総力戦とトランスメディア的消費文化
─「国民」の再定義と矛盾をめぐって
藤木 秀朗

近代史を「総力戦」の観点から見直そうという動きが顕著になってきてから久
しい。総力戦論は、第一次世界大戦から第二次世界大戦へと至る戦間期、さらに
はそれと戦後との関係をどのように捉えるかという、歴史認識の再検討を迫って
きた。成田龍一によれば、1950 年代に信夫清三郎によって「大正デモクラシー」
と名付けられた 10 年代から 20 年代にかけての思想的・政治的・社会運動的動向
──民本主義、政党政治の確立、普通選挙を求める運動、女性や被差別部落の解
放を求める運動、米騒動（ 1918 年）、25 歳以上の男子に選挙権を与える普通選挙
法（ 1925 年）など──に対する評価は、戦後の歴史研究において大きく変化して
きた。それは、1960 年代までは「戦争を阻止しえなかった」という意味で否定的
に捉えられていたが、70 年代に至ると民衆史ブームの中で日本における民主主義
の萌芽として肯定的に語られるようになる。しかし、1990 年代に入ると、この
「デモクラシーにもかかわらずファシズム」という逆説論的・断絶論的な認識は退

1

潮し、代わりに「デモクラシーゆえにファシズム」という連続的・順接的な認識が

成田龍一『近現代日本史と歴史学──書き

優勢になってくる1。こうした歴史認識上の変化は、
「前近代性」批判から「近代性」

第 7 章。

批判へのシフトを促した総力戦論的な見方によるところが大きい。実際、
「市民社

替えられてきた過去』中公新書、2012 年、

2

会派」の思想家や「戦後歴史学」の研究者が戦前日本の「前近代的」で「封建的」な

山 之 内 靖『総 力 戦 体 制』ちくま 学 芸 文 庫、

後進性に戦争の原因を求めたのに対して、総力戦論は第一次世界大戦と第二次世

改 革」
、成 田 龍 一、吉 田 裕 他 編『岩 波 講 座

界大戦の二度にわたる戦争によって近代合理主義に基づくシステム社会の編成が
目覚ましく促進された点を重視する2。成田はこうした総力戦論の要点を 2 つにま

2014 年、森武麿「総力戦・ファシズム・戦後

アジア・太平洋戦争 第一巻

なぜ、いまア

ジ ア・太 平 洋 戦 争 か』岩 波 書 店、2005 年、

132 頁。

とめている。第 1 に、
「近代による階級などの差異に代わり、国民としての社会的
平準化」がもたらされ、
「戦時動員の過程で人びとを国民として平準化し「国民化」

3

が進行した」点。そして第 2 に、戦時動員体制のもとで、
「人びとの主体的な営み

成田『近現代日本史と歴史学』、204 頁。

が、システムに取り込まれ」、
「自発的な社会参加を通じた統合がなされる」点で

4

ある3。総力戦論の代表的な理論的支柱である山之内靖によれば、この日本の戦
時動員体制は、アメリカのニューディール政策やドイツのファシズムとともに、
戦後のさらなる社会システム化の素地となり、冷戦終結後には企業活動のグロー
バル化や情報のデジタル化を通じてグローバルな展開を見せるようになった4。
本稿の目的は、1930 年代後半における「国民」の再定義をめぐって、第一次世
界大戦以降にめざましく興隆した消費文化とそれを下支えしながら発達した複数
の異なるメディア間の連動──トランスメディア──が総力戦体制にどのように
取り込まれたかを検討することである。したがって、戦間期を「連続的・順接的」
に捉えようとする総力戦論の見方の再検討は欠かせない。拙論で論じたように、

1930 年代後半に「国民」は、官僚、批評家、業界関係者などの言説を通して、
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山之内『総力戦体制』
、とくに 17‒18、59 頁。
以上の箇所は、拙稿「「国民」への動員──
総力戦と「新興娯楽」による社会主体の更

新」
『名古屋大学文学部論集史学篇』62 号、

2017 年 3 月、147‒148 頁と重なっている部

分がある。

単なる所与の国の住民ではなく、総力戦体制に主体的に奉仕する自己規律的主体
4

4

4

として再定義された。そうした言説では、1920 年代の消費文化の興隆とともに
発達した映画、印刷（新聞、雑誌、書籍、広告）、ラジオ、レコードといった機械性
5

拙稿「
「国民」への動員」、163 頁。

複製技術・通信技術が、人々を「国民」へと動員するためのもっとも有力な手段だ
と見なされた5。これは、第一次世界大戦以降、
「国家の戦略的行動を支える軍事
技術はまったく新しい次元のものへ飛躍した。機関銃・戦車・潜水艦・航空機・毒

6

山之内靖「総力戦体制からグローバリゼー

、山之内『総力戦体制』
、
ションへ」
（ 2003 年）

352 ‒ 353 頁。

ガス等々。さらには、写真にはじまり映画にいたる「複製技術」がメディア操作へ
と積極的に導入されることにより、国家権力は大衆の感情を総力戦へと動員する
魔力を手にいれることとなった」と述べる山之内の見方におおむね一致する6。山
之内は消費文化については明確に論じていないが、本論では、1920 年代に興隆
したトランスメディア的消費文化とでも呼べるものが総力戦体制の障害と見なさ
れるよりもむしろ、そこに積極的に取り込まれようとされたという、総力戦論と
同じような「順接的」な見方をとっている。
しかしその一方で、次の 2 点については、総力戦論の合理主義的な見方とは異な
る見方を主張したい。第 1 に、総力戦体制は消費文化を必ずしも最初から計画的・

7

contingency の観点については、小川翔太
との会話の中で着想を得た。

戦略的に組み込もうとしたわけではなく、むしろ偶発性・偶然性（ contingency ）
に依存するところが少なくなかった 7。だからこそ、これから詳しく論じるよう
に、総力戦と消費文化の関係には軋轢も垣間見られた。第 2 に、総力戦により「合
理的」なシステム社会が成立した側面があったにしろ、その主体として期待され
た「国民」は合理的なものとは言えず、むしろ均質的で平等な主体の集合として
理想化されながらも、常に社会階層、地域、ジェンダーなどに関する矛盾や葛藤
を内包し、なおかつそれらの矛盾や葛藤が上記の理想化ゆえに隠蔽される傾向に
あった。以下では、1920 年代に興隆したトランメディア的消費文化の特徴と総力
戦の文脈を概観した上で、
「国民」言説にまつわる総力戦とトランスメディアの偶
発的・偶然的な関係と、そこに垣間見られる矛盾・葛藤を明らかにする。

8

拙稿 “Creating the Audience: Cinema as

Popular Recreation and Social Education
in Modern Japan,” in Oxford ʜandｂooｋ

of Ｊapanese Ｃineⅿa, ed. Daisuke Miyao.
(Oxford and New York: Oxford University
Press, 2014), 77‒99.

トランスメディア的消費文化
「国民」の再定義は、1910 年代から 20 年代にかけて顕著になった「デモクラシー」
言説や民衆娯楽論・民衆芸術論で唱えられた「民衆」概念を引き継ぐとともに8、
消費文化の興隆とともに言及することが多くなった消費者としての「大衆」に対
処するものでもあった9。この背景には、
「大衆」が、主として 1920 年代中頃から

9

のメディア環境の変容によってもたらされた消費文化の欲望主体として見られて

映画観客」
、ミツヨ・ワダ・マルシアーノ編

いたということがあった。このメディア環境の変容には少なくとも二つの大きな

「大衆」については、拙稿「
「大衆」としての
『
「戦後」日本映画論── 1950 年代を読む』
青弓社、2012 年、121 ‒ 142 頁。なお、この
概念については、拙著『映画観客とは何か
──メディアと社会主体の近現代史』
（名古

屋大学出版会、近刊）でより詳しく発展的に
論じている。

特徴があった。一つには、資本主義、機械性複製技術、通信技術の発達とともに、
出版（新聞、雑誌、書籍）、映画、広告、音楽（レコード）といったメディアが産業
として発展し始めたということがあった。またそれは、個々のメディアが産業化さ
れたというだけでなく、異なるメディア間の活発な連動を伴うものだった。異なる
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業種が同一の物語や視聴覚イメージを基に結びつきあったり、同一の物語やイ

10

メージが複数の異なる媒体で製作され表現されたり、受容者が異なる媒体を横断

Ｗhere Old and ɴeʷ Ｍedia Ｃollide (New

しながら同一の物語やイメージを楽しむといった、今日の言葉で言えば「トラン
スメディア」や「メディア・ミックス」とも言えるようなメディア環境が生まれてき
たのである10。このメディア環境は、遍在性、アテンション・エコノミー、流動性、
一過性を基調とする、形象の美学とでも呼べるものが潤滑油となることで促進さ

Henry Jenkins, Ｃonｖerɡence Ｃulture：
York: New York University Press, 2006)、

マーク・スタインバーグ『なぜ日本は〈 メ

ディアミックスする国〉なのか』中川讓訳、
角川書店、2015 年。
11

れ、それによって刺激、表層消費、散漫、複層的時空間、アイデンティティの流動

「形象の美学」とメディア消費については、

性を経験するメディア消費の基盤が形成された11。したがって、戦後のメディア・

Formation of a New Visual Environment

ミックスを詳細に論じたマーク・スタインバーグが『鉄腕アトム』のアニメーショ
ンをその起点として捉えたのに対して12、本稿では、それ以前の戦前から形象

拙 論 “ Movie Advertisements and the

in Interwar Japan,” Ｊapan Ｆoruⅿ Vol. 23,

Issue 1 (2011): 67‒ 98. この点についても、
拙著『映画観客とは何か』でより詳しく発

──イメージの断片──を一種の蝶番としてメディア・ミックス的なものがすでに

展的に論じている。

広がりを見せていたと考える。
「国民」へと導かれるべき「大衆」はこうした状況

12

の中で立ち現れてきた消費文化の欲望主体だと見ることができる。ここで敢えて
従属性や構成的な面をも含意する「主体」
（= subject ）という言葉を使用している

スタインバーグ『なぜ日本は〈メディアミッ

クスする国〉なのか』
、序章－第 3 章。

のは、それが、完全に個人の自由な意志によって行為する主因（ agent ）というわ
けでは必ずしもなく──とはいえ、この面を言説から読み取れる場合もある──、
むしろ資本主義の発達によってもたらされた消費文化に駆り立てられて行為して
いるところがある点と、当時の言説によって意味づけられているところがある点
を念頭に入れているからである。
すでに多くの論者が指摘しているように、出版、音楽、広告、映画などさまざ
まな種類のメディアが 1920 年代半ばまでに産業化し、作品や情報が商品として
大量生産・大量販売され始めた13。そうした状況の中で、異種のメディア同士が

13

枚挙に暇がないが、例えば、山本武利「マス

メディア論」
、
『岩波講座 日本通史 第18卷、
近代3』岩波書店、1994年、292‒293頁。

結びつくトランスメディアと呼べる傾向が顕著になった。異なる種類のメディア
は、確かに一方では、市場原理の基で競合することがあった。例えば、ラジオ研
究で言及されることの多い、雑誌『女性』1925 年 5 月号の特集「ラヂオの時代」に
寄稿した、当時の東京朝日新聞社の新聞記者、杉野廣太郎（楚人冠）は、速報性に
優れたラジオに対抗して、新聞の利点を多様な観点から強調した。しかしながら
他方では、同業の会社間で、競争ゆえにトランスメディアないしはメディアの複
合企業化に取り出したケースも見られる。大阪毎日新聞社は、ライバルの大阪朝

14

日新聞社と熾烈な読者獲得競争を繰り広げながら、1927 年に大毎フィルム・ライ

のメディア史 1911‒1958 』柏書房、2013 年、

ブラリーを開設して以降、新聞社の販売網も利用して、学校巡回映画連盟や工場
映画連盟といった関連機関を発足させ、
「文部省の映画教育事業を圧倒的に上回

赤上裕幸『ポスト活字の考古学──「活映」

16 頁、吉原順平『日本短編映像史』岩波書

店、2011 年、9 頁。

る」ほど事業を広げたが14、それに対抗して朝日新聞社もまたニュース映画に乗

15

り出した15。

誌の公共性』岩波書店、2002 年、286 頁。

こうした傾向にも窺えるように、テクノロジーの発達と産業化とともに盛んに
なったトランスメディアはメディア間の多様で複雑な結びつきを見せるように
なったが、なかでも顕著になったパターンをここでいくつか簡潔に確認しておき
たい。その一つは、同一の物語的要素や視聴覚的イメージが異なるメディア・プ
ラットフォームにわたって変奏されるものである。菊池寛原作の「東京行進曲」は、

15 0

佐藤卓己『『キング』の時代──国民大衆雑

16

倉田喜弘『日本レコード文化史』東京書籍、

1992 年、156 頁。

17

同前、157 頁。

18

笹川慶子「忘却された音──浪曲映画の歴
史とその意義」、神山彰、児玉竜一編『映画

のなかの古典芸能』森話社、2010年、171頁。

（ 1928 年 6 月号から 29 年 10 月号）に連載中に、映画化され（ 29 年 5 月公開）
『キング』
、

楽曲も作られ、レコード化された（ 29 年 5 月発売）が16、こうした一つの物語を題材
にした印刷メディア、映画、音楽のメディア・ミックスが 1920 年代に当たり前の
ものとなっていた。このトランスメディアのパターンと連動しながらも多少異なる
パターンとして、広告を媒介にしたつながりがあった。そもそも、映画の主題曲に
なったおかげでレコードが売れるようになったり17、ある浪花節がレコード、ラジオ、
舞台など複数のメディアで流通することでそれを題材とする浪曲トーキー映画の
宣伝になったりしたように、トランスメディアには元来の性質そのものに宣伝の効

19

果が備わっている18。そう考えれば、各企業が宣伝のためにトランスメディアを駆

現代史 戦時下の宣伝と文化』7号、2001年、

使しようとしたとしても不思議ではない。1920 年以降、
『大阪朝日新聞』は紙面の

有山輝雄「戦時体制と国民化」
、
『年報・日本

8 頁。

20

紅野謙介『書物の近代』筑摩書房、1999 年、

189 ‒ 190 頁。

21

志 村 三 代 子『映 画 人・菊 池 寛』藤 原 書 店、

2013 年、113 頁。

50 パーセント以上が広告で占められるようになったという指摘もあるように19、
この時期に新聞と広告の組み合わせは常道となった。
『キング』は、一ページ全面
の新聞広告、宣伝ビラ、ダイレクトメール、チンドン屋、のぼり、ポスターなどあ
らゆる媒体を利用したことで知られている20。先述の「東京行進曲」は、同一の素
材が雑誌、映画、レコードで表現されたことに加えて、宣伝のために千枚のレコー
ドが東京市内の蓄音機を備えた喫茶店に配布されたとも言われている21。
これらのトランスメディアのパターンに加えて、一回性を特徴とする、その時
その場のパフォーマンスを複製技術や通信技術のテクノロジーを介して、その場
にいない人々にも共有させるというパターンが盛んになったことも興味深い。た
だし、それは、パフォーマンスを無媒介に伝えているわけではなく、常にメディ
ア・テクノロジーとそれを使用する人が介在している点に留意すべきだろう。例
えば、ラジオの普及を加速させたという 1927 年 2 月 7 日の大正天皇の葬儀や 28 年

22

1 月 6 日の昭和天皇即位の「御大典儀式」は、実況中継のようでありながら、実際

の主役だった』世界思想社、2002年、126頁。

には予定原稿をアナウンサーが読み上げていた22。こうした媒介に伴う変化は、

竹山昭子『ラジオの時代──ラジオは茶の間

言うまでもなく、編集、撮影者の視点、字幕の説明ないしは説明者やヴォイス・
オーヴァーの語り手の声などによって意味が左右されるニュース映画にも当ては
まる。いずれにせよ、ライブ・パフォーマンスがレコード、ラジオ、映画、広告、
印刷媒体といったメディアと組み合わせられるケースが増えたのは明らかである。
映画カメラの前での演技がそれ自体では作品や商品とはならないのに対して、舞
台や音楽のライブ・パフォーマンスは、メディアを介さずとも観客さえいれば作
品や売り物として成立するので、その点では独自の価値がある。ライブ・パフォー
23

マンスはそうした独自の価値のある商品として、レコード、そのレコードを蓄音

笹川慶子「継承された音──日本映画のサ

機で聴かせる喫茶店、ラジオ、あるいは映画の力を借りることで、その時その場

平編『現代映画思想論の行方──ベンヤミ

を超えて不特定多数の人々にも届けられるようになった。1920 年代から 30 年代

ン、ジョイスから黒澤明、宮崎駿まで』晃

にかけて絶大な人気を誇っていた浪花節のファンの多くは、劇場に入れなくても、

ウンド化と浪曲トーキーの構造」、山田幸

洋書房、2010 年、335 頁。

レコードやラジオでそれをある程で楽しむことができたし23、実際権田は、ラジ

24

オによって「同一の娯楽内容をすべての聴衆に同時に享受させること」さえ夢見

蓄音機の社会史』講談社、2003 年、220 頁。

ていた24。

吉見俊哉『声の資本主義──電話・ラジオ・

しかしまた、このことは、レコード、映画、ラジオといった複製技術または通信
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技術に基づくメディアが、ライブ・パフォーマンスの代替にはならなかったことも
意味する。もし代替として受け止められていれば、ライブ・パフォーマンス自体が

25

すぐに消滅しただろう。むしろ、それはトランスメディア的なつながりを持つこ

演空間の再編成と語り芸演者」、吉見俊哉

とで、ライブならではの独自の魅力を保ちながら、新たな展開を示したと言える。
寿々木米若のような浪曲師は、レコード、ラジオ、映画に出演する一方で、巡業

真鍋昌賢「「新作」を量産する浪花節──口

編『 1930 年代のメディアと身体』青弓社、

2003 年、211 頁。

を家業の中心に据えていたし25、溝口健二が監督した『唐人お吉』の映画館上映で

26

は、その場で主題歌が歌われ、同じ小唄がレコードとしても売り出された26。複

治学』法政大学出版局、2016 年、110 頁。

木下千花『溝口健二論──映画の美学と政

製技術や通信技術といった新しいテクノロジーによって助長されたトランスメディ
アは、物理的な場の意味を完全に消失させたわけではなく、むしろそこに新たな
息吹をもたらした面が少なくなかったのである。
トランスメディアにはもう一つ重要なパターンがあった。それは、報道、教育、
娯楽、儀礼といった通常異なる機能と思われるものを混在させるあり方である。
報道、教育、娯楽は、出版、映画、ラジオの各メディアで異なるジャンルとして
区別されることが多かったが、それは逆に言えば、一つのメディアにおいてそれ
らの異なるジャンルが並存していたということである。新聞は報道記事だけでな
く、啓蒙的・教育的な解説や、娯楽的な漫談などを載せたし、映画には「ニュース
（ないしは「文化映画」
）
映画」
、
「教育映画」
、劇映画の区別があった。ラジオもま

た然りである。しかし、これらの区別はあくまでも慣例的で便宜的な区別であり、
絶対的なものではなかった。例えば、1928 年 11 月 6 日の「京都行幸の儀」から同
月 30 日の「還幸後皇霊殿神殿に親謁の儀」に至るまでの儀式として執り行われた、
先述の昭和天皇即位の「御大典」は、新聞記事、写真、ニュース映画、ラジオ番組、
レコードの題材とされ、トランスメディアとして展開しながら、一大メディア・イ
ベントを成した。ラジオ放送局が実況放送のために独自の原稿を予め用意したこ
とはすでに言及した通りだが、その実況とは別にニュース放送の場合は新聞社が
配信したものに頼ったし、ラジオで放送された音声はレコード盤が作成されたり、
「御大礼」無声映画が製作されたりもした。その映画の上映の際には、映画の進行
に合わせてそのレコードが再生されたという27。ここで問いたいのは、こうした
トランスメディア・イベントとでも呼べるものは、純粋な儀礼なのか、それとも
報道や教育とも言えるのか、あるいは娯楽的な要素はないのか、ということが確
定できないほどにジャンルの境界を曖昧にしているということである。もちろん
それぞれの機能をどのように定義するかにもよるだろうが、個々としても全体と
してもそれらのメディアは出来事を伝える報道とも言えるし、天皇の権威を学ば
せる教育だとも言えるし、人々の好奇心を惹きつけるアトラクションであり、な
おかつ娯楽作品にもしばしば見られる「荘厳」な物語と同じだとも言える。こう
して 1920 年代にメディア・テクノロジーの発達とメディアの産業化とともに形成
されたトランスメディアは、幾つかのパターン──同一の物語的要素や視覚イメー
ジの共有、広告を媒介にしたつながり、ライブ・パフォーマンスの媒介、報道・教
育・娯楽・儀礼といった異なるジャンルの混在──を展開させながら、メディア環
境の変容を促進した。
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27

竹山『ラジオの時代」、第 3 章。

ではいったい、1920 年代に顕著になったこうしたトランスメディア的消費文化
は、総力戦とどのような関係にあったのだろうか。

宣伝・思想戦としての総力戦
28

剣持隆「プロパガンダからパブリック・リ

レーションズ──プロパガンダとパブリッ

ク・リレーションズのコトバ史」
『経済広報』

2013 年 9 月、http://www.kkc.or.jp/plaza/
magazine/201309_16.html?cid=14。剣 持
が指摘するように、1937 年に出版された
小松孝彰『近代戦とプロパガンダ』は、同
じ春秋社から 2 年後に『戦争と思想宣伝戦』
に改名されて出版された（ただし、
「思想宣
伝」には「プロパガンダ」というルビが振ら
れている）
。
29

渋谷重光『大衆操作の系譜』勁草書房、1991
年、169 ‒172 頁、バラク・クシュナー『思想

戦──大日本帝国のプロパガンダ』井形彬
訳、明石書店、2016年、140頁。

総力戦体制でメディアが果たした役割や意味を考える場合、一方ではここまで
に概観した消費文化との関係を検討することが欠かせないが、他方でそれと密接
に連関していた総力戦・総力戦論の趨勢を踏まえておく必要がある。なかでも重
要なのが、総力戦との結びつきで展開された思想戦論・宣伝論である。以下で詳
しく見ていくように、総力戦とは、兵士だけではなく、軍隊による戦闘を超えて
すべての人々が戦争に参加することが期待され、その社会・文化のあらゆる側面
が戦争に動員されることを意味する。こうした参加・動員をメディア自体も動員
しながら促進することを訴えたのが思想戦論・宣伝論である。宣伝論とはした
がって、端的に言えば、人々を動員するためのプロパガンダ論である。ただし、
「プロパガンダ」という言葉は人民に対する操作性をあからさまに意味するため、
「宣伝」という言葉に置き換えられることが多かったし28、この「宣伝」という言
葉すら忌避されることがあった29。一方、思想戦論とは、プロパガンダにより自
らの「思想」を他の「思想」よりも優位に広く行き渡らせるための論だと定義でき
る。ここでいう「思想」とは、偏向した思考様式を意味する「イデオロギー」と同
義だと言えるが、当時の「イデオロギー」という言葉には共産主義やマルクス主義
を含意するコノテーションがあったためにこの言葉が表立って使用されることは
稀であり、代わりに「思想」という言葉が使用された。それにより、実際には既存
の国家体制に与する偏った思考様式であるにもかかわらずあたかもそれが普遍的
な考え方であるかのようにしてその国家的イデオロギーを人々に浸透させること
が狙われた。
「宣伝」という言葉は、商業的な広告宣伝の意味としても使用された
が、思想戦論・宣伝論ではもっぱら、そうした一種の国家的イデオロギーとして
の「思想」の普及を促すことで人々を「国民」へ、そして戦争へと動員する、プロ
パガンダを暗黙のうちに意味していた。

30

ガース・S・ジャウエット、ビクトリア・オド

ンネル『大衆操作──宗教から戦争まで』松

尾光晏訳、ジャパンタイムズ、1993年、55頁。
31

同前、173 頁。

32

同前、228 ‒ 229 頁。

もし「プロパガンダ」を「情報の流れを統制し、世論を操縦し、あるいは行動を
操作する手段」と定義すれば、それは古代からあったと言える30。しかし、新聞記
事、映画、写真、講演、書籍、説教、ポスター、うわさ、看板広告、ビラなどの多
種多様なメディアによってあらゆる層の人々の愛国心の高揚と戦時努力への参加
が促されたという意味では、第一次世界大戦が画期的な契機となった31。イギリ
スでも、フランスでも、アメリカでも、そしてドイツでもそれぞれ平時に開発され
たメディアが戦争のためのプロパガンダに利用されたことが知られている32。こう
した中で、日本では大戦中から、ドイツやアメリカのプロパガンダの状況が報告さ
れたり書籍が翻訳されたりし、さらにはソ連の共産主義のプロパガンダも紹介さ
（ 1918 年）
れていた。内務省警保局『獨逸プロパガンダの研究』
、ウラディミール・

｜研究論文｜藤木 秀朗
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（青木俊三訳、29 年）
レーニン『アジテーションとプロパガンダ』
、小西鐵男『プロ

33

（ 30 年）はその端的な例である33。したがって、日本でもまたこの頃から、
パガンダ』

らパブリック・リレーションズ」。

第一次世界大戦のような近代戦はもはや単なる武力戦ではなく、思想戦・宣伝戦

同前、162 ‒163 頁、剣持「プロパガンダか

を推進力とする総力戦であるという認識が広まりつつあったのは明らかである。
この認識は、1931 年の満洲事変から 37 年の日中戦争へと戦時色が次第に色濃
くなる中で拍車がかかってくる。すでに 1920 年代後半から 30 年代前半にかけて
は「軍部の総力戦思想の普及のために陸軍省パンフレットが最も多く刊行された
時期」だったが、34 年 10 月 10 日にはそれらの集大成として「国防の本義の其強化
の提唱」が発表された34。
「思想戦」という用語が人口に膾炙したのはこのパンフ

34

朴順愛「「十五年戦争期」における内閣情報

機構」
『メディア史研究』2 号、1995 年、2 頁。

レットによるものだとも言われている35。こうした軍部の動きと並行して、1930

35

年代後半から 40 年代前半にかけて、思想戦論・宣伝論に関する著作物が続々と刊

校倉書房、1985 年、255 頁。

（ 31 年）のような書籍が出版
行された。1930 年代初めにも田中豊『戦争と宣伝』
（ 37 年）、神田孝一『
（ 37 年）
されたが、小山栄三『宣伝技術論』
「思想戦」と宣伝』
、

赤澤史朗『近代日本の思想動員と宗教統制』

36

一部、剣持「プロパガンダからパブリック・

（高野瀏訳、39 年）
ヨーゼフ・ゲッペルス『宣伝の威力』
、ハロルド・ラスウェル『宣

リレーションズ」を参照。

（小松孝彰訳、40 年）
（ 42 年）
伝技術と欧州大戦』
、小山栄三『戦時宣伝論』
、戸澤鐡

37

（ 42 年）、米山桂三『思想闘争と宣伝』
（ 43 年）
彦『宣伝概論』
、戸澤鐡彦『宣伝戦の
（ 43 年）のようにそのブームは 30 年代後半からだと言える36。雑誌で
史実と理論』

難波功士はルイーズ・ヤングが用いた「非

公 式 の プ ロ パ ガ ン デ ィ ス ト」
（unofficial

propagandists）を「民間のプロパガンディ

『中央公論』
も小松孝彰「宣伝と近代戦争」
（1937 年 9 月）
、小山弘建「現代総力戦の

ス ト」と 言 い 換 え て い る。Louise Young,

（42 年 5 月）
（42 年 2 月）
構想」
『中央公論』
、佐藤邦夫「戦争と映画宣伝戦」
『映画之友』

Ｃulture of Ｗartiⅿe ɪⅿperialisⅿ (Berkeley:

などを挙げるまでもなくおびただしい数の記事が思想戦論・宣伝論を論じた。これ
らの著者のうち小山栄三、神田孝一、米山桂三はプロパガンダの理論的研究者と
して知られていたが、東和商事映画部の宣伝部員だった佐藤邦夫のような「民間
のプロパガンディスト37」もまた「宣伝」を総力戦とのかかわりで論じた。

Ｊapan’s Ｔotal Eⅿpire： Ｍanchuria and the

University of California Press, 1998), 68 ‒

78、ルイーズ・ヤング『総動員体制』──満洲

と戦時帝国主義の文化』加藤陽子他訳、岩

波書店、2001 年、23 ‒ 30 頁、難波功士「プロ

パガンディストたちの読書空間」、吉見編

『1930年代のメディアと身体』、95頁。

1930 年代から 40 年代にかけて論じられた、そうした数々の思想戦論・宣伝論
については、より詳細に共通性と違いを検討する必要があるだろうが、ここでは
本稿の目的にとって重要な考え方を幾つか確認するだけにとどめたい。第 1 に、
すでに繰り返し指摘しているように、思想戦と宣伝の必要性は総力戦と結びつけ
られることで正当化された。例えば、神田孝一は、
「文明の進展に伴う武力戦の技
術的進歩と、それによる武力戦の広汎化とは、武力戦そのものに画期的変革を齎
すと共に交戦国の国民全部を戦争に巻き込むこととなった結果、国是遂行の手段
も積極深刻且つ全面的となって、ここに「思想戦」の重要性が武力戦と結びつい

38

て齎され承認されるにいたった38」と述べている。第 2 に、総力戦における宣伝の

14 頁。

神田孝一『
「思想戦」と宣伝』橘書店、1937 年、

目的、すなわちメディアの目的は、真実を伝えることではなく、対戦国の思想を
打ち負かし、思想戦に打ち勝つことである。極端に言えば、真実を伝えなくても、
思想戦に打ち勝つためならどのような情報を伝えても良いということになる。し
たがって、1940 年代前半の小山栄三の理論にとって重要だったのは、真実をい

39

かに伝えるかという倫理学ではなく、宣伝目的に合わせて宣伝技術をいかに駆使

佐藤正晴「戦時下日本の宣伝研究──小山

するかという技術論であり39、だからこそ彼はとりわけラジオを「最も鋭利な、最

究』5 号、1996 年、109 頁。

も大衆化された、而も最も近代的な宣伝手段」として重視し、
「
「民衆」を組織して

15 4

栄三の宣伝論をめぐって」
『メディア史研

40

新たに結束した「国民」を作ること」を「報道機関の使命」として提唱した40。第 3

16 頁。

に、宣伝は理性的に人々を説得するものではなく、感情に訴えるものだという考

佐藤「ラジオ文明とファシスト的公共性」、

41

ギュスターヴ・ル・ボン『群衆心理』
（ 1895
年）櫻井成夫訳、講談社文庫、1993 年、樋
口秀雄『群衆論』中央書院、1913 年。

42

佐藤「戦時下日本の宣伝研究」、107 頁。

え方が唱えられた。小山栄三は、ギュスターヴ・ル・ボンや樋口秀雄とはまったく
逆に41、感情に支配される「群衆」を批判するどころか、むしろ「群集は感情的に
考え、感情によって行動するものである。だから宣伝は大体理性に訴えるよりも、
（または「群集」
）
感情に訴える方法で提出されなければならない」と述べ42、
「群衆」

の性質と考えられるものをそのまま利用しようとした。
こうした思想戦・宣伝は、単に言説上で論じられただけでなく、ある程度制度
化され実践されたという点でも重要である。1936 年 1 月 1 日に発足した同盟通信
社と、40 年 12 月 6 日に設立された情報局は制度的実践の最たる例である。どちら

43

内川芳美『マス・メディア法政策史研究』有

斐閣、1989 年、197 頁。

の場合も、満洲事変に対する国際世論の圧力に対応すべく外務省と陸軍省の両省
が結成した時局同志会を基に、海軍、内務、逓信、文部の各省がそこに加わる形
で 1932 年 7 月に組織された、官制によらない「非公式の〈情報委員会〉43」が一つ
の大きな起点になった。この情報委員会による対外情報宣伝強化策の構想が結実
したのが同盟通信社であり、これは、新聞社聯合を母体とし、幾多の交渉の末に

44

同前、198 頁。

日本放送協会の融資を受けて日本電報通信社の通信部門がそこに吸収されること
で創立された44。他方、
「非公式の〈情報委員会〉
」を基にして、1936 年 7 月 1 日に
官制による内閣情報委員会が設置され、37 年 9 月 24 日にはそれが内閣情報部へ
と改組され、そして 40 年 12 月 6 日には内閣情報局が設立されるに至り、それが

45 年 12 月 31 日の廃止まで続くことになる。
こうした「非公式の〈情報委員会〉
」
、同盟通信社から情報局に至るまでの、思
想戦・宣伝の制度化の経緯に関して本稿で重要なのは、
「国民」言説や思想戦論・
宣伝論とも結びつきながら自己規律的主体としての「国民」を養成するための自
主性の啓発が重視されていた点であり、また多種多様なメディアを利用すること
によりその影響力が日常生活を含む文化のあらゆる領域に及ぶように構想され実
施された点である。最初の点に関して、内川芳美は、よく知られているように

1989 年出版の先駆的な著書『マス・メディア法政策史研究』において、情報局の
成立に収斂されるマス・メディア政策史を、
「消極的なマス・メディア統制」と「積
極的な情報宣伝」の一元的統合の過程として説明してきた。前者は、検閲によっ
てメディアの表現を否定するという意味で「消極的」であるのに対して、後者はメ
ディアの表現をプロパガンダとして助長するという意味で「積極的」であり、情報
局は両者を一元化したものだというわけである。こうした二分法は確かに、メ
ディア表現に対する政策のあり方とその歴史的推移を捉える上では有益である。
しかし、より広くメディアや法令を含めた文化を介した主体形成に対する権力の
働きかけを考える上では、さらにきめ細かく 3 つのパターンを念頭に入れた方が
より有効だろう。1 つは、
「自発性の否定と行為の強制」とでも呼べるパターンで
ある。検閲、治安維持法、国家総動員法とそれに基づく国民徴用令（ 1939 年 7 月 8
日）や七・七禁令、国民勤労報国協力令（ 41 年 11 月 22 日）などがこれにあたり、
「消

極的統制」の例と言い換えてもよい。

｜研究論文｜藤木 秀朗
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これに対して、
「自発的規制の助長」とでも呼べる権力のあり方がある。これは
単なる他者からの強制や禁止ではなく、むしろ自らの意志によって自らの言動を
規制するように促すものである。自主規制をもたらす検閲などの権力効果や「宣
伝」がこの典型例であり、隣組のようなピア・プレッシャーもより複雑な例として
考慮に入れるべきだろう。自主規制は至る所で起こっていたと考えられるが、例え

45

難波功士『「撃ちてし止まむ」──太平洋戦

争と広告の技術者たち』講談社、1998 年、

53 頁、井上祐子「「国家宣伝技術者」の誕生

ば、ぜいたく廃止運動の中で展開された「ぜいたくは敵だ！」などの広告や、街ゆ

──日中戦争期の広告統制と宣伝技術者の

く女性の服装に点数をつけるといった試みは45、
「ぜいたく」を強制的に止めさせ

伝と文化』7 号、2001 年、106 頁。

動員」
、
『年報・日本現代史──戦時下の宣

るというよりも、自らの意志で止めるように誘っている。さらに、1940 年 9 月には
内務省訓令「部落町内会隣保班市町村常会整備要項」によって隣組が制度化され、
自分の意志では必ずしもないが、しかしあからさまに強制されているわけでもな

46

い自主規制を地域社会の相互監視の中で行わざるを得ない状況が強まった46。

2007 年、73 頁。

吉田裕『アジア・太平洋戦争』岩波書店、

この「自発的規制の助長」のパターンと連動しながら、より「積極的」な行為を
促す権力の働きかけとして「自発的表現の助長」とでも呼べるパターンがあった。
これは、
「国民」形成と総力戦体制に不適切な言動の規制を誘うよりも、
「国民」形
成と総力戦体制にふさわしい言動を促すものであり、官制・民間の数々の各種団
体の活動、思想戦講習会や演説会などの講演、思想戦展覧会などの行事、そして
多様なメディアがその手段として利用された。各種団体の例としては、第一次近
衛内閣の国民精神総動員運動（ 1937 年 9 月から 40 年 10 月）を推進した官制の国民
精神総動員委員会と民間の国民精神総動員中央連盟および両者を統合した国民精
神総動員本部、それを刷新する形で成立し第二次近衛内閣の「新体制」を推進し
た大政翼賛会（ 40 年 10 月から 45 年 6 月）、さらには大日本産業報国会（ 40 年 11 月
から 45 年 9 月）
、大日本言論報国会（ 1942 年 12 月から 45 年 8 月）、日本文化中央連

盟、日本宣伝文化協会、報道美術協会、報道技術研究会、浪曲向上会、検閲漫画会、

47

日本蓄音機レコード文化協会、大日本婦人会など枚挙にいとまがない。こうした

例えば、赤澤『近代日本の思想動員と宗教

団体がそれぞれ個別に、あるいは時には連携しながら、講習会、講演会、映画上

頁、兵藤裕己『〈声〉の国民国家・日本』日本

映会、展覧会、音楽会、演芸会などを催したり、広告、雑誌、書籍、パンフレット、
レコードなどを作成・刊行したりして「宣伝」活動を行った47。

統制』、253 頁、難波『「撃ちてし止まむ」、72
放 送 出 版 協 会、2000 年、138 頁、高 岡 裕 之

「総力戦と都市──厚生運動を中心に」
『日
本史研究』415号、1997年、164頁。

確かに、内閣情報部の思想戦講習会をはじめ多くの「宣伝」活動・言説では、自
主性を鼓舞するためにしばしば敵の存在が強調され、
「資本主義」がその最大の敵
として言及された。内閣情報部員として全国各地で講演を行ったりパンフレット
を作成・刊行したりしながら「国防国家」論を普及させたと言われる陸軍少佐の鈴
木庫三は、国内の「資本主義の経済的不平等、戦争負担の不公正」を解消するこ

48

とが大きなモチベーションだったと言われているし48、大政翼賛会の初代文化部

教育の国防国家』中公新書、2004年、284頁。

長に任命された岸田國士は、都市を商業文化によって支配されたものとして批判
した49。しかしそれでもなお、すでに指摘したように、総力戦体制では資本主義
的・消費文化的なものが多かれ少なかれ利用されていたと見るのが妥当だろう。

1938 年 2 月に内閣情報部が主催した思想戦展覧会はその象徴的な例である。こ
の展覧会では、国民精神総動員のポスターから中国の抗日ポスター、ソ連のポス
ター、佐野学と鍋島貞親の転向書、
「支那事変と思想戦」と題したパノラマに至る
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佐藤卓己『言論統制──情報官・鈴木庫三と

49

高岡「総力戦と都市」、164 頁。

50

までの多岐にわたる資料や作品が展示され、思想戦を広範囲にわたって、しかし

1938 年。

日本の総力戦体制の立場から、視覚的に実感できるように構成されていた50。ここ

内閣情報部『思想戦展覧会図録』内閣情報部、

51

難波功士『
「撃ちてし止まむ」、34 頁。

で特に注目したいのは、この展覧会が最初に東京日本橋高島屋で開催され、1 日
平均 7 万人、合計 133 万人もの人々が来場し、その後大阪難波高島屋、京都丸物
百貨店などを巡回したという点である51。すなわち、数字の信憑性はともかくと
して、この思想戦展覧会は、資本主義・消費文化と一体化していていたことが疑
い得ない。というのも、来場は基本的に強制ではなく消費活動と同様に個々人の
意志に基づいていた上に、総力戦・思想戦を可視化する品々が、百貨店という消
費文化を象徴する場で、あたかも商品の隠喩──それぞれの展示品自体が、スペ

52
ただし、学校などの団体による見学も含ま
れている可能性があり、より詳細な調査が
必要である。とはいえ、会場が公共の施設
ではなく、百貨店だったという事実は見過
ごせない。

クタクル性や希少性やスリルや残虐性などの商品的な魅惑をもつ──であると同
時に換喩でもあるもの——百貨店内には通常の商品も陳列されている——として
展示されており、こうした消費の場だからこそそれほど大勢の来場者を呼び込む
ことができたと推察できるからである52。

総力戦とトランスメディア的「文化」
このように、総力戦体制は確かに一方では、表向きに資本主義への対抗を顕に
しながら、思想戦・宣伝を合理的、戦略的に遂行しようとしたが、その一方で、
資本主義・消費文化を拒否するどころかむしろそれに便乗しており、またそれを
完全に合理的・戦略的に統制していたというよりもむしろ偶然的・偶発的に依存
していたところが少なくなかった。このことは、総力戦体制が、1920 年代に顕著
になったトランスメディア的環境——機械性複数技術と通信技術を媒介にした多
様なメディアが交差する環境——を基盤にしていたことによるところが大きい。
だからこそ、矛盾や葛藤も垣間見られた。
この問題を考えるためには、思想戦・宣伝の議論と制度化が進展する中で、総
力戦体制が「文化」や「国民文化」の名の下に日常生活を含むあらゆる領域に及ぶ
ものとして認識されていた状況を検討する必要がある。この「文化」ないし「国民
文化」は、一方で、権田や三木清をはじめとして多くの知識人によって明瞭に語
られるとともに、他方で、既存の複数の異種のメディアを媒介にする形で実践さ
れていた。言うまでもなく「文化」は元来多義的で曖昧な意味合いを持つ概念で
あるが、ここで重要なのは、当時の総力戦の文脈において、この言葉が統制と結
びつけられながら、メディアを含めた人々の生活環境を包括的に把握するために
使用されていたという点である。確かにこの言葉には、1920 年代から 40 年代前
半の文脈に限ってみても、いくつかの見方や意味合いの違いがあったことも見過
ごせない。
「文化」という概念を「普通」の人々の日常生活に根ざしたものとして
使用してきた権田のような見方を仮に生活主義的な見方と呼ぶならば、それとは
幾分異なり、モダニズム的、文化主義的、あるいは科学主義的とでも呼べる見方
も存在していた。モダニズム的な意味合いは、1920 年代に流行した「文化生活」、
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「文化住宅」、
「文化食品」、
「文化包丁」
、
「文化おむつ」といった言葉に見られるよ
うに、
「モダーン・ライフ」とも言い換えられるような新しさの感覚や（アメリカ文
化の影響を受けた）コスモポリタン的な意味合いを帯びていたものだった53。これ

に対して、
「近代の超克」シンポジウム（ 1942 年）はアメリカに対抗して日本を強調
する文化主義的な立場を示していた。このシンポジウムにも参加していた亀井
（ 1942 年 7 月）という評論の中で、
勝一郎は「文化戦について」
「日本精神」を旗印

53

Jordan Sand, ʜouse and ʜoⅿe in Ｍodern

Ｊapan： Ａrchitecture︐ Ｄoⅿestic Ｓpace and
ʙourɡeois Ｃulture︐ 1880︲1930 (Cambridge,

MA: Harvard University Press, 2003 ),
Chapter 6.

54

亀井勝一郎「文化戦について」
『国際文化』

に「西洋精神」に対して「文化戦」を戦うべきことを唱導している54。しかしまた、

1942 年 7 月、39 ‒ 41 頁。

三木清のように、
「文化政策」を「文化主義」に対置しながら、
「生活文化」を経済・

55

政治と連携させて総合的・計画的に統制する必要があると訴える者もあった55。
とはいえ、このように「文化」の考え方には論者によって違いがあったが、い

三木清「文化政策論」
『中央公論』1940 年

12 月、13 頁。

ずれの場合も「文化」を、芸術から日常生活に至るまでの「国民」が生きる環境全
体を包括する概念として使用している点では変わりがなかった。総力戦体制に
とって、こうした言説上の見方は日常生活・メディア環境を包括的に捉える視点
を与えたという意味で重要である。しかし同時に、このことは、総力戦体制が完全
にそれを合理的・戦略的に統制したということを意味しない。吉見俊哉は 1995 年
刊行の『声の資本主義』で、40 年代前半に山中利幸や小山栄三のような、
「ラジオ
を国家的な電波の拡声器として、つまり放送を宣伝と完全に等置していく議論」
が展開されるにつれ、
「声のコミュニケーションの国民空間化、すなわち電話なり
ラジオなりの声が、国土空間の均質的な広がりの中で一元的に流通させられてい
くようになる過程」が進んだと論じている56。しかし、私の見方では、総力戦体制

56

吉見『声の資本主義』、303、312 頁。

に協力的ないしは支持的なメディア環境は、均質的ではなく複雑であり、政府が
絡んでいる場合でもそれが統制によるものなのか自発的なものなのか──より正
確に言えば、
「自発的規制の助長」によるものなのか、
「自発的表現の助長」による
ものなのか、それとも純粋に自発的なものなのか──が極めて曖昧であった。例
えば、
「海軍と映画展」におけるポスター、三越のショー・ウィンドウ、三越という
百貨店自体、映画、新聞広告の連携や57、大毎文化教室における新聞（大阪毎日新
聞）
、映画、講演会・講座、ラジオ講演、雑誌、レコード、音楽の連携には58、総力

57

難波『「撃ちてし止まむ」』、94 頁。

58

同前、123 頁。

戦と消費文化を偶発的・偶然的に結びつけるトランスメディアの複雑性をうかが
「海
い知ることができる。それは、それらの異なるメディアが同じテーマ（例えば、
軍と映画展」
）を下に結びつくとともに、一つのメディア・プラットフォーム（例え
ば、
「海軍と映画展」のポスター）において総力戦的諸要素と消費文化的諸要素（例
えば、
「海軍」
、
「海軍省」
、砲撃によって沈みゆく船のイメージ、
「三越」の文字とロゴ、
会場としての「三越」
）が組み合わされているものでもあった。

こうしたトランスメディア的媒介による総力戦体制と消費文化の曖昧な関係か
らなる協働作業は、
「宣伝」によってだけでなく、競争原理によっても助長された。
情報局やその他の多様な機関がこうした競争原理に乗じてさまざまな懸賞を仕掛
けたことはその興味深い例である。1937 年 9 月に国威精神の高揚に資するとい
う条件の下で内閣情報部が募集した「愛国行進曲」59、40 年に東京朝日新聞社の
後援で日本産業美術協会が募集した「国策宣伝図案」60、日本放送協会（主として、

15 8

59

倉田『日本レコード文化史』、204 ‒ 207 頁。

倉田は、1938 年から 43 年に行われた「お

もな懸賞募集」の愛国歌を 50 件以上示して
いる。
60

難波『「撃ちてし止まむ」』、63 頁。

──
69

61

戸ノ下達也「電波に乗った歌声──『国民歌
謡』から『国民合唱』へ」
『年報・日本現代史

戦時下の宣伝と文化』7号、2001年、124頁。
62

渡辺裕『日本文化──モダン・ラプソディ』

春秋社、2002 年、300 ‒ 301 頁。

36 年 5 月と 40 年 2 月）や放送局以外の政府諸機関、官制国民運動団体、メディア
を含めさまざまな機構によって公募された「国民歌謡」61、41 年秋からの情報局に
よる「国民演劇選奨」62、四一年五月からの情報局による「国民映画」選定と脚本
募集は、そうした総力戦への動員を狙う懸賞のごくわずかな例である。これらの
例では、必ずしも利潤追求のための競争ではないとはいえ、インセンティヴによっ
て主体的な参加が促されるという資本主義と共通した競争原理が働いていること
がわかる。

1920 年代来のトランスメディア的消費文化に依存した総力戦のもう一つの特
63

徴として、報道、教育、娯楽、儀礼の境界が融解して機能するという傾向にも言

「国民精神総動員映画──文部省より各系

及しておきたい。政治家の演説やパフォーマンスを伝えるメディアはその最たる

53 頁、有山「戦時体制と国民化」、24 頁。

例だと言えるだろう。1937 年 9 月 11 日には日比谷公会堂で開催された国民精神

に配給」
『国際映画新聞』1937 年 10 月 20 日、

64

吉田『アジア・太平洋戦争 』、76 頁。

65

「東條英機内閣総理大臣施政方針演説 第七
七回帝国議会貴族院臨時会」1941 年 11 月

17 日、 YouTube, https://www.youtube.
com/watch?v=Srt7qi2XcwQ

総動員大演説会の近衛文麿やその他の閣僚の演説がラジオや新聞で報道されると
ともに、文部省により映画にも撮影され、各都道府県に配布されて上映された63。
また、
「メディアを意識的に利用した最初の政治家64」とも言われている東条英機
は、新聞やラジオによる報道だけでなく、映画の院内撮影を認め、1941 年 11 月

17 日の帝国議会貴族院臨時会から自らの演説を「日本ニュース」に収録させてす
べての映画館で上映されるようにした65。当時の日本の映画館ではどこでも基本
的に、1939 年 10 月施行の映画法によってニュース映画の強制上映が敢行されて
いたことは言うまでもない。これら二つの事例では、先述の天皇の「御大典」と
は異なりその主人公である政治家自身の声が直接放送され収録されているが、そ
のこと如何にかかわらず、それぞれの政治家のパフォーマンスのメディア表象が
演説を伝えるニュースでもあり、国の方針を伝える教育的情報でもあり、政治家
の演技を見せるショーでもあり、時局演説というメディア・イベントとしての儀
式でもあるものとして機能していることが窺える。
こうした機能の区別の融解という現象に加えて、1920 年代来のメディア環境
によってもたらされた時間・空間の経験も総力戦にとって有効なものとして機能
していた。上記の政治家のパフォーマンスの例では、新聞、ラジオ、レコード、映
画といった機械性複製技術・通信技術を基にした複数のメディアによる報道・表
象によって、その出来事が、それがまさに起こっている時間と空間を超えて不特
定多数の人々に共有されると同時に、二度と繰り返されることのない、まさにそ
のときその場で起こっているものとして伝えられているという感覚が強められる
ことにもなっていた。ラジオによるライブ中継によって同時進行的感覚が与えら
れるとともに、後続するさまざまなメディア・プラットフォーム──ラジオの
ニュース、ニュース映画、各種新聞──による報道を通して、そのパフォーマン
スが特定の日時に起こった「真実」の出来事として次々と確証されていくのであ
る。さらに、1920 年来のメディア環境は、出来事の場の共有とともに受容の場の
共有を強めることもあった。新聞や雑誌などの印刷媒体にしろ、ラジオにしろ、
個々人でそれぞれ異なる時間・場所で受容することはもちろん可能だか、それら
のメディアは同時に、ある出来事を特定の時空間を超えて不特定多数の人たちに

｜研究論文｜藤木 秀朗
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共有させるとともに、物理的物体としてのそのメディア自体が集団で共有される

66

可能性も内包していた。実際、雑誌や書籍が家庭やさまざまな公共の場で回し読

エディタースクール出版部、1997年。

みされていたことはよく知られているし66、真珠湾攻撃を伝えるラジオでは情報
局第 2 部第 3 課長の宮本吉夫が「ラジオの前にお集まりください」と呼びかけたと
いうエピソードもある67。ベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」の論に
依拠すれば68、ラジオを通して語られた「政府と国民ががっちりと一つになり、

例えば、永嶺重敏『雑誌と読者の近代』日本

67

竹山昭子『 戦争と放送 』思想社、1994 年、

10頁。

68

一億の国民が互に手をとり、互に助け合って進まなければなりません」という宮

ベネディクト・アンダーソン『定本

本の声は、異なる場所にいる人たちに同じナショナルな共同体へのアイデンティ

石隆、白石さや訳、書籍工房早山、2007年。

想像の

共同体──ナショナリズムの起源と流行』白

ティを想像させたと考えられるが、同時にラジオ自体がきっかけになり、人々が、
それが置かれた一つの場所に集まるという状況が生まれていたということも忘れ
るべきではない。それにより、人は同一の場所にいる人たちと同一の情報をまさ
にいま・ここの同一の時間・空間において共有しているという感覚を持ち、ひい
てはその対面的な人間関係を通してナショナルなアイデンティティを確証するこ
とにもなり得たと考えられるのである。逆に言えば、この現象は、1920 年代来の
トランスメディア環境がなければ起こり得なかったものである。総力戦体制はこ
のように、戦略的に構想された面もあるものの、多様な形のトランスメディアメ
ディアを媒介にして消費文化をかなりの程度偶発的・偶然的に継承するもので
あったと言えるだろう。

矛盾と葛藤──メディア間、ジェンダー、地域を例に
だからこそ、総力戦体制に関する当時の言動にはさまざまなレベルで矛盾や葛
藤が垣間見られる。報道、教育、娯楽、儀礼の融解における矛盾は、その一つで
ある。例えば、1942 年の熊本放送局の報告によると、政府要人の講演のラジオ放
送の時間に、映画館や劇場に対して興行の中止の要請があったという69。また、

69

竹山『戦争と放送』、15 頁。

消費主体をその自発性を生かす形で「国民」へとしらずしらずに陶冶するという
（ないしは「消極
ことが統制側の理想ではあったが、
「自発性の否定と行為の強制」
的統制」
）と「自発的規制の助長」を組み合わせる政策は、日常生活における必需

品も含めて消費に対する欲求を抑制させるものであっただけに、人々に葛藤をも
たらすことは必然だった。1942 年 3 月に日本能率協会の初代理事に就任するこ
とになる森川覚三は、前年 4 月の雑誌記事「戦時下の国民娯楽」の中で、
「いかに
戦時とはいえ、数千万の国民大衆が一人残らず聖人のような立派な人ばかりとは
考えられぬ」と述べ、
「国民娯楽」が教育的もしくは教条的で、人々の消費意欲を

70

誘う娯楽にはなっていないことに警鐘を発した70。

1941 年 4 月 4 日、52 頁。

総力戦体制と消費文化の結びつきに内包されていた矛盾と葛藤は、ジェンダー、
地域などの立場の違いとも分かちがたく関係していた。すでに指摘したように、
「国民」という言葉はあたかもすべての人々が均質的で平等であるかのような印象
を与えながら差異や格差を隠蔽する傾向があったが、ジェンダーに関して当たり

16 0

森川覚三「戦時下の国民娯楽」
『新文化』

71
例えば、モガを消費に結びつけて批判し、
労働者を模範的な娯楽享受者として想定し

前のように前提とされていた差別が恒常的に葛藤や矛盾を生んでいたことはあき
らかだろう。
「モガ」言説に見られるように、女性の過剰な消費は男性中心の総力

ていた権田の議論を思い出したい。権田保

戦体制にとって脅威と感じられていたが71、
「自発的規制の助長」と「自発的表現

作集 第二巻』文和書房、1975 年、242 頁。

の助長」の統制政策とも相まって、男性とともに女性自らが女性の多様性と差異

『権田保之助著
之助『民衆娯楽論』1931 年、

72

津金澤總廣『現代日本メディア史の研究』

を否認しながら女性の自発性を消費から切り離し、家庭と労働という二つの領域
に道徳的に結びつけることによって規律化する方向に動く現象も見られた。平塚

ミネルヴァ書房、1998 年、2 頁、加納美紀代

らいてうや市川房枝のような女性解放運動家は女性の家庭外労働による戦争協力

版、1995 年、119 頁、上 野 千 鶴 子『ナ シ ョ

を推進することで女性の地位を男性と同等のものに向上させるべく発言したり団

『女たちの〈銃後〉
』増補新版、インパクト出

ナリズムとジェンダー』青土社、1993 年、

39 ‒ 43頁。

73

加納『女たちの〈銃後〉』
、73 頁。

体を結成したりした72。1932 年 3 月設立の国防婦人会（同年 10 月に大日本国防婦
人会）は、銃後の妻には「貞操」を守るように目を光らせながら、その一方で前線

における低所得者層を中心にした女性たちによる兵士たちの性欲処理を支援ない
しは容認した73。このように総力戦体制に貢献することで公共的な存在感を得て
「国民」になろうという自発的な努力は、従来男性によって占められていた軍需工
場の労働分野に女性が進出したとはいえ、既存の不平等な政治的な権利（選挙権
と兵役の義務）と家父長制の性の役割分担を自明の前提として行われていただけ

74

さらに、帝国の問題も含めれば、ここに「本
土」と植民地・占領地域の格差やエスニシ
ティに関する格差も加えることができる。

に、そのジェンダー分割・差別を覆すどころか強化するものだった。総力戦は資
本主義と家父長制の下で生み出されたジェンター格差と階級格差（女性の中の格
差も含めて）を温存しながら74、あたかも平等に見える「国民」への動員政策とそ

れに与する知識人の言動によってその格差が見えにくくされる傾向にあったとも
言える。
同様に、都市と地方（とくに農村）の間にも厳然とした違いと格差があり、それ
が認識されていたが、
「国民文化」や「文化」の名の下に両者を（経済や政治の次元
75

よりも）文化の次元で統一することでその矛盾を解消しようという傾向があった。

例えば、ハリー・ハルトゥーニアン『近代に

すでに多くの研究が論じてきたように、当時都市と地方農村の格差はさまざまレ

よる超克──戦間期日本の歴史・文化・共

ベルで認識されており、資本主義やそれと結びつけられた「西洋文化」の影響が

第 1 章。

その原因として批判されるようになっていた75。しかし、実際には、この問題に

同体』上、梅森直之訳、岩波書店、2007 年、

関しては、都市文化を広めることによって農村の疲弊を克服しようという主張、
76

Sharon Hayashi, “ Travelling Film History:

都市文化とは異なる農村の実生活を尊重していこうという主張、さらには地方農
村をユートピア化する農本主義的な考え方が、1930 年代・40 年代前半を通して絶

Language and Landscape in the Japanese

えず拮抗していた。例えば、地元住民は近代化を求めているにもかかわらず、柳

University of Chicago, 2003, 130.

田國男は農村の伝統的な生活文化に価値を置きそれを保持することを訴えた76。

Cinema, 1931‒1945, ” PhD dissertation,

文部省官僚の水谷徳男は、1933 年の論考「農村娯楽問題と映画及びラヂオ」の中
77

水谷徳男「農村娯楽問題と映画及びラヂオ
中 「新しき農村の建設」続篇」
『調査時

報』3 巻 13 号、1933 年、13 頁。

で、実際に農村を訪れて、都市のサラリーマン・労働者と、農家の人々の間には
そもそもの生活のリズムに違いがあることに気づき、それまでそれを知らずに都
市文化を押し付けてしまっていたと反省の意を表明した77。その一方、例えば古
瀬傳藏は雑誌『農村文化』1941 年 11 月号の中で、宣伝論的な見方を踏襲し、
「一

78

億一心となって猛進撃を行うためには」
「娯楽性をもったラジオ、映画、演劇等の

1941 年 11 月、7 頁。

文化施設を利用することがもっとも有効適切」だと主張している78。これは、資

古瀬傳蔵「東條内閣と文化政策」
『農村文化』

本主義・消費文化によって発達した 1920 年代来のメディア環境における不均衡
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なインフラを、公共政策的な巡回上映・上演によって補完しようとするものでも
あった。しかしまた、同時期に、演劇にしろ映画にしろ、都市から発信される「文
化」に嫌悪を示し、農村の生活を「文化」として守ろうとする考え方も表明されて
いた79。1941 年 9 月の「福島県における文化活動報告書」では、
「消費的なものの

79

例えば、酒井三郎「地方文化運動の目標」

『文藝春秋』1941 年 8 月、68 ‒ 73 頁。
80

福島県翼賛文化協会『福島県における文化

代わりに生産的なもの、装飾的なものの代わりに実生活的なもの」が推奨され、

活動報告書』1941 年 9 月、大串潤児『「銃後」

映画・演劇・文芸講演会の要求には応えないようにすべきだとすら記されてい

波書店、2016 年、205 頁に引用。

る80。さらにはしかし、
「厚生文化運動」としても展開した地方文化運動では、
「素
人の音楽、演劇、舞踏、詩吟、握手演劇などの奨励・指導」が行われても、
「実情は

の民衆経験──地域における翼賛運動』岩

81

高岡「総力戦と都市」、164 頁。また、北河

（中略）既存商業演劇の模倣に偏し、低俗な方向に流れ」ている状態にあるとの認

賢三「解説」、北河賢三編『資料総力戦と文

識もあり81、この現実は、地方農村を理想化する農本主義的な見方に対するアン

化運動』大月書店、2000 年、508 頁、宜野

チテーゼともなっていた。いずれにせよ、これらの見解は、それぞれ都市と地方
農村の間に厳然とあった格差を示唆する一方で、
「国民」
、
「文化」、
「生活」といっ
た当時としてはポジティヴな意味合いを持つ言葉によってそれがあたかも克服で
きるかのように思わせながら、その実その根底にある政治的・経済的問題を見え
にくくするという効果をもっていた。
総力戦論が唱えるように、1920 年代と 30 年代の関係は対立的ではなく、
「順接
的」と捉えるのが適切だろう。当時の総力戦に関する言説は、第一次世界大戦後
に意識化された「社会」または「国家」に自発的に寄与しようという意味での「主
体性」だけでなく、それと同じ時代に興隆した消費文化に顕著になった消費的な
意味での「主体性」を矯正しつつ組入れる形で、自己規律的な主体としての「国民」
の形成を目論んだと見ることができる。だからこそ、表向きには消費文化への批
判をあらわにする一方で、権力に強制的に従わせるよりも、
「自発的規制」と「自
発的表現」が助長された。こうした文脈においてこそ、1920 年代に興隆したトラ
ンスメディアは消費文化と総力戦の結びつきを媒介したという点で重要な役割を
果たしたと考えられるのだ。しかしまた、本稿では、消費文化と総力戦の結びつ
きは、完璧な合理的・戦略的な計画によって進められていたというよりも、むし
ろかなりの程度偶発的・偶然的なものだったという点も強調してきた。また、こ
うした中で 1930 年代後半に再定義された「国民」は決して合理的な主体の集団で
はなく、むしろ主体性と平等性を実現するものとして再定義され理想化されたた
めに、ジェンダーや地域などに関する格差・矛盾を不可視化する効力をもった。
消費文化とともに発達したトランスメディアはこのようにして総力戦に取り込ま
れながら権力と断層を媒介し多分にそれらを強化する機能を果たしたと考えられ
るのである。
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座直美「戦時日本映画における断絶と継続」

『新領域・次世代の日本研究』国際日本文化
研究センター、2014 年、80 頁も参照。

