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日本の放送ドキュメンタリーの源流部には，「録音構成」と呼ばれたラジオ・ドキュメンタリーの系譜
が存在している。本稿は，戦後すぐから50年代末ごろにかけて隆盛したこの「録音構成」のはじめの
一歩を記述するものである。

日本では敗戦直後，占領軍の指導下に「民主主義の良き市民をつくり育ててゆく」ことを目標とする
社会番組という番組領域が，NHKのラジオ放送の中に創設された。その中で「民衆へのマイクの開放」
をうたって戦後間もない時期に大きな成功を収めたのが『街頭録音』（1946～58）という番組であった。
この番組は毎回，特定の社会問題をテーマにして，それに対する市井の人々の率直な声を録音して放
送したものであったが，最初の「録音構成」は，この『街頭録音』の特別版として1947年4月22日に
誕生した。『街頭録音　ガード下の娘たち』と題された回である。「青少年の不良化をどうして防ぐか」と
いうテーマで企画されたこの番組は，そのテーマについて皆で議論するというそれまでのスタイルをとら
ず，ガード下の暗闇に制作者がマイクだけを持って潜入し，自在なインタビューで「パンパン娘」と呼ば
れた女性たちの飾らない声を伝えたものであった。

本稿では，この最初の「録音構成」を生み出した『街頭録音』という番組の草創期から47年秋ごろ
までの歴史的展開を記述し，その番組内容をいくつかの指標を設けて分析していく。日本の放送ドキュ
メンタリーの源流部において，どんな特徴を持つ番組がどんな経緯で形成されていったのか，番組内容
と，それが題材とした当時の現実と，番組制作者の三者を一体的に記述しながら明らかにしていく。
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1 はじめに…本稿の目的

『NHKスペシャル』（1989～）に代表される

ようなNHKのテレビ・ドキュメンタリー番組の

系譜をさかのぼっていくと，どこに行きつくだ

ろう。各時期を代表する番組を一つずつ挙げ

ていくと『NHKスペシャル』→『NHK特集』

（1976～89）→『ドキュメンタリー』（1971～

78）→『現代の映像』（1964～71）または『あ

る人生』（1964～71）→『日本の素顔』（1957

～64）となる。最後の『日本の素顔』は，日

本のテレビ放送において最初の本格的ドキュメ

ンタリー番組であり，筆者は日本のテレビ・ド

キュメンタリーの多くの「初期設定」をこの番

組の中に見つけられるのではないかと研究を

行っている1）が，その中で，NHKドキュメンタ

リーの系譜には『日本の素顔』（以下『素顔』

と記す）のさらに先に，その源流部と言うべき

領域が広がっていることに気がついた。テレビ

に先立つラジオの時代に「録音構成」と呼ばれ

ていた番組群がそれである。

『素顔』の制作者となった人々はほぼ例外な

く，この「録音構成」の制作経験者であった。

『素顔』第1回の制作を担当して以来，1960年

ごろまでの『素顔』の制作を牽引した吉田直哉

は「『日本の素顔』はラジオの録音構成の嫡子

である」と発言している2）。また『素顔』の制

作者たちは，その演出形式を「フィルム構成」

と称したが，吉田と並ぶ『素顔』の代表的制

作者の一人，小倉一郎はこのフィルム構成を

「録音構成の嫡出子」だと述べている。吉田や

小倉のような『素顔』の制作者ばかりではな

い。『ある人生』や『ドキュメンタリー』，『NHK

特集』，『NHKスペシャル』で活躍した香川宏，

相田洋といった作り手たちも，「録音構成」の

制作経験が自らのテレビ･ドキュメンタリー制作

に与えた大きな影響を語っている3）。ラジオの

「録音構成」が，その後に続いたNHKのテレ

ビ・ドキュメンタリーに大きな影響を与えたのは

ほぼ間違いないように思われる。

しかしながら，この「録音構成」を体系的に

解明しようとする研究は長い間存在しなかっ

た。研究者が過去の放送番組にアクセスするこ

とが困難であったため，当の番組を実際に聴く

ことができなかったことが主たる原因として挙

げられる。「録音構成」がNHKドキュメンタリー

の源流であると言っても，現状それはまだ「伝

説」の域にとどまっていると言えよう。

本稿は，戦後すぐから『日本の素顔』が始

まった1957年まで「録音構成」が継続的に制

作・放送されたと仮定して，その初期，すなわ

ち発生期に注目する。「録音構成」はどのよう

に発生したか，またその番組としての性質はど

のようなものであったかを当時の歴史的文脈と

結びつけながら解明すること，これが本稿の目

的である。具体的には，占領初期に「民衆へ

のマイクの開放」を掲げて人気番組となった

『街頭録音』（1946～58，前身の『街頭にて』

は45･9～46･5）という番組について，その誕

生から47年秋ごろまでの歴史的展開を検討す

る。最初の「録音構成」と目される『街頭録音　

ガード下の娘たち』4）（1947年4月22日放 送 ）

がこの番組の展開の中で生まれている。もし

「録音構成」が『日本の素顔』の源流であるな

らば，『ガード下の娘たち』こそは，NHKドキュ

メンタリーのはじめの一歩である可能性があり，

この番組を生み出すまでの『街頭録音』の展
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開を知ることは，そのはじめの一歩がどのよう

な状況の中でどのように踏み出されたもので

あったかを解明することになるだろう。

上記の目的のために，本稿はアーカイブ等に

保管されている過去の放送番組を研究資料とし

て用いる。つまり方法的には本稿はアーカイブ

研究に属する。周知のように放送番組のアーカ

イブ研究では，その番組に「表象されているも

の」を検討するために，個別の番組を資料とし

て用いる研究は既に多い。たとえば「沖縄現

代史」に関するテレビ･ドキュメンタリーを，文

書やオーラルヒストリーと同じような資料として

取り扱うような研究である。一方，これに比べ

ると「表象するもの」としての放送番組自身の

特性を解き明かそうとするアーカイブ研究はま

だ乏しく，その方法も確立していない（伊藤

20155））。

上記の理由から本稿はアーカイブ研究として

本稿なりの方法を示しながら説得的な記述を

行わねばならない。実際のところ「録音構成」

はまだ伝説の霧の中にある。これをどう定義

し，それが発生するに至った歴史的展開をどう

記述するか，本稿の前半部はほとんど，研究

対象の定義やその記述方法，とりわけ番組内

容を分析する際の指標の説明に費やされること

になるだろう。これは現時点で，放送番組その

ものの解明を目指して，ある程度体系的なアー

カイブ研究を行おうとする時，避けて通れない

作業である。

本稿で示される定義や記述方法は，全て暫

定的なものであり，今後大いに修正の余地があ

るものである。それでも，「録音構成」とその

周辺番組を対象とするアーカイブ研究の方法と

して，ある程度雨風をしのげるベースキャンプ

の設営を期したい。

本稿の大まかな構成を示しておこう。

1. はじめに…本稿の目的

2. 「録音構成」を暫定的に定義する

3. 方法

　−対象とする資料とその記述のしかた−

4. 『街頭録音』

　−噴き出した民衆の声−

5. 「録音構成」の誕生

　−『ガード下の娘たち』の衝撃−

6. この稿でわかったこと

7. 結びにかえて

第2節で解明対象である「録音構成」を暫

定的に定義する。次の第3節では，本稿が具

体的に検討する番組とその記述方法を定める。

この方法を用いて，第4節，第5節で実際に

「録音構成」とその周辺番組の内容とその歴史

的展開を記述していく。なお第4節，第5節の

後半部ではそれぞれ，「録音構成」の暫定的な

定義と，実際の番組記述から得た知見とを照

らし合わせて，「録音構成」の考察を深めてい

くつもりである。第6節では，第5節までに得

た知見をまとめ，最後の第7節では今後の研究

について簡単に展望する。

2 「録音構成」を暫定的に
定義する

この節では，「録音構成」をはっきりした研

究対象として捉えるために「録音構成」を暫定

的に定義することにしたい。
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まず「録音構成」について本稿の大前提と

なる仮説を示しておこう。それは前記した通り

「録音構成」が戦後すぐに発生し，『素顔』が始

まる1957年まで継続的に制作・放送されたと

いうものである。この一応の根拠を「伝説」か

ら一つ取り出してみよう。

1949年にNHKに入局した小倉一郎（1928

～2008）は，水俣病を広く世に知らしめた　

『奇病のかげに』（59年11月29日放送）の他，

多くの優れた『日本の素顔』を制作したディレ

クターであり，60年代半ば以降は，プロデュー

サーとして『ある人生』を立ち上げ，工藤敏樹6）

や相田洋7）など「名手」と言うべきテレビ・ド

キュメンタリーの作り手を育てた人物である8）。

その小倉は遅くとも1949年10月には「録音構

成」に出会っている。

小倉自身が語るところによれば，小倉は

NHK入局前に大阪局ローカルで放送された

『女囚』という30分の「録音構成」の放送を偶

然聴いて強い感銘を受けた。このローカル番組

の放送記録は今のところ見つけられないが，こ

れを15分に再編集したと考えられる大阪局制

作の『社会探訪』が『女囚−和歌山県和歌山

女子刑務所−』というサブタイトルで49年10月

7日に全国放送されている9）。和歌山女子刑務

所で服役していた一人の女囚の話を中心とした

番組であることは間違いない。小倉によれば，

この番組はほとんど全篇，運命に翻弄され曲

折の果てに実の親を殺してしまった一人の女

が，そのいきさつを淡 と々モノローグで語った

ものであった。後年，小倉はこう回想している。

「『女囚』という録音構成があって—（中略）—

そういう一種のノンフィクションという，そうい

うようなナニに携わったらおもしろいだろうな

と，まさかてめえの稼業がそういう稼業になる

とは知らずに，そう思ったんです」（2002年の

インタビューから10））

入局前に出会った「録音構成」という「一種

のノンフィクション」が，その後一生をかけた

「てめえの稼業」になったと小倉は語っている。

「録音構成」は遅くとも1949年10月には『女

囚』という形で既に存在しており，小倉は，こ

の番組に刺激されて50年代の大半を「録音構

成」の作り手として過ごした。そして58年から

『日本の素顔』の制作に参加しているのであ

る。小倉の中ではこの「録音構成」と「てめえ

の稼業」であるテレビ・ドキュメンタリーの制作

は切れ目なくつながっている。さらに言えば，

『女囚』をその枠内で放送した定時番組『社会

探訪』は1947年7月に始まっているから，「録

音構成」はこの時既に発生していた可能性があ

るだろう11）。

以上のような知見を根拠に，本稿は，「録音

構成」が戦後すぐに発生し，50年代末まで継

続的に制作・放送されたという前提に立つ。そ

の上で，次のような作業仮説を用いたい。すな

わち，本稿は，次の三つの要件を全て具えるラ

ジオ番組を暫定的に「録音構成」と定義する。

ア：録音構成という演出形式をとること。

イ：内容的に社会番組であること。

ウ：制作プロセスに制作者の自由裁量領域が

広く存在すること。

以下，それぞれについて説明しよう。

まずアである。「録音構成」は録音構成とい

う演出形式をとる。これが「録音構成」の一番

目の要件である。注意したいのは，録音構成
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とは，本来，一つの演出形式を示す言葉であ

り，番組内容を直接規定するものではないとい

うことである。演出形式としての録音構成は簡

単に言うと，2ブロック以上の「録音」をその

前後に説明をつけて連続させるというものであ

る。一つの「録音」の前または後，あるいはそ

の両方に，その「録音」の説明をつけるとそれ

は「録音番組」であるが，「録音」が2ブロック

以上になると順番が発生し，どちらを先に（後

に）するかという「構成」が必要となってくる。

ここに演出形式としての録音構成が発生する。

録音の内容はどんなものでもよいとするなら，

たとえばレコードに録音された音楽をディスク

ジョッキーのトークでつなぎながら次々に聞か

せていく番組も，演出形式上は録音構成番組

と言える。

南利明は，「わが国録音構成番組のさきがけ」

として，1937年6月13日に長崎放送局が放送

した『長崎の印象』を挙げている（南197912））。

この番組は，汽車，船，鐘，下駄の音といっ

た長崎の街の音を録音して構成した一種の音

響詩であったようである。また，37年12月30

日には東京放送局が『歳末時局風景』というワ

イド番組の中で『帝都に訊く』と題して25分間

に及ぶ録音構成形式のパートを放送している。

これは魚河岸，靖国神社，浅草観音の歳の市

といった場所の「時局風景」を録音し，構成し

たもので，南はこの番組を「本格的な録音構

成のはじまり」と評価している。筆者も30年代

のこうした番組が，演出形式上の録音構成を

採用した日本で最初の番組群であったことに異

存はない。

ただし，「はじめに」で述べたように，筆者

が解明を志しているのは，NHKのテレビ・ドキュ

メンタリーの源流をなすものとしての「録音構

成」であり，1930年代後半に発生した叙景的，

風物詩的な録音番組はひとまずこの「録音構

成」から除外する。本稿が解明すべき「録音構

成」は時期的には戦後の1945～50年代末に

出現，隆盛したものであり，番組内容としては

「社会番組」と呼ばれるものであった。つまり

本稿に言う「録音構成」とは，「録音構成形式

をとる社会番組」なのである。これは推測だが，

『素顔』の放送が始まった1957年ごろには，大

多数の社会番組の演出形式が録音構成形式で

あったため，本来演出形式を示す言葉である

「録音構成」と，番組内容を示す言葉である

「社会番組」がほぼ同義語となり，後代には専

ら「録音構成」と記憶されたと考えられる。

次に移ろう。「録音構成」の二番目の要件は，

イ：その内容が社会番組であるということであ

る。このことの意味は重大である。

「社会番組」または「社会放送」は戦後使わ

れ始めた言葉である。NHKの業務内容を年ご

とにまとめたものとして，1931年以来現在まで

原則として毎年発行されているNHKの『年鑑』

（時期によって『ラジオ年鑑』，『NHK年鑑』な

どと呼称が変わる。本稿では全て『年鑑』と

記す）があるが，この『年鑑』に「社会放送」

の語がはじめて登場するのは，『昭和23年版ラ

ジオ年鑑』（以下『年鑑48』と記す，他の年

度も同様）においてである。1946年4月から

48年3月までを記述対象時期とするこの『年鑑

48』において，「社会放送」はいきなり，報道

放送，教養放送，スポーツ放送，慰安放送と

並ぶ，一大放送領域を示す標題として登場し

た。しかし，「社会放送」とは何かということに
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ついての端的な説明は示されていない。ここで

示されている社会放送の「概説」は「（昭和）

二一年度においては社会関係番組の拡充はま

ことにめざましいものがある」と定義なしに始ま

り，「二二年度においては社会関係番組の整備

のときである」とやはり定義なしに展開し，以

下，個別の「社会関係番組」についての記事に

つながっていく13）。ただ当時のNHKが最も力

を入れた社会番組として，48年1月から始まっ

た『インフォメーションアワー』という毎日の

ゴールデンアワーを独占した帯番組があり，こ

れについて「番組編成」の項に次のような記述

がある。

「毎夜八時から三〇分間，国民が知らねばな

らない重要な事項を解説する宣伝放送，すな

わちインフォメーションアワーを新設して，国家

再建の一翼として世論の喚起に努めることに

なった14）」

一言でいえば社会番組は占領政策の所産で

あった。社会番組は敗戦後すぐ，占領軍とそ

のメディア統制機関であったCIE（民間情報教

育局）の指導で誕生し，占領期から50年代末

まで独特の発展を遂げた番組領域である15）。

1950年当時，NHKの社会番組制作を統括し

ていた教養部長，庄司壽完は社会番組を「民

主主義社会の良き市民をつくり育ててゆく」こ

とを目的とする番組と捉えている（『放送文化』

1950年12月号16））。

この社会番組は大別すると上記したように，

「国民が知らねばならない重要な事項」を「上

から下へ」伝えようとするタイプと，「民衆への

マイクの開放」をうたって民衆の声を「下から

上へ」伝えてゆくタイプがあった。「下から上へ」

民衆の声を伝えるタイプは直接的に民主主義

を表現する番組と言える。一方「上から下へ」

伝えるタイプは，内容にもう少し幅があり，民

主主義の価値だけでなく，日本社会に根強い

とされた「封建的」，「前近代的」体質から脱却

しようと訴える，広い意味での近代主義のメッ

セージを含むものであった17）。いわゆる「近代

啓蒙」の性格が強い番組群である。

「録音構成」を解明するには，その番組内容

を規定するこの社会番組について詳しく知らね

ばならない。ここで社会番組の要件を定めてお

こう。ここまでの記述からわかるように，社会

番組の第一の要件は，その制作趣旨から導き

出すことができる。すなわち社会番組は，戦後

の日本社会に民主主義，および広い意味での

近代主義を根づかせ，推し進める趣旨の下に

制作された番組である。

続けて社会番組の第二，第三の要件を示そ

う。これらは制作プロセス（「作り方」）に宿る

特徴から導き出すことができる。若干長くなる

が，ここで占領期に実際に放送されていた社会

番組を検討して，その「作り方」から見た社会番

組の基本的な特徴を捉えておきたい。1948年の

『放送文化』5月号には，当時，NHKの社会番

組をほぼ一手に制作していた社会課（当時の正

式名称は編成局企画部社会課）の担当番組全

41本が記載されている18）。

○第一放送（31番組）

『早起き鳥』，『私たちの言葉』，『市民の時

間』，『家庭菜園』，『自由人の声』，『今日の

話題 』，『尋ね人 』，『配給だより』，『録音

ニュース』，『放送討論会』，『ラジオ告知板』，

『皆さんの健康』，『読書案内』，『国会討論

会』，『東京裁判』，『県民の時間』，『アメリ
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カ便り』，『明日の食糧』，『話の泉』，『新し

い農村』，『社会の窓』，『ローカルの時間』，

『家庭の話題』，『時の動き』，『労働の時間』，

『産業の夕』，『街頭録音』，『郷土自慢』，『社

会探訪』，『朝の話』19），『引揚者の時間』

○第二放送（10番組）

『ラジオ告知板』（第一放送の再生），『家庭

の話題』（再生），『時の動き』（再生），『新し

い農村』（再生），『労働の時間』（再生），『社

会の窓』（再生），『産業の夕』（再生），『話の

泉』（再生），『裁判報告』，『街頭録音』（再生）

当時第二放送は，放送波としてまだはっきり

とした性格を与えられておらず，第一放送の

人気番組の一部を再生放送することが多かっ

た20）。ここでも第二放送の10番組のうち『裁

判報告』を除く9番組は第一放送の再生であ

る。したがって，第一放送の31番組に『裁判

報告』を加えた32番組から，その多数に共通

する特徴を割り出せば，それをこの当時の「社

会番組」の特徴ということができるだろう。

まず気づくのは，上記32番組は，人気クイ

ズ番組であった『話の泉』（48年9月に演芸課

に移管）一本を除いて，娯楽色に乏しいという

ことである。これらは，当時のラジオ番組の最

大勢力であった音楽演芸番組ではない。また，

これらは『読書案内』の一本を除いて教養番

組でもない。今の私たちには趣味的な教養番

組に見える『家庭菜園』は，当時の食糧難を

家庭の努力で少しでも緩和しようという切実な

動機に基づいて各種作物作りを指導するもので

あったし，『私たちの言葉』は，偉人や先賢の

名言を紹介する教養番組ではなく，新時代の

現実と向き合う人々の投書を読み上げるもので

あった。双方とも教養的知識ではなく，多少と

も社会的な関心を引く「今の現実」を主な題材

とする番組だったと言えよう。

戦前のラジオ番組は大きく，教養，報道，

慰安（娯楽）の三領域に分けられていた。娯

楽番組でも教養番組でもないとしたら，残るの

は報道番組である。上記32本の中には，『録

音ニュース』，『配給だより』，『国会討論会』，

『東京裁判』といった番組名にうかがわれるよ

うに当時のニュース，あるいは時事問題を題材

にしたものが多い。万人の関心を引くニュース，

時事問題とまでは言えなくとも，上記した『話

の泉』，『読書案内』を除く30番組は全て，あ

る程度の社会的関心を引く当時の特定の現実

を題材にして制作されたものと言えよう。ニュー

スと異なるのは，この「ある程度の社会的関心

を引く当時の特定の現実」は必ずしも，これま

で知られていなかった新たな出来事，知見（＝

ニュース）に限定されているわけではないという

ことである。つまり既に周知の現実もその題材

である。またこれらの番組は，『配給だより』（こ

の番組は『年鑑48』では「報道放送」の中で

紹介されている）など数本の番組を除いて，

もっぱら記者によって書かれた文字原稿の読み

上げという形で伝えられていた当時のニュース

とは，演出的に異なるものである。つまりこれ

らの番組には記者が書いた文字原稿を読み上

げるものとは別の，あるいはそれ以上の演出が

ある。

まとめてみよう。1948年当時のNHK社会課

が担当していた番組群を検討すると，社会番

組はその「作り方」に次のような基本的特徴を

有していることがわかる。すなわち，社会番組

とは，番組制作者が，ニュース性の有無にかか
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わらず，ある程度の社会的関心を引く当時の特

定の現実を題材として，それに記者が書いた文

字原稿を読み上げるものとは別の演出，あるい

はそれ以上の演出を施して制作した放送番組で

ある。もう少し端的に言うと，社会番組とは，

1. 社会的関心を引く「その時代の特定の現実」

を題材とすること，2. 記者が書いた原稿を読

み上げる以上の演出があること，この二点を

「作り方」の基本的な特徴とする番組である。

以上の二点と，前記した制作趣旨から導き出

した第一の要件とを合わせると，社会番組の

要件は次の三つとなる。

①戦後の日本社会に民主主義および広い意味

での近代主義を根づかせ，推し進める趣旨

の下に制作された番組であること。

②社会的関心を引く「その時代の特定の現実」

を題材とすること。

③記者が書いた原稿を読み上げる以上の演出

があること。

本稿では，以上の三つの要件を満たす番組

を社会番組と定義する。「録音構成」は社会番

組でなければならない（要件イ）。

社会番組についての説明が長くなった。最後

に要件ウについて述べよう。制作プロセスに制

作者の自由裁量領域が広く存在するという要件

である。

放送番組には誰が制作者であってもあまり差

が出ないタイプと，制作者によって大きな違い

が生じるタイプがある。たとえば今も続く超長

寿番組『NHKのど自慢』（1946～）は，同じ

日に同じ出演者を迎えて収録する場合，その

番組内容は，制作者が誰であってもあまり大き

な違いは出ないだろう。『NHKのど自慢』とい

う番組のフォーマットが，番組の大枠はもとよ

り，かなり細部の演出までを規定しているから

である。こうした番組では各回の制作者の自由

裁量領域は小さい。

これに対して，本稿の冒頭に示した，NHK

のテレビ・ドキュメンタリーの稜線をなす系譜，

すなわち『日本の素顔』以降『NHKスペシャ

ル』まで続く番組群は，いずれも制作プロセス

（取材と演出）に細かい規定をあまり設けず，

それらを制作者の裁量に任せる部分が大きい

番組である。視聴者からすると『NHKのど自

慢』は，その番組名を聞いただけで，大体の

内容が想像できるが，『NHKスペシャル』と聞

いただけでは，何をどんなふうに取材して，ど

んな演出を施したものかを想像するのは難し

い。『素顔』以降『NHKスペシャル』に至る番

組群は，それがテレビ・ドキュメンタリーである

という以外，番組内容を規定する約束事が少

なく，その多くの部分を制作者の自由裁量に任

せる番組である。したがって，これらの番組は

個別の各回について出来，不出来の差がかな

り大きく表れる。「作家」，「作品」という言葉

を用いるなら，NHKのテレビ・ドキュメンタリー

の系譜はかなりの程度，制作者に作家性を持

たせ，個別の各回に作品性を認める番組群で

あると言えるだろう。

筆者は，NHKのテレビ・ドキュメンタリーの

源流と目される「録音構成」も，制作者に作家

性を，また個別の各回に作品性をかなりの程

度認める番組群であったと考える。この要件と

なるのは，番組の制作プロセスに制作者の自

由裁量領域が広く存在することである。本稿は

これを「録音構成」の三つ目の要件としたい。
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以上，本稿の解明対象である「録音構成」

の三つの要件を示した。本稿では前記ア～ウ

の要件を全て具えるラジオ番組を暫定的に「録

音構成」と定義する。すなわち，「録音構成」

とは，ア：録音構成形式をとる，イ：社会番組で，

ウ：制作プロセスに制作者の自由裁量領域が

広く存在する，ラジオ番組である。

本稿は上記の三要件を踏まえて次節以降，

「録音構成」とその周辺番組を解明するための

方法を提起し，その方法を用いて実際に具体

的な番組を検討していく。つまりこの三要件は，

以下本稿の論述の出発点となるものである。た

だし，これらはあくまでも作業仮説として設定

した暫定的なものであるから，具体的な番組の

検討から知見が得られたら，それと照らし合わ

せて，妥当性をより高めていく必要がある。そ

の照合作業の中で一部を修正したり，新たな

要件が加わる可能性があることを予めことわっ

ておく。

3 方法 −対象とする資料と
その記述のしかた−

「はじめに」で述べたように本稿の目的は，

「録音構成」がどのような経緯で発生したか，

またその番組としての性質がどのようなもので

あったかということを解明することである。この

目的は，歴史的展開の叙述（歴史叙述）を要

請するものである。しかもその叙述の中で，番

組内容を分析して，前節に示した「録音構成」

の三要件との関わりを示さなければならない。

番組内容の分析を行うからには，その指標も

必要になってくるだろう。

この節では，上記のような番組内容の分析

を含む歴史叙述が「何」を資料として，「どの

ように」行われるかについて示したい。まず

3-1では，発生期「録音構成」とその周辺番組

の解明という本稿の目的に即して，本稿が研

究対象とする社会番組群を具体的に決定する。

次の3-2では，社会番組群の展開過程や性質

を解明するために必要な本稿の歴史叙述がど

のようなものであるべきかを示す。3-3では歴

史叙述の中で，番組内容を分析する際の指標

について説明する。最後の3-4では，実際の

歴史叙述に入る前に，「録音構成」発生の前提

となった歴史的な基本条件を指摘しておく。

3–1　研究対象とする番組群
この項では，本稿が研究対象とすべき社会

番組群を特定し，その番組資料を具体的に示

そう。ここに言う「番組資料」とは，番組内容

についての資料であり，具体的には放送番組そ

のもの（ラジオの場合は音源），放送台本，書

籍等に収録されている番組採録，その他文献

やオーラルヒストリー等で言及されている番組

内容についての記事のことである。

『日本放送史』など放送史の基本文献，後

年のテレビ・ドキュメンタリー制作者たちのオー

ラルヒストリー，そして筆者が最近提出した，

占領期の社会番組に関する二本の論稿（宮田

2014，2015 21））等の先行知見によると，戦後

すぐから50年代初頭までのラジオ社会番組に

は次の二つの系統が存在したことが知られる。

A：戦後すぐ「民衆へのマイクの開放」をうたっ
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て，混乱期を生きる人々の声を「ありのま

ま」に伝えて人気を博した番組群。具体的

には『街頭録音』（1946.5～58，前身の

『街頭にて』は1945.9～46.5），『社会探

訪』（1947.7～51.12，前身の『世相録音』

は47.5～47.6）の二番組である。『街頭録

音』は社会問題に対する市井の人々の

「声」を録音で生き生きと伝えた画期的な

社会番組であったが，この『街頭録音』の

特別版として制作された『街頭録音　ガー

ド下の娘たち』（47年4月22日放送）とい

う番組において，強い作品性を帯びた「録

音構成」がはじめて発生したと考えられる。

この『ガード下の娘たち』の成功を受けて，

1947年7月に新設された定時番組枠が『社

会探訪』であり，この番組も48年ごろを

中心に大きな人気を博した。

B：「インフォメーション番組」とその周辺の番

組群。1948年1月に『インフォメーションア

ワー』という帯番組としてスタートし，第一

放送の夜8時から8時半までのゴールデン

アワーを月曜から日曜まで（つまり毎日）独

占して放送された社会番組群である。具体

的な番組名としては『新しい農村』（月曜放

送，1948～52），『労働の時間』（火曜放

送，1948～51），『社会の窓』（水曜放送，

はじめ『問題の鍵』1948～5422）），『産業

の夕』（木曜放送，1948～51），『ローカル

ショウ』（金曜放送，各地方局が独自に制

作した。1948～不明），『家庭の話題』（土

曜放送，1948～49），そして『時の動き』

（日曜放送，1948～5223））がある。番組

内容は，占領軍のメディア統制機関CIE

（民間情報教育局）の意向が色濃く反映さ

れた，占領政策への理解と協力を求める

社会番組であったが，その演出形式は多

様で，録音構成形式をとるものはむしろ少

数派であった。このインフォメーション番組

のグループの中から，録音構成形式をとる

『社会の窓』が，51年ごろから徐々に人気

番組となり，50年代前半を代表するNHK

の「録音構成」に成長していった。

Aの社会番組群とBの社会番組群とでは，

その制作・放送の期間はかなりの程度重なって

いる。しかし，その番組内容は，題材の捉え

方にしろ，演出の施し方にしろ，ほとんど対照

的と言っていいほどに異なっている。「録音構

成」の発生という観点で言うと，最初の「録音

構成」は1947年4月にAの番組群の展開の中

で誕生したと考えられる（『ガード下の娘た

ち』）。この誕生は孤立的，突発的なものでは

なく，この前後における番組群Aの展開と密接

に関連するものである。番組群Bにおいても，

『社会の窓』において51年ごろ以降，作品性の

強い「録音構成」が確立するが，それはAより

も遅く，Aとはまた別に，ほぼ独立した過程を

たどったものである。

「はじめに」に記したように，筆者はNHKド

キュメンタリーの源流を「録音構成」に探るとい

う目的を持っており，そのためには番組群A，B，

さらには『日本の素顔』に直結する50年代半

ばから後半の時期に制作・放送された「録音構

成」までを検討する必要があると考えている。

その第一歩として，番組群Aを発生期の「録音

構成」およびその周辺番組と捉え，その展開過

程と番組内容の記述を行いたい。

ただし本稿では，広く番組群A，Bに汎用で
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きるような番組記述の方法を説明することにか

なりの紙数を費やすことになる。このため，本

稿が主な記述対象とするのは，番組群Aの中

でも『街頭録音』が，その展開の中で最初の

「録音構成」と目される『ガード下の娘たち』を

生み出すまでの時期としたい。すなわち，本稿

では「録音構成」とその周辺番組全般，すな

わち番組群A，B双方を念頭に，その記述方

法を示すが，実際にそれに基づいた記述が行

われるのは，番組群Aの展開の前半部をなす

時期である。番組群Aの展開の後半部にあたる

『社会探訪』（1947.7～51.12）の記述，また

番組群Bの記述についてはそれぞれ別稿を期

するものである。

以下，本稿が取り扱う『街頭録音』につい

て，その番組資料を具体的に示そう。

『街頭録音』は，その前身の『街頭にて』か

ら数えると45年9月から58年4月までに優に

一千回を超える放送が行われている。その中

で，本稿が対象とする時期は，その初期，す

なわち45年9月から47年10月までの期間であ

る。

この期間は，『街頭録音』を画期的な社会番

組に育て上げた制作者，藤倉修一がこの番組

を担当した期間である。藤倉は『街頭にて』の

第1回からインタビュアーとしてこの番組に参画

し，番組が『街頭録音』と改称した46年5月24）

からは専任アナウンサー兼プロデューサーとして，

この番組の制作責任者となった。最初の「録

音構成」と目される『ガード下の娘たち』を『街

頭録音』の特別版として企画・制作したのも藤

倉である。『ガード下の娘たち』が聴取者の大

反響を得た後，藤倉は，47年7月に新設された

「録音構成」初の定時番組である『社会探訪』

のインタビュアー，また47年11月からは，同じ

く新しく始まったクイズ番組『二十の扉』の司

会をも担当するようになり，この経緯の中で47

年10月に『街頭録音』の担当を離れている。

本稿では，この藤倉が担当した45年9月から

47年10月までの期間の『街頭にて』および

『街頭録音』を初期『街頭録音』と呼ぶことに

する。

筆者は初期『街頭録音』の番組資料として

14件の資料を見つけた。このうちNHKアーカ

イブスに保管されている音源は『街頭録音　

ガード下の娘たち』1件だけであり，残り13件

は藤倉が，その著書『マイク余談 』（ 藤倉

1948）やNHKの機関誌『放送文化』に寄せた

記事の中で，番組内容に言及したものである。

数は多いとは言えないが，初期『街頭録音』の

番組内容を知る上で得られるものは多い。

ただし，以上14件の番組資料には大きな弱

点がある。14件の中の一つとして，30分番組

としての『街頭録音』の全貌を伝えていないの

である。藤倉の著書『マイク余談』にあるのは，

主として藤倉が強い印象を受けた市井の人々の

発言の抜粋であって，丸々一本の内容を記した

番組採録は存在しない。前記した『ガード下の

娘たち』の音源も「未編集素材」であって，そ

の尺（時間的分量）は16分36秒である。残り

13分余りの番組内容については知ることがで

きない。

そこで本稿は，藤倉が担当を離れた47年11

月以降の『街頭録音』のうち，52年4月の占領

解除までに放送されたもので，番組の全体内

容がわかるものを，番組資料として採用するこ

とにする。これに該当する音源が2件存在す
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る。一つは『私たちはこんな希望を持っている

−長崎市浦上山里小学校校庭（原爆爆心地）

原爆被災児童の声−』（49年12月20日放送，

内容28分28秒）であり，もう一つは『日米行

政協定をめぐって−丸ビル正面−』（52年3月4

日放送，内容29分10秒）である。いずれも，

ほぼ放送された通りの完成版と見なすことがで

きる。それぞれの回の司会者は藤倉ではなく，

細かい司会進行は当然藤倉とは異なっていただ

ろうが，収録前にその回の議題（テーマ）を定

め，それに即した市井の人々の発言を基本的

に等価なものとして番組内に並列していくオム

ニバス形式の番組スタイルは，46年2月の『街

頭にて』ではじめて番組に議題を設定して以来
25），変わっていないと考えてよい。論じる領域

をこうした基本的な番組スタイルに限れば，上

記2件を，藤倉時代の初期『街頭録音』と変

わらぬ性質を持つ番組資料として扱うことがで

きると考える。

以上を踏まえて，本稿でははじめに述べた

14件に上記の2件を加えて都合16件の番組資

料を取り扱う。資料内容の要約を付して表1

（pp.160～161）にまとめたので参照されたい。

なお，『街頭録音』（『街頭にて』を含む）の

放送記録は，「番組確定表」というNHKの内

部資料に基本的に全回残されている（一部欠落

あり）。この資料には，放送日時と『街頭録音』

なら『街頭録音』という番組名が必ず記されて

おり，また多くの場合，各回のサブタイトルと

担当者名が付されている。

放送には常に直前まで内容の変更可能性が

あるため，ある程度の誤記は避けがたい26）。

また戦後間もない時期は番組名や副題の表記

に統一性が欠けるものもしばしば見られるが，

概ね正しい放送番組の「戸籍」と言えよう。本

稿では『街頭にて』，『街頭録音』について，

45年9月から47年末までの放送216回につい

て，「番組確定表」の記述を抜粋して表2に示

した（pp.162～167）。『マイク余談』などの資

料の中で言及されている『街頭録音』が，実際

いつ放送された何というサブタイトルの番組に

あたるかということを，この「番組確定表」か

ら特定することができる。

3–2　番組内容とそれが帯びる歴史
的文脈を一体的に記述する

さて，本稿は社会番組の一ジャンルとしての

発生期「録音構成」とその周辺番組の歴史的
昭和22年4月22日に『街頭録音　ガード下の娘たち』の放送
を記録したページ

「番組確定表」
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展開を記述しようとするものであるが，その際

に用いる資料はアーカイブ等に保管されている

当該の番組資料だけでは足りない。なぜなら

個々の放送番組は，歴史の中でそれぞれに独

立した「点」であり，この内容を単独に記述す

るだけでは，線，あるいは面としての歴史的展

開を捉えることは難しいからである。むろん二

点を結べば線が見えてくるだろうが，その線が

説得性を持つためには個々の点がきちんと歴

史上に定位されなければならない。その定位

は，やはり当該の番組の中身だけでは不十分

なのである。このことは初期『街頭録音』を対

象とする本稿にとってだけでなく，『社会探訪』

を対象とする別稿，また番組群Bを対象とする

論稿にとっても同じように言えることである。つ

まり一本の社会番組の内容を歴史上にきちん

と定位することは，社会番組を歴史的展開の

中に捉える研究に共通の課題であると言える。

では，ある一本の社会番組の内容を歴史上

にしっかりと定位するにはどうすればよいだろう

か。筆者は番組内容を，その番組が帯びてい

る「歴史的文脈」と一体的に記述することに

よって，それが可能だと考える。そのことによっ

て最初の一点が定まり，複数の点から線が生ま

れ，さらには面へと発展して，ある番組群全体

の歴史的展開を，番組内容を中心にして記述

することができるだろう。では，この「歴史的

文脈」とはどんなものだろうか。それを前節で

示した社会番組の要件から導き出してみよう。

第2節で示した社会番組の三つの要件の中

には，②社会的関心を引く「その時代の特定

の現実」を題材とすること，③記者が書いた

原稿を読み上げる以上の演出があること，の二

点が含まれている（p.108）。このことはそれぞ

れ次のことを意味する。一つは，社会番組の

番組内容が，その題材を通じて，「その時代の

特定の現実」と接続しているということである。

そしてもう一つは，社会番組が，演出を通じて，

その番組の制作者と接続しているということで

ある。なおこの「番組制作者」は必ずしも特定

の「個人」ではなく，個人の顔が見えにくい

「組織」や，少人数の個性的な「仲間」である

場合も考えられる。これらのいずれにも該当す

る呼称として，本稿では以下「制作主体」とい

う言葉を用いることにしたい。

すると，「ある一本の社会番組の内容」と「そ

の時代の特定の現実」，そして「制作主体」の

三者の関係は次のように図示できる（図1）。下

部に置いた「その時代の特定の現実」と「制

作主体」も結びついているが，これは「制作主

体」が「その時代の特定の現実」に関心を持っ

てそれを取材することを示している。三者は互

いに結びつき，X：「ある一本の社会番組の内

容」，Y：「その時代の特定の現実」，Z：「制

作主体」を三つの頂点とする三角形XYZを形

成しているのである。

本稿が「歴史的文脈」と呼ぶのは，X：「あ

図1　
その時代の全現実（＝時代）

ある一本の
社会番組の内容

制作主体その時代の
特定の現実

X

ZY
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る一本の社会番組の内容」にとっての，Y：「そ

の時代の特定の現実」，そしてZ：「制作主体」

のことである。「その時代の特定の現実」を題

材とし，「制作主体」に演出権を持たせることを

基本的特徴とする社会番組は，前二者を切り

離すことのできない歴史的文脈として身にま

とっている。Y，Zはその時代の歴史的現実の

一部であり，その時代の中にしっかりと根を

張った存在である。X：「ある一本の社会番組

の内容」は，Y，Zと緊密に連関させて記述さ

れることによってはじめて，歴史上にしっかり

と定位されるであろう。そしてある社会番組群

の歴史的な展開過程は，その番組群に属する

複数の番組についてそれぞれの三角形を記述

し，なおかつそれらが，「その時代の全現実（＝

時代）」の移り変わりの中でどう展開したのか，

そこまでを記述することによってはじめて明らか

になるはずである。アーカイブに残された番組

の内容だけを取り上げて，ある社会番組群の

展開過程を語ろうとするのは，ある植物群があ

る時期，ある場所にどうして繁茂したかを知り

たい研究者が，標本に残された植物体だけを

論じて，当時の気候や土壌との関係を無視す

るようなものであろう。

若干先回りして付言すると，番組を「その時

代の特定の現実」や「制作主体」という歴史的

文脈と一体的に記述するというこの方法は，

本稿が用いる番組資料の資料的な限界を緩和

するものでもある。たとえば占領期にあたる

1945～52年に制作・放送された『街頭録音』

は千本近くになるが，3-1で示したようにNHK

アーカイブスに残されている音源はわずかに数

件，書籍等の中での言及も数十件にすぎない。

資料的限界は明らかであろう。また，単に数が

少ないというだけでなく，それらがなぜ残され

ているのかということについての情報が乏しい

ために，たとえば，アーカイブに残る，ある回

の『街頭録音』が『街頭録音』という番組群の

中での典型例なのか，特殊例なのかといった

判断がしにくい。しかし，番組をその歴史的文

脈と一体的に記述することによって，個々の番

組には，メタデータ（放送番組をその外部から

意味づけてくれる情報）が付されることになる。

つまり，その放送番組がまとっている歴史的文

脈によって番組の資料としての性格が補強され

るのである。ある番組がその番組の中の典型

例なのか，特殊例なのかという問題も，このこ

とによってかなりの程度解決されるであろう。

以下，番組群A，B双方を念頭に，占領期

（1945～52）のNHKラジオの社会番組が帯び

た歴史的文脈についての知見を提供してくれる

資料を具体的に示しておこう。その多くは文献

資料，あるいはオーラルヒストリーである。

まずはじめにあたるべき歴史的文脈の供給

源は，『日本放送史』（1965），『放送五十年史』

（1977），あるいはそれらを底本とする『20世

紀放送史』（2001）等，NHK自身が編纂した

放送史の基本文献であろう。とりわけまだラジ

オ時代から遠くない1965年という時点で刊行

された『日本放送史』には，占領期の放送番

組を取り囲んでいた歴史的文脈がかなりの程

度網羅的に書き込まれている。この時期に

NHKを取り巻いていた時代状況や，NHK内部

の組織体制などについてある程度体系的な記

述がなされている他，時代を画するような重要

な番組については，その番組が誕生した経緯，

番組内容のあらまし，その番組の制作過程に
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存在した諸事情といったことに関する記事を見

つけることができる。その時代の現実や制作主

体についての「大きな歴史的文脈」を知るのに

欠かせない資料と言えよう。

歴史的文脈の供給源として次に挙げられる

資料グループは，既に第2節でも用いた『年

鑑 』やNHKの機関誌である『放送文化 』と

いった，番組制作現場に比較的近い場所から，

制作・放送当時の消息をあまり時間差なく伝え

ている刊行物である。特に『放送文化』では，

しばしば社会番組の制作主体自身によって番

組論，演出論が語られている。これら制作主

体周辺のいわば「中くらいの歴史的文脈」につ

いての知見は，非常に有用である。また，『年

鑑』や『放送文化』には，個別番組の内容に

ついて言及した「小さな歴史的文脈」について

の記事も見られる。これらは当該番組をいわば

ピンポイントで意味づけてくれるものである。

三つ目のグループは，当時の時代状況や個

別の番組について，個別の制作主体が著した

取材記や回想録，あるいはオーラルヒストリー

等である。特定の「小さな歴史的文脈」を精細

に語るものと言えよう。たとえば『街頭録音』

の各回に細かく言及した藤倉修一の著書や

オーラルヒストリーなどがこれにあたる。このタ

イプの歴史的文脈を付加されることによって，

番組は，特定の個性を介した，生き生きとした

側面から意味づけが可能になる。

歴史的文脈の供給源として最後のグループ

は，三角形XYZをその中に成立させている歴

史平面，すなわち時代背景を知る資料となるも

のである。日本近現代史の資料やそれをもとに

した先行研究がこれにあたる。本稿では，戦

後混乱期の市井の人々の暮らしを知るために経

済史の分野での先行研究を用いる。

以上に示したような文献資料とオーラルヒス

トリーから，本稿は当時の歴史的文脈を構成

する諸知見を様々なレベルで発掘する。図1に

示した三角形の三つの頂点X，Y，Zがこうし

た知見によって緊密に結びつけば結びつくほ

ど，個々の放送番組はその資料としての性格を

より確かに，またより豊かにしていくだろう。

3–3　番組内容を分析するため
の指標

前項に示したように本稿では，一本の社会

番組の内容をそれが帯びる歴史的な文脈と一

体的に捉える立場から，初期『街頭録音』の

歴史的な展開過程を叙述していく。そしてこの

歴史叙述の中で本稿は，『ガード下の娘たち』

など重要と目される回について，その番組内容

の分析を行う。比喩を用いると，まず事態の

時間的な展開を動画で見せ，その後に重要場

面をスチール写真にして分析するのである。こ

の項では，この分析の際に用いる指標を示して

おこう。

まず基本的なところから確認する。

分析の対象となるのは，X：「ある一本の社

会番組の内容」であり，分析の前提となるの

は，これをY，Zの歴史的文脈と一体的に捉え

る視点である。

X：「ある一本の社会番組の内容」を分析す

る手掛かりとしては，まず，その歴史的文脈で

あるY：「その時代の特定の現実」と，Z：「制

作主体」が持っている特定の属性が浮かび上
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がってくるだろう。どんな制作主体がどんな題

材を用いて制作した番組かということがわかれ

ば，その番組の内容は相当程度把握すること

ができる。しかし，それだけでは足りないと筆

者は考える。Y，Zの静的な属性を理解するだ

けではXの内容を十分につかむことはできな

い。三角形XYZは，三つの頂点X，Y，Zが

結ばれることによって成り立っている。この三つ

の頂点の動的な関係性について有効な知見を

もたらしてくれる指標を設定しなければ，Xの

性質を十分に知ることは難しいと考えられるの

である。

本稿では，Xの内容を分析するための指標

として，Y，Zの特定の属性について設ける指

標（後述する）に加えて，X，Y，Zの三つの

頂点の動的な関係性を示す指標を設けたい。

その指標は下記に示すような番組の具体的な

制作段階に沿って考えることができる。

1：ある特定の現実を番組に取り込む段階（取

材段階）

2：取り込んだ題材に演出を施して番組化する

段階（演出段階）

三角形XYZで言えば，この二段階は，Z，

すなわち制作主体を主語とする番組制作作業

の二段階である。1はある社会番組の制作主体

が，「その時代の特定の現実」をどのように題

材化するかという作業段階で，辺ZYに該当す

る。そして2は，取り込んだ題材にどのような

演出を施して番組化するのかという作業段階で

あり，辺ZXにあたる。この二辺は，頂点Zを

主語としてY，Xとの間で生じている具体的な

関係性を示している（図2）。

以上のような認識を踏まえて，本稿では，X：

「ある一本の社会番組の内容」を分析するため

に，以下に述べるⅠ～Ⅳの指標を設けたい。

まず指標Ⅰは，Z：「制作主体」の属性につ

いて設けるものである。具体的には，その制作

主体が持つ，偶然性・不確実性への志向の強

弱を指標としたい。言い換えると，制作主体が

「思いもよらない」「想定外の」事実・現実をど

れだけ許容するかという指標である。

「事実は小説より奇なり」と言うが，現実は

本来的に人間のコントロールが及ばない偶然

性・不確実性を帯びている。社会番組が題材

とする「その時代の特定の現実」も，時に制

作主体が思いもよらない事物として現れ，想定

外の展開を見せる。簡単に言えば，こうした事

態を歓迎するか否かで制作主体のタイプは二

つに分かれる。

現実に対してあまり緻密な現状認識や問題

関心を持っていない，あるいは持っていてもそ

れに強いこだわりを持たない制作主体にとっ

て，こうした「思いもよらない」「想定外の」事

実・現実は，番組の題材として歓迎すべきも

のである。既存の現状認識や問題意識をはみ

出し，すれ違い，場合によっては無効化するよ

うな事実・現実こそ，清新な現状認識や問題

図2　

取り込んだ題材を
　演出する

番組内容

現実を題材として取り込む

その時代の
特定の現実 制作主体

X

ZY
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意識の材料となるものであり，それをもたらし

てくれる現実の偶然性・不確実性は基本的に

好ましいものである。一方，現実に対して緻密

な現状認識や問題関心を抱き，その妥当性を

さらに高めようとしている制作主体にとって，

番組の題材は，偶然の成り行きによってもたら

されるものというよりも，自らが抱く現状認識

や問題意識に則って主体的に探し出すもので

ある27）。こうした制作主体にとって，自分が

「思いもよらない」「想定外の」事実・現実は

抑制，排除の対象とまでは言わないが，少な

くとも手放しで受け入れられるものではない。

先に述べた制作主体より，偶然性・不確実性

への志向は当然弱くなるだろう。

社会番組が現実を題材とする以上，現実が

本来的に帯びる偶然性・不確実性に対する制

作主体の志向の強弱は，番組内容についての

根本的な指標となりうるものである。制作プロ

セスの中で言えば，これを取材前，あるいは

番組企画段階における指標としたい。

次に指標Ⅱは，辺ZY，つまり取材段階で，

番組がどのように題材を取り込むのか，その方

法についての指標である。

まず，Ⅱa：題材となる現実をどのような具体

物の中に取り込むのか，という指標が考えられ

る。録音というテクノロジーを用いて現実を複

製（コピー）し，録音盤に刻まれた音声という

形で番組に取り込む方法や，現実についてつ

づった投書を一般から募って，その内容を番

組に取り込む方法，またドキュメンタリー・ドラ

マの場合のように，現実をいったんフィクショ

ン化して脚本にまとめる方法等の類別が可能で

ある。

またⅡb：取材現場が必須か否かという類別

も可能である。たとえば録音で題材を取り込む

場合は必ず取材現場（録音現場）が存在する

が，脚本作成に現場取材は必ずしも必要ない。

また取材現場が，番組が設けたルールによって

生じた二次的現場（たとえばNHK内のスタジ

オ）なのか，そうしたルールが通用しない「生

の現実」が生起する一次的現場なのかという

類別も可能であろう。

さらに，Ⅱc：題材取り込みに際して，制作

主体がどんな方法を用いて題材を選別している

かということも指標となりうるだろう。神ならぬ

人間はその時その場の現実の「全て」を把握す

ることはできない。同様に，社会番組の制作

主体も「その時代の特定の現実」の「全て」を

題材として取り込むことはできない。社会番組

の制作主体は必ず何らかの方法を用いて，そ

の時その場の「全現実」から番組の中に取り

込む現実（題材）を選別しているはずである。

録音を用いる番組で言うなら，その選別は，そ

の時その場の現実の中の「何」にマイクを向け

るかで行われる。この題材選別について，そ

の番組の基本的な約束事（フォーマット）の中

で明確なルールを設け，それを取材対象にも

明示するタイプと，そうした明確な題材選別

ルールを設けず，取材対象にも明示しないまま，

制作主体が臨機応変に選別するタイプとの類

別が可能であろう。あえて名づけるなら前者を

ルール的選別，後者を非ルール的選別と呼ぶこ

とができる。

続く指標Ⅲは，番組に題材として取り込まれ

るY：「その時代の特定の現実」が帯びる特定

の属性である。ある社会番組Xにとって，その
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題材がどんな特徴を持つ現実であるかというこ

とは極めて重要である。しかし当然ながら「現

実」はほぼ無限の多様性を示す。現実が持つ

どの属性を指標とすべきかは，次節以降具体

的な番組内容を検討しながら考えていきたい。

ここでは，題材となる現実の注目すべき属性を

指標Ⅲとするということだけを述べておく。

最後に指標Ⅳは，辺ZX，すなわち制作主

体が題材に施す基本的な演出方針についての

指標である。ここで本稿に言う「演出」を簡単

に定義しておこう。本稿において演出とは，制

作主体が，番組内に取り込んだ（あるいはまさ

に取り込もうとしている28））題材を様々な手法

を用いて多かれ少なかれ意味づけながら，その

番組の放送尺の中に位置づけていく作業であ

る。

上記のような演出の基本的方針について本

稿では次の三つの指標を設ける。

まずⅣaは，演出時における制作主体の題

材への基本的態度についての指標である。題

材を制作主体の側から積極的に意味づけして

いこうという態度であるのか，あるいは，そう

した意味づけを抑制して，題材の「ありのまま」

を尊重する態度であるのかという類別が可能で

ある。前者は題材に対して主体的，能動的な

態度と言うことができるし，後者は自然的，受

動的な態度と言うことができよう。

次のⅣbは，題材の「平等性」についての指

標である。制作主体が各題材を基本的に等価

なものとして番組内に「平等」に位置づけるの

か，それとも各題材の意味には軽重があるとし

て，「不平等」に位置づけるのかという類別が

可能である。たとえば『NHKのど自慢』では

多少のデコボコはあっても基本的にステージに

出てくる素人の歌い手を「平等」に並列してい

る。それに対して，たとえば「主人公」が存在

するようなテレビ・ドキュメンタリーは各題材

（登場人物）の番組内での意味に軽重があり，

そこでは各題材が「不平等」に取り扱われてい

るのは明らかであろう。

最後のⅣcは，30分なら30分という放送尺

の中で番組を進行・展開させていく原理（番組

の展開原理）が何であるかということについて

の指標である。制作主体に由来する，論理展

開や，作劇法や要領を得た5W1Hのレポート術

といった主体的，人為的な原理を重視するもの

であるか，取材現場の時間的展開（現場の成

り行き）といった他律的，自然的な原理を重視

するのかといった類別が可能である。

以上，Ⅰ～Ⅳの指標を三角形XYZに付して

示すと図3のようになる。

ここで分析の指標を設けなかったX：「ある

一本の社会番組の内容」とY：「その時代の特

定の現実」との関係性（辺XY，あるいは辺

YX）について言及しておこう。

本稿では，三角形で二辺とその挟角が定ま

れば残る一辺も決定されるように，XとYの関

係性は，前記したZ：「制作主体」の属性とY：

「その時代の特定の現実」の属性，そしてZを

主語とする辺ZY（取材のあり方）と辺ZX（演

出のあり方）によって代理的に示されると考え

る。つまり，番組内容と題材となる現実の関係

は，とりあえず全て，その時代の基本的な条

件を背景にした制作主体による取材・演出行為

を介して定まると考えるのである29）。

念のため言い添えておくと，筆者はもちろん，



119

「録音構成」の発生

番組内容の全てが，制作主体が「意図して」

取材・演出した題材だけで成立していると主張

しているのではない。制作主体が「意図しな

かった」題材も番組内容には含まれるが，そう

した題材が番組内に「まぎれこむ」のも制作プ

ロセスの中においてであり，やはり制作行為の

産物であると考えるのである。したがって本稿

で制作プロセスを検討する際には，当然，制

作主体の意図が届いていない題材も対象とな

る。

なお本稿は，上記Ⅰ～Ⅳに加えて，第2節に

示した「録音構成」の三要件をまた別の位相の

指標として持っている。ここにもう一度記して

おこう。

ア：録音構成という演出形式をとること。

イ：内容的に社会番組であること。

ウ：制作プロセスに制作者の自由裁量領域が

広く存在すること。

個々の番組をⅠ～Ⅳの指標で測ることによっ

て得られた知見を，このア～ウと照らし合わせ，

関連づけることによって，「録音構成」の要件は

より具体的かつ精緻なものとなるだろう。場合

によっては，Ⅰ～Ⅳの指標から得られた知見に

よってア～ウの三要件が修正されたり，新たな

要件が付加されることも考えられる。本稿で

は，番組内容の分析の延長線上にここまでの

作業を行うことにする。

3–4　「録音構成」発生の前提と
なった三つの基本条件

この節の最後に，本稿が主な検討対象とす

る初期『街頭録音』を考える上で前提となる歴

史的な基本条件を三つ指摘しておきたい。一

つ目は，戦後間もないこの時期に占領軍＝

CIEの指示によって，ラジオ番組の新たな，そ

して巨大な題材群として市井の人々の声が開放

されたということである。二つ目は，この市井

の人々の声を番組に取り込む録音というテクノ

ロジーが当時において，まだ大きく重い形では

あったが存在していたということである。そし

図3　

　  Ⅳ 基本的な演出方針
　a 題材への基本的態度
　　：主体的 or 受動的
　　　  b 各題材は「平等」 or 「不平等」
　　　　    c 番組の展開原理
　　　　　    ：人為的 or 自然的

番組内容

  Ⅱ 題材の取り込み方法
a 録音 or 脚本その他
b 取材現場の有無，一次的 or 二次的
c 題材の選別方法：ルール or 非ルール

Ⅰ 偶然性・不確実性への志向Ⅲ 題材となる現実の注目すべき属性

その時代の
特定の現実 制作主体

X

ZY
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て最後の三つ目は，戦後すぐから48年ごろま

での時期が，市井の人々の暮らしという観点か

ら見ると，基本的衣食に窮するような非常に厳

しい時期であったということである。順に説明

しよう。

今さら言うまでもないかもしれないが，占領

期（45.8～52.4）のNHKの番組制作は，基

本的に占領軍のメディア統制機関であった民間

情報教育局（CIE）のコントロール下にあった。

50年6月に放送の自主自律をうたう放送法が

施行されてから，そのコントロールは相対的に

緩んだ30）が，それでも占領解除までCIEの意

に反して番組を制作・放送することは困難で

あった。第3節で示した三角形XYZで言えば，

Z：「制作主体」がこの時代ならではの強烈な

背景を持っているのである。第2節で触れたよ

うに，数ある番組領域（報道，娯楽，教養……）

の中で，「民主主義社会の良き市民をつくり育

ててゆく」社会番組の領域は，占領軍＝CIE

の強い意志の下に戦後はじめて誕生した番組

領域であり，占領軍＝CIEがいわば手塩にか

けて育成しようとした番組領域であった31）。

初期『街頭録音』を考える前提となる一つ目

の基本条件は，占領軍＝CIEが「民衆へのマ

イクの開放」をうたって，市井の人々の声をラ

ジオ番組の新たな題材領域として開放したこと

である。三角形XYZで言えば，番組が題材と

するY：「その時代の特定の現実」の背景が質

的にも量的にも激変したのである。それまでラ

ジオから聞こえてくる声は，天皇の「玉音」を

頂点に，軍人，政治家，官僚，学者といった

「偉い人」の声か，一芸に秀でた芸能人の声で

あったが，戦後のラジオからは，偉くもなく，

芸があるわけでもない市井の一般人の声が聞こ

えてくるようになった。『街頭録音』は，簡単に

言えば，市井の一般人が社会についてものを

言う番組である。ついでに言うと，市井の一般

人が芸を披露する番組の典型が，ラジオから

テレビをまたいで現代まで続く超長寿番組

『NHKのど自慢』（前身は『のど自慢素人音楽

会』。初回放送46年1月19日）である。

次に，二つ目の基本条件を示そう。それは，

戦後間もないこの時期に市井の人々の声の「録

音」が技術的に可能であったということである。

『日本放送史』によれば，日本での本格的録

音放送は1936年8月のベルリンオリンピックの

実況放送から始まっている。同年，日本放送

協会は，ドイツ製とイギリス製の円盤式録音機

をそれぞれ購入した32）。国内でも録音機は試

作されており，第2節で「わが国録音構成番組

のさきがけ」として紹介した『長崎の印象 』

（1937.6）で用いられた録音機は長崎局の技術

職員によって自作されたものであった33）。本格

的な国産の録音機，録音盤作りは39年以降

軌道に乗ったとされる。

『街頭録音』は，1930年代後半に実用化さ

れたこうした録音テクノロジーなしにはあり得な

い番組であった。当時の録音機は大きく，重く，

特に放送局の外に出ての録音は難題であった

が，これを「録音自動車」に載せて，取材現

場に赴き，駐車場所から時には数百メートルも

マイクコードを伸ばして音を録った。録音盤一

枚あたりの収録時間は三分弱，編集は，録音

盤上に黄色い色鉛筆（「デルマ」と呼ばれてい

た）で，編集点を示す目印をつけ，再生機で

再生しながら，手作業で針を上げ下ろしする

「名人芸」によって行われた34）。細かい編集は
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技術的に難しかったと言えるだろう。

しかし，それがいかに大きく，重く，そして

不便なものであったとしても，この占領期に放

送局の外での録音が技術的に可能であったと

いうことは，『街頭録音』という番組が成立す

る決定的な前提条件となったと言えよう。新た

に開放された巨大な題材領域である市井の人々

の声を，直接番組に取り込むテクノロジーが存

在していたのである。

なお3-2では，X：「ある一本の社会番組の

内容」が帯びる歴史的文脈をY： 「その時代の

特定の現実」とZ：「制作主体」の二つとした

が，本来，録音のような「番組テクノロジー」

も番組が帯びる歴史的文脈の一つに数えるべ

きであろう。それは取材，演出の諸条件を規

定するものとして，番組内容および制作主体と

密接に関係する35）。ただし，占領期を通じて，

録音テクノロジー（具体的には外出録音の際に

用いる円盤式録音機と録音自動車）に大きな

変化はなく，番組テクノロジーが初期『街頭録

音』の制作に与えた条件はほぼ一定であったと

考えられる。したがって，本稿ではこの領域を

X，Y，Zと並び立つような大きな変数領域とし

ては扱わない（図4）。1951年以降，制作現場

に普及していった携帯型テープ式録音機（いわ

ゆる「デンスケ」）というテクノロジーは，3-1に

示した番組群Bの展開に大きな影響を与えたと

考えられるが，その検討はまた別稿に譲ろう。

最後に三つ目の基本条件について述べておこ

う。それは，この時期の国民生活の困窮であ

る。このことは『街頭録音』が成立する「決定

的」な前提条件であったとは言いきれないが，

戦後において，この時期にしかなかった時代背

景として見すごすことのできないものである。

敗戦から1948年ごろまで，国民生活，とり

わけ東京など大都市に住む人々の暮らしは，

円盤式録音機による自動車内録音（1940年1月）円盤式録音機（1943年4月）

図4　

番組内容 番組
テクノロジー

その時代の
特定の現実 制作主体

X

ZY
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日々の衣食にも窮する極めて厳しいものであっ

た。1945年11月，東京の人口は戦災や疎開の

ため349万人（1940年の735万人の半数以下）

にまで減っていたが，それでも食糧は絶対的に

不足していた。このころささやかれた「一千万

人飢餓説」こそ回避されたが，食糧の配給は

47年になっても遅配，欠配が多くあてにならな

かった。人々は法律違反とわかっていても，闇

市に通うしかなかった。正式な配給の食糧だけ

で生きようとした東京地方裁判所の山口良忠判

事が，栄養失調のために死亡したのは1947年

10月のことである。47年ごろからは闇市に行け

ば大抵のモノはあったが，それは公定価格の

何十倍というまさに「法外な」高価（47年8月

の闇米価格は公定価格の23倍であった36））

で，しかも毎日のように値上がりしていた。戦

中の軍事支出の清算，そして戦後復興のため

の資金調達のために日本銀行に紙幣を濫発さ

せた結果，強烈なインフレーションが巻き起こっ

ていたのである。戦前の1934～36年をベース

にすると49年の物価は200倍以上に高騰して

いる37）。人々はその日の食べ物，その日を暮ら

す日銭を得るのに必死にならなければならな

かった。食糧不足と強烈なインフレがどうにか

収まってくるのは48年後半以降である38）。

このように，本稿が検討対象とする，初期

『街頭録音』が放送された45年9月から47年

10月までの時期は，人々の暮らしが基本的衣

食にも事欠くような困窮の中にあり，しかもそ

の改善の兆しがなかなか見出せないという時期

であった。社会番組が「その時代の特定の現

実」を題材とするものである以上，こうした市

井の暮らしの困窮状態は，初期『街頭録音』

の展開に大きな影響を与えたはずである。

4 『街頭録音』−噴き出した
民衆の声−

ここから具体的な番組について記述を始めよ

う。

前節に述べたように，占領軍はラジオ番組

の新たな題材領域として「市井の人々の声」を

開放した。ここに，「偉い人」ではなく市井の

一般人が社会についてものを言う番組が始ま

る。しかし当初，市井の人々の声を生き生きと

した形で番組に取り込むのは容易なことではな

かった。この節では，4-1～4-4で占領開始直

後に誕生したいくつかの社会番組のうちの一つ

であった『街頭録音』が，「場の力」を利用する

ことによってこれに成功し，「民衆へのマイクの

開放」を体現する画期的社会番組に成長して

いった過程を示す。4-5では，この番組の内容

を3-3で示したⅠ～Ⅳの指標を用いて分析し，

最後の4-6では，4-5で示された特徴と第2節

で示した「録音構成」の三要件を照らし合わせ

てみる。

4–1　占領，マイクの開放，社会
番組の誕生

1945年9月，日本の敗戦に伴って連合国軍

は東京・内幸町の放送会館を半ば接収，9月

22日「日本ニ与フル放送準則（ラジオコード）」

を発表した。以後，日本のラジオ放送は全面

的に占領軍のメディア担当部署であるCIE（民

間情報教育局）ラジオ課の指導下に入った。

放送番組（ラジオ番組）の制作について，

まず鮮明に現れた占領軍＝CIEの方針の一つ

は，マイクを民衆に開放することであった。ほ
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んの一月余り前に行われた天皇の玉音放送に

その極致が見られるように，それまでのラジオ

は基本的に「上意下達」のメディアであったが，

CIEのオフィサーたちは，このメディアに市井の

人々の声を流すことによって「民主日本」を表

現しようと考えたのである。

『20世紀放送史』は，終戦直後この「民衆

へのマイクの開放」をうたって始まった主な番

組として次の三番組を挙げている39）。第一が

市井の人々からの投書を読み上げる『私たちの

言葉』（45年9月19日『建設の声』として初回

放送，46年11月に『私たちの言葉』と改称，

92年まで存続）であり，第二が毎週月曜，日

比谷公会堂で収録された『放送討論会』（45

年11月21日『討論会−天皇制について』とし

て初回放送，2回目以降は『座談会』，46年4

月『放送討論会』と改称，63年まで存続）で

ある。そして第三が『街頭録音』（45年9月29

日『街頭にて』として初回放送，46年5月『街

頭録音』と改称，1958年4月まで存続）であ

る。この三番組はいずれも，民主主義を推し

進める趣旨の下に，社会的な関心を引く現実を

題材とし，記者が書いた原稿読み上げ以外の

演出を用いて制作された社会番組である。社

会番組は「民衆へのマイクの開放」というス

ローガンとともに，占領開始とほぼ同時のタイ

ミングで誕生しているのである。

上記三番組のうち，『放送討論会』と『街頭

録音』は題材の取り込みに録音を用いている。

この二つの番組において録音ブロックが単数で

あることは通常考えられず，両番組とも演出形

式としては録音構成が成立していると言ってよ

い。つまりこの二番組は録音構成形式をとる社

会番組である。この中で，『放送討論会』が討

論会というオムニバス性の強いイベントの記録

として，作品性をあまり強く帯びなかったのに

対し，『街頭録音』は『街頭にて』の時代から，

取材と演出方法について模索を続け，その中で

『ガード下の娘たち』という強い作品性を伴っ

た番組を生み出した。以下，『街頭録音』の歴

史的展開をその前身であった『街頭にて』の時

代から見ていこう。

4–2　『街頭にて』の展開
『街頭にて』の第1回は「ラジオコード」が発

表された7日後の9月29日に放送されている。

番組の方針は，制作主体が放送局の外に出て，

一般人の声を録音して題材とするということ以

外，特に何も決まっていなかったようである。

インタビュアーを命じられた藤倉修一アナウン

サーの回想によると，日比谷公園の前で12～

13歳の子どもをつかまえて，『チョコレートは好

きか』と尋ねたら，『チョコレートってナアーニ』

と反問されて，その後が続かなかった。また同

じくインタビュアーを命じられて銀座通りに向

かった坂口英一郎アナウンサーは，デパート

東京・内幸町の放送会館（1949年）
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ガールに『あなたは今度の戦争をどう思うか』

と質問したところ，『主任さんに聞いてから返事

をする』と返されたという40）。

「番組確定表」（表2，pp.162～167）によれ

ば，『街頭にて』は45年10月から，月，水，

金の週3回お昼の12時45分から1時まで放送

される15分番組として定時化されている（45

年12月からは12時半から12時45分）。当初，

各回の議題（テーマ）は決められてなかった

が，46年2月から『鉄道運賃の値上げについ

て』，『隠匿物資について』，『公職追放に就い

て』といった議題（テーマ）が定められている。

同年5月6日の放送からは週1回，月曜だけの

放送になる代わりに放送尺が30分（12時半～

1時）に延びた。

『街頭にて』は，社会問題に対する市井の

人々の声を録音してそれをそのまま放送しよう

とした。このことの意味は大きい。現実の一部

がそのまま複製（コピー）されて放送されるか

らである。ニュースを取材する記者は事件や事

故の現場でそれに関わる人の声を聞く。しか

し，その声は記者の筆で文字原稿の中に書き

込まれ，その文字を読み上げるアナウンサーと

いう別人の声によって放送される。また，社会

的な現実に材を取るドラマの制作者も録音は用

いない。社会問題に関する市井の人々の声は，

やはりいったん文字の形で脚本に落とし込まれ

て台詞となる。フィクション化されるのである。

そしてその台詞は元の「声」の主とは別に選ば

れた人（々俳優）によって語られる。つまりニュー

スでもドラマでも，市井の人の声はいったん取

材者が書く文字を経由し，別人の声となって放

送されるのが常であった。しかし，この『街頭

にて』では，当人の「声」が「声」のまま放送

の電波に乗ったのである。これは間違いなく画

期的な出来事であった。

しかし，当初，市井の人々の「生き生きとし

た声」を録るのは容易なことではなかった。藤

倉の回想によると，『街頭にて』の収録方法は，

銀座，新宿，浅草といった盛り場に録音自動

車を進出させ，通行人の中から「一くせありそ

うな意見のありそうな人を物色して」録音自動

車に連れ込み，そこで「アナウンサーがいろい

ろと質問して意見を述べてもらうという形式」

であった41）。複数の人の声をつなげて放送する

スタイルであったが，話し手は容易につかまら

ず，一人の人に「十分も十五分も喋らせる」ため

に，「街頭の背景はあっても話はスタジオの講

演型」になり，「どうも思った程の効果が挙が

らなかった」42）。

演出形式としての録音構成は既に発生してい

る。しかし『街頭にて』は民衆の声を「下から

上へ」汲み上げる社会番組として十分な「効

果」を上げられなかった。録音しようとしても

街頭の声は容易に集まらず，わずかに得られた

声にも生き生きとした力がなかったからである。

4–3　『街頭録音』の革新…「場
の力」を利用する

46年5月30日，『街頭にて』は『街頭録音』

と改称し，その第1回『貴方はどうして食べて

いますか』を東京・銀座の資生堂前で収録した

（放送は6月3日，表1-No.1）。『街頭にて』は

何人かのアナウンサーの回り持ちだったが，『街

頭録音』は藤倉修一アナウンサーが専任アナウ

ンサー兼プロデューサーとして担当するように

なった。番組制作のほぼ全権が藤倉に委ねら
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れたと言ってよい。放送日は『街頭にて』と同

じく月曜（7月半ばから火曜）の昼12時半から

13時であった。

しかし，『街頭録音』となってからもしばらく

の間，藤倉たちは「生き生きとした声」を録る

のに悪戦苦闘している。やはり藤倉の回想によ

ると，『貴方はどうして食べていますか』では2

時間近くかけて6人の声しか拾えなかった43）。

人々はマイクを向けると「ピストルでもつきつけ

られたように飛び上がって」逃げていった。「一

体この放送は日本で成功の見込みがあるのだろ

うか」と藤倉たちは「考えれば考える程ユーウ

ツ」になったという。

収録に工夫が生まれたのは3～4か月回を重

ねた後のことであった。藤倉たちは，「あなた

のご意見をどうぞ」とこちらから追いかけるやり

方をやめて，逆に相手の方からやってくるのを

待つことにした。具体的には，街頭の特定の

場所に演壇をしつらえ『街頭録音』の看板を掲

げて，「ここで何かありそう

だ」と人々の関心を呼ぶ。

そして録音開始時には，予

め 待 機してもらっていた

「四，五人の発言者44）」に口

火を切らせたのである。こ

れなら人々はいきなり自分の

意見を求められることはな

い。野次馬気分で他人の話

を聞いているうちに，その

場の雰囲気に釣られて自分

も何か言いたくなるかもしれ

ない。要するに藤倉たちは

収録に「場の力」を利用し

ようとしたのである。

結論から言うとこの試みは成功した。演壇の

周りに集まった人たちは自分から発言を求める

ようになったのである。残念ながら音源は残っ

ていないが，藤倉がその著書『マイク余談』（藤

倉1948）に記した『街頭録音』草創期の人々

の声を紹介しよう。

46年12月東京・銀座で収録された『都会か

ら農村に望む』（46年12月17日放送，表1- 

No.2）では，食糧難に悩む都会人の農村への

うっぷんが一斉に噴出した。藤倉によれば「茶

の背広の方」が「スルスルと壇上に」登ってこう

言った45）。

『農家は今，簞笥の中から，カマスの中まで

新円をつめ込んで，ニタニタしているそうです

がこの金たるやですな，食生活になやむ我々

都会人の血の出るような懐の中からしぼりあげ

たものでして，我々は今では着ているものを，

筍のように一枚一枚脱がされて皆んな農家に取

り上げられているのだ』

『街頭録音』収録に詰めかけた群衆，銀座・資生堂前（1947年2月27日）
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二日後の12月19日，番組は『農村から都会

に望む』と題して福島県のある大きな農家の庭

先に村人を集めて，その声を放送した（表1- 

No.3）。「おとなしそうな髯もじゃのお百姓さ

ん」に，藤倉が大雪は豊年の兆しだから来年

は豊作でしょうと水を向けると，こう切り返さ

れた46）。

『都会の人はそんな非科学的なことを云って

安心しているかもしんねえが，雪は肥料じゃな

いから役に立たねえだ。これが，みんな硫安

だったらなアと農村のものは皆んな考えている

だよ。一体，肥料が足んねえのは都会の工場

の働きが足んねえからだ。ストライキをやった

り，肥料さヤミに流したりして，全く良くねえこ

ンだと思う』

いったん口を開くと，戦後の混乱と困窮の中

で懸命に生きる人々の声には切実な迫力があっ

た。スタジオで投書を読み上げる『私たちの言

葉』や，日比谷公会堂での『放送討論会』に

はない『街頭録音』ならではの生々しい熱気が

生まれた。放送が火曜と木曜の週2回になっ

た46年10月ごろを転機に，『街頭録音』は毎

回収録場所が黒山の人だかりとなる人気番組と

なったと考えられる。演壇が設けられることが

多かった銀座・資生堂前等での収録風景は

「銀座名物」と呼ばれるようになり，藤倉は通

りがかりの人をマイクを持って追いかける代わり

に，演壇の上に立って，次 と々登壇してくる人々

にマイクを向けるだけでよくなった。「四，五人の

発言者」を待機させておく必要も徐々になく

なっていったことだろう。

こうして『街頭録音』は『街頭にて』以来の

課題であった市井の人々の「生き生きとした声」

をつかまえることに成功した。この成功の最大

の要因は，藤倉たちが「場の力」に気づいたこ

とである。番組の題材となる事物が生起する

場所を「現場」と呼ぶなら，『街頭録音』とい

う番組は，現場が帯びるある種の磁力のよう

な力を利用して，その題材を得るようになった

のである。

4–4　『街頭録音』の成功
−噴き出した民衆の声−

『街頭録音』は，事前に特定の議題（テーマ）

を定め，その議題に即した市井の人々の様々な

声を紹介するオムニバス形式の社会番組として

46年の秋ごろ軌道に乗った。藤倉の著書や

オーラルヒストリー，またNHKアーカイブスに

現存する音源を調べる限り，この時に確立した

番組の基本スタイルは，以後1958年の番組終

了時まで変わらなかったようである。

この項では46年秋～47年秋の時期に制作・

放送されたオムニバス形式の初期『街頭録音』

に現れた市井の人々の声を，藤倉の著書『マイ

北海道美唄炭鉱での収録（1947年3月）
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ク余談』からいくつか紹介したい。ここでは，

都会の勤め人も農村のお百姓も，男も女も生活

実感に裏づけられた自らの意見を率直に表明し

ている。特筆したいのは，そうした発言の中に

しばしば，経済統制をはじめとする既存のシス

テムや規範にはっきり疑問をぶつけるものが見

られることである。順に示そう。

47年2月4日放 送 の『 魚の問 題について

（二）』は，東京・築地の中央卸売市場で録音

された（表1-No.4）。「火事場のような威勢のい

い取引風景を予想していた」藤倉たちは，仲買

人たちは集まっているものの，「魚の入荷が全

然ない」，「火の消えたように閑散」とした市場

の様子に驚いてしまう。「ねじ鉢巻の若い兄い」

に聞くと，東京都だけ公定価格がやかましいか

ら，魚はみな地方に逃げてしまうのだと言う。

『地方地方で取締が不公平なんだヨ，東京だ

け厳重にやったって埼玉や，千葉を取り締まら

ないから駄目だ。チョッと川を越して赤羽の先

へ行けば魚は高いが何だってある。だから東京

の消費者はわざわざ大宮や船橋まで買出しに

行ったり闇屋の背負込みものを買ったりするん

だ！』

別の男が『丸公（筆者註：公定価格）を撤

廃すれば魚はどんどん出るヨ』と言うと，『そう

だそうだ』，『その通り』という声が場内一斉に

かかった。

一週間後に藤倉たちは，瀬戸内海の漁港に

片山首相を迎えての収録を告げる看板

渋谷駅頭での『婦人の声　台所から見た耐乏生活』の収録（1947年8月25日）

片山首相を迎えての収録（1947年6月23日），手前の眼鏡を
かけた人物が片山首相，左端帽子の人物は藤倉アナウンサー
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場所を移して，『魚の問題について（三）』を収

録した（47年2月11日放送，表1-No.5）。ここ

でも統制に対する不満がさんざん出た。最後に

「四十がらみのおかみさんが乗出してきて」，「通

訳が要るほどの土地弁」でこう言った。

『生活必需品がヤミで高いのに，魚だけ丸公

にしろと言ったって無理ですヨ。……米でも塩

でも酒でも何でも丸公で買える様にしてくれな

くては不公平でしょう』

『成程，ごもっともなことで……』と藤倉のマ

イクは「一言もなく神妙に引き下がらざるを得

な」かったと言う。

東京の渋谷駅頭で収録された『婦人の声　

台所から見た耐乏生活』（表1-No.14，47年9

月2日放送）では，闇市での買い出しを非難す

る声に反応して「五十位の紺の粗末な洋服を

着た御婦人」がこう言った。

『今の配給で親子六人が生きて行けますか。

私達は何も欲得や，もの好きで買い出しをやっ

ているのではありません。混雑する乗物で死ぬ

思いで，田舎から，ようやく買って来た少しば

かりのお米や，お藷を警察の方は統制違反だ

といって訳も聞かずに取り上げてしまう……。

一体政府は私たちに闇をせずに死ねとでも云

うのですか』

「その心からほとばしる一語一語がマイクを

感動」させたと藤倉は記している。この「五十

位の紺の粗末な洋服を着た御婦人」は警察も

政府もおそれていない。むしろ「親子六人」が

生きるために「統制違反」も辞さないことを

堂 と々表明している。しかもその発言はほぼ満

場の共感を得ているのである。社会の混乱と

個人生活の困窮の中にあって，ここには既存

のシステムや規範を相対化するような堂々たる

主体が成立していると言ってよいだろう。藤倉の

『マイク余談』を読むと，番組はこうした主体的

な発言者を歓迎し，実際に，自分の思いを自

分の言葉で堂 と々語る数多くの発言者を得てい

たことがわかる。

時期が若干前後するが，46年11月に新憲法

が公布されると『街頭録音』は，「新憲法につ

いて」というテーマで全国各地を巡って人々の

声を聞いている。『日本放送史』によると東京

を振り出しに，12月には名古屋，大阪，仙台，

47年2月に広島，札幌，5月に熊本，松山を

巡回した。各地とも収録場所は群衆に埋め尽く

されたという47）。冷戦期に構造化された左右

対立がまだない時代，人々は国民主権と平和

主義を掲げる新憲法について何を語ったのだろ

う。残念ながら資料は残されていない。ただ

『街頭録音』というラジオの社会番組が，焼け

跡がまだ生 し々い街々に，「偉い人」でなくても

熊本での収録（1947年5月）
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国家の最高法規についてものが言える場所を作

り出し，その模様を全国に伝えたことは確かで

ある。

藤倉は『街頭録音』の意義を次のように語っ

ている。

「今迄，放送局のスタジオの中にばかり押し

込められて，大臣とか博士とか所謂，名士やお

偉い方々ばかりに独占されて，お説教の取次ば

かりやっていたマイクロフォンを，青空の下，巷

の雑踏の真っ只中にほうり出して大衆に開放し

たのだから，恐らく日本放送史上前例のない画

期的な出来事であったわけである48）」

「青空の下」，「巷の雑踏の真っ只中にほうり

出して」といった言葉に，この番組を包んでい

た時代の巨大な開放感がよく現れている。『街

頭録音』では，番組に現れる「声」の主は，「名

士やお偉い方 」々ではなく市井に生きる民衆と

なった。番組は「上から下へ」ではなく，「下か

ら上に」民衆の「声」を汲み上げたのである。

その「声」を生き生きとした形で収録するには

工夫が必要であったが，藤倉たちは「場の力」

を借りることによってそれに成功した。そして，

そこに噴き出した民衆の声は，この番組を社会

現象と呼べるほどの人気番組に押し上げたので

ある。

前記した『マイク余談』は，『街頭録音』の

司会者として人気者になった藤倉が1948年5

月に出版したものであるが，この本には，二人

の人物が序文を寄せている。一人は，藤倉を

「今日NHKの花形NO.1」という表現で持ち上

げる当時のNHK専務理事・古垣鐵郎（後に会

長1949～56年），そしてもう一人は，「民間情

報教育局ラジオ課」のラルフ・B・ハンター少尉

である。このハンターというCIE将校こそ，『街

頭にて』の時代から『街頭録音』の実質的なプ

ロデューサーであり，藤倉を『街頭録音』の制

作責任者に抜擢した人物であった。時期は不

明だが，銀座の資生堂の二階から『街頭録音』

の収録を見下ろしているハンターの写真が残さ

れている。

『街頭録音』は，戦後民主主義が保障した

「言論の自由」のたまものであった。そして言う

までもなく，この戦後民主主義の背後には占

領軍の存在があった。

ハンターは『マイク余談』の序文にこう記して

いる。

「藤倉氏の私に語るところによれば，この番

組の究極の目的は，言論の自由が，日本に於

て現実に存在することを，日本国民に知らしめ

るためであるとのことです。従って，同氏は，

国民に自由に語らしめることによって，多くの

人々に関係ある問題につき，各個人が自由に

意見を交換しうることを希望しているのであり

ます49）」

当時の占領軍＝CIEにとって，ある占領政策

『街頭録音』収録を見下ろすCIEのハンター氏（写真は藤倉氏よ
りNHKに寄贈された）
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が「日本人が望むから」行われたとすることは

極めて重要であった。「藤倉氏の私に語るところ

によれば」という言葉は，おそらくハンターが

「とってつけた」ものであり，日本に「言論の自

由が存在する50）」ことを日本国民に知らしめよ

うとしていたのは，第一にハンターとその上司た

ちであったということを説明する必要はないであ

ろう。ただ，それが誰のイニシアティブであった

かには関係なく，「言論の自由」は市井の日本

人に歓迎され，それが「現実に存在すること」

を国民に伝えた『街頭録音』は画期的な社会番

組として放送史に残ったのである。

4–5　オムニバス形式の『街頭録
音』の特徴

以上，『街頭にて』の誕生以来，47年秋ごろ

までの『街頭録音』の歴史的な展開を見てき

た。この番組は特定の議題（テーマ）に関する

市井の人々の様々な声を録音によって取り込

み，それを基本的に平等に番組内に並列する

オムニバス形式の社会番組として成功した。基

本的な番組スタイル（＝フォーマット）が成立し

たのは『街頭にて』末期に各回の議題（テー

マ）を導入した46年春のことと考えられるが，

実際に活発な「声」を次々に収録できるように

なり，番組が軌道に乗ったのは46年の秋以降

のことであった。

この項では，オムニバス形式の『街頭録音』

を対象に，その番組内容を分析する。収録に

「場の力」を利用していること，また取材対象

となった人々に既存のシステムや規範を相対化

するような主体性が見られることを既に指摘し

たが，これらに加えてどんな特徴が見出せるだ

ろうか，3-3で示した指標Ⅰ～Ⅳを用いて検討

してみよう。

まず指標Ⅰ：偶然性・不確実性への制作主

体の志向，である。

「民衆へのマイクの開放」を趣旨として企画さ

れたこの番組の制作主体はそもそも，現実の

偶然性・不確実性への志向が強かったと言えよ

う。前記した藤倉の言葉を借りれば，この番

組は「大臣とか博士とか所謂，名士やお偉い

方々ばかりに独占されて，お説教の取次ばかり

やっていたマイクロフォンを，青空の下，巷の雑

踏の真っ只中にほうり出して大衆に開放した」。

偶然性・不確実性の強弱という物差しで測ると，

「お偉い方々のお説教」より「巷の雑踏の真っ

只中に放り出された」マイクが拾う声が，はるか

に強く偶然性・不確実性を帯びることは明らか

である。

「巷の雑踏」にはどんな人がいるかわからな

いし，どんなことを言い出すかわからない。番

組が題材にしようとしている市井の人々の声は，

いわば海のように巨大な偶然性・不確実性に包

まれていると言ってよい。しかし，この番組は

この偶然性・不確実性の海に賭けた。そこから

「お偉い方々のお説教」に代表されるような既

存の現状認識，問題意識をはみ出し，すれ違

い，時には打ち壊して，それらを全面的に更

新するような思いもよらない声を取り出そうとし

たのである。それは「お偉い方々のお説教」を

信じた果てに行きついた完膚なきまでの敗戦か

ら人々が立ち上がるのに必要なことであった。

言ってみれば『街頭録音』という番組は，現実

が孕む偶然性・不確実性に現状変革の可能性

を求めてダイビングを敢行したような番組で
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あった。

ただし，この番組の偶然性・不確実性への

志向は無制限だったわけではない。次のⅡ：題

材の取り込み方法，の中であらためて検討する

が，オムニバス形式の『街頭録音』では，制作

主体は毎回の議題（テーマ）を設定することに

よって偶然性・不確実性に一定の枠をはめてい

た。このことを，ここでも指摘しておきたい。

次に指標Ⅱ，題材の取り込み方法，につい

て検討しよう。これについて以下の三点を指摘

することができる。いずれも重大な特徴である。

Ⅱa：変更不能な所与の条件として，録音とい

う題材取り込み方法が存在していること。

Ⅱb：制作主体が必ず現場を訪ね，そこで録音

を行うこと。つまり取材現場が必ず存在

すること。

Ⅱc：番組フォーマットの一環として明確な題材

選別ルールが存在していて，事前に制作

主体が定めた議題（テーマ）に適合した言

論に限って題材を取り込んでいること。

まずⅡa：録音という題材取り込み方法，に

ついてである。『街頭にて』がスタートした時期

から，藤倉たちは題材の取り込み方法として一

貫して録音を用いている。当時，録音による題

材の取り込みは，今考えるほど当たり前のこと

ではなかった。同時代の他の社会番組を見る

と，録音は数ある題材の取り込み方法のうち

の一つにすぎなかったことがわかる。たとえば

『街頭にて』と同時期に放送され，話題をさらっ

た社会番組『真相はかうだ』（45.12～46.2，

第3節で示した番組群Bの鼻祖と言える番組）

は戦時中の現実を脚本化して取り込み，ドラ

マ形式で放送したものであった51）。4-1に前記

したが，『街頭にて』と同じく「民衆へのマイク

の開放」をうたって始まった『私たちの言葉』

（1946～92，前身の『建設の声』は45.9から）

は題材の取り込み方法として聴取者からの投

書を採用している。つまりスタート直後の社会

番組には，多様な題材の取り込み方法があり，

その中で『街頭にて』～『街頭録音』は，「社

会番組録音派」とでも呼ぶべき流派であったと

言えよう。他に「社会番組脚本派」あるいは

「社会番組投書派」と呼ぶべき流派も存在して

いたのである。当時CIEラジオ課のオフィサー

たちはそれぞれ日本人スタッフと組んで，それ

ぞれの流派の社会番組の開発を推し進めてい

たのだろう。その中でハンター少尉＝藤倉修一

のプロジェクトチームは，録音という題材取り

込み方法を生かした社会番組の開発を使命とし

ていたのである52）。

ハンター＝藤倉のチームに限って言うと，録

音という題材取り込み方法は変更不能な所与

の条件であった。マイクを向けた人がことごとく

「ピストルでもつきつけられたように飛び上がっ

て」逃げていき，収録に悪戦苦闘していた時期

に藤倉が抱いた「一体この放送は日本で成功

の見込みがあるのだろうか」という疑念（4-3）

は，明らかに録音という題材取り込み方法に向

けられた疑念である。録音という方法が変更不

能であると知るからこそ，藤倉は「この放送」

全体を悲観しているのである。録音を断念する

ことは番組自体を断念することであった。

次にⅡb：取材現場が必須か否か，について

検討しよう。

『街頭録音』では，題材の取り込みのために

録音を採用した。このことによって制作主体が
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現場に足を運び，そこで録音を行うことが必須

となった。言い換えると，制作主体が題材の取

り込みを行う現場の存在，つまり取材現場の

存在が，番組制作に必須の要件となったので

ある。もう少し説明しよう。

上記した「社会番組脚本派」にも「社会番

組投書派」にも「題材となる事物が生起する場

所」としての現場は存在する。しかしこれらの

流派の制作主体は必ずしもそうした現場に足を

運ぶ必要はない。「投書派」の制作主体が，投

書の元になった事物が起こった現場を訪ねるこ

とは稀であろう。「脚本派」の場合，脚本家が

取材のために現場を訪ねる場合があるかもしれ

ないが，それは必須ではない。現場に行くと

却って創造性が限定されるから行かないという

脚本家も存在するだろう。

これに対して，「社会番組録音派」の制作主

体の場合，現場に行かずして番組の題材を得

ることはあり得ない。題材の取り込み方法が録

音だからである。録音とは，せんじつめれば音

声のコピー機能であり，それはコピーすべきオ

リジナルな音声に物理的に遭遇しないと意味を

なさない。オリジナルが存在する場所，すなわ

ち現場に制作主体がマイクを持って行くことが

絶対に必要である。制作主体ということで言え

ば「社会番組録音派」の制作主体は現場に足

を運ばなければ仕事ができない存在である。つ

まり彼・彼女は本来的に「出歩く人」でなくて

はならない。また現場ということで言えば，「録

音派」の場合，題材となる事物が生起する「現

場」が存在するだけでは足りない。そこで制作

主体が録音を行う「取材現場」が必ず存在しな

ければならないのである。

Ⅱの最後に，Ⅱc：題材の選別方法，につい

て検討しよう。オムニバス形式の『街頭録音』

では，『都会から農村に望む』，『魚の問題につ

いて』，『台所から見た耐乏生活』といった各回

の議題（テーマ）が存在する。この議題（テー

マ）は取材対象に明示され，人々にこの議題に

即した言論の表明を促す。そして番組はこの

ルールに適合する現実だけを題材として取り込

むのである。ここでは議題（テーマ）が明確な

題材選別ルールとして機能している。

本稿では，銀座・資生堂前等の収録現場に

発生した言論のように，番組が明示した題材選

別ルールに応じて形成された現実を「二次的

現実」と呼ぶことにする。『台所から見た耐乏

生活』で言えば，番組は『今の配給で親子六

人が生きて行けますか』と訴える主婦の声（二

次的現実）を取材したのであり，この主婦の家

に行って親子六人の実際の食生活（一次的現

実）を取材したのではない。築地の魚河岸で

は，仲買人たちは，魚が入荷してこない中，「声

を聞きたい」という番組の呼びかけに応えてマ

イクの前に集まってきているのであり，市場自

体は「火が消えたように閑散」としていて，こ

こで人々の「声」の元になる問題が発生してい

るわけではない。大宮や船橋で行われている

という魚の闇取引現場や，「背負込みもの」を

売る闇屋に取材したわけではないのである。

Ⅱcをまとめよう。オムニバス形式の『街頭

録音』は，番組が明示した題材選別ルールに

適合する二次的現実だけを題材とする。そし

て，これはⅡｂ：取材現場についての補足にな

るが，上記したような二次的現実が形成されて

いる場所は二次的現場である。銀座・資生堂

前や渋谷駅頭といった『街頭録音』の取材現
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場は，番組が定めた題材選別ルールに適合し

た二次的現実（特定のテーマについての言論）

が生起する二次的現場であり，そこで飛び交う

言論の元となる一次的現実が生起する場所

（一次的現場）ではないことをここで特に指摘

しておきたい。

続いて指標Ⅲ：題材の概要とその注目すべき

属性，について検討しよう。まず，オムニバス

形式の『街頭録音』の題材は，番組が定めた

議題に即した市井の人々の声である。それは上

記のように二次的現場に発生した，二次的現

実であった。これに加えて，題材の顕著な特

徴として筆者が特筆したいのは，46～47年ご

ろの市井の人々の声の中に，しばしば既存のシ

ステムや規範を相対化するような強い主体性が

成立していることである。

『丸公を撤廃すれば魚はどんどん出るヨ』

『生活必需品がヤミで高いのに，魚だけ丸公

にしろと言ったって無理ですヨ』

『一体政府は私たちに闇をせずに死ねとでも

云うのですか』

仕事をしようにも扱う品物がない，闇市に通

わなければ一家が餓死しかねない，そうした困

窮の只中にあって，人々はいわば生存を賭けて

発言している。生きんがために自分の思いを自

分の言葉できっぱりと語っているのである。初

期『街頭録音』から藤倉が『マイク余談』に抜

粋した数々の声を裏づけているのは，困窮の中

で生まれた切実なそして強烈な個人の主体性で

ある。この主体性が，この時期の『街頭録音』

が持つ番組としての最大の魅力になっていると

筆者は考える。

最後にⅣ：基本的な演出方針，について検

討しよう。まずⅣa：制作主体の題材への基本

的態度である。この「態度」は，各題材の番

組の中での扱われ方，位置づけのされ方を番

組内容の中に読み取って判断すべきものであ

る。つまり抜粋された「声」だけでなく，その

「前後」も検討しなければならない。しかし残

念ながら，藤倉の司会によるオムニバス形式の

『街頭録音』については，そうした「前後」が

読み取れる音源や番組採録が見つけられない。

ただし，占領期に放送された『街頭録音』のう

ち同じオムニバス形式をとる完成版の音源が

NHKアーカイブスに残っている。49年12月20

日に放送された『私たちはこんな希望を持って

いる−長崎市浦上山里小学校校庭（原爆爆心

地）原爆被災児童の声−』（表1-15，以下『私

たちはこんな希望を持っている』と記す）であ

る53）。司会は藤倉ではなく八木次郎アナウン

サーで，細かい司会のしかたは当然異なってい

るだろうが，46年秋に確立したオムニバス形式

の『街頭録音』の基本的な番組フォーマットを

踏襲したものと考えられる。

音源を聴いてみよう。

番組は，録音現場（長崎市浦上山里小学校

の校庭）に詰めかけた人々の拍手で始まってい

る。これに次のような八木アナウンサーの前説

が続く。

『今日の長崎市は非常にいいお天気で晴れ

上がった空の下に，皆さんの顔が日差しを浴び

て元気いっぱいに控えています。しかし風が

ちょっと冷たいですが，今日は皆さんから活発

な御意見をうかがうために私たち街頭録音班

がやってきました。—（中略）—今日は皆さん方

からいろいろ今年を振り返ってみて，また来年
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にいろいろ希望すること，こういったことをうか

がってみたいと思います。どうか一つ活発な御

意見を述べていただきましょう』

この前説の後は基本的に全篇，八木アナと

子どもたちとのやり取りである。原爆の爆心地

となった小学校校庭での取材であるにもかかわ

らず，質問は原爆やその被害についてはほとん

ど触れない。八木アナから繰り出される質問は

「最近嬉しかったこと」（番組開始から7分半ご

ろまで），「今の希望」（21分ごろまで），そして

「将来どんな人になりたいか」（ラストまで）の三

つだけであり，そのそれぞれに子どもたちが

「元気いっぱい」の声で答えている。先生や親

の声は入らない。八木アナの司会は上記の質

問をして，子どもが発言し終わると『ああそう

ですか』と受けて，次の発言者に移るのを基

本スタイルとしている。アナの方から各発言を

ことさらに意味づけるような言葉はない。番組

はアナと子どもたちとのこうしたやり取りを積み

重ねて進行し，最後は次のような八木アナの後

説で終わる。

『それではもっと録音を続けたいのですが，

あまり皆さんが押すのでこれ以上中に入れませ

ん。それに時間も来ましたし，皆さんの元気の

いい御意見も終わりましたので，これで街頭録

音を終わることにします。どうか皆さんも元気

でいい年を迎えてください。どうもありがとう』

（拍手）

この番組に見える，Ⅳa：制作主体の題材へ

の基本的態度，を検討しよう。この番組の制

作主体の題材への態度は受動的であり，題材

の「ありのまま」を尊重しようとするものであ

る。以下その根拠を示そう。

まずこの番組は「オール録音」番組である。

録音によって写し取られたその時その場の現実

が番組を構成する材料のほぼ全てであり，現

場に由来しない材料は事前に設定された「私た

ちの希望」という議題（テーマ）のみである。

議題の他に録音前から用意されていたものはな

く，録音後に付加されたナレーションや音楽も

存在しない。取材後の加工は基本的に，現場

での録音を放送尺に合わせて縮める編集のみ。

生中継ではないが，それに近い性格を持つ番

組と言えよう。

番組のほぼ全てである現場録音の大半を占

めるのは，アナと子どもたちとのやり取りであ

る。しかも八木アナの質問は予め決まっていて，

前記した「最近嬉しかったこと」，「今の希望」，

「将来どんな人になりたいか」について尋ねる以

上の突っ込んだ質問は基本的にない。つまり

録音の主役はアナではなく圧倒的に子どもたち

である。

そして，この子どもたちの声は，録音で取り

込まれた題材ならではの魅力をたたえている。

少しだけ紹介しよう。

『水泳で一等になったのが嬉しかった』

『（窓にガラスがなくて寒いので）窓もきちん

とはまり勉強のしやすい学校にしてほしい』

『（将来は）自動車の運転手になりたい』

『長崎駅長さんのように偉い人になりたい』

録音されたこれらの音声は，このように文字

にした時に伝わる情報の他にも，そのしゃべり

方や声の調子を通じて，「元気いっぱい」だっ

たり，緊張していたり，はにかんだりしている

子どもたちの様子をありありと伝えている。多く

の非言語的な情報が伝わってくるのである。ま

たマイクはきちんとONで捉えたこうした音声ば
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かりでなく，多くの背景音も拾っている。前の

発言が終わった瞬間に聞こえてくる，方々で手

を挙げて発言を求めているのだろう「ハイ！ ハ

イ！」という声，マイクを持って会場を移動して

いる八木アナが『あまり皆さんが押すのでこれ

以上中に入れません』とこぼすほどの熱気，晴

天に恵まれたこの日，録音現場となった長崎の

小学校の校庭に生起した様々な現実が，録音

という，現実の複製テクノロジーならではの鮮

烈さをもって，番組の中に写し取られている。

前記したように，八木アナのインタビューは，

子どもが発言し終わると『ああそうですか』と

だけ受けて，次の発言者に移るのが基本スタイ

ルで，アナの方から各発言をことさらに意味づ

けるような言葉はない。

Ⅳa：制作主体による題材への基本的態度，

をまとめよう。オムニバス形式の『街頭録音』

では，番組を構成する材料のほぼ全てが現場

録音である。しかもその録音は議題に応じた子

どもたちの発言を紹介するのが主眼であり，ア

ナの方から各発言を意味づけるような言葉は基

本的にない。演出時における制作主体の基本

的態度が受動的であり，各題材を「ありのま

ま」に示そうとする態度であることは明らかであ

ろう。

なお特に付け加えておくと，ここでサンプル

として取り上げた『私たちはこんな希望を持っ

ている』はオムニバス形式の番組ではあるが，

上記のような現場の「ありのまま」の描写に

よって一つの統一的メッセージを聴く者に感じさ

せる。端的に言うとそれは，四年余り前に原爆

爆心地となった長崎の小学校の子どもたちが

今，各人の「希望」を「元気いっぱい」に述べ

ているというメッセージである。この番組は占

領下における原爆関連番組として，実は強烈

な政治性を帯びていると見ることもできるだろ

う。ただし番組は，『私たちはこんな希望を持っ

ている』という議題を事前に設定した以外には

ほぼ何の作為もなく，その時その場の現実を

「ありのまま」にコピーしただけであると言える。

もし制作主体に政治的意図があったとすれば，

ある意味「お見事」な番組である。

次にⅣb：題材の「平等性」，について検討

しよう。この番組が子どもたちの各発言を，ど

の発言が重要で，どの発言はそうではないと

いった判断をせず番組内に平等に並列してい

ることは音源から明らかである54）。

各題材の平等性の根拠となっているのは，

Ⅱcで示した題材の選別ルール（議題）である。

Aの題材とBの題材が平等であるためにはA，

Bに何らかの同一性が必要である。たとえば，

AさんとBさんは「同じ人間として」平等であ

り，人間とカエルは「同じ地球の生き物として」

平等である。この番組において，子どもたちの

各発言は，「私たちの希望」という「同じ議題

についての発言として」平等である。この平等

性に即して制作主体は各発言を基本的に等価

なものとして番組内に並列している。その結果

として番組はオムニバス形式となっているので

ある。

上記を制作主体の自由裁量領域という観点

から見ると，各題材を「平等化」する題材の選

別ルール（議題）の存在が，番組構成について

の制作主体の自由裁量領域を狭めていること

がわかる。実際，この番組の制作主体は番組

構成にほぼ無関心である。制作主体が各題材

の番組にとっての意味を考量し，それを番組構
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成に反映するという作業は，後代のNHKのテ

レビ･ドキュメンタリーにとって番組演出の心臓

部にあたる制作プロセスであるが，この番組で

はそのような制作プロセスは成立していない。 

Ⅳb：題材の「平等性」，についてまとめよう。

この番組は明確な題材の選別ルール（議題）の

下に各題材を「平等」に取り扱っている。子ど

もたちの各発言は，それぞれ等価なものとして

番組内に並列されており，番組構成について制

作主体の自由裁量領域はほぼ存在しない。

最後にⅣc：番組の展開原理，について検討

しよう。これについても『私たちはこんな希望

を持っている』を資料とする。

この番組は，番組の展開を取材現場の時間

的展開（現場の成り行き）にほぼ完全に委ね

ていると言える55）。しかもその成り行きを主導

するのは制作主体ではなく，発言する子どもた

ち（題材）である。『どうか一つ活発な御意見を

述べていただきましょう』と呼びかける番組冒

頭の八木アナの前説は，以後の番組の展開を

子どもたちに託す宣言と受け取れるものであり，

実際に，八木アナはこの前説の後，子どもたち

が主導する現場の成り行きに対してほぼ「受

け」に徹した収録を行う。そして後説は，この

収録が最後までそうした現場の成り行きに依拠

したことを確認するものである。もう一度ここ

に挙げておこう。

『それではもっと録音を続けたいのですが，

あまり皆さんが押すのでこれ以上中に入れませ

ん。それに時間も来ましたし，皆さんの元気の

いい御意見も終わりましたので，これで街頭録

音を終わることにします』

この番組が，制作主体にとって外在的な現

場の時間的展開（成り行き）をその主な展開原

理としていることは明らかであろう。番組を進

行させているのは，整然とした論理の展開で

も，効果的な作劇術でも，要領のよい5W1H

のレポート術でもない。そうした制作主体に由

来する人為的テクニックではなく，主に取材対

象（題材）の行為によって構成される現場の時

間的展開，すなわち制作主体に対して外在的

な現場の成り行きが番組の展開原理となってい

る。人為的か自然的かと言われれば明らかに

自然的である。

放送番組のオーディエンスは不思議なもの

で，その番組が現場の成り行きを伝えていると

いったん了解すれば，それに順応する。整然と

した論理展開も，効果的なドラマトゥルギーも，

要領のよい報告も特に必要ない。むしろそうい

う技巧が透けて見えるような「よくできた展開」

を怪しむ。「現実は思うようにはいかない」こと

を知っているからである。逆に言えば「現場の

成り行き」は，それがどんな展開になっても，

「これが現実だからしかたがない」という言い

訳ができる，制作主体にとってはある意味最強

の番組展開原理である56）。

Ⅳc：番組の展開原理，についてまとめよう。

オムニバス形式の『街頭録音』は制作主体の

主体的意志がほぼ及ばない外在的な現場の成

り行きを番組の展開原理としている。

以上，オムニバス形式の『街頭録音』の特

徴を，制作プロセスに沿って設けた指標Ⅰ～Ⅳ

について検討した。得られた知見をまとめると

表3のようになる。



137

「録音構成」の発生

4–6　オムニバス形式の『街頭録音』
はどれだけ「録音構成」か

ここでは表3をもとに，オムニバス形式の

『街頭録音』の諸特徴と，第2節に示した「録

音構成」の三要件を照らし合わせてみよう。

一つ目に取り上げたいのは，第2節でイとし

ていた「録音構成」は「内容的に社会番組で

ある」という要件である。

前述したように，社会番組は戦後の日本社

会に民主主義および広い意味での近代主義を

根づかせ推し進める趣旨の下に制作された番組

であり，占領開始とほぼ同時にスタートした。

その中で『街頭録音』は，「街頭」という偶然

性・不確実性を強く帯びた空間に生じた民衆

の声を「下から上へ」汲み上げてみせた社会番

組であり（Ⅰ），ハンターが言ったように，「言論

の自由が，日本に於て現実に存在することを，

日本国民に知らしめる」上で画期的な成功を収

めた。指標Ⅲで示したような，個人としての強

い主体性に裏づけられた市井の人々の声が放送

されたことは，戦後の日本社会に民主主義を

根づかせる上で大きな役割を果たしたと言える

だろう。オムニバス形式の『街頭録音』が要件

イを満たすことは明らかである。

二つ目の要件は，第2節でアとしていた「録

音構成」は「演出形式として録音構成形式をと

る」という要件である。この要件は，番組が題

材の取り込み形式として録音を採用しているこ

と（Ⅱa）とほぼ同義である。オムニバス形式の

『街頭録音』が要件アを満たすことは言うまで

もない。

付言すると，録音の採用が番組制作および

番組内容に与えた影響は甚大であった。大ま

表3

指　標 オムニバス形式の『街頭録音』の特徴

Ⅰ 偶然性・不確実性への志向 現実の偶然性・不確実性への志向が強い（ただし議題による限定あり）。

Ⅱ 題材の取り込み方法

a 録音による題材取り込み。

b 必ず取材現場が存在する（ただし二次的現場）。
※収録に「場の力」を利用。

c 番組のフォーマットとして明確な題材選別ルール（議題）が存在し，これに適合す
る言論（二次的現実）だけを取り込む。

Ⅲ 題材の概要とその注目すべき
属性

議題に応じた市井の人々の声（二次的現実）。
46〜7年の各回には，「声」の中に既存のシステムや規範を相対化するような強い
主体性が見られる。

Ⅳ 基本的な演出方針

a 各題材の「ありのまま」を尊重する（題材に対して受動的）。

b 各題材を番組内に「平等」に並列する。　→番組構成にほぼ無関心。

c 番組展開原理……制作主体の意志がほぼ及ばない外在的な現場の成り行き。
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かに言うとその影響は次の二点にまとめられ

る。

第一に録音という題材取り込み方法は，制

作主体が，コピーされるべきオリジナルな現実

が存在する現場に取材に赴くことを必須にした

（Ⅱb）。取材現場の存在が番組制作の必須要

件となったことは極めて重要である。

第二に録音が持つ，現実を非言語的な領域

まで含めて「ありのまま」にコピーする性質は，

番組の基本的な演出方針に大きな影響を及ぼ

している。録音の採用に応じて，制作主体の

中に題材の「ありのまま」を尊重する演出態度

が形成されているのである（Ⅳa）。これについ

て少し補足しておこう。

録音によって番組内に取り込まれた題材，す

なわち「コピーされた現実」は，脚本や投書か

ら取り込まれた題材より，相対的に修正が困

難である。たとえば脚本や投書の中の文言は

制作主体による「リライト」が比較的容易であ

るが，録音された音声には発言者の声のトーン

や，スピード，ちょっとした言い淀みといったそ

の発言者の個性だけでなく，その発言の背景

音といった周辺領域まで含めて，どこまでもそ

の現場の固有性が刻み込まれている。もし制

作主体が現場で録音された音声を「リライト」

しようとするならば，一つの現実を丸ごと再創

造することが必要になってしまう。そんなこと

は不可能であろう57）。録音によってもたらされ

た題材は，相対的に制作主体の意図に対する

独立性が強く，自らを「ありのまま」に示現し

ようとする性格が強いと言える。

制作主体の意図に対する独立性が強く，事

後の修正が困難な録音素材は，しかし，しば

しばその「ありのまま」の姿で聴取者をひきつ

ける。題材選別ルール等によって二次的現実が

うまく形成されるなら，録音によって切り取ら

れた現実の展開は，ほぼそのまま番組として成

立することを，オムニバス形式の『街頭録音』

は立証していると言ってよい。オムニバス形式

の『街頭録音』の制作主体は，そんな録音素

材の持つ「ありのまま」の魅力を尊重し，また

それをよく利用して番組を作っていると言えよ

う。

最後に「録音構成」の三つ目の要件である

ウ：「制作プロセスに制作主体の自由裁量領域

が広く存在すること」とオムニバス形式の『街

頭録音』に見える諸特徴を照らし合わせてみよ

う。

オムニバス形式の『街頭録音』では，取材

対象となる現実は，題材選別ルール（各回の議

題）に応じて形成された二次的現実（議題に

即した言論）に限られている（Ⅱc）。制作主体

には議題を設定する自由こそあるが，いったん

それを定めてしまうと，そこからどんな取材を

するかということについての自由度は大きくな

い。基本的に制作主体は，どの取材対象に対

しても議題に基づく同じ質問を繰り返してい

る。また番組構成においても，この議題が存

在するために，同じ議題に即した言論として，

各発言をほぼ自動的に平等に並列する演出態

度が生まれている（Ⅳb）。取材においても，演

出においても，制作主体の自由裁量領域が広

く存在するとは言えないのである。

まとめよう。オムニバス形式の『街頭録音』

は第2節で示した「録音構成」の三要件のうち，

イ：内容的に社会番組であること，ア：演出形

式として録音構成形式をとること，という二つ
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の要件を満たしている。しかしウ：制作プロセ

スに制作主体の自由裁量領域が広く存在する

こと，という三つ目の要件を満たしていない。

5 「録音構成」の誕生 −『ガー
ド下の娘たち』の衝撃−

前節で検討したオムニバス形式の『街頭録

音』は，街頭の一角に取材現場を設定して，

予め定められた議題（テーマ）についての民衆

の声を収録し，それぞれの声を等価なものとし

て「平等」に並列する放送であった。形式的に

は録音構成であり，内容的には社会番組であ

る。しかし，このオムニバス形式の『街頭録音』

を「録音構成」と呼ぶことはできない。制作プ

ロセスにおいて制作主体の自由裁量領域が乏

しいからである。番組フォーマットとして，設定

と明示が義務づけられた題材選別ルール（議

題）に適合する二次的現実（議題に即した言

論）を録音で「ありのまま」に写し取り，各題

材を等価なものとして並列する制作プロセスに

は，制作主体の自由裁量が介在する余地が小

さい。

上記のようなオムニバス形式の『街頭録音』

のフォーマットを崩そうとしたのは，これを立ち

上げた制作主体である藤倉修一自身であった。

1947年4月藤倉は，「青少年の不良化をどうし

て防ぐか」という議題（テーマ）で，次のような

『街頭録音』の三部作を制作している。

4月15日58）『青少年の不良化をどうして防ぐか　

その一　多摩の少年たち』（表1-No.6）

4月22日　『青少年の不良化をどうして防ぐか　

その二　ガード下の娘たち』（表1-No.7）

4月29日　『青少年の不良化をどうして防ぐか　

その三　司法大臣街に立つ』（表1-No.8）

この三部作が放送された直後，藤倉は次の

ように語っている。

「この録音は七十余回と回数を重ねていささ

かマンネリ
0 0 0 0

（傍点藤倉）に墜入りかけていた街

頭録音に新生面を開拓しようとした一つの冒険

であった59）」

何が「冒険」であったかを端的に述べよう。

藤倉たちは，この三部作のその二『ガード下の

娘たち』において，番組がテーマに掲げる「青

少年の不良化」がまさに生起している一次的現

場に一次的現実を取材したのである。その一の

『多摩の少年たち』は多摩少年院に収容されて

いた少年たちの声を録ったものであったが，少

年院は当然「不良化」の一次的現場ではない。

その三の『司法大臣街に立つ』はこれまでの

フォーマット通り，銀座・資生堂前に群衆を集

め，木村司法大臣を交えて「青少年の不良化を

どうして防ぐか」を議論したものであった。しか

し，その二の『ガード下の娘たち』は有楽町ガー

ド下の暗闇に出没する「パンパン娘」に直接

迫った録音番組であった。

藤倉はこの番組企画が「今までの放送常識

では到底考えられない邪道に類するもので，正

に不逞な企てであったかも知れぬ」と自覚して

おり60），後述するが，実際放送するか否かに

ついて，NHK内では紆余曲折があった。しか

し，放送された『ガード下の娘たち』は誰の予

想をも超えるような聴取者の反響を巻き起こ

し，この番組の「主人公」と呼ぶべき「らく町

のおときさん」はいわば時の人になった。そし

て，この番組の制作プロセスには制作主体の
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自由裁量領域が広く存在していたことがうかが

えるのである。つまり，この『ガード下の娘た

ち』こそ，本稿が指定する「録音構成」の三要

件を満たす最初の番組である可能性が高い。

以下『20世紀放送史』が「ラジオドキュメンタ

リー番組のはしり」と記すこの番組について検

討しよう。

この節では，まず5-1で，NHKアーカイブス

に保管されている『ガード下の娘たち』の音源

の概要を示した後，5-2で，その内容を，オム

ニバス形式の『街頭録音』との比較を交えなが

ら分析する。5-3では，5-2で得た知見を踏ま

えてこの『ガード下の娘たち』が本稿が指定し

た三要件を満たす「録音構成」であることを示

すとともに，この要件を発展的に修正する。最

後の5-4ではこの最初の「録音構成」がNHK

内外でどんな評価を受けたかを簡単に述べる。

5–1　『ガード下の娘たち』の概要
NHKアーカイブスには，『街頭録音　ガード

下の娘たち』の音源として，16分36秒の「未編

集素材」が残されている61）。内容は全て取材

現場であった有楽町ガード下での録音である。

NHKの放送番組の「戸籍」である「番組確

定表」によると，『ガード下の娘たち』は1947

年4月22日の火曜日に第一放送で午後9時半

から10時まで30分間放送されている（p.112写

真）。残り13分余りがどのような内容であった

かはつかめない。藤倉アナがスタジオからナ

レーション等を付加した可能性があるが，13分

余はいかにも長い。藤倉が放送後に書いたり

語ったりしたものの中には，16分余の「未編

集素材」にはない内容が散見されるので，録

音素材が他にあった可能性も否定できない62）。

いずれにしても決め手はないので「残り13分」

については未確定としておく。

この16分余の録音を実際に聴いてみると，

冒頭から4分12秒までのブロック①，4分12

秒～11分45秒までのブロック②，11分45秒

～16分36秒までのブロック③で構成されてお

り，ブロック①のあたまとブロック③の終わり

には藤倉アナの現場実況の形で，それぞれ番

組の前説と，終わりのあいさつ（後説）が収録

されている。また各ブロックの間には5秒程度

無音の「間」が入っている63）。後代の「録音

構成」の一般的制作スタイルから推測すると，

この「間」のところで，録音再生をいったん止

めて，スタジオから数十秒程度のナレーション

を付加していた可能性がある64）。

録音内容の概要を紹介しよう。ブロック①

（内容4分12秒）の冒頭は，ガードの上を列車

が渡る轟音とその警笛らしき現場音で始まる。

よく聴くと，路上の人 と々思われる複数の人声

が混じり込んでいる。尺にして30秒に及ぶこの

現場音が，聴く者を一気に夜の有楽町ガード下

に連れていく。これに引き続いて次のような藤

倉の番組前説が入ってくる。ここにその全てを

示しておこう。

『私は今，省線有楽町北口のガード下，墨を

溶かしたような闇の中に雨に打たれてただ一

人，じーっと立っております。時間は既に8時

過ぎ，電灯のつかないこのガード下，トンネル

のような感じでありまして，わずかに向こう側の

ビルの灯が黒々と私の影を落としております。

『街頭録音』班，初の夜間録音は華やかな街

の灯を避けて，大東京の裏通り，闇に咲く花
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の生態をひそかに録音するために，私は小型

マイクをオーバーの内側にしのばせまして，先

ほどからここに人を待っているわけであります。

このガード下の暗闇に妖しい花を咲かせる街の

天使たち，厚化粧にケバケバしい洋服の娘たち

が宵闇の迫るころから，どこからとなく二人，

三人と現れて，通りがかりの酔客を伴ってはま

た闇の中に消えていきます。今もここに二人，

三人，四人，五人，厚化粧の天使たちがガー

ド下を行ったり来たりいたしております』

この後，藤倉はガード下の暗闇に入っていく。

途中，靴磨きやピーナツ売りから声がかかる。

また北埼玉から来たという女との話が短くあっ

た後ブロック②となる。

ブロック②（内容7分33秒）では，冒頭から

『ずいぶんいい男だね』などと，話しかけてくる

声がある。「闇の女」とも「パンパン娘」とも呼

ばれる女たちである。藤倉がそのうちの一人に

質問を始める。

藤倉：『あのねえ，有楽町お友達何人くらいい

るの？』

女：『新聞社なの？ ダメだ，新聞社なんか嫌い

だオレは。新聞社のやつはすぐそういうこと

をききたがる』

藤倉：『じゃあねえ，ヤボなことはきかないけど，

サツへ何回あげられた？』

女：『そんなことイチイチきかなくていいの，まっ

たくよー，まったく。オトシマエとるぞ。そう

でもないか（笑）。わたくしは七回あがりまし

た』

こうしたやり取りの中，ラップで言うと5分

50秒ごろ，女たちが一斉に『お姉さん，こん

ばんは』とあいさつする人物が現れる。「らく町

のおときさん」である。当時19歳であったとい

う。おときさんの第一声は藤倉を見ての『なん

なのこの人？』であった。女たちが『新聞社の

人』と答えて，二人のやり取りがこのブロック

の終わりまで約6分続く。

おときさんは歯切れのいい口調で，自らが配

下とする「ガード下の娘たち」について語る。お

ときさんによれば，本当に生活に困っていると

いう娘は少ない。更生しようという気持ちがな

いではないが，いったん足を洗っても世間の目

が冷たくて長くは続かず，結局ガード下に舞い

戻ってくるらしい。そう言うおときさん自身は戦

災孤児である。

『私なんてさ，戦災で焼かれてさ，ホントに

両親も兄弟も何にもないわよ……ここにいる娘

はねえ，みんなお姉さん，お姉さんて慕ってく

れるわよ，全部で150人くらいいるんじゃない

かしら』

ブロック②はこの後，おときさん自身が「姉

さん」と仰ぐ人物がいること，また一週間に一

度ほどある警察の取り締まりの情報を事前に

キャッチしていることなどを，おときさんが明か

して終わる。

ブロック③（内容4分51秒）はおときさんの

姉貴分である「夜嵐のアケミ」らしき人物のイン

タビューがおよそ3分ある。おときさんよりかな

り年上に感じられるアケミは『堅気の娘さんが

面白がって出てくるとちょっと困るんですよ』，

『親が迎えに来たら，こっちから制裁を加えても

ですね親に渡すんです』などと状況をやや俯瞰

した視点から落ち着いた声で話している。さし

ずめ「ガード下の管理職」といった様子であ

る。これに続く最後の1分半が番組を締めくく

る藤倉アナの後説となる。これもその全てを示

しておこう。
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『この有楽町の劇場前，闇に妖しく咲く花は

なお繚乱と咲き続けておりますが，ここに二人

の姉さん株の方においでを願いまして，一人は

グリーンのジャンパーを着た方，　一人はグレー

の背広の方でありますが，この二人の方に街の

天使たちの生活をいろいろとうかがっておりま

す。まことに私たちこのお話を聞いておりまし

て，寒心にたえないものがあると同時に，また

世の中の人々がもう少しこういった女性に深い

愛情を持たなければならないということを，今

日この，ある劇場の前に立ちましてつくづくそう

感じたわけであります。なお時間は9時前であ

りますが，後から後からと人の流れ，劇場もは

ね，あるいはそこらの飲食店からも続 と々人は

出ておりますが，この人波の中に赤，青，黄色

と色とりどりの娘さんたちがいろいろと話しか

けながら自分の職業を続けているわけでありま

す。では今日の夜での街頭録音，はじめてこの

有楽町に進出いたしました雨の夜の街頭録音を

このへんで終わりたいと思います』

5–2　『ガード下の娘たち』の特徴
この項では，『ガード下の娘たち』の番組内

容を，オムニバス形式の『街頭録音』を分析し

たのと同じⅠ～Ⅳの指標を用いて分析する。各

指標をあらためて示しておこう。

Ⅰは制作主体の偶然性・不確実性への志向

の強弱である。

Ⅱは題材の取り込み方法についての三つの指

標である。すなわち，Ⅱa：題材の取り込み方

法として録音を用いているか否か。Ⅱb：取材現

場の存在が必須か，またそれは一次的現場か，

二次的現場か。Ⅱc：題材の選別方法はルール

的なものかそれとも非ルール的なものか。

Ⅲは題材の概要とその注目すべき属性であ

る。オムニバス形式の『街頭録音』では，市井

の人々の「声」に宿る強烈な主体性に注目し

た。

Ⅳは基本的な演出方針についての三つの指

標である。すなわち，Ⅳa：制作主体の題材に

対する基本的態度は主体的・能動的なものか，

あるいは題材の「ありのまま」を尊重する自然

的・受動的なものか。Ⅳｂ：各題材は番組内に

「平等」に並列されているか否か。Ⅳc：番組の

展開原理は何か。

以上について順に検討していこう。

まずⅠ：制作主体の偶然性・不確実性への

志向，である。『ガード下の娘たち』において，

藤倉の偶然性・不確実性への志向は，オムニ

バス形式の『街頭録音』制作時に比べて，な

お一層強くなっている。

オムニバス形式の『街頭録音』では広く街頭

の民衆にマイクを開放したとはいっても，題材

として取り込むのは，番組が事前に定めた選

別ルール（議題）に適合した言論のみであり，

偶然性・不確実性には予め一定の限界が設け

られていた。しかし，『ガード下の娘たち』では，

「青少年の不良化をどうして防ぐか」という議題

が設けられているものの，藤倉はその議題の効

力が及ばない一次的現場に一次的現実を取材

している。言うまでもなく，ガード下の娘たち

は，『街頭録音』という番組とは関係なくここで

「自分の職業」を営んでいるのであり，そこにあ

るのは番組が設けた議題の外にある要素をふ

んだんに含む，にわかに名づけがたい一次的

現実である。そしてそれが生起しているガード
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下の暗闇は，制作主体にとって何が飛び出して

くるかわからない一次的現場である。偶然性・

不確実性は，飛躍的に強まっていると言えよう。

少し後年の資料になるが，藤倉は自らの「外

出録音のアナウンス」作法を，「チャンバラ放

送」と名づけて，こう説明している。

「（チャンバラ放送とは）単身敵地へ乗り込ん

で，腕前の分からない初対面の相手と『待っ

た』なしの，言葉の真剣勝負をする，という意

味からつけた名なのである」（藤倉1951）65）

「敵地」にいる「腕前の分からない初対面の

相手」への強い関心，そこに「単身」乗り込ん

で，彼ら・彼女らと「言葉の真剣勝負をする」

という意志とそれに伴う高揚感，藤倉という制

作主体は，現実の偶然性・不確実性を，それ

が孕む危険ごと魅力と感じる感覚を持っていた

と言えよう。藤倉のこの志向は，オムニバス形

式の『街頭録音』でも示されていたが，この

『ガード下の娘たち』に至ってより明確に，また

より強く現れたのである。

次にⅡa：題材の取り込み方法として録音が

採用されているか否か，である。この番組が録

音による題材取り込みを行っていることは言う

までもない。一つ補足すると，オムニバス形式

の『街頭録音』は昼間の光の中での録音で

あったが，この『ガード下の娘たち』は，藤倉

が前説で言っているように「街頭録音班，初の

夜間録音」であり，「墨を溶かしたような闇の

中」で収録されたものであった。録音を聴くと，

その夜の有楽町ガード下を包んでいた「闇の空

気感」とでも言うべきものが濃密に伝わってく

る。ラジオというメディアの強みの一つが，音

声に限った情報入力を行うことによってオー

ディエンスに豊饒なイメージ世界の形成を促す

機能にあるとすれば，この『ガード下の娘たち』

は夜間の現場録音によって，その機能を鮮や

かに示してみせた番組であると言えよう。

続いてⅡb：取材現場が必須か否か，またそ

れは一次的現場か二次的現場か，という点で

ある。この番組が取材現場を持つことは言うま

でもない。またそれが一次的現場であることも，

音源から明らかである。根本的にはⅠで述べた

ように，制作主体の偶然性・不確実性への志

向の強さが一次的現場での取材につながった

のであるが，取材現場としての一次的現場が具

体的にどのようにして成立したかについては，

次に述べるⅡc：題材の選別方法，と結びつ

けて説明する方がよいだろう。

Ⅱc：題材の選別方法，を検討しよう。『ガー

ド下の娘たち』は『街頭録音』の中の一本として

「青少年の不良化をどうして防ぐか」という明確

な題材の選別ルール（議題）を持っている。こ

の番組の題材となる現実は，この議題に即した

ものでなければならない。実際この議題に基づ

いて，藤倉は当時「パンパン娘がたむろする66）」

場所として広く知られていた有楽町のガード下に

取材現場を決定したのであった。しかしながら，

題材の選別ルールとして「青少年の不良化をどう

して防ぐか」というこの議題が十分に機能した

のは，この取材現場の決定段階までであった。

なぜなら，この後藤倉は，ガード下という一次

的現場に広がる一次的現実を直接取材するこ

とを決断し，具体的な取材（録音）を始めるに

あたって，この議題を棚上げしたからである。

藤倉は，この番組の放送直後に発行された
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『放送文化』において，番組企画段階での自ら

の思いを次のように振り返っている。

「大東京の真ん真ん中である有楽町駅付近

に，夜毎妖しい花を咲かせるパンパン娘がたむ

ろしていることはかくれのない事実である以

上，そのありのままの姿を伝えることは決して

罪悪邪道でない。いや寧ろ世のため親のため

に必要だとさえ思ったので思い切って録音する

ことにしたのである67）」

「そのありのままの姿を伝える」という部分に

注目したい。藤倉は有楽町ガード下という一次

的現場に接して，そこに生起している一次的現

実の「ありのままの姿」を「思い切って録音す

ることにした」。そこに人を集めて議論するので

はなく，そこにある現実自体を取材しようと決

意したのである。この瞬間，オムニバス形式の

『街頭録音』のフォーマットの一環であった議題

は棚上げされたと言えよう。

前項に示した，番組冒頭の藤倉の前説は「青

少年の不良化をどうして防ぐか」という議題に

言及していない。この前説において藤倉が番組

の趣旨について述べているのは『大東京の裏

通り，闇に咲く花の生態をひそかに録音する』

ということだけであり，その他はほぼ全て，こ

の雨の夜に藤倉の眼前に展開していた現実の

「叙景」と言うべき描写である。「青少年の不良

化をどうして防ぐか」というこの番組の議題

（テーマ）は，取材対象にはもちろん聴取者に

さえ示されない。

藤倉たちをこのガード下に連れてきた題材選

別ルール（議題=テーマ）はどこかに消えてしま

い，それに応じて二次的現場が形成されること

はない。それどころか，ここが取材現場である

こと自体が伏せられている。前説にあるように

藤倉は『小型マイクをオーバーの内側にしのば

せ』て，つまり相手には取材と悟られることな

く録音を行おうとしているのである。ここは制

作主体と取材対象との間に何の約束事もない

完全な一次的現場である。

取材現場において題材選別ルール（議題）

は棚上げされてしまった。しかし，制作主体に

とって題材を選別する必要は依然として存在し

ている。第3節でも述べたが，神ならぬ人間は

その時その場にある「全現実」を把握すること

はできない。意識的にしろ無意識的にしろ人間

は常に，その時その場にある現実の一部分を

選別している。録音によって題材取り込みを行

う番組制作主体はなおさらであり，自分を取り

囲む現実の中の「何」にマイクを向けるか，刻

一刻判断を迫られている存在である。オムニバ

ス形式の『街頭録音』では，議題に応じて発

言を求めてくる人にマイクを向ければよかった

が，その議題を棚上げしてしまった今，「全現

実」からマイクを向けるべき現実を制作主体は

どのようにして切り分ければよいのだろうか。

『ガード下の娘たち』において藤倉は，この

切り分けを，取材対象との問答，つまりインタ

ビューという枠組みによって行っている。その

時その場の全現実から，自分が発する問いと

それに応える相手の声を切り取っているのであ

る。はじめに藤倉の問いがある。それは一次

的現場に生起するまだ名づけられていない現実

について「これは何だろうか」と問うものであ

る。制作主体のこの問いこそが，棚上げされた

議題に代わって，この番組全体をおおってい

る。そして，この問いに対して発せられる取材

対象の応答，このセットがインタビューである。

藤倉：『あのねえ，有楽町お友達何人くらいい
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るの？』

女：『新聞社なの？ ダメだ，新聞社なんか嫌い

だオレは。新聞社のやつはすぐそういうこと

をききたがる』

藤倉：『じゃあねえ，ヤボなことはきかないけど，

サツへ何回あげられた？』

女：『そんなことイチイチきかなくていいの，まっ

たくよー，まったく。オトシマエとるぞ。そう

でもないか（笑）。わたくしは七回あがりまし

た』

前記した藤倉の「チャンバラ放送」，すなわち

「単身敵地へ乗り込んで，腕前の分からない初

対面の相手と言葉の真剣勝負をする」ことが，

ここから始まっている。当初の議題に代わって，

題材を選別する方法（枠組み）となっているの

は，相手に合わせた質問を臨機応変に繰り出

す藤倉の柔軟なインタビューである。上記に見

えるように，実は，問いを発する藤倉の内心に

は「青少年の不良化をどうして防ぐか」という

当初の題材選別ルールが，もはやルールとは呼

べないような伸縮自在の認識となって，ひそか

に生きている。しかしそれは「チャンバラ」で言

えば，最初の一太刀を繰り出すベースにこそな

れ，それに続く展開全体を支配するものではな

い。「チャンバラ」はいったん始まってしまえば，

丁々 発止，それ独自の展開を示すのである。

「チャンバラ放送」についての藤倉の説明に

は，インタビューの前に質問メモを準備するこ

とを述べた部分がある。しかし藤倉はその後を

こう続ける。

「そのメモにばかりたよると，話が項目別に

なってヤマ（盛り上がり）がなくなり……話が発

展しない場合が多い。……メモにこだわって相

手の話の腰を折ったり，脱線した話を強引に，

グッと引戻したりすると折角の対談に無理やキ

ズが出来て，きたなくなる。むしろその時には，

いさぎよくメモを捨てて，相手の話の流れに

のって，話を巧みに発展させた方が賢明であり，

思わぬ特ダネを拾うことがある。アナの喋り過

ぎは絶対に禁物である68）」

藤倉はインタビューにおいて，自分が「相手

に言わせたいこと」より，「相手が言いたいこ

と」を優先する。そして相手が言いたいことを

言い始めたら，その流れに乗る。そしてその時

には「いさぎよく」事前に用意したメモを捨て

るのである。もちろんこれは「この現実は何な

のだろうか」という当初の問いまで放棄するこ

とではない。この問いに対する，より生き生き

とした答えに行きつくために，インタビューとい

う間主観的な場に成り立つ「話の流れ」に乗る

のである69）。アーカイブに残る16分36秒の音

源を聴く限り『ガード下の娘たち』において，

藤倉のこのインタビュー方針は貫徹されている

と言えよう。

少し話を戻すと，この柔軟なインタビュー取

材は，議題の棚上げによって，藤倉の取材に

広大な自由裁量領域が生まれたために成立し

たものである。オムニバス形式の『街頭録音』

でも司会者と発言者との問答，すなわちインタ

ビューは成立しているが，そこでは司会者の問

いは基本的に議題に即した同じ質問の繰り返

しであり，インタビュアーとしての創意工夫，自

在さの必要性は大きくない。一方『ガード下の

娘たち』では，議題が棚上げされた結果，藤

倉が当初から抱いていた「この現実は何なのだ

ろうか」という根本的な問いが前景化する。そ

してこの問いは，それに応答してくる相手との
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「言葉の真剣勝負」の中でほぼ無限のバリエー

ションを持つのである。相手にどんな質問をす

るか，相手の答えを受けてまたどう返すか，こ

こにはインタビュアーとしての腕の振るいどこ

ろ，すなわち自由裁量領域が広 と々横たわって

いる。インタビュー取材という領域において，

制作主体の自在で的確な判断が大いに必要と

されるようになったのである。

Ⅱc：題材の選別方法についてまとめよう。

『ガード下の娘たち』にも題材の選別ルールとし

ての議題は存在している。これによって制作主

体は取材現場を定めている。しかし，「青少年

の不良化をどうして防ぐか」というこの議題は

取材対象には示されず，二次的現場の形成を

促すことはない。議題は，ガード下という一次

的現場に一次的現実を直接取材することを決

断した制作主体によって，棚上げされたからで

ある。

この議題に代わって，番組全体を覆うように

なったのが，制作主体が当初から抱いていた

「この現実は何なのだろうか」という根本的な問

いである。取材方法は，この制作主体の問い

に対する応答を柔軟に現場の人々に求めるもの

（インタビュー）となり，このインタビューをどう

行うかということについて，制作主体の広大な

自由裁量領域が生じた。藤倉は「相手の話の

流れ」に乗って生き生きとした声を得ることを

基本方針にして，このインタビューを行ってい

る。

同じ題材の選別方法として比べると，議題

による題材選別が明解なルール的選別方法で

あるのに対し，このインタビューは，制作主体

と取材対象とのやり取りの中で形成される，多

分にあいまいな非ルール的選別方法（枠組み）

である。

次にⅢ：題材の概要とその注目すべき属性，

について検討しよう。

この『ガード下の娘たち』は，社会番組とし

て民衆の声を「下から上へ」汲み上げるという

『街頭録音』の制作趣旨が徹底した一本であ

る。『街頭録音』は「名士やお偉い方々ばかり

に独占されて，お説教の取次ばかりやっていた

マイクロフォンを大衆に開放した」。その中でも

『ガード下の娘たち』は，ガード下の「パンパン

娘」たちの肉声を放送の電波に乗せた。当時

の社会通念から見て，これ以上「お偉くない

方 」々は珍しかったはずである。「民衆へのマイ

クの解放」はより徹底したと言えよう。

次にこの番組に収録された「声」の注目すべ

き属性について述べよう。前節では，46～47

年のオムニバス形式の『街頭録音』に現れる

「声」の中に，しばしば，既存のシステムや規

範を相対化するような強い主体性が見られるこ

とを指摘した。それは，この『ガード下の娘た

ち』でも同様である。

筆者が聴いた限り，この番組の佳境は，ブ

ロック②の8分00秒ごろから約2分ほど展開す

る藤倉と「らく町のおときさん」とのやり取りで

ある。おときさんは，自分が「カタギ」にしよう

と職を世話した娘たちが4～5人いるが，みな

長続きしなかったとして次のように言う。

おときさん：『使う人もね，そういう今まで遊ん

だってことをさ，頭においてるから使い方が

違うでしょ。結局女の子たちにしてもやっぱ

り，今までそういう遊んでたっていう気持ち

が頭にあるからさ，どうしてもこうヒガんじゃ
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うんじゃないのかしら』

藤倉：『世間がやっぱり冷たい目で見るってい

うの？』

おときさん：『真面目になったところで逆戻りし

てまた帰ってくるのよ。結局』

藤倉：『稼いだお金はいったいどんなことに使っ

てるの？』

おときさん：『やっぱり食べるものに追われるん

じゃないかしら。今やっぱりお食事だって高

いものね』

藤倉：『うちからは飛び出してる？ 家には帰ら

ない？』

おときさん：『ほとんどそうね』

藤倉：『泊まるところなんかどうしてるの？』

おときさん：『宿屋なんかに泊まってるらしいわ

ね』

藤倉：『……真面目になる気はほとんどない

……あっても周囲が……』

おときさん：『そうさせないの』

藤倉：『将来に対する希望とかは持ってない

の？』

おときさん：『そりゃあ人間ですもの，ないって

ことはないでしょう』

最後の『そりゃあ人間ですもの……』という

おときさんの言葉は，その前の藤倉の質問に

間髪をいれず応答した強い調子のものである。

それまで「世間の冷たい目」について恨みごと

を言っていたおときさんが，藤倉から「将来の

希望」を問われた瞬間に返したこの一言のイン

パクトは強く，筆者には，この番組のメッセー

ジが，この一言に集約されているように感じら

れる。

私見だが，この『ガード下の娘たち』が放っ

ている番組としてのメッセージは，ガード下の

「パンパン娘」が，ただ「人間であること」だけ

を根拠に昂然と言ってのけた明日への希望であ

る。当時，混乱と困窮の中で希望を見失いそ

うになっていたのは，ガード下の「パンパン娘」

たちだけではなかっただろう。極言すれば日本

人全体が同じ状況にあった。その真っ只中に

あって『そりゃあ人間ですもの，（希望が）な

いってことはないでしょう』と明言したおときさ

んの言葉は，放送を聴いた多くの人の心の琴

線に触れたはずである。

Ⅲ：題材の概要とその注目すべき属性，につ

いてまとめよう。『ガード下の娘たち』の題材は，

「民衆へのマイクの解放」がより徹底した結果，

「パンパン娘」たちの「ありのまま」の一次的現

実となった。この番組に登場する「らく町のお

ときさん」の言葉には，混乱と困窮，さらには

世間の強い偏見にさらされるガード下の暗闇に

あって，既存のシステムや規範がどうあろうと

自力で生き抜いてみせるという強い主体性が

宿っており，それはこの番組の大きな魅力と

なっている。

最後にⅣ：基本的な演出方針，について検

討しよう。

まずⅣa：制作主体の題材に対する基本的

態度が主体的・能動的なものか，あるいは題

材の「ありのまま」を尊重する自然的・受動的

なものかということである。

残念ながらこれについては資料的な制約が

ある。4-5でも触れたが，制作主体の題材に

対する態度を知るには，題材として取り込まれ

た「声」だけでなく，その「前後」を見て，声

の扱われ方，位置づけられ方を検討する必要
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がある。しかし5-1で示した通り，NHKアーカ

イブスに残されている『ガード下の娘たち』の

音源は三つのブロックからなる16分36秒の現

場録音だけであり，残り13分余の内容につい

ては知ることができない。このことをあらためて

ことわっておく。ここでは当然，前者だけを検

討対象とするものである。

まずインタビュー内における藤倉の題材（取

材対象）への基本的態度は既にⅡcで触れた。

それは端的には「相手の話の流れ」に乗ろうと

するものであった。インタビューのやり取りの中

で，藤倉は取材対象が発する言葉に対して受

動的であり，藤倉の側からの主体的意味づけ

はほとんどなされない。インタビューにおいて

藤倉が取材対象の「ありのまま」を尊重してい

ることは明らかである70）。

ここで新たに指摘すべきことは，これらのイ

ンタビュー素材がその内部に，ナレーションや

音楽等，現場の外から制作主体が付加した要

素を一切含まないという点である。ブロック①

～③はそれぞれ4～8分に及ぶが，それは，

藤倉の前説，後説を除けば，藤倉と取材対象

との問答（インタビュー）だけで構成されてい

る。ブロック②に至っては，7分33秒に及ぶイ

ンタビューがナレーション等によって細かく区切

られることなく，ゴロンと投げ出された大きな

塊のように存在している。ナレーション等によ

る中断が少ない分，聴く者に伝わる現場感，

臨場感は分厚いものとなり，筆者の場合，聴

いているうちにいつのまにか感覚的にガード下

の暗闇の中に引き込まれ，状況説明が少ない

分を自らの想像力で補っている自分に気づい

た。この録音を数十人と同じ場所で聴いたこと

がある71）が，筆者以外にもこうした感想を持っ

た人は多かったようである。簡単に言えば録音

によって表現された現場感，臨場感が，ナレー

ション等による説明の多くを不要にしているの

である。

Ⅳa：制作主体の題材に対する基本的態度

についてまとめよう。『ガード下の娘たち』にお

ける制作主体の題材（取材対象）に対する基

本的態度はそのインタビュー内容を聴く限り受

動的であり，その「ありのまま」を尊重しようと

するものである。また制作主体は，こうしたイ

ンタビューをその内部にナレーション等の説明

を一切挿入せず，長いものでは7分を超える尺

の大きな塊として投げ出している。アーカイブ

に残された16分36秒の素材を聴く限り，制作

主体は自分の側からは題材についてあまり多く

の意味付けを行わず，現場感，臨場感を押し

出しながらできるだけ「ありのまま」に示そうと

していると言ってよい。

付言すると，藤倉は，問答を繰り返す中で，

少しずつ目の前の現実に対する自分なりの認識

を形成している。たとえばガード下に入ったば

かりのタイミングで出会った女性に放った『サツ

へ何回あげられた？』などという問いには，こ

のガード下を「青少年の不良化」の現場と捉え

る，当初の議題（テーマ）に由来する問題意識

がうかがえる。しかし，たとえば，おときさん

と話し込むうちに『……真面目になる気はほと

んどない……あっても周囲が……』と一人ごち

てしまう藤倉の心中には，目の前の現実を一概

に「青少年の不良化」という言葉でくくってし

まってよいものかという疑念が生じているよう

に感じられる。現場取材の中で藤倉は変わっ

てきていると言えよう。ただし，「この現実は○

○だ」という明確な結論には至らない。目の前
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の現実は依然名づけがたいものとして藤倉を取

り巻いており，藤倉は「この現実は何なのだろ

うか」と問い続けている。

次にⅣb：各題材の「平等性」，について検

討しよう。

オムニバス形式の『街頭録音』では，各題

材は，同じ題材選別ルール（議題）の下に番組

内に「平等」に並列されていた。しかし，議題

が棚上げされた『ガード下の娘たち』において

各題材は平等ではない。各題材の間で，尺の

長短，意味の軽重の差が生まれているからで

ある。

5-1に示したが，この番組では，ブロック②

の途中，番組ラップで5分50秒ごろに登場する

「らく町のおときさん」とのやり取りがこのブ

ロックの最後までおよそ6分展開する。次に長

いのは，「夜嵐のアケミ」との約3分，この二人

の他にも何人か「ガード下の娘」は登場するが，

その尺はいずれも1分に満たない。各人の登場

尺が平等でないのは明らかであろう。

この「不平等な」登場尺を決定しているのは

制作主体の藤倉である。藤倉は「この現実は

何なのだろうか」と問うていくインタビューの中

で各人の発言の意味の軽重を感じ取っており，

それを各人の登場尺に反映しているのである。

藤倉の内心にあると考えられる，各題材の意

味の軽重を決定している基準を明確に言い表

すのは難しい。「青少年の不良化をどうして防

ぐか」という当初の議題に基づく問題意識と，

実際におときさんたちと出会った現場での印象

が渾然一体となった多分に感覚的なものであろ

う。ただ確実に言えることは，①議題が棚上げ

されてしまった今，各題材は「平等性」の基盤

を失い，②この『ガード下の娘たち』において

各題材の意味を決定し，その軽重に応じた登

場尺を割り振るのは，その決定基準がどんな

ものであれ，制作主体である藤倉以外にあり得

なくなったということである。

ここに，オムニバス形式の『街頭録音』には

見られなかった，制作主体による主体的な番

組構成が発生している。題材選別ルール（議

題）が棚上げされたことで，そのルールの下に

等価なものとして並列されていた題材の「平等

性」が撤廃され，番組構成に自由度が生まれ

たのである。この結果，制作主体は各題材の

意味の軽重を決定するという大いなる自由裁量

領域を得た。もちろん，この自由の獲得は，

その制作主体の決定が妥当であるという保証

を兼ねるものではない。妥当であろうがなかろ

うが，制作主体である以上そうした決定をせざ

るを得なくなったということである。制作主体

は自分が決定する各題材の意味の軽重につい

て，つまり，各題材の登場尺上の「不平等」に

ついて責任を負わなくてはならなくなった。

Ⅳb：各題材の「平等性」，についてまとめ

よう。『ガード下の娘たち』では，各題材は「平

等」に並列されない。制作主体の自由裁量に

基づいて，各題材の意味の軽重が決定され，

それに応じて登場尺が「不平等」に割り振られ

るのである。ここに制作主体による主体的な番

組構成が発生している。

なお，番組構成では，各題材の登場尺の他

に，各題材がどんな順序で配列されるかも重

要である。しかし，『ガード下の娘たち』におい

て題材の配列順序は基本的に現場の時間的展

開（成り行き）に沿っており，この点ではまだ

制作主体による本格的な構成は発生していな
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いと考えられる。このことを付言しておく。

最後にⅣc：番組の展開原理，について検討

しよう。

4-5で見たようにオムニバス形式の『街頭録

音』は，その進行・展開を制作主体の意志が

ほぼ及ばない外在的な現場の時間的展開（成

り行き）に委ねていた。『私たちはこんな希望

を持っている』は，司会の八木アナの『どうか

一つ活発な御意見を述べていただきましょう』

という出演者（題材）への呼びかけによって始

まり，『時間も来ましたし，皆さんの元気のいい

御意見も終わりましたので，これで街頭録音を

終わることにします』というあいさつを最後に

終わる。その間の番組展開が，制作主体の主

体的な意図からほぼ独立したものであることは

明らかであろう。

『ガード下の娘たち』も現場の時間的展開

（成り行き）をその番組展開原理にしている。

ただし，その成り行きは，必ずしも制作主体に

とって外在的なものではない。制作主体自身が

その「問い」を追求する中で，現場の成り行き

に影響を与えているからである。順に説明しよ

う。

5-1に示した藤倉の前説によれば，藤倉が，

取材を前に，『墨を溶かしたような闇の中に雨

に打たれてただ一人，じーっと立って』いたのは

『8時過ぎ』で，取材を終えて『ある劇場の前』

に立って後説を行っているのは『9時前』であ

る。（後説を収録してから，なお取材を行ってそ

れを番組内に取り込んだのでなければ）藤倉

がガード下の録音取材に費やした時間は1時間

足らずだったことになる。現存する16分36秒

の録音素材は，『8時過ぎ』に行われた藤倉の

前説から，藤倉がガード下に入っていくパート

（ブロック①），「ガード下の娘」たちと話してい

るうちに「らく町のおときさん」が現れ，彼女と

話し込むパート（ブロック②），その後，ブロッ

ク②の終わり近くでおときさんの口から存在が

知らされた「夜嵐のアケミ」が現れて話をし，『9

時前』に藤倉がおときさんとアケミを前に後説

を行うパート（ブロック③）と続いている。録

音素材を時系列と異なる順に編集することはさ

して難しい作業ではないので，完全に断言は

できないが，概ね番組は現場の時間的展開（成

り行き）に沿って進行・展開していると言えよ

う。

しかし，上記の展開の中には，制作主体に

とって外在的な現場の成り行きだけでなく，制

作主体が主体的に選び取った展開も含まれて

いる。たとえば，ブロック②からブロック③へ

の展開を見てみよう。ブロック②の終わり少し

前（番組始まりから11分ごろ）に藤倉とおとき

さんは次のようにやり取りしている。

藤倉：『親分なんて人はいるの？』

おときさん：『……います。親分っていうのは私

の姉さんなのよ。ほんとのお姉さんじゃなく

て盃を交わしたね。私たちはいわゆる愚連隊

系の人間なのよ。不良少女ね』

この問答を受けて，ブロック③のアタマ（番

組始まりから12分ごろ）から夜嵐のアケミが登

場しているのである。アケミと藤倉たちとの出

会いのシーンはない。アケミは藤倉の前に偶然

現れたのではなく，藤倉の求めに応じておとき

さんたちが案内したと考えた方が自然である。

つまり番組は，このガード下の現実を「何だろ

うか」と探る藤倉の主体的な問いによってブ

ロック②からブロック③へと展開している。
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既にⅣb：題材の「平等性」，で見たように，

藤倉は目の前のにわかに名づけがたい現実に

ついて「これは何なのだろうか」と現場の人々

に問うていくインタビューの中で，各人の発言

の意味の軽重を感じ取っており，それを各人の

登場尺に反映している。取材対象の発言をた

だ受け止めるだけでなく，その意味を自らの問

いに照らして考量，勘案しながら主体的に取材

を進めているのである。こう見ると藤倉に内在

する「この現実は何なのだろうか」という問い

が，現場の物理的な時間展開と並んで，この

番組の展開原理になっていることがわかる。

さて，制作主体に内在する上記の番組展開

原理は，それが「問い」である以上，「答え」を

求めるものである。実際，藤倉のインタビュー

取材はこの「答え」を現場の人々から探ろうとし

たものであった。番組がそうしたものであった

以上，藤倉は最後に結論を示すべきであろう。

藤倉に『サツへ何回あげられた？』ときかれて，

『わたくしは七回上がりました』と答えたあの娘

の言葉を借りれば『オトシマエ』をつける必要

がある。

番組を締めくくる後説で，藤倉は自らの問い

に対する「答え」を自ら述べようとしている。後

説のその部分を再掲しよう。

藤倉：『この有楽町の劇場前，闇に妖しく咲く

花はなお繚乱と咲き続けておりますが，ここ

に二人の姉さん株の方においでを願いまし

て，一人はグリーンのジャンパーを着た方，一

人はグレーの背広の方でありますが，この二

人の方に街の天使たちの生活をいろいろとう

かがっております。まことに私たちこのお話
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を聞いておりまして
0 0 0 0 0 0 0 0 0

，寒心にたえないものが
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あると同時に
0 0 0 0 0 0

，また世の中の人々がもう少し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

こういった女性に深い愛情を持たなければな
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

らないということを
0 0 0 0 0 0 0 0 0

，今日この
0 0 0 0

，ある劇場の
0 0 0 0 0

前に立ちましてつくづくそう感じたわけであり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ます
0 0

。なお時間は9時前でありますが，後か

ら後から人の流れ……（傍点筆者）』

ここには，藤倉がこの番組で「何なのだろう

か」と問い続けてきたガード下の現実について，

藤倉なりの「答え」が述べられている。これは

明らかに題材を「ありのまま」に示した言葉で

はなくて，制作主体が題材を主体的に意味づ

けしようとしている言葉である。

この『ガード下の娘たち』という番組が持っ

ている数々の興味深い特徴の中でも最もユニー

クな特徴と筆者が考えるのは，この藤倉の「答

え」が，問いに対する答えとしてもっともらしく

まとまっていないことである。「この現実は何な

のだろうか」，もしくは「このガード下の娘たち

をどう意味づければよいのだろうか」という問

いに対して，藤倉は端的に言えば「わからない」

あるいは「わりきれない」ままである。藤倉は

『寒心にたえない』と言いながら『深い愛情』の

必要を説く。否定しようとして否定しきれず肯

定しようとして肯定しきれないのである。

この態度は対象について，「クール」に，ある

いは「ニュートラル」に否定も肯定もしない態度

とは異なる。逆に藤倉は，対象について否定も

肯定もしており，両者をともに藤倉の本心と見

ることができる。その態度は目の前の現実に対

して自らの心をいっぱいに開いた言わば「オー

プンマインド」な態度と言えよう。藤倉はこの取

材によって，ガード下の娘たちについて多くのこ

とを知った。それは当時この番組を聴いた人々

も同じである。それどころか2015年の今日に
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至ってなお，この番組からは，1947年4月の有

楽町ガード下に存在した現実について多くのこ

とが伝わってくる。しかし「だからこそ」，つま

りガード下の現実について多くのことを知ったか

らこそ，藤倉は，自らが取材した現実をどうま

とめてよいかわからなくなったのである72）。

そして，藤倉はそのわからなさ加減，あるい

はわりきれなさ加減を率直に表明している。こ

こには，「わりきれないものをわりきれないまま

に」提出する演出態度が発生していると言えよ

う。聴く者にとって，この『ガード下の娘たち』

という番組は「答え」ではなくて「問い」を投げ

かけてくる番組である。番組が聴取者に届ける

のは言わば「豊かな問い」である。その「豊か

さ」は，おときさんの声をはじめとするガード下

の様々な現実から獲得したものであった。

Ⅳc：番組の展開原理，についてまとめよう。

『ガード下の娘たち』では，制作者にとって外在

的な現場の時間展開に加えて，制作主体が抱

く「この現実は何なのだろうか」という根本的

な問いが番組の展開原理となっている。制作

主体はこの問いに対する答えを番組内で示そう

とするが，それは現実を具体的に知ったからこ

そ簡単には答えられないものになった。番組の

最後には，この問いに答えようとして「わりき

れないものをわりきれないままに」提出する演

出態度が発生しており，番組は結果として，取

材によってより「豊か」になった問いを聴く者に

投げかけるものになっている。

以上，『ガード下の娘たち』の特徴を，指標

Ⅰ～Ⅳについて検討した。得られた知見をまと

めると次ページ表4のようになる。

5–3　最初の「録音構成」としての
『ガード下の娘たち』

この項では表4に示された『ガード下の娘た

ち』の諸特徴と，「録音構成」の三要件を照ら

し合わせてみよう。第2節で示した三要件は次

のようなものであった。

ア：録音構成という演出形式をとること。

イ：内容的に社会番組であること。

ウ：制作プロセスに制作主体の自由裁量領域

が広く存在すること。

『ガード下の娘たち』がア，イの要件を満たす

ことはオムニバス形式の『街頭録音』と同じで

ある。もはや説明の必要はないだろう。ここで

問題になるのは，オムニバス形式の『街頭録

音』が満たさなかったウの要件である。

表4のⅡcはインタビュー取材において，Ⅳb

は演出の心臓部と言える番組構成において，

制作主体の自由裁量領域が発生したことを示し

ている。さらにⅣcの最後に示した，制作主体

が番組のメッセージとして「わりきれないものを

わりきれないままに」提出していることも，演

出における制作主体の自由裁量の所産として捉

えられるだろう。以上から『ガード下の娘たち』

が，要件ウ：制作プロセスにおいて制作主体の

自由裁量領域が広く存在する，を満たすことは

明らかである。

前記したア，イと併せて，この番組は本稿が

指定する「録音構成」の三要件を全て満たして

いると判断することができる。すなわち，『ガー

ド下の娘たち』は「録音構成」である。これ以

前にこの三要件を満たした放送番組は日本では

見つからない73）ので，『ガード下の娘たち』は日
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本最初の「録音構成」であると言える。

『ガード下の娘たち』がなぜ，要件ウを満たす

ようになったのか，つまりなぜ，取材・演出に

広い自由裁量領域を持つに至ったのか，その

理由をあらためて確認しておこう。端的に言え

ば，それは，藤倉が有楽町ガード下という一次

的現場に生 し々い一次的現実を取材しようとし

たことである。有楽町ガード下に「パンパン娘

がたむろしている」という「かくれのない事実」

に接して，藤倉は「そのありのままの姿を伝え

る」ことを決意した。その瞬間，オムニバス形

式の『街頭録音』のフォーマットの一環であっ

た議題（「青少年の不良化をどうして防ぐか」）

は棚上げされ，番組制作に制作主体の広大な

自由裁量領域が生まれたのである。

付言すると，この自由は孤独と背中合わせ

であった。番組冒頭，藤倉が開口一番に発し

た言葉には，この時の藤倉が置かれていた立

場がよく表れている。

『私は今，省線有楽町北口のガード下，墨を

溶かしたような闇の中に雨に打たれてただ一

人，じーっと立っております。時間は既に8時

過ぎ，電灯のつかないこのガード下，トンネル

のような感じでありまして，わずかに向こう側の

ビルの灯が黒 と々私の影を落としております』

オムニバス形式の『街頭録音』の収録とは

違って，ここには，ここが取材現場であること

を示す演壇も看板もない。聴衆と分け合うべき

議題も棚上げしてしまった。目の前にはただ

表4

指　標 『ガード下の娘たち』の特徴

Ⅰ 偶然性・不確実性への志向 現実の偶然性・不確実性への志向が非常に強い。

Ⅱ 題材の取り込み方法

a 録音による題材取り込み（※夜間録音による強い臨場感）。

b 取材現場が一次的現場として存在する。

c 一次的現場の一次的現実を柔軟なインタビューを用いて取り込む。このインタビュ
ーは「相手の話の流れ」に乗って，生き生きとした声を得ることを目指している。

※取材に自由裁量領域が発生。

Ⅲ 題材の概要とその注目すべき
属性

ガード下の「パンパン娘たち」の「ありのまま」の一次的現実。「声」の中には既
存のシステムや規範を相対化するような主体性が見られる。

Ⅳ 基本的な演出方針

a 題材の「ありのまま」を尊重する長尺のインタビューが，その中にナレーション等の
説明を挿入されることなく投げ出されている。

b 制作主体が各題材の意味の軽重を決定し，それに応じて登場尺が「不平等」に
割り振られる。

※番組構成に自由裁量領域が発生。

c 制作主体にとって外在的な現場の時間的展開に加えて，「この現実は何なのだろ
うか」という制作主体に内在する問いが番組展開原理となっている。番組の最後
にはこの問いに答えようとして「わりきれないものをわりきれないままに」提出する
演出態度が見られる。
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「墨を溶かしたような闇」，すなわち一次的現場

が広がっている。藤倉を支えているのは「この

現実は何なのだろうか」という自らが立てた問

いと録音マイクだけである。しかし，この闇の

中に藤倉は入っていった。自らこの問いを発し，

それに応える声をマイクで受け取ることを積み

重ねて，藤倉は一本の番組を作り上げたのであ

る。そして，この過程の中で，この番組の取材

と演出に藤倉独自の個性が発現した。繰り返

す。制作主体が，番組フォーマットによらず，

自分の問いとマイクだけを持って一次的現場に

取材に入ったことが，この番組の制作に制作主

体の広大な自由裁量領域を拓いたのである。

上記のような特徴を持つ『ガード下の娘た

ち』が最初の「録音構成」であることを踏まえ

て，「録音構成」の三要件を次のように発展的

に修正することにしたい。

ア：民主主義および，広い意味での近代主義

を根づかせ推進する趣旨の下に制作された

社会番組であること。

イ：題材の取り込みに録音を用いること。

ウ：一次的現場に一次的現実を取材していて，

制作プロセスに制作主体の自由裁量領域

が広く存在すること。

アは，「録音構成」の旧三要件のイ：「内容

的に社会番組であること」と同じであるが，社

会番組の要件の一つであった制作趣旨の部分

（p.108）をあらためて強調した。『ガード下の娘

たち』という番組は「民衆へのマイクの開放」

が徹底した結果生まれており，その点で戦後

民主主義のたまものと言えるからである。イは旧

三要件のアで，「録音構成という演出形式をと

ること」としていたが，これを単に録音を用い

るという表現だけにとどめた。これまでの番組

資料の検討から，社会番組では録音ブロック

が単数であることはまず起こり得ないと言える。

したがって題材取り込みに録音を用いること

は，自動的に複数の録音ブロックの順番の決

定を伴う録音構成形式を要請すると考えたの

である。ウは，制作プロセスに広い自由裁量領

域が成立するためには「一次的現場に一次的

現実を取材する」ことが決定的条件となること

を踏まえて，旧来のウにそれを書き加えたもの

である。なお，このウの中に，「制作主体が「こ

の現実は何なのだろうか」という問いを立てる」

ことを含めることも検討したが，一次的現場を

取材しようとする時，制作主体が心中に抱くも

のとしては，たとえば「この現実は○○である」

という予めの断定（予断）や，「この現実は○

○である」という仮説を抱いてそれを現実に照

らして検証しようという態度なども存在しうる。

「この現実は何なのだろうか」という素朴な問い

は，今回の『ガード下の娘たち』が持つ個性で

あると考えて，「録音構成」一般が共有する要

件とはしなかった。

ここに新たに定めた三要件は旧三要件と矛

盾しない。旧三要件が発展的に修正されたもの

である。最初の「録音構成」である『ガード下

の娘たち』という実際の番組資料に裏打ちされ

たものとして，それなりの重みを持つと考える。

ただし当然ながら「録音構成」の要件の決定

版ではない。将来における修正可能性に開か

れた，現時点での作業仮説として以上のように

定めるのである。

最後に，「録音構成」として『ガード下の娘た
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ち』という番組が持つ個性を簡単にまとめてお

こう。表4に示したこの番組の諸特徴を，制作

主体である藤倉の個性という視点から捉え直し

てみる。

まず，取材領域における藤倉の個性である。

前記したように「この現実は何なのだろうか」

という素朴な問いを抱くこと自体，藤倉の個性

と言えるが，より際立った個性として，この番

組で，藤倉という制作主体が取材方法として採

用した，現場の人 と々の柔軟な問答，すなわち

インタビューを指摘できる。最初の「録音構成」

である『ガード下の娘たち』はインタビューを主

体とする番組であり，その制作主体となったの

が，「チャンバラ放送」（藤倉によれば，放送局

の外へ出て初対面の相手と行う言葉の真剣勝

負）の創始者を自認する一人のアナウンサーで

あったことは銘記されるべきだろう。「相手の話

の流れ」に乗りながら時に7分を超えるインタ

ビューをナレーション等の説明抜きで魅力的に

聴かせてしまう藤倉のインタビュアーとしての力

量は，やはり尋常ではない。

次に，演出領域における藤倉の個性である。

Ⅳb：各題材の「平等性」，を検討した時に見

たように，『ガード下の娘たち』では議題の棚上

げによって，各題材の番組内における位置づ

け，意味づけは，制作主体が自分で行うほか

なくなった。この番組で藤倉は，各人の登場尺

の長短という形で各題材の意味の軽重を定め

ており，ここに番組構成が発生している。

しかし，藤倉はこの番組構成についてあまり

意識的でなかったようである74）。『ガード下の

娘たち』からは，魅力的なインタビューは長く，

そうでないインタビューは短くという以外の構成

意図はあまり伝わってこない。Ⅳbの最後に付

言したように，この番組では構成の工夫は，ほ

ぼ各題材の登場尺の長短にのみ現れており，

題材の配列順序についてはほぼ時系列にした

がったものと言ってよい。『ガード下の娘たち』

という番組において制作主体の自由裁量によ

る番組構成は生まれていたが，それは多分に

無意識的で，取り込んだインタビュー素材の魅

力を「ありのまま」に生かそうとするものであっ

たと言えよう。

むしろ，演出領域での藤倉の個性について

は，長尺のインタビュー録音をナレーション等

の説明抜きにゴロンと投げ出して「ありのまま

の姿」を伝えようとする，非作為的な性格（Ⅳ

a）こそを強調すべきであろう。またⅣcに見た，

番組最後のメッセージとして「わりきれないもの

をわりきれないままに」提出する演出態度も，

「ありのまま」を尊重する演出態度が最後まで，

しかも制作主体自らの心中に至るまで貫徹した

ものとして捉えることができる。

まとめよう。「録音構成」としての『ガード下

の娘たち』の際立った個性は，アナウンサー出

身の制作主体（藤倉）による「相手の話の流

れに乗る」自在なインタビュー取材と，それに

よって取り込まれた題材をできるだけ「ありの

まま」に示そうとする演出態度である。

5–4　『ガード下の娘たち』の成功
放送史に特筆すべき最初の「録音構成」で

ある『ガード下の娘たち』の放送を，実は，は

じめNHKはためらっている。その理由は，こ

の番組の題材が，「ガード下のパンパン娘たち

の声」という一次的現実の中でも，極めつきの
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生々しい現実であったことである。藤倉によれ

ば『ガード下の娘たち』は関係部課長の事前審

査で「行きすぎである」という意見が出て危うく

「おくらになりかかった」。後に「今日NHKの花

形NO.1」と藤倉を持ち上げてみせた古垣専務

理事も47年12月の『放送文化』では「「闇の

女」はじめは非常に心配でした」と率直に述べ

ている75）。放送にゴーサインが出たのは，藤

倉によれば，この番組が「CIEお声がかりの

番組」であったからである76）。詳しい経緯は明

かされていないが，藤倉の後ろ盾であったハン

ターたちの奔走があったのだろう。

当初の予定より遅れて放送された『ガード下

の娘たち』は，しかし，放送史に残る大反響

を巻き起こした。内幸町のNHK放送会館には

放送を聞き逃したという新聞記者たちが「あの

録音を聞かせてくれ」と盛んにつめかけたとい

う77）。

番組放送直後に，藤倉が聴取者の反響につ

いて述べた文章を紹介しよう。

「『ガード下の娘たち』が放送されると果して

非常な反響を呼んで聴取者から多数の投書を

戴いた。中には『青少年の不良化をどうして防

ぐか』と云う主題からかけはなれて一定のモラ

ルがなかったと云う評もあったが，今までの放

送の形式を破って自由奔放な味を出したものだ

と云う点で，一致して認められたことは，私た

ちの非常な喜びであった78）」

藤倉はこの文章を次のように締めくくってい

る。

「アナウンサーとしては，今までの型に嵌った

スタジオアナウンスを脱却して，無念流ともい

う様な自由奔放なわざとらしさのない話術の研

究に精通したいと念願するものである」

藤倉は，『ガード下の娘たち』での自分の仕

事を，「自由奔放なわざとらしさのない話術」，

つまり市井の人々の生き生きとした声を引き出す

『街頭にて』以来の柔軟なインタビュー術の延

長線上に認識していたようである。最初の「録

音構成 」は，外出録音でのインタビュー術

（「チャンバラ放送」）を極めようとする藤倉修一

というアナウンサーの実践の中から誕生したと

言えよう。「録音構成」がNHKのテレビ・ドキュ

メンタリーの源流であるならば，この『ガード下

の娘たち』こそ，NHKドキュメンタリーという壮

大な番組領域のはじめの一歩であった。しか

し，藤倉本人にそんな自覚はなかった。まだ

「ドキュメンタリー」はもちろん「録音構成」と

いう言葉さえ浸透していない時代である。藤倉

にとって『ガード下の娘たち』は，相手の「話

の流れ」に合わせて柔軟にインタビュー取材し，

構成では「ありのまま」を尊重する，一本の

「チャンバラ放送」であった。前項（5-3）に述

べたようにこの番組は取材，構成に多くの藤倉

ならではの個性が発揮されている。しかし，そ

れらは相手の出方に融通無碍に対応するいわ

ば「受け」の芸であった。制作主体自ら「無念

流」と称するこの構えのなさが，日本最初の

「録音構成」が持つ独特の特徴である。

『ガード下の娘たち』の成功の後，藤倉はお

世辞抜きに「今日NHKの花形NO.1」と呼ぶべ

き存在になった。1947年11月，『ガード下の娘

たち』に対してNHKは「編成局長賞」を与え

ている。藤倉の「冒険」は成功し，録音で一

次的現場に生々しい一次的現実を探る藤倉の

「チャンバラ放送」（＝「録音構成」）はNHKの

中で認知されたと言えよう。同じ47年11月か
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ら藤倉は，これも大人気となったクイズ番組

『二十の扉』（1947～60）の司会を務めるよう

になる。藤倉はこの『二十の扉』の司会を受け

ると同時に『街頭録音』の担当を離れた。藤

倉が去った後の『街頭録音』は，議題に即した

人々の言論を「平等」にオムニバス形式で放送

するという当初の路線に戻っている79）。

藤倉が『街頭録音』を去ったのは，もちろ

ん，「録音構成」を断念したからではない。そ

うではなく，もっと全面的に『ガード下の娘た

ち』のような番組を作りたいと思ったからであ

る。『ガード下の娘たち』の成功を受けて既に

47年7月，藤倉をインタビュアーとする「録音

構成」初の定時番組枠が設けられていた。番

組名を『社会探訪』という80）。藤倉はこの番

組を舞台に，自分とはまた違う資質の仲間を得

て，時に破天荒とさえ言える「録音構成」を量

産していくのである。

6 この稿でわかったこと

筆者は，NHKドキュメンタリーの源流部をな

すと考えられるラジオの「録音構成」の解明を

志した。戦後すぐから1950年代末ごろまで隆

盛した「録音構成」とその周辺番組について，

主としてその番組内容から見た歴史的展開を体

系的に記述したいと考えている。

本稿はその第一歩として初期『街頭録音』を

検討し，番組内容の特徴を示しながら，最初の

「録音構成」が発生するに至るまでの展開を記

述した。これまで，個々の番組内容を歴史の

中に位置づけて記述する方法は確立されてい

なかったので，本稿は本稿なりの方法を提起

した。

本稿が提起したのは，番組内容とそれが帯

びる歴史的文脈とを一体的に記述する方法で

ある。すなわち，ある一本の社会番組の内容

（X）と，その番組がそこから題材を得た，そ

の時代の特定の現実（Y）と，番組制作主体

（Z）という，相互に密接に関係し合う三者に

ついて，その歴史的展開の一体的な記述を試

みたのである。

この記述の中で本稿では，「録音構成」とそ

の周辺番組の中で重要と考えられる個別番組

の分析を行った。この分析のために本稿は3-3

に示したようないくつかの分析指標を設定し

た。これらは大まかには制作主体（Z）を主語

にした，企画から取材，演出に至る番組制作

プロセスの流れに沿うものである。本稿はこれ

らの指標を用いて，個々の番組における，制

作主体の属性（Ⅰ），取材のあり方（Ⅱ），題材

の属性（Ⅲ），演出のあり方（Ⅳ）を分析して

いった。

そして，この作業の結果，本稿は『街頭録

音』の展開の中で生まれた『街頭録音　ガード

下の娘たち』という番組が日本で最初の「録音

構成」であることを示し，さらに「録音構成」

としてこの番組が持つ個性を記述したのであ

る。

以下，本稿でわかったこととして，番組内容

から見た，初期『街頭録音』の歴史的展開を

簡単に振り返っておこう。それは，5-3に示した

「録音構成」のア～ウの三要件を順番に獲得し

ていくものであったと言える。

まずア：民主主義および広い意味での近代
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主義を根づかせ推進する趣旨の下，制作された

社会番組であるという要件である。

初期『街頭録音』は，まず何よりも占領軍＝

CIEが指示した「民衆へのマイクの開放」を実

行して，民衆の声を「下から上へ」汲み上げた

社会番組であった。『街頭にて』では，その声

を必ずしも生き生きとした形で番組に取り込む

ことができなかったが，『街頭録音』となって

1946年の秋ごろ『街頭録音』で「場の力」を

借りた収録スタイルが定まると，敗戦後の混乱

と困窮の中を懸命に生きる人々の声が噴出し

た。CIEの担当将校であったハンターが言った

ように，この番組はまさに「言論の自由が日本

に於いて現実に存在することを日本国民に知ら

しめる」画期的な社会番組となった。中でも社

会の混乱と生活の困窮の中で，いわば生存を

賭けて放たれた市井の声の数々は強い主体性

を帯び，この番組の大きな魅力を形成してい

る。

次にイ：題材の取り込みに録音を用いるとい

う要件である。

1945～47年当時，社会番組の題材取り込

み方法には投書や脚本によるものもあったが，

初期『街頭録音』は，これを録音によって行う

ことを所与の条件とする，いわば「社会番組

録音派」であった。録音の採用は，番組制作

に甚大な影響を与えている。一つは，録音が

必ずオリジナルな音声に接することを必要とす

ることから，制作主体がマイクを持って現場に

行くことが必須になったことである。そしてもう

一つは，録音によって取り込まれた題材が，非

言語的な情報も含めた現実の複製ならではの

魅力を帯びていて，そこから題材の「ありのま

ま」を尊重する演出態度が育ったことである。

録音によって得られた題材は，しばしば他に何

も足さなくてよいほどに魅力的であった。

最後にウの要件の獲得について述べよう。ウ：

一次的現場に一次的現実を取材していて，制

作プロセスに制作主体の自由裁量領域が広く

存在する，という要件である。

藤倉修一が『ガード下の娘たち』で行ったこ

とは，言ってみればそれまでの『街頭録音』の

フォーマット崩しであった。市井の人々の声を

録音で捉えるという基本線（要件ア，イ）は変え

なかったが，藤倉はガード下に生起する一次的

現実を取材することを決断して，それまでの

『街頭録音』が題材選別ルールとして掲げてい

た議題を棚上げした。これによって取材現場

は制作主体と取材対象に何の約束事もない一

次的現場となり，藤倉はそこに「この現実は何

なのだろうか」という根本的な問いとマイクだけ

を持って入っていった。番組は一次的現場の一

次的現実を描くものに変わり，その制作過程

の中で，取材と演出に制作主体の広大な自由

裁量領域が成立したのである（要件ウ）。ここ

において，ア～ウの要件を全て満たす最初の

「録音構成」が発生した。

最後に最初の「録音構成」としての『ガード

下の娘たち』の個性について簡単に述べよう。

この番組では，「相手の話の流れ」に乗って生

き生きとした声を得ようとする柔軟なインタ

ビュー取材と，題材の「ありのまま」を尊重す

る演出態度，また番組の最後に提出された「わ

りきれないものをわりきれないままに」示すメッ

セージなどにこの番組ならではの個性が発揮さ

れている。
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7 結びにかえて

「録音構成」の歩みを記述する筆者の試みは

始まったばかりである。今回本稿が記述したの

は，初期『街頭録音』が最初の「録音構成」

を生み出すまでであり，3-1に示した区分で言

うと番組群Aの前半部の展開にすぎない。こ

れに続く後半部の展開を次稿に期したい。

最初の「録音構成」である『ガード下の娘た

ち』が誕 生した後，NHKには『社会探訪 』

（1947.7～51.12，前身の『世相録音』は47.5

～47.6）という「録音構成」初の定時番組が

生まれた。インタビュアーは藤倉修一である。

この番組は48年ごろをピークに大きな人気を博

したが，49年以降徐々に番組内容に力を失っ

て，51年に終了する。この歴史的展開と，そ

の節目節目に現れた番組内容の特徴は極めて

興味深いものである。

本稿の結びにかえて，『社会探訪』の展開を

展望する視点を一つだけ示しておこう。

前記したように，『ガード下の娘たち』を「録

音構成」にした決定打は，制作主体が一次的

現場に一次的現実を取材するようになったこと

である（「録音構成」の要件ウ）。このことは後

代の社会番組に極めて大きな影響を与えた。

簡単に言うと，このことによって社会番組の取

材現場と取材対象が飛躍的に拡大したのであ

る。

『ガード下の娘たち』では，藤倉が「ここで

取材しよう」と決めた瞬間，有楽町のガード下

が取材現場になり，そこにいたおときさんたち

が取材対象になった。このやり方を認めてしま

うと，ある程度の社会的関心を引くであろう現

実が生起する場所は，基本的に日本中どこで

も社会番組の取材現場となる可能性を持ってし

まう。またその現場に関わる人たちは誰でも取

材のマイクを向けられる可能性を持ってしまう

のである。実際その後の展開は，その通りに

なった。『ガード下の娘たち』の成功を受けて

新設された『社会探訪』は，この一次的現場を

「探訪」して，そこにある一次的現実を描く定

時番組であった。そして，このタイプの社会番

組は『社会探訪』が終了した後も，NHKの中

で絶えることなく現在に至るまで続いている。

『ガード下の娘たち』は，NHKの社会番組がそ

の取材現場と取材対象を爆発的に広げるはじ

めの一歩となった番組である。

実はこうした取材方法は，既に以前から新聞

記者が行っていたことであった。5-1に示した

録音の中で，藤倉の質問に接した「パンパン

娘」がすぐさま『新聞社なの？ ダメだ，新聞社

なんか嫌いだオレは』と反応していることがこ

のことを示している。しかし，放送の領域，な

おかつ，録音を伴う社会番組の領域で，制作

主体が自由自在に取材現場の設定を行ったの

は，この『ガード下の娘たち』が初めてであっ

た。

取材現場と取材対象の爆発的拡大は，当

然，社会番組に大いなる発展をもたらしたと言

えよう。少し先取りするが，『社会探訪』は，

『ガード下の娘たち』と同じように「こんなとこ

ろがあったのか」，「こんな人がいたのか」とい

うことを，聴く者に毎回のように示してくれる番

組であった。聴く者は，多かれ少なかれ驚きを

もって，番組が提示する新鮮な現実に耳を傾

けた。そうした番組作りが可能になったのは，
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制作主体が，ある程度の社会的関心を引くで

あろう現実が生起する場所なら基本的にどこに

でも，取材に赴くことができるようになったか

らである。言い換えれば，社会番組の制作主

体は偶然性と不確実性に満ちた多様な一次的

現場にアクセスできるようになり，その現場の

「豊かさ」に依拠して多くの魅力的な番組を作れ

るようになったのである。

しかし，「偶然性と不確実性に満ちた多様な

現場」は不変ではない。むしろ時代の移り変

わりの中で絶え間なく変化していく。たとえば，

初期『街頭録音』の中にしばしば現れ，番組

に強い魅力を与えていた『政府は私たちに闇を

せずに死ねとでも云うのですか』といった市井

の人々の生存を賭けたような声は，社会の混乱

と生活の困窮が収束していくと徐々に聞かれな

くなっていった。もし，戦後の混乱が一応の収

束を見せた後も，制作主体がこうした声を求め

続けたとすれば，その番組は「ネタ枯れ」に見

舞われただろう。社会番組は，一次的現場へ

の自由なアクセスを得，その「豊かさ」に依拠

するようになった分，こうした現場の変化に直

接的にさらされるようになったのである。

『ガード下の娘たち』に続く発生期「録音構

成」（つまり『社会探訪』）の展開をリードした

制作主体は，藤倉修一とその何人かの仲間た

ちである。必ずしも同じ資質を共有しないこの

仲間たちは，誕生したばかりの「録音構成」の

制作にそれぞれの個性を注ぎ込み，この番組

を人気番組にしていった。しかし一方で，一次

的現実に深く依拠するようになったこの番組

は，1947年から51年の間に起こった社会の変

化の影響を強く受けることになった。この社会

の変化は，『社会探訪』という番組が帯びた強

い魅力の形成にも，またその魅力が徐々に色

褪せていったことにも，大きな影響を与えたと

考えられる。

筆者に次稿を書く機会が与えられるなら，そ

れは1947～51年という時代において，その時

代の特定の現実（Y）がどのように変容し，そ

の中で制作主体（Z）がどうふるまい，節目節

目にどんな特徴を持つ「録音構成」（X）が制

作されたかを示すものとなるだろう。

 （みやた あきら）

表1　初期『街頭録音』の番組資料

No. 放送日 放送時刻 副　題 資料元 内　　容

1 46･6･3
12：30

〜

13：00

貴方はどうして食べ
ていますか イ

【藤倉（1948）64−65，128】『街頭録音』の記念すべき第1回。「当時
の食うことは今日の場合とは大違いで……正に生きるか死ぬか……二千万人
餓死と云うことがまじめに論じられて道行く人々の顔にも生色がなかった頃であ
る」。マイクを向けると「ピストルでもつきつけられたように飛び上がって逃げてい
く」ので2時間近く録音してわずか6人の意見しか聴くことができなかった。「一
体，この放送は日本で成功の見込みがあるのだろうか。考えれば考える程ユー
ウツであった」。

2 46.12.17
12：30

〜

13：00
都会から農村に望む イ

【藤倉（1948）79−82】東京銀座・資生堂前で収録。『農家は今，簞笥
の中から，カマスの中まで新円をつめ込んで，ニタニタしているそうですがこの金
たるやですな，食生活になやむ我々都会人の血の出るような懐の中からしぼりあ
げたものでして……』

3 46.12.19
12：30

〜

13：00
農村から都会に望む イ

【藤倉（1948）83−86】福島県下の大きな農家の庭先にて収録。200名
近く集まる。『一体，肥料が足んねえのは都会の工場の働きが足んねえからだ。
ストライキをやったり，肥料さヤミで流したりして，全く良くねえこンだと思う』。
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4 47･2･4
21：30

〜

22：00

魚の問題について
（二）―築地東京中
央市場にて―

イ

【藤倉（1948）86−91】東京築地・中央卸売市場で収録。『東京都だけ
公定価格（丸公）がやかましいから魚はみんな地方に逃げちゃうんだ。……チョ
ット川を越して赤羽の先（埼玉県）へ行けば魚は高いが何だってある』，『丸公
を撤廃すれば魚はどんどん出るよ』，『そうだそうだ』，『その通り』。

5 47･2･11
21：30

〜

22：00

魚の問題について
（三）―尾道市吉和
町にて―

イ

【藤倉（1948）92−93】広島県の漁村，尾道市吉和町で収録。『生活必
需品がヤミで高いのに，魚だけ丸公にしろと言ったって無理ですョ。……米でも
塩でも酒でも何でも丸公で買える様にしてくれなくては不公平でしょう』（おかみさ
んが広島弁で）。

6 47･4･15? 不明

青少年の不良化をど
うして防ぐか　その
一　多摩の少年た
ち

イ

【藤倉（1948）97−102】八王子の多摩少年院に取材。『歌を唄わせてく
れ』という少年たちの要望にこたえて院内で「のど自慢音楽会」を挙行。「強
窃盗前科何犯と云う肩書を持つ不逞の少年たちが声をはずませて唄う「東京の
花売り娘」や「啼くな子鳩よ」をきき乍ら，僕は不思議な感情がこみ上げてきて
不覚にも涙を流していた」。番組確定表では放送日，放送時刻を確認できず。

7 47･4･22
21：30

〜

22：00

青少年の不良化をど
うして防ぐか　その
二　ガード下の娘た
ち

ア

【未編集素材の音源：16’36’】【藤倉（1948）103−113】パンパンと呼
ばれる「闇の女」の生態を，有楽町駅付近ガード下の暗闇にマイクをしのばせ
て録音。途中，一帯の女たちを取り仕切る「らく町のおときさん」が登場して配
下の娘たちの境遇を悪びれることなく語る。放送後圧倒的な反響があり，「らく
町のおときさん」は有名人になった。

8 47･4･29
21：30

〜

22：00

青少年の不良化をど
うして防ぐか　その
三　司法大臣街に
立つ

イ

【藤倉（1948）113−116】木村司法大臣が登場。街頭の浮浪児を見て
『諸君こういう可哀そうな子供を一日も早く何とかしなくてはなりません』。群衆は
子供が悪くなるのは社会が悪いから，社会が悪いのは政治が貧困だからと大臣
を責める。

9 47･5･20
21：30

〜

22：00

婦人の声―母と子
の問題 イ

【藤倉（1948）126−127】新宿で女性ばかり500人が集まっての街頭録
音，加藤静江，河崎ナツ，宮城タマヨも参加。『牛乳の横流れ防止を』，『働く
婦人のため託児所を』，『家庭婦人に生理休暇を』……。

10 47･6･3
21：30

〜

22：00

貴方はどうして食べ
ているか？ イ

【藤倉（1948）128−155】『街頭録音』一周年記念作。銀座・有楽町
界隈をマイクで流して様々な人に今の月給を聞く。国鉄の女性駅員580円，宝
くじの売り子をする大学生は一日50円，三菱銀行の窓口行員5,000円，ダン
スホールのNo.1踊り子2万円，朝日新聞社の印刷所の職工2,000円，警察
官2300円，闇煙草売りのおばさん一日150円……。

11 47･6･24
21：30

〜

22：00

経済緊急対策に就
て イ

【藤倉（1948）171−178】『街頭録音』第86回。戦後第1回の国会開
院式を同日にすませた片山首相と，和田経済安定本部総務長官が街頭に現れ
大衆の質問に答える。銀座は「空前絶後の人出」で電車も自動車も止まった。

「一国の総理が直接，街に出て国民の声を聞くと言うことだけでも……国民に与
えた心理的効果は非常に大きかったと思う」 。

12 47･7･3 
19：30

〜

20：00

民法改正をめぐる夫
婦の問題について イ 【藤倉（1948）124−125】ある中年の奥さん『私は夫婦同権には反対で

す。実際上，夫婦を同権にしたら家庭はうまくいきません』。

13 47･8･7
19：30

〜

20：00

車中録音六〇五列
車后八時発 イ

【藤倉（1948）156−170】上越線，上野・新潟間の夜行列車。往路は
新潟方面に米を買い出しに行く集団闇屋の一人に隠しマイクでインタビュー。
安値で買い付けできる村，警察の摘発の逃れ方……。帰路では，警察がヤミ
米一斉検査。警『これは何ですか，この木箱は，道具入れと書いてあります
ね』，男『えーと，米です』，警『こういうものを持っているのは具合が悪いです
ネ，……長岡駅で降りてください，米はお預かりします』。

14 47･9･2
12：30

〜

13：00

婦人の声　台所か
ら見た耐乏生活―
渋谷駅前にて―

イ

【藤倉（1948）125−126】50歳くらいの婦人：『今の配給で親子六人が
生きて行けますか。私達は何にも欲得や，もの好きで買い出しをやっているので
はありません。混雑する乗物で死ぬ思いで，田舎から，ようやく買って来た少し
ばかりのお米や，お藷を警察の方は統制違反だといって訳も聞かずに取り上げ
てしまう……。一体政府は私たちに闇をせずに死ねとでも云うのですか……』。

※
15 49・12・20

21：00

〜

21：30

私たちはこんな希望
を持っている―長崎
浦上山里小学校校
庭（原爆爆心地 ）
原爆被災児童の声
―

ア

【完成版28’28’’】長崎の爆心地の小中学校の生徒たちに，今年嬉しかった
こと，今の希望，将来どんな人になりたいかをきく。子どもたちはわれもわれもと
元気に発言する。『（窓にガラスが入っていなくて寒いので）窓もきちんとはまり
勉強のしやすい学校にしてほしい』。母と姉，二人の兄を原爆と戦争で亡くした
女の子は『冷戦をやめてほしい』。将来なりたいのは，医者，（湯川博士のよう
な）科学者，野球選手，学校の先生，自動車の運転手，映画俳優，新聞記
者……。

※
16 52･3･4

21：15

〜

21：45

日米行政協定をめぐ
って―丸ビル正面― ア

【完成版：29’10’’】治外法権などの点で『不満足』の声多い。『これでは日
本は植民地』，『アメリカは民主主義の擁護者ではなかったか？治外法権は大い
に不満』，『現在の国情ではまずこの程度で仕方がない』，『米国と従属被従属
の関係になるべきでない，戦争の危険が増える』……。発言者は全員男，演
説絶叫調がほとんど。

※15，※16は本稿に言う初期『街頭録音』ではないが，番組全体が音源として残っており，オムニバス形式の『街頭録音』の基本スタイルを知る貴重な資料とし
てここに示した。「資料元」アは音源が残っているもの，イは藤倉修一の書籍『マイク余談』（藤倉（1948））で言及されているもの。なお放送波は全て第一放送
である。
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表2　初期『街頭録音』放送記録（1945.9〜47.12）
「番組確定表」より原文のまま抜粋，番組名，副題，担当者の記載内容は一部藤倉の『マイク余談』と食い違うところがある。本文では
藤倉の『マイク余談』の記事内容を優先した。●は判読できなかった文字。★は表1の番組資料で言及されているものである。

放送日 放送時刻 番組名 副　　　題 担当者

1945.09.29（土） 19：30−21：00 街頭にて 副題なし

10.03（水） 19：00−21：00 街頭にて 副題なし

10.04（木） 19：00−20：40 街頭にて 副題なし

10.10（水） 19：00−21：00 街頭にて 副題なし

10.15（月） 12：45−13：00 街頭にて −東京帝大●−

10.17（水） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

10.19（金） 12：45−13：00 街頭にて −新宿−

10.22（月） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

10.24（水） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

10.26（金） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

10.29（月） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

10.31（水） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.02（金） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.05（月） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.07（水） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.09（金） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.12（月） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.14（水） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.16（金） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.19（月） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.21（水） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.23（金） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.26（月） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.28（水） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

11.30（金） 12：45−13：00 街頭にて 副題なし

12.03（月） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.05（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.07（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.12（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.14（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.19（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.21（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.26（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

12.28（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1946.01.02（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1.04（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1.09（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし
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放送日 放送時刻 番組名 副　　　題 担当者

1.11（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1.16（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1.18（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1.23（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1.25（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1.30（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

1946.02.01（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

2.06（水） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

2.08（金） 12：30−12：45 街頭にて 副題なし

2.13（水） 12：30−12：45 街頭にて 鉄道運賃の値上げについて

2.15（金） 12：30−12：45 街頭にて 鉄道運賃の値上げについて 長澤

2.18（月） 12：30−12：45 街頭にて 隠匿物資について 長澤

2.20（水） 12：30−12：45 街頭にて 隠匿物資について 長澤

2.22（金） 12：30−12：45 街頭にて 公職追放に就いて 長澤

2.25（月） 12：30−12：45 街頭にて 公職追放に就て 長澤

2.27（水） 12：30−12：45 街頭にて 経済緊急對策に就て（一） 長澤

3.01（金） 12：30−12：45 街頭にて 経済緊急對策に就て（二） 長澤

3.04（月） 12：30−12：45 街頭にて 新円交換並インフレと生活の問題について（一） 長澤

3.06（水） 12：30−12：45 街頭にて 新円交換並インフレと生活の問題について（二） 長澤

3.08（金） 12：30−12：45 街頭にて 食糧並に物資の生産と出廻りについて 木村

3.11（月） 12：30−12：45 街頭にて 食糧並に物資の生産と出廻りについて 木村

3.13（水） 12：30−12：45 街頭にて 政府発表憲法草案について 石毛

3.15（金） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

3.18（月） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

3.20（水） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

3.22（金） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

3.25（月） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

3.27（水） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

3.29（金） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

4.01（月） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

4.03（水） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

4.05（金） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

4.08（月） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

4.10（水） 12：30−12：45 街頭にて 新圓生活について 内田

4.12（金） 12：30−12：45 街頭にて 新圓生活について 内田

4.15（月） 12：30−12：45 街頭にて 宗教の自由について 小林

4.17（水） 12：30−12：45 街頭にて 総選挙の結果について 小林

4.19（金） 12：30−12：45 街頭にて 総選挙の結果について 長澤

4.22（月） 12：30−12：45 街頭にて 教育の自由 長澤
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4.24（水） 12：30−12：45 街頭にて 婦人と選挙 松田

4.26（金） 12：30−12：45 街頭にて 選挙について婦人の聲を訊く

4.29（月） 12：30−12：45 街頭にて 男女の権利平等について

5.06（月） 12：30−13：00 街頭にて 食糧危機突破対策について 木村

5.13（月） 12：30−13：00 街頭にて 新内閣に誰が樹つか 松田

5.20（月） 12：30−13：00 街頭にて 新内閣に何を期待するか 小林

5.27（月） 12：30−13：00 街頭録音 新内閣に對する意見をきく 長澤

★　　6.03（月） 12：30−13：00 街頭にて あなたはどうして食べていますか 飯島

6.10（月） 12：30−13：00 街頭にて 交通難について

6.17（月） 12：30−13：00 街頭にて 住宅問題について

6.24（月） 12：30−13：00 街頭にて あなたは家計をどうしていますか 飯島

7.01（月） 12：30−13：00 街頭にて 政府の経済施策を●く 飯島

7.08（月） 12：30−13：00 街頭にて 副題不明

7.15（月） 12：30−13：00 街頭にて 副題不明

7.23（火） 12：30−13：00 街頭にて 副題不明

7.30（火） 12：30−13：00 街頭にて 副題不明

8.06（火） 12：30−13：00 街頭にて 副題不明

8.13（火） 12：30−13：00 街頭にて 今後のスポーツについて　−銀座資生堂前− 藤倉

8.20（火） 12：30−13：00 街頭にて 副題なし

8.27（火） 12：30−13：00 街頭にて 失業問題について　−銀座資生堂前にて− 藤倉

9.03（火） 12：30−13：00 街頭にて 家族制度について−銀座資生堂前にて− 藤倉

9.10（火） 12：30−13：00 街頭にて 最近の議會の討論を中心にして　−東京銀座資生堂前にて− 藤倉

9.17（火） 12：30−13：00 街頭にて 副題なし

9.24（火） 12：30−13：00 街頭にて 引揚者，復員者の援護をどうするか 藤倉

10.01（火） 12：30−13：00 街頭にて 男女の共学について　−東京銀座資生堂前にて− 藤倉

10.03（木） 12：30−13：00 街頭にて 被災都市の復興について　−横濱伊勢佐木町松喜屋前にて− 藤倉

10.08（火） 記載なし

10.10（木） 記載なし

10.15（火） 記載なし

10,17（木） 記載なし

10.22（火） 記載なし

10.24（木） 記載なし

10.29（火） 12：30−13：00 街頭にて 新聞放送ゼネスト問題について　−東京銀座にて− 藤倉

10.31（木） 12：30−13：00 街頭にて 放送協會のストライキを顧みて　−東京銀座資生堂前にて− 藤倉

11.05（火） 12：30−13：00 街頭にて 副題不明

11.07（木） 12：30−13：00 街頭にて 戦災孤児の救援について　−上野京成聚樂前− 藤倉

11.12（火） 12：30−13：00 街頭にて 新憲法について（一）　−銀座資生堂前にて− 藤倉

11.14（木） 12：30−13：00 街頭にて 新憲法について　−新宿オリンピック前にて− 藤倉

11.19（火） 12：30−13：00 街頭にて 服装について　東京銀座資生堂前
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11.21（木） 12：30−13：00 街頭にて 男性から女性に望む　−横濱市伊勢佐木町三丁目松喜屋前− 藤倉

11.26（火） 12：30−13：00 街頭にて 女性から男性に望む　−東京銀座資生堂前にて− 藤倉

11.28（木） 12：30−13：00 街頭にて 新憲法について　−大阪心斎橋北詰大和蘭前にて−　内田アナウンサー 内田

12.03（火） 12：30−13：00 街頭にて 越冬對策について　−銀座資生堂前− 藤倉

12.05（木） 12：30−13：00 街頭にて 新憲法に就いて　−名古屋にて− 藤倉

12.10（火） 12：30−13：00 街頭録音 今議會の問題を中心にして　−銀座資生堂前にて− 藤倉

12.12（木） 12：30−13：00 街頭録音 新憲法について　−大阪市心斎橋前にて− 藤倉

★　  12.17（火） 12：30−13：00 街頭録音 都会から農村へ　−銀座資生堂前にて− 藤倉

★　  12.19（木） 12：30−13：00 街頭録音 農村から都会へ　−福島県伏●村にて− 藤倉

12.24（火） 12：30−13：00 街頭録音 新憲法について　−仙臺北一番町カネボウ前にて− 藤倉

12.26（木） 12：30−13：00 街頭録音 年の暮をどうすごすか　−新宿オリンピック横にて− 藤倉

12.31（火） 12：30−13：00 街頭録音 昭和二十一年を顧みて　−銀座資生堂前にて 藤倉

1947.01.02（木） 12：30−13：00 街頭録音 新年への希望　−日本橋三越廣場にて− 藤倉

1.07（火） 21：30−22：00 街頭録音 副題不明

1.09（木） 12：30−13：00 街頭録音 男女交際について　−横浜市伊勢崎町松喜屋前− 藤倉

1.14（火） 21：30−22：00 街頭録音 警察制度について　−銀座資生堂前−

1.16（木） 12：30−13：00 街頭録音 警察制度に就て　−銀座資生堂前にて− 藤倉

1.21（火） 21：30−22：00 街頭録音 最近の放送に就て　−銀座資生堂前にて− 藤倉

1.23（木） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明

1.28（火） 21：30−22：00 街頭録音 官公吏に望む　−日本橋三越にて− 藤倉

1.30（木） 12：30−13：00 街頭録音 魚についてのいろいろの問題　−宮城縣石巻市にて−

★　　2.04（火） 21：30−22：00 街頭録音 魚の問題について　−築地東京中央市場にて− 藤倉

2.06（木） 12：30−13：00 街頭録音 改造内閣に何を望むか　−浅草大勝館前にて− 藤倉

★　　2.11（火） 21：30−22：00 街頭録音 魚の問題（三）　−尾道市吉和町にて− 藤倉

2.13（木） 12：30−13：00 街頭録音 電力問題について　−日比谷インテリゲント前にて−　 藤倉

2.18（火） 21：30−22：00 街頭録音 （七）新憲法について　−廣島市金座通りにて−　 藤倉

2.20（木） 12：30−13：00 街頭録音 青少年の教育について　−銀座資生堂前にて−　 藤倉

2.25（火） 21：30−22：00 街頭録音 新憲法に就て　−札幌市狸小路明治製菓にて− 藤倉

2.27（木） 12：30−13：00 街頭録音 どうしたら経済復興を計れるか　−銀座資生堂前にて− 藤倉

3.04（火） 21：30−22：00 街頭録音 追放令に就て　−銀座資生堂前にて− 藤倉

3.06（木） 12：30−13：00 街頭録音 放送に就いて　−浅草大勝館前にて− 藤倉

3.11（火） 21：30−22：00 街頭録音 国鉄に望む　乗客にのぞむ　−東京駅乗車口にて− 藤倉

3.13（木） 12：30−13：00 街頭録音 総選挙について　−銀座資生堂前にて− 藤倉

3.18（火） 21：30−22：00 街頭録音 −北海道美唄炭鑛にて−

3.20（木） 記載なし

3.25（火） 21：30−22：00 街頭録音 總選挙について（第二囘）　−衆議院にて− 藤倉

 3.27（木） 記載なし

4.03（木） 12：30−13：00 街頭録音 總選挙に就いて　−有楽町インテリゲント前にて− 藤倉

4.08（火） 記載なし



166│ NHK放送文化研究所年報 2016

放送日 放送時刻 番組名 副　　　題 担当者

4.10（木） 記載なし

★　　4.15（火） 記載なし

4.17（木） 記載なし

★　　4.22（火） 21：30−22：00 街頭録音 青少年の不良化を何うして防ぐか　−ガード下の娘達−　（有楽町ガード下） 藤倉

4.24（木） 記載なし

★　　4.29（火） 21：30−22：00 街頭録音 青少年の不良化をどうして防ぐか　−銀座資生堂前にて− 藤倉

5.01（木） 12：30−13：00 街頭録音 放送について　−銀座資生堂前にて− 藤倉

5.06（火） 19：30−20：00 街頭録音 新憲法に就いて　−熊本市手取本町収録− 藤倉

5.08（木） 12：30−13：00 街頭録音 新しい政局に何を望むか　−銀座資生堂前にて−　 藤倉

5.13（火） 21：30−22：00 街頭録音 良い子の街録　−日比谷舊音楽堂前にて− 澤枝

5.15（木） 12：30−13：00 街頭録音 農村の今後の問題　−埼玉縣入間郡大家村にて− 藤倉

★　　5.20（火） 21：30−22：00 街頭録音 婦人の声−　母と子の問題　−新宿駅前聚楽横− 藤倉

5.22（木） 12：30−13：00 街頭録音 物倒引下運動について　−銀座資生堂前にて−　 藤倉

5.27（火） 21：30−22：00 街頭録音 学生の問題　−お茶の水駅前にて− 藤倉

5.29（木） 12：30−13：00 街頭録音 学生の問題　−お茶の水駅前にて−　 藤倉

★　　6.03（火） 21：30−22：00 街頭録音 街頭録音一周年記念作　貴方はどうして食べているか（その一）　（銀座八丁
表通り） 藤倉

6.05（木） 12：30−13：00 街頭録音 最近の放送について　一，婦人の時間　二，学校放送　子供の時間　−新
宿聚楽前にて− 藤倉

6.10（火） 21：30−22：00 街頭録音 貴方は何うして食べているか（二）　−銀座八丁裏通りにて− 藤倉

6.12（木） 12：30−13：00 街頭録音 住宅難を何う解決するか　−新宿聚楽横にて−　 藤倉

6.17（火） 21：30−22：00 街頭録音 今後の宗教について　−銀座資生堂前にて− 藤倉

6.19（木） 12：30−13：00 街頭録音 親子の問題（民法）　−浅草大勝館前にて− 藤倉

★　　6.24（火） 21：30−22：00 街頭録音 経済緊急対策に就て　−資生堂前にて− 藤倉

6.26（木） 12：30−13：00 街頭録音 働く女性の問題　−東京芝浦電気工場にて− 藤倉

7.01（火） 12：30−13：00 街頭録音 食生活の改善について　−渋谷駅前にて− 藤倉

★　　7.03（木） 19：30−20：00 街頭録音 民法改正をめぐる夫婦の問題について　−日本橋三越にて− 藤倉

7.08（火） 12：30−13：00 街頭録音 今後の日本文化に就いて　−神奈川鎌倉市鎌倉駅前にて−　 藤倉

7.10（木） 19：30−20：00 街頭録音 石炭の問題　−日本橋三越石炭展覧会場にて− 藤倉

7.15（火） 12：30−13：00 街頭録音 野菜の出廻りについて　−神田青果市場にて− 藤倉

7.17（木） 19：30−20：00 街頭録音 京都労働大学開校をめぐって　−京都市中京區寺町御池市民会館にて− 内田

7.22（火） 12：30−13：00 街頭録音 放送について　−銀座資生堂前にて− 藤倉

7.24（木） 19：30−20：00 街頭録音 （九十三回）　新しい刑法について　−銀座資生堂前にて− 藤倉

7.29（火） 12：30−13：00 街頭録音 街の犯罪を何う防ぐか　−銀座資生堂前にて− 藤倉

7.31（木） 19：30−20：00 街頭録音 農村の声を聞く　−千葉県川間村にて− 藤倉

8.05（火） 12：30−13：00 街頭録音 食糧問題をめぐって　−新潟市古町通にて− 藤倉

★　　8.07（木） 19：30−20：00 街頭録音 車中録音六〇五列車后八時発　−上越線・上野・新潟間にて− 藤倉

8.12（火） 12：30−13：00 街頭録音 地方青年にきく　−茨城県下妻町にて− 藤倉

8.14（木） 19：30−20：00 街頭録音 終戦後二年を顧みて　−銀座資生堂前にて− 藤倉

8.19（火） 12：30−13：00 街頭録音 副題不明 藤倉
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8.21（木） 19：30−20：00 街頭録音 農地改革と協同組合について　−南多摩郡南村小学校にて− 藤倉

8.26（火） 12：30−13：00 街頭録音 貿易再開に就て　−横浜市伊勢佐木町通松喜屋前にて− 藤倉

8.28（木） 19：30−20：00 街頭録音 新しい刑事訴訟に就て　−日本橋三越前にて− 藤倉

★　　9.02（火） 12：30−13：00 街頭録音 婦人の声　台所から見た耐乏生活　−渋谷駅前にて− 藤倉

9.04（木） 19：30−20：00 街頭録音 新聞に望む　−銀座資生堂前にて−　 藤倉

9.09（火） 12：30−13：00 街頭録音 スポーツ放送について　−後楽園廣場にて− 藤倉

9.11（木） 19：30−20：00 街頭録音 水害地に聴く　−宮城県登米郡石越村にて−　 石毛

9.16（火） 12：30−13：00 街頭録音 官公吏に望む　−銀座資生堂前にて− 石毛

9.18（木） 19：30−20：00 街頭録音 農業協同組合に就て　−東京都北多摩郡村山村村田小学校にて− 石毛

9.23（火） 12：30−13：00 街頭録音 家庭教育について　−浦和駅前廣場にて− 石毛

9.25（木） 19：30−20：00 街頭録音 女性の声　−目白・日本女子大学校庭にて− 石毛

9.30（火） 12：30−13：00 街頭録音 民法改正をめぐる家庭制度について　−銀座資生堂前にて− 石毛

10.02（木） 19：30−20：00 街頭録音 インフレと貯蓄について（大蔵大臣出席）　−日本橋三越南口にて− 石毛

10.07（火） 12：30−13：00 街頭録音 利根決壊口附近に聴く　−栗橋上流五キロにて− 石毛

10.09（木） 19：30−20：00 街頭録音 経済白書をめぐる職場の声　−名古屋日本硝子株式会社にて− 石毛

10.14（火） 12：30−13：00 街頭録音 炭坑の国家管理について　回答者 伊藤卯四郎　司会 川崎アナウンサー 石毛

10.16（木） 19：30−20：00 街頭録音 鳥を愛しませう司会 寺内アナウンサー　−銀座資生堂前にて−　 石毛

10.21（火） 12：30−13：00 街頭録音 観光日本の在り方に就いて司会 川崎アナウンサー　−銀座資生堂前にて− 石毛

10.23（木） 19：30−20：00 街頭録音 民法改正をめぐる親と子の問題　−前橋市榎町にて− 石毛

10.28（火） 12：30−13：00 街頭録音 電力危機に當つて司会 川崎アナウンサー　−渋谷大林百貨店前にて− 石毛

10.30（木） 19：30−20：00 街頭録音 地下道の子供達　−上野駅地下道にて−　 石毛

11.04（火） 12：30−13：00 街頭録音 新憲法公布一年を顧みて　−銀座資生堂前にて− 石毛

11.06（木） 19：30−20：00 街頭録音 新しい警察について　−日本橋三越にて− 石毛

11.11（火） 12：30−13：00 街頭録音 野鳥の保護とかすみ網の禁止　−長野県木曾●●町にて− 石毛

11.13（木） 19：30−20：00 街頭録音 職場に聞く　−廣島市三原車輛にて− 石毛

11,18（火） 12：30−13：00 街頭録音 厚生寮の子供達　−目黒厚生寮にて− 石毛

11.20（木） 19：30−20：00 街頭録音 厚生寮の子供達　−目黒厚生寮にて− 石毛

11.25（火） 12：30−13：00 街頭録音 此の冬の燃料を何うするか　−荻窪駅前にて− 石毛

11.27（木） 19：30−20：00 街頭録音 民法改正をめぐる　家庭の問題について　−甲府市にて−　 石毛

12.02（火） 12：30−13：00 街頭録音 此の冬の燃料（二）　生産者の声　−山梨県北都留郡笹子村にて− 石毛

12.04（木） 19：30−20：00 街頭録音 最近の放送について　−江東楽天地・本所映画館前にて− 石毛

12.09（火） 12：30−13：00 街頭録音 民法改正をめぐる家の問題　−長野市長野駅前にて− 石毛

12.11（木） 19：30−20：00 街頭録音 新しい時代の恋愛と結婚について　−銀座資生堂前にて− 石毛

12.16（火） 12：30−13：00 街頭録音 鳥を愛しませう　−千葉県印幡郡八生村にて−　 石毛

12.18（木） 19：30−20：00 街頭録音 役所の窓口に望む　−足立區役所入口前にて− 石毛

12.23（火） 12：30−13：00 街頭録音 犯罪をなくしましよう　−銀座資生堂前にて− 石毛

12.25（木） 記載なし

12.30（火） 12：30−13：00 街頭録音 銀座から浅草から−銀座資生堂前にて−　浅草雷門黒田屋前にて− 石毛
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註：
1）宮田章（2014A）「シリーズ『日本の素顔』と戦後

近代　第1回　現実が「コンテンツ」になった時」
『放送研究と調査』8月号pp.24-57

2）田原茂行（2000）「「録音構成の魂」が生んだ映
像　吉田直哉と『日本の素顔 』」『新・調査情報　
passingtime』 （22）, pp.46-49

3）香川宏の「録音構成」についての言及は，放送人
の会編『放送人の証言』No.71，相田洋のそれは，
相田洋（2003）『ドキュメンタリー　私の現場：記
録と伝 達の40年』NHK出 版を参 照されたい。
1960年にNHKに入局した相田は「録音機を肩に
体験したことがその後の番組作りにとって私の基
礎体力となった」と述べている。（相田前掲書
p.39）。

4）NHKが編纂した『20世紀放送史』は，この『ガー
ド下の娘たち』を「ラジオ・ドキュメンタリー番組の
はしり」と記している（日本放送協会編（2001）

『20世紀放送史』上巻p.223）。
5）伊藤守（2015）「テレビ番組アーカイブを活用した

映像研究の可能性―分析方法・手法の再検討に
向けて」『社会学評論』65(4) p.548

6）工藤については是枝裕和（2012）「制作者研究
〈テレビ・ドキュメンタリーを創った人々〉第2回　
工藤敏樹（NHK）～語らない「作家」の語りを読
み解く～」『放送研究と調査』3月号pp.86-100を
参照されたい。

7）相田については，上記の著書（相田2003）の他，
伊藤守（2015）「制作者研究〈“過ぎ去らない”巨
匠たちの仕事場〉第2回　相田洋（NHK）～「昭
和」と「家族」を記録する番組工学者」『放送研究
と調査』3月号pp.2-25を参照されたい。

8）小倉については，桜井均（2012）「制作者研究〈テ
レビ・ドキュメンタリーを創った人々〉第1回　小倉
一郎（NHK）～映像と音で証拠立てる」『放送研
究と調査』2月号pp.2-21を参照されたい。

9）NHKの内部文書である「番組確定表」による。こ
の文書の性格については本文p.112を参照された
い。

10）放送人の会編『放送人の証言』No.19（小倉一郎
2002年1月13日インタビュー収録）。小倉はこの

『女囚』がよほど印象深かったらしく，NHK退職
時の講演などでもたびたび言及している。

11）ちなみに「録音構成」はテレビが放送の主軸となっ
た後も，NHKの中で細 と々ではあるが存続し，「録
音構成」の制作が放送番組制作の基礎であるとい
う意識が長く存在していた。たとえば，NHKの新

入職員はそれぞれの現場に配属される前に1～2
か月程度の研修を受けるが，ディレクター職とアナ
ウンサー職で採用された者は研修の中で「録音構
成」を制作した。この研修プログラムは80年代末
まで続いている。86年にNHKに入った筆者も研
修所で「録音構成」を作った。配属された沖縄局
にはデンスケ（「ショルダー」と呼ばれていた）と録
音テープの編集機があり，はじめて作った番組は
やはり「録音構成」であった。

12）南利明（1979）「泪のトレモロ―草創期の録音放
送」『文研月報』8月号pp.43-48

13）日本放送協会編（1948）『ラジオ年鑑昭和23年
版』p.31

14）同上p.15
15）『年鑑』において，大きな番組ジャンルを示す言葉

として「社会放送」の語が用いられるのは，1958
年4月から59年3月までを記述対象時期とする
1960年版が最後である。61～62年版では「社会
教育放送」という表現に変わり，それも63年版で
は消滅している。

16）庄司壽完（1950）「教養放送について　教養放送
の研究―社会放送篇―」『放送文化』12月号pp.6-
7

17）丹羽美之（2001）「テレビ・ドキュメンタリーの成立
−NHK『日本の素顔』」『マス・コミュニケーション研
究』（59）p.173。こうしたタイプのメッセージを発信し
ていた番組としてたとえば『時の動き』という社会
番組があった。宮田章（2015）「許可された自立～
占領期インフォメーション番組におけるメッセージ
の変容」『放送研究と調査』4月号pp.80-101を参
照されたい。

18）『放送文化』1948年5月号pp.11-13
19）『放送文化』誌上には単に『話』と記されているが，

『日本放送史』に「民主主義的なものの考え方」を
著名人が話すという内容の『朝の話』という番組
がある。こちらが正しい番組名と推定した。日本
放送協会編（1965）『日本放送史』上巻p.727。

20）『日本放送史』上巻p.711
21）宮田章（2014b）「シリーズ『日本の素顔』と戦後

近代　第2回　事実と理念の二重らせん～源流と
しての録音構成～」『放送研究と調査 』12月号
pp.22-69。また宮田（2015）前掲論文。   

22）『社会の窓』は1959～60年に第2期の放送があ
る。

23）『時の動き』は，1948年1月から52年6月まで制
作・放送された第1期（週1回30分番組），また
53年4月から53年10月まで制作・放送された第2
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期（週1回15分番組），また54年11月から58年3
月まで制作・放送された第3期（週4回15分番組）
があり，さらに59年度，また60年以降にも放送さ
れている（第4期，第5期）。各期は内容や演出形
式においてかなり異なっており，特に多様な演出形
式を採用して，インフォメーション番組の代表的存
在だった第1期と，基本的に録音構成形式を採用
した第2期以降はほぼ別番組と言えるものである。

24）『街頭にて』から『街頭録音』への改称時期につい
ては資料的に決め手がない。「番組確定表」（表2）
では，番組名を『街頭にて』とする表記が46年12
月まで存在している。本稿では藤倉修一（1948）

『マイク余談』隆文堂に依拠して，46年6月3日放
送の『あなたはどうして食べていますか』を『街頭
録音』の初回放送とし，それまでを『街頭にて』と
する。藤倉修一がこの回の放送から，この番組の
専任司会者兼プロデューサーとなったことの意味を
重く見るからである。なお南利明編（1992）『放送
史事典』学友会センターでは，『街頭録音』の初回
放送日を，放送日と放送尺が変わった46年5月6
日としている（同書p.138）。

25）「番組確定表」による。表2を参照されたい。
26）「番組確定表」は，放送前に制作現場から編成に

提出される「番組通知票」を反映したものであっ
て，正確には確定した放送記録ではない。番組通
知票が提出された後，急遽，別内容の番組が差
し替えで放送される場合があるからである。

27）たとえば吉田直哉にとって，テレビ・ドキュメンタ
リーは制作主体が抱いた仮説が現実によって検証
されていくそのプロセスを見せていくものであった。
吉田直哉（1960）「テレビ・ドキュメンタリーの構
成」『放送文化』2月号，「作業仮説―『日本の素
顔』を主材として―」と改題して吉田（1973）『テ
レビ，その余白の思想』文泉に所収pp.52-63。こ
の立場では，題材は仮説の検証のために制作主体
が注意深く選び取るものになるはずである。

28）本稿が取り扱う番組群Aでは，取材後のいわゆる
「後処理」作業の比重が小さく，取材中の制作主
体と取材対象とのやり取り（インタビュー）が取材と
演出を同時に兼ねることが多いので，指標Ⅱと指
標Ⅳの適用領域を明確に分別することが難しい。
本稿では，制作主体の取材行為の中にうかがえる，
題材を番組内にどう意味づけ位置づけるかという
ことに関わる態度を演出態度と見なし，指標Ⅳを
適用する。

29）本稿が提起した番組の記述方法は，制作主体を
主語とした番組制作プロセスに沿ったものであり，

その中でY：「その時代の特定の現実」は，もっぱ
ら番組に対する題材供給領域として捉えられてい
る。本稿の記述は基本的にこの捉え方を前提とす
るものである。これとは別にY：「その時代の特定
の現実」は，番組の「受け手」，すなわち聴取者・
視聴者としても捉えることができるだろう。題材供
給領域としてのYをY1とすれば，こちらはY2と呼
ぶことができる。この時成立する三角形XYZ（X，
Y2，Z）においては，Y2：「聴取者・視聴者」を
主語とする番組内容の読解や評価，番組内容およ
び制作主体への欲求・ニーズなど様々に有用な指
標を設けることができると考えられるが，本稿では
これらを体系的に取り扱うことはない。

30）宮田（2015）前掲論文を参照されたい。50年4
～6月に放送された『時の動き』というインフォメー
ション番組が伝えたメッセージ内容について分析し
たものである。

31）占領期の社会番組は，外在的に民主化等の理念
を掲げるだけでなく，国民の内面にまで立ち入って
その現実認知のあり方を規定しようとする側面を
持っていた。番組群Aでは，そうした性格は比較
的薄いが，1950年ごろまでの番組群Bはこの性
格が濃い。宮田前掲論文（2015）を参照されたい。

32）日本放送協会編（1965）『日本放送史 』上巻pp. 
460～462

33）南（1979）前掲論文p.45
34）『小倉一郎退職講演』（1984年5月31日）に円盤録

音機時代についての言及がある。「〈円盤〉から
ニューメディアまで―私のドキュメンタリー論」。こ
の資料は公刊されていない。

35）番組制作に関わるテクノロジーが番組内容に大き
な影響を与えた他の例としては，60年代後半以降，
映像と音声を同時収録する機材が普及し，テレビ・
ドキュメンタリーの制作手法に大きな影響を与えた
ことが挙げられる。

36）清水洋二（2007）「戦後危機と経済復興1　食糧
危機と農業復興」『日本経済史4　戦時・戦後期』
東京大学出版会pp.326-327，所収の表6-7「闇米
価格の動向」によった。

37）正村公宏「インフレーション（項目）」佐々木毅，鶴
見俊輔他編（1991）『戦後史大辞典』三省堂p.48

38）食糧不足は48年秋のコメの豊作によって一息つい
た。これ以降，闇米価格は公定価格の3倍強で推
移し，51年になると2倍を切ってくる（清水（2007）
前掲書pp.326-327）。またインフレは49年春以
降，ドッジラインによる金融引き締めによってほぼ
収束した。
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39）日本放送協会編（2001）『20世紀放送史』上巻
pp.221-225

40）藤倉（1948）前掲書p.62
41）同上
42）藤倉修一（1947）「柳の下のマイク―街頭録音の

話―」『放送文化』1月号p.28
43）藤倉（1948）前掲書p.64
44）同上
45）同上
46）同上
47）日本放送協会編（1965）『日本放送史』上巻p.722
48）藤倉（1948）前掲書p.61
49）藤倉（1948）前掲書p.1
50）言うまでもなく，この「言論の自由」に占領軍に対

する批判は含まれない。それは「ラジオコード」に
見える通りである。

51）この番組については竹山昭子の優れた研究があ
る。竹山昭子（2002）『ラジオの時代』世界思想
社pp.304-345。

52）「社会番組録音派」には，この『街頭録音』の他に
もう一つ『放送討論会』（1946～63，前身の『討
論会―天皇制について』は45.11）という重要な番
組があった。この番組も題材の取り込み方法とし
て録音を採用し，取材現場を持っていた。ただし
これは毎回の収録場所を日比谷公会堂に限定した
もので，『街頭録音』に比べると現実の偶然性・不
確実性への志向は弱かった。

53）占領期に制作・放送された『街頭録音』の完全版
としては52年3月4日に放送された『日米行政協定
をめぐって―丸ビル正面―』（表1-16）もあるが，こ
こではより46～47年に近いものとして，この番組
を検討する。

54）この特徴はここで検討した『私たちはこんな希望を
持っている』だけでなく，『日米行政協定をめぐっ
て』（52年3月4日放送，表1-16，完成版），『極
東国際軍事裁判（東京裁判）判決をきいて』（48
年11月16日放送，未編集素材51分50秒），など，
NHKアーカイブスに現存するオムニバス形式の『街
頭録音』の音源に共通するものである。

55）同上
56）このことは試合途中で時間が尽きたとして放送を

打ち切るプロ野球中継を思い起こせば容易に理解
できるだろう。多くのオーディエンスの最大関心で
ある勝敗の結果を放送しない番組構成は最悪と言
えるが，それが「現場の成り行き」によるものなら
しかたないのである。

57）もし可能であるとしても危険である。多くの場合そ

れは「捏造」の性格を帯びてしまうだろう。
58）この回の放送記録は「番組確定表」（表2）に掲載

されておらず，正確な放送日は不明である。ただし，
当初『ガード下の娘たち』の次に放送されるはず
だったこの『多摩の少年たち』が『ガード下の娘た
ち』の放送が遅れることによって，先に放送された
ことが藤倉の回想等からわかる。

59）藤倉（1947）「マイクを意識せぬ放送」『放送文化』
4月号pp.24-25

60）同上p.24
61）この番組は横浜市の放送ライブラリーにおいて一

般公開されており，試聴が可能である。
62）たとえばこの「未編集素材」には「らく町のおとき

さん」という呼び名は出てこないが，この番組の放
送後広く社会に流布したことは間違いない。前稿
で筆者はこれを，この番組の後追い取材をした新
聞，雑誌の記事によって流布されたものと推測し
たが，他にこの名を明かす録音素材があったか，
①～③の録音ブロックの間にナレーション等の形
で付加されたと考えた方がより自然であろう。「夜
嵐のアケミ」についても同様である。

63）なおブロック②の7分00秒付近と8分40秒付近，
またブロック③の13分36秒付近には明らかな編
集点があり，それぞれ1～3秒程度の間がある。し
かし録音内容的には連続しているので別ブロック
とはしなかった。

64）筆者は前掲宮田（2014b）p.31において，『街頭録
音　ガード下の娘たち』を15分番組とし，16分36
秒の「未編集素材」を15分に編集して放送したと
考えたが，これは「未編集素材」は実際の放送尺
よりも長いはずであるという思い込みと，『街頭録
音』と同系統の番組である『街頭にて』『社会探
訪』の放送尺が15分であることから生まれた誤り
である。これを本文のように訂正する。

65）藤倉修一（1951）「外出録音のアナウンス」『放送
文化』12月号pp.11-13。この文章は，藤倉が『社
会探訪』（1947～51）の終了に際して，『街頭録音』
以来の自分の外出録音番組の仕事をいわば総括し
たものである。

66）藤倉修一（1947）「マイクを意識せぬ放送」『放送
文化』4月号p.24

67）同上
68）藤倉修一（1951）前掲記事pp.11-13
69）このことはかつて丸山眞男が日本人の「古層」に宿

る「執拗な持続低音」として「つぎつぎになりゆく
いきほひ」を指摘したことを思い起こさせる。藤倉
流のインタビューの本質は，自分と相手との間に，
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この「つぎつぎになりゆくいきほひ」を探し当てる
ことだと言い換えられるのではないだろうか。丸山
眞男（1972）「歴史意識の［古層］」『忠誠と反逆』
に所収ちくま学芸文庫1992 p.402

70）もちろんこれはインタビューという間主観的な場に
おいて藤倉の問いによって引き出された「ありのま
ま」であり，取材対象の純然たる「ありのまま」で
はないことに留意しておかなければならない。た
だ，ある取材対象の「純然たるありのままの姿」と
いうのは具体的にどういうものであろうか。

71）2015年3月5日千代田放送会館で行われた「文研
フォーラム」の一プログラムとして「録音構成を聴く
会」を70人ほどの聴衆を集めて行った。この『街
頭録音　ガード下の娘たち』の他『社会の窓　冬
を迎えた引揚者』，『社会探訪　浅草のジャングル
を行く　その一』を聴いた。

72）このことはソクラテスが対話術（インタビュー）を用
いて自分たちが何も知らないこと，すなわち「無知
の知」に至ったことを思い起こさせる。　

73）この結論はあくまでも本稿が指定した「録音構成」
の定義に則るものである。本稿第2節において，
社会番組ではないことを理由に「録音構成」から
除外した，1930年代後半の録音構成形式をとる
叙景的な番組（本文p.105）については，番組資
料が得られれば，その内容を詳細に検討する必要
があろう。戦後の民主主義を背景にするという点
を除けば，30年代の録音番組と戦後の「録音構
成」の間の連続性は排除できない。たとえば『ガー
ド下の娘たち』における藤倉の前説，後説に見え
る叙景的な描写は，30年代の叙景的録音番組の
系譜を引いている可能性がある。

74）筆者の管見の限り，藤倉が番組構成について言及
している資料は当時，後年ともに存在しない。

75）「座談会昭和22年放送批評総まくり」での古垣の
発言『放送文化』1947年12月号pp.4-10

76）藤倉修一（1982）『マイク人生うらおもて』エイジ出
版p.106

77）藤倉（1948）前掲書p.113
78）藤倉修一（1947）「マイクを意識せぬ放送」『放送

文化』4月号p.25
79）『ガード下の娘たち』を制作・放送した後，藤倉は，

なお『街頭録音』の枠内で，「録音構成」の要件を
満たすと思われる新しいタイプの社会番組を制作
している。表1-13に挙げた『車中録音六○五列車
后八時発』（47年8月7日放送）は新潟行きのヤミ
米買い出し列車の様子を，その帰路に行われた警
察による一斉摘発の様子と併せて描いたもので，

ぜひ聴きたいと思わせる一本であるが，残念なが
ら音源も番組採録も見つけることができない。

80）正確には録音構成初の定時番組はこの2か月前の
47年5月に始まった『世相録音』である。『社会探
訪』はこの『世相録音』が模様替えする形（端的に
はインタビュアーを藤倉とすること）で7月からス
タートしたものである。筆者は『街頭にて』が『街
頭録音』の前身であるように，『世相録音』を『社
会探訪』の前身として捉えたい。

＊文中の出典記載のない写真はすべてNHKアーカイ
ブスより




