
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

公共放送 NHK を市民の手に 

NHＫ問題を考える会（兵庫） 

2009 年 11 月   ニュース ＮＯ．１4 

神戸市中央区元町通 6-7-6-5F 平和友好センター内 

電話・ＦＡＸ（０７８）３５１－０１９４ 

 
コーディネーターの湯山 哲守さんとパネリストのみなさん 

1 頁:シンポジウム「坂の上の雲」を考える 

6 頁:「坂の上の雲」を考える全国ネットワーク 

7 頁:経営委員 視聴者と語る会 in 京都 

10 頁:独立放送委員会への提言書提出 

12 頁:番組改変事件、東京検証集会 

15 頁:署名の呼びかけと番組改変検証集会 

16 頁:野間光輪子経営委員と懇談会 

17 頁: 政府の国際放送命令 

18 頁:視聴者の声 

20 頁:お知らせ、あとがき 

－１－ 

(11/8) (11/8) (11/8) (11/8) シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    会場会場会場会場あふれあふれあふれあふれるるるる 330330330330 人人人人 

なぜなぜなぜなぜ、、、、いまいまいまいま「「「「坂坂坂坂のののの上上上上のののの雲雲雲雲」」」」かをかをかをかを考考考考えるえるえるえる 

 11 月 8 日、兵庫県私学会館でドラマ「坂の上の雲」を考えるシンポジウムが行なわれまし

た。参加者は３３０人、会場に入りきれない人も出るほどでした。関西だけでなく、高知・

広島・三重・千葉県や小説の舞台である愛媛県松山市からも２人の参加がありました。 

生前、司馬遼太郎氏は「ミリタリズムを鼓吹する」という理由で映像化を

拒否しています。 

ＮＨＫは

憲法９条改

悪が懸念さ

れるこの時

期に放送す

る理由につ

いて納得の

いく説明を

していませ

ん。 

 「坂の上の雲」放映は何が問題か。 

シンポジウムは、基調講演に中塚明氏（奈良女子大名誉教授）、パネリス

トに石川康宏氏（神戸女学院大学教授）、土橋 亨氏（映画監督）、羽柴 修氏

（弁護士 9 条の会）、牧 俊太郎氏（元大阪民主新報編集長）を招いて、熱心

に討論されました。会場からも発言があり、「３時間半が短く感じられた」

との感想も寄せられています。集会は最後にＮＨＫ福地会長にあて、「ドラ

マが軍国主義賛美や他国への侵略を正当化する描き方にならないよう」求め

る要望書を確認しました。（感想文は５ページ） 

 

    、、、、  



 

 

今後、３年間つづ

くこのドラマに

ついて、全国的な

ネットワークで

運動をしていこ

う、と話し合われ

ました。 

 
基調講演の中塚 明さん 

来年は、朝鮮を植民地にした「韓国併合

１００年」にあたる年。この時期になぜＮ

ＨＫは朝鮮の民族性を無視したこの小説

をドラマにするのか、と疑問を投げかけま

した。 

司馬氏の小説は、朝鮮を植民地とするた

めロシアと戦った日露戦争を「祖国防衛戦

争」と呼び、侵略戦争を肯定する国の指導

者の歴史観で描いていること。 

 

基調講演基調講演基調講演基調講演    中塚明氏中塚明氏中塚明氏中塚明氏のおのおのおのお話話話話････････････「「「「坂坂坂坂のののの上上上上のののの雲雲雲雲ののののカラクリカラクリカラクリカラクリをあかすをあかすをあかすをあかす」」」」    

朝鮮には５００年つづいた李朝王朝があり、民衆がおり、日本の侵略に反対

して戦いが起きた。日本による朝鮮王妃殺害事件があり、東学農民運動の大

殺戮があったが司馬氏の小説はそれらの事実に触れていない。 

一方で日本の侵略による朝鮮の没落の原因は①朝鮮の地理的条件にあった

②国家が腐敗し無気力で自分では変われない、と描き、読者に「日本に従属

するのは宿命だった」という朝鮮像を与えたところに「坂の上の雲」のカラ

クリがあると指摘しました。 

中塚氏は、最後に「このような集いが全国的なネットワークで広がるように

願う。ドラマをみてＮＨＫに意見を寄せてほしい」と呼びかけました。 

－２－ 

 
会場あふれる参加者 

 「「「「坂坂坂坂のののの上上上上のののの雲雲雲雲」」」」全国全国全国全国ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの運動運動運動運動へへへへ    

 シンポジウム終了後パネリストを囲み、松山、広島の方も参加して懇

親会が行なわれました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧 俊太郎さん 

 
土橋 亨さん 

 
石川 康宏さん 

 
羽柴 修さん  

牧 俊太郎さん（元大阪民主新報編集長）は、司馬ファンが「坂

の上の雲」ファンと同じではない。司馬氏は「軍国主義鼓吹」

を心配して終生映像化を拒否された。晩年とくに改憲論に反対

し、その思いを強くされた。2001 年に右傾化した政治と癒着し

たＮＨＫが「慰安婦」番組改変した同じ年に「坂の上の雲」が

企画された。視聴率ではなく、国民がどうみるか、我々の運動

と国民的議論が大事、と話されました。 

 

土橋 亨さん（映画監督、極道の妻たち IIなど制作）は、映

像制作者の立場から、「映像」特にテレビの与える影響の強さと

原作者の発言権の強さからも司馬氏の意志に反したドラマ化の

問題点を指摘された。また、「坂の上の雲」はあくまでドラマ（劇）

であってドキュメンタリーではないということを押さえ、映像

制作者の意図を見極めることが必要。「坂の上の雲」のドラマ化

は軍国主義化の問題だと感じる。と話されました。 

 

石川 康宏さん（神戸女学院大学教授・経済学）は、経済界か

ら「アジアの消費地なくして日本経済は成り立たない」とい

う要求に応え、新政権は「東アジア共同体」の構築を謳って

いる。中国に対しては「侵略と植民地支配を謝罪した村山談

話を踏襲する」といい、韓国へは「新政権は歴史を正しく真

っすぐ見つめる勇気を持っている」という情勢において、軍

国主義を鼓吹するような明治栄光論を仕掛けるドラマ「坂の

上の雲」を大々的に放映するところに経済界と右派政治家の

あせりがみえてくる、とお話されました。 

 

羽柴 修さん（神戸弁護士会副会長、兵庫県弁護士９条の会

事務局長）は、来年 5 月 18 日から国民投票法が施行され改

憲手続きが可能になる。この時期、戦術主体の「坂の上の雲」

を放映する意味を考える必要がある。 

マスコミは、日露戦争の頃から戦争をあおりたてる役割を

果たしてきた。戦後から現在に至るまでマスコミは反省して

いない。膨大な兵士と朝鮮人の死傷者のことは書かず、参謀

の戦略に終始する「坂の上の雲」を「大きな警戒感をもって

話していくテーマとしてとらえていく」と話された。 

 

－３－ 

 
会場から発言、醍醐 總さん 

千葉県から参加の醍醐 聰さん（ＮＨＫを監視･激励する視聴

者コミュニティ共同代表、東大教授）は、会場から発言。「司馬

史観では、原作では伊藤博文について反戦となっているが、韓

国では彼を暗殺した安  重根(ｱﾝ･ｼﾞｭﾝｸﾞﾝ)は英雄として追悼集

会が行われている。戦場で向き合った相手を書かないで、（侵略）

思想を書かないで戦争を全て軍事的戦術に置き換えている」と

話されました。 

    パネリストパネリストパネリストパネリストのおのおのおのお話話話話     

司馬氏司馬氏司馬氏司馬氏はははは映像化映像化映像化映像化をををを拒否拒否拒否拒否していたしていたしていたしていた     

    、、、、  

    、、、、  



 

 

    
2009 年 11 月 8 日 

NHKNHKNHKNHK 会長会長会長会長    福地茂雄様福地茂雄様福地茂雄様福地茂雄様     

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ問題問題問題問題をををを考考考考えるえるえるえる会会会会（（（（兵庫兵庫兵庫兵庫））））     

「「「「なぜなぜなぜなぜ、、、、いまいまいまいま『『『『坂坂坂坂のののの上上上上のののの雲雲雲雲』』』』なのかをなのかをなのかをなのかを考考考考えるえるえるえる」」」」     

ｼﾝﾎｼﾝﾎｼﾝﾎｼﾝﾎﾟ゚゚゚ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｳﾑｳﾑｳﾑｳﾑ参加者一同参加者一同参加者一同参加者一同     

スペシャルドラマスペシャルドラマスペシャルドラマスペシャルドラマ 「「「「坂坂坂坂のののの上上上上のののの雲雲雲雲」」」」についてのについてのについてのについての要望書要望書要望書要望書        

  私たちは、本日 11 月末から放送されるスペシャルドラマ「坂の上の雲」について、近代史の

研究者やメデイア関係など各分野の専門家を招いて 330 人の参加でｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを行いました。 

 その学習・討論を踏まえて NHK へ以下の要望をいたします。 

  

 NHKは司馬遼太郎の小説をドラマ化し、今年から 3年間にわたり年末に放映予定とのことです。

事前の宣伝や制作費からみても並々ならぬ力の入れようが感じられます。 

 この小説は、多くのファンをもつベストセラー小説ではあります。しかし、司馬氏は生前、映像

化を一貫して拒否しています。「この作品は映画とかテレビとか、視覚的なものに翻訳されたくな

い作品です。うかつに翻訳すると、ミリタリズムを鼓吹しているように誤解されたりする恐れがあ

りますからね」と語った遺言的言葉が残っています。 

 私たちは、このようないわくつきの作品を憲法９条改悪の動きがあるこの時期に放送することは、

司馬氏が心配したように「軍国主義を鼓吹したものになるのではないか」という懸念を払拭できま

せん。ＮＨＫは遺族や財団の了承を取り付け、あえて映像化する意図と経過について納得のいく説

明をしてください。 

 この小説は、朝鮮を植民地とするためにロシアと闘った戦争を「祖国防衛戦争」と位置づける当

時の歴史観のもとに書かれています。 

 日清・日露戦争の戦場となった朝鮮では何があったか、この時期の重大な３つの問題として、日

清戦争開始時の朝鮮王宮占拠事件、日本軍の侵略に反対する東学農民の蜂起への大殺戮、朝鮮王妃

殺害事件があります。 

 国内においても、明治という時代は「富国強兵」の国策のもと、民衆の犠牲の上にどんどん国を

強めていったのであり、国民生活は「貧国強兵」の状況でした。司馬氏の小説はそのことにあえて

触れていません。 

 もし、映像化がこの原作に忠実にされるなら、視聴者にはこのドラマの内容から当時の国策が正

しかったと受け取られかねません。映画とは違い、NHK のテレビ網で全国津々浦々、全所帯の茶

の間に放送される影響ははかり知れません。 

 また、受信料の使い方にも要望をします。 

 １作１億円とも言われる制作費は、大河ドラマの６千万円と比べても破格の額であり、受信料が

このように使われることに同意できません。ＮＨＫは素晴らしいドキュメンタリーをたくさん作っ

ていますが、今後ともこのような教養と見識が高まるような番組に予算をかけてください。  

  

 以上の事から「坂の上の雲」に関しての要望をします。 

放映が始まっていない現在ではＮＨＫがどのようにシナリオを描き、映像化されるのか、わかりま

せんが、私たちの懸念が実際のものとならないよう、軍国主義賛美や他国への侵略を正当化するな

どの描き方にならないことを強く要望するものです。                       

以上   

                      

採択された ＮＨＫへの要望書 

－４－ 



 

「「「「望望望望むむむむ公共放送公共放送公共放送公共放送とはとはとはとは？」？」？」？」トップトップトップトップ「「「「自主自立自主自立自主自立自主自立・・・・不偏不不偏不不偏不不偏不党党党党」」」」    

（10/24)「「「「視聴者視聴者視聴者視聴者のみなさまとのみなさまとのみなさまとのみなさまと語語語語るるるる会会会会～ＮＨＫ～ＮＨＫ～ＮＨＫ～ＮＨＫ経営委員経営委員経営委員経営委員とともにとともにとともにとともに～～～～」」」」inininin 京都京都京都京都    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

ＮＨＫ京都放送局の前には、開場前に「ジャパンデビュー、アジアの一等国」を攻撃する

７～８人のグループが旗を立て、マイクで騒いで街頭宣伝していましたが、会場には入ってき

ませんでした。 

以下、語る会での発言の一部を紹介します。 

 
NHK 京都における語る会 

経営委員会主催の「語る会」は今年５回目、関

西では昨年の大阪についで２回目になりました。 

兵庫の会から８名が参加。京都放送局スタジオ

いっぱいの 70 人の参加でした。全員が発言を準備

して臨みましたが、時間が限られ、兵庫の会から

は２名、全体で 18 名しか発言できませんでした。 

前半は全体会場での発言と経営委員の応答、後

半は「望む公共放送とは？」をテーマに３グルー

プに分かれてアンケートを書き、意見を出しあい

ました。どのグループからも「自主自立・不偏不

党・公正公平」が出されました。経営委員会が視

聴者の意見をくみ上げようという立場からの新し

い試みでした。 

 

〈〈〈〈地デジ化の延期を国へ要望せよ〉〉〉〉（枚方市 Ｆさん） 

・・・・受信料額は、毎年事業計画をつくり、その事業の実施に必要な経費を受信者に月々いくら

負担して貰うのかで決まり、事業計画ありきが原則だと考える。しかし、平成 21～23 年度の

計画は、古森前経営委員長のもと３年後の「10％還元」を前提に組み立てられているのではな

いか。 

・・・・地上デジタル移行は、この計画の３年目であり、完全移行は困難と思われる。受信できな

い世帯が残る可能性が高い。受信できない世帯が多く残るほど、契約数の減、収納額の減に繋

がる。対策の遅れの一つとして弱者対策ある。対象は最大 260 万世帯といわれており、今年度

は 60 万世帯であり、完全移行は難しいと思われる。 

以上から考えて、「10％還元ありき」の計画の見直しと地上デジタル移行時期の延期を国に

働きかけることを要望します。 

 
・・・・経営目標の一つに接触率があるが、接触

率が、ＮＨＫへの支持や受信料支払率に大

きな動きを与えるとは思われない。2008 年

度「ＮＨＫ『約束』評価委員会」の視聴率

調査では、「ＮＨＫの番組は信頼するが、経

営・組織は信頼しない」がＮＨＫ26.5％、

民放は 16.8％となっており、民放より高い。

これはＮＨＫに対しての期待と姿勢を正し

てほしいという声にほかならない。こうし

た指摘を重視してほしい。信頼される経営

・組織にするためには、ＮＨＫや受信料制

度についての成り立ちや意義を丁寧に語り

かけることを強く要望します。 

語る会での発言  （一部を紹介） 

 

アンケートに書かれた市民の声 
－５－ 


