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1. はじめに

日露戦争（1904～ 1905年）の勝利によって、
日本はロシアから遼東半島南端にある関東州の
租借権と長春・大連間の東清鉄道南部線の利権
などを譲り受けることになった。翌明治39年
（1906）11月、満洲における日本の経営開拓を
担う中心的な機関として、半官半民の国策会社
「南満洲鉄道株式会社」（以下「満鉄」）は大連
に設立され、翌年4月1日より営業を開始した。
その事業は、大連・長春間の本線、旅順、営口、
撫順の各支線、安奉線などの鉄道運輸はもちろ
ん、観光誘致、鉱山開発、附属地経営など多岐
に亘り、実に「満鉄王国」の名に相応しい規模
と体系を具備していた。
今回本論で述べる満鉄の観光事業についての
研究は、これまで鎮江山公園の整備開発や中国
人向けの「娘々祭」誘致策などいくつかの事例
研究を除き、ほとんど注目されることがなかっ
た1。また、隣接する満洲宣伝史の先行研究とし
て、満鉄弘報課に関する西原や白戸の論述や、
観光ポスターを含む視覚的メディアの政治利用
に関する貴志の研究などが挙げられる2。これら
の議論では満鉄の観光活動について言及はした
ものの、時期的に満洲国時代（1932～1945年）に
重きが置かれているため、満洲事変（1931年）前
までの観光宣伝に関する留意がなされていない。

そこで本論では、満鉄最初の嘱託画家として
1921年から10年間に亘り観光宣伝に深く関わ
った眞

ま
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じ

（1884～ 1981年）の多彩な活動
を手がかりに、満鉄が観光誘致にさまざまな取
り組みを模索した1920年代に焦点を当てるこ
とにする。満洲時代の眞山については、これま
で美術史家の江川や飯野によって言及された程
度であり、その活動の全容はまだ明らかにされ
ていない3。また、文学史の分野において、田
山花袋の満洲旅行の案内者として資料とともに
紹介されているが、それ以上の研究は行われて
いない4。本論では、満洲の観光史に刻まれた
眞山の歩みを辿りながら、1920年代における満
鉄の観光宣伝の実態と特徴を明らかにすること
を目指す。

2. 1920年代までの満洲観光

日露戦争後最初の満洲旅行ブームは、早くも
満鉄設立の4ヵ月前に始まっていた。東京・大
阪両朝日新聞社主催の「ろせつた丸満韓巡遊船」
（379名）や、陸軍省・文部省主催の全国規模の
満洲修学旅行団（3,694名）など、1906年7月か
ら8月にかけて、少なくとも総計4千人以上の旅
行者が満洲に殺到した5。この時期の新聞記事
は「満韓旅行といふこと、今や一世の流行とな
れり。猫も杓子も満韓でなければ夜は明けぬが
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如し」と、戦勝気分に乗じた満洲旅行熱を表現
している6。

1906年の夏といえば、満洲は同年9月1日の
民政への移行を控え、まだ軍政下に置かれてい
た時期である。鉄道会社はもちろん、旅行会社
や大勢の旅行者を収容できる宿泊施設のいずれ
も存在しない状況の中、上記二つの満洲旅行は、
大連上陸後の輸送から、食事、宿泊、案内に至
るまで悉く陸軍省の指導下に行われ、貨物列車
や陸軍兵営に寝泊まりすることも余儀なくされ
ていた。
ちょうど同じ時期の8月1日、逓信、大蔵、外
務三大臣より満鉄設立委員長に「命令書」が発
せられ、その第3条に「其ノ社ハ沿道主要ノ停
車場ニ旅客ノ宿泊、食事及貨物ノ貯蔵ニ必要ナ
ル諸般ノ設備ヲ為スヘシ」と明記されていた7。
つまり、満鉄は旅客の輸送だけに止まらず、旅
館の建設経営が設立当時から義務づけられてい
たのである。その後、営業開始から僅か3年間で、
満鉄は相次いで大連、旅順、長春、星ケ浦、奉
天の5ヵ所に西洋風の旅館「ヤマトホテル」を
開業した。
宿泊設備の充実を図るとともに、満鉄は欧亜
連絡の幹線としての役割を果すべく、鉄道網の
整備と国際連絡運輸を積極的に推進している。
まず1908年10月、上海航路を開いて船車連絡を
始め、翌1909年1月北京・奉天間の京奉線との
連絡を開始するに至った。越えて1910年に、東
清鉄道との連絡を実現し、続いて大阪商船の大
連航路経由で日本内地との連絡を開始した。進
んで1911年には、安奉線の広軌改築と鴨緑江架
橋の両工事の竣工により、満鉄と朝鮮鉄道が直
接連結し、満洲経由で日本とロシアを接続する
一大ルートを形成するに至った8。そして1913

年、ついに満鉄を介した「新橋から倫
ロン

敦
ドン

ゆき」
の世界一周周遊券が発売されることになる9。
また、満洲朝鮮を旅行する内地客の利便を図
るために鉄道院は、1909年9月25日より日満韓

の各鉄道と大阪商船の普通運賃から3割引にな
る「満韓巡遊券」を日本国内で発売した10。さ
らに、内地発だけでなく、朝鮮発、満洲発の旅
行者も利用できる「日鮮満巡遊券」が1914年
12月5日に発売されることになった11。

1917年10月、満鉄の機関紙『満洲日日新聞』
は「満洲視察流行」と題する社説に、同年来満
した新聞記者の徳富蘇峰や石河幹明、宗教家の
大谷光瑞、教育界の東京女子高等師範学生団、
東京府荏原郡小学校教員団などの名を列挙しな
がら、「本年に入りてよりは母国に於ける満洲
視察熱は遽かに高まり来り」と報じている12。
だが、社説は締めくくりに、小学校教員の満洲
視察費を補助するよう各府県への要望は書いた
が、満鉄サイドからの観光誘致策については一
切触れていなかった。

1907年の創業から10年間、主としてホテル
網や鉄道網といった旅行インフラの整備に力を
入れてきた満鉄だが、ようやく積極的に観光誘
致に乗り出したのは1918年頃であった。この年
の8月1日、満鉄東京支社内に鮮満旅行の無料相
談機関「鮮満案内所」が誕生した13。その前年
から朝鮮総督府より朝鮮鉄道の経営を委託され
た満鉄は、東京にあった朝鮮鉄道営業案内所を
廃止し、新たに鮮満案内所を開設したのである。
開設の告知広告は7月22日の『東京朝日新聞』
や翌23日の『読売新聞』に掲載され、朝鮮満洲
中国行きの旅行者に対し、鮮満案内所は鮮満地
方状況の紹介から、旅行日程の作成、そして荷
物運送や船車接続状況の説明まで、すべて無料
で各般の便宜を図るとアピールしている14。そ
して、正式に開所した8月からは、東京発鮮満
地方への直通切符や急行列車券、寝台券の発売
なども手数料なしで取扱うようになった15。

1923年4月21日、満鉄東京支社の丸の内ビル
移転に伴い、鮮満案内所も東京商業会議所隣の
場所から丸の内ビル一階南側入口に移設するこ
とになった16。1日約6万人以上出入りする丸の
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内ビルの立地の良さを活かして、鮮満案内所の
事業は大きく躍進を遂げた。1923年度の問合件
数は6,702件、切符の売上は21,989円70銭、印
刷物の配布は42,375部の多数に達している。加
えて、所内に陳列してある写真帖、参考書の閲
覧や、印刷物をもらいに来る者は1日150～ 160

名を下らないといわれていた。道路に面した巨
大ショーウィンドーが広告スペースとなり、「満
蒙ノ風物ヲ意匠化シ背景ト為シ之レニ視察誘致
ノ文句及案内業務科目等ヲ按配シ尚ホ満蒙ノ物
産ヲ陳列」するなど、案内所の宣伝とともに満
洲イメージの流布にも大きく寄与した17。
案内所内での宣伝だけに止まらず、「印刷物
ニ依ル勧誘」「出張勧誘」も積極的に行われて
いる。1924年5月15日に開かれた「鮮満案内所
主任会議」で、東京鮮満案内所主任は印刷物で
の勧誘方法と効果について次のように述べてい
る。「毎年、鮮満支那旅程と費用概算、鮮満支
那旅行案内及ポスター等ヲ作リマシテ之レニ実
地視察ノ必要ヲ力説シタル勧誘状ヲ添ヘ各府県
知事市長、教育会々長、商業会議所会頭、商工
業組合有力ナル会社企業家、倶楽部、協会、中
等以上ノ学校其他青年団、在郷軍人団等ニ配布
シテ極力勧誘ニ努メテ居リマスガ幸ヒ非常ニ好
成績デ御座イマス」18。
このように1920年代に入ってから、満鉄が観
光誘致に力を入れるに伴い、ポスターやリーフ
レット、絵葉書といった宣伝印刷物の需要が急
速に高まってきた。まさにこの時期の1921年
10月、眞山孝治は嘱託画家として華々しく満鉄
に迎えられたのである。

3. 嘱託画家の先駆け

眞山孝治（図1）は明治17年（1884）旧仙台
藩の岩手県折壁村に生まれ、東北学院中学在学
中、日本画を遠藤速雄に、洋画を布施淡にそれ
ぞれ師事した。その後、東京美術学校日本画科
入学を志し上京するが、白馬会菊坂研究所に入
所し幹事を務めながら、長原孝太郎や岡田三郎
助、山本森之助らに洋画を学ぶ19。1908年8月
に長原孝太郎の世話で『都新聞』絵画部に入社
したらしく、M・Kのサイン入りで議会の人物
スケッチを書いていた20。文展には第2回展の
1908年から第7回展の1913年まで6年連続して
出品し、第4回展（1910年）では洋画部門の三
等賞も受賞した21。1910年2月号の『美術画報』
は、前年第12回白馬展に出品した眞山の作品を
掲載し、「眞山氏は青年洋画家中有望の名ある
人なり」と紹介している22。
新鋭画家として高い評価を得ていた眞山は、
文壇やジャーナリズム界とのつながりも深かっ
た。1907年1月短歌雑誌『向日葵』創刊号の表
紙を皮切りに、1910年の1月と3月には演劇雑
誌『歌舞伎』（歌舞伎発行所）の口絵、1910年
2月創刊の弁論雑誌『雄辯』（大日本雄辯会）と
1911年11月創刊の大衆文学雑誌『講談倶楽部』
（講談社）の創刊号表紙、1913年8月から文芸
雑誌『文章世界』（博文館）の口絵挿画、1915

年6月と8月には俳句雑誌『ホトヽギス』（ほとゝ

図1　眞山孝治と3人の子供達 
出典：西孟利『満洲芸術壇の人々』曠陽社出版部、
1929年、「大連第一類」58頁
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ぎす発行所）の挿画など、幅広いジャンルの雑
誌に絵を寄せている。とりわけ、『雄辯』創刊
号表紙の仕事は、眞山が洋画の指導を仰いだ山
本森之助の推薦によるものである。山本は大日
本雄弁会の創設者野間清治の沖縄県立中学校時
代の同僚であった23。
画壇での活躍や文化界での広い人脈を買わ
れ、1921年10月、満鉄運輸部次長の大蔵公望（同
年12月満鉄理事に就任）の肝煎りで、眞山は
運輸部営業課（1922年1月からは運輸部旅客課、
1923年4月からは鉄道部旅客課）付の嘱託画家
として入社した24。満鉄は情報通やジャーナリ
ストなどの人材を情報調査部門の嘱託として採
用してきたが、プロの画家を旅客誘致部署の嘱
託に招いたのは眞山が初めてであった。この異
例の採用は満鉄が観光宣伝に本腰を入れる象徴
的な出来事である。
渡満早々、眞山は文字通り「席暖むるの暇な
く」北満や蒙古まで写生旅行に出かけ、観光絵
画の制作に励んだ。そして、眞山の仕事に対す
る満鉄の評価も高かった。1923年12月、鉄道
部旅客課は3ヵ月前に起きた関東大震災の影響
で「邦人の旅行嫌ひを一層大ならしめ外遊を萎
縮し延いて満蒙に於て日本人の発展を阻害する
やうなことがあつては由々敷き大事である」と
の憂慮から、内地客向けに大々的な観光誘致キ
ャンペーンの準備を始めた25。それは「満蒙宣
伝隊」を組織し、震災で東京方面への国内旅行
を控えている九州山陰山陽方面を一巡する計画
である。講演会、写真展覧会、活動写真会、音
楽会と並び、眞山作品を中心とした観光絵画展
もこのキャンペーンの目玉イベントの一つであ
った26。
宣伝隊出発直前の1924年1月31日、観光絵画
展に展示予定の作品は満鉄本社の屋上食堂で陳
列され27、その内容は「満洲、朝鮮を初めとし
て南は揚子江、廬山から北は満洲里の放牧迄」
の大小作品計68点が含まれていた28。眞山も同

行する宣伝隊は同年2月16日下関を皮切りに、
福岡、熊本、山口、松江、米子、鳥取、岡山、
広島の9ヵ所で、平均1～ 2日をかけてキャン
ペーンを繰り広げ29、観光絵画展は松江市及び
鳥取市を除く7ヵ所の公会堂や物産館、小学校
などで開催され、大きな反響を呼び起こした。
そのうち、絵画展の来場者数は、福岡市では2

日間で8千人30、熊本市では3日間で延べ2万5千
人に達する盛況であった31。福岡では「眞山孝
治画伯の熱心なる説明に依り満鮮の実状を解得
し会場に於て即座に団体又は個人の旅行を申し
込むもの多数に上つた」とのことである32。

1ヵ月に及ぶ宣伝隊のキャンペーンは成功を
収め、早くもその効果が現れた。同年5月15日
下関鮮満案内所主任の話によると、3月以降九
州はもちろん、山陰、四国、近畿地方から鮮満
旅行団が激増し、「大阪商舩会社門司支店及下
関駅等驚異ノ目ヲ睜ル有様」であった。その要
因の一つとして挙げられたのは、「鉄道部主催
ノ宣伝隊ノ効果」だった33。宣伝隊の派遣には
4万円もの大金が使われ、当時「社内では大い
に物議が起つた」が、「非常にいゝ結果を齎ら
して、其の翌年から満洲に団体として出て来た
のです。斯うして日本から満洲に訪づれる者が
相当多くなつたのです」と、副団長として宣伝
隊を率いた旅客課案内係主任藤次清二は、後年
述懐している34。
このように、それ以降の満洲観光に大きく勢
いをつけた1924年のキャンペーンで、渡満3年
目の眞山は大役を務め上げることになった。し
かし、 満洲観光史に残した彼の足跡はそれだけ
ではない。観光画家としての仕事以外にも、旅
行雑誌での文筆活動から文化人の満洲旅行の斡
旋案内まで、眞山はさまざまな分野で満鉄の観
光宣伝に寄与していた。
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4. 満鉄初の旅行雑誌『平原』

表1は現段階での眞山の満洲作品一覧（筆者
判明分）であるが、ポスターからリーフレット、
絵葉書、旅行雑誌・満鉄写真帖の表紙挿画、詩
歌、紀行文まで、その作品ジャンルは多岐に亘
っている。
数多い眞山の仕事のなかで、ひときわ目を惹
くのは、雑誌『平原』での活躍である。『平原』
は1922年10月、眞山が所属する運輸部旅客課
が発刊した満鉄最初の旅行雑誌である。創刊号
では、『平原』を「立体描写を以て鮮、満、蒙
の真相を伝へ」る「動的逐次刊行の案内書」と
位置づけ、「満蒙の現実を、乃至は将来の栄光
を、普く故国の人達に了解させる為めには」「趣
味の満蒙を記述して、あだ

ママ

かも活動写真が民衆
的迎合のものである如くに、衆の興味を唆る事
でしかない」と、「地名辞書」的な満洲案内記
とは一線を画す「趣味の満蒙」の視点に立つこ
とを表明している35。
記事内容は紀行文や旅行情報、創作などから
なり、寄稿者には旅客課員を始めとする満鉄社
員が大半を占めている。第3号から第7号までは
順次「鮮満旅行号」「温泉―海水浴号」「旅館号」
「特産号」「満鮮紀行号」の特集を組み、第8号
には1924年9月門下生の招待で満洲旅行をした
俳人・高濱虚子からの寄稿が収録されている。
発行地は大連ではあるが、「平原に対する内地
の評判は頗る佳い」という編集者の言葉から、
内地でも読まれていることが推測される36。
サイズは四六版で、頁数は創刊号の100頁を
除いて、最少154頁（第6号）から最多216頁（第
7号）までになっている。創刊号では『平原』
は営利目的の雑誌ではないその性質上から本来
は無料で配布するところ、「印刷部数十万部以
上にし度い為めに」実費の半額にあたる20銭で
発売すると述べている。また、「売れば売るに
従つて損失を増大する」ので、「直接購読」と「後

援的広告」を呼びかけている37。第3号には「売
れば売る程損をすることと会社の予算の限定に
縛られて、どうすることも出来ないのが歯甲斐
くてなりません」との編輯者の嘆きが掲載され、
雑誌の予算は決して潤沢でないことがうかがえ
る38。広告頁にはヤマトホテルや鮮満案内所な
ど満鉄関連のものがほとんどで、大連三越呉服
店など限られた在満邦人企業を除いて、「後援
的広告」はあまり集まっていないように見える。
そして、第8号では「実費以下に売るにしても
あまりに開きが大き過ぎるやうになつて、止む
を得なくなつたのだ。部数は従来より三分の一
減だし豫算は削られるしといふ苦しい立場もあ
る」と、ついに50銭に引き上げることを余儀な
くされた39。
当初は年4回発行の予定であったが、第5号

（1923年11月）あたりから遅れがちで、第6号は
その5ヵ月後、第7号は半年後、第8号はさらに
1年後の刊行となった。遅延の理由として、観
光客の増加で旅客課が「テンテコ舞ひをすると
云ふ大繁昌の為」と挙げられている40。『平原』
は1925年10月の第8号を最後に発行した形跡が
ない。予算難や業務多忙などの諸事情から予告
なしで打ち切りになったと考えられる。
『平原』はわずか3年間しか存続しなかったが、
この雑誌における眞山の存在感は大きいもので
あった。眞山は本名と「木欒子」のペンネーム
の両方を用い、創刊号から毎号欠かさず表紙や
挿画、詩、紀行文など多ジャンルの作品を手が
け、並々ならぬ心血を注いでいた。
彼の描いた表紙は「毎号楽しんで待たれる方
もあり、中にはこれを集めることに趣味をもた
れる篤志家もある」といわれるほど評判がよか
った41。それだけに、眞山は自作に対するこだ
わりも強かった。第2号表紙の原画にあった雪
景色の白がうまく印刷できないため、編集者は
旅で留守中の眞山に事後承諾で白い線のような
ものを加筆してしまった。のちに眞山は『平原』
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表1　眞山孝治の満洲作品一覧（2016年1月現在筆者判明分）
メディアの種類 発行年月 題名 眞山の作品 ジャンル 発行所

1 雑誌 1921年11月 『国本』1（11） 「満洲絵だより」5枚 絵と文 国本社

2 絵葉書（6枚入）1922年4月 『満鉄第十五周年
記念絵端書』 ―― 絵 南満洲鉄道株式会社

3 雑誌 1922年10月 『平原』1 表紙 絵 満鉄運輸部旅客課カット及挿絵 絵
4 ポスター 1922年 ―― 喇嘛僧 絵 南満洲鉄道株式会社

5 単行本 1923年1月 『ハルピン夜話』
（奥野他見男著）

函の表紙 絵

潮文閣本の表紙 絵
カット 絵
口絵「男を待つ人達」 絵

6 雑誌 1923年3月 『平原』2

表紙 絵

満鉄運輸部旅客課平原編輯部口絵「湯崗子温泉龍泉別墅（支那館）」絵
カット及挿絵 絵
「哈々集」 文

7 雑誌 1923年6月 『平原』3
表紙「新緑」 絵

満鉄鉄道部旅客課平原編輯部口絵「閨艶」 絵
カット及挿絵 絵

8 雑誌 1923年8月 『平原』4

表紙「銀河」 絵

満鉄鉄道部旅客課平原編輯部

口絵「朝鮮から」 絵
カット及挿絵 絵
「夜の小唄／けいこへ」 詩と絵
「支那笑話　哈々集（二）」 文
「雑感」 文

9 雑誌 1923年11月 『平原』5

表紙「木枯風」 絵

満鉄鉄道部旅客課平原編輯部口絵「湯崗子にて」 絵
カット及挿絵 絵
「満鮮旅館足跡印象記」 文

10 雑誌 1924年4月 『平原』6
表紙「高梁」 絵

満鉄鉄道部旅客課平原編輯部口絵「春思」 絵
カット 絵

11 写真帖 1924年8月 『満鉄写真帖』 装幀 絵 満鉄文書課満蒙スケッチ4枚 絵

12 雑誌 1924年10月 『平原』7
表紙「麗らか」 絵

満鉄鉄道部旅客課平原編輯部口絵「ハイラルにて」 絵
カット及挿絵 絵

13 雑誌 1925年10月 『平原』8

表紙 絵

満鉄鉄道部旅客課

絵葉書「国境を越えて」 絵
「鴨緑江を下る」 絵と文
「遼河を下る」 絵と文
「松花江を下る」 絵と文
「スンガリーにて」 絵と文
「支那笑話　哈々集（3）」 文

14 リーフレット 1925年 『大連案内』 表紙 絵 南満洲鉄道株式会社
15 リーフレット 1925年 『満洲旅行案内』 表紙 絵 南満洲鉄道株式会社

16 絵葉書（3枚入）1926年9月24日発売 『関東庁始政二十
年記念絵葉書』 ―― 絵 関東庁逓信局

17 リーフレット
（英文） 1926年 『MANCHURIA』 表紙 絵 S.M.R

18 リーフレット 1927年 『安東案内』 表紙 絵 満鉄鉄道部

19 写真帖 1928年2月 『亜細亜写真大
観』第四輯九回 「北満を想ふ（1）」 文 亜細亜写真大観社

20 写真帖 1928年3月 『亜細亜写真大
観』第四輯十回 「北満を想ふ（2）」 文 亜細亜写真大観社

21 ポスター 1929年 ―― 虹 絵 南満洲鉄道株式会社

22 絵葉書（6枚入）1929年 『満洲彩々』
「大連星ケ浦」「冬の松花江（哈爾濱）」
「東陵（奉天郊外）」「苦力（満州風俗）」
「杏の春（安奉線）」「放牧（蒙古）」

絵 南満洲鉄道株式会社

23 絵葉書（6枚入）1929年? 『満洲彩々』
「埠頭（大連）」「流氷（遼河）」「シベ
リヤに近く（北満）」「放牧（公主嶺）」
「釣魚台（安奉線）」「春怨（満人風俗）」

絵 満鉄・旅客課

24 リーフレット
（英文） 1929年 『RYOJUN（PORT 

ARTHUR）』 表紙 絵 SOUTH MANCHURIA RAILWAY

25 リーフレット
（英文） 1929年 『MANCHURIA』 表紙 絵 S.M.R

26 リーフレット
（英文） 1930年 『MUKDEN』 表紙 絵 SOUTH MANCHURIA RAILWAY

27 リーフレット 1930年 『安東』 表紙 絵 南満洲鉄道株式会社
28 雑誌 1931年2月 『書香』23 「洋画愛好家たらんとする人々へ」（1）文 満鉄大連図書館
29 雑誌 1931年3月 『書香』24 「洋画愛好家たらんとする人々へ」（2）文 満鉄大連図書館
30 雑誌 1931年5月 『書香』26 「洋画愛好家たらんとする人々へ」（3）文 満鉄大連図書館
31 油絵 1931年 ―― 遼陽白塔 絵 ――
32 雑誌 1936年6月 『満蒙』17（6） 表紙「満洲の農夫」 絵 満洲文化協会
33 雑誌 1936年9月 『満蒙』17（9） 表紙「ラマの街」 絵 満洲文化協会
34 雑誌 1937年5月 『満蒙』18（5） 表紙「北京卍字閣の春」 絵 満洲文化協会
35 ポスター 不明（1921～ 1931年と推定） ―― 民族衣装の女性 絵 南満洲鉄道株式会社
36 ポスター 不明（1923～ 1931年と推定） ―― 奉天西塔 絵 満鉄鮮満案内所

37 絵葉書（4枚） 不明（1921～ 1931年と推定） ―― 「遼河の暮色」「奉天北陵」「満洲の夕陽」
「大石橋迷鎮山娘々廟」 絵 南満洲鉄道株式会社

38 絵葉書（6枚入）不明（1923～ 1931年と推定） ―― 安東と鴨緑江（6枚のうちの5枚は眞山
による） 絵 満鉄鉄道部

39 リーフレット 不明（1923～ 1931年と推定）『千山』 表紙 絵 南満洲鉄道株式会社
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誌上に、「原画とは似ても似つかぬ感じのもの
になつた」、「何か訳けのわからぬ蚯蚓の様な銀
の線がよろ として居るのを旅で見て呆れ
てしまつたのだつた」と、不満の声を挙げた42。
一方、眞山は『平原』に絵だけでなく、詩歌
や紀行文なども多く寄稿している。それだけに、
『平原』は彼の画家以外の一面や絵画制作の背
景を見せてくれる貴重な資料である。たとえば、
第4号（1923年8月）には、長女「けいこ」の
ために綴った詩「夜の小唄」を、愛娘の寝顔ス
ケッチとともに寄せている。我が子の成長を温
かく見守る慈父としての心情が行間から滲み出
ている43。
『平原』のうち、眞山作品が最も多く登場し
たのは第8号（1925年10月）である。「眞山画
伯のスケツチと記事とで意外に光つた編輯が出
来た」といわれるほどであり、全184頁中眞山
作品は約4割の74頁も占めている。その中の一
篇、「山紫水明」の町として知られる吉林の紀
行文はこう綴られている。

丁度北山へ行く途中馬車が城内を馳けつゝある

時であつた、あの狭い河南街を練つて歩いて居

る、排日運動の行列に会つた、多分例の上海事

件の影響であつたのであらうが、此の山中の平

和な都会に何の必要があつて、此んな運動が行

はれて居るのであらうかと不思議に思はれてな

らなかつた、満洲の中でこれ程落着いた、静か

な街はないだらうに何うして此んな騒ぎが喰ひ

入らねばならぬのだらうとも思つて見た、支

那人の心裡許りは何うしても解らぬ、心裡の動

きは、自分達の常識では、判断のつかぬところ

があると見える、不可解な眞
マ

理
マ

の中に生きつゝ

ある民衆とでも云ふのであらうかと思はれもし

た44。

吉林は満鉄の北端である長春から東へ走る中
国国有鉄道・吉長鉄道の終点である。満鉄沿線

都市と比べれば、吉林は日本勢力が相対的に弱
く、「日支間ニ何カ問題カ惹起スルト満洲テ眞
先ニ排日ノ声ヲ」挙げる「満洲排日者ノ淵叢」
とまでいわれていた45。眞山が言う「例の上海
事件」とは、1925年5月30日上海で発生した反
日・反英の民族主義運動（「五・三〇運動」）と
思われる。この運動の発端は日系工場での中国
人労働者殺害事件であるため、その後反日デモ
が全国的に展開され、満洲にも飛び火したので
ある。『満洲日日新聞』では6月10日の吉林の様
子をこう記している。「示威運動中の学生団は
城内より商埠地に出で日本総領事館前に至り約
二十分行進を留め二三名の学生は猛烈な排日の
演説をなし省長公署に至つて解散したが遊行中
邦人に遇ふ毎に甚だしき冷罵を浴びせかける等
不穏の挙動あり」と46。
恐らくこれは眞山が遭遇し、且つ「不可解」
と言い捨てた光景であろう。しかし、興味深い
ことに、眞山は紀行文には排日「騒ぎ」につい
て書き留めているが、文の前後に添えられた8

枚の吉林スケッチはいずれも、不穏さを微塵も
感じさせない「落着いた」「平和な」絵ばかり
であった。
実は、1920年代半ば頃から、満洲における日
中間の対立は一層深刻化した。1925年の上海事
件に続き、1928年5月には済南事件を引き金と
する排日運動、6月には張作霖爆殺事件、12月
には張学良の「易幟」断行など、眞山も日に日
に漲っていく不穏な空気を肌で感じていたに違
いない。満洲事変勃発より2年前の1929年6月、
満鉄の招待で来満した画家の中澤弘光は眞山に
伴われて写生旅行を行った。関東州や満鉄附属
地など在満日本人の権益範囲を一歩離れてしま
うと、絵筆を取り出すことすら警戒される緊迫
した状態であった。中澤は後年、「張学良のま
だ頑張つて居た頃で、熊

ゆう

岳
がく

城
じょう

などの写生は、一々
許可を得るまでは、たとへ満鉄の仕事とあつて
も、表面からはスケツチすることは出来なかつ



Journal of Global Media Studies   Vol. 17·18

―  178  ―

た」と証言している47。
しかしながら、このような状況下で描かれた
眞山の満洲は、深まる日中間の亀裂とはまるで
無縁な牧歌的な世界であった。1929年に発表
されたポスター「虹」では、画面の半分以上を
占める2本の虹の描写は、観る者を圧倒するか
のような迫力を見せている。その下には、虹の
色を浴びて半分黄金色に輝く壮大な曠野と、羊
の群れを放牧する一人の羊飼いが描き出されて
いる。このポスターは構図的に、眞山と同じく
1913年の文展に出品した辻永の『満洲』と、眞
山の師匠である山本森之助が1917年の文展に
出した『満洲の一部』に通じるところがある。
美術史学者の千葉慶がこれら1910年代の文展
出品作に見られる「虹」と「農地」の満洲モチ
ーフを分析し、「約束の地」「理想郷」として満
洲が表象されていることを指摘している48。眞
山の「虹」も基本的に1910年代に出来上がった
このパターンを踏襲する作品である。

5. 文化人の招待旅行

画家としての本業以外に、眞山はもう一つ重
要な仕事を任されていた。1920年代、満鉄やジ
ヤパン・ツーリスト・ビユーロー（以後「JTB」）
大連支部49、満蒙文化協会などの招聘で、錚々
たる文人画家が満洲の旅に出かけたが、その斡
旋・案内役を眞山が務めることが多かった（表
2）。
眞山が渡満した翌年（1922年）8月、満蒙文
化協会の招きに応じて流行作家の奥野他見男が
来満した。満蒙文化協会とは、1920年7月関東
庁と満鉄の後援のもとに、満蒙文化の開発・宣
伝を図る目的で設立された特別機関である。ち
なみに、眞山を満洲に呼び寄せた大蔵公望は満
蒙文化協会の生みの親の一人であり、同協会の
理事も務めている50。
奥野を招いたのはもともと面識のない満蒙文
化協会書記長の笠原博であった。笠原は大阪商
船の図書室でたまたま手にした奥野のヒット
作『大学出の兵隊さん』に引き込まれ、次のよ
うな誘いの手紙を寄越した。「私の協会は金を

表2　眞山孝治が同行した主な文化人の満洲旅行
旅行時期 文化人 職業 主催者・招聘者 満洲旅行を題材とする作品 備考

1 1922年8月2日～ 8月29日 奥野他見男 作家 満蒙文化協会書記長
笠原博

「夫に愛されたい婦人は満洲へ」『婦人世界』17
（10）、実業之日本社、1922年10月；「満洲各地を
代表する女性たち」『婦人世界』17（11）、実業之
日本社、1922年11月；『ハルピン夜話』潮文閣、
1923年

全行程同行案内

2 1923年4～ 6月 田山花袋 作家 満鉄嘱託高柳保太郎『満鮮の行楽』大阪屋號書店、1924年；『アカシヤ』
聚芳閣、1925年 全行程同行案内

3 1927年8月20日～ 10月14日 鳥居龍蔵 人類学者 満鉄
『満蒙の探査』萬里閣書房、1928年；「金の上京
の遺蹟」『亜細亜写真大観』（第四輯十回）、1928
年3月

斡旋と全行程同行案
内

4 1927年10～ 11月 有島生馬、正宗得三郎 画家 JTB大連支部

正宗得三郎「千山」（絵葉書）；與謝野寛、與謝
野晶子著、正宗得三郎装幀『満蒙遊記』大阪屋
號書店、1930年；里見弴著、正宗得三郎装幀・
挿画『満支一見』春陽堂、1931年

全行程同行案内

5 1928年5月5日～ 6月17日 與謝野寛、與謝野晶子 歌人 満鉄、JTB大連支部 與謝野寛、與謝野晶子『満蒙遊記』大阪屋號書店、
1930年

大連と旅順を同行案
内

6 1929年6月 中澤弘光 画家 JTB大連支部

「奉天北陵」（絵葉書）；「熊岳城」「吉林」『満洲
図絵』所収、JTB大連支部、1934年；「新緑の想
ひ出」（文）、『観光東亜』9（9）、JTB満洲支部、
1942年9月

全行程同行案内

7 1929年9月 田邊至 画家 JTB大連支部 「再遊を期したい」（文）、『観光東亜』9（9）、JTB
満洲支部、1942年9月 全行程同行案内

8 1929年12月21日～ 1930年2月
1日 里見弴、志賀直哉 作家 満鉄、JTB大連支部

里見弴『満支一見』春陽堂、1931年；志賀直哉「万
暦赤絵」『中央公論』48（9）、中央公論社、1933年
9月

斡旋と途中まで同行
案内
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出して満洲を拡く天下に紹介するのが商売であ
る。その為め毎年一人二人、満洲へ名士を紹

マ

聘
マ

して講演を願つた旁ら満洲とは如何で御座る、
良い所であらうがなと方々へ案内して見せ付け
る、［中略］なんと他見男さん、今年の名士は
是非他見男さんがなつて貰ひたい、正直に云ふ
と、従来幾度か知名の文人が来たけれども、大
抵案内記類に終つて了ふ。私は思ふた。百の案
内記より一の他見男さんに如かずと。貴方のあ
の観察と、あの筆で満蒙が天下に紹介されたら、
これに優るものあらんやです。［中略］その費
用は勿論此方から全部提供します」と51。
奥野は満鉄沿線だけに止まらず、北満にある
東清鉄道の拠点都市・ハルピンまで足を延ばし
た。翌1923年1月、ハルピンで見物したロシア
娘の「裸踊り」や異国情緒漂う「淫蕩」な世界
を露骨に描いた小説『ハルピン夜話』が潮文閣
から発売されると、たちまち話題を呼び、わ
ずか2ヵ月で45版も重ねるベストセラーとなっ
た52。眞山は奥野の旅行を同行案内しただけで
なく、『ハルピン夜話』（潮文閣版）の装幀も手
がけた。
『ハルピン夜話』を火付け役に、ハルピンは
内地客に手の届く国際的歓楽都市として、広く
知られるようになった。1927年頃、すでに多
くの旅行者は『ハルピン夜話』の内容を実践す
るような旅をしていた。「ハルピンに着くなり
土地の人々にまづ第一に『裸ダンスは何處です
か？』とか『ロシヤの女はどうです？』とか、
直接法な質問を浴せかけ、少なからず面喰はせ
るさうだ」53。
奥野を満洲に招待した満蒙文化協会は期待以
上の宣伝効果を挙げた一方、「ハルピンは見に
行く所ではなく遊びに行く所であるといふ先入
感
ママ

をもつて来られるので土地の邦人は『なぜも
つと真面目に日露支の三国潮流の動きを見てく
れないだらうか』と今更『ハルピン夜話』を
呪つてゐる」といったような批判も招いてし

まったのである54。案内人として『ハルピン夜
話』に度々登場した眞山も心中穏やかではな
く、1924年9月22日付田山花袋宛の私信のなか
に「先年他見男氏に依り祟りを受け」たと記し
ている55。
奥野が去った翌1923年4月27日、花袋も満鉄
の招待で旅行の途についた。花袋を誘ったのは、
満鉄嘱託で満蒙文化協会の理事でもある陸軍中
将の高柳保太郎である。花袋の旅の前年（1922

年）8月、満鉄理事の松岡洋右は満鉄の「情報
勤務」を充実させたい一心から、当時不祥事を
起して待命中の高柳を、理事待遇の高級嘱託と
して迎えたばかりである56。高柳と花袋とのつ
きあいは遠く日露戦争に遡る。当時第2軍参謀
大尉だった高柳は従軍記者として渡満した花袋
と懇意になり、その後しばらく互いに連絡が絶
えていたが、「この間高柳氏がひよつくりと代々
木の田山さんの家にやつて来て『おいどうだ、
満洲へ行かないか』と口をきいたのがきつかけ
となつて今度の事が決つたのださうだ」57。
花袋が訪満する直前の1923年4月21日、高柳
の肝煎りのもとで満鉄初となる宣伝組織「弘報
係」が社長室内に誕生した。高柳は紹介宣伝の
意を込めて「弘報」の係名を創案し、また初代
係長として弘報係の育ての親となった58。花袋
は高柳弘報係長自ら招いた旧友であるだけに、
その案内の仕事を弘報係ではなく旅客課所属の
眞山に白羽の矢を立てたことは、高柳が眞山を
厚く信頼していることを物語る。
旅行の翌年（1924年）に出版された『満鮮の
行楽』において、花袋は扉に「眞山孝治氏にも
深く謝意を表したい」と書き、旅の終りに眞山
との別れを「何だか兄弟にでも別れるやうに悲
しくつらかつたことを今でもはつきりと私は記
憶してゐる」と締めくくっている59。眞山も『平
原』第8号（1925年10月）に書いた紀行文に「T

兄」として花袋を登場させている60。2ヵ月間
の旅行を通じて二人は親交を深めたことがうか
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がえる。
ところが、奥野他見男以上に、花袋は眞山を

「入社以来の困惑」に追い詰めてしまった。発
端は「アカシアの花」という、雑誌『東京』の
創刊号（1924年9月1日）に発表された短篇小説
である。小説は眞山から聞いた満鉄社内の男女
関係の雑談――つい半年前まで庶務課長を務め
たS氏が社内のタイピストに妊娠させたことで
長春地方事務所長に左遷された話から始まる。
後日、大連から熊岳城へ行く列車の中で、例の
タイピストに出くわすが、彼女は何といま、別
の青年と結婚し、一緒に熊岳城温泉へ新婚旅行
に向う途中だという。その青年は眞山の顔見知
りで、眞山は彼のことを花袋にこう言ったとい
う。「あれは、君、旅客課の慰藉掛と言つてね、
満洲に来て働いてゐる若い青年達に画を教へる
ために、本社から嘱託されてゐる男なんですよ。
……僕等は別に交際もしてゐないから、詳しい
ことは知りませんけどもね、何でも、つい一月
ほど前に、細君が情夫と遁げて、先生、えらく
失望してゐるといふ話でしたよ。それが何うで
せう？もうちやんとあゝいふ風に出来上つたん
ですからな」61。
「アカシアの花」が発表された直後、早くも
眞山から花袋に対する抗議文が届いた。「早速
高柳係長に呼出され非常な物議が社内に起り
つゝある故注意するとも申され候」、「三井氏か
ら抗議を申込まれ小生の迷惑此の上も無き次第
に有之候」といった文面から、創作とはいえ、
登場人物は実在する可能性が高いと推測され
る62。
なお、小説と抗議文をつきあわせて読むと、

「新婚の夫」のモデルは、満鉄社会課慰藉係の
嘱託画家・三井良太郎（1890～ 1937年）であ
ることが明らかである。三井は眞山とほぼ同時
期に白馬会に入り、葵橋研究所の幹事も務めて
いたが、1916年5月、満洲に渡り独力で大連洋
画研究所を創立する。その後満鉄沿線各地に洋

画研究会を設け巡回指導に努めるが、1922年5

月社会課の嘱託となり、同課主催の第1回（1922

年）、第2回（1923年）満洲美術展覧会に尽力
した63。
同業者でありながら眞山とは異なり、三井は
途中から嘱託として採用され、しかも観光宣伝
を担う旅客課ではなく、社員生活の向上を図る
社会課の所属である。「満洲に来て働いてゐる
若い青年達に画を教へるために、本社から嘱託
されてゐる男なんですよ」という発言からも、
社内で重用されている眞山の優越感が垣間見え
る。
花袋の小説事件で、眞山は大失態を演じてし
まったが、社内での評価は大した影響を受けな
かったようである。1928年5月9日、眞山は満
鉄鉄道部長・宇佐美寛爾とともに與謝野寛・晶
子夫妻を大連埠頭に出迎えた。與謝野寛は出発
前から、友人の有島生馬、正宗得三郎両画家よ
り前年彼らの旅行を案内した眞山の噂を聞いて
いたので、「画家を東道の主人とする気の利い
たことは多分宇佐美君あたりの配慮であらう」
と、「よい案内役を得たこと」を喜んでいた。
また、自分たちの来満日程の遅延と新築された
奉天ヤマトホテルの絵の仕事が眞山に舞い込ん
だため、もともと全行程に同行予定の眞山は大
連と旅順だけになったことを、與謝野寛が残念
がっていた64。大連滞在中、與謝野夫妻は眞山
の社宅に招待され、「大連の諸君に分つべき諸
種の揮毫をした」。また、「午餐には眞山夫人の
心尽しに成る食卓に就き、宇佐美夫人、眞山君
一家と共に、家族的に打解けた一時間を過ぐし
た」と、旅行案内の仕事だけでなく、眞山の家
族的なもてなしは、與謝野夫妻に深い印象を与
えたようである65。
ところで、1926年7月1日現在の満鉄の『職
員録』によると、眞山はこの時期だけ鉄道部旅
客課に加え、弘報係が置かれる社長室文書課両
方の嘱託を兼任していた66。翌1927年4月、満
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鉄の職制改正で社長室直属の「情報課」が新設
されたことをきっかけに、弘報係は情報係、企
画係とともにその傘下に加えられ、弘報の仕事
は組織的に整備されるようになった。ちょうど
この時期から、情報課主導のもとで、文人画家
の招待による満洲宣伝の動きは一層活発化し
た。そこで、日本の文化界で広い人脈を持つ眞
山は、満洲現地での同行案内だけに止まらず、
直接内地まで出向き、文化人に満洲旅行の意向
を伺う交渉・斡旋の大役も任せられるようにな
った67。

1927年8月、満鉄庶務部社会課に頼まれて来
満した人類学者鳥居龍蔵は、社会課の講演の仕
事を終えたあと、今度は満鉄鉄道部から依頼さ
れていた鉄道沿線の探査旅行を実行した。鉄道
部の仕事については、鳥居は前年「同部長から
の依頼として同営業課嘱託の画伯眞山孝治氏が
わざわざ上京し、拙宅を訪問せられ、この調査
旅行の件を相談せられたことがあつた」と記し
ている。依頼の主旨は、無味乾燥な統計書のよ
うなものに代わる「趣味のある」鉄道案内を作
ることだが、旅行範囲や調査事項は勝手に決め
ていいと鉄道部側が付け加えたので、「そこで
私は日頃これまで数回調査の不足を補はんと思
つて居る時であつたから早速これを承諾し」た
と、鳥居が回想している68。
眞山が直接交渉したもう一人の文化人は、骨
董好きで知られる作家の志賀直哉である。のち
に発表された志賀の小説「万暦赤絵」では、話
の経緯を詳細に記している。「或日、南満鉄道
嘱託の洋画家眞山孝次

ママ

氏が訪ねて来た。冬の満
洲を見に来ぬかといふ鉄道部からの勧誘を私に
伝へに来たのだ」。あまり乗り気でなかった志
賀に、「眞山氏は丁度支月［中国の正月――引
用者注］にかゝるから、此季節は却つて面白い
行事を見ることが出来るだらう、と云つた。／
『それに、年の暮には金が要るので、色々な物
を人が売りますから、骨董なども大変安くなり

ます。何かさういふものを買はれるお気でもあ
れば一年中で一番いゝ時なのです』とも云つ
た」。掘り出し物への期待で心を動かされた志
賀はさらに、里見弴、佐藤春夫との同行を条件
に出したところ、「『それは尚結構だらうと思ひ
ます』といふ眞山氏の返事だつた」69。眞山の
勧誘通り、1929年12月下旬から約1ヵ月半に亘
り、志賀は里見弴に伴われて真冬の満洲に出か
けた。佐藤春夫は新聞小説の連載があるため行
けなかった。
結果的に志賀は目当ての骨董品に出会えず帰
ってきたが、当初のやりとりからも分かるよう
に、眞山は事前に交渉相手の趣味嗜好の情報を
収集し、興味を持ってくれそうな話題をもちか
ける戦略を立てることで、志賀の心を巧みに動
かしたのである。この頃、眞山のほかに、情報
課弘報係主任で歌人の八木沼丈夫や、旅客課員
で詩人の加藤郁哉、情報課員で俳人の石原秋朗
（石原巖徹）といった文学好きな満鉄社員も、
文化人旅行の斡旋・案内を務めていた。満鉄で
は内地文化人の満洲旅行に、同じく風流に親し
む社員を同行させることが慣例となっているよ
うだが、その中でも、嘱託画家としての眞山の
活躍が一際目立つことであった。

6. おわりに

1931年9月、奇しくも満洲事変が勃発した時
期、眞山は念願だったパリ遊学のため、10年間
勤めていた満鉄を退社した。同年10月20日から
22日にかけて、「眞山孝治渡欧告別展」が大連
で開催され、その出品点数は235点に達した70。
出品がすべて満洲時代の作品かどうか定かでな
いが、今現存しているポスターやリーフレット、
絵葉書だけからでも、満鉄時代の眞山は意欲的
に観光絵画の制作に打ち込んでいたことがうか
がえる。
眞山が在職した1920年代、満鉄の観光宣伝を
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担う部門は主として、鉄道部旅客課と情報課弘
報係であった。眞山が入社した1921年頃は、ち
ょうど鉄道部が観光誘致に力を入れ、宣伝印刷
物の需要が急速に高まっていた時期であった。
また、1923年の弘報係と1927年の情報課の新
設に伴い、満鉄の弘報事業は組織的に整備され、
文化人の招待旅行による宣伝活動が一層活発化
してきた。
眞山は旅客課と情報課の両方の仕事に携わ
り、1924年旅客課主催の満蒙宣伝隊での観光絵
画展への同行や、1922～ 1925年旅客課発行の
旅行雑誌『平原』への寄稿、さらに、1923年
から1929年にかけては弘報係の主導による文
化人の満洲旅行の斡旋・案内など、いくつもの
大役を果した。眞山の活動の軌跡からは、加速
化・多角化していく1920年代の満鉄の観光宣伝
の特徴を読み取ることができよう。
一方、1920年代半ば頃から、活況を呈する観
光宣伝とは裏腹に、満洲事変へと向う日中間の
対立も過激さを増していく。眞山は日々高まる
軍事的緊張感を肌で感じていながらも、それと
は全く無縁な、平和的で牧歌的な満洲イメージ
を生み出し続けた。そのイメージは眞山が去っ
た後にも、「観光楽土」を大々的に打ち出す満
洲国時代の観光宣伝へと引き継がれていったの
である71。

［謝辞：本論文はJSPS科研費25580158による研
究成果の一部である］
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