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<従軍記>の拡散と変容
―― 戦時下メディアにおける池田さぶろの漫画作品

清松大
✉h.kiyomatsu@kmj.biglobe.ne.jp

Saburo Ikeda was a cartoonist who played an active role in 

pre-war Japan. He preferred a manga manbun style, which combines 

cartoon with prose, and his many works reference both financial 

circles and the literary world. In 1939, he travelled to China, where 

he worked as a war correspondent. His reports appeared in many 

magazines alongside various titles, cartoons, and writings. The 

purpose of this study is to analyze and review Ikeda’s reports and to 

clarify their significance in the context of wartime media regulations. 

Comparing Ikeda’s articles, we found that they each have different 

features. The flexibility of Ikeda’s reports is such that they can be 

reconstituted to play different roles according to the context (e.g., 

popular entertainment magazines, financial magazines, and women’s 

literary magazines). Ikeda’s reports about the Dading rural area were 

requested during the Pacific War as a form of wartime propaganda 

presenting Japan in a positive light in Mainland China. Results indicate 

that the reports, as a function of their diversity, held a special 

position in the spectrum of contemporary photographs, cartoons, and 

reportage regarding China.

Keywords Saburo Ikeda(池田さぶろ), Cartoon(漫画), Media Studies(メディ

ア研究), Wartime Regulations(戦時統制), Propaganda(プロパガン
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図1 池田三郎｢文壇漫画 文壇オリンピック｣(�文章倶楽部�1923. 8)

1 はじめに

池田さぶろ(三郎, ?-1989)は、戦前の雑誌界において非常に旺盛な活動を展開してい

ながら、現在では半ば忘れられた漫画家となっている。著書には�財界お顔拝見記�(東

京：新時代社, 1930)、�財界漫画遍路�(東京：東治書院, 1933)など、政財界の人物に取

材した漫画訪問記事集や、戦時下には�戦ふ銃後女性譜�(東京：教学館, 1943)等の国策迎

合的なものが見受けられる。これまでの漫画研究や昭和史研究において、その活動や作

品が取りあげられることはほぼ皆無であり、その人物や来歴については明らかにされ

ていない。

しかし、戦時下の漫画と国策との関わりを見なおすうえで、池田が果たした役割に

は看過できないものがある。本稿では、主に日中戦争勃発以後の池田の活動を跡づけな

がら、大陸での従軍に基づく作品群を取りあげ、その特異性を浮き彫りにする。そのこ

とを通して、雑誌をはじめとする戦時下のメディアにおいて漫画というジャンルが

担っていた意義の一端を明らかにすることを目的としたい。

2 池田の活動概観

まずは、池田の漫画家とし

ての活動を概観しておきた

い。池田は、新潮社が発行し

ていた�文章倶楽部�において

デビューを果たしたものと思

われる。同誌の第9年第8号

(1923.8)に懸賞当選
1
として｢初

夏のピクニック｣(表紙絵)及び｢

文壇漫画 文壇オリンピック｣

(図1)が掲載されて以降、池田

の作品は1929年4月の廃刊まで

ほとんど毎号のように現れ

る 。 ｢ 文 壇 漫 画 文 壇 オ リ ン

ピック｣は、その名の通り、同時代文壇の状況を様々な競技が行われるオリンピックに

擬しており、例えば画面左上のボートレースでは｢早稲田｣、｢三田｣、｢赤門｣の各チーム

が競っているといった具合に、様々な作家の実名を盛りこみながら戯画的に描きだした

1 当時の�文章倶楽部�の｢懸賞募集規定｣には、｢表紙絵｣募集と、毎号懸賞として｢文壇漫画募集｣というもの

があり、池田もそれに応募したものと思われる。
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ものである。このように、池田の漫画家としてのキャリアは、文壇で活動する文士を材

に取る｢文壇漫画｣から始まっている。

その後、池田は｢漫画訪問｣などと称される、経済界や文壇の人物へのインタビュー

に基づく漫画漫文のスタイルを確立していく。経済界に取材した作品を�実業之日本�(実

業之日本社)や�工業組合�(工業組合中央会)等の経済誌に寄せる一方で、文壇に取材した

作品を文芸雑誌に発表しているが、特に宝文館発行の文芸雑誌�若草�では、1936年1月の

第12巻第1号から1940年2月の第16巻第2号まで、漫画と漫文による作家のインタビュー

記事(｢まんが ․ 縦横談｣｢漫画訪問｣などと題される)等を書き、この期間、池田の名はほ

ぼ毎号みられる。中でも、時局との関わりにおいて注目されるのは、従軍ペン部隊作家

に取材した一連の作品である。�若草�第15巻第1号(1939.7)の北村小松を皮切りとして、

同巻第7号(1939.7)まで、佐藤春夫、中谷孝雄、甲賀三郎、中村武羅夫、長谷川伸を対象と

した漫画訪問記事が連載(第6号は除く)されている。記事の内容としては、戦地での経験

や裏話めいたエピソード、戦争文学への展望等が作家の口から語られており、いわば従

軍ペン部隊作家たちの生の声を届けるものであった。読者はそれを介して、ペン部隊作

家たちの大陸における見聞を受容することになるのであり、池田のインタビュー記事

は、間接的な従軍記としての役割を担っていたといえるだろう。それは、漫画漫文とい

う形式をとることにより、一般的な従軍記とは異質な大衆性をはらむことになる。

日中戦争の本格化とともに、多くの漫画家たちが戦時体制に取りこまれていくこと

は諸家の指摘するところ
2
であるが、池田もまた例外ではなかった。第二次近衛内閣に

よる新体制運動の中で、1940年8月に漫画家の一元化団体である新日本漫画家協会が発足

するが、池田はその第一回委員に選出されている
3
。さらに、太平洋戦争勃発後の1943

年5月には日本漫画奉公会が結成されるが、その役員名簿(1945年6月時点)において池田

は理事の一人に名を連ねている
4
。この時期の池田には�職場現地報告�(東京：国民工業

学院, 1941)や、前出の�戦ふ銃後女性譜�といった単著があり、上記の日本漫画奉公会が

中心となって刊行した�決戦漫画輯�(東京：教学館, 1944)にも、池田の作品が数多く掲

載されていることが確認できる。その内容としては、銃後の戦意高揚や、生産活動の推

奨を意図するものが目立つ。

また、近年になってその存在が知られるようになった幻の慰問雑誌�戦線文庫�(興亜

日本社)における活動も見逃せない。押田信子によれば、�戦線文庫�は｢旧海軍省恤兵係

(部)が監修をおこない、前線の兵士、内地の傷病兵の慰安、戦意高揚を目的に発行され

た月刊の慰問雑誌である｣
5
という。池田は第23号(1940.9)から第26号(1940.12)にかけて

2 戦時下の漫画家たちの動向をまとめたものには、清水勲�漫画の歴史�(岩波書店, 1991)や桜本富雄�戦争とマ

ンガ�(創土社, 2000)、井上祐子｢戦時下の漫画――新体制期以降の漫画と漫画家団体――｣(�立命館大学人文

科学研究所紀要�第81号, 2002.12)などがある。

3 清水, 前掲書, p.156, 桜本, 前掲書, p.52.

4 桜本, 前掲書, p.65.

5 押田信子｢幻の慰問雑誌ーその政治性、文化性 旧海軍省監修�戦線文庫�を中心にして｣(谷川建司 ․ 須藤瑤子 ․
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｢川柳漫画｣というミニコーナーの作画を担当しており、第24号(1940.10)に｢興亜少女隊訪問

記｣、第25号(1940.11)には｢をとめ海援隊訪問記｣を掲載、さらに第26号(1940.12)には｢新

装の内閣情報部のぞ記｣、翌年の第27号(1941.1)から29号(1941.3)にかけては、｢新体制日

本を背負ふ人々｣と銘打って、尾崎士郎や当時の外相であった松岡洋右ら各界の名士への

訪問記事を連載している。

上記の通り、戦時下にあっては多くの漫画家たちがそうであったように、池田も国

策協力的な執筆活動を展開しており、同時にそれは、池田自身のキャリアにおいて最も

旺盛な活動がなされた時期でもあった。戦後はもっぱら経済雑誌を活動の場としなが

ら、とりわけ特殊鋼倶楽部発行の�特殊鋼�には、1955年5月から1986年8月まで、およそ

30年の長きにわたって断続的に漫画訪問記事を中心とした作品を発表し続けている。

3 戦時下の漫画と国策宣伝

以上のように、池田のキャリアは非常に長い期間に及ぶものであるが、本稿で取り

あげるのは、1939年7月以降に彼が発表した複数の<従軍記>
6
である。これらは、朝鮮 ․

満州を経由して北支 ․ 蒙彊へ至り、再び朝鮮を通って帰国する旅程の中で、それぞれの

土地の風物や人物に取材したものであるが、驚くべきことに、タイトルや絵のタッ

チ、文章の内容を変えながら、1939年7月から翌年11月にかけて、管見の限りでも実に

10種類もの雑誌に掲載され、太平洋戦争の開戦後にも新たに2種類の媒体に掲載されてい

るのである
7
。この特異な事態を、どのようにとらえればよいのだろうか。

もっとも同時期のメディアにおいて、大陸をめぐる記事や言説が氾濫していたこと

は確かである。内務省警保局発行の�出版警察資料�第37号(1939. 8)に掲載された｢出版物

の今月の傾向｣のうち、｢文化雑誌｣の項では｢八月号九月号の文芸雑誌及び一般雑誌に於

王向華編�東アジアのクリエイティブ産業――文化のポリティクス――�(東京：森話社, 2015), p.179.

6 本稿では池田の大陸従軍に取材した作品群を一括して<従軍記>と表記する。<>をつけて表記するのは、一

般的な従軍記と池田のそれとの間に質的な差異を見出す筆者の立場に基づく。

7 各媒体への<従軍記>の掲載時のタイトル、掲載媒体、発行年月は以下の通り。

｢鮮満北支蒙彊 風物従軍行｣(�若草�第15巻第7号-第12号, 1939. pp.7-12)※(第8号以降の作品表題は｢従軍

行｣でなく｢従軍画譜｣となるが、目次では第9号を除いて｢従軍行｣と表記)

｢北支蒙彊従軍画譜｣(�改造�第21巻第7号, 1939.7).

｢大同の農民祭漫画行｣(�日本評論�第14巻第7号, 1939.7).

｢大陸漫画通信｣(�文藝春秋 現地報告�第7巻第7号, 1939.7).

｢北支見物案内記｣(�商店界�第19巻第7号, 1939.7).

｢鮮満北支蒙彊人物画信｣｢大陸商売往来｣｢大陸漫画風物画譜｣(�経済マガジン�第3巻第7号~第9号, 1939. 7-9)

｢漫画 ․ 支那読本(現地報告)｣(�ユーモアクラブ�第3巻第8号, 1939.8).

｢崇貞学園漫訪｣｢従軍慰問常設館｣(�令女界�第18巻第8号, 第11号, 1939.8).

｢大陸文化建設漫画譜｣(�大陸�12月特大号, 1939.12).

｢大陸日本人図絵｣(�新満州�第4巻第11号, 1940.11).

｢大同農村行｣(�肥料�第4巻第2号, 1942.2).

｢蒙彊画信｣(金子三郎編�決戦漫画輯�教学館, 1944).



<従軍記>の拡散と変容  169

図2 �外国新聞に現はれたる支那事変漫画�

(内閣情報部, 1938) ※図は、津金澤聡

廣 ․ 佐藤卓巳編�内閣情報部 情報宣伝研究

資料� 第3巻(柏書房, 1994)より引用

て、特に目につくことは、随筆の多いことゝ、大陸(支那、満州、朝鮮等)に関するも

のゝ多いことである｣とされたうえで、その一部が以下のように示されている。

満州行断章 今日出海 文芸 八月号

新しい大陸朝鮮 福田清人 文学者 〃

満州だより 大場白水郎 三田文学 〃

大陸日本人の教育 矢沢浄 〃 〃 

学生と大陸 上泉秀信 知性 〃

新京での印象 伊藤整 セルパン 〃 

満州開拓地点描 福田清人 〃 〃

移住地の現実 湯浅克衛 〃 〃

蒙彊張家口大同 田村泰次郎 〃 〃

朝鮮満州を巡りて 伊藤整

(座談会) 村山知義 文学界 九月号

今日出海

大陸と保健問題 小泉丹 知性 〃

現地学芸随筆 セルパン 〃 

このように、大陸を扱った記事は決して珍

しいものではなく、大陸従軍に基づく池田の作

品群も、大枠としてみれば、その流れの一部と

して位置づけることは可能だろう。

また、国策宣伝という観点からみれば、多

様な手法による宣伝のあり方が模索されてい

た時期でもある。1938年12月の�NIPPON 日

本版�第16号｢編集後記｣(執筆者、稲田登美)は、

｢対外宣伝がいよいよ軌道に乗り｣、｢写真に映

画に刊行物に活発に実行にうつされ｣、｢一般

民衆の対外宣伝への認識も非常に深まつて来

た｣としながら、｢支那事変は日本の対外宣伝

を急速に進歩せしめた｣と述べている。その

うえで、同誌が｢四六四倍版を菊倍版にあらた

め頁を倍に増した｣ことについて、日本には

｢読む雑誌｣の文化が根づいているが、それを

保ちつつ｢見る雑誌｣であるためには｢菊倍版

といふサイズが最も効果的であるやうに思ふ

｣からだとする。つまり、一つの雑誌におい

て｢読む｣ことと｢見る｣ことの両立をはかるために最適な大きさを選んだというのであ



170  [一般論文]

図4 横山隆一｢蒋介石の最後の閲兵は宋美齢｣

(�NIPPON�日本版1938. 12) 

図3 近藤日出造｢勘定専一｣｢冬｣

(�NIPPON�日本版, 1938. 12)

る。

｢見る｣ものへの強い意識は、写真を中心としたグラ

フ雑誌が台頭し、国策映画の盛んな製作が行われるよう

になったことなどにも表れている。宣伝メディアとし

ての漫画に対する期待も決して小さいものではなかっ

た。1938年12月に内閣情報部は情報宣伝研究の資料とし

て�外国新聞に現はれたる支那事変漫画�を発行してい

る。清水勲によれば、この本は教宣漫画を描くための参

考資料として、主要な漫画家たちに提供されたとい

う
8
。そのはしがきには｢本集は外務省に於て蒐集したる

日支事変勃発以来約一年間に外国新聞に現はれたる漫画

の代表的なるものを採録したるものなり。甚しく見当

違ひのもの、徒に日本を敵視せるもの等あるも、支那

事変に対する列国の与論を反映せるものとして参考と

なるもの多きを以て、情報宣伝に関する資料として印

刷したるものなり｣
9
と述べられている。その内容を見る

と、たしかに｢日本を敵視｣して皮肉るような諷刺画的性質のものがほとんである(図2)。

同時期の日本の宣伝漫画には、これを髣髴とさせるものが多い。たとえば、先に｢編

集後記｣の一部を引いた�NIPPON 日本版�第16号には、近藤日出造｢勘定専一｣｢冬｣(図3)

や横山隆一｢蒋介石の最後の閲兵は宋美齢｣(図4)といった作品が掲載されているが、近藤

の｢勘定専一｣には｢権益｣と書か

れた本を手に中国の前を歩き回

る欧米人(おそらくはルーズヴェ

ルトを意識したものであろうか)

が描かれている。また｢冬｣に

は、穴だらけのマントを広げて｢

来りてわがマントの中に入れ！｣

と中国人に呼びかける蒋介石の姿

が描きだされている。横山の作

にも同様のことがいえるが、ア

メリカや蒋介石を敵視し嘲笑す

るかのような作品は、日本に対

する海外のバッシング漫画を反転

させたものといえる。もっと

8 清水, 前掲書, pp.152-156.

9 津金澤聡廣 ․ 佐藤卓巳編�内閣情報部情報宣伝研究資料� 第3巻(柏書房, 1994).
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図5 堤寒三、下川凹天、近藤日出造、麻生豊、横山隆一、

宍戸左行｢時局漫画｣(�中央公論�臨時増刊｢国民皆読｣

版, 1937. 12)

も、�外国新聞に現はれたる支那事変漫画�の配布以

前から、これに類する例はみられる。たとえば、

1937年12月の�中央公論�臨時増刊｢国民皆読｣版の｢時

局漫画｣のページ(図5)には、堤寒三、下川凹天、近

藤日出造、麻生豊、横山隆一、宍戸左行による作品

が掲載されている。近藤や横山は、1932年に結成さ

れ、ナンセンス漫画を得意とした新漫画派集団に属

する若手の作家であり、それに対して堤や下川、麻

生、宍戸といった面々は、この時期すでに｢大家｣
10

とされていた漫画家たちであり、1934年には｢新漫

画派集団の結成に刺激されて｣
11

新鋭漫画倶楽部を結

成している。なお堤は、1937年に結成され、中国人

など現地住民への教宣のためにその幹部たちを満州

へ送りこんだ報国漫画倶楽部のリーダーであった
12

。この｢時局漫画｣は、まさに新

旧の漫画家たちが競演する場と

なっているが、そこに共通するの

は、いずれも中国の｢抗日｣運動

や、日本の大陸政策に反対する英

米、ソ連を戯画化し、嘲笑してい

ることである。このように、中国

や日本側の同盟国以外の国を露骨

に敵視した漫画は、日中戦争開戦

直後から数多く描かれた。

しかしながら、このように直

接的に英米や中国を憎悪 ․ 非難

し、日本の大陸進出を正当化しよ

うとする教宣漫画を、内閣や軍の

情報部が求めていたかといえば、必ずしもそうではない。日中戦争が泥沼化する中で、

中国や欧米諸国の巧みな宣伝力を見せつけられ、日本側も宣伝の重要性を強く自覚する

ようになっていた。上記の近藤と横山の作品が掲載された�NIPPON 日本版�第16号に

は、当時の陸軍情報部長を務めていた清水盛明の｢対外宣伝と日本人｣という文章が掲載

10 梶井純�執れ、膺懲の銃とペン――戦時下マンガ史ノート――�(ワイズ出版, 1999), p.165.

11 石子順造�日本漫画史�(社会思想社, 1988), p.180.

12 石子順造｢戦中マンガの精神構造｣(�コミック論――石子順造著作集3――� 喇嘛舎, 1988), p.134. Rosenbaum, 

Roman(2011)Towards a Graphical Representation of Japanese Society in the Taisho Period : Jiji Manga 

in Shinseinen Japan review : Journal of the International Research Center for Japanese Studies Vol.23, p.183.



172  [一般論文]

されている。清水は｢戦時事変に於ける対外宣伝に当つては政治上からする直接宣伝は

余り受け付けられない｣としながら、特に重要視される｢米国に対する宣伝｣について、｢

斯かる国に対しては文化工作を介してやるのが上策｣であり、｢利害関係のない方面から

人心を緩和し｣、｢我国に親しみを生ぜしめ同情を起させる様に努むべきである｣と述べ

ている
13

。

清水の主張に記された方針は前出の近藤や横山の作品にみられる表現手法とは相反す

るものであり、少なくとも1938年末の時点では漫画家たちへの統制は不完全であったと

いえる。のちに清水は｢漫画の制作上特に注意すべきことは、我国に於ては政治的漫画

の専門家が少くなつてゐる関係上、漫画を描いて貰ふ場合には、必ずこちらからアイデ

イアを示さないと、碌なものが出来ないといふことである｣としたうえで、｢大家であ

るから、定めし立派なものが出来るだらうと思つて、支那向のものを依頼すると、飛ん

でもないものが出来上つて来る。故に、依頼する場合には、どうしても思想内容を示さ

ねばいけないといふことを強く感ずる次第である｣
14

と述べてもいる。清水のいう｢飛ん

でもないもの｣が具体的にどのようなものをさすかは定かでないが、より効果的なプロ

パガンダを作るために、情報部の側から｢アイデイア｣や｢思想内容｣を示す必要があると

明瞭に述べられていることは注目される。後述するように、池田は陸軍省情報部から大

陸従軍をすすめられるような人物であったから、池田に何らかの依頼や指導などが入っ

ていた可能性は十分にある。漫画漫文のスタイルを好んで用いる池田の作品は、｢読む｣

ものであると同時に｢見る｣ものとしての特質をも有しており、前出の雑誌�NIPPON 日

本版�が体現しようとしていたような宣伝様式に符合する理想的な手法といえる。とは

いえ、それだけでは、池田の<従軍記>が数多くの媒体に掲載されたことについての積極

的な理由づけにはならない。それ以上に、池田の<従軍記>が何らかの固有の価値を持っ

ていたと考えるべきだろう。以下、そのことを探るべく、掲載された各メディアの特

性に注意しながら、池田の<従軍記>を分析していきたい。

4 <従軍記>の拡散と変容

4.1 各誌に掲載された<従軍記>

�若草�では、第15巻第7号(1939.7)から同巻第12号(1939.12)まで、およそ半年間に

13 なお、この流れと直接関係するものではないが、1938年10月には内務省警保局図書課の佐伯郁郎を中心と

して｢児童読物改善ニ関スル指示要綱｣が決定し、主要な雑誌編集者らに通達されている。そこには｢編輯上

ノ注意事項｣のひとつとして｢事変記事ノ扱ヒ方ハ、単ニ戦争美談ノミナラズ、(略)支那ノ子供ノ生活ニ関

スルモノ又ハ支那ノ風物ニ関スルモノ等子供ノ関心ノ対象トナルベキモノヲ取上ゲ、子供ニ支那ニ関スル

知識ヲ与ヘ、以テ日支ノ提携ヲ積極的ニ強調スルヤウ取計ラフコト。従ツテ皇軍ノ勇猛果敢ナルコトヲ強

調スルノ余リ支那兵ヲ非常識ニ戯画化シ、或ハ敵慨心ヲ唆ルノ余リ支那人ヲ侮辱スル所謂｢チヤンコロ｣等

ニ類スル言葉ヲ使用スルコトハ一切排スルコト｣(�出版警察資料�第33号, 1938.10)とある。

14 清水盛明�戦ひはどうなるか�(実業之日本社, 1939), pp.234-235.
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渡って池田の｢鮮満 ․ 北支 ․ 蒙彊 ․ 風物従軍行｣(第8号以降の作品表題は｢従軍行｣でなく｢従

軍画譜｣となるが、目次では第9号を除いて｢従軍行｣と表記)と題する記事が連載されて

いる。その第1回の冒頭に、池田が大陸従軍に至るまでの経緯が記されている。

一昨年八月、陸軍省情報部で、僕は上海従軍をすすめられた。が僕は二の足をふんだ。余

りに突然なのと、当時コレラが上海を食ひあらしてゐたからだ。｢令女界｣のルポルタージュ

をとりに、情報部を訪ねたときのことである。それから、一年半たつてゐる。

僕は総ての準備をととのへるのに月余を費して、大陸従軍を決意した。(中略)

僕は、五冊のスケッチ ․ ブックと、薬と、葉書型のスケッチ箱と洗面道具をリュックサッ

クにつめた。それだけである。長女が作りかけた千人針を、仰々しいと怒つて、僕は身につ

けなかつた。隣へぶらりと遊びに行くやうな軽い気持で行きたかつたからだ。

車はずつと二等で通した。長旅に自分の心身をいたはる気持があつたからだ。鉄路、朝

鮮、奉天を経由し、鞍山に着いたのは、三月二十九日の朝だつた。

図6 池田さぶろ｢鮮満 ․ 北支 ․ 蒙

彊 ․ 風物 ․ 従軍行｣(�若草�

1939. 7)

    図7 池田さぶろ｢北支 ․ 蒙彊従軍画譜｣

(�改造�1939. 7)

この<従軍記>は、大陸での見聞をもとにした漫画付きの紀行文ともいうべきもので

あり、タイトルの通り、朝鮮 ․ 満州を経由して北支 ․ 蒙彊へ至り、再び朝鮮を通って帰国

する旅程の中で、その土地ごとの風物や人物を活写している。たとえば、連載第1回で

は｢天津の女｣と小見出しをつけて、現地女性の様子をユーモアまじりに描いている(図

6)。また、連載第2回は｢北京の巻｣と銘打たれているが、当地にいる日中の要人を訪問

する一方で、｢北京の犯罪の巣｣であり、｢猥雑で、グロテスクで、ゴミへしたプロレ

タリアートの歓楽境、天橋｣の様子を描きだし、それに比べて｢浅草はまだへ上品すぎ

る｣などと述べてもいる。このような記事は、メディアの扇動によって大陸への関心を

喚起されていた読者の興味を引くに十分なものであっただろう。
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図10 宮尾しげを｢弥次喜多 興亜日本膝栗毛｣

(�ユーモアクラブ�1939. 8)

図8 池田さぶろ｢支那読本｣ 

(�ユーモアクラブ�1939. 8)

  

図9 池田さぶろ｢大陸漫画風物譜｣ 

(�経済マガジン�1939. 9)

さて、先述の通り池田の従軍記は複数の媒体に掲載された。その多くは1939年7月に

発表が集中しているが、それらを比較してみると、明らかに同一のモチーフでありな

がら、描かれ方や文章の内容等が掲載誌によって異なっていることがわかる。たとえ

ば、先に挙げた天津の女性についての描写は、�改造�に掲載されたもの(図7)をみる

と、�若草�に掲載されたものとは二人の女性の構図が違い、文章の内容もより簡潔で、

�若草�では｢天津の女｣と記述されていたものが｢支那女性｣と一般化されている。

上記の�若草�と�改造�の例に比して、掲載

誌によって甚だしく記事の雰囲気が異なってい

るものもある。�ユーモアクラブ�において描

かれた大同石仏(図8)はデフォルメされた絵柄

になっているのに対して、�経済マガジン�で

は、より写実的なタッチで描かれている(図9)。

これは、大衆向けの娯楽雑誌と経済誌という両

者の性質に応じて生じた差異といえるだろう。

1939年8月の�ユーモアクラブ�第3巻第8号に

は、宮尾しげを｢弥次喜多 興亜日本膝栗毛｣(図10)

が掲載されているが、大衆向けの雑誌らしく、

タイトルこそ時局を感じさせるものではあっ

ても、絵のタッチや内容は非常にコミカルな

ものとなっており、戦争や大陸との関連性も薄い。それに対して経済誌は、大陸の経済

的事情を具体的かつ正確に伝える必要がある。そのため、たとえば同年7月の�経済マガ

ジン�に掲載された井上謙吉｢大陸経済建設の方向――北支経済建設の現状を観る――｣で

は、文章に写真をまじえ、読者に臨場感を与える誌面構成になっている。このような掲
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図12 池田さぶろ｢北支見物案内記｣

図11 池田さぶろ｢北支見物案内記｣

(�商店界�1939. 7)

載誌の性質に鑑みれば、池田の描画スタイルが雑誌間で異なっている理由も見えてく

る。いわば、経済誌における池田の漫画は限りなく写真に近い役割を担っているといえ

るだろう。このように、同一のモチーフを持つ漫画記事であっても、掲載誌の特性に合

わせて、池田自身が意識的に絵柄を変えていたことが推察されるのである。

4.2 パンフレットとしての<従軍記>

池田の従軍記を掲載した雑誌のひとつに�商店界�

というものがある。1939年7月発行の同誌第19巻第

7号には｢北支見物案内記｣というタイトルで池田の

記事が掲載されている(図11)が、そこに付された｢

最近北支の旅から帰京された池田三郎画伯にお願ひ

して、眼でみる北支の案内記をかいて戴きまし

た。巻頭の倉本主筆の記事と併せお読み下さると、

今こそ大陸進出の好機であると感ぜずには居れませ

ん｣というはしがきは、池田の作品が担っていた意

義を考えるにあたり、きわめて示唆的なものであ

る。｢倉本主筆｣とは�商店界�編集長を務め、商業評

論家としても活躍した倉本長治のことである。｢巻

頭の倉本主筆の記事｣とは｢商人の大陸進出｣と題さ

れたものであるが、倉本は｢非常時物資の統制は大

陸に迄及んで来つゝあるので、新規開店の上、仕入

が、どれだけ出来るか、どこまで続けるかといふ

ことが大きい問題である｣としながらも、｢それさ

へ解決がつくのなら、どしへ満州へ行くのがよ

い。狭い、きうくつな内地の店を閉して大陸進出を

すべきである。独立するなら、今、大陸へ行くべ

きである｣と主張する。さらに｢北支は更に有望だ｣

としながら｢天津 ․ 北京の地は満州などとは異り風土

気候もよし、日本人商人の進出には申分ないところ

である｣と述べている。そして倉本はこの文章を｢内

地の商店主諸君、進出だ、進撃だ、大陸へ出よう。

引き込み思案は、この建設時代には一切捨てやうで

はないか｣と締めくくっている。ここで倉本が示す

｢きうくつな内地｣という言葉には注意が必要であ

る。安志那は、この時期の満州移民政策について、｢貧農や小作農だけでなく[内地]農村
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図13 池田さぶろ｢北支見物案内記｣

の老若男女が満州移民に参加することが求められた｣といい、｢満州移民政策が大衆動員

の様相を呈しながら推し進められた時期｣であるとする
15

。そして安は、1938年に発足

した農民文学懇話会や、翌年結成の大陸開拓文芸懇話会に参加した文学者によって、｢満

州移民を題材とした多くの国策文学が書かれた｣ことを指摘している。また安は、農民

文学者の代表格であった打木村治の�光をつくる人々�(東京：新潮社, 1939)を取りあげ、

作中に描かれる沖本米平という人物の来歴を分析しながら、｢借金のため出稼ぎ労働を

選択するしかない農村青年｣としての彼が、満州を｢明るい新世界｣として志向すること

について、そこに｢[内地]の土地とは互換不能な、帝国主義的な欲望が満州の土地を熱望

する移民者の内に渦巻いている｣
16

ことを指摘する。先に引いた倉本の主張は、このよ

うな大陸開拓のイデオロギーと、根本においては軌を一にするものであっただろう。

満州や北支には、商業における<新天地>としての

期待感が託されていたはずである。

さて、このように大陸への商業的進出を駆り立

てる記事と池田の漫画を併せて読むことが推奨さ

れていることをみれば、池田の漫画がはらんでい

た意義の一端はおのずと明らかになるだろう。再

び池田の漫画に目を向けると、朝鮮半島から満州、

北支にかけての概略図が示され、それぞれの土地

の特徴が端的に表現されている(図11)。たとえば

満州の奉天 ․ 鞍山の周辺には煙突から煙を吹きだす

建物が図示され、工業の盛んな地域であることが

一目でわかる。この記事に関しては主な対象地域

が｢北支｣に限定されており、したがって最初の

ページの概略図以外は、天津や北京の様子が描かれ

るが、これは先にふれた倉本の記事との連動性を意識してのことと思われる。記事の内

容をみると、天津や北京の風俗が描かれ、当地を歩くうえでの注意点がユーモラスに示

されている(図12)。ここで池田の｢案内記｣は、倉本の記事を読む読者の｢北支｣イメージ

を視覚的に拡張し補完するパンフレットとして利用されることになるだろう。そこに

は、最初の概略図に日本兵の姿が描かれている他に戦闘を連想させるものはなく、最後

には中国人の衛兵の絵とともに｢衛兵見物もよろし。飛道具をこわがる要なし。皆日本人

の部下なればなり｣という説明が加えられる(図13)。このような記事は、戦地としての大

陸イメージにつきまとう不安を緩和する役割を担うものであっただろう。それは雑誌の

戦略という観点からしても、倉本のいう｢日本人商人の進出｣を促進することに寄与する

べく企図されていたはずである。

15 安志那�帝国の文学とイデオロギー――満州移民の国策文学――�(世織書房, 2016), p.13.

16 安, 前掲書, p.321.
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このことを念頭に置きながら、再び�経済マガジン�所載の記事をみてみたい。同誌

第3巻第7号(1939.7)には、無署名｢大陸経済建設の方向｣や前出の井上謙吉｢北支経済建設

の現状｣といった記事がみられる中で、池田の｢鮮満 ․ 北支 ․ 蒙彊人物画信｣が掲載されて

いる。そこで池田は、まず朝鮮について｢朝鮮財界の心臓は京城だ｣としたうえで、｢南

総督の自慢話ちやないが、朝鮮の治績はバカに上つてゐる。だから、こゝだつて景気は

いい
ママ

。殊に重工業は旭日昇天の勢だ｣と語る。また天津についても｢商都天津では三井が

断然光つてゐるが、忙しいの忙しくないのつて、私はこゝの支店長室に、客のたへ
ママ

たの

を見たことがない。客でなくても、二人か三人の社員が必ず書類をもつて、伺候し、へ

つぴり腰で、目玉支店長の指揮をあふいでゐる｣という。このように、�経済マガジン�

における池田の<従軍記>では、大陸の活発な経済活動の様子が強調されている。

商業誌や経済誌における池田の記事の利用は、中国大陸での｢建設｣という国家的ス

ローガンのもとで、大陸における日本の産業や商業の振興に寄与するものといえる。そ

の点については、池田自身も十分に自覚的であったと思われる。前出の安志那は、のち

に｢大陸の花嫁｣と呼ばれる｢移民者の配偶者を満州に送出する計画｣が1933年2月から具

体化し、1937年には｢花嫁の送出が本格化される｣としながら、�光をつくる人々�にも

｢後の[大陸の花嫁]像を先取り｣する描写があることを指摘している
17

。この｢大陸の花嫁｣

をモチーフとした池田の作品が1938年12月の�令女界�第17巻第12号に｢大陸花嫁漫画報

告書｣として早くも発表されていることは注目される。一連の<従軍記>に先がけて発表

されたこの記事の中で池田は、｢はるばる満州から上京して来た訓練所出身の農民であ

る｣という花婿を迎える｢大陸建設の花嫁｣にインタビューを行っている。

｢どうしてまた満州を志したのです?｣

僕の腹には、内地だつて、職業婦人の仕事はいくらでもありさうだと思つた。が、返事

は意外だつた。

｢花嫁は職業婦人ぢやありませんわ、新天地に理想の村をつくる。これは大事業です。二

代三代もかかつて大陸に骨を埋める覚悟があつてこそ、完成されると思ひます。そのために

は、男だけではなく、女子の協力が絶対に必要です｣

彼女はキツパリ答へた。

このように、国策迎合的な言葉が｢花嫁｣自身の口から語られるが、その目的が、や

はり<新天地>の建設という点に収斂することは、前述した商業的な大陸進出奨励との関

連においても注目すべきだろう。さらに池田は、移民政策の関係者たちからも話を聞き

だしていく。｢とかく移住地建設にいそしむ若者達は、男所帯の間は、どうも荒つぽく

なりがちですが、故国から花嫁を迎へると、見違へるやうに穏かに、落着いてきます

よ。子供ができるやうになると、いよいよ脚が地について、大陸生活も本格的になるわ

17 安, 上掲書, p.330.
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図14 池田さぶろ｢大陸文化建設

漫画譜｣(�大陸�1939. 12)

けです｣という言葉に対して池田は｢国策遂行のため、女子の奮起が叫ばれる所以ですね｣

と相槌をうち、移民たちの生活状況を聞かされ、｢内地のゴミゴミした所より余程いい

かしれませんね｣と感嘆する。そして記事は｢私は以上大陸花嫁の意義の重大さを諸嬢に

お伝へしたつもりである｣と締めくくられる。このように、大陸へ渡る以前から、池田

が大陸をめぐる国策宣伝の担い手としての役割を担っていたことは、池田の<従軍記>を

検討するうえでも考慮に入れておくべきだろう。｢大陸の花嫁｣への取材を通して大陸移

民政策の積極面を伝えながら、｢ゴミゴミした所｣という表現で｢内地｣を相対化していく

池田のまなざしは、｢きうくつな内地｣から大陸へ進出することを推奨する�商店界�の倉

本の論理と、容易に接続しうるものといえよう。

4.3 女性向け雑誌での<従軍記>

さて、池田の<従軍記>が担った役割は、商業的な大陸

進出の奨励や移民政策への加担ということのみにはとど

まらない。1939年の�大陸�12月特大号には、池田の<従

軍記>が｢大陸文化建設漫画譜｣というタイトルで掲載され

ているが、その中には｢崇貞学園｣という小見出しがあ

り、｢ペダルを踏んで、黄塵万丈の中をかける女学生、口

笛を吹いてゐる。北京の聖者清水氏の手塩にかけられた

彼女等は物おぢをしない｣と記され、自転車に乗る女学生

の姿が描かれている(図14)。そして池田は、｢トランク

の中から編棒と、レース糸がはみ出してゐる。彼女等の

刺繍熱は、今通州街道を席捲し、市民の立派なたつきの

糧とさへなつてゐる。その昔、淫売婦の産地といはれた

朝陽門城外は、匪賊さへもが、手を出しかねる文化の聖

地になつてゐるのはうれしい｣と述べる。また、前出�商店界�所載の｢北支見物案内記｣

(図13)にも、｢北京名物崇貞学園。貧児の小学校生徒もだが支那人の女学生がワンサとゐ

る。女学生は好んで自転車にのる｣と簡潔な説明がなされている。崇貞学園とは、キリス

ト教牧師であった清水安三が1921年に設立した崇貞女子工読学校を前身としており、現

地の貧しい少女たちに刺繍などの技術教育を施し、その自立を支援していた。佐藤尚子

は｢日華事変を機に崇貞学園はいわば転機を迎えた｣
18

とするが、佐藤の調査によれば、

1939年時点で、崇貞学園は日本人女子や中国人男子をあわせて総勢291名の生徒を抱えて

おり、｢もはや貧民子女のための学校とはいえない｣(佐藤)ほどに発展を遂げていた。

この崇貞学園について池田は、1939年8月の�令女界�第18巻第8号に寄せた｢崇貞学園

漫訪｣において詳しく取り扱っている。池田は、清水安三の妻であり学園の校長でもあ

18 佐藤尚子｢北京崇貞学園｣(�活水論文集 家政科 ․ 一般教育 ․ 音楽科編�第33集, 1990.3), pp.100-104.
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図15 池田さぶろ｢大同の農民祭漫画行｣

(�日本評論�1939. 7)

る｢清水女史｣(郁子, 旧姓小泉)
19

や、学園の出身者であるという中国人女性教員にインタ

ビューを行っており、学園内での教育や女学生たちの生活の様子が伝えられる。｢男性

といへば牧師くらゐのもの、土曜日曜、自宅に解放されても、ここに訪ねてくる者は兄

弟くらゐしかない｣というこの学園を池田は｢女だけの都｣と称しているが、女性教育者

による現地女性のための教育現場に焦点をあてた記事構成は、女性向け文芸誌としての

�令女界�に掲載されることを多分に意識したものといえるだろう。�商店界�や�経済マ

ガジン�に掲載された記事がそうであったように、池田の<従軍記>は、掲載される各媒

体の特性に鑑み、経済誌や女性向け文芸誌など、それぞれの分野に特化した記事として

再構成されていたのである。この点において、池田の<従軍記>は、一般的な従軍記と

は異質な汎用性を帯びていたといえる。同一のモチーフであっても、一方では絵のタッ

チ(雰囲気)を変えることで大衆向け娯楽雑誌と専門誌という媒体間の差異に対応し、他

方では、特定のモチーフに焦点化し、それに即した文章内容の拡張をはかることで、掲

載誌の特性にふさわしい記事へと仕立てあげることを可能にしていたのである。

ただし、このような可変性は、裏返していえば池田の作家としての主体性の欠如を

物語ってもいる。雑誌の特徴や国策に応えていく池田の姿勢は、体制側にとってみれ

ば、きわめて利用しやすく都合のよいものであったといえるだろう。そのために池田

の<従軍記>は、太平洋戦争に突入したのちのメディアにおいても効力を失わず再利用さ

れていくことになる。

5 大同の農村と<従軍記>の再生産

池田の<従軍記>は、一面におい

て大同の農村に焦点化することによ

り、現地の｢農民｣と日本軍との関係

性を表象していくことになる。

1939年7月の�日本評論�第14巻第7号

に掲載された｢大同の農民祭漫画行｣

(図15)において池田は、大同に｢全

支を通じ唯一の支那人の自治団体｣

であるという｢感日協進会が生れた

ばかりである｣ことについて、その

｢代表者達は自信たつぷりに、皇軍

の入城以来、大同の景気はよくなる

し商人も農民も大ホクへです。大

19 清水と結婚する以前から教育評論家として知られ、�男女共学論�(拓人社, 1931)等の著作を残している。
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図16 池田さぶろ｢大同農民行｣(�肥料�1942. 2)

同十三県の人口百五十万として、一人二銭

づゝ寄附を募つても三万円です。皇軍へ

の感謝として三万円は安い金だし、当然

なことですと口を揃へていふ｣と記して

いる。そして、｢何十年ぶりで、軒に正月

の飾りものをしましたよ｣という｢農村の

老人達の偽はらぬ告白｣や、｢大同十三県

に各一校づゝ、日語学校の建設をいそい

でゐる｣こと、｢大同支那人の有力者二十

名が、日満視察団を組織して出かけたこ

と｣、さらに感日協進会が｢主催で毎年、

民衆大会を開く筈だといふ｣ことなどを伝

え、｢以上の話で、大体、大同の治安が如

何に確かなものかは肯ける｣と述べる。大

同における景気の向上と治安の万全さを

強調することで浮かびあがるのは、日本

軍の統治が中国人の信頼を得て、両者が

提携し、それが治安の良好さにつながっ

ているという図式である。

この論理にしたがうならば、｢大同の農民祭｣も、このような状況のもとでこそ盛大

に開催されうるものといえる。文中において現地人の｢呉通訳｣は、｢皇軍が大同に来て

から、農民大衆は、政府の指導で、単なる農耕から、養鶏羊、植林の多角経営にのり出

してゐます。あのお祭だつて、大同始まつて以来の催ですよ｣といい、｢水害、旱魃、商

人と軍閥の搾取、兵匪の難、今迄は地獄でした。殊に蒋介石が天下をとつてからは、仏

教を禁じ、寺をこわし、廟は荒れるにまかせるといふ具合で農民からは笑ひがなくな

つてゐた｣と語る。ここにおいて｢皇軍｣は、自然災害や搾取、そして蒋介石の政策がも

たらしていた｢地獄｣から民衆を救ったものとして描かれる。盛大に催される大同の農民

祭は、まさしく日本軍と現地民衆との信頼関係のもとに築かれた｢治安｣の象徴となって

いるのである。｢張家口へきて僕は始めて建設文化のありがたみを知つた。(略)軍民一

如の平和郷は今、日本人をさし招いてゐる｣
20

と述べられるように、池田の<従軍記>に

おける蒙彊地区の表象は、中国民衆と日本軍の協調関係によって成立する平和的｢建設｣

というイデオロギーに貫かれている。

20 池田さぶろ｢鮮満 ․ 北支 ․ 蒙彊従軍画譜｣(�若草�第15巻第11号, 1939.11).
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図17 池田さぶろ｢蒙彊画信｣(金子三郎編�決戦漫画輯�教学館, 1944)

大同の農村を描いた記事は、その後、�肥料�(第4巻第2号, 1942.2)という農業雑誌に

も｢大同農村行｣として掲載されている(図16)。前述の�日本評論�所載の記事と比べ、特

に文章の内容や絵に目新しさはないが、だからこそ、太平洋戦争の勃発後にも池田の

<従軍記>があらためて要請されることの意義は大きい。このように池田の<従軍記>が再

生産されていくことは、日中戦争から太平洋戦争に至るまでの大陸をめぐる国策におい

て、池田の記事がある種の普遍性を獲得していたことを示していよう。それは、太平洋

戦争も佳境に入りつつあった1944年に刊行された�決戦漫画輯�に、またしても池田の

<従軍記>が収録されることに顕現している。同書には｢共栄圏報道漫画｣という項目があ

り、｢満州｣や｢中支｣、｢マニラ｣などの地域が各漫画家に振り分けられている中で池田は

｢蒙彊｣を担当している。｢蒙彊画信｣と題されたその記事には、大同石仏や農村の様子な

ど、それまでの<従軍記>にもみられるモチーフがあり、そこに｢○○部隊長｣へ宛てた

書簡体の文章が添えられている(図17)。そこで池田は｢鞍山の昭和製鋼所で休みなき決戦

増産ぶりに驚嘆し、天津の租界にはりめぐらされた鉄条網に孕まれた大東亜戦争の危機

を感じ、更に北京の万寿山に底しれぬ中国文化の規模をみた私は、張家口から大同へ足

をふみこんで、始めて大陸のすなほさを発見したやうな気がします｣と述べる。ここに

は｢決戦増産｣や｢大東亜｣という、それまでの<従軍記>にはみられなかった言葉が加わっ

ており、それらはいささか事後的に取ってつけたような印象が否めない。しかし、そ

れは言い換えれば、池田の<従軍記>が、作品のモチーフを｢決戦｣や｢大東亜｣という、同

時代に新たに浮上したイデオロギーに寄せていくことで、時局の変化にも容易に対応し
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うる柔軟性を持っていたことの証左でもある。さらに池田は蒙彊という土地について｢

そこには何の作為もなく、人間と自然とがピッタリ融合してゐたからです。そこには

既に硝煙のなまぐささはなく、楽土建設のいぶきだけがほのぼのと大東亜の夜明けを告

示してゐました｣と述べる。｢楽土建設｣という、それまでの<従軍記>の背景にもあった

イデオロギーを｢大東亜の夜明け｣という理念に接続していく池田の論理は、時局の変化

によって新たに浮上した大東亜共栄圏というコンセプトに対応するための操作であった

といえるだろう。そこにおいて池田の<従軍記>は、一見するとそれまでと変わらない

モチーフを扱った記事でありながら、その実、それまでとは微妙に異なる新たな意義

を帯びつつ、大東亜共栄圏という国家的理念に寄与していくことになるのである。

6 おわりに

松本和也が端的にまとめている
21

ように、日中戦争期に隆盛した報告
ルポル

文学
タージュ

は、1930年

代に喧しく議論されてきたリアリズムへの強い意識に貫かれたものであった。松本に

よれば、大ベストセラーとなった火野葦平｢麦と兵隊｣(�改造�第20巻第8号, 1938.10)へ

の評価に用いられた修辞も、｢リアリズムをめぐる議論のそれを流用
アプロプリエイト

したものであ｣
22

ると

いう。大陸を舞台とするルポルタージュは、戦地の現実を克明に記録していくリアリズ

ムと不可分の関係にあったといえる。

池田による一連の<従軍記>にも、｢現地報告｣という言葉をタイトルに含むものがみら

れるように、根本的には大陸の状況を｢報告｣する意義を有している。ただし、掲載媒体

によって自在に姿を変える池田の｢報告｣は、見たままの現実を写しとるリアリズムから

は逸脱するものといえる。池田の<従軍記>は、絵のタッチや文章の内容を掲載誌によっ

て変化させることにより、それが読者に与える印象や意義を多様化している。これは漫

画漫文というメディアの特性を最大限に生かした戦略であったといえるだろう。戦時下

にはグラフ雑誌が台頭していたが、同じ｢眼で見る｣メディアであっても、写真は一度撮

影されてしまえば、そこに写りこんだモチーフを加工することは難しい。しかし漫画な

らば、それはいとも容易な作業となる。そして、各媒体の特性に応じた幾通りもの変容

を経ながら、池田の<従軍記>は拡散されていく。上記のように媒体間の移動を可能にし

ていた池田の<従軍記>は、一般的な従軍記やルポルタージュには回収されえない汎用性

を持つものとして機能していたのであり、戦時下の大陸をめぐって生みだされた膨大な

文学作品や漫画作品の中でも、きわめて特異な例のひとつであったというべきだろう。

21 松本和也�昭和一〇年代の文学場を考える――新人 ․ 太宰治 ․ 戦争文学�(東京：立教大学出版会, 2015),

pp.188- 194.

22 松本, 上掲書, p.192.
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