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           補 充 意 見 書 
                                    
                     令和元年（2019 年）5 月 20 日 
                     法政大学名誉教授 須藤 春夫 
 
Ⅰ 意見書補充の理由 
本補充意見書は、平成 31 年（2019 年）3 月 25 日に提出した意見書を補充す

るものである。 
先の意見書では、特殊法人日本放送協会——以下、ＮＨＫと記す——が公共放送

として健全な民主主義の発達や公共の福祉に寄与するために発揮すべき機能に

ついて意見を述べた。そこでは、健全な民主主義（主権者たる国民の市民的・

政治的自由、すなわち政治に参加する自由、言論・表現の自由、思想･良心の自

由などと平等を原理とする）を実現するうえで、ＮＨＫが国民の知る権利に応

える義務の重要性を論じた。 
放送法は第４条１項において放送事業者に公正で事実にもとづく多元的な情

報の提供を遵守するよう規定している。なかでも、番組編集準則のうち、｢政治

的に公平であること｣｢報道は事実をまげないですること｣｢意見が対立している

問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること｣の遵守は

国民の参政権を保障するうえで特段に重要である。 
本補充意見では、これらの準則のもつ規範が現実の社会で適用され、国民の

参政権を保障した事例を実証的経験的に検討することで公共放送の責務を明ら

かにするものである。事例には 2016 年に英国が欧州連合から離脱の是非を問う

国民投票——以下、ＥＵ国民投票と記す——の実施過程において、英国の公共放送

である英国放送協会——以下、ＢＢＣと記す——の実施した国民投票報道をとりあ

げる。その理由は、①先の意見書においても触れたがＢＢＣはＮＨＫと同じ公

共放送として位置づけられ、視聴者への責務に共通性があること、②ＢＢＣは

公共放送として国内外で信頼が高く報道活動の実践例として相応しいこと、③

ＥＵ離脱国民投票は英国の政治・経済に一大転換をもたらすものであり、国民

が参政権を行使する上でＢＢＣの役割がきわめて大きいことなどがあげられる

からである。 
ＢＢＣのＥＵ国民投票報道は公共放送として果たすべき義務をどのように遂

行し、いかに評価されたのかを検討することで、ＮＨＫに課せられた番組準則

遵守の責務について明らかにするものである。 
 
Ⅱ 本意見書の要約 
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ＢＢＣのＥＵ国民投票報道の検討を通して明らかになった点は以下の通りで

ある。 
① ＢＢＣの存立は国王からの特許状や政府との協定書によって成り立ってい

るが、ＢＢＣはそれらで示された公共放送の目的を放送活動を行ううえでの

規範として編集ガイドラインとして定め、さらに国政選挙や国民投票のよう

に国民に重要な政治的判断を求める際には十分な情報提供を行うために特

別の報道ガイドラインを定めて、国民の参政権を保障する役割を担っている

ことであった。このように公共放送として国民への責務を果たすために遵守

すべき規律が明確に定められている。 
② ここには受信許可料を支払う視聴者に対するＢＢＣの法制度上の義務とＢ

ＢＣがそれを担う意思が明確に存在している。 
③ ＢＢＣによる視聴者への情報提供は「しかるべき公平」と「幅広いバランス」

の二つの規範を遵守することが重要な位置を占めている。この二つの概念を

実践するにはジャーナリストやプレゼンターなど報道に携わる者の編集判

断の資質が要をなしており、公平の判断は番組単位ではなく一定期間の中で

バランスをもって達成することである。 
④ ＢＢＣの報道に誤りがあれば、直ちに修正し視聴者にその原因や対応を説明

する責任がある。 
⑤ 英国ではテレビ放送以外にラジオ、新聞、ソーシャルメディアなどメディア

の技術革新によって多様な情報伝達媒体が存在している。そのなかで、ＢＢ

Ｃはその社会的な機能を、「しかるべき公平」と「幅広いバランス」の実践

によって他のメディアではなし得ない公共的な役割を位置づけている。商業

メディアや個人や一般企業などが情報発信の主役であるＳＮＳでは、国民が

等しく情報を共有して民主主義を実践する基本となる情報提供を実践する

ことは不可能である。 
⑥ ＢＢＣの国民投票報道の実証的経験的な検討からは、国民の受信料により放

送の独立と自由が保障される公共放送こそ、公共目的を定めた規律を遵守す

る義務があることを示している。 
 

 以下に上記要約を導き出したＢＢＣのＥＵ国民投票報道の経緯と実際の有り

様を検討する。 
 

Ⅲ ＢＢＣの公共目的と選挙報道ガイドラインの構造 
１． ＢＢＣの公共目的 
 ＢＢＣは国王の特許状によって存立の根拠が定められ、現在は第９次特許状
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（2017〜2027 年）のもとにある。特許状にはＢＢＣの公共目的が５項目掲げら

れているが、本意見書ではその最初の項目「公平（impartiality）なニュースと

情報を供給し、国民が周囲の世界を理解し関与するのを援助する」に着目する。

日本の放送法４条２項２号の｢政治的に公平であること｣に相応しているからで

ある。 
特許状では公平なニュースと情報のもたらす意義を次のように記している。

「ＢＢＣは国民がイギリスのすべての地域とより広い世界について理解を築き

上げるために、正確さと公平なニュース、時事問題、事実に基づいた番組を供

給しなければならない。その内容は、もっとも高い編集基準に従って供給され

るべきである。最高級のプレゼンターやジャーナリストによって、他のイギリ

スのニュース・プロバイダーから広く求めることのできない分析と内容、範囲

と深さを提供するべきである。ＢＢＣは表現の自由の擁護者であり、すべての

視聴者が、主要な地方、地域（イングランド、ウェールズ、スコットランド、

北アイルランド）、英国全体、そして世界の主要な問題に全面的に関わり、活発

で知識豊富な市民として、あらゆるレベルで、民主的プロセスに参加できるよ

うにする」。1 
ここには、公平な情報提供を核とする公共サービス放送の機能が明記され、

国民の参政権を含むあらゆる出来事の判断に不可欠な担い手としてＢＢＣの責

務を定めている。 
公平なニュースと情報の提供は、ＢＢＣの規制監督機関である Ofcom（Office 

of Communication＝放送通信庁）が定めた放送コード（Broadcasting Code）
においてさらに具体化される。放送コードのセクション５には、「Due 
Impartiality and Due Accuracy and Undue Prominence of Views and Opinion
（しかるべき公平と正確さ、そしてバランスを欠いた見解と意見）」とある。公

平性それ自体は、一方の側を他方の側よりも優先しないことを意味するものだ

が、形容詞 Due を付与することで「番組の主題や性格に対して、（異なった意見

の扱いが）十分に見合っているか、ふさわしいものであるかを意味しており、

したがってどの見解にも時間を等しく分配することや、すべての議論や議論の

あらゆる側面を表現するものでもない。そのアプローチは主題の性格や番組、

チャンネルのタイプ、番組内容に対する視聴者の期待の強さに応じて決まって

くるもの」である。そのうえで、政治・産業に関わる論争、現在の公的な政策

                                            
1 the Secretary of State for Culture, Media and Sport （2016）BROADCASTING Copy of 
Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation.p.5 
＜https://www.gov.uk/government/publications/bbc-charter-and-framework-agreement＞（最

終閲覧日：2019 年 5 月 1 日） 

https://www.gov.uk/government/publications/bbc-charter-and-framework-agreement
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に関わる問題のニュースと番組には特別の公平性が求められるとしている。 
その意味で、今回のＥＵ国民投票報道には特別の公平性が求められた事案で

あり、ＢＢＣはＥＵ離脱を問う国民投票のために特別の報道ガイドラインを作

成し、国民に公共放送としての責務をより分かりやすく果たそうとしたのであ

る。 
ＢＢＣは特許状、政府との協定書、Ofcom の放送コードに基づいて、独自に

編集ガイドライン（Editorial Guidelines、最新版は２０１０年１０月改定）を

定めている。そこには「公平」の項目が設定され「公平は公共サービスの最重

要点であり、ＢＢＣの中心である」2とその重要性を記しており、ここでも政治

的・産業的論争や公的政策に関わる問題に関わるニュースや番組について、「し

かるべき公平」を明記している。なお、｢選挙と国民投票｣に関する公平規定は

この項目内で定められ選挙・国民投票の運動期間中には、「しかるべき公平」へ

の注視により細やかな対応が必要であると特別の考慮を求めている。それぞれ

の選挙や国民投票ごとにガイドラインを作成することもこの項において定めら

れている。 
このようにＢＢＣの公共目的の要をなす｢しかるべき公平｣の考え方とその適

応を重層的に規定する構成は、受信料支払者と国民に対して公共サービス放送

を担うＢＢＣの責務として明確に示されている。 
 

２． 国民投票報道ガイドラインにみる「しかるべき公平」と「幅広いバラン

ス」による報道 
（1）ガイドラインの原則 
ＢＢＣは「イギリスの欧州連合加盟に関する国民投票運動の報道ガイドライ

ン」を作成して国民投票報道に臨んだ。3この報道ガイドラインは、ＥＵ離脱を

問う国民投票法に定められた運動期間（投票日の 2016 年 6 月 23 日の 10 週間

前、2016 年 4 月 15 日 0 時 01 分から 6 月 23 日 22 時 00 分まで）に適応され

た。42016 年 2 月 20 日に当時のキャメロン首相が国民投票の実施日を宣言した

ことで離脱、残留を訴える政党、団体、個人がさまざまな形で意見表明や行動

                                            
2 BBC（2010）EDITORIAL GUIDELINES 
＜https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/impartiality＞（最終閲覧日：2019 年

5 月 1 日） 
3 ＥＵ国民投票報道ガイドラインは別紙の添付資料を参照されたい。本資料は、田中孝宣（2016）
ＢＢＣの｢ＥＵ国民投票｣報道『放送研究と調査』第 66 巻第 10 号より引用した。 
4 国民投票の結果は僅差で離脱が決定した。現在、イギリス政府は離脱交渉をＥＵとの間で進め

ているが離脱に至っていない。本意見書ではＢＢＣの国民投票報道を政府が定めた投票運動の

期間中を対象としており、投票後のさまざまな見解発表等に関する報道は含んでいない。 
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がいっそう本格化していたが、ＢＢＣの国民投票報道ガイドラインは正式な運

動期間中を有効期間としている。ただし、実際の運動は「国民投票期間」以前

から始まっているため、ガイドラインではコンテンツ制作者はそれらの運動に

特定の配慮を払う必要がある点に留意すべきだと指摘している。 
ガイドラインは 9 章から構成され、報道関係者およびコンテンツ制作者に国

民投票報道の枠組を詳細に規律している。本意見書との関わりでは、｢はじめに｣

の章にある｢ガイドラインの原則｣および 3 章｢国民投票報道における｢しかるべ

き公平｣｣、4 章「国民投票に関わる問題についての討論および議論」が重要であ

る。 
｢ガイドラインの原則｣には、｢選挙と国民投票の報道は、ＢＢＣが自らに課す

十分な公平性と政治的な影響からの独立性がもっとも厳しく問われる分野であ

る｣とし、報道の目的とそのあり方については「視聴者に国民投票運動に関する

公平で独立したニュースを届け、すべての関係政党や国民投票運動グループの

政策と国民投票運動を公平に取りあげ、厳しく吟味すること」5とある。｢十分

な公平性｣は due impartialityの訳であり特許状、政府との協定書で示された「し

かるべき公平」がここでも報道の中軸に据えられており、また、それを実現す

るうえでＢＢＣの政治的独立と政党、運動団体、個人から発せられる主張・見

解・統計などについてＢＢＣ自らが判断し報道することの必要性を示している。 
｢しかるべき公平｣への配慮は、「ニュースや時事問題を扱う放送だけでなく、

｢非政治的｣な話題や国民投票に無関係な話題を扱う番組においても、政治家や

国民投票運動関係者が出演、見解の紹介（contributions）を含む場合は慎重な

配慮を求めており、特に生放送ではでの細心の注意を促し、話題が国民投票の

どちらか一方の側に有利に働くよう利用させることがあってはならない」とし

ている。 
ガイドラインの原則からは、ＥＵ離脱を問うというきわめて重大な選択決定

に際して、ＢＢＣが国民の参政権を保障する役割への明確な認識が示されてい

る。 
 

（2）しかるべき公平と幅広いバランスの意義 
しかるべき公平の実現は、発言者の時間や公式見解の表示をストップウオッ

チで計測して平等に扱えば出来るものではなく、離脱と残留の二つの選択肢が

ある国民投票では両者のバランスを適切に取る報道によってそれが保たれると

している。国民投票運動では「政党・選挙・国民投票法」（Political 
                                            
5 ＢＢＣ国民投票報道ガイドラインの訳は、放送文化研究所『放送研究と調査』（2016 年 10 月

号）に掲載されたものを引用、参考にした。 
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Parties ,Elections and Referendums Act）の規定に基づいて選挙委員会

（Electoral Commission）が、離脱・残留それぞれの陣営を代表する主要な国

民投票運動グループ（designated Campaign Group）を指定するが、報道のバ

ランスはこのグループ間のバランスだけでなく、どちらの陣営を代表する声で

はない見解も存在するのでそのような見解や視点についても適切に反映させな

ければならないとしている。また、離脱・残留の対立意見のみが争点になるこ

とはまれであり、それぞれの陣営にも多様な意見や視点が存在するために、こ

れらについても適切に反映させねばならないとする。 
どちらか一方の運動グループが大きなニュースになる場合（たとえば、運動

の戦術について内部の対立があった場合など）は、必ずしも｢バランス｣を保っ

てもう一方の指定運動グループの報道をする必要はなく、運動全体を通じて公

平性が保たれており、一貫性のある編集方針でそうした報道判断が行われてい

ればよい。 
1 回かぎりの放送では、その放送内でしかるべき公平と「幅広いバランス」を

確保しなければならず、ウイークリーの番組または毎日放送される番組内のシ

リーズで、一方の陣営の個別事項に焦点をあてて報道する場合は、番組予告や

振り返りを通して、長期的には両陣営が公平に取り上げられていることがわか

る報道にすることも指摘されている。 
編集ガイドラインには｢幅広いバランス｣の規定はなく、今回の国民投票報道

ガイドラインで初めて導入された概念であり、しかるべき公平と対となってそ

れを支える新たな考え方といえる。 
このようにしかるべき公平とは、異なる意見を｢幅広いバランス｣によって確

保するというもので、運動期間中を通して全体として適切なバランスを保つ責

務が生じることを明示している。 
 

（3）国民投票に関わる問題についての討論および議論 
離脱・残留をめぐってどのような利害が生じるのかは国民の関心が高い事項

であり、投票の大きな判断になる。その理解を深めるには意見や視点の異なる

政党、国民投票運動グループ、有識者などの討論や議論が有効であり、ＢＢＣ

はそれらの番組提供を通じて国民の参政権に効用をもたらすことが期待されて

いる。ガイドラインではその討論および議論を放送する場合のしかるべき公平

の確保を求めており、それぞれの側が提起するさまざまな論点を取りあげるよ

う促している。問題は討論者の要請に出演辞退があった場合である。ＢＢＣは

討論や議論を拒否することができないようにすべきだとしたうえで、辞退があ

った場合でもＢＢＣはしかるべき公平を確保する義務を負い、両陣営が提起す
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る論点やすべての論点を視聴者に確実に伝えなければならない。 
 
国民投票報道ガイドラインの中心をなす「しかるべき公平」と「幅広いバラ

ンス」は、ＢＢＣが一貫性のある視点による報道を実現する要の役割を担う概

念である。これはＢＢＣのジャーナリズムに制限を加えるものではなく、ＢＢ

Ｃのレポーターや解説者が国民投票の進行状況や内容について根拠に基づく判

断を伝えることを妨げるものではないことも明示しており、この点はきわめて

重要である。公平性を単純に数値に置き換えて判断するのではなく、ジャーナ

リストやレポーターの専門的な職能をもとに｢しかるべき公平｣と「幅広いバラ

ンス」の判断を委ね、判断が難しい場合はＢＢＣの政治問題最高顧問（Chief 
Adviser, Politics）助言を得ながら国民に責任ある報道を行う体制と責任を明確

にしているのである。 
 

（4）期待の声 
イギリスで年間 800 万のアクセスがある政治・社会問題を論じるサイト

「openDemocracy 」は、ＢＢＣの EU 国民投票ガイドラインの発表を受けて、

ガイドラインの目的や役割についての見解（ＢＢＣのＥＵ国民投票報道ガイド

ラインとは何か）をサイトで公表している。6論点はＢＢＣの公平性に関して両

陣営の主張を｢シーソー｣に乗せるようにアプローチするのでなく、ＥＵ離脱に

関しては運動が多面的に展開され国民へのメリットも複雑な様相を見せている

問題なので議論に重点をおいたアプローチをすべきだとしている点である（こ

のサイトでは｢ワゴン｣アプローチと称する）。｢幅広い見解｣と「特別な観点」で

満たされた報道に励むことで、｢意見の本当の多様性｣を放送する必要性を訴え

ている。 
ＢＢＣはテレビ、ラジオ、オンラインの多様なメディアを保有しており、そ

れらのプラットフォームを通じてＢＢＣが有するＥＵ関連の豊富な材料と放送

時間をコントロールして視聴者に伝えることができる。 
同サイトによると、国民投票が始まる時点の調査では 18 歳から 24 歳の年代

層の 10％は国民投票について十分な情報が伝わってなく、また投票態度を決め

ていない性別の違いは男性より女性が二倍もいるという。公共放送としてほか

のメディアではできない利点を活かして、確実な情報をもとに国民の間に存在

                                            
6 What are the BBC guidelines on the EU referendum? （2016 年 3 月 11 日） 

＜https://www.opendemocracy.net/en/ourbeeb/what-are-bbc-guidelines-on-eu-referendum/＞

（最終閲覧日：2019 年 5 月 1 日） 

https://www.opendemocracy.net/en/ourbeeb/what-are-bbc-guidelines-on-eu-referendum/
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する投票に認識のギャップを埋める役割があることを指摘している。 
ここには、ＢＢＣの放送が国民の知る権利に応え、国民の参政権を保障する

役割への期待が込められており、ＢＢＣと国民との合意が存在しているのが重

要である。 
 
Ⅲ 国民投票報道の結果 
ＥＵ離脱を問うＢＢＣの国民投票報道はどのように評価されたか。ＢＢＣの

国民投票報道をめぐっては、商業放送、新聞、大学等の研究機関、政治家、経

済人、市民団体、個人などから多くの肯定的、否定的意見が表明されている。

それらの多くは離脱・残留を支持する視点からの評価が多く、国民の投票行動

との関係でＢＢＣが果たした役割を見るには難点がある。したがって、ここで

は国民投票に関わった公的機関を中心に大学や研究機関の発表した報告をもと

に判断することとする。取りあげる機関は、国内の選挙・国民投票の管理・運

営を担う選挙委員会、ＢＢＣの監督規制機関 Ofcom、そしてＢＢＣ（およびＢ

ＢＣトラスト）の 3 つである。 
 

1．選挙委員会の報告 
 選挙委員会（The Electoral Commission）7は 2016 年秋に『The 2016 EU 
referendum』と題して同年 6 月 23 日行われた国民投票実施に関する総括的な

報告書を発表した。今回の国民投票のすべてを統括する責任主体である選挙委

員会が、投票にいたる背景から有権者のための情報提供、投票運営、運動団体

への規制、経費などの経緯、自ら実施した世論調査による国民投票実施に関す

る評価、今後の国民投票実施への勧告を記録したものである。 
ここではでは、これらの中から国民投票の情報提供のあり方について有権者

がどのように評価したかを取りあげる。 
選挙委員会は国民投票において有権者が参政権を行使する鍵となる原理のひ

とつは、有権者が国民投票に関し十分な情報を知らされることが基本だとして

いる。選挙委員会は国民投票の実施方法（投票日、運動期間、投票所、運動の

指定団体・指定運動者の登録など）を決定するが、これらの基本情報のほかに

有権者の判断材料になる離脱・残留に関する情報も十分に知らされる必要があ

ると指摘する。 
有権者の国民投票にかんする情報評価は個別メディアごとに調査されていな

                                            
7 ｢2000 年政党、選挙及び国民投票法｣にもとづき 2000 年に設置。政治資金規正や選挙実施の

管理・運営を行う独立の機関。委員は 11 人で国王が任命。職員数は 108 人。＜

ttps://www.electoralcommission.org.uk＞（最終閲覧：2019 年 5 月 1 日） 
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いので全体の傾向を記しておきたい。したがってＢＢＣの報道が個別に評価さ

れているわけではない。 
人々が国民投票に参加する上での情報の評価は次の通りである。 

・ 国民投票の目的についての情報アクセスは 82％が容易（非常に＋まあまあ）

であった。 
・ 大多数の人はどのように投票すべきかについて情報に基づいた決定を下す

のに十分な情報を持っていると感じていた（62％が｢そう思う｣、28％が｢そ

う思わない｣） 
・ 人々は離脱と残留の議論について十分な情報をもって投票の決定を下した

か否かについては、「そう思う」が 62％、｢そう思わない｣が 28％。年連別で

は 18—34 歳の｢そう思う｣が 52％、35—54 歳では同 63％、55 歳以上は同

70％と年齢層が上がるにつれてより情報を得たうえでの判断を下している

のが分かる（同じ質問は 2011 年のスコットランド独立のための国民投票で

みると 73％が｢そう思う｣であり、今回は 10％近く低いのが分かる）。 
・ 離脱・残留どちらかの結果となった場合に、今後の英国がどうなるかについ

て十分な情報を得ていたかどうかについては、残留に投票した人では 64％が

｢強く同意＋やや同意｣（｢強く否定＋やや否定｣26％）と回答し、離脱に投票

した人では 45％が｢そう思う｣（｢そう思わない｣46％）と大きな開きがある。

残留に投票した人は、残留した場合に起こりえる事態についての情報は 6 割

の人に伝わっていたことがわかる。 
・ 人々は残留･離脱の運動に関する情報をどのメディアでアクセスしたかを聞

いた。最も好んだのはインターネットのサイトで（51％）、次いでテレビ

（49％）、新聞ニュース（28％）、その他のメディア（23％）の順であった。 
・ 国民投票運動のあり方については、公平でバランスのとれた訴えをしていた

かについては、｢同意しない｣が 52％でそのうち「強く同意しない」が 34％
である。「強い同意」は 12％である。運動そのものは一方の主張に傾くのは

ある意味で当然といえる。 
・ 特に残留に投票した人は公平とバランスに同意しない傾向が強い（離脱投票

者は 47％に対し残留投票者は 63％）。 
・ 運動が公平でなくバランスを欠いていた理由については、一方的な意見ばか

りを主張していてバランスがとれてなく両者の間でバイアスが目につくと

いう意見が 31％。不正確でミスリーディングな情報が 31％である。 
・ 残留に投票した者は不正確でミスリーディングな情報に 38％が同意し、離脱

に投票した者はキャンペーンが一方的だという意見が 33％である。 
・ 国民投票はメディアと放送によって公平でバランスよく報道されていたか
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の問いには、｢肯定は 47％｣、｢否定は 37％｣である。 
 
以上のような結果となっている。 
特徴的なのは、今回の国民投票において有権者は離脱、残留を判断する上で

十分な情報をもとに投票の決定を行っているのが分かる。国民投票運動はそれ

ぞれの主張を強く押しだしていたが、有権者はそれらが公平性を欠きバランス

を欠いた主張と評価している。選挙委員会の評価では、国民が参政権を行使す

るうえで一定程度の情報が知らされ、それをもとに投票行動に臨むことができ

たと評価していることは重要である。 
ＥＵ離脱か残留かを決めるのは国論を二分する大きなテーマであり、政党、

メディア、市民団体などがそれぞれの立場から主張や見解を打ちだしていた。

それらの情報が一方的なるのはある意味で当然のことといえる。しかし調査結

果からは有権者は冷静に運動のあり方を評価しているといえる。 
メディアと放送による国民投票報道についても、公平性とバランスについて

は低い評価を得ていることがわかった。調査ではその理由まで問うていないの

で不明であるが、メディアと放送という大くくりで公平性、バランスのあり方

を問うているために全体としての評価が低くなったものと思われる。イギリス

ではどの新聞も離脱・残留の主張を明確に打ちだしており、ネットの世界では

それぞれの主張が根拠の薄いままに飛び交った実態がある。その結果が、公平

性の評価の低さにつながったものと思える。 
 

2．ＢＢＣの調査結果 
（１）ＢＢＣ2015—2016 年次報告から 
 ＥＵ国民投票が実施された 2016 年当時はＢＢＣの規制監督機関はＢＢＣト

ラストのもとにおかれていた。8ＢＢＣの 2015—2016 年次報告には、ＢＢＣは

英国における最も公平な放送局として評価されていると記しており、視聴者に

公平なニュース報道を最初に選択する局を一つだけあげてもらうと、50％の

人々がＢＢＣの名前であり、同様にもっと信頼がおけて正確な放送局では 58％
がＢＢＣ上げていると報告している。 
ＥＵ国民投票報道への評価についてはＢＢＣトラストがカーディフ大学に調

査を委託し、その結果についてはＢＢＣトラストの専門委員会において確認を

したことも記されている。 
ＢＢＣトラストが設定した国民投票報道の公平の評価判断の基準は、ＥＵ離

                                            
8 2017—2027 年特許状のもとでは Ofcom に規制監督が移行している。 
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脱・残留をめぐって政党や運動団体の主張に含まれる統計や数字をＢＢＣがニ

ュースで報じた場合、公平の観点からどのような扱いとなったかを問うもので

ある。 
カーディフ大学の調査報告 9は以下の通りである。 
調査期間は国民投票期間と同じ 2016 年 4 月 15 日〜6 月 22 日の 10 週間。英

国内の夕方のテレビニュース、BBC News at Ten、ITV News at Ten、Sky News 
at Ten、Channel４at７pm、Channel ５ at ６.３０pm の５つを対象番組とし

た。英国では何百万もの人々が定期的にこれら夕方のニュースを視聴しており、

国民投票の重要な情報源である。全体で 571 のニュース項目、1582 のニュース

で採用された情報源、517 の統計を含む主張について内容分析を行っている。 
ニュース報道の公平性に関わる調査結果は次のようなものである。 

・ テレビニュース上の情報源として、ＥＵ加盟の継続に向けた見方を「支持す

る」「反対する」「不明」の割合は、ＢＢＣは「離脱」40.8％、｢残留｣48.7％、

｢不明｣10.6％。商業放送ＩＴＶは「離脱」42.7％、｢残留｣38.0％、｢不明｣19.2％
である。10情報源には政治家がどの局にも多く全体の 62.2％を占めている。11 

・ 同様に二次的な情報源の場合でも、｢離脱｣と「残留」のトータルの差は 3.2％
しかなく（「離脱」に傾いている）、12報告では全体として 10 週間のニュース

では離脱、残留の運動の代表性は、かなりバランスが取れていたと評価して

いる。また、ＥＵメンバーであることを支持または反対の優位性については、

ＢＢＣと Channel５は対立を少なくするために独自の情報源を使うより、二

つの陣営の公式キャンペーンに焦点をあてることで国民投票報道を行って

いると指摘している。独立した情報源ではないとの批判はあるが、これは両

陣営の主張の真実性に判断を下すことを助けるために、競合する専門家の声

を利用できると述べている。 
・ 調査結果では 517 の統計を含むニュース項目を確認したが、これはＥＵ国民

投票報道の項目全体の 42.4％にあたる高い割合である。この傾向はニュース

における統計利用の研究で得られたこれまでの結果の約二倍あるという。両

陣営の運動の主張が統計を使うことで客観性を裏付けるという理由がニュ

ース項目の多さに反映したといえよう。では、ＥＵ加盟の継続に向けて統計

                                            
9 Stephen Cushion and Justin Lewis (2017) Impartiality, statistical tit-for-tats and the 
construction of balance : UK television news reporting of the 2016 EU referendum 
campaign , European Journal of Communication,Vol.23(3) 208-223p 
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323117695736>（最終閲覧日：2019 年 5 月 1
日） 
10 この質問項目の結果は別表 Table1 を参照されたい。 
11 この質問項目の結果は別表 Table3 を参照されたい。 
12 この質問項目の結果は別表 Table2 を参照されたい。 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323117695736
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上の言及によって主張するのを「支持」「反対」「不明」でみると、ＢＢＣは

「離脱」32.7％、｢残留｣33.7％、｢不明｣33.7％。ＩＴＶは「離脱」32.6％、｢残

留｣34.8％、｢不明｣32.6％である。13この結果から報告では、ジャーナリスト

の統計の利用は、一般的にある統計をもった主張に対しては別の統計を採用

することで｢バランスを取る｣試みをしていると指摘している。統計の情報源

はＢＢＣは｢政治家｣28.7％で最も多く、次いで「ジャーナリスト・メディア」

14.8％、「金融機関」11.3％。ＩＴＶは「政治家」31.1％、「政治機関」17.9％、

「ジャーナリスト・メディア」16.0％の順である。両陣営の国民投票運動の

指定団体の情報源は少なく、特に残留運動団体からの利用はＢＢＣが 4.3％
（離脱団体は 8.7％）、ＩＴＶは 0％（離脱団体は 8.5％）である。統計的な

主張の圧倒的多数は党派性を色濃く反映した政治家によって作られており、

特に離脱側はそうである。政治的な情報源に依存した統計がニュースの中に

使われることとなり、統計の科学性、信憑性の検証が放送局の大きな課題と

なっていた。 
・ 報告では、ＥＵ国民投票のテレビ報道は、離脱と残留の公式な主張者に放送

時間をバランスを取って与える段階にとどまっており、対立する議論の真実

や重要性を考慮し詳しく調べることにまで至っていなかったと指摘がある。

したがって、｢しかるべき公平｣と「幅広いバランス」という国民投票報道ガ

イドラインの編集判断に当てはめると、政党の政策的な意見を十分な範囲で

反映していないし、政治家や運動団体の主張を超えた分析の報道に当てた時

間は少なかったという結論である。 
・ 報告では、国民投票終了後、ＢＢＣの Radio４が放送する番組「Today show」

のプレゼンター、ジャスティン・ウェッブは、「国民投票運動の期間を通し

て明らかなメッセージは、視聴者は本当の知識に飢えていた。人々は両陣営

の主張と反主張を超えて先に進むことを望んでいた。彼らは真実を解明でき

たのである」と発言しているのを掲載している。 
・ また報告では、人々のＥＵ国民投票に関する情報への評価は、「31％の人々

は良いか、非常に良い情報を得たと感じている」と回答しており、これは、

英国の世論調査機関 Ipso MORI（2016）世論調査でも同様の数値となって

いる。調査回答者の半分が英国政府は EU に 1 週間あたり 3 億 5 千万ポンド

を支払っていると信じていた結果と密接に関わっている（実際は離脱派のリ

ーダーであったイギリス独立党のファラジー党首の誤った主張で、3 億 5 千

万ポンドを支払っているが、一方でＥＵから還付金を供与されており差し引

                                            
13 この質問項目の結果は別表 Table4 を参照されたい。 
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きでは 1 億 6 千万ポンドの持ち出しである。投票結果が出た直後にその誤り

を認めた）と判断している。独立した専門家がくり返しのこの数値に異議を

となえたにもかかわらず、離脱賛成を支持する者の認識が変わることはなか

った。調査結果から、ジャーナリストは公平性に対してより証拠を駆り出し

たアプローチを採用し、出来事に対して最も真実にあふれたニュースのあり

方を探求することで、国民の参政権によりよい情報の提供が求められると提

言している。 
 
（２）ＢＢＣ2016—2017 年次報告から 
ＢＢＣの 2016—2017 年次報告 14によると、視聴者調査の結果からＢＢＣは

国内で最も公平なニュースや時事問題番組を放送する事業者として評価されて

いる。ＢＢＣの 2016—2017 年次報告によると、｢英国社会にとってのＢＢＣの

価値が最も目に見える形で現れるのは、主要なニュースイベントを視聴するた

めにくり返しＢＢＣにチャンネルを合わせることだ｣と指摘した上で、｢英国の

ＥＵ離脱に関する国民投票の間、運動の始めから終わりまでＢＢＣは最も利用

され最も信頼されたニュース・プロバイダーであった。ＢＢＣは 8 年前に始ま

ったこの問題を最もフォローして記事を作ってきたし、その投票結果について

国内の 87％の人々がＢＢＣニュースを視聴していた。投票結果が報告された日

には、ＢＢＣニュースオンラインに 5300 万のアクセスが世界中からあり、投票

日の 6 月 24 日とその前日にはテレビ報道を視聴した人は合わせて 2600 万人に

達している。国内の成人の 3 分の 1 は投票結果を伝えるＢＢＣニュースにソー

シャルメディアでアクセスしていた｣。 
ＥＵ国民投票の期間、ＢＢＣの役割は離脱と残留の競合する主張を、恐れる

ことなく、特定の意見に肩入れすることなく、英国での問題や影響の可能性を

できるだけ詳しく説明していった。調査結果によれば、ＢＢＣはよく視聴され

注目された報道を提供したことを示している。国民投票の期間、1 週間で英国成

人 93％がＢＢＣニュース報道を視聴していた。」また、ＢＢＣは国民投票運動に

対する｢リアリティ・チェック｣の部門を設けてテレビ、オンライン、ソーシャ

ルメディアのファクトチェックを実施している。これはフェイクニュースのな

かで使われる公式な数値の主張に疑問を呈し、彼らの証拠と比較考量を行った

と報告している。 
 

                                            
14 BBC Annual Report and Accounts 2016/17 
<https://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/.../bbc-annualreport-2016...>
（最終閲覧日：2019 年 5 月 10 日） 

https://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/.../bbc-annualreport-2016...
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（3）ＢＢＣ元政治番組総責任者の見解 
ＮＨＫ放送文化研究所は 2017 年 3 月３日、同研究所主催の文研フォーラムに

ＢＢＣ元政治番組総責任者スー・イングリッシュ氏を招き「ＢＢＣと公平性」

と題する講演会と討議を開催した。イングリッシュ氏はＢＢＣが考える公平性

と、実際にＥＵ国民投票の報道においてどのように実践されたかを報告した。

イングリッシュ氏は、ＥＵ国民投票報道の際は政治番組総責任者として現場の

指揮に当たっていただけに公平な報道について具体的な内容と起こった問題点

を指摘している。 
同研究所が編集発行する「放送研究と調査」2017 年 6 月号 15にはその概要が

紹介されており、それをもとにＢＢＣのＥＵ国民投票報道の特徴を述べる。 
国民投票は通常の議会選挙とはかなり性格を異にしており、二者択一で白黒

をはっきりさせるものであり、ＥＵ国民投票報道はＢＢＣにとってもこれまで

直面したことのない非常に大きな課題であったし、国民にとっても非常に大き

な決断を迫るものだったという。総選挙は結果が議会の党派構成を決めるが、

それが続くのは任期の 5 年間である。しかし、国民投票の結果は最終的な賛否

を問うもので、結果が長く続くだけに報道の結果がもたらす影響は大きいと認

識していた。 
先に本意見書ではＢＢＣの国民投票報道ガイドラインについて説明した。イ

ングリッシュ氏が強調したのは、この報道ガイドラインを十分に理解し実際の

報道に適応するためにＢＢＣの全放送局で 6000 人以上の職員を対象に研修を

行い、地域ごとに異なるニーズに合わせた内容の研修を用意したことである。

その理由は、報道ガイドラインにある「しかるべき公平」「幅広いバランス」を

実現するには、編集判断が鍵となりジャーナリストやプレゼンターの判断力が

大きな比重をもつからである。 
国民投票報道の経験からは、ＥＵを離脱した場合の未来予測が両陣営から出

されたが、その予測が正しいのかどうか、その判断材料をＢＢＣは提供できて

いないと批判された。先に見たように、ＢＢＣトラストがカーディフ大学に委

託した内容分析結果でもそれは示されていた。とりわけ統計や数字の使い方が

問題視された。また、残留派と離脱派双方にＢＢＣは 24 時間のホットラインを

用意して、報道内容の苦情に対応したという。ホットラインそのものの目的は、

ＢＢＣ報道のミスを指摘しもらうためのものだが、編集判断に影響を及ぼすよ

うな不当な苦情との区別をするために設置したものである。実際には選挙期間

中にほとんど電話はなかったという。 
                                            
15 田中孝宣（2017）ＢＢＣと｢報道の公平性｣『放送研究と調査』第 67 巻第 6 号ＮＨＫ、2−11
ｐ 
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講演後の討論で明らかになった点は次の通りである。英国では公平性を廃止

する議論はこれまで一度もない。公平性はＢＢＣにとって最も重要な原則とと

らえている。2000 年の総選挙報道において、公平性を時間量で判断するのを止

めた。時間量の判断は編集権を限定してしまい取材が縛られ、各テーマの報道

を十分にカバーできなかったからだ。したがって、選挙報道や国民投票におい

ては、「しかるべき公平」と「幅広いバランス」が基本となっている。幅広いバ

ランスは 1 週間単位で達成できていれば良いとしている。公平性は複雑な要素

に対してジャーナリストというリソースを使って分かりやすく説明し国民の理

解を進めていくことだと思っている。 
ＢＢＣには物議をかもす話題については透明性と説明責任が求められている。

さまざまな議論が展開される国民投票報道では、多様な側面から報道するため

に場合によってはバランスがとれていないこともあり、それは政治家から一般

の視聴者からも指摘されるが、ＢＢＣは受け止めるものがあれば訂正し、修正

することもあるが、それは政治家からの圧力と言った類のものではない。 
強調すべき点は、視聴者が正確で公平な報道と最も必要とするとき、ジャー

ナリストがひるんでしまい、本来の機能を発揮することを恐れてしまうことの

ないようタフでなければならないということである。 
国民投票報道の経験からいえることは、公平性とは何分、何秒という量では

なく、ジャーナリストという資源を使って複雑な要素を説明していく、ばかげ

た簡素化をしなくても国民が理解できるような形で報道することの大切さを学

んだことだと指摘されている。 
ＢＢＣに対して批判があったとは言え、国民投票を行った 57％の人たちが、

新聞、オンラインを含めたあらゆる情報源の中でＢＢＣが一番公平性が高く、

信頼できると回答しており、国民投票報道の結果はＢＢＣが公共放送としての

責務を果たしたと判断しているのは注目できる。 
 
Ⅳ 考察 
ＢＢＣのＥＵ国民投票報道の実態が示すものは、特許状や政府との協定書に

よって示された公共放送の目的を、ＢＢＣが放送活動を行ううえでの規範とし

て編集ガイドラインとして定め、さらに国民投票のように国民に重要な政治的

判断を求める際には十分な情報提供を行うために特別の報道ガイドラインを定

めて、国民の参政権を保障する役割を担っていることであった。 
ここには受信許可料を支払う視聴者に対するＢＢＣの法制度上の義務を幾重

にも設定しており、またＢＢＣがそれを担う意思が明確に存在している。 
ＢＢＣによる視聴者への情報提供は「しかるべき公平」と「幅広いバランス」
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の二つの規範が重要な位置を占めている。この二つの概念を実践するにはジャ

ーナリストやプレゼンターなど報道に携わる者の編集判断の資質であり、番組

単位での公平で判断ではなく一定期間の中で公平を達成することである。 
ＢＢＣの報道に誤りがあれば、直ちに修正し視聴者にその原因や対応を説明

する責任がある。 
英国ではテレビ放送以外にラジオ、新聞、ソーシャルメディアなどメディア

の技術革新によって多様な情報伝達媒体が存在している。そのなかで、ＢＢＣ

はその社会的な機能を、「しかるべき公平」と「幅広いバランス」の実践によっ

て他のメディアではなし得ない公共的な役割と位置づけている。商業メディア

や個人の情報発信媒体であるＳＮＳでは、国民が等しく情報を共有して民主主

義を実践する基本となる情報提供を実践することは不可能である。 
ＢＢＣの国民投票報道の実証的経験的な検討からは、国民の受信料により放

送の独立と自由が保障される公共放送こそ、公共目的を定めた規律を遵守する

義務があることを示している。 
                                 以上 
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