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11 月 4 日、「韓国公営テレビのたたかいから

学ぶ」シンポジウムを行いました。来神されたの

は韓国の放送・新聞が参加する言論労組のカン・

ソンナム委員長をはじめＫＢＳ（韓国放送公社）

本部本部長、国民日報支部長ら 5 人でした。通

約・解説は、韓国の労働運動に詳しい安田幸弘さ

ん（レイバーネットＴＶ）、コーディネーターは

岩崎貞明さん（放送レポート編集長）でした。韓

国では、政権が公営テレビＫＢＳの社長を強制的

に入れ替えるなどの介入に抗議して昨年 1 月か

ら５つのテレビ局と新聞社が史上最大規模のス

トライキをしました。権力が放送を掌握しょうと

したとき、韓国ではどうたたかったのか、お聞き

する中で、日本と韓国の放送労働者の違いも鮮明

になりました。 

 

 

言論労組代表団 右からカン･ソンナム、キム･ヒョンソク、 

キム･ナムジュン、クォン･ジェヒョン、タク･ジョンヨルの各氏 

折しも日本の国会では、10

月 25 日、ＮＨＫの経営委員に

安倍首相の関係者 4 人が送り込

まれる人事案が出され、韓国と

全く同じことが起きているなか

でのつどいとなりました。 

国民にストライキへの理解を

得るために制作された映像も上

映され参加者の共感をよびまし

た。 

集会にはもとＮＨＫプロデューサーで現在、武蔵大学教

授の永田浩三さんも特別ゲストとして参加され、ＮＨＫを

めぐる状況を話されました。岩崎さんは「秘密保護法」の

内容について話されました。 

集会は最後に「ＮＨＫの経営委員人事

案に反対する」「秘密保護法に反対する」

二つの意見書を国会や政党に送ること

を提案・報告して賛同を得ました。 

つ ど い に は

会場いっぱい

の 120 人が参

加しました。 

 

 

  

NHK 経営委員人事の危険

性について話す特別ゲス

トの永田浩三さん 

 

 

歓迎あいさつの 

貫名初子代表 
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あいさつ
あいさつあいさつ
あいさつ 

  
 カン・ソンナム言論労組委員長

カン・ソンナム言論労組委員長カン・ソンナム言論労組委員長
カン・ソンナム言論労組委員長 

  
 

 

  みなさん、こん

にちは。4 日前に

家を出てきた時

はもう少しかっ

こよかったので

すが、多くのとこ

ろに行ってたく

さんの人に会っ

て少し疲れた雰

囲気ですみませ

ん。 

ＮＨＫやＫＢＳというのは、社会の中で民主主義の

砦を守るという役割を持っています。そうした公営放

送の役割をきちんと果たそうとするためには、ここに

いる方々のような人が多くならなければいけないと

思います。ＫＢＳ、ＭＢＣやＮＨＫといった公営放送

を守るために皆さんや私たちで力を合わせていけれ

ばいいと思います。 

基調報告 キム・ヒョンソク KBS 本部長 

  

ＫＢＳの本部長としてお話しさせていただきます。ス

トライキに突入した時の様子を思い出しました。私が委

員長に就任してたった 2 ヶ月目でした。その時は 95

日もストライキを続けることになるとは夢にも思って

いませんでした。就任していきなり 95 日のストライキ

ということで苦しかったのですが、今考えるとよくやっ

たと思います。ＫＢＳやＭＢＣ公営放送

がどのようにストライキに突入したのか、

その裏の事情もお伝えしたいと思います。 

2008年 2 月、保守党のイ・ミョンバ

ク大統領が当選したのですが、その直後

にアメリカに行ってアメリカ産の牛肉を

輸入する屈辱的な条件緩和をしたと批判

されました。とくにＭＢＣの「ＰＤ手帳」

（プロデューサー手帳）という報道番組

の中で、狂牛病に関した放送をしたとこ

ろ、それがすごく影響を与えまして、国

民的な抵抗運動に広がりました。何十万の人が手に手に、

ろうそくを持ってソウルを埋め尽くしたのです。政権が

危なくなる事態に至りました。 

イ・ミョンバク大統領は放送を通じて国民に謝罪し、

アメリカ産牛肉の輸入条件を強めるということで、やっ

と危機から脱出しました。危機から抜け出した後に、

イ・ミョンバク大統領は集会を主導した人を大々的に弾

圧に乗り出します。牛肉関連の集会が広がったのは放送

番組が重要な役割を果たしたと考えてそれ以来、放送の

掌握に乗り出します。 

 

危機の後、2008年 8月 8日、ＫＢＳの理事会がノ・

ムヒョン（盧武鉉）大統領時代に任命されたチュン・ヨ

ンジュ社長を解任しました。韓国の放送法ではＫＢＳの

社長の任命権はあるが解任権はないはずです。11 人の

ＫＢＳ理事の中で与党推薦の 7 人の理事が、放送局の

中に盾を持った警官を導入してチュン・ヨンジュ社長を

解任しました。この強制的な解任が不当であることを法

廷で訴訟を行い、4 年後の 2012 年 2 月に韓国の最高

裁から「解雇は取り消せ」という決定が出されたのです

が、その時は社長としての任期は終わっていたため復帰

することはできませんでした。イ・ミョンバク大統領は

チュン・ヨンジュを解任したあとに、放送分野を担当し

ていたキム・インジュ氏を後任社長につけようとしまし

た。 

 

しかし、大統領の選挙事務所にいた大統領補佐官がこ

の任命に強い批判をしたため、イ・ジョンスという人に

残りの任期を担当させます。イ・ジョンス社長は大きな

報復的人事を行って「調査報道」のチ

ームを解体したり政権批判の番組を廃

止したり、大統領が毎週定期的にラジ

オで演説する番組を作らせたりと公営

放送の批判機能を無力化しました。こ

うしてＫＢＳを掌握したイ・ミョンバ

ク大統領は 2009年 11 月に補佐官だ

ったキム・インギュを社長に任命しま

した。そのあと、ＫＢＳの「ご用放送

化」は進んでいきました。「四大河川事

業」という強い批判のあった土木事業

 

カン･ソンナム言論労組委員長 

  

基調報告のキム･ヒョンソク 

KBS本部本部長 
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の問題でも批判をせず沈黙を続けました。ＫＢＳには二

つの労組があります。旧労組と新労組です。私は新労組

の委員長です。どうして新しい労組ができたのか説明し

ます。 

 

2009 年 11 月に、キム・インギュ特別補佐官が社

長に任命されてからＫＢＳ労組は天下りに反対してい

ましたが「実際になってしまったのだから仕方がない」

とキム社長を承認してしまいました。 

しかし、押しつけ社長は絶対に認められないと考えて

いた記者、ディレクター、プロデューサーなどはＫＢＳ

労組から脱退して新しい労働組合を作ることになりま

した。イ・ミョンバク大統領が放送を掌握して落下傘社

長を押しつけてきてから 2012 年の 3月 6日、キム社

長の退陣を求めてストライキに突入しました。ＫＢＳの

ストの前に国民日報労組がストライキに入っていまし

た。そのあとにＹＴＮ，聯合通信社がストライキに入っ

て大きな連帯ストライキという形になりました。 

ＫＢＳの新労組はストライキに突入するにあたって

「リセットＫＢＳ」「国民だけが主人だ」というスロー

ガンを採択します。政権に奪われたＫＢＳを国民のもと

に取り戻すためにはゆっくりとした改革ではなくて、一

度コンピューターの電源を切って、もう一度入れなおす

というような根本的な改革を意味するスローガンです。 

 

95日間のストライキの間に国民の間にストライキの

情報を伝えるために全国を歩いて巡礼したり、5万人以

上の国民が参加する「ストライキ文化祭」を何度も開き

ました。それから 1 か月以上の期間にわたってソウル

の大きなサウンド広場でテントを張って座り込み闘争

をしたりしました。95 日のストライキの間にはそれぞ

れのストライキに国民のカンパや寄付が続き熱い支持

と声援が送られてきました。ＫＢＳの新労組がストライ

キに突入してから、放送局の記者を中心として、これま

でできなかった政府に批判的な番組を自主的に作ろう

ということになり、「リセットＫＢＳ９時のニュース」

というインターネットニュースを作ることになりまし

た。このニュースが始まった時に「政権による民間人の

私生活調査」という社会を騒がせていた問題がありまし

た。 

この問題で、実際に政府が民間人の身辺調査をしてい

た事実を示す文書を入手して、単独で特ダネとして放送

しました。押しつけ社長と取り巻きの幹部がいなければ

こうした特ダネは伝えられなかったという象徴的な事

件です。この民間人査察問題のニュースは、韓国記者協

会や放送記者連合会などのいろんなマスコミ団体が作

る各種の賞を総なめにしたということがあります。 

ＫＢＳの新労組は２０１２年６月に９２日のストを

終えることになりました。その頃は１２月に大統領選挙

がある年だったので、それまで５カ月という期間なので

現業に復帰して大統領選挙の放送をきちんとやってい

くことが政治による言論掌握を審判する最もいい方法

だと考えたからです。 

 

ストライキの目標だった「社長の退陣」を達成するこ

とはできなかったのですが、公正放送のための「労使協

議会」の地位を高めて、「調査報道」のチームを復活さ

せたのはストライキの成果だと言えます。 

何カ月も続いた放送機関の連帯ストライキは「社長退

陣」の成果を上げることはできなかったが「放送の公正

性」を全国的な関心にしたことには成功したと言えます。 

 

現在の状況を説明したいと思います。１２月の大統領

 

満席の会場 兵庫県学校厚生会館 
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選挙ではイ・ミョンバク大統領と同じ政党のパク・クネ

大統領が当選しました。前政権の言論掌握の不当性を明

らかにするために、与野党が合意したはずの聴聞会をひ

らくことができませんでした。そして、ストライキの最

中に不当に解雇された１０人ほどの解雇者が復帰でき

ずにいます。しかし、「公正な放送」が必要という国民

的な世論が高まって与野党が今年のはじめ、放送局の支

配構造を改善して自主的な放送ができるような「放送公

正特別委員会」を構成して委員会の委員長に野党が就任

することになりました。この委員会の最も重要な任務は、

支配構造の改善です。現在、ＫＢＳの理事会の構成は

11 人でそのうち、与党７人、野党が４人です。政府与

党が７人では社長任命権を持ち、落下傘社長任命を解決

できません。その対案として、「特

別多数制」という制度を提案してい

ます。社長任命の議決は今までの１

/２ではなくて、2/３にしようとい

う対案です。2/3になると、７：４

の比率ですから与党だけではでき

なくなります。与党だけで決めた押

しつけ社長からぬけだすことがで

きます。社長任命には、与党推薦の

理事と野党推薦の理事が合意する

ことが重要になっています。 

 

もう一つ重要な問題が「制作の自主性」ということで

す。政権が社長を任命すると、社長が本部長や記者局長

を任命します。その本部長や局長が記者とかプロデュー

サーを管理して政権寄りの放送をさせるという構図が

あります。それから脱出するためには、「制作の自主性」

の確保が重要です。 

公正な放送をする公営放送の報道局長と放送制作局

長の二つのポストが重要ですが、社長を任命するときに

労組の任命同意をうけるという方法が提案されていま

す。「放送公正特別委員会」の活動は今月１１月末が期

限です。しかし、与党がこの特別委員会の活動に消極的

でまだ合意に至っていません。これに対して、言論労組

は１１月を「総力闘争の期間」と決めて政治家たちが「放

送公正特別委員会」をつくると合意した精神に戻って放

送の公正性を向上させようとしています。これまで韓国

の公営放送を取り巻くたたかいについてご説明しまし

た。お聞きいただきありがとうございました。 

  

 岩崎貞明さん 

ここで、私は日本の今の状況について、言論労組の

方とご参加の皆さんと情報を共有したいと思います。

どうしても今日お話ししなければならないことは「特

定秘密保護法案」に関することです。この法律案が国

会に提出されています。ご存知の方も多いと思います

が「秘密保護法」の細かな内容と問題点について申し

上げます。今でも日本の政府は国民にたくさん秘密を

持っていますが、新たに「特定秘密」という一つのカ

テゴリ—（分野）を作るということです。何が特定か

というと、分野が特定されているということです。政

府がそう言っているということですが・・・。外交、

防衛、簡単に言えばスパイ防止、テロリズム

防止という４つの分野に関して、特定秘密と

いうことで、それぞれ所管する大臣、行政機

関の長が「これは特定秘密」と指定すること

ができる。ポイントは特定秘密と指定された

ものを公務員などがもらしたら非常に重たい

罰を受けるという法律になっています。最高

刑が１０年。 

 

問題は大臣に秘密を指定する権限があるわ

けですが、どういう情報が秘密に指定された

か、私たちが知ることができない、いろんな方たちが

言われていますが「何が秘密かも秘密」という法律に

なるということです。それで政府の提案では、「知る

権利」とか「報道の自由」に配慮するといった条文が

入っているので報道機関の取材上問題は起こらない

と。つまり、もともと情報公開法の対象になっていな

い種類の情報を特定秘密に指定するので問題はない

というのが政府の説明です。この報道の自由への配慮

については問題を含んでいて、本当にそうなるかどう

かはわかりませんが、例えば、特定秘密を知っている

公務員に報道記者がアプローチして秘密に関する情

報を得た場合、報道の自由ということであれば記者は

捕まらないのですが、もらした方の公務員は罰則の対

象になります。これだといくら報道の自由と言われて

もネタ元が捕まるということになって、もう情報は絶

対出てくることにならず、事実上報道の自由は「絵に

書いたモチ」ということになってしまいます。もう一

つは、メディアとか報道に関わる人の問題だと大方と

 

コーディネーターの 

岩崎貞明さん 
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らえがちですが、普通の市民の日常生活にも影響が及

んでくるのではないかという指摘もあります。私の大

先輩のもと共同通信の原寿雄さんは大正１４年の生

まれですが、「軍規保護法」のために鉄道省（国鉄）

の電車の海側の窓を日本の軍艦を見せないために閉

めさせられた。外国人を見ればスパイだと思えと教え

られた、とおっしゃっていました。まさかと思うかも

しれませんが、こういう状況につながっていくと危惧

しなければならないと思っています。いつでも戦争が

できる国というのは常に戦時体制の情報統制が好ま

れるのだと。マスコミ文化情報会議(MIC)はこの問題

を廃案まで徹底的に戦うと決めています。 

 

しかし、日本の労働組合は韓国のようにあそこまで

強力に戦わないのが情けないのですがメディア企業

がだらしないと言わなければなりません。そのわけは、

新聞でもとくに赤旗がさかんに書いていましたが、新

聞社の社長がよく安倍首相とご飯を一緒に食べてい

たという問題です。ばかばかしいと思いますが、こう

いう関係性がメディアによる政権批判を鈍らせてい

るとしか思われませんね。その証拠にアメとムチとい

いましょうか、今年の参議院選挙の公示日に自民党が

ＴＢＳに対して取材拒否を宣言したのです。この取材

拒否は７月４日の１日だけで終わったのですが、その

理由は、国会の終盤に「生活保護法改正案」が廃案に

なったことで、ＴＢＳのニュースが自民党を批判する

有識者のコメントだけを流したことです。それが自民

党は気に入らない、とりわけ安倍首相が怒ったといい

ます。自民党は選挙期間に入ったにもかかわらず、Ｔ

ＢＳの取材を拒否したのです。会食の話しですが、７

月の時点までは、ＴＢＳの社長だけが安倍首相とご飯

を食べてないんです。他は朝日新聞もテレビ朝日もフ

ジテレビも共同通信、時事通信などみんな安倍首相と

ご飯を食べています。言うことを聞かない、寄りつい

てこないものは厳しくするよ、というメッセージを明

らかしたと思われませんか。 

「秘密保護法」に関して言えば３０年ほど前（１９

８５年）同じような「国家秘密法案」というのが国会

に提案されました。この時は、新聞協会とか民放連と

かメディアの業界が総力を挙げて反対しました。個別

の新聞社も業界が作っている協会が反対と言ったん

です。今、新聞協会は「懸念」とかいう声明を出して

いますが反対とは言えないんです。読売とか産経は反

対ではないんです。「秘密保護法」はあった方がいい

と平気で書いています。 

今、メディアの企業が一番大事にしなければならな

い「報道の自由」をまとまって守ることができない状

況になっているのは残念なことです。「秘密保護法」

は絶対に許してはならないと思います。 

もう一つは、ＮＨＫに関する問題があります。 

ＮＨＫの経営委員の人事を巡って問題が起きていま

すので、今日のスペシャルゲスト、もとＮＨＫでいま、

武蔵大学教授の永田浩三さんよりお話しいただきま

す。 

 

  

 

今の状況について

少しお話させていた

だきます。ご存知の

通り経営委員会の問

題があります。ＮＨ

Ｋに経営委員会とい

うのがありまして、

これがＮＨＫの経営

を決める最高機関で

す。ＮＨＫの会長・

理事はＮＨＫ内部の

人間でして、ここでＮＨＫの予算や事業計画案をすべ

て決めますし、日常のニュース・番組についても管

理・指導しながら放送を進めていくわけです。そのＮ

ＨＫの理事会に対して意見をのべ、事業計画について

監督するのが経営委員会です。構成員は１２人です。

経営員会の権限は非常に大きいのです。一つはＮＨＫ

会長の任免です。新しい会長を決めるのは来年１月で

す。 

  

経営委員会の人選についてはこう書かれています。

「公共の福祉に関し、公正な判断をすることができる広

い経験を持つ人」というのが絶対条件です。先日発表さ

れた新しい経営委員の５人のうち１名は２期目になる

ので新経営委員候補は４人です。ここで名前が上がった

人が「公正な判断ができるか」ということについては、

非常に疑問が多い４人です。 

 

特別ゲスト永田浩三さん 
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特に懸念されている人が一人は哲学者の長谷川三

千子さんという人です。この人は長く埼玉大学の教授

をしていて専門は哲学なんですけれども、非常に復古

的な古代王権を信奉しているような今どき珍しい女

性です。書いてある文章はすべて旧仮名遣いです。読

もうとするととても面倒くさいんですね。「ゐ」とか

「ゑ」とか「てふてふ」とか、書いてあって、なんだ

ろうという感じですが、そういう方です。その方の言

っていることはいろいろ問題ですが、簡単に言えば、

明治の王権を大事に思っているだけではなくて、古代

王権についても大変信奉している。戦後民主主義につ

いては１００％否定している方です。こういうことを

言っているんです。これはフランス革命のことを言っ

ていると思うのですが、「王様の首を切り、王妃様を

殺し住民を虐殺するのが国民主権だ」と言っているの

です。フランス革命については若干正しいところもあ

りますが、しかし、２０世紀に入って人権や政治形態

としても基本的人権と国民主権を考える上で、こうい

う考え方、つまり「王様の首を切ったり、王妃様を殺

したりするのが国民主権だ」ということを堂々と述べ

ることは非常に異常な事だと思うんですね。 

もう一つ「日本国憲法を永久に存続させたら大変な

ことになる。こういう憲法は永久に廃止する議論をす

べきだ」というのが長谷川三千子さんの論理です。も

う一人は「永遠のゼロ」を書いた有名な小説家の百田

尚樹さん。この人は関西の「探偵ナイトスクープ」の

放送作家を長くやっている方です。こういうことを言

っています。「すごくいいことを思いついた。もし、

他国が日本に攻めてきたら、九条教の信者を前線に送

り出す。そして、他国の軍隊の前に立ち、こちらには

九条があるぞ、立ち去れ！と叫んでもらう。もし、九

条の威力が本物ならそこで戦争を終える。世界は奇跡

を目の当たりにして人類の歴史は変わる」と書いて、

九条を信じる人たちを宗教と揶揄（からかう）してい

るツイッターがありました。 

それから安倍晋三の家庭教師をやっていた方、 

前の安倍内閣の時にはよく「お友達内閣」といわれ

ましたが、今回のＮＨＫ新経営委員人事もお友達で固

めるということです。 

   

この経営委員が新しくなって次に予想されること

はＮＨＫ会長の首をすげ替えることです。今はＪＲか

ら来た松本さんという人ですが、つい最近までは二期

目に入るといわれていましたが、多分変わると思いま

す。なぜ変わるかというとＮＨＫの会長の下の理事た

ちが松本さんの言うことを聞かなくなったと聞いて

いますから。 

（中略） 

ＫＢＳの方がおっしゃっていたようにＮＨＫは「国

民のための公共放送局」です。受信料は何のためにあ

るのか、国民の知る権利のために使われるべきですし、

国民の文化の豊かさのために、国民の楽しみのために

使われるべきです。それをＮＨＫが安倍総理の私物に

なって曲がったニュースが毎日出ていくようなこと

があっては断じてならないと思うんですね。 

 

私にはつらい過去がありまして、２００１年のＥＴ

Ｖ事件のときプロデューサーをしていましたが、その

番組について意見を言ったのが今の安倍総理でした。

放送総局長にこう言ったと聞いています。「お前、た

だではすまない。勘ぐれ」と。「直せ」といえばそれ

は非常に具体的な圧力ですからそれはもう「改変指

示」になるので「お前、勘ぐれ」というのです。「勘

ぐれ」という言い方は暴力団だと思いませんか。「ど

うすればいいか、お前わかっているだろう」というこ

とだと思います。安倍晋三という人は一見ジェントル

マンのように見えていますがそういうものの言い方

をしばしばする人だと聞いています。それから中川昭

一という人も当時いろいろ文句を言いました。この人

も暴力団のような言い方をしたようですね。中川昭一

は死にました。安倍晋三は総理大臣として復活しまし

た。今度は、安倍総理がお友達を大量に経営委員会に

送り込んで、ＮＨＫ会長を意のままにするということ

です。これは断じて許してはならないことです。 

 

先ほど「秘密保護法」について触れられましたが、

ＴＢＳやテレビ朝日に比べてＮＨＫの「秘密保護法」

の扱いは極めて小さいです。皆さん、それは実感して

いらっしゃると思います。とくに秘密保護法について

の扱いは根本的に違っていて自民党案について公明

党がどのようにふるまうのか、という政局としてしか

伝えていないのです。「何が秘密なのか、国民の知る

権利は守られるのか。情報公開に反する真逆な行為は
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許されるのか」をきちんと真正面から伝えていないの

がＮＨＫです。明らかに安倍総理の意を受けた人たち

が経営委員会に入ってきてその人たちを怖がって、す

でにニュースがねじ曲がっている表れだと思ってい

ます。今日、私がこういうお話をさせていただくのは、

実はＮＨＫの中の人たちがおびえていて白旗を揚げ

ているからです。つまり、たたかう状況にないからで

す。民放の労組は秘密保護法に反対していますが、Ｎ

ＨＫもＮＨＫの組合、日放労も何も言っていません。

これは異常なことです。私がＮＨＫに入ったのは１９

７５年です。丁度、前年にロッキード事件の被告だっ

た田中角栄の私邸をＮＨＫ会長の大野吉郎という、も

と郵政事務次官からＮＨＫに天下りした会長が公用

車でご機嫌伺いの訪問をしました。これが発覚して大

変な受信料不払い運動がおきました。その後、初めて

ＮＨＫ職員生え抜きの会長が誕生しました。坂本朝一

という人です。ＮＨＫの歴史の中で生え抜きの人が会

長になったのは初めてです。その後、何人か生え抜き

の人が出たのですが、実は生え抜きの人がいいとは限

らないのです。島桂次という政治部記者が会長をやっ

ていた時期もあります。海老沢勝二という人も会長で

した。どちらも政治部記者です。政治と距離が近いと

いうことを売り物にして会長になった二人です。 

  

ＮＨＫはすごくややこしくて、政府から推薦されて

国会で承認されて最終的に総理大臣が任命します。こ

れがＮＨＫの最高経営機関になります。そもそもＮＨ

Ｋと政権の距離を保つことができない制度になって

しまっているんです。政権が経営委員を意のままにで

きる制度ですから。しかしながらそんなにひどいこと

にならなかったのは、それぞれの政権で、ある恥じら

いがあったからなんですね。しかも経営委員会の権限

が実質的になくて、ほとんどお飾りみたいな存在で承

認だけを繰り返しているようなことだったんです。と

ころがＮＨＫの紅白歌合戦のプロデュー

サーが大量の使い込みをしていたことが

発覚した事件があり、それ以降ＮＨＫの

経営委員会の権限強化がなされました。

その結果、経営委員会はとても力を持っ

ていて外部から監視できるようになりま

した。それが今日悪用される様になって

いるという大変厳しい状況にあるかと思

います。 

 

民主党政権の時、「日本版ＦＣＣ」というアメリカ

にあるような議会とは違う形の、放送免許を与えたり、

監視したりする第三者機関を作ろうという動きがあ

りました。しかし、これは民主党政権のダッチロール

と共に立ち消えとなり今日に至っています。しかし、

ＦＣＣも万能ではありません。お手本になっているア

メリカでは、１９５０年代マッカーシズムが吹き荒れ、

ソ連の核開発はアメリカの科学者が情報を流してソ

連の原発・水爆開発が行われたという一つのヒステリ

ーみたいな状況になった時がありました。レッドパー

ジだけでなく、少しでもリベラルな人たちが次々と公

職を追われた時代がありました。映画会、ジャーナリ

スト、大学の教員、公務員などいろんな人がいました。

この時ＦＣＣ，つまり放送監視のメンバーは、マッカ

ーシー上院議員のお友達でしてリベラルな放送局２

つは放送免許の更新が３年間なされませんでした。し

たがって、ＦＣＣがあれば万能というわけでもありま

せんが、日本でおきているＮＨＫへの権力の介入とい

う今の制度においては残念ながら押しとどめること

ができない。よく、受信料不払い運動をすればいいと

おっしゃいますが、それは半分正しいのですが、経営

委員の任命はＮＨＫの権限の外なんです。つまり、政

府が任命して国会が承認する、ＮＨＫは良いも悪いも

言うことができない。むしろ押し付けられてくるとい

う構図なんです。 

  

最後に韓国のＫＢＳのことを言わせていただきま

す。去年、ＫＢＳのストライキのリーダーだったイ・

ガンテクさんというプロデューサーとお話をする機

会がありました。私は韓国の１００日に及ぶストライ

キをとても素晴らしいと思いましたし、この戦いが成

功できたのも韓国の市民たちが放送局や新聞社の人

た ち を支援

し て連帯し

た か ら だ と

思います。 

こ の ス ト

ライキに は

前史と い う

も の が あ り

ます。１９８

言論労組ストライキ映像を視聴 
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０年の光州事件があった光州に行きました。民主化を

求めた若者が全斗換大統領に弾圧されてたくさん命

を落としました。この時にＫＢＳやＭＢＣはきちんと

その状況を伝えることができませんでした。テレビの

中継車に卵が投げつけられたりして、放送局は市民の

見方ではないとそっぽを向かれた時期があったと聞

いています。 

それから７年がたって、韓国は民主化を果たしまし

た。民主化と共にテレビ局は市民とともに歩もうとい

うことで、民主化の先導者として市民と一緒に放送を

変えていったと聞いています。 

イ・ガンテクさんとＥＴＶ２００１問題について語り

合いました。ＥＴＶ事件がもし、韓国で起きたら私が

とった行動と同じことをしただろうと言ってはくれ

ました。韓国のテレビ局は、昔はＮＨＫをお手本にし

ていた時期もあった。しかし、民主化においては日本

の民主主義はまるで剥製のような民主主義だと。もう

実態がない。ＮＨＫも今やお手本ではありません。私

も韓国の放送人たちの闘争を素晴らしいと思いまし

た。羨ましいとも思いました。今、こういう場で韓国

のたたかいを聞かせていただいて、これを糧として日

本の中で起きていくであろうことに厳しく声を上げ

て、いまの政権の意のままにしてはならないという輪

を広げていきたいと思いました。ありがとうございま

した。 

 

 

特定秘密法 廃案へ！  

「ジャーナリストは秘密保護法と日本版ＮＳＣに反対する」 

 11 月 26日、国会で法案が強行採決されるという中、著名なジャーナリスト 7人の抗議集会が明治大学

でありました。ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）からも世話人 3人が駆けつけました。 

明治大学リバティータワーでの「特定秘密法廃案へ！」集会、熱気にあふれていました。 

２５０名収容ホールは満杯で、ホールの外にも人が溢れていました。 

７人のジャーナリストは夫々の専門分野から熱のこもった勇気ある発言をされ、怒りの中にも「これで負

けるわけにはいかない」と強い決意を込められたお話に大変勇気づけられました。 

金平茂紀さんは、国会より刻々の.議場の

様子を会場に中継しながら８：１０衆議院

にて採択、という様子を取材し終えて会場

に到着されました。 

「採決は数も数えない起立方式で、ワー

ッという中で何が起きているかわからな

いままに決めてしまった。 

賛成した議員たちはまるで、あらかじめ

予定されていたかのように黒塗りの車で

あっという間に国会を走り去っていった」

と報告されました。 

この日、朝 8時から夜まで大勢の市民が

国会を取りまき法案に反対・抗議しまし

た。                   (西川 幸) 

 

 

発言中の 

鳥越俊太郎さん 

11
1111
11/27
/27/27
/27 

  
  
  
 ＮＨＫ訪問
ＮＨＫ訪問ＮＨＫ訪問
ＮＨＫ訪問「ＮＨＫ会長人選」に関する要望書を手渡し

「ＮＨＫ会長人選」に関する要望書を手渡し「ＮＨＫ会長人選」に関する要望書を手渡し
「ＮＨＫ会長人選」に関する要望書を手渡し 

  
 

 11 月 27日午前、「ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）」世話人 3人は、渋谷のＮＨＫハートプラザ（視聴者

センター）を訪れ、「次期ＮＨＫ会長選考について」の要望書を手渡ししました。 

対応したのは、視聴者部副部長の山本健一さんでした。 

また、私たちの会が無期限でとりくんでいる「問われる戦時性暴力」番組改変事件のＢＰＯ意見書を認めよ

という、署名 13次分、302筆（累計６０４０）も手渡ししました。 

ＮＨＫ会長人事について、私たちは 13年前に番組に圧力をかけた張本人が、今度はＮＨＫを私物化しよう

としているかに見える経営委員会の人事に危惧をもっており、他の経営委員の方々の賢明なるご判断を期待

する旨伝えてほしいこと、また、「秘密保護法」についてＮＨＫの報道のあり方について批判と要望をしまし

た。採択されたとはいえ、ＮＨＫは政局報道ではなく、内容が国民によくわかるような解説報道をぜひ、し

てほしいと要望しました。 

山本健一さんとの面談は 30分にわたり、私たちの意見を熱心にメモをしておられ、「わかりました」と答

えられました。                                                                     （西川 幸） 


