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介入が行われた。放送番組に対するGHQの関
与をめぐっては，とりわけその厳しい事前検閲
や，直接制作を手がけたキャンペーン番組に焦
点が当てられることが多い。しかし，そうした
初期の「押しつけ番組」は，聴取者の強い反発
もあって短期間で終了し，必ずしもGHQの思
惑どおりの成果を上げたわけではない。むしろ，
助言や示唆といった，より緩やかな手法で指導
がなされた番組のほうが長期にわたって放送が
継続され，占領終結後も影響を残したと考えら
れる。その典型が1945年から1963年まで放
送された『婦人の時間』1）である。GHQは『婦
人の時間』を日本社会の民主化や女性の解放

占領期，GHQは検閲や番組指導といった手段で放送に介入したが，メディア政策を進めていく上で特に重視
した番組の一つが，女性向けのラジオ番組『婦人の時間』だった。本稿では，戦後大幅に刷新された『婦人の時
間』を例に，GHQがどのような番組指導を行い，日本側がそれにどう対応したか，検証した。
『婦人の時間』をめぐっては，GHQでメディア指導を担当するCIE（民間情報教育局）が当初，番組の演出に至

るまで事細かに介入し，番組が定着したのちも，企画や出演者の決定など，根幹部分への関与を継続した。そし
て，こうした番組指導に対する日本側の立場は複雑だった。『婦人の時間』を担当した女性制作者の職場での立
場は弱く，CIEの支援を得ながら番組制作を行った面がある。

しかし，日本側が番組指導をすべて受け入れたわけではなかった。CIEの指導の多くは命令ではなく，助言
の形で行われた。このため，その建前を逆手にとって異議を申し立てることもあった。また，CIEも投書などを
もとに聴取者の実態を把握し，番組指導の軌道修正を図っていった。その結果，民主化教育番組として位置づ
けられた『婦人の時間』は，基本的な理念は維持しつつも，次第に内容が変化し，生活に身近な話題を提供する
教養番組の性格を強めていくことになった。

このように『婦人の時間』は，CIEの一方的な番組指導によって内容が決定づけられていたわけではなかった。
GHQのメディア政策の帰結を考える上では，助言という形式を通じて行われた番組指導の実態や，日本側の対
応のあり方も考慮に入れる必要がある。

シリーズ   ラジオ 90年　【第 5 回】 

GHQ の番組指導と『婦人の時間』
～日本側はどのように対応したか～

メディア研究部  村上聖一

１．はじめに

放送開始から90年，さまざまな時代にラジ
オ放送が見せた多彩な表情を取り上げていく

「ラジオ90年」シリーズの今回は，占領期に
GHQ/SCAP（連合国最高司令官総司令部，以
下，GHQと表記）によって行われた番組指導を
取り上げる。焦点を当てるのは，GHQが特に
力を入れて指導を行った女性向けのラジオ番組

『婦人の時間』である。
1945年8月から1952年4月まで の6年8か

月にわたり，日本は連合国の占領下に置かれ，
放送分野でも検閲や番組指導といった形での
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を進めていく上で重要な番組として位置づけ 2），
占領末期に至るまで番組指導を継続した。

GHQの番組指導をめぐっては，多数の先行
研究があり，『婦人の時間』をはじめとする女性
向け番組に限っても近年，まとまった研究がな
されている。このうち，飯森彬彦による一連の
研究 3）は，『婦人の時間』のプロデューサーだっ
た江上フジが残した資料や当時の番組関係者
の証言をもとに，番組制作の実態やGHQとの
折衝の様子について精密に分析している。ま
た，岡原都『アメリカ占領期の民主化政策』は，
GHQ側の資料などをもとに女性向け番組の指
導の実態の解明を詳細に行っているほか，同じ
く岡原都による『戦後日本のメディアと社会教
育』4）は，占領期とその後の女性向け番組が，
社会教育でどのような役割を果たしたかについ
て分析を行っている。

このように占領期の女性向け番組をめぐって
は，先行研究によって事実関係の解明が進ん
でおり，本稿の記述もそれらに依拠した部分は
多い。一方で，GHQのメディア政策全体の中で，

「婦人番組」に対する指導がどのように位置づけ
られるのか，また，指導を受け入れた日本側が
どのように対応したのかといった点については，
さらに整理して分析する余地がある。とりわけ，
番組指導がもっぱら助言や示唆といった形で行
われ，日本側にも番組制作にあたって相当程
度，裁量の余地があったという側面に関しては，
より詳しく検討を行う必要があると考えられる。

本稿では，そうした問題意識のもとに，当時
の文書資料や，関係者への聞き取り調査に基
づきつつ，GHQの番組指導とそれに対する日
本側の対応について検証を行う。その上で，番
組指導がその後の放送にもたらした影響につい
て考察する。

２．番組指導をめぐる体制

CIE（民間情報教育局）の組織編成

まず，GHQの番組指導の体制について確認
しておく。太平洋戦争終結後，連合国が日本
を占領下に置くと，GHQはマスメディアを利用
して民主主義の理念を浸透させようとした。放
送もその例外ではなく，占領政策の達成のた
め，検閲や番組指導，放送制度の再設計といっ
たさまざまな手段が用いられた。このうち，番
組指導で中心的な役割を担ったのがGHQの一
部局として設置された民間情報教育局（Civil 
Information and Education Section，以下，
CIEと表記）である。

CIEのスタッフは戦時中，宣伝・心理作戦を
担当してきた部隊などから集められ，1945年9
月22日に設置された 5）。CIEは東京・内幸町の
放送会館の一部を接収して事務室とした。組
織編成は流動的で，名称などは時期によって
変化するが，メディアに関連した主な部署とし
ては，新聞・出版課，ラジオ課，映画視聴覚
課があった。また，メディア政策の立案では，
企画課が重要な役割を果たした 6）。

表1は，1945年11月に作成されたCIEの報
告書 7）から，組織と人員に関する部分を抜粋
したものである。この時期でのCIEの要員構
成は士官・下士官兵130人程度と民間人（人数
不明）となっている。同時期のCIEの日報に
記載されている企画課（Plans and Operation 
Section）の名称がないなど 8），この時期の文書
には内容に揺らぎがあるが，CIEのおおまかな
機能と人員の規模を示すために取り上げた。な
お，CIEの体制は時期によって大きく変動し，
1948年2月時点では，士官・下士官38人，米
民間人202人，日本人を中心とするスタッフ323
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人の合計563人という体制になった 9）。
このうち，番組指導を主に担当したのがラ

ジオ課である。1945年10月，ラジオ課の担当
者は，業務遂行に必要な人員として，調査担
当に3人，台本作成に4人，番組制作に6人な
ど，合計21人を求める報告書をCIEの管理部
門に提出したものの10），結局，配置されたのは
9人だった。ラジオ課のスタッフ（日本人を除く）
は1947年後半に一時的に12人となったものの，
占領期間中，おおむね9人程度で推移し11），番
組指導全般を少人数で行っていく必要に迫られ
た。課長は，初期には米軍士官が務めたもの
の，1946年12月以降は，文官がその任務を引
き継いだ（表2）12）。

ラジオ課に加え，番組指導の基本方針の決
定にあたって影響力があったのが企画課であ
る。企画課は，GHQの各部局と調整の上，そ

れらの意向をメディア指導に反映させる機能を
担っていた。例えば，民政全般を担当する民
政局（GS：Government Section）がメディアを
使ったキャンペーンの実施を希望する場合，ま
ず，GSの広報官がCIE企画課の政治問題担当
官と協議し，キャンペーンの意図を説明すると
ともに必要な資料をCIEに提供した。そして，
CIE企画課の担当官が，メディアとしてラジオ
がふさわしいと判断した場合，キャンペーン内
容をラジオ課に伝え，それに基づいて，ラジオ
課が日本放送協会に対して番組指導を行うこと
になっていた 13）。

ただし，日本側の番組制作者から見れば，
日常的に接触するのはラジオ課の担当官であ
り，その存在感は大きかった。また，番組指
導では現場に裁量の余地があったことから，ラ
ジオ課の担当官の考え方や行動は番組制作に
少なからぬ影響をもたらした。

番組介入のさまざまな手法

CIEの番組指導の手法は，番組の性格や
放送された時期によって異なっている。番組指
導の最終的な目的は，民主主義の浸透に向け
て日本人を「再教育」することにあった。他方，
その手法としては，CIEが企画から演出まで全
面的に関与するという方法や，CIEが番組の企
画を行い，演出などは日本放送協会に委ねる方

名　称 人員

Executive Section
（総務課） 4

Administration Section
（管理課） 23

Analysis & Research Section
（分析・調査課） 20

Press & Publication Section
（新聞・出版課） 8

Special Projects Section
（特別プロジェクト課） 5

Radio Section
（ラジオ課） 9

Motion Pictures & Entertainment Section
（映画・娯楽課） 3

Education Section
（教育課） 9

Supply & Motor Pool Section
（補給・車両課） 47

（Organization of CIE Detachment（1945年 11月 7日）CIE（C）
-00007）。
なお，「Section」を「課」と訳したが，時期によっては「Division」「Unit」
が「課」に相当する

表 1　CIE の構成（1945 年 11 月時点） 表 2　CIE ラジオ課長の変遷

・W.V. Roth（大尉） ～ 1945 年 12 月

・G.A. Boepple（少佐） 1946 年 1 月～

・M. Harlan（少佐） 1946 年 5 月～

・F.B. Huggins（文官） 1946 年 12 月～

・A.R. Crews（文官） 1947 年 5 月～

・D.B. Herrick（文官） 1949 年～占領終結
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法などさまざまなものがあった。
このうち，前者の典型が，1945年12月9日

から始まった『真相はかうだ』（日曜・午後8時
～ 8時30分）である。これは，CIEが企画・
脚本・演出のすべてを手がける一方で，日本放
送協会が制作した番組に見せかける異色の内
容だった 14）。番組では効果音が巧みに使われ，
速いテンポでたたみかけるようにして，「南京大
虐殺」や「バターン半島死の行進」など，日本
軍による残虐行為を描いた。

しかし，『真相はかうだ』は，演出が過剰で，
事実とは必ずしも合致しない内容が放送された
こともあり，聴取者の反発が広がった 15）。回を
追うごとに日本放送協会への投書は増えたが，
そのほとんどは番組を批判するものだった 16）。

『真相はかうだ』の放送は10回で終了し，1946
年2月からは『真相箱』とタイトルを変えて，戦
争に関する聴取者の疑問に答える問答形式の
番組に変わったが，この番組も1946年11月に
終了した 17）。

こうしてCIEが直接制作にあたった番組は，
日本人に与えた強烈な印象のわりには，必ずし
もその後の放送に大きな影響を及ぼしたわけで
はない。そして，CIEが企画に関与しつつも，
演出面に関しては日本側が一定の自主性を持っ
て制作する番組が定着していくことになった 18）。
日本側の番組制作者との関係も，一方的な命
令ではなく，指導や示唆を通じてCIEの意図す
る内容に誘導するものへと変化していった。『婦
人の時間』もそうした番組の一つと位置づけら
れる。

そして，こうした番組指導に関する基準は，
必ずしも明確なものではなかった。GHQはメ
ディアを統制するため，占領初期の1945年9月
にプレス・コードや，その放送版であるラジオ・

コードを発している。しかし，それらは番組の
具体的な指針となるようなものではなく，例え
ば，ラジオ・コードは「情報及教養番組」に関
しては，表3のように規定しているだけである。

ここでは，番組は事実に基づかなければな
らないとか，連合国にとって有害な放送をして
はならないといったことが書かれているのみで
ある。しかし，漠然とした規定であるがゆえ
に，かえって裁量的な検閲や番組指導が可能
になった面がある。そして，実際に，明確な命
令に基づかずに，占領末期まで番組へのさま
ざまな介入が行われることになった。

以下では，CIEの組織体制や番組指導の枠
組みを踏まえつつ，『婦人の時間』に関してどの
ような指導が行われ，日本側がどのように対応
したのか，検証していくことにする。

３．焦点となった『婦人の時間』

『婦人の時間』の刷新

「婦人の解放」は，GHQの五大改革指令
（1945年10月）の一つに掲げられたように，占
領当局にとって最重要の政策課題だった。放
送分野でも，当初から女性向け番組の充実は
喫緊の課題となっていた。初代ラジオ課長，ロ

表 3　ラジオ・コード（一部を抜粋）

情報及教養番組
A 資料ハ厳密ニ事実ニ即スベク且凡テノ解釈及
編輯ハ事実ニ基クベシ
B 資料ハ宣伝的ナルモノタルベカラズ
C 公共ノ安寧ヲ乱スガ如キ傾向ヲ有スル注釈及
陳述ハ之ヲ許サズ
D 聯合国相互間ノ関係ニ有害ナリト解釈シ得ル乃
至ハ聯合国中ノ一国ニ汚名ヲ与フルガ如キ資料ハ
使用スベカラズ

（『20 世紀放送史 資料編』）
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ス（W.V. Roth）大尉は当時を回想して，「最初
に私がやった二つのことは，一つは街頭に出
て，道行く人とのフリー・ディスカッションをす
る番組，『街頭録音』をスタートさせたことで
す。もう一つは『婦人の時間』を設けることで
した 19）」と述べている。CIEは重点的に監督

（supervise）していく番組として，『街頭にて』
（『街頭録音』の前身）や『解説』とともに『婦人
の時間』を挙げていた 20）。
『婦人の時間』という名称の番組は，戦前に

も放送されていたが，その内容は文学講座や
三味線，花の稽古など，どちらかと言えば趣
味・教養番組の性格が強かった。これに対し
て，1945年10月に始まった『婦人の時間』は民
主主義教育に力点が置かれ，実質的に新番組
として始まったと言える。放送日時は時期によっ
て変動したが，平日午後1時台の放送が基本
だった（表4）。

番組内容は，ニュース，座談会，討論会，
ドラマ，音楽といった多様なコーナーで構成さ
れ，こうした形式は1963年3月の番組終了ま

で継続された。1947年の『ラジオ年鑑』は，『婦
人の時間』について，「民主日本の再建，一般
婦人の政治的，社会的，文化的水準を昂め，
封建制を脱却させることに重点が置かれ，戦時
のそれとは凡ゆる意味で性格を一変した」「従
来の単調な様式を脱却し，話，メモ，対談，
音楽，朗読，短編劇，実況等を巧に交えた総
合番組とし，新しい演出技術の発展を促した婦
人の時間に始まるこの種の演出は農家の時間，
療養の友等にもとり上げられるに到った 21）」と
記述している。
『婦人の時間』の制作にあたって中心的な

役割を担ったのが，プロデューサーの江上フジ
（1911 ～ 1980）である。江上は，日本放送協
会に入局する前は童話の執筆活動などを行って
いたが，1933年に大阪中央放送局の『幼児の
時間』で，自身が書いた童話を朗読したことを
きっかけに放送に関わるようになった。1941年
に日本放送協会に入局したのちは，『幼児の時
間』などラジオ番組のディレクターやプロデュー
サーを務め，戦後，『婦人の時間』のプロデュー
サーに就任した 22）。

江上のもとで演出に加わったメンバーの大半
は，通訳を除けば，20代の若い女性だった。

表 4　ラジオ番組『婦人の時間』の変遷

期間 曜日 時刻
1945/10/1
～ 1945/10/9 月～土（R1） 13:00 -14:00

1945/10/10
～ 1946/4/30 月～土（R1） 13:00 -13:30

1946/5/1
～ 1946/7/13 月～土（R1） 13:00 -14:00

1946/7/15
～ 1953/4/10 月～金（R1） 13:00 -14:00

1953/4/13
～ 1954/11/12 月～金（R1） 13:05 -14:00

1954/11/13
～ 1962/3/31 月～土（R1） 13:05 -14:00

1962/4/3
～ 1963/3/29 火～金（R2） 21;00 -22:00

（『NHK 年鑑』，番組確定表をもとに作成。R1 はラジオ第 1 放送，R2
はラジオ第 2 放送） 江上フジ（1950 年渡米時のパスポートから）
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30代の江上とは10歳以上の年齢差があり，年
長の江上のリーダーシップのもと『婦人の時間』
が制作されていた。また，CIEラジオ課との折
衝を行ったのも主に江上で，ラジオ課の担当官
と江上との関係が番組の方向性を大きく決定づ
けることになった。

初期の番組指導

『婦人の時間』開始当初のCIEと日本側の関
係はぎくしゃくしたものだった。『婦人の時間』
は1945年10月1日に放送が開始されたが，さっ
そくトラブルが発生した。この日は，「若き米軍
士官にお会いして」と題する作家・森田たまによ
る印象記と，教育評論家の羽仁説子による講演

「戦後の生活問題」を軸に放送する予定だった。
ところが，羽仁の講演は前日の原稿審査で不許
可とされ，森田の印象記も放送直前になってラ
ジオ課から突然中止が命じられた。プロデュー
サーの江上はレコードなどで番組をつないでい
たものの，1時間の番組を埋めることができな
くなり，GHQの処分を受けることを覚悟しつつ，
最終的に森田の印象記を放送してしまったとい
う23）。

初日に問題が発生した背景には，日本側が
CIEの意向を把握しきれていなかった点があっ
た。CIEは『婦人の時間』を「政治・経済・社
会・文化の諸問題を扱う民主化教育番組 24）」と
位置づけていた。これに対して，日本側は通常
の教養番組として制作を行っていた。江上は後
年，双方の認識の隔たりについて，次のように
書いている。

この失敗の原因は，私たちの番組が教養的 ? 

であっても教育性に不足していたからです。

（中略）GHQ の方針は日本の民主化はまず

婦人と農民の解放から，その教育こそ重要

であると考えました。総合番組ですからもち

ろん楽しみや慰めの要素も充分に盛り込み

ますが，同時に教育性を大変強く要求しまし

た。この教育こそ婦人の幸せにつながるもの

だと主張しました。しかし残念なことに，教

育に対する考え方が，お互にだいぶ食い違っ

ていたことは確かでした 25）。

日本側に番組制作を委ねておけないと判断
したCIEは，10月10日からラジオ課の担当官
に，より直接的な形で番組制作に関与させるこ
とになった。表5は，ラジオ課の『婦人の時間』
担当官の変遷である。最初に担当したオルソ
ン（Robert M. Olson）軍曹はアメリカのNBC
勤務の経験があるとされ，1945年10月から約
1年間，『婦人の時間』を担当した。その後は，
リンゼイ（Dixie Linsey），ホスキンズ（Luella 
Hoskins），グリルズ（Jane Grills）と3人続け
て女性が担当した。3人の年齢はいずれも30
歳前後だった 26）。

CIEが記録した日報（以下，CIE日報）には，
1945年10月10日の記録として，「『婦人の時間』
の初回番組を制作。制作を引き継ぐため，日
本人のプロデューサーを訓練するとともに，作
家の組織化を図っている。日本放送協会のス

・Robert M. Olson

・Dixie Linsey

・Luella Hoskins

・Jane Grills

　1945 年 10 月～

　1946 年 11 月ごろ～

　1949 年 7 月ごろ～

　1951 年 1 月ごろ～ 6 月

表 5　『婦人の時間』担当官の変遷

1951 年 7 月以降，占領終結までの期間は特定の担当者が定められてい
たかは不明
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タッフは復活した番組に熱意をもって取り組ん
でおり，CIEの考え方を取り入れようとしている
ように見える27）」といった記述がある。この日か
らラジオ課のオルソン自らが番組制作にあたる
とともに，『婦人の時間』は1時間から30分に
短縮された。

その様子は，日本側の資料にも記されてい
る。『婦人の時間』制作記録は，番組制作者が
交代でノートに記し，江上が保管してきた 28）。
そこには，10月10日の記録として，「婦人の時
間は今日から NBC オルソン氏の演出で新しい
やり方で始められた　午前十時より四スタヂオ
でテストを行ふ」といった記載がある。午前中
からオルソンを交えて，綿密にテストが行われ
たことがわかる。こうしてラジオ課は番組の全
面的な刷新に乗り出した。

直接的介入から助言による指導へ

しかし，オルソン自らが番組制作にあたる形
態は短期間で終了した。1945年10月19日付の
CIE日報には，『婦人の時間』について，「助言
する立場に後退し，これ以降は，番組制作に
関するデモンストレーション期間中に習得しても
らった指示が守られているかチェックすること
にした 29）」と書かれている。総勢9人のラジオ
課で，『婦人の時間』の制作に毎日担当官を割
り当てることは困難だったと見られる。

さらに，翌日のCIE日報には「有能なプロ
デューサーが見つかったことから，番組を引き
継いだ。これで，制作上のボトルネックが解消
された。ラジオ課が方針の策定とアドバイスを
行うだけで，番組はスムーズに動きつつある30）」
と記されている。ラジオ課と江上との間で信頼
関係が構築され，番組制作は日本側が担当し，
CIEが「助言」を行うという役割分担が出来上

がっていった。
ただし，CIEが番組の企画を含め，内容の

根幹に関わる部分を決定するという枠組み自体
はその後も変わっていない。1945年11月9日
付のCIE日報には，CIE企画課がラジオ課と
打ち合わせを行い，（1）放送に先だって内容と
出演者を点検すること，（2）婦人団体との接触
によって得られた情報をもとに，女性が直面す
る問題の解決のためラジオを活用すること，（3）
若い女性に経験を積ませ，リーダーシップを育
成するため，できるだけ多くの女性を番組に登
場させること，の3点を確認したといった記述
がある31）。

そして，こうした指導のあり方は占領初期に
限らず，1946年以降も継続された。女性参政
権が認められた1946年4月の衆議院選挙で
は，CIE指導のもと，『婦人の時間』で選挙関
連のキャンペーンが連日放送された。コーナー
のタイトルとして，「思想の自由」「封建制度と民
主主義」「婦人と自由」「男女共学事始め」「公
娼廃止」「新憲法草案の解明とその批判」と
いったものが記録されている32）。

その後も，CIEラジオ課の週間報告書には，
「婦人団体の作り方と運営に関するシリーズに
向けて，2人の脚本家を選定 33）」（1946年8月9
日），「『婦人の時間』のために特別な女性向け
職業訓練コースを計画 34）」（1947年1月30日），

「民法改正について包括的に情報提供を行う企
画を『婦人の時間』とすべての教育番組で行う
ことを計画 35）」（1947年5月22日）といった記
述が見られる。

さらに，番組に対する事前検閲も統制手段
として用いられた。占領初期には，アナウンス
原稿に加えて，座談会やドラマの台本といった
ものまですべて英語に翻訳し，放送の10日前
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までにGHQ側に提出する必要があった。ラジ
オ番組の多くは1947年8月に事後検閲へと移
行したが，『婦人の時間』はそれ以降も，『労働
の時間』や『引揚者の時間』といった番組とと
もに事前検閲が併用され 36），1949年10月まで
続いた。そして，公式の検閲が終わってからも
CIEは「ラジオ・コード」を根拠に『婦人の時間』
への番組指導を継続している。担当官が直接，
番組制作にあたる形での指導は早々に姿を消し
たものの，『婦人の時間』を重視するCIEの姿
勢は変わらず，占領末期まで番組への介入が
続いた。

４．番組指導をどう受け止めたか

現場から見た番組指導

『婦人の時間』に対する番組指導は，長期に
わたって継続されたが，それに対する日本側の
受け止めは単純なものではなかった。CIEの介
入への反感の一方で，「婦人解放」の理念やア
メリカ式の合理的な制作手法を評価する見方も
あり，それは，当時どのような立場にいたかに
よっても異なった。

このうち制作現場では，ラジオ課の担当官

に対する印象は必ずしも否定的なものばかりで
はなかった。先に触れた『婦人の時間』に関す
る日本側の制作記録（1945年10月10日）には
次のような記述がある。これは『婦人の時間』
でアナウンサーを務めていた武井（旧姓・小島）
照子が記録したものである。

非常に感心したことはオルソン氏の仕事に対

する熱しんさである。お昼食さえ召上がらず，

オーケーになる迄，なんどでもやった。それ

から，音楽とアナウンスの切り分け，バラン

スのとり方が実に洗練されていると思った。

それから凡て秒単位で行われること，アナウ

ンス　○分○秒　メモ　○分○秒という具

合に凡てが正確に測られる。そのため本番

は非常にスムースにいった。（中略）オルソン

氏始め管弦楽団員凡て気が合ってぴったり

やれたことは実に気持ちよかった。

この日は，先に触れたように，ラジオ課のオ
ルソンが直接，番組制作に乗り出した日である。

『婦人の時間』はCIEによるきわめて厳しい制
約のもとで制作が行われていたが，現場の制
作者の間には担当官の熱心さに対して敬意を表
する雰囲気があった。制作記録を書いた武井
は，2015年10月に行った聞き取り調査 37）に対
して，オルソンの印象について，次のように話し
ている。武井は当時20歳の若さでアナウンサー
を務めていた。

優しい人でしたよ。NBC の方だと聞いてい

ました。軍曹ですけれども，日本で言えば，

NHK の職員が海外へ行って番組指導をする

といった感じですね。ですから，番組をやっ

ているときは NBC の人みたいな感じでした。
『婦人の時間』の制作記録
（1945 年 10 月10 日）
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番組が終わったときに，「きょうのはいかが

でしたか」とオルソンさんに必ず聞くんです。

そうすると「Good」と言っていました。いつか

江上さんではなくて，男の人が演出したとき

に「No good」と言って，みんなが困った顔を

したことがありましたけれど，それ以外に彼

が文句を言ったことはなかったですね。

 

放送現場から見た場合，番組指導の方法は
必ずしも強圧的なものではなく，アメリカ流の
番組制作の手法を熱心に伝授しようとする姿勢
に対しては，評価する見方もあったことがわか
る。武井によると，ラジオ課の担当官のうち，
スタジオまで来て指導を行ったのはオルソンの
みで，リンゼイ以降の担当官とは直接やり取り
することはなかったという。

プロデューサーの視点

他方，番組指導に対する見方は，武井をは
じめとする若い担当者とプロデューサーの江上
との間では違いも見られる。ラジオ課との折
衝役を引き受けたのはもっぱら江上であり，重
要事項に関しては，ラジオ課長名で日本放送
協会の古垣鐵郎専務理事宛てに文書が送られ

ることも多かった 38）。制作現場では番組に対し
てさまざまな指導が行われたことは把握できて
も，占領当局のメディア政策や番組統制を知る
ことは難しく，それはCIEに対する印象の違い
につながったとも考えられる。

実際，番組制作を日本側に委ねたあとも，
ラジオ課は江上に対して事細かく指示を出して
いた。江上はその様子について，「1時間の中
に2分のニュースを入れなさい，それから，音
楽は3分は長すぎるからレコードは1分ぐらいに
なさい，それからトーク・アンド・ミュージック，
しゃべったあとは音楽，音楽の次にはおしゃべ
り，それから，民主化と言っても，世の中，非
常に女の人がつらい時代でしたからやっぱり慰
めも与えなさい，娯楽も入れなさい，それから
民主化に必要な知識も入れなさい」といった具
合だったと，のちにラジオ番組で話している39）。
番組の内容のみならず，具体的な演出方法につ
いても，しつこいほどの干渉があったと江上は
とらえていた。また，検閲に関しては，前述の
ように，原稿すべてを英訳して放送の10日前ま
でにGHQ側に提出することになっていた。江
上は，放送現場にとってはきわめて大きな負担
となった上に，時事的な話題は時機を逸してし
まうこともあったと述べている 40）。

こうした番組制作に関する具体的な問題に加
えて，番組の方向性といったCIEの基本的な
考え方に対しても違和感を持つ場面が少なくな
かった。江上は占領終結後に，当時の状況を
振り返って次のように述べている。

焼け落ちた廃墟の中で飢えと寒さにさまよう

人々に自由解放の歓喜の声はむなしく響きは

しないだろうか，それにマス・コミ特に NHK

という媒体は一つしかなく，一方的で押しつ

『婦人の時間』スタッフとオルソン軍曹
前列左が武井（小島）照子，右が江上フジ

（武井照子氏提供）
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けがましいという印象を与えはしないだろう

か，それが教育という姿勢をとることへの大

衆の抵抗がありはしないか。未だ，民主的

教育の確立していなかった当時は，このため

らいも無理からぬことでした 41）。

当時，CIEは，女性の教育水準の向上や政
治参加の促進といった点を重視して番組の企画
を決定していたが，それは，敗戦後，厳しい
暮らしを強いられた日本の女性の実態からは遊
離した面があった。江上は，1947年に寄稿し
た雑誌記事でも，「ある新聞に婦人の時間はイ
ンフレと遅配に喘いでいる女性の主力たる主婦
を忘れ，高等教育を鼻の先にぶら下げたお上
品なきれいごとになっていると手きびしい批評
がのっていた42）」と書いている。

ラジオ課の指導のありようは，現場にとって
は必ずしも強圧的なものではなかったが，番組
プロデューサーから見ると，占領当局による番
組指導や検閲は大きな負担であり，番組の基
本的な方向性についても全面的に賛同できるも
のではなかった。

CIE と女性制作者の関係

番組指導をめぐってCIEと日本側がどのよう
な関係にあったかという点を考える上では，占
領初期の日本側の内部事情も考慮に入れる必
要がある。当時，日本放送協会には，女性の
進出を快く思わない職員もおり，江上をはじ
めとする『婦人の時間』の制作者にとっては，
CIEの存在なしに番組制作を滞りなく進めるこ
とが難しかった面もあった。1945年11月20日
付のCIE日報には，ラジオ課の報告として次の
ような記録がある。

『婦人の時間』プロデューサーの江上フジと面

会し，番組制作上の障害について意見交換を

行った。その結果，プロダクション・マネージャー

の Nと，最近，『婦人の時間』の企画委員に

就任した O が，女性が責任ある立場に就くこ

とに抵抗し，江上に反発していることがわかっ

た。その結果，番組制作にも支障が出ている。

ラジオ課としては，O を『婦人の時間』から外

すとともに，N に対しては，江上が CIE に対

して責任を負う以上，完全に協力しなければ

ならないと指示することを決めた 43）。

このあとも，CIE日報には「ラジオ課は，『婦
人の時間』企画委員の男性職員について，江
上フジを敵視しているうえ，能力にも問題があ
るとして業務から退くよう促した」（11月22日），

「『婦人の時間』企画委員から外すよう再度指
示。男性職員は降格されたが，一員として残留
していた」（11月30日）といった記録がある。こ
のように女性プロデューサーが番組制作で中心
的役割を担うことに対しては，日本側の内部で
反発の動きが出ていた。

そうした中，江上は，CIEとの関係を利用し
つつ，番組制作を行っていた面がある。CIEの
記録には，江上とラジオ課の間で緊密な情報
交換が行われていたことが記されている。例え
ば，1946年5月9日のCIEの報告書には，「オ
ルソン軍曹：『婦人の時間』担当プロデューサー
江上フジと今月後半の2週間に予定された番組
について打ち合わせを実施。ドラマ的な演出を
計画するにあたって，協会の娯楽番組担当部
局と協議 44）」などと書かれている。当時，アナ
ウンサーだった武井照子も「江上さんはCIEと
うまくやっていたと思います。CIEと非常に頻繁
にやり取りしていました。だから，男の上司など
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で江上さんに対して，あまりいい感情を持って
いない人はいたかもしれませんね。CIEとうまく
やっている部分がちょっと嫌だなと思ったのは
あるかもしれません 45）」と述べている。

1948年から『婦人の時間』の制作に加わっ
た伊原てる子は，番組指導について，「押しつ
けがなかったら，女性の地位の向上はのぞめ
なかったと思う。当時は，男の権威が強く，女
性は無力であった。NHKでも，おんな風情に
なにができるかという管理職が多かった。だか
ら，救世主に従うようなもので，CIEの番組企
画に従った46）」と述べている。

1948年12月には日本放送協会に新たに婦人
課が発足し，江上がその課長となったが，こ
れについても，伊原は「まだまだ当時のNHK
には女性を差別する風潮が残っていて，女性
の課長なんてとんでもないという雰囲気があっ
た。そうした雰囲気を押しきって婦人課や婦人
の課長を作ることはCIEの指示なしには考えら
れない 47）」と話している。

CIEの指導は現場にとっては大きな負担だっ
たが，他方，その介入がなければ，『婦人の時
間』の改革，あるいは，制作現場における女性
の地位向上が進まなかった面があった。

５．番組内容の変化とその要因

聴取者の意向の反映

CIEと女性制作者との間で緊密なやり取りが
なされる中，『婦人の時間』は継続されたが，必
ずしもCIEの考え方がそのまま番組内容に反映
されたわけではない。CIEは，番組を通じて女
性の政治意識を向上させ，民主主義を定着さ
せるねらいを持っていたが，それが前面に出す
ぎた場合，聴取者のニーズやその生活実感から

遊離していくおそれがあった。
このため，CIEは，聴取者からの投書を通

じてその意向を把握し，『婦人の時間』の改善
に結びつけようとした。1946年6月8日にラジ
オ課のハーラン課長から日本放送協会の古垣
専務理事に送られた文書には，「協会の調査部
門がまとめている『投書分析報告』の完訳を求
める。今後，毎週発行される報告書は翻訳の
うえ，発行された週のうちにラジオ課に提出す
ること48）」と記述されている。

日本放送協会からラジオ課に提出された文
書の写しは，一部が NHKに残されていた49）。
1946年6月から8月にかけての報告書から，
投書数とその内容をまとめたのが表6である。

『婦人の時間』に対する投書が他の番組と比べ
ても多かったことがわかる。投書の内容は多様
であり，1946年6月9日から15日までの投書を
まとめた報告書には，「音楽に対する短い批評
が良い」「冒頭の曲は5月のもののほうがよかっ
た」「天皇制に関する軽率な発言は控えるべき」

「古典文学に関する講座を放送してほしい」「忙
しくて全部聞けないので番組を短縮してほし

表 6　日本放送協会に寄せられた投書の分類（1946年）

分　類 6/9-
6/15

7/14-
7/20

7/21-
7/27

7/28-
8/3

番組編成全般 38 26 27 13

ニュース 52 23 22 20

文化番組 45 16 34 19

座談会 10 2 4 2

『農家の時間』 20 3 8 8

『婦人の時間』 14 30 22 30

娯楽・音楽番組 63 30 55 55

技術関連 2 3 3 5

総数 212 120 175 123
 1 通の投書を 2 つ以上の項目に分類しているものがあることから，それ
ぞれの合計は投書総数とは一致しない
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い」といった意見が寄せられたことが記録され
ている 50）。

また，同年7月21日から27日までの投書をま
とめた報告書には，協会担当者の総括として，

「番組が家庭生活などの分野でもっと役立つ助
言を与えるようなものになれば，聴取者の評価
が高まると考えられる。あまり教育を受けてい
ない年配の女性は，自分たちにふさわしい番
組を聞くきっかけを求めている51）」といった内容
が記録されている。この時期，選挙制度を解
説するコーナーや，西欧の文学作品を朗読する
コーナーが設けられていたが，投書からは，家
庭生活に直接役立つ情報を求めている聴取者
が多かったことがわかる。

こうした投書は，CIEの番組制作に関する方
針に影響を与えた。1947年1月にラジオ課のハ
ギンズ課長から日本放送協会の古垣専務理事
に送られた文書には，「過去4か月間の投書を
検討した結果，日本の主婦にとっては，効率的
な料理方法や家政に関する話題が欠かせない
ことがわかった。専門家を招いて，『婦人の時
間』の家政に関する部分を担当させるのがよい
のではないか」といった内容が記されている52）。
これに対して，古垣専務理事は，聴取者の期
待に添うものだとして，翌日，「提案を受け入れ
たい」という文書をラジオ課に送付している。

また，江上が残した資料からも，CIEの聴
取者重視の姿勢がうかがえる。1947年7月に

『婦人の時間』から家事に関するコーナーを独
立させて新番組『主婦日記』が始まったが，こ
れについて江上は「連合軍民間情報教育局ラ
ジオ課のリンゼー女史の指導で，従来の『放送
を出せばきいて貰える』という考え方から，い
かに聴取者をより多くつかむかという方向へ前
進した。その為に何回かのオーディションによ

り1人の話者を設定する形がきめられた」とい
う手書きの記録を残している 53）。ラジオ課担当
官のリンゼイも，聴取者に「きいて貰える」こと
を目指して，番組内容や演出の検討を行ってい
たことがわかる。

こうして，投書などを通じて聴取者の要望を
把握したCIEは，番組の企画内容や演出手法
を，より聴取者に受け入れられやすいものへと
変化させていった 54）。

指導に対する制作者の抵抗

番組が変化していった要因としては，日本側
制作者の対応も挙げられる。これまで見てきた
ように，CIEは『婦人の時間』を「教育番組」
と位置づけ，教育的な水準の高いもの，ある
いは高い倫理性を持ったものを要求する傾向に
あったが，それは聴取者のニーズに見合ってい
ない面があった。このため，日本側の番組制
作者は，CIEが非公式な助言によって番組指
導を行っていたことを背景に，それに従わない
場面もあった。

1947年3月には，男女間の恋愛を描いた文
学作品を取り上げる内容に対してラジオ課の担
当官が反対したものの，最終的に放送を認めさ
せたことがあった。江上の回想によれば，この
ときは，ラジオ課の担当官リンゼイが，番組で
予定されていたバルザック原作の『谷間の百合』
の朗読について，「年下の若者が人妻を恋する
というストーリーは日本の婦人には有害」「放送
を聞いた婦人がそれを真似するかもしれない」
などと述べ，放送を認めようとしなかった 55）。

これに対して，江上は「他の社会的問題につ
いてもピントはずれの意見で押しまくられるの
は困るので，二時間ばかり大激論」したという。
そして，最終的に江上は，「納得はしないが，
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オーダーになれば引き下がる」と述べた。命令
（order）ならば従うが，そうでなければ従わな
いという姿勢を示したわけである。結局，リン
ゼイは「あなたの意見には絶対賛成しないが，
日本の実情はあなたの方がよく知っているので，
とにかく今回だけはOKにする」として，譲歩せ
ざるをえなくなった。江上はCIEの対応につい
て，「日本の実情に通じていないという引け目
にはかなり弱腰であった」と述べている56）。番
組確定表によると，『谷間の百合』は1947年3
月17日から19日までの3回にわたり，「物語」の
コーナーで放送された。

こうしたやり取りはその後も繰り返された。リ
ンゼイの後任として1949年7月ごろに着任した
ホスキンズは，着任早 ，々江上に対して，女性
団体の指導や会議の進め方に関するコーナー
を作るよう求めてきた。CIEは各地に女性団体
を結成させ，そこでの議論を通じて民主主義を
根づかせようとしていた。

これに対して，江上は，「目的は決して悪くな
いが，いかにもアメリカ式のテキストで，婦人大
衆の興味をひかず，魅力のないものであった」
ことから，「少し研究させてほしい」と即答を避
けた。しかし，ホスキンズは「腰の曲がった老
婆さえ理解したかと問えば，よく判ったと答え
たのだから，私の考えに間違いはない。私が
横浜に昨日着いたのであればあなたの意見も尊
重するが，私には二年の経験があるから納得し
ない，直ちに実施するように」と強硬な姿勢を
崩さなかった。

しかし，江上は引き下がることなく，「日本
の婦人は戦時中に国防婦人会などというものを
作り，上からの召集に大変慣れている。上か
らのお説教は悪意なく了解し，命令されれば
批判もなく行動する」「経験をうんぬんするなれ

ば，私は三十幾年日本に住み，ラジオ番組に
は十数年関係している，また日本婦人を愛して
いる点でもあなたに負けない」と答えた。する
と，ホスキンズの表情は「一瞬硬直し，おどろ
きのあまりものも云えない」といった状態になっ
たという。

結局，この件でも折れたのはホスキンズの側
で，議論の翌日，一人で江上の席に現れ，「日
本上陸以来あなたのようにはっきりノーと云った
人は初めてだが，自分はとても嬉しかった。今
後はお互いに協力して婦人番組を作りましょう」
と手を差し伸べたという57）。

このように，CIEの指導の多くは命令ではな
く，「助言」であり，異議を唱えることもできた。
しかし，CIEの指導に正面から反論する制作
者は少なかった。武井照子は当時の様子につ
いて，「きちんとCIEに『これは違うんだ』と
言ってかまわないと思うのですけれど，CIEは
うるさいし，なかなか言うことを聞いてくれない
と思ってみんな言わないわけです。そこを江上
さんはきちんと言ったんだと思います」と述べ
ている 58）。

江上はのちに，「押しつけがましい指導に対
して，何でもイエスと答える日本側にも，多くの
反省が必要であったことは当然である。対進駐
軍の問題と同時に，日本人のポーカーフェース
的態度に，私たちははさみ打ちになり，本当に
うんざりした」と記している59）。

番組内容の変遷

表7は，占領初期（1946年），占領後期（1951
年），占領終結後（1956年）の『婦人の時間』
のコーナーをまとめたものである。年度当初の
番組改定が落ち着いた5月第2週の状況につい
て整理した。
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1946年5月の番組内容を見ると，「民主戦線
とは」や「私の宗教生活」といったコーナーが
設けられていたほか，朗読は西洋の古典文学
が，音楽もクラシック音楽が中心だった。また，
表からは直接読み取れないが，1947年5月の
新憲法施行までは，選挙や政治に関するテー
マが頻繁に扱われていた 60）。

しかし，それ以降は，政治的論点に言及し
た内容は急速に減り，日常生活に関連した話
題が多く取り上げられるようになっていった。
変化の背景としては，これまで見てきたような
聴取者の意向の反映といった点に加えて，東西
対立が深まる中で，政治的な中立を意識した放
送が求められることになった点も要因として存

在すると指摘されている61）。
一方で，番組の基本的な目標である「女性

の地位向上」や「民主主義の浸透」に関しては
CIEの指導が継続され，それに関連した内容
は維持された。その典型が，番組の集団聴取
に関するコーナーである。集団聴取は，『婦人
の時間』や各地のローカル番組を聴取したあと，
番組の提起した問題をめぐって討論するという
もので，CIEの指導のもと1948年に開始され
た 62）。内容をめぐって，CIEと江上との間で議
論になったのは前述のとおりだが，その後の検
討を経て，『婦人の時間』には1949年9月から
10月にかけて，「会議の知識」「クラブの作り方」
といったコーナーが設けられた。番組確定表に

　 1946 年 5 月 6 日～ 10 日 1951 年 5 月 7 日～ 11 日 1956 年 5 月 7 日～ 11 日

月

・音楽とニュース
・今週のプログラム紹介
・座談会～農繁期のお手伝い
・音楽鑑賞　フランスの音楽について
・季節保育所の経営
・美容メモ　美しい歩き方

・週間時評
・美しいわが家（ドラマ）
・くらしのしおり　生活は時間と共に
・録音インタビュー　小鳥の世界

・主婦のための憲法教室～憲法と婦人
の地位（最高裁判所講堂にて収録）

火

・音楽とニュース
・音楽短評
・五月の戸外生活
・ヴァイオリン独奏
・詩の朗読
・日記について
・家庭電化の方向

・トピックス
・解説
・インタビュー　生活の設計と子供
・談話室　お茶のひととき
・私達の郵便箱

・皆さんのマイク　牛乳工場
・海を越えて　ヨーロッパを旅して
・座談会　混血児の母として

水

・音楽とニュース
・よき隣人
・手紙紹介
・音楽
・水の研究
・お米の栄養を生かす食べ方

・トピックス
・解説
・美しいわが家（ドラマ）
・私のみたこときいたこと　学校給食
・よい地域社会をつくるために

・婦人生活史（明治時代初期）
・放送劇“かつてひるみしことなし”

木

・音楽とニュース
・良書の紹介　「アランの幸福論」から
・ピアノと管弦楽
・朗読
・私の宗教生活
・きょうの献立　お米を食べのばす献立

・トピックス
・解説
・座談会　言葉のやりとり
・音楽でめぐる世界の旅　スイス
・メモ

・面影を偲ぶ～与謝野晶子～

金
　

・ニュースと音楽
・聴取者紹介　母の手帳から
・放送劇　嵐の宿
・民主戦線とは
・菜園メモ

・トピックス
・解説
・美しいわが家（ドラマ）
・家庭の科学　石鹸のはたらき
・主婦の声　地方政治について

・物語と解説～小川未明の作品から～
・家庭と科学～放射能と私達の生活～

表 7　『婦人の時間』の構成（5 月第 2 週）

（番組確定表をもとに作成）
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よると，1950年5月まで毎週火曜日に「クラブ
問答」というコーナーが設けられたほか，その
後も婦人団体の動きを紹介するコーナーが継続
された。

そして，集団聴取を通じて女性の社会教育
を推進するという考え方は占領終結後も維持さ
れた。1959年1月からは，『婦人の時間』の毎
週金曜日の後半30分が「NHK婦人学級」の
コーナーにあてられるようになり，聴取者の全
国的な組織化も本格的に始まった 63）。ラジオ
番組『婦人の時間』は1963年3月で終了した
が，そこから生まれた『婦人学級』は，テレビ・
ラジオで1972年3月まで放送された 64）。番組
は次第に個人や家庭での学習でも利用できるよ
うに変化していったものの，婦人学級グループ
を対象とした集団視聴番組という基本的な性
格は維持された 65）。

このように，番組を通じて社会教育を行うと
いう考え方は占領終結後も維持され，独立し
た番組となって発展していった。占領終結後も
NHKの婦人課長や婦人少年部長として番組制
作に関与した江上は，占領期の番組指導につ
いて，「たいへんに貴重な経験で，社会教育番
組としての婦人番組のあり方の基礎を作りまし
た 66）」と述べている。『婦人の時間』の内容は
次第に変化していったが，占領終結後も維持さ
れた部分もあり，その点で，CIEの番組指導
は一定の影響を残したと言える。

６．おわりに

ここまで見てきたように，占領期における女
性向け番組の代表とも言える『婦人の時間』は，
GHQの民主化政策とともに大幅に刷新され，
当初，CIEが番組の企画から演出に至るまで

事細かに介入した。番組が定着するにつれ，
具体的な演出については日本側に委ねる場面が
多くなったものの，企画内容など根幹に関わる
部分については関与を継続した。

こうしたCIEの番組介入に対する女性制作
者の立場には複雑な面があった。当時，『婦人
の時間』の女性制作者の立場は必ずしも強くは
なく，CIEの指導を後ろ盾にして番組の制作を
進めた側面がある。番組指導に対して違和感
を抱く場面がありつつも，それを利用しなけれ
ば，「婦人番組」の改革，あるいは制作現場で
の女性の地位向上は望めなかった。

ただし，日本側もCIEの番組指導をすべて
そのまま受け入れたわけではない。番組指導
は，占領初期に発せられた「ラジオ・コード」
が一応の根拠とはなったものの，CIEの指導
が命令の形をとることは限られ，ほとんどは助
言として行われた。このため，指導が不合理
だと感じた場合には，番組指導が助言にすぎ
ないという建前を利用して，異議申し立てを行
う場面もあった。また，CIE自身も聴取者から
の投書などをもとに，その実情を把握し，番
組指導の軌道修正を図った。その結果，女性
解放に向けた教育番組と位置づけられた『婦
人の時間』は，次第にその啓蒙色を薄め，生
活に身近な話題を提供する教養番組の性格を
強めていくことになった。

他方，番組を通じて知識を深めるとともに，
民主的な議論の方法などを身につけてもらおう
という考え方は維持された。そして，CIEの指
導で始まった集団聴取に関するコーナーは，占
領終結後も継続された。プロデューサーの江上
は，1955年に『婦人の時間』の10年を振り返っ
た文章で，次のようにCIEの番組指導を総括し
ている。
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現在婦人番組が多少とも日本婦人の進展に

寄与するところがあるとすれば，十年に遡り

多分に行過ぎがあったとしても，進駐軍のそ

の指導の効果があったことを率直に認めな

いわけにはいかない。またその苦しい時代

に，未熟な技術ではあったがよく耐え，自主

性を保ち，努力をした若い女性放送ジャーナ

リストに，私は心から尊敬する。十年の婦人

番組の変遷はそのまま社会の動きをうつす

鏡であり，番組製作を担当している婦人の今

日の成長は，また番組の成長を示しているも

のと自負している 67）。　

江上が指摘するようにCIEの番組指導には
「多分に行過ぎ」があり，日本側の実情に見合
わないものも多かった。一方で，番組を通じて，
女性の地位向上や民主化に向けた議論を促進
するという理念そのものは日本側にも受け継が
れた。そして，番組の基本的な性格は占領終
結後も維持された。

こうした点を考慮に入れると，日本側が一方
的にCIEの方針を押しつけられて番組制作を
行っていたわけではない。女性制作者が番組
指導を自律的な制作体制の確立に利用してい
た面もある。そうした番組指導のあり方が他の
番組にも当てはまるかどうかは，さらなる検証
が必要だが，占領期のメディア政策の帰結を考
える上では，GHQ側の指導のみならず，日本
側の対応についても，その実態を十分に検討
することが不可欠であることがわかる。

（むらかみ せいいち）

※引用文中，旧かなづかいを新かなづかいに，旧字
体を新字体に改めた箇所がある。

注：
 1） 『テレビ婦人の時間』『婦人の時間』が 1959 年

から 1965 年にかけて総合テレビで放送されて
いるが，本稿ではラジオ番組『婦人の時間』に
焦点を当てる。

 2） 『婦人の時間』は，占領後，女性向けの多様な
番組が始まる 1947 年半ばまでの間，女性のた
めの社会教育を行う唯一の番組だった。岡原
都『アメリカ占領期の民主化政策』（明石書店，
2007 年）11 頁

 3） 飯森彬彦「『婦人の時間』の復活」『放送研究と
調査』（1990 年 11 月号），飯森彬彦「『婦人課』
の誕生」『放送研究と調査』（1990 年 12 月号）

 4） 岡原都『戦後日本のメディアと社会教育』（福
村出版，2009 年）

 5） 日本放送協会編『放送五十年史』（1977 年）
203 頁。なお，GHQ/SCAP が設置されたのは
1945 年 10 月 2 日で，CIE は米太平洋陸軍総司
令部 （GHQ/USAFPAC） から移管された。

 6） 有山輝雄『占領期メディア史研究』（柏書房，
1996 年）238-239 頁

 7） “Organization of CIE Detachment 7 November 
1945”国立国会図書館憲政資料室所蔵 GHQ 資
料 CIE（C）- 00007。以下，憲政資料室所蔵資
料は文書名，日付，マイクロフィッシュのシー
ト番号を記した。

 8） その後の組織編成を考えると，企画の機能は特
別プロジェクト課が担っていたと考えられる。

 9） 向後英紀「GHQ の放送番組政策」『マス・コミュ
ニケーション研究』（66）（2005 年）28 頁

 10） “Proposed Organizational Plan of Radio 
Section”（1945 年 10 月 22 日）CIE（C）- 00007

 11） 日本放送協会編『20 世紀放送史 上』（2001 年）
203 頁

 12） 前掲『アメリカ占領期の民主化政策』50 頁
 13） 前掲「GHQ の放送番組政策」30 頁
 14） 前掲『20 世紀放送史 上』224 頁
 15） 前掲『放送五十年史』219 頁
 16） 前掲『20 世紀放送史 上』224-225 頁
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 17） 同上 225 頁
 18） 例えば，1945 年 9 月に始まった『街頭にて』（1946

年 6 月から『街頭録音』）は，CIE が「思想の
自由キャンペーン」の一つとして位置づけ指導
を行った番組だが，その後，人気番組として
定着していった。塙融「占領初期における CIE
の『番組指導』」『放送研究と調査』（1991 年 2
月号）34 頁

 19） 朝日放送編『検証戦後放送』（朝日放送，1996 年）
45-46 頁

20） “Memorandum to Colonel Ken R. Dyke”（1945
年 10 月 15 日）NHK 総合放送文化研究所放送
史編修部「民間情報教育局日報（1945 年 10 月
11 日～ 12 月 1 日）」（NHK 放送博物館所蔵）

21） 日本放送協会『ラジオ年鑑 昭和二十二年』（1947
年）37 頁

22） 島田匠子「放送史料探訪　江上フジ関係資料」
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