平成 25年

11月 28日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 25年

(ネ )第

666号

各損害賠償請求控訴事件

(原 審・東京地方裁判所平成

21年 (ワ )第 21532号 ,同 第 35476号

)

日頭弁論終結日 平成 25年 8月 8日
決

判

別紙 当事者 目録記載 の とお り

当事 者の 表示
主

1

控訴人高許月妹 の控訴 に基づき,原 判決 を次 の とお り変更す る。

(1)被 控訴人は,控 訴人高許月妹 に対 し,
平成 21年

100万 円及び これ に対す る

11月 6日 か ら支払済みまで年 5分 の割合 による金 員 を支

払え。

(2)控 訴人高許 月妹 のその余 の請求 を棄却す る。

2
3

控訴人高許月妹 を除 く控訴人 らの控訴 をいず れ も棄却 す る。
訴訟費用 は,一 ,二 審 を通 じ,控 訴人高許 月妹 と被控訴 人 との間 にお
いては,こ れ を 2分 し,そ の 1を 控訴人高許 月妹 の,そ の余 を被控訴人
の負担 とし,控 訴人高許月妹 を除 く控訴人 らと被控訴人 との間 にお いて
は,全 部 を同控訴人 らの負担 とする。

4

この判決 の第 1項 (1)は ,仮 に執行す る ことが できる。
事

第1

1
2

実

び 理

及

由

控訴 の趣 旨
原判決 を取 り消す。
被控訴人は,別 紙控訴人 目録 1記 載 の控訴人 らに対 し,そ れぞれ 1万 円及 び
これ に対す る平成 21年 9月 7日 か ら支払済み まで年 5分 の割合 による金員 を

支払 え。

3

被控訴 人は,別 紙控訴人 目録 2記 載 の控訴人 らに対 し,そ れぞれ 3万 円及 び
これ に対す る平成 21年

11月 6日 か ら支払済み まで年 5分 の割 合 による金員
東
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を支払え。

4

被控訴人は,別 紙控訴人 目録 3記 載 の控訴人 らに対 し,そ れぞれ 300万 円
及び これに対する平成 21年

11月 6日 か ら支払済み まで年 5分 の割合 による

金員 を支払え。

5
第2
1

第 2項 ない し第 4項 につき仮執行宣言
事案 の概要
本件は,日 本 を代表する報道機関である被控訴人が ,平 成 21年 4月 5日 の
「NHKス ペ シャル・ シ リーズ JAPANデ ビュー」第 1回 目の 「アジアの

―等国"」 と題す る番組 (以 下 「本件番組」 とい う。)で ,世 界 の一等国 に上
りつめた 日本はなぜ坂 を転げ落 ちて いったのか, 日本 は最初 の植民地台湾での
激 しい抵抗運動を武 力で弾圧 し,世 界 の民族 自決 の動き に逆行 して 同化政策 を
推 し進め,台 湾 には今 も 日本統治 の深 い傷が残って いるとする内容 を放送 し

,

その具体例 として 1910年 にロン ドンで開催 された 日英博覧会で台湾南部高
士村 のパ イ ワン族 の男女 24名 が 「人間動物園Jと して展示 され,そ の うちの

1人 の娘である控訴人高許月妹

(以 下 「控訴人高許」 とい う。)は 今 も悲 しい

と述 べて いるな どと報道 された ことによ り,名 誉や プライバ シーが侵害 された
とする控訴人高許,被 控訴人の同人へ の取材 の際 に通訳等 を した控訴人陳清福
(以 下 「控訴人陳」 とい う。

),台 湾高士村 の住民又は台湾人 としての誇 りや

名誉 を傷 つ け られた とす る高士村 の住 民や台湾人等 の ほか,一 方的で偏向 した
内容 の本件番組 によって知る権利 を侵害 されたな どとす る視聴者な ど総勢 1万

0335人

の一審原告 らが,被 控訴人 を被告 として ,不 法行為 に基 づ く損害賠

償 (控 訴人高許及 び控訴人陳は慰謝料 各 300万 円 と平成 21年

11月 6日 か

ら年 5分 の割合 によ る遅延 損害金 ,そ の他 の一審原告 らは各 3万 円又 は各 1万
円と訴状送達 の 日の翌 日か ら年 5分 の割合 による遅延 損害金)の 支払 を求 めて
い る事案である。
原審 は ,控 訴人高許 について,本 件番組 ではそ の氏名 を誤 って表示 した もの
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の,被 控訴人に過失はな く,本 件番組内で控訴人高許 の発言 を恣意的に編集 し
て 同人の人格権 を侵害 したとも認められない と し,ま た ,控 訴人陳の人格権 を
侵害 した ということもできないなどとした上,そ の他 の一審原告 らの請求 もい
ずれも理由がな い として,一 審原告 らの請求 を全部棄 却 した。
そ こで,上 記一審原告 らの うち,視 聴者等 5名 ,パ イ ワン族の子孫及 び台湾
人等 35名 並びに控 訴人高許及び控訴人陳の合計 42名 が,原 判決 を不服 とし
て,本 件控訴を提起 したものである。

2

争 いのない事実等 ,争 点及 び争点 に対す る当事者 の主張は,次 のとお り原判
決を補正するほか,原 判決 の 「事実及 び理 由J,第 2の 1な い し 3(た だ し, 2

(5)及 び 3(8)を

除き,ま た,

3aJ(原 告 らの主張 )ウ につ いては,「 原告外国居

住者 ら」 に関する部分 を除 く。)に 摘示された とお りで あるか らこれ を引用す
る (以 下,原 判決を引用する場合は,「 原告」 を 「控訴人」 と,「 被告」 を
「被控訴人」 と,そ れぞ れ読み替える。)。
(原 判決 の補正)

(1)原 判決 8頁 24行 日の 「その趣 旨」を「実質 的 に同趣 旨Jと 改める。
12)原 判決 9頁 1行 日末尾に 「そ して,本 件番組 にお いて,取 材時 に使用 しな
かつた 「人間動物園」 とい う言葉 を使用する ことは,放 送事業者たる被控訴
人の 自律的判断によるもの と して,許 されるもので ある。」 を加える。

(3)原 判決 11頁 25行 日末尾 に改行 の上,次 の とお り加える。
「 被控訴人は,「 見せ物」 と「人間動物園」 は 同 じ範疇 の概念で あるか の
ように強弁す るが ,「 見せ物」は,辞 書 によれば 「珍 しい物・ 曲芸・ 手品

などを人に見 せる興業。」 ,「 多 くの人 にお もしろがってみられる こと。
また,そ のもの。」

(甲

61)で あって,価 値 中立的な言葉であり,演 藤
l

もスポー ッも一種の見 せ物 である。ところが ,「 人間動物園」は,人 間 を
動物として展示するとい うことであり,「 見せ物」 とは次元 を異 にする概
念であり,人 種差別的なものである。被控訴人が 日英博覧会にお けるパイ
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ワン族 の展示 を 「見せ物」だというのな ら,パ イ ワン族集合写真 の字幕 を
「見せ物」 とすればよかったのである。 「見せ物」では平凡すぎて番組 の
衝撃度が少な いか ら,あ えて 「人間動物園」 としたと ころに,被 控訴人の
主張 の破綻がある。被控訴人は,こ の二つの言葉 を使 い分 けて ,パ イ ワン
族 の一員 である控訴人高許 の父親 を侮辱する とともに,そ の子で ある許進
貴及び控訴人高許本人をも侮辱 したので ある。
また,プ ラィバ シーの権利 は,近 年では 自己の情報 をコ ン トロールする
権利 と位置付けられているところ,控 訴人高許は,父 親が 100年 前にイ
ギ リスで屈辱的な経験 をさせ られたとい う認識 を取材前 には全 く有 してお
らず,取 材時にもそのよ うな説明を受けて いなかつた。それ にもかかわ ら
ず ,被 控訴人は,一 般視聴者が これ を見た場 合 に,控 訴人高許 の父親が
「人間動物園」 として展示 され動物扱 いされた ことを 「悲 しい」 と述べ た
と理解するように狡猾な編集 をして,控 訴人高許 に精神的打撃 を与え,控
訴人高許 のプライバ シーの権利 を侵害 し, 自己 の情報 をコ ン トロールする
権利 を根底か ら否定 したので ある。」

(4)原 判決 18頁 2行 日末尾に次のとお り加える。
「本 件番組では,同 控訴人 らが特定 して放送 されたわ けではな いが ,パ イヮ
ン族 は,パ ィ ヮン族 として一体感 を大切 にして生活 してお り,本 件番組は
そのよ うなパイ ヮン族全体 に対す る侮辱である。」

(5)原 判決 18頁 16行 日末尾 に 「さ らに,控 訴 人高許 は,本 件番組 の放送に
よ り,名 誉 又はプライバ シー を侵害 され,精 神的苦痛 を受けた。」 を加える
第3

1

当裁判所 の判断
当裁判所は,控 訴人高許 の請求は一部理由が あ り,慰 謝料 100万 円及び こ

れに対す る平成 21年

11月

6日 から支払済み まで民法所定 の年 5分 の割合に

よる遅延損害金 の支払を求める限度で請求を一部認容すべ きであるが,そ の余
の控訴人 らの請求 はいずれも理由がないか ら棄却すべ きものと判断す る。その
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理由は,次 の とお り原判決を補正するほか,原 判決の 「事実及び理由」第 3の

1な い し4,

6及 び 7に 説示 されたとお りであるか らこれ を引用す る。

(原 判決 の補正)

(1)原 判決 24頁 10行 目の 「考えた ことには相 当な理由がある。Jを 次 のと
お り改める。
「考えた として も,致 し方 のないところがあ り,そ の意味で 島田の法的過失
を認めることは相 当ではな い。 しか しなが ら,取 材 した平成 20年

10月

当時 ,控 訴人高許は 79歳 にな ろうと していたのであって ,同 人が 日本語
を話 して いたのは 日本 の台湾統治が終 了した昭和 20年 頃

(15〜 16歳

頃)ま でであった と考えられ,そ れか ら 63年 もの時間が経過 して高齢 に
なって いた控訴人高許の 日本語 の能力が相当程度減退 していることに思 い
を致す のは,そ う難 しいことではなか ったはずで ある。また,

1910年

の 日英博覧会 は取材時か ら 98年 も前 の ことであ り,控 訴人高許が 79歳
であるな らば,同 人が生 まれる約 20年 も前 の出来事 であって,日 頃か ら
無 口で あった父親が幼 い同人 に対 して遠 い過去 の出来事 を詳 しく語 らなか
った として も,何 ら不 自然な ことではな く,む しろ幼 い同人 に対 してイギ
リス に行 つたと語 って いた ことは,イ ギ リス に行 った ことについて,父 親
には悪 い思 い出はなかった ことを推測 させ るはずであるのに,そ の ことに

思 いを致 さず,あ たかも語 らなかった ことに特別 の意味があるかのように
「生前,父 親は博覧会について子供達 に語 ることはありませんで した。」
とのナ レー ションを加えたことは,余 りにも短絡的で,取 材を した島田に
お いて,殊 更先入観を持たず に,自 紙 で,取 材 を受けた控訴人高許 の話の
趣旨 を十分 に理解 しようとす る姿勢に欠けて いた ことを裏付けるものであ
る。」

(2)原 判決 25頁 17行 日の 「原告高許 については,」 か ら同頁 18行 日末尾
までを削 る。
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(3)原 判決 26頁 1行 日の 「原告高許は,Jか ら同頁 8行 日の 「明 らかではな
い。」 まで及び同頁 15行 日の 「原告高許が」 か ら同頁 16行 日の 「明 らか
ではな く,」 までを削 る。

(4)原 判決 26頁 21行 日冒頭 か ら同 27頁 2行 日末尾 までを,次 のとお り改
める。
「

もっとも,こ の控訴人高許が 「かな しいJと 発言 して いる場面 は,ナ レ

ー ションな どによって連続 した一つの流れよ うにも見 えるが,控 訴人高許
の様子 を注意深 く観察 してみ ると,時 間の差 はあま りなかった としても

,

前半 と後半 との 2つ の場面が連続 して編集 されたものであろうと考え られ
る。 ここで前半 とい うのは,控 訴 人高許が,島 田か ら, 日英博覧会 の会場
で売 られていた とい う父親 の写真 を最初に見せ られた時 の様子である。 こ
の時 は,控 訴人高許 は,緊 張 を隠せない面持ちでは あるものの,写 真 を見
せ られて笑顔 にな り,に こやか に 日本語で 「かな しい」 と述べて い る場面
である。 これ に対 して,後 半 は,そ の後 の場面であ り,控 訴人高許 はパイ
ワン語で答えて,控 訴人陳が これ を 日本語 に訳 して,「 かな しいね :こ の
話 の重 さね ,話 しきれないそ うだ。」 と続 く場面である。 この後半 の場面
では,控 訴人高許 の表情 は一変 して固いもの とな り,や や不愉快そ うな困
惑 した顔で,日 本語 ではな く,パ イ ワン語で答えて いるのである。 この前
半 と後半 とにお ける控訴人高許 の表情 の変化 ,そ して, 日本語か らパイワ
ン語へ の変化 は, この間 に何か,控 訴人高許 に緊張や 困惑 を生 じさせ る原
因があった ことを推認 させるが,上 記認定 の一連 の事実 の 中では,そ のよ
うな変化 を生 じさせ るのは,控 訴人高許が思 って もいなかった事実 ,す な
わち,父 親が 日本 によって ロン ドンに連れて行 かれて,博 覧会で見せ物 に
された と,島 田が述 べ た ことしかないか ら, この 前半場面 と後半場面 の間
に,島 田が控訴人高許 に対 して,こ の写真 の父親 は ロン ドンに連れて行か
れて博覧会 で見せ 物 にされたと説明 したので あろ うと推認する ことができ
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る。控訴人高許 は,そ のよ うな ことは全 く想定 していなか ったため,島 田
の発言 に困惑 し,父 親 を侮辱 された と感 じ取 り,取 材 の意図が分 か らず

,

緊張 して, 日本語ではな く,パ イ ワン語で ,本 当に島田か ら今聞かされた
よ うな ことで あれ ば,と い う前提 で,悲 しい と述 べた のではないか と推認
する ことができる。 この後半 の場面では,控 訴人高許 はパ イワン語で答え
ているので あるか ら,「 かな しい」 と 「なつ か しいJの 意味 を取 り違えて
述 べた とは考 え られないし,そ の後 の,「 この話 の重 さね ,話 しきれな
い」 との発言 とも整合する。そ うすると,控 訴人高許 の一連 の発言 の うち
前半部分は,父 親 の写真 を見せ られた嬉 しさと懐か しさを,と っさの 日本
語で言 い誤 つたものであ り,後 半部分 は,想 定 して いなか った意外な話 を
聞か され 困惑 して悲 しいと答 えたもので あろ うと考 え られるが,そ のよ う
な控訴人高許 の変化 は,正 に島田か ら,控 訴人高許 の父親 は, 日本によっ
て ロン ドンに連れて行 かれて,博 覧会 で見せ 物 にされた と,極 めて侮辱的
なものであったかのように説明 された ことによって もた らされたものであ
り,そ のよ うな島田の侮辱的な 説明がなか ったな らば,控 訴人高許 のそ の
後 の発言 は異なるものにな って いたであろ うと考え られ る。 この点 につい
て,控 訴人 らは,島 田か ら控 訴人高許 らに対 して 「見せ物」 の話 はなかっ
たと主張 して い るが,島 田が 同人 らに対 してそ のよ うな説明 をしたと認定
できることは上記 の とお りである。ただ,そ のよ うな説明は,控 訴人高許
にとってはも とよ り,通 訳 と して立 ち会 って いた控訴人陳 にとっても意外
な ことであ り,控 訴 人高許 も控訴人陳 も,想 定外 のな りゆき に混 乱 して

,

島田か らどのよ うな説明があったのか を十分 には思 い出せな いのではない
かと思われる。 いずれ にしても,島 田は,控 訴人高許 の父親 は 日本 によっ
て ロン ドンに連れて行かれて ,博 覧会 で見 せ 物 にされた との先 入観 を持っ
ていたため,控 訴人高許 に対す る悪気はなか ったものの,控 訴人高許や控
訴人陳が どのよ うな思 いで取材 に協力 しよ う として いるのかを思 いやる こ
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ともなか ったため,そ の好意 を土足で踏みに じるよ うな結果 を招 いたもの
で ある。」
Ｅυ

原判決 27頁

13行 日の 「日本統治時代 の」 か ら同頁 17行 日未尾 まで を

次の とお り改 める。
「上記認定のとお り,控 訴人高許の一連 の発言 の うち,前 半部分 の 「かな し
い」 は,父 親の写真 を見せ られた嬉 しさと懐 か しさを,と っきの 日本語で
言 い誤 った ものであろうが,後 半部分 の 「かな しい」 は,想 定 していなか
った話 を聞かされ 困惑 して,正 に 「悲 しい」 とい う意味で 「かな しい」 と
答えた ものであろうと考えられるか ら,こ のような控訴人高許 の発言をも
た らした島日の取材態度や発言が必ず しも適 切な もので はなかった として
も,控 訴人高許にお いて,そ のよ うな発言がなか ったわ けで はないか ら

,

控訴人高許 の上記主張を採用する ことはできな い。」
(61 原判決 28頁 9行 日冒頭か ら同頁 17行 日末尾まで を削除す る。

(7)原 判決 28頁 20行 日の 「解 したことには」 の次に 「,上 記認定 のとお り
取材する者 として問題がないわ けではないが ,一 応 は」 を加える。

(8)原 判決 30頁 11行 日の「証拠」か ら同頁 13行 日の 「認め られ ,Jま で
を削除す る。

(9)原 判決 32頁 6行 日末尾 に改行の上,次 の とお り加える。
「

もっとも,本 件番組の中では,当 時 の 日本 が台湾で実施 した 皇民化政策

の一環 として,創 氏改名を推進 した際,元 の氏 をそのまま使 うことは禁止
して,最 低でも元 の氏 に一文字加える ことを求めた とい うことが報道され
て い るところ,島 田は,兄 の許進貴 と妹 の控 訴人高許 とを一緒 に紹介 され
たのであって,取 材者 としては,取 材対象者 の氏 名 を確認す ることは基本
中の基本であるか ら,な ぜ 兄弟で氏 が異な る のか を確認 して さえ いれば

,

「許」 に 「高Jの 一文字が加えられて,そ の まま氏 にな って い る可能性 に
気付 いたはずであるし,少 な くとも本 件番組 の 中で取 り上 げてい る問題 と
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関連 していそ うな事柄であるか ら,改 めてチ ェックするのが基本ではな い
か と思われるのに,被 控訴人は,本 件訴訟が提起 されてか ら約 7か 月後に
や つと訂正に応 じたものであるか ら,島 日において,そ のようなチェ ック
を しなか ったので あろうと推認することができ,こ れまでと同様 に,島 田
にお いて,自 分 の考えに合致す る内容 の番組 を作 ることにばか り目が向 い
て いたため,違 法 とまではいえない ものの,基 本 を怠 った ことは明 らかで
あろう。」
[0

原判決 32頁 9行 日冒頭か ら同 33頁

15行 日未尾まで を次 の とお り改め

る。
「ア 上記争いのな い事実等,証 拠 (甲

10, 55,乙 18, 19, 24な

い し 27,
田

30(枝 番 のあるものは枝番 を含 む。以下同 じ。),証 人島
(原 審))及 び弁論 の全趣旨によれば,次 の事実 を認め ることができ

る。
同

ドイツの野生動物商人であるカール・ ハーゲンベ ックが著 した回想
録 『動物 と人 間について』 (乙

25)に おいて,西 欧では 1870年

頃か ら民族 の展示 を動物園で行 って いた ことが紹介 され ,ま た,フ ラ
ンスの歴史学者であるパスカル・ プランシャール らが編集 した『 人間
動物園』 (平 成 20年 出版。 乙 26)に は,① カール・ ハ ーゲ ンベ ッ
クが 1874年 にハ ンプルクで ラ ップ人 (サ ー ミ人)の 一家 6人 と約

30頭 の トナカイで構成 された一座を展示 し,こ の展示 の成功 によ り
自らのショー を 「人類動物学的展示」 とい う名の下に職業としたこと
,

② 1876年 にはアメリカのフィラデル フィアにお いて,ス ミソニア
ン協会 のチ ャールズ・ ラウが フィラデル フィア百周年記念展示におい
て 同様 の展示 を行 うことを提案 して,そ の 目的は,「 我々の遠 い祖先
の非常 に低 い レベル」を見せ,「 原始的な社会」 と比較 して西洋社会
が いかに進化 して いるかを示す ことにあった こと,③ カール・ハーゲ
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売 されて いた。関西学院大学社会学部教授 山路勝彦 の 『 日英博覧会 と
「人間動物園J』

(関 西学院大学社会学部紀要

108号 抜刷。平成 2

1年 発行。甲 10)に は,パ イワン族 の一行が ロン ドンに出立 した時
の様子 について,「 初 めての洋行 のため ,パ イワン族 の面 々は緊張 し
薫 り高き文化の都 を 目指 し,期 待を込めて旅行準備 に勤 しんでいた様
子は,『 台湾 日日新報』明治 43年 2月

23日

の記事に見 ることがで

きる。 「洋行蕃 の武者振」 と題 した記事か らは,服 を新調 し,礼 装を
整えるパイ ワン族の,ロ ン ドンでの生活 に夢 を膨 らませ る姿が浮か ん
で くる。筒袖仕立の礼装 と,無 袖 の陣羽織 のよ うな衣服 を新調 したば
か りでな く,西 洋夫人の前 に出ても不都 合がな いようにと,陣 る時に
股 を顕わ にさせないために袴 も用意 して いて,身 だ しなみには配慮を
見 せ ていた。

,」

「―行 は ロン ドンの帰途 ,神 戸 と大阪 に立 ち寄 り,観

光旅行 をする。」 「こうした長旅を終え てパイ ワン族が台湾の基隆港
に帰港 したのは,明 治 44年 の 1月 7日 であつた。 出迎えの新聞記者
に発 した最初 の一言は 「グ ッ ドモーニ ング」 で あった とい うか ら,よ
ほど ロン ドンでの生活 が楽 しかったので あ ろう。盛装を凝 らしたなか
に,ズ ボンやズボン下 を着用 し,足 袋 ,下 駄 ,草 履を履き,女 はネル
の腰巻 を着 け,そ して裏毛の外套 まで着 こなすな ど,洋 風化 した姿態
での帰国であった。 (「 洋行戻 の蕃人J『 台湾 日日新報』明治 44年

1月 8日 の記事か ら引用)」 「帰郷後 しば らくして,佐 久間・台湾総
督 に謁見す る機会を得たバ イ ワン族は,総 督 の質問に答え,こ うい う
内容 の話 をす る。 ロン ドン市街 の宏壮 で華麗。商工業品の精巧。機器
・機関 の雄大。人馬 。物貨 の往来。金銀財貨 の融通流れ る如 く。 (台
湾総督府警務局『理蕃誌稿 』第三編上,台 北か ら引用)J「 こうした
バ イ ワン族 の思 いとは別 に,イ ギ リス人 のアジアに向けた眼差 しには
消 し去 ることのできな いオ リエ ンタ リズム の霧 りが潜んで いた ことも

東 京 高 等 裁 判 所
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また,見 逃すべ きではな い。」 との記載がある。
本件番組 の制作担当者であった濱崎及び島田は,事 前調査 によって

日

当時の 日本が,上 記の 日英博覧会 に台湾 の先住民族 であるパイ ワン族
を連れて行 き,そ の暮 らしぶ りを見せ物 としたという事実 があったと
考えるに至 り,平 成 20年 8月 頃,本 件番組 で 日英博覧会 を取 り上 げ
パイワ ン族 を取材することを決めた。そ して,島 日は,平 成 20年 1

0月

27日

には台湾南部 の高士村 に取材 に行 つて ,控 訴人陳及び控訴

人高許に対 し,日 英博覧会の際に撮影 され,そ の会場 で 売 られていた
パイ ワン族 の写真 を見せなが ら,

100年 ほど前 に控訴人高許 の父親

ｒ ｌ ⁚
︐

らパ イ ワン族 の人たちがイギ リスに連れて行 かれ , 日英博覧会の会場

︱ ︱ ︱

で暮 らしぶ りを見せて,「 見せ物」 にされていた との説明 をした。 こ

Ｉ Ｆ Ｆ Ｉ ト ー ー ー ︲

れ に対 し,控 訴人高許 は,父 親 か らイギ リス に行 った ことは聞か され
た ことが あるものの,日 英博覧会 に出演 した ことは聞 いて いな いな ど
と話 した。

0

濱崎及び島田らは,本 件番組 の制作 を思 い立ち,イ ギ リスに連れて
行かれたバ ィ ヮン族 の 1人 の子供である許進貴及び控訴人高許 の兄妹

を取材 した際には,ま だ 「人間動物園」 とい う言葉がある ことを知ら
なかったが,そ の取材後,西 洋の列強各国が博覧会等 で植民地の民族
などの生活を見せ物 としていたことを,後 の研究者 らが 「人間動物
園」と表現 していることを知 り,本 件番組 にお いても 「人間動物園」
という表現を使用す ることとして,次 の 内容 を放送 した。

a

導入部分
本件番組では,世 界 の一等国 に上 りつめた 日本 は,な ぜ ,坂 道を

転げ落ちて いったのか との問題提起がなされ,「 台湾, 日本の最初
の植民地となった場所です。」 「そ の原点はこの地にあります。」
とのナレー ションで,元 台湾人 日本兵 であつた人たちの映像が流
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れ ,J,開 始か ら約 7分 45秒 頃に,画 面 に,民 族衣装 で正装 した

12名 のパ イ ワン族 の人たちと引率 と思われ る 日本人 1名 の集合写
真が映 し出 され,そ の写真 の下部 に 「人間動物園」 との文字が映 し
出される。 この集合写真 に 「人間動物園Jと い う文字が 加 え られて
いるのは,こ の場面だけであるが, このパ イワン族の集 合写真そ の
ものは,本 件番組 の中で何回も使用 されている。
その後 ,台 湾は西欧にとって重要 な 島とな り,列 強 の争 いの最前
線 となった とし,後 に 「人間動物園Jを 紹介す るパスカル・ プ ラン
シ ヤープ
レ (宇 幕で紹介 )の コメン トに続 いて , 日本 は台湾 をアジア
進出の拠点 とし,激 しい抵抗運動 を武 力で制 圧するな どして進出 し
たが ,台 湾 にお ける日本の統治が混乱 し,特 産物である樟脳産業 に
影響が 出たため,後 藤新平 を民政局長 に起用 して,あ め とムチの政
策 を推 し進めたと続 く。

b

日英 博覧会 に関す る説明
そ して,台 湾領有か ら 15年 後 の明治 43年

(1910年 )に

,

日本 とイギ リスの友好関係 を祝 う催 しとして 日英博覧会が ロン ドン
で開催 され ,日 本は,台 湾統治 の成果 を世界 に示す絶好 の機会 と捉
えて ,会 場内 にパイ ワン族 の家を造 り,そ の暮 らしぶ りを見せ物 と
した とい う説明と共 に,パ イ ワン族 の集合写真な どが映 し出される
当時,イ ギ リスやフランスは,博 覧会 な どで植民地 の人 々 を盛んに
見せ物 にしてお り, これが人を展示す る 「人間動物園Jと 呼 ばれ て
いて,日 本 はそれを真似た とい う説明な どが流れる。

C

パ スカル ・ プランシ ャール (字 幕 で 紹介 )の 映像 と発言

(日

本語

吹 き替え)
当時,西 欧列強 には 「文明化 の使命」 とい う考え方があ り,ヨ ー
ロ ッパ の人々 は植民地の人間を「野蛮な劣 った人間」 であ り,彼 ら
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を「文明化 させる」良 いことをして い ると信 じてお り,そ れ を宣伝
する場が 「人間動物園」であつた こと, 日本 も,世 界 には民族 の違
いに基づいて階層があると考えるよ うにな って,自 らは民族 の階層
の頂点 にあり,そ の下 にアジアの他民族 が いるとの世界観 がはっき
りと根 づ いていった ことな どを述べ て いる。 このパスカル ・ ブラン
シャールは,本 件番組 の中で何回も登場 して ,当 時の西欧列強や 日
本が植民地 を差別 して いたなどと述 べ て い る。

d

許進貴及び控訴人高許の紹介
本件番組 の開始 か ら約 35分

35秒 後 くらいに,台 湾甫部高士村

の風景が映 し出され,「 連 れて行かれた のはこの村 の出身者 たち」
とのナ レー ションがあ り,日 英博覧会 の会場で売 られていたパイワ
ン族の人たちが民族衣装 の正装 に身 を包んだプ ロマイ ド写真 の映像
カリ原に映 し出された後 ,「 展示 された青年 の息子 ,許 進貴 さんJと
のナ レー シ ョンが流れ ,視 線 を下 に落 として何かを見て いる許進貴
の映像 と氏名,年 齢 の字幕が画面に映 る。そ して ,許 進貴 の隣 に座
った控訴人高許 の映像 に移 り,控 訴人高許 も何 かを見 て い る様子で

,

笑 いなが ら 「かな しい」 と日本語で述 べて いる姿が画面 に映る。ナ
レー ションは,先 の 「連れ て行 かれた のは,こ の村 の出身者たち」
「展示 された青年 の息子,許 進貴 さん」 に続 けて,「 そ して,娘 の
高許月 さんです。Jと 続 き,「 高許月 さん

(79)」 との字幕が表

示され る。そ して,画 面 には,一 変 して笑 顔が消えて日い表情にな
った控訴人高許 の顔 が 映 し出 され,控 訴人高許 が手にして いる民族
衣装を身につ けた父親 のプ ロマイ ド写 真 と,こ の写真が 「父

チャ

バ イバ イ・ プ リャルヤ ンさん」である との字幕 が映 り,テ レー ショ
ンで,父 親 の氏名 がチ ャバ イバイ・ プ リャ,レ ヤンであ り,「 父親 は
生前,博 覧会 について子 どもたちに語 る ことはあ りませんで したJ
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との説明が流れる。

e

まとめの部分
その後 ,内 容は,台 北第一中学校 の話題や 日本が世界 の 民族 自決
の動き に逆行 して差別 と同化政策 を推 し進め,台 湾議会開設 の請願
を認めず,台 湾 を日本のアジア進出 の拠点 として ,軍 部 は南方 の海

洋国家 を目指 したな どの報道が続 いた後 ,本 件番組 の最後 の部分 で
それまでに何度 も映 し出されたパ イ ワン族 の集合写真が再び映 し出
され ,先 に 「人間動物園」 と意味付 けたパスカル・ プ ラ ンシャール
が まとめを述べて,ナ レー ションが 「今 も残 る 日本統治 の深 い傷」
な どと締 め くくって番組 を終了 して いる。
イ 上記認定 の事実 によれば,① 「人間動物 園Jと い う言葉 は,動 物園 に
お いて人間を動物 と共 に展示 したことに由来 し,そ の後 ,西 洋列強がそ
の植民地 の原住民を博覧会場 に連れて行 き,博 覧会 の開催 中,柵 で囲わ
れた模造 の植 民地集落の 中で生活 させ ,あ たか も動物 園の動物 と同様 に
人間である原住民を展示 したことを指す ものとして ,吉 見教授 によ り名
付 けられたものである こと,② 「人間動物 園」 の 目的 は,進 歩 してい る
西洋社会がァ野蛮で劣 った植民地 の人間 を文明化 さぜ る使命 を実現す る
方法の一つであったとい うのであ り,「 人間動物園」 とい う言葉は,吉
見教授 の上記著作等 の内容に照 らして も,見 方 によっては人種差別的な
意味合 い を有す るもので ,人 間の尊厳 を否定 しかねな い過激 な表現 と言
って も過 言ではな いこと,③ 被控訴人は,本 件番組 において,当 時の 日
本は,上 記 のよ うな植 民地 の人々を博覧会 で盛んに見せ 物 にして 「人間
動物園」 と呼ばれて いた ことを真似たとい う説明があ り,台 湾で の植民
地政策 の成功 を示すため に,控 訴人高許 の父親 らパ イワン族 の人たちを
ロン ドンの 日英 博覧会 に連れて行 つて 「人間動物園Jで 展示 したと放送
したもので ある ことが認め られる。
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一¨¨・・
ンベ ックによる 「人類動物学的展示」 とい う形式か ら生まれた 「人間

動物園」 とい う言葉も,一 部 の人々には 「強烈」すぎた ことなどの記
載がある。
に)ま た,東 京大学社会情報研究所助教授

(当 時)吉 見俊哉 (以 下 「吉

見教授」 とい う。)著 『博覧会の政治学』 (平 成 4年 出版。乙 27)
には,「 とりわけ八九年のパ リ万博は,植 民地部門の展示 に決定的な
方向を与えていくことになる。」 「博覧会の歴史のなかでも最 も悪名
高 いひ とつの伝統が姿を現 していた。す なわち,「 人間 の展示」,植
民地の多数 の原住民を博覧会場 に連行 し,博 覧会 の開催中,柵 で囲わ
れた模造 の植民地集落のなかで生活させて展示 して い くとい う,一 九
世紀末の社会進化論と人種差別主義 を直裁 に表明 した展示ジャンルの
登場である。」 「最初 に展示 されたのはヌ ビア人だつた。 つづいて

,

エスキモー,ラ ップ人,ガ ウチョー,フ エゴ島人,ガ イアナ人,カ ル
ムイク人,ア メリカ・ イ ンディアン,セ イ ロン人,ア シヤンティ人な
どが次々 に連れてこられ,展 示された。」 「七八年のパ リ万博が莫大
な赤字 を出 したことか ら,大 衆動員 に直接結 びつ くような博覧会の
「目玉」を求めていた八九年万博 の主催者達が,こ の 「人間動物園」
の人気 に目をつけな いはずはなかった。」 「この ときパ リ万博に登場
した植民地集落は,(中 略)か つての見世物小屋でのショー の類 とは質
的に異なる出来事であった。」 との記載 がある。そ して,吉 見教授が
上記著書 にお いて,植 民地住民を博覧会 で見せ物 とした展示を 「人間
動物 園」 と名付けたもので ある。
り

明治 43年

(1910年 )に ロン ドンで 日英博覧会が 開催 された際

,

台湾南部高士村 のパイ ワン族 の男女 24名 が これに参加 し,同 博覧会
の開催期間中,会 場内の 「台湾村」 に居住 して,そ の暮 らしぶ りなど
を再現 したほか,同 博覧会 の会場では,パ イ ワン族 の人達 の写真が販

‑10‑

東

京 高

等 裁

判 所

ウ

しか しなが ら,上 記アリで認定 したような 日英博覧会 当時 の新聞報道

等 に照 らす と, 日英博覧会 に参加 したパ イ ワン族 の一行 は,「 見せ物J
とされ るために ロン ドンまで連れ て行 かれたわ けではな く,む しろ,先
進国で あるイギ リスの博覧会で,「 パ イ ワ ン族 の伝統 を世界 の人々 に紹
介 したいとい う気持ちでイギ リスに行 ったJ(甲

37)も ので,む しろ

民族 の誇 りを持って 自発的 にロン ドンに行 った と考 える見解 も有力であ
って,本 件で問題 となっている控訴人高許 も,控 訴人陳 も,ま た,多 く
のパ イ ワン族 の人たちも,同 様 に思 って いて,パ イワン族 の間では,父
や 祖父 の世代 の人達がはるばるイギ リス に出向 いて行 った ことは,今 で
も良い思 い出 とな って いることが うかがわれる

(甲

37, 43)。

それ にもかかわ らず,被 控訴人は,上 記 のような差別的な意味合 い を
有する 「人間動物園」 とい う言葉 をそのまま使用 した上,控 訴人高許 の
父親 は,台 湾 を植民地 として いた 日本政府 によって 日英博覧会 に連れて
行 かれ ,「 人間動物園」 において,野 蛮 で劣 った植民地 の人間であ り
,

あたか も動物園の動物 と同 じで あるか のよ うな 「見せ物」 として扱われ
展示 された と放送 した ものである。
そ して,本 件番組では,控 訴人高許 の父親が展示 されたと放送 しただ
けではな く,控 訴人高許本人 を画面 に大 き く映 し出 して,「 連れて行か
れたのは,こ の村 の出身者たち」 「展示 された青年 の息子 ,許 進貴 さん
そ して,娘 の高許月 さんです。」 と続 け,さ らに,「 父親は生前 ,博 覧
会 について子 どもたちに語 ることはあ りませんで したJと 意味あ りげな
説明を加 えて,控 訴人高許 自身も父親が 日英博覧会 の 「人間動物園Jで
展示 された ことを悲 しんで いると報道 した もので ある。
工

確 か に,当 時 の博覧会 において,植 民地 の人 たちの暮 らしぶ りな どを

展示す ることは,珍 しいものを見たいとい う市民たちの好奇心 を満たす
もので あ り,一 種 の 「見せ物」であった ことは否定できな い と思われる。
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しか し,そ の場合 の 「見せ物」 とい う言葉 の意味合 いは,当 時 の社会で
は,歌 舞伎や曲芸なども含めて,広 い意味 での娯楽全般を指す もの とし
て用 い られてお り,そ こに何 らかの差別意識がなかったわけではな いで
あろうが,そ の程度 は軽 いもので,深 刻な ものではなかったで あろうと
思われる。実際 に,当 時 は,ま だ 「人間動物園」 とい う言葉 はなかった
のであって,後 に,「 人間動物園」 とい うレッテルを貼 ることによって
そ の問題点が強調 され,議 論すべき事柄 は明確 になるものの,他 方 にお
いて,そ のよ うな レッテルを貼 られる ことによって,そ の展示 の対象 と
された者は,人 々の好奇心 を満たす軽 い見 せ物 で あったはずな のに,人
間ではな く,動 物 と同 じよ うに扱われて いたのではな いか,と の意味を
も含む こととな り,結 果的に,そ の対象 とされた者 の人間 として の人格
をも否定す ることにつなが りかねないところに, この 「人間動物園」 と
い う言葉 の過激性がある ことは明 らかである。本件番組 を制作 した島日
らは,日 本 を代表す る報道機関のディ レクター として,全 て の人に人間
の尊厳 を認め,公 平かつ平等な報道 を行 うよう心が けるべ きで あ り,報
道 によっていたず らに人 の心を傷つ ける ことがないよ う細心 の注意 を払
うべきであるにもかかわ らず,一 部 の学者 が唱えて いる 「人間動物園J
という言葉に飛 びつ き,そ の評価 も定 まって いな いの に,そ の人種差別
的な意味合 いに全 く配慮することもな く, これ を本件番組 の大前提 とし
て採用 し,上 記 のパスカル・ ブランシャー ル を番組 の随所 に登 場 させて
内容 を組み立てて制作 して,放 送 し,

1910年 の 日英博覧会 に志 と誇

りをもって出向 いたバイ ワン族 の人たち を侮辱 しただ けではな く,好 意
で取材 に応 じた控訴人高許を困惑 させて,本 来 の気持 ち と違 う言葉を引
き出 し,「 人間動物園」 と一体 の ものとしてそれ を放送 して,控 訴人高
許が有 していた父親 はパ イワン族を代表 してイギ リスに行 った ことがあ
るとの思 い を踏み に じり,侮 辱するととも に,そ れ まで控訴人高許がパ
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イ ワン族 の 中で受けていたパイ ワン族を代表 してイギ リス に行 った人の
娘 で あるとい う社会的評価 を傷 つ けた ことは明 らかであるか ら,そ の名
誉 を侵害 したものであり,不 法行為 を構成す るもの とい うべ きである。
オ

これに対 し,被 控訴人 は,本 件番組 の取材担 当者であつた島田は,控

訴人高許へ の取材 に当た り,控 訴人高許や控訴人陳 に対 して,コ ーデ ィ
ネーターな どを通 じて事前 に,島 田が 日本 の台湾統治 につ いて取材 を行
って いることな どを告げ,ま た,取 材 の際 は,実 際に控訴人高許 に対 し
て 12枚 のパイ ワン族 の個人写真等 を提示 し,こ れ らの写真は 日英博覧
会 の会場で売 られて いたパイ ワン族 の写真 で ある こと,控 訴 人高許 の父
親 を含 むパイ ワン族 の人たちは, 日本 によってイギ リスに連れて行 かれ
日英博覧会 の会場でそ の暮 らしぶ りの様子 等 を 「見せ物」 にされた こと
な どを説明 し,「 人間動物園」 とい う言葉 こそ使わなかった ものの

,

「見せ物Jに された ことを取材する趣 旨である ことを説明 してお り,控
訴人高許 も控訴人陳 も,そ のよ うな島田の趣 旨 を理解 した上で取材 に応
じた ものであ り,問 題 はないと主張 し,島 田は,原 審 にお いて 同旨の証
言 をして いるところである。
しか しなが ら,上 記 のとお り,吉 見教授 が名付 けた 「人間動物園Jと
い う言葉は,多 くの人 に とって人種差別的な意味合 いを感 じさせる言葉
であって,嫌 悪感す ら感 じる言葉 であ り,広 く娯楽一般 を意味す る 「見
せ物」 とい う言葉 とは本質的 に意味合 いが 異 なるもので あ り,被 控訴人
らが主張 しているように,「 人間動物園Jと 「見 せ物」 とが 同義である
な どということは到底あ り得な いことである。例 えば,歌 舞伎 は 日本に
お ける代表的な 「見せ物」 の一つで あるが , これ を 「人間動物園」 と表
現す ることはで きないことか らも明 らか で あ る。 しか も,濱 崎及び島田
ら本件番組 の制作担当者 自身,控 訴人高許 に対 す る取材の時点 では,ま
だ 「人間動物園」 という言葉を知 らなかった とい うのであるか ら,「 見

東
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せ物」 とい う言葉で,「 人間動物園Jと い う言葉 の持 つ上記 のような複
雑な意味合 いを説明 した り,説 明できた と考 える ことは不可能であるか
ら,そ の意味で も被控訴人の主張は失当で ある。
そ して,上 記認定 のとお り,控 訴人高許 らパ イワン族 の間では,父 や
祖父の世代 の人たちがパイワン族 を代表 してイギ リスに行 った ことは

,

今では,そ の詳細は忘れ られてはいて も,良 い思 い出として語 り継がれ
ていることが認め られるので あって:そ れ だか らこそ ,コ ー デ ィネー タ
ーや控訴人陳は,そ の息子である許進貴 と娘である控訴人高許 とを探 し
出すことができ,控 訴人高許や控訴人陳 も,そ のような前提で島日の取
材 に応 じたものであることは,容 易 に理解 し得 るところで ある。 もし

,

仮 に,本 件 で島田が,コ ーディネーターや 控訴人陳や 控訴人高許 に対 し
て,事 前 に,父 親が 日本によって ロン ドンに連れて行かね , 日英博覧会
の会場内の 「人間動物園」で動物 と同 じよ うに扱われた ことについて取
材 した いと説明 して,取 材 を申し入れて い たな らば,誰 1人 として これ
に協力 した り,そ の放送 に同意 した りは しなか ったで あろうと考え られ
る。実際,上 記認定のとお り,控 訴人高許 が最初 に 「かな しい」 と発言
した場面では,緊 張を隠せない面持 ちではあって も,実 顔 で ,に こやか
に日本語で 「かな しいJと 述べて いるのに対 して ,次 の場面 では,控 訴
人高許の表情は一変 して固 いもの とな り,や や不愉快そ うな困惑 した顔
で, 日本語 ではな く,パ イ ワン語 で答えて いるのであって , この 間 に島
田か ら,父 親は 日本 によって ロン ドンに連 れて行 かれ ,博 覧会 で見せ物
にされた と聞か されたため に,表 情等が 一 変 した もの と推認 し得 るか ら
,

上記の とお り,島 田が,「 人間動物園」 な どとい うことを伝 えて いたな
らば,関 係者 の誰 一人として取材 に応 じなか った ことは 明 らかであろう
したがって,本 件 において,島 田の控訴人 高許 やそ の他 の関係者 に対す
る事前の説明は極 めて不十分な ものであつた とい うべ きであ り,そ の意
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味で,控 訴人高許 の真意 に基づ く同意 があつたと認める ことは相 当では
な い。
確かに,法 律上 ,放 送事業者が どのような内容 の放送 をす るか,す な
わち,ど のよ うに番組 の編集 をするかは,表 現 の 自由の保障 の下,公 共
の福祉 の適合性 に配慮 した放送事業者 の 自律的判断 に委ね られているが

808号 な い し同第 813号 同 20年 6月
12日 第一小法廷判決・ 民集 62巻 6号 1656頁 参 照),そ うだか ら
(最 高裁平成 19年 (受 )第

といつて,放 送事業者が取材対象者 の名誉 に係 る事項等 につ いて放送 し
よ うとするときは,取 材対象者の真意 に基 づ く同意がなければ免責 され
な い ことはい うまで もな いことである。
したが って,被 控訴人の上記主張 を採用することはできな い。
力

以上によれば,控 訴人高許の父親が 日英博覧会 の 「人間動物園」で見

せ 物 として展示 され た とする本件番組 を被控訴人が放送 した ことは,控
訴人高許 の社会的評価 を低下 させ,そ の名 誉を侵書す るもの として,不
法行為 を構成するとい うべ きである。本件番組は, 日本 の台湾統治が台
湾 の人々 に深 い傷 を残 したと放送 して いるが,本 件番組 こそ ,そ の配慮
のな い取材や編集等 によって,台 湾 の人たちや特 に高士村 の人 たち,そ
して,

79歳 と高齢で ,無 口だった父親 を誇 りに思 って い る控訴人高許

の心 に,深 い傷 を残 したものとい うべ きで あり,こ れに上記認定のとお
り,本 件番組 の内容や影響の大 きさ等の一 切の事情 を出酌す ると,控 訴
人高許 の被 った精 神的苦痛 を慰謝す るには,

100万 円 をもって相当 と

い うべきで ある。」
■■
ハμ

原判決 86頁 7行 日冒頭か ら同頁 8行 日末尾 までを次 の とお り改 める。

「工

と ころで ,控 訴人陳は,か つての 日本 による台湾支配 につ いて,全 て

が良かった とは思 って いるわけではな いで あろうが ,決 して 日本に対 し
て悪 い感 情 を持 っているわ けではな く,本 件で問題 とな って い る島田 ら
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による取材 について も,日 本 を代表する報道機関である被控訴人 におい
て,台 湾か ら日英 博覧会に参加 した人たち の子孫な ど,そ の関係者 に取
材 した いとの話 を受けて,本 件番組 のような批判的な内容 になるな どと
は全 く考えることな く,純 粋 に日本 に対す る好意 に基づいて協 力したも
ので ある。それ にもかかわ らず,今 回,被 控訴人 によ って上記 のよ うな
内容 の番組が放送された ことで,控 訴人陳 において ,控 訴人高許 に対 し
てだ けではな く,高 士村 の人たちに対 して も申 し訳な いような ,肩 身の
狭 い思 い をして い る ことが十分 にうかがえると ころで あ り,そ のよ うな
好意 を裏切 った島田 らの行為 は,報 道 に携 わる者 としてのマナー に反す
るものであ り,島 田らにおいて,今 後 は先入観 に囚われ る ことな く,取
材 を受ける者 へ の共感 の姿勢を忘れる ことな く取 り組むべ きで あるが

,

あくまで もマ ナー違反 にとどまるもので あるか ら,法 的責任 が あるとま
で認めるのは相 当ではな い とい うべきである。J

O

原判決 37頁

19行 日の 「 「知 る権利」 のJを

「ただ 「知 る権利」 を抽象

的 に主張す るだ けで ,被 控訴人 と控訴人契約者 らとの放送契約 にお いて,法
律上の権利 として,具 体的 にどのような根拠 に基づ いて,控 訴人契約者 らが
被控訴人 に対 し,具 体的にどのような請求権 を有するのかについて ,そ のJ
と改める。
的)原 判決 38頁

12行 日の 「「知 る権利Jの 」 を 「控訴人未契約者 らと被控

訴人 との間 では放送契約が締結 されて いな い前提 で ,た だ 「知る権利」が侵
害 され たと主張 しているが,契 約関係 を前提 としな いで,具 体的 に どのよ う
な根拠 に基づいて ,ど のような控訴人未契約者 らの権利が侵害 された とい う
のかについて,そ の」 と改 める。
l141

原判決 40頁 4行 日の 「本件番組が,」 の次 に 「日本 は台湾に対する加害

者で あ り,台 湾 には今 も日本統治 の深 い傷 が残 って い るな どと報道 した こと
によ り, 日本 に対 して友好的で好意的な思 い を持 つ多 くの台湾 の人たちに不
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快な思 いを抱かせてしまったことは,誠 に残念な ことであ り,さ まざまな立
場の人たちへの十分な配慮もないまま,先 入観 に基づいて本件番組 を制作 し
放送 して しまった被控訴人に対 して損害賠償 を請求 したいとい う思 いは理解
できないわけではな いが,憲 法 によって認められて いる表現 の 自由は民主主
義の健全な発展 にとって欠くべか らぎるものであり,さ まざまな立場による
報道 も十分に尊重されるべきであるから,個 々の具体的な権利を侵害するも
のでない限 り,い わば報道 のマナ‐違反の問題 にとどまるとい うべ きであっ
て,飽 くまでも法的な責任 という意味では,」 を加える。
国 原判決 40頁

16行 日の 「被告は,」

から同 41頁 1行 日末尾 までを次の

とおり改める。
「それは,当 時の 日本政府が台湾での植民地政策 の成功 を宣伝するために

,

日英博覧会にお いてパイ ワン族 の人たちの暮 らしぶ りを見せ物 としたとい
つことで,当 時の 日本政府 の姿勢を批判 しよ うと したものであって,そ の
当否はともかく,そ のような報道も表現の 自由の一つとして十分 に尊重 さ
れるべきものであるか ら,原 則 として,そ のような報道 をす る こと自体 は
許容されるべ きものである。ただ,そ の手段として,そ の言葉 自体 の持つ
差別的意味合 いや不快な響きだけではなく, これによって傷つくか もしれ
ない人たちが いることへの配慮など,十 分な検討や検証を経 る こともなく
,

PIJ激 的な目新 しさに飛びついて 「人間動物園」 という言葉 を使用 して表現

した ことは, 日本を代表す る報道機関の看板番組 の一つ としては軽率であ
り,批 判 されても致 し方 のないものではあるが,そ れだからとい つて,直
ち に法的責任 が生ずるとい うものでもない。
本件番組 の 中では,そ の開始か ら約 7分

45秒 頃に,画 面 に,民 族衣装

で正装 した 12名 のパイ ワン族 と引率と思われる 日本人 1名 の集合写真が
映 し出され ,そ の写真 の下部 に 「人間動物園」 との文字が加え られている
ことが認め られ るのであ って,こ の集合写真 に 「人間動物園」 とい う文字
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が加え られて いるのは,上 記場面だけであ るが, このパイワン族 の集合写
真そ の ものは,本 件番組 の中で何回 も使用 されてお り,そ の度 に 「人間動
物園」 とい う強烈な言葉が思 い起 こされることとなるか ら,こ のよ うな報
道 によって,現 在 のパ イ ワン族 の人たちが不快な気持 ちを抱 いたであろう
ことは容易 に理解 できるところではある。 しか しなが ら,そ の一方で,本
件番組は,上 記認定 のとお り,日 英博覧会 の会場でパ イワン族 の人たちの
暮 らしぶ りを展示することで植民地政策の成功ぶ りを宣伝 しようとした当
時の 日本政府 の姿勢 を批判 しようとしたものであ り,パ イ ワン族そ の もの
や現在 のパイ ワン族 の人たちを野蛮であるな どと報道 したものではないこ
とも明 らかであるか ら,本 件番組 によって控 訴人高許以外 の現在 のパイ ワ
ン族やパ イヮン族 の人たちの社会的評価 が低下 したものとは認め られな い
とい うべ きである。 したがって,控 訴人パ イ ワン族 らの請求 は理 由がな
い。」

2

結論
以上によれ ば,控 訴人高許 の請求は,被 控訴人 に対 し 100万 円及 び これ に

対す る不法行為後 の平成 21年

11月 6日 か ら支払済み まで民法所定 の年 5分

の割合 による遅延損害金 の支払を求める限度で理 由が あるか ら認容 し,そ の余
の請求及び控訴人高許 を除 く控訴人 らの請求 は,い ずれ も理由がな いか ら棄却
すべ きである。
よって,控 訴人高許 の控訴 に基づき,原 判決 を本判決主文第 1項 の とお り変
更 し,控 訴人高許 を除 く控訴人 らの控訴 をいずれ も棄却す る こととして,主 文
の とお り判決す る。
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