
32 AUGUST 2021

世界を代表する公共放送として注目を集めてきたイギリスのBBCで，設立当初から中心的な価値として掲げられ
ているのが「不偏不党」だ。組織の基本法ともいえる「特許状」に明記されたこの理念をどう放送で実践していくの
か。BBCは，スエズ危機やフォークランド紛争などが起きるたびに，試行錯誤を繰り返してきた。

二大政党制が維持されてきた20世紀中は，異なる意見のバランスをとる「シーソー」のようなアプローチで対処で
きたが，移民が増え，社会が多民族化するようになると，「多種多様な意見を，より深く」伝えることが必要だと認識
されるようになり，不偏不党も，「正確性，バランス，文脈，取材対象との距離，公平・公正，客観性」などさま
ざまな要素に留意されたものでなくてはならないと認識されるようになった。BBCは新たな実践の確立を模索しな
がら，急速に進化するデジタル化への対応も迫られることになる。

取材の情報収集のために，ソーシャルメディアを活用したり，視聴者へのエンゲージメントの手段として，記者が
Twitterを通じて発信したりする機会も増えていくにつれ，誤報が生まれたり，ネット上での“炎上”事例に巻き込ま
れるケースが増えていく。そうした中で起きたEU（ヨーロッパ連合）からの離脱に関する国民投票と，その後の社
会の分断は，BBCにも大きな圧力となった。異なる意見を拒絶する空気が広がる中で，政治の右からも左からも，
離脱派からも残留派からも，BBCは批判を受けるようになる。外部監督機関の調査では，BBCの不偏不党に対す
る信頼は揺らいでいることが浮き彫りになった。

新型コロナウイルスの感染拡大で，偽情報・誤情報への対策が，喫緊の課題として認識される中，BBCは，正
確な情報の担い手として視聴者の信頼を得るため，不偏不党を最優先課題の1つに掲げた。そして，記者などによ
るソーシャルメディアの利用を制限するとの方針の転換を発表した。分断が解消されず，その中で感情もあらわにな
りやすい社会での，新たなアプローチの模索を続けている。

1.─はじめに

2020年9月，BBCの17代会長に就任したティ
ム・デイビー（Tim Davie）氏は，職員に向け
たスピーチの中で，最優先課題の1つとして，
不偏不党 1）の徹底を求め，「コラムニストの仕事
や，ソーシャルメディアを通じてキャンペーン活
動を行いたいのであれば，BBCで働くことには
適さない」と述べた。そして翌月には，個人の
意見や志向が浮き彫りになるおそれがあるソー
シャルメディアの利用を厳格にする方針を打ち

出した。
デイビー会長が，こうした厳しい姿勢で臨む

背景には，左右を問わず政界やその支持者，
メディアなどから，BBCの報道は偏向してい
るという批判が高まっていることがある。BBC
が存在し続けるためには，信頼できる情報源と
して視聴者の支持を獲得するほかないとの思
いがその言葉からうかがえる。

BBCは過去にも，スエズ危機やフォークラ
ンド紛争などで，政権と対立を招いたことがあ
る。また，重要政策の報道をめぐり，世論の
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批判を浴びることも少なくない。しかし，今回
BBCが直面する「危機 」の様相がこれまでと
異なるのは，筆者は少なくとも3つの要素が挙
げられると考える。まず，アメリカの巨大メディ
アNetflixなどとの競争にさらされ，公共サー
ビス放送の意義そのものが問われていること，
また2015年以来，厳しい財源削減を求められ
ていること，さらに，「イギリスで戦後最大の
外交政策の転換」といわれるEU（ヨーロッパ
連合）からの離脱をきっかけに社会の分断が
広がったこと，である。離脱をきっかけに向き
合うこととなった，将来の国の姿がどうあるべ
きかという議論は，やがて移民や人種，格差
など「価値観」をめぐる“Culture War”（文化
戦争）となり2）， BBCがその当事者かのように
扱う論調も見受けられる 3）。

筆者は，2015年，英オックスフォードのロイ
タージャーナリズム研究所に在籍し，BBCの
記者が，どのようにソーシャルメディア上の情
報を精査して，取材に取り込んでいるのかを調
査した。さらに2016年から3年間はロンドンで
特派員として取材をする機会を得たが，目まぐ
るしく動く離脱交渉の駆け引きの中で，BBCを
はじめ各社の記者が，Twitterで政治家の一
挙一動や第1報を伝え，その中で誤報が生ま
れるのを見た。また，メディアへの不信が高ま
る中，記者の中継に罵声が飛んだり攻撃の対
象となったりして，警護を受ける記者までもが
出る事態を目の当たりにした。

本稿は，BBCが設立以来の指針とし，視聴
者の信頼の源としてきた不偏不党が，政治や
技術革新など外的な要因によって，どのように
問われ，それに対しBBCがどう対処してきた
のかを探り，公共放送の報道について考える
一助となることを目的としている。そのために，

まず，BBCにおける不偏不党の誕生と，歴史
の中での実践の積み重ねを概観し，さらにデ
ジタル化にどう適応してきたのかを分析する。

2.─イギリスの放送と不偏不党

2.1　BBCの制度設計

イギリスでは，BBCも商業放送も，ともに
不偏不党の遵守が義務づけられている。ただ，
商業放送が放送法によって規制されるのに対
し，BBCは国王・女王によって授けられる「特
許状」によってその目的や権限，責務が定めら
れており，伝統的に特殊な地位が与えられてい
るとされる。
「特許状 」は，選挙の年を避ける形で，お

おむね10年から15年ごとに更新されている。
BBCは政治からの独立を謳っているが，特許
状の内容や受信許可料の額も，時の政府との
交渉で決められることから，政治権力の意向と
完全に無縁ではないというのが実態である 4）。

2.2　BBCと不偏不党

BBCの特許状に“impartiality”（不偏不党）
が正式に盛り込まれたのは1996年だが，その
理念は，設立当初から組織の中核をなすもの
とされ，商業的・政治的利害から距離を置く
公平な仲介者であることが求められた。同時
に「意見が対立する番組（controversial pro-
gramme）は，政府の許可を得てのみ伝えられ
る」とされた 5）。これは，電波という希少資源
を独占的に利用していたことから，公的な責任
が負わされた形で，背景には，全国の隅々ま
で届く放送の力に対する政府の警戒感があっ
たともいわれている。また，イギリスでは，検
閲に対抗してきた歴史から，新聞が「表現の
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自由 」を重視し旗幟を鮮明にしたのに対し，
放送は不偏不党を原則とする対照的な形が今
日まで続く。

1928年3月，政府は対立意見の放送禁止の
措置は解除したが，社説（editorial comment）
を禁止する立場は変えることはなかった。そし
て1954年，イギリス初の商業放送ITVの創設
にあたり制定されたTelevision Actに，“Due 
Impartial-ity”（十分な不偏不党）の義務が明
示された 6）。

2.3　BBCの「不偏不党」の歴史

「不偏不党の原則 」が，最初に試されたの
は，1926年，炭鉱労働者の争議に端を発した
ゼネラル・ストライキだった。印刷工のストへの
参加で新聞の発行も止まり，国民に情報を知
らせることができるのは，蔵相のチャーチルが
編集していた政府広報誌「British Gazette」と
BBCだけとなった。チャーチルは，ラジオの
持つ力に着目しBBCを政府の広報に利用しよ
うとし，接収しようとさえした 7）。リース（Reith）
会長は，これに抗い，労働者側に有利になる
ような情報を巧みに抑え，政府の干渉を避け
た。こうした対応で，不完全な形ながらもBBC
の不偏不党と独立性が守られた。この一事か
ら，不偏不党と独立性が対の関係であること，
また，報道機関の責任は視聴者に対してある，
という認識が形成されたといわれている 8）。

1956年の第二次中東戦争（スエズ危機 ）で
もBBCは再び試される。武力行使をめぐり世
論が割れる中，BBCは政府の意向に反して，
イーデン首相の声明に対する野党党首の反論
を伝えた。また，中東地域向けの国際放送で
は，イギリス国内の世論をありのまま報じた。
政府の怒りは深く，BBCの編集権を国に返上

させる懲罰措置までも議論されたとみられる9）

が，イーデン首相の退陣で，措置は発動され
ずに終わった。

BBCにとって最大の危機は，70年代から90
年までのサッチャー首相率いる保守党政権時
代に訪れた。自由市場主義を導入し，国営企
業の民営化を進めたサッチャー首相は，BBC
を疎ましく思う気持ちを隠そうとせず，受信許
可料制度そのものに疑問を呈していた。そん
なサッチャー氏が，進退をかけて臨んだ1982
年のフォークランド紛争では，「紛争は回避で
きるか？」と問う番組に政権が激怒したことや，
BBCが編集ガイドラインに従って自国の軍隊を

「イギリス軍」，相手国の軍を「アルゼンチン
軍」と呼んだことに対して，サッチャー首相が

「わが軍」という「愛国的な呼び方」を求める
こともあった。

これに対しBBCは，同局では自らの特派員
を「わが特派員」というので，「わが軍」とい
うと「BBCの軍」という意味になってしまうな
どと詭弁のような言い訳で圧力をかわした。ま
た時として，「軍の士気を高めるのはBBCの仕
事ではない」とか「（イギリスの軍港）ポーツマ
スの未亡人と，（アルゼンチンの首都）ブエノス
アイレスの未亡人には，なんら違いはない」と
突っぱねることもあった 10）。対立を緩和しよう
と，番組担当役員と理事が議会に赴いた際
に，100人の議員に糾弾され，怒鳴り合いに
なる一幕もあった。

また，1968年から始まった北アイルランド紛
争でもたびたび軋轢が生じた。1985年にはド
キュメンタリー番組『連合王国の果て』（At the 
Edge of the Union）でイギリスからの分離を
求める武装組織の幹部のインタビューが放送さ
れることを知った政権が，国益に反するとして
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介入し，協議の結果，経営委員会が放送の中
止を決めた。番組は，一部小さな変更を加え
たうえで，2か月後に放送されたが，北アイル
ランドのデリケートな争点を含む番組について
は，報道部門だけでなく番組制作部門も，事
前に編集ガイドライン担当者に相談することが
求められるなど管理も強化された。

保守党は1986年，リビア空爆をめぐる現地
からの報告でもBBCと対立し，緊張関係が緩
和されるのは，BBCのミルン（Milne）会長と
サッチャー首相の退任後のこととなる。

1997年に中道左派路線の「第三の道 」を
掲げたトニー・ブレア首相が誕生したあとも
危機に見舞われた。イラク戦争開戦直後の
2003 年5月，防衛担当のアンドリュー・ギリ
ガン（Andrew Gilligan）記者が，BBCの看
板ラジオ番組で，「（戦争開始の大義となって
いた）イラクに大量破壊兵器があるという政府
の報告書は，誇張されていた」と解説したこと
に対し，政権が BBCは戦争反対という先入観

（bias）を打ち出していると批判。報道に至っ
た経緯を調査する中で，記者の情報源だった

科学者が自殺する事態にまで発展した。これ
を受けて設けられた独立調査委員会は，BBC
の取材に瑕疵があったと結論づけ，会長と経
営委員長がともに辞職した 11）。

2.4　デジタル時代の不偏不党

90年代後半に入ると，BBCはメディアの環
境の変化とデジタル化という技術革新にも対応
を迫られる。サッチャー政権のメディア改革で
新聞社の合併などが進み，新聞の読者獲得競
争が激しさを増す中でセンセーショナリズムが
広がった。BBCは，発行部数が最も多いタブ
ロイドの Sunを所有するメディア王ルパート・
マードック（Rupert Muerdoch）氏をはじめ，
タブロイド紙や右派紙から「民業圧迫」「偏向
報道」の批判を受けるようになる。

また，イギリスの社会の構成も大きく変化を
遂げていた。初代会長リースの時代には，二
大政党が保たれ，人口の大多数が白人のキリ
スト教徒だった。その時代には，議論の対立
軸は，「与党対野党 」「企業対労働者」と明確
で，公平に意見を聞くということはさほど難し
いことではなかった。しかし，労働力を補う
ため旧植民地からの移民の移住を促進したり，
冷戦中の亡命者の受け入れを行ったりした結
果，20世紀の終わりにイギリスは，さまざまな
人種，宗教，文化を擁する多民族国家に姿を
変えていた。

こうした社会変化とデジタル化の進展を受
け，2005年，マイケル・グレード（Michael 
Grade）会長は，講演で，21世紀の不偏不党
のありようについて抜本的な議論が必要だと
し，これを受けて当時のBBCの監督機関だっ
たBBC Trustは，ドキュメンタリー監督のジョ
ン・ブリッドカット（John Bridcut）氏に提言

【BBCの不偏不党に影響を与えた主な出来事】

年代 出来事

1926 年5月 労働組合によるゼネスト

1954 年 テレビジョン法にDue Impartialityの
文言が盛り込まれる

1956 年
10 ～ 11月 第二次中東戦争（スエズ危機）

1968 ～ 98 年 北アイルランド紛争

1982年
4 ～ 6月 フォークランド紛争

2003 ～ 11年 イラク戦争開始

2005年7月 ロンドン同時多発テロ事件

2016 年6月 EU離脱を問う国民投票
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のとりまとめを依頼した。
ブリッドカット氏は，BBCの副会長や役員，

外部の有識者12人による検討委員会と議論を
重ね，2007年6月に報告書“From Seesaw to 
Wagon Wheel: Safeguarding impartiality 
in the 21st Century”を発表した。タイトルに
使われたWagon Wheelはイギリスの国民的ス
ポーツのクリケットの用語で，ファウルゾーンが
なく360度どこに打ってもよいことから，スコ
アボードは馬車の車輪Wagon Wheelと呼ばれ
ている。ブリッドカット氏は，現代の不偏不党
は，シーソーのように2つのバランスをとるので
なく，あらゆる角度を含む幅広い視座で，か
つ深みのあるものでなくてはならないとの思い
を込めた。

報告書は，不偏不党の理念を，どう現場の実
践に落とし込むのか，さまざまな議論があった
ことを伝えている。例えば「夕方6時のニュー
スのアジア系のアンカーが，休暇明けにヒジャ
ブを被って出勤してきたが，どう対応するか?」
とか，「（コメディアン俳優の）サーシャ・バロ
ン・コーエンがトークショーで，“世の中から撲
滅したいのはユダヤ教徒のコシャリ，カンタベ
リー大司教と聖書”と言ったが，どうする？」な
ど，表現の自由と宗教への尊重とのバランスな
ど，難しい判断が求められるシナリオへの議
論が行われたことを紹介している。また次のよ
うな例えで，概念を可視化しようと試みている。

錬金術師の作業部屋の棚に12の薬の瓶が

並んでいると想像してもらいたい。それぞれ

の瓶に，正確性，バランス，文脈，取材対

象との距離，公平，公正，客観性，先入観

の排除，厳格さ，冷静さ，透明性，そして

真実というラベルが貼ってある。1つの瓶だ

けでは「不偏不党」は作れない。12の成分

がそろって初めて「不偏不党」という化合物

ができあがる。それを混ぜ合わせて，製品

にするのが錬金術師である制作者の仕事だ。

目指す製品によって混ぜ合わせる比率は異な

るだろうが，BBCの編集ガイドラインに示され

ているように，または（中略）すべての番組に，

12の化合物は欠かせないものなのだ。化学

反応の結果，生まれる品物は，硬すぎても

（厳格すぎても），柔らかすぎても（あいまい

すぎても）いけない。現場の制作者が，健康

で活発になるような無臭の空気でなければな

らないのだ。不偏不党とは，結局のところ，

完全な状態ではなく，意識の問題なのだ 12）。

BBCは，不偏不党とは，多種多様な意見を
いかに幅広く，深く伝えるかである，との認識
に舵をきり，研修での教材にもなる12の指針
を示した。要約し紹介しておく。

「不偏不党とは」

1） 国際的な報道機関たるBBCを象徴するも
の。法的義務であると同時に，プライドの
源であるべし

2） BBCを所有する視聴者の意見も，不偏不
党を実現できたかの判断材料の1つとなる

3） 政治・社会・文化が多様化する中，政治
や労働争議以外にも適応範囲は拡大して
いる

4） 視点の深さが必要で，簡略化したり省略し
たりすることでも損なわれる

5） 不偏不党を無味乾燥な番組作りの言い訳
にすべからず。公平な根拠があればジャー
ナリストは「判断」を下すことは可能
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6） 適用の仕方はジャンルによって異なる
7） 「社会全体にとって善い」とされる事案や

キャンペーンには特段の注意を
8） 難しい相克も起きるが，ジャーナリストの

過去の経験を活用し克服を
9） 制作者のスタンスや経験値の影響を排除す

るため自らの思い込みを自問しよう
10） 組織の価値を見つめ直し，視聴者への影

響を検証しよう
11） BBCは視聴者に正直な説明を。批判を受

けるが自己防衛に走らず，自らを正そう
12） 編集責任者は番組のコンセプト段階から実

践を。企画採択後は手遅れのことが多い

BBC Trustは，2007年以降ほぼ毎年，分
野を指定して，不偏不党の形がどう実践され
ているかを検証する調査を続けた。2013年に
はEUと，移民について外部の有識者による
分析が行われた。調査を率いた商業放送 ITV
の元 CEOのスチュアート・プレブル（Stuart 
Prebble）氏は，EUや移民についての世論の
変化に追いついていない側面があると指摘し，
ロンドンの中央政界以外の声をより積極的に
耳を傾けるよう促している13）。

こうして不偏不党の新たな実践方法を模索
するさなかに，取材の最前線でも大きな変化
が起きていた。

2.5　ソーシャルメディアの台頭

2005 年7月，ロンドンの地下鉄やバスを狙っ
た同時多発テロ事件が起き，52人が犠牲に
なった。BBC報道局では，従来どおり，当局
の発表という確実な情報を待ち，1報がライバ
ルのSky Newsに大きく出遅れた。原因も「電
気系統トラブル」という当初の見立てから「テ

ロ」に変えるのに逡巡し，緊急報道のあり方
が問われた。

さらに，この事件を契機に変化したのは視
聴者から寄せられる素材（User-generated 
Content）の活用だった。事件に先立つ2005年
3月，マーク・トンプソン（Mark Thompson）
会長は，職員に向けたスピーチで，「現存する
ストリーミングに加えて，新しいオンデマンド
や視聴者との双方向のアプリケーションの開発
に3,200万ポンド（当時で64億円）を投じる」
と発表し14），パイロット事業として，インター
ネット上の情報や視聴者提供の素材を扱う部署

“UGC Hub”が誕生していた。それから数か月
後に起きたテロ事件でBBCには，24時間で視
聴者から1,000枚の写真とビデオ，3,000のテキ
ストメッセージ，2万のメールが流れ込んだ 15）。
事件発生現場が，取材できない地下鉄だった
こともあり，夕方6時のニュースでは視聴者提
供映像だけで作られたVTRもあった。BBC
の報道局長からカーディフ大学ジャーナリズ
ム学部の教授に転じたリチャード・サムブルッ
ク（Richard Sambrook）氏は，「この事件を
伝えることに視聴者はかつてない形で参加し
た。その日の終わりには，BBCの報道はルビ
コン川を渡っていた」と評した 16）。

BBCの“UGC Hub”は，設立当初は数人で
回していたが，2008年までには職員の数は29
人にまで増え 17），2009年11月には，ソーシャ
ルメディア編集長（Social Media Editor）のポ
ストが新設された。2010年10月の編集ガイド
ラインの見直しに合わせて，オンラインの活動
は，放送と区別することや，ツイートする場合
は，BBCがその意見を支持しているかのように
受け止められないよう十分に注意することなど
が盛り込まれた。そして，2012年に新社屋が
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オープンした際には，ニュースフロアの中に作
業セクションが設けられるなど，報道の中核の
1つに位置づけられていく。

同年，国際放送「BBCワールドサービス」の
ピーター・ホロックス（Peter Horrocks）局長
は，「もしソーシャルメディアの世界に参加せず，
目の前にあるテクノロジーを生かしきれていな
いなら，怠慢だと言わざるをえない。ライバル
たちは，みなやっていることだからだ」 18）と檄
を飛ばし，記者にTwitterの利用を促した。

ただ，実際の取材では成功ばかりではな
かった。2008年11月にインドのムンバイで起
きたテロ事件では，「インド政府がソーシャル
メディアをブロックしようとしている」というブ
ロガーの情報を，真偽を十分に確かめないま
まネットに流し，BBCは憶測と意見を区別な
く流していると視聴者や専門家から批判を浴
びた。BBCで編集ガイドラインの策定や視聴
者の苦情などを審査する編集方針・基準局の
デービッド・ジョーダン（David Jordan）局長
は，「BBCは信頼できる案内人としての役割
を担っている」とし，「ネットで騒がれているか
らといって飛びつくのではなく，BBCが報じる
に値する事柄かどうか検討すべきだ」と話し
た。

それでもなお，100％事実と確認できない場
合でも，一刻を争うニュースでは，放送に踏み
切らざるを得ないこともあった。BBCのソーシャ
ルメディアの編集責任者は，「ネット空間で流れ
ている話は，たとえ真偽が不明であっても，そ
のニュースをめぐる（視聴者の間での）コミュニ
ケーションの一環となっている」と述べ，報じる
判断をすることがあると述べている19）。その判
断が結果的に誤報を生んだ場合，BBCは，「透
明性と開示」（transparency and openness）

をもって対応し，もともとの投稿を削除せず
に，訂正を載せるなど「間違いを可視化」する
と決めている20）。

BBCのジャーナリストなど50人へのインタ
ビューをもとに，ソーシャルメディアが同局の国
際報道にどのような影響を与えたか調査したバ
レリー・ビレア・ギャニョン（Valérie Bélair-
Gagnon）氏は，「ソーシャルメディアの登場に
よって，BBCの不偏不党の要件に透明性と開
示性が加わった」と結論づけている 21）。

3.─きしむ「不偏不党」─

3.1　EU離脱を問う国民投票での批判

2013年1月，保守党を率いるキャメロン首相
は，EU政策について講演を行い，次期選挙
で同党が勝利すれば，EUから離脱するか残
留するかを問う国民投票を実施する考えを示し
た。反 EUを掲げる少数政党の台頭に不安を
抱く党内のとりまとめに苦慮していたことが背
景にあるとみられている。

2016年6月に実施された国民投票で，BBC
もほかの既存のメディアも，離脱を予想できな
かった。離脱の支持層は，経済成長から取り
残された地方の労働者階級も多い。同局はロン
ドン中心主義のエスタブリッシュメントで，民
意からかけ離れているなどと批判の声が出た。

報道内容についても，残留派，離脱派双方
からの批判にさらされた。残留派を率いたキャ
メロン首相の報道官クレイグ・オリバー（Craig 
Oliver）氏は回顧録の中で繰り返し 22），「偽り
のバランス」（False balance）について批判し
ている。代表例として知られるのが，離脱派
が主張した「離脱によって週あたり3億5,000
万ポンドの税金が浮く」というスローガンであ
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る23）。これは今では，虚偽だったと認定され
ているが，キャンペーン中は，このスローガン
を掲げた選対のバスが全国を回り，その様子
はテレビで繰り返し報じられた。オリバー氏
は，BBCの幹部に対し，ジャーナリストはこの
怪しげな数字を厳しく追及すべきだと訴えたこ
とを著書の中で明らかにしている。そしてBBC
の報道は，事実と誤情報を同じ扱いにしてい
るほか，不偏不党に必要な，専門家などさま
ざまな人の意見が取り入れられていないと批判
した。

一方，離脱派も，離脱後の国の姿について，
悲観的な分析ばかりを伝えている，など不満を
強めた。議会のデジタル・文化・メディア・ス
ポーツ委員会の委員長を務めるジュリアン・ナ
イト（Julian Knight）議員ら60人が，「もし議
員や有権者が，BBCのことを不偏不党の仲介
者とみなさなくなれば，BBCの将来に疑問符
がともるだろう」とホール会長にあてた手紙を
出した 24）。

では，学識経験者の分析では，どうだった
のであろうか。

カーディフ大学のスティーブン・クッション
（Stephen Cushion）教授らのチームは，国民
投票における不偏不党の実践は，「離脱 」「反
対」をストップウォッチで測るのでなく，離脱
派，残留派の中での多様な議論も，適切な
ニュース判断をして適宜，紹介しなければな
らないとしている。そして選挙運動期間中の
2016年4月15日から6月12日まで 間，BBC，
ITV，Sky, Channel 4, Channel 5の18 時
か夜のプライムタイム ニュース番組合計571本
を検証した 25）。その結果，▶︎BBCは，離脱
派の報道が40.8%，残留派が48.7％で，ほぼ
均等に時間を配分する一方，▶︎内容では，選

挙キャンペーンに37.8%，政局に3.4％と，政
治の動きが41％余りを占め，政策では経済が
10.1%，移民政策が13.5％，国際関係が6.8％
にとどまった。さらに▶︎取材対象も政治家が
60.8%，外国の政治家や組織は3.8％にとど
まっていること，また，▶︎統計を使った報道の
うち，ジャーナリストがその真偽を検証したの
は20.4％にすぎないとしている26）。

クッション教授は，BBCを含む各放送局は，
圧倒的に政治家の声が取り上げられる中，特に
保守党への取材が多かったことを指摘し，多
様な意見が反映されたとはいえず， 特に労働党
支持層のうち離脱派の声は隅に追いやられた
とした。また，EUの機能や役割について取り
上げたものが「驚くほど少なく」，投票日前の
世論調査で「EUについてよく理解した」と答え
た人が31％しかいなかったことを問題視してい
る。 調査は，陣営の主張に対して，反対陣営
の反論を列挙するという状況に陥り，ジャーナ
リストがさまざまな主張を検証し，ニュース判
断することを回避したと指摘している。

3.2　“分断の時代”の中の不偏不党

国民投票に続くEUとの離脱交渉は困難を
極め，離脱が招いた政治・社会の亀裂は癒え
るどころか，深まっていった。特に，「エリート
対人民」という構図で支持を集めたポピュリス
トの政治家は，主要な報道機関，特にBBC
を「エスタブリッシュメント」「Brexit Bashing 
Corporation（離脱叩き協会）」と批判し，キャ
ンペーン期間同様にソーシャルメディアを通じ
支持者に訴える手法を続けた。残留派も国民
投票のやり直しへの希望を捨てず，議会は割
れ，機能不全に陥った。

こうした動きを追いかけるBBCの記者たち
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も，目まぐるしく変わる政局と，水面下で行わ
れる離脱交渉を主にTwitterを通じて逐一，発
信した。困難を極める離脱交渉を報じれば報
じるほど，いら立ちを募らせる支持者から攻撃
の対象となり，例えば EU本部のあるブリュッ
セル駐在のカティア・アドラー（Katya Adler）
記者は，EUの交渉官の言い分を報じると，

「EUの肩を持っている」「離脱阻止を図ってい
る」と離脱派から批判された 27）。また，国内
政治の迷走を伝える政治部長のローラ・クン
スバーグ（Laura Kuenssberg）記者も「イギ
リスを分断する女」と保守系の新聞に書かれ，
党大会でブーイングを受けたり，しばらく警護
を受けながらの取材を余儀なくされたりした。

Twitterでの取材合戦は，多くの誤報も生ん
だ。一例として，クンスバーグ記者が2019年
12月9日に行ったツイートがある。記者は，病
床不足のために，十分な治療を受けられなかっ
た男児がいると報じられた病院を，ハンコック
保健相が訪問した際，同大臣のスタッフが労
働党支持者とみられる男性から“殴られた”と
投稿した。情報源は保守党幹部だったが，の
ちにネット上に投稿された当時の様子を収めた
ビデオを見ると，労働党の支持者は，ののしり
こそしたものの，殴った事実は確認されなかっ
た 28）。情報源の言い分を記者が自ら確認しな
かったためとみられ，「同記者は保守党寄りだ」
との批判を受けることになった。

BBCの 元 報 道 局 長 の ヘレン・ボーデン
（Helen Boaden）氏は，ネット時代のスピー
ドが，記者の判断に与える影響を次のように
述べる。

　現代のニュースサイクルのスピードはジャー

ナリストの職業的規範や価値観に抗う重力と

なっている。（中略）ノーベル経済学賞を受

賞したカーネマンが言う「速い思考」と「遅い

思考」の相克にも似ている。早い思考では，

ステレオタイプを生み，困難な問いかけより

も簡単な問いを選びやすい 29）。

こうしたBBCの報道に視聴者の反応は厳し
く，同局に寄せられる意見のうち，一次対応窓
口で解決できなかった苦情を審査する番組苦
情処理室（Executive Complaint Unit：ECU）
の記録を集計すると，2019年度上半期には，
過去10年で最多の383件となっている。このう
ち「政治的なバイアス」については，国民投票
直後は2.8%だったのに対し18％を占めるように
なる30）。BBCは，2019年度の年次計画で「視
聴者による不偏不党の評価は低下している」と
認めた 31）。

また，外部の規制監督機関のOfcom（Office 
of Communications）が2019年10月に発表し
た調査でも，「BBCの放送は正確だ」と正確
性を評価する人は71％に達したのに対し，「不
偏不党だ」と答えた人は59％にとどまった 32）。
同調査が実施したフォーカスグループの議論で
は，「政治的に極端な意見を，穏健な意見を
削ってまで紹介する」ことへの疑問や，「誤っ
た主張と，事実が同等の扱いを受ける誤った
均衡がある」「ジャーナリストが，出演者の主
張を十分に問いたださない。このため，出演
者が大声で自説を主張するばかりで議論の質
が低い」などの意見が出た。

Ofcomはこの結果について，「政治的主張
が強い人ほど，BBCへの不満が強い傾向があ
る。現在の分断された政治情勢の中で，同局
は，不偏不党の実現に向けて極めて困難な課
題に直面している」とし，BBCに対して，「見
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解が一致しない問題や，根拠の薄い意見を，
より大胆に検証するべきだ」と求めている。

3.3　新たなソーシャルメディアガイドライン

こうした事態を放置すれば組織そのものへ
の信頼が損なわれかねないと危惧したBBCは，
2020年5月，カーディフ大学のサムブルック教
授に，同局のソーシャルメディアの利用の状況
について検証を依頼した。そして，その提言を
受けて，同年9月，ソーシャルメディアの利用
に関する新たな指針を発表した 33）。

それによると，

• BBCの関係者であることがわかる番組制作
者，編集者，記者，リポーター，プレゼンター
は，ソーシャルメディアでの活動が，BBCの
不偏不党とその評判を傷つける可能性がある
ことを認識する

• 「私見であり，BBCの見解ではない」といっ
た免責の文言（Disclaimer）は，編集指針に
反することへの十分な言い訳にはならない

• 特に報道や社会番組に携わるものは以下のこ
とを禁じる
・政党支持を推測させる行為
・政治に関する意見の表明
・公共政策，政治・労働争議，その他あら

ゆる「議論の分かれる問題」について支持
を表明すること

・公共政策の変更を訴えること
・キャンペーンに参加すること

さらに指針では，リツイートやシェア，「いい
ね！」をつけること，フォローする対象に気をつ
けること，キャンペーンのロゴやハッシュタグの
利用などは，直接の意見の表明ではないにし

ても，それによって考えを推察することは可能
だ，と注意を呼びかけている 34）。

この方針には，特にソーシャルメディアの利
用頻度が高い若い世代から反発が起きた。し
かし，指針は「ソーシャルメディアが世論を正
しく映し出していると見誤ってはいけない。大
多数の視聴者はその他の場にいる」とし，「違
反は，懲罰対象となり，最悪は雇用契約の打
ち切りも含む」と極めて厳しい姿勢を明示して
いる。

イギ リス で は，BBCと ほ ぼ 同 時 期 に，
Channel 4や商業放送のITN，Skyもソーシャ
ルメディアのガイドラインを見直し，運用を厳格
化した。いずれの局も，Twitterの“炎上”事
案や記者への攻撃に苦慮していた。

3.4　“感情の時代”の不偏不党

2020年5月，アメリカ・ミネソタ州で，黒人
男性のジョージ・フロイドさんが，警察官に押
さえつけられて死亡した事件をきっかけに，人
種差別やダイバーシティーへの議論が高まっ
た。アメリカでは，これまで黒人社会をめぐ
る問題をきちんと報じてこなかったと黒人記
者が不満をあらわにしたり，今も白人が中心
のニュースルームのあり方に疑問を呈したりす
るジャーナリストも少なくない。ピュリツァー
賞受賞ジャーナリストのウェズリー・ロウリー

（Wesley Lowrey）氏は，主に白人の読者を
想定して判断されている客観性 35）は，「公平と
いう幻想を作り出しているだけだ」として客観
性という規範を放棄し「真実 」に重きを置くべ
きだと訴えた 36）。

BBCでも，2019 年7月17日，朝のメインの
ニュース番組“BBC Breakfast”でキャスター
の人種をめぐる発言が大きな議論を招いてい
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た。その日は，トランプ大統領が，自身に批
判的な女性議員に対し，出身国に戻ったらど
うか，とツイートしたニュースが取り上げられ，
ロンドン在住のトランプ支持者による，「発言
は人種差別とは思わない」とのインタビューが
紹介された。問題はそれに続く男性キャスター
のダン・ウォーカー（Dan Walker）氏とインド
系の女性キャスターのナガ・マンチェッティー

（Naga Munchetty）氏との間のかけ合いだっ
た。

（ウォーカー氏，以下Ｗ）

「印象に残るツイートは，“国に帰れと言わ
れたことは枚挙にいとまがないが，大統領
に言われたのは初めて”というものです」

（マンチェッティー氏，以下M）

「私も有色の女性として，国に戻れと言われ
るたびに，それは人種差別に基づく発言だ
と思う。ここで特定の誰かを非難している
わけではないが，そのフレーズが何を意味
するかはわかる」

Ｗ  「今でもそんなことをたびたび言われる？」
M  「たびたびではないが，経験はする」
W 「ここで意見を言うのは仕事ではないことは

わかっているが，言われたときの思いは?」
M 「怒りよ。この国の多くの人が，あの立場に

いる男性の口からそんな発言が出たことに
怒っているはず」

この発言に対する苦情が寄せられたことを
受けて，BBCのECUはマンチェッティー氏が
個人的見解を述べたことについて，けん責処
分とした。これに対し，著名な黒人俳優ら数
十人が「とんでもない間違いで，違法ですらあ
る」と決定を非難する公開書簡を出したのを

はじめ，パキスタンからの移民の家に生まれた
ジャビド財務相も，「マンチェッティー氏がなぜ
あのようなコメントをしたのか，理解する」と
擁護する立場を示した。また，労働党の議員
からは，議会で討議を求める声まで上がった。
BBCの黒人職員から批判も広がり，ホール会
長は全職員にあてたメールで，「人種差別は意
見などではなく，また議論の対象となるもので
もない。差別は差別だ」とし，決定を覆すこと
になった。

このように人種差別だけでなく，セクハラを
訴えた#MeTooなど，ソーシャルメディアを活用
し社会正義の実現を訴える活動が広がってい
るが，アイデンティティーや倫理観に結びつい
ているだけに強い感情を喚起することも多く，
意に添わない人物や意見をネット上で非難する

“call-out culture” 37）とも呼ばれる現象を引き
起こしている。

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでメ
ディアと政治の関係を研究するチャーリー・ベ
ケット（Charlie Beckett）教授は，「感情」が
ジャーナリズムを変える要素になると主張し，
その背景として，ソーシャルメディアは，感情
をもとに，注意を集めたり，シェアを促したり
するように設計されていること，また，厳しい
生存競争にさらされているメディアのニュース
ルームも，テクニックとして感情を取り入れるよ
うになっていることなどを挙げている 38）。そし
て，「ファクトチェックだけでは十分でなく，読
者・視聴者のその情報に対する感情的なつな
がりを理解しなければならない」とする。ベ
ケット教授は，これからのジャーナリズムでは

「ジャーナリストの主観や感情がうかがえること
も増えるだろう。しかし，それは，ジャーナリ
ストの世界観や気持ちを縷

る る

々述べることを意
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味するのではなく，透明性をもって，取材の過
程を示し，自らが持つバイアスを示すことだ」
と述べる。

しかし，「感情の時代 」はBBCの報道現場
に新たな課題を突きつけている。BBCのテレ
ビニュース部門のトップを務め，現在，ケン
ブリッジ大学のセルウィン・カレッジの学長を
務めるロジャー・モーシー（Roger Mosey）氏
は，特に若い職員の中で「編集方針があるか
らといって，間違った意見を認めるようなこと
や，不快なことを批判できないのはおかしい」
といった意見さえ聞かれるようになっていると
して，不偏不党や表現の自由などジャーナリズ
ムの原則への理解が揺らいでいるのでは，と
危惧を示す 39）。

事実よりも視聴者の感情に訴えることを優先
させたのではないかと批判された一例として，
2020年5月26日に放送された社会情報番組

“Newsnight”がある。番組では，ジョンソ
ン首相の最高顧問を務めていたドミニク・カミ
ング（Dominic Cummings）氏が，ロックダ
ウン中，自ら感染の可能性が出たため，子ども
を親に預けに約400キロ離れた実家まで出か
けた疑いについて取り上げた。プレゼンターの
エミリー・メイトリス（Emily Maitlis）氏のオー
プニングのコメントは次のようなものだった。

カミング氏がルール破りをしたのは，国民の

目には明らかだ。（中略）ルールを守ろうと

懸命に努力する正直者がばかを見るようなも

ので，（中略）ジョンソン首相のカミング氏に

対する盲目的な忠誠心は，首相官邸の力関

係を浮き彫りにしている。

このコメントに対しては，約2万3,000 件の

苦情が寄せられ，審査をしたECUは，カミン
グ氏の辞任を求める署名が放送直後には100
万に達したことなどを挙げ，「キャスターのコメ
ントは世論をおおむね反映したもので，個人の
見解ではない」としながらも，放送当時はカミ
ング氏の行動についての調査結果が出ていな
かったことなどから，「ルール破りは国民の目に
は明らかだ，とか，盲目的な忠誠心という表現
は，議論の一方に加担していると言わざるを得
ない」とし不偏不党と正確性の基準に反して
いる，と結論づけた。

BBCのソーシャルメディアの検証を行ったサ
ムブルック教授は，「人間性や感情は，ジャー
ナリズムの大事な要素だが，根拠や事実に基
づく報道とは，明確に区別されなければならな
い」とし，「事実を丁寧に示していくことで，糾
弾せずとも問題を浮き彫りにすることは可能だ」
と述べる。そして，その一例として，報道番
組“Outside Source”のロス・アトキンス（Ros 
Atkins）氏の2020年のアメリカ大統領選挙の
報道を挙げる。

アメリカの民主主義にとって異例の1日だっ

た。大統領は，選挙で不正があった，票が

盗まれたと根拠のない主張をしている。息

子のエリック氏は，投票箱が燃やされている

と誤情報を流しているが，そのような事実は

確認されていない。大統領の選対は，票の

集計をやめるよう複数の訴訟を起こした。し

かし，当日の集計は，アメリカの選挙でいつ

も行われる標準的な手続きだ。国際的な選

挙監視団は，大統領による職権乱用だと非

難している。トランプ大統領は，キャンペー

ン期間中，たびたびアメリカの民主主義のプ

ロセスを批判してきた。この2日の出来事は
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予想できたともいえるが，それでもなお，大

統領に衝撃をもたらす力が残っていること

は，世界からの反応から見て取れる。功罪

はいずれにせよ，これは世界が知っているア

メリカの民主主義の姿ではない。

不偏不党には，“彼がこう言った，彼女がこ
う言った”（he said she said journalism）と意
見を並べるだけの報道や，視点のないジャーナ
リズム(view from nowhere)につながるという
批判がつきまとう40）が，サムブルック教授は，

「不偏不党は，私見を排除し，目の前にある根
拠の重要性を正しく見極められるようにする職
業的な規範だ」と主張する。そして「内通者の
保護などの事情のある場合を除き，“筋情報”
で記事を書くことなどは改めるべきだ。どのよ
うな取材をし，なぜ，その判断に至ったのか，
透明性をもって視聴者に説明しなければなら
ない」とし，取材方法の見直しの必要性を訴え
る。デイビー会長も，就任演説で「新しい不偏
不党のアプローチを探す」とし，全職員への研
修を実施した。

4.─結語

本稿では，BBCが中核的な価値とする不偏
不党が，政権との対立や政策変更，紛争，そ
して技術革新による環境変化によって，どのよ
うな課題に直面してきたかを概観した。

イギリスでは，2021年6月13日，右派色の
強い新しいニュースチャンネルGB Newsが放送
を開始した。従来のメディアが取り上げてこな
かった声に耳を傾け，「オリジナリティーのある
ニュースや，意見，ディベートを促進する」とし，
局の「顔 」には，BBCで25年にわたり政治番

組のプレゼンターを務めたアンドリュー・ニー
ル（Andrew Neil）氏が就任する。ニール氏の
番組では，“Woke Watch”と呼ばれる，左派
的な問題の検証を試みるコーナーや，“Media 
Watch”などBBCなどを念頭に置いたメディア
の批評のコーナーが設けられる。ニール氏は，
Ofcomが求める不偏不党の原則を守ると主張
するが，地元メディアからは，アメリカのFox 
Newsのようなイデオロギーに彩られたコメント
を流し，対立をあおるのではないかと危惧する
声も上がっている。

BBCのデイビー会長は，6月10日，Financial 
Timesのメディアサミットで，「ゲーム（のルー
ル）は，さまざまな視点や，異なる意見を述べ
るということに変わった。我々の世代は，いさ
さか危ない橋を渡ることになるだろう」と述べ
た 41）。BBCの不偏不党については，今後，こ
れまで以上に試される局面が続くことが予想さ
れる。さまざまな失敗と試行錯誤を重ねなが
ら，「ネット時代の不偏不党 」の実践を探るプ
ロセスは，世界の公共放送にも，示唆に富む
ものになるとみられる。

（さいしょ れいこ）
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（公 平）と併用していること，またBBCの報
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open-mindedness, rigour, self-awareness, 
transparency and truth.”としていることから，
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した。BBC Trust; “From Seesaw to Wagon 
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