本の『調査報道』
、昔といま」
、「
『発表報道』と『調
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査報道』〜『特別調査報道』の定義とその社会的影

「発展型調査報道」についての一考察
〜朝日新聞・FD 改ざんスクープを中心に〜

響をめぐる一考察」等々で、独自の「調査報道」論
を展開してきた。
今回は、

年

月の朝日新聞大阪本社社会部に

よる「大阪地検特捜部主任検事フロッピー改ざん事
件」のスクープを、「発展型特別調査報道」と捉え、

小俣一平 1

その意義について考察してみたい。

「調査報道」の新たなる分類
． 「調査報道」の概観

研究目的
インターネットの普及と急激な発展によって既存

「調査報道（investigative reporting）とは、あえ

のマス・メディアが苦戦を余儀なくされて五年余り

て定義づければ、当局に依拠しないで報道機関の責

になる。新聞の発行部数は、伸び悩むどころか減少

任で独自に調査・取材し、権力悪を追及することで

の一途をたどっている。テレビの広告収入は激減し、

ある［ ］」

出版業界は休刊や倒産が後を絶たない。大学の授業

日本の「調査報道」の第一人者、朝日新聞社会部

で、マス・メディア志望者に、「新聞を読んでいる

記者・山本博の定義である。この定義が導き出され

人」
「テレビを見ている人」
「雑誌を購読している人」

るまでには、幾多の「調査報道」に対する言説が繰

と訊ねて挙手を求めると、驚嘆するほど皆無である。

り返されてきた。しかも多くは、記者の体験による

いまやマス・メディアの主流は、インターネットに

定義が主なもので、取材対象は最初から「権力悪」

移行しつつあると断じても異論はないであろう。し

と捉えるケースがほとんどであった。日本の「調査

かしマス・メディアの衰退がジャーナリズムの衰退

報道」観は、

とイコールかといえば、否である。なぜなら人が生

査報道」
によるスクープに裏打ちされたものであり、

活する上で、ニュースや報道はなくてはならないも

具体的にはブルース・ポーターとティモシー・フェ

のであり、メディアの形態は変わっても、伝えるべ

リスが、『ジャーナリズムの実践』の中で述べてい

きもの、人が知りたいと願うものは不変だからで

る次のことに代表される。

ある。

年前後にアメリカで見られた「調

「調査報道記者は、通常人目に触れないように隠

読者、視聴者が知りたいものは、多岐にわたって

されているニュースを探している。（略）それは、

いるが、とりわけ国家権力が隠蔽しようとする事実

ベトナム、ミライの大量虐殺を明るみにしたシーモ

を暴くことは、ジャーナリズムの神髄であり、国民

ア・ハーシュ、ニクソン大統領の退陣につながる

がジャーナリズムを信頼する所以である。こうした

ウォーターゲート事件の記事を書いたワシントン・

報道が実現できるのは、まさに「調査報道」を於い

ポストのカール・バーンスタインとロバート・ウッ

て他にない。

ドワード、調査員を使って他国のリーダーに対する

筆者はこれまで、調査報道をテーマに「調査報道
の社会史」
「調査報道の成立と社会的展開〜

CIA の陰 謀 か ら 漫 画 家 の 大 学 で の 講 演 活 動 中 の

年

セックス・スキャンダルまで、
さまざまなストーリー

代以降の言説史と個別事例の分析を中心に〜」
「日

を掘り起こしたワシントンのコラムニスト、ジャッ
ク・アンダーソンが含まれる［ ］」

東京都市大学環境情報学部情報メディア学科教授

アメリカで火がついた「調査報道」だが、日本で
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は、

年 月に『文藝春秋』 月号に掲載された
［ ］

立花隆の「田中角栄研究」を先駆とする 。当時政

さらに調べ上げ、自社の責任で、つまりクレジット
は「わが社の調べによると」式の報道になる。

界など一部でも、田中角栄をめぐる金脈疑惑は取り

「田中角栄研究」の場合は、「立花隆と取材班」に

沙汰されてはいたものの、風聞の域を出なかった。

よる独自の取材と、「文藝春秋社」の責任において、

それを立花が徹底したデータ収集と裏付け取材に

「田中首相の金脈の事実」を詳細に報じた、まさに

よって、初めて実態を浮かび上がらせた。

「調査報道」であった。

このことは、当時の『文藝春秋』編集長の田中健

田中角栄にまつわる風聞があったとはいえ、 埋
もれた事実

五の回想からも窺い知ることができる。

を自らの手で掘り起こしていったとこ

人ぐらい足（取材記者）をつけました。

ろに「調査報道」の「調査報道」たるところがある。

ところが調べていくうち、一片の記録を写すのにも

だが、その後の言説を顧みると、すでに明らかにさ

非常に手間と人手がいるというのでだんだん人を増

れている事象を、掘り下げることで、全く新しい事

やして最終的には 名の取材記者を投入した結果に

実を浮き彫りにした報道についても「調査報道」と

「初めは

［ ］

捉えることができるのか。現場の記者たちの間でも

なったのです 」
「調査報道」はこのように、時間とカネと人手を
駆使して初めて成立する取材手法であり、従来の「報
道発表」の前に、時間差（当局などの発表よりいち

異論があるところだ。
例えば、

年に発覚したロッキード事件の場合、

最初は朝日新聞朝刊が〈ロッキード社

丸紅・児玉

［ ］

早くニュースをキャッチして報道する）で、スクー

氏へ資金 〉のスクープが第一報だった。しかしこ

プする特ダネとは、質的に大きく異なるものである。

の記事は、米上院の多国籍企業小委員会（チャーチ

山本の定義を敷衍すれば、
「知られていない事実」
「発

委員会、民主党）
が、 月

表されていない事実」を自らの力で掘り起こして、

ド航空会社が、違法政治献金リストを明らかにした

「調査報道変遷史」筆者作図
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日の公聴会で米ロッキー

権威の反応や社会的影響がある―以上

ことが端緒であった。
もちろんこのニュースに特異なものを嗅ぎつけた

点を加えた

もので、「特別調査報道」と名付けた。

朝日新聞の特派員が、速報として朝刊最終版に記事

報道の現場は、つねに（特ダネを）
「抜いた」
、「抜

を送ったことが、取材スタート時点での雌雄を決し

かれた」で各社は鎬を削っている。部外者から見れ

た。毎日新聞にも UPI の外電記事がテレックスで

ば、無意味なように思われがちではあるが、こうし

外信部に届いていたが、締め切り時間の午前

時半

た 競 争 自 体 が 報 道 の 速 報 性 に 適 う こ と で あ り、

過ぎまで気づかず涙をのんだように、他の全紙も同

ニュースの定義のひとつでもある「新しい事象を報

様だった。もちろん朝日新聞の記事が、「調査報道」

じる」ことである。そのため、「特ダネ」は各社が

でないことは、言うまでもないことだが、捜査に着

後追いするような内容でなければ、「特ダネ」とは

手する前に特派員や外電によって、将来事件に発展

言わず、どこも追って書かないような記事（ニュー

する可能性があるものとして報道され、世間の耳目

ス）は、「特ダネ」と呼ばずに「＊＊＊社の独自ダ

を集めていた事案である。捜査着手までタイムラグ

ネ」と言って区別されている。

があったことで、以後各社は独自の取材力で、事実

その点を考慮するならば、各社の後追いが、すぐ

を掘り起こして報道している。この部分を「調査報

に現れなくとも、時間を置いて報じられる場合、
「特

道」と捉えるかどうか。侃々諤々の論議は

年代

ダネ」だったと改めて評価を受けるケースもある。

の『新聞研究』誌上で展開されたが、当時は、立花

また各社が追随するような特ダネは、日本の新聞

レポート以外に、これこそは「調査報道」だと提示

の一日の発行部数が ， 万部を超え、テレビ、ラ

できる具体的な事例が日本のマス・メディアには存

ジオも同様の報道をするとなれば、その影響は計り

在していなかった。

知れない。それは、政策決定者や行政の担当者、あ

その後、下の図が示すように数々の「調査報道」

るいは法曹界だけでなく、あらゆる分野に大なり小

が展開されるようになり、ケース、ケースによって、

なりの影響をもたらすことになる。そういう意味で

ひとくちに「調査報道」と言っても、形態が異なる

は、社会的変化や影響を与えるような報道が、「特

ことが分かってきた。

別調査報道」とも言えるわけである。
しかし⑤〜⑦については、「調査報道」がもたら

． 「混在型調査報道」の検討

す結果であり、社会的影響であることを考慮するな

ロッキード事件報道のような、当局情報を基に独

らば、報道の成果が出るタイムスパンをはかれない

自取材で得た情報を報道するケースについては、山

ことや、輿論喚起の結果は、次の選挙まで待つしか

本博が、「当局情報との混在型調査報道［ ］」と定義

ないなど、別の要素を加える必要があって、「定義」

づけた。

には馴染まない。

そこで筆者は、過去の記事やニュース、ニュース

そこで⑤〜⑦のあるなしに関わらず、報道形態と

企画から検討してみた。その結果、「調査報道」は

して、①〜③の要件を満たし、取材対象が権力や権

つに大別されることが分かった。

威と関係のないケースを、一般的な「調査報道」と

一つ目は、①報道しなければ日の目を見ない②独

し、①〜③に④の「権力、権威ある者、組織などを

自調査③自社の責任で報道の三要素から成る一般的

取材対象」としたものを「特別調査報道」として差

な「調査報道」である。

別化した［ ］。

二つ目は、この①〜③の条件に加えて、④権力、

権力について、マックス・ヴェーバーは、

権威ある者、組織などが取材対象⑤（報道への）他

「或る社会関係の内部で抵抗を排してまで自己の

社の追随⑥読者、視聴者、国民の関心を引く⑦権力、

意思を貫徹するすべての可能性を意味し、この可能
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性が何に基づくかは問うところでない［ ］」

しかし、スタートが当局情報であっても、
その時々

と述べている。

に各社の独自の「調査報道的報道」があった点を考

この定義を市野川容孝は、次のように解説して

慮すると、山本の分類は首肯できると考えるに至っ
た。というのも、筆者が「調査報道」にこだわる理

いる。
「どんな形であれ、『みずからの意思を貫徹しうる

由の一番が、「発表オンリー報道」つまり「依存型」

こと』であり、他者の明白な抵抗や他者への強制が

報道からの脱却であり、「発表報道」からスタート

不在のときも、みずからの意志は貫徹しうる、つま

しても、追跡や検証、さらにはキャンペーン、そし

［ ］

り『権力』は発生しうるのである 」
。
「調査報道」の醍醐味は、その権力を取材対象に

て「調査報道」へと展開する取材、報道の手法を望
むに他ならないからである。

したときである。ひとくちに権力と表現しても、具

アジェンダ・セッティングのイニシアチブをマス・

体的な部門や実態は多岐にわたっている。政治権力

メディアの側が握ることが重要なのであって、「調

もあれば行政権力もあり、経済権力も、学問の世界

査報道」の分類もできるだけ幅広く、かつハードル

での学会権力も存在する。こうした権力や権威を対

を低くした方が、どの記者も「調査報道」に取り掛

象にした「調査報道」が、「特別調査報道」である。

かる意欲を失わないですむと考える。そこには、
「依

三つ目は、先に山本が提示した「混在型調査報道」

存型」報道からの脱却、「自立型」報道の確立への

である。

期待があることを意味している。「調査報道」は、

取材の過程では、小さなヒントやジャーナリスト
の問題意識から、その奥にあるものを掘り起こして

まさに「自立型」報道の最たるものであるとの認識
に立つからである。

いくケースが多々あり、各社独自の取材から得た

つまり、取材のきっかけは当局発表だったり、発

ニュースは、従来「独自ネタ」
「特ダネ」と称され

生ものであったりしても、その後は「調査報道」の

ていた。その多くは、当局が発表する前に、いち早

取材スタイルを踏襲し、全く新しい事実を発掘、報

く当局から情報をキャッチしてスクープするケース

道するものである。そうなると、今度は「混在型」

が多く、「調査報道」とは異質のもであった。山本

という捉え方が、実態にそぐわないことに筆者は注

の「発表や当局情報＋独自調査＝混在型」という図

目した。「混在型」では、いかにも当局発表の域を

式は、ヒントは当局発表にあるものの、記者の独自

出ないか、並立されているように受け止められかね

の取材、裏付け、さらには新事実の発見により、自

ない。むしろ、独自の取材を「発展」させたもので

社のクレジットで報道するケースを示していると思

あり、それ故に「調査報道」を名乗ることが出来る

料される。

と解すべきと考えた。また、その方が「調査報道」

筆者は、こうした「混在型調査報道」
については、

を際立たせ、取材者のモチベーションを高める可能

「調査報道」と捉えてこなかった。と言うのも「調

性があるように思われる。それならば「展開型」で

査報道」は、あくまでも「記者が書かなければ日の

も良いのではないかとの指摘も為されそうである

目を見ない事実」
であり、内容の細部に明らかになっ

が、「展開」では、ジャーナリストの取材を伴わな

ていない部分があろうとも、発表された事実によっ

くても、事態が勝手に展開するケースも推察される。

て読者は大枠では何が起きているか分かっているわ

さらにジャーナリストが取材するのは、新たな展

けで、そういう意味では、「独自ダネ」に過ぎない

開を求めて当然の作業として行っていることで、と

と長らく考えてきた。かつての同僚記者や現場で活

りたてて述べるまでのことではないようにも思わ

躍している一線の記者たちに質してみても、筆者と

れる。

見解は同じであった。
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その点、「発展型」には、ジャーナリストの地道

な活動が、事態を発展させて「調査報道」に結びつ
いていく点で、明らかな違いがあると考えられる。
そこで筆者は、「調査報道」を改めて

つに分類

した。

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

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。

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＋
発 展 型
独自」報道）
。
「
（わが社の）調べによ
Ⅲ （特別）
調
りますと…」式のクレジットが必要。
査 報 道
「追跡型」以外にも「検証」報道や「キャ
ンペーン」報道を通じて、新たな事
実を発掘する「調査報道」もこれに
あたる。

年

月 日朝日新聞朝刊一面

元局長の村木敦子氏の話」が

行で、コンパクトに

まとめられている。あわせて「偽の証明書発行事件
を巡るフロッピーディスク（FD）のデータ改ざん
疑惑の流れ（朝日新聞の取材に基づく）
」が

段に

わたって図表で、また「フロッピーディスク（FD）

調査報道分類表（筆者作成）

のデータ改ざん疑惑の経緯」を「大手情報セキュリ
Ⅲの「発展型調査報道」の中には「権力」
「権威」
を取材対象とした「特別調査報道」も含まれること

ティー会社の解析結果などによる」裏付けを基に
段の年表で提示している。
第

も明示したい。

社会面では、「判決でも批判」
、「証拠の重み

軽視」の見出しで、今回の郵政不正事件をめぐる大
「発展型調査報道」としての朝日スクープ

阪地検特捜部の捜査が、この FD の取り扱い以外
にも、公判などでいかに杜撰であったかを、 行の

． スクープの経緯の分析
朝日新聞社大阪本社社会部の「大阪地検特捜部の

記事で振り返っている。そのうえで、このスクープ

主任検事による押収資料改ざん事件」スクープが、

の端緒を掴み、「調査報道」の中心的役割を担った

優れた「調査報道」であることは言を俟たない。

板橋洋佳記者が、 行の解説記事を書いている。
記事の概要は、

記事を基にその報道がどのような意義を持つかを

月大阪地検特捜部が、障

害者団体向けの郵便割引制度を悪用した広告会社元

考察してみたい。
記事が掲載されたのは、

年

年

月 日朝刊の

取締役らを逮捕、捜査の過程で割引制度適用の証明

社会面で、 面は「検

書を厚生労働省が発行していたことが発覚。偽の証

事、押収資料改ざんか」の横見出しと「捜査の見立

明書を作成した上村勉係長（当時）
、さらに指示し

て通りに」
「FD データ書き換え」
、 行にわたるリー

たとされる村木厚子局長（当時）が虚偽有印公文書

ドと 行の本文、さらに「主任検事が大阪地検側に

作成・同行使で逮捕、起訴された。捜査は、

面トップと社会面、それに第

月上旬に村木元局長から指示された上村元係長が

説明した主な内容」と「郵便不正事件」の説明で占

証明書を発行という構図で進められて行った。とこ

められている。
社会面はトップ記事として、「改ざん」の疑いを
検証する弁護人側の主張が、リード

年

行、本文

行にわたって詳細に掲載され、さらに「厚生労働省

ろが、上村元係長の自宅から押収した FD には、
偽の証明書や文書の作成日時が、「 年
前

月

日午

時 分 秒」と記録されていて、検察が描いた
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村木元局長の指示を受けてという構図が崩れてし

の追加措置となった。
新聞協会賞の受賞もさることながら、その優秀性

まった。そこで担当の前田恒彦主任検事（当時）
は、
自分の捜査の見立てにあうように、上村元係長が偽

を列記するならば、次の

の証明書や文書を作成した日時を「 年

①

後

月

日午

月

れる「特捜検察」を追いつめた。

日に証明書や文書

が作成されたことが記載されており、 この FD は、
証拠として採用されなかったというものだ。
その結果、村木元局長は、

くだけの「確実な情報」を収集し、裏付けが取れ
たところに勝因がある。
月

ディスク（FD）が改ざんされた疑いがあることが
!

!

!

年後に今日の特別捜査部と改称

ばしば躊躇させがちである。そこに斬り込んでい

大阪地検特捜部が証拠として押収したフロッピー
!

して創設され、

て来た。そうした過去の栄光は、取材する側をし

面から見ていくと、まずリードには

「郵便割引制度をめぐる偽の証明書発行事件で、

!

年 月に隠退蔵事件捜査部と

捜査の照準は、政治家、官僚、財界人であり続け

こう書かれてある。

!

特捜検察は、

したが、常に「巨悪を眠らせない」を合言葉に、

月に無罪判決が言い

渡され、確定している。
朝日新聞の

取材対象が起訴独占の国家権力であり、妥協を
許さぬ取材姿勢が「日本最強の捜査機関」と言わ

時 分 秒」と改ざんしていた。しかし捜査報

告書には、元の FD 通り

点を挙げることが出来る。

日朝刊にその経緯の一部がつまびらかに

!

されている。

朝日新聞の取材でわかった」
このように記事が、「朝日新聞」独自のものであ

板橋記者が、「捜査を担当した主任検事が、押

り、報道の責任は朝日新聞社にあることを提示して

収した FD のデータを改ざんした」という情報

いる。今日、新聞記事の ％以上は、当局側のクレ

を掴んだのが

ジットが付いた「発表報道」や観戦記事などであり、

かず、すでに返却された FD を所持している上

自社のコラムや論説を除くと「独自報道」は

％に

村被告の弁護人を数週間かけて説得し、同意を得

。それだけに他紙を

た上で東京の大手情報セキュリティー会社に解析

［ ］

も満たないのが実情である

月。ここで検察サイドに確認に行

を依頼して、動かぬ証拠を押さえた。全ての準備

圧倒する紙面となっている。

を整えたところで、検察幹部を直撃、これで検察

さらに「取材を受けた検察庁側が」
「朝日新聞が

は完全に抗弁できなくなった。

今夏、上村被告の弁護団の承諾を得た FD の記録
を確認したところ」
「朝日新聞が大手情報セキュリ

結果から振りかえれば、実に劣悪な検察官の犯

ティー会社（東京）に FD の解析を依頼」
「検察関

罪行為だが、取材の過程では、「はたしてこんな

係者は、
」といくつもの個所で、朝日新聞しか知り

馬鹿なことがあり得るのか」といった疑問や「取

得ない情報を基に、独自の調査、取材を繰り広げて

材源が、相手を陥れるためにニセの情報を流して

いる痕跡が窺える書き方で、国家権力・検察権力を

いるのではないか」といった疑心暗鬼に囚われが

照準にした「特別調査報道」であることが明確で

ちになるのは、想像に難くない。司法キャップの

ある。

村上英樹記者は、「取材メモを信じられない思い
で読み込んだ」というのも、頷けるところだ。
そこを突破するのが、「事実」であり「客観的

． 「発展型調査報道」としての意義
日本新聞協会は、 月

として高く評価できる」として朝日新聞のこのス
クープ記事に「
選考は、すでに
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年度新聞協会賞」を授与した。
月

証拠」
となる。今回の場合の FD がそれに当たる。

日、「すぐれた調査報道

日に決まっているため、異例

②

記者の地道な日常の取材活動が、スクープに結
びついた。
今回の「調査報道」は、郵便不正事件の捜査も

終結、多くの記者の関心が、無罪が予想される判

が「改ざん」を認めた時点で、大阪地検、あるい

決に移っていた、その間隙を縫う形で、朝日新聞

は最高検が、緊急の記者会見を行うことも可能で

の記者たちは地道な取材を続けていった。一点の

あり、朝日新聞のスクープを阻止することもでき

情報から、点と点をつないでいく。

たはずである。

朝日新聞記事は、「決め手となった FD のデー

月、上智大学で行われた「発表報道と

タ解析のほか、事実を丹念に積み上げた調査報道

調査報道」研究会（発表者は筆者）で、市村元（元

の手法が高く評価された」と振りかえっている。

『TBS』プロデューサー・現・関西大学客員教授）

この丹念さは「調査報道」の基本だが、情報

から次のような指摘があった。

カ月という期間は、短いようで長

「あるテーマを独自の取材ルートで掘り起こし

い。というのも情報をキャッチした側は、他社に

た上で、最終確認の段階で当局にデータの確認や

同じ情報が漏れることを極力嫌う。

月にキャッ

事実関係の有無を問い合わせたところ、広報が発

チして、弁護士に接触して、おそらく協力してく

表してしまい『独自報道』が発表になってしまう

れる検察関係者に水面下で取材していたと推測さ

場合は発表報道と見るのか否か［ ］」

キャッチから

れる。それだけに、他社の記者の怠慢も朝日新聞
のスクープに手を貸したことになる。

これについて筆者は次のように応えている。
「明らかに『独自報道』であると考えられる。

「発展型調査報道」は、各社が既に知っている

記事の内容からしても、あわてて発表されたもの

事案を、掘り下げたり、検証したりする中で始ま

と内容を比較すれば一目瞭然である。ただし、相

る。記者が、検事の不正をキャッチ出来たのは、

手に最終確認を取り、報道するタイミングをどう

日頃の積み重ねから、他社よりもネットワークが

するかも記者の力量がものを言う」

広く、深い信頼関係を維持できていたからに他な
らない。
③

年

を唸らせる取材力、事実の蓄積、日頃からの人間

畳み込む確認取材。そこには、取材チームの日
常的な取材力、人脈力、総合力が結集されている。
解析結果が出たのが

まさに、検察サイドに発表させない、大向こう

月 日で、最終的な裏取

関係、そうした総合的な力が、スクープを成功さ
せたと見るべきであろう。
その後の最高検察庁の動きは、俊足を極めた。

り取材が、 日、 日行われ、出稿する 日未明

朝日新聞の報道があった

まで、持ち時間は、ほぼ 時間だった。

は、最高検の伊藤鉄男次長検事（当時）が臨時の

月 日の午前 時に

「翌 日、検察幹部に改ざん疑惑の内容と FD

記者会見を開き、「犯罪の疑いが濃い。もはや捜

の解析結果を示した。検察幹部は『信じたくない』

査せざるを得ない」
「ありとあらゆる事実を解明

とつぶやき、天を仰いだ。翌 日午後。大阪市福

する。何ら特別扱いしない」
「最高検主体で、徹

島区の大阪中之島合同庁舎で主任検事への事情聴

底的にやる」と表明しているのも異例なら、その

取が極秘に行われた。主任検事は『意図的ではな

夜のうちに前田元検事を証拠隠滅の容疑で逮捕し

い』としながらも、データを書き換えた可能性が

ている。

あることを認めた」
このディテールは、取材チームの検察への日頃
の食い込み方が、他社を圧倒していることを如実

さらに 日の朝日新聞朝刊では、「書き換え
上司も認識か」の見出しで、
「前田恒彦容疑者（ ）が地検の内部調査に対

に物語っている。と同時に、攻める側（朝日）と

し、『今年

攻められる側（検察）の信頼関係が、表れている

押収した FD のデータを書き換えてしまったか

事例とも言える。というのも、 日に前田元検事

もしれないと伝えた』と説明していることがわ

〜

月に当時の特捜部幹部や同僚に
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かった」

とりわけ検察権力は、唯一の起訴独占を認められた

とその後起きる、当時の特捜部長、特捜副部長の

機関であり、それに積極果敢に挑戦して行ったとこ

関与を予測させる記事を掲載しており、用意周到

ろにジャーナリズムの存在意義を見る。
しかも「発展型調査報道」という、スタートライ

な取材を証明している。
④

朝日新聞が報道しなければ検察腐敗の実態が詳
らかにされることがなかった。

ンでは、全員参加型の取材合戦であり、とりわけ今
回のケースは、この秋最も注目された「村木裁判」

「改ざん疑惑を何とか世に出したい。取材班は

を舞台にしている。つまり、コツコツ取材活動を続

その一念で、数日後に出るという（筆者注・大手

けていれば誰もが掴むことが出来たかもしれない可

情報セキュリティー会社の解析）結果を待った」

能性のある情報を、一人の記者がキャッチし、報道

この文言を読むだけで、朝日新聞の社内文化が

にこぎつけた点でも、全国の記者に与えた影響は大

今回の「調査報道」の成果に、大きく寄与してい

きい。そこには、自分の取材エリアを再検討してみ

ることが分かる。例え記者が、大きな情報を持っ

たり、取材先との関係が密であるかどうかを点検し

てきたとしても、社によっては、「捜査当局の裏

てみたり、「調査報道」にかける意識が高いかどう

付がない」
「捜査当局が動かない」と言った高い

か、それぞれの現場の記者に、自覚と反省を促した

ハードル突きつけて、危ない橋を渡らせないケー

という点でも、意義のある「調査報道」であった。

スは枚挙に遑ない。FD 解析に持ち込む時点で、

「発展型調査報道」は、記者の問題意識が問われ

すでに「調査報道」に向けてのゴーサインが出て

る報道形態である。誰もが見過ごしがちな情報、噂

いると見てとれる。そこには、「朝日新聞ならで

で終わってしまうかもしれない会話の一つ一つ、気

は・・・」と言える社内文化が報道に大きく作用

づきにくいヒント・・・虫の目、鳥の目が要求され

していると思料される。それはグラフに提示して

る取材でもある。そこには記者の力量、蓄積を問う

ある通り、

テーマが横たわっているかもしれない。

年代以降の「調査報道」に朝日新

インターネット華やかりし時代である。既存のマ

聞が常にリードオフマンの役割を果たしてきたこ

ス・メディア（新聞・テレビ・出版）が、衰退して

とからも伺える。
年の新聞大会のパネルディス

いく中で、ジャーナリズムを活性化させるのは容易

カッションで、秋山耿太郎社長が、次のように発

ではない。そうした現状の中で、「調査報道」こそ

言して点にも注目したい。

が、ジャーナリズムの最大の武器ではないだろうか。

その一方で、

「新聞の生命線は、手間暇かけた調査報道では

既にアメリカでは、新聞もテレビも淘汰され、
「調

ないか。調査報道は、金も、労力、人手もかかる

査報道」の舞台もインターネットに移っている。し

わけですが、読み応えのある記事は、やはり新聞

かし、既存のマス・メディアが、変貌を遂げようと

でなければ取材できない。ここで勝負していこう

も、ニュースや情報を求める者がいる限り、ジャー

と思っています［ ］」

ナリズムは不滅であり、「調査報道」は、ジャーナ

こうした社内文化が、今回のスクープを支えて

リズムの神髄であることを、今回の朝日新聞のス

いたことは間違いないであろう。

クープが改めて社会に知らしめた意義は大きい。

「調査報道」はジャーナリズムの神髄である
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