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奥屋の言う「猥雑メロディ」とはどんなもの
だったのか，音楽評論家・毛利眞人はその著

『ニッポン エロ・グロ・ナンセンス 昭和モダン
歌謡の光と影』で，当時の「エロ歌謡」を丹
念に掘り起こしている。中で筆者が目を見張っ
たのは1931年にツルレコードから発売された

「紐育の囁き」という歌だ。毛利は次の一節を
引いている。

キッスがいいなら さあどうぞ
それとも乳房が 乳房が欲しいなら
ホテルの部屋は 二号室　

作詞/塚本篤夫，作曲/坪井清吉

さすがに極端な例ではあるが，このような
歌ばかりが流

は や

行れば，奥屋が「捨て置けない
風潮」と思うのも無理はない。昭和恐慌という
未曾有の経済危機，治安維持法による思想弾
圧，人々は暗い世相から逃れるように「エロ歌

4. 地滑りの時代の中で

『国民歌謡』が目指したもの

機構改革によって日本放送協会の中央集権
化が推し進められる中でも，奥屋はBK文芸
課を足場に新しいラジオの表現をなお切り開こ
うとしていた。その代表格が，1936年に創始
した『国民歌謡』である。企画の背景を奥屋は
次のように記している。

そしていつのほどか，レコード歌謡が闇と酒
場に氾濫し，猥雑メロディが町のネオンに踊っ
た。大正一三，四年頃から昭和の十年頃へ
かけての世の中が徒らに脱線した時代のこと
である。（中略）奥屋熊郎が，これは捨て置
けない風潮であるとし，もとより個人の力でど
うにもならない問題ではあるが，『歌は世につ
れ世は歌につれ』のその歌の形も魂も見事
修正して見せようとの大望を懐くに至った 1）。

前編では，奥屋熊郎の出発を見てきた。奥屋はラジオの「指導性」を存分に発揮して大衆文化のレベルを向上
させようとしていた。しかし，その「指導性」は，満州事変以降，日本社会が座標軸ごと右に地滑りしてゆく中で，
いつのまにか国民を戦争に導く「指導性」と重なり合ってゆく。『国民歌謡』も『詩の朗読』も，軍・政府の宣伝手
段となっていったのである。そしてそのことに奥屋自身，疑問を持つことはなかった。

奥屋が変わるのは，太平洋戦争が勃発するおよそ半年前のことである。軍人の横暴さに辟易とした奥屋は，「こ
のような訳のわからぬ権勢が民衆の頭を抑えている時代に，啓蒙的な行動は禁物であると悟った」のである。

だが「指導性」を放棄することは，奥屋にとってはラジオを放棄することに等しかった。1943年，奥屋は日本放
送協会を去る。

後編では，奥屋の｢指導性 ｣の変質の過程を見据える。放送の「指導性」とは何か，奥屋が直面した問題は今
日なお新しい。

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（後編）～

メディア研究部  大森淳郎　
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謡」を求め，レコード会社が人々の欲望を煽っ
ていた。
「エロ歌謡」ブームは，満州事変勃発後に

一時その勢いを失うが，毛利によれば，渡邊
はま子が歌う「忘れちゃいやョ」が1936 年3月
にビクターから発売されると「第二のエロ歌謡
に火をつけ 2）」た。

こんな気持ちで いるわたし
ねえ 忘れちゃいやョ　忘れないでネ

作詞/最上洋，作曲/細田義勝

「紐育の囁き」に比べれば歌詞自体は過激と
は言えないのだが，しなだれかかるような声で
歌う「ねえ」が，それまでにない官能的な表現
だった。「忘れちゃいやョ」は爆発的な反響を
巻き起こし，「ねェ小唄」と総称される類似の
歌が量産された。「泣かせてネ」「だって嫌よ」

「とんがらかっちゃ駄目よ」「あゝ それなのに」な
どである。奥屋が『国民歌謡』を構想したのは
この「ねェ小唄」ブームの最中のことだった。
『国民歌謡』の放送開始は1936年6月1日だ

が，それに先駆けて同年4月，奥屋は『新歌
謡曲』と称する番組をBKから全国放送してい
る。その際，奥屋が作詞家・作曲家に提示し
た「極意概要」によれば『新歌謡曲』とは「清
新，健康，在来の大多数の流行歌を席巻した
頽廃的気分から離れ」て「家庭でも高らかに，
明朗に 3）」歌える歌曲である。放送された歌曲
は「夜明けの歌」「防人のうた」「早春の物語」
など。この『新歌謡曲』こそが『国民歌謡』の
実質的なスタートだった。『新歌謡曲』の好評
を受け，奥屋は1つの歌を毎日，定時に，1週
間にわたって放送するという企画を全国番組編
成会に提案，『国民歌謡』の名称で採択された

のである。1週間の反復放送という大胆な企画
にAKは逡巡したが，奥屋は「健康な社会の
在り方を欲する立場としては適度の修正主義を
妥当とすべきだ 4）」と説得したと回想している。
もしその言葉どおりだったとすれば，文化の
在り方を問い続けてきた奥屋はこのとき「社会
の在り方」を問い，ラジオによる「指導」をラ
ジオによる「修正」と言い換えていたことにな
る。奥屋の中で，何かが少しずつ変わり始め
ていた。

日本よい国

『国民歌謡』が始まった1936年6月1日は，
日本放送協会に統合される前の大阪放送局が
仮放送を始めたときから11年目の記念日だっ
た。ずっと東京と張り合うように新しいラジオ
の表現を模索してきた奥屋にしてみれば，満を
持してのスタートだったろう。6月中には「日本
よい国」「朝」の2曲が放送された。翌7月の1
曲目が「椰子の実」である。ここでは，『国民
歌謡』の最初を飾った「日本よい国」を見てみ
よう。奥屋が「作詞，作曲共にこの運動の冒
頭を飾るに（或いはこの運動の精神を象徴する
に）相応しいと考えた 5）」曲だった。

日本よい国
　　　　 一
日本よい国 み神の国よ
何を荒波 いはほは不動
どんとうつ波さっとうち返す
意気だ豪気だ久遠の国だ
ここに日が照る月も照る

　　　　二
日本よい国 君子のみ国
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国の姿は 真澄の鏡
誰が曇らす曇ってなろか
意気だ正義だ久遠の国だ
ここに日が照る月も照る

　　　　三
日本よい国 さくらの国よ
花の一重も あだには散らぬ
日本魂世界を包む
意気だ愛だよ久遠の国だ
ここに日が照る月も照る

作詞/今中楓渓，作曲/服部良一

『国民歌謡』と聞けば，「椰子の実」に代表さ
れる叙情的な歌を思い浮かべる人が多いので
はないだろうか。筆者はそうだったから，今回，
最初の1曲を知ったときには意外な感じがした。

『国民歌謡』はこんなにナショナリスティックな
歌から始まったのだ。

先に『国民歌謡』をはじめ，奥屋が開発し
た番組の多くは戦争に飲み込まれ，戦争に利
用されていったと記した。それは定説であるし，
大枠で間違ってはいない。近代日本音楽史を
研究する戸ノ下達也は次のように述べている。

健全かつ明朗でどこでも誰でも声高らかに歌
えるという理想を掲げて始まった『国民歌謡』
は，ラジオ放送という枠のなかでの音楽運
動であったがゆえに，上からの放送政策や
日中戦争の拡大という時代の制約に抗うこと
はできず，時代の波に翻弄された 6）。

だが実は，『国民歌謡』は最初の1曲から時
代の波を被っていたのである。当時，帝国主
義の道をひた走る日本は，すでに国際連盟を

脱退し国際社会からの孤立を深めていた。そ
ういう時代の中で「日本よい国」という歌の発
するメッセージは，アジアでの覇権を確立する
ためには欧米諸国との対立も辞さないという国
策にかなうものだったはずだ。筆者は特に3番
の「日本魂世界を包む」という歌詞にひっかか
りを覚える。“アジアの盟主”とか“八紘一宇”
とか，その後の日本を破滅へと導いていったス
ローガンと重なって聞こえるからだ。
「日本よい国」が国策的であるということは

筆者の思いつきではなく，当時の政府の評価
にほかならない。『国民歌謡』が始まってまも
ない1936年10月，逓信省の高木正道は雑誌

『放送』に「監督上より観た慰安放送」という
文章を寄せ，『国民歌謡』を高く評価している。
1934年の機構改革以来，日本放送協会は「日
本精神を基調とする文化の育成を以てプログラ
ム編成上の指導精神」として一元的に放送番組
を統制するようになったのであり，この観点か
らすれば慰安放送は「大国民的精神を盛れる
ものと置き換えられ」なければならないが，「最
近の「国民歌謡」の如き，この意味から出発し
たものと思われる7）」と言うのだ。『国民歌謡』
の出発を飾ったのが「日本よい国」という歌
だったことを考えれば，妥当な評価と言うべき
だろう。

だが，こう書いたからといって，満州事変
勃発後のラジオの右傾化を批判していた奥屋
が変わってしまったと単純に言いたいのではな
い。事情はもう少し複雑だ。

もともと，奥屋は反戦思想の持ち主だった
わけではない。時は遡るが満州事変勃発前年
の1930年10月26日，BKは神戸沖で行われた
観艦式を全国中継したが，このとき奥屋は責
任者として船艦「霧島」の艦上にいた。「霧島」
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は天皇が乗船している「御
お

召
めしかん

艦」だった。この
ときの体験を奥屋は翌日の新聞に寄稿している
が，そこにはこんな一節がある。「こんな喜悦
と愉快がまたとあろうか。『気をつけ』のラッパ，

『君が代』の国歌―これこそ私の生涯を通じ
て最も忘れ難い一大感激そのものであらねば
ならぬ! 8）」。

この発言をもって奥屋がもともと右翼的な人
物だったと言いたいのではない。むしろこの時
代の日本人として，奥屋はいわば“普通の愛国
者”だった。同時に，海軍軍縮会議（1930年，
ロンドン）に際しては，これを国際中継するた
めに奔走し，「新しい世界のために重大な役割
を果たした若槻全権の故国への声 9）」を届けた
奥屋は“普通の平和主義者”でもあった。そし
て，ベートーヴェンやリルケを愛する“普通以
上のロマンチスト”だった。そういう穏健な常
識人として，満州事変勃発後に御用放送化し
てゆく日本放送協会に対する危機感を表明し
たのが「放送プログラム編成者の悩み」（1932）
だった。軍・政府と一体化して戦争を後押しす
るラジオに対する「左翼の人」の批判に応えて，
奥屋は放送の自主自立を主張し，「文化使徒と
してのラヂオ」を守る決意を表明したのだった。
奥屋が「左翼の人」の側にいたのではない。

とはいえ，1932年の奥屋と1936 年の奥屋
を比べれば，その放送論の重心は明らかに国
策の方向に動いている。「放送プログラム編成
者の悩み」を書く奥屋と「日本よい国」こそが

『国民歌謡』の精神を体現すると主張する奥屋
は，やはり同じではない。

では，奥屋は“普通”ではなくなってしまっ
たのだろうか。そうではないと筆者は考える。
国際社会からの孤立を深める中で「日本よい国 
み神の国よ / 何を荒波 いはほは不動」と歌う，

それもまたこの時代の“普通の愛国心”の発露
だったのではないだろうか。『国民歌謡』が「日
本よい国」によってスタートを切ったころ，『詩
の朗読』ではイプセンやゲーテを取り上げてい
た。奥屋は相変わらず“普通の愛国者”であり

“普通以上のロマンチスト”だった。　
筆者がこのように考えるにあたっては，経済

学者・中村隆
たかふさ

英が1930 年代の日本社会の変
化について考察した次の文章から示唆を得て
いる。

大胆にたとえれば，日本の社会が平面の上
に乗っていて，そのなかで，左翼から右翼ま
でが座標軸上に位置づけられているとしたと
き，その平面自体が右方に地すべりを起こし
たとしよう。ある個人のこの平面の原点から
の距離は不変であっても，平面が右方に動
いたために右よりの考え方になじんでしまう
結果になる10）。

そして中村は，平面自体の地滑りを知覚で
きたのは，マルクス主義者やキリスト者など，
日本社会が乗っている平面の外側にいる者だ
けだったと言う。“普通の愛国者”だった奥屋
は，自分ではそうと気がつかないうちに平面も
ろともに右に動いていたのである。

だが，奥屋が社会に大きな影響力を持つメ
ディアの人間であったことを考えればこうも言わ
なければなるまい。奥屋は『国民歌謡』という
大衆運動によって日本社会が乗る平面を右に
向かって地滑りさせることに寄与したのだ。

奥屋は自分の主張する「指導性」と，もう1
つの「指導性」，大衆を戦争へと導く「指導性」
とを区別してきたはずだった。だが2つの「指
導性」は，このときすでに近接してはいなかっ
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たか。
その近接は奥屋自身には見えない。だが周

囲にはそれが見えていた例外的な人物もいた。
女優・岡田嘉子である。

岡田嘉子の日記

岡田嘉子は奥屋にとって特別の女優だった。
『物語』や『詩の朗読』など，奥屋が全身全

霊を注いだ番組は，人気も表現力も抜群な岡
田に支えられるところが大きかった。岡田も奥
屋を信頼し，映画や舞台の合間を縫うようにし
て奥屋のためにスケジュールを割いた。

2人の親密ぶりを示す岡田の日記がある。岡
田はソ連に亡命するとき，日記を焼却処分して
いるが，1937年1月1日から同年3月末日まで
の分だけが偶然，残った 11）。その中から奥屋
と関わる部分を抜粋してみよう12）。

一月十四日
十一時の新京阪に乗ろうとあせったが（昨夜
も寝たのは三時）四條大宮へ着いたら十一
時，一台乗りおくれる。放送局の奥屋氏と“と
りせ”で食事。仕事の話。
　
一月二十五日
雨の甲子園口に大阪行きの電車を待つ。久
し振りにこうした停車場気分を味わい，うれ
しくプラットホームを一人で行ったり来たりす
る。大阪まで十四分。放送局の奥屋氏，ク
リスタル・レコードの木村氏に会う。奥屋氏
と北の“みやけ”にて食事。神戸に帰る。

二月十五日
九時に奥屋氏から電話。上京された由……。
夜八時半，モナミ。奥屋氏と深尾さん，待って

いられる。クリスタルの村上氏も。モナミの
あと深尾さんは帰宅されたので，奥屋氏を長
谷川まで送る。酔っているので，なかなか帰
してくれない。ようようのことで半分だますよ
うにして，仲居と芸者にあとを頼み帰宅……。

三月十四日
遂に昨夜は一睡もせず。頭割れるように痛
い。電話で誘われ，放送局の奥屋氏と“あ
み清”で牛肉。胸が一杯なのだが，食慾は
相当なもの。笑われるほど。奥屋氏に「目ざ
わりだから，死んでしまえ」と言われる。本
当に死ねるものならどんなに楽だろう。彼氏
とは違った意味で，私は死にたい!

3か月の間に2人は4回，会っている。それ
も仕事の話ばかりではなく，酔い潰れたり，冗
談で悪態をつきあったりする仲だった。それに
しても3月14日の日記にある岡田の「死にたい」
ほどの悩みとはどんなものだったのだろうか。

岡田は当時の苦悩について，自伝『ルパシカ
を着て生まれてきた私』の中で「昭和十年代の
初めごろの日本の状況っていうのは，ほんとに
異常でした 13）」と語っている。芝居をやるにし
ても脚本は警察に事前検閲され，朱色に消さ
れて返ってくる。ひどいときは芝居そのものを
差し替えなければならなかった。やっと本番を
迎えても検閲官が監視し，問題があれば芝居
は中止させられる。思想的なことばかりではな
かった。恋愛の表現も検閲の標的になり，キス
シーンなどはもってのほかだった。「何かという
と，あとで楽屋に来て，「今日のここ，そこは
いかんから，以後つつしめ」ってことになるん
です。芝居がやれなくなったら困りますでしょ。
ですからみんな言うことを聞きますよね 14）」。
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岡田は警察による表現の弾圧，それに抵抗
し得ない劇団の現実に絶望していた。

そのうえ岡田は自らの恋愛にも苦悩してい
た。3月14日の日記には，岡田のほかにもう１
人「死にたい」と思っている「彼氏」が出てくる
が，一緒にソ連に亡命することになる演出家・
杉本良吉である。岡田には夫がいたし，杉本
には病弱の妻がいた。そして杉本は共産党員
だった。2人は「それだけに，より一層，時代
に追い詰められる感じが強くなっ 15）」ていたの
である。
「あみ清」で牛肉を食べながら，岡田が自分

の悩みをどこまで奥屋に話したのかはわからな
い。落ち込む気分とは裏腹に，旺盛な食欲を
見せる岡田に向かって奥屋は「目ざわりだから，
死んでしまえ」と冗談を飛ばす。だが岡田には
100パーセントの冗談には聞こえない。死ねる
ものならどんなに楽だろう―。

長年，同志的関係にあった奥屋と岡田との
間には，大きなズレが生じていた。岡田の手
にする脚本が警察によってズタズタにされてい
たとき，奥屋がつくった『国民歌謡』は「大国
民的精神」に立脚した歌唱運動として逓信省の
お墨つきを得ていた。中村隆英のたとえを再び
借りれば，岡田には，日本社会の座標軸が，
それが乗った平面もろともに地滑りを起こした
様が見えていた。だが，平面の上にいる奥屋
には見えない。座標軸上では，相変わらず“普
通の愛国者”の位置にいる。

日中戦争と岡田嘉子の亡命

日中戦争の勃発は慰安放送の様相を一変さ
せた。というよりも慰安であることをやめたと言
うべきかもしれない。音楽も戦争一色だった。
1937年7月7日の盧溝橋事件から同年12月13

日の南京陥落まで，戦況に合わせて新しい軍
歌が次々に発表されている。当時，日本放送
協会は『放送軍歌』を第1輯から第3輯まで発
行しているが，第1輯の最初の5曲は，「北支の
空」「爆発点・盧溝橋」「暁の郎

ろうぼう

坊」「北平入城」
「天津の神兵」というラインナップである。

これらがどんな歌だったのか，ここでは3曲
目「暁の郎坊」の4 番と5番を示しておこう。盧
溝橋事件の18日後，北京近郊の郎坊駅で発生
した日中両軍の衝突を歌ったものである。

昇る旭日の空を切り / 敵陣めがけ爆弾を
投ぐれば凡て命中し / 砕けてあがる黒煙

吾が精鋭の進撃に / 敵の死傷は算もなく
皇国の旗郎坊の / 朝風高く翻る

作詞/白鳥省吾，作曲/池内友次郎

日本軍の快進撃を歌うことは，中国兵の夥
おびただ

しい死傷を歌うことである。放送軍歌にため
らいはなかった。日本社会の全体を戦勝の興
奮が覆っていた。しかし，その興奮になじめ
ない者も少数ながらいた。岡田嘉子もその1人
だった。

芝居が終わると全員が舞台に並ばされるん
です。そうして，「ただいま皇軍がどこどこで
勝利をおさめたという報道がはいりました」
と言って，「バンザーイ」をやらされる。俳優
全部総出でやらなきゃいけないんです。あた
くしには耐えられなかった。ですからあたく
し，そういうときはいつも，後ろのほうに隠
れてました 16）。

恋人，杉本良吉も追い詰められていた。周
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囲の人が次 と々召集されていた。

しかも，彼は戦争に絶対反対で，相手の国
の，罪もない人間を殺すなんて耐えられな
い，って思ってるんです。だけども，赤紙が
来れば行かないわけにはいかない。それはも
う，どうにもならない切迫した感じでした 17）。

岡田嘉子と杉本良吉は，もはや日本には自
分たちのいる場所はないと感じ始めていた。
何事によらず，奥屋熊郎を頼りにしてきた岡田
だが，このときすでに奥屋は相談相手ではあ
り得なかった。『物語』をともに創り，ともに『詩
の朗読』に挑んだ奥屋熊郎，文化の担い手と
しての放送人・奥屋熊郎は，戦争遂行の旗振
り役としての放送人，国策宣伝者としての放送
人に変質してしまった。少なくとも岡田の目に
はそう映っていたはずである。

1937年 8月24日に閣議決定された「国民精
神総動員実施要綱」には「ラヂオノ利用ヲ図ル
コト」の1項があったが，その翌月，9月に放
送された『国民歌謡』のラインナップを示せば
表3のようになる。

『国民歌謡』は「日本よい国」という国家主
義的な曲で始まったが，同時に「椰子の実」

「朝」などの叙情的なものもあった。しかし日
中戦争の勃発後は，戦時一色に染め上げら

れてしまった。それはほかの誰でもない奥屋
自身が選んだ道である。当時，奥屋は「事変
と軍歌―放送局の立場から―」という文章で，
軍歌の歌詞には覚えにくいきらいがあるとし
て，9月20日放送の国民歌謡「征けよますらを」
を例に次のように言っている。

そこで今度軍歌として国民歌謡的に試みてみ
た土岐善麿作詞，堀内敬三作曲のものは / 
征けよますらを凜然と / 御柱も高き雄たけ
びに / 空陸ならび行くところ / 正義に向ふ
敵もなし / といった一つの進軍の歌だが，
今後の軍歌の歩む途はこういった国民歌謡
のような健全な歌詞と調子とから生れてくる
のではないだろうか，また国民歌謡もこうし
た軍歌の方面にその発展性を見出して行くだ
ろうと思っている18）。

軍歌を『国民歌謡』のように，『国民歌謡』
を軍歌のように。奥屋はそう言っている。奥屋
の文化的「指導性」と，大衆を戦争へと導く

「指導性」はもはや渾然一体になっていた。
『国民歌謡』だけではない。奥屋が切り開

いてきた番組は，どれもが時代の波に飲み込
まれていった。草創期に岡田嘉子が朗読者の
1人として関わっていた『詩の朗読』もその例
外ではない。日中戦争開戦前に放送された『詩
の朗読』として「確定番組」で確認できる最後
のものは1937年 6月23日のそれである19）。内
容は表4のようなものだった。

この放送以後，日中戦争勃発を挟んでおよ
そ半年の間，『詩の朗読』は放送されていな
い。そして，12月3日に再登場する20）のだが，
それはそれまでの『詩の朗読』とは似ても似つ
かないものだった（表5）。

表3　『国民歌謡』1937年9月放送

9月6日 ｢北平入城」「征けよつわもの」

13日 「防護団々歌」「空軍の花」

20日 「征けよますらを」

27日 「無敵立體戦」「守れ空を」

「AK 確定番組」から作成
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蔵原伸二郎「撃滅せよ」の一節を引いてお
こう。

かくてわれらはつひに立上つた / われらの血
脈は憤激した / かの蒙古の沙漠に / 天山の
麓に / 居庸關の嶺に / 祖先の神々の前に / 
蒙古民族の純血の中に / ああ われら民族よ 
すべて銃をとれ / 立つて銃口をむけよ / か
の西歐的なる われらを蝕みつつある / 阿片
のごとき思想に對して，その犬のごとき虛妄
の正義に對して

蔵原伸二郎（1939）『東洋の満月』（生活社）より

もはや『詩の朗読』は，国民を戦争に動員
するための番組そのものだった。奥屋が，い
つかは「完全なラヂオ芸術の域 21）」に到達する
はずだと信じて試行錯誤を繰り返してきた『詩
の朗読』が行き着いた先だった。奥屋がその
ことに疑問を持つことはなかった。

1937年12月27日，岡田嘉子と杉本良吉は
青森行きの夜行列車に乗った。周囲にはアイヌ
の研究のために樺太に行くと話していた。巷は
日本軍による南京開城に沸き，『国民歌謡』は
奥屋自身が作詞し，山田耕筰が曲をつけた「南
京にあがる凱歌」を繰り返し放送していた。そ
れはこんな歌だった。

紅の，ますらたけをがおごころの，血潮ととも
にほとばしる，鬨今ぞ東洋の，ああ東雲は燃
えたちぬ

大阪毎日新聞1937年12月13日より

年が開けて1月3日，樺太の雪原に立った
岡田と杉本は国境見物と称してソリに乗った。

「暗くなると国境が見えなくなる22）」からと御者
を急がせた。御者は馬をむち打って走らせ，
ようやくソ連国境手前の柵の前に着くとソリを
止めた。2人はソリを降り，胸まで迫る雪を分
けて国境を目指し走った。馬の世話をしてい
た御者が異変に気づき，何かを叫んでいた。

岡田と杉本のソ連亡命を新聞は大きく報じ
た。1月6日の読売新聞夕刊には「嘉子の恩
師 BK奥屋課長の嘆き」という談話記事が
載った。
「これまで何かにつけて相談して来ましたが

今度のことに限って何もいってきません」
奥屋はそう話している。

5. 長期化する戦争の中で

国策をどう盛り込むか

日中戦争は敵首都・南京を攻め落として終わ
るはずだった。しかし，蔣介石率いる中国国
民党は国際世論に日本の非道を訴えながら抵

表4　『詩の朗読』1937年6月23日放送

「貨車」 丸山薫

「暮春のために」 安西冬衛

「山霧聖歌」 神保光太郎　

「海鳥」 吉田一穂

「水の精神」 丸山薫

「新聞記者」 清水暉吉

「BK 確定番組」から作成

表5　『詩の朗読』1937年12月3日放送

「秋風辭」 高村光太郎

「撃滅せよ」 蔵原伸二郎

「友田恭助の戦死」 安藤一郎

「照準」 田木繁

「軍國の母の文」 山内ヤス

「陣営」 福田正夫

「BK 確定番組」から作成
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抗を続ける。長期化する戦争の中で，奥屋は
何をしようとしたのだろうか。

それを見てゆく前に，慰安放送全体が直面
していた問題に触れておきたい。日中戦争勃
発から7か月後の1938年2月，内閣情報部が
行った「思想戦講習会」で，逓信省電務局長

（内閣情報部委員兼任）の田村謙治郎が「思想
戦に於けるラヂオの機能」という題目で講演し
ていることは本シリーズ第3回に詳述した。そ
こで田村は聴取者をラジオに引きつけるために
は面白い慰安放送が重要であることを強調し，
そのうえで慰安放送そのものに時局性を持た
せることも必要であるとして，「教化演芸」を提
唱していた。「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23）」ことがその趣旨
だった。

だが，面白い慰安放送と時局性を盛り込ん
だ慰安放送は容易には両立しない。説教臭い
慰安放送など面白いはずはないのだ。とりあえ
ずの解決策は両者をバランスよく織り交ぜて編
成することである。戦線が緊張したり大きな勝
利を収めたりしたときにはアクセルを踏んで時局
色を強め，それが過ぎればブレーキを効かせ
る，その繰り返しが慰安放送編成の妙だった。

例えば，漢口が陥落した1938年10月には
「漢口陥落の歌」「漢口進攻」などの新曲がつ
くられ，浪花節「漢口陥落の曙」や漫才「漢口
は陥ち歓呼は揚る」などが放送された。『国民
歌謡』では「国こぞる」「大日本の歌」「傷痍の
勇士」などが放送されている。そして，作戦が
一段落した12月には浪花節「男の友情」，落語

「酒は水」，漫才「昔の友達」などが放送され
ている。AK編成担当の丸山鐵雄は「プロ（プ
ログラムのこと：引用者）固きが故に貴からず，
締めるべき所は締め，ゆるめるべき所はゆるめ

る，かくてこそラヂオは大衆と不即不離の立場
に立つことができよう24）」とその編成趣旨を明
らかにしている。

だが，編成によるアクセルとブレーキの使い
分けが有効なのは，明確な勝ち戦のときであ
る。南京陥落，徐州会戦，武漢陥落など，勝
利の節目があった日中戦争初期はそれでよかっ
たが，やがて戦線は膠着する。戦争の長期化
の様相が明らかになってくると，慰安放送にど
う時局性を盛り込むべきか，放送現場は迷い
始める。

以下に示すのは1939年11月15，16の両日，
東京の放送会館で行われた全国放送部長会議
でのやりとりである。事務局から「時局的又は
国策的演芸及び音楽放送について」の意見を求
められて各地の放送局の部長が発言している。

（大阪：猪川放送部長）失敗の如く考えられ
る。演出者の心構えの欠陥なるか，素材そ
のものの取り上げ方の失敗なるか，全て上滑
りに堕する如く考えられる。

（東京：中郷業務局次長）然らば如何なる方
法を採らばよろしきや。

（東京：小野文芸部長）今後，大阪の方にお
いても一部担当願うこととしたく。

（中略）
（広島：國米放送部長）各時間を国策的一色
に塗りつぶすことは如何かと考えらる。余り
に国策的になり過ぎる傾向あり。

（東京：小野文芸部長）映画或いはその他の
演芸等にて国策的のものを主として実施せる
際，放送協会のみ黙視することは不可能な
るべし。

（広島：國米放送部長）生半可なものは不可
なりとの謂なり。
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（札幌：落合放送部長）一般に国策的のもの
を非常に歓迎せり25）。

議論は堂々巡りの末に，結局は中郷業務局
次長による「実施の方法如何によりては相当
の効果を挙ぐることも可能なり」という玉虫色
のまとめに落ち着く。時局性を盛り込みなが
ら，しかも説教臭くはならない慰安放送，つ
まりは田村の言う「国民大衆の要望に応じなが
ら自然と彼等を教化」する慰安放送，それこ
そが理想の慰安放送であることに誰にも異論
のあろうはずはなかった。消極的だった広島
の放送部長も最後には「国策的のものを地方
にても試み度」と発言している。

紀元2600年のカンタータ

国策をどう慰安放送に盛り込むのか，奥屋
熊郎も「実施の方法」を考え続けていた。そし
て，1940年に満を持して放送したのが「紀元
二千六百年交声曲十二編」である。神武天皇
の東征以来の「日本史」を連作カンタータ（交
声曲）で綴るという壮大な企画だった。表6に
12編のタイトルと放送日を示す。

日本開国の物語，奈良・平安の繁栄，元寇
から日本を救った神風，赤穂浪士の仇討ち，
そして明治維新。各回の歌詞は，折口信夫，
土井晩翠，北原白秋ら当代一流の詩人たちが
書いている。最終回「大陸の黎明」（作詞/北
原白秋，作曲/飯田信夫）の台本には，冒頭に

「大陸進出を目標として戦時下の現代日本が未
来へかけるところの民族の決意と理想を盛り立
てた」とそのねらいが記されている。このカン
タータの一節を示せばこんな調子だ。

大いなり，今にして現人神かく座せば，かぎ
りなき大御

み い つ

稜威かくあらせば。
（弥

いやさか

栄や，八
あめのした

紘一つ宇
いえ

と
弥栄や，大き亜細亜，南の海）

「大陸の黎明」が放送される5か月前，第2
次近衛内閣は基本国策要綱を閣議決定（7月
26日），天皇によるアジア統治，すなわち大
東亜共栄圏の建設を国是に定めていた。神
武天皇による日本建国に始まり，昭和天皇に
よるアジア統一の理想を歌って終わる「紀元
二千六百年交声曲十二編」は見事に国策を体
現する企画だった。

大きくて単純な声

新企画や特集番組だけではない。奥屋は既
存の定時番組の中にもさまざまな形で時局性
を盛り込もうとしていた。市井の人々の小さな
声をすくい上げようとしたあの『物語』も例外で
はない。物語「戦時想定 敵機来る」（BK文芸
課制作：1940 年10月3日放送）の内容を残さ
れた台本から見てみよう。

舞台は太平洋に面した丘に建てられた防空

表 6　「紀元二千六百年交声曲十二編」放送記録
第1回 「美々津の御船出」 （1940年1月3日）

第2回 「海の夜明け」 （2月24日）

第3回 「難波の宮居」 （3月18日）

第4回 「滋賀の都」 （4月16日） 

第5回 「大仏開眼」 （5月2日）

第6回 「平安京」 （6月20日）

第7回 「敵国降伏」 （7月23日）　　

第8回 「吉野山」 （8月18日）

第9回 「元禄の快挙」 （9月29日）

第10回 「文明開化錄」 （10月17日）

第11回 「万民奉祝譜」 （11月12日）

第12回 「大陸の黎明」 （12月30日）
「奥屋熊郎 放送業績要覧」および「BK 確定番組」から作成
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監視哨。何事もない日々が続くが，監視員
（無報酬の村人たちである）が緊張を解くこ
とはない。
ある晴れ渡った秋の日，双眼鏡を持った監
視員が突然走り出す。敵大編隊の来襲だっ
た。監視哨からの連絡を受けた軍司令部
は，直ちに航空部隊に出撃を命令する。そ
して琵琶湖上空に達した敵機を日本軍航空
部隊が迎え撃つ。

「一機撃墜。二機撃墜。早くも敵の一機は
地上にたたきつけられました。続いてまた一
機」
日本軍の追撃を逃れ市街地に達した敵機を
高射砲が迎え撃つが敵が投下した爆弾に
よって火災が起きる。

「婦人の防護団がバケツをリレーしています。
数百メートル先に落下した爆弾は毒ガス弾ら
しく防毒面をつけた防護団が盛んに活躍し
ています」
銃後の人 と々軍の連携によって被害は最小限
に抑えられ，逃走する敵機を日本軍機が追っ
てゆく。

敵の大編隊が太平洋から現れる。物語「戦
時想定 敵機来る」は（実際の空襲がこんなも
のではなかったにしろ），太平洋戦争を予言す
るかのような番組だった。その先見性はまさに
時局にかなったものだった。
『物語』もまた「ひとりしづか」や「釣鐘草」

など，初期の作品から遠く離れたものに変質し
ていた。ここには初期作品にあった豊かなディ
テールもなければ，“小さな声”“複雑な声”に
耳を澄まそうとする姿勢もない。「国民精神総
動員運動」のスローガン（挙国一致，尽忠報
国，堅忍持久）そのままの“大きくて単純な声”

が聞こえるばかりだ。
奥屋はすっかり時代の潮流に乗ったかに見

えた。1940 年7月にはBKの放送部長になっ
ている。太平洋戦争開戦後も，慰安放送のみ
ならず BKの番組全体を指揮する立場で，そ
のプランナーとしての才能をフル稼働させても
不思議はなかった。

だが，実際にはそうはならなかった。ある
小さな，しかし奥屋にとっては決定的な出来
事が起こったのは太平洋戦争開戦の半年前の
ことだった。

6. 奥屋熊郎の挫折

啓蒙的な行動は禁物である

1941年6月16日，日本が中国国内につくっ
た親日政権，南京国民政府の汪兆銘主席を乗
せた八幡丸が神戸港に入港した。港には，皇
室の賓客として招かれた一行を取材しようとメ
ディアが殺到していたが，その中にBK放送部
長・奥屋熊郎の姿があった。奥屋は汪に随行
して来日する宣伝部長・林柏生に神戸埠頭で
インタビューしたい旨を事前に上海の支那派遣
軍を通して申し込み，本人の承諾を得ていた。
随行団の第一声をスクープしようと万全の準備
をしていたのである。しかし，結果的にインタ
ビューはかなわなかった。
「放送業績要覧」は文字どおり，奥屋がそ

の業績を自ら（少なからず自慢げに）綴ったも
ので，失敗談や挫折話などは書かれていない
のだが，この挫折だけはよほど胸に深く刻ま
れたのだろう，詳細に語っている。

埠頭に接岸した八幡丸に乗り込んだ奥屋
は，警備にあたる軍の異様に威圧的な態度を
気にしながら林柏生と会った。事前に「万事
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OK」の返事を得ていたので，あとは段取りの
相談をすればよいはずだった。ところが林は
申し訳なさげに「万事聞いて承知しているが，
自分だけの自由にならない」のだと言う。林は
明らかに上海から同船して来ていた日本側随
行団の意向を気にしていた。そこで奥屋はま
ず，随行団の1人である国会議員に意を告げる
が「一行のことは万事，谷萩氏が決めている」
とのことだった。「谷萩氏」とは陸軍大佐・谷
萩那華雄，太平洋戦争下には大本営陸軍報
道部長を務めた人物である。奥屋は谷萩にそ
れまでのいきさつを話し，改めて林へのインタ
ビューの許可を求めたが，谷萩は天皇に謁見
するのが先であると，言下に却下した。奥屋
はインタビューするのは汪兆銘ではなく宣伝部
長の林柏生であり，謁見の前に林から日本国
民へのメッセージを話してもらうことに問題は
ないはずだと食い下がった。

以下，「放送業績要覧」から引用しよう。

ところが今度は谷萩少将（正しくは大佐：引
用者）色をなして「そんなことをいうと，あな
たの首が飛びますぞ !」と一喝した。奥屋は
ムッとして口をつぐんだ。この時ほど養い難
い者は軍人だと思ったことはなかった。そし
てこ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

のような訳のわからぬ権勢が民
・ ・ ・ ・

衆の頭
を
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

抑えている時代に，啓
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

蒙的な行動は禁物
で
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

あると悟った。威張りたい者には威張ら
せて置け，と半ば自棄的な気持ちでその場
を引き上げた 26）（傍点は引用者）。

戦後の回想ではあるが，記述は具体的で
生 し々い。それは奥屋にとっては決定的な瞬間
だった。奥屋は，「指導性」こそがラジオの最
も重要な機能だと考えてきた。その奥屋が，こ

のとき「啓蒙的な行動は禁物であると悟った」
と言うのだ。

奥屋にとってラジオの「指導性」とは，本
来，大衆の文化レベルを高めてゆくことだっ
た。ベートーヴェンの音楽や，ゲーテの詩の
魅力を大衆に浸透させ，啓蒙することだった。
それは軍・政府がラジオの「指導性」によって
大衆を戦争協力に導こうとすることとは区別さ
れていたはずだった。だが，満州事変から日
中戦争へと，日本の社会がまるごと右方に地
滑りしてゆく時代の中で，奥屋の「指導性」は
軍・政府のそれに飲み込まれていった。『国民
歌謡』も『詩の朗読』も戦争賛美一色に染まっ
てしまった。そのことに奥屋自身が疑問を持つ
こともなかった。しかし，谷萩那華雄から恫
喝されたとき，奥屋の心の中で何かが動いた
のだ。「このような訳のわからぬ権勢が民衆の
頭を抑えている時代に，啓蒙的な行動は禁物
である」。

このとき，奥屋は自身が考えてきたラジオの
「指導性」がいつのまにか変質し，「訳のわか
らぬ権勢」を支えていたことに思い至ったので
はなかったか。さりとて戦争と無縁なところで
大衆の文化レベルを高めることなど，この時代
には不可能だ。ならばラジオは「指導性」そ
のものを棄

す

てたほうがよい―。
ラジオの「指導性」が「空恐ろしい」ほどの

ものであることは奥屋が誰よりも知っていた。
ラジオが軍人の思うがままに「指導性」を発揮
すれば日本は道を誤るだろう。奥屋が突然，
反戦思想に目覚めたというのではない。“普通
の愛国者”として日本の進路に危惧を抱いた
のだ。

だが，奥屋ひとりに何ができただろう。「国
民精神総動員実施要綱」は，ラジオを政府が
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戦争目的のために利用するべきものと位置づけ
ているのだ。

放送人・奥屋熊郎の輝きは過去のものにな
ろうとしていた。奥屋の部下だった佐々木栄之
助は，奥屋の活躍した時期について「やっぱ
り課長時代ですね」と語っている。放送部長
になってからは「精彩もあまりなかった 27）」とも
言っている。制作の現場から一歩遠くなったこ
ともあっただろうし，軍・政府による統制が一
層強化されたこともあっただろう。でもそれだ
けではない。「啓蒙的な行動は禁物であると
悟った」とき，奥屋がラジオそのものへの情熱
を半ば失ったとしても不思議ではなかった。

だが，奥屋が日本放送協会を去るまでには
まだ2年ある。

『詩の朗読』の変貌

太平洋戦争の勃発を受けて，慰安放送は奥
屋を置き去りにするように刷新される。『国民
歌謡』は1941年1月に終了し，『われらのうた』
に改称されていたが，1942年2月からは『国
民合唱』として再スタートした。「決戦態勢下
にその確立を最も緊急事として考慮されていた
音楽厚生運動の具体案 28）」として結実したも
ので，合唱という形式が「人の和を絶対に必
要」とすることが重視された。

最初に選ばれた曲は「此一戦」（大政翼賛会
標語，作曲/信時潔）。歌詞は「この一戦，何
が何でもやり抜くぞ」とだけ繰り返すものだっ
た。
『詩の朗読』も，『愛国詩』に名前を変えてレ

ギュラー番組化することになった 29）。開戦まも
ない1941年12月12日から31日まで，日本放
送協会は大政翼賛会文化部長・岸田國士の協
力を得て，「愛国詩」を毎日放送したが，これ

が定着してゆくことになったのである。どんな
詩が朗読されたのか，初日の12月12日分を示
しておこう（表7）。

「愛国詩」の朗読放送の実現に寄与した岸
田國士は，戦局には勝利もあれば停滞もある
から国民は焦燥感を感じるとして，次のように
述べていた。「このときラジオなどは然るべき
方策，すなわち国民の士気を引き締めるよう
な放送をしてこれを緩和するのに適当な機関
でしょうから，その一つとして詩の朗読などを
大いにやったら良いと思います 31）」。　　　

それは日本放送協会の認識でもあった。日
本放送協会業務局長・関正雄は「この愛国詩
の朗読が，赫

かっかく

々たる皇軍の戦果の報道や，軍
事発表，その他の放送と相まって，国民の士
気の昂揚に寄与する所，少なからざりしことを
確信する 32）」と記している。

ラジオこそが国民を鼓舞する力となる，そ
れは「愛国詩」のテーマそのものでもあった。
1942年12月19日に放送された岩佐東一郎の詩

「ラジオよ」の一節を引いてみよう。

この朝
君の聲は僕の眠りを爆砕した
湧き上る感動をやつと押さへて
一言一句を明快に発射する君の聲は
僕の耳に砲彈となつて打ち込んで来た
餘りにも荘厳な　餘りにも偉大な

表7

「危急の日に」 高村光太郎

「宣戦布告」 野口米次郎

「感謝の賦」 長田恒雄　

「BK 確定番組」から作成 30） 
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その事實を次々と打込まれて
僕の肉體は貴い重さによろめいた
忽ち佇立し直した僕は
軍服を着ぬ兵士の身構へをした
よろこびに溢れる血の熱さよ
日本の全土に充ちた感激の電波よ　

日本放送協会編（1942）『愛国詩集』より

「君の聲」とは，太平洋戦争の開戦を伝えた
臨時ニュースを指しているのだろう。ラジオが
戦争を賛美し，そのラジオを賛美する詩をラ
ジオが放送する。岩佐の詩は，ラジオそのも
のが戦争の一部であることを如実に示すもの
だった。

奥屋はかつて，『詩の朗読』について「自分
の子供に対するほどの愛 33）」を注いだと記して
いたが，その変貌ぶり（成長ぶり？）をどんな
思いで見ていたのだろう。

奥屋熊郎は死んだ？

『愛国詩』の放送が始まって5か月が過ぎ
た1942年5月20日，京都ホテルで「愛国詩
放送の展望」と題する研究座談会が開かれた

（『放送研究』1942年 8月号に採録）。出席し
たのは新

し ん む ら

村出
いずる

，富田砕
さい

花
か

など関西圏の言語
学者や詩人，そして奥屋熊郎放送部長らBK
で番組制作に携わる者たちだった。座談会の
目的は，開戦以来『愛国詩』はAKだけが制
作していたが，その一部をBKが請け負うこと
になったのを機に，識者の意見を聞くことだっ
た。　　　

冒頭で奥屋は，中断されていた『詩の朗読』
が「別な形でAKから再燃してきた」ことを「歓
びに堪えない」としながら「BKの往年の朗読
運動は詩と音楽又は補助効果等の有機的結合

を以て独自の放送芸術を創り出す事により多く
の目的を持っていたのであり，今次の戦争下愛
国詩朗読とはいささかその性格を異にしている
と思うのでございます」と複雑な心情をのぞか
せている。

だが，この奥屋の物言いは正確ではない。
音楽の有無について言えば，『詩の朗読』のス
タート当時からないほうがよいという意見は少
なからずあった 34）のであり，実際，音楽をつ
けない場合もあった 35）。そして先に見たように，
日中戦争勃発後にBKが制作した『詩の朗読』

（1937年12月3日放送）は戦争を賛美する詩
のオンパレードであり，「確定番組」を見る限
り音楽もない 36）。このときから『詩の朗読』は
すでに『愛国詩』と分かつところはなかったの
である。

座談会で奥屋は「愛国詩という名称を国民
詩に変えた方がいいのではないか」とも発言し
ている。そのほうが詩の材料の幅が広がるは
ずだと言うのだ。だがそもそも，レギュラー番
組ではないにしろ『愛国詩』という番組タイト
ルを最初に使用したのは，AKではなく奥屋が
放送部長を務めるBKだった。1937年12月3
日放送の『詩の朗読』は先に見たが，その後も
BKは微妙にタイトルを変えながら詩の朗読を
放送している（表8）。その中で生まれた『愛国
詩』が，太平洋戦争開戦後のそれに連なって
いったのである。
『愛国詩』は太平洋戦争開戦後に突如始まっ

たものではなく，BKが創始した『詩の朗読』
の延長線上にあることは明らかだ。『詩の朗読』
の内容に断層が生じたのは太平洋戦争の開戦
時ではなく，先述したように日中戦争の勃発時
である。そこから太平洋戦争開戦後の『愛国
詩』までは一直線上にある。
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そうなのに，なぜ奥屋は『詩の朗読』と『愛
国詩』では「いささかその性格を異にしている」
などと煮えきらない言い方をしているのだろう
か。「愛国詩という名称を国民詩に変えた方が

いいのではないか」などと未練がましいことを
言っているのだろうか。「愛国詩」と「国民詩」
の間にどんな本質的な差があると言うのだろ
う。どう呼ぼうが，岸田國士の言い方にならえ
ば，詩の朗読放送は国民の士気を引き締め，
戦局に対する国民の不安を除くために行うので
ある。

座談会全体を通して奥屋には元気がない。
数少ない発言は歯切れが悪い。「全国の放送
局切っての知恵者」とうたわれた奥屋熊郎とは
まるで別人のようだ。

おそらく，こう言ってよいのだろう。ラジオの
「指導性」に疑いを懐いたときに，あのエネル
ギッシュな放送人・奥屋熊郎は死んだのだ。こ
こにいるのは，聴取者を「指導」してその文化
レベルを高めるという目的を失い，しかし失っ
た目的への未練を断ち切ることもできない，時
代から取り残されたひとりの男だ。
『愛国詩』が『国民詩』に改称されることは

なかった。BKは1942年5月以降，十数本の
『愛国詩』を担当している。例えば開戦1周年
に近い1942年12月5日には，「軍神に続け」

（高村光太郎），「十二月八日」（安西冬衛），「大
詔渙発の日」（白鳥省吾）の3 本が大阪から全
国中継されている。

7. 最後の抵抗

放送現場を去る

1943年7月，奥屋熊郎は日本放送協会を依
願退職し，常務取締役として日本放送出版協
会に移った。その間の事情について奥屋は何
も書き残してはいないが，かつて同じBKの教
養課長として文芸課長の奥屋と机を並べてい
た西本三

み と じ

十二は「戦況の不利に伴う，きびしい

表8

『詩の朗読』（1938年7月23日放送）

「徐州落ちたり」 吉田絃二郎

「はてしない戦線」 内藤濯

「盧溝橋畔に立ちて歌へる」 佐藤春夫

ほか3編

『戦争詩朗読』（1939年2月12日放送）

「召集令」 野口米次郎

「挺身隊」 加藤愛夫

「中支九江討伐戦」 野尻維三男

ほか5編

『戦争詩朗読』（1939年7月4日放送）

「音羽中尉」 佐藤春夫

「西湖畔より」 火野葦平

「渡洋爆撃隊を讃ふる歌」 佐藤惣之助

ほか3編

『戦争詩』（1940年 6月23日放送）

「戦する弟へ」 城左門　

「新しき戦闘」 西條八十

「旗旆」 乾直恵

ほか7編

『愛国詩朗読』（1940年11月15日放送）

「祖国」 塩野筍三

「破れた翼の思ひ出」 野長瀬正夫

『愛国詩』（1940年11月16日放送）

「百姓の歌」 浅井十三郎

「日本よ萬歳」 浅井十三郎

『詩の朗読』（1940年12月24日放送）

「皇国紀元二千六百年の賦」 佐藤春夫

「BK 確定番組」から作成
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検閲や制約のうちにあって，番組の企画と制
作に努力を続けてきたが，その限界に見切りを
つけ，周囲の空気にあきたらず，（中略）大阪
を去って東京に移った 37）」と記している。

奥屋が大阪を去る2か月前，5月29日には
アッツ島の日本軍守備隊がアメリカ軍陣地に
総攻撃をかけ全滅。大本営は初めて「玉砕」
の語を使って日本軍の敗北を認めた。5月30
日，大本営陸軍報道部長・谷萩那華雄は，ラ
ジオを通して守備隊がいかに勇敢に戦ったの
か，最後の突撃がいかに悲愴なものだったか
を語り，兵士たちは「神国日本の天壌無窮と
大東亜戦争の必勝と，後に続く者とを信じて
心のこりなく笑って大義に就いたのである 38）」
と国民の士気を鼓舞した。

この谷萩の講演放送を受けて，AK報道部
の山田は雑誌『放送研究』に次のように記して
いる。

報道もここまで来ると最早単なる報道では
なくなる。谷萩報道部長の講演を含めて考
える時，三十日午後七時の報道は，明らか
に一億国民に対する「報導」であった。「報
導」するの要は，決戦下今後ますます多くな
るであろう。味噌の味噌臭きは味噌に非ず，
報
・ ・

導すべき内容と，報
・ ・

導臭を発散せしめざ
る表現との間，我等の課題はいよいよ難しく
なろうとしている 39）（傍点は原文）。

奥屋は谷萩の講演を聴いただろうか。そし
て山田のコラムを読んだだろうか。もしそうし
ていたとすれば，奥屋はかつて谷萩から恫喝
を受け，「このような訳のわからぬ権勢が民衆
の頭を抑えている時代に，啓蒙的な行動は禁
物だと悟った」ときのことをありありと思い出し

ただろう。あの谷萩が，日本軍守備隊の全滅
を切 と々伝えることで国民の士気を昂揚させよ
うとしていた。そして日本放送協会の報道部員
は谷萩の講演放送をニュースと相まって見事な

「報導」だったと称え，そうとは悟られないよう
に（味噌臭くならないように）国民を戦争協力
に導くことが肝要だと主張していた。

報道（報導？）ばかりではない。慰安放送も
また総力をあげてアッツ島の「玉砕」を音楽や
詩で伝えている。6月3日には夜7時半から9
時まで『アッツ島の勇士に感謝し戦争完遂を誓
う』という特集が組まれ，谷萩の講演の録音
による再放送に続けて「玉砕」を称える詩や音
楽が放送されている（表9）。

特集は，日本軍守備隊全滅という，国民の
間に厭戦気分を醸成しかねない事態を，逆に
敵愾心と戦意の昂揚に結びつけるための放送
だった。例えばこれが，奥屋が協会を去る直
前の「周囲の空気」だった。戦局が悪化の一
途をたどる中で，ラジオはまさに「啓蒙的」な
放送を続けていたのである。

表 9

愛国詩

「五月二十九日の事」 （高村光太郎）

「決死の覚悟」 （武者小路実篤）

「勇士玉砕をラジオに聴く夜」（尾崎喜八）

管弦楽

「アリューシャンの勇士」

「うたではやまじ此仇を」ほか

吹奏楽

「命を捨てゝ 」

「国民の意気」ほか

「AK 確定番組」から作成
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最後の抵抗

放送の現場を去った奥屋の主な表現の場
は，日本放送協会が編集し，日本放送出版協
会が発行する雑誌『放送』となった。だが，こ
こで奥屋が直ちにラジオとは違う表現を実現で
きたわけではない。軍・政府の方針に則って
聴取者を指導するという立場から離れない（離
れられない）ままだった。

例えば1944年7月号では，奥屋は「前線と
放送」と題する誌上座談会の司会を務めてい
る。中国戦線などで戦う日本軍兵士に向けた
放送について軍関係者と日本放送協会の幹部
が話し合っているのだが，その冒頭で奥屋は

「軍当局の要望と，放送局の企画を緊密に一致
させるということは何よりも大切であります」と
口火を切っている。そうならば，奥屋に放送局
を去る理由はなかったはずだ。

だが，おそらくそれは奥屋の本音ではなかっ
た。奥屋が本音で語り始めるのは，1944 年9
月号からである。雑誌の奥付の記載はその前
号までは［編集人 社団法人日本放送協会 金
川義之，発行人 株式会社日本放送出版協会 
奥屋熊郎］となっていたが，9月号からは［編
集兼発行人 奥屋熊郎］に変わっている。放送
協会が担ってきた『放送』の編集を出版協会
の奥屋が行うことになったのだ。

編集権を手にした奥屋がラジオではできな
かった表現をどう実現したのか，この号に掲
載された座談記事「撃滅の戦機に立ちて」を見
てみよう。出席者は陸海軍の軍人4人と航空
機製造の関係者2人，司会は奥屋が務めてい
る。題目の勇ましさとは裏腹に，座談の内容
はアメリカ軍による本土空襲の危機にどう対処
するのかというものだった。すでにマリアナ諸
島の制空権・制海権はアメリカ軍の手に渡り，

島々を出撃したB29 爆撃機の大編隊が，遠か
らず本土上空に飛来することは誰の目にも明ら
かだった。おそらく自身の企画であるこの座談
で，奥屋は何を訴えようとしていたのだろうか。

まず奥屋は，「国民の自覚と心構えを明らか
にする」ためには戦局を正確に理解する必要
があるとして軍人らに説明を求めている。それ
に対する海軍中佐・山田正の答えは，敵が本
土に近づいたということは「戦いやすくなった」
ということであり，しかし「どういうように戦う
かということはその衝に当たっている者でない
とわからない」というものだった。そして「戦
争にかけては安心していい」のであり，敵が本
土に上陸してくることなどはない，と言う。

奥屋は納得せず，こう反論している。「国民
は皇土上陸などということを思っているのでは
なしに，如何なる規模の空襲が，今後どの程
度に行われるかということに最大の関心を持っ
ているのではないでしょうか」。

奥屋が求めているのは精神論ではなく，事
実である。軍側は，今まで見る限り焼夷弾の
威力はたいしたことはないとか，アメリカの戦
力も現在が最大限であるとか，言い訳じみた
ことを述べながら，油断は大敵であると認めて
いる。奥屋は「許される限り戦局の真の姿を国
民に知らせ」てほしいと念を押している。

また，現代の戦争の主力兵器が飛行機であ
ることは，それが艦船などに比べて小型軽量
であるがゆえに，物資に恵まれない日本にとっ
ては有利であるとする軍側の論理（?）にも奥
屋は頷首しない。そして，来襲した敵機のす
べてを撃ち落とすにはどのくらいの飛行機が必
要なのかと問いただしている。軍側は敵の「半
分は要る」（つまりは半分でよい）と言うのだが，
奥屋は「アメリカあたりでは非常に命を惜しが
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る関係から，飛行機の防備という方面に注意
している。戦闘力に於いては日本は優っていて
も，弾を受けた時の被害の率ということになる
と，日本の方が弱いということになりませんか」
と食い下がっている。

これに対する軍側の答えは，「弾が当たらな
いようにやっている」とか，防備を重視するアメ
リカの飛行機は「重くなるから結局墜

おと

される」
などだった。奥屋が（そして読者が）納得する
はずもないのだが，奥屋は飛行機増産は量だ
けでなく質も大切であることを訴えている。軍
側にも，できるかできないかはともかく，それ
に異論のあるはずはなかった。　　

座談は優れた飛行機をたくさん製造するた
めに国民の力を結集すべしという平凡な結論
に落ち着く。そうでなければ雑誌に掲載でき
るはずもなかった。もちろん奥屋自身も，戦
争に勝ちたい，勝たなければならないと考えて
いただろう。それでもなお，軍人に食い下がっ
て戦況の実相を明らかにしようとする奥屋に，
筆者はぎりぎりの抵抗の意思を感じる。

この座談だけではない。アメリカ軍による
日本本土空爆が本格化していた1945 年3月の

『放送』誌上では，奥屋は「航空決戦・道あり」
と題して工学博士・富塚淸と対談しているの
だが，ここでも同じ姿勢が見える。日本の技
術力は決してアメリカに劣るものではなく，そ
の技術力を発揮するスピードが足らないのだと
主張する富塚に対し，「今からでも遅くはない，
大丈夫だということが言い切れ」るかと問いた
だし，新聞も放送も1機でも多く作れと叫んで
いるが，自分たちはすでに限界までやっている
のであり，あんなかけ声に効果はあるのかとい
う新聞投書に賛意を示している。そして「こう
いうことを言うと叱られるかも知れないが，こ

んなにB29が頻繁にやって来ることが予想の
中に入っていなかったのかとさえ思われる」と
言うのだ。さらには「B29の性能というものは
やはり相当恐るべき存在と見て良いのでは」と
問い，富塚の同意を引き出している。ではどう
するのか。「航空決戦・道あり」という題目と
は裏腹にその道が具体的に示されるわけでも
なく，退屈な教育論やアメリカ本土空爆という
夢物語が語られるばかりだ。

そういう対談の中でも，奥屋が婉曲に，し
かし一貫して批判しているのは，差し迫る具体
的な危機を隠蔽し，根拠もなく戦争勝利の確
信を語る軍の姿勢であり，国民の精神力こそ
が勝利の源泉であると言いつのる非科学性で
ある。そしてそれは日本放送協会の「報導」姿
勢そのものでもあった。

奥屋の耳には，必勝を叫ぶ“大きな声”で
はなく，それぞれの生活を抱えながら空襲の
恐怖におののく市井の人々の声こそが切実なも
のとして聞こえていたはずだ。物語「釣鐘草」
や「ひとりしづか」の主人公たちの“小さな声”
のように。投書に寄せられた駄菓子屋のおや
じや，刑期を終えて監獄を出た男の“複雑で多
様な声”のように。

奥屋と富塚の対談「航空決戦・道あり」が
掲載された『放送』の発行日は3月1日，その
9日後，3月10日には約300 機のB29が東京
下町の人口密集地に1,700トンの焼夷弾を投
下，およそ10万人が死んだ。

敗戦の日まで，雑誌『放送』誌上で奥屋が
再び発言することはなかった。

おわりに ―再び「指導性」について―

奥屋が再び『放送』誌上で発言を始める
のは，敗戦から2年が過ぎた1947年夏，「放
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送漫筆」という連載を始めたときからである。
1948年7月号では，「“鐘の鳴る丘”是非」と題
して，戦災孤児たちが1人の復員青年とともに
共同生活を送りながら成長してゆく姿を描いた
連続ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』について論じ
ている。戦災孤児たちの明るくたくましい姿は
多くの聴取者の共感を呼び，放送回数は，こ
の時点ですでに百数十回に及ぶ人気ドラマだっ
たが，その一方で「ばかやろう」「ぶっ殺してや
る」などの孤児たちの乱暴な言葉遣いを問題
視する声も多く，一種の論争になっていた。

奥屋は両方の意見に耳を傾けそれぞれに理
解を示しているが，「みんな，もっと冷静になっ
てほしい」と呼びかけて自分の考えは「保留」
としている。実はこのエッセーの主題は『鐘の
鳴る丘』それ自体を論じることではなく，ラジ
オの影響力の大きさに対する自戒なのだ。

奥屋は，「ラジオの強引な能力の前には，常
に絶

・ ・ ・ ・ ・

対の障害というものがない，鉄板を貫くラ

ジウムと同様，いつでも大衆を意のままに征服
することができる，そういう“無限大の指導性”
こそが，ラジオの本質的な力であ 40）（傍点は原
文）」ると記している。

奥屋がこう書くのは，ラジオの「無限大の
指導性」が暴走し，国民を戦争に導いた時代
の，まだ生々しい記憶があったからに違いな
い。そしてその危険は昔話ではないという認
識があったからだ。

奥屋は次のように続けている。

もちろん，大衆にも批判力があり識見があ
り，嗜好があるから，或る物に対しては鋭
い排撃を加えることもあるが，たとえ一部の
反対者が介在したとしても，逆にこれを推賞
する者，推賞しないまでも無批判についてゆ
く者があれば，その数は，強引なラジオの
働きかけに対して雪達磨の理屈通り次第に
増えてゆく，そしてそれがいつのほどか抜く
可らざる巨大な力になってゆく，ラジオが“ラ
ジオ大衆をつくる”というのは，この意味で
ある 41）。

奥屋には，自分もまたある時期には，敵愾
心に燃え，高い戦意を持つ「ラジオ大衆」を
つくることに積極的に加担した自覚があった。
ラジオの草創期に，大衆文化の向上のために
ラジオは「指導性」を持つべきだと確信し，後
世に残る数々の番組を生み出してきた奥屋だ
が，しかしその「指導性」は，いつしか大衆
を戦争へと導く「指導性」と重なり合っていっ
た。2つの「指導性」を隔てる壁は実は薄く柔
らかいものだった。奥屋は自分では気がつか
ないうちに壁を通り抜けていたのである。同じ
ことはこうも言える。「文化的効果に対する確

『NHK大阪放送局70 年 こちらJOBK』より

晩年の奥屋熊郎
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信」を持った「放送人」奥屋熊郎は，国民を
国策に導くことに全力を傾注する「放送人」に
いつのまにか変貌していたのである。

放送の「指導性」とは何か。「放送人」とは
何者なのか。奥屋熊郎がぶつかった問題は今
日なお新しい。

第5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改めた場合，
句読点やルビを追加した場合もある。
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