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シリーズ 戦争とラジオ〈第 8 回〉

敗戦とラジオ
～何が変わらなかったのか（後編）～

メディア研究部  大森淳郎　

の争議だった。当時，読売では労働組合が編
集の実権を握っていたが，巻き返しを図る経営
陣は，編集局長・鈴木東民ら6人に対し退社
を要求，これを機に争議は激化していた。共
産党の影響下にある産業別単一組織，日本新
聞通信放送労働組合（新聞単一）は読売労組
の全面支援を決定しゼネストを宣言，放送支部

（放送単一）もこれに参加することになったの
である。

ところがスト突入の前夜，まず朝日新聞労
組が不参加を決定すると，毎日新聞，東京新
聞，日本経済新聞，共同通信なども次々に脱
落していった。放送支部は梯子を外された形
になったが孤立無援のままストライキに突入，
5日午前7時10分，ラジオから「これよりゼネ
ストに入ります」というアナウンスが流れ，放送
は止まった。

報道部にいた堤園子は当時の心境をこう語
る。「卑怯者って思いましたもの，新聞社は。
さんざん煽っておいて何さって。でもいい，放

4. 占領政策の転換とラジオ

マイクが街に出た。人々は堂 と々自分の考え
を話すようになった。そして女たちがしゃべり
始めた。敗戦後のラジオ放送を担った先輩た
ちは，その体験をありありと語ってくれた。敗
戦を境にラジオは生まれ変わったのだと素直に
思える話ばかりだった。「アメリカのラジオ」に
は，確かに明るい側面があったのだ。

だが，そのアメリカは変わりつつあった。米
ソ冷戦を背景に，占領政策の軸足は日本の民
主化からアメリカの安全保障に移ってゆく。そ
してその変化は，メディアに対する姿勢にも顕
著に表れ，ひいては戦後放送史を揺るがす一
大事件を引き起こすことになる。放送ストライ
キと国家管理放送である。

　
真面目で稚拙で可愛かった

1946年10月5日から25日まで，21日間に及
んだ放送ストライキ。その発端は読売新聞社

GHQが指導し，GHQが検閲する。占領期のラジオは一言で言えば「アメリカのラジオ」だった。前編では，その
「アメリカのラジオ」について2つの側面を見てきた。民主主義を牽引する力としてのラジオと，原爆被害も米兵犯罪
も報じることが許されない，占領軍の本質を体現するものとしてのラジオ。当時，放送現場にいた人々は，その体
験をありありと語ってくれた。
後編では，アメリカの占領政策の変質，そして占領の終わりが放送にもたらした影響を見てゆく。戦時ラジオ放

送が名実ともに終わったとき，NHKはどこをめざして歩み始めたのだろうか。
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送だけは純粋に読売新聞の争議を支援しよう
と思っていたんですね 1）」。

もう1人，ストライキをリードした人物に話を
聞くことができた（2010年5月14日）。場所は
中部日本放送（CBC）の社長室である。国枝
忠雄。1950年，レッドパージによってNHKを
追われ，その後CBCに入社，社長まで昇り詰
めた。

1946年当時，国枝はNHKの記者として国
会の取材などを担当するかたわら，組合の宣
伝部長として運動に積極的に参加していた。
「これは放送会館の屋上ですね。覚えていま

すよ」。国枝は私が持参した，ピントがボケた
1枚の写真を見て言った。所狭しと集まった組
合員たちが誰かの演説に聴き入っている。大き
な旗を振る者もいる。ソファーに深 と々身を沈
めて写真に見入っていた国枝は遠い記憶を語
り始めた。

　　

「やっぱりストライキに入る以上はね，燃える
ものがなかったらストなんかできませんよ。読
売争議がきっかけではありましたがね，もっと
大きく言えば放送の民主化，目的はそれでし
た。放送を民主化しないといけない，そのた
めには経営者が誰になるのかってことも含め
て放送協会が民主化されなければいけないん

だってね。局に泊まり込むこともあったなあ」
「国枝さんの考える放送の民主化とはどうい

うものだったのですか」と私は聞いた。占領下
ゆえの限界はあるにせよ，放送の民主化は達
成されつつあったのではないか，そう思ったか
らだ。
「民主的って……。そんなことは現実的にあ

るものではないので，あるかないかとかでは
ないのですね。できるだけなろうというだけで
あって，なっているとかなっていないとか，そ
ういう問題ではないのです」

民主化された放送という固定したものがある
わけではなく，放送はいつも民主的であること
を求め続けなければならない。国枝は一般論
としてそう言ったのだが，そこには当時の時代
背景もあった。 

1946年5月，CIE（民間情報教育局）の局
長と新聞課長は，進歩的と見なされていたケ
ネス・ダイクとロバート・バーコフから，それぞ
れドナルド・ニュージェントとダニエル・インボ
デンに代わった。占領政策の転換による人事
だった。インボデンは読売新聞，北海道新聞
などの経営陣に対して急進的な民主化勢力の
一掃を勧告する。読売の経営陣が鈴木東民ら
の切り崩しに出た背景にはGHQという後ろ盾
があった。国枝らにはメディアの民主化，放送
の民主化が危機にさらされているという切迫感
があったのである。放送史研究者・松田浩は，

「放送の民主化が軌道に乗り出そうとしたとき，
占領軍は自ら敷いたレールをとりはずしにか
かっていた」と述べている2）。
だが，それにしても，新聞各社の組合が断

念する中で，なぜ放送支部だけがストライキに
突入したのだろうか。再び堤園子の話を聞こ
う。

放送ストライキ中の集会
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「なんていうのかな。組合がやったことも今
考えるとね，ちょっとおっちょこちょいだったの
かな。もっと大人であってもよかったはずなの
にって思います。新聞に比べても真面目で稚拙
で可愛かったのね。でもね，それは仕方がな
いことだった。戦前は主体的に物事を考えるこ
ともなかったNHKの人たちにとって初めての
経験で，純粋な人ほど一生懸命だったんだっ
て思います」

堤はそう言って寂しげに微笑んだ。ストライ
キ突入は，時代に流され，軍・政府の宣伝機
関に成り果てていった戦時ラジオ放送への痛
切な悔恨があってのことだった。

では，放送現場のストライキという前代未聞
の事態に，政府は，そしてGHQはどのように
対処したのだろうか。

国家管理放送

放送ストライキが始まった翌日，10月6日朝，
逓信省電波局長・網島毅が日本放送協会会
長・高野岩三郎に，逓信大臣が決済した命令
書を手交した。そこには「（NHKの施設につい
て）昭和二十一年十月六日午前八時三十分より
逓信大臣が，これを管理する」と記されていた。
放送を国家が直接管理することを宣言し，放
送施設の引き渡しを命じるものだった。受け取
る高野の手が震えていた 3）。

国家管理の法的根拠は，1915（大正4）年
公布の無線電信法に基づく逓信大臣の権限
だった。だが，無線電信法はGHQによって事
実上無効化されていたはずなのだ。当時の逓
信次官・鈴木恭一は，「放送国家管理という（司
令部が最も非民主的という無線電信法，しか
もその法に基づく逓信大臣の日本放送協会に
対する許可条件を盾に）日本放送協会の放送

を国家が行うという事件にぶつかった4）」と回
想している。政府が放送の国家管理を決意す
るにあたり，最大の懸念はGHQの反応だった。

しかし，GHQは放送の国家管理を黙認した。
放送の民主化という建前はあるにせよ，共産党
の影響下にあるストライキをつぶすことのほう
が重要だった。鈴木によれば，GHQは当初こ
そ「苦慮の色」を示したが，最終的には「全面
的に賛成」した 5）。

国家管理を阻止しようとする組合員は警察に
よって排除された。アメリカ人ジャーナリスト，
マーク・ゲインがその光景を目撃している。

午後，警察は争議団員を放送局から追い
払った。五十人ばかりの男女が列をつくって
歩み出，歌をうたった。黒い洋服を着て眼鏡
をかけた指導者らしい若い男は警官の棍棒
で頭をなぐられた。茫然としてうしろを向い
たら今度は顔を殴られた。抗議を申立てた
婦人も棍棒で口のあたりをなぐられた 6）。

放送施設の接収が強行され，8日午前7時
から国家管理放送は実行に移された。時報と
天気予報，そしてニュース，それらの実務を
担ったのは当初は逓信省の役人だったが，まも
なく日本放送協会の部課長が協力するようにな
る。ストライキの危機だった。国枝忠雄は，次
のように証言する。
「国家管理が始まったでしょ。会社側は組合

には入っていない部課長たちに協力せよと言う
わけです。部課長会もね，協力する人を集め
ました。だんだんね，部課長たちが協力するよ
うになる。放送がどんどん出るようになるとね，
組合の中からも，こんなストは続けるんじゃな
い，やめろと」
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ストライキは崩壊に向かい始めていた。だが
そういう情勢の中でも，国枝たちを鼓舞する出
来事があった。全国でたった9人だが，国家
管理放送への協力を拒否した部課長がいたの
である。
「9人の部課長がね，『いや，俺はそんなこと

は絶対に賛成できん』と言ったわけです。でも，
このままだと9人とも会社をクビになりますから
ね，組合に入ったの。組合員なら簡単にクビは
切れませんからね」

9人の中には解説室主管・柳澤恭
やす

雄
お

，そし
て企画部副部長・丸山鐵雄の名もあった。 国
家管理放送は，丸山が戦後のラジオに賭ける
決意を語った「私はマイクである」を雑誌に発
表した1か月後の出来事である。丸山は1本の
マイクに託して，戦時中の日本放送協会職員を

「単に政府の一方的な代弁人」「所詮人民大衆
とは縁なき衆

し ゅ

生
じょう

のごとく考えられていた僕たち」
と断じていた。そして「わが社の従業員はこれ
まで一体に意久地がなさすぎたよ。永い間の
官僚統制の結果すっかり盲従型になってしまっ
たんだね」と悔いていた。そう書く丸山が，戦
時中に戻ったかのような国家管理放送に協力
できるはずはなかった。CIEに呼び出され，ス
トに参加しないように求められた丸山は，正式
な命令書を要求したが，「命令ではないが，ア
ドバイスである」と言われたので黙殺した 7）。
結局，放送ストライキは敗北に終わった。共

産党が先導する運動のあり方への疑問の声が
高まり，内部崩壊していったのである。10月25
日をもってストライキは終結，その後，組合は
ストを指導した第1組合と第2組合（現在の日
放労）に分裂し，第1組合の指導者たちは放
送現場から離れた部署に異動となった。丸山
ら，国家管理放送への非協力を貫いた9人の

部課長は懲戒休職処分となった。「なんか再び
ね，頭の上に重たい雲が垂れ込めてきたなっ
て，そんな気分でしたね」。堤園子はそう回想
している。

5. 『日曜娯楽版』とその時代

政府の姿勢は変わらない

放送ストライキが終わった直後，1946年10
月末，GHQは11月公布予定の日本国憲法に
対応した無線・放送関連の法整備を政府に求
めた。これを受け，逓信省は大臣官房内に臨
時法令審議委員会を設置，放送法の立案に着
手することになる。放送法の成立過程について
はすでに多くの研究があるので，制度史的な
記述は最小限にとどめて，その間の放送現場
の声に耳を澄ませてゆきたい。

臨時法令審議委員会が，放送事業をほか
の無線一般と切り離し，最初に作成した法案は

「日本放送協会法案」（1947年6月24日作成）
である。逓信大臣は協会の会長・副会長の指
名権を持ち，また，協会役員の行為が公益に
反すると認めた場合，当該役員を解任する権限
を持つとされていた。GHQの占領政策の変化
に乗じるように，政府はNHKに対する影響力
の回復を画策していた。国家管理放送をGHQ
が黙認したことも政府を強気にさせる一因に
なったはずだ。
「日本放送協会法案」は，GHQ，NHK双

方の反対によって退けられたが，その後も逓信
省の基本姿勢は変わらなかった。1948年6月
に逓信省電波局が作成した『わが国放送事業
の概要』と題する冊子がある。そこで逓信省
は，「（NHKは）主務大臣たる逓信大臣によっ
てその設立を許可され，また無線電信法の規
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定に従って逓信大臣の監督を受けている 8）」と
明言している。この時点では純粋に法律的に
はそうなのだろう。だが，現実的には無線電
信法はとっくに死に体だったのであり，だから
こそ新憲法にふさわしい法律が求められてい
たはずなのだ。そうなのに，その放送法を立
案する立場にあった逓信省は，NHKの事業に
ついて，無線電信法の定める逓信大臣の権限
を強調することをためらわなかった。放送を支
配下に置こうとする政府の意思は，敗戦直後，
GHQによって抑え込まれたが，なくなったわけ
ではなかった。深く潜在していたそれは再び顕
在化しつつあった。

むろん，そうかといってNHKの番組が政府
の宣伝番組に戻ってしまったわけではない。む
しろほとんどの番組は，より躍動し，輝きを増
していた。例えば，底辺から社会を見つめる
ドキュメンタリー番組『社会探訪』。上野駅構
内で寝起きする父子の姿を追った「上野駅の
父子」が聴取者の圧倒的な反響を呼んだのは
1948年5月のことだった。戦災孤児たちがたく
ましく成長してゆく姿を描いた連続ドラマ『鐘
の鳴る丘』が支持を集めたのも同じころであ
る。そして忘れてはならないのが，丸山鐵雄が
プロデュースする『日曜娯楽版』である。

丸山鐵雄と『日曜娯楽版』

にちようごらくばあ～ん
にちようごらくばあ～ん

タイトルコールに続いてコミカルなテーマソン
グ。日曜日の夜9時，『日曜娯楽版』の始まり
である。音楽が全編を貫く新しいコメディー番
組に人々は夢中になった。中でも人気を博した
のが，コントで政治・社会を風刺する「冗談音

楽」のコーナーだった。以下は台本からの引用
である。

男A：一班から三班まで社会党，四班から
七班まで民主党，八班から十班まで民
主自由党……

男B：そりゃなんですか?       
男A：小菅拘置所の部屋の割り当て。

（1948年10月17日放送台本より）

1948年10月，化学工業会社・昭和電工の政
界工作疑獄，昭和電工事件が起き，衆議院議
員・大野伴睦，社会党書記長・西尾末広，大
蔵省主計局長・福田赳夫らが収賄の疑いで相
次いで検挙された。国会議員，官吏など，検
挙者数は64人，与野党にまたがるこの汚職疑
惑を『日曜娯楽版』は，風刺によって徹底的に
こき下ろしていた。

妻：あなた，お留守にこんな方がお見えに
なりましたわ。名刺を置いてゆかれま
したが。

夫：どれ，お見せなさい。何。祝新大臣。
大正電工株式会社 贈賄課長。

（1948年10月24日放送台本より）

『日曜娯楽版』の面 （々中央スーツ姿が三木鶏郎）
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『日曜娯楽版』は，丸山鐵雄が新進気鋭の
放送作家・三木鶏

とりろう

郎と組み，1947年10月に立
ち上げた。放送ストライキに際し，丸山ら9人
の部課長が国家管理放送に非協力を貫き休職
処分となったことは先述したが，処分を解かれ
た丸山が満を持して生み出した番組だった。

当時，丸山は風刺の精神についてこう語って
いる。
「風刺は一種の社会正義感……ヒューマニズ

ムから発する。ただふざけるための冗談であ
り，皮肉のための皮肉では価値がない。風刺
は批判精神の一つの表現形式なんだ 9）」

また，「ラジオに於ける風刺の限界と社会問
題の取上げ方」と題する鼎談では「今まで放
送局の立場は腰が弱く，ねじ込まれるとすぐペ
コペコやってしまう10）」と発言し，外部からの
圧力に弱いNHKの体質を問題にしている。

批判精神こそが『日曜娯楽版』の魅力だっ
た。政権批判も辞さないこの番組は，それゆ
えに政治と放送との間の緊張を象徴する存在
になってゆく。丸山が闘う相手は，NHKの外
だけではなかった。

NHKは「政治機関」?

NHKの中に企画委員会が発足したのは1948 
年12月のことである。「番組企画の方針・企画
された新番組の審議・現行番組及び旧番組の
検討，地方から提案された番組の検討などを
議題に」毎日開かれる局内会議で，「番組企画
の最高方針を決定する」とされていた11）。その
企画委員会が全国の放送現場に向けて通達し
た「番組企画の基本態度について」（1949年5
月9日付）は，NHKの上層部が放送と政治に
ついてどう考えていたのかを如実に示している。
以下に全文を示す。

「番組企画の基本態度について」
　現在の放送番組には政策を採り上げ周知
徹底させる番組が多数ありますが，その政
策に対して他の番組でこれに反したものが扱
われ，あるいはその政策放送に逆行する結
果となるものが扱われようとした場合が最近
一，二ありました。
　政策放送は申すまでもなく，全中，ローカ
ル共に全部の放送が一体となって同じ線を押
し進めて行くべきであって，かくしてこそ放送
の効果が充分発揮されるわけで，たまたま
小さなことでも，このような例があると全部
の放送効果をマイナスにすることになります。
今後とも充分留意され，豊富な資料と関係
者の良識によって慎重に取り扱っていただき
ます 12）。

通達の言う「政策を採り上げ周知徹底させる
番組」すなわち「政策放送」とは，例えば毎日
午後8時から8時半までの時間帯に新設され
た「インフォメーションアワー」に放送される番
組を指していた 13）。『時の動き』や『問題のか
ぎ』などである。NHK編『ラジオ年鑑』1948
年版によれば，「国民が知らねばならぬ重要な
事項を解説する宣伝放送」であり，「国家再建
の一翼として，世論の喚起に努める」ための
番組だった 14）。当時，NHK職員の1人は雑
誌『放送』誌上の匿名の座談会で「昔の政府
の放送のようになって，ナマの宣伝をそのまま
盛る」と批判している15）。そういう「政策放送」
自体おおいに問題であるが，さらに深刻なの
は，企画委員会が放送現場に対して，「他の番
組」「全部の放送」にも「政策放送」と同様な
姿勢を求めていることだ。「全部の放送が一体
となって同じ線を押し進めて行くべき」だと言う
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のである。NHKのすべての番組は国の政策に 
沿った線で作られなければならない。それが
「番組企画の最高方針」なのである。これでは，
NHKは完全に御用放送だ。

太平洋戦争下の1942年11月，東京逓信局
放送部長・柴橋國隆は「放送は政治機関であ
る」として次のように述べていた。

大東亜戦争の完遂を目指して政府に協力し
政府と共に往くの気概が肝要であって，この
線に沿うものは放送に取上げ之に反するもの
は放送から抹殺する…… 16）

「番組企画の基本態度について」が言わんと
するところは，言葉遣いこそ柔らかいが，これ
と分かつところはない。

「日本放送協会放送準則」の制定

「番組企画の基本態度について」はガリ版刷
りの局内通達だったが，そこに示された指針は
より高次の文書に昇華してゆく。1949年12月
1日から施行された「日本放送協会放送準則」
（以下「放送準則」と記す）である。

　日本放送協会は，全国民的基盤にたつ公
共放送の機関として，不偏不党の立場を守
り，民主主義の健全な発達をはかるために，
その機能を発揮することに最善をつくさなけ
ればならない。
　この自覚に基づいて，ここに「放送準則」
を定め，放送の編集方針と限界とを明らかに
するものである17）。

「放送準則」は，前文でそう宣言していた。
それは，占領の終わりを見据え，NHKが公

共放送としてのあり方を初めて自ら明文化した
ものであり，GHQによる「日本ニ与フル放送準
則」に代わる新しいラジオ・コードだった 18）。
「放送準則」は，考査室が原案を作り，企画委
員会が審議し，さらに外部の識者の意見を聞
いたうえで，最終的に企画委員会が決裁したも
のである19）。あの「番組企画の基本態度につ
いて」を通達した企画委員会が中心的な役割
を担って制定されたものだったことは覚えてお
こう。

さて，「放送準則」の第1章は「番組一般の
基準」である。放送は平和主義や民主主義に
貢献するべきものであることなど，10の原則を
挙げたうえで，政治や宗教などのテーマ別に基
準が示されている。例えば宗教については「宗
教に関する放送は，公正に且つ慎重に取り扱
うこと」などとされていた。問題は政治につい
ての項目である。そこにはこう記されていた。

放送は，公共性の立場から政府の政策を徹
底させることに協力するものであるが，編集
権は協会に属するものとする。

デジャブ! どこかでよく似た文章を読んだ気
がする，という感覚にとらわれた。段ボール
箱に詰めた資料を掘り返すと，すぐに見つかっ
た。日本放送協会「昭和十五年度事業報告」。
そこで「報道放送」については次のように記述
されている。

我国の歴史的重大時局に鑑み政府の政策，
指導方針は努めて之を速報し以て国民一般
に徹底を図ることに留意せる…… 20）。

瓜二つではないか。違いは「放送準則」が
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編集権は日本放送協会にあると断っている点
だが，松田浩は「もっと始末が悪い」と指摘し
ている21）。戦時下においては，ラジオが「政
府の政策を徹底させる」のは当然と考えられて
いたが，戦後は（少なくとも表向きは）そうで
はない。そうなのに，「放送準則」は，NHK
は公共放送であるがゆえに自ら進んで（編集権
の名において）そうしなければならないと言っ
ている。だから「もっと始末が悪い」のだ。松
田は「ここで，なにより問題なのは，NHKが
公共放送の『公共性』を，『政府の政策を徹底
させること』と理解していることである22）」と
述べている。「公共性」とは政治権力の側で
はなく市民の側から構築される概念のはずで，
NHKの編集権はそういう「公共性」を守るた
めにこそあるはずなのだ。しかし「放送準則」
ではNHKの編集権は政治権力を支えるため
に存在するかのように読めてしまう。

だが，松田とは別の解釈もあり得る。先に
引用したように，「放送準則」自体がその前文
で，NHKは「全国民的基盤にたつ公共放送
の機関」であり，だから「不偏不党の立場を守
り，民主主義の健全な発達をはかる」と宣言
していた。そうならば，政府の政策であって
も，場合によっては国民に「徹底させる」ので
はなく，それに批判を加えなければならないこ
ともあるはずなのだ。それが「編集権は協会
に属する」ということの意味だとも受け取れる。
実際，放送された番組が「放送準則」に則っ
たものであるかを考査する立場にあった考査課
長の片桐顯

あきのり

智は「放送準則」について，政府
の政策を伝える場合にも「その扱い方や表現に
ついては，協会の自主性を強調してある」とし，

「つまり，編集権の問題だ。公共放送の自由，
自主性を忘れてはならない」と述べていた 23）。

編集権の明記は，松田の言うように 「もっと
始末が悪い」ものなのか，片桐の言うように「公
共放送の自由，自主性」を担保するものとして
読むべきなのか，微妙なところだ。

先に放送ストライキについて話を聞いた国
枝忠雄に「放送準則」を示し，解釈を求めた。
組合の中枢でNHK上層部と交渉してきた国枝
は，GHQ，政府，そしてNHKの三者の間の
力学を肌で感じていたはずだ。

国枝は「放送準則」の詳細を覚えてはいな
かったが，文面を読み進めるうちに，さもあり
なんと言いたげな苦笑いを浮かべた。
「公共の立場まではいいけれども，政府の政

策を徹底さすために協力するっていうのはいく
らなんでもひどすぎるわな。これはね，政府と
NHKとGHQとのお互いの争いだろうと思うな。
政府はなるべく監督権を残したいし，GHQの
側から見ると，それは怪しからんと思っている
けれども，といってあんまり容

ようかい

喙するのもあれ
だしっていう感じがあったと思う」

占領も遠からず終わろうとしているときであ
り，GHQはNHKが自主的に定めようとする

「放送準則」に横から口をはさみたくはなかっ
ただろうというのだ。「で，NHKはどう思って
いたかだけど」と国枝は続けた。
「本当はこんなことは書きたくなかったんじゃ

ないのかな，さすがにね。でも政府は強いか
らね，これぐらいのことは書かんならんとか考
えたんじゃないのかな。このへんはわかるね，
苦しいところが。このときの政治情勢の力関係
がこういうことだったのでしょうね」

国枝は「放送準則」は政府の圧力下に作ら
れたのだろうと言う。そうだとすれば，「編集
権は協会に属するものとする」という文言は，
NHKのぎりぎりの抵抗だったと見ることもで
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きる。
NHK上層部といえども一枚岩ではなく，編

集権に関する文言の解釈には幅があっただろ
う。そもそも，編集権のくだりは入れるべきだ
という意見と，必要ないとする意見があったの
かもしれない（その1つの証左は，1953年の
改正に際して，編集権のくだりだけが削除され
ていることだ 24））。
「放送準則」は，それ自体が矛盾と曖昧さを

内包していた。前文にうたう理想と，「政府の
政策を徹底させることに協力する」という言明
との間のギャップ。そして，政治放送における
編集権の意味するところの不明性。これらの
混乱は，戦後のNHKが直面していた大きな問
い，すなわち，放送の公共性とは何かという問
いと無縁ではなかった。それは，放送の公共
性が，絶対主義的な天皇制のもと，軍・政府
の指針に従うことと同義だった戦時下には存在
し得なかった新しい問いだった。

公共性とは何か，このすぐれて哲学的な問い
に対する簡単な答えはない。当時のNHK上層
部がどう考えていたのか，にわかに断じること
もできない。ただ，「放送準則」の制定にあたっ
て審議を重ね，最終的に決裁したのが，あの
「番組企画の基本態度について」を全国の放送
現場に通達した企画委員会だったことは思い出
しておくべきだろう。企画委員会（あるいはそ
の一部）にとって放送の公共性とは，戦時下の
それと本質的には同じだった。「政策放送」の
みならず「全部の放送が一体となって同じ線を
押し進めて行くべき」であると考えていたので
ある。

「日本放送協会放送準則」と『日曜娯楽版』

「放送準則」に危険な臭いを嗅ぎ取ったメ

ディアが一様に指摘したのが，風刺によって果
敢な政治批判を続ける『日曜娯楽版』への影
響だった。朝日新聞は「人気番組の日曜娯楽
版も相当窮屈になる」と危惧していたし 25），雑
誌『放送』誌上の匿名「ラジオ評」は「このと
ころいろいろな制約で精彩を失ってきた『日曜
娯楽版』や『放送討論会』がこの上骨抜きに
されては困るので，特に慎重な運用を望んでお
く」と述べていた 26）。

そういう心配に答えるように丸山鐵雄自身も
新聞に「娯楽版と放送準則」という一文を寄せ
ている。丸山の考えでは，「放送準則」によっ
て番組が委縮してしまうとすれば，それは「放
送準則」の読み方を誤っているからである。

放送準則はいうまでもなく，放送の編集方針
と限界を明らかにした一般原則だが，その
具体的な項目の適用に当たっては，適用する
側，即ちわれわれ放送協会側の解釈の如何
によって非常に幅が出来てくるような性質の
ものである27）。
　
一読もっともだが，よく読めばこの文章は

まったくおかしい。放送協会は「放送準則」を
「適用する側」，そして「解釈」する側だと言う
のだが，この言い方では「放送準則」を作っ
たのはあたかも協会の外部の何者かであるよ
うだ。丸山は，なぜこんな言い方をするのだろ
うか。「放送準則」は協会が自ら定めたもので
はなかったのか。その制定にあたり，考査課
長の片桐は「当協会ではじめてNHKラジオ・
コードなるものを，作成したということ，そして
それが自主的に，自律規程として作られたとい
うことは，画期的なできごとといわねばならぬ」
と述べていた 28）。
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先述したように，国枝忠雄は，NHKも「政
府の政策を徹底させることに協力する」などと
は書きたくはなかったが，政府に忖度して書
かざるを得なかったのではないかと推論してい
る。丸山の言い方は，この国枝の推論と重なっ
て聞こえる。「放送準則」に政府の意向が有形
無形に働いていたことを丸山は知っていたので
はなかったか。それは本当の意味でNHKが自
ら作ったものではない。NHKは「適用する側」

「解釈」する側なのだ。
丸山は「放送準則」の制定に外部の力が働

いていたことを言外ににおわせながら，その
悪用を許してはならないと言っている。文面は
穏やかだが，それは，あらゆる放送を御用放
送化しようとする企画委員会に対する闘争宣
言だった。

6. 「逆コース」の中で

1950年6月1日，立案作業の開始からおよ
そ4年間の紆余曲折を経て放送法が施行の運
びとなった。同時に電波監理委員会が設置さ
れ，放送を含む電波行政を担当することになっ
たが，そのあり方をめぐって日本政府（第3次
吉田内閣）とGHQはぎりぎりまで対立してい
た。政府は，委員長を国務大臣とし，放送に
関する規制・監督を内閣の統制下に置こうとし
たが，GHQはマッカーサーの「書簡」によって
強い反対を表明した。その結果，電波監理委
員会は内閣から独立した行政機関として発足し
たのである。放送への直接的な影響力を保持
しようとする日本政府の思惑は否定された。

ともあれ，新しい放送法の施行と同時に社
団法人日本放送協会は解散し，特殊法人日本
放送協会として再出発した。放送法の精神に

立てば，NHKの内規である「放送準則」は新
しい体制の発足を機に書き直されてしかるべき
だった。「公共性」を政府の施策と同一視する
かのような文言は，「放送の不偏不党，真実及
び自律を保障することによって，放送による表
現の自由を確保する」（第1条）ことを原則とし，
放送番組について「何人からも干渉され，又は
規律されることがない」（第3条）とうたう放送
法とは相容れないからだ。だが，「放送準則」
は，新生NHKにそのまま引き継がれ，1959
年に現行の「日本放送協会国内番組基準」に
代わるまで，放送現場を律してゆく29）。折か
ら朝鮮戦争が勃発，「逆コース」と呼ばれる時
代が始まろうとしていた。

朝鮮戦争と報道規制

1950年3月末，東京で研修を終えた1人の
男がNHK鳥取放送局に赴任した。男の名は
岡本愛

よしひこ

彦。後年，民放や映画などを舞台に活
躍するが，このときはNHKの新人記者だった。

岡本は2004年に没しており直接話を聞くこ
とはできなかったが，「放送人の会」による岡
本からの聞き取り（1999年9月1日）が遺って
いる。岡本は，NHKに入った理由をこう語っ
ている。
「入った理由はね，もちろんこれは，戦争中，

我々の世代は，報道の自由なんてまったくない
時代ですからね。ウソばっかりつかれて育っ
てきた人間ですから。事実が何か知りたいと。
知ったら少しでもみんなに伝えてゆきたいとい
う気持がだんだん出てきましてね。その気持を
つくってくれたのはね，NHKのね，『真相はこ
うだ』という番組があったんですよ，ラジオ番
組でね。非常にラジカルな番組で…… 30）」

岡本は陸軍航空士官学校在学中に敗戦を迎
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えている。『真相はこうだ』は，その岡本を打
ちのめした。宮本百合子が「不真実な感じ」
を抱いた番組は，若い岡本にはストレートに届
き，放送局を志望する動機となったのである。

鳥取に赴任した岡本は記者志望だったが，
当時，地方局にはまだ独自取材の体制はなく，
先輩記者はいなかった。共同通信の記者につ
いて学びながら，県政，市政，警察，農協の
すべてを1人で担当したという。まさにてんてこ
舞い。それでも放送記者として歩き始めた岡本
は，事実を伝える仕事のやりがいを実感し始
めていた。 
「だけどもねえ，赴任して2か月目にねえ，

とんでもない大事件が日本海の向こう側で起
こったわけですよ。朝鮮戦争ですね」

1950年6月25日，朝鮮戦争が勃発。日本
はアメリカ軍の兵

へいたん

站拠点となる。岡本が赴任し
た鳥取にもアメリカ軍航空部隊の基地があっ
た。新米記者の岡本が見たのは，基地に死
体が次々に運び込まれ，鳥取の病院が重傷
を負ったアメリカ兵で埋まってゆくさまだった。
温泉街のホテルも負傷兵のリハビリ施設にさま
変わりしたという。それだけではない。鳥取の
港を出て日本海を北上してゆくイカ釣り漁船も
戦争に巻き込まれた。
「機雷にどうしてもぶつかる。木っ端みじん

になって，『何とか丸』っていう名前を書いた
木ぎれが日本海に浮いているということがしば
しばあったんですね。だからそういうことを見
てニュース原稿に書いて送ります，電話でね。
電話でニュース送りますとね，課長がそれをま
とめて書いて各県の都道府県の県庁所在地に
CIEとかですね，そういうビューローがあるん
ですよね。そこに書いたニュースを用務員さん
に渡して届ける。そして1時間くらいして，ま

た取りにいくと原稿が返ってくるわけですね。
バッテンがたくさんついているわけですよ。朝
鮮戦争関係は全部ダメなんですね。100パー
セントだめ 31）。昭和25年ですよ。あるいは26
年。そういう時代です」

岡本には，戦時中のメディアにだまされたと
いう思いが強くあった。メディアは伝えるべき
事実を何ひとつ伝えていなかった。だからこ
そ，岡本は『真相はこうだ』のような仕事をし
たいと放送記者を志したはずだった。
「戦争中に報道の自由がなくて，本当に我 ，々

本当に愚かな生き方を選択してしまったわけな
んだけども，それがまた戦後も続いているとい
うね，これが非常に許せないという気持がご
ざいましたね」

朝鮮戦争を機に，GHQは民主主義の守護
神としての顔をかなぐり捨てた。その強権の発
動は，報道の検閲・規制にとどまらなかった。

レッドパージ

朝鮮戦争が勃発しておよそ1か月後，7月28
日のことである。堤園子は報道部の部屋から
廊下に出た。「なんとなく廊下がざわざわして
いるなという感じがしたんですね。それで見に
行ったら廊下の壁にざあーって名前が書いてあ
る紙が貼り出してあって，それは進駐軍の命
令によってとか書いてあったのか，詳しく覚え
ていないけど，要するにこれらの者は放送局
を解雇するというね，そういう一覧表だったの
ですね 32）」。
堤は名簿の中に自分の名前を確認した。柳

澤恭雄の名も国枝忠雄の名もあった。共産党
員およびその支持者の解雇，レッドパージに
よってNHKを追放された者は119人に及ぶ。
堤にも「何かありそうだ」という予感はあった。
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「ああいう時代背景でしたからね，朝鮮戦争
が起こってソ連とアメリカのものすごい対立が
あったわけだから，起こるべくして起こったこ
とです」。

だが，そう覚悟していた堤にとっても，追放
のされ方はあまりにも強引だった。
「えっ? と思ってまず組合に相談に行こうと

思ったんですけどね，もう第1組合員同士が連
絡できないようにガードされていました。それで
職場に戻ったら課長が来て『あなたは進駐軍
の命令によって，今，即刻ここから，放送会館
から出てゆくことになりました。だから私物をま
とめてください』って言われたのです。そう言
われてもね，いくらなんでも今すぐとは思わな
かったから，なんか椅子に座って脱力しちゃっ
ていたんですけど，課長がそばに立って待って
いるのです。 それで引き出しの中とか私物をま
とめたら課長が会館の玄関までついてきて『は
い，出なさい』って。そういうクビの切られ方。
怒りとかなんとかの前にびっくりしました。いく
らなんだって，今月いっぱいで辞めてください
とかでしょう，普通。最低でも明日から来なく
ていい，でしょ。でもアメリカのやり方ってい
うのはそういうものなんですかね」

119人の職員が職場から追放されたレッド
パージは，NHKの戦後の歴史の中でも特筆に
値する大きな出来事に違いない。この事件を
一般の職員はどう見ていたのだろうか。私は，
当時のNHK職員に話を聞くときには，必ずレッ
ドパージについても質問した。そしてそのたび
に肩すかしにあった。ほとんどすべての人が
レッドパージについては「わかりません」の一
言だけだった。第1組合員は，職場の中で浮
き上がった存在だった。堤自身，当時を振り
返ってこう言う。

「地域でいろいろな活動を始めてから思うけ
ど，あのころは本当に観念的で，足が地につ
いていなかった。もちろん思想信条の自由って
いうのは何にもまして大切ですからレッドパー
ジが許されるはずはありません。でも，私たち
のやり方は空中戦にすぎなくて，地べたから変
えてゆこうという活動ではなかったのね。放送
局なのに放送の中身のことなんか二の次三の
次っていう活動でしたから。だから歴史の中で
ああいうことになったんだって思います」

放送ストライキ以来，第1組合は局内に大衆
的な基盤を持たなかった。だが，そのこととは
別に，堤の言うとおり，思想信条の自由が踏
みにじられて許されるはずはない。それでも放
送現場が声を上げることはなかった。第2組合

（日放労）も占領軍による処置である以上，「今
回の解雇は之を承認せざるを得ない」としてい
た 33）。

組合も一般職員もレッドパージに無関心を
装った。それは自分の身に降りかかった事件
ではなかった。だが，レッドパージが放送現
場に残した有形無形の影響は決して小さくはな
い。119人の追放は，放送局を取り巻く政治状
況が一変したことを知らしめるに十分だった。
物言えば唇寒し。局内には重苦しい空気が漂っ
ていた。

日本を安全保障の要にしようとするアメリカ。
それに追随する日本政府。戦争指導者の公職
追放を解除する政策が進められ，1950年8月
にはGHQの命令（ポツダム政令）によって，自
衛隊の前身組織である警察予備隊が創設さ
れた。敗戦直後の「民主化・非軍事化」の時
代は終わり，「逆コース」と呼ばれる時代が始
まっていた。
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にちようごらくばあ～ん
にちようごらくばあ～ん

そういう時代の潮流に敢然と抗おうとする番
組があった。丸山鐵雄が率いる，あの『日曜
娯楽版』である。　

『日曜娯楽版』の奮闘

1950年8月27日に放送された『日曜娯楽
版』。音源はないが，スタッフが使用した台本
が遺っている。次に引用するのは人気コーナー
「冗談音楽」のコントである。

コント1
とんでもない，ワシじゃないよ。よく間違え
ないようにしてくれ給え。ワシじゃないって
ば，ハトだよ，予備隊の徽章は。

コント2
太平洋戦争のときはなんとも申し訳ありま
せんでした。今度こそ本当の国防色になり
ます。

カーキ色

コント3
A：警察予備隊志願の受付はここでしょ
うか?

B：ウン，そうだ! 志願者はそこに一列にな
らべ!

　アッ，あなたは軍曹殿ではありませんか?
A：おお，そういうキサマは凸山一等兵！

一連のコントは，警察予備隊が結局は旧日
本軍と変わらないものになってゆくのではない
かという人々の不安を代弁していた。

警察予備隊が創設される9か月前，1949年
11月8日，吉田茂首相は施政方針演説で次の
ように演説していた。
「軍備のないことこそ，我が国民の安全，幸

福の保障でありまして，また，もって世界の信
頼をつなぐゆえんであります。また，平和国家
として世界に誇るゆえんであると私は確信いた
すのであります」
『日曜娯楽版』が風刺したのは，戦争の傷

跡の中から生まれた絶対的平和主義が（それ
がアメリカから押しつけられたものであろうが
なかろうが），国際政治に翻弄されながらすり
減ってゆくさまだった。

CIEは占領政策を直接的に批判しない限り，
警察予備隊や公職追放解除に対する風刺にも
寛容だった。不快感をあらわにしたのは日本
政府の側で，NHKには毎週のように抗議がき
た。『日曜娯楽版』をチェックする立場にあっ
たCIEのフランク馬場は，「（会長が）少しお
手柔らかにと言ってくるわけよ，僕に」と証言
している 34）。
『日曜娯楽版』は国会の場でも批判にさらさ

れていた。1951年3月1日，衆議院・電気通信
委員会では，国民民主党の椎

しいくま

熊三郎が，『日
曜娯楽版』について，「公的意味を持っておる
日本の放送として，ゆゆしき問題である」とし，
NHK会長・古垣鉄郎に次のように問いただし
ている。

少なくとも国
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

家と結びついてやっておる日
・

本
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

放送協会の放送は，日本の国家再建復興
のために協力するということが，根本的な建
前でなければなりません。これがあるいは革
命的思想であったり，これが破壊思想であっ
たり，虚無的な思想であったりすることが根
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底で，ああいうものが出て来るとするならば，
恐るべき宣伝力を持つものであって，国家に
及ぼす影響は，私は見のがすことができない
と思うのであります。その点について古垣さ
んは，いかようにお考えになっておられるか。

（傍点は引用者）
　
放送法の施行後も，NHKは「国家と結びつ

いてやっておる」という言明が国会の場で当た
り前のように通用していた。そしてNHK会長
の答えは「『日曜娯楽版』についてのご批判，
非常に適切な，痛いところをついておられるよ
うに拝聴いたしました」というものだった。そ
のうえで「娯楽版のスクリプトといいますか，台
本というものは，ラジオ・コードに照らしまし
て，事前にただいまご指摘のようなことがない
ようという立場から，協会の中の機構で，それ
ぞれ係の者が十分検討いたしまして，これなら
よろしいということでやるようにいたしておりま
す」と述べ，「一歩誤れば，またたいへん被害
も大きいので，一層慎重を期してやって行きた
いと思います」と結んでいる。

古垣の言うラジオ・コードとは，GHQによ
る「日本ニ与フル放送準則」ではなく，NHK
が自ら定めた「日本放送協会放送準則」を指し
ていた。先に指摘したように，そこでは放送の

「公共性」とは「政府の政策を徹底させること」
と同一視されていたのであり，そうである以上，

『日曜娯楽版』の政治風刺が「公的意味を持っ
ておる日本の放送として，ゆゆしき問題である」
と主張する椎熊に反論できるはずもなかった。

古垣らが「一層慎重を期し」た結果，いくつ
かのコントがボツにされた。のちに丸山は，『中
央公論』誌上でボツになったコントの例を明ら
かにしている 35）。

コント1
Ａ：靖国神社が復活して，今年は賑やか
な秋祭り……

Ｂ：よもや受け入れ態勢ができたってわ
けじゃないんだろうね。

コント2
老人：肉体と魂のすべてを捧げてじゃな
あ……

青年：再軍備の先頭に立たれるってわけ
ですな，先生。

老人：いや，再軍備の問題に関しては，
われわれ老人はタマシイだけをささげて
…… 

青年：ハア……   
老人：肉体を捧げるのは君たち青年の役
目じゃよ。しっかりやり給え，ポン……
ワッハッハッハッ……

コント3
A：私として感激おく能わざることは日本
が永遠に武器を捨てたことでありまして
……

B：誰じゃ，こんなことをいう男は?
A：あなたの録音の声なんです。

再軍備を徹底的に風刺・批判しようとする丸
山ら番組スタッフ。占領政策に支障をきたさな
い範囲内で，できるだけ自由に放送させようと
考えるCIE。政治権力に忖度して刺激的なコン
トを削除しようとする会長以下の協会上層部。
三者の力関係の中で『日曜娯楽版』は奮闘を
続けた。ボツにされてもボツにされても，ぎり
ぎりの線をねらって「逆コース」を風刺し続け
た。聴取率ベスト5入りという大衆の支持が番
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組を支えていた。

ラジオの自画像

1951年9月8日，サンフランシスコ平和条約
が調印された。それに先立つこと1週間，『日
曜娯楽版』は特集「六年たてば六つになる」を
放送している（1951年9月2日放送）。ある夫
婦が，占領の時代を，敗戦の日に生まれた子
どもの成長とともに振り返るという企画だった。

祝賀ムードが日本を包む中でも『日曜娯楽
版』は，風刺の精神を忘れてはいない。以下，
遺された音源からストーリーを素描してみよう。

妻：1945 年 8月15日，終戦の詔勅。9月2

日，ミズーリ号上にて降伏調印。戦争

は終わり平和になりました。でも，どう

して生活してゆきましょう。私は焼け跡

に生まれたばかりのタミオを抱いてボン

ヤリしています。

戦犯の逮捕，天皇の人間宣言，新憲法の発
布。時代は目まぐるしく動いてゆくが，夫婦の
暮らし向きは苦しいままだ。

妻：憲法が施行され，いくつかの新しい法

律が作られました。法律の数ほど食物

が増えたらどんなに楽になるかしれな

いのに。

だが，夫婦にとって，何より気がかりなのは，
食糧難より一人息子のタミオの言葉が遅れて
いることだった。

妻：ねえ，どうしましょう。タミオはまだ

口もきかないの。

夫：フウン，身体のほうはいいのかい?

妻：それが，足が悪いらしいの。ヨチヨチ

して。

夫：それじゃ，まだ一人歩きはできないね。

妻：ところが，竹馬に乗ると，とっても元

気に歩き出すの。

三鷹事件，朝鮮戦争，レッドパージ……。
夫婦は激動の戦後史を語ってゆく。そしてタ

ミオは6歳になってもまだ言葉を発せないでい
た。妻は，タミオが何かに怒っているようだと
も言う。そしてラストシーン。講和条約の調印
を目前にしたある日，客と碁を打っていた夫の
ところに妻が駆け込んでくる。

妻：あなた，あなた，大変よっ。

夫：なんだい，あわてて。

妻：タミオが，タミオがものを言いましたよ!

夫：えっ，ほんとか!

タミオは客を前に緊張して押し黙っている。

妻：ねえ，坊や，さっき，いい声でもの言っ

たわねえ。なんと言ったのかしら，坊や，

お利口だから，お母さんに聞かせてくれ

るでしょう，ねえ。

場面はシーンと静まり返り，そしてついに
タミオが口を開くところで番組は終わる。

タミオ：ノッ，ノッ，ノーモア，ヒロシマ!

もはや明らかだろう。言葉を発することがで
きないタミオとは，アメリカから与えられた「民
主主義」にほかならない。あるいはこう言って
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もよい。タミオは，原爆被害も米兵犯罪も報
道することが許されなかった占領下ラジオ放
送の自画像である。

日本が占領を脱し独立を果たせば，タミオは
（ラジオは），真の民主主義の言葉を発するこ
とができるはずだ。それがこの番組のメッセー
ジだった。いや，むしろ願いだったと言うべき
かもしれない。占領の終了は，NHKがGHQ
の介在なしに，直接，日本政府と対峙するよ
うになることを意味していた。一人歩きはでき
なくても，竹馬に乗れば元気だったタミオ。そ
の竹馬とは，GHQの権威の暗喩である。もう
竹馬はない。タミオは，これからは自分の足
で歩いてゆかなければならない。

『日曜娯楽版』の終焉

1952年4月28日，サンフランシスコ講和条
約が発効，6年8か月に及んだ占領は終わっ
た。丸山鐵雄は『中央公論』誌上に「『日曜娯
楽版』風雲錄」と題する一文を寄せ，この番
組の孤軍奮闘の歴史を振り返っている。それ
は次のように結ばれていた。

占領下というワクの中で，一定の限界があっ
たとはいえ，ともかく時の政治を風刺するこ
とができた『娯楽版』が，今後，講和条約
の発効によって，少なくとも従来と同程度の
政治風刺の線を維持し得るか，それとも現
在より更に内容が窮屈となり，放送不可の
面が拡大されるかどうか。それは客観情勢
の推移に伴い，具体的には電波を通して，
次第に民衆の前に明らかにされて行くであろ
う36）。

丸山の危機感が現実のものとなるのに時間

はかからなかった。「内容が窮屈」となったの
ではない。『日曜娯楽版』自体が消えた。最
終回は講和条約の発効から41日後の6月8日。
その音源が遺っている。最後の「冗談音楽」
には次のコントがあった。

　
A：やあ，もうすっかり全快しましたよ。

私の病気も。

B：ほう，そうですか。それであのほうは?

あのほうはまだ治らないんですか。あ

の再軍備熱のほうは。

最後は「蛍の光」のメロディーをバックにこ
う結ばれていた。

A：じゃあ皆さま，いろいろお世話になり

ました。一足お先に，さようなら。

B：そういうあなたは?

A：にちようごらくばん。

一足お先に，さようなら。そこには，再び言
論統制の時代がくることへの警告の意味が込
められていた。

のちに丸山は「『日曜娯楽版』は時の古垣鉄
郎会長じきじきのお声がかりで『ユーモア劇場』
に変わった。シンラツな風刺よりも，“春風の
如きユーモア”を主とした番組にせよとの御託
宣 37）」だったと明かしている。GHQが去るの
を待っていたかのように『日曜娯楽版』はスク
ラップされた。それは，やっと言葉を獲得した
タミオ（＝ラジオ）の将来が決して明るいだけ
ではないことを物語る象徴的な出来事だった。

占領の終わりが日本の放送にもたらしたもう
1つの大きな変化を挙げておこう。『日曜娯楽
版』が消えておよそ2か月後，電波監理委員
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会が吉田内閣によって廃止された。日本政府
にとって，それはGHQから押しつけられたも
のであり，放送に対する行政権限は政府が直
接，持つべきものだった。

7. 何が変わらなかったのか　
    ―シリーズの終わりに―

講和条約の発効によって戦争は名実ともに
終わった 38）。本シリーズ「戦争とラジオ」が扱
う時代はここまでである。

戦時ラジオ放送は，敗戦を挟んでどう変わっ
たのだろう。マイクが民衆に解放された。男た
ちが，そして女たちがしゃべり始めた。ニュー
スは自主取材を行うようになった。ドラマやド
キュメンタリー，バラエティー，あらゆる放送
現場に活気があふれた。すべて然りである。
1951年には民間放送が始まり，日本の放送文
化は新しい時代を迎えた。

だが，敗戦から講和条約に至るまでのNHK
の歴史を概観してきた今，重要なのはむしろ，
何が変わらなかったのか，という問いである。

日本の政治権力は変わらなかった。放送へ
の，とりわけ公共放送NHKへの影響力を保
持しようとしてきた。そして，そういう権力に
忖度する勢力がNHKの内部に存在し続けた
ことも変わらなかったことである。すべての番
組が政府協力の一線で統一されていなければ
ならないと放送現場に通達した企画委員会の
委員たちはその典型であろう。彼らとて戦時ラ
ジオ放送を肯定していたわけではないが，彼
らにとってそれが否定されなければならない
理由は，政府の政策が間違っていたからであ
り，日本放送協会が政府にコントロールされて
いたからではない。彼らにとって，「公共放送」

の意味するところは，戦前・戦中と変わっては
いない。それは，政府と一体となった放送の
ことだ。

だがもちろん，「公共放送」の意味を，それ
とは違うものと考え，論陣を張る人間もNHK
の内部にはいた。丸山鐵雄は『日曜娯楽版』
を二人三脚で作ってきた三木鶏郎の著書『冗
談十年』に「人間トリロー」と題する一文を寄
せている。「現代社会の矛盾と不正な権力に
対する民衆の憤り」を反映する『日曜娯楽版』
のような番組を，「ダカツの如く忌み嫌う層が
あることも事実である」として次のように記し
ている。

　NHKの内部でも，このような番組は公共
放送で採り上げるものではないという意見も
少なくない。
　然し公共放送とは時の政府の御用放送と
いう意味ではないと思う39）。

あるいは，社会派ドキュメンタリー番組を担
当する社会課の課長・熊谷幸博は雑誌『放送
文化』に「公共放送と社会放送」という小論
を寄稿し，「社会放送にはいつも批判精神と，
ものの真を観る力がなくてはならぬ」のであり

「政治家に屈するよりも政治家を圧服せんとい
うような心構え」こそが必要であると気炎を吐
いていた 40）。

そして『放送文化』1953年2月号には解説
委員室主管・中沢道夫の「放送の自由・覚書」
と題する論考が掲載されている。そこで中沢は
次のように主張している。

なるほど，NHKは，政府の政策を国民に徹
底させることに協力すべき任務をも，もって
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いる。しかし，それはNHKが政府の御用
機関であることを意味しないことは言うまで
もなかろう。政府に対する批判は当然とりあ
げるべきものであり，政治的には公平でなけ
ればならない。NHKのこうした立場が尊重
されるのでなかったならば，公共企業体とし
ての生命と存在意義は，全く失われると言っ
ても過言ではない 41）。

中沢が「日本放送協会放送準則」を念頭に
置いていることは明らかだ。そして，丸山鐵雄
と同じように（もっと，はっきりと）その読み方
を誤るなと言っている。政府の政策を国民に
知らせることが必要な場合もあるだろうが，だ
からといってNHKが政府批判をできないわけ
ではない。「放送の自由がゆがめられたときに
は，NHKの生命である『皆さんの放送』の実
体も失われることになる」と中沢は言うのだ。

さらに中沢は，論争のある問題について
は多数の意見を反映するべきだと断りながら，

「しかし，放送がどちらつかずの，煮えきらぬ
内容のものに限られるということになったら，
退嬰的な，死んだものになる」と言い，「番組
編集者の責任は，いかなる日本の，いかなる
社会を築いて行くかという自覚と積極性にもあ
り，支配勢力に左右されず，偏見のない態度」
で番組制作にあたることこそが肝要だと説い
ている。

戦時ラジオ放送においては，中立的である
こと，客観的であることは悪と考えられてい
た。報道部員は「客観的編集方針は須く一擲
して，国家意思を盛った主観的編集方針の確
立を必要とする 42）」と主張していたのである。
戦後，放送の公正中立が強調されたのは，そ
ういう戦時ラジオ放送に対する反省に立っての

ことだったはずだ。そうなのに，公正中立の
名のもとに，権力を監視し批判するという報
道機関が本来持っていなければならない役割
を放棄して，NHKの番組が「どちらつかずの，
煮え切らぬ内容のもの」になってはいないか。
それではだめだ。中沢はそう言っている。

中沢は，太平洋戦争下には報道部や企画部
に籍を置き，戦時ラジオ放送の中核を担った
1人だった。そして1946年の放送ストライキに
際しては，丸山鐵雄らとともに国家管理放送
への協力を拒否している。「放送の自由・覚書」
は，戦時中，国民を戦争に動員するために努
力を尽くした中沢の，深い悔いに根ざした信
念だった。そして，NHK内外のさまざまな圧
力にさらされながら，歯を食いしばるようにし
てニュース取材や番組制作を続けている若い
後輩たちに向けた呼びかけであり，励ましで
あった。

中沢は公共放送NHKについて次のように念
押ししている。「時の政府や支配勢力に対して
も，批判が自由に許されるのでなければなら
ないことは，いうまでもない」。

中沢がこう，報道機関として当たり前のこと
を書かなければならなかったのは，裏を返せ
ば，NHKは公共放送であるがゆえに政府に
協力するのが当然と考える人間が，NHKの外
部にも内部にも少なからずいたからにほかなら
ない。放送報国。それが公共放送の使命であ
る―。

だが，そうならば，仮に政府が再び戦争へ
の道を歩み始めれば，NHKは戦時ラジオ放
送の轍を踏むことになるだろう。

本シリーズの連載を続ける中で，戦時ラジオ
放送を牽引した才能豊かな先輩たちが苦悩す
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る姿を見てきた。ドキュメンタリーという新しい
ジャンルの可能性を切り拓きながら，結局は国
策宣伝番組に回収されてしまった録音構成の作
り手たち。組織人として生きるために，詩人の
魂を封印するしかなかった多田不

ふ じ

二。デューイ
やキルパトリックから学んだ民主的な教育を学
校放送で実践しようとしながら，いつしか軍国
教育の旗振り役になってしまった西本三

み と じ

十二。
ラジオの指導性を追求し，挫折した奥屋熊

くま

郎
お

。
自分の心に背いて戦況ニュースを伝えるしかな
かった柳澤恭雄……。戦時ラジオ放送の現場
は，優れた才能の墓場でもあった。

彼らを批判することはたやすい。だが，シ
リーズを終えようとする今，私の胸を押しつぶ
すのは，「偉そうなことを書いてきたが，お前
がその立場に立ったらどうしていたんだ」とい
う苦い思いだ。そうなってからでは遅いのだ。

逓信官僚・田村謙治郎は，日中戦争勃発の
3年前，日本放送協会の職員に向けて「先ず
第一にジャーナリストの思想を一掃しなければ
ならぬ」と言い放った。太平洋戦争の最中，日
本放送協会企画部長・横山重遠は，ラジオは
「国家の宣伝機関」であり「チンドン屋」である
と言いきっていた。

権力がメディアを支配しようとすればどこま
でやるのか。そして，メディアはどこまで腐り
果てていくのか。戦時ラジオ放送は私たちに
教えている。

第8回 了
（おおもり じゅんろう）

※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。
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