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多様性の中にある矜持なのだが…
～沖縄4局・「復帰」50年特番の分析～

メディア研究部  七沢　潔

はじめに

今 年，2022年の5月15日は沖縄が本土に
「復帰」してちょうど50年にあたった。「復帰」
とかぎ括弧つきにするのは，沖縄では基地の
本土並み縮小という当初の願いが50年たって
も叶えられない現実への抗議が続き，言葉が
審問されていることに配慮するからだ。とはい
え，NHKの世論調査で「復帰してよかったか?」
と問えば，8割以上の人が「よかった」と答え
るのもまた現実である1）。そんなアンビバレント
な空気の中で政府と沖縄県が共同で記念式典
を開催し，NHKと3つの民間放送局がその時
間帯にあわせ特別番組を生放送した。

本稿では，この日沖縄の4つの局が放送した
番組の録画を視聴し，その構成や伝えられた
内容，言説を整理してみる。

NHK　記念式典中継に徹した

NHKは，宜野湾市にある沖縄コンベンショ
ンセンターを主会場とし，東京・高輪のホテル
の別会場をオンラインで結んだ記念式典の全
体を注釈などの加工なしに生中継した。式典
を伝える第1部は全国放送で，踊りや歌，空
手などによる「レセプション」の第2部は沖縄
ローカルの放送であった。

14時に始まる番組は冒頭，皇居での天皇・
皇后の臨席の様子が壇上のスクリーンに映し出
される。その後沖縄出身の西銘恒三郎沖縄・
北方担当大臣が開式の辞を発し，沖縄出身の

テノール歌手，新垣勉が国歌「君が代」を独唱
（コロナ禍のため斉唱せず）した。次に岸田文
雄首相，玉城デニー沖縄県知事が式辞を読み，
天皇の「お言葉」，衆参両院議長，最高裁長
官，駐日アメリカ大使，全国知事会会長のあい
さつ，沖縄県民代表や，若者代表のあいさつ
が続き，県立那覇高校合唱部による「芭蕉布」

「てぃんさぐぬ花 」などの合唱が披露された。
沖縄県議会議長の閉式の辞のあと，番組は一
時，ニュースにより中断され，15時30 分過ぎ
から第2部「レセプション」が始まった。その
内容説明は割愛する。

▪ 式典と微妙に近い距離感
番組のタイトルは『沖縄復帰50周年記念式

典』。政府と県がつけた式典名そのままだが，
「復帰」のあとに「50周年」の文字が入ってい
ることに注目する。
「芸能生活30周年」などのように，「周年」は

その歳月を寿ぐときに使われる。今年「復帰」
から50年の沖縄で，「お祝いする気分にはなれ
ない」との言葉を何度も聞いた。前述したとお
り，基地問題が未解決であるからだ。

その意味で，「50周年」は式典実施に微妙
に関わるNHKの立ち位置を示唆する言葉でも
あった。ちなみにこの式典の第1部の司会は
NHK沖縄放送局の荒木さくらアナウンサーで
あり，第2部の司会は朝の連続テレビ小説『ち
むどんどん』のナレーターを務めるジョン・カビ
ラであった。
（5月15日，NHKはローカル放送だが，18

時5分から『つなぐ未来へ 沖縄本土復帰50年

特別番組 』を放送，アーカイブ映像を使って
復帰前後の歴史をたどり，批判も含めた復帰
への県民の思いや，式典への感想なども伝えて
いる）
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RBC（琉球放送）
式典中継の意味づけをする

戦後最初にできたラジオ局として長い歴史の
あるRBCは，13時55分に始まり15時に終わ
る番組の2分の1を超える32分間は記念式典
を伝えた。NHKのようにすべてではなく，天
皇・皇后の臨席，開式，君が代独唱，首相と
県知事の式辞，天皇の「お言葉」までである。

タイトルはNHKと同じく式典のタイトルを使
い，「中継」を足して『沖縄復帰50周年記念式

典・中継』。

▪ 会場外の「抗議」も映す
RBCは中継の見方に角度をつけていた。現

場に派遣されたニュースのキャスターが，式典
開始前の立ちリポートで「国と県の溝が埋まら
ない中で迎える復帰記念式典」とコメントし，
会場外でプラカードを掲げて基地建設断念を
訴える市民たちを映す。さらに番組後半では，
辺野古新基地建設中止と日米地位協定改定を
求めてハンガーストライキを続ける大学院生，
元山仁士郎の姿も映し出す。

▪ 言葉の吟味と付加
さらに首相や県知事の式辞，天皇の「お言

葉」は事後にCGで要旨を伝え，重要点を指摘
している。例えば玉城知事の「過重な基地負
担が強いられ続け」「復帰の意義と重要性につ
いて国民全体の認識の共有を」という言葉に
は，「自分事としてとらえてほしい，という知事
の考えが表れているコメントとなりました」と重
ねている。

▪ 50年前のアナコメを受けて
RBCの番組はスタジオでアナウンサーが櫻

澤誠（大阪教育大学准教授 ），比嘉京子（元
RBC報道制作局長）とトークを繰り広げてい
る。沖縄歴史教育研究会によるアンケートで

「沖縄が日本に復帰した日はいつか」という問
いに正しく答えた高校生が22％足らずで，「復
帰体験の風化」（比嘉）が問題提起される。歴
史の古さを感じたのは，50年前に同局のアナウ
ンサーが読んだコメントであった。アーカイブ
映像の中で，当時の新屋敷二幸アナウンサーは

「遠い祖先，また戦火に失われた尊い犠牲者に，
私たちはこの世替わりの現実をなんと報告した
らよいのか」「今日から明日へ。沖縄は日本に
帰ります。さようならアメリカ」と読み下した。

これに対し，50年後のスタジオで比嘉は「ア
メリカにさよなら，と言ったが，さよならになら
なかった現実がある」，櫻澤は「日本政府にとっ
ては失われた領土の回復だったが，沖縄にとっ
ては新たな困難の始まりだった。そのズレが今
も続いている」と語った。

QAB（琉球朝日放送）
世論調査の結果を題材にスタジオ討議

1995年に誕生したQAB，琉球朝日放送は
基地問題を中心に報道に力を入れてきた。辺
野古の新基地建設や高江のヘリパッド工事の
問題などで，すぐれたドキュメンタリー番組を
制作している2）。

▪ 式典中継は県知事の式辞だけ
そのQABが「復帰」50年のその日に放送し

たのが，基地問題の専門家，我部政明（琉球
大学名誉教授）と前泊博盛（沖縄国際大学教
授）をスタジオに招き，QAB，朝日新聞，沖縄
タイムスが共同で行った世論調査の結果を読み
解く番組。記念式典中継は玉城デニー沖縄県
知事の式辞のみ。番組タイトルは『QAB報道

特別番組 復帰50年 道しるべ』。

▪ 世論の矛盾を読む
世論調査では85％の人が「復帰してよかっ
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た」と答えながらも，「今の沖縄は 復帰当時に
県民が思っていたような姿になっている」と答
えるのは55％と回答間の矛盾が目立つ。基地
が変わらずあり，本土との格差が是正されず，
所得が全国最下位であることと関係している
と前泊は読む。

本土との関係になると複雑だ。「本土の人は
沖縄のことを理解しているか」との問いに対し，
80％が「そう思わない」と答えた。10年前の調
査から17ポイントも増えている。

▪ 本土との「溝」の深さ
この本土と沖縄の間にある「溝 」の源は，

1879年の琉球処分や，1945年の沖縄戦にまで
遡るとする見方もあるが，QABの番組は歴史
の浅い同局のアーカイブが届く時間の中から，
サンフランシスコ講和条約（1952年）による日
本の主権回復を祝う2013年4月28日の日本政
府主催の式典の映像を持ち出す。

その中で，天皇・皇后の退席時に当時の安
倍晋三首相などが突如両手をあげて「天皇陛
下万歳」と声を発し，両陛下の驚く姿が映し出
されている。講和条約によって本土から切り離
され，その後もアメリカの統治下に置かれ続け
た沖縄にとって4月28日は「屈辱の日」と呼ば
れてきた。画面に映し出されたのはそんな歴史
がまるでなかったかのように振る舞う首相たち。
他者の痛みを顧みない指導者の姿に，沖縄の
人々が改めて日本本土に対して複雑な思いを抱
いたであろうことを想起させた。

本土「復帰」で変わったことについて，我部
は「米軍基地の維持と住民対策を日本政府が
行うようになったこと」と答えた。そして変わら
ないことは「米軍のプレゼンス」で，「そのコス
トは沖縄が払い，利益は基地のない地域の日
本国民へもたらされる」と語った。

▪ 「反復帰論」
QABの番組のもう一つの特徴は，元沖縄タ

イムス記者で「反復帰論」の代表的な論客で
ある新川明のインタビューが挿入されたこと。
「反復帰論」は，米軍統治から逃れ，人権

が尊重される憲法の国日本への「復帰」を求め
る運動が県民全体を巻き込んでうねりをなし，

「復帰」が現実化する1970年に，雑誌『新沖
縄文学』に寄稿された新川ら新聞記者や元裁
判官，学者らの論考を嚆矢とする。沖縄戦で
本土防衛の「捨て石」にし，「集団自決 」にま
で追い込み，戦後もアメリカに沖縄を基地の島
として差し出した日本を「祖国」と呼ぶのは幻
想であるとし，日本国家への帰属にのめり込ん
だ「復帰思想」を批判している。そして「琉球
処分」以来の日本への同化，寄り添いから脱
却し，沖縄人としての自立を説いている。

本土との隔たりが深刻化する中，再び注目
を集めるこの思想にたどり着いた番組は，タイ
トルどおり，戦後沖縄の人々が苦闘しながら積
み上げた「道しるべ」へと回帰していた。

OTV（沖縄テレビ）
アーカイブ映像で「戦後史」を物語る　

4局の中で最も手の込んだ番組を作ったのは
OTV。1959年，最も早くテレビ放送を開始し
たOTVは，豊富なアーカイブ映像を使って復
帰前のアメリカ統治の時代から，復帰をめぐる
激動，復帰後の混乱など沖縄の戦後史を「物
語」った。タイトルは『復帰50年未来へ オキナ

ワ・沖縄・OKINAWA』。プロデューサーはアメ
リカ統治下，琉球政府を相手取って裁判を起こ
した魚屋の女性店主を描いた映画『サンマデ
モクラシー』の監督でもある山里孫存・報道制
作局次長。
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▪ 人気バラエティー番組で受ける
山里たちは受けに同局の人気バラエティー番

組『ひーぷー☆ポップ』のスタジオを選んだ。
メインパーソナリティーのひーぷーこと真栄平仁

（舞台演出家）と沖縄のタレントたちに，映画監
督の中江裕司（映画『ナビィの恋』ほか）なども
加わる。他局がニュースキャスターで手堅く受
ける中で，異色のキャスティングだ。

しかも記念式典で使ったのは玉城デニー沖
縄県知事の式辞だけ。「君が代」も首相の式辞
も，天皇の「お言葉」も割愛されている。だが，
内容は決して不真面目ではない。「復帰前」で
は「銃剣とブルドーザー」の時代の伊佐浜の強
制土地接取や伊江島の阿波根昌鴻たちの土地
闘争などを丁寧に描き，「復帰をめぐって」は米
軍弾薬庫からの毒ガス漏れや，コザ騒動が証
言を交えて伝えられる。

▪ 生番組でストーリーテリングする心
この番組が主に復帰を知らない50歳以下の

世代に向けて発せられたことは，真栄平のラ
ストコメントでわかる。「沖縄の前にあったこと
を知ったうえで，先に進んでほしい。知らない
では通らないと思います。今日だけでなく，今
年いっぱい家族や友人と沖縄の復帰と未来を
語っていきましょう」。

その言葉がかりそめでないことは，10年前に
彼が創作し今年再上演された演劇の紹介で裏
づけられる。かつて古里の村を米軍の演習地
にされた青年がコザ騒動に巻き込まれて逮捕さ
れ，本土に渡ってトラック運転手になるが，心
が安定せず，「復帰」翌年の1973年5月に国会
議事堂に向かってバイクを疾走させ，激突死す
る。その「事件」をモチーフにした演劇であっ
た。基地の島ゆえの不条理に人生を奪われた
青年の悲しみを，「一人でも多くの人に知ってほ

しい」と真栄平は語った。

おわりに

式典中継を取り込みながらも，基地問題と
いう沖縄が抱える葛藤から目を背けないRBC，
世論調査結果という民意の読み取りから，本土
と沖縄の間にある「溝」を掘り下げるQAB,「復
帰」を知らない世代に向けて魅力的なストー
リーテリングで戦後史の痛みを伝え，未来に
つなごうとしたOTV。同じ日，同じ時間帯に
生放送で勢揃いした沖縄の4局の番組は，公
式行事を担う立場のNHKを除いて，われこそ
他局の作らない番組を放つんだ，という気概を
感じさせた。それは多様性の中にある矜持，と
言ってもよいかもしれない。

しかし，視聴者の目線は必ずしもそれに重な
らなかった。沖縄ローカルで平均視聴率が最
も高かったのはNHKで16.1％（第1部），次が
OTVの11.5％，RBCは8.2％，最も鋭く「復帰」
に向き合ったQABは4.8％だった。1時間先行
して放送したOTVを除くと，制作者の意図は
出さず，CMもなく式典の中継に徹したNHKの
圧勝だった。

他方で式典の第1部を伝えるNHKの全国放
送の視聴率はわずか2％だった。呆れるしかな
いほどの本土と沖縄の関心の格差。これも「復
帰」50年の現実と受け止めるしかないのか，
と思わずチルダイ（脱力）してしまった。

（ななさわ きよし）

注：
 1） 「復帰50年の沖縄に関する意識調査」（NHK）
 2） 『海にすわる～辺野古600日の闘い～』（2006

年），『標的の村～国に訴えられた沖縄・高江の
住民たち～』（2012年）など


