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電波三法 
成立直前に盛り込まれた規制強化
～番組準則，電波法 76 条の修正過程の検証～

メディア研究部  村上聖一　

─1.─はじめに

政治的公平などを定めた番組準則 1）（放送
法4条）に違反した場合に，放送局の運用停
止（いわゆる電波停止）や免許取り消しといっ
た行政処分（電波法76条）を行えるかといっ
た問題をめぐっては，行政当局や学界など，さ
まざまな立場によって今なお見解の相違が見ら
れる。これに関連した規定は，占領下，1950
年の電波三法（電波法・放送法・電波監理委
員会設置法）の国会審議の過程で，成立直前
に議員修正で盛り込まれたものだが，従来の
研究では経緯が明らかにされてこなかった面が

ある。本稿の目的は，当時の文書に拠
よ

りつつ，
どのように修正作業がなされたのかを探り，こ
の問題を考える手がかりを得ることにある。

占領期の放送制度の見直しについて簡単
に確認しておくと，検討は社会の各分野の民
主化の動きとあわせて1946年11月に始まり，
1950年6月の電波三法の施行によって一応の
完結を見た。3年半に及ぶ検討過程では，放
送を行う主体（NHK・民放の二元体制）や番
組規律，規制監督機関のあり方などをめぐっ
て幅広い選択肢が検討され，立法作業には，
国会議員に加え，逓信省や電波庁 2），放送事
業者（NHK3）や民放開設予定者），占領当局

政治的公平などを定めた放送法の番組準則に違反した場合に，電波停止処分（電波法76 条）が可能かという
問題をめぐっては，さまざまな見解が存在する。これに関連した規定は，1950 年 4月の電波三法（電波法・放送
法・電波監理委員会設置法）の成立直前に盛り込まれたものだが，従来の研究ではその修正過程が十分に明ら
かにされてこなかったことから，一次資料をもとに検証を行った。

当時の文書によると，まず，電波法76 条の対象として放送法違反を含める修正は，電波庁と衆議院法制局を
中心に1950 年2月中旬の時点で検討されたもので，修正は電波法・放送法の整合性を図るためのものだったと見
られる。一方，番組準則の修正はこれとは別に，その後の国会内での議論で盛り込まれた。このうち，番組準
則の民放への適用は民放開設関係者が求め，番組準則の内容変更は与党の国会議員を中心に主張されていた。

これらを盛り込んだ修正案は1950 年3月にGHQに示されたが，GHQがこだわったのは，番組準則などの問
題ではなく，規制監督機関である電波監理委員会の独立性確保だった。GHQが早期の法案成立を目指したこと
もあり，番組準則や電波法76 条の修正はそのまま了承され，電波三法が成立した。

こうした経緯からは，電波法76 条と番組準則の修正はそれぞれ別の文脈で行われたものであり，GHQもそれ
らの修正を番組規制に関連した重要事項とは見なしていなかったことがわかる。番組準則違反を理由にした電波
停止処分が可能かという問題を考えるにあたっては，そうした立法過程も考慮に入れ，検討を行うことが必要と
思われる。
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（GHQ）などの多数の関係者が関与した。
電波三法の立法過程は，これまでも日本側

の行政文書やGHQ文書，関係者への聞き取
り調査などによって解明が進められてきた。代
表的な研究成果としては，放送法制立法過程
研究会による『資料・占領下の放送立法』4） 

や内川芳美による『マス・メディア法政策史研
究』 5）などがある。一方で未解明の部分も多く，
その一つが，本稿で取り上げる電波三法成立
直前になされた法案修正の経緯である。本稿
では，修正事項のうち，番組規制に関する次
の3点について検討を行いたい。

これらはいずれも，規制強化につながる可
能性がある重要な修正である。しかし，1950
年1月から4月にかけての国会審議では，修正
の趣旨が明確に説明されず，質疑もほとんどな
されなかった。そうした立法趣旨の不明確さも
あり，番組準則違反を理由にした行政処分が
できるのかという点については，長らく議論が
続いてきた 6）。

これについて政府は現在， ▼ 放送法の番
組準則が法規範性を有すること， ▼ 番組準則
に違反した場合には，電波法76条に基づく
無線局の運用停止命令ができること， ▼上記
は，極めて限定的な状況のみに行うこととする
など，極めて慎重な配慮のもと運用すべきであ
ること，といった見解を示している7）。一方で，

学界を中心に，番組準則違反を電波法76条の
対象とすることは，表現の自由を保障した憲法
の規定と矛盾するのではないかとする指摘が広
く存在する 8）。

本稿では，そうした状況を踏まえ，GHQや
電波庁の文書，国会審議の記録などをもとに
修正の経緯を確認し，立法趣旨を探ることに
する。論証にあたっては，修正について直接
的に言及した文書がほとんど存在しないことか
ら，周辺的な資料に拠りつつ修正の意図を推
測せざるをえない面がある9）。ただ，さまざま
な角度から検討を行うことで，修正の趣旨を把
握することはできると考える10）。

以下では，1949年12月に電波三法が国会
に提出されてから，1950年4月に成立するまで
の期間を中心に，時期ごとに修正をめぐる議論
を検証する。そのうえで，その後の議論の展開
も参照しつつ，これらの条文をどのように解釈
すべきかを検討することにしたい。

─2.─電波三法案─修正前の議論

2.1. 国会審議に至るまでの経過

法案修正の検討に先立ち，電波三法案の国
会提出に至るまでの過程を確認しておく。表1

は，その経過である。1946年末から1947年
前半にかけて，NHKがラジオ放送を独占的
に行うことを前提に制度設計が進められたが，
1947年10月にGHQが民放開設を認める方針
に転換すると，それを前提にした制度の検討
が進んだ。この間，重要な決定にはGHQが介
入し，しばしば制度設計の見直しを求めた。

とりわけ最後まで問題になったのは，規制
監督機関である電波監理委員会の制度設計に
ついてである。電波監理委員会設置法に関し

① 番組準則の適用対象をNHKだけでなく，
民放にも拡大（制定時は放送法53条）

② 番組準則に「公安を害しないこと」を追
加（制定時は放送法44条）

③ 無線局（放送局）運用停止などの行政処
分の根拠として放送法に違反した場合を
追加（電波法76条）
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ては，内閣の影響力を残したい日本政府と，
それに反対するGHQとが激しく対立した。日
本側は， ▼電波監理委員会の委員長に国務大
臣をあてる， ▼ 内閣は委員会の議決を再審議
できる，といった規定を盛り込み，影響力維
持を図る考えだった。しかし，GHQはこれに
強く反対し，1949年12月，最高司令官のマッ
カーサーが吉田首相にあてて，これらの規定
の削除を求める書簡を送ったことで，日本政府

の方針は断念させられた 11）。
表2は，国会に提出された時点の法案のう

ち，本稿の考察に関わる点を抜粋したもので
ある。④の電波監理委員会の構成に関しては，
制度設計をめぐって日本側とGHQが対立した
ことで，①～③の修正作業にも影響を与えたと
考えられることから併記した。

このように1949年12月の段階では，放送法
案に盛り込まれた番組準則（44条）は，NHK

年　月 事　項
1946 年11月 ・逓信省が法令改正の検討に着手
1947年10月 ・GHQが民放開設を認める方針に転換
1948 年6月 ・放送法案を第2回国会に提出
1948 年11月 ・内閣交代（芦田内閣から吉田内閣）に伴い放送法案撤回
1948 年12月 ・GHQが撤回前の放送法案にあった「厳格に真実を守る」「公安を害しない」などの削除を勧告

1949 年6月
・逓信省が郵政省と電気通信省に分かれ，放送行政は電気通信省外局の電波庁の所管に
・GHQが電波・放送行政を管轄する行政委員会の設立を勧告

1949 年10月 ・再作成した電波三法（電波法・放送法・電波監理委員会設置法）案を閣議決定

1949 年12月
・マッカーサー最高司令官が電波監理委員会設置法案の見直しを求める書簡を吉田首相に送付
（委員長に国務大臣をあてる規定などの削除を要求）

・修正を行った電波三法案を再度閣議決定，国会に提出
（『20 世紀放送史』などをもとに作成）

表 1　電波三法案の国会提出までの経過

表 2　1949 年 12 月の国会提出時点の法案

①番組準則の民放ヘの適用

（なし） （NHKのみに適用）
②番組準則の内容

放送法案 44条3 項

協会は，放送番組の編集に当つては，左の各号の定めるところによらなければならない。
一 公衆に関係がある事項について，事実をまげないで報道すること。
二 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。
三 音楽，文学，演芸，娯楽等の分野において，最善の内容を保持すること。

放送法案 45条1項 協会の放送番組の編集は，政治的に公平でなければならない。
③電波法の行政処分の対象

電波法案 76条1項
電波監理委員会は，免許人がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分
に違反したときは，三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ，又は期間を定
めて運用許容時間，周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

④電波監理委員会の構成

電波監理委員会設置法案5条 電波監理委員会は，委員長一人及び委員六人をもつて組織する。
（『資料・占領下の放送立法』をもとに作成）
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のみの適用であり，民放は対象外だった。ま
た，番組準則には「公安を害しない」といった
事項はなく，「政治的公平」も別の条文での規
定である。さらに，電波法案の76条に基づく
行政処分は，「この法律（筆者注：電波法）若
しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処
分に違反したとき」が対象であり，放送法違反
は対象外である。

このうち，放送法案の立法趣旨については，
電波庁が国会審議に備えて作成した想定問答
集（質疑応答録）から読み解くことができる。
NHK放 送文化 研究 所には，1949年10月と
1950年1月に作成された「放送法案関係質疑
応答録」が残されていた 12）。

1949年10月の質疑応答録は，主要な条文ご
とに想定問答が記載され，このうち，「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」とする3条（放送番組編集の自由）
については，次のように記されている。

問　法律に基く権限とはいかなる場合をさ

すか。

答　選挙放送などについて選挙に関する法律

で規定された場合などを予想している。

問　法律に定める権限による場合はいかな

ることでも規律干渉しうるのか。

答　選挙放送などの場合以外は予想してい

ない 13）。

このように「法に基づく権限」に基づいて規
律がなされる可能性があるのは，「選挙放送」
などごく狭い範囲にとどまるという考え方が示
されていた。想定問答からは，番組に関する
監督権限は，極めて限定的に考えられていたこ

とがわかる。
また，1950年1月に作成された質疑応答録

には，国会で議論が予想された点を中心に，
さらに記述がなされている。このうち，のちに
問題となる放送法と電波法との関係について
は，「電波法は，電波の公平且つ効率的な利
用を確保する立場から無線設備の免許，技術
基準，運用並びに運用に従事する者等を規律
した電波に関する一般法であるが，本法（筆
者注：放送法）は放送政策の立場から放送事
業を規律した放送に関する事業法であって規
律の目的を異にし又電波法に規定していない分
野を想定しているものである14）」として，それぞ
れ規律の目的が異なると述べている。

1950 年1月の質疑応答録ではさらに，戦
前・戦中の放送に対する政府の介入への反省
を踏まえ，次のような記述も見られる。

問　新しい法案ができても又官僚が放送事

業に容喙（ようかい）するのではないか。

答　官僚の独善独裁を避けるためには，放送

事業の監督を合議体である電波監理委

員会が行うのであって，その委員は，内

（NHK放送文化研究所所蔵 「荘宏文書」）

放送法案関係質疑応答録（1950年1月）
表紙（左）と本文の冒頭部分（右）
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閣総理大臣が国会の同意を得て任命す

る立前をとっており，且つ，この法律及び

電波法は，自由裁量の余地が少いので

懸念するような心配はないと思う15）。
（引用中カッコ内は筆者による補足。以下同様）

このように立法作業にあたった電波庁は，
放送に対する規律は，内閣から一定の距離を
保つ電波監理委員会が担当し，また，放送
法・電波法とも裁量の余地が少ないことから，
政府による放送への介入は避けられるとしてい
た。これまで見てきた点も含め，立法の実務
に携わってきた電波庁の担当者は，放送規制
について抑制的な姿勢をとっていたと言える。

こうした方針のもと，電波三法案は衆議院
の電気通信委員会に附託され（並行して参議
院電気通信委員会で予備審査），1950年1月
下旬から本格的な委員会審議が始まった。

2.2. 修正前に見られた見解

電波庁の方針は，国会で法案審議が始まっ
てからも維持されている。衆議院の電気通信
委員会では1950年1月24日，小澤佐重喜・電
気通信大臣が提案理由をごく簡単に説明した
のち，網島毅・電波監理長官が三法案につい
て詳しく説明を行った。このうち，本稿に関係
する点として，民放に対する規律については次
のように述べている。

網島毅・電波監理長官

民間放送につきましては，先ほど申し上げま

したように，できる限り自由にこれをまかせ

る方針にいたしておるのでございまして，第

三章に最小限度必要な規定を単に二箇條だ

け設けておるのでございます。これはこの民

間放送が将来いかように発達するか，まだ見

通しをつけることが非常に困難であるという

ことと同時に，この民間放送にある特別な特

権を与えますると，これに伴いまして，政府

の監督その他の行為が必ず伴う（以下略）16）

ここで言及されているように，国会提出時点
の放送法案に盛り込まれていた民放関連の条
文は， ▼広告放送に関する51条（広告放送を
行う場合には，それが広告であることを告知
しなければならない）と， ▼選挙放送に関する
52条（政見放送などでは各候補者に同一の条
件で放送させなければならない）の2か条のみ
だった。

しかし，これに対しては，規制を受ける側か
ら見直しを求める意見が上がった。2月7日に
開かれた衆議院電気通信委員会の公聴会で，
朝日放送株式会社設立準備委員の杉山勝美は
次のように述べている。

杉山勝美・朝日放送株式会社設立準備委員

（条文が）わずか二條しかないということは，

一方ありがたいとは考えるのでありまするが，

協会の四十四箇條に対しまして二條とはどう

でありましようか。私はここに協会に対しま

すところの，立案者当局の勢力温存と官僚

統制のにおいがあることをひどく感ずるととも

に，民間蔑視の昔からの弊風を肌身に感ず

るものであります。少くとも第四十四條の放

送番組の編集，第四十五條の政治的公平な

どは，第一章の総則の中にまとむべきもので

ないか，こういうふうに思うのであります17）。

杉山は，民放に関する条文が放送法で2か
条しかないのは「民間蔑視」の表れであるとし
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て，44条と45条は放送全体にかかる総則にま
とめるべきではないか，つまり，番組準則を民
放にも適用すべきとの主張を行った。

一方，電波庁は，番組準則を民放にも適用
することについては否定的な見方を示した。前
出の網島は国会答弁で，「民間放送経営者自
体もラジオ・コードと申しますか，いわゆるプレ
ス・コードに相当するような綱領を作りまして，
而（しか）もこの綱領は第一條の目的に合致す
るようなもの，それから又只今申しました国民
がこの法律を通して日本放送協会に求めておる
ようなところを基準として，そのラジオのコード
を作成されることを冀（こいねが）っておる18）」
と述べている。民放は自ら規律を定めれば足り
るとする考え方である。

このように電波庁は当初，民放に番組準則
を適用する考えは持っておらず，番組準則が
守られない場合に行政処分の対象とするかど
うかといった議論も国会ではなされていなかっ
た。他方，民放開設を予定していた関係者か
らは，番組準則の適用を含め，むしろ規制強

化を求めるような意見が上がっていた。

─3.─法案修正の経緯

3.1. 事務当局を中心とした修正の検討

電波三法案に関しては，1950年1月から2月
上旬にかけて，衆参両院の電気通信委員会と
その公聴会で前述のような議論がなされたの
ち，2月中旬以降，修正作業が始まった。修正
は，表3で示したように，①電波庁幹部と衆
議院法制局を中心とした検討，②衆参両院・
政府間で行われた検討，③ GHQとの折衝を
受けての検討，と段階的になされている19）こと
から，それぞれ検証していく。

まず，2月中旬，衆議院電気通信委員会と衆
議院法制局，電波庁の担当者が神奈川県の
箱根の旅館に泊まり込んで集中的に法案修正
の検討を行った。このときの検討内容が手書
きで記された法案の綴りが，出席者の1人であ
る荘宏・電波庁文書課長が保管していた資料
の中に残されていた。

年　月 事　項

1950 年1月 ・衆議院電気通信委員会で審議開始（参議院では予備審査）

1950 年2月
・衆参両院で公聴会
・①電波庁幹部と衆議院法制局を中心とした検討（11 ～ 13日）
・②衆議院・参議院・政府間での検討（～ 3月前半）

1950 年3月 ・衆議院電気通信委員会が修正案をGHQ民政局に送付（16日）
・③GHQとの折衝を受けて検討（～ 4月初め）

1950 年 4月

・GHQ民政局が電波三法修正案を承認（4日）
・衆議院電気通信委員会で電波三法を可決（7日），衆議院通過（8日）
・参議院で電波・放送法案を修正
・GHQの承認後，参議院電気通信委員会で電波三法を可決（21日）
・参議院本会議で電波三法可決。電波監理委員会設置法成立（24日）
・参議院で修正された放送法・電波法が衆議院本会議で可決・成立（26日）

（関連資料をもとに作成）

表 3　国会審議開始から成立までの動き



54 JULY 2020

資料に基づき，検討が行われた日時や場所，
出席者をまとめたのが表4である。出席者名は
表紙に手書きで記されている。このうち，国会
議員は衆議院電気通信委員会に所属する中村
純一のみで，事務当局である電波庁と衆議院
法制局の幹部を中心にした検討だった 20）。

本稿で取り上げる論点のうち，手書きで修正
案が示されているのが，電波法案の76条に関
するものである。文書には，「電波監理委員会
は，免許人がこの法律，放送法若しくはこれ
らの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分
に違反したときは（以下略）」の下線部分が手
書きで追加されている。修正部分の欄外には

「吉田」と記されており，逓信院電波局長を務
めた吉田弘苗（検討時点では衆議院電気通信
委員会専門員）による案と見られる。この時点
で，放送法違反があった場合には，電波法76
条に基づく行政処分の対象とする修正が検討
されていたことがわかる。

一方，番組準則については，修正の書き込
みはない。放送法案では，NHKに関する規
定を民放に準用する修正が追加されているが，
それは番組準則に関してではなく，49条の「協
会の営む放送事業は，土地収用法第二条の土
地を収用し，又は使用することのできる事業と
し，同法を適用する」を民放にも準用するとい
うものだった。表5は，本稿で検討する論点に

期　間 1950 年2月11 ～ 13日
場　所 箱根宮ノ下　奈良屋旅館別館

出席者

【衆議院 電気通信委員会】
中村純一・衆議院議員
吉田弘苗・専門員

（元逓信院電波局長）
【衆議院 法制局】

鮫島真男・第三部長
堀内・経済課長
東・調査官

【電波庁】
網島毅・電波監理長官
野村義男・法規経済部長
松田英一・審査課長
荘宏・文書課長
周藤・業務係長

（「荘宏文書」をもとに作成）

表 4　1950 年 2 月中旬の法案修正の検討

（NHK放送文化研究所所蔵 「荘宏文書」）

（NHK放送文化研究所所蔵 「荘宏文書」）

検討事項が手書きで書き込まれた電波法案

電波法76条に関する修正が記された部分

表紙に手書きで「昭和二五，二　宮ノ下審議」とあり，
その横に出席者名が書かれている。
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ついて，上記資料に基づく修正点をまとめたも
のである。

なお，この文書には修正案は記されているも
のの，修正理由の記載はない。このため，電
波法案の76条に「放送法」を加えた理由は直
接読み解くことはできない。ただし，関係する
国会審議を参照することで修正の趣旨を探るこ
とができる。同条の解釈に関しては，1950年
3月2日の参議院電気通信委員会で次のような
質疑が行われている。この時点では，国会に
法案の修正案は提示されておらず，1949年12
月時点の政府原案（修正前の条文）に関する質
疑である。

小林勝馬・参議院議員

七十六條におきまして「電波監理委員会は，

免許人がこの法律若しくはこの法律に基く命

令又はこれらに基く処分」云 と々ありますが，

放送法違反は，これは入れなくてよいのか

どうなのか，いわゆる電波法だけでおやりに

なるのか，放送法違反の問題を……。

網島毅・電波監理長官

この免許の取消しということは，言い換えま

すれば，その設備を使ってはいかんというこ

とでありまして，設備に関係する問題，或い

はその運用の問題は，主として電波法に盛

られておりますために，この電波法というも

のを特にここに上げたのでございます。併（し

か）しながら放送法にも，極く僅少ではござい

まするが，いろいろ施設者に義務付けられ

た事項もございまするので，只今のお説は，

私共といたしましても御尤ものお説じやない

かと考える次第であります21）。

網島の説明によると，電波法案の76条によ
る行政処分の対象となるのは設備関連の問題
であり，そうした規定は放送法にも一部存在す
ることから，電波法で対処する必要があるとい
うことである22）。この答弁からは，2月中旬の
検討でも，76条の修正は，放送法案にある放
送局の設備関係の規定を念頭に置いてなされ
たと考えるのが自然である。放送法案にはこの
時点で，設備関連の規定として43条1項に「協
会は，電波監理委員会の認可を受けなければ，
その放送局を廃止し，又はその放送を12時間
以上休止することができない」，同条2 項に「協

（下線は従来の案からの変更点）

①番組準則の民放ヘの適用 

（なし） （NHKのみに適用）
②番組準則の内容 

放送法案 44条3 項 （1949 年12月と同じ）

放送法案 45条1項 （1949 年12月と同じ）
③電波法の行政処分の対象 

電波法案 76条1項

電波監理委員会は，免許人がこの法律，放送法若しくはこれらの法律
に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは，三箇月以内
の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ，又は期間を定めて運用許
容時間，周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

④電波監理委員会の構成 

電波監理委員会設置法案 5条 （1949 年12月と同じ）
（「荘宏文書」をもとに作成）

表 5　1950 年 2 月中旬の検討状況
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会は，その放送を休止したときは，前項の認
可を受けた場合を除き，遅滞なくその旨を電波
監理委員会に届け出なければならない」といっ
たものがあった。

電波法案の76条を修正すれば，これらに限
らず，放送法案にある規定すべてが行政処分
の根拠になりうる，という発想が存在しなかっ
たと断言することはできないが，少なくとも，
電波法案の76条と番組準則を結びつける議論
は国会の場ではなされていなかった。

3.2. 国会を中心とした修正の検討

このように1950年2月中旬の検討では，番
組準則の民放への適用や「公安を害しない」と
いった事項の追加について議論された形跡は
ない。一方，4月に国会に提出された修正案に
は，これらの点が盛り込まれていることから，
2月半ば以降に番組準則に関する修正が検討
されたと推定できる。

箱根での検討以降の動きについては，前出

の荘宏が，「（2月）十三日帰京したが，その
後修正案は衆院内，衆参両院間，国会政府
間で検討が続けられ，三月十五日衆議院はそ
の修正案をGSの長ホイットニー氏宛に送附し
た 23）」と記している（GSはGHQの民政局を指
す）。法案の修正が，2月半ば以降，国会を主
体とした政治レベルの協議へと移行したことに
なる。

表6は，3月半ばまでの1か月間に修正がな
されたと考えられる条文をまとめたものである。
このうち，電波監理委員会設置法案の修正は，
このあとのGHQとの間で争点になったこともあ
り，法案の各条文を記した文書が残されてい
たが，放送法案と電波法案についてはそうし
た文書はない。ただ，その後のGHQとのやり
とり（次節で詳述）から，この時点で，番組準
則関連の条文や電波法76条は，4月に成立し
たものと同様の条文になっていたと推定される

（表6の斜字部分）。
このときの検討で，番組準則についてどのよ

（斜字は推定される条文）

①番組準則の民放ヘの適用 

放送法案 53条 第四十四条第三項の規定は，一般放送事業者に準用する。

②番組準則の内容 

放送法案 44条3 項

協会は，放送番組の編集に当っては，左の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 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。
※45 条1項にあった「政治的公平」に関する規定は上記に統合

③電波法の行政処分の対象 

電波法案 76条1項 （1950 年2月修正と同じ）

④電波監理委員会の構成 

電波監理委員会設置法案
5条1項・2 項

電波監理委員会は，委員長一人及び委員六人をもつて組織する。
2　委員長は，国務大臣をもつて充てる。

（電波監理委員会設置法案は「荘宏文書」をもとに作成）

表 6　1950 年 3 月中旬の検討状況
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うな議論が行われたのかを示した資料は残さ
れていない 24）。ただ，この点についても，国
会審議から修正の意図について推測すること
ができる。番組準則をめぐっては，衆議院電
気通信委員会の公聴会で，民放開設関係者
が民放にも適用するよう求めたことは先に触れ
たとおりだが，与党・民主自由党の議員からも
次のような主張がなされていた。

橋本登美三郎・衆議院議員

この條文から申しますと，第四十五條にある

ような政治的に不公平な放送番組を民間放

送会社がしても，これは放送免許には何ら

の影響はない。さしとめられていないのであ

ります。そうするとある民間会社に対して，

特定の経済的力なり，あるいは政治的力な

りが伸びて，その放送番組に特定の政党の，

あるいは特定の団体の意図を盛つたものを

放送することは可能なのです。（中略）民間

放送を自由勝手に発達せしめるという意味

では，非常に有効だと思うのでありますけれ

ども，社会不安あるいは社会秩序という面か

ら考えれば，一応考慮すべき問題だと思う

のです25）。

このように，政治的公平といった規律に関し
ては，与党の国会議員の間から民放にも適用
すべきとの意見が上がっていた。

また，番組規制をめぐっては，従来から，
罰則も含めた強化を図るべきとする見方が出さ
れていた。元逓信官僚で参議院議員の新谷寅
三郎は1948年7月の国会審議で，この時点で
検討されていた放送法案について，「公安を害
する行為に対しては，何故罰則をお附けにな
らなかつたのか，そういうことはあり得ないと

いうお考えでありましようか 26）」といった質問を
行っている。一部の国会議員の間では，番組
準則の適用範囲拡大や，「公安を害しないこと」
の追加が必要という認識があり，そうした点
が修正の背景に存在していたと考えられる。一
方，電波法案の76条の修正に関しては，先に
触れた放送設備関連の質疑を除けば，国会で
は議論がなされていない。この条文を番組準
則に結びつける解釈は国会審議で確認するこ
とはできない。

ただし，1950年2月から3月にかけての修正
論議で最大の焦点になったのは，番組準則で
はなく，電波監理委員会の制度設計について
だった。この問題に関しては，電波庁の事務
当局はすでに結論を出しており，電波監理委
員会の設立によって内閣による放送・電波行政
の統制が難しくなることはやむをえないと考え
ていた。電波庁が2月に作成した「電波監理委
員会設置法案予想質問に対する回答案」には
次のように記されている。

問　この委員会に対して，内閣は何等かの

統制を加えることができるか。できない

とすれば，行政執行に対する内閣の責

任との関係はどうなるか。（中略）

答　電波監理委員会は，合議制の機関であ

り，その意志の決定は複数人の議決に

よるから，必ずしも内閣の望む如き議

決が生れないかもしれぬ。しかしその

程度のことは行政の公正不偏不党を確

保するためには，やむを得ない 27）。

しかし，こうした制度設計は，当時の吉田
政権としては認めがたいものであり，与党の
国会議員は，先の表6のような修正を行うこと
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で1949年12月のマッカーサー書簡で決着した
点を覆し，電波・放送行政に対する内閣の影
響力を確保しようとした。そして，この修正が
GHQとの間で大きな争点となったことで，番組
準則などの修正の検討が十分になされなかっ
た可能性がある。

このように，1950 年2月から3月にかけてな
された修正は，事務当局による調整が行われ
たのちに，政治レベルの協議で盛り込まれた
ものであり28），当初の電波庁の考え方とは隔た
りがあるものだった。電波庁で法規経済部長
を務めていた野村義男は，当時を振り返って，

「政府は対国会，対GHQとの二面作戦に苦慮
した 29）」と述べている。

3.3. GHQ の意見に基づく修正の検討

1950 年3月16日30），衆議院電気通信委員 
会は，修正を行った放送法案，電波法案，
電波 監理委員会設 置 法案をG HQ 民政 局

（Government Section，以下，GSと表記）の
ホイットニー（Courtney Whitney）局長あてに
送付した。占領期，立法にあたってGHQの承
認を得ることは必須であり，GHQ側の法案審
査の窓口となったのがGSである。

修正案に対するGHQの反応を示す資料は
日本側には残されていない。前出の野村義男
は「国会側が司令部へ持っていったのですが，
誰が持って行って，その結果何を言われてきた
のかはよくわからないところです。議事録にも
何も載っていないわけです 31）」と証言している。
一方GHQ文書には，衆議院電気通信委員会
の辻寛一委員長名でGSのホイットニー局長あ
てに送られた英文の書簡が残されていた。

書簡で，辻委員長は，電波三法案が1949
年12月に電気通信委員会に付託されたのち，

委員会審議や公聴会での意見聴取が行われた
こと，その結果，政府原案を修正する必要が
あるとの結論に至ったことなどを説明している。
そのうえで，GHQの担当部局を訪問して詳しく
修正理由を説明する機会を設けてほしいと依
頼し，次のように書簡を結んでいる。

　
提案した修正案は，わが国の民主化を促

進するのみならず，占領政策にも合致するも

のであると自信を持っています。修正案につ

いて早急に承認いただくことを希望するとと

もに，貴部局が正しい判断をし，我々が直

面している現状に深甚なる理解をいただけ

ればと考えています32）。

 

これを受 けて，GS は 3 月 16日，GHQ 内
で電波・放送政策を担当する民間情報教育局 

（Civil Information and Education Sec-
tion，以下，CIEと表記）と民間通信局（Civil 
Communication Section，以下，CCSと表記）
に対して検討を依頼した 33）。CIEは番組内容
に関する事項を，CCSは放送事業者の経営や
技術面に関する事項を担当していた。

（国立国会図書館所蔵「GHQ/SCAP文書」）

衆議院電気通信委員会・辻寛一委員長名の
GSあて書簡（1950年3月16日）
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CIEとCCSがそれぞれGSに対して正式に
回答を行ったのは3月末のことだが，それを待
たずに，GSは日本側に修正案の撤回を求めた。
当時，前出の荘宏は次のように述懐している。

然るところ二十二日に至り衆院辻電通委員

長は増田官房長官に呼ばれ，GSで憤慨し

て修正案の撤回を求めていると告げられた。

衆院で電監委委員長に国務大臣を充てると

の条項を修正案に入れたのが，マッカーサー

書簡の無視であり怪しからん，というのが

GSの理由であった。更に二十五日には，国

会がGSに出した修正案に使った用紙が電

波庁のものであったとして靱勉電気通信次官

がGSに叱られた一幕もあった 34）。

このように，マッカーサー最高司令官と吉田
首相の間で決着したはずの電波監理委員会の
問題を日本側が蒸し返したことにGSは強い憤
りを見せた。さらに，衆議院が提出した修正
案の用紙が電波庁のものだったことも，国会が
内閣の支配下に置かれているのではないかとす
る疑念を生んだ 35）。

こうした見解はCIEも同様だった。CIEは，
3月30日にGSに送った報告書で， ▼電波監理
委員会の委員長に国務大臣をあてるとした修正
について同意を与えることは難しい， ▼この修
正が好ましくないことは以前，GHQで検討し
た際にすでに明らかにされており，方針変更を
支持する理由はない， ▼修正前の法案が通る
ように特別な圧力を加えることが望ましい，な
どと記述している 36）。

また，CIEは放送法の番組準則の規定の変
更についても，次のような疑念を示している。

占領当局のラジオ・コードで使われていた

用語を用いるようにしたことで（筆者注：「公

安を害しないこと」を追加したこと），修正案

は原案の重要な部分を放棄したように考えら

れる。「公衆に関係がある事項について伝え

る」ことを協会は義務付けられなくなり，ま

た，「事実をまげないですること」の対象は

「報道」のみとなった。これは，他の番組に

ついては「事実をまげる」ことを暗に認めて

いるようにも読める 37）。

ただし，CIEは，番組準則を12月の政府原
案に戻したり，再修正したりすることまでは求
めず，民放に適用することについても特に言及
していない。また，電波法案に関しても，「技
術的事項はCIEの直接の管轄ではないが，提
案された修正案に対しては特に反対すべき点は
ない 38）」と返答している。CIEは，電波法案の
修正について，自らの所管である番組規制に
影響する問題であるとは認識していなかったと
判断できる。

さらに，CIEのコメントからは，電波三法が
早期に施行されることを望んでいたことがわか
る。電波監理委員会の問題でも，日本側の法
案修正を阻むために圧力をかけるべきとする一
方で，仮に，圧力をかけられずに不完全な法
律になったとしても，「法案がまったくの廃案
になるよりは好ましい」と述べている 39）。占領
終結間近と見られたこの時期，GHQの影響下
で法案を成立させることが重要だったと見られ
る。

法案成立の遅れを懸念する見方は，放送制
度全般を担当していたCCSの文書にも見いだ
せる。CCSで放送政策を担当していたファイス
ナー（Clinton Feissner）は3月23日に，次の
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ような部内向け報告を作成している。

日本政府の高官が今朝，口頭で伝えてき

たが，山口国務大臣が毎日新聞の記者に対

して，「国会は電波三法を今の国会で通さず，

次の国会で審議を行うため止めておくことに

なるだろう。その際には自由党によって起草

された新たな放送法が提案されることにな

る」と述べたということだ 40）。

ファイスナーはこのように報告し，電波三法
の成立の遅れに懸念を示した。GHQとしては，
電波監理委員会の独立性を損なう修正は認め
られないとしつつも，それ以外の修正は容認
し，法案を早期に成立させるべきと考えていた
と言える。

こうした中で，衆議院電気通信委員会の委
員が3月31日と4月3日にGHQを訪問したこと
が，荘宏のメモに記されている 41）。やりとりの
記載はないが，GHQ内での調整が終わったこ
とを受けて，GSと衆議院電気通信委員会の間
で改めて修正をめぐる協議がなされたものと見
られる。

こうした協議を経て，最終的に日本側は，
電波監理委員会の委員長に国務大臣をあてる
修正を断念した 42）。一方で，番組準則の修正
は維持された。この修正は，GHQが占領開
始直後に発出したラジオ・コード（公共の安寧
を乱す放送の禁止など）を模した修正だったこ
とから，GHQとしても容認せざるをえなかった
との見方がある。前出の野村義男は，「だから
通ったので，日本側の発案で持って行ったら
おそらく通らなかったでしょうね」とのちに証
言している 43）。GHQが行ったことを逆手にとっ
て，日本側は規制強化につながる修正に成功

したことになる。
また，電波法案の修正も「比較的簡単に解

決した44）」という。仮に，GHQが電波法76条
の修正を番組規制に関連した問題と捉えてい
たならば，何らかの記録が残された可能性が
大きいが，そうした痕跡はない。こうした経緯
を経てGHQが最終的に電波三法の修正案を
了承したのは4月4日のことだった 45）。

─4.─電波三法成立とその後の解釈

4.1. 修正後の国会審議と電波三法成立

1950 年 4月7日，GHQの承認を受けた電波
法・放送法の修正案（議員修正 46））が国会に
提出された（表7）。これまで見てきたように，
電波法76条の修正（③）は1950 年2月中旬に
なされたもので，番組準則関連の修正（①②）
はその後の検討で加わったものである。一方，
電波監理委員会の制度設計（④）は，1949 年
12月に政府が閣議決定した原案に戻された。

修正案については，4月7日の衆議院電気通
信委員会で，次のような趣旨説明が行われた。

高鹽三郎・衆議院議員（自由党）

（番組準則については）諸般の角度から検討

の結果，修正案におきましては，公安を害

しないこと，政治的に公平であること，報

道は事実を曲げないですること，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四原則

をもつて規律することが，最も適当であると

して，原案に対し所要の修正を施したもので

あります。

　なおこれとともに放送事業は民間放送と

いえども，高度の公共性を帯びるものであり
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まするから，協会放送に対して要求される

このラジオ・コードは，民間放送に対しても

また要求さるべきものであるとの見解に立つ

て，修正案は第五十二條の次に一條を設け，

前述の四原則を一般放送事業者に準用する

ことにいたしました（中略）。

　次に電波法案に対する修正案は，本則

十六箇條，附則六項にわたつておりますが，

その多くは立法技術上の理由に基く修正であ

ります（中略）。

　第七十六條は，無線局の運用の停止，制

限及び免許の取消しに関する規定でありま

すが，原案においては，これらの処分をな

す場合を電波法またはこれに基く命令，処

分に違反したときに限つておりまするのを，

放送法関係の場合をも含めることに修正いた

しました 47）。

このように趣旨説明では，修正理由はごく簡
単に言及されるのみだった。また，この日の委
員会では，修正案に対する討論が行われたが，
ここでも詳しい修正理由については言及されな
かった。

衆議院電気通信委員会で賛成討論を行った
自由党の中村純一は，「その修正の意図いたし
ておりまするところは，電波法案に関しまして
は，主として無線通信士の地位の保全向上に
関するものでありまして，われわれこれはまこ
とに適当であると考えるものであります48）」と
述べるにとどまった。中村議員は2月の箱根で
の修正協議にも参加しているが，電波法の修
正はあくまでも技術的な問題に関するものとい
う説明である。また，反対討論を行った日本
社会党の受田新吉も，番組準則や電波法76
条の修正については言及しなかった。

こうして修正案は，この日のうちに衆議院電

①番組準則の民放ヘの適用 

放送法案 53条 第四十四条第三項の規定は，一般放送事業者に準用する。
（1950 年2月後半から3月前半にかけて修正を検討）

②番組準則の内容 

放送法案 44条3 項

協会は，放送番組の編集に当っては，左の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 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。

（1950 年2月後半から3月前半にかけて修正を検討）

③電波法の行政処分の対象 

電波法案 76条1項

電波監理委員会は，免許人がこの法律，放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ
らに基づく処分に違反したときは，三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ，
又は期間を定めて運用許容時間，周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

（1950 年2月中旬に修正を検討）

④電波監理委員会の構成 

電波監理委員会設置法案 5条 電波監理委員会は，委員長一人及び委員六人をもつて組織する。
（1949 年12月の政府原案と同じ）

（『資料・占領下の放送立法』をもとに作成）

表 7　1950 年 4 月の修正案（衆議院）
（カッコ内は筆者による補足）
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気通信委員会で可決された。そして，修正が
なされた電波三法案は翌4月8日，衆議院本
会議で可決され，参議院に送られた。電波法
案・放送法案についてはさらに参議院で修正
が加えられたが，本稿で取り上げる論点につい
ては，変更はない。これについてもGHQの承
認を求める手続きがとられたが，特段の修正
要求はなく，法案を早急に成立させるべきとの
意見が見られた49）。

こうして電波三法案は4月21日，参議院電
気通信委員会で可決された。このあと，4月24
日，参議院本会議で電波三法案が可決され，
参議院での修正がなされなかった電波監理委
員会設置法はこの日に成立した。一方，参議
院での修正がなされた放送法・電波法案は再
度，衆議院に送られ，4月26日の本会議で可
決・成立した。電波三法は，5月2日に公布さ
れ，6月1日から施行された。

4.2. 電波三法成立後の議論

電波三法成立後も，しばらくの間は，政府
による条文の解釈には変化は見られなかった。
電波三法の立法に関係した実務担当者による

『電波法 放送法及 電波監理委員会設置法詳
解』（1950年）には，電波三法の逐条解説が
掲載されているが，このうち番組準則について
は，「いわゆるラジオコードと称すべきものであ
る。この外にも本法中にラジオコードに相当す
る規定があるが，こちらは大綱を示しただけ
で，協会は更に詳細な放送準則を定め，それ
に従って放送番組の編集を行うことになるであ
ろう50）」と記述されている。番組規律は基本的
に放送事業者に委ねる姿勢が見られる。

また，1950年代中ごろに行政の実務担当者
によって作成されたと見られる「放送番組に関

する参考法令集（抜萃）51）」には，番組編集に
関係する法令として，憲法，放送法，電波法，
公職選挙法などが挙げられているが，電波法
に関しては76条に関する言及はない。搭載さ
れている電波法の条文は，53条「目的外使用
の禁止等」や74条「非常の場合の無線通信」，
106条「虚偽の通信」，107条「憲法等の破壊」，
108条「わいせつ通信」などである。この時点
では，番組準則違反と電波法76条を結びつけ
る認識はなかったと考えられる。

しかし，1950年代後半になり，いわゆる低
俗番組批判を背景とした規制強化が議論され
るようになると，電波法76条と番組準則違反
の関係が意識されるようになる。放送法は，
番組準則への「善良な風俗」を害しないという
規定の追加や，番組調和原則の新設，番組審
議機関の設置義務などを盛り込んで1959年に
改正がなされているが，それに先立って郵政省
内では，番組準則の実効性を担保する方策の
検討が行われている。

この時期に作成されたと見られる「放送番組
編集及びその放送の準則に関する規定違反と
電波法第七十六条との関係等について」と題す
る文書 52）には，番組準則違反への対応につい
て次のように記述されている。

これら法の期待を裏切り，放送事業者が放

送番組編集及びその放送の準則の規定に違

反した場合の法的措置については，放送法

（改正案を含む。）には何等規定されていな

い。もし，絶対に，何等かの措置が必要で

あるという場合，考えられることは，電波法

第七十六条の規定による措置である。

こうした表現からは，当初から電波法76条



63JULY 2020

が番組規制の根拠として捉えられていたわけ
ではなく，1950年代後半の低俗番組批判に対
応して編み出された解釈だったことがうかがえ
る。もっとも，運用については，放送法改正案

（その後1959年に成立）の規制の枠組みを参
照しつつ，慎重な姿勢を示している。

改正案において，放送番組編集の制定，放

送番組審議機関の設置を放送事業者に義務

ずけたゆえんは，政府が放送番組に干与す

ることなく，放送事業者の自律性と番組審

議機関の良識ある善処を法（案）は期待して

いるものとされている。このような諸点を考

慮するとき，放送法（案）に規定された放送

番組編集及びその放送に関する準則違反に

ついて電波法第七十六条の規定を適用して，

これを処分することは，一般的には，これ

を避けるべきであろう。      （（　）書きは原文）

このように郵政省内部では，電波法76条を
根拠とした行政処分は，法律論としては可能と
しつつも，放送事業者の自律性に期待する放
送法の趣旨からは，「一般的には，これを避け
るべき」と結論づけていた。

このように1950 年代後半以降，番組準則と
電波法76条を結びつける議論が出てきたもの
の，電波停止などの行政処分を行うことは避
けるべきとする考え方はその後も維持されてい
る。1962年から1964 年にかけて開かれた郵
政省の有識者会議「臨時放送関係法制調査
会」では，郵政省は「法が事業者に期待すべ
き放送番組編集上の準則は，現実問題として
は，一つの目標であって，法の実際的効果と
しては多分に精神的規定の域を出ないものと
考える。要は，事業者の自律にまつほかはな
い 53）」とする見解を示している。

こうした見解が大きく変化したのは，1993年
のテレビ朝日報道局長の発言問題以降であり，
これについては，すでに多くの論考で言及され
ているとおりである54）。番組準則違反と電波法
76条に基づく行政処分を明確に結びつけるよう
になったのは，比較的最近のことだった 55）。

─5.─おわりに

本稿では，放送法の番組準則の位置づけ
や，番組準則と電波法76条に基づく行政処分
との関係について検証を行うため，従来，あま
り焦点が当てられてこなかった1950年前半の
法案修正に注目して検討を行ってきた。経過を
簡単にまとめると，次のようになる。

まず，1950年2月中旬，電波庁と衆議院法
制局を中心とした法案修正の検討が行われた。
このときに，電波法76条の無線局運用停止の

（NHK放送文化研究所所蔵 「荘宏文書」）

「放送番組編集及びその放送の準則に関する規定違反
と電波法第七十六条との関係等について」
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根拠として放送法違反が加えられたが，これ
は放送法案にあった放送局の設備関係の規定
を念頭に置いてなされたと考えられる。

他方，番組準則に関する修正はこれとは別
の文脈でなされた。2月後半から3月前半にか
けて国会を中心になされた修正協議で，番組
準則の民放適用や「公安を害しないこと」の追
加が検討された。背景には，民放の制度上の
位置づけを明確にするよう求めた民放開設関
係者の意向や，番組規制の明確化を求める国
会議員の意見が存在していた。

ただし，このとき最大の焦点になったのは番
組準則の問題ではなく，規制監督機関である
電波監理委員会の制度設計の問題だった。吉
田首相とその与党は，電波監理委員会の委員
長を国務大臣とすることで，内閣の電波・放送
行政への影響力を強めることをねらった。この
時期の検討は，放送行政に対する内閣の関与，
あるいは規制を強化するという文脈の中でなさ
れたものと考えられる。

しかし，GHQは，電波監理委員会の独立
性を脅かすおそれがある修正は認めなかった。
その一方で，この問題にGHQの関心が集中し
たこともあり，番組準則の民放適用など，そ
れ以外の点は十分に検討されなかった。電波
法76条に関してもGHQで精査された痕跡はな
く，細かな法律上の整合性に関わる問題と見
なされていた可能性が高い。占領終結も近い
と見られた中，GHQとしては，基本的な制度
設計に問題がなければ，早急に電波三法を成
立させたい考えだった。

こうして，1950年4月下旬に成立した電波三
法は，電波監理委員会の制度設計が1949年
12月時点の案に戻る一方，①番組準則の民放
への適用拡大，②番組準則に「公安を害しな

いこと」を追加，③無線局（放送局）運用停止
の行政処分の根拠として放送法違反を追加，
といった修正がなされた。

このように電波法76条に関する修正は，番
組規制の議論とは切り離して行われたものだっ
た。また，番組準則に関する修正は，電波監
理委員会の制度設計に焦点が当たる中，比較
的目立たない形でなされたものであり，電波
法76条との関係についても議論されなかった。
両者の関係は，1950年代後半になって監督官
庁（郵政省）内で検討されたものの，郵政省は，
番組準則違反に対して電波法76条を適用する
ことに消極的だった。こうした状況は，その後
も長く続いたが，1990年代以降，放送事業者
の不祥事に対応する形で，解釈の変更がなし
崩し的に進むことになった。

そうした経緯を考えれば，番組準則の性格
や番組準則違反と電波法76条の関係について
は，改めて立法趣旨にさかのぼって議論を行う
余地が残されている。仮に，番組準則に違反
した場合に行政処分を行いうる制度にするの
であれば，正面からその是非について議論を
行ったうえで法改正を図るなど，明快な対応が
求められる。その際には，戦後の放送制度が，
内閣からの独立性が高い電波監理委員会の
存在を前提に成立したことを考慮に入れれば，
放送規制を担うのはそうした機関でなくてもよ
いのかといった議論もあわせてなされるべきと
考えられる。

本稿では，さまざまな資料に拠りつつ，電
波三法案の修正過程について検討してきた。
そこでは，法案修正に直接言及した記録が限
られることから，関連する議論も参照しつつ，
考察を行ってきた。このため，新たな資料の
発見など，調査の進展によっては，前述の検
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討については見直しを行う余地がある。ただ，
法案修正をめぐり，どのような関係者がどう
いった姿勢で議論に臨んでいたかという点は明
らかにすることはできたと考える。

放送規制に関しては，番組準則の性格や規
制監督機関のあり方などをめぐり，現在でもし
ばしば議論がなされている。そうした検討を行
ううえで，改めて立法過程について確認してお
くことは重要と思われる。

（むらかみ せいいち）

注：
 1） 番組編集準則と呼ばれることも多いが，本稿で

は番組準則で統一する。当初は放送法44条3
項に置かれ，1988 年の放送法改正で3条の2に，
さらに2010 年改正で4条に移った。

 2） 1949年5月までは逓信省，同年6月から1950 年
5月までは電気通信省外局の電波庁が放送・通
信制度を担当した。

 3） 日本放送協会は，1950 年6月の放送法施行に
よって，社団法人から特殊法人に移行したが，
いずれもNHKと略記する。

 4） 放送法制立法過程研究会編（1980）『資料・占
領下の放送立法』東京大学出版会

 5） 内川芳美（1989）『マス・メディア法政策史研究』
有斐閣

 6） 番組準則の法規範性や電波法76条との関係は，
多数の論考によって検討されている。最近の国
会論議を整理したものとしては，大島麻衣（2016）

「NHK『クローズアップ現代』問題及び放送法を
めぐる国会論議」『立法と調査』380 号参照。

 7） 参議院総務委員会（2010 年11月26日）で平岡
秀夫総務副大臣（民主党）が答弁し，その後の
政権交代以降も，この見解が維持されている。
また，郵政省で放送行政局長などを歴任した金
澤薫も，番組準則違反について，「同一の事業

者が同様の事態を繰り返し，再発防止の措置が
十分ではなく放送事業者の自主規制に期待する
のでは，本法第4条を遵守した放送が確保され
ないと認められること」といった要件を満たした
場合は，電波法76条の適用が可能としている。
金澤薫（2012）『放送法逐条解説（改訂版）』情
報通信振興会58-59頁

 8） 例えば，長谷部恭男（1992）『テレビの憲法理論』
弘文堂168頁は，「番組編集準則に違反したこ
とを理由に，電波法七六条による運用停止や免
許取消しは行いえないとするのが通説である」と
している。また，日本弁護士連合会は2016 年 4
月，電波法76条に基づく行政処分は，放送によ
る報道の自由を侵害するものとして許されないと
する意見書を公表した。さらに，行政処分の法
制化に対しては，日本民間放送連盟（民放連）
が，2007年の検討時に，会長名の反対コメント
を発表している（「放送法改正案に関する民放連
会長コメント」2007年 4月6日）。こうした点につ
いて，近年の論考では，鈴木秀美・山田健太編
著（2017）『放送制度概論』商事法務105-109頁

〔西土彰一郎執筆部分〕が問題を整理して論じて
いる。

 9） BPO放送倫理検証委員会の委員長を務めた弁
護士の川端和治は，資料の状況について，「残
念ながら，『資料・占領下の放送立法』には，こ
の修正のときにどのような協議が，GHQ，政府
当局と与党の間でなされたのかについての証言が
ない。さらに，電波法七六条に「放送法」を付
加した意図は重要なのだが，それを明らかにす
る資料は，私の調査能力では発見できなかった」
と記している。川端和治（2019）『放送の自由』
岩波書店238頁

 10） 成立直前の国会審議に焦点を当てた論考として
は，弁護士の齊藤雅俊によるブログがある。「電
波法76条1項と放送法4条1項とに関する今は
昔の物語」（前・後編）（http://donttreadonme.
blog.jp/archives/1054087409.html）。齊藤は，
当時の関係者による著作やGHQが作成した文
書に基づき，当時の議論を詳細に振り返ってお
り，電波法76条の規定が持つ問題性について
も，「飽くまでも想像」としつつ，GHQ側が認識
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していた可能性があると推測している。
 11） マッカーサー書簡については，前掲『資料・占

領下の放送立法』297-302頁参照。
 12）「放送法案関係質疑応答録」はNHK放送文化研

究所が保管する「荘宏文書」に残されていた。荘
宏（1913～1987）は，1936 年に逓信省に入省後，
長く電波・放送行政に携わり，1949年から1950
年にかけて電波庁文書課長を務め，電波三法
の制定に携わった。その後，郵政省電波監理局
次長などを歴任した。「荘宏文書」に関しては，

「放送史料 探訪『荘宏文書』～放送政策形成の
現場から～」『放送研究と調査』（2012年1月号）
参照。

 13） 電波庁「放送法案関係質疑応答録」（1949年10
月），NHK放送文化研究所所蔵「荘宏文書」

 14） 電波庁「放送法案関係質疑応答録 第二回」
（1950 年1月），NHK放送文化研究所所蔵「荘
宏文書」

 15） 同上
 16） 衆議院電気通信委員会（1950 年1月24日）
 17） 衆議院電気通信委員会公聴会（1950 年2月7日）
 18） 参議院電気通信・文部連合委員会（1950 年2月

15日）
 19） 法案修正は，審議が参議院に移った4月中旬に

も行われているが，本稿で検討する論点は含ま
れていない。

 20） 荘宏（1962）「電波三法の制定」，逓信外史刊行
会編『逓信史話 下』360頁には，出席者が9人
と記されているが，荘宏文書のメモ書きには10
人の名前が記されている。堀内，東，周藤の各
氏の名前は不明である。

 21） 参議院電気通信委員会（1950 年3月2日）
 22） このやりとりに続いて，小林勝馬議員は，遠洋

漁業から戻った漁船が半年以上停泊して無線局
を6か月以上休止した場合，電波法76条に基づ
く免許取り消しの対象になるのかといった質問を
行っている。こうした質疑の流れから見ても，電
波法76条関連の質疑では，ハード部分である無
線局の設備の運用が問題になっていたことがわ
かる。

 23） 前掲「電波三法の制定」『逓信史話 下』360頁

 24） 1950年2月の法案修正の検討に電波庁法規経
済部長として加わっていた野村義男はのちに，
放送法案の国会修正のいきさつについて証言し
ているが，番組準則については触れていない。
野村は，このときに国会側が重視した点として，
訂正放送制度の機能強化を挙げている（前掲『資
料・占領下の放送立法』562頁）。国会側として
は，放送規制を担保する事項を修正案に入れる
ことを主張していたことがわかる。

 25） 衆議院電気通信委員会公聴会（1950 年2月7日）
 26） 参議院通信委員打合会（1948 年 7 月 28 日）
 27） 電波庁「電波監理委員会設置法案予想質問に対

する回答案」（1950 年2月），NHK放送文化研
究所所蔵「荘宏文書」

 28） 修正事項としてはこのほか，NHK予算の国会承
認に関する規定を修正して政府認可にすることも
盛り込まれた。これについても，放送行政に関
して内閣の影響力を維持するためになされたもの
と考えられる（GHQは修正を拒否）。

 29） 野村義男（1971）「二つの大戦の戦後経営と電波
立法の回想」『電波時報』26巻 6号 69頁

 30） 前掲「電波三法の制定」『逓信史話 下』360頁
は送付日を3月15日としているが，GHQ文書に
よると送付は3月16日となっている。

 31） 前掲『資料・占領下の放送立法』563頁
 32） 衆議院電気通信委員会の辻委員長がGHQのホ

イットニー局長にあてた書簡（1950年3月16日），
国立国会図書館所蔵「GHQ/SCAP文書」GS（A）
01878。原文は英語で，日本語訳は筆者によるも
の。

 33） 国立国会図書館所蔵「GHQ/SCAP文書」GS（A） 
01878

 34） 前掲「電波三法の制定」『逓信史話 下』360-361
頁

 35） これについて野村義男は，修正案の英訳を国会
から電波庁に依頼されたことから，それをRadio 
Regulatory Agency（電波庁）と入った用紙にタ
イプしたところ，それをそのままGHQに持って
いってしまったのではないかと証言している。前
掲『資料・占領下の放送立法』563頁

 36） ドン・ブラウン（Don Brown〈CIE〉）によるGS
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あての報告（1950 年3月30日），国立国会図書
館所蔵「GHQ/SCAP文書」GS（A） 01878

 37） 同上
 38） 同上
 39） 同上
 40） C. Albert Feissner “Alleged Statement  Re 

Radio Bills by State Minister”（1950 年3月23
日），国立国会図書館所蔵「GHQ/SCAP文書」
GS（A） 01878

 41） NHK放送文化研究所所蔵「荘宏文書」。なお，
メモには「衆逓」とあるが，衆議院電気通信委
員会のことと考えられる。

 42） 前掲「電波三法の制定」『逓信史話 下』361頁
 43） 前掲『資料・占領下の放送立法』564頁
 44） 前掲「電波三法の制定」『逓信史話 下』361頁
 45） 同上
 46） 放送法修正案は自由党，民主党，国民協同党，

農民協同党による共同提案。電波法修正案は上
記に日本社会党が加わった。

 47） 衆議院電気通信委員会（1950 年 4月7日）
 48） 同上
 49） CIEは4月22日付の報告で，「法案を再審議する

ために衆議院に修正案が戻されることがないよ
う希望する。そうなれば，今の国会での成立が
危うくなるだろう」と述べている。ドン・ブラウン

（CIE）によるGSあて報告（1950 年 4月22日），
国立国会図書館所蔵「GHQ/SCAP文書」GS（A） 
01878

 50） 荘宏・松田英一・村井修一（1950）『電波法 放
送法及 電波監理委員会設置法詳解』日信出版
327頁

 51） 「放送番組に関する参考法令集（抜萃）」NHK
放送文化研究所所蔵「荘宏文書」

 52） 「放送番組編集及びその放送の準則に関する規
定違反と電波法第七十六条との関係等について」
NHK放送文化研究所所蔵「荘宏文書」。作成年
月日の記述はないが，この文書とともに保管され
ていたほかの文書が1958 年10月から1959年2
月にかけて作成されていること，また文書の内容
から，この文書も1958 年ごろ作成されたものと
思われる。

 53） 郵政省（1964）「放送関係法制に関する検討上の
問題点とその分析」，臨時放送関係法制調査会

『答申書 資料編』362頁
 54） 例えば，鈴木秀美・山田健太・砂川浩慶編著

（2009）『放送法を読みとく』商事法務74-76頁
〔笹田佳宏執筆部分〕

 55） ただし，電波三法制定以降，番組内容に関する
問題で，電波法76条による行政処分（放送局の
運用停止など）がなされたことは一度もない。


