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「記録録音」から区別されていたのである2）。
前編で見てきたように，『病院船』（1941年5

月）に代表される記録録音が，太平洋戦争開
戦前，すでに録音構成として高い水準に達し
ていたのに対し，前線録音のほうは，録音構
成と言うにはほど遠い水準にとどまっていた。

『武漢攻略戦』（1938年10月）は「糞リアリズ
ム」と批判されたが，そこから進歩することは
なかったのである。前線録音がその停滞から
抜け出すためには，太平洋戦争の開戦を待た
ねばならなかった。

後編ではまず，太平洋戦争開戦直後に放送
された前線録音『香港攻略戦』を聴くことか
ら始めたい。それは，戦時録音放送が生んだ

「優れた」主題録音として，『病院船』と双璧を
成すものである。

3.「構成」は何を表現したのか
（前編からの続き）

日本の録音放送は，日中戦争の勃発と相前
後して生まれ急速な発展を遂げた。「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1）」ることに
なったからである。

日中戦争の時代，録音放送は技術的進歩
にとどまらず，新しい表現形式である「主題録
音」，今で言う録音構成を生んだ。そして当時
の分類では，「主題録音」の中には，今日のラ
ジオドラマに連なる「創作録音」とラジオドキュ
メンタリーに連なる「記録録音」「前線録音」が
あった。戦場に録音隊を派遣して最前線の戦
いを伝える番組は，「記録録音」の1ジャンルと
言ってよいのだが，当時は「前線録音」として

前編では，日本の録音放送が戦争の中で生まれ，戦争の中で発展してきた様を概観し，1941年5月に放送され
た『病院船』の録音構成としての完成度を分析した。

後編では，まず太平洋戦争開戦直後につくられた『香港攻略戦』を聴く。戦場に録音隊を派遣してつくる番組
は前線録音と呼ばれていたが，『香港攻略戦』はそれまでの前線録音にはない確かな「構成」を備えるものだった。
日本軍が快進撃を続けていた時期，「構成」という方法の可能性は未来に向けて無限に開かれているかに見えた。

だが，戦時下の録音構成はそのまま発展を続けていったのではない。やがてその輝きを失い，単純な宣伝番組
に堕していったのである。

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（後編）〜

メディア研究部  大森淳郎　
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『香港攻略戦』を聴く

日中戦争が泥沼化する中で進歩を止めてい
た前線録音は，太平洋戦争の開戦によって再
び脚光を浴びることになる。緒戦の華 し々い勝
利から格好の素材を得たからだが，しかしそ
れだけが理由ではない。記録録音からその方
法を吸収し，完成度の高い番組になっていた
からこそ，聴取者の熱い支持を得たのである。
前線録音は『武漢攻略戦』の水準のまま再登
場したのではなかった。

本稿前編の冒頭に引用した1942年7月に行
われた「闘う“前線録音”座談会」の中で，一
人の録音隊員が，前線録音は現場での苦労は
多いが，記録録音に比べた場合，番組づくり
としては「この方が楽」なのだと言っている。前
線録音は「事実を伝えるために全力を尽くせば
よい」だけなのに対して，記録録音は主題を浮
かび上がらせるためにより高度な構成が必要に
なるからだ。炭坑を舞台にした記録録音を例
に，録音隊員はこう語っている。「炭坑なら炭
坑というものは，これは一つの炭坑を通じて何
かそこにヤマを持たさなければいかん。それを
どこにもってくるか（中略）難しいと思う3）」。

録音隊員たちは明らかに記録録音を意識し
ていた。彼らが前線録音のほうが「楽」だと言
うのは，裏を返せば前線録音も現場の迫力に
だけ頼って「楽」をしてはならないのであり，よ
り「難しい」記録録音の方法から学ばなければ
ならないと考えていたからではなかったか。

筆者がそう考えるのは，太平洋戦争開戦直
後の前線録音『香港攻略戦』（1941年12月24
日放送：25分）の録音構成としての完成度の
高さ故である。そこには素材の強さに頼るだけ
ではない，明らかな「構成」がある。『武漢攻
略戦』から『香港攻略戦』への飛躍は，記録

録音の影響抜きには説明できない。
ロケの現場で素材となる音をただ待っている

のではなく探そうとする意思，場面転換の方
法，実音と実音あるいは実音とナレーションを
単に並列するのではなく，そのぶつかり合いに
よって生じる乗法的効果を考えること，そして
番組を支える構造を持つこと等 ，々前線録音
が記録録音から受けた影響は大きかったはず
である。
『病院船』は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たが，『香港
攻略戦』もまた，イギリス軍を追撃して九

クー

龍
ロン

半
島を南進してゆくという大きな構造の中に，ディ
テールを有機的に重ねてゆくことで成立してい
た。以下，各シークエンスを素描しながら，そ
こに隠された制作者の企みを読みとってゆこう。

 アバンタイトル 　

番組は，何かが炸裂する音からいきなり始ま
る。そして飛行機が飛ぶ轟音，また炸裂。聴
取者が空爆が行われていることを理解するタ
イミングでナレーションが重なってくる。現地
ではなく，東京のスタジオで入れられたナレー
ションである 4）。

昭和16年12月8日，大本営陸軍部発表。我

が軍は本8日未明，戦闘状態に入るや機を失

せず，香港の攻撃を開始せり。かくて我が

陸軍部隊は大
たい

埔
ほ

国境を越えて堂々，香港攻

略の進撃を開始しました。この香港攻略部隊

に従軍した支那派遣第2録音班は，敵砲弾

の炸裂下，戦塵にまみれながら，皇軍活躍

の赫
かっかく

々たる戦果を伝える生 し々い現地録音を

送ってきました。

香港攻略戦第1報。
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背後では，砲弾が炸裂する音が響いている。
ナレーションの終わり近くで，その炸裂音に戦
車の轟音（と確認できるわけではないが，キャ
タピラー車が舗装道路を疾走するような音であ
る）がフェードインで重なってくる。マイクは進
撃する日本軍と共にあるのだ。
「香港攻略戦第1報」のタイトルコールの後，

キャタピラー音はピークに達する。それは緊張
をはらんだまま数秒続き，歩兵が進む音とクロ
スする。そして静寂。ここまでがアバンタイト
ルである。聴取者に「何かが始まる」という予
感を抱かせるのに十分だ。

シークエンス1　進軍開始

タイトル明けの静寂の後，マイクは軽やか
に歩く馬の蹄の響きを単独で捉える。馬は次

第にマイクに近づいてくるのだ
が，それにしたがい，蹄の響
きにほかの音が重なってくる。
車が走る音，クラクション。そ
して蹄の響きが唐突に消える
と，人間の話し声が聞こえてく
る。遠くでは散発的な砲撃の
音が響き続けている。

これは「自然の音」ではな
い。明らかに「編集された音」
である。遠くから近づいてくる
馬にマイクを向ければ，周囲
の音（車の音など）の中から蹄
の響きが次第に浮かび上がっ
てくるように録音されるはずな
のに，それが逆になっている
のだ。蹄の響きと話し声の間
にも明らかに編集のハサミが
入っている。

制作者は，蹄の響き，車両の動き，人間の
声，そして遠い砲撃音を別々に録音し，任意に
ミックスしている。なぜ，そうする必要があっ
たのか。現地で録

と

られた次のナレーションを聴
く時，その意図は明らかになる。

東遥かにバイアス湾，大
たいほう

鵬湾，西は珠
しゅ

江
こう

に

挟まれて，細長く南に突き出た九
クー

龍
ロン

半島。過

去100年にわたる間，東洋に飽くなき搾取を

ほしいままにしたイギリス基地の鉄の扉を押

し開いて，今こそわが皇軍の世紀の進軍が開

始されたのであります。（中略）
九龍に進撃する我が騎馬隊，歩兵隊，車両

部隊。いずれも晴れやかな顔に堂 と々隊務を

整え，国境を越えてコンクリートの舗装道路

を南に進軍します。

九龍

香港

中英国境

深圳
しんせん

クーロン

12月8日進撃開始

12月13日九龍半島攻略完了

珠江
バ
イ
ア
ス
湾

香港

深圳
大
鵬
湾

【全般図】

しゅこう

防衛庁防衛研究所戦史室編（1971）戦史叢書『香港・長沙作戦』を参照
して作成

香港攻略戦 概念図
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香港島に向かって進軍する日本軍は，騎馬
隊，歩兵隊，車両部隊から構成されていた。
制作者は，各部隊の存在を一つずつクローズ
アップするために，冒頭の音を作り出していた
のだ。

場所はイギリス領と国境を接する中国の
深
しんせん

圳。時は1941年12月8日午前10時。空は
青く，白い雲が浮かんでいる。『武漢攻略戦』
の場合と同様，静かな場所で別

べつ

録
ど

りされた「実
感」によるナレーションなのだが，いたずらに
美文調になることはなく，風景描写は抑制的
である。聴取者はラジオから流れ出る音に集
中し，想像力を全開することになる。まさに
これから，「アジア解放の戦い」が始まるのだ
―。

シークエンス2　進軍続く

シークエンス1は，「（日本軍部隊が）国境を
越えてコンクリートの舗装道路を南に進軍しま
す」というナレーションで終わっていた。編集
は，そのナレーションに馬の大きないななきを
つなぐ。そしてわずかの間

ま

があり，シークエン
ス1では遠くに聞こえていた砲撃の音が間近に
聞こえてくる。ナレーションによって，日本軍部
隊は国境から15キロ，すでにイギリス領に深く
侵攻していることが説明される。馬のいななき
の間に場面はA（深圳の国境付近）からB（国
境から15キロ地点）へと飛躍したのだ。

砲撃の音は激しさを増し，敵の砲弾が着弾
する音も混じる。

屈曲の多い海岸線の向こうの山から盛んに

撃ってくる敵の砲撃を制圧すべく，我が砲兵

の援護射撃の中を九龍へ！

前線の緊張感はシークエンス1よりはるかに
高まっている。だが，進撃の場面であることに
は変わりはない。このままでは聴取者は戦闘
の描写に慣れ，そして飽きるだろう。別種の構
成要素が必要である。

シークエンス3　捕虜

制作者がシークエンス3に持ってきたのは，
「血祭にあげた敵の陣地から得た」イギリス軍
捕虜へのインタビューである。

捕虜は「イギリス兵と白いターバンを巻いた

インド兵と。いずれもカーキ色のズボンに茶色

のジャケット，靴は泥にまみれてい」ると描写さ
れる。インタビューは通訳を交えて次のように
展開する。質問に答えるのは，ほとんどインド
人兵のほうである（英語の発音からそうとわ
かる）。

（以下，Qは日本語による質問，Aは捕虜の回答の通

訳による日本語訳である）

Ｑ この人の名前をひとつ聞いてくれる?

Ａ ナバサン。

Ｑ 歳は?

Ａ 28歳。

Ｑ 階級は?

Ａ 下士官です。

Ｑ ははあ，そうですか。所属部隊は?

Ａ ジョーンズ大尉の部隊。

Ｑ いつ東洋に来たんですか?

Ａ 4年前に来た。

Ｑ 香港に来てから，この戦争を予想して何か

精神的な教育を受けたかどうか?

Ａ 予想はしていなかった。

Ｑ いなかった。したがって特別な訓練も受け

ていなかったというんでしょうか?
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Ａ なかった。普通の軍隊の教練ばかりでした

し，特別に戦争としての訓練はなかったそう

です。

Ｑ なかった。はあ。最近でもそうだったんです

かねえ?

Ａ 従来どおりの訓練だったそうです。

Ｑ 最近においてもね。はあはあ。捕まった時

にね，日本の軍隊に捕まった時，どういう

気持ちだった?

Ａ もう，自分は兵隊としての義務が，もうこれ

でなくなった，と思ったと。

Ｑ はあ。今，シンガポール，ハワイ，フィリピ

ン，そういった所の戦闘を聞いてどう思って

いる?

Ａ 自分の意見は，はっきりわかっとらん。2週

間くらい新聞なんか見たことないんだから。

Ｑ 別に悲しいとか情けないとか，そういったよ

うなことは感じないってことか?  

Ａ もうすでに時期が遅れた。もう過ぎ去ったこ

とだ。万事休す，ってやつだ。（笑い声）　

このインタビューの全体が伝えようとしてい
るのは，いわば「イギリス軍，恐るるに足らず」
ということである。

捕虜によれば，イギリス軍には戦争が近づ
いているという認識も緊張感もなかった。捕虜
となっても恥とは考えず，兵士としての義務は
終わったという。日本軍が快進撃を続ける様
を，悲しいとも情けないとも思わない。「生きて
虜囚の辱を受けず」，日本軍の戦陣訓に照ら
せば兵士失格である。

制作者にとって，これらはみな“おいしい”
答えだったはずだ。アナウンサーが繰り返す

「はあ」や「はあはあ」の調子からもそれは明	
らかだ。あきれたような，しかし“ねらいどおり	

だ”という嬉しさも隠しきれない。こんな兵士
がどれだけ集まっても日本軍の敵ではない，捕
虜のインタビューは聴取者にそう思わせるに十
分なはずだ―。

実は，番組スタッフが捕虜と接触したのは，
このインタビューの時が初めてではなかった。
ハワイや東南アジア方面の戦況について感想
を聞く質問を通訳が捕虜に伝える時，次のよ
うな英語が聞こえる。“I	told	you	 last	night	
Singapore,	Malay	Peninsula	.	.	.”

取材者は（少なくとも通訳者は），インタビュー
の前夜には捕虜に戦況を伝えており，その時
の捕虜の反応を知っていたのである。インタ
ビューがいつ行われたのかは不明だが，捕虜
が2人だけだったとは考えにくい。日本軍は戦
闘開始後6日間で九龍半島の攻略を完了し，
その間に捕らえたイギリス兵は49人に及んでい
る（香港島攻略時点ではおよそ1万1,000人）5）。
2人のインタビュイーは「選ばれた捕虜」だった
と考えるのが順当だろう。

インタビューを編集したのは，東京の報道部
だったが，そこでも録音隊のインタビューの意
図は共有されていた。インタビューは2人のイ
ギリス兵に対して行われているが，編集で選ば
れたのはインド系の兵士のほうである。イギリ
スの植民地だったインド出身の兵士の士気は
低く，それが好都合だったのだろう。

インタビューの最後の通訳のセリフ，「万事
休す，ってやつだ」は，無論，捕虜の英語には
ない。通訳がその役割を逸脱して加えた言葉
だ。この後，笑い声が聞こえる。質問者，通
訳，録音技師，さらには軍の関係者もいただ
ろうか，複数の日本人の侮蔑的な笑い声であ
る。編集のアウト点は，この笑い声の後に置か
れている。普通の編集であれば，捕虜の答え
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の日本語訳，すなわち「もう過ぎ去ったことだ」
という言葉で切るだろう。だが，この編集はそ
うはしない。通訳者の蛇足，「万事休す，って
やつだ」を生かし，さらにその後に続く日本人
たちの笑いまでを「効果的」に生かしている。
インタビュー全体の意図を考えれば，冷静に考
え抜かれた「正しい」アウト点なのである。	
「素材」（＝捕虜）の選択から，ねらいを定め

たインタビュー，そのねらいを最大限に生かす
編集まで，意図は一貫していた。

シークエンス4　香港島砲撃

日本軍は強い，イギリス軍は弱い。その印
象を聴取者の意識に刻んだうえで，ナレーショ
ンは，12月13日，日本軍が九龍半島一帯を
攻略し，「敵の牙城」香港島を海の向こうに「眼

前一望」する地点まで到達したことを伝える。

無数の敵の要塞を，砲兵陣地を叩きつぶして

怒濤の如く九龍の街に突入した我が軍は，いよ

いよ香港攻略の火ぶたを切ったのであります。

これまでで最も激しい炸裂音とともに香港島
の砲撃シーンが始まる。番組のクライマックス
シーンである。着弾して炸裂する轟音もすごい
が，砲弾が空気を切り裂くキーンという音が印
象的である。砲撃は，2分間近くつながれてい
る。それは，『武漢攻略戦』で聴いたような，
説明的，アリバイ的な録音とは本質的に異なる
ものだ。

我が砲兵陣地から香港島の右の端，要塞に

集中する我が猛撃は，九龍の街を揺すり海を

圧して続けられます。火光を吐いて砲門を飛

び出す弾丸，空気を切って飛ぶ音，敵陣へ叩

きつけて炸裂する轟音。

2分間の中でナレーションはこれがすべて。
最小限に抑えられている。制作者は，砲撃の
音に耳を澄ませてほしい，そこから戦場の緊
迫を感じとってほしいと考えている。	聴取者は，
スピーカーに耳を押し当てるようにして録音を
聴いたことだろう。筆者もヘッドホンの音量を
上げて集中した。すると，「敵陣へ叩きつけて
炸裂する轟音」の狭間から，ある音がはっきり
と聞こえてくる。逃げ惑う住民の声，耳をつん
ざくような子どもたちの叫び声である。戦場の
光景がありありと目に浮かぶようだ。

だが冷静になってみると，この音は不自然
だ。砲弾の炸裂音は，海を隔てた香港島から
聞こえてくる音をマイクが拾ったものである。同
じマイクが，島の中で逃げ惑う人々の声をクリ
アに拾うはずはない。では，その声はいつどこ
で録ったものなのだろう。

その答えは，この番組の編集を担当した報
道部の永山弘の論文の中にあった。永山は，
東京に送られてきたラッシュ（編集前の素材）
を最初に聴いた時の印象をこう書いている。

　
この現地録音は全体として内容的に秀れて
いるのは無論であるが，音として今までにな
く銃砲声が長く納められており，比較的近距
離でこれらが割れもせず収録されていること
である。それに九

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

龍半島砲撃を開始した際，
猛
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

烈な彼我の砲撃によって九龍市街を逃げ
惑
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

う避難民の悲鳴狂騒が，極めて効果的に
入
・ ・ ・ ・ ・

っている。6）（傍点は引用者）

住民の悲鳴，子どもたちの叫び声は，香港
島砲撃以前に九龍市街で録音された「逃げ惑
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う避難民の悲鳴狂騒」だった。「極めて効果的
に入っている」この音は，番組のクライマックス
シーンに転用されていたのである。

この編集をインチキだと責めるつもりは筆者
にはない（すぐにその不自然さがバレてしまう
稚拙さは責められても仕方がないと思うが）。
対岸から録ることは不可能でも，日本軍の砲
撃にさらされる香港島で，住民が逃げ惑い，
子どもたちが泣き叫んでいたことは容易に想像
できることなのである。

筆者は，別の意味でこの編集に疑問を持っ
た。「避難民の口々にわめく声，子供の千切れ
る様な恐怖におののく悲鳴 7）」が「極めて効果
的」だと言う時の，その「効果」とは何か，と
いう疑問である。

子どもの悲鳴は，市民を巻き込まずにはお
かない現代戦の残酷さの象徴と言ってよい。日
本軍の「正義」に疑問を抱かせかねないその
ような音は，むしろ排除されるべきではなかっ
たのか。それなのに排除するどころか，クライ
マックスシーンに持ってきたのはなぜなのだろ
うか。戦争の悲惨さを，そうとは言わずに聴
取者に伝える「効果」をねらったのだろうか。
だが，シーンの文脈から見て，そのような解釈
は不可能だ。

永山の言う「効果」とは何だったのか，それ
を知る手がかりは太平洋戦争開戦以前，日中
戦争に従軍したアナウンサーによる戦場の描
写の中にあった。河西三

みつ

省
み

アナウンサーによ
る徐州会戦の現地リポート（1938年5月19日～
22日	全4回放送）の音源が遺っているが，次
に引くのは5月22日放送分の中の一節である。

　
続 と々列を作って僅かばかりの手荷物，汚れ

た顔，泥にまみれた着物，警備の日本兵を恐

れながらも，粛 と々して我が家に急ぐ支那住

民を眺めます時，戦いに敗れた国民の悲壮と

悲惨にしばし涙なきを得ません。全国の皆様，

戦いに敗れてはなりません。戦争には如何な

る犠牲を払っても勝たなければなりません。

現場にその悲惨を見ます時，唯勝利あるのみ，

勝利は何ものをも解決すると今私が現場より

お知らせすることが間違っていましょうか。

中国本土とイギリス植民地の違いはあるにし
ろ，戦争に巻き込まれた中国の住民の姿とい
うことでは香港攻略戦と同じ状況であるが，こ
こで住民の姿は，戦争の悲惨さの象徴ではな
く，ましてや日本軍の侵略性，暴力性の象徴
でもなく，日本が戦争に勝たなければならない
理由として描かれているのである。

こうした見方は河西に特異的だったわけでは
ない。次に挙げるのは，武漢攻略戦の前線録
音を担当した中村茂アナウンサーによる取材記
である。

皇軍入城と同時に三々五々家に帰る土民たち
のみじめな姿はこの上もなく敗戦国の悲しみ
を感じさせる。皇軍の姿を見れば，例の陰険
な作り笑いを青白い顔に浮かべながら一 立々
ち止まっては丁寧にお辞儀するあわれさ，内
地の子供なら悪戯盛り何の屈託もなく平和に
暮らせる子供が，手にうす汚い笊をさげて残
飯貰いに歩く姿はグット胸を突かれる 8）。

中村は，中国の子どもたちに「同情」を寄せ
ている。だが，伝えたいことの中心は，そこ
にあるのではない。上の描写に続けて中村は，
前線の兵士は中国の子どもたちを見て「何の不
安もなく，御

み い つ

稜威の下にスクスクと育つ」日本



53JANUARY 2018

の子どもたちを想うだろうと言い，「全軍が一つ
に凝って敵陣に殺到する皇軍独特の精神力は
実に祖国のありがたい姿から沸き出てくるもの
なることを感じさせられる」と続けるのである。
そして，中国の子どもたちの姿を日本内地の親
たちにも見せてやりたいとも言う。絶対天皇制
下の日本人の「幸せ」を強調するために，中村
は中国の子どもの悲惨さを対比的に描写してい
るのである。

河西，中村，両アナウンサーの中国人への
差別的な眼差しを，今ことさらに批判したいの
ではない。そうではなく，当時の放送を理解
するためには，こういう眼差しが当時の日本放
送協会の中にあって普通だったということ，そ
してそれが大方の聴取者に違和感なく受け取
られていたことを知ることが必要なのだ。

対照的な事例を挙げよう。前編で述べたよう
に，亀井文夫の映画『闘ふ兵隊』は，中村茂
らが制作した前線録音『武漢攻略戦』と同じ
戦場を舞台にしていた。そこで亀井は，何を
見て，どう描いたのだろうか。

映画は，日本軍によって焼き払われる村の
シーンから始まる。燃える家を前に呆然とする
老農夫のアップ，焼け跡に立ち尽くす子どもた
ち，大地に跪いて祈る男。字幕は「いま大陸
は新しい秩序を生み出すために烈しい陣痛を
体験している」と言うのだが，亀井がその「陣
痛」をよしとしているのではないことは，映像
のどこまでも暗いトーンが物語っている。日本
軍が攻め入り，無人となった武漢のシーンでは，
破壊された機関車の残骸が残る駅の映像に，
赤ん坊の泣き声が重ね合わされる。

亀井が中国の民衆の姿を戦争の悲惨さの象
徴として描いたことは明らかだ。その故にこそ

『戦ふ兵隊』は軍当局の意向を忖度した映画会

社によってお蔵入りとなったのである9）。
そして一方，同じ中国の避難民や子どもたち

の姿を日本人の「幸福」，日本軍の「勝利」を
際立たせるために使ったラジオ放送は大衆に
受け入れられた。“戦場で泣き叫ぶ子ども”と
いう記号が何を意味するのか，当時の一般的
尺度（それはメディアと大衆の相互関係の中で
形成されたものだ）を知らなければ，番組が
何を目指し，何を実現したのかを知ることはで
きない。

戦時ラジオ放送において，逃げ惑う中国の
民衆，無辜の子どもたちの悲惨さは，反戦・
非戦を訴えるための象徴ではなく，戦争完遂
を訴えるための象徴だった。「子供の千切れ
る様な恐怖におののく悲鳴」をクライマックス
シーンに持ってきたのは，まさに「効果的」だっ
たのである。

シークエンス5　軍使

クライマックスシーンが終わると長い（約8
秒）沈黙。聴取者が「?」と思い始めるタイミン
グでナレーションが入り，香港島に降伏を勧告
する軍使を送ったこと，イギリス軍の返答期限
が午後3時であることを伝える。そして返答の
封書を受け取りに香港島に渡った参謀が，発
動汽船でこちら岸に戻ってくる様子を描写す
る。

船の舳
へ

先
さき

に突っ立った中佐の右肩の参謀肩

章と左手にしっかり持たれたイギリス総督

から我が軍司令官への諾否の回答を秘めた

真っ白い封筒が鈍く光っています。

	
いかにも実況風のナレーションだが，事後，

室内で録った「実感」であることは，発動汽船
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の音も港の喧噪も全く聞こえないことからわか
る。その後には，「突堤に上陸した」参謀が「直

ちにマイクの前に立」って発表したという談話
がつながれるのだが，これも室内で録音され
たものであることは同じ理由から明らかだ。

談話の内容は，イギリス軍はその面子にか
けて日本軍の上陸前の降伏はできないと考えて
いるようだ，というものである。ただし，イギリ
ス軍の返答が入った封筒はまだ開封していない
とも言う。最後は，「やるさ。徹底的にやってや

るんだ」という芝居がかった言葉で終わる。
続けてナレーションは，参謀が「突堤談話」

を行った30分後にイギリス軍の降伏勧告拒
否を日本軍が正式発表したことを伝えて，この
シークエンスは終わる。　　

ここで見るべきは，「実感」放送によるディ
テールの描写や参謀の談話によってシークエン
スを立体化しようとする，いわば「物語る意思」
とでも言うべきものだ。イギリス軍に降伏勧告
を行ったが拒否された，それだけの事実を伝
えるために4シーン，4分以上を費やしている。
各シーンが聴取者にもたらす効果を示せば次の
ようになるだろうか。

猛爆撃後の8 秒の沈黙→猛爆撃の結果につ
いての聴取者の興味をかきたてる。どんなナ
レーションよりも，沈黙が効果的である。
参謀の帰還→具体的な描写で参謀の帰還を
視覚化する。降伏勧告に対するイギリス軍の
返答が入った「真っ白い」封筒。聴取者の関
心はその中身に集中する。
参謀の談話→参謀の「徹底的にやってやるん
だ」という決意が伝えられるが，封筒は未開
封のままである。聴取者はじらされ，同時に
期待が高まる。

イギリス軍の返答→降伏勧告拒否の報が明
らかにされる。直前に置かれた参謀の決意，
すなわち「徹底的にやってやるんだ」は，聴
取者のものとなる。

『香港攻略戦』が放送されたのは1941年12
月24日，この時点で日本軍はすでに香港島に
上陸し，そのほとんどを制圧下に置いていた

（イギリス軍の降伏は25日）。大方の聴取者は，
新聞やラジオニュースで香港攻略戦の展開を
知っていたはずだ。聴取者にとって日本軍の香
港島上陸前の状況は，すでに過去のものだっ
た。それでも聴取者は，前線録音『香港攻略
戦』によって，この戦いをありありと追体験した
ことだろう。『香港攻略戦』においては，報道
の迅速性よりも，「構成」の力が優先されてい
た。番組制作者はディテールを積み重ねて『香
港攻略戦』という物語を構築したのである。

シークエンス6　総攻撃

イギリス軍の降伏勧告拒否を日本軍が正式
発表したことを伝えるナレーションは，日本軍
が軍使を送ることは二度とないとしたうえで，

「香港攻略陸海軍将兵一同は，誓って陛下の

御稜威を八紘に輝くべく，士気はいやがうえに

も高揚されている」と結ばれる。そして，間を
置かずに飛行機の爆音，すさまじい砲撃音が
くる。

着きました。我が叩きつけた一弾が，島の右

手，工場近くに建ち並ぶ建物をやっつけまし

た。パッと火を吐いて，すごい煙が出て兵営

か何かの倉庫か，4つ5つ建ち並ぶ建物の（爆
発音で数語聞き取り不能）火が建物をなめ始

めています。
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張り詰めたナレーションは時折，爆発音にか
き消されて聞こえない。アナウンサーは「九龍

の街の最も高い建物の屋上」から実況している
のだ。その迫真力は，直前の4シーンでじらさ
れてきた聴取者を，カタルシスにいざなったは
ずだ。危険を伴っても，ここは「実感」ではな
く「実況」でなければならない。録音隊の計算
であり，覚悟であったろう。

敵陣からも撃ってくる砲弾が頭の上をビュン

ビュン通ります。雲を破って飛び続ける砲弾。

島の山肌に黒い火煙があがる。（中略）香港

攻略戦，今まさにたけなわであります。 

	　
実況はそう終わる。その後には，花火大会

のエンディングさながら，編集によって集めら
れた音が重ねられる。編集を担当した永山は，

「一切を打ち消す様な総攻撃の『音』を総動員
して盛り上げる」と，そのねらいを記している。
25分間の特集番組だった。

	
本当のそれそのもの

「闘う“前線録音”座談会」では，『香港攻略
戦』も優れた前線録音の一つとして話題にの
ぼっている。次に引用する部分の発言者「杉本」
は杉本亀一アナウンサー，香港攻略戦を現地
から報告したその人である。	

杉本：あれが香港で非常に巧くいったのは，弾
がビュンビュン上を飛んでいる。（中略）それ
はいくら飛び交っても，自分の位置から着弾
が遠いというと割合に客観的に感ずるし，非
常に戦争の大きさというものを持たせること
が出来る。それがどうかすると弾が近くなっ
て来ると非常にあわてて録音隊の主観になっ

てくる。これは極力警戒しなければいけない
のですが，実際に難しい。（中略）これを編
集なり何なりして行く場合に，ひょっとしたら
戦争の噓を伝えやしないかという非常に心配
が出て来る。

島浦：それは見ている面というか，人間の眼の
届くところは局部だから。

杉本：だからあらゆる，そういうよいものを拾っ
て歩いて，そ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

れを総合して全体のもの，本当
の
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

それそのものが浮かび出なければというよ
うなことを目的にしておった。（傍点は引用者）

ここでは，とても大事なことが語られている。
自分たちが見ること，聞くこと，知ることがで
きるのは，戦場の一部だけである。人間の目
は神の目ではない。だから，「ひょっとしたら戦
争の噓を伝えやしないか」という疑念が浮かぶ。
まっとうな感覚と言うべきだろう。だからこそ，
集めた断片，素材を総合して「本当のそれその
もの」を表現しようとした，と杉本は言うのだ。

だが，『香港攻略戦』は本当に「本当のそれ
そのもの」だったのだろうか。当時のアナウン
サーの重鎮の一人，館野守男は『香港攻略戦』
をはじめとする前線録音を高く評価したうえで
次のように記している。

報道録音は先ず対象を分析する，選択を行
う。そしてそれを総合し編集する。対象に左
右されるのではなく，対象を左右するのであ
る。従って録音放送は，同時性には執着せ
ぬ代わりに一つの事象のもつ表現的な面を，
さまざまな角度から記録してその断片を一つ
の構成意図すなわち報道録音なら報道的意
図の下に取捨選択し，報

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

道価値ある面のみ
を
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

総合強調して迫力のある報道をすることが
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出来る。10） （傍点は引用者）

館野が『香港攻略戦』を評価するのは，そ
れが「本当のそれそのもの」を描いていたから
ではない。「対象を左右する」ことによって「報
道価値ある面のみを総合強調」することに成功
していたからなのである。「報道価値」とは，
内閣情報局の言う「「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11）」と別のものではな
かったはずだ。

一見，杉本と館野は正反対のことを主張し
ているように見える。だが，見てきたように『香
港攻略戦』は「本当のそれそのもの」などでは
なかった。イギリス兵捕虜へのインタビューは
一つの意味（イギリス軍は弱い）に向けて巧み
に誘導されていた。砲弾の嵐の中で泣き叫ぶ子
どもたちの声を，本当ではない場所に移植（九
龍市街→香港島）することによって，香港島砲
撃というクライマックスシーンに教訓（戦争は勝
たねばならない）を付加していた。杉本は自分
たちが「報道価値ある面のみを総合強調」して
いることに気づかずに（気づいていても），それ
を「本当のそれそのもの」と信じ（信じようとし）
ていたのである。

杉本の自己分析の甘さを批判することはたや
すい。だが，「本当のそれそのもの」を表現す
ることなど，そもそも可能なのだろうか。ドキュ
メンタリーはいつの時代も「本当のそれそのも
の」と「報道価値ある面」の間で揺れ動いてい
るのではないだろうか。そして，そのことに自
覚的であることこそが大切なのではないだろう
か。戦時録音放送は，その自覚を失った時の
危険を私たちに教えている。	

前線録音の「達成」

日中戦争の戦場で産声を上げた前線録音
は，太平洋戦争初期にピークを迎えた。その
中で，今，NHKに完全な形で音源が遺ってい
るものは『香港攻略戦』のほかには『バタアン
半島攻撃実況』（1942年4月15日放送：22分）
がある。8日間にわたる日本軍の総攻撃を伝え
る番組だったが，ここでも新しい方法が試みら
れていた。地のナレーションとは区別して，時々

「録音隊の手記」と称する朗読がインサートさ
れるのだが，例えばそれは「我々録音隊は死

角となったジャングルの険しい崖を盾にして録音

に熱中した。（中略）我々の眼
まなこ

は埃にまみれ爆

音のために打ち震えた」というものである。「あ

る丘の上にマイクを据えた時」には，友軍の爆
撃機が敵陣地を空爆する瞬間を目撃した。「完

全に敵に露出した丘の上」にマイクを置いて砲
弾が空気を切り裂く音を録ったこともある。
「録音隊の手記」と実音の組み合わせによっ

て戦場を立体的に描くことに成功しているが，
取材者の存在を明示して現場の状況を報告す
る方法は，ルポルタージュという新しい表現の
試みでもあった。
『バタアン半島攻撃実況』と同時期には，『シ

ンガポール攻略戦』（1942年4月8日放送）や
『ビルマ戦線』（1942年4月9日放送）等の前線
録音が相次いで放送されている。完全な形で
は遺っていないが，その一部をレコードアルバ
ム『音声資料による実録大東亜戦争史』12）に
よって聴くことができる。『ボクラ少国民』シ
リーズや『新聞は戦争を美化せよ！』などの著
作で教育やメディアの戦争責任を問い続けてき
た作家・山中恒が，レコード会社の倉庫で朽
ち果てかけていた音源を発見し，アルバムに編
んだものである。
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『ビルマ戦線』は，夜を支配する鳥の奇声や
急流の音を効果的に使って，タイ・ビルマ国境
の川を渡ってゆく日本兵を描いていた。『シンガ
ポール攻略戦』では，録音隊員が100メートル
前方に敵の砲弾が着弾するような最前線に身
を置いて実況していた。いずれの放送も聴取
者の手に汗を握らせたことだろう。

前線録音は，放送を通して戦場と銃後を一
体化させるという内閣情報局の方針を体現する
ものだったが故に，大きな予算と人員が惜し
みなく投下されていた。

山中は，解説にこう記している。「当時の日
本人は，このアルバムに収録された権力側の
操作した情報によってしか戦争を考えなかった
し，そのように考えるようにしつけられていた。

（中略）いかなる理不尽にも耐えなければなら
ないと思っていた。いやそれどころか，そのた
めに理不尽な死さえ遂げさせられた多くの忠良
なる臣民がいた。その恐ろしさをわたし達は絶
対に忘れるわけにはいかない」。

山中は，当時「少国民」の一人としてラジオ
を聴き，影響を受けた立場からそう書いた。
戦時ラジオ放送を制作した側もまた，多くの国
民を「理不尽な死」に向かわせてしまった「そ
の恐ろしさを絶対に忘れるわけにはいかない」
はずである。

4. 硬直化する「構成」 

『陸軍少年戦車兵学校』を聴く　

1942年6月のミッドウェー海戦は，太平洋戦
争に大きな転機をもたらした。緒戦における日
本軍の攻勢は終わり，戦況は拮抗から劣勢へ
と向かってゆくことになる。その中で，前線録
音は次第に表舞台から姿を消していった。負け

戦の前線録音はあり得ない。それは，戦争に
勝っていたわずかの間に咲いたあだ花だった。

一方，同じ主題録音の中でも，記録録音は
戦況の悪化とは無縁にその命脈を保っていた。

『病院船』以後の記録録音で，今，NHKに音
源が遺っているものとしては次の4本がある。
・『陸軍重砲兵学校』（1943年5月18日放送）
・『陸軍野砲兵学校』（1943年5月18日放送）
・『陸軍少年戦車兵学校』（1943年5月20日放送）
・『陸軍落下傘部隊』（1944年3月10日放送）

いずれも，前線録音が後退した後，太平洋
戦争中期から後期にかけてのものだ。太平洋
戦争下の記録録音について，これらの番組だ
けから評価することはできないが，4本が遺っ
たのはレコード化されていたからであり，つまり
は当時，重要かつ優れた番組と考えられていた
からである。そういうものとして聴いてみること
は無意味ではないだろう。シリーズ番組のうち
の1本，『陸軍少年戦車兵学校』を聴いて素描
してみよう。

シークエンス1　学校の朝

番組はウグイスの鳴き声から始まり，そこに
起床ラッパの音が重なってくる。陸軍少年戦車
兵学校は，現在の静岡県富士宮市北端，朝霧
高原にあった。ナレーションは，富士を仰ぐ5
月の高原の朝を描写しながら次のように語る。
「その昔，鎌倉武士が勇武を競ったこの土地

に，今，昭和の少年たちが皇軍戦車部隊の雛

獅子として日夜錬磨に励んでいるのであります」

番組タイトルとは裏腹の静かで魅力的な立ち
上がりである。

シークエンス2　教室で

マイクは校舎の中に入る。教室では「日本
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史」の授業が行われていて教官が「神武天皇

の東征の目的」を問い，生徒は「天照大神以来

の大使命を御実現されるためであります」と即
答する。続いてマイクは自動車工学の教室に移
動，エンジン故障の原因に関する教官の問い
に生徒が答える。「日本史」の授業と近代科学
の授業を並列させて紹介することに，制作者
は積極的な意味を見いだしていただろう。「万
世一系」は神話ではなく歴史的事実でなけれ
ばならない。ナレーションは生徒たちの真剣な
表情に「言いしれぬ感動」を覚えるという。

シークエンス3　野外演習

マイクは校舎から出て，戦車戦の演習に向
けられる。戦車が走る轟音と砲撃音が響く。
歩兵部隊と戦車部隊が共同して敵陣を突破す
る想定だ。番組のクライマックスシーンである。
演習が終わると，教官と生徒の間で次のような
やりとりが展開し，その余韻のうちにシークエ
ンスは終わる。

教官：もし歩兵が少し遅れたような場合はどう

するか。サダ。

サダ：はい。地形を利用して待機し，兵の進出

を待ちます。

教官： イダ。

イダ：戦車独力をもって，敢然，敵陣に突入し

ます。

教官：よし! 他の兵科と協同することも非常に

大切なことではあるが，甘んじて全軍の犠牲

となり，敵陣敵中に突入して，歩兵を引っ張

り出す。そのことこそ，戦車兵の精華である。

わかったか！

全員：はい！

シークエンス4　校長の話　

4分間に及ぶ校長の話。学校の卒業生の中
には，20歳を前に「護国の英霊」となった者も
いると述べる。それは無論，学校の栄誉でな
ければならない。「熱血たぎる全国の少年」に

「本校の門を目指して進」むことを勧めて校長
の話は終わる。

シークエンス5　軍歌

録音チームが学校を去る時，生徒たちが校
庭を行進しながら歌う軍歌が聞こえてくる。

			
聖戦万里海を越え  朔

さくふう

風荒
すさ

ぶ大陸に
吾が精鋭の往く所  常に先鋒戦車あり
旭
きょっ

旗
き

燦たり皇軍の  精華我等は戦車兵
敵火雨

う

注
ちゅう

もものかわと  歩兵の進路拓きつつ  
敵陣深く蹂

じゅう

躙
り ん

す  これは有
ゆうしん

心の弾丸ぞ…
（『戦車兵の歌』作詞：岩田義泰，作曲：紙恭輔）

記録録音の後退

番組を初めて聴いた時の印象は二つあった。
一つは「うまくまとまっている」ということ。も
う一つは「しかし何か物足りない」ということで
ある。繰り返し聴いてもう少し言葉を足せば次
のようになる。
「うまくまとまっている」ということについて言

えば，静かな立ち上がりに続き，教室での座
講，野外演習，そして校長の話へと続く素直
な展開がまず挙げられる。学校の全体像を過
不足なく伝えていると言えるだろう。特記すべ
きはシークエンス3・4・5が連動して，一つの
主題に収斂してゆくことである。生徒と教官の
やりとりの中から立ち上がった戦車兵が持つべ
き犠牲的精神という主題は，校長の話によって
深化され，エンディングの校歌の歌詞と響き合
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うのである。よく考えられた構成と言ってよい。
では「何か物足りない」という印象はどこから

きているのかと言えば，「うまくまとまっている」
ことの裏返しなのだが，すべてがあまりに予定
調和なのだ。

現在でも，ロケに出る前には事前取材に基
づいた構成表を作る。そして構成表に従ってロ
ケを進めようとするのだが，必ず破綻する。想
定したシーンは想定どおりには撮れ（録れ）な
い。想定以下の場合もあれば想定以上のこと
もある。破綻すれば新たな構成表を作り，ま
た破綻する。その繰り返しこそがロケの本質と
言ってよい。その中で制作者は対象について
考え続けるのである。

だが，『陸軍少年戦車兵学校』の場合，事
前に準備した構成表と実際に放送された番組
の間には寸分の違いもなかっただろう。どの場
面からも，想定を超えて初めて録れる，勢いの
ようなものが感じられないのである。

シークエンス3における教官と生徒の問答
も，あまりにもスムーズに都合良く展開するた
め，つくられた芝居という印象がぬぐえない。
誤答ではないが模範的とは言えない回答A，
次に模範的な回答B，そして教官が回答Bの
精神を語る。事前の構成表にも同じ展開が記
されていたはずだ。そして，このシーンの後に
校長の話がきて軍歌で締める。この番組の強
さ（構成の手際の良さ）は同時に弱さ（構成の
予定調和）でもあるのだ。

想定どおりに録れたのならば一番良いではな
いか，という考え方もあるだろう。しかし，前
編冒頭に引用した録音隊員たちの座談会を思
い出してみよう。そこで島浦精二アナウンサー
はこう語っていた。「あれをとってやろう，こう
いう場合があろうという気持は必要であるが，

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13）」。

実際，例えば『香港攻略戦』のスタッフは，
緻密な構成表など作る間もなく現場に駆けつ
けた。進軍の様子や砲撃のシーンまでは想定
していただろうが，捕虜へのインタビューや敵
陣への軍使の派遣などは事前に想定すること
はできなかっただろう。それを逃さずに録り，
生かすことで番組は躍動した。捕虜のインタ
ビューについて言えば，先述したようにその内
容はインタビュー前夜には想定問答ができては
いただろう。しかし，それは現場で捕虜という
存在に出くわして急遽考えたものであり，イン
タビューの全体からはスタッフの「これは使え
る！」という興奮のようなものさえ伝わってくる。

『陸軍少年戦車兵学校』における教官と生徒
の退屈な想定問答とは違う。
『病院船』でも，船内で何が録れるのか，昼

夜を問わず録音対象を探し続ける制作者の姿
勢が番組に力を与えていた。傷病兵に看護婦
が本を朗読して聞かせるシーンなどは，想定を
超える録れ高だった。制作者が感じる「ロケの
神様の微笑み」は，聴取者にも番組の生気と
なって伝わるものなのである。『陸軍少年戦車
兵学校』に欠けているのは，そういう生気であ
る。「構成」がないのではない。「構成」が死ん
でいるのだ。
『陸軍重砲兵学校』『陸軍野砲兵学校』を聴

いても，ほとんど同じ印象を受けた。構成要
素も似たり寄ったりである。もちろん，同時期
に放送されたこれらの番組は，一つのシリーズ
として構想されたものであり，放送時間は14分
前後，フォーマットもある程度統一されていた
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のだろう。だから，この一連のシリーズだけか
ら，太平洋戦争中期・後期の記録録音につい
て何かを言うのは無理があるかもしれない。だ
が，NHKに遺るもう1本，1944年3月10日夜
8時台から放送された特集番組『陸軍落下傘部
隊』を聴いても「予定調和」の印象は変わらな
い。こちらは，シリーズ番組ではなくゴールデ
ンタイムに42分にわたって放送されたものであ
り，確定番組表には，異例なことであるが「日
本放送協会報道録音隊」と銘打たれている。
録音番組班として力を傾注した作品だった。

番組は，宮崎県中部の川南町にあった陸軍
落下傘部隊に入隊した新人たちが，厳しい訓
練を経て初めての単独降下を迎えるまでを描
いている。録音スタッフが飛行機に乗り込んで
録った単独降下の場面などはある意味，圧巻
と言ってよい。隊員たちは強烈な風圧に抗して
初めての空に飛び出してゆくのだが，マイクは
飛行機の轟音，開け放たれた扉から吹き込む
風音，教官の励まし，そして飛び出してゆく隊
員たちが発する気合いをクリアに捉えている。
だがそれは，録音機材の進化であり，記録録
音という方法の進化ではない。そう言いたくな
るくらい，この番組の「構成」は硬直している
のだ。ナレーションが訓練の最初はマット運動
であると言い，その後にマット運動の実音がく
る。ナレーションが階段からの飛び降り訓練が
始まると言い，その後に飛び降り訓練の実音
がくる。以下，同様な繰り返しで初めての単独
降下のシーンまで進んでゆくのだ。『武漢攻略
戦』で見た，あの「糞リアリズム」まで後退して
しまったかのようだ。制作者はスケジュールを
こなすこと以外に何も考える必要はなかっただ
ろう。

実は，『陸軍落下傘部隊』は，その放送の前々

年，1942年に製作された映画『空の神兵』14）を
ラジオ番組としてなぞったものだった。映画も

（こちらが先なのだが）入隊してきた新人たち
が初めての単独降下を迎えるまでを描いたもの
で，明るい挿入歌ともども大ヒットを記録してい
た。ラジオ番組はこの映画をなぞったと言った
が，正確に言えばその表面をなぞったにすぎな
い。映画には，飛行機から飛び出そうとする落
下傘兵の表情を，並行して飛ぶ飛行機から撮
影するなどのチャレンジ精神が随所にあったが，

『陸軍落下傘部隊』にそういうものはなかった。
報道部の大村が，録音放送が映画のように映
像をもたず聴覚だけに頼ることは，録音放送の
不利ではなく，「この幸福な条件によって録音
は独自の指標を求め得らるゝ 位置にある15）」と
書いたのは，太平洋戦争開戦の2年前のこと
だった。その気概はどこにいってしまったのだ
ろう。

本当の宣伝　

日中戦争の勃発から太平洋戦争初期にかけ
て，『放送』や『放送研究』の誌上では主題録
音という新しい表現形式について，良い意味で

「青臭い」議論が活発に交わされてきた。
いわく「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16）」ない。またいわく「報
道録音は先ず対象を分析する，選択を行う。
そしてそれを総合し編集する。対象に左右され
るのではなく，対象を左右するのである17）」。

しかし，このような「構成」という方法をめぐ
る議論は，戦況の悪化の中で次第に影を潜め
てしまう。久しぶりに録音放送についての議論
が『放送研究』誌上に載ったのは1943年5月，

「農村と放送」という座談会の採録だった。そ
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の中で企画部の宮川三雄が，録音放送は都会
向けで農村の人にはわからないのではないか，
と問題提起をしているのだが，録音番組班の
春日由三は次のように答えている。

録音の当事者としては，今宮川さんの言う
ことは賛成だし，それをもっと一般的のも
のにしなければならないという気持を持って
おります。結局作る人達の仕事の可愛がり
方というか打ち込み方というのか，つい手
のこんだものにしてゆく，聴いた感覚で奇
麗にゆくものにだんだんしてゆくのですね。
も
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

っと荒削りな本当の宣伝（中略）この問題
が大事なんだということを考えさせるために
も，もっと荒削りであってもよいのじゃないか
と思いますね。18）（傍点は引用者）

春日は，予定調和でいいから「本当の宣伝」
に向かってまっしぐらであれ，と言っている。
それが「荒削り」の意味である。「構成」などは
死んでいてもかまわない―。

1937年，長崎放送局で開発された可搬型
録音機が局外に出た瞬間から積み重ねられて
きた「構成」論を，春日は根本から否定してい
た。“対象”だとか“選択”だとか“総合”だとか，
そんな議論は「作る人達」の自己満足にすぎず，
録音番組は「本当の宣伝」になっていることこ
そが肝要だと言っているのである。

春日の主張は，彼一人のものではなく，録
音番組班の主流となっていたはずだ。だからこ
そ，『陸軍少年戦車兵学校』や『陸軍落下傘部
隊』は高く評価されレコード化されたのだろう。

「構成」から「本当の宣伝」へ。それは今日の
目からは記録録音の「後退」にしか見えない。
しかし，当時にあっては「後退」ではなく「前

進」だったのである。

ある録音番組制作者の証言

筆者は，2009年にETV特集『戦争とラジ
オ』の制作のため，戦時中に東京で録音番組
に携わっていた荒井喜太郎（1941年入局：取材
時91歳，2011年没）にインタビューを行った 19）。
荒井は耳が遠くなっており，筆者は大声で聞く
ことになった。

「どんな番組を覚えていらっしゃいますか？」
「録音構成です。そういうようなものが多かっ
たんじゃないですか。録音してきて自分で編
集して放送する，それをやらされていました」

「どんな現場に行ったのか覚えていらっしゃい
ますか？」

「えっ，内容ですか。そりゃ戦争に携わって
いてね，何か健気に生きている人たち，そう
いうものをやらされていました。例えば軍隊
の所に行ってね，厳しい生活を自分の目で見
て，それを録音構成にまとめるとか，そんな
ことをやらされていました。当時は，戦争に
勝つためにということしか言われてなかった
んですよ」

や
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

らされていた，と荒井は繰り返し言った。

「どんな場面を録音するんですか？」
「兵隊の声を録ってきてまとめるわけですよ。
どうか，みんな一生懸命やってください，兵
隊さんもこうですからという，そんなようなこ
とですよね」

「荒井さんが実際に行った録音には，どんな
ものがあったんでしょう？」
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私は，具体的な話を引き出したくて同じ質問
を繰り返していた。インタビューの途中，娘さ
んが不安そうな顔でお茶とお菓子を運んでき
た。私の大声が，荒井を責め立てているように
聞こえたのかもしれない。

「陸軍少年学校とか幼年学校とかね，そんな
所に行きました。国のために役立ちたいとい
う若人の心意気と言いますかね，そういうも
のをやったことはありますよ。士気旺盛で頑
張っているところを放送では強調するわけで
すよね。『俺はこういう気持ちでいるんだ』っ
ていう，健気な少年兵ですね。そういうもの
だと皆も飛びつきますし，それをやって，誇
張して放送するようになりましたもの」

荒井は強調と言い，誇張と言った。その意
味するところを問う筆者の声は，一層，大きく
なっていただろうか。

「いやだから，それは『敵も苦しいんだから頑
張って』とか，『兵隊に入ったのだから，もう敵
をやっつけるために身を粉にして働くんだ』と
か，そういうふうに，みんな誰かに言われて言
うのか，本気で思って言うのかよくわかりませ
んけどね，そういうふうな雰囲気はありました
よ。だから『ああ，立派な考え方だなぁ』っ
ていうふうに，聞いたほうは思うでしょうしね。
そういうふうに，やっぱり放送でもってったよう
な気はいたします。それが良かったのか悪かっ
たのかはわかりませんけどね。それで志願兵
がずいぶん増えたんじゃないでしょうかね」

1941年に入局した荒井の初任地は札幌であ
る。そこで太平洋戦争の開戦を迎え，その後，

旭川，名古屋，静岡を経て東京に転勤し録音
番組の制作に携わった。その頃すでに東京は
空襲にさらされ，日本の敗色は濃くなっていた。
荒井は当時の心境を筆者にこう語った。
「でも，深く考えると，こんなふうで果たして

勝てるのかなあ，っていうのはありましたね。
どんどん家が焼かれているんですから。そうか
といって，これじゃ負けちゃうっていう気持ち
もないんですね。成り行きまかせみたいな」

思考は停止していた。「構成」について考え
ることなどはなかった。荒井にできることは

「成り行き」にまかせて“荒削りな本当の宣伝”
をつくり続けることだけだった。

5. おわりに
　 ―再び「ちぐはぐな座談会」―

記録映画『戦ふ兵隊』が，軍当局による処
罰を恐れた映画会社によって上映中止に追い
込まれたことは先述したが，亀井文夫は当時，
次のように書いている。
「恐らく，制限は益々激しくなるだろう。真実

を追う記録映画の製作余地など，なくなるかも
しれない。そして記録映画の名にかくれた，虚
構映画が，横行しだすかもしれない20）」

亀井自身は，1941年10月，『闘ふ兵隊』その
他の作品・評論が反戦的とされて治安維持法
違反容疑で逮捕・拘留され，釈放後も演出者
資格をはく奪されたから，太平洋戦争下に記録
映画を撮ることはなかった。仮に逮捕がなかっ
たとしても，言論の自由が完全に失われた場所
で「真実を追う」ことの不可能性を自覚してい
た亀井が記録映画を撮り続けることはなかった
だろう。「虚構映画」ならつくらないほうがまだ
ましだ―。
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一方，日本放送協会の主題録音の担い手た
ちは，亀井が記録映画によって「真実を追う」
ことを断念した後も，自分たちが「真実を追」っ
ていることを疑わなかった。『病院船』のスタッ
フは，自殺者が続出するような病院船の実相
には目を向けようとはしなかった。彼らにとって
それは，「再起奉公」を誓う傷病兵を運ぶとい
う病院船の「真実」を描くためには捨てなけれ
ばならない事実だったからである。
『香港攻略戦』のスタッフの一人，杉本亀一

は「本当のそれそのもの」を描きたいと言って
いた。それは，国家の戦争目的と一致する限り
での「本当のそれそのもの」だったのだが，杉
本はそのことに無自覚だった。というよりも無
自覚でいることができた。戦争に勝っていたか
らである。だが，戦況が悪化すればするほど，
そうあらねばならない「真実」と，取材現場の

「本当のそれそのもの」との間の乖離は広がっ
ていったはずだ。その時，主題録音の担い手
たちは，「真実」を追求する手段としての「構
成」を捨て，「本当の宣伝」を求めたのである。

戦時録音放送の歴史をここまで考察してきた
時，前編冒頭で引用した「闘う“前線録音”座
談会」は，当初とは別の意味を持ったものに見
えてくる。そこでは，前線録音の「政治性」を
強調しようとする編集部を置き去りにするように
して録音隊員たちは「構成」の方法論に夢中に
なっていた。だから筆者は，彼らにある親近
感を覚えて「ちぐはぐな座談会」と言ってみた
のだ。前線録音の政治性を強調する編集部と，
現場で格闘する録音隊員たちの間にはズレが
あり，そのズレこそが新しい表現の可能性その
もののように思えたからである。だが，戦時録
音放送が実際にたどった道は違う。ズレは小さ
くなり，ついにはなくなった。

編集部の文挟はこう言っていた。
「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21）」

録音放送は，文挟の言うとおりの道をたどっ
た。結局，録音隊員たちは「お釈迦様の手の
上の孫悟空」のようなものだった。自分たちは
自由な「現場」の人間だと思っていたが，実は
彼ら自身も文挟の言う「政治性」の内側にいた
のである。

戦時録音放送に現在のドキュメンタリー番
組の源流を求めた筆者の仮説は揺らぎ始める。
長崎で開発された，「現場」に持ち運び可能な
録音機は，確かに新しい表現を生んだ。『長崎
の印象』は，少なくともその志において，はっ
きりと主題録音，今の言い方で言えば録音構
成を指向していた。「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」，制作者の石井
登志雄を捉えたこの考えは，今日のドキュメン
タリー番組の中に脈 と々生き続けている。

戦時録音放送も，『長崎の印象』という源流
から流れ出た水脈の一つだった。だが，この
水脈は太平洋戦争の中で枯れるべくして枯れ
たのではなかったか。『病院船』や『香港攻略
戦』は「構成」という新しい表現の大きな「達
成」であったことは間違いない。しかし，これ
らの番組はいずれは「荒削りな本当の宣伝」に
変態する必然を内包していたのである。
　　　		　	　第2回	了			（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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注：
1）	独活山萬司「戦時録音放送の問題」『放送研究』

1942年4月号
2）	前編の14ページ表参照（『放送研究と調査』

2017年12月号）
3）	「闘う“前線録音”座談会」『放送研究』1942年8

月号
4）	太平洋戦争開戦までは，録音隊が現地で編集し

て，編集済みの録音盤を東京に空輸するスタイル
が一般的だったが，開戦後は，現地で録った素
材（現地アナウンスを含む）を大まかな設計メモと
一緒に送るスタイルとなった（前掲「闘う“前線録
音”座談会」）。

5）	防衛庁防衛研究所戦史室編（1971）戦史叢書『香
港・長沙作戦』（朝雲新聞社）

6）	永山弘「録音放送の編集，構成」『放送研究』
1942年7月号	

7）	6）と同。永山は「逃げ惑う避難民の悲鳴狂騒」
をこうも表現している。

8）	中村茂「中支戦線を征く」『放送』1938年12月号
9）	都筑政昭（1992）『鳥になった人間』（講談社）98

頁
	10）	館野守男「戦時下録音放送の性格と方向」『放送

研究』1942年6月号
	11）	内閣情報局（1942）「開戦一年の国内放送」『大

東亜戦争	放送しるべ』第19集
	12）	山中恒，監修・構成・解説（1977）『音声資料に

よる実録大東亜戦争史』（コロムビアレコード）。
音源は，前線録音などを再編集して放送した当
時の番組『勝利の記録』や『週間録音』だった。
前線録音のほか，当時の重要な大本営発表や軍
人・政治家の演説が含まれている。

	13）	3）と同
 14） 渡辺義実監督（1942）『空の神兵』（日本映画社）
 15）	大村「ニュース・実況と録音放送」『放送』1939

年10月号
	16）	同上
	17）	10）と同
	18）	「座談会	農村と放送」『放送研究』1943年5月号
	19）	インタビューは2009年5月12日，東京都豊島区

の荒井の自宅で行った。
	20）	亀井文夫「記録映画と真実と」『映画評論』1939

年5月号
	21）	3）と同


