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三上 智恵さん 

NHK は政府からの自立を！ 

NHＫ問題を考える会（兵庫） 

2011 年 3 月   ニュース ＮＯ．１8 改 

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 

電 話（０７８）３６０－９００７  ＦＡＸ（０７８）３５１－０１９４ 

去る２月２７日の琉球朝日放送ニュースキャスターの三上智恵さんを迎

えた「メディアを考える市民のつどい」には超満員の１６０人が参加しまし

た。多めに準備していた資料が不足する大盛況でした。 
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三上智恵さん 

    (N.M) 

沖縄には基地賛成派はいない。 

沖縄は 60 年間判断を求められつづけてきた。 

 

高江はいま、沖縄か

らも見棄てられよう

としている。たとえ９

９人が「いい」と言っ

ても一人の人が困る

ならそのひとりの人

の立場に立って報道

するのがジャーナリ

ズムじゃないですか。 

山口県庁前で１０日間もハ

ンストをした１９才のゲンちゃん

は、上関に行って命がけでた

たかっている人を見て「心が動

いた、魂がうごいた。だから、

自分の問題になったからやる」

というんですね。 

自分がいてもたってもいられ

なくなったら自分の問題なんで

すよ。だから、皆さんもこんな

いい日にこんな話を聴きにき

てくださったのでしょう。 

 
 

３０年前は権力に楯突くつくことがカッコよか

ったが、今では権力に楯突くジャーナリストがほ

とんどいなくなってしまった。 

 

誰が基地を作らせているのか。 

基地をつくりたいという人の顔の見えないことが

一番問題。日米安保とかいう国の安全保障体制につ

いて議論になることもなく、ほとんどの国民が基地

のことを考えることもなく投票に行く大多数が、関

心を持たないで、民主主義だ、多数決だと言ってい

る構図が毎日、(高江の)現場を襲う力になっている

と思うのですね。 

国防のために犠牲になっていいという地な

んていいわけはない。 

沖縄戦の経験として、たくさんの島の中で

軍隊のいない島は犠牲が出なかった。与那国

に自衛隊を置くということは、与那国の人た

ちに「先に死ね」ということです。 

 

 
報告中の三上智恵さん  

政治が三流でも、メディアが

三流でも三流の国民にはなりた

くないですよね。 

９６歳のふみ子さんは「空に一機の戦闘機も飛ば

ない。海に１隻の軍艦も浮かばない。 

沖縄の地に一台の戦車も走らない、そういう沖縄

に戻すまで私は死ねない」とがんばっています。 

 

－２－ 



     ････････････三上三上三上三上さんのさんのさんのさんの講演講演講演講演をををを聞聞聞聞いていていていて 

 

工事を阻止する住民と支援の人々  

今、大マスコミが報じない小さな地区、沖縄・高江、山口・田ノ浦・祝島、の住民のたたかいが、 

若者の心を揺り動かし、ネットの世界では毎日実況中継が繰り広げられている。 

そこで問題となっているのが、SLAPP訴訟問題である。スラップとは「政府や企業など、権力者・強者が権力

を持たない住民・SLAPP （スラップ）(Strategic Lawsuit Against Public Participation) 。  

「批判や反対をやめさせることを目的に、裁判コスト（時間、弁護士費用など）の重荷を負わせることで批判

者を威圧し黙らせるために起こされる民事訴訟。SLAPPを起こす側は、必ずしも裁判に勝つことを目的として

いない。裁判を起こされた側が恐怖や威圧、裁判費用の負担、あるいは単純に疲弊してしまうことで屈服し、

批判や反対をやめてくれればそれで達成される。また周囲の人々も怖がって議論に参加しないようになってし

まう」（出典：”Law Encyclopedia,” Thomson and Gale 社。烏賀陽弘道訳）である。もともとこの言葉は、1984

年にこうした形態の訴訟の研究を始めたデンバー大学のジョージ・Ｗ・プリング教授とペネロペ・キャナン教

授が作り出した造語である。 

                  〈〈〈〈アメリカアメリカアメリカアメリカではではではでは禁止禁止禁止禁止〉〉〉〉    

米国各州のＳＬＡＰＰへの対応を見ると、ＳＬＡＰＰを禁止し、市民が公共の問題にかかわる運動に参加す

る権利を保護する州法が多数制定されているという。弱者の正当な抗議行動に対して恫喝、発言封じ、場合に

よってはいじめることだけを目的に起こす、加罰的あるいは報復的な訴訟」のこと）である。米国では、かな

り早くから「SLAPPの概念」が確立しこの裁判は禁止されているという。 

日本では SLAPP裁判の概念で説明することは、まだポピュラーではない。 

                 〈〈〈〈沖縄東村沖縄東村沖縄東村沖縄東村・・・・高江地区高江地区高江地区高江地区ではではではでは〉〉〉〉 

米軍北部訓練場の一部返還に伴うヘリコプター着陸帯（ヘリパッド）「移設」工事が行われている沖縄・東村

高江で、国側の作業が連日続き、反対する住民との緊張が高まっている。沖縄防衛局は、作業員ら約１００人

を動員して工事を強行。住民側には県内外からの支援する人々も加わり、２４時間態勢で警戒を続けている。

現場では住民らと作業員らの小競り合いが続き、けが人も出るなど、緊迫した状況が続いている。 

                〈〈〈〈上関町上関町上関町上関町（（（（祝島沖祝島沖祝島沖祝島沖））））のののの原発原発原発原発〉〉〉〉 

瀬戸内海の山口県上関町に計画されている上関（祝島沖）原発。２月２１日以降、中国電力が作業員を動員、

埋め立て再開の動きを強引に開始、祝島の人びとは豊かな魚場と海の生き物の豊かさを守るために、座りこみ

で抵抗を続けている（日刊べリタ編集部 2011年 02月 26日）。 

                 〈〈〈〈二二二二つのつのつのつの現場現場現場現場ででででスラップスラップスラップスラップ裁判裁判裁判裁判〉〉〉〉 

インターネットで実況中継を見れば、２つの現場では権力側（沖縄防衛施設局、中国電力）と雇われ作業員

は、なんとか SLAPP訴訟に持ち込もうと思うのか、盛んに住民側を挑発し、写真を撮りまくっている。 

高江の住民の座り込みについては、沖縄防衛局が０８年１１月、那覇地裁に座り込みの住民ら１４人を相手に

「通行妨害禁止」の仮処分を申請。同地裁は０９年１２月、住民の会共同代表２人に通行妨害禁止を命じる決

定をし、現在係争中である。同決定は、国が本裁判に提訴しなければ共同代表２人への命令は失効するはずで

あった。民主党政権によるこの提訴は、自公政権下の沖縄防衛局による「国が住民を司法手続きで排除する前

代未聞の弾圧行為」（住民の会、弁護団）＝まさしく SLAPP裁判を受け継いだものだ。 

 〈〈〈〈傍観傍観傍観傍観してよいのかしてよいのかしてよいのかしてよいのか〉〉〉〉 

沖縄高江地区住民や祝島のたたかいには、全国の若者がたたか

いの現場に駆けつけている。 

私たちは、権力側の不当な仕打ちに大きな世論で抗議するとと

もに、たたかっている人々がＳＬＡＰＰの餌食にされないように

大きな世論で彼らを守らなければならない。 

（太田英昭） 

－３－ 



 第４０回放送フォーラム              主催主催主催主催                放送放送放送放送をををを語語語語るるるる会会会会    ((((東京東京東京東京))))    

      「「「「日本軍日本軍日本軍日本軍『『『『慰安婦慰安婦慰安婦慰安婦』』』』問題問題問題問題のののの現在現在現在現在ととととメディアメディアメディアメディア」」」」    
    －1 月 30 日「国際戦犯法廷」番組放送から１０年目に― 

講演者 池田恵理子さん（元 NHK ディレクタ―） 

池田恵理子池田恵理子池田恵理子池田恵理子さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話     

 NHK 入局（1973 年)を自己のジャーナリストとしての出発と位置づけました。ジ

ャーナリストとは、不正・不合理・抑圧を告発することを通じて社会進歩を促す仕事

であると確信しました。  

 入局以後、種々の番組を手がけるうちに、1980 年代後半になってやっと表面化し

てきた日本軍による戦時性暴力の最たるものである「慰安婦」問題におどろきと怒り

を持ち、この問題を正面に取り組むことこそ、ジャーナリストの仕事であると考えま

した。そして、1995 年までに ETV特集「シリーズ～50 年目の”慰安婦”問題」な

ど、日本の「慰安婦」に関する番組を制作しました。  

これらの番組を含めたマスメディアの活動もあって「慰安婦」問題は日本社会に衝撃

を与え、解決に向けた歩みを始めました。戦前の体制を肯定

する勢力は決して小さいものではありませんでした。彼らは

戦前には負の遺産などないと主張し、とくに「慰安婦」の存

在の抹殺に向けて力を集中しました。こうした中で、「慰安婦」

問題を制作することができなくなりましたが、個人としての

活動をつづけ、1977年に「慰安婦」の証言を映像で記録する

女性グループ「ビデオ塾」を仲間と設立しました。さらに、

「慰安婦」問題の社会的認識を広げ、その解決のために「戦

争と女性への暴力日本ネットワーク(バウネット)」の運営に

も加わり、2000年の「女性国際戦犯法廷」の開催のために心血を注ぎました。法廷は、日本軍による戦時

性奴隷「慰安婦」の存在の認定と日本政府と天皇の責任を宣言しました。NHK は永田浩三氏をチーフプロ

デﾕサー・長井暁氏をディレクターとしてドキュメンタリー「問われる戦時性暴力」を制作しました。それ

は「女性国際戦犯法廷」を中心に据えたもので、ＮＨＫとして「慰安婦」問題を 5 年ぶりに取り上げたと

いう意味で画期的なものでした。しかし、番組は無残に改変され、女性国際戦犯法廷で認定された「慰安

婦」の存在と実態、日本軍の関与と責任をなんら伝えるものとはなりませんでした。  

 仲間と共に、2001年 7月、ＮＨＫを相手に訴訟を行い、その後、高裁での画期的な勝訴、最高裁での敗

訴を経験しました。裁判によって「慰安婦」問題は終わったのではなく、番組改変に決着がついたのでは

ない。「慰安婦」問題の抹殺とのたたかいは「ジャーナリストとして一生つづける

仕事である。昨年ＮＨＫを定年退職したが、これからも活動の強化が必要だ。被

害者は高齢となり、どんどん死んでいくが、不正義は必ず滅びるという信念を持

っている。歴史は正しいことを証明するはずです。  

  永田浩三永田浩三永田浩三永田浩三さんさんさんさんもももも発言発言発言発言     
（もと NHK チーフプロデューサー･現武蔵大学教授） 

「日本人が『慰安婦』問題を自分の痛みとして直視し、こんなことを放置

すべきではないと思わなければならない。「慰安婦」問題は日本軍の責任を

問うことでもあります」。 

                          （山崎富男 記） 

 
池田恵理子さん 
撮影 放送を語る会 

 

1 月 30 日 講演会     撮影 尾崎孝史 

 

永田浩三さん 

撮影 放送を語る会 
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松本正之NHK会長 

選選選選ばれたばれたばれたばれた人人人人はどんなはどんなはどんなはどんな人人人人かかかか    

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ新会長新会長新会長新会長    松本正之氏松本正之氏松本正之氏松本正之氏     

（（（（ＪＲＪＲＪＲＪＲ東海東海東海東海のののの社長社長社長社長をををを経経経経てててて 1111 月月月月までまでまでまで副会長副会長副会長副会長・・・・旧国鉄旧国鉄旧国鉄旧国鉄・・・・ＪＲＪＲＪＲＪＲでででで人事人事人事人事・・・・労務労務労務労務をををを担当担当担当担当しししし、、、、国鉄国鉄国鉄国鉄

のののの分割分割分割分割・・・・民営化民営化民営化民営化をををを推進推進推進推進したしたしたした））））     

「「「「デジタルデジタルデジタルデジタル化化化化はははは鉄道鉄道鉄道鉄道ののののダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正とよくとよくとよくとよく似似似似ているているているている。。。。スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール管理管理管理管理はははは可能可能可能可能だがだがだがだが、、、、デジデジデジデジ

タルタルタルタル化化化化はははは何何何何がががが起起起起こるかすべてがこるかすべてがこるかすべてがこるかすべてが見見見見えないえないえないえない難難難難しさがあるしさがあるしさがあるしさがある」」」」とととと述述述述べたべたべたべた。（。（。（。（2222月月月月 28282828日記者会見日記者会見日記者会見日記者会見）。）。）。）。    

＜＜＜＜前代未前代未前代未前代未聞聞聞聞のののの迷走劇迷走劇迷走劇迷走劇＞＞＞＞    

1 月 24日期限のＮＨＫ会長選びで、ＮＨＫ経営委員会は、一度候補者として打診し、受諾を得た人物に対

して、後日、経営員会側から受諾の辞退を要請するという前代未聞の失態を引き起こしました。 

社会的な批判にあわてた経営員会はわずか 1日で十分な論議もなく、ＪＲ東海の松本正之氏を新会長に選任し

ました。その後、経営委員長の小丸氏は責任を取って辞任しました。これらの動きはマスコミにも大きく取り

上げられ、経営委員会の社会的信頼を失墜させました。 

＜＜＜＜責任責任責任責任はははは小丸氏小丸氏小丸氏小丸氏だけにあるのかだけにあるのかだけにあるのかだけにあるのか＞＞＞＞    

経営委員会の人事に関わる認識に大きなずれがあったことが記者会見の発言でわかりました。人事のイロハ

（醍醐聰氏）についての手順がいい加減であったこと。そこには委員長を補佐する委員長代行の安田氏と常勤

の監査委員・井原理代氏の責任も考えられる。小丸氏だけに責任をかぶせていることは問題です。小丸氏の辞

任だけで終わらない重大さに気がつかない経営委員会全体の無責任さがあります。 

＜＜＜＜「「「「情報漏情報漏情報漏情報漏えいえいえいえい」」」」でででで自民党自民党自民党自民党からからからから宿題与宿題与宿題与宿題与えられえられえられえられ・・・・・・・・自主自立路線自主自立路線自主自立路線自主自立路線はどこへはどこへはどこへはどこへ＞＞＞＞    

さらに、松本会長、安田経営委員長代行、井原監査委員（常勤）は自民党を訪れ、候補者に関する情報漏え

いがあったことを「調査せよ」と宿題を与えられ、「調査します」と答えている。そこには ETV 番組改変事

件の反省は全くない。自ら政党の顔色をうかがう行為は「新放送ガイドライン」の自主自立の方針にも背いて

いる。 

＜＜＜＜経営員委員経営員委員経営員委員経営員委員のののの監査委員監査委員監査委員監査委員がががが自自自自らをもらをもらをもらをも監査監査監査監査するするするする矛盾矛盾矛盾矛盾＞＞＞＞    

経営委員を兼ねている監査委員会が経営委員から「犯人探し」の「調査」をしたが「何もなかった」という

結果を発表した。そこには小丸氏からは回答は得られないままである。調査というなら、すべての関係者を対

象に行い、小丸氏の独断専行があったなら、事実を明らかにすべきだ。また、3人の経営委員を兼ねる監査委

員が自らも監査するという矛盾をどう証明するのか、答えがないのは問題である。 

＜＜＜＜迷走迷走迷走迷走のののの教訓教訓教訓教訓はははは何何何何かかかか、、、、事件事件事件事件のののの根源根源根源根源にににに迫迫迫迫れれれれ＞＞＞＞ 

迷走の原因は情報漏えいにあるのではない。候補者を一部の人のツテや人脈に頼って探そうとするところに

問題があり、必然的に経済界に頼り、視聴者に見えない密室での工作になったことである。監査委員会の結果

報告書はそのことにはまったく触れていない。このような弊害をなくすために、私たちは、公共放送の会長に

は、ジャーナリズムに見識を持つ人を条件に、メディアの専門家や広く視聴者に推薦を募る(公募制)と共に手

順に民主的なルールを作ることを求めています。 

－５－ 

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ会長選任会長選任会長選任会長選任    どこがどこがどこがどこが問題問題問題問題かかかか 



 

NHKNHKNHKNHK 会長会長会長会長    松本正之様松本正之様松本正之様松本正之様    

NHKNHKNHKNHK 経営委員会経営委員会経営委員会経営委員会    経営委員各位経営委員各位経営委員各位経営委員各位    

NHKNHKNHKNHK 会長選任過程会長選任過程会長選任過程会長選任過程につにつにつについてのいてのいてのいての私私私私たちのたちのたちのたちの見解見解見解見解とととと申申申申しししし入入入入れれれれ     

２０１１年２月１９日 

NHK 問題京都連絡会 

NHK 問題大阪連絡会 

NHK 問題を考える会(兵庫) 

1111    ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ会長選出騒動会長選出騒動会長選出騒動会長選出騒動とととと経営委員会経営委員会経営委員会経営委員会のののの無定見無定見無定見無定見ぶりぶりぶりぶり    

ＮＨＫ経営委員会は 1 月 15 日、NHK 新会長にＪＲ東海副会長の松本正之氏を選任しました。 

今回の会長選びの過程は、マスコミが報道したように、選考過程がきわめて不透明で委員会の意思決定が不明確

だったことなどから混乱を招いて経営委員会の無定見ぶりを露呈しました。その結果、小丸委員長は責任をとって辞任

するという異例の事態になりました。私たち視聴者は当然の結果と考えます。 

最初の候補者擁立に失敗するとあわてて、たった１回の審議で「満場一致」で松本氏を選任するなど、選出した経営

委員会の見識が問われることになりました。 

委員長辞任によって経営委員会の迷走は収束したかに見えますが、小丸氏の辞任だけで今回の問題をすますわけ

にはいきません。小丸氏の独断とも思える行動に同調した経営委員の責任も重大です。経営委員会は当面、安田喜

憲氏の「委員長代行」による不十分な体制で運営せざるをえなくなりました。安田氏もまた記者会見で「ＮＨＫの技術で

国威発揚」とか「ＮＨＫも鉄道も同じ」とジャーナリズムとは無縁の無定見な発言をしています。 

今回の教訓から、辞任した小丸経営委員長の後任には、ジャーナリズムに見識の高い人が選ばれるべきだと考えま

す。また、委員長選出の方法も透明で民主的なルールのもとに行われることを求めます。将来的には、NHK 会長の選

任に当たっての「視聴者の推薦」制度と合わせて経営委員の「公募・推薦制」の導入も視野に入れた放送法の改定が

必要だと考えます。 

 

2222    新新新新ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ会長会長会長会長へのへのへのへの懸念懸念懸念懸念――――――――ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ会長会長会長会長にににに求求求求められるめられるめられるめられる資質資質資質資質    

松本正之新会長は、旧国鉄、JR 東海で人事・労務を担当し、国鉄の分割・民営化を推進した中心的な人物です。

松本氏は「NHKと鉄道は高い公共性とサービスを求められる点で似ている」「今までは一視聴者の立場で NHK を見て

いた。たくさんの視聴者の方々を相手に仕事をして質を高めていくところは似ている。私が経験したことを土台にしてや

っていく以外にない」と記者会見で述べました。 

この会見の中で、公共放送ＮＨＫと鉄道業務の理念の違いについての見解が披瀝されることはありませんでした。私

たち視聴者は、今後のＮＨＫ運営に懸念を抱かざるを得ません 

いうまでもなく、ＮＨＫには当面する課題として、地デジ問題、放送とインターネットの融合、受信料問題など難問が

山積しています。 

 そして、NHK会長に何にもまして求められるのは、経営能力にとどまらない高いジャーナリズム精神です。ジャーナ

リズム精神にとって欠くことのできない要素は「政治権力への監視精神」です。聞くところによれば、新会長は、小野新

副会長を伴って、安田経営委員会委員長代行・井原監査委員とともに、早速、自民党総務部会を訪問したと伝えられ

ています（２月１１日山本一太自民党衆議員のブログ）。そこでは「会長人事に関しての経緯説明」がなされたとのこと

です。新会長は民主党へも同様の訪問をするのでしょうか。このような姿勢ではとうていジャーナリズム精神を期待する

ことはできません。 

 福地茂雄前会長が「政治家に放送前の個別番組の内容説明をすることはないし、求められたとしても断る」と言明さ

れました（平成２１年６月４日付、NHK『放送倫理検証委員会の見解についての見解』）。新会長はこの事実を重く受け

止め、今後、李下に冠を正すような態度をとられないよう厳しく申し入れるものです。 以上 

近畿３連絡会で申し入れ 
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