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太平洋戦争下，南方の占領地で日本軍が行った放送について検証している本シリーズ。今回は，現在のインドネ
シアにあたる蘭印で行われた放送の実態を探った。

蘭印は，石油などの資源地帯として戦略上，重要だった地域で，日本軍は占領後 20近くの放送局を開設し，一
部を除き，終戦まで放送を続けた。この地域はジャワやスマトラといった島ごとにラジオ放送の発達状況が異なり，
また，陸軍，海軍が担当地域を分けて放送を実施した。このため本稿では，それらの条件に応じて，放送の実
施体制や番組内容，聴取状況にどのような違いが生じたのかといった点に着目しつつ，検討を進めた。

このうち，陸軍担当地区を見ると，戦前からラジオ放送が発達していたジャワでは占領後，速やかに放送が始
まったのに対し，スマトラでは開局が遅れ，放送局数も少数にとどまった。また，海軍担当地域のセレベス・ボル
ネオには，戦前はまったく放送局がなく，軍が放送局を新設する必要があるなど，放送の実施体制は地域によっ
て大きく異なった。

しかし，聴取状況を見ると，防諜のために軍が受信機の多くを接収したこともあって，いずれの地域でもラジオ
の普及はわずかにとどまった。そして，現地住民が放送を聞いたのは主に街頭ラジオを通じてだった。番組も，各
地域とも集団聴取に適した音楽演奏やレコード再生が中心となった。

各放送局の担当者は，具体的な宣伝方針が定まらない中，手探り状態で放送を継続する必要に迫られた。放送
を通じて占領政策への理解を得るという目標が達成されたかを検証できないまま，占領地での放送は終焉を迎えた。

「南方放送史」再考 ② 
現地住民向け放送の実態～蘭印を例に

メディア研究部  村上聖一　　

1. はじめに

太平洋戦争下，「南方」と呼ばれた東南アジ
アの占領地で日本軍が行った放送について検
証している本シリーズ。前回は，開戦前の準
備状況や軍政開始直後の放送について考察し
た。前回の検討では，占領地での放送の実施
に関して周到な計画が存在しておらず，番組の
内容や受信機の普及など多くの面で問題が生
じていたことが浮かび上がった。

今回は，日本の軍政下で行われた放送の実
態をさらに詳しく見ていくため，現在のインド
ネシアにあたる地域に焦点を当てて検討する。
この地域は，戦前はオランダの支配下にあり，
蘭印（オランダ領東インド）と呼ばれていた。
開戦後は全域が日本軍の占領下に置かれた
が，この地域全体を指す用語として，本稿で
は「蘭印」を用いることにする。

蘭印に着目する理由としては，石油などの資
源地帯として日本が重視していた点に加え，戦
前，ジャワやスマトラといった地域によってラジ
オ放送の発達状況に大きな違いがあったこと
から，日本軍がどこまで現地の実情に合わせ
て放送を行ったかを比較できる点が挙げられ
る。また，占領後の放送の実施主体も，ジャ
ワが陸軍第16軍，スマトラが陸軍第25軍，セ
レベス・ボルネオ1）が海軍民政府とそれぞれ異
なっていたため2），そうした違いがもたらした
影響についても確認できると考えられる。さら
に，蘭印では，一部を除いて終戦まで放送が
継続されたことから，当初は対敵宣伝を目的に
していた放送が，その後どのように機能を変化
させたかについても検証が可能である。

蘭印のラジオ放送をめぐっては，田子内進 3）

が，太平洋戦争開戦前にジャワで行われてい
た放送が音楽文化に対して与えた影響を中心
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に論じているほか，小林和夫 4）が日本占領下の
ジャワでのラジオ放送に関して，実施体制や
番組内容，聴取形態について詳しく検討を行っ
ている。また，前回言及したNHK総合放送
文化研究所（現・NHK放送文化研究所）の佐
藤勝造も南方各地で行われた放送について文
書資料や証言に基づき詳しく記述している。

ただし，これらの研究の多くはジャワに焦点
を当てており，蘭印全体について検討している
わけではない。特に，海軍が担当したセレベ
ス・ボルネオの放送の実態は，従来の研究で
はほとんど触れられていないことから，残され
た資料を再検討することで，蘭印で行われた
放送について，地域ごとの比較を行いつつ分
析する余地が残されている。

以下では，まず，戦前に行われていたラジオ
放送とその聴取状況を整理する。そのうえで，
地域別にどのように放送体制が構築され，ど
のような番組が放送されたのか，また，ラジオ
放送が現地の住民にどのように受け止められて
いたのかといった点について，戦後，収集が
行われた資料によりつつ検討する 5）。

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. 戦前の状況

2.1. 放送の実施主体

戦前の蘭印でのラジオ放送は，東南アジア
の他地域に比べれば発達が進んでいた。これ
は，オランダ政府がラジオ放送を，本国と植
民地の間 6），あるいは植民地内の情報伝達を
図る手段として重視し，また，アマチュア愛
好家が電波を利用することに寛容な態度を示
したことが要因として挙げられる。これは，ラ
ジオ放送を植民地政府の統制下に置いた英領
マレーや仏印とは対照的なものだった 7）。

蘭印で植民地統治の中心となっていたジャ
ワでは，1920 年代半ばにはアマチュア愛好家
が試験放送を行う動きが見られ，次々に小規
模な放送局が設立された。その後，放送局の

急増に伴い，電波が混信する事態が
生じたことから，蘭印政庁は1934 年，
ラジオ法を制定して放送を管理下に
置き，周波数の割り当てを行った。さ
らに同年，蘭印をカバーする放送ネッ
トワークNIROM8）を発足させ，各地
の放送局をネットワークに組み入れ
た。NIROMは聴取料を主な財源とし
ていた 9）。

一方，同じ蘭印でも，ジャワ以外
の地域では，放送局の開局の動きは
鈍かった。スマトラでは1930 年ごろ，
主要都市メダンにオランダ人実業家が

図 1　戦前の蘭印の主な放送局

佐藤勝造（1974）「爪哇（ジャワ）放送管理局のあゆみ（1）」をもとに作成
※上記以外にも小規模な私設局が置かれていた地域がある

スマトラ
ボルネオ

セレベス

ジャワ
バンドン

スラバヤ
スマラン

バタビア
（ジャカルタ）

ソロ
ジョクジャカルタ

メダン
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放送局を開局させ，1932年ごろにはさらに1
局が開局したが 10），放送網は広がらなかった。
また，ボルネオ，セレベスでは，戦前，放送
局は開設されなかった。図1は戦前の主な放
送局の所在地である。

このように蘭印での放送局の開局はジャワを
中心に進んだ。1930 年代後半以降は，ジャワ
からの短波放送を受信する形で，蘭印全域で
ラジオの聴取が可能となり，「ラジオを聴くこ
とができる範囲が蘭領東インド」といった観念
も生まれた 11）。NIROMの番組の中心は，現
地在住のオランダ人向けのオランダ語放送で，
本国からの情報を伝達するとともに，最新の
西洋文化を紹介することに力を入れ，それに
沿った番組編成を行った 12）。

しかし，そうした番組に不満を持つインドネ
シア人 13）によって，ジャワ各地に現地語で放送
を行う放送局が設立されていった。これに対
してNIROMは，現地語の番組制作に補助金
を出し，第2放送としてネットワークに組み入れ
た。しかし，その後，補助金の削減問題など
をめぐって混乱が起き，最終的に現地住民向
けの放送はインドネシア人による団体に移譲さ
れることになった。そして，1937年3月，イン
ドネシア人による放送ネットワークPPRK14）が設
立され，1940年11月に本格的に放送を開始し
た 15）。蘭印では戦前，NIROMを中心にしつつ，
インドネシア人による放送も始まっていた。

2.2. 番組内容と聴取状況

このように，蘭印ではオランダ人向けに加
えて，インドネシア人向けの放送も行われて
いた。そして，インドネシア人向け放送では，
音楽番組が大半を占めた。戦前のジャワの放
送について検証した田子内進の論考16）によれ

ば，1936 年10月時点で，ジャワの6つの放送
局では，放送時間全体の84％が音楽番組に
あてられていた。一方，ニュースは3％，その
他の番組は14％にとどまった。

そして，そうした編成は太平洋戦争の直前
まで変わらなかった。表1は，1941年11月，
ジャカルタ17）で放送されていたインドネシア人
向け放送の番組表である。現地の放送事情に
ついて報告をまとめたジャカルタ総領事の石澤
豊は，音楽番組が大半を占めた理由について，

「和蘭人もインドネシア人も何れも音楽を愛好す

表 1　インドネシア人向け放送の番組表
（1941年11月）

石澤豊（1942）「崩壊前夜の旧蘭印放送」をもとに作成

時刻 内容
6:00 時報
6:03 ガメラン音楽
6:30 ニュース
6:45 ガメラン音楽
7:15 ニュース
7:30 （休止）

12:00 時報
12:03 現代支那歌謡
12:30 軽音楽
13:15 ニュース
13:30 軽音楽
14:15 ニュース
14:30 （休止）
17:00 時報
17:01 放送番組説明
17:04 馬来語歌謡
17:30 クロンチョン音楽
18:00 ハワイ音楽
18:23 祈禱
18:29 ハワイ音楽
19:10 運動界
19:25 レコード
19:30 ニュース
20:00 軍楽隊
20:20 衛生講話

20:40 ガメラン音楽
（マンクナガラ侯家附音楽隊）

24:00 （放送終了）
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ることが深いからである」などと述べている18）。
他方，ラジオ受信機の普及率は低く，日常

的にラジオに触れていた人々はごく限られてい
た。1940 年ごろの蘭印のラジオの普及台数は
10万台程度と，人口7,000万人（ジャワ4,800
万人，その他の地域 2,200万人）19）に対する普
及率は1％にも満たなかった。地域差も大きく，
ジャワからの短波放送を聴取しなければなら
なかったボルネオ，セレベスなどでは，ラジオ
の普及数はわずかだった（表2）。

また，受信機の所有者の多くはオランダ人
だった。表 2とは調査が異なるが，1939 年時
点の蘭印でのラジオ受信機許可数 8万7,510
件の内訳を見ると，オランダ人などヨーロッパ
人が4万5,039 件と半分以上を占め，インドネ
シア人は2万5,608件にすぎなかった 20）。

蘭印では，原則としてオランダのフィリップ
ス社以外のラジオ受信機が入手できず，その
価格が高かったことが普及率に影響したと見
られる21）。ただし，広場などに置かれたラジ
オで多くの人々が放送を聞くといったことは戦
前から行われており22），音楽番組などはそうし
た聴取を通じて人気が高まったと考えられる。
ラジオ放送を普及させるうえでは，安価な受
信機の供給や集団で聴取できる設備の整備が
課題だった。

2.3. 日本軍の蘭印占領

日本軍の蘭印進攻作戦は，マレーやフィリピ
ンを制圧したのちに始まった。日本軍は当初，
オランダ本国がドイツによって占領されていたこ
とから，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）と同様，戦闘
を経ることなく進駐することをねらった。石油
などの資源を確保するにあたり，関連施設を無
傷で確保することが望ましかったためである。
しかし，ロンドンのオランダ亡命政府が拒否し
たことから1942年1月，作戦を開始した。

日本軍は，セレベス・ボルネオ地域から攻
略を開始し，1942年1月から2月にかけてその
主要地点を占領した。その後，日本軍はスマ
トラ島に上陸し，ジャワ島には同年3月1日に
上陸した。そして，3月9日，バンドンに司令
部を置くオランダ軍が降伏し，3月中には蘭印
全域が日本の占領下に置かれた。オランダ軍
は全軍への停戦命令の伝達にあたり，バンド
ン放送局からの放送を利用した 23）。

オランダ軍の降伏後，日本軍は放送再開の
準備に入った。軍政の担当は，作戦を行った
軍に応じて地域別に割り当てられ，放送もジャ
ワは陸軍第16軍，スマトラはマレー・スマトラ
作戦を実施した陸軍第25軍が担当することに
なった 24）。一方，セレベス・ボルネオと周辺の
小スンダ列島は，海軍の南西方面艦隊民政府
が軍政を担当することになった（表3）。

軍政を総括する現地軍司令官は，軍中央が
示した方針に従うが，司令官には広範な権限
が与えられたため，具体的な施策はそれぞれ
の判断で実施することが可能だった 25）。以下
では，そうした条件のもと，どのような放送が
展開されたのかを地域別に見ていく。

表 2　ラジオ受信機の普及状況

ジャワ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），それ以外は田子内（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」をもとに作成

地域 台数 調査年
ジャワ 8万6,617 1939年
スマトラ 1万2,712 1940 年
ボルネオ 2,835 1940 年
セレベス
その他諸島 3,130 1940 年
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3. ジャワでの放送

3.1. 放送体制の整備

1942年3月，日本軍がジャワ島に上陸する
と，NIROM，PPRKとも傘下の放送局は日
本軍に接収され，軍の管理下に置かれた。占
領直後に放送を担当したのは陸軍第16軍の宣
伝班で，主任務は「対敵宣伝，敵戦意の破砕」
だった 26）。当時のジャワは，「旧蘭印軍が降伏
したとは言え，敗残兵の一部は，変貌して都
心に隠れ，反日分子策動の余地多く，（中略）
米英軍三ケ月後に救援に来るとの浮説が確信
されていた」ことから，「当初に於ける宣伝は
一刻を争うものがあった」27）という。

このうち，ジャカルタでは，3月7日
の占領直後に，破壊を免れた放送機を
使って，放送を行うことができた 28）。し
かし，多くの地域では，オランダ軍が
撤退にあたって放送施設を破壊したこ
とから，まず施設を復旧させる必要が
あった。復旧にあたっては，オランダ側
が山中に隠した送信用の真空管を掘り
出して使用するなどしたという29）。

このあと，ジャワでは，次々に放送局
が立ち上げられ，1942年3月のうちに，

ジャカルタ，バンドン，スラバヤ，
ソロの4局が開局した 30）。ジャカ
ルタ放送局とバンドン放送局は，
旧NIROMの局舎を接収して，事
務室やスタジオなどが設けられ
た。同年5月からは，「バタビアよ
り」として，日本国内や南方占領
地向けの放送が始まり31），7月に
は，短波での島内中継放送が始
まった。現地での放送は，インド

ネシア人向け，日本人向けの2種類で，聴取料
の徴収は行われなかった。

その後，1942年8月にはジョクジャカルタ，

表 3　各地域の放送実施機関

『日本放送史』などをもとに作成

地域 実施機関 時期

ジャワ
第16軍宣伝班 1942年3月〜
第16軍軍政監部情報部 1942年7月〜
第16軍軍政監部放送管理局 1942年10月〜

スマトラ 第25軍軍政監部放送監理局
（第25軍がスマトラに移駐）

1942年11月〜
（1943年 4月〜）

セレベス・ボルネオ
南西方面艦隊民政府 1942年8月〜
南西方面海軍民政府（改称） 1943年 4月〜

図 2　ジャワに開設された放送局

東亜放送協議会「大東亜各地放送施設一覧表」をもとに作成
※出力については異なる記載をしている資料もある

バンドン放送局の外観

ジャカルタ
1942年3月～
1kW

スマラン
1942年10月～
50W

局名
開局年月

出力（最大時）

スラバヤ
1942年3月～
500W

ソロ
1942年3月～
250W

マラン
1943年9月～
75W

バンドン
1942年3月～
5kW ジョクジャカルタ

1942年8月～
300W

プルオケルト
1944年8月～
25W

ジャワ
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10月にはスマラン，1943年9月にはマランに放
送局が設けられた 32）。「日本内地を除けば東亜
共栄圏内にその比を見ないほどの放送陣」33）が
整った（図2）。

一方，放送を管理する組織の整備は，放送
局の開設を後追いする形で進んだ。1942年7
月，ジャカルタに置かれた第16軍軍政監部の
情報部（同年12月以降は宣伝部）に放送課が
発足したが，より本格的な組織として軍政監部
の外局に放送管理局が設置されたのは1942年
10月のことである34）。

番組制作にあたる要員の派遣が本格化した
のも，開戦から1年が経過してからのことだっ
た。ジャワには1942年12月から1943 年1月
にかけて日本放送協会からの本隊が到着し
た。それまでの間は，放送の実務経験者が
皆無に等しかったことから，編成はおおむねイ
ンドネシア人に任せていたとされる 35）。また，
NIROMで働いていたオランダ人に協力を求め
ることもあった。スラバヤ放送局の場合，当
初，業務にあたった日本人は2人のみで，放
送の送出には，インドネシア人のほか，オラン
ダ人の技術者も携わったという36）。しかし，協
会からの本隊の到着後は，オランダ人の使用
はとりやめとなり，現地採用の職員はほぼイン
ドネシア人となった 37）。

表4は，ジャワで放送業務に携わった職員
数をまとめたもので，合計で日本人60人程度，
現地採用の職員380人程度が放送の業務にあ
たっていた。このほか，ジャカルタ放送局（放
送管理局）は約50人の専属楽団を抱え，そ
の他の地方局にも各20人前後の専属楽団がお
り，楽団員を含めると約600人のインドネシア
人が放送に関係していた 38）。

3.2. 番組の概要

ジャワ占領後の軍宣伝班の方針は，インド
ネシア人の民族意識を高揚させ，独立に向かっ
て民心を結束しながら，日本の戦争遂行に協
力させるものだった。ところが，インドネシア
人の独立意識が想像以上に強いことに日本軍
は驚き，当初の方針を変更せざるをえなくなっ
た 39）。占領地行政の円滑な遂行のため，独立
の動きをあおるような宣伝は回避する必要が
あった。

しかし，そうした点を考慮したうえでの放送
計画は準備されていなかった。番組編成の公
式方針としては，現地住民に対し，「軍政の向
う所を知らしむるは固より，大東亜戦争の意
義目的を認識せしめ，聖戦完遂，大東亜共栄
圏確立に奮起協力せしむる」40）ことが挙げられ
ていた。ただ，それをどのようにして実現する
かという点についての具体的な指針はなく，番
組の多くを占めたのは，オランダ時代と同様，
音楽番組だった。これは，生演奏やレコード

（音盤）再生によって比較的容易に放送できた
ことに加え，戦前から音楽番組に親しんでい
た現地採用の職員が番組制作に携わったこと
が要因として考えられる。

「南方資料⑤ジャワ編」をもとに作成
※1943 年1月時点の職員数（マラン，プルケオルトは終戦時の職員数）。

日本人は，日本放送協会からの派遣者以外の職員も含む

放送局名 日本人 現地採用
ジャカルタ（放送管理局） 27人 135人
バンドン 8人 40人
スラバヤ 8人 55人
ソロ 4人 32人
ジョクジャカルタ 5人 42人
スマラン 4人 32人
マラン 4人 27人
プルオケルト 3人 22人

表 4　ジャワの放送局の職員数
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『ジャワ年鑑 昭和十九年』をもとに作成

表5は，ジャワの拠点であるジャカルタ放
送局のインドネシア人向け放送の番組表であ
る。放送は，休止をはさみつつ，午前7時台
から深夜0時台まで行われた。音楽番組では，

インドネシアの大衆音楽（クロンチョン。表で
はコロンチョンと表記）が盛んに放送された。
ジャカルタ放送局では専属楽団の育成が行わ
れ，ガムラン音楽（表ではガメランと表記）など
の演奏が行われた。また，『子供の時間』でも
音楽が重視され，日本の童謡唱歌などを教え
ることで，「東亜一体感の涵養」を図ろうとした
という41）。一方で，日本への理解を深めてもら
う番組として日本語講座 42）や講演があり，ラジ
オ体操も放送されたが，放送全体に占める割
合は大きくはなかった。

また，ニュースに関しても，この時点ではイ
ンドネシア語が共通語として確立されていな
かったことから，放送ではマレー（マライ）語，
ジャワ語，スンダ語を使い分ける必要があっ
た。このため，ニュースやニュース解説で1つ
の言語に割り当てられる時間は，1日あたり30
分から45 分程度だった。また，軍政布告や
当局の公示事項などは1日4回，30 分程度放
送されたが，マレー語のみでの放送だった 43）。
そうした複雑な言語事情も音楽番組の多用に
つながった可能性がある。

さらに，ジャワのほかの放送局でも，専属
楽団による演奏に力が入れられ，各放送局が
流す番組のうち，6割程度がそれぞれの局が

時刻 内容
7:30 放送開始，日本語，音盤
7:40 本日の番組予告
8:00 時報，告知，報道
8:30 ジャワ語報道
8:45 ラジオ体操
9:00 スンダ語報道
9:15 西洋音楽，音盤
9:45 （休止）

11:00 主として婦人向け講演または音楽演奏
11:30 コロンチョン，ガメラン演奏
13:00 時報，ラジオ体操，日本語報道
13:30 管弦楽
14:00 マライ語報道
14:15 音楽の時間
15:30 （休止）
17:45 音盤
18:00 子供の時間（やさしい日本語）
18:05 子供の時間
18:30 マライ語報道
18:45 ジャワ語報道
19:00 スンダ語報道
19:15 音楽
19:30 ジャカルタ特別市告示
19:40 音楽の時間

19:55 歌の稽古（月・水・金・土）
コロンチョン演奏（火・木・日）

20:10 日本語講座（月・水・金）
音楽（火・木・土・日）

20:30 管弦楽
21:00 講演
21:20 報道，解説
21:30 マライ語報道
21:45 演芸
22:00 時報，ジャワ語報道
22:30 スンダ語報道
23:30 音楽の時間
24:00 演芸
24:25 ジャカルタ特別市告示 あすの番組予告
24:30 （休止）

表 5　ジャカルタ放送局の番組表
（1944年4月現在）

ソロ放送局による演奏中継の様子
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「南方放送計画ニ伴フラジオ塔施設計画案」
（NHK放送文化研究所所蔵）をもとに作成

独自に制作する番組だった 44）。それ以外は，
ジャカルタ放送局からの番組を中継したことか
ら，音楽番組を中心とする編成は各放送局で
も大きくは変わらなかったと見られる。

こうした番組編成については，公式には，
長期戦のもとでは，「健全なる娯楽を与えて民
心を倦まざらしめ，又娯楽を通じて正しい情操
を養うこと」45）が必要なためと説明された。し
かし，当初からそうした放送計画が準備されて
いたわけではなく，結果として，音楽番組が多
くを占める編成になったと考えられる。

3.3. 現地住民への普及策

音楽番組が多くなった背景には，送り手側
の事情に加え，もっぱら街頭ラジオを通じた
聴取が多かったという受け手側の要因もある。
日本軍は，ジャワ占領後，オランダ人所有の受
信機を接収するとともに，インドネシア人が所
有する受信機も，外国からの短波放送の受信
を不可能にする改造を行った46）。さらに1943
年ごろからは，軍事用の通信機器の補充のた
め，優良なラジオ受信機を強制的に買い上げ
る措置も実施された。このため，戦時中，受
信機の普及はほとんど進まず，それに代わる措
置として，都市部を中心にラジオ塔を設置して
放送の浸透を図ることになった。

ラジオ塔は，街頭や市場など，人が多く集
まる場所に設置される拡声器つきの受信機で
ある。表6は，日本軍による設置計画である

（計画の策定時期は不明）。おおむね人口1万
人に対して1か所，設置するとされた。

街頭へのラジオ受信機の設置は，放送管
理局の設立に先立ち，陸軍の宣伝班によって
始められた。1942年7月には，ジャワ中部の
スマランでは，軍が市内6か所にラジオ受信

機を設置し，住民向けに午後5時半から午前
0 時までラジオ放送を流した。このうち，宣伝
班の事務所前では，ゴムの木に受信機を取り
つけ，拡声器で音楽などの放送を流したとい
う47）。その後，ラジオ塔は次々に設置され，
1944 年2月時点で，1,500台にのぼったとする
記録がある 48）。当初の計画を大幅に上回る数
のラジオ塔が設置されたことになる。 

集団聴取の様子について，戦後に作成され
た資料は，「原住民の好評を博すること頗

すこぶ

る大
なるものがあり，南国の宵遅くまで原住民が塔
の周辺に群り，ラジオを楽しむ光景は真にほ
ほえましいものであった」と記している 49）。現
地住民にとっては，ラジオは家で聴くものでは
なく，屋外で集団聴取するものだった。そして，
それに適した放送として，音楽番組が重視さ
れた。占領が長期化し，軍政に対する不満が
高まっていく中で 50），放送には娯楽の機能がよ
り強く求められるようになった。

3.4. 日本軍による放送の終焉

他地域との比較に移る前に，放送終了まで

表 6　ラジオ塔の設置計画（主要都市）

地区 都市 人口 設置数

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 8万5,000人 9
メナド 2万8,000人 5

ボルネオ
バンジェルマシン 6万4,000人 6
クチン 2万5,000人 4
ポンチャナック 2万2,000人 4
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の状況を簡単に確認しておく。戦争末期，連
合国軍の攻勢の中，フィリピンやビルマでは日
本軍が撤退に際して放送施設を自ら破壊し，
蘭印でも，海軍担当地域では砲撃などで機能
を停止した放送局があった。一方，ジャワで
は，1945 年 8月まで放送が維持された。

ただし，ジャワでは陸軍第16軍が終戦の詔
勅の放送を阻止したことで，8月15日の終戦
放送が行われなかった。これは，軍参謀長が
ジャワ在住の日本人に放送を聴かせないよう
命令したためで，ジャカルタの放送管理局は
ジャワ全島の放送局長に対して日本からの放
送を聴取できなくするよう指令を出した 51）。結
局，第16軍が終戦の発表を許可したのは8月
20日のことで，終戦のニュースの放送は8月
22日ごろとなった 52）。

南方占領地の多くでは，放送施設の接収は，
連合国軍と日本軍の現地軍司令部の了解の 
もとに行われた。しかし，ジャワやスマトラで
は，インドネシア独立派が連合国軍の進駐を
前に，放送施設を含めた重要施設の移管を要
求した 53）。放送局の引き渡しをめぐる詳細は不
明だが，8月下旬までには，日本軍による放送
は機能を停止したと見られる。その後，9月11
日，ジャワの放送局で働いていたインドネシア
人によってインドネシア国営ラジオ局の設立が
宣言された 54）。

4. スマトラでの放送

4.1. 放送体制の整備

ここからは，蘭印の中でも，ジャワと比べて
放送の普及が進んでいなかった地域を取り上
げ，ジャワとの差異を中心に検討する。まず，
スマトラでの放送である。

日本軍は1942年3月，スマトラ全島を占領
した。放送の実施は，軍政の管轄に合わせて，
マレーとともに陸軍第25軍が担当することに 
なり，1942 年11月，シンガポール（占領後，
昭南と改称）の軍政監部に放送管理局が設置
された。このため，放送機材の大部分はシン
ガポールで調達されたが 55），スマトラとの間
では連絡が非常にとりにくく，不便を極めたと
いう56）。

そうした事情もあり，スマトラで日本軍が放
送を開始したのは，占領から1年後の1943 年
3月のことだった。最初に開局したのはメダン
放送局で，戦前，NIROMの放送局があった
ことから，その局舎を利用してスタジオが設け
られた。まず，50Wの送信機を用いてインドネ
シア人向け放送を開始し，その後，1kWの送
信機を増設して，従来の送信機は日本人向け
の放送に回した 57）。このあと，1943 年6月に
は，パダン放送局が開局した。パダンにも戦
前，小規模な私設の放送局があり，シンガポー
ルで製作された送信機を用いて，インドネシア
人向け放送を開始した。

これと前後して，1943 年 4月に第25 軍の司
令部がシンガポールからスマトラのブキチンギ
に移ったことから，放送管理局もマレーとス
マトラで分かれた。そして，放送管理局が置
かれたブキチンギに1943 年9月，中央放送
局が開局した（放送開始は10月とする資料も
ある 58））。ブキチンギ放送局自体は50Wの小
規模な放送局だったが，これとは別に短波の
送信設備が設けられ，1944 年11月以降，番
組をスマトラの各放送局に送信した 59）。このあ
と，タンジョンカラン，コタラジャの各放送局
が開局するが，いずれもインドネシア人向けの
小規模な放送局だった（図3）。
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人向けの2 種類が放送された。このうち，
現地住民向けの放送の目的は，「皇軍に対
する認識と信頼依存を昂め，皇国を核心
とする対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
える点を根幹」とされた 60）。しかし，ジャ
ワと同様，詳細な計画は事前には存在せ
ず，要員も最小限だったこともあり，番組
の内容は限られた。

このうち，最初に開局したメダン放送局
は，当初，午後7時からの2時間のみの
放送だったが，次第に放送時間は増え，
1944 年 8月時点では， ▽午前8時から午
後0 時半まで， ▽午後4時から午後10 時
半までの1日11時間となった 61）。詳しい番

組表は残されていないが，放送の多くは音楽
番組であり，現地音楽（ガムラン音楽，クロン
チョン）の演奏やレコード音楽が放送された。
レコードは主として日本の歌謡曲で，昭南中央
放送局（シンガポール）に依頼して船でメダン
に運搬し，それを放送で使用した。他方，日
本の習慣を根づかせようとして行われたラジオ
体操は，政庁前の広場で放送とともに実施した
ものの，暑さのため長続きせず，2，3回で中止
したという62）。

また，2 番目に開局したパダン放送局は，日
本人向けとインドネシア人向けの2系統を放送
する体制が整わなかったことから，時間を分
けてそれぞれの放送を実施した。放送時間は
当初，午後5時から10 時半までだったが，こ
ちらも次第に放送時間を延ばし，1945 年ごろ
には， ▽ 午前7時から8時まで， ▽ 午後3時
から10 時半まで，の1日8時間30 分となった。
このうち，午前中の1時間はラジオ体操，レ
コード音楽，ニュースなどを放送し，夕方から

図 3　スマトラに開設された放送局

東亜放送協議会「大東亜各地放送施設一覧表」，佐藤勝造（1976）「スマトラ放
送管理局1942 〜 1946」をもとに作成

※パレンバン，タルトンは正式な開局に至らなかったと見られる

放送局名 日本人 現地採用
メダン 10人 

全体で186人

パダン 8人
ブキチンギ 13人
タンジョンカラン 1人
コタラジャ 2人
パレンバン 4人
タルトン 2人

佐藤勝造（1976）「スマトラ放送管理局1942 〜 1946」をもとに作成

表 7　スマトラの放送局の職員数

各放送局の職員数は表7のとおりである。
日本放送協会から派遣された職員はスマトラ
全体で25人だが，複数の放送局に勤務した
職員がおり，重複して計上している部分があ
る。さらに，その7倍以上にあたる186人の現
地住民が，スマトラの放送局で働いていた。1
局あたりの日本人の配置は，ジャワと同様，数
人程度で，放送を維持するための最小限の人
数だったと思われる。

4.2. 番組の概要

スマトラ島でも，日本人向け，インドネシア

メダン
1943年3月～
1kW

局名
開局年月

出力（最大時）

コタラジャ
1945年3月～
50W

タンジョンカラン
1944年11月～
50W

ブキチンギ
1943年9月～
50W

パダン
1943年6月～
50W

タルトン パレンバン

スマトラ
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夜間にかけては，同盟通信が配信した英文の
記事を翻訳したニュースや，現地の音楽，演
芸，講演などを放送した 63）。

マレー，スマトラの軍政は，抗日活動が続
いたマレー地区の社会情勢や軍政首脳部の姿
勢を反映して，施策には権威主義的な色彩が
強く，ジャワの宥和主義的傾向とは対照的だっ
たとされる 64）。しかし，番組の概要を見る限り，
音楽やニュースが中心だったジャワと大きな違
いは見られない。

なお，軍政監部が置かれたブキチンギで中
央放送局が開局し，島内向けに中継放送を始
めると，各放送局は，一部の時間帯でそれを
受信し，ニュースや日本語講座の放送を行っ
た 65）。

4.3. 現地住民への普及策

スマトラでの戦前のラジオ受信機の普及数
は，統計によって違いがあるが，1万2,000台
程度であり，ジャワの8万6,000台に比べると
低い水準にとどまった。また，普及もオランダ
人の支配層に偏っていた。表8は，戦前の聴
取者数（ラジオの普及台数）と日本軍の占領
下での受信機の届出数をまとめたものである。
日本軍の占領後，受信機の接収が行われたこ
とで，普及台数は戦前よりも減少した。

代わって住民がラジオを聴取できるよう進め
られたのが，ジャワと同様，街頭ラジオの設置
である。このうち，メダンでは，1944年8月ま
でに市内の約50か所に街頭ラジオが設置され
たほか，郊外の5か所の町でもそれぞれ 3個か
ら10 個の街頭ラジオが取りつけられた 66）。さ
らに，日本語講座の聴取のため，学校の教室
にラジオが取りつけられた。

また，パダンでは，日本軍がインドネシア
人に中波放送の受信を許可したものの，受信
機が200台程度しか普及していなかったことか
ら，オランダ人などから接収した受信機を街頭
ラジオとして使用した。中央放送局が置かれ
たブキチンギでも，受信機の普及は500台程
度にすぎなかったことから，市内の主な場所
に拡声装置を取りつけて放送を流した。現地
の人々は拡声器を取りつけた樹木を「音楽の
木」と呼んでいたという67）。

ラジオの聴取環境はほかの都市でも同様で，
映画館前や市場前の広場に設置された街頭ラ
ジオに大勢の人々が集まったという記録や 68），
放送局員が自転車でラジオ塔を巡回し，スイッ
チの操作を行ったという記録が残されてい 
る 69）。

スマトラではラジオの受信機の普及率は極
めて低く，代わって用いられた手段が街頭ラ
ジオだった。そして，そこで人気を集めたのが
音楽番組だった。ジャワとは軍政の実施体制
は違ったものの，ラジオ普及率の低さや番組
制作を行う体制の限界もあって，娯楽を中心
とした放送が行われたことになる。

4.4. 日本軍による放送の終焉

スマトラでも1945 年 8月まで放送が継続さ
れた。そして，終戦を告げる放送を軍が差し「南方資料⑦マライ編」をもとに作成

表 8　スマトラでの受信機所有状況

地域名 開戦前の聴取者数
（推定）

戦時中の
所持届出数

東海岸州 5,300人 3,822
アチェ州 1,020人 802
タパヌク州 540人 481
西海岸州 2,100人 1,439
リオ州 410人 284
合計 9,370人 6,828
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止めたのも，ジャワと同様である。
このうち，メダン放送局では，8月14日夜，

東京から「明15日重大放送があります」との
放送が流れたことから，「明日正午からの重大
発表をお聞きください」と繰り返した。ところ
が，15日午前3時，軍参謀室から電話があり，
正午からの東京からの放送を絶対に行わない
よう命令があった。このため，メダン放送局
では，正午の時報とともに東京からの中継を
切り，音楽に切り替えた。その後，軍がメダ
ン全域の受信機を接収し，戦争続行のための
陣地作りを始めたため，現地住民に動揺が広
がった 70）。

しかし，ジャワと同様，8月20日になって現
地軍が敗戦の発表を許可し，ブキチンギ放送
局から，第25軍司令官の田辺盛武中将が終
戦を告げる放送をスマトラ全島に向けて行っ
た 71）。放送が終了した正確な日時は不明だが，
その後，1945 年9月から11月ごろにかけて，
放送局は進駐してきたオランダ軍やイギリス軍
に引き渡された 72）。

5. セレベス・ボルネオでの放送

5.1. 放送体制の整備

ここまで見てきたように，陸軍担当地区
では，ラジオ放送局が次々に開局したもの
の，受信機の普及は進まず，現地の人々に
は，もっぱら街頭ラジオを通じて音楽番組
などを提供してきた。以下，それらとも比
較しつつ海軍担当地域の実態を見ていく。

海軍が担当したセレベス・ボルネオ地域
は，蘭印の中では最も早く日本軍が制圧
した地域で，ジャワやスマトラに先立って
1942年2月には主要地点を占領した。し

かし，この地域での放送開始は1942年12月
と，ジャワに比べて半年以上遅れた。これは，
陸軍では占領地の拡大とともに，軍の宣伝班
が次々に放送を始めていったのに対し，海軍
では軍政の実施機関が整備されたのちに放送
局が開局したためである。この地域で占領地
行政を実施する機関が発足したのは1942年 8
月で，セレベス島のマカッサルに南西方面艦
隊民政府が開庁した。そして，地方組織とし
て各地に置かれた民政部が放送の実務を担っ
た。

軍政の体制整備と並行して，セレベスでは
1942年9月，日本放送協会から技術担当職員
1人がマカッサルに海軍省嘱託として派遣され，
準備に着手した。そして，同年12月から現地
向け放送を始めた 73）。さらに，1943年1月に日
本放送協会から第1次派遣要員24人が現地に
着き，海軍担当地域の各放送局の開設と運用
にあたった 74）。海軍担当地域（セレベス・ボル
ネオ）には，有線放送のみを行う放送局も含
め，最終的に6 放送局が開設された（図4）。

図 4　セレベス・ボルネオに開設された放送局

東亜放送協議会「大東亜各地放送施設一覧表」をもとに作成

ポンチャナック
1943年12月～
40W

バリックパパン
1943年4月～
有線中継

バンジェルマシン
1943年2月～
40W

局名
開局年月

出力（最大時）

マカッサル
1942年12月～
10kW

シンガラジャ
1943年4月～
有線中継

メナド
1943年1月～
有線中継

セレベス・ボルネオ
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このうち，セレベスのマカッサル放送局は出
力が10kWと日本軍の占領地では最大規模の
放送局で，セレベス・ボルネオの各放送局に向
けて番組を送信するなど，海軍担当地域の中
核となる放送局となった。マカッサル放送局の
職員数は日本人が8人，現地住民が27人の合
わせて35人で，大小2つのスタジオがあり，約
850枚のレコードやガムラン楽器を所有してい
た。また，約30人からなる放送合唱団が組織
されていた 75）。

セレベスでは，さらに北部のメナドに1943
年1月，放送局が開設された。また，1943 年
4月には小スンダ列島のシンガラジャに放送局
が開設されたが，いずれも有線放送のみを行
う小規模な放送局だった 76）。

一方，ボルネオでは，海軍民政部は，主要
都市のバリックパパンに拠点となる放送局を開
設した。しかし，計画が出た当初，海軍司令
部は，バリックパパンが東インド諸島を管轄す
る総司令部の所在地であり，石油精製工場な
ど重要な施設もあることから，敵を誘導するよ
うな無線施設の建設は許容できないとして開
局に強硬に反対した 77）。このため，民政部は，
いったんはボルネオ西部のポンチャナックに放
送局を開設する方針に転換したが，今度は海
軍司令部が「総司令部所在地に放送施設がな
いのはもってのほか」などと言い出した 78）。結
局，民政部は，バリックパパンに有線放送の
施設を作り，市内に設置したラジオ塔に有線
で送信することになった。

こうしてバリックパパンには，1943年4月，
有線放送のみを行う放送局が開設され，日本
放送協会から派遣された4人と，アナウンサー
2人を含む4人の現地採用の職員が放送に携
わった。これと並行して，1943年2月にバン

ジェルマシン放送局，同年12月にポンチャナッ
ク放送局 79）が開局した。

海軍担当地域全体では，最終的に日本放送
協会などからの派遣職員が31人，現地職員58
人が放送の業務を行った。海軍担当地域の6
放送局のうち，電波を出して放送を行っていた
のは，マカッサル放送局と，小規模局のバン
ジェルマシン放送局，ポンチャナック放送局の
3局のみだった。残る3局は，番組を有線でラ
ジオ塔などに送信する機能を持つのみだった。

5.2. 番組の概要

南方占領地での宣伝工作に関しては，海軍
が1942年10月に作成した実施要綱で，次のよ
うな方針が示されている。

海軍主担任地域は多数島嶼群の集成にし
て其の構成，住民も幾多の種族より成り，文
化民度共に低く，統治上特殊の工夫を要する
情況に在り，即放送，映画及簡易なる新聞
等の直接的効果多き手段を利用し，速に占領
地住民に対して我聖の目的，皇軍の威武及戦
果を明示して，帝国に対する信

しん

倚
い

の念を増大
せしむると共に大東亜共栄圏建設の理念と，
之に関する住民の責務を普及徹底せしめ，以
て統治の目的達成に資するの要あり80）。

もっとも，「帝国に対する信倚の念」を増大
させ，「大東亜共栄圏建設の理念と，之に関
する住民の責務」を普及させるために，どのよ
うな番組を放送するかといった方策は示されて
いない。陸軍と同様，次々に放送局を設置し
た一方で，番組内容に関しては，海軍でも具
体的な案を持っていたわけではなかった。

セレベス・ボルネオの中核となったマカッサ
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「海軍地区放送設備概算」をもとに作成

「海軍地区放送設備概算」をもとに作成

ル放送局の当時の番組時刻表を見ると，イン
ドネシア人向けの番組として，同盟通信の原稿
などをもとにしたマレー（マライ）語，ブギス
語，マカッサル語によるニュースが放送されて
いた。このほか，日本語講座や日本歌謡の歌
唱指導も放送された（表9）81）。

マカッサル以外の小規模な放送局でも，ほ
ぼ同内容の番組が流されていた。表10はボル
ネオのバンジェルマシン放送局の番組時刻表
である。放送時間帯は夜間のみで，こちらも
音楽・演芸が番組の中心だった。

このほかの放送局もほぼ同様の番組内容

で，日本国内のニュースは日本人職員がマレー
語に翻訳し，現地のニュースは朝日新聞社が
現地で発行していたマレー語新聞を用いた。
また，演芸番組は，現地職員に出演交渉を
させ，内容の監督や演出は日本人職員が行っ
たという82）。このように，海軍担当地域でも，
ジャワやスマトラと同様，番組内容は，音楽，
演芸，レコードなどが多くを占めた。放送を通
じて「大東亜共栄圏建設の理念と，之に関す
る住民の責務」を普及させるというよりも，娯
楽を提供し，占領に対する不満を和らげるね
らいがうかがえる編成である。

なお，番組に対する監督は，各地の民政部
の通信課長らが行った。これに対しては，日
本放送協会から出向していた職員が，「常に必
要の範囲を超え運営に干渉を加え監督的態度
を示したり。放送の自主性を侵す越権的な態
度はありたるは好ましからざる傾向と言うを得
ず甚だ遺憾であった」などと当時を振り返って
記している 83）。海軍の担当官と日本放送協会
の職員が必ずしも一枚岩で放送を行っていた
わけではなかった。

5.3. 現地住民への普及策

セレベス・ボルネオは，戦前には放送局が
なく，ジャワからの放送を短波受信機で聴取
する必要があったこともあり，ラジオはほとん

時刻 内容
7:00-7:20 番組予告・レコード
7:20-7:40 ラジオ体操
7:40-8:00 ニュース（マライ語）
8:00-8:20 レコード
8:20-8:30 ニュース（マカッサル語）
8:30-9:00 レコード

（休止）
11:55-12:15 時報・ニュース（マライ語）
12:15-12:25 レコード
12:25-12:35 ニュース（ブギス語）
12:35-13:00 レコード

（休止）
18:00-18:10 番組予告・レコード
18:10-18:30 音楽
18:30-19:00 子供の時間
19:00-19:15 ニュース（マライ語）
19:15-19:20 レコード
19:20-19:30 ニュース（マカッサル語）
19:30-20:00 日本語講座／歌唱指導
20:00-20:25 音楽，演芸
20:25-20:30 公示・告知事項
20:30-21:00 音楽，演芸
21:00-21:15 ニュース（マライ語）
21:15-21:20 レコード
21:20-21:30 ニュース（ブギス語）
21:30-21:55 音楽・演芸
21:55-22:00 あすの番組予告

表 9　マカッサル放送局の番組表

表 10　バンジェルマシン放送局の番組表

時刻 内容
19:00-19:30 時報・ニュース（マカッサル中継）
19:30-20:00 レコード
20:00-20:30 音楽（マカッサル中継）
20:30-21:00 日本歌唱指導／日本語講座
21:00-22:00 音楽，演芸
22:00-22:15 ニュース（マライ語）
22:15-22:30 レコード・あすの番組予告
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ど普及していなかった。普及台数は，セレベ
ス全島で1,220台余りだったほか 84），ボルネオ
の主要都市バリックパパンでも1,000台以内 85）

となっており，海軍担当地域全体で普及台数
は6,000台程度だったと見られる。

開戦後は，受信機はいったん軍が接収し，
海軍司令部で保管された。1943 年7月末現在
の状況が記載された「海軍地区放送設備概
算」86）によると，海軍担当地域で受信機の所
有が許可された聴取者は，日本人が 300人，
現地住民が 252人にすぎなかった。このため，
海軍は，ジャワやスマトラと同様，主な都市
にラジオ塔を設置して集団聴取させる方針をと
り，海軍担当地域では130 基以上が設置され
た。「海軍地区放送設備概算」によれば，1日
の平均聴取者は，対象地域の住民の3%にあ
たる約1万2,200人だった（表11）87）。

このうち，ポンチャナックでは，市内11か
所，郊外 4か所にラジオ塔が設置され，市内
のラジオ塔には有線で，郊外のラジオ塔には
無線で送信された。集団聴取の様子について
は，日本放送協会から派遣された職員が次の
ように記している。

夕闇迫る頃，一日の労働を終えた現住民
は色とりどりのロサロンを穿きたる男女多数

がラジオ塔の周囲にたむろして夜の更ける迄
ラジオに聴き入る状景は，内地に於て想像
するを得ない微笑ましきもので，屋台の飲食
店が出るほどの好評を博したり。従って現住
民の宣撫に，娯楽に現住民に与えた影響は
測り知れないものあり，ラジオ塔は大成功
の効果を収めた 88）。

こうした聴取形態はほかの地区でも同様で，
バリックパパンでも，「慰安施設に恵まれない
原住民はラジオ塔の囲りに多数集まり，夜の
更ける迄ラジオに聴き入る状景は想像以上の
ものがあった」89）という。

5.4. 日本軍による放送の終焉

開戦当初を除けば，終戦まで大きな戦闘が
なかったジャワやスマトラとは異なり，海軍担
当地域では，連合国軍の攻撃を受け，放送
の中断を余儀なくされた放送局もあった。マ
カッサル放送局は，戦況の悪化と空襲の激化
によって放送施設を分散せざるをえなくなり，
1944 年10月に機能を停止した 90）。また，メナ
ド放送局は1945 年5月，局舎が砲撃で全壊
し，ボルネオのバリックパパン放送局も同年7
月，連合国軍の攻撃で破壊された 91）。

一方，これ以外の放送局は終戦まで放送を
続けた 92）。ポンチャナック放送局では1945 年
8月15日，民政部の全員が参集し，終戦の詔
勅を聴取した 93）。このあと，同年9月，連合
国軍がボルネオ島に上陸し，日本軍関係者を
収容したとの記録があることから94），放送は
それまでには終了したと見られる。ほかの放
送局も，正確な日時は不明だが，終戦後間も
なく，現地住民向けの放送は終了したと考え
られる。

放送局名 設置数 聴取者数
マカッサル 35 3,200人
メナド 41 4,500人
バンジェルマシン 13 1,300人
バリックパパン 7 1,200人
シンガラジャ 20 2,000人
ポンチャナック 15 不明

表 11　各放送局管内のラジオ塔と聴取状況

「海軍地区放送設備概算」をもとに作成。 ポンチャナックは「南方資料
⑥ボルネオ編」参照
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6. 小括

蘭印は，南方占領地の中では，戦前から盛
んにラジオ放送が行われていた地域だが，放
送局の開設状況や受信機の普及率は島々に
よって大きな違いがあった。このうち，ジャワ
は，戦前から多数の放送局があり，日本の軍
政下，従来の放送局を利用する形でラジオ放
送が迅速に開始された。一方，スマトラは戦
前，一部で放送が始まっていたものの，放送
局数は少なく，管轄する軍政監部がシンガポー
ルに置かれたことも影響して，放送開始はジャ
ワよりも1年ほど遅れた。さらに，海軍が管轄
したセレベス・ボルネオは，開戦前には放送
局がなく，軍が一から放送局を開設する必要
があった。受信機の普及率も，ジャワの支配
層の間では比較的高かったものの，それ以外
ではほとんど普及しておらず，地域や住民の属
性によって大きな違いがあった。

このように，蘭印は，地域によって放送を
実施するうえでの前提条件が異なっており，そ
れぞれの地域の軍政当局が戦略的に放送内
容を検討する余地はあった。しかし，蘭印全
体を通じて，現地住民向け番組は，地元音楽
の演奏やレコード音楽の再生が中心で，日本
の占領政策の理解につながる番組が効果的に
編成されたとは言いがたい。

これに関しては，軍政下，各言語で放送さ
れたニュースや講演の記録が残されておらず，
実態が不明な点が多いことから，実際には，
放送局ごとにさまざまな工夫がなされていた可
能性はある。ただ，各放送局に配置された日
本人職員は最小限の人員で，小規模な放送局
では拠点となる放送局からの中継に依存して
いたことを考えれば，地域によって番組に大き

な違いが生じていたとは考えにくい。初めて放
送局が設けられたセレベスやボルネオなどで
は，住民に新たな娯楽を提供した面があるが，
それがどこまで日本の占領政策に対する理解
につながったかは定かではない。

軍政下の蘭印で行われた放送が，音楽番組
に依存したものになった背景には，配置され
た人数の少なさもさることながら，陸海軍や日
本放送協会が南方の地域事情を十分に調査
し，番組を検討する余裕がなかった点がある。
地元音楽の放送は住民の好みを反映させたも
のとも言えるが，反面，番組編成に関する具
体的な指針を持っていなかったことの表れでも
ある。また，聴取形態も番組の内容を制約す
る要因となった。蘭印では，防諜のためにラ
ジオ受信機が接収された地域が多く，住民の
多くはラジオ塔を通じて放送を聴かざるをえな
かった。このため，番組は，屋外での聴取に
適した音楽や演芸が中心となり，講演や講座
番組が編成されることは少なかった。

そして，こうした帰結をもたらした根本的な
要因としては，長期的な展望に立ったメディア
政策が存在していなかったことがある。こう
した点は，戦争終結前から新聞や放送に対
する指導方針を具体的に検討していたアメリカ
の軍・政府の対応とは対照的である。米軍が
主体となった占領当局（GHQ）は，日本の敗
戦後，戦争責任を追及し，民主主義を浸透さ
せるための番組を次々に放送していった。し
かし，日本軍は，そうした放送を実施するた
めの十分な準備を欠いていた。そして，戦争
の局面が持久戦体制に移る中，「民心の安定」
のために娯楽番組の放送に力を入れたものの，
占領政策への理解を図るために放送を効果的
に活用するまでには至らなかった。
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日本軍の宣伝戦について，陸軍第16軍の宣
伝班長を務めた町田敬二は，戦争があらゆる
面で準備不足だったとしたうえで，「各作戦軍
でさえ，作戦地の兵要地誌を知らなかったの
だから，私たちがジャワの民情に無知だった
のは致し方もないが，いやしくも国運を賭して
戦争に突入するのに，インドネシア人の心情も
知らないで，彼らに対する宣伝方針を打ち立て
たということは，全くバカげたことだった」95）と
当時を振り返って述べている。結局，日本軍
にとって，南方地域の占領は資源確保のため
の手段であり，「大東亜共栄圏」の建設をどの
ように行い，そのために放送はどのような役割
を果たすべきか，いった検討は十分にはなさ
れていなかったことになる。

今回取り上げた地域は，戦闘がなかった時
期が比較的長く続き，一部の放送局を除けば，
終戦までラジオ放送が続けられた。他方，南
方占領地では，ビルマやフィリピンのように，
連合国軍の反転攻勢の中，より厳しい状況下
での放送が求められた地域もある。次回は，
こうした地域で行われた放送について検討す
ることにしたい。　　      （むらかみ せいいち） 
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 3） 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―「NIROMの声」
が描く音楽文化」『東南アジア研究』44巻2号

 4） 小林和夫（2019）「「声の占領」にみる帝国のイコ
ン―日本占領期ジャワにおけるラジオ放送管理政
策」『創価人間学論集』2019 （12） 

 5） 依拠する資料については前号参照。以下で言及
する「南方資料⑤ジャワ編」「南方資料⑥ボルネ
オ編」「南方資料⑦マライ編（含スマトラ）」は，
いずれもNHK放送文化研究所所蔵。

 6） オランダは1927年3月に世界で初めて植民地向
け短波放送を開始した。佐藤勝造（1974）「爪哇

（ジャワ）放送管理局のあゆみ（1）」『文研月報』
24巻11号31頁

 7） 前掲「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」151頁

 8） Neder l a nd s  I nd i s c he  R ad i o  Om ro ep 
Maatschappij（オランダ領東インド放送会社）の
略称

 9） 前掲「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」156-157頁。蘭印のラジオ
受信機保有者はNIROMへの登録が義務づけら
れ，月額1.5ギルダーの受信料をNIROMに納め
る必要があった。

 10） 前掲「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」152頁

 11） 同上157頁
 12） 同上157頁
 13） 本稿では，オランダ人や中国人などを除く現地の

住民をインドネシア人と表記する。
 14） Perikatan Perkumpulan Radio Ketimoeran（東

洋ラジオ局組合連盟）の略称
 15） 前掲「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」163頁
 16） 前掲「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」166-167頁。著者の田子内
は，NIROMが刊行していたインドネシア人聴取
者向けの雑誌『NIROMの声』（原題はSoeara 
NIROM）に基づいて番組編成について検証した。

 17） 蘭印時代はバタビアと呼ばれていたが，以下，
ジャカルタで統一する。

 18） 石澤豊「崩壊前夜の旧蘭印放送」『放送研究』
1942年7月号61頁

 19） 蘭印経済部中央統計局編（1942）『蘭印統計書
1940年版』国際日本協会6頁

 20） このほか中国人などが1万6,863件だった。前掲
『蘭印統計書1940年版』146頁

 21） 前掲「崩壊前夜の旧蘭印放送」『放送研究』64
頁

 22） 前掲「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」154頁

 23） 児島襄（1965）『太平洋戦争（上）』中央公論社
178頁

 24） 1943年4月に陸軍第25軍が本拠地をスマトラに
移すと，放送を担当する組織（放送管理局）もマ
レーとスマトラで別になった。

 25） 前掲『南方軍政論集』256頁
 26） 前掲「爪哇（ジャワ）放送管理局のあゆみ（1）」

34頁
 27） ジャワ新聞社（1944）『ジャワ年鑑 昭和十九年』

165頁
 28） 前掲「爪哇（ジャワ）放送管理局のあゆみ（1）」

35頁
 29） 日本放送協会（1965）『日本放送史 上』587頁
 30） 東亜放送協議会「大東亜各地放送施設一覧表」

（1944年11月）NHK放送文化研究所所蔵
 31） 前掲「爪哇（ジャワ）放送管理局のあゆみ（1）」

36頁
 32） これらは比較的小規模なもので，中には1944年

8月に開局したプルオケルト放送局のように，スタ
ジオの新設を進めたものの，終戦時に外壁工事



87APRIL 2021

が出来上がったところもあった。
 33） 前掲『ジャワ年鑑 昭和十九年』171頁
 34） 要員が整って正式発令が行われ，放送管理局が

本格的に業務を開始したのは1943年1月のこと
である。前掲「爪哇（ジャワ）放送管理局のあゆ
み（1）」36頁

 35） 「南方資料⑤ジャワ編」32頁。番組面に関しては，
軍の宣伝班と緊密な連携がとられていたとの記録
もある。前掲『ジャワ年鑑 昭和十九年』171頁

 36） 森勝治（1943）「南方放送一巡記」『放送研究』3
巻 4号69頁

 37） 「南方資料⑤ジャワ編」25頁
 38） 同上27頁。なお，楽団員は出演回数によらず，

月給制だったが，正規の職員とは見なされなかっ
た。

 39） 町田敬二（1967）『戦う文化部隊』原書房115-116
頁

 40） 前掲『ジャワ年鑑 昭和十九年』172頁
 41） 同上173頁
 42） バンドン放送局の佐藤たけ子氏の日本語講座は，

テキストを連続発行するとともに，ジャワ全島に
中継し，現地住民の日本語習得に寄与したとい
う。「南方資料⑤ジャワ編」32-33頁

 43） 前掲『ジャワ年鑑 昭和十九年』172頁
 44） 「南方資料⑤ジャワ編」32頁
 45） 前掲『ジャワ年鑑 昭和十九年』173頁
 46） ただ，こうした措置をとったあとも，「防諜上遺憾

の事件が頻発」したことから，1942年10月の放
送管理局の設置後，受信機の中波以外のコイル
を切断するとともに（「再封印」と呼ばれた），全
島統一の聴取許可証を配付する措置をとった。ス
マラン放送局の管内では，2か月をかけて約1万
5,000台の受信機を再封印した。「南方資料⑤
ジャワ編」45頁

 47） 前掲「「声の占領」にみる帝国のイコン」28頁
 48） 前掲『ジャワ年鑑 昭和十九年』174頁
 49） 「南方資料⑤ジャワ編」45-46頁
 50） 軍政に対する住民の反応については，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33頁参照。

 51） 一方，受信所には，8月15日正午，軍政部の宣
伝部長などが待機するとともに，放送内容を軍参
謀などに聴かせるために録音機がセットされた。
放送終了後には，苫米地貢局長がスタジオで放
送局員に対し，日本の敗戦を告げたという。佐
藤勝造（1996）「南十字星下の8・15」『放送研究
と調査』46巻8号54頁

 52） 佐藤勝造（1975）「爪哇（ジャワ）放送管理局の
あゆみ（2）」『文研月報』25巻2号42頁

 53） 前掲『日本放送史 上』586頁
 54） 前掲「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」146頁
 55） 前掲『日本放送史 上』587頁
 56） 「南方資料⑦マライ編（含スマトラ）」70頁
 57） 同上
 58） スマトラ軍政監部通信総局放送班長兼ブキチン

ギ放送局長（陸軍臨時嘱託）丹野栄「放送事務
連絡ニ関スル件」（1944年12月30日）NHK放

送文化研究所所蔵
 59） 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251頁
 60） 「南方資料⑦マライ編（含スマトラ）」 34頁
 61） 前掲「スマトラ放送管理局1942 〜 1946」248頁
 62） 同上248頁
 63） 「南方資料⑦マライ編（含スマトラ）」110-111頁
 64） 前掲『南方軍政論集』243頁以下参照
 65） 前掲「スマトラ放送管理局1942 〜 1946」92-93

頁
 66） 「南方資料⑦マライ編（含スマトラ）」93-94頁。

前掲「スマトラ放送管理局1942 〜 1946」255頁
にも設置状況の記載がある。

 67） 「南方資料⑦マライ編（含スマトラ）」78-79頁
 68） 同上84頁
 69） 同上120頁
 70） 前掲「南十字星下の8・15」55頁
 71） 同上55頁
 72） 前掲「スマトラ放送管理局1942 〜 1946」255-

258頁
 73） 前掲『日本放送史 上』590頁
 74） 同上585-586頁
 75） 「海軍地区放送設備概算」NHK放送文化研究所

所蔵
 76） 前掲『日本放送史 上』590頁
 77） 「南方資料⑥ボルネオ編」28頁
 78） 同上29頁
 79） ポンチャナック放送局は，30坪の第1スタジオ，

15坪の第2スタジオの2つのスタジオがあり，ピ
アノ1台，オルガン1台のほかガムラン楽器一式が
整備された。

 80） 「南方占領地ニ於ケル映画，放送，新聞実施要
綱」（1942年10月8日）前掲『日本放送史 上』
509頁

 81） 前掲『日本放送史 上』590頁
 82） 「南方資料⑥ボルネオ編」32頁
 83） 同上12頁
 84） 「海軍地区放送設備概算」NHK放送文化研究所

所蔵
 85） 「南方資料⑥ボルネオ編」25頁
 86） 資料の作成者や作成時期は不明だが，内容から

は1943年後半に海軍担当地域を担当していた放
送関係者（日本放送協会からの派遣者かどうか
は不明）によって作成されたものと見られる。資
料はNHK放送文化研究所所蔵。

 87） 「海軍地区放送設備概算」NHK放送文化研究所
所蔵

 88） 「南方資料⑥ボルネオ編」11頁
 89） 同上34頁
 90） 前掲『日本放送史 上』590頁
 91） 日本放送協会編（1977）『放送五十年史』181頁
 92） 前掲『日本放送史 上』586頁
 93） 「南方資料⑥ボルネオ編」13頁
 94） 同上14頁
 95） 前掲『戦う文化部隊』115頁


