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大東亜共栄圏と観光立国の夢

：小山栄三の観光宣伝論に見る「イデオロギーの着脱可能性」について

The Dream of "Greater East Asia Co-Prosperity Sphere" as the Tourism World
:Focusing on the removability of ideology in the tourism theory of Eizo Koyama.

SEMBA Nozomu

仙波　希望

The purpose of this paper is to investigate the theory of tourism promotion, which was proposed 

in Senji-Sendenron by Eizo Koyama, one of the pioneering Japanese sociologists. Why had Koyama 

dreamt of "Greater East Asia Co-Prosperity Sphere" as a network of international tourism, even in 

wartime during World WarⅡ? Why did the interest to tourism remain consistently in his works? In 

order to make those questions clear, I analyze in this paper the framework of Koyama’s theory of 

propaganda and tourism, trying to derive the characteristics from it. 

Comparing his point of view of tourism in wartime with the one after World War, it is clear 

that there is little difference between those, especially in the claims of the importance of social 

environmental innovation, the economical benefits and the international goodwill which to 

promote international tourism made or contributed to. However, or of course, a utopia of "Greater 

East Asia Co-Prosperity Sphere" clearly slipped down in the new one and it easily morphed into 

"Peaceful, Democratic Japan".

It is important that this changing was so easy. In this point, I find out a distinctive feature 

of Koyama’s tourism promotion theory: the removability of ideology. His logical construction in 

tourism promotion with consistency is able to serve to any ideology. Therefore, his theory literally 

could prolong the life, even though Koyama himself engaged in the studies of propaganda and race 

in wartime. Considering that Koyama’s theory is located in a founding one of tourism studies in 

Japan, it appears that there are further needs to examine his theory of tourism. 

Summary

大東亜共栄圏と観光立国の夢
：小山栄三の観光宣伝論に見る「イデオロギーの着脱可能性」について



322 仙波　希望

1．はじめに

　本稿は、日本の社会学黎明期を代表する研究者の一
人である小山栄三（1899－1983）による、「観光宣伝論」
を論じる1。多様な領域に関心を持ち続けた小山の仕
事に関しては、佐藤卓己（2008）や吉見俊哉（1999）
など、様々な社会学者、メディア史研究者たちが取り
扱ってきた。本稿もこのような思想史の系譜に位置づ
けられる一方で、とりわけ彼の観光に向けたまなざし
に着目する。
　2015年現在の日本において、2020年の東京オリン
ピック開催に向けた国際観光事業、通称インバウンド・
マーケティング施策は、官公庁や企業を問わず隆盛の
一途を辿っている。2003年から開始されている「ビ
ジット・ジャパン」事業は、当初の目的であった訪日
旅行者 1,000万人の大台を超え、訪日旅行者数 2000

万人の観光立国の実現に向けた「戦略的訪日プラン」
が推進されている 2。官民一体となった観光立国化へ
の機運は、ますます高まり続けることとなるだろう。
　このような観光立国論を、戦時下の 1942年に提
唱したのが小山である。本文内でも詳細に取り扱う
1942年の『戦時宣伝論』の最終章（第 8章）は「文
化宣伝としての観光政策」と銘打たれ、その早々に「日
本の国際観光事業には軍事行動が一段落ついた暁に於
ける多幸な将来が待っているのである」という文章が
見られる。なぜ小山は、大東亜共栄圏を観光立国像と
結びつけた上で、その先に「多幸な将来」を見たのだ
ろうか。また、なぜそのような声明を、戦時宣伝を説
く書物の最終章に配置したのだろうか。
　冒頭にも述べたように、小山の残した仕事は幅広い

領域に跨っており、それ故に彼の理論を詳らかにする
仕事の多くも、宣伝研究や民族学研究といった個々の
ディシプリンに紐付いた形でなされてきた。同時にそ
れらは、三浦・岩井（1997）などを除き、小山のキャ
リアにおける前期の著作、すなわち太平洋戦争終結前
までの著作を主な対象とするものがその大半を占めて
いる。本稿は個々の先行研究に依拠しながらも、複数
の領域に通底した小山の理論構造における特質を明る
みに出すことを企図している。後述の通り、戦時、戦
後といった時期区分に関係なく、小山は「観光」に着
目した論考を残している。本稿では小山によりそのま
なざしを向けられた、「観光」の位相を追うことで、
その目的の達成を試みたい。
　そもそも小山栄三に関する先行研究において、彼の
観光宣伝論を主な分析の対象として取り扱ったものは
少ない3。本稿では、「文化宣伝としての観光政策」を
所収する『戦時宣伝論』を主な対象としながら、小山
が観光施策の実施を通じて実現を試みた社会像に迫っ
ていく。小山は、戦後実現されるであろう「大東亜共
栄圏」を維持するシステムとして、「大東亜の観光ブ
ロック」、「極東観光ルート」を構想していた（小山
1942:297-8）。結論を先に述べるならば、本稿の分析
から明らかとなるのは、戦中、戦後といった時期区分
に左右されることなく生き永らえた、小山の観光論の
枠組みにおける「イデオロギーの着脱可能性」である。

2．三つの連続性

　本稿で主に取り上げるのは 1942年の『戦時宣伝論』
である。この著作はまさに日中戦争、太平洋戦争の
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真っ只中に上梓されたものであるが、小山の著作並び
に経歴には、戦時下、戦後といった時期区分を横断し
て見られる特徴があった。そこで本節では、小山の経
歴を概観しつつ、あわせてそのアカデミック・キャリ
ア全体から見て取れる三点の特徴をおさえておきた
い。旧制高校時代に高田保馬の『社会学原理』を読破
し（小山 1977:153）、それから半世紀以上にわたって
社会学理論の構築に従事した小山の軌跡においては、
明確な連続性が存在していた。またそれは本稿で検証
する、小山の観光宣伝論における連続性と表裏をなす
ものでもある。
　社会学者・小山栄三の第一の特徴は、すでに本文中
でも言及している通り、その関心を寄せた領域の幅広
さである。小山は東京帝国大学文学部ならびに法学
部を卒業した後、同大の嘱託職・図書館司書を経て、
1929年に小野秀雄を所長とする東京帝国大学文学部
新聞研究室の初代所員に採用される（三浦 1996:75）。
この年以降、『新聞学』（1935年）や『宣伝技術論』（1937

年）などの、日本で当時勃興しつつあった新聞学や宣
伝学の系譜に位置する著作群を立て続けに発表する。
さらには、『人種学総論』（1929年）や『民族と人口
の理論』（1941年）など、同じく注目を集めつつあっ
た民族学・民族政策に関する著作も同時期に発表して
いる。戦後ではさらにその関心の幅を広げていき、世
論研究やマス・コミュニケーション研究に関する成果
（『世論・商業調査の方法』（1956年））、行政広報に関
する著作（『行政広報入門』（1971年））、さらにはファッ
ションを対象にした著作（『ファッションの社会学』
（1977年））まで出版している。戦前、戦時下、そし
て戦後に至るまで、小山はコンスタントにその研究成
果を発表し続けた。
　第二の特徴としてあげられるのが、これらの著作群
の間でなされた「同一内容・文章の転載」である。そ
れは戦時下に書かれた著作と、戦後のものの間でもな
されている。例えば、1946年 10月に刊行された『輿
論調査概論』では第三章の「輿論指導と宣伝」が、
1942年の『戦時宣伝論』の第一章第三節、「宣伝の技
術」を（「です・ます調」への変更を施した上で）全

面的に転載したものである。すなわちこれは、戦時下
における宣伝技術論が、戦後における輿論指導の方策
としてそのまま「転載」されていたことを示している4。
さらに小山は 1953年に発表した論文「輿論形成の手
段としてのマス・コンミュニケ―ション」の中で、以
下のようにも記している。「輿論指導の手段に関して
は第一次世界大戦までは専ら宣伝 Propagandaと云う
表現が使用されていた。然し両大戦を通じ事実的にも
意識的にも宣伝とは、『嘘をつく技術』と云う風にと
られてしまった。それで宣伝のこの悪い意味を避ける
ため、プロパガンダという言葉の代わりにマス・コン
ミュニケーションという言葉が使用されるようになっ
たのである。（小山 1953:44）（本文ママ）」それが意識
的なものか、半ば無意識的なものであったかは定かで
はないにせよ、小山は「同一内容・文章の転載」や単
純な語句の言い換えを繰り返しながら、そのキャリア
を築きあげていったと言える。
　最後の特徴は、その経歴の長期にわたって、研究者
でありながら権力体制の中心部に近接し続けた、実践
家としての顔である。例えば小山は、1940年 10月に
内閣情報部の資金援助で設立された日本最大のプロパ
ガンダ制作集団、「報道技術研究会」の発起人に名を
連ねている。難波功士（1997:7）によれば、この「報
道技術研究会」は「戦意昂揚や銃後の護り、増産など
のプロパガンダ」のための広告制作実務を行っており、
彼らの制作内容における理論的支柱の役割を果たして
いたのが小山であった。「報道技術研究会」の主なク
ライアントは内閣情報局と大政翼賛会である。その活
動内容としては、ポスターが 37点、壁新聞が 7点制
作され、パンフレット、ビラなどの印刷物や雑誌特集
頁など 17点の編集・構成に携わり、担当した展覧会
は計 19回を数えたという。
　これと前後して小山は立教大学に講師の職を得て
いたが、1939年には厚生省人口問題研究所研究官を、
1942年には企画院調査官を兼務している。また一時
期は、国際観光局嘱託の職も兼ねていたことが明らか
になっている（阿部 2009:90）。1943年には文部省民
族研究所の部長を務め、当時の民族社会学に属す著作
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の多くには、この民族研究所時代に行った海外調査の
成果が反映されている。これらの役職からも、小山は
太平洋戦争の終結に至るまで、途切れることなく様々
な形で、権力体制の中枢に影響を与えうる地位を得て
いたことがわかる。
　戦後においても、民族研究所の廃庁に伴い多くの同
僚が職を失い、大学などの研究職につくまで数年のブ
ランクを要する中で（中生 1997:57）、小山は 1945年
の 10月には内閣情報局参与の職を打診されている。
占領期においてこの要請を行ったのは、GHQ/SCAP

であった。「1945年（昭和 20年）9月のこと、終戦直
後のこととて［...］財界や言論界の有力者が次々とパー
ジにかかり、ひとびとは不安と恐怖におののいている
時でした。突然日比谷にある GHQの司令部から至急
出頭すべしとの命令を受けたのです。［…］司令部の
1室には米軍将校 3名と速記者 2名と二世の日本人 1

人とが律儀を正して座っていました。（小山 1972:2）」
小山はこの場で世論調査に関する簡単なテストを受け
た後、世論調査の仕事を任されることとなり、1950

年に創設された国立世論研究所の初代所長に任命され
るまでに至る5。
　こうした小山の登用に関しては、無論 GHQの意向
が強く働いていたのは間違いない。テッサ=モーリス・
スズキ（2000:501-3）も記しているように、戦後日本
の民主化において、世論調査及び世論形成は GHQに
とっても必須のものと考えられていた。民間情報局
（CIE）を中心に世論測定への関心が高まっていくに
つれて、日本政府が持つかつての人的資源の活用に乗
り出したのだという（ibid.）。このような CIEの世論
研究への関心は、小山と同じく戦時下における宣伝研
究の第一人者である米山桂三にも向けられている。米
山も終戦直後に CIEの呼び出しを受け、慶応大学に
新聞学部を設置するよう指令を受けている。さらに
1949年 1月には CIEの世論社会調査課の顧問にも就
任している（米山 1961）。小山と同じく民族研究所の
所長であった高田保馬が再び教職につくのが占領末期
の 1951年であったことと比べると、小山や米山らの
世論研究者に対するアメリカ側の厚遇は明らかであっ

た。戦後も旧内務官僚の伝統が生き延びた準国家機関
の一つである、公益社団法人日本広報協会が設立され
たのは 1964年のことであるが、「政府広報を担うべく
設立された」当協会の初代理事長を務めたのも、この
小山栄三であった（中野 2013:84-5）。
　戦中、戦後を通じて国家行政の近くに位置し続け
る中で、小山が残した各々の仕事が、どれほど政策
決定などに関われていたかは定かではない（佐藤
1996:100）。しかし、実制作を担う報道技術研究会と
の接触を経て、戦後に改変された内閣情報局の仕事を
得たことからも、小山が構想した理論が様々な形を伴
いながらアクチュアルな場に顔を出していたことは間
違いない。とりわけ戦時下においては戦意昂揚を目的
とした「宣伝もの」の出版がブームになる中で、小山
の宣伝論に関する著作は数少ない学問的姿勢を保持し
たものであった（佐藤 2008:43-4）。小山自体が国家行
政、広告宣伝等の実践的な場とアカデミズムの場を自
在に行き来しながら、その双方に影響を与え得る理論
の構築を図ったのである。

3．事実をつくる宣伝

　戦中までに小山が残した宣伝学の系譜に位置する著
作は、『新聞学』（1935年）、『宣伝技術論』（1937年）、『戦
時宣伝論』（1942年）の三点である。戦後では『輿論
調査概論』（1946年）、『世論・商業調査の方法』（1956年）
や『行政広報入門』（1971年）などがある。先述のよ
うに、この中で最も体系的に彼の観光論が展開された
のが『戦時宣伝論』であった。本節ではまず小山の基
本的な宣伝認識を概観した上で、観光施策への接合点
を提示したい。というのも、そもそも小山は観光を、「そ
れ自体一つの宣伝機能を持ったもの」として捉えてい
た（小山1937:279）。小山にとっての観光施策はいわば、
宣伝効果の空間上での具現化として位置づけられてい
たのである。ここにおける宣伝の内実を確認するため
にも、本節では以下、三つの論点から考察をすすめて
いく。

仙波　希望
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3.1. 新たなる社会関係の設定

　小山は、宣伝の語句が指し示すところとして多くの
表現を用いている。それは「輿論指導の手段」や、「精
神建設」「観念闘争への実践的な意志の自画像」など
であるが（小山 1942:6-10）、とりわけ社会との関連に
おいては以下のように表している。

　宣伝によって構成されるいわゆる公衆圏 

Publicumと云うものは形態社会であって、その成
員である各個人は相互に非常に異なった存在であ
り、且つ空間的にも相互に分離しているにもかかわ
らず、この宣伝の作用する限りにおいては、常に同
様な単位の、且つ空間的

4 4 4

、または時間的に結合され
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

た多数の人間という集団表象
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を与える。［…］抽象
的に思惟される宣伝の機能は、社会過程として社会

4 4 4 4 4 4 4 4 4

を組織し
4 4 4 4

、相互に結合せしめる作用
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を持つことであ
る。 （小山 1937:7）（傍点筆者）

　この引用文にあるように、小山は宣伝の機能を、空
間・時間的な差異を超えて集団を束ねて行く作用、社
会組織の作用としてみていた。そして、このような宣
伝が成功する先に見出されるのが、「新たなる社会関
係」の設定であった（小山 1942:10）。宣伝は、人々の
精神的な紐帯をまさに「結合」していくための手段で
あるとされる。小山は宣伝における「精神」的な作用
形態として、「一人が食べても他の人の腹はふくれな
いが、二人の離れた肉体は一つの共通の精神を持つこ
とができる。ここに精神の不思議な世界がある」とも
述べている（小山 1937:7）。宣伝による「精神」面へ
のアプローチはそれのみで留まるものではない。伝播
していく宣伝により、表示された「抽象的な観念は、
それが大衆を把握するや直ちに具体的な、物質的強力
として表れて来る（小山 1937:5）。」宣伝により精神面
の結合が果たされた後に立ち現れるのが「新たなる社
会関係」であり、こうした社会の組織、結合こそが宣
伝の機能かつ最大の目的とされるのである。

　このとき、「新たなる社会関係」は一時のものでなく、
より持続的なものとして志向されねばならないとされ
る。「すなわち集団の持続性を保持しなければならな
い（小山 1937:7）」のである。そのため、宣伝は単な
る命令とは異なる形のものとして模索されていく。小
山はこの点に関して、「命令」と「指導」の対比を通
じて説明を加えている。命令とはすなわち、権力を背
後にした指定的強制、自由意志の拘束により、命令者
の意思に即した行動をとらせる行為であり、他方、指
導とは暗示的強制、形式的には自由で実質的には其の
意思が拘束されている状態をもたらすものである。こ
うした指導を、大衆に向けて実施する施策が、小山に
とっての宣伝行為とされる（小山 1942:7）。強行的な
方法による拘束でなく、ある一定の目的への大衆の自
発的参加を促し、社会規模の「一体感」を醸成し、そ
してそれを恒常的なものとする手段として、宣伝が重
視されることとなる。『戦時宣伝論』の中で「相手の
心をつかむ」という表現がよく用いられるように（小
山 1942:25）、小山の宣伝観の中心部において強調され
るのは、その精神的な側面への作用形態である。
　「相手の心をつかむ」ために、小山はメディアに含
まれるものをより広く設定し、その対象である群衆の
心理を重要視する。例えば『戦時宣伝論』の中では、
「人類が初めて獲得した新たな輿論指導の手段」、「そ
の発明は［…］印刷術の発明がもたらした以上の強大
な文化的影響を持つもの」して、当時のニュー・メ
ディアであるラジオの存在を高く評価している（小山
1942:199）。
　小山のこうした姿勢は、ドイツの「公示学 

Publizistik」からの影響を受けている。公示学とは、
ハンス・A・ミュンスターらにより提唱された、メディ
ア研究における社会科学的な学問アプローチである。
ミュンスターらは、19世紀後半から台頭していた「新
聞学 Zeitungswissenkunde」を、歴史学および文芸学的
な「記者養成」の一科目としての性質から否定し、そ
れに対してこの公示学を打ち立てていくことを試みて
いた 6。「新聞学」と「公示学」との間にある対照は、
換言すれば「記者」重視と「読者」重視との間にある
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それと近しい。後者の立場に近接する小山は、「マス・
メディアとしての新聞の読者共同体の群集心理、すな
わち世論に照準を合わせていく。（吉見 1999:58）」つ
まり、小山にとって重要なのは世論の内実ではなく、
いかに世論を構成するかといった点にあった。「通則
的に言うと、相手の『口説き方』『操縦法』が問題に
なるのである。（小山 1942:8）」この宣伝の中身

4 4

でなく、
効果
4 4

を求める姿勢は、以下の文章からも明らかである。

　宣伝とは単にビラを撒いたり、ポスターを貼った
りするのではなく、要するに相手の心を掴むことで
あるから、相手方の心の状態を見極めないでビラを
撒いても宣伝の効果は上がらないであろう。だから
相手が宣伝目的に適合するように反応したかどうか
という事が宣伝の根本問題であって、宣伝に金をい
くら使ったかと云うことが問題ではないのである。

（小山 1942:25）

　宣伝に応じた反応を想定通りに引き出す手法とし
て小山は、「相手の心をつかむために、相手の情況を
充分測定しななければならない」としている（小山
1942:25）。ここで展開される議論を当時の時局に即す
と、「新たなる社会関係」におかれるのは「大東亜共
栄圏」であり、そして「相手の心」とは東アジアなら
びに東南アジア諸国である。それゆえ「相手の情況」
の「充分測定」というのは、当時民族研究所に所属し、
中国北部などを中心とした海外調査を 1944年の 6月
頃に至るまで複数行っていた、小山自身の行動とも符
合している（中生 1997:53）。
　つまり、社会、空間を異にした各民族の実地調査は、
こうした「測定」の一つであったと言い換えることが
できるだろう。では、「新たなる社会」へと統合され
うる「心」を、小山はいかにしてとらえていたのであ
ろうか。そこでヒントとなるのは、小山が当時調査対
象とした「民族」に対する認識である。

　3.2．「民族意識」の可変性

　先述のように、戦時下に小山は宣伝研究と併行しな
がら、民族社会学に関する研究を進めていた。小山に
とっての民族社会学とは、「民族の伝統的生活様式を
その社会的規定に於いて把握しようとすること」（小
山 1938:11）であった。各地には個々人による経験に
対して先行される、「客観化された伝統」としての「民
族性」が存在する（小山 1938:11）。そしてこれは「民
族意識」という形であらわれる。それは自身たちが同
胞の民族であるとする、「社会的遺伝」としての意識、
そして「運命共同体から生長した性格共同体」として
の意識である（小山 1938:11）。このような「民族意識」
によって結合されうる個々の民族に対して小山は、そ
れ自体が「外界

4 4

と内界
4 4

の相互作用から起った一つの体
験」であるとしている（小山 1938:12）（傍点筆者）。
　ここでの「外界」と「内界」という言葉が、彼が「民族」
に対して投げかけた視点を表している。福間良明も指
摘するように、小山が民族社会学研究を通して念頭に
置いていたのは、「形式の内部における『歴史的現実』、
つまり民族の実際の動向や変化であった。［...］『現実
の民族の動向や変化』を示すべく、民族の体型、人口、
産業、宗教に関するデータの収集に専念したのであっ
た。（福間 2003:292-3）」このようなデータが、「外界」
という言葉に集約されている。そこには宗教や言語も
含まれているように、まさに身体の「外」に見られる
事象を広くとらえるものであった。
　例えば小山は、民族性を織りなす「外界の特性の全
体を総称」するものとして三つの「環境」をあげてい
る。それは第一に、天候気候や土地などの「自然環境」
であり、第二にそこで暮らす集団における「社会関係」
であり、第三に現地の人々がつくった文化による「文
化環境」である（小山 1942:275）。とりわけ第三の「文
化環境」から小山は、「人間精神の客観化」としての
意義を見出している（小山 1942:277）。「文化環境」が
含むものは建築物、芸術作品、居住状態、交通路、什
器などの物質的なものから、言語、法律、慣習などの
社会的なものまで含有され、そこに暮らす人々がつく
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りだしたモノ・コトを広範にとらえたものであった。
こうした「（文化）環境」が、「民族」をつくりだす「外
界」的要因とされるのである。
　文化的な形象やその構成から、調査者は「民族」的
色調を見出すことが可能となる。こうした表象から紐
解かれていくべき対象が、「内界」としての「民族意
識」である。「あらゆる民族の問題は結局『民族の自
負』又は理想概念としての『民族精神』にまで換言出
来るところの社会感情

4 4 4 4

から発足する」と述べているよ
うに（小山 1942:273）（傍点筆者）、小山は各民族の「内」
に宿るとされる社会的な感情の解明を念頭に置いてい
た。それを表象するのが先の「環境」たる「外界」で
あり、「外界」と伝統的に堆積されてきた民族的観念
としての「内界」（=「民族精神」）の相互作用を詳ら
かにすることで、各民族の構成要素を把握しようと試
みていたのである。
　こうした「意識」を通じた民族性の規定に関して、
小山は以下のように述べている。

　本来人間の社会的存在は歴史及び行為の結果に
よって定まるものである限り、歴史を形成するとこ
ろの諸力は社会的存在の維持及びそれを阻害しよう
とする勢力との抗争のうちに醸成されるものであ
る。そしてそれらの行為が意識を媒介としたもので
ある限り社会的存在が彼等の社会意識を規定するか
又可逆的に社会意識が彼等の社会的存在を決定す
る。 （小山 1942:262）
　　
　換言すれば、社会的な行為は全て「意識」を媒介と
したものであり、行為と意識が再帰的にその存在をつ
くりあげるものとされる。この時、先の「環境」も加
味されることによって、その行為ならびに意識は「民
族性」としての色彩を帯びてくるのである。そしてさ
らに興味深いのは、上記の引用文の直後において、以
下のように述べていることである。

　ここに社会意識に訴求することによって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、その社
4 4 4

会的存在を維持し
4 4 4 4 4 4 4 4

、若しくは変化させようとする宣
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

伝の作用が可能となる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。かかる社会的刺激による社
会意識の被規定性が宣伝の意識となるものであっ
て、各人が自己の自由な行為と一見信じているとこ
ろの社会的総結果の中には、彼等の意志から独立し
た又彼等の意志に外から加えられた意志が働いてい
るのである。かくして人間の社会的行為はすべて意
識を媒介とするものである限り、この意識が社会行
動に及ぼす過程と効果とを理解し、その適応的認識
によって計画的、一定の社会行動を誘致、指導する
ために意識に作用を与える統制的任務を持つものが
宣伝である。 （小山 1942:262-3）（傍点筆者）

　ここでは「社会意識」、すなわち「民族意識」の存
在こそが、小山の考える宣伝施策が機能する領域とさ
れるのである。小山が繰り返す「相手の心をつかむ」
という表現を鑑みれば、この「民族意識」こそが小山
の考える「心」それ自体であったと言えよう。「社会
意識」としての「民族意識」が宣伝の対象となると同
時に、調査の対象となる。可視化されえない「心」を
把握するためにも、現地の風土のみならず「人間精神
の客観化」としての「文化環境」を理解する必要が出
てくるのである。複合的な「民族性」理解はいわば、
宣伝施策における「市場調査」のようなかたちで認識
されていた。そして、この「民族意識」という「心」
の存在を前提とすることにより、『戦時宣伝論』で展
開される宣伝施策の根拠付けを図ろうとしていたので
ある。

　3.3．現状認識の重要性と虚偽の否定

　「社会意識」、ならびに「民族意識」を対象とし、そ
の「心」に作用を与えようとした小山の宣伝施策は、
以下の三方向に分類されている。それは第一に、建
設的機能をもつ「宣伝 Propaganda」、第二に、流言飛
語等を用いて情報かく乱を行う「煽動 Agitation」、第
三に私的な宣伝を示す「広告 Reklame」である（小山
1942:43）。「宣伝」自体がその一分類とされていると
ころに論理的な矛盾を残しているが、とはいえ、ここ
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で強調されるのは「宣伝 Propaganda」である。という
のも、その中心部に「建設」というキーワードを掲げ
ているためである。
　宣伝の言い換えの一つとして、小山は「社会に於け
る現実的な問題の上に成長し、一定の社会機能を実現
せしめようとする社会統制力の一形式」という表現を
用いている（小山 1942:22）。この「現実

4 4

的な問題」とい
う点に関しては後で論ずるが、一先ずここでは「一定
の社会機能を実現」という部分に目を向けたい。これ
は本稿中で言及している、「新たなる社会関係」と言い
換えても差し支えない。これを実現するための「社会
的統制力」の一つの形が、宣伝に他ならないのである。
　元来、宣伝は「煽動 Agitation」のような破壊的効果
を発揮するもの以上に、「建設」的な効果を発揮しう
る手段とされている。換言すれば、眼前の社会環境を、
主に観念を通じて作り替えていくことをもって、小山
は宣伝における「建設」的機能としたのである。そし
て、まさに『戦時宣伝論』が出版された 1942年当時、
戦時下の建設対象として掲げられる新たなる社会関係
にあてこまれるのが、「大東亜共栄圏」となる（小山
1942:7）。
　時局的な要請として、「大東亜共栄圏」は建設し、
維持すべき「新たなる社会関係」の位置におかれる。
さらにこれを実現すべく提起された、その具体的施策
こそが国際観光である、と位置づけることが出来るの
だが、先んじて、この点に繋がる小山の宣伝理論の二
つの特質について触れておきたい。それは、現状を徹
底的に認識した上で、それを変革していくことの重要
性、ならびに虚偽の宣伝の原則的

4 4 4

否定である。
　現状認識とその変革、といった小山の宣伝理論の性
質を最もよく表しているものとして、『戦時宣伝論』
中で複数回言及されている「宣撫工作」の存在がある。
これは前線で戦闘が継続する中で併行して展開される
「平和工作としての経済建設」「政治的整備」「文化的
事業」のことを指しており、小山は、第二次大戦に特
異な現象として重要視している（小山 1942:i）。戦後
を見据えた復興施策が進行する状況に、小山は宣伝施
策の具体化の萌芽を見出していた。それは第一に、現

実社会における新たなる「建設」が進展している事態
を表しているためであり、第二に、こうした「宣撫工作」
の成功に向けては、現地民族に関する理解、生活環境
の知識が必要とされるからである（小山 1942:264）。
先述のように小山自身、戦時下に頻繁に海外現地調査
に出向いていたように、対象を客観的に理解すること
に重きを置いていた。現実社会の客観的な理解を求め
る小山のこの姿勢は、国粋主義的なそれとは異なる、
動的かつ「外向的で科学的なナショナリズム」を孕
んでいる（福間 2003:294-6）。前項で確認したように、
小山は環境的側面と民族における「心」の相互作用を
認識していた。そのため、いわばその環境自体に手を
加えていくことによって、「心」の変容を図ることが
できると考えていたのである。対象の客観的理解を経
て、その対象を新たに「建設」し直していくことこそ
が、小山の宣伝施策における一つの本質であったと言
えよう。
　「客観性」を重視し、宣伝を通じた現実社会の再設
定を志向した小山にとって、虚偽の宣伝は原則として
退けられる対象ではあった。しかし、それはその永続
性と効果の側面においてである。すなわち、虚偽の宣
伝の後に、その内実を事実、ないしは現実のものにす
ることが出来るのであれば、状況は異なってくるので
ある7。『戦時宣伝論』では以下のような「偽造写真」
の一例が紹介されている。

　インターナショナル・フォトとして全世界のセン
セーションをまき起こした、日本軍の爆撃で廃墟に
なった南京停車場に唯一人親から離れて迷子となっ
た二つくらいの子どもの泣いている悲惨な写真があ
る。［…］その写真は子どもを後から連れて来てポー
ズをさせてとった偽造写真であることを更に写真で
説明しているので偽装写真であることを一般人に納
得させることが出来たが、［…］これは［…］「ニュー
スリール王」（「ニュースリール」は渾名）の作品で
あり、［…］米国民の対日感情を急激に悪化せしめ
たという曰くつきの宣伝写真である。

（小山 1942:167）
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　小山は各媒体に行き渡ったこの写真の効果として、
世界的に総計「一億三千六百万人がこの写真を見た」
としている。このように、戦時下においては「虚偽の
宣伝」の実質的な効果を一定程度認めているが、しか
し「嘘は終には嘘で」あり、「事実こそは最良の宣伝
手段」とする姿勢は崩さない（小山 1942:172-3）。と
いうのも、そうした虚偽が「虚偽」であると認識され
ると、即座にその宣伝効果は薄れ、逆効果を伴ってし
まいかねないからである。
　しかし一方で、当初「虚偽」であったものも、それ
が宣伝を通じて「事実」になるのであれば、その宣
伝は成功とされる。再度吉見の議論をひけば（吉見
1999:57）、ここに小山の社会的事実に対する徹底した
相対主義が垣間見える。現実社会への実状認識を求め
る一方で、それはメディア（≒宣伝）を通じて作り変
えていくことが可能な存在であるとされる。小山の宣
伝論では常に事実が先行し、また最終的な帰結として
客観的な真実を作りあげていくことが重要視されるの
である。

　本節では小山の観光論と繋がりを持つ箇所を中心
に、彼の宣伝理論を概観してきた。そこから見えてき
たのは、宣伝における「建設」性の強調、そしてそれ
と表裏をなす現状認識、ならびに客観性の強調である。
端的に言えば、小山は、宣伝行為の最たる特徴の一つ
として、先行する事実の創出を掲げていたと考えるこ
とが出来る。そしてそれを恒常的に維持するための宣
伝施策として提起されていたものこそが、まさに国際
観光事業であった。

4．戦時下の観光へのまなざし 

　1942年、「大東亜共栄圏」の構築が時局的課題とし
て要請される中で、小山がその一つの解決策として提
示した施策、それこそが国際観光事業の推進である。
本稿の主題に沿って述べるならば、いわば小山は、戦
時下においてなお、「大東亜共栄圏」という観光立国
の夢を抱いていたことになる。というのも国際観光事

業は、小山が考えるような、先行する事実を構築し、
空間を超えてその認識を高めていく宣伝手段として、
もっとも適合する施策であったからに他ならない。空
間的なる「大東亜共栄圏」を実際に作り出した上で、
旅客と現地の人々が相互に「見る／見られる」ことが
可能となるシステムとして、国際観光事業をとらえて
いたのである。本節では、前節で検討した小山の宣伝
理論と連関する、国際観光事業の内実に関して論じて
いく。
　『戦時宣伝論』の第 8章「文化宣伝としての観光政
策」の中において、小山の宣伝理論と観光政策の連関
点、ならびにその特質を明確に表しているのは、以下
の部分である。

　国際観光として外客を誘致するには積極的な宣伝
を必要とするが、宣伝はいつも事実に立脚した真実
なものでなければならない。誇大な又は虚偽な宣伝
は厳として慎まなねばならない。［…］従って国際
宣伝を為すにはまずその宣伝内容をなす国内の観光
施設が完備することを必要とする。殊に国際観光は
単なる国際貸借の改善を目的とするのみでなく、国
際親善の促進という二重の使命を有するからであ
る。 （小山 1942:302）

　ここで注目したいのは次の二点である。第一に、宣
伝はやはり事実に基づく「真実」でなければならず、
それと符合する形として、「国内の観光施設が完備」
される必要性が述べられている点、そして第二に、国
際観光は「国際貸借の改善」ならびに「国際親善の促
進」という「二重の使命」を持ちうる、という点であ
る。以下、本節ではこの二点に関して検討していく。

　4.1．「見る／見られる」事実の創出

　観光施設の充実、というのは観光施策を展開する上
では当然のように思える。しかし、小山の視点におい
ては、その実利的なニュアンス以上に、現実社会をつ
くり変える、といった側面が色濃く反映されていた。
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　前節でも論じたように、小山は宣伝理論の中核に「真
実」の重要性を置いていた。それは単に事実であるか
ら重要なのではなく、宣伝の効果的側面から真実であ
ることがより有効であるがゆえに、必要とされたので
ある。つまり、小山は「真実」を作り出すことさえ可

4 4 4 4 4 4 4 4 4

能となるのならば
4 4 4 4 4 4 4 4

、宣伝効果において何ら問題ない、
と考えていた。観光立国化を果たすべく、先行して環
境面を充実させる必要性が説かれているのはこの点に
繋がっている。実際小山は、観光促進を図っていくた
めの条件として、「外人に対する国民の歓待的態度」「物
価水準の低下」「ホテルの改善」「交通機関の充実」「観
光地、観光経路の設定」「衛生設備の完全」「娯楽機関
の設立」「土産品の製作」「斡旋機関の改善」などを挙
げている（小山 1942:313）。最初に掲げられる「外人
に対する国民の歓待的態度」に関しては再度後述する
が、それ以外にここで挙げられているものは全て、観
光施策を促進するためのインフラ面での充実という側
面を示しているものである8。「見られる」対象として
の観光地化を優先するよう強調されたのは、まさにそ
の宣伝内容の充実のためであった。
　整備されたこの環境を「見て」回るのは、勿論、観
光客である。観光客が現地の状況を見て回り、そこで
得た知見をそれぞれの故郷へ伝えていくプロセスを
持って小山は、観光客自体がメディア化していく様相
を見出していた。
　情報を見聞きした人が、他人へとそれを伝播してい
く過程に関しては、小山の宣伝論の中でも述べられて
いる。「宣伝の効果は単に直接の被宣伝者の目的実現
行為で終結するものではなく、彼は更に他の人にその
目的を宣伝する。即ち被宣伝者が此の次には宣伝者に
なるのであって、今までの宣伝客体は今度は宣伝主体
に変化するのである。［…］口から口へと伝え、始め
宣伝された人間が今度は宣伝する人間に変わるのであ
る。（小山 1942:33-4）」この点は、先に述べた小山が
命令でなく、宣伝に固執していた事実に繋がっている。
すなわち、「自由意志発動の決定因子」としての宣伝は、
主体と客体を常に入れ替えさせながら情報を増幅させ
ていくことが可能となるのである（小山 1942:33）。

　一人一人の観光客が「実状」を把握した上で持ち帰
るこのメディア化のプロセスは、小山による国際観光
の三方向の分類定義にも表れている。それは第一に「共
栄圏の実状認識のための -日本人の共栄圏観光」であ
り、第二に「日本の実状認識のための -諸民族の日本
観光」であり、最後に「極東の実状認識のための―欧
米人の極東観光」である（小山 1942:297-8）。三点に
共通するのは「実状認識」である。小山は、国際観光
事業を、先行してつくられた「新しい社会関係」像を
認識するための施策として考えていた。
　ここで興味深いのは、戦時において当時の敵国も含
む「欧米人」に対する観光プランも構想されていた点
である。小山は以下のように述べる。「国際観光を起
さしめる心理的動機は多々あるであろうが、その根本
的な問題は日本に関心を持たせ、更に日本への憧憬を
高めることである。この際民族に於ける性格の相違は
日本人が憧憬を持つものと、外人が憧憬するものとは
必ずしも同じでないと言うことであり、又その生活様
式が異なるということが注意さるべきである。（小山
1942:302-3）」この双方の視線の差異を明確にしなが
ら、それに即した環境設定の重要性を指摘しているの
である。
　阿部純一郎は、この観点をもとに、小山は、旅行者
が各々の「現地調査」として他民族の存在を理解し、
翻って自国のナショナル・イメージを呈示する機会と
して観光施策を位置づけていたとしている。「つまり
彼（引用者注：小山）にとって民族接触の領域とは、
異文化（生活環境や心）を観察する空間であると同時
に、自文化を呈示する空間でもある。言いかえれば、
観光客及び調査者は、見る者であると同時に、見られ
る者でもあり、さらに見せる者でもあるということ
だ。（阿部 2009:86-7）」民族学的なバックボーンを持
つ小山にとって、現地調査（フィールド・ワーク）は
対象としての民族の実状、そして差異を見出すための
機会であった。その一方で、それは調査する人びとが
（国際観光の場合であれば、旅行者が）「見られる」機
会ともなる。そして阿部の議論でも指摘されているよ
うに、このとき旅行者は「媒介者（メディア）」、すな
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わち「見る主体」であると同時に「見られる客体」と
しての役割も果たしている。「小山が観光を調査と重
ね合わせたとき、その背景には、日本文化を異国に伝
達・翻訳する媒体役 mediaの位置に、様々な知覚装置
だけではなく、まさしく民族それ自身―それは必ずし
も専門家に限られない―が入り込んでいく過程が進行
していたのである。（阿部 2009:85）」すなわち、国際
観光施策は、旅客者らがインフラ面での刷新を「見て」、
その情報の送り手となると同時に、彼等自体も現地の
人との差異を提示する機会として位置づけられていた
ことになる9。
　小山が考えていた「見る／見られる」関係性を作り
上げるプロセスとしての国際観光事業は、当時日本に
おいて実際に行われていたものと近しいところもあ
る。1930年代前半はアメリカ人客誘致のための施策
が展開され、「その意味で戦前の日本の国際観光の『黄
金期』であった。（中村 2007:178）」その内訳はアメリ
カの雑誌『アメリカン・ボーイ』の懸賞論文当選三少
年の招請旅行や、学生やハイ・スクール女性教員の招
請など（中村 2007）、実際に日本へ招致し「見て」も
らうことを経て、自国に戻り見聞を伝えていこうとす
る意図があった。こうした平時の観光施策は太平洋戦
争の開始とともに急激に縮小していく。しかし 1942

年においても、上記の三分類を用いて小山が「実状認
識」を通じた観光施策の促進を訴えたのは、永続的か
つ恒常的な「新たなる社会関係」の構築を見据えてい
たからに他ならない。そのために前段階として必要と
されたのが、先行する事実、すなわち観光政策におけ
るインフラ的側面（＝「国内の観光施設」）の拡充だっ
たのである。

　4.2．経済的使命と文化的使命

　現実社会を観光施設の拡充により刷新し、そこに出
来上がった「新たなる社会関係」を相互に認識／提示
し合うことが、小山の考案した観光施策における一つ
の利点であった。さらに、この事業が戦時下において
なお見据えられるべき施策として浸透させるため、小

山は「二重の使命」という表現をもって説明を加えよ
うとしている。それは先に挙げた引用部の第二の点、
「国際貸借の改善」ならびに「国際親善の促進」とい
う「二重の使命」である。
　1940年の 7月に発足した第二次近衛文麿内閣は、
その組閣に際し「基本国策要綱」を発表し、根本方針
として「皇国ヲ核心トシ日満支ノ強固ナル結合ヲ根幹
トスル大東亜ノ新秩序ヲ建設スル」ことを据えた。一
般的には、ここが「大東亜共栄圏」構想の具体的出発
点とされる。1942年 1月には、前年の太平洋戦争開
戦の目的として、再度東条英機首相は「大東亜共栄圏」
の建設を表明している。この情勢下に設立されたのが
「大東亜審議会」である。この「大東亜審議機会」は
その性質として、「大東亜共栄圏」構想における経済
的側面の審議を担う部門であった10。というのも、山
本有造が指摘するように、「全体 8部会のうち 5部会
が経済問題の検討にあてられたところに、『大東亜戦
争』が経済戦争であったことを反映している。（山本
1997:7）」
　このような状況下であって小山は、国際観光事業が
経済的利点を含んだ施策であるとする説明を試みてい
る。それが寄与するのは「国際貸借の改善」であるた
めである。その背景の一つとしてあげられるのは、第
一次大戦後の国家間における経済関係の変質である。
「そもそも、欧州大戦以前に於いて貸借関係を生ずる
主な原因は商品の売買即ち貿易であった。国際貿易は
古くから最も重要な国際貸借の原因として意識されて
いた。（小山 1942:302）」しかし、「（引用者注：第一次）
世界大戦後の国際経済にあっては商品貿易の国際経済
上の地位は動揺してきた。（小山 1942:303）」それは、
いわば貿易収支に対する貿易外収支の取引額の増大に
ある。小山によれば、海運保険業労務、在外企業利得
や対外投資への利子配分、「在内外人の消費額」など、
旧来の各国間の商品売買という枠外の部分の項目に焦
点があてられるようになっている（小山 1942:303）。
これらの中で、小山が着目したのが「外人誘致による
国内費消の増大」であった（小山 1942:303）。すなわち、
「旅行者輸入国は輸出国に対してその消費額だけの貸
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方となるのであって、国際観光事業による収益は『見
えざる』商品の輸出」となる。いわば、モノではなく
観光機会の創出により国家間の経済関係の向上を図る
ことが可能となるのである。
　欧米諸国によるブロック経済体制の構築は、小山に
すれば「欧州大戦後一時風靡した国際協調主義」の「否
定」であり、これが「『封鎖的な国家自足主義』によ
る『一国内に富を蓄積せんとする』」状況に至っている。
だからこそ、「金の産出少なき国に於いては国際経済
によって之を獲得しようとする新しい重商主義を採用
する」傾向が生まれてきたのである（小山 1942:304）。
モノ、カネの国家間移動が硬直的になりつつある状況
において、先に述べたような「見えざる商品の輸出」、
すなわち旅客の空間的な移動に伴う「有償的行為」を
創出していく施策こそが、今後の国際経済上で優位に
なると主張されている。
　以上のように国際観光施策における当時の経済的利
点が掲げられるが、しかしそれのみが目的ではない。
小山にとって国際観光事業における経済関係上のメ
リットはその片面を表しているのみであり、国際観光
は「唯単なる貨幣価値の獲得即ち経済的物質的な価値
の実現を主眼とする」ものに陥ってはならない。とい
うのも、「精神的な価値の実現に依って国際親善しに
資しようとする目的」、すなわち「文化的使命」が課
せられているためである（小山 1942:310）。

　国際観光政策の積極的結果として、一方に於ては
外人を誘致して商品及び労務を提供し外人の購買力
を自己に吸収するとともに、一方に於ては日本国の
文化を紹介し国際親善に資せんとする。この意味に
於て国際観光政策は経済政策と文化政策の競合であ
る。 （小山 1942:304）

　引用文に記されるように、国際観光施策は経済政策
と文化政策の両輪によって構成されるものであり、ま
たそれらこそが「二重の使命」として担われるべきも
のを表していた。国家経済に寄与する点も重要である
が、小山は「もっと高次の文化的・精神的・公益的な

非営利的価値の実現」こそがその最大の目的であると
し、国際観光施策における「文化的使命」の重要性を
強調している（小山 1942:306）。この時に念頭におか
れていたのが、当時交戦中であった日中間での親善関
係構築である。戦時下、抗日意識が根深い中国との間
に「精神的親善関係」は築けておらず、このままでは
共に「大東亜共栄圏」を構成することは出来ない。そ
れゆえ、「日支関係の親善的契機を発見」しなければ
ならない（小山 1942:298）。この状況の打開策として
掲げられるのがやはり、相互理解、親善関係の構築
機会としての国際観光施策であった。「日本の国際観
光事業には軍事行動が一段落ついた暁に多幸な将来が
待っている」といういささか楽天的な記述がなされた
背景には（小山 1942:297）、むしろ、打ち立てた「新
たなる社会関係」を構築・持続するために、国際観光
施策を展開する必要性があったのである。
　前項でも述べたように、小山は国際観光事業を成功
させるための必要条件の一つに「外人に対する国民の
歓待的態度」をあげている（小山 1942:313）。「見る／
見られる」対象としての物質的な条件をクリアし（観
光地化の促進）、経済政策としての位置づけを明確に
した上で（「見えざる商品」の輸出）、その最大の目的
として掲げられていたのが、相互理解をもとにした国
際的親善関係の構築であった。この国際的親善関係が
示すところこそが「新たなる社会関係」であり、すな
わち「大東亜共栄圏」の確立と維持であった。小山の
国際観光プランにおいて、ハード的側面としての事実
の創出、ならびに経済施策としての利点が理論構造上
の基盤としての役割を担わされている一方で、対して
「精神財」、文化的使命、国際親善関係構築と結びつけ
られた「大東亜共栄圏」の存在は、理念的側面として
の位置を占めていた。
　無論、このような「新たなる社会関係」としての「大
東亜共栄圏」は、太平洋戦争の敗北とともに棄却され
るべきものとなる。この最終的な目的を失った以上、
具体的施策として検討された小山の観光論は、大きな
方向転換を強いられたかのように思える。ここまで確
認してきた観光論の図式を踏まえた上で、次節では戦
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後、占領下で発表されることとなった、小山の新たな
る観光への眼差しを検討したい。

5．イデオロギーの着脱可能性

　「はじめに」で述べたように、戦後すぐに小山は内
閣情報局参与を経て国立世論研究所の所長に就任して
いる。それと前後して立教大学に講師の職を得るのだ
が、1952年には「国立世論調査所長」の肩書で、「観
光政策と世論調査」という論文を発表している。1946

年の『輿論調査概要』を皮切りに複数の著作を戦後す
ぐから発表していた小山であったが、とりわけこの「観
光政策と世論調査」で興味深いのは、冒頭と後半の一
部分を除き、ほぼ全般にわたり『戦時宣伝論』内の第
8章「文化宣伝としての観光政策」からの「転載・転記」
で構成されているところである。
　前節で検討した「見えざる商品の輸出」としての観
光施策における経済的アドバンテージ、「外人が日本
民族の生活状態、景観に接することは『今日本はなに
をしているか』『何を考えているか』を世界に示す外
交的機能」としての文化政策的利点、観光施設の重要
性など、全ての論点が盛り込まれた内容となってい
る。というよりむしろ、各部分の順序を変更し、抜き
差ししているのみで、そもそも記されている文章と論
旨の展開がほぼ同一のものとされているのである（小
山 1952:34-6）。
　しかし、「新たなる社会関係」としての「大東亜共
栄圏」を標榜し、その具体的施策としての国際観光事
業をうたった『戦時宣伝論』の内容が何故、占領下に
おいて財団法人全日本観光連盟の発行する『観光』誌
で発表することができたのであろうか。
　結論を先に述べておくならば、それは、「新たなる
関係」の位置を占めていた「大東亜共栄圏」というイ
デオロギーそのもののみが抜け落ちたからに他ならな
い。「観光政策と世論調査」の冒頭に展開される 2パ
ラグラフは、同論文における数少ない新たに記載され
た箇所である。無論そこに「大東亜共栄圏」という語
句は記されていない。戦後、「新たなる社会関係」と

して位置されるのは、「民主化された日本」及び「平
和愛好家としての日本」であった。

　国際観光事業はまことに現在に於いては『旅行に
4 4 4

よる理解こそ平和へのパスポート
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

』である使命
4 4 4 4 4

に
よって運営されなければならない。［…］当面の日
本の国際観光事業は［…］日本及び日本人の民主化

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

された現状及び平和愛好者としての変容を、世界の
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

人々に認識させる
4 4 4 4 4 4 4 4

必要がある。［…］即ち、外人に
4 4 4

対する国民の歓待的態度がその基本的条件になる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の
であることを意識させなければならない。

（小山 1952:34）（傍点筆者）

　先に述べたように、この箇所は同論文で新たに加筆
された箇所である。しかし、ここにおいても「大東亜
共栄圏」というイデオロギーが抜け落ちているのみで、
その他の論旨展開は以前のものから何ら加筆されては
いない。以下では上記引用で筆者が傍点を施した三つ
の箇所から、少々検討を加えてみたい。
　まず、第一の「『旅行による理解こそ平和へのパス
ポート』である使命」の箇所である。ここには『戦時
宣伝論』での議論における、「実状認識の重要性」が
そのまま引き継がれている。さらに、「使命」という
言葉も同じく用いられているように、「高次の文化的・
精神的・公益的な非営利的価値の実現」をめざす「文
化的使命」（文化政策）への繋がりも明らかである。
第二の「日本及び日本人の民主化された現状及び平和
愛好者としての変容」に関しては、再度繰り返しにな
るがこの点のみ「大東亜共栄圏」から変更された箇所
である。そして最後に、「外人に対する国民の歓待的
態度がその基本的条件になる」では、まさに前節でも
指摘したように、「文化宣伝としての観光政策」でも「基
本的条件」として強調されていたものである。
　この三点からも明白なように、戦後においても小山
が示した観光論は「延命」していた。前半 2つのパラ
グラフ以降は先述の通り「同一内容の転載・転記」で
あるが、前節でも引用した「国際観光政策は経済政策
と文化政策の競合である」という文章もそのまま残さ
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れている（小山 1952:34）。旅客による空間的移動がも
たらす貨幣価値の獲得と、相互交流をもとにした国際
親善という図式は、注釈もなければ何ら変更を加えら
れることもなく、そのままの形で提示されている。そ
の上で、ここでの論理が目指すべき対象は最早「大東
亜共栄圏」ではなく、「民主化された平和愛好者とし
ての日本」へと難なくスライドすることに成功してい
るのだ。いわばここをクリアすることが出来たからこ
そ、「延命」が可能となったのだと言えるだろう。
　以上から導き出されるのは、徹底した実状認識をも
とに新たなる現実社会を構築しようとする小山の宣伝
理論と、その空間的な具体的施策（国際観光）に通低
した、「イデオロギーの着脱可能性」である。換言す
れば、小山が理論の展開を図っていく上で、その目的
は「大東亜共栄圏」である必要はなかった

4 4 4 4 4 4 4

のだ。イデ
オロギーの内実如何を問わず、現実社会認識の重視と
その刷新の可能性、観光政策から見てとれる具体的な
社会経済的基盤の構築こそが関心の中心をなしていた
のである。ここで明らかになるのは、戦時下における
宣伝理論の構築を経て至った小山の「観光立国」の夢
は、そのイデオロギーのみを捨象させた上で、構造上
の同一性を保持したまま「延命」を果たしたという事
実である。
　例えば小山は、戦後再び職を得た立教大学にて、社
会学部観光学科設置へ尽力している。同大にて開かれ
ていた観光・ホテル講座で運営委員長をつとめ、戦後
日本の「観光学」の樹立に力を注いでいたのである
（三浦 1996:76）。現実の生活認識と宣伝理論による現
実社会へのフィードバックを至上命題としていた小山
が、観光学という新たなるアカデミズムの場を設けよ
うとしたことからも、小山の学問的姿勢の一貫性を見
て取ることが出来る。そして小山のこの姿勢からも、
戦時下から戦後にかけて生き永らえた観光へのまなざ
しは、単なる理論的水準のみならずアクチュアルな場
へと注がれ続けることとなるのである。

6. 結び

　本稿は、戦時下、並びに戦後に展開された小山栄三
の観光宣伝論を主題に、彼が実現を試みた観光立国を
通した社会像の枠組みに関して考察を行ってきた。そ
こから浮かび上がったのは、時代区分を超えて継続し
た理論的一貫性と、それと表裏をなす「イデオロギー
の着脱可能性」であった。
　第 2節では小山のキャリア全体に関わる連続性を確
認した。「転向」を経ることなく権力体制の内側にい
つづけた小山の経歴自体が、彼の理論展開の一部を照
射していると言えるだろう。第 3節では本論全体に関
わる議論の前提として、「新たなる社会関係」をつく
りあげる小山の宣伝論の様相に迫った。徹底して現実
社会の認識に拘泥し、さらに宣伝を通じた社会の刷新
を試みた小山の宣伝理論は、その「建設」的機能によっ
て特徴づけられる。そして、まさに「大東亜共栄圏」
という建設対象を、実社会に根付かせる施策として提
起されたのが、第 4節で検証した国際観光施策である。
インフラとしての観光施設の拡充による現実社会の塗
り替え、ならびに「見えざる商品の輸出」としての経
済的メリットをその理論的土台としながら、それに上
乗せされる形で「大東亜共栄圏」というイデオロギー
が鎮座することとなる。第 5節で見た戦後の論文から
も明らかなように、まさにこの理念としての「大東亜
共栄圏」は着脱可能なものとして、容易に「民主化さ
れた平和な日本」へと移行させられている。小山が戦
時下に考案した観光立国像は、それが付随するイデオ
ロギーの如何に関わらず展開されうるものであった。
　冒頭に記したように、小山栄三は「転載・転記」を
多用した研究者であり、また一方で 20世紀全体に及
ぶ長いキャリアの中で、多くの時間を権力体制に寄り
添って生きた学者である。本稿を通じて筆者は、例え
ば小山のいささか杜撰でもある「転載・転記」の行為や、
況や安易ともとれるイデオロギーの「転向」に対する
批判を加えたいわけではない。むしろそのような点を
ふまえても、「延命」することが出来た理論構造の一
端を明らかにすることを試みてきた。事実、吉見（1999）
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も指摘しているように、小山の理論には現代から見れ
ば欠陥に思える箇所も多い。しかし一方で、宣伝行為
における「クチコミ」評価の部分等は現代のマーケティ
ング論でも取りざたされるところであり、確かな先見
性があったと言えるだろう。いわば彼の「イデオロギー
の着脱可能性」が逆照射するのは、表面的な「転向」

とはかけ離れた、その論理としての強靭さである。小
山の戦後も含めた経歴を鑑みれば、現代の観光論へと
連なる水脈の上流に位置するこの戦時下の観光宣伝論
は、より一層の検討が必要とされるものであると考え
られる。

注
 1　本稿の執筆に際しては読みやすさを重視し、旧かなづかいは現代かなづかいに，旧字体は新字体に変更し
ている。

 2　観光庁ホームページ、「訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）」、
（http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html）（2015年 8月 1日アクセス）

 3　阿部純一郎（2009）は数少ない小山の「観光宣伝論」を題材とした先行研究の一つである。阿部（2009）は「民
族接触」概念に着目した上で、1930-40年代の歴史的背景と照らし合わせながら、小山の理論の学説史的
な位置づけを試みている。本稿もこれに多くを負う一方で、関心ならびに対象期間を異にしている。本文
中にあるように、本稿が関心を寄せるのは小山の理論構造が戦前、戦後を通じ、なぜ「延命」したかとい
うところにある。

 4　同様の指摘は、例えば佐藤（2008）、難波（1997）などでもなされている。こうした「同一内容・文章の転載」
は戦前期の著作のあいだでも多く行われた。本稿の主な対象としている『宣伝技術論』（1937年）と『戦
時宣伝論』（1942年）の間にも章、ないしは節が「切り貼り」された形で転載されている例を複数確認す
ることができる。

 5　文中に引用した小山（1972）においては、GHQからの出頭日は「9月」であると回想されているが、小山（1970）
ではそれが「10月」となっている。いずれにせよ、出頭を要請されたタイミングは民族研究所の廃庁と
ほぼ同じであったと言えよう。

 6　内閣情報部での思想戦講習会で使用された「情報宣伝資料」の一つがミュンスターの『新聞と政策 新聞
学入門』であり、この翻訳を担当したのが小山であった。同著に掲載された「公示の樹」という絵――樹
の枝葉に多数のメディアの「実」を生らせている――は、小山の戦後の著作（『新聞学原理』1969年）に
おいても採録されている。そして、「戦前ナチズム版と戦後デモクラシー版の違いは、『公示の樹』で『政
治的に影響を与へんとする意志』と書かれたところが、『マス・メディアの樹木図』で『表現意思』に書
き改められただけなのである。（佐藤 2008:46）」ここからも小山における連続性、ならびに「同一語句の
表現を変えた反復」という特徴が見て取れるが、それほどにこのメディアという語句の示すものの多様性
と、世論形成への執着が通底していたと考えることができる。

 7　佐藤正晴（1996）は、『宣伝技術論』から『戦時宣伝論』間における「虚偽」の宣伝に対する小山のスタ
ンスの変遷について論じている。佐藤によれば『宣伝技術論』では「宣伝技術を宣伝目的実現のための手
段として注目し、理論構築」をはかった一方で、『戦時宣伝論』では「宣伝目的と宣伝技術とを一体化さ
せるを得なくなった」とされる（佐藤 1996:107）。ここにおいて「真実性へのこだわり」は後景に退き、
宣伝目的は「真実」とは異なるものとして宣伝技術へと接合されていったと述べている（佐藤 1996:109）。
しかし本文内で言及しているように、小山は 1937年の『宣伝技術論』の中で既に「虚偽の宣伝」を、条
件付き（すなわち、最終的には「事実」と結びつくこと）にて認めている。ここから見えるのは、小山が
重要視していたのは既存の「真実」性でなく、既存の実状の発見並びに新たなる「現実」の創出である、
という側面である。小山が「虚偽の宣伝」を否定するのは、「虚偽のであることが明白にされたとき」の「逆
効果」と、「永続性」の不在からである（小山 1937:139）。小山における「宣伝の真実性」とはすなわち、「そ
の事実の側に存ぜずして、効果の側に存する」ものとされているのである （小山 1942:141）。

 8　先行して事実を構築していくことを重要視する姿勢は、例えば前節でもとりあげた「宣撫工作」への言及
とも関連する部分である。そこで強調されていたのは、「前線に於いて尚戦闘が継続されているにも関わ
らず」「早くも平和工作」が開始されている点であった（小山 1942:264）。当時「新たなる社会関係」とし
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