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り問題など1年余りにわたって「調査報道」を
続けている。

毎日新聞は，社会部長に新しく就任した小泉
敬太が就任の挨拶で，「毎日新聞社会部は，調
査報道で行く」と述べ，部員を鼓舞したという。

NHKも「調査報道」を駆使したNHKスペ
シャル「ヤクザマネー」を放送したほか，2009
年からは「あすの日本」プロジェクトを編成し，

「調査報道」を織り込みながら新たな報道の境
地を模索する。

このように，各社が「調査報道」に着目する
背景は，そこに「自立した報道」を見出すから
にほかならない。

そこで「調査報道」に力を注ぐ各社の体制や
システムを考察していく。

a. 朝日新聞の「調査報道」チーム

朝日新聞の「調査報道」は，これまで毎号のよ
うに取り上げてきたが，マス・メディアの中で，とり
わけ朝日新聞が｢調査報道｣に熱心で，研修にも
力を入れてきたことは，1997年12月と98年1月に
東京本社と大阪本社で一泊二日の「調査報道の
基礎研修」を行っていることなどからも窺える2）。

2008年11月現在での「調査報道」チームに
ついて，2006年の「偽装請負」で早稲田ジャー
ナリズム大賞を受賞した特別報道チームの市川
誠一の講演から紹介する。

（文中敬称略）

前回は，「調査報道」が成就するまでの困難や
障壁について10項目にわたって考察し，あわせて

「調査報道」が訴訟になった事例等を検証した。
本連載の最終回となる今号では，近年の新聞や
放送の報道現場で，「調査報道」をめぐって生ま
れている新たな動きについて取り上げる。ここで紹
介する4つの事例はいずれも，社の経営状況や人
手不足など様 な々制約の中で，「調査報道」を拠り
所にしながらジャーナリズムを活性化させようとす
る現場の記者たちによる地道な取り組みである。

筆者は，こうした潮流にこそ今後のジャーナ
リズムの可能性を展望するうえでの重要な手掛
かりがあると考えている。

第 6 章 ｢ 調査報道 ｣をめぐる新たな取り組み

本稿第4回で紹介した朝日新聞社長の秋山
耿太郎の発言は，経営危機になると萎縮してし
まうのではないかと，とかく懸念されがちな「調
査報道」について積極的な内容だった。

　「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」1）

東京新聞は2008年1月から高速道路をめぐ
る巨額施設資産の継承問題に端を発し，天下

「調査報道」の社会史
～ 第 5 回　「調査報道」がジャーナリズムを活性化させる～

             メディア研究部　小俣一平　　
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朝日新聞は，2006年4月に「調査報道」を専
門的に行う取材チームを発足させた。編集局長
直属のチームで10人前後の記者を擁している。

　「どんな分野でも制約なく，きわめて自由に
取材することが許されていますが，ひとつだ
け条件が課されています。それは，調査報道
という手法で記事を書く，ということです」3）

前出の秋山が NHK「番組改変」報道で，確
認取材が不十分だった4）と第三者機関から指摘
されたことを受けて，次のように述べている。

　「ジャーナリズムの基本である『調査報道』
を，より一層，充実させて，読者の皆さまに信
頼していただけるよう努力していく決意です」5）

これを受ける形で再び「調査報道」に力を注ぐ
新体制を整備したとも受け取れる。とはいえ，市
川は講演の中で，「調査報道」をこう捉えている。

　「ジャーナリストという仕事がある限り，必
然的に生まれてくる分野といってもよい」
そのうえで，従来「調査報道」は，社会部の中

に「調査報道班」があったが，朝日新聞の今回
の取り組みは，それらとは違うと位置づけている。

　「社会部と同じものをつくっても意味はない。
新しい組織をつくったからには，そこでしか
できないことをやりたい。記者たちは新しい
ジャーナリズムを目指して奮い立ちました」6）

その結果，チームで合宿などを行い，①国民
がわれわれに期待しているのはどんな役割だろ
うか。②ジャーナリズムがいま取り上げるべき
テーマは何なのか，を中心に論議を繰り返した。

ここで注目すべきは，テーマ設定に当たって，
徹底した議論をする点にある。

　「多くのメンバーが納得するまで議論を尽く
し，最優先テーマを見つける。ある意味では
とても民主的な手続きだと思っています」7）

つまり市川が目指す「調査報道」は，従来の

社会部型のように，誰かが情報を摑んできたら，
それをデスクやキャップを中心にした司令塔の
下で，「調査報道」を展開する形と違うことを示
唆している。リクルート事件のとき，横浜支局
の記者が端緒を摑み，県警が事件を断念して
記者たちも諦めかけていたときに，デスクの山
本博の鶴の一声で「調査報道」に乗り出してき
たケースとは明らかに違うことを意味している。

市川は「調査報道」が生まれる端緒を，①当
局発，②内部告発の2つを挙げたうえで，その
いずれとも違う手法で「調査報道」を模索した
と述べている。

　「あそこの省庁に疑惑がありそうだとか，
この業界に巨悪が隠されているなどと，自ら
の問題意識や取材経験を頼りに，調査報道
の対象をひねり出す議論をしたのです」8）

これを市川は，「アジェンダ・セッティング型調
査報道」と呼んでいる。つまり情報源に依拠しな
いで，「記者たちが主体的能動的に『いま調査す
べきこと』を決められる」長所があるとしている。

この方法で成功した「調査報道」が2006年7
月からの「偽装請負」報道である。

市川は講演の締めくくりに「調査報道」の最
終的な目標は，社会の利益に貢献することだと
したうえで，こう述べている。

　「アジェンダを決める時，まず自問自答します。
調査報道で掘り下げていくことが結果的に大
きな社会的な利益につながるかどうかと」9）

市川の指摘は，筆者の私見と同様である。
「調査報道」の中で重要な要素は，「自己満足」
「自社満足」的な報道ではなくて，社会に波及
力のある，影響をもたらす報道である。これは，
取材対象が権力や権威であり，その報道によっ
て各社が追随し，その結果社会的変化をもたら
す，つまり「特別調査報道」を意味している。
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ただ市川のように豊富な経験を持つ記者に
とっては，自らアジェンダを設定することはそう
難しいことではないかもしれないが，なかなか
簡単にできることではないし，同時に問題意識
の高さも求められる。

b. 東京新聞の「調査報道」チーム

朝日新聞のように社長の肝いりで，10人前後
の，しかも社会部とは別枠で「調査報道」チー
ムを編成して取り組んだ例を筆者は，1977年の
毎日新聞大阪本社報道局遊軍班10）以外には，
寡聞にして知らない。多くの社は，市川の講演
にあるような「社会部という部署があり，そこ
には調査報道班があります」11）というのが主流
ではなかろうか。

そこで少人数を駆使しながら「調査報道」に積
極的に取り組んできた東京新聞の例を見ていく。

東京新聞には「こちら特報部」という独自の
視点から時のニュースを追う紙面がある。本稿
第3回で取り上げた「商工ローン不当」追及の「調
査報道」なども掲載している。しかし一般紙面
でも「調査報道」がたびたび掲載されている。
注目される「調査報道」は，1999年12月に連載
がスタートした「破たん国家の内幕」であった。
この連載のテーマは，政治経済改革を阻んでい
る「政・官・業」の利権構造を抉り出し，明らか
にすることだった。

この「調査報道」チームのキャップだった杉
谷剛は，その主旨を次のように記している。

　「利権構造とは政治家や官僚たちによる巧
妙な“税金横領システム”であり，政治家は『票
とカネ』，官僚は『天下り』，業界は『利益』
を手にしている。それぞれ，政治家としての
地位や官僚だけに与えられている権限を悪用
し，納税者が納めた税金を自分達の利益に

すり替えているのである」12）

この連載は，当初5人でスタートし，のちに
社会部と埼玉支局の記者9人が担当した。しか
し最初から2002年5月までの2年半近い歳月を
かけて終始この取材に携わっていたのは，杉
谷と榎本哲也の2人だけである。

この取材の責任者だった社会部長の山田哲
夫は次のように言及して「調査報道」の抱える
問題点も提示している。

　「メディア多様化のなかで，この調査報道
は新聞がその存在理由を示すことのできる
数少ない分野だが，費用対効果，リスクとい
う点からは，これほど割に合わない取材・報
道はないというのが内実だ」「取材班が日々
の紙面に貢献することはない」「内部告発的
情報を得るまでの信頼関係を築き上げるには
時間がかかる。取材費用は膨れるばかりだ
が，提供された情報が読者を納得させ，報
道に値するものだという保証はない」13）

また，こうした障壁を克服したところに「調
査報道」の意義がある。

それについて山田は次のように述べている。
　「新聞が調査報道にこだわるのは，やはり，
われわれの日々の業務が国民に負託されたも
のであり，公益のためだからだ。やや気恥ずか
しくもあるが，われわれには，世のため人のため，
国民の知る権利にこたえる義務がある」14）

理解のある社内文化に支えられて東京新聞
の調査報道はその後も続く。その典型的な例
が2008年1月から2009年2月まで続いた高速
道路に関する調査報道である15）。取材チームは
遊軍キャップの杉谷を中心に，多いときで5人
が担当している。

杉谷によると，常時3人が直面しているテー
マを取材，執筆して紙面に反映させ，残りの2
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人が次の展開を見込んで取材に専念する2 段階
方式を取っているという。

　「東京新聞の場合は調査報道に割ける人
数が限られているので，効率よく使い回して
いくためには，この方式しかない」16）

とはいえ，何か別の事件や緊急のテーマが
あればそちらにシフトしなければならないという
のが実情で，それは各社同様と推察される。

ではどういう視点でテーマを設定しているの
だろうか。

最近の省庁などの発表ものは，役所のホーム
ページに公開されていて，大臣会見や記者会見
の内容も掲載されている。これを新聞で読まなく
てもインターネットを利用すれば詳細まで知ること
ができる時代である。新聞やテレビなどのメディ
アの存在意義は，インターネットで読むことがで
きない内容ということになる。これを杉谷は，「生
活感覚に根ざした『調査報道』を展開することで，
違いを明確にしていくことが必要だ」と指摘する。

そのうえで「事件取材のマインドも大切で，
その視点がないとより深い取材に行き着かな
い」とも述べている。

こうした「調査報道」を続けることで，各社
との紙面の違いが読者を惹きつけ，信頼を得る
ことにつながると見ている。この点について杉
谷は，「新聞への信頼感がなくなると自然と情
報が集まらなくなる」と現場記者の実感を吐露
している。つまり記事を読んだ読者から，「こう
いうおかしなことがある」「自分の周囲ではこう
した疑惑がある」といった情報が寄せられるの
も，「紙面化してこそありうる」と指摘している。

c. 毎日新聞の「調査報道」チーム

これまでにも数々の「調査報道」の実績があ
る毎日新聞で，あえて小泉敬太新社会部長が

「調査報道」宣言をした背景には何があるのか。
　「インターネット時代を迎え，いよいよ新聞
が生き残る術を見出そうとするとき，そこには

『調査報道』しかないのではないかと感じて
いるからです」17）

小泉は社会部副部長，論説委員時代からも
「調査報道」の重要性をずっと考えてきた。

実際に2007年と2008年の新聞週間には，
調査報道の意義を社説に掲載している18）。そこ
には，若い記者時代，目の当たりにした自社の

「薬害エイズ」報道があるという。
　「薬害エイズを先輩記者が横でやっている
のを見て，いつか自分も社会に影響を与える
ような報道をしたいと考えた」
社会部長就任に当たって小泉は改めて，「調

査報道」の重要性を強調している。
　「半日経てば明らかになるような事実を血眼
になって取材する特ダネ報道の必要性は否定
しないが，それとは違った毎日新聞独自の調
査報道こそ，新聞の存在意義を見出せる」19）

2000年代以降でも「片山隼君事故」「旧石器
ねつ造疑惑」「防衛庁情報公開請求者リスト問
題」「自衛官募集に伴う住民基本台帳情報収集
問題」「戸籍300日問題」をはじめ「アスベスト
禍問題」など，それぞれの記者が「調査報道」
を手がけ紙面化している。そのたびに社内で
は，「俺たちもがんばらなくっちゃ」という全社
的な盛り上がりを見せる。
「これが毎日新聞の社風でしょう」20）と語る。
毎日新聞東京本社の場合は，もともと社会部

遊軍の中に，「調査報道」班が常設されている。
ロッキード事件の取材班の名残りで，その後も

「ロッキード部屋」と呼ばれる個室を確保してい
たが，1992年に当時の社会部長の意向で，「調
査報道」班を拡充させた。「Ａ班」「Ｂ班」の2
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班体制で，それぞれ3 ～ 4人の記者を割り振っ
ていた。前者は政治家の疑惑を追及，後者は
特捜事件をカバーしながら独自の「調査報道」
を目指すもので，Ａ班が手がけた結果が，「不
信の明細書」21）企画だったという。

　「Ａ班の担当デスクが，いまの社長（朝比
奈豊）で，自分も実際にやってきているので
調査報道には理解がある」22）

その後，「B班」だけが残り，「防衛装備品調
達不正問題」などを手がけてきた。この問題は，
その後東京地検特捜部が元防衛施設庁長官や
元調達実施副本部長を背任や収賄で逮捕する
事件に発展した。一連の報道は，1999年度の
日本ジャーナリスト会議賞の奨励賞を受賞した。

小泉が描く新しい「調査報道」チームは，
　「遊軍の中で，3 チームくらいに分けて，そ
れぞれのチームが当たり，その中から，もの
になると思えるものを掘り当ててきたところ
に，他のチームのメンバーもシフトしていく形
になるだろう」
小泉は，社会部全体を俯瞰しながら，「調査

報道」へのこだわりを見せる。
　「事件（担当）クラブや省庁などでも端緒
はある。それぞれの記者が“調査報道マイ
ンド”をもって取材に当たることが重要です。
それに調査報道とあわせて，キャンペーンとし
て展開していくことも大切だと思っています」
また「調査報道」に対するリスクについては，

次のように述べている。
　「裁判に訴えられることを怖れていては『調
査報道』はできません。要は裁判に負けな
ければいいのですから」
さらに費用対効果の面で厳しい現実について

は，結果はすぐに出るわけでないことは十分承
知しているとして，こう言及している。

　「登記などの資料の購入や出張に経費がか
かって台所が苦しくても，上がどこまで我慢
するかで，そんなことは折込み済みです」
小泉の最後の言葉が印象的だ。
　「何のために自分たちは記者になったのか，
その理由を考えれば『調査報道』しかない
のです」23）

d. NHK の「調査報道」チーム

NHKの「調査報道」の歴史は古い。こう書く
と意外な感じを受ける読者は少なくないかもし
れない。報道現場に露骨な介入があった「ロッ
キード事件5周年報道」24）以前には，NHKもい
くつかの「調査報道」を手がけている。「調査
報道」が認識されるようになってからは，『埋も
れた報告』25）をもって嚆矢とする。この作品は
水俣病を扱ったドキュメンタリーで社会部記者
大治浩之輔が中心となって取材，制作した。記
者，ディレクター，カメラマン，音声マンの4人
チームである。1977年度の芸術祭で，テレビ・
ドキュメンタリー部門の大賞を受賞している。

水俣病が確認されたのが，1956年5月1日
で，20年後の12月に放送された。

大治は取材意図をこう述べている。
　「水俣病の底知れぬ被害拡大を防げる手立
ては，あの時に本当になかったのか，その一
点に絞って取材しようとしたのが，このドキュ
メンタリーです。きっかけは熊本県庁に眠っ
ていた公文書“水俣ファイル”の入手。患者
確認から1959 年 12 月に見舞金契約で被害
を封印するにいたる数年間，水俣・県・国を
往復した行政文書です」
そのうえで大治は，「調査報道のスタイルをと

りましたが，それはテーマが取材手法を必然的
に決定するのです」26）と断言する。
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被害の惨状を目前にしながら漁獲禁止もせず
工場廃水も止めず汚染拡大を放置したのはな
ぜだ，だれだ。大治は，20年という歳月を経
て，当時の関係者の冷静な証言を引き出そうと
するが，水俣の保健所長も県知事，チッソ水俣
工場長，通産省軽工業局長…もカメラの前を逃
げ回ってインタビューに応じない。それを夜討ち
朝駆けで追いかけて取材するが，なかなか真相
を語ろうとしない。それでもねばってねばって取
材するディテールが映像に現れてくる。

その一方で有機水銀に冒された患者が，「自
分がどんなになっていくのかと思うと，本当に恐
ろしい」という聞き取りづらい言葉で語るのを，
大治は字幕スーパーを使わず，あえて音を生かし
ていくことで，視聴者に訴える。

この作品は，国の責任を問うはじめてのドキュ
メンタリーで，テレビ放映された後，いろいろな
反響を生んで，水俣病の行政責任を問う裁判が
次 に々起きた。

しかし大治は，報道したからといってそれで
社会や政治がすぐに変わるかといえば，それ
ほど単純ではなく，ジャーナリズムの仕事は，
賽の河原に石を積むというようなところが沢山
あると言い，「それでもいいんだ，やり続ける
ぞという覚悟がないと出来ない」としたうえで，
ジャーナリストの仕事をこう捉えている。

　「私たちは学者じゃありませんから，志をもっ
て事を問い，事を論証するためには，どうしたっ
て地べたを這いずり回って，虫のように（小さ
い事実を）一つひとつ集めていかざるをえな
い」「証言を取りたい，証拠で論理を作りたい，
そう思って行くけれど（中略）全貌が取れなく
ても『それじゃあ，もういっぺんやってみるか』
と思い直すのです。自分を駆り立て駆り立て
やっていく，それを支えるのはジャーナリスト

としての志，私たちの取材の一番奥にある原
点だと思います」27）

こうした大治スピリットが生かされる報道が，
2005年以降顕在化してきた。本稿第3回で掲
載した『NHKスペシャル；ワーキング・プア』も
その一例である。続いて，同じ社会部副部長
中嶋太一の下で制作された「調査報道」が，

『NHKスペシャル；ヤクザマネー』28）であった。
取材のきっかけは，警察幹部の嘆きからだっ

たという。
　「市場の背後で巨額の資金を得ていると見
られる暴力団を摘発したいが，どのように関
わっているのか，その実態がいっこうにつか
めないんだ」29）

この言葉から中嶋は，警察の捜査も届いて
いない誰も知らない暴力団の資金獲得現場を
明らかにできないか，と「調査報道」を決意す
る。2007年1月のことだ。

中嶋は，記者歴22年のうち15年を社会部で
過ごし，警視庁キャップも務めた事件記者だ
が，実は中嶋が「調査報道」を志した原点が，
20年前に見た大治浩之輔の『埋もれた報告』
だったという。

中嶋は，「暴力団」「マネー」「株」「ベンチャー
投資」といったキーワードから5人の記者を投入
する。いずれも当時警視庁，警察庁，国税庁
の担当記者だった。10か月かけた「調査報道」
の結果，捜査当局が立件を諦めた架空増資事
件で，数々の内部経理資料や主犯格の男の独
白テープを入手する。また関係する暴力団員ら
の証言を積み重ねて，ヤクザマネーが企業を食
いつぶしていった経緯を摑む。さらに暴力団が
マンションの一室に大がかりなディーリングルー
ムを設置したり，ベンチャー投資で80 億円を
運用したりする現状を暴力団員への密着取材か
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ら，その実態を明らかにしていった。
中嶋はいま「あすの日本」プロジェクトのデス

クをしている。今年1月に発足し，報道局長冷
水仁彦直轄のチームで，経済部長だった森永
公紀ら専従の記者，デスクは11人である。この
プロジェクトの特徴は，政治部，経済部，社
会部，科学文化部，テレビニュース部といった
部を越えて構成されている点だ。

中嶋によると，「あらゆる面の調査報道を目
的にニュースや大型番組を発信するとともに，
10年後，20年後の日本社会のあり方も提言す
る」という。

一方，社会部デスクの熊田安伸も「調査報道」
に熱心なデスクの一人である。熊田が「調査報
道」を意識したのは，NHKスペシャル『調査報
告　日本道路公団』30）を取材したのがきっかけ
だった。元道路公団総裁ら幹部たちのインタ
ビューから，いかに道路行政が捻じ曲げられてき
たかが見えてきたという。熊田はこれまでの取材
経験の中から，証言集めや資料分析を駆使する

「調査報道」の中で，特に資料分析に着目した。
　「調査報道のきっかけを資料分析，とりわ
け国税局資料調査課の調査手法を報道に取
り込めないかと考えました」31）

国税局資料調査課の調査は，申告書などの
税務関係・行政関係の公文書だけでなく，新
聞やあらゆる種類の雑誌，書籍，広告，それ
にテレビのワイドショーやインターネットのＨＰに
至るまで，すべての文字・映像資料を読み込ん
で，評価・分類している。

そこで熊田は，自らの経験を多くの後輩記者
たちに知ってもらうため，2007年秋からスター
トした「調査報道研修」の講師を務めた。そこ
では，官報，公報の読み方や情報公開室の使

い方にはじまって，政治資金，省庁，自治体，
企業，経営者，公益法人，事件，事故，災害
さらには歴史的，国際的な問題も資料を使って
読み解いていく。研修の対象となるのは，地方
で事件取材を終えた，あるいはまもなく終了す
る2年目の記者である。

　「この時期は，日々の取材に追われて目標
を見失いがちだったり，警察，検察取材をやっ
て記者として向いていないのではないかと諦
めたり，悩み始める時期にさしかかっている
からです。そんな時，新しい取材のきっかけ
になればと思ってはじめました」32）

熊田はいま，新たな「調査報道」に取り組み
始めている。「国会」「国税」「証券等監視委員
会」「会計検査院」担当の4人の記者によるチー
ムを編成して，件の「資料調査」を駆使した「調
査報道」を目指すという。

以上見てきた例は，現在進行中のものや今
後の展開を見据えた「調査報道」である。今回
の連載では取り上げ切れなかった各社の「調
査報道」も多々あるが，概ね新聞，放送，出
版各社は，“自立した報道”を確立する意味でも

「調査報道」を取り組むべき目標として重視して
いると推察できる。

 第 7 章  「調査報道」が
   ジャーナリズムを活性化させる

筆者が本稿5回の連載で提示したかったポ
イントは3つある。1つは，「発表報道」からの
脱却のための「調査報道」の活用。「調査報道」
と「特別調査報道」を二分することで，「調査
報道」のハードルを低くし，「発表報道」に頼ら
ない取材に積極的に取り組むという意味で，従
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来の独自取材もこの中に包括する。2つめは，
ジャーナリズム本来が持つ権力監視機能（ウ
オッチ・ドッグ）としての「特別調査報道」の
意義である。そして前章で3つめのポイントと
して，「調査報道」がジャーナリズムを活性化さ
せるという筆者の仮説を，現場の取り組みの中
から考察してきた。これらの点を踏まえて，最
終章ではジャーナリズムの今後に向けた可能性
を展望するために必要と思われる課題や論点の
整理をして稿を閉じたい。

今日，政治の閉塞感に経済の行き詰まりが
相乗作用となって国民の政治への信頼は失墜
し，「政治不信」を通り越して，国民の「冷笑的
反応」（シニシズム）を生み，政治への無関心
が拡大している。こうした状況の中でマス・メ
ディアに対する読者，視聴者の不信，不満も大
きく，マスコミ＝「不遜」の謗りは免れない。

かつてマスコミは，「人権の砦」と言われ，
1950年代の朝日訴訟33）や60年代から70年代の
ポリオ，売血キャンペーン，公害報道など国政や
行政の問題点を追及してきた34）。しかし，80年
代以降マス・メディア不信が日増しに高まるよう
になった。その具体的な現れは，朝日新聞の「サ
ンゴ事件」35），日経社長，讀賣副社長，毎日編
集局長といったメディア関係者への未公開株譲
渡が発覚したリクルート事件に見られた。以後マ
ス・メディアが社会正義を貫く組織でなく，特ダ
ネのためにねつ造をしたり，政治権力や組織権
力と癒着したりする組織でもあると国民が明確
に認識するようになった。加えてメディアスクラム
や犯罪報道による人権侵害，報道の自主規制
等，読者，視聴者の批判は，報道そのものにも
向けられるようになった。

2009年の現在でも，日本テレビの報道番組

『真相報道バンキシャ！』が放送した岐阜県の裏
金問題の証言者が偽者であったり，『週刊新潮』
の「朝日新聞阪神支局襲撃事件」の記事が，完
璧な“騙り”であったことなど，次 に々問題が発生
している。いずれも裏づけ取材が放置され，証
言者の言うがままに放送，掲載したためである。

なぜこのような事態が引き起こされるのか。そ
の問題点を一つひとつ掘り下げてみると，日本
のマス・メディア，とりわけジャーナリズムが抱え
る「発表報道」に通じる。「相手の言うことを鵜
呑みにする」危険性をはらむ無批判な報道に慣
らされてしまうと，独自の裏づけ取材を怠り，手
間隙をかけない安易な報道に流されてしまいが
ちになる。しかも日本テレビのケースは，インター
ネットによって情報提供を呼びかけている点が注
目される。

一方『週刊新潮』も，自ら「実行行為者」と名
乗り出た男の裏づけも取らず，その言動に振り回
された結果である。特に『週刊新潮』は，これ
までも裏づけを取らずに，誌面に都合のいい部
分だけを掲載する手法を繰り返してきた経緯も
あり，起こるべくして起こった“事件”ともいえる。
『週刊現代』編集長の乾智之は，編集後記の

中で『週刊新潮』を批判して，次のように述べ
ている。

　「人物や事象にかかわる『疑惑』を報じる
のは，週刊誌の役割のひとつだと考えます。
ただ，だからといって，記事をつくるうえで
間違いを犯した責任をまぬかれるわけではな
いことは，いうまでもありません」36）

しかし，2009年に入ってから明らかになった
一連の誤報は，一部テレビ，一部週刊誌の問
題ではなく，すべてのマス・メディアが認識し
なければならない事案といえる。

というのも，これらのケースは2つの問題を提



80 　JUNE 2009

示している。その1つは，「内部告発者」の扱いを
どうするかである。食品偽装事件で内部告発者
が果たした役割は大きかったが，「善意の内部告
発」と違って，「虚偽の告発者」の存在が浮き彫
りになったからだ。つまり安易に「告発者」や「証
言者」に乗ってしまうと煮え湯を飲まされる虞

おそれ

が
あることは，他山の石とする必要がある。

もう一点は，今回の事態を，視聴者，読者は，
「マス・メディア全体の行為」と見なして批判し，
マスコミ不信が増幅されがちであることだ。
「発表報道」あるいは「発表ジャーナリズム」

は，政治，行政，企業等が，「議題設定（アジェ
ンダ・セッティング）」のイニシアチブを握ってい
る以上，不都合なことが積極的に明らかにされ
ることは少ない。また意図をもって発表されても，
無批判に受け入れてしまう可能性も否定できな
い。こうした“発表漬け”が常態化してくること
によって，アジェンダをコントロールされたジャー
ナリストたちは，批判精神の芽を摘まれてしまう。

マス・メディアの存在意義は，権力を監視す
る「番犬（ウオッチ・ドッグ）」としてあることは
過去の事例から見ても明らかである。ところが
いまや権力を守るための「番犬」と化している
ジャーナリストも少なくない。国民の知る権利を
負託されているマス・メディアが，本来の「自立」
を取り戻さなくては，「不信」「不満」は，「メディ
ア離れ」となって，その存在自体を危うくする。

そこで改めて「調査報道」の重要性が見直さ
れてくる。
「調査報道」は，取材し尽くすという意味で，

「報道」の原点とも捉えることができる。ここ
をしっかり認識し，実行すればいま起きている
ジャーナリズム批判の多くは避けられる可能性
が高いのではないか。

繰り返される不祥事のたびに語られるのは，

「ジャーナリスト教育」の必要性である。
とりわけ，現役のジャーナリストたちが，社を

越えて議論，研究するシステムの構築が求めら
れる。その中心テーマをなすものは，「調査報道」
ではないだろうか。ここには，取材者として単な
る「手法」だけではなく，記者の志や矜持を含
めて，いまジャーナリズムが抱える問題の根源が
内在している。

ジャーナリズムが，読者や視聴者の支持を
得ていた時代があったことを考えるならば，信
頼回復の糸口を得るためにも「調査報道」の重
要性を現場の記者たちが認識する必要がある。
社を越えてというのも，社員研修ではなく，学
者，研究者による「ジャーナリズム原論」と現
役ジャーナリストや経験者による「ジャーナリズ
ム現（場）論」の双方を学ぶこと，あわせて「企
業主義」でなく，報道の「公共性」という視点
を身につけることが望まれる。

ところで，メディアの危機が叫ばれる中，「新
聞再生の糸口」として，1996年にすでに筑波
大学教授の天野勝文が①「脱発表ジャーナリ
ズム」と②「調査報道の強化」を挙げている点
に注目したい。

　「今後，新聞が他のニュースメディアと比
べ，その“得意技”を発揮する最適の場とし
て調査報道を位置づけ，それを実現するた
めのシフトを敷くことが，効率はよくないけれ
ど長い目でみれば最良の方策であろう」37）

13年前と今日とでは，新聞，テレビを取り巻
く環境は様変わりしている。毎日新聞出身の天
野は「新聞」にこだわりを持つが，新聞＝ジャー
ナリズムと捉えなおしてみれば，天野の指摘の
本質は何ら変わってはいない。

さらに2009年の現状を直視して，元共同通
信編集主幹の原寿雄は，ジャーナリズムの危機
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と「調査報道」の関係に言及している。
　「権力監視，社会正義の追求を軸とした調
査報道の取材力を持つジャーナリスト集団は，
高度情報社会の核としての期待を担う。『ジャー
ナリズムの危機』とは，調査報道を敬遠し発
表ジャーナリズムに侵食されている『現状の
ジャーナリズムの危機』を指すものである」38）

天野や原と同様の指摘は，前出の朝日新聞の
秋山発言や本稿前章の中にも随所に見られる。
このことからも，「調査報道がジャーナリズムを
活性化させる」という展望を強調しておきたい。

5回にわたる連載では，｢調査報道とは何か」
を1970年代以降の言説史を通して見てきた。さ
らに｢調査報道｣というカテゴリーをあえて，独
自取材による｢調査報道｣と権力追及を目的とし
た「特別調査報道」に差別化し，その事例を提
示すると共に社会に与えた影響について考察し
てきた。また，｢調査報道｣を実行するうえでの
障壁や問題点についても論考した。その結果，
｢調査報道｣の成就は，社会に影響を与えること
とあわせて，会社全体を活気づけること，今後
のマス・メディアの存在を賭けても重要な報道ス
タイルであることが関係者によって提示された。

これまで「発表報道」に頼るマス・メディア
批判が読者，視聴者から繰り返されてきたが，
いままさにジャーナリズムの活性化のために「調
査報道」の原点に立ち返り，その重要性，可
能性を再認識，再評価していくことが求められ
ている。　　　　　　　　　（おまた いっぺい）
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