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日本において「調査報道」が成立したのは 1970 年代である。その嚆矢と言える立花隆の「田中
角栄研究－その金脈と人脈」（『文藝春秋』）が端的に示すように，
「調査報道」は，自らが書かなけ
れば公にならない事実を，独自の取材と自らの責任において報道することを指す。当初，
「調査報道」
をめぐっては多様な議論が展開され，さまざまな定義が試みられた。
こうした「調査報道」に関する見方を辿っていくと，
「調査報道」の中には，自社の独自取材に
基づく「調査報道」や発表が起点ではあるが，取材の過程で独自の調査による新しい事実の発見を
伴う「混在型調査報道」，さらには，政治・社会的な権力や権威を報道の対象とした，
「狭義の調査
報道」（＝「特別調査報道」）が存在することがわかる。
「特別調査報道」が対象とする権力・権威には，①「政治権力」
（＝政治エリート，官僚や警察な
どの行政権力，司法権力など），②「組織権力」
（＝狭義の政治権力には含まれない，企業などの経
済権力，学術・文化，教育機関などによる権力）
，③「複合権力」
（①と②の両者にまたがり，両者
が複合的に作用する権力）の三種類がある。それらを過去の具体的事例に即して分析した結果，
「特
別調査報道」の結果・効果が社会へと波及していく過程や，それに要する時間などは事例によって
多種多様である一方で，政権崩壊や法改正といった政治的・社会的意思決定過程への影響や市民の
世論形成過程に極めて大きな影響力を持っていることが明らかになった。
さらに「特別調査報道」には，メディア相互の競争を喚起し，報道現場の活性化に繋がる好循環
を生み出している可能性も示唆される。このようにして「特別調査報道」が，今後のジャーナリズ
ムの在り方を考えるうえで鍵を握るものであることを提示する。

目
はじめに … ………………………………………… 242
1

ジャーナリズム・報道・ニュースとは何か…… 242

2   「発表報道」と「独自報道」…………………… 249
2 － 1 新聞紙面分析
2 － 2「発表報道」と記者クラブ
3 「調査報道」とは何か… ……………………… 262

次
4 「特別調査報道」とは何か … ………………… 269
4 － 1「特別調査報道」の権力と権威
（1）
「特別調査報道」と権力
（2）
「特別調査報道」と権威
4 － 2 ｢特別調査報道｣ の分類
（1）政治権力追及型

3 － 1「調査報道」の概観

（2）組織権力追及型

3 － 2 曖昧な ｢調査報道｣ の概念

（3）複合権力追及型

3 － 3「調査報道」の 3 分類

おわりに…………………………………………… 288

241

ものである。

はじめに

本稿は，「発表なくして報道なし」の現状

鳩山新政権発足直前の 2009 年 9 月 16 日，

を危惧するだけではなく，
「発表報道」をいま

新政権はマス・メディアに対して，従来行なっ

こそ捉え直し，「調査報道」をメディアの権

てきた各省の事務次官による記者会見の廃止

力への依存体質から自立した報道と位置づ

を打ち出し，
さらに「記者懇談会，ブリーフィ

け，その社会的影響を検証するとともに，
「調

ング，少人数の記者への勉強会も廃止対象」

査報道」こそがジャーナリズムを活性化させ

との方針を伝えた1）。

るという仮説を提示し，ジャーナリストの未

こうした措置に対して，マス・メディア側

来を展望するものである。

の反応は早かった。

元化」
「知る権利に不安も」（毎日新聞），「官

1

僚の会見原則禁止

こうした問題を論ずるに当たって，まず認

「狙いは官の中立性担保

役所，過剰反応の

恐れ」
（朝日新聞）
，
「省庁会見

政治家に一

首相官邸，省庁に中止」

ジ ャ ー ナ リ ズ ム・ 報 道・
ニュースとは何か

「
『知る権利』侵害の恐れ」（讀賣新聞），「官

識しておく必要があるのは，
「マス・メディア」

僚に戸惑いと反発 『何も話せないのか』」
（東

と「ジャーナリズム」とは何かの定義である。

京新聞）――翌 17 日の各紙の朝・夕刊の見

これらは，類語として扱われるが，私たちは

出しだ。以後，批判や猛反発，識者の批判コ

体験的に「マス・メディア」や「ジャーナリ

メントが相次ぎ，
「言論統制」という見出し

ズム」をイメージとして捉えがちである。マ

まで飛び出した。結局 3 日間の紆余曲折を経

ス・メディアの「メディア」という言葉は，
「媒

て，政治家主導の記者会見は堅持しつつ，次

体」という意味だが，1920 年代，アメリカ

官による会見は中止するが，専門的な問題に

の 広 告 業 界 誌 で，「 広 告 媒 体 」（advertising

ついては，担当官が背景説明や解説を行なう

Media）といった形で使われ始めたのが起点

などおおむね従来通りに対応することで沈静

で2），それが日用語となり，さらには大量の

化した。

意味のマス（mass）と結びついて多数の人

しかし，今回の事態は今日日本のジャーナ

に大量に情報伝達する，新聞，雑誌，ラジオ，

リズムが抱えるいくつかの問題を露呈させる

テレビを示すようになった。今日では，「メ

結果となった。たしかに政府が行なう記者会

ディア」というだけで，マス・メディアを指

見が一方的に情報をコントロールするという

すほか，新たに，同時並行的に使用される異

意味では，
「国民の知る権利を奪うものだ」

なったメディアの融合であるマルチメディア

という論理が成立する一方で，記者会見がな

を指すこともある。またインターネット，パ

くなるとマス・メディアは一気に情報枯渇状

ソコン通信のような情報ネットワークもメ

態に陥るおそれがあることの一端を証明した

ディアと呼ばれている3）。

と言える。本稿が考察する「発表報道」と「調
査報道」は，まさにこうした現状を照射した
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一方，ジャーナリズムについての言説は，
多岐にわたっている。1930 年の時点で，長

「発表報道」と「調査報道」

日本ではやくから日記文学が発達したこ

谷川如是閑は，次のように提示している。

と，おおやけのものだけでなく，わたく
ジャーナリズムという言葉は，通常その

しの記録もまた重んじられてきたことの

場合に応じて，
「新聞」
「雑誌」，または「新

中に，日本のジャーナリズムの根がある

聞記者」の方法，態度，行動，精神，職

だろうし，今後も新聞・雑誌などの職場

業，事業等々の，とにかく新聞雑誌また

をすでに与えられた者の活動を越えて，

は新聞雑誌記者に関する一切を，または

市民のなしうる記録活動全体の中に

部分を意味するものとして用いられ，そ

ジャーナリズムの根を新しく見出すこと

れよりして，あるいは「新聞的」の，ま

に日本のジャーナリズムの復活の希望が

たは「新聞記者的」のすべてのものに冠

あると思う6）。

せられる，なかば侮蔑的の言葉として使
われているのである4）。

このことは，ジャーナリズムが特権的なも
のでなく，一般の人々もジャーナリスト意識

自虐的な表現だが，昭和初期のジャーナリ
ズムを取り巻く環境とそれに対する新聞，雑

を持ち得ることを示唆していると読み取れ
る。

誌，記者たちの行動がそう言わせた要素が多

後段で鶴見は，それの例として，むの・た

分にあると推察される。むしろ長谷川が，戦

けじの『たいまつ』や吉本隆明の『試行』を

後 1954 年に著した『新聞』の中の「新聞お

評価して，ジャーナリズムが，新聞，テレ

よび新聞人」の冒頭で述べている「新聞は一

ビ，ラジオ，雑誌などの報道機関のような大

つの意識形態である。その意識という意味は，

ジャーナリズムだけでなく，ミニコミ紙（誌）

心理的の自覚状態であって，必ず個人の心理

のような小ジャーナリズムにも，存在するこ

5）

に起こる現象である」 が，ジャーナリズム

とを提示している。そのことは，次の鶴見の

の定義といえよう。つまり，日々起きる事象

ジャーナリズムに対する見方に通じている。

に対して，取材の技法を駆使して伝えるだけ
でなく，いかに問題意識を持って臨むかが

現在起こりつつあるできごとを，それら

ジャーナリズムの根幹であるように思われ

の意味が判定できない状態において，未

る。

来への不安をふくめた期待の次元におい

一方，
鶴見俊輔は，
『ジャーナリズムの思想』

てとらえる。（中略）すぐれたジャーナ

のなかで，ジャーナル（英・journal）の語

リストは，いま起こりつつある事件が歴

源であるラテン語の「ディウルヌス」（羅・

史の中でどういう意味を確定的に持つか

diurnus）が「一日の」という形容詞であり，

を予測しうるであろう7）。

「ディウルナ」
（羅・diurna）が日刊の官報を
意味することを指摘したうえで，「日記」の
重要性に言及している。

ジャーナリズムはその規模や読者数の多寡
とは別の次元だと捉える。ならば，21 世紀
の今日，鶴見の指摘する「ミニコミ紙（誌）」
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にかわって，
「小ジャーナリズム」的な存在

想が含まれているとしたうえで，ジャーナリ

が，
「市民ジャーナリズム」といったインター

ズムとマス・メディアについて次のように指

ネットを使った新しいメディアに通じると考

摘している。

える。
ところで，私たちは日常的には，「ジャー

新聞という制度と書いたが，それは言論

ナリズム」という用語を使わず，むしろ「マ

ないし「プレス」という社会制度のこと

スコミ」と表現しがちである。そのことが含

であり，それを新聞というメディアが歴

む問題性からジャーナリズムを説き起こして

史的に担い代表してきたので，重ね合わ

いるのが，花田達朗である。花田は，ジャー

せたに過ぎない。この制度の営みは意識

ナリズムは，
「イズム」がつくから，「ジャー

の活動とシステムの活動から成り

ナル主義」
であり，
それを定義すると，
「ジャー

立 っている。前者に当たるのがジャー

ナリズムとは，同時代のアクチュアルな出来

ナリズムであり，後者がマス・メディア

事についての言論，表現，批評，報道などの

である9）。

活動である」
と述べ，
ジャーナリズムがジャー
ナリズムたる所以は何か，他の意識活動との

さらに昨今のインターネット事情を考慮し

差異はどのようにして付けられるかについ

た新しいジャーナリズム観が，『ジャーナリ

て，以下の 4 点を挙げている。

ズム用語事典』で紹介されている。その中で，
「何かを見つけ，新聞，ラジオ，テレビまた

①『いま』との関わりがあるからこそ取

はインターネットを通して人々に見つけたも

り上げられるのであり，その意味で＜ア

のについて述べることである」として，イン

クチュアリティがあるか，ないか＞が判

ターネットの存在が避けて通れないことを改

断基準となっている。

めて認識させる。そこでは，一方通行だった

②取り扱う内容には，一般性，大衆性，

ジャーナリズムが，インターネットの登場に

政治性という性格が付随している。

よって「最近の受け手の多くはメッセージを

③その態度において在野性，独立性，反

自分の経験と理解を通してフィルターで濾過

権力性を内包している。それは公権力を

し，自分流に読み解くようになってきた」と

監視し，チェックすることを社会的役割

いう Harcup の指摘を紹介している10）。

と自認する。
④活動の仕方が特別な形式をもってい

そのうえで，「ジャーナリズムの社会的役
割」について次のように言及している。

る。時間的な反復性，定期性，恒常性で
ある8）。

Ｂ・ マ ク ネ ア は， ジ ャ ー ナ リ ズ ム は
「ジャーナリストによって占有され，公

花田は，新聞の公共性についても言及し，

共の場への意見を広める報道媒体の特殊

『新聞という制度の公共的な価値』のことで

な要求に応じて調査分析された実社会の

あるはずであり，従ってそこには制度的な思

説明である」と言う。Ｄ・マクウェール
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「発表報道」と「調査報道」

は，ジャーナリズムは市民に直接関連の

の『新聞原論』（1947 年）が最初である。小

ある時事問題に言及する公共メディアの

野は，報道について新聞（紙）12）から概観して，

ための有料の文章もしくはそれに相当す

「そもそも新聞紙の内容は一般に論説，報道，

る視聴覚資料であるとしている11）。

文化の三要素により構成せられてゐるが，其
第一義的内容は報道である」と述べている。

そこで筆者なりに「ジャーナリズム」の概

そのうえで，「報道は，報道となり得る事実，

念を踏まえたうえで，ここでは，下記のよう

状態，現象等所謂『新聞種』に基づく記述で

な定義をしておきたい。

ある13）」とか，「報道とは，新聞の使命に立
脚せる現実的事実に基づく記述を，その価値

ジャーナリズムとは，日々起きる社会事

によって形態化せるもの14）」と定義づけて

象について，批判的な問題意識を内在さ

いる。

せながら報告や記録，批評や主張，論説

また香内三郎は，『マス・コミュニケーショ

や解説などの表現活動をすることであ

ン事典』の「報道」の項で次のように述べて

り，第三者に伝える目的で大，小に限ら

いる。

ず，新聞，テレビ，ラジオ，雑誌，イン
ターネットなどのメディアを介して発表

広くは特定の集団なりに外部世界の情報

する。

を伝達する活動全般―擬似環境の形成，
伝達―を指すが，より限定していえばマ

今日のジャーナリズムの社会的規範を考え

ス・メディアの情報（
「報道部」といった

ると，社会の構成員の多様な価値観や意見，

部門分けが示すように，内容からいえば

立場を紙面や番組に反映することを通じて，

とくにニュース）伝達活動，もっと通俗

社会の民主的な意思形成を媒介していくとい

的な狭くは活字媒体の場合，取材―編集

う機能があるように思われる。つまり国民が

の連鎖の中間に入る過程を意味する15）。

何を求め，何を考えているのかといった世論
を報道によって社会に訴えかけ，政治を動か

つまり，ニュースを伝えることが「報道」

すという循環によって，メディアとしての役

ということである。そこで，「ニュース」に

割を果たし，民主主義社会の維持に貢献する

ついても検討してみた。

ものである。

「ニュース」について書かれたものとして

私たちがジャーナリズムに関して述べると

有 名 な 著 書 に，1922 年 に 刊 行 さ れ た ウ ォ

き，
「報道」を前提として論を進めるが，で

ル タ ー・ リ ッ プ マ ン の『 世 論

は歴史のそれぞれの時点で，「報道」という

二十三章

言葉は，どういうふうに使われてきたのであ

ニュース，真実，そして一つの結論」がある。

ろうか。

下 巻 』「 第

ニュースの本質」，「第二十四章

この中でリップマンは，「ニュースは社会

「報道」そのものについて，直接論じたもの

状況の全面を映す鏡ではなくて，ひとりでに

としては，筆者が調べた限りでは，小野秀雄

突出してきたある一面についての報告」であ
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り，
「例外は別としてあらゆる場合，ジャー

いう認識は広く持たれていたと理解できる。

ナリズムは素材を直接に報じるものではな

筆者が手にした資料のなかで，日本で最

い」ので，
「素材があるかたちに整えられて

初に「ニュース」について論じたものは，

からそれを報告する」として，
「ある出来事の，

1915 年（大正 4 年）杉村楚人冠の『最近新

はっきりしている局面でしかも興味を唆るも

聞紙学』である。楚人冠は，その著の「第一

16）

のを語るもの」 としてニュースを捉えてい

章

新聞眼及び新聞価値」の中で，次のよう

る。そのうえで，次のように提示している。

に述べている。

ニュースのはたらきは一つの事件の存在

「新聞眼」というのは，新聞紙の材料に

を合図することである。真実のはたらき

なるか，ならぬかを見分ける眼という意

はそこに隠されている諸事実に光をあ

味である。英語でこれをニュース・セン

て，相互に関連づけ，人びとがそれを拠

ス（News Sense）とも，又ノーズ・フォ

りどころとして行動できるような現実の

ア・ニュース（Nose for News）とも言

17）

姿を描き出すことである

う21）。

。

日本の場合は，ヨーロッパやアメリカの影

ニュースとは，今日でいうところの新聞の

響を受けての記述や論じるケースが目立つ。

材料になるネタを指しているとわかる。楚人

日本でニュースを意識した初期の記述は，福

冠は，「新聞価値」つまり「ニュース価値」

地桜痴の『懐往事談

のあるものを次のように提示している。

附新聞紙實歴』に見る

ことができる。その一節に，「西洋諸國には
ニーウエス

新聞紙と唱へ毎日刊行して自國は勿論他の外
18）

國の時事を知らしむる紙あり

」とあり，

一，読者の数
材料の識別には，できるだけ広く多く

福地 15，6 歳の頃の記憶とのことから，鈴

の読者を喜ばれるものを採れというこ

木秀三郎は，
「安政三，四年（1856，7）の頃」

とになる。（中略）読者の範囲の広い

と推定している。この蘭語「ニーウェス」

狭いは，時代より，場所にもよって，

（Nieuws）が，和蘭陀通詞の間で「風説書」

各個一様にいかぬものであることを，

もしくは「阿蘭陀風説書」と翻訳されたとい
う

19）

。また 1862 年（文久 2 年）正月，日本

で最初に発行された『官板

バタヒヤ新聞』

心がけなければならない。
二，時を得ると否と
新しい事は古い事よりも価値ある材料

には，
「新聞」という文字が使われており，

たることは言うまでもない。（中略）

鈴木は，
「
『新聞』という言葉が『ニューズペー

又その時と関係のある問題を選ぶこと

パー』
の意味で単一化されたのは明治十年後，

も，大切なことである。

本邦ジャーナリズムが飛躍的に發展してから
20）

のことである

」と指摘する。つまり明治

初期には，新聞はニュースの集合体であると
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三，距離の遠近
近くの事は遠い所で起こった事より値
がある。

「発表報道」と「調査報道」

の情報24）」と提示し，さらにアメリカの大

四，興味の一致
といふことが，材料の価値を加ふる重

学教授や新聞研究者，ジャーナリストの掲げ

大な一理由となる。

るニュースの諸説を精査した上で，自らこう
定義している。

楚人冠の指摘から 15 年を経た 1930 年に
「ニュース」そのものを定義づけたのが，棟

ニュースとは最も新しき，もしくは，現

尾松治で，
著書『新聞学概論』の中で，
「ニュー

在に関連せる古きあらゆる事物の存在・

ス及ニュース価値とは如何？」と題してこう

変化・滅失・発生・進展・現象の事実を，

提示している。

多数の人々に興味と知識を与へんがため
に印刷せる報道である25）。

人間の社会生活に関連し，若くは社会生
活に何等かの影響を与へる総ての事柄の

そのうえで，関は，ニュースの六元素とし

報告はニュースにして，その読者の関連

て，「①時間的接近性，②距離的接近性，③

するところが密接であり，その影響する

著名性，④異常性，⑤進展性，⑥情操性26）」

ところが重要性を持つ程，そのニュース

を掲げている。

22）

価値は高められる

。

このように，楚人冠も関も新聞を拠り所
として「ニュース」を論じているが，この

さらに棟尾は，その具体的事例として，
「戦

間 1925 年にラジオ放送が始まり，新聞以外

争，革命，大地震，大洪水，大災害等，その

にも「ニュース」は存在していた。ただし

他大衆の生命，生活を脅かすやうな事件で，

当 時 の ラ ジ オ 放 送 の 中 心 は 娯 楽 で あ り，

その読者に密接な関係を持てば持つ程，何れ

ニュースは新聞社に頼っていて，電通と新

も大且つ価値あるニュースとなる」と指摘し

聞連合社の 2 通信社から送られてきた原稿

ている。

を東京中央放送局報道課で書き直している。

棟尾は，アメリカ・ミズリー州立大学新聞

全国放送する「放送局編集ニュース」が一

学部で学んだ経験をもつが，同じ頃ノースウ

日 4 回放送されるようになったのは 1930 年

エスタン大学メディル

23）

新聞学校で学んだ

のことである27）。

関一雄は，バチェラー・オブ・サイエンス・

しかし棟尾は，すでに「ラヂオ・ニュース」

ジャーナル・ポスト紙通信員という肩書きで，

に注目していて，その分析に 1 章分をあてて，

『新聞ニュースの研究』を著している。

次のように看破している。

同著の中で，
『センチュリー辞典』の「ニュー
ス」の項から，
「
（一）新しき，珍しき，多少

ラヂオは不完全ながらニュース供給の役

驚るべき出来事。もしくは，新しき且つ思ひ

目を果たして，一朝事ある時に際しては，

がけぬ出来事。
（二）必らずしも突発のもの

義勇奉仕者の募集，或は空中攻撃に備へ

ではなく，最近発生の何物か，又は，従来未

る灯火管制，非常事件の速刻報知等に偉

知の，或は不完全に知られたる何物かの最近

大なる機能を発揮するだろう28）。
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れが一般的な用語としての「ニュース」であ
まさに棟尾が指摘したとおり，ラジオはそ
の後 31 年の満州事変，36 年の 2・26 事変，

る。
吉岡至は，「ニュースという言葉のイメー

37 年盧溝橋事件，そして 41 年の太平洋戦争

ジ」として，ジャーナリストが抱く実践的な

開戦の臨時ニュースを伝えることになる。こ

見方は，「ジャーナリストが公表するに値す

うした経緯を経て，
「ニュース」は，新聞，

るとみなした出来事に関する客観的な報道」，

放送を問わず，諸般の出来事，事象を伝える

一般の人々が抱く常識的な見方として，「日

報道を指す一般名詞になっていった。とりわ

常生活のなかで個々人が関心をよせる新しい

け太平洋戦争中に，
「ニュース」という用語

社会的情報というイメージを抱く場合」，さ

が敵性語だとして 1943 年 4 月 1 日から「報道」

らに研究者が抱く理論的な見方として，「一

29）

定の社会的機能を有するマス・コミュニケー

＝「報道」との認識で捉えられていたことが

ションないしジャーナリズムの一形態である

推察される。

と定義することも可能だろう」としている。

に置き換えられた例

からも，「ニュース」

前出の小野秀雄は，ニュースについては，

しかしその把握や解釈は，それぞれの立場の

「新聞種」という表現を使って，これを「報

違いから多種多様であるから「一義的な定義

道の源泉」としたうえで，「実際界において

は不可能に近い」と述べ，「ジャーナリスト

いはゆる新聞種と称せられる事実は学問的に

にとっても，その時代ごとの受け手や情報メ

は現実的事実と名づくべきである。故に私は

ディアとの関係のなかでニュースのあり方は

新聞種の代りに現実的事実なる言葉を用ひる

33）
大きく変化してきている」
と指摘している。

のである30）」と規定している。また香内三

実際，社会の複雑化，高度化，機能分化が

郎は，
「
（ニュースとは，）公表されることで『商

進み，人々のライフスタイルや価値観が多元

品化』される時事的な情報」だとして「現

化する中で，また，情報・メディアが量的に

実的には，とりあえずそう規定しておけば

も質的にも極めて多様化・多元化する中で，

31）

よいだろう

」と述べている。

それでは今日，ニュースはどう定義づけら
れているのであろうか。
まず関に倣って，
『ウエブスター辞典』（オ
32）

ンライン） で見てみると，
「ニュース」は，
「1，

人々にとって何が「ニュース」なのかは千差
万別であろう。
ここであえて，筆者なりの「報道」および
「ニュース」についての定義を試みるとすれ
ば，以下のようになるであろう。

特定のタイムリーな出来事に関する新しい情
報，2，あらゆる種類の新しい情報，3，ニュー

ニュースとは，多くの人々が関心をよせる，

スのための番組，4，新聞やニュース雑誌で

公的な情報であって，その内容が新しい，

報告される情報，5，ニュース速報で報じら

古いにかかわらず，現在取り上げることで

れるに足る興味深いこと」とある。まさに「新

受けての側に新たな発見がある商品化され

しい情報」が不可欠であることは言うまでも

た情報で，ニュースをマス・メディアを通

ないが，3 以降は付随的な要素といえる。こ

じて伝える活動を報道という。

248 │ NHK 放送文化研究所年報 2010

「発表報道」と「調査報道」

2

称している。独自報道には，すでに発生して

「発表報道」と「独自報道」

いたり，発表されているが，その後の自社独
自の継続取材で新たにわかった事実のニュー
ス，歴史的な事象を掘り起こしたような独自

2 － 1 新聞紙面分析

の取材，捜査機関，行政機関などが内偵中の

では，新聞やテレビ，ラジオ，雑誌などに

事件や準備段階の事案を事前にキャッチして

おいて，実際にどのような報道（＝記事）が

報道するものなどがある。中には時間が経て

どれくらいあるのだろうか。

ば発表報道される事象も含まれる。代表的な

ニュース報道は，大きく「発表報道」と「独

「独自報道」の例を，過去 10 年間の新聞協
会賞受賞記事から抽出してみると次のような

自報道」に二分できる。
前者は，公的機関や企業広報などが情報を

記事を挙げることができる。

発表したものを受けて，追加的に取材を行な

△ミャンマー軍兵士による長井健司さん銃

うなどして報道するものである。詳細は後述

撃の瞬間ビデオ映像（フジテレビ・2008）

するが，主に「記者クラブ」を通じて公にす

△高校必修科目未履修の特ダネ（北日本新

る場合が非常に多い。最近はインターネット

聞・2007）， △ 昭 和 天 皇・ 富 田 メ モ（ 日 経

を通じて，
「公式ホームページ」に発表内容

新聞・2006），△紀宮婚約内定（朝日新聞・

を掲載しているケースも増えたが，マスコミ

2005），△ UFJ・三菱東京と統合へ（日経新

が記事にするのは，「報道発表」

34）

を元にし

たものだ。

聞・2004），△生保予定利率下げ問題の一連
の報道（日経新聞・2003），△「カブール陥落」

後者は，発表に頼らず記者が自分の人脈や

アフガニスタンの首都カブール制圧（共同通

発想，
足を使って書く記事である。
「独自報道」

信・2002），△瀋陽亡命事件のビデオ映像（共

は，記者の人脈や取材力が生かされたニュー

同通信・2002），△興銀・第一勧銀・富士銀

スが多く，記事の内容を分析していくと，①

行共同持ち株会社設立（日経新聞・1999），

「
（狭義の）独自報道」，②「調査報道」，③「検

△北朝鮮がテポドン発射を準備のスクープ

証報道」
，④「キャンペーン報道」，⑤「世論

（産経新聞・1999），△和歌山市のカレー毒

調査報道」
，⑥「提言報道」
に大きく分かれる。
【
（狭義の）独自報道】

物混入，詐欺事件（朝日新聞・1999）。
【調査報道】
詳細は後述するが，とりあえずの認識とし

あえて「狭義」と冠したのは，広い意味で

て次のように提示したい。発表されたもので

の「独自報道」というカテゴリーには①～⑥

はなく，独自の調査，取材によって，その記

があるのが，
その内「狭義」の「独自報道」は，

事が公表されなければ表に出ない事実を自社

各社が後追いするか否かにかかわらず，いわ

の責任で報道する。「調査報道」は，データ

ゆる
「特ダネ」
のことである。報道の現場では，

として一般公開されているものでも，調査に

他社が後を追って記事にすれば「特ダネ」と

よって全く別の角度から新たな事実を発掘

呼び，追いかけて来なければ「独自ダネ」と

し，報道するケースも含まれる。
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【検証報道】

の「発表依存」の体質に批判が向けられるこ

過去に起きた事象を独自の視点から再度掘

とが少なくないが，実際の報道において「独

り起こして検証する「検証報道」，「企画」と

自報道」「発表報道」はどれくらいの割合に

してシリーズ化するケースもある。新聞の連

なっているのだろうか。

載企画やテレビの特集番組，ドキュメンタ

ここでは新聞の紙面に例を取り，「独自報

リーに多く見られる。ＮＨＫの『ＮＨＫスペ

道」「発表報道」の記事の本数，全体の記事

シャル』や『Ａ to Ｚ』，ＴＢＳの『報道特集』，

に占める割合などを具体的に数値化して検証

テレビ朝日の『ザ・スクープ』など発表など

する。そして独自報道，とりわけ「調査報

で明らかになった事案についても，その後の

道」を考察するための足がかりとする。分析

徹底した調査で，新たな事実が浮き彫りに

の対象を新聞に絞ったのは，同じニュース記

なったケースが多い。最近では破産したノン

事を比較する場合にテレビやラジオがどの時

バンクのＳＦＣＧ（旧商工ファンド）代表が，

点で報じたかを検証することが困難なためで

経営危機に陥った時期から財産を親族などに

ある。例えば，今回 2009 年 4 月 2 日の記事

移し替えていた実態を TBS が『報道特集』

をテレビニュースで追いかけようと試みた

で検証報道している（2009 年 9 月 5 日放送）。

が，前日 4 月 1 日夜 7 時のニュースだったり，

【キャンペーン報道】

ほかの時間帯だったり，また翌朝 4 時半から

あるテーマをきめて，各方面，多角的，集

のニュースであったりと放送時間がさまざ

中的かつ一定期間継続的に報道するもので，

まで個別のニュースを探り当てることが難し

ある主張を意識的に伝えるとともに浸透させ

かった。

る。このため調査報道と同時進行のケースも

新聞紙面を見ると，掲載されている記事は，

ある。後述する（P264）「石綿」「ワーキン

「ニュース報道」「解説」「世論調査」「提言・

グプア」
「北海道警察」「C 型肝炎」「闇融資」

主張」「選挙」「海外」「コラム」「人事」，事

「片山隼君の死亡事故」などに見られるよう
に，
「調査報道」と一体化したケースもある。
【世論調査報道】

象の「予定」，国会などの議員の「発言」，スポー
ツ・囲碁・将棋の「観戦」，催し物・料理レ
シピ，新製品などの「紹介」「インタビュー」

選挙や生活意識調査などの世論の動向をア

「株式市況」
「金融情報」
「小説」
「漫画」
「寄稿」，

ンケートなどによって調べ，それを分析し

声の「投稿」「天気予報」「テレビ・ラジオ欄」

て，国民の認識や実態を数字で示しながら報

などさまざまである。

道する。
【提言報道】

このうち「報道」には，「論評・解説」や
「 提 言 」「 選 挙 」「 世 論 調 査 」「 ス ポ ー ツ 観

讀賣新聞に見られる憲法改正などのよう

戦」も含まれるが，ここで検討する「報道」

に，関心の高いテーマについてマスメディア

は，5 Ｗ 1 Ｈ（When，Where，Who，What，

が独自の問題提起を行なう。

Why，How）を基軸にした事実報道，いわゆ

日本のマスメディアは，かねてから「独自
報道」よりも「発表報道」が多いとされ，そ

250 │ NHK 放送文化研究所年報 2010

る「ニュース報道」である。
この「ニュース報道」の主なものは，各社

「発表報道」と「調査報道」

の報道組織等を基に①社会報道，②政治報道，

表 2−1 朝日新聞 2009 年 4月2日 朝刊面積の割合

③経済報道，④科学報道，⑤国際報道，⑥観
戦報道などに分類することができる。このう
ち⑥のスポーツや囲碁，将棋の観戦を除いた
報道記事が今回の対象である。また文化報道
も社会現象的なものは，
「社会報道」にまとめ，

ニュース
報道

ニュース
報道以外

解説・論説・論評・コラム・分析
観戦記事
寄稿
インタビュー
写真キャプション
計

4 月 2 日（木）を選んだ理由は，年度始め
無作為の選択である。いずれにせよこの日付
の朝日新聞，毎日新聞，讀賣新聞 3 紙の朝刊

ニュース
報道

外の記事とを分類してみた（表 1）。

ニュース報道の計

朝日新聞・
東京本社版
（176 本）

毎日新聞・
東京本社版
（211 本）

讀賣新聞・
東京本社版
（202 本）

発表記事

111 本
（63.0％）

139 本
（65.9％）

137 本
（67.8％）

発表＋
独自取材

19 本
（11.0％）

14 本
（6.6％）

11 本
（5.4％）

独自記事

6本
（3.4％）

5本
（2.4％）

2本
（1.0％）

1本
（0.5％）

5本
（2.5％）

15 本
（7.1％）

17 本
（8.4％）

独自・
検証記事
社説，コラム，
解説，分析，
観測

13 本
（7.3％）

スポーツ，
囲碁・将棋等
観戦記事

6本
（3.4％）

11 本
（5.2％）

7本
（3.5％）

寄

15 本
（8.5％）

20 本
（9.5％）

18 本
（8.9％）

3本
（1.7％）

3本
（1.4％）

2本
（1.0％）

3本
（1.7％）

2本
（0.9％）

2本
（1.0％）

1本
（0.5％）

1本
（0.5％）

211 本
（100％）

202 本
（100％）

稿

インタビュー
写真（キャプ
ション含む）
その他
合

計

176 本
（100％）

さらに 3 紙の記事を分析し数値化したもの
が表 2，図 1 である。
なお「発表報道」か「独自報道」かの判断

37459

表 2−2 毎日新聞 2009 年 4月2日 朝刊面積の割合

の記事の中から，「ニュース報道」とそれ以

表 1  2009 年 4 月 2 日朝刊・新聞記事分析

3373
851
3725
1782
499
10230

ニュース報道以外の計

であり，土・日・祝日と重ならないためで，

面積（㎠）
18589
6447
2193
27229

ニュース報道の計

評論や批評は「論評，解説」など報道以外と
仕分けした。

記事分類
発表記事
発表＋独自記事
独自記事

ニュース
報道以外

記事分類
発表記事
発表＋独自記事
独自記事
検証記事

面積（㎠）
22256
3264
761
368
26649

解説・論説・論評・コラム・分析
観戦記事
寄稿
インタビュー
写真キャプション

4191
3084
5204
649
410
13538

ニュース報道以外の計
計

40187

表 2−3 讀賣新聞 2009 年 4月2日 朝刊面積の割合

ニュース
報道

記事分類
発表記事
発表＋独自記事
独自記事
検証記事

18914

ニュース報道の計
ニュース
報道以外

面積（㎠）
14794
2403
296
1421

解説・論説・論評・コラム・分析
観戦記事
寄稿
インタビュー
写真キャプション

5895
1542
3441
476
244
11598

ニュース報道以外の計
計

30512

は，記事の 1 本，1 本を吟味し，わからない
ものは対象ニュースのＮＨＫの各放送局に調
査を依頼し，それでも判然としないものにつ
いては，書いた記者本人に確認した。また 3
紙以外の「特ダネ」「独自ダネ」の後追い記
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や筆記方法をまとめて，以下を参考に記事分

図 1 面積の割合
朝日新聞

析を行なった（調査，執筆時は自民党・公明

写真キャプション
1.3％

インタビュー 4.8％

党政権）。

寄稿 9.9％

発表記事
49.6％

観戦記事 2.3％
解説・論説・論評・
コラム・分析 9.0％

会見で云々」というパターン。
▼懇談＝非公式な会見，官房長官（政府首脳），

発表＋独自記事
17.2％

完全オフレコのケースあり。ルールを破る
と「出入り禁止」になることもある。

写真キャプション
1.0％

インタビュー 1.6％
寄稿 12.9％

▼ブリーフィング＝基本的にカメラが
発表記事
55.4％

観戦記事 7.7％
解説・論説・論評・
コラム・分析 10.4％

入 る こ と は な い の で 個 人 名 は 出 な い。
首脳会談を例に取ると，会談の中身を担当
者が説明する。事実関係を確認し，記者は
これを基に原稿を書く。

検証記事 0.9％

独自記事 1.9％

▼ぶらさがり＝インタビュー。最近記者会見

発表＋独自記事
8.1％

讀賣新聞

べっているのかがわかる。個人名が明らか
にされるケース。「○○官房長官は，記者

独自記事
5.9％

毎日新聞

▼記者会見＝カメラが入るので，誰がしゃ

にかわり，非常に増えている。カメラが入
る。基本的には立ったまま行なう。総理ぶ

写真キャプション
0.8％
インタビュー 1.6％

らさがりは，一日一回夕方 7 時前後に行な

寄稿 11.3％
発表記事
48.5％

観戦記事 5.0％
解説・論説・論評・
コラム・分析 19.3％

うことが多い。質問内容は事前に記者クラ
ブ内で調整し，総理サイドに伝えられる。
このほか，取材現場でのぶらさがりもあ
る。事前に決まっている場合もあるし，に

検証記事 4.7％

独自記事 1.0％

わかに成立することもある。その結果，各
発表＋独自記事
7.9％

社そろっている場合とそうでない場合があ
り，いない社は特落ち（1 社だけ知らない

事かどうかを判断するため，縮刷版のある日

でニュースを落とす）ケースもある。

本経済新聞の 3 月 30，31 日，4 月 1 日の朝

▼夜回り＝大物政治家の場合は，各社横並び

夕刊を調べてみた。東京新聞，産経新聞の特

で，実態としては懇談になっているケース

ダネの場合は，確認できなかった。さらに政

が多い。また表記においてわかりにくい点

治報道では，記者会見などの発表なのか，ぶ

は，政治部独特の表現方法に留意した。

らさがりと呼ばれる半ば発表なのか，わかり

▼政府首脳＝官房長官 （政治家）。

づらい点が多い。というのも「懇談」
「夜回り」

▼政府筋＝官房副長官 （政治家か事務官

「ブリーフィング」で出てきた話を書くケー
スが少なくないためで，政治部系の取材手法

252 │ NHK 放送文化研究所年報 2010

僚）。
▼政府高官＝これは使う頻度が少なくなって
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いるように感じられる（事務官僚のトップ

言…発表

讀賣にも同様の記事あり

讀賣新聞

クラスという印象）。

1 面 「高齢者医療補正計上へ」…「明らか

▼首相周辺＝総理秘書官。
▼～省首脳＝大臣，事務次官。

になった」という表現は，まだ根回し

▼～省幹部＝局長・審議官クラスだけでなく，

の段階で，事前に記者が発表文を入手

副大臣・政務官も入ることが多い。

した独自ダネと思われる

▼～省筋＝幹部との違いははっきりしない。
筋の方がさらに幅広いように思われる。

表 1 の数字は，すべて記事の本数から仕

▼政党幹部＝党首，幹事長，政調会長，国会

分けしたものであるが，これでは「新製品」

対策委員長クラス （自民党の場合・・役

の発表記事も一面トップの首脳会談の発表記

職についてなくても派閥領袖は「幹部」扱

事も 1 本は 1 本となってしまう。そこで新

いになる）
。

聞記事全体に占める面積で，その記事の占有

こうした点を考慮しながら分析を行なって

率を提示した。その方法として，まず広告を

も，なお判断が困難な記事があった。それは

削除した。というのも新聞の大きさは，各社

以下の 7 つの記事である。

ほぼ同じでも，ページ数は朝日新聞 32 ペー

朝日新聞

ジで，（1 ページの面積は 53 センチ× 38 セ

1 面 「時時刻刻

不況出口皆目わからず」

…現場の取材が入っている…独自
4 面 「岡田待望論

ホントはどうなの？」

…現場の取材が入っている…独自
7 面 「補正，10 兆円超」…数字取りが一種

ンチ＝ 2014 平方センチ）全体は 64448 平方
センチ，記事部分の面積は 37459 平方センチ。
同様に毎日新聞 30 ページで，（1 ページ：50
センチ× 37 センチ＝ 1850 平方センチ），全
体は 55500 平方センチ，記事部分 40187 平
方センチ。讀賣新聞 36 ページで，
（1 ページ：

の独自取材
25 面 「拝啓，
半年後の私」…発表なのか「発

49 センチ× 35 センチ＝ 1715 平方センチ）

直接書い

全体は 61740 平方センチ，記事部分 30512

た記者に取材…発表文（投げ込み）を

平方センチ。ページ数においては広告の分量

元に小板橋孝雄さんを取材

分だけ差がある。そこで記事だけに絞って一

表＋独自」なのか疑問

→

毎日新聞
1 面 「日銀

本一本の記事の大きさを平方センチで計算し，
成長率

か独自か

下方修正へ」…発表

→「下方修正へ」とは表向

分類別に加算していった。これを見れば新聞
紙面に占める記事の多寡が一目瞭然である。

き言わない，独自の取材から言質を
取ったと思われるので「独自」とした。

このように見ると，3 紙の間で記事数や

他社ならこの段階で書かず，もっと詰

占有率で特別大きな差異はなく，本数的に

まったところで書く

は 65％前後（表 1），紙面占有率では 50％～

2 面 「菅氏小沢氏に促す」…発表か独自か
→

党幹部によるぶらさがりでの発

55％が発表記事であることがわかる（図 1）。
仮に「発表報道」が無くなると新聞もテレビ
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もラジオも，また新聞記事などから取材をス

年は 283 件の発表を行なっている39）。

タートさせることが多い雑誌も，記事にすべ

こうして見ると，「発表報道」と「記者ク

き情報そのものが激減する虞があることは

ラブ」とが表裏一体を為していることが明確

データが示す通りである。

である。先に挙げた「発表報道」の 3 つの問
題点のひとつに「記者クラブ」があるのは，

2 － 2 「発表報道」と記者クラブ
この「発表報道」には弊害が多いとして，

こうした理由からで，「記者クラブ」問題に
ついては，詳しく後述する。
「発表報道」の問題点のひとつである「画一

多くのジャーナリストや研究者によって批判

的報道」は，ニュースソースが同じである以

されてきた。その批判の中心は，①画一的報

上，似たり寄ったりの記事になるのは当然の

道，②発表者側の情報コントロール，③記者

帰結と言っていい。
そのうえニュースソースが間違った発表や

クラブ問題にある。
日本の場合，官公庁や企業などの「報道発
表」は，一部の例外

35）

を除いて「記者クラブ」

意図的な情報操作を行なうことによって，誤
報や恣意的なニュースを流す結果にも繋がり

で行なわれる。ＮＨＫの報道局各部が加盟し

かねない。こうした「発表報道」に慣らされ

ている都内にある記者クラブだけでも 69 を

てきた記者たちに警鐘を打ち鳴らしたのが，

数える

36）

。データが古いが，「日本全体の記

者クラブ数は（一九）八六年の時点で東京で
37）

九 九， 全 国 で 六 一 二

」となっているが，

現在の数は日本新聞協会も旧自治省を統合し

「ある事件記事の間違い」40）のレポートであ
る。
これは，警察発表を鵜呑みにして書かれた
「二歳の娘を餓死さす―知恵遅れを悲観

銀

た総務省も掌握していない（カッコ内は筆者

行課長

水も与えず十日」の記事を，同じ朝

加筆）
。

日新聞の疋田桂一郎が再取材して報告したも

では，はたしてどれくらい「官公庁」での

のだ。きっかけは，拒食症の娘を餓死させた

発表が多いのだろうか。まずニュース報道に

父親が，1 審の有罪判決直後に自殺したこと

多く登場する事件事故の発表である。

だが，調べ直してみると記事が正確でなかっ

警視庁広報課によると，1989 年（平成元年）

たことが判明，警察発表に頼りきる風潮を戒

の 年 間 発 表 件 数 は 3330 件 で，2007 年 は

めた内容だ。疋田は，次のような提言をして

2752 件と，この 20 年近くほぼ 3000 件前後

いる。

で推移している

38）

。

他の官庁の発表件数を見てみても，環境省
では，1997 年の 621 件が 2007 年は 1328 件
と環境問題への関心や「庁」から「省」への
昇格もあって発表件数が大幅に増えている。

（イ）警察の発表内容を一度は必ず疑ってみ
ることをすすめたい。
（ロ）現場に行くか関係者に当たるかして裏
付け取材をすることを原則としたい。
（ハ）記事の中で警察発表をどう扱うか。「警

このほか，国土交通省では 2002 年の 912 件

察ではこう見ている」「以上がＸＸ警察

が 2007 年は 1817 件，気象庁だけでも 2007

署調べ室の判断である」などという表現
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をもっとたくさん繰り返して使う。

て広報担当者が持ってくるものを右から

（ニ）足りない材料で無理に話の筋を通そう

左に流しているという状態であれば，何

としない。

がニュースであるのかの実質的決定権

（ホ）もっと続報を書こう。

は，ソースの側が持つことになる。ソース

（へ）警察の広報となれあいで話を面白くす

の側がもっぱら発表してもらいたいこと

るのはやめよう。

を，自分たちに都合のよい形に細工して

そのうえで疋田は，「警察情報とは明らか

持ってくるのであるから，それに依拠し

に区別した形で，記者の裏付け取材とか記者

ていることは半官製ジャーナリズムに身

が持った疑問点とかを示していく。『警察の

をおとしているのだといってもよい42）。

調べによると』という断り書きで記者の推測
や不確実な情報を書く嘘が，この形の記事で
は使えなくなるだろう」と述べている。
ジャーナリストからの自戒と軌を一にする

立花は，この時点でアジェンダ設定のイニ
シアチブの問題を指摘している。実際の現場
での発表は，広報担当者，警察の場合は副署

ように研究者からも同様の指摘が行なわれて

長などに限られ，情報管理が徹底されている。

いる。新聞労連の「新聞が危ない！」のシン

報道のイニシアチブは発表側にある以上，
「発

ポジウムを受ける形で，高木教典は「新聞の

表報道」にばかり慣らされていると「情報操

危機」として，
「新聞は発表ものしか書かな

作」に気づかずに，安易に情報を垂れ流して

い か ら 役 に 立 た な い と い う 批 判 が あ る。

しまう危険がある。そしてジャーナリズムが

ジャーナリズムの機能が，脆弱になっている

持つ批判の眼が失われ，広報機関に成り下

41）

のではないか」 と述べている。
こうした認識の契機となったのは，1974

がってしまうばかりか，ミスリードされるお
それもある。

年 10 月に雑誌『文藝春秋』に掲載された立

こうした状況をいち早く「発表ジャーナリ

花隆の「田中角栄研究―その金脈と人脈」，

ズム」と表現したのは，原寿雄である。原は，

児玉隆也の「淋しき越山会の女王」である。

「“発表ジャーナリズム”は“操作されるジャー

特に前者については後段の章で詳細に検討す

ナリズム”の危険性を強く秘めている」とし

るが，田中番と呼ばれる政治記者たちが日常

て，自ら気になった事例として，3 つのケー

的に田中やその周辺の人物と接触して，いく

スを挙げている。ひとつは，中川一郎農相に

つかの情報をつかんでいたにもかかわらず

操作された報道として，「日中交渉

突っ込んだ取材をすることもなく，無批判に
従属していたことが露になった。
立花隆は，
「発表報道」に毒された記者た
ちに警鐘を鳴らしている。

対日報復

ソ連が

43）

」，2 つ 目 は パ ウ エ ル 報 道 官 の

“ディープ・バックグラウンド・ブリーフィ
ング”の政治的操作による「カーター大統領
のイスラエル，エジプト両国訪問による和平
調停工作失敗44）」，それに 3 つ目は，朴大統

すべての記者が，ソースの側の「発表も

領射殺事件に関連した韓国政府発表の「偶発

の」に満足して，記者クラブに座ってい

的遭難45）」で，韓国政府と日本外務省の口
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裏あわせによる意図的世論操作ではないかと

新聞が「（19）40 年体制」なので，それ

指摘している。そのうえで原は，権力による

は「総動員体制」であり「大政翼賛体制」

世論操作は，いまにはじまったことではない

であり，「大本営発表体制」というか，

として，
「ローマの昔から権力者は，情報を

そういう仕掛けがそのまま，今日ただい

握り，支配の道具に使ってきた」と指摘し，

まのメディアの基本構造の中に埋め込ま

日本の場合は，
「第二次大戦中の『大本営発表』

れているんですね。それが与えた最も大

報道がその典型」だと述べて，こう危惧して

きな日本のジャーナリズムのネガティブ

いる。

な性格は何かというと，「上からのタレ
流しをそのまま伝える，発表ジャーナリ

記事は事実報道として間違いではないと

ズム体制」といいますか，そういうとこ

しても，それへの批判や疑問の声をも同

ろにあるわけです47）。

時に報じないと危険な世論醸成に成って
しまわないだろうか。何らかの意図を持

同様に，原寿雄は，2008 年 12 月の講演の

たない発表はない。とすれば発表それ自

中で，「発表ジャーナリズム」についてこう

46）

体が情報操作の基本型なのである

。

語っている。

原の「何らかの意図を持たない発表はな

自分で（言葉を）作っておきながら，言

い」という指摘は，発表そのものについてだ

うのもヘンですが，発表されないものを

けに限らず，
「発表漬け」にすることによっ

書くのがジャーナリズムの仕事ですか

て記者を庁舎の取材から遠ざける効果も生み

ら，発表されたものを書くジャーナリズ

出す。結局「情報隠し」にも「報道発表」は

ムというのは，ちょっとヘンかなとの思

使われかねないのである。

いはあります。しかし発表ジャーナリズ

こ の よ う に「 発 表 報 道 」 の 問 題 点 は，

ムの怖いのは，戦前の大本営発表を何の

1970 年代に指摘されていながら，4 半世紀

批判もなしに，垂れ流したように，国民

以上経ったいまもなお同じ内容の問題提起や

を戦争に駆り立てた。そういう意味では，

批判を二人が繰り返さざるを得ない状況が続

新聞記者たちはＢ・Ｃ級戦犯に該当しま

いている。

す48）。

立花隆は 2006 年 9 月に行なわれた講演の
中で，日本の経済構造が基本的には，「1940

原は，日本のマスコミは，自らの戦争責任

年体制」の上にあり，戦争を遂行するための

を明確に自己批判してこなかったため，当局

総戦力体制の延長において発展してきた面が

が流す発表を吟味，峻別せずそのまま報じる

あるとし，日本のメディア，報道の問題もそ

傾向があるとも指摘した。二人の指摘は偶然

こから来ているとして次のように指摘してい

でも何もない。大本営発表以来，日本のジャー

る。

ナリストが「発表報道」を安直に受け入れ，
戦後も当局の発表で誤った報道をしてきた事
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例は枚挙にいとまがない。疋田のレポートの

いう。こうして戦時中の言論統制が確立して

教訓も含めて，
「発表報道」をマスコミ各社

いった。

が見直したかといえば，大きな改善があった

戦後 GHQ の統制下で，前述の「日本新聞会」
は解散し，日本新聞協会が設立された。桂敬

とは言えない。
そこには，いまもなお大きな影響力を持つ

一は，「設立したあとでも，驚くばかりに色

「記者クラブ」の存在があるからに他ならな

濃く戦時中の取材様式や記者マインドが残っ

い。
「記者クラブ」については，さまざまな

たのが，戦後の記者クラブ問題検討開始の頃

問題点が指摘されている。日本の主だったマ

の状況だった53）」と指摘している。

ス・メディア（新聞社 109 社，通信社 4 社，

その結果，1949 年日本新聞協会は以下の

放送 24 社）が加盟している日本新聞協会の

ような見解として，「記者クラブは各公共機

「記者クラブ」に対する見解の変遷を見なが

関に配属された記者の有志が相集まり，親睦

ら，
同時に「記者クラブ」に対する主な批判，

社交を目的として組織するものとし，取材上

問題点を検討する。

の問題には一切関与せぬこととする54）」が

日本の「記者クラブ」は，1890 年（明治
23 年）に帝国議会が開会した際に，傍聴取
材を要求する記者たちが「議会出入り記者団」
（のちに「同盟記者倶楽部」）を結成したこと

示された。
しかし今日と同質の「記者クラブ」問題に
ついては，すでに 36 年前に格子均により指
摘されている。

49）

に始まる

。その目的は，「情報を隠ぺいす

る体質の根強い官庁に対して報道機関側が記

みんなが同じ発表に群がり，あとは，そ

者クラブをつくり，公権力に対して情報公開

れをいかに早く，いかにわかりやすく記

50）

」ものであった。こうして明治

事にまとめるかに精いっぱいの努力を傾

期には海軍，陸軍，外務省といった軍や省庁

けることになる。三〇人も四〇人もの記

に「記者クラブ」は設立され，親睦団体であ

者が寄ってたかって役所の発表ものにふ

ると同時に圧力団体の役割も果たしてきた。

りまわされ，結局は似たり寄ったりの記

第二次大戦中は，「大本営発表」の虚偽の報

事を書いているバカらしさは，クラブ経

道を垂れ流す役割も担ってきた。

験のある記者ならだれでも，十分に承知

を求める

戦時中の 1942 年，内閣情報局の指導下に

しているはずだ。
（ 中略）
発表ものをわか

あった言論統制団体，日本新聞会は，記者資

りやすく，そして時にはセンスをきかして

格銓衡委員会の審査に合格した者だけを取材

ひとひねりして書いてさえすれば，とに

活動に従事し得る記者として登録する制度を

かく，最低限のノルマは果たせるのだ

実施した。これによって，「取材源ごとにバ

55）

。

ラバラの慣行をもっていた記者クラブのあり
方を強制的に偏向，一元化した51）」。その結

自嘲気味に聞こえる内容だが，その後もこ

果，
「
（日本新聞）会を経ない，現場記者会で

れといった改善が行なわれたわけではない。

の協定や会費の決定まで禁じられた

52）

」と

日本新聞協会は，1978 年に「その目的はこ
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れを構成する記者が，日常の取材活動を通じ

「記者クラブ」を媒介にした広報活動の一環

て相互の啓発と親睦をはかることにある」と

であり，②は，会員相互の親睦を図ることを

見解を修正したが，現実には，「記者クラブ」

目的とした任意の私的団体で京都府は何ら関

が親睦・社交の場である以上に，「記者室」

与していない。③は緊張関係が失われている

と同質の「取材拠点」との認識が，
「報道発表」

事実を認めるに足る証拠がない，④過去に加

する側にも，される側にもあることに何ら変

盟社以外の記者が会見に出席したことがあ

わりはない。
となれば，行き着くところは，
「報

り，アクセス権侵害とまではいえないし，原

道発表」は常に「記者クラブ」が窓口となる

告本人も記者会見に出席したことがあるとい

のは当然の帰結である。

うことで，原告が敗訴している57）。

さらに立花隆は，
「記者クラブ」の弊害の
一つとして「相互規制」を挙げている。

しかし原告の主張は，裁判では認められな
かったが，改めて「記者クラブ」制度に対す
る世間の厳しい批判を反映したものであり，

記者クラブは本来，記者の親睦社交が目

現役のジャーナリストからも「記者クラブ」

的で作られたものであるが（いまもタテ

制度の有り方が問われるようになった。田勢

マエ上はそうなっているが），現実には，

康弘は，「『ぬるま湯』の記者クラブ制度」と

記者たちの相互規制，足のひっぱりあい

して次のように言及している。

をやる機関として機能している。それが
ソースの側にとっては，ニュース操作に
56）

役立つことになる

。

記者クラブ制度はたしかに所属する記者
にとっては便利このうえない。ただ，取
材の姿勢がどうしても受け身になる。記

立花や原の指摘以降も，「記者クラブ」制

者クラブの日程，すなわち取材対象の日

度を批判する論文や著述は枚挙にいとまな

程に合わせた形の取材活動になってしま

い。とりわけ「記者クラブ」問題がクローズ

う。自分で考えて問題点を発掘し，独自

アップされた事例に，京都で起きた訴訟があ

の取材による記事を書こうという意欲

る。原告は農業を営む一般人である。原告の

が，どうしても薄れてくる。また，そこ

主張は，①記者室の設置は違法な公金支出，

に所属する記者たちと取材対象の間に，

②記者室供与は行政財産の目的外使用（地方

価値観を共有する狭い世界ができあが

自治法違反）
，③府政への権力監視機能が果

り，その世界の物差しでニュース判断を

たされず，
府民の知る権利を侵害されている，

してしまう危険性がある58）。

④加盟社以外の報道機関を除外することで，
そのほかの報道機関や府民が府政情報にアク

田勢同様，原も同じ時期に，「発表や懇談

セスする権利を阻害，⑤「記者クラブ」で使

形式により世論操作されやすい」として，記

用される諸経費の 860 万円を府知事は，京

者クラブを批判するとともに，「世論が何を

都府に支払えというものだった。

議題にすべきか，それを判断してタイミング

1992 年 2 月の判決結果は，①については，
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ナリズムの基本的役割である」と指摘して，

は，取材拠点としての「記者クラブ」の閉鎖

次のように示唆している。

性であり，経費や金銭の問題とは別のところ
にある。つまり個人に還元されるもので，取

ジャーナリストは，いつも批判的に選択

材先との「癒着」か「密着」かの問題にも関

し判断してニュース報道をしているから

係してくるといえよう。

世論操作とは無縁であると思いがちだ

こうした「閉鎖性」「横並び体質」「特権意

が，
次から次へとアジェンダを出されて，

識」などといった批判が繰り返されたことを

その中から選択し判断しているに過ぎな

鑑みて，日本新聞協会は 2002 年に新たな見

59）

い

解をまとめて公表した。

。

そこで原は，
「記者クラブ」が「記者をス

記者クラブの機能・役割は，①公的情報

ポイルし，画一的ジャーナリズムを加速させ

の迅速・的確な報道，②公権力の監視と

る」として「記者クラブ改革案」を提示して

情報公開の促進，③誘拐報道協定など人

いる。それによると①記者クラブの会員資格

命・人権にかかわる取材・報道上の調整，

を新聞協会加盟社に限らず，記者室には使用

④市民からの情報提供の共同の窓口――

料を支払う，②記者会見室は別にして，会見

である62）。

はオープンを原則とする，③記者室の備品な
どの特別の便宜供与は受けない，④ニュース

しかし先達の批判を謙虚に受け止めれば，

ソース丸抱えの接待には応じない，⑤具体的

問題の所在は明確である。つまりアジェンダ・

な倫理基準をつくる，となっている

60）

。

セッティング（議題設定）の主導権を報道す

こうした批判に応じるかのように，1997

る側が握れるか，否かということである。記

年日本新聞協会は見解を，「公的機関が保有

者クラブと離れてもジャーナリズム側がア

する情報へのアクセスを容易にする『取材拠

ジェンダを設定しないまま，なし崩し的に政

点』として，機能的な取材・報道活動を可能

治エリート63）の主張を垂れ流す事態は，4 年

にし，国民のニュースを的確，迅速に伝える

前の「郵政民営化」選挙や今回（2009 年）

61）

ことを目的とする」と明示した

。このこ

とは，
「親睦・社交」や「相互啓発・親睦」が，

の「政権交代」選挙報道も同様である。
立花隆が，「政策抜きで『政権交代』を連

「取材拠点」に変化することで，現場の記者

呼するだけのどぶ板選挙戦術が成功する国と

たちは
「記者クラブ」の性格を，より一層「ワー

は，政治文化が恐ろしいほど貧しい国という

キングルーム」としての「記者室」と捉える

ことである64）」と批判するのは，裏を返せば，

ようになった。しかし，この表現では本来の

ひたすら無批判に勢いのある側の主張を繰り

「記者クラブ」の主旨と異なった誤解を招き

返し報道するマス・メディアにも向けられて

やすかった。確かに原の提言の①，②を除く

いると受け取れる。

3 点は実施され，使用経費に関わる批判は影

実は 1990 年 2 月の総選挙の際にも，選挙

を潜めた。しかし，常々問題にされてきたの

後同様の問題が論議されている。これについ
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て朝日新聞政治記者の石川真澄が，座談会で

問題点を強く自覚しながら，かつ政治エ

こう述べている。

リートなどによる情報操作の危険性を克
服しつつアジェンダ設定能力を獲得し，

自らアジェンダを設定して論争を起こす

その能力を十全に用いてジャーナリズ

機能を果たさなかったと言われる。それ

ムの目標を遂行するという理念的な図

はなぜかと言えば，例えば新しい争点を

式が存在することは言うまでもない67）。

マスコミがつくり出すことによって，い
ずれかの陣営に選挙戦が有利に展開す

まさに，ジャーナリストの側が，いかにア

る，あるいは特定の政党に不利に展開す

ジェンダ設定のイニシアチブを握るかであ

るような事態，マスコミがそれを差し出

る。だが，現場の記者にしてみれば，報道す

すことによって何か現実の動きに手を加

る必要のある「発表もの」も非常に多く，一

えていくということに，おそらく慎重で

概に駄目だと言われれば困惑する。それなら

65）

あり過ぎるからだと思います

ば，そこは取材する側が主体性を持って，発

。

表を鵜呑みにして，垂れ流すのを避けるよう
この発言について石川は後にこう言及して

配慮する，つまりは問題意識を持つかどうか
である。

いる。

前項で「発表＋独自」とあえて「発表」に「独
理由がどうであれ，日本の新聞が伝える

自」を加えた筆者の意図は，発表を垂れ流す

記事は議題設定の能動性に欠け，実在す

だけではなく，記者が「発表」というスター

る事象の受動的な反映である傾向が強い

トラインは同じでも，取材力を発揮してより

ことは動かし難い。そのことは，一般的

深く取材したり，視点を変えて取り組んだり

な事象内容を新聞記者にもたらすソース

すれば，記事の中身も違ってくることを指摘

への能動的な働きかけより，ソースから

しておきたかったからだ。そこにもアジェン

の働きかけに受動的になりやすい傾向を

ダ設定のイニシアチブをどちらが取るかが重

新聞が持つことを暗示している

66）

。

要なポイントになることは言うまでもない。
もう一点指摘しておかなければならない

こうしたジャーナリストサイドからの呼び

「発表報道」の例外的ケースがある。あるテー

かけに注目して，ジャーナリズムのアジェン

マを独自の取材ルートで掘り起こしたうえ

ダ設定能力について，「検討すべき重要な問

で，最終確認の段階で当局にデータの確認や

題が存在する」として大石裕は，次のように

事実関係の有無を問い合わせたところ，広報

指摘している。

が発表してしまい「独自報道」が発表になっ
てしまう場合だ。はたしてこれは「発表報

ジャーナリストやジャーナリズム組織

道」なのか。これは明らかに「独自報道」で

が，とりわけマス・メディアに備わる商

ある。記事の内容からしても，あわてて発表

業主義やセンセーショナリズムといった

されたものと比較すれば一目瞭然である。た
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だし，相手に最終確認を取り，報道するタイ

あって，「調査報道」の分類もできるだけ幅

ミングをどうするかも記者の力量がものを言

広く考えているのもそのためである。

う。いずれにせよ，
「発表＋独自」報道の中に，

マス・メディアがアジェンダ設定権を握る

この手の優れた記事が散見される。同様にス

意義について，前出の大石はこう述べている。

タートが「発表」でも独自の取材で，新たな
事実を見つけ出して報道するケースは，ロッ

言論の自由とそれに基づく多様な言論の

キード事件の際の各社の報道や最近の農水省

存在を前提として，「健全な」ジャーナ

の「ヤミ専従」問題での讀賣新聞の数々の特

リズムによるアジェンダ設定→世論喚起

ダネに見ることができる。要は，アジェンダ

→政策立案ないしは修正という流れ，す

設定のイニシアチブを書く側が握っているか

なわちマス・メディア報道を起点とし

否かなのである。

て展開される。まさに民主主義を体現

朝日新聞記者で，日本の調査報道の第一人

する政策過程が描かれている69）。

者である山本博は，こうした発表に端を発し
た調査報道を「混在型68）」調査報道と名づ

しかし，大石は，こうした問題設定それ自

けている。しかし「調査報道」は，あくまで

体が，マス・メディアないしはジャーナリス

も，
「記者が書かなければ日の目を見ない事

トを起点にし，中心にすえた一方的な図式で

実」であり，内容の細部に明らかになってい

あるとして，ジャーナリズムのアジェンダ設

ない部分があろうとも，発表された事実に

定能力やジャーナリズムについて論じる際に

よって読者は大枠では何が起きているかわ

は，論者はジャーナリスト，ないしジャーナ

かっているわけで，そういう意味では，「調

リズム組織から離れる必要があると指摘して

査報道」ではなくて，「独自報道」と長らく

いる。その理由として，「マス・メディアや

考えてきた。また同僚の記者やいまの現場に

ジャーナリズムの影響力の強さが，自動的に

いる一線の記者にも質してみたが，筆者と見

健全な民主主義社会の維持や発展を促進する

解を同じくするものがほとんどだった。しか

ことはないからである70）」としている。こ

し，ロッキード事件以来，検察先行捜査でも，

のことについて，大石は，ジャーナリズム組

その時々に各社の独自の「調査報道的報道」

織や業界は，あくまでも全体社会の一つの構

に特筆するものがあったことを考えると，山

成要素なのであって，「社会の中のジャーナ

本の分類は首肯できると考えるに至った。そ

リズム」という視点が不可欠で，ジャーナリ

れに，筆者が，
「調査報道」にこだわる理由

ズムだけが特別に民主主義の担い手ではない

の一番は，
「発表オンリー報道」からの脱却

という認識を示唆しているように思われる。

であり，
「発表報道」からスタートして，追

それは，ジャーナリズム組織やジャーナリス

跡や検証，さらにはキャンペーン，調査報道

トの特権的な意識に対する警鐘とも受け取れ

へと展開することを望むからに他ならない。

る。

つまりアジェンダ・セッティングのイニシア
チブをメディア側が握ることが重要なので
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3

ムトラブルへの対応について」（中部・30 代）

「調査報道」とは何か

3 － 1 「調査報道」の概観
2007 年 9 月に NHK 記者・カメラマン 1,123
人を対象に行なったアンケート調査「取材現
場で何が起きているのか」71）の中の「調査報
道」に関する質問で，「調査報道をやってい

「生活保護医療扶助制度を悪用の実態」
（近畿・
30，40 代）「新しい手口の詐欺事件について，
被害者の実態」（近畿・20 代）「公共事業の
談合と入札改革」（九州・40 代）「墜落した
B-29 の搭乗員を集団で襲撃して殺傷した住
民の証言」（九州・40 代）
以上のようにテーマも内容もさまざまだっ
た。

るか」の問いに対して，記者の 89％（やっ

筆者は，「調査報道」が報道，報道機関を

て い る 34 ％ ＋ や り た い が や っ て い な い

活性化させ，国民の知る権利に応える重要な

55％）が「調査報道」に意欲的であること

要素であると考えている。ところが，「調査

がわかった。

報道」の捉え方が各記者それぞれによって異

自由記述欄で，自ら行なった「調査報道」

なることが，このアンケートの結果を見ても

を記述回答した人は，記者がほとんどで，そ

明らかである。これらはいずれも公的機関や

の内容を以下に見てみる。

企業などの発表を受けて書かれた記事ではな

「熊に襲われた死亡事故で，所持品の分析か

く，記者（チームも含む）が，独自に取材し

ら何が熊に襲われるか独自に調べて放送し

たものであり，書いた当事者が「調査報道」

た」
（北海道・20 代）
「病院再編の影響で困っ

と認識するものである。

ている人が急増している実態」（東北・20 代）

「アンケート調査の結果報道」や「詐欺事件

「医師不足問題」
（首都圏・30 代）「北海道大

の実態報道」「歴史的事実への証言報道」に

規模倒木被害実態調査」（東京・20 代）「病

ついて，ＮＨＫ報道局の幹部たちの中には，

院内で看護師が患者に暴力をふるっていた実

「こういうものは調査報道といえるのか？」

態の調査とインタビュー」（東京・30 代）「医

という反応が少なからずあったし，「独自ダ

大病院で長年に亘って入院患者に抗生物質が

ネ（前項参照）程度では」との指摘も受けた。

効かない多剤耐性緑膿菌による病院感染」
（東

しかし筆者は，これらすべてを「調査報道」

京・30 代）
「空港建設に伴う海洋生物や環境

と捉えている。しかし，「調査報道」につい

への影響調査，インタビュー」（東京・30 代）

ては，さまざまな見解や議論があって，これ

「闇サイトに巻き込まれた若者の実態調査」

まで多くのジャーナリストや研究者が「『調

（東京・40 代）
「耐震偽装事件で強制捜査に

査報道』とは何か」を論じている。

はいるまでの 2 か月間の調査報道」（東京・

「調査報道」は，一言で言えば，発表に頼ら

40 代）
「介護施設で入居者がカギを閉められ

ぬ自前の報道，つまり自社で調べて，自社の

る実態ルポ」
（東京・30 代）「災害対策につ

責任で報道する記事やニュースのことであ

いて自治体にアンケート調査を行って不備や

る。山口功二が「ジャーナリズムにおいて適

課題を報道」
（東京・30 代）「役所のシステ

正な調査をしたうえで情報提供することは基
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本的な条件の 1 つである」72）と指摘するよう
に，取材の際に調査し，報道するのは当然の

金食い虫の調査報道班は解散，取材費は

行為なのだが，
「調査報道」が意味を持って

大幅カット，かつては外国に記者を特派

語られるのには理由がある。それは，「記者

していた新聞が，インディアナポリスの

の問題意識」が不可欠という点である。問題

街の外にさえ，記者を出すことを渋りだ

意識のないところに〈事実〉の発見，
〈ニュー

した75）。

ス〉の発見はない。つまり，ジャーナリズム
本来の存在理由が内在しているからだ。
1960 年代後半から 70 年代にかけて，アメ

その後，21 世紀に入っても新聞社の買収
が相次ぎ，利益優先，コスト削減のためのリ

リカでは「調査報道」が盛んに取り上げられ

ストラが進んでいる。こうした「調査報道」

た。ちょうど「ベトナム秘密報告書」のすっ

に危機感を寄せるアメリカのジャーナリズム

ぱ抜きや「ウォーターゲート事件」といった

の現状を報告した記事が掲載された。

歴史に残る調査報道が紙面を埋めていた時期
だった。

過去 3 年間に編集局の人員を減らした社

1976 年ボストンで開かれた「調査報道」

は 59％。10 万部以上の発行部数を持つ

のパネルディスカッションには，600 人の学

新聞社では 85％にのぼっており，ＬＡ

生が集まり，パネリストの一人が調査報道を

（ロサンゼルス・タイムズ）はその代表

やってみたい人と問いかけると，「300 人以

例だ76）。

上がやってみたい」と手を上げている73）。
しかし，80 年代以降，アメリカではまず

危機の予測通り，ＬＡやシカゴ・トリビュー

テレビを中心に「調査報道」に取り組む余裕

ンを抱えるトリビューンは，2008 年末 1 兆

がなくなった。
「報道番組で赤字が出ても気

2,000 億円の負債を抱えて倒産した。「調査

にしていなかった経営者が，今は，視聴率の

報道」を止めて，地域情報にシフトしてもこ

上下に一喜一憂する。より関心を集める話題

の結果である。確かに 2007 年にワシントン・

に目が行く」ためだという。こうした現象は

ポストが獲得したピュリッツァー賞が 6 件も

活字メディアにも及び，「活字メディアは，

あったにもかかわらず収益が伸びなかった。

テレビと同じように記事を圧縮するように

しかし大部数を持つ新聞社の半数が，この 3

なった

74）

」
。

年間に調査報道の記者を逆に増やしていると

さらに 90 年代に入ると，アメリカの「調

いう。「調査報道と権力監視はどんな時代に

査報道」は一気に下降線をたどり始める。

なっても，われわれの中核の仕事だ」と言う

1991 年アメリカ中西部の『インディアナポ

多くの編集幹部の声を朝日新聞は伝えてい

リス・スター』紙が，調査報道でピューリッ

る 77）。これを裏付けるような記事がその 1

ツァー賞を受賞した 2 か月後に，「調査報道

週間後の同紙の同じコラム欄に掲載されてい

班」を解散させた。1989 年 8 月に株式上場

る。新聞社が構造不況にあえぐなか，篤志家

して，経営の効率化を図った結果だった。

や読者からの寄付で調査報道の担い手として
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の記者を雇う非営利組織がアメリカで出てき

賞した報道の中から「調査報道」を取り上げ

たというのだ。この中で，3 年間で 30 億円

てみる。

も寄付する資産家夫婦を紹介している。イン

△石綿被害

ターネットのウエブサイトを利用しているの

公開（毎日新聞・2008），△ワーキングプア

が特徴で，カリフォルニアの「サンディエゴ

（ＮＨＫ・2007），△北海道警察の裏金疑惑（北

の声」編集者アンドリュー・ドノヒュー氏は

海道新聞・2004），△自衛官募集のための住

同紙の取材にこう答えている。

民基本台帳情報収集（毎日新聞・2003），△

新たに 520 ヵ所

厚労省は非

防衛庁による情報公開請求者リスト作成（毎
新聞社が縮小し始め，調査報道が減る中，

日新聞・2002），△ C 型肝炎報道（フジテレビ・

ジャーナリズムが公の仕事であることに

2002），△旧石器ねつ造（毎日新聞・2001），

オペラやホームレスにお金を寄付してき

△高知県・闇融資問題（高知新聞・2001），

た人たちが気づき始めた78）。

△集団警ら隊連続暴行・覚せい剤もみ消し疑
惑（時事通信・2000），△片山隼君事故（毎

では，
日本の『調査報道』はどのようになっ

日新聞・2000）。

ているのであろうか。紙面や画面で見る限り
各社は常に「調査報道」でしのぎを削ってい
るように見える。
最近の事例では，2009 年 7 月 27 日付け毎
日新聞朝刊に「公益法人・東京バス協会

3 － 2 曖昧な ｢調査報道｣ の概念
「調査報道」については，ジャーナリストや

自

ジャーナリズム研究者の間でも大まかな，あ

党費肩代わ

るいは漠然とした捉え方がなされていて，一

り」の記事が一面トップと社会面に展開され

つ一つの事例によっても，その認識は千差万

ている。また同年 8 月 14 日付け朝日新聞朝

別である。これは，｢調査報道｣ の先駆けと

刊ではやはり一面トップと社会面で，「国交

も言えるアメリカでも同様で，ビル・コヴァッ

相，地元の受注誘導

入札方法に

チとトム・ローゼンスティールは，｢調査報

注文」の記事を掲載している。いずれも①発

道｣ を①本来の形の調査報道，②解釈型調査

表でなく，自社の独自の取材で明らかになっ

報道，③調査に関する報道，と 3 つの形態に

た，②書かなければ表に出ない隠された事実

分けている。

民入党あっせん

複数の加盟社

高速拡幅

を，③自社の責任で報道しているという点で
「調査報道」である。

①の本来の形は，「記者自らがそれまで一
般市民には知られていなかった活動を暴露し

また 2008 年 10 月 15 日の毎日新聞は，見

記録することである79）」としたうえで，「こ

開き 2 ページを使った「新聞週間特集」で，

れは暴かれた問題や行為について正式に公的

新聞協会賞を受賞したアスベスト（石綿）報

な調査がおこなわれるような調査報道であ

道とともに，
「公害・薬害と調査報道」を大

り，報道機関が一般市民にかわって公共機関

きく取り上げている。そこで，前章の【独自

を動かす典型的な例である」と述べている。

報道】同様，過去 10 年間の新聞協会賞を受
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す で に 公 開 さ れ て い る 資 料 を 使 っ た り，

権力とまったく関係ない」と述べ，「世間と

80）

のような情報提供者

は実態や意識においてある種，隔絶した密室

から取材したりしていれば，あくまでも自前

の実態を暴くケースに多く見られた」と指摘

の取材という点では，｢調査報道｣ としての

している。

ディープ・スロート

認識は日本と同じである。

②の混合型は，「情報源あるいは第一報掲

②の解釈型は，「特定の概念を注意深く考

載後の報道展開が独自取材と公権力にまたが

えて分析するとともに，事実を根気強く追及

るか重なる」として，「捜査当局の動きにメ

する」もので，事例として『ニューヨーク・

ディア独自の調べを加えて報じる場合と端緒

タイムズ』の「国防総省秘密文書」のスクー

はメディア独自でつかんでも，立証過程で捜

プを挙げている。はたしてこれが「調査報道」

査当局などもかかわってくるケースとがあ

の範疇に入るかどうか，筆者と意見を異にす

る」と述べている。高橋は，「オウム事件」

る81）。というのも秘密文書自体はエルズバー

を例に取りながら，「『オウムがこんなことを

グ博士からの提供という点で「調査」がない

考えていた』『こういうことまでやった』」と

と考えるからだ。

いった報道が一時期，各紙で連日展開された

③の調査に関する報道とは，「政府機関な

ケースを検証している。そして「メディア独

どがすでにおこなっているか準備を進めてい

自の情報もあれば，当局の公式・非公式情報

る公式調査に関する情報をつかむか，内部漏

もあった」ことから記事が独自調査なのか当

洩によってそれをえることから取材が始ま

局の非公式情報なのか曖昧で，それ自体「一

る」としている。

つの問題だ」と批判している。

日本では地検特捜部が内偵捜査している事

③の対象型は，「問題を担当する公権力と

件を事前にキャッチして記事にしていくこと

りわけ捜査当局それ自体が不正追及の的にな

が｢調査報道｣とはとても言わない。ロッキー

る」と捉えている。警察や県庁など普段ジャー

ド事件の最中，メディア各社がしのぎを削っ

ナリストが取材しているところだ。

たのは，特捜部が捜査しているロッキード事

しかしこれらの区分は，先のコヴァッチと

件の本筋とは別のネタであり，独自の取材に

ローゼンスティールの分類同様，①の独自型

支えられた ｢調査報道｣ であったことからす

と②の「端緒はメディア独自でつかんで」来

ると明らかに違いがある。

たケースを除けば，山本が定義するところの

一方，日本のメディア研究者も分類を試み

「混在型」と同一か類似型と見ていいだろう。

ている。朝日新聞の高橋俊一は，「調査報道

それはおそらく「調査報道」が人によってあ

と権力情報の収集，両立の命題」の中で，
「調

まりに広範囲の意味を持つためである。

査報道を公権力との関係であえて分類する
82）

と，三つの型がある

」として，①独自型，

②混合型，③対象型を挙げている。

こうしたことから，｢調査報道｣ を「広義
の調査報道」，「狭義の調査報道」の二つに大
別する分類法もある。例えば毎日新聞の福井

①の独自型は，「端緒とその後の取材・事

逸治は，『新聞記事作法』で，従来の「取材

実立証過程をふくむ主要情報源が官公庁，公

報道」にも「調査報道」的要素は多く含まれ
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てきたとして，こう分析している。

に該当する。
また前出の福井が，「調査報道」の事例と

「警察の調べによると」という根拠表現

して，
『新聞記事作法』の中で，
“贋作事件”85）を

で一括されている記事の中にも，少なく

取り上げている。実は，前後の文脈から，こ

とも端緒は記者の調べ（取材）による事

のケースを「狭義の調査報道」と捉えている

柄が少なくない。従来の「取材報道」に

のか，それとも従来の「広義の調査報道」と

も「調査報道」的な要素は多く含まれて

して紹介しているのか，｢調査報道｣ とのみ

来たのである。また，警察などに対する

表記しているのか判然としない。筆者の考え

取材活動も「調査」の一種と言えなくは

る「広義」「狭義」の分類でいえば，この“贋

ない。とすれば，ここで取材報道と名付

作事件”報道は，｢広義の調査報道｣ である。

けた従来の記事も結局は調査報道の一種

このほか，当局の発表，あるいは他社の報

であり，ひいては新聞記事はすべて調査

道などによって，すでに明らかになっている

報道だ，との主張も成立する。（中略）

事実を独自の視点や情報源から取材，調査し

このような認識は広義の調査報道とし

ていくことによって新たな事実が見つかった

て，狭義のそれとは区別した方がわかり

ケースについては，すでに述べたように山本

83）

やすい

博が「混在型」という表現で，「調査報道」

。

と捉えている86）。この分類のなかに筆者は，
さらに福井は，
「十数年前から調査報道に
特別の概念を持たせ，その重要性が強調され

「追跡報道」や「検証報道」「キャンペーン報
道」が含まれると考える。

てきた。狭義の調査報道の登場である」とし

ただ「広義」，「狭義」との名称が漠然とし

て，毎日新聞大阪本社の編集局遊軍の活躍を

ていて，つまり「狭義」の定義が，いまひと

取り上げながら，
「調査報道」を「広義」と「狭

つ曖昧模糊としているのだ。では「狭義の調

義」に分類している。つまり，福井は「調査

査報道」とはいったいどういう ｢調査報道｣

報道」はさまざまで，何らか区別が必要だと

を指すのか。
その違いを一言で言えば，狭義の調査報道

主張してきた。
そこで筆者は「広義の調査報道」と「狭義

とは，「調査報道の対象が権力や権威ある部

の調査報道」の妥当性について，過去の事例

署や組織，企業，団体，あるいは個人などが，

を手掛かりに検証してみた。

隠していたり，隠したがったりしている事実

これまで見てきた ｢調査報道｣ は，主に発

を暴露する」ことにあると考えている。先に

表されない事実を，記者が独自に調べて，自

紹介した毎日新聞の「贋作事件」が，「広義

社の責任において報道することで，その報道

の調査報道」という意味は，取材対象が，贋

なくしては国民が知り得ない事実を指すと考

作者や画商である限り，権力や権威とは何ら

えられてきた（＝広義の ｢調査報道｣）。ＮＨ

関係がない以上 ｢狭義の調査報道｣ とは区別

84）

において記者たちが

されると考える。かといってこの“贋作事件”

回答した ｢調査報道｣ の内容の多くが，これ

の「調査報道」が劣っているわけではなく，

Ｋの記者アンケート
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むしろ優れた「調査報道」であったことは言

さらに「独立調査報道」とした場合，｢調査

うまでもないことである。

報道｣ のこれまでの取材手法を踏襲している
点を考慮すると，「独立」とは言い難く，意

そこで山本博の「調査報道」の定義を，山
87）

本の著書や直接のインタビュー

から筆者

なりに整理してみた。

味も不鮮明である。
そこで筆者は，1980 年代前半にルポライ
ターの村井四郎88）が，「調査報道」によって
権力犯罪を暴く記者たちを「特別捜査（特捜）

①自分（あるいはチーム）が書かなければ，
日の目を見ない事実。

記者」89）と総称していた点にヒントを得て
検討した。その結果，先の 4 項目の条件を満

②発表に頼らず自らの調査能力で発掘する。

たした ｢調査報道｣ のことを，｢特別調査報

③その事実を新聞掲載（テレビ，ラジオ，雑

道｣ と名付けて，従来の ｢調査報道｣（つま

誌報道）によって暴露し，社会に知らしめ

り広義の調査報道）との差別化を試みてみた。

る。
④その報道の対象（内容）は，権力や権威あ
る部署，企業（あるいは，その個人）など
が隠したがる事実。

3 － 3 「調査報道」の 3 分類
これまで検討してきた「調査報道」を分類
したものが表 3 である。従来は，この 3 つ

こうして見ていくと「広義の調査報道」は，

をまとめて「調査報道」と呼んだり，「Ⅰ」

①～③であり，これに④を加えた権力や権威

と「Ⅱ」をまとめたものを「調査報道」と捉

を対象とした調査報道が，｢狭義の調査報道｣

えてきた。

である。さらにすでに明らかになっている事

しかし，こうした分類に筆者がこだわる理

実や発表報道をきっかけにした「混在型調査

由は，マス・メディアによる「独自報道」と

報道」を加えると 3 種類の調査報道があるこ

りわけ，「調査報道」の増大を目指して欲し

とを提示したい。

いという願望があることによる。というのも，

しかし，メディアが報道の形態を説明する
場合に，
「広義調査報道」「狭義調査報道」と
呼ぶのは，言葉から即実態をイメージしづら
く，日常語として馴染まない。そこでいくつ
かの候補を念頭において考察してみた。まず

表 3 調査報道
Ⅰ

調査
報道

①永遠に日の目を見ない事実，②独自の
取材・調査，③自社の責任で報道。

Ⅱ

特別
調査
報道

上記①〜③に加えて，④取材対象が，権
力，権威ある組織や団体，個人の不正
や腐敗，疑惑，怠慢を暴く報道。

混在型
調査
報道

捜査当局や官公庁，団体，組織，個人
が明らかにした事実を，別の視点や追跡
取材することで，新たな事実を発掘し，報
道（かつての「発表＋独自」報道）。
「（わ
が社）の調べによりますと…」式のクレジッ
トが必要。
「追跡型」以外でも「検証」報道や「キャ
ンペーン」報道を通して，新たな事実を発
掘する「調査報道」もこれにあたる。

「狭義の調査報道」を，「独自調査報道」と置
き換えてみたが，元々 ｢調査報道｣ は“独自”
に決まっているわけで，しかもメディア各社
の間では，
「独自」という表現は，他社が追
いかけない「独自ダネ」という“特ダネ”を
指すケースもあって混乱するおそれがある。

Ⅲ
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記者が本来取るべき取材スタイルは，発表に

早かれ追随せざるを得ない状況を引き起こ

頼らず独自に取材・調査し，報道していくも

す。

のであるという考え方に根ざしている。その
対象は多岐にわたっており，日常生活のなか

⑥各社の波状的な報道が，読者，視聴者や国
民全般の関心を呼び起こす。

に見られる事象を取材していくと，自らが書

⑦権力や権威ある者や組織が何らかの対応を

かなければ明らかにならない事実をつかむ

迫られ，そのことが社会に影響を与える。

ケースがある。これを「……（例えば，ＮＨ

このように 7 つすべての条件を満たすもの

Ｋ）の調べによりますと」式に報じることは，

を「狭義の調査報道」，つまり「特別調査報道」

アジェンダ設定の主導権が，報道する側にあ

と定義づければ，まさに「特別」の名に相応

り，発表に依存しない“自立”した報道を確

しいと考えてきた。報道の現場は，常に（特

立できると考える。しかし，それらの取材

ダネの）「抜いた」，「抜かれた」で各社はし

対象が，常に権力や権威あるものばかりで

のぎを削っている。部外者から見れば，無意

90）

ないことは数々の報道例

を見れば明らか

味なように思われがちではあるが，こうした

なように，従来こうした報道をマス・メディ

競争自体が報道の速報性に適うことであり，

アでは，
「独自報道」と称してきた。この点

ニュースの定義のひとつでもある「新しい事

については，
「発表報道」と「独自報道」，さ

象を報じる」ことである。

らに「発表＋独自」報道というスタイルも提
示してきた

91）

そのため，各社が後追いするような内容で
なければ，
「特ダネ」とは言わず，どこも追っ

。

このように，
「調査報道」の裾野が広がれ

て書かないような記事（ニュース）は，「特

ば，取材の一線にいる多くの記者やカメラ

ダネ」と呼ばずに「＊＊＊社の独自ダネ」と

マン

92）

などは，
「自分はいま調査報道にたず

言って区別されている。その点を考慮するな

さわっている」と考えただけでも，意識を高

らば，各社の後追いが，すぐに現れなくとも，

揚させることができるのではないか，と筆者

時間を置いて報じられる場合，
「特ダネ」だっ

は想定している。それほど，現場のジャーナ

たと改めて評価を受けるケースもある。

リストにとって「調査報道」の文字は，取材

また各社が追随するような特ダネは，新聞

意欲を掻き立てる。このことは，ＮＨＫのア

の一日の発行部数が 5,000 万部を超え，テレ

93）

の結果からも裏付けられて

ビ，ラジオも同様の報道をするとなれば，そ

いる。
「混在型調査報道」においても同様で

の影響は計り知れない。それは，政策決定者

ある。

や行政の担当者，あるいは司法界だけでなく，

ンケート調査

筆者は，
「調査報道」の分類で，「特別調査

あらゆる分野に大なり小なりの影響をもたら

報道」についてこれまで山本の 4 条件をクリ

すことになる。そういう意味では，社会的変

アするだけではなく，さらに 3 条件を付け「狭

化や影響を与えるような報道が，「特別調査

94）

義の調査報道」として提示した

。

その条件とは，
⑤この報道の重要性を他社も認識して遅かれ
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報道」とも言えるわけである。
しかし，⑤～⑦については，あくまでも報
道の結果として現れる効果であり，影響であ

「発表報道」と「調査報道」

る。このことを念頭に置いて検討し直した結

すべての可能性を意味し，この可能性が何に

果，
「特別調査報道」の条件に入れることは，

基づくかは問うところではない95）」と述べ

結果がすぐには予測できないケースもあるこ

ている。この定義について市野川容孝は，
「ど

とから除外することにした。

んな形であれ，『みずからの意志を貫徹しう
ること』であり，他者の明白な抵抗や他者へ

4

の強制が不在のときも，みずからの意志は貫

「特別調査報道」とは何か

4 － 1 「特別調査報道」の権力と権威

徹しうる，つまり『権力』は発生しうるので
ある96）」と解説している。
また大谷博愛は，「ある者が他者をその意
志に反してまでもある行為に向かわせること

「調査報道」と ｢特別調査報道｣ の違いで重

ができる力を，一般的に権力という」と定義

要な点は，取材対象が「権力」や「権威」で

したうえで，「社会の諸領域でそれぞれの権

あるかどうかである。ジャーナリズムが，日々

力が存在しているが，特定の地域内において

起きる社会事象について，第 3 者に伝える目

究極的優位性を有し，不服従に対しては合法

的に新聞，テレビ，ラジオ，雑誌などのマス・

的に物理的強制力を行使しうるものを政治権

メディアを介して発表することと捉えるなら

力という97）」と提示している。

ば，｢特別調査報道｣ は，特に「権力」や「権

一方，大嶽秀夫は，政治権力とは区別され

威」を対象とし，ジャーナリズム本来の権力

るべき形態の権力として「組織権力」を挙げ，

監視の役割を果たすと位置づけられる。そこ

1970 年代の欠陥自動車問題を素材に，大企

で，
「特別調査報道」の意味内容をより，明

業の権力とその政治的地位とについて論じて

確にするため，そもそも「権力」「権威」と

いるが，この中で，報道機関に対する影響力

は何かについて，その概略を確認したうえで，

に言及している。そこでは朝日新聞記者が，

「特別調査報道」が対象とする「権力」
「権威」

欠陥車キャンペーンを始める前の苦悩とし

の違いに即して「特別調査報道」をいくつか

て，三大スポンサーの一つ自動車会社の反撃

のカテゴリーに類型化してみたい。

がこわいと98）吐露していることに注目して，
次のように指摘している。

（1）
「特別調査報道」と権力
「権力」については，日本でもさまざまな学

ここで明らかにされているのは自動車会

者，研究者が研究対象としており，議論の水

社が，対抗手段の保有によって，新聞社

準やアプローチは極めて多岐に亘っている。

を慎重にならしめているという事情であ

「特別調査報道」で取り上げる対象としての

る。この段階ではメーカーは明示的には

「権力」
「権威」は，どのように位置づけられ

影響力を行使しておらず，新聞社内の対

るだろうか。最も広く知られたマックス・

応は，影響力の黙示的な行使をうけてい

ヴェーバーの定義では，「或る社会関係の内

る結果である99）。

部で抵抗を排してまで自己の意思を貫徹する
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これと同様の状況は，2000 年代の今日で

一方，大石裕は権力を構成する要素，側面

も見られる。
トヨタ自動車相談役の奥田碩が，

について，「権力行使主体」「権力資源」「影

テレビ番組の厚労省叩きに不満を爆発させ

響力としての権力」という概念を用いて説明

「報復でもしてやろうか100）」と発言したこと

している。

は，奥田が大スポンサーとして自社と関わり

権力行使主体は，社会に対して影響力を行

がない厚労省の問題においてすら，「組織権

使できる個人や組織で，一般の人々に対して

力」
を振りかざしてくることと相通じている。

影響力を行使する可能性が高い政治エリート

この発言に対して，テレビ朝日の君和田正夫
社長が，
「年金問題は国民生活に深く関わっ
ている。われわれとしては批判すべきはきっ
ちりと批判しなければならない

101）

」と反論

した程度で，当事者のみのもんたも，番組の
『朝ズバッ！』では奥田発言に触れなかった
102）

という

。大スポンサー（＝大権力）の前に，

（政治家や官僚）や組織。
権力資源は，権力主体が所有する「資源」，
すなわち政治エリートが一般の人々に影響が
行使できる一連の政策過程や制度的な権限，
社会的地位，またそれに関する専門的な能力
や情報。
影響力としての権力は，一定の社会関係の

寂として声なしである。こうした反応を見て

中で他者に対して行使され，政治エリートが

も，
「組織権力」とマス・メディアの力関係

一般の人々に対して行使する影響力そのもの

を窺い知ることができる。

をさす。

これに似た形で政治家によって行使される

さらに大石は，「権力資源」について，「経

のが
「政治的圧力」
である。原寿雄は，
「ジャー

済権力」「政治権力」「強制権力」「象徴権力」

ナリズムの自律と自主規制」の中で，政治的

の 4 つの形態に分類されうると指摘する。そ

圧力を，
「政治家の言動によって利害を受け

して，「国家権力」は，「経済権力」（予算配

る関係者が，直接・間接に政治家から意向を

分など），「政治権力」（政治制度・組織など），

103）

」と定義し

「強制権力」
（警察，軍隊など），
「象徴権力」
（メ

ている。これらは，旧来の社会的惰性や慣行

ディア，情報など）といった権力資源の面で

に過ぎないから，反抗する意思があれば強制

他の組織よりも優位な立場にあり，そのこと

力は持ち得ない。こうした「政治的圧力」を

が制度化され，正当化されている105）と説明

取 り 上 げ た の が 2005 年 1 月 の 朝 日 新 聞 の

している。

示されて受ける法律外の圧力

「ETV2001」報道

104）

だった。

こうした議論を踏まえるならば，権力とは

この件についてＮＨＫは，「政治的圧力や

狭い意味での政治権力に限定されるべきでは

政治家の意図を忖度して番組を改編した事実

ないことは明らかである。諸権力を有する組

はない」と主張していて，ＢＰＯの委員会が

織や人物であり，大小にかかわらず，それぞ

審議した経緯がある。ただＮＨＫ内部に番組

れの場所や部署，土地々々のボス的存在，さ

をめぐる確執があったことを報じた朝日新聞

らに言えば附属組織，職業社会等の規範やナ

の記事は，｢特別調査報道｣ と言えよう。

ショナリズムも含め，権力は広く社会の諸領
域で作用している。従って，ジャーナリスト
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「発表報道」と「調査報道」

が「特別調査報道」を行なう対象として捉え
るのは，政治，経済，社会の広範囲に存在す

特定の分野における優れた人物や事物を

るさまざまな形態の権力である。

さしたり，社会的信用や資格を意味した
りするが，共通していることは，「社会

（2）
「特別調査報道」と権威

的に承認を受けた」ということである。

「権威」について，飯坂良明はこう述べてい

社会関係においては，制度，地位，人物

る。

などが優越的な価値を有するものと認め
られ，それらの遂行する社会的機能が社

権威とはその服従者によって正当と認め

会によって承認される場合，それらの制

られ，したがって自発的服従をうながす

度，地位，人物は権威を有している108）。

ような権力または支配といういみなので
ある。自発的服従がなされるのはその権

こうして見てみると ｢特別調査報道｣ の取

力が何らかの正当性をもっていると信じ

材対象は，権力を掌握する「政・官・財」に

られるからであり，しかも，このばあい

とどまらず，むしろ多様な性質の諸権力を所

の正当性は，支配者と服従者の共通の価

有，行使する組織や人物，例えば経済界，労

値から生まれるのである。権威はした

働組合やＮＰＯなどの中間団体，そして地域

がって，社会の「合意」にもとづき，権

の有力者なども含めた土地々々のボス的存在

威ある支配は，何らかの社会的価値を体

も含めたものである。

現していて，そのゆえにこそ自発的服従
106）

を獲得しうるといえるであろう

。

また，「権威」については，学界や教育界，
文化団体やマス・メディアなど，社会的影響
力を保持するすべての「権威」ある組織や個

飯坂は，権威と権力との関連性を以下の 4

人も当然含まれる。リクルート疑惑報道のと
き，政治家や官界，経済界の主要人物に混じっ

つの種類に分類している。
（1）正当的強制権力…国家権力や軍事法廷や

て，未公開株を得ていた日経，讀賣，毎日の

法律で認められたストライキなど。

幹部が同じメディアによって指弾された事実

（2）正当的非強制権力…社会の慣習や道徳

は，取材対象として日本を代表する大新聞の

力や，その社会で確立しているイデオロ

幹部という「権威」を有するが故であること

ギーなど。

を物語っている。

（3）非正当的強制権力…僭主による暴政や，

先の大石の「権力概念」からするとジャーナ

暴力犯罪や，歌劇トスカにでてくるよう

リズムは，①情報伝達手段，②特有の社会的地

な，自己の職権を悪用する警視総監のば

位，③入手情報を社会に向けて発信するための

あいなど。

専門的な技能や技術を有し，こうした「権力資

（4）非正当的非強制権力…虚宣伝や悪意のデ
マといったシンボル操作など

107）

。

また，
谷藤悦史は次のように定義している。

源を用いて社会的な影響力，すなわち社会に
対して権力を行使している109）」のだから，
そのメディアの最高幹部たち自身も，「権力
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者」の範疇に含まれることになる。

握することは困難であり，また現実にもそう
した事例は少ないと指摘する。伊藤は，有名

4 － 2 ｢特別調査報道｣ の分類

な「ウォーターゲート」事件においても，当
初のワシントン・ポストの報道は，その 5 か

以上のような点を踏まえながら「特別調査

月後に行なわれた大統領選挙では大きな争点

報道」
の社会的影響を考える際，当該の「報道」

にならず，むしろ国民の関心が高まっていっ

が，どのような種類の「権力」「権威」を対

たのは裁判や議会の公聴会など政治権力内部

象とするのかによって，社会的影響力の拡

での疑惑追及が活発化した結果であったと指

大の様相やその範囲は自ずと異なってくる。

摘する。つまり，報道が直接的に社会的影響

従って，
「特別調査報道」の対象となる「権力」

力を拡大していくというよりも，その過程に

を区別したうえで，それぞれに応じた「特別

複雑な政治過程が介在している110）というの

調査報道」の事例を検討する必要がある。

である。

ここでは「権力」を，①「政治権力」（＝
政治エリート，官僚や警察などの行政権力，

こうした点についても，個々の事例に即し
て考察していく。

司法権力など）
，②「組織権力」（＝企業など
の経済権力，医療，学術・文化，教育機関な

（1）政治権力追及型

どによる権力）
，③「複合権力」（①と②両者

政治エリート対象の「特別調査報道」

にまたがり，両者が複合的に作用する権力）

「権力」にはさまざまな形態がある。大石裕

の三種類に分類し，これらを対象とする「特

は，権力を構成する要素の一つに「権力行使

別調査報道」に過去どのような事例があった

主体」として，社会や一般の人に対し影響力

か，そしてそれがどのように社会的影響力を

を行使する可能性が高い政治エリート（政治

及ぼしていったかを見ていくこととする。

家や官僚）を挙げている。政治エリートは中

その一方で，
「報道」が社会に影響を与え

央の政治家や官僚ばかりでなく，地方政界の

るという場合，それをどのような尺度でどの

政治家や県，市，町，村の役人もそれぞれの

ように測定し得るかという問題もある。この

地域で，その影響力を行使している。地方の

問題は，社会的影響力の拡大過程をどのよう

政治権力を ｢特別調査報道｣ で追及した例は，

なタイムスパン（時間的範囲）において観測

共同通信岩手支局の「県出納長リベート疑惑」

するかという問題にも関わっており，これま

（1988 年）や北海道新聞の「道庁公費乱用問

でにも何人かの論者によって指摘されてき

題」（1995 年～ 96 年），高知新聞の「県庁闇

た。

融資問題」（2001 年）などに見ることができ

例えば，伊藤高史は，米ノースウェスタン

る。ここでは，「国家権力」の頂点に立つ総

大学の D. プロテスらの調査結果などを参照

理大臣の腐敗を暴いて，政権を崩壊させた立

しつつ，
「調査報道」の社会的影響力の拡大

花隆の ｢田中角栄研究｣ の例を見ていく。

過程は，
「報道→世論→政策変化」といった
単線的なモデル（＝「動員型モデル」）で把
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日本の ｢調査報道｣ の第一人者である元朝
日新聞の山本博は，『追及－体験的調査報道』

であったことを示唆している115）」と述べて
いる。

のあとがきで，
「調査報道」について「日本

｢田中角栄研究｣ は，読者から見れば①「知

では，立花隆氏が『文藝春秋』誌上で暴いた

らされていない事実」の暴露だった。朝日新

111）

聞の社説は，「かつて取り上げられたり，事

と位置づけている。立花の「田中角栄研究－

件としては一応処理ずみであるかもしれな

『田中金脈』がその先駆的存在といえる

」

112）

その金脈と人脈

」の内容は，見出しから

想像するのが速い。

い116）」としているが，立花は，こう反論し
ている。

「オモテ金とウラ金」「正体不明のトンネル
機関」
「株と土地による政治献金」「ギブ・ア

当時田中サイドの人々がいっていた『新

ンド・テイク」
「献金の御利益」「大ざっぱな

しい事実は何もないじゃないか，全部昔

帳簿」
「国民協会の脱色作用」「首相の金力の

いわれていたことをほじくりかえしただ

背景」……と 25 に上る小見出しと 12 の表・

けだ』という評言は事実に反する。相当

グラフ，総ページ数は 40 に及ぶ。この記事

の部分は，新しく取材されはじめて世に

では，田中角栄の資産運用，ユウレイ企業や

公表されたことでもあった117）。

法人を使っての金の流れ，田中角栄・小佐野
賢治両氏の関連企業の膨張，国有地の払い下
げ，など，その錬金術が暴露されている。
当初日本の新聞，テレビは，立花論文につ

また「田中角栄研究」は，②独自に掘り起
こし，裏付け取材で新たな事実をつかむ。立
花はこう記している。

いての記事掲載には消極的だった。ところが，
10 月 22 日に日本外国特派員協会が主催した

あの記事の一行一行，図版の一枚一枚が，

田中角栄を招いての昼食会で，この論文につ

誰が聞いてもビックリするほどの資料に

いて取り上げられると，翌日の朝刊から雨後

裏打ちされ，厳密な確認作業がなされて

の竹の子のように各紙に記事が出始め，『文

いる。その資料の厚みは，ゆうに数冊の

藝春秋』は 66 万部を完売した。金脈問題は，

書物を書くに足るものだ118）。

国民の批判を集め，国会でも取り上げられた
が，
野党ばかりか与党からも批判が集中した。

｢調査報道｣ のポイントは，独自取材だが入

その結果，
「田中角栄研究」が発売されてちょ

手できる公開資料をフルに駆使して，裏付け

うど 2 か月後の 12 月 9 日，田中内閣は崩壊

取材をしているところに手法の斬新さがあ

した

113）

る。

。

山本同様に ｢田中角栄研究｣ を ｢調査報道」

③文藝春秋社の責任で『文藝春秋』誌上に

の先駆と認めて，論文で発表したのが植田康

発表している。さらにターゲットは，④権力

夫だ。植田は，
「雑誌ジャーナリズム始まっ

者の金権政治の暴露であった。

114）

て以来の大調査に基づき

」の部分を引用

しながら，
「まさにこのレポートが『調査報道』

『文藝春秋』編集長の田中健五が，「ここら
で政治モノが欲しい」と立花に相談したとき，
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「いまなら田中の金脈だ」と反応する立花。
政治権力を恐れない 2 人の優れたジャーナ

覚悟さえできてしまえば，権力の威嚇は

リストの慧眼があればこそ実現した特集だっ

さして有効ではない。威嚇が通用するの

た。

は恐れる者に対してだけで，恐れない者

マスコミ各社が追いかける中で，国民の誰

には通用しないのだ121）。

もが知るところとなった。
ここで特に注目したいのは，マスコミ各社

つまりマスコミといえども個別の闘いで

の追随である。もしそれがなかった場合どう

は，巨大な影響力を持つ政治エリートの前で

なっていただろうか。この点について，植田

はひとたまりもないのである。が，ひとたび

は，
『Newsweek』10 月 21 日号に掲載された

マスコミがその権力をものともせず，また各

朝日新聞の深代淳郎の興味深い意見を紹介し

社がそれぞれ立ち上がれば政権崩壊もなし得

ている。

る実例と言える。こうして見てみると，報道
が直接的に社会的影響力を拡大していくとい

もしこれほどの暴露がヨーロッパやアメ

うよりも，その過程に複雑な政治過程が介在

リカで行われたならば，政府を転覆させ

しているという先の伊藤の指摘122）は，この

るような衝撃を与えるだろうが，われわ

ケースでは当てはまらないのではないか。

れの国は特別な国で，この記事は間もな
く忘れられるだろう119）。

ｂ「リクルート事件」
政治権力追及型として代表的な例は，朝日

筆者も深代同様，各社が追随しなければ，

新聞横浜支局の「リクルート疑惑」報道であ

田中角栄は 66 万部の『文藝春秋』を無視し，

ることには，誰も異論のないところである。

田中にお追従する政治記者によってガードさ

すでに，直接指揮した山本博の著作を始め，

れ，当面は同僚政治家には金力を持って批判

研究者による数々の論文が発表されているの

をねじ伏せていたのではないかと推測する。

で，事件の経緯の詳細は除き，重要なポイン

やはりマスコミ各社の追随が大きく，もしそ

トを提示しながら考察していきたい。

れがなければ，
『文藝春秋』のみの自社満足
に終わっていたのではないか。

この事件の最重要点は，山本の次の一言に
ある。

各社の追随，報道の連鎖の結果，田中角栄
は総理大臣を辞職し，三木内閣が発足した。

捜査はつぶれたようだ。だが，リクルー

立花は，
「田中内閣が倒れたのは，金力で

トと助役は，どう見ても灰色だ。株にか

つなぎとめていたものが一斉に離反しはじ

らむ疑惑は，これまで何度も噂にのぼっ

めた結果，自壊したとみるのが正しいだろ

ていた。今度の事件は，それが初めて明

う

120）

」と述べている。さらに立花の次の言

らかになるチャンスでもある。ここで放

葉は，ジャーナリストの，ジャーナリストた

り出してしまえば，すべては闇から闇に

る者の箴言である。

葬られてしまうだろう。いままで以上に，
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万全の取材で独自に裏を取ってみよう。

夫」と捌いて，ことなきを得たようだが，朝

そうすれば朝日新聞の責任で報道できる

日新聞だから掲載できたと思われるのは，当

123）

はずだ

時のマス・メディアで，独自取材でここまで

。

思い切った判断をできる社は，決して多くな
これが山本の「（特別）調査報道宣言」で

いと推察される。その意味でも，これ以降の

ある。すべては，ここからスタートした。従

「調査報道」に，さまざまな教訓や心構えを

来の捜査当局頼りの報道から，自社の責任で，
独自に取材し，
証拠や証言を積み重ねていく。

示唆している。
横浜支局は，その後も 6 月 30 日付け朝刊

そこには，捜査関係者だけでなく，幅広い関

で，「リクルート関連株，渡辺，加藤，塚本

係者への直接，間接の取材がある。山本は次

氏らにも」，続いて 7 月 6 日，今度は一面トッ

のように述べている。

プに「政界首脳の秘書名登場」
「中曽根・安倍・
宮沢三氏」「公開の直後に売却」「中曽根氏は

調査報道は，地道な努力の積み重ねから

首相在任中代金 1 億 4000 万円」と 3 氏の顔

始まる。謄本取り，分厚い何年分もの有

写真入りで報じた。その後も舞台は東京に移

価証券報告書の分析，企業活動の足跡た

るのだが，横浜支局の情報を基に朝日新聞の

どり，市役所の決済過程の掘り返し，株

特ダネは，特捜部が捜査に乗り出すまでしば

価の推移，それに関連人物の個人データ

らく続いた。

集めなどに加え，これらデータの仕分け，
ファイル整理，
チャートづくりも必要だ

124）

。

ここで「調査報道」の観点からその後の事
件の流れを見るとき，横浜支局の活躍は誰が
見ても「特別調査報道」である。しかし，特

こうした地道な積み重ねが花開くのが，

捜部が捜査を開始した以降の朝日新聞社会部

1988 年 6 月 18 日付け朝刊，社会面トップで

をはじめ各社の「調査報道」は，山本が指摘

あるが，社内での自主規制の障害がなかった

した「混在型調査報道」である。リクルート

わけではない。その点について，山本は，
『追

事件の概要は，朝日新聞横浜支局の「特別調

及―体験的調査報道』では触れていない社内

査報道」によってすでに開示されているから

の実情を，小学館版では次のように開示して

に他ならない。

いる。
それは，
明日の朝刊用原稿の最終チェッ
クに取り組んでいる段階でのことのようだ。

c「ＫＳＤ疑惑報道」
マス・メディアが先行し，捜査当局が後追

しかし，本社内で思わぬ障害が出た。編

いする ｢特別調査報道｣ としてもう一つの事

集局幹部の中から「捜査がつぶれたのに，

例を検討する。これも田中金脈やリクルート

独自に記事にするのはいかがなものか」

事件同様に，政治エリートの腐敗を追及した

と反対の声が挙がったのだ

125）

。

のが，ＫＳＤ事件報道である。
「中小企業経営者福祉事業団を食いものにす

そのときは，当番デスクが「内容的に大丈

る理事長の厚顔」のタイトルで，『週刊朝日』
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に大きく報じられたのは，2000 年 4 月 25 日

いたんです。今回取材された情報について少

（5 月 5 日・12 日合併号）のことだ。ＫＳＤ・

しお聞きしたいと思っています128）」と電話

中小企業経営者福祉事業団は，会員数 107

が入っている。特捜部は古関の背任容疑で

万人，年間収入 250 億円という巨大規模を

10 月にＫＳＤ本部の家宅捜索に入る。各社

誇る。この財団が，理事長の古関忠男とその

は以後連日報道を続ける。11 月に古関を業

家族によって私物化され，ＫＳＤが毎年 30

務上横領で，翌年 1 月には小山孝雄参議院議

億円前後の補助金を支出している「ＫＳＤ豊

員，さらに 3 月には村上正邦元労相を受託収

明会」傘下の「豊明会中小企業政治連盟（豊

賄の容疑で逮捕，起訴した。村上は，1996

政連）
」は，村上正邦参議院議員を支援する

年 1 月中旬，議員会館でＫＳＤの関連財団が

特別な関係にあることを暴露する。

設立を目指していた「職人大学」について古
関から有利な国会質問をするように依頼を受

豊明会は自民党豊明支部に年間数千万円

け，1 月 25 日の参議院本会議の代表質問で，

もの寄付を行い，ほぼ同額が自民党豊明

「職人大学設立に，特別な施策を早急に打ち

会から豊政連に流れていた。（中略）そ

出すべきだ」と訴え，橋本総理から有利な答

して豊政連に入ったカネの行方を報告書

弁を引き出した。その見返りとして事務所経

で追うと『陣中見舞い』として政治家に

費や現金あわせて 7,280 万円を受け取ったと

流れたり，接待ゴルフの費用などに消え

いう129）。1 審，2 審とも有罪で，2008 年 3 月，

ていた126）。

村上の上告が棄却され懲役 2 年 2 か月，追
徴金 7,280 万円が確定した。

さらにＫＳＤ関係者の証言として，「村上

同志社大学の山口功二が ｢調査報道は，紙

正邦さんの参議院選挙前になると，豊政連が

面スペースや読者の利用形態といった側面

中心になって，大量に架空の党員を作った。

で，雑誌メディアに最も適合したジャーナリ

127）

古関理事長の指示ですよ

」と名指しで実

ズム形式｣ 130）と指摘するように，｢調査報道」

情を述べている。村上は，田中元総理ほどの

は，『文藝春秋』誌同様，雑誌の真骨頂でも

大物ではないにせよ，当時その影響力は無視

ある。それを新聞社系の週刊誌が体現したの

できない存在だった。自民党参議院議員会長

が，ＫＳＤ事件である。「特別調査報道」の

で，元労働大臣である。記事が出る 1 か月ほ

4 条件を前出の『悪党と政治屋』から引き出

ど前の 2000 年 4 月 2 日，小渕恵三総理が脳

してみる。

梗塞で倒れ，順天堂病院に緊急入院した際，
近くのホテルで善後策を協議したときの 5 人

①知らされていない情報
「古くからの友人から電話がかかってき
たのは 1999 年 11 月中旬のことだ131）」

組の自民党幹部の 1 人である。
『週刊朝日』の記事に着目したのが，東京地
検特捜部だった。発売の 2 日後には，『週刊
朝日』編集委員の山本に特捜幹部から「古関
については，特捜部でも以前から少し調べて
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これをきっかけに，入手した資料を分析し
た。
②独自取材
「豊政連政治資金収支報告書を一年ごと

「発表報道」と「調査報道」

にノートにまとめて写し，編集部に戻っ

体化することはあってはならないことだ

てからパソコンでそれを清書する」

が，一定程度の協力関係を築くことまで

「土地や子会社の謄本集めなどは，藤井

否定されるべきではない135）。

（注・週刊朝日記者）が精力的に行った」
「取材は 2000 年の正月明けから始まっ
132）

た

」

取材現場からすれば，特捜部の方が捜査協
力を求めてくるケースは，決して少ないこと

その過程で，ＫＳＤと村上正邦の不透明な
関係が浮かび上がったという。

ではない。そうした関係はとかく批判されが
ちだが，政治エリートの不正を暴くことと，

③
『週刊朝日』の責任で独自に報道。

取材の矜持との比較衡量を考えると，現実に

④参議院議員会長という政治権力者村上の

は捜査に協力し，情報交換しながらスクープ

不明朗な政治献金を暴露する。
「ターゲットが，あの村上正邦となるとやり

をものにする方を記者が選ぶのは首肯でき
る。

がいはある。村上はこの時，参院自民党議員

こうして，各社の連日の報道によって全国

会長。数年後には，参議院議長になるといわ

民の知るところとなる。権力エリートたちは，

133）

」

社会的批判を受けると同時に，特捜部の逮捕，

こうして，4 月に『週刊朝日』が報道し，

起訴で，議席とともに権力も権威も失った。

れている大物である

10 月になって東京地検特捜部がＫＳＤの摘

政治権力追及型のケースを見てきたが，

発に乗り出し，その結果マスコミ全社がこの

｢調査報道｣ である以上，アジェンダ・設定

事件を取り上げる。普通は『週刊朝日』を各

して取材に入るわけだが，｢田中角栄研究｣

社が追随する方が先になるケースが多いのだ

も「リクルート事件」も「ＫＳＤ疑惑報道」

が，ＫＳＤの場合は，各社は『週刊朝日』の

も，政治権力の中の，政治エリート（元総理

記事のコピーを手にしながら水面下ですでに

大臣，40 人を超える政治家や官僚，マスコ

取材を続け，どのタイミングで報道するかを

ミ人，元労相で参議院議員会長）をターゲッ

窺っていた。そこには，特捜部が捜査してい

トにしている点が共通している。つまり報道

ることが，明らかだったからで，捜査と並行

の過程で政治家が出てくるのではなく，取材

する形で各社の報道が為された

134）

。

こうした捜査当局と協力関係にある取材
は，先の伊藤高史の論文の中でも次のように
言及されている。

の段階ですでに狙い定めている。「調査報道」
が，「主観報道」といえる所以である。
もう一つの共通事項は，政治エリートに対
する取材者側の姿勢，言ってみれば「距離感」
の問題である。取材先とは「接近しなければ

ジャーナリズムは国家権力の単純な批判

取材できないが，抱き合ってはいけない」と

者ではなく，ある面では『協力者』にな

よく言われるが，｢田中角栄研究｣ の場合は，

らざるを得ない。（中略）「国家権力」は

文藝春秋社が中堅出版社という環境で，政治

決して一枚岩ではない。報道機関が国家

家に忖度する必要がなく，しかも編集長に自

権力（たとえその一部であっても）と一

由な裁量が任されていたことが大きいように
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推察される。

摘発された事例はない。

「リクルート事件」では，政治家におもねら
ない新聞社の，しかも政治家と直接関係のな

行政権力対象の特別調査報道

い地方支局という点が，「自己規制」を振り

ａ『菅生事件報道』

払うことができた。
一方，
「ＫＳＤ疑惑報道」は，『週刊朝日』

もしマスコミ各社が「特別調査報道」，｢調
査報道｣ で警察権力の陰謀を暴かなければ，

が舞台のうえに，社会部出身の記者たちが取

冤罪のまま事件が闇に葬られていたのが菅生

材に回る，つまり政治家との距離が近すぎな

事件である。事件の概要は以下の通りだ。

い点が大きい。社の体質にもよるが，「政治

1952 年 6 月 2 日 午 前 0 時 30 分 ご ろ， 大

家ものともせず」という気概が両者に共通し

分県直入郡菅生村（現在竹田市菅生）で，巡

ていた。権力の介入，恫喝，懐柔をはねのけ

査駐在所が爆破された。地元で農地解放闘争

るジャーナリズム本来の姿があってこそ為し

を続けていていた後藤秀生（25 歳），坂本久

えた。逆に田中退陣後，立花が『文藝春秋』

夫（24 歳）ら共産党員 5 人が，爆発物取締

に「続・田中角栄研究｣ を書こうとしたもの

罰則違反や殺人未遂などの容疑で逮捕，起訴

の，また単行本で出版しようとしても，すで

された。後藤と坂本の 2 人は，事件の 3 か

に政治家から文藝春秋社の上層部に圧力が

月前，村にやってきて，共産党のシンパを装っ

かかっていて，出すことは叶わなかったと

た市木春秋に駐在所付近の中学校に呼び出さ

136）

いう

。

れ，その帰りに事件に遭遇した。市木春秋は
その後行方がわからないままだった。1 審で

｢田中角栄研究｣ や「リクルート事件」と「Ｋ

は後藤に懲役 10 年，坂本に 8 年，他の 2 人

ＳＤ疑惑報道」の大きな違いは，前者の 2 つ

に 3 年，少年に執行猶予のついた有罪判決が

が ｢特別調査報道｣ によって世論を喚起し，

言い渡された。

政権を倒した事例であり，後者は，特捜部を

判決直後，被告たちの「市木を捜してくれ」

巻き込んで「政治エリート」を摘発させたと

と訴える声を耳にした大分新聞，大分合同新

いう意味で国家権力の一部である捜査権力を

聞の 2 人の記者が，①被告の声をきっかけに

誘因した点である。しかし，ＫＳＤは報道と

｢調査報道｣ を始める。②市木とは誰か，誰

捜査がつかず離れずの関係であったのに対し

も知らない事実を追う。事件から 4 年半後，

て，
「リクルート事件」は報道の連鎖が，国

市木春秋が事件当時，③行政権力の一員，国

民の政治不信を巻き起こし，特捜検察が捜査

家地方警察大分県本部警備課巡査部長・戸高

せざるを得ない状態を作って行き，結局竹下

公徳であることを突き止める。

内閣の崩壊に繋がった。
いずれにせよ「特別調査報道」の大きな要
素は，
やはり
「権力を撃つ」姿勢を取材者（チー

1956 年 11 月 30 日朝刊で大分新聞が，自
社の責任で，その事実をスクープする。その
結果，大分合同新聞も夕刊で追随する。

ム）が，堅持し得るか否かである。ＫＳＤ報

12 月に入って共産党は記者会見を開いて

道以後，｢特別調査報道｣ によって政治家が

戸高の結婚写真を配布して各社にこれまでの
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経緯を訴える。その後，毎日新聞が，市木が

為」を見逃さないという自覚を堅持していた

現在も警察庁に勤務していることを写真入り

からこそ，為し得た権力追及報道だった。

でスクープし，ラジオ九州（現・ＲＫＢ毎日

｢調査報道｣ という認識がなかった頃の事件

放送）
，ラジオ東京（現・ＴＢＳ東京放送），

だが，この報道こそが，｢特別調査報道｣ の

ラジオ大分（現・ＯＢＳ大分放送）が次々と，

初源だと筆者は考える。

「消えた警察官」の録音構成番組を放送して，
大きな反響を呼び，国会でも取り上げられた。

ｂ『志布志県議選事件』

各社がしのぎを削る中，共同通信が独自に戸

行政権力，とりわけ菅生事件同様，警察権

高公徳を新宿で発見，単独会見を行なって全

力による犯罪は 50 年経っても平然と行なわ

国配信する。これによって福岡高裁の裁判は

れていた。2005 年 2 月 13 日に放送されたテ

一転する。戸高が証人に呼び出され，爆発物

レビ朝日の『ザ・スクープ』139）が，報じた

の投てき実験が東京大学と警察庁科学捜査研

志布志県議会議員選挙冤罪事件報道は，大き

究所の双方で行なわれ，室内爆破説が科学的

な衝撃を与えた。事件の概要は以下の通りで

に立証された。

ある。

その結果，爆破に関わったとされた後藤秀

2003 年 4 月に行なわれた鹿児島県議会議

生，坂本久夫両被告には，逆転無罪が言い渡

員選挙で，当選した中山信一議員が公職選挙

され，駐在所爆破事件が警察権力による陰謀

法違反容疑で逮捕され，それに連座するよう

と証明された。1960 年最高裁判所もこれを

に妻や地元の有権者 12 人が逮捕，起訴され

137）

認め，被告たちの無罪は確定した

。

た。捜査段階で 6 人が容疑を認めたが，公判

大分新聞の ｢特別調査報道｣ がなければ，

の中で全員が「警察官に脅されて自白させら

また各社の ｢混在型調査報道｣ がなければ，

れた」と主張した。また「ビール供与」の疑

この事件は冤罪のまま幕を閉じたかも知れな

いで取り調べられた男性が，取調官が書いた
「実父

い。
共同通信特捜班の一人原寿雄は，取材から
48 年経って次のように述べている。

こんな人間に育てた覚えはない」な

どの紙を踏まされ，自白を強要されていた実
態も明らかになった。裁判は公職選挙法違反
事件としては異例の 4 年近い歳月をかけて結

同僚と確認した第一は，権力の恐ろしさ

審し，2007 年 2 月に 12 人全員（1 人は公判

だった。
（中略）そのことを駆け出し記

中に死亡）が無罪となった。

者たちは驚かされた。欧米でウオッチ

事件は志布志警察署長と一部の捜査員によ

ドッグ（番犬）と呼ばれてきた権力の監

る全くのでっち上げで，事件そのものが存在

視役という仕事が，ジャーナリストに

しなかった。

とっていかに重要なことか，頭の芯まで
叩き込まれた

138）

。

この事件を最初に取り上げたテレビ朝日の
『ザ・スクープ』は，鳥越俊太郎，長野智子キャ
スターの番組として知られている。

ジャーナリストが「警察権力による犯罪行

これまでにも，北海道警裏金疑惑や桶川ス
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トーカー事件，さらには検察庁調査活動費不

取材姿勢，②公判中，あるいは係争中という

正使用事件などで，数々の ｢調査報道｣ をも

ことでの取材が消極的だった，③『冤罪は許

のにしてきた。今回は，
「取調室という“密室”

さない』というジャーナリストとしての意識

で～検証！違法捜査疑惑」（④警察権力を取

の希薄さ」141）を挙げている。

材対象）と題して志布志事件を正面から取り
上げた。

鹿児島のマスコミ各社も，裁判記事として
報道したものの，単発のニュースに留まって

長野キャスターが志布志の現地に入って，

いた。そうした中で，被告らの被害の実態と

関係者から数多くインタビューし，入院中や

あわせて，警察権力の不正を追ったのが，朝

退院直後でも行なった強引な取り調べや自白

日新聞鹿児島支局である。2005 年 4 月，鹿児

の強要，調書の捏造，脅迫……の様子（②独

島総局長となった梶山天は，公職選挙法違反

自取材）が事細かに放送（①報道しなければ

事件に 2 年以上も裁判が続いていることに疑

明らかにされなかった事実，③自社の責任で

問を持ち，まず『ザ・スクープ』のビデオを

報道）された。不当に逮捕された人のほとん

見て驚く。そこで志布志事件担当を決めて一

どが 70 歳前後の高齢者ばかりで，
「これが警

から調べ直した。
「混在型調査報道」のスター

察のやることか」と見ているものを慄然とさ

トである。当時を回顧してこう述べている。

せる。顔出しの証言，証言，証言で押しまく
るテレビドキュメンタリーのダイナミックさ，
「百聞は一見に如かず」の映像の優位性をいか
んなく発揮して，実態を浮き彫りにした。
この放送の前年，2004 年 11 月に日本弁護
士会が主催して，志布志事件についてのシン

鹿児島には，新聞やテレビ計 14 社があ
るんですが，これまでに「この捜査が
おかしい」と疑問視した報道はほとん
どありませんでした。それで総局一丸
となって動き出します142）。

ポジウムを開催した。しかしマスコミ各社が，
この問題を大きく取り上げることはなかっ

記者の志布志通い（片道 3 時間）が続き，

た。パネリストの一人，ノンフィクション作

関係者の取材を徹底する一方で，警察内部の

家の佐野眞一が「シンポジウムに参加したに

協力者を得て極秘資料や情報を入手する。

もかかわらず，その様子を一行も報じなかっ

2006 年 1 月 5 日の朝日新聞が一面トップ

た新聞記者たちは，この番組を一体どんな気

でスクープ記事を掲載する（他マスコミ追

140）

持ちでみたのだろうか

」と批判している。

随）。「架空供述迫り調書

公選法違反事件，

『ザ・スクープ』は，“権力をものともせず”

否認の男性に

が番組の基盤になっているようで，ＴＢＳの

山県議から 20 万円提供され，一部を仲間 8

『報道特集』と並んでテレビ・ジャーナリズ

人に配ったと架空の自白を強いられたという

ムとしては，異色の存在といえる。この番組

内容だった。以後朝日新聞は，要所で特ダネ

を見たＮＨＫ鹿児島放送局のデスク（当時）

を放つ一方，11 月 1 日からは，「その時，何

は，
「正直，やられた」と思ったと言い，そ

が―― 志布志の公選法違反事件」のタイトル

の反省点として「①捜査当局の情報に頼った

で鹿児島版に全 7 回の連載を始める。その当
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時の模様を，
「このころから，ほかの新聞や

る。いや志布志事件に止まらず，これまでに

テレビも徐々に志布志事件に関する県警の捜

も「特別調査報道」との関連で言えば，高知

143）

査についての報道を始めた

」と記してい

る。

新聞，北海道新聞，愛媛新聞が報じた「警察
裏金事件」，写真週刊誌『フォーカス』によ

報道の連鎖によって鹿児島の県会議員選挙

る「埼玉県警の桶川ストーカー事件」，時事

違反事件は，全国の耳目を集めただけではな

通信による「神奈川県警集団暴行事件」など

く，取り調べの全面可視化が注目されるよう

枚挙にいとまがない。それだけにジャーナリ

になった（視聴者が知る）。結局，裁判では

ズムに課されているウオッチドッグ＝「権力

全員無罪，取調官は有罪判決を受ける（報道

監視」の重要性は，いつの時代も変わらない。

の影響）
。
テレビ朝日の『ザ・スクープ』と朝日新聞

前出の伊藤高史は，次のように言及してい
る。

鹿児島支局の違いは，前者が被害にあった被
告たちの主張を全面的に受け止めながら，早

「国家権力の監視」は，ジャーナリズム

い段階で違法捜査疑惑を被害者サイドから暴

の最大の役割のひとつである。しかしな

露しているのに対して，後者は捜査関係者の

がら「監視」は必ずしも，「批判」には

内部告発を軸にしながら不正捜査の実態を解

つながらないし，報道機関や記者は国家

明している。

権力と，常に敵対的な関係を保たなけれ

すでに全国の視聴者が『ザ・スクープ』に

ばならないということにはならない144）。

よって鹿児島県警の“違法捜査疑惑”を知っ
ている以上，朝日新聞鹿児島支局の ｢調査報

確かに指摘の通りで，「ことあらば，書く」

道｣ は，
「特別調査報道」とは言わないが，

という姿勢を堅持しておくことが重要である

優れた ｢混在型調査報道｣ であることには間

と考える。

違いない。

ここで紹介した 5 つの「政治権力追及型特

あえて朝日新聞鹿児島支局の ｢調査報道｣

別調査報道｣ は，とかく取材対象と密接な関

を取り上げたのは，『ザ・スクープ』のよう

係になりがちなクラブ詰め記者が，なれ合い

にインパクトのある証言や映像を駆使して，

という“陥穽”に落ち込まないよう警鐘を鳴

視聴者に訴えるメディアと違って，7 か月余

らす意味でも，優れた｢特別調査報道｣である。

の取材を重ねて，事件の背景事情や詳細な違
法捜査の流れを押さえてから報道する，新聞

（2）組織権力追及型

ならではの ｢調査報道｣ が，極めて重要であ

次に「組織権力追及型特別調査報道｣ を見

ることを指摘しておきたかったからである。

ていく。前項で取り上げた「権力」には，政

さて 2 つの行政権力，しかも陰険悪辣な警

治権力の他にも「社会の諸領域でそれぞれの

察権力の実態を見てきたのは，菅生事件から

権力が存在している145）」ことがわかった。

50 年経っても，警察権力による組織ぐるみ

直接でなくても，
「企業権力」，
「経済権力」，
「学

の犯罪や犯罪的行為は後を絶たないためであ

会権力」に見られるような黙示的に影響力を
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行使できる「組織権力」も ｢特別調査報道｣

渋り逆手に攻勢

の対象である。

の大きな見出しで取り上げ，「日栄は極めて

「組織権力」を追及した例は，朝日新聞の「三

弱い立場にある中小企業経営者らに執拗な融

越ペルシャ秘宝展疑惑」や「東京医科歯科大

資勧誘を行い，いったん借り主が見つかると，

学事件」
「偽装請負」
，それに組織暴力団を取

破綻するまで暴利をむさぼり続ける」と報じ

材対象とした西日本新聞の「闇金融追及」な

ている。

どに見ることができる。

高利で契約トラブル続出」

こういった弁護士の声をはじめ，日栄や商

ここで取り上げるのは，法の不備，
「グレー

工ファンドなど商工ローン業者のあくどい手

ゾーン」を悪用した中小企業向け貸金業の実

口を次々と紹介しながら，同年 12 月 1 日ま

態を ｢特別調査報道｣ して，法改正にまで持ち

で「こちら特報部」や一般ニュース記事とし

込んだ東京新聞の「商工ローン」報道である。

て報道してきた。報道部長の迫田勝敏は，こ
う述べている。

ａ『商工ローン事件』
商工ローンとは，中小・零細企業を対象に

見渡せば，世の中，合法であっても不当

連帯保証人を条件に数十万円から 1,000 万円

なことが満ち溢れています。いくら合法

台まで手形貸し付けの形で融資を行なう貸金

でも不当なことは『不当だ』と大声で言

業者のことで，当時全国に 15 社前後あった。

うことが大事なのではないか，それで返

利息制限法では元本 100 万円以上の上限金

済 に 苦 し む 債 務 者， 保 証 人 た ち の 助

利を年 15％と定めているが，利息制限法に

け に少しでもなればいいと考え着きま

は罰則規定がない。ところが出資法だと年利

した146）。

40.004％を超えないかぎり刑罰を科せられな
い。この利息制限法と出資法のグレーゾーン

迫田の発想もリクルート報道の山本博の指

を悪用して高金利で貸し付けするのが，商工

摘と同じである。山本は自著『追及』の中で

ローンだ。この高金利に泣く中小零細業者の

こう述べている。

声に耳を貸したのが，東京新聞特報部記者の
城内康伸だった。
当初はグレーゾーン内の「合

ごく普通の国民が『おかしい』『なぜこ

法だが，不当」という点に着目した。実際裁

うなっているのだろう』と首をかしげ，

判になると商工ローン業者が勝訴するケース

困り果てる―― そういう原因が明らかに

が多い。借り主や保証人が契約書に署名・捺

権力の恣意的な不正行為，あるいは不純

印しているためだが，この点について，弁護

な行為により行われている147）。

士の「合法ながら不当，不当を違法に変える
のは世論」という声に，シリーズを立ち上げ
る決心をする。

城内がどうやって ｢特別調査報道｣ を打ち
出したかを 4 条件を元に列記してみる。

｢特別調査報道｣ の第 1 弾は，1999 年 5 月

①消費者金融業者との懇談で情報をキャッ

31 日朝刊「こちら特報部」の紙面で，「貸し

チ（発表ではなく独自に得た情報），②多重
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債務問題に取り組む弁護士や司法書士を取材

する。

（独自取材），③「こちら特報部」の 5 月 31
商工

日本に 70 万年以上前の前期旧石器文化

ローン』の断続的な連載記事（独自報道）④

が存在したことを証明したとして，世界

東京証券取引所一部と二部上場の大手消費者

的に注目を集めている宮城県築館町の

金融の脱法的高金利（経済権力追及），この

上高森遺跡で，第 6 次発掘調査中の 10

結果，各社追随し大きく取り上げられる。連

月 22 日早朝，調査団長である東北旧石

日のニュース報道で「目ん玉，腎臓を売って

器文化研究所の藤村新一副理事長（50）

カネ返せ！」の債権取り立てを国民の多くが

が一人で誰もいない現場で穴を掘り，漆

知る（悪徳商工ローンを国民が認識するよう

器を埋めているところを毎日新聞はビデ

になる）
，そして国民に注意を喚起しただけ

オ撮影し，確認した。

日から 12 月 1 日までの『不況に躍る

でなく，1999 年末の臨時国会で出資法，利
息制限法，及び貸金業規制法の改正法が成
立し，2000 年 6 月から施行された。特に年

一面トップと各面で写真をふんだんに使っ
て大展開している。

40.004％という上限金利が 29.2％に引き下

この時点で，藤村が認めた「旧石器発掘ね

げられ，これを超えると刑事罰を受けること

つ造」は，上記上高森遺跡と北海道新十津川

になった。このように国会で問題となり法改

町の総進不動坂遺跡の 2 か所だった。ところ

正に発展する（社会的影響）という展開を見

が，毎日新聞は，1 年近く後の 2001 年 9 月

せた。

29 日朝刊でも再度スクープを掲載する。

しかも東京新聞は，4 年後にも「公正証書」
を悪用した「新たな手法『商工ローン』問題
再燃」を掲載し，一過性の問題としていない。

「ねつ造二十数遺跡も

東北旧石器研

前副

理事長が告白」がそれだ。
結局 2003 年 5 月 24 日の日本考古学協会
総会では次のような報告が行われた。

ｂ「旧石器発掘ねつ造疑惑報道」
組織権力のうちの「経済権力」の事例を見

前副理事長が関与した旧石器遺跡は東・

てきたが，
アマチュアとはいえ「神の手」
「ゴッ

北日本を中心に九都道県百八十六か所

ド・ハンド」と呼ばれた人物，あわせて「学

で，うち百六十二か所でねつ造が確認さ

会の権威」あるいは「学会権力」を完膚無き

れました。三万年以前とされた前・中期旧

までに照射した ｢特別調査報道｣ が，毎日新

石器時代の遺跡が否定されたのです148）。

聞北海道支社の「旧石器ねつ造疑惑」報道で
ある。

この報道で，毎日新聞の取材チームは新聞

“事件”と呼べるほどの衝撃を社会に与え

協会賞（編集部門）や菊池寛賞，石橋湛山早

たのは，2000 年 11 月 5 日日曜日の毎日新聞

稲田ジャーナリズム大賞を受賞するのだが，

朝刊だった。おそらく歴史に残るスクープの

当時の報道部長真田和義の早稲田大学での講

ひとつであろう。そのリードの一部分を再録

演から ｢特別調査報道｣ として，この報道を
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見てみる。

て，
「経済権力」や「行政権力」の腐敗や怠

①根室通信部の記者が東京の友人から聞いた

慢，歪みが絡み合った複合的な権力によって

「発掘遺跡」の奇妙なうわさ話。

被害を被っている実態を世に知らしめること

「一人の研究者が，次々と記録を塗り替え

もジャーナリズムの重要な役割のひとつであ

る発見をするのは普通じゃない」（独自の
情報）

る。
マス・メディアの社会的機能について，政

②「
『旧石器発掘ねつ造』の舞台となった旧

治学者のラスウエルが指摘した 3 つの要素の

石器時代について，私はなんの知識もあり

内の 1 つに，「環境監視」がある。これにつ

ませんでした」と告白しているように，取

いて，武市英雄は，次のように提示している。

材チームの 8 人は，門外漢で，藤村新一す
ら知らない記者もいたという。また赤外線

環境への監視（査察）とは，社会が変化

式ビデオ・カメラを購入し，リモートコン

に対応して適応できるようにメディアが

トロールを習熟した。
（独自の取材）

われわれに早期に警告を発するという意

③アマチュアとはいえ，藤村新一は東北旧石

味である。監視，査察によって，われわ

器文化研究所副理事長として，1981 年に

れはどうしたらよいかという意志決定に

宮城県馬場壇Ａを発見し，「前期旧石器時

必要な知識を与えられる150）。

代論争」に終止符を打つ証明をした。
「東北大学名誉教授，こういう権威を持っ

複合権力追及型特別調査報道は，環境監視

た人たちが，一民間の研究者である前副理

をも含めた「調査報道」と言える。国や自治

事長の数々の発見，彼の『業績』に評価を

体，企業の過失や怠慢によって引き起こされ

与えてきた」
（取材対象は学会の権威者）

る公害や薬害，災害，事故，環境破壊などを

④毎日新聞がスクープしなければ，誰も知ら

メディアが ｢特別調査報道｣ によって明らか

なかった事実である。

にしていく。その典型的な事例が，毎日新聞

その結果，全社追随で，国民が知り，驚愕

の「薬害エイズ」報道である。

し，教科書の書き換え（社会的影響）が行な
ａ［薬害エイズ」報道

われた。
真田は，自戒を込めて，「学会，行政，そ

1988 年 2 月に毎日新聞が薬害エイズの「調

して私たちマスコミが，いかに前副理事長を

査報道」を開始してから 1996 年 3 月に薬害

賞賛してきたか，その責任は非常に重いと改

エイズ被害者たちと国とが和解するまでに 8

149）

めて痛感します

」と述べている。

年の歳月が流れている。その年，帝京大学前
副学長の安部英（学会権力）や厚生省（行政

（3）複合権力追及型

権力）の松村明仁保健医療局長，それに製薬

政治エリートや行政機関，あるいは企業

会社ミドリ十字（経済権力）代表取締役の松

や学会といった組織権力のように，それぞ

下廉蔵らが業務上過失致死容疑で逮捕・起訴

れが個別に権力や権威を振り回すのと違っ

され，ミドリ十字の 3 被告は実刑，松村も
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2008 年に最高裁で有罪が確定している（患

書いた伊藤高史は，毎日新聞の「薬害エイズ

者に非加熱製剤で治療し，死亡させたとされ

事件報道」についても論考している。伊藤は，

た安部は無罪になった）。

他の新聞や雑誌，ＮＨＫのドキュメンタリー

薬害エイズ事件は，1978 年頃から 80 年代
にかけて，血友病患者への治療に使われた米

「埋もれたエイズ報告」などを詳細に分析し
たうえで，こう指摘している。

国製の非加熱製剤にエイズウイルスが混入し
ていたことが原因で，多数の患者が感染した。

月刊誌「文藝春秋」での立花隆の田中角

その後 1983 年にはアメリカで加熱製剤が承

栄金脈の報道や「朝日新聞」のリクルー

認され，製薬会社ではすべての非加熱製剤が

ト報道と異なり，この「毎日新聞」の報

回収されていた。日本でも同じ時期に加熱製

道が，日本ジャーナリズムの歴史的金字

剤の開発が進んでいたにもかかわらず，業界

塔として言及されることは稀であるよう

大手のミドリ十字が治験に遅れていたためそ

に思える。その大きな要因は，「毎日新

れに歩調を合わせるかのように，承認が遅れ，

聞」の報道は，現実の社会を動かした

非加熱製剤が使われ続けた。その結果エイズ

ようには見えない点であろう151）。

感染者が拡大した。89 年に患者とその家族
が，
大阪，
東京で製薬会社と厚生省を相手取っ

果たしてそうであろうか。

て損害賠償請求の民事訴訟を起こし，1996

伊藤は，毎日新聞の報道が，権力者に対し

年 3 月国との和解が成立した。

てと同様に，他のメディアに対して与えた影

毎日新聞が一面トップで「血友病治療の加

響の乏しさを指摘している。伊藤は，「『報道

熱製剤」
「学会権威『治験』遅らす」「エイズ

→世論→権力者→社会』という単線的図式を

感染者増やした

疑ってかかる方がよかろう」として，「正当

患者ら追及」「“後発会社”

に配慮」
「先行組を待たせ，一括認可」の見

性モデル」を提示している。

出しで事態の重大さを訴えたのは，1988 年
2 月 5 日のことだ。以後 5 月 25 日まで徹底

「 正 当 性 モ デ ル 」 の 基 本 的 な 考 え は，

した｢調査報道｣が続く。その 5 月 25 日の「記

ジャーナリズムと権力の関係は，世論を

者の目」
で，
取材に当たった 2 人の記者が，
「日

経由するといった間接的なものではな

本型エイズが薬害であり，血友病患者のエイ

く，もっと直接的なものであり，しかも

ズ禍隠しが薬害隠しであることは明らかだろ

ジャーナリズムと権力者は常に相互作用

う」と厚生省を批判している。

を及ぼし合いながら，ときにはジャーナ

2 人の記者のひとり，村山治（毎日新聞→

リズムが「力関係」で権力者に対して優

現・朝日新聞編集委員）と，この「薬害エイ

位に立ち，主導権を握って社会を動かす

ズ報道」について話し合ったことがある。双

ということである152）。

方の認識は，
「各社が後追いするのに 8 年も
かかっている。孤独な調査報道だ」という点

つまり，「正当性モデル」に合致するよう

だ。前出の「ウォーターゲート事件再考」を

な動きがなかったことから毎日新聞の ｢調査
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報道｣ は，
「権力者を動かすにあたり限定的

た156）」と語る。

な力しか持ちえなかった153）」と論じている。

新たな ｢調査報道｣ を目指すにせよ，や

しかし伊藤論考の最終段で，「薬害エイズ

はり先鞭をつけた毎日の記事は見逃せない。

事件は，やがて少しずつジャーナリズムの関

ジャーナリストにとって，期限を一応なりと

心 を 集 め は じ め， 一 九 九 五 年 の 後 半 か ら

も設けるなら，捜査本部が解散して事件が終

一九九六年の和解前後にかけて，各報道機関

焉を迎えるまでとか，薬害エイズ事件の場合

154）

は途中で和解が成立したが，最高裁で判断が

が一斉にこの問題を報じるようになった

」

と述べているように，毎日新聞の「調査報道」

出るまでであろう。

に 8 年遅れて各社は追随するようになる。つ

実は「特別調査報道」の定義に P268 で提

まり伊藤が「正当性モデル」が及ぶ時期（期

示した⑤⑥⑦の条件を含めるかどうかを考

間）をどこで線引きするかの違いなのではな

察した。その結果，他社の追随や社会的影

いか。

響を含むと，その効果や影響のタイムスパ

伊藤がいみじくも「他のマスコミが『毎日

ンを検討しなくてはならず，
「特別調査報道」

新聞』が指摘した事柄を全く無視して取材す

の意義が失われるおそれがあると考え，除

らしなかったことは考えられない」と指摘す

外した。

る通りである。筆者は司法記者クラブに 17
年間在籍していた際，「毎日新聞」のスクー

ｂ『ワーキング・プア』

プも，その後の報道も長くスクラップしてき

世の中の人々が認識している事態でも，
「特

た。この関連のスクラップ帳が不要になった

別調査報道｣ はあり得るのだろうか。ここで

のは，2001 年であり，各社の記者もおおむ

取り上げるのは，「ワーキング・プア～働い

ね同様と推察される。つまり「毎日新聞」の

ても働いても豊かになれない～」（2006 年 7

｢調査報道｣ は，
（医）学会権力や行政権力，

月 23 日放送）である。その後も第 3 弾まで

経済権力そしてマスコミ各社にとってずっと

放送され，社会に大きな影響を与え，「ワー

つか

胃の腑に閊えた大きな塊のような「懸案事項」

キング・プア」の用語は，流行語にさえなっ

だった。だからこそ，マスコミ各社は，追い

た。「ワーキング・プア」とは，元々アメリ

かけるタイミングや逆に特ダネで一矢報いる

カで使われていた用語であるが，番組では，

チャンスを狙っていたが叶わず，結局「毎日

「働いているのに生活保護水準以下という人

新聞」が指摘してきた記事の数々を追認せざ

を指す言葉として使われていて，全国で 400

るを得なかった。

万世帯とも，それ以上とも言われている157）」

テレビ・ドキュメンタリストは，違う意味
で「毎日新聞」の記事の存在が大きかったこ
とを認めている。
「埋もれたエイズ報告」

155）

と定義している。
番組では，3 年間で 7 つの工場を転々とす
る「フリーター漂流」を履歴書が物語るホー

を作った桜井均は，
「当然毎日新聞の記事を

ムレスの 34 歳の男性や 1 回の食費を 100 円

意識した。追いかけるというより，毎日新

から 200 円に切りつめて生活している秋田

聞と違う視点で薬害エイズを捉えようとし

県角館市の 74 歳の仕立て屋の男性，観光地
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で午前 5 時から深夜 0 時まで漬け物を作っ

企画などで同様の報道を続け，格差社会の実

て売っても赤字は増えるばかりの夫婦などの

態を徹底的に掘り起こしてきた。2007 年の

生活を克明に追いかけている。

参議院選挙での与野党逆転，2009 年の政権

事実を以て語らせるドキュメンタリーの醍

交代の背景には，こうした格差に対する批判

醐味が遺憾なく発揮され，見終わった者を茫

があると筆者は考える。

然自失にさせるインパクトがあった。

「格差社会」については，すでに山田昌弘の

フリーター漂流の青年のパートでは，終身

著書『希望格差社会』などで，広く知られる

雇用制や正社員制度が解体されて，「強者の

ようになっていたが，「日本を蝕む病」とい

論理」がまかり通る，資本主義の負の部分が

う視点で「ワーキング・プア」を世に知らし

提示されている。年間収入 25 万円足らずの

めたのはこの番組が最初である159）。（自社が

仕立て屋は，生活保護を受けるためには，入

報道しなければ，世の中の人が知らなかった

院中の妻のためにとってある 100 万円の貯

①独自のテーマ），②独自の調査，取材で，

金を取り崩さなければならない理不尽な制度

③ＮＨＫの責任で報道し，④複合権力の問題

の矛盾を突く。米の価格暴落で収入が望めな

点を突いた。これを各社が追随して記事化，

い夫婦，都会と地方の歴然とした格差，教育

書籍化し，国民の多くが実態を認識するよう

を受けられるかどうかでその後の人生が全く

になる。政権与党の無策，格差を広げてきた

変わってしまうという，いまの日本が抱える

政策に批判票が集中し，その後の投票行動に

病理をことごとく露呈している。

影響を与えたと推察される ｢特別調査報道｣

朝日新聞で『偽装請負』の「調査報道」を

であった。

指揮した市川誠一は，この番組について次の
ように言及している。

｢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｣ の事例を見ながら，

一生懸命働いても生活保護世帯以下の収

その影響を検討してみた。いずれも共通して

入しか得られない状況を活写した衝撃的

いるのは，さまざまな「権力」に対して怯む

な番組でした。ワーキングプアは，多く

ことなく，積極的に報道していることだ。取

の視聴者の反響を呼び，世の中の人たち

材の過程では，恫喝や訴訟も受けて立たざる

を目覚めさせるきっかけをつくりまし

を得なかった事態も散見されるが，自らの責

た。私自身，強いショックを受けました。

任で，どこを追及されても耐えるだけの正確

同時に「よし，ＮＨＫに負けないぞ」と

な取材の積み重ねがあった。

158）

張り切りました

。

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し，ジャーナリ

この番組は，環境監視型とも相通じる警鐘

ズムの機能のすべてがそうだとも思っていな

木鐸型の ｢特別調査報道｣ である。行政権力

い。日常の中で起きているさまざまな事象を，

や経済権力の怠慢や横暴，政治の無策を批判

発表によらず自己（社）の力で，取材し，自

した。各社も「ワーキング・プア」の連載や

社の責任において為される ｢調査報道｣ 全般
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こそが，ジャーナリズムの活性化に繋がると
いう視点に立てば，｢調査報道｣ も「混在型
調査報道」も，そして ｢特別調査報道｣ も同
じである。

まった」161）という。
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。
し か し 朝 日 新 聞 社 長 の 秋 山 耿 太 郎 は，

「発表報道」を軸にした「調査報道」，また「調

2008 年の新聞大会のパネルディスカッショ

査報道」
「特別調査報道」を展開することで，

ンで，新聞が他メディアと比べて有利だと感

自立した報道がジャーナリズムに求められて

じられる領域は取材力だと指摘したうえで，

いる。

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

おわりに

ではないか。調査報道は，金も，労力・

新聞，テレビ，出版の不況が深刻さを増し

人手もかかるわけですが，読み応えのあ

ている。新聞協会の経理委員会委員長になっ

る記事は，やはり新聞でなければ取材で

た毎日新聞常務の高梨一夫は，その窮状をこ

きない。ここで勝負していこうと思って

う述べている。

います162）。

二〇〇七年度の新聞協会加盟の新聞社

いまや新聞だけではない，テレビ，ラジ

四十一社の営業利益は，29.6％の大幅減

オ，雑誌といった報道メディアは，独自性で

となった。
『例えば記者なら記事を書い

活路を見出す以外に生き残りの道はない。そ

たらそれでいいということはない』
。全部

ういう意味でも「調査報道」を支える根源は，

160）

門を通じた危機意識の共有が重要だ

。

ジャーナリストの問題意識であり，一人一人
がこうした認識に立つことが，ジャーナリズ

この記事の直後に出た『週刊ダイヤモンド』

ムを活性化させるだけでなく，その存在意義

は，
「新聞・テレビ複合不況」（2008 年 12 月

を提示できる報道スタイルであると筆者は考

6 日号）
，
『週刊東洋経済』も「テレビ・新聞

える。

陥落！」
（2009 年 1 月 31 日号）と特集を組
んでいる。その後も，『ＳＡＰＩＯ』が，「テ

今後は，過去 35 年にわたっての「検証報道」

レビ『報道番組』は絶滅寸前」（2009 年 5 月

「追跡報道」「キャンペーン報道」等の事例研

13 日号）
，
『ＮＥＷＳＷＥＥＫ』が「新聞・

究を通して，新聞報道だけでなく，テレビ報

テレビ絶滅危機」
（2009 年 9 月 16 日号）と，

道番組やドキュメンタリーにおける「調査報

センセーショナルな特集があとをたたない。

道」との関連についても考察していきたい。

一方，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
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（おまた

いっぺい）

「発表報道」と「調査報道」

＊第 2 章第 1 項「新聞紙面分析」のデータ抽出や
分類，図表作成では，中央大学文学部社会学科 4
年の成田太昭君の協力を得た。
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