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昭和恐慌の最中，軍内部で大陸進出論が高
まってゆく1930年から詩作は激減し，満州事変
が勃発した31年は0本，その後も低調が続き，
日中戦争が勃発した1937年から敗戦までは詩
人としての活動を止めている。それはなぜだっ
たのか，多田は戦後，次のように記している。

昭和になってからもボクは詩を発表したが，
戦時になってから自然と書かなくなってしまっ
た。西条八十や佐藤惣之助のように詩をこし
らえるタイプのことばのあやに巧みな詩人な
らいつまでもうたえるだろうが…1）。

西條八十も佐藤惣之助も，戦争協力詩を多
く書いた詩人である。多田には彼らのように時
流に合わせて詩を書くことはできなかった。

多田が1929年5月に発 表した詩 の1つに
「蛙」がある。それはこんな詩だ。

田圃の中に/ 蛙が沢山ならんで/ いつせいに 
げえをろ　げえをろ　つと/ 声をそろへて啼い
てゐる。/ 其のなかの一匹に見覚えがある/ぢ

4. 満州事変と教養番組  

多田不二の分裂

世界的な免疫学者にして文筆家でもあった
多田富雄が，大叔父・多

た だ ふ じ

田不二について「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」と記して
いることは既述したが，より正確に言えば，多
田は戦時中には詩そのものをほとんど書いてい
ない（少なくとも発表していない）。
『多田不二著作集 詩篇』に収められた266

編の詩のうち，多田が放送局に入った1926年
以後に発表された作品を数えてみると表3のよ
うになるが，この数字を見て気づくことがある。

前編では，多田不二と西本三十二の自己形成を見てきた。詩人として，教育学者として非戦・反戦を訴えていた2
人は，日本放送協会入局後，講演放送，学校放送の現場でそれぞれ自己実現を果たしてゆくはずだった。だが，
時代は大きく転換する。満州事変，日中戦争，そして太平洋戦争へと続く戦争の時代，協会の使命は軍・政府の
宣伝機関として国民を戦争に動員することになっていった。その中で，多田と西本は組織人としてどう生きたのか，
後編では2人の苦悩や葛藤を見据えながら戦時教養番組の実相を描く。

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（後編）～ 

メディア研究部  大森淳郎　

1926 年 10本 1932年 4本

1927年 6 本 1933 年 5本

1928 年 12 本 1934 年 0本

1929 年 21本 1935 年 0本

1930 年 3 本 1936 年 1本

1931年 0本 1937年～ 45 年 0本

表3
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つと聴いてゐると/そいつの声だけが/力強い
バスでみんなの音頭をとつてゐるやうだ /さう
だ　あいつに違ひない/ つい先頃までおれ達
の仲間に居て/ 黙々働いてゐたあのだんまり屋
に違ひない/だがあいつ　いつたい何時の間
にあの仲間へ入つたんだらう/そしてどうしてあ
んなに凄さうになつたんだらう/（後略）

『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

　
この詩が発表された前年，1928年3月には

日本共産党員らが治安維持法違反で一斉検挙
されている（三・一五事件）。同年6月には治安
維持法が改正され違反者には死刑が適用され
るようになり，また協力者の処罰も可能になっ
た。1929年3月には労農党の衆議院議員・山
本宣治が右翼団体構成員によって刺殺された。
多田は全体主義の声の高まりを「声をそろへて
啼」く蛙の群れになぞらえたのではなかった
か。そして自分は時流に乗って「凄さうに」は
なりたくなかったのだ，少なくとも詩人としては。

だが，詩を書かなくなっていった理由はそれ
だけではない。多田はこうも書いている。

人のもの真似すればできないことはなくても，
それは芸術家としてくだらないと思うし，自
分の古い作品を真似てかくのは恥ずべきこと
だと考えているので創作できなくなった。や
はり年齢的なものとカラが固まってしまった
のが原因かもしれない 2）

時流に乗ることを拒否する多田は，同時に自
分の才能の枯渇も感じていた。詩人としての多
田は行き詰まっていた。

その一方，多田は組織人としては順風満帆
だったと言ってよい（前編 表1参照）。入局3

年目の1928年には社会教育課講演係主任とな
り，その立場で1931年の満州事変に対処して
いる。

満州事変の勃発に際して，日本放送協会が
逓信省出身の常務理事・中山龍次の肝いりで，
現役軍人による講演放送を重視したことは本シ
リーズ第3回で既述したが，軍人ばかりではな
く，学者や文化人もこぞってラジオを通して日
本の「正当性」を訴えていた。

多田は講演係主任として「AKのスタヂオよ
り全国民に向かって放送された時局講演 3）」の
ラインナップを『調査時報』に寄せている。そ
の中から1931年11月までに放送された学者
や文化人，役人らによる講演を抽出してみよう

（表4）。
表4

1931年

9月22日 「日本と満州との歴史的関係」
　帝室史料編纂官補 中島利一郎

10月17日 「奉天の近状」
　経済学博士 永雄策郎

10月22日 「重大なる時局と護国の神霊」
　帝国在郷軍人会副会長 中野直枝

11月6日 「満州事変と満鉄の将来」
　法学博士 斉藤良衛

11月8日 「満州戦線を慰問して」
　経済学博士 阿部賢一

11月16日

「国際連盟の組織と権能」
　法学博士 山川端夫

「国際連盟を中心として見たる世界の政情」 
　法学博士 神川彦松

「日支問題と連盟理事会の経過」
　法学博士 松田道一

11月19日 「満州事変と支那人気質」
　支那風物研究会主宰 中野江漢

11月20日 「亜細亜に還れ」
　前外務政務次官 森恪

11月21日 「満州事変に就いて」
　外務省嘱託 中山優

11月25日 「現代支那青年の思想」
　北京税関学校教授 永持徳一

11月27日 「満蒙の富を巡る民族の消長」
　東洋協会主事 田中末廣

※表の作成にあたっては多田不二「時局と放送」『調査時報』（1932
年2月下旬号）のほかにAK「確定番組」を併せて参照した。
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多田はこれらの放送について次のように述べ
ている。 

さて今回満州問題が起こって国際連盟理事
会に世界の視聴が集中するや，吾々は先ず
国論の統一に向かって矢継早の講演放送を
行った。そして吾々の信ずる限りでは満州事
変に関する正確なる認識を大衆に与えると共
に国際連盟の正体を明かにし，殊に我国の
満州に於ける権益擁護の当然なる主張を内
外に高調することにかなりの任務を尽したと
思うのである 4）。

ここには「世界の一点に立つて」（1923年）を
書いた多田不二とは別の多田不二がいる。あ
の詩で多田は，暴力的なナショナリズムを否定
し，人間は国家の奴隷ではないと書いていた。
それは，世界のどの一点に立っても成り立つは
ずの平和の主張だった。だが，日本放送協会
職員としての多田は，もはや日本という一点だ
けでしか通用しない論理の側にいる。そしてそ
の論理を「大衆に与える」立場にいる。

多田の文章はこう結ばれている。「講演放送

は今後まだまだ満蒙問題の片附かぬ限り我国
朝野の主張を一層闡

せんめい

明すると共に将来の満蒙
開発に就いて多くの卓論が述べられるであろう
ことは言うを俟たない 5）」。

多田は講演係主任として国策宣伝としての講
演放送をどこまでも追求してゆこうと決意して
いた。

だが，本当に多田に迷いはなかったのだろ
うか。

表3で見たように，多田は満州事変勃発後
の1932年に4本，1933年には5本の詩を書い
ているが，講演放送の責任者としての発言とは
裏腹に，日本の大陸進出を賛美するようなもの
は1つもない。では，どんな詩を書いていたの
か。詩誌『蠟人形』1933 年6月号に発表した
一編を見てみよう。

此の頃

私は追つてゆく/よろよろに疲れはてて/ただひ
たむきに　険しい石ころ道を/一体どこまで追つ
かけて行かうといふのか，/逃げ去つた若い感
情をむなしくみつめて/あわれにもみじめな私の
焦心は

『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

講演放送の責任者としての自信に満ちた語り
口と，この詩の落差はどうだろう。筆者にはこ
の詩が，若き日の理想を捨て去り，日本放送
協会という組織に身を委ねて生きてゆくしかな
い，しかもなお詩作を諦めきれない「みじめな
私」を見つめたものに読める。

詩作を始めた金沢時代，多田は北
ほっこく

國新聞
に「詩の統一性に就いて」という一文を寄せ，
詩とは「現実と理想との境を流れてゆく心の

多田不二（提供：多田和夫氏）
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な
・ ・ ・

やみである 6）」（傍点は原文）と記していた。
理想を求め続ける詩人と，現実にどっぷりと
浸かることでしか生き抜くことはできない組織
人。多田の内部で分裂が始まっていた。放送
局の仕事を終えた多田は，夜，ひとり机に向
かい，自己否定の感情に身もだえるように，こ
の詩を書いたのではなかったか。

だが，多田はそんな苦悩を振り払うように「険
しい石ころ道」を進んでゆく。それは，書けな
い詩をそれでもなお書こうとする道であり，同
時に現実を生きてゆくための組織内の出世の
道でもある。この詩が発表された同じ6月，多
田は社会教育課長となり，講演放送のトップ
に立った。このあと，多田が詩を書くことはほ
とんどなくなってゆく。「現実と理想との境」が
広がりすぎれば，もはやその間には何も流れな
い。「なやみ」すらも。

                       
西本三十二の入局

西
にしもと

本三
み と じ

十二は奈良女子高等師範学校の教授
を務めながら，折に触れてラジオ出演を続けて
いた。先に言及した1930年7月の放送中止事
件は，西本にラジオ放送に対する不信感を植
えつけるのに十分だったはずだが，その後のBK

（日本放送協会関西支部）の真摯な対応が西本
を放送の世界につなぎ止めたと言ってよい。

1931年9月2日からは「人間学習の指導原
理」という全11回の連続講座を放送している。
その内容は当時，『JOBK講演集第六巻 人間
学習の指導原理』として出版されているので知
ることができるが，西本が繰り返し強調してい
ることは，子どもたちが主体的に学ぶことの重
要性である。それは，西本がコロンビア大学
でデューイやキルパトリックから学んだ教育理
論にほかならなかった。西本は古い教育を批

判して次のように語っている。

一般に硬教育を唱え鍛練主義を鼓吹すると
ころの人々は，児童の心理や学習の心理を
無視して強制を以て自分の考えだけを押し売
りしようとする傾きがあります。そして往々そ
の目的とする所とは正反対の結果の現はれて
いることには少しも気づかないのであります。

（中略）そして自ら反省する事なしに，尚も強
硬に鍛練主義を振りかざすのであります 7）。  

『JOBK講演集第六巻 人間学習の指導原理』 
は敗戦後の1949年，加筆・修正のうえ，『学習
論 人間性の開発』として再出版されているが，
その前書きに西本は，放送当時について「ま 
だ自由主義思想の存在する余地がのこってい 
た 8）」と記している。それはまさにギリギリのタ
イミングだった。連続講座の最終回は9月12日
だったが，6日後には満州事変が勃発，その後
の日本は雪崩を打ったように軍国主義に傾斜し
てゆき，教育はそれこそ「鍛練主義を振りかざ」
して絶対天皇制と軍国主義を強制するものに変
わっていった。学校放送も例外ではない。連
続講座「人間学習の指導原理」の中で西本は 

「強制そのものが，既に人間性に反したもの 9）」

ラジオ講演を行う西本三十二（提供：西本晃二氏）
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だとも語っているが，その西本自身，やがて戦
時下の学校放送で「人間性に反した」教育を
牽引することになるのである。だが，それはも
う少し先の話だ。

さて，満州事変勃発から1年後，1932年の
夏，「特殊児童の教育」という演題で放送を終
えた西本はBK常務理事・広江恭三から天王寺
の料亭に招かれた。かつてないことで「へんだ
なあ」と思ったという。ひとしきり教育放送の
話で盛り上がったあと，広江が改まった口調で
こう切り出した。「かねてから先生を社会教育課
長にと白羽の矢を立てていたのですが，御承知
ねがえないでしょうか10）」。

広江はBKで第2放送を開設するから，そこ
で教育放送の拡充を図ってほしいというのであ
る。西本は困惑した。高等師範学校教授として
充実した生活を送っていた西本にとってあまり
に突然な話だったし，さらに言えばたびたびラ
ジオに出演しているとはいえ，西本が日本放送
協会に対して，そこに入局するほどの気持ちを
持っていたとは思えない。当時，ラジオからは
満州事変における日本の正当性を訴える軍人や
学者らの講演が繰り返し放送されていたが，西
本は反感を覚えていたはずだ。満州事変勃発
後の「行きすぎた軍国主義は，必ずや国を誤る
であろうと憂えていた私は，軍部の独走と，こ
れに同調する超国家主義者の言動には，内心，
大きな不満と反発を感じていた 11）」のだから。

そんな西本の思いを知ってか，広江はBKの
独立性を強調し「東京に負けないBK独自の教
育放送を築きあげていただくことをあなたに期
待しているのです」と説得した。放送中止事件
に際して果敢な抵抗を示したBKなら，軍・政
府の宣伝のような東京発の番組とは違うものを
作れるかもしれないと西本は考えただろうか。

最初は嘱託という形でBKの教育放送に関わ
るようになった西本は，1933年8月，奈良女
子高等師範学校教授を退官し，9月，日本放
送協会に入局，関西支部社会教育課長に就任
した。「放送という未知の未来に挑戦してみよ
うとする冒険心12）」が背中を押した。

                                         
学校放送の創設と最初の誤算

自分が理想とする教育をラジオを通してより
広く実践するために西本は放送局に入った。し
かしそこには，外から見ていたときにはわから
なかった現実があった。西本はこう回想してい
る。「「ああ，しまった!!」と思うことにも，たび
たび出くわしたが，矢はすでに弦をはなれて，
後には引けない。新しい運命は，自分で拓くよ
りほかはなかった 13）」。

西本にとって最初の誤算は，満州事変勃発
後の軍・政府によるメディア統制の厳しさであ
る。西本が BKとともに検閲と闘った放送中止
事件から3年，メディアを取り巻く状況は一変
していた。放送中止事件のときには逓信省の
検閲を厳しく批判していた新聞各紙も，軍部支
持にその論調を変えていた。

西本は1933年11月から日本放送協会関西
支部の第2放送で学校放送を開始 14）するが，
逓信省のみならず，文部省，内務省が注視する
中でのスタートだった。とりわけ西本を悩ませ
たのは，小学校教師向けの『学校教育法講座』
である。日本放送協会が教育の現場に向けて
どういう教育方針を伝えるのか，文部当局が無
関心でいるはずはなかった。西本は「文部省も
内務省もきわめて神経質になっていた 15）」と記
している。そして「これに対する方策の一つと
して」，最初の1週間は「時局多難な時代にお
ける教育の重要性」について関西各府県の学
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務部長に話してもらうことにしたという。それが
どんな放送内容だったのかは不明だが，題目
だけはBK第2放送の「確定番組」から知るこ
とができる（表5）。

題目を見るだけでも，これらの放送が説く
教育が西本がアメリカで学んだ進歩主義教育
とは遠いものだったことは想像に難くない。と
もあれ，これが西本が立てた「方策」だった。
2週目以降は「児童作曲の指導について」「初
学年に於ける生活算術」などの題目も見られ
るが，同時に「躍進日本の教育」「非常時と国
語教育」など，文部省・内務省好みの題目が
混在している。放送中止事件のときのように当
局と真っ向から対峙することはできず，その顔
色をうかがいながらオーダーを組むしかなかっ
た。

高等師範学校時代の西本は，アメリカから
デューイやキルパトリックの著作・論文を取り寄
せ，特にキルパトリックとは手紙のやりとりを通
じて教育について語り合っていた。しかし，放
送局に入ってからは手紙の往復は次第に少なく
なり，ついにはクリスマスカードだけになってし
まったという（太平洋戦争開戦後はそれもなく
なった）16）。それは忙しさのゆえだけではなかっ
たはずだ。放送局に身を置き現実に対処して
いるうちに，コロンビア大学での学びは少しず

つ遠いものになっていったのではなかったか。
理想だけでは放送は出せない。 

アメリカから帰って初めてラジオに出演した
とき，逓信局の顔色をうかがう担当課長に違
和感を覚えた西本だったが，自分がその課長
と少しずつ似てきていることに気がついていた
だろうか。

                               
中央集権化の中で

軍・政府によるメディア統制の強化とともに，
西本にとってのもう1つの誤算は，1934年の機
構改革によって日本放送協会の中央集権化が
一気に進んだことである17）。東京とは違うもの
を作ろうと説得されて，西本は日本放送協会関
西支部（機構改革後は大阪中央放送局）に入
局したはずだった。そして学校放送を大阪で
立ち上げたのだが，その学校放送も機構改革
にともない東京発の全国放送に“格上げ”され
ることになる。東京の教養部には文部省出身
の小尾範治が部長として送り込まれ，そのリー
ダーシップのもと，制作の中心は東京に移った
のである。

それでも学校放送の一部は大阪が担当する
ことになったし，西本が日本放送協会の中で
学校放送の理論的支柱であることに変わりは
なかった。日本放送協会の中央集権化は誤算
ではあったが，学校放送が拡充されること自
体は西本にとっても歓迎すべきことだった。

全国学校放送がスタートした1935年，西本
は『学校放送の理論と実際』を出版している。
全11章299頁，渾身の1冊と言ってよい。そこ
でも西本はデューイやキルパトリックから学んだ
進歩主義教育の理論を展開している。

教育は不断に行はれるところの人生の改造

11月6日 国家非常時に対する教育者の覚悟

11月7日 初等教育の根本問題

11月8日 大都市の教育と体育

11月9日 教育は人なり

11月10日 非常時に際し初等教育者に望む

11月11日 国民教育に対する展望と期待

表5

BK第2 放送「確定番組」から作成
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である。単なるもの知りを作る事が決して教
育の目的とするところではない。（中略）学校
放送は単に知識を伝達するだけではなしに，
それによって児童の現在の生活を豊富にする
と共にそれが未来の生活にも発展して行くや
うに指導しなければならぬ 18）。

西本の教育思想の根幹は変わっていない。
学校放送は西本にとって，進歩主義教育の実
践の場であるはずだった。

では，全国放送として始まった学校放送
（1935年4月15日開始）は，実際にはどういう
ものだったのか。この時代の放送台本はほとん
ど遺っていないが，放送の2週間前に学校に概
要を伝えるために配布されたパンフレット『学
校放送』からその内容の一端を知ることができ
る。放送開始から1か月が過ぎ，軌道に乗り始
めた1935年5月中旬の1週間分を見てみよう（表

6）。

各プログラムには簡単な解説が付されてい
る。例えば14日の「動物園実況」は，大阪天
王寺動物園からの実況中継で，動物の鳴き声
を聞かせながら園長がその習性や特徴を解説
するものだった。16日の「速さくらべ」は，父
親と3人の子どもが，鳥や獣，あるいは音，光
などになって競い合う遊びを通して速さについ
て学ぶものだった。これらは，子どもたちの興
味を引き出し，楽しみながら学ばせる工夫であ
り，西本の目指す方向に合致していたと言って
よい。

その一方で，全国学校放送は開始当初から
戦争と無縁ではあり得なかった。13日の『朝
礼』は，陸軍大将・荒木貞夫が「我が大日本
帝国を世界の日本，世界の手本とするには現
在の少国民は何をすればよいか」と問いかけ，
教育勅語の大切さを説いていた。14日の「日
出づる国」は，貴族院議員・二

ふた

荒
ら

芳
よしのり

徳が日本
民族の建国の精神に立って「今日の時勢に処す
る吾々の覚悟」を述べるものだった。

そして，17日の教師向けの放送「東亜の現
勢」は，日本国際協会の大熊眞が「支那問題
と満州建国の意義」を説く内容だった。西本は

『学校放送の理論と実際』の中で「教師の時
間」について次のように書いている。

かくの如く此の「教師の時間」は利用よろし
きを得るならば文政当局にとっては教員の再
教育といふ立場よりするも，更に教育者に対
する国民精神の徹底を図り，国民教育の不
断の自覚を促すといふ立場よりするも実に意
義深い放送種目である19）。

『学校放送の理論と実際』は，デューイ流の
進歩主義教育を説く一方で，文部当局にすり寄

表6

5月
13日（月）

『朝礼』「訓話」陸軍大将・荒木貞夫

『尋常1年・2年 国語』「蛙」
　（小学国語読本）

『教師の時間』
　「新訂高等小学唱歌について」

14日（火）

『幼児の時間 唱歌』「たんぽぽ」

『尋常3年 国語』「動物園実況」

『高等1年』「日出づる国」
　貴族院議員・二荒芳徳

15日（水）
『高等2年 地理』「山と川」

『教師の時間 』「小学校の書方指導」

16日（木）
『尋常4年 国語/修身/唱歌』
　「大阪城の今と昔」

『尋常5年 理科』「速さくらべ」

17日（金）
『尋常6年 唱歌』「日本海海戦」「朧月夜」

『教師の時間』「東亜の現勢」
　日本国際協会・大熊眞

『学校放送』第3号から作成
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るような主張も展開していた。大阪中央放送局
で学校放送を立ち上げるとき，西本が当局に
対する「方策の一つ」として『学校教育法講座』
を「時局多難な時代における教育の重要性」と
いうテーマでスタートさせたことはすでに述べ
たが，全国放送となった学校放送でも，その

「方策」は維持されていた，と見るべきなのか。
だが「方策」であろうが「本音」であろうが，

現場の教師がラジオによる「再教育」によって
文部当局の方針を日々すり込まれていたことに
変わりはない。「国民精神の徹底」は教師を通
じて子どもたちに強制される，それは，西本が
学び考え続けてきた理想の教育とは，ほとん
ど正反対のものではなかったか。

最初はやむを得ず立てた，ある意味したた
かな「方策」だったかもしれない。しかし，そ
の「方策」はいつの間にか自己目的化してゆく
ことになる。その境界はグラデーションで誰に
も（おそらく西本自身にも）わからない。

5. インテリたちの葛藤

多田不二 最後の詩

1935年の正月三が日，午後6時から「輝く日
本」という童話劇が放送されている。NHK放
送博物館にその台本が残されているが，表紙
には鉛筆で「原作 多田不二」と記されている。
教養部講演課長としての業務の傍ら，多田は
放送台本も書いていた。
「輝く日本」は日本史を子ども向けに劇化した

もので，元日は建国神話，2日は明治維新，そ
して3日は現在および近未来の日本を描いてい
る。ここでは3日放送分の内容（全3景）を素
描してみよう。

第1景

第1景は「陸の日本」。舞台は満州に駐屯す
る日本軍守備部隊である。ある日，部隊の駐
屯地に李貞芳と名乗る少女が，自分が暮らす
村が「匪

ひ

賊
ぞく

」に襲われていることを伝えにくる。
中尉が直ちに騎兵隊の出動を決意すると，李
は案内役を買って出る。

李：おじさん，私も連れて行って。
軍曹：おいおい，遊びに行くんじゃないぜ，戦

争に行くんだぜ。
李：いいわ，私，道案内するわ。兵隊さんたち，

迷子になったら大変だわ。

軍曹は逡巡するのだが，熱
ねっ

河
か

省の首都に日
本軍戦車部隊が入城した報に接し「お祝いだ」
と，李を連れて行くことにする。機関銃の音が
激しくなる中，李を案内役に出発する騎兵隊を
中尉が見送る。

中尉：軍曹，急げ。みんなしっかりやってくれ。
友邦満州国を助ける日本の軍隊の，誠実と
威力とを充分に示してくれ。

軍曹：はっ，行ってまいります。

そして第1景は，次の合唱で閉じられる。

東洋平和の為ならば/ 我等がいのち捨つると
も/何か惜しまん日本の/生命線はこゝ にあり/
九千万の同胞と/共に守らん 満州を

（大江素天 作詞『満州行進曲』）

  
第2景

第2景は「空の日本」。少年飛行学校を卒
業したばかりの2人の少年が，アメリカ本土ま
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での無着陸飛行に成功する様子を描いてい
る。偉業を成し遂げた飛行機の名は「銀紙飛
行機」。全国の小学生がタバコの銀紙を集め，
それを資金に作った飛行機だ。

第3景

第3景は「海の日本」。日本が統治すること
になった南洋の島が舞台になっている。以下
は，日本の艦隊が上陸する日の，村長と子ども
たちの会話である。

子供四：水兵さんが上陸するんだねえ。
嬉しいなあ。

村長：そうだ。二十年前まで独逸がこの島を
治めていた頃までは，この島はとても野蛮
な開けない島だった。ところが，日本で治
める様になってから，すっかり変わってし
まった。

子供一：司庁舎が出来る。
子供二：学校が出来る。
子供三：そして僕たちは内地の子供と同じ様

に先生から学問を教わる。
子供四：僕，もうアイウエオをすっかり書けるぜ。
村長：それは誰のお陰だと思う。
子供一：天皇陛下のお陰さ。
子供二：そして，この島を守り育ててくれる日

本の人たちのおかげだよ。

正月三が日，夕方のゴールデンタイムを飾っ
た「輝く日本」は，未来に向けて拡大してゆく
植民地帝国・日本の姿を，神武天皇以来の歴
史の中に位置づけるものだった。多田の制作
意図は，支配地域を広げてゆく日本軍の「正
当性」を子どもたちの心に植えつけ，軍人への
憧れを涵養しようとするものだったはずだ。「世

界の一点に立つて」から，なんと遠いところに
多田は来たのだろう。多田は，日本放送協会
が発行する雑誌『放送』の1936年新年号に次
のように記している。

打続く国際難局に面して，国民の意気が飽
くまで旺盛なるその背後にあって，わが放
送がいかに有力なる鼓舞と正確なる自覚を与
え，以て無益の狐疑逡巡を一掃せしめつゝ
あるか，ここに贅言を要しない 20）。

詩人としての多田不二と，組織人としての多
田不二の分裂は決定的なものになっていた。
この年，1936年の11月，多田は詩誌『蠟人形』
に「愁人」という詩を寄せている。この年に発
表された，ただ1つの詩である。詩の中で，多
田自身と思われる「愁人」は横浜の街を彷

さ ま よ

徨い
歩き，酒に酔い，感傷に浸る。そして詩はこう
結ばれる。

二十年来の感傷に生きる私のみじめさよ
港　港　港
かくて果てない人生を
私はかうも貧しく
どこへ辿つて行かうとするのか

『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

　　
組織人としての多田不二は，国策放送に同

化してしまった。講演放送の責任者としてのみ
ならず，「教育番組」の台本作成を通じても植
民地帝国日本を賛美していた。

だが，1936年にやっと書いたただ一編の詩
のなんと暗鬱なことか。20年来の感傷とは，
多田が詩人として歩み始めて以来のナイーブな
感性である。詩人・多田不二はその感性のまま



81FEBRUARY 2019

に生きるしかない。多田によれば詩人とは「何
事に於いても決して犯されることを好まない21）」
存在なのだから。でも日本放送協会職員という
組織人はそれでは生きてはいけない。

私はかうも貧しく
どこへ辿つて行かうとするのか

詩人にできることは，遠い場所に向かって行
く，もうひとりの多田不二の背中を見送るだけ
だ。これが最後の詩となった。多田にはもう詩
は書けない。

あわれなドンキホーテ

ここまで見てきたように満州事変後の教養番
組は，急速に軍・政府の宣伝放送化していっ
た。だがそれでも，少なくとも日中戦争が勃発
するまでは，“これではいけない”と考える人間
もいた。その事実も書いておかなければなら
ないだろう。

1935年4月，30歳を過ぎたばかりの1人の
男が日本放送協会に採用され，教養部講演課
に配属された。男の名は池島重信。法政大学
で三木清に学び，ドイツ哲学を専攻する若き学
徒だった。研究者としての将来を嘱望され哲学
研究室助手を務めていた池島が，なぜ大学を
去り放送局に入ったのか，確かなことは不明だ
が，当時学内に吹き荒れた権力闘争（法政騒
動）と無関係ではなかっただろう。　

池島は戦後 NHKを辞めて法政大学に戻る
が，放送局に入ったころのことを次のように回
想している。

私が愛宕山の門をくぐったのは昭和十年四月
だったから，日本の言論がすでに傾きかかっ

ていた頃である。（中略）いささか気負った
形で仕事をはじめたが，生来の愚鈍が祟って
さっぱり見透しが利かず，あちらこちらで頭
をぶつけた。別に何か団体や組織に関係を
もっていたわけではないが，一個の自由主義
者として振舞ったのである。「反動」を謂われ
ている放送事業のために，自由の新風を入
れたかったのである。はたからみると，あわ
れなドンキホーテであったろう22）。

池島は「自由の新風」をラジオに入れようと
考えた。具体的には「従来の番組が敬遠して
いた清澤洌

きよし

，長谷川如
にょ

是
ぜ

閑
かん

，谷川徹三，阿
部眞之助といったような自由主義者」に講演
番組に出演してもらおうと考え，実現させたの
である。

確かに池島は時代に取り残された「あわれな
ドンキホーテ」であったかもしれない。だがむ
しろ，主流にはなり得ないにしろ，池島のよう
な存在をぎりぎり許容する空気が教養部の中に
まだあったことこそを見ておくべきだろう。講演
課長・多田不二は，池島を若き日の自分（＝詩
人としての自分）と重ねて見ていただろうか。

ところで池島が挙げる「自由主義者」の中で，
特に筆者の目を引くのは清澤洌の名である。清
澤は，満州事変後，国際的孤立の道を突き進
もうとする外務大臣・内田康哉を「あなたが人
気のあることそれ自身が，国家百年のために
憂慮にたえない 23）」と批判していた。政権中枢
を真正面から批判する清澤をラジオに引っ張り
出すことに成功した池島は，「官報放送などと
悪口をたたいている知識人にも，ちと思い知ら
せたつもりで，内心ニヤリとしたものだった 24）」
と書いている。

清澤らはラジオで何を語ったのだろう。池
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島が手がけたと思われる番組を「確定番組」
から探すと，例えば次のようなものが見つかる

（表7）。

これらの番組の内容は不明だが，題目だけ
でも，国際性に富んだ，ある種の柔軟さを感じ
取ることはできる。少なくとも軍・政府の宣伝
に等しい講演放送とは一線を画していた。直
接的に日本の政治状況を批判することはできな
くとも，池島は許容される範囲内で清澤らをラ
ジオに引っ張り出した。清澤らにもドンキホー
テを応援したい気持ちがあったはずだ。池島
がラジオに「自由の新風」を導き入れようと奮
闘していた1935年9月，清澤はこう書いている。

かりに聴取者が，朝から晩まで，同じ傾向の，
同じ感情の，同じ反動的な調子で講演を聞
いていれば，一ケ年にしてそのラヂオを通し
ての精神教育は完成しないであろうか。（中
略）余りに遅からざる間に，ラヂオの重要性
に顧みて，極端なる反動に陥らざるように警
戒して，感情的なるよりも理知的，音信的で
あるよりも批判的なる心構えを国民に注入す
ることに努むることは，国家の正常なる発達
のために絶対に必要だ 25）。

だがラジオは，清澤の願いとは逆に「極端な

る反動に陥」ってゆくばかりだった。清澤らが
ラジオに出演することもなくなってゆく。池島
は確かに「あわれなドンキホーテ」だったので
ある。

西本三十二の抵抗

 池島が「あわれなドンキホーテ」を演じてい
たころ，大阪の西本三十二も，いわば最後の抵
抗を試みていた。1937年4月からBK第1放送
に新設された『中学生・女学生の時間』がそれ
である。

西本が日本放送協会に入局したのは，大阪
なら東京とは違う番組を作れると考えたから
だったが，その翌年の機構改革によって中央
集権化が進み，西本が大阪で立ち上げた学校
放送は全国放送となった。西本は「方策」とい
う名の妥協を重ねていったが，忸怩たる思いも
あったのだろう，当時，『放送』に寄稿した「「中
学生・女学生の時間」の新設」は，その文章も
弾んでいる。それは「BKでは本年四月から，
第1放送で午後五時半より三十分間，日曜祭
日を除く毎日「中学生・女学生の時間」という
のを新しく設けて，男女中等学校生徒を対象
とする特別のプログラムを編成する事とした」
と書き起こされるのだが，BK（大阪）は東京
とは違うという意気込みが伝わってくるようだ。

多感な中等学校生に，ラジオを通して本物
の科学，美術，文学，音楽を伝えたい，押し
つけるのではなく，生徒が楽しみながら学べる
ようにしたい，その思いを西本は次のように書
いている。

　
最近時代の趨勢に鑑み，我国の中等学校の
教授要目が改正されて，近く実施される筈で
ある。然しその改正の要点は日本精神的な

表7

AK「確定番組」から作成

1935 年11月28日 近世政治家列伝「ローズヴェルト」
清澤洌

1935 年12月3日 近世政治家列伝「クレマンソー」
阿部眞之助

1936 年6月24日 近代思想講話「理想主義」
谷川徹三

1937年2月1日 「禮の話」
長谷川如是閑
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要素が多く加えられ，強調されたところにあ
るように見受けられる。日本精神的な点を強
調する事も非常に結構であるが，我国の中
等教育に欠けているのは眞の意味に於ける
情操の陶冶と科学的精神や態度の涵養であ
る。中等教育の改善は此方面からも再検討
されなければならぬ 26）。

『中学生・女学生の時間』はどんな番組だっ
たのか，1937年5月最終週の編成予定を見て
みよう（表8）。

タイトルを見るだけでも，西本の意気込みが
伝わってくるようだ。そうは書かない（書けな
い）が，中等学校教育において文部省が「日
本精神的な点を強調する事」を西本が「結構」
とは思っていなかったことは明らかだろう。西
本は，「時代の趨勢」に抗い，本来の教育（コ
ロンビア大学で学んだような教育）を取り戻そ
うとしていた。

先に筆者は，西本が「方策」の名のもとに我
知らず変わってゆくさまを，グラデーションと書
いた。でもそれは，一方向のなめらかな推移で
はない。立ち止まったり，引き返したり，複雑

な文様を刻みながらのグラデーションである。
日本放送協会教養部のインテリたちは，そ

れぞれの胸の内に葛藤を抱え，可能な限りの
抵抗を試みていた。だが，そういう個人の葛藤
を断ち切るように時代は動いてゆく。

 

6. 日中戦争と教養番組   
      

「事務的」な仕事

1937年7月の日中戦争の勃発は，放送現場
の空気を一変させた。それはインテリ集団，教
養部も例外ではない。それどころか，最も直接
的に軍・政府の宣伝に専心したのが教養番組
だったと言ってよい。

講演放送は国民に何を語りかけていたのか，
当時，日本放送協会が講演内容を書籍化した

『ラヂオ講演・講座』から見てみよう。
開戦直後は，戦況の推移と日本軍の「正義」

を訴えるものが中心だった。例えば外務政務次
官・松本忠雄は，戦争の原因は，近代化を成
し遂げつつある中国が「自力過信自己陶酔」に
陥り，「対日態度は益々抗日となり，侮日とな」っ
たことにあるとし，「我国が最も熱望する東亜
の和平維持も出来たものでは無いのであって，
今やこの支那側の間違った考え方と誤った態度
をすっかりと精算させ」なければならない，と
訴えていた（1937年7月23日放送）27）。

あるいは天津から帰国した婦人と紹介されて
いる西村外女は，中国人の使用人の「大抵は手
くせが悪」いうえにほかの使用人の盗みを知っ
ても黙っているとか，料理人は食器を壊しても

「皿の方で割れた」と言うとかの“経験”を語り，
「支那人は完全に利己主義の民族」であると決
めつけて，中国人に対する差別感情を煽ってい
た（1937年7月19日放送）28）。

表8

『放送 50 年外史・上巻』145頁の表より作成

月 「科学問答」「週間ユーモア』
「学生歌壇」（応募短歌の選評）

火 「連続探偵劇」（エドガー・アラン・ポー「モルグ
街の惨劇」）

水 「名画物語」（レオナルド・ダ・ヴィンチの作品）

木 「名曲ロマンス」（ワーグナー「幽霊船」）

金 「趣味の科学」（ダイナマイトの過去・現在・将来）

土 「学生俳壇」（応募俳句の選評）
「音楽 並び 劇」（未定）
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戦争が始まって1か月が過ぎるころからは，
国民に長期戦への覚悟を訴える講演が増えて
くる。大日本連合青年団理事長・香坂昌康は
軍への献金・献納，出征軍人の家への援農を
訴え，それが「一時の興奮熱狂に止まっては
なら」ないことを強調していた（1937年 8月23
日放送）29）。

帝国在郷軍人会会長・井上幾太郎は「国民
一般の言動には各自が細かい注意を要」する
と，相互監視システムの強化を訴えていた（1937
年9月1日放送）30）。

ラジオ講演は，日本の軍事行動の「正当性」
を強調し，国民総動員体制を構築するためにそ
の効力を最大限に発揮していた。

ところで，このようなラジオ講演の責任者で
あった多田不二は，雑誌『放送』に「教養放
送」という1ページコラムを毎月寄稿していた。
だが，コラムから多田の意気込みや戦略を読
み取ろうとしても見事に裏切られる。日中戦争
勃発の翌月，1937年8月号の「教養放送」は

「北支事変の勃発はプログラムの戦時色を濃厚
にした」と書き起こされるのだが，その後は講
演者と演題の羅列である。講演放送の責任者
としての考えや苦心が語られてしかるべきだと
思うのだが（まして多田は文学者である），そう
いうものはまったくない。この号だけではなく，
その後の号でもずっと同じ調子なのである。な
ぜ，そんなふうだったのだろうか。

筆者の考えでは，その答えは先に引用した
池島重信が戦後に書いた文章の中にある。そ
こで池島は，清澤洌ら講演者と接触することは
自分自身の勉強にもなったことを強調し，それ
は池島に限ったことではなく「皆がそうして勉
強をし，仕事をしたのである 31）」と書いている。
そして，しかし日中戦争勃発後は職場からそう

いう姿勢が次第に失われていったと池島は言う
のだ。 

ジャーナリストというものはどの道でもこうし
て勉強と仕事とを一体化するものだと思うが，
どういうものだろうか。ところが，二三年する
うちに万事が事

・ ・ ・

務的になり始めた。ジャーナ
リスティックに動いて行った勢が，事務的に
押さえられたのである。すでに日華事変には
いっていた。職場の行動が事務的になるとと
もに，折角半分開いていた自由の窓も黒い
手で閉ざされてしまった（傍点は原文）32）。

ここでのキーワードは，池島が傍点をつけて
強調する「事務的」という言葉だ。日中戦争勃
発後には「職場の行動が事務的にな」っていっ
たと池島は言うのだ。「事務的」になる，それ
は考えることをやめると言い換えてもよいだろ
う。“自由の窓を閉ざす黒い手”とは特別の反
動思想でも暴力でもなかった。仕事を「事務的」
にこなすこと，考えることをやめること，それ
が「黒い手」の正体だった。

講演放送の題目を羅列する多田のコラムは，
まさに「事務的」なものだった。教養部講演課
長として，多田はもはや何も考えてはいない。
協会上層部から伝えられる軍・政府の意向を

「事務的」に部下たちに伝え，部下たちは多田
から伝えられる意向に沿って「事務的」に仕事
をこなす。それがインテリ集団・教養部の姿で
あり，軍・政府と協会上層部にとって望ましい
教養部だった。1940年5月，多田は教養部長
に昇進している。

戦争と教育革新 
日中戦争勃発の翌年，大阪の西本三十二も
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組織人として大きな岐路に立っていた。1938年
2月，東京の編成部長に転じることになったの
である。当時，全国の放送局から集められた
番組企画は，逓信・文部・内務各省などから
の外部委員，並びに会長以下の内部委員から
なる放送編成会 33）によって最終的に採択されて
いたが，編成部はその中に設けられ事務局機能
を担う部署だった 34）。西本は当時を回想して次
のように記している。
「しかし，地方分権的組織によって発足した

各放送局では，簡単に既得の権利と慣例を手
ばなすはずはない。これに固執する心情を汲み
ながら，高まりつつある全体主義的，軍国主
義的体制にいかに適応し調整していくかという
のは，かなり骨の折れることであった 35）」

正直な回想と言うべきだが，直接的に政府
の干渉を受ける東京の放送局に対抗して，そ
れとは違う教育放送を作ろうとしてきたのは当
の西本だったはずだ。西本が「日本精神的な
点」ばかりを強調する文部行政に抗うように，
大阪で『中学生・女学生の時間』を立ち上げた
ことは先述したとおりである。だが，その番組
も日中戦争勃発から3か月，1937年10月には
姿を消している。西本の抵抗もここまでだった。
そしてその4か月後，東京の編成部長という要
職に就いた西本は，地方局の番組企画を「全
体主義的，軍国主義的体制」に適合させようと
骨を折らなければならなかった。  

では西本は，池島や多田が「事務的」に仕事
をこなしていたのと同じように，考えることをや
めてしまったのか。事はそう単純ではない。東
京に来てからも西本はあるべき教育放送につい
て饒舌に語り続けている。 

雑誌『学校放送研究』は，全国の学校放送
を利用する教師たちの経験交換と共同研究を

目的に1939年11月に創刊された雑誌 36）である
が，西本はその常連寄稿者の1人だった。創
刊号の巻頭特集「学校放送の展望」の中で西
本は「戦争は人類の生活に非常な飛躍をもた
らす」としたうえで，「世界歴史の転換期に当
たって，ラヂオは教育革新の一つの有力な原
動力となるであろう」と記している。戦争という
歴史の転換期にこそ教育革新は必要なのであ
り，ラジオはその実現に大きな役割を果たすだ
ろうというのだ。

そして，そのための具体的な戦略を展開し
たのが『学校放送研究』1940年3月号に掲載
された「学校放送利用態度の確立」である。
そこで西本は，ラジオが聴覚に訴えるメディア
であることから「音響効果を出来るだけ多く採
り入れてリズム化し，劇化し，総合化すること」
が大事だと言う。そして「「為すことによって学
ぶ」という教育原理は如

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

何なる場合に於いても
当てはまる」（傍点は引用者）と主張するのだ。

「総合化」とか「為すことによって学ぶ」という
言葉は，コロンビア大学時代から西本がなじ
んできた近代教育思想のものだ。西本はある
意味ではそこから動いていない。その教育原
理が「如何なる場合に於いても」，ひいては
戦時教育という場面に於いても成り立つものだ
とすればだ。

だが，西本がデューイやキルパトリックから
学んだ進歩主義教育は本来，民主主義や非戦
の思想と不可分のものだったはずだ。そうなの
に，思想の体系から教育の方法・テクニックだ
けを取り出して，戦時教育に利用する。西本に
とっては，それが「進歩主義教育」を手放さな
い唯一の方法だった。
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具現化された「進歩主義教育」

では進歩主義教育は，実際にはどのように
戦争に利用されたのか，その1つの例として
1940年1月から12月まで毎月1回放送された

「ぼくと私の銃後日記」から見てみよう。教養
部が担当する定時番組『子供の時間』（1941年
4月からは『少国民の時間』に改名）の枠内特
集であるが，放送台本が書籍化 37）されており，
その内容を知ることができる。学校から家に
帰った子どもたちをターゲットにした『子供の
時間』（毎日18:00 ～ 18:25）は学校放送ではな
いが，その理念は同じだった。西本は「教育と
いえば学校に通っている間だけのことであると
いう従来の考え方も変えなければならぬ。教
育は不断に行われるところの人生の改造であ
る 38）」と書いている。

さて，「ぼくと私の銃後日記」は雪深い地方
の家の小学生兄妹，昭二と和子が東京の叔父
の家に預けられ成長してゆく物語である。放送
は1年に及んだが，ここでは前半の半年分を素
描する。

 一月の巻 　

和子が小学校唱歌「冬の夜」を口ずさん
でいる。特に説明はされないが進学準備の
ためだろう，兄妹は東京の叔父の家に預けら
れることになった。場面はその出発を目前に
した夜である。父母と祖母との会話の中で，
昭二の兄，利吉が戦死したこと，昭二が少
年飛行兵を目指していることが明かされる。
昭二の台詞。「僕，利吉兄さんのあとつぎが
出来る人間になるよううんと勉強します」。

 二月の巻 

汽笛を鳴らして鉄橋を渡る汽車の音。それ

が車内の振動音に受け渡される。舞台は兄
妹が乗った汽車である。兄妹は車内で1人
の傷痍軍人に出会う。昭二にせがまれて軍
人が語るには，中国戦線で部隊のおとり役と
なって負傷したのだという。航空戦で自爆死
した兄を思い出して泣く兄妹を，傷痍軍人は
靖国の兄さんが喜ぶように立派な人間になり
なさいと諭してこう言う。「ああ，自分が，あ
なたがたの兄さんと代わってあげればよかっ
たのにねえ」。

 三月の巻 

上野駅に着いた兄妹を叔父夫婦が出迎え
る。まず向かう先は宮城前と靖国神社。宮
城前で叔父は天皇の「大御心」を語り，「日
本人に生まれた有り難さが，つくづく胸にし
みとおる」と話す。そして靖国では，昭二が
兄に向かって，少年飛行兵となってあとを継
ぐことを誓う。

 四月の巻 

兄妹は転校先の小学校で，上海から帰国
したという梶川少年と出会う。梶川は中国で
見た日本軍の頼もしさを語り，上海の日本人
学校の友達から来たという手紙を兄妹に読ん
で聞かせる。「兵隊さんのお働きで，悪い支
那軍も散々に負けて，もうずっと遠くの方へ逃
げてしまって，支那と日本はようやく仲良しに
なり，今では汪

おう

先生が四億の民を戦争の苦
しみから救おうと南京に新しい国民政府を
造り，この間はりっぱな遷都式があげられま
した」。

 五月の巻 

兄妹は，偶然，故郷の年上の友人，泰治
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に出会う。村のわんぱく小僧だった泰治は旋
盤工として懸命に働いていた。大砲の部品も
作っているという泰治の話に兄妹は気持ちを
新たにする。「そうだ，みんな一生懸命なん
だ。めいめいの持ち場で全力をつくすんだ。
和子，僕たちも負けないでやろうね」「ええ，
やりましょう。泰治さんたちに負けないように
ね」。

 六月の巻 

場面は和子の夢の中。ずっと子守歌が聞
こえている。和子は友人たちと，植物が光
合成によって澱粉を作り出す仕組みを「大発
見」する。彼女らは，興奮ぎみに実験のプロ
セスを語るのだが，実は学校で習ったことだ
と気がつく。でも，その澱粉で団子を作った
のは自分たちの「大発見」というオチ。

このあともさまざまなエピソードが重ねられ
てゆくが省略する。最終回十二月の巻のラスト
は「少国民の銃後日記」の合唱である。

  
風も嵐も やがて止む/呼ぶは亜細亜の 青い空
/さうだ そのとき はつらつと/君は飛ぶのだ 踊
るのだ

（サトウハチロー作詞）

この番組が放送されている最中，教養部講
座課長の崎山正毅は，『学校放送研究』に「時
局下の児童対象放送」という小論を寄せ，「第
二国民を甘やかして時局に遊離せしめることは
議論の外である 39）」と断じ，『子供の時間』およ
び学校放送『小学生の時間』が盛り込むべき
要素として，次の12点を挙げている。

1）日本精神の発揚，2）大陸の知識，3）事変
の意義と重大性，4）事変進展の状況，5）少
国民の自覚，6）戦時生活の実践，7）児童生
活の一部となっている戦争の状況，8）戦線
銃後美談，9）戦没勇士・出征軍人への感謝，
10）戦時施設，11）戦争科学，12）科学思想

「ぼくと私の銃後日記」が，これらの要素を
忠実に盛り込んだ番組だったことがわかるだろ
う。では，どう盛り込むのか。崎山はこう述べ
ている。「児童にはただ説いたり話したりして
時局観を植え付けようたって無理である。彼ら
が自分のものとして時代を把握し，協心協力す
るためには，放送の編集と演出の技術が高度
に要求されねばならない 40）」。

これもまた「ぼくと私の銃後日記」が実現し
ていたことである。西本の言い方にならえば

「音響効果を出来るだけ多く採り入れてリズム
化し，劇化し，総合化」することによって子ど
もたちに時局観を植えつけていた。西本は，
アメリカで学んだ近代教育思想を日本に広める
ことを目指して放送局に入った。反語的に言え
ば，その目標は戦時ラジオ放送の中で実現し
ていたのである。

満州事変から日中戦争と続く戦争の時代，
教養番組は，行きつ戻りつしながら変わって
いった。それは，アジア進出の末に後戻り不能
の隘

あい

路
ろ

にはまり込んでしまった日本の姿をその
まま映し出していた。

1940年4月，雑誌『放送』は，「放送回顧
十五箇年」という特集を組んでいるが，崎山正
毅は次のように記している。

教養放送をかつての狭い意味の教育に限定
して行くことは出来ない。いやもう教育という
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ことばそれ自体が弱い。そんな生やさしいこ
とではないのだ。ラヂオを国民の指針にして
興亜の大業を完成させなければならないの
だ41）。

こう宣言する教養番組は，太平洋戦争下で
は，どんな役割を果たしたのだろうか。

7. 太平洋戦争と教養番組 

西本三十二と国民学校放送  
1941年12月8日未明，西本三十二は協会本

部から大本営発表の臨時ニュースがあるという
連絡を受け，吉祥寺の家を飛び出した。霜柱
を踏みながら駅へと急ぐ西本の頭上には冬の
星座が瞬いていた。

放送会館は異常な緊張感に包まれていた。
西本は，午前7時の時報に続き対米英開戦の
臨時ニュースを聞く。「来るものが来たな」と
思った42）。

西本にはやるべきことがあった。8時50 分
から，国民学校放送 43）『朝礼の時間』で菊池
豊三郎文部次官が江戸時代の盲目の国学者・ 
塙
はなわ

保
ほ き

己一
い ち

について話すはずだったが，その予
定を変更して臨時ニュースの内容を反映させな
ければならない。

西本は7時半ごろに来局した菊池をつかまえ
て協議，放送内容の変更はぎりぎりのタイミン
グで間に合い，ニュース以外では，太平洋戦
争の開戦を最初に伝える番組となった。菊池は

「日本の陸海軍とアメリカ，イギリスの軍隊と戦
闘が開始され」たことを子どもたちに告げ， 「日
本はただ戦争に勝つというばかりでなく，大東
亜共栄圏を作り上げなければならない大きな役
目」があり，それは「日本の少国民」によって

成し遂げられるのだと説いている 44）。
以後も西本は，教養部長として国民学校放

送を牽引していった。それはどんな放送だった
のか，教師たちによる現場報告『国民学校放
送教育の実践』（以下，『実践』と略記する）か
ら見てゆこう。『実践』は1943年に東京第一
師範学校女子部付属国民学校が編纂したもの
で，西本が序文を寄せ，国民学校放送は「皇
国民錬成上欠くべからざる教育の一つ」である
と述べている。

国民学校放送には各学年に向けたものと，
朝礼など全校向けのものがあった。それぞれ
の放送で西本の教育思想はどう生かされてい
たのか，以下に実例を見てゆく。

『朝礼訓話』

例に挙げられているのは，太平洋戦争開戦
1周年の1942年12月8日に放送された橋田邦
彦文部大臣による訓話である。全校生徒が校
庭に集合して放送を待つ。アナウンサーによる
紹介に続き，橋田が「全国の皆さん，お早う」
と語り始める。

話の内容は，緒戦の勝利に油断してはなら
ず，生活の中で「毎日毎日を勝ち抜かなければ
な」らないというもので目新しさはない。だが
教師は，大事なのは話の内容よりも文部大臣
が子どもたちに直接語りかけること自体にある
と認識していた。『実践』は次のように記してい
る。「児童達には，もうすっかり聞き馴れた文
部大臣のなつかしい声である。文部大臣が「全
国のみなさん，お早う」と呼びかけられるので
ある」。

語りの直接性は西本がかねてから強調してい
たことだ。「放送者として第一流の人々を選び，
話す人の肉声そのままが抑揚高低をつけて直
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接に児童の耳に達することによって，表情を現
すことの少ない文字や文章を通して間接に児童
の目に達するよりは，どれだけ強く人格的な感
化を児童に与えるか知れない 45）」。

『三年生の時間』

『三年生の時間』の聴取例として挙げられて
いるのは「音楽：潜水艦」である。東京放送管
弦楽団の演奏を聴き，またそれに併せて歌う授
業で，『実践』には「戦時下少国民の海事思想
を鼓吹」することを目的とすると記されていた。

教師は，鑑賞のときには「全身を耳にして聞
き入る」ことを指導したが，ラジオのナレーショ
ンが合唱を促すと「子供達は待ってましたとば
かり」元気に歌ったと報告している。聴取後に
は「波をけって，太平洋のまん中で米，英のに
くい艦隊をやっつけている姿が頭に浮かんだ」

「兵たいさん有難うといってもいいきれないほど
有難い」などの感想があったという。

西本は「音楽のもつ感激性は，共に歌ふ者
の心を融合して不知不識の中に全体的意識を
昂揚し，国民的結合を強くするに至る 46）」と音
楽の重要性を強調していたが，それは例えば
このように具現化されていた。

『高学年の時間』

高学年向けの放送の中から「前線地理」と
いう授業を見てみよう。例示されているのは「北
ボルネオから南ボルネオまで」と題する，従軍
記者によるリポートである。授業の目的は「ボ
ルネオの地理的特性を大東亜戦争と結びつけ
て正しく認識させると共に，大東亜共栄圏建
設へ少国民として共々努力しようという覚悟を
かため」ることとされていた。放送前に教師は，
欧米の南方諸島侵略の歴史を児童に話し，今，

そこが「日本の力によってどうなっているかをよ
く聴くように」と指導している。

放送の内容は，ボルネオの珍しい動物の話
から日本軍の上陸作戦まで多岐にわたっている
が，強調されるのは石油やゴムなど資源の豊か
さである。教師は放送に合わせて「宝の山」と
板書し，児童の理解を助けた。
『実践』は，児童は放送後に「ボルネオを

もっと開発したい」「今まで苦しめられていた
人々に日本が本当の楽しみを与えてやるのだ」
などの感想を書いたと報告している。

西本は 「大東亜の各地に於いて血を流し，
汗を流して獲得しつつある皇軍将兵の戦果は，
忠勇なる次の時代の国民によって立派に継承さ
れるのでなければ，徒に水泡に帰してしまう47）」
と記していたが，その主張は国民学校放送の
現場で確実に実行されていた。

教育出版史を研究する本間理絵は国民学校
放送の教師用テキスト『国民学校放送』を分析
し，次のように述べている。
「しかしその近代的な「進歩主義的教育観」

は，軍国主義時代の日本の教育に用いられる
と換骨奪胎されて，形式的には「進歩主義的」
ではあっても内容は「全体主義的・軍国主義
的」というように本質から乖離してしまったこと
は皮肉なことである 48）」

的確な指摘である。だが，西本自身は「皮
肉なこと」とは思っていなかっただろう。先述
したように，西本は進歩主義教育について「如
何なる場合に於いても当てはまる」と書いてい
た。そう書く西本は，本間の言う換骨奪胎を
良い意味において自覚していたはずだ。換骨
奪胎とは，もともと先人の着想をもとにしなが
ら新しいものを創造する，前向きの行為を意味
する言葉である。
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多田不二 知性主義との決別    
多田不二は開戦から1年半が過ぎた1943年

6月，「講演放送雑記」と題する小文を『放送
研究』に寄稿している。そこで多田は開戦が
迫るころを振り返り，アメリカと戦争をして本当
に勝てるのかという，社会を覆う「もやもやし
た空気」と自分自身も無縁ではなかったと告白
し，次のように記している。

これ今にして思えばまさしく皇国民としての
伝統に生きる信念の未熟に起因するもので
あった。永年に亘り心奥に滲み込んだ知性
主義の残滓が不知不識の間にうごめいてい
たからである 49）。

先に筆者は，1936年の多田の最後の詩「愁
人」を引用して，詩人にできることは，遠い場
所に向かって行く組織人・多田不二の背中を見
送るだけだったと述べたが，太平洋戦争の開
戦に臨み，組織人・多田不二は後ろを振り返
り，そこに立ち尽くす詩人・多田不二という「知
性主義の残滓」を切り捨てたのである。
「講演放送雑記」は，講演部長・多田不二

の開戦2年目の決意表明だった。その中心が
本稿前編の冒頭にも引用した次の部分である。

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。

こう書く多田がよしとする講演放送とはどん
なものだったのか，同じころ『放送』50）に再録
されている1本を見てみよう。1943年7月18日
に放送された教育者・伊東静江による「わが

子を荒鷲に」という講演である。伊東は自分
の子どもが学生航空隊に入隊したことを話し，
戦時下の母親が持つべき覚悟について語りか
けていた。

私共五千万の婦人の中の母たるものは，ここ
に決然立って一人でも多く大空に我子を捧げ
る決意を致しましょう。これこそ畏くも青少
年学徒に賜りました勅語に仰せられてござい
ます「国家隆昌ノ気運ヲ永世ニ維持セントス
ル大任ハカカッテ汝等青少年学徒ノ双肩ニア
リ」との御聖旨に，わが子をして副い奉らし
める母たるの光栄ある使命と感ずる次第でご
ざいます 51）。
                            
1943 年2月，ガダルカナルの日本軍が撤退，

5月にはアッツ島の守備部隊が全滅していた。
戦局の悪化は明らかであり，兵員，とりわけ航
空部隊要員の不足は深刻だった。教養部員・
吉田正は『放送研究』誌上で「若き学徒を沢
山に決戦の大空へ送るには母親の時局認識に
訴えなければならない 52）」と記している。

ある講演放送担当部員の証言　　　
筆者が ETV特集「戦争とラジオ」の取材の

ために，大原知巳（2009年当時93歳，2014
年死去）を神奈川県相模原の自宅に訪ねたの
は2009年5月のことである。戦時中に講演放
送を担当していたディレクターとしてはすでに唯
一の生存者だった。

大原は，少し足を引きずるようにしながら私
たち撮影クルーを玄関先で迎えてくれた。通さ
れた居間からは，小さな，しかし日当たりの良
い庭が見えた。そこには鳥の餌台が置かれて
いて，山鳩のつがいが一心に何かをついばん
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でいた。「いつも来てるんですよ，これは」。私
が鳥に目をやるのを見て大原が言った。

大原が日本放送協会に入局し大阪中央放送
局放送部に赴任したのは，日中戦争勃発の翌
年，1938年のことである。東京外国語大学で
ドイツ語を専攻した大原が最初に任されたの
は，ドイツから来日した学者や音楽家，あるい
はヒトラー・ユーゲントに通訳として放送局を案
内する役目だった。大学の恩師であるドイツ人
に，「日本精神とドイツ精神」というテーマで話
してもらい国際放送で放送したこともあった。
「英米のものはもうすべてシャットアウトされ

て，ドイツっていうか枢軸系に変わっていった
ときですからね。私らドイツ語の卒業生は引く
手あまたでしたよ，そのころは」

大原は，“偉大なドイツ”“偉大な日本”を信
奉する1人のエリート青年として，太平洋戦争
の開戦を迎えた。最初は周囲と一緒に「勝っ
た勝った」と喜ぶばかりだったという。
「でも途中でやっぱりこれはおかしいなとい

うかね。こんな勝った勝ったということがある
んだろうかってね，懐疑的になってきましてね，
国民の生活も戦争が長引いて苦しくなってくる
し，だんだん戦争は真っ平だって思うようにな
りますよ」

だが，そう言う大原たちが制作していた講演
放送は，どんなに戦局が悪化しても（悪化すれ
ばするほど）国民の敵愾心を煽り，戦意高揚，
銃後の結束を訴えるようなものばかりだったは
ずだ。
「でも，1943年6月に東京の講演部長が『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』って書いていますね」。私はそう言って大
原に多田不二が書いた「講演放送雑記」のコ

ピーを渡した。大原はコピーに目を落とし，読
み始めた。多田は1943年8月に東京の講演部
長から大阪中央放送局放送部長に異動してお
り，大原にとっては直接の上司だった。

大原はしばらく文字を追っていたが，ため息
のような息を吐くとコピーから目を上げた。
「月に1回の提案会議がありましてね，私たち

は提案するんですけど，OKになるのはやっぱり
こういう線にはっきり合っているものでした。そ
うでないと採り上げてくれない。下手をすると
ね，『君は多少，左がかっているのか』ってね，
思われるだけ損ですから。だからこっちも，そ
ういうものははじめから提案しないですね」

大原の言葉は私にとってリアルなものだった。
私自身も長年「月に1回の提案会議」を乗り越
えてきたが，“こんな提案はどうせ通らない”
と考えたことが一度もないと言えば噓になる。
ディレクターはいつでも“通る提案”を必死に探
すのだ。

だがそれにしても，大原の時代の“通る提
案”とは，国民を勝ち目のない戦争に導くもの
だった。そのことを大原は半ばわかっていなが
ら講演放送の制作を続けたと言うのである。
「ラジオを聴く国民のほうもね，ラジオ放送っ

ていうのはこういうものだって思っていたかもし
れませんがね。だけど担当している者としては
偏りすぎが心配でした。ラジオは間違った指導
を押しつけたと私は思います。そういう意味で，
軍と近いくらいの責任があると思いますね，戦
時ラジオ放送にはね」    

そのとおりだろう。だが正確に言えば，責任
があるのは戦時ラジオ放送ではなく，その放
送を担った1人1人ではないのか。そう思った
が口には出せなかった。1つの問いが頭から離
れなかった。そう言うお前ならどうしたんだ。
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おわりに－敗戦と戦後－

札幌にて

札幌中央放送局の技術職員だった安田春彦
（2016年取材時86歳）は，敗戦間際の印象的
な出来事を私に語ってくれた。「西本局長がで
すね，ふらりと主調に来たんですよ。そんなこ
とは普通ないんですけどね」。

西本三十二は1943年5月，東京の教養部長
から札幌中央放送局長（日本放送協会理事）
に異動していた。その西本が放送波の送出を
コントロールする主調整室に珍しく姿を現した
というのだ。
「たしか8月12日の日中だったと思いますけ

どね。アメリカの短波放送を聴かせてほしい
と言うんです。私たちは聴いちゃいけないこと
になっていたんですけどね，周波数を合わせ
ました。そうしたら男のアナウンサーが流暢な
日本語で，日本がポツダム宣言を受諾したって
言っているんです。ただ事ではないって思いま
した 53）」

ポツダム宣言の受諾は8月14日だが，日本
政府は国体護持を条件に受諾することを10日
には連合国側に伝えていたから，これを報じ
るものだったろう。じっと耳を傾けていた西本

は，居合わせた4人の技術職員に「正式発表
までは家族にも話してはならない」と命じて出
ていった。西本の戦争が終わった。

1946年5月，西本は日本放送協会を去った。
GHQによる公職追放が進められようとしてい
たが，その手続きが実施に移されるのに先立っ
て，全理事が自発的に放送事業から退くこと
になったのである。

西本は一時，日魯漁業に身を置いたあと，
学究の道に戻った。太平洋戦争の間は途絶え
ていたキルパトリックら，アメリカの教育学者と
の通信も復活し，1953年には国際基督教大学
教授となった。戦後の教育学，とりわけ放送
教育について大きな足跡を残している。

松山にて

1945年7月26日深夜から翌27日未明にかけ
て，アメリカ軍のB29 爆撃機が松山市を襲っ
た。多田不二は焼夷弾が降り注ぐ中，十数名
の局員を指揮して燃え始めた局舎の屋根にバ
ケツの水をかけ続けていた。大阪中央放送局
放送部長から松山中央放送局長（日本放送協
会理事）に異動して，ちょうど1年後のことだっ
た。爆撃機が去っていったとき，多田は涙を
流しながら局員をねぎらった。総務部の有光七
郎は「一同嬉しさとも悲しさとも言い難い感激
で抱き合った 54）」と回想している。

敗戦後，多田も西本と同じときに日本放送
協会を去った。だが多田が松山を離れること
はなく，愛媛県観光連盟理事などを歴任，松
山の観光事業に尽力した。

多田不二が戦後に書いた詩として確認でき
るものが1つだけある。1947年1月1日，愛媛
新聞に載った次の詩である。

晩年の西本三十二（提供：西本晃二氏）
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新春頌歌

新しき年来る/ 新しき希望/犇 と々胸に萠ゆ/け
ふぞ出発の日/わが道ひとつ/直なる感情もて/
真裸となり/まつしぐらに進まん/いのちのふく
らみ/あしき夢

ゆめ

あとかたなく/ 蘇りのうた/おの
づから湧

わ

き出づる/ 新しき朝/陽さんさんと輝き
/たくましき力みなぎり/おほらかに　われ新生
を讃ふ

『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

戦時下に多田が書いた数少ない詩は，どれ
もが自己否定の感情に沈んでいたが，それら
に比べて「新春頌歌」の明るい躍動感はどうだ
ろう。

この詩が掲載された5か月前の1946年8月，
多田は愛媛学生文化連盟と愛媛新聞社の共催
による「松山自由大学」で，「現代の詩と詩人」
と題する3日間の連続講義を行っている。国文
学者・星野晃一の調査によれば，事前の「松山
自由大学」講師紹介で，多田は，当初は「前松
山放送局長」とされていたが，多田の申し入れ
があったのだろう，途中から「詩人」と書き改
められている55）。星野は「ここに，多田不二の
新生の姿が示されている」と記している 56）。
「松山自由大学」は敗戦後の焼け野原の中か

ら新しい文化を創造しようとする運動だった。
戦時下，詩作を断

た

っていた多田は，その運動
に関わる中で自らを詩人と称したのである。一
度死んだ（自ら殺した）詩人・多田不二が蘇っ
た瞬間だった。

でも，と私は思う。でもだからといって，日
本放送協会職員としての多田不二を，いわば
仮の姿として括弧の中に入れてしまうことはで
きない。多田が戦時中の講演放送を牽引し，

「一億国民の精神的団結を計り，長期の総力
戦を遂行させ」た事実を消すことはできない。

そのことは，多田自身がひりつくような悔恨
とともに自覚していたのではなかったか。多田
にとって松山は，敗戦の前年にたまたま転勤で
赴いた土地だった。そうなのに多田は，空襲で
焼き尽くされたその街から終生離れようとはし
なかった。長く暮らした東京にも大阪にも戻ろ
うとはしなかった。その姿が私には，多田とも
交流があった高村光太郎が戦時中に国民の戦
意を煽る詩を書いたことを悔い，戦後，岩手県
の山中に身を隠すように暮らしたこととも重なっ
て見えるのである。

1968年12月のある朝，多田はいつものよう
に道後温泉の朝湯に浸かったあと，心臓発作
を起こし10日後に他界した。享年76だった。

（了）
  （おおもり じゅんろう）

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

晩年の多田不二（提供：多田和夫氏）
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補遺

考え続けていることがある。1929年4月，
多田不二が詩誌『愛誦』に発表した次の詩の
ことである。

贖罪

荒れ果てた庭を見てゐるやうなこころで/ 私は自
分の過ぎてきた生涯を凝

み

視てゐる/腐れ切って
ぼろぼろに堆積された縄の塊が/おそろしいま
でに私の冷静をかきみだす/なにひとつ清純の
名残を止めぬ物憂いこの街道に/ 私はわびしく
迷子の笛を吹きならしてゐる，/置き捨てては
や何年に成らう/ 私の霊魂よ/けふは，私はお
まへを探しに来たのだ/そして私は　おまへと
いつしよに/あの人の前に跪いて懺悔しようと
思ふのだ，/ああ　私は焦りきつてゐる/何もか
も今きてゐる着物を叩きつけて/素裸で/失つ
てしまつた魂を両手にかきいだいて/ 神のやう
なあの人に/ゆるしを乞ひたい衝動に駆られて
ゐる，/けがれた錆び鍵をしつかり握りしめ/天
国の門をひらかうとするあさましい愚か者の私
よ/怯懦の私よ。

　        『多田不二著作集 詩篇』（潮流社）より

『多田不二著作集 詩篇』に載っている詩の
1つだが，私は読み飛ばしていた。再びこの詩

（正確には「贖罪」と似た詩）に出会ったのは，
結城市民情報センター・ゆうき図書館で多田不
二の遺稿などを閲覧していたときのことである。

詩は，多田不二の処女詩集『悩める森林』
の出版記念会の折りに作られた出席者の寄せ
書き帳の最後に，達筆で書きつけられていた。
詩には「迷い子の笛」という題がつけられてお
り，『多田不二著作集 詩篇』にも載っていない

ものだった。同書の編纂にあたった星野晃一
氏に照会したところ，この詩は「贖罪」の前半
部（「けふは，私はおまへを探しにきたのだ」ま
で）を現代語に書き換えたものであることを教
示されたのである。

ところで私にとって興味深いことは「迷い子
の笛」が書きつけられた隣に，日本放送協会
のスタジオで撮影されたタゴールの写真が貼ら
れていたことだった。処女詩集が出版されたの
は1920年で，まだ日本のラジオ放送が始まる
前のことだから，この写真は寄せ書き帳が作
られたときに貼られたのではない（日本のラジ
オ放送が開始されたのは1925年のことであり，
写真は1929年のタゴールの3度目の来日時に
撮影されたもののはずである）。さらに，「迷い
子の笛」には「多田不二遺稿詩集より」と但し
書きが付されている。つまり，「迷い子の笛」と
タゴールの写真は，多田の死後，誰かが書き
加え，貼りつけたものなのだ。

多田の遺品に触れることができたのは多田
の家族・親族に限られるが，いったい誰が，
いつ，どんな意図でそんなことをしたのか，今
のところわからない。ただ，言えることは，多
田の作品に深い関心を持っていて，おそらくは
多田とも話したことがあるその人物が，「贖罪」
の中の「神のやうなあの人」をタゴールと読み
解いていたことである。

その読み解きは，「世界の一点に立つて」に
タゴールの影響を見る私には説得的だ。多田
は，組織人として流されてゆく自分を「怯懦の
私」と表現したのではなかったか。そして「失
つてしまつた魂を両手にかきいだいて」タゴー
ルに 「ゆるしを乞ひたい」とうたったのではな
かったか。

むろん，まだひとつの仮説である。
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