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の行為なのだが，「調査報道」が意味を持って
語られるのには理

わ け

由がある。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
リカでは「調査報道」が盛んに取り上げられ
た。ちょうど「ベトナム秘密報告」のすっぱ抜き
や「ウォーターゲート事件」といった歴史に残る

「調査報道」が紙面を埋めていた時期だった。
1976年ボストンで開かれた「調査報道」のパ

ネルディスカッションには，600人の学生が集ま
り，パネリストの一人が「調査報道」をやってみ
たい人と問いかけると，300人以上がやってみ
たいと手を上げている2）。

しかし，80年代以降，アメリカではまずテレ
ビを中心に「調査報道」に取り組む余裕がなく
なった。「報道番組で赤字が出ても気にしてい
なかった経営者が，今は，視聴率の上下に一
喜一憂する。より関心を集める話題に目が行く」
ためだという。こうした現象は活字メディアにも
及び，「活字メディアは，テレビと同じように記
事を圧縮するようになった」。3）

さらに90年代に入ると，アメリカの「調査報
道」は一気に下降線をたどり始める。1991年アメ
リカ中西部の『インディアナポリス・スター』が，「調
査報道」でピュリツァー賞を受賞した2か月後に，

「調査報道班」を解散させた。1989年8月に株
式上場して，経営の効率化を図った結果だった。

問題の所在

2008年10月に上映された『ボーダー・タウン
～報道されない殺人事件』は，メキシコとアメ
リカの国境地帯シウダ・ファレスで起きている女
性殺害事件をテーマに，シカゴの女性記者が
真相を追っていく実話を素にした映画だ。事件
の背景には，外国企業を誘致するための優遇
措置と安価な労賃金でも収入を必要とする女子
工員たちの存在がある。この地で，1993年から
2008年までにすでに5,000人の女子工員たちが
殺害されているというのだが，報道されること
はなかった。企業，米国上院議員たちの圧力
によって報道が封印されているためだ。犯人を
突き止め，そのバックに巨大企業の存在を暴露
する記事を掲載しようとした記者に対して，上司
がこう言って記事を没にする場面が衝撃的だ。
「調査報道の時代じゃない。タイプライターと

同じようにニュースは死んだんだ」

「調査報道」は，一言で言えば，発表に頼ら
ぬ自前の報道，つまり自社で調べて，自社の責
任で報道する記事やニュースのことである。同
志社大学教授の山口功二が「ジャーナリズムに
おいて適正な調査をしたうえで情報提供するこ
とは基本的な条件の1つである」1）と指摘するよ
うに，取材の際に調査し，報道するのは当然
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「金食い虫の調査報道班は解散，取材費は
大幅カット，かつては外国に記者を特派してい
た新聞が，インディアナポリスの街の外にさえ，
記者を出すことを渋りだした」4）

その後，2000年代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ス
トラが進んでいる。

こうした「調査報道」に危機感を寄せるアメリ
カのジャーナリズムの現状を報告した記事が掲
載された。
「過去3年間に編集局の人員を減らした社は

59％。10万部以上の発行部数を持つ新聞社で
は85％にのぼっており，LA（ロサンゼルス・タ
イムズ）はその代表例だ」5）

危機の予測通り，LAやシカゴ・トリビューン
を抱えるトリビューンは，2008年末1兆 2,000
億円の負債を抱えて倒産した。「調査報道」を
止めて，地域情報にシフトしてもこの結果であ
る。確かに2007年にワシントン・ポストが獲得
したピュリツァー賞は，6件もあったにもかかわ
らず収益が伸びなかった。しかし大部数を持
つ新聞社の半数が，この3年間に「調査報道」
の記者を逆に増やしているという。
「調査報道と権力監視はどんな時代になって

も，われわれの中核の仕事だ」というのが多く
の編集幹部の声だ6）。

それを裏付けるような記事が1週間後の同じ
コラムに掲載されている。新聞社が構造不況に
あえぐなか，篤志家や読者からの寄付で「調査
報道」の担い手としての記者を雇う非営利組織
がアメリカで出てきたというのだ。中には3年間
で30億円も寄付する資産家夫婦もいるという。
インターネットのウエブサイトを利用しているのが
特徴だ。カリフォルニアの「サンディエゴの声」編
集者アンドリュー・ドノヒューはこう語っている。

「新聞社が縮小し始め，調査報道が減る中，
ジャーナリズムが公の仕事であることにオペラ
やホームレスにお金を寄付してきた人たちが気
づき始めた」7）

ただこの記事が掲載されて以降の金融危機，
大不況の嵐のなかで，寄付行為が果たして維
持できているのだろうかとの心配もある。

では，日本の「調査報道」はどのようになっ
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。

2008年10月15日の毎日新聞は，見開き2ペー
ジを使った「新聞週間特集」で，新聞協会賞を
受賞した自社のアスベスト（石綿）報道とともに，

「公害・薬害と調査報道」を大きく取り上げてい
る。マルチメディア商法に絡んだ民主党国会議
員に対する朝日新聞の「調査報道」の結果，議
員の次期衆議院選挙出馬断念が伝えられるな
ど，「調査報道」は時折紙面を飾っている。

その一方で，「調査報道」に力を入れてきた
月刊『現代』が休刊になった。その最後の号に
元朝日新聞記者・辰濃哲郎が「調査報道が成
功するための条件」8）として，何より大切なこと
は，「何週間もの間，裏付けのために地道な作
業を続けている記者たちを，待ってくれている
組織が必要だ」と訴えている。『現代』が消え，
フリーランスのジャーナリストたちが行き場を
失っている現実も見逃せない。

前出の山口は，「調査報道は，紙面スペース
や読者の利用形態といった側面で，雑誌メディ
アに最も適合したジャーナリズム形式」9）と捉え
ているのだが，活字離れが活字メディアを直撃
している。インターネット時代を迎え，情報が
氾濫する中，新聞読まない，放送見ない，雑
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誌買わない世代が急速に増えている。若者たち
の多くが，インターネット配信のニュースで事足
りるとしているからだ。かつて新聞は一家に1
紙か2紙だった。いまやインターネットで地方紙
を含めて何紙も，しかも朝刊，夕刊の配達を
待たずに読むことができる。しかし，インター
ネット時代になればなるほど，新聞，テレビ各
社の存在価値を際立たせるものとして「調査報
道」があるのではないだろうか。いまこそ，「調
査報道」とは何かを考える時期に来ている。

本稿の構成について，概略を述べておきた
い。本号では「調査報道」とは何かを中心に，

「発表報道」と「調査報道」の比較を示した上
で，「調査報道」に関する論議の変遷を1970年
代，80年代，90年代そして2000年代と年代
ごとに見ていきながら，ジャーナリストやジャー
ナリズム研究者たちがどう「調査報道」を捉え
てきたかを考察する。

第3章では，「調査報道」には，広義と狭義が
あり，その狭義の「調査報道」を「特別調査報
道」と名づけると共に，いくつかの形態に分類で
きるのではないかという仮説を提示し，検討す
る。第4章では，自己（自社）満足ではなく，社
会に何らかの影響を与えてこそ本来の「調査報
道」であるのではないかを論じる。第5章では，

「調査報道」を阻む壁と「調査報道」がもたらす
デメリットについて考察する。第6章では，「調
査報道」が，記者やメディア，社会に与える影響，
さらに「調査報道」の現状を論じる。第7章では，
第3章で分類したパターンに従って，日本におけ
る「調査報道」の具体的な記事やテレビ番組（一
部ラジオ番組）の事例をあげながら，取材当事
者と「体験的調査報道」を考察する。

さて，「調査報道の社会史」と，あえて「社会

史」と付けたのは，「調査報道」がさまざまな形
で，政界，官界，財界，法曹界，学界…と社会
全体に大きな影響を与えたと捉えるからである。

本稿は，数多のジャーナリストが思い描いて
いる「調査報道」観に言及しながら，ジャーナ
リズムを担う者たちが，今世紀を生き延びる手
だてとして「調査報道」が欠かせないものであ
ることを明らかにしていきたい。

ただ紙面の都合で本号では，第2章までを
掲載し，第3章以降は分載する。

第 1 章 「調査報道」とは何か

（1）記者によって異なる「調査報道」
～NHK内部アンケートを例に～

2007年9月にNHK記者・カメラマン1,123人
を対象に行ったアンケート調査「取材現場で何
が起きているのか」10）の中の「調査報道」に関
する質問では，「調査報道をやっているか」の問
いに対して，記者の89％（やっている34％＋や
りたいがやっていない55％）が「調査報道」に
意欲的であることがわかった。

自由記述欄へ記述回答した人は，記者がほ
とんどで，その内容を以下に見てみる。
　「熊に襲われた死亡事故で，所持品の分析
から何が熊に襲われるか独自に調べて放送し
た」（北海道・20 代），「病院再編の影響で困ってい
る人が急増している実態」（東北・20 代），「医師
不足問題」（首都圏・30 代），「北海道大規模倒木
被害実態調査」（東京・20 代），「病院内で看護師
が患者に暴力をふるっていた実態の調査とイン
タビュー」（東京・30 代），「医大病院で長年に亘っ
て入院患者に抗生物質が効かない多剤耐性緑
膿菌による病院感染」（東京・30 代），「空港建設
に伴う海洋生物や環境への影響調査，インタ
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ビュー」（東京・30 代），「闇サイトに巻き込まれた
若者の実態調査」（東京・40 代），「耐震偽装事件
で強制捜査にはいるまでの 2 か月間の調査報
道」（東京・40 代），「介護施設で入居者がカギを
閉められる実態ルポ」（東京・30 代），「災害対策
について自治体にアンケート調査を行って不備
や課題を報道」（東京・30 代），「役所のシステムト
ラブルへの対応について」（中部・30 代），「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。
これらはいずれも公的機関や企業などの発表
を受けて書かれた記事ではなく，記者（チーム
も含む）が，独自に調査し，NHKの責任で放
送した「調査報道」である。

筆者は，「調査報道」こそが報道，報道機関
を活性化させ，国民の知る権利に応える重要
な要素であると考えている。

ところが，この「調査報道」の捉え方が各記
者それぞれによって異なることが，アンケートの
結果を見ても明らかだ。
「アンケート調査の結果報道」や「詐欺事件

の実態報道」「歴史的事実への証言報道」と記
者一人ひとりの「調査報道」がある。
「こういうものは調査報道といえるのか？」とい

う反応は取材現場から少なからずあったし，「独
自ダネ（ちょっとした独自取材）程度では」との
指摘も受けた。しかし上記のように筆者は，こ
れらすべてを「調査報道」と捉えている。しかし，

「調査報道」については，さまざまな見解や議論
があって，これまで多くのジャーナリストや研究
者が「『調査報道』とは何か」を論じている。

（2）「発表報道」と「調査報道」
日本の新聞（含む通信社），テレビ，ラジオ，

雑誌などさまざまなメディアは，政治，経済，
社会，国際，文化，科学，スポーツ，生活情
報それに芸能など多岐に亘る分野を取材し，
報道している。この報道は，「発表報道」と「独
自報道」に二分できる。
「発表報道」は，公的機関や企業広報などが

情報を発表したものを受けて，報道する。
「独自報道」は，発表によらず，自分の足を使っ

て聞き出したり，出させたデータなどをもとに報
道していく。この中には，「調査報道」をはじめ，

「検証報道」や「提言報道」，「論評・解説報道」，
「選挙報道」それに「世論調査報道」といったも
のも含まれる。「発表報道」の対極にあるのが，

「調査報道」だ。ただ安易に「発表報道」＝「客
観報道」，「調査報道」＝「主観報道」と捉える
のは早計過ぎる。「客観報道」は，先入観も偏見
も歪曲も作為もなく，主観を交えず，事実を忠実
に報じることを指すのに対して，「主観報道」と
なると，予断や独断，思惑につながりやすいよう
な負のイメージがある。確かに「調査報道」は，
不正を暴くという意志を伴って，ある種の予測や
判断，決意を持って取材をスタートさせる。だが
報道する時点では，冷静な客観性を保つことに
よって，報道後のクレームにも反論できるので，

「調査報道」こそ「主観報道」の「負」の部分を
そぎ落とした客観性が重要になる。

逆に発表ものを記事（ニュース）として取り上
げるか否か，またどう切り取るかは，ときには
主観を伴ったニュース判断をすることがある。

まずは，「調査報道」の対極と考える「発表
報道」について考察する。
「発表報道」は，「記者クラブ」を通じて公に

する場合が非常に多い。報道機関はこれをもと
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にさらに取材して（記者によってはしない場合
があるので，「発表報道」の弊害として指摘さ
れる），記事に仕上げ，それをデスクが判断し
た上で報道している。最近はインターネットを通
じて，「公式ホームページ」に発表内容を掲載し
ているケースも増えたが，マスコミが記事にす
るのは，「報道発表」11）をもとにしたものだ。
「発表報道」のもととなる「報道発表」は，警

視庁を例に取ると，1989年（平成元年）の年間
発表件数は3,330件で，2007年は2,752件とほ
ぼ3,000件前後で推移している12）。

他の官庁の発表件数を見ても，環境省では，
1997年の621件が一昨年は1,328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。このほか，
国土交通省では2002年の912件が2007年は
1,817件，2008年も9月の時点で，すでに前年
を上回る1,830件を数える。気象庁だけでも
2007年は283件の発表を行っている13）。
「報道発表」は，省庁の違いで多寡があるも

ののテレビや新聞の報道は，こうした発表が多
くを占めている。「発表報道」は，ニュースソー
スが同じであり内容が同一であるから，よほど
視点を変えたり，さらなる奥深い追加取材を重
ねたりしなければ，おおむね各社同じか似通っ
た内容にならざるを得ず，「特色がない」「画一化
されたニュース」などとの批判を招きやすい。し
かも，発表は広報担当者，警察の場合は副署
長などに限られ，情報管理が徹底されている。

報道のイニシアチブが発表側にある以上，
「発表報道」にばかり慣らされていると「情報操
作」に気づかずに，安易に情報を垂れ流してし
まう危険がある。そしてジャーナリズムが持つ
批判の眼が失われ，広報機関に成り下がってし
まうばかりか，ミスリードされる虞もある。

元共同通信社の原寿雄は，「軍国少年から
ジャーナリストへ」の講演14）の中で，「 発 表
ジャーナリズム」についてこう語っている。
「自分で（言葉を）作っておきながら，言うのもヘ

ンですが，発表されないものを書くのがジャーナリ
ズムの仕事ですから，発表されたものを書くジャー
ナリズムというのは，ちょっとヘンかなとの思いはあ
ります。しかし発表ジャーナリズムの怖いのは，戦
前の大本営発表を何の批判もなしに，垂れ流した
ように，国民を戦争に駆り立てた。そういう意味
では，新聞記者たちはB・C級戦犯に該当します」

その上で，日本のマスコミは，自らの戦争責
任を明確に自己批判してこなかったため，今で
も当局が流す発表を吟味，峻別せずそのまま
報じる傾向があるとも指摘した。

確かに戦後も当局の発表で誤った報道をして
きた事例は枚挙にいとまがない。

現場の記者たちに「発表報道」について考え
させる提言で有名なのが，「ある事件記事の間
違い」15）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　銀行課長　水も与えず十
日」16）の記事を，同じ朝日新聞の疋田桂一郎が
再取材して報告したものだ。きっかけは，拒食
症の娘を餓死させた父親が，1審の有罪判決直
後に自殺したことだが，調べ直してみると記事
が正確でなかったことが判明，警察発表に頼り
きる風潮を戒めた内容となっている。

疋田は，次のような提言をしている。
（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
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察ではこう見ている」「以上がＸＸ警察
署調べ室の判断である」などという表現
をもっとたくさん繰り返して使う。

（ニ）足りない材料で無理に話の筋を通そうと
しない。

（ホ）もっと続報を書こう。
（へ）警察の広報となれあいで話を面白くする

のはやめよう。
と述べた上で，

「警察情報とは明らかに区別した形で，記
者の裏付け取材とか記者が持った疑問点とか
を示していく。『警察の調べによると』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」

と指摘している。
疋田の提言のうち，「警察情報…示していく」の

部分について，上前淳一郎は，「客観報道主義か
らの脱却のすすめといっていいだろう」と解説して
いる。さらに上前は，「記者の主観を打ち出す主
観報道主義にかえるべきだ」と主張している。

このレポートや上前の雑誌記事を契機に「発表
報道」をマスコミ各社が見直したかといえば，大
きな改善があったとは言えない。というのも，疋田
レポートから3年経って書かれた，前出原の「情
報操作─発表ジャーナリズム時代への抵抗」17）

と題した論文を読んでも明らかである。この中で
原は，「“発表ジャーナリズム”は，“操作される
ジャーナリズム”の危険性を強く秘めている」と指
摘し，キャンペーン報道の中には，当局の「世論
工作を感じざるを得ない」ケースも含まれていると
注意を喚起した上で，こう述べている。

「記事は事実報道として間違いではないとし
ても，それへの批判や疑問の声をも同時に報
じないと危険な世論醸成に成ってしまわない
だろうか。何らかの意図を持たない発表はな

い。とすれば発表それ自体が情報操作の基
本型なのである」
原は，「発表がふえることそれ自体は決して悪

いことではない」と断った上で，発表のタイミング
とテーマと観点を発表側の意図にそって行わせ
るのではなく，報道する側がイニシアチブを握っ
て発表させることが必要だと注意をうながしてい
る。さらに「PR発表ではなしにバッド・ニュース，
当局の嫌がるもの，隠したがるものこそ発表させ
てゆくという姿勢」が大切だとも述べている。

つまりアジェンダ・セッティング（議題設定）
の主導権を報道する側が握れるか否か，と言う
ことである。

現場の記者にしてみれば，報道する必要の
ある「発表もの」も非常に多く，一概に駄目だ
と言われれば困惑する。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
のを避けるよう配慮する，つまりは問題意識を
持つかどうかである。

こうした「発表報道」の対極にあるのが，「調
査報道」である。

第 2 章 「調査報道」はどう語られてきたか
　

（1）方法
「調査報道」に関して，国会図書館所蔵の雑

誌をインターネット検索して見ると1948年以降（実
際の初出は1967年）81件ヒットする。この中には，

「World Voice 世界の異見　北京オリンピック前
に握りつぶされた『南方週末』の調査報道」（『週
刊ダイヤモンド』2008年10月25日）といった，記
事自体が「調査報道」であるものも含まれている。
それらを除いて，「調査報道」そのものを論じた
雑誌記事は，55件にのぼり，そのうち日本新聞
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協会が発行している『新聞研究』が30件を占め
ている。これらは，表題に「調査報道」を冠して
いるものばかりで，ジャーナリズム関係の雑誌や
論文を一つ一つの読んでいくと，「ジャーナリズム
のあり方」や「報道の姿勢」を説いた中に，小見
出しやキーワードとして「調査報道」が出てくる。

上記の55件を中心にその他の総合，学術雑
誌から検討を試みた。このほかジャーナリズムを
論じた書籍では，章を立てて「調査報道」を論じ
ているものは，意外に少なく「調査報道」につい
て小見出しで取り上げているものも対象にした。

（2）1970 年代～意識化される「調査報道」
1970年代は，光化学スモッグ，ヘドロ公害，

カドミウム汚染米，六価クロムなど廃棄物の
不法投棄，基地騒音被害など多種多様な公害
が全国規模で拡大していった。また水俣病で

「チッソ」幹部が刑事訴追されるなどいわば高
度経済成長のつけがさまざまな形で露見した。
その一方で，列島改造ブームにのって，長者番
付の上位を土地成金が占め，買い占め，物不
足，狂乱物価とあいまって，金権腐敗政治が
厳しく問われた時代でもあった。

ハイジャック事件や企業爆破，内ゲバの激化
などこれまでの大衆運動とは乖離した反体制運
動もこの時代の特徴であった。国外ではベトナ
ム戦争での米軍による北爆，民族解放戦線の反
撃，北ベトナム側の勝利，そして終結と，米国に
よる長期のインドシナ支配が終焉を迎えた。
「調査報道」はこうした社会情況の中から必然

として生まれてきた用語である。しかし日本で取
材・報道スタイルとして確立するまでには，まだ
混沌とした状態が続く。

ただロッキード事件やダグラス・グラマン事
件など捜査当局に先行する形で，各社独自の

取材を展開するようになり，次第に「調査報道」
を意識化するようになった。
「調査報道」に言及している論文を『新聞研

究』に見ていくと，最初に出てくるのが，「神戸
新聞社の『専門調査報道室』」18）である。神戸
新聞に「専門調査報道室」が創設されたのは，
1964年（昭和39年）3月というから，アメリカ
の新聞で1967年に初めて調査報道班（インベ
スティゲィティブチーム）を創ったタイムズミラー
社の『ニューズディ』より3年早いことになる19）。

編集各部から6人が選ばれ，論説委員室に同
居の机を持っていたという。挨拶状にこうある。

「専門分野で独自の調査を行ない，従来以
上に深い学問的研究と実践によってペン活動
をする専門記者（インベスティガトリー・レポー
ター）を養成，（中略）読者の知的要求にこた
える記事や写真を提供することを最大の目的
とする」
ただし，神戸新聞で言うところの「調査報道

記者」は，「足で書く専門記者」と位置づけられ
ていることから，現在新聞各社にある「編集委
員」と似ている。のちに名称が「編集委員会」
に変更されている。

その一方，1977年3月に「調査報道」を目的
としたチームを発足させたのが，毎日新聞大阪
本社である。「編集局遊軍」と名称に「調査報
道」の文字はないが，デスク1人，編集委員2
人，社会部員7人の10人から構成され，「脱記
者クラブ」を掲げ，「調査報道」を展開する。初
代キャップの佐倉達三によると

「この取材グループは，結成の経緯からして
調査報道が義務づけられていた。はっきりい
えば，調査報道のためのグループだった」20）

佐倉は，「調査報道」の成果を列挙している。
▼放射線違法照射事件▼治験用インターフェ
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ロンを法外な値段でがん患者に投与した事件，
▼医師国家試験問題漏えい疑惑，など7件に加
えて1982年9月6日のミドリ十字胎盤買い占め
事件報道以降の「ミドリ十字」調査報道がある。

「調査報道」の文字が最初に新聞紙面に現れ
たのは，「国防総省秘密文書」（ベトナム秘密報
告）を「ニューヨーク・タイムズ」が連載し始めた
直後の1971年6月16日朝日新聞夕刊の記事だと
思われる。

「ニューヨーク・タイムズはベトナム報道のベ
テラン，ニール・シーハン記者の『調査的報道
活動によって』この極秘文書を三カ月前に入手
した」21）

この記事を書いた田中豊は，のちに著書『政
府対新聞』22）の中で，1971年6月13日の第一回
の紙面を引用しながらこう記述している。

「国防総省のベトナム戦争研究に関する記
事，および今後の連載記事は，ニューヨーク・
タイムス　ワシントン支局員ニール・シーハンに
よる特別取材活動の成果である…」
その上で，「特別取材活動―インベスティ

ゲーティブ・リポーティング。直訳すれば捜査
的取材活動とでもいおうか」と述べている。田
中は，『捜査的取材活動』がどのようなものか
を，定義づけている。

「アメリカの新聞社は自社の特ダネであろう
となかろうと，根の深そうな事件だとみれば，
特定の記者をその事件の報道に専念させる。
だれでもというわけではない。広くニュース源

（ソース）を開拓し，ねばり強く不撓不屈に事
件を掘り下げていかねばならない。多くの場合
孤独である。長期間にわたる取材を要求され
る。その代わり，書く記事はほとんどが特ダネ
になる。お役所の発表記事ではない。困難で

はあるが，もっともやりがいのある仕事」
そしてソンミ村虐殺事件をスクープした雑誌

『ニューヨーカー』のシーモア・ハーシュ23）や「ウォー
ターゲート事件」で名を馳せた『ワシントンポスト』
のボブ・ウッドワード，カール・バーンスタイン，そ
れに件のニール・シーハンの名をあげて，「アメリ
カの新聞史を飾る大特ダネの多くは，政府の隠し
たがる事件を掘り起こした特捜記者の取材活動
によって明るみに出ている」と業績を称えている。

しかし，「ベトナム秘密報告」について言えば，
「調査報道」と捉えられるのか疑問も残る。確
かに米政府が隠している資料を暴くという点で
は優れた特ダネである。7,000ページにも及ぶ
文書を新聞読者用に分類し，読みやすいように
整理していったことは評価されて当然であるし，
シーハン記者のそれまでのベトナム報道の実
績があればこそ為しえた結果であることも疑い
ない。だが，秘密文書自体はエルズバーグ博
士からの提供という点で，これから展開してい
く「調査報道」の事例と些か異なるのではない
か。タレ込み情報をもとに足を使って事実の裏
付けや新たな情報をつかんで，取材を重ねてい
く。その結果として報道される，つまり「インベ
スティゲーション」がないのではないかと思う。

1970年代，「調査報道」がしばしば取り沙汰さ
れるようになったきっ
かけは，「ウォーター
ゲート事件」であるこ
とは言を俟たない。

日本で「調 査 報
道」が認識されたの
は，19 74年 10月9
日に発売された『文
藝 春 秋 』11月号

「田中角栄研究」掲載の『文藝春
秋』（1974 年 10 月 9 日発売号）
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掲載の立花隆の「田中角栄研究―その金脈と
人脈」と児玉隆也の「淋しき越山会の女王」で
ある。

立花や児玉の取材手法と同じように，発表に
頼らず独自に調査し，報道する格好の事件が
1976年2月に発覚した。ロッキード事件である。
マスコミ各社は東京地検特捜部の捜査を睨み
ながら，独自で取材，報道して行った。その後
も，「ダグラス・グラマン事件」「鉄建公団疑惑」

「税政連事件」などで，捜査当局の動きとは別
に，記者クラブに所属しない「遊軍」と呼ばれ
る記者たちを中心に取材が活発化した。

雑誌ジャーナリズムと違って，日々の報道を
主戦場とする新聞，テレビ，ラジオが「調査報
道」を意識した時期はこのロッキード事件が契
機となっている。

朝日新聞の轡田隆史は，ロッキード事件報道
以降は，官庁などの権力機構によるコンファー
ムなしで，「『わが社の調べによれば』とかなり
大胆にうちだすようになった」と述べている24）。

1979年の「鉄建公団の不正経理」に端を発
した朝日新聞の「公費天国キャンペーン」を取
材した田岡俊次によれば，独自取材報道の重
要性は60年代末ごろから日本の新聞社でも十
分意識されていたという。

「同じ手法は以前から日本にもあった。何も
特別なものではない。優れた報道，特に特ダ
ネの多くは調査的な報道だ。調査報道とは要
するに特ダネ取材のことですよ」25）

また後に，リクルート事件報道で著名になる
朝日の山本博も，この「公費天国キャンペーン」
が終局に近づいたころ，インベスティゲーティブ・
リポーティングという言葉を初めて知り，「へーっ，
こういう手法を米国では調査報道というのか」と
妙に感心したと述べている26）。

（3）1980 年代「調査報道」の多義語化
ロッキード事件の地裁，高裁で各被告の有罪

判決が言い渡されたものの「田中支配」と呼ば
れるように，その政治的影響は，田中元首相が
85年に脳梗塞で倒れるまで続いた。その結果，
ロッキード事件以降主公判，従捜査とも言えた
東京地検特捜部が86年の撚糸工連事件を手始
めに，ようやく政界捜査に乗り出した。

経済面では，87年に国民総資産総額が43兆
7,000億ドルと世界1位，対米貿易収支が586億
ドルの黒字となって，日米経済摩擦が深刻化し
た。特に86年以降は，株式や土地など資産価
値が異常な高騰を見せ，それに支えられて好景
気が続いた。

事件では大阪の豊田商事の永野会長が多く
の記者，カメラマン環視の中で刺殺され，「取
材よりも救出か」の論議が巻き起こった。
「ロス疑惑」と呼ばれる一連の報道は，民放

と週刊誌による徹底した“犯罪「調査報道」”
だった。のちにメディアスクラムとして批判され
る事件が目立つようになった時代だった。

この時期，徹底した独自取材で，“捜査当局
の傘”に頼らぬ「調査報道」が次 と々成功した。
そのため，「調査報道」をどう捉えるのか，70
年代のロッキード事件やダグラス・グラマン事
件などの経験を踏まえて，ジャーナリストや研
究者の間でも微妙な差異があって，「調査報道」
の多義語化が見られた。

まず80年代初頭では，「調査報道」と特別
視する呼び方に，ジャーナリストや研究者が違
和感を抱いていて，前出の田岡同様の発言が
見られる。

その一人，元サンケイ新聞記者で筑波大学
教授の青木彰27）は，こう指摘している。

「インベスティゲイティブ・レポーティング―こ
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れを直訳すれば調査報道となり，他にも告発
報道，特別報道，捜査報道など，さまざまな
呼称が日本では用いられている。しかし，報
道スタイルとして見た場合，とくに目新しいもの
とはいえないように思われます」
同じ雑誌に元朝日新聞論説主幹の森恭三も，

「造語としては非常にまずい」28）と批判し，古い
記者にとっては，記事を書くのは調査した上で
なすべきことで，「調査ということをわざわざ謳
うのもヘンなものだ」と釘を刺している。

80年10月の第20回紙面審査全国懇談会の
パネルトーキングでも，前出の青木彰は，「調
査報道と一口にいいましても，実は定義自体ま
だはっきりと固まっていません」29）と，重ねて言
及している。大ベテランの青木や森から見れば，
報道とはもともと調査を前提にして成り立ってい
るのだから，わざわざ「調査報道」と名づける
こと自体に納得がいかない様子だ。

学者の中でも，東京大学教授の香内三郎が
少し戸惑い気味にこう述べている。

「『発表ジャーナリズム』でもなければ，記事
を書くのになにかの調査は必要だから，“調査
報道”というのを字引風にうまく定義するのは
むずかしい」30）

現場の記者たちもいささか勝手が違う気持ち
を抱きながら「調査報道の現在」の座談会31）で
発言している。

讀賣新聞の伏見勝は，「調査報道が何を意味
するのか，まったくわかりませんでした」と断った
上で，警視庁取材を通して犯罪ではないけれど
道義的に許しがたいという話をキャッチしたとき
には，人手のある社のほうに話を伝えていたとい
う。「この（話の）部分を取材・報道するのをどう
も調査報道というらしいのですが，われわれは
あまり意識したことがなかった」と述べている。

毎日新聞の森浩一も，「調査報道は別に新し
い手法ではない」として，「黒い霧キャンペーン32）

の取材報道スタイルは，今日思い返してみると，
すぐれて調査報道的だったのではないだろうか」
と指摘している。

朝日新聞の伊藤邦男は，「自分たちの責任で
やるようになったわけで，この点は非常に大き
な変化だと思います」と「発表報道」との違い
を捉えている。

「自分たちが責任を持って調査し，報道する」
―当たり前のことだというのが，大前提に
なっているという意味では，幕末の「海外新聞」
に岸田吟香が，海外の商品の値段を一つ一つ
調べて掲載したことを以て「これは調査報道で
す」33）とのノンフィクション作家・石川好の指摘
は首肯できる。また黒岩涙香の『萬

よろずちょうほう

朝報』が
1898年（明治31年）7月から9月まで政治家，
実業家，文化人が囲っていた愛妾を暴露した

「蓄妾の実例」について，聖心女子大学教授の
佐々木隆は，「この連載は一種の系統的な調査
報道に基づく，倫理回復・社会悪の摘発を掲
げたキャンペーンだった」34）と述べている。

アメリカとなると1730年代の『ニューヨーク・
ウイークリー・ジャーナル』による政府の腐敗を
追及したスクープ 35）が，「調査報道」の初めだと
いう。日本では江戸時代，享保の改革があっ
た徳川吉宗の時代までさかのぼることになる。

一口に「調査報道」といっても，古い時代か
ら，その「調査報道」観はさまざまであり，そ
の対象も多岐に亘っている。

この点について，「座談会・“調査報道”の功と罪」
の中で，毎日新聞の愛波健は，第一報を捜査当
局からではなく，他のところから取ることが，「われ
われを調査報道に押し向けるのではないか」とそ
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の必然性に言及している。しかし，まだまだ当局
の動きをデスクや記者も気にかけていたことは各
社とも同様だ。その点について，讀賣新聞の中保
章は，「検察がどう動きそうだ。もう少し力を入れよ
う」という判断が働いていたし，「検察が動かない
となると，報道のほうも自然にスーッと下火になって
いく」と当局の動きが気になると述べている。

サンケイ新聞の樋口正紀は，「調査報道」の目
的，精神について，ダグラス・グラマン事件の半
谷恭一裁判長の判決文の一部を紹介している。

「裁判で審理されるのは検察側が選んだ切
り口だけだ。根の深い事件ではウミをだして
いる切り口だけでなく背後にある腐敗の実態
をえぐり出すことが必要だ」
その上で，樋口は，捜査の対象以外のもの，

背後にあるものこそ新聞社でやっていくのが
「調査報道」だと分析している。

この座談会から8年後に樋口は，『新聞研究』
に発表した，「足腰鍛え直す時ではないか」の
中でこう述べている。

「（調査報道は）当局というよりかかる柱は
ないから，情報収集，事実確認のための裏
付け取材には，いっそうの緊張感がともなう」

「当時，検察・裁判記者だった私の机の上に，
内容証明つきの郵便物が積み上げられたこと
もあった」36）

　改めて「調査報道」の厳しさを回顧している。
しかしあえて言えば，ロッキード事件やダグラ

ス・グラマン事件などの一連の事件報道は，記
事の中味に「調査報道」はあるが，そこには常
に特捜部などの捜査機関が併走している実態が
ある。たとえ検察幹部が「ノーコメントかどうか
もノーコメント」と記者に言

げ ん ち

質を取られまいとした
ところで，捜査は動いているという保険の下，各
社の「調査報道」がなされていたわけだ。

この点について，朝日新聞の柴田鉄治は，こ
う言及している。

「同時スタートなら，最初はマスメディアの
ほうが身軽で動きが速い。捜査機関より一歩
前を歩んで快調だった。最後は，やはり捜
査権を持つ検察庁の動きを追うことになるが，
前半は調査報道の舞台だった」37）

確かに各社が，「わが社の調べによれば」式
の，これまでとは違ったスタイルで発表もので
ない「調査報道」記事を出し続けたことで，ロッ
キード事件報道以降，読者の高い評価を生ん
だことは疑いがない。

森恭三は，「調査報道」が新鮮な印象を与え
ているのは，どの社の記事も同じようだという
読者の不満の「アンチテーゼとしての価値では
ないか」と指摘する38）。

とはいえ，1970年代までの「調査報道」は，
細部では独自取材があるが，大筋では当局との

“つかず，離れず”の関係が見え隠れする。用語
としての違和感と合わせて，明確な「調査報道」
の定義がなされていないのが，具体的なイメー
ジを伴わないためと思われる。立花隆の「田中
角栄研究」を「調査報道」と認識しつつも，“所
詮雑誌ジャーナリズムと新聞ジャーナリズムとは
媒体が違う”という意識が新聞記者たちの中に
潜在的にあるからではないか。「ウォーターゲー
ト事件」のように新聞紙面で「これこそは！」とい
う“実感”がつかめていないせいかもしれない。

ロバート・グリーンの「記者ハンドブック」も
1983年の段階では，「調査報道とは何か？」とし
て，「それは記者の間でさえ，なお議論を呼んで
いる問いである」と述べている。「調査報道」の
本家のアメリカにおいてすらである。

グリーンによれば，ある者は調査報道とは，頑
固に旧来のやり方を守る，古き良き時代の報道に
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ついての今風の呼び方に過ぎないというかもしれ
ない。そして，それは正しいかもしれない。しか
しわれわれの多くは，調査報道は分類され定義
されうると考えるとして，次のように提示している。

「調査報道とは，特定の個人や組織が秘密
にしておきたいと考えている成果や決定，重
要な事柄を報道することである。調査報道に
は三つの基本的要素がある。すなわち，他
の者ではなく記者自身によって調査されると
いうこと，そして調査対象に読者や視聴者に
とって明らかに重要な意味を持つ何かが含ま
れていること，また誰かがその調査対象につ
いて公にさせないよう意図していること，とい
う要件である」39）

1980年代になって日本でも，「調査報道」の定
義づけや論議が活発になってくる。そこには，具
体的に「これこそは！」といえる「調査報道」が実
践されたことによるところが大きい。それによって，
以前の報道の中に，同じ質の「調査報道」を発見
する。例えば，駐在所を爆破したなどとして共産
党員5人が逮捕され，懲役10年，8年，3年など
の有罪判決が下った大分県の菅生事件の例が思
い起こされる。事件発生から4年後に地元新聞，
ラジオ，さらには全国紙が次 と々「調査報道」を
展開し，1957年3月，ついに共同通信が事件の
重要なカギを握る囮捜査官を新宿で見つけてス
クープする。警察犯罪だから，警察発表はあり
得ない，とにかく事実を自社の力で追い詰めてい
く「調査報道」だった。当時は，まだ「調査報道」
と呼ぶ習慣がなかっただけだと気づかされる。

典型的な「調査報道」は，80年代前半に相
次いでもたらされた。まず最初は，朝日新聞の

「三越ペルシャ・ニセ秘宝展」疑惑 40），続いて前
出の毎日新聞の「ミドリ十字」疑惑，そして朝日

の「東京医科歯科大学医学部教授選考」疑惑 41）

である。
これら3つの事件報道によって，「調査報道」

というのは，具体的にどういうものを指すのだ
ということが明示できるようになった。「東京医
科歯科」の取材経験を踏まえて，朝日新聞の橘
弘道は，取材プロジェクトチームの間で定義づ
けた「調査報道とは何か」を紹介している42）。

①外部の機関，捜査当局などの支えがない
自主的な独立取材である。

②その報道姿勢が，なんらかの意味で社会
的に告発的な，あるいは問題提起的な要
素を含んでいるものである。

③限定要素としては，取材対象としては権力
悪，構造腐敗である。

この3つの柱を提示した上で，
「新聞は読者にかわって，社会構造，政治

構造，経済構造の中に隠された部分について，
その内部に不正があればそれを明るみに出す」
そのためには，「報道の正確さ」「報道する理由」

が不可欠であり，プロジェクトは，「紙面化して大
丈夫というだけの慎重な裏付け」取材をし，「報
道すること自体が社会の公益に合致し，報道内
容自体が公共の利益に合致する」ことを，紙面を
通して読者に説明していったと述べている。

一方毎日新聞の前出の佐倉達三は，「調査報
道」を敢行するための要件として，やはり3つ
の要素を掲げている。

①記者クラブに代わる触覚，アンテナを張り
巡らせるための人間関係の開拓

②情報，資料の収集など継続的なリサーチ
（探索）

③メンバー全員による情報の交換と蓄積
その上で，「これらのことを日常的に行ない，

感覚を磨いていけば，いままで見逃してきた
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ニュースを発掘できる」43）と提言している。
ただ単に「調査して報道」するという意味で

の＜行為としての「調査報道」＞から，公益の
ために不正を暴き出す，政治・経済などの不正
を明らかにするという点で，＜目的意識のある

「調査報道」＞として，より踏み込んだ「調査報
道」になっている。だからこそ，他社は無視で
きず，追随しなければならなくなった。さらに
いえば捜査機関や行政機関もなんらかの対応
を迫られることになる。

ロッキード事件以降，「調査報道」が活発化
してきたとはいえ，「発表報道」が廃れたわけ
ではない。逆に「調査報道」の重要性が認識さ
れれば，されるほど「発表報道」への批判やそ
の弊害を指摘する声も強くなる。
「発表ジャーナリズム」の危険性を訴えた原は，

今度は「『客観報道』を問い直す」 44）を発表した。
この中で，「発表をそのまま右から左に流し伝え
る客観報道がいよいよまかり通っている」と批判
する。原は，客観報道主義がいつの間にか権威
による発表待ちの姿勢を新聞，放送界に育成し
てしまっている現状を憂い，「発表しないものの中
にこそ報道すべき真のニュースが隠されている」
として，「調査報道の一層の強化」を訴えている。

ここで原は，「客観報道」の弊害を指摘しつ
つも，「主観主義ジャーナリズムは意志と感情
のジャーナリズムであり，ファシズムにとって最
適の温床となりやすい」として，主観性強調の
危険性も示唆している。

それだけに，「客観報道とは，決して没主観
を前提にするものではない」として，①できる
限りの豊富な取材②できる限り客観的な構成，
表現を心がけるよう主張している。

原は，「客観的にとらえ，客観的に表現する
ということは，自分の主観的立場もできるだけ

クールに客観視するということであろう」とも述
べている。

そして最後にこう提言している。
「記者の配置を思い切って調査報道シフト

に変え，独自取材を強めることで薄っぺらな
客観的事実報道を克服し，紙面の活性化に
努めれば，個性化も実現し得よう」

「客観報道」については，原の警鐘をきっか
けに，各社の記者が「客観報道」をめぐって論
争している。日本のマスコミが，記事中にニュー
ス源を明らかにしなかったり，ぼかしたりする
傾向があることを批判して，共同通信の藤田博
司は，ニュースソースの扱いが不適切，不十分
で，「発表報道」でも「客観報道」とは言えない
と指摘している45）。「客観報道」の検証には，
中正樹の『「客観報道」とは何か　戦後ジャー
ナリズム研究と客観報道論争』46）に詳しい。

「発表報道」の対極にあるのが「調査報道」で
ある。その典型的な事例が，朝日新聞がスクー
プした「リクルート事件」だ。改めて説明する必
要がないほど，日本の事件史に残る「調査報道」
だった。すでに朝日は，「公費天国」キャンペーン
で，「調査報道」の手法を体得し，「三越ペルシャ
秘宝展」，「東京医科歯科大学」報道で実践済み
だったからできた事件だったともいえる。あえて言
うならば，「三越」も「医科歯科大」も，捜査当局
の怠慢から事件を発掘できずに，報道機関にス
クープされた。厳密に言えば，もし朝日が報道せ
ずに，朝日の情報源が捜査当局に持ち込んだ場
合，いずれ事件として成立した可能性もなくはな
い。というのも東京地検特捜部が手がける事件
の大半は，「告訴」「告発」（内部告発や怪文書等
によるタレこみ）であるためだ。もちろん上記の2
ケースは記者が人脈を駆使して入手したことは想
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像に難くないため，
“あえて”と断るの
だが。そういう意
味では，マスコミが
書かなければ，そ
の後も永久に事件
にならなかったス
クープが，リクルー
ト事件である。

1988年に発覚し
たとき，この事件
は，いったんは神
奈川県警 が内偵

捜査し，断念した経緯がある。潰れた事件を朝
日新聞が独自に取材して掲載した，つまり朝日が
書かなければ，決して世の中の人が知ることのな
い，封印された，あるいは隠蔽されたまま終わる
ケースだった。

日本の「調査報道」についての報告や議論が
加速したのは，それだけ見事なスクープだったか
らだ。重複を避けるため，事件の詳細やその影
響は第7章に譲るが，「三越」「医科歯科大」同様，
最終的には，捜査当局を引っ張り出している，い
や世論の反響から捜査に着手せざるを得ない状
態を，この「調査報道」は，作り出したと言える。
「調査報道」とは，端緒を自力で発掘したり，

すでに捜査機関などが手をつけていても破棄さ
れた事案を，他に頼らず，独自の力で取材し，自
社の判断で報道していく。これに他のマスコミ
各社が追随し，さらには権力機関（この場合は，
検察などの国家権力を指す）も動かざるを得ない
ような影響を社会に与えるほどの衝撃的な報道
―これこそが「調査報道」の真髄といえる。

リクルート事件はまさにすべてを満たすパー
フェクトな報道だった。

朝日新聞の藤森研が，特ダネには「時間差特
ダネ」と「真の特ダネ」があるが，「本質的にはな
かなか不可分な面がある」というように，時間差
特ダネを追い求める中で，「隠されている事実を
ひっぺがしていく」効果がある47）。ここでいう

「真の特ダネ」を「歴史に残る特ダネ」と言い換
えてみると，「時間差特ダネ」では，到達できな
い報道こそ，「調査報道」である。

1980年代は，朝日新聞のある種独り舞台の
観がなきにしもあらずだが，実は地方支局でも

「調査報道」が成果を挙げている。
1988年6月の共同通信岩手支局の「県出納

長リベート疑惑」報道である。記者歴5年の
キャップを中心に若手記者4人が，民間企業の
誘致に絡んで100万円を受け取った出納長の道
義的責任に迫った「調査報道」を展開した。出
納長本人のインタビューで，金銭授受を認めた
ことが決定打となり，県議会が「綱紀粛正決議」
を採択し，出納長は辞職させられ，その後別
の収賄事件で逮捕された。

キャップだった谷俊宏は，取材の支えをこう
述べている。

「『どうもおかしいぞ』と素朴に思う出来事
を，逮捕権や訴追権のない私たちが新聞で
取り上げる場合，読者の道徳観や倫理観に訴
えることが多い」48）

こうした「調査報道」の成果を踏まえて，学会
でも「調査報道」が取り上げられるようになった。
日本マス・コミュニケーション学会の1988年度春
季ワークショップで上智大学教授の武市英雄は，

「報道の方法とニュー・ジャーナリズム」について，
「ニュー・ジャーナリズムは客観報道に対す

るアンチ・テーゼとされており，わが国ではまず
ノンフィクションの分野で隆盛しているが，新
聞報道でも調査報道として台頭することが期

リクルート疑惑を報じた朝日新聞  
1988 年 6 月18 日
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待される」49）と述べている。
ニュー・ジャーナリズムについて，同志社大

学教授の渡辺武達は，こう定義している。
「1960年代にアメリカで始まった，事実に

ついての徹底した取材を基にして，作者の推
論をも大胆に駆使して臨場感を記述するもの
で，ルポ，ノンフィクションの一種」50）

具体的には，トルーマン・カポーティの「冷血」
や佐木隆三の「復讐するは我にあり」がある。

翌1989年度のワークショップでは，武市の
「調査報道の台頭」「日本での可能性」について
討議している。

この中でも元サンケイ新聞記者で帝京大学教
授の福井惇は，朝日新聞横浜支局の「リクルー
ト報道」を取り上げ，「調査報道の典型」と捉え
ると共に「市民も取材に協力的で，取材に対する
苦情も少ない。そうした市民の反応の面からも，
リクルート事件は画期的な調査報道だろう」と高
く評価した。参加者からは，「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」51）などの意見が出ている。

市民の反応，読者の反応が取材する上で大
きな影響があることは，先の岩手のケースと同
様である。

さて「調査報道」か否かを考えるとき，特異
なケースとして三浦事件がある。前出の「メディ
アの検証」では，明確にこう定義づけた。

「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」
また『新聞学評論』には，「三浦和義被告事

件が調査報道といえるかどうか」52）の指摘が見
える。個人の疑惑を暴いて，罪に陥れることは，

「調査報道」の目的とは大きく隔たりがあると考
える。『週刊文春』など雑誌や新聞，民放が「独
自取材」し，「独自報道」したに過ぎないと捉え
ている。三浦報道については，第5章の「調査
報道のデメリット」で言及する。

（4） 1990 年代 ～「調査報道」の低迷
1970年代前半から続いてきた「安定成長期」

が終わりを迎え，のちに「失われた10年」といわ
れるように，バブル経済が崩壊して，企業倒産，
リストラ，銀行の統廃合が進んだ。また政治が混
沌とした時代でもあった。55年体制が崩壊し，93
年には非自民党，非共産党の細川政権が成立し
た。しかし翌年には細川辞任，羽田政権に引き継
がれたが，2か月足らずで自・社・さきがけによる
村山政権に交代する。その後も橋本自民党政権
が成立するなどめまぐるしい首相交代が続いた。

阪神・淡路大震災，オウム真理教による地
下鉄サリン事件などの社会不安と佐川急便事
件，ゼネコン汚職と相も変わらぬ金権腐敗の閉
塞情況が日本を覆っていた。

バブル経済が崩壊したことを受けて，「調査
報道」が下火になったとの批判が研究者の間で
指摘されるが，雲仙普賢岳の火砕流，北海道
南西沖地震，阪神大震災，地下鉄サリン，オ
ウム真理教の摘発，北海道拓殖銀行，山一証
券の破綻など大きな災害や事件，経済ニュー
スの取材に追われる時代だった。それだけに，
目の前の報道に力を注がねばならぬ情況の中
で，人も経費もかかる「調査報道」は低迷した。
しかしそれを乗り越える形で出てきたのが，各
都道府県の情報公開条例をもとにしての「調査
報道」である。公にされている情報をどう処理
するか，新しい形の「調査報道」の出現である。
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さて90年代前半の「調査報道」論は，リク
ルート事件を中心とした論文や記述が一気に花
開いた。日本の「調査報道」の第一人者・朝日
新聞の山本博が著した『追及―体験的調査報
道』53）は，表題どおり，自らが実践してきた具
体的事例を挙げながら社内でのやり取りを含め
て詳細に記述されている。山本は，その後も『新
聞記者を考える』54）「調査報道とは何か―リ
クルート事件報道から得た教訓」55）『朝日新聞
の「調査報道」』56）『ジャーナリズムとは何か』57）

で「調査報道」の重要性を説いている。
山本は，これらの著者や論文を通して，「調査

報道」とは，将来にわたっても明らかにされない
だろう当局側にとって都合の悪い事実を，報道
機関が独自の調査取材で報道する方式であり，
その必須条件として確認，裏付け，関係者の証
言，内部資料，さらには内部の協力者からの決
定的情報の入手が決めてとなると言及している。

ポイントを整理すると4つある。前出の橘と
重複する部分もある。

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。

②権力，権威ある部署，企業などが隠した
がる事実。

③発表に頼らず自らの調査能力で発掘する
事実。

④その事実を新聞掲載によって暴露し，社
会に知らしめる。

自分たちが書かなければ，「日の目を見ない
事実」であることを一番に掲げているところに，

「調査報道」の第一人者としての自負が窺える。
検察が疑惑報道を後追いする形で立件して

いった典型的な事例がリクルート事件だった
が，捜査当局が動かず「調査報道」だけで政
治家と対峙して事実上勝利した例が，中曽根

康弘元首相の株
疑惑報道だった。

朝日新聞の1990
年1月1日 は，1面
トップ6段で「中曽
根元首相側近名義
で 株 取 引　1億2
千万円の差益」と
報じた。

記事は，中曽根
元首相の政治団体
の女性会計係の
名義で，1987年8

月から9月にかけて，仕手集団「コーリン」と「国
際航業」株10万株の相対取引が行われ，わず
か1か月で約1億2,000万円の差益が女性会計
係名義の口座に渡っていたというものだ。しか
も相対取引を証明する書類2通が写真で掲載さ
れていた。取引当時は総理大臣であり，世間の
関心は，当然中曽根サイドの反応にあった。続
報が出る中で，中曽根元首相は，朝日新聞を相
手に「名誉毀損」の民事訴訟を東京地裁に起こ
した。3年後の3月19日東京地裁は，「原告の
請求棄却」の判決を下し，1審は朝日の全面勝
訴に終わった。その後中曽根サイドは控訴した
が，東京高裁で和解に応じている。

この「調査報道」が，従来の「調査報道」と
明確に違うのは，捜査当局のコンファームが
ない点である。この報道も手がけた山本博は，

「報道機関は捜査当局とは違う」と断った上で，
「確実な証拠と証言で，事実を追及し政治

家の疑惑に迫ることが，報道機関の責任で
あり，国民の知る権利に応えることだと確信
する」58）

として報道する意義を述べている。

中曽根元首相側近の株取引を伝えた
朝日新聞　1990 年 1 月1日
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「調査報道」については，社会部記者から論じ
られることが多いが，政治部出身の編集委員や
政治部記者から「調査報道」の必要性が投げか
けられたのも90年代に入ってからだ。まず日本
経済新聞の田勢康弘は，「日本のジャーナリズム
が抱える問題」の中で次のように指摘している。
「政府が作ったペーパーを半日か一日前に報

道することに躍起になっているようなことが多
い」と言及した上で，「こうしたみせかけのスクー
プ競争がはびこり，十分な時間と労力を注ぎ込
んだ『調査報道』が少ないことの理由のひとつ
に，記者クラブの存在がある」59）と批判して，「調
査報道」の重要性を提示している。

76年8月から225回に亘って地方自治汚職を
朝日新聞福島県版に連載し，検事から料理屋
の女将，同僚や他社の記者まで徹底的にイン
タビューして異色の「調査報道」を成し遂げた
のが，福島支局の吉田慎一だ。その後，政治
部に移った吉田が新聞労連の記者研修会でこ
う述べている。

「新聞自身が付加価値をつけた報道をしな
ければならない時にきている。（中略）売りに
するのは調査型報道になるはずです」60）

「調査報道」の実例が，日本でも次 と々実践さ
れる中で，大学の教科書にも「調査報道」の文
字が見受けられるようになったのも，90年代に入っ
てからだ。立教大学教授の早川善治郎は，ラス
ウエルの「マスコミのもつ3つの社会的機能」のひ
とつ，“環境の監視”について，こう述べている。

「例えばジャーナリストが政治・行政権力の
秘密とするところを暴露・スクープして人びとに
知らせる場合などは，これに含めて考えていい。
今日の“調査報道”もこれにあたる」61）

ここでは，「調査報道」の具体的な意味づけ
は行われていないが，『新版　マスメディアへの

視点』62）で，元毎日新聞記者で筑波大学教授
の天野勝文は，3つのポイントを掲げている。

「①永久に陽の目を見ないであろう事実（不
正）を発掘する②刑事責任だけでなく，政治
的，社会的，道義的責任を追及する③捜査
当局に対して捜査権の発動をうながす」
捜査権の発動をうながすかどうかが「調査

報道」の要素に含まれるのかは意見の分かれ
るところだ。先の中曽根報道の例を見れば，発
動をうながす必要もないと考えられる。

1995年の時点でも「これといった明確な定
義があるわけではない」と新聞報道研究会編の

『いま新聞を考える』63）は述べている。
「大まかには，組織や団体，公人に『表に

出したくない事実』があり，しかも隠された
事実が著しく社会の正義や公平の原則，公
共の福祉に反する場合にマスコミが自己の責
任において，事実を調査，公表すること，と
でもいえるだろうか」
ところが，このパターンに当てはまらないもの

もあるとして，関係当局が事実解明に乗り出し
当局の動きを追いかけるようになるケースや各役
所がバラバラに所有しているデータを取材して肉
付けして問題点を指摘するケースをあげている。

関係当局が事実解明に乗り出した例として
は，すでに述べた一連の「三越」，「東京医科
歯科」，そして「リクルート事件」があげられる
し，バラバラのデータを取材して肉付けした例
には，「田中角栄研究」がある。
「調査報道」の難しさについて，同論文はこ

う指摘している。
「調べたことが事実であっても，因果関係が

間違っているかもしれない。それを確認する
相手はいない。『右へ進むか』『左に折れるか』。
多くの取材では分岐点がある。取材が進んだ
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段階でもう一度，分岐点へ戻ってその判断が
正しかったかどうかも検証しなければならな
い。だから調査報道は時間がかかる。（中略）
一瞬に流れる電波をニュース部門で越えるた
めには，取材力に裏打ちされた特ダネと調査
報道に活路を求めることが最も必要なことだ」
テレビに比べて速報性に弱い新聞の生き残

り策に調査報道は欠かせないことを指摘してい
る。その上で，記者個人やチームが相互に批判
できるだけの信頼関係や自浄能力がなければ
ならないことにも言及している。

前出の天野は，『現場からみた新聞学』のな
かで「新聞が目指すべき目標は隠れた・隠され
たニュースの発掘」であり，そのために「脱発
表ジャーナリズム」と「調査報道の強化」が不
可欠だと指摘している64）。

作家の猪瀬直樹は，自分が書いた住宅都市
整備公団告発の記事を，猪瀬の了解や確認も
得ないまま，受け売りして書いた新聞記者に対
して，もっと記者は「『官報』から脱し『調査報
道機関』に変われ！」と叱咤している。
「『他人の記事と同じ内容をやるのは嫌だ』と

いうジャーナリズムの精神，つまり『職人気質』
が欠けている」65）と批判している。

確かに90年代は，80年代に比べて全国規
模で社会の注目を集める「調査報道」が少な
かったのは，否定できない。

しかし新手の「調査報道」が出現したのも90
年代の特徴といえる。北海道新聞が95年から
96年にかけて行った「調査報道」に「北海道庁
公費乱用」がある。きっかけは，当時の堀達
也知事の「官官接待は必要」の発言だった。そ
の後情報公開条例に基づいて入手した文書を
パソコンに入力して分析する。それをもとに記
者が取材し，「調査報道」として結実している。

情報公開条例は，1982年3月の山形県最上
郡金山町文書公開条例がはじまりで，続いて
神奈川県，埼玉県，東京都，大阪府と広がり，
1999年4月には47都道府県すべてにおいて制
定されている66）。

2001年には国の情報公開法が施行され，
「調査報道」の取材の重要な部分を占めるよう
になる。

（5）2000 年代「調査報道」の再評価
2000年代は01年9月11日アメリカにおける

同時多発テロに代表される「テロの時代」と言
える。日本では大量殺傷事件が相次いだ。大
分一家6人殺傷事件を皮切りに，世田谷一家4
人殺害事件，池田小学校児童8人殺害事件か
ら08年の秋葉原通り魔殺害事件，厚生省元次
官と夫人殺傷事件に至るまで凶悪犯罪が続発
した。振り込め詐欺事件のように老人を狙った
狡猾詐欺事件など人間不信を助長する社会環
境の悪化，自己中心思考と無気力の蔓延。す
べては弱者を虐げる「格差社会」の拡大につな
がる時代である。

一部の社に偏らず，地方紙や通信社，テレビ
各局も含めて「調査報道」が成果をあげはじめ
た時代である。そこには，ジャーナリストや研
究者の指摘を真摯に受け止める姿勢の反映な
のか，むしろ報道現場自らが，「調査報道」の
重要性と併せて社の存在感を知らしめようとす
る「調査報道」の再評価がある。
「調査報道」に対する研究でも，従来の「調

査報道とは何か」的な設定から，より踏み込ん
だ形で「調査報道」が論じられている。

まず「いま新聞を考える」の論文以降，新聞・
テレビニュースの分類に「調査報道」が取り上
げられるようになる。
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慶應義塾大学教授の大石裕は，それを「ス
トレート・ニュース」，「調査報道」，「キャンペー
ン」それに「論評や解説」の4つに分類してい
る。特に「調査報道」については，「能動的な
取材によるもので，記者個人の主観に左右され
る部分が大きい」と捉え，「調査報道，キャン
ペーン，論評や解説などの場合，党派的（明確
な主張をもつ組織や団体を指す）偏向が生じる
傾向は強くなる」67）と指摘している。

また前出の武市は，日本のジャーナリズムの
批判の一つとして，「情報過多で全体像や核心
がつかみにくい報道」をあげて，アメリカの例
を引き合いに出しながら，「調査報道」がさかん
になる理由として次のように述べている。

「社会が複雑になるにしたがって，一つの
大きな事件が，社会的にいろいろな側面との
つながりをもつようになるので，事件そのもの
を追うだけでなく，その背景をなす社会構造
にまで分析の手を伸ばさなければ，真に事
件の核心が鮮明に分からなくなっている，と
いう事情があるためであろう」68）

「調査報道」を単に権力が隠蔽しようとするも
のを自力で暴いて行こうとすると同時に，「社会
構造の分析」まで手を伸ばすとなると，「調査
報道」はさらにハードルの高いものになる。そ
れだけ人手も時間もかかることにつながる。

その点を前出の天野は，「アメリカ型」と違って
「日本型調査報道」の特徴として，「大量動員方
式」と名づけている69）。

こうした反面，経営的理由と対権力との関係
から，各社が「調査報道」に消極的になりがち
だと分析したのが，白鷗大学教授の駒村圭吾
である。その理由として「悠長かつ危険な活動
に経営資源を割くことは躊躇せざるを得ない」
と経営的合理性を上げ，「対権力」については，

朝日新聞の本多勝一と原寿雄の対談から引用
しながら，現場記者の風潮としての「権力との
衝突回避」を上げている。その結果として，「調
査報道」は苦境に立たされていると見る。

「批判精神・真相究明などジャーナリズムの
エトスに直結する営みだけに，以上のような
苦境から調査報道を救出することは，ジャー
ナリズムそのものの再建に関わる」70）

同様の見方は，天野が『新　現代マスコミ論
のポイント』の中でも述べている。

「バブル経済がはじけ，新聞業界が長い不
況期に入ってからは，時間や経費のかかる調
査報道はすっかり停滞，むしろ発表ジャーナ
リズムが幅をきかせているのが現状だ」71）

はたして日本のジャーナリズムは，「調査報
道」に消極的になったのであろうか。日の目を
見なかった，詰め切れなかった「調査報道」も
多 あ々るのではないか。

駒村や天野の懸念を払拭する事態が2000年
代に次 と々起きている。まず毎日新聞がスクー
プした「旧石器発掘ねつ造」（2000年11月）だ。
毎日は1975年の時点で経営危機に陥ったが，
以後再建の道をひたすら走っている。本来なら
経費も時間も，労力もかかる「調査報道」を控
えるはずのところだが，逆に「調査報道」に力
を注いでいる。ただ，「旧石器ねつ造」取材チー
ムが，高価な赤外線カメラを購入するのに悩む
回想72）は，駒村の指摘を窺わせる。

だが先に示したように77年から大阪本社・報
道局遊軍が「調査報道」に熱心に取り組んだ経
緯を考えれば，「調査報道」を朝日新聞の金城
湯池にはさせないというライバル紙としての意気
込みが，毎日の「調査報道」に見られる。

讀賣新聞では，「実践ジャーナリズム読本」の
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中で，日本の代表
的な調査報 道の
事例として，立花
の「田中角栄研究」
のほかに，朝日の

「リクルート」，毎日
の「旧石器ねつ造」
をあげている73）。

2 0 0 0 年代は，
「調査報道」が活
発に展開されてい
る時代である。写
真週刊誌『フォー

カス』がきっかけで，テレビ朝日『ザ・スクープ』
が，「桶川女子大生殺人事件」で埼玉県上尾警
察署がストーカー被害を無視し続けてきたこと
を暴露している。時事通信の「神奈川県警の
不祥事」，高知新聞の「高知県庁闇融資」（2000
年），毎日新聞の「防衛庁情報公開請求者一覧
の回覧」（2002年）と「自衛官募集のための住
民基本台帳情報収集」（2003年），北海道新聞

「北海道警裏金疑惑」（2004年）。NHKの「ワー
キングプア」（2007年）も，政府の無策を批判し
た「調査報道」と言えるだろう。

このうち防衛庁リストをスクープした大治朋
子は，「インターネット時代の調査報道」に触れ
て，役所や企業の情報は，いつでもどこでも簡
単に手に入るようになっただけに，「調査報道こ
そ，改めて必要とされているのではないだろう
か」74）と述べて，情報公開法や情報公開条例を
駆使すれば，さまざまな「調査報道」が展開で
きることを示唆している。

さて，さまざまな「調査報道」に関する論議
や論文，発言を見てきたが，「調査報道」もい
ろいろな角度から論じられるようになったのが，

2000年代の特徴である。
「調査報道にみられる『ニュース感覚』」を国

際通信経済研究所の山口仁が論じている。
まず調査報道は，「記者活動における時間的

な制約，組織・制度的な制約から比較的自由な
報道」と捉え，「『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」75）と指摘して
いる。これは「調査報道」を検討する上でも重
要な視点である。同様に，朝日新聞の高橋俊一
は，調査報道を取り巻く要素として，「対当事者」

「対捜査当局」「対他社」に加えて，「対社内」を
あげている。そこにはプラスの要素とマイナスの
要素がある。社内の協力が十分発揮されれば，
取材活動にいっそうのエネルギーを与えるが，

「さまざまな人間関係や思惑が作用する可能性も
また，否定しきれないだろう」76）と指摘している。

具体的な指摘がないが，社内の上司や上層
部の意向に左右される風潮や社内における特
ダネ競争，記者同士の嫉妬などを指しているも
のと考えられる。

日本経済新聞の芹川洋一は，2005年1月に
朝日新聞が報じたNHKの「ETV2001」に関す
る記事とその後の経過を踏まえて言及している。

事実を確認したかどうか取材の基本，無断録
音はしないとの取材先との信義，知り得た情報
や入手した資料は報道目的以外には使わないと
いった記者倫理の問題など，報道に携わる者に
一石を投じる形となった，とした上で，「思いこみ
を排し，確実な取材が必要な調査報道の難しさ
もあらためて示した」77）と警鐘を鳴らしている。

ただ，朝日新聞の記事は，「ETV2001」をめ
ぐってNHK内部で確執があったことを世間に
知らしめた点では，「何かおかしいぞ？」の感覚，

「誰かが書かなければ，世間が知らない情報」
を暴露する「調査報道」の意義は，十分果たし

旧石器ねつ造を報じる毎日新聞
2000 年 11 月 5 日朝刊
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ていると考える。
この章の最後に，原寿雄の箴言を紹介する。
「調査報道というのは，金かけて，時間か

けて，人手を使ってやっても，結果として成果
が生まれるときと，期待に沿ったような成果を
得られないときがある。（中略）調査報道はす
べて自分で責任を取る。記者あるいはその社
が責任を取ることになるから，それには相当
覚悟が要るね。覚悟なしにジャーナリズム活
動はできない」78）

年代別に「調査報道」観を見てきたが，まず
旧来型の「調査報道」と1970年代以降認識さ
れるようになった「調査報道」との明確な差異
は，取材のスタート地点の違いである。当局や
企業等の「発表」をもとに取材を開始する，い
わばお仕着せの「調査」と違い，あくまでも「自
前」に徹するところから取材が始まる。取材の
方法は従来型の「足で書く」につながるのだが，
どこから反論，批判，攻撃を受けてもたじろが
ない緻密な内容で事実をつかんでいく。そして
報道すべき内容が，社会的に影響を与える，そ
れは時間的には即反応が現れなくても，いず
れ報道の結果が社会的に認知される内容であ
ること。その内容が社会にとって重要な問題の
提示であったり，暴露であったりする。それだ
けに他のマスコミ各社は，その「調査報道」を
無視できない，つまり追随せざるを得ない内容
であることが，真の「調査報道」ではないか。
「これは『調査報道』だ」と言ったところで，

自己満足，自社満足だけの「調査報道」は「独
自報道」として区別すべきである。
「ウォーターゲート事件」や「田中金脈」，「ロッ

キード事件」を通じて「調査報道」を意識し始め
た70年代，「調査報道」とは何かといった手探

りの80年代，これが「調査報道」だと認識，と
同時に「調査報道」の低迷が批判された90年
代，不況の中での「調査報道」の危機と再評価
の2000年代。

このように各年代別に「調査報道」について
の認識や意義，手法の変遷などについて見て
きた。次号は数々の「調査報道」を分類しなが
ら，「調査報道」の形態を分析していきたい。

（以下続く）
（おまた いっぺい）

注：

1）山口編「調査報道」『メディア用語を学ぶ人の
ために』　世界思想社　1999 年

2）Robert W.Greene「The Reporter's Handobook-
an Investigator's Guide to Documents and 
Techniques」ST.MARTIN'S PRESS・New 
York1983

3）朝日新聞社会部『権力報道』朝日新聞社 1993 年
4）下山進「調査報道の死とアメリカ民主主義」『文

藝春秋』1993 年 11 月号
5）立野純二「メディアタイムズ」朝日新聞 2008

年 7 月 29 日
6）立野，前掲
7）奥山俊宏　朝日新聞 2008 年 8 月 5 日
8）『月刊現代』　講談社　2009 年 1 月号
9）山口，前掲
10）富樫豊・小俣一平「取材現場で何が起きている

のか（下）」『放送研究と調査』NHK 放送文化
研究所　2008 年 3 月号

11）官公庁などは，記者クラブを通じて資料を配付
したり，記者会見して「報道発表」する。

12）2007 年の内訳は，①刑事部 1,135 件，②交通部
873 件，③生活安全部 381 件，④組織犯罪対策
部 230 件，⑤警備部 37 件，⑥公安部 34 件など
となっている。

13）NHK 各省庁担当キャップ・記者の広報課取材に
よる。

14）「岩波セミナー」第一回講演　2008 年 12 月1日
15）朝日新聞の疋田桂一郎編集委員が，1976 年の

社内幹部向けの『調研室報』に書いた「社外秘」。
これをベースに書かれた上前淳一郎の『支店長
はなぜ死んだか』や朝日 OB の話を参考にした。

16）朝日新聞 1975 年 5 月 9 日夕刊
17）『新聞研究』1979 年 12 月号
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18）『新聞研究』1967 年 7 月号
19）下山進『アメリカ・ジャーナリズム』丸善ライ

ブラリー　1995 年
20）毎日新聞大阪本社編集局遊軍編『偽装―「調査

報道」・ミドリ十字事件』晩聲社　1983 年
21）田中豊特派員「大特ダネこうして公表」
22）田中豊『政府対新聞』中公新書　1974 年
23）ベトナム戦争中の 1968 年 3 月南ベトナムソン

ミ（ミライ）村で一般住民 500 人以上が米陸軍
によって大量虐殺された事件。米軍基地周辺を
無人地帯にするための作戦だった。69 年 11 月
に報道され，世界に衝撃を与えた。

24）青木彰他座談会「“調査報道”の功と罪」『新聞
研究』1980 年 9 月号

25）朝日新聞取材班「戦後五〇年　メディアの検証」
三一書房　1996 年 2 月

26）朝日新聞取材班，前掲
27）青木彰他座談会，前掲
28）森恭三「調査報道について思うこと」『新聞研

究』1980 年 9 月号
29）青木彰ほか「調査報道の現在」『新聞研究』

1981 年 1 月号
30）香内三郎「報道形態の変化と調査報道」『新聞

研究』　1980 年 3 月号
31）青木彰ほか，前掲
32）1966 年 8 月以降連続して起きた自民党の事件

や不祥事を総称していう。 
33）「新聞誕生～幕末・ジョセフ彦の挑戦」『その時

歴史は動いた』NHK　2006 年 2 月 1 日放送
34）佐々木隆「メディアと権力」『日本の近代』第

14 巻　中央公論社　1999 年
35）ハロウェイ・ブラウン「アメリカの新聞におけ

る調査報道」『新聞研究』1980 年 9 月号
36）『新聞研究』1988 年 3 月号
37）『ジャーナリズムの原点』岩波書店 1996 年
38）森，前掲
39）Robert W.Greene「The Reporter's Handobook-

an Investigator's Guide to Documents and 
Techniques」ST.MARTIN'S PRESS・New 
York 第 2 版 1991

40）1982 年 8 月 29 日朝日新聞　東京・日本橋三越
で開催された「古代ペルシャ秘宝展」に出品，
販売された秘宝の大半が偽物だった。社長は解
任され，さらに刑事事件に発展した。

41）1983 年 7 月 19 日朝日新聞　教授選考に絡んで
麻酔学教授が候補者から 400 万円を受け取って
いたことを報じた

42）橘弘道「調査報道と人権」『新聞研究』1985 年
2 月号

43）毎日新聞大阪本社編集局遊軍編，前掲
44）『新聞研究』1986 年 10 月号

45）「『客観報道』再考─まず情報源明示の努力を」
『新聞研究』1987 年 4 月号

46）新泉社　2006 年
47）『21 世紀のマスコミ01　新聞』大月書店　1997 年
48）「『地方の王国』を清浄化するために」『新聞研

究』1988 年 12 月号
49）『新聞学評論』No38　1989 年及び前澤猛『日本

ジャーナリズムの検証』三省堂　1993 年
50）前出『メディア用語を学ぶ人のために』世界思

想社　1999 年
51）『新聞学評論』No39　1990 年 
52）前沢猛ほか「1989 年度・春季ワークショップ

抄録―調査報道」日本マス・コミュニケーショ
ン学会　1990 年

53）悠飛社　1990 年　
54）「リクルート事件と調査報道」晩聲社　1994 年
55） 『新聞研究』2001 年 3 月号
56）小学館文庫　2001 年　
57）悠飛社　2003 年　
58）山本博『朝日新聞の「調査報道」』，前掲
59） 『新聞研究』1992 年 2 月号
60） 「地方権力と調査報道」『JTC 第 3 回記者研修会

記録集』1995 年
61）早川善治郎『概説マス・コミュニケーション論

（Ⅰ）』学文社 1993 年 4 月
62）天野勝文他　地人書館 1993 年
63）日本新聞協会研究所 1995 年　
64）天野勝文他　学文社 1996 年
65）猪瀬直樹『THE21』1997 年 6 月号
66）松井茂記『情報公開法』有斐閣　2001 年
67）『現代ニュース論』有斐閣　2000 年
68）武市英雄ほか「ジャーナリズムの特徴」『マス・

コミュニケーション概論』学陽書房　2002 年
69）天野『新版　現場からみた新聞学』学文社

2002 年
70）「調査報道の苦境」『ジャーナリズムの法理』　

嵯峨野書院 2001 年
71）天野ほか 学文社 2004 年
72）真田和義「『ゴッド・ハンド』と呼ばれた男」『報

道が社会を変える』早稲田大学出版部 2005 年
73）讀賣新聞社調査研究本部編 2002 年
74）「防衛庁リスト報道の軌跡」『職業としての

ジャーナリスト』岩波書店 2005 年
75）「新聞ジャーナリストの『ニュース感覚』」　

『ジャーナリズムと権力』世界思想社 2006 年
76）「新聞神話の崩壊―調査報道の進展とその条件」

『朝日総研リポート』2006 年 2 月
77）「日本におけるニュース制作過程」『メディアと

政治』有斐閣アルマ　2007 年
78）原寿雄「調査報道こそジャーナリズムだと確

信」『週刊金曜日』2007 年 6 月 29 日号


