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『外地放送史資料・満洲編』
～「外地」放送史料から（4）～

メディア研究部	宮川大介

はじめに
NHK放送文化研究所が収集・整理してきた

「外地」放送史料を紹介するシリーズの第4回
は，『外地放送史資料・満洲編』（1979 ～ 1980
年）を取り上げる（以下，『満洲編』と表記）。

編者の放送史編修室は，1977年に刊行した
『放送五十年史』の執筆に伴い収集した資料を
集約・整理し，放送史の調査研究のため各種
の「外地放送史」を刊行しており，『満洲編』も
そのうちの１つである。

なお満洲の「洲」は，一般的には「州」とサ
ンズイのない形での表記が多いが，『満洲編』
では一貫して「満洲」の表記を採用しており，
本稿でも「満洲」と表記する。

『満洲編』の対象となっている満洲は，現
在，中国東北部と呼ばれている地域で，17世
紀以降，ロシア帝国が進出を続け，明治維新
後に対外拡張策をとり始めた日本と対立した。
1905年，日露戦争で勝利した日本は，遼東半
島先端部などの関東州を租借地とし，その一
角の大連で1925年8月から関東庁逓信局が実
験放送を開始した。1931年に満洲事変が起き

ると日本軍は，張学良の東三省政府が運営し
ていた奉天（現在の瀋陽）とハルビンの放送局
を接収し，軍事宣伝放送や内地（日本）向けの
短波放送を始めた。

1932年，「満洲国」が建国されると，その
翌年には満洲国の首都とされた新京（現在の
長春）に放送局が開局した。そして，同年9月
に「満洲電信電話株式会社（満洲電 ，々略称
MTT）」が日満合弁で設立され，大連放送局
など4局はその所属放送局となった。そして，
1945年8月の終戦時まで満洲電々による放送
が続けられた。
『満洲編』に掲載された史料の多くは，満洲

電々が刊行していた『電々』などの雑誌記事や
『満洲放送年鑑』を整理したものが中心で，満
洲電々の内部資料などは多くはない。これにつ
いて，『満洲編』（Ⅰ）の「まえがき」には，「（終
戦時の）満洲から内地への引揚げは，ほとん
どが着のみ着のままで持ち物も厳しく制限され
たため放送史の資料らしいものは何ひとつ持ち
帰ることができなかった」「戦前に内地の関係
機関等に配布，保存されていた資料も，終戦
時にみずから焼却したり，占領軍によって押収
されたりして今日国内に現存するものは極めて
まれ」などと記されている。『満洲編』の編集に
伴い，さまざまな困難があったと述べている。

史料集の構成　
『満洲編』は（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の3冊で構成され

ている。（Ⅰ）は第1章「揺らん期の満洲放送」
として1923年から1936年まで，（Ⅱ）と（Ⅲ）
は，第2章「満洲放送の発展と終末」として，
1937年から敗戦の1945年までを対象としてい
る。第1章と第2章の区切りとされた1937年
は，7月7日に起きた盧溝橋事件をきっかけに
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日本と中華民国が全面戦争に突入した「日中
戦争」開始の年である。

さらに（Ⅱ）は第2章第1節「躍進期の満洲
放送」，（Ⅲ）は第2 節「戦時下の満洲放送」と
して関連資料を収録している（表1）。

 

揺らん期の満洲放送（『満洲編』Ⅰ）
第１章の第1節「前史時代」では，東京放

送局開局のわずか5か月後の1925年8月，日
本政府の出先機関だった関東庁逓信局が大連
での実験放送を開始したことや1926年10月，
張作霖政権がハルビンからの実験放送を始
めたことなどを『昭和十四年康徳六年満洲放
送年鑑』や『ラヂオの日本』（日本ラヂオ協会，
1933年5月号），『昭和七年ラヂオ年鑑』などか
らの資料を引用して紹介している。

このうち，『関東軍特殊通信部業務詳報』は，
NHK放送博物館に保管されていた数少ない満
洲関連の資料で，1931年に起きた満洲事変の
あとに奉天放送局を運営していた関東軍の業
務資料である。当時の満洲でどのような放送が
行われていたか，多少なりとも推測できる。

その記述によると，放送は「満洲国人及在
留朝鮮人及外国人ヲ目的トスル第一部放送」と

「在満軍隊及在留内地人ヲ目的トスル第二部放
送」に区分されていた。標準的な放送時刻表

（午後4時～ 10時）も掲載されており，放送内

容として「レコード」「市況」「演芸」などのほか，
「ニュース」には満洲国人向け，朝鮮人向け，ロ
シア語，英語があり，国際色豊かな放送だっ
たようである。

第2 節「 満 洲電信 電 話会 社の 創設 」は，
1933年9月1日の満洲電々の設立以降の満洲
の放送事情を対象にしている。満洲電々は，
それまで統一性を欠いていた満洲国内の電信，
電話，放送事業を一括して経営するため日満
両国籍を持つ特殊法人として，また，半官半
民の国策代行機関という性格を帯びた，世界
的に見ても異色の法人として発足した。
『満洲編』は，満洲電々の法人発足に至る事

情について「満洲ニ於ケル電信電話事業ニ関ス
ル件　昭和七年十二月九日閣議決定」（『現代
史資料40　マスメディア統制Ⅰ』，みすゞ書房，
1973）や『通信協会雑誌』（財団法人通信協会，
1933年11月号）など，幅広い範囲からの資料
を掲載している。

躍進期の満洲放送（『満洲編』Ⅱ）
1937年7月の盧溝橋事件は満洲国にとって

も大きな出来事だった。第2章「満洲放送の
発展と終末」第1節「躍進期の満洲放送」の冒
頭は，『昭和十四年康徳六年満洲放送年鑑』の

「海外放送」からの引用で始まっている。
「デマ放送の渦中にある在外同胞に対し，

母国の立場を迅速且つ正確に認識せしめて併
せて新興文化の紹介に資する目的を以て，昭
和十二年七月十三日より急遽，大連無線電話
施設の利用に依り実施されたもので，当時最も
尖鋭を極めた南京放送局の逆宣伝を制圧する
に輝かしい偉功を立てたが，爾後，放送内容
に数次の拡充を経，放送時間の伸長を見て引
き続き我国の海外宣伝に力を尽くし（以下略）」

巻 時期 内容 ページ数

Ⅰ 1923 ～
1936 年 第 1 章　揺らん期の満洲放送 326 頁

Ⅱ 1937 ～
1941 年

第 2 章　満洲放送の発展と終末
第 1 節　躍進期の満洲放送 374 頁

Ⅲ 1941 ～
1945 年

第 2 章　満洲放送の発展と終末
第 2 節　戦時下の満洲放送 426 頁

表１　『外地放送史資料・満洲編』の構成
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（原文に読点を加えた）
このように満洲国の海外放送は，中国側に

よる南京からの放送に対抗することを大きな目
的としてスタートしたのである。

満洲国の発展とともに放送施設の拡充や充
実，放送技術の開発も進んだ。1938年に満
洲電々が制定した「放送施設拡充五箇年計画」
について，『電々』（1939年11月号）と『満洲電々
読本改訂二版』の記述を引用している。この

「五箇年計画」の概略は，満洲全土でラジオを
聴取可能とし，日本語による第１放送と満洲語

（中国語）による第2放送を実施，地方によっ
ては朝鮮語，モンゴル語，ロシア語の放送も
実施するというものであった。

表2に『昭和十五年満洲放送年鑑』の資料
をもとに作成した1940年夏期の「放送番組表」
を示した。番組表を見ると，午前6時から放
送が始まり，内地の「ラジオ体操」にあたると

思われる「建国体操」や「ニュース」「気象通報」
などの番組が編成されていたことがわかる。発
局が「東京」となっているのは，日本放送協
会制作の番組をそのまま満洲にも放送するとい
うことである。東京発の番組が目立つ一方で，
大連や奉天など地方局発の番組も見られ，意
外とローカル放送が充実していたという印象を
受ける。「経済市況」が奉天からも放送されて
いるが，当時，奉天が満洲国内最大の経済都
市だったためである。

番組の終了時刻は原則として午後10時40
分，同時期の日本放送協会の全国放送が，お
おむね午前6時から午後10時ごろまで放送し
ていたことと比べても遜色はない。
『昭和十五年満洲放送年鑑』からの引用で

は，番組内容の情報も一部，記述されている。
「地方局活躍の一年」として1939年の1年間に
地方局から満洲全域に向けて放送した主な番

表2　1940年5月～9月（平日・第1）の放送番組表（『満洲編』Ⅱより）

時刻 放送内容 発局 放送範囲 時刻 放送内容 発局 放送範囲
6:00 建国体操 新京 全国 12:30 ニュース，告知 東京／新京 全国　（告知はローカル）
6:18 入港船ノオ知ラセ 大連 全国 13:00 休止　
6:20 ニュース，告知 東京 全国 13:05 経済市況 奉天／東京 全国／ローカル
6:30 満洲語講座 大連 全国 13:10 休止
6:59 時報，気象通報 東京 全国（気象はローカル） 13:50 経済市況 奉天／各局 全国／ローカル
7:01 朝ノ修養 東京／各局 全国 14:00 休止
7:20 朝ノ音楽 新京 全国 14:55 気象通報 新京／各局 全国／ローカル
7:40 休止 15:00 婦人ノ時間 東京／各局 全国
8:00 建国体操 新京 全国 15:20 経済市況 東京 全国
8:20 気象通報 新京 全国 15:30 講演，講座，音楽，実況，演芸 各局 全国
8:25 休止 16:00 ニュース，告知 東京／新京 全国（告知はローカル）
9:05 経済市況 東京 全国 16:30 経済市況 奉天／各局 全国／ローカル
9:10 休止 16:40 休止
9:30 経済市況 東京／奉天 全国 17:30 音楽，演芸，実況 新京 全国（5 月～ 9 月休止）
9:50 幼児ノ時間 各局 全国 18:00 子供ノ時間 東京／各局 全国　ローカル
10:05 家庭メモ 各局 全国 18:20 子供ノ新聞 東京／新京 全国（新京発は水，土）
10:10 料理献立 各局 全国 18:25 講演，講座，音楽，実況，演芸 各局 全国
10:20 家庭ノ時間 各局 全国 18:50 メモ 新京 全国
10:40 日用品値段（予備） 各局 ローカル 18:55 カレント・トピックス（英語） 新京 全国
10:50 休止 19:00 ニュース，告知 東京／新京 全国（告知はローカル）
11:35 経済市況 奉天 全国 19:30 講演，講座，音楽，演芸，実況 東京／各局 全国／ローカル
11:40 経済市況 東京 全国 21:39 時報 東京 ・全国

11:59 時報 東京 全国 21:41 ニュース，ニュース解説，気象
通報，暦，告知，音楽

東京／新京
／各局 全国／ローカル

12:01 経済市況 東京 全国 22:30 今日ノニュース　22:40 終了 新京 全国

12:05 音楽，演芸，実況 各局 全国／ローカル 22:40 ～
23:30 新京，ハルビンのみで『北満ノ時間』，チチハル，ハイラルでも別番組
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組の一覧を見ると，例えば1月24日には牡丹
江放送局から「大陸花嫁座談会　東満移民の
現状を語る」が放送され，7月23日にはチチハ
ル放送局から「大興安嶺五百キロ横断探険隊
報告」と題した講演，8月27日には安東放送
局から新義州管弦楽団による「軽音楽・蒙古
娘」が放送されるなど，多種多様な番組が制
作・放送されていたことがわかる。

戦時下の満洲放送（『満洲編』Ⅲ）　
1941年12月8日，日本は米英両国に宣戦を

布告し太平洋戦争が始まった。太平洋戦争の
勃発で満洲国の放送がどのように変わったか，

『満洲編』（Ⅲ）には『放送研究』（1942年5月号）
に掲載された満洲電々放送部による「東亜戦下
の満洲放送」が収録されている。ここには次の
ような記述が見られる。
「特に日系を対象とする第一放送は，これ迄

日本放送協会の番組を約半分程度入中継して，
これに満洲編成の番組を適宜加へて放送して
きたのであるが，大東亜戦争の勃発後は，日
本放送協会の番組を原則として殆ど全部入中
継し，大東亜建設のため，米英撃滅の聖戦を
続けてゐる祖国日本の息吹きを，そのまゝ 聴取
者に伝へることに努め，国民の士気の鼓舞と
奮起に大きな効果を挙げて来たのである」

これまで満洲で編集・放送してきた演芸放
送や講演などを減らし，東京からの全国ニュー
スを優先させたと述べている。

その一方で，満洲語を中心とした第2放送
については，ニュース時間を増やしたとはしな
がら，「聴取者が満系層であるところから，正
しい積極的な弘報宣伝に努める一方，従来に
変らざる娯楽放送の提供に努めたことは云ふ
までもない」と述べ，放送担当者にとって，も

ともとの満洲の住民である中国側の一般大衆
の心をつかみとることがいかに重要で，かつ
困難であったかがうかがわれる。

1945年8月8日，ソビエト連邦が日ソ中立条
約を無視して日本に宣戦布告し，満洲・朝鮮
に一挙に侵入した。関東軍は壊滅し，満蒙開
拓移民をはじめ多くの日本人が亡くなり，引き
揚げ者も厳しい苦難に遭遇した。

終戦時の放送事情について放送史編修室
は，関係者への聞き取りという形で自ら資料を
作成した。『満洲編』（Ⅲ）に掲載された「伊藤
正弘・石黒明正　口述資料」（1978年3月作成）
には，ソ連軍の追及を逃れるため，中国人の
身なりをして知り合いの中国人の家を転 と々し，
かくまってもらったという生 し々い体験も記載さ
れている。

おわりに
『満洲編』に掲載されている資料の多くは，

内地でも入手できた刊行物が中心で，一次資
料は多くはない。当時，満洲の放送に携わっ
ていた人々がどのようなことを考えて番組を制
作したのか，その放送を聴いていた満洲の人々
がどのような情報を得てどのように生活に役立
てていたのか，といったことがわかる記録の多
くは終戦時の混乱の中で失われた。

しかし，放送史編修室が，『満洲放送年鑑』
や『満洲電々読本』といった刊行物の記載内
容をとりまとめて整理したことで，当時の放送
の実態がかなり詳しくわかるようになった。『満
洲編』に掲載されている年鑑や雑誌といった刊
行物も現在では入手が難しくなっているものが
多く，そうした点からも，『満洲編』は，満洲
の放送の歴史を概観するうえで欠かせない史料
集と言えよう。          　　（みやがわ だいすけ）


