
2 DECEMBER 2017

た。日本放送協会「昭和十六年度事業報告」
は，「特に大陸の陸海軍前線に録音隊を派遣
し，前線の戦闘並びに諸建設工作等に尽力す
る将士の労苦を録音せしめ，之を銃後国民に
放送し生 し々き感銘を与えたるが，更に大東亜
戦争勃発に伴い第二班を南方に派遣し，現地
録音を以て多大の放送効果を挙げたり2）」と記
している。現地派遣録音隊員は，当時の放送
界にあっていわば時の人であった。

座談会は，帰国した録音隊員に『放送研究』
編集部の2人（日本放送協会職員）が加わって
進められた。トラックや馬による機材運搬の苦
労，機材トラブルとの闘い，食料や飲料水の
問題，そしてマイクの位置取りや素材の選択に

1. ドキュメンタリー番組の戦争責任

ちぐはぐな座談会

太平洋戦争の勃発からおよそ7か月が過ぎ
た1942年7月15日，東京・内幸町の放送会館
の一室で，ある座談会が開かれた。日本放送
協会が発行する雑誌『放送研究』に掲載する
ために企画された「闘う“前線録音”座談会」 1）

である。
出席したのは，中国や南方の戦場に派遣さ

れ「戦場の音」を録音盤に記録してきた「現
地派遣録音隊」のメンバー 5人。彼らによる前
線録音『香港攻略戦』や『バタアン半島攻撃
実況』は，聴取者から圧倒的な支持を得てい

日本放送協会は，初めから政府が管掌する組織として設立されたのだから，戦争に協力したのは当然であり，
仕方がなかった―。本シリーズでは，そういう「仕方がなかった史観」を乗り越え，放送現場が政府・逓信省
の指導・検閲方針を内面化し，番組に具現化していった過程を描くことを目指す。第2 回では，録音放送に焦点
を当てる。

日本放送協会が初めて自ら行った録音を放送したのは1936年のことだったが，翌 37年には日中戦争が勃発，
録音放送は戦争と歩みを共にするように発展していった。そして録音という新しい技術は，録音構成（当時の言い
方では主題録音）という新しい表現を生んだ。録音構成はどのように生まれ，進化していったのだろうか。そして，
戦時下の録音構成は何をどのように描いていたのだろうか。

本稿では，1941年に放送された録音番組『病院船』を例に，遺された音源をシーン・レベル，シークエンス・レ
ベルに解体し，そこに隠された制作者の意図を読み解いてゆく。

シリーズ─戦争とラジオ〈第2回〉

前線と銃後を結べ
～戦時録音放送を聴く（前編）～

メディア研究部  大森淳郎　



3DECEMBER 2017

ついて，録音隊員は饒舌に語っている。だが，
この座談会には，一読，どこかちぐはぐな印
象が残るのだ。それは例えば次のような部分
である。やや長い引用になるが，座談会の空
気を感じ取ってもらいたい。最初の発言者，文
挟一男は編集部側で，ほかは「現地派遣録音
隊」のメンバーである。

文挟：それから前線録音で大切なことは，それ
を単なる報道におわらせずに，あくまで意識
的に銃後国民へのアジテーション効果を狙っ
て進められなければならないことだと思う。 
　例えば戦闘状況を録音する場合に，銃砲
火や爆音だけでは戦いの凄さというものはわ
かるが，機械的な音だけでは自分らの戦いと
いう実感がピンとこない。（中略）しかし，こ
こに兵隊の戦いの叫びが銃砲撃の間に僅か
ばかり挟まれたとしたらどうであろう。これ
を聴く銃後国民は戦争を自分たちの身の中に
切実に感じて強く士気を燃やすに違いない。 
それは血の通った迫真性が捉えられたから
だと思う。こんなふうの意識的な努力はいつ
も必要だと思う。（中略）

高野：それは戦って居るものは，機械の音ばか
りでなく兵隊が居るということは，確かに表
す必要があると思う。やはり放送するのだと
いう気持ちでやられては…。

杉本：わざとお芝居になってはおしまいだ。
文挟：勿論それが造られたものでは生命がな

い。自然に迸
ほとばし

りいでた断片であることに値打
ちがある。（中略）

杉本：確かにそうです。我々もそういうような
機械音とアナウンスと，それと同等の高さに
於てそういう兵隊の声というものを非常に気
を付けて取りました。

高野：そういう意味からいうと，これはアナウ
ンスを必要としないでその状況を現して，完
全に聴取者がそれを想像できるものが最高
の録音だ。

杉本：アナウンスを以て不足の部分を補うので
すから，録音を以て完全に現せれば最高の
録音だ。

　─後略─

編集部の文挟が引きだそうとしているのは，
「銃後国民へのアジテーション効果」のために
は何が必要かという議論である。それは放送
を指導・監督していた内閣情報局の方針にほ
かならなかった。情報局は「「最早や前線も銃
後もなく，総てが戦場である」という認識と自
覚を全国民に理解徹底せしめることを劈頭に
於ける国内放送の目標とし 3）」ていた。

現地派遣録音隊員たちも，課された使命に
は自覚的で，座談の冒頭付近には「銃後と前
線が少々遊離して居るとすれば甚だ由 し々き問
題だし，もっと密接に結びつける問題があれ
ばという風な目的を持って行ったわけだ」とい
う発言もある。編集部は，その「目的」を実現
するための「意識的な努力」こそを聞きだそう
としているのだが，隊員たちの議論は，その方
向には展開せず，実音とアナウンスの関係につ
いての議論に夢中になっている。文挟がたまら
ず割って入るのが次の場面である。

文挟：説明なしで成功した録音は最高の録音
に違いないが，僕が始めから強調しているの
は聴かせた場合のアジテーション効果の技
術についてなのだ。言わば政治性といったよ
うなものを常に意識せよと言いたいのだよ。

島浦：自分が支那でもって何十枚取ったかしら
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んが，その中で一番楽な録音は蒙境の金井
博士との対談だ。これは僕は昔から非常に
内気だし，相手は天下の大風呂敷で，これ
が一人でしゃべってくれる。私としては楽な
録音だが，帰って来て褒められた。そうして
成程と思った。

高野：それは吾々が常に要求するのだが，どう
も精やん（島浦精二アナウンサーのこと：引
用者）がしゃべりたがるので…。（笑）

島浦：噓をつけ。昔から俺はしゃべらんという
ことを以て自ら任じておる。大体性質がそう
だから…。

高野：あなたは聞いたかどうか分からんけれど
も，例の松内さんが取って送った中に，向
こうのバタアン半島の戦闘司令所の録音が
入っておる。これは良いね。戦闘司令所の
真中にポンとマイクを放り出してあって，そ
れを自由に取った。実に良い伝令がやってく
る。「只今こういう公報が入りました」という，
そこに部隊長がおって「そうか，それは御苦
労」というようなことをいう。（中略）それが
断片的で一部分なんだけれども非常に迫力
がある。アナウンサーが一言も説明していな
い。（後略）

文挟の苦笑いが目に浮かばないだろうか。
この座談会に先駆けて文挟は，『放送研究』

誌上で「われわれは政治宣伝技術者である4）」 
と主張している。そういう文挟は，なんとか座
談の方向を「前線録音の政治性」というテーマ
に引き戻そうとするのだが，録音隊員たちは，
説明抜きでもシーンは作れるという発見に夢中
で，編集部の呼び水には乗らない。一事が万
事，編集部の意図と実際に交わされる座談の
間にはズレがあり，ちぐはぐな印象がぬぐえな

いのだ。座談が盛り上がらない，というのでは
ない。編集部を置き去りにするように「現場ば
なし」が活発に展開している。

ここにあるのは，「現場」の人間と「非現場」
の人間の間のズレである。ディレクターとしてド
キュメンタリー番組を三十余年制作してきた筆
者などは，「ああ，ここでは我々の先輩たちが
語っている」と思う。そして「わかりますよ，先
輩。現場で具体的に考えるのが俺たちですよ
ね。左にしろ右にしろ，現場から遠く離れた場
所で考えた「政治性」なんかで番組は作れませ
んよね」とエールを送りたくなる。

中国北部での前線録音や，重慶爆撃の機上
録音リポートを担当した島浦精二アナウンサー
は次のようにも発言している。「僕の感じでは内
地で考えたものは，向こうへ行ってはあまり通
用しないという感じが強かった。（中略）殊に今
度みたいな戦争になると，行く人間としてはあ
れをとってやろう，こういう場合があろうという
気持ちは必要であるが，それにばかりこだわっ
ていると非常に良いものを落としたりすること
があるのではないか。いつでもとれる，何かそ
ういう自由な気持で行かなければいけないよう
な気がする」。

我が意を得たり，筆者はまたそう思う。今，
放送の現場で仕事をする者で「ロケに出る前
に構成表は必要だが，それに縛られてもいけ
ない」と教えられなかった者はいないのではな
いか。戦時中の前線録音の現場には，今もそ
のまま通用する方法，あるいは方法の模索が
あった。

現地派遣録音隊員たちは，新しい表現が生
まれる現場に立ち会っている。その高揚感が，
情報局の指導方針しか頭にない編集部との間
に「ちぐはぐ」な感じを生じさせているのだ。



5DECEMBER 2017

ドキュメンタリーは毒にもなる 

日本放送協会が初めて自前の録音を放送に
使ったのは，1936年10月29日，神戸港沖の
観艦式の時だった。現場からの実況を，ドイ
ツ・テレフンケン社製円盤録音機を使って大
阪放送局内で録音し，同日夜，放送したので
ある 5）。翌年には日中戦争が勃発，録音放送
は戦時下で急速な発展を遂げた。それは技術
的な進歩だけを意味するのではない。技術的
進歩が新しい方法を生みだしてゆくプロセスで
もあった。「現地派遣録音隊」の座談会とほぼ
時を同じくして，日本放送協会報道部の独活
山萬司は次のように記している。
「録音放送の沿革を繰って見ると我が国の

録音放送が奇しくも戦争の為に非常な発展
をしていることが見られる。（中略）即ち初
期に於いては単に録音放送の持つ機械的能
力，不完全ではあるが録音機自体が持って
いると考えられる記録性に依存した素朴な再
生，また放送の補助手段としての録音再生
機能の利用のみを取り上げていた。その後
各種の素

・ ・ ・ ・ ・ ・

材を編集構成
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

して独自の放送形式
を
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

持つことが想像されるに
・ ・ ・

至り，従
・ ・ ・ ・ ・

来の放送
形
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

式に一つの革命をもたらした 6）」（傍点は引用
者）
「記録性に依存した素朴な再生」とは，先

述した観艦式もそうだが，一般化したのは，
1937年，相撲の実況中継の録音を夜7時の
ニュースの中で再生した時からである。当時，
相撲中継は，最後の好取組を残したまま夕方6
時で他番組に切り替わってしまい，相撲ファン
を嘆かせるということがあったのだが，録音再
生という新しい技術は聴取者に驚きをもって歓
迎されたという7）。録音放送は，こういう「素
朴な再生」として始まったのである。

戦争の前線における録音も，当初は実況生
中継の代替物と見なす向きもあった。宜

ぎ

昌
しょう

作
戦（1940年）の前線に派遣され，録音による
リポートを放送した浅沼博アナウンサーは「戦
場から銃後に直接実況放送が出来たら申し分
はない。しかしこれには現在次の如き難点が
ある」とし，「電源入手困難」「軍通信を妨害す
る恐れあること」「強力電波発射による自軍陣
地の暴露」「戦場と銃後の距離があまりに遠い
こと」の4点を挙げている 8）。浅沼にとって，録
音放送は，実況生中継ができない時に仕方な
く採用する方法以上のものではなかった。

しかし，独活山の考えでは，録音放送は中
継生放送の代替物などでは断じてない。録音
放送は，「従来の放送形式に一つの革命をもた
らした」と言うのである。同じことを独活山は
次のようにも記している。「構成による放送の可
能性の発見は此の放送に輝かしい未来を約束
した 9）」。

先に「現地派遣録音隊」のメンバーたちは，
新しい表現が生まれる現場に立ち会っていると
記したが，新しい表現とは，独活山が「革命」
とまで言いきる新しい表現形式，すなわち「構
成による放送」と別のものではない。

例えば彼らは，南洋のジャングルでマイクが
捉えた怪鳥の声によって，日本兵が遠く離れ
た島で戦っていることを表現しうるのだと熱く
語っている。南洋の珍しい鳥を紹介しようとす
るのではない。他の実音やナレーションとの組
み合わせ，即ち「構成」によって，鳥の声は，
鳥の声そのものとは別の「意味」を帯び得るこ
とを彼らは「発見」したのである。

筆者は，この戦争の時代に現在のドキュメン
タリー番組の源流があるという仮説を立てよう
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と思う。独活山の言う「構成による放送の可能
性の発見」とは，「録音構成番組の可能性の発
見」，ひいては「ドキュメンタリー番組の可能性
の発見」と言い換え得るのではないだろうか。

ドキュメンタリーとは何か。日中戦争の最中，
武漢攻略戦（1938年）を舞台に，反戦的な記
録映画『戦ふ兵隊』を撮った（後述するが，当
時，上映はできなかった）ことで知られる映画
監督・亀井文夫は，後継者と目した娘婿に次
のように語ったという。

「君ね，ドキュメンタリーっていうのはね，
ニュース映画と違うんだよ。ニュースは起こっ
ていることをそのまま写して，それで何が起
こったかを伝えるわけだろ。つまり，現実を
そのまま伝えるのがニュースだよ。しかし，
ドキュメンタリーは違うんだ。同じものを写
すけどなぜそれが起こったか，その真実は
何か，その意味するものは何かということを
色 と々実証を重ねていくことで，その本質を
自分の言葉としてえぐり出して行って見せる
のがドキュメンタリーだよ…だからドキュメン
タリーは事実じゃないんだ。真実を語ること
なんだ。事実を積み重ねることの中で真実
が見えてくるようにするのがドキュメンタリー
なんだ 10）」

ドキュメンタリーの定義として，これほど明
瞭で説得的なものを筆者はほかに知らない。
そして独活山の言う「各種の素材を編集構成し
て」作る「独自の放送形式」が目指すものとは，
亀井の定義するドキュメンタリーと同じだった
はずだ。

亀井が『戦ふ兵隊』を撮った武漢攻略戦の
前線には，日本放送協会も録音隊を派遣して

いた。日本の記録映画とラジオの録音構成は，
その黎明期において同じ現場に立っていたの
である。当時，亀井が映画雑誌に活発に書い
ていた映画論，構成論を独活山が読んでいた
としても不思議ではない。

しかし，そうだとしても独活山が亀井同様，
反戦的思想の持ち主だったわけではない。独
活山は，日中戦争（支那事変）勃発から4年が
過ぎたころ，録音放送によって，「事変に対す
る一般国民の関心を一層高め聖戦完遂の一助
となすことができる11）」と訴えていた。表現の
方法において亀井と重なる方向を目指していた
が，表現の目的・内容では逆を向いていたの
である。ドキュメンタリーは薬にもなれば，毒
にもなる。
「記録性に依存した素朴な再生」から「構成

による放送の可能性の発見」に到達するまで，
わずか4 ～ 5年。戦時録音放送は何を成し遂
げたのだろうか。いや，あの戦争が誤った侵
略戦争であったことを知っている私たちは，こ
う問わなければならないのかもしれない。戦時
録音放送は何

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

を成し遂げてし
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

まったのだろう
か
・

。

2. 「構成」の模索

海を渡った録音機

1937年9月初め，長崎港で1台の録音機が上
海行きの船に積み込まれた。長崎放送局の技
術職員・齋藤基房が自作したものだった。モー
ターの回転を三味線の糸で伝えるような代物
だったが，この録音機こそが，戦争の最前線の
音を最初に記録することになる。北京郊外盧溝
橋での日中両軍の偶発的衝突は，すでに上海
に飛び火して日中全面戦争へと発展していた。
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舞台を上海に移す前に，ここで時計の針を
1年ほど巻き戻して，齋藤基房が録音機を試作
した経緯から見ることにしたい。録音機の誕
生物語は，録音構成という新しい表現の誕生
とも重なるからだ。

齋藤が生前語ったところによれば，録音機
を自作した動機は，自分の謡を録音して聴い
てみたかったからだという。
「自分は18歳の時から謡曲を歌っていまして

ね。長崎におった時は28歳くらいで，相当に
歌えるようになっていたものですから天狗にな
るわけです。それで自分の謡というものを聴い
てみたくて 12）」

齋藤は，音の振動を録音用の円盤に刻む
カッターからマイクまで，すべて自分で作った。
初めは雑音の中からやっと声が聞こえるくらい
のものだったが，改良を重ねてなんとか使える
ものになると自分の謡を録音して一人悦に入っ
ていたのだが，その録音機を放送に使えるの
ではないかと考えた男がいた。同じ長崎放送
局にいたアナウンサー・石井登志雄である。石
井は，スタジオ据えつけの録音機とは異なり，
リヤカーに乗せればどこにでも運んでいけそう
な齋藤の録音機に新しい可能性を直感したの
である。

だが，齋藤は当初，石井の発案に懐疑的
だった。
「東大を出て長崎にきた男でね，友人になっ

たんです。戦死してしまいましたがね。彼が，
「齋藤さん，これ面白いな，放送に使おう」っ
て言うんです。最初は，アホか，こんなジャー
ジャー雑音だらけのものが使えるかって，言っ
たんですがね 13）」　

それでも，齋藤は石井に背中を押されるよう
に改良を重ね音質を向上させていった。そして

二人は，録音機を野外に持ち出し，最初は汽
車や船の音を録

と

って効果音として使い始めたの
だが，やがてそれだけでは飽き足らなくなり，
全く新しい表現を模索し始めた。石井は次のよ
うに記している。
「我々は今，録音のみによる放送演芸を計画

しているが，これは，絵画，ポスター，映画
等に於ける，情景を交錯，重畳させて，一つ
の印象的効果を創造する構成的手法を，その
まま借用して，各種の音響（汽車，電車，船，
下駄，鐘等 ）々をあらゆる態様，あらゆるニュ
アンスに於いて構成したならば，素材の選択，
構成の方法次第では，頭に描いている主題を
表現することが，或いは出来はしまいか，とい
う疑問から出発したのである14）」

石井や齋藤が最初に「頭に描い」た主題は，
長崎という街をトータルに描くことだった。

二人は録音機を街中に運び出してさまざまな
音を録り，その音をつないで聴いた。だが初
めは「どうひいき目に聴いても，「寄せ集め」と
しかうけとれな15）」かった。

齋藤基房が開発した可搬型録音機
（『放送』1937年7月号から）
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そこで彼らは音と音をオーバーラップでつな
いだり，ベース音を設定し，そこに別の音を重
ねてみた。さらに，チャルメラ入りのチンドン屋
の行進や郷土色豊かな音楽を意識的に採り入
れ，音に幅をもたせようとした。そして「幾度
か組み直しを繰り返し」て，音の「寄せ集め」
とは別の，一つの作品にしてゆく。1937年6月
13日，九州ブロックで放送された20 分の番組

『長崎の印象』がそれである。今，その作品を
聴くことはできないが，既述した亀井文夫のド
キュメンタリーの定義に従えば，『長崎の印象』
は日本の放送史上，最初のドキュメンタリー番
組だったと言えるかもしれない。長崎の街を彩
る音，即ち「事実」を積み重ねることで，長崎
の歴史・文化の全体という一つの「真実」に近
づこうと試みたのだから16）。

既述した観艦式や相撲の録音は，現場から
飛ばした音をスタジオの副調整室で録音した
ものだったが，録音機がひとたび放送局の外，
すなわち現場に出た時，ほとんど時を同じくし
て「構成」の試みが始められていた。それはロ
ケの発見であり，編集の発見であり，ラジオ・
ドキュメンタリーの（少なくともその可能性の）
発見だった。

石井はこのような番組が「一放送種目として
永続に耐え得るや否や，という疑問が，今後
の問題として残されている17）」と書いているが，
筆者はフィリピンで戦死 18）した石井に，「石井
さん，今もドキュメンタリー番組の編集室では，
あなた方同様に，ああでもないこうでもないと

「組み直しを繰り返し」ていますよ」と語りかけ
たい気がする。

石井たちは，放送に新しい可能性をもたらす
可搬型録音機を手に入れた。その録音機の存
在を全国に知らしめたのは，日中戦争勃発か

らおよそひと月，1937年8月16日のことである。
この日の夜7時のニュースの中で，中国を脱出
し長崎港にたどり着いた人々のインタビュー録
音が放送されたのである。汽笛の音や波の音
が背景に聞こえて，かつてない臨場感だったと
齋藤は回想している。

当初，齋藤たちはこの録音を長崎発で放送
するつもりだったのだが，東京の技術部は現場
録音の成功をなかなか信用せず，有線で東京
に送らせ副調整室で録音したうえで再生・放送
したという。「ちょっと待て，長崎みたいな地
の果てになんでそんな録音機があるんだってい
うわけです 19）」。

当時，東京では，海外から輸入した録音機
による局外での録音の可能性を模索していた
時だったから，なぜ長崎でそんなことが可能な
のか，にわかには理解できなかったのだ。半
信半疑だった東京の技術部が，長崎から送ら
れてきた録音を聴いて大騒ぎになったことは想
像に難くない。

時計の針を元に戻そう。1937年9月，東京
から戦場となった上海に派遣される取材チー
ムからの依頼を受け，齋藤は同じ録音機をもう
1台作った。こうして『長崎の印象』の制作に
使われた録音機の姉妹機が，東シナ海を越え
て上海に渡ることになる。
「まだ技術的操作を完全に克服することの出

来ない準備期に，早くも支那事変の発生によっ
て録音の放送に利用される分野が拡大され，
その健全な育成が強く要望 20）」されることに
なったのである。日本の録音放送は戦争の中
で独自の発展を遂げてゆくことになる。
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上海にて

1937年12月3日夜，日本軍が上海で行った
大行進を伝える録音番組が放送された。音源
は遺されていないが，その内容は次のようなも
のだった。

「同録音は我が友安特派員の叙景アナウン
スに始まり近づく嚠

りゅうりょう

喨たるラッパの音，歩武
堂々たる軍靴のひゞき，軍馬の嘶

いなな

き，砲車の
轟音，これに和する怒濤の如き在留民の歓呼
の声という歴史的行進譜に雰囲気描写の会話
を配したもので，当日の壮観を十二分に彷彿
せしめた 21）」

これが，齋藤基房が製作した録音機による
最初の前線録音である。しかしそれは，長崎
で齋藤や石井が試みた「素材の選択，構成の
方法」によって「頭に描いている主題を表現」
するようなものではおそらくなかっただろう。そ
う類推する根拠は，「我が友安特派員」，即ち
友安義高アナウンサーが日本を出発する前に残
していった論文「録音と実況放送」にある。

そこで友安はまず，無声映画がトーキーに発
展した歴史を指摘したうえ，ドイツの映画監督
ヴァルター・ルットマンの言葉を借りて，トー
キーを「視覚力学的創作力・聴覚力学的創作
力と両者の乗法の創作力を要求する一芸術」
だとする。そして，映画において映像と音が結
合したように，放送もテレビジョンの実現によっ
て同じ道（映画とは逆に音が先であるが）を辿
るはずなのだから，現時点の実況や録音は「テ
レビジョン迄の方便としてあることは忘れては
ならない 22）」と言う。そして，実況アナウンス
と実音が「統合により一体としての立体的完全
性を追う」ようなことはない，とも言うのであ

る。映像と音の乗法はあっても音と音のそれは
ない，友安は録音構成の可能性を完全に否定
していた。

そういう友安にとって音（実況アナウンスで
はない実音）とは何か。友安はそれを「サウン
ドピクチャーとしての効果」だと言う。サウンド
ピクチャーとは，せいぜい，実況アナウンスの
背景あるいは合間に挟まれる音響効果くらいの
意味だった。

筆者などは先輩たちから「ドキュメンタリーは
音だぞ。音を大事にしろ」と言われ続けてきた。
それは，そう言う先輩たちのさらに先輩，テレ
ビドキュメンタリーの基礎を創った人々が，も
ともとラジオの録音構成から出発したからだっ
た。そして実際，草創期のテレビドキュメンタ
リーを見ると，映像の補完物ではない，自由
で大胆な音の構造に驚かされるのが常だった。
今，テレビドキュメンタリーが，ラジオの録音
構成の延長線上に発展したことを疑う者はいな
いが，録音番組の始まりにあっては，友安のよ
うな考え方もあったのである。放送が「乗法の
創作力を要求する一芸術」となるためには，テ
レビの登場を待つしかない―。

長崎放送局の齋藤基房が開発した可搬型録
音機は，ドキュメンタリー番組の始まりと目さ
れる『長崎の印象』を生んだ。しかし，上海に
渡った姉妹機は，録音が新しい表現を生むと
は考えない友安の手にあった。

戦場の録音が「構成」を手に入れるのは，
まだ先のことである。歴史は，単線的には進
まない。

武漢攻略戦と前線録音

1938年6月，日本軍は南京を脱出して抵抗
を続ける蔣介石政権を追撃し，長江沿いの要
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地，武昌，漢口，漢陽の占領を目指す作戦を
開始した。武漢攻略戦である。日中戦争に最
終的な勝利をもたらすものと期待され，日本放
送協会は，アナウンサーの重鎮，中村茂らを
現地に派遣した。前線録音『武漢攻略戦』は
1938年10月25日から31日にかけて，7回にわ
たって放送されている。録音盤そのものは遺っ
ていないが，一部がレコード化されており，そ
れによって聴くことができる。

ナレーション　

祖国日本の皆様，祖国銃後の皆様，こちら

は中支那武漢攻略前線放送所であります。（中

略）武漢周囲の要塞は蔣介石が豪語するとお

り，守るに易く攻めるに難き千年の要害であ

ります。だがしかし，我が皇軍に於いては，

ただ黙々と武漢へ武漢へ，蔣介石軍膺
よう

懲
ちょう

の聖戦に涙ぐましい進撃を続けています。汗

と埃，血と涙，濛 と々たちこめる埃に，瞬く

間に道にその姿を隠す兵士たちを眺める時，

私はとめども無く涙が流れるのでありました。

銃声は豆を煎るごとく，砲声は遠雷のごとく，

山々にこだまする時，兵士語らず，軍馬いな

なかず，黙々たる段列は山を越え水を越え，

怒濤の如く敵殲滅の追撃を続けています。

実音（砲撃音と機関銃の音）　

（『録音聖戦史 第一輯 支那事変』 から23））

中村アナウンサーのナレーションは，やや甲
高く，速い。そして「中村節」とも言うべき独
特のリズムがある。例えば「武漢へ武漢へ」と
いうところなどは，普通は重心を置いて読むと
ころだが，むしろさらりと流す。それがかえっ
て，どこまでも続く白く埃っぽい道を彷

ほうふつ

彿させ
るような，不思議な効果を生んでいる。

だが，そういう巧みさでは隠しきれない不自
然さがこのナレーションにはある。「私はとめ
ども無く涙が流れるのでありました」という日
本語は少し変だ。涙を流したのはいつなのか。
ナレーション全体は，日本軍の進撃を目の前に
しながら語っているように聞こえるが，涙を流
したのは，兵士たちが進撃を続けている「今」
ではない。これは実況ゆえの日本語の乱れな
のか。それにしては，この練り込まれた美文
調はどうだろう。「銃声は豆を煎るごとく，砲声
は遠雷のごとく，山々にこだまする時，兵士語
らず，軍馬いななかず…」，これは実況の言葉
ではない。ナレーションは，いつどのように吹
き込まれたのだろうか。

この疑問に，同行した録音技師が47年後，
聞き取り調査に対して答えている。技師の名は
齋藤基房，録音機を自作した長崎放送局のあ
の齋藤だ。この時に使用された録音機が，齋
藤が自作したものだったかは不明だが（海外か
ら輸入されたものだった可能性もある），いず
れにしろ録音機の仕組みに精通した齋藤に白
羽の矢が立てられたのだろう。
「実感放送なんです。例えば温泉があると

ね，今でも覚えていますが温
おんとうでん

湯田というね。そ
うすると中村さんが「蔣介石が夢の跡，温湯田
の温泉場を過ぎて…」なんて，彼一流の美辞麗
句を並べてね（笑）。そこへ適当に湯の音のよ
うなものを混ぜながら，遠くの音を絞って入れ
るんです。バックグラウンドミュージックと言い
ますかね 24）」

齋藤の言う実感放送とは，見ているものを
同時に描写する（実況）のではなく，すでに見
たものを，あたかも「今」見ているように放送す
る手法である。齋藤によれば，中村らと共に
前線に出向いて録音した音を仮放送所がある
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九江まで持ち帰り，そこで中村が「実感」に基
づいて読むナレーションと組み合わせてダビン
グし，東京に空輸して放送したのだという25）。
兵士の進軍という過去の事象を現在進行形で
伝えようとすることによって，ナレーションの時
制に乱れが生じていたのである。
「ラジオを聴いている人は，録音技師もアナ

ウンサーもビュンビュン弾が飛んでいるところ
でやっているのかと思ったでしょうけど，でっ
ちあげたんです（笑）。真相はでっちあげなん
です。しかし，それでも日本国民は大いに喜ん
だわけです」

齋藤はそう自嘲するのだが，「でっちあげ」は
言いすぎだろう。齋藤の自嘲には，おそらく戦
争に協力してしまったという自責の念が混ざり
込んでいる。1985年の聞き取りの中で齋藤は，

「捕虜を5 ～ 6人斬るからお前らも自分の刀を
持ってこい」と軍から言われた（齋藤は行かな
かった）ことを思い出しながら，「今だから言え
るんですが，戦争中は悲惨でした。いやです
ね」と述懐している。

だが当時は，実感放送という方法について
齋藤に迷いはなかったはずだし，聴取者は武
漢攻略戦に現在進行形で立ち会っているよう
に感じて「大いに喜んだ」のだ。ラジオ技術雑
誌『ラヂオの日本』も次のように高く評価してい
た。「知りたいのは，粉飾されない戦線，漢口
あるがままの姿である。野砲陣地や漢口祝賀
会場の録音こそ，最も雄弁に戦場を物語って
いたといえるであろう26）」。

もっとも，実感放送という方法はさておくと
して『武漢攻略戦』が戦場の「あるがままの姿」
を伝えたわけではないし，「粉飾」がなかった
わけでもない。齋藤は，録音した戦場の実音
について次のように語っている。

「戦争というのは，決して映画で見るようなも
のではないんです。映画なら，ドンドンバリバ
リ，飛行機がウァーンと飛んで，ドーンですが，
あんなものはない。小銃なら小銃だけ，機関
銃なら機関銃だけ，飛行機の爆撃はまた別で
す。でも，そんなもの，内地に送っても誰も喜
ばないでしょ。だから，あっちで機関銃の戦争
がある，こっちは爆撃だって軍から情報を得て
は出掛けて行って録音してね，九江の仮放送
所に持ち帰って混ぜて送ったわけです」
『録音聖戦史 第一輯 支那事変』に一部遺さ

れた音源でも，大砲と機関銃の音が混ざって
聞こえる部分があるが，齋藤の苦心の跡だろ
う。齋藤は，この手法についても「そのままで
は誰も喜ばないから，作りあげた。それが真
相です」と言うのだが，それもありだろうと筆
者は思う。「小銃なら小銃だけ，機関銃なら機
関銃だけ，飛行機の爆撃はまた別」という状
況が戦場の事実だったとしても，それらが同時
に聞こえる仮構の場所（それは実際どこかにあ
るかもしれない）にマイクを置くことで伝えるこ
とができる戦場の緊張，それもまた「真実」で
ある。

「構成」の不在

実感放送という方法も，戦場の音のミックス
も，齋藤らスタッフの創意工夫だった。それを
認めたうえで言うのだが，『武漢攻略戦』を最
初に聴いた時の筆者の印象は「あれっ，こん
なものか」というものだった。

齋藤は日本初の録音構成『長崎の印象』の
制作に，録音機の開発者として参加している。
ディレクター役の石井登志雄アナウンサーと二
人三脚で作った番組だった。音源がないので
どこまで成功したのかはわからないが，少なく
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ともそこには「構成」を試みようとする明確な
意思があったはずだ。だから，その齋藤の経
験が『武漢攻略戦』にどう生かされているのか
という興味と期待が筆者にはあったのだ。録
音構成の可能性を全否定した友安義高とは違
う考えが齋藤にはあったはずだ。だが，筆者
の期待は大きすぎたと言うしかない。

銃声や砲声を描写する饒舌なナレーションが
あり，少しの間

ま

があって銃声や砲声の実音，こ
れを「構成」とは言えないのではないだろうか。
わずかに遺された音源だけで，こう言っている
のではない。『放送』27）誌上には，音源が遺っ
ている部分とは別の日の録音が誌上再現され
ているのだが，ナレーションと実音の関係を示
せば，例えば次のようになる。

ナレーション　

ハトバには内地の小型蒸気船が満ち溢れて

帆柱には何れも戦塵にまみれた日章旗を掲

げ，目にしみる様な感激を揚子江上に投げ

ています。

実音（ハトバの音）　

ナレーション　

爆撃された飛行場では吾が荒鷲隊のネグラを

造るべく地上部隊の不眠の活躍が続けられ，

苦力を使って焼け出された兵舎をかたづけて

いました。

実音（飛行場の音）
（「漢口落つ」『放送』1938 年11月号）

                          
全編，この調子なのだ。税関の屋上で時計

が鳴り響いている，というナレーションの次に
「時計の音」，皇軍兵士がアスファルト道路を
行進している，というナレーションの次には「行
進の音」がくる。

番組としての完成度よりも速報性が重視され
た事情はあっただろうが，これでは「ただの羅
列」と言われても仕方がないだろう。ナレーショ
ンは実音を説明するだけで，両者が乗法効果
を生むことはない。
『武漢攻略戦』からは，『長崎の印象』にあっ

たはずの新しい表現を（少なくともその模索を）
聞き取ることはできない。むしろ，ラジオとい
う音だけのメディアには，映画が画

え

と音によっ
て成し遂げた乗法的構成は不可能とする友安
義高の論考を実証するかのようだ。
『武漢攻略戦』の演出が齋藤自身によるもの

だったのか，中村茂アナウンサーらほかのス
タッフの考えだったのかはわからない。いずれ
にしろ，『武漢攻略戦』において戦場の音は，
友安の言う「サウンドピクチャー」，つまりはナ
レーションの飾り物以上のものではなかった。 

では，『武漢攻略戦』は，当時の放送現場
ではどう受けとめられていたのだろうか。放送
後しばらくの間，『放送』誌上にその批評を探
すことはできない。『武漢攻略戦』は日本放送
協会の威信をかけた大派遣団による放送であ
り，外の評判も上々だったから，本音の批評
が表に出るのは難しかったのかもしれない。だ
が実は，「録音放送の可能性とは本来こういう
ものではないはずだ」という思いは，放送現場
の深いところにわだかまっていた。

「糞リアリズム」批判

録音放送が「重宝々々 と甘やかされているう
ちに，まどらかな成長とは別に，何時の間に
か今様の混沌にまで進んでしまった」と書き
起こされる論文「ニュース・実況と録音放送」
が，報道部・大村の署名で『放送』に掲載さ
れたのは，武漢攻略戦から1年が過ぎてから
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だった。大村は日中戦争の勃発以来，ニュー
ス映画が驚異的な発展を遂げたことを指摘し
たうえで次のように言う。「私達は昨年武漢三
鎮攻略戦に於ける現地録音を忘れるのではな
い。この感激が余りにも生 し々い故にこそ，更
に聴覚記録がなぜニュース映画の高度の発展
を拱手傍観して積極的にその実力を抜き切ら
なかったのかにたまらない寂漠を覚えるので
ある28）」。

1938年の武漢攻略戦の前線録音が一つの
ピークであり，以後の1年はむしろ下降線を辿っ
ている，そう嘆いているようにも読めるが違う。

『武漢攻略戦』が一つの達成，通過点であった
ことは認めつつ，「更に」発展することはなかっ
たと言っている。映画と比べると『武漢攻略戦』
には決定的な弱点があった，そして以後の録
音番組はその弱点をずっと引きずったままでは
ないか，そう大村は指摘しているのだ。そうで
なければ，この論文が1年前の前線録音を引
き合いに出す必然はない。

例えば，次のような指摘は，直接，『武漢攻
略戦』について言われているのではないが，そ
の弱点を鋭く突いている。
「録音の特性を現実音に依る記録性や写実

性に帰せしめている常識は如何にもその強味
を主張している様であるが，実はその弱味を暴
露しているのである。（中略）「音が聞こえるた
めに，本当の音が聞こえなくなった」という逆
説的な糞リアリズムの嘆きのなかには，私達の
当面する事情の語られていることを知らねばな
らない」

ナレーションが波止場を描写した後に波止
場の音，飛行場を描写した後に飛行場の音，
これでは「糞リアリズム」と言われても仕方がな
い，大村は『武漢攻略戦』を暗にそう批判して

いるのだ。
「音が聞こえるために，本当の音が聞こえな

く」なる，とはどういうことだろうか。筆者は，
自分の番組について先輩から同じことを指摘さ
れたことがある。北海道の，かつては石炭採
掘で栄えた街を舞台にした番組だったが，一
人の元炭坑夫が，十数年も前に見た地底の光
景をありありと語ってくれた。「貝殻の堆積する
層にぶつかった時の驚きは忘れられないなあ。
ヘッドランプで貝殻が光って，まるで海の底を
歩いているようだった」と。

インタビューのラッシュを見てくれた先輩は，
元炭坑夫の，飾らない語り口と，それでいて
豊かな表現力を大いに気に入ってくれたのだ
が，完成した番組を見て「あんなふうに編集し
ちまったのか」と，嘆いたものだ。筆者は，元
坑夫の証言の後に，彼が記念に坑道から持ち
帰って物置にしまっていた小さくて埃っぽい貝
殻のかけらの映像を，それこそリアリズムのた
めにつないだのだ。だが先輩は，その貝殻が
坑夫の語りの魅力を膨らませることはなく，逆
に，坑道の最深部でヘッドランプの光に浮か
び上がる「海底」というイメージを断ち切ってし
まっていると教えてくれたのだった。貝殻の映
像を使うことが悪いのではない，でも使うのな
ら撮り方やつなぎ方を考えなければだめだ，あ
れではないほうがましだと。そうは言わなかっ
たが，「映像が見えるために，本当の映像が見
えなくなった」ことを指摘してくれたのである。

音と映像の違いはあるにしろ，『武漢攻略戦』
における「波止場の音」や「飛行場の音」，「時
計の音」や「行進の音」は，筆者がつないだ「貝
殻のかけら」のようなものだった。大村はそれを

「糞リアリズム」だと言ったのである。それらの
音を使うことを批判しているのではない。使い
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方の問題，「構成」の欠如を言っているのだ。           
「最も根本の「構成」という問題が中心に取

上げられない限り，此の種録音の意図は満足
されないし，将来の進歩もないだろう」と大村
は書いている。そして「私等に与えられた構成
はどうしてもアナウンスと原音，及原音と原音
同士の構成である事を忘れてはなら」ないので
あって，その構成によって録音は「素朴な記録
性を超脱して，（中略）単に見知らせる為でない
主張にまで高められるべきであろう」と結論し
ている。

日中戦争の勃発後，録音機は海を渡り，戦
場の前線録音という新しいジャンルを切り拓い
た。そして，実践と理論のせめぎ合いの中で，
前線録音は録音構成として進化してゆくはず
だった。しかし『武漢攻略戦』以後，日本軍
が広大な中国大陸に飲み込まれてゆく中で，前
線録音は停滞に陥った。

前線録音が改めて開花するのは，太平洋戦
争の開戦後のことである。

3. 「構成」は何を表現したのか

ここまで日中戦争を舞台に始まった「前線録
音」について見てきたが，それは録音放送全
体の中ではどう位置づけられていたのだろう
か。報道部の独活山萬司は，次のように整理
している。

 録音放送 時事録音放送

	 主題録音放送
 （前線録音・記録録音・創作録音）

（「録音放送の史的展望」『放送研究』
1942年6月号から）

時事録音放送とは，ニュースの中に挿入され
る録音を指す。現在のラジオ・テレビニュース
においても日常的に行われている方法（テレビ
の場合はVTRの挿入）である。

一方，主題録音放送とは，「社会生活の諸
現象から，或いは自然の風物を単に模写する
点から更に一歩進んで個々の断片的な現実音
を自由に編集構成する29）」ものであり，「明確
なる意図のもとにあって，その構成は必ずしも
自然の通りに配列されるものではない」と説明
されている。このうち，創作録音とは，ラジオ
ドラマに連なってゆくものであり，前線録音と
記録録音が，現在言うところの録音構成，す
なわちラジオドキュメンタリーに相当する。前
線録音も記録録音の中の1ジャンルと言ってい
いのだが，戦時ラジオ放送においては，特別
のものとされていた。

そして，日中戦争が膠着状態に陥り，前線
録音が作りにくくなっていた時にも，ほかの記
録録音は独自の発展を遂げていた。農村の暮
らしを描いたものや，季節の風物をテーマにし
たものなど，さまざまな番組があったことが当
時の放送記録からわかる 30）が，この時代に脚
光を浴びたのはやはり直接的に戦争に関わる
ものだった。

その一つに，1941年5月25日午前10時20
分から放送された，広島中央放送局制作の特
集番組『病院船』がある。38分という長尺のこ
の番組は，ニッチク（現在の日本コロムビア）
によってレコード化されている。当時において
も，優れた番組と評価されていたことの証左で
あろうが，今聴いても，まぎれもない録音構成
番組と言ってよい。主題録音放送においては，
前線録音よりも先に記録録音が高度な表現を
実現していたのである。
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念のため断っておくが，筆者は『病院船』を
「良い番組」だと言っているのではない。現在
の価値観からすれば，巧みに国民を戦争協力
に駆りたてた「最悪の番組」である。だが，あ
の「仕方がなかった史観 31）」を乗り越えるため
には，その「巧みさ」こそを凝視しなければな
らない。

主題録音『病院船』を聴く

『病院船』は，中国の戦場で傷ついた兵士を
内地に送還する病院船に，録音チームが同船
して記録した番組である。戦場のような派手な
場面があるわけではなく，それだけに，明確
な方法意識が必要だったはずだ。

制作者はまず，二つの大きな枠組みを考えて
いる。一つは，ある集団が，ある場所（中国
の野戦病院）から，別の場所（内地の港）に移
動するまでを描くことであり，もう一つは，病
院船という閉じられた空間の中で生起する出来
事を凝視することである。言うなれば，ロード
ムービーとしての構造と定点観測としての構造
を併せ持っているのだ。この強固な構造の中
でディテールを重ねてゆきテーマを浮かび上が

らせる，それがこの番組の方法だった。
以下，『病院船』の中に，制作者の意図を探

して分け入っていくことにしよう。

 アバンタイトル 　

番組は次のナレーションで始まる。

世紀の聖戦として不滅のページを加え永劫

に残るべき支那事変。大陸の戦野に皇軍の

武威は遍く。我が将兵の壮烈無比なる膺懲

の戦いは今なお熾烈を極めている。

そして赫
かくかく

々たる戦果の陰に，幾多忠勇なる

勇士は，あるいは戦闘に傷つき，あるいは

病に倒れ内地に還送されるのである。

忍びがたきを忍んで，今，大陸を離れ祖国

へ無念の帰還をする白衣の勇士を護って，

内地へ送る病院船は，聖戦の陰に重い使命

を担い，努力と涙の奮闘を続けている。

音に描き，銃後に捧ぐる『病院船』。

番組が描くのは「戦果の陰」で傷ついた兵士
であり，「聖戦の陰」で奮闘する病院船である。

「陰」にふさわしく，ナレーションのバックには
音楽も効果音もない。制作者が選ん
だ静かなオープニングは，素材の選
択とも重なるようだ。往々にして，陽
の当たる華やかな場所よりも「陰」に
こそドキュメンタリーの魅力的な場は
ある。

傷病兵と病院船。両者は，番組の
縦糸となり，横糸となって，一つの物
語を織りなしてゆくはずだ。

 シークエンス1 　陸軍病院 　

タイトル開けの場面は，蔣介石が
1941年 5月25日の確定番組

『病院船』の放送が確認できる。
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病院として使っていた建物を奪取したという陸
軍病院の広場である。内地還送が決まった傷
病兵を前に，部隊長が挨拶を送る。それは傷
つき病を得た傷病兵へのいたわりとはほど遠い
ものだ。陸軍病院で治療に専念した日々の態
度を褒めた後には，次のような言葉が続く。

「その肉体の傷，あるいは病気を克服して，

再び，元気で再起奉公の心を奮い立たせ，そ

うして，日頃鍛えた元気をもって，再び，あ

るいは三たび，戦線にまた赴こうとしておられ

る。

部隊長は，諸官がその決意をもって，今，こ

れから前線に還ろうとされる姿を見て，いか

にも諸官が，本当に日本男児であり，また，

皇軍の真の勇士であるというその姿がここに

現れておるということを見て，敬服に堪えない

んである」

傷病兵は，戦地の陸軍病院で一応の治療を
終え，本格的な治療のために内地に送還され
る人々であるはずだ。だが，部隊長は，傷病
兵たちは「これから前線に還」るのだと言う。
内地は，再び戦場に戻るための「前線」でな
ければならない。

部隊長の挨拶に続いて，傷病兵代表がマイ
クの前に立つ。

「与えられたる使命も達成しないで，生死を

共にし部隊の危険を共に突破した数多の勇

士と別れ，内地還送となる者の心持ちは，

その身とならねば，その心を推察することは

できないだろうと思います。

今も頭に浮かぶのは，戦場に於ける様々の

思い出ばかりであります。祖国の英霊に，戦

友に（数語，聞き取り不能）申し訳ないの心

で一杯であります。かくなる上は（数語，聞

き取り不能）出征当時の健康を回復し，もっ

て最後のご奉公をお誓い申します」

傷病兵は，帰国して退役するのではない。
内地療養の後には再び戦場に戻り，戦わなけ
ればならない。「再起奉公」，それこそはこの
主題録音『病院船』の「主題」にほかならない。

これではまるで「修理」を施されて使い物に
ならなくなるまで，つまりは死ぬまで戦場に送
り続けられる「消耗品」ではないか，そう言い
たくもなる。しかし，今見るべきはそのことで
はない。還送される傷病兵への「期待」，そし
て傷病兵の「覚悟」を，ナレーションによって
ではなく，二つの挨拶によって表現する「巧み
さ」である。同じことを，番組の冒頭からナレー
ションで言えば，説教臭いものになっていただ
ろう。

 シークエンス2　 波止場 　

岸壁には病院船が頼もしくどっしりと横づけ

になっている。

ナレーションが，第二の主人公，病院船の登
場を告げる。場面は，長江の波止場に変わっ
た。実音は埠頭に整列した傷病兵の点呼。し
かし，ナレーションは，それを説明せず，次の
ように語る。

雨が落ちてきた。雲行きが急に速くなった。

いつしか埠頭が煙っている。降りかかる雨

は，つかの間に勇士の顔を涙と濡らしてい

る。
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実音とナレーションによって，聴取者は埠頭
の情景をありありと思い描くことができるのだ。

やがて傷病兵たちの乗船が始まる。

「大丈夫ですか」

「足下に気をつけてくださいね」

マイクは，タラップを上る傷病兵を助ける従
軍看護婦の声を拾う。ナレーションは，その
情景を描写しながら，同時に担架に乗せられ
て船腹に入ってゆく重症患者の存在を語る。

録れるもの（タラップを上る傷病兵と看護
婦）と録れないもの（担架で搬送される傷病
兵）がある。編集とは，その両者を合わせて一
つのシーンを作ることである。

傷病兵の乗船が終わると，マイクは軍楽隊
が演奏する軽快な行進曲を拾う。シーンがに
わかに明るい色調を帯びる中，ナレーション
は，岸壁で見送る日本人居留民を描写する。
白いエプロン姿の婦人たち，その傍らでは子
どもたちが日の丸の旗を振っている。傷病兵
の中で可能な者が甲板に出て見送りに応えて
いる。松葉杖をつく者，顔を包帯で包んだ者
…。だが，悲壮な感じは微塵もない。音楽の
力が編集に生かされている。

ドラが鳴り，行進曲は『蛍の光』に代わる。
別れの時が迫ったのだ。ナレーターは沈黙す
る。波止場の光景は，しばしの間，聴取者の
想像力に委ねられる。

長い汽笛。それを区切りに，ナレーターが沈
黙を破る。

陸軍軍楽隊の奏する『蛍の光』に送られて，

病院船は静かに岸壁を離れた。

取材チームは，すでに船に乗り込んでいる。
マイクは埠頭と甲板の間で呼び交わされる声

をねらうが，言葉を聞き取れるほど鮮明では
ない。代わりにナレーターが，「良くなってまた
来いよ」「また，やってくるぞ」と送る者と送ら
れる者を演じる。それが本当にあった声かど
うかはわからない。だが，あるべき声だった。

傷病兵は，再び戦場に戻らなければならな
い。番組は螺旋を描くように主題を繰り返しな
がら展開してゆく。

 シークエンス3　病院船の日常 

岸壁に打ち振る日の丸の旗，甲板の軍帽，

ハンカチ。大陸の戦場よ，戦友よ，さような

ら。さようなら。

埠頭の別れを描写するナレーションを，深い
オーバーラップによって，船のエンジン音が引
き取る。舞台は埠頭から病院船に移ったのだ。
以後，エンジン音と波音は基調低音となり，番
組のロードムービーとしての構造を支える。

一方，定点観測としての構造を支えるのは，
船内の出来事のディテールである。軍医長によ
る注意事項の説明，事務スタッフによる乗船名
簿と病床日誌の照合，包帯交換，食事などが
丁寧に録音されている。 

名簿と日誌の照合の場面では，傷病兵の名
前が一人一人読み上げられる。

ワタセ テツオ，ハシモト ショウゾウ，

ミヤマエ ショウタロウ，カシマ ミノル，

オオタニ リュウスケ…

　
制作者は，これらの名前を意識的に聞かせ

ている。彼らは，名前のない「傷病兵一般」な
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のではなく，聴取者の夫や父や兄と同様に，
かけがえのない一人一人であることを伝えるた
めにだ。そのことと，彼らが何度でも「修理」
されて戦場に送られる「消耗品」であることの
間に矛盾はない。かけがえのない一人一人が，
戦争目的の前には相対化されることを聴取者
の胸に落とすためにこそ，傷病兵の名前は必
要だったはずだ。

包帯交換のシーンでは，「痛いか？」「我慢し
ましょう」「もうすぐだからね」など，医師や看
護婦の声が記録されている。食事のシーンで
も，「ごはんですよ」「おかずですよ」「はい，お
つゆですよ」と看護婦が補佐する様子が描写
される。兵士は目を負傷しているらしい。爆
撃や砲撃の音はなくても，聴取者は戦場の苛
烈さを想像することになる。病院船の日常は，
出航後の最初のシークエンスで，コンパクトに，
しかし表情豊かに描かれた。

制作者は，治療シーンと食事シーンの間に，
船体に打ち寄せる波音を挟むことを忘れては
いない。それは場面転換のためだけではない。
15 秒間という波音の長さは，聴取者の想像力
を病院船という舞台に誘ううえで必要十分で
ある。

 シークエンス4　病院船の夜 　

雨はいつしか止んで淡い日の光が漏れてき

た。沿岸に生い茂る葦や楊
よう

柳
りゅう

の瑞々しい緑。

黄色い土塀の素朴な農家が緑の中に（数語，

聞き取り不能）水牛がのどかに遊ぶ。 

食事のシーンが終わると，波音が再び高ま
り，ナレーションは長江沿岸の風景を描写す
る。聴取者は息苦しい船内から解放され，異
国の大河のスケールにひととき身を委ねる。長

い番組にはこういう時間が必要なことを，制作
者は計算している。

やがて夜が来る。傷病兵は眠りに就いてい
る。

八重の潮路を行く病院船の真夜中。聞こえ

るものはエンジンの音，舷側に泡立つ波の

音のみである。

ミキシングによって波音とエンジン音が，ずっ
と高音量で響いている。生活音が消える夜，
船内に響く波音とエンジン音が，やけに大きく
感じられるという状況は，誰にも似た経験があ
るだろう。そのリアリティーに支えられて，聴
取者はラジオの前で，夜勤の看護婦たちの姿
に思いを馳せることになる。

3人の子どもをもつ母がいる。「長男はもう中

学校に入っていますよ」という4人の母もい

た。

ナレーションは看護婦たちの個人的な情報
にまで踏み込む。献身ぶりをたたえる常套句よ
りも，具体的なディテールのほうが効果的であ
ることを制作者は知っている。　   

午前1時，勤務引き継ぎのための事務連絡
が行われる。

「午後12時30分，ツボイさん，ヤマウチさ

ん，マスヤマさん，セイケさん，アベさんの

湿布，いたしました」

「はい」

「午後1時にツボイさん，セイケさんの（数語，

聞き取り不能）交換いたしました」

「はい」
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マイクは，看護婦たちの声を丁寧に拾う。午
前1時，異国の大河を下る病院船で，傷病兵
の看護に当たっているのは，例えば長男はす
でに中学生になっている「4人の母」なのであ
る。何気なく挿入されたディテールが，聴取者
の共感を呼んだことだろう。

船体にぶつかる波音は，事務連絡の声の中
で次第に絞られ，消える。そして事務連絡が
終わりかかるころ，再びそのボリュームが上げ
られて，やがてそれだけになる。その時聴取
者は，波の波長がそれまでよりも長くなってい
ることに気がつく。病院船は穏やかな海に出た
のだ。

 シークエンス5　交流 　

波静かな外洋の朝。

病院船は平穏な航海に恵まれている。

船旅は長い。その退屈を紛らわすためだろ
う，病院船では看護婦が傷病兵たちに本を朗
読する時間が設けられていた。マイクはその声
を拾う。本の内容はドンタク（オランダ語で日
曜・休日）やハンカチなど，外来語について解
説するもので，傷病兵にとってあまり面白いも
のではなさそうだ。若い看護婦が淡 と々朗読
するのだが，会場は静まりかえっている。無理
もない。「読む本が違うだろう」とつっこみたく
なる。

ところが，外来語と日本語が融合した言葉，
例えば半ドン（ドンタクの半分），トンカツ，アズ
キアイス，野菜サラダ等について解説するとこ
ろにさしかかった時，一人の傷病兵が感極まっ
たようにこうつぶやいた。
「嗚呼，アズキアイスが食べたいなあ」   

場の雰囲気は一変する。看護婦は朗読を中

断し，「本当ですね。お船に乗っていると食べ

られないから。トンカツなんかもいただきたいで

すね（笑）」と応じる。兵士たちは，どっとわく。
ひとしきり笑って看護婦は朗読を続けようとす
るが，今度はカステラが出てくる。「また，いた

だきたいのが出てきましたねえ（笑）」。看護婦
の屈託ない笑いに，傷病兵たちの娘をいたわ
るような笑いが重なる。傷病兵と従軍看護婦，
番組の縦糸と横糸が直接的に交わるシーンだ。

おそらく，録音スタッフは，朗読がこのよう
なシーンになるとは想定してはいなかったろう。
ただ「こんなこともやっています」という紹介で
終わっていたかもしれない。「紹介」は「シーン」
ではない。傷病兵たちと若い看護婦との間の
微笑ましい交流が，朗読会を「シーン」に高め
ているのだ。

スタッフは思わぬ展開に出会い，逃さずに
録った。それを最大限に生かす形で編集した。

こういう時，今，撮影の現場では「ロケの神
様が微笑んだ」などと言う。そういう言い方が
当時もあったとは思わないが，同じ気持ちだっ
ただろう。ドキュメンタリーをつくる喜びであ
る。

 シークエンス6　低気圧と帰港 

場面はモールス信号の受信音から始まる。
微笑ましい場面から一変し，緊張が走る。

病院船は低気圧に接近しているのだ。

夜が更けるにつれて，風が激しくなった。船

は低気圧に対し真っ向から突き進んでいる。

マイクは高まる波音を拾う。夜半，病院船は
低気圧のただ中に突入した。ナレーションは，
その中で懸命に任務を果たす「白衣の天使」
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の仕事の尊さを語る。それは傷病兵の「再起
奉公」と並ぶ，この番組のもう一つの「主題」
である。

やがて夜が明けると波は収まり，祖国の山
並みが見えてくる…。

このシークエンスについて言えば，「何か違
和感がある」というのが筆者の第一印象だっ
た。嵐の場面は当然期待されていただろうが，
本当にこういうタイミングだったのだろうか。別
の日の嵐を帰国前夜にもってきたのではない
だろうか。いや，それならそれ（許容される
噓）でいいのだが，繰り返し聴いてみても，嵐
の質感が薄いのだ。風波の強烈さが語られる
が，録音されているのは高い波音だけで風は
感じられない。「緊張する船内」とナレーショ
ンは言うが，それに見合う音もない。危険な
状況で録音にも限界があったのかもしれない
が，このシーン自体が虚構だった可能性も捨
てきれない。ほかのシークエンスに比べて「録
れ高」が低すぎるのだ。

だが，筆者は虚構を暴きたいのではない。
シークエンスに込められた制作者の意図を考
えることこそが重要なのだ。嵐の真偽は保留
のうえで言えば（そのどちらだとしても），制作
者には二つの確信があったはずだ。一つは，
帰国の直前には「嵐」という逆境を潜り抜けな
ければならないということである。「嵐」を抜
け出た時に祖国の山並みが見えるというカタル
シスは，当然，期待されて（計算されて）いた
はずだ。

もう一つは，「嵐」の場面こそが，従軍看護
婦たちの犠牲的精神を語るにふさわしいという
計算である。高まる波音に重ねて語られるの
は，例えば次のようなエピソードだ。

急に勇士の容態が変わって輸血を必要とす

る時など，進んで我が血を捧げ，心に平癒

を祈る数々の話題が，それからそれへと浮か

んでくる。

ナレーションは，「嵐」の中で任務をまっと
うする看護婦たちの姿を描写するのではなく，

「嵐」を背景にして別のこと（とっておきのエピ
ソード）を語っている。実音とナレーションによ
る乗法効果が強く意識されていたはずだ。

 シークエンス7　歓迎式 　
汽笛が繰り返され，次のナレーションが入

る。

懐かしい故郷の山並みよ，島々よ。水平線

上に躍り上がった太陽が，波に船に麗しい光

を浴びせかける。

病院船は歓迎の人々が待つ港に着岸した。
マイクは，船に乗り込んできて傷病兵たちに訓
示する司令官の声を拾う。司令官は傷病兵の
苦労をねぎらったうえで次のように続ける。

「諸君はまだ歳が非常に若い。元気である。

この内地に帰ってこられたところの，この感

激によって心を新たにされたならば，速やか

に還ってくれることだろうと信じて疑わぬの

であります」

最後のシークエンスで再び主題が前景化す
る。病院船が，長江の港を発つ時も，祖国に
たどり着いた時にも，傷病兵に向けられる言葉
は「再起奉公」なのである。

だが，厳しさだけではなく「優しさ」も演出
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される。埠頭に降り立った傷病兵を前に挨拶
に立った女学生は，出征の時とはすっかり変
わってしまった姿で還った兵士に感謝といたわ
りの言葉を述べ，次のように語りかける。

「戦友を彼の地に残しての白衣の帰還を残念

無念に思われてお悲しみになっておられるの

ではございませんでしょうか。いえいえ，そ

れは余りにもいたわしいお考えでございます。

（中略）どうぞその輝く白衣の胸をぐっとお張

りになってお元気をお出しくださいませ。（中

略）神の国の神兵としてお傷つきあそばされ

たお身体を，必ずや神様が懇ろにお守りくだ

さることと信じます」

  
この言葉は「再起奉公」という主題の方向と

はズレている。編集で落とすことも可能だった
はずだ。だが，「再起奉公」一辺倒では番組は
教条的となり，魅力を失うだろう。主題とは別
のベクトルの小さな要素は，番組全体のため
に有効である。

ナレーションは，女学生の言葉に，兵士た
ちも泣いていると描写する。そして傷病兵代表
が答辞に立つが，「胸迫って，しばし声がない」。
編集は，その沈黙をそのまま生かす。やっと
話し始めた兵士は，「本当に申し訳ありません。

残念です」と帰還の気持ちを語る。女学生の
「優しさ」も，その気持ちを増幅させるばかり
だ。

そして兵士が 「懐かしい祖国の土を踏み，懐

かしい皆様のお顔を拝する時，私共の脳裏に

去来するものは，戦場で別れた温情あふるる

部隊長殿はじめ，懐かしい戦友や部下の面影

であります」と語ったところで編集の鋏が入り，
女学生たちによる「白衣の勇士に捧ぐる歌」に

つながれる。編集点の後に，兵士が「再起奉
公」の決意を語っていたことは想像に難くない
が，その言葉以前に切られた理由は，女学生
たちの合唱に重ねて読まれる次のラストコメン
トとの重複を避けるためだったろう。

かくして勇士は治療院に向かう。再起奉公

を固く誓う勇士の赤心。快癒一日も早かれと

祈る銃後国民の熱情。前線銃後の固き結合

とこそ言えよう。

聖戦の陰に病院船のこの尊さあり。 

兵士の「再起奉公」の決意は，戦友への思
いを語る言葉ですでに十分伝わっており，屋上
屋を重ねるような編集はするべきではないと制
作者は考えたのだろう。

しかし，もう一つの可能性もある。兵士の答
辞に「再起奉公」を誓う言葉がなかった場合で
ある。考えにくいが，絶対になかったとは言え
ない。病院船で還送されてきた仲間の中には，
再び戦場に赴くことなどあり得ないほどに傷つ
いている者も少なからずいたはずなのだ。

1937年から39年にかけて，中国と日本の間
を往復する病院船に日本赤十字社の従軍看護
婦として乗り組んだ藤垣京子は，傷病兵がそ
の肉体と精神に負った傷の深さを日誌に残して
いる。手足を切断した人，脊髄を損傷して半
身不随になった人，何かを叫び続ける人，海
に身を投げた人，ピストル自殺を試みた人，広
島の宇

う

品
じな

に帰港した時「下船させられるなら自
殺する」と言う人もいた 32）。 

番組『病院船』が，そのような病院船の実相
に目を向けることはない。病院船によって還送
されてきた傷病兵が，彼らを迎える国民に戦い
続ける決意を語る，それこそがこの番組の帰
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着点でなければならなかった。兵士の答辞に
「再起奉公」を誓う言葉がなかったとしても，ラ
ストコメントは前記のようになっただろう。

このラストコメントまで，ナレーションが「再
起奉公」という言葉を使うことはなかった。「押
しつけ臭」を避けるためだったろう。だが，こ
こまでシークエンスを積み上げてきた時，もは
や，主題の明示をためらう理由はない。傷病
兵は，「再起奉公」を誓う。だからこそ彼らを
運ぶ病院船は尊いのだ。

主題録音放送とは，「明確なる意図のもとに
あって，その構成は必ずしも自然の通りに配列
されるものではない 33）」。その定義に従えば，

『病院船』は病院船の実相とは全くかけ離れて
いたが，しかし主題録音放送の明らかな「達
成」だったのである。  

（後編は1月号に掲載）
（おおもり じゅんろう）

※史料の引用に際しては，旧字を新字に，旧仮名遣い
を新仮名遣いに改めた箇所がある。また，読みや
すさを優先して，カタカナをひらがなに改めた場合，
句読点やルビを追加した場合もある。
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 31） 日本放送協会は，初めから政府が管掌する組織
として設立されたのだから，戦争に協力したのは
当然であり，仕方がなかった―。そのような見
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