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1　「調査報道」を阻む壁
「調査報道」の難しさについて元共同通信編

集主幹の原寿雄は，次のように指摘している。
　「記者発表を元にした記事と異なり，調査
報道は，人手も時間もお金もかかる。それ
だけのコストをかけて成果が生まれるかどう
かも不明だ。さらに報道上の責任問題が起
きれば，報道機関に対して責任が問われる。
それだけのリスクをおかして調査報道しても
シリアスな地味な問題は必ずしも部数増に結
びつくわけではない」1）

この中に，「調査報道」が抱える問題点が
いくつも内包されているが，新聞，テレビの報
道の取材現場にいるデスクや記者を取材して，
彼らが「壁」と捉えている事項は，概ね10 項
目に亘ることがわかった。
① 取材現場のゆとりのなさ
② 指揮官たるデスクの「調査報道」に対する

マインドの欠如
③ 若い記者たちの取材力不足と問題意識の希

薄さ
④ 取材ノウハウの継承の難しさ
⑤ 記者クラブ中心の取材体制
⑥ 報道機関の経営難
⑦ 個人情報の取材を阻む社会的傾向
⑧ メディアに厳しい司法の傾向
⑨ 権力側の対抗措置

（文中敬称略）

第 5 章　｢ 調査報道 ｣ の現場における課題

前回は，「調査報道」の中で，権力を射程に
おいて報道した「特別調査報道」の実例とその
影響を①政治権力追及型，②組織権力追及
型，③複合権力追及型の3つに分けて検討し
てみた。実例のいずれも7つの条件（①知らさ

れていない事実を，②独自の取材で，③自社

の責任で報道し，④取材対象が権力や権威あ
る組織や人物で，⑤報道を各社が追随し，⑥
国民の多くが知るところとなり，⑦社会的に影

響を及ぼす）を満たし，とりわけ「権力」に対
して怯むことなく，積極的に報道している。そ
の背景には，どこを追及されても耐えるだけの
正確な取材の積み重ねがあるからに他ならな
い。ただ筆者は，「権力悪を暴く」ことのみが，
優れた報道とは考えていないことも提示した。
それは，日常の中で起きているさまざまな出来
事を，発表によらず自己（社）の力で取材し，
自社の責任において為す「調査報道」全般こそ
が，ジャーナリズムの活性化に繋がると考える
からである。

しかし全ての「調査報道」が成就するまでに
は，さまざまな障壁を乗り越えたり，重圧を撥
ねのけたりする努力を払い，仲間の協力を得て
いることは想像に難くない。今回は実現するま
での困難，障壁について考察していく。

「調査報道」の社会史
～ 第 4 回　｢ 調査報道 ｣を阻む壁～
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⑩ 「調査報道」受け入れ体質の欠如
そこで，これらを一つひとつ検証する。

① 取材現場のゆとりのなさ
これは，原が指摘する「人手と時間」のこと

である。NHKの報道現場を例にとって考えて
みると，2007年9月に行った「取材現場で何が
起きているか」2）の全国調査の結果，現場の人
員が少なく，「ゆとりある取材」が容易ではない
ことがわかった（表参照）。

NHKがローカル枠の拡大に踏み出した1976
年と調査時点の2007年を地方放送局の人数
で比較すると，1976年は833人だった記者が，
2007年は765人と，この間，ニュース枠は大幅
に拡大したにもかかわらず68人も減少している。

記者の職場が過酷な労働条件下にあること
がよくわかる。とはいえ，取材現場の記者は，

概ね好きで選んだ職業であり，ネタを求めて走
り回ることが生きがいであることから，この実
情を苦にしているというわけではない。

新聞社も同様で，2000年6月，朝日新聞広
島支局（現総局）記者が，中国新聞の記事を
盗用した事件の後，朝日新聞記者倫理委員会
がアンケート調査を実施している3）。

この調査結果を紹介した新妻義輔によると
アンケートで「記事を書く際，必ず現場に行っ
たり，人に会ったりする」と答えたのは，地方
在勤者の場合27.3％，「ケース・バイ・ケース
で考える」62.9％だった。現場に行けないケー
スも1割近くあり，その理由として，「ほかにも
仕事をかかえて忙しい」「締め切り時間が迫っ
ていた」をあげている4）。

どこの社も似たり寄ったりであろうが，朝日
新聞支局長が実情をこう報告している。

　「わたしの支局では今
年に入ってから総選挙

（2005 年）まで，休み
をまともに取った支局員
はいない。（中略）実際
に，『現場へ行け』と言
うよりは，『電話ですま
せて，次の仕事を早く
片付けろ』と矛盾した指
示を出すこともある」5）

別の朝日新聞の支局
長は，次のような危機
感を持つ。
　「ジャーナリスト本来
の志と，いい記事を生
み出そうという記者魂
を，現在のような少人数
で，機器を使って大量

北海道・20 代記者の 1日
〈平日勤務の場合〉
7：00 起床。朝刊をチェック，テレビを見ながら支度（前日が夜回りで遅い場合は朝風呂）
8：00 出勤
8：15 局に到着 メールをチェック
9：00 昼用のニュース取材へ（カメラマン・ライトマンとともにニュースカーで取材先へ）

11：00 現地にてニュース用原稿を出稿・確認
12：00 記者クラブにて昼食
13：00 企画用リサーチ（マイカーで）
15：00 「事故発生」と局より連絡あり，電話で詳細確認，デスクへ報告。軽度のため出稿見送り
16：00 リサーチ終了，局へ戻りメモ作成
17：00 記者クラブへ（夕刊チェックと取材先回り）
18：15 テレビ用原稿とスーパー（映像の説明文）のチェック
18：30 事件発生。警察に電話取材 + 現場記者とのやりとりより原稿作成，随時情報差し替え
21：00 警察署へ行き，情報の詰め（時に怒鳴られる）。最終用ニュース原稿の確認
22：00 一息ついたところで，先約があった取材先と合流し飲食
25：00 帰宅。1 日の垢を洗い流した後，30 分ほど深夜番組を見て就寝
〈休日の場合〉 まったくのオフにする場合もある。
10：00 起床 外出のための準備
11：00 出局 メールチェック 

1 週間の新聞スクラップ（個人用）
12：00 企画リサーチの遠出（マイカー）

リサーチがてら取材先にあいさつ
18：00 局に戻り，メモ作成
19：00 翌週の予定稿や解説用の原稿・資料などの用意
22：00 帰宅（その後 25 時就寝までは自分のことをする）
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生産という工場のような職場でどう維持し伝
えることができるのか。取材・執筆の時間も，
支局長，デスクと話す時間も，ものを考える
時間も，本を読む時間も減っていて，充電で
きていない。記者たちがかわいそうだ」6）

朝日新聞の場合は，仙台総局や広島総局な
どを地域取材網の新たな拠点と位置付けて，
他の総局よりも多い複数の新人記者を受け入
れ，育て鍛えているという7）。

こうした取り組みの中から「調査報道」を目
指す記者たちが育って行くものと思われる。

人員の少ない支局や地方局ではまだまだ難
しいのが現実だが，これまで見てきた朝日新
聞横浜支局の「リクルート疑惑報道」や鹿児島
総局の「志布志事件報道」，毎日新聞北海道
支社の「旧石器発掘ねつ造報道」，共同通信
岩手支局の「県出納長リベート疑惑」のように，
支局，支社レベルでも，やる気になれば「調
査報道」が可能であることを示唆している。い
ずれも指揮官であるデスクや支局長，報道部
長，共同通信のように記者歴5年のキャップが
積極的で，成果を挙げている。

② デスクの「調査報道」に対するマインド
困難な「調査報道」に取り組んでみようとい

う判断は，デスクやキャップに負うところが大
きいことは，上記の例からも明らかである。も
ちろんその上にいる部長や支・総局長の理解
が得られてこそ成り立つわけだが，特にデスク
の積極果敢な精神，取材意欲が，現場の記
者たちを鼓舞することになる。

　「専従班ではとても人手が足りない。サツ
回りに初日から応援を指示した私は，自らも
プレーイングマネージャーとして，夜回り朝
回りを始めることにした」8）

（リクルート事件の際の朝日新聞社・山本博）
　「おいおい，総局長の俺が夜回りしなきゃ
いけないのか。勘弁してくれよ。（中略）だ
から，05 年 8 月に入って現職警察官のＡさ
んを口説いて落としたときには，総局に 1 分
でも早く戻りたかった」9）

（志布志事件の際の朝日新聞社・梶山天）
山本博は，デスクの重要性を次のように指

摘している。
　「自分の判断で情報を握りつぶすことなく，
必ずデスクなど上司に相談し，判断を仰ぐこ
とが大切だ。逆にせっかくの情報や記事を
上司の誤判断や思い込みでダメにしてしまう
ケースもある」10）

このように強いリーダーがいて初めて歴史に
残る「調査報道」が成立していることがわかる。
だが，デスクの多忙も無視できない実情がある
ようだ。前出の新妻によると朝日新聞の支局デ
スクの一日は，「支局で仕事をしている平均時間
は一三・九時間，午前一〇時に出勤したとして，
翌日午前〇時にようやく帰宅する状態だ」11）とあ
る。平日は日々の原稿をさばくので手いっぱい，
企画ものを見たり，支局員と話をするのは，デ
スク自身の休日をつぶしてのことになるという。

しかし，この状態は別に驚くべきこととは思
えない。デスクは，記者の夜回りが終わるまで
待っていたり，休日に出てきて一緒に企画を作
るのは当然のことであり，そうでなければ，熱
心でないデスクとして記者の方から見限られる。
記者の信頼に応えるデスクでしか，「調査報道」
に積極的になりようがないのが実態であろう。
それを前提にして論を進めて行くと，「調査報
道」では，言うまでもなく，デスクの基礎的な
取材指揮能力も重要になってくる。積極果敢は
いいが，攻めに強いだけでは，脇が甘くなりが
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ちである。表現方法や事実関係の確認に細心
の注意を払うのもキャップやデスクの重要な役
回りとなってくる。つまり「訴えられても負けな
い防御」も心しておくことだ。この点は，次項の

“「調査報道」をめぐる訴訟”でも触れる。

③ 若手記者たちの取材力と問題意識
デスクについて指摘したことと同様のことが

現場の一線記者たちにも言える。テレビ，新聞
のデスクや編集委員，幹部たちの多くが，いま
の記者を称して「指示待ち症候群」「パソコン症
候群」と揶揄する。もちろん地道な取材を続け
ている記者の方が多いのだろうが，情報取材す
る前から「どうしましょうか」と聞いてくる。また

「どこで取材したのかと聞くと『インターネットに
出ていました』と平然と答える」と彼らは嘆く。
「調査報道」で新聞協会賞を2回受賞した

毎日新聞の大治朋子は，インターネット時代で
あっても，

　「本当に重要な情報は今も昔も人間が握っ
ていて，ネットなどでは容易に入手できない
ことに変わりはないだろう」12）

とコピペ（コピーして，ペーストする）記者に
なることを戒めている。

取材の緻密さ，正確さが問われるのは，「調
査報道」に限らず，全ての報道の基本である。
日々の取材で力をつけて行くしかないが，共
同通信岩手支局の例は，5 年生がトップだった
ことを考えると「資質」だけでなく「やる気」の
部分が大きいことを示している。
「調査報道」に即して言うならば，デスクに

やる気がないのに，記者の方まで…と諦めず
に，記者たちがデスクに「やりましょう」と持
ちかける積極性が求められる。

次に取材力とは別に，自分の中にある“権

威”への畏怖が取材を消極的にするのではな
いかという点だ。前出の大治朋子は，それを

「専門家の壁」と位置づけている。
　「専門家の意見はいつも正しいと信じてしま
いがちだが，専門家であるゆえに見えない事
実もまたある。専門家という『権威』に盲従
するか，自分自身が納得できるまでやるか」13）

大治は，「専門家の壁」を越える作業が，い
かに骨の折れる作業であるかは，過去の事例
から見てもわかるとして，1997年11月東京の小
学2年生片山隼君がダンプカーに轢かれて死亡
した事件で，「事故捜査の不十分」を検証した
同僚記者や件の旧石器発掘ねつ造を紹介して
いる。また自分の防衛庁リスト事件14）の取材体
験から「専門家の壁」に打ちのめされていた自
分を支えてくれたのは「シロウトの感覚」だった
とも述べている。常に問題意識を持って取材に
臨む姿勢が求められる。

④ 取材ノウハウの継承
公式ルートで入手できる資料から何を読み

解くのか。「調査報道」は，端緒を摑んだ後，
資料や証言からその外堀を埋めて行く。一般
の取材で資料による裏づけ，証言による裏取
りをして行くのとほとんど重複する。

ターゲットが決まれば，人事興信録，政治家
であれば選挙取材のときに作った人物データ，
過去の政治資金収支報告書，企業献金のリス
ト，会社要覧や会社四季報，不動産登記，謄
本，有価証券報告書…と枚挙に遑

いとま

がない。謄
本などは法務局に行き，詳しそうな利用者に頭
を下げて書き方から教わればいいし，登記簿
の読み方などは「不動産鑑定士」の看板がか
かった業者に，菓子箱を持って飛び込み習えば
いい。普段からこうした人脈を作っておくことも
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重要だ。ただこうしたノウハウは，先輩や同僚
に伝授してもらうのが一番手っ取り早い。

また情報公開条例や情報公開法を駆使す
る方法は，本 稿第1回，北海道新聞の「官
官接待による道庁公費乱用」取材の事例を見
れば明らかである。同様に，2009 年3月号の

『ジャーナリズム』（朝日新聞社）が，「情報公
開を使った調査報道」を特集していて，「都知
事追及キャンペーン」（毎日新聞・日下部聡），

「大規模森林伐採」（北海道新聞・青木美希）
の事例などを掲載しているのも参考になる。

本稿第1回で紹介したアメリカの「調査報
道」の『ハンドブック』は，16章に分けてその
取材ノウハウを詳細にまとめている15）。

その項目を列記しておく。
[ パート1（手始めに）]

①文書（コンピュータ）の痕跡を追う，②
出版物を利用する，③役所文書から見つけ
る手法・手法概観，④情報公開法
[ パート2（個人）]

⑤個人の背景を探る，⑥納税記録を利用す
る，⑦資格職業者について調査する，⑧政
治家を調査する，⑨土地所有記録を追跡す
る，⑩集めた情報を収集，分析する
[ パート3（組織）]

⑪企業，⑫組合，⑬検察・警察，⑭裁判所，
⑮社会保険，⑯教育
以上から見て，日本の「調査報道」の手法

と大して変わりはない。
ノウハウを駆使して得た知識や資料，情報

は，担当者が異動しても後任に引き継いだり，
若手に伝えていくことが必須である。

⑤ 記者クラブ中心の取材体制
記者クラブ制度については，ジャーナリズム

論やジャーナリズム批判の著書には，必ずと
いっていいほど登場する定番の問題である。そ
の中で，「調査報道」の観点から記者クラブ制
度について批判したのは，フリーライターの立
花隆である。

　「特オチが何よりいやな新聞記者の多数派
と，報道管制が何より好きなソースの側との利
害は，記者クラブを通じる発表という情報チャ
ンネル一本にニュースの流れをしぼることにお
いて完全に一致し，結果は官の手によるニュー
ス操作がますます巧妙に進むことになる」16）

その上で，「調査報道」につながる重要なポ
イントとして，次のように指摘する。

　「元来，『発表もの』というのは，ニュースソー
スとしては二流のニュース，場合によっては単
なる擬似ニュースである。ソースの側が発表を
いやがることのほうこそ真のニュースがある」17）

発表報道，発表ジャーナリズムの弊害につ
いては，本稿第1回でもすでに述べているの
で繰り返さないが，長野県知事（現・参議院
議員）田中康夫や鎌倉市長（現・早稲田大学
大学院客員教授）竹内謙のように行政サイドが

「脱・記者クラブ」を宣言して注目された。こう
した動きに当事者の記者が，次のような感想
を寄せている。

　「（記者室の）代わりの「表現センター」は
会議机といすが並ぶだけ。（中略）使い勝
手は以前より劣るものの，『大きな支障はな
い』というのが正直な実感だ」「知事に指摘
される前になぜ自分たちで改革できなかった
のか」「いつの間にか県職員の発想に染まり，
市民の目線を忘れていなかったか」18）

司法記者クラブの場合，検察の発表があっ
たときは，各社勝負が決まっているのが通常
である。事前にどこまで関係者に取材し，準



55MAY 2009

備を進めているかで各社の記事に歴然とした
差が出てくるからだ。「調査報道」の場合もあ
る種似たところがある。最初の報道までは全
て孤立無援の戦いであり，記者クラブに頼ると
いう習慣が身についてしまうと，自立した取材
そのものができなくなってしまう。

もう一点，取材体制である。東京新聞には，
「特報部」があるし，毎日新聞大阪本社は，す
でに1977年3月に「調査報道」チームを「編集
局遊軍」という形で発足させている19）。朝日新
聞は，2006年に「調査報道」を専門にした取材
チームを編成した 20）。しかし，「調査報道」は「遊
軍」が担うケースが多く，各社とも「遊軍」を置
いているのは，社会部だけというところも少なく
ない。むしろ報道局，編集局全体で「調査報道」
チームを作ることが望ましい。1989年度の日本
マス・コミュニケーション学会のワークショップ参
加者からの指摘は，20年経ったいまも重要だ。

　「現在，調査報道は社会部（リクルート事
件は支局記者）が中心だが，政治部，経済
部などを含めたインターセクションの体制が
必要だ」21）

縦割り行政を批判するマスコミが，縦割り取
材体制の改革に長く乗り出さなかったが，近
年ようやく着手する社も見え始めた。これが

「調査報道」に結びつくようになると，特に政
治権力や組織権力をターゲットにした「特別調
査報道」に効果をもたらすことが期待される。

⑥ 報道機関の経営難
新聞，テレビ，出版の不況が深刻さを増し

ている。新聞協会の経理委員会委員長になっ
た毎日新聞常務の高梨一夫は，その窮状をこ
う述べている。

　「二〇〇七年度の新聞協会加盟の新聞社

四十一社の営業利益は，29.6％の大幅減と
なった。『例えば記者なら記事を書いたらそ
れでいいということはない』。全部門を通じた
危機意識の共有が重要だ」22）

この記事の直後に出た『週刊ダイヤモンド』
は，「新聞・テレビ複合不況」（2008 年12月6
日号），『週刊東洋経済』も「テレビ・新聞陥落！」

（2009 年1月31日号）と特集を組んでいる。ま
た電通が2009 年2月23日に発表した2008 年
の日本広告費調査では，「インターネットが09
年には新聞を抜き，テレビに次ぐ“第2の広告
媒体”に躍り出る可能性が高まった」23）という。

テレビ・キー局の幹部からの私信に，
　「民放は今大変厳しく，制作費，経費，人
件費のカットの嵐で，記者時代が懐かしい」

とあり，相当差し迫っていることがうかがわれる。
前出の高梨は，打開策のひとつを明示して

いる。
　「新たな収入源として全国紙を中心に不動
産事業も注目される。毎日も〇七年，名古屋
に店舗や事務所が入るミッドランドスクエアを
開業した。新聞を取り巻く経営環境が厳しい
なか『新聞発行を下支えする収入』ととらえ
ている」24）

こうした事態が，「調査報道」にどう影響す
るかが懸念される。

朝日新聞社長の秋山耿太郎は，新聞が他
メディアと比べて有利だと感じられる領域は取
材力だと指摘したうえで，こう発言している。

　「新聞の生命線は，手間暇かけた調査報
道ではないか。調査報道は，金も，労力・
人手もかかるわけですが，読み応えのある記
事は，やはり新聞でなければ取材できない。
ここで勝負していこうと思っています」25）

前出の原寿雄も，「苦肉の策だ」と断った上



56 　MAY 2009

で，次のように言及している。
　「不動産業だろうが婚礼プロデュース事業
だろうが，収益のあがるものなら積極的に受
け入れて，『調査報道』をはじめとする，メディ
アにとって重要な報道を確保するしかない」26）

本稿第1回目で，アメリカ・メディア産業の
経営的苦境が「調査報道」に影響を与えてい
る例を紹介した。しかし，新聞，通信社，テ
レビ，雑誌の存続が危ぶまれているいまだか
らこそ，社会に影響を及ぼす可能性を持った

「調査報道」が，4つのメディアの存在意義を
高めると考える。

⑦ 個人情報の取材を阻む社会的傾向
個人情報保護法では，個人情報の不正使用

や流出を防止することが目的であって，マスコ
ミに個人情報を開示することを禁じてはいない。
かつて自動車のナンバーだけで所有者を特定で
きたし，取材先の存在を区役所や市役所などで
割り出すこともできた。しかし警察や行政，病院，
学校などは，自分たちが保有する個人情報をマ
スコミに提供することを“目的外使用”に当たる
のではとの不安から，リスクを背負うよりも「開
示しない」ことでトラブルを回避したいと，いま
では「非開示」「匿名化」に拍車がかかっている。
「調査報道」では，この基礎的情報収集の

段階で躓いてしまいそうだ。いま唯一言えるこ
とは，「足で稼ぐ」しかないことだ。情報を共有
し，知っている人物を探っていく点と点の取材
の拡大しかない。

⑧ メディアに厳しい司法の傾向
裁判所が名誉毀損やプライバシーの侵害事

件で，メディアに厳しい判決を出すケースが増
えている。メディアに対する社会全体の厳しい

目を意識しないわけにはいくまい。「調査報道」
にとって，こうした司法判断が，取材現場以上
に，デスクや上層部の萎縮を生むおそれがあ
る。2001年にタレントやスポーツ選手が週刊
誌に対して提起した名誉毀損訴訟で，500万
円，1,000万円の慰謝料が認められた。元産
経新聞記者で弁護士の日隅一雄は，慰謝料の
高額化は，「新しい形での表現の自由に対する
制約」27）だと批判している。

マスコミ倫理懇談会全国協議会第7期「メ
ディアと法」研究会 28）で，2001年以降，500万
円以上の高額慰謝料等が容認されたケースが
提示されている。それによると個人の2件を除く
14件がメディアを対象としていて，その全てが
雑誌である。最近では，編集部門だけでなく，
社長個人の賠償責任まで認める判決が出るな
ど，支払いの対象が広がる傾向を示している。

しかし，敢えて苦言を呈せば，雑誌ジャー
ナリズムも，怪文書や匿名タレコミ，内部告
発という中傷など一方的な情報だけで，先に
掲載記事を作り上げてしまい，最後に取材
証明として締め切り間際になって本人にインタ
ビューをするような，おざなりな取材体制から
脱却しない限り，同じことは繰り返される。電
話一本の裏取り取材で，荒唐無稽な話だとわ
かるケースは少なくない。

逆に言えば，緻密な取材や裏づけ，的確な
表現であれば恐れることはない。

⑨ 権力側の対抗措置
北海道警察が組織的に裏金作りを繰り返し

ていた問題を追及し，2004年に新聞協会賞や
日本ジャーナリスト会議賞を受賞した北海道新
聞が，北海道警察の報復を受けたという。北
海道警察の裏金システムを告発した元道警釧
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路方面本部長の原田宏二が，その実態を明ら
かにしている。

　「事件・事故の発表の際，関係者の年齢
や細かい住所を省いて会見し，道新（筆者注・
北海道新聞の略＝以下同じ）の記者にだけ
は補足取材に答えない。道新の記者がいる
のを見つけると『出て行ってくれ』と発表の
場所から退席することを求める。道警本部の
広報課に顔を出すと『何しに来たんだ』と露
骨に言われ，厳しい記事を書いた後などは二
～三時間も同じことを繰り返し言われる」29）

しかも他社の記者は見てみぬ振りをしたとい
う。道新に対する道警の報復は，他人事では
すまされない。

その後，道新では営業社員の横領や広告部
長の広告費流用などが次 と々明るみに出たり，
06年1月14日の「泳がせ捜査失敗疑惑」30） 報
道をめぐって，“お詫び記事”を掲載したりして，
常務・編集局長以下7人が処分されるという事
態が起きた。その中には，裏金疑惑を追及して
きた記者たちが多く含まれていたという。前出
の山本博が「調査報道」の手法と留意点の中
で，「身辺をきれいにしておくこと」と釘を刺して
いる。取材がしっかりしていて報道内容に何ら
問題がなく，報復的な取材規制を受けても負け
ない取材力＝ネタ元があれば恐れるに足らな
い。「調査報道」の必要性，読者・視聴者に何
を伝えるべきかを考えれば，報復も克服できる。

⑩ 「調査報道」の受け入れ体質の欠如
　「調査報道が自発的なものだといっても，
組織的な共同作業であることには違いなく，
そこに『社内文化』と呼べるようなものが影
響を与えている可能性もある」31）

こう指摘するのは，国際通信経済研究所の

山口仁である。ただこの『社内文化』なる定
義づけがいまひとつ明確でない。社風という
ものなのか，社内のコンセンサスに近いものな
のか。「調査報道」に関していえば，社内の上
層部がちゃんと現場に任せてくれるか，つまり
現場の自由が保たれる雰囲気があるかどうか，
あるいは，権力の不正を暴くような報道に対し
上層部や経営陣がブレーキをかけるかどうか
を見てみれば，その社の文化がわかる。

以前のNHK社会部は，長く「独自取材」の
前提として「捜査機関がいずれ着手するか」「行
政機関がコンファームしてくれるか」が大きなポ
イントだった。つまり「お上に負う社内文化」で
ある。しかし「調査報道」は，独自取材なので，
お上の威光をバックにしてはおしまいである。
『社内文化』というより，属人的な問題として

“異形の嫉妬”も指摘しておきたい。
「調査報道」の仲間に入れない場合，サイド

から協力を惜しまない記者と陰で文句や悪口，
不平，不満を口にする記者とに二分される。朝
日新聞や毎日新聞，共同通信などの成就事例
を見ていくと，いつも和気藹 ，々協力しあって
いる前向きなチームの姿が思い描かれる。だ
が恐らく内部ではギスギスした人間関係や確執
があったかもしれない。キャップやデスクはそ
の点の配慮も欠かせない。

2  「調査報道」をめぐる訴訟
「調査報道」は，成功して初めて公になる

ケースが多く，その途上で挫折したケースは
中々窺い知れない。上記の壁で取り上げた中
で，⑦，⑧，⑨は，取材力，取材の緻密さが
あればある程度克服できるケースといえる。そ
の取材力や報道方法が問われて訴訟にまで発
展した例がある。そのうち，本稿第1回で取り
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上げた朝日新聞と中曽根康弘元首相のケース
は，1審で朝日新聞の全面勝訴，その後高裁
で和解している。以下に検証する事例も最終
的には和解が成立しているケースだが，いくつ
かの問題点も残している。「調査報道」との関
わりに注目しながら考察していく。

（a）TBS  対  讀賣新聞
1992年2月， 東 京佐 川急便 事 件 の 最中，

TBS（東京放送）の「読売新聞土地売却疑惑」
報道をめぐって，讀賣新聞社との間で名誉毀損
の損害賠償訴訟が起きた。2月20日の「ニュー
スの森」と「ニュース23」で報じたニュースが
原因だった。

概要は，1991年はじめに讀賣新聞社が，JR
新大阪駅前にある社有地を東京佐川急便に，
実勢価格が158億円のところを202億円で売却
した。ニュース番組では，「買った時は高かった
んだけどもね，260億円かな」と佐川急便グルー
プ総帥の佐川清のインタビューを紹介し，この
土地が，役所に届け出ている価格を上回ってい
るともとれる以下のようなパターンを表示した。
「相場価格　坪 2,500 万円→ 158 億円」

「佐川証言→ 260 億円」

「読売の届出→ 202 億円」

また「讀賣新聞の渡邉恒雄社長と，東京佐
川急便社長だった渡辺広康容疑者，トップ同
士のコネクションが決め手で，この商談の背
景には，大物政治家の影もちらついています」
といった内容も報じた。

TBSの担当デスク川邊克朗は，「月刊民放」で，
この報道は「調査報道」だったとした上で 32），

　「私達がニュースで問うたのは，疑惑の企
業に実勢を大きく超える値段で土地を買っても
らった報道機関としての倫理である」33）。

一方の讀賣新聞は，記事の中でのTBS「調
査報道」をこう批判している。

　「最近は，報道機関の責任において，事実
を公表する調査報道の傾向が一段と強まって
いる。しかし，公権力のない報道機関の調
査にはおのずと限界もある。だからこそ，今
回のような調査報道では，二重三重のクロス
チェックが要求される」
確かに当時の土地の相場（実勢価格）につ

いて，讀賣新聞が詳細に調査した結果を読む
と「都合のよい数字だけを持ってきて，予断を
もって報道したとしか考えられない」34）との指
摘は説得力がある。しかし双方の損害賠償請
求訴訟は，判決の3週間前の1995年1月13日，
突然の和解で終結した。

和解条項の主なものは以下の通りだ。
　「問題となったニュースで，①土地の価格
は二〇二億円だったのに，当時の佐川清・佐
川急便会長のインタビューを引用する形で，
売買代金が二百六十億円であるかのような報
道をした点，②百五十八億円が相場価格だと
断定的に表現し，価格に疑問があるかのよう
に報じた点，③『トップ同士のコネクション
が決め手』『取引の背後に大物政治家の影が
ちらついている』と表現した点―について『表
現方法の誤り』を認めた」35）

讀賣新聞は，「全面的勝訴」と会見している。
一方，「ニュース23」の筑紫哲也キャスター

は，次のようにコメントした。
　「和解に勝ち負けはないが，表現に誤りが
あったという点では負け。しかし読売新聞社
と佐川急便の間に土地取引があったという事
実の骨格には変わりがない」36）

裁判の過程で，1993年7月，渡辺広康が東
京地裁の出張尋問に対してこう答えている。
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　「90 年 11 月，首相経験者を含む政治家 2
人が同席した会食の中で，讀賣新聞の渡邉
恒雄社長（当時副社長）から土地取引を持
ちかけられた」37）

この点について，読賣新聞OBで東京経済
大学教授の前澤猛は，「ジャーナリズム」の観
点から，こう批判している。

　「その事実だけで決定的なルール違反とみ
なされるはずだ。それは，メディアと政治の
癒着を証明し，メディア企業としての読売新
聞とジャーナリストとしての渡邉氏の，それぞ
れの『公平らしさ』を疑わせ，読者の信頼を
失墜させるに十分な不祥事なのだ」38）

発行部数世界第一位の大新聞の頂点に立つ
渡邉恒雄が，逮捕前とはいえ東京佐川の渡辺
広康と関係があったことを報じた点では，一石
を投じた「報道」だったといえるが，やはり「調
査報道」というには，取材が徹底されていな
いという印象はぬぐえない。

もし厳密な取材がなされて，正当な取引とい
うことが判明すれば，TBSの報道自体成立が
難しく，「トップ同士のコネクションが決め手」

「取引の背後に大物政治家の影がちらついてい
る」との関係者の証言だけで，果たしてニュー
スとして取り上げることができたかどうか疑問
である。

改めて「調査報道」の緻密さ，正確さが問
われたケースだった。

（b）「テレビ朝日」ダイオキシン報道
最高裁判所まで争われたケースが，1999 年

2月，テレビ朝日「ニュースステーション」のダ
イオキシンをめぐる「調査報道」だった。JA
所沢市が1997年6月に市内の農作物5品目に
ついてダイオキシン類の調査を行ったものの，

結果を公表しておらず，テレビ朝日が民間の研
究機関に依頼して行った調査で，所沢市内の
野菜から最低 0.64ピコグラムから最高3.80ピ
コグラムのダイオキシンが検出され，厚生省の
全国調査（0－0.43ピコグラム）の5 倍から10
倍にあたる高濃度だと報道したのがきっかけ
だった。これは産業廃棄物処理施設の焼却炉
から排出されるダイオキシン類によって汚染さ
れたとも伝えられた。番組で使った図表には，

「野菜のダイオキシン濃度」と書かれていたた
め，所沢産の野菜の価格が暴落したり，埼玉
県産野菜の取り扱いが中止されたりする動きが
広がった。

ところが報道のもとになった環境総合研究所
の調査では，最高濃度の3.80ピコグラムのダイ
オキシンが検出されたのは，野菜以外の農作
物で，さらにそれが「煎茶」だったことも判明し
た。結局久米宏キャスターが2月18日の番組で
謝罪した。

しかしJA所沢市組合の野菜農家ら376人
が，訂正放送とおよそ1億9,700万円の損害賠
償を求めて提訴。2001年5月にさいたま地方
裁判所は，報道が所沢市で野菜を生産してい
る農家の社会的評価を低下させたが，「番組が
放送された当時，厚生省の全国調査などに比
べて所沢産の一部の野菜のダイオキシン濃度
が高かったのは確かであり，報道の主要な部
分は事実で違法性はない」39）として原告の訴え
を退けた。その後，東京高裁でも農家側の控
訴が退けられたが，2003年10月，最高裁判
所第一小法廷は「報道の重要な部分について
真実であることの証明がない」として，テレビ
朝日側勝訴の2審判決を破棄し，審理を東京
高裁に差し戻した。

結局2004 年6月テレビ朝日が原告側に和解
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金1,000万円を支払い，謝罪放送することで
和解した。

最高裁が示した判断は，
　「一般の視聴者の注意と視聴の仕方を基準
として判断すべき」「情報の内容全体から受
ける印象等を総合的に考慮して判断すべし」

といったものだった。
これに対して立教大学教授の服部孝章は，

最高裁判決で示された「一般の視聴者」「全体
から受ける印象」といったあいまいな判断は，
恣意的判断でしかないと批判した。

　「今後の調査報道において，より慎重な報
道が行われるというプラス面よりも，社会全
体にとって必要不可欠で，また知るべき，知
らされるべきことの報道をためらわせること
を招くとしたら問題だ」40）。

「調査報道」としては，「お茶」を「野菜」さ
らには，「葉っぱもの」などと表現して詰めの甘
さが日を追うごとに露呈したが，なぜこのような
ことが起こるのか，チェック機能の杜撰さが際
立っていた。しかし，この報道によって日本中
で「ダイオキシン」問題が，改めて注目を浴びる
結果となった事実は大きい。実際に，報道から
最高裁判決の間に，所沢市は，ダイオキシン濃
度を規制する罰則付き条例を全国で初めて制定
し，補助金を出して施設の撤去を進めた結果，
16あった民間大規模焼却施設は1つに減り，ダ
イオキシン濃度も99年度以降は，国の基準の
半分以下になった。また政府は，すぐにダイオ
キシン対策のための閣僚会議を設置し，慌た
だしく基本方針などを出すことになった。

こうして見たとき，「ニュースステーション」
が果たした役割は，「政治権力」（＝行政権力）
の怠慢を追及した「特別調査報道」の試みとし
て評価できる面もあった。

3　特殊事例としての「ロス疑惑」報道
これまで見てきた2つの事例は，正確さは別

として，取材対象としては前者が「組織権力＝
メディア権力」，後者は「行政権力」を追及し
たという点で「特別調査報道」である。では私
人が取材対象になった三浦和義事件の場合は
どうであろうか。
「ロス疑惑」の名称で知られるこの事件は，

1984 年1月「疑惑の銃弾」のタイトルで『週刊
文春』（文藝春秋社）に掲載されたシリーズが
始まりだった。冒頭部分はこうだった。

　「一九八一年十一月十八日。人通りの疎ら
なロスの一画で日本人夫妻が襲われた。妻
は頭部に銃弾をうけ植物人間に，夫は大腿
部に負傷と報道された。『アメリカよ，私の妻
を返せ』夫の絶叫に，どれだけ多くのひとが
涙したことだろう。しかし妻は懸命な看病に
もかかわらず，一年後夫の涙にみとられて死
んだ。以後人々のまえからこの事件は消えた。
夫が密かに保険金一億五千万円を受け取っ
ていた事実も知られずに…。」41）

この『週刊文春』や以後のマスコミの三浦報
道（「ロス疑惑」以外でもさまざまな報道がなさ
れているので，以下同様に記述する）について
検証する要素は2つある。

ひとつは，全くの私人のプライベートな出来
事を報道していくのは，「調査報道」に値するの
か。もうひとつは，行き過ぎた疑惑報道による
前代未聞の人権侵害につながった「調査報道」
をどう総括するのか。

まず三浦報道を「調査報道」と捉えるかど
うかについて検討する。
「調査報道」か否かの対象を，三浦和義につ

いて報道した全メディアに対して，「調査報道」
と捉えるのか，それとも最初の報道だった『週
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刊文春』の記事を指すのか明確でない。例え
ばマス・コミュニケーション学会では，「三浦和
義被告事件」といった括り方になって，「調査
報道といえるかどうか」42）と疑問を呈しているが，
この場合は，報道しているマスコミ全般を指し
ているものと理解できる。

朝日新聞の久保谷洋は，この事件報道が「調
査報道」かどうかについて，こう述べている。

　「調査報道の対象はあくまでも国家権力に
よる不正や構造的な腐敗，これに準じるケー
スであって，単なる個人犯罪は含まれない
という考え方が編集局内で支配的になって
いった」43）

ここで久保谷が指摘している取材対象を「国
家権力」や「それに準ずるもの」との指摘は，
筆者がこれまで提示してきた「特別調査報道」

（つまり取材対象が権力や権威の不正，腐敗）
と同じ意味である。つまり「調査報道」という
点で言えば，『週刊文春』の報道は，三浦が権
力とは何ら関係のない私人である以上，「特別
調査報道」でなく，一般の「調査報道」と捉え
ることができる。つまり三浦報道で，多くの人
がイメージする「調査報道」とは，筆者が言う
ところの「特別調査報道」のことを指している
と推量されるので，それとは異なる。

三浦報道は「調査報道」か否かについて，筆
者は本稿の第1回で，『週刊文春』報道を「独
自取材」と捉えているが，それは「広義の調査
報道」の範疇に止まるからである。あの時点で
は，まだ「調査報道」と「特別調査報道」の分
類を提示していない段階なので，上記のような
表現になっている。その点について本稿第2回
で取り上げた毎日新聞の“贋作事件”44）の「独
自取材」を「広義の調査報道」と説明している
のと同様，権力追及でない以上，「疑惑の銃弾」

の記事も同様の「調査報道」である。
また『週刊文春』を後追いしての報道は，す

でに，報道されなければ日の目を見なかった事
実が『週刊文春』によって明らかにされた以上，
他社の報道は，一般取材であって「調査報道」
ではない。その後の一連の報道の過程におい
て人権侵害を多く孕んだ事態があったにせよ，
調査報道の定義からすれば，『週刊文春』の記
事は，「調査報道」である。

これとは別に，『週刊文春』に限らず，私人
を対象とした記事そのものが「調査報道」の
範疇に入るのかとの疑問を呈しているのが，
三浦の弁護士を務めた喜田村洋一である。

　「（調査報道は，）権力者，少なくとも公的
な人間を対象とし，批判していくものである
という漠然とした観念があった。これらの人々
たちの不正行為は，捜査当局や国会などで
は取り上げにくいから，権力から自由な報道
機関がこれを剔抉するという説明は，少なく
とも理解はしやすい」
つまり「調査報道」は「私人」を対象とすべ

きではないとの指摘だが，このように「調査報
道」をはじめから権力犯罪に限定して，私人
の事件報道，犯罪報道を除外すべきかどうか
について，前出の前澤猛が1987年，ミネアポ
リスで当時の調査報道記者編集者協会会長の
ジョー・リジャートに質したところ，次のように
答えている。

　「調査報道として，われわれは犯罪の情報
を日本の記者以上に自由に報道しています。
その場合，われわれは容疑者が検挙された
り起訴されていない段階でも書いています。
私自身，殺人の疑いがかけられている男のこ
とを書きました。もちろんそのためには，名
誉毀損で訴えられないだけの確実な裏付け
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資料を入手しています」45）

また三浦報道の中に見られる事件報道では，
（自分がもし取材したら）殺人依頼や保険金詐
取を証明する証拠や犯行を直接知っている人
物の署名入り供述書，その他有罪を立証でき
そうなあらゆる資料を探すと述べている。

もちろんアメリカと日本とでは，読者，視聴
者の受け止め方は違うから同様に扱うことはで
きない。しかし，もし『週刊文春』が報道せ
ずに，この情報を捜査機関に持ち込んだ場合，
ジャーナリズムとしての存在自体を危うくする
のではないだろうか。あるいは「私人」だから
報道しないままで没にした場合，「一美さん殴
打事件」46）が明らかになることは，あり得な
かったと推測できる。

朝日新聞の橘弘道が，「調査報道と人権」と
いう論文の中で，「報道する理由，位置付け」
について言及している。

　「報道すること自体が社会の公益性に合致
し，報道内容自体が公共の利益に合致する
という事柄であることを，報道の過程で読
者に説明していかなければならない」
そのうえで，三浦報道にも触れ，
　「司法当局の取調べを受けていない人間に
対する一部報道機関の行き過ぎやフォーカス
現象といわれるようなのぞき見的報道が（中
略）世の中の人権感覚を『希薄』へ誘導し
ている傾向がみられる」47）

と危惧している。橘が「一部報道機関」に『週
刊文春』を指しているのか明確でないが，『週
刊文春』の記事が名誉毀損に当たるかどうか
が裁判で問われた。

その結果，1996 年5月東京地裁は，
　「疑惑を報道したことは名誉毀損に当たら
ないが，被告の前科まで記事にする必要は

なかったとのべて，週刊誌側に 100 万円の
支払いを命じる判決を言い渡した」48）

また宗宮英俊裁判長は，
　「重大な刑事事件について保険金殺人の
可能性があるとの疑惑に関するもので，捜
査機関の捜査が開始されていない時点でも
公共性があり，公益性を図る目的があった」

と認定した。また取材の信憑性についても「ロ
サンゼルス警察が捜査していたことを取材，三
浦被告を有罪とした刑事事件の一審判決で証
拠とされた複数の関係者に直接取材している」49）

など「真実と信じたことに相当の理由がある」と
して三浦の訴えを退けた。その後一美さん銃撃
事件については，刑事裁判で無罪となったが，

『週刊文春』をめぐる名誉毀損の裁判は高裁，
最高裁でも1 審通りで，判決が確定している。

讀賣新聞社会部長の溝口烈は，『週刊文春』
の「調査報道」を次のように評価している。

　「『ロス疑惑』の核心である『一美さん銃
撃事件』が刑事裁判で無罪となっても，原
点となった週刊文春の調査報道が，司法の
場でゆるがなかった意義は大きい。真実相
当性はイコール，徹底的に取材を尽くすこと
で認められるということを証明したものであ
るからだ」50）

さてもう一つの要素，人権侵害報道につい
てだが，『週刊文春』発売の日から，「ロス疑惑」
として，週刊誌，スポーツ紙，夕刊紙さらには
民放テレビの洪水のような情報が連日報じられ
るようになった。

喜田村洋一は，1985年9月の逮捕時までに，
「少なく見積もって二千回はテレビで報じられた
と思われる」。これに活字メディアを加えると，

「逮捕までに五千から六千回の報道があたっと
見て間違いないであろう」。「一私人を対象とし
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た日本のマスコミ史上最大の事件報道であった
ことがよくわかる」と述べている51）。

つまり問題なのは，『週刊文春』の記事をきっ
かけにして，私人である三浦を雑誌，新聞，テ
レビが寄ってたかって追い掛け回す，メディア
スクラムが連日行われたことにある。しかも報
道の多くが，いかに無責任でいいかげんな内容
だったか。これについては三浦が起こした訴訟
によって次 と々明らかになっている。

マスコミ倫理懇談会全国協議会顧問の秋吉
健次によれば，1990年3月14日から2002年5
月20日の間，三浦が名誉毀損やプライバシー
侵害でマスコミを訴えた数は，500 件を超え，
そのうちロス疑惑報道・民事訴訟判決の数は，
197件に上るという。

　「一審一九七件（控訴審以後，判決内容
に変更があれば，変更した結果による）の
うち，最高裁で，破棄，東京高裁に差し戻し，
現在審理対象となった九件を除く一八八件
のうち，請求認容一一四件，請求棄却七四
件で，認容率六〇，六％，認容された賠償
額四，九二六万円となる」52）

これほど三浦が勝訴した背景には，あまり
に多くの杜撰な報道があったことを喜田村は
指摘する。

　「当初に報道した週刊文春は，先行社とし
て各方面に取材していたが，後続の媒体は，
独自の取材をほとんどしないままで，他局・
他紙誌で報道されたことに基づいて，それを
適当に脚色してストーリーを作り出すことがよ
く行われていた」53）

「疑惑の銃弾」に始まった三浦報道は，『週刊
文春』が意図したものではなかったにせよ，史
上最悪の集中豪雨的な人権侵害犯罪報道を引
き起こした。それだけにとどまらず，メディアは

捜査当局とも一体となり，警察との暗黙の合意
の上で，警視庁前での三浦引き回しの場面を創
出させた。「調査報道」に限らずあらゆる取材，
報道は，報道の自由と書かれる側の人権とのせ
めぎ合いの中で，両者のバランスが求められる。
『週刊文春』の「調査報道」がなければ，警

察の捜査や逮捕もなかったかもしれないし，
裁判にもならず，もちろん有罪や無罪の確定も
なかったかもしれない。さらに一連の人権侵害
やメディアの敗訴もなかったのではないか。三
浦報道を考えるとき，いつもこの問題を突きつ
けられ，明快な答えを見出せない。『週刊文春』
の「調査報道」の意義を手放しで評価できない
のは，そのためである。

今回は，「調査報道」の障壁を提示しながら，
細部を検討してみた。「調査報道」には，TBS
やテレビ朝日の事例のように，取材の粗雑さ，
報道の脇の甘さが致命的な問題に発展しかね
ないこと，そして『週刊文春』の「疑惑の銃弾」
のように，意図しなくても人権侵害に拡大して
しまう可能性があることが，改めて確認できた。

喜田村洋一は，「報道」のあるべき姿につい
てこう述べている。

　「報道の基礎は事実である。市民は新聞を
読み，テレビを見て，いろいろなことを考え，
さまざまな意見を持つことになるが，その前
提となるのは，正確な報道がされているとい
う市民からの信頼である。内容が違えば，そ
れに基づく意見は価値がなくなってしまう」54）

次回は，「調査報道」を定着させ，活性化さ
せるために報道現場で模索されている新たな取
り組みについて取り上げる。

（おまた いっぺい）
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