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 はじめに

放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫
理検証委員会（以下，委員会と記す）が設置さ
れて5年半が経過した。

2007年1月，関西テレビの生活情報番組『発
掘！あるある大事典Ⅱ』の「ねつ造」が明るみに
出て社会問題となり，放送法改正案に新たな
行政処分が盛り込まれるなど番組に対する法
規制の動きが強まった。このため，放送界は公
的規制を避けようと第三者による自律機関とし
て2007年5月12日，この委員会を発足させた。

最初の検証事案の「委員会決定」が出たの
は2007年8月，それから12年10月末までの委
員会決定は15件にのぼっている。委員会はほ
かに「委員長談話」や「提言」を出したり，若

い制作者へ呼びかけをしたりするなど実績を積
み上げてきた。

委員会決定は個々の番組の誤報や不適切な
表現などの問題点を指摘したものと，番組全
般の向上を呼びかけたものに大別される。

番組に関わる不祥事は依然として後を絶た
ないが，委員会の意見は現場に届いているの
か。提言はどう受けとめられているのか。本稿
では，検証により浮かび上がった問題点を整
理するとともに，番組全般への委員会の主要
な提言を取り上げ，放送界が倫理面で抱える
問題を検証する。

本稿で記述する番組内容や取材過程などに
ついては，委員会が公表した資料や当該放送
局が公表した資料によることを予めお断りして
おきたい。

番組における不祥事を検証するための第三者機関であるBPOの「放送倫理検証委員会」が設置されて5年余が
経過した。この5年余，同委員会は不祥事の検証や番組全体の向上のための提言などを積み重ねてきた。不祥
事の原因については，現場が忙しすぎチェックが十分にできなかったこと，制作日数が少なく裏付け取材が不足し
たこと，プロダクションなどとの協働作業で責任の所在があいまいになっていたこと，テーマにそうよう過剰な演
出をしたこと，などが指摘された。番組全体の向上に関しては，視聴者から批判が多い「バラエティー番組」の活
性化などを提言した。同委員会の検証結果は，下請け，孫請け，フリーのスタッフにまでは十分に届いていないが，
放送局の経営陣や幹部スタッフには真摯に受けとめられている。番組への公的な規制強化を防ぐために必要な放
送界の自律にとって，同委員会は着実に役割を果たしていると言えるだろう。不祥事を少なくするための放送界の
今後の課題としては，外部プロダクションへの制作委託環境の改善，若いスタッフへの放送人研修の必要性など
が検証結果から浮かび上がっている。

番組倫理の検証から見えてくるもの
～ BPO・放送倫理検証委員会の 5 年～

　　　　　メディア研究部  奥田良胤　
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 1．委員会設置の経緯

はじめに，委員会設置の経緯を振り返る。
関西テレビの制作で，フジテレビ系列で放

送されていた生活情報番組『発掘！あるある大
事典Ⅱ』は2007年1月7日，納豆を食べるとダ
イエット効果があると放送した。

番組では，納豆には痩せる効果のある成分
を増やす働きがあり，毎日食べること，よくかき
混ぜて，20分以上放置したあと食べることなど
を勧めた。その証として，実験の結果，8人全
員にダイエット効果があったこと，内臓脂肪の
減少や血管年齢の若返り，コレステロール値と
中性脂肪値にも改善が見られた，などと伝えた。

番組は大きな反響を呼び，スーパーなどの食
料品売り場では納豆が売り切れる騒ぎとなっ
た。しかし，番組内容に疑問があると外部か
ら指摘され，関西テレビは調査の結果，「ねつ
造」があったことを認め，放送約2週間後に番
組を打ち切った。
「ねつ造」の主要部分は以下の通りである。

番組に出たアメリカの大学教授の発言はボイス
オーバーの際に改変され，実際の発言にはダ
イエット効果があるとの内容はなかった。痩せ
たと紹介した3人の写真は被験者とは無関係
な人の流用であった。 8人の被験者のコレステ
ロール値や血管年齢などのデータは測定そのも
のがおこなわれていなかった。
「ねつ造」への批判が高まり，2007年4月6

日に閣議決定され国会に提出された放送法改
正案に，「虚偽の説明により事実でない事項
を事実であると誤解させるような番組」を放送
し，国民生活に影響を与えたか，与えるおそ
れがあると認められる場合には，総務大臣が

「再発防止計画の策定及びその提出を求めるこ

とができる」ことが盛り込まれた。
新たな行政処分が番組への介入の口実にな

りかねないと危機感を強めた放送界は，不祥
事に関する自律機能を強化するため，第三者
機関としてBPO内にこの委員会を急きょ設置
したのである。

委員会は，問題番組を検証したり，番組全
般の向上のために提言をしたりするが，当該放
送局は委員会の調査に協力し，検証結果や再
発防止策を放送で視聴者に知らせるなどの義
務を負うことになった。放送局への義務付け
は，放送の自由とのからみで問題があるところ
だが，委員会に一定の権限を付与しなければ，
自律機能の強化にはならないとの判断から，
放送局とBPOが合意した。

委員会の設置に関連して当時の総務大臣は，
BPOの取り組みが発動されるなら，放送法改
正案に盛り込んだ行政処分規定の作動を凍結
する趣旨の発言をするなど，委員会の設置は一
定の役割を果たした。

放送法改正案は，2007年7月の参議院議員
選挙で民主党など当時の野党が過半数となり，
民主党などが反対したため2008年4月1日に
施行された改正放送法に新行政処分は入らな
かった。

 2．『あるある』で
　　　　　　 指摘された問題点

『発掘！あるある大事典Ⅱ』で，なぜ常識で
は考えられないような「ねつ造」がおこなわれ
たのか。明らかになった問題点は，放送界が
現在も抱えるものであり，検証結果が指摘した
点を書いておきたい。

第1に，外部プロダクションの制作で，関
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西テレビの担当者が制作の主導権を持てる状
況にはなかったことがあげられる。この番組
は人気番組だったが，視聴率が低迷したこと
から2004 年に衣替えがおこなわれた。衣替え
は，電通がフジテレビと相談して，関西テレビ
の制作部門ではなく，編成・営業部門に提案
された。番組は東京で制作されていたが，発
注する外部プロダクションはすでに決まってお
り，実際の制作にあたる再委託会社や出演者
の選定も，このプロダクションが決めることに
なっていた。関西テレビのなかにはプロダク
ションの品質管理に疑問を持つ人もいたが，決
定を覆せるような雰囲気ではなかった。また，
関西テレビの東京制作部は要員が少なく，多
くの番組を抱えていて十分にチェックできる態
勢にはなかった。こうした制作システムのもと，
責任の所在があいまいになり，当事者意識の
希薄さが「ねつ造」を見抜けなかった原因と
なった。

第2に，制作の過程で企画・提案の内容に
そうような事実を取材できないことが判明した
が，制作を担当した再委託プロダクションの
ディレクターが企画を断念できなかったことが
あげられる。

ディレクターは，インターネットから情報を取
得したが，研究者に事前取材をしていなかっ
た。取材に入ってから研究者に提案内容と異
なる見解を示されたが，納豆にダイエット効果
があるとの企画そのものを撤回することはでき
なかった。企画が採用され放送日が決まってい
る以上，ディレクターとしては，なんとしても納
期までに提案趣旨にそった番組を仕上げねば
ならなかった。関西テレビやプロダクションの
上司に気軽に相談できるような雰囲気も職場に
はなかった。

第3には，テーマ性を持たせた情報番組で
テーマにそう企画を長期間維持することが困難
であったことがあげられる。この番組は，わ
かりやすくて面白く，視聴者が見て役立つと感
じるもの，がコンセプトになっていた。このた
め，科学的生活情報番組であるにもかかわら
ず，仮説にすぎないテーマが断定的に表現さ
れる傾向が強まった。視聴者を納得させるた
めに実験結果が強調された。さらに現場では，
この番組は報道でも科学番組でもなく，バラ
エティーだとの認識が強かった。このため，面
白くつくるという気持ちが優先して，真実や事
実の追求を軽視し，実験結果のごまかしも演
出のうちだと思うようになっていた。

テーマにそうような事例が無尽蔵にあるわけ
はなく，担当者は次第に追い込まれ，不確実
な情報で企画を提案することが多くなっていた。

この番組では納豆ダイエット編だけでなく，
ほかに7件のデータ改ざんなどの「ねつ造」が
あり，それ以外にも不適切な表現が8件あった
ことからも，不確実な情報による企画がそのま
ま制作，放送されていたことがわかる。

 3．番組での不祥事はなぜ起きたか
（1）忙しすぎる制作現場

報道を含め制作現場の繁忙感は，かねてか
ら指摘されている。とくに多くの民放テレビ局
が赤字に陥った世界同時不況以降，各局はコ
スト削減に取り組んでいる。放送局の経費削
減の影響は，下請け，孫請けのプロダクショ
ンにも及び，制作現場のゆとりは失われる一方
である。

具体的な事例を委員会の提言に見よう。
委員会は2011年9月22日に東海テレビの
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『ぴーかんテレビ』問題に関して提言した。
『ぴーかんテレビ』は1998年4月から開始さ

れた番組で，月～土曜日の午前9時55分から
60 分，ファッションやグルメなどの生活情報を
地元向けに生放送で伝えていた。平均視聴率
が5％を超える人気番組で，東海テレビの看板
番組の一つだった。2010年4月からは番組枠
が拡大され95分となった。

この『ぴーかんテレビ』で2011年8月4日，
視聴者にプレゼントする岩手県産米「ひとめぼ
れ」の当選者欄に「怪しいお米」「汚染された
お米」「セシウムさん」と記載されたテロップが
23 秒間放送される事故が起きた。

テロップ制作担当の外部スタッフが，当選者
発表用のテロップを作成する際に，仮の名前と
してふざけて書きこんでおいたものが，そのま
ま放送されてしまったのである。

原子力発電所の事故で，放射性物質の汚染
が問題になっていたときだけに厳しい批判をあ
び，東海テレビは岩手県に謝罪し，1週間後に
はこの番組を打ち切ると発表した。

この不祥事は，テロップの記載内容の非常
識さを除けば単なる放送ミスにすぎないが，問
題は悪ふざけで書きこんだテロップがチェック
されないままにオンエアされ，放送後 23 秒間
も消去されなかったことにある。

東海テレビの検証報告書によれば，2人の
外部スタッフが前日と当日の朝に問題テロップ
に気づきテロップ制作者に修正を依頼したが，
2人は他の作業に追われ再度のチェックをおこ
なわなかった。一方テロップ制作者は，当日は
その日の朝に発注されたテロップの制作に追わ
れ，修正しなかった。

当選者名はスタジオの大型テレビに放送前
に映し出すことになっていたが，新人のタイム

キーパーが操作を誤って，問題のテロップが
放送に出てしまった。テロップがオンエアされ
たとき，プロデューサーは次のスタジオ部分の
リハーサルに追われており，修正を依頼したベ
テランスタッフも出演者の見送りで副調整室に
いなかった。問題のテロップが放送画面に出
たことに気づいた後も，混乱して消去の指示
が遅れ，23 秒間出てしまった。
『ぴーかんテレビ』の総スタッフ88人のうち

82％が外部スタッフで，経験の浅いスタッフ
が多かった。聞きとり調査では，「この人数で
これだけの量の生情報番組を作るのは無理」，

「いつもぎりぎりでオンエアに間に合わせてい
る」などの声が寄せられ，長時間労働のため緊
張感の持続が難しかったという。

問題の背景として，東海テレビは「組織のス
リム化・業務の効率化による企業体質の強化」
などを基本方針とする経営計画が余裕のない
制作体制につながったことを認め，見直す必要
があるとした。

委員会は，「時間的にも予算的にも心理的に
も余裕のない制作現場の様子が浮かび上がって
くる。そこでは局と制作会社とフリーのスタッフ
が，互いの関心も力量もわからないまま，むや
みと忙しく働いているが，意思の疎通は不足し，
チームとしての一体感も生まれにくい」1）と指摘
し，東海テレビだけでなく，すべての放送局と
放送人に向けて，以下の提言をおこなった。
1．全社的なレベルで，あるいは部署や制作現

場ごとに，放送の使命について話し合う機
会を設けること。

2．番組が，その制作に必要な人員と時間が
確保される環境で制作されているか，とく
に生放送番組において種々の不測の事態
にも対応できるゆとりが確保されているかど
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うかを再点検すること。
3．スタッフの間で忌憚のない意見交換や問題

提起が行われるような職場環境を整えるこ
と。

4．制作現場スタッフの研修が，放送局所属か
制作会社所属やフリーかを問わず，十分に
行き渡り，各人が納得できる方法で実施さ
れているかどうかを再検討し，改善を要す
るところは早急に改善し，実りある研修を
継続すること 2）。

委員会は，日本テレビ『真相報道　バンキ
シャ！』に関する勧告でも，放送日が決まって
からの取材日数は4日間しかなく，放送日に合
わせて無理やり取材を間に合わせる制作体制
を批判している。また，テレビ東京『月曜プ
レミア！主治医が見つかる診療所』と毎日放送

『イチハチ』の問題放送に関する委員会決定に
合わせて出した「若きテレビ制作者への手紙」
でも，ゆとりのなさが問題を引き起こしたと指
摘している。

東海テレビはコンクールの受賞番組を数多
く制作しており，番組づくりには定評のある局
だっただけに各局に衝撃を与え，多くの放送局
が制作現場の再点検をおこなったという。

（2）プロダクションとの信頼関係の空洞化

『ぴーかんテレビ』で，不適切なテロップが
放送された当日の時間帯には，スタジオでは17
人，副調整室では11人が働いていたが，28人
のうち東海テレビの社員は3人だけである。

このように，制作現場はプロダクションやフ
リーのスタッフとの協働作業で成り立っている
が，放送局と下請けのプロダクション，孫請け
のプロダクションとの信頼関係が空洞化し，責
任体制が明確でなかったことが問題を引き起

こす原因となっていることが多い。
委員会は2010年4月2日，TBS『報道特集

NEXT』ブラックノート詐欺事件報道に関す
る意見を公表した。『報道特集 NEXT』は，
2009年12月5日に「ブラックノート　追跡180
日“黒い札束”のナゾ」と題して24分の特集を
放送した。アメリカ軍の将校と名乗る男が日本
人男性に黒い札束を見せて，特殊な薬品をか
けると1万円札にもどるともちかけ3,000万円を
詐取した事件の調査報道であった。

放送後に外部からの通報で，取材チームが
アメリカ軍の将校と名乗る男の実名を確かめる
ため郵便受けから公共料金請求書を無断で持
ち出し開封したこと，この男を追跡するため彼
の車に発信機を密かに取り付けたことが明らか
になった。

委員会は，郵便物の持ち出しと開封につい
て，法に触れる行為であり健全な常識が欠如
していると指摘した。また，発信機の設置は
プライバシーや所有権の侵害に関わる行為で，
報道内容との比較で正当性が主張できるか事
前に十分な議論が必要であるにもかかわらずそ
の形跡はなかった，と指摘した。

この特集は，実績のあるプロダクションから
の持ち込み企画であった。企画を提案する前
にプロダクションはすでに不適切な方法で取材
をおこなっていたが，企画が採用されたあとも，
プロダクションはTBSの担当者にこの件を報
告していなかった。TBS側は映像を見たあと
も取材の具体的方法などを質さなかった。提
案採用後の取材もプロダクションだけでおこな
われた。

委員会は，この事案は「テレビでは一般化し
ているテレビ局と制作会社の共同制作，対等
なパートナー関係といわれる体制が，じつは大
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きなブラックホールを抱え込み，放送の使命も
放送倫理も，放送人の自負も責任も曖昧にして
しまう，という内情を浮き彫りにしている」3）と
し，放送局幹部スタッフとプロダクション，派
遣スタッフなどの間にある上下構造のもとで，

「TBS側と制作会社のあいだの信頼関係が空
洞化し，十分な意思疎通が図られなかったこ
とから生じた不祥事である」4）と指摘した。

TBS側は実績のあるプロダクションだから
任せておいても大丈夫だと思い，プロダクショ
ン側は面倒なことを持ち出して企画がボツにな
れば困るから黙っている方が得策と考えたこと
が容易に想像できる。こうしたもたれあいが，
制作の責任や放送人としての自負をあいまいに
しているのではないかと委員会は問いかけたの
である。

下請け構造のいま一つの側面は，放送日や
収録番組の納入期限が優先することで，下請
け・孫請けのスタッフが疑問を感じても問題提
起がしにくい環境にあることである。

協働作業での情報の共有，議論の不足が空
洞化を生み，不祥事につながっている。

　
（3）裏付け取材の不足

委員会は2009年7月30日，日本テレビ『真
相報道　バンキシャ！』の裏金虚偽証言放送
に関する勧告をおこなった。
『真相報道　バンキシャ！』は2008年11月

23日，「独占証言…裏金は今もある」とのテー
マで，岐阜県と山口県の職員が関与したとす
る裏金づくりと京都府と愛知県の不正経理問
題を取り上げた。ところが，岐阜県で裏金づく
りがおこなわれていると告発した建設会社元
役員の証言がウソだったことがわかり，誤報に
なってしまった。日本テレビは岐阜県に謝罪す

るとともに，訂正放送をおこなった。
なぜ虚偽証言を見抜けなかったのだろうか。

『真相報道　バンキシャ！』の制作体制は，
2班交代制の1週間単位で組み立てられ，取り
上げるテーマの最終確定は毎週水曜日の夜で
あった。したがって，放送する日曜日までの取
材期間は当日を含めても4日間しかない。
「独占証言…裏金は今もある」の取材は，放

送予定日が延びたこともあって一部先行取材が
おこなわれていたが，最終確定後の追加取材
は1人のディレクター（プロダクションからの派
遣）だけで，4日間で京都，岐阜，山口を取材
しなければならなかった。

元役員は，裏金づくりの証拠資料として建
設業者の小切手のコピーを提供していたが，
取材側はこの建設業者にはなんのコンタクト
も取っていなかった。元役員は裏金づくりに
は10 社程度の土木業者が関与しているとも話
していたが，これらの社への取材もしていな
かった。裏金の送金先だという銀行口座の住
所が元役員の住所と同じで疑問を持った幹部
スタッフがいたにもかかわらず，確認取材をし
ていなかった。告発報道では絶対にしなけれ
ばならない裏付け取材がほとんどできていな
かったのである。

証言の端緒は，インターネットの募集サイト
に寄せられた情報であった。この番組では，
何度も募集サイトを利用して，情報を集めてい
た。同番組で伝えた山口県の裏金づくりも募
集サイトからの情報だったが，業者が裏金で
県職員にパソコンやプリンターを届けたとの告
発であったにもかかわらず，届け先の県職員の
名前さえ取材していなかった。

幹部スタッフは誰も現場取材をしていなかっ
た。岐阜県の場合も山口県の場合も，電話取
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材さえしていなかった。放送日前に，幹部ス
タッフのなかには，先述のように元役員の出し
た資料に疑問を持つ人もいたが，裏付け取材
が現場に明確に指示されることはなかった。

委員会は，幹部スタッフと現場取材スタッフ
間の情報交換が不十分で，詳細な情報を踏ま
えた方針決定と役割分担ができていなかった
とし，「制作日数が短いばかりではない。そも
そも，告発報道は，それが真実であると裏付
ける取材や調査に時間も手間もかかるものであ
る。寄せられた情報や事実が真実であるか否
かの究明をまず行い，放送にたえうる事実が
集められて初めて，放送日を決定することがで
きるはずである。しかし，『バンキシャ』の制
作体制は，そこが倒錯していた。放送日に合
わせて無理やり取材を間に合わせるという制作
体制が，本件放送の取材が不十分となった根
本的な原因を作り出している」5）と指摘した。

内部告発に関する取材不足は，委員会が最
初に検証したTBS『みのもんたの朝ズバッ！』
でも指摘されている。
『みのもんたの朝ズバッ！』は2007年1月22

日，食品製造販売業の不二家が平塚工場で
「賞味期限切れのチョコレートを溶かし，製造
し直していた」との元従業員の内部告発をもと
に「新証言…不二家の“チョコ再利用”疑惑」
と題して4分半の放送をした。

しかし不二家から，賞味期限の切れたチョ
コレートが平塚工場にもどってくることはなく，
再処理して商品化することはない，などの抗
議を受けた。調査したところ告発内容は10 年
ほど前のことであり，体験ではなく伝聞情報
だった。元従業員の告発インタビューも意味不
明の部分が多く，短いものだった。

元従業員の告発内容を確認するために，別

の元従業員にも取材しているが，この従業員は
告発者の紹介であり，それも電話取材だけで
あった。取材メモも紛失していた。

取材した派遣のディレクターがチョコレート
に関する発言とクッキーに関する発言を混同し
たまま，告発証言を“チョコ再利用”とのテー
マにそって編集し，不二家を断罪する構成にし
ていたことが判明した。

司会者は番組のなかで「廃業してもらいたい」
とまで発言したが，司会者には不二家が告発
内容を否定している情報は伝えられていなかっ
た。

委員会は，「内部告発通報者に対する取材調
査の不十分さ，チョコレート製造工程に関する
認識不足，不注意なVTR編集，番組制作関
係者と出演者とのあいだの情報共有システムの
不備，断定・断罪的コメント等に起因する不適
切な放送をしたことは，放送倫理上，見逃すこ
とができない落ち度であった」6）と指摘している。

このほか委員会は，2012年4月25日に放送
された日本テレビの報道番組『news every.』
の飲み水の安全性報道でも，出演者が利害関
係者であることを確認しなかったなど裏付け取
材の不足を指摘している。

（4）不適切な演出

委員会は2012年10月4日，日本テレビ『芸
能★BANG　ザ・ゴールデン』に関する意見を
公表した。

この番組は2012年5月4日の放送で，当時
芸能ニュースを賑わしていたオセロ中島騒動を
取り上げた。お笑いコンビ「オセロ」の中島知
子氏は同居していた占い師にマインドコントロー
ルを受けていると報じられ，話題になっていた。

番組は，中島氏と同居していた占い師の出演
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を目玉に番組宣伝をした。新聞のラテ欄には，
占い師が初めてスタジオ出演し，謎の同居生活
の全貌を語ると書かれていた。

放送当日の番組冒頭のナレーションも「今夜
ついにスタジオへ。オセロ中島騒動の占い師
が謎の同居生活全貌を激白」するというもので
あった。さらに，放送後44分経ったCMまた
ぎのナレーションでも，「このあと，オセロ中島
騒動，同居占い師がついに登場。衝撃の告白
に，スタジオ騒然」と言わせている。

ところが，同居していた占い師の出演は早い
段階で断られ，出演予定は初めからなかった
のである。番組には，占い師と以前に同居し
ていた別の占い師が登場した。

委員会の調査に対して，日本テレビ関係者
は，ラテ欄に関しては視聴者が本編を見れば
同居していた占い師と出演した占い師が別人で
あることがわかるので，「このぐらいまでは許容
範囲ではないか」と判断したと述べている。最
後まで占い師が出演すると視聴者に思わせて
番組を進行させたことについては，視聴者が
誤解したとしても番組を見てもらえば必ず満足し
てもらえると思っていたからだと答えている。制
作担当者は，故意に視聴者を騙そうとしたの
ではない，占い師が出演すると視聴者が誤解
するとは思いもしなかった，と弁明した。

これに対して委員会は，視聴者が誤解した
のではなく，制作者側に視聴者を誤解させる
故意があったと判断し，「視聴者に対してタカ
をくくり，ダシに使って数字（視聴率）を稼ごう
とした」7），出演しない占い師が出ると宣伝して
視聴者を引き付けたのは，視聴率競争に神経
をとがらせている他の放送局制作者への裏切
りでもあると批判した。
「最後に何のオチも工夫もないままに，全然

ちがう人物を登場させるのは，羊頭狗肉そのも
のである。いかに何でもありのバラエティーと
はいえ，委員会はこれについては，わざわざ
放送倫理を持ち出すまでもなく，非常識だと言
わざるを得ない」8）と指摘した。

不適切な演出は他の事案でも見受けられた。
テレビ東京は2011年1月25日に放送した情

報バラエティー番組『ありえへん∞世界』のな
かの約18分のコーナーで，南大東島のサトウ
キビ農家は豊かだと紹介した。農家の年収は
1,000万円以上で，多くの農家が沖縄本島に別
荘を所有していると伝え，別荘の写真として白
いコンクリート造りの2 棟ならんだ立派な家が
放送された。また，南大東島を沖縄本島から
貨客船で15時間もかかる遠い島だと紹介した。
南大東島へは沖縄県那覇空港から70 分で行
ける定期航空便があるにもかかわらず，それは
言わなかった。

放送後，サトウキビ農家の平均的な粗収入
は約500万円であり，肥料代など必要経費を
差し引くと1戸あたりの所得は150万円程度に
しかならない，沖縄本島の家は島の子どもた
ちが高校に通うために必要なもので豪華な別
荘ではない，との抗議が南大東村長から寄せ
られた。テレビ東京は誤りを認め謝罪した。

南大東島の取材を担当した派遣ディレクター
は，この番組の制作に参加してまだ日が浅かっ
た。「ありえへん」（ありえない，の関西弁）よう
なテーマを面白可笑しく伝えるとの番組コンセ
プトが頭にあり，東京から遠い島の農民が豊
かな生活をしていると強調することで「ありえ
へん」を実現しようとしたという。ロケ台本に
は，「へき地とそこで暮らす人々に対する侮蔑や
揶揄が色濃く感じられる想定ナレーションや仮
のコメントがこまかく記されていた」9）。
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ディレクターは，農家が沖縄本島に家を持つ
本当の理由を現地取材で知っていたが，テレ
ビ東京側には伝えなかった。別荘の映像は沖
縄本島で別の家を撮影していたが，ビデオテー
プが破損して使えなかった。追加取材は予算
的にも日程的にも無理だった。このため，実際
とは違う白いコンクリートの建物の写真を使っ
たという。

年収の件については，ディレクターが粗収入
を実際の所得と勘違いした誤りであった。

番組の総合演出（幹部スタッフ）はロケ内容
全体に対して「このような表現をしても大丈夫
か」と確認したという。ディレクターは別荘の
写真を真っ先に思い浮かべたが，取材相手に
は金持ちとして紹介するとの了承を得ており「大
丈夫だ」と考えたという。

放送日のスタジオ出演者には台本はなく，
VTRやコメントを見ながら感想を述べるので，
番組では東大東島の農家の豪華さだけが強調
されるノリになってしまった。

委員会は，放送倫理違反は事実の誤認や再
確認の欠如だけで生じるのではなく，バラエ
ティーでは番組の仕掛けや作為的な演出方法
でも生じているとし，「こうした原因のひとつひ
とつに，制作体制の緩みがなかったか，編集・
演出の手法に独断がなかったか，制作者と出
演者との意思の疎通に問題がなかったか等，
番組の原点に立ち返って再検討」10）するよう求
めている。

面白さ，わかりやすさを優先するため不適切
な演出に陥った事例としては，2007年7月28
日に放送されたフジテレビ系列のFNS27時間
テレビ「ハッピー筋斗雲」と2007年11月27日
に放送されたテレビ朝日『報道ステーション』
マクドナルド元従業員制服証言報道に関する意

見でも指摘されている。

 4．委員会の指摘は届いているか
（1）なかなか浸透しない現実

個々の番組で指摘された問題点が，現場に
十分に浸透していれば，同じような間違いは発
生しないはずだが，現実はそうでもない。

すでに記したように，日本テレビは『真相報
道　バンキシャ！』の岐阜県の裏金づくり報道
で裏付け取材の不足から誤報となり，委員会
から2009年7月，強く放送局に改善を促す「勧
告」で再発防止の徹底を求められた。

ところが，2011年1月8日の『news every.
サタデー』「ペットビジネス最前線」のなかで，
ビジネスを称賛する消費者の声が実はペット
ビジネスのサービスや商品を提供している企
業の社員の発言であったことが判明し，再び
委員会の指摘を受けることとなった。

さらに，先述の『news every.』の特集企画
で，原発事故で影響が懸念されている水道水
の安全性を取り上げた際に，安全のために水
道水ではなく宅配水を利用しているとの消費者
の声を放送したが，この人物は宅配水メーカー
の社長の妹であった。

不祥事の後，同局で研修がおこなわれたに
もかかわらず，現場レベルでは委員会の指摘
が生かされなかった。

関係者を一般人として出演させたケースは，
他局でもテレビ東京『月曜プレミア！主治医が
見つかる診療所』の2010年11月8日の放送が
あり，酵素飲料を飲んで若返ったと証言した
女性は酵素飲料販売会社の経営者であった。

こうした裏付け取材の不足は，毎日放送『イ
チハチ』の2010年11月17日放送と2011年1月
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12日放送でもあり，「セレブ」な女性がホテルを
購入する話とニューヨークで豪華な部屋を所有し
ていると言う女性の話のウソを見抜けなかった。

面白さ，わかりやすさ，を強調するために
内容をごまかしたり，多少のやらせは演出の
範囲だとしたりすることは，『発掘！あるある大
事典Ⅱ』で厳しく批判されたことだが，テレビ
朝日『報道ステーション』がマグドナルドの製
造日偽装問題で，いまはマグドナルドの従業員
ではない人にマグドナルドの制服を着せて告発
証言してもらったり，『ありえへん∞世界』では
南大東島の農家の豪華さを事実と違うかたち
で演出したりしており，現場に倫理のルールが
まだ十分には浸透していないことがわかる。

（2）訂正・謝罪放送の改善

一方で，委員会の度重なる指摘により，問
題が起きたときの訂正・謝罪放送はこの5 年半
で大きく改善された。

委員会の最初の検証事案であった『みのもん
たの朝ズバッ！』不二家関連番組の訂正・謝罪
放送に関して，委員会は，通報者の告発証言
をすべて否定するような印象を与える訂正・謝
罪放送をしながら，結局は「不二家平塚工場で
賞味期限切れのチョコレートが再利用されてい
た」という内容については，訂正もお詫びもし
なかった，と指摘している。番組で不二家の非
を断罪したのは司会者であったが，司会者は
発言の撤回や訂正，お詫びをしていないとし，
訂正・謝罪放送のあいまいさを批判している。

また，『真相報道　バンキシャ！』の訂正・
謝罪放送についても，「情報提供者が証言を翻
したとか，送金記録の改ざんをし，関係のな
い口座を裏金口座だといって話したとか，また
その人物が別件で逮捕・起訴されたり告訴さ

れたりしたと，その悪質性を言うばかりで，誤っ
た箇所の明示もなければ，どこをどう訂正し，
取り消すのかの言及もない」11）と指摘している。

しかし，委員会が裁判所でもなく監督機関
でもないとの立場を事あるごとに打ち出した努
力もあって，不祥事があっても放送局が事後
に適切に対処すれば検証事案にはならないこ
とが理解されはじめ，訂正・謝罪放送の内容
も最近はより適切なものになっている。

フジテレビは2012年6月6日に放送した『め
ざましテレビ』のレギュラー企画コーナー「ココ
調」の「無料サービスの落とし穴」と題した企
画で，化粧品会社の無料サンプルに応募した
ところ，会社から36分もの長い勧誘電話がか
かってきたと伝えた。しかし，実際は電話を受
けたリポーターが番組テーマに合うよう質問を
重ねて引き延ばしたものだった。隠し撮り（録
音）もしていた。

フジテレビが1週間後に同番組でおこなった
お詫び放送は，「今月6日のココ調のコーナー
で，無料サービスの落とし穴と題した企画をお
伝えしました。放送では，ある化粧品会社の
無料サンプルに応募し，その後かかってきた
電話でのやり取りを紹介しました。そして，電
話のやり取りは，36 分にもなったとお伝えしま
した。しかし，このうちの大部分は，番組側
が会話の時間を延ばすため，意図的に質問を
続けたために費やされた時間でした。結果とし
て，執拗な勧誘の電話が長く続いたとの印象
を与え，視聴者には事実と違う情報を伝えて
しまいました。申し訳ございませんでした。ま
た，丁寧な対応をしていただいた化粧品会社
の皆様の心を傷つけ，不快な思いをさせてし
まいました。深くお詫び致します」12）というも
のであった。
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この番組では，無料のカットモデルを体験し
た一般女性のカット中のやり取りを隠し撮り（録
音）し，2日後の放送であったにもかかわらずリ
ポーターが取材車のなかからあたかも実況して
いるかのように演出していた事実も判明した。

フジテレビは迅速に内部調査をして的確な
訂正・謝罪放送をおこない，再発防止策をつ
くって委員会に報告した。

このため，委員会は放送倫理違反があると
判断しながらも，検証事案とはしなかった。

 5．番組向上のための提言
（1）三つの提言

委員会はこの5 年半の間に，番組全体の向
上のために三つの提言をおこなった。

最初は2008 年 4月15日の委員会決定第 4
号による「集団的過剰同調」への疑問である。
この指摘は，山口県光市で起きた母子殺害事
件の差戻し控訴審報道に関しておこなわれた。

控訴審で新たに結成された弁護団が，被告
の幼少時の精神的発達の遅れなどについて1・
2 審で十分な審理をしてこなかったのは司法の
怠慢であるとし，1・2 審では認めていた殺意
を否認し傷害致死を主張した。これに対して
被害者遺族が怒り，弁護団に反発して記者会
見などで極刑を主張する展開となった。

被告と被害者の対立構図のもとで，多くの
番組は，被害者が可哀そうとの立場から，被
告・弁護団を一方的に非難する集中的な報道
をしたのである。

これについて委員会は，ストレートニュース
だけであったNHKとテレビ東京を除く民放4
系列の関連番組について，刑事裁判に関する
前提的知識が多くの番組で欠けていたと以下

の点を指摘した。
第1に，被告・弁護団が提起したさまざま

な事実や主張は，奇妙に見えるものであって
も裁判所が必要と認めた弁護活動であり，弁
護活動の奇妙さを批判するのなら裁判所の訴
訟指揮を批判すべきである。裁判は裁判所が
主宰するという初歩的な知識を欠いた放送は，
センセーショナルにおこなわれればおこなわれ
るほど裁判制度に関する歪んだ認識を視聴者
に与えかねない。

第2に，検察側が弁護団の新たな主張にど
う対応したのかの報道はほとんどなく，法廷
での被告の供述や弁護団の記者会見の映像の
あいだに被害者遺族の発言映像を挟み込む手
法で，差戻し控訴審が被告・弁護団と被害者
遺族の攻防であるかのような誤解を視聴者に
与えた。

第3に，弁護団が何を主張しているのか，
どこを争点にしているのか，視聴者は理解する
ヒントさえ与えられない報道であり，弁護団の
役割認識に欠けていた。

委員会は，裁判に関する基本的知識が不足
した番組が各局で一斉に放送され，他局でやっ
ているから自局でもやる，さらに大袈裟にやる
という集団的過剰同調を指摘し，「一方的で感
情的な放送は，広範な視聴者の知る権利に応
えることはできず，視聴者の不利益になる」13）

と批判し，「被告の荒唐無稽，異様な人物像を
捉え損なった」，「被害者遺族のひたむきな姿
勢，痛切な思いに頼り切った」14）点で，「素材負
け」していたと指摘した。

二つめは，「内部的自由」に関する提起で
ある。 この問題 提 起は，NHK教 育テレビ

『ETV2001 シリーズ戦争をどう裁くか』の第2
回「問われる戦時性暴力」（2001年1月30日放
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送）に関する2009 年 4月28日の委員会決定第
5号でおこなわれた。

委員会は，最終段階での番組改編を主導し
たのは，政治家と面談して帰局した放送総局
長と国会担当局長であったと指摘し，「公共放
送 NHKにとってもっとも重要な自主・自律を
危うくし，NHKに期待と信頼を寄せる視聴者
に重大な疑念を抱かせる行為であった」15）と述
べ，改編の最終段階では「放送総局長と番組
制作局長からの業務命令とも言うべき強い指
示と，現場制作者の放送人としての良心が正
面から衝突していることがうかがえる」16）として
内部的自由に関する議論を呼びかけた。

放送局における内部的自由とは，番組制作
に直接携わる制作者に良心の自由が保障さ
れ，制作内容に関して民主的な討論をおこな
うことを可能にする制度で，制作者は自己の良
心に反した内容に番組が改編されることを拒
否できるとされている。

ドイツでは，1960 年代から70 年代にかけ
て議論されるようになり，1987年にノルトライ
ン・ヴェストファーレン州を放送対象地域とす
る西部ドイツ放送協会が内部的自由を保障す
る「編集協議会」をスタートさせている。

三つめの提言は，多くの批判が寄せられて
いる民放のバラエティー番組に関して新たな魅
力を求める意見である。これは2009 年11月
17日に公表された委員会決定第7号で提起さ
れた。

バラエティー番組について委員会は，「バラ
エティーは報道やドラマとちがい，不定型こそ
が特徴の番組スタイルである。その自由さの
内には，放送というメディアに課せられた枠
それ自体を揺さぶり，ときには突き破ることに
よって，人々の心を解放し，四方八方に広がる

共振と共鳴を生み，より自由な公共空間と社
会を作り出していくという働きが潜んでいる」17）

とし，何でもありの世界であることを認めてい
る。委員会には何でもありのジャンルに放送倫
理の視点から意見を述べることにためらいが
あった。しかし，行政当局によって「注意」「厳
重注意」や「警告」を受ける番組の約7割が広
い意味でのバラエティー番組であり，視聴者か
らの批判の多いバラエティーをこのままにして
おけば，いずれ公権力の干渉を受けるおそれ
があると判断して提言に踏み切った。

委員会は，バラエティー番組について視聴
者から寄せられた意見を分析し，バラエティー
番組が嫌われる理由を，下ネタ，イジメや差
別，内輪話や仲間内のバカ騒ぎ，制作の手の
内がバレバレのもの，生きることの基本を粗末
に扱うこと，の五つに分類した。そして，視聴
者は下ネタは公衆の面前でやることではないと
思っている。イジメや差別は現実の方が生 し々
く深刻で画面のなかの出演者はままごとをやっ
ているようにしか見えない。仲間内のバカ騒ぎ
は視聴者がノレないようなものになっているに
もかかわらず鈍感な制作者が気づいていない。
死を粗末に扱い社会生活の最低限のルールを
破ることに視聴者が嫌悪感を持っていること
を制作者は軽く見ている，と分析している。

かつてのバラエティーには，権力の権化のよ
うな人物や，学歴や肩書をひけらかすような嫌
味な人物をからかい，その人物がしがみつい
ていた社会通念や秩序の崩壊を垣間見せるこ
とで視聴者の笑いを誘ったのだが，いまは社
会批判が見えてこず，単なるドタバタで，きわ
どさを競うようになり，視聴者の反発・批判に
つながっている，とする。

委員会は，「かつて反発や批判は，放送の
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送り手と受け手のあいだで交わされるコミュニ
ケーションのひとつとしてあり得たが，いまその
関係は，すっかり変わっている。反発がコミュ
ニケーションにならないまま，視聴者はテレビ
を見限り，離れていく」18）と人々のテレビ離れ
を心配し，公権力から干渉のあったときには視
聴者が守ってくれるような公共空間をつくるた
めに，「バラエティー制作に精魂を込める制作
者たちが登場し，新しい力と魅力にあふれたバ
ラエティーをたくさん見せてくれる日を待ってい
る」19）と結んでいる。

（2）提言はどう受けとめられたか

光市の母子殺害事件の差戻し控訴審に関
する委員会決定に関して，民放連の広瀬道貞
会長（当時）は2008 年5月22日の記者会見で，

「時宜を得た極めて良識の高い意見と受け止
めている。BPOの意見であればこそ，放送事
業者は素直に指摘を聞くことができ，BPOの
効用が示されたケースであると思う」，「放送事
業者も，裁判員制度のスタートを前に，裁判
報道のあり方を検証し，さまざまなケースを想
定して議論を深めているが，これからも指摘
を素直に聞き，一つ一つの事例にぶつかりな
がら考えていく必要があると思う」と述べてい
る。民放各局の社長記者会見でも，指摘を重
く受けとめる発言があり，差戻し控訴審の死
刑判決報道は，比較的冷静な報道となった。

バラエティー番組に関する委員会決定につい
て，広瀬会長は2009 年11月19日の記者会見
で「最近，元気がないテレビ番組に対し，“もっ
と元気を出しなさい”という激励のメッセージ
と受け取っている」，「経営者だけではなく制
作者やBPO等有識者も交えて議論していくべ
きと思う。こうした議論の積み重ねにより，番

組が元気になることを期待している」と述べて
いる。

これを受けて民放連は2010 年3月11日にシ
ンポジウム「バラエティー向上委員会」を東京
で開催した。番組制作者やBPO委員，参加
者が議論を交わすなど，バラエティー番組のあ
り方についての議論が広がった。

しかし，実際のバラエティー番組がその後
大きく変化したかといえば，疑問を呈さざるを
えない。

BPOの「放送と青少年に関する委員会」が
2011年にドラマ・バラエティー番組の制作者
666人に対する意識調査をおこなっているが，

「一般視聴者に比べると，番組制作者の方が
テレビでの暴力描写や性表現に対して寛容な
態度をもち，それほどネガティブな影響はな
いという認識を一貫して示しており」，「暴力場
面を放送すべきではないという意見に与せず，
暴力場面を真似ても問題はないという意見に
与する傾向」20）が強いと分析している。また，
視聴者が「刺激の強いものを求める」と考えて
いる制作者は64.6％にのぼっており，「番組の
評判がよくても，視聴率が悪ければ，くやしく
なる」と思っている制作者は84.2％である。

視聴率競争の中で，これまでのバラエティー
の内容を劇的に変えることは勇気のいることで
あり，上記のような制作者の感覚も重なって，
バラエティー番組の変化を妨げているのかもし
れない。
「内部的自由」の問題提起については，各局

の反応は鈍かった。NHKの番組制作の過程
に関して出された提言だっただけに，民放各
局は事情が違うとの受け止めであった。

NHKは1989 年1月に局内の議論を経て「放
送活性化会議」を設置している。同会議は，
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放送現場の職員から現場で十分な議論を経た
うえで，制作・取材に関する問題の提起があり，
必要と判断されたときは，問題の経緯，原因
等を調査し，調査結果について現場責任者に
意見を伝える機能を有している。このシステム
によって，管理者の理不尽な業務命令によっ
て番組の放送が中止されたり，内容が歪めら
れたりしたときに，その是非をオープンにする
議論をすることができる。しかし，この問題
が生じたときも，4 年後に内部告発があったと
きも，「放送活性化会議」は活用されなかった。

日本では「内部的自由」を保障する制度に
ついての議論はあまりおこなわれていないが，
遡れば，戒能通孝氏（当時都立大学教授）が
1958 年に「言論の自由とテレビジョン」のなか
で，政府から与えられた電波を占有しているテ
レビ局の表現の自由権は新聞と同じではないと
し，自由権を主張する条件として，「テレビ企業
の経営は，国民における表現要求への探究が
なければ無意味である。このことを制度的にい
いなおしてみるならば，テレビ企業ほど編集・
企画従業員の身分保障を要求し，それらの人々
をして企業経営者の意思に抗しても，国民的要
求の探究と実現を確保する道を開くのでなかっ
たら，テレビジョンは余りにも利己的財産権にな
るといえるのである」と記している21）。
「内部的自由」の論議が活発におこなわれな

かったのは，1948年の日本新聞協会の「編集
権声明」によって編集権は経営に属するものと
の考えが定着していること，また，日本では
ジャーナリストも含め終身雇用で上からの指示
に反することは配転や解雇の危険に直面するこ
と，が大きな理由だろう。一方，署名記事が主
流でなかった日本では，記者やディレクター個
人の責任にするのではなく，局として番組内容

に責任を持つというかたちで，より自由な報道，
番組制作を可能にしてきた側面も無視できな
い。しかし，近年日本でも著作権尊重が時代
の趨勢となるなかで，委員会は「仮に編集権が
経営者にあるとしても，そのことは，現場制作
者の内部的自由をどのように，どこまで保障す
べきなのかという議論を拒むものではない」22）

とし議論を呼びかけたのである。

 6．今後の課題

『発掘! あるある大事典Ⅱ』で明らかになっ
た問題点は，その後徐々に改善されているが，
解消されてはいない。

インターネットで得た情報を確認もせずに企
画として提案し，取材で事実と違うことが判
明しても提案内容にそって制作してしまう，不
都合な要素は入れず都合のよいところだけを
組み合わせ誇張して伝えるのも演出のうちだと
考える，プロダクションに任せきりにして放送
局の幹部スタッフがチェックを十分にしていな
い，先に放送日があり制作日数が少なく企画
内容を変更する余裕がない，番組テーマにそっ
た企画がなかなか見つからず無理をする，など

『発掘！あるある大事典Ⅱ』で浮かび上がった
問題点は，この5 年半の委員会の検証結果を
見ても，随所で指摘されている。ここでは検
証結果から浮かび上がった放送界の二つの課
題を提起しておきたい。

一つは，委員会自身も気にかけているよう
に，制作現場にどのように委員会の声を浸透
させていくのか，という問題である。

放送局の幹部スタッフまでは，委員会の検
証結果は届いている。しかし，プロダクション
のスタッフ，さらにその下の孫請けのスタッフ
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やフリーのスタッフまで届いているかといえば，
十分ではない。届いていてもなかなか対応でき
ない実態がある。

これは，制作委託の構造的な問題である。
制作や取材にあたるプロダクションへの委託

費が安く，制作日数が少ないから，裏付け取
材が必要だと現場で感じても，スタッフは自分
の会社の負担が多くなることに配慮して，余計
なことは言わない方がいいと考えることはない
か。放送日に間に合わなければ，自分の会社
に迷惑をかけると思わないか。

また，孫請けのスタッフの報酬は極めて低い。
創造的な仕事を好きでやっているのだから我慢
しろと会社から言われる。その安さが，モラル
ダウンを引き起こしていないと言えるだろうか。

こうした構造的問題の改善を抜きにして，不
祥事をなくすことは難しいだろう。

いま一つは，現場取材の核となっているプロ
ダクションの若いスタッフへの研修の充実であ
る。いくつかの検証事案で若い人の放送人と
しての使命感の不足が問題を引き起こす原因と
なっていることが指摘されている。

委員会は，委員会決定第12号で，検証結
果に「若きテレビ制作者への手紙」を付してい
る。

そのなかで，「たとえばプロデューサーから
『事実関係を確認せよ』という指示が出たら，
本人に直接訊いて，それでOKとしてしまう。
でも，『客観的に見てもだいじょうぶ』というと
ころまでいかないと，確認にはならないんじゃ
ないか？」23），「今回の問題は，現場でのほん
のわずかな不手際や甘さが生んでしまったもの
だ。でも，それは裏返せば，ほんのわずかな

『しっかり確認しよう』『自分で最後まで責任を
持とう』という思いさえあれば防げたことでも

ある」24）と呼びかけている。
創造的な仕事に携わる情熱に燃えて，安い

報酬で厳しい労働に耐えている若いスタッフ
に，制作・取材の技術論ではなく，放送人の
あり方を丁寧に教えるのも，放送界の必須の
課題であろう。

 おわりに

委員会の5年半の歩みを検証すると，放送
界の自律にとって着実に役割を果たしていると
言えるのではないか。

委員会が指摘した問題点や，番組全体の向
上のための提言は，いずれも多メディア時代に
放送が視聴者の信頼を維持していくために，
今後とも議論され，解決策が模索されるべき
課題であろう。
『真相報道　バンキシャ ! 』への勧告で，委

員会は「どうやら私たちはまだプロのファンとし
て認知されていないらしい。あるいは，昨今
のきびしい経済環境のもと，彼ら若い制作者
たちは目先の仕事にあわただしく追われるばか
りで，他の放送局や番組で起きた不祥事や放
送倫理の問題についてまで，立ち止まって考え
る時間と気持ちの余裕がないのかもしれない。
それではプロのプレーヤーになれないよ，と
プロのファンでありたいと願う私たちとしては，
彼らの肩を叩き，ひと言，言っておくべきだろ
うか」25）と書いている。

委員会がプロのファンであることに異存はな
いが，検証事案を自らが決め，検証に際して
は素材テープも含めて提出を求める権限を持
つ組織である。放送の自由の視点からすれば，
委員会が開店休業になるよう，さらなる現場の
努力を期待したい。　　     （おくだ よしたね）
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・フジテレビ『めざましテレビ』『ココ調』に関す
る委員長（放送倫理検証委員会）談話

・BPO　放送と青少年に関する委員会　“新時代テ
レビ”　～いま，ドラマ・バラエティ制作者 666
人は～報告書

・日本テレビ「バンキシャ裏金報道」検証報告書
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