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満洲国の短波放送 

 

代珂 首都大学東京 

 

１． 満洲地域の放送施設について 

・放送局一覧（1943年） 

放送局名 コールサイン 

（両放送共通） 

キロサイクル 

（第一放送） 

キロサイクル 

（第二放送） 

大連中央放送局 JQAK 760 1065 

奉天中央放送局 MTBY 885 1250 

安東放送局 TQBK 805 1260 

営口放送局 MTPY 1025 1270 

錦県放送局 MTOY 575 955 

通化放送局 MTTY 1035 725 

新京中央放送局 MTCY 560 180 

哈爾浜中央放送局 MTFY 674 1055* 

北安放送局 MTUY 725 1025 

牡丹江放送局 MTGY 745 1015 

佳木斯放送局 MTNY 615 845 

間島放送局 MTKY 1270 785 

富錦放送局 MTQY 1280 - 

東安放送局 MTVY 915 - 

斉斉哈爾放送局 MTLY 835 1075 

海拉爾放送局 MTRY 935 1260 

黒河放送局 MTSY 795 1100 

承徳放送局 MTHY 1280 915 

*第三放送 1280 

注：満洲国では、機械上の制限により 500KC―1500KC以外の聴取は不可能 

・終戦までの増設状況 

孫呉（1943年 12月 1日）、赤峰（1943年 12月 1日）、鞍山（1944年 9月 1日）、撫順

（1944年 9月 1日）、本溪湖（1944年 9月 1日）、吉林（1945年 1月 25日）、興安（1945

年 6月 1日）、阜新（1945年 7月 15日）1。 

・対外放送施設 

  大連中央放送局（1936 年 12 月） 

JDY（9925）、JDZ（5710） 

                                                   
1 『満洲年鑑昭和 20年版』、『満洲放送年鑑』昭和 15年巻より筆者が整理した、（ ）は放送開始日 
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  新京中央放送局（1939 年 7 月） 

MTCY（11775、15200、6125、9545、6035、9665、5830、10065） 

 

２． 短波放送（対外放送）について 

 ・発端及び発展 

 満洲に於ける対外放送は、事変発生に際し、蒋政権の逆宣伝に対抗するため、大連放送

局の活動にはじまり、その後支那に於ける新政府の樹立に伴い、防御的態勢より積極的態

勢へと移り、大連放送局を廃止して新京から短波放送を開始した。これは日、支、独、英、

露、蒙語により東亜一圓、欧州および北米西部地方に向け、満洲の現状を正しく認識させ

るべく国際電波戦に参加して、厳然たる日満両帝国の立場を全世界に宣揚しつつあるが、

大東亜戦争勃発後特に思想戦、宣伝戦の有力な武器として威力を振い、施設も拡充して北

米向一波長、又南支、南洋向一波長を増加すると共に、その放送時間もそれぞれ延長した2。 

 ・目的、動機 

 一国に不利なるニュースが飛べば、一国はそれを直ちに打ち消す手段や、方法や、ニュ

ースを強力な電波によって応戦する。美しい最高の音楽は相手国の国民の耳を獲得する為

に放送され、十分引きつけた時に重大ニュースを放送して相手国の国民を恐怖と不安にぶ

ち込むのである3。 

 ・放送指向地、時刻、用語など 

（1） ヨーロッパ向放送 11775KC、15200KC  使用言語 英語（時に独、仏語） 

放送時間 日本時間 午前 6:00-6:50 

          GMT（前日） 21:00-21:50 

          英、仏、白、和（前日）午後  9:00-9:50 

          独、伊、丁、波（前日）午後  10:00-10:50 

（2） 北米西部向放送 11775KC、15200KC 使用言語 英語 

放送時間 日本時間 午後 3:30-4:20 

          GMT 6:30-7:20 

          北米西部（前日）午後  10:30-11:20 

          布哇（前日）午後  8:00-8:50 

（3） 極東一圓放送 6125KC 

使用言語 蒙古語（10:30-10：40）、露語（10:40-11:30） 

放送時間 日本時間 午後 10:30-11:30 

          GMT 12:30-14:30 

（4） 南洋向放送 11775KC、9545KC 使用言語 日語、中国語、英語 

放送時間 日本時間 午後 11:50-12:55 

          GMT 14:50-15:55 

          北京・上海・香港・比律賓 午後 10:50-11:55 

                                                   
2 満洲電信電話株式会社編『電々の十年』、p.338、1943年 
3 弘報処放送班「弘報機関としてのラジオ放送」、1939年 9月 
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          シンガポール 午後  10:10-11:15 

          シドニー・メルボルン（翌日）午後  0:50-1:55 

 ・放送内容選定要旨 

（1） 満洲国の厳然たる存在と健全なる躍進を宣揚し、建国精神に基づく門戸開放、民

族協和、王道楽土の実相を紹介せんとす。 

（2） 現下の国際情勢に対処し、満洲国の国際正義に立脚せる確固不動の態度を宣揚し、

強調せんとす。 

（3） 防共協定参加国たる満洲国の立場を闡明し以て防共の世界的意義を強化せんと

す。 

（4） 特定地帯に対しては積極的宣伝内容を多分に盛り必要に応じ逆宣伝に対する反

射的放送を考慮す。 

＊日、満、英、蒙語資料の収集及び編集は新京中央放送局、露語資料は哈爾浜中央放送

局。ニュースは対外向に編集し、国通ニュースより選定の上之に弘報処、協和会等作稿

の論説的トピック等を加える。 

 

３． 国際放送について 

 ・対外放送との区別（目的） 

 国際放送の意図する処は盟邦諸国との友好親善関係を増大せしむることに存する、其方

法は相互の文化と善意を電波に乗せて交換しあることである4。 

 短波対外放送の強化拡充による成果と共に今や世界電波戦に参加しつつ相当な活動を見

せている。特に対外放送が主として対敵放送の性格を帯びている現在、之に密接な協力を

なしつつ国際放送は友交国への宣伝及び友交国との相互連繋の強化を目的として実施され、

両者相俟って対外宣伝の使命を遂行しつつある5。 

 ・発端及び発展 

 昭和 9 年 3 月 1 日、アメリカに向け放送された「皇帝御即位大典実況放送」 

 第一期 

 昭和 13 年 ファシスト党親善使節団訪日満 満洲国から友邦伊太利へ 

同年秋 満洲国より遣欧使節団の現地報告放送 

同年 9 月 21 日 ムッソリーニ首相の演説が国際放送によって初めて満洲国に 

昭和 14 年 奉天中央放送局より独に「訪満独逸記者団員視察談」 

同年 6 月 10 日 アメリカに対して「満蒙国境紛争事件について」 

昭和 15 年 「聴取者三十万突破特別番組」の一部として伊太利、独逸より音楽放送 

第二期 

昭和 16 年 伊太利放送会社と放送交換に関する覚え書を交換、原則として毎月交互に

相手国に対して放送を行うこと（昭和 16 年は計 17 回実施） 

満洲国建国節慶祝放送、独逸国際日特別放送、協和会創立記念日特別放送、承認記念特

                                                   
4 山根忠治「吾が国放送業務の概況」（二）、『宣撫月報』第 56号、1941年 9月 1日 
5 満洲電信電話株式会社編『満洲電信電話株式会社十年史』、1943年、p.1490 
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別放送等、独逸と計 9 回 

 

第三期 

昭和 17 年 1 月 15 日 満伊放送協定正式締結 

昭和 18 年 1 月 15 日 満独放送協定正式締結 

 

・放送内容の一例 

満伊放送協定締結一周年記念交驩放送（昭和 18 年） 

 1 月 15 日（送、受）  

 伊太利側 （イ）挨拶 伊太利放送協会 理事長ラウル・キオデリ 

      （ロ）独唱 歌劇抜粋 ベニヤミーノ・ジーリ 

 満洲側  （イ）挨拶 新京中央放送局 副局長 金澤覺太郎 

      （ロ）満洲楽 「青雲直上」外 新京音楽団 

 2 月 27 日（受）講演と軍歌 「現代戦争に於ける伊太利将士の勲功」 

 3 月 30 日（送）講演と音楽 「戦時満洲国點描」、「大満洲進行曲」外 

 

 満独放送協定締結記念交驩放送（昭和 18 年） 

 2 月 10 日（送、受） 

 満洲側 （イ）挨拶 ワグネル公使、廣瀬総裁 

     （ロ）講演「満洲国産業の発展」 独逸通信社マンレッド・ベーゲンカムブ 

     （ハ）録音「豊満ダム建設実況」 

     （ニ）管弦楽「暁雲」 新京音楽団 

 独逸側 （イ）挨拶 呂宜文公使、グラスマイヤー総裁 

     （ロ）管弦楽「コリオーラン」序曲外 柏林放送管弦楽団 

 3 月 10 日（受）講演 「独逸と欧州自由戦争」 

 4 月 14 日（送）講演と実況録音 

 

４． 結び 

・満洲地域の放送網、ラジオ放送による攻防戦 

・対外放送と国際放送に分けた放送戦略 

・電波により作り出された「満洲国」について 


