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過程を可視化する調査報道
〜 NHK NEWS WEBの実践〜

メディア研究部  東山浩太

はじめに

本稿では「NHK NEWS WEB」を取り上げ 
る。これはNHKが運営するウェブサイトで，主
にNHKで放送されたニュースをテキスト化し，
画像や動画とともに掲載している。その中で，放
送されたニュースをそのまま扱うのではなく，深
く掘り下げたり別角度から光を当てたりして，稿
を改めたものが「特集」や「News Up」である1）。
「NEWS WEB」の「特集」に，2月22日に

掲載された「議員が“私物化”? 福祉施設で何
が」という記事をめぐり2），直後から，Twitter
で炎上ならぬ称揚ムードが生じた。曰く「NHK
グッジョブ。こういうのをぜひ頑張ってほしい」

「NHKは地道にこういうチェック頑張ってる
な」…。同記事は，長崎県議会の議員が理事
長を務める社会福祉法人が，施設で働く職員
の給料から寄付金を集め，議員当人に献金し
ていたことなどを，NHK独自の取材で明らか
にしていた。

取材者の1人として，地元・長崎局の安井
俊樹記者の名前が明記されていた。同記者は
2017年 4月にも，前任地の松江局で島根県議
会の政務活動費の不正流用を独自に裏づけ，
指摘する報道を手がけており，詳しい経緯を
まとめた記事を「NEWS WEB」で発表，大
きな反響を呼んでいた 3）。

同じ記者によるこれら2つの記事には，3つ
の特色が共通していると考えられる。1つは，

「当局者による『発表』に依拠することなく，
独自の問題意識をもって，隠れている・隠され
ている事象を掘り起こし，報道する」4）という
意味での調査報道であること。2点目は，ど
ちらのニュースも放送された尺が長くなく，そ
の代わり「NEWS WEB」では相当量のテキ
ストで訴求していること。3点目は，「私たち

（私）」という主語で書かれていること―取
材者が取材の端緒や経緯に触れ，問題意識
を明確に示すという，自己言及的な語りが見
いだされることだ。

長崎局の記事を事例として検証することで，
旧来 NHKではあまり見られなかった，これら
3点を特徴とした“取材過程可視化型”と呼べ
る調査報道の意義や可能性を探ってみる。

テレビ放送とウェブテキスト

長崎県議会の議長経験もある議員が理事
長を務める社会福祉法人で，施設で働く職員
に給料や賞与から寄付をさせ，議員に献金を
していた。職場の雇用関係を利用して強制的
に寄付をさせていた疑いから，政治資金規正
法抵触のおそれがあった。20 年以上続けた
その慣行の総額は，2億円余りにのぼる―。

NHKがこの疑惑を各社に先駆けて全国に伝
えたのは，2月8日，『ニュース シブ5時』内の
ニュースだった。「長崎県議が理事長の福祉法
人　職員から寄付集め」とのタイトルで，尺は
2分14秒。映像は，施設の外観，政治資金関
連の文書，寄付したことのある職員の覆面イン
タビュー，議員自身のコメントといった要素で
構成されていた。覆面のインタビューでは声が
替えられていて，「生活がかかってるからしか
たなくさせられた／というかしないとしかたな
かった」と字幕スーパーが施されていた。一般

〈放送研究リポート〉
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的なストレートニュースの形式で，疑惑をめぐ
る基礎情報が過不足なく伝わってきた。

一方で，別の見方も可能だ。
NHKスペシャル『未解決事件』シリーズな

どを手がけるプロデューサー，中村直文は
「（調査報道番組を）実際に制作するとなると，
延 と々資料の接写およびインタビューだけで構
成される単調なものになりがちである。つまり
事実の重みはあるものの，テレビ的生理として
は厳しい番組になりかねない，ということであ
る」と指摘している 5）。

中村が言及しているのはあくまで番組という
形式に対してであって，ストレートニュースにで
はない。ただ，テレビの調査報道をめぐる映
像表現の制約という意味では，長崎のニュース
にも当てはまる部分はあると考えられる。

ここからは，同月22日，「NEWS WEB」に
掲載された記事のテキストを再び見ていこう。
同じネタであるが，映像ニュースのみではわか
らなかった情報が示されていく。取材者＝「私
たち」は，大物県議の政治団体の政治資金収
支報告書を丹念に読んでいくうちに，個人献
金をしたほぼ全員の約100人の肩書きがすべて

「施設職員」であることに気づき，「違和感を覚
えた」。調べてみると，職員たちの勤め先は，
この議員自らが理事長を務める社会福祉法人
だった。「私たち」は，「もしかすると何か断れ
ない事情があってしかたなく寄付をしているの
かもしれない」という仮説を立て，次に職員や
近しい人など証言者探しに取り組む。最終的に
20人近い人から証言を得られた。職場からの
求めに対し，給料や賞与から少なくない金額
を寄付するようになったとのことで，曰く「仕事
を失いたくないので」「とても断れる雰囲気では
ない」「寄付が遅れると幹部に催促された」…。

「私たち」は最終的に，取材の結果を社会福
祉法人に直接ぶつけ，こうした慣行をやめる方
針であるという言質を取ってから，ようやく初
報にこぎつける。取材開始から5か月余りの
経緯が明らかにされていた。

記者の実践

取材者＝「私たち」の1人である安井記者は，
記者になって16 年目。NHK科学文化部から
松江局を経て，現在，長崎局に在籍している。
先述したように，前任地時代から“取材過程
可視化型”の調査報道を「NEWS WEB」に
発表。なぜそうした実践を始めたのか，そし
てテレビとウェブのニュースはどう違うと自覚し
ているかを問うと，こう答えた。「東日本大震
災以降，マスメディアの発表報道への受け手
側の反発を肌で感じ 6），自身も脅威を感じてい
た。良し悪しでは決してないが，当局の発表
内容をあらかじめつかんで，なるべく早くに報
道するというやり方におさまらない仕事をした
かった。課題の背景に対して自ら仮説を立て
て，調べも完結したうえで，経緯をできる限り

長崎局 安井俊樹記者
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明らかにしながら受け手に伝える。そこではじ
めて信頼が得られるし，自分も充足できると考
えた。そうした経緯を存分に説明できるかど
うかが，テレビとウェブの違いではないか」。

さらにウェブならではの良さを感じるかを問
うと，こうした答えが返ってきた。
「記者の問題意識を打ち出せること。長崎

の特集記事の場合だと，雇う側が職員を政治
活動に強引に引き込んで，内心の自由や財産
権まで侵害しかねないことをしているのを許し
ていいのか，問いたかった。ストレートニュー
スだとここまで問題意識を表せない」

社会福祉法人の責任者らに「私たち」が，
取材の結果を直接ぶつける局面で，はじめ責
任者らは強制性を否定し，なかなか寄付集め
を見直すという姿勢を示さない。しかし，「私
たち」はあきらめない。
「議員が“私物化”？」の記事を読んで最も注

目させられるのは，以下のくだりだ。

「これでは取材に協力してくれた職員や元

職員の思いに応えられません。私たちは，

職員らの声を代弁する気持ちで，取材でつ

かんだ詳細な事実を示し，社会福祉法人

として改善しないのか問いました」

結果，先方の態度は変わる。この展開の書
き方について安井記者に意図を尋ねると，私
見と断りつつ，「押しつけにならないよう自重
しているが，取材対象から事実を引き出す努
力を重ねている場合は，エモーショナルな表
現も許してよいと思った。この記事に対する
Twitter上の反応で，最も嬉しかったのは『読
んで興奮した』という感想だった。事実を積み
重ねる過程がエモーションを生み，読者と共

有できたのだと思う」と話した。
単に，「私たち」の気持ちが露わになったか

ら感動する，という話ではない。取材相手の
証言を引き出す努力を尽くしている痕跡を，受
け手に明示しようという取材者の姿勢こそ，注
目に値する。取材者として為すべきことを為し
ているかどうかを，受け手が検証できるから，
納得がいくのではないだろうか。

　
ウェブ報道スタイルの方向性

これまで「NEWS WEB」を舞台とした“取
材過程可視化型”の調査報道について，安井
俊樹記者の実践例を確認してきたが，実践は
一個人にとどまるものではない。

例えば，2017年12月5日付の「高額な抗が
ん剤 廃棄の実態」の「特集」記事なども，“取
材過程可視化型”の調査報道と見て差し支え
ないだろう7）。記事では，厚生労働省の担当
記者＝「私」が，高額な抗がん剤がうまく使い
切られず，相当量廃棄されていることを，情報
提供によってつかみ，廃棄の試算額が存在す
ることや現場を独自におさえて，実態を明らか
にしていく。その過程で示されるのは「私」の，
限られた財源の中でどのように税金を使うのが
ベターか，との問題意識だ。このネタは，全
国向けストレートニュースでは，1分40 秒余り
放送されたが，「NEWS WEB」では3,000字
を超す分量で展開された。

このように複数の記事に広がりを見せてい
るということはつまり，NHKにおいて，“取
材過程可視化型”の調査報道を後押しする動
きがあるのではないか。この見方について，

「NEWS WEB」の運営に関わり，安井記者に
ウェブ記事を書くよう勧めたという，NHK報
道局の熊田安伸専任部長 8）に意見を聞いた。
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熊田専任部長は，当方の見方を認めたうえ
で，そのねらいをこう話してくれた。
「取材者が『これが事実です』と言って，一

方的に示すだけという姿勢は，今や支持を得
られない。事実を裏づけるためにこう努力をし
ました，参照先はここです，というように説明
責任を果たすうえで，検索や蓄積と相性が良
いウェブを活用しない手はない」

そして，今後の方向性について「『私が』と
一人称でニュース記事を書くのは，それに足
る公平性や事実の客観性を担保することが求
められているため，単なる署名記事を超えて
難しいことだ。しかし，公共メディアを標榜す
る以上，そこに記者おのおのを挑戦させたい」
と述べた。

これまで「NEWS WEB」に認められる新
しい報道のスタイルについて見てきた。こうし
たスタイルの意義を理解する手助けとして，次
の文章を紹介したい。ドキュメンタリーの泰斗
で，かつてテレビ報道における「事実の客観
化」を盛んに議論した故・牛山純一の考えを
要約したものである9）。

「はじめに客観的事実があるのではなく，

事実を客観的なものに変える。そのため

には『だれが，いつ，どこで取材したか』

『どのようなプロセスで取材したか』を明

示することが最低条件となる。それが所

詮は観察者にとっての事実でしかない限

界を超えて，事実を客観化するプロセス

の緒となる」

近年は，他のテレビ局やラジオ局などでも，
自社のニュースや情報を素材にしたテキストメ
ディアの運営を活発にしている10）。その中で，

過程を可視化する調査報道の実践は，より
深く読むことができるテキストメディアとして，

「NHK NEWS WEB」が存在感を増す1つの
強みとなり得るかもしれない。

（ひがしやま こうた）

注：
 1） https://www3.nhk.or.jp/news/　

ウェブのオリジナル記事もある。「特集」は 1 日
に 2 本程度アップ

 2） NHK 長崎局の馬場直子，安井俊樹両記者によ
る記事
ht t p s : //w w w3 . n h k . o r . j p /n ews /web _
tokushu/2018_0222.html（10 月 15 日閲覧）

 3） 「僕らはこうして“不正”を見つけた　180 日の調
査報道」。現在，「NEWS WEB」の記事は公開
期限切れ

 4） 武田徹・藤田真文・山田健太監修（2014）『現
代ジャーナリズム事典』三省堂　「調査報道」の
語義から

 5） 中村直文「調査報道の「壁」を越える試み　
NHK「未解決事件」の現場から」『Journalism』 
2012 年 10 月号（朝日新聞出版）

 6） 政府等の公的機関の発表を，マスメディアが独
自検証することなく報道する傾向が見られたと
するTwitter 上の批判など

 7） NHK 政治部・奥住憲史記者による記事
ht t p s : //w w w3 . n h k . o r . j p /n ews /web _
tokushu/2017_1205.html（10 月 15 日閲覧）
ほかにも，「NEWS WEB」で，“取材過程の可
視化”に取り組んでいると見られる調査報道の
一例としては，科学文化部・河合哲朗記者によ
るものがある
ht t p s : //w w w3 . n h k . o r . j p /n ews /web _
tokushu/2018_1010.html（10 月 15 日閲覧）

 8） 熊田安伸氏は NHK 社会部などを経て，現在，
ネットワーク報道部専任部長。多数の調査報道
の経験を有する

 9） 武田徹（2017）『日本ノンフィクション史』（中公
新書）P167

 10） 丸山ひかり「（Media Times）ラジオ，内容記事
化し配信 若いリスナー開拓へ」朝日新聞 2018
年 6 月 23 日朝刊
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