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日本占領下における上海映画と南京国民政府の映画産業政策、文化政策について

後　藤　典　子＊

关于南京国民政府的电影产业政策以及文化政策

后　藤　典　子

提要

由于历史原因,沦陷期的南京国民政府所举办的一系列经济文化政策与中日合作公司的研究并没有彻底研究。“中

华电影股份有限公司（1939年创立）” 与 “中华电影联合股份有限公司（1943年创立）” 是在沦陷期的上海创立的所

谓 “国策电影公司”。它们接受汪精卫国民政府的指导 ,从事中国的中南部地区的电影制造、发行和上映的业务。本

文将从以下三方面加以论述：⑴当时的社会情况；⑵电影产业政策；⑶文化政策（包括华北和上海的电影检查制度）。

关键词：中国电影、沦陷期、电影产业政策、电影文化政策、电影检查

はじめに

1940年３月30日、南京に対日協力政権として汪精衛を首班とする国民政府（以下「南京国民政府」という）が

発足した。この政権は「反共・和平・建国」を国是としていたが、設立当初から人心は離反しており、積極的な

プロパガンダによりこれを取り戻し建国を進めることが急務とされていた。日本とは1940年11月30日に締結さ

れた「日華基本条約」で正式に国交を樹立し、第２条において両国が文化の創造と発展協力をすることを規定し

た。さらに、1943年１月９日の対英米宣戦布告により、戦時体制に入り、反英米政策を強化することになる。

南京国民政府にとって政治の中心は首都である南京であるが、経済・文化の中心は上海である。南京国民政府

は、映画について「民間に深く受け入れられた最大の宣伝効果を持つ手段であり、如何に映画を（筆者注：国是

である）「平和・反共・建国」の先鋒とするか」1を重要課題と位置付け、国策映画会社としての３社、すなわち「中

華電影股份有限公司（1939年６月27日創立。以下「中影」という）、「中華聯合製片股份有限公司（1942年４月

10日創立。以下「中聯」という）」及び「中華電影聯合股份有限公司（1943年５月12日創立。以下「華影」という）」

への指導並びに監督により、映画統制を行うことになる。同政府は、中影、華影を国策を担う映画会社と位置づ

けながらも、国策とは何かについて具体的な規定をしていない。そこで、本稿では国策とは「戦時体制下で展開

された国家総動員体制、計画に基づく戦時経済体制を規定する政策」2と定義することとする。

映画産業は、初期の段階から芸術と産業の両方の性格を有してきた。芸術面では映像の美しさや物語としての

構成、俳優の演技、音楽と、それぞれに高い芸術性を兼ね備えた総合芸術として発展してきた。他方、これらは

すべて、当然のことながら莫大な資金と高度な技術がなければ成立しない。そのため、映画の製作・配給・興行

が一つの産業として経済社会の中に組み込まれることによって、資金を調達し発展してきたのである。

日本占領下における上海映画についても同様の構図が成立しうるが、先行研究は芸術・文化面に重点を置き、

上記の３社が製作した映画の作品研究を中心に研究が進められている3。例えばアヘン戦争を題材に５大スター

が共演した『万世流芳』（1943年／張善琨・朱石麟・卜萬蒼・馬徐維邦）は興行的にも成功した映画であるが、敵

の表象に日本軍という暗喩が込められ、単なる娯楽・商業ベースの作品ではないと論じられている4。しかし、

映画の持つもう一つの側面、すなわち経済的・産業的側面からの分析は十分なものではない。
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筆者は、別稿で華影について基本的事項を整理し、南京国民政府が官僚を同社に派遣し、会社内に脚本選考

委員会を設置し直接脚本の指導を行い、コントロールしようとした過程について明らかにした5。しかしながら、

南京国民政府の経済・文化政策の中における華影等の位置付けについては、映画検閲のあり方を含めて課題とし

て残されていた。

　そこで本稿において、以上の観点から南京国民政府の映画統制を整理・分析することにする。以下、Ⅰでは上

海映画をめぐる社会状況概括するとともに、Ⅱでは南京国民政府における映画産業政策的な側面について、Ⅲで

は文化政策的な側面について整理し分析を行う。

Ⅰ　映画をめぐる社会文化状況と観客層について

　孤島期の上海は、戦時下とはいえ租界当局の庇護の下、経済的には未曽有の発展を遂げていた。例えば、公共

租界内の工場数は1937年の400件から1940年の1705件と４倍に増加し6、工業生産力についても、例えば、上海の

産業を牽引していた紡績業において、中国資本で業界第１位、第２位の会社の生産量指数が1940年には140を超

えて（1937年を100とした場合）いた7。また、中華民国や欧州における戦火の拡大は、資本（江浙・香港・華僑

等）と労働力の租界への流入・蓄積をもたらす一方、給与生活者のような都市中間層も生まれており、一定の映

画観客層が形成されていた。

孤島期の上海映画産業を譬えていうならば、「自由と繁栄」8である。映画製作は、相対的ではあるが蒋介石を

首班とする「中華民国国民政府」（以下「蒋介石政府」という）が実施していたような厳格な検閲を受けること

がなく、自由な創作が可能な環境にあった。上海は「東洋のハリウッド」と呼ばれ、アメリカのハリウッド映画

の公開はもちろんのこと、４年間で200本もの映画が製作されていた。さらに、民間資本の導入も進んだ。例え

ば、『孔夫子』（1940年）は中国映画史上最高傑作の一つと評される『小城の春』（1948年）を撮った費穆の傑作の

一つであるが、映画の大ファンである上海の薬材問屋の金信民が16万元という製作費を拠出し製作された（当時、

一般的な製作費は1本当たり8,000元）9。そして、共同租界において工部局が難民救済を目的として創設した特別

目的税、娯楽捐の総額の増加にみられるように10、映画興行は商業的に成功していたのである（表１のとおり）。

孤島消滅後の上海映画界の統合は、その繁栄を取り戻すための試みといってよい。

孤島期における上海映画産業の繁栄の要因は４つ挙げられる。第１は、映画産業が相対的ではあるが国家から

独立していたことである。製作された映画は租界当局の検閲を受けていたとはいえ、蒋介石政府の下で行われて

いた中央宣伝委員会電影股と中央電影事業指導委員会（それまでの検閲組織を統合し、1934年９月設置）による

厳格な検閲体制、すなわち全国レベルの映画指導計画とそれに基づく脚本の事前検閲、映画検査委員会による事

後検閲を受けることがなかった11。その検閲の厳しさは、検閲を実施していた1934年９月以降の３年間で検閲し

た国産映画588本のうち、武侠映画を中心に87本を上映禁止にするほどであった12。上海では、こうした厳しい

統制制度が無い中で映画製作会社は禁じられていた武侠ものや怪奇ものなどを題材とした作品を製作することが

できたのである。第２は、上海における資本の流入・集中と娯楽産業の発展である。張善琨の経営する新華影業

公司を始めとして、20数社の映画製作会社が存在し、表１にみられるように映画館数も1937年の25軒から1941

年の48軒に急増している。また、この時期に上海と結びつきの深かった香港において上海や重慶から南下してき

　　　 表１　娯楽捐（自発的娯楽税）の総額及び映画館数の変遷　

区分 娯楽捐（自発的娯楽税）総額（単位：元）租界（共同・仏）における映画館数（軒）

1937年 ― 25

1938年 276,047 35

1939年 368,529 40

1940年 627,340 44

1941年 199,300 48

出典：「上海共同租界工部局年報」等により、作成
備考：1941年については、４月30日を持って娯楽捐が廃止。５月１日から娯楽税が課税される（1,488,812

元）。
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た映画人が映画を製作し、上海に供給していた。例えば、新華影業公司の豪華時代劇『貂蝉』（1938年／卜万蒼）、

上海と思しき大都会を舞台にしたスパイ映画『孤島天堂』（1939年／蔡楚生）は香港で撮られたものである。第３

は、豊富な観客層の存在・形成である。孤島は安全地帯として江浙地区を中心とする富裕層を惹きつけ、難民も

多く流入していた。上海の映画館は一番館、二番館、三番館と封切り順に区別され、館内設備に合わせ料金が決

まっていたが、それぞれ異なった観客層を吸収していた。一番館の観客は富裕層で、二番館は青年層が主、三番

館は中下層の市民が多かった。二、三番館は料金的には一番館よりも安いが営業成績はすこぶる好調で、観客数

は上海事変前の一番館の動員数を超え、三番館では非常出口にいたるまで客が押し掛けていたと報じている13。

第４は、以上のような要因から、映画界は繁栄し、映画関係者・製作者を惹きつけたことである。この時期、欧

陽予倩、柯霊といった劇作者も映画の脚本を執筆している。その結果、時代劇と現代劇、内容も歴史・恋愛・喜

劇・怪奇・生活を素材にした人情もの等という非常にバラエティーに富んだ作品が並ぶことになる。『木蘭従軍』

（1939年／卜万蒼）、『少奶奶的扇子』（1939年／李萍倩）、『家』（1941年／卜万蒼・徐欣夫・楊小仲・李萍倩）、『鉄

扇公主』（1941年／万籟鳴・万古蟾）は、この時期の名作である。

　以上のうち、第３に掲げた消費者としての観客層について詳述しておきたい。1940年12月まで中支那派遣軍報

道部長として、宣伝工作にあたっていた馬淵逸雄は、その著書で一般の中国人を８種に分析した。人口の９割を

占める農民は、伝統的に地域エリートに従って行動するので、地域エリートをしていかに親日的傾向を取らせる

かが人心掌握のために肝要であるとしていた。馬淵はこの他にも映画による宣伝政策について、中国人は「アメ

リカやドイツ映画に魅力を感じているのであり」、「現在のところ、日本映画で中国人に見せたいものはない」「映

画を通じての日本には尊敬の念が起こら」ないと分析している14。

では、実際の観客の嗜好はどうであったのか。まず、孤島期の上海で好まれたのは華やかで活気に満ちた

ミュージカル映画とアクション映画であり、最も観客を集めた映画は、ハリウッド映画の『ロビンフッドの冒

険』 （1938年／マイケル・カーティス）と『木蘭従軍』（1939年／卜万蒼）であった。人気のあった俳優は『ロビ

ンフッドの冒険』のアクションスター、エロール・フリンと『オーケストラの少女』のディアナ・ダービンであっ

た15。

1943年１月に英米に対し宣戦布告し、ハリウッド映画の上映が禁止されるようになると、一般観客の嗜好は、

感情的にカタルシスを得られるような悲喜劇に傾いていた。例えば、周仏海系の新聞『中報』では、1944年のヒッ

ト映画『秋海棠』（1943年／馬徐維邦）についての評論で客は女性と店員が大多数を占めていたと報じ、鴛鴦胡蝶

派の恋愛悲劇、悲劇、喜劇、真面目で厳格な内容の脚本の順で人気があった16としている。また、同時期に上映

されていた『教師万歳』（1944年／桑弧）と『龍虎大偵探』（1944年／韓蘭根）を比較し、貧しい教師が子供のた

めに奮闘する『教師万歳』が一番館の大光明大戯院で７割の観客数だったのにかかわらず、低俗なドタバタ喜劇

だと評論家からは酷評されていた『龍虎大偵探』が、連日満席であった17と報じている。

　表２　馬淵逸雄における中国人の思想傾向分析　

社 会 層 思 想 傾 向 思 想 分 析 内 容

1 軍人 右派あり、左派あり
上層部には逸材あり。しかし社会に対する影響力
は局部的である。

2 政治家 右派あり、左派あり

3 学者 右派あり、左派あり

4 青年 多くは左派

5 労働者
大半は思想傾向なし。
知識ある者は左派

知識のある者は、多く左派に傾く。

6 農民（全人口の９割） 中間
過去の強力なる伝統により、７に従って動く。

7 地域エリート 右派

8 商人 顕著な傾向はなし
色彩あるものは右派。主動的色彩はなく、分布は
全般的。

典拠：馬淵逸雄『日本の方向』により作成
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Ⅱ　南京国民政府における映画産業政策と国策映画会社について

本章では、南京国民政府が国策映画会社を公的にどう位置づけたか、会社の財源（資本金等）にどう関与した

のかの２点について分析する。

まず、位置づけであるが、南京国民政府が維新政府から政権を引き継いだ際、中影は日中合弁会社の一つとし

て外交における日中交渉の俎上に上った。南京国民政府は工商、農鉱、交通、鉄道の４部から成る対外交渉四部

連合会議を経て、1940年６月11日の行政院会議で中影を含む17社について、関係各部の分担で調整計画を制定

することにし18、1940年12月24日に行政院で「中華電影公司調整要綱」が決定された19。この要綱で商工部と宣

伝部が主管する形から、宣伝部のみが主管し監督指導をする形に変更された（商工部の監督指導は会社法の範囲

内）20のも、国策会社としての位置付けの強化と考えられる。要綱では、経済的特権として、⑴中国映画の国内

外への配給権の独占及び外国映画の配給できること、⑵政府に対し補助金を請求しうること、⑶宣伝映画、文化

映画並びに教育映画（娯楽映画は対象外である）の製作に供する機器類並びに原料に対し、免税を申請しうるこ

と、が定められた。これらの特権のうち補助金については、1941年度から10万円の補助金を交付され21、宣伝映

画製作用の機器等への免税措置については、撮影所整備や技術者養成所へと結実する。こうした経済的特権につ

いては、華影についてもほぼ同様に「中国電影事業統籌辧法要綱」において定められた。

次に、資本金における関与であるが、南京国民政府は直接株主として中影（資本金100万元のうち51％）及び

華影（設立時資本金5,000万元のうち15.3％）に出資している22。当時、戦時下における急激なインフレが進行中

で単純な額の比較はできないが、南京国民政府の出資額は中影の51万元から華影の765万元に増加している。中

影・中聯から華影へと統合される過程での大きな変化は、中聯（設立当初資本金：300万元、出資者：中影、新

華影片公司、芸華影片公司、国華影片公司）・華影は民間からの投資も受け付け、株式投資の対象として民間資

金が流入していたという点である。インフレ下においては現金よりも株式で資産保有することが選好され、また

政府資金が投入されているということで、民間投資家にとって安心感の高い投資方法であったであろう。実際、

戦時下における物資の統制と原料の欠乏によって、上海全市の中国資本の工場は1943年には約２／３が倒産し、

1945年には生産を事実上停止した23。とはいえ、華影の株価は安定していたわけではなく、設立直後に映画テー

マパーク建設構想を発表し増資を募りその株価は高騰したものの、その後三分の一の価格に急落し、「株価の動

きが激しい」と投資筋から評された24。

こうして、政府出資の国策映画会社としてスタートした中影・華影であるが、南京国民政府が1943年２月13日

に公布した「戦時経済政策綱領」に基づく戦時経済統制下においては、生産増強や軍需産業優先のため、他の娯

楽産業と同様に痛手を受けた。例えば、上海での電力供給は同年２月26日から統一制になり、華影においても一

日の上映回数を３回から２回に減らすよう制限され、初の中日合作映画『狼火は上海に揚る」（1944年／稲垣浩・

岳楓・胡心霊）は東京・上海・南京における同時公開を実施するとの鳴り物入りであったが、首都南京における

公開は停電のために５日間実施できなかった25。その後、インフレの高騰や業績の悪化から、1944年度末に最も

設備に優れた撮影所を３億元で売却するなどして、配当金を出している26。

表３　国策映画会社の資本金額、増資経過及び配当について

区分 中　　影 中　　聯 華　　影

設 立 時
資本金額

100万元（1940年12月25日改
組時）。
（内訳）
・南京国民政府51％
・満映25％
・日本側映画関係各社24％

300万元（1942年４月10日）
中影、新華、芸華、国華

5,000万元（1943年５月）
（内訳）
・中国側60％（南京国民政府15.3％、
民間44.7％）
・満映14.5％
・映画配給社14.2％
・現地日本側出資11.3％

増　　資 1,500万元（1942年９月） 1,250万元（1942年９月） 7,500万元（1943年９月）

配 当 例 1941年３月期決算：
配当金29,400元

1943年決算：
配当金12,500,000元

･1944年３月決算： 3,334,000元
･1945年３月決算：19,650,000元
　　　　　　　　（26.2元／一株）

典拠：『映画旬報』、『汪偽政府行政院會議録』、上海档案館資料により作成
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この他にも、税金面での優遇措置は、前述のように宣伝映画と巡回放映用の原材料について関税の免除を申請

できると定められたのみで、国税としては営利事業所税・原料輸入における関税等、地方税としては娯楽捐・娯楽

税が賦課された。また、租界における興行については、租界当局による徴税も行われていた。華影は共同租界工部

局や上海特別市に対し、当社は「映画による民衆教育啓蒙、或いは時局宣伝の重要性に鑑み」、「重大なる使命を帯

びて国策会社として新たなる発足」したもので、「他の市民教育に非ざるごときものに対する娯楽税に比し重率」

であるとして娯楽税の引き下げを願い出ているが、上海特別市から「申し出には添いがたい」と却下された26。

なお、ここで特筆したいのは、映画興行という性格上、収入が現金の形で日々入ってくることである。華影の

設立に際し日本側が最後まで難色を示していたのは、軍報道部の委託を受け華南において映画館10ヶ所を経営し

ている会社を華影に統合するかという点であった27。

Ⅲ　文化政策

宣伝部は、宣伝方策を立案計画し、内外に国策を宣伝する行政機関で、一切の宣伝手段とその指導監督権を有

していた。南京国民政府の主要メンバーである汪精衛、陳公博、周仏海及び林柏生は新聞メディアによる宣伝活

動に従事した経験を持っており、宣伝活動を重視していた。そのため、政権樹立後すぐに宣伝組織の整備に着手

した。すなわち宣伝部と社会部を党中央の一組織から格上げし、文化政策を教育庁が１庁で分掌する形から、宣

伝部を中心に教育庁と社会部が分掌する形式に改め、宣伝部は国民に政策・主義を周知・理解させる任務を、社

会部は民衆を訓練する任務を担うことになった28。この章では、文化政策の基本方針、宣伝部の組織を整理した

うえで、映画検閲の実態を分析する。

一　文化政策の基本方針と宣伝部組織について

南京国民政府の定めた総動員体制を発動させるための文化政策の基本方針は、1941年12月に決定された「新国

民運動」と、1943年６月10日に公布した「戦時文化宣伝製作基本綱要（以下「基本綱要」という）」である。前者は、

東亜防衛と三民主義の実現のため、国民に滅私奉公、善行と節約を説き、総力戦を戦い抜くための道徳、規律、

公共性の涵養を目指したものである。後者は、大東亜戦争を遂行するという前提の下で 七つの方針を定めてい

る。すなわち⑴東亜の理想を実現するため、国家集団主義を提唱すること、⑵英米の個人自由主義を排すること、

⑶共産主義を排すること、⑷勤勉、積極、向上的、自粛的な人生観を養うこと、⑸全体主義的文化、固有文化を

復興し外来文化を吸収すること、⑹科学教育の普及、⑺文化事業に関する人材の集中化、である。

　次に宣伝部の組織であるが、部長の下に５つの司・局、すなわち総務司、宣伝指導司、宣伝事業司、特種宣伝

司、国際宣伝局を設けていた。1940年３月の設立当時、林柏生部長、胡蘭生政務次長、孔憲鏗常務次長の布陣で

スタートした。政権内では「国民党系と非国民党系の対立が激しかったと伝えられている」30が、宣伝部内でも

同様で31、維新政府で文化面に関する対日交渉にあたった孔憲鏗も、同年８月に職を退いた。その後、1944年12

月に林が安徽省省長に転じてからは、趙尊嶽が部長に就任した。著名な法学者で宣伝事業司司長などを歴任した

楊鴻烈によれば、林柏生は宣伝部の主要ポストを広東閥で固め、重要事項は嶺南大学の同窓生と腹心との間で庁

舎ではなく公館で決めていた32。

映画に関しては、特種宣伝司（司長：韋乃綸）の電影戯劇科（科長：陳聴彝）が分掌し、宣伝部組織法により「国

営電影戯劇に関すること」、「一般電影戯劇歌曲の検査及び改善に関すること」、「放送、電影、戯劇事業及びその

従業員の連絡及び補助に関する事項」を分掌した。具体的には、主に映画検閲をする電影検査委員会の実施と中

影の指導である。中影は中国広播事業建設委員会と同様に、宣伝部の監督を直接受ける事業として位置づけられ、

宣伝部官僚が直接会社内で執行役や管理職として指揮管理した。前述の基本綱要では映画については、政府の関

係機関が厳格な審査を行うことによって、国策に違反する文言を削除するような消極的な介入だけではなく、国

策に符合するよう積極的に指導すると定めている。しかしながら、結果的に南京国民政府が５年間の文化政策の

成果として発表しているのは、大東亜文学者会議等の文化会議の実施、全国宣伝会議の実施、中日文化交流、文

化事業の接収等で33、総括して言うならば、新国民運動をはじめとする南京国民政府下の民衆動員運動は一過性

の運動、政治情報宣伝活動にほぼ限られ、総動員体制の確立には程遠い結果に終わっている34。
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二　映画検閲について

１　南京国民政府における映画検閲について

南京国民政府における映画検閲は、基本的に製作後に宣伝部電影検査委員会によって行われる事後検閲であ

る35。華北における検閲制度と比較すると、警察部門（治安維持）から宣伝部門を中心とする制度に移行させ

たことが特徴である。南京国民政府は、1940年３月に遷都後、11月までの約８カ月のうちに映画検閲制度を調

えた36。まず、５月に宣伝部、教育部、内政部、社会部、警政部の５部所管であった電影検査権を宣伝部の専管

事項とし37、６月31日に内政部所管の在上海の電影検査所を引き継いだ。その後、法規定の整備も行い、11月５

日に南京に電影検査委員会を設置し、実務的には上海に別途設置した駐滬弁事処が司ることになった。制度成立

直後に治安維持を目的とする検閲の実施が警察サイドから主張され、上海特別市警察局が別途「検閲電影戯劇唱

片規則」を定め映画検閲を実施しようとしたが、内政部の調整により、宣伝部の電影検査会により実施されるこ

ととなった38。

さて、上海における映画検閲は、宣伝部電影検査委員会駐滬弁事処と租界当局の２本立てで、租界で興行する

映画は宣伝部の他に工部局及び公董局の共同検閲を受ける必要があった。宣伝部電影検査委員会駐滬弁事処にお

いては、宣伝部と支那派遣軍報道部、憲兵隊の共同で実施されていた。軍報道部職員として実際に検閲業務に従

事していた辻久一は、東京で新進映画評論家として活躍していた経歴の持ち主であるが、日本側スタッフは辻を

除いて映画関係者がおらず、規定の設定をはじめ、検閲の実質的な決定権は辻が握っていたこと、日本映画につ

いては「中国人を侮辱し憎悪するような描写」は不許可にしたことを述べている39。

映画検閲の法的根拠は、1940年11月25日に修正公布された「電影検査法」及び同年12月12日に施行された「電

影検査法施行規則」である。これらは、国民党の正当な後継政権であるとの主張から、1930年に公布施行された

電影検査法の「修正」という法的手続きを踏んでいる。検閲基準を定めた同法第２条は上映許可を与えることは

できないものとして、⑴中華民族の尊厳を損なうもの、⑵三民主義及び現行国策に違反したるもの、⑶善良風俗

或いは公共秩序を危害するもの、と定めている。修正前の電影検査法と比べると、まず「三民主義に違反したる

もの」が「三民主義及び現行国策に違反したるもの」に修正された。宣伝部の修正法案説明によれば、「国策に

違反」という文言を入れたのはそのほうが包括的であるからである。次に「迷信邪説を提唱するもの」という条

項が削除されたが、これにより今まで禁止されていたに怪奇作品が公式に認められ、上映禁止になっていた女性

武侠映画『火焼紅蓮寺』シリーズが三番館で人気を博したり40、馬徐維邦のように怪奇映画を得意とする監督に

活躍の機会を与えられた。その他、新たに「共産主義を宣伝するもの」「過度に恐怖的で残酷であるもの」という

項目も提案されたが、立法の過程で削除された41。

南京国民政府の実施した検閲結果の詳細を表４に掲げる。1941年は1,628本中４本、1942年は1,928本中１本の

上映禁止処分を受けたのみである42。具体的には、1941年は、中影の文化映画で鉄道建設を描いた『淮南北線建

設記録』、『無双女侠』『潘巧雲』他の４本、1942年は『情潮』（理由：猥褻）の１本のみである43。1941年に一定の

修正・削除をした上で公開を許可された映画は、『天涯歌女』（1940年／呉村）等19本で、削除箇所は『天涯歌女』

では、周璇が歌う挿入歌「街頭月」の「白山黒水（東北地区の別称）よ、いたずらに痛む気持を歌いつくせない」

の部分、『さまよえる子羊』（1936年／蔡楚生）の戸籍簿・愛国論・中国全土がアップになる場面、『家』のなかの「私

表４　電影検査委員会における検閲実績

 （単位：本）

検閲件数 上映禁止 上映許可 上 映 許 可 件 数 (b) の 内 訳

処分件数 件数 日本 中国 外国

（a+b) (a) (b) 劇 文化 ニュース 予告 劇 文化 ニュース 予告 劇 文化 その他

1941 1,628 4 1,624 239 78 378 0 356 296 156 0 81 40 0

1942 1,928 1 1,927 154 144 252 1 251 27 651 57 135 139 116

1943 284 0 284 69 33 51 0 46 9 53 0 17 6 0

1944 214 0 214 60 34 20 0 32 19 42 0 7 0 0

典拠：『映画年鑑昭和17年版』『映画年鑑昭和18年版』、『華影周報』により作成。
注：1943年については６月～11月、1944年については２～７月の数字である。
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たちは他の誰かの支配を受けていて、……凄惨で悲痛に満ちた生活を送っている」というセリフ、『蕩婦』（1941

年／李瑛）の中の入浴シーン等である44。

２　華北・満洲国における上海映画の検閲について

上海映画は、南京国民政府の検閲を受けたうえで中影や華影を通して華北及び満洲国に配給されたが、華北政

務委員会及び満洲国からはその内容が危険視されており、実際に興行するにはさらに検閲を受ける必要があっ

た。

1938年に制定された北京地方維持会における検閲基準によれば、上海映画は「神怪、恋愛及び上海の悪俗な風

俗描写以外にも、民族的に悪感情を惹起させるものであり」、中国映画専門の小規模映画館の主たる観客である

「中下層の女性、児童及び労働者」を誘導するもので注意を払わなければならず、特に新作映画については「厳

格な検査を経て合格後に初めて興行できる」としている45。　　　

こうした上海映画を危険視する傾向は、満州国においても同様で、国務院総務庁弘報処検閲班の検閲官は、上

海映画は「我国情に適せぬ悪質のものであり危険物である」とし、その理由を以下のように説明している。まず、

「支那では反帝、農村、失業、家庭、倫理、婦人、労働、政治、法律等の諸問題は相当深刻」で、こうしたものをテー

マに選んだ上海映画は「従来のものが悪かったことを民衆に知らせて反感を募らせ之を革命達成の原動力にしよ

う」としており、特に時代劇映画が「史実に取材して抗戦を寓意煽動するもの」であること、次に、上海は魔都

と呼ばれるように犯罪が横行し道徳が退廃しており、風俗・公安・教育の観点からも注意が必要であること、３

点目に共産党の工作が活発でその影響も軽視できないことを挙げている46。

おわりに

日本占領下における上海の映画会社は、中影、中聯を経て華影へと統合された。本稿では、この過程における

南京国民政府の映画産業政策、文化政策的な側面について整理、分析をしてきた。前者については、中影が日

中交渉の議題として取り上げられ、会社の運営方針が決定されたこと、資本金における南京国民政府の出資率が

51％を占める政府主導型の状態（中影）から、民間資金を導入する形（華影）に変化したこと、南京国民政府が

戦時経済統制の中で軍需産業を優先し、華影も撮影所を売却するなどして配当金を確保していたことを明らかに

した。後者については、国民総動員体制における文化面の指針である「基本綱要」を定めたものの、映画を含め

て一過性の運動として頓挫したこと、映画検閲における上映禁止処分を受ける映画は少なかったこと、しかも検

閲後の上海映画は華北・満州国においては危険視され、再検閲を受けていたことを明らかにした。

日本占領下の映画統制については、上海における統制と満映・朝映における統制の比較など取り組むべき課題

が残されている。今後は、こうしたことにも焦点を当てて、継続的に研究していきたい。
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