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１５０人の参加者はパネラーの討論を熱心に聞き入りました。５月２０日 兵庫県私学会館  

 
 
 

 

 
 

「規制改革」の名による放送制度改革は、何が検討されているのか？ 

緊急シンポジウムではその狙いについて、ジャーナリストと研究者・弁護士による熱

い議論が交わされました。 

コーディネーター 

  
醍醐 聰さん 

東京大学名誉教授 

「ＮＨＫを監視・激励する 

視聴者コミュニティ」共同代表 

 

 
安藤昌司さん 

弁護士 

「ＮＨＫ放送法遵守 

義務確認訴訟」弁護団 

 
砂川浩慶さん 
立教大学教授 

メディア総研所長 

 
永田浩三さん 
ジャーナリスト 

武蔵大学教授 

 

ＮＨＫは政治権力から自立を！ 

ＮＨＫ問題を考える会（兵庫） 

ニュース No.44 2018 年 6 月  
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  パネリスト 紹介 

永田
な が た

浩三
こうぞう

 
ジャーナリスト。元ＮＨＫチーフプロデューサー。武蔵大学教授。 

1954 年大阪府生まれ。東北大学卒業。1977 年ＮＨＫ入局。 

2001 年ドキュメンタリー「ETV2001」のシリーズ「戦争をどう裁くか」のチーフプロデューサー。 

著書「ヒロシマを伝える」「奄美の奇跡」「ＮＨＫ鉄の沈黙はだれのために」  

共著「ＮＨＫが危ない！」 
 

砂川浩慶
すなかわひろよし

 
立教大学教授。メディア総研所長 

1963 年沖縄宮古島生まれ。立教大学社会学部メディア社会学科教授。 

1986 年に民放連職員になり、放送制度、著作権、地上デジタル業務などを担当。2016 年より

現職。研究テーマは放送を中心としたメディア政策・法制度、放送ジャーナリズム論。 

著書「安倍官邸とテレビ」共著「放送法を読みとく」 
  

安
あん

藤
どう

昌
まさ

司
し

 
安藤法律事務所弁護士(奈良弁護士会所属) 

「ＮＨＫ放送法遵守義務確認訴訟」弁護団 

1988 年開成高校卒業。1992 年東京大学卒業。 

日弁連 取り調べの可視化実現本部 

奈良弁護士会 高齢者障害者委員会 刑事弁護委員会 子どもの権利委員会 司法問題委員会 
 

〈コーディネーター〉 

醍醐
だ い ご

 聰
さとし

 
「ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表 

東京大学名誉教授、日本の会計学者、専門分野は財務会計 

1946 年兵庫県生まれ。1970 年京都大学卒業。千葉県佐倉市在住。 

2010 年、同大学を定年退職。「問われる戦時性暴力」の番組改ざんを機に NHK を監視・ 

批判・激励する運動に参加。 

著書「公共放送における受信料制度の意義」 

共著『NHK ドラマ「坂の上の雲」の歴史認識を問う―日清戦争の虚構と真実』 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
        

主催者あいさつ 
私は物心ついて、今の「安倍」ほどタチの悪い内閣は初めてです。 

５８年前の安保条約改定はおじいさんの岸信介がやりました。そのとき、1 人の

女子学生が機動隊とデモ隊の激突で死にました。それでも今の孫よりも多少は知性

があったんじゃないかと思います。田中角栄はロッキード事件を起こしましたが、

金権政治という批判で辞任をいたしました。この 2 人は逃げ隠れしませんでした。

ところが「安倍」は逃げ隠れをする、うそを言う。毎日新聞の川柳欄にこういう川

柳がありました。「膿(うみ)を出す 言ってる人がウミの親」。（会場 笑） 

こんな安倍が放送法 4 条を撤廃し放送制度をかえるという。何が目的か、私たち

は非常に疑いを持っております。今日のシンポジウムではこの辺のことが解明され

るだろうと期待をしております。 

  

 
NHK 問題を考える会

(兵庫)代表 

長尾粛正さん 
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「放送制度改革」とは 

醍醐 最初に 3 人のパネリストのお一人ずつに、今日の

シンポジウムのテーマにつきまして、それぞれの知見を

スピーチ願いたいと思います。では、永田さんから。 

永田 「放送法４条」をめぐって 

5 日前に岸井成格(しげただ)さんが亡くなられました。岸

井さんは、毎日新聞の主筆も務められた人で、『サンデー

モーニング』や『NEWS23』では安倍政権に対してとて

も厳しい見解を取り続けてこられました。この中では「権

力の暴走」ということを語られています。「共謀罪」に

ついても批判の態度を貫かれました。キャスターたちが

声を挙げるときにも、先

頭に立たれました。岸井

さんは、毎日新聞の政治

部の記者が長くて、有名

な話があります。1972

年の沖縄返還の年のこ

とです。佐藤総理が退陣

のお土産として沖縄返

還を実現したということで、記者会見をした時に新聞記

者と激しい問答をしました。佐藤総理は「新聞はウソば

かり書く。テレビカメラは本当を伝えてくれる。だから

新聞記者の皆さん、出てください」と 2回も言った。こ

のときの新聞記者は気骨があって、官邸クラブは「テレ

ビを優先しろということは、絶対許すことができません」

と、退席してしまった。佐藤さんは無人の記者会見場で

テレビカメラに向かって語りかけるという非常にぶざま

な場面になったのです。このとき「退席しよう」と言っ

た何人かの 1 人が、岸井成格さんでした。

もちろん、すべて岸井さんが正しかったか

というと、そうでもなくて、例えば改憲の

論議なんかでは、どちらかといえば改憲派

のように思います。ただ安倍政権に対して

は、極めて厳しかった人です。 

岸井成格さんにかけられた攻撃 

この岸井さんに対して『NEWS23』でのコメントをめぐっ

て激しい攻撃が仕掛けられました。読売新聞と産経新聞

に「私たちは違法な報道を見逃しません」という全面広

告が何度か出されました。「岸井さんは『政治的公平』

に違反している、岸井さんを首にしょう」というキャン

ペーンでした。この時の「違法な」という根拠に使われ

たのが「放送法 4 条」です。今日のテーマでもあります。 

「放送法 4 条とは」 

では、「放送法 4 条」

とは何なのか。大事

なのは ①政治的

公平であること。②

事実を曲げないで報

道すること。③意見が対立している場合は多くの角度か

ら論点を明らかにしなければならない、④公序良俗です。

これが放送法 4 条です。 

九条俳句 不掲裁判と「政治的公正」について 

おととい私は、埼玉県で起きている裁判に行ってきまし

た。「九条俳句、不掲裁判」です。さいたま市の三橋公

民館で句会がありまして、月間 1位に選ばれたのが、『梅

雨空に 九条守れの女性デモ』という句です。1 番に選

ばれた俳句は必ず翌月の公民館だよりに載せることを 3

年 4カ月続けていました。ところが、「9 条を守れ」と

いう文言が問題になり、不掲載となったのです。一審の

さいたま地裁は原告が勝ち、二審の東京高裁の判決でも、

原告が勝ちました。判決が言っていることは「公民館は

社会教育のとりでです。そこに勤めている人は社会教育

法をちゃんと守らなきゃいけない。俳句は

公民館での学びの成果物であって、表現の

自由を尊重しなければいけない、人格権侵

害しましたよ」ということです。200万円

の損害賠償請求に対して、二審の判決は

5000円支払え、と。（会場 笑） 

 撤廃の危機に立つ放送法４条 

① 「公序良俗」 

② 「政治的公平」 

③ 「事実に基づく正確な放送」 

④ 「多角的に論点を明らかに」 
 

 

 
永田浩三さん 

 
九条俳句 
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永田 一審は 5万円でした。10分の 1 になりましたが、

判決文は立派でした。表現の自由についてもふれていま

すし、公民館は社会教育のとりでだ、とはっきり明記さ

れた。公民館は「なぜ拒否したのか」と言えば、「政治

的公平性」ということを言ったんですね。「9 条を守れ、

という人もいれば、9 条を変えろという人もいる」と。

「だから一方的に公民館が 9 条を守れという側に肩入れ

できない」という言い分です。でも、判決は「それは違っ

ている、9 条を守れという表現があったからといって、

公民館がそれに肩入れしているとは誰も思わないでしょ

う。だから 9 条を守れという人がいていいじゃないか」

という判決です。これは公民館での出来事ですけれども、

放送の世界でも同じことが言えると思うんです。社会教

育は戦後の日本国憲法を広げるセンターとして機能しま

した。もう一つ(日本国憲法を広げる社会教育のために)

使う道具として大事に思われたのが放送です。放送と公

民館は、民主主義、憲法の精神を学ぶうえで両輪として

役に立たなければいけなかったのです。 

ETV2001 

「番組改変事件」と憲法・放送法４条 
永田 私のことで少しお話します。20世紀が終わって

21世紀になる節目のとき「ETV2001 番組改変事件」があ

りました。「戦争を 4夜連続で考える」という番組で、

二夜目に「慰安婦」問題を取り上げました。 ところが、

この番組の放送の前日に NHK の幹部が安倍さんたちに

呼びつけられた。安倍さんは「公平公正にやってくれ「勘

ぐれ、お前」と言いました。今のはやりの「忖度しろ」

という意味ですね。安倍さんは当時から時代を先取りし

ていたんですね。なぜ「勘ぐれ、お前」と言ったか、で

す。安倍さんが憲法を深く理解していたとは思えません

が、憲法 21 条 2項に「検閲をしてはならない」と書か

れています。安倍さんは当時、官房副長官ですから政府

高官が放送前に「内容を変えろ」と言って、おおっぴら

になれば「憲法違反の指示を出した」ということで、総

理大臣にはならなかっただろうと思います。このときつ

ぶしておけばよかったのです。このことを（私たちは）

安倍さんの始まりからずっと引きずっているということ

でしょうか。 

ドキュメンタリーの原点 

私は NHK が長かったので、先輩から「ドキュメンタリー

の世界は声を挙げられない人とともにある」、「資料は

隠されているけど必ずどこかにある」、「歴史は民衆の

手で動くものだ」と教わってきました。ドキュメンタリー

を作るにあたっては、放送法の「『事実を曲げないで放

送すること』、『政治的に公平であること』は武器にな

る、お守り札」です。「政治的公平」はもともとは倫理

規定であって、放送局が身を守るための武器と言われて

いて、不埒（ふらち）な政治家がちょっかいを出してき

ても、そいつらの顔色を伺うのではなくて、「政治的に

公平でなければならないから、あなたたち一部の政治家

の言うことだけは聞いていられません」と突っぱねる動

機として使える。「慰安婦」問題について言えば、「河

野談話」は、こんにちまで生きている揺るがないもので

す。だから「報道は事実を曲げない」ことから言えば、

「ETV2001の番組」を改変ぜずそのまま放送すればよかっ

た。毅然として向き合えばよかったということですが、

残念ながらそうならなかったということです。 

放送制度改革について 

さて、今回の政府の「規制改革推進会議」についてです。

放送制度については醍醐先生や砂川先生がきちっと話し

てくださいますので、簡単な説明をします。「放送電波

は限られたもので、公共的なものだから一部の特権的な

放送事業の大胆な見直しに向けた改革方針 

【目指すべきゴール】 

放送・通信の垣根を取り、コンテンツ(番組)産業の新規

参入・競争を促進 

① 通信と放送で異なる規制(放送法４条)・制度の撤廃 

② 放送のソフト(番組)・ハード(放送設備)の分離を徹

底、コンテンツ制作事業者の参入を促す 

③ NHK は同時配信などネット活用、放送法４条など規

律は維持 
 

 
私たちは共謀罪法案に大反対です、監視は自由を殺す 

左から３人目が岸井成格さん 
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人が使っているのはよくない。規制を緩和しょう」と、

ちょっと甘い言葉で書かれています。「ソフトとハード

の分離をします」。簡単に言えば、放送を出す仕組みと

ニュースや番組を作るところを分けようという感じです。

それから「番組審議会なんて、もうなくしていいんじゃ

ないか」とか、「外国の資本がどんどん入ってきても構

わない」とか、「民放をなくしてもいいじゃないか」み

たいな感じです。その中で「放送法 4 条をなくす」とい

う話がこの間まで出ていました。風当たりが強くて、ちょっ

と今は矛(ほこ)を収めました。 

「民放不要論」に民放は怒った 

この「放送制度改革」に対して怒ったのが、日テレの社

長・大久保好男さんです。読売新聞グループは、全社あ

げ大反対している。「規制改革推進会議」の座長は大田

弘子さん(政策研究大学院大学教授)で竹中平蔵さんと同

じ人物だと思ってもいいかもしれません。竹中平蔵さん

は、「民放は電波を使って、通信のビジネスをやればい

い。飲食チェーンが多くの店舗に映像を流すのを請け負

うとか、その代わりネット事業者にも放送をやらせるべ

きだ。教育テレビは地域性がないから、ネットで配信す

ればいい」。例えば、吉野家の牛丼チェーン店でいろい

ろ映像を出しているが、ああいうものも作ればいい、民

放はもう放送やめたらどうか」と、相当乱暴なことを言っ

ています。 

砂川    放送制度改革案について 

放送制度のはじまり 
「放送制度改革案」についてお話しします。その前に日

本の放送の制度とは、どうだったかがキーポイントにな

ります。1950 年に最初の「放送法」、「電波法」「電波

監理委員会設

置法」の三つの

法律ができまし

た。これに対し

て、吉田内閣は

日本がサンフラ

ンシスコ講和条

約（1951 年）で

独立国になった瞬間、この「電波監理委員会」をつぶし

ました。それが今に至っている。先進国では国の機関（総

務省）が放送局の免許権限を持っているのは日本だけで

す。ほかの国はすべて「独立行政委員会」という第三者

機関が持っています。権力者が放送免許を出すしくみは

よくないということで。これが今回の隠れテーマの一つ

にもなっています。つまり「国(総務省)が免許の権限を

持っていていいのか」という問題です。ほかの国のよう

に「独立行政委員会ですべきでないか」という長い議論

があります。 

ＧＨＱによって入れられた 

「放送法 4 条」と憲法の関係 
その観点で「放送法」を考えると、放送法は憲法 21 条、

「表現の自由」に基づいて規定されているのです。GHQ

（連合国総司令部）によって、放送法の中に「政治的公

平」「論点の多角的提示」「報道は事実を曲げないです

る」ことが入れられました。とくに「政治的公平」につ

いては、1950 年段階で「憲法 21 条との関係で問題じゃ

ないの？」という議論はありました。「表現の自由」を

憲法が保障しているにもかかわらず、放送法の中に「政

治的公平」があると、放送法が憲法違反になってしまう

んです。でも GHQ が入れてきたので「ノー」と言えな

い。そこでどういう折り合いをつけたか。当時の政府答

弁書の中で、国が言っていることですが、「これはあく

まで倫理的な規定です。実効性ないんです。お母さんの

おまじないみたいなもので、表現の自由にはふれないん

ですよ」と説明をしています。この説明は 1993 年まで

ずっと続いてきました。 

ＮＴＴの民営化→通信の自由化→ 

放送と通信の融合 
時代が飛びまして、電電公社が NTT になりました。この

辺から通信と放送の話になっていくのです。放送とはも

とが通信なのです。もともと電話しかなかった通信の世

界に、決まった時間に決まったプログラムを流す定時同

報のサービスができ通信の中から放送が出てきます。放

送は通信の子どもみたいなものです。それがNTT民営化、

通信の自由化という流れの中で、放送と通信の融合が注

目を浴びることになります。  
砂川浩慶さん 
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レーガン政権が「政治的公平原則」を撤廃 

他方、アメリカは 1987 年にレーガン政権が「政治的公

平」原則を無くした。それまでアメリカのテレビ局はCBS、

NBC、ABC三つでしたが、そこに FOX が手を挙げ始め

た。その頃、ケーブルテレビ向けのニュース局 CNN も

出てきた。そういう流れを使って、「テレビ局がたくさ

んできてきたから、『政治的に公平』を課さなくてもい

ろんな意見があったほうがいい。視聴者が選べばいいじゃ

ないか」というのがなくす理由でした。この FOX ニュー

スの社長がレーガンの選挙対策委員会の委員長だった。

FOX ニュースを大きくするために、「アメリカ四大ネッ

トワーク」という言い方で、ネットワークに入った。ア

メリカのニュースをよく見ているとわかりますが、トラ

ンプの支持者が「トランプすごい」と言っている後ろで

映っているテレビは FOX テレビです。 

もし、安倍さんの放送法改正が実現すると AbemaTV が

ずっと映るかもしれません。 

「ハード(放送設備)とソフト(番組制作)の 

免許を分離する」意図は？ 
さらに竹中平蔵さんは、「ハードとソフトを分離する」

と言っている。しかし、放送法は「施設と放送に対して

の（一括）免許」を規定しているのです。これは非常に

賢いやり方で、仕組み的には番組内容については文句が

言えないようになっているんです。つまり、「電波の発

信に対する免許なので、その番組の中身が良い悪いとい

うことを言ってはいけない」ことになっているのです。

もともと権力は口を出しやすいから、そういう仕組みに

しているのですが、この「ハードとソフトを分離する」

ということになると、ソフト（番組制作）を出す人の免

許審査をどこでやるのかが問題になる。設備が分離され

るので、もろに番組のことだけに口を入れるのですね。

彼らが「ハード・ソフトの分離をしたい」と言っている

意図にはこの問題が必ず出てきます。 

自民党のＴＢＳとテレビ朝日への圧力 

1993 年の総選挙で自民党が下野して、細川連立内閣にな

りました。この選挙の時起きた「椿事件」は、テレビ朝

日の椿貞良報道局長（故人）が「新しい政権ができるよ

うに指示した」と産経新聞がスクープ報道した事件です。

新聞報道からわずか 2週間で報道局長が証人喚問されま

した。自民党は自分の都合がいいとき動きが早いですか

ら。そのとき安倍晋三さんは衆議院議員、その時は野党

でした。それ以来、自民党と安倍晋三さんは TBS とテレ

ビ朝日が大嫌いです。どんなに意地悪をしてきたかを私

の『安倍官邸とテレビ』という本に、縷々（るる）書い

てありますのでご覧ください。 

自民党は、1985 年から今に至るまで約 40 件近くも放送

番組に関して行政指導を出しています。第 1次安倍内閣

（2006 年～2007 年）は、1 年間で 8 件も出しました。ひ

どい中身ばっかりです。例えば、MBS のゴルフ中継番組

が生中継ではない、と言って難癖をつけてくる。ゴルフ

中継が生中継ではないことはみんなご存じですよね、そ

のときの総務大臣は菅さんです。安倍さんと菅さんは、

つるみなんですよ。関西テレビで『発掘!あるある大事典』

が、納豆食べるとやせるという放送がされて、菅総務大

臣が放送法を改正して放送局をつぶそうとしたんです。

そのときの総理大臣が安倍さんです。 

変えられた放送の定義 

インターネットも「無線」から「放送」の定義に 
2010 年に「放送法の大改正」をした。4 つあった法律を

全部一つにしてしまったので、今の放送法は、186 条ぐ

らいあって普通の人が読んでもわからないです。 

そのときに放送の定義を変えてあるんです。どう変えて

いるか、法律を四つ合わせたものですから、ケーブルテ

レビは以前は無線の送信、つまり無線を使っているとい

 
Aｂema テレビ 

昨年 10 月、安倍首相は総選挙の直前、インターネット放送の「アベマ TV」

のトーク番組に出演し、安倍支持派のジャーリストたちと好き勝手なことを 1

時間喋りつづけた。 

「政治的公平」など放送法 4 条の規定がある地上波では考えられないこと

だった。編集されず、たれ流しできるネットのうまみを知り、放送を規制のな

いネット寄りに統合していく、政権批判の無い、党派色むきだしの番組を放

送する放送局の誕生―狙いはそこにあると言われている。 
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う前提だったんですが、それが「電気通信の送信」とい

うのになったのです。文言だけ見るとインターネットも

既に放送の定義の中に入っているということです。なの

で、われわれが知らないうちに、放送の定義自体が変え

られているのです。 

「放送制度改革」でフェイクニュースも 

去年の 1月、「東京メトロポリタンテレビ」（東京 MX

テレビ）が、『ニュース女子』という番組を放送した。

DHC シアターという会社が作った番組です。「沖縄のデ

モをやっている人たちは、お金もらってやっている」と

か、インターネットに出ているようなフェイクニュース

が地上波で放送されて大問題になりました。私がこの局

の番組審議会の副委員長なので、私のほ

うから提起をして、この 1 年ずっとこの

問題でやってきました。この事例から見

ると、安倍さんの「放送改革」のポイン

トは、このようなインターネットのもの

と今のテレビ番組を一緒にしてしまうこ

と。安倍さんはテレ朝、TBS は嫌いだか

ら、「民放なくせ。NHK だけでいい。民

放はみんなインターネットにいけ」。そういう考え方な

のです。そうすると、インターネット上のヘイトスピー

チはあるわ、何でもありの世界が押しつけられるという

ことになっていくわけです。 

砂川  「民放は不要」は産業を殺すこと 

資料の中で、日本テレビの社長が激怒したのは「放送

（NHK除く）は、基本的に不要」というところです。安

倍さんがやろうとしている根本です。NHK は手なづけ

ちゃったんで、「民放は不要に」、ですから。産業を殺

そうとしている。細かいところは議論の中でさせていた

だきます。 

醍醐 それでは次に安藤さん、お願いします。 

安藤 奈良地裁でたたかっている 

「ＮＨＫ放送法順守義務確認訴訟」とは 
今、奈良地裁でたたかっている「NHK 放送法遵守義務確

認訴訟」についてです。奈良でどういうことが行われて

いるかを今日のテーマとからめてお話をさせていただき

ます。ことの起こりは、NHK が奈良に住んでいる宮内さ

んに「受信料払え」という請求から始まるんです。宮内

さんは NHK籾井会長の発言のあたりから、NHK の受信

料支払うのをやめていて 4万円ちょっとたまっていたん

です。その支払い督促が来て「どうしよう」ということ

で、われわれの弁護団長のところに相談が来て、「じゃ

あ、たたかおう」ということになったようです。私は途

中から参加させていただいています。 

「同時履行の抗弁権」「不安の抗弁権」で闘う 

「NHK の受信料支払え」という督促が来たときに「契約

していません」とか、「テレビ捨てました」とか反論を

する場合もあるんですけれども、今回の場合は、「見て

いるけれども、内容が気に食わんので金

払わない」と、こういうので非常に分が

悪いんですね。どうやってもちょっと勝

ち目がないのかなと最初、私も思ってい

たのですが、弁護団で考えた反論が、「同

時履行の抗弁権」。あるいは「不安の抗

弁権」という反論を立てたわけです。「同

時履行の抗弁権」とは、例えばお買い物

をしたときに「品物と代金は、互いっこ、同時に受け渡

しですよ」というのが同時履行の抗弁です。つまりこち

らは受信料払うのと、NHK が放送法に基づいたいい放送

してくれるのとはそれは互いっこですよという反論をし

たわけです。「NHK がちゃんとした放送をしてくれたら

払うけどね」とかそんな感じですね。「不安の抗弁権」

も大体似たような感じです。例えばお肉を買うときに和

牛だといって販売しているところに、「それ、本当に和

牛ですか。米国産ちがいますか、そういう不安があるか

らお金払いません」と、支払いを留保するというのが認

められているんですね。そういう抗弁、反論をしたんで

すけれども、一審ではアッという間に打ち切られて、アッ

という間に負けてしまいました。ただ控訴審では逆転し

ております。なぜかというと、受信料を払ったんです。

受信料払ったので、すったもんだはあったんですけれど

も、NHKの請求が棄却されたという結果になっています。 

 

 
安藤昌司さん 
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第２ラウンドのたたかいー 

宮内さんＮＨＫを訴える 
次に第二ラウンドですけれども、今度は、逆に宮内さん

が NHK を提訴しました。 

何を求めて訴えたかは、請求の趣旨にあります。 

「被告 NHK は、原告に対し、ニュース報道番組におい

て放送法第 4 条を遵守して放送する義務があることを確

認する。被告は原告に対して金 5万 5000円を支払え」

と訴えたんです。5万 5000円の請求は慰謝料と 5000円

が弁護士費用で、非常に控えめな請求をしています。「請

求の趣旨」では、「NHK はニュース報道番組において放

送法 4 条を守れ、守る義務があることを確認」、求めて

いるわけです。ですからわれわれの訴訟で、放送法 4 条

が撤廃されてしまうと非常に困ったこと

になってしまうわけです。つまり先ほど

の「同時履行の抗弁権」を見ても、放送

法があることが、われわれの武器なんで

す。われわれが「NHK に対して放送法を

守れ」というまっとうな要求をする、そ

のよすがになるわけです。 

126 名の大原告団で集団訴訟 

さらに「宮内さんに続け」ということで、今では合計 126

名の大原告団の大集団訴訟になっております。すでに最

初の訴訟から 1 年以上が経過しておりまして、もうすぐ

2 年になります。最初の訴訟はアッという間に打ち切ら

れたんですが、これはわりと長々とやっております。最

初は、箸にも棒にもかからん訴訟なのかなと思っていた

んですけれども、意外と大きな広がりを見せております。 

安藤    裁判で何が争われているか 

どういうことが争われているかというと、「放送受信契

約、放送受信料の法的性格」というのが大きな論点になっ

ております。私たちは「放送受信契約」は、「継続的な

有償双務契約である」と述べております。ちょっと難し

いですね。つまりお互いに義務を負っているということ

です。「視聴者は NHK に対して受信料を払う義務を負っ

ている。その代わり NHK は視聴者に対して放送法に基

づいた良質な番組を提供する義務を負っている」、これ

が前提になっております。これの根拠になっているのが

「放送法」なんですね。論点の 2 としては、放送法 4 条

の規定の「法的性格」が問題になっております。私たち

は「放送法第 4 条は、市民・視聴者との関係では法的義

務を定めたものである」と主張をしております。 

放送法４条は二面性をもつ新しい主張 

これは、今日のテーマとも絡んでくるところなんですけ

れども、放送法 4 条は確かに「表現の自由、放送者の報

道の自由」とか「編集の自由」を制限するものなんです

が、ただ「倫理規定だよ」ということで、憲法との整合

性が保たれているわけです。そうなると、NHK は今回の

訴訟でも「これは倫理的な義務に過ぎないんだ。視聴者

に対する法的義務は負っていないんだ」という反論をし

てきております。ただ、われわれが言っ

ているのは、「放送法 4 条は国家権力と

の関係では倫理的規定に過ぎない。ただ

国民や視聴者に対する関係では法的義務

という、二面的な側面を持っている」と

いう主張をしております。この主張は争

点としてまだ誰も言ってない。それで「法的義務がある」

ということを前提にして、第三の争点として、NHK が放

送法に違反した放送を続けた場合に、それが債務不履行

になるか、損害賠償を求める根拠になるかどうか、とい

うことです。4 番目の論点としては、NHK の放送が放送

法を遵守したものになっているかどうかというところ。

それから 5 番目が、それによって原告の視聴者の皆さん

が精神的な損害を受けたかどうかということですね。と

続いての論点になっていくわけです。 

NHKは第3の論点以下のところはほとんど反論してこな

いです。沈黙しています。第 2 の論点については、「放

送法 4 条は倫理的義務に過ぎないから、それ以上は議論

する相手にしない」という、非常に腹が立つ態度をとら

れています。それから、あと第 6 の論点ですが、これは

入り口の問題ですが、「本件訴訟が法律、裁判所が裁く

対象になるかどうか」というところが争われています。

つまり「放送法の 4 条の倫理的規定だとすると、放送法

4 条を守る義務が NHK にあるかどうかということは、裁

 
コーディネーターの醍醐聰さ
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判所が判断できませんよ」という判断

をされる可能性もあります。 

最高裁判決との関連 

憲法 29 条 財産権の侵害か 
第 7 の論点として最高裁の判例が去年

の 12月 6 日に出ました。「NHK の受

信料については最終的には強制することができる」と。

ただちに受信契約が締結されるわけではないけれども、

裁判を起こして判決を取れば、われわれは NHK と受信

契約をしなきゃならないという内容でありました。しか

し、NHK との受信契約が強制されるのであれば、受信料

を払う、われわれの財布からお金を出すということまで

強制されるわけです。とすれば、それとの引き換えで、

ちゃんとした放送がされるべきではないか。ちゃんとし

た放送が受けることが保障されてもないのにお金だけ取

られるというのは、憲法 29 条の財産権の侵害に当たる

んじゃないか、という憲法上の論点も併記しています。

こういう非常に多岐に渡る論点を内包した訴訟を今、奈

良でたたかっています。結果についてどうなるかお知り

になりたい方は、ぜひ奈良に傍聴に来ていただければと

思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。

（会場 拍手） 

デビット・ケイさんの放送法４条廃止論について 

醍醐 放送法 4 条が廃止されようとしているんじゃない

かと関心を持たれている方が多いと思います。永田さん

は、国連の特別報告者のデイヴィッド・ケイさんが来日

したときに、ヒアリングや議論もされたと思いますが、

デイヴィッド・ケイさんが帰国して、4 条の廃止という

勧告を含めた報告書を出されました。ケイさんがおっしゃ

る「廃止」と、安倍さんたちが言っている「廃止」とい

うことと、どういう意味の違いなのか。永田さん、ご意

見を。 

永田 放送法 1 条，2 条が揺らいでいることが 

問題 
デイヴィッド・ケイさんは、日本の放送を中心としたメ

ディアが権力からさまざま介入、弾圧を受けて、自粛、

忖度をしている構造を正したいということだったのです。

おどしの道具として、放送法 4 条が使われていると思わ

れたのです。「それなら、おどしの道

具をなくしてしまえ」ということです

ね。アメリカの放送は、87 年レーガン

政権のときに、フェアネスドクトリン

（公正原則）を撤廃しましたが、あの

ときに、テレビのキャスターたちは、その原則を撤廃す

ることをよしとしたところがあるんです。なぜかという

と、60 年代 70 年代、べトナム戦争をやめさせるにあたっ

て、テレビメディアも新聞もすごく頑張りました。つま

り、メディアは権力の監視をきちんとしている。自立も

している、ということが大前提としてあって、その中で

「フェアネス」（政治的公正）の縛りがあることで、む

しろ不自由になっているから、それをとっぱらっても、

我々は何もビクともしない、ということだったんです。

でも、安倍さんが撤廃しようとしているのは、おどしの

道具として「政治的公正」を使わなくても、いろんなか

たちで揺さぶりをかけられるから。いいかげんなネット

テレビが参入しやすいように、ということで、撤廃しよ

うということかもしれません。ただ、市民にわかりにく

いのは、岸井キャスターを攻撃したときの道具も、「放

送法 4 条違反だ」ということで攻撃を受けたわけですか

ら、どっちにでも使える道具として「放送法 4 条」があ

るわけです。前提は、放送法の 1 条や 2 条の「放送は自

立していること」、「放送は健全な民主主義に資するこ

と」ということが揺らいでいる中での、放送法 4 条の論

議ということ（で問題）だと思います。 

醍醐 砂川さんと安藤さんにお聞きしたい。先ほど砂川

さん、「4 条というのは実効性はないよ。おまじないみ

たいなもんですよ」とジョークも入っておっしゃったん

ですが、安藤さんたちは「放送法遵守義務確認」の裁判

を起こしていらっしゃる。これはおまじないなんていう

軽いもんじゃないと。裁判を実際にやってらっしゃる弁

護士さんとして、どう受け止めていらっしゃるのか、お

聞かせいただきたい。 

安藤 私もまだまだ不勉強な面があるので、私の言って

いることが正しいかどうか自信がないんですけれども、

法律というのは使い方があると思うんですよね。「スラッ
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プ訴訟」をご存じだと思うんですけれども、例えば巨大

企業が一消費者に名誉毀損とか信用毀損とかで訴訟をた

たきつけると、その人は黙るというおどしの道具に使う

こともできるわけです。「放送法を守れ」と言って、岸

井さんを攻撃することもスラップ訴訟の一種かなと思い

ます。つまり使い方を誤った法律の使い方というふうに

思います。放送法をほとんど知らないところからのスター

トで今、勉強中というところなんですけれども、すみま

せん。弁護士が法律を何でも知っていると思ったら大間

違いで…（会場 笑） 

安藤   放送法は宝物、憲法と一体 

放送法という法律は、淵源は憲法にあると思います。憲

法と一体のもの、というところが非常に重要だと思いま

す。ですから裁判をやっている立場からすると、放送法

4 条は、武器であり宝物と考えております。ただ、その

解釈の仕方として、権力が放送をおどす道具になっては

ならない。そこで二面性を有するという、法解釈を取っ

ているということです。 

放送法の二面的解釈について 

醍醐 砂川さんにお聞きしたい。 

安藤さんが二面性とおっしゃったのですが、奈良の「放

送法遵守義務確認裁判」では放送事業者と国家との関係

では、放送法は倫理規範だと。しかし視聴者と NHK と

の関係では、法的規範なんだという二面的な解釈をされ

ているんですがこういう二面的解釈というのは、どうご

覧になりますか。 

砂川 それは今日、お話を伺って成るほどな、と納得し

た部分があります。そもそも電波は国民の共有財産です。

ですから、その電波を公共放送事業体、ないしは私企業

が占有しているのです。なので、誰でも占有できるわけ

じゃない。そうすると、公共放送 NHK が電波を何で占

有できるのかということで言えば、「国民とのある種の

契約関係がある」という考え方で、放送法 4 条について

は、国家権力に対しては規範性を持つというのはおかし

くなるけれども、国民に対して契約としてそれを遵守す

る義務、というのは十分論理的に成立するのではないか

と思う。特に市民社会との関係で言うと、放送はそうい

う緊張関係が成立させているところあるわけですから、

これはすばらしい理屈だな、と思いました。   

椿事件が示したもの 

追加的に申し上げると、93 年の椿事件が報道された時、

今まで「政治的公平」はお題目みたいなものだったけど、

総務省が「選挙報道で報道局長が指示したとすれば、「政

治的公平に違反する。免許も停止できるんだ」と言いま

した。それからおかしくなったのです。それまでは倫理

規定という考え方だったが、93 年から「(違反かどうか)

判断するのは役人だ」と言いだした。また、その年が再

免許の年だったのです。この椿事件は、10月末に再免許

という時に、産経新聞が、10月のはじめに事件を報道し

たので「テレビ朝日」は免許保留になり大変だったんで

す。 

 

今年は免許更新の年 

実はあんまり新聞でも書かれてないが、今年も再免許の

年です。今年の 10月 31 日で、NHK もサンテレビも、み

んな再免許になります。今、放送局の経営とか現場、技

術の人はすごくびびっている時期です。そういうおどし

がかかる今年 2018 年です。そういう背景もあるという

ことをご承知おきいただきます。 

醍醐 私の理解では、奈良の裁判でおっしゃっている放

送法の二面性については、憲法は国家を縛る原理だから、

視聴者と NHK との関係では、憲法の適用とは次元が違

うということなので、その場面で憲法がいうところの「表

現の自由」というものの規範作用することはないと。む

しろ視聴者と NHK、視聴者の「知る権利」という方面か

椿事件とは 

1993年6月の衆議員選挙時に起きたテレビ朝日の放送

が放送法違反（政治的偏向）として疑われた事件。選挙

では非自民の細川内閣誕生、自民党は野党に転落。当

時の椿貞良テレビ朝日の報道局長（故人）が、選挙後の

放送番組調査会で私的に「自民党が『ニュースステー

ション』に圧力をかけ続けてきた」ことを批判、「非共産・

反自民の連立政権の成立を手助けする報道をしよう」

と発言した。これを読売新聞が一面で報道し、各界に大

きな波紋を広げた。郵政省は電波の免許停止を示唆。

その後、NHK と日本放送連盟は共同で「放送倫理・番組

向上機構」を設立した。 
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ら検討するべきだという理解。それから裁判である以上

は何らかの法的な規範性がなければ、司法的な評価がで

きないという意味かなと私は思うのですけども、安藤さ

ん、そういうことでよろしいでしょうか。 

安藤 そういうことだと思います。 

醍醐 これから、ここは確かめたいと思われるところが

ありましたら、質問を出し合っていただければと思いま

す。永田さんから、お二人に何かありましたら。 

永田   奈良の裁判はまっとうなもの 

私、最高裁判決で契約義務が出たときに、朝日新聞から

コメントを求められました。「NHK がきちんとした放送

をしてないからこんな訴訟が起きるんだ。ニュースがあ

まりに変すぎて、NHK は襟を正せということが事の本質

なのだから、そういう指摘に対して真摯に向き合うべき

で、そこからでしょう」みたいなことを申し上げたんで

す。ですから、奈良で起きている訴訟については、まっ

とうなことだと思うんです。裁判の勝ち負けでは、どう

いうふうに推移するかわかりませんが、4 条については

私自身それで、攻撃を受けてきた側でもありましたから、

複雑な思いがあるわけで、非常にまっとうな裁判ではな

いかと思いました。 

政治的公平原則をどう考えるか 

醍醐 先ほど永田さんが 9 条の俳句のことで、公民館側

は俳句掲載を拒否した理由は、9 条を守れという人もい

れば、変えるべきだという人もいて、片一方だけに便宜

を提供することはできないと。「政治的公平・中立」を

盾にそういうことを言うことに、永田さんは疑問を呈さ

れました。メディア総研はブックレットで「公平原則が

メディアを殺す」という本を出されましたね。今の問題

と非常にかかわりが深いと思うので、所長である砂川さ

んは、どう受け止めていらっしゃるか、お考えを。 

両論併記でバランスをとることは議論を抹殺する 

砂川 一番よくないのは、「右の意見もある、左の意見

もある。じゃあ、足して 2 で割りましょう」ということ

です。NHKのニュースを見ていると、そういうのが多い。

インタビューする人に、「賛成の人、反対の人を紹介し

て、はい、終わり」という。これでは何ら議論が深まら

ないですね。つまり「公正中立」ということを掲げれば

掲げるほど、必ずバランスを取ることになるわけですね。

バランスを取るというと、結局忖度が働いてくるわけで

す。秒数測ったりし始めるわけですよ。しかも議席数で

秒数測ったりするようなことをやり始めるわけです。そ

うしたら自民党だけが延々と、いうようなニュースにな

るから、これは客観性が必要です。要するに事実に迫っ

ていくときに、客観的なデータに基づいて、きちんと主

張していくこと、これをやらなきゃいけない。「公正中

立」という名のもとに、あっちの意見とこっちの意見を

紹介して 2 で割って、あとは考えてね、とやっているや

り方は、自分たちを殺してしまうし、民主主義を発展さ

せることにはなってない、という提起です。 

意見が対立している問題こそ取り上げるべき 

醍醐 賛否両論を、ただ並列的に並べるだけで、かみ合

わせをしない、あれでは何の判断材料にもなってないと

いうご意見です。もう一つ先ほどの 9 条俳句のほうはい

ろんな考え方の人が両論あるから、片一方だけに場を提

供することはできない、という考えで意見が対立してい

たら両方とも排除するという論理です。放送法の制定に

携った荘宏さんは自署の『放送制度論のために』という

本の中で、「意見が対立している問題こそ積極的に取り

上げないといけない」という、積極的中立主義を主張し

ています。消極的中立主義ということは、両方とも伝え

ないというやり方ですね。これが最悪だと私も思います。

伝え聞くところでは、NHKのある経営委員が荘さんの『放

送制度論のために』を読んで感激し、経営委員会の事務

局のメンバーに紹介をしたら皆さん、回し読みをされた

そうです。本当に今の NHK の皆さんに読んでもらいた

い本です。4 条といっても「多角的論点の提供」という

ことと「政治的公

平」ということと

を、リンクして議

論しなければ、バ

ラバラに議論した

ら、おかしくなる

と私は感じています。 

 
会場風景 
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ハードとソフトの分離について 

醍醐 「規制改革推進会議」では、「ハードとソフトの

分離」も言っています。一言で言えば、ソフト、コンテ

ンツ（情報）産業を振興するということですね。ただ新

しいソフト部門に人材、ノウハウの参加の道を開くとい

うこと自体は、視聴者から見れば別に悪い話ではないと

思いますが、永田さんは、長らく番組制作、ソフトのお

仕事に携わった体験から、ハードとソフトの分理論につ

いてどんな感想をお持ちでしょうか。 

永田  番組はたやすく作れるものではない 

私はNHKの中で一番長かったのは番組制作の現場です。

最後は編成の仕事も少ししました。制作した番組をどう

いう放送枠でいつの時間帯に放送するかという編成のと

ころと分離されていると、ハードのほうを握っている人

が、力関係で、「こんな番組をやれ」とか

いうことになる。私は NHK しか実態として

は知りませんので、ハードとソフトを本当

に分けるということを、どれぐらい実感し

ていたかよくわからないんです。けれども、

番組を作るためには、取材をする人が育つ

にはすごく時間がかかるのです。人様に何かを伝えるこ

とができるスキルとか、さまざまなものを獲得するとき

に、手間がかかるんです。「新規参入」ということは口

当たりはいいのですが、ニュース一つ出すということが、

どれほど大変なことか、現場を知っている人間はおろそ

かに考えてはいけないと思います。「新規参入」はいい

ことだと語られがちですが、私の実感としては、とても

そう簡単にはいかないぞというのが正直なところです。 

砂川 「規制改革」の本当の目的は番組への介入 

朝日新聞の記者に不勉強だと文句言ったんですけど、規

制改革会議の人たちも不勉強なんです。何で不勉強かと

いうと、朝日新聞の記事が規制改革委員会の議論をその

まま真に受けて、「ハードとソフトの分離」は、発送電

分離と似ていると書いているんです。発送電分離の場合

は、電気としては同じなのに、新規参入を大手が「そこ

の伝送路は満杯だから君たちは乗れないよ」と排除して

いるから問題なわけです。今回、言っている「ハードと

ソフトの分離」は、中身が情報なので、電気と違うんで

す。例えばサンテレビの電波の中にAbemaTVとか『ニュー

ス女子』みたいなものが入ってきたときに、誰が責任を

負うんですか、ということですね。電気であれば、安く

てちゃんとしたクオリティであれば、それでいいという

選択ができます。けれども、情報の選択をするのは、ソ

フトを持っている人がちゃんとしてないとだめなのです。

ハード会社は電波発射会社なんで儲からないのです。な

ぜ儲からないかといえば、例えば CS の「スカパー!」の

正式社名は「スカパーJSAT」という会社です。つまりハー

ドとソフトは一致です。そうしないと衛星会社は経営に

ならないんですね。コストセンターなのでお金使うしか

ないので、入ってくることがないとだめなんですね。そ

れから BS、衛星放送、あそこも「ハード・ソフト分離」

といわれています。「B-SAT」という衛星会

社があるんですが、ここは歴代の社長は、

全部 NHK 出身です。WOWOW とか J 

SPORTS とかいろんな会社がありますから、

そこから技術部・政策部を引き受けなきゃ

いけないので、ハード会社は 1個にまとめ

てありますけれども、実態的にはハードソ

フト一致なんですね。だから、本音で考えると、ソフト

事業者は、番組内容に口が出せるんですよ。免許を与え

るわけですから。こいつはけしからん番組をやっている

と言ったら、排除できるわけです。「ハードソフト分離

がいいと」と言っている、本音はそれしかないのではな

いかと思われる。 

世界的に上手くいっているのは BBC だけ 

世界的に「ハードソフト分離」を途中から導入してうま

くいっているのは、イギリスの BBC だけです。なぜう

まくいったかというと、買ってくれる会社があったから

です。今、日本に NHK と民放で中継局は、1万あります。

全部私有財産です。例えば近畿の電波を届けている関西

局だけで、1局当たり 100以上持っています。全部、私

有財産です。これ誰が買ってくれるんですかね。日本で

は買ってくれるところないんです。だから、いろいろ考

えると、「規制緩和」という名を借りて番組に口出しし

 
醍醐聰さん 
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たいんだなと、と思っています。 

「国民投票とプロパガンダＣＭ」について 

醍醐 話題を移させていただきますが、冒頭で永田さん

がお話になれなかったところで、「憲法改正国民投票と

プロパガンダ CM 放送」について。今、改憲が大きな論

点に上っています。永田さんからご覧になって、憲法改

正国民投票と、今、言われている電波からネットへとい

う流れの中で、「国民投票運動期間中は無料、広告、CM、

テレビでもやれる」、そういう問題は国民投票にどんな

影響を及ぼすのか、われわれ、どの点に気をつけないと

いけないのかお話しいただけないでしょうか。 

安倍政権が続けば国民投票が現実化 

永田 安倍さんの憲法改正への執念は、もうついえるか

なと、3月頃は思っていたんですけれども、なかなかそ

うならない中で、もし安倍政権が延命する

としたら、次は憲法改正国民投票が具体化

してくるだろうと思います。国民投票法は、

公職選挙法とは随分違います。公職選挙法

はいろんな縛りがあるでしょう。国民投票

法だと非常に自由度が高いですよ。投票当

日であっても、意見広告は OK となってい

ます。これが相当くせものですね。 

ヨーロッパでは 

実はこんにちのメディア状況と絡んでいて、ヨーロッパ

で言えば、EU のイギリスの離脱のときが典型ですが、

あのとき離脱したほうが、税金とか EU に拠出している

お金が減って、国民生活は潤うというさまざまなニュー

スが飛び交ったんです。主に新聞を通じて。このときに

BBC は積極的に反論できなかったんです。こういう意見

もありますよと、公平公正原則みたいなことに縛られて、

インチキのものもそれなりに言い分があるみたいなバラ

ンスを取ろうとしたのです。本当に憲法改正国民投票に

なったとき、NHK はどう振る舞うか、「両方に言い分あ

り」ということしか、やれないんじゃないかなと、とて

も心配しています。民放は経営が悪いですから、大々的

な CM特需に乗るしかないだろうと思っているんです。

そうすると、民放やかなりのネットが電通経由のさまざ

まな CM を垂れ流す状態になり、結果的に安倍さんの意

のままになっていくという構図を私は感じています。 

醍醐 砂川さん、この点についてお考えは？ 

歯止めの議論をするところが無い 

砂川 民放の側で「自主規制を考えるから、ちょっと待っ

てね」と言いながら自主規制が出てきていないんです。

永田さんがおっしゃるように、放送は全くの自由になり

ますので、お金を持っている人が勝ちです。さらに言え

ば、テレビ CM も、ネットはもっと規制がないんです。

そうすると改憲勢力が「改憲しないとこのままじゃだめ

だろう」的なあおるような CM が出てくると思います。

ここに対して何らかの歯止めの議論を、どこですればい

いのかというのが、ないのです。公職選挙法であれば、

いろいろ検討する場が想定されているんですが、今回の

国民投票に関して、政治のほうでの協議会みたいなもの

を作るというのはあるんですけども、じゃ

あ、われわれの意見は、どういうところ

で反映されるのか、そういう場がないの

です。このままいくと、放送業界として

もメチャメチャにされるっていうのはよ

ろしくないので、それなりに考えるとは

思いますけれども、われわれ視聴者・市

民の声は、どういうかたちで反映される

のかというのは、1回やってみないとわからないという

ことになりかねない。とんでもない結果になりかねない

と思います。 

醍醐 安藤さん、日頃、ジャーナリズム（報道）の研究

をやっていらっしゃる方と討論の機会は少ないと思うの

ですけれども、ご質問があればこの機会にどうぞ。 

安藤   われわれはどうあらがえるか 

安倍政権がジャーナリズムに対して圧力をかけてきてい

ることが実際にあるんだけれども、どのようにあらがう

ことができるのか、われわれとして、どういうふうにジャー

ナリズムの応援ができるのか、政権に対する何か対抗が

できるのかというところについて伺えればと思います。 

永田   頑張るメディアを応援すること 

とても難しい質問ですけれども、3月 2 日、朝日新聞が

 
安藤昌司さん 
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森友問題で文書改ざんの疑惑でスクープを出しました。

大阪と東京の朝日新聞で社会部の名うての人たちが完全

なタッグを組んで箝口令もしいて、一文字も間違いを記

事にしないっていう中で、1週間耐えて、毎日新聞が続

報、あとに続き、東京新聞が続いて、NHK が続いたとい

うかたちになっていった。今、ちょっと苦しい状態です

けれども、森友学園、加計学園両方で政権を追い詰めて

いくことをやったわけです。これこそ権力の腐敗を厳し

く世の中に問い、国民の知る権利に奉仕するというメディ

ア本来の役割を果たしていることだと思うんです。一番

大事なことは、事実をもって、悪を制するということを

やろうとしたということですね。朝日の方から聞いたの

ですが、なぜそんなに箝口令もしいて、一字一句間違い

が起きないようにやったのかというと、2005 年、6 年の

番組改編事件が発覚したときの朝日のスクープが、結果

的に安倍さんと NHK の口裏合わせによって、朝日のほ

うが正しかったのに負けてしまったという苦い経験があ

りますね。そのあと朝日は原発事故の吉田昌郎（まさお）

所長や、済州島（チェジュ島）の慰安婦狩りの吉田（清

治）証言の訂正記事等を巡っても、深手を負って、本当

に苦しい中での今回のスクープだったと思うんです。そ

のときに読者がメディアを応援するということは、すご

く大事で、私は非力ですけれども、この前、「朝日新聞

頑張れデモ」に参加したんですよ。（会場 笑） 

永田 僕たちが、築地の朝日新聞社屋の中で 8 人ぐらい

立って、プラカードを持っていると、朝日の人が、オッ

とか、ギョッとするんですけど、よく見ると「朝日がん

ばれ」と書いてあるんですね。見るとにっこりして、手

を振って行かれましたが、そういう行動は大事かなと思っ

ています。 

砂川   視聴者の励ましが番組を支える 

一番大事なところで、視聴者がいいものはいいというこ

とをどう伝えていくかは、非常に大事だと思います。例

えば『サンデーモーニング』という番組があります。関

口宏さんが立教大学の卒業生でもあるので、何回かお話

を伺ったことがあるんですが、あの番組は、8 時からス

タートをするのですが、番組が始まる前から、ファック

スとメールで、「早くこの番組やめろ」「こんな番組、

もうやめちまえ」「死ね」とか（笑）、電話はじゃんじゃ

ん鳴りっぱなしで、スタッフは本当に嫌になっちゃうぐ

らいだと。見ていただいているならいいですけど、スター

トした途端に鳴るってことは見てないわけですね。 

（会場 笑） 

砂川 というわけですから、番組への評価や感想のメー

ルやファックスはとても励ましになって「頑張る」とい

うことをスタッフや関口さから伺っています。いい番組

については、メールでもファクスでも意見を出していた

だくのが大事です。 

韓国ドキュメンタリー映画「共犯者」から学ぶもの 

もう一つのヒントとして。今日、配られているチラシが

あります。ドキュメンタリー映画「共犯者たち」。これ

は韓国言論労組の 10 年間のたたかいの記録映画です。

韓国の KBS、民放大手の MBC と二つの放送局のケース

です。MBC の社長がイ・ミョンパク大統領によって送

り込まれた。人気ニュース番組のプロデューサーだった

崔承浩さんは解雇され、『ニュース打破』というインター

ネットニュースをやり始める。ろうそく革命によってよ

うやく大統領が代わり、ＭＢＣの社長はクビになります。

そのあと、何と公募で、新しい社長に解雇された崔さん

がなったのです。そして監督としてこの記録映画を作ら

れた。 

民衆の力で公共放送を変えた 

6月 10 日に、崔監督をお呼びして、立教大学で講演会を

やります。韓国は民衆の力で放送局のトップを代え、放

送の中身を変えたという事例からまなぶことは大きい。

『ニュース打破』というインターネットの放送局にはお

金ないですから、一般の視聴者から寄付を募った。今ど

きですから「クラウドファンディング」という、インター

ネットで寄付を

募ったのです。何

と放送局に集まっ

たお金が、5億円。

それが活動資金に

なって、この放送
 

私たちは怒っています！ 


