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 「法と民主主義」11月号掲載 
（日本民主法律家協会の許可を得て転載） 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

■『ＪＡＰＡＮデビュー』を集団提訴 
 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 ＮＨＫが二〇〇九年四月五日夜九

時から放送したＮＨＫスペシャル『シ

リーズ・ＪＡＰＡＮデビュー 第一回  

アジアの“一等国”』。ＮＨＫの説明に

よると、この『ＪＡＰＡＮデビュー』

は、横浜開港一五〇年となる〇九年か

ら三年間にわたって日本の近現代史

を見つめ直そうとする大型企画「プロ

ジェクトＪＡＰＡＮ」の初年度に四回

シリーズで放送された番組だ。ちなみ

に、「プロジェクトＪＡＰＡＮ」の番

組群のなかには、司馬遼太郎原作のス

ペシャルドラマ『坂の上の雲』も含ま

れている。  シリーズ第一回の『アジアの“一等

国”』は、「日本が最初の植民地とした

台湾に近代日本とアジアの原点をさ

ぐり、これから日本がアジアの人々と

どう向き合っていけばよいのかを考

えようとしたもの」（ＮＨＫホームペ

ージに掲載された説明）で、台湾に保

存されていた「台湾総督府文書」など

の貴重な史料や映像、証言などによっ

て、日本が台湾に対して行った「皇民

化政策」などの植民地統治の実態に迫

ったものだった。 
 この番組に対して、放送直後からＮ

ＨＫに対する抗議が殺到、質問書や抗

議声明などが次々とＮＨＫに送りつ

けられた上、再三にわたって抗議デモ

が展開されて、東京・渋谷のＮＨＫ放

送センターヘの乱入騒ぎまで発生し

た。  ＮＨＫの周辺をはじめ各地で抗議

集会が行われ、また五月には産経新聞

紙上で「ＮＨＫの大罪」と大書し、賛

同者の氏名を大量に羅列した一ペー

ジ大の意見広告も掲載された。さらに

六月二五日には、「番組の内容が偏向

し、公正さなどを期待した視聴者が精

神的損害を受けた」として、小田村四

郎・元拓大総長ら八三八九人がＮＨＫ

に対し一人当たり一万円の損害賠償

を求める集団訴訟を東京地裁に起こ

すに至った。また千葉県議会では七月

八日、「日本放送協会（ＮＨＫ）の偏

向報道に関する調査と行政指導を求

める意見書」を賛成多数で可決してい

る。   こうした一連の動きが、いわば組織

的に取り組まれているのは明白であ

る。「日本文化チャンネル桜」のホー

ムページ上には、「訴訟委任状」のフ

ォーマットが用意され、ダウンロード

した用紙を署名捺印してチャンネル

桜に郵送すれば、訴訟に参加できるよ うになっていた。同ホームページでは

「今回の金銭的なご負担は委任状の

郵送料のみです」などと、誰でも気軽

に集団訴訟へ参加できるように呼び

かけが行われていた。 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

■抗議内容とＮＨＫの対応 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 彼ら右翼勢力は、この番組のどこを

問題にしたのか。七月三日にＮＨＫの

福地茂雄会長あてに提出された、番組

出演者の台湾人六名による抗議・質問

書などによると、番組で使用されてい

る言葉のうち、主に以下の四つについ

て抗議や訂正要求を行っている（これ

は、日本の右翼勢力が彼らに対してＮ

ＨＫに抗議するよう働きかけを行っ

た結果とみられる）。 
①「人間動物園｣ーロンドンの「日英

博覧会」での台湾の先住民バイワン族

のようすを「人間動物園」と紹介して

いるか、日本にこのような言葉はない。 

②「日台戦争」ー清国が台湾を日本

に割醸した当初の台湾での反抗は「戦

争」ではなく「武装抵抗」と表現すべ

きだ。 ③「漢民族」ー台湾では、戦後大陸

から逃げてきた中国人を除けば、自ら

を「台湾人」だと思っている人が圧倒

的に多いのに、なぜ「漢民族」だと強

調するのか。 ④「中国語」ー当時台湾の人々が使

っていたのは「台湾語」と呼ばれてい

る閩南語や客家語といった先住民族

の言語であり、それを「中国語」と表

現するのは不適当だ。そして、台湾人 のインタビューが恣意的に編集され、

日本が台湾占領時代に行った良い部

分はすべて黙殺し、否定的な部分ばか

り強調していることが「偏向」の理由

だという。  こうした抗議に対して、ＮＨＫは異

例の対応ながら、自らのホームページ

上で六月一七日と七月二二日の二回

にわたって〈「アジアの“一等国”」に

関しての説明〉を掲載した。このなか

で、「人間動物園」については、当時

の東京朝日新聞で現地取材した記者

の長谷川如是閑が「台湾村については、

観客が動物園へ行ったように小屋を

覗いている様子を見ると、これは人道

問題である」と書いていたこと、「日

台戦争」については、台湾全島「平定」

までの戦闘では日本軍だけでも死者

五〇〇〇人にのぼり、一九九五年に聞

かれた『日清戦争百年国際シンポジウ

ム』以降、「日台戦争」という用語が

使用されていること、「漢民族」と「中

国語」については、閩南系も客家系も

漢民族の下位分類に位置付けられて

おり、閩南語や客家語は言語学上も中

国語の一方言だとする研究者の見解

があること…など、ＮＨＫは根拠を示

しながら一つひとつ説明し、「内容に

偏向はないこと、事実関係や用語に間

違いはないこと、またインタビューは

適切に編集していること」を訴えて理

解を求めた。 
 しかし、右翼勢力はこうした説明に

納得する様子もなく、一〇月に入って

「日本文化チャンネル桜」もＮＨＫを

ＮＨＫ支配にうごめく政財界と右翼 
コラム                  『放送レポート』編集長  岩

崎
貞

明 
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名誉毀損と営業妨害で提訴するなど、

ますますＮＨＫに対する攻撃を強め

ている。彼らの心理としては、親日感

情を持つ人が多いとされる台湾に対

して日本が強権的に支配していた事

実を強調することが容認できない、と

いうことだろうが、前記の質問の内容

などを見ても、その背景には中国に対

する拒否反応が色濃く感じられる。

『ＷＩＬＬ』『正論』『ＳＡＰＩＯ』な

どの右派オピニオン誌を覗いてみる

と、中国への嫌悪感や脅威論をひたす

ら敷衍しているような論考が数多く

見られる。  昨年公開されたドキュメンタリー

映画『靖国 ＹＡＳＵＫＵＮＩ』をめ

ぐって、やはり右翼勢力から攻撃の火

の手が上がり、いくつかの映画館が上

映中止に追い込まれた事件はまだ記

憶に新しいが、感情的とも言える抗議

活動の背景には、ハ月一五日の靖国神

社とそこに訪れる人々を冷ややかに

描いたという製作手法の問題よりも、

あの映画の監督が中国人だったとい

う事実のほうに、より根強い反発材料

があったのではないだろうか。 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

■ＮＨＫ内部からの「攻撃」 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 以上のような外部からの圧力に対

しては、ＮＨＫは言論・表現の自由を

守る自立した報道機関として、毅然と

した態度が求められよう。これまでの

ところ、番組に関するＮＨＫの説明は

一貫して「ぶれ」がなく、毅然とした

態度を保っているように見える。  しかし、いまＮＨＫに仕掛けられて

いる攻撃は、外部からのものばかりと

は限らない。『アジアの“一等国”』を

めぐっては、ＮＨＫの業務を監督する

経営委員会の内部でも、まるで右翼勢

力の意を受けたかのような議論が展

開されている。 
 番組の放送から一ヵ月半ほど経過

した五月二六日の経営委員会で、弁護

士の小林英明委員が、この番組のこと

を取り上げた。〇七年に改正され、〇

八年四月に施行された改正放送法で

は、第一六条の二の第二項で「経営委

員は、個別の放送番組の編集について、

第三条の規定に抵触する行為をして

はならない」と規定している。「第三

条の規定」とは「放送番組は、法律に

定める権限に基づく場合でなければ、

何人からも干渉され、又は規律される

ことがない」という、放送局の番組編

集の自由を保障したものだ。つまり、

経営委員といえども、個別の番組の内

容に干渉するような行為は放送法が

禁じているのである。 
 ところが小林委員は、経営委員会の

席上で〈その考え方は正しくないと考

えます〉〈私は少なくとも放送された

番組が法律に違反、あるいは違反した

疑いがあると考えたときは、その番組

内容について発言したり意見したり

することは経営委員の役割であると

考えています〉と発言している（ＮＨ

Ｋ経営委員会議事録より。以下同様）。

経営委員の行う職務の一つとして「役

員の職務の執行の監督」があり、経営 委員には執行部が行った番組の制

作・放送という職務の執行行為につい

て監督する役割を与えられている、と

いうのだ。つまり、職務執行として個

別の番組について発言することは放

送法第三条の「法律に定める権限に基

づく場合」に該当する、という理屈を

展開したのである。 こうした上で、

小林委員は〈『アジアの“一等国”』に

ついて、「日台戦争」ということばを

使っていました。…（中略）…私の歴

史の知識によれば、このような歴史的

事実はなかったと思います。このよう

な歴史的事実がなければ、そのような

内容の放送をすることが放送法に違

反すると思いますが、どのようにお考

えでしょうか〉と、ＮＨＫ執行部に問

いただした。これに対して執行部から

は、日向英実理事・放送総局長が日本

台湾学会の説などを説明し、若干の応

酬の後、別の委員の〈そういう意見が

経営とどう関係しているのですか〉と

いう、小林委員を半ばたしなめるよう

な発言でひとまず終わりになってい

る。  経営委員による個別番組への干渉

を禁じた放送法第二八条の二の第二

項は、〇七年の法改正に際しての国会

審議の中で、議員から出された修正意

見によって新設された条項だった。経

営委員会に常勤の委員を含む「監査委

員会」を設置することなど、経営委員

会の機能が強化されることに合わせ

て、仮に経営委員会が“暴走”した場

合の一定の歯止めを目的として設け られた規定と言える。前記の小林委員

の発言は、ＮＨＫの業務に対して経営

委員はその監督権限をもってあらゆ

る問題に介入できる、と強弁している

に等しく、新設されたこの条項の立法

趣旨をまったく無視した乱暴なもの

と言わざるを得ない。 
 そして、小林委員の発言内容も、放

送法第三条の二第一項（正確に引用す

ると「報道は事実を曲げないでするこ

と」）を持ち出して番組を問題視して

いるが、これは事実の解釈にかかわる

問題について規定しているわけでは

ない。もしそうなら、それこそ憲法二

一条が保障する表現の自由を不当に

侵害する違憲立法となってしまう。 

 だいたい『シリーズ・ＪＡＰＡＮデ

ビュー』は「報道」番組に該当すると

も言えないし、百歩譲ってもし仮に事

実と異なる表現が一部含まれていた

としても、法に定められた訂正放送な

どの措置をとれば十分ではないだろ

うか。この程度の事態をもって「放送

法に違反する」と経営委員会の席でわ

ざわざ騒ぎ立てるような有様は、ＮＨ

Ｋの局舎に大挙して乱入した右派活

動家らの言動とまるで変わるところ

がない。  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

■政財界が浸食するＮＨＫ中枢 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 小林氏はいわゆる「ヤメ検弁護士」

で、元首相の阿倍晋三衆院議員の訴訟

代理人（雑誌『噂の真相』に対する名

誉毀損訴訟）を務めた経歴がある。小

林弁護士が経営委員に選任された当
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時の経営委員長は富士フイルムホー

ルディングス社長の古森重隆氏で、古

森氏もまた安倍元首相を囲む財界人

の私的会合「四季の会」のメンバーだ

ったことが知られている。古森氏は経

営委員長時代、選挙期間中の番組のあ

り方や、国際放送は「国益」を重視す

べきといったような、放送内容に踏み

込んだ発言を繰り返して物議を醸し

た人物だ。また古森氏在任当時の経営

委員会は、「視聴者への還元」として、

二〇一二年からのＮＨＫ受信料の一

〇％引き下げを、ＮＨＫ執行部の強硬

な反対を押し切り、経営計画の修正ま

で行って決定している。政府から見れ

ば、「経営の効率化」という新自由主

義的政策をＮＨＫに導入した立役者、

ということになるのだろう。古森氏同

様小林氏も、一種の「政治的シフト」

の中で経営委員会に送り込まれた“ト

ロイの木馬”と言えそうだ。ちなみに

安倍氏は『アジアの“一等国”』に関し

て、古屋圭司議員らとともに「番組内

容を検証する」という議員連盟「公共

放送のあり方について考える議員の

会」を六月一一日に発足させている。 

 現在の経営委員会は委員長、委員長

代行という要職を含めて一二名中四

名が企業の経営者もしくは経営経験

者で構成され、また大学教員の委員に

は経済学者が複数参加している。一方、

文化・芸術関係、またはメディア・情

報関係の専門家と目される委員はほ

とんど見当たらない。経営委員は国会

の同意を得て内閣総理大臣が任命す ることになっているが、全体として経

済重視・文化軽視の人選傾向がみられ

る。  さらに言えば、古森氏が連れてきた

という現ＮＨＫ会長の福地茂雄氏は

アサヒビールの社長・会長・相談役を

歴任し、専務理事の金田新氏はトヨタ

自動車専務からの転身だ。ＮＨＫの中

枢は、いつのまにか「財界の出張所」

と化しているかのようだ。 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

■政治との不透明な関係の一掃を 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 一方、ＮＨＫが政治的影響を受けや

すいのは、前記のようにＮＨＫの業務

を監督する経営委員会の人事が国会

同意のもとに内閣によって決定され

るという問題もあるが、最大のネック

は放送法第三七条に定められている、

ＮＨＫ予算・事業計画の国会承認制だ

ろう。 自民党政権時代は、自民党の政調

会・総務会などによる法的根拠のない

事前審査の慣例があり、ＮＨＫの会長

以下幹部が自民党本部に呼び出され

て、番組の内容まで追及・非難の対象

にされた。『ＥＴＶ２００１』番組改

変事件も、このような慣習がまかり通

っていたために発生したと言えよう。 

経済成長に伴って人件費・番組制作

費が増大するため、ＮＨＫはこれまで

受信料の度重なる引き上げを余儀な

くされてきた。このため、ＮＨＫは予

算を国会で無事に通過させることが

至上命題となり、「総合企画室」など

を中心に、報道局政治部の担当記者も 大量動員して国会議員対策に当たる

ようになった。報道という公共的使命

を帯びているはずの記者を、自らの経

営上の業務に就かせるという「公私混

同」が年中行事となっているのである。 

これがＮＨＫの局内にあっては、政

治郎の発言力が大きくなるという事

態を生んだ。島圭次・海老沢勝二と政

治部出身の会長が続けてＮＨＫに君

臨したのも、こうした事情の産物と言

える。そして番組制作現場でも、例え

ば『ＮＨＫスペシャル』で自衛隊を特

集した際、収録スタジオに政治部記者

が現れて、番組で使用されるＶＴＲの

差し替えを指示していたなど、番組制

作者の内部的自由に関わるような問

題もしばしば起きているという。 

 民主党・社民党・国民新党の連立政

権となった今こそ、このような“陋習”

を断ち切るチャンスではないだろう

か。まずは与党によるＮＨＫ予算の事

前審査を廃止し、国会承認制も取りや

める方向に向かうことが「ＮＨＫを市

民のものにする」第一歩となるはずだ。 

  岩崎 貞明（いわさき さだあき） 

一九六三年東京生まれ。八六年テレビ朝日入

社、報道局記者、『ザ・スクープ』ディレク

ター、報道番組『スーパーＪチャンネル』デ

スクなどを務める。九六年から九九年まで民

放労連中央執行委員長。二〇〇一年テレビ朝

日を退職、メディア総合研究所事務局長兼

『放送レポート』編集長に。立教大学非常勤

講師も務める。共著書に『放送法を読みとく』

（商事法務）など。 
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