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第 1期  新 間の発生期 1860(万延元)～1900(明治33)年

この期は、日本の新間の発生か ら商業新間の成立 (新聞の企業化)までの時期で、幕末の

翻訳新聞か ら、近代新聞の誕生 まで を観観する。

日本に初めて登場 した新聞は英字紙だが 、初期の邦字紙はすべて冊子型新聞だつた。明

治に入つてまもな く、最初の 日刊紙が横浜に登場する。ついで明治 5年 に、今 日まで続 く

有力紙が登場する、以後 、全国の主要都市に新聞の発行は広まるが、同時に、社会各層に

新間を普及しようとする試み (大新間 、小新聞)、新聞を政治的な手段 として活用 しよう

とする動 きが表れて くる。これに対 し、政府の弾圧が始まり、明治 8～ 9年 の記者の投獄 、

明治14年の政変に始 まる民党系紙の碑圧 (発行禁 停 止)は、厳 しいものがある。このよう

な動きの中か ら、政党色 を脱す る新聞 (福沢輸吉の時事新報な ど)が 現れ 、その傾向が進

むのが、明治 20年 代で、速報手段 (電信 、電話)、輪転機の登場な どを背景に、読者の

政治的信念に訴 えるだけでな く、興味や人情 、正義感に訴える新聞、紙面の大衆化 をはか

る新聞 (萬朝報)な どが現れ る。この期最後の 日清戦争は、新間を全国隅々にまで広め る

とをもに、速報を人 々に認識 させ る(号外売 り)。

この期は 、新聞の誕生期なので、初めて創刊 された種々の新聞(初期の新聞人)を紹介す

ると同時に、新聞の判型 (大きさ|、段制、文字の大 きさ、紙質)、記事 (周字 、文体 、見出

し、絵な ど)の変化 、記事の内容 、風刺(弾圧の儀牲者の新聞大供養 、団団珍聞な ど)から、

社屋、記者の風俗 、新聞の配逢 、売 り子の情景 、印刷法の変遷、種 々の機材の実状 、当時

の広告(薬、本 、酒な ど)等々にも触れたい。

第 2期  近 代新聞の成立期 1901(明治34)～1980(昭和 5)年

この期は、新聞が資本主義的企業 として成立 、発展 した時期である。日清戦争後の資本

主義の発展 と軌 を一に して、新聞は企業化す る。販売競争 (大量印刷の部数増)、広告 (『電

通』な ど広告業の発展)お よびページ数の増加 、色刷 り、写真 、朝夕刊制の出現か ら、催

物 、付録競争な ど、新聞相互の競争が激 しくなる。車売制が敷かれ 、日本独特の宅配制度

が確立す るの もこの時期である。
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大正期に入ると、市民階級 をパ ックに、ブル ジ ョアジー、政党 とともに新聞は、政治的

運動に力を発揮 した。第 1次 、第 2次 憲政策護運動 、米騒動 、普選運動 、第 1次 大戦後の

軍縮などに、新聞は力を貸す。海外に特派員網をおき、社会面ではスクープ合戦を繰 り広

げる一方 、紙面では 、用語 、用字の平易化 、アメ リカ式の派手な編集法が取 り入れ られて

くる。

この時期の大 きな事件 として関東大震災がある。京浜の新聞は大打撃 をうけ、この機会

に大阪に本拠 を持つ『朝 日』『毎 日』の両紙が、全国紙への道を歩み始めた。在京の新聞の

中では、『読売』が独 自の編集 販 売方針 と創意工夫の企画によつて、関東第一の新聞に

成長す る。

この期は、戦前の新聞の最盛期になるが、明治期の戦争記事(文体の変化)号 外の頻発

か ら号外売 りの出現 、写真、色刷 り(色刷輪転期の輪夕、)の登場、新聞間の競争(種々の催

し物 、付録合戦 、論戦)などが注 目される。広告 、小説の盛期て もあ り、ページ数 も最高

に増 えた。大正か ら昭和期にはいると、新聞はマス ペ ーパーにな り、紙面記事 も、国語

体が増 え、見出 しも派手に、総合編集 も現れ る。記者 も学校 出の採用が始ま り、女性記者

も出現 、服装 も洋服 (工場はまだ着流 しが多い)が普及 し出 して、万年筆のような筆記呉の

使用 も始まる。この時期は種 々のキャンペー ンや事件 、社会面のスクーフ
°
合戦な ど面 白い

紙面が多い.新 聞の共同宣言 も多い。本格的な通信社が出現するの もこの時期である。

第 3期  戦 時統合時代  1931(昭才D6)～ 1945(昭和20)年

この期の前半(昭和12～13年ごろまで)の新間は、戦前の項点 とも見 られ 、紙数 、部数 、

ページ数 、広告の掲載量 とも戦前の最高を示 した。中国大隆で武力衝突が起こるたびに、

国民の内外ニュースに対す る関心は増 し、新間は増ページや 、廃上 していた 日曜夕刊の復

活な どで読者の要求に応えた 。だが日中戦争が本格化するにつれ 、人員、資材が次第に窮

屈にな り、さらに政府の言論統制が厳 しくなると、新聞の報道機能は極端に失われること

になつた。

その一つの転換点 とも見 られ るのが満州事変であった。事変が起 こると、新聞は、これ

までの論調 (軍縮ムー ド)を 一変 し、軍部の既成事実 を追認す る方向に変わったか らであ

る。翌年の上海事変、五 一 五事件 を経て、軍部は 《挙国一
致》の名の下に次第に新聞人

の釜を規制 し始める。さらに国論の統
一のために、二大通信社の統合を実現 した政府は、

二 二 六事件、慶蕩橋事件のぼっ発を契機に言論の規制に乗 り出 し、用紙 資 材の配給抗

制を通 じて新聞の経営、発行 を規制する一方 、言論抗制法規を次々に制定、さらに言論統

制のための最高機構 として 『情報局』を創設 、新間の発行 、停止の権限を一手に握るとと

もに、新聞統合 を強行、地方紙の 1県 1紙 政策 を実現 した。戦局が悪化すると、新聞は、

軍部 、情報局の情報 コントロールで 、戦争の実態は もちろん 、国民の心情は伝 えられず 、
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物資 、人員の不足か ら夕刊廃止 、紙面 も2ペ ージに陥 り、国民は、情報途絶の うちに敗戦

を迎えた。

この期前半の紙面  戦 況報道は国威発揚 をうたつているが、社会面は前期に引 き続 き、

見出 しは大 きく、記事 も派手

軍に対す る批判 も少な くない(『河北新報』の
一カ五郎 、F福岡 日日』の菊竹六鼓、『岩

手 日報』の後藤清郎 、『信毎』の桐生悠 々 三 沢背山等 々は有名だがその他にも多 く

見 られ る。三 二 六事件に対す る斎藤隆夫の粛軍演説な ども全面で扱い、称資 して

いる、な ど)

新聞に対する外部屋力の形悪  不 敬罪の成 し 右 英の宣伝 乱 入 在 部軍人会の圧迫

多くの新聞続制法規 情 報機構の整備 戦 時情報の統制 外 務情報の規静1 国 際通

信手段の禁止 制 限 記 者 執 筆者の制限 等 々

戦時新聞の諸相  記 事 (文体 用 字の変化 、〇〇発の記事 、報道の真相 戦 時美訪の

堤励 、発表までの遅れ =山 本五十六元帥の戦死など)戦 時特派員 報 道班員の様

子 、戦争末期の新聞社の被災状況な ど

第4期  占 領か ら復興時代 1945(昭和20)～1959(昭和34)年

敗戦か ら、復興 までの時期である。昭和20年8月 、日本の新聞は54社中、29社が被災 し、

その過半数は発行不能に近い状態であつた。製作面 、販売面は 占領終期に三 るまで、ほぼ

戦中の状態で推移 した。敗戦によりこれ までタブー視 されてきた軍部 、国体に対す る批判

は 自由にな つたが、代わって 占領国(軍)、占領政策に対す る批判は厳 しく取 り締まられ る

(検関の実施)ことになった 。だが戦前の言論統制法規はすべて撤廃され 、占領軍は民主主

義社会に占め るプレスの 自由と役割 を、強 く国民に強調 した(c LEの 活動)ため 、新聞の

社会的機能 、価値を人々が十分に認識 したことは 、日本 占領期の特徴であった。

昭和26年、講和条約が締結 され るころか ら日本は戦争の被害 を回復 し始め 、新聞用紙の

価格 配 給の統制が全面的に解除され、購読料 も自由価格になつた。新聞が本格的に活動

を始め るのはこれか らで 、講和条約 、日米安保条約 をめ ぐって国論 を二分する論争が起こつ

たの もその一つの現れである。日本の国際社会復帰 とともに、新聞界は海外取材網の拡充

に乗 り出 した。また新聞の 自由競争開始にともない、製作設備の更新 も急務にな つた。戦

争で中断されていた海外の先進技術を取 り入れた、新聞界の第 1次 技術革新が1950年代に

始まった。漢テレ、自動鏡植機 、ファクシミリな どが導入 され 、新聞の製作技術は一新 し

た。この傾向は60年代にな つて 、共同通信社の通信技術の機械化にともない地方紙に波及

し、新聞界の技術革新は一
気 に全国に広まった。

この1950年代はまた 、日本のメデ ィア界にとって 、忘れ られない時期で もある。民間ラ

ジオ波送 とテレビの出現 、さらには出版社系週刊誌の登場により週刊誌時代の幕明けを告
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げる時期を見 られるからである。この民間放送の追1設に新聞社は深い拘わ りを持つ。新聞

がジャーナリズムの旗手 として政治的、社会的事件に大きく発言 したのもこの時期の特徴

である。

占領軍の政策(主として東京の場合) 検 関ゲラ 検 関機構(市政会館)CIEの 指導

(lmbode■少佐)事 前検閲の廃止 (検 闘の開始、事後検関の廃止)初 期の新聞発

行停止指令、同盟通信社業務停止指令など

新聞の価値の強調  新 聞j垣聞 新 聞文化賞の制定 石 井記者の取材源拒否事件

政治的、社会的発言  乱 闘国会に共同宣言 第 5福 竜丸事件スクープ 南 極観測隊援

助 山 陽新聞のガン追放キャンペーン 報 道協定(皇太子ご成婚)日 米安保条約改

定交渉など

第 5期  新 聞の隆盛期  1960(昭和35)～1979(昭和54)年

この時期はちょうど日本の高度経済成長期に始まるJ新 聞も広告収入が増え、広告収入

と販売収入の比率が逆転 じ始める。日本の新聞はこれまで、中央の新聞が主導 し、地方の

新聞がそれに追随するのが定型であつたが、東京オリンピックの報道に備えて、技術、設

備を充実させた地方紙は、以後、各紙その規模や地域に応じた新技術を取 り入れ (佐賀新

聞が、初めて全紙面写植によるヨール ド タ イプ化に成功など、その一例)技 術の近代化

を計るようになつた。また中央 地 方紙を含め、コンピュータによる新聞編集システムの

への計画が進み、この期の最後に実現する。

紙面の上では、ベ トナム戦争報道、日中記者交換の実現と文化大革命を通 しての中国報

道、沖縄返還密約漏えい事件、ロッキー ド事件報道など、国際的規模の大事件の報道のほ

か、公害問題、市民運動など、新 しい形の地域報道、キャンペーン報道へ力を入れ始めた

のもこの期である。海外取材の充実 し、国際的スクープも現れた。

例

キャンペーン=小 暴力追放(産経)、ヒロシマ原爆報道(中国)、県民病 地 域医療(秋田、

西日本、読売)、障害者問題(山陽)、ほか

ニュース=ポ ンド切 り下げ 中 国、米卓球チーム招待(共同)、黒都市カ ドミウム公害(北

日本)、金大中事件(読売)、など

写真=浅 沼委員長刺さる(毎日)、みどり丸遭難(沖縄タイ)、中国漁船団の尖閣領海侵犯

(琉球)、など

新潟地震と新潟日報、ほか

第 6期  多 メデ ィア時代の新聞 1980(昭和55)～現在

1980年代に入 り、新聞の製作過程 (従来の活宇 、凸版印刷)が 一変 し、中央 地 方紙 を
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問わず 、コンピュー タによる電子編集、オフセ ット印刷システムに移行する。取材通信手

段も、エ ンピツ 原 稿用紙 、電話か らワープロ、フアッタス電送に変わ りつつあるし、新

聞社の組織 も、編集 、製作局を含め 、改変 されつつある。新聞の輸送面で も、高速道路の

普及につれて、鉄道輸送か ら、ほ とん どが トラック輸送に替わつた。同時に全国紙の分散

拠点印刷が充実 し、地方へのニュースが格段に速 くな つている。

新聞を取 り巻 く状況にも大 きな変化が生 している。メデ ィア産業 として新聞のほかに、

テレビ、ラジオ、出版、さらにはニュー メ デ イアが台頭 してきた。報道媒体 としての新

聞の権威や地位は、揺るがないが、ニュースの内容 、関心によつて 、読者はメデ ィアを使

い分けるようになっている。このようなメデ ィアの多様化、読者の変化に対 して、現在の

新聞は 、種 々の対応策を追 られている。

老齢化社会に対応する文字の拡大 、紙面のカラー化な どとともに、海外取材網の充実 、

調査報道の重視(その典型が リクルー ト事件報道)、解説 、投書 、読書欄の充実な どはその

一例である。また読者の新聞に対す る知識が高 まり、見方が深 まるにつれ 、取材方法 (記

者クラブ問題など)や、紙面の扱い(人権問題な ど)、さらには読者の苦情処理に対する真

剣な対応な どが新聞界全体に出てきている。

例

ニュース=ブ レジネフ書記長死去 (共同)、ソ連 、共産党独裁放棄へ (産経)、ほか

写真 =雲 仙 、普賢岳噴火火砕流(読売 大 阪)、中華航空横エアバス墜落炎上 (中日)、

キャンペーン=ス パイクタイヤ追放 減 らそ う農薬 (河北)、な ど

メデ ィア欄の創設に見 るように、メデ ィアの動きがニュースになつている。

山形新聞社や熊本 日日新聞社の新聞図書館、新聞博物館創設な どのほか 、各社の新社屋、

新工場に新聞関係の展示場 を設ける動 きな ども注 目してよい。
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