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『ミュウジカル・ドラマ』『ラヂオ・スケッチ』など，
奥屋が開発した番組は枚挙に暇がない。『ラ
ジオ体操』を初めて放送したのも奥屋だった。

奥屋は，自ら開発した数々の番組について，
その企画意図や内外の評価を記した手記「奥
屋熊郎 放送業績要覧」（以下，「放送業績要覧」
と略す）を遺している。それはこんなふうに書
き起こされている。

1. 放送人・奥屋熊郎

「放送人」とは誰か

名も知らぬ 遠き島より　
流れ寄る 椰子の実一つ

誰もが口ずさんだことがある「椰子の実」（作
詞/島崎藤村，作曲/大中寅二）が初めてラジ
オから流れたのは日中戦争が勃発する1年前，
1936年7月13日のことである。大阪中央放送
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の発案による『国民歌
謡』の中の1曲だった。1週間（月曜～土曜）に
わたって同じ曲を同じ時間（昼12時台）に放送
して聴取者に親しんでもらおうというこの企画
は，現在の『みんなのうた』のルーツとも言わ
れている。
『国民歌謡』のほかにも『物語』『詩の朗読』

『国民歌謡』『詩の朗読』『物語』等々，1920～ 30年代の大阪中央放送局を舞台に奥屋熊郎が開拓した番組は
枚挙に暇がない。野球中継やラジオ体操を初めて実現させたのも奥屋だった。

この希代の放送人・奥屋熊郎の哲学の核心は，放送の「指導性」である。当時，ラジオで最も人気が高い番組
は浪花節だったが，奥屋の考えでは大衆は浪花節が好きだから浪花節の放送を聴くのではない。ラジオが放送す
るから浪花節を好きになるのである。「ラジオがラジオ大衆を作り出す」のである。放送によって大衆文化の向上を
実現しようとした奥屋は，｢（放送は）時代文化の特質を容易に変質させる力でさえある」とまで言うのだ。

だが，奥屋の「指導性」の強調の仕方に私たちはある既視感を覚える。本シリーズ第 3回で焦点を当てた逓信省
の田村謙治郎は，満州事変から日中戦争へと向かってゆく時代の中で，「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，「民衆をして追随せしむる」ものでなければならないと主張していた。

大衆文化の向上を目指す奥屋の「指導性」と，国民を戦争協力に導こうとする田村の「指導性」は，やがて近
接し重なり合ってゆくことになる。

奥屋が全力を傾注した慰安放送（今で言う娯楽番組）は，戦争の時代，どう変質していったのか。前編では，
奥屋熊郎の出発から見てゆく。

シリーズ 戦争とラジオ〈第 5 回〉

“慰安”と“指導”　
～放送人・奥屋熊郎の闘い（前編）～

メディア研究部  大森淳郎　

奥屋熊郎
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生まれながらの放送人であると共に放送
ジャーナリストである奥屋熊郎は，戦後思い
立って，日本を中心とした放送世界年表の編
集に没頭していたが，この程草稿を脱稿し
得られたので，これを一九六四年オリムピッ
クの年に刊行すべく，各項の再吟味に当たっ
ており，本年九月中に全完成を期している1）。

「放送業績要覧」は1964年に書かれている。
奥屋はこの年の11月，70歳で死去しているの
で文字どおりの絶筆となった。その冒頭に記
された「放送世界年表」は「集録事項千五百
項内外。放送からみた世界文化史の縮図を目
ざし」たものだったが刊行には至らなかった。
自分を「生まれながらの放送人」だと言う奥屋
の最後の仕事としてふさわしいものになるはず
だったが，残念ながら草稿も所在不明である。

ところで，奥屋の言う「放送人」とは一体
どんな人種なのだろう。定説ではこの言葉が
最初に登場したのは，民俗学者・梅棹忠夫が
1961年に書いた「放送人，偉大なるアマチュ
ア―この新しい職業集団の人間的考察」と
いう論文においてである2）。そのころ，頻繁に
テレビ・ラジオに出演していた梅棹は次のよう
な疑問にとらわれていた。

ラジオ，テレビの番組制作者たちの仕事ぶり
をみていて，わたしなんかは，ときどき，ふ
しぎな感じにおそわれることがある。それは
こういうことである。かれらは，まことに創
造的であり，また，まことにエネルギッシュ
である。しかし，かれらのつくっているもの
が，かれらのはげしい創造的エネルギーの
消耗に，ほんとうに値するものなのであろう
か。まったく，ラジオもテレビも放送してしま

えばおしまいだ。どんなに苦心してうまくつく
りあげた番組も，一回こっきり，あとになん
にものこらない。そのために，何日も，何週
間もまえから，ひじょうな努力をはらうのであ
る。これはひきあうことだろうか 3）。

60 年近くも前に書かれた文章だが，番組制
作の現場に長く身を置いてきた筆者などには
ひりひりと沁みる。梅棹は，同じ論文の中で，
あるプロデューサーが彼に語ったというこんな
言葉を引いている。「生産の現場に取材にいっ
たときが，いちばんなさけないのです。たとえ
ば造船工場みたいなね。むこうはものをつくっ
ている。圧倒されてしまうのです」。

わかるなあ，と思う。何週間どころか，時に
は何か月も取材し撮影してきたVTRを，また
何週間もかけて編集する。やっと編集も終わっ
て，ひとり編集室にこもり，モニター画面を見
つめながらナレーション原稿をつくる。白み始
めた窓外に目をやりながら煙草に火をつける。
そんなときだ，番組の完成を間近にした高揚感
の底からある虚しさの感情が浮き上がってくる
のは。もうすぐ，この番組ともお別れだ。3日
後には放送されて消えてゆく。そして自分はま
た別の番組の取材を始めるのだろう―。

筆者の場合は，工場よりも農業や水産業の
ほうが効いた。吸い殻が山盛りになった灰皿
に新しい吸い殻を無理矢理突っ込みながら，
小さなモニターに切り取られた世界と格闘して
いる自分なんかより，取材先で出会った農家や
漁師のほうがよっぽど真っ当で本物ではないの
か，そう思えてくる。彼らが生み出すものには
確かな質感と重さがあり，それがなければ人
間は生きてはゆけないのだ。私だけではない。

「やっぱり虚業なんだよね」，そう言い残して職
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場を去っていった仲間もいた。
では，番組制作者たちはどのようにして「一

種の虚業意識 4）」を封じ込め仕事に没頭してい
るのか。梅棹は「けっきょく，なににいきがい
をもとめて，あれほどのエネルギーを注入する
のかといえば，番組の商業的効果ではなくて，
その番組の文化的効果に対する確信みたいな
ものがあるから」だとし，次のように言う。

そして，放送の「効果」が直接に検証できな
いという性質を，否定的にではなしに，積極
的に評価したときに，放送人は誕生したので
ある 5）。

さて，奥屋熊郎が自らを「生まれながらの放
送人」と称したのは梅棹の論文が書かれた3
年後のことである。奥屋は梅棹論文を読んだ
うえで，自分が「放送人」であることを自覚し
たのだろうか。発表当時から話題になった論
文だから，その可能性は大いにある。梅棹の
定義する「放送人」とはまるで自分のことでは
ないか。

梅棹論文が書かれる26年前，1935（昭和
10）年，奥屋は『フォルテ』という大阪の音楽
雑誌に寄稿して以下のように記していた。あら
かじめ注釈しておくが，文中のフオイヤアマン
とはエマヌエル・フォイアマン，現ウクライナ出
身の伝説的チェリストである。日本放送協会は
その来日公演を中継放送していた。

大阪の多数好楽家は，この偉大なるフオイ
ヤアマンの存在をラヂオの媒介によって正し
く認識し大阪に於ける演奏会を聴くべく殺到
したのです。ラヂオのプロパガンダ性が，こ
うして大衆の芸術教養に大きな影響を与え

るに至った事実は，この仕事に関与する私と
して愉快に堪えないことである（後略）6）。

ここで奥屋が語っているのは，梅棹の言う
放送の「文化的効果に対する確信」にほかなら
ない。「放送業績要覧」にはこう書かれている。

奥屋は誰よりもベートーヴェンを尊敬し，ま
た愛した。そしてはじめてラジオという拡散
機関に携わることになったのを機縁として，
ベートーヴェンをすこしでも博

ひろ

く普
あまね

く世に紹介
し，その音楽の法悦に浸透せしめたいと痛
感した 7）。

放送は船や自動車，野菜や魚のような「もの」
ではない。ベートーヴェンの音楽を中継してい
る一定の時間が過ぎればあとには何も残らな
い。そんな曖昧なものの「文化的効果」を奥屋
は確信し情熱を傾けた。むろんクラシック音楽
に限ったことではなく，奥屋が開発したどの番
組についてもそれは同じだ。そういう奥屋が梅
棹の論文を読んで，自分こそは「生まれながら
の放送人」だと考えても不思議ではないし，奥
屋の実績を知れば誰もが納得するのではない
だろうか。

だが実は，奥屋は梅棹が定義する「放送人」
ではあり得ない。梅棹論文はそもそも次の断
言から書き起こされるのだから。

放送人というのは，戦後に発生したあたらし
い職業集団である。戦前には，こういうもの
はなかった 8）。

もちろん梅棹は戦前・戦中にもラジオ放送が
あったことを承知のうえでこう書いている。で
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はなぜ，当時の日本放送協会で働いていた人々
を「放送人」とは言わないのか，梅棹が挙げ
る理由は2つある。1つはその数が少なく「ひ
とつの職業集団を形成するほどの勢力ではな
かった」ことである。大きな職業集団になるた
めには，戦後の民間放送の誕生を待たなけれ
ばならなかった。もう1つの理由（こちらのほ
うが本質的なのだが）は「戦前のNHKの職員
は，いわば，現業官庁あるいは外局勤務の公
務員という感じであった」からだ。梅棹の目に
は，戦前の日本放送協会職員は政府の代弁者
としてルーチンをこなすだけの存在にしか映ら
ず，それは「一回こっきり」の番組のために昼
夜を分かたず働き続ける不思議な存在＝「放送
人」のイメージとはほど遠いものだった。彼ら
にとって大事なことは自分たちの仕事の「文化
的効果」などではなく，政府・軍の意向に沿っ
た上意下達システムに自らを同化することでし
かなかった。

だが奥屋には「外局勤務の公務員」9）として
放送の仕事に携わっていたという意識はなかっ
ただろう。もし奥屋が梅棹の論文を読んだうえ
で自分を「生まれながらの放送人」と位置づけ
たのだとすれば，そこには梅棹に対するある
種の異議申し立てが含まれていたのかもしれな
い。「放送人」は戦前からいた。自分は戦前・
戦中を通じて「文化的効果に対する確信」のも
とに放送事業に情熱を注いだ「放送人」なの
だ。

筆者が奥屋熊郎という人物に最初に興味を
抱いたのは，本シリーズ第3回で日本放送協会
が逓信省のコントロール下，軍・政府の傀儡に
堕してゆくプロセスを描いたときである。満州
事変勃発の翌年1932年，「戦争が始まって以
来のラヂオの御用ぶり10）」を批判する知識人た

ちに応答して奥屋は次のように書いていた。

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。（中略）なぜならば制限は制限として，
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11）。

日本放送協会がそれこそ逓信省の外局のよ
うな存在になってゆくことに抗い，「放送局の
編成自治」を訴える奥屋の文章に，筆者は“こ
ういう人物もいたのだ”と瞠目したのである。
同じ文章の中で奥屋は，どんなジャンルの番
組であっても，よりよいものにするために研究
すべきことが山ほどあるのであり，それを怠っ
てはならないとしてこう記している。「そこに初
めて完全な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12）」。

ラジオが戦時一色に染まってゆく中で，奥
屋は「文化使徒としてのラヂオ」の重要性を説
き，その役割を果たすためにはたゆまぬ研究
が必要であると訴えていた。こういう人間には
やはり「放送人」という呼称がふさわしいので
はないだろうか。

もう1つの「放送人」

奥屋熊郎について語ろうとするとき，筆者が
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「放送人」という言葉にこだわるのには理由が
ある。奥屋は梅棹が定義するような「放送人」
であったと同時に，それとは別のもう1つの「放
送人」でもあったからだ。奥屋は対極的な2つ
の「放送人」を体現した人物なのである。

もう1つの「放送人」とは何者か。
実は定説とは違い，「放送人」という言葉が

使われたのは梅棹論文が最初ではない。日本
放送協会は戦前・戦中を通じて『調査時報』

『放送』『放送研究』と名称を変えながら放送
研究誌を発行してきたが，1943 年12月号を最
後に『放送研究』は廃刊となる。紙不足が原
因だった。しかし，1年間のブランクをおいて
1944 年12月，本格的な本土空襲の危機が迫
る中で放送研究誌は復活する。そのときの誌
名こそが『放送人』だった。編集後記によれ
ば，先行誌を「純職域雑誌」に転換して再出
発を期したものである。それまでの『放送研
究』には日本放送協会職員以外にも外部の識
者や逓信省の役人が寄稿することがあったが，

『放送人』は協会職員による原稿だけで編集さ
れていた。「職員研磨の庭として発刊されるに
至った 13）」のである。『放送人』は結局，創刊
号限りで終わったのだが，その誌上で日本放
送協会職員は何を語っていたのか。

新人女性アナウンサーは「国家とともに―
そういう歓びが溢れて本当に生きがいを感じて
おります。（中略）大東亜戦争下，総力戦の一
翼を担う宣伝戦に女子も多数参加出来ます事
をこの上もなく喜ばしく存じます 14）」と記してい
た。

1944 年10月の那覇大空襲を経験した沖縄
放送局の職員は，300人以上が死亡した市民
の被害 15）には一切触れずに，沖縄放送局が

「元気一杯で放送報国に挺身している16）」と報

告している。タイトルは「空襲何ぞ恐るべき」
だった。

また技術系の若手職員は「平和の時代にお
定まりの公式ばかりを使い慣れてきた経験者は
ともすれば理屈通りの結果を見通して，必勝の
信念を鈍らしたりするが，ただ勝つ事のみを信
じて，ひた向きに突き進む青年がしばしば公式
に無い勝運を摑むのが戦争であろう17）」と述べ
ていた。

梅棹は，たとえ1回きりの放送で消えてしま
うとしても「番組の文化的効果に対する確信」
を持ち，惜しみなくエネルギーを注ぐことがで
きる人間を「放送人」と定義したが，1944年の

「放送人」とはラジオが戦争遂行のために必要
不可欠なものであることを確信し，その業務に
全力を傾注する人間を指していた。それは梅
棹の言う「外局勤務の公務員」のような受け身
の人間とは違う。彼らは「放送報国」を生きが
いとし，戦争協力のためにはどうすればよいの
か，新人アナウンサーとして，空襲下の沖縄放
送局職員として，また若き技術職員として考え，
主体的に行動していたのである。

無論，そういう「放送人」は1944年の12月
に突如生まれたわけではない。1938年の『ラ
ヂオ年鑑』は，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18）」
と宣言していた。満州事変から日中戦争を経
て太平洋戦争に至る戦争の時代，日本放送協
会職員は，戦争遂行のために全力を注ぐ「放
送人」へと“成長”していったのである。

奥屋もその例外ではない。文化の担い手で
ある「放送人」として出発した奥屋もまた，日
中戦争の勃発以後は，戦争遂行の旗振り役と
しての「放送人」であることを免れなかった。
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奥屋が対極的な2つの「放送人」を体現した人
物であるというのはそのことである。だが，そ
もそも2つの「放送人」を隔てる壁とは何なの
か。それともそんな壁はないのだろうか。

奥屋はラジオ放送のほとんどあらゆるジャン
ルで横断的に活動したが，その仕事の中心は
やはり慰安放送だった。当時，放送は報道，
教養，慰安の3本柱で成り立っているとされて
いたが，慰安放送は現在の言い方では娯楽番
組にあたる。本稿は類いまれな構想力と実行
力を兼ね備えたプロデューサー・奥屋熊郎の
半生を，戦時下慰安放送の歴史とともに描く試
みである。

2. 奥屋熊郎の出発

故郷を出る

「放送業績要覧」に付された手書きメモによ
れば，奥屋熊郎は1894（明治27）年，三重県
阿
あ

山
やま

郡新
に い

居村字東村，現在の伊賀市東高倉に
生まれた。尋常小学校を卒業後，三重県立第
三中学校（現・三重県立上野高校）に入学する
が，1909（明治42）年，3年次に中退している。
奥屋の生い立ちについて「放送業績要覧」から
わかることはこれだけだ。

NHK大阪放送局・七十年史編集委員会編
『NHK大阪放送局七十年 こちらJOBK』（1995
年）の執筆者の1人で，「名プランナー奥屋熊
郎」の項を担当した元NHK記者・大塚融

とおる

の取
材ノートには，関西在住の奥屋の甥から聞き
取った話（奥屋熊郎には子どもはいなかった）
として，奥屋の生家が破産し，一家で神戸に
出たことが記されている。生家は何を生業とし
ていたのか，なぜ神戸に出たのか，改めて甥

に取材しようとしたが，電話は通じず，大塚が
取材した当時の住所を訪ねてみても周辺は新
興住宅地に様変わりしており，甥やその子息の
消息をつかむことはできなかった。

奥屋の故郷，伊賀市東高倉は，伊賀上野城
がある街の中心部の北北東に広がる農村地帯
である。筆者が訪ねた5月末，田には青 と々し
た苗が風にそよいでいたが，シロツメクサが茂
る休耕田も目立った。所々に「守ろうみんなで
この農地」と書かれた幟

のぼり

がはためいていた。
奥屋の部下だった男が，奥屋について「伊賀

の上野では，もう，立志伝中の人ですよ19）」と
語っているので，何軒か古そうな門構えの家に
飛び込み，奥屋の名前を出してみたが，その
名を知る人はいなかった。日本の放送の基礎
を築いた1人と言っても過言ではない奥屋熊郎
について，その出身地に伝わる人となりを知り
たいと考えたのだが当ては外れた。東高倉の
詳細な住宅地図で奥屋姓の家を1軒だけ見つ
けることができたが，その家を取材しても，60
代の女性から「そういえば幼いころ祖母から，
熊郎さんという人はNHKの偉い人だったと聞
いたことがある」という証言を得るのが精一杯
だった。女性の祖母と熊郎はいとこ同士だった
らしい。

伊賀を訪ねたわずかな収穫は，市が保管す
る学齢簿で奥屋の出生を確認できたことだ。

同資料によれば奥屋のもともとの名は熊郎で
はなく熊次郎だった。明治時代，改名は珍し
いことではなかったから，どこかの時点で奥屋
は自分の名前から「次」を外し，「郎」を「オ」
と発音することにしたのだろう，「クマジロウ」
は「クマオ」になった。

もうひとつ，学齢簿からは奥屋の父・拓次の
職業が農業だったこともわかった。大塚の取材
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ノートとつき合わせてやっと浮かび上がる事実
は，奥屋家は農業を営んでいたが，何らかの
事情で破産に至り，一家で村を出て神戸に向
かったということだ。熊郎は中学校を中退しな
ければならなかった。

上野高校には奥屋が通学した当時の校舎
（三重県指定文化財）が残っており，今も新聞
部やマンドリン部など，文化系サークルの部室
として使われている。教室の1つは，奥屋が中
退した2年後に入学した，のちの作家・横光
利一の関連資料の展示室になっていて，横光
の中学時代の絵入りの日記や学友との集合写
真などが展示されている。資料からは明治の
中学生たちの自負と活力が伝わってくるようだ
が，奥屋もそういう1人として青春を謳歌して
いたに違いない。

上野高校に，かつて奥屋が在籍したことを
示す記錄は何もなかった。卒業者の名簿は永
久保存の対象だが，中退者はその限りではない
ということだった。家の破産と中学校中退は，
奥屋の心性に深い陰影を刻んだことだろう。

新聞記者になる

奥屋の人物像がおぼろげながら浮かび上
がってくるのは，神戸に出てきてからのことで
ある。その像は生家の破産，中学校中退とい
う負のイメージからは遠い。奥屋は，やがて
新聞記者として頭角を現すことになるのだが，
次に引用する文章は，新聞記者になる前のこ
とを新聞記者になってからの奥屋が書いたも
のだ。掲載誌は神戸の地域文化雑誌『おほぞ
ら』。そこで奥屋は，神戸在住の詩人，富田
砕
さい

花
か

を論じているのだが，中に次のようなくだ
りがある。
「晶子や牧水や夕暮の歌が私達のグループ

で愛誦されていた時分，富田さんの歌集『悲
しき愛』一巻が大正初期の歌壇に投げ出され
たものだ。多感な一少年としての私は，訳も
なく何物かに訴えたいような心持ちを，はじめ
てこの人によって歌って貰ったような気がして，
一遍に富田さんが好きになってしまったのだっ
た 20）」

ここからわかるのは，大正初期の「多感な
一少年」，すなわち中学を中退してまもないま
だ10 代（20歳を過ぎて少年とは言わないだろ
う）の奥屋が，すでに短歌結社に入り活動して
いたこと，そしておそらくは奥屋が恋に落ちて
いたことである。奥屋が「何物かに訴えたいよ
うな心持ち」を代わりに歌ってくれたように感
じたという富田砕花の『悲しき愛』21）から2首，
引こう。

父母をすててのがれて来る君のある心地する
夜の野分かぜ

君の君がためにおとせし涙こそ
いとしかりけれかなしとおもへど

日本放送協会大阪中央放送局で奥屋の部
下だった堀江史郎に次の証言がある。
「（奥屋は）歌を通じてね，いろんな人と知り

合ったんですよ。奥さんも歌のほうの知り合い。
まあ，そういう学歴のない人だから，もう奥さ
んの方は神戸の素封家でね，米問屋で。いろ
いろ反対があったりなんかしたんですけど 22）」

家が破産したために中学校を中退して神戸
に出てきた奥屋と，神戸の米問屋の娘は，短
歌結社で出会い，与謝野晶子や若山牧水を
語り合うようになった。そして互いに引かれ合
うようになった2人は周囲の反対を押し切って
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結ばれたのである。奥屋の妻・庸子の実家の
末裔を探し出すことはできなかったが，その人
物像は彼女自身が雑誌『婦人倶楽部』に寄せ
た文章からうかがい知ることができる。「吾等
女性は何を一番痛切に要求するか」というアン
ケートに答え，「歌人 奥屋庸子」は「女性を家
庭の日用品と考える見方と，女性を男性の付属
物であると信ずる思想を，実際上の社会律か
ら抹殺していただきたい 23）」と記している。

神戸に出てきてからの奥屋家の生業は不明
だが，庸子の実家である米問屋との格差は小
さくはなかっただろう。だが，熊郎と庸子，若
い2人は古い因習を蹴散らすようにして結婚し
た。さしずめ，ハッピーエンドの神戸版「ロミオ
とジュリエット」といったところか。こういう経
験が，のちの名プロデューサー・奥屋熊郎の
素地にはあった。

さて，堀江の言う奥屋が歌を通じて知り合っ
た「いろんな人」の中には新聞関係者もいたの
かもしれない。奥屋は1914 年，本郷直彦とい
う人物が創刊した第二次「神戸新報」に入社，
そこで記者修業を積んだ 24）。奥屋を育てた本
郷は『新聞記者生活』という本を著している
が，記者という仕事について次のように記して
いる。「弱者を扶

たす

け強者の横暴を抑制するとい
う精神は社会の秩序を無形に保持するという
立場から最も痛切にその必要を認めるのであ
る25）」。

ジャーナリストとして社会への一歩を踏み出
した奥屋は，よき師を持ったと言うべきだろう。
しかし，「神戸新報」は長く続かず，1916年に
廃刊，翌17年，奥屋は「神戸又

ゆうしん

新日報」に移っ
た 26）。気骨のある新聞で，例えば日本の経済
界，労働界を揺るがせた神戸川崎造船所のサ
ボタージュ問題（1919年）では，「待遇改善と

サボ戦術で，人間として，その生活を営み得
る，当然の要求をしたことは，彼らの自覚の進
歩である27）」と労働者側を評価していた。この
ような新聞社の中で，奥屋は社会部記者として
本領を発揮，「事件記事のほか，スポーツ記事
や文芸記事まで手がけ」る「ピカ一」の存在と
なってゆく28）。

だが，奥屋を新聞記者として一から育ててき
た本郷には，その資質がよく見えていたのだろ
う，成長した愛弟子を「観察も鋭く筆もよく伸
びる」として「天才的傾向の良記者」であると
しながら，同時に次のようにも指摘していた。
「ただ天才的の文筆の人によくある所謂セン

チメンタールな所があり感情に強いという風も
ある，とにかく社会部長候補たるべき一員で
あるが本人は自分の性格から考えてヂャナリス
トの生活に厭気がさして他の方面に脱

のが

れようと
している風も見える29）」

奥屋は，昼夜を分かたず事件を追いスクー
プを連発するようなタイプの記者ではなく，ど
ちらかといえば「軟文を得意」としていた 30）。そ 
して新聞記者としての仕事の傍ら，神戸で文
化雑誌『ミナト芸術』を創刊（1917年），同誌
は『詩と音楽と美術』『おほぞら』と改題されな
がら神戸の文化活動の一翼を担った 31）。本郷
の言う「他の方面」とは，奥屋のこうした活動
を指してのことだったろう。奥屋の文学・音楽・
美術への幅広い関心は新聞紙上には収まりき
らなかった。そういう奥屋の気質を，筋金入り
の新聞人である本郷直彦は「センチメンタール
な所があ」ると評し，「ヂャナリストの生活に厭
気がさして」いると観察していたのである。

奥屋は，大正時代の言論弾圧事件，白
はっこう

虹
事件（1918 年）で大阪朝日新聞を引責辞任し
た鳥居素

そ

川
せん

が主筆を務める『大正日日新聞』
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（1919 年創刊）に引き抜かれるが，この新聞が
わずか8か月で廃刊になると，次の新聞を探す
ことはなかった。奥屋の回想によれば「考える
ところがあって，新聞記者の足を洗った 32）」の
である。その後，『大正日日新聞』で机を並べ
た河

か わ

東
ひがし

碧
へ き

梧
ご

桐
と う

から東京の『中央新聞』社会部
長を打診されたときも，「どうしてももういちど
新聞へは戻るまいと決意していたので 33）」断っ
た。

足かけ6 年の新聞記者生活に終止符を打っ
た奥屋は，芸術・文化活動に専心する。先述
した文化雑誌のうち，今回の取材で現存を確
認できたのは『おほぞら』の創刊号（1924 年）
だけだったが，その目次を見ると，詩や短歌，
評論，エッセーが並び，総合的なクオリティー
マガジンを目指していたことがわかる。奥屋は
先に引用した富田砕花論を寄せていたが，次
号のために，「ピカソの芸術境」という評論を
準備していた 34）。新聞記者をやめた奥屋は，
水を得た魚のように詩を語り，音楽を論じ，美
術を批評していた。

だが，改題を重ねながら奥屋らが目指して
きた総合芸術雑誌は次第に先細りとなり消え
てゆく。『神戸市史』は「永続する地盤が当時
の神戸にはなかった 35）」と記している。『おほ
ぞら』の廃刊がいつのことなのか，正確には
わからないが，その存続が危ぶまれていたこ
ろ，大阪ではラジオ局設立の動きが加速して
いた。社団法人大阪放送局が設立されたのは
1925 年2月のことである。奥屋の活動の舞台
は，活字の世界から放送の世界に移ってゆく
ことになる。

ラジオ局へ入る

1926（大正15）年1月，奥屋熊郎は社団法

人大阪放送局に入局した。新聞記者として，
また神戸の文化活動の担い手として築いた人
脈があってのことだったろう。奥屋は31歳に
なっていた。

配属先は計画部，放送全般についての研究
をする仕事から始めたが，ほどなくして編成部
に移り，番組制作に携わるようになる。番組制
作とはいっても，ドラマやバラエティーなど確
立されたジャンルがあるわけでもなく，奥屋い
わく「ただ電波が出るということの不思議さ36）」
と格闘するような日々だった。それもそのはず
である。日本のラジオ放送が東京で産声を上
げたのは，1925年3月，奥屋が大阪放送局に
入局するわずか10か月前のことだった。

大阪放送局時代は何もかもが手探り状態
だったが，それでも（それだけに）奥屋にとっ
ては黄金の日々だった。「ある意味において
は，NHK37）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 38）」と奥屋は語っている。

1926年8月，すなわち奥屋が大阪放送局に
入局して7か月後，東京，名古屋，大阪の各
放送局は逓信省によって日本放送協会に統合
された。そして本部が置かれた東京は「やはり
一つのリーダーシップを握るという立場もあっ
て，一つの征服感を持った 39）」と奥屋は言う。
そのとき奥屋が感じた「非常なさびしさ 40）」に
ついては本シリーズ第3回に引用したのでここ
では繰り返さない。その先を引こう。

そこでどうしても，豊富な放送のマテリアル
を持つところの東京に対しては，やはり別の
立場から，編成上の苦心，一つの企画性を
もつというようなこと，それとタレントの起用
の面においての苦心というものに特に力を入
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れなきゃならなかった。そこが BKの一番の
狙いになったところで，それなしにはAKと
闘い得るわけはないと41）。

奥屋熊郎の闘いは，東京（コールサイン
JOAK）と大阪（コールサインJOBK）との闘い

（全国放送枠の取り合い）として始まった。そし
てBKがAKと闘うための唯一の武器はただ1
つ，企画力だった。

『物語』の誕生

奥屋が生み出した番組を見てゆく前に，1つ，
奥屋の人となりを伝える証言を披露しよう。か
つてBK文芸課で奥屋の部下だった堀江史郎
が，NHK放送文化研究所が1972年に行った
座談会「ラジオ放送史に占める奥屋氏の役割
とBKの活躍」で語ったものだ。

ある日，堀江は東京から呼んだ売り出し中の
女優が昼前に大阪に着いたので，彼女を昼食
に誘って局に戻った。それを知った奥屋は「ど
こに行っていた？」と堀江をとがめてこう言った
という。「生意気だ。そういうことをするために
お前を文芸部に入れたんじゃない。そういう女
性と付き合うのは不良のすることだ。そんなこ
とは俺がするんだ42）」。

堀江は座談会でこの出来事を指して冗談8
分，本気2分程度で奥屋を責めているのだが，
奥屋のために書いておけば，彼は「不良」のよ
うに女優たちとつき合ったわけではない。AK
に伍してゆくためには東京在住の人気役者に
出演してもらわなければならず，そのために奥
屋は彼ら彼女らと親しくつき合い，BKの企画
の魅力を訴えたのである。

実際，奥屋は多くの女優たちから大きな信頼
を寄せられていた。1938年，演出家・杉本良

吉とともにソ連に亡命した岡田嘉子もその1人
である。奥屋が世を去って8年が過ぎた1972
年に34年ぶりの里帰りを果たした岡田は，奥
屋について「実力以上に私をみとめ，新しい可
能性を開かせようと，放送部門で，さまざまの
試みをさせて下さった方です。放送文化そのも
のがまだ未知の時代でした43）」と語り，再会を
果たせなかったことを悔いている。

奥屋と岡田が組んだラジオの最初の大きな
仕事は1926 年の暮れに放送された「椿姫物
語」である 44）。実はこのとき，すでに岡田は映
画「椿姫」（村田実監督）の主役に抜擢される
ことが決まっていた 45）。パリを舞台に1人の高
級娼婦の悲恋と死を描いた小デュマの小説を
翻案した映画だった。奥屋の「放送業績要覧」
によればラジオ番組「椿姫物語」は，映画の
クランクインに先立ち，岡田が自作自演で「椿
姫」のラジオ版を演

や

ってみたいと持ちかけたこ
とに始まる。奥屋は岡田の話に心を動かされ
た。岡田の提案は「ラジオ娯楽の独自性とい
うもの 46）」を切り開くと思われたからだ。講談，
浪花節，落語など既存の大衆芸能を媒介する
ことだけがラジオの機能ではないはずだ，そ
う考えていた矢先のことだった。奥屋はこう書
いている。

そのような時期に嘉子は，自作のオリジナル・
シナリオによって，映画を離れての一つの物
語りを自演したいと申し出たのである。そこ
で彼（奥屋のこと：引用者）はこの種目を何と
すべきかについて二日間考え続けた。そして
思案の末，寧ろ種目名をことさらに示さない
ことにし，題名をそのまま種目名に共通せし
め，「椿姫物語」として放送するに至った47）。
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奥屋によれば，これがのちに『物語』として
確立する新しい放送種目が生まれた瞬間だっ
た。奥屋は『物語』について「『話しかける小
説』というほかに多く説明するを要しない 48）」
としている。「椿姫物語」の台本は遺っていな
いが，のちの『物語』の台本を見ると，その多
くが独白というスタイルをとっていることから類
推して，岡田はこのとき，娼婦になりきって引
き裂かれた純愛を切 と々独白したのかもしれな
い。それはラジオの特性を生かした新しい表
現に違いなかった。聴取者が何万人いようと
も，独白者は彼らに向かって大声で演説する
のではない。マイクの向こうの1人1人の耳元に
語りかけるのだ。
「電波が出るということの不思議さ」は新し

いメディアの可能性そのものだった。

野球中継とラジオ体操

ラジオには何ができるのか，奥屋は前人未
踏の地に一歩一歩，足跡を刻んでいった。野
球中継やラジオ体操の創設も奥屋の（少なく
とも奥屋が中心的に関わった）初期の仕事で
ある。

日本の野球中継は，1927（昭和2）年 8月13
日，全国中等学校優勝野球大会（現在の高校
野球）をBKが甲子園球場から中継したことに
始まる。AKが一高と三高の試合を神宮から
中継したのが同じ月の24日だったから，BKが
11日だけ早かった。大阪朝日新聞は日本初の
野球中継の様子をありありと伝えているが，そ
こに奥屋の名が見える。
「魚谷アナウンサーは実戦をヂッと見つめな

がら「いまピッチャーがボールを投げます。ソ
ラ投げました，バッターが打ちました，アッ大
飛球です。中堅が走ります，受けました受けま

した」と夢中にしゃべり続ける，観衆の大歓呼
があがる，拍手が起こる，ネット裏の現場で
は広江常務が総監督としてつきっきり，奥屋編
成係長は上本町放送所との連絡電話につめき
る（後略）49）」

日本初の野球中継の現場の熱気，そして奥
屋の奮闘が目に浮かぶようだ。奥屋はこの中
継の実現のために，大会主催者の朝日新聞社
との交渉，技術陣との打ち合わせに奔走して
きた。大会期間中はスタッフとともに球場近く
の一軒家に合宿し，開会式中継の原稿も自ら
書いた 50）。「放送業績要覧」には「草分け時代
のJOBKに立て籠もって，専らラジオ番組の健
全化と明朗化に大半の力を注いでいた奥屋熊
郎は，率先して野球放送を実施したいと切望
した 51）」のだと記している。そして「今日の盛
大を為した野球放送に，こうして光輝ある先鞭
の栄誉を担ったBKならびにその中心的人物
奥屋の功績を弥

いや

が上にも高く評価されてよかろ
う」とまで自ら書くのはご愛敬として，功績の
大きさは事実だろう。

日本初の野球中継を敢行した翌年（1928 年）
には，奥屋は『ラヂオ体操』を放送している。
現在の『ラジオ体操』は，1928 年11月1日に
AKが放送したものがルーツとされるのが一般
的だが，実はそれに先駆けて同じ年の8月1日
から1か月間にわたりBKが放送している。野
球中継と同様にラジオ体操でもBKがAKにわ
ずかながら先んじていた。「放送業績要覧」に
よれば，『ラヂオ体操』のねらいは「定時早起
の奨励，規律ある運動の慣習をつけること」と

「心身を爽快にし今日の活動に備えること」の2
つだった。『ラヂオ体操』が始まる直前，朝6
時には晴 と々した『JOBKコールサイン・ラッパ
譜』を放送した。「ベートーヴェンのコルネット



13NOVEMBER 2019

独奏曲」をヒントに編曲したのだという52）。
放送という仕事の何もかもが奥屋には面白

かっただろう。こんなこともできる，あんなこと
もできるかもしれない。ラジオはドラえもんの
ポケットのようなものだったろうか。放送人・奥
屋熊郎はこんなふうに歩み始めた。

3. 奥屋熊郎の抵抗

重りとしての奥屋熊郎

ここまで新聞記者から放送の世界に身を投
じた奥屋熊郎の出発期を見てきたが，次には
奥屋が「放送人」として最も充実した業績を残
したBK文芸課長時代（1929 ～ 40年）につい
て見てゆくことにしよう。といっても筆者は「放
送業務要覧」にならって奥屋の業績を列記した
いのではない。以下，筆者の視点をあらかじめ
示しておこう。

奥屋は，「ラジオ番組の健全化と明朗化」の
ために野球中継を考えたのだと言う。また「規
律ある運動の慣習」をつくり「心身を爽快に」
するためにラジオ体操を考案したのだとも言う。
奥屋のこういう物言いに接するとき，私たちは
こんなふうに考えがちだ。
「健全」や「明朗」，「規律」だとか「心身の

爽快」，こんな言葉が並ぶとなんだかいやな感
じがする。ファシズムみたいだ。ラジオ体操も，
国民を一方向に束ねて戦時体制に動員するうえ
でひと役買ったのではなかったのか。

実際，1943年，日本放送協会がラジオ体操
の指導者用に発行したパンフレットには次のよ
うに記されている。　

一切を国に捧げつくし欣然として国に殉ずる
の秋である。強健なる体軀，強力なる戦意，

これこそ国防に増産に此の世紀の決戦を勝
ち抜く唯一の武器，第二の戦力なのである。
ラヂオ体操は全国津々浦々一億国民を一斉
に健康報国に動員して，決戦完勝に進軍せ
しめる一大国民運動である 53）。

健康報国 ! これこそが戦時下のラジオ体操
の意義だった。

でも，1928年に奥屋がラジオ体操を発案し
たとき，それが戦争遂行の役に立つなどという
考えはみじんもなかったはずだ。「放送プログ
ラム編成者の悩み」という文章で，奥屋が軍・
政府の意を汲んで戦争協力にひた走る日本放
送協会の姿勢を暗に批判したのは，満州事変
勃発の翌年，1932年のことである。1928年の
奥屋が“戦力の基礎”としてラジオ体操を発想
することはあり得ない。

メディア文化を研究してきた社会学者・黒田
勇は，その著『ラジオ体操の誕生』で，ラジ
オ体操の誕生に関わった人々について「人々が
ラジオ体操に託したのは，個人個人の健康で
あり，また，新しい時代の家族の幸せであっ
た 54）」のであり，それは「近代なるものへの自
発的な努力であった 55）」と記しているが，奥屋
についても言えることだろう。

人々の「心身を爽快に」しようと奥屋が生み
出したラジオ体操は，長期戦を戦い抜くための
国民的イベントに変質してしまった。だが，そ
れは奥屋のせいではない。ラジオ体操をとりま
く世界が動いたのだ。

ラジオ体操に限ったことではない。奥屋が
開発した『国民歌謡』や『詩の朗読』もまたし
かり。梅棹忠夫が言うところの「文化的効果に
対する確信みたいなもの」に突き動かされて奥
屋はさまざまな番組を生み出したが，それらの
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番組はことごとく戦争にのみ込まれ，戦争に利
用されていったのである。

奥屋が被害者だというのではない。奥屋自
身も戦争という時代の中で変わった。慰安放
送を通じて戦争に加担した。だが，奥屋が変
わった幅は本シリーズ第4回で見た教養番組部
のインテリたちよりもずっと小さかったように筆
者の目には映る。

戦時下の講演放送を牽引した多
た だ ふ じ

田不二はも
ともとは反戦をうたう詩人だった。学校放送
の父とも呼ばれる西本三

み と じ

十二は，日本放送協
会に入局する前には，ラジオで非戦を訴えよう
として逓信当局によって中止させられたことも
あった。だがそういう2人は，やがて国民を
戦争に動員する役割を中心的に担うようになっ
ていった。

多田や西本とは違い，奥屋が反戦や非戦を
積極的に訴えたことはない。後述するが，奥
屋はもともと“普通の愛国者”であったし，一
方でファナティックな国粋主義・軍国主義には
背を向けた。あらかじめ書いておけば，ラジ
オが国民に“決戦の覚悟”を呼びかけていた
1943 年7月には日本放送協会大阪中央放送局
放送部長の地位を棄

す

てて協会を去っている。
ある意味，奥屋は重く，動きにくい。

戦時ラジオ放送の海に，奥屋熊郎という重
りをつけた糸を垂らす。重りは海底をズリズ
リと動きはするが，その動きは緩慢で幅は小
さい。糸は時代の潮流によってたわみ，その
たわみによって私たちは戦時下の慰安放送が
担った役割を可視化できるはずだ。

ケンカ師とベートーヴェン

さて，1929 年，奥屋は日本放送協会関西
支部放送部の文芸課長に就任，以後11年間

この役職 56）を務めることになる。関西圏のみ
ならず日本の放送，とりわけ慰安放送を牽引
した11年間だった。

そういう奥屋の名を全国に知らしめた最初
が1930 年12月の「春團治ラジオ出演事件」で
ある。ドラマ 57）のネタにもなった有名な事件で
はあるが，文芸課長というインテリ然とした肩
書きには収まらない奥屋の人となりをよく示し
ているのでやはり触れておこう。

落語家・桂春團治は上方落語随一の人気者
で吉本興行部（現・吉本興業）の看板芸人だっ
たが，吉本はラジオを寄席から客を奪う脅威
とみなし，所属芸人の出演を禁じていた。とこ
ろが借金で首の回らなくなっていた春團治はラ
ジオに出てもいいと漏らしており，それを聞き
つけた奥屋が春團治に破格の出演料を提示し
てマイクの前に座らせて「祝い酒」を語らせた
のである。吉本を怒らせたのは奥屋の強引な
やり方だった。奥屋は春團治の出演を新聞に
発表しなかったうえ，大阪ではなく，京都のス
タジオから放送したのである。その間，奥屋
自身は東京に出張していた。すべては吉本の
監視の目をくぐり抜けるためだった 58）。

東京から大阪に戻った奥屋は，吉本側の怒
りが尋常ではないことを知る。危害を加えら
れることを恐れて通勤時には2人の護衛がつ
けられたが，ある日，局に着くと吉本の番頭
が待ち受けていた。そのときのやりとりを奥屋
は鮮明に覚えていて後年の聞き取り59）で語っ
ている。

「かりにもこの道で立つ吉本です。吉本がこ
のまま引っ込むと思いますか」

「そいつはわからんが，こんなことにこだわる
ことはないでしょう。釈然としてもらいたい」
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「そういうことができるか，できないか，考え
てごらんなさい。吉本が吉本の力をどういう
形かで示すということだけは承知してもらわ
んといかん。それだけのことを申し上げたい」

奥屋は「すごい形で別れた」と語っている。
このあと，吉本と奥屋の間でどんな交渉が

あったのか詳細は不明だが，結局，奥屋は当
の番頭と「非常に親しくな」ったばかりか，吉
本の女主，吉本せいにも気に入られ，吉本入
りを請われたという。奥屋の答えは「放送協会
でもう一仕事せんと気がすまんからその時まで
待って欲しい 60）」というものだった。

落語だけではない。当時，ラジオで圧倒的
な人気を誇っていた浪花節の世界とも奥屋は
ひと悶着起こしている。大阪の浪花節を牛耳っ
ていた「親友派」の幹部が，出演者の選定に
まで口を挟んでくることに反発した奥屋は，一
時期，「親友派」に所属する演者をラジオから
閉め出したのである。「放送の番組というもの
は，そういうはたの力によって左右されること
は絶対したくな 61）」かったからであり，放送の
ためには自分はすすんで「ケンカ師」にもなっ
たと奥屋は語っている。奥屋が放送局の編成
自治を訴えた「放送プログラム編成者の悩み」
を思い出そう。放送を左右しようとする「はた
の力」は，大衆芸能をとりしきる勢力であるこ
ともあれば，放送局の監督官庁であることも
あった。

そういう奥屋の「ケンカ師」ぶりは部下たち
にも鮮烈な印象を残した。奥屋のもとで音楽
番組を担当後，AK（東京）に移った荒牧亀
太郎は「AKは，お公卿さんの雰囲気で，奥
屋のBKとのちがいに驚いた 62）」と語っている。
BK文芸課は，さしずめBK奥屋軍団といった

ところだった。
奥屋軍団の1人である堀江史郎は，奥屋の

姿勢の根幹は「聴取者に対するサービス精神」
であり，聴取者に喜んでもらうためには，あら
ゆる努力を惜しまなかったと言う63）。「春團治
ラジオ出演事件」も，浪花節「親友派」との対
立も，聴取者大衆のためだった。

だが，奥屋は大衆受けだけを考えていたの
ではない。「春團治ラジオ出演事件」を引き起
こした同じ年，1930年3月から翌31年3月にか
けて，奥屋はベートーヴェンのピアノ・ソナタ全
32作品を年代順に大阪から全国中継している。
「ベートーヴェンのピアノ・ソナタほど傑作に

満たされた作品はまたと他に見いだし難い」の
に，聴取者は「これに対する知識に浅く，鑑
賞力にも欠け（中略）史的考証力をさえも持ち
合わせていない傾き64）」があると考えたから
だった。およそ大衆受けをねらった企画ではな
く，有名な曲以外にはほとんど関心を持たれ
ない日本のクラシック音楽シーンへの挑戦であ
り，大衆を指導しようとする企画だった。

放送による大衆の指導，それこそは（やが
てその危険性に気づき放送局を去ることも含め
て）奥屋熊郎という放送人について考えるうえ
での最大のキーワードと言ってよい。

ではそもそも，奥屋にとって大衆とはどんな
存在だったのだろうか。

「ラヂオ大衆」の発見

1931年5月，日本放送協会関西支部（BK）
は管内およそ24万3,000人の聴取者を対象に
嗜好調査を開始，1年後にその成果を『ラヂオ
聴取者は何を好むか』というタイトルで刊行し
ている。逓信省が123万人の聴取者を対象に
実施した「全国ラヂオ調査」（この調査につい
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ては本シリーズ第3回で詳述した）に先駆ける
ことおよそ1年，日本の放送史上初の試みだっ
た。調査の主目的は受信契約を増やすことだっ
たから，関西支部常務理事・広江恭造が陣頭
指揮に立ち，「普及課が死に物狂いでこれに当
たった 65）」が，調査方法の策定，集計データ
の分析を中心的に担ったのは奥屋だった。

調査票には，およそ80 種の番組が挙げら
れており，家庭で普段聴いているもの（一般
嗜好）に○印をつける（複数可）のだが，○印
をつけたものの中で最も好む番組（特別嗜好）
に◎印を1つだけつけることになっていた。番
組が好まれる「広さ」とともに，「深さ」を知る
ためだった。「慰安」「報道」「子供の時間」「社
会教育」のジャンル別に集計した結果は「広さ」
においても「深さ」においても慰安放送が圧倒
的だった（表1）。その慰安放送の中で見ると，

全38 種目のうち，浪花節や落語の人気が「広
さ」「深さ」ともに1位，2位を占め，ピアノや
室内楽が最下位を争っていた（表2）。この結
果を奥屋はどう受け止めていたのだろうか。

調査の集計・分析を終えた奥屋は読売新聞
紙上に「BK嗜好調査の一報告書」を12回に
わたって連載しているが，その6回目で「民衆
娯楽そのものの興亡推移が何によって規定さ
れるか 66）」という問いを立ち上げ考察している。

琵琶語りや義太夫節。追分節や安来節。
それらは一世を風靡したかと思うと別のものに
取って代わられてきた。それは何に起因する
のか。奥屋の考えを今の言葉で言えば，それ
はメディアの力である。BK嗜好調査で圧倒
的な支持を集めた浪花節は，江戸の貧民窟で
始まった門

かど

付
づ

け芸，チョボクレを母胎に，芝
居や講談の台詞口調を取り入れて完成されて
いったものである 67）。それはヒラキと呼ばれる
盛り場の葦

よし

簀
ず

張りで興行され，やがて寄席に
進出してゆく。門付けやヒラキ，あるいは寄席
もひとつのメディアであり，どんな時代でも，
民衆娯楽の流行にはその時代のメディアが関
与していた。そしてラジオが登場すると，この
新興メディアは圧倒的な影響力を示すことにな
る。浪花節は昭和初期にラジオの全国中継に
のって一大ブームとなっていた。

奥屋は「ラヂオを媒体としての各種娯楽の一
般化がそれぞれの賞玩者範囲を拡大して」いる
のであり，例えば「浪花節の嗜好階級というも
のをラヂオは非常に増大した」のだと言う。奥
屋によれば，それは「ラヂオがラヂオ大衆を作
り出すということ68）」なのである。

大衆は浪花節が好きだから浪花節の放送を
聴くのではない。ラジオが放送するから浪花節
を好きになるのだ。こう言ってもいい。ラジオ

表1

表2

一般嗜好（広さ） 特別嗜好（深さ）

慰安 57.7％ 32.4％

報道 17.5％ 21.2％

子供の時間 13.1％ 14.9％

社会教育 11.5％ 12.3％

一般嗜好 特別嗜好

大阪落語 5.2％ （1位） 10.3％ （1位）

浪花節 5.2％ （1位） 8.4％ （2位）

喜劇 4.3％ （3位） 5.3％ （3位）

ピアノ 1.2％ （36 位） 0.7％ （36 位）

マンドリン 1.1％ （37位） 0.7％ （36 位）

室内楽 1.0％ （38位） 0.6％ （38位）

『ラヂオ聴取者は何を好むか』より作成

『ラヂオ聴取者は何を好むか』より作成
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を聴く大衆が先にあるのではない。ラジオが
大衆をつくるのだ。

でもそうだとしたら，どのように「ラジオ大
衆」をつくればいいのだろう。奥屋は次のよう
に主張している。

要するにラヂオ・プログラムの将来は，大衆
の総意を根拠として，常にそれと合流するこ
とを欲しつつも，場合によっては全然それと
対蹠的の立場に立つの余儀なきに至ること，
あたかも感情と理知の関係に於けるが如き
ものがあろうと思う69）。

嗜好調査の数字は尊重されなければならな
いが，同時にラジオが浪花節や落語ばかりに
なってはならない。もしそうすれば「ラヂオ大
衆」はいつまでも浪花節や落語しか聴かないだ
ろう。でもそれとは違う「ラヂオ大衆」をつくる
こともできる。ラジオは「時代文化の特質を容
易に変質させる力でさえある70）」と奥屋は言う
のだ。

BKがラジオ調査のあとに『ラヂオ聴取者は
何を好むか』という報告書を刊行したことは
先述したが，その中に「調査の結果を見て」と
いう章がある。著者の名は記されていないが，

「BK嗜好調査の一報告書」と内容・表現が細
部まで重なることから奥屋の筆によるものであ
ることは明らかである。ここで奥屋は，イギリ
スBBCの「公衆に供給するものは現に公衆が
その嗜好に適合せると思っているものより一歩
優良の度を進めたものとせよ」という編集方針
について「ラヂオの社会的使命を，大衆の満
足を買うことの外に，少数階級への呼びかけ
と大

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

衆に対する指導にもあることを宣明したも
の（傍点は引用者）」と賛意を示し，ラジオ調

査の集計データを次のように総括している。

我等はあるいは一種目に集中された膨大な
数字を見て，今更のようにラヂオの持つ大衆
性に目を睜

みは

り，あるいは少数階級に支持され
ている種目の中にもその濃度 71）の非常に高
いもののあることなどにも注意を払いつつ，
この少数がどんな動きを次の統計に現してゆ
くであろうかという，嗜好の変化に対しても
種々の推測を描いているのである72）。

1930 年3月から翌31年3月にかけて奥屋が
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全作品を年代
順に放送したことは先述したが，「少数階級に
支持されている種目」とは，例えばそういう番
組企画を指している。今は少数の聴取者にし
か聴かれないピアノ・ソナタも，放送し続ける
ことによってより多くの人々が聴くようになるか
もしれない。それが奥屋の言う「大衆に対す
る指導」だった。奥屋は「指導」によって変え
ることができる「ラヂオ大衆」を発見したので
ある。

2つの「指導」

奥屋はラジオの社会的使命を「大衆に対す
る指導」であると言う。こういう主張に接する
とき，筆者はある既視感を覚える。本シリー
ズ第3回で詳述したが，BKに遅れること1年，

「全国ラジオ調査」を行った逓信省電務局の田
村謙治郎はその目的を「指導精神の確立を教
える重要なる資料 73）」を得るためだとしていた。
そして日本放送協会第8回定時総会（1934年5
月）では次のように述べていた。

ラヂオは最早，世情の流れに引き摺られてプ
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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 74）。

かたや関西で，かたや全国で相前後してラ
ジオ調査を実施した奥屋と田村が，そこから導
き出すキーワードはともに大衆に対する「指導」
だった。無論，奥屋の言うラジオの「指導」性
と，田村が言う「指導精神」とは同じものでは
ない。田村にとってラジオの「指導精神」とは，
聴取者を政府・逓信省の方針に導くことにほか
ならなかったが，奥屋の「指導」は，大衆の
文化・芸術の水準を高めることだった。だが，
聴取者を「指導」の対象として見るという点で 
両者は一致しているのであり，2つの「指導」は
ファシズムの時代には容易に混じり合う性質の
ものではなかったか。ファシズムとは，元来，
文化政策を内包する政治システムである。

戦時ラジオ放送が果たした役割を知る現在
の視点に立てば，奥屋がラジオについて語った

「時代文化の特質を容易に変質させる力でさえ
ある」という言葉は，すでに危険なものを含ん
でいたと感じざるを得ない。それでも筆者はや
はり奥屋と田村の「指導」は（少なくとも2人が
相前後してラジオ調査を行っていた時点では）
違う，と考える。

満州事変が勃発したのは，奥屋がラジオ調
査を実施しその分析を行っている最中のこと
だった。その後のラジオは雪崩を打つように
軍・政府の宣伝機関と化してゆく。ニュース放
送しかり，講演放送しかり，そして慰安放送
もその例外ではなかった。事変勃発からおよ

そ2か月後の1931年11月29日，夜7時半から
『第一回在満同胞慰安の夕』と題する特集番
組がAKから放送されている。一種のバラエ
ティー番組なのだが，その内容は次のようなも
のだった。

・講談 「鐘崎三郎」
・琵琶 「満州事変」
・落語 「凱旋」

鐘崎三郎とは，日清戦争当時，中国・天津
で諜報活動に従事，偵察活動中に敵軍に捕ら
えられ処刑された「烈士」である。この夜，放
送された講談，琵琶，落語の内容はわからな
いが，満州事変の拡大に呼応して聴取者の中
国人に対する敵意を煽り，戦意を昂揚させよ
うとするものだったはずだ。大衆を戦争へ導く

「指導」は慰安放送の中でもすでに具現化され
ていたのである。

奥屋熊郎はそういう状況の中にあって，もう
1つの「指導」，大衆の文化・芸術の水準を高
めようとする「指導」を主張していた。ラジオ
の御用放送化に抗うように「放送プログラム編
成者の悩み」を『調査時報』に投稿し，ラジ
オは「文化使徒」なのであり「放送局の編成自
治」を守らなければならないと訴えていた。奥
屋にとって重要なことは，2つの「指導」をしっ
かりと区別することだったはずだ。

大きな声と小さな声

満州事変勃発後，ラジオが急激に戦時色を
強めてゆく中，奥屋は大阪から独自の番組を
発信し続ける。力を注いだ番組の1つが『物語』
だった。1926年の暮れに岡田嘉子の独演によ
る「椿姫物語」を企画・放送したことは既述し
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たが，これを1つの放送種目として発展させた
ものである。

1人の演者がマイクに向かって切 と々語りか
けるスタイルは幅広い聴取者の支持を集めた
が，中でも1933 年 8月21日から3 夜連続で放
送された物語「ひとりしづか」は，大評判とな
り放送史にその名を刻んでいる。一般公募し
た作品に奥屋自身が手を加え，演出したもの
だった。NHK放送博物館に遺る台本からス
トーリーを素描してみよう。

主人公は幼いころに両親と死別し，祖母と
叔母家族の愛情を一身に受けて育った秋田直
代という女性である。語り手と直代の関係は
明かされない。「その女性は私の一体何に当た
る人なのか，そんな事は実はどうでもいいので
す」と，これから語られる物語がもっと普遍的
な愛の物語であることがほのめかされる。

ある日，直代が祖母の部屋に飾るために庭
のチューリップを鉢植えにしようとしていたと
きのこと，叔母が袖まくりした直代の腕に薄紫
色の斑点があることに気づく。直代はなんでも
ないと言うのだが，叔母には不吉な予感があっ
た。医者に診せた結果，直代はハンセン病と
診断され，瀬戸内海の小島にある療養所に隔
離されることになる。それはこの時代，生涯
をそこで終えることを意味していた。

当初は自殺を考える直代だったが，島の人々
と接する中で少しずつ落ち着きを取り戻してゆ
く。人々はキリスト教に深く帰依し，互いに助
け合って生きていた。南麗子という新しい名前
を与えられた直代は，積極的に畑仕事や鶏の
世話を担う。直代は島の人々を愛し，人々も若
い直代を愛した。

そして「ただ明朗に，ただ坦 」々と4 年の月

日が過ぎたころのことである。顕著な病状が
現れないことをいぶかしく思った院長の勧めで
直代は一度家に戻され再検査を受けた。結果
は陰性だった。
「家中に急に明るい太陽の光が差し込んだ

ようで，とりわけ祖母の喜び方は大変なもの
でございました」

だが，直代には迷いがあった。島には自分
を必要としている人々がいるのだ。
「様々の記憶に彼女はもうたまらなくなりま

した」
そして親戚中が集まり祝宴が開かれた翌日，

直代は誰にも告げずに汽車に乗る。
直代が島に戻ってまた4 年が過ぎた。語り

手は「ひとりしづか」というタイトルの意味を明
かす。それは山かげにひっそりと咲く花の名で
ある。直代を思い出すとき，「ひとりしづか」の
静謐な美しさが目に浮かぶのだと語り終える。

現在の視点に立てば，このような「美談」が
ハンセン病に対するいわれなき偏見，差別と
表裏一体をなすものだったことは明らかだ。だ
が，今見るべきはそのことではなく，奥屋のい
わば小さな者への眼差しである。

同じころの優れた作品として奥屋が「放送
業績要覧」に挙げている物語「釣鐘草」（1932
年11月24日放送）は，父母と生き別れになり
親戚にあずけられた姉弟が懸命に生きてゆく
姿を描いたものだった。親戚の家の子どもた
ちのいじめに耐える弟は，物語の最後，師範
学校の寮で暮らすようになっていた姉の帰りを
待ち焦がれながら病気で死ぬ。語り手である
姉は，釣鐘草の小さな花が咲き乱れる墓の前
で慟哭しながら，弟を愛したように，教師と
なって生徒たちを愛してゆこうと決意する。
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こうしてあらすじにしてしまえば，あまりにた
わいもない。でも，当代一流の俳優（「ひとり
しづか」「釣鐘草」の語り手はともに夏川静江）
がディテール豊かに切 と々語るとき，聴取者は
ラジオがまるで自分ひとりのために語ってくれ
ていると感じたことだろう。重要なことは，満
州事変勃発後のナショナリズムの昂揚の中で，
奥屋が描こうとしたものが「国家」とか「大義」
という大きな声ではなく，「ひとりしづか」や「釣
鐘草」のように，目立たない所にひっそりと咲
く花にも似た小さな声であったことである。

同じころ，奥屋が『調査時報』に寄せた「投
書に頷く」75）という一文にも奥屋のそういう姿
勢がよく表れている。タイトルが示すとおり，
放送局に届く投書についての考察なのだが，

「毎日堆
うずたか 

く積まれる」投書の9割は“自分は浪
花節・落語・琵琶しか聴かない”という類いの
ものだという。奥屋はそういう投書については
とっくにわかっているから，「その要求に少し
の誤謬がないにしても，さして刺激されること
はない」と言う。では，どんな投書に刺激され

「頷く」のか。奥屋はいくつかの投書を紹介し
ているのだが，中から2つ例を挙げよう。

1つは，ある医学博士が駄菓子屋の菓子を
「まるで黴

ばいきん

菌の山だ」と指摘した『家庭講座』
に対する駄菓子屋の主人からの投書。
「黴菌の山だと言われる駄菓子を売っている

から言うのではないが，自分の子供は黴菌の
山を一日に二十から三十食う」と主人は始め
る。そして，子どもがかわいいことには貴賤貧
富の差はなく，誰だって子どもには黴菌のつい
ていない菓子を食べさせてやりたいが，それ
ができないから駄菓子を与えるのであり，だか
ら自分のような商売も成り立つのだと言う。さ
らには，黴菌のない五銭の菓子を与えられて

いる金持ちの子どもはいつも病気だ，薬だと
言っているが，黴菌の山を食う自分の子どもは
生まれてこの方，薬など飲んだことはない，「こ
れはいったいどういうわけか。博士先生に伺
いたい」と啖

たん

呵
か

を切るのだ。
奥屋は，駄菓子屋の言い分も決して「蒙昧

な繰り言とばかりは斥けられない」と考え，こ
う続ける。「人生は多岐です。複雑です。百人
の人は百の運命を担って漂っている，それが有
りの儘の社会相です」。

もう1つは，獄中にある犯罪者を主人公にし
たラジオドラマに寄せられた投書で，前科の
ある聴取者からのものだった。いわく「勧善懲
悪大いに結構ですが，願わくば昨日の罪人も
世の善人諸氏と共に人生をエンジョイすること
のできるようお願い申し上げます」。

奥屋は，この投書についても簡単な答えは
ない，と言う。「書いては消し，書いては消し
たい答案の一つとして，私も静かに考えたい」
と記している。

軍靴の響きが高まってゆく時代の中で，奥
屋の心をとらえたのは貧しい駄菓子屋や，社会
の冷たい眼差しに晒されて生きる前科者の声
だった。それは生家の破産のために中学校を
中退し，故郷を離れざるを得なかった経験と
無縁ではなかっただろう。

小さき者への共感。社会の多様性の肯定。
それは，大衆文化を向上させたいという啓蒙
主義とともに，奥屋熊郎という「放送人」を形
作る資質だった。その資質が，奥屋の「指導
性」を逓信官僚・田村謙治郎の，国民をただ
1つの方向に導こうとする「指導性」とは別の
ものにしていた。
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空恐ろしい指導性

投書の中にはラジオの指導性そのものにつ
いて改めて考えさせられるものもあった。
「投書に頷く」の最後に挙げられた例は，人

名の読み方の間違いを指摘する投書だった。
エスペラント講座を担当するある大学教授が
土井晩翠の名を“つちいばんすい”と正しく読
んだのだが，投書氏は“どいばんすい”の間違
いだと言うのである76）。奥屋は，あるときラジ
オで，有名な軍楽隊の隊長が“どい”と読んで
いた実例を挙げて投書氏の無知だけを責める
わけにはいかないとして次のように言う。

このことはわずかに人名のことですが『動い
ているラヂオ』それ自らの持つ指導性は，放
送局当事者の，又は放送者それ自らの，意
識するとしないとに拘わらず，社会に，大衆
に，どんなにか素晴らしく働きかけているこ
とを忘れてはなりません。何が彼氏をそう思
い誤らせたか。その詮索をする前に，私は
ラヂオの普遍的な，強力な，空恐ろしい指
導性に対して，今更のように瞠目せざるを得
ないのです。

投書は，図らずもラジオの「指導性」が「空
恐ろしい」までに強力であることを奥屋に改め
て教えることになった。ラジオが伝える情報
が間違っていたとしても，聴取者はそれを正し
いものとして受け取る。な

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ぜならラジオがそう
言
・ ・ ・ ・ ・

っているからだ。
だが奥屋がこのとき，ラジオの「指導性」そ

のものを疑うことはなかった。むしろラジオが
持つ「指導性」の威力への確信を強くするば
かりだった。その確信のもと，奥屋は新企画
を生み出し続けていった。『文藝春秋』は次の

ように記している。

奥屋熊郎文藝課長は全国の放送局切っての
知恵者である。小柄で納

なっしょぼう

所坊主
ず

のようなイ
ガ栗頭の何処に知恵が入っているかと不思
議に思われるが，数と質の乏しい大阪の芸人
をチェンジオブペース鮮やかに起用して光彩
に富んだBK独特の放送番組を作り上げてい
る。（中略）BKは常にAKを意識して，蹴落
とそう，一歩先んじようと意図している77）。

奥屋はAKに対する対抗意識をむき出しにし
ながら放送界全体に大きな影響力を持つように
なっていた。そして，そういう奥屋を苦々しく
思う人間がいたとしても不思議はなかった。

『詩の朗読』の挑戦

1933年9月のことである。上京した奥屋は
AKの会議室で新企画『詩の朗読』を全国放
送として提案，熱弁を振るっていた。音楽を
バックに詩を朗読するという番組で，外国のレ
コードからインスピレーションを受けた奥屋が
長い間あたためてきた企画だった。

だが，提案会議出席者の反応は冷ややか
だった。あまりにも大衆性に欠けているという
意見が大勢を占め，「大阪は京都にも近く，日
本文化の中心のため，そのような質の高い番
組をお考えになったのだろうが…」などと皮肉
を言う者もいた 78）。

企画は多数決で否決されたが，なお奥屋は
粘った。昼過ぎに始まった会議だったが，外
はすでに暗く，出席者の関心は会議のあとの
宴会に傾き始めていた。最後に奥屋は全国
放送がダメなら大阪独自でやるが異議はない
か，とただした。もはや異議を唱える者はいな
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かった 79）。
BKが初めて『詩の朗読』を放送したのは

1933 年10月17日のことである。島崎藤村の
詩を詩人・富田碎花が朗読し，山田耕筰が音
楽を担当している。読まれた詩は「椰子の実」

「千曲川旅情のうた」「望郷」「東西南北」「母を
葬るの歌」の5本だった。全国向けの放送だっ
たがAK管内はBKからの中継を受けずに別
番組を放送，『文藝春秋』のコラム「ラヂオ匿
名批判」は「AK，BKの熾烈な対立が看取さ
れる 80）」と書いている。2回目は，翌1934 年1
月5日の放送（やはりAK管内は受けず）で西
條八十の「羊」や「冬の朝の唄」などを岡田嘉
子が朗読している。一部文化人の後押しもあっ
たのだろう81），3回目からはAKも放送するよ
うになるが，それでも放送回数は3か月に1本
程度にすぎず，定時番組として定着することは
なかった。奥屋は局内の「なんとかして壊して
やろうという空気 82）」を感じていた。

AKの覇権に抗うように斬新な企画を打ち出
し続けてきた奥屋に危機が迫っていた。1934
年の機構改革である。

BKを壊せ

日本放送協会の機構改革が断行され，中央
集権体制が確立したのは，『詩の朗読』が試
行錯誤を繰り返していた1934 年5月のことで
ある。BKをはじめとする地方中核放送局は，
それまでの独立性を失い，本部の下部組織と
して再編されることになったが，その真のねら
いは，改革を主導した逓信省の田村謙治郎の
言葉を借りれば放送局を「いわば逓信省の延
長 83）」のような組織にすることだった 84）。

そういう逓信省にとって，奥屋が『調査時
報』（1932年2月上旬号）誌上に書いた「放送

プログラム編成者の悩み」は許容できないもの
だっただろう。奥屋はそこで，放送の編成権
は逓信省ではなく日本放送協会にあることを
主張していた。奥屋を疎ましく思うAK（の一
部）と，協会の中央集権化を進めようとする逓
信省の思惑は一致していたはずだ。

機構改革は大規模な人事異動を伴った。
AK 放送部長の矢部謙次郎が BKの放送部長
に異動したのもその1つである。のちに矢部
は，このときの異動について次のように証言
している。

あのときには大阪へ行って，どうも大阪はい
かんと。どうも勝手なことを言っていかん。
君らの考えだけで言うのはいかん。もう少し
大局から言って，大きく日本放送協会という
ものをやらなくちゃいかんと。（中略）大阪の
ほうをなるべく東京にまとめようということで
行ったんです。ええ，大阪を壊すわけですよ。
ずいぶん苦心がありましたよ85）。

矢部は奥屋の名を挙げてはいないが，「大阪
を壊す」とは，具体的には「常にAKを意識し
て，蹴落とそう，一歩先んじようと意図してい
る」奥屋熊郎文芸課長を放送部長として押さえ
つけることだったはずである。

それは単に奥屋のやり手ぶりが目障りだった
からではない。奥屋のラジオ観がAK主流の考
え方（それはすなわち逓信省の考え方である）
と相容れなかったからである。

繰り返すが，奥屋の「指導性」と機構改革
を断行した逓信省の田村謙治郎の「指導性」
は異なるものだった。奥屋のそれは大衆の文
化・芸術の水準を高めることであり，だから奥
屋は時には大衆の嗜好に反する放送も必要だ
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と考えていた。一方，田村の「指導性」とは大
衆を政府の方針に従わせることであり，それ
ゆえ田村は，大衆を引きつけるためにラジオは
いつも面白くなければならないと考えていた 86）。

『詩の朗読』は奥屋の「指導性」を最もよく体
現する企画であり，田村の側から見ればあって
はならない企画だった。

『詩の朗読』を守る

AKから送り込まれてきた矢部謙次郎のミッ
ションとは，例えば大衆受けしない『詩の朗読』
を止めること，あるいは大衆受けするように変
えることだったはずである。だが奥屋はやすや
すと諦める男ではない。「大阪を壊」しに行っ
た矢部は「ずいぶん苦心があ」ったと言うが，
実際，そのとおりだっただろう。

奥屋が『詩の朗読』を守るためにとった戦略
は，放送局の外に働きかけることだった。

自ら一般誌に投稿して『詩の朗読』の意義
を語り87），さらには作家や評論家，学識者お
よそ80人を対象に，望ましい放送頻度などを
問うアンケートを実施して，「「詩の朗読」放送
記録」という小冊子にまとめて関係者に配付
している。例えば作家・林芙美子は「毎月一
回はあっていい」，歌人・土

と き

岐善
ぜんまろ

麿は「もっと
いいものなら毎月二回くらい」，演出家・北村
喜八は「卑俗化をさけ気品高く」と注文のう
え「是非一月一回位に」と答えていた。このよ
うな声を武器にしながら，奥屋は『詩の朗読』
をなんとか維持したのである。

1936 年 4月30日の『詩の朗読』ではイプセ
ンの詩が，同年9月14日にはゲーテやカール・
ブッセの詩が朗読されている。二・二六事件
を経て日中戦争へと向かってゆく時代，『詩の
朗読』は特異な光を放っていた。

「「詩の朗読」放送記録」の中で，奥屋はこ
う記している。

いつこれが完全なラヂオ芸術の域にまで達
するか。いつこれが無くてはならぬ重要プロ
グラムになってゆくか。それらは無論予測の
限りでないが，私達は放送内容の向上につ
ながる一面の問題として，この「詩の朗読」
なるものを重要視しているのであり，且つこ
れを一日も早く完全なる聴覚芸術たらしめ
たいと思っている 88）。

今は知識階級の一部にしか聴かれなくても，
放送を続けてゆけば，いつかは『詩の朗読』
を愛聴する「ラヂオ大衆」が出現するはずだ，
奥屋はそう信じていた。

（後編は12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。

注：
 1） 「奥屋熊郎 放送業績要覧」NHK放送文化研究

所所蔵 1頁
 2） 南博監修（1971）『マス・コミュニケーション

事典』（学芸書林）は，「放送人」という語につ
いて「新聞人にたいする言葉として梅棹忠夫が
一九六一年に提唱した」としている。梅棹自身，

『情報の文明学』の中で，「たしかに「放送人」
という語が最初にあらわれたのは，私のこの論
文である」と記している（梅棹忠夫（1988）『情
報の文明学』（中央公論社）7頁）。

 3） 前掲『情報の文明学』10頁
初出は梅棹忠夫「放送人，偉大なるアマチュア
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―この新しい職業集団の人間的考察」『放送
朝日』1961年10月号。同論文は『情報の文明学』
に「放送人の誕生と成長」に改題のうえ再録。
引用はこれによった。

 4） 同上13頁
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月上旬号

 11） 奥屋熊郎「放送プログラム編成者の悩み」『調
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 12） 同上
 13） 「編集後記」『放送人』1944年12月号
 14） 長尾綾子「女子放送員として」『放送人』1944

年12月号
 15） 空襲による住民の死者は330人，負傷者は455

人に及んだ。防衛庁防衛研修所戦史室（1968）
『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』（朝雲新聞社）
127頁

 16） 喜久川肅「空襲何ぞ恐るべき」『放送人』1944
年12月号

 17） 村瀬「放送技術報国会 青少年団の結成」『放送
人』1944年12月号

 18） 『昭和13年 ラヂオ年鑑』6頁
 19） NHK放送文化研究所が1972年に行った座談会

における堀江史郎の発言。
「ラジオ放送史に占める奥屋氏の役割とBKの
活躍」NHK放送文化研究所所蔵

 20） 奥屋熊郎（1924）「『悲しき愛』の歌」『おほぞら』
創刊号

 21） 富田砕花（1912）『悲しき愛』（岡村盛花堂）
 22） 前掲「ラジオ放送史に占める奥屋氏の役割と

BKの活躍」
 23） 「吾等女性は何を一番痛切に要求するか」『婦人

倶楽部』（大日本雄弁会）1926年10月号
 24） 西松五郎（1979）「『神戸又新日報』略史」『歴史

と神戸』（神戸史学会）第18巻第2号
西松五郎（1983）「異色だった日刊『神戸新聞
通信』」『歴史と神戸』（神戸史学会）第22巻第3
号

 25） 本郷直彦（1919）『新聞記者生活』（神戸新聞通
信社） 80頁

 26） 前掲「『神戸又新日報』略史」「異色だった日刊
『神戸新聞通信』」

 27） 『神戸又新日報』 1919年9月22日
 28） 前掲「『神戸又新日報』略史」
 29） 前掲『新聞記者生活』65頁
 30） 同上
 31） 神戸市（1965）『神戸市史 第三集 社会文化編』

634頁
 32） 奥屋熊郎「塀外の饒舌」『若葉』1953年9月号
 33） 同上
 34） 「編輯室から」『おほぞら』創刊号
 35） 前掲『神戸市史 第三集 社会文化編』634頁
 36） NHK放送文化研究所が1962年に行った聞き取

り。「奥屋熊郎氏の談話」NHK放送文化研究所
所蔵

 37） NHKの呼称が生まれるのは戦後であり，正し
くは日本放送協会。

 38） 前掲「奥屋熊郎氏の談話」
 39） 同上
 40） 同上
 41） 同上
 42） 前掲「ラジオ放送史に占める奥屋氏の役割と

BKの活躍」
 43） 岡田嘉子「心に残る人々 18－杉本良吉とのこ

と－」『悲劇喜劇』（早川書房）1980年11月号
 44） 前掲「奥屋熊郎 放送業績要覧」の記述による。

ただし，この時期の「確定番組」の記述は極め
て不完全であり，同番組の放送日時を確認する
ことはできない。

 45） その後，撮影中に岡田は失踪し，主役は夏川静
江に変更になっている。

 46） 前掲「奥屋熊郎 放送業績要覧」43頁
 47） 同上 
 48） 奥屋熊郎「懸賞“放送文芸”の収穫」『放送』

1937年5月号
 49） 大阪朝日新聞1927年8月14日夕刊
 50） 「OBにきくBKの歩み 録音要旨」（1981）NHK

大阪放送局所蔵
 51） 前掲「奥屋熊郎 放送業績要覧」36頁
 52） 同上73頁
 53） 日本放送協会編（1943）『ラヂオ体操 大日本・

指導者用解説』NHK放送博物館所蔵
 54） 黒田勇（1999）『ラジオ体操の誕生』（青弓社）

222頁
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 55） 同上
 56） ただし，1934年の機構改革のあとは大阪中央

放送局放送部文芸課長　
 57） NHK『連続テレビ小説』「わろてんか」（2017年

後期）など
 58） NHK大 阪 放 送 局・ 七 十 年 史 編 集 委 員 会 編

（1995）『NHK大阪放送局七十年 こちらJOBK』
50 ～ 51頁

 59） 前掲「奥屋熊郎氏の談話」
 60） 同上
 61） 同上
 62） 前掲『NHK大阪放送局七十年 こちらJOBK』

70頁
 63） 前掲「ラジオ放送史に占める奥屋氏の役割と

BKの活躍」
 64） 前掲「奥屋熊郎 放送業績要覧」17頁
 65） 同上2頁
 66） 奥屋熊郎「BK嗜好調査の一報告書（6）」読売

新聞1932年5月18日朝刊
 67） 兵藤裕己（2000）『〈声〉の国民国家・日本』（NHK

ブックスNo.900）44頁
 68） 前掲「BK嗜好調査の一報告書（6）」
 69） 奥屋熊郎「BK嗜好調査の一報告書（12）」読売

新聞1932年6月6日朝刊
 70） 奥屋熊郎「BK嗜好調査の一報告書（11）」読売

新聞1932年6月4日朝刊
 71） 「濃度」とは，例えば洋楽放送を好んで聴く者

のうち，特
・ ・

に洋楽放送を好んで聴く者の割合で
あり，洋楽放送嗜好の「深さ」を示す。

 72） 日本放送協会関西支部編（1932）『ラヂオ聴取
者は何を好むか』198頁

 73） 田村謙治郎「ラヂオ調査に就いて」『調査時報』
1932年5月下旬号

 74） 「社団法人日本放送協会第八回定時総会議事速
記録」NHK放送文化研究所所蔵

 75） 奥屋熊郎「投書に頷く」『調査時報』1932年10
月下旬号

 76） ただし，1934年には土井晩翠は自ら「どいば
んすい」を名乗るようになる。

 77） 「ラヂオ匿名批判」『文藝春秋』1933年4月号
 78） 塩沢茂（1967）『放送をつくった人たち』（オリ

オン出版社）26頁
 79） 同上
 80） 「ラヂオ匿名批判」『文藝春秋』1933年12月号
 81） 前掲「奥屋熊郎氏の談話」の中で，奥屋は放送

局に大きな影響力を持っていた評論家・千葉亀

雄から「ひるまずに大いにやってくれ」と手紙
をもらったと語っている。

 82） 前掲「奥屋熊郎氏の談話」
 83） 前掲「社団法人日本放送協会第八回定時総会議

事速記録」
 84） この機構改革については本シリーズ第3回（『放

送調査と研究』2018年8月号）に詳述した。
 85） 「矢部謙次郎氏インタビュー」（1962年）NHK

放送文化研究所所蔵
 86） 田村のこの考え方については本シリーズ第3回

（『放送調査と研究』2018年8月号）に詳述した。
 87） 例えば「詩の朗読放送」『ホームライフ』1936

年4月号
 88） 大阪中央放送局文芸課（1935）「「詩の朗読」放

送記録」NHK放送博物館所蔵


