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ラジオは1日中，政府・軍の要人らの演説
を放送して国民に長期戦の覚悟を求めていた。
音楽や婦人向け番組，さらには子ども向け番
組までもが戦争一色だった。

清澤は「家
・ ・ ・ ・ ・ ・

人でさえもラジオを切った」（傍点
は引用者）と書くのだが，戦時中も非戦の立場
から動かなかった「強靭なリベラリスト3）」であ
る清

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

澤の妻だからこそ，聞くに堪えかねてス
イッチを切ったのだろう。聴取者の多くは，1
日中ではないにしろ「感情に訴え」るラジオに
耳を傾けたはずだ。1941年度の受信契約の増
加数は95万6,000という過去最高値を示し，
1942年度も42万7,000 件の増加を達成した。
1942年度末の契約数は705万，ラジオ普及率
は49％に達している 4）。国民は，ラジオの「感

太平洋戦争の開戦から1年が過ぎた1942年
12月9日，評論家・清澤洌

きよし

は日記にこう記して
いる。

昨日は大東亜戦争記念日［大詔奉戴日］だっ
た。ラジオは朝の賀屋［興宣］大蔵大臣の放
送に始めて，まるで感情的叫喚であった。夕
方は僕は聞かなかったが，米国は鬼畜で英
国は悪魔でといった放送で，家人でさえもラ
ジオを切ったそうだ。斯く感情に訴えなけれ
ば戦争は完遂できぬか1）。

清澤が「まるで感情的叫喚」と表現した12
月8日の放送がどんなものだったのか，「確定
番組」 2）から拾い出してみよう（表1）。

満州事変勃発の翌年，1932年 5月，全国 120万人のラジオ受信契約者のもとに番組嗜好を問うアンケート用紙
が配付された。差出人は逓信省電務局だった。

本稿は，このアンケート調査の自由記述欄に寄せられたラジオ放送に対する聴取者の希望に注目する。そこか
ら浮かび上がるのは，少なからぬ聴取者が逓信当局による検閲が緩和されることを望み，事業経営については官
僚化に反対していたことである。

この事実は2つの問いを生む。1つは，その出発点から政府の管掌下にあり，満州事変後はほとんど軍・政府
の宣伝機関となっていたラジオに対して，聴取者がなぜこのような希望をラジオに持ち得たのかという問いである。
そしてもう1つは，そういう聴取者の声を逓信省と日本放送協会はどう受け止めたのかという問いである。

本稿は2つの問いの答えを探して，日本の放送の出発点から太平洋戦争下の放送までを射程に，逓信省，日本
放送協会，そして聴取者の関係を概観する。それは放送の公共性をめぐる議論を検証することにほかならない。

シリーズ 戦争とラジオ〈第 3 回〉

踏みにじられた声
～「戦時ラジオ放送」への道～

メディア研究部  大森淳郎　
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情的叫喚」と共振していた。
太平洋戦争開戦後のラジオ受信契約の急激

な伸びは，政府の思惑どおりだった。開戦の
日の午後6時から，情報局の宮本吉夫 5）は次
のように聴取者に呼びかけている。

いよいよその時が来ました。国民総進軍のと
きが来ました。政府と国民がガッチリと一つ

になり，一億の国民が互いに手をとり，互い
に助け合って進まなければなりません。政府
は放送によりまして国民の方々に対し，国家
の赴くところ，国民の進むべきところを，ハッ
キリとお伝えいたします。国民の方々はどう
ぞラジオの前にお集まりください 6）。

この放送について，メディア史研究者の竹山
昭子は「太平洋戦争の期間を通じて政府と放
送がどのようにかかわるかを，端的に示すもの
であった 7）」と記している。ラジオは開戦のそ
の日から政府と一体となって「放送の全機能を
挙げて大東亜戦争遂行に挺身 8）」することを宣
言していたのである。

一般に「戦時ラジオ放送」と言えば，1941
年12月8日から1945年8月15日に至るまでの
1,347日間の放送を指す場合が多い。「帝国陸
海軍は，本 8日未明，西太平洋に於いてアメリ
カ，イギリス軍と戦闘状態に入れり」という臨
時ニュースから始まり，昭和天皇による「玉音
放送」で終わる，そんなイメージではないだろ
うか。

だが実際には，「戦時ラジオ放送」は太平洋
戦争の開戦から始まったのではなく，そのとき
にはすでに確立されていた。だからこそ，宮本
は開戦の日に「ラジオの前にお集まりください」
と聴取者に呼びかけたのだ。

では，「戦時ラジオ放送」は，いつ，どのよ
うに形作られたのだろうか。シリーズ第3回の
本稿では，太平洋戦争開戦に先立つこと9年，
1932年に行われた全ラジオ受信契約者に対す
るアンケート調査を起点にして考察することに
したい。放送とは，いつの時代でもそれを出
す側と受け取る側の関係の中で捉えられるべき
ものだと考えるからだ。

7：00 感激の朝 一億国民の責務を思う
（大蔵大臣 賀屋興宣）

9：00 
国民学校放送 朝礼訓話 
大東亜戦争一周年に際して皆さんへ 

（文部大臣 橋田邦彦）

9：10 戦時家庭の時間 家庭を前線へ 

10：00 幼児の時間 ミンナデバンザイ   

10：30 大東亜戦争一周年記念戦捷祈願祭
（槇原神宮より中継）

11：00 国民学校放送「二年生の時間」お話と音楽
かがやく日本

12：00 
詔書奉読 （内閣総理大臣 東條英機）
感話 大詔に応え奉る道 

（大政翼賛会副総裁 安藤紀三郎）

13：00 吹奏楽 （ 敵は幾万，アジヤの力，聖戦万里，
我等の軍隊 など）

14：00 大東亜戦争一周年記念国民大会中央大会実況 
（靖国神社境内より中継）

16：00 国民学校放送「教師の時間」国民学校と必勝
の教育 （文部省教学官 坂井喚三） 

18：00 少国民の時間 大東亜の少国民

18：30 起てり東亜 （琴曲と合唱，朗詠）

19：30 戦いの道 （企画院総裁 鈴木貞一）

20：00 長期戦の新しい様相
（大本営陸軍報道部長 谷萩那華雄） 

21：00 吹奏楽（ 大東亜決戦，ハワイ大海戦，軍艦， 
愛国行進曲 など）

22：00
大東亜戦争一周年記念日に寄するピブン首相
の挨拶（バンコクより）
東條内閣総理大臣の挨拶

表 1　1942 年 12 月 8 日の放送番組

「確定番組」及び『大東亜戦争放送しるべ 第19集』から作成
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写真1

写真2

本シリーズでは，第1回はニュースの現場に，
第2回は録音番組の現場に焦点を当ててきた。
放送の現場に軸足を置きながら，虫の眼で「戦
時ラジオ放送」を検証してゆくという構えは今
後も変わらない。しかし今回は，鳥の眼も借り
て政府・軍，日本放送協会，そして聴取者の
関係を俯瞰したい。そうすることで，放送現
場の葛藤や挫折，諦念や忖度，変質や堕落の
意味が，より一層鮮明に浮かび上がってくるは
ずだ。

1. 1932年の全国ラジオ調査

 聴取者の声 

1932年5月，全国のラジオ受信契約者およ
そ120万人のもとに1枚の調査票（写真1・2）

が届けられた。満州事変勃発の翌年のことで
ある。差出人は逓信省電務局。「当省では，
ラヂオが常に皆様のお役に立つ様にと努力致
しておりますが，尚一層より良きラヂオのため，
平素ご利用なさる皆様の御意見を伺うことが肝
要」と考え，調査を実施することにしたのだ
と記されていた。

調査内容は，受信契約者に好みの番組を選
択させるもので，例えば音楽番組では，その
選択肢は長唄・清元から吹奏楽・ジャズに至
るまで，19項目に細分化されていた。そして，
調査票の最後には「逓信省又は日本放送協会
に対する御希望」を問う，自由記述欄が設け
られていた。

この大規模調査の結果は，内閣統計局によ
る集計を経て，調査開始から2年後の1934年
4月，『第一回 全国ラヂオ調査報告』（以下，『調
査報告』と記す。また，調査自体は「全国ラジ
オ調査」と記す）として刊行されている。アン

ケート調査は逓信省電務局の名で行われたが，
『調査報告』の編者は逓信省・日本放送協会の
連名になっていた。
『調査報告』によれば，調査票の送付総数

は123万3,908 枚，そのうち，およそ3割にあ
たる35万8,039枚を回収した。「第一回」と銘
打たれていたが，すべての聴取者を対象にした
ラジオ調査が行われたのは，戦前・戦中を通
してこのときが最初で最後である。

この調査で明らかになったことの第一は，浪
花節をはじめとする大衆演芸の圧倒的な人気
である。だから『調査報告』では，浪花節嗜
好の地方差まで分析し，受信契約者の増大
に役立てようとしていた 9）。「全国ラジオ調査」
については，NHKが刊行した『日本放送史』

（1965年），『放送五十年史』（1977年），『20世

調査票現物（NHK 放送博物館蔵）
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紀放送史』（2001年）のすべてが言及している
が，そのいずれも『調査報告』の分析そのまま
に，大衆演芸の人気が高かったことに注目して
いる。

だが，筆者がここで注目したいのは，そのよ
うな聴取者の嗜好傾向ではなく，自由記述欄
に記された聴取者の声である。回収できた調
査票のうち，自由記述欄「逓信省又は日本放
送協会に対する御希望」に記入があったもの
はおよそ4割5分（約16万枚）だったが，複数
の希望が記されたものもあったから，「御希望」
は延べ27万1,738件に及んだ。それは，当時
の聴取者がラジオに何を望んでいたかを知るう
えで貴重な史料である。 
『調査報告』も自由記述欄の分析に多くの

ページを費やしている。まず，個々の希望を，
①プログラム一般に対するもの，②アナウンス
に関するもの，③報道に関するもの，④教養
番組に関するもの，⑤慰安番組に関するもの，
⑥子供向け番組に関するもの，⑦事業経営に
関するもの，⑧事業監督に関するもの，⑨受
信機の修理に関する相談など特殊サービスに
関するもの，⑩その他，の10項目に大分類し
ている。

このうち，①～⑥を合わせた放送内容に対
する希望が全体の75%を超えているのだが，
そこに筆者の目を引くものはなかった。詳細を
見れば，例えば浪花節の放送をもっと増やして
ほしいという希望が1万3,000 件に達していた
ことなどがわかるのだが，それを知っても，「あ
あそうだったんだな」と思うばかりだ。

筆者にとって興味深いデータは，「事業監督
に関するもの」（総数 9,661件）と「事業経営に
関するもの」（総数 2万7,258件）の中にあった。

「御希望」総数全体の中では，それぞれ 3.6%，

10.0%にすぎず片隅と言っていいのだが，筆者
が注目したのは，その片隅のまた片隅である。

まず，事業監督について見てみよう。大分類
＝「事業監督に関するもの」は，管理関係・法
人関係・施設関係・放送関係・新規施設の5
つに中分類されているが，注目すべきは，放送
関係の859 件である。その中身は，さらに6項
目に小分類されている（表2）。

最多の547件に及んでいる「検閲緩」とは，
逓信省による放送の事前検閲を緩和してほし
いという希望である10）。『調査報告』には自由
記述欄に記された「御希望」の具体例を載せ
る欄があった。「検閲緩」について見ると，「時
事問題，殊に政治問題」6 例，「ニュース」6 例，

「講演」3例，「何等の権力にも制圧せられざ
ること」3例がそれぞれ挙げられていた。逆に

「検閲厳」は，検閲をより厳格にしてほしいと
いう希望で29 件あった。具体例として，「文藝
物」「左傾もの」がそれぞれ1例ずつ挙げられ
ていた（写真3）。
「検閲緩」に次いで多数を占めた「遮断不

満」とは，生放送による講演などで「不適切」
な内容・表現があったときに，強制的に放送
が遮断 11）されることに対する不満である。具
体例としては，「言論の自由」が5例，「新聞に
発表程度のものは遮断せぬよう」と「広告取り
締まり余りに過敏」がそれぞれ1例ずつ挙げら
れていた。

表 2

検閲緩 547 件

遮断不満 171 件

所管関係不備 82 件

検閲厳 29 件

国際的見地 4 件

その他 26 件
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ここから見えるのは，逓信省のニュース・番
組内容への介入を，放送のために良くないと考
える聴取者が少なからずいたことである。調
査対象全体から見れば微々たる数ではあるが，
でもそれは検閲の是非を問う質問に対する答え
ではなく，自由記述欄にやむにやまれず書いた

「御希望」である。書かなくてもそう思っていた
者はずっと多かったはずだ。「検閲緩」547件，

「検閲厳」29 件の比は全体の傾向を一定程度
反映していたと見てよい。

その傾向は，事業経営についての「御希望」
によっても裏書きされる。大分類＝「事業経営
に関するもの」は，経営方針，現行施設，加
入関係，聴取料関係，集金関係の5つに中分
類されているが，ここで筆者の目を引いたのは
経営方針の467件である。その中身は，さら
に7項目に小分類されている（表3）。

最多は「放送謝礼」の138件で，出演料の
多寡などに関するものだった。注目すべきは2
番目に多かった「官僚化反対」132件である。
また「民衆的」な経営を望むものは55件あり，

「国家的」な経営を希望する16件を大きく上
回っていた。
「民衆的」な経営を望むものの内容の具体例

には，「実用的に」と「党派に屈せぬ厳正公平
なる公衆機関として」がそれぞれ1例ずつ挙げ

られていた。
「官僚化反対」については，経営方針に関す

る「御希望」の3割近くを占めるにもかかわら
ず，具体例は何も書かれていない。「全国ラジ
オ調査」が逓信省の名において行われたことを
思い起こせば，スルーされるのも当然だったか
もしれない。

　
聴取者の「御希望」が問いかけるもの

「全国ラジオ調査」は，少なからぬ聴取者が
逓信省による検閲を嫌い，ラジオが逓信省に
支配されてしまうことを恐れていることを示して
いた。だが，そういう聴取者の声が，ラジオ
放送に生かされることはなかったことを私たち
は知っている。逓信省による放送の事前検閲
は，ファシズム体制が確立されてゆく中で強化
され，日本放送協会は政府・軍と一体化して
いった。1932年の「全国ラジオ調査」に表れ
た聴取者の声は踏みにじられたのである。

だがそれは，調査を集計したとき，逓信省・
日本放送協会が聴取者の声を軽視していたこ
とを意味するのではない。実は『調査報告』
の刊行に先立ち，逓信省と日本放送協会は，
1932年11月に「逓信省及日本放送協会に対す
る希望」というガリ版刷りの内部文書を作成し
ている（写真4）。調査全体の集計・分析の前

写真3　『第一回 全国ラヂオ調査報告』の内容（部分） 表 3

放送謝礼 138 件

官僚化反対 132 件

民衆的 55 件

収支公開 48 件

国家的 16 件

国際的 2 件

その他 76 件
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に，調査票に設けた自由記述欄だけを集計・
分析したものだった。急いだ理由は「従来聴
取者一般が放送事業関係当事者に対し，如何
なる希望を有するかを認識する基本的資料に
乏しく，可及迅速なる報告の必要 12）」があった
からだとしている。聴取者の直接的な提言は，
逓信省・日本放送協会にとっても貴重なデータ
だったのである。

そして内部資料は，事業監督に関する「御
希望」のうち，「管理関係，法人関係はその内
訳に於いても特に目立つものなく」としながら，
放送関係については「その六割四分が放送検
閲緩を希望するものである」とその内訳を記し
ていた。

刊行された『調査報告』でも「放送内容の検
閲を緩にせよという希望547件に対し，検閲を
厳重にせよという意見は僅かに29 件を数える
のみであった 13）」と書かれていた。逓信省・日
本放送協会は，もちろん気づいていたし強く意
識していたのである。

戦前・戦中を通じて逓信省・日本放送協会
が聴取者の希望を自由記述の形で収集・分析
したことは，「全国ラジオ調査」以後にはない。

「全国ラジオ調査」は，聴取者が日本放送協会
に何を望むのかを表明する最後の機会だった。
その最後の機会で聴取者の声が（逓信省・日
本放送協会には聞こえていたにもかかわらず）
踏みにじられたとき，日本の放送は「戦時ラジ
オ放送」に向けていわば最後のカーブを切っ
たのである。

ところで筆者は，「検閲緩」や「官僚化反
対」の件数が決して少なくなかったことについて

「興味深いデータ」だと述べた。その意味はこ
うである。

日本のラジオ放送は，1925年，無線電信法
のもとで始まったが，その第1条には「政府之
ヲ管掌ス」と書かれていた。ラジオはその出発
点から，政府の管理下にあったのである。本
シリーズの冒頭にも引用したが，作家・広津和
郎は1935 年に次のように記していた。

半官半民のこの財団法人の成り立ちから考え
たって，今更これが反動化したなどと騒ぎ立
てるのは滑稽な話だし，放送局に進歩的役
割を，今のこの情勢の中で注文するという
のは，注文する方が無理である。この御用
機関は，時の権威者によって利用されるよう
に大体出来ていると見るのが，当然な話で
あると私は思う14）。

満州事変後，軍・政府のメディアに対する圧
力が高まる中で，もともと政府の管理下で出発
した「御用機関」が「時の権威者によって利用
される」のは，むしろ当然というわけである。

広津のラジオ観を読んだとき，筆者には「ラ
ジオはすでにそんなふうに認識されていたのだ
な」という思いがあった。だから，広津がラジ
オに対する“絶望”を表明した3年前の「全国

写真4　「逓信省及日本放送協会に対する希望」

（NHK 放送文化研究所蔵）
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ラジオ調査」に表れた「検閲緩」「官僚化反対」
の声が興味深いものに映ったのである。驚く
べきデータと言ってもよい。  

満州事変は，日本が国際社会から孤立し
戦争に向かって突き進んでゆく道の起点となっ
た。事変を機に，日本全体が雪崩を打つように
ファッショ化していった。その最中で行われた
調査だったにもかかわらずなのか，だったから
こそなのか，少なからぬ聴取者がラジオ放送
の政治権力からの独立を逓信省・日本放送協
会に対して希望していたのである。それは聴取
者が放送という新しいメディアに対して抱く“希
望”でもあったはずだ。

残念ながらその後の歴史は広津の“絶望”
が正しく，聴取者の“希望”が幻影にすぎな
かったことを示している。でも，だからこそ，
その“希望”は貴いものに違いなかった。政府
が管掌するラジオに，なぜ，人々はそういう“希
望”を抱くことができたのだろうか。それを知
るためには，ラジオの出発点まで遡る必要が
ありそうだ。

2. 初期の放送とその公共性

大正デモクラシーの残照の中で

1926年8月6日，東京・丸の内の生命保険
協会で社団法人日本放送協会の創立総会が開
かれた。その前年，東京放送局を皮切りに大
阪放送局，名古屋放送局がそれぞれ放送を開
始して日本のラジオが船出したのだが，わず
か1年余りで逓信省の主導によって3局が合同
することになったのである。創立大会で挨拶に
立った逓信大臣・安達謙蔵は，合同の趣旨を，
放送プログラムの充実と放送エリアの拡大にあ
るとしながら次のように述べていた。

国家が必要とする場合即ち国家非常の場合
には，この放送は唯一無二の大通信設備と
して国務に供せられるのでございます。それ
で全くある意味に於きましては，国家的事業
であると申しても差し支えないのであります。
そ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

の業務も殆ど国務に準ずると言
・ ・ ・ ・ ・ ・

っても良い
様
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

なものであると私は考えております（傍点
は引用者）15）。

この挨拶のあとに可決された定款は，協会
本部のもとに関東・関西・東海の各支部を置き，
本部及び各支部の当初の役員は逓信大臣が任
命するとしていた。そして，休息をはさんだあ
とに役員の氏名が発表されるのだが，それは
日本放送協会の母体となる3局の理事たちに
とって驚愕すべきものだった。本部及び各支部
の常務理事はすべて逓信省出身者で占められ
ていたのである。会場には「一種名状すべか
らざる緊張と寧ろ悲壮ともいうべき空気が漂っ
た 16）」という。

真意を質した東京放送局の理事に対し，政
務次官は逓信省との連絡のためであり，3局の
現理事が非協力的態度をとる場合は「放送局
を国家管理にする決心がある」と言い放った 17）。

東京放送局は，解散総会（8月20日）の2日
前，役員の名で声明を発し，逓信大臣は日本
放送協会の事業と使命を理解していないと批
判したうえ，次のように言明している。

放送事業は，その監督を逓信省に仰ぐとい
えども，之が施設経営の一切は挙げて社団
法人日本放送協会にあり。国家の繁栄と民
衆の福祉を増進するに努め，決して一所に偏
き凝滞するを許さず 18） 　
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東京放送局の理事には新聞・通信社の関係
者が名を連ねていた。この時代，新聞はまだ
政府・軍を監視・批判するジャーナリズム本来
の機能を保持していたから，無線電信法のも
とに設立された放送局が逓信省の監督を受け
ることは是としながらも，逓信省が経営に介入
することは受け入れがたいことだったのである。

ラジオは，はじめから「御用放送」だったわ
けではない。わずか1年半の間だったが，東
京放送局がどのような放送を出していたのか，
その講演番組を出版化した『ラヂオ講演集』か
らうかがい知ることができる。

早稲田大学教授・帆
ほ

足
あし

理
り

一
いちろう

郎は自由主義
的なキリスト者の立場から「文化の意義」と題
して講演している（1925年5月19日放送）。科
学と社会の共同性，また宗教的な博愛の精神
によって自然を克服することが文化の本質であ
る，帆足はそう説いたうえで次のように言う。

「（政府の歳入の）三分の一以上は，国防の名
の下に無益な軍備に費やされている。これを空
しく砲弾の煙としないで，生きた国民の文化
的発展に活用するならばどれだけ民衆の幸福
を増進することが出来るか判らぬ 19）」（括弧内
は引用者）。

1922年には日本もワシントン海軍軍縮条約
に調印していたが，それでも国防費は突出して
いた。帆足の論は，第一次世界大戦後の国際
的な軍縮の機運を踏まえながら平和主義を唱
えるものだった。

日本の社会主義運動の先駆者の一人である
安部磯雄は「子供本位の家庭」と題して話して
いる（1925年6月23日放送）。身近な家庭生
活になぞらえて軟らかい言葉で語っているが，
その本意は国家のあり方を説くことにあった。

「デモクラシーと申しますると我が国体や政体に

禍を及ぼすものと懸念する人もありますが，こ
れは非常な誤解であると考えます 20）」。

聴取者にそう語りかけたうえで，政治は社
会的弱者のためにこそ力を注がなければなら
ず，それこそがデモクラシーの精神であると主
張していた。

婦人運動家の久
く ぶ

布白
しろおち

落実
み

は「家庭と社会」
と題し，売買春問題について論じている（1925
年7月1日放送）。1921年，国際連盟で「婦人
及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」が採択
されたが，21歳までの女性という対象を18歳
までの女性に変更すること，また台湾・朝鮮な
どの植民地の女性には適用しないことの2つを
日本政府が批准の条件にしようとしていること
について，「これで日本は，自ら進んで人道上，
特殊国に陥りました 21）」と糾弾している。

もちろん，このような講演ばかりだったわけ
ではない。陸軍中将・堀内文次郎は「大和民
族の覚悟」という講演で，「利巧らしく平和主
義などを唱えている新しがり屋」を罵倒してい
た（1925年4月15日放送）し，陸軍戸山学校
長・等々力森蔵は「国力と体育」と題して，体
育をないがしろにしてきた結果，「外国の宣伝
菌にも直ぐ侵され，思想病に罹」る者が増えて
しまったと嘆いている（1925年6月27日放送）。

ラジオの草創期，現役の軍人がマイクの前に
立ち声高にナショナリズムを煽る放送もあった
が，一方でそういう声に対抗するような平和主
義や自由主義を説く講演もあった。少なくとも
ラジオには，まだ多様性が担保されていたの
である。

2つの“公共性”

さて，日本放送協会に統合されることになっ
た東京・大阪・名古屋の各放送局は，1926年
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8月20日，同時に解散した。東京放送局の解
散総会では，社員全員の希望事項として以下
が決議されている。

　
東京放送局は創立の精神に鑑み逓信省の採
りたる態度に遺憾の意を表すと共に将来の日
本放送協会には断じて官憲の圧迫を退け本
来の精神に基き事業を遂行すること22） 

日本放送協会は，放送事業を「殆ど国務に
準ずる」（設立総会における逓信大臣挨拶）と
考える逓信省の主導によって設立されたが，そ
の母体となった旧3放送局の側には，政府の
圧力を排して放送事業の自立を守ってゆこう
とする決意があったのである。

東京放送局の総裁を務めた後藤新平は，日
本放送協会に統合されたときに総裁を辞して
いたが，そのおよそ1年後のラジオ本放送開始
記念日（1927年7月12日）にはマイクの前に立
ち，聴取者にこう訴えている。

日本放送協会はその運用と利用の如何とによ
りまして，国民生活の自治的生活の向上を図
り得る最もよき機関となり得ることを期すべ
きにありましょう。要するに監督者たる政府
は，是を民間の代表的自治機関として助けて
育て，国民は平時と有事の日とを通じて，自
治的精神に基づいて，是が健全なる発達を
図る所に，真のラジオサービスが実現し得
るのではありますまいか 23）。

日本放送協会を「民間の代表的自治機関」
として国民自らが育ててゆこう，後藤は聴取者
にそう呼びかけていたのである。

放送事業は「国務に準ずる」ものなのか，

「自治的精神」に基づいて国民自らが育ててゆ
くべきものなのか，大正デモクラシーの残照の
中で“放送の公共性”をめぐる2つの考え方が
せめぎ合っていた。法制度上，放送事業は無
線電信事業の1つとして「政府之ヲ管掌ス」と
されてはいたが，その解釈・運用には大きな幅
があったのである。

しかし，前者が放送現場を席巻してゆくの
にさほど時間はかからなかった。

放送はなぜ国営ではないのか

1929年，ニューヨークに端を発した世界大恐
慌は，翌年，日本に波及（昭和恐慌），都市に
は失業者があふれ，農村では婦女子の身売り
が社会問題となっていた。一方，中国の国権
回復運動の高まりもあり，軍部は満州（中国東
北部）における日本権益の危機とその重要性
を声高に主張していた。大正デモクラシーの
時代はすでに去り，ナショナリズムが高揚し
ていた。

そういう時代を背景にして，1930年1月，日
本放送協会が発行する雑誌『調査月報』（1931
年5月から『調査時報』に改題）24）誌上に逓信
官僚による放送論が登場する。翌31年5月ま
で1年以上にわたって連載される大論文「我国
の放送事業に就いて」である。

著者は，日本の放送事業の立ち上げに当初
から関わってきた逓信省電務局長・畠山敏行。
放送事業の制度から番組の分類まで縦横に論
じているのだが，その肝は，“放送の公共性”
についての政府側の考え方を改めて提示しよう
とするものだった。

日本放送協会の設立にあたって安達逓信大
臣は，放送事業を「殆ど国務に準ずる」として
いたが，畠山はそもそも日本の放送事業がな
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ぜ国営ではないのかと逆説的に論じている。
まず畠山は「政府自ら放送事業経営の衝に

当たるは，経営主体をして事業の本質に最も克
く適応せしむる25）」と言う。放送事業の本質を
考えれば，本当は国営がよいと言っているわけ
だが，そのうえで，実際には国営としない理由
を畠山は2つ挙げている。1つは，講演や演奏
などの「放送資料」を提供するのは「夫

それぞれ

々に一
派・一流を矜持して」いる者であるから，彼等
に対して「注文・指図，若しくは命令を容れし
むることを不適当とするか，又は之を困難とす
るものなることを想像せられる26）」からである。

文化人や芸術家に対する出演交渉や演出は，
国家公務員の仕事になじまないということだろ
う。そうは書かないが，「放送資料」に対する
政府の直接的な「注文・指図」は出演者の反
発を招きかねず，協会に代行させたほうがよい
という判断だったろうか。

2つ目は，ラジオの聴取者は「聴取無線電話
施設の有無と，此の利用の能否とに依り，一
般民衆中の，自ずから限られたる範囲に於け
る人 」々であり，ラジオの普及を促すためには

「聴取施設の勧誘・事業効果の周知」と「聴取
の簡易化・施設の経済化」が必要だからだ。

ラジオはそれがなくては生きてゆけないとい
うものではないのだから，その普及には高度な
経営努力が必要であり，やはり国営にはなじ
まないということだろう。

日本のラジオの出発が，国営という形をとら
なかったのは，放送の政府からの独立を担保
するためではまったくなかった。畠山は次のよ
うに言う。

放送事業の経営主体は，主として事業経営
上の便宜を慮り，之を決定せられ，且つ其の

事業実行の局面をして，政
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

府経営の場合と
軒
・ ・ ・ ・ ・ ・

ちなき状況に在らしむべき条件の下に，之
を公益法人なる社団法人日本放送協会に特
許せられたるものなるを察知することが出来
るのである（傍点は引用者）27）。
　
政府が自ら経営するときと同じように国策に

忠実であること，それが畠山にとっての“放送
の公共性”だった。だから，「公共放送」であ
る日本放送協会は「政府の監督が行き届き易」
い組織でなければならず，「その存立上，国家
意思と密接なる関係を有するもの 28）」でなけれ
ばならなかった。

放送現場の「倫理」  

『調査月報』及び『調査時報』は放送に関す
る研究・報告を目的とし，日本放送協会の職
員を主な読者・寄稿者に想定した雑誌である。
その誌面で1年以上にわたって，逓信省電務局
長（放送事業を「管掌」する実務レベルのトッ
プである）が持論を展開する，そのこと自体が

“放送の公共性”をめぐる議論が当初の多様性
を失いつつあったことを示していた。

だがそれは，放送現場が政府・逓信省の考
え方を押しつけられていたという単純な話では
ない。放送現場は畠山の「我国の放送事業に
就いて」に応答するように，内側から“放送の
公共性”を論じていたのである。そのことを示
すのが講演番組や講座番組を制作する社会教
育課の課員だった崎山正毅の小論「ラヂオ倫
理学」29）である。畠山の「我国の放送事業に
就いて」の長期連載が完結した4か月後，同
じ『調査時報』に掲載されたものだった。以下，

「プログラム作成の末席にあるもの」と自称する
崎山の主張を見てみよう。
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崎山はまず，誰にとっても良い番組というも
のはない，と考える。すなわち，誰にもわかり，
誰のためにもなり，誰にとっても一定程度面白
い番組を作ろうとすれば，必然的に番組は最
大公約数的で平板な番組にしかならない。だ
から，と崎山は言う。番組はターゲットを絞っ
て作るべきであり，子ども向けなら子ども向け，
それも幼年向けと少年向けに細分化したほう
がよい。女性向けもまたしかり，婦人講座と家
庭講座は分けたほうがよい。さらには「病人向
けの放送」というようなものがあってもいいだろ
う。普通の人々が働いている時間に病人が耳
を傾ける宗教番組は成り立つはずだ。なぜな
ら，ターゲットを絞り込んでも，ラジオの広汎
性を勘案すれば，聴く者は「少なくても，多い」
からだ。番組は「少なくても，多い」聴取者
にこそ向けて作られるべきである―。

以上が「ラヂオ倫理学」の前半部分にあた
る。ここまでは現在でも通用する放送論と言っ
てよい。だが，論文の後半，その主張は一転，
危険な方向に向かい始める。崎山は以下のよ
うな内容の思考実験を提起するのだ。

―講演番組を企画するに当たり，聴取者が
どういう放送を希望するかを尋ねるビラを百
貨店の前で播く。それを集計して最大多数
の希望を採用すれば良い企画と言えるのだろ
うか―
　
崎山は否だと言う。なぜなら，自分たちは

その希望が「「正しい要求」であるか否かを
識別する指導者の立場に立たなければならな
い」からであり，「少なくても，多い」聴取者の
幸福をこそ尊重しなければならないからだとい
う。「例えば二万人の人があるものを要求し，

一万人の人が他のものを望んでいるとき，その
一万人の立場の方が，正しい場合，後者を採っ
て，前者には従わないのが，ラヂオ倫理学の
認めるところであろう30）」。

一見，民主主義の要諦である“少数意見の
尊重”を主張しているようにも読めるのだが，
違う。ここで問題なのは，“正しさ”をジャッジ
するのは誰なのかということだ。崎山は，それ
が放送局であることを疑わない。放送局は常
に“正しい”ことが，前提になっている。でも，
なぜそんな前提が成り立つのだろう。崎山はそ
うは書かないが，日本放送協会が逓信省電務
局長の言うところの「政府経営の場合と軒ち
な」い組織だからなのだ。
「ラヂオ倫理学」はこう結ばれている。

我が国の現勢に於いては放送局は聴取者を
リードしなければいけない。それに引かれて
いくべき性質ではない。道は一筋，使命は
重い 31）。

「ラヂオ倫理学」が掲載された『調査時報』
が発行された同じ月，1931年9月の18日，中
国の奉天（現・瀋陽）郊外の柳条湖で，南満
州鉄道（満鉄）の一部が日本軍の手によって爆
破された。日本軍は，これを中国軍の仕業と
ねつ造し，満州全域に兵を進めた。日中戦争，
そして太平洋戦争への導火線となった満州事
変の勃発である。この日から1945年8月15日
まで，戦争遂行のために「放送局は聴取者を
リード」してゆくことになる。

先走りすぎを承知で書いておけば，崎山正
毅は1940年に満州事変当時を振り返ってこう
記している。「もともとラヂオは単なる文化機関
として発展したものではない。満州事変勃発は
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それを如実に示した。国民に時局認識を深め，
その向くところを一にしなければならぬ 32）」。

3. 満州事変とラジオの変質

国論の統一

1931年9月のある日，東京に暮らす一人の
少年が小学校をサボって青山墓地で時間を潰
したあと，ぶらぶらと家のそばまで帰ってき
た。前年まで弘前で暮らしていた少年は，東
京の小学校の勉強の進み具合についてゆけず，
毎日ランドセルを背負っては墓地に通っていた
のである。少年は，母親が門の所に立ってい
る姿を見てギョッとする。ズル休みがばれたと
思ったからだ。しかしそうではなかった。母親
は向かいの家の小父さんや小母さんと立ち話
に夢中だったのだ。

母たちは，手に号外を持っており，その前
夜，九月十八日の夜中に満鉄線が爆破され
たので，日本軍とシナ軍との間で戦争が始
まったと書いてあった。それで母は，三年前
にチョーサクリンの死んだときのことを憶い出
し，こんども本当は日本軍が爆弾を仕掛け
たにちがいないということを，得意になって
近所の人たちに話していたところなのだ 33）。

（安岡章太郎『僕の昭和史』）
 
号外には満鉄線の爆破は中国軍の仕業と書

いてあるが，本当は日本軍の自作自演に違いな
い，のちに作家となる安岡章太郎少年の母は
そう話していたのである。安岡の母だけが特別
だったのではない。多くの日本人が報道を疑い，
軍の自作自演ではないかという疑念を抱いてい
たのだ。だが，そういう認識が広まってゆくこ

とはなく，少なくとも表向きには消えていった。
そうなった理由はさまざまあるだろうが，ラジ
オがその大きな一因だったことは間違いない。

満州事変当時，日本放送協会関東支部常務
理事の立場にあった逓信省出身の中山龍次は
太平洋戦争下の1942年，次のように回想して
いる。「当初日本内地に於いては，一部の新聞
雑誌をはじめ識者の間に於いてすら実情を認
識していなかった為，事変に対する輿論が一
致しなかった。そしてややもすれば，日本から
事を構えたと信じている向きが相当多かったよ
うである 34）」。

ここまでは安岡の記憶とも一致している。で
は中山はどうしたのか。回想を読み進めよう。

ある日中山は，満州を視察して帰った「知名
な代議士」が「満州事変の起こりは日本陸軍の
やり過ぎだから，このまま行けば日本は国際連
盟に於いて袋叩きに遭うのであろう」と語るの
を聞く。「或る有力な倶楽部の午後会」でのこ
とだった。代議士の言う「日本陸軍のやり過ぎ」
が，満鉄線爆破の自作自演を含めてのことな
のか，それとも爆破後の進軍だけを指すのか
はわからないが，いずれにしろ「知名な代議
士」は，日本が国際社会から孤立してしまうこ
とを恐れていた。

中山は言う。

この話を聴いた余はこう考えた。それは既に
事変が支那側の発砲によって起こり国際的
の問題となった以上，日本としてはどうして
も国論を統一して国難を打開して行かなけれ
ばならぬ。当時放送事業の責任者であった
余は，これにはまず放送を利用して，出来
るだけ事件の真相を国民に伝えて，輿論の
向かう所を明らかにしなければならぬと痛感
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し，この運動に乗り出したわけである 35）。
 

「この運動」とは，具体的には現役の軍人を
次 と々マイクの前に立たせることだった。「現地の
状況を最もよく知るものは軍人であるから36）」だ。

中山によれば満州事変関係の放送は2か月
間で数十本に及んだ。その結果，「次第に日本
の国論は統一し得たので連盟理事会に於ける
13対1，又本会議に於ける42対137）という最悪
の場面に直面しても，国内の輿論は完全に一
致して微動だもしなかった 38）」と自賛している。
「国論を統一」する放送とはどんなものだった

のか。1931年のうちに放送されたものの中か
ら，中山が力を入れた現役軍人による講演を
拾ってみよう（表4）。

講演内容を伝える資料は遺っていないが，
これらの放送は日本軍による満州占領の“正当
性”，また満州が日本にとって経済的にいかに
重要かを説いていたのだろう。

中でも筆者が注目するのは，9月26日と12
月12日の2度にわたって放送された参謀本部
第一部長（陸軍少将）・建

たてかわよしつぐ

川美次による講演で
ある。

9月26日の「中村大尉及び井杉曹長を憶う」
は，満州事変勃発のおよそ3か月前，外国人の
立ち入りが禁止されていた北部満州を偵察中に
中国軍によって逮捕・銃殺された二人の日本兵
を追悼するものだった。この事件（中村大尉殺
害事件）は，新聞も「耳を割き，鼻をそぐ，暴
涙！ 手足を切断す 支那兵が鬼畜の振舞い 39）」
などと，中国軍の“残虐さ”を強調して伝えて
いた。その結果，満州事変の直前，日本国内
には中国に対する怒りの声が渦巻いていたの
である。建川の講演は，中村大尉殺害事件を
引き合いに，日本軍の“正当性”を強調するも

表 4　現役軍人による満州事変関連の講演放送

※日本放送協会編『放送50年史 上』76頁の表をもとに作成

1931年
9 月 26 日

「中村大尉及び井杉曹長を憶う」
参謀本部第一部長・建川美次

10 月 8 日
「南嶺寛城子に於ける
歩兵第四連隊の行動について」

陸軍少佐・中村謙二

10 月 25 日 「恐るべき空中文明戦」 
陸軍中将・長岡外史

10 月 31 日 「若し敵機日本を襲はば」
第四師団司令部砲兵中佐・和田盈

11 月 6 日 「最近の満蒙を見て」
陸軍歩兵大佐・人見順士

11 月 7 日 「支那の馬賊と軍隊」 
陸軍歩兵大佐・人見順士 

11 月 10 日 「南嶺の戦闘に就いて」
陸軍歩兵大尉・井上辰雄

11 月 12 日 「満蒙問題の重要性に就いて」 
陸軍中将・小磯国昭

11 月 14 日 「戦争と科学」
陸軍大将・緒方勝一

11 月 22 日 「支那の民族性より見た満蒙問題」 
陸軍歩兵第二十五連隊長・五十嵐房吉

12 月 3 日 「満州事変勃発前後に於ける北平の真情」 
陸軍歩兵少佐・塩沢清宜

12 月 10 日 「満州事変より見たる兵器」 
陸軍省兵器局長・ 植村東彦

12 月 12 日 「満州事変の推移」
陸軍少将・建川美次

12 月 15 日 「満蒙の政局」
陸軍中将・坂西利八郎

12 月 16 日 「満州事変と我軍警備状況について」 
海軍大佐・武富邦茂

12 月 27 日 「満蒙の過去と将来」
陸軍歩兵大佐・重藤千秋

12 月 28 日 「国民の空軍拡張熱に答ふ」 
陸軍少将・堀文夫

12 月 29 日 「満蒙視察談」 
参謀次長・二宮治重

のだったはずだ。
また，12月12日の「満州事変の推移」は，

事変の発端から日本軍の支配地域拡大までの
推移を伝えたものだったろう。発端となった満
鉄線爆破事件を，“中国軍の手によるもの”と
強調していたことは想像に難くない。
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だが，筆者がこの2つの講演放送に注目す
るのは，その内容よりも講演者である建川美
次，その人の名によってである。

満鉄線爆破は関東軍参謀・石原莞爾，板垣
征四郎らによって計画・実行された事件だが，
建川は事件当日，現場近くの奉天の宿にいた。
謀略計画を察知した東京の陸軍中央が，関東
軍に自重を求めるために参謀本部第一部長の
建川を現地に派遣したのである。しかし，建川
は出迎えた板垣らと酒を飲むばかりで，計画を
止めようとはしなかった。もともと，建川は陸
軍改革派の政治結社「桜会」の後援者であり，
関東軍の主張する大陸での軍事行動を支持し
ていたのである 40）。緒方貞子は，その著『満州
事変 政策の形成過程』で，陸軍大臣から謀略
の阻止を命じられた建川は「作為的に命令の伝
達を遅らせるほかなかったのではなかろうか 41）」 
と記している。建川自身は，太平洋戦争最中の
1943年，生存中の非公開を条件に行われた聞
き取りの中で「君らの事が半分曝かれた。中
央は止めよという。自分の意見は，うまくやれ
るならやれ，駄目なら止めたほうがよかろう42）」
と板垣らに話したと証言している。

爆破事件は，建川が奉天に到着したその日
の夜，実行された。建川が鉄道爆破を知って
いながら黙認したことはすでに定説である。

中山龍次は，「現地の状況を最もよく知るも
の」として現役の軍人にラジオで話してもらっ
たと言うのだが，建川は「よく知る」どころか
黙認という形で満鉄爆破に参画した当事者の
一人だった。中山の言葉を額面どおりに受け取
れば，“満鉄を爆破したのは日本軍ではなく中
国軍の仕業である”と国民に「伝え」るために，
爆破作戦の当事者の一人と言ってよい建川を
真っ先に，そして2度までも出演させたことに

なる。そうならば，中山はずいぶんお目出度い
役回りを演じたことになるが，はたして本当に
そうだったのだろうか。

満鉄線爆破事件の翌日，幣
しではら

原喜
き

重
じゅう

郎
ろう

外務
大臣は林久治郎奉天総領事から「今時ノ事件
ハ全ク軍部ノ計画的行動ニ出テタルモノト想
像セラル 43）」と書かれた機密電を受け取ってい
る。政府中枢は事件の真相を察知していた。

また，のちに大本営報道部長となる谷
や

萩
はぎ

那
な か

華雄
お

は，陸軍省記者クラブで「実はあれは
関東軍がやったんだよ」と記者たちに耳打ちし
ている 44）。新聞も，鉄道爆破が関東軍の謀略
であることに気づきながら軍の発表どおりにし
か報道しなかった。満州事変が関東軍の謀略
によって引き起こされたことは，軍・政府・メ
ディアの間で，いわば公然の秘密だったので
ある。そういう状況を考えれば，逓信省から
日本放送協会の常務理事に転じ，自ら「放送
事業の責任者であった」と言う中山が，真相
を知っていた可能性は否定できない。中山が

「知名な代議士」から聞いた「満州事変の起こ
りは日本陸軍のやり過ぎ」という言葉は，日本
軍による鉄道爆破の自作自演とその後の軍事
行動全体を指してのことであり，中山もそう受
け取っていたのではなかったか。
「既に事変が支

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

那側の発砲によ
・ ・ ・ ・ ・ ・

って起こり
国際的の問題となった以上，日本としてはど
うしても国論を統一して国難を打開して行かな
ければならぬ 45）」（傍点は引用者）と中山は言
うのだが，傍点部分は無理矢理に挿入した感
じがある。文章としてもないほうが素直だし，
そもそも「国際的の問題となった」のは，爆破
事件そのものの真相よりも，爆破事件後の日
本軍の進撃だったのだ。

推測になるが，中山は爆破事件が日本軍に
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よる自作自演であることを知っていて（知って
いたからこそ）「日本から事を構えたと信じてい
る向きが相当多」い状況に危機感を持ったので
はなかったか。

だが，中山が真相を知っていたか否かはさ
して重要ではない。重要なのは，“中国軍によっ
て満鉄が爆破され，日本の権益が脅かされた”
というフェイクニュースが，電波に乗ってシャ
ワーのように国民の上に降り注いだことである。

満州事変勃発直後，若槻礼次郎内閣は事態
不拡大の方針を決めていた。にもかかわらず政
府が軍の暴走を抑えることができなかった背景
には，軍の行動を支持する国内世論があった。
1931年11月，幣原外相は日本軍を非難する国
際世論との板挟みになっていた在仏日本大使・
芳沢謙吉に国内事情をこう説明している。
「今ヤ我国民上下各階級ハ過去二大戦役ニ

モ優ル国家的危機ニ再会セルモノトシテ国運
ヲ賭スルモ我権益ノ擁護ノ為メ邁進セサルヘ
カラストナスニ一致シ居リ（後略）46）」
「過去二大戦役」とは日清・日露戦争を指

す。ナショナリズムの高揚はそのとき以上だと
幣原は言うのだ。

軍は“満州は日本の生命線”というスローガ
ンが浸透した大衆に支えられて，その行動を
拡大させていった。そういう大衆世論の形成
にラジオが果たした役割は決して小さくはな
かっただろう。

国家と共に強く進む

NHK放送文化研究所が所蔵する資料の中
に，「羽曳野放送所移管資料」と称されるダン
ボール26箱分の資料群がある。大阪放送局の
新館建設（2001年竣工）に伴い羽曳野放送所
に一時的に移されたものの一部が移管されたも

のである 47）。経理事務関係の史料が多いのだ
が，今回，その中から1つの興味深い史料が
見つかった。「満州事変関係功労者調査ニ関
スル件」がそれである。

史料によれば，まず日本放送協会会長・岩
原謙三が，1933年1月16日付で同協会関西支
部理事長・松方正雄に「満州事変関係功労者
調査ニ関スル件」と題する書面を送っている。
陸軍省から，日満連絡放送 48）や，満州事変の
報道について「功績」が大きかった職員を推挙
してほしいという依頼があったので，関西支部
でも調査してほしいという内容だった。「回答
は至急を要」する，と軍部への気遣いを見せて
いる。

これに対し，松方は岩原宛ての回答を1月
26日付で送り「満州事変関係功労者」7人を推
挙している。各人について推挙理由が付され
ているのだが，例えば放送部長・煙山二郎は，

「全国及び満州の聴取者に時機に適するプログ
ラムを提供し「国家と共に強く進む」の精神を
強化した」とされていた。

推挙された煙山らが，その後，陸軍省から
どのような褒賞を受けたのかは不明である。確
かなのは，陸軍省が満州事変の報道に「功績」
があった協会職員に褒賞を与えようとし，協会
が「国家と共に強く進む」ように聴取者を導いた
番組制作者を推挙していたという事実である。

中山龍次の回想は，日本放送協会が軍部か
らの「情報」を重要視していたことを示してい
たが，軍部の側もラジオの「効果」について認
識を深めていた。満州事変とその後の軍事行
動の展開の中で，軍部と日本放送協会との間
には，持ちつ持たれつの関係が形成されつつ
あったのである。
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報道現場の諦念 

ラジオは現役軍人らの講演放送を通じて，
日本の軍事行動の“正当性”を聴取者に植え
つけようとしていた。では，報道の中心である
ニュースは満州事変をどのように伝えていたの
だろうか。

シリーズ第1回で詳述したように，1930 年
11月から「放送局編集ニュース」が始まり，通
信社から買い取ったニュースを放送局が選択・
編集して放送することになった。無論，逓信
省による指導・検閲のもとでである。当時の
ニュース原稿が遺っていないので，満州事変
がどう報じられたのかを検証することは不可
能なのだが，1つだけ参考になる史料がある。
1932年の「放送禁止事項」49）である（写真5）。
「放送禁止事項」とは文字どおり，放送を禁

止する事項を逓信省などが具体的に通達するも
ので，ニュースや番組の現場では綴じ込みにさ
れて座右に置かれていたが，敗戦時に焼却され
てほとんど遺っていない。NHK放送博物館に
遺る1932年のそれは，東京の報道課長・宝田
通元が，中国・奉天放送局 50）の松田義郎宛て
に郵便で転送したものである。

通達は1932年2月6日付のものから4月23

日付のものまで全部で74通ある。通達がない
日もあるが，数通ある日もあり，平均するとほ
ぼ 1日1 通の計算になる。

奉天放送局には，通達とは別に放送禁止事
項を8 項目に分類する一覧表も送られていた。
一覧表には「1月31日現在」のメモ書きがある。

8項目を見てみると，（1）から（5）までは，安
寧秩序を乱すもの，外交・軍事機密，犯罪を
扇動するものなど，一般的な禁止事項が挙げら
れている。（6）は，新聞・出版物での掲載を官
憲が時々に禁止・制限したもの。（7）と（8）が
特に放送についての禁止事項なのだが，（7）は 
商業広告の禁止を通知している。ここで重要
なのは（8）の「逓信局長ニ於イテ放送ヲ禁止
シ又ハ制限シタル事項」である。（6）にあるよ
うに，放送は，新聞・出版を検閲する内務省・
警察が発する禁止事項にも拘束されていたが，
そのうえさらに逓信省が発する禁止事項にも
拘束されていた。

実際，74通の中には丸の内警察署から「各
新聞通信発行人」に宛てられたものと，東京
逓信局長から日本放送協会関東支部理事長に
宛てられたものが混在しているのだが，後者
の中から抜粋してみよう。

 
・2月20日 監無第二六五九号

日本人ガ満蒙新国家ノ政治及至行政ニ参与
シ又ハ之等ノ職員タルコトニ付一切ノ事項

・2月23日 監無第二七五四号

本日ノ閣議ニ於テ支那本土ヘノ増兵ヲ決定
シタル事項

・3月13日 監無第三七二八号

満州国ノ国防問題ニ関スル事項（例ヘバ国

写真5　東京から奉天放送局に送られた
「放送禁止事項」

 （NHK 放送博物館蔵）
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防軍ヲ日本軍ニテ担当編成スル等ノ如シ）

これらの放送禁止事項が教えるのは，政
府・逓信省が第一次世界大戦後の世界秩序，
国際条約を気にしていた（違反を自覚してい
た）ことである。

国際社会では民族自決の機運が高まってお
り，1922年には中国の主権尊重・領土保全を
うたう九か国条約が，1928年には「国際紛争
解決のため，戦争に訴えることを非」とするパ
リ不戦条約が締結されたが，日本は両条約を
批准していた。だからこそ，日本が武力によっ
て作った傀儡国家・満州国の実態がわかって
しまうような放送は禁じられたのである。政府
は「各般の施措の実行にあたりては，つとめて
国際法ないし国際条約抵触を避け，なかんず
く満蒙政権問題に関する施措は，九カ国条約
などの関係上，できうる限り支那側の自主的発
意にもとづくが如き形式によるを可とす 51）」と
考えていた。

もっとも，これらの中国情勢に関する報道の
制限は放送に限ったことではなく，例えば2月
29日付の丸の内署から「各新聞通信発行人」に
宛てられた文書も，満州国の政治・行政に日
本人が参与していることの掲載を禁じている。
ただし通達の日付は，逓信局長名のものが丸
の内警察署名のものより9日早く，逓信省の措
置を内務省が後追いした形になっていること
がわかる。逓信省がいかに放送の内容に神経
を尖らせていたか，その1つの証左である。

4月6日には，国際連盟調査団（リットン調
査団）の中国側参与委員である顧

こ い

維鈞
きん

（中国
国民政府外交官）が満州国に入国しようとした
が満州国が拒否したこと，4月23日には，リッ
トンが関東軍司令官を訪問したことが，やはり

放送禁止になっている。満州国の正当性に疑
念を抱かせかねない事実は徹底的に隠された。
中国大陸で何が起こっているのか，聴取者は
逓信省のフィルター越しにしか知ることはでき
なかったのである。

満州事変勃発からまもなく，日本放送協会
報道部長・矢部謙次郎は「ジャーナリズムと
ラヂオ」という論考を『調査時報』に寄せてい
る。事変勃発当時，目抜き通りのラジオ店の
前にできた黒山の人だかりを描写し，その影
響力の大きさを指摘したうえで次のように言う。

放送ニュースが新聞に対する内務省の監督
取り締まりよりも更に厳重な制肘を受けて，
その範囲内で編集されているということだけ
は明らかに言えるのであるが，これは放送
局が公益法人であるという立場から見て，や
むを得ないものと思うより他あるまい 52）。
　
矢部は時事新報社の社会部長からラジオに

身を転じ，日本放送協会に統合される前の東
京放送局の設立に参加した人物である。その
矢部にして，協会は公益法人であるがゆえに新
聞よりも厳しい制約を受けるのは「やむを得な
いものと思うより他あるまい」と言う。憤懣と諦
念が入り交じった本音だっただろう。

東京放送局が，日本放送協会に合流するた
めの解散総会にあたって，「日本放送協会には
断じて官憲の圧迫を退け本来の精神に基き事
業を遂行する」ことを決議したときから5 年余
り，掲げた理想は放送局の内部で崩壊しつつ
あった。

「御用ぶり」に対する批判

雑誌『調査時報』に寄稿するのは，主に日
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本放送協会の放送現場の第一線にある者，協
会幹部，監督官庁である逓信省の官僚らだっ
たが，学者や作家のエッセーが掲載されること
もあった。1932年の『調査時報』に載ったそ
ういうエッセーの中には，軍国主義の道へと突
き進む軍・政府のお先棒を担ぐような放送に対
する批判の声も寄せられていた。ラジオが批
判精神をまったく失ったあとも『調査時報』は，
ぎりぎり多様性を保っていた。　

日本と中国を舞台に戦争の時代の左翼青年
の葛藤を描いた『迷路』などの作品で知られ
る作家・野上弥生子は，「一つの希望」という 
エッセーを寄せている。それは一読，野球中
継について論じているようにも読める。野球と
いうスポーツの人気はラジオによって支えられ
ているが，2つのことを忘れてはならないという
のだ。1つは，アナウンサーが伝えるのは球場
で起こっている「真にあるもの」ではなく，そ
の情報の取捨選択，表現の方法によって「捉
えられたもの」である，ということ。もう1つは，
ラジオからの情報は聴覚に限られるため，聴
取者の「想像力は異常な刺激を受け」興奮しや
すい，ということである。応援するチームの投
手が四球を続ければ，「不安は激しい憤りに」
変わってしまう…。

だが，野上が本当に言いたかったのは，野
球中継のことではなかった。エッセーはこう結
ばれている。「毎日の社会的な出来事の報道に
於いても（中略）間違ったイデオロギによってモ
ンタアジュされたりすることなく，映画の実写
のごとく，真の社会の姿を，その声を聴取した
いと思う。戦争が始まって以来のラヂオの御用
ぶりを見ると，この希望が一そう強く起きてく
る 53）」。

夏目漱石の門下生である作家・森田草平は

「ラヂオ所感」という一文を寄稿している。論
の中心は，ラジオドラマをもっと面白くするた
めに多様な作家を掘り起こせという点にあるの
だが，その前段で森田は，「私の柄にないこと」
と断りながら次のように記している。「ラヂオは
何と言っても文明の新利器で，その効果の一
般的である所は恐ろしい。今回の満蒙と上海
の事変に際して，軍国的気分が一般化され，
日清・日露の両役にもまして，出征軍隊に対す
る国民の後援熱が高昇したのも，一にラヂオ
の力によるといわれるではないか 54）」。
『調査時報』のような放送雑誌ばかりではな

い。同年10月の『文藝春秋』のコラム「ラヂオ
匿名批判」は，日本でラジオ放送が始まって
以来，番組のジャンルは急速に拡大し，「音
のデパート」となっているさまを喜びながらも，
その放送内容に対して厳しい批判を向けてい
る。「飽くまで気に食わないのは，放送局当事
者の時代錯誤的官僚主義だ。（中略）我々は
放送事業それ自体の将来のためにも音の官僚
化を極力排撃したい。時代はいかにファッショ
の波高くとも，耳で聞くジャーナリズムにも，も
う少し濃度に自由主義が混じていゝ と思う55）」 。

戦争に突き進む国の政策に協調し，後押し
している実情を批判するこれら知識人の声を，
放送の現場はどう受け止めていたのだろうか。
もはや諦念しかなかったのか。

そうではない。

「その道」とは別の道もある

野上弥生子がラジオの「御用ぶり」を批判し
た翌月，1932年2月の『調査時報』に日本放
送協会関西支部の文芸課長・奥屋熊

くま

郎
お

が「放
送プログラム編成者の悩み」というエッセーを
寄稿している。エッセーは，子ども向けの番組
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「子供の時間」について論じているのだが，そ
こには野上への応答が隠されているようにも読
める。

奥屋は「子供の時間」をより良いものにする
ためにはどうすればよいか，という問題提起か
ら書き起こしている。子どもの聴力に関する生
理学的研究，注意の持続についての心理学的
研究，適度の慰安性，そして子どもの想像力
について…。研究すべきことは山ほどあると奥
屋は言う。そしてそれは，幼児番組に限ったこ
とではなく，どんなジャンルの放送でも同じな
のであり，たゆみない努力の中で「文化使徒
としてのラヂオの全面貌が浮かび上がるので
あろう。私はそう信じている 56）」と記している。

ここには，放送というメディアに携わる者の
矜持とラジオが持っている大きな可能性への
確信がある。「文化使徒としてのラヂオ」が，
ファッショ化する軍や政府のお先棒を担いでい
いはずはなかった。
「子供の時間」から書き起こされたエッセー

は一転，次のように展開する。

左翼の人はよく言う。日本の放送局は反動思
想の普及機関として最大の役目を果たそうと
していると。監督官との関係，放送事項の制
限範囲等から観ると，この観察に肯けない
事はないが，それは組織と制度が反動化せ
しめるに好都合な機能を多分に持たせてい
るというだけの事であって，必ずその道を進
まねばならぬと規定されているわけではない。
  
そして，例えば共産党の公判も，市民に公

開されることが法律で定められている以上，そ
の内容を報道してもよいはずだとし，こう続け
るのだ。

制限は制限として，放送計画自体は監督官
庁の指揮によるものではなく，どこまでも放
送局の編成自治だからである。

奥屋は，神戸又
ゆうしん

新日報の記者から，3局合
同前の大阪放送局に転じた経歴を持つ。後年
のインタビューでは次のように語っている。

ある意味においては，NHK57）が生まれる前
の三局鼎立時代の方が自由自在にどこにも気
兼ねも無く面白くやれた。その独立性という
ものがなくなってくるというところに，大阪と
して，名古屋として，まあ非常なさびしさを
覚えたことは事実だと思います 58）。

奥屋は，満州事変勃発後のラジオが自由を
失い，東京を中心に「御用ぶり」を発揮してい
ることに対する危機感を，外部の知識人と共
有していた。日本の放送事業がその出発期に
持っていた政治権力の介入を排除しようとする
意志を持ち続けていた。制度的に脆弱である
ことを認識しながらも，放送の自主・独立は保
持できるし，保持しなければならないと考えて
いたのである。

だが，そういう放送局のあり方をもはや逓
信省が許すはずはなかった。奥屋の「放送プ
ログラム編成者の悩み」以後，ラジオの「御用
ぶり」を内部から批判する声を『調査時報』の
誌面から探すことはできない。

4. 踏みにじられた声

ここで話を1932年5月の「全国ラジオ調査」
に戻そう。

既述したように「全国ラジオ調査」では，ラ
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ジオが政府・逓信省に支配されることへの危
惧が，多くの聴取者から寄せられていた。筆
者にはそれが「興味深いデータ」と思われて，
日本のラジオの歴史を出発点まで遡り放送の
公共性という観点から概観してきた。

ラジオははじめから広津和郎が言うような
「御用機関 59）」だったわけではない。その出発
期においては，民主主義や平和主義，人権思
想を説く番組も存在した。少なくとも，ラジオ
番組の編成には多様性が保持されていた。し
かし，放送事業を「国務に準ずる」もの（逓信
大臣・安達謙蔵 1926 年），「政府経営の場合
と軒ちなき状況」にあるべきもの（逓信省電務
局長・畠山敏行 1930 年）と考える逓信省の理
念は，しだいに放送現場に浸透してゆき，満
州事変勃発後のラジオは軍・政府の宣伝機関
に変貌しつつあった。「全国ラジオ調査」の自
由記述欄に示された「検閲緩」「官僚化反対」
の声は，ラジオは本来そんなものではなかっ
たはずだ，そんなものであってはならない，と
いう聴取者の抗議であり，願いだった。野上
弥生子や森田草平らによる「戦争が始まって
以来のラヂオの御用ぶり60）」への批判は一部
の知識人だけのものではなかったのである。

では，逓信省と日本放送協会は「全国ラジ
オ調査」に寄せられた聴取者の声をどう受け止
めたのだろうか。そもそも，何の目的でそのよ
うな大規模調査を行ったのだろうか。調査票に
は「より良きラヂオのため，平素ご利用なさる
皆様の御意見を伺う」と記されていたが，その
裏にはどんな意図が隠されていたのだろうか。

「全国ラジオ調査」の目的

全国のラジオ受信契約者の家に「ラジオ調
査票」が送付された1932年5月，逓信省電務

局の田村謙治郎が『調査時報』に「ラヂオ調査
に就いて」という論文を掲載し，その目的を記
している。田村こそは「全国ラジオ調査」を主
導した人物だった。

田村は，日本におけるラジオの普及率が欧
米に比べて低い 61）ことを指摘したうえで，調査
の目的を4つ挙げている。第1は，ラジオ普及
の遅れの原因を知るため，第2は聴取者が求
める放送種目を知るため，第3は政府と日本放
送協会の指導精神の確立のため，第4は放送
施設の新設・改善のためだった。

実は田村が調査を行う背景としているラジオ
普及率の伸び悩みは，その以前から放送現場
の課題となっていた。『調査月報』誌上でも「全
国ラジオ調査」に先立つこと3年，1929年3月
号から6月号にかけて，さまざまな立場の職員
が，番組内容や技術面から聴取者増加策を論
じ合っている。その中には「聴取者各人の嗜好
を知るためには，どうしても一種のアンケート
が試みられねばならない 62）」と主張するものも
あった。ラジオ調査の必要は，協会内部でも
活発に議論されていたのである。

そして1931年には日本放送協会関西支部
が，管内の全聴取者を対象に番組の嗜好につ
いてのアンケートを実施している。主導したの
は，その翌年1932年に軍・政府の御用放送化
してゆくラジオの現状を批判して「必ずその道
を進まねばならぬと規定されているわけではな
い」と記した奥屋熊郎だった。調査主体はもち
ろん日本放送協会関西支部であり，調査票の
発送・回収・集計・分析のどのプロセスにも
逓信省は関与していない。調査の目的は「ど
んな放送が，どんな風に聴取者に好まれてい
るか 63）」を把握するためとされていた。

このような，ラジオの普及を目指す協会内
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部の議論・実践の延長線上に「全国ラジオ調
査」があったのであれば，それは日本放送協
会の名において行われるのが自然だったはず
だ。監督官庁である逓信省の名を出すにして
も，少なくとも協会との連名であるべきだった
ろう。だが，実際に行われた「全国ラジオ調査」
では，その調査票の差出人に日本放送協会の
名はなく，返送先も逓信省電務局だった。今
日の目から見れば，これはかなり異常なことの
ように思われる。

ではなぜ，調査を主導した田村は調査主体
から日本放送協会を排除したのだろうか。おそ
らく，その理由は田村が挙げた4つの目的のう
ちの第3のそれにある。原文を示せばこうで
ある。

ラヂオが国家社会の重要機関である以上，
政府としてもまた放送当局者としても，ラヂオ
の放送上種々の点に於いて指導精神を確立し
なければならぬのである。この意味に於いて
ラヂオ調査は我々に指導精神の確立を教え
る重要なる資料となるものであると考える64）。
　
強調されるのは「政府として」の「指導精神の

確立」である。田村にとってラジオは，政府が
国民を指導するための「重要機関」以外ではな
かった。「放送当局者」すなわち日本放送協会
は，政府と並置される存在にすぎなかった。「全
国ラジオ調査」を逓信省の名において行うの
は，田村にとっては当然のことだったのである。

調査開始から2年後に刊行された『調査報
告』でも，その目的が4点挙げられている。内
容は田村が挙げていた4点とほとんどそのまま
だが，順番が変わっている。田村論文では第
3に挙げられていた目的が筆頭にきている。

ラヂオが，今や，百万以上の加入者を有し，
日々ラヂオを聴取する者数百万の多きに達し，
国家社会の重要機関なりと認識せらるゝ今
日，放送協会は放送事業当事者，逓信省は
諸事業に対する監督官庁として，新時代の要
求に対する方針の確立を必要とすること65）。

『調査報告』は逓信省と日本放送協会の連名
で刊行されているので協会の名こそ前面に出て
はいるが，意味するところは田村の「ラジオ調
査に就いて」に記された目的と変わらない。

調査票には，「ラヂオが常に皆様のお役に立
つ様に（中略）皆様の御意見を伺うことが肝要」
と記されていたが，筆頭に挙げられる調査目的
は聴取者の要求に応えることではなく，「国家
社会の重要機関」として「新時代の要求」に応
えることだった。『調査報告』でもラジオ普及促
進のために聴取者が求める放送種目を知るこ
とは調査目的に挙げられているが，筆頭に挙げ
られた目的を達成するためには必要なことだっ
たろう。聴取者を「指導」するためには聴取者
を知らなければならない。

「全国ラジオ調査」と機構改革

『調査報告』が刊行された翌月，すなわち
1934年5月16日，東京・丸の内の日本工業倶
楽部で社団法人日本放送協会第8回定時総会
が開催された。この総会で定款及びその細則
の改正案が可決され，日本放送協会の機構は
大きく改革される。それまでの協会には，連
絡・調整機関としての本部のほかに関東・関
西・東海・中国・九州・東北・北海道の7 支
部があり，各支部が管轄区域内の事業計画・
予算執行の権限を持っていたのだが，各支部
は解体され各中央放送局として本部の下部組
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織に位置づけられることになったのである。
機構改革は，一見組織の合理化にも見える

が，そこにはもう1つのねらいが秘められてい
た。改革の5年後に日本放送協会が自ら編纂
した『日本放送協会史』は，改革の断行は「内
部の統制を強化して以て事業活動をして国家
的要望に即応せしむる必要を痛感 66）」したから
だとしている。

戦後，電波監理委員会が編纂した『日本無
線史』によれば，この機構改革を断行したの
は，逓信省電務局業務課長の田村謙治郎だっ
た。かねてから「放送協会の事業経営振りに
甚大な不満を抱 67）」いていた田村は，「満州事
変以来の世情，軍部の活動は凡百のこと統制
と政府指導下に置かれんとする状勢いよいよ
急なるに鑑み 68）」，改革を決意したのである。

「改革案の密議は三ヶ月に亘って行われ 69）」た
という。
「全国ラジオ調査」と機構改革は，同じ人物

が主導していた。田村にとって「全国ラジオ調
査」が政府の「指導精神」を確立するためのソ
フト面からのアプローチだったとすれば，機構
改革はハード面からのアプローチだった。

機構改革は7支部の統合にとどまらなかっ
た。まず，組織改組にともない逓信大臣が新
たに役員を任命することになったのだが，その
結果，民間選出の旧役員の多くが指導的位置
から後退し，逓信省出身者が協会の中枢を独
占することになった 70）。さらに重大なのは，専
務理事（1937年からは会長）を議長とする放送
編成会が設けられ，全国から集まった番組の
企画提案を一元的に審議・決定することになっ
たことである。放送編成会には，学識経験者
のほかに，逓信・文部・内務各省の課長が参
加していた。中央集権化と相まって，政府の

「指導精神」が直接的に放送内容に反映される
仕組みが作られたのである。

日本放送協会の機構改革は，当時，新聞・
雑誌でも大きく報じられた。例えば『文藝春秋』
は「ラヂオ匿名月評」で次のように批判してい
る。「放送協会の改組は中央集権は行ったが逓
信閥に非ざる者は一生浮かぶ瀬がないことを天
下に広告した。（中略）一歩運用を間違えば中
央集権だけにその影響する所，甚だ大なるを恐
れるのである。杞憂に終わればいいが 71）」。

残念ながら匿名氏の心配は杞憂には終わら
なかった。その後の歴史は，政治権力がメディ
アを蚕食してゆくとき，何が起きるのかを私た
ちに教えている。

民衆をして追随せしめよ　

「全国ラジオ調査」と機構改革は，放送に
おける政府の「指導性」の強化という目的で通
底していた。その両者を主導した田村謙治郎
は，機構改革案が採択された第8回定時総会

（1934年5月）で逓信省電務局長代理として挨
拶に立っている。そこでは「全国ラジオ調査」
と機構改革を貫く思想がむき出しに語られてい
る（写真6）。

 
ラヂオは最早，世情の流れに引き摺られて
プログラムを編成する時代ではないのであり
まして，一面民衆の要望に調和して行きます
と同時に，他面に於いて時代を率い，民衆
をして追随せしむるに足るところの権威ある
プログラムを編成しなければならぬと考える
次第であります。これがためには先ず第一に
ジャーナリストの思想を一掃しなければならぬ

（後略）72）
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曲がりなりにも報道機関であるはずのラジ
オから，何よりもまず「ジャーナリストの思想」
が一掃されなければならないというのだが，

「ジャーナリストの思想」とは何か，田村は説
明していない。それが権力に抗してでも人々に
事実を伝えることだとすれば，ラジオは噓でも
デマでもかまわないから「民衆をして追随せし
むる」ためにある，そう言っているのに等しい。
それも「民衆の要望に調和して行き」ながらだ。
これこそが「全国ラジオ調査」を逓信省が行わ
なければならなかった理由であり，機構改革
を断行した理由だった。

その田村の思想は，日本放送協会内部にも
浸透してゆく。1934年12月に開かれた中央放
送審議会の議事録は，そのことを示す興味深
い史料である。日本放送協会の戦前・戦中の
内部資料は敗戦時に徹底的に焼却されたが，
それでもわずかに遺った資料から，当時の協
会の方針・意思を知ることがあるが，この議事
録もそういう史料の1つである。

閑話休題，既述した編成会が具体的な番組
企画を審議・決定するのに対して，中央放送

審議会は日本放送協会会長の諮問に応じて番
組編成の大綱・方針を審議する機関だった。
学識者と逓信・内務・文部の各省次官によって
構成されていたが，機構改革が行われた直後，
1934年10月からは，陸軍次官・海軍次官も加
わるようになっていた 73）。

さて，1934年12月の審議会では，出席した
陸軍次官が次のように発言している。
「放送編成会に陸海軍より常時的に非ずと

も又交代にても之に参加することを考慮願い
ましきや」

この発言には海軍次官も同調し「講演者の
予定の如き打ち合わせを得たし」としていた。
陸軍海軍両省から，放送審議会だけではなく
編成会にも参加したいという希望が出されたわ
けだが，協会側は次のように答えている。

外形より見て官庁側委員過多の観を呈し自然
放送自体が官庁の宣伝機関視せらるる結果
却って放送により達成せんとする効果を撲殺
するところなきや。（中略）放送事業が官庁の
一部の如く視らるるよりも民衆の機関視せら
るる方有用，適当なり（後略）74） 

そして「プログラム編成の内面的実際に於い
ては従来陸海軍とは十分の連絡をとり，その
意見を聴聞して適当なる措置を講じ」て満州事
変や軍縮会議の報道にあたってきたのであり，
他の官庁についても同様だとしている。

要は，日本放送協会の実体が「官庁の宣伝
機関」だとしても外形上は「民衆の機関」であ
るかのように見せかけたほうが「放送により達
成せんとする効果」は高い，と言っているので
ある。
『調査報告』から抜粋した表3をもう一度見

写真6　日本放送協会第8回定時総会
（1934年）議事速記録

 （NHK 放送文化研究所蔵）
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てみよう。協会の経営方針について寄せられ
た希望だが，そこでは「官僚化反対」が3割
以上を占め，「民衆的」事業経営を求める声が

「国家的」事業経営を求める声の3倍程度あっ
た。協会は，そういう聴取者の声を十分に認
識していた。だからこそラジオが「官庁の宣伝
機関視」されることを恐れていたのである。

先に筆者は「聴取者の声が，ラジオ放送に
生かされることはなかったことを私たちは知っ
ている」と書いたが，訂正しなければなるまい。

「全国ラジオ調査」に寄せられた聴取者の声は
無視されたのではない。“有効利用”されたの
である。

1934年の『ラヂオ年鑑』は「全国ラジオ調
査」の成果について「この認識されたる聴取層
及びその心理を玩味し之を善導すべく努力を
続けている75）」と総括している。「善導」が田
村の言う「民衆をして追随せしむる」ことと同じ
であることは言うまでもない。                             

武力を以て膺
よ う

懲
ちょう

せよ　

「全国ラジオ調査」と機構改革は，放送史上
の大きな曲がり角だった。その2つともが，田
村謙治郎という一人の逓信官僚の主導のもとに
行われていた。では，その田村はどういう方向
に「民衆をして追随せし」めたいと考えていた
のだろうか。第8回定時総会で田村は先に引用
した部分に続けてこう語っている。

　
世界に向かって皇威を発揚する根本の力であ
りますところの日本精神を基調とする日本文
化の育成ということを以てプログラム編成上
に於ける指導精神を養って行かなければなら
ぬと考える次第であります 76）。
　

実は田村には逓信官僚とは別に右翼イデオ
ローグとしての顔があり，『日本精神読本』77），

『日本主義経済学 ユダヤ主義経済の排撃』78）

などの著作がある。
『日本精神読本』では，外交の根本は「神な

がらの大道」のもとの幸福を世界に宣布するこ
とであり，また国威を伸張させることだとされ
ていた。そして，その目的は平和裏に実現する
べきであるが，相手国が「正義人道に背反する
暴虐を敢えてする場合に於いては，之を避くる
ことなく，寧ろ武力を以て膺懲し，而して後我
国に同化せしむべきである79）」と主張していた。
田村は一般論として書いているが，満州事変
以後，反日運動が高揚していた中国情勢を念
頭に置いていたことは言うまでもないだろう。
このようなイデオロギーの持ち主が，日本放送
協会の「プログラム編成上に於ける指導精神」
を確立しようとしていたのである。
「全国ラジオ調査」と機構改革という大きな

曲がり角の先には，「戦時ラジオ放送」への道
が一直線に続いていた。第8回定時総会で田
村は次のようにも主張している。

本来政府に於いて経営せらるべき事業を無
線電信法第二条によりまして，事業の経営を
特に日本放送協会に特許せられている次第
であります。それでありますから放送協会の
放送事業を経営しているということはいわば
逓信省の延長と致しまして，政府の事業を代
行しているという形になって居るのでありま
す。従って放送事業の経営に対する政府の
業務ということも他の公益法人と自ずから趣
を異にするものがなければならぬことを，こ
こにハッキリ皆様に御諒承を願いたいのであ
ります 80）。



38 AUGUST 2018

日本放送協会の創立総会で安達逓信大臣
は，その業務を「殆ど国務に準ずる」と言った。

田村謙治郎の上司である畠山敏行は，満州
事変勃発の前年，日本放送協会は「政府経営
の場合と軒ちなき状況」でなければならないと
書いていた。逓信省に脈 と々流れてきた放送
政策は，田村による「全国ラジオ調査」と機構
改革によって1つの完成に近づいていた。

軍・政府と一体化してゆくラジオに対する批
判を掲載することもあった『調査時報』だった
が，その後継誌である『放送』の1937年2月
号の編集後記は，「一般商業雑誌とも類を異に
する性質上，ジャーナリズムの自由駆使という
点には自ずから限界が存する」と書いていた。
協会職員の投稿については「協会としての責任
にかかる性質のものは事前に上司の承諾を得
て欲しい」とも記していた。

もはや，ラジオの現状を危惧する声はどこ
からも聞こえない。

日中戦争の勃発が迫っていた。     
　

5. 「戦時ラジオ放送」の完成

国民精神総動員とラジオ

1937年7月7日，北京郊外盧溝橋で日中両
軍が偶発的に衝突，これを機に日本軍は大兵
力を中国に送り込み，日中全面戦争が引き起
こされることになる。日本放送協会に大きな
影響力を持っていた逓信官僚，田村謙治郎の

「武力を以て膺懲し，而して後我国に同化せし
む」という主張は，現実の軍事行動になった
のである。

近衛文麿内閣（第一次）は国民に戦時体制
に対する全面協力を求め，「国民精神総動員運
動」を展開した。「挙国一致」「尽忠報国」「堅

忍持久」がそのスローガンだった。
8月24日には「国民精神総動員実施要綱」

が閣議決定されたが，その実施方法には「ラ
ヂオノ利用ヲ図ルコト」の1項がある。ラジオ
は，政府が戦争目的のために利用するべきも
のと位置づけられていた。

日本放送協会はどう応えたのか。10月12
日，協会常務理事・片岡直道が「国民精神総
動員と放送」という演題でラジオ講演を行って
いる。それによれば，まず「国民朝礼の時間」
が新設され，毎朝8時から20 分間放送するこ
とになった。国家斉唱，宮城遥拝，訓話，ラ
ジオ体操からなるもので「事毎に天皇に帰一し
奉る日本精神を高揚致さんとするもの 81）」だっ
た。夜には「国民精神総動員強調週間」を設
定し，講演や音楽によって日替わりの特集番組
を組んだ。1週間のオーダーは「時局生活の日」

「出動将士への感謝の日」「非常時経済の日」
「銃後の護りの日」「神社参拝・殉国勇士を讃え
る日」「勤労報国の日」「非常時心身鍛錬の日」
となっていた。

特集番組ばかりではない。片岡はニュース
枠の拡充など日中戦争勃発後の対応を挙げて
いるが，中で注目すべきは「放送ニュース解説」
の新設である。「事変ニュースの理解に資する
為，ニュース用語の解説並びに補足説明 82）」を
するためのものとされていたが，内実はその範
囲を越えていた。
「放送ニュース解説」は，当時，日本放送協

会によって出版化されており，その内容を知る
ことができる。

第1回は，「支那軍の迫撃砲手榴弾」（1937
年10月6日放送）。題目どおり，中国軍の迫撃
砲・手榴弾の形状や性能について解説してい
るのだが，それだけではない。「解説」は次の
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ように結ばれている。
「敵兵の手榴弾抛

ほうてき

擲技術には未熟なものが
あって，あまり早く抛げ過ぎたりするため，我
軍の陣地に落ちても破裂するのに間のある時な
ど，勇敢な我が将兵は矢庭に之を拾って敵に
抛げ返し，為に敵兵は自分の抛げた手榴弾の
ため却って自分の命を失うといったようなこと
もある 83）」

中国軍兵士に対する侮蔑的な表現は，「用
語の解説」の範囲を明らかに逸脱するものだっ
た。

第5回では，「九国条約と不戦条約」を取り
上げている（1937年10月9日放送）。
「九国条約」については，中国の主権尊重・

領土保全をうたう条約の概要を説明したあと，
「我国の行動は飽くまで自衛権の発動に基づく
暴支膺懲以外の何ものでもなく，従って支那
の独立を侵害したり，その領土を犯したりする
ものではないことは明瞭である 84）」とし，条約
に抵触することはないと「解説」していた。「不
戦条約」については，「国家の自衛権は個人の
場合に於ける正当防衛権に当たるもので（中
略）国際法上認められた国家の基本的権利」
であるから日本がその違反を問われることはな
い，としていた。
「放送ニュース解説」は，客観的な用語解説

の体裁をとりながら，聴取者を国策に誘導して
「国民精神総動員運動」のスローガン「挙国一
致」に寄与しようとするものだった。

ラジオは，田村謙治郎の考える理想を体現
し，政府・逓信省の延長機関として機能してい
たのである。

再び「全国ラジオ調査」の思想

日中戦争の開戦を機に創設された政府の情

報統制機関・内閣情報部が編纂した冊子「思
想戦講習会講義速記」85）の表紙には，「昭和
十三年二月」の文字がある（写真7）。日中戦争
勃発から7か月後に開かれた講習会の速記録
なのだが，史料には前書きも後書きもなく，「講
習会」がどこで，どういう人間を対象に開かれ
たものなのかは不明である。わかるのは誰が
何を話したかだけで，例えば内閣情報部部長・
横溝光

みつてる

暉は「国家と思想宣伝」，内閣情報部
情報官（陸軍歩兵中佐）・高嶋辰彦は「戦争指
導と思想戦」という演題で話している。高嶋が
聴衆に「一般大衆をご指導なさる所の皆様方」
と呼びかけていることから，「講習会」は内閣
情報部がメディア関係者を対象に行ったものと
推察できる 86）。
「講習会」では何が語られていたのか，「極

秘」の角印が押されたこの史料を筆者は期待
感をもって読み始めたのだが，まもなく眠気を
催した。どの講習も教条的な語句が並ぶばか
りで新味は何もない。いわく「宣伝は国防の重
要な要素となり，戦争の大切な武器となった」，
またいわく「日本の対外発展の基調は平和的
発展に終始して居った」…。

写真7　思想戦講習会講義速記

 （NHK 放送博物館蔵）
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講習会が何日間行われたのかは不明だが講
師は全部で22人，次から次へとこんな話を聞
かされ続けては当時のメディア関係者も，居眠
りを我慢するのが大変だったのではないだろ
うか。「この史料はハズレかな」と思いながら
ページをめくっていたのだが，一人の講師の名
に筆者の目は釘付けになった。田村謙治郎。
「またこの男か！」
肩書きを見ると，田村はこのとき，逓信省電

務局長に上り詰め内閣情報部の委員も兼任し
ていた。演題は「思想戦に於けるラヂオの機
能」である。

眠気は去り文字を追った。そこでは「全国ラ
ジオ調査」を実施したときから一貫している田
村の思想が改めて語られていた。

田村はまず「今日ラヂオ・ニュースの内容が
直接政府の監督の下に放送されている」から，
その「内容はどこまでも正確公平」であり，だ
から「国民をして正しい方向に導く」ことができ
るのだとする。そして「国策或いは政策の如き
ものを講演放送を行うこと等に依って普及徹底
せしむる」ことが大切だという。田村が行ってき
たことやその言説を振り返れば，いまさら驚くよ
うな主張ではない。「講習会」での田村の話で
筆者の興味を引くのは次のような部分である。

田村は，ナチスドイツではラジオ受信機を
「各戸に一個の理想」に近づけるために「放送
の内容に就いても，国民が真にラジオが好き
になるように，宣伝相自ら大童になって其の改
善に努めて居ります」と語る。宣伝相とは“プ
ロパガンダの天才”と称され，ヒトラーを支え
たヨーゼフ・ゲッベルスである。

ナチスがラジオを世論誘導のために最大限
に利用したことは今日よく知られているが，逓
信省は当時から大きな関心を寄せていた。電

務局無線課による外国制度調査資料「ナチス
とラヂオ」は，ゲッベルスの「ラヂオは絶対に
効果ある，ナチスの，インストルメント（道具）
として党に確保して置く必要がある」（括弧内
は引用文のまま）という発言を引用したうえで，
ゲッベルスが「愉快な演芸」を重要視していた
ことを伝えている 87）。「講習会」での田村の話
は，こういう情報を踏まえてのものだったろう。

田村はゲッベルスを賞賛して次のように続け
る。

かかる事変とか戦争の場合には演芸放送を
なるべく少なくして講演等を増加せよと云う
意見がよく行われるのでありますが，之はラ
ヂオの機能，或いは娯楽機関の機能を無視
した意見ではないかと思う点です。即ちラヂ
オにせよ映画にせよ今日大衆にかくも偉大な
る宣伝力を持っていることは，これらが面白
いからであり，興味があるからであります 88）。

ラジオが国民の「指導機関」であるために
は，まずラジオが国民に聴かれなければなら
ない。それがゲッベルスが，そして田村が強調
するところである。

日本の 「戦時ラジオ放送」がナチスドイツの
ラジオ放送の影響を色濃く受けていたことはよ
く知られている。田村が推し進めた1934年の
機構改革も，ナチスによる放送改革を参考に
していた 89）し，具体的な番組でも，例えば前
線の兵士と内地を結んで人気を博した『前線へ
送る夕』は，ドイツの『国防軍向けお好みコン
サート』を模したものだった 90）。

だが，田村が「全国ラジオ調査」で聴取者
の嗜好を詳細に分析し「指導精神の確立を
教える重要なる資料」にしようと考えたのは，
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1933年にナチスが政権を奪取しラジオを手中
にする1年前のことである。ラジオは面白くな
ければならないという田村の主張は，ゲッベル
スに先行していた。田村にしてみれば，ゲッベ
ルスの主張は「我が意を得たり」と言うべきも
のだったはずだ。

先述したように，「全国ラジオ調査」では浪
花節をはじめとする大衆演芸が圧倒的な人気
を得ていることが示された。だから，逓信省・
日本放送協会は浪花節嗜好の地方差まで分析
し，受信契約者の増大に役立てようとしていた
のである。
「思想戦講習会」で田村は，「教化演芸」と

銘打つ番組を創設したことも語っている。

これは国民大衆が日頃最も好んで聴く浪花
節，講演（講談の間違いか：引用者），琵琶
等の所謂大衆演芸の内容について特に日本
精神を昂揚せしめるようなもの，国民精神を
作興せしめるようなものを選んで放送するも
のであります。従って国

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民大衆の要望に応じ
な
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

がら自然と彼等を教化せんとするもので，
旨く運用出来れば立派な思想戦上の役割を
果たし得るものと期待されるものであります 91）

（傍点は引用者）。

日本精神を昂揚させる大衆演芸とは，例え
ば1937年11月20日午後8時から放送された

『ラジオバラエティ・演芸慰問隊』に典型的であ
る。そこでは歌謡コント「敵前上陸」，落語「手
榴弾」，小唄コント「戦車」，浪花節「クリーク」，
漫才「トーチカ」，琵琶「空襲」，オペラ「トー
チカガール」「クリークボーイ」などが並んでい
た 92）。 

だが，「国民大衆の要望に応じながら自然と

彼等を教化」するというねらいは，このような
「教化演芸」の効果に限ったことではなかった
だろう。田村は日本放送協会の機構改革が承
認された定時総会（1934）における挨拶で，ラ
ジオは「一面民衆の要望に調和して行き」なが
ら「民衆をして追随せしむる」ものでなければ
ならないと述べていた。田村の主張は一貫して
いる。これこそが田村の主張の核心だったは
ずだ。

日本放送協会は，1938年の『ラヂオ年鑑』
で，日中戦争の勃発以来「ラヂオは全機能を
挙げて戦時体制下の国策に順応し其の遂行に
寄与する事に万全を期している93）」と自己評価
していた。それはいわば「戦時ラジオ放送」の
完成宣言だった。

放送は国家のチンドン屋

「戦時ラジオ放送」は，政府・軍の圧力と，
その圧力に押し流され同調していった放送現
場との連携によって成立するものだった。

本稿では，ラジオの誕生から「戦時ラジオ
放送」が完成するまでの道のりを「全国ラジオ
調査」に焦点を当てながら概観してきたが，あ
るいは田村謙治郎という一官僚をクローズアッ
プしすぎたかもしれない。その力は小さくはな
かったにしろ，無論，田村一人が「戦時ラジオ
放送」への道筋をつけたわけではない。田村
は放送事業を支配しようとする政治権力の，一
人の象徴的人物であるにすぎない。

太平洋戦争開戦後も，情報局，逓信省は戦
況の変化に応じて日本放送協会に対する指導
指針を策定していた。竹山昭子は，太平洋戦
争の全期間を5 段階に区分し，指導指針の力
点を，それぞれの段階に政府が使ったスロー
ガンと対応させて説明している94）。その要点を
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示せば次のようになる。

第1段階： 開戦時の熱狂と戦意昂揚
 　＝「進め一億火の玉だ」
第2段階： 長期戦の覚悟
 　＝「欲しがりません勝つまでは」
第3段階： 決戦の決意と覚悟
 　＝「撃ちてし止まむ」
第4段階： 天皇制の死守
 　＝「国体の護持」
第5段階： 命に換えて国を護る覚悟
 　＝「一億特攻」  

勝ち戦が続いた初期からしだいに敗色が濃
くなってゆく戦局に対応しながら，政府はラジ
オを使って国民の戦意を鼓舞・維持しようとし
ていたのである。そして放送の現場はそれぞ
れの段階で，政府の指導に的確に応じようとし
ていた。

だが，太平洋戦争開戦後の「戦時ラジオ放
送」が歩んだ道を新たに検証することは，本稿
の目的ではない。それは本シリーズの他稿で
テーマ別に論じてきたし，今後もそうしてゆく
つもりだ。ここでは，1943年秋，日本放送協
会の各部の部長が一堂に会して行われた座談
会「放送前進の為に」95）に着目するにとどめた
い。そこに「戦時ラジオ放送」が行き着いた先
が典型的に見えるからだ。5 段階の区分で言え
ば，第3 段階，「決戦の決意と覚悟」が強調さ
れていた中での座談会である。

座談会には，企画部長兼教養部長の横山重
遠を中心に，報道部長，演芸部長，音楽部長，
業務部長の5人が出席している。1943年5月
には「決戦陣容」を整えるために，各セクショ
ンの部長が関係業務の第一線に立つ「部長中
心主義」のもと，事務機構の改正と人事異動
が行われていた 96）。座談会は，新しい部長た

ちが，その方針と意欲を語ったものである。
企画部は，ほかの部局を横断的に調整・指

導する立場にあったから，座談は「戦力増強に
放送が寄与する一番大きな力は何か」という横
山の問いに各部長が答える形で進行している。

報道部長・高橋武治は，時事的な内容の講
演放送が教養部から報道部に移管されたこと
によって，報道と講演が一体化された意義を
語っている。「報道に引き続いて間髪を入れず，
その道の権威者によって挿入する」講演によって

「報道の意義を徹底させる」ことができると強
調していた。

業務部長・友安義高は，「感銘を与える報
道」のためにはアナウンスにも主観性が必要だ
とし，「雄

おたけび

叫調」97）の優位を語っている。
演芸部長・大川茂は，「慰安を戦力化」する

ための模索を語っている。演芸番組に時局色
を盛り込む必要と，しかし盛り込みすぎては慰
安にならないというジレンマを越えて「戦力増
強と休養とを相反するもの，と二面的に考えず
に，それを一つに考えなければならない」と論
じていた。

音楽部長・吉田信は「聴取欲をそそらず聴
いてもらえなければ何等意味がない」としたう
えで，「決戦下の今日こそ日本の国民音楽を確
立すべき絶好の機会」であると発言している。

それぞれのジャンルの実践の中で「戦時ラジ
オ放送」は鍛えられ，「戦力増強」に寄与して
いた。

座談の最後，部長たちの発言を踏まえて司
会を務める松永孝 98）が，「決戦放送の使命を
放送の性格として真っ向から振りかざして一般
に認識させて」ゆくべきではないかと問いかけ
ている。それに対する横山重遠の答えは次の
ようなものだった。
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非常に卑近な例を引いて恐縮だけれども，
例えば放送を国家の宣伝機関として，言い
換えればチンドン屋ですね，その程度に放
送は宣伝機関だという考えで行くのは一向差
し支えないと思う。しかしチンドン屋が現れ
て来た。これは宣伝なのだぞという前置き
の下に宣伝をやったのでは駄目です。

横山は逓信省出身ではない。報道アナウン
ス技法の確立など，ラジオという新しいメディ
アの基礎を切り拓いた生粋の放送人である。
企画・教養部長に転じる前は報道部長を務め
ていた。その横山が放送は“国家のチンドン
屋”であると言う。自己卑下して言っているの
ではない。「日本の大衆の輿論を統一し，最も
短い時間に国論を一つに持って行く，この点恐
らくあらゆる宣伝機関よりも放送が一番有力で
はないか」，そうも言う横山は，誇りを持って
日本放送協会は“国家のチンドン屋”であると
宣言しているのである。そして，しかし“国家
のチンドン屋”であることを聴取者に悟られて
はならない，と言っている。これが放送現場
の全体に絶大な影響力を持っていた日本放送
協会企画部長の主張だった。
「戦時ラジオ放送」の到達点と言うべきだろ

うか。　　
　　　 第3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，句読点やル
ビを追加した場合もある。

注：
 1） 清澤洌（1970）『暗黒日記Ⅰ』（評論社）27頁：

［  ］内は，評論社版による補足・改正である。
 2） NHK放送文化研究所所蔵：新聞などに発表する

ために作成された放送予定表である。予定の変
更は手書きで反映されている。

 3） 橋川文三は前掲『暗黒日記Ⅰ』の解題で清澤をこ
う評している。

 4） 日本放送協会編（1965）『日本放送史 上』 623頁
 5） 内閣直属の情報統制機関である情報局は，内閣

情報部（1937年設立）を発展解消して1940年に
設置された。情報部に比べて，新聞・雑誌・放
送などに対する積極的指導が一層強化された。
宮本吉夫は放送部門を監督・指導する第2部第3
課の課長だった。

 6） 前掲『日本放送史 上』527頁
 7） 竹山昭子（2005）『史料が語る太平洋戦争下の放

送』（世界思想社）2頁
 8） 『理事会会報』所収「昭和十六年度事業報告」

NHK放送文化研究所所蔵
 9） それは単純に浪花節の放送回数を増やすことを

意味しない。逓信省・日本放送協会は，浪花
節の放送回数が多い地方ほど，それに対する
反発も多くなることまで分析している（下郡山信
吉｢聴取者の希望に関する一考察｣『調査時報』
1933年5月上旬号参照）。

 10） すべての放送原稿は逓信省の出先機関である各
地方の逓信局によって事前検閲を受けていた。
そのことは新聞報道などによって聴取者も知って
いた。

 11） 放送局内には聴視室と呼ばれる部屋があり，こ
こですべての番組がモニターされていた。放送に
不適と判断される表現があれば，聴視室に設置
されたスイッチによって放送は遮断された（日本
放送協会編『20世紀放送史 上』44頁）。

 12） 逓信省・日本放送協会｢逓信省及日本放送協会
に対する希望｣（1932年11月）放送文化研究所
所蔵

 13） 逓信省・日本放送協会編（1934）『第一回 全国ラ
ヂオ調査報告』（日本放送協会）調査の概要48
頁

 14） 広津和郎「ラヂオ雑感」『中央公論』1935年9月
号。なお引用文中の「財団法人」は正しくは社団
法人である。
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 15） 「創立大会に於ける逓信大臣の挨拶」『調査時報』
1926年8月号

 16） 電波監理委員会（1951）『日本無線史 第七巻』
146頁

 17） 前掲『日本放送史 上』159頁
 18） 東京朝日新聞 1926年8月19日付
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 26） 同上 
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 32） 崎山正毅｢“教養放送”一五箇年｣『放送』1940
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 33） 安岡章太郎（2005）『僕の昭和史』（新潮文庫）

38頁
 34） 中山龍次（1942）『戦争と電気通信』電気通信協

会65頁
 35） 同上
 36） 前掲『戦争と電気通信』66頁
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 38） 前掲『戦争と電気通信』66頁
 39） 東京朝日新聞　1931年8月18日朝刊
 40） 緒方貞子（2011）『満州事変 政策の形成過程』（岩

波現代文庫）109頁
 41） 同上
 42） 森克己（1976）『満州事変の裏面史』森克己著作
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 43） 外務省編（1965）『日本 外 交年表 並主要文 書 
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 44） 石橋恒喜の証言：日本新聞協会（1987）『別冊新
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 45） 前掲『戦争と電気通信』65頁
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巻第三冊』517頁
 47） 宮川大介他「放送史資料 収集・保存・公開の方

法論を探る」『NHK放送文化研究所年報 2012 第
56集』

 48） 奉天（瀋陽）などに設置した放送局からの放送を
内地に中継，また，内地の放送を満州に中継し
た。

 49） ｢放送禁止事項｣（1932）NHK放送博物館所蔵
 50） 満州事変後，中国の瀋陽広播電台を関東軍が接
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 51） ｢支那問題処理方針要項｣：加藤陽子（2007）『満
州事変から日中戦争へ』（岩波新書）16頁より再
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 52） 矢部謙次郎「ジャーナリズムとラヂオ」『調査時
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 53） 野上弥生子「一つの希望」『調査時報』1932年1
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 56） 奥屋熊郎「放送プログラム編成者の悩み」『調査

時報』1932年2月上旬号
 57） 当時NHKの呼称はなかったので，正しくは日本

放送協会
 58） 「奥屋熊郎の談話」（1962年7月6日）NHK放送

文化研究所所蔵
 59） 前掲「ラヂオ雑感」『中央公論』
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 60） 前掲「一つの希望」『調査時報』
 61） 田村の挙げた人口1,000人当たりの受信契約者数
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 62） 東海支部 S・N生「プログラムに対する聴取者の
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年3月号

 63） 日本放送協会関西支部編（1932）『ラヂオ聴取者
は何を好むか』1頁：なお，この調査に使われた
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2頁
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頁
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 68） 同上
 69） 同上
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 93） 「支那事変とラヂオの活動」『昭和十三年ラヂオ年

鑑』
 94） 前掲『史料が語る太平洋戦争下の放送』19頁
 95） 『放送研究』1943年10月号に採録
 96） 前掲『史料が語る太平洋戦争下の放送』165頁
 97） 太平洋戦争開戦前の，主観を排して事実を淡 と々

伝えるアナウンス技法「淡々調」に対して，「雄叫
調」は主観を前面に出して力強く伝えるアナウン
ス技法である。

 98） 座談の中のやりとりから，司会を務める松永孝
は，軍から日本放送協会に入局した事務系職員
であることがわかる。


