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２０１３年（平成２５年）１０月１日 

放送と人権等権利に関する委員会決定 第５１号 

  

「大阪市長選関連報道への申立て」に関する委員会決定 

― 勧 告 ― 
 

申 立 人  大阪交通労働組合 

Ａ 

被申立人  朝日放送株式会社 

 

苦情の対象となった番組 

     『ＡＢＣニュース』（月～金 午前１１時３５分～４２分） 

 

放送日時  ２０１２年２月６日(月)の上記番組内の１分３７秒のニュース 
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【【決定の概要】 
 

１．朝日放送は、２０１２年２月６日の『ＡＢＣニュース』で、「大阪市交通局の

労働組合が、去年の大阪市長選挙で『現職市長の支援に協力しなければ、不利益が

ある』と、職員を脅すように指示していた疑いが、独自の取材で明らかになりまし

た」とのリードのニュースを「スクープ」として放送した。ニュースでは、「朝日放

送が独自に入手した紹介カードの回収リスト」を映像で示し、内部告発者が、「やく

ざと言ってもいいくらいの団体だと思っています」と匿名映像で語っている。 

２．本件の申立人は、大阪交通労働組合という団体である。このため、委員会は、

個人による申立てを原則とする本委員会運営規則に照らし、審理入りの是非につい

て検討した。その結果、労働組合が個々の労働者の権利・利益の確保を主眼とする、

各労働者の集合としての性格が強い団体であること、また、本件放送は、組合及び

組合員個人らの信用や名誉・名誉感情等の権利利益に対して深刻な影響を及ぼすお

それがある内容を含むものであることから、当委員会の過去の判断をふまえ、本件

申立てについては救済を検討する必要性が高く、委員会において権利侵害や放送倫

理上の問題の有無について審理することが相当であると判断した。 

３．本件放送による権利侵害の有無について、委員会は次のように判断した。 

本件放送の内容について、朝日放送は、申立人が選挙への協力を強要したとの「疑

惑」あるいはこの疑惑を追及する市議会議員の活動を報じるものであると主張する。

しかし、協力を強要する文章が書かれた「回収リスト」について断定的に報じ、放

送冒頭で「朝日放送のスクープです」と強調するなど、一般的な視聴者からすれば、

本件報道は、申立人が非協力的な組合員を威圧し、選挙への協力を強要し、内部告

発者が発した「やくざと言ってもいいくらいの団体だと思っています」とのコメン

トを伝えるものと受け止めよう。 

本件放送は、申立人の社会的信用・評価を低下させるものである。本件放送には、

公共性、公益性は認められるが、主要な部分において真実ではなく、また、放送の

時点で真実であると考えたことについて相当の理由も認められない。すなわち、本

件放送で報じられた「非協力的な組合員がいた場合は、今後、不利益になることを

本人に伝える」との指示が書かれた回収リストは、ねつ造されたものであった。ま

た、報道にあたって申立人に対する取材を行っておらず、取材を行わなかったこと

の理由も薄弱である。 

その一方、回収リストの真偽については、朝日放送もその後の報道においてねつ

造であることを報じている。本件放送によってもたらされた申立人の社会的評価の

低下は、一定程度、回復されているとみることもできる。 
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 ４．しかしながら、本件放送には、放送倫理上の重大な問題がある。本件放送は、

「スクープ」として疑惑を真実であるかのように断定的に報じ、さらに「やくざ」

という強い表現で論評を行ったものである。そして、すでに述べたように、それは

申立人への取材もないままに行われた。本件放送は、「報道は、事実を客観的かつ正

確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」とうたう

放送倫理基本綱領（ＮＨＫ・民放連）に違背し、正確・公正な報道を求める「日本

民間放送連盟 報道指針」の「２ 報道姿勢」に反するものである。 

委員会は、朝日放送に対し、本決定の主旨を放送するとともに、スクープ報道に

おける取材や表現のあり方、主要な事実が真実に反すると判明した場合の対応につ

いて社内で検討し、再発防止に努めるよう勧告する。 
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ⅠⅠ 事案の内容と経緯 
 
１．放送の概要と申立ての経緯 

 被申立人である朝日放送は２０１２年２月６日の『ＡＢＣニュース』で、「大阪市交

通局の労働組合が、去年の大阪市長選挙で『現職市長の支援に協力しなければ、不利

益がある』と、職員を脅すように指示していた疑いが、独自の取材で明らかになりま

した」とのリードのニュースを「スクープ」として放送した。 

 ニュースでは、「今回、朝日放送が独自に入手した紹介カードの回収リストには『非

協力的な組合員がいた場合は、今後、不利益になることを本人に伝える』との指示が

書き込まれていました」と映像で示しながらコメントし、内部告発者が「やくざと言

ってもいいくらいの団体だと思っています」と匿名映像で語っている。そして、内部

告発を受けた大阪維新の会の市議会議員が事実確認のため交通局に出向いてやり取り

する様子を伝え、「総務部しか知らないはずの非組合員のコード番号も記され、組織ぐ

るみの疑いが強まっています」とのコメントで終えている。 

 ３月２６日に交通局が回収リストは交通局に勤務する内部告発者のねつ造だったと

する調査結果を発表し、朝日放送も報道した。これに対し、大阪交通労働組合は朝日

放送に謝罪と訂正放送等を求め面談したり書面を送ったりしたが、朝日放送はこれに

応じない旨回答した。 

 大阪交通労働組合は同年８月に名誉と信用の毀損を訴えて委員会に申立書を提出し、

その後委員会が労組に対し組合員個人からの申立ての意向があるか確認したところ、

１人の組合員（書記）を申立人に加えた労組と連名の申立書が提出された。 

 委員会は朝日放送に「見解」を求めたうえで、１２月の委員会で運営規則５条１項

６号の苦情の取り扱い基準に照らして大阪交通労働組合と組合員１人を申立人とする

事案として審理入りを決定した（審理入りの理由の詳細は後述）。 

  

２．論点 

 申立人の主張と被申立人の答弁から、委員会が主な論点として取り上げたのは、以

下のとおりである。 

 ① 本件放送は何について報じたのか。 

 ② 本件放送は申立人の社会的評価を低下させたか。 

 ③ 本件放送に公共性、公益性、真実性・真実相当性を認めることができるか。 

 ④ 申立人の社会的評価の低下等は、その後の報道等によって回復したか。 

 ⑤ 本件放送に放送倫理上の問題点はなかったか。 
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ⅡⅡ  委員会の判断 
 

１．本件申立てについて 

 当委員会運営規則５条１項６号は、苦情の取り扱い基準として、「苦情を申し立てる

ことができる者は、その放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関

係人を原則とする。ただし、団体からの申立てについては、委員会において、団体の

規模、組織、社会的性格等に鑑み、救済の必要性が高いなど相当と認めるときは、取

り扱うことができる」と定めている。 

 申立人である大阪交通労働組合は、１９４８年に設立された組合員６２４０名

（２０１２年８月１日現在）の団体である。しかしながら、労働組合は、「労働者が主

体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる

目的として組織する団体」（労働組合法２条）と定義され、個々の労働者の権利・利益

の確保を主眼とする、各労働者の集合としての性格が強い団体である。また、本件放

送は、本組合による重大な不正行為の告発の趣旨を含み、本組合及び組合員個人らの

信用や名誉・名誉感情等の権利利益に対して深刻な影響を及ぼすおそれがある内容を

含むものであった。 

 委員会の過去の判断をふまえ、以上の事実関係を総合的に考慮したとき、本件申立

てについては、救済を検討する必要性が高く、本組合の団体の規模、組織、社会的性

格等をあわせ考えてもなお、委員会において権利侵害や放送倫理上の問題の有無につ

いて審理することが相当である。 

 一方、個人（本組合書記）による申立てについては、大阪交通労働組合による申立

てと実質において同じものであり、被害として列挙されている内容も、書記職に付随

して生じうる被害を超えるものではないため、別個に審理する必要は認められない。 

 なお、以下において「申立人」という場合には、大阪交通労働組合を指すものとす

る。 

 

２．本件放送は何を報じたか 

 本件放送が具体的に何を報じたのかについて、申立人、被申立人の間で争いがある

ため、確認をしておく。 

 (a) 申立人によれば、本件放送は事実に反し、申立人が「現職市長の支援に協力し

なければ、不利益があると職員を脅すように指示していた」こと、「（人を脅す）やく

ざと言ってもいいくらいの団体」であること等を報道し（申立書）、申立人に「誤った

疑い」をかけた報道（反論書）である。 

 これに対して被申立人は、答弁書の「まとめ」において、①「労組が依然として過

度の政治活動をしていたことが明らかになった状況の中で、こうした疑惑が持ち上が
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ったこと自体が、視聴者に知らせるべきニュースであると判断し」、「この『疑惑』を

報道」したのであり、②本件放送が行われた２月６日の時点では「『当該リスト』疑惑

については『疑い』という表現にして」いると述べている。また、ヒアリングにおい

ては、より明確に、「あくまでこれは維新の会の市議の動きを伝えたということにな

る」、「疑惑があって、その疑惑に対して調査が始まったという報道」であると述べて

いる。 

 (b) 確かに本件放送では、「疑い」という言葉が２回用いられている。一つは、リ

ード部分における「『職員を脅すように指示していた疑い』が、独自の取材で明らかに

なりました」という箇所であり、他の一つは、「総務部しか知らないはずの非組合員の

コード番号も記され、『組織ぐるみの疑い』が強まっています」というニュースのまと

めである。また、市議の行動については、「内部告発を受けた維新の会の市議が、けさ

（６日朝）、事実確認のため交通局に出向きました」として、そのコメント等が報じら

れている。 

 しかしながら、本件放送が、単なる「疑惑」および市議の活動についての報道であ

るとみることはできない。本件放送は、「去年１１月の市長選で、勤務時間中に現職の

平松氏支援のための『知人紹介カード』を集めていたことが発覚し、橋下市長に謝罪」

していたという事実を述べたうえで、「さらに、今回、朝日放送が独自に入手した紹介

カードの回収リストには、『非協力的な組合員がいた場合は、今後、不利益になること

を本人に伝える』との指示が書き込まれていました」と報じている。すなわち、その

ような内容の「回収リスト」の存在およびその作成に申立人が関与したことについて、

本件放送は断定的に報じている。このことに加え、本件放送の冒頭で「朝日放送のス

クープです」と強調され、本件報道の真実性が強く印象づけられることもあわせ考え

ると、一般的な視聴者からすれば、本件放送は、申立人が非協力的な組合員を威圧し、

選挙への協力を強要し、これに対して内部告発者が「やくざと言ってもいいくらいの

団体だと思っています」とコメントしたのだと受け止めるであろう。  

 

３３．本件放送により、申立人の社会的信用ないし評価が低下したか 

 本件放送の内容を上述のように理解すると、本件放送が申立人の社会的信用ないし

評価を低下させるものであったことは明らかである。 

 

(１) 本件放送当時の申立人に関する報道状況 

 申立人は、大阪市の他の６つの労働組合とともに大阪市労働組合連合会（市労連）

を構成する規模の大きな労働組合である。また、被申立人の答弁書等によれば、市労

連および申立人については、過去の大阪市長選挙において特定候補者を支援し、選挙

に影響力を行使してきたほか、本件放送に関連する２０１１年１１月２７日の市長選



7 

挙においても、市交通局庁舎内で当時の現職市長の推薦人紹介カードが出回り、ある

いは組合員が勤務時間中に活動に従事していたとされている。 

 また、こうした組合の活動を受け、２０１１年の市長選挙で現職を破って当選した

新市長が、市労連を含む労働組合の事務所の市庁舎からの退去を求めたり、「組合適正

化」を目的とする条例の制定を目指す意向を表明するなど、２０１１年末から２０１２

年初めにかけて、労働組合の政治活動やそれへの対応のあり方が、重要な関心事の一

つとして注目を集めていた。 

 こうした状況を受けて、本件放送以前にも、申立人と市労連に対して多くの批判的

な報道がなされてきた。 

 

(２) 社会的信用ないし評価の低下 

 (a) 一般視聴者の通常の注意と視聴方法をふまえると、上述のように、本件放送は

単なる疑惑ではなく、申立人が問題の回収リストを通じて、組合員に対し、２０１１

年の大阪市長選挙において申立人の推す候補者を支援しなければ不利益があるとして

協力を強要したという事実を摘示するものである。 

 一般に、労働組合には本来の目的である労働条件の維持改善その他経済的地位の向

上を図ること（労働組合法２条参照）のほかに、一定の範囲で政治的活動を行うこと

が認められている。また、申立人は、現業職員により組織される組合であり、地方公

務員法３６条の規制（政治的行為の制限）の適用を受けるものでもない。 

 しかし、本件のように「非協力的な組合員がいた場合は、今後、不利益になること

を本人に伝える」との指示の下、特定候補の支援を強要することは、労働組合に許さ

れる政治的活動の範囲を大きく逸脱するものであることは明らかであり、本件報道に

よって、申立人の社会的信用ないし評価が低下したことは、想像に難くない。 

 確かに、申立人の社会的信用・評価は、２０１１年１１月の市長選挙への関与をめ

ぐる当時の報道状況（上述(1)）により、すでに著しく低下していたともいえる。しか

し、本件放送で報じられた、不利益を示唆したうえでの協力の強要という事実は、そ

れまでに報じられ、申立人の社会的評価の低下をもたらした諸事実と同種の事実であ

るということはできても、同一の事実ではないし、それによって申立人が受けるべき

社会的非難の程度も、一段と大きいものであろう。換言すれば、申立人の活動および

本件放送当時の報道は、本件放送による名誉毀損の程度を判断する一材料にはなると

しても、名誉毀損の成否それ自体を左右するものではない。 

 (b) さらに、本件放送は、内部告発者の発言として「やくざと言ってもいいくらい

の団体」という論評を行うものである。この発言は、論評の前提となる事実に真実性・

真実相当性が認められない場合には、違法な権利侵害との評価をまぬがれない。また、

この発言は、その組合員に対する否定的評価を当然に内包しており、社会通念上許さ
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れる限度を超えた侮辱行為として、組合員の名誉感情を侵害しているおそれもある。 

 

４４．本件放送に公共性、公益性、真実性・真実相当性が認められるか 

 本件放送は、「公共の利害に関する事実に係るもの」であり、「専ら公益を図る目的」

であったということができるが、その主要な部分において真実ではなく、また、放送

の時点で真実であると信じたことについての相当の理由があったと認めることもでき

ない（これらの要件については、刑法２３０条の２参照）。 

  

（１）公共性、公益性 

 (a) まず、本件放送は、大阪市長選挙に対する申立人の関与について報じたもので

あり、公共性を認めることができる。すなわち、その対象が公務員または公職選挙の

候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体

から、それが公共の利害に関する事項であるということができる。さらに、２０１１

年１１月の市長選挙をめぐっては、市職員の労働組合による関与が繰り返し報じられ

るなど、労働組合の政治活動の解明および規制の検討が、市政における重要な関心事

になっていたことは上述の通りである。仮に申立人が特定候補の支援を強要したとす

れば、これについて報じることは、まさしく公共の利害に関する事実についての報道

である。 

 (b) 次に、本件放送は、「スクープ」であることが強調され、放送自体も申立人を

非難する論調であったほか、内部告発者の「やくざ」発言の部分をあえて放送するな

ど、表現方法において問題がある。しかし、それらは、本件放送が「専ら公益を図る

目的」ではなかったとするものではない。 

  

（２）真実性・真実相当性   

 しかしながら、本件放送は真実ではなく、また、真実と信ずるについて相当の理由

があったと認めることもできない。 

 (a) まず、本件放送で報じられた申立人による「非協力的な組合員がいた場合は、

今後、不利益になることを本人に伝える」との指示が書かれた回収リストは、ねつ造

されたものであった。このことは、大阪市による調査によって明らかとされ、被申立

人も事後に報道したところである。 

 (b) 次に、真実でないことが事後的に明らかになった報道であっても、報道の時点

においてその内容が真実であると信ずるについて相当の理由があるときには、不法行

為は成立しないものと解されている（真実相当性）。しかし、問題の「回収リスト」に

ついて、真実相当性があったとはいえない。 

 この点について被申立人は、①組合による「知人・友人紹介カード」の配布等、内
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部告発者が提供したそれまでの情報は真実であったこと、②本件報道は市議会議員の

市政調査権に基づく調査に依拠したものであること、③本件「回収リスト」に使用さ

れた用紙および同リストに記載された職員コードから、リスト作成に交通局内部の人

間が関与したと認めるに至った旨、主張している（答弁書およびヒアリング後の補充

回答書）。しかしながら、これらはいずれも、委員会に提出された資料等においては、

申立人に対する取材を行わずに本件回収リストが真実であると信じた理由としては薄

弱である。 

 ①については、内部告発者から提供されたそれまでの情報が真実であったとしても、

当該リストが真実であり、かつまた申立人がその作成に関与したという事実が真実で

あることを、申立人に対して裏付け取材することなしに信ずべき理由とはならない。 

 次に、②ヒアリングにおいて被申立人は、当該市議会議員の行動が、いわゆる百条

委員会のような法的意味の市政調査権（地方自治法１００条１項）の枠内で行われた

ものではなく、議員の個人的な活動であることを認めている。そうであれば、市議会

議員から提供された情報であるというだけでは、真実相当性を認めるには不十分であ

る。 

 最後に、③用紙および職員コードの一致から、当該回収リストに一定の信憑性があ

ると判断したこと自体については理解できるが、リストに非組合員である管理職の職

員コードが含まれている以上、果たして当該回収リストの作成に申立人が主体的に関

与したのかどうかについて、裏付け取材をするべきであった。被申立人は、リストに

管理職である職員が記載されていたことをもって、その信憑性を疑うのではなく、か

えって交通局の組織ぐるみであるとの疑念を持ったとする。しかし、そのように判断

した合理的な根拠は示されていないし、交通局と申立人が別の組織である以上、申立

人の主体的関与については慎重に裏付けをとるべきであった。 

 以上のとおり、本件放送は、当該回収リストの存在に関する情報提供が申立人に批

判的な市議会議員からなされたものであるにもかかわらず、申立人への裏付け取材が

なされておらず、しかも、取材を尽くしていないことについて十分な理由がない。申

立人および申立人の加盟する市労連の組合員が、２０１１年の市長選挙において特定

候補者を支援する活動に従事したという事実があり、本件放送はそこで問題となった

候補者の紹介カードの「回収リスト」に関して報道するものであったという事情を考

慮したとしても、その内容に真実相当性を認めることはできない。 

 同じことは、委員会に提出された資料等においては、「やくざ」という論評の前提と

なる事実の真実性および真実相当性についてもあてはまる。 

 (c) 以上からすれば、本件放送については名誉毀損が成立するということができる。 

 なお、被申立人によって提出された資料によれば、本件放送と類似した報道が、他

の放送局および新聞等によってなされたことがうかがえる。ただし、被申立人と同様
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に事前に本件回収リストに関する情報を入手しながらも、報道を控えたテレビ局もあ

るとされ、また、本件放送後になされた新聞各紙の報道の多くは、必ずしも本件回収

リストが真正のものとの前提に立ったものではなかった。しかし、いずれにしても、

委員会は、本件の判断に際して他社による報道について考慮する必要はない。本件放

送が申立人の名誉を毀損したものであるか否かは、他社の報道とは無関係に、独立し

て判断されるべきものである。   

 また、被申立人は、他社が類似の報道をしていたことを理由に、申立人本部にかか

ってきた誹謗中傷電話が本件放送に起因するものかどうか断定できない旨主張してい

るが、そもそも名誉毀損の成否は、誹謗中傷電話等の具体的被害の有無と切り離して

判断されるべきものである。委員会は、これまでも、複数の社による類似の報道につ

いて、それぞれ別個に名誉毀損または放送倫理上の問題の有無を審理してきたことを

付言しておく。 

  

（３）被申立人のその後の報道等  

 民法７２３条は、「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求に

より、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を

命ずることができる」と規定する。この規定にいう「適当な処分」の典型は、いわゆ

る謝罪広告ないし謝罪放送であろうが、たとえ謝罪の言葉が明示的に含まれていなか

ったとしても、事後の報道を通じて、申立人の社会的評価は一定程度、回復したと考

えることもできる。 

 本件においては、問題の回収リストの真偽は本件放送の当時において明らかではな

く、その後、市の調査によって、交通局の職員がねつ造したものであることが判明し

たという経緯があり、回収リストがねつ造であったことについては、被申立人も報道

を行なっている。申立人が大阪市政において影響力のある団体であり、他の報道機関

による報道も行われていることをあわせ考えれば、回収リストがねつ造であることは

一般視聴者において広く周知されている。 

 したがって、本件放送は名誉毀損には該当するものの、それによってもたらされた

申立人の社会的評価の低下は、一定程度、回復されているとみることもできる。その

一方で、本件放送には見逃すことのできない複数の放送倫理上の問題が認められる。

そこで、本決定では、名誉毀損を指摘するよりも、次項で述べるように放送倫理上の

問題を取り上げることの方が、今後の放送倫理の向上のために有益であると判断した。 

 なお、すでに述べたように、事後の報道によって申立人の社会的評価の低下は相応

に回復されているとみられることや申立人が影響力のある団体であることからすれば、

本決定の主旨が放送されれば、名誉毀損の救済にも資すると判断する。 
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５５．放送倫理上の問題 

 放送倫理基本綱領は「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るた

めに最善の努力を傾けなければならない」とうたい、民放連の報道指針は「２ 報道

姿勢」において、「誠実で公正な報道活動こそが、市民の知る権利に応える道である。

われわれは取材・報道における正確さ、公正さを追求する」と定める。その（２）で

は、「予断を排し、事実をありのまま伝える。未確認の情報は未確認であることを明示

する」とある。 

 本件放送は、「スクープ」であることを強調して疑惑を断定的に報じ、さらに「やく

ざ」という強い表現で論評を行ったものである。そして、すでに述べたように、それ

は申立人への取材を行わないまま放送された。委員会は、特に以下の４点から、本件

放送に放送倫理上の重大な問題があると判断した。 

 ① 申立人に対する取材のあり方  情報源が申立人に対立的な大阪維新の会の市

議と内部告発者で、申立人の社会的評価を低下させる放送内容であれば、回収リスト

が本物かどうかを含め申立人を取材してその言い分を放送することは、取材の基本で

あろう。被申立人は「取材努力はしたが、間に合わなかった」とヒアリングで述べて

いるが、具体的で説得的な説明がなかった。 

 ② 断定的報道  被申立人は、本件放送は、市議が回収リストを入手し本物かどう

か市の幹部に問い質した動きを伝えたもので、「疑惑」が明らかになった段階で報道す

るのが責務であるとヒアリングで述べている。しかしながら、「スクープです」に始ま

り末尾の「組織ぐるみの疑いが強まっています」とのコメントに至るまで、本件放送

では、「回収リスト」が本物であることが当然の前提となっている。一般視聴者には、

申立人が市長選挙への協力を組合員に強要していたことは事実であると認識されよう。 

 ③ 内部告発者の「やくざ」という発言  被申立人は、あくまで内部告発者が証言

した比喩的発言を引用したと述べているが、回収リストが本物と決め付けられない「疑

惑」の段階では、引用を控えるべきだったのではないか。放送局の映像素材の編集の

自由（裁量）を考えれば、なぜこの発言部分を放送したのか理解に苦しむ。 

 ④ 続報のあり方  民放連の報道指針の「５ 透明性・公開性」の（２）は、「誤報

や訂正すべき情報は、すみやかに取り消しまたは訂正する」と定める。その趣旨をふ

まえれば、続報では本件放送の日時やリード部分等を明示したうえで、申立人の関与

がなかった事実を伝えるべきであった。 
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ⅢⅢ  結論 
 

 公共の利害に関する報道は、報道機関の最も重要な使命の一つであり、選挙の公正

や公務員のあり方に関するスクープ報道は、極めて意義の高いものである。本件放送

は、市長選挙に対する大阪交通労働組合の関与という、注目度の高いテーマについて

報じたものであり、公共性の高い題材を扱ったものである。しかしながら、委員会は、

上述の理由から、本件放送には放送倫理基本綱領（ＮＨＫ・民放連）および「日本民

間放送連盟 報道指針」に反する放送倫理上重大な問題があると判断した。 

 いかに報道することが重要であるとしても、裏付け取材の必要性その他の放送倫理

上の要請を軽視してよいことにはならない。また、疑惑を報道するのであれば、取材

努力を尽くしたうえで、あくまでも疑惑の段階であることが明確になるようにすべき

である。委員会は、被申立人に対し、本決定の主旨を放送するとともに、スクープ報

道における取材や表現のあり方、主要な事実が真実に反すると判明した場合の対応に

ついて社内で検討し、再発防止に努めるよう勧告する。 
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ⅣⅣ 放送内容 
被申立人が提出した同録ＤＶＤによると、本件放送は以下のような内容である。 

映像 スーパー コメント  発言およびインタビュー 
女性アナ顔出し 
（タイトルスーパー） 
「現場支援に非協力なら不利益」 
独自 大阪市の労組 職員を“ 脅迫” か 
 
 
 
 
 
（ＶＴＲスタート） 
映平松氏の紹介カード 
労組委員長が橋下市長に謝罪 

〔謝罪映像左上に 
「大阪市役所/先月４日」〕 
大阪市交通局の労働組合  
去年11月の市長選で現職・平松氏支援
の「知人紹介カード」集める⇒謝罪 
映回収リスト/文言部分 
朝日放送が入手したカードの 
回収リスト 
 
 
映内部告発者の背中 
内部告発者  
正直恐怖を覚えた 
(人を脅す)やくざと言って 
いいくらいの団体だと思う 
 
映交通局に出向いて面談する市議 
〔左上に「午前９時」〕 
内部告発を受けた大阪維新の会の 
大阪市議が交通局へ 
映発言する市議 
大阪維新の会の市議 
はっきりとしたどう喝ですよね 

映交通局総務課長 
大阪市交通局総務課長 
（リストを）ざっと見る限り 
（交通局に）在籍している職員 
職員コードもほぼ間違いない 

映並べられた回収リスト/ 
文言部分/氏名欄のぼかし 

紹介カードの回収リスト 
交通局職員の３割にあたる1867人 
政治活動が制限されている管理職も 
 
交通局総務部しか知らないコード 
番号⇒交通局の組織ぐるみの疑いも 

（リード） 
まずは朝日放送のスクープです。 
大阪市交通局の労働組合が、去年の大阪市長選挙で 
「現職市長の支援に協力しなければ、 
不利益がある」と、 
職員を脅すように指示していた疑いが、 
独自の取材で明らかになりました。 
（本記） 
大阪市交通局の労働組合は、 
去年１１月の市長選で、 
勤務時間中に現職の平松氏支援のための 
「知人紹介カード」を集めていたことが発覚し、 
橋下市長に謝罪しています。 
 
さらに、今回、朝日放送が独自に入手した 
紹介カードの回収リストには 
「非協力的な組合員がいた場合は、 
 今後、不利益になることを本人に伝える」との 
指示が書き込まれていました。 
（内部告発者インタビュー） 
「正直恐怖を覚えますね。 
やくざと言っても 
いいくらいの団体だと思っています」（音声は加工） 
 
内部告発を受けた維新の会の市議が 
けさ、 
事実確認のため交通局に出向きました。 
（市議の発言） 
「ははっきりとした 
これはどう喝ですよね」 
（総務課長の発言） 
「おおそらくざっと見る限りにおいて、 
在籍している職員で、 
職員コードについてもほぼ間違いないと」 
 
リストには、 
交通局職員の３割に当たる１８６７人が並び、 
政治活動が制限されている管理職もいます。 
 
総務部しか知らないはずの 
非組合員のコード番号も記され、 
組織ぐるみの疑いが強まっています。 
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ⅤⅤ 申立人の主張と被申立人の答弁 
提出された書面とヒアリングによると、申立人の主張と被申立人の答弁は以下のと

おりである。 

 申申立人（大阪交通労働組合） 被申立人（朝日放送） 

何
を
報
道
し
た
か 

論
点
① 

■事実に反して、リードで「（申立人
が）去年の大阪市長選挙で、現職市長
の支援に協力しなければ、不利益があ
ると職員を脅すように指示していた」
と伝え、さらに「やくざといってもい
いくらいの団体」、「（組合員を）どう
喝」、「（申立人が関与した）組織ぐる
み」などと報道した。 
 
 

■市政調査権を持つ市議が「紹介カー
ド」の回収を迫る「当該リスト」疑惑
の内部告発を受けて調査、市交通局は
徹底調査を言明した。労組が依然とし
て過度の政治活動をしていたことが明
らかになった状況の中で持ち上がった
こうした「疑惑」を報道した。 

社
会
的
評
価
の
低
下 

論
点
② 

■申立人が当該リストに深く関与し
ていた疑いを不当に強調するもので、
社会的信用や名誉を大きく傷つけた。 
■ほとんどの視聴者の認識は「やく
ざ」イコール「暴力団」であり、団体
を誹謗中傷する最も悪質なことばで
ある。 
■申立人（個人）が悪辣で反社会的な
存在である印象を植え付けた。 

 
 
 
 
 
 
 
■ニュースは、大交労組という「団体」 
について報じたもので、「個人が被害
を受けた」とする申立てそのものが不
適切。多数の誹謗中傷は「組合」に対
するもので、「個人」に向けられたもの
ではない。 

具
体
的
な
被
害 

■社会的非難の対象となっただけで
なく、多数の誹謗中傷電話によって組
合業務や活動が大きく妨害された。 
■スクープ直後から誹謗中傷の電話 
が鳴り響き、電話を取るのも躊躇する
恐怖感に苛まれた。 
 
■申立人（個人）は電話で「放送見た
ぞ、お前らこんなことして許されると
思うのか」、「税金泥棒」など人格を否
定するような罵詈雑言を浴び、精神的
苦痛を被った。家族も親族や友人から
猜疑の目で見られ、不要な心労を煩う
ことになった。 
 

■夕刊やテレビの夕方のニュースで同
様の報道をしており、誹謗中傷や苦情
の電話が弊社の昼ニュースの視聴者だ
けから寄せられたものか疑問である。 
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  申 立 人 被被 申 立 人 

公
共
性
・
公
益
性 

論
点
③ 

■国民は「正確に知る権利」を求めて
いるのであって、歪んで誤った事実を
「知る権利」を求めているのではな
い。「国民の知る権利」を掲げるなら
市民や団体の名誉権等を侵害するの
ではなく、より慎重な報道に重点をお
くべきである。 

                    

■厳しい目を向けられている巨大な組
織に対し、市政調査権のある市議が調
査に乗り出したとすれば、たとえ真偽
が確定しない途中経過であっても、
「国民の知る権利」に応えるため、ニ
ュースとして報じることになる。 
 
     

   

真
実
性
・
真
実
相
当
性 

論
点
③ 

■本件放送が指摘するような「現職市
長の支援に協力しなければ、不利益が
あると職員を脅すように指示してい
た」事実はない。職員に恐怖を覚えさ
せるような行為も行っておらず、「や
くざといってもいいくらいの団体」で
もなく、大阪維新の会の市議が言うよ
うな「どう喝」も行っていない。さら
に労組が関与した「組織ぐるみ」でも
ない。 
 
 
 
■ねつ造者の情報を盲信し、私たちに
一切確認することなく、インタビュー
を放送した（ヒアリング）。 
 
 
 
■１回の報道内容、とりわけスクー 
プには慎重な検証と裏付けが求めら
れる。スクープを焦るあまりの拙速な
報道と考える。 

■労組の関与が絶対とは断定できない
ため、「職員を脅すように指示してい
た疑い」との表現にとどめた。 
 
■内部告発者の情報は確度の高いもの
であり、これまでの告発は全て事実と
判明している。 
■本件放送は「市政調査権」を持つ市
議の調査の動きを伝えたものである。 
■リストに記載の名前と職員コードが
一致し、リストの原本も白色度の低い
大阪市役所特有の紙だった。 
 
■労組への取材努力はしたが、間にあ
わなかった（ヒアリング）。 
■「やくざ」の発言はあくまで内部告
発者が証言した印象の比喩的表現を引
用して使った。 
 
■記者が知りえた情報を総合的に判断
して報じたもので、「裏付けや検証も
不十分なまま」、「予断に基いて」報道
したわけではない。 

他
社
の
報
道 

■他社の報道によって、被申立人の責
任が免れるわけではない。一連の報道
の堰を切ったのは、視聴者に「やくざ
のような団体」という誤った認識をも
たらせた当該スクープだった。 

■疑惑が持ち上がったこと自体、視聴
者に知らせるべきニュースであり、す
べてのメディアが第１報としてこの
「疑惑」を報道している。 

局
へ
の
要
求 

■視聴率が高いＡＢＣニュース内に 
おける謝罪と放送内容の訂正。 
 
 
 

■リストがねつ造で、労組が関与して
いなかったことは続報の中で明らかに
している    
■謝罪、訂正の必要はないと考える。 
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ⅥⅥ 申立ての経緯および審理経過 
年  月  日 内  容 

２０１２年 ２月 ６日 『ＡＢＣニュース』が本件放送 

３月２６日 大阪市交通局がリストはねつ造と発表 

４月２７日 大阪交通労働組合が朝日放送に謝罪等を求め質問と要求書 

５月１４日 朝日放送が労組に回答書 

６月  ８日 労組が朝日放送に再質問書 

６月２５日 朝日放送が労組に回答書 

８月２２日 委員会が労組からの申立書を受理 

８月３０日 申立書の追加資料を受理 

９月１１日 労組が話し合い決裂を朝日放送に通知 

９月２８日 申立書に関する朝日放送の「見解」を受理 

１１月  ２日 組合員（書記）を申立人に追加した申立書を受理 

１１月１５日 上記申立書に関する朝日放送の「見解」を受理 

１２月１８日 第１９２回委員会 審理入り決定 

２０１３年  １月１８日 朝日放送の答弁書を受理 

１月２９日 申立人（労組）の反論書を受理 

２月１５日 朝日放送の再答弁書を受理 

２月１９日 第１９４回委員会 審理  

３月１９日 第１９５回委員会 審理 

４月１６日 第１９６回委員会 審理 

５月１０日 起草委員による論点と質問事項打ち合わせ 

５月２１日 第１９７回委員会 審理 

６月１８日 第１９８回委員会 ヒアリング、審理 

７月１０日 第１回起草委員会 

７月１６日 第１９９回委員会 審理 

７月２６日 第２回起草委員会 

８月２０日 第２００回委員会 審理 

９月１１日 第３回起草委員会 

９月１７日 第２０１回委員会 審理 「委員会決定」案を了承 

１０月  １日 「委員会決定」通知・公表   
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放放送倫理・番組向上機構［ＢＰＯ］ 
放送と人権等権利に関する委員会（放送人権委員会） 

委 員 長   三宅  弘 

委員長代行   奥  武則 

委員長代行   坂井  眞 

委   員   市川 正司 

委   員   大石 芳野 

委   員   小山  剛 

委   員   曽我部真裕 

委   員   田中 里沙 

委   員   林  香里 

 

 


