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局ができているわけです。なので、既存の放送局を育て

ることも必要だし、頑張っている新しいメディアもある

わけですから、そういうところに対しては、われわれも

クラウドファンディングみたいなかたちで支援していく。

インターネットという、みんなに開かれる世界をうまく

使ってできる時代にもなってきているのかなと、感じて

います。 

醍醐 ありがとうございました。このあと、質問の時間

でまた、存分にお話をいただけたらと思います。 

（会場 拍手） 

 

質問と回答 

質問１ 番組を作って放送したときに、視聴者から入る

メールや FAX に対して、作っている側の発信は出され

ないんですか。 

質問２ ドキュメンタリー制作は「声を上げられない人と

共にある」というお話しに感動した。E テレで『長すぎ

た入院』というドキュメントを 3 回見た。この中にも挙

げられたようなタブーが日本のテレビ、新聞にあります。

隠されたタブーの事実があるのをどうしたらいいのか。 

質問３  4 月 4 日の九条の会で、国民投票が発議された

ら、このままではだめだろういう報告があった。14 日前

までは意見広告は自由だと聞いたが正確か。お金がある

ところは、メディアも放送も買い取っていくというとこ

ろが怖い。地元に帰ってくると緊張感がないので。そこ

ら辺が心配なので教えていただきたい。 

よき視聴者の声が生命線 現役職員のとの交流も 

永田 NHK は視聴者コールセンターなどいろんな窓口

を日常的に開いています。毎朝 10 時の管理会議に、前

日の集約が配布されて、今後の放送に生かすことをやっ

ています。その 1 例として、7 年前の原発事故のとき、

「ネットワークで作る放射能汚染地図」というドキュメ

ント番組を放送しましたが、このとき、NHK の中では「社

内ルール（20 キロ圏以内に入ってはいけない）違反だ」

と、すごいバッシングを受けたのです。しかし、この番

組が延命できたのは、ひと

えにＮＨＫに寄せられた視

聴者の反応がよかったから

です。「番組で本当のこと

を知ることができた」とい

う声が現場を勇気づけて、

放送をシリーズで続けることが可能になったのです。大

体、ほめてもらえるような番組を作っている人たちは、

NHK の中では大体、日陰者扱いをされていることもある

ので。（会場 笑） 

永田 視聴者からのよき反応は生命線です。それ以外に

ないというぐらい、ありがたいことです。問題は、昔は

こういう集会などに NHK の現役職員が普通に出て来ら

れたのです。最近は集会に出ていくのが厳しいですね。

でも、ゼロではない。現役の記者、ディレクターを呼び

たいと働きかけていただくことがすごく大事と思います。

ETV 事件での私の反省は、あのとき、バッシングを受け

ましたが、応援してくださる方もたくさんいたにもかか

わらず、そういう集会に出ていくのに時間がかかったと

いうことでしょうか。だから、世の中に開かれた仕事を

していくことは、本当に大事なことだと思います。 

（会場 拍手） 

市民集会でもよい番組の紹介も 

砂川 おっしゃっていることは、世の中の、表に出てこ

ないようなタブーを明らかにしていくということをおっ

しゃっていると思います。頑張っている者もいます。 

NHKに入っている自分のゼミ生を言って恐縮ですが、『被

曝の森』という NHK の番組をつくりました。NHKスペ

シャルで去年の芸術祭の優秀賞を取りました。福島で人

間はいなくなり、家畜の動物が被ばくしている。この動

物たちがどうなっているかを追った番組で、作ったのは

3 年生です。今年の 3 月に『被曝の森 2018』というドキュ

メンタリーも作りました。今、28才です。彼は NHK で

こういう問題を提起しなきゃいけないと思っているんで

すね。しかも、NHK は 28歳でも番組作って放送できる

わけですよね。その意味では、健全な組織の部分もある
 

司会の立垣満理さん 
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わけです。こういう集会でも、そういうよい番組を紹介

していくというのも、大事なことなのかなと思います。

ただ、スマホの弊害は、皆さんもお感じになっているで

しょうけど、彼らが見ている世界では、マスメディアは

マスゴミですし、罵詈雑言の嵐ですからね。ネットがあ

ればテレビなんて要らないよというところにつながって

いると実感しています。今の若い人たちにはしんどい思

いをしたくないというのが多いですね。一例を挙げると、

うちの学生に「これ調べてこい」というと 5 分ぐらいで

帰ってくる。スマートフォンで検索かけて、「はい、先

生、出てきませんでした、以上、終わり」なんです。だ

から、その人たちにはタブーは何にもないんです。 

質問４ NHK の番組内容は 1 年前と比較すると、少し変

化も感じているがパネラーの方々は、いかかですか。 

NHKスペシャル「日本の諜報 スクープ最高機密ファイ

ル」はがんばりを感じる。 

永田     ＮＨＫには両面ある 

５月 19 日放送の NHKスペシャル「スクープ 日本の諜

報 最高機密情報ファイル」。あれはアメリカ政府と日

本政府を100％敵に回す番組でした。優れたディレクター

とアメリカの専門のリサーチャーが一緒に取材している

のですが、彼らは取材中に、その情報を全部収集される

というリスクを負い、ものすごく恐ろしい目に遭いなが

ら最後までやりきったと思います。しかし、一方で、前

川喜平さんの最初のインタビューを撮ったのに放送され

なかった。取材したのは NHK のウン年目の女性記者で

す。彼女は今もとてもつらい思いをしていると思います。

つまり、いろいろ取材しても、蛇口が詰まっているとい

う感じでしょうか。小池さんという政治部長経験の報道

局長がネックで、その上の人間もネックで、会長は代わ

りましたけれども、実態はよろしくないと、私は思って

います。 

安藤 私たちの

裁判でも、毎回、

準備書面で、今回

の NHK の番組は

こういう放送法に

違反した放送をしているぞと事実を毎回挙げているわけ

ですけれども、最近、ちょっとネタがなくて（会場 笑）。 

安藤 そういう意味では、ちょっと NHK、よくなって

きているのかなあというような感じがしているんですけ

れども。それにだまされちゃいけないというのはおかし

いですよね。結局、私たちがやっている裁判は、NHK に

もっと頑張ってほしいという応援なんです。そういう思

いも込めて裁判をやっておるところです。よくなったか。

どうでしょうね、ちょっとわかりません。 

砂川 ニュースは「アベチャンネル」化している 

NHK ご出身の方で構成されている「放送を語る会」が、

ストレートニュースを全部モニター・分析して、ホーム

ページに出しています。いかに安倍チャンネル化してい

るか、ということがデータで示されています。安倍さん

の都合のいい話は放送するけど、都合の悪い話は放送し

ない。いっときまでのモリ・カケ問題もそうでした。去

年の総選挙の投票日の前の『党首に聞く』1 時間番組な

んか、安倍さんヨイショもいいとこですよ。だから、そ

ういう意味で言うと、政権寄りかなあと。アメリカ人の

研究者がNHKのニュースを20年ぐらい分析した「NHKvs

政治権力」があるんですけど、それでも「NHK は（政府）

広報マンである」という結論になっています。今に始まっ

た話ではないわけなんですね。ただ、その中で、キラリ

と光る番組をどう考えているのかと。NHK の持っている

多様な価値観があって…、 

砂川    たたかい方はいろいろある 

たたかい方はいろいろだと思うんですよ。それは民放も

おんなじで、先週、NNN ドキュメント「南京大虐殺」を、

今日の午前中、BS 日テレでやっていましたけれども、

ないデータを掘り起こして。これを作ったディレクター

は、桶川ストーカー事件の犯人を追い詰めた、もと、週

刊新潮の記者だった方なんです。その方が日本テレビに

移られて、桶川ストーカー事件もやり、それから、#MeToo 

の（伊藤）詩織さんが最初に相談に行ったのも、その方

なんですね。だから、彼女の書いた本の中にも、出てき

ます。それで、その南京大虐殺は幻だといわれている中

で、「いや、そうではない」という事実を掘り起こすよ
 

パネリスト 
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うな番組をやっている。こういうキラッと光る番組もあ

る。それをどう評価していくかということだと思います。

（会場 拍手） 

放送局の電波利用料についてのおたずね 

質問５ 資料の中に、「放送局の電波利用料を増額する」

と書いてあります。これに関して、情報誌『選択』4 月

号に、「安倍首相の放送局いじめ第 2弾。電波利用料引

き上げの検討を開始」とあります。「現在、電波利用料

として、民放キー局は 1 社当たり、年間 3億円。放送と

通信を合わせた総額は、約 760億円に達している。総務

省の幹部によれば、放送を中心に1.5倍に引き上げて1000

億円にする構想だと言っている。実現すれば、放送各社

の経営にも大きな影響を与え、視聴率が低迷するフジテ

レビは営業赤字になる恐れがあるとの声が出ている。地

方局は数百万円単位といえども死活問題になりかねない。

しかし、総務省はやる気満々で、5 月中に懇談会の取り

まとめをしようとしている」と書かれています。私たち

視聴者はテレビを見るとき、放送局がお金を出して国か

ら電波を買っていることは知りませんでした。そこで、 

質問① 政府が利用料を引き上げる必要性は何でしょう

か。単に放送局いじめなのか。 

質問② 民放が 3億円とすると、NHK はいくらで買って

いるのでしょうか。 

質問③ 多額の電波利用料は、国の収入として国庫に入

るのか、総務省の収入になるのか。 

質問④ 利用料引き上げは視聴者、市民にどんな影響が

あるのでしょうか。 

質問⑤ 放送免許は、日本は何年ごとでしょうか。イギ

リスの BBC は 10 年と聞いているが。 

電波利用料の値上げがうまくいったことはない 

砂川 本質的に言うと、放送でも通信でも、電波は国民

の共有財産であるがゆえに、昔は、お金がかからなかっ

たのです。1980 年代から、電波利用料という名前で「お

金払え」になったんです。払い方については、通信事業

者と放送事業者では差があります。今の内閣府で「規制

改革」と言って旗を振っている人は、ソフトバンク（通

信）出身の人なのです。なので、「通信業界の俺たちは

安くして、放送業界はもっと上げろ」という言い方をずっ

としています。放送に関しては、出力・電波をいっぱい

出している人はたくさん払いなさい、小さく出している

人は、少しでということで、東京のキー局と、例えば、

サンテレビのように小さな出力を出しているところとは、

8万倍の差があります。だから、サンテレビを 1円とす

ると、東京キー局、8万円。そういう構成になっていま

す。これは放送の特性からいって、小さいところから大

きく取ってもしょうがないだろうと。つぶれちゃいます

からね、なので、ある種、払える者が払っていこうとい

う流れなので、これが値上げされると、フジテレビだけ

でなく、民放は嫌がります。だから、よく総務省の役人

もよく「値上げするぞ」とチラつかせますし、国会議員

で放送に関係している議員は、「周波数をオークション

にするぞ」という話をします。電波利用料を放送に値上

げをしてうまくいった例は世界的にはありません。それ

から、周波数のオークションをやって成功した例はどこ

もなくて、イギリスでこの周波数のオークションという、

テレビについてやったことがあるんですけれども、この

オークションで老舗のテレビ局が免許を得られませんで

した。で、新しく出てきたところがろくでもない放送を

しているということで、国民にとって、あまりいいこと

なくて。免許取れなかった放送局は、そのあと、制作会

社になって、今、イギリスの民放を支配するような感じ

になっています。だから、オークションをすれば何でも

ハッピーというような話では全然ないと思います。 

電波利用料は特別財源 

「電波利用料」は特別財源です。一般会計に入るのでな

 
会場風景 
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くて、郵政省に入ります。これは目的税なので、違法電

波の監視とかに使われます。余談ですけど、昔、『独眼

竜政宗』という NHKの番組を過激派が東京で電波ジャッ

クして、『独眼竜政宗』の画面に「日本帝国主義打破」

みたいな文字が出たんです。それで、総務省の会議に僕

も行ったのですが、そのときの NHK の担当者がふるっ

ていて、総務省の役人が「ちゃんと家に帰って大河ドラ

マを見てなかったのか」と聞いたら、「そんな、家に帰っ

てまで NHK の番組見ませんよ」。（会場 笑） 

砂川 会議はそのあと、ちゃんちゃんで終わったことが

ありました。昔は、違法に電波発射する人がいたもので

すから、それを探るための専用車にお金使ったりしたん

です。今は周波数を違法に使う人、減っています。その

意味では、電波利用料は上げる意味はあまりないです。

だから、値上げは政治的な思惑という感じがします。市

民から見ると、電波利用料を値上げする目的が納得でき

るものなのかと疑問がでるのではないか。何か政治的な

思惑が見えるなら、「おかしいじゃないか」という声を

上げていくことなのかと思います。 

免許更新は 5 年 

再免許はことしの 10 月 31 日、次の再免許は、2023 年で

す。イギリスの BBC は特殊でして、女王の特許状で 10

年、イギリスの電波の放送免許は 9 年です。日本の場合、

政治的圧力をかけやすいのが免許。ほかの国は運転免許

といっしょで「更新」です。日本の放送免許は「再免許」

というかたちで、一から全部、申請を出し直させます。

したがって、ほかに手挙げる人がいたら、一緒に並行し

て審査をするということです。かつては放送局が再免許

申請の書類だけでトラック 4台分と言われていました。

今は「規制改革」され、電子的でも送られるようになり

ました。収入印紙代だけで、ある局はウン億円という話

でした。 

放送局の電波利用料はいくら 

電波利用料は、NHK もキー局並みで、そんなにべらぼう

な値段ではないです。キー局よりちょっと多いぐらいで

す。NHK の場合は一つの組織なので。民放が１社あたり

3億円で、NHK はその倍はいかなかったと思います。民

放はテレビ局だけで 127 社あるんですが、それぞれ別々

です。ちなみに、NHK の受信料は、来年で 7000億にな

ります。世界最大級ですね。番組制作費で使われている

お金が、単純計算で 1 日 15億円です。すごいすよね。

（笑）。だから民放の人は、NHK が嫌いなんですね。多

分、民放の社員は今、全国で 2万 5000 人ぐらいいます

が、NHK の受信料を払っている人、半分いないと思いま

すね。（会場 笑） 

質問６ 国民投票の今後の日程、進み具合とか、民主勢力

の対応について。 

永田 じゃあ、国民投票のほうだけ。まだ日程的には出

てないです。憲法改正するかどうか決まってないわけで

すから。安倍さんが 3選されるのか、とか、国会の憲法

調査会でも論点決がまってないですから。「投票スケ

ジュールが出てきたらおしまいだ」という考え方もある

でしょうが、日程は確たるものはありません。最近、国

民投票法の CM の問題については、新聞とかで書き始め

ていますし、放送局もローカルのニュースコーナーなん

かでやるようになってきていますので、むしろ、今から

われわれが、どうやったらフラットな選択ができるかと

いう観点で、この問題を考えていくべきだと思います。

地方議会からの請願的な行動で、国民投票がきちんと行

われるために CM についてきちんとしたルール作りを、

みたいなことはやっていかれるべきかなあとは思ってい

ます。 

醍醐  メディアを使った有料広告が問題 

砂川さんが最後におっしゃったことですが、今、何が一

番大事かというと、国民投票運動期間の中でのメディア

を使った広報、広告です。 

広報・広告の方法は二つあります。１つは「広報協議会」

というフォーマルなもので、これは選挙広報をきちっと

管理する話なので、そこは置いておいて。あと「有料広

告」についてです。政党・団体・個人も可能な有料広告

が新聞、雑誌もできる。テレビ、ラジオでも有料で広告

ができます。 

醍醐        上限がない 

非常に恐ろしいのは、国民投票の場合、上限がないこと
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です。お金、使いたいだけ使いなさいと。金がものを言

う露骨なことが放任されている。ちなみに、ヨーロッパ

では、イギリス、フランス、イタリアではテレビ勧誘コ

マーシャルは全面禁止です。テレビだけですけども。テ

レビは短い時間にワンポイントでやりますから、非常に

効果が大きいということがあって、ヨーロッパでは、全

部禁止しているんです。日本は上限すらない。やりたい

放題できることになっている。ただ、テレビのコマーシャ

ルは、投票日の 2週間前まで、というのが、唯一の制限

です。 

テレビ以外は前日までＯＫ 

テレビ以外は、投票日の前日までインターネットも新聞

もフリーです。もう一つ問題となるのは、意見広告です。

意見広告は、2週間を切った段階でもやれるという解釈

が多いですね。コマーシャルと意見広告は境界線が、はっ

きりしてないのです。選挙期間中、政見放送の中で、知

名度の高いタレントとか女優さんを呼んできて党首が対

談するかたち。これ、「意見広告ですよ」と言ったら、

投票日の前までできるんです。これはかなり強力な影響

が出ます。そういうことが今、全く規制なしですね。 

規制のやり方としては、大きく二つ考えられていて、一

つは「上限を設けるべきだ」。もう一つは、「ヨーロッ

パ並みに、テレビコマーシャル的なものは全面禁止する

べき」と。 

放送法４条は歯止めになるか 

醍醐 もう一つ、今の国民投票法案 105 条ですが、「放

送法第 4 条の趣旨を尊重する」という定めがあるんです

よ。ですから、今回、「放送法 4 条の撤廃」という話が

出たときに、一部の方からは、「これは国民投票法を念

頭に置いたものじゃないか」という批判も出てきた。結

果として、放送法 4 条は今、あっても、選挙期間中はやっ

た者勝ちですから、あとになって、「あれは 4 条に違反

していた、だから国民投票は無効だ」とい

うことは、まずできないですよね。だから、

やった者勝ちになるけれども、それでも事

前の何かの歯止めにはなるかな、というこ

となんです。仮に、それすら撤廃されたら、

もう何にもない。「事実は曲げないで」とか、そういう

話でも全くなくなってしまうところが怖い。その辺を、

本当は今のうちからもっと、きちんとやるべきじゃない

かと思っております。 

司会 ありがとうございました。永田さん、レジメの最

後のところをよろしく。 

永田    公共放送とは何なのか 

最後に申し上げようと思っていたのは、今、安倍政権は

ウソにまみれた日々ということです。 

NHK の何が罪深いかというと、そのウソについて、ウソ

でということを指摘しないで、安倍さんの言い分を垂れ

流していることです。財務省、文科省、愛媛県、今治市

にしても、安倍さんのウソを構造的に補強したり、ウソ

をウソのまま放置するという、構造的問題が一番問題で

す。メディアの一番の任務は、「権力の暴走をチェック

し監視する」ことですが、そのことが全くできていない

ことに尽きます。昨日、砂川さんがシンポジウムの中で

お話しされていたんですけども、安倍政権が言葉そのも

のを毎日、破壊している。「誠心誠意」とか、「うみを

出していく」とか、本人がうそをつき続けているにもか

かわらず、「真相究明の先頭に立つとか」、そういう、

くらくらするような、（会場 笑） 

永田 日々が続いていて、これを何も問題だと言わない

公共放送とは、いったい何なのか、受信料を払いたくな

いと思うほうが当然だと思うのです。毎年、世界報道の

自由度ランキングがあって日本は、去年 72位、今年 67

位です。相当低い。かつて、菅直人さんのとき、11位で

した。うそを追及しない。あるいは、追及させない、そ

ういうメディアって何なの？ということで、これは「こ

のままでいいわけはない」としか結論はないと思うんで

す。 

安倍さんを倒すしかない 

奈良の NHK相手の裁判も、このままで

いいわけはないから裁判を起こしてらっ

しゃると思いますし、この集会に来てく

ださっている方々も、このままでいいわ

けはないと思うから、今日、集まってく 
醍醐 聰さん 
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ださっていると

思うのです。私

は NHK が長

かったので、

NHKの肩を持ち

たい気持ちもな

いわけではあり

ませんが、ニュースそのものは、もう地に落ちていると

しか言いようがない。いいものもありますが、それは、

いいものもあるというレベルで、本来の業務を果たせて

いないということですよ。その本来の業務を果たせてい

ない NHKニュースが、国民投票という事態になったと

きに、どれほどひどいことをやりかねないか、あるいは、

やってしまうであろうと想像がつくわけです。だから、

事態はとても深刻でもありますが、じゃ、順番はどうす

ればいいのか、ということで言えば、すごく乱暴な意見

ですけど、安倍さんを倒すしかない。（会場 拍手 笑） 

質問７ ① 最近、雑誌『WiLL』や『Hanada』が反朝日

新聞キャンペーンに加え、反 NHK キャンペーンを展開

していますが、その背景と影響はどのようにありますか 

②、モリ・カケ疑惑の追及は、やや壁にぶち当たってい

ます。どういうふうにして、この壁を打ち破れるとお考

えですか。 

砂川 権力を批判することを批判する動き 

『WiLL』とか『Hanada』は、一定の勢力があると思う

んですけれども、ただ、今の大学生も、わりとああいう

論調になってきている。インターネットで、全部の記事

が無料で読める新聞が 1紙だけあるんです。産経新聞で

す。なので、今の若い人は新聞読まないとよくいわれま

すけど、ネットでヘッドラインニュース見て、そこから

下りてくケースが多いんですが、驚くべきほど、産経新

聞的なことを言う学生がいます。今、文部科学省によっ

て、われわれ大学教員は全部、授業評価アンケートを、

学生に評価されるんですよ。「黒板の字が汚い」とか、

「声が小さい」とか、「わかりにくいとか」ボロくそ書

かれるんですけど、その中に、僕みたいな授業をやって

いると、「左寄りの変な学説を聞かされて迷惑してる」

とか書かれるんですね。そういうのは増えてきてはいる

んです。だから、『WiLL』とか『Hanada』とかに代表

されるような、権力を批判することを批判するという動

きが出ているので、これは気をつけないといけないと思っ

ています。これが年代を問わず、広がっているんです。

例えば、僕、昨日、立教大学で「安倍の放送計画を切る」

みたいな名前のシンポジウムをやりましら「こんなタイ

トルの、時の総理大臣に何、文句言うんだ」みたいなメー

ルが大学の広報にきたりするんですよ。だから、私のと

こにもメールで「あの教員、辞めさせろ」とか「あの人

いつ辞めるんですか」とか、電話もらったこともありま

す。辞めると大変なんですけど（笑）。家庭の事情的に

…。（会場 笑） 

宣伝のお金はどこから出ているか 

砂川 というような中で、ここから先は推論ですが、権

力監視するものに対して、「ノー」というような風潮を

つくるために多分、政府が官房機密費を使っていると思

うんですね。なぜかといいますと、永田さんが紹介され

た「放送法順守を求める視聴者の会」は、読売新聞や産

経新聞に 1 回で数千万円かかる全面広告を出しているわ

けですね。僕は実名で「放送法順守を求める視聴者の会」

の会員になったんですけど、毎日、すごい量の調査をやっ

ているんですよ。とてもじゃないけど、個人で出せるよ

うな金額じゃない。代表幹事は百田尚樹さんです。理事

を見るとケント・ギルバートとか、そういう人たちです。

どう考えても、あの会が、クラウドファンディングで、

そんなにお金が集まると思われないので。（会場 笑） 

砂川 合法的に官房機密費が流れていてもおかしくない

な、そういう感じはしております。 

司会 モリ・カケ問題については。 

砂川  みんなが声をあげ続けていくと 

モリ・カケの問題は、みんながもうわかっているわけで

すよ。安倍さんに気を使って、10億円のものが 1億円

ちょっとに値引きはされるわ、岩盤規制だといいながら、

お友達の大学ができるのね、そういうふうになってんだ

よねと。かかわっている人は、みんな、とんでもないこ

とをやっていると。だって、財務省の役人が文章変えちゃ

 
醍醐聰さん 
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うなんてね。さっきも永田さんと笑い話していたんです

けど、どこでも新人教育ってあるじゃないですか。NHK

でも新人には、ニュースはうそをついてはいけませんっ

ていうことは言わないよねって話をしてたんですね。 

（会場 笑） 

砂川 同じように、役人の人事局といえども、「公文書

は変えてはいけません」と、そういうことは言わないで

すよね。しかも、財務省の事務次官がおっぱいもんでい

い？なんて。だって、僕、うちの学生に、言ったら、僕、

くびですよね。会場 （笑） 

砂川 それが「全体ではそうじゃないんだ」とか言って

いるわけでしょ。全体なんか関係ないですよね。そうい

う発言をしただけで、懲戒に値するわけじゃないですか。

全部おかしくなっているものが、みんな、安倍さんを守

るというところに集約されてきている。モリ・カケの問

題にしても、朝日にリークしている大阪地検の存在もあ

るわけです。あれ、全部が朝日が（取材）したわけじゃ

ないですから。それに心を通わせてくれる検事サイドも

あるわけなんで。どうなるかは、全然わかりませんけれ

ども、ああいうものに対して「国民は関心を持っている

んだぞ」、「安倍は許さないんだぞ」という声を上げ続

けていくことしかないんじゃないかと思います。安倍さ

んの周りは、世論が沈静化することを願っているわけな

んですよ。 

砂川 なので、そういう構造的な問題を許しちゃいけな

いという、まさにこういう（今日のような）集まりを続

けていくことが大事だと思いますね。（会場  拍手） 

司会 時間になりましたので、質問を終了させていただ

きます。それでは、今までのまとめを醍醐先生からお願

いします。

 

醍醐                  感想とまとめ 

ほぼ、議論は出尽くしていると思います。感想めいたこ

とを、ちょっとお話をさせていただきます。 

メディアにはもう一つの役割がある 

メディアには「権力と対峙して、権力を監視する」とい

う役目があります。安倍さんのように権力をここまで私

物化するような政権のもとでは、この役割は本当に大き

いものがあります。私が考えるのはもう一つ、メディア

には、視聴者と視聴者、市民と市民との間の議論、出会

いの場を提供するという、そういう水平的な役目という

のも、あると感じました。 

メディアの視点がない議論はリセットすべし 

醍醐 今回の、「放送制度改革」がめざしているゴール

は、（資料の中にも入っている）「通信と放送の垣根を

下げる」、それは「通信と放送を一体化する」ことであ

り、「ハード（伝送設備）とソフト（番組制作）を分離

する」こと。分離したうえで番組制作（ソフト）に多く

の事業者が参入して、コンテンツ（情報内容）の市場を

広げて産業振興を図ることがゴール。これは、まさに「竹

中構造改革論」の再論になっていると思います。こんな

ゴールをめざすのは、ゆがんでいると思います。結論的

に言うと、

今の「規

制改革推

進会議」

の土俵の

上で議論

しても、

実りのない議論になるだけでなくて、ほぼ「百害あって

一利がない」議論になってしまうので、一旦、リセット

しないといけないと考えます。というのは、今の「規制

改革推進会議」の議論の視点の中には、メディアという、

頭がないのです。 

安倍氏の成長戦略の 

ターゲットは市民を消費者と見る 
安倍さんの眼中にあるのは、一言で言うと、コンテンツ

(情報)産業の市場をいかに拡大するか。それを成長戦略

の一つの機会にするという発想だと思います。誰をター

ゲットにした市場かというと、「知る権利を持った視聴

者」ではなくて、商品を消費する市民として、消費者が

ターゲットになっている。もう少し詳しく言うと、知る

「改革」が目指すゴール 

・通信と放送の垣根の引き下げ、撤廃 

・ハード（伝送設備）とソフト（番組制 

 作）の分離を徹底 

・多様な番組制作事業者の参入を促す 

・究極のねらい→コンテンツ産業の振興 
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権利を持った視聴者に、どのように判断材料を提供する

か、そのためにどういう放送が望まれるかという発想は、

ほぼ 100％といっていいぐらいないです。 

光と影の両面がある 

「放送と通信の融合」、「ハードとソフトの分離」とい

われていますが、光と陰の両面があるとは思います。光

の面では、放送は瞬間的で一過性の情報提供ですね。そ

れを「インターネットの常時同時配信」と言って、放送

すると同時にインターネットでも、伝える、そういうか

たちを取ることによって、一過性の情報を静止的なもの

としてアクセスの機会を広げる。そういう面では確かに

望ましい姿だと思います。NHK で言えば、地上波で放送

したものをNHK NEWS WEBで、これを掲載しておけば、

定時に見逃しても、あとからどんなニュースをやったの

かということがよくわかる。これは私たちにとっては非

常にありがたいことだと思うのですね。 

インターネット情報の問題点 

問題点といいますと、インターネット情報の、見る機会

の拡大が、NHK の場合、例えば NHK NEWS WEB、ご覧

になったら、ほぼ 1週間で消えます。1週間、長くて 2

週間ぐらい。調べようによっては、もうちょっと長い過

去まで遡れることがありますが、普通でしたら、ほぼ 1

週間で切れてしまう。これは民放とか、新聞などのアー

カイブと比べれば、NHK は、意外にお粗末です。 

ネットが主流になってこわいもの・情報偏食 

もう一つ、「電波からネットへ」と、言いますが、ネッ

トが主流になったときに、私が「非常に怖いな」と思う

のは、「情報偏食」が起こるということです。見たいも

のだけを見る。ただ、言論、報道的な情報については、

そういう偏食的なやり方をしていることでは困るわけで

すね。ところが、インターネットというのは、1 対 1 で

す。極端に言えば、ある 1 人の人間が自分で検索して自

分で探して、それを見るだけですね。 

放送とネットのちがい 

ところが、放送は 1 対 n ですよね。放送局が一斉に電波

で流したものが広がったら、端末で同じ情報を同時に何

百万、何千万人が見る。そのことによって、同じ情報が

共有されて、そこでいろんな対話が成り立つ土台になっ

ているわけです、これが、インターネットになると、対

話が非常に成り立ちにくくなる。いくら話しかけても、

「そんなもの知らないよ」と言われたら、そこでプッツ

ンと終わってしまう。そういうことになりかねない恐ろ

しさがある。私は放送メディアの役割を「異なる意見の

出会いの場を作る」と言いましたけれども、かたちを変

えて言うと、公共放送には「パブリックフォーラム」と

いう役割がある。これは「権力を監視する」というのと

は、ちょっと違った、市民と市民との間の関係性という

ことだと思います。 

異なる意見の人との対話を 

ここで私は今の政治の問題とかかわると感じるのは、今

日のような集まりで、安倍政権を攻撃すると、参加者の

間から拍手が起こるわけですね。ところが、昨今の加計

問題、森友問題、セクハラ問題も、ありとあらゆるうみ

が出てしまっていますけども、それでも支持率が下がら

ないどころか、横ばい、やや持ち直すわけですよ。この

現実をどう見るのかということを、「安倍はダメだ」と

言っている人こそ直視しないといけないと思うのですね。

仲間同士で意気投合しているだけでは、この現実は変わ

らないわけです。 

なぜ、支持率が落ちないのか 

議論をしないという風潮について 
醍醐 どの世論調査見ても、あの麻生さんが、あれだけ

言いたい放題を言って、それでも 10ポイントぐらいし

か辞任の可否について開きがない。何でそんなことになっ

ているのかということを考えるしかないわけですよ。 

いま画面に出ているのは、2 年前の成人式の様子を報道

した『報道ステーション』です。東京都港区のホテルで

しょう。左側、「アメ

リカの大学に通う新成

人」と書かれています。

「トランプとかヒラ

リーさんとか、ディ

ベート（討論）を絶対

に見る。みんなで学校

 
報道ステーション 

アメリカ留学の新成人に聞く 

日本とアメリカの違いは？ 
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で集まって見る」と言っている。それぐらい、政治のこ

とについてしっかりと考えているのに、「日本に帰って

きたら、誰もそんなことを話していないし」、というわ

けです。日本では、政治の話を大勢集まった場で持ち出

すと、何となくその場を白けさしてしまう。だから、何

となく言いづらい雰囲気がある。だから、大学生の間で、

ゼミナールでも何でも、学生同士がつばを飛ばすぐらい

のつもりで政治の問題でディベートしていること、聞い

たことがない。 

違った意見の議論の場を 

醍醐 これは「意見の違う人と向き合った場合に、あな

たはどうしますか」という文化庁の世論調査です。去年

の 2 月から 3 月にかけて。1997 年と 2008 年と 2016 年。

この 3 年間使ったわけですけども、「納得いくまで議論

したい」と答えた人が、24％から 25％。ほとんど横ばい

です。しかし、「事を荒立てないで収めたい」という人

が、1997 年 50.7％。2 年前は 61.7％。約 11ポイントぐ

らい増えている。次に、文化庁が調査を発表したときに、

NHK が夜 7 時のニュースでそれを取り上げました。世論

調査を紹介したうえで、街角の声をとりあげた時、ある

若者は、「自分の意見を言うより、引っ込めたほうが話

がまとまって簡単。楽だから」。女性「周りの反応を見

て、言っちゃだめ、と思ったらもう言わない」。こうい

う人が最大公約数ではないでしょうか。違った意見をぶ

つけ合って議論するという場がほとんどないまま成人に

なっていくのかなという気がします。ところが、海外で

はそこが相当違う。 

ドイツの教育と日本の教育のちがい 

今の話と飛躍があるかもしれませんが、この1週間ほど、

ミュンヘンとワルシャワへ行ってきました。アウシュビッ

ツだけじゃなくて、ミュンヘンの郊外にもダッハウ強制

収容所があります。ここに政治犯とユダヤ人が収容され

ていたのですが、私が驚いたのは、現役の警察官が収容

所を巡回しているんです。いろんなグループが来ていて

あっち、こっちに輪になって説明を聞いている。ほぼ高

校生。ガイドさんは、「こういう若者がたくさん来るこ

とはすばらしい」と何度もおっしゃっていました。各学

年、1 年間の間に、必ず 1 回、こういう歴史的な施設を

現地研修することがカリキュラム的に義務づけられてい

るとか。日本なんて、こういうのは見せないでしょ。あ

ちらはどんどん見せようとしているわけ。こういうカル

チャーの違いというのが根本的にあるなあと痛感して帰っ

てきました。日本は、ちょっと「慰安婦」のこと書いた

ら、「その掲示板、取り払え」とか言うわけでしょ。教

科書に載ったら「全部削れ」というわけでしょ。見せな

いように政治が仕向けているわけです。ところがドイツ 

ミュンヘンでは政府の方から見せる、この違いは決定的

に大きいという気がしました。 

国民投票における有料広告は 

全面禁止がのぞましい 

 

今回の国民投票での有料の広告で言い忘れたことが一つ。

有料広告をやるときに、同じお金を使っても、どの時間

帯か、ゴールデンタイムを押さえるかによってすごく違

いあります。日本で今、広告を押さえている 3割が「電

通」といわれています。そうすると、改憲派のほうが電

通を通じて有料広告の時間帯を押さえたら、一番いいゴー

ルデンタイムを改憲派が押さえてしまう心配がある。そ

ういう意味から考えると、有料のコマーシャル広告を、

国民投票法の中でやっていいものかが問題です。私はヨー

ロッパ的に全面禁止したほうがいいという気もしており

ます。 

問題提起 ネットの拡大による 

消費者被害は取り締まれるのか 
もう一つ、これはもっと身近な問題ですけども、ネット

が拡大していったときの消費者被害の問題です。今でも

ある話ですが、ネットが放送に参入してくると、消費者

被害が野放しにされてしまうということで、今、問題に

なっているのは「打ち消し表示」という問題です。商品

の売り手側としては一番強調するところは大きく出す、

「強調表示」といいますが、それに対して、あんまり都

合のよくないところは「打ち消し表示」という表示があ

るんです。健康食品で「こんなに効きますよ」というと

きに、「ただし」という、この「打ち消し表示」は、ほ

とんど見逃されてしまう。これについて、NHK の解説委
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員の今井純子さんが記事を書いておられます。どういう

ことかというと、コインパーキングの看板で大きく「1

日最大 1500円」。これ強調表示ですね。小さな字で、

「ただし、平日のみ」と小さく書いてある。これが打ち

消し表示。これを見なかった人は、1500円で何時間でも

いいと思ったのに、8000円払わされる。健康食品表示に

「毎日、2錠ずつ飲んだらスリムになりますよ」、その

下のほうに、小さな字で、「ただし、個人によって効き

目に差があります」と。（会場 笑） 

醍醐 新聞広告では、8ポイント以下の小さい字で。ネッ

ト、ウェブ広告だと下にずっとスクロールしていかなかっ

たら出てこない。こういう問題が、本当に、規制できる

んだろうか。今は景品表示法でやっていますが、こうい

う消費者被害について、どうするのかという議論が必要

ではないかと考えております。 

司会 本日は長時間、本当に勉強になりました。ありが

とうございました。（完） 
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