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憲法改正とメディア

我
部
真
裕

刑を科すことが主な内容であるという︒
この法案はジャーナリズムにも無関係

対象になることで︑安全保障という重要

公務員に取材するジャーナリストが処罰

などから﹃特定秘密﹄を取得した﹂として︑

規定であり︑表現の自由に対する制約を

を行﹂うことは﹁認められない﹂という

公の秩序を害することを目的とした活動

定された情報を漏えいした公務員や︑不

め︑特に秘匿が必要な﹁特定秘密﹂に指

全保障に関する情報を厳重に保護するた

スが飛び込んできた︒それによれば︑安

保全法案の概要がまとまったとのニュー

の他一切の表現の自由は︑これを保障す

関して︑﹁集会︑結社及び言論︑出版そ

案 (2012年 4月)は︑表現の自由に

枚挙に暇がない︒自民党の憲法改正草

をめぐる問題は最近のものに限っても

このほか︑表現・報道の自由の規制

ること)をも処罰することとし︑さらに︑

はなく自分で見るなどのために所持す

え︑いわゆる単純所持(販売等の目的で

は現行法で処罰対象になっている)に加

は︑児童ポルノの製造や販売等(これら

出された児童ポルノ禁止法の改正法案

法律レベルでも︑日年の通常国会に提

正な方法で公務員などから﹁特定秘密﹂

1

児童の性的描写を含む漫画やアニメ︑ C

懸念されている︒

明文で規定するものである︒

﹁前項の規定にかかわらず︑公益及び

る
︒

に︑新たに次のような規定を追加してい

そがべ・まさひろ

な分野での取材活動が制約されることが

ではない︒特に︑﹁不正な方法で公務員
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性に関する調査研究の推進などといった
部として保障されるわけではあるが︑次

その際︑報道の自由は表現の自由の一

ジャーナリズムが取り上げる際のやり方

報道の自由に関する諸問題を新聞

こに︑ある種の﹁歪み﹂が混入する余地

項目も含んでいる︒後者の方は︑創作物
に見るようにジャーナリズムとの関係で

には︑いくつかの類型があるように思わ

断りしておく︶︒

を直ちに規制するものではないが︑漫画

は報道の自由と表現の自由とは問題状況

れる︒

Ｇ等の創作物と児童の権利侵害との関連

等の愛好家の間では︑３年後をめどに規
が異なるので︑区別が必要である︒

がある︒

制を導入する布石であるとの見方がなさ

ジャーナリズムにおける

道の自由を強く擁護する場合であり︑

一﹂︑

ま︑ず
第一
規制の試みに対して︑
︲〃︑︾︑垣上／一ｊⅢＶＪ口哉ノー角崗Ⅱ／も二二囚︑Ｃｌ冊ＶＪ︑ノ︑ｌ︾︲︒︑コー

その他︑在日コリアン集住地域の路上

もっとも多く見られる対応である︒

れている︒

で排外的な街頭宣伝が繰り返されている

常識的に問題のないようなダンスについ

ンス規制の範囲があまりにも広く︑社会

の自由といっても︑取材や報道そのもの

道の自由の扱いについて検証する︒報道

ここでは︑ジャーナリズムにおける報

が絡み︑慎重な検討が必要だ﹂﹁政府は

面１︶︑﹁新法制定には国民の﹃知る権利﹄

多い﹂︵朝日新聞旧年８月筋日社説Ⅱ紙

ると︑﹁この法案にはあまりにも問題が

冒頭で触れた秘密保全法案を例にと

ても規制が及んでしまっている問題︵ダ

同法の必要性を含めて再検討すべきだ﹂

ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える

報道の自由を検証する

ンスも表現手段の一つであるから︑表現

に対する規制の問題だけではなく︑再販

︵毎日新聞旧年６月８日社説︶などとし
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ヘイトスピーチの問題︑風営法によるダ

の自由の問題になる︶︑消費税増税に伴

制や消費税における軽減税率の適用の問

率直に言って︑以上のような広い意味

報道の自由の規制は報道機関にとって

題など︑それに間接的に影響をおよぼす

館での﹃はだしのゲン﹄閲覧制限問題な

での報道の自由とジャーナリズムとの付

不利益であることが通常であるから︑こ

う軽減税率導入及び新聞への軽減税率適

ど︑最近のものだけでも表現・報道の自

き合いには︑なかなか難しいものがある︒

うした対応は当然のことであり︑また︑

て︑報道の自由ひいては国民の﹁知る権

由をめぐる問題には様々なものがある︒

というのは︑ジャーナリズムとは森羅万

こうした利害関係を離れた一般的な見地

ような様々な制度についても視野に入れ

本稿では︑憲法上保障された表現・報

からも︑報道の自由には高い社会的な価

用をめぐる議論︑さらには︑これも本稿

道の 自 由 を め ぐ る 問 題 を ジ ャ ー ナ リ ズ

である︒しかし︑ジャーナリズムが報道

象を︑対象と距離をおいて記録するもの

値があることから︑規制に対して懐疑的

利﹂の観点から法案が強く批判されてい

ム︑とりわけ新聞ジャーナリズムがどの

の自由に関する諸問題を取り扱う際には︑

になるのは当然であって︑こうした対応

ておきたい・

ように論じているのかを検証してみたい

これらの問題は対象であると同時に︑報

は理解できる︒

の締め切り前に公になった公立学校図書

︵ただし︑資料的な制約から︑対象は読売︑

道機関は当事者でもあることになる︒そ

︾︿︾Ｏ

朝日︑毎日３紙に限られることを予めお

報
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寒︾

癖Ⅱ眼

蔚密保全法案権利の侵害は許されぬ
蜜将堕罎拱︑秋○露鋳圃会声﹂Ｔる懸念・や拭えない︒冶挺フ芝︒
版ＮＳＣと呼ばれる国家安全提一︾れればへ︾原発の安全性や放射能政府内で共有することが必要な

秘密保全法案を提出するｃ日本テロな蓉に関連する鐘判断さテロ情報などを米国との間や
璋会議の発足渡向お︑情報套鐸一一妙情報讓惹秘鱈さ誕毒逢謹腱惹時俵韓な翼一情報管澤窄万全を
の徹底をはかる狙睡だ．墓蕊︾ちか姪潅一通画罎瀝諏逼淑たく期萱澤琵蔵当蕪だ乙諸一渥迩︽一

厨衛﹂昇交﹂﹁テ唇活動ない情報簿政権が惑意釣に指︲この法案電建国の裁量が表きす
の防止﹂などの分野で︑国の安定す遥恐れす蟻詣魯︒鑿蕊きて︑歯止めがきかなくなる心
全保璋に重大な支障を与える恐見逃琶潅噛の鐘︑特定秘密蓮配がある︒
れがある情報を﹃特定秘密﹄に知る義ど働きが城悪行為奄﹁癖現行の国家公務員法には守秘
海の教唆﹂拳みなされ︑処罰対義務があり︑防衛分野でばすで
指定する︒

これを漏らした国家公務員ら象ど獲り織ることだ︒に一定の秘密保全制度が整満さ
への髄則は︑通常の守秘義務違報道機関の取材を制約し︑国れている︒まずば︑これらを厳
反より震い︑駁畏沁年の懲役が民の知る樒利の侵鍔幅つながり裕に運用していくことが第一で

科せられる見通しだ︒かねない︒轆はないか︒
しかし︑この法案にはあまり法案には︑拡大解釈による基﹁ひとたび運用を誤れば︑国

にも問題が多い︒本的人権の侵害を禁する規定惑民の重要な楢利利益を侵害する
まず︑特定秘密の適用範囲が盛り込む方向だが︑火梅侵害におそれがないとは言えない﹄

あいまいなことである︒当たるか否かを判断鎌溌のは国秘密保全法案に関する政府の
秘匿する情報は法案の別表にであり︑その実効性は疑閉と薑有識者会議が︑２年前にまとめ

特定秘密を指定するのば︑所の尖閣諸島沖での中国漁船衝突込まれたこと自体︑この法案の

列記されるが︑基本的な項目にわざるをえない︒た報告書の一節である︒
とどまるとみられる︒秘密保全の法制化は︑３年前このような異例の指摘が盛り
管官庁の大臣など﹁行政機関の事件の際︑海上保安庁撮影のビもつ危うさを示していると言え

ている︒まずは︑

与えるような場合も見られる︒︾｜れが宿

立場からの報道ではないかという印象を

分に意識されず︑完全に当事者としての

これらを厳格に

二の類型である︒

制度が整備され

運用していくこ

やや古い例ではあるが︑いわゆる再販

が小売店に対して定価販売を強制するこ

とが第一ではな

﹁政府情報に

とは法律︵独占禁止法︶によって禁止さ

制度︵再販売価格維持制度︶をめぐる議

は国の安全に直

れているが︑その例外として著作物︵新

論はその典型だろう︒一般に︑メーカー

接かかわるもの

聞︑書籍や音楽ＣＤなど︶は定価販売を

いか﹂︵上記朝

もあり︑政府が

小売店に義務付けても違法ではないとさ

日社説︶

情報管理に万全

れてきている︒これが再販制度である︒

密保全法案に関する社説では︑報道の自

しかし同時に︑先に例としてあげた秘

国の安全といういずれも重要であるが対

否めないが︑報道の自由︑﹁知る権利﹂と

い文章での記述であり︑踏み込み不足は

例えば︑﹁新聞の第一義的な責務は︑

廃止に対して強く反対してきた︒

たが︑当然ながら新聞界は新聞への適用

認められていた品目も徐々に減少してき

の動きがあり︑かつて再販制度の適用が

禁止法の例外であり︑折にふれて見直し

再販制度は自由競争を原則とする独占

を期すのは当然
である﹂︵上記
毎日社説︶

由や﹁知る権利﹂を擁護する一方で︑次

立する価値の両者に目配りがされており︑

憲法で保障された表現の自由を守り︑国

長﹂雲大臣や長官が措定を乱発デオが流出したのを機に検討がないか・

に引用する通り︑政府の情報保全の必要

ジャーナリズムの持つべき対象との距離

社説という短

性そのものは承認されている点も見逃せ

民の﹃知る権利﹄に奉仕することである︒

きだ﹂︑﹁再販問題は単純に経済合理性の

それを支える再販制度は︑堅持されるべ

当事者でもある

見地だけで片づけられる事柄ではない・

小委員会︶には︑再考を強く促したい﹂︵朝

小委︵︹筆者注︺行政改革委員会規制緩和

で共有することが必要な時代になり︑情
﹁現行の国家公務員法には守秘義務があ

これに対して︑このような距離感が十

報道機関が抱える﹁歪み﹂

﹁テロ情報などを米国との間や政府内

感が意識されているように思われる︒

2013F､8．25

ない︒

紙面1朝日新聞2013年8月25日付朝刊

報管理に万全を期すことは当然だろう﹂
り︑防衛分野ではすでに一定の秘密保全

84
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た具合である︒

日新聞１９９５年吃月４日社説︶といっ

あるためだ﹂︵毎日新聞２０１３年７月

主主義を支えているという社会的合意が

だれでも情報を入手しやすい︒それが民

ない︒

という議論そのものに反対するつもりは

支える一定の制度的な配慮が必要である

る権利﹂の保障の観点から︑報道機関を

しかし︑時期はやや異なるが︑同じく
恥日社説︶

﹁公正取引委員会が指定をやめたいと

る﹂︑﹁﹃知識には課税せず﹄として︑新聞

聞・書籍も軽減税率の対象となってい

は︑民主主義を支える公共財として︑新

﹁欧州各国や韓国など世界の主要国で

されないことの問題性である︒これらの

聞への適用に対する反対論が十分に報道

題がある︒まず︑再販制や軽減税率の新

あり方については︑少なくとも三つの問

しかし︑いま紹介した事例での報道の

再販制の適用対象となっているＣＤにつ

いっているのに対し︑ＣＤ業界は﹃再販

に軽減税率を適用することは世界共通の

ような新聞業界のみに関わる個別の問題

ている︒

をやめたらヒット商品しか扱わないよう

認識と言える﹂︵読売新聞旧年１月四日

担を軽減するため︑一部の品目について

象との距離感を失い︑自らの利害を一方

これらの事例では︑新聞が持つべき対

と言われるが︑見方によっては﹁特権﹂

コミ不信と呼ばれる現象が拡散している

う点で問題はないだろうか︒近年︑マス

に主張することは︑一般読者の信頼とい

は軽減税率制度の導入を主張する新聞が

的に擁護していると受け取られてもやむ

と言いうるようなものを擁護することは︑

ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える

いては次のようにやや冷淡な指摘もされ

になり︑文化的なものが減る﹄などと反

ない︒そこでの報道内容が一方向に偏し

は︑新聞以外で取り上げられることは少

ているとすれば︑この問題に関する議論︑

社説︶

これらの社説は︑新聞だけではなく食

ひいては政策決定に対する歪みをもたら

す危険性が高い︒

の適用をも主張するものであるが︑記述
の分量としては新聞への軽減税率適用に

料品などの生活必需品に対する軽減税率

論している︒消費者の立場に立って見直
してゆくべき課題だろう﹂︵朝日新聞肌
年吃月幻日社説︶

上げに伴う軽減税率導入問題についても

関する主張が多く︑こちらが主眼である

同様の構図は︑最近の消費税率の引き
見られる︒消費税の引き上げについては

ような印象を受ける︒

次に︑新聞が自らの利害を社説で露骨

賛成しながらも︑同時に︑低所得者の負

ある︒そして︑軽減税率の適用対象とな

をえないのではないか︒

しれない︒

のを歪めてしまう恐れもなくはないかも

を考慮することは︑自紙の政策論そのも

さらに︑政策を論じる際に自らの利害

することにもなりかねないだろう︒

一般読者に向けて誤ったメッセージを発

る品目については︑食料品のほか︑新聞
や書籍を含めるように社説で主張するも
﹁欧州諸国のほとんどが軽減税率を採

のがある︒

筆者としては︑新聞を始めとする報道

自らの利害を社説で
主張する問題点

税率をゼロや数％に低く抑えている︒多

機関の経営環境が悪化する中︑国民の﹁知

用しており︑食品のほか新聞や書籍類の
様なマスメディアや知識産業が存在し︑
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この点︑おそらくこれらの危険を避け
ようとする目的から︑自らの利害に関わ

ことは基本的にはないこと︑といった特

国民も当事者となりうる

徴がある︒

場を取らず︑事実の報道の形でのみ取り

るような問題について社説等で明確な立
上げるという方法も見られる︒

﹁表現の自由﹂

へイトスピーチ︑児童ポルノ︑著作権侵

言雑言といった︑社会常識に照らして擁

害の表現行為︑ネット上の誹誇中傷︑罵

護に値しないようなものも対象に含まれ
てくる︒

これに対して︑表現の自由一般に視野

自由を擁護するというわけにはいかず︑

いても︑個別の問題において常に表現の

したがって︑新聞ジャーナリズムにお

聞が取っているのはこのような方法であ

を広げてみると︑報道機関のみならず︑

上述の軽減税率の問題について朝日新
るように見受けられる︒朝日新聞は︑軽

編集方針によって立場が分かれてくるの

ターネット︑とりわけソーシャルメディ

ば︑へイトスピーチや児童ポルノなどは

一般の国民も当事者となりうる問題が

がら︑新聞に対する軽減税率適用を主張

アの普及によって誰でも社会全体に向

表現の自由とはおよそ無関係であると考

数多くあることに気づく︒それは︑イン

してはいない︒しかし︑記事においては︑

かって容易に情報発信ができるように

える人々も多いと思われ︑同様に考える

ことから︵吃年５月即日社説︶︑当然な

新聞への軽減税率適用を求める日本新聞

なったことや︑リアルな社会において

ジャーナリストも少なくないのではない

減税率の仕組み自体の導入に慎重である

協会の声明や政党への要望活動︑これを

も︑Ⅱ年の東日本大震災・原発事故以降︑

かと推測される︒

このようなやり方は︑公然と自らの利

指摘できる︒

加するようになったことなどの背景が

までデモに縁のなかった人々も多く参

は別として︑まずは表現の自由の問題と

そこで︑結論として擁護するかどうか

そもそも︑憲法の専門家などを除け

受けた政治の動きを頻繁に︑時にはかな

デモが盛んに行われるようになり︑これ

も当然である︒

り大 き な 扱 い で 報 道 し て い る ︒

われるが︑なお同様の問題は残っており︑

こうした状況変化の中︑ジャーナリズ

というのは︑ネット上ではそれなりの

益を擁護するよりは危険性は少ないと思
対立する見解についても十分に配慮し︑

ムは表現の自由にどのように向き合って

関心を呼ぶ表現の自由に関わる問題であ

上述のように︑報道の自由に関しては新

報道の自由との関係について見てきた︒

の対象となる報道の自由とは異なり︑表

れだけに総論的にはどの立場からも擁護

公共性が比較的はっきりしており︑そ

てみたい︒

以下では︑そのような例をいくつか見

見されるからである︒

けていないのではないかという事例が散

調しておきたい︒

ジャーナリズムの作法を堅持することが

きたのか︑引き続き新聞ジャーナリズム

りながら︑新聞では十分な取り扱いを受

して記事で取り上げることの重要性を強

望まれる︒

を中心に検証する︒

聞などの報道機関が当事者となりうるこ

現の自由一般を視野に入れた場合には︑

これまでは主に新聞ジャーナリズムと

と︑他方で︑一般の国民が当事者となる
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権法違反での警察による検挙や︑著作者

ともかなり多数見られるが︑多くは著作

著作権に関する記事は︑今日では各紙

するのであって︑単なる表現の自由の問

法規違反が設けられたような場合に匹敵

すものであり︑言ってみれば新たな交通

能性を持つような行為に広く刑事罰を科

ネットユーザーの誰もが行ってしまう可

しかし︑この改正は︑一般のインター

上問題のないようなものまで規制対象と

は大変難しく︑場合によっては社会常識

ただし︑何が児童ポルノかという判断

禁止法によって処罰されることとなって

な害となるため︑的年制定の児童ポルノ

たらし︑心身の健全な成長にとって大き

造︵撮影︶そのものが児童に対する性的

団体による著作権侵害への対応措置に関

題にとどまらず︑国民生活への影響が相

なってしまい︑表現の自由に対する不当

も含む刑事罰を科すこととされたが︑こ

する報道であり︑著作権保護のあり方に

当大きい問題である︒このような観点か

な侵害となるおそれもある︒例えば︑幼

虐待であり︑児童ポルノの流通は被害児

ついての記事はそれほど多くはない︒

ら︑この法改正については︑インターネッ

ことはよくあることだが︑性器等が写っ

児の入浴や着替えの様子を親が撮影する

れに関するまとまった記事は︑各紙とも

著作権法による保護は︑著作者の側か

ト上では大きな関心が寄せられていたわ

童に消えることのない精神的な苦痛をも

ら見れば自らの表現が保護されるのであ

けであるが︑新聞の取り上げ方は十分と

ごくわずかであった︒

るから表現の自由にとってプラスである

著作権に関する
記事を考える

ようにも見えるが︑それ以外の者にとっ

言えたのだろうか︒

性を持っている︒そこで︑著作権を保護

から表現の自由の規制であるという二面

作物の保護と表現の自由︵情報の自由な

作権保護の強化が課題になっている︒著

現在進行中であるＴＰＰ交渉でも︑著

ノの製造︑販売・陳列︑あるいは販売目

で処罰対象となっているのは︑児童ポル

ところで︑冒頭でも述べた通り︑同法

ていれば児童ポルノと判断される可能性

すればするほど表現の自由にとっては好

流通︶とのバランスへの配慮がなされる

的での所持といった行為であり︑愛好者

ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える

いる︒

てはその分︑表現が制約されるのである

ましいということにはならず︑適切なバ

のか︑新聞ジャーナリズムによる交渉過

が趣味で収集して所持する行為について

しかし︑旧年に自民党議員などの提案

密に描写したような場合は別である︶︒

は規制対象ではなかった︵実在児童を精

した写真やビデオであり︑アニメや漫画

ルノに含まれるのは︑実在の児童を撮影

は処罰の対象外であった︒また︑児童ポ

も皆無ではない︒

ランスが必要である︒

程のチェックが期待される︒

こうした観点からは︑近年頻繁に行わ

れている著作権法の改正論議に対する新
聞ジャーナリズムの取り上げ方が十分か
どう か に は ︑ 検 証 が 必 要 だ ろ う ︒

児童ポルノは︑児童︵肥歳未満の者︶

児童ポルノをめぐる
問題点

ンターネット上の音楽や動画の海賊版

の性的な虐待の記録物であって︑その製

例えば︑吃年の著作権法改正では︑イ
ファイルをダウンロードする行為に懲役
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ルノを所持する行為︵単純所持︶を処罰

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポ

者のささやかな経験でも︑ある新聞の取

社会的には反発を招く可能性が高い︒筆

を指摘して表現の自由を擁護することは︑

規制の必要性は認めつつもその行き過ぎ

本件は︑﹃はだしのゲン﹄について︑﹁描

うした例だろう︵紙面２︶︒

覧を制限する措置をとった一件などはそ

だしのゲン﹄の小中学校の図書室での閲

近では︑松江市の教育委員会が︑漫画﹃は

る表現の自由に関するテーマもある︒最

することとし︑また︑児童を描写するア

材に応じて改正法案の問題点を指摘した

したがって︑児童ポルノ規制の問題で︑

ニメや漫画の有害性についての調査研究

写が過激だ﹂として松江市教育委員会が

により国会提出された同法の改正案は︑

を推進することとしている︒

ところ︑匿名市民から批判の電話を受け

尼年旧月︑市立の小中学校に教師の許可

この法案についても︑特にアニメや漫
たことがあった︒

旧年７月の参議院議員選挙では︑規制反

な議論を呼び︑ネット選挙が解禁された

クすることがジャーナリズムとして不可

原則を踏まえて行き過ぎた規制をチェッ

けやすいような表現ほど︑表現の自由の

しかし︑このような社会的に規制を受

が措置の撤回を決定したが︑それまでの

ものである︒その後Ⅲ日ほど経って教委

いたことが旧年８月中旬に報道された

め︑所蔵のある柵校のうち岨校が応じて

なく自由に閲覧できない閉架措置を求

画の愛好家を中心に︑ネット上では相当

対派の候補者をネット上で支援する動き

欠なのではないだろうか︒

ど︑実に多くの報道がなされている︒

の状況︑市民の動き︑識者の見解などな

短期間に︑文部科学大臣の対応︑他都市

も目立ったところである︒

さて︑この問題についてジャーナリズ
ムはどのように対応したのだろうか︒

著作権侵害と同様︑児童ポルノについ
ても近年は警察が摘発に力を入れている
ある問題に切り込んだ記事はほとんど見

な問題はあるが︑それでも︑これまで

これまで紹介した事例で指摘したよう

おける閲覧制限の事例はこれまでも時

られたものと思われる︒ただ︑図書館に

なったことからとりわけ大きく取り上げ

知られ︑段誉褒艇のある作品が問題と

本件では︑﹃はだしのゲン﹄という広く

られないように思われる︒それどころか︑

ジャーナリズムが表現の自由の擁護のた

折生じてきたものであり︑そのたびに

個別事象の背景にまで
踏み込む報道が少ない

今回の改正法案をめぐる動きさえも新聞

に︑新聞社によってはメディア面を定期

めに貢献してきたことも事実である︒特

ので︑検挙の報道は多数あるが︑根底に

ではほとんど報じられていなかった︒

も得やすい︒また︑アニメや漫画の中に

的は非常に重要であり︑一般国民の理解

掘り下げて報じてきたことの意義は高く

自由に関わるその時々の問題を一定程度

的に設け︑報道の自由のみならず表現の

では伝統的な関心事項と言えるだろう︒

て報道してきたと言って良く︑その意味

ジャーナリズムはそれなりの関心を持っ

確かに︑青少年の保護という規制の目

は多くの人々にとって目を覆いたくなる

しかし︑時々の個別的な事象の報道を超

えて︑このような事象の起きる背景や︑

評価されよう︒

また︑ジャーナリズムが敏感に反応す

ような内容のものがあることも否定でき
ない︒
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められる︒

利害関係を有していることから︑時に

ては︑ジャーナリズムは当事者としての

まず︑報道の自由に関わる問題に関し

寄せられるが︑インターネットに関わる

げた︶については今日でも大いに関心が

は図書館における閲覧制限の例を取り上

統的に関心を寄せてきたテーマ︵本稿で

る問題に関しては︑ジャーナリズムが伝

については︑以下のようなことが言える

ジャーナリズムの作法から逸脱したとも

テーマなど︑より新しい問題︵本稿では

図書館の自由の置かれた状況にまで立ち

とれる姿勢を見せることがある．これに

著作権法や児童ポルノ禁止法の例を取り

次に︑より一般的な表現の自由に関わ

ついては︑様々な弊害が懸念され︑とり

のではないか︒

わけ︑一般国民のマスコミ不信を増幅す

入った報道がなされることはあまりない

以上︑最近のものを中心にいくつかの

上げた︶については︑必ずしも十分な関

よ菱７に思われる︒

事例を通して垣間見たに過ぎないが︑そ

るおそれがあることから︑そのような事

ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える

普遍的な表現の自由
に対 す る 感 覚 を 磨 こ う

の限りで言えば︑ジャーナリズムの報道

心が払われていないように見受けられる︒

の主張も受け入れられやすくなるのでは

ないか︒霧

磨くことで︑報道の自由の擁護や﹁特権﹂

には︑それ以外の人権︶に対する感覚を

このような普遍的な表現の自由︵さら

る︒

なのかということを問う姿勢が求められ

されやすいことから︑本当に必要な規制

ついては低俗なものとして過剰規制がな

わる問題であること︑特に児童ポルノに

る︒しかし︑ひとまずは表現の自由に関

分かれたとしてもそれはむしろ当然であ

であり︑結論的には各メディアで賛否が

るために表現の自由を規制しているもの

ノ禁止法にしても︑正当な利益を保護す

もちろん︑著作権法にしても児童ポル

態を招くことのないような自己規律が求
燈はだしのゲン
昨年哩月に死去した中沢
啓治さんが︑６識の時︑広
島で被爆し︑父や姉︑弟︑
妹を亡くした体験を基に描
いた自伝的作品︒門年に週
刊少年ジャンプ︵集英社︶
に連載を始め︑単行本は汐
文社版など６５０万部を超
すベストセラーとなり︑約

訓力国語に翻訳されてい

府が核不拡散条約︵ＮＰＴ︶

る︒昨年度からは広島市の
平和教育の教材に使われて
いる︒核軍縮・不抵散の必
要性を伝えるため︑日本政

たこともある︒

の加盟国に英語版を配布し

た歴史認識を植え付ける﹂

おり篭子どもたちに鹿違っ

紙 面 2 朝日新聞2013年8月17日付朝干

の自由︑表現の自由に対する向き合い方

﹁ゲン﹄小中校で閲覧制限

一﹁億だしや吟︲し﹂第５巻︵汐立碓︶や表紙

松江市教委﹁描写が過激﹂
広島での被爆体験を描いた︑漫画家の故

中沢啓治さんの代表作﹁はだしのゲン﹂
︵全︑巻︶Ⅱ唾Ⅱが︑昨年廻月から松江市
内の市立小中学校の図書館で子どもたちが
自由に見ることができない閉架の状態にな
っていることが分かった︒市教育委員会が
作品中の暴力描写が過激だとして︑各校に
閲覧の制限を求めた︒

蕊礎蕊韓蕊凝議一

として︑小中学校からの作

浬月の市議会教育民生委

品の撤去を求める陳情が市
はだしのゲンをめぐって

員会で審査した結果︑﹁議

しのゲンを置いている︒

現在は作品の貸し出しば

い日本軍の蛮行が描かれて

は昨年８月︑﹁ありもしな

したという︒

しておらず︑教員が校内で

切り落奄したり︑銃剣術の

的にしたりする場面︒子ど

教材として使うことはでき

民から市議会にあった＠

態で図書館に置くのは不適

もたぢが窒由に見られる状
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