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私はいま世界の一点に立つて/ 砥がれた多くの
爪が相争ふさまを目撃する/人は不自然の死を
すら賛美する/ 不名誉な世界人はかれらの正義
をどう夢みてゐるのか/愛国心を殺戮の事実に
よつて何故証明しようとするのか/ 国家的虚栄
の奴隷に満足する人々よ/ 私は　人間の最終
の平和は決してあなた方の考へてるやうな仮想
された勝利で/　はあるまいと思ふ

『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

日本が第一次世界大戦終結後の国際平和主
義の潮流に抗うように，アジアへの政治的・軍
事的圧力を強めてゆく中で詩人はこの詩を書い
た。それは，絶対的な平和主義を希求するも
のであり，“遅れてきた帝国主義国”として戦争
への道を歩み始めた祖国・日本への異議申し
立てでもあった。

それから20年の時を経た1943年，日本放
送協会の講演部長となっていた多田は次のよう

はじめに一編の詩を引用したい。1923（大
正12）年，詩誌『新生 』に掲載された多

た だ

田
不
ふ じ

二の詩である。多田はのちに日本放送協会
に入局し，教養部長，講演部長として戦時下
の講演放送を牽引することになるが，このとき
は29歳，新進気鋭の詩人だった。

世界の一点に立つて

世界はまどろんでゐる/かぎりなく燃える野望
の夜のうちに

どこにやさしい人類愛はひそんで居るのか/ど
こにうつくしい眠りは私達を待つてゐるのか/
人類の心に真の平和の充される日はいつなの
か/人は何故集団の利欲に支配されなければな
らないのか/ おゝ まだまだ血が流れてゐる　
恐ろしい惨禍の血潮が

戦時下の講演放送を牽引した多田不二によれば，講演放送の使命は「一億国民の精神的団結を計り，長期の
総力戦を遂行させる」ことだった。また，学校放送の基礎を築いた西本三十二は「国民が一つの放送を聴いて（中
略）同時に政府に結びつけられるという全体感を強く国民に感じせしめる」ことが大切だと説いていた。

だが実は，2人は，かつては反戦・非戦を主張する知識人だった。多田は詩人として日本の帝国主義を批判して
いたし，西本は進歩主義的教育学者として国際平和の構築を訴えていた。

本稿では，時代に翻弄される組織人の苦悩を，戦時下教養番組の実相とともに描く。

シリーズ 戦争とラジオ〈第 4 回〉

日本放送協会教養部・インテリたちの蹉跌
～講演放送・学校放送は何を伝えたのか（前編）～ 

メディア研究部  大森淳郎　
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に主張している。

しかしながら講演放送の狙いは精神の休養
ではなくして精神の緊張であり，鼓舞であり，
鞭撻である。国民に内外の容易ならぬ情勢
を深く認識せしめ，心から国策協力に邁進さ
せ，勇躍国難に赴かしめることこそ講演放送
究極の目的である。即ち端的に言えば現在
我国の従事している雄大な国家目的を国民の
各層に浸透せしめ，一億国民の精神的団結
を計り，長期の総力戦を遂行させるのが講演
放送の使命でなければならぬと思う1）。

20年という時間の隔たりがあるにせよ，同
じ1人の人間の表現・主張として，その落差に
目のくらむ思いがする。愛国心の発露としての
戦争を否定し，国家に自己を埋没させるなとう
たっていた詩人が，今度は国民を国策のもとに
団結させて総力戦に導くことこそが，自分がそ
の責任者である講演放送の使命だと言うので
ある。人はかくも変わるものなのか。

もう1つの例を挙げよう。日本放送協会関西
支部の「確定番組」で1930年7月15日の放送
予定をめくると，不自然な箇所があることに気
づく。午後 2時から定時番組『婦人講座』が
あり，この日は奈良女子高等師範学校教授・
西
にしもと

本三
み と じ

十二が「婦人と世界平和」という演題で
話すことになっていたのだが，その部分が2本
の縦線で消されているのだ。「確定番組」は，
新聞のラジオ欄のために放送の10日ほど前に
作成されていたものであるが，そこに引かれた
縦線は，予定が変更され実際には放送されな
かったことを意味する。なぜ直前になって放送
中止となったのか，普通は闇に埋もれてしまう
ところだが，このときは新聞社が動いた。7月

23日の東京朝日新聞が，原稿を事前検閲した
大阪逓信局によって放送中止処分となったこと
を報じたのである。新聞によれば，逓信局の
言い分は「（西本の講演は）我が国古来の武士
道大和魂のごとき国粋的精神に背反し，道徳
を混乱するがごとき，戦争そのものを罪悪視す
る」ものであり，「戦争を賛美しないことは怪し
からぬ」というものだった。朝日新聞は，日本
も批准した不戦条約の精神に反する時代遅れ
の愛国心だと，その姿勢を批判している。

ところで西本は，このとき放送することがで
きなかった講演原稿の梗概（逓信局が検閲し
たものである）を保管し，戦後，公表している。
以下はそこからの抜粋である。

勿論我々は人間の本性から闘争心や競争心
を全然とり去って了う事は出来ない，それは
人間の心から平和心を取り去り，愛の心を取
り去る事が出来ないのと同様である。然しな
がら我々はその闘争心や競争心を戦争のよう
な破壊的なものに用いないで，それを建設
的な創造的な方面に利用することが出来る。
かくして此の地球上から戦争というような破
壊的なものを根絶して，平和の世界を実現せ
しめ，人類の福祉を増進して女性の使命を
全うして貰いたい 2）。  

西本の主張は，戦勝国と敗戦国を問わず，
戦争で最も苦しむのは「花 し々く戦場の露と消
え行く男性」よりも夫や子どもを失う女性であ
り，だからこそ平和建設のために女性が果た
すべき役割は大きいというものだった。現在の
目で読めば凡庸かもしれない。しかし満州事
変の前年，軍部の政治的・社会的な影響力が
日増しに高まってゆく中にあっては勇気ある主
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表1張（になるはず）だった。だからこそ逓信局に
は目障りだったのである。

その後，西本は日本放送協会に入局し（そ
の経緯は後述する），今日まで続く学校放送の
礎を築いた。次の発言は，1943年，西本が日
本放送協会の教養部長を務めていたときのも
のである。

長期抗戦と長期建設とを同時に遂行してこの
大戦争を勝ち抜くために必要なことは国民を
して常に戦争意識を堅持せしめ，国民の敵
愾心を煽り，士気を昂揚して戦争力を増強
することである。これがために国民が一つの
放送を聴いても相互に結びつけられ，それ
がまた同時に政府に結びつけられるという全
体感を強く国民に感ぜしめることが必要であ
る。これがためには戦時下ラジオの機能は
最高度に活用さるべきである 3）。

太平洋戦争まっただ中の1943 年における多
田と西本の言葉のなんと似ていることだろう。
2人は，国民の敵愾心を煽り戦意を昂揚させ
て，1つの思想にまとまった集団として戦争に
動員することを自らの使命として語っていた。
そのこと自体は今更驚くべきことではない。戦
時下の日本放送協会が講演放送や学校放送
を通して銃後の男たち女たちに，そして子ども
たちに戦争協力を訴え続けていたことは，ほ
とんど常識の部類と言ってよいからだ。むしろ
驚くべきは，当時の教養番組の2 大看板とも言
うべき講演放送と学校放送それぞれのトップ
が，かつては時代の空気に抗うように戦争を
憎む詩を書き平和建設を訴える論陣を張って
いた，そのことである。

多田と西本の日本放送協会における異動歴

を示せば表1のようになる。
2人が戦時下の教養番組を文字どおり牽引

していたことがわかるだろう。当時，教養番
組には，講演放送，学校放送，講座放送の
3 本柱があった。このうち，講座放送は語学
や料理などのテキスト連動放送であり，戦争と
深く関わったのは講演放送と学校放送である。
その前者の責任者が多田不二であり，後者の
責任者が西本三十二だった。

本稿では，多田と西本の2人が戦前から戦
時下にかけて書いた詩や論文，エッセーを掘
り起こし，その思考の足跡をたどると同時に，
2人の指導のもとで何が放送されていたのかを

多田不二（1893 ～ 1968）

1926 年3月 東京放送局放送部社会教育課に入局

1928 年 関東支部社会教育課講演係主任

1933 年 関東支部社会教育課長

1934 年 関東支部教養部講演課長兼講座課長　　

1938 年 大阪中央放送局放送部教養課長

1940 年 業務局（東京）教養部長

1941年 業務局（東京）講演部長

1943 年 大阪中央放送局放送部長

1944 年 松山中央放送局長（日本放送協会理事）

西本三十二（1899 ～ 1988）

1933 年 日本放送協会入局 関西支部社会教育課長

1934 年 大阪中央放送局放送部教養課長

1938 年 業務局（東京）編成部長

1941年 業務局（東京）教養部長

1943 年 札幌中央放送局長（日本放送協会理事）

※1924～25 年に設立された東京放送局，大阪放送局，
名古屋放送局の3局は，1926 年，日本放送協会に統
合され，それぞれ関東支部，関西支部，東海支部と
なった。

※1934 年の機構改革によって，関東，関西，東海の各支
部は，それぞれ協会本部のもとの東京中央放送局，大
阪中央放送局，名古屋中央放送局となった。

※1941年1月，講演部は教養部から独立するが，1943 年
8月に再統合されている。　　
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検証してゆく。
筆者は，かつては平和主義の側にいた2人

の変わりようを変節としてあげつらいたいので
はない。2人はいつ，どのように変わっていっ
たのか。その心の内にはどんな葛藤があった
のか（あるいはなかったのか）。そしてどんな番
組を放送していたのか，それを知りたいのだ。

世界的な免疫学者であり著名な文筆家でも
あった多田富雄は，多田不二の姉の孫にあた
る。その富雄は「大叔父多田不二のこと」とい
う一文にこう記している。
「不二は，戦時下のNHKという体制側の組

織に身をおきながらも，膨大な遺作ノートの中
に，一編も戦争に協力する詩を遺していない。
軍国日本が，いよいよ中国に干渉しようとして
いた大正十二年に，不二はすでに人類の未来
を憂える激しい語調の詩を書いている 4）」

そして，本稿冒頭に引用した詩「世界の一点
に立つて」の一部を引いたうえで，「戦争が激
化するにつれて，不二が詩を書くことをしなく
なったのは，こういう原点があったからに違い
ない」と言うのだ。

筆者は富雄の考えに半ば同意する。多田の
遺族から依頼を受けた国文学者・星野晃一が，
1997年に編纂した『多田不二著作集 詩篇』は，
確認し得る不二のすべての詩266編を収めてい
るが，確かに不二は「一編も戦争に協力する詩
を遺していない」のだ。

多田不二は戦争協力詩を書かなかった希有
な詩人である。だがそれは，多田が戦争に協
力しなかったことを意味しない。多田はラジオ
講演によって「一億国民の精神的団結を計り，
長期の総力戦を遂行させ」ようとしたのであり，
それは一編の「戦争に協力する詩｣ 以上に国
民を戦争に動員する力となったことだろう。

繰り返すが，筆者は多田と西本の変節を現
在の視点から批判しようというのではない。し
かし，変化は変化として見つめなければならな
い。それは，人が時代と無縁には生きられな
い以上，誰にでも（私自身にも）起こりうること
だからである。  

1. 多田不二　詩人の出発

悩める闘士に祝福あれ

多田不二は，1893（明治26）年，茨城県結
城郡結城町（現結城市）に生を受けた 5）。兄
が1人，姉が3人，不二は末っ子である。生
家は江戸時代から続く医家で，父は産婦人科
医だった。不二も医者になることを期待されて
いたが，金沢の旧制第四高等学校（現金沢大
学）文科乙類に進学する。はっきりと文学者を
志したわけではない。金沢に行くまでの多田は

「ただ有りふれた少年の耽書癖が人一倍強かっ
たというだけ 6）」で，読むものといえば伝奇小説
ばかり，それも筋書きに興味を持つだけだった
という。金沢では「教室にいる以外の時間の
殆ど大部分を図書館で暮らし」ていたが，そ
うしているうちに「今度は猛烈な勢いで文学書
を漁り読みはじめた 7）」。イギリス文学やドイツ
文学，とりわけゲーテを読みふける日々。そん
な多田に運命的な出会いが待ち受けていた。
1913（大正 2）年の冬が始まるころだった。

大正初年頃の金沢を知ってる人は，石浦町
の西側に北国バーといふみすぼらしい酒場の
あったことを恐らく想ひ出すだらう。何となく
陰気らしい，内へ入るとひいやり冷たい感じ
のする家であった。そこへ私も始終出掛けて
行ったが，いつもきまって，隅の方にある濃
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詩集『悩める森林』出版記念会（1920年）い栗色の卓子に倚りかかって，一本の銚子を
ちびりちびり呑んでる見事な髪の毛の，やゝ
顔色の暗い若人が居た。（中略）さして気に
止めてた訳でもなかったが，なんとなく其の
人に興味を牽かれた。そしてこれが二ケ月余
りも続いたらう。処がある晩，ひょうきん者
でとほってた法科志望の照井といふ私の連れ
の男が，偶々ひょっこりと北国バーへ入って
来た例の長髪の人を見掛けると「やぁ室生
君」と頓狂な声で喚びかけた。これがきっか
けで親しくなった室生犀星氏と私とは，その
後毎晩のやうに二三十銭づつの金を苦面し
ては北国バーへ出掛けて行った 8）。

室生犀星は，東京の詩壇でようやくその名を
知られ始めたころだった。その引力に捕らえら
れたかのように，多田は本格的に文学の道を
歩み出す。東京帝国大学に進んだ多田は，犀
星が萩原朔太郎とともに創刊した『感情』の同
人となり，憑かれたように詩作にふけった。昼
は眠り，夜になると浅草あたりを飲み歩いた。
深夜3時ごろに帰ると，息詰まるような情熱と
創作欲にまかせて原稿用紙に向かった。その
ころの思い出を次のように記している。

たしかに自分は其の頃餓ゑてゐた。すべての
ものに餓ゑてゐた。恋愛もない，金もない。
そしてどうして一日を暮さうかとたゞ焦れるば
かりであった。うつうつと不幸な若い日の夢
をのみ見つづけて，ただ詩にのみ，貧しい
詩にのみ情熱の捨て場を求めてゐた 9）。

1920（大正9）年2月，多田は第一詩集『悩
める森林』を刊行する。前年に東京帝国大学
文学部心理学科を卒業したばかりだった。詩

集の自序は，「私はこの詩集を原稿のままで
一年近く机の上に積んで置いた，時の経つに
従つて益々自分の詩を疑ふ気持が私を脅かし
た 10）」と書き起こされている。自分は詩人とし
て生きてゆくことができるのか，己の才能へ
の確信と猜疑がせめぎ合った。それでも多田
はついに刊行に踏み切る。自序には「私はい
ま黎明に立ってゐる，恐らく夫れは一度屍と
なった者が再び陽の光に触れる絶大の歓喜
にも比べられやう」と記している。

表題作を引こう。

悩める森林

霧は深く閉してゐる/ 野の果てに/ 重い憂鬱の
森林がある，

小川はしづかにかれの足尖を洗ふ /おお　低く
垂れたあやしの暗雲 /自然の眠りのいかに威嚇
的なるよ。

猟人は悄然として佇つてゐる/彼は疲れてゐる/
彼は迷つてゐる/彼は黎明を待つてゐる/彼は
永遠の夢に悩んでゐる。

前列中央：多田不二
（向かって左隣：室生犀星　右隣：西條八十）

 （提供：多田和夫氏）
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光よ　来れ/小さき一つの生は，今や，地の
底に誘はれようとしてゐる/ 微かな樹木の祈り
さへ，すでに恐ろしい沈黙に圧服された/ 森
の精霊よ　起て/ 彼のまどろむ魂を強く強く眼
覚せ/ 彼は必ずや，正しく蘇へるであらう/ 彼
の上には無窮の使命があるのだ，/おお　悩め
る闘士に祝福あれ。

『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

暗い森の中で，迷い，疲れ果て，立ち尽く
す猟人は，文学の道を歩いてゆこうとする多田
自身に重なる。己の才能を信じきることはでき
ないが，詩作の衝動を抑えることはさらにでき
ない。ならばやってみるしかない。おお，悩め
る闘士に祝福あれ。

室生犀星は詩集に「序に代へて」という詩文
を寄せ，多田をこう激励している。「私はいま
この詩集の出るとともに/きみの安堵をしたや
うなかほに出会す/そしてさらに君はあたらし
く仕事をするために/また　これまでよりもより
困難な道を辿られることを思ふ 11）｣。

詩人・多田不二の晴れがましい門出だった。
詩集刊行の翌月，多田は時事新報社に入社，
学芸担当の記者を務めながら活発な詩作を続
けることになる。あの「世界の一点に立つて」
はその中で書かれた。そこには，どんな思想
が込められていたのだろうか。

筆者の考えを先に述べておけば，多田の非
戦の詩はインドの詩人ラビンドラナート・タゴー
ルから深い影響を受けている。

多田不二とタゴール 

タゴールは1913 年にアジア人として初めて
ノーベル文学賞を受賞，日本でもタゴール・

ブームが起きていた。アジア的な宗教観や美
学をうたったタゴールの詩が世界から評価され
たことは，日本人にとっても大きな喜びだった。
多田の詩作はそのタゴールの翻訳から始まった
と言ってよい。金沢時代の多田は，タゴール
の詩を訳して，犀星や朔太郎らが1915 年に創
刊した『卓上噴水』などに盛んに載せている。
多田はこう回想している。
「私は当時もっぱらゲーテの作品に心酔して

いたが，増
まし

野
の

三
さぶろう

良氏の訳したタゴールのギー
ターンジャリを読んでにわかにタゴール崇拝に
なり，自分でもクレセントムーンを訳して見たり
しているうちに，一歩一歩詩文学への道をた
どるようになった 12）」

多田が犀星と出会ったのは，そんなときのこ
とだった。遠いインドの詩人と，金沢の場末の
バーで出会った詩人，2人の詩人に背中を押さ
れるようにして多田不二は歩み始めたのである。

多田によるタゴールの訳詞のうちの一編か
ら抜粋してみよう。

ざ・ふらわあ・すくうる　   （タゴール）

妖雲空に高鳴り六月の驟雨落ちきたれば，/ 東
より吹ききたる湿風，荒野をわたり竹に奏す。
/ 花の一群

むれ

いづこよりとなく突如として現れ狂
ひ喜び草に踊る，/（中略）/ねえお母さん，あ
の子達の家は星のある空なんです，/一生懸命
天に昇るのを御覧

みえ

になりませんか，/なぜあん
なに急ぐのか御存知，/だれに抱かれようとし
てるのでせう，ほんとにわたしは知つてゐます，
/わたしのやうにあの子達もお母さんがあるの
です。

    『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より
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命ある花は，天にある何者かに抱かれてい
る…。

この詩は幼児向けに書かれたものであるが，
タゴールの思想の核心に触れている。それ
は，タゴールの訳者・研究者である森本達雄
の言葉を借りれば「宇宙の魂と個我の魂の一
体観 13）」である。タゴールは創作の秘密を次
のように明かしている。

私はかくも永いこと世界を外的ヴィジョンで
のみ見てきて，だからそれを宇宙的な歓喜
の相で見ることができなかった。ところが突
然に私の存在の最も内奥のある深みから，
一条の光が出口を見つけて広がり，私のた
めに全宇宙を照らし出した時，それはもはや
事物や出来事の積み重ねのようには見えず，
私の眼にとっては一つの全体として開示さ
れたのだった。この経験は，まさに宇宙の
心臓から溢れ出て空間と時間の上に拡がり，
そこからまた反響を返しながら喜びの波とし
て源へ流れ戻ってゆくメロディーの流れを私
に告げるように思われたのである14）。

自分という存在が宇宙の神秘とつながってい
るという歓喜，宗教的恍惚こそがタゴールの詩
の源泉だった。多田が，そういうタゴールから
深い影響を受けていたことは，例えば次の文
章からも推察できる。1926年に新潮社から刊
行した第二詩集『夜の一部』の後書き「詩集の
終りに」の一節である。   

私は近頃，現実生活の有する神秘といふこ
とに深い興味をもつて居る。そして，日常わ
れわれの経験する感情生活の各の断片のう
ちに，この神秘がつねに潜んで居つて，絶え

ず自分の精神に清純な刺激を与へて居ること
を確信してゐる。最近，私はこの不思議にし
て然も極めて自然的なるAtomを，われわれ
の芸術形式に於て表現し，それを特に新神
秘主義と名付けて自己の詩派のMottoとして
ゐる15）。

 
筆者は，タゴールと多田，2人の詩論の間に

類似を見る。多田自身は，神秘的な作風で知
られるドイツの詩人リヒャルト・デーメルから最
も大きな影響を受けたと記している16）が，詩人
としての出発期に出会い，崇拝するようになっ
たタゴールの世界観・文学観とも深くつながり
続けていたのではないか。

だが，多田とタゴールのここに見られる類
似性だけなら，「新神秘主義｣を標榜する多田
へのタゴールの影響は指摘できても，「世界の
一点に立つて｣への影響は説明できない。「世
界の一点に立つて｣は多田の作品群の中では，

「新神秘主義｣という枠組みには収まりきらな
い作品なのである。

多田がタゴールから受け取ったのは「宇宙の
魂と個我の魂の一体観」だけではない。筆者
が注目するのは，タゴールが1916 年の日本の
旅と，翌17年のアメリカの旅の中で行った講
演をまとめて出版した『ナショナリズム』という
著作である。その最後には「世紀の落日｣と
題する詩が置かれているが，そこで欧米と日
本の帝国主義は次のように表現されている。

「国民 ｣の餓えた自我はその恥を知らぬ貪婪か
ら，憤怒の荒びとなって爆発する。/世界を己
の食いものとしたために。/しかもそれを舐め，
咬み砕き，大口を開いて呑み込みつつ，/それ
は膨れに膨れ/ついにその不浄の宴のさなかに，
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突如天の箭は降り，その太った心臓を貫く 17）。

タゴールのこの詩と多田の「世界の一点に
立つて｣ は深く響き合ってはいないだろうか。
偏狭なナショナリズムは暴力と破滅しか生ま
ない。

タゴールの思想は単純な宗教思想だったの
ではない。アジアを舞台に，飽くなき競争，
収奪を続けてきた西洋近代に対する批判を含
むものだった。中国文学者であると同時に，
戦後世界の中で「アジア主義」の可能性を考
え抜いた思想家・竹内好

よしみ

は「タゴールは，現
れたところは弱い形でしか言っていませんけ
れども，底には非常に強い怒りを含んでいる。
社会あるいは世界の不正に対する怒りが，非
常に強くある18）」と述べている。タゴールは欧
米列強に武力で対峙するのではなく，アジア
的な価値としての宗教的静謐，愛と平和をうた
うことで列強の帝国主義を思想的に乗り越え
ようとした。竹内の言う「方法としてのアジア」
である。

タゴールは1916年に初来日して各地で講演
を行っている。タゴールに魅せられた多田が詩
作を始めたころのことである。多田は新聞・雑
誌が報じるタゴールの言葉に耳を傾けたに違
いない。

6月11日に東京帝国大学で行った講演「The 
Message of India to Japan」でタゴールは，
日本が成し遂げた近代化が，西洋の植民地と
いう地位を強いられているアジア諸国を鼓舞し
たことを指摘しながら，同時に日本が「西洋の
複製」になろうとしているのではないかと危惧
を表明している。そして「日本はより完全なる
人道の生気を近代光明の心に注入せねばなら
ぬ 19）｣と聴衆に語りかけた。

7月2日，慶應義塾大学で行った講演では，
“もう1つの帝国主義国”になってしまった日本
の姿を次のように嘆いている。「そしてまた日本
でも，彼ら（欧米列強のこと：引用者）と同じ
ように，世界の破滅に乗じて略奪，殺戮，罪
なき女性への強姦等から成り立っている悪魔の
舞踏を踊ることができるということを知ったと
きに，（欧米列強は：引用者）はじめて日本を
自分たちと対等と認めたのです 20）｣。

あこがれの詩人の言葉は多田の心を揺さ
ぶったことだろう。しかし，タゴールの主張に
対して日本の言論界に広がっていったのは共
感よりも反発だった。作家・岩野泡鳴はタゴー
ルに共感が広がらないことについて「それは君

（タゴールのこと：引用者）の傾向がわが国の
思想的傾向と余りに縁遠いからである21）｣と切
り捨てた。東京帝国大学哲学科教授・井上哲
次郎は「日本の今日あるは欧州文明をとって我
物とした｣からであり，そうしなかったから「印
度が亡国となった 22）｣とまで言った。日本思想
史を研究する中島岳志の言葉を借りれば，「「タ
ゴール・ブーム｣ は一転して「タゴール・バッシ
ング｣ へと変化していった 23）」のである。

そしてその後，タゴールの主張と日本の立場
との間の亀裂は深まるばかりだった。1919 年，
第一次世界大戦後のベルサイユ条約によって，
日本は中国・山東省のドイツ権益の継承を勝
ち取り，中国では大規模な反日国民運動（五・
四運動）が起きた。同じ年，朝鮮半島では，
日本からの独立を求める大衆運動（三・一運
動）が展開され，朝鮮総督府はこれを厳しく
弾圧した。タゴールが危惧したとおり，日本は

「西洋の複製」としてアジアにおける覇権を拡
大していったのである。

あの「世界の一点に立つて」は，そういう時
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代を背景にして書かれたタゴールへのオマー
ジュだったように筆者には思えるのだ。

国家的虚栄の奴隷に満足する人々よ / 私は　
人間の最終の平和は決してあなた方の考へて
るやうな仮想された勝利で/　はあるまいと
思ふ  

平和は，「国家的虚栄｣によっては実現でき
ない。任意に選ばれた世界のどの一点に立って
も成り立つ原理によってしか実現できない。帝
国主義と軍国主義の道を突き進んでゆく日本と
いう「世界の一点に立つて｣，多田はそう書い
たのである。

1924年，タゴールは再び来日するが，もは
や前回のように注目（歓迎であれ批判であれ）
されることはなかった。このとき多田はタゴー
ルの案内役を務め，親しく話をすることもあっ
た 24）。多田はタゴールの「日本にも，今，詩人
が沢山いるか｣という問いを印象深く聞いてい
る25）。日本の詩人たちは，アジアと日本の現実
をどう考えているのか。タゴールの問いは，多
田にそう聞こえていたのかもしれない。

2. 西本三十二 教育学者の出発

アメリカ留学　

1922（大正11）年5月のある日， 西本三十二
はアメリカに向かう貨客船「ありぞな丸」に乗
り込み神戸港を発った。横浜に寄港した船が
房総半島をかすめて太平洋に出たときの感慨
を，西本はこう回顧している。
「夜おそく甲板に出ると，うす墨色の海と空

のかなたに明滅する銚子か勝浦の灯台のひか
りに，故国とのしばしの別れを惜しんだ 26）｣

まだ外国留学が珍しい時代のことだった。

前節まで，戦時下の講演放送を牽引した多
田不二の原点を見てきた。次には，戦時下教
養番組のもう1人の立役者である西本三十二の
出発を確認したい。「学校放送の父」とも呼ば
れる西本の思想的原点とはどんなものだった
のか，西本がその半生を綴った『放送 50 年外
史』を手がかりに探っていくことにしよう。 

西本は1899（明治32）年，大阪府中河内郡
松原村（現松原市）の地主の家の三男として生
まれた。三十二の名は明治32年からとったも
ので，本人はあまり好きではなかったという。
父親は地主に学問は不要という考えだったが，
西本はその反対を押し切って八尾中学校に進
学した 27）。そして大阪府天王寺師範学校を経
て小学校教員となるのだが，2年後には全人
教育，自学主義を建学理念とする私立帝塚山
学院に移っている。初代学院長・庄野貞一は，
外国人牧師のもとで英語を学び中学校英語科
教員の資格を得た人物だった。その影響もあっ
たはずだし，若者らしい野心もあったのだろう，
帝塚山学院で3年間を過ごしたのち，西本はア
メリカに留学することを決意する。父親は留学
には猛反対で，勘当同然の状態で西本は船に
乗り込んだという28）。23歳の旅立ちだった。

留学とは言っても初めから受け入れ大学が決
まっているわけではない。一歩一歩，自分で
道を切り拓いてゆくしかなかった。アメリカに
着いた西本は，ワシントン州オーバーンで日本
人農業移民の子どもたちのための日本語学校
で教師をしながらハイスクールに通い，英語と
フランス語，歴史を学んだ。下宿先はリンゴ園
を営む農家で，主は熱心なクリスチャンだった。
日曜日には西本を礼拝に連れて行き，街の人々
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に紹介してくれた。オーバーンの暮らしは楽し
く充実したものだったが4か月が過ぎたころ，
西本はシカゴに出る。「このままでは，アメリ
カ留学の目的は達せられないと思った 29）」から
だった。

アメリカの1920 年代は「狂騒の20 年代」と
も称されるが，シカゴはその中心の1つだっ
た。製造業は急発展し，消費者の欲望を刺激
した。ジャズが花開き，アール・デコ調のファッ
ションに身を包んだ女性たちが街を闊歩してい
た。若い西本にはあらゆるものが刺激的だっ
たことだろう。

西本はシカゴ大学で社会学や教育学，さら
にはエジプト考古学の授業を聴講しているが，
学問以外で特に興味を持ったものにラジオが
ある。アメリカのラジオ放送は世界に先駆け
て1920 年に始まったばかりだった。日本を出
る前に西本は友人から，「アメリカではラジオ
というものが現れて，蓄音機のレコードが，古
道具屋に出回っているらしい。安くて，いい名
曲レコードを買い集めて，送って欲しい 30）｣と
頼まれていた。それもあって西本はラジオとい
う新技術に興味を持ったのである。ラジオが
できたからといってレコードが用済みになると
は言えまいが，友人の言葉はラジオに対する
西本の興味をかき立てるに十分だったようだ。
そして大学図書館でラジオに関する文献を調
べるうちに，それへの関心は高まっていったら
しい。1923 年，西本はコロンビア大学教育学
部に移るが，下宿を選ぶ決め手になったのは，
居間にあるラジオを自由に聴いていいという条
件だったという。

西本はラジオという新しいメディアに最も早
く接した日本人の1人である。生まれたばかり
のラジオ放送が爆発的に発展してゆくさまに，

西本は目を見張ったはずだ。やがて西本は学
問の世界から放送の世界に身を投じることにな
るのだが，このときの体験と無関係ではなかっ
ただろう。

さて，コロンビア大学に移った西本は，しか
しラジオばかり聴いていたわけでは無論ない。
大学図書館が閉まる夜の9時まではそこで過ご
すという生活だった。「アメリカ留学の目的」と
は，何者かになって日本に帰ることである。

当時のコロンビア大学教育学部には，プ
ラグマティズムを代表する思想家の1人である
ジョン・デューイをはじめ，キルパトリック（教
育哲学），ソーンダイク（心理学）など，そう
そうたる学者がそろい，さながらアメリカの新
しい教育学の総本山とも言うべき場所だった。
西本は，デューイとキルパトリックについて「こ
の二人の学者は，進歩主義教育の父とも言う
べく，また，母とも言うべく，強いてその役割
に区別をつけるとすれば，デューイは理論的
先駆者であり，キルパトリックは理論的推進者
と言えるであろう31）｣と記している。西本の「ア
メリカ留学の目的」は，そのアメリカの進歩主
義教育を身につけることに定められた。それは
どんな教育思想だったのだろう。

デューイから学んだ教育思想    

ジョン・デューイはコロンビア大学に移る前，
シカゴ大学で大学付属実験学校を創り，そこ
で新しい教育を「実験」している。その成果
を保護者らに報告した際の速記録をもとに出
版されたのが『学校と社会』であるが，そこに
はデューイの思想のエッセンスがつまっている。
デューイはこう書いている。
「旧教育は，これを要約すれば，重力の中

心が子どもたち以外にあるという一言につき
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る。重力の中心が，教師・教科書，その他ど
こであろうとよいが，とにかく子ども自身の直
接の本能と活動以外のところにある。それでゆ
くなら，子どもの生

・ ・

活はあまり問題にはならな
い。子どもの学習については多くのことが語ら
れるかもしれない。しかし，学校はそこで子ど
もが生

・ ・ ・ ・

活する場所ではない（傍点は原文）32）」
デューイの目指す教育とは，このような教育

とは逆向きのものだった。学校は，暗記に明
け暮れ，試験に追われる場所ではなく，子ど
もたちが自発的に生き生きと社会生活を営む
場所，小社会でなければならない。そこで子
どもたちは民主主義の本質を学ぶのだ。

シカゴ大学付属実験学校は生徒数およそ80
人という小さな学校だったが，そこには2つの
実験室と2つの作業場，さらには大きな台所
と食堂があった。例えば子どもたちは，実験
室の溶鉱炉で銅を溶かしさまざまなものを創っ
た。縫い物や織物の体験を通じて，繊維の性
質，さらには繊維産業の歴史を能動的に学習
した。あるいは卵を茹でる経験からも，水の沸
騰，タンパク質の性質などを興味深く学んだ。

経験の中で自分の頭で考える，それがデュー
イの目指す教育であり，デューイの思想の核で
もあった。鶴見俊輔は「デューイのプラグマティ
ズムの核心は，考え始める前に，完成された
幾個かの観念によりかからずに，考えはじめ
る状況そのものからつねに新しく出発するとい
うその流儀にある 33）｣としている。

そういうデューイにとって，旅もまた自分の
思想を鍛える経験だった。中でも日本と中国
への旅がデューイに大きな影響を与えたことは
よく知られている。

デューイが来日した1919 年，日本は大正デ
モクラシーの潮流の中にあったが，デューイが

見たのはむしろ民主主義の脆弱さであり，教
育によって天皇崇拝が組織的かつ完全に人々
の意識下に浸透しており，それが危険な国家
主義と結びついていることだった。日本から自
分の子どもたちに送った手紙では，次のような
光景を伝えている。
「日曜日の朝，兵士たちが満州へ―あるい

は朝鮮へ―出征しつつあった。八時まえに，
わたしは通りを下駄の音が下ってゆくのを聞い
た。数百人の少年少女が先生に連れられて駅
へ行進していくのだった。同じ事が翌朝も続い
た。出征兵士の見送りなのだ 34）」

第一次世界大戦の最中に，日本は中国に対
してドイツ権益の継承など「21カ条要求｣を突
きつけていた。デューイの目には，日本の民主
主義の流れは表面的であり，底流では中国や
朝鮮に対する武力侵略を支持する国民感情が
継続しているように映ったのである。

3か月ほどの日本滞在を終えるとデューイは
そのまま中国に渡った。そこで抗日と反帝国主
義を掲げた大衆運動である五・四運動に遭遇
すると，子どもたちにこんな手紙を送っている。
「十四歳をちょっと出たくらいの男の子が，

腐敗した一国の政治の改革運動の先頭にたっ
て，学者や商人がかえって子供に引きずられて
参加するというようなことが，アメリカでおこり
うるかどうか考えてもごらんなさい。この国は
実際どえらい国ですよ 35）」  

五・四運動は，帝国主義に対する戦いであ
ると同時に1つの文化運動でもあり，デューイ
はそういう中国に魅せられていた。中国滞在
は2年以上に及んでいる。

日本と中国での経験は，デューイに教育と
社会，そして世界平和を考える新たな視座を
もたらした。アメリカに帰ったデューイは，あ
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らゆる戦争を不法なものとして世界から根絶し
ようとする運動を展開してゆく。「完成された
幾個かの観念によりかからず」に考えることが
デューイの流儀だったが，地球上から戦争をな
くすことなどできない，という“完成された観
念”を疑い，あらゆる戦争行為が（紛争解決
の手段としての戦争も含めて）不法とされる世
界を構想したのである。それは，“完成された
観念”を押しつける教育を否定するデューイの
教育学と地続きの思想だった。

西本がコロンビア大学に在 籍したのは，
デューイが日本と中国の旅から帰ってまもない
ころのことである。その講義でデューイが，日
本や中国のことを直接的に語ったかどうかは
わからない。しかし，西本は「進歩主義教
育の父とも言うべく，また，母とも言うべく」
デューイやキルパトリックから，新しい教育学
と，それと不可分な絶対的平和主義の洗礼を
受けたことだろう。多田不二がタゴールから深
い影響を受けたように，西本は，デューイらの
思想を自らの血肉として日本に持ち帰った。放
送中止となったラジオ講演「婦人と世界平和」

の基礎には，コロンビア大学での学びの経験
があったのである。

3. ラジオの出発と教養番組

多田不二の入局

1924 年7月，多田不二は時事新報社を依願
退職した。不二の又甥，多田和夫が生前の不
二から聞いた話では，創刊者・福沢諭吉の息
子との衝突が直接の原因だったという36）。し
かし多田には，筆一本で立ちたいという気持
ちもあったのではないだろうか。定職から離れ
た多田は自ら主宰する詩誌『帆船』に精力的に
詩を発表するほか，心理学関係の大部な本を
出版したり，推理小説を雑誌に連載するなど
文筆活動の幅を広げている。

だが時 事新報社退職の2年後，1926 年，
多田はその前年に開局したばかりの東京放送
局に入局した。動機は不明だが，すでに結婚
しており子どももいた身に経済的な問題は重く
のしかかっていたはずだし，新しいメディアへ
の興味もあっただろう。配属先は放送部社会
教育課。講演・講座番組を担当する部署だっ
たが部員は数人しかおらず，多田は入局した
その日から出演依頼に駆け回った。のちに多
田は「あいにくこの日に訪ねて行った先は誰も
彼も留守で，最後に高師教授の宅を夜になっ
て春雨のびしょびしょ降る中を薄暗い小石川
台の路地から路地へと探し歩いた記憶は今も
かすかに心の隅に残っている 37）」と回想してい
る。多田は入局した日を放送開始の記念日の1
週間前だったと記しているから，3月中ごろの
ことだったろう（放送記念日は3月22日）。新
人ディレクター（といっても33歳である）多田
不二の奔走が，どんな放送に結実したのかを

コロンビア大学卒業時の西本三十二
（提供：西本晃二氏）
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知る術はないが，当時の講演番組のタイトル
だけは「確定番組」からわかる。ちなみに多
田が入局した翌月，1926 年 4月前半に放送さ
れた講演番組のタイトルを挙げてみよう（表2）。
そこには，多田が担当した番組も含まれてい
るはずだ。

日本放送協会に統合される前の東京放送局
時代の講演番組については，本シリーズ第3
回でも触れたが，そこではクリスチャンや社会
主義者，フェミニスト，そして現役の軍人まで，
百花繚乱の観を呈していた。表 2のラインナッ
プを見る限り，それは多田が入局してからも変
わっていない。

多田の回想を続けよう。

当時は放送者や題材の選定は今（1943年：
引用者）にくらべると極めて自由主義的なも
のであった。無論，根本の方針もあり標準も
あったのであるが，編成会議があるわけでも
なし当局の時に応ずる指導があるということ
でもないので，ただ係員がその日その日の行
当たりばったりに番組を作りあげるという風で
あった。（中略）然し私達はよく働いた。平
均十時間以上の勤務を公休なしに数ヶ月も続
けて私はついぞ疲れも不満も感じなかった。

（中略）自分が番組を作るのだという熱意と

自信は積極的に私達の情熱を燃して倦むとこ
ろがなかった 38）。

自由闊達な放送現場の息吹が伝わってくる
が，この文章は太平洋戦争の最中，1943 年に

『放送研究』に掲載されたものである。回想は
こう続けられている。
「私達の旗印はただ大衆の役に立つもの，

興味あるもの，楽しいものゝ一点張りで今日の
様に崇高な国家目的に合致する番組を作ると
いう様な厳粛な心構へでは無論なく，今思え
ばまことは遺憾なことであるがその時代の社
会風潮から見て亦止むを得なかったのではな
かろうか 39）」

これが本心だったのか，それとも良きものと
しての「その時代」への懐古というニュアンス
が含まれていたのかは微妙だが，いずれにし
ろ放送局員として出発した時点の多田は生き生
きと仕事に励んでいた。そして激務の間に活
発に詩を作っているし，過去の作品を集めて
第二詩集『夜の一部』を刊行してもいる。表
題作はこんな詩だ。

 　　　　　

夜の一部

都会には 毎日歩いてゐても/まるで初めて見る
様な気のする街がある 

時をり その街のいろんな物象が/ 私の記憶の
うちで/どうにも摑めないぼんやりした形で浮
び出す 

なぜか私は さういふ街が好きだ /そこには寂し
い劇場があつたり/ 暗い樹蔭があつたり/もし
か ひよつとすると 白い襟巻した得体の知れな

4月1日 「英語の学び方・教え方」岡倉由三郎（英語学者）

4月2日 「現代支那の思想界」中村久四郎（東洋史学者）

4月3日 「まけん気」中澤時彦（児童文学者）

4月4日 「アイヌ生活の現状」伏根弘三 （アイヌ文化）

4月7日 「花祭の回顧」巌谷小波（作家・児童文学者）

4月8日 「花祭に就いて」沢柳政太郎（教育者）

4月10日「航空と国民」古谷清（陸軍少将）　

東京放送局「確定番組」から作成

表2
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い女が居る
『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

詩集の終わりに，多田は「夜はあらゆる者
の悩む時である。（中略）私は夜を怖れる。け
れどもまた夜を限りない愛憎の強さで待ち侘
びる」と記している。日中，講演放送の担当者
として奔走する多田は，夜になると詩人に還っ
た。そういう生活がずっと続くはずだった。戦
争がなければ。

                               
西本三十二 日本のラジオとの出会い

1925 年9月初旬，西本はアメリカ留学を終
えて帰国した。降り立った横浜は，2年前の関
東大震災の爪痕を生々しく残したままだった。
西本は大阪に戻り，古巣の帝塚山学院の教壇
に立つことになる。学究の道を歩んでゆくこと
を西本自身も周囲も疑ってはいなかった。

その西本に，日本放送協会に統合される前
の大阪放送局から「何かアメリカの話をしてほ
しい｣と出演依頼が舞い込んだのは，帰国か
ら1か月も経たない9月末のことである。無名
ではあってもアメリカ帰りの若き教育学者とい
う惹句は，ラジオという新しいメディアにふさ
わしいものだったろう。日本のラジオは，この
年の3月に産声をあげたばかりだった。

アメリカでラジオに対する関心を深めていた
西本は出演依頼を快諾し，「亜米利加より帰り
て」（11月24日放送）40）という題目でマイクの前
に立った。当時アメリカでは，移民法によって
外国人，とりわけ日本人の流入が厳しく制限さ
れていたが，西本には日本国内で反米感情が
高まることへの危惧があったのだろう，アメリ
カの世論は決して一枚岩ではなく，コロンビア
大学では人種差別反対，排日法案反対の署名

活動が行われていることなどを話している。
マイクの向こうには何千，何万という聴取者

がいる。初めてのラジオ出演によって西本は
放送の可能性を体感したはずだが，同時に日
本のラジオ放送について小さな疑念を持つこ
とにもなった。それは次のような出来事があっ
たからである。

放送の直前，放送局の担当課長は，西本
に日米外交に影響するからアメリカを刺激しな
いようにとの大阪逓信局の意向を伝えていた。
そして放送が終わると，その課長は「大変けっ
こうなお話でした」と安堵の表情を浮かべて西
本をねぎらった。西本はこう書いている。

　
逓信局から小言をくらう心配がなくなったと
いう安心感からではないかと，私にはうけと
れた。それと同時に私は，放送という生まれ
て初めての経験に，今までにない興味をお
ぼえると共に，検閲のきびしさに驚いた。さ
らにわが国の放送事業は，アメリカと異なり，
公共事業として逓信省の電波行政の管轄と
検閲のもとにあることにも興味と不審をおぼ
えた41） 。 
　
講演内容のよしあしよりも逓信局の反応を

気にする課長の姿に，西本は違和感を持った
のである。西本と放送の関係はこのように始
まった。

それでも西本は，ラジオへの出演を続けてい
る。2度目の放送では「婦人問題と女子教育」42）

（1925年12月8日放送）という演題で，男女共
学の長所・短所について話した。1927年にコ
ロンビア大学の恩師の1人であるキルパトリック
が来日した際には，その講演を通訳しラジオで
放送している。「時代の推移と青年男女の交際」
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という演題だった（6月2日放送） 43）。1929年に
もキルパトリックは来日して，やはり西本の通訳
によって「世界平和の新哲理」という演題の講
演を全国に向けて放送している（10月27日放
送）。このときすでに，東京・名古屋・大阪の
各放送局は日本放送協会に統合（1926年8月）
され，逓信省による統制は強化されていたが，
それでもまだ外国人が国際平和を語ることがで
きた。西本にとってラジオは新しい思想を大衆
に伝えることができる魅力的なメディアに違い
なかった。「不審｣よりも「興味｣が勝っていた。

放送中止事件

1928年，西本は帝塚山学院から奈良女子高
等師範学校に移った。より落ち着いた環境に
身を置き，アメリカからデューイやキルパトリッ
クの著作を取り寄せながら教育学だけではな
く，国際問題や世界平和についての思索を深
めていた。そのころのことをこう回想している。

　
第一次世界大戦後の複雑な国際情勢の中に
あって，日英米仏の列強間で開かれた軍縮
会議は国際的にも，国内的にも，多くの波
紋を生じ，却って，反動的に各国で軍国主
義をエスカレートさせる結果となった。こうし
た複雑な国際情勢に不信をいだき，国際平
和に強い関心をよせる一学徒として，私は，
国際問題や世界平和の問題について思索し，
読書し，知見を広めることにつとめた44）。

教育学を基礎に置きながら，しかしそこにと
どまらず，社会・世界について思索する，デュー
イやキルパトリックの流儀を西本は継承してい
た。先述した講演放送中止事件はそういう西
本の身に降りかかったのである。西本にとって

大きな出来事だったのだろう，『放送 50 年外
史』にはその経緯が詳述されている。

西本が日本放送協会関西支部（BK）の講演
係主任・藤田義信から，『婦人講座』への出演
依頼の手紙を受け取ったのは1930 年7月のこ
とである。『婦人講座』は月曜日が「修養の日」，
火曜日が「社会を考える日」，水曜日が「科学
を知る日」，木曜日が「常識を養う日」，金曜
日が「家庭を思う日」，そして土曜日が「趣味
の日」とされていた。西本が依頼されたのは，
火曜日の「社会を考える日」である。藤田の手
紙には「社会を良くするもの，社会道徳その他
婦人が社会人として活動するに必要なる知識
など，その方面のものなれば，如何なるもの
にても結構 45）」と記されていた。

西本は「婦人と世界平和」の演題で話すこと
にして，講演の梗概を藤田に送った。その一
部はすでに引用したので，ここでは他の部分
を引こう。

戦場の興奮，闘争の熱狂は，それに参加し
て，それに従軍している男性をして大胆なら
しめ，勇敢ならしめ，さらに野蛮的野獣的に
さえならしめるものであり，また殺戮の苦痛
や自らの上に死の迫りつつある苦痛をも忘れ
しめるに至るものである。（中略）これに反し
て，戦争によって，その愛する夫を失い，子
供を失い，父を失ったところの妻や母や娘の
苦痛と悲嘆は此の世に生きている限り，永く
続くものであり，誠にいたましくも亦哀れなも
のである。戦争というものは戦勝国の女性に
とっても，戦敗国の女性にとっても，共に悲
嘆と惨忍と苦痛のほか何ものでもない 46）。 

女性は本源的に非戦を体現する存在であ
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り，だからこそ世界平和のために女性が果た
すべき役割は大きい。西本はそう訴えようとし
ていた。

だが，「婦人と世界平和」が放送されること
はなかった。先述したように梗概を検閲した
大阪逓信局によって放送は中止させられたの
である。

西本が BKの藤田から放送の延期を伝える
電報を受け取ったのは放送予定日の直前のこ
とだった。

ホウソウナイヨウキンシサレタ アスノホウソ
ウ一ジエンキネガイタシ イズレウカガイマス 
アシカラズ

数日後，藤田は奈良の西本宅を訪ねるが，
西本は九州に講演旅行に出ており，置き手紙
を残した。そこに記された逓信局の言い分は
およそ次のようなものだった。

1）西本は，女性は生来平和的と言うのだが，
日本には武士道が存在し婦人にもその心
がけはあるのだから不当。

2）西本は，男性は女性とは異なり，戦場の
熱狂，興奮で大胆になることがあり，ま
た英雄的な戦死は誇りとなるかもしれない
と言うのだが，日本の軍人は忠君愛国の
熱情によって死ぬのであり，一時の熱狂
や興奮のために死ぬのではない。

3）西本は，戦争を破壊的なものと捉えるが，
これは陸軍に対する侮辱である 47）。 

  
逓信局は語句の部分的な修正ではなく内容

全般について再考せよとBKに迫り，BKはや
むなく放送中止を決断した。

西本三十二の闘い

だが，その後のBKの行動は注目に値する。
藤田の置き手紙は，放送中止の経緯を説明し
西本に謝罪したあと，2つのことを提案してい
た。1つは，新聞社が西本の反駁を求めてい
るから応じてほしいということ。もう1つは大
阪逓信局を相手にせず，広島から西本の講演
を放送し（そうすれば管轄は広島逓信局にな
る），大阪にも中継する，ということだった。
当局の検閲に対して他メディアと共闘し，さら
には当局を欺いてゲリラ的に放送を実現しよう
というのだ。BKは逓信当局と闘う姿勢を堅持
していた。広島から放送する案は「部長会で
の皆の意見」だとも藤田は書いている。そして
重要なのは，2つの提案がともに実現されたこ
とである。  

大阪逓信局の検閲に対する西本の反駁は，
7月24日から4日間にわたって読売新聞に掲載
された。それは次のように書き出されている。     
「私の「婦人と世界平和」と題する講演放

送が禁止された。今時世界平和が禁止されよ
うとは，何という時代錯誤な処置だろう！馬
鹿々々 しくって物も言えない 48）」

怒りの大きさが伝わってくるが，西本は冷静
を取り戻して以下のように検閲官を論駁してい
る。

まず，ラジオは「最も迅速に且つ最も広範
に文化を伝播し，浸潤せしめる」ものだから
厳重に取り締まる必要があるとする逓信省の
論理を批判し，逆にそうであるからこそラジオ
は「一国の文化を指導し人類の文化を伸展せし
むべく，常に進歩的，積極的でなければなら」
ないはずだと主張する。そして，第一次世界大
戦後の国際連盟の創設や不戦条約，軍縮会議
を「尊い世界心，国際心の発露｣であるとし，
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「極端な軍国主義者の説くところの無鉄砲な忠
君愛国的思想は，往々にして国家を戦争に巻
き込み，人類を戦乱の渦中に陥れる危険性を
多分に持っている一種の危険な思想 49）｣である
と言いきっている。痛快，と言うべきだろう。

だが，西本の主張には気になるところもあ
る。西本は，浜口雄幸内閣が，軍の一部の反
対を抑えてロンドン海軍軍縮条約の批准に向
けて尽力している状況を踏まえて，次のように
言っている。「然るにこの世界平和の大理想に
向って非常な努力を払っている現政府のもとに
於いて，その同じ政府の役人によって，婦人に
世界平和を鼓吹することを禁じられようとは誠
に思いもよらぬ事であった 50）」。  

素直に読めばもっともしごくである。だが，
この西本の言い方は弱い。というより，この部
分はないほうがよい。世界平和は，時の政権
の立場に左右されない普遍的な価値でなけれ
ばならないはずなのに，西本の言い方では，
政
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

権の方針と一致している限りにおいてラジ
オは世界平和を訴えることができると読まれか
ねないからだ。政権が戦争に向かおうとして
いるのなら，監督官庁が世界平和を訴えるよ
うな放送を禁じるのは当然だし，放送局も従
うしかない。政府が右と言うものを左と言うわ
けにはいかない―。  

もちろん，西本の主張の言葉尻をとらえ
て，このように批判することはフェアではない。
1930年の時点で，西本は真剣に軍国主義に反
対して世界平和を希求していたし，そのための
努力もしていた。しかし，その主張の中に，い
わば「弱さの芽」のようなものがあったことは確
認しておきたい。  

さて，日本放送協会中国支部（広島）から
の放送は，8月26日に実行された。「近代女

性の検討」と題する講演だったが，西本は「女
性文化を中心に，軽く戦争と平和の問題に触
れるにとどめた 51）」という。しかし，それで終
わったわけではない。大阪逓信局の担当監督
官が異動になったあと，「前回の事にてお懲り
なく」とBKから『婦人の時間』への出演を依
頼されたことを受け，西本は，第一次世界大
戦の終結記念日である11月11日に「平和記念
日に当たって」という演題で放送し，聴取者に
こう語りかけている。

人類融和の大理想を実現するがためには，
素より陸軍海軍の軍備を大いに縮小すること
も非常に必要ではありますが，それよりも更
に必要で且つ根本的な事は，世界の人々が
それぞれの心の武装を解除して，積極的に
互いに融和し，結合することであります 52） 。

軍縮政策を進めてきた浜口雄幸が，東京駅
ホーム上で右翼団体愛国社の佐郷屋留雄に狙
撃されたのは，この放送の3日後のことだった。

浜口は翌年死亡，それが軍部の台頭につな
がり，やがて政権も戦争に向かって突き進ん
でゆく。そして西本の中の「弱さの芽」は，満
州事変以後の戦争の時代に，紆余曲折を経な
がら育ってゆくことになる。

（後編は2月号に掲載）
  （おおもり じゅんろう）

※史料の引用に際しては，旧字を新字に，旧仮名遣い
を新仮名遣いに改めた箇所がある。また，読みや
すさを優先して，カタカナをひらがなに改めた場合，
句読点やルビを追加した場合もある。

※引用文（詩を含む）中の横書きに変更できない繰り返
し記号を文字の繰り返しで代用した部分がある。
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