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 はじめに

2009年7月から8月にかけて，日本テレビの
『真相報道　バンキシャ!』に続いて，TBSの『サ
ンデージャポン』が，放送倫理・番組向上機
構（略称：BPO，以下BPOと記す）の2つの委
員会から，取材・制作体制の問題点を指摘さ
れ，再発防止策等を講じるよう「勧告」された。
BPOの委員会は審理した結果を「勧告」また
は「見解」としてまとめ発表しているが，「勧告」
は，重大な放送倫理違反があった場合に出さ
れる厳しい意見である。

放送での不祥事は，この2番組だけでなく，
社会問題となった関西テレビ『発掘！あるある
大事典Ⅱ』の「納豆ダイエット編」（2007年1月
放送）や，テレビ朝日『報道ステーション』で辞
めた店員に現役時代の制服を着させて証言さ
せた告発報道（2007年11月放送），最近では
TBS『情報7days ニュースキャスター』の「二重
行政の現場」（2009年4月放送）1）での事実に反
する報道など枚挙に暇

いとま

がない。
最近は視聴者が驚きもせず，「またか」と受け

とめ，テレビ局不信を強めていることは想像に
難くない。

こうした世論を背景に，『情報7daysニュース
キャスター』に関して，BPOの放送倫理検証委
員会（以下，検証委員会と記す）が審議するか
どうかを検討中であったにもかかわらず，総務
省は09年6月5日にTBSに対して厳重注意処
分を行った。

これに対して，検証委員会の川端和治委員長
（弁護士）が09年7月17日，放送における多様
な表現を萎

いしゅく

縮させるおそれがあるとの視点から
「重大な懸念を抱かざるを得ない」との談話を
発表した。
「言うまでもなく総務省は，当委員会とは比較

にもならない強大な行政権限を放送局に対して
持っているのであり，その指導がもたらす表現
の自由の萎縮効果について一層慎重な配慮をす
るべき立場にある。従って，少なくとも放送界側
の自主的・自律的機能の十全な発揮が期待出
来る限り，その結果を基本的に尊重することが，
総務省のあるべき態度なのではないだろうか」

しかし09年8月4日，相次ぐ番組の不祥事
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に関連して，佐藤勉総務大臣が閣議後の記者
会見で，BPOのように法律上の根拠を持ってい
ない機関ではなく，放送法に根拠を持った新
たな機関を設立する選択肢があってもいいので
はないか，と権限を持つ機関が番組を監視する
システムの必要性を打ち出した。

NHKと民放局が作った第三者機関・BPOは
放送局よりではないかとの疑問も投げかけられて
いる。報道を含めた番組制作における自由の確
保は，いま危機的状況にあると言わざるをえない。

不祥事の多くは，事実の確認不足，映像偏
重の編集，下請け構造の欠陥等が原因となって
いる。放送倫理を守れとの厳しい指摘に，制作
現場からは反発もあるが，放送界が自らを律し
なければならないのは，法による規制を避ける
ためである。放送界は，放送の自由を守るため
に，この機会に不祥事の原因を徹底的に洗い出
し，制作手法の見直しをはかるべきときにある。

この視点から，『真相報道　バンキシャ ! 』
の裏金虚偽証言放送と『サンデージャポン』の
保育園イモ畑の行政代執行放送に関する制作
の経緯を検証し，なぜ不祥事が繰り返される
のか，その原因について，問題点を整理してお
きたい。

 １．『真相報道　バンキシャ !』

（1）問題となった放送
日本テレビの『真相報道　バンキシャ !』（以

下『バンキシャ !』と記す）は，毎週日曜日の午
後6時から6時55分までの報道番組で，番記
者のように事象に張りついて徹底的に追求し真
相を伝えることをコンセプトに，2002年10月か
ら放送されている。

問題となった放送は2008年11月23日の『独

占証言…裏金は今もある』と題したおよそ17分
間のコーナーで，岐阜県庁では今も裏金作りが
行われていると，情報を提供した建設会社役員

（当時）の証言に基づいて告発報道を行った。
岐阜県では2006年7月に大規模な裏金プー

ル事件が発覚し，その後根絶されたとしていた
が，役員は匿名でVTR出演し，岐阜県土木事
務所の担当者に200万円振り込んだ，架空工
事により裏金を捻

ねん

出した，などと県当局を告発
する証言を行った。役員の顔にはモザイクがか
けられ，音声は変換されていた。

ところが，情報提供をした役員が2009年1
月に岐阜県中津川市から工事費を騙

だま

し取った
容疑で警察に逮捕され，この役員は2月27日，
拘留中に面会に来た日本テレビの関係者に番組
での証言は嘘だったことを明らかにした。

特ダネであったはずの告発報道は一転して完
全な誤報となった。

（2）放送までの経緯
このコーナーは，初めは会計検査院が発表

した自治体の不正経理調査の結果を掘り下げよ
うという企画であった。ところが，建設会社役
員の証言が，インターネットの募集サイトを通じ
てキャッチされた。
『バンキシャ ! 』では，情報提供をたびたびイ

ンターネットで呼びかけていた。謝礼は「応相
談」と書き込んであり，サイトを見た人が謝礼
は出ると思っても不思議ではなかった。役員は
この募集サイトに応募してきたのである。

検証委員会の調査によれば，岐阜県だけで
なく，山口県でも裏金作りがあったとネットに
告発情報を提供してきた人があった。これらの
情報をきっかけに，このコーナーの内容は，会
計検査院の発表報道から，自治体と業者がか
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らんだ裏金問題をメインテーマとする調査報道
へと発展していった。

番組の統括ディレクターは，放送予定日の2
日前の08年11月7日，取材に応じるという建
設会社役員の話を聞いて，大阪に出張してい
たディレクターに急ぎ中津川市に行ってインタ
ビュー取材をするよう，また愛知県で取材して
いたアシスタント・ディレクターには岐阜県庁関
係者のコメントを取るよう，個別に指示した。

アシスタント・ディレクターが岐阜県庁に着い
たのは，県庁の執務時間が終わるぎりぎりの時
刻であった。県庁は土日が休みなので，どうし
てもこの日のうちに関係者のコメントを取らなけ
ればならなかった。

アシスタント・ディレクターが，告発内容に関
して指示されたのは，情報提供をした業者を察
知されないように配慮し，県が出先機関で裏金
作りをしていることを把握しているか，裏金作り
をどう思うか，再調査する意思はあるかを訊い
て，録画することだった。

アシスタント・ディレクターは詳細を知らなかっ
たから，突っ込んだ質問も出来ず，県側も一般
論として，裏金の話は把握していない，必要が
あれば調査する，と答えるにとどまった。県庁
取材を終えたアシスタント・ディレクターは中津
川市内のホテルで大阪から駆けつけたディレク
ターと会い，引継ぎをして東京に引き上げた。

告発証言を申し出た役員に最初のインタ
ビューをしたのは，大阪から駆けつけたディレク
ターだったが，役員から具体的な告発内容を聞
くより先に県庁取材が行われていたことになる。

11月9日はプロ野球日本シリーズの中継が
あったために，このコーナーの放送は11月
23日に延期された。建設会社役員へのインタ
ビュー取材は，11月7日，8日，11月20日，22

日の4回行われた。
取材したのは，いずれも最初にインタビュー

したディレクターだった。
検証委員会の調査によれば，役員は，

・ 裏金は追加工事や変更工事を行ったように見
せかけて作る，

・同業者 10 社程度が関与している，
・ 裏金は県が用意した口座に県から渡されてい

るキャッシュカードで入金する，
・カードの名義人は架空の人物である，
・ 相手方の県職員は土木事務所に勤務する3人

である，
・裏金口座はそのなかの 1 人が管理している，
などと話した。そして，今回の 200 万円は別の
業者が小切手で振出したものを自分が現金化
し，いったん母親名義の口座に入金したあと，
ネットバンクから県職員の裏金口座に入金した
と証言した。

役員が提供した資料は，裏金口座のキャッ
シュカード，母親名義のネットバンクから200万
円を送金した入出金記録，200万円の小切手
のコピー，などであった。

放送が23日に延期されたため，このディレク
ターは岐阜県庁に対する取材を改めて申し入れ
たが，信ぴょう性のある証拠を提示されない限
り，一般論としては最初のインタビューですで
に答えているとして断られた。ディレクターは，
県職員の名前や手口等を県にぶつけて取材す
ることはしなかった。

放送前日の22日夜に，プロデューサー，総
合演出，デスク，統括ディレクターの幹部スタッ
フ4人が，放送の適否について検討した。

この席で，キャッシュカードが新しすぎるの
ではないか，役員は以前のカードが銀行合併の
際に使えなくなったので支店で発行してもらっ
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たと説明しているが，支店でキャッシュカード
の発行が可能なのか，の2点が疑問として出さ
れた。しかし，この疑問は結局解明されないま
まに終わった。

また，取材の途中で明らかになった裏金口
座の住所が建設会社役員の自宅住所と同じ
だったという疑問については，県職員が自分の
住所を勝手に使って届け出たのではないかとい
う役員の説明を信じてしまい，この会議で議論
されたかどうか，幹部スタッフの記憶は曖昧で
あるという。役員から金銭の要求もなかったこ
とから，幹部スタッフは役員が嘘を言う理由が
ないと判断したという。

こうして，「独占証言…裏金は今もある」コー
ナーが放送されたのである。

（3）日本テレビの対応
日本テレビは，拘留中の役員に接見して証言

内容が虚偽だったことを確認した09年2月27日
に，岐阜県に謝罪した。

そして，3月1日放送の『バンキシャ！』で，
放送法第4条に基づく訂正放送を行った。時間
は1分45秒であった。

訂正放送の内容は，日本テレビの検証報告
書によれば，以下の通りである。
「去年の11月23日に全国の自治体の裏金問

題について放送いたしましたが，4つの自治体の
ケースを紹介するなかで，岐阜県庁の職員に200
万円の裏金が振り込まれたという内容を，建設
会社の元役員の証言としてお伝えいたしました。

しかし，新たに行った日本テレビの取材に対
し，元役員は，証拠とした銀行の送金記録は
みずから改ざんしたもので，岐阜県庁側に裏金
を送金した事実はなかったと証言を翻しました。

放送の2 ヵ月後，元役員は，岐阜県庁とは

関係のない岐阜県中津川市の係長の公金詐欺
事件の共犯として逮捕・起訴されました。

中津川市の事件は，市役所の係長が別の業
者に発注した架空の公共事業の代金を元役員
を通じて還流させたもので，元役員は，この事
件の構図を岐阜県庁の話に置き換えて話したと
証言しました。

また，架空名義の銀行口座を裏金作りに使っ
たとしておりましたが，この口座も県とは関係な
く，市役所の事件で使ったものだったと証言し
ました。

なお，岐阜県は証言者を偽計業務妨害罪で
告訴しております。

視聴者のみなさん，岐阜県庁，並びに岐阜
県議会のみなさんに大変ご迷惑をおかけいたし
ました」

建設会社役員は，3月9日に偽計業務妨害容
疑で再逮捕され，『バンキシャ！』の制作スタッ
フも警察から事情聴取された。

こうした事態を受け，日本テレビは3月16日，
社長が引責辞任し，報道局長の役職罷免と『バ
ンキシャ！』の幹部スタッフ4人の出勤停止処分
を行った。

（4）制作体制と放送日
ここで，『バンキシャ !』の制作体制について

触れておく。その構造的な欠陥が，今回の誤
報の要因となったからである。

日本テレビによれば，『バンキシャ！』は，2
つの班が隔週で取材から編集までの一連の作
業を受け持っていた。1つの班は，デスク1人，
統括ディレクターを含むディレクターが6 ～7人，
アシスタント・ディレクター 5人程度で構成され
ていた。2つの班は，隔週交代でメインをつと
め，メインでない週は，メイン班のサブとして，
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取材・編集をサポートしていた。
取材・編集から放送への流れは以下の通りで

ある。
月曜日にリサーチ作業を開始し，取上げるべ

きテーマの検討が行われる。火曜日にテーマが
固まれば，デスク等の判断で取材を開始する。
水曜日の夜にスタッフ全員による全体会議が開
かれ，その週の放送項目が決定される。つまり，
放送されるテーマの最終決定は水曜日の夜な
のである。放送日までは4日しかない。本格的
な取材が出来るのは，木曜日と金曜日である。
メイン班は当然として，サブ班も取材に協力す
る。土曜日には，取材の結果をまとめ，編集作
業が開始される。

裏金問題に関わった制作スタッフは13人。
番組の最高責任者は報道局次長兼編集部長で
あった。幹部スタッフとして，プロデューサー，
総合演出，メーンデスク，統括ディレクターが
携わったが，いずれも日本テレビの社員である。
一方，現場取材を担当したディレクターは5人，
アシスタント・ディレクターは3人であったが，
いずれも日本テレビ系の制作会社か外部の制
作会社の社員だった。

（5）検証委員会の指摘
検証委員会は，『バンキシャ！』が委員会規

則第5条「虚偽の疑いがある番組が放送された
ことにより，視聴者に著しく誤解を与えた疑い
がある」に該当すると判断して，09年3月13日
に審理することを決定した2）。

岐阜県のケースについて，検証委員会は
チェックが不十分だった点について具体的に次
のように指摘した。
「情報提供者が裏金に関与しているとして提

示・提供した証拠や資料が少なからず存在し

た。別の建設業者が裏金として振り出したとい
う小切手のコピー，情報提供者の母親名義の
ネットバンクの入出金記録，裏金口座のキャッ
シュカードと取引明細票，県土木事務所の職員
配置表等である。

しかし，小切手の文面からは裏金を作ったと
いう業者が判明していたのに，何の取材もしな
かった」
「母親名義のネットバンクの入出金記録は，

情報提供者がパソコンでデータの一部を偽造
したものだったが，本件放送で扱った11月5日
の裏金送金記録には，送金手数料の記載がな
い。少しさかのぼって7月10日の別件の記録を
見れば，『－100　メール送金税込み手数料（内
消費税￥4）』の記載があるのに，それとの不
整合を見落としている」
「裏金の送金先だというZ銀行支店の「キタ

＊＊＊＊イチ」名義口座を，本当に県土木事務
所のX職員等が管理しているのかについての詰
めた取材が必要だが，そうした肝腎の取材・調
査はまったくされなかった。

情報提供者は，10社くらいの土木建設業者
が裏金に関与しているとも語っていた。であれ
ば，取材の糸口はけっして少なくなかったはず
だが，そこまで取材範囲は広がっていない」3）

このほか，銀行のキャッシュカードが新しかっ
たこと，裏金口座の届出住所が建設会社役員
の住所と同じであったことに，幹部スタッフが
疑念を抱いたにもかかわらず，深く追求される
ことはなかった，と指摘した。

そして，裏金作りに関与している県職員への
取材はしないでほしいという告発した役員の要
求を受けて，県職員への取材を一切していな
かったことについて検証委員会は，
「県もしくは県職員による裏金作りを告発する
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という番組で，最重要の相手方について，ある
いは同様に裏金作りに関係している他業者につ
いて，取材らしい取材をいっさいしないまま放
送する，ということがあり得るだろうか。

ほとんど信じられないことだが，あり得た，
というのが，本件放送だった」4）と驚き，厳しく
批判した。

（6）山口県からの告発情報
インターネットの募集サイトを見て，情報を寄

せたのは岐阜県からだけではなかった。山口県
からも，10年ほど前に山口県庁に出入りしてい
たという業者から情報が寄せられた。この情報
提供者は，県庁が業者からコピー用紙を購入し
たことにして代金を支払い，その代金を裏金と
してプールし，のちに流用する手口だったと説
明し，裏金で県庁職員にテレビを届けたことが
ある，と告発した。
『バンキシャ！』の岐阜県取材とは別のディレ

クターが山口県庁で取材したのは，放送（予定）
2日前の11月7日だった。ここでも岐阜県の場
合と同じように情報提供者から話を聞く前に，
県庁取材を行っている。

このディレクターが情報提供者と会ったのは
その夜のことである。情報提供者は，10年ほ
ど前，山口県の土木事務所のいろいろな部署
にコピー用紙を納入していたが，空箱を持って
行くなどして実際は納入せず，支払われた代金
を裏金としてプールした。いわゆる「預け」とい
う手口だった。県職員や奥さんから頼まれて大
型テレビやビデオデッキを自宅に届けたこともあ
る，などと告発した。

放送日が2週間延期されたために，別のディ
レクターが再取材をしたが，県庁からは「裏金
はないと確信しているが，事実関係を確認した

い」との談話しかとれなかった。告発内容を確
認するため，元上司に取材したが，元上司は否
定も肯定もしなかったという。

情報提供者には後日交通費の名目で1万円
の謝礼が支払われた。

検証委員会は，
「情報を寄せた男性は『預け』によって作られ

た裏金で大型テレビやビデオデッキを購入し，
県職員の自宅に届けたという。裏金の私的流用
は公金の着服であり，山口県の規則では懲戒
免職に当たる事案である。では，いったいそん
なことをした職員は誰なのか。

取材したBディレクターは，肝腎のその相手
方の名前も住所も所属部署も聞き出そうとしてい
ない。カメラをオフにしたあとの取材でも，聞い
ていない。再取材のため山口を訪れたAディレ
クターも，その人物を探し出そうとしなかった。

本件放送の時点であったのは，情報を寄せ
た男性の一方的な証言と，『預け』という手口の
存在を肯定も否定もしなかった元上司の曖昧な
反応だけである。これでは，この告発証言が
真実であると信じるに足る十分な根拠とは，と
うてい言えない」5）と指摘した。

山口県の裏金作りは，当時行われていたこ
とがのちの検証段階の再取材で確認出来たと，
日本テレビの「バンキシャ裏金報道」検証報告
書は記している。

（7）制作体制の構造的欠陥
検証委員会は，虚偽証言が見抜けなかった

原因について，制作日数が短すぎること，制作
スタッフ間のコミュニケーションが不足していた
ことを挙げた。

裏金問題は，当初11月9日に放送される予
定だったが，プロ野球中継が入ったため，延期
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された。普通なら1週間の延期となるところだ
が，2班編成であったため，9日担当班がメイン
となる11月23日まで2週間の延期となった。し
かし，延期された2週間，裏金問題に関して継
続取材はされておらず，19日に取上げることが
決定されて以降，急きょ追加取材が行われるこ
とになった。

ところが，この週には厚生労働省の元事務
次官等が殺害された事件に人手を取られ，追
加取材を担当したディレクターは1人だけだっ
た。このディレクターは，19日に京都府庁で取
材し，岐阜に移動。20日は岐阜県庁で取材交
渉，夜は中津川市に移動して，告発した役員か
ら取材，21日は山口県庁と情報提供者の元上
司の取材，22日は岐阜県で銀行ATMの残高
証明を撮影し，告発した役員と昼食をともにし
たあと，東京へ戻っている。

検証委員会は，
「Aディレクターは4日間で，京都，岐阜，山

口と移動し，1人ですべての取材を行っている。
これでは，告発情報の裏付け取材を行う時間
的余裕など，あるはずもなかった。

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」6）

「謝礼の可能性を示した募集サイトの利用自体
に，安易な情報収集の姿勢が見られる。この

安易さこそ，虚偽の情報を呼び込んでしまう隙
であった」7）などと指摘した。

一方，スタッフ間のコミュニケーション不足に
ついては，幹部スタッフが現場にさまざまな指
示を出したり，疑問を呈したりしているが，そ
れが現場に届いたり，届かなかったりしている
事例に象徴されている。幹部スタッフは，指示
が実行されたか，疑問を解消する取材が出来
たのかを最後まで確認していない。

幹部スタッフは，誰も現場で取材していない
し，電話取材さえしていなかったが，現場取材
スタッフは，幹部スタッフが取上げると決めた
からには，情報提供者の信用性はすでに判断
されている，と思い込んでいた。取材で集めた
資料等の信ぴょう性は幹部スタッフが判断する
ことと現場は決めてかかっていた。

検証委員会は，「幹部スタッフと取材現場ス
タッフとのあいだの情報交換とその共有，それ
をふまえた方針決定と任務分担の明確化の欠
落があるのであり，番組制作体制の問題点が
露呈している」とし，「日本テレビ社員が頭脳で，
制作会社からの派遣スタッフが手足という役割
分担のせいであったかもしれない」と述べ，下
請け外注制作の構造的問題点を以下のように
指摘している。
「幹部スタッフも現場スタッフも切り離された

まま，それぞれが空洞化している。これを一人
ひとりの自覚の問題などと考えてはいけない。
そうした仕事の仕方を生み出している組織構造
上の問題なのである」8）

（8）訂正放送の問題点
訂正放送は，放送法第4条に規定されてい

る。放送事業者が真実でない内容を放送した
ときに，その放送で権利の侵害を受けた本人
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か，直接の関係者から請求があった場合には，
「その放送をした放送設備と同等の放送設備

により，相当の方法で，訂正又は取消しの放送
をしなければならない」

また，請求がなくても，自ら誤りを発見した
場合にも訂正放送をしなければならないことに
なっている。

訂正放送に関しては，最高裁が，この規定
はあくまで放送局の自律規定であり，視聴者に
は請求権がないとの判断をしているだけに，番
組内容に関する放送局の責任は重い9）。

しかし，放送内容に一部誤りがあった場合で
も，放送局はこれまでなかなか正式な訂正放
送の措置をとってはこなかった。申立人の請求
に対しても，理由や個所を明示せずに，漠然と
謝罪したり，誤りを認めたりするかたちで対応し
てきた。

BPO（当時はBRO）の放送人権委員会は
1997年にスタートしたが，放送内容に関して人
権侵害であると「勧告」したのは，2000年8月
にテレビ朝日が熊本県で起きた病院関係者の
交通事故を保険金詐欺目的ではないかと報道
した事案が初めてだった10）。

事故捜査をした熊本地検は2001年7月に「事
故は運転ミスによるもので，保険契約と事故は
無関係」と発表した。テレビ朝日は地検の捜査
結果を紹介するかたちで，番組のなかで次のよ
うにコメントした。
「今回，9か月の慎重な捜査の結果，一応の

結論が出たんですけれども，そこの新聞記事
に書かれていますように…。まぁ結局，これは
交通事故なんだと。それと保険金とは無関係
なんだというような結論がでました。まぁ～あ
の～いろいろね～風聞が飛び交ったんですけど
ね，やはり，あの保険金事故っていうのはです

ね，利得犯ですから。やっぱし，やった人間
が死んじゃ何の意味もないんで，もともとの概
念に保険金詐欺と馴染まない部分があるんで
すね。それから一部，マインドコントロールじゃ
ないかという話もあったんですけれども，これ
はカルトとか，そういうもんなら別ですけれど
も，一般事件なら考えられないことなんで，まぁ
こういう結論ってのは地検の結論，まぁ相当な
のかという風に思いますね」

これが，検察庁の最終結論が発表されたと
きに出すと病院に約束していた釈明放送の内容
であった。

病院が納得するはずはなかった。
放送人権委員会は，捜査の最終結論が出た

ときに，テレビ朝日がきちんと訂正放送し，病
院に謝罪していれば，この事例は話し合いで
解決出来たはずだと指摘した。

この事例は，放送局の番組内容に関する訂
正，謝罪のこれまでの一つの典型である。

以後8年，放送局の謝罪放送の内容も次第
に改善されてきている。しかし，総論的な訂正・
謝罪が多い。どの部分が過誤で，どの部分を
どのように訂正しているのか，視聴者が普通に
テレビを見ていて，わかりにくい状況は続いて
いた。今回の『バンキシャ！』の訂正放送の内
容にも検証委員会は疑問を投げかけた。
「本件訂正放送は，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」と指摘し，「訂正放送
のあり方として，具体的に，十分に検討される
べきである」11）と「勧告」した。
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（9）日本テレビの検証番組
検証委員会の勧告を受けて，日本テレビは

09年8月24日，なぜ誤報が起きたのかを検証
する番組を午前0時50分から40分間放送し
た。また，これに先立ち8月23日の『バンキ
シャ!』で55分の放送時間のうち約30分を使っ
て検証特集を放送した。

番組では，この事件で引責辞任した前社長
が謝罪したあと，問題点として，告発した役
員の要請で県職員や建設会社への取材をして
いなかった，情報源の秘匿にとらわれ裏付け
取材が不足していた，幹部スタッフと現場の取
材スタッフの間で意思の疎通が図れていなかっ
た，サイトでの告発情報は採用すべきではな
かったなどを挙げ，検証委員会の指摘をほぼな
ぞるかたちで，誤報の原因を明らかにした。ま
た，3月1日の訂正放送については，原因究明
がまだ不十分だった段階で行ったために，内容
が不適切なものとなったことを認めた。

そして，再発防止策として，調査報道につい
ては放送日を先に決めない，危機管理のアドバ
イザーチームをつくる，新たな研修制度をつく
る，インターネットで内部告発情報の募集はし
ない，などを明らかにした。

新聞各紙は，「現場の本音語られず」（東京
新聞8月25日朝刊），「勧告指摘目立つ引用」（朝
日新聞8月25日朝刊）などの見出しで伝えた。
産経新聞は8月25日の朝刊で検証番組に関し
て，「構造問題解明せずは残念」との見出しの
解説のなかで番組の制作委託の問題について
次のように書いている。
「とくに目立ったのは，勧告が検証番組で求

めた『構造上の問題』への切り込み不足だ。番
組は『組織の問題』とし，放送を決めた最終
検討会議に実際に取材したディレクターがいな

かったこと，裏金告発証言そのものをチーフプ
ロデューサーが知らされていなかったことを挙
げたにすぎない。

会議に取材ディレクターが不在だった理由の
説明はなく，チーフプロデューサーも『ふだん
は報告はあった』と述べている。これでは意思
疎通不足の実態はわかっても，それが構造的
なものか，今回だけの特殊事情かは不明だ。

これは，番組で触れなかった制作会社の問
題に関係する。（中略）近年のテレビ番組をめぐ
る捏造や過剰演出などの不祥事は外部に制作
委託する体制に起因する例が多いだけに，そこ
に言及しないのは理解できない」

番組制作の外部委託では，委託する側の放
送局が圧倒的に強い力を持っている。たとえば，
番組の委託制作費が決まらなくても制作を始め
なければならない。制作費が支払われるのは
放送日の翌月末で，放送日が延期されれば支払
い日は延びる。制作費の削減を受け入れなけれ
ば別会社に変えると示唆される，などの取引実
態が最近明らかにされている。総務省が，健全
な取引のためにガイドラインを作らざるをえない
ような前近代的な商慣行があったのである12）。

このような構造的問題は，制作現場にも影響し
ている。単に日本テレビだけでなく，放送界全
体の問題として捉え改善していかなければ，外
部制作会社のスタッフが検証番組でも発言しに
くいのは容易に想像出来る。

 2．『サンデージャポン』

（1）保育園イモ畑行政代執行報道
TBSの情報バラエティ番組『サンデージャポ

ン』は2008年10月19日に，大阪府門真市にあ
る保育園用地の一部が高速道路建設のため，
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行政代執行で強制収用された問題を取上げた。
放送人権委員会の調査によれば，当日の放送

は，大阪の高速道路建設をめぐって騒動が持ち
上がったとリポーターが告げ，まず代執行で野
菜を引き抜こうとする大阪府の職員と，これを阻
止しようとする保育園保護者らの映像が流れた。

続いて，保育園の園児たちが野菜畑に並ん
だ映像が流れ，建設中の道路高架橋，保育園
で遊ぶ子どもたちの映像等をバックに，用地の
強制収用を決めた大阪府と反対する保育園側
の対立の経過説明がコメントとテロップで行わ
れた。そして，保育園側は強制収用に反対して
裁判を起こしたが，大阪地裁で棄却されたとの
ナレーションがあり，涙ぐむ子どもの映像が出
て，「泣き出す子どもたち」とのナレーションとテ
ロップが流れた。

強制収用の映像を受けて，スタジオトークが
行われ，出演者の一人が「……やっぱ子どもが
一番かわいそうですよね。あんな，ずらーと並
べさせられて，絶対子どもの意思で並ぶわけな
いじゃないですか。だから，パフォーマンスだか
何だかわからないですけれど，子どもの身になっ
たら，やっぱり泣いちゃったりとかして。せめて
保育園側は事情があるにしろ，他の場所に移し
てあげるとか，せめて子ども第一に保育園なら考
えてあげたかったなと思います」などと発言した。

さらに他の出演者が「子どもを使ってやるって
のはさ，来るのわかってるわけだから，執行妨
害になっちゃうでしょ，下手すると」13）などと発
言した。

放送時間は，4分50秒であった。

（2）保育園側の主張
この放送に対して保育園側は，次のように主

張した。

「行政代執行の当日，保育園が園児たちを現
場に動員し並ばせた事実はない。にもかかわら
ずコメンテーターは，あたかも行政代執行当日，
保育園が現場に園児たちを動員し並ばせたとい
う前提で発言し，番組は進行している。この発
言の根拠になっている映像は，行政代執行の
前日に保育園が記者会見を開いた際に大阪の
毎日放送（MBS）が撮影したものである。この
映像に行政代執行当日の映像を重ねた極めて
悪質な捏造である」

また，収用裁決の取消しを求めた訴訟が棄
却されたと伝えた部分についても，
「代執行のもとになっている収用裁決の取消

しを求める裁判は大阪地裁で係争中であって，
敗訴判決を受けていたわけではない。却下さ
れたのはその付随裁判である執行停止の申立
てであって，それも高裁に即時抗告をしていて
執行停止が認められる可能性もあった」

（3）訂正放送の実施
保育園が主張したように行政代執行当日に保

育園は園児を現場に連れて行っていないこと，
収用裁決の取消しを求める訴訟も大阪地裁でま
だ係争中であったことはすぐに明らかになった。

このため，TBSは2008年11月2日，『 サン
デージャポン』の最後，番組の枠外とも見える
コーナーで，番組担当のアナウンサーが次のよ
うに訂正し，謝罪した。
「10月19日の放送で，大阪・門真市にある北

巣本保育園の野菜畑が，高速道路建設のため
行政代執行される模様をお伝えしました。その
中で，保育園側が園児たちを現場に連れてゆ
き，並ばせたかのような表現がありましたが，
そのような事実はありませんでした。また『強
制収用の取消しを求めた訴訟が地裁で棄却さ
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れた』とお伝えしましたが，収用裁決の取消訴
訟に関しては，まだ裁判所の判断がくだされて
いません。関係者の方々にご迷惑をおかけしま
した。お詫びして訂正いたします」

（4）放送人権委員会の判断と指摘
放送人権委員会によれば，まずVTR部分に

ついて，VTRは代執行当日と前日に撮影して
いたものが使用され，映像構成は「当日→前日
→当日」の順で，園児がイモ畑で並んでいる前
日の映像は当日の映像に挟み込まれるかたちと
なっている。しかし，イモ畑の園児の部分に撮
影日が明示されなかったことから，現場の映像
はすべて行政代執行当日の一連の映像だと視
聴者に理解されても仕方がないものとなった。
「報道において事実を伝える場合，『いつ，ど

こで』といった基本的な要素を明示することが
必須であるとの認識が欠如していたといわざる
を得ない」と放送人権委員会は指摘した。

また，このテーマの冒頭で，高速道路の映
像を使用していたが，まったく関係のない場所
で撮影されたものであった。放送人権委員会は

「これは，行政代執行の現場について，視聴者
に誤った印象を与えるものである。視聴者は冒
頭映像を含めて現場からのリポートと通常，理
解するのであって，現場とはまったく異なる場
所での撮影映像を使用することは，事実報道
のリポートとしてはあってはならない手法であ
る」14）と批判した。

泣いている園児の映像に関しては，泣いていた
のはたまたま当日に通園してきた園児1人であっ
たが，「泣き出す子どもたち」というナレーショ
ンとテロップが流されたため，「全体としてあた
かも野菜畑に並んでいた園児が泣き出したかの
ような印象を与えるものとなった」と指摘した。

収用裁決の取消訴訟の司法判断がまだ示さ
れていないのに取消訴訟が地裁で棄却された
と報じたことと重なって，「司法判断が出たにも
かかわらずそれに従おうとせず，実力阻止をし
ようとしているとの印象を与えかねず」，園児を
動員したように思わせる編集と重なって，保育
園の悪者イメージを増長させた，と指摘した。

司法判断に関しては，「その過程において，
制作者が自ら事実の確認をしないばかりか取
材当事者である毎日放送に確認することもせ
ず，インターネット上の情報などを参考にナレー
ションを書き換えていた」とし，「これらは，取
材・報道にあたって制作者が守るべき基本的
態度として，初歩的な問題があることは明らか
である。言い換えれば，ニュースの扱いに関し
て制作現場が十分な注意を払っていないことの
あらわれであって，ニュースを編集・発信して
いるという自覚が欠如しているといわざるを得
ない」15）と厳しく批判した。

（5）スタジオトークの問題点
この番組では出演者2人が事実誤認に基づい

て発言した。放送人権委員会の調査によれば，
他の出演者のなかには，事態を正しく認識して
いた人もあったという。しかし，放送中に誤った
コメントを訂正するような発言は，一切なかった。

このような結果を招いたことについて，放送
人権委員会は，「出演者に対し本番までにVTR
の内容について実際の映像を見せることもなけ
れば，前日及び当日の直前打ち合わせでも
VTRで扱う項目を伝える程度の説明しか行っ
ていなかったことである。その結果，出演者た
ちはコメントするための必要最小限の基本情報
すら持ち合わせないまま番組に出演し，事実を
誤認させるVTRによって生じた，誤った思い込
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みに基づく不適切なコメントをすることとなった」
と指摘し，さらに現場スタッフは撮影日が異な
ることを知っていたにもかかわらず，出演者の発
言の誤りを指摘することが出来なかったことは，

「当該生番組の放送態勢におけるチェックシステ
ムあるいはバックアップシステムに，重大な欠陥
があったことを示唆している」16）と述べた。

（6）訂正放送に対する指摘
放送人権委員会は，訂正放送では，①誤り

の部分を知らせ，正しい事実を伝える，②視
聴者に対し，誤報をお詫びする，③被害者が
出た場合にはお詫びする，④被害者について
社会的に被害を回復する効果を生む，の4点を
挙げた。

しかし，TBSの訂正放送は，この4点を満
たしていなかったと委員会は指摘した。①と②
については具体性に欠け，「通常の視聴者には
ほとんど何のことか理解できない内容である」
とする。③と④については，当事者の理解が得
られていないとし，「訂正放送をした意味をほと
んど理解することができない」と指摘した。

さらに，訂正放送の内容に関して，訂正放
送を流す前に，話し合いをしているにもかかわ
らず，訂正放送のあとも保育園側と争いになっ
た経緯について，意思疎通が欠けており，問
題だったとした。

このような判断から放送人権委員会は，「放
送において使用したVTRは，故意に事実をね
じ曲げたり虚偽の内容を報道したとまではいえ
ないものの，編集上配慮されるべきことが守ら
れず，明らかに視聴者を誤解させる構成があっ
たほか，出演者がVTRの内容によって形成さ
れた誤った認識に基づく発言を行ったのを看過
して，放送中，または放送直後に訂正する措置

がまったくとられなかったことにより，申立人に
対する社会的評価を低下させ，その名誉を毀損
した疑いが強く，少なくとも申立人の名誉感情
を侵害したものと認め」17），TBSに対して再発
防止策等しかるべき措置をとるよう「勧告」した。

 3．再発防止の課題

（1）安易すぎる情報番組への対応
BPOの2委員会から問題があったとしてそれ

ぞれ「勧告」された2番組は，番組制作に関
わって，いまの放送界が抱える克服すべきいく
つかの課題を浮かび上がらせた。

第1は，情報番組への対応に慎重さが希薄
なことである。どこまでを情報番組というかに
ついて明確な線引きはないが，たとえバラエ
ティ番組であっても，そのなかで情報を扱う場
合には，その情報が事実であるか否かについ
ては，取材のプロセスで確認しなければならな
い。フィクションであると断らない限り，一般
的な視聴者が番組で取上げた情報を事実だと
認識することを避けられないからである。

情報の正確さは，情報番組の命である。事
実関係の誤りは，直ちに報道される側の人権や
名誉の侵害に結びつく。

情報を取り，事実を確認するプロセスが取材
力である。その取材力が機能していなかったの
が，今回の2事案であった。

制作スタッフが一生懸命にやって，確認出来
なかったのではない。はじめから，確認出来る
まで放送してはならないという認識そのものが
幹部スタッフに欠落していた。また，バラエティ
番組だから，との気安さが誤報につながる要因
となっている。

近年，報道系番組が情報番組へと枠が拡が
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り，演出で見せる部分も拡大してきた。演出で見
せる部分では，面白さ，わかりやすさが強調され，
その分，事実確認がおろそかになりやすい。番
組内の実験であれば，多少数字を操作しても演
出の範囲内だと思っていたディレクターもいた18）。

番組で取上げる事象に関してコメントする出演
者たちに，放送内容が事前に詳細に伝えられて
いることは少ない。出演者は，その番組の趣旨に
沿ってコメントをするものだと思い込んでいる。「事
実かどうかを確認していれば，ノレなくなってしま
う」と発言する出演者も現実にはいるのである。

にもかかわらず，司会者は出演者がそのテー
マの専門家でなくても情緒的コメントを求める
ことが多い。情報番組に関しては，このような
番組形式を見直す時期に来ているといわざるを
得ない。

（2）企画意図に沿う情報収集
どのような内容の番組，あるいはコーナーに

するか，はじめにテーマ・企画意図があるのは
当然である。

問題は，取材のプロセスで，企画意図に沿っ
た情報が偏重されることである。企画意図に合
わない情報は意識的に落とされていく。

テーマが決まり，放送日が決まっていれば，当
然のことながら，テーマに沿った情報が優先し
て取材される。そうしなければ放送日に間に合
わない。制作日数が短ければ短いほどそうなる。
取材で，テーマに合わない情報が数多く出てき
ても，再調査・再確認する時間はほとんどない。

検証委員会は，「放送界の不祥事は，しば
しば現実や人間の複雑さを切り捨て，極端な
単純化に走るところから生じてきた。これが高
じれば，取材や撮影は，あらかじめ決めてあ
る番組の趣旨やテーマや方向性に合った言葉・

コメント・映像だけを調達し，組み合わせるだ
けになっていく」19）と危惧

ぐ

している。
『バンキシャ！』でも，告発者の説明にいくつ

かの疑問を持った制作スタッフがいたが，深く
追求されることはなかった。とくに，放送前日
に幹部スタッフが集まって，告発内容に関して
議論し，その席でいくつかの疑問が出された
が，現場の取材で得た情報が都合の良い方へ
解釈されてしまった。

そこには，この段階で中止すれば，55分の番
組のうち17分に穴が空いてしまうという恐怖に似
た思いがなかっただろうか。現場スタッフが一生
懸命に取材してきたものを，この段階で潰せな
いとの思いがなかっただろうか。制作現場を経
験した者なら，そうした思いが疑問点の追求を
疎
おろそ

かにしてしまったのではないかと感じたはずだ
が，検証委員会の審理結果でも，日本テレビの

「検証番組」でも，この点には触れていない。
「検証番組」では，「先に放送日ありき」は今

後とらないことを約束しているが，生番組で特
定のテーマが急きょ放送出来なくなった場合の
補完対策を常に考えておく必要があるだろう。

（3）映像偏重の是正
テレビは映像をともなう。映像によって視聴

者に与えるインパクトは，他のメディアと比すべ
くもないほど強い。それがテレビの強みであっ
た。このため，情報番組であっても，集められ
た映像・素材は編集・演出の段階で，わかりや
すく，よりインパクトがあるように料理される。
料理することを当然としてきたのが，これまで
の制作現場であった。
『サンデージャポン』では，映像編集のやり方

が問題を引き起こす要因となった。別の日に撮っ
た保育園のイモ畑に並ぶ園児たちの映像を代執
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行当日の映像のようにして使い，視聴者に園児
たちを使って代執行を妨害していると思わせるよ
うな編集をしていた。また，高速道路建設のた
めの代執行だったが，番組で冒頭に使った高速
道路の映像は，保育園が関係する高速道路とは
まったく異なるところの映像だった。わかりやす
さを考えて別の場所の高速道路の映像を使った
のだろうと推測するが，これは編集による「虚偽」
を生み出すとの認識を持たなければならない。

資料映像を使用する場合は，とくに注意す
る必要がある。
『バンキシャ！』では，問題となったコーナー

の冒頭で，キャスターがキャッシュカードを手に
持って，「ある自治体の裏金が入っている口座
のキャッシュカードの実物です」と述べ，キャッ
シュカードを映像で強調して見せた。

このキャッシュカードは，情報を提供した役
員が証拠として提出したものであった。しかし，
告発証言は200万円の裏金づくりと振り込む方
法であって，このキャッシュカードは，証言の
傍証のようなもので，大きな役割を果たしている
とはいえない。にもかかわらず，番組の冒頭で，

「キャッシュカードの実物です」と強調した演出
を検証委員会は批判している。演出ディレクター
は，この演出が問題になるとは夢にも思わな
かっただろう。そこが，問題なのである。取材
のプロセスをつぶさに調べれば，キャッシュカー
ドはなんの裏付けもされていないものであるこ
とがわかったはずである。

（4）外注，制作委託の課題
民放局，NHKを問わず番組制作を外部のプ

ロダクションに委託するケースは少なくない，と
いうより大半の番組に外部の制作スタッフが関
わっている。

『バンキシャ！』でも，幹部スタッフを除いては，
外部の制作スタッフだった。「日本テレビ社員が
頭脳で，制作会社からの派遣スタッフが手足と
いう役割分担」だったと検証委員会はその実態
を指摘しているが，この頭脳と手足の関係には，
頭脳の思惑通りに動かなければ，手足は切られ
てしまうという，雇用関係が入り込んでいる。

このため，両者の間には，越えられない上下
関係が存在する。幹部スタッフと現場スタッフの
間は，幹部スタッフが配慮し，自ら現場取材に
参加しない限り，切り離されたままでコミュニケー
ションを成立させることは極めて難しいのである。

現場スタッフが，幹部スタッフの指示で動い
ているのだから信ぴょう性は確認済みだろうと
思うのは当然で，取材のプロセスで疑問を持っ
たとしても，その疑問をぶつけて議論に持ち込
むよりも，指示通りに動いていた方が自己保身
につながるのが実態なのである。

さらに，制作費の問題もある。制作スタッフ
が疑問を持ったとしても，簡単には裏づけ取材
に走り回れない現実がある。

こうした構造的な実態を解決せずに，幹部と
外部スタッフが大部屋で一緒に仕事をするよう
にしても，真のコミュニケーションは生まれない
だろう。

日本のテレビ現場は，OJT（オン・ザ・ジョ
ブ・トレーニング）で人材を育ててきた。しかし，
チャンネル数の増で，多数のコンテンツが要請
された結果，外部プロダクションでは，OJTの
余裕がなくなり，若いスタッフがジャーナリスト
としての倫理観など教育訓練を受ける時間もほ
とんどないままに現場に出ていることが，取材
力を低下させている。

こうした問題点は，これまで検証委員会と放
送人権委員会が審理した事案で，たびたび指
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摘されてきたことである。
しかし，BPOの委員会の指摘は，ほとんど

現場には下りずに，構造的な問題の改善策も，
人材の育成も，本格的には取り組まれないまま
に今日を迎えている。

そのような事態への警告が，『バンキシャ！』と
『サンデージャポン』に対する「勧告」であった。

インターネットで映像も含めた情報発信が個人
で出来る時代に，テレビとインターネットの違い
は，その情報の正確性と人権を守るなどの社会
規範のなかにあるかどうか，でなければならない。

放送人権委員会の発足時から放送界の自律
活動に関わってきた清水英夫氏（元放送人権委
員会委員長）は，その著書『表現の自由と第三
者機関』のなかで，体験的分析として，番組不
祥事の原因を5つ挙げている。

①テレビ人の傲慢さ
②ジャーナリストとしての不勉強，経験不足
③予断・思い込み，
④過剰な視聴者サービス，
⑤過剰な自己規制，である20）。
放送界は，自分たちが作った第三者機関であ

るBPOの指摘を，それこそ真摯に受けとめて，
清水氏が指摘する問題点を解決するための諸
施策を具体化するなど，再発防止に向けた根
源的な取組みを求められている。

（おくだ よしたね）

注：
1）TBS の『情報 7days ニュースキャスター』は，

2009 年 4 月11 日に，大阪府の道路清掃車が府
道から国道にかわった地点で清掃ブラシを上げて
通過している映像を流し，二重行政のムダを象徴
するものだと問題提起した。しかし，清掃車は通
常はブラシを上げて通過していなかった。「国道
にかかると清掃をやめなければならない」等のナ
レーションは事実に反していた。放送倫理検証委
員会は，TBS が誤報の原因を明らかにしている

こと等から，審理はしなかった。
2）放送倫理検証委員会は，関西テレビの『発掘 !

あるある大事典Ⅱ』の「納豆ダイエット編」の
ねつ造事件を契機に，放送界の自律機能を強化
するために設立された。07 年 12 月に成立した
改正放送法からは削除されたが，番組でのねつ
造を行政処分の対象とする条項が国会に上程さ
れた経緯があった。『バンキシャ！』問題は，
訂正放送がすでに行われていたとはいえ，委員
会にとって避けて通れない事案であった。

3）『真相報道　バンキシャ !』裏金虚偽証言放送に
関する放送倫理検証委員会の委員会決定書 P22
～ 23

4）同上決定書　P15
5）同上決定書　P23
6）同上決定書　P28
7）同上決定書　P25
8）同上決定書　P29
9）最高裁は 2005 年 11 月に，放送によって権利を

侵害された者が放送局に訂正放送を求めること
が出来るかどうかが争われていた民事訴訟で，
訂正放送の請求は出来ないとの判断を示した。
そのなかで放送法第 4 条の規定については，法
全体の枠組みと趣旨をふまえて解釈する必要が
あり，他からの関与を排除して表現の自由を保
障する放送法の理念からして，訂正放送規定は
放送局が自律的に訂正放送を行うことを義務づ
けたものであり，被害者が裁判で訂正放送を求
める権利を認めてはいない，と判断した。

10）2000 年 5 月，熊本県天草町で乗用車が崖下に転
落し，熊本市内の病院の副理事長や看護部長ら
4 人全員が死亡した。4 人には合わせて約 64 億
円の保険金がかけられていたことから，週刊誌な
どが保険金目的ではないかとの疑惑をからめた記
事を掲載していた。テレビ朝日は 2000 年 8 月に
情報番組『週刊ワイドコロシアム』で，「熊本・謎
の自動車事故」とのタイトルで約 40 分放送し，巨
額な保険金や事故原因にも謎がある，として疑惑
を提起した。

11）裏金虚偽証言放送に関する委員会決定書　P30
12）「放送番組の制作委託で取引適正化ガイドライ

ン」（本誌 09 年 9 月号「フォーカス」）
13）『サンデージャポン』の「保育園イモ畑の行政

代執行」報道に関する放送人権委員会の委員会
決定書　P4

14）同上決定書　P7
15）同上決定書　P8
16）同上決定書　P9
17）同上決定書　P1 ～ 2
18）「発掘！あるある大事典」調査委員会（原因究明

のために設置された外部委員会）報告書による。
19）裏金虚偽証言放送に関する委員会決定書　P26
20）清水英夫『表現の自由と第三者機関』小学館新

書 2009 年刊　P13


