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    論点 

①なぜ、報道には「偏り」（バイアス）が生じるか 

②なぜ、多数の科学者の声が届きにくいか 

③なぜ、メディアは市民に弱いか 

④なぜ、メディアは軌道修正をしたがらないか 

⑤メディアを動かすには何が必要か 

⑥世の中を動かす「力」は何か 

2 



きょうの話 

①なぜ、メディアは間違いを認めないのか。 

②なぜ、リスク報道の構図は変わらないのか。ゲノム編集報道
から。市民の懸念に応えないのか。週刊朝日の例から。 

③なぜ、多数の科学者の声が反映されないのか。なぜ、メディ
アは初期報道に合わせようとするのか。読者への正確な方法より
も自己の保身を優先（子宮頸がんワクチン報道から）。 

④メディア・ハラスメントがあるのでは。 

⑤トンデモ記者、トンデモ学者がいるのではないか。 
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①なぜ、メディアは訂正
を出さないのか 

誤りを認めないのはなぜか。 

みなさんも、新聞社の記者になったつもりで 

一緒に考えよう 

あなたが「欠陥商品」を売ったケースと同じだ。 
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共同通信社の誤報。中日新聞１８・９月
３日付。ほか全国の地方紙に掲載 
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みなさん、よく考えてください 

◎間違いを指摘されたら、「訂正を載せる」、たったそれだけで済む話。
なぜ、訂正を出さないのか。不思議ではありませんか。 

・異物の入った食品を交換するのと同じ。 

◎なぜ、新聞社は訂正に抵抗するのか。読者のことを全く考えていない証
拠。読者は正確な情報を読みたいだけ。その当たり前の要求になぜ、応え
られないのか。何がネックなのか？ 

◎訂正を出さないことで共同通信は何を守ろうとしているのか。結果的に
信頼性が低くなっていくだけなのに、それでも訂正を出さない理由は何だ
と思いますか？ 

◎訂正は媒体の「恥」、また記者の「恥」でしょうか。訂正を出せば、信
頼を失うからでしょうか。 

■確実に言えるのは、読者を無視していること。正確な情報を伝えようとし
ていないこと。吉本興業の宮迫さんら＝「すぐに謝罪していれば大きな問
題になっていなかった」（ビートたけし） 
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もうひとつの不思議 

◎共同通信の誤報を、なぜ、他社は報じないのか 

・世耕経産大臣が会見で「誤報」と明確に言った。どの記者も聞いた。
記者はしばらくクラブ出入り禁止。 

・産経だけが唯一報じた。私が知ったのも産経を見たからだ 

◎なぜ、たとえば、毎日新聞は報じないのか。 

・全国の地方新聞に載った大きなニュースが間違いなら、毎日新聞が
「あれは誤報」と報じる意義は高い。報道すれば、さすが毎日新聞と
なるはず。なぜ、報じないのか。共同通信の加盟社だからか。遠慮し
ているのか。 

◎記者のクラブ出入り禁止よりも、知りたいのは正確な情報ではない
か。こういうなれ合い新聞を購読するメリットはあるか。 
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メディアに反論する術が
ないことが分かる 

明らかに間違った記事でも、他の読者にそれを知らせる方法がな
い。反論ページを載せるべきだが、それがない。 

言論の自由は、反論を許すことで成立するはずだが、 

日本のメディアにはそれがない。 
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①のテーマのまとめ 

◎メディアは訂正を出したがらない＝損をするのは、真の情報を知ら
されない読者だけ。 

◎メディアは他紙の間違いを報じたがらない（産経は例外。朝日の過
ちを好んで報じる傾向）＝全紙を読んでいても、真相が分からない場
合がある。 

◎メディアの誤報にだれかが気づいても、それを多くの人に伝える術
がない。ＳＮＳが発達しても、これは実現していない。ヤフーニュー
スが「この１週間の主要新聞の誤報一覧」というニュースを流してく
れるならよいが・・。 

◎メディアに反論する術がない。電力会社で組織した電気事業連合会
は抗議・訂正要望しているが、反論すらできない。 
■どうすればよいか、みなさんの意見は？ 
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①の関連＝皮肉にも、最近のすばらしい
記事は誤報を説明した記事だった 

◎朝日新聞の7月10日付。なぜ、
この記事を書いたかの経緯と記
者の取材過程（だれに取材し、
だれの情報を基に書いたか）が
分かる。通常の記事は記者の意
図、取材過程が全く分からない。
市民にとって情報公開が必要な
のはメディア側の取材過程。 
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②報道の構図と両論併記 
市民の懸念に共感する記者 

しかし、懸念に応えようとはしない 

なぜ、それ以上に踏み込まないのか？ 
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ゲノム編集食品記事も同じ構図 

◎構図とは＝ゲノム編集食品の
記事（朝日19年７月9日）。科
学者は「従来の育種と同じで安
全」と言っている。主婦連、消
費者団体連絡会など市民は「新
しい技術に不安」「被害が起き
たら責任をとるのか」「食べた
くない」の両論併記。どちらか
といえば、市民の不安を強調。
市民の声を入れずに記事を書く
ことは不可能。なぜか？ 
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両論併記のおかしな構図とは。 

◎期待される消費者像はいつも「不安です」 

 いろいろな消費者がいるのに・・・ 

◎政府や科学者は「安全」と説明、しかし、消費者は「不安」
「信頼できない」と言っている。いつも、この構図。 

・政府や科学者に全く説明能力がないということか 

・双方を同時に並べると「不安」が余計に際立つ＝サーマル・グ
リル錯覚と似ている（冷たいものと熱いものを同時に触ると熱い
ものが余計に熱く感じられる）。 

◎この構図が不思議だと思われないことが不思議 
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この両論併記の凡庸さを 
みなさんはどう思いますか 

科学者の意見と市民の不安の声を聞いて並べるだけ。 

この構図なら高校生でも書ける。これが本当に記事といえるのか。 

記者は並べて終わりか。メディアを支えているのは「市民」
ニュースも選挙と同じで、市民を忖度するしかないのか？ 
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週刊朝日（2015年10月23日）特集 
編集長は「懸念を伝えただけ」と回答 
◎記事の抜粋＝「ＴＰＰ締結で・・医療格差はますます拡大するとい
う。そして食品の安全性では、遺伝子組み換え（GM）作物がフリー
パスになるだろう。GM作物は除草剤耐性や害虫を殺す毒素を持ち、
摂取すると発がん性など人体への悪影響も指摘される。現地で交渉を
見守っていた山田正彦元農水相が語る・・・」 

◎食品安全情報ネットワークが質問状。編集長は「安全性の論争を行
うつもりはない。そうした市民の懸念を伝えているだけです・・」と
回答。 

■「市民の懸念を伝えて終わり」でよいのか。不安や懸念があるなら、
その根拠を報じて、懸念を解消（もしくは補強）すればよいのに、そ
ういう骨の折れることはしない。これで報道機関と言えるのか。 
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②のテーマのまとめ 

◎両論併記の構図は５０年間変わらず 

◎市民の不安、懸念を載せるのが記者の仕事。不安に応えるのは
政府や科学者の仕事。しかし、その科学者たちの多数の声をなか
なか思い切って載せない傾向がある。 

◎なぜ、科学者の多数（科学界の合意）をまぜ報じないのか。 
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③ＨＰＶワクチン報道に見
る 

ニュースのゆがみ 
ポイント 

・記者は市民もしくは市民団体重視 

・記者は少数派の専門家に着目 

・問題点を指摘するのが記者の仕事と認識 
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ＨＰＶワクチン報道の経過（私の体感） 

■2013年4月から国の定期接種始まる。無料で接種。 
・しかし、2013年3月25日、被害者の親が東京で記者会見。足のけい
れんなどを映したＣＤを有料配布。メディアは被害者の声を次々に載
せた。このときはまだメリットとデメリットを公平に報道できた。 
■2014年＝徐々に危険なイメージが醸成 
・6月に西岡久寿樹氏（難病治療開発機構理事長）がＨＡＮＳ「子宮
頸がんワクチン関連神経免疫異常症候群）を記者に公表。9月にはハ
ンスを中心に「重い副作用１１１２人」（毎日新聞）と大きな記事。
脳や全身に諸症状が発生するイメージが徐々に強くなっていった。 

・ワクチンのメリットを記者に説明していた「子宮頸がん征圧の専門
家会議」が製薬会社から金銭を支給されていたなどメリットを説く学
者には不利な報道が増えた。 
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2015年以降はもはや後戻りできず 

■2015年~16年5月＝もはや危険のイメージが完全に定着 

・15年7月、信州大学の池田氏の「特定の遺伝子が免疫異常に関
係」の記事が各紙で報道。当時は私も「もしかして日本人特有の
遺伝子が関係しているかも」と疑ったほど。 

・16年3月、池田氏が「患者の8割が同じ遺伝子」と日本人特有の
症状ではと口頭で公表。 

・同日、ＴＢＳに池田氏登場「脳に異常が起きている」 

・16年５月、札幌の日本小児科学会。ハンス外来を開いた横田氏
が患者を診て「こんな異常な症状は見たことがない」と発表。 

◎ＴＢＳの映像と池田氏の影響は絶大だった。 
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  危険イメージのピーク 
池田氏のテレビ出演（２０１６年３月） 
・国の研究班の代表が述べたインパクトは大きい 

・信州大学副 

学長の証言 

・誰もが信じる 
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信州大学調査委員会の報告（16年11月） 

◎本件マウス実験は、ワクチン等を接種したＮＦーｋＢｐ欠損マウス（以
下、接種マウスという）そのものの接種後の様子や接種後の脳組織におけ
る自己抗体の沈着を観察したものではなく、接種マウスから血清を採取し、
これを無垢（むく）のマウス等の脳組織に反応させる方法で採られていた。 

 したがって、本件マウス実験は、ＨＰＶワクチン接種による副反応を調
べるという意味においては、いわば実験室的な実験（インビトロ）であり、
結果の公表においては、あらぬ誤解を招かないように、細心の注意を払う
べき性質のものであった。 

 本件マウス実験の結果が、実験区ごとに各１匹のマウスから採取された
血清を用いたものであることが確認されたことから、本件マウス実験は、
いわゆる「予備的な実験」であり、この観点からも結果の公表に際しては、
特段の配慮がなされてしかるべきものであった・・・・ 

。・・・・・・ 
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池田氏の実験は報道に値する実験ではな
かった。このとき新聞は「死んだ」 

◎毎日、朝日、東京が「不正なし」
の見出し。いままでとは考えられな
いほど小さい記事。 

◎調査報告を詳しく報じなかった。
なぜ、「新聞は死んだ」 

◎調査結果を取り寄せた＝「ワクチ
ンを直接接種したマウスではなく、
そのマウスから血清を採取し、無垢
のマウスの脳に反応させたもの。マ
ウスは1匹で予備的な実験・・・」。
村中さんの記事の通りだった。 

◎大勢の記者が一人のジャーナリス
トに負けた。 
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なぜ、実験の不備よりも 
「不正なし」を優先したか。 

 
これまでの被害者側に立った報道の支柱は 

池田氏の研究にあった。池田氏の研究が間違っていたら、 

過去の報道が間違いだった、ことになる。 

過去の報道と齟齬が生じたため、半ば沈黙した。 

 

 

23 



新聞、テレビは読者への情報
提供、事実の報道よりも、自
分の過去との整合性を優先 
・福島の放射線被ばくでも、影響が大きいと予想されるときは 

大々的に報じるが、安全だと分かると、とたんに報じなくなる 
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2016年11月以降、風景はがらりと変化 

◎16年8月、村中さんは名誉毀損で訴えられた。訴訟で村中さん
（または村中さんの考え）を取り上げることが難しくなった。 

◎メディアは以前と異なり、問題自体をあまり報じなくなった。 

◎16年から被害者団体と製薬会社の訴訟が始まり、結論が出るま
では余計に報じにくくなった。 

◎16年12月、大阪大学の祖父江班の報告「非接種群にも同様の症
状あり、差はない」。報道されたが、大きな扱いではなかった。 

■市民団体の力は依然として強かった。その例が産経と読売新聞
の事例だった。 
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ヨミドクターの記者が転身 

◎読売の医療・健康情報のサイトオンライン 

・記者経験１３年の女性記者が子宮頸がんワクチンを肯定的に見
る記事、女子が治った話も、含め、複数回流した。 

・ワクチンの被害者団体と薬害団体から抗議を何度も受けた。社
長にも。会社側は「こんなに抗議が来るとは、どういう記事を書
いたのか」。もっとバランスを取って書け」。記者は異動。バズ
フィードへ転職。 
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記者は世間と市民（団
体）の声に弱い 

新聞メディアは「市民、大衆の代理機関としての言論機関」 

「権力を監視する真実の使徒」を期待される。 

権力からの圧力を恐れて自主規制といわれるが、 

市民からの圧力を恐れて忖度して自主規制、委縮が実態では。 

・メディは不利になると「沈黙」。これは被害者団体にも不利。 
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2度目の新聞の「死」 
ほとんどの新聞が無視 

池田氏の実験不備を暴いた村中璃子さんが16年11月、ネイチャーが主宰
するジョン・マドックス賞を受賞。この賞は健全な科学とエビデンスを
広めるために、障害や批判を乗り越えて一貫したジャーナリズム精神を
貫いたジャーナリストに贈られる。村中さんは被害者団体から敵視され
ていた。どこも報道しないので12月１8日に村中さんが厚労省で会見 
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17年11月、村中さんがジョンマドックス
賞受賞。東京新聞だけが大きく報じた 

◎村中さんを報じると①新聞メ
ディアの過去の報道に偏り、間違
い、ゆがみがあったっことが分か
る②池田氏のこれまでの研究を
否定することになる③市民団体
から反感を買う。 

◎毎日新聞の外部筆者の坂村健氏、
三浦瑠璃さんが「なぜ受賞を報じ
ないか」と執筆。 

◎私が書こうとしたが反対意見に
押された。しかし、東京新聞の2
人の記者がが書いた。 
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新聞社にも、 
いろいろな記者 

村中さんの受賞を一番大きく報じたのは、 

それまで被害者、諸症状をセンセーショナルに報じてきた 

東京新聞だった。東京新聞社会部記者にも科学者サイドに立つ記
者はいる。 
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ＨＰＶワクチンの科学的
な側面はほとんど知られ
ないままに終わった 

・「弱者に立つ」「市民の共感」という視点報道の結果、 

危ないというイメージが定着しただけに終わった。 

・では、科学者はどうすればよいのか 
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ワクチン敗因は何か？ 

◎圧倒的な数の専門家は接種継続を訴えたが、成功しなかった。
なぜか。 

①市民団体のアクション力 

②メディアの共鳴 

③小数派専門家のアクション力 

④政府のぶれ、自信の欠如、一貫性の無さ 

⑤政治家のあと押し無し、むしろ逆だった 

⑥過去の間違いを軌道修正しないメディアの習性 
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グリホサート訴訟に見る 
恐るべき事態。科学が負ける

構図とは 
米国の3件の一審判決。 

夫婦で２２００億円の懲罰的損害賠償 

「私は除草剤を使っていて、がんになった」と悲惨さを 

訴える。HPVワクチンと同じ。 
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なぜ、多数科学者の意見は軽
視されるのか。市民を忖度。 
メディアと市民は共犯関係 

ただし、医療では多数の医師が合意した標準治療が一般的に報道される。それ
がよい報道との認識がある。 

しかし、食品添加物、放射線リスク、ＧＭ作物などは多数の科学者が消される。
なぜか。反対する市民団体がいるからでは。ＧＭ作物の記事を書くときは必ず

市民団体の意見を入れてバランスをとる。 

両論併記の併願が生じる。 
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③のテーマのまとめ 

◎メディアは科学者よりも市民の声を重視 

◎メディアは科学者の多数を軽視する 

（多数意見が正しいから、という意味ではない。多数が間違うこ
ともあるが、科学の世界では、間違いは徐々に訂正されていく。
多数の意見はこうだが、少数はこうだが一番よい） 

◎メディアは世論を変える力をもつ 

◎メディアは市民と共犯関係 

◎メディアの報道は選挙と同じ構図では。世間には歯向かえない 
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④もはやハラスメント 
メディアによるハラスメントではないか 

メディア・ハラスメントの誕生 
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女性自身の記事(１９・１月29日号） 

◎基準以下でも安全とは言えな
い（全粒粉が一番危ないこと
に）。 

◎グリホサートはグループ２Ａ。
ドイツ連邦リスクアセスメント
研究所（BfR）、FAO／WHO合
同残留農薬専門家会議、米国環
境保護庁（EPA）の評価は発が
ん性なし。 
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週刊朝日のトンデモ記事 
◎１８年２月１６日号＝主見出しは「健康寿命を
延ばす食品選び。 

・栄養や健康に関する疫学研究者を取材するのが
常道だが、なんと反添加物の急先鋒、オーガニッ
クビジネスの推進者、和食と粗食の推進者を取材。
非科学的な記事の典型。・記事例「電子レンジは
使わない。マイクロ波でタンパク質が変性する」
（遺伝子がずたずた）。煮ても、焼いても同じな
のに。新聞系雑誌でもこの程度 
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４人は健康と疫学のプロか 

◎渡辺雄二氏（科学ジャーナリスト） 

◎南清貴氏（オーガニックレストラン） 

◎安部司氏（元添加物会社勤務） 

◎辻野将士氏（食事療法士） 

■栄養学者、コホート研究の疫学者、公的機関の研究者が全く登
場しない 

■週刊朝日のデスクに問題。そのまま載せた。科学的な知識がな
い。中日のネオニコと同じ。 

◎4人の意見に反対しているのではない。なぜ、この人たちに取
材をして、健康寿命が延びるという記事をつくろうとするか。 

39 



みなさんが記者なら、この4人に取材す
るふだろうか 
◎この女性記者はなぜ、この4人に話を聞いたのか 

・エビデンスを重視していないことは確かだ 

・この４人の話から何を伝えたいと考えたのか 

・なぜ、この話をデスクが信じたか 

。だれか、おかしいと思った記者は他にいなかったのか 

■記者の科学教育は全くなし 

専門家に聞く場合に重要なこと（エビデンスに基づいて発言して
いれば、単なる一意見とは異なる） 
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⑤トンデモ記者と 
トンデモ科学者が人気 

メディアは批判することが仕事。 

批判的な科学者を好む。 

それが記者の仕事 
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⑤トンデモ記事。記者の無知が歪みの原因 
ここでも「共感」は要注意。 

◎腸内細菌を損傷。必須アミノ
酸をつくり出せなくなる（根拠
不明） 

◎精子の減少生殖への影響（論
文が読みたい） 

◎米国で増大する腸の疾患、自
閉症、認知症の原因の疑い 

■確証バイアスはそう簡単に消
えない。 
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書いた記事が記事になるまでの流れ 

記
者
の
価
値
観 

デ
ス
ク 

部
長 

編
集
交
番 
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実証研究を重んじるはずの学者でさえ 
ＧＭ作物になると観念論に！ 
◎「高価な除草剤を貧しい農民に売り続けたり」→お金のない貧
しい農家が高価な除草剤を延々と買い続けられるのか？少し考え
たらおかしなことでも信じてしまうイデオロギーの恐ろしい◎
「ペルーで在来品種を駆逐し」→そんな事実はないが、仮に在来
品種が駆逐されたら、政府も科学者も市民もＧＭを拒否するだろ
う。そんなに政府や市民はバカなのか？ 

◎「農薬自殺の多発」→論文で否定されている 
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非組み換えは“農薬漬け” 

◎ネブラスカ州のフリーゼンさ
ん（１３年夏） 

◎日本の消費者は「ノンＧＭを
求める。それは殺虫剤を使って
くれという意味。でも、殺虫剤
は使いたくない。健康にも環境
にもよくないから」 
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１６・５月米国科学アカデミー 

◎約９００の文献、８０人の意見、７００以上のコメントも参考
にまとめた。 

◎Ｂｔコーン、綿の普及で殺虫剤は減少。その結果、害虫が減り、
非組み換え作物でも殺虫剤の使用が減った 

◎Ｂｔ作物の農耕地では生物の多様性が増加 

・ただし、害虫が抵抗性を獲得した例もあり、 

緩衝地帯（非組み換え作物の栽培）の設置など厳しい管理は必要 
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どっちの食用油が環境によいか 

●組み換えコーンの食用油 

①油にもとのＤＮＡなし 

②生産過程で農薬の使用少な
い 

③農薬削減は生産者の健康に
よいし、環境にもよい。 

④価格は安い 

■①はどちらも同じ。②～④
のすべてで有利。こういう解説
をする記事を見たことがない 

●非組み変えコーン 

①油にもとのＤＮＡなし 

②生産で農薬使用多い 

③生産者がいやがる 

④価格が２倍以上も高い 

■①は同じ。②～④で不利 
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魅力あるゲノム編集はできるか 

◎「毒のないジャガイモ」「肉づきのよいタイ」「おとなしいマ
グロ」「巨大な牛や豚」「除草剤に強い作物」などが誕生。 

・これらははたして魅力的か 

・このままだと欧米の企業からどっとゲノム編集食べ物が日本に
やってくる。 

・日本の企業だけが取り残されるのか。 

・国は並々ならぬ決意。日本発を世界へ。 
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まとめ 
◎メリット 

・農薬の使用量が減る 

・収量が増える 

・労力が減る 

・農家の収入が増える 

・生物多様性の増加 

・不耕起栽培が可能（土
壌の流失を防ぐ） 

・生産性上昇で少ない土
地で同じ収量（森林保
護） 

◎デメリット 

・組み換え種子の価格は
通常より高い 

・害虫抵抗性作物はいず
れ害虫が抵抗性を獲得 

・除草剤に強い雑草の出
現（別の除草剤で対
処）・・食経験が２０年
と浅い 

・近縁植物との花粉交配 

・企業の種子支配 
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⑤のテーマのまとめ 

◎トンデモ記者は、メディアの自由度の指標か 

◎トンデモ記者は多様性のひとつか 

◎トンデモ記者とトンデモ科学者がいる社会は言論の自由の象徴
か 

◎メリットを強調する記事は成立しない。必ず「消費者の不安」
を入れる 
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⑥科学者の嘆き。なぜ、
分かってくれないの？み

な同じ悩み 
食品添加物、農薬、ＧＭ作物、 

放射線、照射食品、原発再稼働 

子宮頸がん予防ワクチン 
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メディアと市民と多数科学者の溝 

■なぜ、市民と科学者の見方は一致しないケースが多いか 

◎なぜ、多数の科学者の合意が市民に伝わっていないか 

◎逆にどういうテーマだと伝わっているか 

◎地球の温暖化は、市民、科学者、国、が一致。なぜか。 
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 多数科学者の見方と市民のイメージは 
一致せず。報道が多数を報じないから。 
 

 

①グルタミン酸ナトリウム危ない＝× 

②ＢＳＥの全頭検査やってよかった＝× 

③ＧＭ作物は危ない＝× 

④輸入中国産は危ない＝× 

⑤子宮頸がんワクチンは危ない＝× 

⑥食品添加物は危ない＝× 

⑦太陽光発電は自然にやさしい＝× 

⑧地球は温暖化している＝○ 
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中国産のイメージ悪化の経過 

２００２年：中国産ホウレンソウから基準の１８０倍のクロルピリホ
ス 
２００５年：ウナギから違法な抗菌剤 
２００８年： 中国産冷凍ギョーザで嘔吐多発（07年12月から）。中
国産米にメタミドホス混入。 
中国国内では粉ミルクから有害なメラミン。 
■２００２年からずっと「中国産危ない」イメージが続く。中国産の
食品添加物を大量に輸入しているが、日本国内で製造された加工食品
も危ないという本、ネット情報がいまも氾濫。週刊文春はいまも特集。 
■特殊な事件を一般的な現象かのように見せるメディアのバイアスの
影響が大きい 
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⑦どうすべきか 
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カウンター情報も有力な
広報 

大事なのはタイミング 

常にニュースの問題点を把握する 

ことが重要 
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グループ分類は証拠の高さ順 

◎なぜ、加工肉とダイオキシンが同じ仲間か。どちらも同じよう
に危険とはだれも思わない 

《国際がん研究機関（ＩＡＲＣのグループ分類》 

グループ１＝ヒ素、ベンゼン、ダイオキシン 

     加工肉、太陽光線、アルコール、たばこ 

グループ２Ａ＝アクリルアミド、グリシドール、 

グループ２Ｂ＝クロルデン、クロロホルム 

■「アルコールもグループ１」と言おう 
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食安は即座に動いた 

◎加工肉の「レッドミート」は赤肉と訳してはだめ。鶏の肉はホ
ワイトミート、豚や牛の肉はレッドミート。赤身の肉が危ないの
印象？ 

◎日本人の摂取量は少ない。心配なし。 

◎国立がん研究センターも日本人の摂取量は少ないので、リスク
は低い。 

■公的機関のカウンター情報はすぐに記事になった。 
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食安の「カウンター情報」 

◎加工肉に関しては、食品安全委員会や国立がん研究センターが
すぐに見解を述べた。 

◎これがニュースになり、打ち消しに一役買った。記者の知識、
リテラシーも上がった 

◎反論ではなく、正確な科学的情報を記者に知らせるカウンター
情報も重要。これだと記者の心証もよい。 

■週刊新潮の記事にＦＢで反論した。すごい。 
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こんなコメント付き新聞がほしい こんなコメント付き新聞がほしいこんなコメント付き新聞がほしい
使用制限が正確。 

ハウスなどでは使
用が認められてい

る 

別の学者たちは
実験の不備を 

専門誌に発表し
た 

これは間違い。 

確実に死ぬ量でし
た 

別の学者たちは
実験の不備を
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