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力」を区別したうえで，それぞれに応じた「特
別調査報道」の事例を検討する必要がある。
本稿では「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，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両者にまたがり，両者が複合的に作用する
権力）の3種類に分類し，これらを対象とする

「特別調査報道」に過去どのような事例があっ
たか，そしてそれがどのように社会的影響力を
及ぼしていったかを見ていくこととする。

他方，「報道」が社会に影響を与えるという
場合，それをどのような尺度でどのように測定
し得るかという問題もある。この問題は，社会
的影響力の拡大過程をどのようなタイムスパン

（時間的範囲）において観測するかという問題
にも関わっており，これまでにも何人かの論者
によって指摘されてきた。

例えば，創価大学准教授の伊藤高史は，米
ノースウェスタン大学のD.プロテスらの調査結
果などを参照しつつ，「調査報道」の社会的影
響力の拡大過程は，「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」）
で把握することは困難であり，また現実にもそ

（文中敬称略）

第 4章「特別調査報道」の社会的影響

1　はじめに
前回までに，報道には「発表報道」と「独自

報道」があり，その内，①報道しなければ日の
目を見ない事実を，②（発表ではなく）独自に
調査し，③自社の責任で報道するのが「調査
報道」と定義づけられることを，過去の事例な
どから見てきた。さらにこの「調査報道」の中
でも，④「権力」，「権威」ある者や組織の不正，
腐敗，怠慢などを取材対象とし，⑤その報道
を各社が追随し，⑥そのことが国民の関心を
高め，⑦「権力」「権威」に何らかの影響を与え
るという要件を満たす報道を「特別調査報道」
と名付け，従来の「調査報道」と区別して論じ
た。

本章では，「特別調査報道」が，社会に対し
てどのような影響をどのような形で与えるのかに
ついて，過去の具体的事例に即して検討してい
くこととする。
「特別調査報道」の社会的影響を考える際，

当該の「報道」が，どのような種類の「権力」「権
威」を対象とするのかによって，社会的影響
力の拡大の様相やその範囲は自ずと異なってく
る。従って，「特別調査報道」の対象となる「権
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うした事例は少ないと指摘する。伊藤は，有名
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か月後に行
われた大統領選挙では大きな争点にならず，む
しろ国民の関心が高まっていったのは裁判や議
会の公聴会など政治権力内部での疑惑追及が
活発化した結果であったと指摘する。つまり，
報道が直接的に社会的影響力を拡大していくと
いうよりも，その過程に複雑な政治過程が介在
している1）というのである。

また，元共同通信編集主幹の原寿雄は，自
らの「調査報道」の経験から，「調査報道」が
社会に影響を及ぼすタイムスパンが事例によっ
て多様であるとして次のように言う。

　「社会的影響がすぐ出るリクルート事件の
ような『調査報道』もあれば，毎日（新聞）
の『薬害エイズ』や『アスベスト』のように何
年もかかって，やっと日の目を見る『調査報道』
もある」2）

以上のような諸点を踏まえながら，ここでは
「特別調査報道」を，①政治権力追及型，②
組織権力追及型，③複合権力追及型の3つに
分類し，順を追ってその社会的影響力の様相
や拡大プロセス等について考察していく。

2　政治権力追及型
（1）政治エリートを対象とした特別調査報道
ａ「田中角栄研究」

日本の「調査報道」の第一人者である元朝日
新聞（現・東京経済大学大学院講師）の山本
博は，『追及－体験的調査報道論』のあとがき
で，「調査報道」について「日本では，立花隆
氏が『文藝春秋』誌上で暴いた『田中金脈』が
その先駆的存在といえる」3）と位置づけている。
立花の「田中角栄研究－その金脈と人脈」4）の

内容は見出しから想像するのが早い。
「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・アンド・
テイク」「献金の御利益」「大ざっぱな帳簿」「国
民協会の脱色作用」「首相の金力の背景」…と
25に上る小見出しと12の表・グラフ，総ページ
数は40に及ぶ。この記事では，田中角栄総理

（当時）の資産運用，ユウレイ企業や法人を使っ
ての金の流れ，田中角栄・小佐野賢治両人の
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。

発売当初，日本の新聞，テレビは，立花論
文につ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
した田中角栄を招いての昼食会で，この論文
について取り上げられると，翌日の朝刊から雨
後の竹の子のように新聞各紙に記事が出始め，

『文藝春秋』は66万部を完売した。金脈問題
は，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。
その結果，「田中角栄研究」が発売されてちょう
ど2か月後の12月9日，田中内閣は崩壊した。

山本同様に「田中角栄研究」を「調査報道」
の先駆と認めて，論文を発表したのは上智大
学 教授の植田康夫だった。植田は，「雑誌
ジャーナリズム始まって以来の大調査に基づ
き」5）の部分を引用しながら，「まさにこのレ
ポートが『調査報道』であったことを示唆して
いる」6）と述べている。
「田中角栄研究」は，読者から見れば①「知

らされていない事実」の暴露だった。朝日新聞
の社説は，「かつて取り上げられたり，事件とし
ては一応処理ずみであるかもしれない」7）として
いるが，立花は，こう反論している。

　「当時田中サイドの人々がいっていた『新しい
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事実は何もないじゃないか，全部昔いわれてい
たことをほじくりかえしただけだ』という評言は
事実に反する。相当の部分は，新しく取材さ
れはじめて世に公表されたことでもあった」8）

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という要件
も満たしている。

　「あの記事の一行一行，図版の一枚一枚が，
誰が聞いてもビックリするほどの資料に裏打
ちされ，厳密な確認作業がなされている。そ
の資料の厚みは，ゆうに数冊の書物を書く
に足るものだ」

と立花は記している。
「調査報道」のポイントは，独自取材だが入

手できる公開資料をフルに駆使して，裏付け取
材をしているところに手法の斬新さがある。

そして立花の論文は，③文藝春秋社の責任

で『文藝春秋』誌上に発表されている。さらに
ターゲットは，④権力者の金権政治の暴露で
あった。
『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，
「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リスト
の慧眼があればこそ実現した特集だった。

報道された記事の内容は，⑤マスコミ各社が

追いかける中で，⑥国民の誰もが知るところと
なった。

ここで特に注目したいのは，マスコミ各社
の追随である。もしそれがなかった場合どう
なっていただろうか。この点について，植田は，

『Newsweek』1974年10月21日号に掲載され
た朝日新聞論説委員の深代惇郎の興味深い意
見を紹介している。

　「もしこれほどの暴露がヨーロッパやアメリカ

で行われたならば，政府を転覆させるような衝
撃を与えるだろうが，われわれの国は特別な国
で，この記事は間もなく忘れられるだろう」9）

筆者も深代同様，各社が追随しなければ，
田中角栄は66万部の『文藝春秋』を無視し，
田中にお追従する政治記者によってガードされ，
当面は同僚政治家には金力を以て批判をねじ
伏せていたのではないかと推測する。

各社の追随，報道の連鎖の結果，⑦田中角

栄は総理大臣を辞職し，三木内閣が発足した。
立花は，こう指摘している。
　「田中内閣が倒れたのは，金力でつなぎと
めていたものが一斉に離反しはじめた結果，
自壊したとみるのが正しいだろう」10）

　「覚悟さえできてしまえば，権力の威嚇はさ
して有効ではない。威嚇が通用するのは恐
れる者に対してだけで，恐れない者には通用
しないのだ」11）

つまりマスコミといえども個別の闘いでは，
巨大な影響力を持つ政治エリートの前ではひ
とたまりもないのである。が，ひとたびマスコ
ミがその権力をものともせず，また各社がそれ
ぞれ立ち上がれば政権崩壊もなし得る実例と
言える。

ｂ「KSD 疑惑」報道

田中金脈やリクルート事件と同様に，政治エ
リートの腐敗を追及したのが，KSD疑惑報道
である。この報道の特徴は，他社が追随する
だけでなく捜査機関を動かす形で，その社会
的影響が拡大していった点である。
「中小企業経営者福祉事業を食いものにす

る理事長の厚顔」のタイトルで，『週刊朝日』に
大きく報じられたのは，2000年4月25日（5月
5日・12日合併号）のことだ。
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KSD・中小企業経営者福祉事業団は，会員
数107万人，年間収入250 億円という巨大規
模を誇る。『週刊朝日』の記事は，この財団が，
理事長の古関忠男とその家族によって私物化さ
れ，KSDが毎年30 億円前後の補助金を支出し
ている「KSD豊明会」傘下の「豊明会中小企業
政治連盟（豊政連）」は，参議院議員村上正邦
を支援する特別な関係にあることを暴露する。

　「豊明会は自民党豊明支部に年間数千万円
規模の寄付を行い，ほぼ同額が自民党豊明
会から豊政連に流れていた。（中略）そして
豊政連に入ったカネの行方を報告書で追うと

『陣中見舞い』として政治家に流れたり，接
待ゴルフの費用などに消えていた」12）

さらにKSD関係者は村上を名指しでこう述べ
ている。

　「村上正邦さんの参議院選挙前になると，
豊政連が中心になって，大量に架空の党員
を作った。古関理事長の指示ですよ」13）

村上は，田中元総理ほどの大物ではないにせ
よ，当時その影響力は無視できない存在だっ
た。自民党参議院議員会長で，元労働大臣で
ある。記事が出る1か月ほど前の2000 年 4月
2日，小渕恵三総理が脳梗塞で倒れ，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』編集委員の山本朋史に特捜幹部から電話
が入っている。

　「古関については，特捜部でも以前から少
し調べていたんです。今回取材された情報
について少しお聞きしたいと思っています」14）

特捜部は古関の背任容疑で10月にKSD本部

の家宅捜索に入る。各社は以後連日報道を続
ける。11月に古関を業務上横領で，翌年1月
には参議院議員小山孝雄を，さらに3月には
村上正邦を受託収賄の容疑で逮捕，起訴し
た。村上は，1996 年1月中旬，議員会館で
KSDの関連財団が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
るように依頼を受け，1月25日の参議院本会
議の代表質問で，「職人大学設立に，特別な
施策を早急に打ち出すべきだ」と訴え，橋本
総理から有利な答弁を引き出した。その見返
りとして事務所経費や現金あわせて7,280万円
を受け取ったという15）。

1審，2審とも有罪で，2008年3月，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。　

同志社大学の山口功二が「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」16）と指摘するように，「調査報道」は，『文
藝春秋』誌同様，雑誌の真骨頂でもある。

特別調査報道の7条件を前出の『悪党と政治
屋』から引き出してみる。

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」17）

これをきっかけに，入手した資料を分析し，
②独自取材

　「豊政連政治資金収支報告書を一年ごと
にノートにまとめて写し，編集部に戻ってか
らパソコンでそれを清書する」
　「土地や子会社の謄本集めなどは，藤井

（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た」
その過程で，KSDと村上正邦の不透明な関
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係が浮かび上がったという。
③「週刊朝日」の責任で独自に報道。

④参議院議員会長という政治権力者（エ

リート）村上の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
がいはある。村上はこの時，参院自民党議
員会長。数年後には，参議院議長になると
いわれている大物である」
⑤東京地検特捜部が摘発で追随する。そ

の結果マスコミ全社がこの事件を取り上げる。

普通は各社の追随が先にあるケースが多い
のだが，KSDの場合は，各社が『週刊朝日』
の記事のコピーを手にしながら，水面下ですで
に取材を続けていて，どのタイミングで報道す
るかを窺っていた。そこに特捜部が強制捜査に
入り，マスコミ各社も一斉に集中報道していっ
た。こうして，事件は各社の連日の報道によっ
て⑥全国民の知るところとなり，権力エリート
たちは，⑦社会的批判を受けると同時に，特捜

部による逮捕，起訴で，議席と共に権力も権
威も失っていった。

ところで，捜査権力とジャーナリズムとの関
係について，前出の伊藤高史は同じ論文でこう
指摘している。

　「ジャーナリズムは国家権力の単純な批判
者ではなく，ある面では『協力者』にならざ
るを得ない」
　「『国家権力』は決して一枚岩ではない。
報道機関が国家権力（たとえその一部であっ
ても）と一体化することはあってはならない
ことだが，一定程度の協力関係を築くことま
で否定されるべきではない」18）

取材現場からすれば，特捜部の方から協力
を求めてくるケースは少なくない。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，ジャーナリストの矜持との比較
衡量を考えると，現実には捜査に協力し，情
報交換しながらスクープをものにする方を記者
が選ぶことも取り得る選択肢の一つである。

しかし，マスコミが報道目的以外で情報を
捜査権力に渡してしまうことは，「取材の自由」
の根源に関わる問題であることを忘れてはいけ
ない。1968 年1月に起きた博多駅事件の際，
テレビ4 社がニュース・フィルム提出を拒んだ
背景には，「報道目的」以外の利用が，取材の
自由を脅かす虞があるためだった。

伊藤が「国家権力とジャーナリズムの協力」
を是認するのに，余り躊躇がないように読み取
れるのは，ジャーナリストとジャーナリズム学
者との現場感覚の違いなのかもしれない。
「 ウォーターゲート事 件 報 道」でもこの

「KSD疑惑報道」でも権力が関わってくるの
は，“協力”というより，報道による社会的影
響の拡大過程での相乗効果であって，むしろ
権力がジャーナリズムに追随してきたと受け取
るべきであろう。『週刊朝日』に特捜部の方か
ら連絡してきていることを見ても明確である。

政治権力追及型の2つのケースを見てきた
が，「調査報道」である以上，「田中角栄研究」
も「KSD疑惑報道」も，政治権力の中の政治
エリート（総理大臣，元労相で参議院議員会
長）をターゲットにしている点が共通している。
つまり報道の過程で政治家が出てくるのではな
く，取材の段階ですでに狙いを定めている。

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「接近しなければ取
材できないが，抱き合ってはいけない」とよく言
われるが，「田中角栄研究」の場合は，文藝春
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秋社が中堅出版社という環境で，政治家に忖
度する必要がなく，しかも編集長に自由な裁量
が任されていたことが大きいように推察される。
一方，「KSD疑惑報道」は，『週刊朝日』という
雑誌が舞台のうえに，社会部出身の記者たち
が取材に回る，つまり政治家との距離が近すぎ
ない点が大きい。社の体質にもよるが，「政治
家ものともせず」という気概が両者に共通して
いた。権力の介入，恫喝，懐柔をはねのける
ジャーナリズム本来の姿があってこそ為しえた
報道だったと言える。

ただし田中退陣後，立花が『文藝春秋』に
「続・田中角栄研究」を書こうとしたり，また
単行本で出版しようとしたりしても，すでに政
治家から文藝春秋社の上層部に圧力がかかっ
ていて，出すことは叶わなかったという19）点も
付記しておきたい。

他方，「田中角栄研究」と「KSD疑惑報道」
には，大きな違いもある。前者が「特別調査
報道」によって世論を喚起し，政権を倒した事
例であるのに対して，後者は，特捜部を巻き
込んで「政治エリート」を摘発させた。つまり
国家権力の一部である捜査権力を引っ張り出
した点で，「リクルート疑惑」報道と同じように
見える。しかし，「KSD疑惑」は報道直後に特
捜部が『週刊朝日』に協力を求めているように
報道と捜査とがつかず離れずの関係であった。
これに対して，「リクルート疑惑」は，報道の
連鎖が，国民の政治不信を巻き起こし，特捜
検察が捜査せざるを得ない状態を作っていき，
それが結局竹下内閣の崩壊に繋がった。つまり

「リクルート疑惑」は，捜査権力がマスコミ各
社に追随せざるを得なかったケースといえる。

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（チーム）

が，堅持しうるか否かである。
KSD報道以後，「特別調査報道」によって

政治家が摘発された事例はない。

（2）行政権力を対象とした「特別調査報道」
ａ「菅生事件」報道

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，冤
罪のまま事件が闇に葬られていたのが菅生事
件である。

事件の概要は以下の通りだ。
1952年6月2日午前0時30分頃，大分県直

入郡菅生村（現在竹田市菅生）で，巡査駐在
所が爆破された。地元で農地解放闘争を続け
ていていた後藤秀生（25歳），坂本久夫（24歳）
ら共産党員5人が，爆発物取締罰則違反や殺
人未遂などの容疑で逮捕，起訴された。後藤
と坂本の2人は，事件の3か月前にふらりと村
へやってきた市木春秋という人物に駐在所付近
の中学校に呼び出され，その帰りに事件に遭遇
した。市木春秋は事件後行方が分からないま
まだった。1審では後藤に懲役10年，坂本に8
年，他の2人に3年，少年に執行猶予のついた
有罪判決が言い渡された。

判決直後，被告たちの「市木を捜してくれ」
と訴える声を耳にした大分新聞，大分合同新
聞の2人の記者が，①被告の声をきっかけに

「調査報道」を始める。②市木とは誰か，誰も

知らない事実を追う。事件から4 年半後，市
木春秋が事件当時，③行政権力の一員，国家
地方警察大分県本部の警備課巡査部長・戸
高公徳であることを突き止める。

1956年11月30日朝刊で大分新聞が，④自

社の責任で，その事実をスクープする。大分
合同新聞も夕刊で⑤追随する。共産党は記者
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会見を開いて戸高の結婚写真を配布して各社
に訴える。その後毎日新聞が，市木が現在も
警察庁に勤務していることを写真入りでスクー
プし，ラジオ九州（現・RKB毎日放送），ラジ
オ東京（現・TBS東京放送），ラジオ大分（現・
OBS大分放送）が次 と々，「消えた警察官」の
録音構成番組を放送して，⑥大きな反響を呼

び，国会でも取り上げられた。各社がしのぎを
削る中，共同通信が独自に戸高公徳を新宿で
発見，単独会見を行って全国配信する。これ
によって結審直前だった福岡高裁の裁判は一
転する。戸高が証人に呼び出され，爆発物の
投てき実験が東京大学と警察の科学捜査研究
所の双方で行われ，室内爆破説が科学的に立
証された。

その結果，爆破に関わったとされた後藤秀
生，坂本久夫両被告には⑦逆転無罪が言い渡

され，駐在所爆破事件が警察権力による陰謀

だったことが証明された。1960年最高裁判所
もこれを認め，被告たちの無罪が確定した20）。
大分新聞の「特別調査報道」がなければ，ま
た各社の「調査報道」がなければ，この事件
は冤罪のまま幕を閉じたかもしれない。裁判所
をも動かした報道だった。

共同通信特捜班の1人原寿雄は，取材から
48年経って次のように述べている。

　「同僚と確認した第一は，権力の恐ろしさ
だった。（中略）そのことに駆け出し記者た
ちは驚かされた。欧米でウオッチドッグ（番
犬）と呼ばれてきた権力の監視役という仕
事が，ジャーナリストにとっていかに重要な
ことか，頭の芯まで叩き込まれた」21）

ジャーナリストが「警察権力による犯罪行
為」を見逃さないという自覚を堅持していたか
らこそ，為しえた権力追及報道だった。「調査

報道」という認識がなかった頃の事件だが，
この報道こそが，「特別調査報道」の初源だと
筆者は考える。

ｂ『志布志県議選事件』報道

菅生事件同様，行政権力とりわけ警察権力
による犯罪は50年経っても平然と行われてい
た。2005年2月13日に放送されたテレビ朝日
の『ザ・スクープ』22）が報じた志布志県議会議
員選挙冤罪事件報道は，大きな衝撃を与えた。

事件の概要は以下の通りである。
2003 年 4月に行われた鹿児島県議会議員

選挙で，当選した中山信一議員が公職選挙法
違反容疑で逮捕され，それに連座するように
妻や地元の有権者12人が逮捕，起訴された。
捜査段階で6人が容疑を認めたが，公判の中
で全員が「警察官に脅されて自白させられた」
と主張した。また「ビール供与」の疑いで取り
調べられた男性が，取調官が書いた「実父　
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審し，2007年
2月に12人全員（1人は公判中に死亡）が無罪
となった。

事件は志布志警察署長と一部の捜査員によ
る全くのでっち上げで，事件そのものが存在
しなかった。

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。これまでに
も，北海道警裏金疑惑や桶川ストーカー事件，
さらには検察庁調査活動費不正使用事件など
で，数々の「調査報道」をものにしてきた。今
回は，「取調室という“密室”で～検証！違法
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捜査疑惑」（④警察権力が取材対象）と題して
志布志事件を正面から取り上げた。

長野キャスターが志布志の現地に入って，関
係者から数多くインタビューし，入院中や退院
直後でも行った強引な取り調べや自白の強要，
調書の捏造，脅迫など①報道しなければ明ら

かにされなかった事実を②独自取材で，③自

社の責任で報道した。不当に逮捕された人の
ほとんどが70歳前後の高齢者ばかりで，「これ
が警察のやることか」と見ているものを慄然と
させる。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」の映像の優位性を遺憾な
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
連合会が主催して，志布志事件についてのシ
ン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た。
パネリストの1人，ノンフィクション作家の佐野
眞一がこう批判している。

　「シンポジウムに参加したにもかかわらず，
その様子を一行も報じなかった新聞記者た
ちは，この番組を一体どんな気持ちでみたの
だろうか」23）

『ザ・スクープ』は，“権力をものともせず”が
番組の基盤になっているようで，テレビジャー
ナリズムとしては，異色の存在といえる。この
番組を見た鹿児島のあるマスコミ幹部（当時）
は，「正直，やられたと思った」と言い，その反
省点として次のように語っている。

　「①捜査当局の情報に頼った取材姿勢，
②公判中，あるいは係争中ということでの
取材の消極性，③『冤罪は許さない』とい
うジャーナリストとしての意識の希薄さが挙
げられる」24）

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いた。
そうした中で，被告らの被害の実態と合わせ
て，警察権力の不正を追ったのが，朝日新聞
鹿児島総局である。

2005年4月，鹿児島総局長となった梶山天
は，公職選挙法違反事件に2年以上も裁判が
続いていることに疑問を持ち，まず『ザ・スクー
プ』のビデオを見て驚く。そこで志布志事件担
当を決めて一から調べ直した。

　「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」25）

記者の志布志通い（片道 3時間）が続き，関
係者の取材を徹底する一方で，警察内部の協
力者を得て極秘資料や情報を入手する。

2006 年1月5日の朝日新聞が一面トップでス
クープ記事を掲載する（⑤他マスコミ追随）。
「架空供述迫り調書　公選法違反事件，否

認の男性に　鹿児島県警」の見出しで，中山県
議から20万円提供され，一部を仲間8人に配っ
たと架空の自白を強いられたという内容だった。
以後朝日新聞は，要所要所で特ダネを放つ一
方，11月1日から「その時，何が―志布志の
公選法違反事件」のタイトルで連載を始める。

　「このころから，ほかの新聞やテレビも
徐々に志布志事件に関する県警の捜査につ
いての報道を始めた」26）

報道の連鎖によって鹿児島の県議会議員選
挙違反事件は，全国の耳目を集めただけでは
なく，取り調べの全面可視化問題が論議され
るようになった（⑥視聴者が知る）。結局，裁
判では全員無罪。また不当な取り調べで警部
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補（後辞職）が特別公務員陵虐罪で起訴され
有罪判決を受ける。2008 年1月，警察庁は再
発防止策として「取調べ適正化指針」を公表

（⑦影響）。
テレビ朝日の『ザ・スクープ』と朝日新聞鹿

児島総局の違いは，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，早い
段階で違法捜査疑惑を被害者サイドから暴露
しているのに対して，後者は捜査関係者の内
部告発を軸にしながら不正捜査の実態を解明
している。

すでに全国の視聴者が『ザ・スクープ』によっ
て鹿児島県警の“違法捜査疑惑”を知ってい
る以上，朝日新聞鹿児島総局の一連の報道
は，「特別調査報道」とは言わないが，優れた

「調査報道」であることには間違いない。 
あえて朝日新聞鹿児島総局の「調査報道」

を取り上げたのは，『ザ・スクープ』のようにイ
ンパクトのある証言や映像を駆使して，視聴
者に訴えるメディアと違って，7か月余の取材
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ならではの

「調査報道」が，極めて重要であることを指摘
しておきたかったからである。

さて2つの行政権力，しかも陰険悪辣な警
察権力の実態を見てきたのは，菅生事件から
50年経っても，警察権力による組織ぐるみの
犯罪や犯罪的行為が跡を絶たないためである。
いや志布志事件に止まらず，これまでにも「特
別調査報道」との関連で言えば，高知新聞，
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』による「埼玉県
警の桶川ストーカー事件」，時事通信による「神
奈川県警集団暴行事件」など枚挙にいとまが
ない。それだけにジャーナリズムに課されてい

るウオッチドッグ＝「権力監視」の重要性は，
いつの時代も変わらない。

前出の伊藤は，ここでも次のように言及して
いる。

　「『国家権力の監視』は，ジャーナリズム
の最大の役割のひとつである。しかしなが
ら『監視』は必ずしも，『批判』にはつなが
らないし，報道機関や記者は国家権力と，
常に敵対的な関係を保たなければならない
ということにはならない」27）

確かに指摘の通りで，「ことあらば，書く」
という姿勢を堅持しておくことが重要であると
考える。

ここで紹介した4つの「政治権力追及型特
別調査報道」は，とかく取材対象と密接な関
係になりがちなクラブ詰め記者が， なれ合いと
いう“陥穽”に落ち込まないように警鐘を鳴ら
したという意味でも，優れた報道であった。

3　組織権力追及型
次に「組織権力追及型特別調査報道」を見

ていく。前号で検証したように，「権力」には
政治権力の他にも「社会の諸領域でそれぞれ
の権力が存在している」28）。「企業権力」「経済
権力」「学会権力」に見られるような黙示的に
影響力を行使する「組織権力」も「特別調査
報道」の対象である。
「組織権力」を追及した例は，本連載の第1

回に掲げた朝日新聞の「三越ペルシャ秘宝展
疑惑」や「東京医科歯科大学事件」のほかに
も，「偽装請負」，組織暴力団を取材対象とし
た西日本新聞の「闇金融追及」などに見ること
ができる。

ここで取り上げるのは，法の不備，「グレー
ゾーン」を悪用した中小企業向け貸金業の実態
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を「特別調査報道」して，法改正にまで持ち込
んだ東京新聞の「商工ローン」報道である。

ａ『商工ローン不当』報道

商工ローンとは，中小・零細企業を対象に
連帯保証人を条件に数十万円から1,000万円台
まで手形貸し付けの形で融資を行う貸金業者
のことで，当時全国に15 社前後あった。利息
制限法では元本100万円以上の上限金利を年
15％と定めているが，利息制限法には罰則規
定がない。ところが出資法だと年利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を悪用して高
金利で貸し付けするのが，商工ローンだ。こ
の高金利に泣く中小零細業者の声に耳を貸し
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「合法だが，不当」
という点に着目した。実際，裁判になると商工
ローン業者が勝訴するケースが多い。借り主や
保証人が契約書に署名・捺印しているためだ
が，この点について，「合法ながら不当，不当
を違法に変えるのは世論」との弁護士の声を
聞き，シリーズを立ち上げる決心をする。
　「特別調査報道」の第 1 弾は，1999 年 5 月
31 日朝刊「こちら特報部」の紙面で，「貸し渋
り逆手に攻勢　高利で契約トラブル続出」の
大きな見出しで取り上げた。

　「日栄は極めて弱い立場にある中小企業
経営者らに執拗な融資勧誘を行い，いった
ん借り主が見つかると，破綻するまで暴利
をむさぼり続ける」
こういった弁護士の声をはじめ，日栄や商工

ファンドなど商工ローン業者のあくどい手口を次々
と紹介しながら，同年12月1日まで「こちら特報
部」や一般ニュース記事として報じていった。

特報部長の迫田勝敏は，こう述べている。
　「見渡せば，世の中，合法であっても不当
なことが満ち溢れています。いくら合法でも
不当なことは『不当だ』と大声で言うことが
大事なのではないか，それで返済に苦しむ
債務者，保証人たちの助けに少しでもなれ
ばいいと考え着きました」29）

迫田の発想もリクルート報道の山本博の指
摘と同じである。山本は自著『追及』の中でこ
う述べている。

　「ごく普通の国民が『おかしい』『なぜこう
なっているのだろう』と首をかしげ，困り果
てる―そういう原因が明らかに権力の恣
意的な不正行為，あるいは不純な行為によ
り行われている」30）

城内がどうやって「特別調査報道」を打ち出し
たかを7条件を元に列記してみる。

①消費者金融業者との懇談で情報をキャッ
チ（発表ではなく独自に得た情報），②多重債
務問題に取り組む弁護士や司法書士を取材（独

自取材），③「こちら特報部」の5月31日から
12月1日までの『不況に踊る　商工ローン』の
断続的な連載記事（独自報道）④東京証券取
引所一部と二部上場の大手消費者金融の脱法
的高金利（経済権力追及），⑤各社追随，大
きく取り上げられる，⑥連日のニュース報道で

「目ん玉，腎臓を売ってカネ返せ！」の債権取り
立てを国民の多くが知る（悪徳商工ローンを国

民が認識する）。そして最後の社会的影響だ
が，国民に注意を喚起した点が大きいが，さ
らに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40.004％
という上限金利が29.2％に引き下げられ，こ
れを超えると刑事罰を受けることになった。こ
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のように⑦国会で問題となり法改正に発展する
（社会的影響）という展開を見せた。

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。

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」の事例を見て
きたが，アマチュアとはいえ「神の手」「ゴッド・
ハンド」と呼ばれた人物，あわせて「学会」の
権威性，あるいは権力性を完膚無きまでに照
射した「特別調査報道」が，毎日新聞北海道
支社の「旧石器発掘ねつ造疑惑」報道である。
“事件”と呼べるほどの衝撃を社会に与えた

のは，2000年11月5日日曜日の毎日新聞朝刊
だった。おそらく歴史に残るスクープのひとつ
であろう。そのリードの一部分を再現する。

　「日本に 70 万年以上前の前期旧石器文化
が存在したことを証明したとして，世界的に
注目を集めている宮城県築館町の上高森遺
跡で，第 6 次発掘調査中の 10 月 22 日早朝，
調査団長である東北旧石器文化研究所の藤
村新一副理事長（50）が一人で誰もいない
現場で穴を掘り，石器を埋めているところを
毎日新聞はビデオ撮影し，確認した」
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。
この時点で，藤村が認めた「旧石器発掘ね

つ造」は，上記上高森遺跡と北海道新十津川
町の総進不動坂遺跡の2か所だった。ところ
が，毎日新聞は，1年近く後の2001年9月29
日朝刊でも再度スクープを掲載する。
「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

会での報告によると，前副理事長が関与した
旧石器遺跡は東・北日本を中心に9都道県186
か所で，うち162か所でねつ造が確認された。
3万年以前とされた前・中期旧石器時代の遺跡
が否定された31）。

この報道で，毎日新聞北海道支社の取材
チームは新聞協会賞（編集部門）や菊池寛賞，
石橋湛山早稲田ジャーナリズム大賞を受賞する
のだが，当時の報道部長真田和義の早稲田大
学での講演から「特別調査報道」として，この
報道を見てみる。
①毎日新聞がスクープしなければ，誰も知らな
かった事実である。
②根室通信部の記者が東京の友人から聞いた

「発掘遺跡」の奇妙なうわさ話。
「一人の研究者が，次 と々記録を塗り替える

発見をするのは普通じゃない」（独自の情報）

③動かぬ証拠を押さえるために赤外線式ビデ
オ・カメラを購入し，リモートコントロールを習
熟した（独自の取材）。
④アマチュアとはいえ，藤村新一は東北旧石
器文化研究所副理事長として，1981 年に宮城
県馬場壇Ａを発見し，「前期旧石器時代論争」
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た
人たちが，一民間の研究者である前副理事長
の数々の発見，彼の『業績』に評価を与えて
きた」（取材対象は学会の権威者）

⑤全社追随，⑥国民が知り，驚愕。⑦教科
書の書き換え（社会的影響）が行われた。

真田は，自戒を込めて「組織権力」をこう
批判している。

　「学会，行政，そして私たちマスコミが，
いかに前副理事長を賞賛してきたか，その
責任は非常に重いと改めて痛感する」



77APRIL 2009

4　複合権力追及型
政治エリートや行政機関，あるいは企業や

学会といった組織権力のように，それぞれが
個別に権力や権威を振り回すのと違って，「経
済権力」や「行政権力」などの腐敗や怠慢，歪
みが絡み合った複合的な権力によって問題が生
じている実態を世に知らしめることもジャーナ
リズムの重要な役割のひとつである。

マスメディアの社会的機能について，政治学
者のラスウェルが指摘した3つの要素の内の1
つに，「環境監視」がある。

　「環境への監視（査察）とは，社会が変
化に対応して適応できるようにメディアがわ
れわれに早期に警告を発するという意味で
ある。監視，査察によって，われわれはどう
したらよいかという意志決定に必要な知識を
与えられる」32）

複合権力追及型特別調査報道は，環境監視
をも含めた「調査報道」と言える。国や自治体，
企業の過失や怠慢によって引き起こされる公害
や薬害，災害，事故，環境破壊などをメディ
アが「特別調査報道」によって明らかにしてい
く。その典型的な事例が，毎日新聞の「薬害
エイズ」報道である。

ａ「薬害エイズ」報道

学会権力，行政権力，経済権力の複合権力
による不正，腐敗，怠慢を追及した「特別調
査報道」が，毎日新聞の「薬害エイズ報道」で
ある。前出の原寿雄が指摘したように，1988
年2月に毎日新聞が薬害エイズの「調査報道」
を開始してから1996年3月に薬害エイズ被害
者たちと国とが和解するまでに8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（行政権力）の保健医

療局長松村明仁，それに製薬会社ミドリ十字
（経済権力）代表取締役の松下廉蔵らが業務上
過失致死容疑で逮捕・起訴され，ミドリ十字
の3 被告は実刑，松村も2008年に最高裁で有
罪が確定している（非加熱製剤で治療し患者
を死亡させたとされた安部は1審で無罪になっ
たが，2005年死亡）。

薬害エイズ事件では，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
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。そ
の後1983年には，アメリカで加熱製剤が承認
され，製薬会社では全ての非加熱製剤が回収
されていた。日本でも同じ時期に加熱製剤の開
発が進んでいたが，業界大手のミドリ十字が治
験に遅れていたため，それに歩調を合わせるか
のように，承認が遅れ，非加熱製剤が使われ
続けた。その結果，エイズウイルス感染者が
拡大した。1989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て損害賠
償請求の民事訴訟を起こし，1996年3月，国
との和解が成立した。

毎日新聞が一面トップで「血友病治療の加
熱製剤」「学会権威『治験』遅らす」「エイズ感
染者増やした　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日まで徹底した「調査
報道」が続く。その5月25日の「記者の目」で，
取材に当たった2人の記者が，厚生省を批判し
ている。
「血友病患者の“エイズ禍”」「厚生省は『薬

害』責任認めよ」「隠されていた犠牲者　3年間
何をしていた」の見出し。

  「厚生省が謙虚に責任を認めない限り，第
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二，第三のエイズ禍は必ず起きる」
こう書いた，2人の記者のひとり，村山治（毎

日新聞→現・朝日新聞編集委員）と，この「薬
害エイズ報道」について話し合ったことがある。

双方の認識は，「各社が後追いするのに何年
もかかっている。孤高の調査報道だ」という点
だ。その際，筆者が「調査報道」と「特別調
査報道」の説明をしたところ，最終的に各社
が追いかけざるを得なくなったのだから，結果
から見れば後者になるだろうとの結論に落ち着
いた。

前出の「ウォーターゲート事件再考」を書い
た伊藤高史は，毎日新聞の「薬害エイズ事件
報道」についても論考している。伊藤は，他の
新聞や各雑誌，テレビドキュメンタリーを詳細
に分析したうえで，こう指摘している。

　「月刊誌『文藝春秋』での立花隆の田中角
栄金脈の報道や『朝日新聞』のリクルート報
道と異なり，この『毎日新聞』の報道が，日
本ジャーナリズムの歴史的金字塔として言及さ
れることは稀であるように思える」
　「その大きな要因は，『毎日新聞』の報道は，
現実の社会を動かしたようには見えない点で
あろう」33）

また伊藤は論文の最終段で，次のようにも言
及している。

　「薬害エイズ事件は，やがて少しずつジャー
ナリズムの関心を集めはじめ，一九九五年の
後半から一九九六年の和解前後にかけて，
各報道機関が一斉にこの問題を報じるように
なった」34）

伊藤の指摘は，現象面から見ると説得力が
ある。確かに和解交渉前後になって大きく取
り上げられたことは事実である。しかし毎日新
聞の「特別調査報道」は，スクープの直後か

ら各社に大きな影響を与えている。
筆者は司法記者クラブに17年間在籍してい

た際，毎日新聞のスクープもその後の報道も長
くスクラップしてきた。この関連のスクラップ
帳が不要になったのは，2001年の厚生省の松
村有罪判決以後であり，各社の記者もおおむ
ね同様と推察される。つまり「毎日新聞」の「調
査報道」は，（医）学会権力や行政権力，経済
権力そしてマスコミ各社にとってずーっと胃の
腑に閊

つか

えた塊のような「懸案事項」だった。だ
からこそ，マスコミ各社は，追いかけるタイミン
グや逆に特ダネで一矢報いるチャンスを狙って
いた。それが叶わず，結局毎日新聞が指摘し
てきた記事の数 を々追認せざるを得なかった。
『NHKスペシャル』の「埋もれたエイズ報告」35）

を作った桜井均は，「当然毎日新聞の記事を意
識した。追いかけるというより，毎日新聞と違
う視点36）で薬害エイズを捉えようとした」37）と語
り，毎日新聞の記事の存在が大きかったこと
を認めている。新たな「調査報道」を目指すに
せよ，やはり先鞭をつけた毎日新聞の記事は
見逃せないのである。

ジャーナリストにとって，“どの時点まで”が
追随（取材）の期限かを一応なりとも設けるな
ら，捜査本部が解散して事件が終焉を迎える
までとか，薬害エイズ事件の場合は途中で和
解が成立した時点と刑事訴追された事件の最
高裁判決までであろう。毎日新聞の「特別調
査報道」は，各社に十分影響を与えつつ，時
間をかけて結実していったケースである。

ｂ「ワーキング・プア」

では期限のないテーマでも「特別調査報道」
はありうるのだろうか。ここで取り上げるのは，

「ワーキング・プア～働いても働いても豊かにな
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れない～」38）である。その後も第3弾まで放送
され，社会に大きな影響を与え，「ワーキング・
プア」の用語は，流行語にさえなった。番組で
はこう定義している。

　「働いているのに生活保護水準以下という人
を指す言葉として使われていて，全国で 400
万世帯とも，それ以上とも言われている」39）

その内容は，3年間で7つの工場を転 と々する
「フリーター漂流」を履歴書が物語るホームレス
の34歳の男性や，1回の食費を100円から200
円に切りつめて生活している年収 25万円の秋
田県角館市の74歳の仕立て屋さん，観光地で
午前5時から深夜0時まで漬け物を作って売っ
ても赤字は増えるばかりの夫婦，都会と地方の
歴然とした格差，教育を受けられるかどうかで
その後の人生が全く変わってしまうという，いま
の日本が抱える病理をことごとく照射している。

事実を以て語らせるドキュメンタリーの醍醐
味が，見終わった者を茫然自失にさせるインパ
クトがあった。

朝日新聞で『偽装請負』の「調査報道」を指
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。

　「一生懸命働いても生活保護世帯以下の収
入しか得られない状況を活写した衝撃的な
番組でした。ワーキングプアは，多くの視聴
者の反響を呼び，世の中の人たちを目覚めさ
せるきっかけをつくりました。私自身，強い
ショックを受けました。同時に『よし，NHK
に負けないぞ』と張り切りました」40）

この番組は，環境監視型とも相通じる警鐘木
鐸型の「特別調査報道」である。行政権力や
経済権力の怠慢や横暴，政治の無策を，「事実
を見せる」ことで批判した。各社も「ワーキング・
プア」の連載や企画などで同様の報道を続け，

格差社会の実態を徹底的に掘り起こしてきた。
「格差社会」については，すでに広く知られ

るようになっていたが，「日本を蝕む病」という
視点で「ワーキング・プア」を世に知らしめたの
は，この番組が最初である。自社が報道しな
ければ，世の中の人が知らなかった①独自の

テーマであり，②独自の調査，取材で，③NHK

の責任で報道し，④複合権力（政治権力＋経済

権力）の無策や人間の尊厳を無視したような問
題点を浮かび上がらせた。⑤各社が追随して記
事化，書籍化し，⑥国民の多くが実態を認識す
るようになる。⑦その結果有権者への意識に有

形無形の影響を与え，2007年の参議院選挙の
結果にも表れた。

今回は，「調査報道」の中で，権力を対象
に報道した「特別調査報道」の事例を見なが
ら，その社会的影響を検討してみた。

取り上げた8つの事例で，いずれも共通してい
るのは，さまざまな「権力」に対して怯むことなく，
積極的に報道していることだ。取材の過程では，
恫喝や訴訟も受けて立たざるを得なかった事態も
散見されるが，自らの責任で，どこを追及されて
も耐えるだけの正確な取材の積み重ねがあった。

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，ジャーナリズムの
機能の全てがそうだとも思っていない。日常の
中で起きているさまざまな事象を，発表によらず
自己（社）の力で，取材し，自社の責任におい
て為される「調査報道」全般こそが，ジャーナリ
ズムの活性化に繋がるという視点に立てば，「調
査報道」も「特別調査報道」も同じである。

次回は，「調査報道を阻む壁と負の部分」に
ついて検討していきたい。

（おまた いっぺい）
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8）立花隆『ジャーナリズムを考える旅』文藝春秋，

1978 年
9）前掲，植田「日本における『調査報道』の先駆

－立花隆『田中角栄研究』の意義―」1990 年第
20 号

10）前掲，立花「『田中角栄研究』の内幕」『田中角
栄研究全記録』

11）前掲，立花「著者自身による解説―①」『田中角
栄研究全記録』

12）山本朋史・藤井達哉「KSD を食いものにする理
事長の厚顔」『週刊朝日』2000 年 5 月 5・12 日
号

13）同上
14）週刊朝日特別取材班『悪党と政治屋』朝日新聞

社，2001 年
15）魚住昭『証言　村上正邦　我，国に裏切られよう

とも』講談社，2007 年
16）山口功二「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
17）前掲，週刊朝日特別取材班『悪党と政治屋』
18）前掲，伊藤高史「ウォーターゲート事件再考　報

道はいかにして社会を動かし得るか」
19）立花隆「『田中角栄金脈の結着』に異議あり」『現
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34）同上，伊藤高史
35）NHK「埋もれたエイズ報告」『NHK スペシャル』

1994 年 2 月 6 日放送
36）厚生省が，汚染薬剤を出荷停止した文書をなぜ

エイズ研究班に報告しなかったのかを焦点にし
た。桜井均『テレビの自画像』筑摩書房，2001
年参照

37）桜井均，聞き書き 2009 年 2 月 20 日
38）NHK「ワーキング・プア」『NHK スペシャル』

2006 年 7 月 23 日放送
39）前掲，NHK「ワーキング・プア」
40）市川誠一「アジェンダ・セッティング型の調査報道」

花田達朗コーディネーター『「個」としてのジャー
ナリスト』早稲田大学出版部，2008 年

【訂正とお詫び】
本誌前号（2009 年 3 月号）P45 の右側，15 行～ 21
行の柴山哲也氏の『日本型メディア・システムの崩壊』

（柏書房 1997 年）からの引用部分 32）を全て削除し
ます。
1989 年度新聞協会賞編集部門の受賞は，毎日新聞
東京本社の連載企画「政治家とカネ」，椿発言をめぐ
る産経新聞の新聞協会賞受賞は，1994 年度でした。
ただし柴山論文の主旨に変わりはないと理解し，以下
の文章はそのままです。誤記と気づかずに引用したの
は筆者の責任で，お詫びして訂正します。


