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放送草創期の番組表を
読み解く（2）
～番組表に見える時代の動き～

メディア研究部  宮川大介

はじめに
前回の「放送史料 探訪」（2016年11月号）

では，ラジオ放送開始当初の東京放送局の番
組内容を記録した『NHK確定番組』について，
実際の放送内容を忠実に再現した記録とは言
えないことを検証した。しかし，資料が少な
い放送草創期に，どのような内容の番組が放
送されたかを探る手がかりとしては非常に有
効な資料であることに変わりがない。
『NHK確定番組』は，ほぼ毎日の放送内容

が継続的に記録されているという他の資料と
は少々異なる性格を持ち，放送が社会とどの
ような関わりを持っていたのかを具体的な放
送番組から見ていくことができる。

今回も前回と同様，放送の草創期と言える
1930年までの5年間に絞って紹介する。

　
音楽番組を重視

1925（大正 14）年3月22日に「仮放送」を
開始した社団法人東京放送局は，芝の愛宕山
に局舎が完成するのを待って同年7月12日か
ら「本放送」を開始した。

手探り状態で始めた放送事業がどのような
番組を放送していたのか，「本放送」開始当
日の『NHK確定番組』の内容を表1に復元し
た。

原資料は縦書きだが，読みやすいように横
書きにし，旧字体は新字体に直した。■は読

み取り不能箇所を示す。また，当時の番組表
では，番組開始時刻は表記されているものの，
終了時刻は書かれていない。

午前9時から陸軍の軍楽隊による君が代の
演奏，東京放送局の後藤新平総裁の挨拶など
が行われている。午後からはラジオ劇や管弦
楽，長唄などの放送項目が並んでいる。ラジ
オ劇と挨拶以外はすべて音楽番組である。し
かも，西洋音楽の管弦楽と長唄，尺八といっ
た日本音楽（和楽）が併存している。
『20世紀放送史』（日本放送協会編，2001）

は仮放送中の番組について「聴取者獲得の決
め手とも考えられた慰安娯楽の番組は毎晩

（略）放送された。その大半は試験送信と同
様，和洋の音楽であった」と書いている。本
放送開始当日の編成にも，このような放送担
当者の意向を見ることができる。

そうした音楽番組の内容について『NHK

表 1　1925 年 7 月 12 日（日）の番組表

午前9時 君が代 陸軍々楽隊
本放送の挨拶 後藤新平
奏楽7曲 陸軍々楽隊

正午 謡曲　羽衣 室生重英
午後 ラジオ劇 淀君　　　中村歌右衛門
0時30分 　桐一葉 大野修理　中村福助

秀次の■　中村時蔵
　　其他　芝鶴　左升
地方　富士田音蔵一派
　　　其他　鳴物連中

管弦楽 指揮　近衛秀麿
童謡 久留島武彦

午後 長唄 小三蔵
7時30分 尺八 古童

岱童
管弦楽 日本交響楽協会

指揮者　山田耕筰
独唱者　外山国彦
独唱者　曾我部静子
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確定番組』は詳細に記録している。1925年 3
月31日の番組表には「宝塚少女歌劇団」の名
前が見える。春日花子，音羽瀧子など5人が
出演し，民謡や童謡，洋楽などの斉唱や独唱
あわせて5曲を披露していることが分かる（写

真1）。
「国立国会図書館デジタルコレクション」

で閲覧可能な『宝塚少女歌劇廿年史』（宝塚
少女歌劇団編，1933）の年表には，同年 3月
29日に「花組　市村座に於いて長期公演のた
め東京へ出発」と書かれているが，ラジオ出
演については触れられていない。まして，誰
が何を歌ったかは『NHK確定番組』を見るこ
とによって初めて確認できる情報である。

前年に宝塚大劇場がオープンし，全国的に
注目を集めていた宝塚少女歌劇団の活躍は，
放送局担当者も熟知していたのであろう。

経済情報も重要なコンテンツ
このほか，聴取者がラジオ放送に望んだこ

とは，経済情報の迅速な提供であった。放送

開始前年の1924年，当時の犬養毅逓信相が
放送事業体の性格をそれまで予定されていた
営利法人から180度転換し，公益法人にする
決断をしたのも，放送事業が経済活動に直結
することが明らかだったからである。

1925年 4月 1日の番組表に「株式・商品　
放送時刻改正」という表が付属している（写

真2）。「株式」と「商品」相場の放送について，
それまで別々に毎日計12回，毎回5分間ず
つ放送していたものを毎日6 回，毎回 10分
間の放送に変更するという告知である。現
行と改正後のそれぞれの放送開始時刻も記
載されている。改正前後で「株式」と「商品」
相場をあわせた放送時間は変わらず，1日合
計 60分にも及んでいた。ラジオ放送におい
て経済情報がいかに重視されていたかを示
す記録である。

また，放送草創期の『NHK確定番組』に
は，すでに放送されていたはずの天気予報
やニュースなどが記載されていないことが
多い。前回の「放送史料 探訪」で指摘したと
おり，実際の放送内容を忠実に再現してい
るわけではないことには注意が必要である。

いずれにしろ，放送開始当初，聴取者は新

写真 1　1925 年 3 月 31 日の番組表 写真 2　放送時刻改正の告知
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たに登場したラジオという存在にさまざまな
期待をかけ，担当者もその期待に応えようと
していたのである。

講座番組，次々に登場
この時期の番組でほかに目立つのは講演・

講座番組である。『放送五十年史』（日本放送
協会編，1977）は，「放送の教育的機能を重
視した東京放送局は，講演，講座にも力を入
れていた」と書いている。

仮放送開始翌日の3月23日夜，早稲田大学
総長高田早苗による講演「新旧の弁」が放送
されているが，この日の番組表の末尾に「講
演は当分の間　7時15分より始めます」との
記載がある。

講演に加えて，5月 24日から『宗教講座』，
27日からは『家庭講座』が始まり，さらに7
月からは『文芸講座』『趣味講座』など，番組
が次第に多彩になっていく。『NHK確定番組』
の記録を丹念に見ることによって，このよう
に放送内容が充実していった経過も詳細に知
ることができるのである。

興味深い講座として，同年8月18日と19日
の両日の午後 7時45分から，『趣味講座　将
棋高段者対局』が放送されている。番組表に
は「講評　名人　関根金次郎　対局者　八段
　花田長太郎　七段　木村義雄」と書かれて
いる。関根名人は，日本将棋連盟の創設者で，

『王将』で知られる大阪の棋士，阪田三吉の
ライバルだったことでも名高い。ラジオ放送
でどのように将棋の対局を伝えたのか，その
詳細な放送内容は書かれていないが，ラジオ
放送に取り上げられるほど，将棋が大衆に受
け入れられていたことを示す資料である。

同年 11月9日の『趣味講座』で，デビュー

間もない推理小説作家，江戸川乱歩が「探偵
趣味について」というタイトルで出演してい
る。この時の経験を乱歩は『探偵小説四十年』

（桃源社，1961）に書き記している。
乱歩は当日，急に発熱したためラジオ出演

を断ろうとしたが，小説家で当時の東京放送
局文芸部長をしていた長

なが

田
た

幹
みきひこ

彦本人がわざわ
ざ宿まで車で迎えに来た，とある。文壇の先
輩でもあった長田に懇請されたため恐縮し，
乱歩は熱を押して出演した。

当時の東京放送局は，長田をはじめ，作曲
家の堀内敬三，小説家の久保田万太郎など，
その道の専門家が番組制作を担当しており，

『NHK確定番組』でも時折，脚本や作曲担当
者としての彼らの名を見出すことができる。

このほかの「講演」「講座」を見ると，1925
年7月27日に泉鏡花が『文芸の講座　芸苑小
話』に，1926年2月28日に幸田露伴が『文芸
講座　文芸と時代』に，11月11日には渋沢栄
一が『記念講演　平和記念日』に，11月21日
には人見絹枝が『運動講座　世界女子オリム
ピック大会の思い出』に出演している。まさ
に多士済々の顔ぶれである。

このように，草創期の放送担当者は聴取者
の要望に応える番組を作ろうと時代の流れに
敏感に反応していた。それは，当時の文献に
も描かれているが，番組表を分析することで，
より詳しく当時の放送の性格が明らかになっ
てくる。

「婦人」の地位向上を
ラジオ放送が始まった頃は，多彩な言論や

社会運動が花開いた「大正デモクラシー」の
熱が未だ冷めやらぬ時期にあたっている。「大
正デモクラシー」の特色の一つに，さまざま



97JANUARY 2017

な分野に女性たちが進出し，地位向上を叫ん
だことが挙げられる。従来の旧習に囚われな
い「新しい女たち」が次々に登場した。

大正から昭和に変わった直後の1927（昭
和2）年1月10日から2月4日にかけて，12回
にわたり『婦人講座　大正年間に於ける婦人
問題』という番組が放送されている（表2）。

出演者として記録されているのは，平塚
らいてうなどとも親交があった婦人運動家
の山田わか，また，『NHK連続テレビ小説』「あ
さが来た」のヒロインのモデル，広岡浅子の
弟子にあたり，日本女子大学の学長を務め
た井上秀子，社会運動家のガントレット恒子，
東京女子医大の創設者で医師の吉岡弥生，
歌人の与謝野晶子ら，当時広く名が知られた，

そうそうたる顔ぶれの12人の女性たちである。
彼女たちがラジオで何を語ったのか，残念

ながら『NHK確定番組』から分かるのは講座
のテーマだけだが，「向上せる婦人の地位」「婦
人と人権」といったテーマを眺めていると，
大正デモクラシーの流れを引き継ぎ，自分た
ちの存在を高めていこうとした女性たちの姿
が見える。この時期に当時の女性運動家や著
名な女性12人を起用しての長期シリーズを
企画した担当者の意気込みが伝わってくるよ
うだ。

ちなみに1月12日に出演した久
く ぶ

布白
しろおち

落実
み

に
ついて『20世紀放送史』は，廃娼運動に尽力
した女性運動家で，仮放送中の1925年7月1
日にもラジオ出演し，国際連盟が提唱する「婦
女売買処罰条約」の批准に消極的な日本政府
を痛烈に批判したと紹介している。

まとめ
再三述べるように，『NHK確定番組』は，

放送しているはずの番組を記録していないこ
とや，劣化によって読み取れない部分がある
ことなど，実際の放送内容を正確かつ網羅的
に反映しているとは言えないものである。

しかし，ほぼすべての番組の出演者が記載
されているうえ，講演・講座番組であれば，
内容を推測できるようなタイトルが記されて
いることが多い。また，音楽番組であれば，
詳しい演奏曲目や作曲者，使用する楽器名な
ど，細かい情報が書き込まれていることも多
い。放送草創期の番組のディテールを確認す
ることができる，資料的価値が極めて高い重
要な記録である。

（みやがわ だいすけ）

表 2　『婦人講座　大正年間に於ける婦人問題』

放送日 タイトル 出演者

1927年
1月10日 向上せる婦人の地位 山田わか

1月12日 婦人と人権 久布白落実

1月15日 僅かに芽生えた婦人運動 中沢美代子

1月17日 開拓された婦人の職業 塚本はま子

1月19日 婦人の実力と時代相 守屋　東

1月21日 母としての問題 井上秀子

1月25日 大正年間の女子教育 安井哲子

1月26日 国際的婦人努力の焦点 ガントレット恒子

1月29日 大正の女子体育 藤村とよ

2月2日 職業婦人の思想的及び
　　　　　　社会的変遷 吉岡弥生

2月3日 家庭と文学 与謝野晶子

2月4日 大正年間の家事教育と
　　　　　　将来の希望 大江寿美子


