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ラジオ放送開始当初，個々のニュースの冒頭にあるリード文をどう書くかは，放送局にとっては大きな
課題だった。当時の資料によれば，自主取材をしていなかった日本放送協会は，通信社からの配信原
稿を，耳で聞くのにふさわしいかたちに書き換えてニュース原稿を作成していた。しかし，配信原稿の見
出しは新聞のような省略文だったため，大幅に書き換えてリード文を作成していた。その際，本文の語
句を引用して補っていたため，リード文は本文と語句が反復するようになった。反復は，談話構造の視
点から見れば伝達内容の強調であり，理解促進の機能があった。同時に，重複感が高くなる要素でも
あった。こうしたリード文が実際に付けられていたのかどうか，現存する中では最も古い，1937年，
1941年，1943年の3つの原稿群（一部音声）について量的な調査をした。その結果，1937年のもの
はすべての原稿にリード文があったが，1943年のものには4分の1強しかなかった。リード文があった
のは，主に大本営発表など重要とされたニュース，特に日本軍が戦果を挙げたニュースの原稿であった。
日本軍が勝利に沸くニュースや戦争遂行の希望をつなぐような事実を伝える原稿にはリード文が付けら
れたが，重要とされなかったニュースや，戦争を続ける上で認めたくない事実を伝えるニュースの原稿に
は付けられない傾向があった。終戦直後の資料には，戦争末期には主なニュースにリード文が付けられ
なくなっていたという記述があるが，敗戦色が濃くなり，報道発表をする側に強調したいことが無くなっ
たとき，報道をする側にも強調すべきものが無くなり，リード文を付けるスタイルを継続できなくなって
いったものと考えられる。また，リード文が減った理由については，配信原稿の冒頭文がすでに原稿
の全体像を示す文になっているので，リード文を加えて“屋上屋を重ねる”のを避けていた可能性も考
えられた。
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1 はじめに～本稿のねらい

現在，テレビやラジオで放送されるニュース

の1つ1つの原稿には，冒頭部分に必ず「リー

ド文」1）が置かれる。リード文とは，「以下に扱

うニュース内容を端的に言い表したもの」（星野

祐子（2011）），「ニュース項目ごとに，冒頭で

これから伝える内容と結論を手短に要約して知

らせる」（井上鎮雄（1988））ものなどとされる。

現在のテレビのニュース番組で，アナウンサー

が当該ニュースを読み上げる際，スタジオでリー

ド文を読み上げてから本文を伝えるスタイル

は，すでになじみ深いといえるだろう。

現代の放送ニュースにおいてリード文は，

ニュースをわかりやすく伝えるためにほぼ必要

不可欠な存在として定着している。冒頭部分で

当該ニュースの主な内容あるいは骨格が端的に

伝えられることで，聞き手の理解を助けている

と言えるだろう。

また，ニュースの書き手は，そのニュースで

伝えたいことを，リード文の中に端的に書き込

むことを自分に課すことで，わかりやすいニュー

スを目指すことができる。それによって，仮に

情報の「枝葉」はいくらあっても，その「根幹」

は単純な構成になることが約束されるからであ

る。

これによって書き手は，伝えたいことがリー

ド文にまとまらない事案は，ニュースそのもの

が成り立たない，あるいはニュースではないと

判断することができるようになる。ニュースは初

めから世の中に存在するものではなく，最初は

ある事象にすぎず，それを記者が取材をして

ニュースになるかどうか判断するところから始ま

る。筆者はニュースデスクの経験者であるが，

その当時，記者が断片的ないくつかの情報をま

とまらないまま報告してきたときは，しばしば

「それはどういう『リード』になるのか？」と聞き

返し，文が成立する見込みがあれば採用し，

文が成立しなければそれは情報ではあっても

ニュースにはならないと判断した。このように，

リード文の成否でニュースの採否を判断するデ

スクは少なくなかった。つまり，リード文は，

現代のニュースにおいては，聞き手にも，書き

手にも不可欠で，ニュースの成否に関わる存在

であるとも言える。

ところが，戦前・戦中は，放送ニュースその

ものが，現在とはやや異なる形で書かれてい

た。日本でラジオ放送が始まったのは1925（大

正14）年である。新聞に半世紀ほど遅れて登

場した，日本で初めての本格的な音声マス・メ

ディアだった。ニュースはその放送初日から始ま

る，90年の歴史を持つ番組だが，放送主体で

ある日本放送協会は，自主取材をするしくみを

持っておらず，当初は新聞社などが書いた原稿

をアナウンサーがほぼそのまま読み上げる形で

伝えていたのである。その後，放送局独自の

編集をしようという機運が高まり，通信社の配

信原稿を購入し，耳で聞いてわかりやすい文章

に「書き換え」て読み上げる方式（放送局編集

ニュース）をとるようになっていく。つまり，配

信原稿を書き換えるのが，日本放送協会の大

きな仕事になったのである。

この作業にあたって，最も特徴的だったこと

の1つが，リード文の登場だったと言える。な

ぜなら，配信原稿の書き換え作業は，「本文」

に関しては，基本的には文末を「です・ます体」

に直せば，読み上げるのにふさわしい文に近づ
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く（耳で聞き取りづらい語をわかりやすく書き

直すなどの作業ももちろんある）が，配信原稿

の「見出し」は，今の新聞の見出し同様「省略

文」なので，それだけでは読み上げるのにふさ

わしい文にはならなかったからである。つまり

リード文は，ラジオの登場によって，書きこと

ばの新聞や通信社の原稿には存在しないものと

して生まれたのであり，放送局にとっては，こ

のリード文を付けることが，自主的にニュースに

大きく関わることができる作業だったとも言え

る。

このリード文について時代を追って資料を見

ていくと，第二次大戦の戦争末期には，重要

なニュースにリード文が付けられなくなっていっ

た，という記録が出てくる。せっかく開発し，

放送局がニュース制作に大きく参加できるリード

文を，なぜ付けなくなっていったのか。これは

「報道史」という視点から見ても重大な問題を

含んでいると考えられる。しかし，当時のニュー

スの原稿や音声は極めて限られているため，実

態は明らかになっていない。そもそもリード文

がどのように作成され，どのような役割を担っ

ていたのかについても，研究が深められていな

いのが実情と言える。

本稿は，ラジオの草創期から第二次大戦の

時期にかけてのニュースに焦点を当て，リード

文がどのように作成されて成立し，どのような

意味を持っていたのか，また戦時色が濃くなる

中でどのように変貌していったのかについて，

限られた資料の中で可能な限り明らかにするこ

とを目指す。その際は，談話構造という視点か

ら分析し，音声言語としての報道文の中での

機能を示しつつ行いたい。

なお，日本語史の区分としては佐藤武義

（1995）が明治以降を「現代語」としているの

に基づき，本稿の対象とする大正末期から終

戦までの時期のことばについても現代語の範

ちゅうとして捉えた。

2 草創期のラジオニュース
のあゆみ概略

草創期のラジオニュースについて論じるにあ

たり，放送開始のいきさつや，ニュース原稿の

作成方法，さらに戦時中のおかれた状況など

について，まずは概略を記したい。

2–1　配信原稿を読み上げて
いた放送開始期

1925（大正14）年3月22日，社団法人東京

放送局によりラジオ放送（仮放送）が開始され

た。後藤新平総裁のあいさつなど式典形式の

放送がなされ，その後は音楽やニュース，天気

予報が流された。つまり，ニュースは放送初日

から流されていたのである。

しかしその1週間後には，早くも「ニュースが

無い」という事態が起きていた。3月29日の

ニュース放送は，午前11時30分の放送が「重

要なるニュースなきことを挨拶的に放送せり　報

知新聞社提供」，午後7時が「オートバイの原

稿帰り遅れ困難せり　日々新聞社」などという

記録が『放送日誌』に残っている。いったい，

何が起きていたのだろうか。

ラジオ放送は，1925年に東京放送局に次い

で，大阪放送局（6月），名古屋放送局（7月）

も放送を始め，ニュース放送もそれぞれ始まっ
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た。『日本放送史（上）』によれば，放送初期

のニュースは，次のようなものであった。

「ニュース放送の原稿は，三局とも地元の

新聞社・通信社から無償（名古屋局は新

聞社だけ無償）で提供されていた。しかも，

（略）多少の例外はあったにしても，放送

局としては編集はしなかった。すなわち，

この時期のニュース放送は取材も編集もお

こなうことなく，新聞・通信社に依存して

いたのである」

「新聞・通信社は放送の発足とともに，放

送事業に対してかならずしも積極的な熱意

をいだきつづけなかったばかりか，同じ報

道機関として，放送事業の進展成長ととも

に，しだいに対抗意識を強めるようになっ

た」

 （『日本放送史（上）』p.98，p.100）

もともと新聞・通信各社は，自ら放送局を経

営するつもりでいた。ラジオの速報性や営業・

宣伝上の効果に着目していたからである。しか

し政府はそれを認めなかった。その結果，各

社は，放送局に出資し，理事を送り込むととも

に，ニュースは「交代で」提供するということに

したのであった。

さらに，東京放送局では，本放送開始時

（1925年7月）には，新聞・通信社側からニュー

スを減らすよう申し入れがあり，平日は1日3回

だったニュースが2回（日曜祝日には1日1回）

に減ってしまった2）。放送局は取材も編集もで

きず，放送に対して熱意を持たない新聞社側

が提供する原稿を言われたとおりの順番で放

送するだけだったのである。

また，ニュース内容についても，基本的には

届けられた原稿をほぼそのまま読んでいた。原

稿については，「内容上，目でみる新聞には掲

載される記事ではあっても，耳できくラジオとし

ては放送できないものがあった。また，新聞記

者の執筆する原稿が，その構成・用語等の点

からみて，ラジオ向きでないものもあった」，「放

送局側においては，ある程度の編集権を持つ

ことを希望してはいたが，放送に当たって，新

聞社側の提供原稿の辞句を改めることがまま

ある，という程度以上には実現しなかった」

（『日本放送史（上）』p.100）とあるように，基

本的に原稿内容に手を加えられない状況だっ

た。初代アナウンサー大羽仙外氏の手記には，

締め切り間近に入ってきた原稿について「ぶっ

つけに読みながら話語体に直して放送した」

（『日本放送史（上）』p.100）とあり，おそらく

は文末を「です・ます」などの表現に言い換え

て伝えていたのではないかと考えられる。

2–2　ラジオ独自の
「放送局編集ニュース」

その後，札幌，熊本，仙台，広島の各放送

局ができて，1928（昭和3）年には全国中継網

ができたが，そのあともニュースはすべて各放

送局がそれぞれの管内に向けて放送するローカ

ル扱いで，全国向けのニュース放送は実現しな

かった。理由は，全国放送にするニュース素材

が少なかったからである。

この状況は，時事新報社社会部長だった矢

部謙次郎氏が東京中央放送局の放送部長に

就任してから改められた。ニュース素材を新聞

連合社（連合）と日本電報通信社（電通）の
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双方から購入して独自にラジオ用のニュースを

編集することにしたのである。そして，1930（昭

和5）年11月に，「放送局編集ニュース」が始

まった。

放送局編集ニュースは画期的なものだった。

「通信社から送られてくるニュースを東京中央放

送局の報道課で取捨選択して，ラジオ向きに

書き直した上，配列して全国へ放送する」（『20

世紀放送史（上）』p.55）ものであった。通信

社の記事は新聞社向けに書かれたものだった

ので，書き換えが必要だった。この放送局編

集ニュースによって，新聞社から提供された原

稿をそのまま読み上げていた時代から，「ラジ

オ向きに書き直し」て放送する時代に移り，こ

の段階で，耳で聞くためのニュースの模索が始

まったと言える。

また，これとともに，ニュースの時間や回数

も1日4回（休日は2回）となり，1回の放送時

間も増えた。ニュースはラジオ放送の中でもいっ

そう重要な位置を占めるようになったのである。

2–3　放送用語委員会の発足
全国各地に放送局ができたことで，次に，こ

とばの使い方が放送局ごとにまちまちであるこ

とが浮かび上がる。菅野謙（1978.2）では，

この時期の天気予報の放送表現について，「天

気はよろしゅうございますが･･･」「天気はよい

が･･･」「寒気はきびしゅうございます。」「寒気

はきびしくありますが，･･･」「わりにあたたこう

ございます。」「たいしたことない見込みでありま

す。」などと，放送局ごとに違っていたことを例

に挙げる。そしてこれらについて「ていねいさ

を欠いた表現や，逆にていねいすぎる表現，ま

た，話しことばとしてぎこちない表現など，さ

まざまなものが含まれていた」としている。この

時期は，放送表現についてはまだ各放送局が

それぞれ模索している状態だったと言える。

さらに菅野謙（1978.2）では，「全国中継放

送がしだいにふえてくるにつれ，部内から『放

送で使うことばのよりどころがほしい』という要

望が強くなってきた」としている。こうした部内

の要望は，放送にふさわしい表現を定めていく

「放送用語委員会」の発足につながっていく。

一方，部外からもラジオ放送に対する声が上

がっていた。当時ラジオには，そのメディアの

特性から，「標準語」や「国語」の統一・普及

の役割を期待する声が多く出されていた。日本

放送協会は，当時『調査時報』という冊子を

毎月発行していたが，そこには，「ラヂオは全
国民が同時刻に聴くのであるから即座に効果を

挙げ得る」（矢部謙次郎（1931），太字は原文

のまま），「文字に書いた宣伝ビラを何億枚撒き

散らしても一回のラヂオ放送には及ばない」（神

保格（1931））などの意見が寄せられている。

また，当時，国の国語政策に携わった国語

学者の保科孝一は，この時期の著書の中で，

国語の統一の重要性について次のように述べ

ている。

「国内に対する国語政策としては，国語を

整理統一することがその重要な目的になる

のである。国内が幾多の方言地域に分か

れて居ることは，国語の統一を失う所以で

あるから，国家の立場から見れば，その

不利すこぶる大なるものである」

「国語政策が樹立せられない上に，標準語

が現在のような状態にあるようでは，国語
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の統一ははなはだ覚束ないし，教育の進

展も意のごとくならないのである。標準語

が明確に定まれば，文体のごときも自然に

口語体に一定し，国語教育の進歩を促し，

国民文学の発達を来すのは言を待たない」

 （保科孝一（1933））

つまり，標準語・国語の話しことばを探り，

普及させていくことを，放送局に対して求める

声が高まっていたと言えるだろう。

こうした状況を受けて，1934（昭和9）年，

放送にふさわしいことばのあり方を組織的に探

求・制定するために「放送用語委員会」が発足

する。当初の名称は，「放送用語 並
ならびに

発音改

善調査委員会」で，委員として，立教大学教

授の岡倉由三郎（主査），京都帝国大学教授

の新村出，東京文理科大学教授の神保格，東

京朝日新聞調査部長の土岐善麿，早稲田大学

教授で文部省臨時国語調査委員の長谷川誠

也，東京中央放送局前放送部長の服部愿夫，

東京文理科大学教授で文部省臨時国語調査

会幹事の保科孝一，以上の7人であった。発足

に際して，岡倉は次のように述べている。

「『ことば』の本体は，口に語つて耳に聴

き取る音声のうちに意味を宿したものであ

る。これはいふまでもないやうであつて，

屢〃その上にあとから着せた文字の着物に

蔽ひかくされて誤解を来す事実である。

（略）それと同じやうに，「ことば」を練る

ためにはまづその着物である文字でかいた

「目ことば」をしばらく次の室に脱ぎ捨て

て，音ばかりでできたことばとして耳にど

ういふ風に正確に，且，美しく伝へ得る

かといふことの試験をし，研究を積まなけ

ればならない」

 （岡倉由三郎（1934））

このような時代の要請の中で，ラジオ放送で

使われることばは，目で読むことばから，耳で

聞くことばに変わっていかなければならないこ

とが，いっそう強く課題として認識されていっ

た。

「放送用語委員会」は，放送におけることば

の使い方の検討や方針策定を目的として定期

的に開かれ，ニュースについても具体的な放送

事例を調査して議題に挙げ，よりふさわしい文

の検討を重ねた。その後も日本放送協会に継

続的に設置され，正式名称やメンバーを変えな

がらも，2016（平成28）年現在もなお，外部

委員（言語学者などの学識経験者）と部内委員

（協会内の関連部局の代表）から構成されるメ

ンバーが，毎年数回，会合を開いている。

2–4　戦時下の放送をとりまく
時代状況

1937（昭和12）年に盧溝橋事件が起こり，

日中全面戦争へ発展，長期化した。1939（昭

和14）年には第二次世界大戦が勃発，1941（昭

和16）年には太平洋戦争も始まった。日本は，

半年ほどは優勢だったが，その後，形勢は逆

転し，敗戦への道を歩む。

ラジオ聴取契約数は戦時色が日増しに濃く

なる中で増え続け，1939（昭和14）年には400

万，1940（昭和15）年には500万を超えた。

『日本放送史（上）』には，次のようにある。
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「満州事変後，内外の重要ニュースを伝え

る報道放送に対する国民の関心は，必然

的にしだいに高まってゆかざるを得なかっ

た。とくに昭和十一年の二・二六事件に

よって，非常事態における報道放送の機

能が，国民にはっきりと認識されたのであ

る。そして翌十二年，日華事変が発生する

に及んで，それに即応して報道体制は急

速な整備をみた」

 （『日本放送史（上）』p.388）

例えば，日華事変（日中戦争）の発端である

盧溝橋事件が起きて臨時ニュースが続くと，そ

の後はニュース時間が増え，戦争が拡大すると

さらに時間は増えた。太平洋戦争が始まった

1941（昭和16）年12月8日当日の臨時ニュース

は，計12回に上り，定時ニュースを加えると，

放送回数は合計18回，時間にして延べ4時間

40分にも達した。ニュース放送はただちに戦時

体制に切り替えられ，「国民が聴取に便利であ

るとともに軍部・政府がもっとも利用しやすい

よう，拡充の措置がとられ」（『日本放送史

（上）』p.564）た。そして最初の2年間につい

ては，「ニュース放送は太平洋戦争の戦果の速

報に終始し」，「昭和十七年六月，ミッドウェー

海戦で，日本海軍が最初の打撃をこうむるとい

うつまずきがあったが，その真相も国民に知ら

されないままに，ニュース放送は相変わらず日

本軍の戦果をたたえ続けた」（『日本放送史

（ 上 ）』p.565）のである。『20世 紀 放 送 史

（上）』では，この時期の戦争へのラジオの関

わりについて，次のように書いている。

「この時期のラジオは“挙
こぞ

って国防，揃
そろ

っ

てラジオ”の標語や“放送報国”の掛け声

の下，政府の施策を国民に徹底し，日本

の主張を海外に宣伝することに全力を尽く

した。40年暮れからは，情報局がその監

督統制にあたった。戦局を知りたいと，

人々はラジオの大本営発表に神経を集中し

た。多くの偽りを含んだ発表ではあったが

･･･。やがて空襲が激しくなると，警報を

伝えるラジオが命綱となった。ポツダム宣

言の受諾は，国内より早くラジオで海外に

伝えられた。45年8月15日，“玉音放送”

で戦争は終わった」

 （『20世紀放送史（上）』p.123）

2–5　報道統制・検閲と
同盟通信社・大本営発表

検閲の制度は放送開始当時から存在した

が3）， 1940（昭和15）年には内閣情報局が設

置され，情報関係の仕事は情報局に統合，東

京逓信局のニュース検閲も情報局の指導下に

おかれた。1941（昭和16）年12月8日には，

情報局は新聞・通信社に「戦況並びに推移に

関しては，彼我の状況を含み，大本営の許可

したるもの以外は一切報道禁止」という通達を

出した。『20世紀放送史（上）』によれば，「情

報局は，強力な態勢の下に戦時下の国策に沿っ

て思想・文化全般の指導統制に乗り出した」「新

聞・通信社への統制が強化され報道禁止事項

が増えれば，同盟通信社の配信原稿をリライト

していた放送協会のニュースや番組は，逓信局

の検閲強化も重なって，一段と“放送報国”の

色彩を濃くすることになる」（p.144，p.153）と

いう状況であった。



20│ NHK放送文化研究所年報 2016

『日本放送史（上）』では，戦時中の検閲基

準について，当時，情報局第二部第三課が部

外秘扱いとして編集した冊子『大東亜戦争放

送しるべ』（のちに『大東亜戦争放送指針彙

報』）の1942（昭和17）年の一文の中に察する

ことができると記している。この一文には，“大

東亜戦争の完遂”“国家目的即応”を基調にし

た検閲方針として，以下の4点が挙げられてい

たという。

① 在国民に対し，放送適当なりや否や

② 日本的，枢軸的観点にありや否や

③ 政府に協力的なりや否や

④ 敵に逆用される虞なきや否や

これを踏まえて『日本放送史（上）』では，

「戦時下のニュース放送は，ニュース本来の性

格を失い，戦争完遂に国民をひきずって行くた

めのニュースでしかなかった」（p.571）と評して

いる。当時報道部に所属した者は「戦争が拡

大するとともに，ニュースに対する検閲はきびし

さをました」（柳澤恭雄（1995a））と述べてい

る。

また，当時の報道には，海外のニュースには

「同盟通信社」の，また戦況に関しては「大本

営発表」の原稿が頻出する。同盟通信社は，

新聞連合社（連合）と日本電報通信社（電通）

の合併によって1936（昭和11）年に設立され

た，国策的な通信機関である。日本放送協会

は，全国ニュースの素材を一元的にここから受

けることになった。

一方，「大本営発表」は，1941（昭和16）年

の太平洋戦争開戦時から始まり，終戦までの

間に計846回の発表が行われた。文体は文語

体で，ラジオでは極めて忠実に読み上げられて

いた。大本営発表のある場合は，放送協会で

はニュース係員を大本営報道部に派遣して発表

文を入手したり，あるいは大本営当局者の発表

を，中継線を使って報道会館で録音したりし

た。

こうして，当時のニュースには，「～発同盟」

と「大本営発表」という文言が数多く現れるよ

うになるのである。

3 調査の対象とする資料

ラジオ放送初期のニュースをうかがい知る資

料は少ない。しかし，ニュースの書き方に関す

る資料と，ニュースの原稿，および音声がいく

つか残っているので，その主なものを以下に列

挙する。これらのいくつかを使って，ニュース

を採取し，分析する。なお，以下のものはほと

んど非公開となっている。

（ａ）放送用語委員会（放送用語並発音改善調

査委員会）議事録

①「昭和9年版」（1934年）

・実際に放送されたニュース原稿を4本掲載し，

配信原稿をどのように書き換えて作成したか

がわかるかたちになっている。「より望ましい

表現」も添えられている。

②「昭和10年版」（1935年）

・大阪放送局や名古屋放送局など地方局の

ニュースを審議したもの。大阪局のニュースの

リード文の有無に触れている。

（ｂ）「ニュースの書き方」（ハンドブック）に関
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する資料

①『ニュースの文体及び語法 』（1935（昭和

10）年，日本放送協会）

・ニュースの書き方の“指南書”。重複の問題，

見出しの書き方について触れる。

②『放送ニュース編集便覧』（1940（昭和15）

年，日本放送協会業務局報道部編集課）

・ニュースの指南書。リード文のみ15例，配

信原稿と，書き換え文，書き換え例を掲載。

③『放送報道編集例 』（1944（昭和19）年，

日本放送協会）

・ニュース原稿の書き方約80例を掲載。

（ｃ）ニュース原稿

①1937（昭和12）年7月9日　日華事変など　

（25本）

・放送博物館に所蔵された原稿群。放送時刻

は不明だが，事変以外のニュースも含まれて

いる。もとになった同盟原稿（同盟通信社か

ら配信された原稿を指す）も残っている。放

送博物館所蔵。

②1941（昭和16）年12月8日　東京裁判資料

「ラジオ報道記録」（15本）

・北山節郎（1997）『太平洋戦争メディア資

料』p.273に掲載されている資料。極東国際

軍事裁判に提出された資料（法廷証1235C

検察側文書1657A）。マイクロフィルムが国

会図書館に残っているとのことである。

③1943（昭和18）年9月1日～4日，9日，13日

（約500本）（写真1）

・1987（昭和62）年に発見された原稿群。6日

分の放送原稿がそっくり残っている（13日は

一部のみ）4）。同盟原稿も多く残っている。

放送博物館所蔵。

（ｄ）ニュース音声

写真1　1943年のニュース原稿（9/1〜9/13）　NHK放送博物館所蔵
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　1941（昭和16）年12月8日　中国吉林省档

案館資料（今回29本のニュースを確認）

・中国吉林省档案館（公文書館）には，満州

電信電話株式会社の新京放送局の放送用録

音盤（「満州国ラジオ録音盤」，アルミ製）

が保存されている5）。一部が録音されて日本

に持ち帰られ，この中には太平洋戦争開戦

時のニュースが含まれている。刻 と々入ってく

るニュースと，それ以外の国内ニュースなど

が含まれている。

（ｅ）『ラジオ年鑑（昭和22年版）』（日本放送

協会編）

・戦後初めて出されたラジオ年鑑。以下のよう

に，戦争末期にはリード文を付けない原則

が打ち出されたことが記されている。

翌昭和二十年に成ると，大本営発表，報

道班員の伝える戦況，国策上の重要ニュー

ス共に一切見出しをつけず，単に事実を

伝えると云う原則で進むことになった。

（『ラジオ年鑑（昭和22年版）』p.50）

4 戦前の資料に見るリード
文の作成方法

浅井真慧（1989）の「放送用語委員会概

史」によれば，1934（昭和9）年から始まった

「放送用語委員会」は，「毎月2回ずつ開かれ，

精力的に審議検討をおこない，翌年3月には

『放送用語の調査に関する一般方針』を発表し

て」おり，「ニュース，子供の新聞，職業紹介

などの各種番組について，あらゆる角度から調

査することを目的として，放送原稿調査の実効

内規を定めている」のであった。このときの資

料の中には，当時の放送ニュースのことば・表

現がどのようなものであったのか，そしてそれ

に対してどのような検討が加えられていたのか

が残っている。これは，当時のニュースについ

て知るうえで貴重である。

まず，最初の年の資料の中から，菅野謙

（1978.2）でも取り上げられた，「配信原稿の

ニュースへの書き換え事例」を見て，ここから

リード文の作成方法を見ていきたい。

4–1　1934年の原稿書き換え例
～見出しからリード文へ

1934年10月の委員会では，8月1日から8日

までに東京放送局で放送されたラジオニュース

の原稿の中からいくつかを抜粋して審議してい

る。議事録には，▼通信社からの配信原稿（以

下，通信社から送られてきた原稿の文章をこう

呼ぶ）と，▼それに放送局のニュース課が手を

加えて実際に放送したニュース原稿（以下，

ニュースとして書かれた文章をこう呼ぶ）が，数

本分掲載されている（全文が載っているのは4

本）。これは，ニュースの原稿や音声がほとん

ど残存しない中，当時のニュースがどのような

文章だったのかを知るうえで貴重だが，どこを

どう直したか，両者を比較できるという点でも

（さらに委員会がどのような表現が，よりふさわ

しいと考えていたかを知るうえでも），資料数

は少ないものの，貴重である。

これらの資料を見ると，配信原稿の見出し

を書き換えて，リード文が作られていたことが

わかる。では，これがどのような手順で書き換
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えられていたのか，全文が記載

されている4つの原稿のリード文

の書き換え例を見ることで探って

いきたい。

※以下，検討の対象とする引用

資料については，引用箇所ご

とに【資料～】と番号を振って

掲載した。また，文を検討す

る際の便利さも考えて，資料

の旧漢字だけでなく旧かな遣

いなどもなるべく現代のものに

直した。

※実際の資料は，配信原稿の文

章に取り消し線等が入れられ，

その脇に文言を書き加える添

削型の体裁をとっている（写真

2を参照）。これをわかりやす

く示すため，ここでは，まず

通信社の配信原稿を掲載し，次に，添削後

のニュース原稿を示す体裁に直して載せる。

※「◎」マークは，通信社の配信原稿の見出し

に，また放送用のニュース原稿ではそれを書

き換えたリード文に，付けられているもので

ある6）。

※以下に出てくることばの定義について述べる。

▼「リード文」は「1はじめに」で示したとおり，

「以下に扱うニュース内容を端的に言い表し

たもの」（星野祐子（2011）），「ニュース項目ご

とに，冒頭でこれから伝える内容と結論を手

短に要約して知らせる」（井上鎮雄（1988））

もの，とする。

▼配信原稿のタイトルは，当時は「題」「表題」

などと呼ばれていたが，共同通信社で現在

これを「見出し」と呼んでいるのにあわせ，

本稿では一貫して「見出し」と呼ぶ。

▼これを放送用に書き換えた文は，当時は

「題」「題目」「表題（標題）」「見出し」など

と呼ばれていたが，「リード文」で統一し，

現在の定義とずれがある場合は，その旨，

適宜説明を付加する。

▼「本文」は，配信原稿から見出し部分を除い

た部分や，ニュース原稿からリード文を除い

た部分を指す。

▼「冒頭文」は，ニュース原稿の冒頭に来てい

る一文をそう呼ぶ。見出しを書き換えて作っ

たリード文の場合もあるが，リード文を設け

ない場合は，本文の第1文が冒頭文にあた

ることになる。

写真2
放送用語委員会議事録「昭和 9年版」（1934年）　
配信原稿の書き換え例（部分）　NHK放送博物館所蔵
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【資料1】（写真2）

◎思い出の古戦場で国葬
→◎ヒンデンブルグ大統領の国葬は七日

に故人にとって思い出の古戦場・タンネ
ンベルヒで行われることになりました。

【資料2】

◎農林対策を三相鼎座協議
→◎首相農相内相の三閣僚はけさ鼎座して

蚕糸対策並に米穀対策を協議しました。

【資料3】

◎全国政情調査　政友が党長老を起用
→◎全国の政情を調査するため政友会で

は党長老を起用する事になりました。

【資料4】

◎谷参事官満州事情報告
→◎谷参事官がけさ外務当局に満州事情

を報告懇談しました。

4-1-1  これまで指摘されてきた書き換え
ポイント

ここで行われているのは，見出しという，助

詞や文末表現が省かれた「省略文」を，リード

文という「完全な文」に書き換える作業だと言

える。この中で見つかるいくつかの特徴は，先

行研究の菅野謙（1978.6）で述べられている。

菅野は中で，「本文」も含めたニュース原稿全体

の書き換えポイントを列挙している。具体的に

は以下の12点である。

Ａ．主題をはっきりさせる

Ｂ．センテンスを区切る

Ｃ．長い漢語名詞を区切る

Ｄ．適切な接続のことばを補う

Ｅ．適切な助詞を補う

Ｆ．数量的な概念をはっきり示す

Ｇ．文語的な表現や古風な表現を避ける

Ｈ．通用範囲のせまいことばを避ける

Ｉ．省略形を避ける

Ｊ．体言どめを避ける

Ｋ．日常会話の表現に近づける

Ｌ．話しことば的な口調に近づける

これらの特徴は，リード文にも見られる。【資

料1～4】では，主に以下の点が当てはまる。

主な例とともに記す。

Ｃ．長い漢語名詞を区切る

　例）全国政情調査

　→ 全国の政情を調査するため【資料3】

Ｄ．適切な接続のことばを補う

　例）全国政情調査

　→ 全国の政情を調査するため【資料3】

Ｅ．適切な助詞を補う

　例）全国政情調査

　→ 全国の政情を調査するため【資料3】

　例）谷参事官満州事情報告

　→ 谷参事官が･･･満州事情を報告懇談しま

した【資料4】

Ｉ．省略形を避ける

　例）政友  →政友会【資料3】
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Ｊ．体言どめを避ける

　例）古戦場で国葬

　→ 国葬は･･･行われることになりました【資

料1】

　例）協議  →協議しました【資料2】

　例）政友が党長老を起用

　→ 党長老を起用する事になりました【資料

3】

Ｋ．日常会話の表現に近づける

　例）三相  →三閣僚 【資料2】

Ｌ．話しことば的な口調に近づける

　例）協議  →協議しました 【資料2】

　例）政友が党長老を起用

　→ 党長老を起用する事になりました 【資料

3】

ただし，リード文は，これらのポイントを踏

まえるだけでは完成しない。作成にはどのよう

な作業が行われていたのだろうか。

4-1-2  本文からの「引用」

リード文には，本文の語句が多く使われてい

る。つまり，見出しからだけではリード文は完

成に至らず，本文を参照し，語句を取り入れる

（以下「引用」と呼ぶ）ことで初めて完成する

のである。例えば，【資料1】で行われた書き換

えを，ニュースの全文で見てみよう。上段が配

信原稿，下段がニュース原稿である。リード文

（下段の冒頭文）の語句のうち，本文語句と重

なる部分に下線を引いた。

【資料5（【資料1】の全文）】 （写真2）

（配信原稿）

◎思い出の古戦場で国葬

　ベルリン二日発連合
　ドイツ政府は二日特別法を発布，来る
七日フォン・ヒンデンブルグ大統領の国葬
を故人にとって最も縁故深いタンネンベル
ヒの古戦場に於て執行するに決した。タ
ンネンベルヒは東プロシャの国境に位し
一九一四年八月二十二日カイゼルの懇請に
第八軍団司令長官としてハンノーフェルの
草廬を出たフォン・ヒンデンブルグ将軍は
車中に於て参謀総長ルーデンドルフ将軍
と画策を練り八月二十六日より三十日まで
此地に於て激戦五日の後砲千七百門を有
するロシア軍を粉砕捕虜実に六万戦史上
空前の偉功を建てた。

（ニュース原稿）

◎ヒンデンブルグ大統領の国葬は七日に
故人にとって思い出の古戦場・タンネンベ
ルヒで行われることになりました。
　ベルリン発連合並びに電通7）

　ドイツ政府は二日特別法を発布，来る
七日午前十時からフォン・ヒンデンブルグ
大統領の国葬を故人にとって最も縁故の
深いタンネンベルヒの古戦場に於て執行す
ることに決しました。タンネンベルヒは東
プロシャの国境に位し一九一四年八月
二十二日カイゼルの懇請によって第八軍団
司令長官としてハンノーフェルの草廬を出
たフォン・ヒンデンブルグ将軍は車中に於
て参謀総長ルーデンドルフ将軍と画策を
練り八月二十六日から三十日まで此地に於
て激戦五日の後砲千七百門を有するロシ
ア軍を粉砕，捕虜実に六万という戦史上
空前の偉功を建てたのであります。



26│ NHK放送文化研究所年報 2016

これを，見出しとリード文だけの【資料1】の

形に戻したうえで，配信原稿の見出しと重なる

語句を枠囲み（ ）で，またニュース原稿本文

と重なる語句を下線で示すと，次のようになる。

【資料1】

◎ 思い出の古戦場で国葬
→◎ヒンデンブルグ大統領の 国葬 は七日

に故人にとって 思い出の古戦場 ・タン
ネンベルヒ で 行われることになりまし
た。

このようにリード文は下線部分が多くなり，見

出しからだけでなく本文から多くの語句を引用し

ているのがわかる。また，文末に加えられた「行

われることになりました」は，菅野謙（1978.6）

が指摘した「Ｊ．体言どめを避ける」「Ｌ．話しこ

とば的な口調に近づける」という特徴にあたる。

これはアナウンサーが語りかける形式をとるラジ

オ放送に特徴的なものと言えよう。

同様にして，他の資料についても見てみよう。

まず【資料2】の全文からである。煩雑になる

のを避けるため，書き換えたあとのニュース原

稿のみを示す。

【資料6（【資料2】のニュース原稿の全文）】

◎首相農相内相の三閣僚はけさ鼎座して
蚕糸対策並に米穀対策を協議しました。
　後藤内相，山崎農相は閣議に先だち
きょう午前九時三十五分首相官邸に岡田
首相を訪問，刻下の重大問題にて緊急施
設を必要とする蚕糸対策並に米穀対策に
関し後藤内相は前農相としての立場から
三相鼎座重要協議を遂ぐる所あった。

そしてこれも同様に，リード文の書き換えの

【資料2】の部分に絞り，配信原稿の見出し語

句を で，本文と重なる部分を下線でそれぞ

れ示すと，次のとおりとなる。

【資料2】

◎農林 対策を 三 相 鼎座協議
→◎首相農相内相の 三 閣僚はけさ 鼎座

して蚕糸 対策 並に米穀 対策 を 協議し
ました。

同様に，【資料3】【資料4】についてもニュー

ス原稿全文を掲載したうえで，リード文の語句

が見出しおよび本文とどの程度重なっているの

かを見る。

【資料7（【資料3】のニュースの全文）】

◎全国の政情を調査するため政友会では
党長老を起用する事になりました。
　政友会ではきょう午后三時から本部に
総務会を開き，先ず若宮幹事長から水害
地視察のため，水害対策委員長井上孝哉
氏を来たる五，六の両日水害地に特派する
との報告があり，次で軍縮問題研究のた
め，特に政務調査会の国防及び外交部で
共同調査をなすこと，又農村窮乏対策の
ため，産業部で調査を開始することにした
と，併せて報告し次に全国の政情調査の
ため調査員を全国九班乃至十班に別け，
先ず九州地方を振り出しに，本月上旬か
ら来月にかけて特派することを決定しその
時勢は追って正式に発表される筈でありま
すが，大体に於いて山本（悌）前田，川
村，島田，浜田，堀切，大口，若尾，井
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上（孝）氏等の党長老を起用する筈で，之
によって大いに党の結束強化を図ることに
なりました。

【資料3】

◎ 全国政情調査 　 政友 が党長老を起用
→◎ 全国の 政情 を 調査するため 政友 会

では党長老を起用する事になりました。

【資料8（【資料4】のニュースの全文）】

◎谷参事官がけさ外務当局に満州事情を
報告懇談しました。
　満州行政機構の改革に関する，現地側
の意向をもたらして五日入京した駐満大
使館参事官，谷正之氏は，きょう，午前
十時四十分，外務省を訪問し次官室に，
重光次官を始め各局部長ら参集して，席
上まず谷参事官から帰朝の挨拶を述べま
した後，満州最近の状況を報告すると共
に行政機構の改革に関する現地側の意向
につき種々詳細報し，次いで廣田外相と
会見同様報告懇談をとげました。

【資料4】

◎ 谷参事官満州事情報告
→◎ 谷参事官 がけさ外務当局に 満州

事情 を 報告懇談しました。

このように，どのリード文も，見出しからだ

けでなく，本文からも語句を引用することで完

成に至っていることがわかるのである。

4-1-3  リード文は肉づけ法による要約文

本文から語句を引用して作成するリード文

を，ここでは，本文の要約文の一種と考えてみ

たい。「要約」の方法について石黒圭（2009a）

では，大きく分けて2つの方法，すなわち，「長

い本文の無駄な部分を省き，表現を短くして要

約文を構成する『縮約法』」と，「長い本文のな

かから筆者の主張を取り出し，それに必要な情

報を加えて要約文を組み立てる『肉付け法』」

とがあると述べている。

当時のリード文は，核となる見出し情報がま

ずあり，そこに本文から必要な語句を加えてい

く手順を踏むため，後者の肉づけ法に近いと

考えられる。肉づけ法について石黒圭（2009a）

では，以下の3つの手順を経るとしている。

（a）中核情報の抽出

（b）重要情報の付加

（c）要約文の再構成

この手順をリード文作成に当てはめて考える

ならば，手順（a）は通信社が見出しを作ると

ころですでに終わっていて，放送局の課員はこ

れをベースに，次の手順を踏めばよい。次の手

順（b）は，ここまで見てきた，本文からの語句

の「引用」が当てはまる。それらは，報道文に

必要とされる，いわゆる「5Ｗ1Ｈ」などと呼ば

れる諸要素であると言える8）。石黒圭（2009b）

ではこの諸要素について「『いつ』『どこで』『誰

が』『何を』『どうした』という五つの要素が必

要になると考えられる」としている9）。

実際に本文から引用された語句は，【資料1】

では，「ヒンデンブルグ大統領（の国葬）」「七
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日」「タンネンベルヒ」，【資料2】では，「首相

農相内相」「蚕糸（対策）並に米穀（対策）」，

【資料4】では「懇談しました」などである。こ

れらは，上記の（「いつ」「どこで」などの）「諸

要素」にほぼ当てはまる。固有の人名や地名も

含まれるなど，具体的なところが特徴であるが，

【資料2】と【資料4】に盛り込まれた「けさ」と

いう（「いつ」を示す）語句は，本文ではそれぞ

れ「きょう午前九時三十五分」「きょう，午前十

時四十分」となっている。時刻に関しては，具

体的な数字が削ぎ落とされ，概数の表現に直

されて書き込まれている。

次に行われるべき手順（c）は，（a）で得た

中核情報と（b）で得た重要情報が1つのまと

まった文章になるように再構成するというもので

ある。新聞見出しはもともと，「助詞や動詞の語

尾，形容動詞の語尾などが省略」（小宮千鶴子

（2011））された文だとされる。つまり，省略さ

れた部分を補いながら，1つの完全な文にして

いく作業がここで行われることになる。実際に

補われた部分について，次のとおり下線を引い

て示す。【資料1】「行われることになりました」，

【資料2】「三閣僚は」「鼎座して」「協議しまし

た」，【資料3】「全国の政情を調査するため」「起

用する事になりました」，【資料4】「谷参事官が」

「報告懇談しました」などである。ここに示され

るとおり，諸々の助詞や，動詞そのものおよび

その語尾などが付け加えられて，完全な文として

の体裁を整えているのが見て取れる。

また，省略文である新聞の見出しは，「テン

スやアスペクト10）が明示されないとか，いわゆ

るモダリティ11）の形式が現れにくい」（田中哲哉

（1998））という特徴を持っているとされるが，

この作業では，見出しの段階では存在しなかっ

た時制が加えられているのがわかる。例えば

【資料1】のリード文は，「行われることになりま

した」という表現がなされているが，これは本

文の「七日に…執行することに決しました」を踏

まえて使われた表現だと言えよう。このほか，

「協議しました」「起用する事になりました」「報

告懇談しました」，などの例が挙げられるが，

これらは本文から語句をそのまま引用するだけ

でなく，新たな語句を用いて作成作業を行って

いる。

石黒圭（2009a）では，この肉づけ法につ

いて，「もっとも難しいところは，本文の内容の

中核を構成する情報をどうやって取り出すかと

いう点」だとしている。上記のとおり，すでに

それは，通信社の見出し作成時に行われてい

るので，その作業は放送局側には必要が無

かったはずである。

しかしそれは，放送局側が自主取材をして

いなかったため，「中核を構成する情報」を自

分たちで決められない，すなわち自分たちで自

由に原稿を書けないということの裏返しとも言

えるだろう。例えば，【資料3】と同じ政友会総

務会の会合を取材した朝日新聞の記事（1934

年8月2日付）は，重点の置き方が異なるため，

以下のとおり，その見出しは，通信社の見出し

や放送局のリード文とはかなり異なるものと

なっている。

通信社　「全国政情調査　政友が党長老を
起用」

放送局　「全国の政情を調査するため政友
会では党長老を起用する事になり
ました。」

朝日新聞「総選挙に備う　政友総務会」
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4–2　1935年の委員会資料から
～リード文の無いニュース

放送用語委員会では翌年10月26日，東京

（AK）以外の各放送局についても，同様に

ニュース原稿の調査を行ったことが記されてい

る。この「各放送局」とは，大阪（BK），名

古屋（CK）のほか，広島，熊本，仙台，札

幌などの放送局のことである。前年のような詳

細な添削の記録は残っていないが，次のような

記述があることに注目したい。

【資料9】（放送用語委員会議事録「昭和10年

版」1935年）

BKの特徴とも見るべきは題目のなきこと
なり。但，八月九日午後四時の分に二十七
項目中最初の三項，同日〇時四〇分の分
に一項だけ題あり。即ち

一，　日英両国のよしみを一層深めるの
がレイスロス特使の最大使命だと
いわれております。

一，　土肥原少将等が重要協議をとげま
した。

一，　今日の閣議

●リード文の無い大阪局のニュース

これを見ると，大阪放送局では，東京放送

局などと違って，大半のニュースに「題目・題」

（リード文）を設けていなかったことがわかる。

リード文を備えたニュースは，午後0時40分の

ニュースに1項目，午後4時には3項目があった

だけだったようだ（合わせて3つしか示されて

いないのは，おそらく1つは再放送だったため

だろう）。ここまで見たように，ラジオニュース

では配信原稿の見出しを書き換えてリード文と

していたが，大阪局では大半のニュースで，見

出しは削除し，本文だけを書き換えて放送して

いたものと考えられる。放送開始から約10年

が経過したこの時期，リード文は，放送局に

よって，あったりなかったりするものだったよう

である。

また，3項目あったリード文も，現在のリード

文とはかなり印象が異なる。特に興味深いの

は，「今日の閣議。」のように，配信原稿の見出

しのままのようなものが含まれていることだ。

実際にこれがどのように読まれていたのか，つ

まり，単に「今日の閣議。」と読まれていたのか

どうかは，ここでは不明である12）（これについ

ては後述する）。少なくとも，閣議の中身など

には触れられていないので，リード文の定義で

ある「以下に扱うニュース内容を端的に言い表

したもの」「ニュース項目ごとに，冒頭でこれか

ら伝える内容と結論を手短に要約して知らせ

る」もの，などの要素を十分に備えていたとは

言えないだろう。

ここで確認しておきたいのは，見出しが削除

されてリード文が設けられなかったニュース原稿

は，「本文第1文（配信原稿の本文第1文をラ

ジオ用に書き直した文）」が，自動的に冒頭文

に繰り上がる，ということだ。つまり当該ニュー

スは，書き換え後の本文第1文から読み上げら

れる。それは，「BKの特徴とも見るべきは題

目のなきことなり」とはっきりわかるほど，他の

ニュースとは異なる印象を与えるものだったと考

えられる。リード文が無く，本文第1文から始

まるニュースは，戦時中には多く見つかるが，

それについては後述していく。
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4–3　1935年『ニュースの文体及
び語法』から

この資料は，第1期放送用語委員会の審議

を経て作られた，ニュース原稿の書き方につい

ての冊子，いわばハンドブックである。ここに

は1934年の東京放送局の原稿と，1935年の

その他の局の原稿が集められ，用例として随

所に使われている。

ここには，ニュースの書き方について30項目

あまりにわたって要領が記されている。目次の

冒頭の数項目を以下に掲げる。

【資料10】（『ニュースの文体及び語法』1935年）

一，文段を短くすること
二，題を活かすこと
三，引用文の前後の呼応
四，題としての『･･･について申し上げま

す』
　　（以下略）

4-3-1  リード文を生かす

【資料10】のうち「二，題を活かすこと」で

は，ニュース原稿を書く際には，見出しを書き

換えたリード文を生かすことを次のように記して

いる（【資料11】）。

【資料11】

二，題を活かすこと
　題の語句と本文の語句とを，なるべく重

複させないように，むしろ前後の呼応に
よって題の語句を活かして使うように工
夫したい。

例一　正力松太郎氏を襲った長崎勝助が
懲役三年の判決を言いわたされま
した。読売新聞社長正力松太郎氏
を襲って重傷を負わせた長崎勝助
は（東京）13）

簡単に題を述べてから本文に入る行き方
と，題を述べないで第二以下を「次ぎ」

「次ぎ」と続けて行く行き方と，この二つは
各長所もあり短所もあるから，あながち
形式を一定するに及ぶまい。或は当日の，
又は，その時間のニュースの内容や件数
などによって，適宜に行き方を変えること
もあろう。次の例の如きは，いささか形式
に流れたものと認められる。
例二　黄郛氏はけさ上海出発の予定のと

ころ出発をとりやめました。黄郛氏
はきょう午前五時上海発の予定で
ありましたところ要件のため出発を
延しました。（東京）

まず，この項目の中ほどで「簡単に題を述べ

てから本文に入る行き方と，題を述べないで第

二以下を『次ぎ』『次ぎ』と続けて行く行き方

と」14）とあるとおり，ニュースには見出しを書き

換えた（簡単な）リード文を冒頭に置くケース

と，それを置かないケースの双方があることが

ここでわかる。

ただし，この項目はタイトルに「題を活かすこ

と」とあるとおり，基本的には見出しはリード

文に書き換えて生かしていくべきだということを

述べていると考えられる。では，冒頭の「題の

語句と本文の語句とを，なるべく重複させない

ように，むしろ前後の呼応によって題の語句を

活かして使うように工夫したい」とは，どのよう
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な意味なのか。

最初に，「例一」を見る。以下ではリード文と

本文の双方に見られる語句についは枠囲みで

示し，本文だけに出てくる語句については下線

を引いて示した。

（リード文）

正力松太郎氏 を 襲っ た 長崎勝助 が懲役
三年の判決を言い渡されました。

（本文）

読売新聞社長 正力松太郎氏 を 襲って重傷
を負わせた 長崎勝助 は･･･

ここでリード文と本文（本文は全体が示され

ていないが）とを見ると，「正力松太郎」「襲っ」

「長崎勝助」という語句が，双方に登場してい

る。一方，本文にはさらに「読売新聞社長」や

「重傷を負わせた」などの新情報も加わってい

る。そして，これらの新情報は，それぞれ「正

力松太郎氏」や「長崎勝助」などの旧情報を修

飾しているのである。つまり，まず，一種の要

約文であるリード文で，ニュースの骨子となる中

核情報が示され，次に本文で，それらが再登

場しつつ，新情報も加えられながら伝えられる

という形式がとられている。

4-1-2で示したとおり，リード文はもともと，

本文から語句を引用して作られていると考えら

れる。したがって，リード文の語句が本文で再

度出てくるのは当然のことである。つまり，こ

こでは，リード文の語句が本文で再度出てくる

ことを「前後の呼応によって題の語句を活かし

て使うように工夫したい」と述べて一義的には

推奨し，ただし，新情報を加えることで，「題

の語句と本文の語句とを，なるべく重複させな

いように」と述べていると捉えられる。

4-3-2  リード文と本文との反復について

見出しはリード文に書き換えられることで

（完全な）文となり，本文と一体となってニュー

ス原稿を形成する。これは，リード文は，（仮

に放送局側が「タイトル」のつもりでいても）ラ

ジオの聞き手にとっては本文とひとつながりの

文章に聞こえるようになるということである15）。

このような点から，本稿では主に「談話構造」

という視点からニュースを見ていきたい。

久野暲（1978）が「省略の主目的は，言わ

なくても聞き手にとって自明のインフォーメイ

ションを省くことによって，文の冗長度を下げる

ことであろう」と述べているとおり，先行文で

出現した内容のうち復元可能なものを省略して

いくということが，文章の基本的な省略のスタ

イルであろう。

しかし，ニュースの場合，見出しの役割を

持ったリード文（それも，本文から語句を引用

して作成されている）が，冒頭部分で先行して

骨子を述べるため，本文では同じ語句の「反復

（語句の繰り返し）」が当然のように起きる。つ

まり，本文では，語句が「省略」されずに再登

場するのである。

さらに言えば，リード文は，本文の一種の要

約文でもあるため，本文より先に，本文の一

部が省略された文が出てくるとも言える。先に

久野暲（1978）で触れた省略の意味からすれ

ば，一度詳しく述べたものは，次からは省略に

よって冗長度を下げながら述べていくのが通常

の文章のスタイルと言えるだろう。つまりリード

文は，その逆の順番で内容を伝えていくスタイ

ルであるとも言える16）。
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ここでリード文の機能や効果について考えて

おきたい。リード文は，その定義，すなわち「以

下に扱うニュース内容を端的に言い表したもの」

「ニュース項目ごとに，冒頭でこれから伝える内

容と結論を手短に要約して知らせる」もの，な

どからすれば，まず概要を先に伝えて理解を

助ける，などの意味合いがあると考えられる。

では，ここに出てきた反復にはどんな機能・効

果があると解釈すればよいだろうか。

熊谷智子（1997）では，ことばを繰り返す

行為の基本的な作用としては「①繰り返したも

のを強調する，②同じ（似た）形のものを複数

存在させる，③発話／文の量（従って発話にか

かる時間）を増やす」と，大きくまとめている。

ここでは，特に①の「強調」という作用が当て

はまる。重要な語句を反復することで，当該の

語句を含む部分を強調することができる。つま

り，リード文の役割とは，語句の反復による，

伝えたい内容の強調であると言えるだろう。

また，熊谷智子（1997）では「くりかえしは，

くどい，要領が悪い，といったマイナスの印象

と結びつけられることがある。しかし，くりか

えすことは冗漫さを増すだけの行為ではない」

「一度述べたことをくりかえすことで，情報がよ

り確実に受け手に伝わる」と述べている。【資

料11】の「例一」は，このような効用を見込ん

でのことと言える。また，熊谷は講演を例に挙

げて，「何度も読みかえせる書きことばと違って，

話しことばは話すそばから消えていくので，聞

きそこなえばそれきりである。特に一対一で話

す場合と違って，この例のような講演などで

は，個々の聞き手が聞きそびれたところをその

たびに問い返すこともできない。そこでここで

は，同じことばを何度も言う」と述べ，一方向

的な音声言語について，その必要性はさらに

強いと述べている。

ラジオ放送でこうした点に注意が必要である

ということは，放送局側も認識している。日本

放送協会が戦後（1953年）に編んだハンドブッ

ク『ラジオ・ニュース　書き方と編集』には，ラ

ジオの「無反復性」という特性について，以下

のように記載されている。

　（無反復性）　新聞では，難解な場所や興
味を引かれる記事に出合うと，繰り返してこ
れを読むことができる。ラジオ・ニュースで
はわからない所，聞き落とした所はわからな
いままに終ってしまう。与えられたものを受
けとるだけで，聞き返すことができない。た
だ，ニュースに見出しを付けたり，重要な部
分・人名・場所などを巧みに繰り返すことに
よって，この欠陥を幾らか補うことができる。
目で読む記事としては，多少くどくても，聞
き返しのできない耳で聞くニュース文章とし
ての効果をあげ得る場合もある。

（『ラジオ・ニュース　書き方と編集』pp.7-8）

また，リード文を漫然と聞いているときに，

途中のとある語句で「自分に関係のあるニュー

スだ」と認識し，そこから本文を注意深く聞く，

という人も少なくあるまい。その時点から耳を

澄ませて本文を聞けば十分間に合うのである。

この場合，リード文は，聞き返すことができな

い音声メディアに特有の，聞き手に配慮した表

現になっていると言えるだろう。活字で読んだ

場合は重複感が強くて冗長性が高いと感じら

れる文でも，耳で聞いた場合は効果的に作用

しうるということである。つまり，リード文によ
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る反復は強調であり，その中には音声メディア

特有の「理解促進」という側面があるのであ

る。

この【資料11】には，なぜリード文を設ける

ことを推奨するのか，その理由が書かれていな

い。しかし，こうしたことを考え合わせると，

理由は，反復による強調であり，理解促進で

あったことが考えられる。

次に，「いささか形式に流れたものと認めら

れる」とされた「例二」はどうだろうか。

（リード文）

黄郛氏 はけさ 上海出発の予定 のところ 出
発をとりやめました。

（本文）

黄郛氏 はきょう午前五時 上海発の予定であ
りましたところ要件のため 出発を 延しまし
た。

ここでは，主に枠囲みの部分が反復された

語句で，下線部が新情報である。しかしこのう

ち「きょう午前五時」はすでに「けさ」と述べら

れていて，「延しました」は「とりやめました」の

言い換えともとれる。つまり，形式的には新情

報だが，意味合いとしては反復である。「要件

のため」という語句はリード文には出てこない

が，要件の内容が書かれていないため情報性

が低い。本文は1文しかなく，文法構造的にも，

主語（「黄郛氏」）や述語動詞の目的語（「出

発」）が全く同じため，かなりリード文と似てく

る。ラジオの聞き手には，リード文を2回繰り

返し聞かされるのと大差なく感じられるであろ

う。このようなことを指して，「いささか形式に

流れた」と指摘していると考えられる17）。この

ようなときに，反復は「重複」という「問題」と

して露呈してくるのである。

このように考えてきたときに，「では，新聞で

は『見出し』と『本文』との間で『重複』は問

題にならないのだろうか」という疑問がわく。

これまで見てきたように，新聞の見出しは，ラ

ジオ放送のリード文とは異なる「省略文」であ

るため，その点で本文との違いが出る。さらに，

字体やフォント，改行などによって，見た目も本

文と異なる形式を持たせることができる。この

ような点から，重複と意識されにくいのではな

いだろうか。

つまり，ラジオの登場によって，放送ニュー

スにリード文という文が生まれたのだが，この

リード文は，本文の要約であるにもかかわらず，

本文とつながって一連の文章を形成することに

なったため，ときに重複感の高い文が生じうる，

という面も出てきたと考えられる。

4-3-3  ニュースの主題の述部が無い
「･･･について申し上げます」

次に【資料10】の「四」に注目したい。ここ

には，現在のリード文とは異なる形式のリード

文があったことが見て取れる。

【資料12】（『ニュースの文体及び語法』1935年）

四，題としての「･･･について申上げま
す」

「･･･について申上げます」という言い方
は，なるべく，その場合に応じて内容を
明かにした方がよい。例えば――

　　人事往来について申上げます。
という題で，単に岡田首相を訪問した人
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人のことだけの例がある。これなどは―

―

きょう岡田首相を訪問した人人は次
の通りです。

といえば，その内容が明かになる。

ここで示された事例の元の原稿は，見出しが

「人事往来」，本文は，岡田首相を訪問した人

の名前が列記されたものであったと推察され

る。つまりこの【資料12】では，「きょう岡田首

相を訪問した人は次の通りです。○○氏，××

氏･･･。」などといったニュースに書き換えること

が望ましいと指摘しているのである。

この記述からは，見出しの語句に「･･･につ

いて申し上げます」という文言を付け加えただ

けでリード文として成立していたことがうかがえ

る。いやむしろ，ここで項目1つを割いてこの

テーマが取り上げられていたことを考えると，

当時はこのような「『見出し』＋『について申し

上げます』」というリード文が多かったことが想

像されるのである。

ここで，【資料9】のBKのニュース中に「今日

の閣議」というものがあったことを思い出せば，

この場合は「『今日の閣議』について申し上げ

ます。」などと読み上げられていた可能性が考え

られる（そして放送用語委員会では，このよう

なものでも「題」，つまりリード文の1つに数え

ていたことになる）。

このような述べ方が出てきた背景には，まず，

この見出しは削除しづらい，使わざるを得ない

ものだったということが考えられる。そもそも大

阪局では，大半のニュースで配信原稿の見出し

を削除して伝えていた。そうした中でも「今日

の閣議」を削除せずに残したのは，残さなけ

れば本文がうまく伝わらない，あるいは本文を

大幅に変えなければならなくなる，と判断した

ためだと考えられる。「人事往来」や「今日の閣

議」などのニュースは，（現在の天気予報や株

価のように）毎日のように伝えられるややルーチ

ン化したニュースだった可能性もあり，本文自体

も他のニュース原稿と異なる（書き換えづらい）

装いだったのかもしれない。少なくともここで

言えるのは，それ無しに本文は伝わらない大前

提となる，あるいは本文との結びつきが強い性

格の見出しだったということだろう。

興味深いのは，これに類似した述べ方が，

前年の資料のマイクロホン実験18）の例文の中

に登場することだ。ここでは，ニュース番組を

開始する際のアナウンサーの伝え方としては，

次の①②を採用せず，③の言い方を採用する，

ということが記されている（番号は筆者がふっ

た）19）。ここでは，どの選択肢にも「･･･を申し

上げます。」という述べ方が見られる。

【資料13】（放送用語委員会議事録「昭和9年

版」1934年）

①「始めに放送局編集，ニュースを申し上
げます。」

②「始めに放送局編集の，ニュースを申し
上げます。」

③「これからニュースを申し上げます。」
「これから･･･社のニュースを申し上げ
ます。」

また，時代は少し下るが，日中戦争開始以

降のニュースに関して，次のような記述が出てく

る。これも，ほぼ同様の述べ方と言えるだろう。
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「戦況ニュースの放送の際は，聴取者の注

意を促すために，とくに『戦況ニュースを

申し上げます』というアナウンスをした」

（『日本放送史（上）』p.391，下線筆者）

4-3-4  必須となる枠づけの表現

こうした述べ方について，文法構造的に見る

とどうなるだろうか。

（1）　（　Ａ　）について申し上げます。

この文の文法構造は，「について」という語

によって，（Ａ）を「扱う対象」として捉え，述

部でそれについて「申し上げる」ことを，敬語

表現「ます」を使いながら述べていることにな

る。このとき述語「申し上げる」の主語（動作

主）は，文中には表れていないが，「私（＝ア

ナウンサー）」である20）。述部は，（Ａ）の内容

ではなく，自身のことを述べているのである。

つまり（1）は，自分がこれから行う行為につ

いての意思表明の文であり，（Ａ）はその行為の

「扱う対象」である。

しかし，主語は隠れた「私」であっても，放

送でこの表現が出てきた場合，その談話の主

題は通常は（Ａ）となる。ここでは本文が伴っ

ていないので具体的な検討はできないが，これ

がニュースであれば，通常そのニュースは（Ａ）

について伝えるものであり，間違っても「私（＝

アナウンサー）」のことを伝えていくことにはな

らない。つまり，この表現は，ニュース主題の

述部が無い表現なのである。

こうした表現は，これから伝える放送内容そ

のものを規定する「枠づけ」の表現と言えるだ

ろう。例えば，新聞であれば，ページごとに「社

会面」「生活面」などと記すことで，読者はそこ

に掲載された記事内容の大枠をあらかじめ知る

ことができる。同じページ内にあっても，コー

ナーごとに境界線を引いて「枠」を作り，視覚

的に区切ることで，読者はいま自分が記事を読

んでいるのか，社説を読んでいるのかなどと

いったことを理解しながら読むことができる。

読もうとしているものがノンフィクションの記事

なのかフィクションの小説なのかが区別できな

いと，読む側には不便なのである。

しかしラジオ放送では，このような，番組と

番組を区切る「線」を常時示しておくことは困

難である21）。このため，番組の冒頭と終わり

の部分に，どのような内容をこれから伝えるの

か，あるいはここまで伝えてきたのか，音声に

よって示すことが必要となる。放送用語委員会

のマイクロホン実験では，「これからニュースを

申上げます。」という文のほかにも，「子供の時

間」では「皆さんお待ちどうさまでした。」，気

象通報の終わりでは「以上で気象通報は終わ

りました。」などという言い方が（数通りの言い

方の中から）選ばれる議事録が残っている。ラ

ジオ放送の草創期は，こうした枠づけの表現

が検討されていた時期でもあった。つまり，番

組の始まりと終わりには，アナウンサーである

「私」が，述部の「隠れた主語」になるような表

現が出てこざるを得なかったのである。

これをニュース原稿のリード文にも適用した

のが（1）の言い方である。ただし，【資料12】

ではこの用法についてやや否定的で，「なるべ

く，その場合に応じて内容を明かにした方がよ

い」と述べられている。これはどういうことだろ

うか。

（1）の言い方は，「人事往来」に限らず，（Ａ）
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にさまざまな語句を入れることができる便利な

言い回しである。しかしその反面，述部に表れ

るのは（Ａ）の叙述ではなく，「私」の意思表

明であることは先に述べた。「『いつ』『どこで』

『誰が』『何を』『どうした』という五つの要素」

（石黒圭（2009b））のうちの「どうした」が入る

余地が無くなる。つまり，ニュースとしての情報

の一部が欠けるのである。たびたび使われるう

ちに，どのニュースも同じような（アナウンサー

自身の意思表明の）提示の仕方になってしまう

か，あるいはその言い方に潜む情報性の低さ

が露呈し，「内容を明かにした方がよい」という

改善指導につながったのではないかと考える。

ただし，【資料12】で推奨された「きょう岡

田首相を訪問した人は次の通りです。」に見ら

れるような言い方，つまり「～は次の通りです」

という表現も，（Ａ）の叙述を十分にしている表

現だとは言い難い。確かに「人事往来について

申上げます。」よりも「きょう岡田首相を訪問し

た人は次の通りです。」のほうが，より具体的に

「内容を明かに」している。しかし，それは，

（Ａ）が具体的に示されてはいるものの，（Ａ）

の叙述は「次の文に出てくる通り」であるとして

リード文内で詳細には触れず，提示を本文に先

延ばしにした形をとっているからである22）。

なぜこうした表現ではなく，「～は次の通りで

す」という表現が推奨されたのかはわからな

い23）。ただ，ここにも，4-1-3で述べた「放送

局側が自主取材をしていなかったため，『中核

を構成する情報』を自分たちで決められない」

という問題が立ちはだかっていた可能性があ

る。つまり，原稿の本文の一部分を「中核を構

成する情報」として抽出し，リード文に盛り込

む（つまり，（Ａ）の叙述を決定する）作業は，

価値判断を伴う行為であり，自主取材無しには

難しかったことが考えられるのである。こうした

中核情報の抽出に慎重になった場合，「～は次

の通りです」と，本文に先延ばしにする表現の

ほうが，当時は汎用性があったのではないだろ

うか。

4-3-5  省略文はなぜリード文に向かな
いのか？

委員会の議題をここまで見てきたときに，1

つの問いが浮かぶ。それは，そもそも「なぜ，

配信原稿の見出しをそのままラジオニュースで

リード文として読まないのか」という問いであ

る。「思い出の古戦場で国葬。」「農林対策を三

相鼎座協議。」，あるいは「今日の閣議。」「人

事往来。」などという省略文は，なぜリード文

になり得ないのかという，根本的な問いである。

この問いについて考えることは，書きことばと

話しことばの違いの一端を考えることになるだ

ろう24）。

新聞の見出しは「助詞や動詞の語尾，形容

動詞の語尾などが省略された独特の句」（小宮

千鶴子（2011））である。しかし，似たものと

して，詩や俳句がある。こうした作品の朗読の

放送が可能であることを考えれば，見出しが読

み上げられること自体がラジオ放送で不可能な

わけではない。

これについて，文章・談話の研究の視点か

ら見た場合，見出しのままでは文末表現が存

在しないため，他の文と比べて唐突であるとい

うことが言えるのではないだろうか。杉戸清樹

（1997）では，「表現する側から言えば，ある目

的を実現するために話し手や書き手は言語表

現をどうととのえるか」について事例を挙げて
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整理している。このうち文末表現について，

「はっきりさせているかぼかしているか」，ある

いは「婉曲か率直か」という視点で見た場合，

人が話す「談話」に比べて，書く「文章」のほ

うが，率直にはっきりと文末をしめくくる形式

が全体を通じて選ばれていると述べている。し

かし，「談話」であっても，研究発表や，みず

からの記憶から過去の事実を説明する場合は，

全体として率直な語り口をととのえているとし

ている。

ラジオのニュース番組は，アナウンサーが聴

取者に語りかける話し方を目指し，敬体を備え

た文末表現を用いることにしていた。このよう

な中で，見出しにだけ，文末表現が無い省略

文が混ざるのは，全体を通して「ととのってい

ない」と感じられたのではないだろうか。放送

局側から見て非常に伝えづらい，あるいは伝わ

りづらい表現であると考え，（1）のような表現

を用いたり，全面的に書き換えたりして，完全

な文の装いをさせたのだと考えられる25）。

4–4　1940年『放送ニュース編
集便覧』から

太平洋戦争が始まる前年，日本放送協会は

改めてニュースの書き方のハンドブックである

『放送ニュース編集便覧』を作成する。ここで

は，冒頭に近い「第一部」の「第二」番目の項

目で，「標題の書き方」を掲載している。「標題

は，ニュースの山になる部分だけを拾い出して，

直裁簡明に，且つ出来るだけ短く要領よくつけ

る方がよい」としたうえで，リード文の書き方の

みを15例，実例から抜粋し掲載している。例

示されているのは，配信原稿（資料の△印）

と，実際の書き換え文（同○印），委員会側が

示したさらなる書き換え例（同◎印）である。

これらを以下に列挙する。

※○印の無いものは「○」と「◎」が全く同

じで，掲載が省かれているものである。

※実際の掲載は，それぞれ「○」「◎」「△」

の順であり，「△」は参考までに記してある

位置づけだが，見やすいように「△」を最

初に記した。

【資料14】

第二　標題の書き方
　標題は，ニュースの山になる部分だけを

拾い出して，直裁簡明に，且つできる
だけ短く要領よくつける方がよい。

△「国土防衛陣＝＝陸軍定期異動発表さ
る」

〇国土防衛の陣容を完備する陸軍定期異
動がきょう発表されました。

◎国土防衛の陣容をととのえる陸軍の定
期異動がきょう発表されました。

△「確認に基づく公正なる措置，英政府
の抗議に須磨情報部長反駁」

◎スパイ事件についてのイギリス政府の
抗議を外務省須磨情報部長が断然反駁
しました。

△「基本国策具体化のため新たに調査官
任命，企画院強化に第一歩」

〇基本国策具体化のため，企画院が新た
に調査官を任命する模様であります。

◎基本国策を具体化するため，企画院で
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は新たに調査官を任命する模様で（ママ）

△「第五次日支会談――会談すこぶる順
調に進捗」

○日支国交調整交渉はすこぶる順調に進
んでいます。

◎日本と支那との国交調整交渉はすこぶ
る順調に進んでいます。

△「中共の国民党要求漸次露骨化」
○中国共産党の国民党への要求が次第に

露骨となって来ました。
◎中国共産党の重慶国民党に対する要求

が次第に露骨となって来ました。

△「仏印の援蔣罪科は一時的中止で抹殺
されず　南支軍幕僚談」

○仏印の蔣介石援助行為の罪は，一時的
の中止では抹殺されないと南支那軍の
或る幕僚が語りました。

◎仏印が蔣介石を助けた罪は，一時的の
中止では消えないと南支派遣軍の或る
幕僚が語りました。

△「渋谷少佐の壮烈戦死」
◎渋谷民雄少佐が壮烈な戦死をとげられ

ました。

△「海軍航空隊縦横活躍」
○海軍航空隊がきのうも江西省安徽省各

地に縦横の活躍を行いました。
◎海軍航空隊がきのうも江西省安徽省各

地に大活躍をしました。

△「ビルマ政庁対支輸出禁止公表」
◎ビルマ政庁が支那に対する輸出の禁止

を公表しました。

△「対英攻撃は始まっている＝＝独軍当局
言明」

○「対イギリス攻撃は始まっている」とド
イツ軍当局が言明しました。

◎「イギリスに対する攻撃は始まってい
る」とドイツ軍当局が言明しました。

△「ヒ総統伯林に帰還，軍首脳部と重要
会議」

○◎ヒトラー総統がベルリンに帰って軍首
脳部と重要会議を行いました。

△「戦機愈々動くか，独軍大移動説」
○ドイツ軍が大移動を開始したと云う報道

が伝えられています。
◎ドイツ軍が大移動をはじめたと云う説が

あります。

△「ハヴァナ会議閉幕，決議宣言を調印」
○決議宣言に調印して汎米会議はきのう

幕を閉じました。
◎汎米会議は決議宣言に調印してきのう

終わりました。

△「堀内大使米に正式抗議手交　ガソリ
ン禁輸問題」

◎アメリカのガソリン輸出禁止について我
が堀内大使がアメリカ政府に正式抗議
を手渡しました。
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△「英首相国民の緊張を要望」
○チャーチルイギリス首相が国民の緊張を

要望しました。
◎イギリスのチャーチル首相が国民に緊

張を要望しました。

これらは，先行研究の菅野謙（1978.6）で

示されたポイントのいくつかが見られるほか，

本文からの「引用」など，ここまでに検討して

きた内容の範囲の書き換えであろうと考えられ

る。このため，個々の事例には立ち入らないで，

事例を掲載するのみとする。

4–5　本章のまとめ
①ラジオ放送草創期のニュースのリード文は，

通信社からの配信原稿を書き換える際に，

見出しを中核情報とし，本文から重要情報と

なる語句を引用して付加し，そのうえで再構

成して作成した要約文である。

②談話構造という視点から見たリード文の機能

は，語句の反復による伝達内容の強調であ

る。また，聞き返すことができない音声メディ

アにおいて理解促進をさせる役割も持ってい

た。しかし，場合によっては重複感が高くな

る要素も併せ持っていた。

5 戦時中のニュースの調査

5–1　戦争末期のリード文を付け
ない方針

ラジオ放送のニュース原稿は，日中戦争から

第二次大戦までの間のものは一定量が見つか

り，わずかだが量的な調査が可能になる。こ

の時期について，リード文は実際に付けられて

いたのか，またそれはどのようなもので，反復

は存在したのかなどを見ていきたい。

その戦時中，リード文は付けられなくなって

いったという記述が残っている。日本放送協会

が戦後としては初めて出した『ラジオ年鑑（昭

和22年版）』には，戦時中の報道がどのような

ものだったのか，概略が記されているが，この

中で，ニュース原稿に関し次のように回顧する

部分がある。

【資料15】

『ラジオ年鑑（昭和22年版）』（日本放

送協会編）

報道放送の概況
（略）又，この頃（筆者注，昭和19年ご
ろ）から大本営発表の放送に際しては，
見出しをできるだけ簡単につけると云う
建前を取る事に成った。然し翌昭和
二十年に成ると，大本営発表，報道班
員の伝える戦況，国策上の重要ニュー
ス共に一切見出しをつけず，単に事実
を伝えると云う原則で進むことになっ
た。蓋し従来の放送形式を取るには，
戦局が余りにも悪化していたからであ
る。それと共に戦局に関する強がりは
一切云わず又説教的な言辞も用いない
ようにした。（略）

1944（昭和19）年ごろ（すでに日本の戦局

が不利になっている時期）になると，大本営発
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表のニュースには「見出しをできるだけ簡単につ

ける」ことになり，1945（昭和20）年になると

「大本営発表，報道班員の伝える戦況，国策

上の重要ニュース共に一切見出しをつけず，単

に事実を伝えると云う原則で進むことになった」

（下線筆者）という。

これまでのニュースの書き方に関する資料で

は，「二，題を活かすこと」（前章【資料11】），

「第二　標題の書き方」（前章【資料14】）とい

うように，資料の冒頭に近いところで，リード

文についての書き方を解説し，書くことを奨励

していた。それを逆転させたとも言えるこの方

針転換は，いったいなぜ出てきたのだろうか。

同じ「ニュース」の顔をしていてもそのスタイルが

（聴取者の知らないところで）大きく変えられて

いたとあれば，それは聴取者に対しての，いわ

ば背信行為にもなりかねない。「報道史」とい

う視点から見て看過できない問題がここには潜

んでいると考えられる。「戦局が余りにも悪化し

ていたからである」という理由だけでは，不十

分である。

ただ，1945（昭和20）年のニュース原稿は，

今のところほとんど見つかっていないため，リー

ド文が実際に付けられていなかったのかどう

か，正確な検証はできない。しかし，残された

原稿などの資料の中に，手がかりを見いだせな

いだろうか。

本稿は，前章でリード文の機能（反復による

強調，および理解促進）を一定程度，明らか

にした。本章では，戦時中のニュースを時期ご

とに調べ，リード文はいったいどの程度付けら

れていたのかを探る。そして，リード文の付け

られ方とその機能を踏まえて，戦争末期に向け

てリード文は付けられなくなっていくのか，そう

であればそれはなぜか，という疑問に答えを見

いだしていきたい。

5–2　調査の対象とする資料の
選出

ラジオ放送のニュースが一定程度の量で見つ

かるのは1937（昭和12）年からである。以下は

この時期から終戦までの資料（「3章」でも掲

載）で，ニュースが多く含まれるものについて，

時代順に並べた上で再掲する。

①ニュース原稿　1937（昭和12）年7月9日　

※日華事変など（25本）

②ニュース音声　1941（昭和16）年12月8日　

※中国吉林省档案館資料（29本）

③ニュース原稿　1941（昭和16）年12月8日　

※東京裁判資料（15本）

④ニュース原稿　1943（昭和18）年9月1～

4，9，13日（約500本）

⑤ニュースの書き方実例　1944（昭和19）年　

※『放送報道編集例』掲載（約80例）

これらのうち，本稿では①②④（特に④）を

中心に，量的・質的な調査を試みる。

まず①は，日華事変（日中戦争）発生時，

つまり盧溝橋事件のときのもので，同日に放送

された事変以外のニュースも含まれている。残っ

ている原稿群としては最も古い時期のものとな

ることが挙げられる。タイプライターで打たれ

た同盟通信社からの配信原稿（以下，「同盟原

稿」）を手書きで添削していた「下書き」も多く

存在する。

②と③は太平洋戦争開始時のもので，特に
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②は実際の音声資料という意味で貴重であり，

量についても③より多いので，②を検討の対象

にしたい。

④は，まず量が多いことが最大の特徴であ

る。また，実際の放送原稿であると同時に，

下書きとなる同盟原稿も多く存在するので，そ

れらと比較・検討しやすいのが特徴である。こ

の中から一定量のニュースを抽出し，数を絞っ

て調査をする。

最後の⑤は，原稿の量は約80例と多いが，

実際放送された原稿の一部に手を加えた可能

性があるほか，数年前の原稿なども使われてい

るようである。このため，「ニュースの書き方」

としての視点から，適宜参考にしていきたい。

なお，本稿では①②④の資料を主に使うの

で，以下のように，【資料Ａ】【資料Ｂ】【資料Ｃ】

とも呼ぶことにする。

・ ニュース原 稿　1937（ 昭 和12）年7月9日　

日華事変など ･･･【資料Ａ】

・ニュース音声　1941（昭和16）年12月8日　

中国吉林省档案館資料 ･･･【資料Ｂ】

・ニュース原稿　1943（昭和18）年9月1～4，

9，13日 ･･･【資料Ｃ】

また，ここでのニュース原稿の本数の数え方

について述べておく。原則として，1本のニュー

ス原稿は，1つのテーマでまとまりを持つもの

を指すことにする。ニュースは通常，1枚から

数枚の用紙にわたって書かれており，その用紙

の冒頭部分には，放送の日付や時刻など放送

では読み上げられない情報があり，結びの部

分には余白が残る（次の原稿用紙に文章が続く

場合はその意味を示す「→」マークなどがペー

ジ末に入る）ほか，「』」マークで終わりが示さ

れることもあるので，数える際にはそれらが目

印となる。また，ページ数が「1」「2」…と入れ

られることもあり，その場合もわかりやすい。

しかし，「自主編集」のニュース放送では，

原稿をさまざまな組み合わせに変えて放送する

ことができるので，2つ以上のニュースが1つに

まとめられることもある。これは言い換えれば，

通信社の段階では2つ以上の原稿だったもの

が，ラジオ放送の段階で1つにまとめられる，

ということである。このようなものについては，

1本であるとも，2本以上であるとも解釈するこ

とが可能である。しかし，解釈を広げてしまう

と，例えば戦争関連のニュースという共通点が

あれば，いくら数が多くても「戦争」という1つ

のテーマでまとめることができるので，「『戦争』

という1本のニュースである」と言うことも可能

になり，より細かい単位で原稿に付けられる

リード文の研究をする本稿のねらいから外れて

しまう。

そこで本稿では，この「1つのテーマでのま

とまり」について，なるべくもとの同盟原稿の

単位に近づけて（細かく分けて），数えていくこ

とにする。幸い，比較的多くのニュース（音源

を除く）で，この同盟原稿も一緒に保存されて

いる。この時期の同盟原稿は，多くは1本1本

が“ワンメッセージ”であり，複雑に入り組んで

いることは少ない26）。ニュースが複雑化した場

合でも，もとの原稿を最小の単位と考えて数え

るのが，より客観的であると考えられる。

実際に同盟原稿が残っている場合は，その1

本1本に見出しがついているので，それに準拠

しながらニュース原稿の単位を数えることができ

る。一方，音声で続いている場合や，同盟原稿
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が残っていない場合（つまり，編集後の放送用

原稿しか残っていない場合）などは，そのつど

論拠を示しつつ判断していくことにする。

なお，時代ごとの個々の原稿の示し方につい

ては，表で示した原稿ナンバーを使って「【原

稿～】」と記し，太字で示す。【資料Ｂ】は音声

資料なので，正確に言えば「原稿」ではなく

「音声」ということになるが，煩雑になるため同

様に記す。

5–3　1937年のニュース原稿【資料Ａ】
この原稿群は，日華事変（ここでは盧溝橋

事件）発生から2日後のもので，その日に起き

たその他のニュースも含めて25本が残ってい

る27）。どの時間帯に放送されたものかは不明

だが，火事やスポーツのニュースもあるので，事

変以外もバランスよくカバーした原稿群と言え

る。これらについて，リード文の有無や，本文

との関係（反復の有無）などを見ていきたい。

5-3-1  リード文の判定について

原稿の冒頭文がリード文か否かを判定する

ためには，基準を設けなければならない。リー

ド文の定義を再掲すると，「以下に扱うニュース

内容を端的に言い表したもの」「ニュース項目ご

とに，冒頭でこれから伝える内容と結論を手短

に要約して知らせる」もの，ということになる

が，これまでの検討を踏まえ，【資料Ａ】では

以下の条件を，当該の冒頭文をリード文と判定

する基準とする。これらは，【資料Ｂ】【資料Ｃ】

でも一定程度共通させる（ただし，資料の特徴

から違う部分も出てくる）。

【資料Ａのリード文判定条件】

次の①～③のうち1つを満たし，なおかつ④

を満たす場合をリード文と考えることにする。

リード文と判定されたものは「合」，判定されな

かったものは「否」と記す。

①「～発同盟」という語句の前に

位置していること（満たした場合は

「○」）

②形態上の特徴があること（本文と

の間を1行以上空ける，一字下げ

で書かれる，文頭に◎マークが付

けられているなど。満たした場合は

「○」）

③同盟原稿が残っている場合，そ

の見出しが利用されていること（見

出しが利用されていれば「○」，見

出しが取り消し線で消されているな

どして利用されていなければ「×」）

④本文に反復があること
写真3

【資料Ａ】日華事変の原稿（1937年7月9日のニュース）NHK放送博物館所蔵
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⑤【参考】省略文，語句形式，「～について申

し上げます」形式の文かどうかも併せて調

べた（該当すれば「●」）

上記①～③のうち1つを満たし，なおかつ④

を満たす場合をリード文とする。

【判定条件の説明】

条件①は，同盟原稿の特徴からくる当時の

ニュース原稿のスタイルを踏まえたものであ

る。外国から発せられた同盟原稿は，見出し

のあとに「～発同盟」という語句が入り，その

あとに本文が始まる（つまり（ⅰ）見出し（ⅱ）

同盟の発信先（ⅲ）本文，という順序で書か

れる）28）。それを書き換えたニュース原稿もこ

の順序と同じく，（ⅰ）リード文（ⅱ）同盟の発

信先（ⅲ）本文，という順で書かれている（前

章【資料5】を参照）。つまり，冒頭文が「～

発同盟」の語句より前にあれば，それは本文

ではなく，見出しを書き換えたものになる。し

たがって，リード文と判断できる。逆に「～発

同盟」の語句よりあとにあれば（すなわち，「～

発同盟」の語句から原稿が始まっていれば），

続く冒頭文は本文第1文相当文である。この

場合，同盟原稿の見出しは削除され，リード

文は作られなかった可能性が高い。ただし，

国内ニュースの同盟原稿には「～発同盟」とは

書かれないので，これは海外発の同盟原稿に

限られる。

後出の表の条件①の欄には，冒頭文がこの

「～発同盟」という語句より前に出てきていれば

「○」とし，「（～発同盟）」という語句も掲載す

る。一方，冒頭文がこの「～発同盟」という語

句よりあとに来ていればリード文ではない可能

性が高いので，「○」は付けず無印とし（「×」

は付けない），「（～発同盟）」という語句のみ

掲載する。

条件②は，リード文と本文との違いが一目

でわかるようにされた，この時期のニュース原

稿に見られる形態的な特徴と言える29）。多くの

場合，本文との間には1行以上を空けている

（本文の中では，文と文との間に1行空けること

は少ない）。また，リード文は，改行後は前の

行よりも一字下げで書かれるなどしている（本

文でそのようなことはない）。具体的には，以

下のように書かれている（「撤退に…」がリード

文で，「只今…」以下が本文である。実際には

手書き・縦書きである）。リード文を一目で本

文と区別できるように書かれているのがわかる。

また，原稿内に出てくる「◎」印は4−1で述

べたが，通信社からの配信原稿の見出しや，

それを放送用に書き換えたリード文に付けられ

ている。必ずしもすべてのリード文に付けられ

ているわけではないが，付いているものはリー

ド文の意図を持って書かれたものとして，形態

的な特徴の1つとみなす。

【原稿用紙（写真3）の一例】
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条件③は，書き換え前の同盟原稿が残って

いる場合に限られるが，同盟原稿の見出し部

分をリード文に書き換える場合は，この見出し

部分に添削作業が加えられ，そこで書き換え文

（つまりリード文）が作成されているのである。

この，見出し部分を利用した書き換え文とほぼ

同様のものが実際のニュース原稿の冒頭文にも

あれば，それは見出しから作ったリード文であ

ると判断できる。そうした場合は後出の表では

「○」とする。一方，同盟原稿の見出しが取り

消し線で削除され，なおかつ書き換え文が

ニュース原稿に存在しない場合は，「見出し取

り消し」と判断し，表では「×」とする。この

場合，「冒頭文は，見出しから作ったリード文

ではない」ことがより積極的にわかるため，

「×」とする。基本的にはこの①～③のいずれ

かを満たしていることが条件となる。

条件④は，文章構造の視点からの条件であ

る。リード文は本文の語句を引用して作られた

要約文の一種であるため，本文でその語句が

反復される可能性が高い。そこで，主に述部の

反復があるかどうかを見る。ただし，実際には，

本文と全く同じ語句が同じ形で使われているわ

けではない（本文との重複感が高まるのを避け

るために「言い換え」の語句が使われたり，当

該部分を集約してとりまとめるような語句が使

われたりすることもある）。つまりこの場合の反

復は，意味的なものも含めることになる。

具体的には，リード文の述部を中心に，本

文の当該部分（使用語句や主述の関係から，

リード文に対応するとみなされる本文中の部

分）と見比べ，リード文で使われている述語動

詞と全く同じ語形で動詞が使われている場合

は，後出の表で「◉」，語基のみが同じ場合は

「○」，これらに当てはまらないものの，類似性

があり意味的に反復であると考えられる場合は

「△」として，類似度によって分けて記すことに

する。

ただし，省略文やそれとみなされる文の場合

は，述語動詞以外の主語などの部分で類似性

を見る。類似性があれば，この場合は「△」と

する。

判定は，これらの条件①～③のいずれかを

満たし，なおかつ④を満たしたときにリード文

であると判定して「合」とする。これらを満たさ

ないものはリード文ではないと判断し，「否」と

する。例えば①～③を満たしても，④を満たさ

ないもの（つまり，反復がほとんど認められな

いもの）は，リード文とは言いづらいので，「否」

とする。

判定を行った冒頭文は後出の表で全文を示

す。その反復箇所のある本文も一緒に示し，反

復の当該箇所を太字・下線で強調して示す。

リード文と判定されない場合も，主な本文があ

れば参考に掲載し，述部は強調して示す。

なお，⑤は，リード文が省略文であるかどう

かを見る指標として示す。前章で見てきたよう

に，リード文は通常，省略文である見出しを完

全な文の形に書き換えて作るが，実際には前章

【資料9】の「今日の閣議」のようなものもリー

ド文（当時は「題」と呼んだ）と捉えられてい

た。この形式のリード文の特徴は，提示された

ニュースの主題の述部が，リード文内では出て

こない（述部はアナウンサーの意思表明）とい

う特徴を持つため，そのぶん述部の反復もなさ

れない可能性が高い。その意味で，リード文と

してのふさわしさを問う際に，検討すべきもの

があると考えられ，どの程度の数があるのかに
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表1　【資料Ａ】の各冒頭文とそのリード文判定
リード文判定　（□合： リード文と判定，　■否 ： リード文ではないと判定）
① 「〜発同盟」の前　（語句の前なら○，カッコ内に語句も）
② 形態上の特徴　（一字下げ，行空け，「◎」印などがあれば○）
③ 同盟原稿の見出し利用　（○ ： 語句反映，× ： 削除）
④ 反復（述語動詞を中心に）　（◉ ： 語形一致，○ ： 動詞語基一致，△ ： 言い換え）
⑤ （参考）省略文など　（● ： 省略文，「〜について申し上げます」を含む）

原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

1 □合

昨夜，再び戦闘状態に入った，盧溝橋事件は，けさ支那軍が撤退することになり，一先ず
戦闘は中止されたそうであります。

○
（北平発同盟）

○ ◉
△

その結果支那側は，おそくも午前九時までには，永定河―北平のすぐ傍を流れている河です
―この永定河の右岸に，撤退することになり午前五時双方，第一線部隊に対し，射撃停
止命令を下しました。これで，一昼夜に亘る戦闘状態は，一先ず停止されたと言われてお
ります。

2 □合

撤退に当り，支那側は，我方に対し，不法射撃を行いましたが，我方は之を撃退，午前
七時ごろには，一先ず対峙の情勢であります。

○
（北平発同盟）

○
△
△
△

…不法にも撤退中の我軍に対し，発砲するに至りましたので，我が方は，やむなくこれに
応戦，協定の実行に当って，重大なる齟齬を来すに至り，一時交戦状態に入りましたが…
午前七時すぎ，ひとまず砲撃は，停止され引きつづき折衝がつづけられております。

3 □合
支那側も，撤退の準備を行っていると伝えられております。 ○

（北平発同盟）
○ ○ △

支那側も，永定河右岸に向けて，撤退の準備を開始したそうであります。

4 □合
秦徳純氏が，遺憾の意を表明しました。

○
（北平発同盟）

○ ○ ○北平市長秦徳純氏は，…遺憾の意を表明すると共に，命令の徹底を計り，約束の速やか
なる実行を期する旨を申し出て，同時に事件の拡大しないよう，計られたいと申し込みました。

5 □合
政府は午前八時半すぎから，閣議を開きました。

○ ○ ○政府は盧溝橋事件に関し，きょうの定例閣議をくり上げて，けさ八時半すぎから，首相官
邸に開かれ，杉山陸相，広田外相等から，それぞれ現地の状勢を報告して対策を協議しまし
た。

6 □合
杉山陸相を中心に陸軍首脳部が協議しました。

○ ○ ◉杉山陸相は，けさ八時，閣議にのぞむに先だち，官邸に梅津次官，後宮軍務局長を招き，
現地からの情報を中心に協議しました。

7 □合
株式市場は平静であります。

○ ○ △
…両軍の撤退を伝えましたので，市場は冷静で，むしろ押し目買い人気強く…

8 □合
社会保健省の予算問題につき，蔵相が首相を訪問しました。

○ ○ ○賀屋蔵相は，けさ七時半，永田町の私邸に，近衛首相を訪問し，社会保健省の創設に伴う，
予算問題につき，大蔵当局の意向を説明し…

9 □合
沈没したソヴイエト，カッターの引き揚げにつき，重光，リトヴィノフ両氏が会談しました。

○
（モスクワ発同

盟）
○ ○ ◉モスクワ駐箚帝国大使重光葵氏は，リトヴィノフ氏から，来訪を求められましたので，昨八日，

午後二時ソヴィエト外務人民委員部を（尋？）ね，午後三時迄，一時間に亘って会談しまし
た。

ついて調べた（出現した場合は「●」とした）。

さらに⑤には，省略文だけでなく，「～につい

て申し上げます」という言い方のリード文も含め

ることにした。この言い回しは，一見「省略文」

には聞こえないものの，主題の述部が提示さ

れないという点では，同じだからである30）。

これらを踏まえ，【資料Ａ】についての結果

を表1にまとめた。
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原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

10 □合
◎ホノルル海軍当局もイヤハート機の捜査は，最早絶望だと洩らしているそうです。

○
（ホノルル発同

盟）

○
（◎

印
も）

○ ○ホノルルのアメリカ海軍警備隊当局者も，内心匙を投げた形でイヤハート機の捜索は，最早
実際上，絶望だと洩らしております。

11 □合

通貨問題について，米支共同声明が，発せられる模様です。

○
（ワシントン発同

盟）
○ ○ △

ワシントン駐箚支那大使天正廷氏は，きのう財政部長，孔祥熙氏及びアメリカ財務長官モー
ゲンソー氏と協議の結果，きょう米支共同声明を発表，現行米支銀協定を再び確言するこ
とに決したと伝えられ，王大使も，これについて「通貨問題に関し，九日，米支共同声明
を発することになろう」と言明しました。

12 □合
木綿植付反別の公報に，ニューヨーク綿花市場は，急騰を演じました。 ○

（ニユーヨーク
発同盟）

○ ○ △…当日のニューヨーク綿花市場において，強気的に解釈され，後場の市場を，急騰させま
した。

13 □合
アメリカの赤字財政克服のため，歳出予算，一割節減が決定しました。

○
（ワシントン発同

盟）
○ ○ △…きのう午後，ホワイトハウスに，各省長官，並びに二十八名の各行政庁長官が参集し，種々

協議を遂げた結果，国債利子の如き，既定歳出を除き，今年度歳出予算より，最低一割の
節減をすることに決定しました。

14 □合

不干渉委員会で，フランス代表は，海陸監視の全的実施を，主張する方針の様でありま
す。

○
（ロンドン発同

盟）
○ ○ ○…フランス代表，アンドレ・コルバン大使は，フランス政府の方針として，ドイツ・イタリア案

反対，海陸監視の，全的実施を主張すると共に，ポルトガルに於ける，海陸監視完全復活
を条件に，フランス政府は，ピレネー国境の監視を，許容する意向を，表明するものと見られ
ております。

15 □合
イギリス・ソヴイエート海軍条約の調印が，延期されました。 ○

（ロンドン発同
盟）

○ ○ ○イギリス，ソヴイエート海軍条約は，きのう調印される予定でありましたが，ソヴィエート側の都
合により，延期されることになりました。

16 □合
市営バスの，新宿，浅草線が，あすから運転されます。

○ ○ ○市民から待望されていた，新宿と浅草の二つの盛り場歓楽をつなぐ，市営バスは，あすから，
運転することになりました。

17 □合
立川，飛行第五連隊の自動車隊が，関東一周，耐暑行軍に出発しました。

○ ○ ○関東一周，耐暑強行軍を行う立川飛行第五連隊，自動車隊，山本中尉指揮の，十二輛は，
きょう午前七時，立川を出発，壮途につきました。

18 □合
秩父宮殿下には，マンチェスターを御見学遊ばされました。

○
（マンチェスター

発同盟）
○ ○ ◉イギリス綿業地御視察中の，秩父宮殿下には，昨八日午前，リヴァプールからマンチェスター

に御到着遊ばされ，御小憩の御後，市中，マンチェスター運河，サルフォードの工場地区等を，
順次，御見学遊ばされました。

19 □合
撤退の交渉がすすめられて居ります。

○ △きょう午前十時，陸軍省に達した情報によりますと，第三十八師長張自忠氏麾下の参謀，並
びに，第二十九軍顧問，中島中佐は，けさ，五時四十分，北平を発って，六時半盧溝橋に
至り，我が方と打合せの上，撤退交渉のため現地に赴きました。

20 □合
イヤハート機の消息は，今の所全く不明であります。 ○

（ワシントン発同
盟）

○ ○ △
…まだようとして，イヤハート機の消息はありません。

21 □合
大宮東電発電所焼く

○ △ ※1きのう午後十時ごろ静岡県富士郡大宮町字泉東京電燈発電所でモーターの過熱から突然
発火，内部を全焼しました。

22 □合
アラメダ送別野球戦

○ △ ●各地に転戦し最近帰米するアラメダ球団の送別試合を十日，十一日洲崎大東球場で行うこ
とになりました。

23 □合

トラック火事

○ △ ●
きょう午前七時ごろ京橋区木挽町八丁目四番地運送業峯田市太郎方運転手下山広吉

（三〇）君がトラックを運転疾走中同区西八丁堀三丁目七番地先で突然エンジンから火を
発し運転台に燃え移り急報により付近の消防自動車が駆けつけましたが幸い負傷者なく間も
なく消しとめました。
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5-3-2  集計結果の分析

集計の結果は表2のとおりとなった。

①は，外国発のニュースは満たし，国内ニュー

スは（想定のとおり）満たしていなかった。③

は，もとになった同盟原稿が存在するものは全

て満たし，満たしていないものはそもそも同盟

原稿が残っていなかった。これらの結果，25

本の原稿のすべてがリード文と判定された（う

ち2本は省略文であった）。

これらのうちすべての条件を満たし，反復も

「◉」となったのは，【原稿9】【原稿18】である。

【原稿9】を例として以下に示す（ここでは，

リード文と本文との間での同語反復は で枠

囲みし，類似表現は二重下線を引いて示す）。

【原稿9】

（リード文）

沈没したソヴイエト，カッター の 引き揚げ
につき，重光，リトヴィノフ 両 氏 が 会談し
ました 。

（本文）

モスクワ発同盟
モ スクワ 駐 箚 帝 国 大 使 重光 葵 氏 は，
リトヴィノフ氏 から，来訪を求められました
ので，昨八日，午後二時ソヴィエト外務人民
委員部を（尋？）ね，午後三時迄，一時間に

表2　【資料Ａ】の判定結果まとめ

総原稿数 　　25本

①「〜発同盟」の前 　　15本

②形態上の特徴 　　25本

③同盟原稿の見出し利用 ○　17本

④反復 ◉　  6
○　10
△　14

⑤省略文など 　　  2本

リード文判定 合　25本
否　  0本

原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

24 □合
盧溝橋の支那軍は一先ず撤退することになり我方は厳重監視を続けております。

○
（北平発同盟）

○ ◉
◉

…宛平県城を始め盧溝橋付近にある支那軍は午前九時頃までに永定河右岸に撤退するこ
とになり，支那軍撤退監視のため日本軍側から中島冀察軍事顧問が現地に出張し，厳重
監視を続けております。

25 □合
盧溝橋の日支両軍は全面的に衝突し戦闘は夜を徹して行われました。

○
（北平発同盟）

○ ○
○

盧溝橋の日支両軍は対峙の体形から遂に夜襲戦に転じ全面的に衝突を開始した模様でき
ょう早暁一時半頃小銃，機関銃，迫撃砲等の炸音が絶え間なく暗夜の空をつんざき殷 と々
市内に響き渡り戦闘は徹宵行われました。

計 □合
25

15 25 17

◉
6

○
10

△
14

●
2

※1　述部は存在するが敬体が使われていない点で他のリード文と異なる。
◦旧字・旧かな遣いはなるべく現代のものに直したが，誤字と思われるものについては直さずそのまま掲載した。
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亘って会談しました 。
この会談に於いて，リトヴィノフ外務人民委
員は，日本側が金阿穆河島を占領したと抗
議しましたが，重光大使は事実と，相違す
ると反駁しました。
次いでリトヴィノフ外務人民委員は乾岔子，
南水道に 沈没した ， ソヴイエト，カッター
を 引き揚げ たい故，この旨，本国政府へ伝
達されたしと要請しました。
重光大使は，リトヴィノフ外務人民委員の要
請を，受諾しましたが同時に「細目は，現地
交渉で決しては如何」と提議し，リトヴィノ
フ外務人民委員も，これを容れて会談を終り
ました。

（参考：同内容の同盟原稿の見出し）

◎ 重光，リトヴィノフ会談

実際に語句の反復について見てみると，上

記のとおり，リード文のほとんどの語句は，本

文で反復されているのがわかる。また，同盟原

稿の見出しの語句もすべて使われているのが分

かる。

④はすべての原稿にマークがついたが，「○」

や「△」が多くなった。このケースについて，ま

ず【原稿8】を見てみよう。

【原稿8】

（リード文）

社会保健省 の 予算問題につき， 蔵相 が
首相を訪問しました。

（本文）

賀屋 蔵相は，けさ七時半，永田町の私邸に，
近衛 首相を訪問し ， 社会保健省 の創設に

伴う， 予算問題につき，大蔵当局の意向を
説明し，いろいろ意見を交わして辞去し
ました。

このように，リード文の「訪問しました」は，

本文では「訪問し，」と連用中止法が用いられ，

「･･･ました」と分かれているため，これは語基

のみ同じとみて「○」とした。

一方，次の【原稿19】は「△」，つまり語が

言い換えられての反復となっている。

【原稿19】

（リード文）

撤退の 交渉 がすすめられて居ります。
（本文）

きょう午前十時，陸軍省に達した情報により
ますと，第三十八師長張自忠氏麾下の参謀，
並びに，第二十九軍顧問，中島中佐は，け
さ，五時四十分，北平を発って，六時半盧
溝橋に至り，我が方と打合せの上， 撤退
交渉 のため現地に赴きました。

ここでは，中島中佐という人物が撤退交渉

のため「現地に赴」いたことを，リード文で「撤

退の交渉がすすめられて居ります」と表現して

いる。述語動詞だけでなく主語も異なり（リー

ド文では「交渉」，本文では「中島中佐」），文

のかたちにも違いがある。ここでは，中島中佐

が現地に赴いたと伝えるだけでは，行動が具

体的すぎて，かえってその意図するところが伝

わらないと考え，リード文ではより端的な表現

に言い換えたと考えられる。別のことを指して

いるわけではないため，言い換えによる反復で

あると判断した。
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次は⑤で省略文となった【原稿22】と【原稿

23】を見る。

【原稿22】

（リード文）

アラメダ送別 野球戦
（本文）

各地に転戦し最近帰米する アラメダ 球団の
送別 試合を十日，十一日洲崎大東球場で行
うことになりました。十日午後一時半から対
簡易保険，対東京市役所のダブルヘッダー。
十一日午後一時から対東京瓦斯，対川崎コ
ロンビアのダブルヘッダー。

【原稿23】

（リード文）

トラック火事
（本文）

きょう午前七時ごろ京橋区木挽町八丁目四番
地運送業峯田市太郎方運転手下山広吉

（三〇）君が トラックを運転疾走中同区西八
丁堀三丁目七番地先で突然エンジンから火
を発し運転台に燃え移り急報により付近の
消防自動車が駆けつけましたが幸い負傷者
なく間もなく消しとめました。損害は二百円
位でした。

いずれも，リード文は省略された文のままで

ある31）（特に【原稿22】は本文文末も名詞止

めという特殊なものである）。ただし，短いな

がらも，本文との反復は見られる。特に【原稿

23】については，リード文の「火事」は，本文

の「火を発し」などという述部を名詞化して言

い換えた表現と判断された。しかし，【原稿

22】も【原稿23】も，「いつ」「どこで」などの

比較的重要と思われる情報がリード文に入って

いない。【原稿22】で言えば，野球戦がこれか

ら「開かれる」のか，すでに「開かれた」のか，

といった「時制」が，リード文中に表現されて

いない。

ここまで見てきたように，原稿によって差は

あるが，【資料Ａ】は，すべての原稿にリード文

が付けられていると判断された。母数となる原

稿数は25本で，量的調査に十分な数とは言え

ないが，すべての原稿にリード文が付いている

ことから，これより2年前の1935（昭和10）年

に出されたハンドブック『ニュースの文体及び語

法』で2項目目に書かれた「題を活かすこと」と

いう指示が，忠実に守られていたと捉えること

ができる。

5–4　1941年のニュース音声【資料Ｂ】
この音声は，当時の満州の新京放送局で放

送されたラジオ放送を録音したレコード盤から

のものである。レコード盤は中国吉林省の档案

館（公文書館）に残されていたもので，この中

にはニュース放送の音声も記録されていた。戦

前・戦中のラジオ放送のニュース音源がほとん

どない中，当時の音声が残っているのは非常

に珍しく，特に，当時すでに東京の音声は満

州にまで生中継で流すことができたので，当時

の重大ニュースであるこれらの音声は日本国内

で放送されていた音声と同じである可能性が高

く，貴重である32）。

この中に，太平洋戦争開戦時の臨時ニュース

を含む1941年12月8日の録音が日本にあるの

で，ここからニュースを抜き出して【資料Ｂ】と
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し，リード文の有無を調べたい（【資料B】は音

声のみを対象とする）。

5-4-1  録音音声からのニュースの抜き出し

【資料Ｂ】のニュースは「音声」であるため，

どこからどこまでが1本のニュースなのか，原

稿用紙に書かれているものに比べると区切りが

明瞭ではない。また録音・再生状態の問題（レ

コードの針が飛ぶなどしている）から，ニュース

の途中で音声が途切れるものもあれば，ニュー

スの途中から始まるものもある。このような状

態の中から臨時ニュースを抜き出すのは容易で

はない。

その一方で，ニュースの導入部分で読まれる

語句があることがわかった。この時期の特徴と

して，アナウンサーは，1つのニュースが終わり，

次に新たなニュースが始まるところで，「次（に）

…」などと言ってから伝え始めているのである。

これは，視覚的な区切りの無いラジオ放送で，

ニュースとニュースの区切りを示すために設けら

れていたことばだったと考えられる33）。そこで，

このことばを「導入語句」と呼び，【資料Ｂ】で

は，この語句が出てきた場合，そこを1つの

ニュースの始まりとみなすことにしたい。

一方，当該ニュースの終わりは，次に導入語

句が出てきたときに判明する。つまり，その直

前までが当該ニュースと考えられる（ただし，確

認できないこともある34））。また，前のニュー

スが終わったことが明らかな場合（前の原稿の

テーマがリード文と本文から明らかな場合とな

る）は，そこが次のニュースの始まりと判断され

る。

導入語句は多くのニュースに現れるが，【資料

Ｂ】では，録音の関係でニュース冒頭部分の音

声が失われていても，「繰り返します」などと述

べたあとに読み上げる2回目のニュース読み上

げの内容が聞き取れるものもあった。この場合

は（なるべく多くのニュースを抽出するために），

この「繰り返します」を導入語句と位置づけた。

また，大本営発表などの原稿については，

「フィリピン方面。」「香港方面。」「次はグアム

島。」など，地域名を述べてからニュースが始ま

るケースも見られるので，これも導入語句とす

る。これは，同じ同盟原稿でも発信場所が異

なれば1本1本独立した原稿になっていること

に鑑み，同じ大本営発表でも方面ごとに1本1

本別の原稿と見なせると考えられたためである。

5-4-2  リード文判定と「大本営発表」
について

次に，冒頭文をリード文と判定する条件だ

が，原稿用紙であれば視覚的にわかる「形態

上の特徴」という条件が，音声では用いること

ができない。しかし，【資料Ａ】と同様の条件

も挙げることができる。

「～発同盟」という語句の前に出てくればリー

ド文とみなせるという条件は，【資料Ｂ】でも同

様に用いることができると考え，使うことにす

る。後出の表では，この語句の前に冒頭文が

来ていた場合は，この条件に「○」を付ける。

これは逆に言えば，「次」などの導入語句のす

ぐあとに「～発同盟」という語句が来た場合

は，リード文が書かれていない，というしるし

となる。

「大本営発表」35）という語句が出てくる場合

も，「～発同盟」と同様，それより前に出てくる

冒頭文であればリード文だと判断できると考え

られる。大本営発表は，同盟原稿のように見
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出しが付けられた文章ではなかったため，

ニュースにする際に「見出しの書き換え」にあた

る作業は行われない36）。しかし，文語体の発

表文をそのまま読み上げるため，多くの場合そ

の前に口語体（通常の原稿を書く際に使われ

る文体）の簡潔な文が添えられている。つまり，

文語体の発表文からこの口語体の簡潔な文を

作る作業が，同盟原稿で言うところのリード文

の作成作業になっていたと考えられる。戦時中

に出されたニュースの書き方ハンドブック『放送

報道編集例』（1944）でも，大本営発表にこの

ようなリード文を付けることは推奨されていた
37）。こうした理由から，「大本営発表」という

語句についても，その直前に来ている冒頭文は

リード文とみなせると考え，この条件は「○」

とする。

このような，「文語体の発表文」の前に「口

語体の簡潔な文」が読み上げられるスタイル

は，「大本営発表」以外にも見られ，こうした

発信元となる情報（語句）をここではまとめて

「クレジット情報（語句）」と呼ぶことにする（こ

こでは，「大使館」や「情報局」などの語句も

含まれる）。この場合も，「口語体の簡潔な文」

はリード文である可能性が高く，その場合は，

そのあとに読まれる文語体の発表文の中で語

句が反復することが予想される。

ただ，大本営発表の場合は，リード文を付

加することがハンドブックで推奨されていたので

「○」とできるが，それ以外のクレジット情報の

場合は未検討なので，ここでは「△」とし，反

復の条件とともに満たされるときだけ，リード

文であると判断することにしたい。

これらをまとめると，以下のようになる。

【資料Ｂのリード文判定条件】

次のうち①と②を満たし，なおかつ③を満た

す場合をリード文とする。

①「導入語句」のあとに位置していること（当

該語句を表に掲載）

②クレジット語句の前に位置していること（「～

発同盟」「大本営発表」の前＝「○」，その

他の発信元については「△」）。クレジット情

報となる語句も表に掲載する

③本文に反復があること

【参考】

④繰り返し読み上げの有無

【資料Ｂ】についての結果を表3にまとめた。
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表3　【資料Ｂ】の各冒頭文とそのリード文判定
リード文判定　（□合 ： リード文と判定，　■否 ： リード文ではないと判定）
① 導入語句（カッコ内に語句も）
② 「〜発同盟」「大本営発表」の前（語句の前なら○,その他の発信元なら△,カッコ内に語句も）
③ 反復（述語動詞を中心に）　（◉：語形一致，○：動詞語基一致，△：言い換え）
④ （参考）繰り返し読み上げ確認

原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹

下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

1 □合

帝国陸海軍は今日明け方から，西太平洋でアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入りま
した。 ○

（次は戦況であり
ます）

○
（次に大本営陸
海軍部今朝6時
の発表を申し上げ

ます）

△
帝国陸海軍は本8日未明，西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入
れり。

2 ■否
我が空軍は今日午前8時，香港に対し第一次爆撃を行い全機無事帰還しました。 ○

（＊＊発同盟 ※1）
（【冒頭】＊＊発

同盟）なお，目下第二次爆撃を敢行中であります。

3 □合
次，我が海軍航空隊の大編隊がハワイのホノルルに対して最初の空襲を行いまし
た。 ○

（次）

○
（ホノルル発同

盟）
△

○
冒頭
文日本海軍航空隊の大編隊が，ハワイ時間7日午前7時35分，日本の今朝3時5分，

ホノルルに初の空襲を開始しました。

4 □合
次，我が軍がホノルル真珠湾の西に迫っています。

○
（次）

○
（ニューヨーク発

同盟）
△ホノルルからのUP電報によれば，真珠湾西方のバーバーポイント沖に，日本軍を

載せた輸送船の影が認められたと伝えております。

5 ■否
木材を積んで太平洋を航行中のアメリカ陸軍の輸送船は，サンフランシスコを去る
1,300海里の水域で魚雷攻撃を受けたということであります。

○
（次はワシントン

発同盟）

（【冒頭】次はワ
シントン発同盟）

○
全文

（1文原稿）

6 □合
次，上海の我が陸海軍部隊が，共同租界に進駐しました。

○
（次）

○
（上海発同盟。
今日午前11時，
中支軍および支
那方面艦隊報道

部発表）

○
○
冒頭
文，

本文在支上海陸海軍部隊は本8日午前11時，日本時間，蘇州河以南の共同租界に
各々その一部を進駐せり。

7 ■否

我が国がイギリス・アメリカとの交戦状態に入ると同時に，松井部隊は今朝8時歩武
堂々進駐を開始し，アメリカ海兵隊のブラウン少佐以下63名の武装解除を行うととも
にイギリス租界に進駐し，イギリス・アメリカの権益を接収しました。

○
（次は天津発同

盟）

（【冒頭】次は
天津発同盟）

それと同時に塘沽・太沽・奉皇島・山海関の各々権益を接収したほかカイワン（開
灤？）炭鉱には保護を加え，不良分子の暗躍に備えました。…

8 □合

次に我が海軍が，イギリス軍艦1隻を撃沈し，アメリカ軍艦1隻を捕獲しました。

○
（次に）

○
（上海発同盟。
支那方面艦隊
報道部，今日午
前9時発表）

△
△

古賀支那方面艦隊司令長官は，今8日日本は英米両国と戦争状態に入れるをもっ
て，午前5時20分幕僚を軍使として，それぞれ上海在港イギリス「ペテレル」，アメ
リカ「ウェーク」両砲艦に派遣，上海方面における安寧維持のため降伏勧告状を交
付したるところ，イギリス砲艦はこれを拒絶したためやむを得ずこれを撃沈せり。
アメリカ砲艦はこれを応諾したるをもって，これを捕獲せり。

9 ■否
大統領官邸の発表によれば，日本軍のハワイのオアフ島空襲による被害は極めて甚
大であります。 ○

（次はワシントン
発同盟至急報）

（【冒頭】次はワ
シントン発同盟

至急報）

○
全文

（1文原稿 ※2）

10 ■否

次は賀屋大蔵大臣は，イギリス・アメリカとの開戦に対処し，国を挙げて金融機関の
全能力を国策の1点に集中し，銃後の備えを管理させる意図の下に，今日の正午か
ら大蔵省に金融協議会・時局共同融資団及び保険業者の各代表の参集を求め，
政府の断固たる決意を表明し，民間側の金融機関の全面的協力を要望しました。

○
（次は）

（1文原稿）
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原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹

下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

11 ■否
タイ国駐箚の帝国大使館は，昨日午後11時日本人の婦人・子供たちの帰還命令を
発しました。 ○

（次はバンコック
発同盟至急報）

（【冒頭】次はバ
ンコック発同盟

至急報）そこで婦人・子供たち380名は直ちに三井桟橋に集合，今日明け方乗船し出発しま
した。

12 □合
次，南洋のアメリカ領グアム島も，我が軍の包囲の中で目下盛んに燃えております。

○
（次）

○
（サンフランシス

コ発同盟）
○

○
冒頭
文，

本文

サンフランシスコに達した情報によれば，グアム島は目下日本軍の包囲下にあり，燃
料タンク及びホテルは目下炎々として燃えているということであります。

13 □合
次はドイツの宣戦布告説が伝えられています。

○
（次は）

○
（ストックホルム

発同盟）
△

○
冒頭
文

昨7日のロイテルワシントン電報によりますと，ワシントンの一部有力筋の間では，ドイ
ツは今後24時間以内にアメリカに対して宣戦を布告する可能性があると言ってお
ります。

14 □合
次は蘭印も日本に宣戦を布告する模様です。

○
（次は）

○
（サンフランシス

コ発同盟）
△昨日サンフランシスコに達したバダビア情報によりますと，蘭印のシャルダ総督は，ジャ

ワ時間今日午前6時を期し対日宣戦を布告する筈だと言われます。

15 □合

次はアメリカアジア艦隊司令官が戦争状態を宣言しました。

○
（次は）

○
（マニラ発同盟。

アメリカアジア
艦隊司令官テー
ト提督は，昨日
次のように発表

しました）

△
アメリカアジア艦隊司令官テート提督は，昨日次のように発表しました。アメリカは
日本と戦争状態にある。

16 ■否

アメリカ・イギリスとの開戦は，帝国の自存・自立を全うせんとする努力と最後的決断
たるとともに，東亜をイギリス・アメリカ覇道の束縛より解放して新秩序を建設せんとす
る東亜民族の誓いであり願いであり，また支那事変の必然的発展なり。 ○

（次は南京発同
盟）

（【冒頭】次は
南京発同盟。
支那派遣軍総
司令官，今日零

時半発表）
派遣軍は支那大陸における唯一アメリカ側の敵性を断固芟除し，南方作戦に呼応し
て重慶側に対する封鎖隔絶を徹底し，益々戦力を統合発揮して敵抗戦力の弱化に努
め，もって蔣介石政権の壊滅を期す。……

17 □合

我が軍はタイ国に侵入したイギリス軍を撃退掃討中であります。

○
（タイ国方面）

△
（タイ国駐箚の
帝国大使館当
局では，今朝よ
り次のような談
話を発表しまし

た）

△
○
冒頭
文イギリス軍は今日早暁突然マレー国境を突破し侵入を開始せり。日本は南太平洋の

平和維持とタイ国の独立維持につき，タイ国政府と交渉を開始するとともに，タイ国
の独立を救うため直ちにこれを反撃，イギリス軍をタイ国外に掃討しつつあり。

18 ■否
我が陸軍飛行隊は，今日8日早朝来フィリピン方面の要衝に対し再度空襲し甚大な
損害を与えたり。 ○

（フィリピン方
面）

（【冒頭】フィリ
ピン方面。大本
営陸軍部，午
後5時発表）大本営陸軍部，午後5時の発表であります。

19 ■否

次にマニラ発同盟によれば，日本空軍は今日ダバオを襲い，港湾施設と飛行場を爆
撃したと伝えられますが，目下マニラ・ダバオ間の電話が不通のため詳しいことは分か
りません。

○
（次にマニラ発

同盟によれば
…）

（【冒頭】次に
マニラ発同盟に

よれば…）マニラ北方340キロの地点にある要塞が日本軍によって爆撃されたとの報道もありま
す。

20 ■否
ダバオからの情報によれば，日本空軍は今日午後零時50分フィリピンのダバオに対し
第二次空襲を加えました。 ○

（次はサンフラン
シスコ発同盟）

（次はサンフラン
シスコ発同盟）

（1文原稿）

21 □合
陸軍航空隊は香港北方の敵飛行場で敵機12台を焼き払いました。

○
（香港方面）

○
（大本営陸軍
部，午後5時の

発表）

△南支那方面の陸軍航空隊は，今日8日の早朝香港北方の敵飛行場を急襲し，同飛
行場にありき14機の内12機に低空銃撃を加え，これを炎上せしめたり。
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原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹

下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

22 ―

サンフランシスコに達した情報によれば，グアム島は目下日本軍に包囲されていますが，
燃料タンクやホテルは目下炎 と々して燃え上がっています。 ―

（次はグアム島）

（【冒頭】次はグ
アム島サンフラ

ンシスコに達した
情報によれば）（1文原稿）

23 □合
次，来る15日臨時議会が招集されることになりました。

○
（次）

△
（次に谷情報局
総裁の談話を申
し上げます。）

△この度宣戦のご詔勅が下りましたが，これに伴い12月15日に臨時議会を招集せら
るる旨の詔書が，本日官報号外をもって公布せられました。

24 ■否

事態の急転に伴い，大政翼賛会では明後10日午前6時30分からラジオによる全
国一斉の緊急常会を開くことになりました。

なお，この常会では，国民儀礼の後講話や国民生活五則の発表，その他防空に関
する指示等があり，ラジオの講演要旨を中心に国民の決戦生活について披露するこ
とになりました。

25 ■否
次，ベルリン同盟特派員が，ドイツ当局は今日午前零時の最終放送において初めて
日米交戦の事実を国民に発表しましたが，ドイツ官民は挙げて日本の断固たる決意に
満腔の共感を示しています。

○
（次，ベルリン同

盟特派員が…）

（【冒頭】次，ベ
ルリン同盟特派

員が…）
（1文原稿）

26 ■否
アルゼンチン政府は昨日緊急閣議を開き，カスチオ副大統領は新聞記者に対し，「閣
議決定の後声明を発する予定であるが，太平洋上の戦争はアルゼンチンに関係なく，
アルゼンチンは厳正中立を守るだろう」と言明しました。

○
（次にブエノスア

イレス発同盟）

（【冒頭】次にブ
エノスアイレス発

同盟）
（1文原稿）

27 □合

帝国陸海軍は今朝西太平洋において一斉に行動を開始しましたが，早くも赫々たる
戦果を挙げ，海軍航空隊はハワイ空襲において確実に敵の戦艦2隻を撃沈，戦艦
4隻を大破，大型巡洋艦およそ4隻を大破せしめ，更にグアム島の空襲では軍
艦ペンギン撃沈致しました。

○
（もう一度申し上

げます）

○
（大本営海軍部
午後8時45分

発表）

○
○

○
本文
のみ
確認本8日早朝，帝国海軍航空部隊により決行せられたるハワイ空襲において，現在ま

でに判明せる戦果次のごとし。戦艦2隻撃沈，戦艦4隻大破，大型巡洋艦約4隻
大破。……本8日早朝グアム島空襲において軍艦ペンギンを撃沈せり。

28 □合

次，タイ国は日本軍のタイ国内通過につき便宜を図り，今日午後零時30分日本とタ
イ国との間にそれに関する交渉が成立致しました。

○
（次）

△
（次に情報局の
発表を申し上げま
す。情報局午後
8時20分発表）

△
○日本軍のタイ国内通過に対するタイ国側の便宜供与に関し，本8日午後零時30分

日本・タイ国間の交渉成立せり。

29 ■否

次，海軍では今度陸軍と同じように，武官の2段跳び任用進級の制度を設けることに
なり，これに伴う「海軍武官進級令」という改定の件のご裁可を得ましたので，今日
官報で公布直ちに実施されました。

○
（次）

この制度は武官だけでなく，下士官・兵にも適用されるものでありますが。それにより
ますと，敵前にあって武勲を通し首相これを全軍に布告した者，抜群勇敢の行為があ
り功績顕著で軍人の亀鑑として海軍大臣これを海軍全般に布告した者に対して特に
2階級上級の官に任用，または進級させる道を講じ，戦時下将兵の士気を一段と高
め一意国に報ずる念を益々深くさせるためであります。

計

□合
14

■否
14

27

○
11

△
3

○
5

△
12

○
8

※1　「＊」記号は，資料本文には「○」と書かれていたが，「○」は判定記号に使用しているので，表では「＊」に置き換えたもの。以下の原稿でも同じ。
※２　冒頭文の前に来る「次はワシントン発同盟至急報」などという語句を文とするかどうか，判断が必要だが，ここでは文と考えず，この原稿は「1文

原稿」とした。
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5-4-3  集計結果の分析

まず，ここで抜き出した【原稿22】は，【原

稿12】の短尺版（再放送の際に短くしたもの）

と考えられたので，ここでは【原稿22】は母数

に入れず，総原稿数は28本とした。集計の結

果は表4のとおりである。

リード文と判定されたのは全体の半数であ

る。①にあるように，導入語句はほぼすべての

ニュースに見られ，②で「○」や「△」が付いた

もの（「～発同盟」「大本営発表」に限らず，そ

の他の「発信元」も含む）は，③の反復の条件

も満たしていた。つまりそれらは，リード文の

判定ともほぼ一致を見たことになる。ここから，

「文語体の発表文」の前に来る「口語体の簡潔

な文」はリード文であることが多いと言えるかも

しれない。

原稿の量が十分とは言えないので単純な比

較はできないが，【資料Ａ】に比べて，リード文

が少ない38）。なぜ少ないのかについては，あ

とで検討する。

●繰り返し読み上げること

興味深いのは④のように繰り返し読み上げら

れているものがあることである。ここで扱った

音声は途中で途切れるものもあるので，確認で

きたもの以外にもあるかもしれないが，繰り返

すものとそうでないものとに仕分けられていた

可能性もある。

特に【原稿3】【原稿13】【原稿17】について

は，「冒頭文」（いずれもリード文と判定）が2

回繰り返して読み上げられたあと，本文が1回

だけ読み上げられている。これらの音声を文字

に起こしたものを，前後の一部も含めて以下に

記したい（リード文は太字，本文は二重下線で

示す）。

【原稿3】

…を敢行中であります。次，我が海軍航空
隊の大編隊がハワイのホノルルに対して最初
の空襲を行いました。我が海軍航空隊の大
編隊が，ハワイのホノルルに対して最初の空
襲を行いました。ホノルル発同盟。日本海軍
航空隊の大編隊が，ハワイ時間7日午前7時
35分，日本の今朝3時5分，ホノルルに初の
空襲を開始しました。次…

【原稿13】

…ということであります。次はドイツの宣戦布
告説が伝えられています。ドイツの宣戦布
告説が伝えられています。ストックホルム発
同盟。昨7日のロイテルワシントン電報により
ますと，ワシントンの一部有力筋の間では，
ドイツは今後24時間以内にアメリカに対して
宣戦を布告する可能性があると言っておりま
す。次は…

表4　【資料Ｂ】の判定結果まとめ

総原稿数 　　28本

①「導入語句」のあと 　　27本

②クレジット語句（「〜発同盟」
　など）の前

○　11本
△　  3本

③反復 ○　  5
△　12

④繰り返し読み上げ 　　  8本

リード文判定 合　14本
否　14本
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【原稿17】

…であります。タイ国方面。我が軍はタイ国
に侵入したイギリス軍を撃退掃討中であり
ます。我が軍はタイ国に侵入したイギリス軍
を撃退掃討中であります。タイ国駐箚の帝国
大使館当局では，今朝より次のような談話を
発表しました。イギリス軍は今日早暁突然マ
レー国境を突破し侵入を開始せり。日本は
南太平洋の平和維持とタイ国の独立維持に
つき，タイ国政府と交渉を開始するとともに，
タイ国の独立を救うため直ちにこれを反撃，
イギリス軍をタイ国外に掃討しつつあり。タ
イ国駐箚の帝国大使館では，このような談
話を発表しました。フィリピン方面…

全文を繰り返し読むケースももちろんあるが，

リード文だけを繰り返して読むということは，

リード文全体を反復し，強調していることにほ

かならない。こうした判断をした背景には，当

該のニュースの重大さなど，さまざまな理由が

あったものと考えられるが，リード文だけを取

り立てて繰り返し読んでいることからは，放送

する側もリード文の機能の本質（反復による強

調や理解促進）をよく捉えていたことがうかが

える39）。

●「大本営発表」ニュース

次に，どのような原稿にリード文が付けられ

ているのか，あるいは付けられていないのかを

見ていきたい。

「大本営発表」の4本（【原稿1】【原稿18】

【原稿21】【原稿27】）のうち，【原稿1】【原稿

21】【原稿27】の3本にはリード文があった。

このうち【原稿1】は，3年後に作られた『放送

報道編集例』（1944年）に，実例として全文が

紹介され，説明が付けられている。この資料

は，模範的な原稿の実例を紹介しながらニュー

スの書き方を指南する形式のハンドブックで，

第二項の「大本営発表」には10本のニュース原

稿（例文七～十六）が紹介され説明が加えられ

ているが，その冒頭（例文七）が【原稿1】な

のである。以下，説明とともに記す（直線の下

線部は資料のままだが，波線の下線は筆者が

付けた）。

【資料16】（『放送報道編集例』）

第二項　大本営発表
例文　七
　昭和十六年十二月八日午前七時臨時報道

1 帝国陸海軍は，きょう未明西太平洋で米
英軍と戦闘状態に入りました。
大本営陸海軍部発表（昭和十六年十二月
八日午前六時）

「帝国陸海軍は本八日未明，西太平洋に
おいて，米英軍と戦闘状態に入れり」けさ
六時大本営陸海軍部からこのように発表
されました。

説明
大本営発表は，いうまでもなく重要報
道であるから，一字一句ゆるがせには
できないし，対外対内的にも一刻を争っ
て放送することが多いから充分注意を
要する。
発表の報道形式は「見出し」「発表本
文」「当局指導による解説記事または戦
闘詳報」「関連解説記事」，これだけで
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一応完成した形になる…（略）
　1 見出しはこのような簡単な報道文の

場合は本文と同様になるが，重要な
報道であるから，力強い語調を失っ
てはならない。（略）

上の資料の「説明」部分も含めて，ここでは

リード文を付けるスタイルを推奨していると捉え

てよいだろう。

同資料の，続く「例文八」では，長文の大

本営発表を扱った事例を紹介し，同様に書き

方を示している。

【資料17】（『放送報道編集例』）

例文　八
　昭和十六年十二月十日午後五時

1 帝国海軍航空部隊は，きょう午後二時過
ぎマレー半島東端の沖合で，イギリス戦
艦レパルスを轟沈し，プリンス・オブ・ウ
エールズを撃沈しました。次にこれに関す
るきょう午後四時五分の大本営海軍部の
発表を申し上げます。
大本営海軍部発表（昭和十年（ママ） 十二月
十日午後四時五分）

「本日午前十一時半帝国海軍航空部隊は…
（筆者注：以下，発表文が長いため略）

説明

1 見出しは簡単明瞭に大戦果を伝えてい
る。

これらの資料からは，大本営発表は重要な

ニュースなので，一字一句そのまま読み上げ，

発表文の長短にかかわらずリード文はなるべく

付ける，という方針が確立しつつあったことが

うかがえる。こうした方針の先駆けとなる事例

【原稿1】の冒頭文は，まぎれもなくリード文で

あり，大本営発表を伝える際の模範的な原稿

の書き方ということになるだろう。

●ニュース内容による特徴

次に，リード文のあるニュースと無いニュース

のそれぞれについて，ニュース内容に特徴があ

るかどうかを検討する。まず，リード文と判定

された冒頭文を以下に列挙する。特に述部と，

述語動詞の動作主などには下線を引いた（ただ

し，【原稿13】のような伝聞情報については，

その出来事の内容の主述に注目した）。

（リード文と判定された冒頭文）

【原稿1】

帝国陸海軍は今日明け方から，西太平洋で
アメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入りまし
た。

【原稿3】

次，我が海軍航空隊の大編隊がハワイのホ
ノルルに対して最初の空襲を行いました。

【原稿4】

次，我が軍がホノルル真珠湾の西に迫って
います。

【原稿6】

次，上海の我が陸海軍部隊が，共同租界に
進駐しました。

【原稿8】

次に我が海軍が，イギリス軍艦1隻を撃沈
し，アメリカ軍艦1隻を捕獲しました。
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【原稿12】

次，南洋のアメリカ領グアム島も，我が軍の
包囲の中で目下盛んに燃えております。

【原稿13】

次はドイツの宣戦布告説が伝えられていま
す。

【原稿14】

次は蘭印も日本に宣戦を布告する模様です。
【原稿15】

次はアメリカアジア艦隊司令官が戦争状態を
宣言しました。

【原稿17】

我が軍はタイ国に侵入したイギリス軍を撃退
掃討中であります。

【原稿21】

陸軍航空隊は香港北方の敵飛行場で敵機12
台を焼き払いました。

【原稿23】

次，来る15日臨時議会が招集されることに
なりました。

【原稿27】

帝国陸海軍は今朝西太平洋において一斉に
行動を開始しましたが，早くも赫々たる戦果
を挙げ，海軍航空隊はハワイ空襲において
確実に敵の戦艦2隻を撃沈，戦艦4隻を大
破，大型巡洋艦およそ4隻を大破せしめ，
更にグアム島の空襲では軍艦ペンギン撃沈
致しました。

【原稿28】

次，タイ国は日本軍のタイ国内通過につき便
宜を図り，今日午後零時30分日本とタイ国と
の間にそれに関する交渉が成立致しました。

これらを，特徴ごとに表5のように分類した。

まず（a）「戦闘開始」では，この日の臨時

ニュースの最大のトピックと言える，太平洋戦争

の開戦に関するニュースが入る。ここでは，【原

稿1】【原稿13】のような日本軍や枢軸軍側が

動作主のものだけではなく，【原稿14】【原稿

15】のように，敵国の開戦の動向に関する

ニュースにもリード文が付けられている。当時，

国家にとっては開戦こそが最重要事項であり，

国民にとっても最大の関心事であったと考えら

れる。こうした点からリード文が付けられたと

考えられる。

また，初めての戦闘や，戦闘の始まりを【原

稿3】【原稿4】【原稿6】などが伝えている。こ

れは，開戦に関するニュースであるとともに，

特に「始まり」という点が共通している。ニュー

スの役割は新しい事態を即時に伝えることなの

で，この点がリード文を付けたことに関係して

いるのではないだろうか。

（a）は，開戦日というこの日特有の状況の

影響を色濃く受けた特徴であると言えるだろう。

（b）「自軍戦況の好結果」では，共通して日

本軍の戦況の好結果を知らせている。これは，

表5　【資料Ｂ】リード文付き原稿の特徴

（a）戦闘開始（開戦，初の戦闘，
戦闘の始まりなどを伝えるもの）

【原稿1】【原稿3】
【原稿4】【原稿6】
【原稿13】【原稿14】
【原稿15】

（b）自軍戦況の好結果（日本軍の
戦況の好結果に関するもの）

【原稿8】【原稿12】
【原稿17】【原稿21】
【原稿27】

（c）緊急性（緊急性のあるもの・こ
こでは（a）（b）以外で）

【原稿23】

（d）影響の大きい国際動静（自軍
の戦況などへの影響が大きい国
際的な動静）

【原稿28】
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戦争をする主体（国や軍）にとっては好都合の

内容である。戦況自体が悪ければ，「戦争の遂

行に悪影響が出る」と判断されるであろう。ま

た，戦況は国民にとっても大きな関心事であ

る。それは，国家の行く末を案じるという次元

だけではなく，戦場に兵士を送り出している家

族にとっては，戦況の報道こそがその安否を知

る手段だったからである。先に2−4で，「ラジ

オ聴取契約数は戦時色が日増しに濃くなる中

で増え続け，1939（昭和14）年には400万，

1940（昭和15）年には500万を超えた」「戦局

を知りたいと，人々はラジオの大本営発表に神

経を集中した」と述べた。こうした状況に至っ

た背景には，この戦況への関心の高さがあっ

たのである。これを踏まえたときに，「撃退掃

討中であります」「敵機12台を焼き払いました」

「撃沈致しました」という情報は，国や軍にとっ

ても都合がよく，なおかつ聴取者にも関心が高

い情報だったと言える。こうした判断から，リー

ド文が付けられたのではないだろうか。

（c）「緊急性」は，開戦の影響が国内にさま

ざまな形で現れる中で，特に緊急性のあるもの

にリード文を付けたと考えることができるだろ

う。

（d）「影響の大きい国際動静」は，当然なが

らの事態を取り巻く当時の個別の事情も知らな

ければ論じられないが，【原稿28】では，まさ

に太平洋戦争を始めた日本にとって，タイ国の

便宜は大きな朗報であったためリード文を付け

たことが考えられる40）。

一方，リード文が付けられなかった原稿の冒

頭文も見てみよう。

（リード文と判定されなかった冒頭文）

【原稿2】

我が空軍は今日午前8時，香港に対し第一
次爆撃を行い全機無事帰還しました。

【原稿5】

木材を積んで太平洋を航行中のアメリカ陸軍
の輸送船は，サンフランシスコを去る1,300
海里の水域で魚雷攻撃を受けたということ
であります。

【原稿7】

我が国がイギリス・アメリカとの交戦状態に
入ると同時に，松井部隊は今朝8時歩武堂々
進駐を開始し，アメリカ海兵隊のブラウン少
佐以下63名の武装解除を行うとともにイギリ
ス租界に進駐し，イギリス・アメリカの権益
を接収しました。

【原稿9】

大統領官邸の発表によれば，日本軍のハワ
イのオアフ島空襲による被害は極めて甚大で
あります。

【原稿10】

次は賀屋大蔵大臣は，イギリス・アメリカと
の開戦に対処し，国を挙げて金融機関の全
能力を国策の1点に集中し，銃後の備えを管
理させる意図の下に，今日の正午から大蔵省
に金融協議会・時局共同融資団及び保険業
者の各代表の参集を求め，政府の断固たる
決意を表明し，民間側の金融機関の全面的
協力を要望しました。

【原稿11】

タイ国駐箚の帝国大使館は，昨日午後11時
日本人の婦人・子供たちの帰還命令を発しま
した。

【原稿16】

アメリカ・イギリスとの開戦は，帝国の自存・
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自立を全うせんとする努力と最後的決断たる
とともに，東亜をイギリス・アメリカ覇道の
束縛より解放して新秩序を建設せんとする東
亜民族の誓いであり願いであり，また支那
事変の必然的発展なり。

【原稿18】

我が陸軍飛行隊は，今日8日早朝来フィリピ
ン方面の要衝に対し再度空襲し甚大な損害
を与えたり。

【原稿19】

次にマニラ発同盟によれば，日本空軍は今日
ダバオを襲い，港湾施設と飛行場を爆撃し
たと伝えられますが，目下マニラ・ダバオ間
の電話が不通のため詳しいことは分かりませ
ん。

【原稿20】

ダバオからの情報によれば，日本空軍は今
日午後零時50分フィリピンのダバオに対し第
二次空襲を加えました。

【原稿24】

事態の急転に伴い，大政翼賛会では明後10
日午前6時30分からラジオによる全国一斉
の緊急常会を開くことになりました。

【原稿25】

次，ベルリン同盟特派員が，ドイツ当局は今
日午前零時の最終放送において初めて日米
交戦の事実を国民に発表しましたが，ドイツ
官民は挙げて日本の断固たる決意に満腔の
共感を示しています。

【原稿26】

アルゼンチン政府は昨日緊急閣議を開き，カ
スチオ副大統領は新聞記者に対し，「閣議決
定の後声明を発する予定であるが，太平洋
上の戦争はアルゼンチンに関係なく，アルゼ

ンチンは厳正中立を守るだろう」と言明しま
した。

【原稿29】

次，海軍では今度陸軍と同じように，武官
の2段跳び任用進級の制度を設けることにな
り，これに伴う「海軍武官進級令」という改
定の件のご裁可を得ましたので，今日官報
で公布直ちに実施されました。

これらの特徴はどこにあるだろうか。

まず，先の（a）や（c），（d）を「満たさない」

原稿が見つかる。例えば（a）「戦闘開始」に関

しては，【原稿2】は，同じ戦闘でも「始まり」

ではなく「終了」を伝えている。【原稿18】【原

稿20】は，日本軍の戦闘に関する内容で好結

果も出ているが，どちらも2回目の戦闘で，初

めてではない点が特徴的である。

また（c）「緊急性」に関しては，【原稿10】

はすでに開催が済んだ会合である上，経済界

の話なので，聴取者に緊急に伝える意味合い

が薄い。【原稿29】は緊急事態を受けての対

応だった可能性はあるが，聴取者の生活に直

接関わりがあるわけではなく，緊急性があると

は言えなかっただろう。

（d）「影響の大きい国際動静」については，

【原稿25】は，日本に好都合な話題だが，戦

況に関わる実質的な内容は書かれていない。

【原稿26】も，当時の国際情勢によろうが，戦

況にどう影響するのか評価を下しづらい内容

だった可能性がある。

この中で，【原稿7】は（b）の要件を満たし

ている。ただ，「歩武堂々進駐を開始し…」と

あり，（c）を満たしていなかった可能性がある

（ただし，これも，当時の国際情勢等を詳細に
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検討しないと判断意図はわからない）。

このほかの原稿は，リード文が付けられな

かった理由をどう考えるべきだろう。まず，【原

稿5】と【原稿9】は，原稿そのものが短かっ

たことが大きな理由と考えられる。「1文原稿」

にリード文を付けるケースは【資料Ａ】にも見ら

れたが，【原稿5】【原稿9】は「1文原稿」であ

る上に文自体が短い（文字に起こすと，それぞ

れ67文字と44文字である）。短尺の原稿の場

合，リード文は本文と似てくる。これは，前章

4-3-1の【資料11】で，リード文と本文が似通っ

ていて「いささか形式に流れたもの」と批判的

に指摘された「例二」のケースにあたる。これ

を避けるためにリード文を付けず，代わりにこ

の1文を繰り返し読むということで内容を強調

していたと捉えるべきだろう。繰り返し読み上

げることは反復であり強調である。

そのほかについても，以下，見ていく。【原

稿11】は，邦人の身に危険が及びうる内容な

ので，強調すればいたずらに不安をあおりかね

ないとの判断があってもおかしくないだろう。

【原稿16】は，支那派遣軍総司令官の談話の

発表であり，内容も全体的に「決意・心構え」

を語っているものなので，一部を取り立てるの

ではなく，そのまま伝えたほうがよいとされた

可能性がある。【原稿19】は「電話が不通のた

め詳しいことは分かりません」とあり，リード文

を添えて強調するのはふさわしくないとされた

可能性が高い。【原稿24】は，明後日の話なの

で「お知らせ」として緊急性はあったが，冒頭

文と本文との反復は薄かった。むしろ本文内

で緊急常会の内容を伝えたり，開始時刻を「明

後日の朝6時30分からお集りを願います。」な

どと繰り返し伝えていたりしていて，要約より

も詳細情報の周知説明のほうが重視される内

容だったことが，リード文が付かなかった理由

であると考える。

これらを表6のようにまとめてみたい。

これらを通して見ると，開戦時のニュースで

ある【資料Ｂ】では，「戦闘開始」か否か，緊

急性があるか無いか，国際動静の影響の大小

などによって，意図してリード文を付けるか否

かを判断していた可能性が浮かび上がる。これ

らの判断は，この日1回限りのものなのか，継

続して観察しなければ論じられない面もある

が，このようにニュース内容に傾向が浮かび上

がると，リード文は漫然と付けていたり付けな

かったりしていたわけではなかった，というこ

とは言えるようになるのではないだろうか。

5–5　1943年のニュース原稿【資料Ｃ】
1987（昭和62）年に発見されたこのニュース

原稿は，1943年9月の，朝から夜までの各

ニュースで使われた合計6日分の原稿で，元に

表6　【資料Ｂ】リード文が無かった原稿の特徴

（p）「戦闘開始」と認められない戦闘 【原稿2】
【原稿18】
【原稿20】

（q）「緊急性」が認められないもの 【原稿10】
【原稿29】

（ r ）「影響が大きい」と認められない国際動静 【原稿7】
【原稿25】
【原稿26】

（ s ）原稿が短いもの 【原稿5】
【原稿9】

（ t ）聴取者の不安をあおるもの 【原稿11】

（u）発表内容をそのまま伝えるべきもの 【原稿16】

（ v ）確認がとれていないもの 【原稿19】

（w）詳細情報が重視されるもの 【原稿24】
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なった同盟原稿も多く残っている。数え方にも

よるが，原稿総数は500本ほどに上り，戦前・

戦中としては最も多く残っている原稿群である。

5-5-1  原稿の抽出

この原稿群から一定程度のニュースを抽出し

たうえで【資料Ｃ】とし，調査・分

析をする。以下のニュースを調査対

象としたい。

今回の調査では，「朝のニュース

（午前5時30分，7時，8時30分放

送）」の原稿と，「夜のニュース（午

後7時放送）」の原稿を扱う。これ

は，このニュース時間が，この期間

の放送で，最も多くの日にまたがっ

ているとともに，朝と夜であれば再

放送で重複する原稿が少ないと考え

られたためである。ニュースを数え

たところ（数え方は５−２に準ずる），

結果は214本となった41）。

ただし，原稿数を数える際，今

回は複数の原稿を統括する役割を果たしてい

る文があり，それらは除いた。これらは，1本

1本の原稿よりも上位に（すなわちリード文より

も上位に）位置するものと考えられ，具体的に

は「ドイツ・ソヴィエト戦争」「イタリアの戦況」

などの省略文形式のものが多かった。通常の

原稿の中の一部と捉えられないと考え，本稿

ではこれらを「大リード文」と呼ぶ一方，調査

対象の原稿としては数えず，割合を出す際の母

数にも入れないことにした（後出の表には載せ

たが，ナンバーは振らなかった）。

5-5-2  リード文の判定条件

ここでのリード文の判定条件は，5-3-1の【資

料Ａ】の条件（【判定条件の説明】の考え方も

含む）を踏襲する。ただしそこに，大本営発表

について検討した【資料B】の考え方を①に取

り入れ，以下のとおりとした。

写真4
【資料Ｃ】日本軍の戦果を伝える大本営発表のニュース原稿（1943年9月3日午後
7時）【原稿141】　NHK放送博物館所蔵

表7　【資料Ｃ】放送時間と調査対象（○が現存，
このうち●が今回の調査の対象）

９月
放送時間

1日 2日 3日 4日 9日 13日

午前5時30分，7時，
8時30分

● ● ● ● ●
※

正午 0 時 ○ ○ ○ ○

午後 3 時 ○ ○ ○

午後 5 時 ○

午後7時 ● ● ● ● ●

午後 9 時 ○ ○ ○

午後 10 時
（国内向け）

○ ○ ○

午後 10 時
（東亜向け）

○ ○ ○

午後10時 ○

（※午前7時のみ）



63

ニュースリードが消えた？

表8　【資料Ｃ】の各冒頭文とそのリード文判定
リード文判定　（□合 ： リード文と判定，　■否 ： リード文ではないと判定）
① 「〜発同盟」「大本営発表」の前（語句の前なら○，カッコ内に語句の情報なども）
② 形態上の特徴　（一字下げ，行空け，「◎」印などがあれば○）
③ 同盟原稿の見出し利用　（○ ： 語句反映，× ： 削除）
④ 反復（述語動詞を中心に）　（◉ ： 語形一致，○ ： 動詞語基一致，△ ： 言い換え）
⑤ （参考）省略文など　（● ： 省略文，「〜について申し上げます」を含む）

原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

1 □合

きのう結団式をあげた渡満遺児団はきょういよいよ出発致します。

○ ○ △
全国の満州建国の遺児たち五十七名はきのう午後三時から東京お茶の水の教育会館で

「渡満遺児団結団式」をあげましたが一行はいよいよきょう午前八時，靖国神社，明治神宮
参拝の後，東條総理大臣を訪問して正午軍人会館の壮行会に臨み東京駅発，壮途に就く
事になりました。

2 □合
ビルマ国の最高方針についてバーモー国家代表が言明しました。

○
（ラングーン発同

盟）
○ ○ △ビルマ国家代表バー・モウ氏は，独立以来，新国家の最高方針について構想を練っていま

したが，この程，その大綱の案を得ましたので　きのう自邸で日本，ビルマの記者団と会見し，
その全貌を発表しました。

3 □合
蒙古併合自治政府はきょうで成立四周年を迎えました。 ○

（張家口発同
盟）

○ ○ ◉蒙古併合自治政府が支那事変下に，誕生して早くも四年。きのうは意義深き成立記念日を
迎えました。

4 □合

上海大使館，事務所，岡崎総務部長はきのう記者団との会見で上海にある「綿糸布強制
買上問題」を中心に談話を行い，綿糸布の買上げはいかなる防害をも断乎排除し，あくまで
所期の目的完遂に邁進すると強調し，買上綿糸布の配給に当たっては極めてやすい値段で
出来るだけ大量に放出すべき方針を明らかにしました。

（【冒頭】上海
発同盟） × ○

△「…そして今回買上げられる綿糸布は登録分のみで優に中支那の需要を今後五ヶ年間賄い
える状態であり，しかも毎年新しく生産される量が多量にあるから，満州，北支那，南支那方
面への輸出を見込んでも，綿糸布に関する限り，極めて順調に供給しえるので，配給価格を
できるだけ安くし，配給量も十分潤沢にするつもりである。…」上海大使館事務所岡崎
総務部長は買上げ綿糸布についてこのような談話を行いました。

【資料Ｃのリード文判定条件】

次の①～③のうち1つを満たし，なおかつ④

を満たす場合をリード文と考えることにする。

リード文と判定されたものは「合」，判定されな

かったものは「否」と記す。

①「～発同盟」「大本営発表」という語句の前

に位置していること（＝「○」）42）（クレジット

情報となる語句を表に掲載）

②形態上の特徴があること（本文との間を1行

以上空ける，一字下げで書かれる，文頭に

◎マークが付けられているなど。満たした場

合は「○」）

③同盟原稿が残っている場合，その見出しが

利用されていること（見出しが利用されてい

れば「○」，見出しが取り消し線で消されて

いるなどして利用されていなければ「×」）

④本文に反復があること

⑤【参考】省略文，語句形式，「～について申

し上げます」形式の文かどうか（該当すれば

「●」）

上記①～③のうち1つを満たし，なおかつ④

を満たす場合をリード文とするが，ただし，以

下のものは個別に検討する。

（a）①～③を満たさず④を満たす

（b）③で「×」が付くが④を満たす

【資料Ｃ】のリード文判定結果は表8にまと

めた。
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原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

5 ■否

杭州の閘口発電所は先に蔣介石軍の手で徹底的に破壊されていましたがその後復旧工事
は大いにはかどり，予定より四ヶ月も早く，この程，完了し，晴れの竣工式も終りへ近くいよ
いよ送電を開始して，長江下流地区の生産力に一威力を加えることになりました。

（【冒頭】杭州
発同盟） × △

△
この閘口発電所は，事変勃発の昭和十二年十二月二十三日，敵がわが軍の入場を前にして，
徹底的に爆破したもので，その復旧は到底不可能とさえ言われていたものでありましたがわが
方は中支那の民生向上のため万難を排して復旧に着手し昨年九月一日起工以来，総工費
二百万円を以て，資材難にも拘らず難工事によく成功したもので発電量は＊＊※1キロワッ

ト，杭州全市の需要量の二倍に達し事変前に優る機能を発揮する事になりました。

6 ■否

フイリツピンを中心とする，特殊貿易はこれまでフィリツピン特殊貿易組合の手によって運営さ
れ，現在では満州，台湾，中支那，南支那，香港との間に行われていますが，今回ボルネオ
との間に新たに，物資交流が行われることになりました。 （【冒頭】マニ

ラ発同盟） × △
そしてフイリツピン側からは主として日用品，雑貨を輸出し，ボルネオ側からは潤滑油その他を
供給する事になりました。

7 ■否
ジヤワ医療会を結集して先に「ジヤワ医事奉公会」が設立されましたが更に軍政監部ではこ
の会員の資格を明確にするため，きょう医師，歯科医師，並びに薬剤師に関する免許令を
公布，直ちに施行する事になりました。

（【冒頭】ジヤ
カルタ発同盟） ×

（1文原稿）

8 ■否
ドイツ軍当局はドイツ潜水艦隊が
一昨三十日黒海水域でソヴイエト軍哨戒艇二隻と輸送船三隻，並びに曳航船一隻を撃沈し
たときのう発表しました。

（【冒頭】次は
外電でベルリン

発同盟）
×

（1文原稿）

9 ■否
又ドイツ総統大本営きのうの発表によりますとドイツ潜水艦隊は，地中海水域で米英側商船
五隻，三万四千トンの外，駆逐艦一隻，輸送船一隻をそれぞれ撃沈し，更に一万トン級油
運送船一隻に魚雷を命中させました。

（【冒頭】ベル
リン発同盟　
（削除），又）

×
（1文原稿）

10 ■否
又ドイツ空軍戦闘機隊は一昨三十日ナポリに来襲した米英空軍を邀撃し，七十機のうち
二十六機を撃墜しました。

（【冒頭】ベル
リン三 十 一日
発 同 盟（ 削
除），　又）

×
（1文原稿）

11 ■否
次はローマ発同盟でイタリア軍最高司令部はきのう次のような戦況を発表しました。

（【冒頭】次は
ローマ発同盟

で…）
×ドイツ空軍はアウグスタ港に停泊中の米英側の船舶に攻撃を加え中型貨物船一隻，上陸用

舟艇数隻に命中弾を浴びせた一方，米英空軍はナポリ周辺を爆撃したが，敵機はイタリヤ戦
闘機の攻撃を受け，カンパニア上空で十機が撃墜された。

12 ■否

（東亜遮断）
きのうの定例閣議で，緊急物価対策に基く価格報奨制度の，造船への適用が決定しました
ので逓信省では逓信省所管の，長さ五十米未満の計画造船の船舶（小型汽船及び木船）
に対して，報奨制度を実施することとなり，きのうその旨を発表しました。

× ○今回の報奨制度は差当り逓信省所管の船舶（但し長さ十五メートル未満の漁船を除く）の
船体と（軸系，軸管，推進器を含む）主機と，汽缶，主機用鍛造品について実施しますが，
その方法は，造船業者に対して政府において，予め基準生産期間を設定し，この基準生産
期間を，短縮して製造した場合に，その短縮日数に応じて一隻毎に契約価格に対する一定
率の，報奨金を交付するものであります。…

13 ■否

（東亜遮断）
又商工省では同じく価格報奨制度の石炭鉱業及び銅鉱業の適用が決定しましたのできのう
次のような当局談を発表しました。 （又） ×
即ち価格報奨制度の実施に付ては，情報局発表の通りであるが石炭鉱業及び銅鉱業に対
する運用は概ね次の要領に依ることとなった。…

14 □合

（東亜遮断）
東條総理大臣はきのう午後総理大臣官邸に開催された地方参事官会議第一日に際し，第
二次食糧増産対策の実施を中心に激励の挨拶を述べ，今回の食糧対策の意義に鑑み，非
常の決意を以って，その実施に当てられたいと重ねて，強調するとともに，現下の時局に即し，

「時間を最も大切にして常にこれを念頭に置き，徒な議論を避けよ」と，ひたすら速やか
なる実施を要望しました。 × △

◉
次に東條総理大臣の挨拶の要旨を申し上げます。「…刻々変化する時局に鑑みるならば，
時間が最も大切であることは明らかであり，かくて時間と言う事を常に念頭に置いて，
いたずらな議論により，大切な時間を失ってはならない，要は直ちに実行することが，肝
要である。…」東條総理大臣は地方参事官会議においてこのように要望しました。
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原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

15 ■否

（任意取止）
尚地方参事官会議はきのうに引きつづいてきょうも行われますが政府は先月十七日の，定例
閣議で，第二次食糧増産対策要綱を決定し，この要綱に基いて各地区行政協議会で具体
的な，実行案を八月末までに立案した上これを報告させる事にしましたが，このほど各地区に
おいてその成案を得ましたので　きのう午後一時半から「地方参事官会議」第一日を総理
大臣官邸で開きました。 ×
次いで沖野・北海道，曾我・東北，相馬・関東，辻山・北陸，永野・東海，楠瀨・近畿，
小泉・中国，土肥・四国，田中九州の各参事官から「第二次食糧増産対策」に関する，
各地方の実行について，又土地改良及び造成施行面積の割当，暗渠排水，客土，小用
排水，開田事業等について細目に亘って実行計画が報告されました。

16 □合

翼賛政治会では航空機軽金属工業を実地に調査するため各地に調査員を派遣する事にな
りました。

○ ○ ○
翼賛政治会では決戦下焦眉の要請である戦力の増強を推進し，政府施策に寄与するため，
重要産業特別委員会を設け，鋭意調査研究を行っていますが，今回特に航空機並びに軽
金属関係について現下の生産実体を調査し，対策樹立を促進するため，政務調査会の首
脳部を動員して各地に調査員を派遣することになり，きのうの総務会で，これを正式に決定
しました。

17 ■否

東京都では病人，乳幼児，妊婦の栄養確保のため来る十五日から，都下の三十五区と，武
蔵野町一帯にわたって，「病人，乳幼児，妊婦用，果実配給制」を実施する事になりまし
た。

× △配給品目は，蜜柑，林檎，梨その他季節によって，都長官が指定し，三十五区では三千世
帯程度について一ヶ所，武蔵野町では一平方キロ程度に一ヶ所，全部で六百の指定果実
配給店を設定し，自由販売品，高級自由販売品などと睨み合せて，毎月配給数量を都長官
から適宜裁量して，配給する事になりました。

18 ■否

東京，都議会，議員，最初の総選挙は来る十三日施行されますが大達都長官はきょう次のよ
うな告諭を発し正しく清き投票を要望しました。

×「…今や戦局，日を逐うて，苛烈凄愴を極む，都民各位は未曾有の決戦下，敢て総選挙の
行わるる意義に徹し，一票克く勝ち抜く信念を固めて，厳粛これに当り以て清新溌剌たる都
議会の確立に寄与せらむことを」

19 ■否

有楽町駅は付近に多数の官署会社を控えて朝夕の混雑時，特に夕刻は一時に乗降客が殺
到して，先に中央口，開設にもかかわらず連日混雑を繰り返していますので有楽町駅ではこ
のほど丸の内警察署と付近の新聞社の斡旋を得て，付近の会社に駅の構内整理に協力方
を依頼しましたが，いよいよきょうから毎日午後四時四十分から五時四十分まで一時間，各社
の奉仕隊員が五名宛駅頭に出動して，駅員と共に整理に当たる事になりました。

×

（1文原稿）

20 ■否

故陸軍技師兼，東北帝国大学教授市原通敏氏の，東北帝大工学部主催の慰霊祭はきの
う午後三時から宮城工学部長が委員長となり大学講堂で厳かに執行されました。

×宮城委員長の，祭文朗読，ついで陸軍大臣代理，文部大臣代理熊谷東北帝大総長，喪
主敏之君をはじめ遺族，内田宮城県知事，今村，仙台市長その他順次，玉串を奉奠して午
後五時慰霊祭を終了しました。

21 □合

◎女子体力章検定がきょうから実施されます。
○

（◎
印
も）

○ ○
厚生省では女子体力の増強を目指して女子体力章検定制度を設け，昨年一ヶ年を準備期間
として，全国的に実施し，検定種目，並びに標準を検討して，改良を加えていましたが，この程，
その種目及び標準の正式決定をみましたので，いよいよ今月から全国的に実施することにな
り，きょう各府県長官宛通牒します。

22 ■否

フイリッピン行政府，金融局長であったペドロ・デ・ヘスウス氏は，先に凶漢のため暗殺され，
新フイリッピン建設途上に尊い生命をささげましたがフイリッピン軍政監官はこの程ペドロ・デ・
ヘスウス氏の生前の功にむくゆるため，弔慰金一千ペソを贈りました。 （【冒頭】マニ

ラ発同盟）
尚その他の日本人，フイリッピン人からも真心こめた弔慰金がどしどしと贈られ，遺族を痛く感
激させました。

23 □合

畏き辺りでは，大東亜戦争勃発以来海上各方面の戦線で活躍し，名誉の戦死を遂げられま
した海軍将士に対し，きょう第十六回大東亜戦争死没者論功行賞海軍関係第八回の御沙
汰あらせられ，この旨午前零時賞勲局並に海軍省から公表されました。この度優渥な行賞
の恩命を拝した勇士は，大東亜戦争の緒戦である昭和十六年十二月から今年の三月まで馬
来沖海戦をはじめ，アンボン攻略戦，サンゴ海，海戦，ダッチハーバー強襲，更にアリユーシ
ヤン方面，ソロモン群島方面の，各海域で勇戦奮闘し赫々たる偉功を樹て遂に戦死された
将兵の一部であります。そのうち武功抜群で殊勲甲の優賞を賜わりましたものは，海戦劈頭
から海上部隊指揮官として太平洋方面の各作戦に参加し，赫々の武勲を樹て，印度洋方面
で壮烈な戦死を遂げられた，今里博海軍少将をはじめ，実に百七十一名の多きに及んでいる
のであります。

（参考「海軍省
公表」） △

次に海軍省の公表を申上げます。海軍省公表（九月二日午前零時）「本日大東亜戦争海
軍戦歿将士に対し，論功行賞の御沙汰拝したり。…」
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原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

24 ■否

畏き辺りでは来朝中の泰国国防副大臣兼最高副司令官クリヤン・サツク・ピチツト陸軍中
将に勲一等瑞宝章を贈与あらせられ，きのう午後六時陸軍省大臣室で富永陸軍次官から贈
与しました。

× △引続き東條総理大臣からの記念品である軍刀をピチツト団長，国防省参議官防衛司令官顧
問チョーン陸軍少将，空軍副司令官フォン空軍少将に，又作戦課長チャムロー海軍大佐，
以下十名の団員には，記念品をそれぞれ富永次官から伝達し，終わって一同別室で祝杯を
あげ日泰両国親善と大東亜戦争完遂を誓いました。

25 ■否
北支那の戦況

○
（開封発同盟）

○ ●わが＊＊部隊は先月二十二日から二十四日にかけて蠢動を企てていた千学忠麾下の第
五十一軍独立団およそ七百に対し阿南省帰徳の東南百五十キロの地点で攻撃を加え営長
以下敵の遺棄屍体二百五という成果を挙げました。

26 ■否

技術院では内外の情勢に即応して科学技術の総合動員をはかり，中でも航空戦力の増強に
科学技術研究の重点を置くため，きのう技術院分掌規程の一部を改め，これに伴って人事
異動を行いました。 ×
今度の内部機構の改正の要点は，官房審議室を設置したこと，科学技術審議会の運用の
適正化，戦時工業品規格統一事務の強化等であります。

27 ■否

楽土満州建設の貴い礎となって散華した勇士の遺児達，本年度満州国派遣遺児団の一行
五十七名は，きのう，総理大臣官邸を訪ね，東條総理大臣から激励の言葉を受けましたが，
昨夜八時四十分東京駅発の列車でいよいよ父兄の眠る満州へ向かいました。 ○
一行は，父の兄の遺業をついで活躍する日の希望を胸に戦闘帽　巻脚絆の甲斐甲斐しい
姿に身を固め，盛んな見送りの裡を一路大陸へ向ったのであります。

28 ■否

青木大東亜大臣は，きのう午後四時から宿舎ヤマト・ホテルに日満軍官民代表，百九十名
を招待して，盛大なお茶の会を催しました。

（【冒頭】新京
発同盟） ×日本側から三浦関東局総長外か，満州国側から張国務総理，武部総務長官，以下各大臣

等が出席し，まず青木大東亜大臣から大東亜戦下にいよいよ緊密な一体関係を増大してき
た日満関係を強調する旨の挨拶を述べ，張国務総理は，これに和して乾杯し，一時間あまり
に亘って意義深い懇談を交えました。

29 ■否
満州国興農部　稲垣次長は，きのう記者団と会見して本年度農産物の作柄その他につきあ
らまし次の様に語りました。 （【冒頭】新京

発同盟）満州国に於ける，本年度の農産物の作柄は，吉林，濱江，北安，四平，黒竜の五大製産
省が，すこぶる良い作柄を示しているので，昨年度よりは良好である。

30 ■否

国民政府経済顧問石渡荘太郎氏は中央と要務打合せのため帰国中の処，一昨日，一ヶ月
ぶりで東京に帰り昨夕，新聞記者団と会見して，当面のいろいろな問題につき，およそ次の
様に語りました。 （【冒頭】南京

発同盟）
国民政府の建設三ヶ年計画による太湖の干拓事業は，この意味から極めて有意義だが，こ
れをやるには，日本から技術と，機材を，取寄せる必要がある。

31 ■否

華北繊維規制会並びにその傘下団体の合同発会式がきのう午後三時から北京，中南海懐
仁堂で開かれました。

（【冒頭】北京
発同盟） ○日本側からは軍及び大使館関係官が出席，中国側は，王，政務委員長以下関係官，民間側，

津島北支開発総裁，その他関係各社代表，主催者側，統制総会々長章仲和氏等すべて
で凡そ三百名あまりが出席，章会長から統制総会並びに傘下団体の，役員を紹介，ついで
王委員長，王実業総署督弁の訓示があり，発会式は午後四時半散会しました。

32 ■否
ビルマ大使館付参事官　北沢直吉氏は用務打合せのためきのう帰朝しましたが，新生ビル
マの現状について次の様に語りました。

○ ×又九月下旬には，大々的にビルマ国独立祝賀会が挙行されることになっているが，この喜び
の日を前にして全国民は，その準備に忙殺されている。

33 ■否
ドイツ総統大本営はきのう正午次の様に海軍と官軍の八月中の戦果を発表しました。

（【冒頭】ベル
リン発同盟） ×ドイツ海軍，並びに空軍は，八月中に米英巡洋艦二隻，駆逐艦六隻，潜水艦一隻，掃海

艇一隻，快速艇五隻を撃沈し，主力艦一隻，巡洋艦十隻，駆逐艦九隻，快速艇五隻その
他の軍艦五隻を撃破した。

34 ■否
またドイツ軍当局はドイツ軍が八月中に米英側の商船七十隻，合計三十七万七千トンを撃沈
し，この外に百二十五隻，合計五十八万トンを撃破したときのう言明しました。

（【冒頭】ベル
リン発同盟）
（削除）

×
（1文原稿）

35 ■否
更にドイツ総統大本営は，東部戦線のドイツ軍が一昨三十一日の戦闘でソヴイエト軍戦車
百八十四台を撃破したと発表しました。　　

（【冒頭】ベル
リン一日発同
盟）（削除）

×
（1文原稿）

36 ■否
英空軍は一昨三十一日夜又またベルリンを爆撃しましたがドイツ軍は直にこれを迎え撃ちその
内四十七機以上を撃墜しました。 （【冒頭】ベル

リン発同盟） ×
（1文原稿）
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37 ■否
（東亜遮断）
敵米英の必死且つ執拗な反功は，きのう，帝都を去る海上二千キロ東京都管南鳥島へ艦
砲射撃と，空襲となって現れました。
銃後の国民一億は，今こそ防空必勝の信念の下，総決起しなければならない時であります。

38 ■否

（東亜遮断）
政府は，さきに石炭増産の緊急要請に応ずるため，炭鉱の整理を断行し，労務，資材の再
配置により石炭鉱業における重点主義の徹底強化を進めておりましたが，今度，石炭鉱業
整備方策の一環として新に炭鉱の統合を促進し経営の改善強化と，石炭の飛躍的増産を
図ることになり，これについて炭鉱統合実施要綱及びその第一着手として入山採炭，と磐城
炭鉱の統合がきのう商工省から発表されました。 × △
これは大体今年中に完了の予定で統合の第一着手である入山採炭と磐城炭鉱の両社に対
しては，去る二十日，両社の代表者を招いて当局からこの趣旨を伝達し，新設合併によ
る統合が行われることになりましたが，新しい会社の名前や，合併条件その他は追って決
定されます。

39 ■否

（東亜遮断）
鉄鋼統制会では，かねて製鉄用機械の確保について機械関係の五つの統制会と協議中で
ありましたが，このほど機械計画生産実施要領を決定しましたので，第三四半期から実施する
ことになりました。

×これに基き機械各統制会は会員に対し，計画機種の生産について指示するわけであります
が，生産確保のため会員工場に，職員を何名か置き生産工程の監督をする方針で，既にこ
の制度を実施中の精密機械と産業機械の両統制会ではこれを更に拡充強化して万全を期す
る予定であります。

40 ■否

（東亜遮断）
全国の百万学徒は，学徒戦時動員体制に即応し「夏季の休暇」をあげて夏季勤労に奮闘
しましたが，きのう文部大臣官邸で文部省委員の全国学徒動員状況，報告会席上，各委員
から一斉に報告されたことは，学ぶこと働くこと一体となった作業ぶりの成績が，誠によく，単
なる労務提供に終ることなく，教育，錬成としての勤労精神を遺憾なく発揮したという点であり
ます。

×

この観点から委員は学徒の真摯な意義に応える強力確固とした機構の早急実現を要望しまし
たが，文部当局でも学徒勤労動員を積極的に常時化するための機構が着 と々進んでいます
ので，近く具体化する方針と解されます。

41 ■否
貯金局では，さきに「郵便貯金と我が家の生活設計」の原稿を懸賞募集しましたが応募作
品は四百六十六篇に達し審査の結果入選者を次の通り決定しました。

× △入選は五人で，北海道の後藤美香子さん，大阪市の役谷與志野さん，京都の藤田末蔵さん，
埼玉県の高田朝吉さん，三重県の宮林照葉さん，この五人が入選いたしました。

42 ■否
南の海に，そして北の海に壮烈な戦死を遂げられました殉職船員＊＊名の横浜海務局関係
第一回公葬，及び慰霊法要がけさ九時から鶴見の総持寺で，執り行われます。
この日遺族に対しては寺原逓信大臣から供物料が贈られ，公葬終了後は新宿御苑拝観を差
許されるのでございます。

43 ■否
陸軍省兵務局兵事課長友森大佐はきのう警務局山本軍医中佐と共に，熱海市にある東京
都熱海健民修錬所と横浜市神奈川県立第三中学校及び川崎市芝浦電気東芝通信健民
修錬所を訪れ健民訓練に励む訓練生の錬成状況を視察しました。 ×

（1文原稿）

44 ■否

東京都の戦時開拓農場の第一次開拓者は，去る六月七日から茨城県行方郡潮来町，及び
板橋区上板橋戦時農園で錬成中でありましたが，終了者中から，入植，地元県の詮衡によ
り五十五名を決定し，きょう午後一時都職員集会所で帰農者壮行会を行った上，家族
二百七十三名が打連れて先遣隊となり，いよいよ自作農として再出発する事になりました。 ×
帰農地は農地開発営団で開墾した山林，平野等で，茨城県の潮来外千葉県，栃木県，東
京都へそれぞれ行きますが，行先では，早速開墾や種蒔きに着手し，更生の決意も堅く食糧
増産に邁進するのであります。

45 ■否

東京都では中等学校体育振興をはかり都下公私立中等学校体錬科担当の男女教員一校
から一名を選び，きょう，あす，あさっての三日間に亘り北多摩郡武蔵小金井の小金井大緑
地で体錬職員研究講習会を開きます。 ×
日課は毎日朝八時から午後四時迄職場運動をはじめ教練，銃剣道，体力章検定，救急看
護等で講師は戸山学校教官等が当たります。
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46 ■否

わが陸軍航空部隊の，連続的攻撃にも懲りず依然として蠢動を続ける在支アメリカ空軍は，
きのう午後，又も広東，香港方面に来襲しましたが，待機中のわが航空部隊のため，たちま
ちその二機を撃墜され，倉皇として遁走したことは既にきのうお伝えした通りであります，この
小癪な敵，撃墜の殊勲をたてたわが松木，大久保の両機は壮烈な当時の戦闘状況を次の
様に伝えて来ました。

（【冒頭】）＊＊ 
基地二日発同盟

（削除） 
×敵機来襲の報に逸早く飛立った，われわれは香港東北方大鵬湾上空でP40十三機を発見

し直ちに猛攻撃を加えたが，上空は断雲が低迷し，敵機は我が追撃に恐れをなして雲の間に
もぐり込み遁走しようとしたので，我々はこれを追って必中弾を浴せると，その一機は脆くも墜
落し，惠州付近の山腹に黒煙を吐いて激突した，更に大久保機は大鵬湾上空で敵五機を
発見したが初めから逃げ腰の敵は快速を利し我が攻撃から逃れようとしたので，逸早くこれに
側面攻撃を加えると一撃の下に敵機はパッと火を吐き，暫らく背面飛行をした後白線を曳いて
墜ちて行った。

47 ■否
一九三九年九月三日，イギリスがドイツに対して宣戦してから丁度満四年となりますが戦争は
この間三つの段階を経て発展しています。
即ち第一段階は…

48 ■否

支那方面艦隊報道部長に松島慶三大佐が任命されました事はきのう既にお伝え致しましたが
松島　新　支那方面艦隊報道部長は，きのう上海の日本人新聞記者団と初会見を行い，
概ね次のように就任の決意を語りました。

（【冒頭】上海
発同盟）この間に於いて日華両国はいよいよ固き団結の下，必勝撃滅の，整然なる軌道を邁進して

いるのであるが今後時局は益々重大化せんとするとき東洋文化の真価を以って暴戻なる敵の
侵略を撃砕し，以って最後の勝利に邁進しなくては成らないのであり，職を報道に任ずるもの
の責務のいよいよ重大な事を感じている。

49 □合
華北政務委員会では物資平衡資金特別会計を設定しました。

○
（北京発同盟）

◉華北政務委員会では食糧品収買資金の供給を円滑にする為今度，一般会計とは別に，「物
資平衡資金特別会計」を設定しました。

50 ■否

タイ国政府は新領土統治方策に関し着々準備を進めていますが，きのうの議会に新領土行
政官任命に関する法案を提出，満場一致可決しました。

（【冒頭】バン
コツク発同盟） ×この法案は新領土の住民がタイ国の行政方法に慣れないおそれがありますので新領土原住

民の中から官吏を登用出来る権限を政府に与えようとするもので，さきに佛印から新領土の
割譲を受けた際にも同様の方法を採用して好成績を収めた経験によるものであります。

― ドイツ，ソヴィエト戦争 ●

51 ■否

ドイツ総統大本営はきのう正午東部戦線の戦況を次のように発表しました。 （【冒頭】「ベ
ルリン発同
盟」，続いて

「ドイツ総統大
本営は…発表
しました」）

ドイツ軍は，数ヶ所から前進して来たソヴイエト軍を猛烈に反撃し，一部ソヴイエト軍に大損
害を与えてこれを撃退した。

52 ■否

又，ドイツ軍当局，きのうの発表に依りますと，ドイツ軍は，おとといの戦闘でソヴイエト軍戦
車百七十台を撃破し，又，ドイツ空軍は八月三十日からおととい（九月一日）まで三日間に，
ソヴイエト軍飛行機百二十七機を撃墜しています。

（又，ドイツ軍
当局，きのうの
発表に依ります

と）更にドイツ空軍爆撃機隊はおととい北（？）洋コラ半島北端のルイバチ半島水域でソヴイエト
貨物船一隻，並びに，哨戒艇一隻を撃沈しました。

53 ■否
イタリア軍司令部はおととい次のように戦況を発表しました。 （【冒頭】ロー

マ発同盟）米英空軍はナポリ州の諸地域を空襲した。

54 □合

（東亜遮断）
◎陸海軍大臣の諮問に対する科学技術審議会の航空機関係，第一次答申が終わりました
のでその内容が，きのう技術院から発表されました。

○
（◎印
も）

○ ◉
苛烈凄愴を極める航空決戦に対処し，航空機の増産は現下の戦力増強上最も重要なことで
ありますが科学技術審議会では去る一月三十日の総会に提案された『鉄，石炭，アルミニュ
ーム，航空機，船舶の生産技術方式確立に対する，具体的方策』に関する，陸海軍大臣
諮問第一号に対し，その後，航空機に関する件は，航空部会で慎重審議を行い，その第一
次答申案を作成し，六月三十日の部会で決定しましたので，八月九日東條総裁の決裁を経て
答申を終り，きのう技術院から次の様に発表されました。

55 ■否

（東亜遮断）
敵機が南鳥島へ来襲し我々はしっかりと防空態勢を身につけておかなければならないことを　
いよいよ痛切に感じますが　防衛総司令部参謀，加藤義秀大佐はきのう午後民防空につい
て次のように語りました。 ×
一つの家庭についても隣組についてもいろいろの場合について対策を立て，自力で消せる限
度を知って置くことが大切である
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56 □合
初めに支那派遣軍の週間戦況を申し上げます。

○
（南京発同盟）

○ △

●
（を申
し上
げま
す）

支那派遣軍では，きのう週間戦況を次のように発表しました。

57 □合
次，山東省における共産軍討伐の戦況

○
（済南発同盟）

○ △ ●我が藤崎討伐隊は去る八月十二日，共産軍魯中軍区第一軍区司令廖容標麾下を一挙に
殲滅しようと暗夜をついて出動し，萊（？）北方五キロの地点でこれに激しい攻撃を加え敵多
数を討伐しました。

58 ■否
さき頃来朝したスマトラ，マライの訪日視察団に続いて，今度はジヤワ軍政監部派遣のジヤワ
人訪日視察団が来朝しました。

× △一行は団長スタルジヨ氏をはじめ，軍政監部，内務部職員以下二十名で陸軍司政官平井
勇氏に引率されきのう午後二時＊＊に着きました。

59 ■否

大東亜文学者大会の一行五十三名はきのう大阪に赴き，午後一時から造幣局，鐘紡淀川
工場を見学の後，五時から大阪ホテルで開かれた大阪府市の招宴に出席しましたが，更に
六時半からは朝日会館で開かれた日本文学報国会主催，第二回大東亜文学者大会，大講
演会に臨みました。

×講演会は先ず日本文学報告会，近畿連絡部会長川田順氏の開会の挨拶に次いで，情報
局第四部文藝課長井上嗣朗氏の，激励の辞があり，続いて華中代表關露女史，満州代表
呉郎氏，華北代表陣錦氏等が講演を行い，亀井勝一郎氏の日本文学の功労者故藤村翁
哀悼の辞の後，片岡鐵兵氏の講演があって，最後に菊池幽芳氏の発声で万歳を奉唱し散
会しました。

60 ■否

きのう開かれた全満州省長会議は，予期以上の成果を収めて日程を終りましたが，これによっ
て満州国は国家国民の総力を農産物の完全集荷の一点に集中する官民一致協力態勢が
完全に確立されることになりました。

（【冒頭】新京
発同盟） ×今回の会議の結果本年度集荷については，生活必需品の特配，価格の調整などを行う一

面，明年度増産に具え，種子，民食を確保し，また割当追加を行わないことなど，政府の態
度が明らかにされましたが，同時に各省割当量は，如何なる事情があってもこれを達成すべき
方針を指示しましたので，集荷の完遂には省長陣頭指揮による，今後の出荷工作に，多大
の期待がかけられています。

61 ■否

上海の中華日報では文化戦士の智力を動員して，上海建設に協力せしめる試みとしてきのう
午後三時からキヤセイ・ホテルに日華新聞通信社の代表を招いて，新生上海経営座談会を
開きました。

（【冒頭】上海
発同盟） ×中国側から特別来賓として陳上海特別市長，林国民政府宣伝部長，日本側からは出淵，上

海，陸軍報道部長，岸，南京報道部長，廣田上海大使館報道課長以下，日華新聞関係
各社局長並びに記者など凡そ百五十名余りが出席し新生上海建設に関してのいろいろな方
面の問題を議題に日華各社代表がそれぞれ終始熱誠な見解を披瀝して，多大の成果を収め
て散会しました。

62 ■否

河北省南部一帯に，去る八月十日頃から紅槍会の武力蜂起があり，この地方に蟠踞する河
北抗日民軍封邸縣基幹隊との間に今なお戦斗継続中と言われます。

（【冒頭】北京
発同盟） ×これ等河北省南部一帯の紅槍会が，共産軍勢力地帯においてこのように蜂起しましたのは，

共産匪賊が長年に亘って民衆を圧迫したため，その反感が爆発したもので，特に地主に対す
る圧迫への反感が強く，河北省南部の中でも清豊県城西南方胡村店豆村集以南一帯に勃
発した武力抗争は次第に広い地域の衝突にまで拡大しつつある模様であります。

63 ■否
ジヤワ軍政監部ではきのう軍政監部告示をもって，漁船用木材の払下げ規定を公布し，造
船業者へ特別価格をもって漁船用木材の払下げを行うことになりました。 （【冒頭】ジヤ

カルタ発同盟） × △払下げ木材はチーク材で価格も漁民保護と水産業振興のため，基準価格の三割引きで払
下げを行う方針であります。

64 ■否
また軍政当局では東部ジヤワ，マラン付近他二ヶ所を選んで本年五月内地から大麦の優良
品種を輸入し播種しました所，順調に成育し，すでに刈り入れを開始しています。 （【冒頭】ジヤ

カルタ発同盟
【削除】）

×収穫量も比較的多く，ジヤワのビール原料である大麦は，充分に自給自足が出来る見込みで
あります。

65 ■否

ジヤワ軍政監部では，ジヤワ全島に凡そ約二十五万と推定される混血住民の指導監督のた
め，この程混血住民分室を創設し既に活動を開始しました。 （【冒頭】次も

ジヤカルタ発同
盟）

×此混血住民分室ではジヤワ全島混血住民の血統，思想並びに生活状態などの調査を行うの
をはじめ，人事相談，職業紹介など，彼等の生活指導のほか，アジア的思想への覚醒或は
軍政への協力など，思想的指導監督をも行う筈であります。

66 ■否
マライ軍政監部郵政局では，今回，マライ，タイ国間の郵便物一部取扱を開始しました。 （【冒頭】昭南

発同盟） ×その取扱条件は次の通りであります。
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67 ■否

米英軍がイタリア本土の南部に上陸しました事については，昨夜既にお伝えいたしまし
たが※2，ローマ発の同盟至急報によりますと，イタリア軍最高司令部は，この事に関し，き
のう正午，イタリア軍参謀総長アムブロージオ大将の名を以て，次のような戦況公報を発表し
ました。

（【冒頭】ロー
マ発三日至急報

【削除】）
○ ×

米英軍は過去数日間，個々に上陸作戦を企て，その都度即時撃退されたが一昨二日夜に至
りメツシナ水道を通じ，カラブリア洲に対し大規模な上陸作戦を開始した。

68 ■否
一方リスボン発同盟に依れば反枢軸軍司令部は，きのうアイゼンハウア麾下のイギリス第八
軍並びにカナダ軍は，艦隊並びに空軍の掩護の下に三日払暁メツシナ水道を通じて攻撃を
開始し，イタリア本土に上陸したと発表しました。

（【冒頭】一方
リスボン発同盟

によれば…）
×

（1文原稿）

69 □合
ドイツ総統大本営もイギリス軍のイタリア本土上陸を確認しています。 ○

（ベルリン発同
盟）

○ ○ △ドイツ総統大本営はきのう公報を以て『三日早朝イギリス軍がイタリアのカラブリア州西南端
に上陸し，枢軸軍との間に激戦を展開中である』と発表しました。

70 ■否
またドイツ軍当局はきのう次のように言明しました。 （【冒頭】ベル

リン三日発同盟
【削除】）

×既に米英軍も認めている通り，上陸部隊は極めて頑強な抵抗を受けており目下激戦が展開さ
れている

71 ■否
一方ドイツ当局筋では，きのう米英軍のイタリア上陸作戦について次のように言明しました。 （【冒頭】ベル

リン三日発同盟
【削除】）

×目下のところ詳しい事は分からないが飛行機で得た各種情報を総合するに，現在上陸してい
る敵兵力は凡そ一ヶ師と見られ，更に他の部隊が上陸したかどうか確かでない。

72 ■否
ドイツ総統大本営は，ドイツ軍が一昨二日，東部戦線でソヴイエト軍戦車百六十四台を撃破
したときのう発表しました。 （【冒頭】ベル

リン発同盟） ×
（1文原稿）

73 ■否

会社重役の退職金に対する国債支給の範囲と割合が，こんど一般的に拡大されましたので，
これについての内閣及び各省共同の閣令がきょう公布され，来る六日から実施の旨大蔵省か
ら発表されました。
即ちこれまで会社重役の退職金は勤続年限に比べて少ないと見られる一定の場合を除いた
外は，その一部を国債で支給していましたが今後は免除範囲を変して，許可を受けた場合の
ほかは役員退職金中の一定額以上は全て国債を以て支給することになり，国債による支給
額を規定したのであります。

74 □合

（東亜遮断）
◎バケツは隣組単位に配給される事になりました。 ○

（◎
印
も）

○ △商工省ではバケツを必要方面へ確実に流すため，一部バケツの配給統制を行うことになり，
きのう物価局長官の名を以て，各地方長官その他関係方面に通牒を発し，この旨発表しまし
た。

75 □合
◎内地，朝鮮，満州，中国の国民運動団体，懇談会に出席する華北代表がきまりました。

○
（北京発同盟）

○
（◎

印
も）

○この懇談会に出席する華北代表は華北興亜翼賛会本部の三原事務局長，横山総務部長，
並びに吉見主事の三氏にきまり一行は来る二十五日朝北京を出発する予定であります。

― ◎イタリア南部の戦況 ●

76 ■否
ドイツ総統大本営はきのう正午，カラブリア州の戦況について次の通り発表しました。 （「イタリア南

部の戦況」後
の冒頭部に

「ベルリン発同
盟」）

×
「…敵軍は七日夜カラブリア州のエウフェミヤ湾に上陸したが八日の明け方以来枢軸軍はこ
の部隊に対し猛烈な攻撃を加えた」

77 ■否
なおイギリス第八軍がカラブリア州に上陸して以来パットン麾下のアメリカ第七軍の動静につ
いてはいろいろ憶測されていましたがドイツ軍当局はこのアメリカ第七軍が既に何れかの方面
に出動したと思われると言明しました。

（1文原稿）

78 ■否

イタリア軍当局はきのうカラブリア州の戦況に就いて次の通り言明しました。

（【冒頭】ロー
マ発同盟） ×

「イギリス軍がカラブリア州の西南端に上陸して以来，五日目に入ったが，敵軍が当初の上
陸地点を去る凡そ四十マイルのエウフエミア湾に上陸した結果，戦局は第二段階に入り，枢
軸軍は今後，数日間内に既設陣地により数的優勢を誇る敵軍に対し果敢な交戦を企図する
であろう。」

79 ■否
イタリア軍最高司令部はきのう正午各方面の戦況公報を次のように発表しました。 （【冒頭】ロー

マ発同盟） ×「カラブリア戦線では枢軸軍は局地的戦闘に於いてイギリス軍の進撃を遅らせた。
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80 ■否
ドイツ空軍雷撃機隊は去る六日の夜チュニジアのビゼルタ港を急襲し停泊中の敵船七隻に対
し直撃弾を浴びせました。 （【冒頭】ベル

リン発同盟）
（1文原稿）

― ＊ドイツ・ソヴイエト戦況 ●

81 ■否
ドイツ総統大本営はきのう，正午の公報で「ドイツ軍は一昨七日東部戦線でソヴィエト軍戦
車百六台を撃摧した」と発表しました。

（「ドイツ・ソヴ
イエト戦況」後
の冒頭に「ベ

ルリン発同
盟」）

（1文原稿）

82 ■否
ドイツ軍当局筋は東部戦線その他の戦況に就いてきのう次のように言明しました。

（【冒頭】ベル
リン発同盟） ×△中部戦線では一昨七日ソビエト軍がセフスク北方，ヴィヤジマ西方などの各地区で攻撃し

て来たがドイツ軍はこれを撃退した。

83 ■否
（ドイツ軍当局はこのように言明していますが，）更にドイツ総統大本営は東部戦線の戦況につ
いてきのう次の通り発表しました。 （【冒頭】ベル

リン八日発同盟
【削除】）

×「ドイツ軍は機動的基礎に於いて作戦を遂行する見地より，予定の計画に基き，軍事上，重
要な一切の施設を破壊した後，戦線短縮の目的を以てスターリノ市から撤収した」

84 ■否

ドイツ軍当局の言明によれば，ソヴィエト軍軽艦隊及び航空部隊は一昨七日フインランド湾東
部のラヴアンサリー島沖及びその西方に襲撃して来たが，ラヴアンサリー島のドイツ軍防衛
部隊はこれを撃退しました。 （【冒頭】ベル

リン発同盟） × △ドイツ海軍高射砲部隊はクロンスタツト湾で敵爆撃機二機を撃墜し，更にラヴアンサリー島
西部のドイツ海軍，沿岸砲兵隊は敵の掃海艇隊を砲撃して，そのうち三隻に損害を与え他
の一隻に火炎を起こさせました。

85 ■否

又，ドイツ軍当局は，去る六日のノルウェー沖に於けるイギリス空軍とドイツ護送船団の戦斗
について次のように発表しました。 （【冒頭】ベル

リン八日発同盟
【削除】）

×イギリス空軍ボストン型雷撃機八台は戦闘機護衛の下に去る六日ノルウエー沖合でドイツ輸
送船団に攻撃を加えたが，ドイツ船団の集中砲火に遭い，魚雷を海中に放棄して逃走し，内
三機を撃墜された。

86 ■否
（東亜遮断）
敵機は刻一刻わが本土に近づいています。
この時に当り陸軍航空本部の足原少佐は防空の構えについて次のように語りました。

87 ■否
東京都会議員選挙のさきがけとして，八丈島の青ヶ島では，選挙を一昨七日にくり上げ，投
票をしました。
有権者八十三名に対し，棄権者は五名，棄権率六分という好成績を示しました。

88 ■否
警視庁では東京湾の鰯の大漁に呼応して魚の円滑な配給調整に，当る事になりました。

△それと同時に係官を派遣して中央市場を督励し配給機構の臨時大量運転を円滑にさせる
ように努力しています。

89 □合
◎きょう未明，敵飛行機が南鳥島に来襲しました。
又，敵は陸上に向って艦砲の砲撃を行いました。 ○

（大本営発表）

○
（◎

印
も）

○
△本日未明，敵機多数南鳥島に来襲，なお敵は艦砲を以って陸上を砲撃せり。

90 ■否
南鳥島は，我が本土の東南方約二千キロメートル，小笠原島の東方一千キロメートル，太平
洋上の北緯二十四度十四分，東経百五十四度十四分にある孤島で，現在は東京都に属し
ています。

（1文原稿）

91 ■否
只今も申し上げました様に，多数の敵飛行機がきょう未明数回に亘って南鳥島に来襲，爆撃
しましたが，同時に敵艦艇も艦砲によりわが陸上施設を砲撃しました。
私共は敵機の襲撃に備えて，万全の備えを固めたいと存じます。

92 □合
◎我が海軍航空部隊はベラ・ラベラ島付近で敵船団を攻撃し挑戦してきた敵二機を撃墜，
巡洋艦一隻を大破，駆逐艦一隻を爆破炎上させました。

○
（南太平洋方
面＊＊基地発

同盟）

○
（◎

印
も）

○
○敵も戦闘機数十機をもって応戦して来ましたが，我が必殺の突撃戦は忽ち敵二機を撃墜し，

敵船団に爆撃を加え，巡洋艦一隻を大破，駆逐艦一隻を爆破炎上の戦果を挙げました。

93 ■否

又敵は一昨三十日午後，ブーゲンビル島東端方面に，戦爆連合の凡そ五十機以上の編隊
で来襲しましたが，我が海軍戦闘機は，直ちにこれを迎え撃って激しい空中戦を交え，コンソ
リーデツトB24爆撃機，及び，ベルP39，ボートシコルスキーF4U戦闘機，合計二十機を
撃墜し，他を撃破撃退しました。

×

我が方はこの戦闘で二機を失いました。
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94 ■否
又，アラフラ海のアル諸島マイコールに対しても，一昨三十日午後，敵双発戦闘機六機が
来襲しましたが，我が戦闘機は直ちにこれを迎えうち，空中戦ののち一機を撃墜，一機を炎
上せしめました。 ×
この戦闘で我が方は一機を失いました。

95 □合

◎支那方面艦隊参謀長が更迭し，宇垣完爾海軍中将が，新たに支那方面艦隊参謀長に
補せられました。
同時に横須賀鎮守府参謀長，横須賀海軍人事兵長の更迭も行われ，きょう海軍省から公
表されました。

（参考「海軍省
公表」）

○
（◎

印
も）

○
△

海軍省公表（一日十二時）…支那方面艦隊参謀長に補す…

96 ■否

帝国在郷軍人会総裁，閑院元帥宮殿下には，在郷軍人会副会長，中野直枝海軍中将に
代り，元，横須賀鎮守府司令長官平田昇海軍中将をきょう副会長に御委嘱遊ばされました。
新たに在郷軍人会副会長となった平田昇中将は，東京出身で今年五十五歳，明治四十年
海軍兵学校を卒業後，海軍大学校を了え，昭和十二年十二月中将に進級，佐世保鎮守府
司令長官，海上某要職，横須賀鎮守府司令長官，軍事参議官等を歴任，今春予備役に
編入された海軍の長老で，重大時局に即応する郷軍指導の最適任としてその活躍が期待さ
れています。

97 ■否

満州国訪問中の青木大東亜大臣は，きょう午前九時五分，随員を従えて我が大使館を訪れ，
館内巡視の上，館員に訓示を行い，ついで関東局本館及び分館を巡視しました。

×終って青木大東亜大臣は午前十時三十五分から白菊，在満国民学校，新京一中等を視察
の後，国務総理官邸に於ける張国務総理の招宴に臨み満州国政府要路と交歓を遂げまし
た。

98 ■否

更に青木大東亜大臣は，きょう午後二時過ぎから中央銀行で開かれた特殊会社首脳との懇
談会にのぞみ，満州国に於ける重工業関係，農業関係，金融概況等についていろいろ懇談
を行いました。
「…戦局の推移にともない，満州国にたいしては，地理上，輸送上の関係から，重要物資，
特に食糧，鉄鉱等，戦力増強に直接関係のあるものについて，絶大な期待がかけられてい
る。…」

99 ■否
逓信省では，航空局長官・山田良秀氏の辞任に伴い，後任として陸軍司政長官・小松茂
氏を起用することになりきょう発令しました。

×新航空局長官・小松茂氏は，長野県の出身で，今年五十歳，大正八年東京帝大法科を
卒業，直ちに逓信省に入り，累進して昭和十年，航空局監理課長となりました。

100 □合
◎島崎藤村氏に対し，叙勲の御沙汰あらせられました。 ○

（◎
印
も）

○ ◉畏き辺りにおかせられましては，去る二十二日逝去した島崎藤村翁が我が国，文学界に尽く
した功績の少なからざるを思召され，二十二日付を以て次の様に叙勲の御沙汰あらせられま
した。

101 ■否

第二次食糧増産対策の実施に伴って，農業団体は，耕地改良策を中心とする諸般の事業
について積極的活動が期待されるようになりましたが，帝国農会ではきょう午前十時，丸の内
帝国農会に全国道府県農会長及び幹事，主任技師を招集し，緊急協議会を開催しました。

×農林省から石黒次官，石井農政局長以下係官出席し，耕地改良策を中心とする諸事業に
ついて詳細な説明がありましたが，その後で，この事業のためには，系統農会長が陣頭指揮
に立って食糧増産指導との総合的関係を考慮せねばならぬと，諸般の準備態勢について活
溌な質疑応答がありました。

102 □合
◎優良町内会部落会の「銃後奮戦録」が編纂されました。 ○

（◎
印
も）

○ ○等の項目にわたって詳細に記述編纂したもので決戦下部落会，町内会の積極的活動が要
望されている折柄，格好な隣組指導読本で，自治振興中央会では三千部を印刷の上全国
各府県庁，各都市，地方事務所等に寄贈することになっています。

103 ■否

汪主席はハノイ脱出以来和平運動に専念しておりますが，この間に，重慶側のテロ工作に
倒れた幾多殉国の同志の霊を慰めるため「諸先烈殉国記念式典」をきょう午前九時から国
民政府大礼堂で挙行しました。 （【冒頭】南京

発同盟） ×
この日病体を押して臨席した汪主席は，徐武官長に式辞を代読させ，和平反共建国に殉じ
た幾多烈士の霊に対して敬虔な祈りを捧げました。

104 ■否

一方，広東でも，きょうの殉国記念日にあたり，午前九時から中山記念堂で厳粛盛大な民衆
大会が行われました。
陳広東省長以下，各庁長，我が方からも南支派遣軍最高指揮官以下軍官民代表が，多数
出席しましたが，陳省長は，「殉国志士の血跡を継がん」とのべ，一同東亜解放万歳を三唱
して十時閉会しました。

105 □合
◎バー・モウ国家代表からビルマ国家の根本方針が発表されました。

○
（ラングーン発
同盟【削除】）

○
（◎

印
も）

○ ○大東亜共栄圏の西の最前線ビルマは八月一日独立以来，建設の歩を進めていますがバー・
モウ国家代表はきのうビルマ国家の根本方針である，ビルマ新秩序建設要綱を発表しまし
たが，その内容は次の通りであります。
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106 ■否
尚　新生ビルマ国の最高方針発表に際し，バー・モウ国家代表は次の様に語りました。 （【冒頭】ラン

グーン発同盟
【削除】）

×その豊富なる資源を活用し，近代国家として興隆せしめるためには原動力たる人の力を先ず
結集しなければならぬ。

107 □合

◎鬼畜の敵アメリカ飛行機が，又々我が病院船を襲撃しました。
○

（◎
印
も）

△
我が病院船ブエノスアイレス丸は，去る八月十七日，ニユーギニア島の東北にあるアドミラル
チー島の東方，百十キロの付近を航行中，午前五時五十七分，日の出一時間後の明るい
南海上のこのブエノスアイレス丸に対して，アメリカ，コンソリーデーテツドB24，一機が，高
度凡そ一千メートルから左舷方凡そ百五十メートル付近に至近弾四発を投下し，東の方に飛
び去ったのであります。

― ◎地中海の戦況。 ●

108 □合

枢軸軍は，イタリア本土上陸を企てたイギリス軍を撃退したと，ドイツ軍当局は，一昨三十日
正午次の様に言明しました。

○ △
◉「…即ち，凡そ四百名からなるイギリス軍部隊は，本艦から舟艇で上陸を企図したが，枢軸軍

が直ちに発見，約三十名が山間に遁走した以外全滅した。…」ドイツ軍当局は，イタリア本
土上陸を企てた，イギリス軍撃退について，この様に言明しました。

109 □合
◎ドイツ，ソヴイエト戦争。 ○

（◎
印
も）

△ ●「南部地区ではソヴイエト軍が，再び優勢な兵力を使用してドイツ軍防衛を突破せんと企て
たため，目下熾烈な激戦を展開しているが，一昨三十日までの所，未だソヴイエト軍はその
目的を達していない。

110 ■否
イギリス首相・チヤーチルはきのうカナダのケベツクから演説を放送しました。

×この様に，ビルマ，印度の現状は，チヤーチルがふれるのを好まなかった通り，敵側にとって
は極めて悪い条件ばかりであります。

111 ■否

（任意取止）
一方ストツクホルム発の同盟電報に依りますと，ハリコフ，アフチルカ，タガンログ等各要衝か
らのドイツ軍の撤退によって，東部戦線南部地区における情勢は極度に緊迫していますが，
ソヴイエト軍はドイツ軍，新防衛線に対し，必死の突破作戦を繰り返し，ドイツ軍との間に苛
烈な戦闘を展開しています。

（【冒頭】一方
ストツクホルム
発の同盟電報

…）

× △

又きのうのモスクワ電報は，スターリノ攻防戦がいよいよ緊迫化してきたことを報じていま
す。

112 ■否
ドイツ軍当局の言明によりますと，ドイツ軍長距離砲はきのうドーヴアー海峡グンジネス沖を東
北に向かってすすむイギリス軍艦七隻を発見し，直ちに一斉射撃を加え，その数隻に命中弾
をあびせましたが，イギリス艦隊は煙幕を張って遁走したと言われます。

（【冒頭】ベル
リン発同盟
【削除】）

（1文原稿）

113 □合

昨日，南鳥島に来襲した敵機は，のべ数戦爆百六十機ですが，そのうち十二機を撃墜しま
した。

○
（大本営発表） ○ ○

△
南鳥島に対する昨一日の敵襲に関し，その後判明せるところに依れば，来襲せる敵は航空
母艦を基幹とする機動部隊にして戦爆延べ約百六十機を以って地上施設を攻撃せるものな
り，この間敵に与えたる損害，撃墜十二機，我が方，地上にありたる飛行機に多少の損害
ありしも人員及び施設の損害は極めて軽微なり。

114 ■否

きのう未明南鳥島に対して加えられた敵の空襲経過については大本営から発表されましたが
この日来襲した敵は航空母艦二隻と基幹とする機動部隊でグラマン艦上戦闘機約九十九
機，艦上爆撃機約六十八機合計約百六十機の戦爆連合部隊が南鳥島を襲い主として地
上施設を目標に爆撃を加えて来たものであります。 ×
この戦闘に就いて我が軍事科学陣の誇る電波探信機は克くその優秀性を発揮し，敵来襲の
企図を事前に探知し，我が損害を最少限度に食い止めたのであります。

115 □合

◎我が地上部隊は，去る三十一日，ソロモン群島コロンバンガラ島に来襲した敵飛行機七
機を撃墜しました。 ○

（◎
印
も）

○ ◉コロンバンガラ島における我が地上部隊は，去る三十一日午前六時頃，敵アメリカ空軍戦爆
連合八十機以上の大編隊を迎えて対空砲火によって忽ち来襲の敵機のうち七機を撃墜しま
した。

116 ■否

南太平洋方面の空の決戦場は日ましに激烈苛酷の様相を呈して行きますがこの方面の敵の
反攻態勢もなかなか侮り難く敵は，きのうは我が本州，東南方二千キロを距てる南鳥島を襲
い尚艦砲射撃をも加えて来ました。 ×
即ち今や大東亜戦に於ける追撃戦から日米の対勢となりここに戦斗は本格的決戦の段階に
入りました。
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117 ■否

日本軍の勇敢な敢闘精神は太平洋戦域における米英の恐怖の的となり，日本軍の精神力を
教訓とせよとの警告は，敵側軍司令官から廔々麾下将兵に発せられていますがアメリカの週
刊雑誌「ニュース・ウイーク」は七月十二日の誌上に，ニユーギニア方面の密林戦で苦戦を
した，アメリカ軍指揮官，中将バーガーが，オーストラリア基地のアメリカ軍士官学校卒業式
で行った演説の要旨を掲げています。

（【冒頭】ブエノ
スアイレス発同
盟【削除】）

×

アメリカ軍指揮官中将バーガーはこの様に日本軍の勇敢さを認め警告しています。

118 ■否

（ポーズ）
陸軍少佐・朝香宮孚彦王殿下におかせられましては畏くも金枝玉葉の御身をもって，去る六
月十日栃木県宇都宮陸軍飛行学校に御入学，ここに八十五日，炎天下に飛行術を御研鑽
あらせられますが，殿下には，空の御修錬も全く御修め遊ばされ，御修学御終了の日は来る
九日と承ります。
加藤校長以下職員は殿下の御精励に感激申し上げております。

119 ■否
来朝中の泰国軍事視察団一行の団長である泰国国防副大臣兼最高副司令官ピークリヤ
ン・サツク・ピチツト陸軍中将外四名は，きょう畏くも拝謁仰付けられました。

△ピチツト中将ほか四名は，きょう午前宮中に参内，畏くも天皇陛下に於かせられましては午前
十時鳳凰ノ間に出御遊ばされ，ピチツト中将その他に謁見仰つけられたのでございます。

120 ■否

なお，泰国軍事視察団の一行十三名は，きょう午後団長ピチツト中将以下陸軍側視察団九
名とチヤムロン海軍大佐以下海軍側四名の二つの班に分れて戦う日本の産業陣を見学しま
した。

× ○即ち，第一班の陸軍側は，午後二時十分から川崎の日本鋼管を，第二班は蒲田の東京計
器をそれぞれ見学して社内施設や決戦下に敢闘挺身する労務員の活動ぶりを目のあたり見
て，戦う日本の産業陣に感歎すると共にいよいよ信頼の念を深めました。

121 □合

アツツ島玉砕勇士の合同慰霊祭は，来る二十九日，札幌で執り行われます。

○
アツツ島に，十倍の敵軍を迎えて，よく勇戦，十八日，遂に尊くも全員玉砕して，護国の神と
なられたアツツ島守備部隊・山崎保代中将以下二千余りの忠魂を慰める合同慰霊祭が，来
る二十九日午後二時から，北部軍司令部の主催の下に札幌市，中島公園で，神式によっ
て執り行われる事になりました。

122 □合
◎支那方面艦隊報道部長が，更迭され新しく松島慶三大佐が任命されました。 ○

（◎
印
も）

△
◉松島慶三大佐は前支那方面艦隊報道部長・鎌田正一大佐が，去る三十一日内地に帰還

を命ぜられましたので，その後任としてこのたび支那方面艦隊報道部長に任命されました。

123 ■否

北海道帝国大学では，今や北の守りの叫ばれる秋，理学部小熊教授を所長とする低温科
学研究所を設け，来る十五日午前九時から開所式を挙行することになりました。

×この低温科学研究所の研究部門は，純正物理学，気象学，低温生物学，低温医学，応
用物理学，海洋学の六つで，理科，工科，医科の各部の教授を総動員して行われる飛行機，
機隊凍結除去法等低温科学の研究の今後の成果は，直ちに我が北方作戦に貢献するもの
として大きな期待がかけられています。

124 ■否
満州国政府は，外交部次長の三浦武美氏を中華民国駐箚の特命全権公使に任命し，大
使館参事官を兼任させる事に決定し，きょう発令しました。 （【冒頭】次は

新京発同盟
…）

×尚，外交部政務司長の下村信貞氏が，三浦武美氏の後任として外交部次長に任ぜられまし
た。

125 ■否
満州国政府では，京城，門司，新潟，函館にある満州国名誉総領事，名誉領事及び事務
主任を，今度，満州国に招致する事となりました。

×来る七日全員新京に落ち合い，満州国政府要路と懇談し，会議終了後約十日間に亘り，全
満州を視察する予定であります。

126 ■否
満州国政府では先月二十五日の国務院会議で林野法制定要綱を可決し，きょう参議府会議
を通過しましたので，この要綱に基き近く林野法を公布する運びとなりました。 （【冒頭】新京

発同盟） ×この要綱は満州国森林の多くが東北満の僻地に偏在し，中南満は殆ど立木がありませんの
で，森林の保護から一歩進めて荒廃原野を森林地帯にすることを主眼としています。

127 ■否

国民政府では上海地区在荷綿糸布の強制買上げに就ては，商業統制会内に収買綿糸布
弁事処を設け買上げを行って居ますが，きのう汪行政院長は声明を発して，この売渡し申請
書の提出及び補行登記受理期日は先に発表した様に来る六日で断乎打切り，この期間を絶
対延期せず，あくまでも既定方針通り遂行する事を明らかにしました。

×

（1文原稿）

128 ■否

広州綏靖主任公署の軍墾隊・農業を併せ行う部隊は先に国民政府軍の自給自足を目指し
組織され，その後顕著な成績を上げ，去る八月中旬，汪主席から嘉賞を受けましたが，今後
更に積極的に推進する為，専門学校を卒業した農業専門技術員を，少尉または中尉に任命
し，軍政に服する傍ら軍墾所で指導の鍬を振わせる事となりました。

（【冒頭】広東
発同盟） ×

（1文原稿）
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129 □合

◎ビルマ国国家代表バーモウ氏に対するビルマ防衛軍の宣誓式が，きのうラングーンで厳粛
に行われました。 ○

（◎
印
も）

○ ◉新ビルマ国第一線に立つビルマ防衛軍の宣誓式は，きのう午前十一時から，ラングーンで，
タキン・ミヤ副総理を始め，全閣僚の列席の下に，全防衛軍将兵の代表者オン・サン上級
将校以下幹部将校列席の下に厳かに行われました。

130 ■否
マライ銀行協議会加盟の一般銀行では，軍政監部の指示に従い，昨一日から貯蓄預金業
務の取扱いを開始しました。 （【冒頭】昭南

発同盟） ×貯金の種類は，据置きと普通の二種で，預金最高額は据置き，普通共に五千ドルを限度と
しています。

131 ■否

ジヤワ原地住民の各種学校における日本語教授に就ては，日本語学校卒業生，日本語講
習会修了の教師及び日本人教員の配置によって好成績を収めて居ますが，この程，前文部
省図書監修官・各務虎雄氏がジヤカルタ医科大教授に就任し，前長崎高商教授・堀部靖
雄氏と共に，日本語講座を担当する事になりました。

（【冒頭】ジヤ
カルタ発同盟） ×

専門日本語教授のこの種学校への就任は最初の事で学徒に感激を与えています。

― 次はドイツ軍の戦果 ●

132 □合

◎ドイツ空軍は八月中に地中海で敵艦船百八十六隻を撃沈破しました。
○

（ベルリン発同
盟【削除】）

○
（◎

印
も）

○ △
ドイツ通信の報道によりますと，ドイツ空軍は地中海だけで八月中に敵商船並びに艦隊に対
し次の様な損害を与えました。△撃沈したものは，貨物船，輸送船合せて四十四隻，
二十万九千五百トン，駆逐艦三隻，上陸用舟艇一隻，合計四十八隻…△撃破は，戦艦一
隻，巡洋艦六隻，駆逐艦六隻，小艦艇五隻，合計十八隻であります。

133 ■否
次に，ドイツ海軍当局きのうの発表によりますと，ドイツ軍潜水艦は八月中に米英商船と海軍
艦艇に次の様な損害を与えました。

×まず，撃沈は，商船二十五隻，十四万二千五百トン，巡洋艦二隻，駆逐艦一隻，次に撃
破は，商船五隻，三万トンであります。

134 ■否

イタリア政府はきのう，ドイツ駐箚大使にアルベルト・バリアーニ将軍を任命し，又，トルコ駐
箚大使にギド・ロツコ氏を任命しました。

×今回新たにドイツ駐箚大使に任命されましたバリアーニ将軍はモデーナ陸軍士官学校の出身
で，軍団長，参謀次長，陸軍次官等を歴任した後，一九三九年十月陸軍次官を辞任して現
在に至りました。

135 ■否

（東亜遮断）
陸軍関係の兵器製造業者を打って一丸とする兵器工業会では決戦に対応して優秀な兵器
の大量にして迅速な補給が叫ばれている折から，今や軍当局指導の下にひたすら生産増強
に邁進しています。

×

…の五つの目標を貫徹する為に，あらゆる困難を排除して突進する事になりました。

136 ■否

（東亜遮断）
兵器工業会では，兵器の大量生産に協力する所謂協力工場の重要性から，これらの協力工
場に対して親工場を中心とした協力会を結成させる事になりました。

×この協力会は，特定の親会社を中心とした若干の協力工場で組織するもので，親子関係の
工場間を緊密一体化するばかりでなく，これまで兎角統一を欠いた発注を統制すると共に，
協力工場を専門化して機構を統一し，ここに大量生産の可能な体制を確立した訳であります。

137 ■否

（東亜遮断）
政府は「藷類の配給統制機構の改訂」に伴って，その中央配給統制機関である日本甘藷
馬鈴薯会社の機構を刷新するためきのうから新しい機構で，国民主要食糧として益々重要さ
のます藷類の確保を図ることになりました。 ×
今回の日本甘藷馬鈴薯会社の機構刷新は，重役陣の陣頭指揮徹底を期することになってい
ます。

138 ■否

（東亜遮断）
きのう二百十日を迎えた本年の稲作は，ますます好調を示していますが，農林省では米の供
出の万全を期するため，早期割当を行う方針であります。 ×
この方針を具体化するため，農林省委員の中から小委員を挙げあす午後一時から農林大臣
官邸に，第一回小委員会を開き，意見を聴くこととなりました。

139 ■否
尚十七年度の産米の供出は，目標数である四千百万石に達する好成績を示していますが，
農林省では今度，産米供出に特に成績優良な者を表彰して，更に今後の活動を促す事にな
りました。

（1文原稿）
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140 □合

（任意取止）
ドイツ　ソヴィエト戦線における戦局の重点は三度転じて中部戦線に移動し，目下スモレンス
ク方面で猛烈な戦車戦が展開されています。 （【冒頭】ストツ

クホルム発同盟
【削除】）

× ○即ちストツクホルムに達した情報によりますと，まずスモレンスク戦線では，ドイツ軍はきのう更
に五百台に上る強力な戦車隊を増強して，猛烈な反撃に移り，目下ドニエプル河の両岸一
帯で壮烈な機動戦を展開していると言われます。

141 □合

◎ソロモン群島方面における最近の戦況並びに八月中の総合戦果が大本営から発表され
ました。
輸送船撃沈破三十二，艦艇，舟艇撃沈破九十三，飛行機撃墜破二百九十二，敵の戦死
傷凡そ三千であります。

○
（大本営発表）

○
（◎

印
も）

○
大本営発表（九月三日十七時）…（一）敵に与えたる損害。△撃沈…，＊大破…，＊撃墜
…，＊撃破…。

142 □合
◎ソロモン群島コロンバンガラ島の我が軍はきのう来襲した敵機百五十四機のうち十三機を
撃墜しました。

○
（◎

印
も）

○これに次いで，敵はきのう午後又も戦爆連合の百五十四機の大編隊で，又もやコロンバンガ
ラ島に来襲しましたが，我が方は直ちにこれを迎えて，その十三機を撃墜したのであります。

143 □合

（ポーズ）
畏くも天皇陛下におかせられましてはきょう内閣顧問・山下亀三郎氏を宮中に召させられ，「海
運力の増強について」と題する御進講を聞しめされました。

× △
天皇陛下におかせられましては，きょう午前十時，表御座所に出御，山下氏に拝謁仰付けら
れ，松平宮内大臣，木戸内大臣，百武侍従長，蓮沼侍従武官長等の側近等にも陪聴差
許され，造船に，運航に，決戦下，戦力増強の重大使命を帯びて，関係者の敢闘により，
輝かしい成果をあげている実状と，更に米英撃滅への海運力増強に，挙国更に一層の成果
に向って邁進している現状等，山下氏の約一時間に亘る御進講を，終始，御熱心に御聴取，
有難き御言葉を賜わったと拝承いたします。

144 ■否

畏れ多くも故北白川宮永久王殿下が昭和十五年九月四日，金枝玉葉の御身を以って蒙疆
の第一線に神去られましてからここに三年，東京芝区高輪南町の御殿に於かせられましては
あす午後九時から御霊前にて御三年祭の儀をとり行わせられ，引続き午前十一時から豊島ヶ
岡，御墓所に於いて御墓所祭の御儀を行わせられ，故永久王殿下の御冥福を祈らせ給う御
由に承ります。

×御母宮房子内親王殿下，妃宮祥子殿下に於かせられましては，決戦下の時局を思召され，
御霊前祭の御儀も御近親の方々にのみ限らせられ，一般から御霊前に供え奉る御供物，榊
等もすべて御遠慮あらせられるやの御内意を拝して，関係者一同は思召のほどに感激申し上
げていますが，御霊前祭に際しては謹著「北白川宮永久王殿下」を拝読して綴った二千学
徒の赤誠あふれる感想文を特に御供えあらせられると承ります。

145 □合

◎本年度の予算節約内容がきょうの閣議で決定しました。
純節約額は四億五千二百万円余りであります。 ○

（◎
印
も）

○ ◉
○

政府は，本年度物資動員計画の決定に即し，昭和十八年度一般特別両会計の実行予算
を編成する事になり，きょうの定例閣議の席上，賀屋大蔵大臣から，「昭和十八年度予算の
節約に関する件」について詳しく説明，これを決定しました。…これを差引いた純節約額は，
四億五千二百三十六万円であります。

146 ■否

政府は，軍需生産拡充用木材の生産を増強し，需要，供給を調整するため，木材の最高
販売価格を改訂することになり，農林省を中心として具体案を考究しておりましたが，このほど，
価格形成中央委員会の答申を得ましたので，山崎農林大臣は，きょうの定例閣議に木材最
高販売価格改訂の具体案を報告しました。

×

（1文原稿）

147 ■否
又，山崎農林大臣は，きょうの閣議の席上，去る第八十一議会を通過成立した農業団体法
と水産団体法の施行令について説明，各大臣の了解を求めました。

×このうち農業団体法は，来る十五日から施行され，又，水産団体法は来る十一日から施行さ
れる筈であります。

148 ■否

大蔵省では，先に決定を見た労働者年金保険，簡易生命保険及び，郵便年金関係資金
運用の預金部への統合を機会に，今度，預金部資金運用の範囲を調整拡張すると共に，
事務簡素化の趣旨に基いて，資金融通の形式に改正を加える事になりました。 ×
この為，きょうの閣議に預金部資金運用規制改正に関する勅令案をかけて決定し来週中に
公布施行する事になりました。

149 ■否

さて，きょうの定例閣議は午前十時から総理大臣官邸で開かれました。

×
席上，まず賀屋大蔵大臣から本年度予算の節約に関する件について説明があってこれを決
定し，次いで山崎農林大臣から木材の最高販売価格の改訂に関して報告があり，引続き，
来る十五日から実施する農業団体法施行令と，来る十一日から実施する水産団体法の施行
令に就いて説明がありきょうの定例閣議は午後一時散会しました。
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150 ■否
日本訪問泰国軍事視察団クリヤン・サツク・ピチツト中将以下十三名は，きょう午前十時か
ら東京被服廠を見学し，午後は一時三十分，東部第七部隊を訪問視察しました。 ×
次いで午後三時から，山本大東亜次官招待のお茶の会に出席して，種々懇談しました。

151 ■否

日米間の第二次居留民交換実施は，来月の中頃，インド西部のマルマゴンで行われることに
なりましたが，アメリカ側の交換船であるスエーデン船グリツプスホルム号は，きのうニユーヨー
クを出帆していよいよ日米居留民の交換地であるインド西部ポルトガル領のマルマゴンに向い
ました。
グリツプスホルム号は途中リオ・デ・ジヤネイロと南アフリカのエリザベス港に立ちより，マル
マゴン港に向う予定になっています。

152 ■否
輸送任務に挺身する我が小型輸送船が，去る八月六日にアラフラ海で敵機の空襲に敢然と
応戦してこれを撃墜し，完全に任務を果たすという殊勲をたてました。
これについて，南太平洋＊＊基地の海軍報道班員は次の様に伝えてきました。

153 ■否

我が陸軍航空部隊は，一昨一日朝，福建省建甌飛行場を攻撃し，折柄修理を急いでいた
滑走路に対して，全弾を命中させ　これを爆砕するという戦果を上げました。

（広東発同盟
【削除】）これについては既にお伝えした通りでありますが，重慶側報道も我が活躍を認めて，「日本航

空部隊が一日早朝，大挙して建甌上空に来襲し，多数の大型爆弾を投じ甚大な損害を受け
た」と報じております。

154 □合

国民政府軍は，先月二十四日，江蘇省揚子江北岸靖江県の生祠堂，白衣堂の一帯に侵入
して来た二千余りの新四軍を撃退したほか，その付近に出没した匪賊に対し，殲滅的打撃
を与えました。 （【冒頭】南京

発同盟【削
除】）

× △
△△国民政府軍事委員会発表…一，重軽機十数挺を有する有力な新四軍第六旅（旅長譚

奇林）約二千は，八月二十四日払暁，靖江県生祠堂，白衣堂一帯に侵入せるも，我が＊＊
部隊は直ちに出撃，三時間余りに亘り猛撃を加えこれを東北方に潰走させた。…よって我
が＊＊部隊は一部を以て側面攻撃を敢行し，悉くこれを潰滅した。

― ヨーロッパの戦況に移り ●

155 □合

◎ドイツ空軍と海軍は，八月中に敵米英側船舶少なくとも六十万トンを撃沈破しました。
○

（ベルリン発同
盟【削除】）

○
（◎

印
も）

○ △
即ち，ドイツ空軍と海軍は八月中に，敵船舶七十隻，合計三十七万七千トンを撃沈しましたが，
この外，百二十五隻，合計五十八万トンをも撃破し，そのうち約半分は魚雷か爆弾のために
大破しており，修理には長い期間を要しますから事実上敵米英軍の損害は，最低六十万トン
とみる事が出来ます。

― ドイツ，ソヴィエト戦争 ●

156 □合

◎ドイツ軍は東部戦線オリヨール地区で六週間の間に，戦車四千二百三十九台を撃破し，
捕虜一万四千以上という戦果を挙げました。

○
（ベルリン発同

盟【削除】）

○
（◎

印
も）

○ ○
「オリヨール地区では，六週間に亘ってきわめて規模の大きい戦闘が展開され，ソヴイエト軍
は十一個軍団を繰り出して今尚攻勢を続けているが，ドイツ軍は七月の中頃からソヴイエト軍
の大攻勢を完全に食い止め，その突破企図を悉く撃砕している。ドイツ軍はこの六週間を通
じてソヴイエト軍の捕虜一万四千以上を得たほか，戦車四千二百三十九台を撃破，同じく
四百二十台に損害を与え，火砲五百八十九門を撃破した。

― （任意取止）
◎次に，東部戦線各地区の戦況をみますと， ●

157 ■否

（任意取止）
戦線全体に亘って本質的には何の変化もありませんが，ソヴイエト軍は厖大な兵員器材を動
員して，ドイツ軍陣地を突破しようとしており，小さな地区を獲得するために莫大な犠牲を払っ
ている様であります。

×

（1文原稿）

158 ■否

まず，スモレンスク東南地区では，ドイツ軍はエーリニヤ付近でソヴイエト軍の進出を完全に
食い止め，きのう朝から俄然反撃に出て，大規模の機甲戦を展開しています。

× ◉次にクールスク西方地区では，クロレヴエワを中心に，めざましい機動戦が展開されており，
スムイ地区でもドイツ軍の反撃は熾烈を極め，スーラ河上流地区では，早くもソヴイエト軍の
進出を完全に食い止めています。

159 ■否

次にドンバス地区では，ドイツ軍は極めて伸縮自在な防御戦法をとって，今やソヴイエト軍の
包囲作戦を巧みにかわし，機をみて猛反撃に出ては着 と々ソヴイエト軍の野戦兵力を殲滅し
ています。

×ドイツ軍の前哨防衛線は，きのう現在で，リシチヤンスクからクラスヌイ・ルーチを経て，コチ
エルニコヴオに至る百四十キロメートルの戦線を形成していますが，特にリシチヤンスク地区の
ドイツ軍の反撃は熾烈を極め，ドンバスの北側沿いに西方へ深く楔を打ち込もうと狙うソヴイエ
ト軍の作戦は完全に停頓しています。
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160 ■否

（東亜遮断）
農林省では現行木材最高販売価格の引上げを実施する方針を決定し，成案を得ましたので，
きょうの閣議に山崎農林大臣から改訂案の内容を報告しました。

×「…改正価格はさきに公布された用材規格規程の改正実施と同時に，近く告示，直ちに実
施する筈でありますが，改正要旨は，木材生産費の昂騰と計画生産量確保のため生産者価
格水準の引上げを行う。…」

161 □合

海軍大尉・伏見博英伯爵は，八月下旬，南方第一線にあって作戦要務を帯び飛行機で御
活躍中，敵機と交戦して重傷を受け，遂に去る二十六日戦傷死され，この旨きょう午後三
時海軍省から公表がありました。尚，伏見博英伯爵は，二十六日海軍少佐に御進級遊ばさ
れましたが，畏きあたりに於かせられましては，伏見少佐の御功績を嘉せられ，特に，功五級
に叙し金鵄勲章授けられ木杯一組を賜わりました。 （参考「海軍省

公表」） ×

◉
△
△
△

次に海軍省公表を申上げます。◎海軍省公表（九月四日十五時）　一，海軍大尉　伯爵
　伏見博英は，八月下旬・南西太平洋方面に於いて作戦要務を帯び飛行機にて行動中，
敵機と交戦，機上にて重傷を受け，同月二十六日，戦傷死を遂げたり。
次に賞勲局きょう午後三時の発表を申上げます。　「大東亜戦争死没者行賞　海軍　海
軍少佐勲一等伯爵　伏見博英　叙功五級授金鵄勲章　賜木杯一組…」

162 ■否

畏き辺りに於かせられましては，海軍少佐・伏見博英伯爵が南方第一線に於いて戦傷死の
趣きを聞召され，八月二十六日午後三時三十分，勅使として牧野侍従を東京杉並の伏見伯
爵邸に差し遣わされ，篤く弔問せしめられました。
引続き三時三十五分，皇后陛下には御使として岡部皇后宮事務官を，皇太后陛下には御
使として清閑寺皇太后宮事務官をそれぞれ御差遣，弔問せしめられました。

163 ■否
次に伏見少佐の戦傷死されましたのに対して海軍省副官は次のような談話を発表しました。
海軍は挙げて御最後を悼むとともに，いよいよ熾烈なる戦局に処し完勝の決意を深くする次
第であります。

164 □合
次に，海軍少佐伏見博英伯爵の御略歴を申上げます。

○ △

●
（を申
し上
げま
す）

伏見博英伯爵は，伏見宮博恭王殿下の第四男子として，大正元年十月四日に御誕生あら
せられました。……

165 ■否
南方第一線に御勇戦中，名誉の戦傷死を遂げられました伏見博英伯爵は，畏くも元帥，伏
見宮，博恭王殿下の第四男子に当らせられ有為の海軍士官であらせられました。

×畏くも伏見宮家は，御父宮博恭王殿下を始め奉り，御一家をあげて海軍に御縁故深く，海
の宮様としての数々の御偉勲を拝し奉る事は洵に畏き極みで御座います。

― 戦況 ●

166

167

※3

□合

□合

◎我が軍は去る一日，ニユーギニアのマダンに来襲した敵機六十機のうち，六機を撃墜し，
又，おとといブーゲンビル島に来襲した敵機九十機のうち十機を撃墜しました。

○
（南太平洋＊＊

基地発同盟
【削除】）

○
（◎

印
も）

○
○

わが軍は去る一日，ニユーギニアのマダン付近に来襲したB二四，B二五，P三八など戦爆
連合の敵機凡そ六十機に対し地上火器で応戦し，B二四－一機，B二五－五機（内不確
実二），合計六機を撃墜しました。
又，一昨二日の明け方及び午後の二回に亘って，ブーゲンビル島東端の我が陣地に対し，
ボートシコルスキーF4U戦闘機，コンソリデーテツドB二四爆撃機など戦爆連合の敵機，凡
そ九十機が来襲しましたが，我が軍は直ちにこれを迎え撃ち，その十機を撃墜し，他を撃退し
ました。
我が方の犠牲は一機でありました。

168 □合

一方我が陸軍航空部隊は，きのう又も，
支那にあるアメリカ空軍の基地
建甌，南雄，梧州を爆撃しました。 ○

（＊＊基地発同
盟【削除】）

○ ○ ○我が陸軍航空部隊は，きのう又も，福建省建甌飛行場を攻撃し，滑走路に全弾を命中させ，
当分使用不能の状態にさせると共に，更に別働隊は，戦爆連合の編隊で，同じ日の午後，
アメリカ空軍のゲリラ出撃の中継基地である広東省・南雄・及び，広西省・梧州を急襲し，
熾烈な対空砲火を冒して飛行場施設を爆撃し，全機無事帰還しました。

169 □合
◎海南島に於ける我が海軍部隊が，八月中に上げた総合戦果が分りました。

○
（海南島の海

口発同盟）

○
（◎

印
も）

△我が海軍部隊の海南島粛清工作は順調に捗っていますが，海南島駐屯の我が海軍部隊が
八月中に上げた総合戦果は，次の通りであります。……

170 □合
◎北白川宮故永久王の御三年祭をけさ厳かに執り行わせられました。 ○

（◎
印
も）

◉畏くも，金枝玉葉の御身を以って北白川宮故永久王殿下が遠く蒙疆の第一線に神去りまし
てよりここに三周年，御追慕の念も新たに御命日のきょう，東京高輪南町の北白川宮御殿で
は午前九時から厳かな御霊前祭の御儀を執り行わせられました。
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171 ■否

次に張家口からの同盟電報によりますと，永久王の御三年祭が現地軍の主催で，けさ十一
時から，＊＊部隊の講堂で厳粛盛大に執り行われ祭主＊＊部隊長をはじめ，日本，蒙古，軍
官民凡そ一万名余りが参列し北白川宮，永久王殿下，奉讃歌を合唱，厳粛のうちに御三年
祭を終わりました。

（【冒頭】次に
張家口からの
同盟電報…）

（1文原稿）

172 □合
先ごろ南方戦線で壮烈な戦死を遂げられた堀井富太郎，小田健作の両陸軍少将は，今度
それぞれ中将に進級し，きょう陸軍省から発表されました。 （参考「陸軍省

公表」） × △
△次に陸軍省の発表を申上げます。△陸軍省発表（九月四日）今般左の通り発令せられた

り。陸軍少尉　堀井富太郎陸軍少尉　小田健作陸軍中将に任ず。

173 □合
次に堀井，小田両中将の略歴を申上げます。

○ △

●
（を申
し 上
げ ま
す）

堀井中将は兵庫県の出身で，明治四十四年，歩兵少尉に任官し，陸軍戸山学校を卒業後，
大正四年の青島守備，大正七年のシベリア出征後，大正九年内地に帰還しました…

174 □合
◎アツツ島玉砕の見習士官，並びに準士官十七氏が任官の恩命を拝しました。 ○

（◎
印
も）

○ △かくて前回未発表の十七勇士の名が燦として掲げられ，ここにアツツ島に玉砕した山崎部隊
長以下，軍神部隊の全将兵は，悉く破格の恩命に浴し，その赫々たる不滅の武勲は，世界
戦史に更に一段の光りを放つ事となったのであります。

175 ■否
来朝中の泰国軍事視察団一行十三名は，きょう陸軍関係者と海軍関係官の二班に分かれ
て，東京都の軍需工場その他を視察しました。

× △第一班の陸軍関係官一行はけさ九時三十分から三菱＊＊工場と住友通信工業を見学し，第
二班は午前十時から海軍軍医学校，海軍技術研究所を見学しました。

― イタリアの戦況 ●

176 ■否

米英軍がきのうイタリア本土南端部に上陸したことについては，昨夜既にお伝えしましたが，
イギリス軍は五隻の軍艦に護衛された百隻余りの上陸用舟艇で夜陰を利して上陸作戦を開
始し，きのうの明け方，レヂオ市北方のカラブリア州海岸地区に上陸したといわれます。

×そして上陸とともに，イギリス軍の一隊はシチラ市に向って海岸伝いに北上を企て，多数の戦
車を擁する他の部隊は，東方に進撃して，いづれも枢軸軍との間に激戦を展開している模様
であります。

177 ■否
ローマ放送局は昨夜「米英軍の上陸作戦は今や全面的に展開され，イタリア本土に足場を
築くに至った」と，報道しています。 ×
一方，アルジエー放送局も，米英軍がイタリア本土に基地を確保したと述べています。

178 ■否
しかし，ドイツ軍当局は，あくまでも冷静に敵の作戦を看視しています。
そして特に，今度の作戦がイタリア本土の占拠を目的とする本格的な上陸作戦か，それともヨ
ーロツパの他の戦線に第二戦線を結成するための牽制作戦であるかを注視しています。

179 ■否

ブエノスアイレス発の同盟電報の伝えるところによりますとニユーヨーク・タイムスの軍事評論
家はイギリス軍のイタリア本土上陸作戦開始直前既に，たとえイギリス軍が上陸することが出
来たとしても，イタリア本土には待機するドイツ，イタリア軍の莫大な兵力を指摘して，結局イ
ギリス軍の苦戦はまぬかれないという所論を発表しています。

（【冒頭】ブエノ
スアイレス発の
同盟電報の伝

える…）
（1文原稿）

180 ■否

即ちイタリア本土におけるドイツ軍の兵力は発表されませんが，シチリア島から引揚げたゲーリ
ング機甲師団と，第十五装甲師団，それに第二十九軽戦車師団が依然イタリア本土内に駐
屯している筈ですし，ナポリ，ローマ両市の付近にも略 ＊々ヶ師団が待機していることでありま
すから仮に米英軍がカラブリア州に橋頭堡を確保したとしても，ほんの前哨戦を繰り展げる程
度にすぎず，「イタリア半島の戦い」は，今後本格的段階に入ることになりましょう。

（1文原稿）

― ◎ドイツ，ソヴイエト戦争 ●

181 ■否
東部戦線では目下南部地区のミウス戦線及びスムイから中部地区のモスクワ，スモレンスク
に至る七百キロメートルの戦線で，猛烈な戦闘が続けられています。 ×

（1文原稿）

182 ■否
尚，東部戦線の一般戦況についてドイツ通信軍事記者は，きのう

「ドイツ軍は依然弾力的防御戦法をとっている」
×ハリコフ撤収以来のドイツ軍の作戦には次の特徴があげられる。即ち，第一はドイツ軍の防

御戦であり，第二は敵に損害を与えた上は，最も適当な方法で地域を撤収している事である。
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183 □合

◎南方からの第三回留学生が明後六日に入京します。
○

（◎
印
も）

○ △
大東亜省では南方諸地域の青年指導者を育成するため南方の陸軍軍政地域から優秀な留
学生を招いて指導しておりますが，こんど第三回としてセレベス，南ボルネオ，セラム等海軍
軍政地域から二十一名の青年を選び，一行はきょう＊＊港着，明後六日の朝，入京の予定
であります。

184 ■否
又ジヤワ軍政監部派遣日本訪問視察団マス・スタルジヨ団長以下二十名の一行も，明後
六日午前九時三十分東京駅に着きます。

×一行は，日本には二週間滞在して，帝都を中心に指導者日本の各方面を視察した上，来る
二十日頃帰国する予定であります。

185 □合

マーチ
◎帝国海軍部隊は，我が近海その他で，七，八月の両月に敵艦の潜水艦十三隻を撃沈しま
した。

○
（大本営発表）

○
（◎

印
も）

○これに関する，きょう午後三時半の大本営発表を申上げます。大本営発表（九月九日十五
時三十分）「帝国海軍艦艇並びに航空部隊は，日本近海，其の他作戦海面に於いて，七，
八月の両月に亘り敵潜水艦十三隻を撃沈せり。」大本営午後三時三十分の発表でありま
す。

186 ■否

帝国海軍艦艇は，航空部隊との緊密な協同のもとに我が輸送船を脅かそうとして出没する敵
潜水艦の索敵攻撃に黙 と々して活躍を続けていますが，この七月，八月の二月の間に日本近
海及び我が作戦海面で敵潜水艦十三隻を撃沈するという赫々たる戦果を収めました。

×即ち，帝国艦艇は我が監視の眼を潜り蠢動する敵潜水艦攻撃に，心胆を砕くと共に我が補
給輸送の船舶保護にあらゆる努力を続け不敵にも我が本土近海に出現して，蠢動の機をう
かがっていた敵潜水艦六隻を撃沈しその他の海域で，我が交通路を妨害しようとした潜水艦
七隻を見事血祭りに挙げたのであります。

187 ■否

我が駆潜艇は，輸送路破壊をめざして出没する敵潜水艦の掃討に日夜活動していますが，そ
の活動は地味であるだけに人知れぬ労苦が多いのであります。

×南太平洋＊＊基地の海軍報道班員は，＊＊基地に入港した駆潜艇を訪れ，艦長から聞いた
次の様な「駆潜艇物語」を報じて参りました。即ち「大東亜戦争に於ける…（筆者注　こ
のあと「駆潜艇物語」が長く続く）」

188 □合

◎我が海軍航空部隊は，一昨七日，ニユーギニア島のモロベ湾付近で敵駆逐艦二隻を炎
上撃破し，飛行機二機を撃墜しました。 ○

（南太平洋＊＊
基地発同盟
【削除】）

○
（◎

印
も）

○我が海軍航空部隊は，戦爆連合の大編隊で，一昨七日ひるま，ニユーギニア島モロベ湾外
で，敵駆逐艦二隻を捕えて，直ちにこれに爆撃を加え，敵ロツキードP38型戦闘機十機の
抵抗を排除して，一隻を炎上，一隻を撃破する外，（終）

189 □合
◎又　わが航空部隊が，ニユーギニア，ラエ付近の敵陣を爆撃したと敵側で発表してい
ます。 ○

（リスボン発同
盟）

○
（◎

印
も）

○ ○メルボルンからの電報に依れば，西南太平洋反枢軸司令部は，戦爆連合の日本航空部隊が，
一昨七日，ラエ付近の米英軍陣地を爆撃したときのう発表しました。

190 ■否
次に我が海軍航空部隊は，一昨七日の夕方，ニユージヨージア島ムンダ方面の敵拠点を攻
撃し，敵の地上陣地と地上部隊を爆撃粉砕しました。

（【冒頭】南太
平洋＊＊基地
発同盟【削

除】）（1文原稿）

191 □合

イタリア・バドリオ政権は，きのう敵米英に対して，無条件降伏をしました。今や新世界創
造を目指す世界大戦のさ中にあって，イタリア，バドリオ政権が採ったこの様な措置は三国同
盟条約を無視する反逆行為という外はありません。帝国政府は，イタリア・バドリオ政権の米
英に対する降伏に伴って，きょう午後二時から，総理大臣官邸で臨時閣議を開き，協議決定
した帝国政府声明を午後二時半発表して，今度の事件に対する帝国の所信を中外に闡明し
たのであります。

× ○

次に政府声明を申上げます。△帝国政府声明（昭和十八年九月九日午後二時三十分）イ
タリア「バドリオ」政府は，米英に無条件降伏せり。是れ，日獨伊三国同盟及び単独不講
和の盟約を裏切るものにして，帝国の最も遺憾とする所なり。

192 □合
◎政府はイタリア問題に関して，きょう臨時閣議を開きました。 ○

（◎
印
も）

○ ○政府は，きょう午後二時から，東條総理大臣官邸で閣議を開き，東條総理大臣以下大臣全
部が出席して，バドリオ政府の米英に対する無条件降伏並びに，これに伴う帝国政府の態
度に関し協議を行い，帝国政府声明文を決定しました。

193 ■否
バドリオ政権が米英に対し無条件降伏したという報道は，ドイツ政府筋も認めておりますが，ド
イツ外務省当局は，バドリオ政権のとった今度の行動に就いては何等驚いておりません。 （【冒頭】ベル

リン発同盟
【削除】）

×ドイツ政府は，ドイツ国並びに盟邦を保護するに必要な一切の警戒的手段を講じたと言明しま
した。
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194 ■否
又，ドイツ政府はバドリオ政権降伏の報道に接すると同時に，昨夜，次の様な声明を発表し
ました。 ×

「…今回の行為によって起る情勢に対処する一切の軍事的措置は，既に終っている。…」

195 ■否
一方　ドイツ通信はバドリオ政権の降伏に関し，当局筋の意向を反映して次の様に報道して
います。
反逆以来，ドイツ軍司令部は，イタリア現政府のこの公然たる裏切り行為に対する対策を講
じ，必要な一切の軍事的手配をしていた。

196 □合
◎ムツソリーニ統帥を首班とするフアシスト・イタリア新政権が北部イタリアに樹立されまし
た。 ○

（ベルリン発同
盟）

○
（◎

印
も）

◉
ムツソリーニ総帥を首班として，イタリア新政権がイタリア北部に樹立されました。

197 □合

◎ムツソリーニ統帥のイタリア・フアシスト国民政府は，声明を発して，バドリオ政権の裏切者
を断乎処断するとの決意を表明しました。 ○

（ベルリン発同
盟）

○
（◎

印
も）

◉ムツソリーニ総帥を首班としイタリア北部に樹立された「イタリア・フアシスト国民政府」は，
きょう前後二回に亘る声明を発表し，米英の傀儡である敵バドリオ政権の厚顔無恥な裏切り
行為を痛烈に非難すると同時に，裏切者を断乎処断する決意を表明しました。

198 ■否
尚第二次の宣言ではイタリア各艦船に対し，ヨーロツパ大陸の各港湾に待機する様指令し，
傀儡政権の指令によって北アフリカ各港に行こうとする船舶に対しては，爆撃を加えるであろ
うと述べています。

（【冒頭】ベル
リン発同盟
（削除））

（1文原稿）

199 ■否
次にローマ放送局は，昨夜七時バドリオ政権が無条件で米英に降伏した。と放送しました。 （【冒頭】チユ

ーリツヒ発同盟
【削除】）（1文原稿）

200 ■否
かくてベルリンとローマ間の電話連絡は昨夜遮断され， （ベルリン発同

盟【削除】） ×（1文原稿）

201 ■否
又，チユーリツヒの同盟特派員からの電報によれば，イタリアの電話局はチユーリツヒからの
よび出しも受付けず，スイスとローマとの連絡は出来なくなりました。

（【冒頭】又，
チユーリツヒの
同盟特派員か

らの…）ハンガリーとブタペストとローマとの電話連絡も遮断されたと伝えられます。

202 ■否

今回のイタリアの「バドリオ」政権による米英に対する休戦は，イタリアが敵米英の無条件
降伏の勧告を受諾し，単独講和したものであります。
…これは，去る昭和十五年九月二十七日，我が来栖大使とリツペントロツプ・ドイツ外相，チ
アノ・イタリア外相との間に結ばれた日獨伊三国条約の第三条の明文からみて又…から見て
も，今日のバドリオ政権の戦線脱落は申す迄もなく明かな違反行為であります。

203 ■否

バドリオ政権のこの反逆行為に対しては日獨両国に於いては既にこの事あるを察し，万全の
措置を進めております。
日獨伊枢軸陣営からバドリオ政権が離脱し，しかも昨日の敵である米英戦線に参加したと云う
事は決して軽 し々く見逃すべき事件ではありませんが同一陣営で態度のハッキリしない分子を
抱いている事の困難に比べれば，バドリオ政権がハッキリと戦線を離脱した事は，日獨枢軸
の結集力を純粋にし，その戦意を強化するに役立つものであります。

204 ■否
バドリオ政権の今日あることは，我々の予想しなかったことではありません。
今後の降伏が枢軸国に与える軍事上の影響については軽々に断じ得ませんが，ドイツも既に
今日あるを予想し，着々手を打っていたものと思われ，ヨーロツパ要塞にひびが入るとは毛頭
考えられません。

205 ■否

バドリオ政権の不信な無条件降伏に対し，北イタリアに進駐したドイツ軍は，必ず米英上陸
軍並びに反逆の敵バドリオ政権に対し，積極的な邀撃作戦に出る事は必須と見られ，イタリ
ア本土が戦場となることは当然であります。
三国同盟の反逆者，バドリオが，必然的にこの運命を受けなければならないのは因果応報と
言うべきであります。

― これでイタリア問題を終わりますが尚今夜九時の報道の時間にバドリオ政権の無条件降伏に
ついて毎日新聞の編集総長高田元三郎氏のお話がございます。

206 □合
◎新フイリツピンの根本法たるべき憲法草案がフイリツピン代表者会議で承認されました。 ○

（◎
印
も）

× ◉そこで去る六日，七日の二日に亘り，フイリツピン独立準備委員，行政府要人並びにカリパピ
各地代表からなるフイリツピン代表者会議が開かれ，フイリツピン憲法草案はここに承認され
ました。
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原稿
No.

リード文
判定

上段：冒頭文
❶ ❷ ❸ ❹ ❺下段：本文の「反復」該当箇所など（反復箇所には下線太字）

207 ■否

フイリツピンの憲法草案を承認する特別全島代表者大会は，行政命令に基いて，去る六，七
日の両日に亘り，マニラ市旧国会議事堂で開かれました。

（【冒頭】マニ
ラ発同盟）

第一日の六日は，午前十時から開会，アキノ次長の開会の辞，バルガス・カリパピ総裁の挨
拶の後，独立準備委員会の経過報告に次いで，アキノ次長から草案承認に関する決議委
員として委員長オシアス氏以下五氏を指名して，午前中の議事を終わりました。…第二日の
七日も…

208 □合
◎新ビルマ国の国家機構が明らかにされました。

○
（ラングーン発
同盟【削除】）

○
（◎

印
も）

○バー・モウ，ビルマ国，国家代表は，先月三十一日，ビルマの基本国策の大綱を発表し，…
バー・モウ氏を最高指導者とする新ビルマ国の国政運営上の機構と国民活動を一元的に統
合する国家機構の構想を明らかにしました。

209 ■否

（任意取止）
大政翼賛会では，翼賛運動の現地査察を行う為，国民運動推進連絡班を全国九地区別に
派遣する事になり，きのう各班長以下班員をそれぞれ委嘱しましたが，出発に先立って，きょう
午前九時から翼賛会本部でその打合せ会を開きました。 ×
打合せ会には班長以下各班員六十名余りが出席し，後藤副総裁から激励の言葉があり，午
前は栗原海軍報道部課長が出席し，午後には谷萩陸軍報道部長，武藤情報局第一部長
がそれぞれ出席して，軍事並びに内外の各情勢を説明しました。

210 ■否
（任意取止）
入京第四日を迎えたジヤワの訪日視察団は，きょう午前十時すぎ，帝国議事堂を訪問しまし
た。 ×
正午は宿舎の第一ホテルにジヤワ特別留学生を招待し，午餐を共にしました。

211 ■否

（任意取止）
南方戦線に奮戦中壮烈な戦死を遂げられた黒川邦輔，横山明両陸軍少将並びに大井四郎
陸軍大佐の合同葬は，きょう午後一時三十分から青山斎場で神式によって執り行われまし
た。
秩父宮家，閑院宮家，賀陽宮家御使の拝礼についで遺族，軍官民の拝礼があり三時から
は一般告別式に移り，三時三十分葬儀を終わりました。

212 ■否

（任意取止）
舞鶴海軍鎮守府では，海の忠霊を迎えてきょう午前十時から海兵団練兵場で合同葬を執り
行いました。
海軍大臣代理・盬澤幸一海軍大将，新見舞鶴鎮守府司令長官を始め，各将星と遺族が
参列し，東本願寺法主代理・井澤勝什師が導師となって合同葬が厳修され，終って各英霊
はそれぞれ故郷に向いました。

213 □合

（任意取止）
◎ドイツ軍は，今月の始めの一週間だけで敵米英の飛行機二百十八機以上を撃墜しまし
た。 ○

（ベルリン発同
盟【削除】）

○
（◎

印
も）

× ○ドイツ軍当局は，今月始めの一週間だけで，米英空軍に与えた損害に就いてきのう次の様に
言明しました。「ドイツ軍は九月第一週中に，米英空軍の熟練飛行士一千八百名をほふり去
った。しかもこの間，ドイツ本土を始め，西部占領地区，地中海水域上空等で，ドイツ空軍
部隊は，米英飛行機・四発大型爆撃機少なくとも二百十八機を撃墜した。……

214 ■否
茨城県内原訓練所では，去る六日本年度満蒙開拓青少年義勇軍の壮行会を行いましたが，
その第一陣二百六十名余りは，きょう午後十時三十五分東京駅発列車で勇躍現地に向い
ます。

（1文原稿）

計

□合
59

■否
155

26 47

○
26

×
114

◉
16

○
30

△
45

●
17

（内，
「〜
申し
上げ
ます
」3）

※1　「＊」記号は，資料本文には「○」と書かれていたが，「○」は判定記号に使用しているので，表では「＊」に置き換えたもの。以下の原稿でも同じ。
※2　この二重下線部は別の原稿用紙で書き加えられたものなので，この文の冒頭部分とはしない。
※3　この原稿はもともとは2本の同盟原稿だったので，2本と数えた。
◦旧字・旧かな遣いはなるべく現代のものに直したが，誤字と思われるものについては直さずそのまま掲載した。
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5-5-3  集計結果の分析

（1）集計結果

集計の結果は表9のとおりとなった。

「大リード文」を除いた214本のうち，リード

文と判定されたのは59本（27.6％），そうでな

いものは155本（72.4％）となった。リード文

のある原稿は，全体の4分の1強にすぎなかっ

た。【資料Ａ】【資料Ｂ】は原稿数が少ないので

単純な比較はできないが，それらよりもリード

文のある原稿が占める割合は低くなっている。

（2）個別検討の原稿のリード文判定

個別検討の対象（判定条件で述べた（a）

（b）に当てはまる原稿は，以下のように判定し

たので，理由とともに述べる。

（以下，原稿本文は表8を参照のこと）

▼リード文と判定（「合」）

　（a）と（b）を兼ねる原稿

　【原稿4】【原稿14】【原稿140】【原稿143】

【原稿154】【原稿161】【原稿191】

　（a）のみの原稿

　【原稿23】【原稿121】

▼リード文ではないと判定（「否」）

　（a）と（b）を兼ねる原稿

　【 原 稿5】【 原 稿6】【 原 稿12】【 原 稿17】

【原稿24】【原稿38】【原稿41】【原稿58】

【 原 稿63】【 原 稿84】【 原 稿111】【 原 稿

120】【原稿158】【原稿175】

　（a）のみの原稿

　【原稿27】【原稿88】【原稿119】

（「合」とした理由の説明）

【原稿4】は，同盟原稿の見出しが消されて

いるが重複が認められる。この原稿の形式は，

【資料Ｂ】で見た大本営発表の原稿形式に似て

いる。つまり，後段では談話内容を（「　」内

で）そのまま具体的に伝え，冒頭文はそれらを

とりまとめた文となり，その結果，冒頭文と第

2文以降（「　」内）で反復が見られる，という

ものである。この冒頭文は，同盟通信社が書

いた冒頭文をそのまま用いたもので，放送局側

が独自に書いたものではないが，放送局側が

大本営発表の際に発表内容を取りまとめて作成

した冒頭文（つまり，リード文）に非常に似て

いる。こうした形式の原稿は，当局の発表や

政治家等の談話などで多く見られる。逆に，こ

うした原稿で見出しを利用してリード文を添え

ると，反復が3回現れ，「屋上屋を架す」よう

な文になってしまう。そこで，こうした原稿は

「発表・談話型」として，冒頭文はリード文と

判定することにする。

【原稿14】もこれと同様，「発表・談話型」

である。

【原稿140】は，第2文の冒頭に「即ちストツ

表9　【資料Ｃ】の判定結果まとめ

原稿数（調査対象） 　 214本

①「〜発同盟」「大本営発表」の
前

　　26本

②形態上の特徴 　　47本

③同盟原稿の見出し利用 ○   26本
×  114本

④反復 ◉   16
○   30
△   45

⑤省略文など ●   17本※

リード文判定 合　59本
否 155本

※（うち「〜について申し上げます」は3本）
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クホルムに達した情報によりますと」という文

言があるので，「～発同盟」でこそないが「クレ

ジット情報」であるため，冒頭文はリード文と

考えてよいだろう。

【原稿143】は，冒頭文と，本文中にある反

復箇所を含む文の動作主はいずれも「天皇陛

下」で，その動作主が，本文中の反復を含む

文でも省略されずに記載されているので，冒頭

文はリード文と見てよいと考える。

これは，もし反復箇所を含む（本文中の）文

で動作主が省略されていたとすれば，冒頭文

は，それ（動作主を省略した文）を元に作った

文とは考えにくい。その場合はむしろ，第2文

は，冒頭文ですでに書き込まれた動作主を省

略して書かれたと考えるべきであり，つまり，

冒頭文を前提にして書かれていると考えるのが

自然であろう（これは，4-3-2で述べた，「リード

文は，本文の一種の要約文でもあるため，本

文より先に，本文の一部が省略された文が出て

くるとも言える」という考え方をもとにしてい

る。）。

また，このニュース原稿の元になった同盟原

稿にあった取り消された見出しは，「◎時局下

海運力増強に畏き聖慮　内閣顧問山下亀三郎

氏の御進講御聴取」であり，これをリード文に

書き換えると，冒頭文とほぼ同じになり，「屋

上屋を架す」文になってしまうので，それを避

けたとも考えられる。

【原稿154】は，冒頭文のあとの第2文が「軍

事委員会ではきのう次の様に発表しました。」

で，第3文が表に掲載されている「△国民政府

軍事委員会発表…」というもので，冒頭に「南

京発同盟」（削除）の文言が来てはいるものの，

「発表・談話型」と考えられる。意味的な反復　

も見られたためリード文と判断した。

【原稿161】も，海軍省の公表を冒頭文でと

りまとめた「発表・談話型」と考えられる。

【原稿191】も「発表・談話型」の原稿であ

る。ただ，（原稿後半に出てくる政府声明の内

容を）冒頭で取りまとめた文が3つの文にわた

るので「以下に扱うニュース内容を『端的に』言

い表したもの」と言いづらいかもしれない。し

かし，ニュースの重大性によってはリード文が3

つになることもないとは言えず，今回はリード文

とみなした。

【原稿23】も「発表・談話型」の原稿に近い。

これも（原稿後半に出てくる海軍省発表の内容

を）冒頭で取りまとめた文が3つの文にわたり，

「端的」とは言いづらいかもしれないが，ニュー

スの重大性によってはリード文が3つになること

もないとは言えないので，今回はリード文とみ

なした。

【原稿121】の冒頭文は，主述関係が，反復

箇所を含む文と同じく「合同慰霊祭が（は）－

執り行われる」で，ほぼ一致し，端的に以下の

原稿内容を表している。

（「否」とした理由の説明）

【原稿5】は，冒頭文の詳細を本文の反復箇

所を含む文が表してはいるものの，③が「×」

で④が「△」である。つまり，冒頭文には同盟

原稿の見出しが利用されずに，同盟原稿の冒

頭文が使われている。そして語の反復は意味

的なものにとどまっている。加えて，本原稿は

2つの文からなる原稿だが，冒頭文には「竣工

式も終り」など，第2文に入っていない情報が

掲載されている。したがって，この冒頭文は第

2文をとりまとめたものではなく，本文の一部
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であると考え，リード文とは判定しなかった。

【原稿6】も③が「×」で④が「△」である。

さらに本原稿は，冒頭文と反復箇所を含む文

の主述関係が一致しているとは言い難いため，

リード文とはみなさない。

【原稿12】は③が「×」，④が「○」で，語基

の反復（「実施する」という動詞の語基が一致）

が見つかるが，主述関係を比較すると，冒頭

文と本文とで異なる。冒頭文は「逓信省では…

報奨制度を実施することになり」で，本文は，

「報奨制度は…について実施しますが」となって

いて，主題として提題するものが異なる。これ

は冒頭文に出てくる「報奨制度」を受けて，反

復箇所を含む文で詳細を述べたと考えられる。

このため，リード文とはしなかった。

【原稿17】も③が「×」，④が「△」で，加え

て冒頭文の動作主の「東京都」は本文では出

てこないので，やはりリード文とはみなさなかっ

た。

【原稿24】も③が「×」，④が「△」で，冒頭

文の「贈与し」たものと反復箇所を含む文の

「伝達し」たものは異なるので，意味的には反

復と考えづらい。

【原稿38】も③が「×」，④が「△」である。

冒頭文の主な述部は「新に炭鉱の統合を促進

し経営の改善強化と，石炭の飛躍的増産を図

ることになり」と，「炭鉱統合実施要綱及びそ

の第一着手として入山採炭と磐城炭鉱の統合

がきのう商工省から発表されました。」の部分と

考えられるが，前者の部分の反復は，以下の

文に見つからない。これも考え合わせ，リード

文ではないと判断する。

【原稿41】も③が「×」，④が「△」である。

2つの文からなる原稿で，冒頭文の動作主であ

る「貯金局」が第2文には出てこないため，リー

ド文ではないと考えた。

【原稿58】も【原稿41】同様③が「×」，④が

「△」で，冒頭文の動作主が反復箇所を含む文

には登場しないことが理由である。

【原稿63】も上と同じ理由である。

【原稿84】も③が「×」，④が「△」で，2つ

の文からなる原稿だが，冒頭文にある「ソヴィ

エト」が第2文では消えて「敵」などとなってい

るので，第2文は冒頭文に連なり一連の文を

作っていると考えられる。

【原稿111】も③が「×」，④が「△」で，冒

頭文と反復がある文はそれぞれストックホルム

電とモスクワ電で，別の内容を指していると考

えられるためリード文とはしない。

【原稿120】は③が「×」で④が「○」だが，

冒頭文の「泰国軍事視察団の一行十三名」と

いう動作主が，本文には見られず「第一班」「第

二班」などとなっているので，冒頭文は本文の

一部と考えるのが自然であろう。

【原稿158】は③が「×」，④が「◉」で，冒

頭文と反復箇所を含む文の述語動詞が一致し

ているが，扱う地区が違うので，異なる事象を

指した別々の文と考えられる。

【原稿175】は③が「×」で④が「△」で，冒

頭文の「泰国軍事視察団一行十三名」という

動作主が，反復箇所を含む文では「第一班」と

「第二班」に変わっているのでリード文とはしな

い。

【原稿27】は①～③を満たさず④が「○」だ

が，これは2文からなる原稿で，このうち冒頭

文のほうが長いので，これはリード文とは言え

ないと考える。

【原稿88】は，①～③を満たさず④は「△」
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である。ここでは，同盟原稿では本文中にあっ

た「配給調整」という語が，書き換えと同時に

本文から削られ冒頭文にのみ残された。反復

を避けたと考えられる。このためリード文とは

しない。

【原稿119】は，冒頭文の動作主（ピチツト

中将ら）と，本文の動作主（天皇陛下）とでず

れがあるので，似ているが，リード文とはしな

い。

（3）新聞記事の見出しとリード文の相関関係

【資料Ｃ】について，リード文のある原稿と

無い原稿について，どのような特徴があるの

だろうか。ここでは，ニュースの重大性の有無

とリード文との関係があるのかどうかを，当時

の新聞記事の見出しとの比較で見ることを試

みる。

当時の新聞としては「朝日新聞」（朝日新聞

東京本社発行）の縮刷版を使った。この中で

【資料Ｃ】と同時期（昭和18年9月1～5日お

よび9～10日）の朝 夕刊を調 べ，214本の

ニュース原稿と同じ内容を伝える記事を探し

た。その結果，91本の新聞記事が見つかった。

これらについて，見出しの大小を段数によっ

て分類した。新聞では通常，重要な記事には

何段にもわたって大きな見出しが付けられる。

一方，そうでない記事には，見出しそのものは

付けるが，1段見出しとなる（通常は「ベタ記事」

と言われる）。見出しは1段から4段以上の4

段階に分け，それを，当該のニュース原稿でリー

ド文があるかどうかを調べた。その結果が表

10である。

これを見ると，リード文のあるニュース原稿と

同内容の新聞記事は，大きな見出しが付けら

れる傾向があり（4段以上が17本，68％ある），

リード文の無い原稿と同内容の記事は，見出

しが小さい傾向にあることがわかる（1段見出

しの「ベタ記事」が20本，71.4％）。

例えば，大本営発表の【原稿89】について

は，9月2日の朝刊の一面トップで伝えられる

重要ニュースで，「昨未明，南鳥島に敵来襲」

と白抜きの5段見出しが付けられている。また

9月3日の夕刊一面トップには，【原稿115】と

同内容の記事が，「戦爆八十機邀撃　敵の七機

を撃墜　コロンバンガラ島のわが地上砲火」と

いう4段見出しで掲載されている。

また，【原稿21】の「◎女子体力章検定が

きょうから実施されます。」などは，「◎」も付け

られていて，リード文と判定されてはいるが，

重要なニュースなのか一見わかりづらい内容の

冒頭文である。しかし，この同内容の記事は9

月1日朝刊の三面トップに掲載され，ここには

「女子体力章検定　きょうから実施　戦う健母

を目標に　防空に役立つ種目　『章』は嫁ぐ日

の健康証」という見出しが4段で付けられ，大

きく扱われていることがわかるのである。

このように見ていくと，リード文の有無は新

聞記事の見出しの大きさと一定程度の相関関

係があり，重要とみなされるニュースに付けら

れる傾向があったと言うことは可能だと考えら

表10　【資料Ｃ】新聞の同内容記事の見出し段数
とリード文の有無

リード文
新聞
記事の見出し

あり
（42本）

なし
（49本）

合計
（91本）

１段 8本（28.6％） 20本（71.4％） 28本

２段 6本（33.3％） 12本（66.7％） 18本

３段 11本（55.0％） 9本（45.0％） 20本

４段以上 17本（68.0％） 8本（32.0％） 25本
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れる。

（4）「大本営発表」とリード文の有無

続いて，「大本営発表」とリード文の有無と

の関係を見てみる。【資料Ｃ】で大本営発表は

4本あったが，これらのすべてにリード文がつ

けられていた。このうち【原稿113】【原稿141】

【原稿185】の3本は「自軍戦況の好結果」で，

【原稿89】は南鳥島で，敵機が来襲したことや

敵の艦砲射撃があったことを伝えている。

こうした傾向は，【資料Ｂ】の傾向をほぼ踏

襲するものと言えるだろう。また，単に大本営

発表だからというだけでなく，内容が自軍戦況

の好結果であるということも，リード文の有無

に影響していたと考えることもできる。

（5）ニュース内容の特徴とリード文の有無

次に，【資料Ｂ】のように「ニュース内容によ

る特徴」で違いがあるかどうか，内容別に分け

て傾向を見た。その結果，「自軍戦況の好結

果」については次のような傾向が現れた43）

（表11）。

リード文のある原稿は，全体では27.6％にと

どまるが，「自軍戦況の好結果」を伝える原稿

（全 214本中19 本あった）では，リード文が

あるものが15本（78.9％），無いものが4本

（21.1％）で，逆転している。これは，こうした

内容についてはリード文を付ける傾向があった

と言ってよいのではないだろうか（表11）。

（6）冒頭文での「撃墜（する）」の出現傾向

さらに，【資料Ｃ】の冒頭文に現れる「自軍

戦況の好結果」を表す語の出現傾向を見るこ

とで，どのような原稿にリード文が付けられて

いたのか，より客観的に見てみたい。

ここで注目するのは「撃墜（する）」という語

である。この語は「敵機を撃ち落とす」という

意味で，動作主の戦況に好結果をもたらす語

と言えるだろう。【資料Ｃ】にはこのほかにも，

「撃」の字を含む，戦況に関わる語が多く見ら

れる。「撃墜（する）」が16回，「撃破（する）」

が7回，「撃沈（する）」「攻撃（する）」「爆撃

（する）」が各5回，「撃沈破（する）」「撃退（す

る）」が各4回，現れる。中でも最も多く登場

するのが「撃墜（する）」で，これらの中でも代

表的な語と言えるだろう。これが現れたときの

動作主と，それがリード文であるかどうかを見

る。

「撃墜（する）」が冒頭文に出現する原稿は

次のとおりである（下線はドイツ軍側が動作主，

それ以外は日本軍側が動作主）。

▼リード文で出現：9本

【原稿92】【原稿113】【原稿115】【原稿

141】【原稿142】【原稿166】【原稿167】

【原稿188】【原稿213】

▼リード文ではない冒頭文で出現：7本

【 原 稿10】【 原 稿36】【 原 稿46】【 原 稿

表11　【資料Ｃ】「自軍戦況の好結果」とリード文
の有無

リード文の有無 「自軍戦況の好結果」を伝える原稿（日本
軍の戦況のみ）合計19本

リード文あり：
15本

（78.9％）

【原稿56】【原稿57】【原稿92】
【原稿113】【原稿115】【原稿141】
【原稿142】【原稿154】【原稿166】
【原稿167】【原稿168】【原稿169】
【原稿185】【原稿188】【原稿189】

リード文なし：
4本

（21.1％）

【原稿93】【原稿94】【原稿153】
【原稿190】
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52】【原稿93】【原稿94】【原稿152】

調べた結果，この語の動作主（つまり攻撃

側）はいずれも枢軸軍の日本軍側およびドイツ

軍側であった。そしてそれらは，リード文59本

中に9本（15.3％），リード文でない冒頭 文

155本中に7本（4.5％）見つかった（表12）。

表には動作主の内訳（日本軍側とドイツ軍側）

についても，分けて記した。

ここで，動作主に注目すると，枢軸軍側だけ

が登場し，大半（16本中12本）は日本軍側で

あったことがわかる。具体的には，日本軍側が

12本，ドイツ軍側が4本，連合軍側が0本で

あった。日本軍側が動作主の場合は，12本中

8本（66.7％）にリード文が付けられていた。

ドイツ軍の場合は4本中1本（25％）にとどまっ

ている。

ここからは，自軍戦況の好結果のニュースに

はリード文が付けられる傾向があったこと，そ

してそれは他の枢軸軍では必ずしもそうではな

かったということが言えそうである。これは，

戦地に父親や息子を送り出している家族にとっ

て，日本軍の戦況こそが極めて関心の高い

ニュースであることを考えれば自然なことと言え

るかもしれない。

（7）イタリアの動静とリード文について

ここで，イタリアの動静に関するニュースの意

味的側面に注目してみたい。この時期，連合

軍側がイタリア本土に上陸し，バドリオ政権が

降伏するという重大なトピックがあった。この

ニュースを取り上げる理由は，▼関連原稿の数

が多い▼同じ枢軸軍側の防衛戦と降伏をどう

報道するか，という点で，関心が持たれたから

である。

調べたところ，イタリアの動静に関する原稿

は，214本中33本に上った。

このうちリード文が付されているものは6本

で，残りの27本はリード文が無かった。

▼リード文のあるもの6本

【原稿69】【原稿108】【原稿191】【原稿

192】【原稿196】【原稿197】

▼リード文の無いもの27本

【 原 稿11】【 原 稿53】【 原 稿67】【 原 稿

68】【原稿71】【原稿76】【原稿77】【原

稿78】【原稿79】【原稿80】【原稿134】

【原稿176】【原稿177】【原稿178】【原

稿179】【 原 稿180】【 原 稿193】【 原 稿

194】【原稿195】【原稿198】【原稿199】

【原稿200】【原稿201】【原稿202】【原

稿203】【原稿204】【原稿205】

このリード文の有無別の数と割合を，全原稿

数のそれと比較してみると，リード文のある原

稿の割合は，全体では27.6％だが，イタリア関

連だけで見ると18.2％と，比較的少ないことが

わかる。つまり，枢軸軍に関わるニュースだか

らといって，必ずしもリード文が付けられていた

表12　【資料Ｃ】の冒頭文で「撃墜（する）」が出
現する原稿本数

枢軸軍側

連合
軍側

動作
主が
日本
軍側

動作
主がド
イツ軍

側

冒頭文で出現 16本 12本 4本 0本

リード文（59本） 9本 8本 1本 0本

リード文でない冒頭文（155本） 7本 4本 3本 0本
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わけではなかったことがここから言

える44）。

では，リード文が付けられた6本

についてはどうか。以下のとおりで

ある。

【原稿69】

ドイツ総統大本営もイギリス軍
のイタリア本土上陸を確認してい
ます。

【原稿108】

枢軸軍は，イタリア本土上陸を
企てたイギリス軍を撃退したと，
ドイツ軍当局は，一昨三十日正
午次の様に言明しました。

【原稿191】

イタリア・バドリオ政権は，きのう敵米英に
対して，無条件降伏をしました。今や新世
界創造を目指す世界大戦のさ中にあって，イ
タリア，バドリオ政権が採ったこの様な措置
は三国同盟条約を無視する反逆行為という
外はありません。帝国政府は，イタリア・バ
ドリオ政権の米英に対する降伏に伴って，
きょう午後二時から，総理大臣官邸で臨時
閣議を開き，協議決定した帝国政府声明を
午後二時半発表して，今度の事件に対する
帝国の所信を中外に闡明したのであります。

【原稿192】

◎政府はイタリア問題に関して，きょう臨時
閣議を開きました。

【原稿196】（写真5）

◎ムツソリーニ統帥を首班とするフアシスト・
イタリア新政権が北部イタリアに樹立されま
した。

【原稿197】

◎ムツソリーニ統帥のイタリア・フアシスト国
民政府は，声明を発して，バドリオ政権の裏
切者を断乎処断するとの決意を表明しました。

この時期のイタリアでは，ムッソリーニの失脚

後に樹立したバドリオ政権が連合国側に無条件

降伏し，ムッソリーニはヒトラーの支援を受けて

新政権の樹立を宣言する，という事態が起きて

いた。【原稿191】が「イタリア降伏」の原稿で

ある。しかし，その原稿は，同じリード文の中で

「反逆行為」と位置づけられている。

さらに【原稿196】はムッソリーニ統帥の新

政権樹立，【原稿197】はその政権がバドリオ

政権を裏切者扱いする，という原稿である。つ

まり，イタリアの降伏を否定する内容の原稿に

リード文が2つ付けられているのである。

また，【原稿108】は枢軸軍がイギリス軍を

写真5
【資料Ｃ】イタリア降伏に関するニュース原稿（1943年9月9日午後7時【原稿
196】）NHK放送博物館所蔵
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撃退したという，枢軸軍側優勢の内容である。

戦況全体を見渡した場合，これは誤った内容

だったと言える。

ここまでを通して見ると，イタリアの動静に

関するニュースは全体的にリード文が付いた原

稿の割合は少ないが，付いている原稿について

は，イタリアの防衛戦が首尾よく進んでいると

いう内容や，イタリア降伏を否定するかのよう

な内容になっているのである。

こうした傾向は，次の原稿内容からも補足で

きるだろう。【原稿204】には「そして，我々は，
バドリオ政権一派が降伏しようとしまいと，飽
くまで米英撃滅の一途を邁進し，今更，イタリ
ヤの功罪を論じ，回顧する事なく，一億国民
は大詔に顕示された精神をしっかり抱いて堂々
と邁進するのみであります。」という，戦争の継

続を呼びかける一文がある。また【原稿205】

には，「ムツソリーニ首相に辞職を迫り，米英の
強要する無条件降伏に応じその戦線に参加し
たにも拘らず，イタリア国民はその本土を既に
戦場としなければならないのであります。」「三
国同盟の反逆者，バドリオが，必然的にこの
運命を受けなければならないのは因果応報と
言うべきであります。」という文があり，無条件

降伏することで本土が戦場に化せば，それは

因果応報だとまで伝えている。イタリアを反面

教師として「日本国民はこうあってはならない」

と呼びかけることで，日本はさらに降伏をしにく

くなり，苛酷な戦争に突入していったのではな

いかとまで思わされる内容である。

つまり，リード文は，枢軸軍側として戦争遂

行の希望をつなぐような事実を伝える原稿には

付けられていたが，戦争を続ける上で認めたく

ない事実や目を背けたい現実を伝える原稿に

は付けられない傾向にあったと言えるのではな

いだろうか。

5–6　考察

5-6-1  リード文の割合の比較

ここまで，3つの資料から得られた，リード

文付き原稿の割合は表13のとおりである。

単純に比較できないことはこれまでも述べて

いるが，【資料Ａ】ですべての原稿にリード文が

付けられていたのに比べ，【資料Ｃ】でその数

は4分の1強程度で，リード文の無い原稿のほ

うが多くなっている。原稿の構造が明らかに変

容していると言えるだろう。これをどのように考

えるべきだろうか。

5-6-2  リード文が減る理由

放送開始から約10年後の1934～1935年の

放送用語委員会の資料からは，ラジオニュース

には，配信原稿の見出しを書き換えてリード文

を付けていたことや，それが推奨されていたこ

とがわかっている。当時はまだ，大阪局の

ニュース原稿にはリード文が無いなど，局によ

る違いはあったものの，1937年の【資料Ａ】に

はすべての原稿にリード文が付けられていて，

表13　リード文付き原稿の本数と割合

1937年
【資料Ａ】

1941年
【資料Ｂ】

1943年
【資料Ｃ】

原稿数 25本 28本 214本

リード文あり 25本
（100％）

14本
（50.0％）

59本
（27.6％）

リード文なし 0本
（0％）

14本
（50.0％）

155本
（72.4％）
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ニュース原稿にはリード文を付けることが標準

になりつつあったことがうかがえる。

その後，【資料Ｂ】と【資料Ｃ】を見ると，リー

ド文のある原稿には，重要と思われるニュース

や，特に「自軍戦況の好結果」のニュースが多

いことがわかった。ここからは，ニュースの軽

重やその内容によって，リード文を付けるか否

かを，放送局側が判断して行っていた可能性が

浮かぶようになる。

1941年の太平洋戦争の開始以降，ニュース

の時間は大幅に増えた。その結果，ニュースの

量も種類も増えたことが想像される。これらに

軽重を付けて伝える際，順序（ニュースオー

ダー）や原稿の長さだけでなく，リード文の有

無で差を付けていたことが考えられる。その結

果，リード文の無いニュースが増え，当初から

見て，リード文のある原稿が減っていったので

はないだろうか。

逆に，リード文のあるニュースは，その中で

も相対的に強調される側面が高まるとも言え

る。当時のニュース放送については「日本軍の

戦果をたたえ続けた」（『日本放送史（上）』

p.565）とあるが，こうしたことと一致する内容

だと考えられる。　

また，リード文が減った理由としては，リー

ド文を添えなくても内容が伝わり，仮に添える

と，リード文と次の文とが似たような文になり，

（屋上屋を架すようで）くどいと考えられる原稿

もあった可能性もある。これについては，5-6-4 

準リード文の増加で詳しく論じたい。

5-6-3  「一切見出しを付けず」の理由

ここで，本章冒頭に記した【資料15】の一部

を再掲する。

翌昭和二十年に成ると，大本営発表，報
道 班員の 伝える戦 況，国策 上の重要
ニュース共に一切見出しをつけず，単に事
実を伝えると云う原則で進むことになっ
た。蓋し従来の放送形式を取るには，戦
局が余りにも悪化していたからである。

（『ラジオ年鑑（昭和22年版）』p.50）（下

線筆者）

【資料Ｂ】や【資料Ｃ】には，「大本営発表」

のニュースにはリード文はほとんど付いていた。

しかしここでは，戦争末期にはこうした「大本

営発表，報道班員の伝える戦況，国策上の重

要ニュース共に」リード文を付けなくなっていた

と記され，理由として「従来の放送形式を取る

には，戦局が余りにも悪化していた」ことが挙

げられている。重要なニュースにこそ付けられて

いたリード文が，そうしたニュースに付けられな

くなったというのは大きな方針転換であったは

ずである。

例えば，【資料Ｃ】のイタリア降伏に関する報

道では，リード文は，枢軸軍側として戦争遂

行の希望をつなぐような事実を伝える原稿には

付けられていたが，戦争を続ける上で認めたく

ない事実や目を背けたい現実を伝える原稿に

は付けられない傾向にあった。これも考え合わ

せると，次のように言うことができるだろう。

戦争が始まっても，当初は従来どおり，どの

原稿にもリード文を付ける習慣があった。しか

し，戦争が進むにつれてニュースに軽重を付け，

特に日本軍の戦況など重要かつ関心の高い原

稿を中心にリード文が付けられるようになって

いった。日本軍が戦果を挙げたニュースは，強
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調したり理解促進をしたりすることが，「発表す

る側」にとって，国民の戦意高揚に役立つと考

えられたであろうし，誇らしいとも考えたであろ

う。一方，兵士を送り出している「聞く側」に

も，それは喜ばしいものだった。そしてそれは，

それを伝える「報道する側」にも都合のいいも

のであったと考えられる。

しかし，ひとたび戦局が悪化すると，この原

稿のスタイルは，逆に，「発表する側」に非常

に都合の悪いものになる。同じ「戦況」でも，

好結果が得られない場合は，その事実が戦争

遂行にブレーキをかけてしまうため，強調した

り理解促進をしたりしてほしくないことに変わっ

てしまうのである。

つまり，この報道は，「戦況の好結果」を前

提にして，「発表する側」「報道する側」「聞く側」

の三者が“幸福な”関係を結んでいたときのスタ

イルと言える。真珠湾攻撃で戦果を収めた緒戦

時のまま戦況の好結果が続けば，このスタイル

のまま，リード文を付して報道を続けていただ

ろう。1943年の段階では戦況は必ずしも思わ

しくなく，事実とは異なる報道発表がなされて

いた可能性が高いが，それでもそれが露呈しな

い限りにおいて，同じスタイルが続けられていた

ことが考えられる（あるいは，報道する側は気

づいていたかもしれないが，ターニングポイント

を見つけられなかった可能性もある）。

だが，戦争末期の1945年にもなれば，日本

軍はフィリピンや硫黄島での戦いに敗れ，東京

大空襲などの本土空襲，それに沖縄では地上

戦が始まり，苦し紛れの発表では，事態は糊

塗できない段階になる。直面する事態が戦争

遂行の希望につながらないものになればなるほ

ど，「発表する側」は，それらを強調したり理

解を促してもらったりすることを望まなくなる。

このように，「発表する側」に伝えたい意図が無

くなったとき，「報道する側」にも強調すべきも

のが無くなり，リード文が消えたのではないだ

ろうか。「ジャーナリズム」という概念が成熟し

根づいた，現代のマス・メディアであれば，「発

表する側」に伝えてほしいことが無くなっても，

それによって自らが強調すべきものが無くなる

わけではないということを理解している。しか

し，当時はそうではなかった。三者の“幸福な”

関係が破たんした結果，「従来の放送形式を

取」れなくなったのである。

以上のように考えたときに，戦争末期にリー

ド文が付けられなくなっていった理由も理解で

きるのである。

5-6-4  準リード文の増加

では，リード文と判定されなかった原稿の冒

頭文はどのようなものだったのだろうか。ここ

では，これを検討することで，リード文の減少

の理由について考えてみたい。

●反復のなかった原稿から

リード文と判定されなかった冒頭文は，本文

との間に反復の見られないものが多い。これら

は，特に本文を要約して作った冒頭文ではな

い，ということになるだろう。しかし，それにも

かかわらず，原稿の全体像を表す役割を果たし

ているものが少なくない。例えば，次に示す

【資料Ｃ】の【原稿44】は，同盟原稿の見出し

は「◎戦時開拓農場帰農者壮行会」というよう

に，取り消し線で消されており，続く文中にも

反復は見られなかったので，リード文としな

かった。しかし，冒頭文は，原稿の全体像を
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表していると言える（二重下線は筆者による。

以下同じ）。

東京都の戦時開拓農場の第一次開拓者は，
去る六月七日から茨城県行方郡潮来町，及
び板橋区上板橋戦時農園で錬成中でありま
したが，終了者中から，入植，地元県の詮
衡により五十五名を決定し，きょう午後一時
都職員集会所で帰農者壮行会を行った上，
家族二百七十三名が打連れて先遣隊となり，
いよいよ自作農として再出発する事になりま
した。
帰農地は農地開発営団で開墾した山林，平
野等で，茨城県の潮来外千葉県，栃木県，
東京都へそれぞれ行きますが，行先では，
早速開墾や種蒔きに着手し，更生の決意も
堅く食糧増産に邁進するのであります。
きょうの壮行会には大達都長官外関係官が
出席して激励の辞を述べる事になっていま
す。

この原稿の全体構成は，まず冒頭文で，戦

時開拓農場の第一次開拓者の行き先が決まり，

きょう壮行会が行われる，という全体像が述べ

られる。そして，ここに登場する「入植」，「自

作農として再出発」，「帰農者壮行会」などにつ

いて，続く第2文で，「帰農地は…」，「行先で

は…」，また第3文で「きょうの壮行会には…」

という形で詳しい説明が加えられている。ここ

には，冒頭文が「全体像」を示し，続く第2と

第3の文が「詳細説明」をしている，という構

図があるのである。

似たような構成の原稿は，【資料Ｂ】にもあ

る。【資料Ｂ】の【原稿24】を見てみよう。

事態の急転に伴い，大政翼賛会では明後10
日午前6時30分からラジオによる全国一斉
の緊急常会を開くことになりました。
なお，この常会では，国民儀礼の後講話や
国民生活五則の発表，その他防空に関する
指示等があり，ラジオの講演要旨を中心に
国民の決戦生活について披露することにな
りました。
常会は隣保常会の開催を原則としますが，
隣保常会のない地方では部落常会，または
町内常会をもって代うるも差し支えないこと
になっていますから，それぞれ会場にラジオ
をご用意の上，明後日の朝6時30分からお
集りを願います。
明後日の朝6時30分からお集りを願います。

これも，冒頭文でまず，大政翼賛会が「全

国一斉の緊急常会を開くことにな」ったという

全体像を伝え，そこで提示した「緊急常会」に

ついて，続く文で，「なお，この常会では…」「常

会は…」（二重下線部）などと詳細を説明してい

る。ここでも冒頭文が全体像，第2文以降が

「詳細説明」という構図が見られる。この原稿

は，一般の人々にとっては詳細こそ必要な「お

知らせ」の要素の強い原稿と言えるだろう（この

【原稿24】は，5-4-3の表6で，リード文の無い

原稿の特徴として示した「（w）詳細情報が重

視されるもの」に分類している）。こうした原稿

では，常会を開くことを繰り返し述べて強調す

るよりも，その内容の詳細説明をしたほうが，

限られた時間の中で伝える場合，より有用性が

あると考えられた可能性がある。
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●反復のあった原稿から

こうした原稿は，「反復が認められる」ものに

も見つかる。例えば次に示す【資料Ｃ】の【原

稿17】は，同盟原稿の見出しは「◎病人乳幼
児妊婦に果物配給制」のように取り消し線で

消されていた。ただし，一重下線で示すように，

語句の言い換えにあたる反復（「△」の判定）

が見られた。

東京都では病人，乳幼児，妊婦の栄養確保
のため来る十五日から，都下の三十五区と，
武蔵野町一帯にわたって，「病人，乳幼児，
妊婦用，果実配給制」を実施する事になり
ました。
配給品目は，蜜柑，林檎，梨その他季節に
よって，都長官が指定し，三十五区では三千
世帯程度について一ヶ所，武蔵野町では一
平方キロ程度に一ヶ所，全部で六百の指定
果実配給店を設定し，自由販売品，高級自
由販売品などと睨み合せて，毎月配給数量
を都長官から適宜裁量して，配給する事に
なりました。
配給方法はこれまでのように区長や医師の
証明書は不要で，乳幼児，妊婦は町会備付
の都民世帯票，又は妊婦手帖によって，特
別届出しなくとも，果実を配給して貰えます。
又乳幼児は，数え年五才まで，妊婦は妊産
婦用品購入券交付台帳による妊娠五ヶ月以
上のもの，又病人は，臥床三日以上を経過，
或いは尚臥床中で，果実の摂取を必要とす
る事を隣組長が認めたもので，病人は組長
に申し出で，町会備付けの，病人用，果実
購入証明書に捺印して貰えば配給されます。
配給証明書は病人用は，黒色で，有効は発

行の日から五日，乳幼児用は緑色で発行か
ら年末まで有効，妊婦用は葡萄色で発行か
ら分娩まで有効であります。
そして果実の購入は町会長から証明書の交
付を受け，町会内の指定配給店にこれを差
し出し，証明書のうち「正」は購入の都度，
配給店に提出し日付欄に販売量の記入をう
けて，購入すればよい事になっています。
なお自由販売品と，高級品自由販売はこれ
まで通りで，今回の配給数量は，別に入荷
の都度店先に提示することになっています。

この原稿の全体構成も，冒頭文が全体を取

りまとめ，それ以降の文が詳細を説明する，と

いう形式をとっている。冒頭文で「果実配給

制」を提示し，その詳細を以下に出てくる「配
給品目は…」「配給方法は…」「又乳幼児は…」

「妊婦は…」「又病人は…」「配給証明書は…」「そ
して果実の購入は…」などの部分で説明してい

る。これも詳細のほうがより聴取者に重要な

「お知らせ」の要素の強い原稿と言えるだろう。

この原稿では，「『（…）果実配給制』を実施

する事になりました」と「配給する事になりまし

た」について，語句の類似性があったため，述

部について言い換えによる反復があると捉え

た。しかし，主述関係まで詳しく見ると，冒頭

文は「東京都では…果実配給制』を実施する

事になりました。」，第2文では「配給品目は…

配給する事になりました。」となっていて，主題

として提題されるものが「東京都」と「配給品

目」というように異なるのである。しかし，こう

した場合でも，述部は似てくるのである。

続いて【資料Ｃ】の【原稿12】も見てみよう。

5-5-3でも一部述べたが，この原稿も，やはり
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同盟原稿の見出しが削除されてはいるが，反復

については「実施する」という動詞の語基が一

致した（下記の一重下線部）ので「○」の判定

とした。ここでは，冒頭文で「逓信省では…報
奨制度を実施することとなり」として紹介された

「報奨制度」を，本文で取り上げて次のように

詳しく説明する。「今回の報奨制度は差当り逓
信省所管の船舶（但し長さ十五メートル未満の
漁船を除く）の船体と（軸系，軸管，推進器を
含む）主機と，汽缶，主機用鍛造品について
実施しますが，その方法は…」。主述関係まで

見ると，冒頭文で主題として提題されるのは

「逓信省」，本文では「報奨制度」というように

異なるのだが，述部は「実施する（します）」と

いうように似てくるのである。

ここで見つかる述部の反復は，リード文が作

成されたときに起きる反復とは違うかたちで起

きている。リード文の場合は，リード文の主述

関係と本文の主述関係は対応を見せ，主題と

して提題するものはほぼ同じものを表すことに

なる。しかし，ここで出てくる（リード文ではな

い冒頭文を持つ）原稿の場合は，本文は，詳

細説明のためにリード文とは異なる主題が提示

され，そのあとにリード文と類似した述部が出

てくるというものなのである。

●リード文と準リード文

ここで見てきたような形式の原稿が現れるの

は，同盟原稿が，さらにはその配信を受ける

新聞社の原稿が，もともとこうしたスタイルをし

ているからだと言って差し支えあるまい。報道

文の一種である新聞の文章は，見出しを除い

てもなお，「重要な情報から知らせる」（木戸光

子（2011））という特徴を持つ。冒頭に全体像

を伝える文を置くため，それを放送用に書き換

えた原稿も，同様の構造を持つわけである45）。

ただし，新聞社や通信社の原稿は，重複感が

高まるのを避けるため，全く同じ語による反復

は，通常は避けられている可能性が高い。

ここでは，こうした「冒頭文：全体像，第2

文以降：詳細説明」という構図を持つ原稿の

冒頭文を，「準リード文」と呼んでおきたい。こ

の特徴は，同盟原稿の見出しから作られたも

のではなく，同盟原稿の「冒頭文」から作られ

たもので，必ずしも反復があるとは限らない，

ということになる。以下のようにまとめることが

できる。

【リード文】

　・通信社の配信原稿の見出し由来

　・原稿本文の要約文

【準リード文】

　・通信社の配信原稿の冒頭文由来

　・原稿の全体像を示し，続く本文でその

詳細を説明する

この準リード文については，さらに量的・質

的な調査検討が必要だと考えるが，ここでは，

この準リード文のある原稿は，さらにリード文

を添えなくても内容は伝わると捉えられていた

のではないか，という点を指摘しておきたい。

言い換えれば，リード文を添えると，その次の

文（準リード文）も（全体像を示すという意味

で）似た文となり，屋上屋を架すようで，やや

くどく感じられる原稿もあったであろう，という

ことである。これは，4-3-2で，反復は重複とい

う問題も併せ持つことを述べたが，まさにその

側面から見た捉え方である。
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同盟原稿の見出しから作ったリード文を付け

なくても，ニュース原稿としての体をなしている

と判断されれば，リード文は，重要性の高くな

いニュースを中心に徐々に付けられなくなって

いったのではないか。これもリード文が減った

理由の１つに挙げられるのではないかと考えら

れる。

6 結論と今後の課題

本稿では，日本のラジオ放送草創期のニュー

スのリード文が，どのように作成され，どのよう

に変遷していったのかを，限られた資料から

探ってきた。その結論としては次のようなこと

が言える。

当時のリード文は，通信社からの配信原稿

を書き換えて作成していたが，その際は，配信

原稿の見出しを中核情報とし，そこに本文から

重要情報となる語句を引用・付加し，再構成し

て作成した要約文であることがわかった。談話

構造という視点で見ると，リード文の機能は，

語句の反復による伝達内容の強調であり，聞

き返すことができない音声メディアにおいて聴

取者の理解を促進させる役割も担っていたが，

その反復によって重複感が高まる要素も併せ

持っていたのである。

日中戦争以降の実際のニュースの原稿に目を

向けると，リード文は当初はすべての原稿に付

けられていたが，1943年の原稿では全体の4

分の1強にとどまり，リード文の無い原稿のほ

うが多くなった。リード文が付けられる原稿は，

主に，大本営発表のニュースや重要ニュース，

特に日本軍が戦果を挙げたニュースであった。

日本軍の勝利に沸くニュースや戦争遂行の希望

をつなぐような事実を伝える原稿にはリード文

が付けられるが，戦争を続ける上で認めたくな

い事実や目を背けたい現実を伝える原稿には

付けられない傾向があった。

また，リード文が減った理由としては，本文

に全体像を示す文（準リード文）がある場合は

リード文を付けなくても内容は伝わると捉えら

れていた可能性もある。

終戦の年にはニュースにリード文が付けられ

なくなっていたという記録があるが，その背景

には，敗戦色が濃くなり，報道発表をする側に

強調してほしいことが無くなったときに，報道

をする側にも強調すべきものが無くなり，リー

ド文を付けるスタイルを続けることが不可能に

なっていったという事態があったと考えられる。

今後の課題として，このような結果となった

ことが，戦後どのように反省され，どのように

ニュースに生かされていったのかを見ていく必

要がある。戦後は放送局も放送記者を採用し

て独自取材への道を歩む。ニュース原稿および

リード文が，戦後どのように変わっていったの

かを，戦中・戦後と比較しつつ調べていく必要

がある。またその際は，準リード文にあたる冒

頭文も，どのように変化していったのかを調べ

ていく必要があるだろう。

 （いのうえ ひろゆき）
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注：
1）報道現場では通常「リード」または「ニュースリー

ド」と呼ぶが，より言語学的な視点から光を当てる
ため，本稿では「リード文」とした。リード文は，
たいていは1文で構成されるが，中には2つ（以
上）の文からなるものもある（報道現場では「2段
リード」などと呼ぶ）。そうしたものもリード文に含
めることにする。

2）放送局が自主取材できずに，新聞・通信社の記事
に頼らざるを得なかったことについて，戦前から戦
中にかけて日本放送協会報道部にいた柳澤恭雄
は，放送協会が政府・官僚の支配下にあったから
だとも述べている。「官吏は民間人に仕事をさせて
上から監督する。逓信省の立場からいえば直属放
送局だから，放送番組の内容は民間人を使ってつ
くる。（略）ニュースについても同じで，新聞社，通
信社の記事を放送すればよい。自分で取材する必
要はない。」（柳澤恭雄（1995a）p.6）

3）この厳しさについて水原明人が，次のようなエピ
ソードを紹介している。「･･･アナがニュースをやっ
ている最中に地震があった。そこで『ただいま地
震ですから，ちょっとお待ちねがいます』と言った
ら，それが『検閲原稿以外のことをしゃべった』と
いって問題になった，というくらい事前検閲は厳し
かった。」（水原明人（1994））

4）「『NHK報道の記録 』刊行委員会」の手による
『NHK報道の50年』（1988）に概要が掲載されて
いる。

5）野村優夫（2006）「吉林省档案館　満州国ラジオ
録音盤」『戦争・ラジオ・記憶』（勉誠出版）に詳
しい。

6）現在の共同通信社の『記者ハンドブック新聞用字
用語集』（2010）にも「見出しのアタマには◎を付
ける」とある。

7）「～発連合」「～発電通」「～発同盟」は，海外
ニュースの発信元を示すために添えられていた語
句である。通信社の原稿では見出しの直後，かつ
本文の冒頭部に添えられ，ニュース原稿でもそれ
に準じ，リード文のあと，かつ本文の冒頭部に添
えられていた。「文」の形式をとっていないので

（のちに文の形をとるものも出てくるが），当面は本
文の冒頭文とはみなさない。

8）木戸光子（2011）では報道文について「必要最小
限で 過 不足なく情 報を 伝えるために，『 いつ

（When）・どこで（Where）・だれが（Who）・何
を（What）・なぜ（Why）・どのように（How）』と
いう5Ｗ1Ｈの要素が盛り込まれる」としている。

9）石黒圭（2009b）では，これらは場合に応じて「い
つ」や「どこで」が重要でなくなったり，「誰が」「何
を」「どうした」ではなく「何が」「どうした」になっ
たりもするし，「原因」や「目的」が必要になる場合
もあるとも述べている。

10）「テンス」「アスペクト」はどちらも時間を表す表現
を指す文法上の用語である。「テンス」は「～た」

「～る」などの表現で，「過去」や「現在」など「時
点（時間的な前後関係）」を表し，「アスペクト」は

「～ている」などの表現で，「継続」や「完了」など
「（できごとなどの）局面」を表す。

11）「モダリティ」は文の中で，話者の主観を表す表現
を指す。例えば「～だろう」「～ようだ」などの表現
である。

12）同じ10月26日の委員会の資料には，「またCKの
特徴としては『た』調なることなり。但，これは原
稿の上のみに止りて，実際の放送には『です』『ま
す』調なるやもしれず」とある。つまり，名古屋局
の原稿は，字面は常体だが，実際の放送は敬体で
読み上げられていた可能性もあるということであ
る。放送の録音ではなく書かれた原稿を検討して
いたので，このような問題があったのである。また，

「今日の閣議」という文言については，当然ながら
「文」ではなく「語句」である，という見方もある
が，本稿のリード文には，このような語句形式の
ものも広く含めることにする。

13）例文末の「（東京）」は「東京放送局のニュース」
という意味である。

14）「次ぎ」というのは，ニュース項目が変わるときにア
ナウンサーが「次（つぎ）。」と言っていたことを指
す。これは戦時中のニュースの音源から確認され
る。「第二以下を『次ぎ』『次ぎ』と続けて行く行き
方･･･」というのは，「『次。』＋『（リード文なしの
本文）』，『次。』＋『（リード文なしの本文）』…と
読み進める方法」，という意味にとれる。

15）テレビであれば，リード文と本文の間で画面が切
り替わるなど，映像情報によってその境界がわか
るが，音声のみに頼るラジオでは，その境界はテ
レビほど明瞭ではない。

16）この逆転現象は，固有名詞などに特徴的に表れる
ことがある。例えば【資料5】（ニュース原稿）の

「フォン・ヒンデンブルグ大統領」は，通常の文章
であれば，最初に登場したときに「フォン・ヒンデ
ンブルグ大統領」とフルネームで記し，2回目以降
は「フォン」を省略して「ヒンデンブルグ大統領」
と記す。しかしこのニュース原稿では，最初にリー
ド文で登場したときに，「ヒンデンブルグ大統領」
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と記され，本文に入ってから「フォン・ヒンデンブ
ルグ大統領」と記されている。これは，本文をそ
のままにし，そこから語句を一部引用して，本文よ
り短いリード文を作るために起きることである。

17）ラジオニュースは放送時間が数分間と限られている
ことも多く，必要以上の重複は避けて，新規の情
報を盛り込んでいくべきだと考えることは，あなが
ち間違いとも言えない。

18）「マイクロホン実験」とは，浅井真慧（1990）によ
れば「現在のように，録音テープを再生して聴取
する方法を採ることはできなかったから，アナウン
サーが席上，審議資料をマイクロホンを通して読
み上げる方法をとって」いたものである。

19）ここでの審議内容は，ニュースのたびに「放送局
編集」と言う必要はなく，他社のニュースを放送す
るときだけその社名に言及すればよい，という趣
旨のものである。

20）あるいは，放送主体の放送局という解釈もあるだ
ろう。

21）ただし，バックに音楽をかけておくなどの演出をす
れば，その時間帯を一定程度枠づけすることは可
能ではある。また，テレビであれば，映像的な演
出で区切りを示したり，文字情報を画面の傍らに
出し続けたりすることで，より明確に枠づけをする
ことが可能となる。

22）現在もこのようなニュース表現は，なにがしかの名
前を多数読み上げる必要があるときに登場する。
しかしそれは，これとは別の主なニュースがあると
きに，その「関連原稿」として登場する表現であ
る。つまり，単独で登場する原稿の表現ではない
と言える。これを独立した単独の原稿としてリード
文を書くならば，「きょう岡田首相を訪問した人は
○○氏や××氏など△人です。」などのように，述
部に具体的な情報を盛り込むことになるだろう。

23）このような疑問自体が，現在の既成概念をもとに過
去を振り返ったものである可能性は十分にありうる。

24）高橋太郎（1993）では「のべかけかた」と省略に
ついて論じているが，この中では「もともとの述語
の省略された文であっても，文として成立していれ
ば，その文は，のべかけかたをもっている。」とし
て，省略のある会話文の中にも「のべかけかた」が
あると説明する。その一方で，「書きことばの省略
文は，はなしことばと様相がかなりちがう」と述べ
て，新聞の見出しについて次のように述べる。「た
とえば，新聞の見出し文は，名詞がおおく，動詞
がすくない。述語になる部分の省略がおおいので
ある。それに曲用の側面はだいじにされているの

に対して，活用の側面が無視にちかいあつかわれ
ようである。」「これはのべかたには無関心（のべ
たてにきまっている）であることのあらわれだろう。
もっといえば，はなしことばの省略形が省略からき
たとおもわれるのに対して，かきことばのばあい
は，いちどバラした材料を，べつの短句くみたて
文法にしたがって再構成したという感じである」。
つまり，話しことばの省略文が「のべかけかた」を
持つのに対し，書きことばの省略文は，それらが
希薄だと言うのである。そしてそれは，新聞見出し
の省略形の作り方が，話しことばのそれとは違っ
て述語部分の省略が多く，活用がほとんど無視さ
れているからだと述べている。

25）聴取者の聴きやすさを考慮して文章表現を改変し
ようとした場合，詩や小説などの文学作品では改
変は難しいだろうが，ニュースならば放送局の判断
で表現を改変することが可能である。つまり，文
学作品は（著名な）著者がいるのに対し，ニュース
の書き手は匿名であり，なおかつ多くは（記者とデ
スクなど）複数の執筆者により書かれるものであ
る。また，原稿の文の形のありようが部内的問題
であるのに対し，聴取者に敬体を使うなどの放送
用語のありようは対外的問題であるため，原稿を
聴き手に合わせて書き換えていくのは至極当然の
ことだと言えよう。

26）長い談話が反映されるなど長文のものも一定数あ
るが，大半の原稿は現在のニュースより短文と考え
られる。

27）この中には，「任意取止」「依命中止」「東亜遮断」
などの判が押され，放送に至らなかった可能性の
ある原稿もある。これらについては，同盟通信社
からの原稿をもとに書いていることは疑いが無いこ
と（当時海外では自主取材をしていないため），執
筆が終わり原稿としては完成していること，最終
的な検閲の前後に放送中止になったと考えられる
ことなどから，原稿としては成立していると考えら
れるため，今回は「1本」として数えることにした。

28）この「～発同盟」といった語句は，ここでは「文」
として数えないことにする。これを1つの文とみな
すと，外国発の原稿についてはほぼすべて，この
語句が「本文の第1文」となってしまうからである。
しかし，この「～発同盟」が，完全な文の一部を
形成するケースもこのあと出てくる。

29）リード文と本文とを一目で見分けられるようにして
おくことは今も重要で，現在NHKではリード文を
書いたあとは必ず改ページをし，本文は新たなペー
ジから書き始める。つまり紙に印刷したとき，リー
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ド文と本文とは必ず別々のページに印刷される。
区別しやすくしておくことで，例えばリード文と本
文との間にポーズを入れて読んだり，あるいはリー
ド文だけを再度読もうとしたときに間違えてしまう
リスクを減らしたりすることができる。

30）前述したとおり，例えば「今日の閣議」というリード
文が「今日の閣議。」と読まれていたのか「『今日の
閣議』について申し上げます。」と読まれていたのか
は定かではない，といったことも考えあわせた。

31）これは「原稿の名前」という可能性も考えた（例え
ば職員がアナウンサーに対して「『トラック火事』
の原稿を読んでください」などと言うときに使う呼
び名）が，戦時中の原稿を広く見渡した限り，この
ような名前は付されていない。

32）「日米開戦の臨時ニュース」の音声としては，開戦
後，毎週日曜日に放送された『勝利の記録』とい
う番組（いわば「週刊ニュース」である）で使われ
たものが広く知られているが，これは1941年12月
14日に放送されたものである。吉林省で見つかっ
た音源は，12月8日当日のものとして貴重である。

33）前述の【資料11】の「二，題を活かすこと」にも
「題を述べないで第二以下を『次ぎ』『次ぎ』と続
けて行く行き方」とあり，「次ぎ」ということばの記
述が見られる。原稿用紙には書かれないが，それ
らを続けて読むときの話法として存在していたと考
えられる。

34）録音の関係で，ニュースの終わりに，次のニュース
の導入語句が見つからなくても，そのニュースがほ
ぼ終わっていると考えられるものについては，今回
は1つのニュースと数えることにする。これは，今
回の目的がリード文を見ることにあるためである。

35）大本営発表はこの日（太平洋戦争開戦の日）から
始まったとされる。当初は「陸軍部」と「海軍部」
に分かれて発表していたので，「大本営陸軍部発
表」などの表現で出てくる。

36）柳澤恭雄（1995b）では「大本営発表の発表文は，
タイプしたものが新聞各社に配布された。放送局
もそれをもらった。」（p.60）とある。

37）戦時中に出されたニュースの書き方に関するハンド
ブック『放送報道編集例』（1944）には，原稿の
模範例にリード文が付けられ，書くことが推奨され
ていたことがわかる。しかしハンドブックの本文の
ほうにはそうしたことは書かれなくなっていた。そ
れまでのハンドブック『ニュースの文体及び語法』

（1935）や『放送ニュース編集便覧』（1940）には，
本文の冒頭部分でリード文の付け方が書かれてい
たので，それに比べると推奨の度合いが下がって

いると捉えられる。また，この時期の放送用語委
員会で大本営発表のリード文を書く方法などにつ
いては検討されていない。

38）「1文原稿」が目立つと感じるかもしれない（計5本
ある）が，「1937年の原稿群」にも，「本文」が1文
しかないものが9本ある（リード文が加わっている
ので，体裁は「2文原稿」になっている）。これら
は，もしリード文が付けられなければ「1文原稿」
になっていたものである。つまり，「『1文原稿』が
多いから『リード文』が少なくなった」とは，直接
は言えないと考える。「ここでの『1文原稿』には
なぜ『リード文』が付けられなかったのか」と考え
るべきであろう。

39）リード文だけを繰り返し読むという放送対応は，
現在のニュース番組でも，ニュースが重大な場合に
はたびたびあることである。

40）吉村昭（1968）『大本営が震えた日』に詳しい。
41）ただし，【原稿166】と【原稿167】は，もともと2

つの同盟原稿だが，リード文は「又」で1つの原稿
にまとめてある。ここでは，もともとの同盟原稿を
基本にして数えることにしているので，今回はこれ
を2本として数えた。

42）「5-3-1」の【資料Ａ】の時期はまだ「大本営発表」
が存在しなかったので，「～発同盟」の数のみを数
えて「○」を付けた。「5-4-2」の【資料Ｂ】では，

「～発同盟」に加えて，このときから新たに始まった
「大本営発表」もあわせて数え，「○」を付けた。
これに加えて【資料Ｂ】は「音声」のため「形態上
の特徴」を調べることができずに情報が不足して
いたため，その他のクレジット情報を「△」として
設け，反復との双方を踏まえたうえでリード文であ
るかどうかを判定した。本章で扱う【資料Ｃ】は，

「5-3-1」の【資料Ａ】と同様，再び形態上の特徴
がわかる「原稿」を扱うので，「～発同盟」に「大
本営発表」のみを加え，この2つを対象とすること
にした。

43）これ以外に，「影響の大きい国際動静」や，それ
以外にも「大東亜共栄圏建設関連（満州や東南ア
ジアの国々の動静）」や「戦死・追悼」などに分類
して調べてみたが，顕著な特徴的な傾向は見られ
なかった。

44）当然，枢軸軍側に好ましくない情報だからだと推
測されるが，理由はわからない。

45）新聞記事には，見出しの次に，「前文」や「リード」
と呼ばれる，記事全体を要約した文が付くことが
しばしばあり，これとも関係があると考えられる。
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