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 はじめに

今年1月11日から韓国検察による捜査が進
められているファン・ウソク（黄兎錫）ソウル
大学元教授（今年3月懲戒免職。Ⅰ～Ⅴ章では
当時の肩書の教授と表記）の論文ねつ造事件
は，韓国社会を大きく揺るがせた。今回の事
件の真相を明かそうと，いち早く昨年中頃から
ファン元教授とそのチームの取材を始めたの
は，地上テレビ MBC（文化放送）1）の調査報
道番組（韓国では「探査報道番組」）『PD（プロ
デューサー）手帳』である。しかし，ヒトの胚
性幹細胞（ES 細胞）研究で国民的英雄となって
いたファン元教授にまつわる疑惑に焦点を当
てた同番組に対し，他メディアや国民，政界
から加えられた攻撃は凄まじく，韓国のジャー
ナリズムが抱える問題をも浮彫りにした。そこ
で本稿では，今回の事件報道を りながら韓
国メディアの問題点を中心に考察する。

 I.「事件」，その序章

ファン教授は 1999年2月と 3月，クローン
牛の出産に成功し，韓国におけるクローン研
究の第一人者として浮上した。そして 2004
年2月12日，世界で初めてヒトの ES 細胞培

養に成功したとする論文を発表，米科学誌
『サイエンス』にも掲載され名声は世界的な
ものとなった。しかし同年5月，英科学誌『ネ
イチャー』に，ファン教授チーム研究室の女
子学生2人による“卵子寄贈”の疑惑が報じら
れ，卵子の研究利用をめぐる医学倫理の問題
が初めて大きく取り上げられるようになっ
た。また，2005年5月19日にはファン教授
が患者の体細胞を使って 11個の ES 細胞培
養に成功したと発表，その論文が翌月『サイ
エンス』誌に掲載されると，韓国生命倫理学
会が，クローン研究における生命倫理の問題
について，ファン教授に公開討論を申し入れ
たが，ファン教授はこれを拒否した。

医学倫理をめぐり攻防が続く中，2005年6
月1日，MBC の『PD 手帳』のホームページ「情
報提供欄」に，ファン教授の 2004年『サイエ
ンス』誌論文で，金銭の提供を受けた女性と
同研究に参加している女子学生の卵子が使用
された疑いや，同誌の 2005年論文もねつ造
の可能性があるなどの情報が寄せられた。こ
れを受けて『PD 手帳』は，ファン教授チーム
が研究に使用する卵子を確保した過程を中心
に取材を開始した。その経緯に入る前に，『PD
手帳』が属す韓国独特の形態とも言われる

「PD ジャーナリズム」について触れておく。
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 II. 韓国の「PDジャーナリズム」

韓国では，テレビ局 PD がさまざまな時事
問題について調査し告発する報道番組が盛ん
に放送されている。そうした番組が始まった
のは商業放送の TBC（東洋放送，1980年に
公共放送の KBS（韓国放送公社）に吸収され
た）が 1964年に放送を開始した『カメラの目』
からである。そして翌1965年にはKBSの『カ
メラの焦点』，MBC の『MBC レポート』が
誕生した。しかし，70～80年代の軍部独裁
下では，こうした番組の制作は困難を極め，
1983年，KBS は新たな調査報道番組『追跡
60分』を開始したものの，軍事政権に利用さ
れているとの批判を受け，1985年に放送を
中止した。しかし 90年代に入ると，社会変
革運動に連動した放送民主化運動の一環とし
て，再びテレビ局 PD たちの手による調査報
道番組が息を吹き返した。1990年には MBC
が『PD 手帳』，1992年には商業放送の SBS（ソ
ウル放送）が『それが知りたい』の放送を開始
し，1994年には KBS が『追跡60分』の放送
を再開させた。こうして，PD が記者とは異
なる手法で独自のジャーナリズム領域の開
拓を目指す 3大地上テレビの調査報道番組が

「PD ジャーナリズム」として定着した。
「PD ジャーナリズム」に共通する特徴は，

弱い立場の市民の視点から社会の不正や腐敗
に光を当てていることである。記者とは違い，
PD には特定の取材分野が確保されているわ
けではないが，その分幅広い分野で自由な取
材が可能で，自ら映像技術を駆使して行う編
集もあいまって，記者の手による報道とはや
や異なるジャーナリズム領域の創造が可能と
なる 2）。これらの番組は，PD が定期的に時事

問題に関する報道の分析や評価を行ってテー
マを選定し，そこに内在する問題点を視聴者
が容易に理解できるよう制作されている。本
稿で取り上げる MBC の『PD 手帳』は，毎週
火曜日の夜に 1時間放送されており，最近で
は特に人権，福祉，歴史，政治，外交などの
問題を中心に取り上げている 3）。では，『PD
手帳』が昨年の中頃から取り組んだ，ファン
教授研究チームにまつわる医学倫理問題や論
文ねつ造疑惑に対する取材と放送の経緯，そ
れが引き起こした反響などを ってみよう 4）。

 III. 取材開始からファン教授の公職辞退

（1）取材開始から初回放送へ

『PD 手帳』取材チームは10月20日，ファン
論文の共同執筆者である米ピッツバーグ大学
のキム・ソンジョン研究員（以下，キム研究員）
とのインタビューを行い，ファン教授の指示
で実際は 2個の ES 細胞を11枚の写真にした
との証言を入手した。この証言を基に取材チー
ムは 10月31日，ファン教授にインタビューを
行い，2005年論文の真偽を確かめるための検
証をファン教授と共同で行うことになった。し
かし，約束の11月6日までに，ES 細胞を確認
できなかったファン教授側は，7日から12日の
間に取材チームと契約書5）を交わし，ES 細胞
と患者の体細胞5組を取材チームに手渡した。
そして 17日，『PD 手帳』側が民間研究機関に
委託して行った検証で，手渡された ES 細胞1
個が論文に書かれた DNAと一致しなかった。
その結果をファン教授側が否認したため，両
者は契約に基づき第2次検証へと進んだ。

共同検証が進む一方で，11月5日，卵子売
買業者が拘束され，8日にはファン教授の研
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究パートナーであったミズメディ病院（産婦
人科病院）理事長が，売買された卵子の使用
を認めた。これを受けて 12日，ES 細胞でファ
ン教授と共同研究を行っていた米ピッツバー
グ大学のジェラルド・シャットン博士がファ
ン教授との協力解消を表明した。更に 21日
には，ミズメディ病院理事長が自ら記者会見
を行い，売買した卵子をファン教授に提供し
たことを認めるなど新たな動きが続いた。こ
うした流れを受け 11月22日，『PD 手帳』はこ
の問題に関し初めて「ファン・ウソク神話の
卵子疑惑」と題する番組の放送に踏み切った。
（2）ファン教授の公職辞退に視聴者の反発激化

放送前日の報道リリースで番組内容を知っ
たファン教授を支持するネチズン（network
と citizen の合成語で，「ネットワーク市民」
の意）らは，『PD 手帳』の番組は国民的英雄
であるファン教授を侮辱し国益を損ねると
して中止を訴えていたが，11月22日に放送
が行われると，同番組ホームページの視聴
者掲示板には抗議の書き込みが殺到した。ま
たファン教授が 24日，“責任を痛感し，すべ
ての兼職を辞退する”と発表すると，支持派
のネチズンらは MBC に抗議するキャンドル
デモを連日のように行い，『PD 手帳』に CM
を提供している企業には CM の中止を要求，
受け入れない企業に対しては不買運動を展開
する構えを示した。その結果，同番組の広告
主12社はすべて CM を取りやめるに至った。

 IV. 『PD手帳』の放送中止と再開

（1）世論の攻撃による放送の中止

こうした異常事態に対し，ノ・ムヒョン（盧
武鉉）大統領は 11月27日，憂慮を表明した。

しかし，与野党議員の MBC 批判発言が相次
ぎ，ネチズンらの抗議運動をリードするネッ
ト上のファンクラブ「I LOVE ファン・ウソク」
の勢いは増す一方であった。特にネチズンら
は MBC に対し，社長の公式謝罪と関係者の
問責を求め，看板ニュース番組『ニュースデ
スク』に CM を提供している企業にも CM 中
止を要求，また『PD 手帳』を支持する個人や
団体を批判するなど運動をエスカレートさせ
た。そして 28日，第2次検証を約束していた
ファン教授が代理人を通じて，検証に応じな
い旨『PD 手帳』側に通告した。更に，ケーブル・
衛星テレビのニュース専門チャンネル YTN
がキム研究員に直接取材し，12月4日の放送
で，『PD 手帳』のチームが，身の安全を図る
から取材に協力するよう強く迫った上，ファ
ン教授が拘束される可能性もあると述べたこ
とを明らかにした。また，『PD 手帳』のチーム
が隠しカメラを使用した事実をつかみ厳しく
批判した。この報道でMBCは，同日の『ニュー
スデスク』で『PD 手帳』側の“取材倫理違反”を
謝罪せざるを得ない立場に追い込まれ，7日
には『PD 手帳』の暫時放送中止を決定した。
（2）ネット世論の新たな動きと放送の再開

『PD 手帳』の廃止論すら飛び交っていた
最中の 12月5日から，ネット上で新たな動
きが始まった。若手の科学研究者たちが，掲
示板上でファン教授の 2005年論文について
疑問を提起したのである。そして 10日には，
インターネット新聞の「プレシアン」が，“取
材倫理違反”の批判に晒され『PD 手帳』が報
じることの出来なかった「ファン教授の指示
で写真の枚数を増やした」とするキム研究員
の証言内容を伝えた。更に 12日には，ソウ
ル大学がファン論文を再検証すると発表し
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た。こうした新たな動きを受け，12月15日，
MBC は「『PD 手帳』はなぜ再検証を要求した
か」と題する特集番組を放送した。そして翌
16日，MBC は取材倫理の“違反”に関し，『PD
手帳』取材チームに減俸1 か月などの懲戒処
分を行い，同時に番組関係者に出されていた
待機命令を解除した。一方，11月22日の『PD
手帳』について視聴者から厳しい抗議を受け
た独立行政機関の放送委員会は，12月6日の
段階で早々と MBC に対する厳しい措置に言
及していたが，12月20日，放送の倫理問題
に注意を払うよう「勧告」する緩やかな決定
を下した。これで，一時は番組廃止に追い込
まれたかに見えた『PD 手帳』は，2006年1月
3日，「幹細胞神話の真実」の放送から定時番
組として再開された。そして 1月10日，ソウ
ル大学の調査委員会は最終報告の中で，04年
と 05年のファン論文をねつ造と結論づけた。

 V. 浮彫りとなったメディアに関わる諸問題

（1）取材倫理をめぐる問題

今回『PD 手帳』側は，キム研究員取材の際，
に“脅迫”とも受け取れる言葉を使い，隠しカ
メラを使用したとして，他メディアから批判
された。これがきっかけとなり，韓国では取
材倫理に関するガイドラインの再整備が議論
されている。しかし，『PD 手帳』取材チーム
が採った取材手法の是非を論じるには，そう
した手段を採らざるを得なかった事情も考慮
する必要があるだろう。

先ず，取材に際して使った言葉が“脅迫”と
批判された問題であるが，この点については
前提として，この研究自体の公益性について
の議論が必要であろう。ファン教授らが携わ

る研究は，政府から数百億ウォンもの巨額の
支援を受け国策の一環として行われており，
国民も注視する社会的関心事であった。した
がって，その研究に携わる中心的な人々は公
的存在となっており，一般的な私人としてみ
ることはできない。『PD 手帳』側が取材源に
協力を強く迫り，捜査当局によるファン教授
拘束の可能性をほのめかしたことだけを取り
上げ，『PD 手帳』の報道そのものも否定する
ならば，メディアのジャーナリズムとしての
チェック機能を削ぐことになりかねない。

次に隠しカメラの問題である。韓国におい
ても，メディアの隠しカメラ使用は，取材源
との信頼関係の観点から原則として禁止され
ているが，「公共」「公益」に関わる重大な事
柄については限定的な使用が許されている。
今回の隠しカメラ使用は，国民が英雄視する
ファン教授にまつわる疑惑を明らかにするた
め，有力な情報を持つ取材源に対して取られ
た手段であり，「公共」「公益」の観点から許
される範囲内であったとも言えよう。
（2）二転三転した他の放送メディアの報道姿勢

地 上 テレビ KBS と SBS が 夕 方 の 総 合
ニュースで示したファン教授関連報道の姿勢
は，『PD 手帳』で初めて疑惑が取り上げられ
てから特集番組が放送される前日までの間
で，大きく 3段階に分けられよう 6）。第1段
階は，11月24日からファン教授の公式謝罪
に至る 12月1日までで，2社の報道はファン
教授を擁護する論調が主流であった。第2段
階は，インターネット新聞「プレシアン」の記
事が出た翌日の 11日までで，ニュース専門
チャンネル YTN が『PD 手帳』の“取材倫理違
反”問題を取り上げた流れを受け，2社の論
調は『PD 手帳』の“取材倫理違反”に批判が集
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中した。第3段階は，ソウル大学がファン論
文の再検証を発表した 12月12日から 14日ま
でで，2社は揃ってファン教授の 2005年論文
の真偽を問う批判的な報道に方向を転じた。
報道姿勢を二転三転させた 2社は，結局 SBS
が 12月23日，KBS が 25日，それぞれファン
教授関連の報道で視聴者に適切な判断材料を
提供できなかったとする謝罪放送を行った。

一方 YTN は，論文ねつ造が発覚するまで
『PD 手帳』攻撃を続けたが，ネット上のファ
ンクラブ「I LOVE ファン・ウソク」の運営
者が YTN の元関係者であったことや，ファ
ン教授チームが滞米中のキム研究員に送る資
金の運搬を YTN 記者が手伝い，その見返り
に滞在費の支援を受けていたことなど，ファ
ン教授側との密接な関係が明らかになり，12
月29日，謝罪放送を行った。これとは別に
放送委員会は翌年1月31日，YTN に対し謝
罪放送の「命令」と取材倫理の改善「勧告」を
行った。
（3）反省の姿勢に大きな差が出た新聞メディア

新聞については大多数が，ファン論文のね
つ造疑惑が深まりつつある中でも，『PD 手
帳』の問題提起を「国益」を害するものと，批
判を続けた。そのため，ねつ造発覚後，ほと
んどの新聞が，「客観」と「公正」に欠けジャー
ナリズムとしてのチェック機能を果たせな
かったとする“反省記事”を一斉に出してい
る。しかし，大手新聞と中小新聞では反省の
度合いに大きな差がみられた 7）。大手新聞の

「朝鮮日報」と「中央日報」は，社説ではなく
外部執筆者にコラムを依頼して間接的に反省
を表明しただけであった。また「東亜日報」
は社説で，それまで英雄視してきたファン教
授らの責任について言及したものの，自社の

反省については最後に 1行触れただけであっ
た。一方，「京郷新聞」や「韓国日報」「ソウ
ル新聞」等の中小新聞は，今回の事件を報道
機関として根本的に反省する転機と受け止め
る旨の社説を出している。
（4）存在感を示した一部のインターネット新聞

韓国ではインターネットの発展が社会の民
主化促進に大きく寄与してきた。今回の事件
では，インターネットの持つ匿名性や非対面
性から，ネット上に無責任で扇動的な言動が
飛び交う負の側面が大きくクローズアップさ
れたが，そうした動きにブレーキを掛けるきっ
かけを与えたのもネットの掲示板であった。

一方，ジャーナリズムとして大きな役割を
果たしたのは，2004年2月にファン教授チー
ムの論文が発表され，多くの新聞・放送メディ
アがファン教授を英雄視する中で，批判的な
立場も示してきた「プレシアン」や「オーマイ
ニュース」などのインターネット新聞であっ
た 8）。特に「プレシアン」は，YTN から厳し
く“取材倫理違反”を問われ存廃の危機にあっ
た『PD 手帳』を擁護，ネチズンらが感情的に
反応して「国益」に走るのを牽

けん

制し，存在感
をより高めたと評価されよう。
（5）問われる放送委員会の姿勢

12月4日，YTN が『PD 手帳』の“取材倫理
違反”を激しく非難する放送を行った後，放
送委員会には視聴者から『PD 手帳』への抗議
が多数寄せられた。これを受け 12月6日に，

『PD手帳』の放送中止「命令」や担当者の懲戒，
再放送の禁止等について議論すると発表し
ていた放送委員会は，12月20日，全体会議
を開いて，研究チームに卵子を提供した女性
のプライバシーを一部明かしたこと等を理由
に，MBC に注意を喚起する「勧告」を行った。
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ここで問題なのは，放送委員会が事件の真相
解明を待たず，言論・表現の自由を充分考慮
することもなく，ネチズンらの反発にリード
される形で MBC に対する厳しい措置を前提
に審議を行った点である。そして 20日の審
議では，委員の圧倒的多数が『PD 手帳』への
厳罰を求め，これに反対した委員はわずか 1
人に過ぎず，しかもこの委員1人の強い反対
により委員会の結論が大きく変わり，緩やか
な「勧告」となった 9）。これでは放送委員会も，

「国民の知る権利」と「国益」が対立する中で，
大多数の国民と同様，「国益」擁護に流され
たと批判されても仕方ないと言えよう。

 結びにかえて

MBC では昨年1年間，時事番組のチーム
がその放送番組で批判した企業から金品を受
け取った事件や生放送中の音楽バンドのメン
バーが下半身を露出した事件など不祥事が相
次いだ。そうしたことに国民の厳しい目が向
けられていた最中に，愛国心を刺激する番組
を放送したことが，MBC 批判を一層厳しいも
のにしたのかも知れない。とはいえ，かねて
民主主義を訴えるシンボルとして行われてき
たキャンドルデモが，今回の反 MBC 運動で
繰り広げられたことの意味や，世論が暴走し
かけた時は沈静化に努力すべき政治家の多く
が，与野党を問わず世論に便乗してファン教
授支持と MBC 批判に回ったことの是非など
については，吟味する必要があると思われる。

これまで，韓国の国民的英雄であったファ
ン元教授にまつわる疑惑を放送した MBC の
調査報道番組『PD 手帳』をめぐるメディアや
国民，政界の動向を手短に探ってみた。

今回の事件で，『PD 手帳』が犯したとされる
“取材倫理違反”についての議論も勿論必要だ
ろう。しかし報道の核心はあくまで，世界的
に注目された科学研究の成果について，研究
プロジェクトの責任者でありながら検証を拒
否したファン元教授が，医学倫理に反する卵
子の使用や論文のねつ造を行ったのか否かに
迫ることにあったはずである。そこから目を逸
らし，“取材倫理違反”を強調することで，『PD
手帳』が何よりも先ず「真実」を明らかにすると
いうジャーナリズムとしての役割を果敢に果た
そうとした事実を不当に貶めることがあっては
ならない。     （チョン・ミョンゼ /はなわ かずま）
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