「調査報道」の社会史
～ 第 2 回 「調査報道」と「特別調査報道」～
メディア研究部

小俣一平
（文中敬称略）

第 3 章「調査報道」と「特別調査報道」

（1）曖昧な ｢ 調査報道 ｣ の概念
これまで見てきたように「調査報道」につい

前号で「調査報道」とは何かについて考察し

ては，ジャーナリストやジャーナリズム研究者

た。その中で，報道は「発 表報道」と「独自

の間でも大まかな，あるいは漠然とした捉え方

報道」に二分できること，このうち「独自報道」

がなされていて，一つ一つの事例によっても，

には，
「調査報道」をはじめ，
「検証報道」
「提

その認識は千差万別である。これは，｢ 調査

言報道」
「論評・解説報道」
「選挙報道」，そ

報道 ｣の先駆けとも言えるアメリカでも同様で，

れに「世論調査報道」といったものが含まれる

ビル・コヴァッチとトム・ローゼンスティールは，

ことを明らかにした。

｢ 調査報道 ｣を①本来の形の調査報道，②解

またこの「独自報道」に含まれる「調査報道」
について，NHK 記者のアンケート結果を参照

釈型調査報道，③調査に関する報道，と3 つ
の形態に分けている。

しながら現場の記者の間で，どういう報道が ｢

そして①の「本来の形の調査報道は，記者

調査報道 ｣と捉えられているかを検討した。さ

自らがそれまで一般市民には知られていなかっ

らにそれとあわせて1970 年 代，80 年 代，90

た活動を暴露し記録することである」 1）とした上

年代そして2000 年代にジャーナリストやジャー

で，次のように述べている。

ナリズム研究者のあいだで，
「調査報道 ｣ がど

「これは暴かれた問題や行為について正式に

う論議され，どう定義されてきたかを概観した。

公的な調査がおこなわれるような調査報道で

そして｢ 調査報道 ｣はお仕着せの
「調査」と違っ

あり，報道機関が一般市民にかわって公共

て，あくまでも「自前」の取材に徹し，反論や

機関を動かす典型的な例である」

批判，攻撃に耐えうる緻密な取材で事実をつ

これについては，
「足で書く」取材であり，すで

かんで，報道していくことであると指摘した。
今回は，この｢ 調査報道 ｣について，さらに
厳密に分類したうえで，筆者 独自の「調査報
道」の概念化を試みたい。

に公開されている資料を使ったり，ディープ・スロー
ト2）のような情報提供者からの取材によってはい
るが，あくまでも自前の取材という点であれば，
「調査報道」としての認識は日本と同じである。
②の解釈型というのは，
「特定の概念を注意深
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く考えて分析するとともに，事実を根気強く追及

で捜査当局などもかかわってくるケースとがあ

する」もので，事例として前号で紹介した『ニュー

る」と述べている。

ヨーク
・タイムズ』の
「国防総省秘密文書」のスクー

高橋は，
「オウム事件」を例に取りながら，

プをあげている。はたしてこれが ｢調査報道 ｣の

「『オウムがこんなことを考えていた』
『こういう

範疇に入るかどうか，筆者と意見を異にすること

ことまでやった』」といった報道が一時期，各

は，前号を読んでいただければわかると思う。

紙で連日展開されたケースを検証している。そ

③の調査に関する報道とは，
「政府機関など

して「メディア独自の情報もあれば，当局の公

がすでにおこなっているか準備を進めている公

式・非公式情報もあった」ことから記事が独自

式調査に関する情報をつかむか，内部漏洩に

調査なのか当局の非公式情報なのか曖昧で，

よってそれをえることから取材が始まる」とされ

それ自体「一つの問題だ」と批判している。
さらに③「対象型」は，
「問題を担当する公

ている。
日本では特捜部が内偵捜査している事件を事

権力とりわけ捜査当局それ自体が不正追及の

前にキャッチして記事にしていくことが ｢調査報

的になる」としている。警察や県庁など普段

道 ｣とはとても言わない。ロッキード事件の最中，

ジャーナリストが取材しているところだ。

メディア各社が展開した特ダネ競争は，特捜部

しかしこれらの区分は，先のコヴァッチとロー

が捜査している本筋とは別のネタであり，独自の

ゼンスティールの分類同様，①の独自型と②の

取材に支えられた｢調査報道 ｣であった。それ

「端緒はメディア独自でつかんで」来たケースを除
けば，果たして｢調査報道 ｣と言えるのか疑問

からすると明らかに違いがある。
一方，日本のジャーナリズム研究者も分類を
試みている。朝日新聞の高橋俊一は，
「調査報
道と権力情報の収集，両立の命題」 の中で，
3）

「調査報道を公権力との関係であえて分類する
と，三つの型がある」として，①独自型，②混
合型，③対象型を上げている。
それによると，①独自型は，
「端緒とその後
の取材・事実立証過程をふくむ主要情報源が
官公庁，公権力とまったく関係ない」
「世間とは実態や意識においてある種，隔絶
した密室の実態を暴くケースに多く見られた」
と指摘している。
また②「混合型」については，
「情報源ある

が残る。それはおそらく「調査報道」が人によっ
てあまりに広範囲の意味を持つためである。
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・福井逸治の『新聞記事作
法』は，従来の「取材報道」にも「調査報道」的
要素は多く含まれてきたとして，こう分析している。
「『警察の調べによると』という根拠表現で一
括されている記事の中にも，少なくとも端緒
は記者の調べ（取材）による事柄が少なくな
い。従 来の『 取材 報 道 』にも『調査 報 道 』
的な要素は多く含まれて来たのである。また，

いは第一報掲載後の報道展開が独自取材と公

警察などに対する取材活動も『調査』の一種

権力にまたがるか重なる」として，
「捜査当局の

と言えなくはない。とすれば，ここで取材報

動きにメディア独自の調べを加えて報じる場合

道と名付けた従来の記事も結局は調査報道

と端緒はメディア独自でつかんでも，立証過程

の一種であり，ひいては新聞記事はすべて調
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査報道だ，との主張も成立する。
（中略）こ

てこの“贋作事件”の「調査報道」が劣ってい

のような認識は広義の調査報道として，狭義

るわけではなく，むしろ優れた「調査報道」で

のそれとは区別した方がわかりやすい」

あることは，改めていうまでもないことである。

4）

さらに福井は，
「十数年前から調査報道に特別

ただ「広義」
「狭義」との名称が漠然としてい

の概念を持たせ，その重要性が強調されてき

て，つまり「狭義」の定義が，いまひとつ曖昧

た。狭義の調査報道の登場である」として，前

模糊としているのだ。では「狭義の調査報道」

号で紹介した毎日新聞大阪本社の編集局遊軍

とはいったいどういう｢ 調査報道 ｣を指すのか。

の活躍を取り上げながら，
「調査報道」を「広

ここで大いに参考になるのが，前号で紹介
した日本の｢ 調査報道 ｣の第一人者・朝日新聞

義」と「狭義」に分類している。
つまり，福井は「調査報道」はさまざまで，

（現・東京経済大学大学院講師）の山本博が
掲げる4 原則である。

何らか区別が必要だと主張してきた。
そこで筆者は「広義の調査報道」と「狭義の
調査報道」の妥当性について，過去の事例を

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（あるいは，そ

手掛かりに検証してみた。
これまで見てきた｢ 調査報道 ｣は，主に①発

の個人）などが隠したがる事実。

表されない事実を，②記者が独自に調べて，

③発表に頼らず自らの調査能力で発掘する。

③自社の責任において報道することで，その報

④その事実を新聞掲載（テレビ，ラジオ，雑

道なくしては国民が知り得ない事実を指すと考

誌報道）によって暴露し，社会に知らしめる。

えられてきた（＝広義の｢ 調査報道 ｣）
。NHK

つまり｢ 狭義の調査報 道 ｣は，権力や権威

の記者アンケートにおいて記者たちの記した｢

によって社会的に認められている機関や組織，

調査報道 ｣ の内容の多くが，これに該当する。

個人が，隠したがる不正や腐敗，怠慢の事実

また前出の福井が，
「調査報道」の事例とし

を，自らの調査能力で発掘し，自社の責任で

て，
『新聞記事作法』の中で，
“贋作事件” を

報道することである。ただし，筆者はこの山本

取り上げている。実は，前後の文脈から，こ

の 4 条件に，もう3 条件を付け「狭義の調査報

のケースを「狭義の調査報道」と捉えているの

道」として提示したい。その条件とは，

か，それとも従来の「広義の調査報道」として

⑤この報道の重要性を他社も認識して遅かれ早

紹介しているのか，判然としない。これは「広

かれ追随せざるを得ない状況を引き起こす。

義の調査報道」あるいは「狭義の調査報道」

⑥各社の波状的な報道が，読者，視聴者や国

5）

6）

と表示してもらえればわかりやすいのだが，そ
こは ｢ 調査報道 ｣とのみ表記している。
筆者の考える「広義」
「狭義」の分類でいえ
ば，この“贋作事件”報道は，｢広義の調査報
道 ｣である。つまり取材対象が，贋作者や画商

民全般の関心を呼び起こす。
⑦その結果，権力や権威ある者や組織が何ら
かの対応を迫られ，そのことが社会に影響を
与える。
という 3 つである。

である限り，
「調査報道」ではあっても，｢ 狭義

以上の 7 つの条件を満たすものを「狭義の

の調査報道 ｣とは区別されると考える。かといっ

調査報道」と定義づければ，｢ 調査報道 ｣の
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「広義」
「狭義」の違いが明確になってくる。し

（2）ジャーナリズム，権力，権威と｢ 調査報道 ｣

かし，メディアが報道形態を説明する場合に，

「調査報道」と｢ 特別調査報道 ｣の違いで重

「広義調査報道」
「狭義調査報道」と呼ぶのは，

要な点は，取材対象が「権力」や「権威」であ

言葉から即実態をイメージしづらく，日常語と

るかどうかである。
「権力」や「権威」のある組

して馴染まない。

織や人物が，隠している不正や腐敗，怠慢など

また「独自調査 報 道」と置き換えてみても，

を自社の責任において暴露し，それを他メディ

元々 ｢調査報道 ｣は“独自”に決まっているわけ

アが追随し，報道の連鎖を引き起こす。その

で，しかもメディア各社の間では，
「独自」という

結果，社会に事態を認知させ，世論を喚起し，

表現は，
「独自ダネ」という特ダネに近い自社だ

取材対象に何らかの対応を迫る。このようにし

けのニュースを指すケースもあって混乱する虞が

て｢ 特別調査報道 ｣は，ジャーナリズムを活性

ある。さらに「独立調査報道」としても，｢調査

化させるのではないだろうか。

報道 ｣のこれまでの取材手法を踏襲している点

この考察を始める前に，本稿でたびたび登場

を考慮すると，
「独立」とは言い難い。そこで筆

することになる「ジャーナリズム」
「権力」
「権威」

者は，前号の田中豊や元『財界展望』記者でル

について，その意味内容を明確にしておきたい。

ポライターの村井四郎が，権力犯罪を暴く記者
たちを「特別捜査（特捜）記者」7）と総称してい

（ⅰ）ジャーナリズム
同志社大学教授
（現・評論家）の鶴見俊輔は，

た点を検討した。
その結果，先の 7 項目の条件を満たした｢ 調
査報道 ｣のことを，｢ 特別調査報道 ｣と名付け
て，従来の｢ 調査報道 ｣（つまり広義の調査報
道）との差別化を試みてみた。

「ジャーナリズムの思想」8）のなかで，次のよう
に述べている。
「ジャーナリズム」とは，
「新聞・雑誌のこと
を言い，戦後にはそれだけでなく，ラジオや

そしてさまざまな「調査報道」の中でも，
「『特

テレビなどもふくめるようになった」
「ジャーナ

別調査報道』こそが，ジャーナリズムを活性化

リストとは，これらの職場で報道関係の面で

させる」
という仮説を設定し，この仮説をいくつ

働く人びとを主にさし，やがてそれらの職場

かの角度から検証，論証する形で，以下の論

で丸がかえで働く人たちだけでなく，たのま

議を進めていくことにする。

れて外部から寄稿したり出演したりする人をも

図 1 「調査報道」と｢ 特別調査報道 ｣ の関係

ふくむようになった」
鶴見は，ジャーナル（英・journal）の語源で

調査報道

あるラテン語の「ディウルヌス」
（羅・diurnus）

①報道しなければ日の目を見ない
②独自調査
③自社の責任で報道

が「一日の」という形容詞であり，
「ディウルナ」

特別
調査報道

④権力，権威ある者，組
織などが取材対象
⑤他社の追随
⑥読者，視聴者，国
民の関心を引く
⑦権力，権威の反応
や社会的影響

（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。
「日本ではやくから日記文学が発達したこと，
おおやけのものだけでなく，わたくしの記録
もまた重んじられてきたことの中に，日本の
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ジャーナリズムの根があるだろうし，今後も

的に持つかを予測しうるであろう」

新聞・雑誌などの職場をすでに与えられた者

鶴見は，ジャーナリズムはその規模や読者数

の活動を越えて，市民のなしうる記録活動全

の多寡とは別の次元だと捉えている。それを踏

体の中にジャーナリズムの根を新しく見出すこ

まえて考えると，21世紀の今日，鶴見の指摘す

とに日本のジャーナリズムの復活の希望があ

る「ミニコミ紙（誌）」にかわって，
「小ジャーナ

ると思う」

リズム」的な存在が，
「ブログ」といわれるイン

後段で鶴見は，それの例として，むのたけ

ターネットを使った新しいメディアに通じるのか

じの「たいまつ」9）を上げながら，次のように分

もしれない。確かに「ミニコミ紙（誌）」が千差

析している。

万別だったように，
「ブログ」についても，私的

「どんなに舞台が小さくなろうとジャーナリス

な雑事の記録から公共性を伴った優れた内容

トとしての本来の活動をつづけてゆくところ

のものまでさまざまだが，すでにジャーナリズム

に彼の本領がある」

といえる発信が次々に現れている。

「小型ジャーナリズムによるジャーナリストた

元共同通信編集 主幹の原寿雄は，同じ書

ちは，中央の大新聞によるジャーナリスト以

名の『ジャーナリズムの思想』で，これまでの

上に，ジャーナリストとしての機能を今日の日

ジャーナリズムの概念をこう捉えている。
「
『人びとの公共生活に必要な社会性の強い

本ではたしている」
また吉本隆明の「試行」 について鶴見は，
10）

こう評価している。
「この雑誌にはジャーナリズムのもつべき同時

情報の伝達活動』というところに焦点が置か
れてきた。それがマスメディア，とくにテレビ
の発達によって，娯楽，教養，趣味など，人

代についての記録性は薄く，
今日についてゆき，

びとが個人的にエンジョイする私的情報の分

同時代批評をおこなうという側面に重きをお

野が増え，ジャーナリズムの周縁が拡大した」

いている。
（中略）商売としてのジャーナリズム

しかもインターネットによる報道や評論活動

を廃して，自立的なジャーナリズムによって妥

が可能になって，
「私的な通信活動とジャーナ

協のない批判をつづけてゆこうとしている」

リズムとの境界も次第にぼやけてきている」と

つまり鶴見は，ジャーナリズムが，新聞，テ

指摘した上で，ジャーナリズムの役割をこう述

レビ，ラジオ，雑誌などの報道機関のような大

べている。

ジャーナリズムだけでなく，ミニコミ紙（誌）の

「およそ公共情報の分野では，事実の報道も

ような小ジャーナリズムにも存在することを提

論 評も， 現実に対 する批 判性 がなければ

示している。そのことは，次の鶴見のジャーナ

ジャーナリズムとしての機能を果たしえない」

リズムに対する見方に通じている。

「自由なジャーナリズムは権力に対する番犬と

「現在起こりつつあるできごとを，それらの意

なり，社会正義の実現をはかる。民主主義

味が判定できない状態において，未来への不

に不可欠の公的情報を社会に伝達して民衆の

安をふくめた期待の次元においてとらえる。
（中

『知る権利』に応え，地域から地球まで環境
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略）すぐれたジャーナリストは，いま起こりつ

を監視する」11）

つある事件が歴史の中でどういう意味を確定

もうひとり，興味深いジャーナリズム研究者の
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分 析を見ておきたい。 私 たちは， 日常 的に
「ジャーナリズム」という用語を使わず，むしろ

で，ここでは，下記のような筆者なりの定義を
しておきたい。

「マスコミ」と表現しがちである。そのことが含

「ジャーナリズムとは，日々起きる社会事象に

む問題性からジャーナリズムを説き起こしている

ついて，批判的な意識を内在させながら報告

のが，東京大学教授（現・早稲田大学教授）の

や記録，批評や主張，論説や解説などの表

花田達朗である。花田は，日本においてジャー

現活動をすることであり，第三者に伝える目

ナリズムとマスメディアを区別して認識するとこ

的で大，小に限らず，新聞，テレビ，ラジオ，

ろがないとして，ある時は，マスメディア企業を

雑誌などのメディアを介して発表すること」

指し，ある時はジャーナリズムやジャーナリスト

とりわけ「批判的な意識」について，現場の

の意味で使われると述べている 。その上で，

第一線で活躍しているジャーナリストたちは，

12）

「
『マスコミ』という用語は日本独特の文脈での

日常的に認識してはいないかもしれないが，矜

み使われ，日本だけで通じる，怪しげな用語な

持として保持しているはずのものである。しか

のである」と指摘している。確かに私たちは安

し花田が指摘する③の「在野性，独立性，反

易に「マスコミ」と書きがち，話しがちである。

権力性」や公権力を監視し，チェックすること

花田は，ジャーナリズムは，
「イズム」が付く

を社会的役割として一人ひとりのジャーナリスト

から，
「ジャーナル主義」であり，それを定義す

たちが，自認しているかどうか，我が身を振り

ると，
「ジャーナリズムとは，同時のアクチュア

返ったとき，心許ないのが正直な気持ちである。

ルな出来事についての言論，表現，批評，報

原は，今日のジャーナリズム，そしてジャー

道などの活動である」と述べ，ジャーナリズム

ナリストたちが，
“本来の姿”を失っているので

がジャーナリズムたる所以は何か，他の意識活

はないかと危惧している13）。

動との差異はどのようにして付けられるかにつ

原は，讀賣新聞の渡辺恒雄主筆が，2007年

いて，以下の 4 点を挙げている。

秋に自民党と民主党の大連立を工作したとして

①『いま』との関わりがあるからこそ取り上げら

批判を展開している。

れるのであり，その意味で＜アクチュアリティ

「個人としてのジャーナリストの政治的危機感

があるか，ないか＞が判断基準となっている。

が，永田町の権力者たちと一体化するのは自

②取り扱う内容には，一般性，大衆性，政治
性という性格が付随している。
③その態度において在野性，独立性，反権力

由である。だが，ジャーナリストを自任する
者が，政治に直接介入して政界再編を誘導す
る当事者になることは，ジャーナリズムの放

性を内包している。それは公権力を監視し，

棄である。非当事者原則は，ジャーナリスト

チェックすることを社会的役割と自認する。

活動の出発点であり，権力を監視すべき役割

④活 動の仕方が特別な形式をもっている。時

を担う者が権力づくりに加担しては，ジャー

間的な反復性，定期性，恒常性である。

ナリストとは呼べない」
「ジャーナリストが政界の内部に取りこまれ，

以上のような3人の学者やジャーナリストの

権力者と同じ視点に立ってしまう例は今なお

提示する「ジャーナリズム」概念を踏まえたうえ

少なくない。大連立工作は，日本政治の貧
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困と，プロフェッショナルな職業意識が未確
立である日本のジャーナリズムの歪んだ姿を
反映している」

14）

治権力」を次のように定義づけている。
「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ができる力を，一般

そういう観点からすれば，なおのこと「調査

的に権力という。M・ウェーバーは，
『社会関

報道」や ｢ 特別調査報道 ｣ が，ジャーナリスト

係のなかで，抵抗に逆らってまで自己の意志

にとっては必要不可欠だと考える。

を貫徹する』ことを権力といっている。社会

ただ原の指摘にあったインターネットによる報道

の諸領域でそれぞれの権力が存在している

や評論活動については，本稿の日本における「調

が，特定の地域内において究極的優位性を

査報道」
，｢特別調査報道 ｣を考察する上では未

有し，不服従に対しては合法的に物理的強制

知数で，今回の研究対象としては，新聞，テレビ，

力を行使しうるものを政治権力という」16）

ラジオ，雑誌の報道に絞って検討していく。

ジャーナリストが「特別調査報道」を行う対象
として「権力」と捉えるのは，政治権力を握る

（ⅱ）権力

人物であったり，それに連なる省庁など行政

次に，ジャーナリズムと並んで頻繁に出てくる

や捜査機関などの権力機構や人物だけでなく，

ことになる「権力」や「権威」についても「ジャー

大谷が指摘している，
「社会の諸領域で」存在

ナリズム」と同様に定義しておく必要がある。

している権力である。

「権力」については，社会科学の一大テーマ

例えば，トヨタ自動車 相談役の奥田碩が，

であり，わが国でもさまざまな学者，研究者が

テレビ番組の厚労省叩きに不満を爆発させて

研究対象としており，議論の水準やアプローチ

「報復でもしてやろうか」17）と発言したことは，

は極めて多岐に亘っている。
では，
「調査報道」で取り上げる対象としての

奥田が大スポンサーとして「権力」を振りかざ
していることを示している。

「権力」
「権威」は，どのように位置づけられるだ

東北大学助教授（現・同大名誉教授）の大

ろうか。まず「権力」について，学習院大学教授

嶽秀夫は，欠陥自動車問題を素材に，大企業

（故人）飯坂良明の次の定義を引用したい。
「他人に影響をおよぼす法的な地位や権限を
さす場合もあり，さらに，そうした影響が現

の権力と政治的地位とについて論じているが，
この中で，
「組織権力」の報道機関に対する影
響力に言及している。

実に起こっている場合の状況や，関係を指す

朝日新聞記者が，欠陥車キャンペーンを始め

こともある」
「さらに以上のようないみでの権

る前の苦悩として，三大スポンサーの一つであ

力をもっている人，あるいはそれを行使する

る自動車会社の反撃がこわい 18）と吐露している

人，つまりふつうにいう権力者を権力とよぶ

文を引用した後，

ことがある」

「ここで明らかにされているのは自動車会社

15）

つまり政治学が主に取り上げる「権力」というの

が，対抗手段の保有によって，新聞社を慎重

は，政策の決定過程に影響したり，変動をもたら

にならしめているという事情である。この段

したりするような政治権力を指しているといえる。

階ではメーカーは明示的には影響力を行使し

さらに拓殖大学教授の大谷博愛は，その「政

ておらず，新聞社内の対応は，影響力の黙
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示的な行使をうけている結果である，といっ
てよい」

「権力行使主体」は，社会に対して影響力を
行使できる個人や組 織で，一般の人々に対し

19）

直接自社と関わりがない厚労省の問題におい

て影響力を行使する可能性が高い政治エリート

てすら，
「組織権力」を振りかざしてくることと

（政治家や官僚）や組織。
「権力資源」は，権

相通じている。この奥田発言に対して，テレビ

力主体が所有する「資源」
，すなわち政治エリー

朝日の君和田正夫社長が，
「年金問題は国民生

トが一般の人々に影響が行使できる一連の政策

活に深く関わっている。われわれとしては批判

過程や制度的な権限，社会的地位，またそれ

すべきはきっちりと批判しなければならない」20）

に関する専門的な能力や情報。
「影響力として

と反論した程度で，当事者のみのもんたも，番

の権力」は，一定の社会関係の中で他者に対し

組の『朝ズバッ！』
（TBS）では奥田発言に触れ

て行使され，政治エリートが一般の人々に対し

21）

なかったという 。大スポンサー（＝大権力）

て行使する影響力そのものを指すとしている。

の前に，寂として声なしである。こうした反応

さらに大石は，
「権力資源」について，
「経済

を見ても，
「組織権力」とマス・メディアの力関

権力」
「政治権力」
「強制権力」
「象徴権力」の 4

係をうかがい知ることができる。

つの形態に分類されうると指摘する。そして，

これに似た形で政治家によって行使されるの

「国家権力」は，
「経済権力」
（予算配分など），

が「政治的圧力」である。前出の原は，
「ジャー

「政治権力」
（政治制度・組織など），
「強制権力」

ナリズムの自律と自主規制」の中で，政治的圧

（警察，軍隊など），
「象徴権力」
（メディア，情

力を，
「政治家の言動によって利害を受ける関係

報など）といった権力資源の面で他の組織より

者が，直接・間接に政治家から意向を示されて

も優位な立場にあり，そのことが制度化され，

受ける法律外の圧力」22）と定義している。これら

正当化されていると説明している24）。

は，旧来の社会的惰性や慣行に過ぎないから，
反抗する意思があれば強制力は持ち得ない。こ
うした「政治的圧力」を取り上げたのが 2005 年
1月の朝日新聞の
「ETV2001」 報道だった。
23）

（ⅲ）権威
次に「権威」について，前出の飯坂はこう述
べている。

この件についてNHKは，
「政治的圧力や政治

「権威とはその服従者によって正当と認めら

家の意図を忖度して番組を改編した事実はない」

れ，したがって自発的服従をうながすような

と主張していて，今後 BPO（放送倫理・番組向

権力または支配といういみなのである。自発

上機構）の委員会が審議する。ただ NHK内部

的服従がなされるのはその権力が何らかの正

に番組をめぐる確執があったことを報じた朝日新

当性をもっていると信じられるからであり，し

聞の記事は，秀れた｢特別調査報道 ｣と言えよう。

かも，このばあいの正当性は，支配者と服従
者の共通の価値から生まれるのである。権

一方，権力を構成する要素，側面について

威はしたがって，社会の『合意』にもとづき，

慶應義塾大学教授の大石裕は，
「権力行使主

権威ある支配は，何らかの社会的価値を体

体」
「権力資源」
「影響力としての権力」という

現していて，そのゆえにこそ自発的服従を獲

概念を用いて説明している。

得しうるといえるであろう」25）
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図のように飯坂は，権威と権力との関連性を以

調査報道 ｣の取材対象にするのは，
「権力」につ
いては，狭い意味での政治権力に限定されるべ

下の 4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
廷や法律で認められたストライキなど。

きではないことは明らかである。権力を掌握する
「政・官・財」にとどまらず，むしろ多様な性質の

（2）正当的非強制権力・・社会の慣習や

諸権力を所有，行使する組織や人物，例えば経

道徳力や，その社会で確立しているイ

済界，労働組合やNPOなどの中間団体，そして

デオロギーなど。

地域の有力者なども含めた土地々々のボス的存

（3）非正当的強制権力・・僭主による暴政

在も含めたものである。

や，暴力犯罪や，歌劇トスカにでてく

また「権威」については，学界や教育界，文

るような，自己の職権を悪用する警視

化団体やマス・メディアなど，社会的影響力を

総監のばあいなど。

保持する全ての「権威」ある組織や個人も当然

（4）非正当的非強制権力・・虚宣伝や悪

含まれる。

意のデマといったシンボル操作など」
図2

正当性と強制からみた権力の態様
正当
国家権力
軍事法廷
ストライキ

強制

僭主
ギャング
反乱
脅迫

の「リクルート疑惑」報道であり，毎日新聞北海
道支社の「旧石器ねつ造」報道が顕著な事例で
非強制

デマ
虚偽の宣伝
挑発

非正当

前号の例からすれば，どれが ｢特別調査報
道」かは，一目瞭然である。朝日新聞横浜支局

伝統
慣習
道徳／社会規範
支配的イデオロギー
1 2
3 4

（3）｢ 特別調査報道 ｣

出典・飯坂良明
『現代政治学』NHK 出版，
1968 年 P77より転載

また，早稲田大学教授の谷藤悦史は，
「権
威」を次のように定義している。
「特定の分野における優れた人物や事物をさし

ある。朝日新聞の｢特別調査 報 道 ｣の俎 上に
乗ったのは，
「権力」でいえば，リクルート事件の
川崎市助役であり，諸々の政治家，官僚であっ
た。毎日新聞の場合は，在野とはいえ「権威」
有る日本の考古学会の主要人物であった。こうし
てみてみると，リクルート事件の時，政治家や官
界，経済界の主要人物に混じって，未公開株を
得ていた日本経済新聞，讀賣新聞，毎日新聞の

たり，社会的信用や資格を意味したりするが，

幹部が同じメディアによって指弾された事実は，

共通していることは，
『社会的に承認を受けた』

取材対象として日本を代表する大新聞の幹部と

ということである。社会関係においては，制度，

いう「権威」を有するが故であることを物語って

地位，人物などが優越的な価値を有するもの

いる。先の大石の「権力概念」からするとジャー

と認められ，それらの遂行する社会的機能が

ナリズムは，
「権力資源を用いて社会的な影響力，

社会によって承認される場合，それらの制度，

すなわち社会に対して権力を行使している」27）の

地位，人物は権威を有している，という」 26）

だから，そのメディアの最高幹部たち自身も，
「権力者」の範疇にも含まれることになる。

このように見てくると，ジャーナリストが ｢特別

42

MARCH 2009

つまり，｢ 特別調査報道 ｣は，
「権力」を倒壊

させたり，
「権威」を失墜させたりする可能性

書等の書き換えなどの大きな変化をもたらした

のある報道である。

点で「調査報道」を遙かに超えた｢特別調査報
道 ｣だった。

リクルート事件は，｢特別調査報道 ｣によって，
捜査をいったん放棄した捜査当局を引っ張り出
した。つまり当局が世論を無視できなくなって，

（4）報道の連鎖
もうひとつ，｢ 特別調査報道 ｣の重要な要素

捜査を開始する事態になった。ただし，その後

は，
「報道の連鎖」
である。つまりマスコミ各社

各社が当局の発表なしで独自で行った報道は，
「調査報道」であっても，｢特別調査報道 ｣とは

が後追いしたり，新事実をつかんだりして，同

いえない。なぜなら「報道しなければ，国民が

時多発報道を繰り返すことによって，影響力は

知ることができなかった」という点では，すでに

何倍にも増すことになる。

朝日新聞横浜支局の一連のスクープで，国民は

データとしてはやや古いが，日本の政治システ

事態を認知しているからである。つまり，リクルー

ムに大きな影響力を持っていると思われるエリート

ト事件の｢特別調査報道 ｣は，横浜支局の報道

（調査対象は，政財界，官僚，労働組合，学者・

までといえる。朝日新聞を含めて以後の報道は，

文化人等の各リーダー）2,000人余りを対象とし

各社の独自報道，つまり「調査報道」である。

た，意識調査を見てみると，マス・メディアの影
響力が大きく評価されていることがわかる（図 3）
。

一方，
「現場を押さえる」という絶対的な目撃
証拠をビデオで撮影して，記事に仕立てたとい

この結果について筑波大学助教授（その後

う意味では，特異な｢特別調査報 道 ｣だった

東京大学教授，現・熊本県知事）の蒲島郁夫

のが，
「旧石器ねつ造」報道である。もちろん，

は，こう述べている。

この報道は偶然の所産ではない。情報をキャッ

「マス・メディアの影響力がエリートにこれほど

チしてから，
“ゴッド・ハンド”といわれた東北

大きく評価されているのは，自民党，官僚，財

旧石器文化研究所副理事長というアマチュア考

界の三つの集団が日本の政治社会において圧

古学愛好家を追跡取材し，周辺を固めた上で

倒的な影響力を持っているという通説から見る

の成果であった。この報道は，本来「権威」あ

と意外な結果である。マス・メディアには国家

る学会が，自ら検証しなければならない考古学

のような法や暴力に基づく強制力はないし，財

上の“疑念”を，積極的に払拭しようとすらしな

界のように権力を左右しうる卓越した経済力も

かった怠慢を批判する結果となっている。

ない。マス・メディアは新聞，テレビ，ラジオ，

いずれも「うちが書かな

図3

ければ 社会に明らかにさ
影響力・高い

れない“事件”であった」
という点では，従来の「調
査報道」の範疇だが，
「政
会の権威」の杜撰さをえぐ
り出し，政権崩壊や教科

↕

低い

治権力」の腐敗，
「考古学

政治・社会集団の影響力ランキング
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婦人運動

マスコミ
官僚
政党
財界
農業団体
労働
学者・文化人
市民運動
消費者
部落解放同盟
婦人運動

マスコミ
官僚
財界
政党
労働
農業団体
学者・文化人
消費者
市民運動
部落解放同盟
婦人運動

※蒲島郁夫「マスメディアと政治」『レヴァイアサン』1990 年 7 月号 P11．図 1 から作成
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雑誌を通して，国民に間接的な影響を及ぼす

は，こう断言している。

にすぎないので，マス・メディアが日本の政治

「マス・メディアはしばしば社会の不平不満を増

社会において最も大きな影響力を持っていると

幅させる社会的拡声器の役割を果たしている

いう結果は逆説的に見える」28）

のである。これらの活動はどんな支配力を持っ

蒲島は，そのマス・メディアの特性を大きく

たエリート層も制限を加えることはできない」
ここで考えられることは，1社が報道した事実

三つ掲げている。
「第一は，とりわけ興味深いニュースやストー

に対して当局の発表が無くても，他の報道機関

リーを好むということである。彼等は保守的で

が追随したり，新たな｢ 調査報道 ｣を展開する

あるとか，革新的であるとかによってニュース

ことで，
“事件”は社会的に認知され，社会的に

やストーリーを取り上げるのではなく，刺激的

追及，糾弾がなされる。その結果，政権が倒

な特ダネ，激しい対立，全く新しい情報，ユニー

壊したり，組織が改革されたり，冤罪が晴らさ

クな人物にとくに魅せられる」

れたりする。さらには社会的関心を集めるだけ

だから「権力者がマス・メディアに影響を及

に止まらず，国民の意識改革を引き起こし，有

ぼす余地が出てくる」として，特定の社の記者

権者としては投票行動で，消費者としては不買，

に情報をリークすることなどを例に上げている。

ボイコットなどさまざまな手法で現状を変革させ

「第二に記者はある特定の記者クラブに属し

る。あるいは，政策決定者に変更や改革をうな

たり，政治家の○○番になると，その組織と

がすことになりうるのではないかということだ。

価値観を共有するようになる。それは癒着で

この点について，筑波大学講師（現・明治

はなく，その組織や政治家の立場をよく理解

大学教授）の竹下俊郎は，1980 年から81年に

するようになるのである」

かけて行われたTBSテレビの番組『テレポー

つまりは，ある立場から見ればそれなりの理

トTBS6』の「ベビーホテル・キャンペーン」で，

由があり，外部から見て特異な行動も，そうは

厚生省の官僚や国会議員が動き出した事例を

見えなくなるというのである。

上げながら，W・デービソンの「第三者効果」

「第三に，情報の洪水は記者の自立性を揺る

仮説を分析している。

がし，官庁による発表ものに依存しがちにな

「人は，自分に対するマスメディアの影響は小

る。これらのマス・メディア自身のもつ構造的

さく見積もる反面，自分や自分と同類以外の人

なバイアスのため，エリート層に都合のよい

びと（＝第三者）に対するメディアの影響につ

世論形成が行われかねないし，重要なニュー

いては，それを過大視しがちである。だが，

スが隠蔽される可能性もある」

他者がメディアの影響を受けたと想定し，その

こう指摘しながらも，
「しかしこれによってマ

結果予想される変化に対処すべく自らも行動す

ス・メディア全体に権力寄りのバイアスがある

ることで，結果として当人の行動も変化するこ

とはいえないだろう」と述べ，その根拠として，

とになる。他者への影響に対する『思いこみ』

官僚とのインタビューから「マス・メディアと官

を媒介としたこうしたメディア効果を，デービソ

庁の関係は一方的なものではなく，相当緊張

ンは第三者効果と呼んだのである」29）

した関係」である点を指摘する。その上で蒲島

さらに竹下は，
「ジャーナリズムの現実定義機
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能」の論文の中で，
「議題設定」
（アジェンダ・

には，ニュースの受け手の反応が大きく影響し

セッテイング），つまりジャーナリズムによる問

てくるからだ。

題提起と関心の焦点化についてＭ・マコームズ

こうした読者，視聴者，ひいては国民の評価
は，送り手であるメディアやジャーナリストの取

とＤ・ショーの仮説を提示している。
「メディアが大きく取り上げれば受け手の関心も

材活動や報道自体，つまりジャーナリズムを活

集まるというプロセスは，一見自明に思えるかも

性化させる。｢特別調査報道 ｣ が重要な意味を

しれない。
（中略）メディアはニュースとして何を

持つのは，多分にこうした要素を含んだ報道ス

取り上げ，
何を無視するかを決定することで，
人々

タイルだからだではないだろうか。
実は，こう書きながら｢調査報道｣は正当に評

の注目の焦点と共に盲目をも形成している」
ここでは，オウム真理教の事件を取り上げ

価されているのかという疑問がないわけではない。

て，新聞紙面や放送時間のほとんどをこの事

元朝日新聞記者で京都大学講師（現京都女

件で埋め尽くすことで，事件の異常性や重要性

子大学教授）の柴山哲也は，
「リクルート疑惑

を読者，視聴者に訴えるが，その反面他にも

報道が数少ない調査報道の一環である」と評

掲載や放送されるはずのニュースを隠してしま

価した上で，次のような疑問を呈している。
「この年の日本新聞協会賞はリクルート報道で

うことが指摘されている。
だが逆説的に言えば，｢特別調査報道 ｣に誘

はなく，産経新聞のテレビ朝日・椿発言スクー

引された事件や事態を他社が追随して報道す

プに決まったことは日本の新聞協会賞の性格

れば，
「メディア内容で，ある客体の顕出性（＝

が 調査報道を支援するアメリカのピュリッツ

他より目立っていること）が高まれば，受け手

アー賞とは異質であることを鮮明にした。つま

の側でもその客体に対する顕出性が高まる」

り日本ではアメリカ型の調査報道は評価され

ことになる。

ないということを示したのである」32）

30）

つまり読者，視聴者を大いに惹き付ける効果
があるとも言えるわけだ。
このことに関連して，創価大学准教授の伊藤

このあたりの事情について，東京情報大学
教授（現・日本ジャーナリスト会議会員）の桂
敬一はこう著している。

高史は，先の竹下の「マスメディアと世論」の論

「（日本新聞協会）賞選考時期に朝日のカメラ

文を下敷きにして，マス・メディアが「権力者」に

マンが沖縄で『サンゴ傷つけ事件』を起こし

対して及ぼす影響について考察している。その

ていたのを捉え，
『そ

中で注目したいのが，以下の点だ。

のような報道倫理に

「いくら特定の報道機関が報道しても，他の

もとる事件を起こし

メディアがこれに追従しなければ，権力者を

た社には， 協 会 賞

動かすまでには至らないというケースも考えら

を受 ける資 格 が な

れる」

い』とする筋違いの

31）

すでに述べたように｢特別調査報道 ｣の社会

理屈が，ライバル各

的意味・効果を担保するのは，実は他メディア

社から言い立てられ

の追随という現象に他ならないのである。そこ

朝日新聞のサンゴ事件（1989 年 4 月） たためである」

33）
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柴山は，
「ニューヨーク・タイムズ」や「ワシン

マス・メディアは本来「権力」や「権威」を監視

トン・ポスト」が行ったような｢ 調査報道 ｣を日本

してこそ存在意義があることは，
「ジャーナリズム」

でやろうと思えば，相当な困難がつきまとうが，

のところで紹介したとおりである。そして当然の

「成功した暁には大きな名誉と賞賛を得ること
ができる」と提示した上でこう指摘している。

ことながら，発表報道に埋没することなく，その
報道発表の内容も疑ってかかることで，取材対

「調査報道をジャーナリズム界全体で支える

象に対して緊張感を終始持ち続けることになる。

アメリカと，これに無関心かつ否定的ともい

そうなると，逆に他社の｢特別調査報道 ｣だ

える日本のジャーナリズムとの大きな違いを

からといって，無視したり，後追い取材なしでは

感じざるを得ない」

終われなくなる。そればかりか，逆に「我が社

34）

柴山の指摘から10 年経ったいま，果たして

の調べによりますと・・・」と，新たな「調査報道」

日本のジャーナリズムは，｢ 調査報道 ｣に無関

で勝負する社が現れ，従来の似たり寄ったりの

心かつ否定的であろうか。

紙面やテレビ画面が各社によって異なり始める。

前号で見てきたように，柴山の懸念を払拭す

そのことが，読者，視聴者，いや国民から「あ

るように｢ 調査報道 ｣ や ｢ 特別調査報道 ｣ は，現

そこは変わった」と評価を得る結果につながる。

に高い水準で，
また広範囲で展開されてきており，

かつてリクルート事件当時の新聞紙面，テレ

またそれらへの社会的関心も決して低くないよう

ビ画面は，高い評価を受け，またそれに応え

に思われる。そこには，日本のジャーナリズムを

ようと記者やカメラマンは取材活動にしのぎを

活性化させる“何か”があるからで，NHK のア

削った。あの意識の高揚は，｢特別調査報道 ｣，

ンケート調査 でも｢ 調査報道 ｣をやってみたい

そして各社が追随した｢ 調査報道 ｣によって引

と思う記者が，89％に上っていることからも明ら

き起こされたものである。国民を新聞，テレビ，

かである。

雑誌に釘付けにし，ジャーナリズムが，ジャー

35）

ではジャーナリズムを活性化させるとは，具
体的にどのような状態を指すのであろうか。

ナリストが評価された時代があった。あれぞ，
「活性化」であった。

一つには，ジャーナリストの取材へのモチ
ベーションが高まることである。発表報道に慣

現在（2009 年2月2日）
，西松建設の外為法

らされてきたジャーナリストは，自らの議題設定

違反事件を捜査している東京地検特捜部は，か

に責任を感じ，より深く，詳細かつ正確に，自

つて数多くの政治家の収賄事件を摘発してきた。

らの取材力を以て事実の解明に与していく。次

東京地検や大阪地検，名古屋地検に「刑事部」

NHK の特別調査報道『ワーキングプア』
（NHK スペシャル 2006 年から転載）
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にジャーナリス

という捜査部署がありながら，それぞれに「特

トが本来抱えて

別捜査部」がある。その存在理由は，
「脱税」や

いるはずの，
「対

「企業犯罪」を暴くことだけでなく，何といって

権力」
「対権威」

も政治家を巻き込んだ「贈収賄」事件の摘発に

への批判や懐疑

あったはずだ。それこそが，国民の信頼を勝ち

の精神を呼び覚

得てきた。いまはそうした捜査がほとんど行われ

ますことである。

ず，今回の事件がどう展開するのか注目されてい
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る所以でもある。
報道が同様な事態に陥らないためにも｢特別
調査報道 ｣に力を入れるべきである。メディア
各社が「調査報道」
，｢特別調査報道 ｣を展開
するか否か，その存在意義が問われていること
になる。

（5）まとめ
今回は，
「調査報道」を従来の独自報道を含
む「調査報道」と権力や権威を対象とした｢特
別調査報道 ｣に分類してきた。次回は，｢特別
調査報道 ｣にも，いくつかの形態があることを明
示する。そしてそれらがどのような社会的影響や
効果をもたらしたかについて，過去の事例に照ら
して検討したい。

（おまた いっぺい）

注：
1）Bill Kovach and Tom Rosenstiel『The Elements
of Journalism』加藤岳文・斎藤邦泰訳『ジャーナ
リズムの原則』日本経済評論社，2002 年
2）
「ワシントンポスト紙」のウォーターゲート事件報
道の際，ボブ・ウッドワード記者の秘密の情報源
を当時のポルノ映画から借用してこう呼んでいた。
2005 年，このディープ・スロートは，自分だと元
FBI 副長官のマーク・フェルトが名乗り出た。
3）高橋俊一「新聞神話の崩壊 12」
『朝日総研リポー
ト』2006 年 194 号
4）福井逸治『新聞記事作法』三一書房，1994 年
5）富樫豊・小俣一平「取材現場で何が起きている
のか〈下〉」NHK 放送文化研究所編『放送研究
と調査』2008 年 3 月号
6）文化勲章受章の洋画家田崎広助の「朱富士」な
どのニセ絵画 10 数点が京都や東京に出回ってい
る事件で，贋作者や画商を独自取材で突き止め
ていった一連のスクープ。
7）村井四郎「企業犯罪情報をプロはこう掘り起こす」
『ダ
イヤモンド・BOX』ダイヤモンド社，1984 年 1 月号
8）鶴見俊輔「ジャーナリズムの思想」
『現代日本思
想大系』12 筑摩書房，1965 年
9）戦争中のジャーナリストの戦争責任を自ら批判し
た武野武治は，朝日新聞記者を辞めて秋田県の
横手市で裏表 2 ページの週刊新聞「たいまつ」を
発刊。反戦・護憲を訴えた。
10）1961 年に谷川雁，村上一郎と共に出した雑誌。そ
の後吉本の単独編集となり1997 年まで続いた。

この中で同時代批評「情況への発言」を掲載した。
11）原寿雄『ジャーナリズムの思想』岩波新書，1997 年
12）花田達朗「ジャーナリズムと情報化の日本的関係
模様」
『日本のジャーナリズムとは何か』柴山哲
也編ミネルヴァ書房，2004 年
13）前掲，原寿雄，1997 年
14）原寿雄『ジャーナリズムの可能 性 』岩波 新書，
2009 年
15）飯 坂 良明『 現代 政 治 学』 日本 放 送 出版 協 会，
1968 年
16）大谷博愛「政治権力」JapanKnowledge 版『日
本大百科全書』小学館，2009 年
17）2008 年 11 月 18 日「厚生労働省の在り方に関
する懇談会」での発言
18）伊藤正孝『欠陥車と企業犯罪』三一書房，1972 年
19）大嶽秀夫『現代日本の政治権力経済権力』三一
書房，1979 年
20）産経新聞，2008 年 11 月 26 日
21）
「山田厚史の特ダネ記者魂」
『AERA』
，2008 年
11 月 24 日号
22）前掲，原寿雄，2009 年
23）2001 年 1 月 30 日教育テレビで放送された「問
われる戦時性暴力」が政治家の圧力によって改
変されたのではないかと朝日新聞が 2005 年 1
月 12 日朝刊で報じ，社会問題となった。東京
高裁は NHK 上層部が政治家の言動に過剰に反
応して番組を改編したとの判断を下したが，最
高裁は 2 審を覆して NHK 側が逆転勝訴した。
24）大石裕編『ジャーナリズムと権力』世界思想社，
2006 年
25）前掲，飯坂良明，1968 年
26）谷藤悦史「権威」JapanKnowledge 版『日本大
百科全書』小学館，2009 年
27）前掲，大石裕編，2006 年
28）蒲島郁夫「マスメディアと政治」『レヴァイア
サン』木鐸社，1990 年第 7 号（この蒲島論文
に朝日新聞の石川真澄が同じ雑誌で，
「マスメ
ディアの影響力」は通常思われている程大きく
ないこと，むしろ逆に，メディアが権力集団か
ら如何に影響を受けやすい構造となっているか
を論じていることを付記しておく）
29）竹下俊郎「マスメディアと世論」『レヴァイア
サン』木鐸社，1990 年第 7 号
30）竹下俊郎「ジャーナリズムの現実定義機能」天
野勝文編『岐路に立つ日本のジャーナリズム』
日本評論社，1996 年
31）伊藤高史「権力論とジャーナリズム研究」
『メディ
ア・コミュニケーション』慶應義塾大学メディア・
コミュニケーション研究所，紀要，2006 年 No.56
32）柴山哲也『日本型メディア・システムの崩壊』
柏書房，1997 年
33）桂敬一「本書を推す」
『朝日新聞の「調査報道」
』
小学館文庫，2001 年
34）前掲，柴山哲也，柏書房，1997 年
35）前掲，富樫豊・小俣一平，2008 年 3 月号

MARCH 2009

47

