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概要

中国における日本語の学習は，戦後複数回にわたってさまざまな緊張状態に置かれた

日本と中国との関係を日本理解という形でつなぐ役割の一端を担うものであった。そ

して現在及び将来においても，日中関係を担う人材育成の重要な場であることは疑い

得ない。また，突出した学習者数と，高度な日本語人材育成という量・質の両面から，

中国における日本語教育は世界の日本語教育全体を牽引する立場にあるといえる。本

研究は，これまで詳しく知られてこなかった国交正常化以前の中国で日本語による情

報発信や交流に多大な貢献を果たした放送局・新聞社・雑誌社のアナウンサーや記者

のオーラルヒストリー調査を通じて，中国の日本語教育において日本語メディアがど

のような役割を果たし，それはいかにして実現したかについて考察し，両国の相互理

解と文化交流の歴史の新たな側面に光を当てるものである。
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1．研究の背景

1．1．“アジアの時代”における日中関係の役割

尖閣諸島問題の再燃以降，日中関係の冷え込みが

指摘され，両国において冷静な事態の把握と，正確

な相互理解が喫緊の課題であると述べられている。

中国では，状況の改善が図られ，公人が直接的に日

中文化交流の重要性に言及する機会も増加してい

る。2015 年 5 月には，約 3年ぶりに中国での日本映

画の上映が許可され，直近の「日中共同世論調査」

では両国の関係を「悪い」とみる割合が減少してい

る（言論 NPO，2017）。2017 年 11 月 22 日には程永

華駐日大使が公の場で両国関係は改善に向かう雰囲

気にあるとの見解を示し（KN，2017），2018 年 5 月

9 日には，両国首相が都内の迎賓館で会談し，関係

改善の流れが確認された（日中首脳が会談，2018）。

事態が前向きな方向へ向かっていることは事実であ

り，新たな展開が期待されるが，大幅な状況改善と

抜本的な解決を導くためにも両国のさらなる関係深

化が求められている。21 世紀は「アジアの時代」と

され，その中で欠かせない役割を担う日本と中国と

の関係深化のための相互理解は必要不可欠であり，
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広くは世界情勢の安定と連携強化を促す極めて重要

なものと考えられる。

1．2．中国における日本理解を支える世界最大の日

本語学習熱

こうした中，中国における日本理解を着実に支え

てきたのが，日本語の学習と教育である。国際交流

基金による直近調査では，学習者の数は約 95 万人に

上るとされ，海外の国・地域の中で最多である。特

に，高等教育機関で学ぶ学習者が多く，世界全体の

約 6割を占め（国際交流基金，2017），将来の日中

関係を担う人材育成の場となっている。日本への留

学者数や日本で就職する学生数も世界最多となって

おり，日本の高等教育機関で学ぶ留学生総数に占め

る中国人留学生の数は 40%を超え（日本学生支援機

構，2017），日本で就職する留学生総数に占める中

国からの留学生は約 60%に達する（法務省入国管理

局，2017）。他に類例のない規模と密度で日本と中国

との人材交流は進んでいるが，その支えとなってい

るものの一つが，中国における日本語の学習と教育

であるといえる。

2．問題の所在

2．1．国交正常化以前の日本語教育を支えたものと

は何か

量・質ともに世界の日本語教育を牽引する立場に

ある中国の日本語教育について，その傾向が顕著と

なったのは 1980 年代以降の日中間のヒト・モノ・カ

ネ・情報の往来の活発化である。図 1は，当時の日

中貿易額と日本語学習者数，日本への留学生数の推

移を示したものである 1。

いずれの項目にも大幅な増加が見られるが，こう

1　各項目の数値が比較しやすいようグラフの年単位は
同一にした。そのため，最も調査頻度の少ない中国にお
ける日本語学習者数の調査実施年が各グラフの単位と
なった。また，1980 年代に入って数値が急増することを
確認するために 1970 年代末のデータも含めた。
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図 1．日中貿易額・日本語学習者数・日本留学生数の推移．外務省と国際交流基金が発表した日本語学習者数に
基づき筆者作成。出典：外務省（2008）．『日中貿易額の推移（通関実績）〈米ドルベース〉』．http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/china/boeki.html　国際交流基金（1981，1987，1990，1993，1998）．『海外の日本語教育の現状　日
本語教育機関調査・1979，1984，1990，1993，1998年』．
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した関係深化の発端として広く知られている事柄

は，1972年の日中両国政府による共同声明2に基づく

国交正常化と，1978 年の日中間の平和友好条約 3 に

よる強力な交流推進である。そのため，逆に言えば，

国交正常化以前の中国における日本語教育や日本に

関する学習はそれ以降に比べると充実したものでは

なかった。胡（2012）は，「1949 年の新中国成立か

ら日中国交正常化が実現するまでの 23 年間，日中

両国の民間交流に参加したのは，日本側の少数の政

治家や企業家，ジャーナリスト，活動家だったのに

対し，中国側からの参加者はなおさら限定されてい

た。高級幹部や対日担当者と業務部門だけであって，

国民は完全に蚊帳の外に置かれていた。」（pp. 62-63）

と指摘し，本田（2012）は，1966 年から始まる文化

大革命の時期には日本語教育はほとんど行われなく

なり，日本語を口にすることそのものが時に危険を

伴う行為であったと述べている 4。

2　1972 年 9 月 25 日，田中角栄総理が訪中，日中両国
政府による共同声明が発表され，日中国交正常化が宣言
された（9月 29 日）。これを記念して，日本から中国へ
オオヤマザクラとカラマツの苗木が，中国から日本へは
ジャイアントパンダが贈られた。1973 年 1 月には，中華
人民共和国駐在日本国大使館が設置され，2月には，日
本国駐在中華人民共和国大使館が設置された。

3　1978 年，日本国と中華人民共和国との間の平和友好
条約が調印され，日中交流が更に進んだ。1979 年 12 月
の大平正芳総理訪中時に日中文化交流協定が締結され，
日中間の交流のさらなる深化への道筋がつけられた。

4　「1966 年 6 月，プロレタリア文化大革命がはじまると
まもなく，外国語教育は，ほとんどおこなわれなくなっ
た。（中略）中国国内では，個人が外国となんらかの関
係を持っているというだけで批判の対象とされ，ほぼす
べての外国語が敵性言語であると解釈された。もちろん
日本語も例外ではなく，『満州国』時代に習いおぼえた
日本語を不用意に口に出すことは非常に危険をともな
うことであった。」（本田，2012，p. 107）

しかしながら，歴史的な快挙5として語られる1970

年代の日中関係の大きな転機とその後の急速な関係

深化について，それが純粋且つ何からも隔離された

状態で無から生み出されたと考えることは難しい。

両国間の交渉や対話には相手国に関する情報や理解

は勿論のこと，実務担当者同士の連絡や意思疎通が

不可欠であり，閣僚級の協議といった場面において

も，現実問題として中国側に日本語人材が全く存在

しなければ実現困難であるからである。とりわけ，

国交正常化の直前に起きた文化大革命の時期に，仮

に日本語学習が中断されていたのであれば，その後

の日中間の交流を支えるに足る人材の確保は難しく

なるはずであり，何かしらの日本語学習や教育が確

かに存在していたものと考えられるのである。

本田（2012）では，「外国語学校」（p. 115）として

初等・中等教育段階において例外的に日本語を含む

外国語学習が行われていたことや，田中（2015）で

は，一部の高等教育機関では日本語教育が継続され

ていたことが明らかにされているが，それらのみで，

その後の爆発的な日本語を通した交流を支えるに十

分な人材を育てるだけの機能を果たしていたとは考

えづらい。そこには，日本語に触れる別の機会が存

在していた可能性が高いのである。

正常な国交状態になく，さらには中国の国内も騒

然としていたという現在とは比較にならない状況下

において，将来における日本理解と交流を担う人材

が育った環境があったとすれば，現在の日本と中国

とが直面している困難を解決する際にも極めて重要

な示唆を与えてくれるだろう。とりわけ，過去の困

難な時期において，両国間の相互理解と交流に必要

不可欠な日本語学習・日本語教育がいかなる形で行

5　「中国との国交正常化こそは重要な戦後処理の一つ
であります。この処理が終わったことによってほんとう
に戦後は終わった，日本人はひとしくそう思ったに違い
ありません。この重要な大問題を，就任早々田中総理が
解決されましたことは，日本の歴史に永久に残る一大快
挙であると言っても言い過ぎではありません。」（第 070
回国会予算委員会（1972 年 11 月 2 日），江崎真澄（1972）
委員発言）
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われ，政治的・経済的・文化的な様々な側面から両

国間の関係構築を実現させた礎がどのように構築さ

れたかについて，通時的視点からの考察が必要とな

るものと考えられる。

2．2．日本語メディアによる功績

現代中国建国後 70 年の歩みの中で，中国の人々は

実に粘り強く日本語を学んでおり，それは硝煙の臭

いが残る建国直後も，社会的混乱が生じた文化大革

命期も例外ではない。そうした時期には，かつて戦

火を交えた相手国の言語で，異なるイデオロギー体

制の国の言語である日本語を公に使用したり学んだ

りすることに極めて強い制限が存在したこともあっ

たが 6，中華人民共和国の対外向けラジオ放送・新聞・

機関紙は日本語による情報配信が許可されていた。

例えば，日本語放送7として著名な中国国際放送局

の日本語による放送は 1941 年から開始されており，

文化大革命の影響で教育機関における外国語教育が

大幅に縮小した時期においても，あるいは，中国の

内陸部や山村といった海外の情報や人的交流が比較

的少ない地域においても，電波が届くところであれ

ば日本語に触れる貴重な機会を提供していた。ま

た，日本語教科書に掲載される学習用の文章として

6　「中国の事情を書いた人民公社とか，大躍進とか，そ
ういった内容の物ですね。日本の教材は全然使ったこと
がない。その当時は使ってはいけないというか，全然。」
（L6 氏）「〔※ 1970 年において〕まだ日本のラジオ聴いて
もダメだった時代ですからね。（中略）私たちが大学に
入った時にはですね，日本人の先生のカセットテープも
一切ですね，取り下げられ，普通誰でも聴ける状態じゃ
なかったんですよ。」（L7 氏）

7　日本国外から配信される日本語による国際放送を指
す。1942 年に放送開始となった Voice of America（アメ
リカ），Radio Moscow（ソビエト連邦），1943 年放送開
始の Bible Voice Broadcasting（イギリス）の他，複数の
国や地域による放送がある。井川（2016）が指摘するよ
うに BCL（Broadcasting Listening）ブームが起こった
り，「北京放送を聞く会」等の組織的なリスナー活動が
生まれたりしたケースが見られ，文化理解に大きな役割
を果たした。

も『人民中国』『北京週報』『中国画報』といった日

本語メディアの記事が用いられていたことが筆者に

よるパイロット調査によって明らかとなっている 8。

これらは，日本語に触れる機会が制限されていた時

期において，日本語に接触することのできる貴重な

材料となった。

国交正常化前の中断期とされる時期にすら，僅か

なチャンネルではあるが日本語に触れる機会が確保

され日本語人材育成が途絶えなかったという意味

で，対外向け日本語メディアがその後の日中国交正

常化や関係深化の素地を作る上で一定の貢献を果た

していたといえるだろう。

2．3．先行研究

では，そもそもこうした日本語メディアはどのよ

うな人々によって担われ，どのように配信され，ど

のような形で日本語学習と教育に役立てられたので

あろうか。冒頭で述べたように，戦後 70 年を経た日

中両国の関係は，変容する世界情勢と共にさらなる

関係深化が求められている。現在と未来のよりよい

日中関係と相互理解を考えるために，過去の極めて

8　北京大学日语教研室（1964）の第 20 課「上海の外
灘」は夏衍『中国画報』1958 年 8 月号によるものであ
り，北京大学日语教研室（1964）の第 2・3課「母の思い
出（一・二）」は朱徳『解放日報』1944 年 4 月 5 日によ
るもの，第 5課「文章を正確にいきいきと書くために」
郭沫若『人民日報』1958 年 4 月 1 日付（同じく 22 日付
『アカハタ』による），第 7課「大雪山をこえる」は陳其
通『中国画報』1956 年 7 月号「二万五千里長征の思い
出」によるものである。さらに，国交正常化以降も上海

市大学日语教材编写组（1975）の第 9課課外読物「魯迅
と藤野先生」は『人民中国』1973 年 12 月号によるもの
で，上海外国语学院日语教研室（1981）の第 14 課「周
総理との出会い」は有吉佐和子（談）『人民中国』1979
年 3 月号によるもの，そして，周，陈（2008）の第 15
課応用文「子供団長」は『人民中国』1992 年 5 月号，第
16 課会話は『人民中国』1993 年 2 月号，第 17 課会話は
『人民中国』1991 年 9 月号，第 17 課応用文「世々代々友
好的につきあっていこう」は『北京週報』1991 年第 14
号，第 18 課会話は『人民中国』1993 年 3 月号によるも
のである。
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困難な時期に設けられ，中国の日本理解を支えたも

のの歩みとその当事者たちに着目した研究が必要で

あると考えられる。

中国における日本語メディアに関する先行研究と

しては，次の三つの流れを把握することが有益であ

る。第一に，機関そのものが記録した資料である。後

述する他のものに比べ比較的多く，本研究が中心的

に対象とする「北京放送」については，胡（1996），

中国国际广播电台史志办公室（2001），李丹（2002），

陈（2006），傅（2011）などがある。第二に，所属す

るスタッフや関係者等によるエッセーや記録である

（壱岐，1991；陳，2001；鳥越，2001；安藤，2006；

張，2006；小池，2009；前田，2010；李顺然，2013）。

第三に，伊藤（1988）や坂東（2007），宋（2012）な

ど，日本語メディアそのものを研究対象として考察

したものである。

2．4．不足する日本語教育の視点による考察

上述のような多数の示唆に富む先行研究がある一

方で，両国間の相互理解と交流に必要不可欠な日本

語学習・日本語教育が日本語メディアを通していか

なる形で行われ，政治的・経済的・文化的な場面で

適応可能な高い質でのコミュニケーションを実現さ

せる足場がいかにして構築されたかについて考察す

るものは，少なくとも筆者の認識する範囲において

は極めて限定的である。その理由としては，1966 年

から 1976 年にかけての文化大革命によって記録や

資料が散逸したことや，日本語メディアの主目的で

はない“日本語学習”や“日本語教育”に関する記

述があえて残される理由もなかったこと，また，日

本語メディアに関係した当時者たちの足跡が意識的

に記録されるようになったのはここ数年のことであ

ることなどの事情がある。つまり，情報を発信して

いたメディア側についても，また，それを受けてい

た学習者側についても，日本語の学習や教育の視点

から記録したり考察したりする資料が極めて少ない

のである。

2．5．求められるオーラルヒストリー調査

手立てとなる資料が限られているということは，

その実態を明らかにするために，文字資料として残

されているドキュメントの調査や，機関が発表して

いる公式統計調査の二次分析といった手法に加え，

当事者であるメディア関係者と当時の学習者にアプ

ローチする研究が喫緊の課題とされているというこ

とでもある。「当時の人々にとっては，あたかも空気

をすうのとおなじくらい，自明のことなのだが，後

世の人々にはなかなかわからない。当然のことは決

して文書資料には残らない。」（御厨，2002，p. 62）

という実態に当事者へのオーラルヒストリー調査 9

からアプローチし，証言から立ち上がる歴史から考

察してゆくことが現代的課題として求められている

といえる。

日本との国交正常化前の中国において，日本語教

育の観点から日本語メディアはどのように活用さ

れ，それに携わった当事者はいかなる形で日本語情

報の発信に携わり，どのような考えと手法で職務を

全うしたのか。日本語メディアの配信と受信の双方

向に関する当事者へのオーラルヒストリー調査が求

められるものと考えられる。

3．研究の目的

本研究では，1949 年から 1970 年代初頭までの国

交正常化以前に中国における日本語の情報発信や交

流に多大な貢献を果たした放送局等の関係者と，日

本語メディアを通して学んだ元学習者へのオーラル

ヒストリー調査を実施し，得られたデータの分析と，

関係資料による考察を行うことで，中国の日本語教

育において日本語メディアがどのような役割を果た

し，それはいかにして実現したかについて明らかに

することを目的とする。

9　本研究では御厨（2002）に基づき，「オーラルヒスト
リー研究」について，個人による自身の体験と時々の考
え等の証言を記録し分析することと定義する。
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4．研究の方法

以上の目的の下，本研究では主に次の 3つの手法

と手順で調査と考察を実施した。（1）まず，日中国

交正常化以前の 1949 年から 1970 年代初頭までの中

国の日本語メディアについて，その運営に携わった

関係者と，それを日本語の教育や学習に活用したリ

スナーに対しインタビュー調査を行った。調査協力

者はスノーボール・サンプリング法によって選出さ

れた表 1に示す 19 名である。表 1の協力者番号M

列はアナウンサーをはじめとするメディア関係者で

ある。協力者番号 L列は，表 1に示した時期におけ

る日本語学習の後に日本語教師となった北京放送の

リスナーである。インタビュアーとインタビュイー

との関係については L3，L4 氏を除き初対面である。

L3，L4 氏との詳しい関わりについては個人が特定

できてしまう恐れがあることから差し控えるが，実

施方法について他のインタビューイと異なる点はな

く，全てのインタビューイに対し事前に調査の目的

と趣旨，方法，研究倫理上の個人情報の秘匿などの

説明を行い，調査協力への承諾を得て実施してい

る。インタビューが行われた状況としては，表 1に

示す調査地において日本語でインタビューが行なわ

れた。質問の形態は，半構造的面接調査を採った。

得られた回答は文字化し，Qualitative Data Analysis

ソフト（MAXQDA12）に読み込み，佐藤（2008）に

基づきデータをセグメント化し，コード名をつけた。

同一コードの回答（非同一人物）が二つ以上存在す

るものを一つの概念と見なし考察対象とした。デー

タの最小単位は発話から話者交替までとした。引用

には協力者名を記した。（2）次に，インタビューで

得られた調査結果の裏付け，あるいは，傍証として

ドキュメント調査を行った。具体的には，個別の回

想録や機関の記念誌をはじめ，中国の日本語メディ

アについて記録された資料，担当者の業務記録，日

誌，および，写真を収集することを目的とし，中国

国家図書館，北京首都図書館，中国国際放送局，人

民日報編集部，北京週報編集部における資料収集を

行った。（3）その上で，官公庁や民間団体が発表し

た公式統計調査の二次分析を行い，インタビューと

ドキュメント調査結果の裏付け，傍証とした。

インタビュー調査・ドキュメント調査・公式統計

調査の二次分析を用いて考察を行う手順と方法は田

中（2015）に基づき，得られたデータの分析に際し

表 1．インタビュー調査協力者
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ては先に述べた佐藤（2008）の手法を採用した。

本稿における考察に際しては，とりわけ言語学習

に必要不可欠でありながら，国交正常化前には入手

が困難であった日本語音声を配信していた北京放送

に重点を置く。また，証言を重視する立場から，引

用する証言はなるべく前後の文脈や当時の状況が損

なわれないよう紙幅が許す限りまとまった分量で引

用する。引用された証言のうち，分量が多いものに

ついては，特に着目した点に下線を引き考察の根拠

や観点を明確にした。

研究を遂行する上での倫理的配慮について，2011

年 12 月に行われた L1・L2・L3 の調査では，当時の

所属先である早稲田大学大学院日本語教育研究科に

おける研究調査倫理審査委員会の承認を受け実施し

た（研究調査承認番号：232）。その他の調査につい

ては現所属先である東洋大学において，調査実施と

データ分析，および，公開に際しての基本方針とし

て定められている「学校法人東洋大学における個人

情報の保護に関する規程」に基づいて行われた。

以上，3つのアプローチ手法と分析の手順を用い

て，中国における日中国交正常化前における日本語

教育と日本語メディアとの関わりについて，とりわ

け，そこに生きた当事者の証言から考察することで，

中国の日本語教育において日本語メディアがどのよ

うな役割を果たし，それはいかにして実現したかに

ついて明らかにする。

5．結果と考察

5．1．中国国際放送局日本語放送の概要

中国国际广播电台日广播（中国国際放送局日本語

放送）は，1941 年 12 月 3 日より放送が開始された

中国国際放送局最初のラジオ番組である（以下，「北

京放送」）。慣例として，時報の際の局名告知は，「中

国国際放送局」ではなく，「北京放送」となってい
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図 2．中国国際放送局日本語放送年表．筆者作成。写真資料：上段左から，（1）李（2002，p. 26），（2）李（2002，
p. 30），（3）李（2002，p. 28），（4）李（2002，p. 31），（5）南京郵電大学教授何秋莎氏提供。下段左から，（6）元
中国国際放送局アナウンサー添田修平氏提供，（7）元中国国際放送局アナウンサー添田修平氏提供，（8）元中国国際
放送局アナウンサー添田修平氏提供，（9）中国国際放送局日本語部提供，（10）中国国際放送局Websiteより，（11）
元中国国際放送局アナウンサー添田修平氏提供。出典：李丹（主编）（2002）．《CRI 中国国际广播电台》中国国际广播电

台出版社．
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る。放送開始から今日までの歩みを年表として整理

し図 2に示す。

先に述べたように，本研究は国交正常化前の中国

における深い日本理解を支えた日本語学習と教育の

歴史を，日本語メディアの切り口から明らかにする

ことが目的であるため，主に図 2の上部の期間を中

心に考察することとし，放送開始から 1970 年代頃ま

でを分析対象とする。

5．2．日本語学習に用いられた北京放送

1953 年に日本から中国へ帰国し，1963 年に上海市

の大学教員となった L9 氏によると，60 年代初頭に

は，既に北京放送を用いた教育が高等教育機関など

において組織的に行われていたと言う。

ラジオ放送を録音して聞かせて，耳の訓練と

か。あとは補導というか，課外補導ですよね。

そういうことを担当していた。（中略）北京放

送です。北京放送を録音してテープに取って，

学生に聞かせるわけですね。だから教科書と

いうのはないんですね。その都度録音とって

やってたわけ。（中略）何回も繰り返せるよ

うに，単語を整理して。あれは一つは記憶力

とも関係あるんですよね。1回に大体最初は

3回聞かせて一段聞かせて。そうすると質問

するわけだよね，「内容は何だ？」と。そうす

ると覚えてない人もいるし，しっかり覚えて

る人もいるという。これは記憶力に関係して

くるわけですよね。後から経っても聞いても

全然意味が分からなかったという人も出てく

るわけですね。そうするとこれは記憶力だけ

ではなくてまず内容的に理解できていないと

いう。ですから一つは理解，それから記憶。

（L9 氏）

満足な教材がない中で，北京放送はオープンリー

ル式のテープレコーダーで録音され教材化されてい

た。教師は学習者の理解と記憶の力を養うために複

数回テープを再生し，学習者とのやりとりを通して

教室活動を行なっていた。

1970 年代までの教材不足は現在とは比較になら

ない状況であり，1960 年から 1965 年にかけて大連

市で日本語を学び，その後大学教員となった L8 氏

は 1960 年代に学んだ時期から 1970 年代中頃にかけ

「日本の教材は全然使ったことがない。その当時は

使ってはいけないというか，全然。（中略）こんなキ

チンとしたものはないです。プリント式です。」（L8

氏）と述べている。また，1977 年から 1979 年まで

上海で日本語を学び，その後大学教員となったL1氏

によると，当時日本語を学ぶのに十分な教材や資料

はなく，日本で発行されたものも利用できなかった

ため，もっぱらガリ版刷りの配布プリントで学ばれ

ていた。

当時はプロレタリア文学。『蟹工船』とか，徳

永直とか，宮本百合子とか。（中略）あとは，

やっぱり『北京週報』とか『人民日報』を日

本語に翻訳したものを読んだ。日本語の養成

班の時にも『北京週報』とか北京放送とか，

中国の言葉を日本語に翻訳したもので勉強し

た。自由に，今の大学みたいに日本の小説と

か日本の新聞とかが手に入らなかった。（L1

氏）

とりわけ音声教材は不足しており，北京放送など

を録音した教材は重要な役割を果たしていた。1970

年から 1974 年まで南京市で日本語を学び，その後大

学教員となった L5 氏は，1970 年代初頭の学生生活

を振り返り「外国語の勉強にはヒアリングの練習が

必要ですね，その時はやっぱり蓄音機一台を 20 名の

学生が囲んで『分からない，もう一度回して』と聴

いたりしました。普段の会話〔※教師が会話文を読

み録音したもの〕もあったのですが，後には NHK，

中国の北京放送をテープに録って聴いたりしまし

た。非常に面白い風景。今考えると非常に懐かしい

んですけども。」（L5 氏）と述べ，北京放送を録音し

た蓄音機をクラスの学生で囲み共に学んだことが今

でも懐かしく思い出されるという。また，1971 年か

ら 1974 年まで上海市で日本語を学び，その後大学教
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員となった L2 氏は，学習経験について「聴解の内

容としては北京市で日本向けの，『こちらは北京放送

です』って言うようなね，あれはだいぶ前からあっ

たんですけど。（中略）で，わかりやすい内容。知っ

てる，わかる。」（L2 氏）と述べ，北京放送は聴解学

習に活用されており，国内事情を海外に発信すると

いう北京放送の特性から，内容理解がしやすく学習

に役立ったという。なお，北京放送は文化大革命期

の農村での日本語学習にも活用されており，1975 年

から 1979 年まで上海市で日本語を学び，その後大学

教員となった L3 氏は，市内の農村に移転した大学

で農作業などに従事しながら学ぶ中で，日本語学習

のためのヒアリングには北京放送が用いられたと述

べ，高い建物が少ない当時の農村が，かえって電波

の干渉がほとんどないという意味でラジオを受信す

るには好環境であったという 10。

それ〔※北京放送〕は非常に大きな手助け，

というか，ヒアリングの一番重要な内容です。

ほとんど日本人の声と変わんない，発音で。

「こちらは国際放送です」とか。「こちらは北

京国際放送です。今からニュースを伝えます。

まず主なニュースです」とか，今でも，短波

で，ラジオの短波でしか受信できない。だか

ら私たちが居たところは田舎だからね，そん

な電波の干渉はないから。農村。（中略）当

時は，〔※所属した外国語学部の農村におけ

るクラスには〕英語と，フランス語と，日本

語，全部で 6つのクラスあって，英語は，4

つのクラス，フランス語と日本語はそれぞれ

1つ。（L3 氏）

以上の証言から，北京放送は，中国国内の状況や

情報を海外に発信するという特性を持つことから，

当時の社会状況に即したものであり，同時に，そう

10　ただし，「中国の大陸の奥地のほうになると，やっ
ぱりわからないですね。日本語放送。」（M1 氏）という
ように，逆に発信される電波が通らない地域では受信困
難であったケースも見られるため，中国の全地域で行わ
れていたわけでないことを踏まえる必要がある。

した特性が学習者にとっては聴き取りやすい要因に

もつながっていたことが判明した。

1963 年に入局し北京放送のアナウンサーを担当

していたM1 氏は，そうしたリスナーからの手紙も

後には放送局に頻繁に届くようになったという。

手紙がよく来ました。日本語放送に。（中略）

学生やなにか民間人もね，日本語の学習熱が

中国でも盛んになって来たからね。一番手っ

取り早いのは北京放送の日本語を聞いたら学

習できるということで。それについての感想

の手紙がしょっちゅう日本語放送に来まし

た。そのうち番組を作って，日本語放送の聴

取者，リスナーですね，リスナーのお手紙か

らという番組を作って，上海のナニナニ生ま

れの学生のダレソレさんから昨日こういうお

手紙をいただきましたって，一文を読んで。

そういう番組を作って，喜ばれたですよ。そ

れは。（M1 氏）

局内では「お便り」と呼ばれていたリスナーから

の手紙には，北京放送を日本語教材として活用して

いる学習者によるものもあり，また，そうしたお便

りを紹介する番組が，投稿した日本語学習者にも喜

ばれていたことが明らかとなった。後述するように，

リスナーからの手紙は数多く寄せられており，日本

語学習者からのものはその一部に過ぎないが，お便

り紹介番組で取り上げられることで学習者も喜んだ

ことから，学習の動機付けにもなっていた可能性が

あることも示唆される。

北京放送は，国交正常化前における教材不足が顕

著であった時期において，日本語学習用の教材とし

て個人にも機関にも積極活用され，最も重要なヒア

リング素材として拠り所とされていたことが明らか

となった。

5．3．リスナーからの反響としての“お便り”の局

内における取扱

お便りについて，北京放送を日本語学習に用いて
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いたリスナーからも届き，それらが番組でも紹介

されていたことをM1 氏の証言を通して先に述べた

が，具体的にどのように局内で扱われていたのであ

ろうか。日々，膨大な量のお便りが届く中で，北京

放送を日本語学習に用いているといった声がいかに

して放送で紹介されるに至ったのか，その過程と背

景を考察する。

お便りの起源は 1950 年に日本のリスナーから送

られた手紙に端を発し，東京からシンガポール，そ

して香港へと，幾度も経由し数ヶ月を経て放送局に

届けられた。1950年代初頭は一年に4，5通であった

ものの，その数は増加し 11，1954 年には年間 800 通，

1956 年には年間 4,000 通を超え，1965 年には 74,978

通にまで達している。正確な数値が残されているの

には理由があり，放送局では届いたお便り全てを確

認し，ラジオ番組でとりあげたり，返信作業をした

りと，非常に大切に扱われていたのである。1963 年

よりお便りの整理や返信を行う部署である「返信組」

において専門家として勤務していたM5 氏の証言か

らは，当時のお便りの活況ぶりと，放送局員たちが

丁寧に処理し総動員で懸命に返信していた様子が伺

える。

300 から 500 通ぐらい。よく来る時は。それ

を処理するんだからね。だから結構スタッフ

も常連の人は 4，5 人で，あと，専門家の方

の奥さんたちがお手伝いをして，2～ 3 人い

らっしゃって。あと，臨時工という放送局関

係の家族の方々に応援して〔※いただいて〕。

12 から 13 人はいましたね。だからそれをあ

と，どういうんか，来て，切って開けて，そ

してそれをきちんと留めて，そしてそこにラ

ベルを貼って。そういうのを僕たちがそれを

11　「一番最初の頃，50年代の頃は大変だから。手紙だっ
て日本から香港回り，あるいはモスクワ回りから来たわ
けだ。1年に 4，5通くらいしかなかった。それがだんだ
ん 55 年，50 年末期，60 年になると放送時間が長くなる
し，そして番組も充実してよくなってますから。そうな
るとどんどんお便りも来て，大体 300 通から 500 通，一
月ね。」（M5 氏）

チェックするわけだ。内容から書くわけだね。

どういう物と。どれに返信するかというのを

そこで決めるでしょう。その人たちも先ほど

ちょこっと言ったけど，〔※放送局に過去のお

便りが記録された〕戸籍があるわけだ。そこ

でこの人は初めての人だ，古い人だ，それを

引っ張ってここへ重ねて。それでそこへも登

録してチェックしてそして返信の用意をする

わけです。今度は返事の段階になると，定型

文，そういうのを僕たち日本語のできる人が

作成してそれをガリ版で刷って，そしてそれ

ができあがると，それを折るわけだ。それを折

る人は臨時工の女性の方々がそれをやってく

れるわけだ。入れる，封をする，のりを貼る，

そして中にいろんな記念品，切り紙だ，ベリ

カード〔※受信確認証〕だ，バッジだ絵はが

きだと放り込むわけだ。そういう仕事をやっ

てもらわないとそれを毎日封してそれを専門

に出す部門がありますからそこへ送り出すわ

けだ。そういう仕事が待っているわけ。それ

が終わってからどうするかと。それをまた今

度はもう一度これは編集処理，これはお便り

番組にとそれぞれより分けして。（M5 氏）

局員の家族も動員しながら，数百通のお便りを差

出人別に分類し，登録をした上で定型文の印刷やコ

メントの記入，手紙と記念品の封入れ，発送，番組

への振り分けなど，幾重にも設けられた作業工程に

対し分担して取り組まれていた。日本語学習者から

のお便りについても同じように丁寧に管理されたこ

とで，番組の中で紹介されるに至ったのである。M5

氏は続けて，当時「リスナーは神様」という考えが

あり，リスナーの存在そのものが貴重であったと述

べる。

あの当時，スローガンとしては「リスナーは

神様である」と。そういうスローガンがあり

ましたからね。やはり，大事にしなければな

らない。（中略）リスナーの人の放送を聞い

てくださること自体が，非常に貴重な存在で
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しょう。あの国は，はるばる離れてさ，非常に

不利な条件で短波放送とか中波でね。（中略）

リスナーの方々も，いろんな層がありますか

ら。学者もいるし，いろんな人がいる。だか

ら，いろんな提案は来るわけ。リスナーはい

わゆる倉庫だよ，いろんな知っている知識の

ね。そういうのをおっしゃってくださる方も

いらっしゃるからね。いろいろ資料は送って

くれるわ，日本の新聞の切り抜きは送ってく

れるわとかいろいろあるでしょう。（中略）ま

た，自分のいろんな私事，例えば「結婚しま

した」「出産しました」とかね。そういうこと

も伝えてくださってね。そういうことだと。

これは，私たちは本当に親しい感動で接して

くださると非常に感じますよね。こういうの

は，その手紙からね。本当に，全く手紙だけ

れども，こうして，はるばると放送を聞いて

私たちにそういう気持ちを伝えてくださる。

これは，非常に貴重なことですよね。だから，

そういう点ではこちらも感動する。（M5 氏）

背景として，今ほどに恵まれた環境でなかったこ

とが，かえってお便りそのものの価値を高め，リス

ナーのコメントは多くの貴重な知見が含まれた情報

源として捉えられていたのである。また，お便りの

内容は，放送そのものに関するものはもちろんのこ

と，リスナーの近況なども含まれていた。そのため，

放送局員は親しみや感動を覚え強い仕事のやりがい

を感じていた。返信する場合はなるべく早く返信す

ることを心がけ，また，同封する記念品なども工夫

していた。

記念品というのを考えないとね。毎年，毎月

同じ物ではリスナーの方に申し訳ないし，い

ろいろと考えなければね。専門にそれを考え

る人もいるし。もちろん，僕たちもシステム

大きいから日本語部だけじゃない。あとは，

東南アジア，ヨーロッパ，アメリカ。そうい

う部も，お便り返信組というのがあるから。

他のそういう一括して管轄している一つのシ

ステムがあるから。そこでは，もちろん，い

ろんな物を生産してくれます。絵はがきやら，

何だかんだ印刷してくれて。しかし，日本的

な切り紙は。こういう切り紙細工。そういう

物は，ほかの国はあまり利用しない。あまり

興味はない。ほかのリスナーの方には。日本

の方は非常にそういう細かい物には興味があ

るし，中国的なあれですから。僕たち専門に

そういう切り絵細工の工場，あるいはそうい

う地方，そこの河北省，山西省にもそういう

のがあるから，中国の三大切り紙の名所があ

るから，そこへ行って注文して「これお願い

します」と。そういう仕事もある。（M5 氏）

1975 年に入局し，北京放送のアナウンサーを担当

していたM3 氏も，お便りを紹介する番組に携わり，

大きな意義を感じていたという。

やっぱりお便りが一番面白かったですね。面

白かったというか，やりがいがある番組だと

思うんですよね。8年ほどやってたんですよ。

だから私の声を聞くと，「あ，このアナウン

サー，＊＊＊さん〔※M3 氏〕だ」と，知っ

てるリスナーがいるんですよ。声だけでです

ね〔※リスナーがM3 氏を判別している〕。テ

レビは顔が出ますから，ラジオは声だけです

ね。（中略）ですから本当によかったなと，あ

の番組をやっていて，と，つくづく思いまし

たよ。（M3 氏）

北京放送を日本語学習に役立てている学習者か

ら，あるいは，純粋に番組を楽しんでいるリスナー

から，放送局には日々膨大な量のお便りが届けられ

た。番組への反響に加え，多くの貴重な知見が含まれ

た情報網としてお便りは重要視され，返信を行なっ

たスタッフも，それを紹介したアナウンサーも極め

て大きな意義を感じていた。放送局では一通一通が

差出人別に戸籍化される等，細かな工程で整理され

返信されていた。こうした体制が，膨大な量のお便

りに記載された内容を丁寧に確認することを可能と

し，番組の中で日本語学習者のお便りが紹介される
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背景となっていたといえる。

5．4．日本語による放送がなされるまでのプロセス

北京放送が国交正常化前の各時期において，学習

者や教育機関で活用されたことが前節までに判明し

た。とりわけ，日本語の音声が不足していた時代の

重要な教材の一つであり反響も大きかったことが明

らかとなった。では，これらの放送はどのようなプ

ロセスを経て配信されていたのであろうか。

1953 年より北京放送のアナウンサーとなったM7

氏は，自身が原稿を読み放送されるまで次のような

手順で進んだと述べる。

中国語で新華社〔※新華通訊社〕から原稿が

来ると，これを日本語に訳すわけですよ。（中

略）その原稿をもらって，自分で下読みをし

て，日本語のおかしい所は自分で訂正したり

して，意見を出すわけです。ここはこういうふ

うにしたほうがいいとかいうことで。（中略）

オーケーになりましたら，それで仕上がった

原稿としてスタジオに行って，そのスタジオ

でその原稿を見ながら，録音をするわけです。

当時は直接放送はしませんでした。スタジオ

で録音をして，その録音した物をもう一度日

本語の責任者が審査をして，問題がなければ

放送に直接出すと，こういう形で。

中国国際放送局にて入手した 1970 年の番組表に

よると，その構成は図 3に示すように「毛主席語録・

ニュース・論評」「毛主席の著作から」「革命的模範

作品」「社会主義建設」「労農兵の論壇」「お便りの時

間」「毛沢東思想を活学活用する中国人民」というも

のであった（北京广播电台，1970）。1966 年に日本

から中国に帰国し北京放送のアナウンサーとなった

M4 氏は，「文革が終わって，改革開放になって，そ

れで私たち自分で日本語で原稿が書けるようになっ

たんですね。」と述べ，改革開放までは上述の録音で

の放送が続き，その後は放送局員も所定の形であれ

ば原稿を書くことができるようになったという。

中国国際放送局で入手した『中国国际广播电台

部门志（第一集）』（中国国际广播电台史志办公室，

2001）によると日本語放送を担った日本語組はM7

氏やM4 氏の証言の通りで，1968 年の時点で録音編

集担当 16 名，翻訳担当 17 名，アナウンス担当 4名，

事務担当 5名の 42 名で構成されていたと記録され

新華社

アナウンス

翻訳

録音
編集

お便り
返信

日本語人材
図 3．国交正常化前後の日本語放送の体制
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ている。改革開放以降については，日本語組は日本

語部に改組され，ニュース組，アナウンス組，音楽

組，特集組，中国語講座組，お便り組，に分けられ

た。1996 年には日本語部の主任，副主任が置かれ，

ニュース組，特集組，国内放送組，対外連絡組に分

けられる。図 3に示すように，各時期に共通する日

本語放送の基本的な業務単位としては，翻訳，アナ

ウンス，編集，お便り，があり，新華通訊社から届

いた中国語による原稿を日本語に翻訳するところか

ら始まり，アナウンサーによる下読み，責任者の

チェック，アナウンスと録音，を行い放送音源を作

成していたことがわかる。

これらの業務には緊急性の高いものも数多く存在

した。

中央の指導者の会見や談話のニュースが入っ

てくると，夜中何時でも，明け方でも飛び起

きて行って，スタジオに行ってそれを録音し

て日本に翌日の朝ね。5時半から 6時半まで

30 分間，日本語放送，朝特別あったんです。

（中略）それに間に合わせる。だから夜中の 2

時，3時でも良いわけです。その時は放送局

の夜勤の人たちが〔※待機している〕。（中略）

24 時間ね。その人たちが「周恩来〔※首相

（当時）〕がこう言う〔※声明を発表した〕」，

「日本の田中〔※角栄首相（当時）〕のニュー

スが入ったから急いで出勤してください」っ

て。電話が〔※アナウンサーの自宅に〕夜中

に掛かって来る。行って，朝 5時半のニュー

スに間に合わせて出すと，そういう生活でし

た。これが一番印象に残って，忘れられない

ですね。これは文革中もずっと続けましたか

らね，放送を。（M1 氏）

重大ニュースの放送は迅速に行う必要があり，放

送局は 24 時間体制で運営され，アナウンサーは必要

に応じて電話で連絡を受け駆けつけた。電話がアナ

ウンサーの自宅に設置されていなかった時期には，

アナウンサーを「值班」（“ジーバン”，夜勤の意）が

呼びに走り，アナウンサーは自宅から放送局へ自転

車タクシーで向かった。

必ず夜勤が一人残るわけです。アナウンサー

かもしくは翻訳者が。その人がそれを受けた

らそれを翻訳，自分では足りなかったら翻訳

者を呼んでもらって。その頃は電話がないで

すからね。家になんか電話もない。宿舎にも

ちろん電話がないですからね。だから呼びに，

「值班」の人がいるわけです。「トントン」と

呼びにくる人がいるわけです。各宿舎にいる

わけです。それでそのおじさんが「トントン

トン」と〔※ドアを〕たたく。簡単には帰ら

ないですよ，必ず顔を見るまで。〔※室内か

ら〕「はい」と言ったって駄目です。出てき

てドアを開けないと。開けたら「〔※值班担当

者〕ニュースが入りました」，何のニュースか

はもちろん言わないですけどね。「〔※值班担

当者〕ニュースが入りましたから，すぐに事

務所に来てください。すぐに来てください」，

「〔※M4 氏〕はい」，それでドアを閉めておじ

さん帰るわけですね。「值班」という専門そう

いう人。電話がないから「值班」の人がいる

わけですよ。（M4 氏）

　突っ込み。朝の放送。それで引き返すんだ

けど，電車もないでしょ。それで走って，“西

四”〔※北京の旧紫禁城西側に存在する地域の

名称〕まで走って。で，西四に人力車，まあ

自転車ですけどね，〔※運転手が〕寝てるん

ですよ。その人を起こして。「お金多く出すか

ら」って。放送局まで走ってもらう。で，3

時半に間に合わないと原稿が間に合わないん

ですよ。（中略）周総理の声明とか。それから

停戦協定の。（M7 氏）

急ぐのはアナウンサーだけではない。放送局内の

技術スタッフたちもそれぞれに懸命だった。緊急性

の高い放送の場合は，録音したテープを電波発信装

置が設けられた局の 4階まで走って届けるのだが，

時間が足りないため 30 分番組を分割しながら録音

し，録音できたものから運んだ。大切な録音テープ
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を運ぶにあたり，足を滑らせて転ばないよう，裸足

で往復しながら走り届けたという。

〔※緊急性の高いニュースの放送の場合は〕時

間的にきついんですよ。本当は30分の番組な

んですけど，30 分作るべきなんですけど〔※

原稿が〕間に合わないので，先に 15 分録音し

たやつを送って。出しながら，あと 5分やっ

たら 5分持って。3分，2分，1分と送る。そ

れはもう，そういう緊張の中をしたことがあ

るというのを覚えているんです。（中略）緊急

のやつがある。そういう仕事もやったの。だ

から僕たちも裸足になって。革靴脱いで裸足

で走るんです。安全だから。じゃなかったら

革靴で滑ったりなんかすると大変だというの

で裸足で走ろうと。走ったことありますよ。

4階ですから。あの時，エレベーター使わな

いんですよ。こうやって持ってパーッと駆け

るんですよ。あの時若いからね。やっぱり僕

たちが駆ける。二人くらいいたかな。そうい

うのは覚えてます。（中略）1分で送ったら，

こんな小さいので送らないでくれと。それを

持って駆けていく。それで待って引っ張って，

ここからストップ，スタートって。それまで

やって，それで走ったらやっとそこで座って。

（M6 氏）

分刻みでの録音と電波発信を行う作業は緊迫した

ものであり，繊細なテープや機器を痛めないように

緊張の連続だったという。

みんな機械を変えて次から次から録音して

パッと持っていくんです。「突っ込み原稿が

1分半のニュースが入った」，「元のテープか

ら 1分半のニュースを削らなきゃならない」，

そうすると機械にこれを乗せて原稿があるか

ら，「人民日報はこのように述べています」「ス

トップ」パッと次に出すわけです。そのニュー

スを。これを回している間に次のニュースを

ピッと飛ばすわけですよ。1分半のニュース

を飛ばして。「では，次のニュース」，そこの

所を出して「はい」，「と，このように語りま

した」，「はい」，こういうことをやる。ものす

ごい緊張です。もしその時にテープが上がっ

ちゃったらもうおしまいですからね。駄目に

なっちゃうんです。（中略）今思えば，すご

いことをやったなと思いますけどね。そうい

うぶっつけで。それで 1本入ったニュースの

後ろにキロヘルツと音楽と入れておくわけで

す。これが 1分半なのに 2分削ったら困るで

しょう。だからその時に「はい，ストップ」，

「はい，こっちのキロヘルツと音楽流して」，

「はい，ここで次のニュースが出るまで」，「は

い，ニュース。音楽削って」，「はい，次の

ニュース」，こういうこともやったんです。

（M4 氏）

新華通訊社から届いた中国語による原稿が到着す

ると，翻訳やアナウンス，編集，が行われ，リスナー

からのお便りの処理も行われた。冒頭で述べたよう

に，こうした北京放送の活動は社会状況や国際情勢

の大きな変化の中でも継続的に続けられていた。こ

の背景には，昼夜を問わず，それぞれの持ち場の中

で，それぞれの役割を懸命に果たしながら業務に取

り組んでいた放送局員たちの努力があり，それらの

積み重ねによって日本語放送は支えられていたので

ある。

5．5．アナウンサーの日本語トレーニング

1953 年より北京放送のアナウンサーとなったM7

氏は，アナウンスには放送ならではの難しさもあり，

また，さまざまな作業を同時にこなす必要もあり，

大変な苦労をしたという。

260 字が 1 分なんですよ。そうすると〔※読

み上げる速度は〕すごく遅いの。後から 300

になりましたけどね。しかも，私が読む原稿

の下書きは，相手の人が持ってるわけです。

（中略）だからすごく気を遣うわけ。もう汗が

たらたら，冷や汗が流れて。（中略）テーブル
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があって，時計があって。時計はスポーツに

使うあの時計なんです。それで待ってて，で，

こっち，録音盤，レコード。で，録音盤って

いうのは33回転。こっちは80何回転ですか。

それは動かなくて，自分で。自分で操作する

の。例えば，「しばらく『草原情歌』をお聞

きください」とか言うでしょ。そしたら自分

で針を回すわけ。だから非常に緊張。もう20

分の放送ですけども，原稿が終わったら手が

重くて，何十斤の原稿を持ったみたいな。そ

ういう緊張度がね。（中略）それから例えば停

戦協定〔※ 1953 年の朝鮮戦争休戦協定〕の，

朝鮮の，その原稿を〔※別の局員が放送中に

臨時ニュースとして〕持ってくるわけですよ

ね。そーっと開けて〔※音を立てないよう局

員が〕裸足で入ってきて，何が書いてあるか

わかんないのよ。全然わかんない。とにかく

2枚持ってくる。で，止めて「〔※局員〕あと

何分？ 2枚くらい」ってこと。で，あと何分

残ってるか，見なくちゃいけないでしょ。で，

それでまた 2分かせぐわけよね。で，終わっ

たらだいたい 28 秒前に終わらないと，今度，

アンテナを今度またよその国に回さなくちゃ

いけない。（M7 氏）

M1 氏は，「一人アナウンサーを養成するのに 5年

かかりました。（中略）放送員としては 5年かかりま

すね」（M1 氏）とも述べ，十分なアナウンス技術を

有する一人前のアナウンサーを養成するために 5年

は要したという。

日本に生まれ，日本語環境で育った帰国華僑で

あっても，アナウンスとなると苦労も多く，また生

まれ育った地域の言葉の影響もあった。1966年に日

本から中国に帰国し北京放送のアナウンサーとなっ

た帰国華僑のM4 氏は，「問題は関西弁ですよ。あと

文章の理解とかそういうものは 30 年も日本で生活

してましたから，それは大丈夫なんですけどね。主

には発音，アクセントですよ。それがやはり一番大

変だったですね。」と回想する。

M3 氏は，日本語力の向上のために発声と発音の

練習等を毎日行い，それは日本語放送に携わるアナ

ウンサー全員の習慣であったと述べ，他の外国語放

送と比しても特別に熱心で，局内でも有名だったと

いう。

アナウンサーとしては，別にね，苦労したっ

てことはなかったと思うんですけども，やは

り先生について一生懸命勉強したことはしま

した。発声と発音の練習とか，毎日毎日です

よ。トレーニングですよ。「あいうえおあお」

とかですね，それから，「られりるれろらろ」，

「ういろう売り」とかですね，毎日のように

やってたんですよね。（中略）昔って，毎日 8

時ちょっと前にですね，日本語部のミーティ

ング，会議があって，それが終わってですね，

アナウンス部に戻ってこういうトレーニング

をするんですね。これ，毎日ですね。だから，

北京放送では本当に有名ですよ。日本語部で

すね，だいたい朝の 8時半ですね，そのトレー

ニングの声が響き渡るんですよ。（中略）み

んなで大きな声を出して練習しました。（M3

氏）

こうした中，日本でアナウンスの専門的なトレー

ニングを受けた人材が招聘され，日本で得た知識や

経験が日本語部内で共有され学習に役立てられたこ

ともあった。1929 年に神奈川県大磯に生まれ，1963

年に中国に渡ったM1 氏は，東北大学を卒業し早稲

田大学大学院で学んだ後，日本電波通信社に就職。

東京アナウンスアカデミーにてアナウンスについて

長期研修を受けた経験を持つ。そのため，渡中後に，

発声練習やアナウンサー同士の勉強会における指導

を要請されることが多くあったという。

若い人たちもね，あれしたし，華僑の人にも

ね。発声，発音だとかね。これはもう，組長

が 「＊＊＊さん〔※M1 氏〕，一番新鮮な新し

い日本語，活き活きした日本語を身に付けて

きてるから，うちの若い人たち，放送に使う

言葉についていろいろ指導したり，注意した
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りしてもらいたい」と，そういう要請もあり

ましたしね。（中略）毎日，気がつくところを

ね。「これ，アクセントおかしいよ」とかよく

言って。それから先ほど言ったように，北京

大学だとか人民大学で日本語を勉強して，会

話の上手な人が放送局で，日本語部で採用し

ましたから，その人たちと。国内の中国人と

帰国華僑と。これが主に放送局のね，主要な

人材ですね。アナウンスの方面では。それは

主に組長さんで，日本語部最高の責任者がね，

その録音テープを聞いて，おかしいところが

あったら意見を出すわけ。で，また私に相談

もあります。「＊＊＊さん〔※M1 氏），ここの

ところ，こんなふうに聞こえるんだけど，こ

れでいいのかね？」とかいうことで，「ああ，

そうでしたね。私，気がつかないで，聞き過

ごしましたね。ああ，そうですね。ここのと

ころの発音はこうなる。アクセントはこうな

るよ」ということで，最終的にね。（M1 氏）

当時アナウンスを担当した主な人材としては，図

3に示すように，日本で日本語を習得した帰国華僑

の専門家，北京大学や人民大学等の中国の機関で日

本語を学んだ専門家がいたが，M1 氏のように日本

から招聘されたケースも稀にあり，活きた日本語の

話し手として，また，アナウンスの専門家として重用

され，アナウンサーへの研修依頼や指導要請もあっ

たのである。

帰国華僑として中国に戻り，北京放送のアナウン

サーとなったM6 氏は，番組を担当できるようにな

るまでには長い研修期間があり，担当が決まってか

ら後も，時間は 1分からであり，アナウンス部全員

の指導と訓練を受けながら徐々にその時間を伸ばし

ていったという。それだけに，電波に自らの声が乗

ると喜びも格別であり，そうした音声を自ら聴くこ

とによって，さらにアナウンス技術に磨きをかけて

いた。

一生懸命勉強して，一応，ニュースからです。

ニュースやる前には，その前には予告。1ペー

ジの予告ですよ。「今日の番組はこれとこれと

こういうのをやります」というようなお知ら

せ。そういうものから始めて。1分，たった 1

分ですよ。それから後は，10 分ニュース・5

分ニュースからですよ。5分のニュースから

勉強を始めて，それを録音に取って。それで，

みんなに聞いてもらって。みんなから「これ

なら入っていいよ」と言われたら今度は仕事

できるんですけど。「まだ駄目ですね。もう少

し練習しないと」と言われるとまた練習しな

いといけないし。（中略）厳しい訓練を受け

てアナウンサーをやって。（中略）一番最初，

声が電波に乗ったのはいわゆる予告でお知ら

せですよ。やっぱり嬉しかったです。自分で

聞いたんですけど。「〔※M6 氏〕あ，自分こ

んな声してんのか」と言ったら，「〔※他の同

僚アナウンサー〕そんなもんですよ」と言っ

て。専門家に言わせると「声というのはマイ

クが，あんたの一番いい声を取ってくれるん

だ」と。それは訓練する中で，だから自分が

マイクに向かって話してると，その反響がま

た精神，神経を通して自分でいい声に変わる

んですって。変えていくわけです。自分で調

整するわけです。（M6 氏）

国交正常化前の中国では，日本語の学習のための

教材は限られており，北京放送は音声教材として各

所で用いられ学ばれていた。そうした極めて高い質

の日本語放送が実施できた背景には，日本で日本語

を習得した帰国華僑の専門家，中国の大学で日本語

を学んだ専門家，日本から招聘された専門家達が協

力し合う体制と確かな研修や訓練の環境があったこ

とが明らかとなった。

5．6．現在の日本語メディアの役割

1941 年の放送開始から 75 年を経た現在，日本語

メディアを学習に役立てた経験を持つ人材が，現在

の日本語メディアを担う立場になっている。1989年
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から『人民中国』編集長を務めたM2 氏は，自身も

『人民中国』等の日本語メディアを通して日本語を学

習した経験に基づき，2000 年代初頭から高等教育機

関において日本語メディアを通した学習の場を設け

ている。M2氏は，日本語メディアが今日においても

日本語学習に活用できる可能性があると指摘し，そ

うしたメディアを制作する立場にある仕事に，幸福

を感じているという。

〔※日本語メディアの〕第一目的は，もちろん

それ〔※日本語学習〕じゃない。〔※『人民中

国』については〕，もちろん，やっぱり，日本

人読者のニーズに合わせて，中国の最新事情

を理解してもらうためのメディアですね。で

も，確かに，中国語の勉強，あるいは日本語

の勉強の役割もあると。私自身もですね，高

校時代，それを教材として日本語を勉強して

きたので。だから，いろいろ考えたんですよ。

（中略）私が編集長になってから，初めて意識

的にですね，大学で『人民中国』を普及する

試みをしたんです。それは，『人民中国』が

教室に入るというキャンペーンを，当時，北

京外語大学の先生の協力の下でやってみたん

です。今はものすごく交流の輪が広がってで

すね。だから，今はですね，いくつかの大学

が『人民中国』と契約してですね，いわゆる

教育実践の基地としてるんです。『人民中国』

を，だいたい 1カ月くらいですね，学生がこ

こ〔※人民中国雑誌社〕に来て。雑誌作りの

1カ月の全過程を体験して。翻訳，校正から

最後の。まあ，企画の段階も聞いて，参加し

て，そして最後はですね，『人民中国』，非常

にユニークな編集会議，タイトル会議があり

ます。今さっき説明したように，タイトルは，

文章はほとんど半分くらい中国語から成って

ます。その中国の文章を，もちろん日本語に翻

訳します。しかし，タイトルはですね，翻訳

してもなかなか日本人読者にとっては伝わり

づらいですので，リライトしますね。だから

半日くらいですね，毎月半日くらいそのタイ

トル会議をやって，その時に日本人スタッフ

と中国人スタッフが一緒に集まってですね，

議論するわけですよ。どうやったらもっと効

果的に伝わるか。それは翻訳じゃなくて，超

訳ですよ。だから，『人民中国』では超訳の試

みをしてます。（中略）私個人の経験，中日

交流をライフワークとしてやってきたんです

けど，一番勉強になったこと，あるいは人生

の富となったことは何かと言うと，いろいろ

面白い，尊敬すべき人との出会いですね。だ

から，『人民中国』というプラットフォーム

が本当に非常にユニークなところは，いろい

ろな人との出会い。まったく関係のない人か

もしれないけど，この人と出会ったと。あと

で考えたら面白い経験だと。そういうような

経験の積み重ねは，非常に素晴らしい人生の

体験だと思います。交流を通じていろいろ素

晴らしい日本人との出会い，素晴らしい日本

文化との出会い，そして日本文化を中国に紹

介する，逆に中国を紹介するという仕事にも

携わっていて，非常に幸せな人生だと思いま

す。（M2 氏）

北京放送においても，2000 年よりウェブサイトが

設けられ，映像や記事などが配信されている。聴取者

が直接書き込みを行ったり，相互に情報を交換した

りするシステムも設けられている。このように，現

在の日本語メディアは，言葉と文化との出会いや学

習の機会にとどまらず，それ自体が交流の場として

機能するに至っている。日本語メディアの新たな展

望として，こうした国際文化交流のプラットフォー

ムとしての役割が拓けているといえるだろう。

本研究が明らかにした国交正常化前の日本語メ

ディアがそうであったように，現在の日本と中国と

の言葉と文化の相互理解と交流促進に際し，日本語

メディアは時代に即した形で大きな役割を果たして

ゆくものと考えられる。そして，ひいては，21 世紀

のグローバル世界の中で，「アジアの時代」を担う
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日本と中国との良好な関係構築を通した世界情勢の

安定と連携強化を促す極めて重要な機能にもつなが

り得るものであり，困難な状況においては尚更に，

日本語メディアならではの役割が期待されるのであ

る。

6．結論と今後の課題

6．1．国交正常化以前における日本語学習用教材と

しての日本語メディア

本研究では，中国の深い日本理解を支えた日本語

メディアについて，これまで着目されることの少な

かった日本語教育の切り口からアプローチした。具

体的には，1949 年から 1970 年代初頭までの日中国

交正常化以前に中国における日本語の情報発信や交

流に多大な貢献を果たしたメディア関係者と学習者

へのオーラルヒストリー調査を実施した。得られた

データと資料の分析では，中国国際放送局による日

本語放送に着目し，日本との国交正常化前の中国に

おいて，日本語メディアがどのように日本語学習や

教育に活用され，それに携わった当事者はいかなる

形で日本語を通した情報発信に携わり，どのような

考えと手法で職務を全うしたかについて考察を行

なった。

結果，北京放送は，日本語学習機会や教材不足が

顕著であった時期において，日本語学習用の教材と

して個人にも機関にも積極活用され，最も重要なヒ

アリング素材として拠り所とされていたことが明ら

かとなった。その内容は，中国国内の状況や情報を

海外に発信するという特性を持つことから時々の社

会状況にも即しており，また，学習者の内容理解の

側面からも効果的であった。さらに，電波が届く地

域であれば農村部等でも聴取可能であり，広い地域

で利用された要因ともなっていた。国交正常化前の

中国において，日本語メディアは，内容としても，

形態としても，時々の日本語学習ニーズに合致し，

日本語人材育成に活用されていたことが指摘できる

のである。

6．2．日本語メディアを支えた人々の貢献と体制

放送を担ったアナウンサーたちは日々の研鑽を怠

らず，現地で日本語を学んだ中国人専門家，帰国して

アナウンスを学んだ帰国華僑専門家，日本から招聘

された日本人専門家の三者が，極めて高度な日本語

による放送を支えていた。その背景には，日本で日

本語を習得した帰国華僑の専門家，中国の大学で日

本語を学んだ専門家，日本から招聘された専門家達

が協力し合う体制と確かな研修や訓練の環境があっ

た。また，メディアとしての情報の正確さや新規性

も維持され，朝夕問わず配信できる状態が常に保た

れており，アナウンスや録音，編集，放送，聴取者

から届いたお便りの整理と返信，といった様々な役

割において，それぞれの担当者が力を尽くし取り組

んでいた。こうした個々の功績や連携体制は，国交

正常化前の当時において広く認知されることは難し

かった側面があるが，日本語の学習と教育に用いら

れることで日本理解を支えた日本語メディアの役割

と共に，それを支えた人々の貢献についても今回の

調査で具体的に浮かび上がる結果となった。これら

は，現在と未来の日本と中国との相互理解や交流促

進を考える上で，極めて重要な示唆に富む資料にな

るものと考えられる。

6．3．今後の在り方や進むべき方向に関するビジョ

ン構築のために

中国における日本語の学習は，戦後複数回にわ

たってさまざまな緊張状態に置かれた日中関係を日

本理解という形でつなぐ役割の一端を担うもので

あった。本研究では，これまで着目されてこなかっ

た日本語教育という側面から，現代中国における日

本語メディアの歴史にアプローチし，既往の研究で

は用いられていないオーラルヒストリーの手法を採

用することで，その実態と果たした役割，携わった
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人々の貢献について明らかにした。

日本語メディアの歩み，とりわけ，国交正常化前の

困難な時期においても人々の尽力により続けられた

活動の歴史は，中国という国が日本という隣国を理

解し，共に対話を重ねたプロセスそのものでもある

といえる。そこには，現地で日本語を学んだ中国人

専門家，帰国してアナウンスを学んだ帰国華僑専門

家，日本から招聘された日本人専門家等が集い，そ

れぞれの専門性や能力を惜しみなく提供し協力し合

うことで高度な日本語放送が展開されていた。そし

て，放送を通して日本語を学ぶ中国の学習者や，日

本で放送を聴いた聴取者もまた，お便りという形で

番組へのリアクションや情報提供を熱心に行い，日

本語放送のよき支援者であった。

日々変化する社会状況や国際情勢の中で，継続し

て行われたこれらの取り組みは，結果的に中国にお

ける日本への理解や日本語人材育成に多大な貢献を

果たし，その後の国交正常化時代における両国間の

国際交流と相互理解の礎ともなっていたのである。

現在と比較しても厳しさや困難の多かった時代にお

いて，こうした人々の実現した国際文化交流の姿は，

「アジアの時代」の日本と中国との関係深化と今後の

ビジョン構築のための重要な論点を提示してくれる

ものと考えられる。

課題も残されている。まず，追加的に行われるべき

調査としては，日本語メディアの担い手に加え，メ

ディアの設置に携わった政策担当者へも調査範囲を

広げ，日本語メディアがいかにして設立されたかを

詳細に把握するというアプローチが考えられる。そ

うした分析により，先に述べた困難な時期において

も継続的に運営が可能であった要因について，より

深い洞察が得られる可能性がある。また，国交正常

化前の中国における日本語人材育成に日本語メディ

アが多大な貢献を果たした実態は明らかにすること

ができたものの，そうした傾向が中国以外の国や地

域にもあったのか，あったとすればどのようなもの

であったのかについては言及することができなかっ

た。いずれも今回の研究テーマの範囲では十分に考

察することができないため，これらの点は今後の課

題となる。研究倫理と各国各地域の法令に基づく手

続きを経た上で，順次発展的に取り組んでいきたい。
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Abstract

The learning of Japanese in China played an essential role in forging the relationship be-

tween the two countries, which was confronted with quite a few tensions in the post-war 

period, through the enhancement of an “understanding of Japan.” Now and in the future, 

the learning of Japanese shall undoubtedly play an important and continual part in culti-

vating leading people for the maintenance of Japan-China relations. From a quantitative 

and qualitative viewpoint, China leads the world in Japanese language education with both 

a prominent number of students and highly qualified human resources. This study sheds 

light upon a new facet of the two countries’ history of mutual understanding and cultural 

exchange by considering the role of media circulated in Japanese in China’s Japanese lan-

guage education scene and its relative realization. The study investigates an unexplored 

oral history of announcers from broadcasting offices and reporters from newspaper and 

magazine companies – media which contributed to the exchange and transmission of in-

formation in Japanese before the normalization of diplomatic relations in China.
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