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「開かれたＮＨＫをめざす全国連絡会」 
放送⾏政の独⽴機関化について提⾔を提出 

 

 
「開かれたＮＨＫをめざす全国連
絡会」（視聴者コミュニティも参加）
は 10 ⽉ 23 ⽇、代表者が内藤正光

総務副⼤⾂
と ⾯ 会 し 、
「『⽇本版Ｆ

ＣＣ』でない独⽴放送委員会を」と
題する５項⽬の提⾔をまとめ内藤
総務副⼤⾂に提出しました。(1 ペー

ジ下) その後の記者会⾒のもよう 
 
 
 
 

─────────────────────────────────────────────── 
参加者：松⽥浩、⼩滝⼀志、⽯井⻑
世、松原⼗朗、岩崎貞明（敬称略） 
松⽥さんから「提⾔」について⼝頭
説明。以下、内藤副⼤⾂の発⾔要旨。 
 
○ 放送⾏政の独⽴⾏政委員会の問
題については向こう 1 年間議論する
⽅針だが、1 年後には法制化すると
決めているわけではない。もっとさ
まざまな問題が出るかもしれないし、
第⼀期鳩⼭内閣の 4 年間で取り組む
という位置づけだ。 
○ 原⼝⼤⾂がアメリカでＦＣＣの
視察をしてきたが、私もイギリス・
フランスの規制機関やメディアを視
察してきた。意外だったのは、メデ
ィア側から規制機関の評価が⾼かっ
たことだ。エビデンスに基づいて専
⾨的に検討してチェックする、とい
う規制機関側の姿勢がその信頼の背
景にあるようだ。政治的中⽴につい
ても、当初は問題があったかもしれ
ないが、いまは信頼を得ているよう
す。規制機関と政党などとのあいだ
で⽇常的に政策論議をして、政策⽴

案にもかかわっているという。⽇本
でも、政権交代を前提にした政権作
りをすべきだと思っている。 
○ 「⽇本版ＦＣＣ」という⾔い⽅は、
当初は⺠主党でもしていなかった。
「独⽴規制機関」という表現だった。
ＦＣＣは⼤統領制のもとで機能して
いるので、⽇本とは異なると考えて
いる。 
○ 内容規制についてＢＰＯで対応
するということに異論はないが、通
信と放送が融合する中、誰もが情報
発信できる環境で、ＢＰＯに参加し
ていないようなところからの情報に
どう対応するのか、皆さんからも意
⾒を出してほしい。安⼼できるネッ
トワークづくりのために、悪意に基
づいた情報や違法情報、プライバシ
ー侵害や虚偽情報などの有害情報に
どう対応すればいいのか。 
○ 通信と放送の融合を前提に考え
ていく。いまは、縦割り⾏政の影響
を⺠間も受けている状態。表現の⾃
由を守るために、ＢＰＯと規制機関
との連携もとれるのでないか。ＢＰ

Ｏの⾃律的な変化に期待したい。フ
ランスでは、規制機関が法学⽣を雇
って報道番組における政党の発⾔時
間を計測してチェックしていた。こ
れがいいとは思わないが、番組への
外形的なチェックの⼀つと考えられ
る。 
○ 独⽴⾏政委員会については、論点
整理しながら議論のスタートにつく、
というところ。まだ何も決まったわ
けではない。また、表現の⾃由を守
るために、規制ありき、というつも
りはない。もし規制機関が動く、と
いう場合があるとしても、それは例
外中の例外だと理解してほしい。 
○ 委員の⼈選については、公募制は
よいと思うが、イギリスのように公
募のための組織を作る必要がある。
また、国会同意⼈事の中では、委員
候補に対して国会の委員会での質疑
を⾏うことは前提になるだろう。Ｎ
ＨＫの経営委員会も、今のメンバー
ではメディアの専⾨家がいない。 
（まとめ・⽂責 岩崎(放送レポート
編集⻑)） 

2009 年 10 ⽉ 23 ⽇ 
開かれたＮＨＫをめざす全国連絡会 
 
 原⼝⼀博総務⼤⾂は、記者会⾒な
どで「通信・放送委員会」の創設を
⾔明しています。⺠主党の『ＩＮＤ
ＥＸ2009』にも「国家権⼒を監視す
る役割を持つ放送局を国家権⼒が監
督するという⽭盾を解消する」とあ
り、放送⾏政を政府から切り離して
放送に対する国家権⼒の不当な介⼊
を排除しようという姿勢を⽰したこ
とは、率直に評価したいと思います。 

そのうえで私たち
は、新しい委員会

の創設にあたって、⾔論・表現の⾃
由を守る観点から、最低限以下の各
点の実現を求め、ここに提⾔します。
今後の議論の参考にしていただくこ
とを強く希望します。 

新委員会には免許権限を、し
かし内容規制はＮＯ 

 これまで政府は、放送局に対して
放送内容に踏み込んだ⾏政指導を繰
り返してきました。このような措置
は憲法・放送法が保障する表現の⾃
由・番組編集の⾃由から⾒て疑問の

拭えないものでしたが、放送局は免
許権限を政府に握られているために、
反論もせず委縮してきたと⾔えます。
こうした弊害を払拭するために、放
送局への免許権限を政府から切り離
して独⽴機関に委ねることが必要で
す。現に先進諸外国では、放送⾏政
は政府から独⽴した機関が担ってい
るところが主流であり、この機会に
⽇本も世界の趨勢に倣うべきです。 
 ⼀⽅、放送局が番組で⼈権侵害な
どの問題を起こした場合、⽇本では
放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）
が迅速に、経済的負担も少ない形で

１ 

「⽇本版ＦＣＣ」でない独⽴放送委員会を 
〜放送⾏政の独⽴機関化について提⾔します〜 
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救済する仕組みがすでに機能してい
ます。屋上屋を架すことがないよう
に、この仕組みを⽣かして、放送内
容に関わる問題については、新委員
会は⼀切タッチしないことが肝要で
す。 
 この点で付⾔しますと、放送局に
免許を付与する権限や電波の割当権
限を総務省に残し、新委員会がその
権限⾏使をチェックするという制度
設計では、国家の介⼊から放送の⾃
主・⾃律を守る制度にはなりえない
ことを申し添えます。 

多数委員制と選任過程の透明
化を 

 アメリカのＦＣＣ（連邦通信委員
会）は、与野党および⼤統領の推薦
による 5 名の委員で構成されていま
すが、⽇本の場合、国⺠各層のさま
ざまな意⾒を放送⾏政に反映させる
ためには少なすぎると思われます。
中央・地⽅からの委員選出などのバ

ランスも考慮すれば、最低でも 10
名前後の委員が必要だと考えます。 
 また、委員の選任に当たっては、
選考委員会を設けて委員の候補を推
薦する⽅法をはじめ、⼀般からの公
募枠や、⽇弁連などいくつかの団体
からの推薦枠を設けるなど、選任過
程を可能な限り公開して、市⺠の⽬
に⾒えるような形にすることが求め
られます。その際、政府・総務省は
委員候補の選考過程には⼀切関与し
ない仕組みにするよう要望します。 

議事の公開など組織運営も透
明化を 

 政府の審議会が曲がりなりにも公
開の⽅向にあるにもかかわらず、総
務省の電波監理審議会はその議事を
⼀切公開しないままとなっています。
市⺠各層の意⾒を反映した放送⾏政
のために、新委員会における会議の
公開は重要な検討課題です。少なく
とも、発⾔した委員名を明⽰した議

事録の速やかな公開を義務付けるこ
とは必須だと思われます。 

事務局には役⼈ＯＢでなく⺠
間登⽤を 

 アメリカのＦＣＣは 1800 ⼈に及
ぶという事務局スタッフを抱えてい
ますが、番組内容の規制を⾏わない
組織なら、これほど巨⼤な事務局は
必要ないと思われます。それでも、
事務局スタッフを総務省などからの
出向や天下りで占めてしまっては、
独⽴⾏政委員会⽅式を採⽤する意義
が⼤きく減じられることになります。
電波⾏政は⾼度に専⾨的な知識や経
験が必要でしょうから、官僚経験者
をまったく排除することは⾮現実的
かもしれませんが、なるべく⺠間か
ら事務局スタッフを登⽤することに
して、新委員会の独⽴性を⾼めるこ
とは重要なポイントであると考えま
す。↙

─────────────────────────────────── 
ＮＨＫと政府の関係も同時に
⾒直しを 

 放送⾏政の分離と合わせて、現在
のＮＨＫと政府の関係についても、
⾒直しが必要だと考えます。国会が
ＮＨＫ予算の審議・承認の権限を持
っているために、ＮＨＫが政治記者
まで動員して質問取りなどの国会対
策を⾏うという⾮常に不健全な慣習
が続いています。政治介⼊を排除し、
報道機関としてのＮＨＫの⾃⽴・⾃
律を促すためにも、ＮＨＫ予算の国
会承認制度の廃⽌を求めます（ＮＨ
Ｋと同様に受信料で成り⽴っている

英国のＢＢＣは、国会に対しては決
算の報告のみで予算の承認は受けて
いません）。 
 また、放送⾏政の新しい委員会に
ついて上記のように最⾼度の透明性
を求めるのと同様に、ＮＨＫ経営委
員会のあり⽅についても改善が必要
だと考えます。委員選出過程に公募
枠を設け、政府・総務省は委員候補
の選考に関与しない仕組みにするな
ど、市⺠の⽴場に⽴った経営委員会
の改⾰を、この機会に強く求めます。 
 ⽇本は、アメリカのように⺠間放
送のネットワークが圧倒的に普及し

ている国や、ヨーロッパ諸国のよう
に政府が関与した公共放送が主体に
なっている国々とはいずれも異なっ
て、巨⼤な公共放送と複数の⺠間放
送のネットワークという、⾮常に充
実した放送実態を持っています。で
すから、放送⾏政のあり⽅について
も、⽇本独⾃の仕組みが求められる
はずです。「⽇本版ＦＣＣ」という⾔
い⽅にとらわれず、諸外国の制度の
良いところを参考にしながら、より
豊かで⾃由な放送環境を創出できる
放送⾏政の実現を、切に望みます。 

以上     ■ 
─────────────────────────────────────────────── 
理念を各論に貫くために 

醍醐聡のブログより 
 
政権交代を機に放送⾏政を政府か

ら切り離し、独⽴の第三者委員会（独
⽴放送委員会・仮称）に移す構想が
検討され始めた。その根本にあるの
は「国家権⼒を監視する役割を持つ
放送局を国家権⼒が監督するという
⽭盾を解消する」という理念である。
この理念には国家と放送局のあるべ
き関係が凝縮されており、私も⼤い
に賛同する。問題はこの理念を各論
にどう貫くのかである。 

この点で気がかりなのは、原⼝総

務⼤⾂が放送に関する⾏政権限は政
府に残し、権⼒の不当な介⼊がない
かどうかを監視するのが委員会の役
割だという趣旨の発⾔をしている点
である。しかし、独⽴放送委員会が
総務⼤⾂なり政府の放送⾏政権の⾏
使を不当と判断した時、その権限⾏
使を差し⽌めるほどに強い権限を持
たないかぎり、委員会は総務⼤⾂の
諮問機関ないしは現在の電波監理審
議会と⼤差ないものとなる。これで
は放送局を国家が監督するという⽭
盾を解消できない。そうならないた
めには、放送⾏政権限そのものを独
⽴放送委員会に移管する必要がある。 

もうひとつ気がかりなのは、内藤
副⼤⾂が、「緊急の場合に限って」と
断りながらも、委員会に番組内容を
規制する権限も持たせるべきと発⾔
している点である。しかし、わが国
では⼈権侵害や虚偽の放送がなされ
た場合は、放送倫理・番組向上機構
（ＢＰＯ）が迅速に審査にあたり、
被害者を救済するなどの仕組みが機
能している。独⽴の第３者機関とい
えでも、⾏政権限を持つ者が番組内
容を規制する権限を併せ持つことは
避けるべきである。 
 
 最後に、独⽴放送委員会への国家

２ ３ 

４ 

５ 
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権⼒の⼲渉・介⼊を排除する上で重
要なことは委員の選任⽅法である。
従来の政府審議会のように政府が⾃
分の意に沿う「有識者」を物⾊して
委員会に送りこみ、これら政府に「優
しい」委員を遠隔操作することによ
って委員会を政府のコントロール下
に置くのでは独⽴機関の名に値しな
い。そうならないためには、委員を
選考するプロセスに政府は⼀切関与
しない仕組み（選考委員会の設置、
公募・推薦制の採⽤など）を⼯夫す
る必要がある。 
政府・国会とＮＨＫの関係も抜本的
に改⾰すべき 
 「開かれたＮＨＫをめざす全国連
絡会」がまとめた今回の提⾔の中で
もうひとつ注⽬したいのは、放送⾏
政の独⽴機関化と併せ、ＮＨＫに対
する国家権⼒、政府の⼲渉、介⼊を
排除するために不可⽋と考えられる
制度改⾰として、ＮＨＫの予算・事
業計画に関する国会承認制の廃⽌を
打ち出した点である。国⺠、有権者
の代表が国政をめぐって審議をする
公開の国会でＮＨＫの事業活動の⾻
格をなす予算、事業計画を審議し、
その承認をまって成⽴するという仕
組みは⼀⾒、⺠主主義の⼿続きに沿
うかにみえる。 
 しかし、よく考えてみると、ＮＨ
Ｋの放送事業は「国政」ではない、

むしろ、「国政を監視する有権者の知
⾒を涵養する」活動である。国家権
⼒を握る政府・与党がメディアによ
る監視の第１の対象であるといはい
え、メディアは国政全般を監視する
使命を負っており、国家の三権――
司法、⾏政、⽴法の各機関――から
独⽴性を保つことが求められる。と
りわけ、議員内閣制の下で多数党が
⽴法府のみならず、⾏政府をも組織
し、⾏政権の⾏使に強い影響⼒を及
ぼす制度の下では、国会からの独⽴
性を確保する必要がある。 
 予算、事業計画の国会承認制があ
るがために、従来、与党議員は予算
審議に名を借りて、ＮＨＫの個別の
番組や⼈事にまで⼲渉し、番組制作
に対する威嚇、牽制を繰り返してき
た。また、予算、事業計画の国会承
認制があるがために、予算案等の国
会提出に先⽴ち、ＮＨＫ役職員が総
出で国会議員を回り、会⻑以下幹部
は与党の⾮公式の部会等に呼ばれて、
様々な注⽂をつけられてきた。さら
にいえば、予算、事業計画の国会承
認制があるがために、総務⼤⾂はＮ
ＨＫから提出された予算案、事業計
画に「意⾒を付けて」国会に提出す
る⼿続きが法制化されている。そし
て、その⼀環として、総務⼤⾂が重
要と認めた課題について特に留意し
て放送をするようＮＨＫに「要請す

る」（従来は「命令する」）制度も法
制化されている。しかし、数あるテ
ーマの中で「何が重要か」を選別す
るのは編集の⾃由の根幹をなすもの
である。これについて所管⼤⾂が判
断を差し挟むことを可とする仕組み
は放送の⾃由と本質的に相いれない。 
政権交代を機に、こうした⾏政府に
よるＮＨＫへの不当不合理な⼲渉・
介⼊を可能にした法制度を廃⽌する
ことは放送⾏政の独⽴機関化を実効
あるものとするためにも不可⽋の課
題であることを強調しておきたい。 

             ■ 
⽇本版 FCC がいよいよ検討開始，総
務省がフォーラム⽴ち上げ New 
 
総務省は 2009 年 12 ⽉ 1 ⽇，「今後
の ICT 分野における国⺠の権利保障
等の在り⽅を考えるフォーラム」を
発⾜させると発表した。⽬的として，
「⺠主主義の基礎となるインフラで
ある ICT（情報通信技術）分野にお
いて，「⾔論の⾃由を守る砦」をはじ
めとする国⺠の権利保障などの在り
⽅について検討すること」を挙げて
いる。つまり，⺠主党政権のいうと
ころの，いわゆる⽇本版 FCC を検討
することになる。(ITpro)      ■ 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/articl
e/NEWS/20091201/341351/ 
 

 
COLUMN 
「NHK 番組改変事件・何が残された
課題か」に出席して「語る会」会員 
「従軍慰安婦」問題の全体状況から、
放送分野以外に⽬を向ければ、どう
なっているでしょうか。 
●昨今皆さんもご存じの通り、外国
の幾つかの議会において⽇本軍「従
軍慰安婦」問題が取り上げられ、複
数国による解決を求める国際的な圧
⼒となっている状況があります。 
●また、雑誌メディアにおいては、
関連書籍の出版も少なくなっていま
すが、連綿と続いている状況にあり
ます。 
●放送に近い映画の分野では、北朝
鮮の「従軍慰安婦」の発掘が⾏われ、
独⽴系の映画として公開運動が始ま
っています。 
●そして、幾つかの地⽅議会におい

て、この問題の早期解決を願う決議
が、市⺠運動の側から提出され議決
されるという新しい状況も現れてい
ます。 
これらの事実は、底流に市⺠運動の
側の動きがあり、ひたひたと少しづ
つではあるけれど確実に問題解決の
⽅向で波のように押し寄せているこ
とを⽰しており、そして政権交代を
迎えた状況になっています。 
●このような「従軍慰安婦」問題を
めぐる全体状況の中にあつて、特異
な姿を⽰しているのが、「番組改変」
以来の放送メディア、特に NHK の異
常な⾔論姿勢・取材⽋落の姿を⽰し
ていると、声を⼤きくして⾔わなけ
ればなりません。 
こんな⽇本の⾔論状況を何時までも
許しておいては、放送の⽬的である
⽇本の「⺠主主義の健全な発達」に

⽀障を来すのです。 
 
「従軍慰安婦」をめぐる全体状況と、
そのもとで何が起こっているのか、
何が我々の損失なのか、何が是正さ
れてしかるべきなのか、⽩⽇の下に
出して議論して⾏かなくては、⽇本
の未来はないのです。いわば、天皇
問題以上の⽇本の⺠主主義の「アキ
レス腱」になっています。 
 ⾔論に⽳が空いた状況を許してお
いて、⽇本の「健全な⺠主主義の発
達」は、あり得ないのです。事ほど
左様に重⼤な問題を含んでいる課題
なのだと⾔うことを、私たち⾃⾝が
確認しておくことが⼤切に思います。 
この点を明確にすることは必要に思
います。それは私たち⾃ら確認して
おくべき「⽇本という⾃分の姿」な
のですから。                ■ 
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第 1 部 
---ナレーション (永⽥⽒) 
性暴⼒を「⼈道に対する罪」として
裁く。証⼈＝６０⼈以上  
欧州、アジアのメディアからの注⽬。  
今回の法廷のきっかけ＝「責任者を

処罰せよ」の絵（「責任者」が⽊に縛
り付けられている--韓国⼈元慰安婦
姜徳景(カン・ドクキュン)さんの絵）  
（⼥性国際戦犯法廷の説明  
http://home.att.ne.jp/star/tribu
nal/ から引⽤  
http://www1.jca.apc.org/vaww-

net-japan/womens_tribun
al_2000/index.html  か ら
引⽤  
⾸席検事発⾔ 
東京裁判の⽋陥を補う物。  
東京裁判では証拠があり裁け
たのにしなかった。  
この裁判では被告と弁護⼈が
いないため、アミカスキュリ
エ（法廷助⾔者）を採⽤した。
アミカスキュリエは、通常死
者を裁くことは出来ないと指
摘した。 
＜⽣き残ってきた⼥性たちの
声に⽿を傾けよう。＞  
● 処⼥の亡霊となって死に
たくなんかない。 
 ムン・ピルギ(韓国)  
●．私たちは、家に帰っても、
泣いているばかりだった。だ

れに⾔うこともできない。⾔えば殺
されるから。あまりにも恥だったか
ら深い⽳を掘って、そのなかに埋め
てしまいました。  マキシマ・レガ
ラ・デラ・クルーズ（フィリピン）  
● 私は⼈⽣を失い、汚れた⼥と⾒
なされました。⽣きていくための⼿
段もなく、仕事もほとんどありませ
んでした。ひどく苦しみました。次
の世代の⽇本⼈はその親たちがこ
んなに酷いことをしたのだと、私の
苦しみを知るべきです。 
 ⾼寶珠（台湾）  
● 夫が⾔いました。「どうせ残り物
なら、⼈間より⽝のほうがましだ」
と。ベレン・アロンソ・サグン（フ
ィリピン）  
● 私は韓国から離れて５６年にな
るので韓国語がうまく話せません。
すいません、すいません。  
● １９４４年１７歳で武漢へ 

（今でも武漢に）  
私は処⼥でした。軍医が処⼥である
証明書を出した。そのため上官が最
初に相⼿となった。痛くて尿がでな
くなってもいやがると殴られた。  
● オランダ軍捕虜収容所から連⾏
されたジャンヌ・オヘネルさん  
● 中国⼭⻄省の万愛花さん（抗⽇運
動に参加）  
（拷問された）私の体を⾒てくださ

〜番組の当事者と考える TV ジャーナリズムの現在〜 
2009 年 10 ⽉ 24 ⽇（⼟）pm1〜5 時 武蔵⼤学(江古⽥) 
パネリスト 
  ⻑井暁⽒   (当時 NHK デスク、現ジャーナリスト) 
  広瀬涼⼆⽒（当時ドキュメンタリー・ジャパンプロデューサ) 
  永⽥浩三⽒（当時 NHK プロデューサー・現武蔵⼤学社会学部

教授） 
コメンテーター 
 野中章弘⽒（アジアプレス・インターナショナル） 

全体進⾏と報告 
 ⼩⽟美意⼦⽒（武蔵⼤学社会学部教授)  

 （主催者より） ETV 事件の背景には、NHK と制作プロダクシ
ョンとのいびつな⼒関係があります。武蔵⼤学では、当時の担当
者たちを招き、ETV 事件が今も問いかける問題について考えま
す。特に今回のシンポジウムでは、なぜドキュメンタリー・ジャ
パンは、放送前に制作現場から離れることになったのか。当初放
送しようとしていた番組はどんなものだったのか。当時の担当者
に詳細に語っていただきます。 
 

 
シンポジウムでは最初に改変前の映像が初めて公開されました 
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2001/1/24 の第⼆回吉岡部⻑試
写⽤（DJ 最終版）DVD（49 分） 
(←町永アナ、⾼橋哲哉⽒,⽶⼭リサ⽒) 
 
ＮＨＫ幹部が政治家に会ったあとカ
ットされた慰安婦や加害兵⼠の証⾔
が含まれるが、⾳⼊れ前のため永⽥、
⼩⽟両教授がナレーションを担当し
た。 

 
● 圧倒的現実感の証⾔と決して雄弁ではない⽶⼭リサさんの訥々とし
たコメントは「裁きなくして和解なし」の意味を理解させるものでした。 
● また⻑井暁⽒の 
”番制局⻑名で会⻑宛に『DJ と VAWW-NET がつるんで番組をのっと
り PR の場にしようとした』ため我々はそれを未然に察知し防いだのだ
という報告書が出されている。（NEP と DJ を切り捨てることによって
みずから⾝を守るだけではなく、この”功績”により{幹部達は}さらに
出世していった。）”（注：永⽥浩三⽒によれば当初このような”陰謀論”
を吹き込まれていたため坂上⾹さんらのエールにすぐに応えられなか
ったが、その後 DJ の広瀬⽒に事情を聞きこの説には根も葉もなかった
ことが解ったと⾔います。） 
とのコメントを聞き、{幹部達の}「災い転じて福となす」術の凄さに
危うく拍⼿するところでした。   以下詳細レポート 
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い。５０年間苦しんできた。(と証⾔
した後、失神した。)  
● 東チモールのエスメラルダさん
「私たちはまるで動物のように扱わ
れた」⽇本を⾒るためにきたんじゃ
ない。笑えばいい。 
正義を得るためにきたんだ。 
● 兵⼠の証⾔１．元陸軍伍⻑・⾦
⼦安次さんの証⾔  
「NHK・ETV 特集から消された戦場
の証⾔」から  
http://www.ne.jp/asahi/tyuukire
n/web-site/syougen/nhk_special
.htm (参照) 
この問題をぬきにしては戦争の実態
はわからない。恥
を忍んで証⾔し
た。  
兵⼠の証⾔２．? 
⽶⼭リサさん  
何度聞いても圧

倒される。思わず
沈黙してしまう。⽴ちつくす。しか
しあなたの気持ちはわかりますと即
座に答えることには問題がある。そ
れを⾃分の⾔葉に置き換えて、どう

なのか。「慰安婦否定」のような⽇本
政府⾼官の発⾔、歴史教科書問題な
ど⽇本の現状のことを彼⼥らは知っ
ている。そこを⾃分としてどう引き
受けるのかということ。  
⽶⼭⽒ 公式謝罪を求めている。 
（ＮＨＫ「⼥性戦犯国際法廷」番組
改竄・⽶⼭リサまとめより）  
http://postx.at.infoseek.co.jp/N
HK-kaizan/yoneyama.html 参照 

⽇本軍あるいは⽇本政府が、かつ
て過去に犯した⾏為が犯罪であった
かどうか、その判断ですね、つまり
裁きですね、それを下す⼿段も経な
いまま、したがって、処罰されず免
責されたまま、その上で、許される
ことを前提とした謝罪を⾏ってきた、
そういうふうに⾒られているからで
はないかと思うんですね。法廷の主
催者の⽅々がこの法廷を開くにあた
って、⼀つの可能性としては南アフ
リカで⾏われている真実と和解委員
会、それをモデルにするのではなく
て、むしろ刑事処罰を⽬指した刑事
裁判に近いものにしたい、と、そう
いう判断をされたということを主催

者の⽅がいっている。このことはす
ごく⼤切なこと。和解というのは、
取り返しようのない、償いようのな
い過去にどう向き合うかというとき
に、解決しようのない問題があるに
もかかわらず、どこか暴⼒を受けた
側と暴⼒を加えた側が⼀気にその⼤
きな深い溝を、(越えられるはずのな
い溝を)越えてしまうんだ、越えてし
まおう、という意図があると思うん
ですね。法廷がそういった和解を前
提としたものではない、和解を予め
⽬指したものではない、ということ
が⼤事だと思うんです。法的な判断
が下されようとしている⾏為ですね、
裁きが下されようとしている⾏為、
それ⾃体が恐らく和解などは到底許
されようのないものだ、それほど償
いきれないものだ、謝罪しきれない
ものだということをある意味で垣間
⾒せているのではないかと思うんで
すね↙  

───────────────────────────────── 
⾼橋哲哉
⽒  
ラッセル
法廷の説
明 
90 年 代
初めての慰安婦証⾔  
旧ユーゴ法廷  1993 年  
ルワンダ法廷  1994 年  
性暴⼒が「⼈道に対する罪」として
国連⼈権委員会で認定。  
●2 国間条約は⼈道に対する罪＝
「慰安婦」問題には適⽤されないと
国際条約で認定されている。  
●新しい⼀歩を踏み出すことが重要。 
吉⾒義明中央⼤学教授 
 ⽇本軍関与の証拠。兵⼠の不満が
上官へ向かわないようにするための
慰安所 
 
 
 
 
 
 
 

＜３⽇間の審議の結果＞ 
当時既に批准されていた婦⼥⼦売

買禁⽌条約、強制労働条約、1907
年のハーグ条約、1926 年の奴隷条
約の国際慣習法に違反している。 
⽇本軍の強姦、慰安婦制度は「⼈道
に対する罪」を構成する。国家責任
あり。昭和天皇は有罪。  
最終判決は３／４の予定 
町永⽒ 過去の清算をすることが未
来への発信につながるというメッセ
ージ。          (DVD 終わり)  
 
永⽥⽒より放送版との違いを説明  
１．放送版では前夜の「⼈道に対す
る罪」のおさらい⻑々と。  
２．主催者の説明を削除  
３．模擬裁判ではなく当事者が参加
している←削除  
４．⽶⼭リサさんコメントズタズタ  
５．きっかけが「責任者を処罰せよ
と」の⼀枚の絵←削除  
６．裁判官のこの法廷のねらい←削
除        
 
第 2 部 

（NHK と制作会社との圧倒的⼒の
差により責任はすべて DJ に押しつ
けられ、坂上⽒はドキュメンタリー
の世界から排除され、広瀬⽒は辞表
を出し個⼈プロダクション”ホーム
ルーム”をオープンした。） 
広瀬凉⼆⽒、（当時ドキュメンタリ
ー・ジャパンプロデューサ、 
現ホームルーム・プロデューサ）  

● NHK から話をもらったとき 
１．慰安婦問題 ２．天皇制 
３．フェミニズム の３つのタブーを
のり越えてやると決まったのなら
DJ もやりたいといった記憶あり。  
● 1/24 ⽇は１W 前なのに全く吉岡
B と整合がとれていないことに驚い
た。怒るだけでどう直せというわけ
でなく”そもそも慰安婦問題などニ
セモノ”などの発⾔が⾶び出すほど
でこれではとてもやってけないとい
うことになった。  
● NHK との守秘義務契約で⼀切こ
の件についてしゃべれなくなった。  
VAWWーNET に説明にいくときも
1 ⼈でいってはだめ、NHK のお⽬つ
き付き。  

 

 

 


