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ロサンゼルス大会の放送については，橋本
一夫の『日本スポーツ放送史』や竹山昭子の

『ラジオの時代』などで詳しく紹介されてい
る 1）。「実感放送」について，例えば橋本は「窮
余の一策として考案された」2）などとしてい
る。また，NHKが編さんした『20世紀放送史』
でも，「一行は，（中略）“実感放送”という
アイデアを考え出した」3）と記述されていて，
実況ができない状況での苦肉の策として，こ
のとき初めて生まれたと捉えられている。

これについて本稿では，現地に赴いたア
ナウンサーの証言や当時の担当者の手記，
NHKが編さんした各放送史，当時の日本放
送協会の放送研究誌，『ラジオ年鑑』などをも
とにして，1932年のオリンピック・ロサンゼ
ルス大会の「実感放送」に新たな視点を加え

１  はじめに

新たなアプローチで放送の歴史を振り返
る本シリーズ3回目の今回は，日本で初めて
本格的にオリンピックの模様が放送された
1932（昭和 7）年のロサンゼルス大会につい
て検証する。

ロサンゼルス大会では，放送権料をめぐる
トラブルから競技を実況することができな
かった。そこで，競技を観戦したアナウンサー
がその場でメモを取り，スタジオに移動して
から，あたかも実況しているように放送した。
こうした疑似的な実況は「実感放送」と呼ば
れていて，その職人芸的な手法から，放送史
上の一種の“伝説”となって語り継がれてい
る。

■ 放送史への新たなアプローチ③

「実感放送」  伝説の背景
～日本初のオリンピック“実況”を再検証する～

メディア研究部  小林利行

日本で初めて本格的にオリンピックの模様が放送された1932（昭和7）年のロサンゼルス大会では，放送権料を
めぐるトラブルから競技を実況することができずに，アナウンサーが疑似的に実況した。これは「実感放送」と呼
ばれている。

先行研究では，それが苦肉の策としてこのとき初めて生まれたように記述しているものが多いが，本稿では，「実
感放送」はそれ以前に行われていた疑似的な実況に関するさまざまな工夫の上に成り立ったもので，それまでの試
行錯誤の一つの結実点として捉えるべきではないかと提案する。そしてその根拠として，① 1927年の大正天皇大
喪（1928年の昭和天皇即位式），②ロス五輪の派遣員も関わっていた1927年の甲子園における全国中等学校優勝
野球大会の東京での放送，③派遣員の証言の中の初めてではない，という示唆，などを挙げる。さらに本稿では，

「実感放送」がその後，戦後の自主取材の機運を高めるきっかけになっていることを紹介する。
これまでロス五輪の「実感放送」については，実況することができなくなった“経緯”の解説が中心となり，それ

が生まれた“背景”や“その後”にはあまり触れられてこなかったと思われる。これは，スポーツ放送史やアナウンサー
史といった大きな流れの中の一つの出来事として取り上げられることが多かったためであろう。これに対して本稿では，

「実感放送」の伝え方そのものに着目して，“それ以前”と“それ以後”という別の流れで読み取ることを試みた。
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て再分析を試みる。結論を簡潔に言うと，「実
感放送」はそれ以前に行われていた疑似的な
実況に関するさまざまな工夫の上に成り立っ
たもので，このとき初めて生まれたのではな
く，それまでの試行錯誤の一つの結実点とし
て捉えるべきではないか，ということだ。

本稿では，まず「実感放送」にいたる経緯
などを取り上げ，それが“なぜ”“どのように”
実施されたのかについて確認する。次に，本
稿の主張の根拠となるいくつかのエピソード
を紹介して，それが生まれた背景を考察する。
そして，「実感放送」のその後の動きを取り
上げる。

なお本稿では，今では「中継」とも言われ
る言葉について，当時使われていた「実況」
という言い方で統一する。また，放送局の名
称は，時期によって「東京放送局」「東京中
央放送局」などと異なるが，本稿では「東京
放送局」「大阪放送局」「名古屋放送局」に統
一する。

２  ロス五輪の「実感放送」

（1）オリンピック初実況を計画
第10回オリンピック・ロサンゼルス大会（以

下，ロス五輪）は，1932年 7月30日から8月
14日までの16日間にわたって行われた。世
界恐慌などの影響で，前回のアムステルダム
大会の46か国より少ない37か国にとどまっ
たが，日本はアメリカに次ぐ131人の選手団
を送った。東京市は，この前年に1940年の
第12回オリンピック大会の開催都市として
立候補を表明していたことから，大量の選手
団の派遣には，招致のデモンストレーション
の意味もあったと思われる。

日本放送協会も，これを機にオリンピック
の初実況を計画した。当時の協会のオリン
ピック放送担当者の手記 4）によると，1931年
の初旬にはこの計画が決定され，東京放送局
の矢部謙次郎放送部長が関係者との交渉のた
めアメリカに渡ったという。

矢部放送部長は，アメリカのオリンピッ
ク放送を担当する放送事業者 NBC（National
Broadcasting Company）と，実施主体のオ
リンピック大会構成委員会を訪れ，NBCの
担当者からは，技術などの人員はこちらで手
配するので，アナウンサーだけ派遣するよう
にと，非常に協力的な回答をもらった。また，
オリンピック大会構成委員長は，「この大会
に対し，実況放送の計画あるを聞くのは，外
国としては日本一国あるのみで，国際親善の
上より見ても，頗る有意義の企てである。我
がオリンピック委員は，全然無条件でこの申
出を許可し，且出来得る限りの便宜を図ろう」
とまで言ってくれたという 5）。この段階でア
メリカ側は，極めて好意的に日本の計画を受
け入れていたことが分かる。

派遣前の選手や監督

著作権の都合により掲載できません
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（2）放送権料問題で“実況”風前の灯
しかし事態は一変する。派遣する人員もほ

とんど決定した6月になって，突如NBCから
「オリンピック委員は，アメリカの国内放送
に対して許可を与えない。従て，日本への実
況放送も不可能である」という電報が届いた。

驚いた協会の担当者は，すぐにアメリカの
日本大使館などに，放送が許可されない理由
と実況が本当に不可能かどうかを探ってもら
えないかと依頼した。これについて日本大使
館は，放送不許可の理由はNBCとオリンピッ
ク大会構成委員会との間の権利金の問題らし
いとした上で，実況の可否については次のよ
うに回答した。「オリンピック委員は，日本
への放送に対しては，非常に好意を示してい
るから，見込みはある。派遣員は，万一不可
能の場合を予想し，出発されるを適当と信ず
る」6）。

権利金の問題とは，アメリカのオリンピッ
ク大会構成委員会が，不況による寄付金の減
少と，放送実施が入場券の売れ行きに響くの
ではないかという心配のため，高額の放送

権料を要求したことだった。これに対して
NBCは，「有意義な放送は全く無条件に許可
すべきで，巨額の権利金は将来に悪例を残す」
と主張した。結局両者の話し合いはまとまら
ず，実況放送ができなくなったというのであ
る 7）。

実況放送ができる可能性は低かったが，協
会はいちるの望みを託して計画通り4人の職
員をアメリカに派遣した。その4人とは，宝
田通元報道課長と松内則三，河西三省，島浦
精二の3人のアナウンサーである。

（3）“実況”不可能に
船がアメリカに向かっている間も，日本と

アメリカ，日本と船中で盛んに電報のやり取
りが行われたが，実況放送の可能性は低くな
るばかりで，ついにはNBCから「実況放送
不可能，ロサンゼルス放送局から毎日一時間
宛日本語による，戦況速報の準備をした」と
の電報が入った。

このときの協会担当者の率直な気持ちが手
記に残っている。

日本は全くアメリカの内紛の飛っ散りを

喰ったも同様の結果となったわけである。

（中略）然し我々は，それが内紛であれば

あるだけに，結局のドタン場で何とか解決

がつくものと信じ，出先特派員も，許可あ

り次第実況放送に移ることの出来る準備を

整えて，充分の期待をかけていたのである。

然し彼等アメリカ人同志の内紛は，我々が

想像していたよりも，余程強硬なものであっ

たらしく，終に大会開会に至っても解ける

模様も見えず，憾
うらみ

を呑んでスタジオ放送の

余儀なきに立至ったわけである 8）。
船上の協会派遣員（1932年6月30日）

左から松内，河西，島浦，宝田

著作権の都合により掲載できません

0010734153
タイプライターテキスト
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それでも協会は，日本人選手の活躍が期待
できる水泳競技だけでも実況できないかと懸
命の交渉を試みるが，アメリカ国内の実況さ
えも不可能な状況の中で，ついに承諾を得る
ことはできなかった 9）。こうして，実況放送
は完全に不可能となった。

（4）「実感放送」へ
先に示した通り，NBCは協会のために毎

日1時間，ロサンゼルスのスタジオを確保し
てくれていた。NBCとしては，これを日本
へ競技の結果などを伝えるために使用すると
いう前提で用意してくれたのだが，派遣され
た4人は「実感放送」に踏み切る。

具体的には，アナウンサーが競技場で競技
を観戦してそれをメモに取り，車で15分ほど
のところにあるスタジオに移動して，実況さ
ながらに競技を再現するというものであった。
スタジオからは，有線でサンフランシスコの
発信所に送り，そこからの短波を埼玉県の岩
槻無線受信局がキャッチする。そして，東京
放送局に有線で送り，そこから全国に放送し
たのである（図）。

放送は，現地時間の午後 7時から8時まで
で，日本時間では翌日の正午から午後 1時ま
でとなった。

実際の放送は以下のようなものであった。
日本の宮崎康二選手が金メダルを取った競泳
100メートル自由形の決勝の様子である。

各選手スタートラインに立ちました。流

石に場内は水を打ったような静けさになり

ました。ドンと号砲一発，場内は総立ちで

す。60メートル，宮崎，河石，高橋，グ

ングン出て来ました。そして6名並行して

おります。70メートル，宮崎グングン出

て来ました。半メートルも引きはなしてお

ります。河石，シュワルツが続いておりま

す。80メートル，宮崎断然トップです 10）。

こうした放送が実況放送でないことは，7
月 31日の放送を通じて聴取者に伝えられて
いた。また，ロス五輪中盤の8月 6日には，「実
感放送」にいたる詳しい経緯も説明している。
その説明の最後にアナウンサーはこう付け加
えた。

図　放送の流れ

頼母木真六「オリムピック放送を語る」『調査時報』
（1932年8月15日号）の記述をもとに作成

競技場

東京放送局

全国へ

ロサンゼルス

KFI 放送局（NBC）

車で15分

有線

サンフランシスコ

ボリナス発信局

埼玉県

岩槻無線受信局

有線

無線
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然し皆さん，世界数十ヶ国参加のオリ

ンピック大会の情況を，たとえスタジオ

からの実感放送とは云え，外国語を以て

放送しているのは僅かに日本一国あるの

みです。あるロサンゼルスの在留邦人は，

日本の同胞諸君は何という仕合せであろ

う。競技後一時間余りでラジオに依り詳

細な結果を知る事が出来るのですもの，

と語っておりました 11）。

（5）「実感放送」にまつわるエピソード
「実感放送」ならではのエピソードもある。

陸上の100メートル決勝には，“暁の超特急”
と呼ばれた吉岡隆徳選手が出場した。吉岡選
手はスタートダッシュが得意で，このときも
前半は他の選手を抑えてリードを保っていた
が，後半に抜かれて6位となっている。

このレースを担当していた松内アナウン
サーは，競技場でメモを取った後，スタジオ
で「実感放送」を行った際に，「吉岡トップ，
吉岡トップ」などと吉岡が快走していた前半
を強調するアナウンスをしていた。そして放
送が終わってみると，実際は10秒ちょっと
のレースに1分以上の時間がかかっていたと
いう 12）。

また，「実感放送」に直接関わることではな
いが，こんな話も残っている。陸上の三段跳
びで優勝した南部忠平選手をスタジオに呼ん
で，勝利の喜びを語ってくれるように依頼し
たところ，南部選手はマイクに向かって「感
無量でもう話せません。それに米国からの放
送が果たしてみなさんに聞こえているかどう
かわからないので，いずれ帰りましてから」
と述べて，あっさりと話を打ち切ってしまった。
南部選手としても，初めての海外からのオリ

ンピック放送とあって，自分の声が本当に日
本に届くかどうか半信半疑だったらしい 13）。

聴取者側にもほほえましい話がある。アメ
リカと日本を結ぶ無線は感度の良くないとき
もあった。「ザーザー」という雑音などが放
送の途中に発生することもあったが，聴取者
の中にはそれを太平洋の波の音と勘違いする
人もいたという 14）。
「実感放送」という普段の実況とは違った

状況の中でのアナウンスの難しさ，それにア
メリカと日本が無線でつながるという不思議
さが，思いもよらぬエピソードを生んでいた
と言えよう。

（6）反響
こうした「実感放送」は，聴取者にどう受

け入れられていたのだろうか。
協会のオリンピック担当者は，一部に次の

ような投書があったことを認めている。
「我々聴取者を欺くものである。この放送

南部忠平選手（オリンピック期間中）

著作権の都合により掲載できません

0010734153
タイプライターテキスト
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があるために買い求めたラジオセットに対し
て，放送当局は果して如何なる処置を採ろう
とするのか」15）

しかし，これは例外的なものであったよう
だ。例えば『日本放送史』には，ラジオの前
に群がる人々の写真とともに，「国民は，待
望の国際オリンピック競技の放送を待ちかね
てこれにきき入った」とのコメントが掲載さ
れている 16）。

また，スポーツ指導者の鈴木良徳は，「そ
れが実感放送ではあったが，全く画期的なも
のであった。この中継放送は当局の英断に
よって行われたものであろうが，聴取者とし
ては，スポーツを解するも，知らざるも，ラ
ジオの有難さを痛感したものである」と述べ
ている 17）。

さらに，東京日日新聞の円地与四松調査課
長は，翌年に以下のように称賛している。

報道放送が本当に一般大衆の欲求を満

たし，ラジオとニュースとを離すことの

出来ないものにしたのは，昨年のオリンピッ

ク競技に於ける米国からの放送以来のこ

とであろう。（中略）オリンピックの競技

の米国よりの放送によって，現地放送及

び実地放送が報道についても画期的の躍

進を見たのである 18）。

このように，それが実況放送ではなかった
にせよ，現場の臨場感をなんとかして聴取者
に伝えたいという関係者の努力は，聴取者に
好意的に受け入れられた。そして，放送史上
の一種の“伝説”となって長く語り継がれる
ことになる。

３  積み上げられていた疑似的実況

（1）大正天皇の大喪，昭和天皇の即位式
先に示した通り，一般的には「実感放送」

は苦肉の策としてこのとき初めて考え出され
たと捉えられているが，本稿では，それ以前
の放送に関する出来事を詳しく分析すること
によって，新たな解釈を加えることを試みた

ラジオの前に群がる人々（オリンピック期間中）

マイクを設置した沿道の灯籠と関係者
（1927年2月7日）

著作権の都合により掲載できません

著作権の都合により掲載できません
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い。まず，疑似的な実況放送は，ロス五輪以
前にも行われていたということを紹介する。

1925年3月に日本で放送が始まってから2
年後の1927年2月，東京で行われた大正天皇
の大喪の模様を伝える特別番組が放送された。
この番組では，葬列が通るところにマイクを
設置して，軍楽隊の演奏や牛車のきしむ音な
どを放送するとともに，アナウンサーが葬列
や沿道に集まった人々の様子を伝えた。しか
し，このアナウンスは“実況”ではなかった。
天皇の大喪ということで，アナウンサーが葬
列を直接見て放送することが許されなかった
のだ。

そこで関係者は次のような方法を取った。
①宮内省と相談しながら，沿道のポイント順
に読み上げる原稿を作っておく，②沿道に人
を配置して，葬列がそのポイントを通ったと
きに直通電話やブザーでスタジオに知らせる，
③スタジオのアナウンサーがその合図を受け
て，用意しておいた原稿を順番に読み上げる。

このときの放送の一部は，次のようなもの
であった。

霊
れい

轜
じ

の進みにつれて，沿道堵
と

列
れつ

の億兆

赤子は声をのみ襟を正し再び帰りまさぬ

この御行幸にひとしくうなじを垂れて涙

にむせびました 19）。

事前に当時の宮内省と打ち合わせして作成
した原稿なので，その場の状況に合わせて勝
手に内容を変えることは難しかったと思われ
るが，まったく手が加えられなかったわけで
はない。このアナウンスを担当した松田義郎
によると，棺をのせた車を「霊轜」と言わな
ければならなかったが，これだけでは聴いて

いる人が分かりづらいと思い，「只今御轜
 じ しゃ

車
マイクロフォンの前，進御にございます」と
付け加えたという 20）。言い換えたとしても，
分かりやすくなったとは言い難いかもしれな
いが，事前に用意した原稿だけでは伝えきれ
ない現場の“生”の雰囲気を，聴取者に届け
ようと模索していたことが見受けられる。

また，翌1928年11月，京都で行われた昭
和天皇の即位式の模様も，大正天皇の大喪の
ときと同じ理由で実況ができず，事前に用意
した原稿を式のタイミングに合わせて読み上
げるという方法で放送された。この放送につ
いて，京都の仮設スタジオに控えていた関係
者によると，現場にいた人から，雨上がりの
空に鮮やかな虹がかかったことがモールス信
号でスタジオに知らされたので急いで原稿に
書き加え，いかにも現場から実況していると
いう体裁を整えて放送したという 21）。

実況ができない状況で，なんとか実況のよ
うに放送するという試みが，すでに始まって
いたことが分かる。

（2）甲子園の野球を東京で“実況”
日本で初めてスポーツの実況が行われたの

は1927年 8月，大阪放送局が甲子園球場から
放送した第13 回全国中等学校優勝野球大会
である。この放送に関連して，疑似的な実況
放送が行われていて，しかもそのときにアナ
ウンスした人物が，ロス五輪にも派遣されて
いたという事実がある。

甲子園での実況について大阪放送局は，前
年の第12回大会からの放送を目指して球場
の経営権を持つ阪神電鉄と交渉を始めた。し
かし，阪神電鉄から，見に来る客が減ってし
まうと強く反対されたこともあり，第12回
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大会の実況は断念している 22）。
ロス五輪でも，主催者が放送によって入場

券の売れ行きが悪くなると考え，高額の放送
権料の支払いをNBCに求めたことが実況不
可能の原因となっているが，これらの出来事
は，洋の東西を問わず，放送初期のスポーツ
主催者と放送局の関係をよく表していると言
えよう。　

日本の場合，大阪放送局の粘り強い交渉の
努力もあって，第13回大会の実況が可能と
なった。ふたを開けてみれば，甲子園へ足を
運ぶ観客はいつもより増えたという 23）。放送
自体も好評だったようで，8月19日付の大阪
朝日新聞は「野球放送について感謝の書状が
毎日，本社本部や放送局に舞い込む。遠く福
岡，松山，名古屋方面から『甲子園に行って
いるような気がします』というて来る」とい
う記事を載せている 24）。

こうした甲子園の熱気を関東の人にも伝え
ようと，東京放送局は8月20日の決勝戦の模
様を管内で放送することを計画した。とはい
え，当時は東京と大阪を結ぶ有線は完成して
おらず，大阪からの実況を受けることはでき
ない。そこで，東京朝日新聞社に依頼して，
試合の経過を東京に知らせてもらい，その原
稿に肉付けして，あたかも実況のように放送
したのである。

この放送は，午後 1時 45分，2 時 45分，4
時 5分，6時の4回行われた。1回の放送時間
は短いときで12分，長いときで58分だった。
放送が4回に分かれているのは，間に経済市
況や気象情報などを入れなければならなかっ
たためである。なお，野球を実況していた大
阪放送局でも，経済市況などのために，試合
中15回ぐらい放送を中断しなければならな

かったという 25）。これも，当時のスポーツ実
況が，放送全体の中でどんな位置を占めてい
たかを示すエピソードの一つだろう。

ところで，甲子園からの試合経過を受けて，
東京で実況のようにアナウンスした人物は，
日本放送協会のアナウンサーではなかった。
当時，時事新報社の運動部に在籍していた河
西三省だったのである。

野球の実況放送が始まる前は，各新聞社が
試合の速報に力を入れていた。その中で時事
新報社は，東京の日比谷公園に野球場を模し
た大きな掲示板を設け，電話で球場と連絡
を取りながら，掲示板の上で試合通りにボー
ルを動かすなどして球場の様子を伝えていた。
その解説者として活躍していたのが河西だっ
た 26）。

時事新報社の運動部の記者だった河西が協
会の放送に携わることになった経緯は定かで
はないが，河西の実績から，ラジオの疑似的
な実況も可能だろうと白羽の矢が立ったと思
われる。河西はこの後，1929年に日本放送

河西三省アナ（1931年9月26日）

著作権の都合により掲載できません
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協会に入局する。

（3）「実感放送」という“言葉”が初めて？
ロス五輪に派遣されていた河西三省アナウ

ンサーが，それ以前にも疑似的な実況を経験
していたという事実を考慮すると，ロス五輪
の「実感放送」は，苦肉の策としてこのとき
考え出されたという従来の捉え方に対して，
新たな解釈が可能となる。これまでに積み上
げられてきた方法を派遣員たちが応用して

「実感放送」につなげたということだ。
このように考えると，ふに落ちることがあ

る。アメリカに派遣されたアナウンサーの1
人，島浦精二の証言の中の一つの言葉だ。島
浦は1988年1月，放送史の証言を集める「放
送史ききがき余話」というNHKのプロジェ
クトの中で，ロス五輪の「実感放送」につい
てこう語っている。

実況できるかどうか分からなかったん

ですけれども，やるつもりで行ったわけ

ですけどね。そしたら結局だめだという

ことで，いわゆる実感放送というのを松

内さんが考え出した。言葉ですけどね。
（下線は筆者）

派遣アナウンサーの1人の松内則三が，「実
感放送」という方法を初めて考えついたのな
ら，「松内さんが考え出した」で終わればい
いはずなのに，島浦はわざわざ「言葉ですけ
どね」と付け加えている。これは，方法その
ものは派遣員たちの頭の中にあったが，それ
を「実感放送」と名づけたのが松内だったと
いうことではないだろうか。

（4）背景に存在したスポーツ実況人気
オリンピックの実況が不可能となったとき，

NBCは競技の結果を伝えて解説するという
ニュース形式の方法を取った。NBCは，当然，
協会の派遣員も同じような方法を取るだろう
と思って，毎日1時間，ロサンゼルスのスタ
ジオを確保してくれていた。しかし，派遣員
は「実感放送」に踏み切った。
「実感放送」にいたるまでの考察はこれま

でに述べた通りだが，その背景としてさらに
考慮しなければならないことがある。それは，
当時のスポーツ実況の人気と日本へのオリン
ピック招致である。

神宮球場，どんよりとした空，黒雲低

く垂れこめた空，カラスが一羽，二羽，

三羽，四羽，戦雲いよいよ急を告げてお

ります。

これは，ロス五輪にも派遣された松内則三
アナの早慶戦の実況アナウンスの一部である
が，ロス五輪前年の1931年にレコードとし
て販売され，非常によく売れた。当時，早慶
戦や全国中等学校優勝野球大会の実況がある
ときは，ラジオ販売店の前は黒山の人だかり
となり，車の通行にも支障が出るほどだった島浦精二氏（1982年6月1日）

著作権の都合により掲載できません
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という 27）。
スポーツ実況については，野球好きとして

知られていた作家の井上友一郎も，松内則三
や河西三省との対談の中で以下のように述べ
ている。

早慶戦というようなビッグゲームの実

況放送は，放送そのものが試合と切り離

して一種の芸術品でしたよ。試合をおも

しろくも，つまらなくもする魔術を持っ

ているわけですから，（中略）街頭でラジ

オの前へ一時間でも二時間でも立ってい

たんですから，やはりあれは一種の芸術

品だった 28）。

松内や河西を前にした井上の話は，両氏を
やや持ち上げた面もあったかもしれないが，
当時のスポーツ実況では，アナウンサーの話
術も聴取者としての“楽しみ”の一つだった
ことを示していると言えよう。

こうした状況の中，実況ができないからと
いって，NBCのように単なるニュース形式
で伝えることに抵抗があったことは想像に

難くない。「実感放送」が生まれた背景には，
聴取者がスポーツ放送に求めていたことをで
きるだけ反映させたいという関係者の思いが
あったと考えられる。

さらに東京市は，この8年後の第12回オリ
ンピック大会の開催都市として立候補を表明
していた 29）。オリンピック招致を成功させる
には，国内の機運を高めるとともに，国外に
もその存在感をアピールしなければならない。
そこで，これまでに積み上げてきた実績もあ
り，アメリカのニュース形式の放送よりも話
題性のある「実感放送」に舵を切ったと思わ
れる。

４  「実感放送」が残したもの

（1）「実感放送」を応用した災害報道
その後のスポーツ放送は，主催者の理解が

得られたり機器の整備が進んだりして実況が
主流となるが，「実感放送」は独自の発展を
遂げる。

1935年6月，集中豪雨が西日本一帯に大き
な被害を及ぼした。大阪放送局は，この災害
について臨時ニュースや特別番組で大きく
扱った。その中で，「実感放送」を応用した
報道が行われたのである。

当時のラジオニュースは，通信社が配信す
る新聞社向けの原稿を，日本放送協会で話し
言葉に直して放送していただけで，自主取材
という概念はなかった。協会内には，取材を
専門とする記者も存在しなかった。

しかし，災害時に原稿を待っているわけに
はいかなかった。大阪放送局は，被害の大き
かった地域にアナウンサーを派遣し，そこで
見た状況をスタジオで放送したのである。こ

早慶戦の実況をする松内則三アナ
（1936年4月23日）

著作権の都合により掲載できません
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の放送は，新聞社の飛行機に同乗した「豪雨
に悩む京阪神地方を俯瞰」や「京都・紙屋川
を中心に付近一帯を歩む」など12本におよん
だ。大阪放送局は，このほかにも，専門家に
よる災害の背景や救援対策についての解説な
どを放送している。

これらの放送は，戦後に始まる自主取材の
機運を高めるとともに，その後の災害報道の
原型になったと言われている 30）。

（2）ラジオ独自の歴史劇「架空実況放送」
「実感放送」は，戦後のラジオドラマにも

引き継がれた。
1953年に始まったテレビ放送の広がりは

速く，1959年には民放の広告収入でテレビ
がラジオを上回った。危機感を持ったNHK
のラジオ関係者は，ラジオの特性を生かした
番組作りを模索した。そこで手本としたのが

「実感放送」だった。
NHKは，1957年に「架空実況放送」という

ラジオドラマシリーズを開始した。これは，
「関ヶ原の戦い」といった歴史上の大きな出来
事などを，あたかもそこで見ているようにス
タジオで実況するものだった。例えば「関ヶ
原の戦い」では，アナウンサーが東西両陣営
に分かれて，次々に変化する合戦の様子をス
ポーツ実況のように描写した。

これらは，ラジオならではの歴史劇として
評判を呼び，年間1回から3 回の特集番組と
して約 30回続く人気シリーズとなった。

５  おわりに

1932年のロス五輪における「実感放送」に
ついては，これまで放送権料をめぐるトラブ

ルから競技を実況することができなかったと
いう“経緯”の解説が中心となり，それが生
まれた“背景”や“その後”にはあまり触れら
れてこなかったと思われる。これは，スポー
ツ放送史やアナウンサー史といった大きな流
れの中の一つの出来事として取り上げられる
ことが多かったためであろう。

これに対して本稿では，「実感放送」の伝
え方そのものに着目して，“それ以前”と“そ
れ以後”という別の流れで読み取ることを試
みた。そして，ロス五輪の「実感放送」は，
それまでに積み上げてきた試行錯誤の一つの
結実点だったのではないか，という新たな捉
え方を示した。さらに，放送のその後も紹介
した。「実感放送」が独自の発展を遂げ，戦
後の自主取材の機運を高めるきっかけの一つ
となったりしていることは，放送史を語る上
で見逃せないポイントではないだろうか。

職人芸的なロス五輪の「実感放送」は，放
送史を彩る一つの出来事としてさまざまな論
文や書籍で言及されてきた。その話自体にイ
ンパクトがあることから，ロス五輪のときの
みに注目が集まる傾向があったが，一つの現
象にとどまらずに，その発展の流れを捉えて
いくことの重要性があらためて浮き彫りに
なったと言えよう。

※ 本稿中，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。また，原文に振り
仮名や句読点をつけた箇所もある。

※ 本稿 43 頁右上の写真は『ラジオ年鑑　昭和八年』
（1933年）50 頁より使用。47 頁左上の写真は『日
本放送史　上』（1965年）234 頁より使用。それ以
外の写真については NHK アーカイブス所蔵。

（こばやし としゆき）
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