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今の『クローズアップ現代』の時間ですね、NHKの総合で言えば。あのチャンネルに、軍人にしゃべら

せて、時局を講演させるわけですね。そうした形で、ニュースと、そして、戦争に国民を引っ張っていく

講演とをくっつけて、戦争に動員していく役割を果たしていくわけです。 

⑦ラジオ
⑦ラジオ⑦ラジオ
⑦ラジオ標語

標語標語
標語(

((
(1938
19381938
1938)

))
) 
  
 

これはスローガンですね。1938年のラジオ標語。「挙って国防 揃

ってラヂオ」「不便な土地ほど便利なラヂオ」（会場笑）「栄える家に

ラヂオあり」「挙国一致はラヂオから」、全国で募集して、当選した

標語なのですが。国防とラジオが、もうくっついているわけですね。 

⑧
⑧⑧
⑧情報局

情報局情報局
情報局「

「「
「戦争下の国内放送の基本方針
戦争下の国内放送の基本方針戦争下の国内放送の基本方針
戦争下の国内放送の基本方針 1942.2 

戦時中の基本方針ですけれども「放送の全機能を挙げて大東亜戦

完遂に驀進す」という内容ですから。「皇国の理想を宣揚し国是を

闡明す」「国民の挙国的決意を鞏固ならしむ」だから、この段階で

は全く戦争に対する批判的な言葉とか、状況そのものを報道するこ

ともできない。アナウンサーの言い方も変わりまして、この段階ま

では NHKのアナウンサーは「NHK調」というのが今でもありますけれど、淡々とあまり個性は出さず

に正確に、というのだったのですけれども、この基本方針から変わりまして、だんだん、力強く叫んでく

るのですね。「そうしないと時局に合わない」というふうにアナウンサーも変わっていきます。 

⑨大本営発表
⑨大本営発表⑨大本営発表
⑨大本営発表 

「軍報道部：大本営陸海軍部発表。香港島の一角に余喘を保ち…日本国

民：万歳。万歳。万歳。」 

⑩
⑩⑩
⑩『勝利の記録』
『勝利の記録』『勝利の記録』
『勝利の記録』 

  
 

NHKは「勝利の記録」というのをシリーズでや

っていくのです。戦場中継を現場から『勝利の記

録』ですよ、負けたらどうするのですか。（会場笑）

負けることができないのです。各戦場でみんな勝

たなくてはいけない。負けたらどうするか、負け

ても何か言い換えて「転進」だとか何か変なこと

を言って負けたことにしないというような放送を

やっていた。こういうふうに軍部の方針、いわゆ

る「大営放送」と言われるものを、そのまま流し

ていくのです。これは戦前の問題ですが、戦後ど

うなったか。ここが問題なのです。先ほど桂さん

からお話もありましたけれど、戦争責任をきちん

と反省して、戦後に生かしたのか。新聞は何だか

んだ言っても、社説で『国民と共に立たん』だと

か、新しい方針を出そうとしますが、NHKは曖昧

だったのです。戦後

すぐ８月末に進駐

軍が来て「NHKを

進駐軍に使いたい」

「新しい日本占領

の役に立たせたい」ということで、逓信省からの

理事は交代しますけれど、設備をそのまま使って

しまうのですね。人間もちゃんと残ってしまって、

何となく頭だけがすげ替わって、スーッと動いて

いくわけですよ。そうすると結局、「戦争に協力し

た自分達の責任はどうなのか」ということを、

NHK に働いている人間が十分に考えることなく、

何となくこう、スーッといってしまった。これは

新聞以上に、NHKの場合は大きいと、僕は思いま

す。 

⑦ラジオ
⑦ラジオ⑦ラジオ
⑦ラジオ標語

標語標語
標語(

((
(1938
19381938
1938)

))
) 
  
 

◆挙って国防 揃ってラヂオ 

◆不便な土地ほど便利なラヂオ 

◆栄える家にラヂオあり 

◆挙国一致はラヂオから 

⑩
⑩⑩
⑩勝利の

勝利の勝利の
勝利の記録

記録記録
記録 

 

⑨大本営発表
⑨大本営発表⑨大本営発表
⑨大本営発表 

 

⑧
⑧⑧
⑧情報局

情報局情報局
情報局「

「「
「戦争下の国内放
戦争下の国内放戦争下の国内放
戦争下の国内放

送の基本方針
送の基本方針送の基本方針
送の基本方針  1942.2 

  
 

目的 放送の全機能を挙げて大東亜

戦完遂に驀進す 

基本方針 宣戦の大詔に基き皇国の

理想を宣揚し国是を閘明す 

国民の挙国的決意を鞏固ならしむ 
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⑪街頭
⑪街頭⑪街頭
⑪街頭録音

録音録音
録音 

  
 （
（（
（占領軍に管理された放送） 

しかし、戦後は民主化の流れで、今までは考えられなかったこ

とが起きました。これは街頭録音ですけど、一般の市民が自分の

声をラジオに伝えることができる。これは新しい流れですね。市

民が参加できる放送の萌芽がここにはあったのです。このタイト

ルをご覧ください「新憲法について」という憲法論争をみんなが

やっていて。「何を食べてますか」とか「どうやって年を越しま

すか」とか「暖房はどうしますか」とか、そういういろんなテー

マで街頭録音をやっています。 

⑫日曜
⑫日曜⑫日曜
⑫日曜娯楽版

娯楽版娯楽版
娯楽版（政治介入の歴史） 

こ れ は

『日曜娯

楽版』とい

う番組で、

僕は子ど

も心に好

きな番組だったのですが、政府をかなり自由に批

判する、ユーモアのある番組だったのです。とこ

ろが、これはよく政府から抗議がきまして大変だ

った。左が丹下キヨ子ですね、三木鶏郎、三木の

り平もいます。この制作者、丸山鉄雄さんと話し

たことがあるのですが、面白かった作品としては、

この当時、松川事件とか三鷹事件とか列車事件が

起きましたね。それを「共産党がやった」という

ので、組合員が逮捕されて、松川事件は後で無罪

になりましたけれど。「鉄道が爆破された」「ああ、

それは共産党のせいだ」「どこかの電車が暴走し

た」「ああ、共産党だ」「台風が来た」「ああ、共産

党だ」なんていう『日曜娯楽版』だったのです。（会

場笑）それから、マッカーサーが「日本人は知能

年齢は 12歳である」と言ったのです。その後「再

軍備すべきだ」と言ったのですね。「へえ、12 歳

の少年が軍隊をやるんですか」とか言ったのです

けれど、これはボツで、放送されなかった。（会場

笑）でも、たとえば「天皇制是か非か」という座

談会をやっているのですね。しかも、共産党の書

記長、徳田球一氏が出て、清瀬一郎氏とやり合っ

ているのですが。これは「提案したのは、なかな

かのものだな」と思って聞いたら、これは、米軍

からのお仕着せ番組でした。この『日曜娯楽版』

はたびたび政府から介入を受けまして「もうかな

わん」というので、1950年段階で朝鮮戦争が始ま

った時点で、当時の会長が「名前を変えて『ユー

モア劇場』にする」と。「もっとほんわかとしたユ

ーモアのある番組を作ろう」ということで、放送

をするのですが、後に「造船疑獄事件」があり、

汚職を暴いたことで『ユーモア劇場』も潰されて

しまいます。ということで、「介入されたことはな

い」というのは NHK の公式見解ですが、放送の

歴史とは NHK に対する政治介入の歴史でもあっ

たわけです。それが現在にまで、いろんな形で伝

わってきている、と思っています。 

⑬テレビ
⑬テレビ⑬テレビ
⑬テレビを見ない

を見ないを見ない
を見ない（

（（
（台湾）
台湾）台湾）
台湾） 

これは台湾で起こったテレビを見ない運動。「テレビがだんだんおか

しくなってきている」「一方では権力に近づいて行ったり、あるいは商

業化になっていって、信用できない」という運動が世界各地で広がっ

ていきました。この兵庫県の皆さんの運動も関連していると思うので

すけども。こういう運動が起きています。 

⑬テレビ
⑬テレビ⑬テレビ
⑬テレビを見ない

を見ないを見ない
を見ない（

（（
（台湾）
台湾）台湾）
台湾） 

 

⑪街頭
⑪街頭⑪街頭
⑪街頭録

録録
録音

音音
音 

 

⑫日曜
⑫日曜⑫日曜
⑫日曜娯楽版

娯楽版娯楽版
娯楽版 

 



15 

 

⑭パブリック
⑭パブリック⑭パブリック
⑭パブリック・アクセス

・アクセス・アクセス
・アクセス（

（（
（米）
米）米）
米） 

  
 

それから「パブリック・アクセス」といって、一般

の人がテレビを通じて参加できる、そういう市民参加

番組が、世界中で広がっていっています。これはアメ

リカのケースです。 

 
  
 

⑮韓国のパブリック
⑮韓国のパブリック⑮韓国のパブリック
⑮韓国のパブリック・アクセス

・アクセス・アクセス
・アクセス番組

番組番組
番組 

  
 

韓国では、もう法制化されて。「開かれたチャンネル」

という市民が制作する番組が放送法で規定されてい

ます。 

⑯自由
⑯自由⑯自由
⑯自由ラジオ

ラジオラジオ
ラジオ 

  
 

あと、ヨーロッパ各地では「自由ラジオ」といって

政府に関係なく自由に放送するラジオです。 

これも合法化されまして、今では各地で広がってい

っています。 

⑰世界
⑰世界⑰世界
⑰世界人

人人
人権宣言

権宣言権宣言
権宣言 

  
 

要するに、「世界人権宣言」でうたわれたあらゆる人が、

表現の自由・意見を伝える権利を持つ。これは単に自分

が受けるだけではなくて「受けて、そして伝える自由を

持っている」という、この世界人権宣言。このことがだ

んだん広がってきていることだと思っています。 

⑱「
⑱「⑱「
⑱「ビデオレター」

ビデオレター」ビデオレター」
ビデオレター」番組

番組番組
番組 

これは僕も参加した、1989年から作った『ビデオレター』という

大阪の番組です。これは「一般の市民が参加できる番組を作りたい」

と思って提案しました。形を変えて今でも残っています。市民参加

を広めていきたかったのです。 

⑲
⑲⑲
⑲NHK

NHKNHK
NHK の問題

の問題の問題
の問題点

点点
点 

  
 

メディア界ではレッドパージでかな

り中心的なメンバー（NHK では 119 人、メディア最大の人数）が解雇され

て変わっていきます。また、戦前からの官僚機構、軍部の中心からの放送が

行政中心に変わっていった。この辺りが問題点だと思っています。 

⑳必要な改革
⑳必要な改革⑳必要な改革
⑳必要な改革（市民と放送労組の連帯） 

改革の方法としては逓信省から郵政省になって、今は総務省ですが

「日本の電波を管理するのが政府である」という、この構図を変えな

いと良くない。これを第一にして、あとは NHK の会長・経営委員の

選出方法を変えていく必要があると思います。  

㉑
㉑㉑
㉑ま

まま
まとめ

とめとめ
とめ 

  
 

最終的には「電波は公共の財産であって、放送の主権は市民にある」

ということを、これを基本にして、皆さんもどんどん声を上げていた

だきたいし、我々も、中と外をつなぐ運動を広げていきたい、と思っ

ています。後は対談に回したいと思っています。（会場拍手） 

⑮韓国のパブリック
⑮韓国のパブリック⑮韓国のパブリック
⑮韓国のパブリック・アクセス

・アクセス・アクセス
・アクセス番組

番組番組
番組 

  
 

・2000 新放送法でﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｱｸｾｽを決める 

・2001 ＫＢＳ「開かれたチャンネル」 

・第 1回は戸主制度廃止・平等な家族への道 

「社会底辺の問題、労働者、農民、人権、環境、障碍

者、女性、社会的弱者に関連した内容を視聴者の目と

耳で直接聞いて、ＫＢＳを含めて誰からも干渉も受け

ないで視聴者自らが作る番組」(KBS 釜山) 

⑭パブリック
⑭パブリック⑭パブリック
⑭パブリック・アクセス

・アクセス・アクセス
・アクセス（

（（
（米）
米）米）
米） 

  
 

1969「ヘイトショー」への住民裁判勝利 

1969 ボストンの公共放送、初のPAC 番組 

1972 FCC ケーブルテレビでアクセスチャンネル指示 

(ケーブル会社が自治体と契約を結び、収入の５％ま

でをフランチャイズ料として提供する) 

⑯自由
⑯自由⑯自由
⑯自由ラジオ

ラジオラジオ
ラジオ 

  
 

・1958 海賊放送（デンマーク） 

・1975 伊で自由ラジオ(ﾒﾃﾞｨｱになろう) 

・1976 伊憲法院「自由ﾗｼﾞｵは合法である」 

・1976 仏で自由ﾗｼﾞｵ(エコロジスト) 

・1978 仏政府 弾圧強化 

・1981 ミッテラン大統領になり自由ラジオ合法化 

⑱「
⑱「⑱「
⑱「ビデオレター」

ビデオレター」ビデオレター」
ビデオレター」番組

番組番組
番組 

 

⑳必要な改革
⑳必要な改革⑳必要な改革
⑳必要な改革 

  
 

◆独立行政法人による電波監理 

◆ＮＨＫ会長の選出方法 公選制 

◆経営委員の選出方法 

◆受信料の一部を市民メディアに 

◆ジャーナリズム教育 

㉑
㉑㉑
㉑まとめ

まとめまとめ
まとめ 

  
 

☆電波は公共の財産であり、 

 放送の主権は市民にある 

☆権力監視の責任、自由な放送 

☆市民からのメディアへの発言と 

 自らの発信 

⑲
⑲⑲
⑲NHK

NHKNHK
NHK の問題点

の問題点の問題点
の問題点 

  
 

◆不徹底な戦争責任 

◆レッドパージ(1950) 

◆官僚機構 

◆権力からの介入 

◆軍部中心から行政中心へ 

⑰世界
⑰世界⑰世界
⑰世界人権宣言

人権宣言人権宣言
人権宣言 

  
 

19条 全て人は、意見及び表現の自由に対する権

利を有する。 

 この権利は、干渉を受けることなく自己の意見

を持つ自由並びにあらゆる手段により、また、国

境を越えると否とに関わりなく、情報及び思想を

求め、受け、および伝える自由を含む。 
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  桂 敬一さん & 小山帥人さん「新聞・放送の戦争責任」 

小山
小山小山
小山：
：：
：戦前を考えますと、1931年から 1932年辺

りが、メディア界も含めて変わっていく時代だと思

うのですが。 

戦前 新聞は何をやってきたか 

朝日・毎日・読売の歴史 

桂
桂桂
桂：
：：
：そうですね。 

さっき朝日の話を出しましたね。第一次世界大戦

が 1917年には終わりますね。あれは人類初めての近

代殲滅戦なのです。実に残酷なことをやったわけで

す。大量の人間が死んだ。そうすると、為政者も軍

そのものもみんなショックを受けて、ある種の「戦

争に対する反省」を世界中がやるのですね。それで、

軍備の過剰な保有は非常に問題だと。だいたい、金

は民政のために使うべきですが、全部戦争のために

使われたわけですからね。そこで「軍縮」をやるの

ですよ。一つの国がやると、それじゃそこが負ける

から、全部揃って「撃ち方やめ」で、軍縮をやるの

ですよね。それをロンドン会議とかワシントン会議

でやったわけです。当然、日本もそこに参加してい

ったのです。その流れが結局、大正末期までつづき、

その流れとともに「大正デモクラシー」の時代が始

まり、それが昭和初頭までつづく。そういう流れの

中で、朝日は先頭を切っていくのです。しかし、朝

日がつまずくのですよ。1918年（大正 7年）頃、「白

虹事件」というのが起きるのです。中国の古い言い

伝えで「真昼の太陽を白い虹が貫くと、兵乱が起こ

って朝廷が倒れる」「君主が倒される」という、言い

伝えがあるのです。そのころ、軍縮ムードとともに

「立憲主義」を唱える勢力が強くなっていた。これ

に対して、寺内（正毅）内閣が出てくると、それに

反対するわけですね。政党政治を圧迫していって、

軍の支配を強くするような政策を盛んにやり出す。 

それに対して、一番強く批判を

加えたのは当時の新聞記者たち

で、「憲政擁護大会」というのを

あちこちで開きました。名古屋以

西の記者たちが中心となり、大会

は大阪・京都・名古屋などで開か

れました。名古屋の大会の模様を、大阪朝日が『白

虹日を貫く』という記事で報じました。大会の盛り

上がりを「白い虹が日を貫く」勢いと形容した。こ

れに政府が目をつけ、「『白虹日を貫く』とは朝廷を

倒すことの意味であるから、これは不敬罪に当たる」

といいがかりをつけ、「新聞紙法」を適用すると言い

出しました。この法律には「朝憲紊乱」（国家の転覆）

を謀る言説の禁止・処罰に関する規定があり、この

適用による「朝日新聞の発行停止」（朝日新聞社の取

り潰し）が問題として浮かび上がり、警察・検察も

動きだします。そうすると朝日は、村山（龍平）社

長がびっくり仰天し、降参してしまうのです。 

「不偏不党」の意味 

村山社長は、人望のある鳥居素川編集局長とか、長

谷川如是閑という名社会部長、それから大山郁夫と

いう敏腕の新聞記者などを事件の責任者として解雇、

村山社長は、わが社は今後「不偏不党」を旨として

やって参ります、と謝罪して勘弁してもらう。「不偏

不党」というのは、良い言葉のように聞こえますが、

この時は「お上に逆らいません」という言葉として

出てきたのです。朝日にはそういう苦い歴史もある

わけです。 

変わっていく大正デモクラシー 

大正デモクラシーの話をしますと、朝日はとにかく

先頭に立ってやった。それで昭和初期までは頑張っ

ていったのです。昭和期に入ってからも、軍縮のム

ードが強かったころは、軍人達は非番で町に出る時、

「肩身が狭い」といって軍服を脱ぎ、平服に着替え

るのが通例だったようです。そういう時代もあった

のですね。 

ところが、それがだんだん変わっていく。そして、

決定的な分岐点が満州事変です。日本は中国の東北

地方、満州に目をつけ、そこを自

分達の植民地のようにし、たくさ

んの権益をつくり出そうとしま

した。農業移民、鉄・石炭開発、

電化と大規模重化学工業開発な

どです。そして、1931 年の柳条

 

対談 
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湖事件が起きます。そうすると、毎日新聞…当時の

『東京日日』が一番先頭に立って「暴支膺懲」（横暴

な支那を懲らしめる）を叫び、「我が皇軍は満州の荒

野を日章旗掲げて進軍、卑怯な支那兵を蹴散らし、

赫々たる戦果を収めた」というような調子の新聞を

作り、「連戦連勝」を報じて新聞をがんがん売ってい

った。しかし朝日は、深い軍部不信を捨てきれず、

そんな風に調子づくことはできなかったのです。 

読売新聞の台頭 

ところがもう一つ、読売新聞が、関東で潰れそうに

なっていたのですが、「虎ノ門事件」（自称社会運動

家の難波大助による摂政宮（後の昭和天皇）狙撃未

遂事件）で責任を問われ、警視庁の警務部長の職を

追われた正力松太郎が、これを買い取るのです。正

力を気の毒だと思った後藤新平が面倒を見てやった

のです。正力は、よれよれの読売新聞を売れる新聞

に変身させ、大新聞にするためにいろいろなことを

やり出します。失恋した男女の「三原山心中」が流

行ると、「三原山 心中の現場」というような探訪企

画をやる。火口の内側に横たわる死体の写真なども

添えるのです。他紙により早く先鞭をつけたのが「ラ

ジオ欄」の考案です。すでにラジオ時代が始まりだ

していましたが、やがて大衆がそれに夢中になるこ

とを予感したのです。しかし、そんなことばかりで

は二流紙の地位をなかなか脱することができない。

そこに降って湧いたように起こったのが満州事変で

した。読売は戦争が始まると、東日に負けじと戦況

報道、勝った勝ったの報道競争で頑張りだす。する

とそれが売れ出すので、夕刊まで発刊、やがて関東

で 100 万部ぐらいまで発行部数を伸ばし、三大紙の

礎を作るのです。 

そうすると、朝日ももう戦争に反対してはいられな

くなるのです。急遽、戦争に協力する紙面方針に転

換しますが、朝日としては競争紙の後塵を拝するよ

うなやり方に甘んじるわけにはいかない。朝日とし

てのメンツが立たない。そこでやり出したのが、「こ

れからは近代戦の時代」「航空機の

時代」「読者の皆さんで貯金して、

軍に飛行機を贈ろう」というイベン

トつきキャンペーンです。これで朝

日は販売を盛り返していくのです。

どの新聞もそういうことをやって

きたのです。 

「いったい、新聞は何をやってきたのか」というこ

とを考えるとき、戦時中そうやってきたことを、戦

後きちんと明らかにし、自分の戦争責任を反省し、

しっかり総括したのか、と考えます。しかし、多少

の反省はしたが、深刻な反省はどこもしたとは思え

ないのが、僕の感じ方です。商売にも励み、お国の

ためにも役立つように働き、といった次元で一生懸

命やってきたことに、それほど罪の意識も感じず、

国民もみな同じことをやっていたんだから、とする

ぐらいの思いしかなかったようなのです。これです

と、時代が変わっても、同じようなことが起きれば、

また同じことが繰り返されるのではないか、という

気がしてなりません。 

戦争はメディアへのアカ攻撃がつきもの 

朝鮮戦争とレッドパージ 

そして今度は、占領時代です。総司令部の言いなり

になっていきました。もちろん厳しい統制がありま

した。そのなかで、1951年のレッドパージが及ぼし

た影響が見逃せません。これも戦争のつきものでし

た。50年 6月、朝鮮戦争が始まりますが、総司令部

は朝鮮戦争をやる際、官庁や報道機関に「共産党員

とその同調者」がいるのは不都合だから、職場から

排除するようにとの指令を関係方面に示達しました。

これに先立って、大学でもアカの追放が広く行われ

ました。総司令部民政局のイールズ教育部長が指揮

を執ったので、最初のころの東北大学における「赤

化教員」追放と学生らの反対運動騒ぎが起こった事

件をイールズ事件と呼ぶが、類似の事件は全国の大

学に飛び火した。そして、官庁と並んで新聞・放送

にレッドパージが吹き荒れた。「同調者」の排除は新

聞経営側が喜び、これに便乗、単なる組合活動家も

多数解雇した。そして、総司令部は共産党を非合法

化、幹部を追放した。「戦争が起こりそうだ」「いよ

いよ起きる」という時は、メディアのうえには必ず

こういうことが起きる、メディアにつきまとうとい

うことは、歴史の法則ともいえそう

です。 

もう 20 世紀のやり方が通用しな

くなるような世の中になりつつあ

るのに、安倍さんは「自分のおじい

さん（岸信介）が一番偉い人だ」と
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思っています（会場笑）。そのため「なんでもおじい

さんのやったようなやり方でやればいい」と思い込

んでいて、同じ戦争のやり方を考えています。 

アメリカは多少違いますが、まだまだ戦争で物事解

決しようとする癖から抜けきれない。そうするとま

た、日本の新聞なり放送はおかしくなる、おかしく

されることになるのではないか、ということを、ひ

しひしと感じます。 

小山
小山小山
小山：
：：
：ＮＨＫはレッドパージで 119 人クビ 

    民放を支えたレッドパージ組 

レッドパージの話が出ましたけども、僕も、レッド

パージをされた人になるべく会おうと思って、一軒

一軒、会いに行ったことがあります。NHK は 119

人、パージされました。当時、就職難ですから、生

活が大変ですよ。突然クビになって、しかも「レッ

ドパージ」だから、なかなか企業も雇ってくれない

のですね。みんな、小さな商売をやって失敗したり、

いろんな苦労をされています。その翌年 1951年に民

放ができます。大阪では「新日本放送」というのが

阪急百貨店の屋上にできるのですね。それで、放送

経験者が全然いないものだから、「NHK から来てく

れ」というので、パージ組から何人か民放の方に移

動していって、生活の糧を得た人もいます。 

その中でも、たとえば、名古屋の CBCに入った人

は、後に社長になって引退されていますが、今でも

健在です。四国放送の社長も NHK のレッドパージ

組から出ました。ある面で、民放が市民的な活力を

持っていた時期を支えたのは、NHKのそうした良心

的な人達の力があったからではないか、と思ってい

るのです。僕は先日「エルおおさか」という、大阪

の労働関係の博物館で調べてみたのですが、レッド

パージに関しては、NHKは全く放送していない。そ

れどころか、新聞もほんのベタ記事ですね。ほとん

ど何も書いていない。ですから、人目もつかないう

ちに、主だった人達が、組合の活動家を中心に、職

場から奪われていった、という歴史があった。これ

は、のちのちまで「ものを言うと危ないぞ」という

不安感を、NHKの人たちにもたらした、という気が

します。 

「肉弾三勇士」を称えたメディア 

－自爆テロの先駆け 

ちょっと、戦前の話になりますけれど、1932 年に

上海事変の時、「肉弾三勇士」という言葉がもてはや

されました。爆弾を持って鉄条網を突破、自爆した

三人の話。あれが言わば、今のイスラム国なんかの

自爆攻撃の最初かもしれませんね。それをメディア

が称賛した。例えば、朝日新聞は「天声人語」で「か

くの如き強力なる実践を前に、すべての観念論者の

影が薄いのは事実だ」とか。朝日は『肉弾三勇士の

歌』というのを募集します。毎日も『爆弾三勇士の

歌』というのを募集した。朝日の場合、全国で 12万

件応募があったらしいのです。NHK もまた『特番 

三勇士の夕べ』とやったり。それから、これはお芝

居、文楽も、長唄でも『肉弾散華』というのをやる。

箏曲もある。琵琶もある。そういう形で、あらゆる

メディアを通じて「肉弾三勇士を見習おう」という

…「あれは一番素晴らしい、理想的な姿だ」という

ことを宣言するのですよ。 

桂
桂桂
桂：
：：
：三勇士は銅像もできました。 

小山
小山小山
小山：
：：
：「メディアコンプレックス」の最初なのかな、

という気がしているのですが。 

桂
桂桂
桂：
：：
：今風に言うと「メディアスクラム」ですね。 

   レッドパージの意味するもの 

そういう話でいくと、レッドパージというのは「共

産主義者、およびその同調者」の排除だったのです

ね。ところが、これが日本的なのですよ。その「同

調者」というのを非常に幅広くとって、大勢のクビ

を切り、ひどいものでした。占領軍は指令を厳しく

適用させようとしていたようですが、日本のメディ

ア経営者達は「しめた」と思ったのです。戦後、組

合運動が盛んになります。その組合運動の活動家の

目立ったところを、根こそぎクビにするのです。

NHKとか、共同通信、朝日新聞の中から結構犠牲者

が出ました。ところがその中から、メディアの民主

化に貢献する人達が出てきたのが興味深い。例えば、

NHK で忘れられないのは、柳澤（恭雄）さんです。

この方は、1960年代の終わりぐらいごろに「日本電

波ニュース」を作る。「日本電波ニュース」は、日本

のメディアがまだろくにベトナム（戦争）の取材が
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できてないころ、すでに現地取材を始めており、衛

星通信で中継までするようになり、「ベトナムの戦争

の実態」が広く伝えられるようになりました。 

 戦争はメディア攻撃から、次は大学へ 

「メディアが弾圧される」とき、一緒に大学までや

られることも、強調しておきたいと思います。「言

論・報道の自由」だけじゃなくて「思想・表現・研

究の自由」も一緒にやられてきたことを思い出して

ほしいのです。例えば、1931年、満州事変の始まる

後からも、大学でいろいろな事件が起こってきます。

大学が先にやられる場合もあります。盧溝橋事件が

起き、日中戦争が本格化する 1937年には、まずジャ

ーナリストがやられる。それから、作家・評論家み

たいな表現者がやられる。そして、大学がやられる

ということが起こります。「矢内原（忠雄）事件」と

か、美濃部達吉の『天皇機関説』事件など、いろい

ろ起こっています。そういうことが、今もまた起こ

っていることをご紹介したいと思います。 

今も起こっている大学への攻撃 

——北星学園大学事件 

先ほどの朝日バッシングの話しですが、大阪の朝日

新聞にいて、ソウル支局で「慰安婦」問題を取材し

た植村隆さんという人がいます。「自分が元慰安婦だ

った」と一番最初に名乗りを上げた金学順さん（1991

年～1992年）を取材して、その一報をしたのが植村

さんでした。 

「挺身隊を誤報した」と攻撃されていますが、さっ

きお話ししたように、その段階から金学順さん自身

が「挺身隊」と言っているのです。自分の身の上の

ことを言うのでも、「慰安婦」と「挺身隊」が混同さ

れるような事情についての話は長くなるので、ここ

ではカットします。しかし、さっき申しあげたよう

に、韓国では今でもそういう混同が当たり前にある

のです。それを植村さんは、意図的に混同したかの

ように、非難されています。さすがに朝日はこの間

の特集では、これを「誤報」とは言わず、彼が金学

順さんの発言そのものを、そ

のまま使ったために生じた

「誤用」だ、と釈明しました。

彼の取材当時、ほかのだれが

取材に当たっても、両語の混

同と区別を適切に行える人

はいなかったでしょう。情報源自体が区別できてい

なかったのですから。植村さんは、去年 10月ぐらい

に朝日を辞めて、神戸松蔭女子学院大学に請われて、

大学の先生になることが決まっていたのです。とこ

ろが、そのことを聞きつけた東京基督教大学の西岡

力教授から週刊文春がその話を聞き、今年２月の発

行号で「植村というのは、最初に日本に対する誤解

を作った人間だ。そういう記事まで捏造した男を、

女学校が教授に雇っていいのか」と書き立てたので

す。そうすると、右翼が騒ぎだし、街宣車が行く。

すると大学側が「申し訳ないけど勘弁してください」

と、教授就任の話を白紙に戻したのです。規模の小

さい 2000人ぐらいの女子大ですね。今もう、私立大

学は募集定員を満たせるか満たせないかで大変です。

植村さんは諦めるよりほかなく、朝日は、「辞める」

ということになっていましたから、これも辞めざる

を得ない。そういうことがこの春に起こっていたわ

けです。彼はもともと札幌勤務で同地に住んでいま

す。それで札幌の北星学園大学で非常勤講師もやっ

ていました。非常勤講師なんて、僕もやった覚えが

ありますけれども、ろくなお金になりません。でも、

大事にして３年ほど学生を教えてきたので、それは

つづけたいと彼は思っています。学生にも慕われて、

大学からも信頼されています。ところが、右翼が今

度はそこを攻撃するようになった。 

彼は、ソウルの支局時代に韓国の女性と結婚してい

ます。義理のお母さん（お嫁さんのお母さん）は民

主化運動をやってきている女性です。すると、そう

いうことを暴いて「だから彼は反日的活動をするの

だ」と非難が加えられる。お嬢さんはなかなか勉強

のできる高校生です。地域で選ばれて、高校生の平

和大使としてジュネーブに行ったりしています。そ

ういうことまでネットで暴いて、「アカの娘だからや

っぱりアカだ」と攻撃し、写真まで載せる。そこに

いろいろな人間が書き込みしますが、娘さんには「そ

のうち自殺に追い込んでやる」、大学には「植村を辞

めさせなければキャンパス

に爆弾を投げ込む」などの

脅迫がくる事態となりまし

た。まさに言論テロです。

当人だけではなく、家族の

プライバシーも侵害、大学
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という公共機関まで脅迫することが起こったのです。 

市民が応援 「負けるな！北星学園の会」 

現地では市民たちが「負けるな！北星学園の会」と

いう組織をつくり、地元の新聞記者達も頑張って応

援しています。事務職員も教授達も「負けないでや

っていこう」と頑張っています。だけど、10 月 31

日、学長が独断で「辞めてもらいたい」と言ってし

まったのです。その結末はどうなるか分からりませ

んが、まだみんな頑張っています（注：12月 18日、

学長は発言を取り消し、植村氏雇用継続が決定）。北

海道と東京の弁護士達も一緒になって「不当処分は

すべきでない」と申し入れたりしています。 

今大学は本当に危なくなっています。少子化による

学生募集競争の激化などだけでなく、安倍政権は学

校教育法・国立大学法人法の改悪で、教授会を学長

管理下の一組織にし、その独立を奪おうとしていま

す。また文科省の機嫌を損ねたら、研究助成金や各

種の交付金ももらいにくくなるので、どこの大学で

も、文科省のいいなりになる傾向を強めています。

特定の言説や研究を捉えての思想的な弾圧ではない

けれど、大学そのものをこのように逼塞させていく

ことのほうが、大学の独立と自由、学問・研究の自

由を根っこから枯らす、もっと悪質な支配でしょう。

「今の時代特有の危ない状況の中で大学が危なくな

ってきている」ことをしっかり見ておく必要がある

と思います。 

小山
小山小山
小山：
：：
： ＮＨＫ 落下傘会長・籾井氏の影響 

NHKの場合は、籾井会長が落下傘みたいに来た時

には、みんな「えーっ」と思って「変なのが来たな」

と思ったのでしょうけれども。その後ずっといて「当

分辞めさせられることはできないな」と思うと、だ

んだん、力学上、なびいていていく人も出てくるの

ですよね。我々OBはいろいろ声を出していますけれ

ども、これは外側なので。中の人間はなかなか声を

出しにくい。特に、メディアの中で声を上げること

は難しくなってきている気がします。しかし、中か

ら声を上げていかないと、この情勢は変えられない。

外だけでは変えられないので、そこを何とかつない

でいくのが市民の運動であり、また OB の運動では

ないかな、という気がしています。 

桂
桂桂
桂：
：：
： 

  
  朝日の「吉田調書」問題の本質 

   完全な誤報ではない－取材の勝利 

NHKの場合は、籾井会長が落下傘みたいに来た時

には、みんな「えーっ」と思って「変なのが来たな」

と思ったのでしょうけども。その後ずっといて「当

分辞めさせられることはできないな」と思うと、だ

んだん、力学上、なびいていていく人も出てくるの

ですよね。我々OBはいろいろ声を出していますけれ

ども、これは外側なので。中の人間はなかなか声を

出しにくい。特に、メディアの中で声を上げること

は難しくなってきている気がします。そういうこと

を何とか、中から声を上げていかないと、この情勢

は変えられない。外だけでは変えられないので、そ

こを何とかつないでいくのが市民の運動であり、ま

たOBの運動ではないかな、という気がしています。 

桂
桂桂
桂：
：：
：  朝日の「吉田調書」問題の本質 

   完全な誤報ではないー取材の勝利 

今、小山さんがおっしゃったことは、とても大事で

す。朝日の今の状況を見てもそう思います。昨日（11

月 14 日）、木村社長が「辞任」を発表した。これは

「吉田（昌郎）調書」、福島原発事故の調査委員会報

告に関する問題ですね。その報道のあり方の是非を、

自社内の「報道と人権委員会」という、「第三者委員

会」と称する機関に委ねていましたが、その結論が

出たので、これを区切りに自分は責任をとって辞め、

役員も処分する、という内容でした。最終決定案は

12月初めの臨時株主総会直前に策定する、というこ

とでした。この段階では「吉田調書」の記事を書い

た二人の記者をめぐる処分への言及はありませんで

した。 

納得いかないのは、ここまでの社側の話は経営が報

告や方針を説明するだけで、編集からの声、現場の

声が一向に出てこない、という点です。このままい

って、最後に二人の記者の処分が出る、辞めざるを

得ない処分になる、というようなことになったら、

編集職場は酷く萎縮し、立ち直りも難しくなるので

はないか、と危惧します。いつも経営だけが話すの

でなく、編集が自分達の問題とし考え、話し合った

ことが、なぜもっと大きな声となって出てこないの

だ、とする疑問がずっと引っかかっていました。 

私はこの記事を誤報だとは思っていません。見出し

やリードなど、部分的に誇張したところがあります

が、記事本文をよく読むと、事故発生当初の混乱が

いかに大変なものだったかということが、よくわか
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る。そこにはきつい言葉もあります。例えば「命令

違反、全員撤退」です。だけどよく読むと、特に２

面では、全員に一度で一斉に届く「命令」が発せら

れる状況にはなかったことが、よくわかります。記

事全体は吉田所長を咎めるどころか、その悪戦苦闘

の様をよく描いています。                                 

それはあの調書を手に入れたからできたことです。

またあの調書を手に入れたから、政府の秘密主義を

打破、ほかの調書も入手できることになっていった。

それはやっぱり、取材の勝利です。ただ、そうして

入手した調書は、迂闊には他人にみせられません。

最初の保有者が識別できる仕掛けが、本人にもわか

らない方法で施されており、情報源が洩れるおそれ

があるからです。「調書を二人だけで見て、他に見せ

ないのはおかしい」とする批判がありましたが、そ

ういうほうがおかしいのです。現場でなければわか

らないことは、ほかにもあるでしょう。 

惜しいかな、「わずかな瑕疵があった」とは思いま

す。しかし、それは続報で補えることです。ところ

が、その続報をやる準備が６月の段階で進んでいた

のに、それは上からの判断で実現しませんでした。

そういうところもおかしいといわざるを得ません。

また、そうした報告類で、昨日の特集の中に入って

いないところもあるようです。 

報道現場に市民の励ましが大事 

社内だけでいくら頑張っても限界があります。むし

ろよくやっているところがあれば、それを外の読

者・視聴者に知ってもらうようにする必要がありま

す。それへの評価、あるいは問題があれば、その指

摘や意見も寄せてもらい、そのほかの要望や声も聞

かせてもらうことができれば、それは本当に現場を

励ますことになります。 

そういうことは、他の現場にも広がっていきます。

そうするなかで、自分達が社内で若干孤立していて

も、「もうちょっと頑張ってみよう」という気持ちに

なれる。あるいは、外からそういう激励があると、

同じ職場のなかで、「よかったな」というような声が

出てくる。「お互いに頑張ろう」という空気になって

いく。今どのメディアの職場にも、とても必要にな

っていることだと思います。 

小山
小山小山
小山：記事の取り消しでなく修正が正しい 

その点に関して、昨日、朝日で「PRC」っていう第

三者委員会で「『吉田調書』の記事を取り消したのが

妥当だ」という判断が出たのですよ。僕は、これも

やっぱり、桂さんがおっしゃったように「ちょっと

おかしいな」っていう気がしているのです。あの「吉

田調書」が、一番何が問題にしているかというと、

とにかく、大爆発があって、もう彼は「メルトダウ

ンした」と思って、「（被害が）第二号機、第三号機

へ行ってしまう。これじゃもう、東日本全体が駄目

になる」っていう心配をしたわけですよね。それが

辛うじて、幸運にもあそこで止まったのだけれども、

それほど混乱した事態の中で、指示が不徹底で、撤

退というか退避というか、まあ遠くに移動したわけ

ですけども。その辺の言葉遣いをつかまえて、その

ことで「記事全面撤回」っていうのは、これは何で

すか、「取り消し」というのは「完全な間違いで、そ

のことはなかった」ということでしょ。でも、実際

に事故があって「こんなにみんな心配して、混乱し

た状態」ということを明らかにした調書、そのこと

を初めてオープンにした記事というのは、取り消し

てはいけないと思うのですよ。問題がある箇所があ

れば、行き過ぎたという見出しがあれば、これは修

正して、変えていけばいい。という点で、「白虹事件」

もそうですけど、ほんの一部をつかまえて、揚げ足

（取り）みたいにして、全体を変えていこうとする。

「『吉田（清治）発言』が間違っていたから、慰安婦

そのものがなかった」とか、そんな形で、歴史その

ものを変えてしまおうとする動きが始まってきてい

る。朝日がここで踏ん張ってくれないと、ここでフ

ラフラっと行ってしまうと、NHKはもっとフラフラ

っと行きますからね。（会場笑） 

桂
桂桂
桂：
：：
：本当ですよ。 

小山
小山小山
小山：朝日は政府を監視する報道ができるか 

      政権とのせめぎ合い 

ここで朝日が本当に、政府に対して「権力機関をき

っちりと監視していく」という自立した報道をやっ

ていくかどうか。ここはせめぎ合いの焦点です。向

こうもそれが分かっているから、今、朝日を潰して

―安倍首相の「朝日は捏造」発言もそうでしたけれ

ども―、もう「朝日が、朝日が」ということを盛ん

に言うわけですね。最近のネットを見てみると「朝

日の関係者 殺虫駆除リスト」っていうようなのが

出まわってきて。「近所で見つけたら、家族ごと駆除
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しましょう」という形で名前が出たりしている。名

前は最近、カットされましたけども。そういう点で、

かなりもう、1987年の赤報隊のテロに近いところま

で、事態はきているかもしれない。その扇動は、も

う始まっています。「赤報隊まだか」という、書き込

みもあるわけですから。そういう点では、やはり「今、

本当に大事な時期だな」と感じています。 

桂
桂桂
桂：これからのＮＨＫどうなる 

ネット社会で 21 世紀型の災いに 

NHKの問題に戻りましょう。小山さんのお話のお

り、NHKの出自は、かつて国営であり、それから官

営であった。そういう出自があって、その DNA が

いまだに災いしている、というわけですね。何かあ

ると、政府や役所の言いなりになりがちな…「それ

に同調していれば、大過なくいける」とするような

ところがあることは事実です。ところが今は、そう

簡単ではなくて、もっと複雑な、21世紀型のひどさ

になる心配がある。それは何かというと、もはや一

つの電波による同時放送、「今放送しているものを、

今映し出し、みんなで見る」という放送だけではな

くなったため、「ネットの中にもたくさん自分の領分

を持ち、もっと大きな商売をやろう」という風潮が

募っていることです。 

NHKが今、考えているのは「オンデマンド」サー

ビスです。要するに応答つきの受信機とか、コンピ

ューター、スマホ、こういうものでピュッピュッと

やり、「見たい番組を注文すると、それがすぐ送られ

てくる」という世界に入っていき、儲けたがってい

るのです。NHKだけじゃありません。どの局でもそ

うです。大きな民放は新聞社と一緒になっています

が、新聞社も、紙の新聞が売れなくなってきている

から、そういう応答機能によるオンデマンドのサー

ビスをいろいろやりたい。そうすると、あちこちで

いろいろバッティングが

起こる。もはやアマゾンも、

ヤフーも、グーグルも、そ

のような世界に入ってき

ている。芸能プロダクショ

ンも、エンタテインメント

のソフト＝「コンテンツ」

を持っていますから、この

世界への進出を狙い、これ

と一緒になりたい企業も多い。 

こういう世界では、NHKとか新聞社とかが独占で

きるものはもうない。どこかと一緒になってやるし

かない。しかし、「電気通信」の管轄権は政府が握っ

ているので、政府は「それをどういう形で認めるか」

という点で力を持っている。政府の言うとおりにし

なければいけない。ところが政府の今のやり方を見

ていると、経団連などとの相談を優先させ、今まで

のようにはメディアを特別扱いせず、出自がいろい

ろな情報通信ビジネスの絡み合いのなかに、メディ

アも好き勝手に組み込まれた方がいい、と考えるよ

うになっている。「そのほうが、政府の言うことを聞

かすのにも都合がいい」ということらしいのです。 

 「ビッグデータ」はプライバシーの侵害 

もうちょっと先まで見てみましょう。皆さん「ビッ

グデータ」という言葉をお聞きになったことがおあ

りでしょう。「ビッグデータ」というのは、インター

ネットの中のありとあらゆる情報すべての集積を意

味します。皆さんに関わりがあるのは、個人情報で

す。住まい、趣味から収入の程度まで、男か女か、

子供は何人か等々、ありとあらゆる個人属性の情報

を入れておき、常時その刷新も図っていく。そして、

仕事、行動範囲、購買動向、趣味などの情報も加え

る。そうすると、そこに含まれる全員の個人別プロ

ファイル・データができあがる。政府は住民基本台

帳から社会保障関係データなど、我々の個人情報を

たくさん持っていますが、そういうものもビッグデ

ータに全部入れるといっています。そしてビッグデ

ータを経済成長のために使おう、と政府は提唱する

のです。 

どう使うのか。たとえば、ある企業からの、こうい

う商品を売り出したいが、どういう顧客層を狙った

らいいか、という問い合わせに対しては、こういう

人だったら買えそうだ、という個人別のプロファイ

ル・データを提供、効率よく販売促進できるように

助けることができる。逆に既存の購買データ分析か

ら商品企画を助けることも可能だ。しかし、これは

もうとんでもないプライバシーの侵害です。しかし、

大企業と政府、それに「クラウド」などのＩＴ企業

はそういうことをやりたがっています。 

ネットの世界で大きな情報支配力が持てれば、すべ

ての勝負で勝てる、その勝者を目指す争いが、地球

を覆い尽くそうとしています。メディアは、ジャー

ナリズムは、それをも冷静に監視し、市民の自由を

擁護する立場から、隠された偽計を暴き、そうした

 

報告の西川幸さん 
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世界の透明性確保に努めるべきです。これに反し、

そこに大きい商機があるのなら、その分け前に与り

たいと立ち回るようでは、メディアは市民を裏切り、

民主主義を踏みにじることになります。こういう世

界のヘゲモニー（覇権）を握った者だけが、最終的

なグローバリズムの競争の中で、金融資本とも手を

組み、ほくそ笑むことになるのでは、世も末です。 

ＮＨＫを取り込む政府とグローバル企業のねらい 

そういう世界の中で、日本も負けてはいられないか

ら、むしろ「国営」「民営」なんていうのではなくて、

民営の中のグローバルなボス達と手を組んで、その

世界の中で、日本もその中で伍していきたい。その

中で「NHKの持っている機能は、うんと使い物にな

るぜ」という考え方なのです。だけど、NHKをそん

なものに取られたら、絶対に視聴者・国民の手から

離れていきますね。むしろ、視聴者・国民を「狩り

場にする」っていうか、そういうものにしていくだ

けのことだと思います。 

小山
小山小山
小山：
：：
：そうですね。そういう点では、本当に政府は

NHKを完全に取り込もうとしている。 

これまでかなり NHKを「反日メディア」という形

で非難する人も多かったのですけれども、最近その

人達が、グッと朝日の方に非難を集中させて NHK

にはあまり文句を言ってこなくなった。そういうふ

うに、「歴史を変えたい」と考えている人達は、敵を

うまく作って、そこにアタックしていく。 

メディア界のジャーナリズムはどこへ 

NHKの問題では、元々「ニュースの力が弱い」と

いうのは確かです。これは出自とも関係があるので

すが。はじめニュースをやろうとしたら、新聞社が

反対したのです。「これをやったら、新聞が売れなく

なる」と思って「NHK にニュースをさせない」と。

それで制限して、１日１時間だけにする。それも駄

目で、結局 30分だけにするという形で発足したので

す。それから、さっき言った満州事変。1931 年に

NHKは初めて臨時ニュースを出します。戦争が始ま

ったのですから。ところが、新聞社が「これはいか

ん」と共同で申し入れをして「臨時ニュースという

ものをやっちゃいかん。ラジオは、新聞の報道がき

てそれからやりゃいい」と。こういうふうな発想だ

った。だから、メディア界自身が、商売のために足

を引っ張り合うということが続いたのですね。これ

は今でも、朝日が、誤報を認めると他の新聞が号外

を出して「ウチの方向に新聞の契約を切り替えてく

れ」と攻勢をかけるといったふうな。本当にもう、

さもしいビジネス根性ですね。「ジャーナリズムの基

本精神はどこへ行ったんだ」と思いますね。 

大河ドラマ・朝ドラ で思うこと 

もう時間がないので、これを最後にしますが。『黒

田官兵衛』という大河ドラマ、あの官兵衛、かなり

ヒューマニストなのだけど、何だかんだ悩みながら、

結局は信長だとか秀吉の言いなりになっちゃうので

すね。朝鮮への出兵に対しても「この戦争は大義が

ない」って批判するのだけども、出兵しちゃうので

すよね。まあ、当時は戦国時代ですからね。反対す

りゃ、やられちゃうのだから。まあ「お家が大事」

ということもあって、屈服しちゃうのだけども。何

かあれを見ていると、今の NHK 職員の姿とダブっ

てきてね…（会場笑）「まだ言いたいんだけど、ここ

はじっと黙っておとなしくていこうかっていう気が、

何かドラマに反映しているのじゃないか」という気

もするのですが。勝手な思い込みですよ。聞き流し

てください。  でも、今年の春まであった『ごちそ

うさん』という朝ドラ。主人公の子ども一人、戦死

するのですよね。戦争が終わって、主人公のめ以子

と残った男の子が「お母ちゃん、何でこんなふうに

なってしまったんやろな」と焼け跡で二人で話をす

るシーンがあるのですよ。（泰介が）「何でこんなふ

うになったんか、ずっと考えてる。でも、お母ちゃ

ん、何か答え見つかった？」って言ったら、（め以子

が）「笑われても、怖あても、恥ずかしゅうても、言

わなあかん。これは言わなあかん。おかしいと思た

ら、言わなあかん」って言うのですよね。これは秘

密保護法が通ってしまった（後の）メディアに対し

て言っているような気もして、僕は、作っている人

間に共感を覚えたのです。 

それから、もう一点ね。これも朝ドラですけども、

『花子とアン』の中で、柳原白蓮をモデルにした、

蓮子と主人公が戦後会うのですけれども、主人公に

蓮子が抗議するのですよね。「あなたのせいで、私の

子どもは死んだんだ。あなた、ラジオで『お国のた

めに命を投げ出しなさい』って言ったでしょ」と言

う。蓮子が責めるのですね。NHKは確かに、戦争責

任をはっきり謝罪もしていないし、曖昧にしている

のだけども、あのドラマで、何か「作った人間は、

そういうことを言いたいんだな」ということが伝わ

ってきました。だから、現場は、それなりにいろん

な形で抵抗していると思うのです。そういうところ

を見抜いて、（会場笑）そこをしっかりと応援してあ

げるようにお願いします。（会場拍手）
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「忍び寄る戦争とマスコミを考える」感想文（11.15） 

 

今、最も必要と思われることは、国民

一人ひとりが両耳をそばだて、政府、政

治家、マスコミの一挙一投足を凝視する

ことにあると思う。感覚をとぎ澄まし鋭

敏になることが、日本の行く末を考える

もとになるはず。今日、大勢の聴衆の参

加で、このタイトル、講師で、よくぞ企

画してくれたものと、いっとき、喜ばし

く思ったものだ。この会場の大勢の中に

安倍の政治手法、現政権の行方、NHK

の会長のことなど、これを講師がなんと

語るか聴いて又、宣伝し、仲間を増やす

材料にするために会場へ来ている人が

いるのだと思った。明日もこの同じ階、

会場で元内閣法制局長官の話があり、楽

しみにしているが、同じように反対者、

批判者が材料を増し資料収集のために

もぐり込むことに違いないと思う。私た

ちはしっかりしなければいけないと思

う。NHK 会長、お友達内閣、戦争を他

国と一緒にしたい首相、平和を希求して

いた著名人は次々と亡くなって行く。権

力を監視し野党を正しくがんばらせる

ためにも、国民の声を一人ひとりが大き

く渦を巻き起こして行く気持ちでイエ

ス・ノーをはっきり示し、声をあげて行

く時だと痛感させられる（戦争はわが国

にもどんどん近づいて来る） 

今回の企画準備、全般、本当に力を尽

くして頂き感謝にたえません。 

ありがとうございました。 

女性 M.T 72歳 

桂先生の「戦争は普通の暮らしの中で

近づいてくる」、身近で戦争の危機感を

もっているのですが職場で(福祉関係)、

近所で、趣味の集いなどで、そういう話

題を持ち出しても、シラッーとする感じ

で、私自身萎縮してモヤモヤ感が続いて

います。テレビでも食べる番組、バカバ

カしい番組があまりにも多く、スポーツ

番組しかり… 

NHK は今、私たちは何を知り何をし

なければならないのか啓もうをする使

命感があると切に願っています。 

今日は来てよかったです。同じ思いの

仲間がたくさんおられて、両先生方の豊

富な内容の講演が聞けて力が湧いてく

るようです。  女性 K.T 68歳 

お二人とも共通して言われたことは「市民運動の連帯と

拡がりが政治をよりよい方向に変えることができる」は印

象的だった。私達は当り前といえば当り前だが確信をもっ

て続けていこう。男性 73歳 

今の世情に私の認識がいかに甘かったか、勉強不足だっ

たかを痛感させられました。多くを教えられました。本当

に有意義な時間をありがとうございました。男性 75歳 

権力とマスコミの歴史的背景がかなり理解できました。

圧力の下、戦っているマスコミ記者を支援する方法？どう

すれば良いでしょうか？（特に朝日新聞）男性 S.T71歳 

戦前からのマスコミ攻撃の歴史が良くわかった。 

大学への攻撃。朝日新聞 原発吉田調書の真実も良くわ

かった。        男性 66歳 

両氏のお話、いずれもしっかりと事実に基づいてつっこ

んだことを表明されて、勉強になりました。結局、日本の

やってきた戦中の事実をすべて明らかにして、議員たちは

勿論、全国民が知ることのできるよう、いかに情報を公開

できるかに先生方にも今後ともお力をいただきたいと思

います。ありがとうございました。男性 H.H 83歳 

まじめにがんばる現場の人たちを応援することが大切

だと思う。その人たちとつながる方法はないでしょうか。 

当初半年程度の受信料の支払い停止をよびかけられてい

ました。すでに半年たっていますが、みなさんどうされて

いますか？ 男性 56歳 

メディアから情報を受ける側にも一定の責任あり。特に

直接被害を受ける若者は何してる？ 

教育者（親、教育者）の怠惰！女性 80歳 

NHK の歴史 特に戦争前後のニュースは興味深く観ら

れた。メディアが権力と全く一体となっている例をみるこ

とはわかりやすいと思いました。 

憲法を守るという点、憲法を広く知ってもらうという点

から言論の自由とか人権など憲法の〇条をもとにしてい

るかを折にふれ話してもらえるといいのではと思ってい

ます。男性 M.S 65歳 

参加されている方に大学生など もっと若い方が多いと

良いと思いました。フェイスブックやツイッターなどを活

用されてはと思いました。 

このような社会情勢をうれえている人はいると思いま

すが、その人たちをつないで、良心的なメディアを応援し

て、流れをかえていけたらと思います。女性 50歳 


