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ないですること（真実性の原則），④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（論点の多角
的解明の原則）の4点からなる。番組準則は，
地上波（テレビ・ラジオ）はもちろん，BS放送，
CS放送，有線テレビ放送（ケーブルテレビ），
IPマルチキャスト放送など「放送メディア」に
は軒並み適用される規制の基本原則となって
いる2）。
ただ，占領期の放送法の検討状況を見たと

き，当初からこれらの4原則を盛り込むことで
固まっていたわけではなかった。放送法の立
法過程は，1946年11月の着手から1950年4
月の電波3法成立までの3年半にわたってい
るが，比較的早い段階から法案に盛り込まれ
ていたのは，GHQ側が要求した「公平原則」
ともいうべき「政治的公平」と「論点の多角的
解明」の2つの原則であり，残る2つのうち，
特に「公安の原則」は，規制の手がかりを求
めた日本側によって最終段階で追加されたも
のだった。内容から見ても，「政治的公平の原
則」「論点の多角的解明の原則」と，「公安の
原則」「真実性の原則」は異質な原理であり，
特に，規制色の強い「公安の原則」について

1. 番組準則とは何か
    ～倫理的規定から行政指導の根拠へ

放送メディアに対する規律をめぐっては，放
送事業者の不祥事を契機に，規制を強化す
べきといった主張がなされることが戦後，繰
り返されてきた。2007年には，関西テレビが
企画・制作した『発掘 ! あるある大事典II』の
捏造問題をきっかけに，放送業者に対する行
政処分（再発防止計画の提出）を新設した放
送法改正案が国会に提出されている。改正案
の再発防止計画の部分は，結局，国会修正
で削除されたものの，放送をめぐる行政側の
規制の動きは，近年，一貫して続いてきた。
番組内容に関する行政指導（郵政省・総務
省）は1985年以降の主なものだけでも30件
に上っている1）。
こうした行政指導の根拠の一つとなってい

るのが，「公安及び善良な風俗を害しないこと」
といった項目が並ぶ放送法の番組準則であ
る。規定は，放送法3条の2第1項に設けら
れ，①公安及び善良な風俗を害しないこと（公
安・良俗の原則），②政治的に公平であるこ
と（政治的公平の原則），③報道は事実をまげ

 検証  放送法「番組準則」の形成過程
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はしばしば憲法上疑義があるという指摘が出
されてきた。
しかし，1950年の放送法制定後は，これ

らの4つがセットとして扱われ，新たな放送メ
ディアが生まれるごとに，準用という形で番組
準則の適用範囲が広がってきた。また，番組
準則の解釈をめぐっても，当初，倫理的規定
とする見解が大勢だったが，次第に規制根拠
の色合いが強まり，行政指導の際にもしばし
ば用いられる条項となっている。
こうした番組準則の制定過程については，

すでに内川芳美が『マス・メディア法政策史
研究』のなかで，電波3法全般に含める形で
論じており，特に政治的公平などの原則につ
いては，アメリカの公平原則に関する考え方
が立法過程で影響を及ぼしたのではないか
とする見方を示している。先行研究としては，
さらに，番組準則に関する国会での議論を
追った清水幹雄の研究 3）が存在するほか，番
組準則の法的な位置づけをめぐっても，多数
の研究がある。ただ，放送法の立法過程自
体が3年半と長く，占領期という特殊な状況
の中，日本側・GHQ側それぞれの思惑が絡
み合って検討が行われただけに，番組準則
の成立過程は必ずしも解明し尽くされたわけ
ではない。
番組準則をめぐっては，今後，通信・放送

関連法を一本化させた「情報通信法（仮称）」
を制定するにあたって，どのような規律をどう
いったメディアに課すのかも検討課題になる
と考えられる。そこで，こうした議論を前に，
まず現行の準則の制定過程を振り返り，異質
な原理が併記される番組準則がどのようにし
て形成され，どの程度の正統性を持つものな
のか，検証することにしたい。

2. 1947年の状況
    ～当初は「公安の原則」など設けず

2.1 検討開始直後は「公平」「不偏不党」が中心
戦前の電波行政の根拠となっていたのは

1915年制定の無線電信法だが，放送に関して
は，一般の私設無線電話に含めて規定してい
るだけで，規制についても主務大臣（逓信大臣）
に広範な自由裁量を与えているものだった。こ
のため，GHQのCCS（Civil Communication 
Section:民間通信局）が，新憲法の精神にそ
ぐわないとして，1946年10月，逓信省に対
して，①新憲法に即応させること，②通信を
完全に民主化し，軍の統制影響の痕跡を永
久に除去すること，③実情に合わない時代遅
れの規定を改めて現代的なものにすることの
3点を骨子として，通信関係の法律の改正を
指示した 4）。これを受けて，逓信省は同年11
月，次官を委員長とする臨時法令審議委員会
を設置して関連法令の改正に着手し，これが
戦後の電波・放送関連法の検討作業の始まり
となった。
逓信省では，電波・放送に関する一切の規

定を一本の法律に盛り込む形で，1947年2月
に無線電信法の第1次改正案を，同年4月に
第2次改正案を作成した。しかし，中波の放
送については日本放送協会に独占的に行わせ
るというCCSの意向が明らかになったことか
ら，法案から日本放送協会に関する規定を別
にして，無線法と日本放送協会法の二本立て
にすることになった 5）。1947年6月に立案され
た日本放送協会法案が，単行法としての放送
法案の最も初期のものとなる。
法案の個別の条文について書かれた文書は

残されていないため，大要として参照すること
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ができる資料（『電波法 放送法 電波監理委
員会設置法詳解』）から，番組準則に関わる
部分を抜き出すと以下のようになる。

番組準則に当たるものとしては，「あまねく公
平に」放送することや，番組編成に「傾向的性
格があってはならないこと」が盛り込まれてい
たことがわかる。一方で，この時点では，「公
安の原則」や「真実性の原則」のような原則は
特に規定していなかったか，あるいは重要な要
素としては考えられていなかった。
ただ，この日本放送協会法案は，組織形

態を従来の社団法人のままとしていたため，
国民生活に多大な影響力を持つ放送事業体
を，社団法人の6,500人の会員が所有し，経
営するのは適当ではないという結論が出され，
翌月の1947年7月には，当時，「最も進歩し
ているといわれている豪州の放送無線電話法
（一九四二年）を参考として」7），放送事業法
案に差し替えられた。この法案での準則関連
部分は以下のようなものだった。

放送事業法案では，「日本放送委員会」と
いう公共機関を設立して，この委員会に中波
の放送事業を独占的に経営させるといった組
織面での改変がなされている。ただ，放送の
規律については大きな変更はなく，「不偏不
党」「自己の意見を放送してはならない」など，
表現は先の法案とは異なるものの，内容的に
は「公平原則」といえるものだった。

2.2 GHQ側の要求も「放送の自由」「不偏不党」
一方，CCSもこの時期，逓信省の立法作業

と並行して，放送に関する基本法にどのような
規律を盛り込むべきか検討を行っていた。そ
の模様は，CCS放送課のスタッフだったハウ
ギー（Victor Hauge）が1947年8月から9月に
かけてまとめた「日本の放送に関する政策」と
題した部内メモ（以下，先行研究にならって「ハ
ウギー・メモ」と表記）に記録されている9）。
ハウギー・メモは，日本の放送を公共放送

と民間放送の二本立てにする方針が示された
1947年10月16日の「日本放送法に関する会議
における最高司令部『示唆』」（「ファイスナー・

〇日本放送協会法案（1947年 6月24日）の大要 6）

1 協会は，社会の公器として，中波による無線

電信によって時事，教養，演芸その他の事項

を放送し，あまねく公平に，なるべく安い料金で，

公衆の聴取に供しもって国民文化の向上に資す

ることを目的とすること。

11 放送事業の社会的意義に鑑み協会の放送

番組の編成には，傾向的性格があってはなら

ないこととすること。

12 協会は，放送無線電話事業の独占に基く

欠陥を補うため，放送番組の編成には最善の

努力を払い，競争事業があると同様の効果を

あげるよう処置しなければならないとすること。

〇放送事業法案（1947年 7月16日）の大要 8）

第一章 総則

1.この法律の目的を，放送事業を社会公共の

利益のために経営せしめ，社会の公器として

の使命を達成せしめることとすること。

2. 放送事業とは，無線設備又は有線電信電話

によって，時事，教養，演芸その他の事項を放

送し公衆に提供する事業をいうものとすること。

3.放送番組の編成は不偏不党でなければなら

ないとすること。

4. 放送事業に従事する者は，時事問題に対する

自己の意見を放送してはならないとすること。（後略）
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メモ」として記録されている）に先立つもので，
放送の運営主体や監督・規律機関をめぐる
GHQ側の検討状況が記述されているが，番
組準則に関しても，CCSがどのような考え方
を持っていたのか窺うことができる資料でもあ
る。このうち8月時点のメモでは，放送規律の
一般原則として，CCSが以下の6項目を考慮
に入れていたことが示されている。

この時点では，「不偏不党」に加えて，「道徳
的諸規準の遵守」「法と秩序の遵守」といった
原則，いわゆる「公安・良俗の原則」に類する
内容が記述されており，現在の放送法に存在
するような原則がこの時点では検討されていた
ことがわかる。「公安・良俗の原則」ともいえ
るd.とe.について詳しく見てみると，以下のよ
うな説明がなされている。

しかし，この2項目については，同じハウ
ギーが記録した半月後の9月12日のメモでは削
除されている12）。そして，10月16日の「示唆」
を記録したファイスナー・メモでも，盛り込ま
れていたのは，「放送の自由」「不偏不党」「公
衆に対するサービスの責任の充足」「技術的諸
規準の遵守」の4点のみだった。「道徳的諸基
準の遵守」「法と秩序の遵守」の2項目につい
て，なぜ削除されたのか，当時，CCS調査課
に所属していたファイスナー（Clinton Albert 
Feissner）は1994年1月のインタビュー調査
で，次のように証言している。

（問）6項目の一般原則のうち，道徳的諸
規準の遵守と法と秩序の遵守は「SCAPの
示唆」では消えています。なぜですか。
（答）道徳的諸規準の遵守や法と秩序の遵
守を立法化する必要はありませんでした。親
切とか寛容ということをだれも立法化しようと
はしません。道徳的諸規準や法と秩序につ
いても同様です。なぜ最初の草案に含まれた
のかは分かりません13）。

つまり，「道徳的諸基準の遵守」や「法と秩
序の遵守」はいったんCCS内で検討を行った
ものの，こうした精神的ともいえる規律につい
ては，放送事業者が自律的に守っていくことで
あり，あえて法律に盛り込む必然性はないと結
論づけられたわけである。
日本では占領期に当たるこの時期，アメリカ

でも，放送事業者の規律をめぐって議論が行
われ，FCCは1949年の報告書で，放送事業
者は，論争的な問題を扱う場合，対立する見
解を公平に提示しなければならないとする「公
平原則（fairness doctrine）」を確立させてい

〇ハウギー・メモ（1947年 8月27日）に記述

された放送基本法の一般原則 10）

a. 放送の自由

b. 不偏不党

c. 公衆に対するサービスの責任の充足

d. 道徳的諸基準の遵守

e. 法と秩序の遵守

f. 技術的諸基準の遵守

d. 道徳的諸基準の遵守 11）

この法律は，当然のことながら，わいせつや神

への冒瀆，名誉毀損，その他道徳的に堕落した

事項の放送を明確に禁止しなければならない。

e. 法と秩序の遵守

公共の秩序を害そうとする番組の放送を禁止する

こともまた盛り込まれなければならない。ただし，禁

止事項は明確に定義され，民主的な社会において

通常適用できる範囲のものを超えてはならない。
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る。こうした議論がGHQのメディア政策にどの
ように影響を及ぼしたか詳細は不明だが，少な
くともアメリカ本国で論点として設定されていた
のは，放送の公平さをどう担保するかというこ
とであり，「法と秩序の遵守」といったことでは
なかった。
放送事業法案については，「日本放送委員

会」の設置によって国営放送化を図るものだと
する批判が上がったことに加え，前述のように，
GHQ側が1947年10月，日本放送協会に独占
的に放送を行わせるとしたそれまでの方針を改
めて公共放送と民間放送の二本立て方式を採
用する意向を示したことから，再度，検討作業
が行われることになった。もっとも，番組準則
に関しては，これまで見てきたように，1947年
の段階では，「放送の自由」や「不偏不党」が
盛り込まれていれば十分とする見解が支配的
で，これを機に放送に対する規律を強めようと
する動きは見られない。しかし，こうした状況
は1948年に入ると転換していくことになる。

3. 1948年の転換～徐々に強まる規制色

3.1 追加される「公安」「真実性」の原則
　  ～罰則強化の議論も

1947年10月のGHQの「示唆」を受けて逓信
省は再度法案の練り直しを行い，1948年2月，
放送法案として取りまとめ，CCSに提出して助
言を求めた。この法案は，ファイスナー・メモ
に従い，放送管理機関としての「放送委員会」
を設け，そのもとで特殊法人「日本放送協会」
が実際の放送を行うとするなど，組織面で放
送事業法案とは異なった規定が盛り込まれてい
る。一方，放送に関する一般原則や規律につ
いては，骨子となる部分は引き続き「政治的公

平」の原則が中心に置かれていた。番組準則に
関連する部分を抜き出すと以下のようになる。

ここからわかるように，番組準則に関して記
述されているのは，「政治的公平」や「選挙で
の均等な放送機会の提供」といった原則が中
心だった。ただ，この法案では，後半，「罰則」
の章の99条で，「放送設備によって風俗を壊乱
する事項を放送した者」や「日本国憲法又はそ
の下に成立した政府を暴力で破壊することを示
唆する放送をした者」に対して懲役や罰金を科
すとした条文が追加されている。
こうした罰則が追加された経緯については明

らかではないが，1948年前半は，GHQの占
領政策転換が定着しつつある時期に当たって
いた。メディア界でも，新聞の左傾化を懸念し
たCIE（Civil Information and Education 
Section:民間情報教育局）が，第2次読売争議
が発生した1946年6月の段階で，「新聞の編集
方針を決めるのは経営管理者であり，労働組
合や従業員は編集方針に干渉できない」とする

〇放送法案（1948 年 2月20日）14）

（第一章 総則）

第四条 放送事業者は，国会議員，その他公

選による公職の候補者に自己の当選を目的と

する政治的意見を放送させたときは，要求に

より，その選挙における他の候補者にも均等

に放送させなければならない。

第五条 時事に関する放送は，真実，且つ公

平でなければならない。

（第三章 日本放送協会）

第四十八条 協会は，時事に関し自己の意見

を放送してはならない。

第五十条 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。
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声明を出していたが，そうした方針が公式化さ
れたのがこの時期だった。1948年3月3日には，
メディアの編集方針の決定権を全面的に経営
者側にゆだねるESS（Economic and Scientific 
Section:経済科学局）の労働課声明が出され，
これと呼応するように，3月16日，日本新聞協
会が「編集権声明」を公表している。背景には，
社会秩序の維持のため，共産党の影響下にあ
る労働組合に「編集権」を握らせまいとするメ
ディア経営者とGHQ側の狙いがあった。
2月20日の放送法案に対して，CCSは，

メディア政策の関係部局であるCIEやGS
（Government Section:民政局），それにESS
と協議を行ったうえ，1948年5月29日，修正
意見を提示した。そして，これに基づいて逓
信省が修正した放送法案が6月18日，第2国
会に提出されている。GHQ側が要求した修正
内容については明らかではないが，GHQ側の
資料には，CIE・GS・ESSの要求が修正意見
に盛り込まれたと記述されており15），GHQのメ
ディア政策関連部局の統一見解が放送法案に
反映されていることになる。
このときの放送法案で目に付くのは，終戦直

後の1945年9月に占領当局が報道統制のため
に出したプレス・コード（放送向けのラジオ・コー
ドもほぼ同内容）が，4条にそのまま盛り込ま
れていることである。また，風俗壊乱などへの
罰則条項も表現を一部変えただけで88条に残
された。

〇放送法案（1948 年 6月18日国会提出）16）

（第一章 総則）
第四条 ニュース記事の放送については，左に
掲げる原則に従わなければならない。
一 厳格に真実を守ること。
二 直接であると間接であるとにかかわらず，

公安を害するものを含まないこと。
三 事実に基き，且つ，完全に編集者の意見
を含まないものであること。
四 何等かの宣伝的意図に合うように着色され
ないこと。
五 一部分を特に強調して何等かの宣伝意図を
強め，又は展開させないこと。
六 一部の事実又は部分を省略することによっ
てゆがめられないこと。
七 何等かの宣伝的意図を設け，又は展開する
ように，一の事項が不当に目立つような編集を
しないこと。
2 時事評論，時事分析及び時事解説の放送に
ついてもまた前号各号の原則に従わなければ
ならない。
（第三章 日本放送協会）
第四十六条
2 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 公衆に対し，できるだけ完全に，世論の
対象となっている事項を編集者の意見を加え
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，それ
ぞれの意見を代表するものを通じて，あらゆる
角度から論点を明らかにすること。
三 成人教育及び学校教育の進展に寄与する
こと。
四 音楽，文学及び娯楽等の分野において，
常に最善の文化的な内容を保持すること。
第四十七条 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。
2 公選による公職の候補者に政権放送その他
選挙活動に関する放送をさせたときは，その
選挙における他の候補者に対しても申出により
同一放送設備を使用し，同等な条件の時間に
おいて，同一時間数を与えなければならない。
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1948年2月の法案と比較すると，後半の日
本放送協会の章については，「論点の多角的解
明」の原則が加わっているものの，「公平原則」
が規律の主体となっている点は変わりがない。
しかし，総則の4条については，これまでに
まったくなかった規律が盛り込まれる形になっ
ている。法的な整合性を見ても，「編集者の意
見を含まない」といった項目など，46条と重複
している部分もあり，4条が唐突に挿入された
という印象を受ける。
4条の原型になっているプレス・コードは，「報

道は絶対に真実に即すること」「直接又は間接
に公安を害するようなものを掲載してはならな
い」など10項目からなり，占領を前提にした統
制色の強いものである。法案には，「連合国に
関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならな
い」といった連合国に関する報道への規制であ
る3項目を除く，7項目がほぼそのまま移された。
このような条項が盛り込まれた背景について

は，CIEの強硬な要求があったという見方があ
る17）。1946年夏以降，CIEは，局長がニュー
ジェント（Donald R. Nugent），メディア政策
に影響力を持っていた新聞課長がインボデン
（Daniel C. Imboden）と，いずれも保守派と
見なされる人物が実権を握っており，いわゆる
ニューディーラーの発言力が強かった占領初
期とは異なる体制が敷かれていた。GHQ資料
からは，CIEが「プレス・コード」追加に直接
関与した証拠を見出すことはできなかったが，
先に触れたとおり，5月の修正意見の段階で，
CIEも法案を了承していたと記述されているこ
とから，少なくとも黙認はあったと推定できる。
一方，日本側の反応だが，こうした規制へ

の反発はおろか，この機会に乗じて，放送に
対する規制をさらに強められないか模索する

動きが見られた。芦田首相は閣議で，法案の
88条に罰則が盛り込まれていることを念頭に，
ニュース条項にも罰則をつけるよう要求したと
いう18）。さらに参議院の逓信委員会でも，88
条で「風俗を害する」放送への罰則を規定して
いるにもかかわらず，4条の「公安を害する」放
送には罰則がないのはおかしいのではないかと
して，次のような議論が行われた。

（新谷寅三郎参議院議員）
風俗を害さない，ほかの公安を害する行

爲に対しては，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。
（鳥居博逓信省臨時法令審議委員会主査）
第四條そのものはニユース記事の眞実性

を守らせるという一つの道義規定でございま
して，（中略）何か法安を維持するのは，こ
うだという昔の治安維持法のような法律でも
ございますれば，公安の概念は極めて明確
に相成りますが，現在日本に置きましては，
そのような意味での公安を規定した法規は
存在しないのであります。從いまして罰則に
おきましては，概念の明確な風俗壞乱だけ
に限定いたしました 19）。

こうした議論からもわかるように，4条の「プ
レス・コード」が強引ともいえるような形で法案
に盛り込まれていることに，規制当局の担当者
すら困惑しているような状況だった。逓信省と
しては，とりあえず「プレス・コード」規定は道
義規定に過ぎないという解釈で整合性を保とう
としていた。
国会で議論された罰則の追加については，

さすがにGHQ側も了承しなかったとみられ 20），
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このときの法案修正には盛り込まれなかった
が，一部国会議員の強硬姿勢は変わらず，10
月9日には，4条2項に関して，「評論，演芸
その他の放送であって，その内容に明らかに
ニュース記事，時事分析及時事解説を含むも
のも，また同様とする」と文言を追加し，適用
範囲を拡大させた 21）。ただ，このときの放送
法案については，1948年10月に芦田内閣が総
辞職し，吉田内閣が発足したことに伴い，いっ
たん逓信省によって撤回されている。

3.2 GHQ法務局が「プレス・コード」
　条項の削除を勧告
これまで見てきたように，1948年に入ってか

ら作成された放送法案は，明らかに放送法制
を「新憲法に即応させる」という当初の理念か
らは逸脱していた。そして重要なのは，こうし
た逸脱に対して抑止をかけたのが，日本側関
係者ではなく，GHQのLS（Legal Section:法
務局）だった点である。LSによる修正勧告は，
戦後の放送規律の決定に大きな影響を与えた
ことから，すでに内川芳美『マス・メディア法
政策史研究』などが論じているが，その重要
性に鑑みて番組準則に関わる部分を中心に見
ていくことにする。
LSが勧告を行ったのは，先の放送法案が

いったん撤回されたあとの1948年12月であり，
法案から，「プレス・コード」に類した項目や「風
俗を害する」放送への罰則などを削除するよう
逓信省に対して求めた。番組準則に関連した
部分には次のように記述されている。

こうした内容から見てわかるとおり，LSとし
ては，言論法規としての放送法を憲法の規定に
合致させることを強く求めていた。第4条のよう
な条文が残ることによって，「政府にその意志が
あれば，あらゆる種類の報道の真実あるいは，
批評を抑えることに，この条文を利用すること
ができる」といったことを懸念していたわけであ
る。これは，報道の真実性をめぐる行政指導
の多発といった現在の状況を考えれば，条文の
効果を正確に予想していたといえる。勧告は同
時に，GHQの指令と同じ内容だから，そのまま
日本の国内法に移しかえても問題はないという
安易な考え方に対する反省も促していた。
さらに，このときの勧告では，憲法または

政府を暴力で破壊することを主張する放送や，
風俗を害する放送などに罰則を科す88条の条
項についても，風俗壊乱の意味があいまいだと
指摘して削除を勧告したほか，前段部分につ
いても，刑法の改正を待つべきで，このままで
は意味が広すぎると指摘した。

〇LSの修正勧告（1948 年 12月2日）22）

第四条

A この条文には，強く反対する。何故ならば，

それは憲法第二十一条に規定されている「表

現の自由の保
（ママ）

証」と全く相容れないからであ

る。現在書かれているままの第四条を適用す

るとすれば絶えずこの条文に違反しないで放

送局を運営することは不可能であろう。反対

の側から言えば，政府にその意志があれば，

あらゆる種類の報道の真実あるいは，批評を

抑えることに，この条文を利用することができ

るであろう。（中略）

C 言論の自由抑圧を一掃するため，L・Sはこ

の第四条の全文削除を勧告する。何故なら放

送の本来の目的は，「不偏不党」をも含めて第

三章第四十六条，第四十七条で尽されている

からである。
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日本側はLSの勧告を受け入れ，4条「プレス・
コード」については，「運用を失すれば思想統制
機構を再現し，放送を権力の宣伝機関としてし
まう恐れがある」23）として削除した。内川芳美は
これについて，「以後の法案からは，この種の
放送番組における表現規制的な制限条項は削
除された。罰則規定も放送法案からは最終的に
はずされた。要するに，このLSの修正勧告は，
その後の日本の放送における言論・表現自由の
制度的枠組を固めたものとして極めて大きな意
義をもつものであったということができる」24）と
評価している。しかし，「放送番組における表
現規制的な制限条項」は完全に消え去ったわけ
ではなく，このあとの立法過程で再び法案のな
かに復活していくことになる。

4. 復活する規制～放送法の成立

4.1 「プレス・コード」条項はいったん削除
逓信省は，GHQの勧告に従って再度，法案

の検討を行い，1949年3月に改めて放送法案
をまとめた。番組準則に関連する部分は次のと
おりであり，先の法案に盛り込まれていた4条
の部分はすべて削除されている。

放送規律からは，「プレス・コード」条項が
完全に削除され，適用対象も日本放送協会の
みとされた。一方，この時点では，罰則条項（94
条）は，「風俗を害する」が「わいせつ」という
文言に変わっただけでまだ残されていた。
この法案をめぐっては，番組準則が問題に

されることはなかったものの，放送行政の管
轄問題について，逓信・GHQ双方の内部で異
論があったことから，国会提出は見送られた。
放送行政の管轄をめぐる日本側とGHQ側の対
立は，1949年6月，逓信省が郵政省と電気通
信省に分割され，電波庁が電気通信省の外局
として発足したあともくすぶり続け，電波庁が6
月17日，放送委員会の設置をやめて，その権
限を電気通信大臣に移すなどとした放送法案
要綱をCCSに提出したこともそうした対立に拍
車をかけた。
これに対して，GHQ側は，電波監理に関す

る権限を電気通信大臣に委ねるのは好ましく
ないとして反発し，CCSのバック代将が，特
定の省庁に属さない電波監理委員会を設置す
るよう勧告を行った。これとあわせて，放送

〇放送法案（1949 年 3月1日作成）25）

（第三章 日本放送協会）

第四十六条

3 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 公衆に関係ある事項を編集者の意見を加え

ないでできるだけ完全に報道すること。

二 意見が対立している問題については，そ

れぞれの意見を代表する者を通じて，あらゆ

る角度から論点を明らかにすること。

三 成人教育及び学校教育の進展に寄与する

こと。

四 音楽，文学，娯楽等の分野において，常

に最善の文化的な内容を保持すること。

第四十七条

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。

2 公選による公職の候補者に政権放送その他

選挙活動に関する放送をさせたときは，その選

挙における他の候補者に対しても，申出により

同一放送設備を使用し，同等な条件の時間に

おいて，同一時間数を与えなければならない。
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規律についても，改めて「プログラム編集の自
由を認めること」といった勧告をしている。放
送法案については，この勧告を受けて再び検
討が進められ，1949年10月にようやく閣議決
定された。

この時点で，「事実をまげないで」の項目が
加わり，現行の4つの準則のうち，「政治的公
平の原則」「真実性の原則」「論点の多角的解
明の原則」が盛り込まれた。ただし，適用は引
き続き日本放送協会に対してのみで，民間放送
事業者については，52条で，候補者放送の際
に時間配分を同等にすることのみが義務づけ
られていた（日本放送協会を対象にした45条
2項と同内容）。一方，「わいせつ」放送などに

対する罰則は削除されている。
このときの放送法案をめぐっては，電波3法

の一つ，電波監理委員会設置法に関して，電
波監理委員会の委員長に国務大臣をあてるこ
とについて日本側とGHQ側が対立したことか
ら，すぐには国会に提出されなかった。日本側
は，委員長に国務大臣をあて，放送行政をめ
ぐる権限を内閣のもとに置こうとしたのに対し，
GSは委員会に強い独立性を持たせようと，そ
れに反対したわけである。この問題では，結
局，マッカーサーが1949年12月5日，吉田首
相あてに書簡を送って，委員長に国務大臣をあ
てるとした規定の削除を勧告し，日本政府側
がこれを受け入れるという形で決着をみた。こ
れに伴い，電波監理委員会設置法案などの関
連条文を修正のうえ，放送法案は12月22日，
電波法案，電波監理委員会設置法案とともに
第7国会に提出された。

4.2 国会修正で復活する「公安の原則」
電波3法については，1950年1月以降，国

会での審議が行われたが，番組準則をめぐる
議論では，「表現の自由」という観点は必ずし
も前面に出ていたわけではなかった。1月27日
の衆議院電気通信委員会で，小澤郵政大臣は
「新聞紙に対して制限を加えない以上は，放送
に対しても制約を加えないでもいいのじやない
かという御議論がありますが，むしろ私はある
範囲内においては，やはり国民全般の利益の
ために，新聞紙法というようなものがあること
が望ましいのではないかというふうに考えてお
ります」27）と答弁し，一般的な言論立法が望ま
しいととらえられるような見解を示している。
さらに，民間放送への参入を計画している関

係者からも，「少くとも第四十四條の放送番組

〇放送法案（1949 年 10月12日閣議決定）26）

（第二章 日本放送協会）

第四十四条

3 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。

第四十五条

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。

2 協会が公選による公職の候補者に政権放送

その他選挙活動に関する放送をさせた場合に

おいて，その選挙における他の候補者の請求

があったときは，同一の放送設備により，同

等な条件の時刻において，同一時間の放送を

させなければならない。
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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」28）と
して，準則を民間放送に適用すべきではないか
という意見も出されている。
一方で，こうした意見に対して，当時，電波

監理長官だった網島毅は国会答弁で，「民間放
送につきましてはあくまでも自由闊達に，のび
のびと事業の運営をやるべきである。そのほう
がわが国における今後の民間放送の発達のた
めに非常に必要であり，またそれが適当である
ということからいたしまして，民間放送の発達
を考えまして，わざわざ條文において事こまか
く書かなかつたのであります」29）と述べている。
こうした答弁からわかるとおり，立法実務に携
わっていた担当者は，必ずしも放送に対する規
制強化をもくろんでいたわけではなく，とりわ
け民間放送に関しては，自ら律することが望ま
しいと考えていた。
しかし，こうした政府原案はそのまま認めら

れたわけではない。法案成立の直前の1950年
4月になって，議員修正によって，「公安の原
則」が盛り込まれたほか，こうした番組準則に
ついては，民間放送についても準用されること
になった。

「公安を害しないこと」という規律の追加の
必要性について，国会審議では詳しく明らかに
されていない。提案者は趣旨説明で，「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」31）と述べているだけである。
こうした修正案に対しては，当然のことなが

ら，マス・メディア側から反発意見が出されて
いる。4月8日に法案が衆議院を通過した直後，
『新聞協会報』は「放送法案等衆院可決 検閲
制復活の危険」と題する記事を1面に掲載し，
「これらの修正には言論の自由の立場からの意
見はほとんどいれられておらず，むしろ検閲制
度復活の危険の有る修正も含まれているので
注目されている」「政府原案通りでも若干の言
論抑圧，検閲的危険のあったものを，さらにラ
ジオ・コードを法律化し，これを監督の基準と
した点は一部言論界から言論の自由の制限とし
て鋭く指摘されている」などと記述している32）。
しかし，このあとの参議院の審議でも番組

準則に関して議論が行われることはなく，放
送法案はそれ以外の部分の修正を経て，再び
衆議院に送られ，4月26日の衆議院本会議で
修正案は可決・成立した。放送法を含む電波
3法は1950年6月1日から施行された。
このようにプレス・コードの一部復活ともい

える条文が成立直前に盛り込まれたことに対
し，GHQ側（LSなど）がどのような反応を示
したのかは，残されている資料からは窺うこ
とはできなかった。ただ，放送法案が審議さ

〇放送法案修正案（1950 年 4月7日）30）

（第二章 日本放送協会）

第四十四条第三項を次のように改める。

3 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。

（第三章 一般放送事業者）

第五十三条

第四十四条第三項の規定は，一般放送事業

者に準用する。
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れた1950年前半は，東西対立がさらに深刻
化し，GHQ側としても，民主主義をマス・メ
ディアに定着させるといった理念を前面に出せ
る状況にはなかった。放送法の施行後，1950
年6月25日には朝鮮戦争が勃発し，7月24日
には，GHQが新聞・通信・放送関係の共産
党員追放を勧告して，いわゆるレッド・パージ
が始まっている。

5. 揺らぐ番組準則の解釈

放送法の番組準則をめぐっては，その後，
低俗番組批判に応える形で，1959年の改正で，
1項目の「公安を害しないこと」が「公安及び善
良な風俗を害しないこと」に変更された。さら
に，1988年には，条文が44条（日本放送協
会の章）から3条（総則の章）に移され，民間
放送については，番組準則が準用から，直接
適用される形に変わっている。
番組準則の法的性格については，戦後，大

きく分けて3つの解釈が示されてきた。それ
は，①番組準則に法規範性を認めず，倫理規
定とみなす見解，②個々の番組内容への公権
力の介入についてはこれを排するが，番組準
則には何らかの法的制裁を伴う規範性を認め
ることは可能とする見解，③番組準則の法的
規範性をそのまま認め，違反については電波
法76条（無線局の運用停止や免許取り消しを
規定）が適用できるという見解，の3つに整理
される 33）。
このうち，②，③の見解は，①と比べれば

比較的最近のもので，戦後しばらくは，倫理
的規定説が大勢を占めていた。例えば，1964
年の郵政省「放送関係法制に関する検討上の
問題点とその分析」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，事業者の自律をまつほかは
ない」34）と記述している。これは，1950年の
網島電波監理長官の国会答弁，「自律的な要
件に従いまして，この放送法の目的を達成する
ように努力されることを期待」35）するという趣旨
とも符合する。占領期の放送法の制定過程を
振り返るならば，準則を倫理的規定と解釈す
るのは自然な流れだったといえるだろう。
しかし，こうした見解はその後，覆されてい

くことになる。転換点の一つとなったのが1993
年のテレビ朝日報道局長発言問題だった。こ
の問題に関連して，政府は，番組準則違反に
対する電波法76条に基づく行政処分は，法的
には可能という見解を示している。
ただ，こうした見解に対する批判は根強く，

番組準則自体についても，「公安・良俗の原
則」を中心に，削除したほうがよいとする見解
が憲法・メディア法の専門家からたびたび示さ
れてきた。例えば，芦部信喜は1976年の時点
で，「『知る権利』理論を基本に据え，放送法
四四条三項を一定の法的制裁を伴う規範と解
する立場を採った場合には，特に『公安及び
善良な風俗を害しないこと』という準則の憲法
適合性が問題になる。この準則には，知る権
利を充足するという積極的な根拠が乏しいだけ
ではなく，漠然かつ広汎な準則であるだけに，
最近大きく問題とされている性・暴力番組の規
制との関係で，憲法上重大な疑義が生ずる」と
述べている 36）。また，清水英夫も，「『公安及
び善良な風俗を害しないこと』という規定は，
極めて曖昧かつ広範な文言であるうえ，番組
内容の適正なバランスを求めた公正原則等とも
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異なり，表現の自由を直接侵す危険のあるも
のとして，速やかに削除されるべきである，と
考える」37）と述べている。「公安の原則」が放
送法成立直前に盛り込まれた経緯を考えても，
まずこの原則を削除すべきとする見解は自然な
ものといえよう。
さらに，「政治的公平の原則」についても，

放送メディアが多様化するなかで，一律に課し
ていくことが妥当か検討すべきという意見も出
されている。例えば，多チャンネル化が進むな
かで，CS放送にまで公平原則を課す必然性は
乏しいという見方もある。
番組準則に対しては，上記のように見直しを

求める意見が出される一方で，逆に規制の根
拠をさらに明確にしようとする動きもある。冒
頭にも触れた『発掘 ! あるある大事典II』の捏
造問題をきっかけに検討された改正案はその
一例で，2007年4月に提出された放送法案に
は，当初，放送事業者が「虚偽の説明により
事実でない事項を事実であると誤解させるよう
な放送」を行い，国民生活に悪影響を及ぼす
おそれがある場合には，総務省が放送事業者
に対し，再発防止計画の提出を求めることが
できるとする項目が盛り込まれていた。最終的
には削除されたものの，放送メディアへの規制
を強化しようとする圧力は，上述のような法改
正の動きや，あるいは既存の番組準則を根拠
とした行政指導となって，戦後，しばしば現
れた。
このように番組準則の存在意義については，

様々な解釈がなされてきたが，現行の規律に
ついては，今後の法改正でも基本的には維持
されることが想定されている。放送法をめぐっ
ては，ほかの通信・放送関連法とともに「情
報通信法」として一本化する構想を2007年12

月，総務省の研究会がまとめ，2010年の通
常国会への法案提出に向けた作業が進んでい
る。この研究会の報告書では，地上波テレビ
を中心としたメディアについては，「現行放送
規律に準じた形でのコンテンツ規律を適用す
べき」としている。
報告書によると，「情報通信法」では，公

然性を有するコンテンツを，社会的影響力をも
とに，地上波テレビを中心とする「特別メディ
アサービス」，CS放送などの「一般メディアサー
ビス」，ホームページなどの「オープンメディア
コンテンツ」の3つに分けるとしている。そして，
「特別メディアサービス」では現行の規律を維
持し，「一般メディアサービス」では緩和を検
討するものの，CS放送などには引き続き番組
準則を適用するとしている 38）。コンテンツ規律
をめぐっては，もっぱらインターネットで流通す
る情報への規制が強まるのではないかという
懸念が示されているが，現行の「放送」を基
軸とする「メディアサービス」についても，番
組準則をどこまで維持するか検討材料の一つ
となるだろう。
占領期の放送法の立法過程では，これまで

見てきたように，番組準則については，さまざ
まな見解が示され，改変が加えられるなかで，
1950年4月の時点で固まったものが，基本的
には現在まで引き継がれている。放送法成立
直前の段階で，「公安の原則」を追加する修正
が慌しく行われた経緯から見ても，現在の準
則が必ずしも一貫した考え方のなかで成立した
わけではない。その過程においては，規制当
局の担当者が「民間放送につきましてはあくま
でも自由闊達に，のびのびと事業の運営をや
るべき」だとして，わざわざ条文に細かく書か
なかったと答弁する一幕もあった。「情報通信
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法」の制定にあたっては，上述したような経緯
も考慮に入れつつ，放送規律が現在のままで
適当なのか，十分な検討を行う必要があると
考えられる。

（むらかみ せいいち）
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