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オンラインシンポジウム

「表現の自由と法律家の役割－あいちトリエンナーレ展示中止事件の経験から」

○ 開会挨拶 

（司会） それでは定刻になりましたので、これより第二東京弁護士会、人権擁護委員会

主催のシンポジウム、「表現の自由と法律家の役割～あいちトリエンナーレ展示中止事件

の経験から～」を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、本シンポジウムにご参加いただき、ありがとうございます。本日の

司会を務めさせていただく、当人権擁護委員会の河潤美（ハ・ユンミ）と申します。最後

までどうぞよろしくお願いいたします。なお、今回のシンポジウムは新型コロナウイルス

感染症の感染予防策として、「Zoom」のウェビナー機能を用いて行われます。ご参加の皆
様の映像と音声は共有されておりませんので、ご了承ください。 

 それではまず当会副会長の西川研一より開会のごあいさつをさせていただきます。 

（西川）担当副会長をしております弁護士の西川と申します。よろしくお願いします。本

日はご多忙の中、本シンポジウムに多数のご参加をいただきまして、誠にありがとうござ

います。本日のシンポジウムは、コロナウイルス感染拡大が終息しない状況下での開催と

なりましたので、参加者の皆様には原則としてウェブ上でご参加いただくという形となり

ました。ご不便をおわび申し上げます。また講師の先生方におかれましては、困難な状況

の中で会場にお越しいただいております。あらためておわびを申し上げます。 

 本日のシンポジウムは、「あいちトリエンナーレ」展示中止事件を題材としております。

ご承知の通り、昨年開催された国内最大級の芸術展「あいちトリエンナーレ 2019」では、
芸術展の一企画である「表現の不自由展・その後」が、展示内容等をめぐって複数の政治

家による展示批判や、インターネット、電話、ファクスにより脅迫、抗議などを受け、展

示開始後わずか 3 日で中止に追い込まれる事態となりました。しかしこの展示は愛知県を
中心とした弁護士らの支援の下、企画展の実行委員らによる仮処分申し立てを経て再開合

意に至り、会期終了の 1週間前に再開に至りました。 
 本日は弁護団団長の中谷弁護士にお越しいただいておりますので、当時の事実経過につ

いて詳しくお話をお聞きできると考えています。また実行委員の一員であった岡本さんか

らは、当事者として生の声をお聞かせいただきます。 

 この「あいちトリエンナーレ」の展示中止事件は、日本社会における表現の自由保障の

脆弱性、芸術表現への公権力の検閲、介入、インターネットを中心とした匿名の抗議行動

の脅威など、日本社会が抱えている問題を象徴する事件ともいえます。右崎先生には憲法

学の観点からこの事件の持つ意味をご解説いただきます。本シンポジウムが「あいちトリ

エンナーレ」展示中止事件の実態を知り、表現の自由の現在について共に考える契機とな

ることを祈念いたしまして、簡単ではございますが開会のごあいさつとさせていただきま

す。ありがとうございます。 
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（司会）まず本日の講師の方をご紹介いたします。まず初めに愛知県弁護士会所属、「あ

いちトリエンナーレ」展示中止の差し止めを求める、仮処分申請申し立て弁護団のメンバ

ーでいらっしゃる中谷雄二弁護士、獨協大学名誉教授でいらっしゃり憲法学を専攻されて

いる右崎正博先生、続きまして「表現の不自由展・その後」実行委員でいらっしゃる岡本

有佳さん、以上 3名の方々のご発言を賜りたいと存じます。

○ 報告「あいちトリエンナーレ『表現の不自由展・その後』－中止～再開への取り組み」 

（中谷雄二弁護士） 

（司会）まず中谷弁護士、よろしくお願いいたします。 

（中谷） 弁護士の中谷です。どうぞよろしくお願いします。私からは、私がまずこの「不

自由展・その後」の中止問題にかかわった経緯から、具体的に体験した再開に至るまでの

経緯をお話をしたいと思います。そしてそこにあった法的な問題点、仮処分事件の経緯等

のお話をしていきたいと考えています。

中止に至る経緯 

（中谷） 昨年 2019年の 8月 1日から「あいちトリエンナーレ」は開催されまして、その
中の企画展として「表現の不自由展・その後」もそのときから開催されたんですが、その

2日目、8月 2日の日に河村名古屋市長が「表現の不自由展・その後」を視察し、その後、
記者のぶら下がりの会見の中で、日本人の心を傷つけると。主にここで問題にされたのは

『平和の少女像』、いわゆる慰安婦像と政府が言っている『平和の少女像』を問題にして

言っていました。 

 実はこの長い中止期間があるんですが、中止期間の時々にその対象になっている攻撃の

対象が変わってきたというのが、非常に僕は特徴的だなというふうに当時から感じていま

した。当初は『平和の少女像』の問題がクローズアップされ、そして最後のころにはむし

ろ大浦信行さんの天皇の写真を燃やした、実際には天皇の写真ではなく、自分が天皇の写

真をコラージュした大浦さんの作品を燃やしているんですけれども、そのことにどんどん

重点が変わっていったというのが非常に印象的なことでした。 

 私がかかわったのはこの 8月 2日の翌日、8月 3日です。8月 3日の午後になって「あい
ちトリエンナーレ」の実行委員会の実行委員長をしている大村知事が、「表現の不自由展

・その後」は 8月 3日をもって中止をするというふうに言っているという連絡が入って、
それからかかわりました。それまで私はこの「表現の不自由展・その後」の実行委員会の

方たちから 5月ころに 1度、「表現の不自由展・その後」の何かあったら頼みますねとい
う程度のごあいさつを受けていましたが、その後はこの問題にかかわってなかったんです

けれども、8 月 3 日の日になってそれまでかかわっていた弁護士から突然、自分は会場に
行けないから行ってくれないかという連絡を受けて、3 日の日の午後 4 時に会場に行きま
した。 

 そこでまず最初にしたことは「表現の不自由展」というものを見る、会場内の様子を見
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てみたいということで中へ入れてもらいました。これは実際にその会場に行って会場の雰

囲気を感じたということは、仮処分事件の中でも私は大事なことだったなと考えています。

そこで見たのは非常に平穏な場面でした。現場は平穏で、何ら混乱がなかった。 

1人、『平和の少女像』を問題にした男性がその『少女像』の前で声を荒らげて、何だ、
このうそばっかりという声を上げかけたんですが、子供もいっぱいいる場でしたから、そ

こにいた観客の人が近寄っていって、いやいや、ここはそういう場じゃないですよ、おと

なしく見ましょうよと言う人が、2 人ほどの人が近寄っていって声を掛けた。そのことに
よってその場面はもう収まるんですね。だからあとは平穏に過ぎているという状況で、何

ら危機的でない、むしろ非常に平穏な場であったということを体験いたしました。 

しかしその前の日に「ガソリン携行缶を持ってお邪魔する」というファクスが入ったと

いうことで、それを理由にし、そして職員の抗議電話に対する対応が精神的負担が大きい

ということを理由にして、大村知事は 8月 3日の 18時をもって、「表現の不自由展・その
後」を中止するということを決定してしまいました。

「表現の不自由展」とは何か、トリエンナーレ実行委との関係 

 「表現の不自由展」、簡単に触れておきますと、もともとは 2015年に公的な展示の場か
ら撤去されたり、あるいは展示が認められなかった美術作品を集めて、表現の不自由の状

況を明らかにするという目的で東京のギャラリーで開かれた、後で出られます岡本さんた

ちが始められた、そういう「表現の不自由展」というのがありました。これを「あいちト

リエンナーレ」の芸術監督であった津田大介さんが見られて非常に感激して、ぜひこれを

「あいちトリエンナーレ」でもやってほしいという依頼を、2019年の 1月段階で、「表現
の不自由展・その後」の実行委員の永田さんを通じて岡本さんに話が持ち込まれました。

そしてその後の、2015年以降の表現の不自由状況を表す作品も加えて、「表現の不自由展
・その後」と題してやられたのが、この「表現の不自由展・その後」展でした。 

 ここで法的な申し立てとの関係で大事になるのは、表現の不自由展・その後実行委員会

と、もともとのあいちトリエンナーレ実行委員会という 2つの実行委員会があるんですが、
この実行委員会の関係を見ておきたいと思うんですけれども。2019年の 5月の段階であい
ちトリエンナーレ実行委員会、全体の実行委員会から、「表現の不自由展」の実行委員会

に対して出品依頼書、この展覧会がやられている期間、「表現の不自由展」全体を 1 つの
作品として出品を依頼するといる、文書による書面が来ています。 

 これに対して「表現の不自由展」の実行委員会は、その参加に同意するという文書を出

しています。私どもは出品契約がこれによって成立したんだと考えています。展示期間中

の出品契約はここで存在したと考えています。この契約後に津田芸術監督の方から、大村

知事が『少女像』については実物展示ではなく、写真展示にできないかと言っているとい

うような話が来たり、何度もそういうことがあるんですが、それはおかしいということで

「不自由展」の実行委員会としては断り、結局、実物を展示するんだという方向でずっと

やっていました。 

 もう 1つ、この契約の複雑な点は、出品依頼契約、出品契約そのものと、もう 1つ別に
業務委託契約、トリエンナーレ実行委員会から不自由展実行委員会に対して業務委託をす
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ると。キュレーション、作品を並べたり、作品を分かりやすくするためのそういう展示を

するキュレーションと、それから作品を展示するということの内容を含んだ業務委託契約

書というのを、別途結んでいました。 

この中でやっぱり問題になったのは、写真撮影に関してずっと禁止にしろということが

いわれ、最終的に写真撮影はこれはだめだと、写真撮影を禁止するなんていうことは受け

られんということで、ずっとやりとりをしていたんですが、最終的には SNSの投稿禁止と
いうのだけ、「不自由展」の実行委員会としては受け入れるという形で合意が成立し、そ

してこの展示に至ります。

「ガソリン」ファクスについて 

 その後の中止の際、直接的には先ほど言ったようなファクス、「ガソリン携行缶を持っ

てお邪魔する」という、あの京都アニメーションの事件を想起させるようなファクスが入

ったということがきっかけにされました。しかしこのファクスが入った夜、あいちトリエ

ンナーレ実行委員会の推進室の事務局と推進室長と、それから津田芸術監督、「不自由展」

の実行委員会のメンバーとの会議の中で、推進室長は「こんないたずらファクスが入った、

いたずらがあった」というような言い方をして、非常に軽く受け止めていると思われるよ

うな発言をしていました。 

 実際、8 月 2 日にファクスが入ったにもかかわらず、警察に対して被害届が出されたの
が 8 月 6 日、4 日後であります。中止決定がされる、その時点では被害届も出されていな
い。説明によると警察については 8月 2日にファクスが入ったときに呼んだと、警官を呼
んだけれども、警官が来て、これだけでは犯人が特定できない、やった人間が特定できな

いからと言ってそのまま帰ってしまったというふうに、津田大介氏は言っているんですね。 

その後、このファクスをした人は逮捕されて、そして有罪になるんですけれども、その

人物を特定したのは、津田大介氏の説明によると津田氏がそのファクスを自分の事務所で

調べたところ、どこから発信されたものか分かった、それを突き止めたので、その後、こ

の人物に対して、刑事事件等がやられることになったというような経緯を説明をしていま

すけれども、私は不可解でなりません。本当に日本の警察がこの問題を重視し、刑事事件

に至るような脅威があるというふうにとらえていたのであれば、その時点で本気で調べれ

ば一事務所、民間の事務所が調べられたものが、警察として特定できないなんていうこと

があり得るのかというのは、私は疑問に思っていたところであります。

中止通告の波紋 

 この 8月 3日の日に中止が決定され、その日の深夜に「表現の不自由展・その後」の展
覧会場の入り口に、高さ 3 メートルに及ぶ壁が設置をされました。以後、展示中止が解除
される 10月 8日まで、ずっとこの入り口に壁が設置されたままという状況が続きます。 
 中止決定がされ、これを世間が知った以降の反応ですけれども、非常に多くの、特に海

外作家たちが抗議、ボイコットをしました。韓国、中南米の作家、キュレーターによる抗

議とボイコットというのが相次ぎまして。私は事件を引き受けてから、その抗議文書だと
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か声明等を読ませていただいたんですが、その中でずいぶん教えられることがありました。

特に韓国と中南米の作家、キュレーターの人の抗議声明を読んでみると、これはナチスド

イツによる芸術に対する弾圧であったり、あるいは韓国の軍事独裁政権下での芸術に対す

る独裁、弾圧、こういうものと共通するものがあるという、そういうとらえ方をし、非常

に複雑に仕組まれた検閲であるということが、その声明の中にはありました。 

 つまり今回の「不自由展」の中止というのは、皆さん、マスコミを通じて知っておられ

ると思いますが、松井大阪市長、吉村大阪府知事が河村名古屋市長に対して電話をして、

その中でこんなのほっといていいのかと言われて、『少女像』について問題があるんじゃ

ないか、展示させておいていいのかと言われたということで、河村氏が 8月 2日に『少女
像』を見に行くわけですけれども。そういうことをきっかけとし、そして同日に菅官房長

官が補助金の見直しに言及しています。 

ここでは問題になっていたのは展示されている作品の内容そのもの、つまり『少女像』

そのものを公的な場で展示していいのかということが問題になっていたということで、ま

さに公権力がここで問題にしたのは、展示内容そのものの問題です。それを問題にして、

展示を許すなという動きが河村名古屋市長、これは河村名古屋市長はあいちトリエンナー

レ実行委員会の、会長代行もしているという立場にあるんですけれども、そういう立場の

人が中止をせよと言う。それから政府の菅官房長官が、いったん決定された補助金の支出

についての見直しに言及すると、こういう経緯がありました。

弁護団の活動開始 

 多くのボイコットや海外作家たちの抗議があったんですけれども、その後、「不自由展」

の実行委員から相談を私が受けて、そして急遽、8 月 3 日の夜から弁護団の編成に入りま
した。ニコン裁判、以前にあった 2012 年の東京で起こったニコン裁判の弁護団の李春熙
（リ・チュニ）先生、今日、お越しですけれども、先生に相談をし、ぜひ加わってほしい

ということをお願いをし、それからそのほかに三重から 1 人、そしてあとその他のメンバ
ーを愛知の若手弁護士でお願いをして、総勢 10名による弁護団構成でこの事件を担当する
ことにしました。 

 ちょうど集まったのが 8月 8日の日に最初に弁護団全体で集まり、その場で今後の方針、
大きな方針について決定しました。まず私たちは「表現の不自由展」が中止に追い込まれ

たけれども、これを再開させることが何より大事である。このまま中止をしたまま終わっ

てしまっては、表現の自由は侵害された状況で終わってしまう。これはあしき先例になっ

てしまう。だから再開させることを最大限の目標にしよう。そのためにはトリエンナーレ

の実行委員会と直接交渉をし、そしてそれほどの危険性はないんだからということで、も

う一度再開させようと。そのことを先行させようという戦略を立てました。 

 しかし、いつまでもその協議はできないからといってそのまま終わらせるわけにはいか

ない。いつかの時点で仮処分申し立てをしなければならないときが来るだろうということ

を想定し、「再開せよ」という仮処分申し立てをするとしたら、最低限、この種の事件で

は仮処分については 2 回の双方審尋をやらなければ裁判所は決定を出さないであろう。2
回の双方審尋を見越せば最終の我々の期限というのは 9月 13日、ここがぎりぎりだろうと
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いう最後の 1 週間を確保する。最低限、1 週間だけは再開をさせるという目標を立てまし
た。 

 その意味でぎりぎりのタイムリミットが 9月 13日。それまでは自主協議による再開を最
大限追求しようということでやりました。自主協議の申しいれについて、8 月 6 日に「不
自由展」の実行委員会、大村知事あてに公開質問状を出し記者会見をしました。そして、

その 3 日後に大村知事はあいちトリエンナーレのあり方検証委員会というのを立ち上げ
る。そもそも展覧会はまだやっている途中で在り方の検証をするというのは何事なんだと。

むしろそういう問題じゃなく、再開に向けての協議を先行させるべきではないかと我々は

考えたんですが、そういうことを発表しました。 

8月 12日に大村知事との協議申し入れ書を出しました。大村知事からは協議の申し入れ
には応じるという回答が来ました。私たちは協議が進むと期待したんですが、しかし実際

には協議は行われず、彼は海外に行ってしまい協議が行われない状態がずっと続きます。

こういう状況の中で私たちは一方では仮処分申し立てを準備し、一方で協議申し入れを続

けるということをやってきました。 

協議の申し入れに対して、実際には海外に行っちゃって協議に応じるという 1 片の文書
だけで、まったくそれに対する積極的対応がなかったものですから、この時点では 9月 13
日の仮処分申し立てというタイムリミットが来てしまうので、そちらを本格的に始動させ

るべきだということで準備に入りました。

申立書作成におけるポイント 

 準備する中で私たちが一番最初に考えたのは、仮処分申し立ての申し立ての趣旨を何に

するかということです。だいたい多くの人たち、弁護団のだいたいは、中止された「不自

由展・その後」を再開せよということでいいのではないかということで、ほぼそれでいい

だろうという話になってきました。私は、いや、それだけでは不十分であると。「入り口

に設置された高さ 3メートルの壁を撤去せよ」、これを必ず入れるべきだと言いました。 
 これは 2 つの意味を考えたんですね。1 つは壁でふさいでしまったという非常に象徴的
な意味がある。だからその壁を撤去せよというのが、再開に向けて象徴的意味があるので、

ぜひこれを入れようと。もう 1 つの意味は、この決定が出たときに強制執行の可能性とい
うのを考えました。決定が出たときに 2個目の「不自由展」そのものを再開せよだけでは、
これは任意履行を期待する仮処分にしかなりませんので、強制執行のしようがないです。

ですから、直ちに強制執行をする。つまり 3 メートルの壁を撤去するところを強制執行し
てしまうということによって大きな政治的効果があるだろうと考えてこれを入れました。

私はこれは非常によかっただろうと評価しています。 

 もう 1 点、被保全権利。再開せよと「不自由展」の実行委員会が申し立てをするんです
が、そのときに「不自由展」の実行委員会に再開せよと要求できる権利があるかどうか。

このことが法的にはやっぱりなかなか難しい問題でした。私どもが考えたのは 2 つです。
1つは先ほど言いました、5月の時点で結んだトリエンナーレ実行委員会から不自由展実行
委員会に対して出品依頼契約をされ、それに同意するという出品依頼契約が存在する。こ

れは展示期間中の出品依頼をしたものであって、この契約書に基づいて展示請求権が依頼
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を受けた不自由展実行委員会には存在するんだ。だから出品契約に基づく展示請求権を 1
つは被保全権利にする。 

 もう 1 つは、人格権侵害による差止請求としての展示請求権という非常にアクロバチッ
クな議論になるんですが、これは船橋市の図書館の事件で最高裁が、いったん表現過程に

置かれた表現物について、それを目を触れないような状況にしてしまった場合について、

表現者にとってはそれは人格権の侵害になるんだという判決を出しています。 

この判決と同じように今回はまさに表現過程に置かれた、この「表現の不自由展」とい

う作品そのものを、そこから一方的に目に触れない形で中止をされてしまった。そのこと

は表現者である「表現の不自由展」の実行委員たちにとって人格権の侵害に当たる。その

人格権の侵害を差し止めるために展示請求権が発生するんだという構成を取りました。こ

の 2本柱を被保全権利にして申立書を作りました。

仮処分の申立と審理 

9月 13日、予定通り私どもは、もう協議は進まないので仮処分申し立てをしました。申
し立てをしたところ、仮処分裁判所は通常の保全部じゃなく本庁の受付で提出せよという

形で異例の扱いをし、その後裁判所内部でおそらく審理する部について議論していたよう

です。保全部で受けるのか、通常部で受けるのかという議論をしていたようですが、保全

部で担当するということが決まり、そして 9 月 20 日と 27 日、2 回の審尋期日をその日に
連絡するという大変異例の展開がありました。 

 これは普段に比べて非常に早い展開でした。この中で第 1回期日である 9月 20日までの
間に我々に裁判所から指示されたのは、ニコン事件の仮処分決定に対する東京地裁の異議

審の決定、東京高裁の抗告審の決定を疎明資料で出してほしいというお話がありました。 

 私はこの審尋の期日の入れ方とこの釈明を見て、おそらく裁判所はこの重要な事件につ

いて積極的に受け止めていると感じました。第 1 回の期日である 9 月 20 日の日について
は、その前に大村知事がテレビで、憲法 21条は大事だということを非常に強調していたん
ですね。そうであれば第 1 回の審尋期日、その場でトリエンナーレ実行委員会の代理人に
対して直ちに再開を内容とした裁判上の和解をしようじゃないかと。同じように 21条が大
事だというふうに考えているんだから、すぐこの場でやりましょうと申し入れました。 

 代理人はそれに対しては、自分は権限がないので持ち帰って協議すると言い、裁判所は

それに対して「あいちトリエンナーレ」の実行委員会に対して釈明をしたのは、契約内容。

特に他の出品作家との契約はどうなっていますか。その契約内容をあきらかにしてくださ

いという釈明をしました。 

 第 2回目の審尋が 9月 27日、1週間後に開かれました。その 2日前に検証委員会が中間
報告を出し、そこで再開の方向性を出します。「あいちトリエンナーレ」の実行委員会は、

この再開の方向性の報告書が出されたことをもって、保全の必要性はなくなったという主

張をしてきたんですけれども、実際、中間報告の中では再開の方向性を出したけど、いつ

からやるのか分からない。それと「不自由展」の実行委員会はこの再開された「不自由展」

から外すということまで示唆されていたし、また展示内容について変更がされる可能性が

ある。これでは真の意味で表現の自由は回復されないということで、私どもはそれで保全
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の必要性はなくなってないんだという話をし、再開の方向性が出された、それで保全の必

要性がなくなったというんだったら、直ちに再開の協議をここでしようと言いました。や

はり持ち帰って協議すると言ったんですが、裁判所はそれに対して、持ち帰り協議をする

ともう意味のある決定を出す時間がありません。ですから決定を出すとしたら 9月 30日し
か次回期日はありませんよと。3 日後の期日を指定し、そのときまでに県の態度をあきら
かにするように指示しました。 

9月 30日、第 3回、最終の審尋の期日。その日の朝に「不自由展」の実行委員に対して
あいちトリエンナーレ実行委員会からメールで、再開条件を提示してきました。不自由展

実行委員会の皆様へということで、キュレーションの一貫性を保持するけれども、展示空

間内での展示位置だとか、方法の改善等は可能性があるということを含む趣旨。それから

もう 1 つは期間については、再開日は 10 月 6 日から 8 日を想定しておりますということ
で、非常にここもあいまいな内容でした。 

ですから私どもはこのようなあいまいな内容で和解に応じるわけにはいかないというこ

とで、第 3 回目の審尋の場でその条件について詰めました。キュレーションの一貫性を保
持するということで、展示内容を変えるということについては許されない。展示空間内で

の展示位置の変更にとどめるべきだ。それも作家の同意を得た範囲内でしかだめだという

ことと、それから 6 日から 8 日を想定するではだめだ。6 日から 8 日に必ずやるというこ
とで、それを前提として和解をするという内容で、それで和解が成立しました。

ぎりぎりまで続けられた再開条件の協議 

 和解が成立したからうまくいくかと思ったんですが、まだ再開までにはもう一波乱あり

ました。10月 5日、6日の日に国際フォーラムということで、検証委員会と作家との協議、
交渉が行われました。この中で我々の和解のときには持ち出されなかった条件である、全

面撮影禁止を再開条件とするという、あいちトリエンナーレ実行委員会側の条件が出され

ました。作家は絶対これは受け入れられないと言って、まとまらず決裂しました。 

 私も知らなかったんですけれども、今の現代美術の関係では作品そのものはむしろ SNS
等で流布することによって、それを受け手に受け取ってもらうということで作品が完成す

るという、そういう考えがされているようです。ですから、そもそも全面撮影禁止などと

いう条件は作品そのものの一部を害されるんだということで受け入れられないんだと。そ

ういう態度を作家側は取っていました。 

 このままでは全然、再開の見通しが立たないという状況になって、10月 6日に検証委員
会の山梨座長から、大村知事の代理人として再開について直接交渉したいということで「不

自由展」の実行委員会に申し入れがありました。当時、「不自由展」の実行委員で名古屋

にいたのは岡本有佳さん 1 人だけでした。そういうことで私が急遽呼ばれて、山梨さんと
岡本さんと私とキュレーター2 名で再開条件について直接交渉したんですが、この直接交
渉に入る前に心配して残っていた「不自由展」の作家たちがそこにいて、『少女像』の作

家、それからあれは福島の関係の。 

（岡本） 永幡さん。 
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（中谷） 永幡さんと、それからもう 1人、若い方の。 

（岡本） 大橋さん。 

（中谷） 大橋さん。ごめんなさい。大橋さんというこの人たちが残っていて、自分たち

がどんな思いなのかということを語りました。そのことを山梨座長に訴えたのは、私は非

常によかったなと思っています。自分たち、特に若い作家がこんなことで中止をされたま

まで終わってしまったら、私たち日本の芸術家にとって未来は閉ざされてしまうんだとい

うことを訴えて、これは大変、聞いていた私も感動したし、山梨さんにとってもこれは大

きかっただろうなと思っています。 

 この中で議論をし、そこでいろいろ分かったことがあったんですが、再開条件について

全面撮影禁止について知事が最後までこだわったのは、どうも誰かに約束したようだとい

うことを山梨さんがぽろっと言いました。それから「不自由展」の実行委員会のことを検

証委員会の中では「5人組」と呼んでいましたと。何か悪者みたいに、悪党 5人組のように
呼んでいたということも分かりました。 

 その中でこういう全面禁止を誰かに約束したようであれば、なかなか簡単に引っ込めら

れないだろうと。そこで政治家として交渉するのは分かるけれども、しかしこれはもう 1
回再開することを我々みんながここで協議しているんだから、お互いにそこは信頼しあっ

て、もう一度再開条件についての議論をしましょうよと言って、現実に再開する際の条件

・安全確保の措置について協議しました。それは、8 日からの再開になった際に付された
抽選制とか、手荷物を預けるとか、金属探知機を設置するだとか、小集団制にするとか、

それから何回かに分けて見せるとかいう再開にあたっての具体的条件についてその場で合

意をしました。 

これで合意していけるかと思ったんですが、全面撮影禁止、誰かに約束したことについ

て、その場ではお互いにそれは撤回しましょうと言って分かれたんですが、山梨さんは最

終的に全面的には説得しきれなかったんでしょう。最初、1 日だけは全面撮影禁止をだせ
てほしいという条件を出して、2 日目からはその条件は撤回したんですけれども、その条
件で再開しました。10 月 8 日から再開し、そして 14 日まで。私たちの当初の予定、仮処
分になったときにはこの時期は確保しようと言った予定通りに 1 週間の再開は確保できま
した。

二重の検閲構造とその問題性 

 私は今回の問題については二重の検閲と呼びましたけれども、いわゆる日本でいう検閲

概念とちょっと違うのかもしれません。私は海外の作家たちが言っている検閲概念という

のは非常に正しいなと思っているんです。政府、政治家による表現内容を理由にした中止

要求だった。これは事前じゃないじゃないか、だから検閲じゃないじゃないかという議論

もありますが、まだ見てない人たちにとってはやっぱり事前なんですよ。受け手の側のこ

とを考えると事前の検閲に当たるんだと私は考えていました。だから検閲に当たると理解
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をしていました。 

 大村知事と津田大介芸術監督は、安全を理由にして中止決定をしたと言ったんですが、

少なくとも私が体験した現場の状況の中に、明白かつ現在の危険はありませんでした。多

くの抗議電話が寄せられたと言うけれども、抗議電話に対する対応の仕方は「不自由展」

の実行委員会は以前の経験からずっと具体的な対策を提言していました。それを取られて

なかったということは、途中で分かってくるんです。きちんとした対応が取られなかった。

途中からようやく取られるようになった。 

 しかも、再開してみたらまったく問題なく再開できた。この事実を見ても、「不自由展」

の実行委員が事前に言っていた提言どおりの対策をちゃんとやっていれば、何ら問題なく

その点もクリアできたということが分かります。途中で何か液体の入ったものを持ってき

てといって、もう 1 人逮捕者が出るんですけれども、これもテレビでは大々的に流されて
危険があったかのように言われましたが、まったく無関係な人が単に水を持ってきたとい

うだけであったということが分かりました。 

 そのときの警備体制はどうだったかというと、何もとがめられず、トラメガを持って反

対者が中に入ってくる。当初は、何の規制もしないという体制をあいトリ側は取っていた。

だから一切、危険物の持ち込みを防ぐ体制なしのままの状況が続いていたということから、

本当に危険な状況があったのか。なかったんじゃないかと、私はそういうふうに思ってい

ました。 

 最高裁の敵意ある聴衆の法理からすると、これはまったくそれに当たらない。警備体制

を十分取っても、なおかつ危険があるという状況ではなかっただろう。だいたいこういう

高いハードルを設けたのは、これは後で右崎先生がおそらくおっしゃるんだと思いますが、

私の理解では本来、表現の自由という重要な権利を持っている側が権利を制限されるんだ

から、それはよほどの高いハードルを設けない限り制限をさせることはできないという考

え方があるからですよね。もし制限することになったら、逆に脅した側に加担することに

なるわけだから、結果的に脅した側に加担するような表現の自由の制約をするためには相

当なハードルが必要だという考え方から来ているんだろうと思っていました。 

 現場の状況は平穏だったということは先ほど言いましたが、私は今回の事件を振り返っ

てみて、同種事件、この後も続くわけですが、同種事件を防ごうとしたら、第 2 段階のま
さに現場で表現の自由を制限した人間、その責任が問われるべきだろうと思うし、そのこ

とをきちんと明らかにしない限り、同種事件というのはやっぱりずっと続くだろうと思い

ます。 

これはいわば政府の側や、あるいは大阪の市長や知事が言ったこと、それから河村市長

が言ったことについては間接正犯と実行正犯の関係で、むしろ現場でやったことは現場で

やった人間は責任がある。それをそそのかしたり、やれと言った人間に責任もあるけれど

も、そこばかりに責任があるんじゃなくて、その両方に責任があるということをきちんと

見る必要があるだろうと私は思っております。

再開を実現した原因は何か 

 再開を実現した原因は何かというと、私は再開した原因について、マスコミによって作
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られたドキュメンタリー等々では、アーティストが頑張ったよね、それから大村知事や津

田大介さんも頑張ったよねという物語が作られました。どこでも言っているんですが、こ

れは物語です。実際の問題は、こういう物語ではなかった。物語に表れてない事実上の海

外の作家たちの頑張りや抗議の行動。そして最後には作品撤去までちらつかせて、もう二

度と国際展示会がこの日本国内でできないんじゃないかとまで思わせるような、そういう

行動を取ったことと、それから仮処分申し立てによって私はこの再開をすることができた。 

なぜ仮処分申し立てがそれだけの効果があったかというと、あれほど、中止をした直後

から大村知事が憲法 21条は大事だとテレビで大見えを切っていた。仮処分決定が通ったと
きにどうなるか想像してもらえば分かります。任意に従わなければ強制執行で壁が取り払

われます。そして決定の中には憲法 21条を侵害した人間として、大村知事が会長になった
あいちトリエンナーレ実行委員会が表現の自由を侵害したと言われます。こんなことは彼

にとって耐えられるはずがない。ということから、私はこの 2 つは非常に大きな原因にな
ったのではないかと思っています。

この時件が浮き彫りにしたもの 

 公的空間における表現の多様性の確保と公的機関の責任については、これは右崎先生が

おそらくおっしゃると思うので、私は簡単に言います。公的な空間でとにかく税金を投入

しているんだから偏ったのはいかんと言うけれども、それじゃどんな作品だったらいいん

だという話です。政権寄りだったら誰も抗議しない、多数者が支持している政権寄りのも

のだったら何ら問題なく展示できるんでしょう。しかしそれで本当にこの民主社会が容認

している多様な言論や多様な表現というのが保障されるんだろうか。違うだろうと。無色

透明というのは権力が容認する言論、表現だけじゃなしに、多様な少数者の言論がやっぱ

り保障されて初めて保障されるものだろうということを、もっと考えなければならない。 

 この事件で浮き彫りになったものは、政治家、ネット右翼や、あるいは著名人による扇

動に容易に巻き込まれる国民の状況であるというふうに思っています。攻撃対象になった

のは『平和の少女像』。嫌韓世論に受けようとした、こういう『平和の少女像』であり、

そしてその後は天皇制を問題にしたナショナリズムをかき立てようとした『遠近を抱えて

part2』、天皇の写真を燃やしたと言われている、実際はそうじゃないものをそのように描
き立てて、そしてまったく作品を見もしなかった人たちがその扇動にあおられて攻撃を開

始したというのがこの事件だっただろうと。 

 そういう状況の中で、この国の表現の不自由状況と冷静な議論ができない状況というの

が浮き彫りになったのではないか。他方、再開に向けて粘り強く、中止になった日から再

開後、この展覧会が終わるまでの間、ずっと立ち続けた市民の健全な感覚。そういう圧倒

的な健全な世論の存在というのが、私はこの再開ができた原因であったのではないかとい

うふうに思っています。以上です。どうもありがとうございました。 

○ 報告「『表現の不自由展・その後』展示中止事件と表現の自由」 

（右崎正博先生） 
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（司会） 中谷弁護士、ありがとうございました。では続きまして右崎先生、よろしくお

願いいたします。 

（右崎） よろしくお願いします。最初に紹介をいただきましたので、早速報告に移らせ

ていただきます。本日はコーディネーターを務めておられる李先生から、こういう点につ

いてはどう思いますかという適切なサゼスションをいただきましたので、それに答えるよ

うな形でレジュメを用意させていただきました。中心になる問題は、憲法上、保障されて

いる表現の自由と、それとの関連で検閲についてどう考えるかという問題です。以下、レ

ジュメに従って報告をさせていただきますので、お聞きいただきたく思います。

事件についての感想 

 最初に展示中止事件についてどういう感想を持たれましたかという問い掛けをいただき

ましたので、その点についての感想を書かせていただきました。この「表現の不自由展・

その後」の展示中止事件は、図らずも現代日本社会が多数とは異なる意見をもっている者

の表現活動に対して、極めて不寛容であり、依然として表現が不自由である状況を浮き彫

りにしたのではないか、そういう意味で「表現の不自由展・その後」の企画は非常に大き

な問題提起の意味があったと考えます。 

 先ほど中谷弁護士から、実行委員会と弁護団の大変困難な状況のなかでのご奮闘が報告

されましたが、そのご苦労に対しては敬意を表したいと思います。しかしながら、2カ月余
りの予定された開催期間中、「表現の不自由展・その後」が開かれたのは開始後の 3 日間
と再開後の 6 日間にとどまる。むしろ非常に多くの課題を積み残しにして終わったのでは
ないかと受け止めています。 

 従いまして、残された課題としましては、憲法上の論点を考えるということはもちろん

ですが、それだけではなくて、「表現の不自由展・その後」の経過を振り返って、知事お

よび芸術監督による中止判断の正当性、妥当性を再検証してみる、そういう継続的な取り

組みが求められているのではないかと思われます。 

今年になって「ひろしまトリエンナーレ」の中止という報道も目にしています。新型コ

ロナウイルス感染症の拡大の問題も確かにあろうと思いますが、仄聞する限りでは展示内

容について知事が異論を持ったということもあったのではないかと推測をしています。そ

ういう意味からも「あいちトリエンナーレ 2019」の「表現の不自由展・その後」の展示中
止事件について、弁護士会が中心になるのがよいと思いますが、ぜひ詳細な再検証を行っ

て「報告書」のようなものを後に残していただく、そういう取り組みをぜひお願いしたい

と思います。

表現の自由と文化・芸術活動への公的援助・助成 

 この事件を通して現れた憲法上の論点についてですが、1 つは表現の自由と文化芸術活
動への公的な援助・助成に関する問題です。もう 1 つが、河村名古屋市長や菅官房長官ら
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行政権力による介入あるいは加担の検閲該当性をめぐる問題です。 

 さて、表現の自由と文化芸術活動の問題について、まず表現の自由の一般理論をベース

にして考えていただく必要があると思います。表現の自由は自己実現と自己統治のために

必要不可欠なものであり、憲法によって保障されている諸々の人権の体系上、「優越的地

位」を占めることが認められ、従って表現の自由を制限する国家の行為は、厳格な合憲性

審査に服さなければならない、このような考え方は判例や学説が広く認めてきているとこ

ろです。それに加えて、表現内容に基づく規制（content-basedといいます）の場合は、表現
の内容に基づかない内容中立的規制（content-neutralといいます）の場合に比べてより厳し
い基準で違憲か合憲かの審査がなされるという考え方も広く認められてきています。内容

中立的規制というのは、表現の内容ではなく、表現の時・所あるいは方法や態様に着目し

てなされる規制をいいます。 

 さらに憲法 21条が保障する「表現の自由」は、送り手の「表現する自由」が保障される
というだけにとどまらず、送り手が発した思想や意見、情報を受け手が受け取る自由、こ

れがいわゆる「知る権利」という言葉で呼ばれているものに当たりますが、21条の保障は
そこまで及ぶということです。つまり、表現の自由は、送り手が発した表現が歪められる

ことなく伝えられて受け手に受領されるまでの一連のプロセスにおいて自由が保障される

ことによって、初めて完結したものになるということです。 

 ただし、表現を援助したり、助成したりする措置については、表現の自由の制限や規制

の場合とは異なって、緩やかな基準で判断してよい、こういう考え方が一般的に受け入れ

られているところだと思います。 

 以上のような表現の自由についての一般理論を前提にしたうえで、文化芸術活動への公

的な援助・助成と表現の自由の問題について見ていきますと、表現の自由はもともと個人

の表現活動が国家によって制限を受けない自由ですから、国家に対して自分の言論や表現

を援助・助成してほしいということを要求することができる権利まで含むわけではない。 

 例えば、私が本を書こうとして、それに対して公的な助成が受けられないから、これは

表現の自由の制限であるというふうにはいえないということです。芸術作品を公表する場

合も同じことがいえると思います。しかしながら、援助や助成が恣意的になされ、国家に

とって都合のよい表現だけが取り立てられるということになりますと、思想の自由市場の

機能が歪められてしまうことになります。 

 従って、表現活動への援助や助成に対しては、原則として表現内容によらず、あらかじ

め公表された基準によって公平になされるべきだといえます。いったん表現活動への援助

・助成がなされた後にそれが取り消されるという場合には、その理由が当事者に伝えられ、

当事者に弁明の機会が保障され、適正な手続に従ってなされなければならないということ

になります。 

原則として表現内容によらずに、といいましたが、例えば表現内容を問題にしなければ

ならない場合も例外的にはあり得ると思います。それは例えば名誉やプライバシーなどの

権利を侵害するような表現である場合、これは表現の内容を問わずしては判断できない、

そういう問題領域になります。

「検閲」該当性の問題 
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 表現の自由に関連する第 2 の問題は、検閲該当性の問題です。検閲の概念については、
最高裁の判例で、札幌税関事件ですが、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対

象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、一定の表現物につき網羅的一般

的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること、その

ようなことを特質として備えているものを指す、とされてきています。 

 これは行政権主体、表現物対象、発表の禁止目的、網羅的一般的な制度として発表前の

内容を審査、さらに発表の禁止を伴うことなど、たくさんの要件を積み重ねていますから、

とても厳格で限定的な定義づけになっています。従って、学説から厳しすぎるという批判

が実際にはあるわけです。このような定義づけによれば、税関検査の場合はもちろんです

が、教科書検定であるとか、さらに青少年保護条例による有害図書の指定のような問題も

検閲には当たらないと、多くの制限が検閲とは関係ないものになってしまいます。 

 こういう判例の立場に対して、学説は、狭義にとらえる立場と広義にとらえる立場とが

あります。代表的な狭義説は佐藤幸治先生の学説ではないかと思いますが、佐藤幸治説に

よりますと、検閲とは、表現行為に先立って行政権がその内容を審査し、不適当と認める

場合にその表現内容、表現行為を禁止することを意味するとされ、この種の事前抑制を絶

対的に禁止するところに憲法 21条 2項の趣旨があると述べておられます。 
2 項の検閲禁止規定を絶対的禁止としてとらえる立場から、一切例外を許さないという
ことになりますので、検閲の意味をおのずから狭くとらえる、こういう立場が学説の一方

にはあります。最高裁の判例と相まって最近の支配的な見解になっていると思います。 

 「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」、そこに参加しておられる憲法学者と「あ

り方検討委員会」に招かれて意見を述べている憲法学者のお二人とも、検閲禁止の概念を

狭くとらえる立場に立って議論を進めていて、いずれも検閲には当たらないと判断してい

ることがうかがえます。ただ、佐藤先生も最高裁のこの考え方は狭すぎるということを、

最近の著作『日本国憲法論〔第 2版〕』（2020年、成文堂）でも述べておられますので、
最高裁と同じ立場に立っているわけでは必ずしもありません。 

 それに対する広義説の一つとして紹介しているのが、伝統的に支配的な学説として通用

してきた宮沢説です（宮澤俊義『憲法Ⅱ〔新版〕』1971年、有斐閣）。宮沢説においては、
検閲とは、公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査して不適当と認める

ときは、その発表を禁止するものをいうと定義しています。禁止の主体を「公権力」と広

くとらえていますので、場合によっては司法権もそこに含まれてくることになります。宮

沢説の定義づけのポイントは、表現行為に対する事前の内容審査が一番問題であるととら

えている点だと思います。 

 これに対して芦部先生が、より広義にそしてより機能的に、表現内容の審査の問題とし

てまずとらえ、そのうえで事前審査がもつ意味を指摘されています（芦部信喜『憲法学Ⅲ

人権各論(1)〔増補版〕』2000年、有斐閣）。これは宮沢説を念頭に置いて述べておられる
と思われるのですが、厳密な意味で「発表前」ということだけを意味しているわけではな

く、思想・情報を受けとる「知る権利」の観点から「受領前」を含むことがあり得るとし、

従って思想・情報の発表に対する事前検閲と実質的に同視できるような抑止的効果を及ぼ

す公権力の規制は、厳密な意味では送り手が発表した後であっても検閲に含まれると、そ
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ういう考え方を述べておられる点です。 

 芦部説が優れている点は、先ほど一般理論のところでも紹介させていただきましたが、

「表現の自由」は今日では「知る権利」を含むものとして受け止められていますから、「受

け手」の「知る権利」の保障という観点から、送り手から発せられた表現を受け手が受領

する前に遮断されることがあるとしたら、これも機能的な意味であるいは抑止効果という

点で「検閲」ととらえるべきであると、そういう指摘をされている点であると思います。

そういう意味で、私は、広義説の第 2の考え方が最も妥当なのではないかと考えています。
そういう観点に立って考えますと、今回の「表現の不自由展・その後」の中止措置は表

向きはセキュリティーの問題とされているのですが、実際には展示内容（表現内容）を理

由とするものではないかと思われる点がありまして、そうであるとすると検閲に該当し、

「表現の不自由展・その後」実行委員会や出展作家の表現の自由だけではなくて、展示を

鑑賞する機会を奪われた受け手の「知る権利」も侵害されたということになるのではない

かと考えています。

抗議を理由とする表現活動の制限と「敵対的聴衆」の法理 

3 番目の論点として掲げたのは、表現の自由の行使が抗議を受けた場合の表現活動の中
止措置についてどう考えるかという問題です。これについては「敵対的聴衆」の法理が妥

当すると考えています。「敵対的聴衆」の法理といいますのは、先ほど中谷先生からも紹

介があった通りです。すでに最高裁が泉佐野市市民会館事件の判決のなかで、また、上尾

市福祉会館事件の判決のなかで述べてきている通りです。 

 敵対的聴衆の存在を理由として集会の自由の制限が許されるためには、「明らかな差し

迫った危険」の発生が具体的に予見されることが必要であり、かつ、その程度としては、

警察の警備等によっても混乱を防止することができないなど、特別な事情がある場合に限

られる、と判示されています。その通りだと思います。

「公の施設」の利用の制限だけではなく、「私的な施設」の場合にも「敵対的聴衆」の

法理が妥当する場合があり得ると思いますが、具体的なケースとしては、日教組が東京プ

リンスホテルを借りて教育研究集会を行おうとしたときに、いったんは会場の提供につい

て同意をしていたプリンスホテル側が、敵対的団体の嫌がらせを危惧して会場の提供を拒

否して争いになったケースです。日教組の側が会場の提供拒否により被った損害の賠償を

求め、二審で結論が確定したと思いますが、多額の損害賠償請求が認められています。こ

の場合は、民事上の契約の問題ですので、信義則とか公序良俗違反等など契約違反の是非

が問題になっています。 

 「敵対的聴衆」の法理を正面から最も典型的な形で承認したのは、平成 21年 3月 2日の
朝鮮総連が原告となって提起した国賠訴訟の東京地裁判決（判時 2046号 90頁）です。こ
の事件は地裁で確定していますが、日本政府の対北朝鮮政策に抗議する意味を込めて日比

谷野外音楽堂で集会が予定され、指定管理者に対して使用承認が求められて、指定管理者

がいったんは承認しました。 

 ところが、当時の石原東京都知事が、右翼から抗議があったということを理由にして、

混乱が予想されるとしていったん認めた使用承認を取り消したというケースでした。その
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使用承認の取消処分について効力の停止が求められて、それが認められ、集会は予定通り

平穏に開催されました。しかし、それらの法的対応をするに当たって弁護士さんに依頼す

るなど多額の出費を強いられたとして、東京都を相手に国賠請求訴訟が提起されたケース

でした。 

 その事件で裁判所が示したのが、そこに紹介している判旨部分です。民主主義社会では

暴力的な集会妨害行為をまずは規制すべきであって、平穏な集会開催行為を規制するのは

本末転倒である。右翼団体等の抗議活動を理由に公的施設の使用承認を取り消すことは、

「威嚇に屈して民主主義の根幹を否定する」に等しく、原則として許されない。極めて例

外的な場合に限り許される、と述べています。 

これは上尾市福祉会館事件の最高裁の判断と同じであると思います。そういう判断を踏

まえますと、「表現の不自由展・その後」の展示中止の根拠とされたセキュリティー問題、

その際の危険性の判断について、率直に言ってもっと厳密に評価する必要があったのでは

ないかと思われます。そこら辺についてはぜひ再検証をお願いしたいところです。

公的援助・助成と表現内容への介入 

 最後に、公の施設での表現行為や公的助成を受ける行事での表現内容への行政の介入に

ついては、文化芸術基本法が出発点であると考えます。同法は前文において、「文化芸術

の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重するこ

と」（前文）をうたい、それを踏まえたうえで、2条 1項および 5項において、表現の自由
を基礎として文化芸術活動を行う者の自主性の十分な尊重と多様な文化芸術の保護及び発

展が図られなければならないことを述べています。 

 このような前提を踏まえながら、文化芸術活動の援助・助成に際して行政権力の担当者

が表現内容に介入すること、彼らが自己の価値観を押しつけることは許されていないとい

ってよいと思います。「表現の不自由展・その後」の展示内容、表現内容を踏まえたうえ

での価値判断を前提とした名古屋市長の発言や官房長官の発言は、不当な権力的介入・干

渉に当たり違憲であるといってよいと思います。 

 さらに付け加えるならば、文化庁による補助金の不交付決定、その後の一部減額決定は、

補助金交付要綱の定める手続にも違反しているのではないかと考えます。また、不交付決

定について文化庁長官である宮田氏は、私は関与してないと発言されているのです。そう

すると誰がどういう手続でそういう決定をしたのか。ところがそれについて必要な記録も

残されていない。愛知県知事と文化庁の間のやりとりでもって 8 割方、復活をした、それ
でいいのではないかというような話もあるのですが、決してそれではよくないのであって、

その間の経過も改めて検証し直し、記録をきちっと精査したうえで透明性を確保すること、

このことは将来の文化芸術に対する補助金のあり方を考えていくうえで重要な教訓になる

と考えるからです。

ちょっと長くなって申し訳ありませんでしたが、以上で一応報告を終わりとさせていた

だきます。ありがとうございました。 
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○ 岡本有佳氏報告 

（司会） 右崎先生ありがとうございました。続きまして岡本さんよろしくお願いいたし

ます。 

（岡本） はい。岡本有佳です。私は「PowerPoint」を用意しましたので画面共有しながら、
報告します。時間が限られていますので、駆け足になるかとは思いますけれども、とりわ

け展示内容がどうだったのかということを少し紹介してほしいと言われていますので、そ

こを含めて報告したいと思います。

会場の様子 

これは中止になる前の会場の実際の写真です。

先ほど中谷さんの方から仮処分のときに、壁を撤去しろという話が出たので、実際どん

な壁だったのかお見せしようと思います。これが建てられた高さ約 3 メートルの壁で、展
示を見る人はここから入って、左の方に曲がると展示会場になります。
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「仮処分申立」に対する消極的反応 

話に入る前に仮処分について少しお話したいんですけれども、まず私が中谷さんに初め

てお会いしたのは 5 月初めでした。なぜかというと「あいトリ」を受けるときにやはり、
2015 年のときもあったように攻撃を受けるんじゃないかという危惧が私の中にありまし
た。 

 それから「あいトリ」が公共の施設での展示だということで、「あいトリ」側から何か

されるんじゃないかという疑問も実際持っていました。ですので、何かあったときにすぐ

に相談できる現地の弁護士の方とのパイプをつくりたいと思って、信頼できるジャーナリ

ストの紹介で、そういうことなら中谷さんしかいないということで紹介していただき会い

に行っていたんですね。 

そのときにニコン裁判の話とかいろいろな話をして、何かあったらお願いしますねとお

願いしました。それがあったからこそ、本当に急激な中止決定になってしまったんですけ

ど、すぐに連絡を取って、対応していただくことができたということがありました。

仮処分について、今日は法律家の方も多く参加されているということで、ちょっと言い

たいなと思ったことがあります。まず私たちが最初に 8月 3日に中止決定が発表されてす
ぐに出した抗議文の中で法的措置も考えていますと最後に一文を入れたんですね。 

 これはマスコミにもそこばかり取材されましたし、すごくインパクトを持っていたと思

うんですけど、とても驚いて悲しかったことは、ずいぶん止められたことです。仮処分な
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んて何で？法的手段なんて何で取るの？ということを日本のアーティストの人にも、美術

関係でもともと関係性のある人たちからも結構冷たく言われたんです。でも私としてはや

っぱりニコン裁判の経験があるものですから、また、裁判と仮処分が違うということもほ

とんどの人が分かってないということもわかって、その説明をするのに最初すごく大変で

した。

 日本のアーティストには弁護士なんかに相談するのは怖いと言われたり、日本のアーテ

ィストを介して海外のアーティストに伝わるので、なかなか冷たい雰囲気でした。「表現

の不自由展」の参加作家の中では、無論、裁判闘争した方もいらっしゃるので、むしろ仮

処分が遅すぎた、早くやってほしいと応援もありましたし、やっぱり引き留める作家もい

て、賛否が分かれました。だからあいトリとの協議申し入れが無視される中で、契約上、

私たちしかできない最後の手段だということを説明しました。

こうして日本のアーティストや美術関係者の冷ややかな態度と「不自由展」の中では賛

否が分かれたこともあり、つらかったことを今でも思い出します。

マスコミ報道の不均衡 

先ほど中谷さんの方から、会期後半になって、どうして再開できたのかというところで

物語が作られたというお話がありました。それ以前に当事者として孤独にさせられた悲し

いことなんですけれども、日本のマスコミ報道が本当に偏向していて、当事者中の当事者

である私たち実行委員と、それから「不自由展」の参加作家に対しての取材記事が大変少

なかったんです。 

 実感的にそうだったんですね。当時は調査する時間も余裕もなかったのでできなかった

んですが、最近 1 年間を振り返って、あらためて調べてみたんです。「あいトリ」が始ま
ってから終わるまでだけを調べただけでも新聞、雑誌検索で 2500件ありまして、だいたい
この分布がこうなっています。全国紙 5 紙で言うと、『朝日新聞』と『毎日新聞』が比較
的多めで、地方紙では地元の『中日新聞』が多い。



- 20 -

私たち当事者が扱われたのがどれぐらいあったのかということで、『朝日新聞』と『毎日

新聞』のすべての記事を調べました。すると『朝日新聞』で不自由展実行委員会が 21件で
8％、『毎日新聞』はもう少し多くて 30件で 11％なので、いかに私たちがマスコミ上では
不在だったという傾向が見られるかと思います。

 さらに「不自由展」の作家の中でも誰に取材をしていたのかというのも、『朝日』は大

浦信行さんと中垣克久さんの２件、『毎日』はキム・ソギョンさん、キム・ウンソンさん、

安世鴻さん、大浦信行さん、朝倉優子さん、岡本光博さん、中垣克久さんで 12件でした。
『朝日新聞』については私たちも頼りにしていた記者もいたんですけど、結果的には反対

で、大村さんと津田さんの単独大型記事が複数回出ているというようなことがあります。

 報道に関してはいろいろな検証が必要ですが、私が特に初期の段階から問題だと思って

いるのは、大量の匿名の攻撃がいったいどういうものなのかという検証がほぼないという

ことですね。先ほど右崎さんからもあったように、そこら辺が何か置き去りになっていて、

ただセキュリティのためというのだけが中止の理由として語られている。この匿名性の攻

撃がどういうものだったのかという検証をしているメディアが本当に少なくて、新聞では

私は 1つも見つけられませんでした。放送では唯一 NHKが『クローズアップ現代＋』が電
凸した当事者に直撃ということで多少やっています。ただ、9 月に入ってからの放送だっ
たので残念でした。 

こういう偏向、私たちから見ると、偏向報道の中で事件が推移したということです。
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事件を振り返って 

事件を振り返ってみると、いくつか問題があって、それぞれ語り出すと本当すごいこと

になってしまうので今日は検証すべき５点だけをあげます。1.中止理由とタイミング、2.攻
撃の正体と政治的介入、3.検証委員会と仮処分、4.報道の規制と偏向、5.検閲と表現の自由。

1.中止理由とタイミング：中止理由とそのタイミングもっと再検証されるべきだと思い
ます。先ほどの、後に「テロファクス」とも呼ばれる、ガソリンまくぞファクスについて

も被害届がなぜ遅れたのか。開催前の警備会議では、警察に被害届をどう出すのかという

サゼスチョンを私たちはしていたんですね。例えば口頭ではだめだとから書面でとか、そ

ういう具体策も伝えていたんですけど、そういうのも全然守られてなかった。 

 さらに事前の警備会議で私たちが最も強調したのは、攻撃の電話を受ける人たちの事前

の研修と始まってからのケアが必要だということです。それが一切やられてなかったこと

も中止前の会議で明らかになりました。あとは２.攻撃正体と政治的介入と 3.検証委員会と
仮処分。ここもいっぱい語りたいんですけど、今日は項目だけにします。4.報道の規制と偏
向：「あいトリ」の中でも報道規制がかなりあって、これも深刻な問題です。報道そのも

のの偏向性については先ほど申し上げました。そして今日お 2 人の話を聞いて、私もすご
く勇気を得たのですが、「検閲」をどういうふうに考えるべきなのかということ。合わせ

て表現の自由をどう考えるべきなのかということについてですね。課題が残ったと思いま

す。

中止前の様子は先ほど中谷さんの方からもあったので、こんな感じでした。
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「自由な交流」の可能性 

お見せしたい番組がありまして、韓国のテレビ番組で、韓国で市民が最も信頼している

放送局 JTBCのニュース映像です。
冒頭のナレーションで、「観客の反応は私たち（つまり韓国人）が思っていたのとは少

し違っていました」と言います。「子どもたちがその横に座って同じように拳を握ります。」

「子どもを抱いた女性は少女さんの手をしっかり握ってくれます。」「少女像は日本でも

平和に見えました。」というふうにナレーターが説明をしています。

実際に子どもや子度も連れの人とか、本当に年齢もいろいろな方が来ていました。30代
ぐらいの日本人男性にインタビューをしています。彼は「反日のイメージがすごく強かっ

たんですけど、（少女像の）12の象徴の意味を見たときにこんなに細かく」と答え、実際
に見て印象が違ったというような発言をしていました。

「日本の右翼側の関係者がこのような展示に反対しないか心配しました。しかし展示初

日には反発する人々よりは、少女像に初めて向き合って共感する人々が多かったです。」

とナレーションで語り、「こんなに難しい時期だからもっと見なければならない…」とい
う観客の感想を紹介していました。

これを見せたかったのはこんなに自由に、それこそ発信する側と受け手の側が自由に交

流ができていた 3 日間ということです。芸術監督はとりわけ日韓関係が悪化している中で
やったからこんな騒ぎになったというふうに言っていたし、メディアもそういうふうに言
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っていたんですけれど、私は逆の意味も大変あったんだろうと思っているので、これをお

見せしました。

「表現の不自由展・その後」とは 

では、そもそもどのように「表現の不自由展」ができたのかを駆け足でみていきますね。

2012年に起きた新宿ニコンサロンの安世鴻（アンセホン）さんの「慰安婦写真展」中止事
件がまずありました。私もその 1 人だったんですけど、「こんなことが起きている！」と
駆けつけた人々がいました。

さらに同じ年の 3 カ月後に〈平和の少女像』のミニチュアが東京都美術館で開催４日後
に撤去される事件がありました。そこに危機感を持った市民たちが集まって、不当な攻撃

に屈せずに市民の力で淡々と開こうと、まず安世鴻さんの写真展を開きました。そして安

世鴻さんが提訴、仮処分で写真展は開かれたんですけど、それが終わった後に提訴しまし

たので、その裁判闘争を支援する会の中から「不自由展」は生まれました。 

 「表現の不自由展」の原点は何かといえば、検閲や規制を受けた作品をただ羅列的に並

べるのではなくて、そこの背景にあるものーーつまり、排外主義や性差別、日本の植民地

支配責任、戦争責任の否定を背景とした不当な攻撃が日本に広がっていて、それによって

最も消されているのが社会的な少数者にかかわる表現だということで、そのことへの危機

感が原点にあるのです。 

2015年１月、「表現の不自由展」を開きました。これが当時の様子ですね。
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その年の 12月にニコン裁判は勝訴しました。今日のコーディネーターをやっていただいて
いる李春煕さんをはじめとする弁護団が 3 年あまり闘って勝訴しました。大変有益な判決
が出ました。私企業であっても抗議を理由に安易に表現活動を中止してはならないという

判決です（共著『《自粛社会》をのりこえる』（岩波ブックレット、2017年）、共著『誰
が〈表現の自由〉を殺すのか ニコンサロン「慰安婦」写真展中止事件裁判の記録』（御

茶の水書房、2017年）参照。
 この裁判を支援する中で私も学んだことはたくさんあるんですけど、今日、表現の自由

とは何かというお話になるので触れておきます。憲法学者の宮下紘さんが意見書に書いて

くださったことで、先ほどの右崎さんの今日のご報告でさらにそうなんだと確信を深めま

したが、表現の自由の担い手というのは、送り手と受け手の双方向であって、両者の双方

向な情報の伝達と交流の場が保障されてこそ、表現の自由が守れるんだということです。

感動もしましたし、すごく大事なことだなと思いました。 

 「あいトリ」でもこういう場を実現したいと思っていたんですね。しかし「あいトリ」

の事件が起きてみると、表現の自由だけの議論というのが結構盛んに行われていて、ちょ

っと私の中で何かもやもやしています。あとでご意見も伺いたいなと思うんですけれども、

表現の自由というものが、匿名の不当な攻撃と同じ、その平面上で語られていると感じる

んですね。どちらにも発言の機会が保障されるというふうに。例えば極端な例を出せば、

河村たかし名古屋市長がヘイトも表現の自由だと言ったりする状況で。同じ平面上で語ら

れてしまうということそのものが、ヘイト攻撃を後押しすることにつながるんじゃないか

なと思っていています。この辺りはもう少し私の中でももっと深く考えて言語化しなきゃ

いけないなと思っているんですが……。私がいろいろなところで話してもやはりこういう

話にもなっていくので、後ほどお話しできればと思います。

個別の作品について 

 最後に、出品作品を紹介します。今回は 16組の作家が参加してくれていました。法廷闘
争した作家が 4組いますので、そこには紫のラベルを付けてあります。
 これは安世鴻さんのニコン裁判までになった〈重重ー中国に残された朝鮮人日本軍「慰

安婦」の女性たち〉（2012年）です。
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これがキム・ソギョンさんとキム・ウンソンさんの〈平和の少女像〉です。奥にあるのが

東京都美術館で撤去されたミニチュアです。

趙延修さんの〈償わなければならないこと〉（2016 年）は日韓合意を批判するクレジッ
トが入っているということで、補助金の 50万円を交付取り消しになったという、今見ると
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文化庁のミニ事件のようですね。実はこれは今でも補助金が交付取り消しのままなんです。

ですので、地元ではいまでも闘っています。

これは白川昌生さんの〈群馬県朝鮮人強制連行追悼碑〉（2015 年）です。群馬県の公園
の中に実際の追悼碑はあるのですが、それをモチーフにした作品です。追悼碑は契約更新

はしないということで、今も係争中です。それをモチーフにした作品も群馬県の美術館で

開催直前に撤去されたということです。

 これが〈平和の少女像〉の次に大炎上したと言われている大浦信行さんの版画〈遠近を

抱えて〉（1982 83 年）と映像作品です。大浦作品は富山と沖縄で 2回の大検閲を受けて
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いて、図録は焼却されるということまで起きました。

 この検閲事件に抗議連帯して制作をしたのが嶋田美子さんの《焼かれるべき絵》（1993 
年）、《焼かれるべき絵：焼いたもの》（1993年）、そして藤江 民さんの 《Tami Fujie 
1986 work》（1994 年）です。

 東京都現代美術館「MOT Annual 2016 キセイノセイキ」で改変要請を受けた小泉明郎さ
んの 〈空気 #1〉（2016 年）。東京都美術館「現代日本彫刻作家展」で「政治的」と現政
権の右傾化批判メッセージの一部が削除された中垣克久さんの〈時代の肖像ー絶滅危惧種

idiot JAPONICA 円墳ー〉（2014 年）。沖縄県うるま市の地域美術展、イチハナリアート
プロジェクトで市の判断で封印された岡本光博さんの 〈落米のおそれあり〉（2017 年）、
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〔左が中垣克久作品、右が岡本光博作品〕

 『マネキンフラッシュモブ』は、街頭で自分たちのメッセージをフラッシュモブで表現

するグループです。神奈川県海老名市が禁止命令を出して、海老名市と裁判になり、マネ

キンフラッシュモブの勝訴になっています。
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『9条俳句』はもう皆さんご存じだと思いますが、『公民館だより』で掲載を拒否され、
裁判になって原告が勝訴しています。

ほかの作品を順にお見せします。永幡幸司〈福島サウンドスケープ〉（2011～19 年）、
Chim Pom〈気合い 100 連発〉（2011 年）、〈耐え難き気合い 100 連発〉（2015年）、
大橋藍〈アルバイト先の香港式中華料理屋の社長から「オレ、中国のもの食わないから。」

と言われて頂いた、厨房で働く香港出身の K さんからのお土産のお菓子〉（2018 年）、
横尾忠則 〈暗黒舞踏派ガルメラ商会〉（1965 年）、〈ラッピング電車の第五号案「ター
ザン」など〉（2011 年）
作品とともに毎回この日本において、規制や検閲で見えなくさせられたものたちの年表

を展示しています。

先ほど中谷さんの報告にもあったように、海外の作家の方がこの中止事件については大

変有意義な抗議をして、行動もすごく早かったんですね。今日は詳しくお話しできません

が、そこから教えられることもたくさんありました。。 

 あいトリが終わった後、真っ先にオファーが来たのは韓国で、済州島で特別展をやりま

した。

その次にオファーが来たのが台湾でした。台北市の現代美術館です。日本政府からの王レ

ッシャーもありましたが、毅然とした館長は揺るぎませんでした。私は最終日に現地に駆

けつけたのですが、そのときに印象的だったのが、多くの観客が年表にすごく関心を持っ

ていたことです。日本はもっと自由だと思っていたのにこんなに規制や検閲があるんです

ねという意見をずいぶん聞きました。
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 あいトリの事件は本当に複雑多岐で、いろいろな登場人物が出てきますので、『あいち

トリエンナーレ「展示中止」事件』（岩波書店）と、不自由展実行委員会で作った『記録

集』（お申し込みは info@fujiyu.net）をぜひお読みいただければと思います。ありがとうご
ざいました。

 【以上の写真すべて撮影：岡本有佳 無断転載禁止】

（司会） 岡本さん、ありがとうございました。

○ パネルディスカッション 

（司会） 続きまして、パネルディスカッションに移りたいと思います。パネルディスカ

ッションのコーディネートは当会、人権擁護委員会の李弁護士が務めます。それでは李弁

護士よろしくお願いいたします。 

（李） 報告いただいた 3 人の報告者の方々、ありがとうございました。これからは少し
時間を取って、議論に進んでいきたいと思います。コーディネーターは第二東京弁護士会、

人権擁護委員会の委員である李が務めさせていただきます。議論の最後に質疑応答の時間

を可能な限りで取りたいと思っています。チャット機能を用いたコメントができるように

なっているかとは思いますが、ホストの方で確認できますので、質問がある方はチャット

を通して質問していただければ、すべてにはお答えできないかと思いますけれども、可能
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な範囲でお話させていきたいと思います。それでは進めていきたいと思います。 

 今回のシンポジウムのタイトルを「表現の自由と法律家の役割」ということにさせてい

ただきました。この「あいちトリエンナーレ」の事件はかなり多くマスコミでも報道され

て、たくさんの方々がご存じだと思います。この事件を弁護士会で扱うにあたり、法律家

の役割、表現の自由に対する攻撃に関して、弁護士をはじめとする法律家が立ち上がった

という点が重要だと考えました。先ほど中谷先生の話でもあったんですけど、仮処分を申

し立てて、その場で和解をして、その結果として再開が実現されたということで、私も弁

護団の一員でかかわりましたけれども、非常に大きな成果だったというふうに考えていま

す。 

ですので、こういった成果を語り継ぐ場として、まずこの会をしたいと考えました。そ

の上でまだまだ積み残された問題があるかと思いますので、その議論をしていきたいとい

うことで、今日企画をさせていただきました。

裁判所はどのような決定を出しただろうか 

（李） という観点でまず、弁護団長だった中谷先生にお聞きします。結論として和解を

して、会期の最後 1 週間で再開したということになりますが、すごくざっくばらんにお聞
きしますけれども、仮に、仮処分の決定までいっていた場合、裁判所はどういう決定を出

しただろうかというところについてお聞きしたいと思います。 

（中谷） 先ほどもちょっとお話の中でありましたけれども、裁判所の対応は我々を後押

ししてくれているなと、私はずっと最初の段階から感じていました。それは期日の入れ方

もそうだし、進行の中での釈明についてニコン裁判の却下決定だとか、異議審の却下決定

だとか、そういう抗告審の却下決定を出すというのは、これはこちらを勝たせるとき以外

まったく必要ない資料ですよね。そういうものを最初に言ってくるし、その後の期日の入

れ方にしても、もうあと 3日しか有効な意味のある決定を出すんだったら 3日しかないで
すよ、それまでに出しなさいと。これは和解の後押しをしてくれたなと僕は感じていまし

たので、このままいったらこれは勝ちだなというふうに、僕はずっと感じていました。私

は負けるとは実は全然思ってなかった。 

（李） それはちょっと弁護団とだいぶ感覚が違うかもしれません。私は、もちろん本来

認容されるべき事件だという感覚もありながら、一方で 3 名の裁判官、裁判体が、これだ
け社会の注目を浴びた事件で、かつ右翼側といいますか、ネトウヨ側といいますか、かな

り多くの攻撃も予想される中で、勇気を持って「再開せよ」という決定を出すのかな？と、

心配の方が実は多かったんです。その点はいかがでしたか。 

（中谷） もちろん客観的に見ると、そんな楽観できるような情勢ではなかったというの

はその通りだと思うんです。ただそれを踏まえた上で、実は最初に申し上げたようにあの

裁判体が引き受けるかどうかも裁判所の中で議論をしたようなんです。保全部じゃなしに

通常部でやるべきじゃないかという裁判所の中で議論をしたというのは、書記官から聞い
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たんですけどね。そういう話をした上で、いや、うちが引き受けますといって引き受けた

裁判体だと。その姿勢を見ても、私はかなりこの事件に関しては少なくとも腹を決めて臨

んでいたなというふうには思っていますよね。 

（李） 当事者の岡本さんとしては、さっき法的闘争に対して非常にネガティブな感じで

もあったということもお聞きしました。当事者としては裁判所がどういう決定を出すかと

いうことについては、どのような感覚でいらっしゃったんでしょうか。 

（岡本） そうですね……もちろん再開の決定を出してほしかったですけど、そうじゃな

かったときのことを考えてしまいましたね。もちろん出すと信じる気持ちはありましたけ

ど。あの日の朝、30日の朝に大村知事が朝一でメールを出してきて、歩み寄るふうな形の。 

（李） 30日というのは 9月 30日の和解成立日ということですね。 

（岡本） そうです。ここでそれを蹴ってしまって、ちゃんと再開の決定が出るのかは全

然自信がなかったです。 

（李） なるほど。確かに万が一ということですけれども、却下といいますか、認容され

なかった場合の影響というのは計り知れないものがあったかと思うんですね。やはり裁判

所では私たちの言い分は通じない、抗議行動を理由にした中止が正当だったことになりか

ねない、という結果になりかねなかったので、そういう意味でぎりぎりの判断でした。弁

護団長としては自信があったということを今お聞きしました。そうは言っても、乗り越え

なければいけないポイントがあったわけですね。 

当事者間の法律関係 

（李） 中谷先生のお話の中からもう少し拾っていきます。1 つ目は非常に法律的な論点
で、そもそも実行委員会に再開を求めたり、あるいは壁を撤去をせよという、そもそもの

契約上の地位または権利があったのかということですよね。今日お聞きなさっている方が

分かりにくいかもしれないのでちょっと整理しておきたいと思います。

そもそも関係者が入り乱れております。

あいちトリエンナーレ実行委員会がある。そこと直接何らかの契約を結んでいるのは今

日いらっしゃっている岡本さんのような実行委員会の 5 人ですね。一方で「不自由展」に
作家として参加している個別の作家の方々がいらっしゃる。この 3 者の関係というのはど
うなっているのか、ちょっと岡本さん、コメントというか整理をしていただけますか。 

（岡本） まず 5月 8日に私たちが一アーティストとして、招待をしますという内容の確
認書を受け取り、代表して私が署名・捺印をしました。その後、私たち「不自由展」の実

行委員会から 16組の作家に出品依頼をし、承諾書と作品の借用書を受け取るのも私たちに
させられたというか、そういうふうにやってくれと「あいトリ」側から言われて。 
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（李） 検証委員会の中でもいくつか指摘がありました。「あいちトリエンナーレ」全般

で言うと、一般的にはあいちトリエンナーレ実行委員会が、参加作家と直接、契約ないし

は合意をして進めているんですが、「不自由展」に関しては少し違って、不自由展実行委

員会が 1つのアーティストのような位置付けだったのですね。 

（岡本） そうです。アーティスト、その後それも否定されるんですけど。でも契約上は

アーティストとして参加です。そのアーティストが選んだアーティストの出品依頼と借用

書をもらうという形。だからもちろん何かあったときに私たちに責任を押し付ける形なん

だろうなというのはもちろん途中から私たちも気付いてはいたんですけど、そういう形で

始まったんです。

（李） そういった当事者が複雑になるということは、仮処分の申し立てで…… 

（岡本） ごめんなさい。追加します。最初は私たちも「あいトリ」と契約は結ぶけれど

も、「あいトリ」が「不自由展」の出品作家とも契約してくださいという要求を出しまし

た。当然。 

（李） 中止騒動の前にということですかね。 

（岡本） もちろんです。なせなら私たちに責任をなすりつけるのが目に見えるようだっ

たので、不自由展アーティストにも「あいトリ」が依頼を正式にしてください、ほかの「あ

いトリ」の多くの百何十人のアーティストと同じようにしてくださいと言いました。けれ

ど、それはできないというやりとりがあって。 

（李） 作家と不自由展実行委員会と「あいちトリエンナーレ」という 3 者関係の形にな
ったわけですが、中谷先生、このあたりが当事者の確定だったり、契約上の地位の解釈で

何か問題になったことはありますか。 

（中谷） 「不自由展」の実行委員会が本当に主体になり得るのかというところはやっぱ

り 1 つのポイントで、先ほど岡本さんが言われたように一作家として出品してくださいと
いう言い方をしていますから、最初に言った出品依頼契約というのは、「不自由展」全体

の作品を 1 つのもの、一作品として出品依頼がされているんですよね。だからそういうも
のとしての契約主体であるということを我々は主張をしていったわけです。ただ本当はや

っぱりそれぞれ一作家として、出品しているんだから、その作家たちと「あいちトリエン

ナーレ」は直接、何らかの出品依頼契約をすべきなんだろうというふうに私は思うんです。

しかし、敢えてあいトリは、そうせずに「不自由展」の実行委員会を介して、作品を出品

してもらったという関係にあるんですね。 

 だから確かに主体としては、本来はやっぱり個別の作家ではないかという議論もあった

んですが、契約に基づいて、請求する以上は契約主体である「不自由展」の実行委員会た
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ちを主体とすべきだろうということで、最終的にはまとめていったということですね。 

（李） ありがとうございます。ちょっと時間の関係もあるので、主体の点はこれぐらい

にします。いずれにしても契約関係にあるのが「不自由展」の実行委員会のメンバー。そ

の契約上の地位に基づいて何らかの請求をしていくと。ここが出発点ですね。

敵対的聴衆の法理について 

（李） 次の論点として、すごくならして言いますと、「あいちトリエンナーレ」側が言

っているのは、抗議が殺到して安全の危険があったじゃないかと、だから中止というのは

正当なんだと、こういう主張ですね。ここがまさに憲法的な論点になっていきます。あら

ためて、右崎先生にお伺いしたいんですけれども、先生の先ほどのコメントの中で敵対的

聴衆の理論ということがありました。ちょっと今日は弁護士以外の方も聞いていらっしゃ

るので、今言ったような、抗議があったことを理由にして中止をすることはなぜいけない

のかという点をもう一度だけコメントをいただいてもよろしいでしょうか。 

（右崎） ただ単に抗議があったから中止をするだけでは正当な理由のある中止というこ

とにはならないのではないでしょうか。抗議活動と中止決定との関連性はもっともっと厳

密に考えていかないと、抗議があったことが作家の表現の自由を簡単に侵害し、制限する

口実にされてしまいます。 

（李） 先ほどもおっしゃっていただいた内容をあらためて私の方で繰り返させていただ

きます。例の平成 21 年の東京地裁判決があるということで、もう一度読み上げますと、
「民主主義社会ではまずは暴力的な集会妨害行為を規制するべきであって、平穏な集会開

催行為を規制するのは本末転倒である」、「右翼団体等の抗議活動を理由に公的施設の使

用承認を取り消すことは、威嚇に屈して民主主義の根幹を否定するに等しい」と、こうい

った格調高い判断もある。最高裁理論はこうであると理解してよろしいでしょうか。 

（右崎） 最高裁の見解よりも一歩前に進めているのではないか、と私は受け止めていま

す。これは地裁で確定した判決ですので、高裁、最高裁の判断はありませんが、非常に格

調高い判決になっていると考えます。だから集会の自由の問題としては、先例判決の 1 つ
として位置づけてよいと思います。 

（李） そうすると同じような考え方で本件の「あいトリ」の事例を考えると、とても例

外的に許容されるような事案ではないという結論になりますか。 

（右崎） 例外的に制限が許容される事案ではないと思います。 

（李） それは弁護団の中谷先生としても同じようなご認識でしょうか。 
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（中谷） そうですね。そもそも先ほど言ったようにそれほど危険な状況が差し迫ったの

で、そんなことはなかったという問題と、それから抗議が殺到したからといって、ファク

スのような脅しがされたからといって、脅した側に屈して犯罪行為に加担して中止をさせ

るのかという問題だと思うんですよ。それは違うでしょうと。本来権利のある側が中止さ

せられるんじゃなく、脅した側を規制して、本来権利を持っている側は表現をそのまま続

けるべきでしょうというのは、僕は当たり前の考えだろうというふうに思うんですが。 

ＳＮＳ社会における危険、脅威 

（李） あえてお聞きしたいんですが、弁護団あるいは当事者としてはそういう感覚、つ

まり危険な状況ではなかったという感覚であった。私もそうなんです。一方で今ネット社

会であり SNS社会であり、簡単に炎上して、炎上が単にネット上の空想の世界の出来事で
はなく、炎上したこと自体が、例えばそれによって自殺したという人が今いろいろな問題

になっていますけれども、必ずしも無視し得る程の脅威ではないという世の中にもなって

いるような気がするんですね。 

 確かにファクス 1 枚、ちょっとしたいたずらだったかもしれないんですけれども、ネッ
ト上を見る限り、ものすごく抗議がわき起こっている。それで区の施設等に放火予告があ

る。これはやはり無視し得ると言い切っていいのか、若干、私は、抵抗があるといいます

か、迷いがあるんですね。現代のネット環境を踏まえて、そのあたりはどうなんでしょう

か。 

（中谷） 今回問題になった最大の問題は僕はそこにあると思っているんです。匿名でい

ろいろな意見を言う。意見を言うことはいいんだけれども、誹謗をしたり作品を見てもい

ない人たちが単に誰かの匿名の意見を聞いたり、あるいは著名人の意見を聞いただけで、

それに煽動されて多くの人たちが攻撃を集中する。攻撃された側というのは本当に反撃の

手段を持ってないですよね。そういう状況の中で、さて、そういう攻撃をした側の人たち

が匿名という壁で守られてしまっているという状況の中で、これがやっぱり今回非常に露

呈したのではないかなというふうには思いますよね。ここは本当にどう考えたらいいのか。

右崎先生、憲法論的にはどう考えればいいですかね。 

（右崎） 悩ましいところですね。今の法律の枠組みのなかでは、プロバイダ責任制限法

による発信者情報の開示請求ができるという仕組みを利用する以外にないですね。それに

はかなりの労力も時間もかかりますし、機敏に対応するには十分なものになっていません

が、現段階においてはそれがルールですね。現在は、発信者情報の開示制度を少し緩めた

らどうかという議論もあって、法改正に進む可能性は十分にあると思います。 

 現在の状況を打開するためには、発信者情報の開示制度をもう少し緩和すべきであると

いう主張にも十分な理由があると思います。その方向で対応すべきだと考えますが、匿名

性は一切許されない、身元を明らかにした上でなければ発言するのはまかりならないとな

ると、またそれはそれで非常に窮屈な社会になってしまいますから。匿名性は認めたうえ

で、一定の要件を満たす場合には発信者の身元を明らかにすることができるようなシステ
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ムをつくっていくということが課題だと思います。 

（李） 先ほどの敵対的聴衆の理論なども、ある意味では 100 年ぐらい前の憲法学の理論
だと思うんですね。そこにおける敵対的聴衆というのは、まさに言論の場に直接押し寄せ

てきて、その場で騒ぐ人たちというのが想定されていたと思います。でも今そうではなく

て、ネット上で匿名で抗議を呼び掛けて、それがあっという間に何万人とか何十万人に膨

れ上がる。こういった実態というのも憲法学が今取り込めているのかどうかという、その

点はいかがですか。 

（右崎） 確かにそういう問題点は残っていると思います。 

（李） 「警察の警備等によっても混乱は回避できない」という論点でも、やはりどちら

かというと目の前に起きる暴力のことが想定されていると思うんですけれども、SNS 上で
騒がれているときに、警察の警備等によってもなお混乱を回避できないかどうかという判

断基準というのが、なお同じように妥当するのかどうか、ちょっとそれは難しい質問かも

しれないですけど。 

（右崎） 残念ながら、現時点ではそういう考え方に代わる新しい法理はまだ見いだされ

てないので、基本的にはその枠組みの中でリスク評価を冷静にしていく。それが表現の自

由と安全・安心を確保するという議論の接点、調整の法理だと思います。 

（李） ネット上の攻撃というのは実態以上に大きく見えるという側面があると思います。

岡本さんは先ほど時間がなくて触れられなかったと思うんですけど、NHKの『クローズア
ップ現代』で取り上げられた事例についてお聞きしたいです。ネット上か何かで書き込ん

だりした人に対する取材の話だったかと思うんですけど。 

（岡本） ちょっと見せていいですか。 

（李） ちょっと教えてもらっていいですか。 

（岡本） 今、画面共有しますね。私はこういうのがすごく必要だと思うんですよ。中谷

さんもいつも言っていますけど、根拠がない抽象的な恐怖をあおるということが一番よく

ないって。今回唯一マスメディアで検証したのは、2019年９月５日放送の NHK クローズ
アップ現代＋「『表現の不自由展・その後』中止の波紋」でした。当事者の 1人、16歳の
男子高校生を見つけ出して、もう 1人が 40代の大手企業サラリーマンです。扇動されるよ
うな「Twitter」を見て、自分は実際には作品を見てないのに書き込んだというふうに高校
生は言っていて、1人で 20件近くやりましたと証言していました。 
 それから 40代のサラリーマンの男性は高須クリニックの高須院長の書き込みを見て、自
分も言わなきゃというのでやったと言っています。だからこういう実態を明らかにするこ

とが、すごく重要だと思います。やはりメディアの責任は外せません。
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それからガソリンファクスについて、京アニ事件を連想させることを津田さんが先頭を

切ってやっていたわけなんですけど、その犯人も逮捕され、起訴されてから、謝罪文を 8
月の末に出しているんですね。それを私が知ったのは彼の初公判のときです。私は行けな

かったんですけど、それで知って、その謝罪文では自分があんまり深刻に考えずにやった

ことでご迷惑を掛けましたみたいな内容だったらしいんですけど（笑）。

（李） ファクスを送った張本人。 

（岡本） 犯人が。 

（李） 犯人が謝罪文を送っているんですか。 

（岡本） 謝罪文がすでに 8 月の末に出ていたんです。それというのは私たちにとっては
すごく重要な時期なわけですよ。仮処分に入るか入らないかの時期であり、検討委員会の

最終報告が出るか出ないかというか、フォーラムの準備とかにも入っていた大変な重要な

時期でした。そのような時期に、ガソリンファクスの犯人の生の謝罪の声を公開しなかっ

たのは問題です。謝罪文の存在を知ってから私たちは「あいトリ」に公開要求しましたが、

拒否され、抗議しましたけど。 

 公開していれば私は抽象的な恐怖の軽減にも役立ったと思っています。そういうことを

しなかった「あいトリ」の責任は重いなと思います。 

（李） そうすると本件に関して事後的に振り返ると、まず最大の根拠となったガソリン

ファクスというのは、当事者からすると、あるいは公判の実態を見ると、本気ではなかっ

たということが分かったわけですね。その書き込みをした方々、いろいろなことを言った

当事者も、NHKの取材によると、何て言うか本気でも何でもない。 

（岡本） そうですね。1 人がやるからみんなでやった方がいいだろうとかを証言してい
るということです。 

（李） そうするとどうしても、例えばスマホを見る、ネットを見た瞬間だと何十万人の

抗議があるかのように見えてしまうんだけれども、それは決して具体的な危険じゃない、

本件ではそうだったと言えると思います。また、今後いろいろなことが起こってくる場合

も、立ち止まって考えるということが必要かというふうに、ちょっとまとめになりますけ

ど、思いました。 

（岡本） はい。 

「安全」確保を口実にした表現内容への介入？ 

（李） もう 1 点だけ。このように安全上の理由ということが公の中止理由として語られ
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るわけですけれども、でも本当のところ実際そうなのか？実は内容に着目した、慰安婦で

あったり天皇制批判だったりという観点からの嫌悪だったのではないかと。この点は実際

どうでしょうか。 

（中谷） 私は事実経過から見て明らかだと思っています。最初に河村氏が現場に来て、

日本人の心を踏みにじるとか言ったあのときも、別に危険の話じゃないんですよ。それは

まさに展示物の内容を見て話をしているわけ。それから菅官房長官の発言もそうでしょう。

補助金の見直しを言ったときも後で手続き問題とかに変えているけど、このときはまさに

内容そのものなんですよ。だから経過から見ると、表現内容に着目して彼らは補助金は出

すべきでない、あるいは展示すべきでないと言っている。 

 だから私は経過から見るとかなりその点は明らかであったんじゃないかというふうに思

いますけどね。 

（李） 河村市長であったり、当初の菅官房長官がそうだったということでしょうか。そ

れを受けて実際に中止したのは大村さんですが、大村さんの中にもそういった観点があっ

たかどうかについてはいかがでしょうか。 

（中谷） 私はそれはもう間違いないなと思っているんです。先ほどのファクスについて

のいたずら発言であったり、それから実は職員の精神的な負担の問題についても軽減策が

あって、やろうと思えばできたことをやらずに置いたことが再開後明らかになるというと

ころの状況。僕は職員の精神負担の問題を大村さんが考えに入れたことは間違いなくある

と思っているんです。そこはあるだろうけど、安全性の問題について、それほど深刻に考

えていたんだろうか。むしろあのファクスは彼が中止を言うときの一番いい口実になると

いうふうに思ったのではないかと個人的には思っていますけどね。 

（李） 大村知事の本心についてはここでは述べるのを避けますが、ただ往々にして内容

に基づく中止決定が安全上の配慮を理由に出されることも、これも事実だと思いますので、

ことほどさようにより慎重な検討が必要になるということではないかと思います。

「検閲」について 

（李） あともう 1 点ちょっと法律的な話をさせてもらいたいんですけど、検閲該当性と
いうことが右崎先生のお話でもありました。岡本さんに先にお聞きします。検閲論、いろ

いろ法律的な話をお聞きになったと思うんですけど、もっとシンプルに、一市民といいま

すか、表現に携わる者として、検閲ってどういうものだという理解があったのか。そして

憲法学で実は非常に狭い議論をされているのを聞いてどう思われたのかについて、ちょっ

と素直な感想をお聞かせいただきたいと思います。 

（岡本） 検閲はすごくシンプルに考えれば、権力がある人や組織が権力側の思考によっ

て、判断するということですよね。なので先ほど紹介した年表を作っているときも、いろ
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いろなさまざまな事例が日本では起きていて、特に公共施設で起きているということが、

やっぱり行政とか政治の判断によって、権力を持っている人たちの判断によって選別され

ている。

 だから先ほど李さんが言った、すごく狭い解釈なんだというのはあらためて今回の議論

の中でショックでした。もちろん大村知事がつくった検証委員会の人もそうだったし、木

村草太さんもアドバイザーで入っていますけど、木村草太さんもテレビでもそう言ってい

たし。だからなぜそういうすごく狭いところからしかやらないのかなというのが非常に疑

問です。一般市民として疑問。 

（李） 当たり前に検閲と聞くとたぶんそう感じると思うんです。一方で私も 10年、20年
前に憲法を勉強しまして、そのころもうこの最高裁判決は当然あって、この狭義説という

んですか。これが通説と当たり前に書いてあったりして、そういうものかと思って勉強し

てきました。もう一度、右崎先生にお聞きしますけど、なぜこのように狭い狭義説が通用

してしまっているのでしょうか。 

（右崎） 好意的に受け止めれば、2項は絶対禁止を意味する、そこを非常に強調したいと
いう、そういう意図なんでしょうね。絶対的に許されないという立場に立つ限り、あまり

広く検閲の概念を取ってしまうと、あれも許されないこれも許されないということになっ

てしまって、最高裁を含めて権力の側から見ると、不都合だという話だろうと思います。

しかし、本音のところは最高裁判例の影響力だと思います。とくに若い人たちに対して最

高裁判例はある意味で絶対的影響力を持っていますからね。 

 なぜそれが疑われないのかは不思議なところなんですがね。表現の自由が、「表現する

自由」だけではなく、表現を受け取る自由、いわゆる「知る権利」の保障まで含むもので

あると、こういう議論を普通にされているんですが、だけど、いったん表現されたものが

受け取られる前に遮断されたとしても、すでに表現されているんだから、これは事前の検

閲には当たらないとされてしまいます。 

 支配的な見解ではそうやって処理されてしまいますね。だけど、それでいいのかという

と、とてもそうは思えない。芦部説は、そういう点で非常に優れていると思います。ただ

単に狭い意味で発表前の審査であるかどうかを問題にするだけではなく、受け手が受け取

る前に思想・情報の受領が遮断されることがあれば、それは検閲に含まれる、そういうふ

うに考えていくべきではないかと思いますし、その方が多くの人の共感を呼びそうな気が

するのですが、まだ現状はそうなっていないですね。 

（李） 中谷先生はいかがですか。 

（中谷） 私は勉強していた時期が古いので、この判例より前に司法試験の勉強していた

ので、私が勉強していたころの論文、奥平先生の論文や何かをずいぶん読んでいたんです

が、あのあたりで検閲概念を使っているときにはこんな判例のような議論をしてないです

ね。だからあのころ勉強していたらこんな狭義説なんていう立場に立つはずがないじゃな

いかというのが僕の感覚なんですよ。だから皆さん憲法学者が、こんなことは日本では当
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たり前ですと議論をされても何で当たり前なのというのが私の感覚です。本当に不思議で

しょうがない。 

 最近の若い人たちが最高裁判決以後、それがもう絶対のものになってしまっていること

自身が理解しがたいというところは僕にはあります。 

（李） 「トリエンナーレ」の検証委員会の中間報告、最終報告、いずれにも、この「検

閲に該当しないのか」という項目があって、「検閲に該当しない」として非常に簡単に片

付けられてしまっています。これが今の現状なのかなというふうに思います。一方で、先

ほど右崎さんがおっしゃった、21条 2項の問題で絶対的の対象としての検閲ではないとし
ても、当然表現の自由に対する事前抑制にはなるわけですから、検閲じゃないからオーケ

ーというわけに当然ならないわけです。本件における大村さんの行為、あるいはその他の

政治家の行為等々は 21条 2項の言う検閲ではないにしても、表現の自由に対する侵害があ
ったということは言えるかと思うんですけど、それはよろしいでしょうか。一応コメント

いただけますか。右崎先生いかがでしょうか。 

（右崎） まさにその通りだと思います。例えば、アメリカ合衆国の連邦憲法の修正第 1
条ですが、連邦議会は言論・出版の自由を制限する法律を制定してはならないという文言

で、表現の自由を保障していますが、検閲禁止なんて規定は入っていません。それならば、

検閲が許容されているかといえば、とんでもない話で、表現の自由を保障するという文言

のなかに、表現の事前の抑制は原則的に許されないという趣旨が当然に含まれているとい

う理解なんですね。その事前抑制の典型的な形態が検閲制度であるということなんです。

日本国憲法の場合は、やはり戦前に広く検閲が行われたという、そういう歴史に対する強

い反省があって、表現の自由の保障に加えて検閲禁止規定がわざわざ書き込まれた、明文

でもって書き込まれたというのが事実だと思います。 

だけど書き込まれたことによって、表現の自由がよりよく守られるということが本来の

趣旨であって、狭い意味での「検閲」に当たらないから、権力による介入を少し大目に見

て、表現の自由を多少いい加減に扱っていいんだと、こういう議論にはならないはずなん

です。だけど、今の通説というか支配的な考え方というのは、その方向にちょっと近づい

てしまっているような気がしますね。

（李） 表現の自由をより強く保障するための制度が、逆に事前抑制を免責するような方

向に逆用されてしまっているという矛盾があるところですかね。

もう 1 点最後に、今お話を聞いて岡本さん、海外のアーティストなんか非常に反応が早
かったということなんですが、その感覚から言うと、これはもう当たり前のように検閲で

あると。あるいは権力による表現内容に対する介入であると。これは当たり前の感覚だっ

たということなんですかね。海外からの…… 

（岡本） そうですね。私が直接耳にしたり、あと声明文を読んだりする限りでは、今回

の中止は明らかにまず〈少女像』を消し去るものだ、検閲だという声が多かったですね。

海外アーティストとの対話の場で、今回の「あいトリ」がジェンダー平等を大きな目玉と
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して考えているので、なぜこれに対して「あいトリ」側は抗議の声明を出さないんだとい

うような海外アーティストの発言がありました。津田芸術監督はそれに対して「それはで

きません」と答えていて驚きました。また、安全を理由にすることが検閲なのだという意

見もありました。この翌日に海外アーティストらの大量のボイコットが実施されました。

だから世界の方が私たちの感覚に近いんだなとすごく思いました。 

質疑応答 

（李） ありがとうございます。ちょっと時間もわずかなんですが、いくつかだけ私がい

ただいた質問について触れたいと思います。こういった質問がありました。本件ではマイ

ノリティーによる表現が攻撃を受けて、中止に追い込まれたという点について考慮する必

要があるのではないでしょうか。攻撃者の動機が差別や排外主義があるという点について

もお応えいただきたい、こういうご質問がありますが、代表して中谷先生、コメントをお

願いします。 

（中谷） おっしゃる通りだと思いますね。先ほども言ったように攻撃対象が何だったか

を見ると、当初は『平和の少女像』であって、まさに嫌韓世論で排外主義的な考え方を背

景にしているというところがはっきりしていると思うんです。それからその後は、大浦さ

んの天皇の写真を燃やしたという非常にゆがめられた言説を前提にして、それに煽動され

ているという意味で、天皇制のナショナリズムに私はあおられたんだろうと思っているの

で、思想的背景にあるそういう少数者を排除していくような考え方がかなりあったんじゃ

ないかと思っていますけどね。 

（李） ありがとうございます。あと 1 つだけ。こういった質問がありました。若い人が
判例を絶対視するのは、法学教育や大学などの研究機関の状況の変化などの影響もあるの

でしょうかと。ちょっとこれは右崎先生にコメントをいただければと思います。 

（右崎） その通りだと思いますね。法学教育のあり方、とくに法科大学院における教育

のあり方を見直していく必要がありそうな気がします。先ほどマイノリティーという話が

ありましたが、表現の自由とか信教の自由というのはまさに少数者の権利を守るところに

意味がある。それが原点だと思いますね。その原点がいつの間にか忘れ去られているので

はないかな、そういう危惧を感じます。集会の自由について言うと、もう 20年、30年ぐら
い前から例えば天皇制をテーマにして、公の施設で集会を開きたいといったような場合に、

会場を貸さないというような対応が各地の自治体でたくさん取られてきています。 

 これは岡本さんがまとめられている記録の中でもたくさん報告されていますが、そのよ

うな対応が当たり前のことであっては、日本国憲法の立場とは相いれない。少数意見だか

らこそもっともっとそれが大事にされるというか、その意見表明が保障される、それが表

現の自由の本来のあり方だろう、と思います。 

 駅前の広場で演説しようとすると止められたというような事例は山ほど寄せられていま

すが、そこら辺から考えていかないといけない。これは「表現の不自由展・その後」だけ
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の単発的な問題ではないと思います。そこに日本の社会における表現の自由に対する不寛

容さというか、表現の不自由さが深く根づいているというか、根底にある大きな問題だと

考えます。 

記録と再検証の必要性 

（李） ありがとうございます。まだまだ議論したいところもあるんですが、そろそろ時

間ですので、最後、1分ずつだけで申し訳ないですけれども、今日の話を聞いた上で一言ず
ついただければと思います。じゃあ、岡本さんの方からお願いします。 

（岡本） 私は今日、お 2人のお話はあらためて勇気といろいろな示唆をいただきました。
中でも右崎さんのおっしゃっていた再検証して後に残すことがすごい重要なんだと言って

いることに、大変感動しました。自分もやらなきゃいけないし、法律家の人は法律家の人

としてやらなきゃいけないなと思います。 

 韓国のつい最近起きたブラックリストの事件では、今度私も別のところで話すんですけ

ど、検閲白書というのを作っていて、被害者と加害者に全部聞き取りをして、二度と起こ

らないようにということでいくつもの事件を全 10 冊で 6000ページもの検閲白書を作って
いるんです。文在寅政権だからこそできた面もあるのでしょうが、すごいなと思いました。

ちゃんとした闘いをしているところには記録があるんだなと思いました。

 ですので、すごいしんどいんですけれども、私も引き続き再検証もしていきたいと思い

ました。ありがとうございました。 

（李） ありがとうございます。右崎先生、一言だけで恐縮ですがよろしくお願いします。 

（右崎） 大村知事の下につくられた「検証委員会」はその役割は終えたとして閉じられ

てしまったと思いますが、本来はこれから、むしろ今だからこそ、冷静な検証が可能であ

るし、必要であると私は思っていて、しかも、このような仕事は、当事者に任せるよりも、

むしろ弁護士会のようなところが主体になってやらないと、本当の意味で第三者的な検証

はなかなかできないと思います。大村知事に任せればできるとは、とても思えない。都合

のよいメンバーを選んで、ほどほどで切り上げてもらって、検証しましたといわれても、

それでは本当の意味での検証にはならないと思います。そういう意味で本来あるべき第三

者的な検証の機会が立ち上げられることを期待したいと思います。 

（李） ありがとうございます。最後、中谷先生、お願いします。 

（中谷） 今日は本当に検証の意味も含めて我々がやらねばならないことの課題を右崎先

生に教えていただいたなと思っているんですね。それと同時にやっぱり今の日本社会を覆

っている不寛容さ。精神的自由権の中心である表現の自由がこれほど侵害されている状況。

今、問題になっている学術会議の問題なんかは、学問の自由は実は表現の自由にプラスさ
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れる問題ですから、そういう意味でいうと我々が今直面している問題もこのときに問題に

なった表現の自由が侵害される状況が、まさに学問の自由の形で侵害され続けているんだ

というところを、我々は今、日々見ているわけです。 

 そういうことに対して僕たちがどうしていくのか。このときに我々もどうしようか、ど

うやって戦おうかと考えたように、我々も今どのようにこの日本社会の中で健全な社会に

していくためにどうするかを問われているんだなと思っております。以上です。 

（李） ありがとうございました。それではもう時間がまいりましたので、以上とさせて

いただきます。あらためて 3人の先生方、ありがとうございました。（拍手） 

（司会） パネリストの皆様、大変貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございま

した。本日のシンポジウムでは「表現の不自由展・その後」の中止で、表現内容と括弧付

きの安全という 2 つの視点からの二重の検閲の結果であったこと。日本社会が表現の意味
を知ろうともしない言論に容易に巻き込まれてしまう状況にあるというお話があり、今回

の事件が日本社会の表現の不自由さを文字通りに示す事件であったことを学ぶことができ

ました。 

 また検閲が表現の自由のプロセスを阻害する表現の自由の重大な侵害であることを再確

認し、今回の事件について将来、表現の自由を保障していくためにまだまだ検証の余地が

ある。その過程で我々法律家が役割を果たすべきではないかということについても、考え

るきっかけになったと思います。 

 弁護士、学者、そして当事者の立場の異なる講師の方々のお話を通じて、弁護士会とし

ても表現の自由による影響が、表現による影響を重視するあまり表現を制限するという結

果を招いた今回の事件からしっかりと学び、課題に取り組んで記録として残すことをはじ

めとした課題に取り組んでいかなければならないと思います。 

 本日はありがとうございました。以上をもちまして本日のすべてのプログラムを終了い

たします。開始時に音声のトラブルがありましたことをいま一度おわび申し上げます。皆

様、長時間にわたり大変お疲れさまでした。ありがとうございました。（拍手） 

＜シンポジウム終了＞ 


