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戦前日本のメディア・イベントと
プロパガンダに関する一考察
─「日本新八景」選定イベントを事例として─
北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院　博士課程

徐　　善水

Case Study on Prewar Japan's Media 
Events and Propaganda 
— the New Eight Views of Japan selection event —
XU Shanshui

Currently, numerous studies on Japanese prewar media 
events were merely focused on the perspectives of cultural and 
media management, rather than its propaganda function. However, 
propaganda function of Japanese prewar media events is not hard 
to be observed on the Japanese prewar event phenomena, for 
instance, the New Eight Views of Japan selection event held in 1927 
(Showa 2 year) is a typically representative case. Combined with its 
historical background, based on the analysis on reports of media 
events from its host organizations (newspaper offices) at that time, 
in this paper, the propaganda function of media events during 
the Japanese prewar period has been confirmed and the study 
viewpoint in the relationship between media events and political 
propaganda has been extended to the Japanese prewar period.

abstract
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▶1 吉見によれば、メディア・イベ
ントによって日本の伝統的な行
事や精神などが産業化・スロー
ガン化され、日本の近代化にお
いて重要な役割を果たしたとい
う。詳しくは「メディア・イベ
ント概念の諸相」を参照。

▶2 本稿が使った戦前・戦中・戦後
の区分について、1991年から発
足した「マス・メディア事業史
研究会」の日本メディア・イベ
ント史に関する共同研究の時代
区分を使う。戦前は昭和6

（1931）年満州事変以前の時期
であり、戦時期は満州事変から
昭和20（1945）年の敗戦まで、
その後は戦後となる。

1｜はじめに
　日本のメディア研究において、メディア・イベントという概念はメディア

が主催するイベント、メディアに媒介されるイベント、メディアによってイ

ベント化された現実の三層に分けられる（吉見：1996）。メディアの中で起こっ
た現象がメディア・イベントとして注目されるようになったのは、ダヤーン

とカッツの著書による。『メディア・イベント─歴史をつくるメディア・セレ

モニー─』（ダヤーン、カッツ：1996，p.13）は「祭礼的なテレビ視聴」に
着目する。同書が扱うメディア・イベントは、メディアに媒介されるイベント、

あるいはメディアによってイベント化された現実であると言え、メディアが

主催するイベントは扱われていない。

　マスメディアが主催するイベントは日本独自の現象ではないが、その影響

は日本社会のさまざまな面に及び、日本を近代国家として築き上げることと

不可分な関係にあった「1」。明治末期から産業化されたマスメディアによって

企画・演出された数多くのイベントは日本社会に独特の文化を形成した（津

金澤：1996）。
　これまでプロパガンダはさまざまな視点から研究されてきた。コミュニケー

ションとしてのプロパガンダの研究において、プロパガンダは特定の観念を

普及または促進することを意味する（ジャウェット、オドンネル：1994，p.4）。
この点から見れば、現代社会においては、「特定の観念」を人々に普及する

ためにメディアが使われていると考えられる。したがって、メディア・イベ

ントを通じ、その「特定の観念」を普及することも一種の方法だと言える。

　実際、メディア・イベントのプロパガンダ機能に関する研究も少なくない。

吉見（1996，p.6）によれば、日本のメディア事業は、近代的消費生活のイメー
ジを大衆に浸透させる広告装置としてのメディア・イベントと、軍事的に拡

張する国家戦略に大衆意識を動員させていくプロパガンダ装置としてのメ

ディア・イベントの両方の側面をもって発展してきたという。戦時期に政府

の統制下のメディアやプロパガンダ機関が行った一連の事業活動は国民精神

総動員のために作り出されたものと考えられている（有山：1998，序p.ⅸ）。
しかし、戦前「2」隆盛を極めたメディア・イベントが、そのプロパガンダ機能

を十分に果たしたのかどうかについて、十分に明らかにされているわけでは

ない。なお、本稿では「プロパガンダ機能」という語を吉見が述べた「国家

の戦略に大衆意識を動員させていく」（吉見：1996，p.6）という意味で用い
ている。

　戦前日本のメディア・イベントはほとんど企業化された新聞社が経営のた

めに行った社会的事業であった。現在でも継続しているものに「高校野球」

と「駅伝」がある。それはすでに日本独特の文化ともいえよう。それらメディ

ア・イベントの先行研究では、新聞社の経営や文化の視点からの分析が多く

見られる。
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▶3 『東京日日新聞』は明治41

（1908）年により『大阪毎日新
聞』の傘下となり、大阪毎日新
聞社の東京支局として営業を続
けていた。戦時中の新聞統制に
より、昭和18（1943）年元旦か
ら両新聞は題字を『毎日新聞』
に統一し、編集機能を東京に集
約統合した。以下『東日』『大毎』
と略称する。

▶4 イベントの後、鉄道省は入選さ
れた観光地への特別列車を増設
し、旅客誘致のために広く宣伝
活動を行った。地方ではさまざ
まな観光振興政策が創案され
た。国立公園設置の加速にもつ
ながった。詳しくは「「日本八景」
の選定──1920年代日本にお
けるメディア・イベントと観光」
を参照

　日本は昭和に入ってから、社会は国内の金融恐慌と社会運動により不安定

化した。軍備の拡張により対外関係は緊張する。そのような時代背景のなか

で行われたメディア・イベントは、単なる社会的事業に過ぎないと考えられ

がちだが、時代との緊張関係を有したものであるとも言え、本研究においては、

「日本新八景」選定イベントという事例を通じ、そのことを明らかにしたい。

　「日本新八景」選定イベントは昭和2（1927）年、『東京日日新聞』と『大
阪毎日新聞』「3」が主催したメディア・イベントであり、当時大きなブームを

呼び起こした。この投票イベントはさまざまな思惑の中で案出されたものだ。

新田（2010，p.80）によれば、当初の目的は新聞の販売促進であったが、結
果として、金融恐慌によりその目的は十分に果たせなかったという。しかし、

鉄道省や観光地を巻き込み、想定されない結果をもたらしたのである「4」。し

かし、このイベントが惹起したものは単なる観光産業にとどまらない。両新

聞の当時の記事を仔細に検討すると、時代背景の中で、「日本新八景」選定

イベントの意味が浮かび上がってくるのである。

　拙稿では、「日本新八景」選定イベントが行われた当時の新聞記事の分析

を通し、戦前日本におけるメディア・イベントとプロパガンダについて考察し、

その関係を明らかにする。従来コミュニケーションとしてのプロパガンダ研

究は、戦時と戦後に限定される傾向があったが、ここでは戦前の事例を取り

上げ、メディア・イベントのプロパガンダ機能について新たな視点を提示す

る。

2｜メディア・イベントとプロパガンダ
2.1　コミュニケーションとしてのプロパガンダ
　コミュニケーション論において、プロパガンダ研究は一つの研究テーマと

して確立している。しかし、プロパガンダという語が広く使われるようになっ

たのは二十世紀の初頭、第一次世界大戦中および後の全体主義的体制のもと

であった。そこで、一つの説得技法を表す言葉として用いられるようになっ

たのだ（プラトカニス、アロンソン：2002，p.10）。コミュニケーション論に
おいてプロパガンダ研究が行われるようになったのは、第二次世界大戦が始

まって以降となる。

　Lasswellの「集合的態度」（1949）の最初の目的は、戦時における国民に対
するプロパガンダ工作の研究であったが、戦争が終局に向かうにつれ、その

研究目的を平時に移し、プロパガンダをコミュニケーション論の技法として

発展させていった。その後、コミュニケーションとしてのプロパガンダは、

人間の認知・態度・行動への影響について研究がすすめられていった。例えば、

ジャウェットとオドンネルの著書『大衆操作　宗教から戦争まで』（1986）、
プラトカニスとアロンソンの著書『プロパガンダ　広告・政治宣伝のからく
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りを見抜く』（1992）がその代表作である。
　そもそもなぜ、プロパガンダをコミュニケーションとして研究する必要が

あるのか。それは近代社会において「大衆」という集団の形成が極めて重要

な意味をもっているからだ。『大衆操作　宗教から戦争まで』（ジャウエット、

オドンネル：1994）によれば、プロパガンダは古代からすでに存在していたが、
近代社会に入り、自己意識を持ち、政治参加に強い関心を抱いた「大衆」が

形成されたことに伴い、プロパガンダが制度化され、その技法が注目される

ようになった。大衆社会において、人々が以前ほど容易にコントロールされ

ることがなくなり、さらに、プロパガンダ・コミュニケーションが進展し、

その技法の仕組みが解明されるようになったと考えられる。

　戦後は戦時と違い、プロパガンダの目的が多様化した。エーデルマン（1998）
によれば、冷戦という常態化した時代背景のもと、政府はそのような危機的

意識の宣伝を通じ人々に政策を受容させる必要があったという。冷戦が終わ

り、大衆の能動性が重視され、プロパガンダとして流された情報は、人々に

よって異なる受容がなされるようになり、そのような現象にも注目が集まる

ようになった。Entman（1993，p.55）の研究では、出来事のある側面に焦点
を当て、強調することにより、その側面に一般市民であるオーディエンスの

注意が喚起されると論じられている。

　日本においても、コミュニケーションとしてのプロパガンダは広く研究さ

れている。一例を示すと、「新聞論評漫画の社会的機能に関する一考察──

日清・日露戦争期における新聞漫画の内容分析から」（李：2008）では、日清・
日露戦争期において、新聞漫画を通じ国民に戦争の正義を伝えることが分析

されている。「日本の南方進出と戦時プロパガンダ：日米開戦以前の『写真

週報』にみる南方進出」（小田：2015）では、第二次世界大戦期間中『写真
週報』に掲載された日本軍の東南アジアの人々の生活写真を通じ日本の南方

進出の正当性が訴えられている点を検討している。「対外政策とメディア：「正

当化」の観点からの一考察」（三谷：2012）では、メディアを通じプロパガ
ンダの過程をレビューし、日本の戦後の対外政策の正当化について分析を加

えている。

　ここで注目したいのは、コミュニケーションとしてのプロパガンダに関す

る研究はほとんど戦争期間中、あるいは戦後と戦時との比較研究であるとい

う点だ。しかし、戦時と戦後のプロパガンダの連続性を説明するには、その

戦前の状況を考察する必要があると考える。コミュニケーションの視点から

戦前プロパガンダの状況をどのように見ることができるのか。さらに、戦前

から戦中への過程で、コミュニケーションとしてのプロパガンダはどのよう

に機能したのか、そのような問題については、十分に解明されていないと考

える。

2.2　プロパガンダ装置としてのメディア・イベント
　ダヤーンとカッツ（1996，p.43）によれば、メディア・イベントは三類型
から成り立っている。それは競技型、制覇型、戴冠型である。時に一つのメディ

ア・イベントにその三類型が併存しているという。ダヤーンとカッツは月面
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▶5 本山彦一は明治35（1903）年大
阪毎日新聞社社長に就任し、昭
和7（1932）年死去まで社長を
担当していた。「日本新八景」
選定イベントを開催した昭和2

年も本山の社長任期中である。

着陸の例を挙げる。最初の宇宙開発はアメリカとソ連の競争で行われ、いわ

ゆる競技型であった。最終的にアメリカが先に月面着陸を成功させ、制覇型

となった。最後に、宇宙飛行士は英雄となり、社会とメディアから栄冠を授

与され、戴冠型となったのだ。そのような一連のイベントを、テレビが中継し、

ある特定の観念をオーディエンスに与えたという。例えば、冷戦期に、アメ

リカが先に月面着陸を成功させたということは、アメリカがソ連より優れて

いるという観念を人々に植え付けた。そのような観念を伝達するために、メ

ディアが広く使われたのである。すなわち、マスコミュニケーションが求め

られたのである。つまり、メディア・イベントはプロパガンダにとっての一

つの装置となった。

　前述のように、プロパガンダのコミュニケーションとしての機能が注目さ

れ始めた契機は戦時であった。日本において、メディア・イベントのプロパ

ガンダ機能に関する研究は主に第二次世界大戦時に集中している。

　古川（1998）によれば、紀元二千六百年奉祝会に関する一連のイベントが
喧伝する「天皇の権威性」や「日本不敗」などの観念が、戦時期の国家総動

員体制の思想的支柱となった。難波（1998）によれば、戦時中のプロパガン
ダ機関・報道技術研究会が企画した「太平洋報道展」により、広告の形で戦

争が鼓舞され、国民を戦争支持の態度へと転向させたという。また、山本

（2002）によれば、終戦工作のため、アメリカの諜報機関は日本のラジオ番
組を利用し、日本国民の戦闘意識を粉砕したという。

　戦前・戦時・戦後にわたり、継続的に行われたメディア・イベントもある。

高校野球はその典型事例だ。アメリカから輸入された「ベースボール」は「野

球」という日本的名称を付され、さらに「武士道」精神を注入され（有山：

1996，p.64）、日本本土のみならず台湾の高校生にも大きな影響をもたらした
のである。高校野球は、戦後アメリカの占領下でいったん中止されたが、「人

間育成」という概念のもとで復活し（有山：2002，p.31）、現在においても強
い影響力を有している。このメディア・イベントは新聞社によって作り上げ

られたものだが、その影響は当該メディアの範囲に限定されるものではなく、

その社会的、持続的影響はメディアの手を大きく離れていったと言える。こ

のような現象は、すでに述べた通り、日本本来の「武士道」を野球という新

しい形に発展させたものとも言える。メディア・イベントの「プロパガンダ

機能」から見れば、戦時にこのような「精神的」なものを利用し、国民を動

員していったのだ。実際、終戦後米軍占領下の日本において高校野球が禁じ

られたのは、これが「武士道野球」イデオロギーの具現化であったからだ（有

山：2002，p.27）。そこから、プロパガンダの新たな意味が読み取れるので
はないか。加えて、戦後「人間育成」の観念の下で高校野球が復活したのは、

日本文化の継承という視点から説明することができる。

　戦前日本におけるメディア・イベントの研究は主に広告装置、あるいはメ

ディア経営・文化の視点から論じられてきた。毎日新聞社五代目社長本山彦

一「5」は「新聞商品主義」を掲げ、慈善事業や人気投票などさまざまな社会

的事業を行った（津金澤：1996，p.218）。しかし、昭和初期という特定な時
期において、そのような事業が単に新聞経営のためにのみ行われたわけでは
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▶6 昭和元年は1926年12月25日か
らであり、わずか一週間であっ
た。

▶7 昭和2年、無産政党が起こした
中国内政への干渉に反対する
「対支不干渉運動」は拡大され、
しだいに国内の不況問題に移
り、多くの民衆支持を得、現体
制を破り、国家を改造する運動
となった。流血事件にまでエス
カレートし、政府の弾圧によっ
て押さえられた。詳しくは『昭
和 の 歴 史2　 昭 和 の 恐 慌 』
pp.106-139を参照。

▶8 大正7年の「米騒動」が導火線
となり、『大阪朝日新聞』は政
府を強く批判し、報道の自由を
唱えたが、結局厳しい処罰を受
け、屈服した。日本メディア史
上において言論弾圧の一大事件
である。詳しくは『日本の近代
14　メディアと権力』pp.247-
250を参照。

▶9 「不偏不党」とは、権力に対し
正面から批判する精神を失い、
企業の安定の範囲内での言論報
道を行うメディアのイデオロ
ギーであった。詳しくは『メディ
ア史を学ぶ人のために』pp.116

を参照。
▶10 初代社長の渡辺治は明治23

（1890）年から明治26（1893）
年までの在任期間中、当時の松
方内閣から多くの資金・人事援
助を受け、政府側を支持する「中
立新聞」として部数を大幅に伸
ばした。詳しくは『日本の近代
14　メディアと権力』pp.119-
123を参照。

▶11 原敬は明治31（1898）年『大毎』
の社長に就任し、明治33年退社
し、政界に転じた。大正7年内
閣を組織し、総理大臣となった。

ない。戦前日本において、メディア・イベントがどのようにその機能を発揮

しえたのか。その目的は何であったのか。『大毎』と『東日』が主催した「日

本新八景」選定イベントを通じ、昭和初期のメディア・イベントとプロパガ

ンダの関係について検討したい。

3｜「日本新八景」選定イベントの 
プロパガンダ機能

3.1　「日本新八景」選定イベントの社会的背景

3.1.1　国内外の情勢
　昭和2年は事実上、昭和における初めての年だと言える「6」。「昭和の新時代」

がうたわれたが、3月14日の衆議院予算会議における蔵相片岡直温の失言に
より、金融恐慌が始まり、各地で取付騒ぎが発生し、若槻内閣を倒壊させた。

このような背景の中で、政局が不安定化し、農村の疲弊は激しく、小作・労

働争議が相次いだ。マルクス主義が流行し、国家改造運動「7」も活発化した（読

売新聞戦争責任検証委員会：2006，Ⅱp.7）。一方で、大衆文化が花を開き、
映画・流行歌・円本ブームにより国民生活が多様化した。金融恐慌・大衆文化・

社会主義運動の影響で、国民の政治的・社会的参加意欲は高まった。

　第一次山東出兵が英米からの非難を受け、日本は国際関係で不利な立場に

陥った。6月22日からはじまったジュネーブ海軍軍縮会議も難航し、国内で
は政府の弱腰への批判も高まった。当時の軍部は政党政治を排斥し、軍国主

義的傾向が拡大し、日本は戦争への道に踏み出していくのである。

　このような背景の下、国内の安定化と国民意識の統一が重要な課題となっ

た。「昭和の新時代」にあわせ、日本の風景を称揚する「日本新八景」選定

イベントの開催は、その時代背景と決して無関係ではない。では、主催者の

大阪毎日新聞社は当時どのような思惑を持ってこのイベントを行ったのか。

3.1.2　新聞紙の統制と経営
　大正7（1918）年「白虹事件」「8」の後、政府が新聞紙統制を強化させ、従

来政治報道に熱心だった各新聞が一斉に「不偏不党」「9」を打ち出した。その

後、企業化された新聞社は自社経営のため、社会的事業を積極的に進めたの

である。

　『大毎』は政府との深い関係を保ち、秘密裏に援助を受け、有力紙となっ

ていった「10」。さらに日清・日露戦争の報道競争によってその影響力を全国的

に拡大した。その後『東日』を合併し、一気に全国紙となった。五代目社長

本山彦一の「新聞商品主義」の経営方針のもと、『大毎』の拡張と宣伝を全

国的に展開しようと積極的に事業企画を進めたのである（津金澤：1996，
p.222）。
　実際、三代目社長原敬「11」の時、営業主任兼広告部長であった桐原捨三の
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▶12 通称「桐原式事業活動」。「日本
新八景」選定イベントの発案は
多少この時期のイベントに影響
されたと考えられる。

▶13 十五新聞販売連盟は主に関東大
震災後、東京における主な新聞
の値引き競争や部数押付を押さ
えるために作られた組織であっ
た。『東日』も加盟した。詳し
くは『日本の近代14　メディア
と権力』P295-297を参照。

▶14 昭和2年の日本人口について、
帝国書院　歴史統計https://
www.teikokushoin.co.jp/statistics/
history_civics/index01.htmlを参考
とした。（2017年8月9日閲覧）

▶15 当時日本の風景を山岳・渓谷・
瀑布・温泉・湖沼・海岸・河川・
平原の8ジャンルに分け、一人
一票ずつ投票できるようにし
た。詳しくは『「毎日」の3世紀　
新聞が見つめた激流130年』
pp.826-830を参照。

▶16 昭和2年4月12日『大毎』朝刊第
7紙面の見出し。

▶17 10月22日以降、イベントに関連
する記事が時折見られるが、す
でに持続的報道がなくなり、本
稿の考察対象には入れないこと
にした。

企画により、『大毎』はすでに各種投票イベントを行っていた「12」。大正14（1925）
年関東大震災により東京における各新聞社が深刻な被害を受けたが、すでに

大阪毎日新聞社の傘下となっていた『東日』は被害を免れ、東京での大躍進

を果たす。その後一時的に新聞の値引き競争に巻き込まれたが、昭和2年1月
10日に十五新聞販売連盟「13」が成立し、安売りが禁止されることとなる。

　政府の新聞統制による経営政策の転向、新聞社の飛躍的発展と投票イベン

ト経験の蓄積、加えて安売りの禁止が行われ、そのような過程を経て、「日本

新八景」選定イベントが案出されたといえよう。昭和2年4月9日、イベント
の予告が両紙面に掲載されたのである。

3.2　「日本新八景」選定イベントの内容分析

3.2.1　「日本新八景」選定イベント概観
　「日本新八景」選定イベントは『大毎』と『東日』主催、鉄道省後援の風

景投票イベントである。鉄道省の後援が得られたことから見れば、このイベ

ントの意味が単なる新聞社の経営のみから発せられたものでないことが推測

できよう。イベントはまず投票の形で「日本新八景」にふさわしい風景候補

地を選抜し、その後審査員の審査により「日本新八景」が決定された。5月
20日に投票が終わり、審査は一か月間にわたり、7月6日に「日本新八景」選
定結果が発表された。当時の日本の総人口は6千万を少し超えた程度だった
が「14」、最終統計によれば、投票総数は1億票に迫っていたという「15」。大き

なブームを引き起こし、メディア・イベントとして大成功を収めたといえる。

選定結果が発表されても、イベントは続く。八景紹介などさまざまな関連イ

ベントが紙面をにぎわし、10月まで「日本新八景」に関する記事が続いた。
イベントが予告された三日後、当時の井上匡四郎鉄相が「時代に適した企て、

代表的な壮大な風景の選定されることを望む」と期待感を述べた「16」。

　毎日新聞社編の『「毎日」の3世紀　新聞が見つめる激流の130年』（2002，
p.827）によれば、このイベントの開催が当時の混乱した「雰囲気からの転換
を求めることもあったのだろう」という含みのある表現でイベントについて

言及している。果たしてどのような「転換を求める」必要があったのか。以

下で、両紙面に掲載された八景関連記事を対象とし、量的・質的分析を行い、

「日本新八景」選定イベントのプロパガンダ機能の過程を分析する。

3.2.2　分析方法の説明
　「日本新八景」選定イベントの流れは、『大毎』と『東日』とほぼ同様である。

『大毎』は本社紙であり、記事が持続的に掲載されているので、『大毎』の報

道の流れによって選定過程の分類を行う。

　期間：4月9日から10月22日までの6か月間「17」

　対象：『大毎』『東日』の朝刊・夕刊における「日本新八景」選定イベント

に関するイベント記事。選択基準は上述のように『大毎』の報道に基づき、「予

告」「投票速報」「選定」「審査員の言葉」「日本風景観」「八景紹介」に分類

する。
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▶18 「新日本の宣言書」論文募集イ
ベントは昭和2年元旦から予告
を両新聞紙上に載せ、およそ半
年間の募集期間を経て、7月31

日から入賞論文を発表し始め
た。「日本新八景」の概念と同
じように当時政府のスローガン
「昭和の新時代」と適合させて
いると考えられる。

　説明：分析対象を記事タイプによって分類する方法は一般的であるが、本

研究で取り上げた対象はすでに当時の『大毎』新聞紙上イベントの進行によっ

て分類された。イベントの進行によって各段階の記事を分析するのが便利な

ため、本研究ではそれに従い、「日本新八景」選定イベントに関する報道を

以下のように分類した。

記事段階 説明

予告 4月9日〜4月14日　両紙朝刊紙上に掲載された「日本新八景」
選定イベントに関するイベント説明および投票勧誘記事

投票速報 4月15日〜6月5日　両紙朝刊紙上に掲載された「投票速報」
コラムおよび投票結果発表特集

選定
6月6日〜7月6日　『大毎』朝刊紙上の「日本新八景の候補地」
コラムおよび『東日』朝刊紙上の「日本新八景候補地の旅」
コラム、両紙朝刊紙上に掲載された日本新八景選定結果特集

審査員の言葉
7月7日〜7月12日　『大毎』朝刊紙上の「審査員の言葉」コ
ラムおよび両紙上のイベント関連記事（地方の反応、関連
商品の発売など）

日本風景観
7月13日〜7月19日　『大毎』朝刊紙上の「日本風景観」コ
ラムおよび両紙上のイベント関連記事（地方の反応、関連
商品の発売など）

八景紹介
7月19日〜10月22日　『大毎』夕刊紙上「八景紹介」コラム
および『東日』朝刊紙上「日本八景をめぐりて」コラム、
両紙上の八景紹介予告記事および執筆者紹介

　なお、「日本新八景」選定イベントはジュネーブ海軍軍縮会議と「新日本

の宣言書」イベントの論文発表との時間が部分的に重なっており、イベント

のプロパガンダ機能を説明するには、その両事件に関する記事の分析も必要

だと考える。分析対象は以下の通りである。

関連事件 説明
ジュネーブ海軍
軍縮会議に関する
報道

6月22日〜8月12日　両紙朝刊・夕刊紙上に掲載された一般
記事（事実を報道したニュース）及び評論（明確な主張の
ある記事）

「新日本の宣言書」
論文発表

7月31日〜10月13日　両紙朝刊紙上に掲載された「新日本
宣言書懸賞論文」コラム

3.2.3　量的分析
　「日本新八景」選定イベントの流れと報道記事の統計は、図1と表1で示した。
　図1で、「日本新八景」選定イベントの流れを示した。イベント期間中に報
道の中断はなく、毎日、イベントの関連記事や選定状況に関する報道が見ら

れた（表1）。ここで注意すべきことは、イベント期間中はちょうどジュネー
ブ海軍軍縮会議の開催期間であり、当時の両紙上では、イベントの関連報道

と同じ紙面に軍縮条約の記事が掲載されているのである。もう一つは、イベ

ントと同年に、両新聞が日本社会各分野を論じる「新日本の宣言書」論文募

集「18」を開催し、その論文発表の期間は八景紹介の期間と重なっているとい

うことである。

　表1が示す通り、7月6日から19日まで『大毎』には、イベント関連コラム「審
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▶19 当日の予告記事に基づき、新字
体とした。

査員の言葉」と「日本風景観」が設けられた。その期間中、『東日』の関連

記事は少ないが、中断はしていない。全体的に見れば「日本新八景」選定イ

ベントに関する報道記事は少なくない。当時の新聞は主流メディアであり、

社会的注意が十分に引き付けられたと考えられる。

3.2.4　質的分析
　量的分析により、さらに当時の記事内容を分析し、「日本新八景」選定イ

ベントの報道の意味を検討する。

　まず、イベントの予告を見る。図2は4月9日『大毎』の第1紙面の予告記事
である。紙面の三分の一のスペースを占めている。

　「昭和新時代を代表すべき新日本の勝景はよろしくわれ等の好尚によって

選定されてはなりません。これ本社がこの昭和の御代の初頭において「日本

新八景」の選定を江湖にお計りするゆえんであります」「19」

　その文のなかで、当時政府が広く宣伝した「昭和の新時代」という語を使い、

このイベントがそれを代表すべき「新日本の景勝」を選定するイベントだと

位置付けている。

■図1　「日本新八景」選定イベントの流れ（筆者作成）
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■表1　報道記事の統計（筆者作成）
大毎 東日 総計

予告 4 4 8
投票速報 51 48 99
選定 36 32 68

審査員の言葉 6 6 12
日本風景観 11 2 13
八景紹介 79 83 162
総計 187 175 362
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▶20 別表1を参照。

▶21 別表2と別表3を参照。

　投票速報では、ほぼ毎日両紙面に各地の得票数を掲載し、煽情的な言葉を

使い、景勝地競争を呼び掛けている。読者投稿の風景紹介記事が掲載され、「郷

土愛」という言葉を織り交ぜた各地の投票活動の実況報道が挿入される。そ

のような方法で地方住民の参加意識を鼓舞し、結果、集計速報の数字は飛躍

的に上昇したのである（新田：2010，p.71）。
　確かに、このようなメディア・イベントは、新聞社にとって、販売促進の

よい契機となった。しかし、当時、混乱した社会状況があったがゆえに、人々

の注目を集める効果があったとも考えられるのだ。さらに、集票が終わり、

選定段階に入り、両紙の報道によって、オーディエンスである読者の意識が

微妙に変化していった点にも注意する必要があろう。

　そもそも審査員選定のプロセスを新聞紙上で明らかにすることはできない。

したがって、投票結果の発表が終わり、6月6日からは、選定された候補地の
紹介が両紙上で毎日掲載されていく。特に、最上位の候補地の紹介の見出し

が目立つ形で掲載されている「20」。別表1のように、この段階の候補地紹介は
すでにどの地方の風景かを強調することではなく、「日本新八景」のテーマの

下で、日本にこのような素晴らしい風景があるということを読者に示し、日

本国民の意識を対抗から収斂へと統合していく意図が感じられるのだ。

　選定イベントが終わり、7月7日から『毎日』は相次いで「審査員の言葉」
と「日本風景観」を連日掲載し、審査員たちは入選された景勝地をどう見るか、

日本風景観がどのようなものか、について読者に訴える「21」。「審査員の言葉」

の見出しには、優美な言葉が使われ、「風景」が語られた。その上で「日本

風景観」を紹介し、前段階の候補地紹介より「風景観」という精神面を強調、

国民の意識を「風景」によって統一させる効果があったと考えられる。

　特に両紙は6月22日からジュネーブ海軍軍縮会議に関する報道を始め、そ
の機能がさらに発揮されるようになる。「八景紹介」の段階に入り、両紙上に

■図2　イベント予告紙面（4.9大毎朝刊第1紙面）
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八景を紹介する記事と軍縮会議に関する報道は同じ紙面に置かれている「22」。

図3は初めて八景紹介と軍縮会議を同一ページに置いた時の『東日』朝刊第2
紙面である。軍縮会議の記事から見れば、会議はすでに決裂寸前に至り、英

米が決裂し、日本側が調停役のように読める。日本の提案が正しく、会議は

順調に進んでいない印象を読者に与え、対外的には不協和な状態が作られた

と言える「23」。他方、同ページでは日本の美しい風景を紹介する記事が並び、

さらに「日本が美しく正しい」という観念を当時の日本人の意識に醸成し、

会議が進まない原因を英米との角逐に求めるのである。それによって、「日本

が正しく、英米は悪い」という印象が作られ、不協和な状態の合理化を通じ、

国民の意識を外国への敵意へと統合していく、そのような効果があったと考

えられる。

　加えて8月13日から、「新日本の宣言書」論文発表も始まり、当時有名な作
家によって書かれた八景紹介の随筆も両紙上に発表され、呼応する記事が掲

載される「24」。美しい風景を随筆によって感性的に紹介することによって、「新

八景」への人々の愛情が呼び起された。日本が直面する問題や解決策を論証

することによって、問題への関心を高める。このような誘導のもとで、前述

の「郷土愛」と「外国への敵意」を「愛国心」へと転換させようとしている

と言える。

▶22 別表4を参照。

▶23 Festingerの「認知的不協和」理
論（1957）によれば、われわれ
人間には二つの認知が不協和な
状態となった時、自己解釈に
よってそれを合理化する傾向が
ある。詳細は“A theory of cogni-
tive dissonance”を参照。このよ
うな報道によって作られた不協
和な状態は、読者の自己解釈を
誘導する意図が見られる。

▶24 別表5を参照。

■図3　8月1日『東日』朝刊第2紙面
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3.3　分析結果
　昭和2年の時代背景に基づいた紙面の分析により、以下の結果が得られた。
　1、当時の日本においては、「大衆社会」が形成され、国民は自己意識を持ち、
社会・政治への関心・参加意欲が強化された。同時に、不況により、政府へ

の国民の不満は高まった。それゆえに、「日本新八景」選定イベントは社会

的関心を、金融恐慌などの社会問題から風景選定に移行させ、投票という形

で国民の社会的参加意欲を満足させたとも言えよう。それにより、当時はび

こっていた不穏な社会的雰囲気への視点をそらせようとした。

　2、すでに対外戦争を準備し始めた政府にとって、金融恐慌による国民の
不穏な動きを押さえるために、国民意識の統一が必要となっていた。「日本新

八景」選定イベントは日本の風景を紹介することによって、自国のすばらし

さを国民に再認識させ、「愛国心」のもとで国民意識を統一させるという機能

を果たしえた。戦争前夜といえる当時の時代背景で、このような「愛国心」

を鼓舞することは、対外戦争を準備していた政府にとって利のあることであっ

た。

　コミュニケーションとしてのプロパガンダの視点から見れば、上述の効果

はすでに当時国民の認知・態度・行動三方面への影響に及び、「日本は素晴

らしい」という観念や「愛国心」の促進をもたらした。よって、「日本新八景」

選定イベントは戦前日本のメディア・イベントとして、新聞の販売促進のた

めのイベントの機能だけではなく、プロパガンダ機能を発揮しえたと言える。

4｜日本人の風景観とナショナリズム
　そもそも、なぜ、風景投票というようなイベントにこれほどの影響力があっ

たのか。それは近代日本人の風景観と深く関係している。

　「八景」という概念は本来中国の風景画に使われた言葉であり、現実の観

光地とは基本的に関係がなかった。室町時代にこの概念が輸入され、中国と

同じように風景画に使われるようになった。近代に入ると、欧米人による日

本の風景の発見や記述、汽船や汽車という新しい交通、新聞や写真という新

しいメディアなどの諸要因が風景観を大きく変化させ始めた（土井：2003）。
風景は絵画にあらわれた芸術ではなくなり、実在のものとして、日本国民の

注意を引き付けることとなった。近代交通手段の整備、特に全国鉄道網の建

設につれ、近代観光の産業革命が始まり、風景は実在の観光地として国民に

再認識された。

　日清戦争の間、当時有名な地理学者・志賀重昂の著書『日本風景論』が出

版され、国粋主義と愛国心を唱え、明治期の大ベストセラーとなった。帆苅

（2005，p.29）によれば、志賀によって日本風景への愛着は国家の国民教化
の手段として取り入れられた。ナショナリズムが高揚した戦争期間において、
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風景への愛着は国民意識を統合する手段として定着したとされる。

　ただ、こういう風景への愛着、いわゆる日本国土への愛着は一貫してナショ

ナリズムを宣伝する道具として使われていたわけではない。戦争が終わり、

平時の暮らしに戻った日本人にとっては、そのようなナショナリズムの顕在

的表現は不要なものとなり、このような感情は文化財保護に転換し、影響を

与え続けている。例えば明治44（1911）年から始まった国立公園運動は国の
名勝保護を呼び掛け、政府の文化財政策にも影響を与えた。大正期には各地

で保勝会が急増し、観光ブームの到来や風景をめぐる世論にも影響を及ぼし

た「25」。

　ここで強調したいのは、志賀の『日本風景論』の影響により、愛国主義と

いうナショナリズムを風景への愛着にそそいだ感情は戦前期にずっと存在し

ていたということである。しかし、平和な環境で暮らす一般国民にとって、

このようなナショナリズムの感情は外国への敵意から国内の名勝保護へと

移ったのである。国立公園運動と保勝会事業は実際、日本の文化財を守る一

種の愛国的な行動であり、その時期のナショナリズムの潜在的表現だともい

えよう「26」。

　昭和2年に入り、国内外の混乱に困惑した政府にとって、「愛国心」という
ナショナリズムを通じ、国民を統合し、社会を安定化させる必要があった。

前述のように、日本風景への愛着は国家の国民教化の手段として取り入れら

れたのである。これまでの「日本新八景」選定イベントの分析によって、そ

の手法の一端が明らかになった。したがって、すでに「風景への愛着＝愛国

主義」というナショナリズム的な風景観を持つ日本国民にとって、「日本新八

景」選定イベントは、その目的を果たすのに最もふさわしいものとなった。

前述のように、イベント中、投票によって鼓舞された地方の住民の「郷土愛」

を、選定段階からしだいに「愛国心」へと導いたのは、そのナショナリズム

的な風景観があったからだと考えられる。

5｜まとめ
　「日本新八景」選定イベントはメディア・イベントとしてむろん、特定の観

念をオーディエンスである読者に伝えた。ダヤーンとカッツのメディア・イ

ベントの三類型からこのイベントを解析すると、投票・選定の段階までは競

技型で、八景選定結果の発表は制覇型であり、八景紹介は戴冠型だと言えよ

う。このような形で「日本が美しく素晴らしい」という観念を、当時の国民

に埋め込むことができたのである。しかし、月面着陸のようなイベントと違い、

新聞紙の『大毎』と『東日』はただイベントを報道するだけではなく、主催

者でもあり投票の扇動者でもあった。多くの読者もただ報道に触れるだけで

はなく、投票の段階では競技そのものの参加者でもあった。オーディエンス

が参加者ということは、「日本が美しい」という認識を誰かに直接教えられる

▶25 国立公園運動、保勝会事業は「日
本新八景」選定イベントの開催
に影響を及ぼした。そして、イ
ベント成功の影響で、国立公園
の設立を加速化させ、「日本保
勝協会」の成立もその影響を受
けた。詳しくは「わが国におけ
る風景づくりの実践の歴史的展
開に関する研究─保勝会の活動
とその理念に着目して─」を参
照。

▶26 国立公園運動、保勝会事業や「日
本新八景」選定イベントの隆興
はナショナリズム的な風景観が
要因の一つだという。詳しくは
「わが国における風景づくりの
実践の歴史的展開に関する研究
─保勝会の活動とその理念に着
目して─」を参照。
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のではなく、自らの投票によって、自らその結果に参与することができたと

言える。すなわち、国民にそそごうとしたイデオロギーをイベントによって

国民自身が理解し、体得する効果があったのだ。したがって、日本国民自身

から発露された「日本が美しい」という認識を利用し、内憂外患を抱える日

本社会に必要な「愛国心」をそこから転換させることができたのである。

　エーデルマンの「危機的意識を通じ人々に政策を受容させる」という視点

から見れば、「日本新八景」選定イベントの内容分析によって、このイベント

に「日本国民の風景への愛着を通じ、社会を安定化する」というプロパガン

ダ機能が見える。これは、戦前期プロパガンダの目的と手法が戦後に通じる

部分である。すでに戦争への道に一歩踏み出した昭和2年の日本社会にとっ
て、国民自身が体得した「愛国心」のもとで国民の意識を統一し、そのよう

な意識を利用し、対外戦争にとって必要な国内輿論を築き上げていったと言

える。したがって、このイベントは戦争へ傾斜する社会的雰囲気の形成に寄

与したと考えられる。

　一方、コミュニケーションとしてのプロパガンダに関する研究の視点はコ

ミュニケーション学の発展に従い、常に戦時と戦後の変化に集中している。

しかし、戦前において「大衆」という集団が存在した以上、過程としてのプ

ロパガンダ・コミュニケーションの進展を考察する必要があると考える。本

稿で取り上げた事例は戦前のメディア・イベントだが、その国民意識を統一

する機能で、日本を戦争へと導くことにも助力した。したがって、ここでの

新たな視点は、戦前と戦時の関連性を提供したことにあった。

　むろん「日本新八景」選定イベントだけでは、日本社会を戦争へと導くこ

とはできない。ただ、このようなイベントが一定の役割を果たしたことは間

違いのない事実だ。このイベントに対する評価は戦後のメディア・イベント

と同じように多様だ。実際、当時鉄道省職員であった島浪男と鉄道省旅客課

宣伝主任の井原知によるイベントの審査基準に関する論議は雑誌『旅』で2
年間にわたり、続けられた「27」。しかし、イベントをいかに読むか、その読み

方が違っていたとしても、そこには、ナショナリズムの意識が読み取れるの

である。

　このイベントは大きな影響を及ぼし、その後つぎつぎと風景選定が開催さ

れた。その影響は、当時日本の植民地であった満州と台湾にまで拡大し、「満

州八景」と「台湾八景」の選定イベントが行われた。このようなイベントは、

今度は日本内地に影響を及ぼしていくのである。そこにいかなるプロパガン

ダ機能が存在したのか。この問題の検討は、今後の課題としたい。
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■別表1　『大毎』朝刊「日本新八景の候補地」最上位紹介見出し一覧
日付 見出し
6月7日 「山岳」の最高位　温泉丘　眺望は雄大に設備は完全　宛らの一大楽園
6月8日 「海岸」の最高位　室戸岬　大洋の巨濤に胸を出した　男性的な海岸美
6月9日 「平原」の最高位　日田盆地　みどりを流す三隈川　うたはる「小京都」
6月10日 「河川」の最高位　長良川　水に映る鵜飼のかゞ り火　まさにこれ一幅の畫
6月11日 「溫泉」の最高位　近代式な─花卷溫泉─　山や川や瀧の美しさ
6月12日 なし
6月13日 なし
6月14日 「湖沼」の最高位　富士五胡　高原性の野趣と　宏狀なる眺望
6月15日 「溪谷」の第一位　天龍峽　信州から遠州へ二十里　峽谷を下る狀快さ
6月16日 日本新八景候補地　瀞と鞆　耳に凉しいかじかの聲　目に美しい仙醉島

＊�『東日』はこの期間中ほぼ同じ記事を掲載していたので、ここでは『大毎』のみ
を整理した。

■別表2　『大毎』「審査員の言葉」コラム一覧
日付 日本八景推薦の言葉
7月7日 室戸岬　豪狀な岬角と熱帶植物のむれ

木曽川　美しい變化　野趣に富む傳説
7月8日 別府溫泉　豊富な湧出量と面白い自然現象

十和田湖　五つの特長　變化のある湖上の風致
7月9日 華嚴瀧　完成された繪　冬、水枯れの時の奇觀

狩勝峠　原始的な味ひ　天下無二の雄大な眺望
7月10日 上高地溪谷　大山岳を裾から　全くアルプス的美觀

溫泉丘　山岳美、海洋美、溫泉美をかね備ふ
＊�10日で日本八景推薦の言葉が終わり、11日と12日は『東日』と同じようにイベン
トの関連記事を掲載した。

■別表3　『大毎』「日本風景観」コラム一覧
日付 日本風景観の見出し
7月13日 風景觀念の歷史的發達
7月14日 支那の風景畫　雄拔から溫和への變遷
7月15日 「八景」の起源　瀟湘八景と近江八景の差
7月16日 素人の自然觀　詩文的より地誌的に
7月17日 浮世繪の發達　鋭敏さを見せたその風景觀
7月18日 近代的の傾向として注意すべき個性的な見方
7月19日 各地方の特色を見せた八景、廿五勝、百景選定
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■別表4　 『東日』朝刊第2紙面の「日本八景をめぐりて」コラムと軍縮会
議報道の重なる記事の一覧

日付 日本八景をめぐりて
（テーマ） 軍縮会議報道のキーワード

8月1日 華厳瀧
（八景に入った理由） 総会延期　英米決裂　日本調停

8月2日 華厳瀧
（ドライブの風景） 総会決定　調停無効　刻々困難

8月3日 華厳瀧
（中禅寺と男体山） 報道なし

8月4日 華厳瀧
（裏から見た華厳瀧） 調停案発表

8月5日 華厳瀧
（明智平からの眺望） 決裂　日本は最善を尽くした

8月6日 華厳瀧
（瀧の頭龍） 決裂後、田中外相の声明　態度変わらず

8月7日 華厳瀧
（不動坂）

軍縮会議、何故決裂したのか　二インチの差が直
因

8月8日 華厳瀧
（霧降の瀧） 軍縮会議、何故決裂したのか　米国の不用意

8月9日 上高地
（上高地を囲む山雲） 報道なし

8月10日 上高地
（山林） トン税問題

8月11日 上高地
（梓川） 日本側でもトン税を拒絶に決す

8月12日 上高地
（山登りの感想） 米国海軍拡張

＊�12日以降、軍縮会議に関する報道は完全になくなった。『大毎』も毎日夕刊第1紙
面で『東日』と同じ形で八景紹介と軍縮会議報道を行った。ただ、夕刊の報道は
少し日刊より遅れたので、ここで朝刊で報道をした『東日』を整理した。「日本
八景をめぐりて」の見出しは景勝地の名だけなので、その内容のテーマは筆者が
整理した。軍縮会議の報道が一日複数あるので、ここで報道のキーワードをまと
め整理した。
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■別表5　 『東日』「日本八景をめぐりて」と「新日本宣言書懸賞論文」第
一等発表一覧

日付 日本八景をめぐりて
（テーマ）

懸賞論文第一等の見出し
（テーマ）

8月13日 上高地
（六百山と白樺林）

日本本来の精神に帰れ
南北朝の抗争

8月14日 狩勝峠
（十勝原野の印象）

日本本来の精神に帰れ
豊かな愛が伴う

8月15日 狩勝峠
（眺望風景）

日本本来の精神に帰れ
隣保との親善

8月16日 狩勝峠
（生き物の風物詩）

日本本来の精神に帰れ
歴史上の機会

8月17日 狩勝峠
（歴史上の出来事）

日本本来の精神に帰れ
人口問題

8月18日 狩勝峠
（馬乗り）

日本本来の精神に帰れ
産業問題と就職

8月19日 狩勝峠
（周辺風景）

日本本来の精神に帰れ
殊更に眼の敵

8月20日 室戸岬
（暁の室戸岬）

日本本来の精神に帰れ
人口都市集中

8月21日 室戸岬
（真夏の室戸）

日本本来の精神に帰れ
驚く発展

8月22日 室戸岬
（室戸岬端）

日本本来の精神に帰れ
日本民族の能力

8月23日 室戸岬
（室戸岬端道）

日本本来の精神に帰れ
一大トラスト

8月24日 室戸岬
（奇岩景観）

日本本来の精神に帰れ
個人の自由

8月25日 室戸岬
（奇岩景観続き）

日本本来の精神に帰れ
資源問題

8月26日 室戸岬
（海を眺望）

日本本来の精神に帰れ
日支人共存共栄

＊�別表4と同じ、『東日』の八景紹介記事は日刊で掲載したので、ここでは『東日』
の紙面を整理した。懸賞論文第一等「日本の精神に帰れ」は14回に分けて紙上に
掲載された。ほぼ毎回一つのテーマを論じる形である。


