調査研究ノート

NHK 編集・発行『放送史』の
歴史的視点と変遷
～放送 100 年の歴史を考えるヒントを探る～

メディア研究部

吉田

功

日本で放送が開始されたのは 1925 年。7 年後の 2025 年には，開始から100 年を迎える。本稿の目的は，過去
に NHK が刊行した『放送史』がどのように叙述・編集されたのかを分析することで，今後，この100 年をどう総
括し，叙述するのかについてのヒントを得ることである。
本稿では戦後，NHK が放送の歴史を包括的にまとめた4 つの『放送史』に焦点をあてる。1951年刊『日本放送
史』
（通称『25 年史』），1965 年刊『日本放送史』
（通称『35 年史』），1977 年刊『放送五十年史』，2001年刊『20
世紀放送史』の 4 冊である。
これらは以前に発行された『放送史』に，新しい時代叙述を単に追加するだけでなく，放送の始まりからの「通
史」として新たに叙述・編集し直している点が注目される。
このことは，各放送史が放送をどのようにとらえ，多くの事象を整理・分析するにあたり，どこに重点をおき，
どういう軸をもって全体の歴史を叙述するのか，という考え方が異なっていたということを意味する。本稿ではこ
れを各放送史の「歴史的な視点」として位置づけて考察した。
『放送史』の各「視点」の違いによって，具体的な
叙述がどのように変化していったのか，その変遷を追う。
これによって，
『放送史』における視点の重要性を示し，放送 100 年における歴史考察の手がかりとしたい。

本稿では特に，戦後，放送全体の歴史につ

1. はじめに
1-1 本稿の目的と分析方法

いて包括的に通史としてまとめた4つの『放送
史』に焦点をあてる。分析の対象とするのは，

日本の放送は，1925 年 3月22日に，NHKの

表 1 に示した，1951年刊『日本放送史』
（通称

前身である社団法人東京放送局のラジオ放送

『25 年史』），1965 年刊『日本放送史』
（通称『35

として始まった。以来，民間放送（民放）が加

年史』），1977年刊『放送五十年史』，2001年刊

わって，テレビ放送も始まり，2025 年には放送

『20 世紀放 送史 』の 4 冊である（以下，
『25 年

開始から100 年を迎える。

史』
『35 年史』
『五十年史』
『20 世紀史』とする）。

本稿の目的は，過去に NHK が刊行した『放

また，各放送史編集にあたっての準備，経

送史 』がどのように叙述，編集されたのかを

緯，方針などを編集事務局が部内用にまとめた

分析することで，今後，この100 年をどう総括

『編集報告書』が，
『五十年史』
『20 世紀史』に

し，叙述するのかについてのヒントを得ること

は残されている。これも補助資料として対象と

である。

する（以下，
『五十年史編集報告書』
『20 世紀史
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表1

本稿で取り上げる『放送史』

名称

発刊

頁数

日本放送史
（25 年史）

1951 年

1,298 頁

日本放送史
（35 年史）

1965 年

上巻 883 頁
下巻 915 頁
資料編 376 頁

放送五十年史

1977 年

892 頁
資料編 906 頁

20 世紀放送史

2001 年

上巻 640 頁
下巻 634 頁
年表編 802 頁

※本稿では，本編に加えて「序」「目次」なども頁数とした。

各放送史は，放送のはじまりに関する叙述
から始まるが，具体的には「アメリカにおける
無 線 通信の始まり」
（『25 年史 』）であったり，
「ラジオの誕生」
（『五十年史』）であったり，ま
ちまちである。各放送史が共通して詳述し始め
るのは，主に1934 年からである。同年は，日
本放送協会が日本全国一元体制をとり，定期
的な放送を本格的に始めた年にあたるからだ
と思われる。
また，
『25 年史 』の記述が 1950 年までであ
り，各放送史で時代を共通して比較することが
できるのが，この年までであることから，本稿
では 1934 年から1950 年までを比較の対象にす

編集報告書』と略す）。

る。分析するうえでの時代区分として，表 2 の

これらの編者は，すべて同じ組織である放

①②④のようにしたい。また，日本の大きな転

送法に基づく特殊法人・公共放送「日本放送協

換点となり，放送の歴史上，非常に重要な意

会」
（NHK）である。しかし，これらは以前に

味をもつ③「玉音放送」の叙述も加える。

発行された『放送史 』に，単に新しい時代叙

これらの比較を踏まえて，さらに，⑤同時代

述を追加するだけでなく，放送の始まりからの

（「現在」）の放送をどのように叙述しているかを

「通史」として新たに叙述・編集し直している点

みて，内容分析を行う。

が注目される。
これは，各放送史がそれぞれ放送をどのよ
うにとらえ，多くの事象を整理・分析するにあ
たり，どこに重点をおき，どういう軸をもって
全体の歴史を叙述するのか，という考え方が
異なっていたということを意味する。本稿では
これを，各放送史の「歴史的な視点」として位
置づけて考察したい。
分析の方法としては，まず，各放送史の本文
や編集報告書に叙述されている発 刊の動機，
概要，時代区分から，各放送史の叙述を構成
していく軸となる，歴史的な「視点」を抽出す

表2

比較を行ううえでの時代区分

① 1934 年～ 1941 年
（日本放送協会が全国一元体制となってから，
太平洋戦争開戦までの叙述）
② 1941 年～ 1945 年
（太平洋戦争の開戦から終戦までの叙述）
③「玉音放送」
④ 1945 年～ 1950 年
（占領期の放送に関する叙述）
⑤「現在」の放送
（『放送史』によって時期は異なる）

る。そのうえで，各放送史が共通して詳述して
いる時代に焦点をあて，
「視点」と叙述内容の
関係について考察する。

上記を通じて，各放送史の「視点」の違いに
よって具体的な叙述がどのように変化していっ
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たのか，その変遷を追う。これによって，
『放

とする 6）もので，これまでの『放送史』とは大

送史』における視点の重要性を示し，放送 100

きく異なる。また，
「項目主義」という新しい

年における歴史考察の手がかりとしたい。

構成をとった。これは「構成の最小単位を成す
『項』を重視」し，その内容は「時代を特徴づ

1-2 本論文の構成

ける放送の事象を厳選」
「項を読むだけでその

2 章では，本稿で取り上げる4つの『放送史』

事象が理解出来る」という方法である 7）。つま

のうち，まず『25 年史』
『35 年史』
『五十年史』

り，
『20 世紀史』は，放送メディアを大きな柱

までの流れをみていく。

として，放送に関する事柄を中心に，それぞ

この 3 つの『放送史 』は，
『25 年史 』を起点

れの時代を叙述するというものである。この点

として，
『35 年史』
『五十年史』では，それぞれ

で，時代の流れを主体として放送を叙述してき

以前に発行された『放送史 』の問題点を指摘

た『25 年史』
『35 年史』
『五十年史』とでは，時

し，
『日本放送史』の「正史」を編むことを目的

代区分や構成で大きく異なっているといえよう。

としていた（「『五十年史』も発刊において，
「今

これらの 4つの『放送史 』の流れを考察し，

回の放送史こそ真の「日本放送史」にふさわし
1）

時代区分や構成にみられる視点と，叙述内容

い」のではないか，という議論 があった ）。

とがどのような関係にあるのかを分析すること

まず，各放送史の「視点」を分析し，その叙述

で，放送 100 年の歴史を考察していくうえでの

との関係，その変遷を考察する。

一定の知見が得られるものと考えられる。

3 章では，
『20 世紀史 』について分析する。
上記の 3 つの
『放送史』と分けて考察するのは，
『20 世紀史』はそれまでの各放送史の流れと，
方向性の点で大きく異なると考えられるためで
ある。
『20 世紀史編集報告書』によれば，
『20 世紀
史』の「これまでの放送史と異なっている 2）
」特
徴として，
「放送メディアの激変期に刊行した現
代史 3）
」であるということを挙げている。
『20 世
紀史』は「放送の歴史はまさしく20 世紀そのも
のである」という「編集基本計画」にもとづい
ている 4）。
「放送は，人々の生活様式や価値観
の形成，社会の慣習や制度，システムの改善，
文化の形成に大きな役割を果たし 5）
」たとして，
放送が時代や社会を主導してきたとする。
これに基づいて，
『20 世紀史』では，放送メ
ディアを時代区分の根拠とした。これは時代を
「ラジオ時代」
「テレビ時代」
「多メディア時代」
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2. 各放送史の視点の展開
～
『25 年史』
『35 年史』
『五十年史』
視点と叙述～

2-1 『日本放送史』
（
『25 年史』
）

「組織」を重視した視点

こうした時代区分や構成から，
『25 年史』は

まず，
『25 年史』が編集された当時の状況を
確認しておくと，日本はまだ GHQ の占領下に

「組織」に重点をおく視点で放送の歴史を叙述
していると考えられる。

あり，政治，経済，社会ともにまだ戦後の混
乱期にあった。1950 年に新しい放送法が施行

視点「組織」と叙述との関係

され，それまで社団法人だった日本放送協会

ここでは，前項でまとめた「視点」と記述の

が，特殊法人として再出発したばかりのときで

内容の関係について検討する。各放送史に共

あった。

通する項目，および「現在」の放送について，

こうした中で，
『25 年史』を刊行しようとした

本文での叙述を整理したのが表 4 である。

背景としては，特殊法人日本放送協会が発足

『25 年史』は第二編において東京放送局に

するのを機に，それ以前の社団法人「東京放

おけるラジオ放送の始まりと，大阪・名古屋放

送局，大阪放送局，名古屋放送局」，社団法

送局それぞれの歩み，広がりを，第三編にお

人「日本放送協会」などの組織が行っていた放

いて「社団法人日本放送協会」の発足，運営，

8）

送の歴史を総括するということが挙げられる 。

その組織のもとで「今日に見る放送の基盤を作
り，放送番組の発達史上，第一段階を作り上

表 3 『25 年史』の構成

げた 9）
」放送内容などを詳述している。
組 織が 変わることで「編」を分けた『25 年

第一編

放送の開始まで
【～ 1922 年】

第二編

活発であった三局時代
【1923 年 東京・大阪・名古屋局～】

放送協会」という組織体であっても第四編を

日本放送協会の設立と放送網の建設
【1926 年 地方分権的組織～】

変更し，経営体制を一新したことで，事実上，

第四編

放送網の拡充と強化する国家統制
【1934 年 中央集権的組織～】

ことを重視したことによるものだと考えられる。

第五編

放送民主化の道
【1945 年 民主的組織改正から新組織
「特殊法人・公共放送」～】

どの権限を集中させる強固な中央集権性組織

第三編

【 】内の叙述は各編の内容を踏まえ，筆者が付記したものである
（以下同様）。

史』の中で，表 3 にみられるように，同じ「日本
別立てした理由は，1934 年に定款を根本的に
それまでの組織とはかなり異質なものであった
東京の協会本部に，番組編成，人事，予算な
に大改革し，
「国家管理的」になった（表 4 ①）。
こうした「組織」では，創意工夫に富んだ放
送番組を制作するのが困難になることは必然
であったとしている。報道種目が重要視される

1925年のラジオ放送開始から，東京放送局・

ようになり，
「放送の特質を発揮させるためにも

大阪放送局・名古屋放送局の3 局体制，1926年

放送回数，放送時間を次第に増し」，
「やがて

の社団法人日本放送協会の設立と運営，1934

「国民世論の媒体」
「世論統一の機関」としての

年の全国一元的組織への転換，1950 年の特

役目を負わされる「宿命」にもあった」という10）。

殊法人日本放送協会の発足まで，
「組織」が変

この延長線上で，太平洋戦争勃発を迎え，そ

わるごとに「編」を分けている。

の傾向は強くなっていったと叙述する。
「戦況
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表 4 『25 年史』の叙述
時代

叙述内容

① 1934−41 年

…地方分散的独占経営方式がとられ，それが実現された…この方式は間もなく，全国的統合
の独占形態による経営方式に取ってかわられた（616 頁）
…民間の幾多功労者が，一応事業の正面から退陣し，これに代って逓信省出身者が，或い
は常務役員として，或いは中央放送局長として，事業の中枢陣営を構成し，その経営指導に
任ずることになった…表面上一応民営形態がとられていても，その実質は更に一段と国家管
理的色彩を濃厚ならしめた（646 〜 647 頁）

② 1941−45 年

この日（1941 年 12 月 8 日）から，放送は政府と軍の発表機関に堕し，情報局の放送指導は
あらゆる面において強化された…衣，食，住に関する日常生活の些細な点に至るまで，画一
的に，軍国主義的に干渉せずにはおかない放送となった（840 頁）

③玉音放送

国民は，十五日の正午のニュースの時間，陛下の詔書の御放送によって，はじめて終戦の事
実を知った。陛下の御放送は，わが放送開始以来最初のことであった（849 頁）

…「民衆の放送」，
「民衆のための放送」として新日本の創造とその発展のための魁けとなる
に至った…昭和二十年十月三十日に開催された当協会の臨時会員総会は，協会独自の構想に
よる第一次的事業民主化のための定款改正を目的とした（1,047 頁）
④⑤ 1945−50 年 放送番組の企画編成の能率化，組織化は，放送の発展とともに，機構改革となってあらわれ
（「現在」の放送） ている（1,121 頁）
…（新しい）日本放送協会は放送が日本全国民の福祉のための情報，教育の手段並びに
国民文化の仲介体として…放送を通じ健全な民主主義の育成に寄与することを目的とする
（1,285 頁）
（下線は筆者による）

の一方的押しつけと，必勝の信念，八紘一宇

最後は，特殊法人・公共放送が発足するま

の合言葉などの氾濫」となり，
「国民は官製の

での過程を詳述している。新しい放送を発信

宣伝に踊らされただけであり，正しい意味での

する新組織は，国家権力からも不当な圧力を

11）

報道は行われなかった」とした 。

受けることなく「不偏不党」
「民主主義」を基盤

戦争終結後，連合軍総司令部の民主化政策

として，国民の「公共の福祉」のための「全国

のもとに，逓信省出身の重役などが総退陣し

民を基盤とする公共的な特殊法人」であると

た。また，表 4 ④ ⑤のように，政府の支配を

強調している14）
（表 4 ④⑤）。

排除した定款の変更などが行われた。
「新しい
組織」の改変が進められ，内部の機構改革も

関係の分析

何度も行われた。たとえば，番組内容を決定

『25 年史』は「組織」が「国家管理的」
「中央

する「企画委員会は戦時中と異なり」
「自立的

集権」体制になると，それに沿った形で，放

12）

に構成された」 。こうした中で，日本放送協

送内容も報道中心，時局中心の番組に変わっ

会は「民主主義教育の機関」となり，
「啓発放

たと整理している。そして，1941年の太平洋

送」や大衆の好みに応じた慰安番組が制作で

戦争突入は，あくまでその連続の中で叙述さ

13）

きるようになったとしている 。
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れる。放送の受け手である国民は，その放送

に「踊らされただけ」だと描かれている。

送史の「正史」』として全面的に書き換えるとし

戦後，組織が民主化され，日本放送協会が

た 16）。具体的には，編年体をベースに部門別

民主主義の教育機関と位置づけられると，民

に叙述している。部門とは「概況，経営，放送

主主義の啓蒙と大衆の要望を受け入れた放送

（編成，教養，芸能，報道），技術，聴視者（受

を出すようになったと叙述する。
『25 年史 』の

信者）」であり，
「放送事業」の機能を意味して

「組織」という視点は，叙述に直接的に反映さ

いる。
『35 年史』は「放送事業」を，送り手で

れているといえよう。

ある組織だけでなく受信者の動向や番組を届

2-2 『日本放送史』
（『35 年史』）

ける過程など，幅広い意味でとらえている。
表 5 『35 年史』の構成

「事業」を重視した視点

第一期

放送の誕生
【1924 年 事業の発足～】

第二期

放送事業の確立
【1926 年 事業の確立～】

第三期

国家統制下の発展と変容
【1934 年 事業の変容と発展～】

第四期

太平洋戦争と放送
【1941 年 事業の変貌と衰退～】

第五期

占領下の放送
【1945 年 事業の再建～】

第六期

NHK の新発足と商業放送の誕生
【1950 年 事業の復活～】

第七期

ラジオ・テレビジョンの併存
【1953 年 事業の隆盛～】

『35 年史』が編集された 1960 年前後の日本
は，未曾有の好景気にあり，高度経済成長を
続けていた。テレビ放送は開始から10 年，ラ
ジオと肩を並べるまでに普及していた。1960 年
にはカラー本放送も開始。ラジオからテレビに

『35 年史』は，日本における「放送事業」の

重点を移行していくという点で，放送事業とし

誕生と変転を軸に全体を構成していると考えら

ての大きな岐路にあった。

れる（表 5）
。第一期から第三期までは『25 年

民放各社も続々と設立され，全国ネットも形

史』と同じ時代区分である。これは，ここまで

成されていた。今後，どのように放送の二元

は「組織」と「事業」の変化がほぼ軌を一にし

体制を定着させていくか，ということが問題と

ているからと思われる。
『25 年史』との違いは，章名に「三局時代」

なっていた。
こうした中で，
『35 年史』は歴史的事実につ
15）

「日本放送協会の設立」などの組織体の表記を

いて「評価の是正や不備 」の修正が必要であ

使わず，
「放送事業」の誕生・変転を軸とした

り，新たな変化である「民放（「商業放送」）の

ものを使っていることである。

誕生」
「テレビ放送の開始」を加えて，
『日本放

また，1934 年から1945 年までをひとつの編
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にまとめた『25 年史』とは異なり，第四期「太

業そのものが，実質的に国家管理」になった 17）

平洋戦争と放送」として，1941年12月8日の太

からであると考えられる。

平洋戦争突入からを別の時代区分としている。
しかし，ここでは定款の改正などは行われて

視点「事業」と叙述との関係

いない。つまり，組織としては同じ「社団法人

次に，前項でまとめた「視点」と叙述の内容

日本放送協会」ではあるが，
「この日を境にまっ

の関係について検討する。各放送史に共通す

たく新たな段階」で番組・企画・編成など「事

る項目，および「現在」の放送について，本文

表 6 『35 年史』の叙述
時代

叙述内容

① 1934−41 年

…（日本放送協会は）形式的な統合体として発足したために，事業の基本方針の運用さえも
困難である場合が多く…事業の基本計画，予算の画定，人事の交流に至るまで，すべて本
部のブレーンによって決定される，いわば今日にみる NHK の機構上の基本が確立された（上
297 頁）
…広い意味での政治性に支配され，動員されるに至ったこと，しかも事業体みずからもそれ
に順応して，協力体制を固めるに至った（上 299 頁）
…この時期を通じ，聴取契約者の伸びが著しかったのは，放送網拡充と放送番組の発展を
背景に，前述の聴取者普及対策が強力に推し進められたからではあるが，一面，時局の推
移に対する国民の強い関心が，放送と国民を固く結びつけていたからであろう（上 307 頁）

② 1941−45 年

…番組企画編成の基本事項をはじめ，戦時放送に関する重要施策のすべては，軍・政府の
干渉と指導なしにはその実行は不可能となり，事業そのものが，実質的に国家管理に移され
た（上 493 頁）

③玉音放送

…“玉音放送”が予定どおり電波にのったことは，放送の歴史からみて，特記すべき事柄で
あった（上 499 頁）

④ 1945−50 年

…（敗戦によって）事業の今後のあり方についての目標をにわかに決めかねるという境地に追
いやられている（上 651 頁）
…当時の混乱した世相の中に生きてゆくための指針・手段が，さらに潤いをもそこに求めて
いた…息詰まる生活苦を忘れるために夜間の大衆演芸を多くしてほしい（上 835 頁）
占領統治のきびしい制限を受けながらも，放送の民主化の方向が明らかにされ，番組の内容・
形式の両面にわたって，終戦前には考えられなかった大きな変化がもたらされた（上 654 頁）

⑤「現在」の放送

わが国の放送事業は…放送事業体が複数化され，公共・商業両放送機関の併存時代には
いった。公共的事業体としての NHK は放送法の規定する目的を達成するために…全国的に
放送施設を増設する計画を前期にひきつづき具体化し，その増進に努めた…商業放送会社の
業績にも順調な伸張がみられ，全国各地での企業化の動きもいっそう活発となった
（下 211 頁）
放送は電波の持つ特性を生かし，大量の受信者を対象に…大きな役割を果たしてきたが，一
面，それは家族を結びつけ，娯楽やスポーツ番組を中心に，一家だんらんの場をつくること
に機能したことは，とくに，テレビの場合にみられる顕著な現象であった（下 226 頁）

（下線は筆者による）
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での叙述を整理したのが表 6 である。

同じ観点から『35 年史』は，
「玉音放送」の

表 6 で示したように，同じ事象でも，
『25 年

歴史的な意味をとらえている（表 6 ③）。
「反乱

史 』と大きく叙述が異なっている。
『35 年史 』

軍」の妨害などを乗り越え，録音・保管・国内

では，1934 年の組織改正による「日本放送協

への放送をなしとげ，海外にまで放送した過程

会」は組織が一元化され（表 6 ①），放送事業

を，
「終戦と放送」という別項を立てて 7 頁に

として円滑化され，国家と社会への役割を十

わたって詳述している。

分に果たせるようになった，という叙述となっ

占領後の GHQ の統治については，占領政

ている。これは「事業」の視点によって，安定

策に反するような放送内容には厳しい検閲を加

的に放送を受信者に届けられることに重点が

える反面，新しい「演出手法」などを積極的に

おかれているからだと思われる。

指導し，表 6 ④にみられるように，視聴者サー

しかし，
『35 年史』はこれを一面的に肯定的

ビスの観念に根ざした「きかれる放送 20）
」への

な評価をしているわけではなく，放送が政治の

脱皮に寄与したとしている。このように，GHQ

支配を強く受ける要因になったこと，また「事

の占領政策が放送事業において果たした役割

業体」
（組織）の意思によって行われたことの重

を，両面から分析し，叙述している。

要性を指摘し，事業の安定性と国家への協力
体制の両面を叙述している。

「現在」の放送に関しては放送事業という視
点から，NHKと民放双方の動きを詳述してい

前述したように，1941年12月8日，太平洋

る（表 6 ⑤）。

戦争開戦直後の放送事業は事実上，国家管理
のもとにおかれ，大きく変質したと叙述してい
る。ここに大きな転換点があったと指摘してい
るのである（表 6 ②）。

関係の分析
こうして『25 年史』
『35 年史』を比較すると，
「1934 年組 織 改 正」
「1941年12月8日の体制」

また，事業という視点からみると，
「組織」
（送り手）から一方的に発信されても成立しな

というような同じ事象においても，視点の違い
によって，重点的に取り上げるポイントが大きく

い。放送は受け手（聴取者，受信者）があり，

異なることが分析できる。
『35 年史』での叙述

その聴取料によって財政が安定して，初めて発

は，
『25 年史』を否定するというよりも，むしろ，

信できる。この点から，
『35 年史』は受信者の

それぞれの事象の両面性をとらえていると思わ

動向，意向を重視して取り上げている。

れる。

『25 年史 』では聴取者の主体的な意向に力

これは「受信者」
（受け手）についても同様の

点をおいた記述はほとんどみられないのに対し

ことがいえる。
『25 年史』では一方的な“受動

て，
『35 年史 』はそれぞれ「聴取契 約者数の

体”であり，いわば“だまされた被害者”とされ

伸び 」
「聴取契約数の異常な増加 」を示し

ているのに対して，
『35 年史』は，放送事業の

ながら，その重要性を分析している。この「受

聴取料を支払う受信者としての存在，その意

け手」の「関心」は，放送が戦況ニュースや時

向の大きさも踏まえつつ，それは戦局報道を

局に関する番組を増加させていく原因のひと

加速させるひとつの要因であったという，多面

つになったことを示唆している（表 6 ①）。

性を示唆している。

18）

19）
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GHQ の占領政策に関しても，
『25 年史 』の

『五十年史』の序は「波乱に満ちた激動の昭

編集時点では占領下にあったこともあり「民主

和史の中で，放送がその時代ごとの社会とどう

化，自由化」という一面的な叙述だったのに対

かかわりあってきたかという面を重視し，いわ

して，
『35 年史』では検閲による制限と番組指

ば社会文化史的な視点に立って編集した 23）
」と

導への貢献という両面をとらえている。

述べている。

「現在」の放送に関しては，日本全体の「放

また，
『五十年史編集報告書』ではより詳し

送事業」として，NHKと民放というそれぞれ

く，
「社会状況の変化に応じて放送のあり方も

別の「組織」についての経営，番組内容などを

変わる」
「社会状況にもとづく時代区分は，放

網羅的に叙述しようとしている。

送史の時代区分にそのまま適用してさしつかえ

視点の変化によって，
『35 年史』は『25 年史』

ない」24），
「時代区分は歴史観を表現するもの

より事象を多面的にとらえ，また対象もより広

である 25）
」として，視点が「社会」状況にあっ

げて叙述していることがわかる。

たことを記している。

2-3 『放送五十年史』

表 7 『五十年史』の構成
第一章

ラジオの誕生

第二章

戦時下の放送
【1937 年 日中戦争～】

第三章

占領下の放送
【1945 年 占領開始～】

第四章

民放とテレビの登場
【1951 年 民放開設広まる～】

第五章

テレビの時代
【1959 年 皇太子ご成婚，高度成長～】

第六章

現代社会と放送
【1964 年 東京オリンピック終了以降～】

「社会」を重視した視点
『五十年史 』が編集された 1970 年代は，高

「社会」状況という視点は，表 7 に示した時

度成長が終焉を迎え，公害問題，狂乱物価な

代区分にも反映されている。これまでの『25 年

ど，その発展の負の部分，きしみが現れてい

史』
『35 年史』のように，放送における転換点

た時代である。

を区切りとしていない。

こうした中で，
『五十年史』では，
『25 年史』
『35 年史』に関して，ともに「企業史」的な性
21）

まず，1937年の日中戦争勃発から1945 年ま
では，日本の社会にとっては「本 格的な戦時

格を脱していないと批判 し，全面的な書き

に入った 26）
」連続性をもっているとして，ひとつ

換えを行った。初めて「市販」し，広く国民へ

の時代とした。また，戦争の終結を1945 年 8

22）

の「報告」とすることをうたっている 。
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月15日の「玉音放送」としていない。
『五十年

史編集報告書』によれば，社会は依然として

日中戦争によって，大量に召集された日本兵が

混乱期にあり，
「八月後半の記述の重点は戦争

中国大陸に投入された。これが日本の社会を

27）

の後始末 」にあるとの観点からであった。

大きく変えたという点に注目している。

さらに，
『35 年史』が大きな時代区分とした

一般の国民が出征兵として戦争に動員され

「1950 年電 波 三法，NHK 発 足 」は， それぞ

ることが，留守家族を中心として，戦争に関す

れ「（電波）三法は占領政策の直接の産物」で

る国民の関心が一気に高まる契機となり，放

あり，
「新 NHKの発足も，経 営のあり方，番

送の内容が変化していった大きな要因になった

組の様相などに実質的な変化はもたらさなかっ

としている。

た。国民―受け手から見れば何ら変ったこと
28）

がない」として採用しなかった 。
代 わ って 大きな 時 代 の 境 界とした のは，

さらに，表 8 ②にみられるように，戦局の拡
大，緒戦の勝利の放送によって，この流れは
より加速していき，ニュース報道の拡大だけで

「1951年民放の誕生」である。これは，
「長年

なく，朗読，歌謡など娯楽色の強い番組や中

にわたるNHK 独占を具体的に終わらせ，複数

継番組など，多彩な番組の広がりにつながって

チャンネルの選択の時代を作った」ことのほう

いったと，その連続性に焦点をあてている。
『35

が「日本の社会，国民の生活史上にも一線を

年史』よりも社会の動きに注目し，その関係を

画した」こととして適切であるという理由から

叙述の中心においていると考えられる。

だったと，
『五十年史編集報告書』は記してい
29）

また，
「玉音放送」の位置づけは，
『35 年史』

る 。民放の始まりを重視したことは，NHKの

と大きく異なる（表 8 ③）。
『35 年史 』が 8月15

「組織」や「事業」よりも，放送の社会全体に

日の放送が契機となり，この日を境に戦争が終

対する影響を考えたためと思われる。

結したと叙述しているのに対して，
『五十年史』

第五章，第六章も，
「高度成長の始まり」
「東

では，前述のように「混乱は収まったわけでな

京オリンピック後不況の始まり」など，日本の社

い」として，社会の動向に焦点をおいた叙述と

会状況，経済の動きなどを主軸においている。

なっている。具体的には「戦時中の放送関連

『五十年史編集報告書』によれば，この「時代

文書の焼却」
「ソ連 ・満州国境における激戦」

区分は，NHKの，あるいは放送の発達史の上

「ラジオの防空警報の継続」
「占領軍に関する

から」ではなく「常に社会的背景，世相，生活

デマ」
「右翼団体による松江放送局占拠」
「国

との関係を見定めなくてはならない」という視

民の進駐 軍へ の不安」など が 詳 述されてい

30）

点に沿ったものだった 。

る 31）。
戦争終結を天皇の肉声で日本全国，および

視点「社会」と叙述との関係

戦闘が行われている部隊，諸外国にまで伝え

次に，前項でまとめた「視点」と叙述の内容

たにもかかわらず，実際には放送が届かなかっ

の関係について検討する。各放送史で共通す

た地域やその放送内容を信じなかった人々が

る項目，および「現在」の放送について，本文

存在したこと，また，放送が実質的にほとん

での叙述を整理したのが表 8 である。

ど停止してしまった時の社会の状況などを叙述

表 8 ①に示したように，
『 五十 年史 』では，

している。
『五十年史』は，
『25 年史』
『35 年史』
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表 8 『五十年史』の叙述
時代

叙述内容

① 1934−41 年

日中戦争の突発を境に，国民生活は大きく変わりつつあった。…大量動員による召集令状は
日増しにふえ，この年の出征兵は華北三十七万人，上海十九万人に及んだ（114 頁）
…昭和十二年七月，日本放送協会が行った出征軍人家族の希望調査によれば，戦況ニュー
スは可能なかぎり詳細，具体的に，そして派遣地の気候，人口，生活など，出征者にかかわ
る環境はすべて放送してもらいたいと希望している（115 頁）

② 1941−45 年

南の戦線は，激しい勢いで拡大していった。日本軍のフィリピン上陸，グァム占領，香港総
攻撃のニュースは，ラジオによって全国に速報された。国民は，
「軍艦行進曲」や「分列行進曲」
で始まる大本営発表の臨時ニュースを待ち，午前七時の定時ニュースを待った（147 頁）
…日本軍は，十七年二月十五日，同島（シンガポール）を完全に占領した。…二月十七日の
午後八時から「シンガポール陥落」…が，朗読，歌謡，録音ニュース，浪曲などの構成で放
送され，翌十八日には東京・日比谷公園で行われた祝賀国民大会を中継した（149 頁）

③玉音放送

④ 1945−50 年

⑤「現在」の放送
1970 年代

“玉音放送”が行われ，
「承詔必謹」の呼び声が浸透しても，混乱は収まったわけではない
（196 頁）
…やっと戦争から解放されたという安心感はあっても，衣食住のすべてにわたって人びとのあ
すの生活の見通しはまことに暗かった（202 頁）
占領統治の結果，日本人の間には，政治，経済の面のみならず，精神的に，文化的にアメリ
カに依存し心酔する傾向が強まっていた。…アメリカの文化と民主主義への賛美を基調とす
るこの番組（『アメリカ便り』）の伝える情報は，広く人びとに受け入れられた（276 頁）
華やかな東京オリンピックとともに昭和三十年代は終わりを告げ，一転して，景気の後退と拡
大するベトナム戦争を背景に四十年代が明けた（625 頁）
日本の急速な経済成長が続いた昭和四十年代には，発展の陰で多くの問題も起こった。激増
する交通事故，開発と近代化による新しい形の災害，そして公害はその典型的なものだった
（655 頁）
激動する社会の中にあって国民は，新しい情報を少しでも早く，
できるだけ多く求めた（627 頁）
…市民が情報を自由に選ぶ“選択の時代”を到来させるとともに，
“情報公害”という新語ま
で出てきた。情報公害の考え方は…情報は多いが必要な情報は少ないという，マスメディア
の質に対する批判の中から生まれた（631 頁）
テレビは，こうしたさまざまな事件・事故が起こるたびに，報道面でその中継機能をじゅうぶ
んに生かし，マスコミの中での報道機関としての地位を高めていった。しかしその半面，テレ
ビ中継では，生の映像による現象面の迫力の前に，問題の背景や本質が隠される可能性の
あることもたびたび指摘されたのである（655 頁）

（下線は筆者による）

が詳しく触れてこなかった社会の動きに焦点を

し，激動する社会に変化した。これに対応す

あてているといえよう。

るために，放送は情報を大量に提供したにも

「現在」の放送においても，社会から放送の

かかわらず，これがかえって「情報公害」とい

動きをとらえている（表 8 ⑤）。高度成長が終焉

う批判にさらされている。たとえば，放送とし
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ては，安田講堂事件，浅間山荘事件などにお

とで，人々の生活と放送との関係をより生き生

いて，新しい中継技術などを駆使して，長時間

きと描き，また，放送の影響力の限界や問題

の生中継を行ったにもかかわらず，
「問題の背

点を浮き彫りにする叙述につながっていた。

景や本質が隠された」という批判を受ける結果

『25 年史 』から『五十年史 』までの流れは，

となったと叙述している。
『五十年史編集報告

その対象をより広く，より多面的にとらえた叙

書』は「現代社会の中の放送の実態をとらえる」

述になっていると考えられる。

32）

ことにねらいがあったとしている 。
関係の分析
『五十年史』は，社会に視点をおくことによっ

3. 視点の転換  ～『20 世紀放送史』～
3-1 『20世紀放送史』の分析

てその時代の雰囲気をより生き生きと描く叙述
へとつながった。
「戦争」への過程における放
送内容の変化は，
「留守家族の関心」
「勝報を
待つ国民」といった社会の機運が大きな要因
のひとつになったことを叙述している。
また，
「玉音放送」にみられるように，放送
が社会において必ずしも影響力をもたなかった
側面，もしくは限界にも触れている。
「現代」
の放送の叙述については，その傾向がより鮮
明である。変動する社会においての放送の問
題点を浮き彫りにしている。
「技術」を重視した視点

2-4 小括

『20 世紀史』が編集されていた 1990 年代は，

3 つの『放送史』を比較すると，視点の違い

阪神・淡路大震災，オウム事件，金融不況な

によって，同じ事象でも叙述が変化するのはも

ど，これまでになかったような大規模で複雑化

ちろん，関連する事象の取り上げ方，対象も変

する事象・事件が頻発した時代であった。

わってくることがわかる。
『25 年史』では，さまざまな事象がある意味，

また，長引く不況を打開するため，規制緩
和が各方面で進められた。技術の進歩と相まっ

「組織」という視点と直結した形で叙述されて

て，BS 放送，通信衛星（CS）放送など，さま

いた。『35 年史 』では，
「事業」という視点に

ざまな新しいメディアが登場し始めていた。こ

よって，
『25 年史 』よりも放送のもつ多面的な

の事態はこれまでの『25 年史』
『35 年史』
『五十

機能をとらえた叙述につながっていた。たとえ

年史』が対象としてこなかったことである。

ば，受け手（受信者）との関係，放送が受け
手に届けられる過程なども詳しく叙述された。
『五十年史』では，
「社会」という視点に立つこ

こうした状況の中で，
『20 世紀史』は，
「放送
の歴史はまさしく20 世紀そのもの」という「編
集基本計画」33）から，放送の歩みを軸として時
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代を読み解く叙述を行った。
具体的に歴史叙述としていく際には，
「放送
の歩みを特徴づける最大の要因」として，
「放
送技術」に焦点をあてることにしたと，
『20 世
紀史編集報告書』は記している。その理由とし
て，
『報告書』では，
「技術の発展が放送の普
及や番組の開発を促し，新たな文化・社会状
況を形成してきたと考えた」としている 34）。

表 9 『20 世紀史』の構成
第1部

第 1 章 放送のはじまり
第 2 章 戦時下の放送
【1937 年 日中戦争～】
第3章

占領と放送
【1945 年 玉音放送～】

第4章

NHK・民放の併存体制へ
【1948 年 電波 3 法準備～】

第5章

全盛期のラジオ
【1959 年 ～】

こうした点から，
『20 世紀史 』は，
「放送技
術」に重点をおく視点によって叙述を行ってい
ると考えられる。
この視点に基づき，
「時代に応じて主要な放
送メディアが変遷したことに着目し 35）
」，時代
区分を「ラジオ時代」
「テレビ時代」
「多メディ
ア時代」の 3 つにするとしている 36）。
これは，必ずしも厳密な「編年体」にこだわ
らず，同じ時代においても，並列的に叙述する
ことを可能にした。
たとえば，表 9 にみられるように，第 1部第
5 章「全 盛期のラジオ」と第 2 部第 2 章「成長
期のテレビ」は，ほぼ同時代を対象としており，
それぞれ，メディア主体の叙述を行っている。
また，
『五十年史』との違いとして注目できる
のは，同じ章のタイトルであっても，時代区分
が異なっている点である。
たとえば，第 1部第 2 章「戦時下の放送」と
第 3 章「占領と放送」との区切りを，
『五十年史』
は「1945 年 8月下旬」としたのに対して，
『20

ラジオ時代

第2部

テレビ時代

第 1 章 テレビの登場
【1953 年 本放送開始～】
第 2 章 成長期のテレビ
【1959 年 テレビ普及率急増～】
第 3 章 衛星中継の時代へ
【1964 年 東京五輪～】
第4章

本格化したカラー放送
【1971 年 カラー放送開始～】

第5章

成熟期に入ったテレビ
【1975 年 テレビ広告費，媒体で 1 位に～】

第3部

多メディア時代

第 1 章 衛星放送の時代へ
【1984 年 衛星放送開始～】
第 2 章 激動する世界と放送
【1989 年 昭和から平成へ～】
第 3 章 放送のデジタル化
【1990 年代後半 デジタル時代へ～】

世紀史』は「1945 年 8月15日」としている。
同様に，
『20 世紀史』は，第 2 部第 1章の「テ
レビの登場」，第 4 章の「本格化したカラー放
送」など，放送技術に関するものを，主に時代
を区分する柱にしている。

視点「技術」と叙述との関係
次に，前項でまとめた「視点」と記述の内容
の関係について検討する。各放送史に共通す
る項目，および「現在」の放送について，本文
での叙述を整理したのが表 10 である。
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表 10 ①の下線のように，
『20 世紀史』は「放

どのように反応したのかという点に叙述の中心

送局編集ニュースが 1930 年に始まり，ラジオ

がある。これは「社会」を視点にしているから

の速報性は高まっていた」
「速報という点で，

だと考えられる。

新聞はラジオニュースに太刀打ちできなくなっ
37）

また「玉音放送」においても表 10 ③のよう

ていた」 と述べている（下線は筆者による）。

に，
『20 世紀史』は「戦争は終わった」とする。

技 術という視点からみれば，
『20 世紀史 』の

実際に，日本全国へ同時に昭和天皇の肉声を

叙述のように「ラジオが新聞に速報性において

直接発信する「ラジオ」という技術によって，ほ

勝った」といえる。ラジオの技術的な機能の発

とんどの国民が戦争終結を知ったことは事実

達，その果たした役割が叙述の中心におかれ

である。ただ，前述したように『五十年史』の

ていると考えられる。

社会という視点に立ち，
「放送が伝わらない」，

一方，
『五十年史』では「国民は，新聞の号

また「内容を信じない」など社会の一部をとら

外より速い臨時ニュースに耳を傾けた。ことに

えると，
「終わった」と断ずるのは困難となる。

在満部隊の家族たちは満州で戦う父や兄や子

また，
『20 世紀史 』では，表 10 ②にあるよ

38）

のニュースに聴きいった 」と叙述する。
『五十

うに東京と大阪の放送会館からの送信，制作

年史』の叙述は，
『20 世紀史』のようなラジオ

設備の充実を写真も加えて，詳しく解説してい

技術の影響というよりも，それによって国民は

る。
「1939 年（昭和 14 年）5月13日の明け方，

表 10 『20 世紀史』の叙述
時代

叙述内容

① 1934−41 年

満州事変前後には，ラジオニュースの速報性が新聞を脅かすまでになった。…こうして将来
の発展の基礎を築きつつあったラジオは，一方で国策の伝達機関として政府や軍に利用され
始める。それは，ほとんど国務に準ずる業務として，厳しい政府の監督統制の下に発足した
ラジオの避け難い道でもあった（上 17 頁）

② 1941−45 年

ラジオ聴取者の数は，戦時色が日増しに濃くなる中で増え続けた。39 年に 400 万，40 年に
500 万を超えた。東京と大阪に放送会館が完成し，番組制作の条件は格段に向上した。…
やがて空襲が激しくなると，警報を伝えるラジオが命綱となった（上 123 頁）

③玉音放送

45 年 8 月 15 日，
“玉音放送”で，戦争は終わった（上 123 頁）

④ 1945−50 年

これまでの“聴かせるラジオ”から“聴かれるラジオ”へと変わり，
“マイクの開放”が進む。…
放送施設の復興，整備が進められ，終戦当時 560 万にまで減少した受信契約数も，49 年 8
月には 800 万にまで達し，戦前の水準を上回った（上 197 頁）

⑤「現在」の放送

バブル崩壊後の“平成不況”が長引く中で，経済・社会の大胆な構造改革が求められ，規制
緩和が進んだ。CS デジタル放送やケーブルテレビに外国資本や日本の商社，家電メーカー
が参入。放送事業者の顔ぶれが変わり，デジタル化の波の中で，日本の放送は新しい世紀
を迎えようとしている（下 411 頁）

（下線は筆者による）
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東京市麴町内幸町 2 丁目に新装成った「放送

送のもつ問題点を浮き彫りにすることになった。

会館」の海外放送スタジオから柿本徹アナウ

一方で，
『20 世紀史』は『編集報告書』に記

ンサーの声が流れた。新放送会館の記念すべ

されていたように，
「放送技術」を重視する視

き第一声であった 39）
」，落成記念特集番組では

点をもっていた。

「120人の合唱団と80人の楽団で放送された」
「愛宕山の時代には考えられない大規模な放送
40）

この視 点で放 送の歴史を叙 述していくと，
「技術の発展」によって，それぞれの時代や社

であった」 （第 1部第 2 章第 2 節第 1項「竣工

会で，
「なしえたこと」
「貢献したこと」に焦点が

した“放送の殿堂”」，下線は筆者による）。

あたる傾向となっている。

これに対して，
『五十年史』は，
「愛宕山から

「技術」という視点を重視することで，全体

内幸町へ」という項目の中で叙述。項目の冒頭

の文脈として，放送事業あるいは組織が抱える

は「昭和十四年一月四日，近衛内閣は総辞職

「問題点」
「課題」よりも，技術の力によってなし

し，翌五日，平沼騏一郎内閣が成立した」と

えた放送の「実績」
，また「可能性」を重視す

し，
「この夏，日ソ両軍による国境紛争（ノモ

る色彩の強い叙述になっている，と考えられる。

ンハン事件）が起こった」と続けて，
「その昭和
十四年五月十三日，日本放送協会は愛宕山を
下りて，千代田区内幸町二丁目の「放送会館」
に移転し，放送を開始した」としている 41）。記

4. おわりに
これまで NHKによって，戦後に編集・発行

念番組については数字などの事実のみ叙述し，

されてきた『放送史 』をみてくると，同じ歴史

特に意味づけはしていない。社会という視点に

的な事象でもそれぞれの視点によって，文脈，

立てば，新放送会館がどういう時代に作られ

位置づけ，評価における叙述が大きく変化する

たものなのかということにポイントがおかれる。

ことがわかった。また視点によって，対象とす

技術という視点に立てば，この新放送会館の

る事象も異なってくることが分析できた。

機能についての評価が重要となる。
『20 世紀史 』の視点は，表 10 ⑤の「現在」

今後，
「放送 100 年の歴史」を総括するにあ
たっても，こうした歴史的な「視点」が非常に

の放送の叙述，デジタル技術などの新しい放

重要な役割を果たすのではないかと考える。こ

送技術に反映されている。

の視点は，その時点における「放送」への問

3-2 『20 世紀史』の叙述は，これまでの
『放送史』とどのように異なるのか

題意識，社会における放送が果たす役割の問
い直しから導き出されるものではないだろうか。
今後の視 点を考えるにあたっては，
『25 年

『25 年史』
『35 年史』
『五十年史』までの『放

史』
『35 年史』
『五十年史』によって紡ぎ出され

送史』は，時代を主体として，そこから放送を

た「広がり」
「多面性」の方向性を再検討しつ

とらえるという流れであった。その中で，各放

つ，
『20 世紀史』が焦点とした「技術」との関

送史それぞれの視点をもち，それを反映して，

係性をさらに深く掘り下げること，この 2 つか

叙述が行われてきた。特に『五十年史』におい

ら始めていくのが肝要になると考える。

ては，
「社会」から放送をみることによって，放
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（よしだ いさお）

※引用部分は，旧字体をすべて新字体に直して記述し
ている。

（1965 年）
17）日本放送協会編『日本放送史 上』
493 頁
18）同上 139 頁
19）同上 307 頁
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1）NHK 総合放送文化研究所放送史編修室編『放
送五十年史編集報告書』（1978 年）20 頁
2）NHK 放送文化研究所編『「20 世紀放送史」編
集報告書』（2002 年）2 頁
3）同上 2 頁
4）同上 12 頁
5）日本放送協会編『20 世紀放送史 上』（2001 年）
序2頁
6）前掲『「20 世紀放送史」編集報告書』21 頁
7）同上 25 頁
8）日本放送協会編『日本放送史』（1951 年）「日
本放送史発刊によせて」
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10）同上 754 頁
11）同上 842 頁
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