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１  はじめに

ラジオ放送が始まって間もない1920年代
後半から1930年代前半にかけて，野球の実
況放送が大人気となった。この実況の中心と
なったのは日本放送協会の松内則三アナウン
サーだった。松内の独特の口調による早慶戦
はレコードとしても発売され，10万枚売れれ
ば大ヒットといわれた時代に，歌謡曲でもな
いのに15万枚のセールスを記録した。一種
の社会現象ともいえる出来事であった。

これはメディア史として注目されている事
象であり，多くの先行研究がある。例えば，
竹山昭子の『ラジオの時代』1），橋本一夫の『日
本スポーツ放送史』2）のほか，山口誠 3）や南
利明 4）の研究などがあり，竹山はその実況ス

戦前の「講談調」野球実況は
なぜ人気となったのか
～放送種目割合や聴取者意向から検証する～

メディア研究部  小林利行

本稿では，1930年前後に大人気となった松内則三アナウンサーの「講談調」の野球実況について，これまでに
ないアプローチでその人気の背景の再分析を試みた。

本稿ではまず，「報道」「教養」「娯楽」などの放送番組の種目割合の時系列変化に注目した。そして，「娯楽」
の割合が減少している時期とこの実況の全盛期が重なることを示したうえで，これをベースとして以下の3つの視
点から人気の背景を探った。
【①聴取者】聴取者は「娯楽」を求めていたが，実際の放送では十分に供給されておらず，「娯楽」の少なさに不

満を持っていた。【②松内則三】アナウンスのあり方において常に聴取者の意向を重視していた松内が，野球実況を「講
談調」にした理由の一つに①が関係した可能性が高い。【③日本放送協会】聴取者加入が外国に比べて進まない
要因の一つは「娯楽」の少なさだと認識していたと思われるが，「社会の公器」という建前上，いたずらに「娯楽」
を増やすわけにもいかなかった。そこに登場したのがこの実況であり，客観性に疑問符がつくアナウンスながらも
容認する姿勢をとったと推察される。

先行研究で指摘されているように，この実況の人気の背景には，「講談調」という日本人になじみのある口調が
広く受け入れられたことがあるのは間違いない。これに上記の3つの視点を加えることで，この実況の誕生と継続
の解釈に厚みが増し，従来の野球ファン以外を取り込んで大人気となった背景をより明確にできるのではないだろ
うか。

タイルについて「江戸期以来庶民に親しまれ
てきた演芸路線を継承して，『話芸』の巧みさ
によって人びとの興味を得るものであった」5）

などと，また山口はそのアナウンスを「擬講
談調」としたうえで，「先行する話芸から古い
オラリティを借用して，新しいラジオのライ
ブ性を実現しようとした」6）などとしている。

これらからも分かるとおり，先行研究では
主にアナウンスの内容が分析の中心となって
いる。本稿では，こうした先行研究に立脚し
ながらも，放送種目の割合や聴取者の意向に
注目したこれまでにないアプローチで大ブー
ムの背景，特にその誕生と継続についての分
析を試みる。資料としては，当時の雑誌，ア
ナウンサーの手記，日本放送協会の放送研究
誌，『ラジオ年鑑』，NHKが編さんした各放
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送史などを用いる。
当時の野球実況は松内のほか，1936年の

ベルリンオリンピックの「前畑がんばれ」で
有名な河西三

みつ

省
み

アナウンサーなども担当した
が，本稿では中心的に活躍した松内の実況に
焦点を当てる。そしてその時期の松内のアナ
ウンスを，その前後の野球実況と区別するた
めに「野球話術実況」と呼ぶ。これは，先行
研究でも指摘されているように，古典的な話
芸をベースとしていると思われるからである。

本稿の構成としては，まず松内の野球実況
の内容を分析し，その魅力を確認する。そし
て，「報道」「教養」「娯楽」といった当時の
放送種目の割合の時系列変化など，いくつか
のデータや史料に注目して本稿の主張となる
根拠を示し，「野球話術実況」の人気の背景
を考察する。

戦前の放送局の名称は，時期によって「東
京放送局」「東京中央放送局」などと異なる
が，本稿では「東京放送局」のように統一する。
また日本放送協会は「協会」と略す。

２  松内の「野球話術実況」

（1）松内の入局と野球実況の始まり
松内は，放送が始まった1925（大正 14）

年に東京放送局に入局している。はじめはア
ナウンサーではなく，日用品の物価の取材を
担当していた。松内は慶応大学を卒業したあ
と，東京市市場協会に勤めていたことがあっ
た 7）。このため，日用品の値段に詳しいだろ
うと物価の担当となったという。しかし松内
は，自分が取材したことをほかのアナウンサー
に間違えて伝えられてはかなわないと，たび
たび自らマイクに向かっていた。そのうち度

松内則三　1934年4月17日撮影

胸と器用さを買われて，当時少なかったアナ
ウンサーの1人になったという。

日本で初めての野球実況 8）は，1927年 8月
13日に甲子園で行われた第 13回全国中等学
校優勝野球大会であり，大阪放送局の魚谷忠
アナウンサーが担当した。この実況の始まり
には興味深いエピソードが残っている。当時
の放送内容は逓信省に厳重に監督されていて，
アナウンスメントについても原稿にして事前
にチェックを受けていた。しかし，野球実況
も同じような手続きを踏むとなると，どう考
えてもプレー内容を伝えるのが遅くなり「実
況」は成り立たない。そこで大阪放送局が申
し入れた結果，大阪逓信局は「アナウンサー
の実況描写放送は事実を伝えうるものとして
大目に見る」と譲歩したという 9）。

松内が初めて担当した野球実況は，このす
ぐあとの8月24日，神宮球場で行われた一高
対三高の試合だった。そして，同年10月から
は東京の六大学野球リーグ戦の実況放送が始
まる。まさに1927年は日本のスポーツ実況に

NO IMAGE
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関して記念すべき年であった。河西によると，
当初，六大学野球は松内 1人で担当していた
が，大変になってきたので1929年の春から
河西が応援に入るようになったという 10）。

なお，初期のころの松内の口調は「講談調」
ではなく，見たままを描写する客観的なもの
だった 11）。松内が独自のスタイルを確立する
過程については後述する。

（2）実況の内容
松内の「野球話術実況」は次第に大きな人

気を集めるようになった。1929年度の統計に
よると，この年度だけで六大学野球を中心に
50日も野球実況が放送された。しかも1日に
2，3試合放送する日もあったので，試合回数
としてはこれ以上になったという 12）。

1931年ごろの放送内容の傾向を分析したリ
ポートには，「運動競技の放送は素晴らしい
人気を呼び，運動シーズンには聴取加入者の
増加を見る外，ラジオ相談所，ラジオ商等が
故障相談に多忙を極める程である」と記され
ている 13）。またNHKが編さんした『日本放
送史』でも，「ことに早慶戦の際は，ラジオ
受信機の前に多数のファンをくぎづけにして
熱狂させた」と述べられている 14）。当時，相
撲なども実況されていたが，スポーツ実況の
大半は野球であった。

実況は放送されるだけでなく，雑誌に掲載
されたりレコードに収録されたりして売り出
されるようになった。特に1930年にポリドー
ルから発売された『早慶大野球戦』というレ
コードは，本稿の冒頭で触れたように大いに
売れた。

このレコードは，松内がポリドールのスタ
ジオで吹き込んだ架空の試合内容であった。

もちろん収録時間などの制約があって実況を
そのまま録音することが難しかったのであろ
うが，飛ぶように売れたレコードが，見たま
まの実況（ノンフィクション）ではなく，創
作された物語（フィクション）だったことは，
人びとが「野球話術実況」の何に魅力を感じ
ていたかを探るうえでも重要である。

では，実際の松内の実況内容はどのよう
なものだったのだろうか。雑誌『新青年』の
1931年秋に発売された増刊号“決戦野球号”
には，同年 10月 20日の早慶戦の実況を活字
にしたものが掲載されている 15）。試合開始前
の選手紹介からゲームセットまで，ほぼすべ
てのアナウンスが字起こしされていて，全体
で320ページのうち30ページもの誌面を割い
ている。その中の一部を実況順に引用する。
（以下，引用部分の下線はすべて筆者）

応援芸術の中にも，自
おのず

から今日ばかりは

殺気立って，風雲ただならざるものがあり

ます。

杉田屋ベンチに戻って何事か大下監督の

耳打ちであります。如何なる秘策，大下監

督授けましたか? 只今杉田屋ニコニコ笑っ

てボックスに這入るところ。気味の悪い杉

田屋の笑いであります。果たして杉田屋

のこの笑い，如何なるものを語って居り

ましょうか?

打ちましたがファウル。早稲田応援団の

中に打揚がったファウル。ノープレー。唯

今早稲田の応援立上って，頭に球の落ちる

のも知らずに，ワーッワーッの応援。球は

頭に落ちて如何にも痛い応援であります。
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早稲田の応援団，鳴りを鎮めて居ります。

切
せっ

歯
し

扼
やくわん

腕，鳴りを鎮めて居ります。慶応の

追撃なお急か，早稲田の好防これを阻むか，

愈
いよいよ

々戦い交えて第六回，

非常なファインプレー。打ちも打ったり，

受けも受けたり。

第一球は空振。その間にバットだけは内

野ヒットとなって，ピッチャーの足元に参

りました。ピッチャー危うしと逃げました

が，これはバットであります。

無敵の早稲田，旗風なびくか? 陸の王者，

依然王者たる旗風なびくか? 両軍ここを先
せん

途
ど

と盛に応援の応酬であります。

早稲田の応援団立ち上がりまして狂喜，

歓喜，乱舞　－　狂喜，歓喜，乱舞

夕暗迫る神宮球場。風雲ますます急，

暗
あんたん

澹たる戦雲漲
みなぎ

る。

非常なファインプレーであります。健
けんぼう

棒

の冴え，俊足の誇りであります。

　暮色蒼然，夕闇迫る神宮球場でありま

す。風雲いよいよ急であります。矢弾尽き

て唯々肉弾相撃つの接戦であります。

　両軍の白熱戦，肉弾戦，肉弾相撃つ戦い，

残るもの肉弾，唯それ一つであります。

以上のような松内のアナウンスについて山
口は，「①漢語を多用した七五調の短文で，

②野球場に古典的な『対立の図式』を構築す
るという，擬講談調の野球実況」と分析して
いる 16）。

ところで，講談は近年，静かなブームに
なっているようで，最近でもある週刊誌が巻
頭特集で講談を取り上げている。その中で現
役講談師の田辺銀冶は，「講談の面白さは，
日本語のリズムの心地良さです」と述べてい
る 17）。ここに挙げた松内のアナウンスを読み
上げてみると分かるが，確かに七五調のリズ
ムが多用され，日本人の耳に心地良い響きと
なっている。

（3）聴取者からの評価
レコードが15万枚も売れたことからも分

かるように，多くの聴取者は「野球話術実況」
を好意的に捉えていた。作家の井上友一郎は，
以下のように述べている。

早慶戦というようなビッグゲームの実況

放送は，放送そのものが試合と切り離して

一種の芸術でしたよ。試合をおもしろくも，

つまらなくもする魔術を持っているわけで

早慶戦の実況をする松内　1936年4月23日撮影

NO IMAGE
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すから。（中略）街頭でラジオの前へ一時

間でも二時間でも立っていたんですから，

やはりあれは一種の芸術品だった 18）。

音楽評論家の兼
かねつねきよすけ

常清佐や哲学者の谷川徹三
らは，野球のアナウンスに関する座談会の中
でこんなやり取りをしている。

〈兼常〉「ベースボールを見ようとは思い

ません。ただしゃべっていることが面白

くって聞くのだが」

〈谷川〉「あれを聴いていると面白いが，

行って見ると面白くなかったというよう

なのがありました」

〈兼常〉「あれは話術として面白い。まあ金

語楼の落語みたいなようなもので」19）

“ベースボールを見ようとは思わない”“しゃ
べりが面白いから聞いている”などの発言に
注目したい。そもそも，当時実力で日本一と
みられていた六大学野球の人気は高かったが，

「野球話術実況」は，野球ファン以外も取り
込んで聴取者を広げていたことが分かる。

さらに座談会では，“落語みたいなもの”
などという言葉も出てくる。確かに松内の実
況内容を振り返っても，「球は頭に落ちて如
何にも痛い応援であります。」　「ピッチャー
危うしと逃げましたが，これはバットであり
ます。」など，“落ち”をつけるような表現も
見受けられる。

このほかにも松内は，別の試合で実況の合
間に当意即妙の川柳を詠むという芸当もこな
している。例えば，早稲田のキャプテンの伊
丹が大事な場面で三振したときのことである。

キャプテンがいたみ入谷の三度振り 20）

このように，「講談調」のほかに「落語調」
とも言うべき要素があったとも考えられる。
ここで重要なことは，後述するように，当時
の聴取者がラジオに求めていながらも十分に
提供されていなかった講談・落語に似た語り
口が，この実況の人気を支える要素の一つと
なっていたということである。

以上のように人気を博した「野球話術実況」
であったが，1932年以降，これに関する記事
が雑誌や新聞に掲載されることが少なくなり，
実際の野球実況も河西をはじめとするリアリ
ティー重視派のアナウンサーが主流となって，
30年代半ばにブームは終息した。

３  なぜ「講談調」実況が
     求められたのか

（1）「娯楽」減少の中での隆盛
ここまで「野球話術実況」の魅力を確認し

てきたが，ここからは本稿の主張の根拠とな
るデータや史料を提示する。先に述べたよう
に，先行研究には松内のアナウンスの内容か
ら人気の背景を探ろうとするものが多いが，
本稿ではほかの番組とのバランスや聴取者が
放送に求めていたことなどを踏まえたアプ
ローチを試みる。まずは，放送種目割合の時
系列推移に注目する。

戦前の放送内容は「報道」「教養」「娯楽 21）」 
の3つと，主に子ども向けの教養・娯楽番組
を「子供の時間」とした合計 4つの種目に分
けられていた。日々の番組編成は，この4種
目のバランスを考慮して決められていたので
ある。具体的には，「報道」がニュース・天
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気予報・経済市況・職業紹介・スポーツ実況
など，「教養」が講話・語学・料理・ラジオ
体操など，「娯楽」が講談・落語・浪花節・
琵琶・管弦楽・ピアノ音楽などである。

図 1は，放送を開始した1925年から1936年
までの放送種目の割合を示したものである22）。
グラフを見て分かるとおり，1928年までは「報
道」「教養」「娯楽」のどれかに偏っているわ
けではなく，強いて言えば「娯楽」がやや多い
ぐらいだった。ちなみに1928年の割合は「報道」
30.8％，「教養」25.3％，「娯楽」34.9％となっ
ている。しかし，1929年から「娯楽」の割合が
徐々に下がり，1933年には19.6％にまで落ち込
む。一方「報道」と「教養」は増加傾向となり，
1933年でそれぞれ 39.3％，35.5％となっている。

これらの要因として『昭和十二年ラジオ年
鑑』では，「報道」はニュース・経済市況・気

象通報・実況中継などの番組が年々拡充され，
「教養」は教育・教養番組を中心とした「第 2
放送」が1931年 4月から始まったため，など
と説明している 23）。さらに解説を加えれば，
当初，ニュースは新聞社などから記事の提供
を受けて編集なしで放送していたが，1930年
11月から通信社からニュースを購入して協会
で取捨選択・編集して放送する「放送局編集
ニュース」が開始され，放送回数・時間とも
増加している。さらに，図 1の下に示したよ
うに，この時期には中国にいる日本軍のこと
などさまざまな動きがあり，講話やニュース
として伝えることが多くなってきたことも見
逃せない。「娯楽」の割合が減らされた理由
については後述する。

このグラフで注目したいのは，1928年か
ら33年にかけての「娯楽」の相対的な減少と，

図 1　放送種目割合と聴取者加入件数の推移

※『ラジオ年鑑』（昭和12・17年）などのデータをもとに筆者作成
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「野球話術実況」の全盛期が重なることであ
る。形としては，「娯楽」の減少を埋めるよ
うに「野球話術実況」が広がっている。

（2）聴取者は「娯楽」を求める
「報道」と「教養」に偏りつつあった放送種

目について，聴取者はどう感じていたのだろ
うか。図 2は，1931年 4月から9月にかけて
大阪放送局が管内の聴取者に対して行った調
査の結果である 24）。好きな番組として最も多
いのが「娯楽」で40.3％，2番目が「子供の時
間」で25.3％となっている。ちなみに「子供
の時間」の放送内容の半分以上は童謡・劇な
どの「娯楽」である。「娯楽」はさらに「演芸」

「和楽」「洋楽」などに分かれていて，この中
で最も好まれていたのが浪花節・講談・落語
などを含む「演芸」で，「娯楽」全体の中で約
40％を占めていた。

この時期には，各放送局において聴取者の
意向を探るための調査が行われていた。この
中で大阪放送局の調査は，調査票などの詳細
な資料が残っているので結果も信頼できるもの
と判断して，本稿の中でグラフ化した。回答率

など不明確な部分があるものの，参考までにこ
のほかの局の調査結果を示すと，「娯楽」の希 
望は，東京放送局 52％（1928年）25），名古屋
放送局 77.9％（1928年）26），広島放送局 47.4％

（1930年）27）で，いずれも「報道」「教養」より
大幅に多くなっている。

これらの結果を図 1と比べてみたい。そも
そも放送の中での「娯楽」が聴取者の望む割
合より少ないうえ，年々それと離れていって
いることが分かる。

当時，聴取者調査と並んで人びとの意向を
把握するために協会が重要視していたものに

「投書」があった。実は，聴取者から協会へ
の投書において，「娯楽」の少なさが直接的
に非難されているのである。協会は1934年
度から「投書」を分類整理して公表している
が，それによると，同年度中に全国の放送局
に届いた番組編成に関する投書は382件であ
り，その中で最も多かったのは「現在のプロ
グラムは大衆向きではない」といった内容の
もので41件になるという。41件というと少
なく感じるかもしれないが，投書に書かれて
いることは非常に多岐にわたるためまとめる
のが難しく，そのほとんどが「1件」として扱
われている。そんな中で40件以上が1つの意
見に集中するのは珍しいことなのである。ち
なみに2番目に多いのは「東京よりの中継希
望」で9件であった 28）。

（3）聴取者意向重視から「講談調」へ
こうした聴取者の意向について，松内がか

なり気にしていたという記録がある。1950
年に行われた戦前のスポーツ実況についての
座談会の中で，アナウンスの向上策について
の話が出たとき，松内はこう述べている。

図 2　聴取者の嗜好調査結果
（大阪放送局 1931年度）

日本放送協会関西支部
『ラヂオ聴取者は何を好むか?』（1932年）をもとに筆者作成

報道

教養
教養

（社会教育）

子供の時間

娯楽

40.3%

25.3

17.2

17.1
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僕は投書に対しては非常に科学的に調査

して統計をとっていたが，どんな投書でも

たんねんに見たものです 29）。

慶応大学理財科（現・経済学部）を卒業し，
一時は株式関係の会社を自ら経営していたこ
ともあった松内は，アナウンスのあり方につ
いても聴取者からのデータを重視していたの
だろう。こうした松内が，前記した聴取者調
査の結果にも注意を払っていたであろうこと
は想像に難くない。

松内はまた，入局初期に日用品などの経済
関係のアナウンスをしていたころの心がまえ
として以下のように述べている。

その種目によって口を変えなければなら

ない。日用品値段のときは家庭の奥さんた

ちにお話をするという気持ちでていねいに

親しげに話し，経済市況は叱りつけるよう

な口調で 30），…

聞いている人のことを最大限に考慮して，
その場その場に適した語り口を常に意識して
いたことが読み取れる。

前述したように，野球放送を始めたころの
松内は客観的な描写を心がけていたが，その
アナウンスについて甲子園の野球を担当して
いた魚谷と比較されることがあった。魚谷は
野球の名門中学でレギュラーだったことも
あって，専門知識を生かした解説に定評が
あったが，これに比べると野球に関して素人
同然の松内は分が悪かったという 31）。こうし
た中で松内は以下のように述べている。

放送の標準はグット低い處
ところ

に置いて，お

爺さんお婆さんと迄は行かなくとも，少な

くともあまり野球を見たことのない人が聞

いても堪能して呉れる程度にグット砕けた

放送を続け度
たい

と希って居る 32）。

つまり松内は， ▽聴取者の意向を重くみて，

▽その場に適した語り口を意識し， ▽野球の
知識不足を補う意味もあって，従来とは異な
る独自のアナウンスを模索していたのである。
そしてその対象となる野球は，攻撃と守備が
明確で対決の構図を描きやすいスポーツで
あった。こうしてみると，松内の野球実況が

「講談調」になった背景が浮かび上がってくる。

（4）協会側の事情：遅れていた聴取者加入
ここまで，聴取者と松内の立場から「野球

話術実況」についてみてきたが，ここからは
協会の対応について考察する。まず，当時の
協会側の事情についてみていく。

当時の協会にとって，大きな関心事の一つ
に聴取者の加入状況があった。図3は，1930
年ごろの各国の聴取者の加入状況を示したも
ので，それぞれの加入のための料金や放送開
始時期も加えてある。

図を見て分かるように，主要国に比べて日
本の加入状況は進んでいるとはいえなかった。
放送開始時期が同じデンマークやスウェーデ
ンより大幅に遅れている。また海外視察の報
告書の中では，ともに無料のアメリカとフラ
ンスの加入率を比べて，聴取者の負担する金
額の高低が必ずしも加入率の最大要因ではな
いとの見解が示されている 33）。「放送開始時
期」も「聴取料」も最大要因ではないとすれ
ば，ほかに何が考えられるだろうか。

時事新報の高橋桂二は，ある席上で協会の
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矢部放送部長が「欧米のラジオは民衆の後援
を受けているものは発達し，左うでないもの
は微々として振るわない」と語っていたと述
べている 34）。これは，聴取者の望むものを供
給することが，ラジオの広がりに不可欠であ
るという認識を示すものであろう。

アメリカで放送局として成功していた
NBCの1933年 1年間の放送種目割合は，「音
楽」が55.5％を占めている 35）。また，1927年
とやや時代はさかのぼるが，アメリカのラジ
オ雑誌が読者に理想のプログラム割合の調査
を行ったところ，「音楽」類が平均で70％程
度を占めたという 36）。なお，「音楽」が大半
を占める番組編成はアメリカだけではなく
ヨーロッパにも共通していて，イギリスで
57.2％（ナショナルプログラム1933.5.1〜8.31），
フランスで 64.4％（パリ PTT 局 1933.9.1〜
12.31）となっている 37）。

先に述べたように，日本の放送は「娯楽」
番組の需要と供給が乖離していて，聴取者か
ら直接「大衆向きの編成ではない」と非難さ
れてもいた。こうした状況の中で，「娯楽」
の少なさを聴取者加入が遅れていた要因の一
つとして協会が認識していたと考えてもおか

しくないだろう。
しかし，協会には「娯楽」を増やせない事

情があった。山口も指摘するように，日本に
おいては放送の公共性が強く認識されていて，
講談や落語などの「くだけた番組」ばかりを
大量に放送するわけにいかないと考えられて
いたのである 38）。

（5）批判の中でのブーム継続の理由
以上のような協会側の事情を考慮したうえ

で，先行研究では必ずしも明らかになってい
ないと思われる問題についてみていく。それ
は，大げさで創作的であり客観的な描写とは
いえないという批判が少なからずありながら
も，なぜブームが4〜5年続いたかということだ。

批判的な声として，例えば劇作家の瀬戸英
一は以下のように述べている。

野球の実況放送などを聞いていると，ア

ナウンスする諸君が少ししゃべりすぎると

思う。これは私自身の趣味かもしれないが，

少しは聴取者に想像の世界を与えてもらい

たい 39）。

図 3　各国のラジオ普及状況 　 1930年ごろ

中山龍次『欧米に於ける放送事業 調査報告』（1931年9月）などをもとに筆者作成

デンマーク（1925 ～）

アメリカ（1920 ～）

スウェーデン（1925 ～）

イギリス（1922～）

ドイツ（1923 ～）

フランス（1922～）                        

日本（1925 ～）               

100クローネ（約5円50銭）

【放送開始】 【聴取料】（年額） 【100戸あたりの普及数】

無料

100クローネ（約5円50銭）

10シリング（約5円）　 　

24マルク（約12円）             

無料                                        

12円                                        

58戸

50

37

36

27

9

6
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作家の野上弥生子はさらに手厳しい。
 

ラジオがどの程度の仕合の経過を，も

しくは球場の実景を伝えているかというこ

とは問題である。（中略）その取捨，選択，

及びその表現の如何によって，真にあるも

のを伝えるというよりも，個性のある，こ

しらえられたるものを聴取者に与えること

になる 40）。

　
また，48ページに示した座談会の中で，「あ

れを聴いていると面白いが，行って見ると面
白くなかった」などと松内のアナウンスを評
価する声に対して，参加者の1人で新聞記者・
歌人の土

と き

岐善
ぜんまろ

麿は次のように批判している。

そこに問題がある。面白くないものでも

面白くというのはね，（中略）アナウンス

の話で面白くなったのは本当のリアリズム

かどうか，どんな試合でも面白く聞こえる

ということはね 41）。

野上も土岐も，事実の客観的な描写と乖離
する実況に危惧を抱いているのである。
「野球話術実況」の“魅力”とともにある“危

うさ”は，放送のプロである協会職員も感じ
ていたことであろう。実際に松内は，矢部
放送部長から「アナウンサーは何時も厳正な
ジャッチャーの立場になければならないから
ね」と指導されたことを認めている 42）。また，
陰で後輩から「冗談ばかり言っている」と自
分のアナウンスを非難されていたようだとも
述べている 43）。

さらに，前記したように，甲子園で野球実
況が始まるときに，これまですべてのアナウ

ンス原稿の事前チェックを受けていた逓信省
から，「スポーツ実況は事実を伝えるものな
ので大目に見る」と言われていた。こうした
大前提があったことを協会関係者が忘れると
は思えない。“危うさ”を認識していなかっ
たと考えるほうが不自然であろう。

しかし，協会の指導は徹底しなかったよう
で，その後も松内の口調は変わることはなかっ
た。それどころか，レコード化や雑誌への掲
載を許可するなど，後押しするかのような態
度まで示している。なぜ協会はこのような姿
勢をとったのであろうか。

ここで思い出したいのが（4）で示した協会
側の事情である。外国に比べて聴取者加入が
進んでいないことを気にしていた協会は，「娯
楽」の供給が効果的と認識しながらも，建前
上なかなか増やせないという現実に直面して
いた。そこに登場したのが「野球話術実況」
なのである。49ページの図 1を見ても分かる
ように，聴取者加入件数の折れ線グラフは，
この時期に角度がこれまでよりやや上向きに
なっている。実際に獲得にどれほど貢献した
かは分からないが，協会にとっては，実況と
同じ時期に加入件数が増えているという事実
が重要だったのである。

これらのことを考えると，「野球話術実況」
が実況の原則である客観性から逸脱している
ことに“危うさ”を感じながらも，その“魅
力”を捨てることができずに，「容認」という
形で関わってきた協会の思惑が推測される。

（6）ブーム終焉の検証
先に述べたようにブームは30年代半ばに

終息する。この理由について竹山や山口は，
聴取者が野球放送に「面白さ」よりも「正確
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さ」を求めるようになったためなどと述べて
いる 44）。これも大きな理由の一つであろうが，
本稿では協会の「容認」という事象をもとに
してさらなる解釈を試みたい。

図 1を見ても分かるように，ブームが終焉
する1934年には加入が200万件近くとなる。
このころから「加入をいかに増やすか」とい
う論調が当時の協会の放送研究誌や『ラジオ
年鑑』から少なくなっていくことなどから，
協会として聴取者獲得が以前ほど重要ではな
くなっていることが分かる。

また，満州事変（1931年 9月）以降，協会
に対する国の締めつけが強化されていた。例
えば逓信省は，1933年 10月に放送の用語・
口調について，「中正平調ヲ旨トシ濫

みだ

リニ主
観ヲ交ヘヌ」よう協会に通達している 45）。こ
の通達は放送全体に対してのものだが，野球
実況の関係者には思い当たる節があったので
はないだろうか。さらに1934年 5月には中央
集権化につながる協会の大幅な組織改正が行
われた。この中で，逓信省・内務省・文部省
の職員が部外委員となる，全国中継の番組内
容を決める「放送編成会」が設置されるなど，

「国策」重視の傾向が鮮明になっていく。
加入状況に見通しがつき，国の関与が強ま

るなかで，「野球話術実況」を容認し続ける
必要もなくなったのであろう。協会は1934年
から，これまで局別に採っていたアナウンサー
を一括して採用するようになり，採用後に約
3か月にわたって「アナウンサー学校」で組織
的に養成するようになる。ここでは用語の統
一性や口調の客観性が重視され，「野球話術
実況」のような語り口が継承されることはな
かった。

（7）今後の「過剰な実況」の分析のために
「野球話術実況」の分析の最後に，このよ

うな「過剰な実況」の今後について触れたい。
メディア社会学に，実況の「非媒介性」と

「過度媒介性」という言葉がある。これは実
況に，アナウンサーが話していることをでき
るだけ意識させない方法と，その存在を必要
以上に意識させる方法が存在するという視点
である。これを提唱している高井昌吏は，視
聴者は基本的に「何も媒介していないという
感覚」（非媒介性）を好むが，時に「まさしく
何かが媒介しているという感覚」（過度媒介性）
を受け入れることもあり，その場合には何ら
かの社会的背景が影響しているとしている。
「過度媒介性」が受け入れられた例として

高井は，1980年代の過剰に演出された古舘
伊知郎のプロレス実況を挙げている。そして
この背景には，同時代に人気となったフジテ
レビのバラエティー番組『オレたちひょうき
ん族』でみられたような，普段は画面に出る
ことのないディレクターやカメラマンといっ
た媒介主体自身が登場して番組を盛り上げる
という「みせていることをみせる」という表
現方法が親しまれていたことがあるとしてい
る 46）。

高井自身も示唆しているように，この概念
には議論の余地も残っている。しかし，「過
剰な実況」はイレギュラーであり，それが受
け入れられるとしたらそれなりの理由がある
という考え方は，本稿の主張と重なるところ
もあり，興味深い指摘である。

2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて，今後，スポーツ実況がさらに増
えていくと思われる。そんな中で「過剰な実
況」が再び出現する可能性もある。そのとき
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の分析には，本稿の考察が一つの例として役
立つかもしれない。

４  まとめ

これまでの内容をまとめる。本稿ではまず，
「娯楽」番組の割合が減少している時期と「野
球話術実況」の全盛期が重なることを示した。
そして，この事実をベースとして，以下の3
つの視点からこの実況の人気の背景を探った。
①聴取者

聴取者調査の結果によると，もともと「娯
楽」番組の需要と供給に乖離があったうえ，
年々それが広がっていった様子が分かる。投
書からは，「娯楽」の少なさに不満を持って
いたことも判明した。
②松内則三

アナウンスのあり方において聴取者の意向
を重視していた。語り口を常に聴取者本位で
調整し，野球競技の経験不足から独自のアナ
ウンスを模索していた松内にとって，野球実
況を「講談調」にした理由の一つに①が関係
した可能性が高い。
③日本放送協会

外国に比べて，聴取者加入が進んでいない
ことが経営課題だった。進まない要因の一つ
が「娯楽」の少なさだと認識していたと考え
られるが，「社会の公器」という建前上，い
たずらに「娯楽」を増やすわけにもいかなかっ
た。そこに登場したのが「野球話術実況」で
あり，客観性に疑問符がつく実況ながらも容
認する姿勢をとったと思われる。

以上のことを踏まえて，本稿の主張をあら
ためて述べる。先行研究で指摘されているよ

うに，「野球話術実況」の人気の背景には，「講
談調」という日本人になじみのある口調が広
く受け入れられたことがあるのは間違いない。
これに先述の①聴取者の要望と，②それに応
えようとする松内の姿勢，そして③それを容
認する協会の態度，の3つの視点を加えるこ
とで，「野球話術実況」の誕生と継続の解釈
に厚みが増し，従来の野球ファン以外を取り
込んで大人気となった背景をより明確にでき
るのではないだろうか。

今回の「野球話術実況」の考察では，実況
内容だけにとらわれず，広く放送全体を見渡
すことを心がけた。特に，その背景として聴
取者意向との乖離に注目した。
「娯楽」番組の割合がその後増えることが

なかったことからも分かるように 47），戦前の
放送は次第に聴取者の意向を置き去りにして

「国策」の道に進むことになる。「野球話術実
況」は，こうした流れが始まりつつあった時
期に，松内と協会が提供した“聴取者サービ
ス”だったと捉えるべきなのかもしれない。

（本稿中，旧かなづかいを新かなづかいに，旧字体
を新字体に改めた箇所がある。また，読みやすいよ
うに，原文に振り仮名や句読点をつけた箇所もある）

（こばやし としゆき）

注：
 1） 竹山昭子『ラジオの時代』（世界思想社，2002 年）
 2） 橋本一夫『日本スポーツ放送史』（大修館書店，

1992 年）
 3） 山口誠「スポーツ実況のオラリティ」『関西大

学社会学部紀要』第 34 巻第 3 号（2003 年）
 4） 南利明「早慶戦と松内則三（1）〜（4）」『文研

月報』（1982 年 11，12 月号，1983 年 2，3 月号）
 5） 前掲『ラジオの時代』187 頁
 6） 前掲「スポーツ実況のオラリティ」『関西大学
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社会学部紀要』181 頁
 7） 前掲『ラジオの時代』183 頁
 8） 日本放送協会編『20 世紀放送史　上』（2001 年）

59 頁などでは，第 13 回全国中等学校優勝野球
大会の実況を「日本最初のスポーツ中継」とし
ているが，山口は前掲の論文の中で，1927 年 6
月に京城放送局が行った相撲の実況放送が日本
で最初の実況放送だとしている。

 9） 南利明「野球放送ことはじめ」『文研月報』（1978
年 8 月号）42 頁

 10） 「ことはじめ早慶戦実況放送」『放送文化』（1967
年 4 月号）60 頁

 11） 山口誠「『もの語り』の座標軸を立体化する」『日
本近代文学』（2003 年 5 月 15 日号）132 頁

 12） 日本放送協会『昭和六年ラジオ年鑑』（1931 年）
236，238 頁

 13） 下郡山信吉「放送プログラム最近の傾向」『調
査時報』（1932 年 5 月 15 日号）95 頁

 14） 日本放送協会編『日本放送史　上』（1965 年）
232 頁

 15） この雑誌には，河西の早明戦の放送も 29 ペー
ジにわたって掲載されている。 

 16） 前掲「スポーツ実況のオラリティ」『関西大学
社会学部紀要』199 頁

 17） 「いま，講談＆浪曲が面白い !」『週刊ポスト』
（2017 年 9 月 15 日号）14 頁

 18） 日本放送協会編『放送夜話』（日本放送出版協会，
1968 年）161-162 頁

 19） 「アナウンサーの座談会」『放送』（1936 年 4 月
号）44-45 頁。座談会の中で「今は少なくなっ
ているが」などの言葉が出ており，全盛期を振
り返って意見を述べている様子がうかがえる。

 20） 和田信賢『放送ばなし』（青山商店出版部，
1946 年）52 頁

 21） 当時の正式名称は「慰安」であるが，同じ意味
で「娯楽」という表現も所々で見られる。本稿
では想起しやすいように「娯楽」で統一する。

 22） 基本的には，札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・
広島・熊本の各放送局の第 1・第 2 放送の合計
だが，当然それぞれの開局前は含まれていない。
例えば，1925 年は東京・名古屋・大阪の第 1
放送の合計となる。

 23） 『昭和十二年ラジオ年鑑』（1937 年）9 頁
 24） 日本放送協会関西支部編『ラヂオ聴取者は何を

好むか ?』（日本放送出版協会関西支社，1932 年）
33 頁

 25） 『昭和六年ラジオ年鑑』742-743 頁
 26） 「調査　東海支部加入者聴取状況調査統計」『調

査月報』（1928 年 7 月号）55 頁
 27） 「聴取希望種目の調査に就いて」『調査時報』

（1931 年 8 月 1 日号）12 頁
 28） 「投書調査」『放送』（1935 年 9 月号）83-89 頁
 29） 「先輩に訊く近頃のスポーツ放送」『放送文化』

（1950 年 9 月号）26 頁
 30） 米田武「昭和初期のアナウンサーとアナウンスメ

ント（1）」『文研月報』（1982 年 2 月号）39 頁
 31） 前掲「スポーツ実況のオラリティ」『関西大学

社会学部紀要』188-189 頁
 32） 松内則三「早慶戦アナウンス物語」『野球界』

（1930 年 10 月号）62 頁
 33） 中山龍次『欧米に於ける放送事業 調査報告』（日

本放送協会関東支部，1931 年）13-14 頁
 34） 高橋桂二「続放送夜話」『調査時報』（1932 年 4

月 15 日号）353 頁
 35） 『昭和十年ラジオ年鑑』326-327 頁
 36） 「米国の嗜好調査」『調査時報』（1927 年 7 月号）

21 頁
 37） 『昭和十年ラジオ年鑑』325-326 頁
 38） 山口誠『英語講座の誕生』（講談社，2001年）

29 頁
 39） 瀬戸英一「放送左様」『調査時報』（1932 年 5

月 15 日号）86 頁
 40） 野上弥生子「一つの希望」『調査時報』1932 年

1 月 1 日号）30 頁
 41） 前掲「アナウンサーの座談会」『放送』45 頁
 42） 松内則三「早慶野球放送失敗記録」『中央公論』

（1932 年 6 月号）363 頁
 43） 松内則三「スポーツ放送の草分け時代」『言語

生活』（1969 年 10 月号）89 頁
 44） 前掲『ラジオの時代』186-187頁，および前掲

「スポーツ実況のオラリティ」『関西大学社会学
部紀要』204 頁

 45） 日本放送協会編『放送五十年史　資料編』（1977
年）670 頁

 46） 高井昌吏「スポーツ中継とメディアの媒介性」，
高井昌吏・谷本奈穂編『メディア文化を社会学
する』（世界思想社，2009 年）8-19 頁

 47） 1941年ごろから「娯楽」の割合が激増するが，
これは山口（2001 年）も指摘しているように，
番組検閲が厳しくなって「報道」「教養」だけ
では時間を埋めることが難しくなり，無難な音
楽を流すようになったことによる。




