シ リ ーズ 戦争 と ラ ジ オ 〈 第 6 回 〉

国策の「宣伝者 ｣ として
～アナウンサーたちの戦争（前編）～

メディア研究部

大森淳郎

本稿では，戦時ラジオ放送におけるアナウンス理論に焦点を当てる。先行研究に共通する大きな見取り図は，
主観を排して淡々とニュースを読む，善きものとしての ｢ 淡々調 ｣ が，太平洋戦争勃発とともに生まれた，主観を前
面に押し出して読む，悪しきものとしての ｢雄叫び調 ｣に取って代わられたというものである。しかし今回，これま
での定説とは異なる次の知見を得た。
① ｢ 淡々調 ｣も，日中戦争勃発後には国民を戦争に誘導するために最適なアナウンス理論として位置づけられてい
たのであり，その点においては「雄叫び調」と同じであること。
②これまで「雄叫び調」は，太平洋戦争開戦を告げる臨時ニュースから自然発生的に始まったとされてきたが，そ
れはつくられた伝説であり，開戦前から理論構築されていたこと。
本稿では，当時のアナウンサーたちの内面に分け入りながら上記の知見を明らかにしてゆく。内容ではなく話し
方によって国民を戦争に動員する。それはどんな挑戦だったのだろうか。

はじめに

たつざわ まさ お

男の名は立 澤正 雄（1913 ～ 94）。戦時下，

1939（昭和 14）年 9月3日，ポーランドに侵

日本放送協会アナウンサーとして活躍した。立

攻したドイツに対し，イギリス，フランスが宣

澤が入局するのは，この日記を記した日から3

戦布告，ヨーロッパを舞台に第二次世界大戦

か月先のことだが，戦争の時代，どういう若

が始まった。この日，長野県に暮らす1人の男

者が放送という仕事を志したのか，その1つの

1）

が日記 にこう記している。
昭和 14 年 9月3日

例として興味深い。
立澤正雄（25歳ごろ）

インテリの心がまへといふものが，しばしば
非難される。しかし，インテリに忠臣愛国の
精神が欠如しているのでもなければ，犠牲
的精神がないのでもない。よく戦争でいざ突
撃といふ時は酒を飲んでやると言ふ。酒で良
・ ・

心を麻ひさせてやるのだと思ふ。戦争だのは
良心があってはとてもできないことだ。要す
るにインテリには，生半かな批判力といふも
のがあるのがいけないのだと思ふ。
（傍点は
原文）
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立澤清彦氏 提供
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立澤は 1913 年，東京に生まれた。日本大学

だがその一方で，立澤の胸の内ではもう1つ

国語漢文科を卒業後，少年向けの新聞を出す

の夢が膨らみ始めていた。新しいメディア，ラ

出版社に勤めながら作家を志す。しかしまもな

ジオのアナウンサーになる夢である。日記には，

く会社は経営難に陥り，教職に身を転じた立

たびたびラジオが登場する。母校日大の活躍

澤は埼玉県下の尋常小学校を経て長野県の安

を伝える水泳競技中継。ヨーロッパで始まっ

曇平青年学校の教諭となった。引用した日記

た第二次世界大戦の戦況ニュース。そして，ノ

はその当時のものである。

モンハンで勃発したソ連軍との戦闘を報じる

ヨーロッパで始まった第二次世界大戦は対岸

ニュース。立澤は日本軍将兵の犠牲的精神を

の火事ではなかった。日中戦争が勃発してす

伝える放送に感動して詩のようなものを日記に

でに 2 年，中国の抗日首都・重慶に対する日本

書きつけている。

軍の無差別爆撃は激しさを増し，国際的な非
難が高まっていた。戦時色が日増しに濃くなっ

惨風暗き高原に / 大和男子の働きは / 雨もむ

てゆく中，立澤は自らの「インテリ性」
「批判力」

せぶか草も哭く/ 肉弾勇士三十の/ 霊は護国

を捨て去ろうとしていた。

の神となり/あじあの幸を護るらむ
（昭和 14 年 8月31日）

昭和 14 年 9月14日
青校（青年学校のこと：引用者）生徒，毎日

スポーツ中継から戦況報道まで，日本中の

教練予習に精励，土と埃にまみれたる不乱

人々の心を動かすアナウンサーという仕事が，

一心の姿のたふとさよ。暑い日。

立澤には教師にもまして魅力的なものに思え
た。現実的な問題もあった。出版社時代に結

昭和 14 年 9月22日

婚し，すでに 2 児の父親であった立澤は青年

学科試問で「親の臨終に応召の時が迫った

学校教諭の給与に不満があった。日記には，

らどうするか，応召しても直ぐ戦地に行くわ

それも転職を希望する理由であることが正直に

けではないから猶予を願ふか」
「直ちに出発

記されている。

します」
「親の死水をとらなくてもよいか」
「い

1939 年11月，立澤は上京し，アナウンサー

いです」
「一生親不孝になるぞ，かけがへの

採用試験を受けた。初日はマイクを通しての音

ない親だぞ」
「直ちに出発します。いいです」

声テストだった。日記には「上がらない心算で

若い青年は燃えるやうである。これあればこ

いて，どうしてもあがってしまった」と記してい

そ日本は強し，余は熱涙が湧くのを禁じえな

る。2日目は筆記試 験。論文の課題は「現下

かった。

情勢に処する国民の覚悟に就いて述べよ」とい
うものだった。作家を志したこともある立澤が，

立澤は国に命を捧げようと考える青年たちに
共感し，自分もそうありたいと思っていた。そ
して教職こそが自分の天職であると日記に記す
こともあった。

論文の内容においても表現においても，高得
点を得られたことは想像に難くない。
立澤は日本放送協会に採用されて長野放送
局に勤務することになった。ただし，音声テス
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トの失敗が災いしてか，アナウンサーとしてで

カル局の駆け出しアナウンサーにすぎなかっ

はなく事務職員としてである。立澤は聴取契約

た。だが，1日も欠かすことなく書き続けられ

事務や放送部の補助員を務めながら次のアナウ

た立澤の日記は，戦争の時代を生きたアナウン

ンサー採用試験に再チャレンジすることにした。

サーの等身大の記録として貴重なものである。

放送現場へのあこがれは増すばかりだった。

立澤正雄日記

昭和 15 年 5月11日
夜のラジオの前線基地よりの録音を聴き，大
君のため命をささげた戦士の声をこの耳に
し，深い感動を禁じえなかった。明日の命も
かへりみず無邪気な歌声一つにさへ，強く
たくましい日本人の魂がひしひしと迫るので
あった。

NHK 放送文化研究所蔵

昭和 15 年 6月20日

本 稿では，立澤日記を縦軸に据えながら，

早くマイクの前に立ちたい。半人前でもいい

国民の戦意高揚，敵愾心振起のためにマイク

から，人物紹介でも，魚のお値段でも何で

の前に立ったアナウンサーたちの戦争を描くこ

もよい。毎日ガリバン書き，高等給仕の様な

ととしたい。

仕事ははたから見れば呑気さうで羨ましかろ

戦時ラジオ放送におけるアナウンスの問題に

うが，男一度，恩給も聖職もなげうって来た

焦点を当てた先行研究としては，太平洋戦争

もの。力一杯の仕事をやりたい。

中，日本放送協会が発行する『放送研究』誌
上に掲載されたアナウンサーたちの声を追った

立澤は，1940 年10月，アナウンサー採用試
験に再度挑戦して合格，同じ長野放送局に配

竹山昭子の論考がある。それは次のように書
き起こされている。

属された。そこでローカル放送を中心にアナウ
ンス業務に携わり，1944 年 5月からは日本統治

一九四一年一二月八日，午前七時，太平洋

下のパラオ放送局に勤務，現地で敗戦を迎え

戦争の開戦を告げたのは日本放送協会のア

る。戦争の時代のただ中を，新人アナウンサー

ナウンサーによる大本営発 表であった。開

として駆け抜けたのである。

戦は，アナウンサーたちに，改めてアナウ

立 澤 は， 例えば 太 平 洋 戦 争 開 戦 の 臨 時
ニュースを読んだ館野守男，開戦の詔書を朗

ンサーのあるべき姿を考えさせるきっかけと
なったのである 2）。

読した中村茂，出陣学徒壮行会を実況放送し
せ い じゅん

た志村正 順，あるいは敗戦の日，天皇の詔書

竹山の論 考を単純化して言えば，アナウン

を朗読した和田信賢のような，戦時ラジオ放送

サーたちは，太平洋戦争開戦と同時に，自分

を彩ったスター・アナウンサーではない。ロー

たちが無色透明な「伝達者」であってはならず，

のぶかた
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情熱的な「宣伝者」であるべきことを自覚し，

アナウンス教本『放送員話術』には，
「言葉の

それまでの主観を排して淡々とニュースを読む

気迫」の必要を説く項目がある。そこでは放送

アナウンスから，主観を前面に押し出す情熱的

は「偉大な金日成主義を実現する最も鋭利な

なアナウンスへ，いわゆる「淡々調」から「雄

思想的武器」であり「大衆を革命と建設闘争に

叫び調」への転換を図ったのである。そしてそ

目覚めさせる突撃ラッパ」であるとされ，
「どん

の後も，戦時下のアナウンスのあるべきスタイ

な場合でも放送員たちは言葉で気迫を失って

ルを求めて彼らは熱い議論を続けた。竹山は，

はいけません」という金正日の言葉が記されて

「現役のアナウンサーがこの時機ほど自分たち

いるという 4）。国家は，放送の内容のみならず，

の仕事について真剣に考え，発言した例を他

それを伝えるアナウンサーの声までコントロー

3）

にみたことがない 」と記している。

ルしようとするのだ。

本稿では，竹山の論考を踏まえつつ，以下

今，北朝鮮のアナウンサーの物真似は，宴
会芸の定番にもなっているという。だが野暮を

2 点を新しく論証する。

承知で言えば，他国の放送を笑う前に，この
①善きアナウンス＝「淡々調」が，太平洋戦争
開戦後，悪しきアナウンス＝「雄叫び調」に
駆逐されたとする見方が一般的であるが，実
は「淡々調」も，日中戦争勃発後には国民を

国のラジオ放送の歴史も知っておくべきではな
いだろうか。
「吾々は気迫ト迫力― 若さをもって邁進し
よう。マイクによって突撃しよう 5）
」

戦争に誘導するためのアナウンス理論として

これは，1942 年に入局した日本放送協会の

位置づけられていたのであり，その点におい

新人アナウンサーの１人が，研修を終えて任地

ては「雄叫び調」と同じであること。

に赴く前に記した決意の言葉である。マイクを

②これまで「雄叫び調」は，太平洋戦争開戦
の臨時ニュースから自然発生的に始まったと

武器にして国策の「宣伝者」たらんとする。そ
れはどんな挑戦だったのだろうか。

されてきたが，それはつくられた伝説であり，
開戦前から理論構築されていたこと。

1.「淡々調」の時代

だが，本稿のねらいは上記 2 点を論証するこ

淡々会

とだけにあるのではない。論証の過程で，当

1940 年 9月23日， 立澤正 雄は 名古屋中央

時のアナウンサーたちの心の内側の襞 に触れ

放送局で 2 度目のアナウンサー採用試験に挑

ることになるが，それこそが重要であると考え

んでいた。日記によれば，音声試験は「思い

る。本シリーズの最初に述べたことだが，戦時

の外に好結果を得たような気が」した。論文

ラジオ放送を検証するにあたっては，何をどう

問題は，
「新体制の必然に就いて」
「公益優先

放送していたのかを羅列するのではなく，当時

につき論ぜよ」の 2 問から1 問を選ぶものだっ

の放送現場が何をどう考えていたのかを知るこ

た。
「新体制」とは，ナチス・ドイツのような絶

とこそが大切だと思うからである。

対的な指導体制を指していた。日本放送協会

ひだ

話は飛ぶが，1988 年に発行された北朝鮮の

のアナウンサーを目指す若者たちは，既成の政
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党政治を打破する「新体制」の必然性，ある

昭和 15 年10月19日

いは戦争目的に合致する「公益」の優先につい

講習を受ける前に，自分では相当自信あるつ

て論じ，選別されたのである。日本は太平洋

もりで出席し，仲間の誰よりも自分がうまい

戦争への道を突き進んでいた。立澤の試験当

様な気がしていたが，それは今日，和田氏

日の日記の欄外には「皇軍，仏印に進駐す」の

の指導を受けてつくづく自分の悪いクセであ

書き込みがある。

るひとりよがりに過ぎないことを感じた。たし

長野に帰った立澤は合格通知が来るのを待

かに読み方なら，技巧なら或程度先輩の後

ち焦がれていた。日記には，人生の岐路に立

について読める。だがしかしそれは，先輩

つ1人の男のつぶやきと，歴史の歯車が軋む音

の猿真似に過ぎないのであった。

が入り交じっている。

講師たちにとっては純白な布を美しく染めあ

きし

げることが一番やりよいのであって，もう或
昭和 15 年 9月27日

色の染まったものを又染め直すことは一層や

今日も終日待機していたが名古屋から何の便

りにくい。染めてもらう方でも染まったままで

りもなく不安になってくる。
（中略）日独伊三

はだめだから純白に近いものに返らねばなら

国軍事同盟成立す。

ぬ。和田氏は「素朴なるアナウンス」を，と
言った。
（中略）立派なアナウンサーとなる

昭和 15 年 9月30日

ためには，自己のアナウンスメントを創造し

今日も待ちぼうけで過ぎた。もう丁度一週間

なければならない。人真似は近道のやうで，

目である。昨夜は合格の夢を見て，覚めて

結局遠道であった。

がっかりした。明日から防空訓練である。

六時帰宅す。大分疲れた。食後入浴して寝
る。

10月5日， 立澤は合格 通知を受け取った。
受験者数 118人，合格者18人だった。
10月14日，立澤は 2 か月半のアナウンサー

ら，長野放送局で事務の仕事をしながら局の

養成研修を受けるために長野から東京に向か

アナウンサーの手ほどきを受けていた。だから

う。夜 10 時 57分発の夜行列車は，靖国神社

同期の仲間には負ける気がしなかったのだが，

の祭礼に行く戦没者の遺家族で満員だった。

研修が始まると，すぐにその自信は砕かれた。

翌朝，立澤は東京・田端で一人暮らしをしてい

日記には，講師たちの容赦ない指摘が毎日の

る父の家で荷をほどき，内幸町の放送会館に

ように書き連ねられている。いわく，声が小さ

向かう。午後 1 時，アナウンサー第 8 期生 18

く腹から出ていない，鼻音が不完全である，

人が集合，教官は和田信賢ら 4 人の現役アナ

サ行音がきたない……。
日記から浮かび上がってくるのは，自信を

ウンサーだった。

6

立澤は，アナウンサーとして採用される前か

研修時代の日記を少し丁寧に見てゆこう。そ

失ったり，自らを奮い立たせたりしながら，懸

こには，当時のアナウンスが何を大切にしてい

命に自分の未来を切り拓こうとする青年の姿で

たのかが，時代の空気とともによく表れている。

ある。そして青年は，自分が時代の大きなう
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ねりの中にいることも自覚していた。

に対する論説，ないし批判的報道をその役割
とするが，放送は政府の意見を国民に伝達す

昭和 15 年10月29日
戦火遂にバルカンに波及，イタリヤ・ギリシ

るものだと言うのだ。そして次のように強調し
ている。

ヤ激戦を展開す。三国同盟当事国たる帝国
にとって決して対岸の火災に非ず。

而して放送が国民精神の作興の上に有力な
のは，電波を通じ一斉に国民に呼びかける

昭和 15 年11月19日

ことに依り容易に国民の脳裏に徹して深い印

泰国軍と仏印軍交戦，英米盛んに泰を自己

象と感銘を与えるからであって，民心の振作，

の陣営にひき入れようとして策謀しつつある

国民の精神的結合にはこれ程恰好なものは

が如く，日米関係益々先鋭化はまぬがれざ

ない 7）。

るべし。
立澤らは，このような講話を聞きながらアナ
アナウンス研修が始まる1か月前の 9月には

ウンスの理論と技術を学んでいたのである。
「国

日独伊三国軍事同盟が成立，同時期に日本軍

民の脳裏に徹して深い印象と感銘を与える」た

は北部仏印に進駐し，日米の緊張は高まりつ

めにはどんなアナウンスが求められるのか，立

つあった。太平洋戦争の開戦まで1年，立澤た

澤たちは教え込まれたことだろう。そしてまた，

ちが研修で学ぶのは，アナウンス理論だけで
はなかった。

「民心の振作，国民の精神的結合」のために
は，何を話せばいいのかということも考えさせ
られたはずだ。

昭和 15 年11月22日

アナウンサーに求められたのは，
「どう話す

10 時から逓信省宮本無線課長の放送の国家

か」だけではない。
「何を話すか」も同時に問

的意義，三十歳一寸出たばかりの少壮官吏，

われた。例えば実況中継では，原稿なしに目

如何にも新国家の放送事業をやりぬこうとい

の前にある情景をありありと描写しなければな

ふ気概の見える人だ。

らない。巧みに時局色を盛り込むことも必要で
ある。
「即時描写力」はアナウンサーの重要な

逓信省宮本無 線課長とは，放送内容を指

資質とされていた。

導・検閲する立場にあった逓信省電務局の宮

読み手としての自分の資質に思い悩む記述

本吉夫である。この日，宮本が「放送の国家

が多い研修時代の立澤の日記だが，
「即時描

的意義」と題して何を話したのか，立澤は記し

写力」の訓練がある日は弾んでいる。

ていないが，宮本が前年（1939 年）に書いた
論文「国家と放送―ラヂオ普及の国家的必要

昭和 15 年12月5日

―」6）の内容と重なるものだっただろう。そこで

三時から又，スタジオで実感放送 8）。即ち，

宮本は，放送と新聞・雑誌ではその役割が違

写真を見て，何か実況の如く，原稿なしで五

うと述べている。新聞・雑誌は，政府の意見

分位しゃべるのだ。余は最後の番となり，写
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真週報の，靖国神社々頭で遺族の妻が娘さ

昭和 15 年12月9日

んに千人針を縫ってやっている写真。冷汗三

三時過ぎから安斎氏の実習，ニュース解説を

斗の思ひで，靖国神社大祭の光景を考へ考

読んでいままでになくしどろもどろ。然も一

へ，
「聖戦既に三年四カ月，昨日は父を送り

本調子で自分乍あきれた。
（中略）思へばシ

今日は我子を送り，明日は又兄を送る。大君

とヒの区別から鼻音濁音の発声，大きく口を

のみたてとなりて大陸の野に敢然と屍をさら

開けて底力あるアナウンス，サ行の発音と，

す勇士こそ，古来伝統の魂であります。秋晴

次々に出て来る我欠点を征服して，もう講習

れのよき一日，マイクを靖国神社々頭に進め

二十日，今又ツ音の発音不適格といふ新しい

まして…」と始め，どうにかかうにか無我夢

欠点と，一本調子，悪く言へば朗読調といふ

中，汗ふきふき出て来ると，
「よかった，とて

難関にぶつかって来た。長文の，殊にニュー

もよかったよ！九十点だ。とにかく写真だけ

スなどになると，気を付けても思はずしらず，

で，あれ丈しゃべられれば立派だ」と，思ひ

字を追って調子を忘れるやうになる。

がけない賛辞でぼーっとしてしまった。
昭和 15 年12月17日
けな

貶され，叱られ，たまに褒められ。12月に入

午後は安斎氏によるスタジオ実習四時まで。

り研修も残すところ1か月足らずになっていた。

今日ニュースを読んで，実に流麗であるが，

研修内容はより高度に，そして実践的になって

流麗すぎて判らなくなってくるといふ批評を

ゆく。立澤がとりわけ苦戦したのがニュースの

受けた。結局ピントのないアナウンスになっ

読み方だった。新人たちは，研修が終われば

てしまうのだろう。

ローカル局に配属になり，すぐにニュースを読
むことになる。差し迫った課題だった。

「メロディがついている」
「一本調子」，はたま
た「流麗すぎて判らなくなってくる」。いったい

昭和 15 年12月7日

どうすればよいのか，立澤ならずとも困惑する

午後は抜き打ち試験。既習の読本中のニュー

だろう。一見，講師陣の指摘は場当たり的にも

スで，三時から和田・岡本・中村課長の講

思える。だが，彼らには，ラジオ放送が産声

評あり。はじめに和田氏から，前回に比べて

を上げて以来，試行錯誤を繰り返しながらつく

少しの進歩もなく，皆不勉強で今までになく

り上げてきたアナウンス理論への信念があった

不成績であると，こっぴどくやっつけられる。

はずだ。のちに「淡々調」と呼ばれることにな

言われる迄もなく，我々は実に不勉強であ

る理論である。

り，従って下手くそである。下手でもとにか

12月17日の日記は，次のように続く。

くアナウンサーでござると思っているから尚

8

始末が悪い。自分に就いては語尾のツがチ

五時頃から東拓ビル地階つくばで例会を開

になり易い点（秘密がヒミチ，活発がカッパ

催，洋食を会食しながら，卒業後の連絡や，

チ）に就いてと，中村課長からニュースにメ

講師へのお礼，会名等を協議した。
（中略）

ロディがついていると注意された。

会名は「坦々たるアナウンス」をもじって淡々

AUGUST 2020

て，同期会の名を「淡々会」としたのだった。

会と決定。

その「淡々調」は，1年後には集中砲火のよ
立澤の言う「坦々たるアナウンス」は，講師

うな批判の声を浴びせられ「雄叫び調」に取っ

の1人，和田信賢から求められた「素朴なるア

て代わられることになるのだが，研修所を巣立

ナウンス」と重なるものだ。和田自身は類いま

つ立澤らには知るよしもないことだった。それ

れな才能に恵まれた個性的なアナウンサーとし

まで所属していた長野放送局にアナウンサーと

て一世を風靡したが，新人たちには奇をてらわ

して改めて赴任することになった立澤は，12月

ずに「素朴なアナウンス」をまずは基本として身

28日，23 時 55 分上野発の臨時列車に乗った。

につけてほしいと考えての指導だったろう。
「素

「要は実力である。今日から余は新しき人生

朴なるアナウンス」，あるいは「坦々たるアナウ
ンス」，これこそが新人たちが研修所でたたき

に出発する」
長野に向かう夜行列車の中で，日記にそう
記した。

込まれたアナウンスだった。
立澤は，その「坦々たるアナウンス」をもじっ
て同期会を「淡々会」と命名したと言うのだが，
「坦々」と「淡々」の違いは微妙だ。前者が“平

「淡々調」の誕生
ところで「淡々調」というアナウンス理論は，

凡”に近いニュアンスであるのに対して後者は

いつどのように生まれたのだろうか。ここで一

“あっさり”あるいは“あわい”の意である。そ

度，立澤正雄の日記から離れ，
「淡々調」の来

して，当時からアナウンスを形容する言葉とし

歴を考察することにしよう。

て存在していたのは「坦々」ではなく「淡々」の

次に引用するのは，NHK 放送文化研究所

ほうだった。立澤らが入局する2 年前，1938

が，大阪中央放送局（BK）の歴史を検証する

9）

年には「淡々とした平易なニュースの読み方 」

ために行った座談 会「 戦 前のBK」
（1980 年）

が 推奨されている。立澤らの間で「坦々」と

の一部である。1931年 6月にアナウンサーとし

「淡々」はさほど厳密に区別されてはいなかっ

て大阪中央放送局に入局した島浦精二と，当

たのかもしれない。あるいは立澤の日記にある

時，同放送部にいた横山重遠（太平洋戦争開

「坦々たるアナウンス」は「淡々たるアナウンス」

戦時は AK 報道部長）が，アナウンス技術の

の誤記だったかもしれない。

改革について語っている。

後述するが，立澤らが研修所を巣立った翌
年，1941年 8月，アナウンサーの重鎮らの手に

横山 君ら6人を採用するまで，BKにはアナ

よって完成した『アナウンス読本』は，理想的

ウンサー理論がなかった。従来のアナの

なニュースの読み方を「伝達者の主観を交えな

条件は，声がきれいだ，マイクにのる，よ

い，淡々として而も上品な読み方」としていた。

くしゃべる，語彙が豊富だといった外形的

太平洋戦争開戦前，一時代を画したアナウンス

なことにとらはれ，
“アナウンスとは何ぞや”

理論，いわゆる「淡々調」である。立澤たち第

を考えていなかった。
（中略）

8 期アナウンサー 18人は，それぞれが配属され

島浦 横山さんに，はじめてアナウンスを教

る職場で「淡々調」を実践してゆく決意を込め

えられたのは，要するに，たとえば中村茂
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を例にとると，立て板に水の如く，すっと

会して話し合う「アナウンサー打ち合わせ会」

いく人であるけれど，自分のリズムで自分

が初めて開催された。その協議事項を見ると，

の息の長さで良い気持で読んでいる。聴い

地名・人名・その他の用語の統一や中継連絡

ていて，快いアナウンスに違いないが，そ

の方法などとともに「語勢の問題（特にニュー

れでニュースが理解できたかどうか。アナ

スに就いて）」が議題にのぼっていたことがわ

ウンスとは聴取者にわからせることだ。い

かる12）。そこでは何が議論されたのか，
「打ち

かに良い声でうまく読んでも，それを聴い

合わせ会」に出席した東京（AK）のアナウン

た聴取者が「今のアナウンス，うまかった

サー，瀬戸義久は翌月の雑誌『調査時報』に

な」と思うようではだめだ。明日は雨か，

次のように記している。

晴れかが聴いた人の頭に残り，アナウンス

「アナウンサア会議に於いて最も感じた事は，

があったか，なかったか，そんなことはど

アナウンスメントの機械化という傾向がAK 以

うでもいい。それがアナウンスだというこ

外の人達の間にほのみえていたことだ 13）
」

とを，僕らは，叩き込まれた。だから6人

「AK 以外の人達」とは，アナウンスの新理

は，その理論を拳々服 膺したわけ。全国

論をひっさげて会議に出席した BKのアナウン

の聴取者に呼びかけるなどと言うことは一

サーらを指していた。横山や島浦のアナウンス

切なしで，茶の間で寝転びながら，お茶を

理論は，講演会で大勢の聴衆に向かうように

飲みながら聴いている人に，明日は雨です

ではなく，茶の間の人に話しかけるように伝え

よ，と言ったことをわからせるようなアナウ

ようというものであり，機械のように話すべし，

ンスをした。違うんだよ，それまでのアナ

と主張しているわけではなかった。だが，
「ア

けんけん ふくよう

10）

ナウンスがあったか，なかったか，そんなこと

ウンスは 。

はどうでもいい」とまで言いきり，アナウンサー
アナウンサーが黒子のようにその存在を消す

という人間の存在を消し去るべきだという主張

読み方，
「淡々」という言葉こそ使われてはいな

は，アナウンサーをロボットに貶 めるように聞

いが，これこそが「淡々調」に連なってゆく新

こえたとしても不思議ではない。瀬戸は，中継

しいアナウンス理論だった。

の複雑な受け渡しの際には，アナウンサーの

横山自身はアナウンサーではない。島浦は別
の聞き取りで，京都大学文学部出身の横山は

おとし

機械的な技術も必要だとしながら，次のように
続ける。

母校の言語学の教授たちに相談していたのだ
ろうと推測している。そして，大阪で生まれた

アナウンサア会議に於けるアナウンスの機械

新理論が東京に与えた衝撃の大きさを語って

化という傾向は，この技術上のアナウンス以

いる。
「東京でむしろ非常に驚いたわけですよ

外に更に内容的に機械化せんとするものらし

11）

ね，変なのが出て来やがった，つってね 」。

「淡々調」の衝撃と浸透
1932 年2月，全国のアナウンサーが一堂に

10
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かった。これは AK 全体のアナウンサアの大
いに反対する所であった。アナウンサアは断
じてロボットではない。否，ロボットではあり
得ないし，ありたくはない理由の下に― 14）。

大阪（BK）で生まれた新しいアナウンス理論

ふことが一時問題になりましたね。然し

は，島浦が回想している通り，東京（AK）に

ニュースの放送の場合，それが少し今度は

衝撃を与えた。初めに表れた反応は反発だっ

欠け過ぎているように聞こえるんですけど。

た。瀬戸らアナウンサーだけではない。東京中

中村 今の読み方は成るべく人に話すようにと

央放送局業務課長の國米藤吉は，次のように

いうことですが，すると調子が低くなるの

問題提起している。

です，その為に感情が現れないのでしょう。
（中略）

アナウンスに巧みな事は無論必要であるが，

土岐 機械に（機械的に？：引用者）あまり感

先づその前に良き人格の持ち主であらねばな

情を加えない興奮しない行き方ということ

らない。修辞の妙を鏤彫する先に修練こそ

を言われたために，どうも度が過ぎてやし

肝要であろう。人格の裏打なきアナウンスに

ないか。そこのところをもう一遍研究して

真善美は望まれまい。聴く者の心に銘じ，魂

あるところまで引き戻して行くか，或いは

に徹する活きたる人間の声，迫真力，それは

別の方へ抜けて行くか，これは御研究もの

15）

じゃないかと思って伺っているんですがね。

人格の力に外ならない 。

（中略）
國米の論考は，大阪で生まれた新技法に直

松内 ニュースの読み方は一番難しいんです

接言及してはいないが，むろんそれへの批判

が，私はやはり土岐さんが仰るように感情

を意識していた。アナウンサーの人間性は，そ

は相当出して行く方がよいと思います。

のアナウンスに必然的ににじみ出るものであり，

土岐 殺すより出した方がよい。

消し去るべきものではない。この國米の「アナ
ウンス＝人格」論は，覚えておこう。それは太

座談は，感情を殺したアナウンスに対する批

平洋戦争が近づくころに，形を変えて再登場す

判に終始するが，むしろそこから浮かび上がっ

ることになる。

てくるのは，ベテランたちの不満を置き去りに

さて，瀬戸や國米らの反発にもかかわらず，
大阪発のアナウンス新理論は，東京のアナウン

するように，新しいアナウンス理論が東京にも
浸透していたさまである。

サーの間に浸透していった。そのことは 1936

だが，この座談会が行われた翌年，新しい

年 4月，歌人であり国語学者でもあった土岐善

アナウンス技法として定着しつつあった「淡々

麿ら知識人と東京のアナウンサーたちが一堂に

調」は一時的に影を潜めることになる。

と

き ぜん

まろ

16）

会して行われた「アナウンサーの座談会」 か
らも明らかだ。以下に抜粋するのは，土岐と中
まつうちのりぞう

村茂，松 内則三，両ベテランアナウンサーの
やりとりである。

日中戦争と「淡々調」
1937年 7月，北京郊外盧溝橋で発生した軍
事衝突は，たちまち日中全面戦争に発展，日
本軍は，この年の12月には中国の首都・南京

土岐 アナウンサーは，この頃，少し感情を
殺し過ぎやしませんか，感情が出過ぎとい

を攻め落とした。
高 橋 博アナウンサーは， このころの戦 況
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ニュースについて，3 年後の1940 年，次のよう

アナウンサーの個性が存分に発揮されるべき

に回想している。

種目もあることを認めながら，次のように強調
している。

今事変当初「戦況ニュースはもっと元気を出
して戦況らしく読め」という命令があり，やむ

アナウンサーが陰に全く身を潜めてしまって，

なく調子を張り上げて読んだことがあった。

見えないように放送を誘導せねばならぬ種目

今にして思えば冷汗三斗であるが，結局これ

もあるのだ。従って放送素材によっては，ど

は，戦況は調子さえ張れば戦況になるという

んな風に担当アナウンサーが自分を殺したか

ような単純な物の考え方であって，それなら

という点から評価もされ検討もされなければ

ば講釈師か映画物語の弁士に語らせた方が

ならぬ場合が出て来る。
（傍点は原文）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

17）

いゝのである 。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

PQRは，それは「放 送効果の上から見て必
日中戦争勃発当初，アナウンサーは「命令」

要だから」
（傍点は原文）なのであり，
「時代は

によって戦況ニュースを「調子を張り上げて」読

アナウンサーの英雄主義及人気者気取りを許し

んだのである。

ておくほど甘くはない」と続ける。そして「たと

「命令」がどこから出されたものなのかは明ら

えばニュースの読み方にしても「淡々とした平易

かではないが，おそらく軍からのものだっただ

なニュースの読み方」という目標を設定」するべ

ろう。日中戦争時に軍がニュースの内容に注文

きだと結論している。PQRは，戦争という時代

をつけていたことは，本シリーズ第 1回に既述

にあっては，放送効果の観点から，ニュースは

したが，ニュースの読み方についても「命令」を

淡々と読まれるべきだと主張しているのだ。

下していたとしても不思議ではない（そう考える

でもなぜ，日中戦争という時代が，
「淡々」と

もう1つの理由は，太平洋戦争開戦と前後して

したニュースの読み方を要請するのだろうか。

軍が日本放送協会のアナウンスに注文をつけて

それを理解するために，同じPQR が翌 6月の

いたことであるが，それについては後述する）
。

『放送』に書いたコラムが助けになる。そこで

だが，高橋の回想からもわかるように，
「調

PQR は，中国戦線に赴いた松隈敬三アナウン

子を張り上げて」戦況ニュースを読んだのは，

サーによる実感放送を批評しているのだが，そ

「事変当初」の一時的なことだった。
「淡々調」

の中でも「淡々」という言葉が使われているか

は息を吹き返す。軍が一方的に「命令」を取り
下げたのではない。アナウンサーたちは，
「淡々

らだ。
批評の対象となった放送を確認しておこう。

調」こそが戦時にふさわしいアナウンスである

音源は残っていないが文字に起こされ雑誌『放

という論理を構築したのである。

送』に掲載されている。

日中戦争の勃発から1年近くが過ぎた 1938

松隈アナウンサーは，日本軍が中国・徐州

年 5月，雑誌『放送』のアナウンサー・グルー

を攻略する作戦を機上から見ている。中国軍

プが担当する1ページコラム「アナウンス」に

はすでに潰滅しており，日本軍による掃討作戦

PQRの名による匿名批評が載った。PQR は，

が行われているのだが，空から見たその光景

12
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てはそういう感情は不要である。なぜなら淡々

は次のように描写されている。

とした態度で描写することによって「内地の心
岩石をそのままに露出する禿山の谷合いにう

が逃げ行く敗残兵の憐れな姿を思い浮かべ得

ごめくまばらの人影，飛行機の爆音に驚いて

たとしたら，滅び行く支那の姿を描き得たとし

か三々五々岩影に身をひそめます。操縦士か

たら，それで十分な筈 20）
」だからだ。

ら渡された紙片に「敗残兵」と書いてありま

松隈リポートについて言われる「淡々たる」

す。初めて見る敵兵の姿，それは既に戦意

事実，あるいは「淡々たる」目の意味するとこ

を失い，やがては殲滅される哀れむべき存

ろは，同じPQR が前号で主張していた「淡々

18）

在でしかありません 。

とした平易なニュースの読み方」と重なってい
る。それはアナウンサーの主観を排して，目の

PQR は，この放送について次のように書い

前の現実をそのまま聴取者に提示しようとする
態度，
「自分を殺す」態度である。

ている。

日本軍が中国軍を殲滅しつつあるという厳
之に見出されたパーソナルな観察―それは

粛な事実を前に，アナウンサーの主観などは

現地にあっては淡々たる一事実に対する極

「放送効果の上から見て」邪魔でしかない。事

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

めて自然な目なのであるが ―に恐ろしい
19）

迫力を感ぜずにはいられないであろう 。
（傍
点は引用者）

実そのものを聴取者の前に置けばよい。
その後も『 放 送 』誌 上には「 淡々調」を支
持する声が続く。先に引用した高橋博の論文
（1940）は，日中戦争勃発後，一時的に「調子

ここで「淡々たる」は「一事実」を形容して
いるのか，
「目」を形容しているのかはっきりし

を張り上げて」アナウンスを行ったことを明か
していたが，それもすでに過去のことだとし，

ないが，文章の大意に違いはない。前者だと

「淡々調」支持の論陣を張っている。
「忠勇な

すれば，松隈は眼下で行われている殲滅戦を，

我が将士が身命を賭して戦う戦線の動き」を伝

特に感情を動かされることもない「淡々」とした

えるとき，そのニュース内容は「はっきりと聴

事実として受けとめていたことになる。後者（お

取者の頭に植え付け」られなければならないの

そらくこちらだろう）だとすれば「既に戦意を失

であり，そのためにはアナウンサーは「主観を

い，やがては殲滅される哀れむべき存在」を

交えずに誤りなくニュース内容を伝える者」，す

「淡々たる」目で観察していたことになる。いず

なわち「無色透明な伝達者」であるべきだと言

れにしろ，対象に対する松隈のそういう態度

い，こう続ける。

が，
「恐ろしい迫力」を生んでいるとPQR は言
うのだ。
低空飛行の機上から殲滅戦を見下ろせば，

それではアナウンサーは「機械」にすぎない
と云えるのではないか? 若しも，こうした疑

さまざまな感情に心を揺さぶられるのが平時の

問を持たれる方があったら，それに対して「そ

感覚だろう。殺される運命にある敗残兵への

の通りだ」と答えたい。事実「機械」であって

哀れみ，戦争の残酷さ……。だが，戦時にあっ

いい，そうあるべきだとも付言したい 21）。
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大切なのはアナウンサーの「主観を交え」な

ンサーとして歩み始めた。ローカル放送を担当

いことである。
「戦況ニュースを，如何にも己

する立澤が，日中戦争関連のニュースを読む

が戦場にある勇士であるかの如く読んだとした

機会は多くはなかったはずだが，郷土部隊の

ら其れは，アナウンサー本然の姿を失ったこと

活躍や，満蒙開拓団の躍進，あるいは銃後の

22）

になる 」だろうと高橋は言うのだ。

戦争協力などについて，ニュースを読むことは

島浦精二ら大阪の新人アナウンサーが「淡々

あっただろう。その日記には新人アナウンサー

調」の原型を研修でたたき込まれたのは，1931

らしい悪戦苦闘ぶりと，身近に迫る戦争の影

年 6月，満州事変勃発前のことだった。その

が記されている。

新しいアナウンス理論は，戦時を意識してつく
られたものではなく，あくまでもニュースの内

昭和 16 年1月4日

容をどうすれば聴取者に正確に伝えられるかと

夜七時半まで勤務。何度も何度も原稿を読

いう模索の中から生み出されたものである。だ

んでマイクロフォンに向ひ，どうやらとちらず

が，PQRや高橋の論考からは，
「淡々調」が日

に，どうやらその調子らしく読めたのははじ

中戦争を背景にして，戦時下にふさわしいアナ

めてである。あらゆる万全の準備，たとへ一

ウンスとして論理づけられるようになったこと

行の番 組 紹介でも，後でハッと思ふことが

がわかる。戦時下なのに淡々と読むのではな

度々ある。まだまだ自分のマイクに向かふ態

い。戦時下だからこそ「自分を殺して」淡々と

度はなっていない。

読まなければならないのだ。
その論理は，軍の命令から「淡々調」を守る

昭和 16 年1月19日

ための方便だったと見ることもできよう。PQR

今日は親友森田が入隊する日である。早川，

や高橋は，裏でペロッと舌を出していたのかも

両角，森田，自分の周囲からも次々と国防第

しれない……。

一線へ召されてゆく人々を見る。支那事変は

だが，それはやはりうがった見方と言うべき

いつおさまるか目途もつかず，太平洋をめぐっ

だろう。立澤正雄らアナウンサー第 8 期生は，

て日米一触即発の危機を控える今日このご

国際情勢が緊迫の度合いを増す中で，戦時下

ろ，ひしひしと身に迫る感深し。

にふさわしいアナウンス理論として「淡々調」を
たたき込まれ，同期会に「淡々会」の名をつけ

昭和 16 年 3月16日

て，それぞれの任地に赴いたのである。戦時

今日も自分のニュース録音を聴いて，土岐氏

下だからこそ淡々と読む。それは立澤らにとっ

の所謂「頭のてっぺんからしぼり出る声」に

て方便などではあり得なかった。深く理解し，

加へて，口の中に唾でもたまっている様な不

実践していかなければならないアナウンス理論

的確なる発音ぶり。いつになったら一人前に

だった。

なれることやら，つくづく情けない。

立澤正雄の実践

昭和 16 年 4月11日

1941年1月，立澤は，長野放送局でアナウ
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AUGUST 2020

バルカン進撃のドイツ軍，三日を出でるか出

長野放送局時代の立澤正雄

それこそは「淡々調」の核心だった。立澤は，
日米間の緊張が高まる中で，
「淡々調」を忠実
に実行しようとしていた。そのころ，東京では
「淡々調」の理論を体系化した『アナウンス読
本』が完成しようとしていた。
アナウンス読本

立澤清彦氏 提供

でないかに，ユーゴ・ギリシヤ・イギリスの
連合軍を席捲して，世界を驚嘆さす。たかが
蔣政権一個をもてあまして，東亜新秩序建
設にゆきなやむ東亜の盟主とは，同じ同盟国
でもケタちがひ。科学の差か，民心の差か，
はたまた施政者の差か。

NHK 放送文化研究所蔵

国策宣伝の「隠微なる手段」
日本放送協会編『アナウンス読本』は，1941
年 8月に刊行された。用語や発音から表現技

昭和 16 年 6月10日
表現手法は出来るだけ淡泊でなければなら
ぬ。アナウンスメントに於いて，自己を誇示
することは絶対にゆるされない。
（中略）或情
景をあるがままに伝へる。一杯のお茶がある。

術まで全 13 章，総ページ数 181，アナウンス
理論が体系的に記述されている。序によれば，
「アナウンサーの練成訓練に，また日常のアナ
ウンスに，一の指針を与えるもの」だった。
第 8 章「表現技術」を見てみよう。そこでは，

そのお茶を飲ませるべき人の前におく。それ

ニュースや中継番組などのジャンルを問わず，ア

丈が，アナウンサーの役目なのである。
（中略）

ナウンス全般について求められる基本的な姿

あるものを，あるがままに，聴く人に伝へれ

勢が記されている。強調されるのは，ラジオは

ばよいのである。その材料によって人は喜び，

人々の日常生活に食い込んでいるものであり，

かなしみ，或は笑ふのである。自己の主観に

アナウンスもまた日常的な表現でなければなら

よって素材をゆがめたり，小才をろうしたりす

ないということである。日常的な表現は，
「セン

ることは，絶対に排撃されるのである。自己

セーショナルであったり，奇抜であったり，突

を殺して，素材をあるがままに伝へる，簡単

拍子であったり，異常な感情を籠めていたりし

なやうで，これ位むづかしいことはない。

て」はならない。それは，例えば野球中継にお
いてすらそうなのであり，アナウンサーの高い

「自己を殺して，素材をあるがままに伝へる」，

調子も度を超せば「取り残された聴取者は冷静

AUGUST 2020
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になり，批判的になる」としている。平たく言え

本』において，どのように結晶したのだろうか。

ば“聴いているほうがしらけてしまう”というこ

第 1章「アナウンサーの任務」を見てみよう。

とだ。ニュースや解説などのアナウンスであれ
ばなおさらであり，だから「所謂「淡々たる話し

諸君が一人前のアナウンサーとして活動する

かけ方」によるアナウンス」が求められる。そし

際には，諸君の行動は己の属する組織体の

て「
「全国の皆様」に広く呼びかけることを止め

意志に反してはならぬ。日本放送協会は電

て，それぞれの受信機の前にいる「あなた」に，

波という手段を通じて，国民の思想並びに感

或はせいぜい数人の「皆様」に親しみ深く話し

情を組織し，之を一定の方向に動員する機

かけ」ることこそが「聴取者大衆と固く手を握

関である。

る最上の方法」なのだと結論している。
ニュースについては，改めて第 9 章「スタジ
オ・アナウンス」で次のように論じられている。

編者はそう述べたうえ，さまざまな動機を内
に秘めて入局してきた新人アナウンサーたちに，
アナウンサーに創意が不可欠であることは言う

次ぎに然らば，吾々のニュースに於ける表現

までもないが，その創意は「この組織体の意

方法は，読み方はと言えば，それは「伝達

志する線に沿って働かねばならない」と釘を刺

者の主観を交えない，淡々として而も上品な

す。そして次のように続けるのである。

読み方」ということができる。つまり，ニュー
スを読んでいる人間（アナウンサー）を聴取

なるほどアナウンサーは公に奉ずるものであ

者に意識させない様な読み方が良いというの

る。しかし，この仕事は，威を以て人に命

23）

令する態のものではない。かえって，隠微の

である 。

うちに人の心を捕らえ，知らず知らずのうち
『アナウンス読本』は，このニュースの読み方

に人の共鳴を獲，かくして国策を宣伝し民心

を「話しかけ調」と呼ぶが，いわゆる「淡々調」

を統一せんとするものである。先にアナウン

と同義と言ってよい。大阪で横山重遠らによっ

サーの仕事に創意の必要なことを説いたが，

て提唱されたアナウンス理論は，10 年の実践

それは，一つには，かかる隠微なる手段を

を経て，日本放送協会アナウンサーの教科書

十全に用い，あらはならざる宣伝を十二分に

である『アナウンス読本』に結実した。
「伝達

行はんとするためには，その当事者の創意に

者の主観を交えない，淡々として而も上品な読

俟つ点が甚だ多いためにほかならない 24）。

み方」，それ自体は現在でも通用する1つのア
ナウンス理論と言ってよいだろう。
では，その理論は国民を戦争協力に動員す

これが『アナウンス読本』が定義する「アナ
ウンサーの任務」の核心である。そうであれば，

ることが放送の至上の目的とされていた時代の

「話しかけ調」
（いわゆる「淡々調」）の意味する

中で，どう位置づけられていたのだろうか。戦

ところは明らかだ。それは「知らず知らずのう

時だからこそ淡々と読む。PQRや高橋博らに

ちに人の共鳴を獲」て聴取者を国策に導く「隠

よって構築されてきた理論は，
『アナウンス読

微なる手段」なのである。ニュースを「伝達者
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の主観を交え」ず，
「淡々として而も上品」に読

し，その名こそなかったものの「雄叫び調」の

むのは，国策宣伝を「あらはならざる」形で実

理論が生まれようとしていたのである。

現するためなのである。

第 6 回（前編）※後編は 9月号に掲載

1992 年，NHK アナウンサー史 編集委員会

（おおもり じゅんろう）

によって編纂された『アナウンサーたちの 70 年』
は太平洋戦争開戦後のアナウンス技法の変化
について次のように記している。
しかし，皮肉なことに，一九四二年
（一九四一
年の誤り：引用者），
『アナウンス読本』が刊
行され，
「話しかけ調」
「淡々調」などニュー
スを読む技術論や方法論の検討がされ始め
たとき，太平洋戦争がぼっ発した。華々しい
戦果を報じ，国家の権威を誇示し，国民の
士気を高揚するためには，
「話しかけ調」や
「淡々調」では物足りなかったのであろう。激
しい口調のいわゆる「雄叫び調」があっとい
う間に時 代の本 流となっていった。
（中略）
アナウンス理論確立の努力が実を結びかけ
ていたが，戦 争はこうした芽を摘みとって
いった 25）。
ここにあるのは，太平洋戦争開戦前の，い
わば“善きもの”としての「淡々調」が，開戦に
よって“悪しきもの”である「雄叫び調」に席捲
されていったという見取り図であり，これが定
説となってきた。だが，事実はそれほど単純で
はない。
「淡々調」は日中戦争を背景に，国民
を戦争目的に誘導するためのアナウンス理論と
して完成したのであり，その意味では“善きも
の”などではなかった。
そして，さらに言えば「雄叫び調」の理論が
登場するのは，太平洋戦争後のことではない。
『アナウンス読本』の刊行と同じころ，アナウン
サーたちの中からは，すでにその内容を否定

※史料の引用に際しては，旧字を新字に，旧仮名遣い
を新仮名遣いに改めた箇所がある。また，読みや
すさを優先して，カタカナをひらがなに改めた場合，
句読点やルビを追加した場合もある。

注：

1）
「 立 澤 正 雄 日 記 」NHK 放 送 文 化 研 究 所 所 蔵
（2017 年，正雄の次男，清彦氏から寄贈）
2）竹山昭子（2013）
『太平洋戦争下 その時ラジオ
は』
（朝日新聞出版）111 頁
3）同上 114 頁
4）朝 日 新 聞 記 事「 北 朝 鮮 ア ナ「 気 迫 」の 教 本 」
（2003 年 6 月 15 日朝刊）による。同記事によれ
ば，『放送員話術』は韓国の研究機関が中国で
入手し，日本の「アジア放送研究会」に提供さ
れた。同記事は，竹山昭子（2005）
『史料が語
る太平洋戦争下の放送』
（世界思想社）にも引用
されている（123 頁）
。
5）放 送 員 第 12 期 生 編『 雄 叫 び 』創 刊 号（ 複 写 ）
NHK 放送文化研究所所蔵
6）宮本吉夫「国家と放送―ラヂオ普及の国家的必
要―」
『放送』1939 年 7 月号・8 月号
7）同上 8 月号
8）実感放送とは，目の前の情景を描写する「実況」
放送に対して，すでに見た過去の情景の「実感」
を今見ているかのように放送する手法である。
9）PQR「アナウンス」
『放送』1938 年 5 月号
10）座談会「戦前の BK」
（1980）NHK 放送文化研
究所所蔵
11）NHK 放送文化研究所・佐藤喜徳郎による聞き
取り（1988 年）NHK 放送文化研究所所蔵
12）
「アナウンサー打ち合わせ会協議事項」
（1932）
NHK 放送博物館所蔵
13）瀬戸義久「アナウンサアの辯」
『調査時報』1932
年 3月下旬号
14）同上
15）國米藤吉「アナウンサー及アナウンスメント」
『調査時報』1933 年 6 月下旬号
16）
「アナウンサーの座談会」
『放送』1936 年 4 月号
17）高橋博「アナウンス技術の研究・ニュース」
『放
送』1940 年 1 月号
18）松隈敬三「空から告ぐ徐州陥落」
『放送』1938
年 6 月号
19）PQR「アナウンス」
『放送』1938 年 6 月号
20）同上
21）前掲「アナウンス技術の研究・ニュース」
22）同上
23）日本放送協会編（1941）
『アナウンス読本』112
頁
24）同上 11 頁
25）NHK アナウンサー史編集委員会編（1992）
『ア
ナウンサーたちの 70 年』
（講談社）97 頁
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