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ラジオ体操シンボルマーク 
 
 
【質問】 
 あなたは「ラジオ体操」をしたことがありますか。ラジオ体操

の思い出や知っていることを出し合いましょう。 
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【問題】 
 ラジオ体操は，いつから日本でやられているのでしょうか。日

本のラジオ放送は 1925年（大正 14）に始まりました。 
 
予想 
ア ラジオ放送と同時 
イ 放送開始後数年して 
ウ 大東亜戦争開始の頃 
エ そのほか 

 
 

 
鉱石ラジオ 
JOAKは東京放送局のコールサイン 
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■即位の礼 
 世界初のラジオ放送は米国で 1920 年に行われたものです。
1922年には英国 BBCもラジオ放送を開始し，1925年，日本は世
界で 9番目にラジオ放送を開始しました。 
 しかし，ラジオ体操は，放送開始とともに始まったのではあり

ません。ラジオ体操は，ラジオ放送開始 3 年後の 1928 年に，あ
ることの記念事業の一つとして始められました。それは昭和天皇

の「即位の礼」でした。 
 
 
【問題】 
 ではこのときのラジオ体操は現在のラジオ体操と同じものだっ

たでしょうか。体操の内容や伴奏曲はどうだったでしょうか。 
 
予想  
 ア 現在ものとほぼ同じ 
 イ 現在のものとかなり違う 
 ウ なんともいえない 
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■最初のラジオ体操 
 最初のラジオ体操の伴奏曲は，現在と違う「可愛い歌手」とい

う曲でした。でもこの曲の使用は著作権者に無断だったため，そ

の後に新しい伴奏曲がいくつか作られ，「ラジオ体操其の二」「其

の三」などと呼ばれました。現在とは違って，伴奏曲がいくつか

あったのです。 
 では体操の動作の方はどうでしょうか。現在のものとほぼ同じ

動作もありますが，全体としては，やはり違っています。 
 
 
【問題】 
 このラジオ体操の実施を決定したのは，日本放送協会（NHK）
ではありません。では，だれが始めたのでしょうか。 
 
予想 
ア 厚生省 
イ 軍部 
ウ 文部省 
エ そのほか 
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■逓信省 
 ラジオ体操，正式名称「国民保健体操」の実施を決定したのは，

逓信省（後の郵政省）の簡易保険局でした。簡易保険局というの

は，簡易保険という生命保険を扱うところですが，どうしてラジ

オ体操を始めたのでしょうか。 
 実は，簡易保険局は外国でやっていたラジオ体操を日本にも取

り入れようとしたのです。まず，そのことを見ていきましょう。 
 
 
【問題】 
 簡易保険局が模倣したのは，1925年に米国の企業が自社ビルか
ら毎朝 20分間の放送を始めていたラジオ体操でした。 
 では，その企業は何を一番の目的としてラジオ体操を始めたの

でしょうか。 
 
予想 
ア 会社の宣伝 
イ 集団精神の涵養 
ウ ラジオ受信機の普及 
エ そのほか 
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■簡易生命保険 
 その企業はメトロポリタン生命保険会社という保険会社でした。

その会社がラジオ体操を始めたのは，健康保険の宣伝と自社の利

益増大が目的でした。 
 生命保険は当初，掛け金が高かったため，一部の富裕層しか入

ることができませんでした。メトロポリタンは，「掛け金が安くて

医師の診断が不要」という「簡易生命保険」を売り出して，急成

長して，米国最大の保険会社となっていました。 
 しかし，メトロポリタンは，ふたつの課題を抱えていました。

そのひとつは，当時の多くの人々が持っていた「保険会社は人間

の死を売り物にする商売だ」という「悪いイメージ」で，もうひ

とつは，「契約者が早死にしてしまうことによる損失」でした。 
 ラジオ放送は，始まってすぐに広告効果が大きいことが分かっ

ていました。そこで，ラジオ放送を使って「毎日のたのしい体操

で多くの人の寿命が 15年から 20年のびるでしょう」と体操曲の
放送を始めたのです。つまり，保険会社が健康を訴えることで，

そのイメージを死から生へと転換し，契約者が健康になることで

保険金支払いを減らそうとしたのです。 
 
 
【問題】 
 このラジオ体操は米国人に受け入れられたのでしょうか。放送

された 15の州でどれぐらいの人が実施したと思いますか。 
 
予想 
 ア ε%以下  イ 10%ぐらい ウ 20%よりも多い 
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■プロパガンダ 
 このラジオ体操を視聴可能の地域人口の 20%，約 400万人が実
施したといいます。この体操は YMCAの宣教師が担当していまし
た。番組には「より詳しい健康情報，体操図解はメトロポリタン

生命保険まで」と CMが入り，問い合わせが殺到しました。 
メトロポリタンには 4万通の感謝の手紙が届き，一番多かった
内容は「体重が減った」というもので，美容体操として人気があ

ったことがわかります。 
このラジオ体操は，学校や軍隊などでも取り入れられ，「休んだ

子どもから罰金を取った」という学校もありました。また，教会

も「幸福の道において最も重要なのは健康」と推薦していました。

メトロポリタンは，「病気が治った」という「感謝の手紙」ととも

に，「ラジオ体操により死亡率が低下」と盛んに宣伝しましたが，

それは事実ではありませんでした。しかし，保険会社のイメージ

転換には大成功したのです。 
 
 
【問題】 
 そのメトロポリタンを視察した簡易保険局の役人が，日本でも

ラジオ体操を取り入れようとしたわけですが，その目的はメトロ

ポリタンと同じで「イメージ転換，死亡率低下」だったのでしょ

うか。 
 
予想 
 ア 同じだった 
 イ 違っていた 
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■日本の簡易保険 
1916 年逓信省はメトロポリタンのような簡易保険事業を始め
ました。しかし当初国民は「保険に入ると早死にする」と生命保

険を嫌がりました。これに対して簡易保険局は，徹底的に「保険

に入っていなかったばかりに残された者が不幸になった」という

「脅かし」で，契約を勧め，1923年の関東大震災もきっかけとな
り加入者は大きく伸びていました。 
しかし，「死亡率が高いことによる保険金支払い過多」の問題は，

日本でも同じでした。日本式の勧誘の結果として「病気で死にそ

うな人」がたくさん加入していたのです。 
 メトロポリタンに視察に訪れていた簡易保険局監督課長は，「ラ

ジオ体操で死亡率を減らしている」とメトロポリタンの「宣伝」

に感激し，日本でもラジオ体操の実施を提唱したのでした。 
 こうして 1927 年，簡易保険局は民間生命保険会社協会と放送
局と共同で，一般に「ラジオ体操」といわれることになる「国民

保健体操」の開始を決定，1928年の即位の礼に合わせて始めるこ
とにしました。 
 
【問題】 
 しかし，日本放送協会の放送では CMを流すことができません。
そこでラジオ体操はどうなったのでしょうか。 
予想 
ア 民放を使った 
イ 簡易保険の宣伝だけは特別に許可された 
ウ CMなしで行われた 
エ そのほか 
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■日本放送協会 
 日本でラジオ放送が始まるとき，多くの新聞社などがラジオ局

設立に立候補しました。しかし，政府は民放を認めず，東京，名

古屋，大阪の三つの公益法人のみでラジオ放送はスタートしまし

た。その後「放送局は民族に一つでよい」として，三つの放送局

は日本放送協会として統合され，ラジオ体操も日本放送協会が放

送したのです。 
 しかし，日本放送協会が広告を放送することは許されていませ

んでした。そこで日本のラジオ体操は，その公式目的を「集団的

精神の培養」として，即位の礼の事業にしたのです。そして 1928
年 11月 1日朝 7時，ラジオ体操が開始されました。 
 
 
【問題】 
簡易保険局は「国民保健体操の周知奨励講演会」などを全国で

開くとともに全国の郵便局も動員して，ラジオ体操と簡易保険の

宣伝に努めました。それらの宣伝では「ラジオ体操の目的」がど

うなっていたでしょうか。 
 
予想 
  ア 長生き 
  イ 体格向上 
  ウ 愛国心 
  エ そのほか 
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■弱肉強食 
 メトロポリタンのラジオ体操を視察した役人は，「白人の筋肉美

の秘密はこれだ」とも思い，ラジオ体操を「日本人の体格向上の

ためにも取り入れるべき」と主張していました。 
 この考えは，ラジオ体操宣伝のための講演会などで，「日本人が

これから欧米列強と競争して行くにあたり，健康体育の改善が必

要である」と主張され，「弱肉強食，適者生存の世界において，不

健康は社会的不道徳=愛国心がない」という考えとなっていったの
です。つまり「ラジオ体操は国民の義務」だというのです。 
 
 
【問題】 
 日本のラジオ体操は国民に歓迎されたのでしょうか。 
 
予想 
ア なかなか広まらなかった 
イ すぐに広まった 
ウ 反発も少なくなかった 

 
 
 
 
 

昭和 4年のポスター 
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■ラジオ体操の普及 
 ラジオ体操が始まっても，ラジオ受信機は全国に 50万台しかな
く，その普及はレコードに頼っていました。1929年 2月 11日，
日本放送協会は全国ネットを達成し，「紀元節」より全国放送を開

始しました。これにより，ラジオ体操も実際に「全国で統一して

実施」されるようになりました。放送局も普及に積極的になり，

体操実習会を開催したりするほか，小学校の運動会ばかりか，指

導希望者の家にまで出向いて指導を行いました。 
 1930 年には東京の巡査が夏休み中の子どもたちのためのラジ
オ体操の会を企画し，これが全国に広がっていきました。ラジオ

体操は視聴者の 48%が聞いていた番組でした。日本人には「隣が
やっているのだからやらないわけにはいかない」という心理が働

いたことでしょう。 
放送局に集まったラジオ体操感想文 3300通には「ハゲ，白髪，
肩こり，頭痛，リウマチ，ヒステリーが治った」というものが多

くありました。 
そのほかにも，「ラジオ体操でなら，センセイ（=前に立つ人）
になれる」という喜びや，「ラジオ体操でなら，女性でも大股開き

ができる」という「女性解放」的な面もあったようです。 
そして，それまで日祝日は放送していなかったラジオ体操は毎

日放送されるようになり，それまでのラジオ体操を「万人向け」

の「ラジオ体操第一」として，「青壮年向け」の「ラジオ体操第二」

の放送を始めました。 
「第二」の伴奏曲もいくつかあり，ドイツの軍歌「ホーエンフ

リートベルク行進曲」も使われました。 
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【問題】 
1935年簡易保険局は「ラジオ体操の効果」を調べるために，職
員 1000人に 1年間毎日 4回ラジオ体操をさせて実験しました。
では，翌年発表された結果はどうだったと思いますか。 

 
予想 
ア 健康になった 
イ あまり変わらなかった 
ウ かえって健康を害した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1931年には「ラジオ体操の歌」が作ら
れ，体操終了後に歌われた。 
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■効能 
 結果は「呼吸器の具合がよくなった・・22%」，「胃腸の具合が
良くなった・・12%」などでしたが，「疲労感が増した・・9%」「脳
神経の具合が悪くなった・・2%」「胃腸の具合が悪くなった・・
3%」「月経異常がひどくなった・・3%」などの「悪影響」も多い
ものでした。しかし，簡易保険局は「実験の結果，ラジオ体操は

大層効果があることがわかった」と発表しました。 
 ラジオ体操には，放送開始直後から天皇家のひとたちも参加し

ていることが伝えられており，この頃には皇太子（現天皇）がラ

ジオ体操する様子が報道されていました。 
 
 
【問題】 
 では，ラジオ体操により実際に簡易保険加入者の死亡率は下が

ったのでしょうか。 
 
予想 
ア 死亡率は下がった 
イ あまり変わらなかった 
ウ 死亡率は上がった 
エ なんともいえない 
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■死亡率 
 メトロポリタンのラジオ体操では，実際には死亡率を下げるこ

とはできませんでした。では日本のラジオ体操ではどうだったで

しょうか。 
 ラジオ体操が始まってから，簡易保険加入者の死亡率はそれま

での急増傾向から微増となりました。しかし，これはラジオ体操

が原因ではなく，保険加入にあたり面接審査を厳しくして，死期

が近い者を排除しただけのことでした。 
 
 
【問題】 
 1937年日中戦争が始まると，政府は「国民精神総動員実施要綱」
を制定し，国民は「日常生活で忠君愛国の精神を表さなければな

らない」となりました。 
 文部省はそれを受けて「国民心身鍛練運動」を実施しました。

では，その中で「ラジオ体操」はどんな位置を占めていたと思い

ますか。 
 
予想 
ア 最重点項目 
イ 重点項目の一つ 
ウ 特に取り上げられていなかった 
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■国家のものに 
 国民心身鍛練運動の最重点事項がラジオ体操でした。夏休みに

「ラジオ体操の会」が行われる期間を「国民心身鍛錬運動期間」

とし，全小学校で実施させました。そこには，全学生の参加が義

務づけられており，国民一般も参加を奨励されていました。 
そこには「体操によって〈不正な思想〉（＝共産主義）を消す」

「体操で愉快になって非常時を乗り切る」という考えがあったの

です。そして，日本放送協会は「ラジオ体操参加のべ人数が 1億
人を突破」と報道しました。 
さらに文部省は，10月 13日から 1週間を「国民精神総動員強
調週間」とし，ラジオで朝 8時から「国民朝礼の時間」を放送さ
せました。それは「君が代」の演奏のあと，「宮城遥拝」，そして

ラジオ体操をして，最後は「海行かば」となっていました。 
このような国家的となったラジオ体操は「朝早くから子どもも

大人も，男も女も，富める者も貧しき者も一切平等となって，ひ

とつの号令の下にたのしみ勇んで運動する。このようなことは他

の国ではできないだろう」と「日本が世界に誇るもの」となって

いました。そこで世界教育会議が東京で開かれたとき，日本は自

信を持ってラジオ体操を紹介し，各国参加者は「ひとりの号令の

元に全国民がそろって動く有様」に驚きました。もっとも米国代

表は「子どもの早起きが強調されているようだが，子どもの成長

にはもっと睡眠が必要ではないか」というコメントしました。ラ

ジオ体操は「日本独特のもの」として意識されていたことが分か

ります。 
 ラジオ体操は，盲学校や聾学校でも実施されました。障害者で

あっても，ラジオ体操をすることで「健全なる日本人の仲間入り」
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ができたのです。そして，同じ理由で刑務所でもラジオ体操が行

われていました。 
 
【問題】 
 ラジオ体操が日本独自のものとして急速に普及した背景には，

宗教的な「早起き信仰」と，「体操を神聖なものと考える下地」が

ありました。実は，ラジオ放送開始前から「早起き会」が全国で

行われ，そこでは「国民体操」なるものが行われていたのです。 
 それらのルーツは明治 39年に設立した「修養団」ですが，修養
団とはどんな団体なのでしょうか。 
 
 予想 
  ア 宗教団体 
  イ 国家主義団体 
  ウ 社会正義団体 
  エ そのほか 
 
 
 
 
 
 
 
 
修養団創設者について

の本 
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■修養団 
 修養団は今年で成立 103年になる「日本で最も歴史のある社会
教育団体」です。修養団は社会を「善悪の戦いの場」と見て，「善

の勢力」として「国家社会を浄化する」のが目的でした。 
 もともと修養団は，東京師範学校学生の蓮沼門三が学校宿舎で

の雑巾がけから始まったもので，最初から「社会浄化して心も浄

化」との思想があったのです。 
 修養団は学内組織にしか過ぎませんでしたが，そのうち全国の

教育関係者にひろまり，文部省・内務省の援助を受ける外郭団体

になり，会員はε万人となり，団長には東京市長や枢密院議長が

就任していました。 
修養団で行われていた「国民体操」は，もともと海軍で脚気の

実験をして「麦飯男爵」と呼ばれた高木兼寛が「国民運動」とし

て創作したものでした。彼は「振動が病を治す」として，神道の

みそぎを誰にもできるように体操の形にしたのです。これは「海

行かば」に合わせて船をこぐように身体を動かすもので，「天皇の

ために死ぬことが目的の体操」でした。この「国民運動」はその

後「国民体操」と改称され，「ヨイサ」という掛け声でやるので「ヨ

イサ体操」と一般にいわれました。 
 このヨイサ体操を，修養団幹事の松元稲穂が「健康増進・能率

増進」「働くことを慶び，喜んで働く境地を作り出す」を目的とし

て普及させ，1921年には全国で約 7万人が神社や工場で，「早起
き会」に参加し，清掃活動の後，ヨイサ体操を行っていました。

「ヨイサ」とは「与為作=ともにつくりなす」「与為佐=ともにた
すけなす」「世弥栄=世はいよいよ栄える」の意味が込められてい
るとされていました。 
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います。 
 1932 年から開催された「全日本体操祭」は，11 月 3 日の明治
節に合わせて行われ，翌年からは，「明治神宮体育大会」の一部と

しても行われ，全国に放送されました。「明治神宮体育大会」とは，

現在の「国民体育大会」につながるもので，「明治天皇の聖徳を景

仰（けいこう=仰ぎ慕うこと）し国民の身体鍛錬，精神の作興（さ
っこう=高めること）に資す」のが目的とされていました。全日本
体操祭は，それの一部となり，その内容は「国旗掲揚，宮城遙拝，

君が代斉唱，ラジオ体操，愛国行進曲斉唱」となっており，こう

して体操は国家的儀式へとなっていったのです。 
 
 
【問題】 
 ラジオ体操は，日本が委任統治していた南洋群島，傀儡国家の

満州国，植民地の朝鮮・台湾・樺太，占領地のフィリピンなどで

も実施されたのでしょうか。 
 
予想 
 （ ）委任統治地域 （ ）満州国 
（ ）植民地 （ ）占領地 
  
ア 現地民にも行わせた 
 イ 日本人だけが行った 
 ウ 特に組織的にはやらなかった 
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■忠君愛国の儀式 
 ラジオ体操は，委任統治地域や植民地はもちろんのこと，満州

国や占領地でも現地人へ強制的な普及が図られました。ラジオ体

操をすることが「忠君愛国精神の表明」とみなされていたからで

す。そして日本では 1年間に延べ 1.6億人がラジオ体操に参加し，
「ラジオ体操指導者講習会」を受けて「指導者章」を手にした者

は 1万人を越えていました。 
 ラジオ体操開始の 2年後，文部省は「少国民の体格はだんだん
よくなっているが，体質は反対に悪くなっている」と発表しまし

た。そして，大阪と東京の朝日新聞社は「健康優良児表彰」を始

めました。「健康=愛国心の現れ」だったのです。 
 
 
【問題】 
 1938 年簡易保険事業は厚生省へ移管さ
れ，翌年，第一，第二体操に次ぐ，「ラジオ

体操第三」の放送が始まりました。「第一は

万人向け，第二は青壮年向け」ということ

でしたが，「第三」はどんな人たちを対象と

したラジオ体操だったのでしょうか。 
 
予想 
ア 子ども，老人や障害者向け 
イ 外国人向け 
ウ 軍人向け 
エ そのほか 
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■より愛国的 
ラジオ体操が愛国心の表れになると，「誰にでもできるように」

と作られたラジオ体操では「生ぬるい」と国民は満足できなくな

っていきました。そこでラジオ体操作成責任者の文部省の大谷武

一は「空手の型」のような「建国体操」を発表しました。このこ

とは，全国各地で「国鉄体操」「○○学校体操」など軍国的な体操

が誕生するきっかけとなり，全国の会場ではラジオ体操の後に，

そういった体操を続けてやっていました。 
その中には「寒いときはこたつの中でやる」という「こたつ体

操」（保険課長作），「日の丸の旗を両手に持って行う」という「日

の丸の旗体操」（全日本体操連盟作）などもあり，学校では「体操

をしている内にすっかり戦争気分になれる」という「戦争ごっこ

体操」（号令が「敵を高射砲で撃ちましょう」「砲撃」「さあ空爆に」

などとなっている）が行われました。

また満州では「満州国建国体操」（満

州国文教部作）が作られました。 
 しかし，そういった「バラバラな

体操」では，「国民の一致団結」が

保てない恐れがあります。そこで厚

生省らは国民の要求に応えた「ラジ

オ体操第三」の放送を始めたのです。 
（写真は昭和 18年のラジオ体操の
様子。昭和 16年から文部省の用字
統一で「ラヂオ」は「ラジオ」にな

ったはずだが，まだ「ラヂオ」が使

われている） 
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 「第三」は厚生省が作った「大日本国民体操」を取り入れたも

ので，「国民の体力向上」を目的としたもので，「国家総動員体制

では誰もが軍人である。軍人の体操としては，それまでのラジオ

体操では不十分」ということだったのです。 
 最初のラジオ体操伴奏曲であった「可愛い歌手」という曲にラ

ジオ体操の歌詞がつけられた「朝日を浴びて ラジオ体操の歌」

がヒットしました。その歌詞は「銃後の護りだ，我らの身体鍛え

ん」「興亜の剣だ」「我らの国を強めん」と軍国的なものでした。 
  
 
【問題】 
 1942年，厚生省の保険院廃止で，簡易保険事業は逓信省に戻り
ました。そこで簡易保険局は新たにラジオで「縄跳び体操」を始

めました。 
 これはどんな人たちを対象としたものだったでしょうか。 
 
予想 
 ア 軍人 
 イ 子ども 
 ウ 女性 
 エ そのほか 
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■「ラジオ縄跳び」 
 この縄跳び体操は，「解説」によると「女子に最も適した運動で

姿勢を正しくし，足・腰を強くし，動作を敏速にすると共に血行

や消化が良くなり，呼吸器を強靱にする。また疲労を回復し，気

分を爽快にし，作業動作を軽快にする」となっていました。 
 
 
【問題】 
 戦況は悪化し，都市が爆撃されて焼かれるようになっても，ラ

ジオ体操は毎日続けられたのでしょうか。 
 
予想 
ア 敗戦前に中止に 
なった 

イ そのままずっと 
続けられた 

ウ 第三体操のみに 
なった 

エ そのほか 
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■「米英撃滅」 
 戦況悪化でラジオ放送は，第 2放送が中止され，第 1放送のみ
で一日四回の放送となりましたが，国民にはラジオ放送の聴取は

義務であり，「必聴」とされました。 
 食糧難で「腹が減って体操なんかできない」との声もありまし

たが，「だからこそラジオ体操でさわやかな気分になるのだ」とい

う理屈でラジオ体操は続けられました。そして，そのリズムは

「一・二・三・四」から「米・英・撃・滅」と唱えられるように

なったのです。 
 もっとも空襲によってラジオ受信機は破壊され，電波管制で放

送も聴きづらくなっていました。また頻繁に空襲警報が発令され

るようにもなり，ラジオ体操はラジオを介さずに「号令のみ」で

行われることが多くなっていました。原爆が投下された朝も，現

地の人々は「米英撃滅」とラジオ体操をしていたのです。 
 そして「少国民歌キャンペーン」で当選した「お山の杉の子」

という歌がヒットしましたが，そこにもラジオ体操が歌われてい

ました。 
 
「お山の杉の子」吉田テフ子作詞 

（一部のみ抜粋） 

 

ラジオ体操 一二三 子どもは元気で伸びてゆく 

昔々のはげ山は いまでは立派な杉山だ 

 

大きな杉は何になる 兵隊さんを運ぶ船 

傷痍の勇士の寝るお家 
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さあさ負けるな杉の木に 勇士の遺児なら尚強い 

身体を鍛え頑張って いまに立派な兵隊さん 

忠義孝行 一筋に 

お日様出る国 神の国 

この日本を守りましょう 

 
 
【問題】 
 1945年 8月 15日，ラジオは「玉音放送」を流し，日本は降伏
しました。では，日本が敗戦を迎えてもラジオ体操は続けられた

と思いますか。 
 
予想 
ア 休みなく続けられた 
イ 玉音放送の日のみ中止 
ウ 中止 
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■ラジオ体操中止 
 ラジオ体操は 8月 15日から，自主的な判断で中止されました。
敗戦によりラジオ体操は目標がなくなってしまったかのようでし

た。しかし，一週間後，ラジオ体操は復活しました。 
 
 
【問題】 
 8月 28日から連合国軍が日本に進駐を開始しました。GHQ（連
合国最高指令官総司令部）内の CIE（民間情報教育局）は，日本
の民主化と非軍事化のための組織で，放送番組の統制も始めまし

た。 
 では，ラジオ体操も規制対象になったのでしょうか。 
 
予想 
ア 中止命令が出た 
イ 改善命令が出た 
ウ 中止や改善命令は出なかった 

 
 
 
 
ラジオ体操参加票 
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■Civil Information and Education 
 ラジオ体操は「忠君愛国の表現」になっていましたから，CIE
は「ひとつの命令で何百万人も動くことは恐ろしいことだ」とし

てそれを問題視しました。それに対してラジオ体操側は，号令を

やめたり，伴奏曲を変えたりして，なんとか存続させようとしま

した。 
 しかし，マッカーサーの元には日本全国から「国家主義的な悪

習はやめさせるべきだ」とする手紙が 50万通も寄せられていたの
です。そこで CIEはラジオ体操の実態を調査しましたが，それは
CIEの予想に反して「ただの体操」にしか見えないものでした。 
 
 
【問題】 
 CIE の許可を得たラジオ体操側は，その内容を改訂し，新しい
ラジオ体操の放送を 1946 年に開始しました。ではその体操の目
的をどのように CIEに説明していたのでしょうか。 
 
予想 
ア 健康増進のため 
イ 民主主義のため 
ウ ダイエットのため 
エ そのほか 
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■「さわやか」 
ラジオ体操側の説明は，「ラジオ体操をやってさわやかな気持ち

になれば，占領軍への反抗心もなくなる。号令無しで自発的にす

るもので，やっていると愉快になる。思わずアメリカ気分になっ

てしまうもの」というものでした。それまで「忠君愛国の精神の

ため」だったラジオ体操を，「民主主義の精神のため」と目的を転

換させたのです。 
 改訂されたラジオ体操は，第 1が「一般向け」，第 2が「女性向
け」，第 3が「男子向け」となっていました。 
 
 
【問題】 
 それでは新しいラジオ体操に対する国民の反応はどうだったの

でしょうか。 
 
予想 
ア それまでと同じくみんなが参加した 
イ ほとんど普及しなかった  
ウ そのほか 
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■ラジオ体操中止 
 新しいラジオ体操はほとんど普及することがありませんでした。

それは，動作が複雑だったためかも知れませんし，「戦前に戻るか

のような行事」を人々が嫌ったのかも知れません。また，敗戦後

の混乱で，人々はラジオ体操どころではなかったのかも知れませ

ん。また GHQ は，ラジオ体操であれ，人々が集会のように集ま
ることに神経をとがらせていました。そして，新しいラジオ体操

は，放送開始の翌年に放送が中止となりました。 
 しかし，一部の人々は，レコードを使って，ひっそりと「隠れ

ラジオ体操」を続けていました。 
 
 
【問題】 
 しかし，ラジオ体操側は，ラジオ体操を諦めたわけではありま

せんでした。そして，中止の 4年後にはラジオ体操を復活させま
した。それが現在まで続いているラジオ体操です。ラジオ体操側

は，前回の失敗を踏まえて，慎重に行動して成功したわけですが，

一番配慮したことはなんだったでしょうか。 
 
予想 
ア 民主主義 
イ 「さわやかな気分」 
ウ 簡易保険との関係 
エ そのほか 

 
 



 35 

■民主主義 
 それは「民主的な手続き」です。つまり「国家が始める」ので

はなく，「国民が民主的にそれを望むから始める」としようとした

のです。 
 まず，NHKは，世論調査で「60%の国民がラジオ体操の復活を
望んでいる」とし，新ラジオ体操作成にあたっては「各界から 50
名の委員を集めて民主的に検討させる」としました。しかし，実

際に原案を作成したのは，ひとりだけで，あとの委員は民主的な

体制を取り繕うために集められたに過ぎませんでした。 
 しかし，こうした「民主主義の成果」となったラジオ体操を GHQ
は歓迎し，米軍の中には，日課としてラジオ体操を取り入れる部

隊も出てきました。翌年の 1952年には，新しい「ラジオ体操第 2」
も放送が開始され，1953年には，現在も続いている「夏季巡回ラ
ジオ体操の会」も開始されました。また小学校の指導要領に，ラ

ジオ体操が明記されました。1954年には「ラジオ美容体操」もス
タートし，女性に人気がありました。 
 また「ラジオ体操の歌」も新しく作られましたが，「体操すれば

みんな笑顔」と歌われていました。 
 
「ラジオ体操の歌」脇太一作詞 

（1 番のみ抜粋） 

 

朝だ 小鳥の歌の中 

呼ぶよ ラジオが ほがらかに 

リズムに乗って のびのびと 

みんな元気で体操すれば 
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あなたも笑顔 わたしも笑顔 

若い力がわいてくる 

 
 しかし，この歌の二番に「朝露踏んで」という歌詞があること

が温暖な地域から「地域に合わない」とクレームが出されて，1956
年に，現在の「ラジオ体操の歌」に変更となりました。 
 
 
【問題】 
 1962年，皇族も出席して「全国ラジオ体操連盟」の結成式が行
われました。この組織の目的はふたつあり，ひとつは「国民の体

位向上」でしたが，もうひとつの目的は「ある精神の育成」でし

た。では，どんな精神の育成でしょうか。 
 
予想 
 ア 民主的な 
 イ 健全な 
 ウ 自立的な 
 エ 明朗な 
 オ そのほか 
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■全国ラジオ体操連盟 
 ラジオ体操には，それぞれの会場ごとに組織があり，その上に

は，市町村の単位，さらに都道府県の単位で束ねる組織がありま

した。そして，都道府県を束ねる全国組織も結成されたのです。

その全国組織の目的は，「国民の体位向上と，明朗な精神の育成に

寄与する」となっていたのです。現在のラジオ体操は，「国民が明

るく元気になるためのもの」だったのです。  
 全国組織ができたことで，「ラジオ体操の普及奨励に寄与した功

績の著しい個人又は団体」に対する「都道府県別表彰」や夏季巡

回ラジオ体操の中心的行事となる「1000万人ラジオ体操祭」が始
まりました。 
 美容体操は，女性の関心を失って中止となりましたが，ラジオ

体操は続き，1970年には大阪万博で第 9回 1000万人ラジオ体操
祭が開催されました。また 1978 年には，ブラジルにもラジオ体
操の会ができました。 
 
 
【問題】 
 現在のラジオ体操は一度も中止になったことがないのでしょう

か。中止になったことがあるとすると，それはどんな時だったの

でしょうか。 
 
予想 
ア 中止になったことはない 
イ 中止になったことがある 
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■「明朗な精神の育成」 
 現在のラジオ体操は 365日続けられていますが，一度だけ中止
になったことがあります。それは 1989年 1月 7日のことで「天
皇の危篤」でラジオ体操は中止となり，翌日も「死去特別番組」

のため，中止となりました。「明朗の精神」にふさわしくなかった

のかも知れません。 
 1999年，国連の国際高齢者年にちなんで「老人や障害者でもで
きる体操」として「みんなの体操」が制定されました。この目的

は「予防の観点もふまえて現状の健康を維持すること，体操を行

うことに満足感が得られること」です。現在のラジオ体操連盟は，

「ラジオ体操」と「みんなの体操」をふたつの柱としています。 
 
 
【問題】 
 メトロポリタンのラジオ体操は，現在も続けられているのでし

ょうか。また，もし中止になったのなら，それは何がきっかけだ

ったのでしょうか。 
 
予想 
 ア 現在も続いている 
 イ 中止された 
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■Metropolitan Life Insurance Co. 
 「ダイエットに効く」として大人気だったメトロポリタン提供

のラジオ体操は，1929年からの世界大恐慌をきっかけに下火にな
っていきました。そして，第二次世界大戦までには，中止されて

しまったのです。ダイエットどころではなくなったのです。現在

もメトロポリタンはラジオ体操を行っていません。そして全米 2
位の保険会社となっています。 
 
 
【問題】 
 現在，ラジオ体操はどういう状態なのでしょうか。簡易保険加

入者協会は 2003 年に「ラジオ体操活動の実態及び普及状況等に
関するアンケート調査」を行いました。その結果についてみてい

きましょう。 
 まず，「ラジオ体操ができる」と答えた人の割合は，95%でした。
では，「現在ラジオ体操を行っている」と答えた人の割合はどれぐ

らいだったでしょうか。 
 
予想 
ア 三人にひとりぐらい 
イ 四人にひとりぐらい 
ウ 五人にひとりぐらい 
エ もっと少ない 
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■「ラジオ体操人」 
 アンケートでは 95%の人が「ラジオ体操ができる」と回答して
いるように，ラジオ体操は日本人に定着しているのです。 

 では，「現在行っている人」はどれぐらいなのでしょうか。 

 
 アンケートによると，それは 2割ぐらいですが，年齢別に見る
と，70歳以上では実に「二人にひとり」がラジオ体操を行ってい
ます。そして「ラジオ体操を行っている人」の約半数が「ほぼ毎

日」やっているのです。 
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【問題】 
 では，「ラジオ体操を行っている人」は何を目的としてやってい

るのでしょうか。アンケートによると，「健康維持」がトップです

が，二番目に多かった理由はなんだったと思いますか。 
 
予想 
ア 規則正しい生活習慣のため 
イ 気分転換のため 
ウ 健全な心身の育成のため 
エ 仲間との交流のため 
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■ラジオ体操をする目的 
 アンケートの結果，「健康維持」の次に多い目的は「規則正しい

生活習慣」で，その次は「仲間との交流」となっていました。「本

来の目的」に近い「気分転換」を目的に上げた人は少なかったの

です。また戦前の目的のような「健全な心身の育成」や「子ども

に規律を身につけさせる」とした回答も少なくありませんでした。 

 

 
【問題】 
 では，ラジオ体操でそれらの目的は達成されたのでしょうか。

次の項目を「ラジオ体操の目的」とした割合よりも「効果があっ

た」とした割合の方が大きかったのはどれでしょうか。 
 
予想 
（ ）健康維持 （ ）規則正しい生活習慣 （ ）ダイエット

（ ）仲間との交流 （ ）準備体操 （ ）気分転換 
（ ）健全な精神の育成 （ ）子どもの規律 
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■ラジオ体操の「効能」 

 

 「目的よりも効果のほうが回答が多かった項目」，つまり「期待

よりも効果があった」とされたものは，「規則正しい生活習慣」と

「気分転換」でした。ラジオ体操は，続けてゆくと「規則正しい

生活習慣」が身につき，「明るく元気」になってしまうもののよう

です。『素晴らしきラジオ体操』でも，「ラジオ体操すると元気に

なる」という声がたくさんあることがわかります。 
 また，元ラジオ体操担当者が書いている『ラジオ体操健康法』

には，「ラジオ体操の効能」として，「61歳主婦，高血圧だったが， 
ラジオ体操を正しく行った結果，1 年後体重減血圧も正常になっ
た。75歳自営業男性は，座骨神経痛とぎっくり腰だったが，ラジ
オ体操 2年で良くなった。73歳男性は肝臓病だったが，ラジオ体
操 10 年で体調を取り戻した。53 歳自営業女性は，ラジオ体操を
して半年後，体重が減り，コレステロールも減った」という怪し

げな「事実」が記載されています。 
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【問題】 
 アンケートで「ラジオ体操をやっていない理由」で一番多かっ

たのは「時間がない」という理由でした。では二番目に多かった

理由は，何だったと思いますか。 
 
予想 
ア メリットがないから 
イ 嫌いだから 
ウ 一緒にやる人がいないから 
エ 面倒だから 
オ そのほか 

 
CD「ラジオ体操のすべて」表紙  
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■やらない理由 
 「時間がないから」と同じぐらいに多かったのが「一緒に行う

人がいない」という理由でした。ラジオ体操は「みんなと行うも

の」だったのです。 

 

 
 
【問題】 
 このアンケートでは全国各地の「ラジオ体操の会」に対して「活

動上の問題点」も回答してもらっています。ラジオ体操の会では，

どんなことが問題とされているのでしょうか。一番多かったのは，

何だったでしょうか。 
 
予想 
 ア 場所の確保 
 イ 会員数 
 ウ 参加率 
 エ 新会員の不足 
 オ 会員の高齢化 
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■「ラジオ体操の会」という組織 
 一番の問題点とされていたのは「新しいメンバーが入らない」

ということでした。（まるで○○サークルのようです）そして僅差

で「後継者不足」の問題が指摘されています。 

 

 また「ラジオ体操はみんなでやるもの」なので「参加者が少な

いこと」も問題となっています。しかし「高齢化」は問題にはな

りません，前に見たように「高齢者ほどすすんでラジオ体操をす

る」からです。「高齢者の多い地区ではラジオ体操も盛ん」という

ことです。『素晴らしきラジオ体操』には，車椅子生活でほとんど

動けない老人も毎朝のラジオ体操に参加している様子が「表情で

体操している」と描かれています。 
 小さな「ラジオ体操の会」から全国連盟に至るまで，そこには

様々な役職があります。「指導員」として参加者の前に立つにも，

ある程度の経験を積んで，地区の会長の推薦を受け，指導者講習

会を受けて，「ラジオ体操指導員」と認定され，「指導者章」（通称
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「銀バッチ」）というバッジをもらって

初めてできることになっているのです。 
 その後も，県内で 3年以上普及活動を
続けると「2級指導士」に，さらに全国
的に 3年以上の普及活動で「1級指導士」
となり通称「金バッチ」をもらいます。 
 簡易保険局からは「簡易保険勧誘」の

実績も考慮して，地方表彰，全国表彰が渡され，「金バッチ」と「全

国表彰」を受けた者は，天皇から「勲六等瑞宝章」をもらってア

ガリになるそうです。 
 
 
【研究問題】 
 現在，ラジオ体操が盛んな地域はどういったところなのでしょ

うか。全国ラジオ体操連盟のサイトにデータがありますから，統

計を取ってみるとおもしろいと思います。 
 あなたは現在のラジオ体操の実施状況はどのようなものだと思

いますか。 
 
予想 
 ア ほぼ全国的に行われている 
 イ 都道府県によって大きな差がある 
 ウ なんともいえない 

 
 ラジオ体操会場が最も多いのは東京都ですが，人口比で見ると

どうなるでしょうか。北海道は多い方だと思いますか。 
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■現在のラジオ体操 

10万人あたり

  3 ～ 3.5

2.5 ～   3

  2 ～ 2.5

1.5 ～   2

  1 ～ 1.5

0.5 ～   1

  0 ～ 0.5

 
 この図は「通年で実施しているラジオ体操会場の数を都道府県

の人口 10万人あたり」で表したものです。「10万人あたり 1会場
以上」の都道府県は次の表のようになります。 

 北海道や山形のよう

な積雪地でも「通年実

施」の会場が多いのには，

驚かされます。 
  
 
 
 

都道府県 10万人あたりの会場数 
静岡県 3.25 
東京都 2.57 
徳島県 1.60 
山形県 1.31 
北海道 1.24 
岡山県 1.22 



 49 

【作業】 
 次の「都道府県別会場数」のデータを別紙の「人口地図」にド

ット打ちしてみましょう。 
都道府県 会場数 都道府県 会場数 都道府県 会場数
北海道 70 石川県 2 岡山県 24
青森県 0 福井県 4 広島県 29
岩手県 1 山梨県 1 山口県 1
宮城県 0 長野県 0 徳島県 13
秋田県 1 岐阜県 2 香川県 6
山形県 16 静岡県 123 愛媛県 1
福島県 4 愛知県 14 高知県 3
茨城県 1 三重県 7 福岡県 5
栃木県 0 滋賀県 0 佐賀県 0
群馬県 5 京都府 2 長崎県 7
埼玉県 25 大阪府 20 熊本県 1
千葉県 6 兵庫県 54 大分県 0
東京都 323 奈良県 0 宮崎県 0
神奈川県 12 和歌山県 0 鹿児島県 0
新潟県 3 鳥取県 0 沖縄県 1
富山県 2 島根県 0  
 合計で全国 788会場 
 
 ちなみに，北海道で最も「ラジオ体操の会」が多い市町村はど

こだと思いますか。それは高齢者の比率と関係があるでしょうか。

興味があったら調べてみましょう。 
 また，小学校でラジオ体操を一番やっている都道府県と，一番

やっていない都道府県は，それぞれどこでしょうか。 
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■ラジオ体操の会 
 そのサイトには「原則通年で実施している会場」が載っていま

す。それによると，北海道には 70の会場で通年実施していること
がわかります。 
 一番会場数が多いのは，北見市で 27会場，以下札幌市 15会場，
旭川市 6会場，北広島市 5会場，江別市・小樽市 3会場，恵庭市・
苫小牧市・別海町 2会場，石狩市・士別市・美幌町・芽室町・鹿
追町 1会場となっています。 
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市町村区 人口 会場数 1000人あたり
北見市 110,715 27 0.243869394
鹿追町 5,876 1 0.170183799
別海町 16,460 2 0.121506683
北広島市 60,677 5 0.082403547
芽室町 18,300 1 0.054644809
美幌町 22,819 1 0.04382313
手稲区 137,601 6 0.043604334
士別市 23,411 1 0.042714963
恵庭市 67,614 2 0.029579673
江別市 125,601 3 0.02388516
小樽市 142,161 3 0.021102834
西区 207,329 4 0.019293008
旭川市 355,004 6 0.016901218
石狩市 60,104 1 0.016637828
白石区 201,307 3 0.014902611
苫小牧市 172,758 2 0.011576888
中央区 202,801 2 0.009861884
札幌市 1,880,863 15 0.007975063

 これを人口

比で並べ替え

てみると，左の

表のようにな

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【研究問題】 
 調査によると，全国の 9割近い小学校が，運動会でラジオ体操
を実施しています。 
 では，授業でラジオ体操を実施している小学校の割合が一番多

いのは，どの都道府県だと思いますか。 
 一番少ないのはどこでしょう。 
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■小学校とラジオ体操 
授業でラジオ体操を実施しているのは，北海道の 64%が一番多
く，東京の 23%が最低となっています。 

 
 多くの子どもたちは，運動会と夏休みのラジオ体操の会でラジ

オ体操を学んでゆくようです。 
 
 
【問題】 
 では，子どもたちはラジオ体操を歓迎しているのでしょうか。

小学校に対するアンケートには，「子どもはたのしそうにラジオ体

操をやっているか」という項目があります。では「たのしそうだ」

という回答の割合はどれぐらいだったでしょうか。 
 
予想 
 ア ほんの少しだけ 
 イ 半分ぐらい 
 ウ かなり多かった 
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■「素晴らしきラジオ体操」 
 結果は「たのしそうだ」は 11%しかなく，「たのしそうではない」
がその 2倍以上もありました。このアンケートは，直接子どもた
ちに聞いたものではありませんが，「たのしくなること」が目的の

ラジオ体操にとっては致命的な結果でした。 

 
 これまでラジオ体操の歴史を見てきたように，「簡易保険の宣伝

と死亡率低下」が目的で始められたラジオ体操は，いつも目的を

見失って，その結果，自己目的化して，「迷走」し続けてきたので

す。しかし，それは大東亜戦争という戦争を戦った国民と全く同

じようにも見えます。 
郵政民営化で，簡易保険局も「かんぽ生命保険」となります。

そうなると，NHK が民間の「かんぽ生命保険」の事業を放送す
ることは不可能となるはずですが，どうなるのでしょうか。 
キリスト教系の学校で，アジアの国々の学生が通うアジア学院

では，毎朝の日課としてラジオ体操があります。ある日，この学

院の職員が「ラジオ体操は日本国民を総動員してアジア諸国等の

侵略に駆りたてた軍国主義の名残であるから，アジア学院ですべ

きではない」と異議を唱えました。しかし，学院側はそれを取り

上げませんでした。学院では，毎朝のラジオ体操の後，祈りを捧
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げてから作業に入るのです。「神よ，身体だけでなく私たちの理性

も知性も自由に生きいきと今日一日精一杯生きるようにお導きく

ださい」と。 
かつて修養団でヨイサの国民体操を定着させた松元稲穂は，敗

戦後に国民体操にかわる新しい体操を作りました。それは「ニコ

ニコ体操」でした。 
 
 
■あとがき 迷走 
 ふと気がつくとボクの子どもたちは夏休みにラジオ体操をやっ

ていないことに気がつきました。ボクが子どもの頃は，なんだか

しらないけど，毎朝のラジオ体操に通っていました。ただ会場で，

大人たちがみんな「えらいねー」とほめてくれたような記憶があ

ります。最後の日にもらえる賞品には，盆踊りに参加してもらっ

た菓子と同じような思いがしました。 
 「もしかしたら，もうラジオ体操なんて全然やられていないの

かも知れないなぁ」そう思って調べだしたのがきっかけですが，

「徴兵制」について調べたことと重なる部分もあって，たのしめ

ました。 
 そういえば最近はやった体操はビリーズ・ブートキャンプです。

あれは基本的にひとりでやる体操のようですが，「ビリーが励まし

てくれる」というのが人気だったようです。 
 戦前のラジオ体操は，まさしく忠君愛国，米英撃滅のための意

思表示でした。先の戦争のこともそうですが，日本人のまとまり

やすい長所と短所を改めて感じました。そして，やはり「戦後賠

償」のことをまとめたくなりました。 
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 ラジオ体操は今後も迷走を続けるでしょう。それ，一，二の三。 
 丸山秀一 shusan3@gmail.com 
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映画 「ラジオ体操の時間」 
Time for Radio Exercise 
日本/2003/日本語/カラー/ビデオ/11分 
監督：能瀬大助 
 
毎朝 6 時 30 分から始まるラジオ体操の時間に合わせて，公園に
置かれたひとつのラジオの前に集まる人たち。6 時 40 分までの
10分間，ラジオの号令に合わせて体操し，それが終わるとそれぞ
れの生活へと帰っていく。 
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