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那游記�における蘇州の表象を中心に―｣(名古屋：�人文学フォーラム�第3号, 名古屋大学人文学研究科, 2020)な
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What Do Beautiful Stories of Wartime Consolation Tell Us?
：A Study on The Imperial Japanese Army Consolation Group 

of Nihon Shimbun Remmei and Konan Ni Jun No Tabi

This paper focuses on the activities of the Imperial Japanese 

Army consolation group (sent to boost the morale of soldiers) on 

the Jiangnan front line and its commemorative book, Konan Ni 

Jun No Tabi. It was published in May 1939 during the Second 

Sino-Japanese War by the Japanese newspaper league (Nihon 

Shimbun Remmei) and was not available for sale to the public. The 

Imperial Japanese Army’s consolation mission to the war zone was 

highly active. Under the guise of comforting the Imperial Japanese 

Army and visiting battle sites, this group, while receiving 

preferential treatment from the military, continued to travel around 

war-torn Jiangnan. They eulogized the scenery of the battlefield in 

front of them and worked to connect the front line with the home 

front. In addition to being a beautiful story of the battlefield, the 

book Konan Ni Jun No Tabi glorified the work of this group as 

overwhelmingly successful and unprecedented, in this way making 

the text more of a beautiful story than a simple summing up of its 

work.

In this paper, based on an analysis of this book, the purpose of 

these stories, hidden behind the larger narrative of the Jiangnan 

battlefield, is examined. Another “Jiangnan” as seen by the group is 

revealed, as is the reality of their work and their success. 

Keywords The Imperial Japanese Army Consolation Group(皇軍慰問団), The 

Second Sino-Japanese War(日中戦争), Beautiful Stories of Consolation

(慰問美談), Jiangnan Front(江南戦線), Speech Control (言論統制)
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1 はじめに

日中戦争が勃発した翌1938(昭和13)年5月に、北海タイムス、河北新報、新愛知新聞

および福岡日日新聞の四社によって結成される日本新聞聯盟
1
の主催の下、加盟四新聞社

の代表と実業界の重鎮からなる中支方面皇軍慰問団の二十一人が中国の江南を訪れた。

徐州大戦
2
の只中にして行われたこの旅は、皇軍慰問および戦跡見学を名目に掲げなが

ら上海、南京、蘇州、杭州を中心に展開し、｢かつてないよき慰問団｣
3
と評されるほど

の圧倒的大成功を収めたという。そして、慰問行の記念アルバムとして、旅中の写真と

生々しい体験談をまとめた一冊の�江南二旬の旅�
4
がその一年後に日本新聞聯盟から刊行

されている。表1(本稿末尾参照)は、この日本新聞聯盟皇軍慰問団の参加者
5
および収録

作品の詳細を示すものである。

ここではまず、日本新聞聯盟の正体を明らかにするための一次史料について確認し

ておきたい。1931年2月25日�東京朝日新聞�の朝刊1面に｢日本新聞聯盟の懸賞小説募集｣

と題した記事広告が掲載され、文末に聯盟事務局による｢�日本新聞聯盟�とは何か｣では

以下の内容が付記されている。

日本新聞聯盟は、どういふ組織で且つ如何なる仕事をするのかそれは日本の四大

新聞たる(イロハ順)北海タイムス、河北新報、福岡日日新聞、新愛知の聯盟主体であ

つて恰も国際聯盟の如く四大紙の協力繁栄機関である。北は北海道より南は九州に至

る本邦縦貫勢力で、四社経営姉妹新聞を合すれば約三十数紙を数ふるの実状であつ

て、四社聯盟の実現は一大新聞王国の結成とも云ふべく断然新聞界の王座を占むるも

のとして斯界に於ける驚異の的とつ
マ

な
マ

てゐる。而して我聯盟は特殊記事(論文、小

説、科学、随筆、映画、演芸、婦人、家庭、スポーツ其他を)各方面の第一人者に委

1 戦前·戦中の｢日本新聞聯盟｣は本稿で取り上げる地方四紙の連合体の他に、戦時中の統制団体日本新聞会の

前身である社団法人｢日本新聞連盟｣(1941年設立)が主に｢新聞聯盟｣として知られている。また、筆者の調

査で同名組織は大正時代にも存在していたことが確認され、歌人吉植庄亮が当時の外務部長を務めていた

証言(1924年)は北原白秋�フレップ·トリップ�(岩波書店, 2007, p.16, p.206)に残っているが、その正体を

示す他の資料に関して現時点は不明である。

2 1937年7月7日に起きた盧溝橋事件は日中全面戦争の始まりとされるが、8月13日の第二次上海事変より北支

から中支方面へと戦線が移った後も江南での戦闘が続き、12月13日に日本軍による南京占領とともに最前

線は江北へ推移しつつ、1938年4月7日から徐州作戦が開始され、その後も武漢、広東等に戦域の拡大は止

まらなかった。

3 �江南二旬の旅�(日本新聞聯盟, 1939, 非売品), p.1.

4 現物は、日本全国の大学のなかでは名古屋大学附属中央図書館にしか所蔵がないが、同書の表紙裏に｢名古

屋高等商業学校図書館｣の印字された小形の札がみられ、かつて日本新聞聯盟皇軍慰問団の団長であり、戦

後は名古屋高等商業学校の講師を務めた櫻木俊一氏(1882-1968)が関係しているように思われる。なお、本

資料の引用に際し、ルビ、傍点および傍線を省略し、旧字体は適宜新字体に改めたが、歴史的文脈や｢日本

新聞連盟｣との区別を考慮したため、｢日本新聞聯盟｣の表現を保留し、人名も原文のままとする。また、本

作品の頁番号は終始連続ではなく、序、体験記、日程詳細および編集後記のそれぞれの部分に準じて振ら

れていること、番号のない頁もある(その場合は省略する)ことを断っておきたい。

5 �江南二旬の旅�のなかで紹介した慰問団の参加者は表の通りであるが、同慰問団を報道した�新愛知�の記

事(1938.5.7, 朝刊)にはその他、佐野浩司(株式会社宇野達商会取締役)、辻根林三郎(大日本図書刊行会)、三

田秀太郎(古医学研究所長)の名が挙げられており、実業家は総十六名だったという。
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噣して執筆を乞ひ、加盟四社は同時掲載すると云ふ組織になつてゐるから思ひきり

立派な原稿の入手が出来る。四社の勢力、四社の資本は合流して偉大なる実力を発揮

し断じて他の追随を許さず日本無敵を実証してをる。自然、文壇、論壇の凡ゆる標

準なり批判なりは｢聯盟原稿なれば｣といつた一種の公定的めやすの役目をも勤めて

居る。而してさうした必然性は一九三一年の初春より生きた事実として、先づ新聞

街の騒然たる話題の中心となつて居る。

すなわち、札幌、仙台、名古屋および福岡のそれぞれにおける有力な地方紙四社

が、特別記事および通信の収集配信や地方ニュースの交換、催し物の共同主催、営業上

の協定などの事業提携を行ない、その連合による実力の向上と資本の繁栄をはかる｢一

種のフィーチャー·シンジケート｣
6
としての意味合いが強かったが、1930年11月の創立

から慰問記念集�江南二旬の旅�の発行まで四社の関係はいっそう緊密になったものとさ

れる。

その当時の影響力を語った�北海タイムス年鑑�において、｢聯盟の機構実力は非常時

局の深刻化と共に益々その重大性を加へつゝあり、単に四社の読者奉仕が他社の追随を

許さないばかりでなく、その存在は全国数百の地方新聞の代表として常に業界をリード

してゐる｣
7
ことが強調されており、言論機関としての自信と抱負が看取される。

そこで、日本新聞聯盟傘下新聞社の有力者に加え、主に製薬、製菓、教育業を横断す

るこの皇軍慰問団を統率し、団長として加わった櫻木俊一は｢予期以上とも云ふべき｣劇

的な慰問効果を語り、｢皇軍将士を始め彼地に於て努力奮闘せらるゝ同胞諸士並びに銃

後
8
なる吾等慰問団背後の凡ての人々より欣快の顔ばせを以て深大なる感謝の念の包囲陣

に取巻かるゝ如き有様にて送迎せらるゝに到りたる事実｣
9
を謳歌している。こうした主

催者側の自己評価に同調しているように、参加者の一人で高橋盛大堂の専務取締役を務

めた太田千貞は、｢今回の新聞聯盟一行の慰問振りは実に鮮かで効果の点から云つたら空

前にして絶後であると断言｣し、｢団員諸氏も意外の大成功に寧ろ驚いた位で今頃は自慢

話に花を咲かせてゐる｣
10

と見せびらかす様子がうかがわれる。

6 内川芳美�新聞史話―生態と興亡―�(社会思想社,1968), p.119. 日本新聞聯盟に言及した著作として、他にも

春原昭彦�日本新聞通史 増補新版�(現代ジャーナリズム出版会, 1974)、山本武利�近代日本の新聞読者層�(法

政大学出版局, 1982)がある。また、雑誌論文では、河崎吉紀｢戦前の記者クラブに対する数量的分析―�日

本新聞年鑑�を用いて―｣(�評論·社会科学�87, 2009.1, pp.77-78)には名称の表記が｢日本新聞連盟｣となっ

ているが関連記述も見られる。

7 �北海タイムス年鑑 昭和十五年度版�(北海タイムス社, 1939), p.21.

8 戦時下の時代語·流行語は、その域を脱して本格常用の国語になった言葉として｢肉弾｣が周知されてお

り、｢肉を弾丸となし、血を硝薬となす｣皇軍戦士の実戦記である櫻井忠温�肉弾�(英文新誌社出版部, 1906)

に由来するが、実は｢銃後｣という言葉も櫻井が、元英国大使マクドナルドの“man behind the gun”から造語

したものであることを、山宮允が｢｢銃後｣といふ言葉｣(�文芸春秋�第18巻第1号, 1940.1, pp.25-26)のなか

で究明し、｢この言葉が支那事変勃発以来驚くべき盛行を見、畏くも昨年十月三日に下賜の勅語にも用ひら

るるの光栄に浴して立派な国語に｣なった現象について言及している。

9 前掲3, p.5.

10 前掲3, p.36.
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他方、日本新聞聯盟の行なった皇軍慰問の功績に対し、杉山元陸軍大臣から授与され

た、｢今次事変ニ際シ出動軍隊慰問ノ為恤兵品ノ御寄附ヲ辱ウシ感謝ニ堪へス茲ニ深厚ナ

ル謝意ヲ表ス｣と肯定した感謝状
11

の文面も、そうした大役を果たした慰問団自身の言説

を裏書きすることになったのであろう。さらに、慰問記念集を出版するにあたり、編集

者の櫻井長徳は｢内容はその辺にザラにある売らん哉の本に比すべくもない事を確信｣し

ているのである
12

。

しかし、これほど大物が集い壮挙を成し遂げた皇軍慰問団に触れた研究は、管見の及

ぶ限りでは今のところはない。これまで言及されてこなかったこの慰問団はいったい

何をし、なぜ｢かつてないよき慰問団｣になり得たのか、或いは実際、そうと言い切れ

るのだろうか。加えて、慰問団の成功振りが綴られている�江南二旬の旅�は、日本新聞

聯盟が1932年の時点においてすでに｢東京、大阪を除く地方四大紙として二百万の読者

層を擁｣
13

している盛況にあったにもかかわらず、結局のところは一般読者を対象とせ

ず、非売品として刊行にいたったのである。当時の正確な発行部数は定かでなく、原本

もほとんど現存していない。

実際、慰問行の主催者であって記念集の発行元である日本新聞聯盟に関しても、従来

あまり語られることはなく、関係資料も極めて少ないが、上述の点から考えれば、本稿

の研究対象となる日本新聞聯盟の皇軍慰問団およびその慰問記念集�江南二旬の旅�は、

戦時下の皇軍慰問の実態を考察する上においても注目に値する史·資料と言えるであろ

う。

盧溝橋事件を境に全面戦争への突入から本格化した皇軍慰問をめぐって、戦地への慰

問団派遣は陸軍省恤兵部の活躍を以て大々的に展開されていったとされる。そのなかで

も、前線兵士に娯楽と慰安を与え、士気を鼓舞することを目的とした芸能関係の皇軍慰

問が注目されてきたが、その成功した一例として1938年1月、東京朝日新聞社が吉本興

業との協力で派遣したお笑いの演芸慰問団｢わらわし隊｣が典型的であると言えよう。ま

た、同年3月、�東京日日新聞�·�大阪毎日新聞�主催の歌手を中心とした｢皇軍慰問芸術団｣

や、戦地慰問のピークを迎えた1940年の9月に、松竹·日活·東宝といった主要映画会社

による｢聖戦記念特別慰問団｣などが挙げられる
14

。

戦時下の皇軍慰問はこうした軍部からの要請を受けながら、民間からも自発的に慰問

11 前掲3に収録。

12 前掲3, p.26.｢編輯後記｣において、櫻井はさらに｢専門家でないから文章や表現技術は必ずしも満点とは云

はれないが少く共銃後人として皇軍に対する心からの感謝と溢れる誠意とがこれ程までに盛られてゐる

本は少いでせう。私共はお互にこの本の原稿を書いた時の気持を忘れないやうにしたいと思ひます。｣と

書いた。

13 日本新聞聯盟の機関物と思われる�新聞聯盟パンフレツト�の第三輯｢農村救済と政界浄化案｣(1932)の｢はし

がき｣に聯盟事務局の東武による記述がある。

14 押田信子�抹殺された日本軍恤兵部の正体――この組織は何をし、なぜ忘れ去られたのか？�(扶桑社, 

2019)を参照。とりわけ、芸能界の慰問活動については第三章｢恤兵部が仕掛けたアイドル動員の戦地慰問｣

が詳しい。
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活動へ献身する動きが活発であった。例えば、石井漠ら舞踊家一行が行なった慰問舞踊

会
15

の他にも、大日本少年団聯盟や帝国教育会など
16

の各層·団体が積極的に動き出し、

恤兵の一環としての皇軍慰問が流行を見せていた。新聞界の場合も大手新聞社だけでな

く、1939年8月に�唐津日日新聞�の主催で唐津市と東松浦郡の小学生を集めた｢皇軍慰問

団｣を戦地へ送り込んだのは一地方紙の例であったが
17

、日本新聞聯盟が皇軍慰問を企画

し実行したのも、このような流れのなかに位置するものとして捉えることができよ

う。

本稿はこれまで取り上げられなかった、日本新聞聯盟主催、著名新聞人
18

と有力実業

家で構成されるこの皇軍慰問団の活動と記念集�江南二旬の旅�を対象に、�新愛知�を中

心とする慰問当時の新聞記事
19

や日本新聞聯盟の刊行物を参照しつつ、戦地慰問が実際

どのようなプログラムで行われたかを整理した上で、作品のなかでどのような体験談

が書き込まれているか、また、慰問先として江南はどのように描かれているかを分析

し｢かつてないよき慰問団｣の実相に迫っていく。こうした考察に基づき、戦時下の日本

新聞聯盟が行なった慰問活動に、慰問団員として参加した新聞人や実業家が具体的にど

うかかわっていたかを検討することを通して、言論統制が強まっていく国民総動員時代

を生き抜こうとする新聞人の一側面を明らかにすることを目的とする。

2 用意された<風景>とパターン化された<美談>

江南戦線慰問の旅を間近に控えた当該慰問団｢出発の会｣は、｢参加各員の身分証明書下

付の手続をそれぞれの所轄警察署にする｣
20

ことをはじめ、渡航券の入手や団服の調

製、各地旅館や乗り物の先約、先発者の派遣などの準備がこの時点で整っていたことを

示している。そして一行は、それまでに東京、名古屋、大阪、福岡の各駅で｢見送りの

人々から万雷の如き万歳を浴びる｣なかで5月9日に長崎を出港した。

15 慰問の様子について石井漠は�皇軍慰問 北支から中支へ�(1939)を日本教育資料刊行会から刊行している。

16 大日本少年団聯盟上海方面皇軍慰問団編�支那事変上海方面皇軍慰問記念帖�(若宮正, 1938). なお、帝国教

育会の動きを考察するものとして、宋安寧｢兵庫県教育会による｢皇軍慰問支那満鮮旅行｣に関する研究｣

(�神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要�2(1), 2008.9)などがある。

17 �総力戦の時代：刻む 佐賀·戦時下の記憶�(佐賀新聞社, 2017). 同書は、2014年10月から2016年3月まで

�佐賀新聞�で連載された｢刻む~佐賀·戦時下の記憶｣をもとにするニューズブックであり、｢皇軍慰問団｣

に参加した樋口輝夫氏による証言が綴られている。

18 水野幸吉、山崎兼次郎、西美藏、櫻田定凞四氏に関しては富井巖�著名新聞人を語る�(国勢新聞社, 1936, 

非売品)がある。

19 �新愛知�縮刷版(1937.1-1939.12)に基づいた。

20 前掲3, p.1. 東京から上海までの行動については田村靈祥｢姑娘と団服｢東京から上海まで｣｣に詳しく記載さ

れている。なお当時、一般人が戦地慰問に行くための手続きについては、｢昭和十五年五月までは、恤兵

部のほか、各地方の警察署長の証明書により、支那に渡航することができたので、皇軍を慰問する者のな

かには恤兵部を経由せずに、警察署の証明で慰問する者の方がむしろ多かった｣(｢恤兵状況概観｣�陣中倶

楽部�第62号, 1941.1)ことからも、日本新聞聯盟皇軍慰問団は軍部による派遣でなく自発的に組織したも

のであると考えられる。
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｢高く低く青、赤、黄、白など美しく張りつめられた数百条のテープは見送り人の手

からスル／＼とほぐれ始める、ドツと歓声が上る｣光景を目にしながら、慰問団員で物

心療法普及の会の田村靈祥会長は｢これは決して微々たる私個人に敬意を表してといふ

のではないぞ、何といつても�皇軍慰問�といふこの旗印に対する熱意からだ。銃後国民

の心意気だぞと、かう気付いた時私は日本国民としての非常な心強さを覚えた｣
21

と述べ

ている。

このような盛んな歓送に込められた銃後の思いと、汽車の窓から遠く見えた高々と

掲げられている、出征兵の数を意味する一本一本の日の丸に感じ取った緊張感とが交じ

り合う内地の風景は、大陸の地平線が見えはじめて間もなく、日本の兵隊や民衆、新聞

各社の特派員を含む出迎えの人波、出発当初と同じく｢約束したやうに万歳の交換｣の声

とはためいている無数の日の丸からなった｢何ともいへない美しい｣
22

上海の絵へと変

わっていき、慰問団は上陸の第一歩を踏み出した。

それから、清酒十六樽、褌三千本、五島するめ六千匹およびその他のキャラメル
23

や罐詰、写真帳等々の慰問品を戦地に運び込み、一行は慰問に回りはじめる。二旬にわ

たる江南の旅のなかで、主の目的とされる慰問や見学にかかわる行動を抽出した表2(本

稿末尾参照)に示されているように、慰問団の行動範囲は軍隊や戦跡、病院を中心にして

いたが、江南における名高い史跡名所の観光も日程のなかに含まれており、また、軍部

や上海日報社に招待される場面も記録されている。

このような用意周到なプログラムが実行できた背後には、江南へ先発した櫻井長徳

の手配もあったが、とりわけ櫻木俊一団長の人脈が深くかかわっていたと考えられ

る
24

。櫻木自身は｢多少なりとも努力の見るべきありとせば出発前の準備期間隠約糢糊の

間に多くして出発後に少く、出発後にありとすれば僅かに着滬後両三日の微妙なる動き

のあつた間に過ぎ無い｣
25

と謙虚な姿勢を示したが、同じく新愛知で東京支局長を務め

た水野幸吉は、慰問行の成功した一大要因は団長の力によるものであったと述べ、｢一

21 前掲3, p.3.

22 前掲3, p.11.

23 慰問品のキャラメルには、とりわけ参加広告主の森永製菓が関係しているように思われる。戦時下の森永

製菓が取りかかった慰問袋について、森理恵は｢戦争支援·被災地支援と｢慰問袋｣―近代日本における支

援活動の発達―｣(�日本家政学会誌�70巻8号, 2019)において、日中戦争開始後、｢森永製菓は慰問袋用に女

優のブロマイド入り缶入キャラメルを製造販売し、全国に展開する特約店の店頭に｢皇軍慰問特設販売台｣

を設け、｢森永の菓子五十銭以上｣を買えば慰問袋の手続きをするというサービスを開始した｣ことを明ら

かにしている。

24 戦前、満鉄上海支所長、上海居留民団行政委員会議長、上海共同租界参事会員、東亜同文会評議員などを歴

任した櫻木俊一は上海に長年(1914-1929)滞在したのち、名古屋高等商業学校講師(1931-1948)、新愛知新

聞社および中日新聞社常務理事(1935-1945)、名古屋市会議員(1942-1947)、名城大学教授·名誉教授

(1949-1967)を務めた。戦時中は支那通として知られていたらしく、上海行きの長崎丸で当時貴族院議員

の堀切善次郎と大塚惟精と語り合っている場面が�江南二旬の旅�に記されているが、櫻木について堀切は

｢あゝ知つてゐますあの人は上海に永くゐた人で支那通として有名な人ですよ｣と語った。なお、櫻木に

関する文献資料は主に櫻木健古�櫻木俊一座談録�(中央公論事業出版, 1968, 非売品)、武井義和｢櫻木俊一

氏関係資料について｣(�東亜同文書院記念報�13巻, 2005.3)を参照した。

25 前掲3, p.5.
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切の準備に間然するところがなかつたのと、軍関係の諸連絡がうまく行つて実にスムー

スに目的を達することが出来た｣
26

と証言している。

とくに徐州作戦の時期にあたって江南一帯の慰問活動が、戦況次第で実行できるかど

うかの保証がない情勢にあったにもかかわらず、｢一行が上海へ着いて二日間、附近の

戦跡視察や皇軍慰問をしてゐる間を利用して団長自身が各方面へ顔を出すと(略)問題が

スラと旨く解決した｣
27

へと状況が一変したのである。

その結果、｢車輛が少ないと云ふよりも一日一回でそれも乗客に制限があるので乗車

券を購入することが困難であつた｣
28

が、慰問団は軍列車に便乗し、また軍指定の旅舎

に宿泊するなど、軍の案内を以て渋滞なく慰問活動を展開させていた。つまり、慰問の

旅には軍部の“優待”
29

が終始伴われていたという大きな特徴が挙げられると言えるので

あろう。例えば、団長の斡旋により当時上海報道班長を務め、火野葦平�麦と兵隊�の創

作に一契機を与えた馬淵中佐の来訪を受けたことにもあらわれている。

このように、日本新聞聯盟皇軍慰問団は軍部の許可した枠内で行動し、軍部の“優待”

を受けながら江南の旅を続けていたが、逆に言えば、慰問団の目に映った旅の<風景>は

すでに軍部によって用意されており、いわゆるその可視範囲も制限されていたと考えら

れるのではないか。

それでは、用意された<風景>をもとにどのような体験談が書き残されているのだろ

うか。まず大々的に語られたのは、加納部隊長戦死に象徴される兵士の壮烈な死に方を

めぐる物語である。｢何処として皇軍の偉大さに打たれない処とては無かつたが、何と

云つても一番大きな衝撃をうけたのは加納部隊長戦死の地であつた｣
30

と振り返った津

村重孝の言葉をはじめ、多くの戦跡を見て回った団員の心中を代表するような感想が記

されている。

やつぱり、一番心を打たれたのは、加納部隊が苦戦したといふ呉淞クリークのあ

たりだつた。その陰惨な戦場に立つと全く物も言へない心持であつた。皇軍将士の

労苦に対し、そして又今は亡き英霊に対して、たゞ／゛＼頭を垂れるのみであ

る
31

。

26 前掲脚注3, p.52.

27 前掲脚注3, p.13.

28 前掲脚注3, p.46. 

29 戦地を訪れた慰問団は程度の差はあれ、陸軍に便宜を図ってもらったことは容易に想像できるが、湖松日

出雄｢江南戦線皇軍慰問記｣(�駒澤大学人文学会年報�(5), 1938.5)によれば、江南戦線を慰問した大学生一

行十名の場合は｢○○武官室へ、雨の中を徒歩で向ふ｣や｢元旦の夜は、南京城外、二千米の地点にある藤

田部隊に一宿を乞ふ｣などに加え、軍の手伝いに｢軟禁避難民区に住する約三万の避難民整理及、敗残兵の

ピツク、アツプ｣をも行なっていた。現地での交通事情や、訪問先と面会者の地位、案内役の有無といっ

た点から見ても、日本新聞聯盟皇軍慰問団はかなり“優待”されていたことがわかる。

30 前掲脚注3, p.12.

31 前掲脚注3, p.31.
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このような光景と同時進行しているのは、兵士たちの死に方の壮烈さを生々しく物

語る軍の“口”であったが、とくに南京攻城の苦心談として伊藤善光少佐の最期の場面が

度々取り上げられ、報道班長米花少佐の説明で感涙なくして聞き得ないものになったの

である。眼前に展開している戦跡がもたらした視覚効果と、案内役の専門家に語られた

武勇伝の聴覚効果とが一体化することによって、兵士の悲劇性はいっそう強化されるこ

とになった。その結果、｢深く兵隊様有難うと申上げます｣
32

という感激の言葉が記念集

のなかで繰り返されるが、｢壮烈死の物語｣
33

は慰問団の筆を以て語り継がれ、それを前

線から遠く離れた銃後国民の間に浸透させていくことにも深く繋がっていると考えられ

る。

そしてこの｢壮烈死の物語｣に続き、記念集において盛んに描かれている皇軍の凄ま

じい姿は、徐州方面へ巣立った荒鷲群の勇姿であり、命を国に捧げる覚悟で戦う兵士た

ちの逞しい後ろ姿であると同時に、旅中で見かけた水牛という｢自然的姿｣に代表される

支那軍の｢あわてた敗走振り｣とのコントラスト
34

で強調される。皇軍の勇姿はさらに、

それと立場の異なった銃後国民である慰問団の戦争実感によって描き出されている。

第一線の見学において敵との交戦に遭遇した慰問団は、｢パン／＼／＼ヒユツ／＼／

＼と敵兵が我に向つて射撃して来た時は一寸緊張した気分になつた、我が機関銃陣地か

らも之れに応じてタン／＼／＼と掃射を初めた｣
35

と戦慄を覚えたが、｢我々の様に平和

な町からやつて来た者｣とは正反対に、｢雨と降る砲弾をくゞり拔けて来た勇士達にとつ

ては、何の不安をも感ぜしめない｣兵士の｢太い神経｣を書き立て
36

、その非凡な精神力

を訴えかけていた。

このように、｢過去｣における｢壮烈死の物語｣と｢現在｣における皇軍の勇姿から構成

され、パターン化されていた戦陣美談
37

は、｢未来｣にわたる勝利の錯覚を銃後の国民に

与えてしまう構造となっている。前線まで足を運んだ慰問団による体験記はなおさらそ

の信憑性が疑われにくく、多くの場合はまさに�江南二旬の旅�にも見られるような戦意

高揚のための軍国美談の仕立てになっているのである。

用意された<風景>からパターン化された<美談>を語る行為は、皇軍兵士の精神力に

32 前掲脚注3, p.28.

33 �季刊現代史�1973年第2号の編集前記｢民衆動員について考えたこと｣は、｢国民総動員―思想動員―精神動

員と動員の質が民衆の生活から心の奥底にまで浸潤していくなかで、行きつくところ、それは死にざま

まで規定される｣事実を突き止め、戦陣美談の本質を、爆弾三勇士に象徴される｢死にざま｣のパターン化

として捉える。実際、記念集のなかで慰問団員による爆弾三勇士への言及も頻繁に確認される。

34 前掲脚注3, p.14.

35 前掲脚注3, p.33.

36 前掲脚注3, p.17.

37 重信幸彦は｢銃後の美談から―総力戦下の｢世間｣話·序説―｣(�口承文芸研究�第23号, 2000.3)のなかで、総

力戦を組織する仕掛けの一つとしての軍国美談の構造を、｢兵士の武勇·忠勇を語り｢英霊｣を顕彰する、兵

士を主人公にした｢軍事美談｣[筆者注：本稿では｢戦陣美談｣をいう]と、兵士の家族などを主人公とした｢銃

後美談｣の二つ｣に分類している。また、同論文において、｢母こそ｣が｢軍事美談｣と｢銃後美談｣、いわば前

線と銃後を繋ぐ要を担うことについての論証も示唆的であった。なお、さらに戦中の｢銃後美談｣に

フォーカスした同氏の著作�みんなで戦争―銃後美談と動員のフォークロア―�(青弓社, 2019)がある。
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感動し聖戦必勝の信念を貫くだけでなく、国家総動員体制下において全力を挙げて戦争

遂行に邁進し消費物資の不足に耐え抜く意志をも備えるという、軍の理想的な国民像に

近づくための自己成長を銃後国民に呼びかける機能を帯びている。日本新聞聯盟皇軍慰

問団は、このように“前線と銃後を結ぶ”
38

重要な一環として軍部の意図に暗合し、積極的

な動きを示していたと思われるが、“前線と銃後を結ぶ”役割を十分に果たしたからこ

そ、｢かつてないよき慰問団｣でありえた一因とも考えられるのであろう。

3 ｢かつてないよき慰問団｣であるために

“前線と銃後を結ぶ”ことは、慰問団の定番な仕事として求められていたが、日本新聞

聯盟皇軍慰問団もその仕事において慰問の意義を大きく見出したように思われる。前述

したように、前線と銃後を結び、長期戦に向けてそれぞれで戦う兵士と民衆の足並みを

揃えさせるために、体験記のなかには戦陣美談を大量に盛り込む<裏>の工夫が凝らされ

ている。

それに加え、兵士たちの家族への伝言や手紙、｢現地認識｣を内地へ伝える｢ささやか

な仕事｣、つまり、媒体として情報を送り出すという<表>の作業も“結ぶ”ことの手助けに

なったのである。新愛知の山崎兼次郎は前線兵士との交流を｢慰問の主旨から最も意義あ

ること｣として位置づけ、｢現地との手紙消息だけでは満足出来ぬ家族の人達に安心を与

へ｣
39

る伝言の意義を主張した。

その一方、慰問団は特定の個人でなく全ての銃後国民を相手に発信し続け、｢現地認

識｣の伝達に努めていた。北海タイムス東京支局長の西美藏は、｢戦禍の巷にある支那を

見て感じた事は戦争には如何なる犠牲を拂つても絶対勝たねばならぬといふ事であつ

た｣
40

と所感を述べ、それに同調した水野幸吉は、聖戦の目的達成における全国民の協力

の必要性を強く論じている。

今事変を通じての犠牲は実に大きい。この犠牲を生かすことに、国家と国民が全

力を致さなければならぬといふことだ。忠勇なる将士の血と莫大なる国幣との犠牲

を幾分でも、空しくするやうなことがあれば聖戦の目的を完全に果すことは出来な

38 本稿では、｢慰問｣における“前線と銃後を結ぶ”働きを｢慰問｣という行為自体から扱うが、副田賢二は｢<前

線>に授与される<文学>と大衆文化―昭和戦時下における<文学リテラシー>の機能拡張―｣(�日本近代文学�

第92集, 2015.5)において、とりわけ1920年代後半から目立ち始めた｢大衆文学｣論について、それまでの

私小説などの｢純文学｣に象徴される読者への無関心から、｢｢大衆｣の中に発見した新たな<文学リテラ

シー>によって自己の閉塞を打破しようとする志向が窺えるが、そこには満州事変勃発による<前線><銃

後>の二元構造の浮上という要素も関与していた｣と見据え、その二元構造は北支事変によってさらに前景

化していき、｢<前線><銃後>を感性や身体において接続して超越的に交感する物語、という形式において

<消費的文学リテラシー>が発動し｣、｢<前線><銃後>の接続をめぐる想像力を補完し、立体化する｣慰問の

言説やその視覚表象の役割を文学論的立場から論じている。

39 前掲脚注3, pp.24-25.

40 前掲脚注3, p.49.
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い。されば戦ひは途中で止めてはならぬ。如何に長期戦にならうとも、徹底的にや

つゝけねばならぬ
41

。

この必要性、つまり戦争を無条件で遂行することは、次の一文で櫻田定凞が述べてい

る｢銃後国民の責任｣にも換言できるが、この｢責任｣はあたかも｢義務｣のように語られて

おり、全国民に負わせようとしている。

郷里仙台からの部隊の勇士たちにも逢つた。みんな明朗だつた。そして故郷から

の手紙を子供のやうに待つてゐたし、自分の境遇の危険性は忘れて只管に郷里の妻

子の安否を気づかつてゐるいぢらしい様子を見ると、銃後国民の責任を痛感せずに

はゐられなかつた。｢銃後国民の責任｣といふ言葉の持つ本当の意味を体験したの

が、今度の｢現地認識｣に依つて得た最大のお土産であつたかもしれない
42

。

このような前線兵士の話は身内を戦場へ送り出した多くの銃後国民の胸に響いたに違

いないだろう。しかしながら、そこにはやはり戦陣美談に出ていた“正統”な兵士像しか

存在しておらず、その対極に浮かび上がってきたのは｢責任｣を意識しない銃後国民の表

象である。

最近物資の統制と禁止で悲観論が擡頭せんとしてゐるが日本が伸びんとする前

に、西欧の圧力をハネ返さんが為には一度は通過せねばならぬ関門であつた。况ん

や大戦当時のドイツ国民の難渋に比べては未だ／＼幸福利便な生活を享受してゐ

る。徒らに物資にのみ依存する勿れ大和民族特有の精神力を発揮勇猛心を起して突進

せねばならぬ
43

。

ここでは、経済統制の強化に直面したこの非常時に｢必要｣な民族精神力の発揮、とい

う軍部の要望を｢幸福利便な生活を享受してゐる｣銃後国民に向かって代弁していたとも

思われる。さらに、伝達の媒体として理想の国民像を銃後の人々に求めるのみならず、

団員自身はまさに銃後国民のお手本であることが、この｢かつてないよき慰問団｣を作り

上げた一因でもあろう。

この点について水野幸吉は内地で広がっている“油断”の傾向に危機感を示し、｢兎も

すれば事変の緊迫感から、遠ざかり勝ちな昨今の風潮は、厳に戒しめなければとの思ひ

で、今の僕自身はいつぱいだ｣
44

と警鐘を鳴らしている。また、株式会社わかもと本舗

の室井正孝は｢現地認識｣による新たな自己形成を強調した上で、銃後を守る｢平和の戦士｣

としての姿勢を崩さなかった。

41 前掲脚注3, p.58.

42 前掲脚注3, pp.31-32.

43 前掲脚注3, pp.49-50.

44 前掲脚注3, p.58.
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日本の土に足を附けて居ては全然知る事の出来ない凡ての事が今度の旅行によつ

て新しい自分を造り上げて呉れた事です。新しい革嚢を作つた以上、平和の日に行

はれる戦の凡ての要素を今から全力を挙げて詰め込まねばなりません
45

。

もはや模範国民ではないか。従来の慰問活動における“前線と銃後を結ぶ”ように機能

し、それ以上に、日本新聞聯盟皇軍慰問団は軍にとっての理想の国民像らしい姿を見せ

ていた、｢純正な、誠意ある、少しも面倒のない且つ立派な統制を持つた｣
46

｢よき慰問

団｣であろう。しかし至るところで受けていた｢かつてないよき慰問団｣という批評に

とって、これだけではまだ十分ではなかった。

｢かつてない｣ということは、対象となる何かと比較しなければ成立し得ないことを

意味するが、日本新聞聯盟皇軍慰問団は｢かつてないよき慰問団｣になるための努力を、

記念集における他の慰問団を引き合いに出す数々の場面によって目立たせたのである。

そのなかでも、江南という新戦場への着目が先駆的であったとされ、｢その頃はまだ政

治家其他特殊の人達が北支方面には出かけたやうなものゝ、一般人で而も中支方面には

殆どなく、僅かに新聞関係の一二団体が行つた頃であるから相当の期待を持つた｣
47

と思

われる。

とりわけ、江南戦線への慰問団派遣は企画の発表として新聞界のトップであろうと

自信を見せ、実行にあたっては一二新聞社に先駆けされたことも｢独善的な行動を避

け、どこまでも軍部乃至関係当局の意向を尊重し、その指令を第一とす｣
48

るための結

果だったと櫻井は弁解している。

その一方で、先陣に立った一二新聞社を銃後国民の本分に反した一番乗りの功名狙い

と厳しく非難した。実は記念集において、日本新聞聯盟皇軍慰問団との比較に言及され

た他の慰問団は｢よき慰問団｣の反面としてしか描き出されていない。例えば太田
49

は、

｢兵火の余燼も納らぬ所へ慰問に名を籍りて出掛けては利権漁りに狂奔するやうな実業

家や内地で仕組んだ視察談を上海あたりから自分の選挙区へ郵送する浅はかな代議士｣の

横行する戦地慰問の実態を暴き出し、

内地では戦地の慰問といふと必ず大歓迎されるものと思ひ込んでゐるやうだが強

ちさうと許りは限らず中には上海に一歩足を入れたゞけでその日のうちに内地に追

ひ返される連中も居るのだ、といふのは数多い慰問団の中には随分いゝ加減なのが

あつて慰問といふよりは半ば遊山気分で出掛ける不心得者や、何から何まで軍の手

足纒ひとなつて酷く現地将兵を立腹させてゐるからだ。

45 前掲脚注3, p.28.

46 前掲脚注3, p.2.

47 前掲脚注3, p.1.

48 前掲脚注3, p.1.

49 前掲脚注3, pp.36-38.
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それと全く異なる聯盟慰問団を｢偽らざる慰問団｣と自画自賛し、｢聯盟の傘下に集つ

た二十余名の団員は何れも粒選りの方々で一人の異端者もなかつたこと、そして尚各自

の篤い慰問の情熱に加へてお互ひの自粛自戒が見事なチームワークとなつて｣いたこと

が、｢各慰問地に於て圧倒的大成功を收めた我々慰問団には他に見られない｣不可欠な要

素としている。

上述のように、日本新聞聯盟皇軍慰問団は�江南二旬の旅�のなかで他の慰問団との比

較を繰り返しており、極力｢かつてないよき慰問団｣に拘っていたと見受けられる。確か

に、前線兵士への感謝の言葉や慰問品の手渡し、それに、銃後国民に対する｢現地認識｣

の情報発信や模範国民の手本見せは、戦場と内地との双方向において働きかけていた。

それは、戦時下における前線と銃後のそれぞれの“需要”に応じて慰安を与えたり、信念

を叩き込んだりした｢よき慰問団｣の仕事と言えよう。

しかし、聯盟慰問団は｢よき慰問団｣だけでは満足できず、｢かつてないよき慰問団｣

であるために様々な苦心を重ねていったように看取される。なぜこの慰問団はそこま

で主張する必要があったのだろうか。次節では、大物実業家を招待し慰問活動を企画す

るのに際し、日本新聞聯盟が江南に着目した理由を検討した上で、このように皇軍慰問

を美化し慰問自体を美談に仕上げ、自ら大々的に披露していく姿勢について考察する。

4 タテマエとホンネとの間に

4.1 もう一つの<江南>

従来、日本との文脈のなかで、とりわけ文学の世界において江南は文人趣味の心境か

らエキゾチックな対象として、またノスタルジアと結びつく原風景の次元で描かれて

きたが、日本新聞聯盟は戦地としての江南に慰問の価値を見出し、戦地慰問活動が相次

いでいた流れに乗ったのである。当時の新戦場とみられる江南への慰問企画は、量的に

北支慰問とは比べ物にならないほど稀であった一方、斬新かつ開拓的な一面が注目され

はじめており、櫻木団長は慰問実行の時機について次のように見据えている。

殊に況んや北部淅
ママ

江、南部江蘇に於ては江北の風雲に呼応しての大戦略の下に可

及的多数の敵軍を牽制しこの方面に引き付けて徐州の大会戦に参加すべき敵軍を可及

的少からしめんとの戦闘猛烈に行はれて江南の天地亦正に嶮峻其ものとも云ふべき

姿であつたのである
50

。

徐州大戦の真最中にあった江北の情勢に劣らない戦争の緊張感が味わえる江南の地

は、皇軍兵士の慰問にとっても団員自身の修養にとってもまさに絶好の機会であるとい

50 前掲脚注3, p.3.
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う主催者側の見解が示されている。しかしこの戦地慰問は、主催者側としては単なる対

広告主サービスにとどまるものでなく、それ以上の狙いがあったのではないかと本稿

は考えている。

実は、聯盟慰問団が江南へ赴いた1938年の1月11日から22日にかけて、日本電報通信

社の主催の下、商工省の後援を得て｢明日の広告博覧会｣が上野松坂屋で開催され、団員

として江南慰問に加わった森永やわかもとなど、｢何れも宣伝広告に多大なる経験を有

せらるる著名の会社商店｣
51

が参加し、日本新聞聯盟はこの広告博覧会の企画賛助者とし

てかかわっていたのである。

この広告博覧会は店頭装飾の競技として当時では稀にみる大規模であり、短い会期に

もかかわらず入場者は百万人にも上り、かなりの好評を博したとされる。その背景に

は、事変が長期抗戦に突入したとともに、最終勝利の獲得における経済界の重要性が提

起され、国民による生産と消費の消極的な姿勢に伴う商工業の萎靡退嬰への懸念が潜ん

でいた。

そこで、商戦の前駆となった宣伝による販売の合理的能率向上をはかり、その主力

である新聞広告に対する社会大衆の理解促進によって国民が｢適当の消費を為すと共に、

盛んに生産に努めねばならぬ、勇往邁進の奮闘力を以て時艱の克服を図ると共に更に商

権の拡大を図らねばならぬ｣方向へ邁進することを趣旨としたのであった。非常時にお

ける商工業の前途に鑑みながら明日のさらなる飛躍と発展に期待を寄せ、電通の光永星

郎社長は次のように語っている。

｢明日の広告｣は｢明日の商品販路の拡張｣であり｢明日の商権獲得｣である。国民精

神総動員の標語において、国民が凡て長期抗戦を征服せんとしつつある時、明日の

広告博覧会の店飾りが北支に中支に進出して、燦然としてその光りを輝かし、覚醒

せる新支那の国民に驚嘆の眼をみはらせる事を想像せる時、私共は唯それだけでも

私共の血管の躍動を禁ずる事が出来ないのである
52

。

この時点では、内地における生産と消費活動の活発化に拍車をかけようとした一

方、商工は経済難局の打開策として大陸進出への模索に意欲的であったことがうかがわ

れる。それは、日本新聞聯盟が同じ時期に実業界の有力者を戦地慰問に招いた大きな理

由の一つとも考えられる。慰問企画は実際、参加者側の需求に応じていたことは水野幸

吉の言葉からもその一端が垣間見える。

治安の回復と同時に支那民衆の生活が安定してくれば、漸次いろんな日本商品の

進出をみることにならう。それには今からよく現地を視て、研究を積んでおかねば

ならぬ。その意味で参加広告主の今度の旅行における收穫は、決して尠少ならぬも

51 �店飾大観�(日本電報通信社, 1938)｢編者誌す｣による。

52 前掲脚注51, ｢序｣による。
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のがあつたと信じてゐる次第だ
53

。

江南は新戦場だけでなく、経済進出の突破口としても位置付けられていたのであ

る。まさに｢銃を撃ち合ふ事ばかりではない｣、戦いは｢長期建設への第一歩｣という見方

で、そのために商品販路の拡張と商権の獲得が目指されていたわけである。大日本通信

大学法制学会の澤野民治会長は揚子江の警備にあたった軍艦｢安宅｣を訪問した慰問話に

触れ、海軍少将近藤英次郎司令官が英国商船の通行要求を拒否したにもかかわらず、裏

のクリークでは｢英国と支那との商取引は盛に行はれてゐる｣ことを踏まえた上で日本政

府に向かって次のような注意を促した。

折角日本が生命がけで占拠した土地で、他国に商売されるのは残念千万だと云つ

て居つた。それといふのも、日本の官僚は凡て手続が余り煩瑣で簡単に行かぬもの

だから、結局商取引といふ様なことも他国にしてやられてしまふのであるといふこ

とであつた、かうしたことは、日本の役人には大いに考へて貰はねばならぬ点で

す
54

。

占領地での商権確保は勿論他国との競争を勝ち抜くこと、そして内地商品の普及にも

関連づけられていたが、光永星郎の述べた商品の進出における広告の重要性を慰問団が

意識していたことは、例えば、仮名の代わりに漢字を用いた広告の巧妙さについて論ず

る次の一文からもわかる。

上海でも南京でも到る処に｢若素｣の広告がある。僕ははじめ一体何だらうと思つ

て居たがこれを｢わかもと｣と日本読みにすればハゝンなる程とうなづける。流石に

気のきいた言葉を見つけたものだと感心した
55

。

このように、皇軍慰問や戦跡見学のみならず、江南動脈の経済視察に力を注いだ慰問

団の様子は同年の�新愛知�紙面からも明らかであり、むしろ経済事情の調査こそが最大

の狙いだったとも思われる。慰問団の出発を報じた�新愛知�5月7日付朝刊の記事には、

｢日本新聞聯盟では中支方面へ経済調査団を送ることになりかねて準備中であつた｣こ

と、そして翌日の同紙では名古屋商工会議所および電通の関係者が慰問団の見送りに立

ち会った報道が確認される。また、｢皇軍慰問団｣や｢中支旅行団｣を以て自称する記念集

の文面とは異なり、新聞紙上では｢中支経済調査団｣｢中支経済視察団｣などで統一されて

おり、敢えて中支の経済事情に焦点を当てようとした新愛知新聞社の意図が推察でき

る。

53 前掲脚注3, p.53.

54 前掲脚注3, p.68.

55 前掲脚注3, p.29.
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実業界の一大事ではあった経済振興は、新聞界でも深刻な問題として捉えられていた

が、それは新聞の社会的使命によるものだけでなく、広告主と新聞社とは持ちつ持たれ

つの関係にあったためでもある。名古屋新聞社森一兵社長は広告収入を基礎とする新聞

経営の時代を｢中期｣と定義し、当時の新聞は｢販売並に広告の収入によつて大部分の経費

を支弁しうる一の企業としての形態にはなつたが、尚ほ不足は依然として他の支援によ

つて補足し来つた｣点において特徴的であったと指摘した
56

。

また、新聞広告の行数に関する1936年の統計によると、上位順に薬品(265)、化粧品

(145)、図書(100)に次いで第4位が食料品(95)であり
57

、これらの広告主は新聞社の生存

にかかわる重要な収益源であったことも判明している。実際に慰問団の参加者構成と照

らし合わせてみれば、まさにそのとおりであろう。櫻木団長のいわゆる｢四大新聞社と

長歳月に亘り深大なる因縁の所有者たる代表的実業家｣
58

とは、聯盟傘下新聞社の重要視

する広告主だ、という隠れた意味に注意を払う必要がある。

広告主と新聞社との間にはこのように、互いの存続においても緊密な連携が作られ

ていたのである。当時新聞社の経営状況について池井優が、｢さらに新聞社の経営に大

きな打撃を与えたのは日中戦争の勃発とともに、戦争の前途に対する不安から、商業活

動と大衆の消費に異変が起り広告が激減したことである｣
59

と論じたのもそのためであ

ろう。経済不況が続き、新聞広告の｢即反響｣に対する広告主の欲求が高まっていくな

か、新聞社は広告研究も重ねていかなければいけなくなった。

新聞社側は広告收入がその社を左右する様に重大性を持つものでありながら、ど

うかすると多くの新聞社は広告を貰ふことのみに心を奪はれてゐて、広告を出稿す

る処の所謂�広告主�の肚の中や、広告界の動きなどに関しては一向に研究欲がない

かの様に、一部分以外の新聞は見られ勝の態度を持してゐる
60

。

いわば、実業界とも新聞社とも存続の危機に直面していたことが慰問企画の原点で

あったと考えられるのではなかろうか。そこで、江南は皇軍慰問および戦跡見学におい

ての新戦場であり、それ以上に、内地の経済難局を打開するためのもう一つの意義を有

していたのである。

4.2 慰問美談の<内>と<外>

要するに、皇軍慰問と戦跡見学のタテマエの裏には、経済調査がホンネとして隠さ

56 森一兵｢新聞紙減頁と広告｣(�新聞総覧 昭和13年�日本電報通信社, 1940), pp.34-39.

57 前掲脚注51, 付録｢新聞広告の行数統計表｣(単位百万行)による。

58 前掲脚注3, p.2.

59 池井優｢日中戦争と日本のマスメディアの対応｣(�法学研究�61巻1号, 1988.1), p.43.

60 市毛弘｢再認識時代｣(�アドマンの必携新聞広告便覧�日本新聞情報社, 1936), p.6.
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れていたのであろう。しかし、慰問記念集は経済事情への言及が極端に少なく、むしろ

戦陣美談、さらに慰問美談に仕上げられていることは前述のとおりである。

なぜ�江南二旬の旅�には、タブーでもなくむしろ“肝心”なところが抜けているのだ

ろうか。あるいは、編集に際して日本新聞聯盟が意図的に、自分に都合の良い部分だけ

を取り入れたのではないか、という疑問も生じ得るのであろう。本節ではこのような

慰問記念集、というよりも慰問美談集が日本新聞聯盟にとってどのような必要性があっ

たのか、そして、いったい誰に向けて製作されたのかについて検討したい。

周知のとおり、1938年4月に公布された国家総動員法によってメディアを事実上、政

府や軍部の下部組織に組み込み、内閣情報部(1937年9月に設置、1940年12月からは情報

局)が積極的な言論統制に乗り出した。そして、同年8月には新聞用紙制限令が出され、

用紙統制は新聞社の存在基盤を大きく揺るがせるとともに、検閲の強化は新聞報道の自

由をさらに奪っていったのである。

そのなか、悪徳不良紙の整理といった理由で、1938-40年に739紙もあった日刊紙

は、1941年には108紙に、後の｢一県一紙｣方針によって54紙にまで減らされたことも、

がんじがらめになった新聞の生き様を語っている
61

。一方、新聞界では中央紙と地方紙

との競争がいっそう激しくなり、地方紙の減頁運動
62

として｢建頁問題全国新聞大会｣が

1938年3月22日に開催され、そこで｢我国日刊新聞紙は重大時局に鑑みパルプ国策に順応

すべくその建頁を最高十二頁建以下に減少すべし｣を主旨とする決議がなされた。

地方紙の連合体としての日本新聞聯盟が慰問行の企画と実行に取り組み、そして�江

南二旬の旅�の編集および刊行を行なったのは、まさにこの時期であった。戦時下にお

ける新聞社の日中戦争への対応について、池井は｢単なる報道にとどまらず、次々とイ

ベントを計画していった｣事実を指摘し、イベントの内容として、主に展覧会、現地に

慰問使の派遣、軍に対する献金運動、軍歌の懸賞募集や｢皇軍に感謝の夕｣の開催および

陸海軍傷病兵の慰問と、海外への使節の派遣の五つを挙げているが
63

、大新聞の場合は

�朝日�が｢軍用機献納｣｢皇軍慰問｣、�毎日�が｢在支在満皇軍慰問金、遺家族救護｣、�読売�

が｢陸海軍国防献金｣など、地方紙では�福岡日日�が献金、�報知�が毛布、�国民�が燃

料、�旭川新聞�が弾丸献納といった具合であった
64

。このように、戦時色に塗りつぶさ

れた新聞は戦争協力の姿勢を明確に打ち出し、“新聞報国”へ邁進していったのである。

日本新聞聯盟も慰問団派遣のイベントに手を出し、記念集のなかでは戦陣美談を語り

続け軍部の太鼓持ちへ変身した。そして、慰問活動を美化し露骨な自画自賛の工作に打

ち込んだ、出来栄えの良い完成品が�江南二旬の旅�となったのである。�江南二旬の旅�

は決して慰問参加者の記念アルバムにとどまるものではなく、または一般読者を販売対

61 とりわけ、読売新聞戦争責任検証委員会編著�検証 戦争責任I�(中央公論新社, 2006)と辻田真佐憲�空気の

検閲―大日本帝国の表現規制―�(光文社, 2018)を参照した。

62 同運動は名古屋新聞社長森一兵と京都日日新聞社長山根文雄が主唱して始められたものである。

63 前掲脚注59, pp.49-50.

64 前坂俊之�言論死して国ついに亡ぶ―戦争と新聞1936-1945―�(社会思想社, 1991), p.103.
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象とする単なる戦場逸話の類にも属せず、時局に即したイベント企画を相次ぎ打ち出し

ていく新聞業界の“忠誠心競争”に参加した日本新聞聯盟の、軍部を読み手に想定した“忠

誠心”の告白であり、非売品としての“商品”でもある。

それゆえ、経済事情の調査報告よりも皇軍慰問や戦跡見学をめぐる戦陣美談と、他の

新聞社との競合に勝とうとするための慰問美談が優先されたわけである。新聞は、“整

理”される恐怖から競争ブームを生み出し、自己保身のための防衛策に没頭していた。

戦前·戦中に�朝日新聞�副社長·主筆であった緒方竹虎はのちに、｢丸腰の新聞では結

局抵抗は出来ない。只主筆とか、編集局長が自ら潔しとする意味で、何か一文を草して

投げ出すか、辞めるということは、痛快は痛快だが、朝日新聞の中に追ってはそういう

ことも出来ない。それよりもこれは何とか一つ朝日新聞が生きて行かなければならな

いという意識の方が強く｣
65

と述懐している。生殺与奪の権をにぎる軍部に朝日でさえ

対峙しようとしなかったが、まして地方紙はその圧力に屈しないわけにはいかないの

も、まさしく新聞界の実情であった。

敗戦直後、戦時中に�東京新聞�編集局長や�新聞報�顧問などを兼務していた山根真治

郎は連載記事｢新聞に戦争責任があるか｣(�日本新聞報�1945年12月3、6日)のなかで、｢新

聞の過誤の本質は不可抗力による間接誤報であり、その責任は法的にも道義的にも全く

ない。われわれは国民と共に被害者だ｣と“新聞被害者論”を主張し、“戦争責任論”と相対立

する形で長い間に根強く存在していた。

このような｢書こうにも書けなかった｣論調があった一方、かつて日本新聞会会長で

あった田中都吉は、｢世上では他の方面の事例に誤られ新聞に対しても政府は不当な圧迫

を加えたと盲信する向もあるようであるが、私の経験では、軍部は勿論情報局内務省

等、新聞関係の諸君は(略)誠に友好的協力的であった｣
66

と証言し、それに対し前坂俊之

は、軍部のテロ、暴力や右翼の圧力、言論弾圧に怯えるあまり、新聞の過剰な自己規制

が生じた現象を指摘した上で、｢書けなかったと弁明しているけれども、実際は書かな

かったのではないか、書く勇気が欠けていたのではないか｣
67

と問いかけている。

｢書こうにも書けなかった｣か、それとも単に｢書かなかった｣だけなのかの議論に、

書き手の意志にかかわる主体性と、その置かれる環境の客観性のどちらかへよりアプ

ローチするかに関する研究上の視点においても齟齬をきたしている。少なくとも日本新

聞聯盟の場合は、慰問美談の<内>に盛り込められる“忠誠”の<外>では、暗黒時代がその

首を締めていたのである。

65 緒方竹虎｢叛乱将校との対決の一瞬｣(�五十人の新聞人�電通, 1955), p.207.

66 田中都吉｢日本新聞会のこと｣(�五十人の新聞人�電通, 1955), p.60.

67 �図書新聞�主催｢戦争とジャーナリズムについて―前坂氏に聞く<大新聞は大東亜戦争をどう報道したの

か>｣(2001.5.5)において、前坂俊之は�図書新聞�の編集長米田綱路との会談のなかで、｢書けなかったと弁

明しているけれども、実際は書かなかったのではないか、書く勇気が欠けていたのではないか｣が、自作

�兵は凶器なり―戦争と新聞1926-1935―��言論死して国ついに亡ぶ―戦争と新聞1936-1945―�で最も主張

したい点であると述べている。
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5 おわりに

書き手の主体性について、何を書いたかは勿論重要であるが、それでは｢書かなかっ

た｣ものは何だろう、という逆の思考も必要となろう。確かに、日本新聞聯盟は非売品

の慰問美談集を“商品化”することで“忠誠心”を軍部に売り込もうとしたが、慰問の喧伝は

�江南二旬の旅�にとどまっているようにも見受けられる。

聯盟の慰問活動に関して、�新愛知�は出発から帰国
68

までの行動を連日の記事
69

で取

り上げていたが、それ以降の報道は確認されず、大々的な紙面の扱いはみられなかっ

た
70

。なお、他紙についての検証も必要と言わざるを得ないが、少なくとも、慰問団の

団長に本社理事、団員に東京および関西支局長を派遣した�新愛知�では関連記事は見当

たらなかった。

従来、戦況報告と戦意高揚を兼ねて開催される講演会をはじめとするイベントは、

慰問団に求められる帰国後の仕事ではあったが、日中戦争以降はさらに勢いを増して

いった。池井の論考において、絶好の材料として日中戦争を最大限に利用した新聞やラ

ジオ、映画などのマスメディアは、｢軍以上の強硬論を煽り、軍国美談を作りあげ、献

金運動を繰りひろげるなど戦争協力への姿勢を惜しまなかった。政府·軍による言論統

制の枠内にとどまらず、より積極的に戦争を讃美する風潮を国民のあいだに作り出して

いったのである｣
71

という結論に至ったのも、慰問団派遣の延長線上にあるその後の宣

伝活動が民衆に及ぼす影響を踏まえたのであろう。

しかし、宣伝戦を展開させるどころか、日本新聞聯盟は如何なる理由で沈黙したの

であろうか。確かに、�江南二旬の旅�の場合では軍部の代弁者となって銃後国民に発信

し続けていたように思われるが、この美談集が最終的に世間に出回らない非売品の形と

なったのは、そういった発信を民衆に届けないことを選択したことを示しているので

はなかろうか。

日本新聞聯盟は1932年刊行の�農村救済と政界浄化案―新聞聯盟パンフレツト·第三輯

―�において、｢日本を縦断する強力なる民衆の指導機関｣と意地を示したが、1939年に

は�江南二旬の旅�を通して軍部や国に“忠誠”を誓っている。わずかの七年間における日

68 慰問団員のなか、日程表通りに5月25日に帰国したのは大木、田村、牧田、稻生、太田、木村、山崎、高

橋、水野、西、櫻田、荒巻の十二氏であり、櫻木団長以下は上海に残留したが、解散後の行動について櫻

木は｢数ケ所を訪問し又第一線に出動中なりし為め団として御見舞ひ出来ざりし畑軍司令官をも某地に帰還

せられたるを好機とし五月卅一日御慰問申上げ｣たことに触れたが、他に詳細な記述は見当たらない。

69 ｢東西の有力実業家十六名が参加 本社櫻木理事が団長となり一行けふ壮途につく｣(�新愛知�1938.5.7, 朝

刊)、｢愈よ壮途へ！東西有力実業家らの中支経済視察団 名古屋駅を通過西下｣(同紙5.8, 朝刊)、｢皇軍勇戦

の跡を訪ひ感謝の祈を捧ぐ 中支経済視察団上海着｣(同紙5.13, 夕刊)、｢上海戦跡視察し当時の激戦偲ぶ 中

支経済視察団一行｣(同紙5.18, 朝刊)、｢本社経済視察団帰国の途へ 櫻木団長らはなほ数日滞在｣(同紙5.26, 

朝刊)などが確認される。

70 その一方、�新愛知�紙面では同じ時期に、｢米本師が慰問報告 加藤大佐、山口博士有益な講演 婦人二十三

日会例会盛況｣(1938.5.24, 朝刊)などの見出しで慰問講演および報告会を積極的に取り上げている。

71 前掲脚注59, p.64.
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本新聞聯盟の｢個｣の転身は、まさしく戦争推進に伴う軍部の台頭やジャーナリズムにお

ける言論自由の喪失などの天地一変を物語っている。

この｢かつてないよき慰問団｣の全容の解明は、本稿で取り上げた新資料を踏まえた

上で、さらなる関係資料の発掘を待ちたいところではあるが、このような“沈黙”を、言

論統制の時代を生きる新聞人の無言の抵抗として捉えることの可能性も提起したい。�江

南二旬の旅�はそれら新聞人の“忠誠”の表明であるが、“辱め”ともなったのであろう。そ

して、“忠誠”も“辱め”も戦後日本において徐々に風化させていくなか、｢書こうにも書け

なかった｣戦時下を｢書かなかった｣ことによって生き抜き、また｢書かなかった｣ことに

よって反抗した新聞人の姿が明晰に見えてくるのではなかろうか。�朝日新聞�の編集責

任者であった美土路昌一は戦後、｢言論死して国遂に亡ぶ、死を賭しても堅持すべきは

言論の自由である｣
72

と反省の弁を述べているが、新聞人を｢言論の自由｣か｢個人の生死｣

の二択に追い込んだのは何か、この問いについて改めて考えたい。 

【表1】日本新聞聯盟皇軍慰問団団員一覧(計21名、掲載順)

所属 職名 参加者 所収文章の題目

参
加
者
側
：
広
告
主(

十
二
社、

十
三
名)

井田京栄堂 店主 井田友平

森永製菓株式会社 宣伝部長 稻生平八 ｢断章(一)(二)｣

株式会社わかもと本舗 

(栄養と育児の会)

参事 岡田正二 ｢憶出の第一線｣

図案課長 室井正孝 ｢南航行の事｣

大木合名会社 副社長 大木卓 ｢上海、南京、蘇州戦跡を尋ねて｣

株式会社高橋盛大堂 専務取締役 太田千貞 ｢偽らざる慰問団｣

株式会社木村製薬所 取締役 木村英次郎

大日本通信大学法制学会 会長 澤野民治 ｢中支印象三つ｣

物心療法普及の会 会長 田村靈祥
｢取り残された俊寬｣

｢姑娘と団服｢東京から上海まで｣｣

山田安民薬房 理事、宣伝部長 短田二郎

津村敬天堂 副社長
津村義男 ｢金山寺味噌漬｣

東亜公司 取締役

株式会社津村順天堂 常務取締役 津村重孝 ｢上海、南京｣

図書出版業 (不詳) 牧田平次郎 ｢第一線の実感｣

主
催
者
側
：
新
聞
社(

五
社、

八
名)

新愛知新聞

理事 櫻木俊一 ｢吾等の歩み｣

東京支社長 水野幸吉 ｢中支片々録｣

関西支局長 山崎兼次郎 ｢印象と手紙｣

北海タイムス 東京支局長 西美藏 ｢勝たねばならぬ｣

河北新報
東京支社長 櫻田定凞 ｢旅情断章｣

大阪支局長 高橋信 ｢中支行その日その夜｣

福岡日日新聞 広告部長 荒巻昌吉 ｢コレクシヨンと室内音楽｣

日本新聞聯盟 事務局·記者 櫻井長徳 ｢上海から上海まで｣

72 �朝日新聞社史――大正·昭和戦前編�(朝日新聞社, 1991), p.657.
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【表2】慰問行の日程(略)

日付 訪問の場所および人物等

上海

5月10日 上海神社、陸戦隊勇士の墓、東西本願寺；上海陸軍報道班長馬淵中佐来訪

5月11日

閘北戦跡、北停車場附近、鉄路管理局；畑本部―廣田先任参謀大佐、陸戦隊―

關根参謀中佐、軍艦出雲―副官廣江少佐；上海停車場司令部、同憲兵隊、軍報

道班(新聞社側)

5月12日
深谷兵站病院―深谷軍医中佐、飯田桟橋、呉淞鎮、海軍陸戦隊竹下部隊、加納

部隊長戦死の跡、大場鎮

5月13日
鳥海部隊本部、敷島公園―鳥海大佐、江湾競馬場、同済大学、廟行鎮、豊田紡

の焼跡、伊東部隊本部、四行倉庫

南京

5月15日
今野三兵站病院、千田兵站部、軍報道班、南京警備司令部、日本総領事館、停

車場司令部、軍艦安宅、挹江門内の防空窖、海軍武官室、玄武湖、古鶏鳴寺

5月16日
中華門、光華門、大校飛行場、中山陵、明孝陵、紫金山、福貴山麓の防空窖、

軍官学校

蘇州 5月18日 虎丘山、寒山寺、楓橋、西園、獅子林、北寺の塔、繁華街にて買物

上海 5月19日 休養·自由行動

杭州

5月20日 牛島部隊、軍報道班、軍兵站部、軍特務部；牛島部隊参謀水野中佐来訪

5月21日
朝市(泥棒市)、牛島部隊、銭塘江岸六和塔附近、浄慈禅寺、紫来洞、岳王廟、

杭州野戦予備病院

上海

5月22日 キス焼会(正式のプログラム完了)

5月23日 休養、自由行動(土産物色や市内見物)

5月24日 上海日報社から招待、解散式

5月25日 上海郵船碼頭から長崎丸で帰国
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