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を考える上での視座を得ることができればと考
えている。

シリーズ第1回の本稿では，「テレビが登場し
た時代のラジオ」を取り上げる。
「新しいメディアが発展しても古いメディアは

決して滅びないというのが，マス・コミュニケー
ションの歴史である」という主旨のことが，識
者によって語られることがある1）。確かに新聞
も雑誌も，そしてラジオも滅びていない。なぜ
滅びなかったのか。「新しいメディア形式が発
明されるたびに，メディア相互間の再編成が

ラジオ放送を開始してから90年。その間に，ラジオは，その姿も果たしてきた役割や機能においても，大きく変
容してきた。シリーズ「ラジオ90年」では，この変容を続けたラジオが，さまざまな時代で見せた表情を取り上げ，
オムニバスに描いていく。シリーズ第1回の本稿では，「テレビが登場した時代のラジオ」を取り上げる。

ラジオは，1953年にテレビが登場したことによって，大きく変容する。テレビ放送開始は，ラジオにとって苦難
の時代の幕開けであり，ラジオの再構成の始まりでもあった。本稿では，「ラジオ再構成」の時期ともいえる1950
年代半ばから70年前後にかけて，ラジオのあり方や可能性がいかに論じられ，どのような戦略が生まれてきたのか
について，整理・検討していく。

1950年代の「全盛期のラジオ」は娯楽を中心とした総合編成機能を持ち，家庭で専念聴取されていたが，テレビ
の出現によって，総合編成機能も家庭での専念聴取も，テレビに奪われていく。そのラジオの活路として，「音によ
る想像性」を追求する方向，「何かしながら音楽を聴いてもらう」方向，「個人向けに専門化」していく方向などが論
じられるなかで，「ながら聴取」を前提とした「ナマ・ワイド番組」の方向に進んでいく。そして，1960年代に入ると，

「ながら聴取」によって「聞けども，聞こえず」という状態のラジオではなく，「聴かれる」ラジオを目指した議論が
交わされていく。そうした議論を経て，特定の時間帯に，限定した対象に向けて，対象に即した内容を届けていく

「オーディエンス・セグメンテーション」戦略が見出されてくる。「オーディエンス・セグメンテーション」と「ナマ・ワイ
ド番組」，さらに「パーソナリティ」が加わることで，1960年代後半の若者の深夜放送ブームを生み，「新しいラジオ」
に再構成されていった。この「ラジオの再構成」の時期は，「全盛期のラジオ」「マスとしてのラジオ」からの脱却の
過程であると同時に，ラジオの新たな戦略や新たな機能の創造の過程でもあった。

 シリーズ   ラジオ 90年　【第 1 回】 

テレビが登場した時代のラジオ
～その議論と戦略をめぐって～

メディア研究部  東山一郎

１．はじめに

1925年にラジオ放送を開始してから90年。
戦前，戦後，そしてテレビ登場前後で，ラジオ
は，その姿も果たしてきた役割や機能において
も，大きく変容してきている。このシリーズ「ラ
ジオ90年」では，この変容を続けたラジオが，
さまざまな時代で見せた表情を取り上げ，オム
ニバスに描いていく。時代によって異なるラジ
オの表情から，放送の多面的な「原風景」を描
きだすことによって，現在，そして今後の放送
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行われる」（加藤秀俊，1958）ことや，「より分
業化して生き残っていく」（春日由三，1965）こ
となどが語られている。テレビの登場によって，
確かにラジオは大きな変化をとげた。この変化
があったからこそ，ラジオが90年の長きにわ
たってその役割を果たすことにつながったとも
考えられる。

1925年のラジオ放送開始から約30年後，
そしてラジオ民間放送が誕生（51年）してわず
か2年後の53年にテレビ放送がスタートした。
このテレビ放送開始は，ラジオにとっては苦難
の時代の幕開けであり，同時に，ラジオという
メディアの「再構成」の始まりでもあった。ラ
ジオ広告費は57年度から，その成長が鈍化し，
59年度にはテレビ広告費に抜かれ，凌駕され
る。61年度にはNHKの受信契約数においても
テレビがラジオを上回る。「テレビ時代」を迎
えるなかで，ラジオというメディアの再構成も
進んでいった。ラジオの「ながら聴取」や「聴
取の個人化」といった点が注目を集めるなか
で，現在のラジオ編成の大きな枠組みにも通

ずる「ワイド番組」と「セグメンテーション」と
いう戦略が取り入れられていく。そして，よう
やく60年代後半から70年にかけて，広告収入
や聴取状況の面でラジオは安定的な局面を迎
える（表1）。

このラジオの再構成の時期ともいえる1950
年代半ばから70年前後にかけて，放送業界誌
や書籍などで語られた「ラジオ論」をもとに，
テレビとの比較のなかで，ラジオの「可能性」
や「あり方」がいかに論じられたのか。そして，

「ワイド番組」や「セグメンテーション」といっ
た戦略はどのように生まれてきたのか。最後に，
安定局面のなかで，再構成された「新しいラ
ジオ」はどのように認識，評価されたのか。本
稿では，これらの点について，時系列に整理・
検討していく。

表2は，『放送文化』『放送朝日』『調査情報』
に掲載された，ラジオ関係のおもな特集やシ
リーズである。テレビのラジオに対する影響が
顕在化した1958年頃から特集が掲載され始
め，60年代後半になると，「復活」というニュ

西暦 総広告費
（億円）

前年比
（％）

ラジオ広告費
（億円）

前年比
（％）

テレビ広告費
（億円）

前年比
（％）

ラジオ平均
聴取時間（平日）

テレビ平均
視聴時間（平日）

1953 491 127.5 45 204.5 1 ―
1954 550 112.0 74 164.4 4 400.0 
1955 609 110.7 98 132.4 9 225.0 
1956 745 122.3 130 132.7 20 222.2 
1957 940 126.2 150 115.4 60 300.0 
1958 1,065 113.3 157 104.7 105 175.0 
1959 1,456 136.7 162 103.2 238 226.7 
1960 1,740 119.5 178 109.9 388 163.0 1 時間 34 分 56 分
1961 2,110 121.3 178 100.0 539 138.9 
1962 2,435 115.4 173 97.2 690 128.0 
1963 2,982 122.5 171 98.8 899 130.3 
1964 3,491 117.1 170 99.4 1,081 120.2 
1965 3,440 98.5 161 94.7 1,110 102.7 27 分 2 時間 52 分
1966 3,831 111.4 169 105.0 1,247 112.3 
1967 4,594 119.9 195 115.4 1,509 121.0 
1968 5,321 115.8 233 119.5 1,745 115.6 
1969 6,328 118.9 291 124.9 2,042 117.0 
1970 7,560 119.5 345 118.6 2,445 119.7 28 分 3 時間 5 分

＊電通推定「日本の広告費」および「NHK 国民生活時間調査」から抜粋

表１　ラジオ・テレビの広告費および平均聴取・視聴時間〈1953 ～ 1970〉
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アンスが見え，70年代半ばまででラジオ関連
の特集が収束する。

以下では，まず，50年代の全盛期のラジオ
の姿を概観する（2 節）。次に，50年代後半に
顕在化した，テレビのラジオへの影響，その
影響下で論じられたラジオの方向性，そしてラ
ジオがとった対応策について見る（3節）。続い
て，60年代初頭からの「新しいラジオ」に向け
た議論，その実践と評価について検討していく

（4節）。

２．ラジオ全盛期とテレビの登場

（１）全盛期のラジオ
1951年9月に中部日本放送と新日本放送（後

の毎日放送）が開局し，民放ラジオがスター
トする。その後も開局が続き，50年代で民放
ラジオは40社を超えるまでに増えていった。
NHKのラジオ受信契 約数は58年11月には
1,481万件（世帯普及率82.5%）とピークに達し

た。この民放ラジオのスタートから57，8年頃
までが，さしあたり，ラジオの全盛期と見るこ
とができるだろう。

この時代にラジオは家庭においてどんな存在
だったのか。NHK放送文化研究所（以下，文研）
元主任研究員で社会学者 2）の藤竹暁は，『ラジ
オコマーシャル』（文化放送）75年7月号に寄せ
た論文のなかで，NHKのラジオドラマ『えり子
とともに 3）』を親子3人で30分間ひと言も発する
ことなく，じっと聴いていた自らのエピソードを
紹介した上で，『えり子とともに』や『君の名は』

『鐘の鳴る丘』が放送された時代，つまりラジ
オの全盛期について，次のように言う。
「当時はラジオ黄金時代であった。ラジオは

すっかり，人びとの生活のなかにとけ込んでい
た。にもかかわらず，そこには「傾聴」のスタイ
ルが支配していたのである。」（藤竹暁，1975：
50）

ラジオ全盛期，とくに50年代前半は，茶
の間で家族がラジオを専念聴取していたとい

表 2　放送業界誌 3 誌のおもな「ラジオ」関連の特集・シリーズ

放送文化（NHK） 放送朝日（朝日放送） 調査情報（ラジオ東京，後の東京放送）
1958 年 7 月号 ラジオ対テレビ

1959 年 5 月号 テレビ時代のラジオ 1959 年 6，7 月号 テレビ時代のラジオ（その１）（その 2）
1959 年 10 月号 これからのラジオ
1959 年 12 月号 ラジオにローカル性はどう生かされて

いるか
1960 年 10 月号 ラジオのニュース・テレビのニュース 1960 年 6 月号 ラジオへの再認識 1960 年 9 月号 これからのラジオ
1961 年 12 月号 これからのラジオ 1961 年 4 月号 つぎの10 年…ラジオとテレビのために 1961 年 1 月号 創造的ラジオ　時代のムードのなかで

1961 年 5 月号 大衆時代テレビ・ラジオの在り方
1961 年 12 月号 ラジオ・リバイバル
1962 年 4 月号 マーケッティングのなかのラジオ，テレビ 1962 年 3 月号 連載：アメリカ　テレビ時代のラジオ

　　　〃 シリーズ：スポンサーとラジオ
1963 年 5 月号 シリーズ：安定期にはいったラジオ
1964 年 7 月号 連載：ラジオ教室

1966 年 4 月号 ラジオ　その現状と展望 1966 年 6，7 月号 平均的ラジオ族（1）（2）
1967 年 10 月号 ラジオ・ルネッサンスの現状をみる 1967 年 1 月号 連載：これからのラジオ 1967 年 8 月号 新しい対話めざして　ラジオ復活と

その新たな挑戦
1968 年 10 月号 攻勢に転じたラジオ界
1970 年 2 月号 マスメディアの中のラジオの位置 1970 年 8 月号 構造改革迫られるラジオネットワーク

1971 年 7 月号 シリーズ：経験的ラジオ・コミュニケー
ション論

1972 年 1 月号 連載：ラジオワイド番組
1973 年 4 月号 シリーズ：ラジオ再発見 1973 年 1 月号 連載：ラジオ・NOW・ナウ
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う。この時期のNHK第一放送の聴取率高位
番組 4）を見ると，宮田輝司会のクイズ番組『三
つの歌』（63％），『上方演芸会』（61％），『君の
名は』（57％）などの大衆娯楽番組が上位を占
めている。民放では，『銭形平次捕物控』（ラ
ジオ東京，15%），『浪曲素人のどくらべ大会』

（同，13%）など，時代小説，浪花節，落語な
どが好まれていた 5）。全盛期のラジオ編成は，
NHK，民放ともに，こういった娯楽番組をは
じめ，報道・社会，教養・教育，スポーツなど
による総合編成で，15分，30 分と区分された
番組を決まった日時に繰り返す形だった。

春日由三（NHK専務理事）は，『放送文化』
65年12月号において，ラジオ全盛期における
送り手側の状況を回想している。春日によれば
ラジオは，その効用が認められていくなかで，
迅速性，広汎性，同時性といった特性を駆使
し，あらゆる方面に進出していった。劇場中継
やスポーツ実況など，聴覚だけのラジオが視
覚の領域までに拡がっていった。
「その結果，いわゆる「放送万能膏的」な考

え方が持たれだしました。つまり，放送という
ものはあらゆる事象を伝達し得るものだといっ
た過信的なものです。…「工作機械講座」と
か「高等数学講座」（テキストは出しましたが）
とかいった，とても耳だけではつかみ得ない
ものまで次 と々企画したものです。」（春日由三，
1965：53）

ラジオに携わる人々は，「ラジオに伝えられな
いことはない」，そして，「誰もがラジオを聴い
てくれる」と思っていたであろう。こういったラ
ジオ全盛期に培われた「ラジオ人の自信や思い」
が，テレビ登場以降の「新しいラジオ」への道
すじを見出すことを困難にした面があったと思
われる。

（２）テレビ放送とトランジスタラジオの登場
テレビ放送開始（1953 年）

1953年に，NHK（東京）と日本テレビが本
放送を開始，その後も徐々に開局が続いてい
たが，57年10月の大量の予備免許交付によっ
て，テレビ局は各地で一気に開局し，60年度
末で民放テレビは43社にまで拡大した。テレ
ビの受信契約数は，放送開始3年後の55年度
末で16万5,000件余り（世帯普及率0.9％）と，
当初伸び悩んでいたが，各地にテレビ局の開局
が進んだ58年度，皇太子ご成婚がテレビ中継
された59年度頃から急速に普及し，58年度末
で3年前の10倍以上になる198万件（11.0％），
59年度末には414万件（23.1％）となった。街
頭テレビを見る時代から，家庭への普及が進ん
でいくと，テレビが茶の間の中心となっていく。

トランジスタラジオの登場（1955 年）

ラジオ受信機は当初，レシーバー付きの鉱
石ラジオが多かった。1928年頃から電灯線か
ら電源をとる真空管ラジオが普及し始め，家族
でラジオを楽しむことができるようになったが，
停電になると役に立たないものでもあった。ト
ランジスタは小型，小電力，長寿命などの特性
を持つもので，東京通信工業（後のソニー）に
よって，55年にトランジスタラジオが発売され
た。ポータブル化を進めることになったのが，
このトランジスタラジオであった。トランジスタ
ラジオは50年代後半から60年代にかけて普及
が拡大し，ラジオを茶の間だけでなく，個室や
車中，屋外で，しかも「何かをしながら」聴くこ
とを可能にしていく。テレビ放送とトランジスタ
ラジオの登場は，ラジオの「家族による専念聴
取」という態様を，「ひとりで何かしながら聴く」
方向へ向かわせる意味を持っていた。

APRIL 2015
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（３）テレビとの比較のなかでの「ラジオ」論
テレビ登場後，テレビと比較したラジオの特

性は何かということが語られ始める。
作家の内村直也は，『放送文化』54年2月号

の「テレビとラジオ」と題した論文で，ラジオは
「イマジネエションの芸術」だと称し，音の表現
力の強さを次のように言う。
「ラジオというものは，視覚を失ったことが

欠陥となるのではなくて，反対に視覚にまどわ
されることなく，事物の核心に接近することが
出来る。…音の世界，音響の世界というものは，
視覚よりも優れた特性を有するものだ。今日テ
レビ時代を迎えて，ぼくらとして考えなければ
ならないことは，この特性を最高度に生かす
方法である。」（内村直也，1954：3）
『放送文化』56年3月号の「座談会　放送

50年　―明日の放送の夢を語る―」では，飯
沢匡（劇作家）が物語を書く立場から，テレビ
とラジオを比較している。
「書く場合，純粋さから言うと，決して作者の

イメージにぴったり来る役者はいない。そうす
ると，それが変な顔をして出て来るテレビで喋
るよりは，ラジオの音だけを委されたほうがい
い。壮大なる原野，壮麗なる宮殿と言っても，
とてもそれはテレビじゃ出せません。音だけが
出せるということは充分あり得る。」（飯沢匡，
1956：7）

ラジオは映像がないことで，音による自由
なイメージを作りだすことができる。そういっ
た想像性の領域を生かしていくべきと考えられ
た。ラジオがまだテレビの影響を大きく受けて
いない時期，こういった特性を生かしていけ
ば，ラジオとテレビは違った性格のメディアとし
て共存していけると考えられていたのではない
だろうか。

３．沈滞するラジオ

（１）表れた「テレビの影響」
テレビによる影響がラジオに顕著に表れてき

たのは，1957年から60年頃である。ラジオ広告
費の伸びが鈍化し，対前年比で総広告費の伸
び率を下回ったのが57年度，そして，民放テレ
ビが大量に開局し，テレビ広告費がラジオ広告
費を上回ったのが59年度である。広告収入だけ
でなく，聴取の面でも大きな変化が見られた。
『放送文化』59年3月号では，ラジオ聴取率

の大きな変化を次のように伝えている。
○『三つの歌』の聴取率（72％→ 34.6％）

ラジオ全盛期の代表的な番組である『三つの
歌』の聴取率が大きく減少している。54年10月
に番組最高の72％だったものが，58年11月に
は34.6％に半減している。
○ラジオ第一の平均聴取率（14.6％→ 6.7％）

58年のNHKラジオ第一の平均聴取率は
6.7％で，前年の7.9％と有意差はなく減ったと
はいいがたいが，54年の14.6％に比べて大きく
減少している。毎年少しずつ減少する聴取率が
積もり積もって何年かすると大きな減少となって
いる。『三つの歌』だけが減少したのではなく，
ほとんどの番組に見られる一般的傾向である。
○ゴールデンアワーの聴取率減少が大きい

54年と比して，各時間とも平均して聴取率は
減少しているが，夜間，とくに午後7時から10
時までのゴールデンアワーでの減少が他の時間
に比べて大きい（近藤輝夫，1959：36-37）。

また，『NHK放送文化研究所年報』第8集
（1963）では，54年から62年までのNHKラジ
オ第一の聴取率の推移を示している。
○夜間の聴取率減少が顕著

54年を100とすると，62年の聴取率は，午前
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毎日新聞　1959 年 1 月 1 日

32，午後19，夜間16。例えば，55年にもっとも
聴取率が高い時間帯だった夜7時半から8時で
は，35％（55年）から7％（62年）に下がっている。
○娯楽・教育番組の聴取率減少が著しい

番組内容別の聴取率の推移では，58年を
100とすると，62年の聴取率は，報道51，教育
28，教養50，娯楽31。教育，娯楽の減少が著
しく，報道，教養はこれに比べると減少がゆる
やかである。このため，報道，教養の聴取率の
相対的位置が上昇した（児島和人，1963：83）。

テレビの影響により，ラジオ聴取が全体的に
減少し，とりわけ娯楽番組が多い夜間，とくに
ゴールデンアワーの減少が大きかった。

これは，「夜間のゴールデンアワー」と「茶の
間で家族が楽しむ娯楽」のテレビへの移行を意
味していた。多くのスポンサーがテレビに移り，
ラジオ広告費は62年度からマイナスに転じ，66
年度まで回復することはなかった。

また，『放送文化』58年12月号の「1958年
の放送時評」では，「トランジスターの普及」や，
ラジオ聴取が「今まで世帯単位だったのが個人
単位になりつつある」こととともに，「勉強しな
がら聞くという，ながら病という名前が出たの
は今年じゃないでしょうか」として，「ながら聴
取」という聴取態度が現れたことが語られてい
る（土方正巳ほか，1958：7-8）。

ラジオの沈滞と混迷

この時期の民放ラジオ界の状況を，日本民
間放送連盟放送研究所（以下，「民放研」）がま
とめた『ラジオ白書』（1964）によると，ラジオ
隆盛期に「ラジオは自らの美酒に酔い痴れてい
たのである。まもなく襲い来ったテレビの急激
な攻勢の前に，ラジオはなすすべもしらずにた
だあわてて，落胆し，混迷沈滞の淵に沈む」こ
とになり，世の中は「テレビに注目し，大部分
のスポンサーはテレビ一辺倒となり，ラジオは
すでに「古いメディアだ」といわれるようになっ
てしまった」。そして，「こうした風潮の下に，
ラジオ関係者は混迷し沈滞した」と記している

（民放研，1964：70-71）。
また，野崎茂（民放研）と後藤和彦（文研）

は，『ラジオコマーシャル』76年1月号の誌上
対談で，「ラジオ斜陽論というのはラジオの中
から，ラジオ人の心の中から生まれてきた気が
する」「僕もそうだったけど…もうラジオはおしま
いだと思った」，そして「ラジオに対して大衆は
決してネガティブでもないのに，ラジオの人た
ちが自己規定し，絶望感を持った」。そういっ
た自信喪失の段階がまずあって，「今度は建て
直しをしなければいけない」という試みが出て
くるのが60年過ぎだった，と語っている（野崎
茂，後藤和彦，1976：3-4）。

（２）テレビ時代のラジオの方向性
　　　―「聴取の個人化」と「ながら聴取」

この時期，各誌にラジオ局当事者はあまり
登場してこない。おもに知識人によって，テレ
ビ時代のラジオの方向性が語られている。そ
の方向性は，「聴取の個人化」と「ながら聴取」
を意識したものや，先行事例としての「アメリカ
のラジオ」を取り上げたものが多い。
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『放送文化』59年5月号の特集「テレビ時代
のラジオ」では，さまざまな論者が今後のラジ
オのあり方を説いている。

例えば，福岡誠一（リーダーズ・ダイジェスト
編集局長）は，テレビは開放的，一般的，大
衆的で，ラジオは沈潜的，専門的，個人的な
方向を指向すべきとして，「ラジオ番組が専門
店式に分化していくと，番組の聴衆は減少する
ので，民間局にとっては頭が痛いかもしれない。
しかし，普遍化を目指せばテレビの敵ではない。
専門化，分化した聴取者層を狙って細く生きる
ことが，ラジオに残された一つの道ではないだ
ろうか。」と述べている（福岡誠一，1959：13）。

個室でひとりでラジオを聴く人，例えば教養
人に向けて，大衆向けではない，専門化した
内容の放送を指向すべきという指摘である。た
だし，この場合，聴取者数が減り，広告収入
が減ることも念頭に置かねばならない。

多田道太郎（京大講師）は，「生活の背景音」
と「表現のメディア」という，異なる2つの方向
を示す。第一の方向は，「仕事や家事をしなが
ら」聴いてもらうという生活の背景音としてのラ
ジオ，音楽中心のラジオである。
「ラジオはたえず背景音を流し続けるだろう

…これがラジオの本筋となろう。労働の伴奏音
は快い…背景音としてのラジオはもう一つ利点
をもつ。ひとは聴くともなく音楽を聴いている。
突然，音楽は中断されニュースが流れる。ひと
はいやでもニュースに注意する。…ラジオはこ
うして，もっとも迅速な伝達メディアとして役割
を果たすだろう。」

多田が示す，もう一つの方向性は，芸術性
の高い「表現のメディア」であるが，「芸術の大
勢が圧倒的にリアリズムに向いている」現状に
おいては，成立が困難であるという。

「リアリズムではテレビ，映画にはかないっこ
ない。しかし，具体的なものをきらい，あいま
い領域をのみ狙う芸術運動は今までにも数 あ々
る。将来も，そうした「純粋化」運動はおこら
ぬわけではない。そのさい，ラジオは有力なメ
ディアとなるだろう。」

そして，ラジオは，「必然的に，しばらくのあ
いだは，高級文化と大衆文化との割れ目を一ば
ん痛切に味わねばならぬだろう」と言う（多田
道太郎，1959：16-17）。

日本より，ラジオもテレビも先行していたアメ
リカでは，52年頃に広告収入の面でラジオネッ
トワークとテレビネットワークの逆転が起きてい
た。アメリカのラジオがとった方策には2つの
方向性があった。ひとつは，おもにローカル局
や独立局がとった「ニュースと音楽」に専門・
特化する方向。これは，ディスクジョッキーに
よるトップ40などのレコード音楽紹介を主体と
した放送で，経費がかからず，少ない人数で運
営していくもの。つまり，出費も収入もダウンサ
イズした方向で，その後さらに，クラシックな
どに特化した専門局を生んでいる。もうひとつ
の方向は，ネットワークのNBCがとったナマ・
ワイド番組の編成で，週末40時間にわたるマ
ラソン番組『モニター』を55年に開始している。

『モニター』は，ニュース，スポーツ，天気予報，
フィーチャー，音楽，インフォメーションなど総
合的な内容でしかも質を保ちつつ，短時間の
コーナーにわけて注意をひく工夫をし，誰でも，
いつでも，どこからでも，「何かしながら」でも，
聴けるようにした。スポンサーの提供番組が減
るなかで，スポットCMを中心にしていくという
意図もあるものだった。こういったアメリカのラ
ジオの状況が各誌でたびたび伝えられていた。
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（３）ワイド番組の登場（ラジオ編成の変化）
ラジオがテレビに圧倒され，広告収入が停

滞するなかで，各局では，制作費の抑制と「ワ
イド番組」をスタートさせる動きが見られた。
『調査情報』59年10月号の「特集　これか

らのラジオ」は民放各局の編成の動きをおおよ
そ次のように伝えている。
「娯楽はテレビ，ニュースと音楽はラジオとい

うようなはっきりした線はまだ打ち出されていな
い」が，「全般的にいって文芸娯楽番組が減少
し，「モニター」形式の番組が増加」しはじめて
いる。「作られたものを売るという従来の営業
方式とは逆に，売りやすいものを作るという方
向」に動いてきている。午前中はラジオの聴取
率が高く，スポンサーにとっても魅力ある時間
で，特に早朝7時台にスポンサーが殺到し，各
局とも5分番組を並べるなど，「極端に番組を
細分化する傾向」が目立っている。昼の時間帯
では，ワイド番組が続 と々現れている。そして
夜間では，ゴールデンアワーにニュース番組が
登場した一方で，「週一ドラマが姿を消した」。
東京3局で純粋の週一ドラマとして残っている
のは各社1本ずつで，2本はスポンサーの協力
で余命を保ち，1本はサス（自主編成）で編成
している。週一ドラマの減少は制作費がかかる
ためであった（ラジオ東京，1959：3，32-37）。

ワイド番組の登場

日本における「ワイド番組」の先駆けは，57
年4月に放送開始したラジオ東京（後のTBS）
の『東京ダイヤル』である。この『東京ダイヤ
ル』は，NBCの『モニター』に倣ったものとさ
れ，平日午後4時台に置かれた40分の帯番組
であった。ラジオ東京はその後も，平日午後3
時台に『女性ジャーナル』，土曜午後の2時間

ワイド『土曜パトロール』など，ワイド番組を拡
大していく。また，各局で『大阪ダイヤル』や『九
州ダイヤル』といった類似番組も増えていった。
『ラジオ白書』（1964）によれば，『東京ダイヤ

ル』の狙いは，①テレビに対して，速報性，即
時性といったラジオの社会報道的機能を全面
的に発揮する，②ラジオの新しい聴取態度（な
がら聴取）にマッチさせる，③番組制作方法の
簡素化と制作費の縮減，という3点がおもなも
のだった。このようなワイド番組は直ちに全国
に波及し，58年春には，文化放送，ニッポン
放送をはじめ全国13局でワイド番組が開始さ
れている。各局のワイド番組には，『東京ダイヤ
ル』の①と②を狙い社会報道性を基調とするも
のと，②と③を狙いレコード中心のものの2つ
の系統があった（民放研，1964：71-73）。

この時期の日本のワイド番組はワイドといっ
ても，レコード中心のものも含めて1時間程度
のものが多く，40時間でしかも手の込んだ番
組であった『モニター』とは大きな違いがあるも
のだった。この時期に，おもに「ながら聴取に
マッチさせる」ことを目的としたワイド番組が拡
大していったことは，コストを抑える目的もあっ
たが，混迷・沈滞するなかで，ラジオは「なが
ら聴かれる」ものになったという認識，自己規
定があったものとも思われる。

４．新しいラジオへ

（１）「新しいラジオ」に向けた議論
1960年代に入り，今後のラジオのあり方につ

いて，ラジオ当事者による議論が徐々に始まっ
てくる。アメリカのラジオの復調 6）が伝えられる
とともに，沈滞したムードのなかで，ラジオ局と
ともにラジオを作ってきた，いわば同志が声を
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あげたこと7）も議論のきっかけになったのかもし
れない。
『放送朝日』61年5月号では，永六輔（作家）

が「何かを育てなければ」という小論で，ラジ
オ業界に檄を飛ばしている。永によれば，ラジ
オは「テレビの出現ですっかり力を失った斜陽
産業の姿そのもの」になっており，知らない間
にテレビ・コンプレックスになっていたり，自分
の芸術の中に閉じこもったりしているという。ま
ずは，「誇りを持って現状のラジオはテレビに無
条件降伏をするべき」で，その上で「新しく個
人を単位とした放送」として出直すべきであると
述べている（永六輔，1961：11-12）。

この時期のラジオをめぐる議論は，「ながら
聴取にマッチさせるラジオ」に対する疑問の声
も含め，今後のラジオ，新しいラジオのあり方
について論じられたものである。さまざまな立
場からさまざまな視点の議論が噴出した時期で
もあり，収斂していく性格のものではなかった
が，論じられる内容のなかに，「聴かれる」ため
に何をすべきかという方向と，聴取者として「個」
を意識するという方向を見出すことができる。

ラジオ経営の 2つの方向性―縮小か前進か

落合孝幸（ラジオ東京調査部長）は，「ラジ
オの進路を想う」と題した小論で，各地の民放
各社と意見交換するなかで感じた各社の心情を
率直にまとめている。
「ラジオの将来について，アメリカ流に「ニュー

スとレコード」の途に落ちつくほかはないと見る
ものと，ラジオをそういうせまい範囲に押しこ
めず，音の世界の効果と機能とを最大限度に活
用することによって，もっと巾の広い企業の可
能性をラジオに見いだそうとするものと―この二
筋の方向が，いまの日本ではせり合いはじめて

いるともいえよう。」（落合孝幸，1960：13）
この2つの方向性の選択は，広告収入の減

少のなかで，制作費をどこまで投ずるのかとい
う点で，悩ましい岐路だったはずである。
『CBCレポート』63年2月号では，大木貞一

（中部日本放送ラジオ局長）と青井英隆（文化
放送業務局長）の対談を掲載している。
「スポンサーからの収入，それにも限度があ

る。…長い時間集中するきかれ方は，なくなっ
てきている…だから番組のつくり方も変えなけ
ればならないし，むだな金を投下しても，それ
がサービスとは思われないわけです。そういう
変化を考えますと，番組を充実させるにしても
その限度と方法を十分に考慮しなければなら
ない。…それぞれの経営規模に応じた制作態
度というもので，やってゆかなければいけない」

（大木貞一，1963：29）
地方局の経営が厳しいなかで，「ながら聴取」

が多いのだから，それに対応した簡易な番組で
よいのではないかという主旨の大木の発言に，
青井は強く反論する。
「ここで民放の本質を見きわめる必要がある

わけで，スポンサーはいったいなにを望んでい
るか，安ければよいのではなく広告主は広告効
果を買うんですから…効果があると判断すれば
大金を投じてもその番組を買うだろう。出費の
みを考えると大変だが出費に応じた，聴取者を
獲得できる，効果のある番組は，それに応じ
た収入が裏付けられる。要するに，ただなんと
なく番組を作り，なんとなく流し，出費のみ気
にする無気力さが問題なんで，その基本をなす
心構え，激しい意欲に燃えた積極策こそラジ
オ・スパイラルの原動力なのではないですか。」

（青井英隆，1963：29）
つまり，聴取率が高い，多くの聴取者を獲得
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できる番組を作れば，制作費はかかっても，そ
れを上回る広告収入が確保できるはずだという
ことである。さらに青井は主張を続ける。
「NHKの生活時間調査で接触率はラジオが

第1位です。しかも広告単価は安い。それなの
にラジオが下降するのはどういう理由かとなる
と，ステーションも代理店も反省する必要が出
てくる。…効果あらしめないのは，われわれの
努力が足りないということになる。…現状の番
組がベストだとは思わない。…番組内容を現在
以下に下げる必要はない。より前進して，ほん
とうに〝聞かれる″ように努力すべきだ」（青井英
隆，1963：30）。

接触はされているラジオは，「聞けども，聞こ
えず」で「CMも聞き流されている」と思われな
いような番組を作る努力が必要だと，青井は主
張しているのである。

「ながら聴取」でよいのか

この時期，ラジオのあり方として，「ながら聴
かれる」ものでよいのか，という根本的な点に
ついて，多くの論者が言及している。

例えば，友沢英爾（中部日本放送ラジオ局
営業部長）は『CBCレポート』61年11月号に
おいて，「ながら聴取」はラジオの特性ではな
く，聴取者自体の権利であって，「ながら聴か
れているラジオ」の地位を説明しているにすぎ
ないと指摘し，「ながら聴取」が，人々の生活
のなかにラジオが浸透するという意味であるな
らば，それは役に立つもの，実用性を備えたも
のでなくてはならない。そうでなければ，「どこ
まででも〝あなたのペットになります″と同じ精
神状態で，これはラジオの頽廃」に通じると述
べている（友沢英爾，1961：11）。

文研の児島和人は，「ラジオ聴取特性の再検

討」と題した論文で，ラジオ聴取の特性とされ
る「ながら聴取」について，実証的データに基
づいて検討している。児島によれば，ラジオ聴
取の大半の領域で，ながら聴取が行われてい
るという。また，ながら聴取とは，本来は，ラ
ジオ聴取の際に他の活動も同時に行われている
という事実を示す言葉にすぎず，生活の背景音
として受け入れている（随伴的）のか，それとも，
積極的に特定の目的のために利用しているのか

（両立的）ということとは無関係であり，ながら
聴取がラジオの特性として主張される場合，随
伴的聴取のみが強調されすぎると，「ただ何とな
く音がきこえているだけで満足感があり，いつ
でも音を受け身できく」（南博）といったマイナス
の聴取態度を助長し，ジャーナリズム機能，文
化遺産の伝達機能，娯楽の提供機能等の放送
本来の機能が見失われる危険性が生まれはし
ないだろうか，と指摘する。
「その意味で，テレビが普及した今日の状況

の下で，ラジオ聴取の特性としての「ながら聴
取」をめぐって当面している問題は，いかにし
て両立的のタイプのラジオ聴取を促進し，ラジ
オ本来の役割を推進するかという事であろう。」

（児島和人，1963：95）

何を，どのように伝えるのか

ニュースと音楽以外に，何を作り，何を伝え
るのか，どう伝えるのか，という点も論じられ
た。この点で論じられたのは，「実用性（ある
いは生活）」「想像性」「情緒（あるいは心）」な
ど方向性は異なるものであったが，聴き手とし
て，大衆や家族ではなく，ひとりの人間を念頭
に置いている点で共通している。

横倉巧史郎（東京放送・ラジオ第一制作部
副部長）は，『CBCレポート』62年10月号で，
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前号に掲載された島津国臣（東京放送・ラジオ
報道部長）の言を引きながら，生活者にとって
実用性のあるニュースとラジオのイメージをおお
よそ次のように示している。

島津氏は「現在ラジオのニュースは新聞その
ままである。政治，経済，社会，外電と新聞
をそのまま読んでニュースと呼んでいる。しか
し池田総理や大平外務大臣だけが，ケネディ
大統領だけがニュースなのだろうか」と指摘し，

「デパートに行ってみよ，市場に行ってみよ，通
勤電車にゆられてみよ，そこには誰もが知りた
がっている，自分と直接つながっているニュー
スがゴロゴロしているではないか」「…ラジオ
ニュースはこういうニュースをやってみたい」と
ラジオ報道部門の進むべき道を示していた。「こ
れは報道部門に関してだけではなく，ラジオ全
体の向かうべき方向と考えるべき」であろう（横
倉巧史郎，1962：39）。

想像性を生かしたラジオ芸術の世界でも新し
いアプローチの必要が説かれている。作家の北
条誠は，「新しいドラマの世界を」と題して，個
人を対象としたドラマの可能性を示している。
「新しいラジオドラマの形式として，個人対象

の雰囲気は，当然とりいれられなければならな
い。「貴女だけに聞かせるドラマ･･･」「貴君のリ
クエストによるドラマ･･･」といったニュアンスで
ある。…個人を対象とする，ラジオドラマの道
は細 と々，しかし人間の「一人の時間」「孤独の
時間」の中に遠く入って行くようである。…ラジ
オドラマの，対個人的な新生面は，ドラマの側
から，…一歩音楽に近づくかも知れない。…一
人の愛聴者を胸に描いて，多く唄うドラマを僕
は書きたい。…一人の胸にしみるラジオドラマ
は，その一人の集合体としての，多数に通じる
だろう。…僕は，心と心の結びつきの場として

の，ラジオドラマの新しい天地を夢みる。」（北
条誠，1963：39）

ピンクムード番組から，ラジオの特質を「1
対1の対話」に見出す論者もいた。船越章（放
送評論家）は『CBCレポート』に連載していた

「ラジオ時評」において，淡路恵子が「もっと
もすぐれたピンクムード番組のナレーター」だと
思われると述べ，「淡路恵子はどこまでも聴取
者と1対1の態度でナレーションを進めている。
平凡なようだがこの肝心な鉄則をしっかり心に
刻んでいるところに淡路恵子の巧さがある。閉
め切った部屋の中で聴取者と膝をつき合せて
語りかけているようなインティメートなムードが
上品ではあるがかなり強烈なエロティシズムを
発散している。ピンクムード番組の本質を如実
にみせている演技だ」と言う。さらに「こうし
たピンクムード番組にみられる，聴取者ひとり
ひとりの情緒と感覚に直接訴えるという特質そ
のものが，きわめてラジオ的で…深くラジオの
機能と可能性」につながっていると述べている

（船越章，1963：36）。

誰に向けたラジオか

「ラジオ聴取の個人化傾向」が指摘されるな
かで，「家族に向けた娯楽」ではなく，誰に向
けてどんな役割を果たすのか。今後，ラジオ
が果たすべき機能についても論じられている。

崎山正毅（東海大学教授・元文研）は，「ラ
ジオ機能の再検討」と題した論文で，ある条件
下であれば，ラジオは特定対象に対してサービ
スするメディアとなりうると指摘している。崎山
によれば，「今日はまだテレビが特定対象に特
定目的で使用されること」は少ないし，永久に
そうであるかもしれず，「根本的な変化がない限
り，テレビの大衆性，全国性は宿命になるおそ
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れがある。そのかぎり，ラジオの役割は大きい」
という。そして，ラジオはつねにすべての国民
のものであるが，対象を明確にすることは，国
民の一部にのみサービスすることではないと指
摘し，「国民すべてのものということは，いつで
も，どこでも，どの局のどの番組も，できるだ
け多数に志向するものである」ということとは
同義ではないと述べている（崎山正毅，1964：
67）。

テレビが大衆に向けた存在であり続けるので
あれば，すべてのラジオ局が不特定多数に向
けた機能を持つ必要はない。特定対象向けの
ラジオ局が複数存在することによって，大衆を
満足させる方向性もありうるという指摘である。
『CBCレポート』62年12月号で，渡辺忠三

郎（東京放送・ラジオ業務局企画課長）は，
ラジオの機能はすべてテレビに奪われてしまっ
たわけではなく，ラジオとテレビの機能は必ず
しも一致しないとし，「たまたま一致する部分
で，一生懸命に力んでいたラジオ関係者の誤
算が，今日のラジオ界の苦境を招いた」ので
あって，ラジオ本来の機能を見直す必要性が
ある。そして，新たな機能の開発にも目を向け
るべきであると言う。
「重要なことは…今送られている番組を聴視

者がある程度，見聞きしていることが，事実で
あっても，それを真に満足して見ているのか，
それとも他にもっと見たいものもないから，何と
なく見ているのか，ということ…大衆の期待が
新しい機能を要求し，その新しい機能が，大
衆の期待を育てるということに対してあまりにも
関心がうす過ぎるのではなかろうか。…聴取率

（厳密には記憶率）という量的な指数によっての
み物事を判断するために聴取構成という質的な
指数をほとんど無視してしまっている。ところ

が機能というものはこの質的要素に左右される
方が多いのである。」（渡辺忠三郎，1962：40）
『ラジオコマーシャル』63年7月号における

座談会で，中央大学教授の佐藤智雄は，生活
構造との関連でラジオの位置づけを行なう必
要性を説いている。佐藤によれば，ラジオが
持つ「イメージの投与」といった「潜在的効果を
フルに発揮させる」ことと「ラジオが深く結びつ
いている日本人の生活構造を徹底的に洗い出し
ていって，それに見合った番組編成を組む」こ
とが重要である。そして，「この二つが大きな
意味で，ラジオ媒体のための新しいビジョン
形成の前提」であると語っている（佐藤智雄，
1963：8）。

（２）『ラジオ白書』
民放研が1964年にまとめた『ラジオ白書』

は，序言に「本白書では，具体的事実によって，
ラジオ変貌の姿を浮き彫りにすることと，ラジ
オの再認識の体系化とが企てられた」とあるよ
うに，民放発足以来の番組と編成の歴史，そ
して，この時期に文研や各社が行なった大量の
調査の膨大なデータをもとに，ラジオの過去と
現在の姿を表すとともに，今後のラジオのある
べき方向性を示したもので，500頁を超す大著

『ラジオ白書』（1964）『ラジオ白書』（1964）
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である。これまで見てきたように，今後のラジ
オのあり方がさまざまな方向性でさまざまに論
じられるなかで，ひとつの方向性を提示したと
いう意味で，「新しいラジオ」に向けた動きを理
論的に支える役割を果たしたものと考えられる。
このなかから，今後のラジオのあり方や，編成・
番組の方向性に関してのエッセンスを紹介する。

マス・パーソナル・コミュニケーション

マス・メディアの特性は一面では技術的な特
性に基づくものだが，他方では，その「受けと
られ方」によって規定されている。今日のラジ
オの特性として，とくにクローズアップできるの
は，「マス・パーソナル・コミュニケーション」，
つまり，マス・コミュニケーションでありながら，
パーソナル・コミュニケーションの色合いが深
くにじんでいるという性質である。「あなたがた」
から「あなた」へ，「不特定マス」から「限定マ
ス」へ，そして「全国カバレッジ」から「地域カ
バレッジ」へと，対象の個別化へとかわりつつ
ある今日のラジオは，マス・コミュニケーショ
ンのなかで，もっともパーソナル・コミュニケー
ションの性質を備えていくことになる（民放研，
1964：32-33）。

「ながら聴取」から個性的な聴取態度へ

日常行動を主とした「ながら聴取」は，放送
される個々の内容が，聴取者個人の生活のア
ンテナにふれるとき，それまでとは異なった積
極的な聴取態度（個性的聴取）を生みだしてい
く。個々のメッセージが，聴取者に対して，身
辺性，実用性，教訓性として機能する場合，
聴取態度の積極性を導く。ナレーターも重要
である。聴取者はパーソナルな関心から耳を傾
け，ナレーターの音声をとおし，信頼できる話

し手としての相手のパーソナリティを想像する。
いわば，イメージの世界のなかで，聴取者の
パーソナリティと伝え手のパーソナリティが対話
を始めるのである（同，1964：52-59）。

新しい質の余暇の開発

テレビ接触がどのような質の余暇を営ませて
いるか，改めて検証し，新しい質の余暇につ
いて検討する必要がある。聴取の個性化を徹
底させるために質の高い刺激を限定対象に送る
ことが重要である。メディアにたよる傍観者的
余暇ではなく，メディアに内的に参加する余暇
の方向があるのではないだろうか（同，1964：
65-67）。

聴取者参加番組

音楽のリクエスト，クイズ応募，投書，電話
による参加など聴取者参加番組は，新しいラ
ジオ編成の展開には欠くことのできない重要な
意味を持つ。番組に対する参加はいわゆる「代
理参加」であって，聴取者がその番組に接す
るとき，聴取者は参加者を通じて一種の充実
感・満足感を味わう。ラジオの新しい機能のひ
とつは，番組を通じてこのような一定の聴取者
層を作りあげることである。また，アメリカで
しばしば紹介されているように，優れたパーソ
ナリティがステーションと聴取者の間に存在し，
そのパーソナリティを通じて聴取者は社会的コ
ミュニケーションに加わっているという実感を
分有する（同，1964：151-154）。

ラジオの心理的特性―「ナマ」である意味

心理学者Ｇ・Ｗ・オールポートとＨ・キャント
リルの『ラジオの心理学』（1935）で指摘された
ラジオの心理的な特性は，今日のラジオにとっ
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ても，基本的な特性として生きている。ラジオ
の同時性は，受け手に「現在に生きている」と
いう生活感情を呼び起こし，ラジオの声の刺
激は同時性に裏打ちされているとき，聴取者
に感情を含めた反応を呼び起こす。テレビはリ
アリティ（実在性）においてラジオをしのぐが，
受け手に現実的な感動を与えるアクチュアリティ

（現実性）ではラジオに劣る。マス・パーソナ
ル・コミュニケーションとしてのラジオは，ラジ
オが内在している心理的な特性の深化であり，
ラジオを，ぎりぎりまで，人間的なコミュニケー
ションに高めていく仕事にほかならない（同，
1964：161-164）。

（３）新しいラジオへ―その戦略と実践
これまでの議論で語られた方向性や，『ラジ

オ白書』にまとめられたコンセプトのなかから，
編成や番組面で実践されるものが，1960年
代半ばから表れてくる。その代表的なものが，

「オーディエンス・セグメンテーション 8）」と「ナ
マ・ワイド番組の拡大」である。この2つの実
践が「新しいラジオ」のおもな実体であり，そ
の実践のひとつの結果が60年代後半の「深夜
放送ブーム」であると考えられる。同時期に組
織面でも，「ラジオ・ネットワークの開設 9）」や「民
放連ラジオ強化委員会の発足 10）」といった大き
な動きが見られた。そして，こういった動きに
呼応するかのように，66年度からラジオ広告費
が前年比プラスに転じている。

オーディエンス・セグメンテーション

ニッポン放送によって64年3月から導入され
たのがオーディエンス・セグメンテーションであ
る。オーディエンス・セグメンテーションについ
いては，『ブレーン』67年2月号で論じられて

いる。その概要は以下の通りである。
オーディエンス・セグメンテーションとは，特

定時間帯に訴求対象と定めた階層向けの番組
を集中的に編成し，その階層に浸透させてい
こうというもの，つまり特定の聴取者市場を開
発し育成していく考え方である。①スポンサー
企業がマーケット・セグメンテーションを適用
し始めたこと，②ラジオ自身もマス・メディアと
して量的な面で新聞やテレビに拮抗していくの
は困難になってきたこと，③トランジスタラジオ
の普及もあって，家族聴取から個人聴取に転
換され，聴取者の階層化が可能になったこと，
という3点を背景に，広告媒体としてのラジオ
は，いくつかの特定聴取者市場を対象とする
クラス・メディアとしての特徴を併せ持つことが，
ラジオ自身のマーケティング戦略からしても最
適だと考えられた。そして，新しい聴取者市場
として登場してきたヤングやドライバーを，ラジ
オの特定時間帯において集中的に捉えようと
する狙いから考え出されたものである（『ブレー
ン』編集部，1967：68-69）。

このオーディエンス・セグメンテーションにつ
いては，「限定された対象向けの番組」という
点で，対象ではない層の疎外感を生み，ラジ
オ自らサービス範囲を狭めていくことにつなが
るのではないかという議論 11）もあったが，その
後，この編成手法は各局に波及し，67年3月の
時点で文化放送など15社が導入することになっ
ていった。

これまで論じられてきた視点で，オーディエ
ンス・セグメンテーションを照らしてみると，「聴
かれるためには」という点では，不特定多数で
はなく，特定層に向けて対象に即した番組を
編成することで，随伴的な「ながら聴取」に陥
ることを避け，なおかつ特定層だけに専門化
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することで，経営が縮小することを回避するた
めに，時間帯ごとの聴取者構成にあわせて専
門化するという，パーソナルな層を時間帯ごと
に積み上げてマスに近づけるという戦略であっ
たと捉えられる。

ナマ・ワイド番組の拡大

『放送文化』66年4月号では，ナマ・ワイド
番組の拡大を，おおよそ次のように伝えている。

ここ1，2年にさまざまな番組創造が試みら
れた。TBSの『オーナー』（月～土，午後1時
−6時）などの番組で，社会生活と地域に密着
したニュースと話題を提供する広い意味での報
道教育番組で，ワイドのナマ放送という点で共
通している。速報性，即時性，機動性に富み，
しかも役に立つパブリックサービスや実用生活
知識をねらったところに，ひところは生活の伴
奏音楽だといわれたラジオが，フォア・グラン
ド ・メディアへ，価値あるラジオへと脱皮しよ
うとする積極的な姿勢が見てとれる。ナマ・ワ
イド化は，またたく間に全国に拡がる勢いであ
る。将来の方向として，全時間のナマ・ワイド
化に向かうだろう（松田弘，1966：7）。

ナマ・ワイド番組は，これまでのワイド番組
に，実用的な要素を加え，さらに，「出勤前の
サラリーマン」「ドライバー」「ヤング」など，セグ
メントした対象向けという形に修正された。そ
の後，民放ラジオ界に浸透した「RADIO IS 
NOW 12）」という信念にも支えられて，60年代
後半にかけて，時間的にも，地域的にも急拡
大していった。拡大を続けた「ナマ・ワイド番
組」において，番組と聴取者を結びつける役割
として，欠かせなかったのがパーソナリティであ
り，ナマ・ワイド番組の拡大は多くの人気パー
ソナリティを生んでいった。

ひとつの到達点としての「深夜放送ブーム」

オーディエンス・セグメンテーションとナマ・
ワイド化，そして，パーソナリティという3つの
要素が結合したものが，67年頃から始まる「深
夜放送ブーム」であると考えられる。深夜放送
を支えたのは，男女とも10 代から20 代の若
者，とくに高校生であった。この時期，戦後
のベビーブームの影響によって，大学は狭き門
であった。激化する受験戦争のなかで，深夜，
高校生がラジオを聴きながら勉強する傾向が
強まっていた。

67年には，『パック・イン・ミュージック』（TBS，
午前1時−3時），『オールナイトニッポン』（ニッ
ポン放送，午前1時−5時），69年には『セイ！
ヤング』（文化放送，午前1時−3時）がスター
トし，“深夜放送ビッグ3”が出そろった。パー
ソナリティは，野沢那智，糸居五郎，みのも
んた，土居まさる，落合恵子などで，その後，
パーソナリティは，若者のアイドル的存在にも
なっていった。若い聴取者からの投書は，多
い局で1日数千通を数えた。投書には学校や
家庭，社会に対する不満，人生問題や恋愛，
人に話せない悩みなどが綴られていた。68年
以降，『オールナイトニッポン』や『パック・イン・
ミュージック』をネット受けする地方局が増え，
若者向けの深夜放送は全国に拡がっていった。

65年のNHK国民生活時間調査では，高校
生で，平日の深夜0時に起きている人の割合は
11.9％，ラジオを聴いている人の割合は0.5％で
あった。それが70年の同調査では，それぞれ
23.4％，4.0％と大きく増加している（相田敏彦，
1971：15）。

また，若者向けの深夜放送が多いなかで，
午前3時を境に定期便ドライバーの起床率が高
いことに着目し，聴取対象を深夜の定期便ドラ
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イバーに絞った『走れ！歌謡曲』（文化放送，午
前3時−5時）などの番組も誕生している（民放
連，1969：82）。

（４）「新しいラジオ」をめぐって
ラジオ広告費は，前年比プラスに転じた66

年度以降，テレビ広告費の伸びを上回ることも
あった。70年に行われた国民生活時間調査で
は，前回の平均聴取時間のレベルを維持する
ことができた。70年代に入り，ラジオ関係者
には，危機を脱し，「新しいラジオ」の時代を
迎えた感があったのではないだろうか。そんな
タイミングで，『放送文化』誌上で「ラジオ再発
見」というシリーズ企画がもたれている。論者
はラジオ各局の局長などであった。ここでは，
ラジオの再構成の実践者が「新しいラジオ」を
どう認識したのかという点について，代表的な
論を見ることにしたい。

文化放送編成局長の忠石守雄は，セグメン
テーションによって，ラジオが正確な自己認識
に立ち得たんだと言う。
「ラジオも多くの媒体の中の一つに過ぎない

こと，ラジオをきく人ときかない人のあること，
或いはラジオをきく時と，きかない時のあるこ
と，世の中には，ラジオよりも，活字やＴＶな
どの他の媒体の方がよりよく扱うことのできる
ものがあること。それを扱わぬことは，ラジオ
を否定するものではないこと，を認識させ，だ
から，ラジオが全体として，すべての人を包
含する必要もないではないか，という自信にま
でつなげていった原動力として，私はセグメン
テーション理論を高く評価する。」（忠石守雄，
1973：44）

この，全盛期の「ラジオ」，マス・コミュニケー
ションとしての「ラジオ」から脱却したという認

識は，多くの論者に共通したものだった。だか
らこそ，脱却したはずの「ラジオ」への，とくに
脱却の過程で切り捨てた「想像性の領域」への
回帰的な欲求という点でも，共通するものが見
られた。

では「新しいラジオ」は，どんな機能を見出
したのだろうか。忠石によれば，それは「情緒
コミュニケーション」であり，「パーソナリティを
中心とした「場」の創造である」という。
「情緒コミュニケーションをラジオの世界で成

立たせ，むしろそれをラジオの武器としたのは，
…具体的な人間としての，いわゆる「パーソナリ
ティ」であり，…これまた具体的な人間としての
聴取者そのものを対象にし得たからであろう。
…今のラジオは…パーソナリティと，その眼前
の，あるいは眼前になくとも，具体的な一個の
人間とのパーソナルな，従って時には特殊なコ
ミュニケーションを，そのまま電波にのせて，
しかも多くの人々に聴かれる普遍を勝ち取るこ
とができるという発見は，今となっては当然の
ようだが，やはりラジオにとって大きな発見で
あった。…パーソナリティは，人 と々の間の直接
的な会話や，手紙による連帯によってこの「場」
を維持し，その上に，もろもろのラジオ活動を
成り立たせている。」（忠石守雄，1973：45）

　

５．おわりに

以上，テレビが登場したことによるラジオの
変容を，そのプロセスで交わされた議論を中
心に見てきた。簡単に振り返ると，①1950年
代の「全盛期のラジオ」は娯楽を中心とした総
合編成機能を持ち，大衆に，家庭で専念聴取
されていたが，②テレビの出現により，総合編
成機能も家庭での専念聴取も，テレビに奪わ
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れていく。③ラジオの活路として，「音による想
像性」を追求する方向，「何かしながら音楽を
聴いてもらう」方向，「個人向けに専門化」して
いく方向などが論じられるなかで，「ながら聴
取」を前提とした「ナマ・ワイド番組」の方向
に進んでいく。④1960年代に入ると，「ながら
聴かれる」ものではない，「聴かれる」ラジオを
目指した議論が交わされていく。そういった議
論のなかで，特定の時間帯に，限定した対象
に向けて，対象に即した内容を届けていくオー
ディエンス・セグメンテーション戦略が見出され
てくる。⑤オーディエンス・セグメンテーション
とナマ・ワイド番組にパーソナリティが加わる
ことで，1960年代後半における若者の深夜放
送ブームを生み，「新しいラジオ」に再構成され
ていった。再構成されるなかで，「新しいラジ
オ」は，セグメントされたコミュニティ（場）を
創造する機能を発見していった。

こういったラジオの変容は，忠石守雄（1973）
が言うように，全盛期のラジオ，マスとしてのラ
ジオからの脱却の過程であったであろう。同時
に新たな機能の発見と新たな戦略や機能の創
造の過程でもあった。そこに付与する意味を別
にすればメディアに「ながら」接触できる機能，
ナマ・ワイドやセグメントという戦略，特定のコ
ミュニティを創造する機能 13）などは，どれも先
取的なもので，多くはテレビなど他のメディアに
取り入れられている。ラジオは，常に新しい機
能，戦略を見出しては，類似するメディアに模
倣されていく運命にあるのかもしれない。その
意味で，ラジオは，メディアの変革期だけでな
く，常にメディア環境のなかで自己を相対化し
て，新たな途を検討，議論していく使命を負わ
されたメディア，自己革新を続けるメディアと言
えるのかもしれない。      （ひがしやま いちろう）

注：
 1） 例えば，加藤秀俊（1958），南博（1959）など。
 2） 以下，とくに断りのない限り，肩書や所属は当

時のもの。
 3） 1949 年 10 月から 1952 年 4 月まで放送された。
 4） 53 年 11 月～ 54 年 1 月 NHK 全国聴取率調査の

結果。
 5） 54 年 8 月 NHK 関東地区聴取率調査
 6） 『調査情報』61 年 1 月号では，アメリカの雑誌

『スポンサー』が「創造的ラジオ」という特集
を 4 回にわたって掲載していることを伝えてい
る。そのポイントは次の 2 点である。
○創造的ラジオの時代が始まり，ラジオは立ち直

り，生まれかわった。ニュースと音楽に甘んじ
ていると，どの局でも大同小異の番組になり，
他局と違う特色が必要になったこと。「ニュー
スと音楽」形式では，CM も聞き流される心
配があり，バック・グラウンドではなくフォアー・
グラウンドの放送をスポンサーが要求しだした
ことが背景となっている。

○新しい試みに共通するのは，トーク番組が全
面的に進出してきたこと。その理由として，

「言葉の強みが再認識された」ことと，「音楽
よりも聴取者の注意力を集中する」ことがあ
げられている（落合孝幸，1961：46-47）。

 7） ラジオドラマの作家でもあった谷川俊太郎（詩人）
も，『CBC レポート』59 年 9 月号と 61 年 3 月号で，
ラジオ人に向けて，心情を語っている。

 8） ニッポン放送の担当者は「ニッポン放送が，New 
Radio 構想として，訴求対象別の番組編成を実
施したのは 64 年 3 月…白書が理論化したマス・
パーソナル・コミュニケーションとしてのラジオの
機能と限定多数の概念は，先行する事実として，
New Radio 構想の中に結晶されていたわけであ
る」と語っている（柳治郎，1966：364）。

 9） ラジオの体質強化などの目的で，1965 年 5 月 2
日には東京放送をキー・ステーションとするJRN

（ジャパン・ラジオ・ネットワーク）が，5 月 3 日に
は文化放送とニッポン放送をキー・ステーション
とする NRN（ナショナル・ラジオ・ネットワーク）
がそれぞれ開設された。

 10） 民放連のラジオ復興，ラジオ強化の方針のもと，
各種調査の実施やラジオ広告のケース・ヒスト
リーの展開などを目的として，1966 年 2 月に発足。

 11） 例えば，佐怒賀三夫（1967）など。
 12） 67 年 10 月渡米した第 1 回民放連ラジオ強化委

員会の研修チームが，アメリカ KCBS のプロ
グラミング・ディレクターだったイワン・ラディ
ジンスキーから授かった言葉で，「ラジオは既
に＜起こったこと＞をいち早く伝達するばかり
ではなく，現にいま＜起こりつつあること＞を
即座に伝えるべきである」という主旨で，ラジ
オの本質である同時性，機動性といった特性を
集約的に表徴している。わが国ラジオ界に与え
た影響は大きく，ラジオ・マンのあいだでは，
それが一つの信念にさえなり，ナマ・ワイド化
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の方向を決定づけた（民放連，1969）。
 13） この点について，中野収（1974）は「投書や参加

者は…送り手と受け手を媒介する存在でもない。
ステーションなりパーソナリティが選んだ特殊な
存在としての投書・参加者とのコミュニケーション
自体が送り内容そのもの」であると指摘し，コミュ
ニティを創造するというよりも，今で言うところの

「ROM（Read Only Member）」的な新しい聴取
とフォーマットを生みだした面が強いのではない
かと解釈している。
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