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ラッセル・ブランド ショーとは？

司会はコメディアンのラッセル・ブランド（32）
で，音楽と週替わりのゲストとのトークで番組
を進める。ブランドの毒舌ときわどい発言が人
気で，2年前の番組開始時はBBC本体の制作
だったが，途中から外部プロダクションVanity 
Projectsの委託制作に変わった。司会のブラン
ドは，Vanity社の共同オーナーのひとりでもあ
る。生放送が基本だが，出演者の都合で収録
されることも多く，これまでの100本余りで生放
送と収録はおおよそ半分ずつである。

BBCラジオ2は，イギリス国内で最もよく聞
かれるラジオチャンネルのひとつで，様 な々ジャ
ンルの音楽を中心に，コメディーやドキュメンタ
リーも放送している。ラッセル・ブランド ショー
の聴取者数はおよそ40万と見られている。

番組をめぐる主な経緯

まず，事実経過をたどってみる。
2008 年 10 月 15 日（水） 番組が収録される。
ゲストは常連で BBC テレビの司会者でもある

2008年10月18日（土），BBCラジオ2での
ちに大きな不祥事となる番組が放送された。夜
9時からの2時間の収録トーク番組『ラッセル・
ブランド ショー（Russell Brand Show）』の中
で，司会者と出演者がイギリスの俳優宅に電話
し，留守番電話に家族を中傷するような卑猥な
メッセージを残し，その様子がそのまま放送さ
れた。聴取者からは4万件を超える非難の電
話が殺到し，英ブラウン首相もその内容を批判
した。BBCは会長が自ら謝罪し，ラジオ2のトッ
プである女性局長とコンプライアンス担当責任
者が辞任，番組も打ち切られるなど大きな影
響が出た。

今回の不祥事には，番組の制作過程，放送
までの意思決定過程，さらには外部制作会社
との関係などについて，教訓とすべきいくつか
の点が含まれている。

このリポートでは，BBC執行部が提出した
最終報告書と，それを受けて監督機関のBBC
トラストがまとめた調査報告書をもとに，BBC
に見る番組管理の在り方とその問題点，さらに
ネット時代・オンデマンド時代の放送局の危機
管理について考える。

“品位を欠く番組”はなぜ放送されたのか
～BBC危機管理の問題点～
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ジョナサン・ロス（Jonathan Ross, 47）。
10 月 18 日（土） 21：00 ～ 23：00 オンエア　
番組冒頭に“この番組には一部，不快な表現
が含まれています”という断りのコメントが放送
される。番組の中で 2 人は俳優のアンドリュー・
ザックス（Andrew Sachs, 78）宅に電話し，留
守番電話に録音を残す。内容はザックスの孫
のジョルジナ・ベイリー（Georgina Baillie, 23）
がブランドと性的関係をもったとロスが発言し
たもので，2 人はくだけた口調で 4 回にわたっ
てメッセージを残した。
（放送後のBBCへの苦情件数は2件）

10 月 22 日（水）  ザックスの事務所にタブロイ
ド紙 Mail on Sunday から放送に対するコメン
トを求める取材があり，オンデマンドの iPlayer
で番組を聞いたザックスが憤慨。
10 月 23 日（木） ザックスの代理人が BBC ラジ
オ 2 のレスリー・ダグラス（Leslie Douglas, 45）
局長に謝罪要求のメールを送付。
10 月 26 日（日） Mail on Sunday 紙が「BBC，
わいせつ電話で訴えられる？」という見出しで
報道。以後，一般紙の一面や多くのメディアの
ホームページでも取り上げられる。
10 月 27 日（月） この件が BBC ニュースでも取
り上げられ，BBC は 1,585 件の苦情があった
と発表。
10月28日（火） （9：00 苦情件数 4,772 件に）
独立規制機関の Ofcom（Office of Communi-
cations, 放送通信庁）が番組調査に入ることを
表明。BBCトラスト内の編集基準委員会が BBC
執行部に報告書提出を要求。ブラウン首相がこ
の一件を「不適切で受け入れがたい」と発言。
（苦情件数が累積で10,000件を超える）

10 月 29 日（水） （午前で苦情は 18,000 件に）
BBCトンプソン会長が，調査の間はブランドと

ロスは番組に出演させないと発言。ブランドが
ラジオ 2 の番組司会を降板することを表明。
（18：30苦情件数 27,000件を超える）

10 月30 日（木） トンプソン会長が BBCトラスト
に暫定報告。ラジオ 2 のダグラス局長が辞表を
提出。BBC がジョナサン・ロスの番組出演と支
払いを3 ヶ月間停止すると発表。
（苦情件数37,500件に）

10 月 31 日（金） BBCトラストのマイケル・ライ
オンズ委員長が「編集権（editorial controls）
の強化が必要。しかし，BBC は萎縮してはな
らない」と発言。
11 月 8 日（土） 10：03（ロスの番組時間）と
21：03（ブランドの番組時間）にラジオ 2 で
BBC が謝罪コメントを放送。
11 月10 日（月） BBC ラジオ 2 のコンプライア
ンス担当責任者のデビッド・バーバー（David 
Barber）氏が辞職。
11 月 20 日（木） BBC 執行部が最終報告書を
提出，後日 BBCトラストも報告書を公表。
（最終的な苦情件数は42,000件を超えた）

なぜ，問題のある番組が作られたのか？

ラッセル・ブランド ショーは，BBCの制作か
ら途中で外部プロダクションに制作委託されるよ
うになったが，実際に番組を作るプロデューサー
はBBCから派遣された。担当プロデューサーは
週に2日，BBCからVanity社へ出向する形で契
約を結び，番組内容の決定，ゲストの交渉，諸々
の手続きなど放送に関する全般を取り仕切った。

ラッセル・ブランド ショーはBBC内で，注意
を要する番組と見られていた。司会のＲ・ブラン
ドは過去に舌禍事件を起こして番組を降板させ
られたことがあり，薬物中毒の前歴もある。反
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面，その危うさがリスナーの人気を呼んでいた。
一方，担当プロデューサーは2004年にBBC

に入り，所定の研修は受けたものの，危機管
理や問題のある出演者の扱いなどについては
経験が少なかった。BBC執行部の報告書で
は，ブランドのようなつわもの（talented but 
challenging）の司会者を担当するのは荷が重
いと見られると述べている。さらに報告書で
は，プロデューサーはBBCとVanity社の両方
に属する形になっていたため，ゲストの選定や
番組内容ではVanity社に相談する一方で，番
組方針や編集権についてはBBC側の指示に従
うなど難しい立場にあり，しばしば両者の利害
が対立することもあったと指摘している。

こうした中で，番組の収録が行われた。当初，
司会のブランドがファンであるコメディー番組
Fawlty Towersの出演者，ザックスに電話で話
を聞く予定になっていたが，留守番電話になって
いたため，ブランドとジョナサン・ロスの2人がメッ
セージを残した。ロスは，25年の経歴をもつベ
テラン芸能人で，BBCでも司会番組をもつなどテ
レビ・ラジオに欠かせない存在である一方で，あ
けすけな物言いでしばしば問題も起こしていた。

気のあった2人は，当初の予定にはなかった
ザックスの孫のベイリーの話題で盛り上がり，
ロスがザックスの留守番電話に向かって「ブラ
ンドがあなたの孫娘と性的関係をもった」と発
言した。この時，担当プロデューサーは発言内
容に気付いたが，流れを断ち切らないためにも，
後ほど編集処理をしてこの部分をカットすれば
よいと考えた。結局，この後も電話はつながら
ず，2人は合計4回の留守番メッセージを残した
が，最初の発言への謝罪を述べてはいるものの
冗談めいた口調は終始変わらなかった。

これについて，BBCトラストの調査報告書は，

最初の発言の段階で担当プロデューサーは収録
を中止して，それ以上の留守番電話への録音
をするべきではなかったし，直ちにBBCへ報告
を行うべきであったとしている。また，Vanity
社かBBCから経験と責任をもつ上級プロデュー
サーが収録に立ち会うべきであったと指摘した。

問題のある番組が，なぜ放送されたのか？

番組収録後，担当プロデューサーは，BBC
ラジオ2のコンプライアンス担当責任者に“前半
1時間”分のみの番組ファイルを添付して，「当
該個所を聞いた上で，放送できるか判断してほ
しい」というメールを送信した。その際「問題
はあるが大変面白いので，できれば削除したく
ない」とも書き添えている。

メールを受け取ったコンプライアンス担当責
任者はファイルの“当該個所”を2度聞いた後，
上司のラジオ2の局長に「冒頭に“断りコメント”
を入れた上で，このまま放送することも可能。
ラッセルの番組リスナーには受け入られる」とい
う旨のメールを送り，判断を仰いだ。

出張中の局長は翌日，「Yes」と一言だけの返
信を送付した。局長は，コンプライアンス担当
責任者のことを「これまで間違ったことがない」
と信頼しており，彼が番組を聞き，大丈夫だと
判断したのなら問題ないと考えた。

これについて，BBCトラストの調査報告書は，
最初に発言内容を聞いたコンプライアンス担当
責任者が放送に適さないと判断しなかったこと
は誤りだったとし，さらに，局長についても，
断りコメントを入れれば放送できるとしたことは
判断ミスだったと指摘した。

放送前日，コンプライアンス担当責任者は，
番組の“後半1時間”がまだ納入されておらず，
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BBC内で番組を2時間通して聞いている者が誰
もいないことに気付いた。しかし，この担当者
は放送を試聴する責任はほかの者にあると考え，
彼自身は「懸念のある個所」のみをチェックすれ
ばよいと考えていた。一方，ラジオ2の女性局長
は，番組を事前試聴することは彼の責任だと考
えた。この点に関して，BBC内部に責任の所在
について明記した文書は存在しない。結局，番
組の“後半1時間”は，担当プロデューサーによ
り放送当日に持ち込まれ，BBC内で事前に2時
間全体を通して試聴されることなく放送された。

コンプライアンス手続きはどうなっていたか？

BBCのラジオ総局（Audio & Music Group）
では，外部プロダクションが制作する収録番組
についていくつかの手続きを義務付けている。
そのひとつが，放送前にコンプライアンスに関
する書類（compliance form）を提出すること
である。外部プロダクションの責任者であるエ
グゼクティブ・プロデューサー（EP）は，番組
に問題がないことを確認してサインし，BBCの
Proteus management systemという統一管理
システムに入力する。この後，BBC内の担当
管理職が番組を聞き，問題がないと判断されて
初めて，番組は放送に回される仕組みである。

外部プロダクションが制作したものであって
も「長時間で内容が安全な番組（high-volume, 
low-risk programmes）」の場合は，BBCの担
当者は試聴せず，外部プロダクションEPのサ
インがあることを確認して放送されることもあ
る。その場合は，試聴しない理由をProteus 
systemに入力することになっている。

ラッセル・ブランド ショーの場合は，「ハイ
リスクの番組」とみなされ，BBCは契約の際

に，制作会社のVanity Projectsに対して「編
集基準（BBC Editorial Guidelines）」を遵守す
ることを約束させた。また，同社のEPにBBC
の定める研修（Safeguarding Trust editorial 
training）を受けることを要求した。さらに，
収録の場合には，制作後すみやかにコンプライ
アンスの書類を提出することを求めていた。

ラッセル・ブランド ショーの担当プロデュー
サーは，番組の収録後，テープ編集などに時
間がかかり，後半の1時間分については前日ま
でに間に合わず，放送当日の土曜日に完成させ
ることにした。また，コンプライアンス書類に
ついては「BBC内で誰も書類を受け取って読む
人がいない」ことを理由に，番組終了後に提出
すればよいと考えた。

BBCのコンプライアンス担当責任者は，放送
前日の金曜日の段階で，コンプライアンス書類
が提出されていないことに気付いたが，書類が
ないにもかかわらずProteus systemに自分の
名前で放送許可を入力し，備考欄には「担当プ
ロデューサーが試聴済みのため」と記した。結
局，プロデューサーがコンプライアンス書類を
提出したのは，放送から3日後のことだった。

これについて，BBCトラストの調査報告書は，
担当プロデューサーが番組の事前試聴や書類
提出などのチェックを受けずに済んでしまったこ
とや，BBC内でしかるべき責任のある者が番
組を試聴したり書類を受け取ったりする体制を
常時とっていないのは，コンプライアンス手続
きの形骸化を意味するもので，BBCラジオ2の
編集権の深刻な危機であると警告している。

このように多くの人が番組内容や手続きに問
題があると認識していながら，番組は何重かの
チェックをすり抜け放送されてしまった。BBCト
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ラストでは，今回ラッセル・ブランド ショーが起
こした問題は「制作時の内容チェック体制の不
備」，「幹部の編集判断ミス」，「コンプライアンス
手続きの不徹底」の3つの失敗が重なった結果
であると結論づけた。そして，番組や危機管理
方法の見直しと再発防止のための具体的な改善
策をまとめることをBBC執行部に求めた。

聴取者の反応を見誤る

ラッセル・ブランド ショーは，上記の問題に
加えて，放送の危機管理上，関連した2つの
問題も提起している。それは，
○制作者と視聴者の意識の乖離
○ネット時代の番組アクセスの問題
である。前述したように，ラッセル・ブランド 
ショーの聴取者は 40 万人程度と見られている
が，Ｒ・ブランドの特異なキャラクターのため，
好き嫌いは別れる。コアなファンがいる一方
で，強い拒否反応を示す人も多い。Ｒ・ブラン
ドは，今回の件で辞任したラジオ 2 局長の後
押しもあってラジオパーソナリティーとして成長
し，BBC で司会を担当するまでになった。放送
が始まって 2 年の間，スタッフはブランドを中心
に結束して番組を制作してきた。そこには，ファ
ンのリスナーも含めて強い仲間意識があったと
考えられる。そして，それが番組を作る上で“内
部の論理”が働くことにつながっていったので
はないか。そのことを象徴的に表しているのが，
コンプライアンス担当責任者が「断りコメントを
入れれば，番組のリスナーには受け入れられる」
として上司に放送許可を求めたこと，さらに上司
もこれを許可したという点である。

BBCトラストの報告書には，ラッセル・ブラ
ンド ショーが俳優ザックスと孫ベイリーの「プ

ライバシーについてBBCの編集基準に反して
重大な侵害を犯した（～ serious breach of the 
BBC's editorial guidelines regarding offence 
and privacy ～）」と指摘する個所が数回にわた
り出てくる。トラストでは，コンプライアンスを問
う以前の問題として，公共の電波を使った放送
内容が個人のプライバシーを著しく侵害している
ことを厳しく糾弾しているのである。日本で放
送に携わる立場からすると，極めてプライベート
な性的な事柄を（それも冗談めかして）放送する
こと自体が信じられないが，ラッセル・ブランド 
ショーに関わるスタッフは，それを放送できると
判断した。そこには，聴取者の反応を見誤った
番組制作者の姿を見ることができる。

BBCによると，放送直後に寄せられた苦情
件数は2件だけだったという。それが，最終的
には4万件を超える数になったのは，番組制
作者が，狭く“ラッセル・ブランド ショーのリ
スナー”しか意識しておらず，広く“BBCのリス
ナー”に対する認識が欠けていたためではない
かと考えられる。

オンデマンドによる番組視聴の増加

上記のことに関連して，今回の問題を考える
上で忘れてはならないのは，インターネットの
影響力とオンデマンド番組の存在である。広く
知られているようにBBCでは，2007年12月か
ら「iPlayer」のサービスを始めた。これは，テ
レビ・ラジオの多くの番組を放送後7日間は無
料で，ストリーミングとダウンロード形式でオン
デマンド視聴できるサービスである。

BBCの報道によると，俳優のアンドリュー・
ザックスはラッセル・ブランド ショーをリアルタ
イムの放送では聞いておらず，新聞社からコメ
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ントを求められて初めてオンデマンドのiPlayer
で聞き，その内容に驚いてBBCに抗議を行っ
たという。

Mail on Sunday紙は放送の1週間後に初め
てこの件を報道し，多くのメディアがネット上の
ホームページなどでこれに続いた。そして，そ
れに比例するようにBBCに対する抗議件数が
増えていったのである。その累積の数字を，改
めて以下にまとめてみる。

10 月 18 日（土） 番組オンエア
  BBC への抗議件数 2 件
 26 日（日） Mail on Sunday 紙が報道
 27 日（月） 抗議件数 1,585 件
 28 日（火） 4,772 件（9：00）
  10,000 件（夕方）
 29 日（水） 18,000 件（午前）
  27,000 件（18:30）
 30 日（木） 37,500 件
（11月20日の最終報告書　43,851件）

10月18日（土）の放送直後は，番組を聞い
たリスナーからBBCへの苦情は2件だけで，う
ち1件はブランドの言葉遣いに対してで，留守
番電話の内容についてではなかった。それが，
26日（日）にMail on Sunday紙が最初に報道
してから，その数は急激に増えていった。番組
を直接聞いたリスナーはその内容をほとんど問
題にしなかったが，発言の内容をインターネット
やテレビ，ラジオ，新聞などで間接的に知った
人たちが BBCに批判意見を寄せたものと考え
られる。それは放送からMail on Sunday紙の
記事が出るまでの1週間は苦情がなかったこと
からもわかる。

BBCのiPlayerでは，18日放送分のラッセ

ル・ブランド ショーは，イギリス国内で33,000
回，国外からは44,000回のアクセスがあった。
また，これとは別にダウンロード形式のポッド
キャスト・サービスには国内から130,000回，
国外から168,000回のアクセスがあったと報告
されている。

iPlayer，ポッドキャストともに放送後7日間
のサービスで，それ以降は新しい番組に差し替
わるため，26日以降の苦情件数の増加がオン
デマンドで番組を視聴したことによるものであ
ると関連づけることはできない。しかし，リア
ルタイムでは問題とならなかった放送が，1週間
後の報道で“火”がつき，インターネットで取り
上げられ，さらにはオンデマンドサービスで“後
追い視聴”されることで影響が広がっていった
可能性は，ネット時代・オンデマンド時代に特
徴的なことと言える。「NHKオンデマンド」など
のサービスが始まった日本でも，番組管理や危
機管理のあり方について，放送関係者に注意
を喚起するものとなっている。

また，BBCの放送指針となるBBCエディトリ
アル・ガイドラインは，冒頭の『編集価値基準』
のプライバシーの項目で「～私的な行動，通信，
会話は，明白な公共の利益が存在しない限り，
公の場に持ちだしてはならない」と記している。
この指摘は，多くの人が様 な々経路で番組にア
クセスできるデジタル時代において，より一層，
重要性を増していると感じる。

（しばた あつし）

注）�BBC トラストの報告書と BBC エディトリアル・
ガイドラインについては，以下のサイトを参照
されたい。
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/
appeals/esc_bulletins/2008/brand_ross_moyles.pdf
http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/


