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１．はじめに

　６割以上の人が「自分は無宗教です」と答える現在の日本 1 にあっても、

ほとんどの人は、「葬儀」の場において宗教に接することになる。日本人の宗

教との関わりを説明する際、しばしば、「生まれたら神社にお宮参りに行き、

結婚式はチャペルで挙げ、死んだら仏式の葬儀をする」と言われるように、

現在、日本国内で執り行われる葬儀のほとんどは仏式で行われている。一方、

無宗教葬は、２〜３％程度にとどまると見られている 2。

　しかし、「葬儀」は、宗教者による宗教行為だけによって成り立っているの

ではない。葬儀全般をとりしきる葬儀社（あるいは冠婚葬祭互助会、JAなど）

は言うに及ばず、料理・返礼品・生花など、さまざまな業者が葬儀に関与し

ている。また、さらに広い範囲で捉えれば、エンディングノートなどの生前

準備に関わる業界や、仏壇・仏具業界、霊園・石材業界などといった、「供養」

に関する業界も、関連する事業者と見なすことができるであろう。葬儀・お

墓コンサルタントの吉川美津子氏は、宗教団体も含め、「葬儀」や「供養」に

携わる「エンディング産業」の市場規模は３兆円を超えているのではないか

と推定している 3。

　こうした「エンディング産業」の事業者たちに注目しているのが経済産業

省である。同省は、本人による終末期の準備・終末期・死、ならびに遺族ら

の生活の再構築を含む「ライフエンディング・ステージ」という概念を提唱し、

その際にサポートを提供するサービス産業、「ライフエンディング産業」の創

出と振興の必要性を訴えている 4。こうした同省の動きの背景には、「ライフ

エンディング・ステージ」に関係する行政の施策が現在、十分に機能してい

「葬儀」「供養」に関するニュース・ソースの研究 *

江 田 昭 道



「葬儀」「供養」に関するニュース・ソースの研究

231 (2)

ないという現状がある。そのような現状を打破するために、同省は、「民間資

本を導入、活性化することにより、ライフエンディング・ステージのサービ

スのクオリティを向上させよう」としていると見られる 5。「葬儀」や「供養」

は現在、少子超高齢化社会という社会的課題と密接に結びついた分野として、

民間だけではなく、行政からも大きな関心が寄せられている。

２．メディアが作る環境

　現代社会において、「葬儀」や「供養」に限らず、様々な社会的な出来事に

関する知識を得る上で、大きな影響力を持っているのがマスメディアである。

私たちを取り巻く世界に関する情報の量が爆発的に増加する中、その情報を

取捨選択して伝えるマスメディアの役割は非常に大きい。

　「葬儀」や「供養」といった、宗教に関わる事柄についても、マスメディア

の果たす役割は小さくない。現代日本では、聖職者との接触が激減し、学校

での宗教教育もほとんどなくなってしまっている。また、近年の仏教書ブー

ムなどに見られるように、教義などを扱う上での教団の専有性がなくなりつ

つある。こういった状況を受けて、宗教関係情報の入手先としてのマスメディ

アの地位は、相対的に高くなっている。

　強い発信力を持つマスメディアのうち、特に日本の新聞は、（近年、さまざ

まな批判を受けているとはいえ、）高い信頼を置かれている。例えば、読売新

聞とギャラップ社が 2006 年に行った日米共同世論調査では、特に信頼して

いる組織・公共機関として「新聞」を挙げた人は日本人回答者全体の 67.6%

に上っており、これは全ての選択肢の中で最も高い数値である 6。一方、「寺・

神社・教会」を挙げたのは 43.9%にとどまっており、日本では、新聞が宗教

者以上に信頼されているとも言えるかもしれない。

　しかし、信頼を集めている「新聞」ではあるが、この世界で起きている出

来事を忠実に読者に伝えている訳ではない。新聞を制作するにあたっては、

様々な規範や制約がある。ジャーナリスト自身の「ジャーナリズムはどうあ

るべきか、社会の何をどう伝えるべきか 7」という考えや、予算・時間・紙幅

などの限界によって、彼らが伝える「社会的現実」の枠組みは構成されている。
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新聞が出来事を「客観的」に伝えること 8 をいくら目指しても、報じられる

内容は、そうした条件から完全に独立して存在することは出来ない。

　宗教的な事柄に関わる記事も、そうした制約から自由ではありえないが、

それでは、「葬儀」や「供養」に関わる事柄は、どのように報道・評論されて

いるのであろうか？　上述した通り、人々が宗教者や宗教的なことに触れる

ことが少なくなった現代にあって、宗教者・宗教団体よりも高い信頼を集め、

日常的に多くの人の目に触れる新聞は、宗教に関わる事柄についても、大き

な影響力を及ぼしうると考えても良いであろう 9。しかし、「葬儀」や「供養」

に限らず、日本のマスメディアにおける「宗教」の姿についての研究は、ま

だまだ少ないというのが現状である10。本稿では、日本のマスメディアのうち、

新聞に焦点をあて、「葬儀」や「供養」といった事柄がどのように報道・評論

されているかについて考察する。

３．研究の現況

　考察にあたり、本節ではまず、マスメディアが伝える「葬儀」や「供養」

の解明に取り組んだ研究を概観する。先述したとおり、マスメディアと宗教

の関係に迫った研究は少ないが、「葬儀」や「供養」に関する報道の特質を扱っ

た研究としては、碧海 2011 および江田 2011 を挙げることが出来る。

　まず、碧海 2011 は、宗教情報リサーチセンター（RIRC）が収集している

新聞・雑誌の宗教関連記事のデータベースを基に、メディアが伝える「新し

い葬儀」に関する情報の変遷と特質を明らかにしたものである。碧海 2011

はまず、現代の葬儀に関する言説の中心が、自然葬や直葬などの「新しい」

葬儀にあることを指摘する。自然葬と直葬を扱った記事を個別に調査すると、

自然葬は主に 1990 年以降に取り上げられ、「自己決定」「自分らしさ」とい

う面に重点をおいて、遺族の人物像や詳細な体験談が描かれることが多いと

いう。一方、直葬は、2000 年代に入って取り上げられるようになり、ほぼ必

ずと言ってよいほど「価格」に焦点があてられやすいと指摘されている。

　一方、江田 2011 は、本願寺教学伝道研究所東京支所が 2006 年 7 月以来

収集した宗教関連記事を基に、「葬儀」に関連する、マスメディアの言説の視



「葬儀」「供養」に関するニュース・ソースの研究

229 (4)

点を指摘したものである。葬儀に関連する記事の多くが、「消費者」（リーズ

ナブル／明朗会計／顧客志向）・「対置」（従来の葬儀／「新しい」葬儀）・「道

理」（葬儀の形がどうあるべきか）といった視点に基づき構成されていること

などを紹介し、継続的な寺檀関係を葬儀の前提と考える僧侶との視点とのズ

レに触れている。また、「対置」の視点では、寺院／檀家を対立関係で捉える

記事がほとんどないことや、宗教者のコメントが掲載されることが少ないこ

とを指摘している。

　また、これらの他に、宗教に関わる報道全般に触れた江田 201011 も、本稿

のテーマに関わる研究である。江田2010は、宗教に関わる事柄に関するニュー

ス・バリューが他の分野の事柄に関するニュース・バリューと異なるもので

はないと指摘するとともに、「ニュース・バリュー」や「客観性」といった基

準が、報道される「宗教」の姿に、ある種の「枠」をはめているのではない

かと述べている。また、全国紙の関東と関西の紙面における宗教の取り扱い

の違いについても言及がなされている。

４．課題と仮説について

　上述した先行研究で残されている課題は、データでの裏付けをとることで

ある。掲載された媒体が、僧侶向け機関誌（江田 2011）や年鑑形式の書籍（江

田 2010）への寄稿、学術大会での発表要旨（碧海 2011）であったことから、

いずれの論考においても、詳細なデータの提示はなされていない。本稿は、

先行研究の主張に関して、数量的な面から検証を行ってみたい。

　本稿では、葬儀・供養に関する記事を数量的な面から分析する際、記事が

作成される際の情報源となっている個人や団体、すなわち「ニュース・ソー

ス」に着目する。記者は特定のイシューについて記事を書くにあたり、様々

なニュース・ソースに依拠している。記者が記事を作成するにあたり、一つ

の記事を作成するために掛けることが出来るコストや紙幅には限度があり、

一つのイシューをめぐる、全ての種類の意見を叙述することは、ほぼ不可能

であるといっても良い。つまり、一つの記事が作成される時、必然的に、記

者はいくつかのニュース ･ ソースを選択的に取り上げている。ある意味で
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は、Reese1994:87 が指摘する通り、メディアの権力の源泉は、特定の情報

源の見解をこのように選別して強調することにある。報道記事を分析する際、

ニュース・ソースの詳細な検証は不可欠である。

　しかし、記事が作成される際の情報源となっている個人や団体である

「ニュース・ソース」について、メディア研究者の間でもはっきりとした定義

がなされている訳ではない。例えば、記事が作り出される「過程」に焦点を

当てるか、作り出された記事という「結果」に焦点を当てるかでも、「記事に

は登場していないけれども、執筆の際に取材していた人」を、「ニュース・ソー

ス」と見なすか見なさないかが分かれることになる 12。ここでは、実際の報

道内容に焦点を当てて考察を進めるため、本研究では、「記事の中に登場し、

情報や意見を述べている個人・団体・組織」（李 1995:172）ならびに、統計デー

タや写真を提供している個人・団体・組織を「ニュース ･ソース」と定義し、

その特徴を探りたい。

　本節ではまず、前節に挙げた先行研究などを基に、いくつかの仮説を立て

てみる。

仮説（１）　「葬儀」「供養」のあり方に関する、宗教者の声を拾ったものは少

ない

　江田 2011 では、「葬儀のあるべき姿」に関して、宗教者の声

が拾われることが少ないと指摘されている。「葬儀」や「供養」

に関わる事柄は、各宗派によって位置づけが異なる場合があるが、

ジャーナリズムの「不偏性」の原則からしても、個別の宗派のこ

とを一つ一つ取り上げづらいと推測される 13。

　「葬儀」だけでなく、「供養」を含めても、やはり宗教者の声が

取り上げられることは少ないのではないかという仮説を立てた。

仮説（２）　東京で作られた紙面においては、葬儀・供養事情についてコメン

トする人は、関東地方在住者が多い。
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　葬儀や供養といった事柄では、宗派だけでなく、地域によって

も風習の差異が存在する。それゆえ、どの地域の事情が語られて

いるかは重要なポイントである。

　前述した通り、江田 2010 では、東京本社・大阪本社それぞれ

が作成する紙面において、宗教の扱いが異なることに言及した。

また、江田 2010 では指摘しなかったが、先行研究では、距離的

に近い事柄ほど、ニュース・バリューが高いと判断されやすくな

ることが指摘されている 14。

　東京本社制作の紙面でデータを取ると、葬儀・供養といった事

柄に関しても、東京を中心とした関東地方の事情が重点的に扱わ

れていると思われる。取材対象となっている人も、関東地方在住

者が多いと推測される。

仮説（３）　「自然葬」が報じられる記事では、「直葬」が報じられる時よりも、

一般人が多く登場している。

　碧海 2011 は、自然葬と直葬を扱った記事を個別に検討した結

果、前者は主に 1990 年代以降に取り上げられ、遺族の人物像や

詳細な体験談が描かれることが多いと指摘する。また、後者につ

いては、2000 年代に入って取り上げられるようになり、「価格」

に焦点があてられやすいと述べている。

　この指摘を基に、「自然葬」を取り上げた記事では、一般人が

語る体験談に焦点があたりやすいため、「直葬」を取り上げた記

事と比較すると、取材対象として一般人がより多く登場すると推

測した。

5．検証方法について

　前節で提起した仮説（１）〜（３）を検証するため、本稿では、以下の３

つの点を調査する。
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（１）僧侶・寺院が「ニュース・ソース」として登場する割合

（２）ニュース・ソース全体のうち、関東圏の団体・人物が「ニュー

ス ･ソース」として登場する割合

（３）直葬ならびに自然葬の現状を取り上げた記事の中で、一般

人が「ニュース・ソース」全体に占めるそれぞれの割合

5 －１．検証の対象となるデータについて

　検証に際しては、浄土真宗本願寺派教学伝道研究センター東京支所（現在：

同派総合研究所東京支所）の研究員らが全国紙４紙（読売新聞・朝日新聞・

毎日新聞・産経新聞）の東京本社作成の紙面から収集した、宗教に関連する

用語を含む新聞記事のデータベースを用いる 15。また、調査対象記事の採集

期間については、同支所が採集を開始した 2006 年 7月から 2010 年 12 月ま

での 4年半の間とする。

　本稿で考察の対象となるのは、このデータベースから抽出された、「葬儀」「供

養」などに関連する報道・論評記事である。ただし、葬儀や供養に関する報

道記事であっても、著名人の葬儀あるいは事件・事故・災害の被害者の葬儀

や、事件・事故・災害などから●周年での慰霊祭を伝える記事は考察の対象

から除外している。主たる対象となるのは、近年の葬儀や供養の動向などを

紹介する特集記事、ならびに関連サービスを紹介する記事である。なお、李

1995:177 註 (4) が、「記事の類型によってニュース・ソースの構成が異なる

可能性がある」と判断して考察の対象から除外した「社説」を、ここでは分

析の対象に含めている。これは、社説も、記者が書く一本の「記事」である

と見なすことによる。本稿では、こうした基準で選別した記事 241 本を基に、

データの検討を行いたい。

　なお、上述したデータベースには含まれていても、考察の対象から除外し

た記事もある。ニュース ･ソースの分析という本稿の目的を鑑み、「投稿」（人

生相談を含む 16）、「書評」（書評欄掲載分）、イベントの「告知記事」、および

特定の識者によるオピニオン的な記事（複数の論者による討論も含む）は除
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外されている 17。また、期間中に大きな議論があった靖国問題、近年注目さ

れているペット葬などは、それぞれ「供養」や「葬儀」に関わる事柄ではあ

るが、今回の考察の対象からは外している 18。

　また、用いるデータベースの性質上、各地方紙の記事などは考察の対象に

なっていない 19 が、このことは、碧海 2011 が用いた、宗教情報リサーチセ

ンター（RIRC）が収集しているデータと比較すると、網羅性を欠いている。

しかし、江田 2010:238 でも指摘した通り、宗教に関する事柄については、

全国紙でも新聞社によっては、東京本社が作成する紙面と、大阪本社が作成

する紙面とでは扱いが異なることがしばしばある。各地方紙も加えると、さ

らに扱いのズレが出ているであろう。全ての新聞記事を対象として分析を行

うことには非常に大きな意義があるであろうが、地域毎に扱いの差がある以

上、今回のように、全国紙の東京版のみを用いた計量を行うことにも一定の

意義はあると考えられる。

5 －２．調査方法について

　上述した３つのポイントを調査するため、まず、葬儀・供養に関係する記

事に現れるニュース・ソースを、①葬祭［関連］業者・互助会・一般社団法人、

②NPO・公益社団法人・財団法人、③研究者・ジャーナリスト、④行政およ

び独立行政法人（公営の斎場・墓地を含む）、⑤僧侶・寺院、⑥一般人、⑦そ

の他（仏教以外の宗教法人、医療法人、社会福祉法人など）という７つのカ

テゴリーに分類する。なお、社団法人については、一般社団法人を①に分類し、

公益社団法人を②に含めた。これは、記事中に登場する一般社団法人がいず

れも業界組織としての性格を持つ一方、公益社団法人は、公益を目的とした

事業を行う組織と判断したためである 20。

　ニュース・ソースを数えあげる際、以下のような操作をしている。

　　＜１＞一つの記事に、ある団体とそこに所属する個人がそれぞれニュー

ス・ソースとして共に登場する時、個人がその団体のみに所属す

る場合は、その団体をニュース・ソースと見なす。
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　　＜２＞一つの記事に、ある団体とそこに所属する個人がそれぞれニュー

ス・ソースとして共に登場する時、個人が、その団体のみならず、

違うカテゴリーにも属している場合、団体と個人をそれぞれ別個

のカテゴリーで数えあげる 21。なお、個人が違うカテゴリーにも

属していることが明示されていない場合もあるが、分かる限り、

違うカテゴリーで数えあげた 22。

　　＜３＞「葬儀業者ら」といった形でソースが示されている場合、２つのソー

スに当たったと数えている 23。「都道府県統計」や「全国の消費生

活センター」は、一つのソースとして数える。

　　＜４＞夫妻・親子などが揃って登場する場合には一つのソースとして数

えている。

　　＜５＞読者からの反響を紹介する記事などで、「同様●件」などとある場

合は、●件を加えず、１件として数える。

　また、仮説（２）を検証するため、ニュース・ソースを地域別に区分する

必要がある。ニュース・ソースとなった個人・団体の地域を、記事中の記述

を参考にして都道府県別に分類する。記事中に明示されていない場合には、

所属団体の住所などを手掛かりとして判断した。企業については原則、本社

の地名を採用したが、「東京銀座店」などの記述がある場合には、それに従っ

た。全く分からない場合、「地域不明」とした。

6．検証結果

6 －１．個々の僧侶・寺院の発信力について

　まず、仮説（１）について検証する。考察の対象とした記事全体に現れる

ニュース ･ソースの数は、775 に上った。上に挙げた７種類のニュース・ソー

スの個別の割合を示すと、以下のとおりである。
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　寺院・僧侶がニュース ･ソースとなる割合は、全体の 13%弱（のべ 100）

であり、葬祭関連業者・一般人だけでなく、研究者・ジャーナリストよりも

割合としては低く、NPOなど ( のべ 95) とほぼ同等であった。宗教者自身に

よる「葬儀」「供養」に関する情報発信という観点から見ると、伝統宗教に属

する宗教者自身の声が流通しているとは言いがたい。また、ニュース・ソー

スとして取り上げられた仏教系の新宗教団体および関係者は、ほぼゼロであっ

た 24。

　そうした中、多く登場した寺院・僧侶は、松島如戒氏（８回）、全日本仏教

会（７回）、中下大樹氏（５回・寺ネット・サンガ／葬送支援ネットワーク）、

玄侑宗久氏（４回）、瀬良信勝氏（４回）、知勝院（４回・祥雲寺別院）であった。

このうち、最も登場回数が多かった松島如戒氏は、NPO「りすシステム」代

表およびNPO「エコ人権葬推進機構」理事長を務めており、葬儀の生前準備や、

環境に優しい棺などとの関連で取り上げられることが多かった。全日本仏教

会は、集計期間中に起こった、いわゆる「イオン・ショック」に対する反応

や、それを受けて開かれたシンポジウム「葬儀は誰のために行うのか？〜お

布施をめぐる問題を考える」（2010 年 9 月 13 日開催）を取り上げた記事に

集中的に登場したのみである。また、玄侑宗久氏を取り上げた４つの記事の

うち３つは、同シンポジウムにパネリストとして登場したことを取り上げた
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ものである。中下大樹氏は、「寺ネット・サンガ」代表や「葬送支援ネットワー

ク」共同代表として、葬儀の生前準備や、生活保護受給者・生活困窮者の葬

送支援などを行っており、そうした活動が取り上げられている。瀬良信勝氏は、

葬儀などの場で遺族との接し方を講義する、グリーフ・ケアの専門家として

４回登場しているが、そのうちの３回は、読売新聞の「お寺を歩く　一切皆苦」

という連載に登場したものである。知勝院（岩手県）は、樹木葬の先駆けと

して知られる寺である。なお、ほとんどが３回以下の登場にとどまるが、寺院・

僧侶のニュース・ソースの約４分の１は、樹木葬墓地・永代供養墓・納骨堂

などの設備を持つ寺院およびその関係者で占められている。

　なお、複数回登場した個別の宗派ならびに関係団体は存在しなかった。宗

派レベルの組織は、真宗大谷派の大谷会館（写真提供のみ）、吉水岳彦氏らが

中心となって立ち上げられた浄土宗の社会事業委員会（ひとさじの会）なら

びに、葬儀の実態のアンケート調査を行った浄土宗総合研究所の３つがそれ

ぞれ一度ずつ取り上げられたのみである。また、個人ではあるが、産経新聞

の特集連載記事「直葬〜消える弔い〜」への反響として、松尾徹裕・曹洞宗

広報担当課長からの指摘が掲載されている。江田ら 2008：39 は、宗教に関

係する報道全般について、包括宗教法人が取り上げられることは極めて稀で

あると指摘しているが、こういった「葬儀」「供養」に関する事柄についての

記事でも同様に、包括宗教法人の声が採り上げられることは少ないようであ

る。

　一方、そういった宗派の枠組みを超えた全日本仏教会は、前述の通り、「イ

オン・ショック」への反応に関連して、７回取り上げられている。これに関

連した、各宗派の動きが全く取り上げられていないのと対照的である。江田

2010:240f. では、ジャーナリズムの「不偏性」という基準に関連して、個別

の宗派の動きよりも、超宗派的な動きの方が取り上げられやすいと指摘した

が、ここでの対照的な取り上げられ方が、「不偏性」の原則に基づくかどうか

は定かではない。単純に、個別の宗派レベルでの発信がなされていなかった

だけかも知れず、さらなる調査・検討が必要である。

　なお、寺院・僧侶などのカテゴリーのうち、最も多くニュース・ソースと

して登場した松島如戒氏は、前述した通り、NPO法人の代表や理事を務めて
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いるが、NPOが僧侶・寺院と同じ程度、ニュース・ソースとして取り上げら

れていることは注目に値するであろう。NPO・公益社団法人・財団法人のカ

テゴリーに属する、のべ 95 のニュース・ソースのうち、登場回数の多いも

のとしては、( 財 ) 日本消費者協会（17回）、NPO「手元供養協会」（12回）、

NPO「葬送の自由をすすめる会」

（11回、中国支部含む）、NPO「永代供養推進協会」（９回）、NPO「エンディ

ングセンター」（９回、うち１回は、旧名の「21世紀の結縁と葬送を考える会」）、

NPO「りすシステム」（６回）が挙げられる。これら６つの団体がNPOなど

のカテゴリーに占める割合は約 67%にも達しており、寺院・僧侶と比較する

と、少数の団体が大きな割合を占めていることが分かる。寺院・僧侶などの

カテゴリーで最も数が多かった松島如戒氏がもっぱら、NPO法人の代表や理

事として記事に出ていることをも鑑みれば、葬儀・供養の現状に対する新聞

紙面上の発信力は、どの僧侶・寺院・教団も、こうした個々のNPO法人など

に劣っていることが分かる 25。

　なお、江田 2011 は、葬儀のあり方に関して、僧侶よりも、研究者・ジャー

ナリストなどの発言が頻繁に取り上げられることを指摘しているが、小谷

氏・碑文谷氏らの 14回という登場回数からも、この点は裏付けられるであろ

う。また、NPO法人「エンディングセンター」の代表をつとめる井上治代・

東洋大准教授も頻繁に登場している（11 回）。この３名だけで全体の３分

の１を占めているが、こうした一部の専門家に取材が集中するのは、Reese 

1994:92 が述べている通り、記者にとっては、記事を書くたびに新たな専門

家に取材するよりも、一部の専門家たちに繰り返し意見を聞く方が容易であ

り、そのコメントが予測しやすいという事情もあると思われる。ちなみに、

記事採集期間の終わりごろ（2010 年 1月下旬）に出版され、ベストセラーと

なった『葬式は、要らない』の著者、島田裕己氏は、今回の集計の対象外となっ

た対談記事などでも取り上げられているとはいえ、集計の範囲となった記事

では、3回の登場にとどまった。

　これらの他で頻繁に登場したニュース・ソースとしては、企業のカテゴリー

に属する、メモリアルアートの大野屋（15回）、冠婚葬祭互助会「くらしの友」

（12 回）などが挙げられる 26。多数の企業が個々の僧侶よりも繰り返し紙面
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に登場し、さまざまな情報を発信していることは言うまでもない。その中でも、

冠婚葬祭互助会の企業「くらしの友」は、自らが公表した、葬儀のあり方に

関するインターネット調査で記事に取り上げられることが多い。葬儀の平均

費用などのデータが取り上げられることが多い「日本消費者協会」とともに、

「葬儀」や「供養」の現状についてのさまざまな情報を提示しており、情報の

発信元として注目される。

　検証の結果、仮説（１）で提示した通り、「『葬儀』『供養』のあり方に関する、

宗教者の声を拾ったものは少ない」と言える。また、NPO法人・研究者・企

業などのカテゴリーに属するニュース・ソースと比較すると、繰り返し登場

する僧侶・寺院がほとんどいないことが特徴として浮かび上がってくる。また、

寺院の枠を超えた宗派レベル以上の組織も、全日本仏教会を除けば、ほとん

ど登場することがなかった。

6 －２．ニュース・ソースの地域分布について

　本節では、仮説（２）を検証するため、ニュース・ソースの地域分布を確

認したい。
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　まず、775 のニュース・ソースのうち、最も多く現れたのは予測通り、東

京都（447）であった。ニュース・ソースのうち、地名が全く分からないも

のが約 75名あるため、判明している約 700 件のうちでは約 63.9% に達して

いる。次いで登場回数が多かったのは、神奈川県（39）、大阪府（36）、千葉

県（31）、京都府（25）のニュース・ソースであった。

　もちろん、東京都には行政・研究機関・企業・NPOなどが多数集中してい

るから、それらの分野ではどうしても東京都にある個人・組織・団体などが

ニュース・ソースとなる確率は高いことが推測される。企業のカテゴリーで

は、239（うち地域不明 9）のうち 139 が東京都であった。千葉県が 14、神

奈川県が 10、埼玉県が４、茨城県・栃木県・群馬県が各１あるので、これら

関東地方の１都６県にある企業だけで、ニュース・ソースとなっている企業

の約 71%を占めている。研究者では、ニュース・ソース全体が 118 のところ、

東京都（91）だけで約 77%を超えている。神奈川県・茨城県・千葉県・埼玉

県を合計した 8件を加えると関東地方の 1都 6県で、84%弱を占めている。

NPO関連でも、東京都（72）だけで全体（92）の約 78%にあたる。神奈川

県（2）と埼玉県（2）を加えると、約 82.6% に達する。行政では、81 のう

ち東京都が 50で約 62%を占めている。神奈川県（7）、千葉県（8）を加えると、

３都府県で 80％強に達している。すなわち、①企業など、②NPOなど、③

研究者など、④行政などのカテゴリーではいずれも、関東地方のソースが 70

〜 80%程度を占めていることが確認された。

　次に、記事に登場する一般人のみで検討してみると、全体の 122 人の中の

35 人が東京都であった。もっとも、32 人は地域不明なので、地域が判明し

ている、あるいは推測できる 90 人の約 39%を東京都の一般人が占めている

ことになる。神奈川県 12人、千葉県 11人、栃木県 6人、埼玉県 3人を加え

ると、この５都県の 67 人だけで、地域が判明している 90 人の約 75%にの

ぼる。一般人への取材という点から見ても、取材の多くが東京都周辺におい

て行われていることが分かる。

　それでは、寺院・僧侶のカテゴリー（全 100）ではどうかというと、やは

り東京都が 44 を占めており、最も多かった。地域不明の 6件を除く、94 の

ニュース・
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ソースの約 47%にあたる。神奈川・千葉・埼玉・茨城を加えると約 60%を

占めており、寺院・僧侶への取材でも、やはり関東中心の傾向が見て取れ

る。なお、前節で、宗派レベルでのニュース・ソースが３つの機関のみであっ

たことを指摘したが、地域性という観点から見ると、そのいずれもが東京都

に拠点を置いたものであった。一方、宗派の本山が多数存在する京都府発の

ニュース・ソースは、わずか１つのみであり、宗派の本山がニュース・ソー

スとして記事中に現れることはなかった。

　企業などのカテゴリー以外にあたる、一般人や寺院・僧侶に関しても、そ

の取材対象は、関東地方が中心となっており、「東京で作られた紙面において

は、葬儀・供養事情についてコメントする人は、関東地方在住者が多い」と

いう仮説（２）は正しいと判断される。

　なお、李 1995:176 も指摘している通り、ニュース・ソースの分布に特定

の傾向があるからといっても、それが、記事内容の傾向と必ずしも一致する

わけではない。すなわち、いずれのカテゴリーのニュース・ソースも東京な

らびにその近辺に集中しているということが、必ずしも、各地における葬儀

の多様性が紙面に反映されていないことを意味するものではない。例えば、

専門家などが他地方の葬儀事情などについて詳しくコメントするケースも想

定しうるからである。しかし、個別に検討しても、他地方の日常的な葬儀・

供養事情に焦点を当てたものはわずか数件にすぎず 27、そうした地方毎の事

情はほとんど意識されていなかった。

6 －３．自然葬を扱った記事は、直葬の記事と比べて、一般人の登場割合が

高くはない

　本節では、仮説（３）を検証するため、自然葬と直葬の事情を報じる記事

にニュース・ソースとして現れる一般人の数を検証する。自然葬の事情など

を扱った記事は 27 あり、一方、直葬を扱った記事は 10 あった。それぞれ、

手元供養・エンバーミングなど、他の話題と併せて取り上げられた記事も含

まれている。

　自然葬と直葬、それぞれを扱った記事において、ニュース・ソースとなっ
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た一般人は、自然葬では 17 人、直葬では 8人が現れている。２つのグルー

プの記事数の比を考えただけでも、自然葬を扱った記事に一般人が多く登場

しているとは言い難い。直葬を扱った記事においても、一般人の体験談はし

ばしば引用されているし、一般人の体験談が全く出てこない自然葬の記事も

少なからず存在している 28。

　仮説との食い違いが生じた原因は、２つほど考えられる。まず、一つ目の

考えられる原因は、直葬というスタイルの「特異」性を考慮に入れていなかっ

たことである。碧海2011の指摘に倣って言えば、自然葬だけでなく、直葬も「例

外的」なスタイルの葬儀であるが故に、それを実施した人に焦点が当たりや

すく、思ったほど自然葬で焦点が当たる一般人の数と差異が生じなかったの

ではないかと考えられる。二つ目の想定される原因は、今回の考察に用いた

データと、碧海 2011 が用いたデータとの記事採集期間の違いである。今回

の採集期間となった 2005 年以降では、自然葬を行う上での課題などを指摘

するような記事も複数見られる。「自然葬」が、以前ほど「特異」なものと見

なされなくなってきているのかもしれない。

　むしろ、自然葬と直葬を扱った記事の差異は、ニュース・ソースとしての

NPO法人の登場回数に現れている。自然葬に関しては、「葬送の自由をすす

める会」「エンディングセンター」などのNPO法人がほぼ全ての記事に登場

しているが、直葬に関する記事ではほとんど登場していない。自然葬の記事

については、一般人の詳細な体験談よりも、むしろ、ニュース・ソースとし

てNPO法人が登場することが特徴としてあげられるべきかもしれない。

　なお、碧海 2011 は、直葬に関する報道では「安さ」に焦点があたること

が多いと述べているが、今回検証した範囲では、新たな傾向が生まれつつあ

るように思われた。2007/2/1 付、毎日新聞に掲載された、直葬を紹介する記

事では、そのタイトル自体が「本音は『金をかけたくない』」というものであっ

たが、他紙に掲載された記事では、直葬が増えている背景として、安さだけ

ではなく、家族関係の希薄化や死亡者の高齢化といった要因があることも指

摘されている 29。また、故人との別れの時間が短く、遺族が心の整理がつか

ない場合もあるといった、直葬に関する注意点も言及されている 30。このよ

うに、「安さ」に焦点を当てるのではなく、その背景や、「安さ」のみに目を



蓮花寺佛教研究所紀要　第六号　共同研究

216(17)

向けることへの注意点が報じられるようになっていることにも注意が必要で

あろう。

7．さいごに

　今回は、「葬儀」「供養」に関する記事を書くにあたって、記者がどのよう

な情報源、「ニュース・ソース」に依拠しているかを調査し、先行研究にもと

づいた仮説を検証した。その結果、僧侶・寺院がニュース・ソースとして登

場することが少ないこと、多くのニュース・ソースが東京都周辺にあること、

自然葬に関する記事でNPO法人がニュース・ソースとして多く登場すること

などを指摘した。

　最後に、「葬儀」「供養」に関する報道のニュース・ソース研究について、

今後の課題を２つあげておきたい。

　まず、一つ目の課題は、記事採集の範囲の問題である。今回のニュース・ソー

ス分布調査はあくまで、東京本社作成版の紙面のみにもとづいたものである。

今後、あわせて大阪本社作成版の紙面の調査も行い、両者に掲載された記事

を比較・検討する必要があるであろう。

　二つ目の課題は、ニュース・ソースとジャーナリストの関係についての問

題である。ニュース・ソースに関する研究では、ニュース・ソース自体の分

布が問題にされる他、ニュース・ソースとジャーナリストの間の関係が扱

われることもある。各々のニュース・ソースは、単なる情報提供者という

だけではなく、「それぞれ各自の意図の枠組みと守られるべき利益」（Sigal 

1973:2）を持つ存在、すなわち、記事で取り扱われる出来事の利害関係者で

あることが少なくない。李2003:105ff. が紹介しているように、ニュース・ソー

スとジャーナリストの関係については、両者に対抗・緊張・共生関係がある

など、さまざまな分析がなされている。「供養」や「葬儀」といったことがら

において、ニュース・ソースとジャーナリストとの間で、どのような相互作

用がはたらいているかに関しても、今後、考察を深める必要があるだろう。
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Endnotes

     *本稿は、2011年10月15日に開催された定例研究会での発表内容を修訂したものである。

本稿の分析で用いた記事データベースは、筆者を含む、浄土真宗本願寺派教学伝道研究

センター東京支所（現在：同派総合研究所東京支所）の研究員らが作成したものであり、

大きな恩恵を受けた。

1　 World Values Survey（世界価値観調査）2005年の調査による。鈴木 2012:93-99 を参照。

2　 仏式の割合は 90% 強程度とみられる。仏式葬・無宗教葬の割合については、吉川

2010:((, 100 などを参照。

3　 吉川 2010:14 参照。

4　「安心と信頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けて～新たな『絆』と

生活に寄り添う『ライフエンディング産業』の構築～報告書」（2011 年 (月公表）なら

びに、「安心と信頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けた普及啓発に

関する研究会報告書」（2012 年 4月公表）を参照。

5 　碑文谷 2011：1( 参照。葬送ジャーナリストの碑文谷創氏は、経済産業省の「安心と信

頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けた研究会」の委員でもある。

こうした経済産業省の取り組みについては、『寺門興隆』2012 年 2 月号 pp. 9(-103 も

参照。

6 　2006/12/16 付、読売新聞朝刊を参照。なお、同調査においては、米国人の 70.1％が「教

会」を信頼できる組織とする一方で、「新聞」を信頼できるものとした人の割合は 52.3

％にとどまった。

7 　ジャーナリストが、「この出来事には、ニュースとして取り上げる価値（ニュース・バリ

ュー）がある（／ない）」と判断する基準については、大石 2006:1(1f. などを参照。また、
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宗教に関係する出来事のニュース・バリューについては、江田 2010 を参照。

　　　なお、江田 2010 でも簡単に触れている通り、厳密に言えば、ニュース・バリューの

有無が常に絶対的な基準となる訳ではない。猪股 2006 などを参照のこと。

( 　「客観報道」がいかにあるべきかということをめぐる、これまでの主な議論については、

中 2006 などを参照。

9 　もちろん、その「信頼」されている新聞の報道や論評が、必ずしも、そのまま読者に受

け入れられるわけではない。読者は、それを各自の枠組みで解釈し、受容する。たとえば、

新聞社が、「葬儀の平均費用は、●●●万円という調査結果が出た」という情報を伝えた

として、全ての読者が、それを単なる情報として単純に受け入れるわけではない。人に

よっては、「●●●万円もかかるとはけしからん！」と道徳的な枠組みでの解釈するよう

な場合もあると思われる。本稿では、こうした受容過程については考察の対象としてい

ない。なお、ニュースがどのように受容されるかについては、Neumann et al. 1992 な

どを参照のこと。

10　米国では、マスメディアと宗教の関係についての学術的研究が日本以上になされている

が、Stout & Buddenbaum 1996:5 はまだ不十分であると指摘している。米国における

先行研究については、Buddenbaum & Stout 1996 を参照のこと。なお、2002 年には、

この分野を扱う学術誌 Journal of Media and Religion も創刊されている。

11　内容に関しては、石井ら 2011:56-6( も参照のこと。

12　先行研究における「ニュース・ソース」の定義をめぐる差異については、李 2003:103f.

を参照。

13　宗教報道と「不偏性」の関係については、江田 2010：240f. を参照

14　例えば、Shoemaker & Reese 1996:111 などを参照。

15　各紙からの記事の採集に当たっては、基本的に２名以上の研究員が関与している。

16　ただし、記事中に引用されている、他記事への意見等を記した投稿については、ニュース・

ソースとして扱っている。

17　このデータベースでは、仏教以外の諸宗教に関する海外の記事、宗教関係者以外の訃報

記事、投稿された短歌・俳句などは、そこに「葬儀」「供養」などの言葉が含まれていて

も収集の対象とされていない。国内の葬儀や供養の事情に関する報道・論評のニュース・

ソースを分析するという本稿の目的には大きな影響はないと判断し、各新聞社のデータ

ベースなどを基にした追加の検索等は行っていない。
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1(　これら以外でも、火葬場から出る灰に有害物質が含まれている問題、葬儀社の脱税問題、

著名人の墓をめぐる「墓マイラー」などに関する記事も除外している。

19　宗教情報リサーチセンターでは、全国紙と地方紙（東京地方紙含）だけではなく、宗教

専門紙・スポーツ紙・英字紙などの新聞からも記事情報を収集している。また、雑誌に

ついても、週刊誌・隔週誌・月刊誌からの情報収集を行っている。

20　記事中に登場している一般社団法人は、日本石材産業協会・全国優良石材店の会・全国

霊柩自動車協会・日本遺体衛生保全協会の４つ。公益社団法人は、全日本墓園協会のみ。

21　具体的には、NPO「りすシステム」代表およびNPO「エコ人権葬推進機構」理事長を

務める僧侶の松島如戒氏（②と⑤）、NPO「エンディングセンター」（旧：21 世紀の結

縁と葬送を考える会）代表である井上治代・東洋大准教授（②と③）、横浜市墓地問題研

究会（神奈川県）の委員を務める池辺このみ・ニッセイ基礎研究所上席主任研究員（③

と④）、NPO「これからの葬送を考える会　九州」事務局長を務める菊池泰啓・妙瑞寺

住職（②と⑤）などがこれに該当する。

22　たとえば、2007/4/20 付、産経新聞記事「旅立ち　地球に優しく」、2007/12/27 付、朝

日新聞記事「自分らしい葬式」などでは、NPO「りすシステム」代表を務める松島如戒

氏が僧侶でもあることについて、全く言及されていないが、「僧侶・寺院」のカテゴリー

でも数えあげている。

23　 例えば、2009/9/22 付、産経新聞記事「消えてしまいたい」や、2010/10/19 付、産経

新聞記事「素性明らかな『無縁仏』」など。

24　2010/2/22 付、産経新聞掲載コラム「『宗教離れ』と『貧・病・争』」で、「某新宗教の幹部」

のコメントが取り上げられているのが唯一の例外といえるかもしれない（この新宗教教

団が仏教系かどうかは、記事からは不明）。ニュース報道における新宗教と伝統宗教の扱

いを対比させ、「新宗教に関しては事件と関係するときだけ報道されるといっていい」と

述べる石井 2010:1(4 の指摘通りと言える。

25　NPO法人が登場する約 (0 の記事のうち、2( の記事で、企業のカテゴリーに属するニ

ュース・ソースが現れている。「非営利」であるNPO法人が「営利」企業と共に現れて

いることが多いのは、手元供養・樹木葬・永代供養などの実践が、その方面に携わる企

業なくしては不可能という事情によると思われる。場合によっては、関係企業が、NPO

法人の公認支援団体として認定されているような場合もある（例えば、NPO法人「手元

供養協会」と共に記事にも登場している企業「エターナルジャパン」（４回）や「方丈」（１
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回）が、同協会の公認支援団体である）。ただ、紙幅の都合もあってか、そうした関係が

全く見えないような記事も散見された。

26　登場が 10回以下の企業としては、イオン（10回、イオンリテール含）、公益社（(回）、

全日本葬祭業協同組合連合会（6回）、キーパーズ（6回）、全国優良石材店の会（6回）、

エポック・ジャパン（5回）、八木研（4回）、カズラ（4回）などが挙げられる。

27　2007/2/3 付、毎日新聞朝刊「よその住職に頼るしか」、200(/9/23 付、産経新聞朝刊「分

かりにくい費用と相場」。

2(　例えば、2007/4/6 付、毎日新聞夕刊「桜は忘れない」、2007/11/22 付、読売新聞夕刊「里

山育てる樹木葬」、200(/(/6 付、朝日新聞朝刊「東京湾人工島『海の森　自然葬認めて』」、

2010/4/6 付、朝日新聞夕刊「海へ山へ　自然にかえる」、2007/9/21 付、産経新聞朝刊「葬

儀、お墓　自分流」、2009/11/17 付、読売新聞朝刊「絆求め　変わる葬送」など。

29　例えば、200(/9/22 付、産経新聞朝刊「身内だけで送る『直葬』　高齢化や費用も要

因」、2009/4/21 付、読売新聞朝刊「『直葬』都市部で広がり　家族の形変わり簡素化」、

2009/9/22 付、産経新聞朝刊「消えてしまいたい」など。

30　2009/2/5 付、朝日新聞朝刊「葬儀　広がる簡素化」。

〈キーワード〉宗教報道、宗教とメディア、ライフエンディング・ステージ、

ライフエンディング産業、ＮＰＯ
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