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特集★NHK 番組改編問題と
BPO の役割  
マスコミ市⺠ '09.8 より 
(許可を得て転載: 8 ⾴の案内参照) 
http://masukomi-shimin.com/ 
 
 戦時性暴⼒と天皇の戦争責任を
扱ったＥＴＶ特集・番組改変問題で、
「放送倫理・番組向上機構（BPO）」
の放送倫理検証委員会は、４⽉ 28
⽇に「ＮＨＫの番組制作部⾨の幹部
が⾏った番組放送前の政府⾼官等
との⾯談とそれに前後する番組改
変指⽰は公共放送にとって最も重
要な⾃主・⾃律を危うくし、視聴者
に重⼤な疑念を抱かせる⾏為」とし
た「意⾒」を発表した。 
 この件をめぐる訴訟は、すでに最
⾼裁で確定しているが、東京⾼裁が
認めた「政治的な影響」＝ＮＨＫと
政治との距離については、司法の場
で判断されることはなかった。その
後ＮＨＫは、「新⽣プラン」や「新
放送ガイドライン」を策定してはい
るものの、公共放送機関として国⺠
の信頼を得るには⾄っていない。 

 そこで、本誌発⾏⼈で元ＮＨＫ記
者の川崎泰資マスコミ市⺠フォー
ラム理事⻑が BPO 放送倫理検証委
員会の川端和治委員⻑を尋ね、この
たびの「意⾒」をめぐってお話を伺
った。 
 
川端和治委員⻑ プロフィール 
１９４５年⽣まれ。弁護⼠。早稲⽥
⼤学⼤学院法務研究科⾮常勤講師
などを経て、⼤宮法科⼤学院⼤学教
授。第⼆東京弁護⼠会会⻑、⽇本弁
護⼠連合会副会⻑を歴任。現在、朝
⽇新聞社コンプライアンス委員会
委員、放送倫理・番組向上機構（Ｂ
ＰＯ）放送倫理検証委員会委員⻑を
務める。 
川崎泰資理事⻑ プロフィール  
１９３４年⽣まれ。元ＮＨＫ政治部
記者。ＮＨＫボン⽀局⻑、ＮＨＫ甲
府放送局⻑を歴任。⼤⾕⼥⼦短期⼤
学教授、椙⼭⼥学園⼤学教授を経て、
現在同学園理事。 
 
公共放送の⾃主・⾃律と「政治
介⼊」 

川端和治（ＢＰO 放送倫理検証委員
⻑・弁護⼠） 
川崎泰資（マスコミ市⺠フォーラム 
理事⻑） 
 
ＢＰＯの「意⾒」を⾼く評価 
 
川崎 私は⻑年にわたりＮＨＫ問
題に取り組んでいますが、このたび
のＢＰＯの「意⾒」を⾮常に評価し
ております。ＮＨＫが公にした⽂書
とＮＨＫへの質問に対する回答だ
けに基づいて「意⾒」を書いていま
すので、ＮＨＫは反論しようがない
ものです。 
 それにもかかわらず、ＮＨＫの⾔
い分は極めて⼀⽅的であり、ＮＨＫ
のＯＢとして本当に情けない思い
です。私は「ＮＨＫロッキード事件」
の⾸謀者といわれましたが、今回の
「意⾒」に対する反応を⾒て、ＮＨ
Ｋの性懲りもない体質がいやとい
うほど分かりました。その辺の、Ｎ
ＨＫの反応からお伺いしたいと思
います。↙ 
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川端 実は私は、東京⾼裁の審理中
にＮＨＫがホームページに出した
事実経過についての書⾯を今回は
じめて拝⾒し、たいへん意外に思い
ました。具体的番組について、放送
前に政府⾼官や与党の有⼒議員に
説明することが当然であるとのＮ
ＨＫの認識に、⾮常に違和感を持っ
たのです。しかしＮＨＫは、委員会
の意⾒公表後に、そのようなことは
今やっていないし、これからもやる
つもりはないと、会⻑も経営委員会
の委員⻑もお認めになりましたの
で、私どもが「意⾒」を出した意義
があったと思っております。 
 
川崎 ＮＨＫは、最初は「我々は何
も悪くない」という態度でしたが、
しばらくたってから⼀部のメディ
アがこの問題を指摘したので経営
委員⻑が取り上げ、それを受けてあ
わてて会⻑が反応しました。 
 会⻑はＮＨＫの組織外から来た
⼈ですから、はっきり⾔って内部の
ことが分かっていません。経営委員

⻑に⾔われて素直にその批判を受
け⼊れましたが、NHK プロパーの
理事はまったく違う反応です。 
 
川端 私は、理事会の反応はわかり
ません。⽂書で出された回答・⾒解
を⾒る限りにおいては、評価できる
と思っています。 
 
川崎 ご発⾔が慎重になるのは分
かるのですが、隔靴掻痒の感はござ
いませんでしたか。 
 
川端 私どもは、ＮＨＫがホームペ
ージに出している⽂書と、最⾼裁が
認めた範囲での事実認定だけで「意
⾒」を書こうと決めておりました。
関係した⽅々を呼んで話を聞くべ
きではないかという意⾒もありま
したが、８年も経った事件ですので
説得⼒のある事実調べが難しいこ
ともあり、ＮＨＫが⾃ら認めた事実
と裁判所の事実認定に依拠するほ
かないと考えたのです。 
 委員会では、番組改変が問題にな

った第２回⽬だけではなく、４回シ
リーズのすべてを⾒ました。３時間
近くかかりましたが、これを⾒た印
象は、これはいいシリーズだという
ものでした。 
 
川崎 「意⾒」の中で、「⾒ること
がまず⼤事だ」と⾔われております
が、実際に審議が始まる前に、委員
の中で４回を通して⾒ていた⼈は
どれくらいいましたか。 
 
川端 委員会で問題が取り上げら
れる前から⾒ていた⼈は、少数であ
ったと思います。私も、委員会に出
されたＤＶＤで初めて⾒ました。 
 
川崎 委員会のメンバーをみます
と、本来関⼼をもってしかるべき⼈
が相当います。吉岡忍⽒、服部孝章
⽒、⽴花隆⽒などのメディア関係者
は、皆事実関係を知っています。と
ころが、ＮＨＫを背負ってきた⽅が、
本当は⾒ていないと思うのです。 
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川端 ⽴花隆さんは、１回から４回
まで通して⾒ることが⾮常に重要
だと強調されました。私たちも４つ
の番組を並べて⾒ましたので、２番
⽬だけぜんぜんつくりが違うこと
がよく分かりました。⽴花さんは、
第２回はＮＨＫが出さなかったも
のですから、１、３、４回のビデオ
の上映会を⼤学で⾏い、マスコミ関
係の研究者とディスカッションを
することまでしたのです。そして、
シリーズの意図、仕上がり、出来栄
えについて、「いま⽇本でこういう
番組が作られ放送されていること
は素晴らしい」と、皆で確認しあい
ました。 
 
権⼒の皆様のＮＨＫになっている 
 
川崎 問題だと思うのは、たとえば
新聞社が誤報をした場合、「誤報が
裁判になっているから⾒せません」
とは⾔えませんね。第２回⽬の番組
を研究者にも⾒せないＮＨＫの態
度は、まさに閉ざされた世界です。 
 
川端 いまは、オンデマンドでビデ

オライブラリーが公開されていま
すので、そういうところにぜひ載せ
てほしいと、委員全員が思っていま
す。 
 
川崎 「係争中だから⾒せない」と
いうＮＨＫの⾔い分は、理由になら
ないでしょう。 
 
川端 ＮＨＫがおっしゃるのは、
「番組の中で⼥性の研究家の発⾔
を勝⼿に切ってしまい、それがＢＰ
Ｏの放送⼈権委員会（ＢＲＣ）から
問題を指摘されているので、彼⼥の
⼈格を傷つけることになるので⾒
せられない」という理由です。 
 
川崎 そういう理由がまかり通る
のでしょうか。「⼈を傷つけた記事
だから今は⼀般には⾒せません」と
いう論理は、新聞社では通りません。
なぜ放送局なら通るのか。しかもオ
ンエアーしたものです。委員会で、
そういう意⾒は出なかったでしょ
うか。 
 
川端 この機会に全部公開すべき

という意⾒と、ＮＨＫの側できちん
とした検証番組を作って放送すべ
きだという意⾒がありました。その
認識は、全委員共通していると思い
ます。 
 
川崎 そのような委員会の意向に
対して、ＮＨＫはＮＯですね。まじ
めに⽿を傾けようとしない不遜な
態度が、あのような問題を引き起こ
しているのです。 
 
川端 ＮＨＫへの質問に対する回
答で、ＮＨＫは個別番組に関する政
府⾼官・与党政治家への事前説明の
可能性を否定なさらなかったので、
少なくともこの点については「意
⾒」を出さなければならないという
ことになったのです。ＮＨＫとはこ
のワンポイントでしか接触してい
なかったので、ＮＨＫの態度云々と
いう印象はもちませんでした。こん
な素晴らしい番組を作っているの
になぜ公開しないのか、という素朴
な印象です。↙ 
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川崎 それはＢＰＯが巧妙であっ
て、ＮＨＫが反論できないまでに追
い込んだと、私は解釈しています。
川端委員⻑だからこそ、できたのだ
と思います。 
 それにしても、最⾼裁の判決は杜
撰なものでした。以前ならば、「な
んだかんだいっても最後は最⾼裁
がある」と考えたものですが、いま
は「最⾼裁になればだめだろう」で
す。そういう典型的な例だと思いま
した。ですから、そんな判決まで踏
み込んだら説得⼒がなくなってし
まいますので、そこの境⽬が実に巧
みでした。 
 
川端 私どもは、限られた任務と権
限しか与えられていない委員会で
すから、その範囲内で何ができるか
ということを考えざるを得ないの
です。強制的な権⼒をもっているわ
けではありませんから、説得⼒で勝
負をするしかありません。限られた
権限で集められる材料に基づいて、

しかも限られた任務のなかで実現
できる範囲の発⾔をして、それが説
得⼒を持って相⼿に伝わるのが理
想です。「もっとできるではないか」
と⾔われる⽅もいますが、それをや
りだすと「あなたたちは何様のつも
りだ」という議論が必ず起こってき
ます。それは逆に私どもの説得⼒を
弱めるだけだと思いますので、今ま
でも与えられた任務の範囲を守っ
てきましたし、これからも守って⾏
きたいと思います。 
 
川崎 私は、「もっとできるのでは
ないか」という⽴場ですが、委員⻑
のお考えは素晴らしいと思います。
ＮＨＫの発⾔は、「重⼤に受け取る」
とか「真摯に受け⽌める」とか、⾔
葉だけが浮いてしまっていて、中⾝
がなく空虚です。ＮＨＫのキャッチ
フレーズは「皆様のＮＨＫ」ですが、
いまは「権⼒の皆様のＮＨＫ」にな
っています。 
 

ＮＨＫはもっとポテンシャルを追
求すべき 
 
川端 私は、ＮＨＫはものすごいポ
テンシャルがあると思います。⺠放
の場合はスポンサーの⽅を向いて
いなければなりませんし、視聴率が
絶対であるという制約のもとでし
か番組が作られないのに対して、Ｎ
ＨＫは受信契約者の信頼を勝ち得
れば、まさに国⺠的な公共放送が実
現できるはずなのです。そういうポ
テンシャルをもっと追求されれば、
もっといい番組をつくれるのでは
ないかと思います。 
 
川崎 まったくおっしゃるとおり
です。ところが、ＮＨＫはそのよう
になっていないところに問題があ
ります。その辺の考察が、「意⾒」
のなかには出てこないですね。 
 
川端 それは、私どもが語るべきこ
とではないと思います。ただ、ＮＨ
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Ｋは放送法上予算と⼈事の根幹を
政治部⾨に握られていて、その対応
も考えなくてはならないという仕
組みに問題があるのかもしれませ
ん。しかしこれは、いま与えられた
制度では仕⽅がない部分なのです。
私たちはそれを否定しようとした
わけではなく、それは認めたうえで、
具体的な表現の中⾝について、事前
に⾃ら規制を招くような⾏為をす
るのはおかしいと指摘したのです。
政府⾼官・与党政治家に放送前に具
体的番組について説明をしたこと
を堂々と⽂書にして公開して、それ
を不思議に思っていないことが⼀
番の驚きです。 
 
川崎 同感です。ＮＨＫはずっと放
送法で決められた枠組みのなかで
動いていますが、こういう事態に陥
ったのはそれほど古くからではな
いのです。しっかりしていた時代も
ありました。委員⻑が指摘された法
律・制度的に政府の関与を受ける仕
組みがあっても、それを排除できる
意気込みをトップリーダーがきち
っともっていたなら、ことは起こら

ないのです。政府と会⻑の間では起
こっても、それが下におりないで処
理されていました。 
 ところが、今は、皆政治の⾔いな
りになっています。私が政治部にい
たときの後輩たちがそうですから、
情けなくて涙が出てきます。ＮＨＫ
のよくない体質は昔から潜在的に
はあっても、それが⽇常茶飯になっ
てしまったのは、⼀定の時期からで
す。 
 そこで質問ですが、なぜこういう
事件が起きてしまったかについて、
今回の「意⾒」のなかで政治介⼊に
ついて多少とも独⾃に解明できる
とすれば、先ほど「誰からも聴取し
ない」というお話でしたが、この問
題を起こした海⽼沢元会⻑だけは
呼ぶ必要がありました。放送総局⻑
や番組制作局⻑の⾔い⽅は、⾃分の
⾔葉ではありません。最終的な判断
はすべて海⽼沢⽒ですから、ＢＰＯ
は彼を呼んで聞いておけばよかっ
たと思いました。 
 
川端 それは、私どもの発想にはあ
りませんでした。当時の関係者から

話を聞くべきだという意⾒は出ま
したが、それは放送総局⻑とか国会
担当局⻑レベルの⼈たちでした。そ
ういう⽅を呼んで私どもが独⾃に
事実認定したところで、裁判所では
ないのですからそこに権威を認め
られるわけではありません。ＮＨＫ
が発表している⽂書どおり事実は
⾏われたということで「意⾒」を書
くのが、私どもの⽴場でした。 
 
川崎 それはその通りで、したがっ
て説得⼒があるのです。しかし、実
はその後ろで現場をすべて⽀配し、
10 数年にわたってＮＨＫに君臨し
てきた張本⼈がいました。私はそう
いう実態を書くことも期待しまし
たが、しかしそれをやったらＮＨＫ
執⾏部が政界に泣きついて、「ＢＰ
Ｏけしからん」となるのに違いあり
ませんね。 
 それと、「８年たっているので新
しいものは⾒つからない」という指
摘にも同意するのですが、問題はそ
のときに主役を演じた⼈たちがそ
の後どうなったかということです。
↙ 
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川端 制作現場で番組を担当した
⼈が皆現場をはずされ、あるいはお
辞めになっている状況はわかって
いましたが、そのことはこの「意⾒」
に特別関係がある事実としては取
り上げませんでした。 
 
川崎 それはなぜでしょう。 
 
川端 私どもは４本のシリーズの
番組を⾒て、ＮＨＫが⾼裁に出した
改変の経緯、および最⾼裁が認めた
事実だけで⼗分であると判断しま
した。その後、この件に関係した⼈
がどうなったかというのは、「意⾒」
の内容には関係してこないという
⽴場です。 
 
川崎 だからこそ説得⼒があるの
ですが、審議の間に議論としては出
ましたか。 
 
川端 当然、呼ぶか呼ばないかとい
う議論がありましたから、そのとき

に「いまどこにいます」という話は
関いています。 
 
「適材適所」という理由で現場を追
われる 
 
川崎 ＢＰＯの「意⾒」では、当時
のデスクの⻑井暁さんとチーフプ
ロデューサーの永⽥浩三さんにつ
いて好意的に書かれた部分と、否定
的に書かれている部分とかありま
す。「意⾒」は、⼈間的な⾔葉で書
かれていて暖かい⽰唆があり素晴
らしいのに、なぜこの⼀部分だけ冷
たいのだろうかと感じました。 
 
川端 ＮＨＫが主張しているよう
に、最終的には「現場も納得して⾃
主的⾃律的に変えました」という形
に整えられているからです。「内部
的⾃由」の問題も議論しました。⾮
常に厳しい意⾒かもしれませんが、
改変を拒否して配転になりその処
分を争うことは、当時可能であった

はずです。事件が起きた現場で闘う
というのが、本来の放送⼈としての
あり⽅ではないかという議論はあ
りました。 
 
川崎 それは、第三者としてはまっ
たく正しい議論であると思います。
しかし、私のようにＮＨＫで何⼗年
も飯を⾷った者にとっては、彼らの
とった⾏動には驚くほど感⼼して
います。私は彼らをまったく知りま
せんでしたが、⼆⼈に個別に会った
ときには涙が出ました。私は孤⽴無
援で闘いましたが、結局は放送⽂化
研究所に７年半も追いやられまし
た。⻑井さんも永⽥さんも同じで、
「適材適所」という理由をもって左
遷されることが⽇常的に⾏われて
いるのです。もし彼らがそのままオ
ンエアーしたら、おそらくクビにな
っていたでしょう。「クビになって
も争え」というのが筋論でしょうが、
必死に現場で闘った⼈間にそれを
要求すべきでしょうか。若い⼈たち
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に暖かい⼿を差し伸べているＢＰ
Ｏの「意⾒」としては、あの表現は
そぐわない感じがしました。 
 
川端 組合の問題でもありますが、
従わざるを得ないような現体制の
なかで、もっと制度的に現場を⽀え
る体制を考えてもいいという議論
はずいぶんしました。「意⾒」の付
録として「業務命令と制作者の⾃由
をめぐる論点の整理」を添付しまし
たが、これは「委員会で議論したが
結論が出なかった」ことについて、
もっと放送の現場で議論をして欲
しいと考えて付けたのです。 
 
川崎 私も業務命令で職場を⾶ば
されました。業務命令を拒否したら
クビになってしまうのです。そのと
き私は本当に悩みました。⼦どもが
これから⼤学に⾏くときに、それは
迷います。 
 そういう状況の中で、⻑井さんは
公的に会⾒までやったのです。彼は
「コンプライアンス推進委員会」へ
提訴したのに何も返事がなく、そこ

でやむなく公にしました。その⻑井
さんを孤⽴させてはいけないと思
い、永⽥さんは途中から真実をいう
ことを⾃ら買って出たのです。彼は
神様みたいな⼈だと思います。しか
し⼆⼈とも配転から辞職へ追い込
まれました。 
 ⼀⽅、松尾、伊東、野島の各⽒が、
その後どうなったのか考えればす
べてが分かると思います。松尾⽒は
理事になり、さらにＮＨＫ出版の社
⻑になる。伊東律⼦⽒は⼥性初の理
事になる。野島⽒も理事になり、い
まだにＮ饗の理事⻑です。あんな恥
ずかしいことをやった⼈間がトッ
プでは、「ＮＨＫの放送⽂化ってそ
んなものなの」ということになるで
しょう。それくらいの嫌味は⾔って
もよかった気がします。これだけの
委員がいたら、「これだけは⾔いた
い」という⼈が⼀⼈くらいいてもい
いと思いますが、それをいったら全
体としての説得⼒が低下すること
もよく分かります。 
 
川端 委員⻑が法律家なものです

から、創作者や放送現場の⼈たちと
は少しセンスが違うので、よしあし
両⾯があると思います。 
 
川崎 それから、検証番組を作れと
いう指摘があります。それをすれば
すべてが明らかになるので、本当に
⼤事なことだと思います。 
 
川端 放送の誤りは放送で正して
ほしいというのが、私どもの基本的
⽴場です。誤りが起こったら検証番
組をしっかり作って、なぜこうなっ
たのかを⾃分で徹底的に追求して
いただきたいのです。 
 
川崎 ＮＨＫは、⾃分たちでつくっ
た検証委員会なのに、なぜ協⼒でき
ないのか疑問に思います。経営委員
会で、第２回の番組でカットしたと
ころの材料がないというやりとり
がありましたが、ＮＨＫの発⾔は嘘
だとわかりました。その責任を経営
委員会は取るのでしょうか。↙ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
川端 それは経営委員会⾃体の問
題ですので、私からのコメントは
控えたいと存じます。 
 
川崎 私があえてお伺いしたのは、
「意⾒」のなかで「それぞれの責
任を明確にしなくてはいけない」
という指摘があります。放送関係
の責任者である今井理事が「放送
されたもの以外はない」と⾔いま
したが、「毎⽇新聞」の臺宏⼠記者
の調べで嘘がわかり、あわてて会
⻑が訂正しました。検証委員会は
何の役割も果たしませんでした。 
 
川端 検証委員会は、番組につい
ておかしなことがあれば具体的に
指摘して、その指摘の説得⼒があ
れば、相⼿が納得して変わってい
ただけるのを期待するというポジ
ションです。現に、それしかでき
ない機関だと思います。 
 
川崎 ＮＨＫの経営はその場しの
ぎで、経営委員会の場当たり的な

討議が全体の問題を引き起こして
いるのだと思います。 
 
負の連鎖を断ち切るのは新しい⾎ 
 
川端 ＮＨＫは、「番組の質につい
て意⾒を⾔われたのは違和感があ
る」といわれています。たしかに
ＮＨＫには公正性・公平性が求め
られていますが、ドキュメンタリ
ーというのは、ある視点である現
象を切らなければそもそも作品に
なりません。にもかかわらず、Ｎ
ＨＫは第２回の「戦時性暴⼒」だ
けは機械的に両⽅の⾒解が放送さ
れるように必死に変えた印象です。
それではドキュメンタリーとして
の作品の質はどこかに⾏ってしま
います。そもそも番組の質の向上
を⽬指して審議して意⾒を述べる
ということは、委員会の権限とし
てＮＨＫもお認めになっています
ので、それに違和感を⽰されると、
「ＮＨＫと⺠放連で定めた運営委
員会規則４条に書かれている⽂⾔

についてどう思われるのですか」
と、⾔いたくなるのです。 
 
川崎 昭和 30 年代であれば、そ
んなことは絶対に⾔わなかったと
思います。恐ろしいほど、理事会
の劣化現象が起きています。ＢＰ
Ｏの「意⾒」は、⼩学校の⽣徒に
教えるように噛んで含むような懇
切丁寧な⾔い⽅をしています。こ
ういう意⾒をもらえば、普通なら
ば恥ずかしく思うはずです。本当
に、委員⻑がお気の毒に思えます。 
 それから、このシリーズは最初
から４本の企画ではなかったです
ね。 
 
川端 それについては、改変の経
過で承知しております。企画とし
ては、第２回の「⼥性戦犯法廷」
をやりたいというＮＨＫ関連会社
プロデューサーからの提案で出発
しました。しかし教養番組部⻑は、
世界的な潮流のなかに位置づける
番組としたいということで、ヨー
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ロッパ総局の提案と合体させて４
回シリーズにしたという経緯です。 
 しかし、私は４回シリーズにし
たことによってすごく良くなった
と思っています。それは、戦争を
裁けるのか、どう裁くのか、ただ
裁くだけでいいのかというテーマ
で統⼀されたということです。第
１回⽬に、アルジェリアの植⺠地
時代のことがようやくフランスで
検証されるようになってきた事実
を取り上げた番組から出発して、
最後の回では南アメリカのアパル
トヘイトのもとで虐殺をした警察
官に、処罰しないという条件のも
とで真実を告⽩させています。遺
族は虐殺された現場を初めて知り
そこを訪れて泣くのですが、刑事
免責で処罰されないことには納得
できない気持ちを残します。ここ
で提⽰されているのは和解がなけ
れば憎しみの連鎖になってしまう
という⼤きなテーマです。実に感
動的でしたし、あの構成はすばら
しかったと思います。 
 
川崎 それは、知恵をつけたディ
レクターがいたのです。同じ教養
部の経験豊富な市⺠派のディレク
ターです。⼥性戦犯法廷において
「天皇有罪」は仕⽅ないだろうと
考えましたが、それだけでは危な
いので、４回連続でサンドイッチ
にしようという知恵をだしたので
す。そこまで配慮したのに最後に
は彼も切られました。まともな⼈

は全部切られていくのを若い⼈が
⾒て、「正しい知恵を出してもやっ
ぱり損。だから黙っちゃおう」と
いう負の連鎖が、ＮＨＫでは続い
ているのです。どうしたらいいで
しょう。 
 
川端 私がお答えできる範囲では
ありませんが、どんな組織でも隆
盛期に向かい元気になり爛熟期を
迎えて衰退するというサイクルが
あると思います。それを超えてい
くのは若い⼈です。新しい⾎が⼊
り、その⼈たちが何らかのきっか
けで傾いた質を我慢できないと思
う瞬間が、おそらくあるのだと思
います。私どもは、それに対して
できるだけの⽀援をしたいという
気持ちを常にもっています。だか
らこそ、「意⾒」の最後に「若い⼈
に対する期待」を書いています。 
 
川崎 本当に、そこは暖かいと思
います。事件の構造を分かってい
る⼈たちが、権⼒を⾏使せずにこ
こまで政治介⼊に触れた⽂書を書
いたことは⼤変⽴派です。 
 私論ですが、⾃⺠党政権が末期
症状に近づいて、森、⼩泉、安倍
という右派議員がつくりだした集
団がＮＨＫをめちゃくちゃにした
という政治認識をもっています。
今⽇の「台湾プロジェクト」（ＮＨ
Ｋスペシャル「アジアの⼀等国」
が偏向しているという右派議員の
批判）も、容易ならぬ事態だと思

っています。そういう意味でも、
こういう「意⾒」が出たことはと
てもいいことでした。 
 
川端 私どもとしては、できるだ
け多くの、特に若い⼈にこれ全部
読んで考えてほしいと思っていま
す。ですから、要約版を作りませ
んでした。きちんと読んでいただ
ければ、必ず考えるきっかけにな
りますし、仲間で討論をする材料
にもなります。そういうものが下
から積み上げられていくことによ
って、はじめて放送がよい⽅向に
なる契機が⽣まれるのではないか
と思います。 
 
川崎 ＮＨＫは、いままで萎縮し
て逃げてきた歴史があります。⾃
主規制しますといって潜り抜けて
きた弊害が、あるときから⼤きく
なりこのような結果を⽣んだので
す。 
 このたび川端委員⻑にお話を伺
いたいと思いましたのは、新聞各
社や放送局がまともに取り上げな
かったからです。これだけ⽴派な
仕事をされているのに、なぜ委員
⻑に取材して経緯を明らかにしな
いのでしょうか。私どもは⼩さな
雑誌ですが、このインタビューは
歴史に残ると思います。快く応じ
ていただき、ありがとうございま
した。 

 
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

政治家の圧⼒とＮＨＫ「ＥＴＶ２００１事件」何か残された問題か 
                          ⼾崎賢⼆（元愛知東邦⼤学教授） 
 
⾃主・⾃律を危うくする⾏為 
 
 8 年前のＮＨＫの番組、「ＥＴＶ２
００１・シリーズ戦争をどう裁く
か」第 2 回「問われる戦時性暴⼒」
について、本年 4 ⽉ 28 ⽇に発表さ
れたＢＰＯ放送倫理検証委員会（以
下検証委員会という）の「意⾒」は、
「もっとも強く指摘したいこと」と
して次のように述べた。意⾒書の根
幹をなす主張なので、あらためて確

認しておきたい。 
 「ＮＨＫの予算等について⽇常的
に政治家と接して部⾨の職員が、と
りわけそれら政治家が関⼼を抱い
ているテーマの番組の制作に関与
すべきではない」 
 「番組制作に当たっている職員が、
あまつさえその部⾨の責任者が、取
材や出演依頼でもないのに政治家
に会いにいき、放送前の番組につい
てあれこれしやべったり、政治家の

意⾒を聞いたりすることは、あって
はならないことである」 
 いうまでもなく、これらの指摘は
当番組の制作過程で起こった⼀連
の事実を踏まえている。 問題の番
組は 2001 年 1 ⽉ 30 ⽇に放送され
たが、その前年 12 ⽉に、アジア各
国の⽇本軍「慰安婦」の被害者が証
⾔する⺠衆法廷「⼥性国際戦犯法
廷」（以下「⼥性法廷」という）が
開催された。番組はこの法廷を取材
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し、⽇本軍による戦時性暴⼒を「⼈
道に対する罪」という国際法の枠組
みの中で検証しよう、という意図で

企画された。 
放送前から右翼の激しい抗議⾏動
があり、⽇本⾞「慰安婦」の記述を

教科書からなくすことを課題に掲
げた国会議員の議連「⽇本の前途と
歴史教育を考える若⼿議員の会」

（以下「若⼿議員の会」という）の
右派政治家からの圧⼒、⼲渉が噂さ
れるようになる。 
 放送前⽇にはＮＨＫ放送総局⻑
と国会担当の幹部職員が「若⼿議員
の会」事務局⻑の阿倍晋三官房副⻑
官（当時）に会って番組内容を説明
した。2 ⼈が帰局して、編集済みの
番組の試写が再度⾏なわれたが、そ
のとき安倍議員に⾯会した国会担
当の幹部は「これではぜんぜんダメ
だ」などと⾔い、検討のあと、担当
プロデューサーに対し、直接、⼤幅
な変更、削除などを指⽰、命令した。
その後、放送当⽇になって、前⽇の
変更指⽰にしたがって完成させた
番組にたいし、放送総局⻑が、中国
と東チモールの「慰安婦」の証⾔、
加害を証⾔する旧⽇本軍兵⼠の証
⾔などを削除するよう命じた。 
 その結果、通常より４分も短い異
例の⻑さで番組は放送された。法廷
を⾮難する識者のコメントが⻑時
間組み込まれ、核となる証⾔が削除
された結果、法廷で提起された事実
を「⼈道への罪」という新たな視点

で捉えなおす、という番組の初期の
意図から逸脱する内容となった。 
 番組制作に関係がなく、政治家対
応を専⾨とする幹部が現場に介⼊
することは通常の番組制作ではあ
り得ない。政治家への事前説明、そ
れとこの幹部の⾏為について、検証
委員会は「公共放送ＮＨＫにとって
もっとも重要な⾃主：⾃⽴を危うく
し、ＮＨＫに期待と信頼を寄せる視
聴者に重⼤な疑念を抱かせる⾏為
であった」と指摘している。この判
断の上で、検証委員会は、ＮＨＫに
おける国会対策部⾨と番組制作部
⾨の分離を提案した。 
 検証委員会は、さらに放送倫理の
観点から番組内容にも踏み込んだ
⾒解を⽰した。幹部職員によって機
械的な公平、公正の考え⽅や「削除
したほうが安全」などといった判断
で改編、削除が繰り返された経過と
その結果について、「放送⼈の倫理
として、当然めざすべき質の追求と
いう番組制作の⼤前提をないがし
ろにするものであった」と厳しく指
摘した。 

 以上のような検証委員会の意⾒
書は、この番組の検証を申し⼊れた
市⺠団体や、現場制作者、ＯＢ有志
の運動にかかわった⽴場からみて
も予想以上の内容であり、ＮＨＫの
今後を考える上で画期的な意義を
もつものであった。 
 ＢＰＯの「意⾒」について、ＮＨ
Ｋは六⽉四⽇、放送総局⻑名で「放
送倫理検証委員会の意⾒について
の⾒解」を発表した。Ａ４⼆枚半ほ
どの簡略なもので、検証委員会が半
年にわたって⽩熱した議論を⾏な
い、⻑⽂の「意⾒」を練り上げたの
に⽐して、あまりに短く、そっけな
い、という印象が拭えない。番組経
過がもつ問題の深刻さが現執⾏部
には理解されていないのではない
かと思えるほどである。 
ＮＨＫ「⾒解」は、まず、「この番

組は、ＮＨＫが⾃律した⽴場で⾃ら
の編集判断に基いて制作したもの
で、政治的圧⼒を受けて内容を改変
したり、国会議員等の意図を忖度し
て内容を改変したりした事実はな
いことを改めて確認させていた↙

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
だきます」と述べ、そのうえで、放
送前の政治家への説明や、国会担当
の幹部が編集作業に⽴ち会ったこ
とにたいする検証委員会の指摘に
ついては、これを真摯に受け⽌め、
こうしたことは⾏なっていないし、
今後も⾏わない、番組制作部⾨と国
会対策部⾨の分離はすでに実現し
ていると⾔明している。 
 前段の主張は、「ＥＴＶ２００１
事件」で繰り返し表明された公式⾒
解を引き継ぐものである。しかし事
件の経緯を⾒るとき、到底納得でき
る説明ではない。当時の事情を知る
局内の制作者たちの中に、なんとい
う空疎な弁明か、という批判の声が
あるが、当然であろう。 
 
政治的圧⼒と「⾃主的」編集 
 
 この番組をめぐって、取材に協⼒
した市⺠団体バウネットジャパン

がＮＨＫに損害賠償を求めた裁判
が 7 年続き、08 年 6 ⽉の最⾼裁判
決でＮＨＫが勝訴した。さらにその
後のＢＰＯの審議、意⾒書の公開、
ＮＨＫの⾒解発表、という経過を経
て、ほぼこの事件は収束したかにみ
えるかもしれない。 
 ところが、実は未解決のまま残さ
れている重要な問題が幾つかある。
第⼀の、最⼤の問題は、ＮＨＫが依
然としてこの番組の制作過程につ
いて、前記のように、「政治家の意
図を忖度して番組を改変した事実
はない」と主張していることだ。 
 しかし、第⼆審の東京⾼裁判決が、
この番組の編集過程についてつぎ
のように認定していたことは記憶
に新しい。 
 「……松尾と野島が相⼿⽅（国会
議員等）の発⾔を必要以上に重く受
け⽌め、その意図を忖度してできる
だけ当たり障りのないような番組

にすることを考えて試写に臨み、そ
の結果、そのような形にすべく本件
番組について直接指⽰、修正を繰り
返して改編が⾏なわれたものと認
められる」 
 ⾼裁はこの事実認定に基き、ＮＨ
Ｋ幹部の⾏為は編集権の濫⽤であ
り、憲法で認められた編集の⾃由を
⾃ら放棄するに等しいと厳しく批
判した。この判決は、政治圧⼒によ
る編集ではなかったとするＮＨＫ
の公式⾒解と鋭く対⽴している。Ｎ
ＨＫの⾒解が正しければ東京⾼裁
の判断は誤りであり、⾼裁の認定が
正しければＮＨＫはウソを⾔って
いることになる。 
 当時、番組のプロデューサーだっ
た永⽥浩三⽒は、⾼裁の法廷で、放
送の数⽇前、伊東番組制作局⻑が、
「⽇本の前途と歴史教育を考える
若⼿議員の会」の編纂した「歴史教
科書への疑問」を⾒せられたときの
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ことを証⾔した。番組制作局⻑は、
この書籍の最後に掲載されていた
議員⼀覧のページの中川昭⼀⽒の

ところを指さして「⾔ってきている
のはこの⼈たち」と⾔ったという。 
 また、05 年 1 ⽉に⻑井暁⽒が内

部告発を⾏なったあと、局内の有志
が現場関係者から聞き取りを⾏な
い、制作過程の関係者の動きを⽇誌

⾵に記録した「時系列表」を作成し
た。これは法廷で証拠として⽰され
ているが、それによると、放送当⽇、
３分間の削除の指⽰を教養番組部
⻑が放送総局⻑からきいた際、同席
していた番組制作局⻑が「⾃⺠党は
⽢くなかった」と伝えたとされる。 
 これらの証⾔、記録はＮＨＫ側は
認めていない。しかし、現場の証⾔
としてはリアリティがある。 
 政治家の圧⼒が制作過程に及ん
でいたことを⽰す現場制作者の証
⾔はこのほか幾つかある。通常は担
当プロデューサーの判断で放送し
ていた番組ワクで、放送部⾨のトッ
プである総局⻑（専務理事）が、直々
に右派政治家の嫌いそうな証⾔の
削除を指⽰するなどという編集過
程は異常であり、その異常さを考え
あわせると、⾼裁判決に説得⼒があ
るとする⾒⽅が⼀般的であろう。 
 ＢＰＯ放送倫理検証委員会は、放
送事業者の⾏為を放送倫理の視点
で検証することに任務を限定し、政
治的な圧⼒の有無については判断
していないが、意⾒書が控え⽬なが
ら次のように書いている部分は注
⽬に値いする。 
 「……放送中⽌を求める右翼団体
の活動で騒然とし、何⼈もの政治家
からこの番組のことを話題にされ、
内閣官房副⻑官である有⼒政治家
からは、公平、公正に、と念を押さ
れるなかで、幹部管理職らは、番組
の質よりも安全を優先することを、
おそらくは『⾃主的・⾃律的』に選
んでいったように思われる」 
 ＮＨＫが、「⾃主的・⾃律的編集
であった」と主張する拠りどころは、
編集過程に政治家が直接介⼊せず、
すべて内部で職員の⼿によって⾏
なわれた、というところにあると思
われる。しかし、これは外⾒にすぎ
ず、だから外部の圧⼒が編集に影響
を与えなかった、ということの証明

にはならない。およそあらゆる屈服
は「⾃主的な⾏為」の形で⾏なわれ
るものである。 
 
放送局内部の「⾃由」の不在 
 
 事件で残された第⼆の重要な問
題は、放送局内部に制作者の良⼼の
⾃由の保障、いわゆる「内部的⾃由」
の機構がなかったという点である。
この事件の経過は、内部に現場制作
者と業務命令の衝突、紛争を処理す
る仕組みがない、という⽇本のメデ
ィアの後進性を明るみに出した。 
 検証委員会意⾒書も、改編過程の
最終段階で幹部の業務命令と現場
制作者の良⼼が正⾯から衝突して
いると述べ、ＮＨＫ内部の⾃由につ
いて議論するよう呼びかけている。 
 放送直前に、中国と東チモールの
⽇本軍「慰安婦」の証⾔、兵⼠の加
害証⾔という、番組の根幹をなす証
⾔が削除されようとしたとき、担当
の永⽥プロデューサーは、スタジオ
から放送総局⻑室へ駆けつけて、総
局⻑ら幹部に「やってよいことと悪
いことがある」と激しく抗議した。
（06 年 3 ⽉ 22 ⽇、東京⾼裁での証
⾔による）さらに永⽥⽒は、幹部ら
の⾏為は、声を上げられない弱い⼈
の⽴場に⽴ってやる放送の仕事を
根本的に毀損するものであった、と
法廷で述べている。 
 過去、⽇本が⾏なった戦争で、ア
ジアの⼈びとに与えた被害の実相
を視聴者に伝えたいという制作者
の思想・信条は、放送部⾨のトップ
の、理由を⽰さない問答無⽤の業務
命令によって侵害されたとみるこ
とができる。しかし現場担当者はど
こにも訴える場がなく、孤⽴せざる
を得なかった。 
 かつて⽇放労（ＮＨＫの労組）は、
経営者と制作・取材の現場代表が同
数で構成する「編集協議会」設置の

要求を掲げたことがある。管理者か
ら⾃⼰の良⼼に反する業務を命じ
られたり、放送中⽌や内容が改変さ
れたときに、事実関係を調査して
「裁定」を⾏なう機能と権限をもっ
た内部機関とイメージされていた。 
 現在の放送界の状況を考えると、
はるかに遠い理想論のように⾒え
るかもしれないが、「ＥＴＶ２００
１事件」のような極限の状況では、
このような機関があるかどうかは
決定的だったはずだ。 
 ジャーナリストの原寿雄⽒は、近
著「ジャーナリズムの可能性」（岩
波新書）の中で、ジャーナリストに
とって究極の課題は戦争をなくす
ことだとして、「ジャーナリズムは
戦争を防げるか」という根本的な問
いを提起された。⽇本が準戦時、有
事になったときに、ジャーナリズム
が客観的・批判的な報道ができるの
か、という強い懸念が同時に表明さ
れている。当然、放送局内の精神の
⾃由もまた切実な意味を持たざる
を得ない。 
 ＢＰＯの意⾒書が公表されたの
を契機に、原⽒からの重い問いを意
識しながら、戦争への反省をテーマ
に含む 8 年前の番組「ＥＴＶ２００
１」への政治の圧⼒と、その中での
ＮＨＫの放送⼈の⾏動を検証する
ことがあらためて求められている。
そこでは、政治介⼊の事実の新たな
検証が⽋かせず、同時に、ＮＨＫに
作⽤する政治⼒学、労組・職場労働
者の⼒量、視聴者運動のＮＨＫへの
影響⼒、放送制度の不備、といった
多⾯的な状況が考察されなければ
ならない。意⾒書はその最後のチャ
ンスを提供しているのではないだ
ろうか。 
（とざきけんじ・元ＮＨＫディレク
ター） 
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⽉刊 ｢マスコミ市⺠｣編集部 
http://masukomi-shimin.com/ 
 
定期購読のご案内 
 
定期購読料⾦ 
 ・1 年購読  \8,300（税込み・送料込み） 
 ・6 ヶ⽉購読 \4,200（税込み・送料込み） 
 
1 部価格（バックナンバーのご購⼊） 
 ・1 部定価 \680（税込み・送料別） 

送料 1 部…76 円〜 
******************* 
 お客様の 
・ご芳名 
・郵便番号 
・ご住所 

・電話番号 
・FAX 番号 
・希望購読期間（1 年もしくは 6 ヶ⽉）、希望部数  
・希望バックナンバー（年⽉、号）、希望部数 
 
をご記⼊の上、メールもしくはお電話、FAX にてご注
⽂ください。 
郵便振替⼝座 ００１４０－３－３６５５９１ 
 加⼊者名義 マスコミ市⺠ 
 
⽉刊 ｢マスコミ市⺠｣編集部 
東京都世⽥⾕区千歳台３－１２－７－１０３ 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０３－３９１８－６６０７ 
 
メールでは 
masukomi-shimin@nifty.com 
までご注⽂ください。 

 
 
 


