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情報局・宮本吉夫宛書簡資料
～開戦前後の放送協会と
　　　　　     監督当局の関係～

メディア研究部  村上聖一

はじめに
戦前から国内でラジオ放送を行っていた社

団法人・日本放送協会は，1940年から1945年
にかけて，逓信省に加え，内閣直属の情報局
の監督を受けていた。その情報局で放送政策
を担った人物の一人に，放送担当課長を務め
た宮本吉夫（1906〜1987）がいる。今回の「放
送史料 探訪」は，宮本に宛てられた放送関係
者らからの書簡資料を取り上げる。

宮本は，逓信省で放送を所管する無線課長
などを務めたのち，1940年12月，メディア統
制を行う情報局が内閣に設置されると，その
第二部第三課長（放送担当課長）となった。そ
して，1942年6月に第二部第一課長（新聞担
当課長）に転任するまでの約1年半，放送番組
の指導・監督を行った。宮本は，太平洋戦争
の開戦当日，首相官邸からラジオで，「国民の
方々はどうぞラジオの前にお集り下さい」と呼
びかけたことでも知られる。終戦後も放送行政
に関与したが，1946年，逓信院電波局長を最
後に退官し，占領終結後は改進党中央常任委
員や自民党事務局長を歴任した 1）。

宮本が残した資料は，次に触れるように，
戦時中の新聞統合に関する政策文書など多様
であり，複数の機関によって所蔵されているが，
ここではNHK放送文化研究所（以下，文研）
に残されていた書簡を中心に見ていく。

宮本吉夫宛書簡資料の概要
宮本は，情報局の部内資料や業務に関連し

た書簡を長く手もとで保管していた。このうち，
新聞統制関連の政策文書など情報局の部内資
料は，遺族によって日本新聞協会に寄贈され，
主要な文書は，2000年に刊行された資料集『情
報局関係資料 2）』に収録された。

一方，放送・新聞関係者からの書簡の多く
は古書店などに売却され，その一部は，資料
を入手した個人によって国立国会図書館に寄贈
された。同館の憲政資料室では，目録の作成
を行い，2021年2月から書簡を公開している3）。
また，新聞のコレクターを通じて，日本新聞協
会の所有となったものもある 4）。

文研が所蔵する書簡も，時期は明確ではな
いものの，同様の形で流通していたものを研究
員が入手したと見られる。書簡は木箱に入れら
れた状態で文研の資料庫（NHK放送博物館内
に所在）に保管されていた（写真）。

 

資料は合計182点で，名刺や書きかけの原稿
を除き，ほぼすべてが日本放送協会の職員や
逓信省の官僚からの書簡である。本文に日付
が書かれていないものが多いが，消印の年月日
から，1937年から1945年にかけて宮本に送ら
れたものと考えられる。

木箱に入れられていた宮本宛書簡



53MARCH 2022

多くは，著書送付に対する礼状や栄転祝い，
年賀状といったものだが，日本放送協会業務
局次長を務めていた小野賢一郎からの書簡や，
当時，イタリアに派遣されていた逓信官僚の山
岸重孝からの書簡のように，近況などが詳しく
書かれたものもある。

日本放送協会業務局・小野賢一郎の書簡
資料のうち，36点と最も多いのが日本放送

協会業務局次長，小野賢一郎（1888 〜 1943）
からの書簡である 5）。小野は俳人，陶芸評論
家としても知られ，東京日日新聞（現在の毎日
新聞）の社会部長などを経て，1934年に日本
放送協会に入り，文芸部長となった。1941年
以降，番組制作を担当する業務局の次長（企
画部長兼務）を務めていたが，在職中の1943
年2月，病気のため死去した 6）。

残されていた書簡は，1941年2月から1942
年7月にかけてのもので，宮本が放送担当課
長を務めていた時期とほぼ重なる。月によって
は4 〜 5通の書簡が残されている時期もあり，
これ以外にも見つかっていない書簡がある可
能性を考えると，宮本とはかなりの頻度でやり
とりをしていたと言える。

書簡の内容は，番組制作をめぐって協会内
で生じていた問題や，人事に関する相談といっ
たものが多い。多くは便箋4 〜 5 枚程度のもの
だが，原稿用紙9枚にわたる比較的長い書簡
もある。宮本から小野に宛てられた書簡は残
されていないが，書簡の内容から見て，宮本も
丁寧に返信していたと推測される。

写真は，協会の業務局の人事案について報
告した書簡である。「社団法人日本放送協会」
と印刷された便箋が用いられている（日付は不
明だが，1941年前半のものと見られる）。書簡

では，「先日お話
の副部長の 件，
小生の考えとし
ては左記のよう
まとめ申候」とし
たうえで，業 務
局の教養部，演
芸部，音楽部に
新たに置く副部
長の候補を挙げ
ている。

 当時の『ラジオ年鑑 』を確認すると，1941
年10月末現在の職員一覧には，書簡に記され
た人事案と同じ役職・氏名が掲載されている。
小野の構想に沿った人事が行われるとともに，
その過程で，監督当局の宮本との間で情報交
換がなされていたことがわかる。

また，放送文化に関する研究所の開設を主
張する書簡もある。上記と同時期の書簡には，

「放送の向う道，放送文化，そういうものを今
から（遅まき乍ら）研究してゆく必要はあるま
いか（中略），いつでも必要な研究資料が提供
出来るよう，放送文化を研究してゆくといふ必
要がありますまいか。技術研究所と共に並置
さるべきものであるまいか，調査部では人的資
源に於て心細い感じがします」と記されている。
協会に放送文化研究所が開設されるのは戦後
の1946年のことだが，それ以前から構想が存
在していたことがわかる。

宮本と小野の親密な関係
小野からの書簡は，番組制作に関して報告，

相談する内容のものが多いが，宮本との親密
な関係を反映してか，書簡には，仕事に関する
愚痴や，協会内で対立する人物の論評といった

人事案について報告した書簡
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ものも多く含まれる。1941年4月初めの書簡に
は，協会の小森七郎会長とのやりとりについて
次のように記されている。

神経を太く! という事は有難いことです。し
かし録音はイケないとかニュースの中で録音
はおもしろくない，など会長からいわれると
ガッカリして了ひます。お恥しいですが足代
と医者代と引くと僅かしかない中で食ってい
ますのに仕事にケチがつくとやり切れなくな
ります。（中略）グチを並べて相すみません。
　
書簡にはこのほか，番組編成をめぐる大阪

中央放送局との確執が，当時の局長に対する
批判とともに記されているものもある。宮本も，
小野からの書簡を通じて協会の内情を把握し
たうえで，番組指導に関する方針を検討してい
たのではないかと考えられる。

さらに，書簡からは，小野がさまざまな人物
と関係を保っていたこともわかる。1942年2月
19日の書簡には，社会運動や思想の取り締まり
を担当していた特高警察も登場する。ここでは
情報局の「井上氏」（書簡のほかの箇所には「井
上情報官 7）」と書かれている）に特高警察が疑
いの目を向けているとして次のように注意を促し
ている。

昨夜速達が警視庁特高課長からまいり私信
の形式ですが私が昔から俳優問題などでよく
会うものですから何彼と注意してくれるので
す。（中略）昨夜は「ドル外交」を半月前放送
した木村某はマルキストであり依然として改
心しないのにヘンじゃないか，講演部へ注意
しろといってきましたので夫れは私の方で注
意するからブラックリストをくれといったら名

簿の一部を送ってきたのです。井上氏の言動
を非常に注意しているらしく私たちにもききま
すが何も申しません。（中略）井上氏は兼務
ではあり一寸お耳に入れる次第です。

こうした書簡からは，特高警察が情報局の
担当官を全面的に信用していたわけではなかっ
たことがわかる。双方ともメディア統制を担当
する官庁でありながら一枚岩で統制にあたって
いたわけではなかった。なお，小野のこのほ
かの書簡にも，特高課長 8）に自らの著書を送っ
たことなどが記されている。小野は警視庁の思
想取り締まり担当と日常的に情報のやりとりを
していたことがうかがえる。

逓信官僚・山岸重孝の書簡
宮本宛書簡では，小野の書簡のように，組

織の内情を詳しく伝えるものは例外的である。
小野の書簡に次いで多いのは，当時，イタリ
アに派遣されていた逓信官僚の山岸重孝 9）か
らの書簡（出発前のものも含め6通）だが，内
容は現地の情勢を淡 と々伝えるものである。

 
写真は，日独伊三国同盟（1940年9月）が

成立したあとの現地の様子について，ローマの
日本大使館から報告した書簡である。ここで

山岸重孝からの書簡（1940 年 10 月13 日）
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は，日独伊三国同盟成立に伴う記念放送に関
して，日本側がヒトラーやムッソリーニの出演
を望んでいることについて，「一寸無理のようで
す」などと書かれている。

さらに，同盟そのものについても，「独伊両
国にとって飽く迄外交的の一手段たるに過ぎ
ず，ローマなどでも成立当日も国旗一つ立てら
れない有様」「一般国民にとっては今回の条約
成立は殆んど何の意味も感じられない様です」
などとつづられている。三国同盟をめぐる日本
とイタリアの温度差は，政府関係者の間では
十分，認識されていたことがわかる。

おわりに
文研に所蔵されている宮本吉夫宛書簡は，

山岸重孝からの書簡のような業務に関する報告
や，年賀状，栄転祝いといった形式的なものが
多い。そうした中で例外とも言えるのが小野賢
一郎からの書簡である。そこからは，日本放
送協会の番組関連部局の幹部と情報局の担当
官が緊密な関係を築き，協会の内情が監督当
局に詳しく伝わっていたことがわかる。

小野の書簡からはさらに，小野とほかの協
会幹部との関係が微妙だったことや，特高警察
が情報局の官僚に疑いの目を向けていたことも
わかる。日本放送協会，情報局ともさまざまな
問題を抱える中，双方の幹部の間で緊密な情
報交換がされつつ業務が進められていた。

そうした書簡からは，当時の放送統制は，
情報局の一方的な命令によって実行されると
いった単純なものではなく，協会幹部との非
公式なやりとりがなされる中で，その実情も十
分に把握しつつ実施されたものと考えることが
できる。宮本は，戦時中の著書で，「国家と放
送事業は監督，被監督の対立的なものでなく，

謂わば国家は放送事業の後見的役目を以てそ
の責を分担せんとするものである」（『放送と国
防国家』1942年）と主張していた。そうした姿
勢が書簡でのやりとりにも反映されていると言
える。

もちろん，宮本に宛てられた書簡のみで，戦
時下の放送統制の全容を語ることはできない
が，当時の放送政策を考えるうえでは，監督当
局と協会との関係の実態を考慮に入れた考察
が必要になるだろう。当時の政策文書などとも
照らし合わせつつ，戦時下の放送統制につい
て，より詳しく解明していく余地がなお残され
ていると言える。

（むらかみ せいいち）

※書簡の引用にあたり，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。

注：
 1） 経歴は，有山輝雄「本資料集収録文書と編纂の

基本方針」有山輝雄・西山武典編『情報局関係
資料』第1巻（柏書房，2000年）8頁参照

 2） 有山輝雄・西山武典編『情報局関係資料』第1
〜 7巻（柏書房，2000年）

 3） 宮本吉夫宛書簡（憲政資料室収集文書358）国
立国会図書館憲政資料室新規公開資料
https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/shinki.php

 4） 前掲『情報局関係資料』第1巻6頁
 5） 国立国会図書館憲政資料室で公開されている宮

本吉夫宛書簡（12点）にも矢部謙次郎（仙台中
央放送局長），奥屋熊郎（大阪中央放送局放送
部長）ら放送関係者からの書簡が含まれるが，
ここでも小野の書簡が5点と最も多い。小野の
書簡はほかにも残されており，神奈川県二宮町
の徳富蘇峰記念館には，徳富蘇峰宛の書簡26
点が所蔵され，閲覧対応がなされている。

 6） 小野の経歴は，小野賢一郎『明治大正昭和　記
者生活二十年の記録（伝記叢書116）』（大空社，
1993年）解説（土屋礼子）参照

 7） 情報局で情報官や文芸課長を務め，歌人として
も知られた井上司朗を指すと思われる。

 8） 書簡には「特高課長」と記されているが，正確
には特高第一課長を指すと見られる。

 9） 山岸は，逓信省では宮本の4年後輩にあたり，
終戦時には，情報局の放送課長として玉音放送
の収録に立ち会ったことでも知られる。


