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太平洋戦争下，日本の陸海軍は「南方」と呼ばれた東南アジアの占領地に30以上の放送局を開設した。これら
の放送局の活動については，1950 年代にNHKによる資料収集や聞き取り調査が行われ，成果がとりまとめられ
たが，その後の軍政全般に関する研究も踏まえ，改めて検証を行う余地があると考えられる。このため，今号か
ら3回シリーズで南方放送史について再考することにした。

南方地域で行われた放送の目的は， ▽日本人向けの情報伝達， ▽対敵宣伝， ▽現地住民の民心安定，の3つ
に分けられるが，本シリーズは，大東亜共栄圏構想を浸透させるうえで放送が果たした役割を検証する観点から，
現地住民向け放送に焦点を当てる。シリーズでは，放送の概要を確認したうえで（第1回），地域別に蘭印（オラ
ンダ領東インド）（第2回），フィリピン，ビルマ（第3回）で行われた放送について検討する。

このうち今回は，放送実施までの過程を中心に，陸海軍，日本放送協会の文書に基づきつつ検証した。その
結果，南方地域を軍事占領する構想が現れたのが1940 年以降だったこともあり，放送に関しても開戦数か月前に
なって放送協会が南方の放送事情の調査を本格化させるなど，戦前にはほとんど検討がなされていなかったこと
がわかった。

また，開戦後も，運営主体を軍にするか放送協会にするかで議論になるなど実施の枠組みが定まらず，番組内
容も放送局の設置と並行して検討が進むなど，準備不足の中で放送が始まったことが資料から浮かび上がった。
長期的展望に立った計画が存在しない中，南方での放送が始まっていったことになる。

「南方放送史」再考 ①
～大東亜共栄圏構想と放送体制の整備～

メディア研究部  村上聖一　　

1. はじめに

太平洋戦争1）が終結してから75 年余りが経
過したが，当時行われていた放送について，
今なお検証が十分になされていない問題は多
い。その1つが，大東亜共栄圏構想のもと，
当時，「南方」と呼ばれた東南アジアの占領地
で日本が行った放送についてである。太平洋
戦争の開戦後，日本の陸海軍は，現在のイン
ドネシアやマレーシア，フィリピンなどにあたる
東南アジアの広大な地域を占領し，軍政下に
置いた 2）。そこでは，治安維持や経済施策と
合わせて，宣伝工作の一環として，日本軍が
次々にラジオ放送局を開設していった。これら
の南方占領地の放送局の数は，小規模なもの
も含めれば，30以上にのぼった。

1941年12月の開戦後，日本軍が占領地で開
設した放送局の概要を示したのが，図1であ
る。開戦以前には， ▽香港，マレー 3），ビルマ

（現在のミャンマー）はイギリス， ▽フィリピンは
アメリカの支配下に置かれていた。また， ▽現
在のインドネシアにあたるジャワ，スマトラ，セ
レベス・ボルネオは，オランダの支配下に置か
れ，蘭印（オランダ領東インド）と呼ばれてい
た。本稿では，これらの地域を「南方」と表
記する。

日本軍による占領後，多くの地域は陸軍が
管轄したが，蘭印のセレベス・ボルネオとその
周辺の島々は海軍が管轄した。図1が示すよう
に，それぞれの地域の主要都市に放送局が置
かれ，ジャワのように，8つの放送局が置かれ
た地域もあった。
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南方占領地での放送は，占領地軍政 4）の一
環として実施され，放送局の場所の選定や人
員配置など主要な事項は軍が決定し，番組の
編成や送出などの実務には日本放送協会や台
湾放送協会から派遣された職員があたった。
また，聴取料の徴収は行われなかった。いず
れの放送局も日本軍による放送が行われた期
間は短く，太平洋戦争の末期，あるいは終戦
直後に日本の管理下による放送を終えた。

なお，仏印（フランス領インドシナ。現在の
ベトナム，ラオス，カンボジア）は，日本が
1945年3月に軍事占領 5）するまでの間は，日本
軍が現地の放送局に使用料を払い，対敵放送
などを行っていた。独立を維持したタイでも同
様の手法がとられた。

南方占領地の放送局の機能は，①現地の日
本人向け放送，②連合国軍などに対する対敵
放送，③現地住民 6）向け放送，の3つに分け
られる。本稿では，大東亜共栄圏構想を現地

に浸透させるうえで放送はどのような役割を果
たしたのかといった観点から，主に③の現地
住民向け放送に焦点を当てることにしたい。

南方占領地の放送に関しては，1950年ごろ
からNHKが資料収集や聞き取りを進め，「南
方資料」や「南方放送史」などとしてとりまとめ
ている（いずれも部内資料 7））。1965年に刊行
されたNHK編『日本放送史』は，これらの資
料によりつつ，占領地の放送について記述を
行っている。また，これらの資料に基づく研究
として，NHK総合放送文化研究所（現・NHK
放送文化研究所）の佐藤勝造による「比島放
送管理局のあゆみ」（『NHK放送文化研究年
報』1973年），「スマトラ放送管理局1942 ～
1946」（同1976年）といった論考を挙げること
ができる。

これらは南方占領地での放送を考えるうえで
今なお基本的な拠り所となるものである。一方
で，近年の占領地軍政に関する研究の進展を

踏まえ，「南方放送史」について改
めて検討する余地は残されている。
南方占領地での軍政に関しては，
多数の論考が公表されており8），最
近では，河西晃祐 9）が大東亜共栄
圏構想の形成過程を検証するととも
に，そのもとでなされた統治につい
て，異文化交渉の観点も含めて描
いているほか，野村佳正 10）が，フィ
リピンとビルマを対象に，占領地軍
政と軍事作戦の相互作用について
分析している11）。

放送に関しても，近年の研究成
果を踏まえ，従来，放送関係者の
視点からとらえられてきた占領地で
の活動について，日本軍が行った

「南方放送設備分布図」『放送人』（1944 年12月号）をもとに作成
※実際に設置された放送局はこれよりも多いが，1945 年以降に開局した放送局や小規模な放

送局は図示していない

図 1　南方地域の放送局（1944 年 12 月時点）

香港

ビルマ

タイ

仏印

マレー
セレベス・ボルネオ

フィリピン

スマトラ

ジャワ



42 MARCH 2021

軍政全般との関係の中で考察していくことがで
きると考えられる。以下では，そうした視点を
踏まえつつ，3回にわたって「南方放送史」に
ついて再考していきたい。

今回は第1回として，南方での放送がどのよ
うに始まったのかを検討するため，その背景と
なった大東亜共栄圏構想の形成過程や，軍政
の中での放送政策の位置づけについて確認す
る。そのうえで，番組の内容や放送の普及策
について，どのような検討が行われ，どのよう
に実行に移されたのかを見ていく。

第2回は，番組内容や聴取状況をより詳しく
見ていくため，現在のインドネシアにあたる蘭
印を例に検討する。この地域に着目するのは，
同じ蘭印でも，ジャワ，スマトラといった地域
によって戦前のラジオ普及に大きな違いが見ら
れ，軍政の実施主体も異なったことから，そ
れらの比較を通じて放送の実態が明確に浮か
び上がると考えられるためである。

第3回は，英米が支配下に置いてきたフィ
リピンやビルマで実施された放送を検討する。
フィリピンは占領後もゲリラ活動が続き，ビル
マも連合国軍と対峙する最前線となるなど，放
送を安定的に続けるには厳しい環境にあった。
そうした中で，宣伝工作を含め，どのような番
組が放送され，放送がどのような機能を果たし
たのかについて検証する予定である。

本稿では，主に国内で作成された軍や日本
放送協会の文書に加え，1950年前後の調査で
収集された証言や記録によりつつ記述を進めて
いく。戦時中，南方で作成された文書は終戦
後に処分されたためである12）。また，放送の全
体像を明らかにするためには，受け手について
も検証する必要があるが，今回は資料の制約
から，主に送り手（陸海軍，日本放送協会）の

動向について検討を行うことになる。
なお，占領地の地名は当時の呼称によった。

資料からの引用は，旧字体を新字体に改め，
漢字カタカナ交じり文のカタカナはひらがなに
改めたほか，句読点を補ったところがある。引
用中の（　）内は，筆者による注記である。

2. 開戦前の状況

2.1. 大東亜共栄圏構想と南方地域

南方占領地での放送は，当時の日本の対外
政策と深く関係していることから，まず，その
動向を簡単に確認しておきたい。

日本の陸海軍が本格的に南方地域に着目し
始めたのは，太平洋戦争の数年前のことにす
ぎない。現地で放送を行う構想も，当然のこ
とながら，開戦直前まで存在しなかった。資
源地帯としての南方地域の重要性は，1930年
代半ばから海軍を中心に認識されていたが，
この時点では，資源は軍事的手段ではなく，
貿易によって確保する考え方が一般的だった。
1936年8月に広田弘毅内閣が示した方針13）は，

「努めて他国に対する刺激を避けつつ，漸進的
和平的手段により我勢力の進出」を図るとして
いた。

そうした考え方が変化するのは1939年以降
のことである。同年7月，アメリカが日米通商
航海条約破棄を通告し，日本に対する石油の
供給を制限し始めたことで，日本の政府・軍部
には，アメリカに代えて蘭印を石油入手先とし
て確保すべきとする考え方が現れた 14）。そして，
1939年9月，ヨーロッパでの戦争が始まり，翌
1940年5月から6月にかけてドイツがオランダ・
フランスを占領すると，それぞれの植民地であ
る蘭印・仏印の扱いが焦点となった。
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こうした中で，同年7月に外相に就任した松
岡洋右が打ち出したのが，東南アジアを日本
の勢力圏とする「大東亜共栄圏」の確立だっ
た。政府・軍部には，ドイツが東南アジアに
領土的野心を持つのではないかという警戒感
が生じ，松岡は大東亜共栄圏構想を示すこと
でこの動きを牽制しようとした 15）。

このときは，日本がドイツ・イタリアと軍事
同盟（1940年9月）を締結したことで懸念は解
消され，ドイツを牽制する構想の意義は薄れ
た。しかし，政府・軍部は大東亜共栄圏構想
を放棄することなく，南方進出の理念的支柱と
してその後も利用した。1941年7月の南部仏印
進駐によって対米関係が決定的に悪化し，石
油などの確保が困難になると，政府・軍部は，
南方の資源地帯を軍事占領することで経済的
自給圏を構築する方針に傾いた 16）。欧米の植
民地支配からのアジア解放をうたった大東亜
共栄圏構想は，それを実行するうえで好都合な
ものだった。

しかし，構想の内容は具体性に乏しいもの
だった。開戦後の占領地統治政策である「南
方占領地行政実施要領」17）が固まったのは，ア
メリカとの戦争が始まるわずか3週間前の1941
年11月20日のことである。この実施要領は，
大本営政府連絡会議で決定された唯一の統治
計画 18）だったが，表紙を入れても5ページにす
ぎない文書だった。実施要領は冒頭，「占領地
に対しては差し当り軍政を実施」するとしたうえ
で，治安維持，戦略資源の確保，現地自活，
という軍政の三大原則を定めている。統治方
法は，「極力残存統治機構を利用するものとし
従来の組織及民族的慣行を尊重す」とあり，
間接統治方式が構想されていたが，鉄道や航
空，通信，郵便は，軍が直接管理する方針が

示されていた。
一方で，占領地の最終的帰属をどうするかに

ついては，「別に之を定むる」とし，現地住民
への対応については，「皇軍に対する信

しん

倚
い

観念
を助長せしむる如く指導し，其の独立運動は
過
か

早
そう

に誘発せしむることを避くるものとす」と
するのみだった。現地での放送についても，軍
が直接実施するかどうかを含め，まったく触れ
られていない。

日本の政府・軍部は，戦争の目的として，自
存自衛とともに「大東亜共栄圏」の建設を掲げ
たが，南方での作戦にあたって主に念頭に置
かれていたのは，石油をはじめとする資源の安
定的な確保だった。開戦時点で，占領政策は
大まかな方針が定められていたのみで，放送の
実施に関しても具体的な計画が存在しないま
ま，戦争に突入したことになる。

2.2. 放送関係者にとっての「南方」

南方地域の軍事占領の動きが本格化したの
が開戦直前だったこともあり，放送関係者の南
方への関心は高くはなかった。日本放送協会
調査部の宇井英俊は開戦後，1939年秋の状
況を振り返り，「当時は南方に対する一般の関
心の極めて薄かつた頃で，大東亜共栄圏なる
言葉さえも現われておらず，先見の明のなかつ
た筆者は，数年を出でずしてこの方面に日本が
進出するといふことを予知するを得ず」19）と記し
ている。こうした認識はごく一般的なものであ
り，日本放送協会が刊行していた研究誌の『放
送』や『放送研究』20）を確認しても，南方の放
送事情に関する記事が頻繁に現れるのは1940
年以降のことである。

南方関連の記事のうち，最も早いものとして
挙げられるのが，『放送』1939年7月号の小
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野孝「南洋を巡る各国の対外放送」21）である。
この時点では南方地域を軍事占領する計画は
存在していなかったことから，どのようにして
日本国内からの海外向け放送を普及させるか
という視点に立ったものである。論考ではまず，
タイやマレー，蘭印，フィリピンの放送事情や，
それらの地域に向けられた欧米各国の短波放
送について分析を行っている。そのうえで，日
本も欧米各国に対抗するために短波放送を拡
充し，日本人向け，欧米人向け，現地住民向
けの3つを別立てにして，言語別の多重放送を
実施すべきと提言した。論考は，「彼等南洋民
族をして東亜新秩序の建設の認識を深めしめ
白人達に迷わさるることなきよう啓蒙開発する
ことの重大性を強調したい」22）と結んでいる。

このあと，南方地域に関する記事が現れる
のは大東亜共栄圏構想が現れたあとのことで
ある。このうち，『放送』では，「南洋の文化状
態と列国の文化工作」と題する論考が，1940
年10月から2回連続で掲載された。ここでは，
蘭印，タイ，仏印，ビルマのインフラ整備状
況や教育・文化に関する調査結果を示したうえ
で，文化的な提携を密にすることで，現地住
民を「本来の姿である東洋民族」に立ち返らせ
るべきと主張している。もっとも，この論考で
も，文化的な提携に関する具体的な方策が示
されているわけではない。

さらに『放送』は，1941年1月号から11月号
にかけて，蘭印や仏印，マレーなどの放送事
情をまとめた「海外調査報告」を掲載している。
しかし，こちらも日本国内からの短波放送の充
実に向けて行った現地視察の結果をまとめたも
のであり，現地に放送局を置くといった前提に
は立っていない。

結局，日本放送協会が南方地域の放送事情

について本格的な調査を行ったのは，1941年
夏以降のことだった。日本放送協会の調査部
は同年8月，仏印，タイ，ビルマ，蘭印，フィ
リピン，香港，重慶（中国）に入り，現地の放
送事情について詳しく調査を行った。その結果
は，「南方諸国放送調査」と題する報告書（部
内資料）としてまとめられている。報告書は冒
頭，調査の目的について，次のように記してい
る。

時局下の急務である南方放送工作を推進
せんが為南方諸国の最近の国内及び対外放
送番組を調査した。

この番組を仔細に検討すればABCD諸国
に依って対日放送包囲攻勢が如何に展開さ
れて居るかが解ると共に放送工作上考慮す可
き数々の資料が得られるであろう。

尚放送工作に当ってこれ以外にアメリカ，
イギリス，オーストラリア三国のこの地帯に
対する短波対外放送を考慮しなければなら
ぬ 23）。

「時局下の急務である南方放送工作」といっ
た表現からもわかるとおり，この時点になって，
南方地域に向けた放送が戦略上重要なものと
認識されていたことがわかる。そのうえで，報
告書は，1941年8月時点の各地のラジオ放送
について，どの言語でどのような番組が放送さ
れているかを時刻表の形でとりまとめている。
地域別のラジオ聴取者数も記され，「放送工
作」に向けた基礎的調査が開戦数か月前の時
点で実施されたことになる。

しかし，この時点でも，協会の職員にとって
南方地域を軍事占領するといったことは想定外
のことであり，当然，現地で放送を行うといっ
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たことは念頭には置かれていない。あくまでも
国内からの短波放送を通じて，南方地域の住
民の「啓蒙」を図ろうとするものだった。放送
関係者にとって，南方での放送が現実のものと
して認識されたのは開戦後のことだった。

3. 南方占領地での放送計画

3.1. 放送実施主体をめぐる議論

1941年12月8日，日本軍はハワイの真珠湾
を攻撃するとともに，マレー半島に上陸し，太
平洋戦争が始まった。そして，1942年1月に
フィリピンのマニラ，2月にシンガポールを陥落
させ，3月にはジャワ島やスマトラ島を占領する
など，1942年前半にかけて東南アジアの広大
な地域を軍事占領した。そして，占領地軍政
の一環として，放送による宣伝工作が検討課
題として浮上した。

これに先立って，陸海軍は1941年11月，占
領地軍政の地域担当を決定している。具体的
には， ▽陸軍が香港，フィリピン，マレー，英領
ボルネオ（北ボルネオ），ビルマ，蘭印のジャワ，
スマトラを担当し， ▽海軍が蘭印のセレベス，
ボルネオ（南ボルネオ），小スンダ列島を担当す
ることになった 24）。こうした区分は，民族や言
語といった地域的な特性を考慮したものという
よりも，もっぱら石油資源を陸海軍で分け合う
ために決められたものだった。陸軍担当のスマ
トラにはパレンバンなど，海軍担当の蘭領ボル
ネオにはタラカンなどの油田地帯があった 25）。

そして，軍政では，「大東亜共栄圏」の確立
が理念として打ち出される一方で，石油をはじ
めとする資源の確保を円滑に進めることが最
大の目標となった。そのためには，現地住民
の協力を得て，治安を維持することが必要で

あり26），放送による宣伝工作もその目標を達
成するための1つの手段となった。

しかし，放送の実施主体が正式に決まるま
でには時間を要した。軍は作戦・戦闘を遂行
するための組織であり，行政活動の執行を目
的に作られた組織ではない。このため，占領
地での住民向け放送は，日本放送協会が直
接，実施すべきとする意見があり，協会も当初，
それを前提に，開戦直後の1941年12月11日，
本部に放送司令部 27）を置くなどして準備を行っ
ていた。

実施主体をめぐる問題では，開戦から1か
月が経過した1942年1月8日，陸軍省，海軍
省，外務省，逓信省，情報局，日本放送協会
など関係機関による会議が開かれた。この場
で日本放送協会と逓信省，情報局，外務省は，
放送協会を放送の実施主体とする案を示した
が，陸軍省は，占領地での放送は，軍政の一
部として軍が直接運営すべきと主張し，決着
がつかなかった 28）。このため，日本放送協会
は，運営が任せられた場合に備えて，派遣人
員の編成や施設計画の案を作成した。日本放
送協会の小森七郎会長は同年1月23日の理事
会で，協会が運営主体となって軍に協力する
姿勢を改めて示し，南方占領地での放送局開
設計画の検討を継続した。

これに対して，陸軍は自ら放送局を運営す
る方針を崩さず，1942年3月26日，南方放送
計画案を提示した。この案は，放送は軍直営
の形式をとる一方で，実質的な運営は放送協
会に委ねるものだった。ただ，この案に関して
も陸軍内部にさまざまな意見があって実現しな
かった 29）。

こうした経緯を経て，最終的に陸軍が方針
を決定したのは，さらに1か月余りが経過して
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からのことである。陸軍は1942年5月，「南方
占領地放送暫定処理要領」30）を決定し，日本
放送協会に示した。要領では， ▽ 放送は軍の
放送管理局が運営する， ▽放送管理局は各軍
政部の外局として設置する， ▽ 放送管理局の
職員は主として日本放送協会から選出し，軍
政部に配属する， ▽ 放送施設の建設・保守は
軍の通信機関で実施する，などとしている。

これによって，放送の実施主体は軍となり，
陸軍の場合，それぞれの地域を占領した各軍
の軍政監部に設置される放送管理局が放送を
行うことになった。一方，実際の放送にあたる
放送管理局の職員は，主に日本放送協会から
派遣されることになった。派遣される職員は，
東京の本部に限らず，国内各地の放送局からも
選ばれた。派遣者は，海外向け放送の担当者
に限らず，多様な職種から選ばれた 31）。また，
海軍も同様に日本放送協会からの派遣を求め
た。協会からの派遣者は，陸海軍司政官や陸
海軍省軍属として，現地軍に属することになっ
た 32）。

3.2. 放送実施体制の整備

放送の実施体制の決定後，陸軍は1942年7
月，放送局の開設計画である「南方占領地放

送施設建設要領」33）をとりまとめた。シンガポー
ル，マニラ，ラングーンの3か所について，短
波（対敵・対内地）や中波（現地住民向け）の
放送局の開設計画がまとめられている（表1）。
現地住民向け放送局の完成のめどは1943年2
月末とされている。

このほか，表1に記載されていない蘭印の
ジャワやスマトラについて，建設要領は，「放
送施設は大体破壊を免れたる現状に鑑み，戦
争前の状態に復旧するを目途として，機材は送
付せざるを原則とする」とした。ジャワのように
戦前から多くの放送局があった地域では，そ
れらの施設を活用する方針が示された。

また，建設要領では，それぞれの地域で必
要な要員として日本放送協会の職員を中心に，
合計191人の派遣を求めるとした（表2）。

ただし，この建設要領がまとまった時点で，
シンガポール，マニラ，ラングーンとも日本軍に
よる放送はすでに始まっていた。現地の放送
局の開局を後追いする形で，計画が策定されて
いったことになる。

こうした動きと並行して，放送を実施する軍
の組織も整備されていった。陸軍では，シン
ガポールの南方軍政総監部（1942年6月設置）
のもと，マレーやビルマ，ジャワなどに置かれ

建設地 出力 完成時期

第1次
（対敵・対内地）

昭南島
（シンガポール） 短波50kW

1942年
10月末マニラ 短波10kW

ラングーン 短波10kW

第2次
（現地住民向け）

昭南島 中波10kW
1943年
2月末マニラ 中波10kW

ラングーン 中波10kW
第3次

（現地住民向け）
各現地軍所有の小電力放送
機材で建設

第1次・
2次終了後

マレー フィリピン 蘭印 ビルマ

局長 1 1 1 1

放送 30 20 23 19

技術 21 14 27 13

庶務 7 4 5 4

計 59 39 56 37

表 1　陸軍の放送局建設計画（1942 年 7月） 表 2　陸軍の放送要員計画（1942 年 7月）　（人）

「南方占領地放送施設建設要領」（1942 年7月）をもとに作成 「南方占領地放送施設建設要領」（1942 年7月）をもとに作成
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た軍政監部の外局として放送管理局を置き，
放送を担当させることが決まった 34）。このうち，
1942年10月にジャワを管轄する陸軍の第16軍
に放送管理局が設置され，同年11月にはマ
レー・スマトラの第25軍に放送管理局が設置
された。続いて，1943年1月にビルマの第15
軍，同年2月にフィリピンの第14軍に放送管理
局が設置された。1943年4月には，第25軍が
スマトラに移駐したことに伴い，マレーとスマト
ラの放送管理局は別組織となった（末尾の表 

6参照）。
一方，海軍では，1942年8月，軍政を司る

機関として南西方面艦隊民政府がセレベス島
のマカッサルに開庁した 35）。全体を統括する
民政府のもと，地方組織としてセレベス，ボル
ネオ，小スンダ列島などの各地区に民政部が置
かれ，放送に関する具体的な方針は，各民政
部の情報課で立てられた。

3.3. 新聞との差異

このように南方占領地での放送は，軍が実
施主体となり，番組制作などの実務は日本放
送協会などから派遣された職員が担当すること
になった。ただし，こうした方針はメディア全
般についてとられたわけではなかった。放送と
同様，現地住民への宣伝工作が求められた新
聞について確認すると，新聞では一般に，地
域ごとに軍が日本の大手新聞社・通信社を指
定したうえで，それらに委託して新聞を発行さ
せる方法がとられた。また，現地語新聞に関し
ては，日本の新聞社が発行したケースのほか，
日本軍の指導のもと，地元の新聞社が発行し
たケースもあった 36）。

このうち，陸軍の担当地域では，陸軍省報
道部が1942年9月，「南方占領地域ニ於ケル

通信社及ビ新聞社工作処理要領」37）を現地軍
の参謀長あてに通知した 38）。要領では，日本
文化の進出，現地日本人の啓蒙とともに，現
地語新聞の指導を行わせるとして，内地の有
力新聞社に人員・資材などを供出させ，現地
軍の管理下に新聞社を設立させ経営させると
した。そして，新聞社は，朝日新聞社，東京
日日（大阪毎日）新聞社，読売新聞社と，同盟
通信社を中核とする新聞社の4 社に制限すると
した。また，事業のために必要な資金につい
ては，南方開発公庫から融資させ，経営上生
ずる可能性がある欠損については軍政会計か
ら補助金を交付することを定めた 39）。

一方，海軍の軍政地域でも同様の政策がと
られ，新聞を発行できる新聞社は，朝日新聞
社，東京日日（大阪毎日）新聞社，読売新聞
社の3 社に制限された。表3に各地域の担当新
聞社をまとめた。

各地域の担当となった新聞社は，軍が接収
した現地の新聞社の施設を使って，日本語の
新聞や，現地語，英語の新聞を発行した。こ
うして占領地に進出した日本の新聞社は，日本

表 3　占領地域と担当新聞社

「南方占領地域ニ於ケル通信社及ビ新聞社工作処理要領」，
早瀬（2016）をもとに作成

地域 担当新聞社

陸軍

マレー，昭南島（シン
ガポール），スマトラ，
英領ボルネオ

同盟通信社を中核と
する新聞社

ジャワ 朝日新聞社

フィリピン 東京日日（大阪毎日）
新聞社

ビルマ 読売新聞社

海軍

蘭領ボルネオ 朝日新聞社

セレベス 東京日日（大阪毎日）
新聞社

セラム 読売新聞社
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の軍事力を背景に，現地語の新聞を含め，担
当地域の新聞を掌握した。

ただし，新聞社の担当割りは決まったもの
の，現地住民に対してどのような情報を伝える
かといった体系的な政策構想は存在しなかっ
た40）。こうした点は，占領地の拡大とともに後
追いの形で番組の検討がなされた放送と似て
いる面があった。

4. 南方占領地で行われた放送

4.1. 占領地域拡大と放送局開設

ここまで確認してきた方針に基づいて開設さ
れた放送局について，開局から放送終了まで
の経過を本稿末尾の表6にまとめた（仏印，タ
イを除く）。以下，表6を参照しつつ，放送の
概要を見ていく。

前述のように，放送の運営主体をめぐる議
論は開戦以降，半年にわたって続いていたが，
陸軍担当地区では，正式な決定を待たずに，
占領地の拡大とともに軍による放送が開始され
ていった。当初，実施主体となったのが陸軍
の宣伝班で，連合国側への謀略や現地住民に
対する宣伝工作を目的に，作戦地域の拡大と
ともに活動を広げていった。

陸軍は，開戦に先立って日本放送協会から
17人を徴用し，南方地域に配置していたが，
1942年1月，さらに19人の放送要員を「マライ・
フィリピン・ジャワ方面派遣部隊」の宣伝班員
として従軍させた41）。徴用された要員は，第
一線部隊とともに作戦地域に進出し，各地域
の占領と同時に放送の準備を進めた。

このうち，1942年1月には，マレー半島でペ
ナン放送局が開局した。ペナン放送局は，植
民地からの解放や民族独立を訴え，現地住民

に反英決起を呼びかける宣伝放送を行った42）。
また，シンガポールに向けて翌日の砲撃・爆撃
目標の予告放送を行い，その際にはマレー系
やインド系の住民には避難を呼びかけるなど，
イギリス軍からの離反を促す工作を行った43）。
さらに，これとは別に，サイゴンに置かれていた
南方軍総司令部は，参謀部内に特殊放送班を
編成し，ジャワ・スマトラ攻略作戦を有利に展 
開させるため，短波による謀略放送を行った44）。

こうした動きと並行して，1942年1月から3
月にかけて，日本軍は，マニラ，香港，シンガ
ポール，ジャカルタと占領地に次々に放送局を
開局させていった。戦前から放送が行われて
いた地域では，その施設を利用して放送を再
開させることができたが 45），放送局がなかっ
た地域では，新たに機材などを調達する必要
があった。例えば，蘭印を見ると，戦前から
多数の放送局があったジャワでは1942年に
次々に放送局が開局した一方，それ以外の地
域の開局は1943年以降となった。

一方，海軍担当地区での放送開始は，陸軍
に比べて遅れた。これは海軍が担当したセレ
ベス，ボルネオ，小スンダ列島には戦前，放送
局がなかったためである。これらの地域では，
従来はジャワからの短波放送を聴取できただ
けであり，海軍は新たに放送局を建設する必
要に迫られた。海軍担当地域で放送局が開局
したのは開戦から1年が経った1942年12月の
ことであり，民政府が置かれたセレベス島南部
のマカッサル放送局が最初のものとなった。次
いで，1943年1月から4月にかけて，メナド（セ
レベス），バンジェルマシン（ボルネオ），バリッ
クパパン（ボルネオ），シンガラジャ（小スンダ
列島）の各放送局が開局した。

こうして，日本の陸海軍は，占領地の拡大
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とともに放送局を次々に開局させ，1944年12
月時点で，南方占領地で20を超える放送局を
運用していた。このほか，小規模な中継局や
1945年以降に開局した放送局もあり，それら
を含めると，戦時中に運用していた放送局は
30以上にのぼった。

これらの放送局は，軍が設置し，管理にあ
たったが，番組制作を主に担ったのは日本放
送協会から派遣された職員（一部，台湾放送
協会からも派遣）や現地で雇われた住民だっ
た。このうち，日本放送協会は，南方地域で
の放送局の開設・運用について軍の要請に応
えるため，1942年9月に会長直属の南方室を
発足させた。そして，同年11月，まず170人を
派遣要員として選び，研修を行ったうえで，南
方に向けて出発させた46）。

日本放送協会から派遣された人員は，最終
的にマレーが最も多く69人，次いでジャワが
48人，ビルマとフィリピンがそれぞれ 43人など
となっており，これに仏印への派遣や逓信省へ
の出向を加えると，302人が南方での放送業
務に就いた47）。前出の表 2のように，1942年7
月の計画段階では，要員数はマレー，フィリピ
ン，蘭印，ビルマで合わせて190人余りだった
が，その後，次第に派遣者数が膨らんでいっ
たことになる。

さらに，現地住民も多数，放送業務にあたっ
た。こちらもマレーが最も多く392人，次いで
ジャワが385人，スマトラが186人となってい
る。これに仏印（20人）も加えると，総数は
1,290人に達し，日本人職員の4倍以上にのぼ
る人々が放送に携わっていた（表6 参照）。

これらの放送局のうち，フィリピン，ビルマの
放送局やセレベス・ボルネオの一部の放送局
は，連合国軍の攻撃によって破壊されたり，撤

退に際して自爆したりして，終戦を待つことな
く機能を停止した。しかし，多くの放送局は， 
1945年8月の終戦に至るまで放送を維持した48）。

4.2. 番組内容の検討

日本軍が占領下に置いた地域は，民族，言
語，文化などいずれをとっても一様ではなく，
植民地の支配層と現地住民の関係も異なって
いた。また，南方地域は中国大陸に比べ，日
本の政府・軍部が従来から強い関心を持って
いた地域ではなく，現地住民の指導者との交
渉を維持してきたわけでもなかった49）。このた
め，どのような放送が現地住民対策として効
果的なのかといった情報が十分にない中，放
送を始める必要に迫られたことになる。

先に触れたとおり，開戦当初は，対敵宣伝
を中心に，戦闘を後方から支援するための放
送が行われた。しかし，戦闘が落ち着き，占
領地行政が開始されていく中で，どのような番
組を放送するかについては軍内部で明確な案
があったわけではなく，番組内容の検討の多
くは日本放送協会に委ねられた。協会本部の
放送司令部では，1942年3月19日に行われた
会議で，次のような議論が行われている。

【中郷孝之助・理事】
南方放送問題に付，現在は施設に重点を

置かれ居ることは当然のことなるも，其の次
には放送内容の問題が当然論議せらるるこ
とと思料す。日本語普及の問題，音楽，宗
教等々の問題に付，予め研究し置き，協会と
しての根本案を今より考究し置くこと肝要な
り。尚右内容の問題に関連し，其の道の専
門家を聴し，会長並に常務が話を聞かれ置く
ことは，種々御参考となるものありと考う。 
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【小森七郎・会長】
放送内容に関する研究を進め置くは緊要

なり，但し今急に大和魂を植付けるなどと考
えても難しいことだ。現在は先住民族に対し
安居楽業せしむることを目標に諸般の内容を
考究することが必要だと思う。

【佐々木佐藤治・総務局次長】
有能なる職員を選抜の上，現地に派遣し，

実地に其の土地の状態並に諸般の事情等を
調査研究せしめ，之等の者が中心となりて
具体案を作成することが最も適切なる内容を
生出し得るものと思料す。机上計画も勿論必
要ならんも，現地に即する内容を案出するが
為には，右方法を最も肝要適切なるものと考
う50）。

これらの発言からわかるように，南方に放
送局が次々に開設される中，日本放送協会で
も具体的な番組の案を持っていたわけではな
く，まずは専門家の意見を聞いたり，現地の
事情を調査したりすることが必要という意見が
示されていた。また，小森会長の発言に見ら
れるように，放送によって現地住民に「大和魂
を植付ける」ことは難しいとして，「安居楽業せ
しむることを目標に諸般の内容を考究すること
が必要」とする認識が存在していた。

一方で，この時期の日本放送協会の文書を
見ると，放送を通じて，南方諸民族に対して，

「大東亜聖戦」に協力させるべきなどとする見
解も存在していた。1942年6月17日付の日本
放送協会計画部「南方圏放送計画案」には，
冒頭，次のような記述がある。

今，日本は紀元二千六百年の歴史的時期

に於て，肇国の理念を具現せんとする時，太
平洋，南方諸民族に対し，彼等の嘗て有せ
る上代神話文化の偉大なる意義を自覚せし
め，その復古的還元に依り，彼等の文化的
精神的独立と，日本を主体とする上代日本文
化圏の復興たる大東亜聖戦に協力せしむる
べき51）

この計画案では，「放送内容の基本的理念」
として，日本民族がアジア太平洋諸民族の祖
であることを自覚させるといった精神論が主張
されていた。もっとも，どのような番組によって
そうした理念を現実化させるかといった具体案
がなかったことには変わりがない。日本語の放
送をどこまで現地で普及させるかについても，
占領地を日本の領土とするのか，独立させるの
かによって異なる，といった議論がなされてい
た 52）。占領地の扱いをめぐる基本的な方針自
体が明確にされない中で，番組内容をめぐる
議論も揺らいでいた。

太平洋戦争をめぐっては，そもそも戦争目的
自体が不明確なものであり，戦局の推移と関
連しながら，「自存自衛」と「大東亜共栄圏」
建設との間で揺れ動いていた 53）。そうした事
情は放送に関する施策にも影響し，番組内容
についての具体的な方策が定まらないまま，占
領地の拡大に合わせて放送局が次々に開設さ
れていったことになる。

4.3. 放送番組の概要

それぞれの占領地でどのような放送が行われ
たかは，次回以降，詳しく見ていくが，ここで
は，マレー・スマトラ地区の放送本部の役割を
担った昭南中央放送局（シンガポール）を例に，
概要を確認しておく。占領前のシンガポールに
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ついて，『放送研究』は「戦前イギリスが東亜
侵略の根拠地としていた土地である。イギリス
はここを東亜に於ける対世界宣伝の本拠として
デマ宣伝の限りを尽していたのである」54）など
と記している。

日本軍は1942年2月15日，シンガポールを
占領した。しかし，現地の放送施設はイギリ
ス軍が退却する際に破壊され，そのまま使用
できる状態にはなかった。このため，2月下旬
に到着した日本放送協会の職員が，放送設備
の復旧や機材の確保を進め，同年3月28日に
短波放送を開始し，続いて，4月5日に中波放
送を開始した。

昭南中央放送局では，現地の日本人向けの
第1放送（中波），現地住民向けの第2放送（中
波），対敵放送（短波）の3 種類の放送が実施
された。このうち現地住民向け放送の目的は，

「皇軍に対する認識と信頼依存を昂め，皇国を
核心とする大東亜総力戦の実質的発展を促進
し，常に進んでこれに奉仕すべき自覚を与え
る」こととされた 55）。しかし，現地にはマレー
系，中国系，インド系などさまざまな民族が
おり，言語・宗教もまちまちであったことから，
そうした多様性を考慮しつつ国策を詳しく伝え
ることは困難な課題だった。　

表4は，昭南中央放送局の平日の番組表で
ある（日付は不明）。このうちニュースは，同
盟通信や日本の海外放送の原稿をもとに，昼・
夜の2回にわたって放送された（夜は『マレー
の時間』『支那の時間』などの中で放送）。6つ
の言語で放送する必要があったことから，それ
ぞれ昼は8分，夜は15分ずつの放送だった。

娯楽放送は，マレーやインドなどそれぞれの
民族の音楽を中心に放送されたが，当初，現
地の楽団が小規模なものだったことから，レ

コードを利用することが多かった。ただ，専属
の楽団を組織してからは，生放送で演奏する
ことが増え，好評を博したという。また，学校
放送は，現地の児童に対して日本語教育や歌
唱指導などを行うもので，市内の学校に受信

放送時刻 内容
8:27-8:30 開始アナウンス
8:30-8:50 日本音楽
8:50-9:00 ラジオ体操

9:00-9:30 音楽（レコード）
（各民族の音楽を交互に）

（休止）
10:50-11:00 学校向け日本音楽
11:00-11:20 学校放送

（休止）
13:00-13:20 ひるの音楽

13:20-14:00 報道（マレー語，広東語，福建語，
タミール語，ヒンドスタン語）

14:00-14:30 音楽（主として軽音楽，昭南放送
管弦楽団など）

（休止）
14:50-15:00 学校向け日本音楽
15:00-15:20 学校放送

（休止）
18:00-18:20 音楽
18:20-18:30 子供の時間（マレー語の解説）
18:30-18:50 子供の時間
18:50-19:35 マレーの時間
19:35-20:30 支那の時間（広東語，福建語）
20:30-20:40 日本文化紹介
20:40-20:55 日本語講座

20:55-21:50 インドの時間（タミール語，ヒンド
スタン語）

21:50-22:00 日本語報道（現地住民向けの平易
な日本語）

22:00-22:15 英語報道
22:15-22:25 官庁公示・番組予告
22:55-23:00 音楽・演芸

23:00 終了アナウンス

表 4　昭南中央放送局の現地住民向け放送

「南方資料⑦マライ編」をもとに作成
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機を貸与して聴取させる形をとった。
全体として見れば，ニュースや音楽，学校

放送などさまざまな番組が編成されており，ま
た，前述のように，ニュースなどは，マレー語，
広東語，福建語，タミール語，ヒンドスタン語，
英語の6つの言語で放送する必要があった。
このため，長時間にわたって日本の主張を一方
的に伝える講演番組などを編成することは難し
かったと考えられる 56）。

さらに，南方占領地の拠点であるシンガポー
ルでは，比較的多様な番組が放送されたが，
次回以降見ていくように，各地に置かれた小規
模な放送局では，番組素材の確保で難しい対
応を迫られた。このため，現地住民向けの放
送では，現地音楽の生演奏やレコード再生が
多くを占めることになった。

4.4. 現地住民の聴取状況

現地住民向け放送では，ラジオをどのよう
にして聞いてもらうかも課題だった。日本軍が
放送局を開設した地域は，東南アジアの広大
な地域にわたり，開戦前の統治主体もまちまち
だったこともあり，ラジオ受信機の普及には大
きなばらつきがあった。

末尾の表6のとおり，香港やシンガポールと
いった都市部のほか，アメリカ統治下のフィリ
ピンや蘭印のジャワでは，比較的早い時期か
ら放送が始まり，受信機の普及も進んでいた。
1939年の統計では，受信機の普及数はジャワ
では8万6,000台余り，フィリピンでも5万1,000
台余りとなっていた。一方，それ以外ではラジ
オの普及はほとんど進まず，ビルマや蘭印のス
マトラ，ボルネオといった地域では受信機の普
及はわずかだった。

こうした差異が生じた背景には，それぞれ

の植民地政府の方針があった。フィリピンや蘭
印のジャワでは，1920年代から1930年代にか
けて民間放送局の開設を容認していたが，イ
ギリス統治下のマレーでは，植民地政府が民
間放送局の設立に懐疑的な態度をとったことも
あり，放送局自体が少なかった。また，同じ
蘭印でも，ボルネオやスマトラには放送局が置
かれず，放送はジャワから短波で送り届ける方
針がとられた。

ただし，戦前，ラジオ放送が発達していた
地域でも，受信機の所有者は，欧米の植民地
統治の支配層がほとんどで，現地住民にまで
受信機が行き渡る状況ではなかった。また，
占領後には，日本軍が住民のラジオ受信機を
接収する措置もとられた。これは，連合国側
からの短波放送の受信を防ぐためだったが，
短波受信を不可能にする改造 57）を行ったあと
も受信機を住民に返還しないことが多かった。
地域によっては，受信機の所有を禁止したとこ
ろもある。

このように，占領後，放送局が次々に開局す
る一方で，現地住民への受信機の普及は進ま

フィリピン・ダバオ市庁舎前のラジオ塔
（後方はヤシの木）



53MARCH 2021

なかった 58）。このため，日本軍は，市街地に
ラジオ塔などの共同聴取設備を設けて，集団
での聴取を推進することになった。現地住民へ
の放送の普及については，前述の「南方圏放
送計画案」でも，官庁や会社，学校，工場な
どで集団聴取させるほか，祭礼などの行事でも
一定の時間を設けてラジオを聴取させるとして
いた 59）。こうした場では，時局ニュースの解説
といった一部の番組を除けば，特に威儀を正し
て聴取するよう求める指導もなかったという60）。

当時，軍によって作成されたと見られる「南
方放送計画ニ伴フラジオ塔施設計画案」61）に
よると，南方には600基余りのラジオ塔を設
置する計画が立てられていた。設置の基準は，
都市の人口規模によって定められ， ▽ 1万人の
場合は3基， ▽ 2万人の場合は4基， ▽ 3 ～ 4
万人の場合は5基， ▽ 5万人以上の場合は1万

人につき1基，などとしていた。主な都市別に
見ると表5のようになる。

こうして南方占領地でのラジオの普及は，ラ
ジオ塔をはじめとする共同聴取設備に依存する
ことになった 62）。そして，そうした聴取環境か
ら，番組の内容も，屋外での聴取に適した音
楽などの娯楽番組が多くなっていったと考えら
れる。

5. 小括

南方地域での放送をめぐっては，そもそもこ
の地域を日本の勢力圏とする大東亜共栄圏構
想が打ち出されたのが1940年だったことから，
放送関係者の間では，太平洋戦争の直前まで
南方地域で放送を行うといった発想は存在し
ていなかった。戦前にこの地域で行われてい
た放送について，日本放送協会が本格的な調
査を行ったのも1941年夏以降のことだった。

太平洋戦争の開戦後は，それぞれの地域を
攻略した陸軍の宣伝班が戦術の1つとして放送
を開始し，連合国側に対する謀略放送などを
実施した。放送を通じて民族独立や植民地主
義からの解放を訴え，イギリスなど支配勢力か
らの離反を促す初期の宣伝工作は，戦闘を後
方から支援するという点で一定の役割を果たし
たと考えられる。

しかし，占領地軍政が本格化し，持久戦体
制に移行していく中，どのような放送を実施す
るかについては，開戦前に具体的な計画が存
在していなかった。放送の実施主体に関して
も，軍にするか日本放送協会にするかをめぐっ
て数か月にわたって議論が続き，日本放送協
会の職員が本格的に現地に入ったのも開戦か
ら1年近くが経ってからのことだった。事前の

地区 都市 人口 設置数

マレー

昭南島
（シンガポール） 44.5万人 45

ペナン 15万人 15
クアラルンプール 11万人 11

ジャワ

ジャカルタ 40万人 40
スラバヤ 31万人 31
スマラン 20万人 20
バンドン 17万人 17
ジョクジャカルタ 10万人 10

スマトラ メダン 7万人 7
パダン 5万人 5

セレベス マカッサル 8.5万人 9
メナド 2.8万人 5

ボルネオ
バンジェルマシン 6.4万人 6
クチン 2.5万人 4
ポンチャナック 2.2万人 4

フィリピン
マニラ 55万人 55
セブ 8万人 8
イロイロ 5万人 5

ビルマ ラングーン 40万人 40
マンダレー 15万人 15

表 5　ラジオ塔の設置計画（主な都市）

「南方放送計画ニ伴フラジオ塔施設計画案」をもとに作成
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準備が整わない中で，占領地では放送局が
次々に開局していった。

放送の目的としては，占領地の人心の安定を
図り，治安維持につなげることが掲げられてい
たものの，準備不足の中，民族や言語の多様
性を考慮しつつ，占領政策の遂行にあたって
効果的な番組を放送していくことは困難な問題
だった。また，放送によって国策を現地住民
に浸透させようとしても，ラジオ受信機の普及
率の低さが障害となった。南方地域での放送
は，長期的展望に立った計画が存在しない中，
始まっていったことになる。

次回は，さまざまな制約の中，占領地で具
体的にどのような番組が放送され，どういった
普及策がとられたかについて，蘭印を例にさら
に詳しく見ていく。

（むらかみ せいいち） 

注：
 1） 名称として「大東亜戦争」「十五年戦争」「アジア・

太平洋戦争」なども用いられてきたが，本稿では
「太平洋戦争」で統一する。

 2） 太平洋戦争下，ビルマは1943年8月に，フィリピ
ンは同年10月に独立したが，日本軍の駐留はそ
の後も続き，間接的に軍政が行われる状態は継
続していた。岩武照彦（1989）『南方軍政論集』
巌南堂書店100頁

 3） 当時の表記として「マライ」「マラヤ」があるが，
本稿では，引用を除き，「マレー」で統一する。

 4） 軍政に関する重要事項は，大本営政府連絡会議
で決定され，陸軍参謀本部・海軍軍令部，ある
いは陸・海軍省から現地軍司令官・艦隊司令長
官に通達された。このため，放送に関する事項
であっても国内での監督官庁である逓信省が関
与する余地はなかった。前掲『南方軍政論集』
256頁

 5） 戦争末期の1945年3月以降，日本軍が仏印の
植民地政府を武力によって解体する措置をとった

（仏印処理）。
 6） 本稿では，戦前に占領統治を行っていた欧米の

支配層以外の各地の住民について，現地住民と
表記する。

 7） 作成時期が明示されていない資料が多いが，「南
方放送史（爪哇の部）」には1952年3月作成と記

されているほか，「南方資料⑨仏印編」の「はし
がき」には1952年5月1日の日付が記されており，
南方占領地の放送に関する調査は1950年前後に
行われたと推測できる。

 8） 分野別の研究成果については，河西晃祐（2016）
『大東亜共栄圏 帝国日本の南方体験』講談社
281-284頁の注に詳しく記載されている。

 9） 河西晃祐（2016）『大東亜共栄圏 帝国日本の南方
体験』講談社

 10） 野村佳正（2016）『「大東亜共栄圏」の形成過程と
その構造―陸軍の占領地軍政と軍事作戦の葛藤
―』錦正社

 11） このほか，軍政下のメディアに関しては，新聞
を中心にした研究が進んでいる。占領地で発行
された日本語新聞に関しては，『マニラ新聞』や

『ジャワ新聞』などの復刻版が刊行されるととも
に，関連する研究がなされている。近年の論考と
しては，早瀬晋三（2016）「日本占領・勢力下の東
南アジアで発行された新聞」『アジア太平洋討究』
27号や，姫本由美子（2017）「日本占領下のイン
ドネシアをめぐる「報道」と「宣伝」のはざまで―
朝日新聞社所蔵写真を手掛かりに―」『アジア太
平洋討究』28号などがある。

 12） 放送局の関係文書は終戦時に焼却され，引き揚
げ時にもいっさいの書類の携行が許されなかっ
た。佐藤勝造（1976）「スマトラ放送管理局1942
～ 1946」『NHK放送文化研究年報』21集243頁

 13） 1936年8月に広田弘毅内閣のもとで作成された
「国策ノ基準」は，明治以降の対外政策の基軸で
あった大陸進出（北進）とともに，海軍の意向を
反映して，初めて「南進」を公式に政策課題とし
て決定したものとして知られる。後藤乾一（2011）

「アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」」『岩波講
座 東アジア近現代通史』（第6巻）岩波書店6頁

 14） 倉沢愛子（2012）『資源の戦争―「大東亜共栄圏」
の人流・物流』岩波書店3-5頁

 15） 前掲『大東亜共栄圏 帝国日本の南方体験』31頁
以下参照。

 16） 前掲「アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」」23
頁。なお，陸軍内部での南方占領地行政に関す
る研究は1941年2月に始まったが，研究班は4月
にいったん解散し，再検討が始まったのは同年8
月以降のことである。小林英夫（1993）『日本軍
政下のアジア』岩波書店81-82頁

 17） 「南 方占領地行政 実 施要領 」（1941年11月20
日）JACAR（ アジア歴史資 料センター）Ref. 
C12120152100〔「中央-戦争指導重要国策文書
-989_1」（防衛省防衛研究所）〕

 18） 前掲『大東亜共栄圏 帝国日本の南方体験』104
頁

 19） 宇井英俊（1943）「大東亜の言語（上）」『放送研
究』3巻7号47頁

 20） 協会が刊行していた研究誌のタイトルは時期に
よって異なる。『放送』は1934年4月から1941年
9月まで，『放送研究』は1941年10月から1943年
12月まで刊行された。

 21） 小野孝（1939）「南洋を巡る各国の対外放送」『放
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送』9巻7号。小野は執筆当時，逓信省工務局
無線課長を務めていた。

 22） 前掲「南洋を巡る各国の対外放送」『放送』19頁
 23） 日本放送協会調査部「南方特別調査 南方諸国

放送調査」NHK放送文化研究所所蔵
 24） 「占領地軍政実施ニ関スル陸海軍中央協定」

（1941年11月26日）JACAR（アジア歴史資料セ
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表 6　南方地域の放送局の概要（斜字は小規模または有線放送のみの放送局）

地区 香港 フィリピン ジャワ スマトラ セレベス・ボルネオ マレー ビルマ

放送局

・香港 ・マニラ
・セブ
・ダバオ
・バギオ
・イロイロ
・レガスビー

・ジャカルタ
・バンドン
・スラバヤ
・スマラン
・ジョクジャカルタ
・ソロ
・マラン
・ブルオケルト

・メダン
・パダン
・ブキチンギ
・タンジョンカラン
・コタラジャ

・マカッサル
・バンジェルマシン
・ポンチャナック
・メナド
・バリックパパン
・シンガラジャ

・ペナン
・昭南（シンガポール）
・クアラルンプール
・タイピン
・イポー
・マラッカ
・セレンバン

・ラングーン

開戦前の統治 イギリス アメリカ オランダ オランダ オランダ イギリス イギリス
占領後の管轄 陸軍（支那派遣軍） 陸軍（第14軍） 陸軍（第16軍） 陸軍（第25軍） 海軍（南西方面艦隊） 陸軍（第25軍） 陸軍（第15軍）
受信機普及数

（1939 年） 12,550 51,569 86,617 （12,000程度） （6,000程度） 15,766 5,837

協会派遣職員 14人 43人 48人 25人 31人 69人 43人
現地採用職員 40人 120人 385人 186人 58人 392人 89人

開戦前の状況
1928 年 イギリス総督府政庁が
放送開始

1933 年 マニラで商業ラジオ3局
が放送開始

1920年代 小規模な放送局が開局
1934年 NIROM（オランダ領東イン
ド放送会社）が発足

1930年ごろ メダンに放送局開
局
1934年 放送局が NIROM傘
下に

（戦前は放送局なし） 1925 年 シンガポール無線協
会が中波放送開始
1934 年 ペナン無線協会が放
送開始

1940 年 XYZ局がラングーン
郊外からビルマ全土に放送
開始

日
本
軍
占
領
後
の
状
況

1941年 ［12月］マレー半島に上陸

1942年

［2月］香港放送局が開局
［1月］マニラ占領

マニラ放送局が開局
［1月］ペナン放送局が開局
［2月］シンガポール占領

［10月］現地での短波受信禁止

［12月］放送を3本立てに

［3月］現地住民向け放送開始

［6月］マニラ放送局が海外放送開始

［3月］ジャワ占領
ジャカルタ，バンドン，スラバ
ヤ，ソロ放送局が開局

［3月］スマトラ全島占領 ［3月］昭南中央放送局が短波
放送開始（4月に中波放
送開始）

［3月］ラングーン占領

［8月］ジョクジャカルタ放送局が開
局

［10月］放送管理局設置
スマラン放送局が開局

［8月］南西方面艦隊民政府が
マカッサルに開庁

［8月］ラングーン放送局がビル
マ，インド向け放送開始

（短波）
［11月］放送管理局設置

［12月］マカッサル放送局が開局
［11月］放送管理局設置

1943 年 ［7月］香港放送局から内地向け初
放送

［2月］放送管理局設置

［10月］フィリピン共和国独立
［11月］セブ，ダバオ放送局が開局

［9月］マラン放送局が開局

［3月］メダン放送局が開局
［4月］第25軍がスマトラに移駐
［6月］パダン放送局が開局

［9月］ブキチンギ放送局が開局

［1月］メナド放送局が開局
［2月］バンジェルマシン放送

局が開局
［4月］バリックパパン，シンガラ

ジャの各局が開局

［12月］ポンチャナック放送局
が開局

［1月］クアラルンプール放送局
が開局（現地向け放送）

［4月］第25軍移駐に伴い，馬
来軍政監部放送管理局
に変更

［1月］放送管理局設置
［2月］ラングーン放送局が中波

放送開始

［8月］ビルマ国独立

［10月］ビルマ独立祝賀番組を編
成

1944 年
［4月］第1・第2放送を縮小，第3

放送で対敵放送を実施

［12月］マニラ放送局が空襲で放送
停止

［8月］プルオケルト放送局が開局
［10月］空襲激化でマカッサル

放送局が放送停止

［2月］タイピン放送局が開局

1945 年

［8月］（放送終了）
［9月］施設を連合国軍に引き渡し

［1月］バギオに放送機能を移転
［2月］米軍侵攻でマニラ放送局を

自ら破壊
［4月］バギオから撤退

［8月］終戦放送を軍が阻止（放送終了）
［9月］インドネシア国営ラジオ局設立

［8月］終戦放送を軍が阻止（放
送終了）

［5月］メナド放送局が砲撃で
全壊

［7月］バリックパパン放送局
が機能停止

［8月］（放送終了）

［5月］日本軍の敗退に伴いマ
レー半島とシンガポール
の管轄を分離

［8月］（放送終了）
［9月］施設を連合国軍に引き渡し

［2月］連合国軍の空襲で放送
施設に被害

［4月］放送施設を爆破し，ラン
グーンから撤退
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『日本放送史』『放送五十年史』『20 世紀放送史年表』「南方資料」をもとに作成
・セレベス・ボルネオの斜字の放送局は有線放送のみが行われた
・職員数は『日本放送史 上』586頁をもとに作成（1941年から1945年までの合計）
・受信機普及数は，国際放送連盟報告「南方諸国聴取者数」（NHK放送文化研究所所蔵）より作成。なお，田子内進（2006）「植民地期インドネシアにおけるラ

ジオ放送の開始と音楽文化」『東南アジア研究』44巻2号によると，1940年のスマトラでの普及台数は1万2,712台，セレベス・ボルネオと周辺諸島での普及
台数は5,965台となっており，表中には，それらから推定される普及数を記入した 

地区 香港 フィリピン ジャワ スマトラ セレベス・ボルネオ マレー ビルマ

放送局

・香港 ・マニラ
・セブ
・ダバオ
・バギオ
・イロイロ
・レガスビー

・ジャカルタ
・バンドン
・スラバヤ
・スマラン
・ジョクジャカルタ
・ソロ
・マラン
・ブルオケルト

・メダン
・パダン
・ブキチンギ
・タンジョンカラン
・コタラジャ

・マカッサル
・バンジェルマシン
・ポンチャナック
・メナド
・バリックパパン
・シンガラジャ

・ペナン
・昭南（シンガポール）
・クアラルンプール
・タイピン
・イポー
・マラッカ
・セレンバン

・ラングーン

開戦前の統治 イギリス アメリカ オランダ オランダ オランダ イギリス イギリス
占領後の管轄 陸軍（支那派遣軍） 陸軍（第14軍） 陸軍（第16軍） 陸軍（第25軍） 海軍（南西方面艦隊） 陸軍（第25軍） 陸軍（第15軍）
受信機普及数

（1939 年） 12,550 51,569 86,617 （12,000程度） （6,000程度） 15,766 5,837

協会派遣職員 14人 43人 48人 25人 31人 69人 43人
現地採用職員 40人 120人 385人 186人 58人 392人 89人

開戦前の状況
1928 年 イギリス総督府政庁が
放送開始

1933 年 マニラで商業ラジオ3局
が放送開始

1920年代 小規模な放送局が開局
1934年 NIROM（オランダ領東イン
ド放送会社）が発足

1930年ごろ メダンに放送局開
局
1934年 放送局が NIROM傘
下に

（戦前は放送局なし） 1925 年 シンガポール無線協
会が中波放送開始
1934 年 ペナン無線協会が放
送開始

1940 年 XYZ局がラングーン
郊外からビルマ全土に放送
開始

日
本
軍
占
領
後
の
状
況

1941年 ［12月］マレー半島に上陸

1942年

［2月］香港放送局が開局
［1月］マニラ占領

マニラ放送局が開局
［1月］ペナン放送局が開局
［2月］シンガポール占領

［10月］現地での短波受信禁止

［12月］放送を3本立てに

［3月］現地住民向け放送開始

［6月］マニラ放送局が海外放送開始

［3月］ジャワ占領
ジャカルタ，バンドン，スラバ
ヤ，ソロ放送局が開局

［3月］スマトラ全島占領 ［3月］昭南中央放送局が短波
放送開始（4月に中波放
送開始）

［3月］ラングーン占領

［8月］ジョクジャカルタ放送局が開
局

［10月］放送管理局設置
スマラン放送局が開局

［8月］南西方面艦隊民政府が
マカッサルに開庁

［8月］ラングーン放送局がビル
マ，インド向け放送開始

（短波）
［11月］放送管理局設置

［12月］マカッサル放送局が開局
［11月］放送管理局設置

1943 年 ［7月］香港放送局から内地向け初
放送

［2月］放送管理局設置

［10月］フィリピン共和国独立
［11月］セブ，ダバオ放送局が開局

［9月］マラン放送局が開局

［3月］メダン放送局が開局
［4月］第25軍がスマトラに移駐
［6月］パダン放送局が開局

［9月］ブキチンギ放送局が開局

［1月］メナド放送局が開局
［2月］バンジェルマシン放送

局が開局
［4月］バリックパパン，シンガラ

ジャの各局が開局

［12月］ポンチャナック放送局
が開局

［1月］クアラルンプール放送局
が開局（現地向け放送）

［4月］第25軍移駐に伴い，馬
来軍政監部放送管理局
に変更

［1月］放送管理局設置
［2月］ラングーン放送局が中波

放送開始

［8月］ビルマ国独立

［10月］ビルマ独立祝賀番組を編
成

1944 年
［4月］第1・第2放送を縮小，第3

放送で対敵放送を実施

［12月］マニラ放送局が空襲で放送
停止

［8月］プルオケルト放送局が開局
［10月］空襲激化でマカッサル

放送局が放送停止

［2月］タイピン放送局が開局

1945 年

［8月］（放送終了）
［9月］施設を連合国軍に引き渡し

［1月］バギオに放送機能を移転
［2月］米軍侵攻でマニラ放送局を

自ら破壊
［4月］バギオから撤退

［8月］終戦放送を軍が阻止（放送終了）
［9月］インドネシア国営ラジオ局設立

［8月］終戦放送を軍が阻止（放
送終了）

［5月］メナド放送局が砲撃で
全壊

［7月］バリックパパン放送局
が機能停止

［8月］（放送終了）

［5月］日本軍の敗退に伴いマ
レー半島とシンガポール
の管轄を分離

［8月］（放送終了）
［9月］施設を連合国軍に引き渡し

［2月］連合国軍の空襲で放送
施設に被害

［4月］放送施設を爆破し，ラン
グーンから撤退


