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インターネットメディアの三つに大きく分類すること
ができるが、本論文では主にテレビ・ラジオの放送
メディアにターゲットを絞って検証していきたいと
思う。
　まず、表現の自由と放送メディアの規制のあり方
と、電波法76条とについて考察していきたいと思う。
そのうえで、日本国憲法の改正手続に関する法律（以
下、国民投票法という）105条を念頭に置き論題を
究明していきたい。
　ただ、本研究論題においてはほとんど先行研究が
存在しない。その意味において今回の研究の切り込

はじめに

　昨今、与党を中心とした憲法改正の動向が窺える
ようになってきただけに、国民投票の的確な理解と
ともに適切な有権者教育を実施していくことが迫ら
れている。その意味からも国民投票の課題を検証し
ていくことの重要性が求められている。
　なかでもマスメディアの報道のあり方によっては
国民投票の結果に重要な影響を与えかねないだけに
法規制のもつ意味合いは大きいといえる。
　マスメディアは、放送メディア、活字メディア、
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みは先鞭的な研究になることを意識していかねばな
らないと考える。

Ⅰ　表現の自由とマスメディアの規制

　１　憲法21条と報道の自由
　（１）学説の検討
　憲法は、21条において言論・出版その他一切の表
現の自由を保障している。それゆえ、従来の憲法学
説は、表現の自由を重視するあまり、マスメディア
の表現の自由を制約することには慎重な姿勢を示し
てきた。これは直接的な制約だけでなく、間接的な
制約からの自由であることをも意味している。
　また、松井茂記氏によれば、表現の自由をめぐる
学説は従来、表現の自由を個人の自己実現にとって
不可欠であるだけでなく民主政に不可欠な権利とし
て考えて、表現の自由を簡単に制約することが民主
政の危機をまねくことになると慎重な態度をとって
いた（１）といえる。
　これに対して、放送メディアの報道の自由は、一
定の事実を報道することであり、本来は精神活動と
しての表現の自由とは区別されるものであるとする
見解がある。ただ、この見解を取り入れるにしても、
①事実が報道されなければ表現内容を形成するこ
とが困難であること、②報道の自由が国民の知る権
利に役立つことから報道の自由も表現内容に含まれ
る（２）ことに留意する必要性を指摘している。
　この点判例は、「報道の自由は、表現の自由を規
定した憲法21条のもとにある」とする（最大決昭和
44・11・26刑集23・11・1490）（３）。しかし、同判決は、
取材の自由については「何らの制約を受けないとい
う」ものではないとしている点において結果として
報道機関の報道の自由を担保することになるといっ
てよい。
　また、表現の自由のもつ機能の面から佐藤幸治氏
は以下の四点を指摘して、報道機関の役割の重要性
とともに一定の制約が課せられることの必要性を説
く。①報道機関の情報が、個人の自己実現である人

格の形成にとり必要、②立憲民主主義の維持・運営
にとって不可欠であり、それゆえ表現の自由の優越
的地位が帰結される、③真理への到達（思想の自
由市場）、④社会の安定と変化への間の均衡を挙げ
る。なかでも③の自由市場論については、真理は究
極において勝利する保障はあるかといった原理的疑
念とともに、自由市場自体実際上存在しているのか
という疑問を投げかける。同氏は、そのことを「む
しろマスメディアの少数者への集中が一層強まり、
論説や報道の画一化傾向が強まっているのではない
か」（４）という。これは同氏が、マスメディアの報道
の自由は無制約に認められるのではないとする立場
から、制約を行うことを否とする見解に対して、懐
疑的な表れということがいえる。
　しかし、憲法学説でも表現の自由や報道の自由を
本来的人格的自律ないし自律に不可欠な権利と捉
え、マスメディアが自然人である個人ではなく、法
人であることを理由に、マスメディアの表現の自由
について個人と異なる考えをとる学説が有力に主張
されてきた。それは、マスメディアは営利企業であ
り営業活動が言論という商品を扱っているにすぎな
いという背景がある（５）。
　昨今のマスメディアの報道姿勢を考えると過剰に
その自由を是認することには大きな問題があるとい
える。論者によってはマスメディアの表現・報道の
ないところに民主主義はありえないという。しかし、
国民の名誉やプライバシーの人権を尊重する観点か
ら、マスメディアによる国民の人権を守る意味でも
報道の自由に対する一定の規制は然るべきものとい
わざるをえない。このことは、国民投票法における
報道の中立性に関しても大きな課題となる。
（２）国民投票法とマスメディア
　憲法改正に関して自由かつ多様な議論が展開され
ることが望まれるという観点からマスメディアの報
道の自由のあり方を検証する見解がある。ただ、こ
の見解では、「憲法改正案に対する事実歪曲や、顕
著に偏向した報道が行われるなどして、マスメディ
アが報道、出版の自由を濫用したならば、国民の判
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断に不当な影響が及ぶおそれがあるという」懸念も
ある。それだけに、憲法改正についてマスメディア
の報道が正しく行われているのかどうかを検証して、
マスメディア規制を行うべきかが検討されてきた（６）

経緯があるという。
　南部義典氏によると、マスメディアの規制はその
目的に応じて、手段が異なるという。同氏はこの点
を三つの点から問題提起する。①「表現内容に対し
て直接、法的な規制をかける。例えば、虚偽報道等
を禁止する公職選挙法148条１項、151条の３のよう
な規定を指し、罰則規定」もある。「選挙報道など
特定の候補者を対象とする者とは異なり、憲法改正
案という政策の是非をめぐる報道では、何を以て虚
偽報道とするか、その特定は非常に困難」という、
②マス・「メディアに対して自主的な取り組みを求め
る」。例えば、学識経験者などを含めた、第三者機
関を設置し、憲法改正関する報道が中立・公正に行
われているかどうかをチェックさせる、③「表現の
自由を濫用しないよう、メディアに対する訓示的な
規定を設ける」（７）ことである。
　ただ、①に関しては、改正案の提示報道や内容歪
曲などによっては虚偽報道が成り立つといえる。②
は、第三者機関の中立性担保の問題があるといえる。
③は訓示的な規定ではなく罰則規定を設ける必要性
があるといえる。
　国民投票法におけるマスメディアの報道の自由の
あり方においては、同法104条（国民投票法に関す
る放送についての留意）・105条において論争点と
なる。104条に関しては、拙論にてすでに論述した。
本稿においては105条を中心に以下検討をしていき
たい。

　２　行政処分としての電波の停止（電波法76条）
　マスメディアである放送事業者に対する行政処
分として電波の停止を公式の場において明言したの
は、自民党政権では、2007年11月29日の衆議院総
務委員会での増田寛也総務大臣の発言がある。同
大臣は、「電波法第76条の第１項に基づいて、放送

局の運用停止または制限が可能でございますので、
これはもうきちんと運用できる、こういうことですね。
自主的な、放送事業者の自律的対応を期待するとこ
ろでございますが、そうした自律的な対応ができな
いような場合には、やはりきちんと電波法第76条１
項の適用が可能だ、これはそういうことだと思いま
す」と答弁している。
　また、民主党政権でも、2010年11月26日の参議
院総務委員会で、平岡秀夫総務副大臣が、「この番
組準則については、我々としては法規範性を有する
ものであるというふうに従来から考えているところ
であります。したがいまして、放送事業者が番組準
則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、
今回の新放送法の第174条、又は電波法第76条に
基づく運用停止命令を行うことができるというふう
に考えているところでございます（以下、上記の運
用基準を紹介）」と答弁している（８）。
　この民主党政権の政府見解を引き継ぐ形で高市早
苗総務大臣は、平成28年２月８日の衆議院予算委
員会において、放送法の174条の業務停止や電波法
76条についてはこうした放送法４条の違反の観点か
ら「それはあくまでも法律であり、第４条も、これ
も民主党政権時代から国会答弁で、単なる倫理規定
ではなく法規範性を持つものという位置づけで、し
かも電波法も引きながら答弁をしてくださっておりま
す。どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮に、
それに対して改善をしていただきたいという要請、
あくまでも行政指導というのは要請になりますけれ
ども、そういったことをしたとしても全く改善されな
い、公共の電波を使って、全く改善されない、繰り
返されるという場合に、全くそれに対して何の対応
もしないということをここでお約束するわけにはま
いりません。ほぼ、そこまで極端な、電波の停止に
至るような対応を放送局がされるとも考えておりま
せんけれども、法律というのは、やはり法秩序とい
うものをしっかりと守る、違反した場合には罰則規
定も用意されていることによって実効性を担保する
と考えておりますので、全く将来にわたってそれが
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あり得ないということは断言できません」（９）と明言し
た。
　ただ、不思議なのは、2016年２月29日に一部リベ
ラル派のジャーナリストが、高市大臣の「電波停止」
発言に抗議する記者会見である「私たちは怒ってい
る」を開いたときのことである。このときの声明では、
高市大臣の発言を「表現の自由の確保」を定めた放
送法１条や「表現の自由」を保障する憲法21条の精
神に反していると主張する。その上で「『現在のテ
レビ報道を取り巻く環境が著しく息苦しさを増して
いる』『自主規制や萎縮が放送現場の内側から拡が
ることになっては、危機は一層深刻だ』と訴えた」（10）

ことである。この点なぜ同じ「電波停止」について
の発言をしたにも関わらず、民主党政権下の平岡総
務副大臣の時には全く反応しなかった一部のジャー
ナリストが、高市大臣の時には目の色を変えて攻撃
するのか理解に苦しむといえる。
　また、南部義典氏は、憲法違反の視点から次の指
摘をする。「総務大臣が行政処分として電波の停止

（電波法76条）を行う可能性に触れています。これ
は、2016年２月、政府の公式見解（統一見解）とし
て示されました。」「政府が電波の停止に触れること
は、電波事業者に対する政治的な威嚇に他ならず（そ
う受け止められても仕方なく）憲法21条１項が保障
する言論・表現の自由、知る権利を侵害します」（11）

という。
　ただ、表現の自由（憲法第21条第１項）といえど
も絶対的ではなく、無制約の人権ではない。最高裁
大法廷は、昭和24年５月28日に「犯罪の煽動と表
現の自由」（刑集３巻６号839頁）で、表現の自由の
制約について判示している（12）のである。この点を
踏まえて憲法21条を考えていく必要が本来あるので
はなかろうかと思う。

Ⅱ　国民投票法105条について

　１　改憲反対派と改憲賛成派の資金について
　国民投票法105条は、投票日前の国民投票運動の

ための広告放送の制限について「何人も、国民投票
の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日まで
の間においては、次条の規定による場合を除くほか、
放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動
のための広告放送をし、又はさせることができない」
と規定している。
　この規定は、「国民投票法においては、放送につ
いて特段の規制をしないことが原則となっています
が、時として国民の感情に訴え、扇情的なものとな
る可能性もある放送メディアの広告については、全
く規制がない場合、国民の冷静な判断を阻害するお
それがあります。そこで、投票期日前14日から投票
日までの間は、有料の広告（いわゆるスポットCM）
の放送を禁止すること」（13）が立法趣旨でもある。
　そもそも2005年から2007年にかけての国民投票
法案を国会で審議している当時に、「広告料金や放
送時間の公平性について明文規定を置くべきではな
いかという指摘」が当時の野党である民主党を中心
とした政党からあり、与野党間で議論が行われてい
た。ただ、広告料金や放送時間を明文化することに
は、当時の与党が「放送事業者をはじめとするメディ
アに対する介入を根拠づける恐れがあるとして見送
られ」ることとなった（14）。いわば放送メディアの自
主的な取り組みを尊重することになったのである。
　国民投票が現実味をましてきた昨今、野党であ
る国民民主党や立憲民主党から、「国民投票の際に
政党がテレビCMを流すことを禁止し、団体による
運動の支出上限額を５億円」（15）にしたいという国民
投票法見直しの声があがってきている。その理由と
しては、「国民投票運動のテレビCMは、有権者の
投票行動に強い影響を及ぼすとされる･･･投票14日
前以降にCMが放映できないことを除いてルールが
整っていない。このため、賛成または反対で資金力
のある側がより多くCMを放映でき、公平さを損な
うおそれがある」（16）という考えからである。
　また、本間龍氏によれば、現行の国民投票法を改
正して、広告資金等の規制をしないと、「改憲賛成
派と改憲反対派による熾烈な広告宣伝合戦が勃発す
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る」という。その結果として、「資金力に勝る改憲派
に有利に展開する」ともいう。当然、護憲派も資金
調達に一生懸命になる。この広告をめぐる争いを規
制せずに放置しておくと、いずれは、「無益な誹謗
中傷合戦に発展し、国民投票が目標とする国民の論
議が充足されない」ことになるという（17）。
　同氏の主張の背景には、「広告の宣伝テクニック
により国民の憲法改正国民投票法に対する意識をあ
る程度変えることが可能だ」という考えがある。ま
た同氏は、どういう理由か定かではないが、「改憲
賛成派は豊富な資金にものをいわせて大量のタレン
トを動員し、出演者が毎日変わる日替わりCMも制
作可能であり、老若男女に人気の高いタレントや著
名人をそれぞれの年齢別ターゲット層に合わせて出
演させるという手法をとる」という。それは、国民
投票では、「通常選挙での経験値では予想がつかな
いような広告に関わる金額が発生する」（18）ことが考
えられるからという。
　結局のところ、同氏の言い分によれば、国民投票
実施に際しての報道メディアでの広告に関しては、

「資金がある方が有利であり、政党交付金や、企業
献金の点からも自民党が圧倒的に有利」と考えてい
る。また、「自民党は、事実上青天井の寄付金を集
める能力がある」のに対して、「改憲反対派は、反
対運動の中心となる政党も決まっておらず、大きな
支援母体もない」。野党の有力な支援母体は日本労
働組合総連合会（以下、連合という）であるが、国
民投票のとき野党を支援するかはっきりしていない。
改憲反対派の支援団体は小さく資金集めに苦労する
ことも考えられる。カンパも思うように集まらないこ
とも想定できる。また、「与党に反旗を翻すことをた
めらう個人事業主や企業が多いと考えられ、集まる
金額も改憲賛成派とは桁が違うことが予想される」。
　これに対して、改憲賛成派は、広告の集金力等に
ついて「神社本庁や日本会議などがついており改憲
反対派とは比べものにならない規模であり、資金面
では圧倒的な差が生じていると考えられる。
　同氏は、改憲賛成派・反対派の資金量の差を是

正するための規制案として、①改憲派・護憲派とも
に宣伝活動費を同じにして国が支給するキャップ制
の導入、②テレビ・ラジオ・ネットCMにおける放
送回数を予め決めて放送時間も同じタイミングで流
す、③広告発注のタイミングを同じとする、④放映
秒数などで公平性を損なわないよう民放連に罰則を
含めた規制を設定させる、⑤宣伝広告の実施団体の
検討や番組などへのスポンサードの禁止、⑥意見表
明CMも投票日の２週間前から放送禁止とする。イ
ンターネットのポータルサイトも同様とする、⑦テレ
ビCMを全面禁止とすべきである（19）とする。
　これらの提案のなかで、評価に価するのが⑥の提
案である。それは、オピニオンリーダーによる意見
表明が投票前日まで認められることにより、国民投
票に重大な影響を与えるおそれがあるからである。
その他の制約に対しては、国民投票法自体がそも
そも開かれた国民投票運動を目指していたはずであ
る。そこまで投票資金を前面に出して公正を求める
のであれば、同時に公務員等の国民投票運動を規制
したり、罰則を強化して公職選挙法並にすべきであ
る。そのようなことになると改憲に関わる運動の自
主性に問題があると、改憲反対派が提唱しているが、
公正を担保するうえで重要な公務員等の規制を的確
に実施しないということは、結果として国家による
国民投票の独裁的・非民主的方策を助長することに
なるのである。

　２　改憲反対派の現状
　上述の改憲反対派に関わる資金面に関しての実
体については、改憲反対派は連合をはじめとした各
種労働組合や市民団体など多くの支援がある。その
意味において明らかに改憲賛成派を凌駕する勢いと
資金獲得能力があるといってよい。本間氏は連合が
改憲反対派を「国民投票で支援するかはっきりして
いない」（20）というが、自治労連や日本教職員組合な
ど最大の支持母体が、すでに署名活動や反対デモ、
反対集会など活発な活動を行っている実体を知らな
いわけがないはずである。
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　筆者は、かつて公立の高等学校において教鞭を
とっていたことがあるが、当時その県では教職員組
合の組織率がほぼ100％で、選挙になると全県を挙
げての組織的な選挙運動が展開されていた。その
選挙運動はすさまじく、組織的な選挙戦を展開すれ
ばどれほどの威力を発揮するか筆者自身目の当たり
にしてきた。選挙戦と憲法改正国民投票運動とを同
列には扱えないが、あれだけの組織力をもって憲法
改正国民投票で自分たちの組織にとって都合の良い
キャンペーンを全国規模でうったとしたら、本来国
民が主役であるはずの憲法改正国民投票がゆがめら
れていくことになり、憲法改正に対する国民の意思
が反映されにくくなってしまい、国民主権が担保さ
れない事態におちいる可能性があるといえる（21）。
　公務員数は、国家公務員63万９千人（平成25年
度末予算定員）、地方公務員275万２千人（平成25
年４月１日現在）で、合計約339万人である。そこ
から、特定公務員（裁判官、検察官、公安委員会、
警察官）26万６千人あまりを引くと約312万人にな
る（22）。これには、私立学校教員や外郭団体職員は
含まれていない。実質的な官公労に関わりのある組
合員は約500万人といわれている（23）。
　雑駁な推論で恐縮であるが、先の平成29年10月
22日の第48回衆議院選挙の有権者数は、１億609
万1229人（平成29年10月23日総務省発表）であ
る。この衆議院選挙の投票率が53.68％であり、この
投票率で国民投票が実施されたと考えると、かりに
この500万人の組合員が家族や友人・知人に国民投
票に関わる勧誘運動を行い、１人６人を取り込んだ
としたら３千万人である。過半数を優に超えてしま
うことになる。けっして500万人が同じ方向で動くわ
けではないことはいうまでもないが、憲法９条改正
のような信条がらみの国民投票において強い団結を
きたすことが予想される。どちらにしても現状の国
民投票法では、国家公務員・地方公務員・教職員
組合などの団体が国民投票に多大な影響を与えるこ
とは必定といえる。

　３　日本民間放送連盟の対応
　日本民間放送連盟（以下、民放連という）は、
2007年の国民投票法成立時に「意見広告の取り扱
いについては、放送事業者の自主・自律による取り
組みに委ねられるべき」との会長のコメントを出し
た。それならば、「規制に対しマスメディア側の反発
や懸念も相当強かったと考えられる。にもかかわら
ず、以後10年間、民放連は自主的な改善策につい
て何も議論してこなかった」。その責任は重大であ
る。「マスメディア側が自主規制について議論しない
のは、規制によって広告収入が減額され、自らの利
益機会が減少することを恐れているからである」と
本間氏は述べる（24）。
　しかし、国民投票法では投票日14日前から広告放
送は禁止されており、禁止期間の前に放送される広
告に関しても広告量やバランスを自主的に規制すべ
きだという議論が持ち上がっていたが、一方、放送
するCMの内容について民放連は、「（内容をチェッ
クする）考査の実務が混乱しないように必要な論点
を整理していく」と説明した。民放連は2018年11月
12日、テレビCMなど広告規制のあり方を見直す超
党派の国会議員連盟「国民投票CM議連」に対し、
憲法改正などに関連する国民投票の賛成・反対など
のテレビの広告放送について、量的な自主規制をし
ない方針を説明した。それは、民放連は「国民の表
現の自由を自主的に制限するのは難しい。扇情的な
広告放送は、言論の自由市場で淘汰すべきだ」（25）と
している。
　この結果を受けて、国民投票CM議連は同日、国
会内で初会合を開き、自民党の船田元・衆院議員が
会長に就任した。船田氏は会合終了後、「議連とし
ての提言などは当面考えていない」と語った。国民
投票法では投票日の禁止前までは広告・宣伝活動に
原則どれだけお金をかけてもいいことになっている。
特徴的なのは、野党が「政党の資金力が結果を左右
しかねない」と規制の強化を求め、与党は法規制で
はなく民間の自主規制にとどめたい考え示した点で
ある（26）。
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　また、憲法改正の国民投票で改憲案への賛否を呼
びかけるテレビCMの規制について、民放連は2018
年９月20日に、CMの自主規制を行わないことを決
めた。その理由として、「政党などの表現の自由を、
放送事業者の自主規制で制約することは避ける必要
がある」（27）からとしている。

　４　広告の国民投票の期日前２週間
　（１）２週間前まで
　公職選挙運動とは異なり、原則として自由なはず
の国民投票運動について、なぜ投票の14日前から広
告放送が禁止されるのか、この禁止を正当化する十
分な理由があるかも疑わしい（28）という見解もある。
　このような事案に関しては、葉梨康弘衆議院議員
は、第165回国会衆・日本国憲法調査特別委員会に
おいて、「活字のメディアと違って、テレビ、ラジオ
のメディアですと、時に感情的、扇情的な形になっ
てくるというようなこともあり得る。しかしながら、
基本的に、広告放送も含めて、テレビ、ラジオであっ
ても自由にというのがこの法律案の建前でございま
す」と答弁を行ったことがある。
　また、同議員は、一定期間、テレビ・ラジオの
有料広告が禁止されるのは、「メディアについて
も、活字メディアと違いまして、音声や映像を用い
る放送メディア、これは国民世論に対して大きな影
響力、これは理性ではなくて、時に感情に訴えると
いう意味での影響力を有するものというふうに考え
ております。そこで、各国の例も参考にいたしまし
て、国民投票期日直前の一定期間において、この
ような放送メディアを利用して国民投票運動のため
に国民の感覚に訴える扇情的な広告放送が集中的
に流れるような事態を想定した場合、基本的にこれ
を言論に対して言論で対処するとはいっても、投票
期日直前になされたような場合には言論の自由で淘
汰する時間的な余裕がないということを懸念した」（29）

という。いわば国民に冷静に自己の判断を考える時
間を保障する意味から一定の規制を課したといえる。
　有料広告の禁止期間を期日前２週間としたのは、

①広告主の表現の自由をできる限り尊重すること、
②財力の多寡による不平等が生じるおそれがあるこ
と等を総合勘案し、かつ期日前投票の期間が投票日
の二週間前から始まっていることも踏まえ、スポット
CMの禁止期間を投票日前２週間とした（30）。
　海外の事情については、諸外国もさまざまだが、

「例えばフランスでは三週間とか、あるいはその他の
ヨーロッパの国々でも二週間程度というようなもの
が多いわけでございます。そこで、我々、当初七日
間で済むかなと思っておりましたが、やはりもう少し
余裕をとらなきゃいけないだろうと」（31）いう面から２
週間とした。また、期日前投票について、国民投票
におきましても当然できると考えている。それも14
日とすれば、その期日前投票が始まるときにはその
ような有料広告放送はない方が望ましいという観点
から２週間とした。最後に、「広告主が金に糸目をつ
けずどんどん広告宣伝を行うということをどう是正
するか、これも私ども大変悩みました。もし全部そ
れを平等に扱うことにすれば、むしろテレビの有料
広告放送は全期間なしにする方が一番公正だろうと
思います。しかしながら、全部、全期間やめるとい
うことは、広告主の表現の自由といったものとの関
連から、やはりこれは行き過ぎである」（32）と考えた
と答弁した。
　（２）２週間を切った場合
　国民投票法105条の禁止期間について、吉田利宏
氏は、「テレビやラジオでの国民投票運動のための
有料広告は、国民投票の期日前２週間、禁止されま
す。ただ、この期間であっても、106条の規定に基
づく国民投票広報協議会及び政党等による無料放送
は可能です。なお、本条違反に対する罰則は定めら
れていません」（33）という。
　これは、２週間前の意見表明権はそのままにして
おいて、テレビ朝日・TBS・NHKなどをはじめとし
た多くのテレビ局において改憲反対派のオピニオン
リーダーが反対演説をテレビで常時流すことにより
国民を煽動する可能性を秘めている。まさに1993年
にテレビ朝日で起きた椿事件（34）のような事件が再
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来するかもしれない。これは、広告料金や放送時間
についても反対ありきの論者たちが自分達にとり少
しでも有利な論理を展開しているに過ぎない。

　５　今後の国民投票法105条について
　投票権者である国民は、改憲反対・賛成の主張を
受け入れそのなかで判断しなければならない。そう
なると、その判断をするために客観的な情報の入手
が必要である。その意味でも適正な広告の提示の必
要性が重要になる。広告には、戸別に配布されるチ
ラシ類や、ミニコミ誌、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、
交通広告、看板、インターネット、街頭演説などが
ある。
　国民投票広告には、「A　国民投票運動での賛成・
反対どちらかへの投票を呼びかける内容の『国民投
票運動広告』」「B　個人または企業、団体が意見表
明する内容の『意見広告』の二種類がある」。Aに
対しては、国民投票法105条においてテレビCMが
２週間前から禁止となるが、Bについては禁止条項
がない。それゆえ、投票日の当日であっても放映し
てよく「事実上野放し状態と言える」（35）。このBにつ
いては、今後は明確な規制を行っていく必要がある
ものと考えられる。結局、改憲反対派の狙いは、テ
レビ広告を規制して、改憲反対の意見表明をぎりぎ
りまで実施することであろう。

おわりに

　国民投票法実施に際しては、「守られるべき条件
がある。信を問う場が最大限、公平公正であること
だ。だが残念ながら現行法ではそうなっていない状
況」（36）がある。
　ただ、公平公正というなら自由よりも厳格な
投票を求めるべきである。先にも少し触れたよう
に、国民投票法を公職選挙法に近い制約の必要性
が求められることを意味する。国民投票運動の自由
を制約し、公務員・教員の自由な意見表明権を野放
しにすることなく、組合活動の規制を厳格にして罰

則を設けるべきである。けだし、憲法は法令の頂点
にあり、その改正もより公正さが求められるからで
ある。
　改憲反対派には、多くの芸能人等が応援すること
が考えられる（37）。
　これらの芸能人やオピニオンリーダー達が大挙し
てテレビやラジオで投票当日まで意見表明（38）をし
たとしたらその影響力は大きく国民の正常な判断を
惑わすことは明らかである。
　さらに、芸能人を通じて多くの献金を集めること
が可能となる（39）。
　このことは国民投票法が実施された場合、連合を
中心とした個人献金への働きかけが行われ相当額の
資金が集まることとも共通している。
　「選挙中にネットで広告を出せるのは政党だけな
のです。政党はオールマイティーで何でもできます。
情報量に偏りができています。しかもお金のある政
党ほど有利だということです。既に憲法は改正され
るべきだという空気もできています。中身はともかく

『変えよう』という雰囲気がある。それが大きな問題
ではないでしょうか」（40）と新聞紙上で取り上げられ
た。この論の趣意は、護憲こそ正義であり、改憲こ
そが不正義という決めつけである。本来、憲法を変
えるか変えないかは国民が判断するのであり、国民
への問いかけをする国民投票自体問題と捉えている
ところに難点があるといえる。国家の最高法規であ
る憲法を改正するかしないかの判断は結局のところ
主権の存する国民の意思に任されるものであり、主
権在民の最高の理念でもあるからだ。
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