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本稿は，2022年3月に行われたNHK放送文化研究所の文研フォーラムのシンポジウムのうち，「ジャーナリズム
の危機をどう乗り越える」の抄録である。誰もが情報を発信できる自由を手にする一方，偽情報や誤情報が拡散し，
異なる意見への不寛容な空気も広がるいま，ジャーナリズムにもさまざまな課題が突きつけられている。メディアは

「信頼」をどう取り戻せばよいのか，3人のパネリストが議論した。セッションの間，視聴者から延べ77件の質問や
意見が寄せられた。本稿ではその反応を〈視聴者からのリアクション〉として可能な限り時系列で紹介し，会場と
バーチャル空間でのやりとりの再現を試みる。
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はじめに

シンポジウムは，3月3日，1時間30 分にわ
たりオンラインで行われた。パネリストは，東
京大学教授の林香里氏，ノンフィクション作家
の吉岡忍氏，NHK制作局チーフ・プロデュー
サーの細田直樹（肩書は当時のもの），モデ
レーターは，NHK解説委員長の河野憲治が
務めた。議論は，海外のメディアの取り組みの
実践例を筆者（税所）が紹介しながら展開さ
れた。イギリスのBBCでは「不偏不党」，アメ
リカのPBSの『Frontline』では「透明性」，イ

ギリスの新興メディアTortoise（トータス）では
「公開性 」がキーワードとなった。

メディアは“危機”に直面しているか

シンポジウムはまず，１つのデータをめぐる
議論から始まった。イギリスにあるロイター
ジャーナリズム研究所が毎年，発表している

「ニュースへの信頼」である（図1）。
メディアが報じるニュースをほとんどの場合

信頼するかと尋ねたところ，日本では「信頼す
る」と答えた人が42％だった。
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林：「ニュースへの信頼」がメディアの唯一の
価値なのか，考えなくてはならないと思います。
日本では，ニュースへの信頼がメディアの人気
投票のような形になっていますが，その背景に
ある政治への信頼とか政治状況とか，文化的
にメディアがどのように発達してきたのかを考
えなければならないと思います。
吉岡：ネットで情報の氾濫があって，その中で
相対的にメディアの地位が下がっていることは
間違いないと思います。ただ，メディアの危機
と語られることの多くは，歴史問題，憲法問
題，あるいは中国や韓国との関係で，そのほ
かについては，あまり意見はないのですよ。情
報が氾濫しているかのように見えるけれども，
よく見ると見方の単一化が進んでいて，そのほ
うがむしろ危機なのです。それとメディアはど
う向き合うのか，という問題に我々は直面して
いると思います。
細田：ドキュメンタリー番組などを制作してい
て，国際比較というよりは，経年での比較が
気になります。かつては調査報道をして発信し
たものは，例えば法律が変わるとか，弱い立

場の人の状況がよくなるとか，手ご
たえを感じたものですが，いまはリ
アクションが少なく，何のために取
材しているのだろうと感じる同僚が
増えていることと，この数字が関係
しているのではないかと思います。

河野：グラフを見ると，日本より信頼の低い国
もあります。例えば，世論が割れていると言わ
れているイギリス。そこで公共放送はどのよう
な課題に直面しているのか，BBCの例を見て
みます。

「不偏不党」は実現できるか―BBCの事例

BBCは，2016年に行われたEU（ヨー
ロッパ連合）からの離脱の是非を問う国民
投票の報道が批判を受けたほか，ジャーナ
リストによるソーシャルメディア上の発言が
相次いで“炎上”を招き，信頼が揺らいで
いる。事態に対応するためBBCは2020年，
ソーシャルメディアのガイドラインなどを改
定し，不偏不党を徹底させる方針を打ち出
した 1）。さらに2022年には，外部の第三
者によって，放送の内容を検証する方針を
打ち出した 2）。

ガイドラインの見直しにあたって助言を
行ったカーディフ大学のリチャード・サムブ
ルック名誉教授は「政治も社会も分断が深
まり，人々が白黒つけたがる中で公平で中

視聴者からのリアクション

「ロシアのウクライナ侵攻につい
て，24時間最新情報を伝えるメ
ディアが日本にもほしい。解説が
難しくても事実だけでも伝えてほ
しい」

図 1　世界各国の「ニュースへの信頼」
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河野：NHKにもさまざまな指摘や疑問，批判
が寄せられます。BBCのようにさまざまな意見
を受け止めて建設的な議論につなげることは大
事だと思いますが，日本のメディアは変わって
きていると思いますか？
林：変わっていないと思います。NHKでも一
度流れたニュースに，研究者がアクセスしよう
としてもできないなど，まず映像に対して非常
に閉鎖的だと思います。

また，日本では予算の組み方とか政府との関
係とか，土台のところでいろいろな疑問がある
わけで，それをNHKに聞いてもあまり返事は
返ってこない。そういう中で，BBCの事例を流
されても難しいと思う。

ドイツの考え方なのですが，不偏不党を目的
として放送を作るのではなく，意思形成をする
ために不偏不党な情報提供をするというのがあ
ります。すなわち多様な情報を提供するという
ことなんです。でも日本のメディアは，全体的

に意見形成をして世の中を変えたいという社会
運動などに対して冷たい。SNSには問題はたく
さんあるのだけれども，どちらかというとネット
空間のほうが声を上げやすい，運動を盛り上げ
やすいという面があります。

河野：吉岡さんは，ジャーナリズムに長く関
わってこられて，メディアの姿勢の変化を感じ
ますか？
吉岡：イギリスのEU離脱のような場合は，正
確性であるとか，事実に基づいているかどうか
ということの大切さが強調されているのは，そ
のとおりだと思います。ですが，いま現場で放
送に携わったり新聞の取材に携わったりしてい
る当事者からすると，この問題はあまり届かな
いかもしれない。つまり公平なのか，公正なの
か，取材で現場にいるときに考えて取材してい
たら取材にならないですよ。取材者にとって真
実かということに，正直であるかどうかが，一
番問題になるわけですね。
河野：なるほど。ただ，これまでの不偏不党の
考え方が時代によって変わってきたということ
の問題提起ではあるかと思うのですが。
吉岡：それはそのとおりだと思います。ただ，
ジャーナリズムがやらなくてはいけないことは，
社会の中にあるいろいろな問題の発見だと思う
のです。数年前はLGBTQという言葉は誰も知

立であるのは難しいが，公共放送にとって
は大事なことだ。

不偏不党は，さまざまな要素からできて
いる。正確性や公平性，主張を裏づける
根拠はあるのか，証明できるのか。また多
様な意見を取り上げているか，透明性や公
開性を果たしているか，などから構成され
る。外部の目で検証を受けることは大事な
ことだ」と指摘している。

視聴者からのリアクション

「林先生，言いたいことを言ってくれ，ありがと
うございます。ロシアのウクライナ侵攻に反対
するデモの報道も，日本人も多く参加している
のに外国人ばかり（が取り上げられている）」

「多くの人の意見を取り入れるには，ファクト
だけでなく，人々の感情にも寄り添わないと
いけないのでは」
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らない言葉だった。こうしたことをどう問題とし
て定義していくのか，事実に基づいて正確に，
ですね。これは不偏不党とかそういう問題で
はなくて，新しいイシューを作り出していくとい
うこと。それによってジャーナリズムを活性化
させるということだと思うのです。
河野：細田さんは，現場で取材・制作をしてい
て，外部に対してどこまで説明すべきかなど悩
ましいこともあると思うのですが。
細田：私たちは，自分の信念に基づいて取材
し，ファクトチェックをし，試写をしています。
試写の段階ではその分野の専門家だけではな
く多様な人たちの視点を入れて，記者やディレ
クターが自分の考え方に偏っているのを調整で
きると信じて，組織としてやっているのですけ
れども，それだと吉岡さんがおっしゃる真実に
たどり着くことなのかどうかというのは，分け
て考えなければいけないのかな，と思って悩ん
でいますね。
河野：BBCのように不偏不党を，外部の第三
者が検証して数値化するのはどう思いますか。
吉岡：BPOの放送倫理検証委員会で長い間，
委員としていろいろな事例を調べました。その
ときにはテープも含めて1から10まで全部見る
んです。（放送局は）もっと隠すかと思ってい
ましたが，妨害にあったことはないです。その
意味では，何らかの思惑を持って，世論を動
かしてやろうとか，そんな悪代官のようなメンタ
リティーは日本のメディアには全然ない。じゃ
あ，なぜ仕事をしているのかというと，ジャー
ナリズムに関わる，ある種の使命感がある。そ
こはまだ日本のメディアは捨てたものではない，
と思っています 。
林：私もBPOで働いていたので，それはわか
ります。ただ，BPOで取り上げる事案はすで

に社会の中で問題になっているものです。日々
の放送についても検証をしていく必要がありま
す。それに対してアクセスが難しいということ
を申し上げたい。さらにいま，問題となってい
るのは，番組制作会社のあり方など放送事業
全体の構造です。そこまで食い込まないと現
象として対応しているだけで，構造に対応して
いない。産業構造と政治との関係の構造，こ
の2つをもう少し解消しない限りは，根本的な
問題は解決しないのではないかと思います。

「透明性」で信頼回復を―米『Frontline』

アメリカPBSのドキュメンタリー番 組
『Frontline』ではインタビューの全文を公
開し，編集のプロセスへの理解を育もうと
している。デジタル技術を駆使し，番組を
視聴している途中でも，アイコンをクリッ
クすると見たい人物の発言のスクリプトに
飛び，文字で確認できるようにしている3）。
若者の人気を集め，視聴者どうしの建設
的な意見交換にも一役買っているという。
Frontlineの編集長，レイニー・アロンソン・
ラスさんは，“過激な透明性”と呼ぶ試み

視聴者からのリアクション

「東京五輪の番組編成・時間・内容などの検
証をしっかり行うことが信頼回復の1つだと
思います」

「不偏不党や数値化云々の議論は生産的では
ない。真に取材した内容を，視聴者が偏向か
否かを判断し，メディアに抗議するなどを繰
り返して精度を高めていくこと。民主政治の
積み上げと同じ」

「不偏不党を客観的に評価できるよう数値化
することは難しいのはわかるが，それに対す
る努力はするべきではないでしょうか。客観
的にされると何か困るのですか？」

事例
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河野：この取り組みは，取材の手の内を見せ
てしまう形になりますが，細田さん，どうでしょ
うか？
細田：実はこの『Frontline』の方たちと交流が
あり，このシステムを見せてもらいました。私た
ちも導入しようと議論したことがあるのですが，
なかなか「うん」と言ってもらえなくて。私たち
がどういう情報や素材を手にしていて，それを
どういう考え方で整理していったかということ
を，取材相手の同意を得たうえで可能な限り公
開していくことは，この討論のテーマの「信頼」
に欠かせないと思います。

吉岡：これからテレビを見ることも大変になる
ね。いちいちチェックしながらになると（笑）。
必要であれば研究者も一般視聴者もアクセスす
るという環境を作るというのは，一定程度必要
だと思いますが，どこまでやるか……。テレビ
くらいゆっくり見させてほしいな。
河野：別のPBSのチームは，番組に盛り込め
なかった情報やデータを集めて有効活用でき
るような取り組みを進めているとも聞きます。
吉岡：そういう意味での蓄積は，これから100
年先の人がいまの時代をなんとか表現しようと
したときにいいデータになると思います。
河野：そうなってきますと，ジャーナリストの
役割もこれから変わってくるのでしょうか。取材
して出して終わり，ではなく，公共で使える素
材として集めるのも仕事となってくるというか。

吉岡：それこそ林さんには，メディア研究をさ
れるときに出来上がったプログラムだけでなく

に踏み切った理由について「信頼を回復す
るために，自分たちの編集に責任を持って
いることを示すことが大事だと思った。私
たちはさまざまな立場の人の意見に耳を傾
けるよう努めている。そのことをありのまま
伝え，このような会話をしていると明らかに
することがねらいだ。当初は信頼回復のた
めに始めたが，いまではアメリカで起きて
いることのオーラルヒストリーのようなもの
になっている」と語っている。

視聴者からのリアクション

「Frontlineの取り組みはすばらしい。NHKで
もぜひ」

「過激な透明性と表現していたが，真実を伝え
検証し多面的な意見を見いだすよい取り組み」

視聴者からのリアクション

「Frontlineのような素材公開は，テレビでも
Hybridcastでもできます。手段はあります」

「細田さんがFrontlineの取り組みを導入しよ
うとしたけれども，実現できなかったのはな
ぜですか？」（同意見は複数）

視聴者からのリアクション

「吉岡さんの意見，面白いです。メディアの独
りよがりによって視聴者に余計なことを押し
つけていないか。ただ，林さんがおっしゃっ
ていた必要なときに必要なエビデンスが得ら
れることは必須だと思います」

「デジタル時代には，取材した映像やデータ・
情報を事業者が独占するのではなく『コモン
ズ（社会共有の資産）』にすべきではないかと
考えています」
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プロセスを調べるのは必要で，そういうものが
入手しやすくなるのはよいのでは？
林：そうですね。プロセスがわかると議論が
発展していくと思います。ただ，吉岡さんがおっ
しゃった「のんびり見たい」というテレビの性
質って大事だと思うのですね。その時代は終わ
りつつあって，個人がスクリーンと1対1の関係
で見る視聴行動になっています。その中で放
送局がどう対応していくのか。YouTubeを見て
いる人が，NHKの番組を見るのと同じスクリー
ンで見るときに，何を作るのか。どういう責任
があるのか，ということは議論するべきだと思
います。

細田：先ほどジャーナリストの役割が変わるの
ではという話がありましたが，私たちはファシ
リテーターになれるのではと思って試みている
ことがあります。アメリカでそういう議論があ
るのですが，（ある課題について）取材したら

短くオンラインで報告する→意見や情報をもら
う→それをまた報告するということを，放送を
1つのプロセスとして繰り返していくと，やがて
リアルなイベントになったり，ゆくゆくは法律が
改正されたりするのではないかと思っています。
　情報の「出し手」と「受け手」としてではな
い関係 を視聴者と作るということなのですが，
お2人から見てどうですか？（図2）

吉岡：すごく面白いのだけど，その途中で意見
を言って，公平性に反していないかとか，指摘
をされませんか？
細田：されますね。ただ，制作の途中途中で
立ち止まって，本当にこの報告が正しいのかと
いうことをコミュニケーションしていくと，番組
を作る最後になると，もう議論し尽くされてい
ます。なので私たちも，間違っていないとか，
ニーズに応えているのだという手ごたえを感じ
たということはあるのです。
林：私は頑張っていらっしゃるなと思います。
日本のテレビは正確性とか，不偏不党というの
はそこまで問題ではないと思います。もっと面
白さをどうやって演出するかということを考える
ほうが，重要な課題で。
河野：面白さとは？
林：それは難しいです。私の学生は，NHKを
見ていないですね。昔は「NHKのニュースを見
て新聞を読んで」と学生にも言っていたのです
が，その時代は終わってしまいました。でも，

『ハートネットTV』とかを研究している学生は
いるのですね。エッジのかかったところは，や
はり惹きつけるものがあって。それで信頼度
42％ならいいんじゃないですか？

ちょっと間違えて，ポロっと意見を言ってし
まったりしても，そのあと説明してくれればいい
と思うのです。説明もなく，「申し訳ございませ

視聴者からのリアクション

「テレビは見る人だけが見ればいい，となっ
てはいけないと思う。いまが分岐点では?
ジャーナリズムの透明性を高め，一定の信頼
性が担保されているという安心感がないと視
聴者は離れていく」

図 2　市民とのやり取りを取り入れて制作した
『クローズアップ現代＋』
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ん」と言って終わるのではなくて，透明性を持っ
て，議論になったら，そのあとに説明して，皆
で議論して次にどうすればいいかというところ
まで視聴者を含めてくれればいいのですけど。
何かあると記者会見をして，すごい硬い話に
なってしまうようなイメージがありますけど，そ
こはどうですか？
細田：ご指摘を聞いていると，さっきから私た
ちが信頼されていないと嘆いているのですが，
実は私たちが視聴者の方を信頼していないこ
とが，相互に不信を生んでいるのではないかと
いうふうに思いました。ミスをすると責められ
るのではないか，いらないと言われるのではな
いか。そういうことにいつも怯えていて。

林：ネット社会が進んで，その怖さというのが
放送側にもものすごく高まっていて，そこで何
か動けなくなっているというのもあると思うの
ですね。
細田：放送中もソーシャルメディアの反応を見
ながら（放送を）出しているスタッフもたくさん
います。
吉岡：いまの議論を聞きながら，マスメディア
とかジャーナリズムはどのような産業かというこ
とを考えていました。いまのように景気があまり
よくない時代だと，企業は“全社一丸となって”
というふうになるわけですけれども，メディア
産業というのは全社一丸になってはいけない唯
一の産業だと思います。

つまりいろいろな意見や多様性が必要で，
テーマの探し方も，探してきたものも違うし，
テーマについていろいろな見方があるし。林さ

んと細田さんは視聴者との関係をお話しになっ
ていたけど，ひょっとして局内での議論が足り
ないのではないですか? もしひっきりなしに議
論をしていたら，視聴者から何を言われようと，
そんなに怖くないですよ。でも内輪での議論が
ないときに，外から言われると棘

とげ

のように刺さっ
てきますからね。NHKだけの問題ではなくて，
新聞社もそうだし，民放もそうなのですが，遊
びに行くと職場が静かなのですよ。

林：編集会議などにすごく参加したいという人
は少ないので，数字を押し上げることをねらう
としたら違うと思いますが，こうした取り組みは
あったほうがいいと思います。その前に市民に，
編集会議はどういうものなのかを説明しないと
いけないですね。多分，NHKでは編集会議を
開ける（立場になる）ということは，職員にとっ
てすごい大きいことでしょうが，それがわから
ない人には，行って意見を言いました，それが
メディアの改革ですか? という（ふうに思ってし
まいます）。ジャーナリズムのプロフェッショナ
リズムとか，公共放送とは何か，なぜ私たちが

市民が参加する編集会議―英Tortoise

イギリスで急速に購読者を伸ばしている
デジタルメディアTortoiseはスローニュース
を標ぼうしている。速報は打たない，記者
会見に行かない，配信する記事は1日5本
以内にし，分析に力を注ぐ。また意見・オ
ピニオンを重視し，編集会議を読者に公
開。そこで出た意見を取り込んでニュース
判断をしている。

視聴者からのリアクション

「放送の送り手，メディア研究者はもっと視聴
者を信頼してもよいのではないでしょうか」

視聴者からのリアクション

「吉岡さんの多様性の意見，ずばりです」

事例
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受信料を支払い，NHKにどういうことを託して
きたのかなど，そういうお勉強があったうえで，
市民の参加の話が生きてくる。その“お勉強”
は日本にはあまりないんですよね。学校教育で
もメディアリテラシーという言葉はあっても，そ
こまで教育がないですし。

吉岡：私は（編集会議の公開は）面白いと思い
ます。私もトータスと同じようなメディアを時に
合わせて何度も発行してきましたし，編集会議
は全部オープンにしてきましたから，よくわかり
ます。ただ，これは市民参加ということもさる
ことながら，スローニュースである，記者会見
に行かない，つまり発表ものはやらず，しかも
それに対する論評や批判を含めて批評を重視
する。これはクオリティーメディアを作っていく
ためには絶対に必要だと思います。

私は何十年もこの仕事をやってきながら，い
まだに1つ1つの取材を始めるときはドキドキす
るのですね。何か現実が目の前にあって，それ
を調べて，話を聞いて，その場その場で本当に
考えながらやっていて，最終的に原稿にしたり
映像にしたりする。このプロセスは，自分が社
会を，世界を理解していくことそのものなんで
す。いまはツールが手に入るので，市民がこれ
を経験するということは大事なことだと思うの
です。

どこで働いていようと，皆，何かのプロです。
為替のプロとかファッションのプロであるとか。

メディア集団というのは「伝えるプロ」なんです。
もっとツールを社会全体で共有化するために，
メディア自身が開かれていくというのは大事だと
思います。

細田：いまやっていることを説明しますと，
NHKを使ってもらうという視点で，新しい公共
というのをとらえ直したいと思って番組開発を
行っています。NHKには全国に50あまりの地
域局があるのですけれども，そうした地域局
のニュースのコーナーに，皆さんが知りたいこ
ととか，調べてもらいたいことなどを受け付け，
それを報告するというものです（図3）。

この間は自転車事故のことを取り上げまし
た。これはすごく多く意見が寄せられていまし
て，私たちは，皆さんからいただいた意見をも
とに，最新の技術とか撮影技術を使って，こ
ういう解決策があるのではないかと実際に試し
てみました（図4）。参加した人は，先ほど話
に出た「プロ」で，『１ミリ革命』という番組な
ので「１ミリーガー」と呼んでいるのですが，行
政のプロフェッショナルだったり，自転車を作っ
ている人だったり，交通弱者である子どもだっ
たり，企業の保険を作っている人だったりなの

視聴者からのリアクション

「日本では欧米のように“議論”をするための
教育がなされていない。自分の感情を離れて
ロジックで意見を戦わせる訓練が足りないか
ら炎上する。訓練の場の提供などはメディア
としても自衛につながるのでは」

視聴者からのリアクション

「メディアは問題を発見するプロであってほし
いと思います」

図 3　視聴者の疑問などに答える課題解決型番組
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です。「NHKが実験しますから，アイデアがあ
れば一緒にやりましょう」と呼びかけたら大勢
集まってくれて，放送中に議論もしました。仲
間ができて，放送後もコミュニケーションを続
けていると，番組で提案した自転車が交通イ
ベントに使われたり，提案した道路標識を取り
入れようとする自治体が出てきたりしています。
これがジャーナリズムかと言われると曖昧です
が，公共として役に立つことにトライしています。
林：私はジャーナリズムだと思います。社会を
変えるということはジャーナリズムの基本的な
考え方だと思うし，自転車にまつわる行政のこ
となど，小さな権力監視であっても，すばらし
いと思います。このような試みは，NHKの規
模やネットワーク，そして皆を振り向かせられる
局のパワーがあってこそだと思うのです。そこ
をうんと使って展開することを応援したいです。

でも私が応援してもダメなんです。NHKの中
でこういう番組がしっかり評価されて，メディア
の物差しを変えていく。さっきのスローニュース
と共通していると思うのですね。速報を出すと
かネタを落としたとかではなくて，こうしたこと
がテレビの重要な役割なのですよ，ということ
をもっと全面的に中から盛り上げていただいて，
私たちもそれを応援する。そういうことをすれば

「1ミリ革命」になるのではないでしょうか。

林：あのような番組を作るのはものすごく大変
でしょう? 働き方改革の中，やるものとそうでな
いもののプライオリティーをきちっと考え，上の
方がきちっと「うちはこれ」と決めないと。フォ
ローもしなくてはいけない，デイリーのニュース
も追いかけなければならない，次の番組をどう
するか考えるといったら，大変ですよね。

私は，プロフェッショナルなスキルも伝承して
いかなければいけないと思います。子どももそ
うだし，若手も育てなければいけない。そのと
きに仕事が多すぎると，きちんと伝わっていか
ない。メディアの責任というのはあるので，持
続性につながる職業文化，新しい職業文化が
生まれていくといいなと思いました。

河野：日本のメディアを，さらに信頼できる存
在にしていくために何が必要でしょうか。
吉岡：どしゃ降りのような取材，というのが一
時問題になりましたが，いまは，どの放送局も
新聞も同じテーマの取材をしている。取材とい

視聴者からのリアクション

「課題解決の取り組みは，身近な問題へのア
プローチですが，人々が本当に必要なのは
もっとハードなニュースではないですか？」

「研究には参与型研究がありますが，参与型
ジャーナリズムとしてありだと思います」

「林さんの意見に賛同します。『メディアの物差
しを変える』ために，組織と人事の要素が欠
かせない。そうしてメディアと人々の関係構築
に大きな差が出ることを形にしていくしかな
いと思います」

視聴者からのリアクション

「細田さんだからできる，ではなく，NHKだ
からできる，になるといいですね」

図 4　『1ミリ革命』で行った
　　　　　自転車事故防止の取り組み
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うより大騒ぎをしているというものが増えてき
ている気がしています。「メディアの信頼」を語
るときに，「皆がやっているからやる」ではなく
て，「皆がやっているからやらない」くらいのこ
とを，どれだけできるか。そうなれば，テレビ
の現場は冷静になるのではないでしょうか。そ
れが信頼につながっていくのではないかなとい
うふうに思います。
河野：視聴者が，ある社が伝えなかったのは
なぜかということを理解するということですか？
吉岡：理解するでしょうし，考えると思います
ね。何でもとにかく入れましょうと，プラス，
プラスで乗っけてきたのがテレビだと思います。
そこから引いていくという時代が来ているので
はないかなと。そのことで冷静さを取り戻すこ
とができるのではないかと。視聴者も読者も，
なぜこの局はこれだけしかやらないのだろうと
いうことを考える機会になるのではないかなと
思います。
細田：Frontlineができることをなぜ NHKはで
きないのか，という質問が寄せられているよう
ですが，別に改ざんしたいとかそういう意図が
あってできなかったわけではないのです。ただ，
きょうの議論にもあったように，「端的に伝えな
ければいけない」「強く訴求しなければ視聴者
に見ていただけない」と思い，かなり（絞り込ん
だ）編集をするので，それをビフォー・アフター
でそのまま見せると誤解されてしまうのではな
いかという，なんとなくの恐れが作り手のほうに
あって。胸を張って「どうですか?」「もしご意
見があったら聞かせてください」と言えるくらい
の覚悟を持たなければいけないなと思います。
林：逆説的に信頼，信頼と言うから怖くなって
しまったりとか，思い切りが弱くなってしまった
りするので，視聴者がこんなことを知りたいの

だという出会いがあったときに，もうぶっちぎっ
ちゃう（笑）。これをやっていただきたいですね。

あと，商業テレビを含めて放送全体をどうす
るのか，媒体としてどうなっていくのかは，考
えるべきではないでしょうか。いま，全部，イ
ンターネットでも流れているわけですよね。その
中でテレビをどうしていくのか，テレビ局とは何
なのか。やはり自分たちで思い切らないといけ
なくて，その意味で信頼というよりは，媒体と
して何をすべきかということをきちんと考えてい
くほうが先かなと思いました。
河野：今回，議論には出ませんでしたが，まさ
にロシアによるウクライナ侵攻が起きているタイ
ミングで，ジャーナリズムについて話ができた
ということは意味が大きいと思います。ロシア
では，政権寄りのものしか伝えられていなかっ
たりして，むしろソーシャルメディアで市民が
抗議しているということです。やはり真っ当な
メディアがなくなってしまうと，いかに民主主
義が損なわれて，国民や国家が危険にさらさ
れるかということを思い知らされます。だから
こそ，我 メ々ディアに従事するものが，それを
しっかり目に焼きつけておくことは大事だと改
めて思います。

皆さん，本日はありがとうございました。
（さいしょ れいこ）

注：
 1） “BBC issues staff with new social media  

guidance”（2020年10月29日）https://www.bbc. 
com/news/entertainment-arts-54723282 

 2） “BBC confirms first thematic review as part 
of 10-point impartiality plan” （2022年3月3日）
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2022/
bbc-confirms-first-thematic-review-10-point-
impartiality-plan

 3） 「PBS Standards」https ://www.pbs .org/
standards/blogs/standards-articles/frontline-
transparency-project/

（いずれも最終アクセスは2022年6月10日）


