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オーラル・ヒストリーの研究方法を用いて，関係者の証言によって放送の歴史を立体的につむいでいく「放送の
オーラス･ヒストリー」。今回は､戦後沖縄放送史の実相に迫った。沖縄は戦後，米軍の直接統治下に置かれ，日
本本土から政治，経済，法制度が完全に切り離され，また，それは，社会，文化の面にも及んだ。このため放送
史も本土とは全く異なる。激しい地上戦によって壊滅状態になった沖縄においては，戦前からの継続性があった本
土とは違い，放送はまさに“ゼロ”の状況であり，そこから大きく変動しながら形成されていった。元沖縄放送協会
会長・川平朝清（91）は一貫してその歴史に関わった希有の存在である。本稿では彼の証言を軸として，米国および
米軍当局，日本本土との関係，沖縄の社会状況などを浮き彫りにし，戦後沖縄の放送の歩みをとらえ直した。

　　　　　　

“ゼロ”からの出発 〜戦後沖縄放送史を生きる〜

川平朝清（元沖縄放送協会会長）

メディア研究部  吉田　功 / 広谷鏡子

琉球王朝の血を引く川平家で，父・朝平，母・鶴子のもと，
7人きょうだいの末っ子として，1927年，移住先の台湾で
生まれる。台北高等学校在学中に動員され，6か月で敗戦。
沖縄に家族で引き揚げ，兄の朝申とともに戦後放送の立ち
上げに尽力。米・ミシガン州立大学に留学後，沖縄に戻り，
米国人のワンダリー・ウィーバーと結婚。「琉球放送」放
送部長，常務等を歴任後，「沖縄放送協会」初代会長に。
NHKに吸収合併されるまで務めたあと，NHKで経営主幹。
退職後は，昭和女子大学文学部教授。現在，同大学名誉
理事・名誉教授。

川平朝清

1．はじめに

「放送のオーラル･ヒストリー」では，オーラ
ル・ヒストリーの研究方法を用いて，放送関係
者の証言から放送史をひもとくことを目的にイ
ンタビューを実施してきた。今回は，戦後沖縄
放送史を取り上げる（文中敬称略）1）。         

戦後，沖縄は米軍の直接統治下に置かれ，
日本本土から政治，経済，法制度が完全に切
り離され，また，それは社会，文化の面にも
およんだ。放送史も同様で，成立経緯，様相
ともに全く異なっている。激しい戦闘によって
荒廃した沖縄で，まさにゼロから出発した放
送が，日米両政府の意図や社会の情勢によっ
て変動しながら形作られていく過程において，
その重要な局面に深く関わってきた人がいる。
元沖縄放送協会会長・川
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（91）である。 
彼は戦後の沖縄において，放送の立ち上げか

か  びら ちょうせい
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ら本土復帰まで，一貫して放送に関わった希
有の存在である。

兄・川平 朝
ちょう

申
しん

とともに，沖縄住民のための
放送局づくりに奔走し，戦後，沖縄初のアナウ
ンサーとして人気を博した。その後も放送局の
幹部として制作，経営はもとより，米軍との交
渉も担った。そして，沖縄放送協会設立に尽
力し，初代会長を務めた。

沖縄戦後放送史に関しての研究は必ずしも
多くはない。『沖縄・戦後放送史』（宮城悦二
郎）や『沖縄放送協会史』（沖縄放送協会資料
保存研究会）など優れた文献があるが，実際
に放送に関わった当事者が，沖縄戦後史の中
でどのような意図を持って行動したかという記
述において，十分とは言えない。

そこで本稿では，まず沖縄の放送の変容に
注目し，敗戦直後から本土復帰までを5つの時
期に区分した（表）。そのうえで，各局面にお
いて放送の当事者のひとりである川平朝清がど
う考え，どう行動したのか，そして，行動の背
景に何があったのか，に焦点をあてた。それに
より，放送史が立体的に浮かび上がることをめ
ざした。

なお，前提として，川平朝清が生まれてから
敗戦直後までを過ごした台湾について見ておき
たい。彼が戦前の台湾で放送に触れ，関わっ
た体験が，のちに沖縄で立ち上げることになる
放送事業に，大きな影響を与えたと考えられる
からである。

2．〈序〉1927 〜 45 年

　   放送の“先進地”台湾からの出発

川平朝清は，沖縄出身の両親が家族を伴っ
て移住した日本統治時代の台湾で，1927年に

生まれている。彼にとってのいわば2つの故郷，
台湾と沖縄の当時の状況を放送事情で比較し
てみると，興味深いことがわかる。

1895年に日本の植民地となった台湾で，ラ
ジオの試験放送が始まるのは日本で放送が始
まってわずか3か月後の1925年6月のことであ
る。28年には，昭和天皇即位式に合わせて総

（『沖縄・戦後放送史』を参考に作成）

第1期  「忘れられた島」　1945-47

・米軍占領後，そのまま直接統治が始まる
・軍政は混乱し，住民は困窮

第2期  “官（軍）営”放送局 時代　1948-53

・米国は沖縄を「太平洋の要石」として重要視
・沖縄統治の見直し
・米軍が，対沖縄住民政策のため放送局新設
（施設，受信網などすべて負担）

第3期  “半官半民”放送局 時代　1954-57

・日本独立・対共産圏対策のため，
米国が沖縄の基地「無期限保有」を打ち出す

・統治の費用負担の軽減→「半官半民」の放送局へ
〈施設は米，運営は民間（琉球放送）という特殊形態〉

第4期  民放・テレビ 時代　1958-66

・米軍による土地強制接収，島ぐるみ闘争に発展
→日本本土への復帰運動さかんに

・琉球放送は米側施設を買収
→“純粋”な民放への脱皮

・沖縄テレビ・琉球放送がテレビ放送を開始，
 ラジオ沖縄開局

・日琉マイクロ波回線開通により，
日本本土のテレビ放送が直接沖縄に届く

　→八重山・宮古などの「テレビ熱」高まる
　→民放再編・公共放送必要論へ

第5期  民放・公共並立 時代　1967-72

・日米両政府，沖縄返還へ→「基地のない沖縄」を
めざす住民運動高まる

・民間放送（沖縄テレビ・琉球放送・ラジオ沖縄），
 公共放送（沖縄放送協会）並立に

表　戦後沖縄放送史　概観（1945-72）
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督府が台北放送局を開設し，試験放送を開始。
本放送の開始は31年1月。その後，社団法人
として台湾放送協会が2月に設立された。当
時のラジオ聴取加入者は微々たるものではあっ
たが，普及は日本人についてはかなり順調に進
み，41年度には内地並みの約50パーセントの
普及率を達成する2）。 

一方，沖縄はどうだったのだろうか。「六十万
沖縄県民待望の沖縄放送局」3）が開局するの
は，台湾の本放送から遅れること11年の42年
3月。開局後においてもラジオ普及率はきわめ
て低く，全国最下位のうえに，「他府県との差
は埋めようもなく大きかった」4）。

このことが意味するのは，川平朝清は，両
親の出身地・沖縄ではなく，環境だけをとって
みれば，「放送を受信するには恵まれた」台湾
に生まれ育ったということである。さらに，兄・
朝申と「放送」との関わりも，その後に大きな
影響をおよぼしてくる。

川平家は，25年，経済的な事情により沖縄
から台湾に移住していた。当時，台湾には沖縄
から職を求め，移住する人は少なくなかった 5）。 
川平朝清には「溺愛とまでは言わないけど，
競って可愛がってくれた」年の離れた3人の兄
がおり，長兄の朝申は18歳年上だった。24 年，
家族より一足先に台湾に渡り，台湾新聞社の
記者等を経て，台北放送局でラジオ番組の制
作に携わっていた。

台湾放送協会は，理事長以下主要ポストを
台湾総督府幹部が兼任し，事実上の官営放
送であった 6）。特に37年の日中戦争勃発ととも
に，皇民化政策の一端を担い，国語（日本語），
統一した日本精神，文化を浸透させることが重
要な責務となった 7）。日本文化の普及が最重要
課題であることから，放送では台湾や沖縄の

文化は軽視された。
これに対して，兄・朝申はそれぞれの独自の

文化は重要であると考え，台北高等学校教授・
須藤利一，台北帝国大学教授・移川子之蔵ら
とともに，琉球・沖縄文化，台湾文化の研究
にも取り組んでいた 8）。

放送での実践として，故郷・沖縄の文化普
及のために琉球古典音楽番組を企画し，自ら
の父・朝平をスタジオに呼んで，三

さんしん

線による沖
縄民謡の演奏を放送した。また，有識者とと
もに座談会「沖縄の文化を語る」を開催し，放
送している9）。彼は人脈を生かし，皇民化の中
にあっても，放送に沖縄の文化を組み込もうと
奔走したのである。

川平朝清によれば，兄・朝申の行動の背景
には，琉球王朝の末裔としての強いプライドを
持っていた父の影響があったという。これは川
平家全体が共有していたものであった。

川平：私の父は三線を弾いて，（きょうだいは）
この歌の意味はこういうことだということを小
さいときから聞かされるし…。父が三線を弾
いてると，沖縄の人がびっくりするわけです。
そんなの弾いたら馬鹿にされませんかと。（台
湾に移住していた）沖縄の人っていうのは，

台湾放送協会台北放送局（1937 年）
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自分の出自を隠したがるんですね。大きくなっ
たときに，沖縄にはこういう文化があるんだ
ということ，むしろ誇りにすべきだということ
を（両親は）言い聞かせた。そういう環境の
中で育てられたのは，よかったなと思います
ね。そういえば琉球人だということを，小学
校時代からちゃんと言えるようになっていた。
  
また，兄・朝申は，ラジオ放送劇の作・演

出も手がけ，放送児童劇団を創設，弟の朝甫
とともにその脚本も書いた。この兄の影響を受
け，川平朝清も放送の世界に足を踏み入れる。

川平：小学校に上がる前にですね，「お前，出
ないか」っていうことで。すごい兄たちがい
るから，かなり小さいときから字が読めまし
たからね。だから台本を読んで，「ああ，僕
にもできる」っていうような形で，一生懸命，
練習はしたんですけれども，スタジオに入っ
たら，幕で覆われていて，まるで静かなとこ
ろで…それで，こんな大きな，あのころ，あ
れなんといったんですか，ベロシティマイク？
…そうしたら持った途端にグス，グス，グス

（と泣き）始めたらしいですよ。私は（記憶と
して）ないんですけども。

結局，泣いてしまい，その日は兄が裏声で
子役をやることになったが，それがラジオとの
｢出会い｣だった。記憶にはないにせよ，川平
朝清はまだあまりラジオが普及していない時代
に，まず「送り手」として，ラジオというメディ
アに触れたことになる。「うちに帰れば鳴って
るそれに」出演するため，小学校のときは，月
に一度くらいの割合で台湾放送協会のスタジオ
に通った。台本を持ってマイクに向かってしゃ

べる。怖さもなくなっていた。 

川平：なんていうんですか，晴れがましいとい
いますかね，そういう気持ちはありましたね。

川平朝清にとって，放送は身近なものであり，
その楽しさ，影響力の大きさを台湾で自然に身
につけたと思われる。

彼はその後，台北高等学校へ進む。兄・朝
申と同じ文化・芸術の道を歩むつもりが，父
の考えに沿って理科を選択，医者をめざした。
戦争末期に日本軍の特別甲種幹部候補生とな
り，その訓練に入る前に台湾で終戦を迎える。

3．〈第 1期〉1945 〜 47 年

      「忘れられた島」
    −米軍統治下の沖縄で放送を模索

日本本土は，空襲や原爆による甚大な被害
を受けたが，日本政府，帝国議会は機能して
いた。連合国軍総司令部による占領は，日本
政府を通じての間接統治であった。

一方，米軍との地上戦が行われ全島が焦土
と化した沖縄は，住む家や土地を失った人々
が住民の多数を占め，終戦直後は，そのほと
んどが収容所生活であった。占領した米軍に
よってそのまま直接統治が行われた。臨時につ
くられた政府や議会は，当初，米軍に任命さ
れた人々によって構成され，その自治権はかな
り制限されていた 10）。 

48年ごろまでは米国の軍政は混乱し，沖縄
における民政はほとんど停滞していた。沖縄は

「忘れられた島」と呼ばれた 11）。沖縄における，
戦争の終結と戦後の再出発は，日本本土とは
全く違うものであった。



6 DECEMBER 2018

川平一家が沖縄に引き揚げるのは46年12月
のことだが，父は引き揚げ直前に亡くなってい
た。一家は「戻った」とはいえ，川平朝清には
初めての地・沖縄であった。

川平：（以前，一家が暮らしていた）首里（市）
に入るということには，許可が必要な時代
だったですね。移動が禁じられてたんです
ね。それで 46 年の後半からは，首里の人
は行けるんですけれども，家がないですか
ら，みんなテントの中で暮らしてる。大雨が
降ると，地面が濡れてくるから寝るところが
なくなるというような…。母や父，兄たちか
ら，首里城下町というのは，大木がうっそう
と茂っていて，守礼門通って師範学校に行
く道って怖かったわよーなんて（聞いていて）
ね，…女性にとって怖いぐらいの道だった

（らしい）んですよ。そんなところが，（もう）
全くないんですよ。私が着いたときには，あ
の守礼の門の壊された柱が，下にまだ落ち
てるような時期だったんです…。いわゆる廃
墟ですよね。
　だから，母いわく，「国破れて山河ありだ
けども，山河も残らなかったね」と。あの
述懐っていうのは，心に染みましたね。母
は「あんたには戦前の沖縄を見せたかった
わね」と言っていました。 

引き揚げ後，すぐに放送の仕事に就いたわ
けではない。沖縄での最初の仕事は，「廃墟
から収集した文化財を集めた通称『Okinawa 
Exhibit』（現在の沖縄県立博物館・美術館）」
での通訳・翻訳業務だった。そのとき知り合っ
た米国人医師に，性病予防の検査助手に抜
擢され，それが次の仕事となり，「女の子と手

を握ったこともないのに，女性たちにコンドー
ムの使い方を教える（＝通訳する）羽目に陥っ」
ていた。

放送についても，本土と沖縄の状況には大
きな差がある。

日本放送協会の本土の放送網は打撃を受け
たが，すぐに放送を再開できた。しかし，激
しい戦闘によって壊滅的な被害を受けた沖縄
には，放送が全く存在していなかった。唯一
の放送局であった日本放送協会沖縄放送局
は，米軍上陸前に解散していた 12）。 

さらに沖縄において，米軍は「強権を発動し
て高圧的に従わせるだけ」 の態度であった 13）。
沖縄では放送の基盤は“ゼロ”に等しく，本土
とは比べようもないほどその再開には苦難が横
たわっていた。

この困難な事業に積極的に関わっていった
のが，兄・朝申である。

47年，沖縄民政府 14）文化部芸術課長に任命
された彼は，放送を立ち上げようと奔走するが，
沖縄民政府副知事に「時期尚早」と反対され，
その職を辞することになる。

しかし，次第に風向きは変わりつつあった。
放送局設置に，米側がむしろ積極的になって
いったのである。

4．〈第 2 期〉1948 〜 53 年

      “官（軍）営”放送局 時代
   −戦後沖縄のアナウンサー第 1号として活躍

48年になると米国は，中国，ソ連を見据え
て，沖縄を「太平洋の要石」と位置づけ，その
戦略的重要性を高める方針に転換した。この
ため，沖縄を統治する米軍にとっては「対住民
広報活動」の重要性が高まっていた。　
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49年1月，米軍政府民間情報教育部（CIE）15） 

が強化され，放送経験者であるジェームズ・
Ｎ・タルが情報主任に就任する。兄・朝申は
CIEから招聘を受け，米軍が「沖縄住民向け
の放送局をつくる」という構想が加速してい
く。「琉球の声」（コールサイン・AKAR）と
いう放送局が生まれ，朝申は番組責任者（放
送部長）に就任する。そして，弟の朝清をア
ナウンサーに誘う。

こうして再び，川平朝清は，兄のいる放送
の世界に戻ってくることになるのである。

川平：（兄・朝申は）お前，（子どものころ）放
送に出たから，アナウンサーをしばらくやっ
て（くれ）。そのうちにアナウンサーも養成
するから，と言うんですね。放送局は 49 年
に試験放送をやるまで行くんですけれども，
そのころから，日本留学の制度ができるん
ですよ。で，特に医学系は優先的に行ける
んですけれども，兄は待て，待て，と。「お
前はチャンスがあるんだから，まあ，とにか
く待ってくれ」と。
　最初は，じゃあ，できるんだったら兄のた
めに少し手伝おうっていう，その程度の感覚
だったんですよ。そのうちになんか面白くなっ
てきたっていうか。

49 年5月16日，川平朝清はアナウンサーと
して「琉球の声」の試験放送に参加し，「川平
キヨシ」の名で戦後沖縄のアナウンサー第1号
となった。

川平：やっぱり初めてという，第一声という，
沖縄でという，その高ぶりはあったと思いま
すね…。もうひとつあったのはですね，祈り。

祈りというと大げさなんですけどね，あー，
これ誰か聞いてくれてるかな。聞いてくれる
ことを願うなって。

ところが，放送は1週間，3回のみで休止と
なってしまう。技術的な問題のほか，ラジオ
の普及率が極度に低く，それ以前に沖縄住民
は，ラジオどころではない生活苦にあえいでい
た。さらに，終戦以降，「住民の多くは，ラジ
オ聴取そのものが禁止されていると思い込ん
でいた」。受け手の状況も大きな壁となってい
たのである16）。

結局，49 年の暮れに軍政府から放送再開
の通知があって，再開したのは，50 年1月21
日のことである17）。18時から20 時までの夜間
2時間，「琉球の声」のラジオ放送が始まった。

川平：（放送を）やってみたらですね，ほんと
に手紙は来るしですね。引き揚げ者でラジオ
を持って帰ってきてる人たちがいるわけです。
それと，米軍で働いてる人たちが，放送が
始まったら，「あ，じゃあ，ラジオ買ってやろ
う（＝聞こう）」っていう，そういった少ない聴
取者からですね，来るんです。で，そのうちに，

戦後沖縄第 1号の
アナウンサー川平朝清
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バッテリーのついたラジオ，それから「グルー
プリスニング」と向こうでは称してた「親子ラ
ジオ」が入ってきて，反応があるわけですよ。

「親子ラジオ」とは有線共聴施設のことで，
親受信機で放送を受信して，有線で各戸のス
ピーカーに流すという仕組み。米国のガリオア
資金（占領地救援・援助基金）で大量に購入
され，52年4月から53年10月までに沖縄の53
市町村に設置された。「親子ラジオ」をはじめ，
莫大なガリオア資金は，その後も視聴者の受
信環境を劇的に整えていく18）。 

聴取者数が増えていく中で，反響の大き
かったのは，沖縄住民の側から初めて沖縄戦
の惨状を描いた戦記『鉄の暴風』19）の朗読番
組だった。臨場感あふれるドキュメントで，川
平朝清の語り口とあいまって，多くの沖縄住
民の共感を得た。

川平：反応は直接来るわけですから，私に。
朗読の時間になると，ラジオの前に正座し
てお聞きしてます，と手紙が来るわけ。だか
ら，医者になってこれから大学行って勉強し
てやるよりは，だんだんこっち（＝放送）のほ

最初のテスト放送，果たして何年ぶりであったろ
うか。胸の動悸は時間が迫れば迫るだけ，我を忘
れるほどでないにしろ，高鳴る。そして人々のラ
ジオの前に集まって，今か今かと待つ顔が頭に浮
かぶ。AKARの第一声であるという，なんとなく
人の先を行く胸の膨らむような思いがあるという，
まったく思いはさまざま。そして嬉しい胸の高鳴
りを抑えるようにして，真喜屋さん（技術者）の合
図に大きくうなずいて喋り出す。いや，喋るという
ほどの感じではない。必死なお喋りである。英語
を案外スラスラと，我ながら歯切れよく。日本語

は一気に終わり，レコードをかけて，合図をして，
ほっとしてドアを開ける。処女放送の気持ち。車

（のラジオ）で聞いているT氏（前述ジェームズ・Ｎ・
タル氏）のところへ行く。…またスタジオへ。レコー
ド2枚をかける。グジンフウ，それに，イチバナ
リ（ともに沖縄の古典音楽）。琉球放送局からだ，
我々の放送局だという気で聴いている，爽やかな
嬉しさを抑えられないという気持ちで聴いている
顔を想像しながら，真喜屋さんの手の合図を待つ。
クロージングアナウンスメントが長いのだが，教え
られたとおり練習して自信たっぷり。悠々と終わ
り，やはり日本語のアナウンスメントの方がなんと
なく気持ちよく語れるようだ。

（カッコ内は本稿筆者）

「琉球の声」放送局のブースで
アナウンスする川平朝清
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うでっていう。…で，番組もつくらないと。（そ
のために台本等）いろんなものを書かなきゃ
いけないでしょ。琉球古典音楽の解説なん
か，いろんな本を見て書くわけですよね。そ
うするとだんだん沖縄の古典芸能みたいなも
のにもすごく興味が出てきて…。

放送の内容については，米軍としても過度
の介入を避け，川平朝申・朝清たちも，米軍
を刺激するような内容，表現は差し控えるよう
になっていた，という。

川平：自己規制がかかってるんですよ。われわ
れ自身がそういうの（＝放送台本）を書くとき
にね。不思議なもんでですね，もう体感的に
というか，体験的に，差し障りのないような
こと，もし書くとすりゃ婉曲に書くとか，そう
いう方法・手段が身につきましたね。
　日常的な彼らとの会話の中で，（米側に）
理解のあるのもいるんですよね。（米軍政府・
情報主任の）タルという人ね。彼自身がアメ
リカの軍政府の方針，行政に対して批判的
だったけれども，われわれと会話をするとき
に婉曲に言うんですよ。だから，私としては，

「あ，理解してるのがいる」と。だからね，
なんていうんですかね，征服者と被征服者
の関係。これはね，台湾で（の日本人と台湾
人の関係が），ああ，そういう状態だったん
だなって，まあ，それこそ忖度ですよ。

東京から見る“沖縄”

52年春，川平朝清は初めて，単身日本本土
に向かう。米軍政府CIEの肝いりで，渡航が
制限されていた本土，東京のNHKで，第25
期のアナウンサーとともに養成研修に参加でき

ることになったのだ。

川平：沖縄の CIE から東京の CIE に，カビラ
キヨシというのを（NHK に）受け入れてくれ
るかと言ったら，全く問題なく。那覇の米軍
基地から軍用機で立川の米軍基地に行って，
立川の米軍基地からバスで都内に入れと。
それで，SCAP（連合国最高司令官総司令
部），第一生命（館）20）ですか，あそこの前
で降ろされて，NHK はすぐそばだからって。

初めて東京に行き，学ぶことは多かったが，
放送機器は，東京より沖縄のほうが進んでい
た。彼の話から，米側が沖縄の放送局に対し
て潤沢な資金を使っていたことが窺い知れる。

川平：あのころは，いち早く沖縄の放送局に
は録音機が来ていたんですよ。それで東京
の養成所でも，ポータブルの，アメリカから
来たのを，いわゆる練習用に使わされた。テー
プは大事なものだから，絶対切ったりしては
いけない。見たら，テープは紙テープですよ
ね。紙にいわゆるコーティングしたもの。沖
縄では，もうちゃんとしたビニールテープに
貼ったものが来ているのに，NHK は後生大
事に，紙テープを使って。
　これは沖縄（のほう）が進んでいるという
んで，なんか…（笑）。

東京滞在中の4月28日，前年に調印された
サンフランシスコ講和条約が発効し，日本は
主権を回復した。川平朝清は翌日の新聞を見
て大きな衝撃と失望を覚える。

川平：「日本はいかに幸いなところであるか。
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ドイツのように東西に分断されず，朝鮮のよう
に南北に分断されず」と言ってるわけですよ。
私はそれを見てね，小笠原，奄美大島，沖縄，
もうね，全く触れてない。ドイツのようになら
なかった？ とんでもない。日本だって南北に
切られてるじゃないかと。
　やっぱり沖縄に対する（日本人の意識），
沖縄側が日本人にいくらなろうとしても，なか
なかなれないというあの気分がね，出てきた。
差別されたとかなんとかという経験はないに
しても，これにはやっぱりショックでしたね。

“米・琉共同の放送局”

53年2月，「琉球の声」は，那覇市の米民政
府庁舎から，琉球大学構内の本格的な放送施
設に移転し，新たなスタートを切る。このとき，
暫定局「AKAR」は米国西海岸地帯のコールサ
インに合わせて「KSAR」に改められ，出力は
6倍アップ，放送エリアも格段に広がった。

川平朝清は「KSAR」開局式典の司会を務
め，兄・朝申はその場で「公共放送論」につい
ての演説を行う。それは米国のガリオア資金に
より発展した「琉球の声」を，「琉球百万同胞
のための公共放送の機関としてあまねく全琉球
列島において聴取できるよう普及し…」「放送
経営委員会」「聴取料の徴収」についても準備
を進め，いずれ“自律した公共放送”をめざそ
うというものだった 21）。 

現場で放送番組の制作などを行ってきた川
平朝清にとっては，放送機器が米国から大量
に送られてきて，ようやく正式の放送局舎が
できたことが感慨深かった。

川平：空軍軍楽隊を入れて演奏してもらえる，
そういうことのできるスタジオもあったこと

は，非常によかったと思いますね。ラジオド
ラマなんかも，NHK のものを中継はするん
ですけども，沖縄でもつくろうということで，
私の兄 2 人，私もドラマを書いたことがあっ
たね。いま古いのを見てみたら，そのドラマ
のシノプシスが出てきましたけどね。だから，
その面ではローカル番組は多かったと思い
ますね。
　出演もしましたし，演出もしました。だか
らなんていいますかね，非常に意欲的という
か，やりたいことがどんどんできるような，そ
ういう時代で。
　
朝申，朝清の抱く大きな夢が，米軍との協

調によって順調に花開くかに見えた。

5．〈第 3 期〉1954 〜 57 年

      “半官半民”放送局 時代
    ―米国で新しい放送の形を学ぶ

54 年，沖縄の放送史は大きな転機を迎え
る。その背景には米国，および沖縄を統治す
る米軍当局 22）の意志があった。

ソ連との対立，日本の主権回復等を受けて，
米国は極東の軍備増強を計画，沖縄の基地を
無期限に保有することを明らかにし，米軍当
局は沖縄住民の土地を強制的に収用するとい
う強硬な方針を打ち出す。

放送に関しては，米国側の費用で沖縄の放
送局，放送網をすべて整備，運営し続けるこ
れまでの方針は「金がかかりすぎる」ため，こ
れを変更しようとした。

とはいえ，完全に民営化すると「コントロー
ルがきかない」し，また，聴取料をとる「公共
放送」は住民負担になるため，安定した統治
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の面から否定した。そこで，「放送局の所有権，
番組内容に関する権限を握ったまま，民間会
社に局を運営させ」る，「一挙両得の策」に出
た 23）。

まず，琉球大学を運営する「琉球大学基金
財団」を新しく設立し，放送局施設を「形式
的」に譲渡する形をとった 24）。そのうえで，放
送事業の運営を民間会社に委託し，放送局
施設の賃料を徴収するという方法であったが，
米側の思惑通りにはいかなかった。

当初の運営会社は放送を定期的に出すこと
もままならなかったため，54年10月，沖縄の
地元紙のひとつ「沖縄タイムス」が主に出資した

「琉球放送」（RBC）が運営を行うことになった。
こうして，施設は米側，運営は琉球放送という，

「半官半民放送局」が生まれたのである。
しかしこの過程で，当初の運営会社と米側

との間で軋轢が起こった。また，放送をひと
つの新聞社に任せることを問題視する声も沖
縄の中で上がり，混乱を招く結果となった 25）。

放送を民間企業に任せる，すなわち放送の
商業化に反対し続けた兄・朝申は，米軍当局
と対立し，KSAR放送局長を更迭された。彼
はこれ以後，活動の中心を社会福祉の分野な
どに移し，放送界から離れることになった。

川平朝清は，53 年6月ごろから4 年間，沖
縄を離れる。米国で放送局の経営方法などを
学ぶ目的で，ミシガン州立大学に留学するた
めであった。

川平：アメリカにはすごく憧れましたね。当時，
琉球大学に来てた，いわゆる顧問団がその
ミシガン州立大学から来てたんですよ。で，
そこの教授に聞いたら，Michigan State は

AM 局も FM 局も持ってて，いまテレビの実
験局も持ってると。それで，extension pro-
gramと彼らは言うんですけれども，いわゆ
る普及活動的な意味で，こういうメディアは
使われてるって言うんですよ。そこでは実績
あるよって。

ミシガン州立大学は，農業大学からスタート
し，放送における実学的な教育分野に力を入
れている大学だった。川平朝清は米国のガリ
オア資金による留学生募集に応募し，米国の
地を踏んだ。そこで，米軍当局とは違う米国
の放送に対する考え方を知ることになる。

川平：（当時は）朝鮮戦争の停戦ですよね。
帰還兵たちと一緒の軍用船でアメリカに行っ
たわけです。その兵士たちがね，あの血み
どろの戦争起きてね，まあー，実に血なまぐ
さい話をするんですけどね，実に友好的なん
ですよ。…アメリカに着くと，アメリカ人は一
応戦勝国としてのね，ゆとりというか，豊か
さもさることながら，懐の深さを感じました
ね。いわゆる敵意というのは全くなかったで
すね。

米国で学んだ「放送の公共性」

川平朝清は，沖縄のあるべき放送を米国の
通信法の精神に見いだしたという。商業放送
を基本とする米国でも，放送は，「公共の福祉」
を基盤としなければならないと定められている
ことを知り，大学院ではこれを軸に研究を進
め，修士論文を書いた。

川平：アメリカの通信法のいわゆる哲学という
ものの柱は，public service, convenience 
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and welfare（公共奉仕，便宜，福祉），こ
の軸にあるということで，その点を私は論文
の中で強調したんです。
　パブリック（公共）という言葉は，政府が
言う国民ではなくて…ラジオを持っている人
だけでなくて，聴取者よりもさらに広い，公
衆っていうことになりますよね。
　（放送というものは）公共に奉仕すべきも
の，それから便宜をもたらすもの，そして福
祉を考慮に入れなければならないということ
です。
　商業放送が先行している中で，沖縄にあ
るべき放送は公共のためであるべきだという
気持ち。ですから公共放送論じゃないんで
すね。放送公共論という気持ちなんです。

この米国通信法の考え方をもって，彼は，
商業放送を否定する兄・朝申が掲げた「公共
放送」論とは違う概念を見いだそうとしていた。

「公共放送」「商業放送」という形にこだわらず，
放送内容を公共性の高いものにしていくこと，
特に教育や教養が重要だと考えたのである。

川平：日本（本土）のように，公共放送が先行
して，そのあとで商業放送ができる状況と，
沖縄は違うと思いますね。
　商業放送ができても，放送番組の中に教
育番組っていうのを，ある程度の割合を設け

（て編成し）なければならない。…島しょ圏，
島が 60 もあるようなところではね，教育・
教養の面では，ラジオというのは大きな力を
持ってますよね。

さらに，米国，そして日本本土でも放送が
始まっていたテレビに目を向けていた。

川平：テレビになると，これはもう，ビジュア
ルがつくわけですからね。視聴覚教育とい
うやつがありますよね。その視聴覚の「視」
の部分ね。これが日本の教育の中に入って
きて，映画を見せたり，フィルムを見せたり
というのが，テレビが入ることによって一挙
に変わることになりますよね。その効果って
いうのはすでに，評価されるどころか，もう
確立してる。

川平朝清は，沖縄での放送の現状をふまえ
たうえで，放送の中に，テレビの特性を生かし
て教育や教養といった内容をきちんと盛り込も
う，そして沖縄本島だけでなく，宮古，八重
山などの離島をカバーできる方法を模索してい
こうと考えたのである。

6．〈第 4 期〉1958 〜 66 年

      民放・テレビ 時代
   ―“半官半民”からの脱皮をめざす

1950年代後半，米軍当局は強制接収など
の強硬政策に反対する動きの沈静化をはかり，
沖縄住民への宥和政策を講じるようになる26）。
その一環としてなされた58年の軍票B円からド

大学の同級生，ワンダリー・ウィーバーと，帰国後結婚。
戦後，沖縄初の国際結婚となる。
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ルへの切り替えによって，沖縄経済は徐々に高
度成長期へと歩み始めていた 27）。

57年秋，川平朝清はミシガン州立大学大学
院を卒業して沖縄に戻り，琉球放送（RBC）
に迎えられる。30 代半ばで放送部長などを歴
任し，経営陣の一角に入る。このころから，
沖縄は本格的な民放の幕開けとなる。米軍に
依存せずに，自らの力で放送を出す局が次々
と生まれるのである。

58年9月末，琉球放送は，米側の「琉球大
学基金財団」とラジオ施設の賃貸借契約の期
限満了を前にしていた。54年に開局した放送
設備はすでに老朽化しており，川平朝清はここ
に注目した。

川平：「（琉球放送側が，琉球大学基金財団の）
機器が古くなりました。新しいのが必要です
から買ってください」。琉球大学基金財団は，

「いや，そんな余裕はありません」。私はこれ
を（琉球放送）社長に言った。「チャンスです，
買い取りましょう」と言って，買い取るという
ことになると値段の交渉ですよね。

これは単に施設を買い取ることだけを意味し
ていなかった。買収によって，今後，局舎の
建て替え，放送整備の更新など，放送局の経
営に関しては米側の関与を受けず，「自主運営
できる放送局」になることができる。彼はそこ
を重要視した。英語に堪能で，米側にも人脈
が広かった彼が，直接交渉の中心を担ったと
いう。

川平：向こう（＝米側）は欲しい金額を示してき
たので，こちら（＝琉球放送側）も技術者に，

「これ，どのくらいの価値があるか」って聞い

たら，「いやあ，もうこれはほとんど使い物
になりませんよ」みたいな，こちらはこちらの
評価がある。向こうは（額が）大きいんです。
それはもう雲泥の差ですよね。だから，それ
をとりなすのに米国には appraisal company

（評価機関）というのがある。（沖縄には）イ
ンテコ（社）があるじゃないかっていうことで。

川平朝清は米国の評 価 機関インテコ社
（International Inspection & Testing）が，沖
縄に事務所を開設していることを知っていたた
め，米側に，この機関を通じて評価額を出すよ
う迫ったという。その結果，インテコ社の評価
額は，米側の評価額である7,000万円の10 分
の1，およそ700万円で，琉球放送の評価額に
近かった 28）。米側は大幅な譲歩を迫られるこ
とになった。

この問題には，他の放送局新設の許認可も
絡んでいた。56 年，住民向けの最初のテレビ
として，沖縄テレビ（OTV）の免許申請が出さ
れ，57年には，ラジオ沖縄から2つめのラジ
オ局設置の免許申請が出されていた。

琉球放送はこのままでは，老朽化した施設
を使用して放送事業を行うことになり，他局と
の競争上，「困難なハンディキャップ」になると
して「他の放送事業免許申請を保留すべき」29）

と米側に主張。米側は，他局の設置許可を保
留するのは難しいとの判断もあり30），買収交渉
は琉球放送側に有利なペースで進められ，琉
球放送は米所有のすべての放送施設の買い取
りに成功したのである。

その後，59年に沖縄テレビ（OTV），60年
にラジオ沖縄（ROK）が放送を開始し，琉球
放送も60年，テレビ放送を開始した。沖縄に
は民放が並立し，テレビ時代が到来する。
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電波の「本土復帰」，先島で高まるテレビ熱

米軍当局は「宥和政策」を主に経済面では
行ったものの，幼女暴行殺人事件など米兵に
よる相次ぐ凶悪犯罪や，小学校に米軍機が墜
落し200人以上の死傷者を出した重大事故な
ど，米軍によって沖縄住民の生命，財産は脅
かされ続けていた。

これに対して住民の反発は強まり，日本国
憲法による人権保障を求め「祖国復帰協議会」
が結成され，日本への復帰運動が本格化して
いく。こうした動きを受けて，米国政府でも，
在沖米軍基地の維持を前提に，沖縄の日本返
還についての検討が始まった。また，沖縄を
政治・経済はもとより文化でも日本から完全に
切り離す，というこれまでの方針を，修正し始
めることになる 31）。

さらに64 年，沖縄返還を掲げた佐藤栄作
が首相に就任，沖縄の本土復帰への動きが加
速する。

日本政府は，日琉マイクロ波回線 32）を日本
の負担によって建設し，64年から運用を開始
する。この回線によって，初めて日本本土のテ
レビ放送が，沖縄でも直接視聴できるように
なった 33）。この年開催の東京オリンピックも沖
縄に生放送され，多くの住民に大歓迎された
のである。

しかし，これは沖縄本島に限られたもので
あった。宮古，八重山など先

さきしま

島をはじめ，離
島は取り残された。この地域に対して，米側は

「ラジオの中継局すら作ら」ず，「雑音がひどく
聴取状況は劣悪」な「有線の親子ラジオ」しか
ない状態が続いていた 34）。

ここで，沖縄返還に意欲を燃やす日本政府
が動き出す。

先島へのテレビ導入と民放統合

65年8月，佐藤栄作首相は沖縄を訪れた際
に，先島も訪れ，熱烈な歓迎を受けた。佐藤
は宮古，八重山にもテレビ施設をつくることを
約束した 35）。

しかし，先島へのテレビ導入は，日本政府
によって施設を建設すれば解決できる，という
単純な問題ではなかった。それは戦後米軍の
直接管理のもとでスタートし，発展していった
沖縄の放送のあり方そのものに見直しを迫るこ
とにつながっていたからだ。

この問題には米軍当局は介入せず，すでに
自治権を拡大させていた琉球政府 36）が対応す
ることになった。

琉球政府は66年4月，「先島テレビジョン放
送局開設に伴う運営準備審議会」を発足させ
た。川平朝清は審議会に加わり，持論を展開
する。

川平：沖縄では，テレビ局というのはマーケッ
トとしてね，商業放送をやるならば 1 波しか
駄目だと。しかし，ここに公共放送が入って
くるなら，NHK とつながった公共（放送）
が入ってくるんだったら，この際，いまの商
業放送系列を 1 系列にまとめて，残った人
たちは公共放送に行くってことではどうか。

つまり，狭小な沖縄のマーケットでテレビ2
局，ラジオ2局で熾烈な競争をしているところ
に，NHKの番組を主に放送する公共放送が
割り込めば，既存の民放の過当競争になると
指摘した。このために，放送界全体を統合再
編し，民放1社，公共放送1社にすることを提
案したのである。

最終的に審議会の答申は「全琉をサービス
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エリアとする公共放送運営体を新たに設立」す
るということでまとまり37），その後の放送制度
審議会で「既存民放3 社の自主的統合を前提
とし…公共放送1社，民放1社に再編成するよ
うに積極的に協議」できるよう，琉球政府に求
めた。これは川平案とほぼ同じ方向であった。

しかし，実際に，どのような形で民放を整
理統合するのか，各社間での調整は難航し具
体的な案とはならなかった。

7．〈第 5 期〉1967〜72 年

      民放・公共並立 時代
   ―公共放送をつくる

沖縄の放送制度を改革するべきという，審
議会の答申を受けて，琉球政府は「公共放送
運営体」の具体案を，放送法改正案の中に盛
り込んだ。これは，法案では「沖縄放送公社」
と規定された。

その内容は「（放送公社の）総裁は経営委
の同意を得て，（琉球政府の）行政主席が任
命」（36条），「公社の資本金は政府が全額出
資」（16条），「行政主席は公社を監督する」（85
条）など，琉球政府に「公社」に対する強い権
限を与えていた 38）。

川平：琉球政府にはそのとき，放送公社構想
が出てくるんですよ。で，その放送公社構想
から，私はもう，血が躍り出すわけ。これは
ね，違うんじゃないかと。

この法案は，67年5月に立法院に提出され
たが，「琉球政府が放送内容に介入できる官営
放送である」として，社会大衆党などの野党を
はじめ，多くの反対意見が噴出した。

川平朝清は，終戦直後からつきあいのあっ
た琉球政府の当時のトップで行政主席の松岡
政保に直接会いに行き，NHKの組織形態に

近い「沖縄放送協会案」を提案した。内容と
しては，協会の「会長」は，行政主席の任命
ではなく，独立した「経営委員会」によって選
ばれること，資本金は「出資」でなく「融資」
にすることなど，琉球政府からの力をできるだ
け排除したものであった。

川平：沖縄放送局（＝協会）をつくりなさいと。
（松岡主席は）君，だいたい協会というのは
なんかいろんなものがあってね，集まって，
それが連合体みたいになってるのにねと。

（私はそれに対して）そんなのは構わないん
ですと。これはね，いずれ（日本に）復帰し
ますよ。復帰したときに，NHK に引き継い
でもらうというものでなけりゃいけないと思
うと。そのときにね，官営の放送を，NHK
はまあ，引き継がないとは言わないかもしれ
ないけれども，それよりも引き継がれやすい
ようにしようと。

日本放送協会にならって経営委員会をつ
くって（沖縄放送協会の会長を任命するべ
き）。会長をね，行政主席が任命するのは
とんでもない。

松岡さんは，（法案）起案担当の総務局長
を呼んで，お，川平くんがこういうことを言っ
てるぞと。川平くんとよく話をして，この法律
を変えろと，そんなふうになった。松岡さんが，
川平がそのことをよく知ってるから聞いてや
れって言うので，（私が）いろいろと助言をす
る立場になって，ガラッと（法案が変わった）。
67年8月，琉球政府は「公社」案を修正し，

「沖縄放送協会」（OHK）案を立法院に提出し
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た。この案は川平案とほぼ同様のものとなった。
しかし，民放統合や当時の政治情勢と絡み

合い，複雑な様相を呈する結果となった。野
党側は反対の姿勢を崩さず，9月13日，強行
採決によって，かろうじて法案が成立する。

川平：非常に悲しい結末だと思いますね。強
行採決でなければ通らなかったということは。

もう説得できるような状態ではなかったと
思いますね。教公二法 39）と抱き合わせみたい
な感じになっていましたからね。野党として
は，放送公社にしろ，放送協会にしろ，と
にかく政府のいわゆる管轄が，いずれにせよ
およぶということに対する反発はあったと思
いますね。ですから，私がこれ，出資じゃな
くて融資にしたって言っても，彼らにすれば，
融資をしても金を貸したからには口を出すだ
ろうっていう，そういう不信感みたいなのは
あったと思いますよ。

沖縄放送協会，苦難の船出

川平朝清は琉球放送（RBC）を退社し，「言
い出しっぺとして」，9月23日，経営委員会に
よって，40歳の若さで沖縄放送協会（OHK）
会長に任命された。

ただ，懸案の民放の統合はなされないまま，
OHKは出発することとなる。民放各社からの
人材支援は受けられず，OHKはNHKからの
出向者と新規採用によって構成せざるをえな
かった。このため，予定の240人規模ではなく，
設立当初の要員は27人 40）となり，大幅な業務
の圧縮を迫られることになった。

公共放送というものをどう位置づけるのか，
沖縄の人々の中で一致を見ないまま，沖縄放送
協会は出発した。このことは，協会の収入源

である受信料収納の難しさにも結びついた41）。

川平：つまり受信料をとることについての拒絶
感は強かったんですね。沖縄で始めた「公共
放送」と「受信料と視聴者の関係」というの
を築いていくのは，実に大変だったと思いま
すね。

教育・教養というか，それが押しだったん
ですけれども。それに対して理解を示し，そ
してそれ（＝公共放送）が来たのでよかった
という層は，きわめて薄かったということで
すよね。

13年も民放が先行しているところで，なぜ
放送に金を払わなければならないかという。
これは沖縄ではずっと続くでしょうね。

「沖縄返還」への複雑な思い

日米政府の間では，沖縄返還は既定路線と
なっていた。71年6月17日に日米間で沖縄返
還協定は調印されたが，この協定には米軍基
地縮小について具体的に明示されることはな
かった。

返還に際しては，「基地のない平和な島」を
訴える大規模なストが行われるなど，米軍基地
を縮小してほしいという沖縄住民の声は急速に

沖縄放送協会（1970 年）
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高まっていく。
初めて住民の投票で選ばれた，琉球政府

行政主席・屋良朝苗は，協定を審議する日本
の国会に米軍基地撤去を求める建議書を持っ
て上京。しかしその当日，衆議院沖縄返還協
定特別委員会は強行採決で協定を承認。米
軍基地は残存したまま，72 年の沖縄返還が
確定する。

復帰が近づくにつれ，沖縄放送協会（OHK）
は，日本放送協会（NHK）にその業務を引き
継ぐ方向が固まっていった42）。OHKでは，放
送が休止することなく順調にNHKに移行でき
るように，技術的な調整が繰り返された。

沖縄返還前日の72年5月14日。米国の放
送であることを示す「K」のついたOHKのコー
ルサイン「KSGB」による最後の放送を終了し，
翌午前0時，日本の放送であることを示す「J」
のついた「JOAP-TV」NHK総合テレビジョン
放送の，初めての映像が流れた 43）。

川平朝清はこの日を，複雑な思いを持って
迎えていた。

川平：日本の国会というのが，かくも強行採決
に次ぐ強行採決をやらなければならないとこ
ろなのかと。そこに帰るのか，という（思いが
した）。だから，そういうことを見て以来，私
の脳裏にすぐ浮かんだ言葉は，「祖国復帰と
いう言葉は待てよ」という感じになりましたね。
　祖国はどこか。国はどこか。これは日本
じゃないよっていう，そんな感じが出てきま
したね。だから，私は祖国復帰っていう言
葉を使いません…。
　
ここまで沖縄住民の思いを無視する「日本」

が，本当に祖国と言えるのか，という憤りの一

方で，川平朝清には別の気持ちもあった。

川平：OHK にとっては跳び上がらんばかりに
嬉しい日だったですよ。これでね，やっと私
の責務を果たしたという気持ちでした。職員
はね，全員 NHK が引き取ってくれたでしょ
う。これから沖縄の放送というのは，それこ
そ沖縄にはあまねく届く…。

それは沖縄の放送の広がりが確かなものに
なっていくという安堵感，嬉しさだった。沖縄
の放送の大きな分岐点で，彼は怒りと喜びとい
う相反する思いの中にいたのである。

川平朝清は72年にNHKに移ってからは，
経営主幹として国際協力業務等に従事，退職
後はジャーナリズム研究などに携わり，いまも
放送と沖縄について考え続けている。

8．おわりに

川平朝清は，沖縄放送史上の事象と彼自身
の体験について，時に笑みを，時に厳しい表
情を浮かべつつ，事実をひとつひとつ克明に
語ってくれた。台湾，米国，沖縄を知る彼に，
こんな質問をしたくなって聞いた。
「次に生まれるとしたらどこに生まれたいで

すか?」
 彼は即答した。

「戦前の沖縄ですね」
その答えは，彼にとっての沖縄放送史の最

終点「放送があまねく届いた沖縄」への思いと
呼応しているように思える。

沖縄の戦後放送史をひもとこうとするとき，
それが沖縄であるがゆえに，「戦争」は常に前
に立ち塞がる。地上戦，米軍の武力占領，直
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接統治という過酷な状況を，沖縄は日本で唯
一体験した場所であるからだ。敗戦から本土
復帰までの沖縄の放送の歩みを，大きな局面
で深く関わってきた川平朝清の視線を通して見
ていくことで，得たものとはなにか。

それは，放送というものは，法制度や技術
の進歩によってのみ決せられてきたものではな
く，そこには社会的，歴史的な状況が必ず介
在する，ということだ。

川平朝清が関わった事象の奥には，彼がひ
とりの人間として向き合ったさまざまな状況が
横たわっていた。植民地・台湾で生まれ育ち，
兄を通じて飛び込んだ放送の世界と“水が合
い”，その中で躍動した。放送から受け取った
喜びが，戦後沖縄の放送の歩みを進めていこ
うという彼の原動力になっていた。また，彼が
米国本土で出会った公共放送の理想像は，の
ちの沖縄における放送の仕組みづくりの底流と
もなった。

そしてその過程で起こったさまざまな現実
は，米国の意向，沖縄の社会状況，日本本土
との関係などと複雑に絡み合っていた。

放送の歴史を読み解くとき，そこに生きてい
た人々の思いを丹念に記録することは必要不
可欠な作業である。あらためてそのことを強く
感じた。

（よしだ いさお/ひろたに きょうこ）
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 18） 同上 26-27 頁
 19） 米軍上陸から日本軍守備隊が壊滅するまでの惨

状を，沖縄住民側の視点で，新聞記者たちが生
存者の証言と資料をもとに書いた記録（沖縄タ
イムス社編，1950 年刊）。

 20） 現・DN タワー 21
 21） 前掲『沖縄・戦後放送史』35 頁
 22） 沖縄に対する米軍の現地統治機関，およびトッ

プの呼称は以下のように変動する。1945 年，
米国軍政府（軍政長官）→ 1950 年，琉球列島
米国民政府（民政副長官）→ 1957 年，同（高
等弁務官）。これらは，対米国政府，在沖米軍
指揮などにおいてさまざまな権限の違いがある
が，沖縄放送史においては相互に大きな違いが
ないため，本稿ではこれ以降，上記の機関をす
べて「米軍当局」と表記する。

 23） 前掲『沖縄・戦後放送史』46-48 頁
 24） 同上 46-49 頁
 25） この混乱については前掲『沖縄・戦後放送史』

64-111 頁に詳しい。
 26） 前掲『アメリカの沖縄政策』135 頁
 27） 前掲『沖縄・戦後放送史』162-163 頁
 28） 同上 158-159 頁
 29） 同上 155-156 頁
 30） 同上 159 頁
 31） 米国政府の方針によって，1964 年，在沖米軍

政トップである高等弁務官は，「日琉分離派」
のポール・キャラウェイが更迭され，「日琉一
体派」のアルバート・ワトソンに交代する。

 32） 「テレビの電波を遠い地方に送るためには中継
用のマイクロ波回線が必要である」（日本放送
協会〈1977〉『放送五十年史』379 頁）。

 33） 沖縄テレビ（OTV）がすでに，キー局から航
空便で送られてきた番組を放送していたが，時
間や番組量には限りがあった。マイクロ波回線
開通後は，NHK の番組が民放経由で放送され
たため，沖縄では CM つきで NHK の番組が流
れることがあった。

 34） 前掲『沖縄・戦後放送史』220 頁
 35） 同上 221 頁
 36） 琉球政府は 1952 年に設立され，米国の三権分

立制にならい，立法（立法院），行政（行政主
席），司法（裁判所）が設けられた。当初はそ
の権限は限定的であったが，日本復帰が近づく
につれ，行政主席の選出は住民の意思が反映さ
れるように段階的に修正され，また立法院の法
律が増加するなどの変化によって自治権が大き
くなった。

 37） 公共放送が必要な理由として「先島のテレビ施
設が日本政府から先島住民全体に贈られるも
の」「先島の経済規模では民放の経営が成り立
たない」「公共放送でなければ受信料はとれな

い」「広告主から独立でき，自主的事業運営が
可能」「公共放送なら各面からの協力援助も受
けられる」「教育放送の充実」などが挙げられ
た（前掲『沖縄・戦後放送史』221-223 頁）。

 38） この改正案は，日本本土において 1966 年 3 月
に国会に提出され与野党の対立から廃案となっ
た，放送法改正案の諸点が近似していた（同上
231-233 頁）。

 39） 「地方教育区公務員法案」と「教育公務員特例
法案」を指す。「政治活動制限」「争議行為禁止」

「団交権制限」などの教員の「政治的行為の制限」
が含まれていた。野党側の反対が強く，最終的
に廃案となる。

 40） 前掲『沖縄放送協会史』112 頁
 41） 受信料は沖縄放送協会の規定により放送受信機

を設置した者は支払う義務を負った（同上資料
Ⅱ-D-1）。
・「県民の中に『放送はタダ』という固定観念

が定着していたことと，『放送法』の立法院
での成立過程における与野党の激突や『放送
法阻止県民共闘会議』の動きなどもあって，
受信料制度を県民に理解してもらうことは容
易なことではなく，相当の努力が必要であっ
た」（同上 100-101 頁）。

・受信料収納の難しさは同上 103-104 頁に詳
しい。

・1969 年度の普及率は 42.8％（同上，資料Ⅱ
-D-8）。

 42） 同上 119 頁
 43） 同上 121 頁
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