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 1. 中国中央テレビ新影制作センター

1972年 9月 29日に日本と中国の国交が正
常化してから，今年で35周年を迎える。しか
し，2005年に中国で起きた激しい反日デモに
象徴されるように，中国人の対日イメージは悪
化しており，2005年に実施された調査によれ
ば，日本を「嫌い」と答えた中国人は64% にも
上っている 3）。こうした事態はどうすれば打開
することができるか。それを知るためには，中
国人の対日イメージがどのように形成されてき
たのかを明らかにする必要がある。中国人は
国交正常化以前にどのような対日イメージを抱
き，それがその後，メディアが伝える情報な
どによってどのように変容してきたのだろうか。

中国中央テレビ新影制作センターのアーカ
イブスは，1972年の国交正常化以前の中国
人の対日イメージを探る上で重要な手がかり
を提供してくれる。中国において記録映画
は，1949年に中華人民共和国が成立してから
1980年代まで，当局が政策を宣伝する主要な
メディアと位置づけられ，国民に対して大きな
影響力を持っていた。そうした役割はテレビ
の視聴者数が国民の半数を超える1980年代
後半 4）まで維持された。

中国共産党が記録映画の宣伝効果に注目
し，独自に撮影に取り組み始めるのは，延安
時代の1938年のことである。八路軍総政治

  はじめに

2006年 6月に総務大臣の私的懇談会「通信・
放送の在り方に関する懇談会」が「NHKの番
組アーカイブをブロードバンド上において有料
で利用可能とすべきである」1）と提言し，2007
年 1月に NHK が，見逃した番組やアーカイブ
ス番組をインターネットで配信する新しいサー
ビス「NHK アーカイブス・オンデマンド」の実
施に向けて準備に入ることを明らかにして以
来，映像アーカイブスが注目を集めている。

筆者は2007年 2月に中国の映像アーカイブ
スの最新事情を調査し，その結果を手がか
りに，映像アーカイブスのあり方を考察した。
そして，日本ではインターネットを通じた有料
配信といったことばかりが注目されているが，
映像アーカイブスには本来，研究者や制作者
に広く公開され，映像文化や放送文化の向上
に寄与するという役割が期待されていることを
述べた 2）。

映像アーカイブスを利用してどのような研究
を進めることができるのか。前回調査した映
像アーカイブスの一つ，中国中央テレビ新影
制作センター（旧中国中央新聞紀録電影制片
廠）が保管する記録映画（中国ではニュース
映画と合わせて新聞紀録映画と呼ばれてい
る）を題材に，映像アーカイブスを利用した
研究の可能性を摸索してみたい。

中国人の対日イメージの原点を探る
～中国記録映画（1949～72年）が伝えた日本～
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部電影団（通称，延安電影団）が成立し，延
安での八路軍の活動，南泥湾の開墾，中国共
産党第七次代表大会の模様などを撮影した。
しかし，本格的に撮影・制作を始めるのは，
1945年に中国共産党が満州映画協会（満映）
の人員と機材を接収し，東北電影公司（翌年
に東北電影制片廠と改名）を設立してからの
ことである。東北電影は国共内戦の中で，「民
主東北」に代表される数多くの記録映画を制
作した。1949年の新中国建国と相前後して，
国民党支配下にあった各地の映画制作所が
接収され，北京には北平電影制片廠（後に北
京電影制片廠と改名），上海には上海電影制
片廠などが誕生した。その後しばらくは，北
京電影制片廠が記録映画の制作拠点となった
が，1953年になると記録映画の宣伝効果を重
視する政府によって，記録映画とニュース映画
を専門的に制作する中国中央新聞紀録電影制
片廠（略称，新影）が設立された。新影は国
務院の文化部（省）の管轄化にある映画制作
所であるが，中国共産党中央宣伝部とは，そ
の指導を受ける関係にあった。新影は創立以
来，約 3,000本の記録映画と，約 1万 5,000
本のニュース映画を制作した5）。

しかし1990年代に入るとテレビの影響力の
拡大とともに，国が一元的に管理していた記
録映画・ニュース映画の制作・配給体制が崩
れ，新影は1993年に中国中央テレビの傘下に
入り，新影制作センターとなった。

記録映画が中国で大きな影響力を誇った
1950年代から70年代にかけて，中国政府は
全ての人々がもれなく記録映画を視聴するシス
テムを全国に築いていた。都市部においては
映画館のほか，職場（単位）や地域の集会場
や講堂などで頻繁に映画の上映会が行われ，

人々は半ば強制的に参加させられていたし，
農村部においても影写技師が各地を巡回し，
野外にスクリーンを張って上映会が行われてい
た。1950年代から70年代の中国では映画観
賞が最大の娯楽であり，劇映画の上映の前に
は必ず記録映画が上映されていた。農村部で
の野外での映画上映会には地域の住民のほと
んどが参加していたし，劇映画ほどではない
にしても，記録映画の上映も人々はそれなりに
楽しんでいたという6）。

識字率が低く，「人民日報」などの新聞とはほ
とんど縁がなかった多くの中国人にとって，記
録映画が伝える情報がほとんど唯一の日本情報
であり，当時の中国人の対日イメージの形成に
大きな影響を及ぼしていた。もちろんこの時代，
1945年に終わった戦争における日本軍の侵略・
残虐行為の記憶はまだ生 し々く，親兄弟を日本
兵に殺された人々が周囲には大勢存在してい
た。そのことがこの時代の中国人の対日イメー
ジの形成に与えた影響は十分に考慮されなけれ
ばならない。しかし，当局の政策を宣伝する主
要なメディアと位置づけられていた記録映画が
伝える映像と情報が，この時代の中国人の対日
イメージの形成に与えた影響は絶大だった。

中国中央テレビ新影制作センターのアーカイ
ブスが保管する1972年までの日本関連の記録
映画 16本を分析することで，国交正常化以前
の中国人が抱いていた対日イメージがどのよう
なものであったかを考察する。

 2. 「日本人民」は「中国人民」の友
      ～日本人居留民の帰国問題～

（1）日本人居留民の帰国交渉

中国中央テレビ新影制作センターのアーカイ
ブスが保管する1949年以降の記録映画の中
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で，最初に登場する日本関連の作品は，1953
年の日本人居留民の帰国問題を取り上げた記
録映画である。

第二次大戦終結後，技術者・軍人・医者・
教員など専門性を持った多くの日本人が中国に
留まり，工場・人民解放軍・病院・学校など様々
な職場で働いており，その総数は約 3万 5,000
人に達していた。そうした日本人居留民の帰
国問題を話し合うため，日本赤十字社，日本
平和連絡委員会，日中友好協会の三団体から
なる代表団が，1953年 2月から3月にかけて
中国を訪問した。

その模様は，北京電影によって撮影され，「

（日本平和連絡委員会などの団
体の代表が毛沢東主席と宋慶齢副主席に贈
物をささげた）」（1953年 3月 全 1巻）と，「

（中国赤十字会代表団と日本代表団が
日本人居留民帰国のための協力と援助につい
て相談した）」（1953年 3月 全 1巻）という2
本の記録映画が制作された。
記録映画①

「
」は，1953年 2月 22日，

北京で日本平和連絡委員会，日本赤十字社，
日中友好協会などの諸代表が，中国人民世界
平和保衛委員会，中国赤十字会，中日友好協

会などの団体と贈物を交換するとともに，中国
の毛沢東主席，宋慶齢副主席に贈物を送り，「中
国人民」に対する「日本人民」のよしみと敬意を
表したことを紹介している。

双方の代表は満面に笑みをたたえ，力強く
握手をして友好ムードを盛り上げている。中
国人民世界平和保衛委員会の劉念智秘書長
は，「中国と日本の両国人民がお互いの贈物を
交わすことは，アジアと世界の平和を守る両
国人民の意志をあらわすものであり，アジア人
を使ってアジア人と戦わすアイゼンハワーの陰
謀に致命的な打撃を与えるもの」と述べ，中国
世界平和保衛委員会の郭沫若主席は，「中国
人民は日本人民に友愛の手を差し伸べ，共に
平和を守るために努力して行きたい」と述べた。
毛主席と宋副主席への贈物は，平和保衛委員
会の陳叔通副主席が代理で受け取った。

この映画で強調されているのは「中国人民」
と「日本人民」の友好であり，朝鮮戦争の最中
であるということもあり，敵対するアメリカに
対抗して，「両国人民」が手を携えてアジアと
世界の平和を守ろうと呼びかけている。
記録映画②

「
」は，1953年の2月から3月

にかけて北京で行われた，中国赤十字会と日
本赤十字社・日本平和連絡委員会・日中友好
協会による，日本人居留民の帰国問題につい

写真1 写真 2
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ての会談の模様を紹介した記録映画である。
3月 5日に中国赤十字代表団の首席代表の

廖承志氏が，「在留日本人の帰国問題と支援
に関する声明」について説明。検討の後，中
日両国代表は声明を採択し，中国代表団の首
席代表の廖承志氏，日本代表団団長の島津
忠承氏らが署名した。調印の後，島津忠承
氏が挨拶して中国側の協力に感謝の意を伝え
るとともに，中国赤十字会を日本に招待した。
続いて挨拶した廖承志氏は，「日本人が帰国
後，中国で生活し，仕事をしていたことによっ
て，日本政府から差別され，迫害されること
がないよう希望する」と述べ，戦時中に労働
力として日本に連行され，引き続き日本に滞
在している中国人の帰国への協力を求めた。
日本側の副団長の高良とみ氏は中国人の帰国
へ協力したいという態度を表明し，もう一人
の副代表の平野義太郎氏は，戦争中に命を
落とした中国人の軍人・民間人の遺骨を返還
することにも協力したいと申し出た。これに対
し廖承志氏は謝意を述べるとともに，三つの
団体が中国人民と，平和を愛する日本人民の
友好を強め，共同の平和事業の中でさらに大
きな成果を得るよう希望した。

（2）日本人居留民の帰国

帰国交渉の合意に基づいて，帰国を希望す
る日本人居留民の第一次帰国団およそ3,000
人が，1953年の3月 21日に上海と天津から帰
国。第二次帰国団およそ2,000人も，1953年
4月に秦皇島から帰国した。その模様は，「

（帰国
を希望する日本人居留民の第一陣が我国を離
れ日本へ帰った）」（1953年 4月 全 1巻），「

（帰国

を希望する日本人居留民の第二陣が我国を離
れ日本に帰った）」1953年 5月 全 1巻）という
2本に記録映画にまとめられ公開された。
記録映画③

「 」
は，3月 21日に上海と天津から帰国した日本
人居留民の中国での最後の日 と々，乗船と出
港の様子を紹介した記録映画である。

この映画で強調されているのは，帰国を待
つ日本人居留民たちを，中国赤十字会が手厚
くもてなしたこと，それに日本人たちが大変感
謝しているという点である。

映画では，上海で開かれた歓送会で日本人
たちが演劇や雑技を楽しんだこと，日本人た
ちが上海滞在中に生活面で優遇され，十分な
食事を与えられ，子どもたちは中央公園で遊
ぶことができたことなどが紹介されている。上
海からは1,959人の日本人が高砂丸で日本に向
かった。天津でも日本人居留民たちは中国赤
十字会の手厚いもてなしを受け，日本人たちは
中国政府への感謝の手紙を書いたことが紹介
されている。天津港からは969人が白山丸で
帰国した。
記録映画④

「 」
は，中国の東北地方（旧満州）の各地から瀋陽
に集まり，秦皇島から帰国した約 2,000人の日
本人居留民の中国での最後の日 と々，乗船・

写真 3
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出国の模様を紹介した記録映画である。
この映画で強調されているのも，中国政府

の日本人居留民に対する優遇政策と，それに
感謝する日本人の姿である。

瀋陽市では帰国する日本人の歓送会が開か
れ，中国人民世界平和保衛委員会瀋陽分会
の代表などが挨拶。日本人代表は，中国人民
と毛主席の彼らに対する支援と思いやりに感
謝し，毛主席に旗を贈った。その後の交流会
では瀋陽市の子どもたちが合唱し，日本人の
少女が和服で踊りを披露したり，日本人の女
性たちがロシア民謡の踊りを披露したりして楽
しんでいる。翌日，帰国する日本人たちはバ
スで瀋陽市招待所を出発，瀋陽北駅から列
車で秦皇島へ向かった。駅では中国赤十字
会駐瀋陽代表らが見送った。帰国する日本人
たちは秦皇島滞在中，熱烈なもてなしと生活
上の優遇を受けた。彼らは秦皇島の港湾労
働者と綱引きやバレーボールなどの親善試合
を行った。秦皇島招待所で歓送会が開かれ，
招待所所長や秦皇島市工会（労働組合）主席
などが挨拶。帰国日本人の代表，日本平和連
絡委員会の代表らが挨拶した。日本人から中
国側に記念の絵画が贈られた。翌日，港へ向
かう日本人たちを，招待所の関係者や春休み
中の秦皇島市の学校の生徒たちが見送った。
そして4月 11日，1,968人の在留日本人が興
安丸で帰国したというものである。日本人居

留民の帰国はその後も21次にわたって継続さ
れ，約 3万 5,000人が帰国した。

1953年の日本人居留民の帰国問題に関す
る一連の記録映画で強調されているのは，問
題解決のために訪中した日本の民間団体の
友好的な姿であり，帰国を前にして中国側に
手厚くもてなされ，感謝する日本人居留民の
姿である。新中国建国間もない1950年 1月，
中国共産党の機関紙「人民日報」は「日本帝
国主義はかつても現在も中国人民の敵である
が，日本人民は中国人民の友である」という
内容の社説を載せ 7），「日本帝国主義と日本
人民は区別して捉えなければならない」と中
国の人々に呼びかけた。日本人居留民の帰国
問題に関する一連の記録映画が制作された
1953年には，サンフランシスコ講和条約の調
印（1951年），日華平和条約の調印（1952年）
などを通じて中国政府は，「日本政府は中国
を敵視する政策をとっている」と見ていた。映
画からは，まず「日本人民」との友好関係を
促進し，「日本人民」と連帯して，アメリカと
それに追従する日本政府に対抗していこうと
する，中国政府の意図を見ることができる。
そのためには，長い戦争で中国の人々の間に
定着していた日本人に対する憎悪や反感を和
らげ，「日本人民」と連帯することの重要性を
理解させる必要があった。日本人居留民は中
国の人々にとって最も身近な「日本人民」であ
り，日本人居留民に対する優遇政策は，中
国政府が「日本人民」との友好関係を重視し
ていることを中国の人々に理解させ，優遇政
策に感謝する日本人居留民の姿は，「日本人
民」が友好的な人々であることを中国の人々に
印象づけた。また，映画からは，日本人居
留民を手厚くもてなすことで，彼らが帰国後に

写真 4
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日中友好を促進する種になってほしいとの中
国政府の期待も伝わってくる。

 3. 中日両国関係の正常化を促す
     ～文化交流と「日本人戦犯」問題～

（1）日本歌舞伎団の中国訪問

1950年代も後半になると，中国記録映画の
日本に関する作品では，「日本人民との友好」
に加えて，「中日両国関係の正常化」というテー
マが登場する。このテーマに最初に言及した
記録映画は，「 （日本
歌舞伎団の中国訪問）」（1955年 7月 全 2巻）
である。
記録映画⑤

「 」は，1955年の秋
に中国人民対外文化協会の招きで中国を訪問
した，松尾国三を団長，市川猿之助を座長と
する日本の歌舞伎団の，北京，上海，広州な
どでの公演の模様を紹介した作品である。

映画は北京空港に到着した歌舞伎団を，対
外文化協会副会長の楊翰笙，劇作家の田漢，
京劇俳優の梅蘭芳などが出迎えるところから始
まる。空港での挨拶で楊翰笙は，「日本の歌舞
伎団が中国を訪問し，来年中国の京劇団が日
本を訪問することは，両国人民の友好団結と，
両国関係の正常化に貢献するでしょう」と，「両
国関係の正常化」という問題に言及した。対外
友好文化協会が催した宴会の映像には，「両国

の芸術交流のために，両国人民の友情のため
に，アジアの平和のために乾杯」という，ステ
レオタイプのナレーションがつけられている。

公演の映像では，「双蝶道明寺」と「勧進帳」
のストーリーを分かりやすく紹介しているほか，

「花道」の演出効果などが説明されている。拍
手する観客の映像では，「歌舞伎団の公演は
中国の観客の心からの熱烈な喝采を受けた」と
述べ，公演の成功が強調されている。団員た
ちは公演の合間をぬって，北京京劇院，北京
電影制片廠，北京舞踏学校などを訪問。北京
電影制片廠では，京劇「洛神」を収録中の梅蘭
芳を訪問している。上海では上海少年宮と中
国福利会幼稚園，広州では果樹園を訪問した。

歌舞伎団が広州から列車で帰国するラスト
シーンには，「さようなら，友好訪問を終えた日
本の芸術家の皆さん。われわれは両国の文化
交流がますます多くなり，われわれ両国の人民
がますます頻繁に接触し，われわれ両国人民
の友情が更に深く，厚くなることを願って止ま
ない」というナレーションがつけられている。

この映画が制作される前年の1954年，日
本では吉田茂内閣にかわり鳩山一郎内閣が誕
生し，「中国との正常な関係を回復する用意が
ある」と述べた。これを受けて周恩来総理も
政治協商会議第二期全国委員会第一回総会
において，「わが国は日本と正常な関係をうち
たてたいと考えている」と指摘した 8）。

この映画は，中国政府が日本との関係の正
常化に向けて動き出していることを伝えるとと
もに，「両国人民」の友好の更なる発展を中国
の人々に呼びかけている。

（2）「日本人戦犯」の問題

こうした文化交流を紹介した記録映画とと
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もに，中国政府の「中日両国関係の正常化」
を促すという意図を見て取ることができるの
が，「日本人戦犯」を取り上げた一連の記録映
画である。1955年当時，中国には1,000人を
超える日本人が「戦犯」として抑留されていた。
その多くは中国東北部（旧満州）から，ソ連
軍によってシベリアに連行され，新中国建国
後に中国側に引き渡された人々である。彼ら
は関東軍の元軍人や満州国の官吏などで，遼
寧省の撫順にある戦犯管理所に収容されてい
た。また，山西省の太原の戦犯管理所には，
国民党軍（閻錫山軍）に加わって国共内戦を
戦った日本人が収容されていた。

1956年 6月，中国の最高人民検察院は
1,062人の「日本人戦犯」のうち，45人だけを
起訴し，残る1,017人については起訴免除と
し，釈放することを決定した。釈放された日
本人はまもなく興安丸で帰国の途につく。一
方，起訴された45人を裁く最高人民法廷の
特別軍事法廷は，1956年 6月から7月にかけ
て瀋陽で開かれ，7月19日に判決が下された。
45人全員が有罪となり，禁固 8年から20年
の刑が言い渡された。

この「日本人戦犯」については中国共産党中
央では，1955年 1月に「寛大に処理する」とい
う原則を打ち出しており，1956年 3月に周恩
来は政治協商会議第二期全国委員会第十九
回拡大会議で，「日本人戦犯に対しては総じ
て寛大な政策をとり，分けて釈放し，刑罰を
科さない。刑罰を科さなければならないのは
ごく少数で，もし態度がよければ減刑や釈放
を行う」という方針を公表した 9）。

中国政府は「日本人戦犯」に関して，戦犯
管理所での生活，特別軍事法廷，釈放され
た人々の帰国の模様などをつぶさに撮影し，

「 （日本人戦争犯罪分
子の釈放）」（1956年 7月 全 1巻）を制作し
公開した。さらに「 （人道的で寛
大な取り扱い）上集」（1956年 全 6巻），「

」（1956年 全 11巻）という2
本の長編記録映画 10）を制作している。
記録映画⑥

「 」では，全国人民
代表大会常務委員会の決定に基づき，最高
人民検察院は撫順と太原に抑留されていた

「日本人戦犯」で，罪状が比較的軽く罪を悔
い改めた者 335人に対して，起訴免除を宣告
して即刻釈放するという寛大な措置をとった
ことが紹介されている。

彼らは中国の人道主義的な待遇と感化教
育によって思想の上で大きく変化したとされて
いる。そして，「戦犯」たちに次のような起訴
免除の決定書が読み上げられた。「犯罪の内
容は当然罰せられるべきものだが，日本降伏
後十年の状況の変化と現在の境遇，近年来
の中日両国人民の友好関係の発展しているこ
と，戦犯が抑留期間に罪を悔い改めたことに
鑑み，中華人民共和国全国人民代表大会常
務委員会の『抑留されている日本の中国侵略
戦争犯罪分子に関する決定』に基づき，起訴
を免除し，即刻釈放する」。この映画の中で
は，「中国人民」の寛大さに感動し，自らの過
去の犯罪行為への後悔の念を強める「日本人
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戦犯」の姿が強調されている。釈放される「日
本人戦犯」の代表片岡一儀氏は，「われわれ
は重大な犯罪をおかした戦犯であり，本来当
然罰を受けるべきところ，このような寛大な措
置を受けた。今後は必ず戦争に反対して平和
を守り，日中友好に貢献します」という言葉と，
中村五郎氏の「私が参加した侵略戦争は，中
国人民に大きな災難をもたらしました。戦争
はまた，日本をアメリカの植民地に変えまし
た。私は抑留の六年間に中国人民から教育を
受け，悪夢から目覚めました。これからの半生，
中国人民への謝罪に努力します」という言葉
が紹介されている。映画はさらに，釈放され
た「日本人戦犯」たちが天津に集まり，抗日烈
士紀念館を訪れて罪を悔い，哀悼の意を表し
たことを取り上げている。「戦犯」を代表して
元陸軍兵長国友俊太郎氏は，「われわれは，
残酷で非人道的な侵略戦争が人類の歴史上，
再び出現することを決して容認しない。われ
われは断固として侵略戦争に反対し，平和の
持続と日中両国人民の団結のために戦います」
と述べている。映画の最後は，船上から涙な
がらに手を振り，歌を歌う「戦犯」たちの姿に，

「罪の後悔と感激から流れた涙は，あなたた
ちの両手を染めた罪悪を永遠に洗い落とす。
甦った人類の良心は，平和事業に貢献する力
となるようあなたたちを導く。この一筋につな
がった中日両国の航路上に，再び軍艦が引き
起こす戦争の波浪をたててはならない。この
平和な道を通って，中国人民の偉大な思いと
慈悲の寛待と，中国人民の日本人民に対する
同情と友好の心意をあなたたちの親類や同胞
に伝えてください」というナレーションをつけて
終わっている。

この映画で中国政府は中国の人々に，「日本

人戦犯」が人道的な取り扱いと教育によって悔
い改めたこと，帰国後彼らは「中国人民」と「日
本人民」の友好を促進する人間になることが
期待されるのであり，彼らの罪を許し，釈放・
帰国させることが中国政府の正しい政策であ
ることを伝えようとしている。
記録映画⑦

「 」は，遼寧省の撫順にあっ
た撫順戦犯管理所に収容された千人あまりの

「日本人戦犯」の管理所での生活の様子をつ
ぶさに紹介している。

そこでは，中国側が「日本人戦犯」に対して，
人道主義に基づいて寛大に取り扱っている様
子が強調されている。映画では，庭で体操を
したり，バスケットボールに興じたり，家族か
らの手紙を読んだり，囲碁・将棋などのゲーム
をしたり，絵を描いたり，楽器を演奏したり，
日本の映画を見たり，入浴したりする「日本人
戦犯」たちの日常生活の様子が映し出される。
管理所が戦犯たちの健康管理に力を注いだ様
子も紹介されている。医務室で体格検査や，
予防接種を受けている映像は，「管理所の医
務室は予防第一をモットーにしています。定期
的に戦犯宿舎の消毒をしたり，常に体格検査
をしたり，必要なときや季節が変わるたびに，
色々な予防接種をしています」と説明され，視
力検査や歯の検査の映像には，「眼鏡が必要
な者には眼鏡を作ってあげます。歯のない人に
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は入れ歯を作ってあげます」というナレーショ
ンがつけられている。「日本人戦犯」の世話を
する管理所のスタッフの映像は，「この管理所
で働いている職員，医師，看護婦の中には，
自分の父母や兄弟をここで殺された人もいま
す。しかし，この人たちは，今は寛大な精神
で日本人戦犯を取り扱い，人道的な尊い仕事
をしています」と説明されている。映画の中で
特に目をひくのが，「日本人戦犯」たちが食事を
している様子を撮影した映像である。中国の
食糧事情が厳しかった1950年代に，彼らは
魚料理をおかずに，白米を食べているのであ
る。映画には，こうした人道的な扱いを受け
る中で，「日本人戦犯」たち自らが犯した罪を
自覚し，悔い改めていったとされる様子が記
録されている。彼らは毛沢東やレーニンなどの
著作を読み，学習会と呼ばれる相互批判・自
己批判集会や，陳述書の作成などの感化教育
を通じて，思想的に大きく変わっていったとい
う。映画には，「戦争反対・平和擁護」の壁新
聞を作り，反戦集会で肩を組んで歌う「日本人
戦犯」の姿が映し出される。
記録映画⑧

「 」の冒頭では，自らが犯
した罪を自覚し，悔い改めたとされる「日本人
戦犯」たちが，鞍山製鉄所など，社会主義建
設が進む中国の各地を参観する様子，家族
との面会の様子が紹介されている。さらに，
1956年の6月から7月にかけて遼寧省の瀋陽
で開かれた特別軍事法廷の様子，起訴免除と
なった「戦犯」たちが日本に帰国する様子が紹
介されている。

1956年 6月 1日，「日本人戦犯」45人を被
告とする特別軍事法廷が瀋陽で開廷した。映
画で強調されているのは，中国が国際法を尊

重し，具体的な事実や証拠に基づき，「日本
人戦犯」を公正に裁いている姿である。検察
側はこの特別軍事法廷のために，2年の時間
を費やして中国各地で調査を実施し，証拠や
証人を準備した。被告たち全員に弁護人がつ
けられた。映画には，「日本人戦犯」45人の
証言と，証人となった中国人被害者たちが証
言する姿が詳細に記録されている。「戦犯」
たちは全員自らの罪を積極的に認め，中国人
の証人が自らや家族が被害にあった時の状
況を涙ながらに訴えると，慟哭したり土下座
したりして許しを請うている。1956年 7月 19
日，軍事特別法廷は判決を下し，45人全員
に禁固 8年から20年の有罪判決が言い渡さ
れた。映画では，軍事特別法廷で起訴免除
を言い渡された「日本人戦犯」が喜びのあまり
涙ぐむ姿，釈放された彼らが船で帰国する様
子も紹介されている。有罪となった「戦犯」た
ちも刑期を短縮されて次々に帰国，1964年に
は最後まで残っていた3人も帰国した。

この「 」という長編の記録映画で
強調されているのは，中国が「日本人戦犯」を
人道的に取り扱ったこと，「戦犯」の一部を国
際法に則って裁判にかけて裁いたこと，起訴
を免除された「戦犯」たちが中国の寛大さに感
謝していることなどである。そこからは，この
問題を友好的に解決することによって，「中日
両国関係の正常化」を促したいという中国政
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府の強い意図を読み取ることができる。
「 」は日本語版であることから，

日本で公開上映されることを期待して制作さ
れた記録映画である可能性が高い。中国政府
は「日本人戦犯」問題を取り上げたこの映画を
通じて，中国が道徳と法律を重んじる国家で
あること，「日本人戦犯」が中国で犯した罪を
罰するのに寛大な精神をもって処理したこと，
中国人のこの広い心を受け止めて日中友好を
促進してほしい，というメッセージを日本の人々
に伝えようとしたのだろう。周恩来は訪中した
国鉄の労働組合などの代表団に対して「日本
人戦犯」問題に言及し，「私たちはこの案件を
解決することで，不愉快な出来事に終止符を
うち，中日間の全面的な友好合作を押し進め
たい」「中国人民と中国政府はいつでも友好の
手を差し伸べているし，いつでも日本政府と
両国の外交関係を回復する問題について話し
合う用意がある」と述べた。さらに，45人を
裁判にかけ有罪にしたことについて，「40余人
は1,000余人に対して比例は小さい。私たち
はなぜ一部分の戦犯に刑を科したのか，それ
は中国人民に対してある結末をつける必要が
あったからです」と，それが中国の人々への配
慮であったと述べている11）。 
「 」は日本での公開を望む中国側

から日本赤十字社に贈られたが，日本で公開
上映されたことを確認する記録は残されてい
ない12）。中国では1966年に「 」の
フィルム素材を再編集し，「 （日
本人戦犯の改造）」（全 7巻）という長編の記
録映画が作られ，公開されている。

（3）中国人農民・劉連仁の帰国

1954年以降，日本を取り上げた記録映画は

「日本人民との友好」「中日両国関係の正常化」
を主なテーマとして制作されたが，1958年に
なると情況は若干変化し，日本軍国主義の犯
罪行為と，日本政府の対応を批判する映画が
制作された。それは，1957年 2月に岸信介内
閣が誕生し，台湾を訪問して蔣介石への支持
を表明するなど，徐々に中国を敵視していると
受け取られる外交政策をとっていたことと関係
があるだろう。

1958年 2月，戦時中に炭鉱から逃げ出した
中国人農民・劉連仁氏が，北海道石狩郡当
別町の山中で発見されるという事件が起こっ
た。劉連仁氏は1944年の9月に山東省高密
県の自宅から日本に連行され，北海道の炭鉱

（明治鉱業昭和鉱業所）で働かされていたが，
1945年の7月に逃亡，約 13年にわたって北
海道の山中を逃避行していたのである。劉連
仁氏は日本政府に強制連行の事実確認と謝
罪を求めたが，岸内閣はこれに応じなかった。
劉連仁氏は1958年 4月に中国に帰国，中国
の人々から大歓迎を受けた。

その時の模様は「 （劉連仁
が祖国に戻った）」（1958年 4月 全 1巻）とい
う記録映画にまとめられ公開された。
記録映画⑨

「 」は，1958年 4月 15日に
劉連仁氏が船で塘沽新港に帰国するところ
から始まる。
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港の埠頭は熱烈に歓迎する多くの人々で埋
め尽くされた。船上から手を振る劉連仁氏の
映像には，「祖国よ，私はあなたにお辞儀を
する。あなたは強大になった。私は本当に嬉
しい」という劉連仁氏の心情を代弁するナレー
ションがつけられている。上陸後，劉連仁氏
は妻と息子と涙の再会を果たした。天津市塘
沽区の各界の人々1,000人あまりが開いた歓迎
会で劉連仁氏は挨拶し，日本での14年間の
悲惨な生活について語った後，「日本の大衆

（老百姓）はとても良い人々で，私のために色々
と世話をしてくれ，大勢の人々が見舞いに来て
くれた。そしてわたしに『ごめんなさい』と言い，

『中国の人 と々友人になりたい』と言いました」
「しかし，私は日本政府には大きな不満を持っ
ています。日本政府は私に謝罪し，全ての損
害を補償すべきです」と述べたことが紹介され
ている。天津へ向かう劉連仁氏の車中の映像
にも，「祖国はこんなに大きく変わった。農村
では飢えはもう二度と襲ってこないし，悲惨な
生活はもう二度とない」，また車中から見た天
津の風景にも，「帝国主義者はもう二度とここ
に来ることはないし，勝手気ままに略奪や強
奪をはたらくことも出来ないのだ」というナレー
ションがつけられている。天津に着いた劉連
仁氏はホテルで記者の取材を受け，「日本の
ファシスト」の罪悪行為を全世界に伝えたいこ
と，1944年の秋に山東省高密県草泊村で農
作業をしていた時に「日本ファシズム」の軍隊
に拉致され，北海道の鉱山に送り込まれたこ
と，虐待に耐えかねて山奥に逃げ込み，日本
人の猟師に発見されるまで13年間も人間とは
言えない生活を送ったことなどを語ったとされ
ている。天津で劉連仁氏は多くの著名な医者
の診察を受け，精神性の不眠症，回虫，リュ

ウマチなど，8種類の病気にかかっていると診
断された。天津で劉連仁氏は様々な人々の慰
問を受け，贈り物を受け取ったほか，公園など，
訪れた先々で市民の歓迎を受けた。4月15日，
故郷の山東省へ帰る劉連仁氏と家族を，天津
市の各界の人々が駅で見送った。見送りのラス
トシーンは，「劉連仁が一日も早く健康を回復
することを祈っている。あなたがた全員が，平
和な労働の中で，永遠に円満で幸せな生活を
送るよう祈っている」というナレーションでしめ
くくられている。

この映画では，新中国建国後，初めて祖国
の土を踏んだ劉連仁氏の目を通じて，「祖国は
強大となり，農村にはもう飢えは襲ってこない
し，帝国主義ももう二度とこない」と，新旧社
会を対比して，新中国がいかに素晴らしいかを
強調している。さらに劉連仁氏の体験を通じて，
日本軍国主義の犯罪行為を告発し，謝罪も損
害の補償もしなかった日本政府を批判する一方
で，「日本人民」は良い人たちで劉連仁氏に謝
罪し世話をしてくれたことを強調し，日本軍国
主義，日本政府と「日本人民」は区別して捉え
なければならないことを中国の人々に理解させ
ようとしている。

 4. アメリカ帝国主義との戦いの最前線に立つ「日本人民」
     ～ 60 年安保闘争～

（1）伝えられた安保闘争

1960年には，日本で繰り広げられた日米安
全保障条約の改定に反対する運動を撮影した
映像が，「 （アジアの暴風）」（1960
年 6月 全 3巻）という記録映画によって中国
で紹介され，大きな反響を呼んだ。安保改定
阻止を掲げた労働組合員や学生たちのストラ
イキやデモ行進，デモ隊と機動隊や警官隊と
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の衝突，デモ隊の国会突入などの映像は，か
つての蔣介石・国民党政府下での弾圧と，そ
れに対する抵抗運動を想起させたこともあり，
中国の人々に大きな衝撃を与えた。
記録映画⑩

「 」は，日本における日米安全保
障条約の改定に反対する運動を中心に，アジ
ア各地で巻き起こった反米・反政府運動を紹
介した記録映画である。

映画では，米軍の基地となった日本で人民
がどのように悲惨な状況にあるかが，様々な
資料映像とニュース映像を使って説明される。
「アメリカ帝国主義は日本人民の土地を力

ずくで占領しただけでなく，新しい軍事基地
を建設した。アメリカと日本の反動派は，任
意に日本人民を殺害した。アメリカ兵が日本
人女性の坂井中を銃で殺し，日本人民の憤
激をかったが，日本とアメリカの政府の保護
の下，下手人は法の外に逃れてしまった。別
のアメリカ兵が日本の大学生宮村祥子を殺害
した。アメリカの軍隊は日本のいたるところ
で殺人や強姦などの悪事を働いたが，日本
人民はかえって，この野獣たちのために巨額
の占領軍費を負担しなければならなかった。
多くの労働者が失業し，頼るところを失い，
帰る家を失った。農村は破産し，農民は故
郷を離れて流浪した。日本人民の生活は，
深い水と熱い火の苦痛の中にあった」。

1949年以降の中国の多くの記録映画や劇
映画では，新旧社会を対比して，新中国の素
晴らしさを強調することが重要なテーマとなっ
ていた。こうした説明は，そうした映画にお
ける旧社会，すなわちアメリカの支援を受けて
人民を苦しめた蔣介石の国民党政府の圧政と
同じ，ステレオタイプの説明である。つまり，
中国の旧社会で抑圧された中国の人々を見る
まなざしで，安保条約改定反対に立ち上がっ
た日本の人々の状況を理解させようとしたので
あり，必ずしも当時の日本の状況を正確に伝
えるものではなかった。しかし，こうした内容
は中国の人々にはかつての自らの経験と重なっ
て理解しやすく，「日本人民」に対する同情を
喚起するものだった。

警官隊を国会に導入しての衆議院での新安
保条約の自民党単独での強行採決（5月20日）
の映像には，次のようなナレーションがつけら
れている。
「議員を警察で代用し，表決を暴力で代用

し，条約の通過を宣言した。しかし，人民
の批准を得ていない条約は，一枚の紙切れ
に過ぎない。数千万の日本人民は，日米安
保条約に反対する全国統一行動に参加した。
各階級の人民が，反帝国主義の統一戦線を
結成した」。

さらにこの映画では，アイゼンハワー米大
統領の訪日スケジュールを日本政府と打合
せるために来日した大統領報道担当補佐官
ジェームズ・ハガチーが，羽田空港でデモ隊
に包囲された「ハガチー事件」（6月10日）と，
学生を中心とするデモ隊の国会突入と東京大
学文学部四年生の樺美智子さんが死亡した

「樺事件」（6月 15日）の映像が，次のように
説明される。
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「日本人民の反米愛国の運動はますます広
がり深まった。労働者はストライキをし，商人
も市場をボイコットした。事態を挽回するため
に，アイゼンハワーが極東に強盗旅行をするこ
とにした。彼の先行官ハガチーは，東京に着
くと包囲され，ヘリコプターで脱出し，裏門か
らアメリカ大使館に入らざるを得なかった。勇
ましい日本人民はアイゼンハワーの強盗旅行に
反対し，戦争の疫病神が日本に来ることを許
さなかった。日米の反動派は，素手の人民に
対して残虐な殺害と血なまぐさい弾圧を進め，

『六・一五大血案』を造成した。烈士の鮮血は
闘争の炎をますます盛んに燃え上がらせた」。

そして，アイゼンハワー米大統領の訪日が
延期されたことを，「これは日本人民が得た初
歩的な勝利である。日本人民は勝利の道に
沿って，引き続き前進している」としている。

この記録映画は，デモ隊の国会突入，デ
モ隊と機動隊・警官隊との衝突の映像に，次
のようなナレーションをつけて終わっている。
「帝国主義の反動統治に勝利するために

は，必ず広範な統一戦線を結成し，必ず，敵
以外の全ての団結できる勢力を団結させなけ
ればならない。人民は決定的な因素であり，
人民の団結と闘争に依拠してこそ，帝国主義
とその走狗に勝利し，世界の恒久的な平和
を勝ち取ることができるのである。帝国主義
の寿命はそんなに長くない。最後の勝利は必
ず人民のものである」。

この記録映画を通じて中国では，「日本人
民は中国人民に代わってアメリカ帝国主義と
の戦いの最前線に立っている」というイメージ
が広まっていった。こうした中国の人々の「日
本人民」に対するイメージは，中国にとってア
メリカが最大の脅威であった1960年代を通

じて維持されることになる。
この後中国では，日米安保条約改定に反

対する「日本人民」を支援する集会が各地で
頻繁に開かれた。中でも，北京の天安門広場
に百万人が集まり，鄧小平，彭真，何香凝な
どが出席した日米安保条約に反対する「日本
人民」を支援する大集会の模様は，「

（日本人民
の日米軍事同盟条約に反対する闘争を支援す
る）」（1960年 5月 全 3巻）という記録映画に
まとめられ，中国全土に伝えられた。

（2）日本文学代表団の訪中

こうした1960年代の中国における「日本人民」
に対するイメージを顕著に表現している記録映画
が，「 （日本文学代表団
の中国訪問）」（1960年 7月 全 1巻）である。
記録映画⑪

「 」は，1960年 6月
に中国を訪問した作家の野間宏氏，評論家の
亀井勝一郎氏，松岡洋子氏らが率いる日本文
学代表団の活動の様子を紹介した映画である。

6月6日に代表団は，国務院の陳毅副総理と
会見した。この時陳毅氏は，「アメリカ帝国主
義に反対する戦いの最前線に立っている日本
人民に敬意を送る。日本人民は立派な人民で
ある。日本人民の独立を目指し，民主と自由を
求める戦いの潮は阻むことはできないものであ
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り，闘争の最後の勝利は必ず日本人民のもの
である。6億 5千万人の中国人民は，日本人民
の正義の闘争を断固として支持する」と，当時
の中国政府の見解を口にした。6月21日に代
表団は，上海で毛沢東主席，周恩来総理と会
見した。毛主席は，「日本のような偉大な民族
が長期にわたって外国人の支配を受けるとは信
じられない。日本の独立と自由には大いに希
望がある。日米安全保障条約を廃棄して，ア
メリカの軍事基地を撤廃してはじめて，日本の
独立と平和は保障される」と述べた。映画は，
飛行機のタラップから手を振る代表団の映像
に，「アメリカ帝国主義に反対する愛国・正義
の戦いで，日本人民が一層大きな勝利を収め
られんことを。6億 5千万人の中国人民は，日
本人民の正義の闘争を永遠に支持するでしょ
う」というナレーションをつけて終わっている。

 5. 卓球の強豪国・日本の登場
     ～第 26 回世界卓球選手権大会～

「中国人民に代わってアメリカ帝国主義との
戦いの最前線に立つ日本人民」と並んで1960
年代の中国において広まった日本に対するイ
メージは，「卓球の強豪国」というものだった。

1961年 4月，第 26回世界卓球選手権大会
が北京で開催された。中華人民共和国成立
後はじめての，東西両陣営の国々が参加した
大規模な国際大会であり，中国選手が大活
躍した大会でもあった。娯楽が少なかった60
年代，会場となった北京工人体育館は連日満
員の観客で埋まり，中国全土で多くの人々が
ラジオ中継に耳を傾け，中国選手の活躍に一
喜一憂した。

その模様は中央新聞紀録電影制片廠に
よってつぶさに撮影され，「

（第 26回世界卓球選手権大会）上
集」（1961年 4月 全 3巻）と「

」（1961年 4月 全 5巻）と
いう2本の記録映画にまとめられ，中国全土
で公開された。会場で観戦することができた
一握りの人々を除いて，中国人のほとんどが
試合の模様をこの映画で見たのである。この
映画が伝えたのは，当時世界の卓球界に君
臨していた日本選手と，急速に力をつけてき
た中国選手との激闘の模様だった。この映画
によって中国人は日本が卓球強豪国であるこ
とを知り，その日本と互角に戦った中国に大
きな誇りを感じたのである。この後，中国全
土で一大卓球ブームが巻き起こった。
記録映画⑫

「 」では開
会式と，男子団体，女子団体の試合の模様
が紹介されている。

開会式には周恩来総理が出席し，五大陸の
30以上の国と地域から参加した200人ほどの選
手たちを歓迎した。この大会の意義について映
画では，「各国の卓球界の友人が集まったことは
国際的な卓球を象徴し，友好的な団結の新たな
発展は各国の卓球選手間の友情を深め，各国
人民の団結を強化し，世界平和の維持に貢献す
る」と説明している。日本チームについては，「日
本チームは前回の世界選手権で，7種目中 6種
目で優勝した」「日本チームは世界が認める強豪
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チーム」と紹介されている。女子団体の決勝で
は日本（松崎キミ代・伊藤和子）と中国（孫梅英，
丘鐘慧）が対戦し，接戦のすえ日本チームが勝
利し，大会初の金メダルを獲得した。男子団体
の決勝も日本（星野展弥・木村興治・荻村伊智朗）
と中国（庄則棟・徐寅生・容国団）が対戦し，稀
に見る激戦となった。8回戦の星野展弥と容国
団の接戦は，中国で後 ま々での語り草となった。
映画はこの対戦を実況中継さながらの緊張感を
持って伝えている。最後に星野が打ち返した球
がアウトになり，中国の優勝が決まった瞬間，会
場は歓喜の渦に包まれた。映画では歓呼の声を
上げ，抱き合って喜ぶ観客の姿が映し出されて
いる。これは，中国にとって世界卓球選手権で
初めての男子団体での優勝だった。
記録映画⑬

「 」は，各国選
手が を散策し，互いに交流し友情を深め
ている様子に始まり，男子シングルス，女子シン
グルス，男子ダブルス，女子ダブルス，男女混合
ダブルスの試合と表彰式の様子が紹介されてい
る他，人民大会堂で開かれた北京市長の彭真
が主催したパーティーの模様が紹介されている。

中国は男子シングルで庄則棟が，女子シング
ルスで丘鐘慧が優勝した。中国選手が女子シン
グルスで優勝するのは初めてのことである。日
本も男子ダブルスで星野展弥・木村興治組が，
男女混合ダブルスで荻村伊智朗・松崎キミ代組

が優勝した。男女混合ダブルスの決勝は日本
と中国（李富営・韓玉珍）の対戦となった。

中央新聞紀録映画制片廠のスタッフは，こ
の試合における選手の動きを，高速度カメラ
で撮影したスローモーション映像で紹介して
いる。

世界卓球選手権大会の開催と，それを撮影
した記録映画を通じて中国では一大卓球ブー
ムが起こり，日本は「卓球の強豪国」であると
イメージされるようになった。

北京で世界卓球選手権大会が開かれた翌
年，日本の男女卓球チームが中国に招かれ，
中国チームと親善試合を行った。その模様は

（中日卓球試合）（1962年 6月 
全 2巻）という記録映画にまとめられている。
会場の北京工人体育館には，世界卓球選手
権大会の熱戦の再現を期待する多くの観客が
つめかけた。女子団体では3対 1で日本チー
ムが勝利を収め，男子団体では5対 1で中国
チームが勝利を収めた。映画は熱戦の模様を
伝えるとともに，試合の後，国務院副総理兼
国家体育委員会主任の賀竜と，国家体育委員
会副主任の栄高棠が日本チームの監督，選手
たちと握手をし，会場の観客が熱烈に拍手す
る様子を紹介している。この親善試合は「日中
交歓卓球大会」として，これより後，日本と中
国を交互に訪問し合う形で毎年開催されるこ
ととなった。

こうして日本のイメージは卓球と深く結びつ
き，その後の周恩来総理による「ピンポン外
交」に活かされていく。1972年に日中の国交
が正常化した時，北京での世界卓球選手権大
会に参加した日本人選手たちが中国に特別招
待され，かつて対戦した中国人選手たちと親
善試合を行うなどして親交を深めている。
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 6. 抗日戦争勝利 20周年
     ～人民戦争勝利万歳と中日青年大交流～

（1）人民戦争勝利万歳

1965年は抗日戦争勝利 20周年にあたり，
中国では日本に関連した2本の長編記録映画
が制作された。1本は抗日戦争の歴史を描いた

「
（人民戦争勝利万歳 抗日戦争勝利 20周年記
念）」（1965年 8月 全 8巻）という作品であり，も
う一本はこの年の8月から9月にかけて，中国が
国を挙げて取り組んだ中日青年友好大交流の模
様を伝える「中日青年第一届友好大联欢（中日青
年第一回友好大交流）」（1965年 10月 全 7巻 
カラー）という作品だった。中国の人々にとって
1965年は，中日関係の過去・現在・未来を考え
させられる年となった。
記録映画⑭

「
」は，抗日戦争勝利二十周年を記念して

制作された映画である。

映画ではまず，この戦争が世界の反ファシ
ズム戦争の重要な部分であったことを強調し
た上で，「抗日戦争は中国人民が百年あまり
進めてきた多くの帝国主義への反抗戦争の
中で，初めて完全な勝利を勝ち取った戦争で
あった」「中国人民の抗日戦争と解放戦争の
勝利は，中国共産党のマルクス・レーニン主
義の政治路線と軍事路線の勝利であり，毛

沢東思想の勝利であり，人民戦争の偉大な
勝利である」と説明する。

1937年の盧溝橋事件直後の共産党の行動
については，「『七七』事変の翌日，中国共産
党は電報を発して，全国の軍民に，緊急動員
して全民抗戦を実行しようと呼びかけた。続
いて『抗日救国十大要綱』を提起して，全国
人民を指導して抗日に勝利を勝ち取る方針と
した」と，その指導性を強調している。

南京陥落後に国民党の中では「抗戦必敗」
「再戦必亡」の論調が現れたのに対し，「この
時，毛主席は『持久戦論』を書いた。このなかで，

『中国は絶対に滅亡しない。抗日戦は必ず勝
利する。しかし，抗戦は必然的に持久戦である。
最後の勝利を得るには必ず人民戦争に依拠し
なければならない』と指摘した。『持久戦論』
と，毛主席がこの時期に書いた多くのマルクス・
レーニン主義の著作は，道を指す灯のように，
勝利への道を明るく照らし出した」と，毛沢東
思想が果たした役割を高く評価している。

共産党が解放区で実施した政策により，抗
日勢力は強大になったという。共産党支配地
域の農村で撮影された映像を使って，「党は農
民を指導して，減租減息（小作料と利息の軽
減）運動を繰り広げた。減租減息政策は抗日
の各階層の人民を団結させ，農民の抗日に対
する積極性を高め，解放区と抗戦支持を強固
なものにする上で，重大な作用をもたらした。
各解放区では群衆が軍に入る熱心な風潮が出
現し，妻が夫を戦場へ見送り，父親は子ども
に日本軍を撃つように教えた。人民の武装力
は急速に強大となった」「大胆に群衆を動員し，
人民の力を強大にするという党の方針が正しく
貫徹されたために，群衆が立ち上がって，人
民戦争の大海原が形成された」と解説する。
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解放区での抗日戦については，劇映画を
使って農民が繰り広げたゲリラ戦の模様が紹
介されている。そして，捕獲した日本のニュー
スフィルムの映像が，侵略者が解放区で打撃
を受け，狼狽している姿として紹介されてい
る。そして，抗日戦争の勝利については，「八
年間の英雄的な奮戦を通じて，中国人民は自
らの鮮血，自らの戦闘，自らの勝利によって，
民族存亡の危機を救い，新中国の基礎を定
めた。これは毛沢東思想の勝利であり，人
民戦争の勝利である」と説明されている。

映画は，国慶節を祝うパレードと群衆の歓
呼に応える毛沢東の姿に，次のようなナレー
ションをつけて終わっている。「敬愛する党。
敬愛する毛主席。あなたはわれわれを指導し，
一つ，また一つ敵を打ち破り，一つ，また一
つ勝利を勝ち取った。われわれが前進してい
る時，アメリカ帝国主義は攪乱を停止したこ
とはなく，現代修正主義もあらゆる手段でわ
れわれの前進を阻止しようとした。われわれ
祖国の領土台湾はまだ解放されていない」「断
固として人民に依拠し，人民大衆の限りない
力を発揮すれば，われわれは必ず一切の困難
に勝利し，勝利から新たな勝利へ向かうこと
ができる。帝国主義，反動派，現代修正主義，
一切の妖怪変化は，いずれも徹底的な失敗
に陥るのである。人民，ただ人民のみに世界
の歴史を創造する動力があるのである。人民
の勝利万歳 ! 人民戦争の勝利万歳 !」。

この記録映画は抗日戦争の歴史を伝える作
品であるが，日本による侵略や，日本軍によ
る残虐行為を批判することに力点が置かれて
いるわけではない。この映画に登場する日本
兵は，むしろ愚かで哀れな姿に描かれている。
この映画で強調されているのは，抗日戦争に

おける毛沢東と共産党の指導性であり，その
一方で蔣介石の国民党が果たした役割は完全
に否定されている。その点は国民党軍の抗戦
を正当に評価する1980年代に制作された抗日
戦争 13）をテーマとした記録映画とは大きく異
なっている。この作品の主題は，「人民戦争
勝利万歳」というタイトルが示す通り，抗日戦
争を勝利に導いたのは毛沢東が提起した人民
戦争論であり，アメリカ帝国主義と現代修正
主義との戦いにおいても，必ず人民戦争に依
拠しなければならないというものである。

（2）中日青年友好大交流

この年は，抗日戦争をテーマとした長編記録
映画が制作・公開される一方で，中日青年の
友好大交流を伝える長編記録映画が制作され，
中国全土で公開された。1965年の8月から9月
にかけて，数百人の日本人青年を招いての中日
青年友好大交流が1か月にわたって中国の各地
を舞台に繰り広げられた。この大交流は反米を
基調とする，政治色の濃いイベントであった。
記録映画⑮

「 （中日青年第
一回友好大交流）」は，この中日青年たちの大
交流の模様を撮影・制作された映画である。

映画は日本の青年を迎える準備が進む北京
の風景から始まっている。その映像に，「この
数十年の間，中日の関係は崩壊に見舞われた。

写真15
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すべては日本の軍国主義分子がもたらしたも
ので，日本人民には責任がない」というナレー
ションがつけられ，軍国主義者と日本国民を
区別する二分論が強調されている。

中国で受け入れの準備が行われている時，
日本では政府が中国訪問を申請した青年にパ
スポートの発給を拒否したことから，青年た
ちが外務省や首相官邸に座り込む抗議行動
が起こっていた。こうした抗議を受けて，外
務省がパスポートを一部の青年たちに発給，8
月15日に日本の青年の第一次のグループが香
港から汽車で中国に入った。青年たちは広州
で国務院副総理の陶鋳らの歓迎を受けた後，
汽車で北京に向かった。8月 23日には23団
体 271人の日本人青年たちが北京駅に到着，
2,000人あまりの中国の青年たちに迎えられ
た。北京駅での歓迎の様子を撮影した映像
には，「あなたがたを歓迎します。偉大な民族
の子女を歓迎します。共通の敵アメリカ帝国
主義に反対する戦友の訪問を，全中国の1億
3千万の青年が待ち望んでいました」というナ
レーションがつけられている。北京駅前の広
場には，色とりどりの衣装を身にまとった中国
の青年たちの踊りの輪が幾重もでき，友好ムー
ドを盛り上げた。

8月 25日には人民大会堂に北京の各界の青
年 1万人あまりが集まり，日本の青年の歓迎
会が行われた。中日友好協会名誉会長の郭
沫若，中日友好協会会長の廖承志らが出席し，
中華全国青年連合会副主席の胡啓立が，「今
回の中日青年友好大交流は中日人民の友好に
花をさらに咲かせ，さらに美しくすることが必
ずできるでしょう」と挨拶した。日本側の各団
体代表が挨拶した後，中国と日本の青年がそ
れぞれ歌と踊りを披露した。

万里の長城を訪れて，両国の青年たちが
記念の植樹を行う映像には，「共通の敵，ア
メリカ帝国主義に反対するために，中日両国
人民と青年たちは，ひとすじ友情の長城を築
き始めた」というナレーションがつけられてい
る。その後日本の青年たちは中南海で，毛
沢東主席とそのほかの国家指導者，劉少奇，
周恩来，鄧小平，彭真，賀竜，康生と会見した。
この時北京に滞在していた日本の青年全員が
一人一人毛主席と握手を交わした。

日本政府がパスポートの発給を拒んだため
に訪中が遅れていた青年たちも，次々に中国
に到着した。8月 29日には日中友好協会青年
代表団が飛行機で北京に入った。彼らは空港
から直接，交歓会が行われている劇場に向か
い盛大な歓迎を受けた後，現代劇「奇襲白虎
団」，古典バレエ劇「白鳥の湖」，現代バレエ
劇「紅色娘子軍」などを観賞した。

中日友好協会会長の廖承志が開いた歓迎
宴で挨拶に立った国務院副総理の陳毅は，

「日本人民はアメリカに反対する戦いの最前
線に立っている。日本民族には必ず光明な前
途がある」と述べた。

日中の青年たちは，1万 6,000人の人々に
よって演じられるマスゲーム「革命賛歌」を鑑
賞した。マスゲームの最後は，「打倒アメリカ
帝国主義」の人文字であった。

8月 30日には中山公園で3万人の青年が参
加して園遊会が開かれ，中日両国の青年たち
はフォークダンスなどをして交流した。

北京での交流が終わった後，日本青年たち
は3 つのグループに分かれて，陝西省の延安
と西安，湖南省の韶山，遼寧省の鞍山，河
南省の洛陽，湖北省の武漢，河北省の北戴河，
江蘇省の南京，浙江省の杭州を訪れ，中国の
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人 と々様々な交流を繰り広げた。
3 つのグループに分かれて中国各地を訪問

した日本の青年たちは，最後に上海に集合し
た。日本の青年たちが黄浦江を船で遊覧する
様子には，「解放前，この黄浦江にはアメリカ
帝国主義の軍艦がわがもの顔で走りまわり，
悪事を重ねた。そのような憎むべき様相は，
中国では過去のこととなった。しかし，日本
ではいま再演されている」というナレーション
がつけられている。中国の学生との座談会で
は，「日本の友は上海市の青年に，アメリカ帝
国主義の侵略者との闘争の経験を話した。日
本の友の頑強な闘争精神は，中国の青年に深
刻な教訓を与えた」としている。

日本の青年たちは上海でデモ行進を行った。
デモの映像には，「上海の各界の青年 5,000人
あまりもデモに参加した。中国の青年は，日本
人民がアメリカ帝国主義に反対する闘争を断
固支持する」というコメントがつけられている。

映画は上海駅から汽車で帰国の途に着く日
本の青年を，中国の青年が見送るシーンで終わ
る。涙ながらに抱き合ったり，手を振ったりし
ながら別れを惜しむ中日青年の姿に，「さような
ら，親愛なる友よ。どうぞ私たちの深く厚いよ
しみを，たくさんの日本の青年の友に伝えてく
ださい。私たちにかわって，中国に来るために
闘っている日本の友に，慰問の気持ちを示して
ください。私たちはいつでも彼らを受け入れる
準備をするつもりです。さようなら親愛なる友よ。
私たちは第一回の大交流を実現したので，必ず
や第二回，第三回があるでしょう。私たちは深
く厚い友情を結びました。どんな力も私たちを
別れさせることはできません。さようなら親愛
なる友よ。私たちはもっと強く手を握り，心を
近づけて，私たちの真の友情を前進させる力に

しましょう。さようなら親愛なる友よ。近い将来，
東京で，北京で，上海で，私たちは必ずまた
会えるでしょう。親愛なる友よ。私たちは永遠
に情熱を持って，あなたたちが再訪することを
歓迎します。私たちは必ずまた会えるでしょう」
というナレーションをつけている。

この記録映画には，「アメリカ帝国主義との
戦いの最前線に立つ日本人民」という，1960
年の安保闘争の模様が伝えられて以来，中国
で広まった「日本人民」に対するイメージを色
濃く投影している。交流会に参加した日本人
青年たちも，そうした中国の人々の「日本人民」
に対するイメージを裏付けるような行動をとっ
ている。そうしたイメージを前提として，映画は，

「中国侵略の責任は日本の軍国主義者にあり，
日本人民には責任がない」「日本人民との友好
関係を発展させ，両国人民は手を携えてアメリ
カ帝国主義に反対しなければならない」と訴え
ている14）。

 7. 中日国交正常化の実現
     ～田中角栄総理大臣の訪中～

1966年に中国で文化大革命が始まると記録
映画の制作現場にも混乱が広がり，映画の制
作本数は激減する。そうした中で，日本に関
する記録映画も1970年代までほとんど制作さ
れなかった。

1971年 7月にキッシンジャー米大統領が秘
密裏に中国を訪問，1972年 2月にはニクソン
大統領が中国を訪問した。こうした米中接近
を受けて，日中間でも長年の民間交流の基
礎の上に，政府間の交渉が始まった。そして
1972年 9月には田中角栄総理が大平正芳外務
大臣，二階堂進官房長官らを伴って中国を訪
問，田中・周恩来による首脳会談，大平・姫
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鵬飛による外相会談を経て共同声明を発表，
両国関係の正常化を実現した。

中央新聞紀録電影制片廠は9月 25日から9
月30日までの田中総理訪中の全行程に密着し
て撮影を行い，「

（田中角栄総理大臣の訪中を歓迎する）」（1972
年 11月 全 6巻 カラー）という長編の記録映
画を制作，中国全土で公開した。
記録映画⑯

「 」は，特別機
で北京空港に到着した田中角栄，大平正芳，
二階堂進らを，周恩来，葉剣英，郭沫若，姫
鵬飛，廖承志らが出迎えるシーンから始まる。

空港で田中総理は出迎えの人 と々握手を交
わした後，周恩来総理とともに，中国人民解
放軍陸海空の儀仗兵の観閲を行った。その日
の午後，人民大会堂で第一回の田中・周恩来
による会談が行われ，夜には周恩来総理主催
による歓迎宴が人民大会堂で開かれた。映画
はこの時の周恩来総理の挨拶を同時録音の音
声を使ってそのまま紹介している。
「田中首相のわが国訪問によって，中日関係

史上に新しい一頁が開かれました。われわれ
両国の歴史には，二千年の友好往来と文化交
流があり，両国人民は深いよしみを結んでき
ました。われわれはこれを大切にすべきです。
しかし，一八九四年から半世紀にわたる日本
軍国主義者の中国侵略によって，中国人民は

きわめてひどい災難をこうむり，日本人民も大
きな損害を受けました。前のことを忘れること
なく後の戒めとする，といいますが，われわれ
はそのような経験と教訓をしっかり銘記してお
かなければなりません。中国人民は毛沢東主
席の教えに従って，ごく少数の軍国主義分子
と広範な日本人民を厳格に区別して来ました」

「両国の国交正常化の実現には，すでによい
基礎ができています。中日友好を促進し，中
日国交を回復することは，中日両国人民の共
通の願いであります。今こそ，われわれがこの
歴史的使命を果たす時期であります」。

一方，田中総理の挨拶内容はナレーション
で，「両国は地理的に近いのみならず，二千
年の長きにわたる豊富で多彩な交流の歴史を
持っています。しかるに，遺憾なことに過去
数十年の間，日中関係は不幸な過程をたどっ
てきました。その間，わが国は中国の人民に
多大の迷惑をかけてきたことに対して，私は
改めて深い反省の意を表します。第二次世界
大戦後，中日関係は不正常，不自然な状態が
続きました。私たちはこの歴史事実を認めざる
を得ません」「私たちは偉大な中国とその国民
との間に友好的な隣人としての関係を樹立し，
両国が持つ友好諸国家との関係を互いに尊重
しつつ，アジアと世界の平和と繁栄に貢献す
ることを願っています」と紹介されている。そ
の後，中国側から批判が出た「
（多大の迷惑をかけた）」という言葉も，そ

のままの表現で紹介されている。
9月 26日には第二回の田中・周恩来会談が

行われた。前日の田中総理の挨拶の「多大な
迷惑をかけた」という表現をめぐり，周恩来総
理から厳しい批判があったが，映画の中では
そうした事実には一切触れられておらず，両国
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の出席者が笑顔で友好的に話し合っている様
子だけが紹介されている。その後，外相レベ
ルの会談が行われ，夜には，大平正芳，二階
堂進と日本側随員が，北京市革命委員会主任
の呉徳の案内で，革命現代バレエ「紅色娘子
軍」を鑑賞した様子が紹介されている。

映画は続いて，9月 27日午前に田中総理一
行が，万里の長城，明十三陵の定陵（万暦帝
の陵墓）などを参観した模様，午後には第三
回の田中・周恩来会談が行われこと，夜には
中南海で毛沢東主席との会見が行われたこと
を紹介する。毛主席との会見には，日本側は
田中角栄，大平正芳，二階堂進，中国側は
周恩来，姫鵬飛，廖承志らが出席した。会
見について映画のナレーションは，「双方は八
時半から一時間にわたって真面目で友好的な
会談を行った」と説明する。

映画は9月28日午前に行われた田中総理一
行の故宮博物館参観，午後の第四回田中・周
恩来会談，夜に人民大会堂で開かれた田中総
理主催による答礼宴の紹介へ進んで行く。答
礼宴は人民大会堂で開かれ，周恩来のほか，
葉剣英，郭沫若など，多くの中国側要人が出
席した。

答礼宴での田中総理の挨拶は，「昨日私は，
毛沢東主席閣下と会見する機会を得，日中両
国関係の未来と，さまざまな問題について幅
広く意見を交換しました。この会談に深く感動
しました」「私は，両国間の不正常な状態が終
わりを告げ，両国の国民が長年願っていた国
交正常化が実現したことは，両国の歴史上に
新しい一頁を開いただけでなく，アジア，そし
て世界の平和に貢献するものと深く信じていま
す」というナレーションで紹介している。

続く周恩来総理の挨拶は，同時録音の音

声で，「田中首相のこのたびのわが国訪問は
短期間ではありましたが，実り豊かな成果を
収めました。われわれ双方は数回にわたる会
談を行い，中日国交正常化の実現と，双方が
ともに関心を持つ問題について真剣かつ友好
的な話し合いを行いました。相互理解と小異
を残して大同を求める精神にのっとって，われ
われは中日国交正常化に関する一連の重要な
問題で合意に達しました」という部分が紹介さ
れている。その後，田中総理と周恩来総理が
乾杯。田中総理は中国側の出席者と，周恩来
総理は日本側の出席者と次々に乾杯した様子
が映し出される。

9月 29日午前，中華人民共和国政府と日本
国政府の共同声明の調印式が行われた。中
国側は周恩来総理と姫鵬飛外交部長が，日
本側は田中角栄総理と大平正芳外務大臣が
それぞれ署名した。

映画は，9月 29日の午後開かれた大平外
務大臣の記者会見の模様を，台湾との関係
についての発言を中心に詳しく紹介している。
そこでは，大平外務大臣が「日中国交正常化
の結果，日蒋条約（日華条約）はすでに終了
した」「日中国交正常化の結果，台湾と日本
の間の外交関係は維持できなくなる。台湾に
ある日本大使館は閉鎖せざるを得ない。日中
両国はできるだけ早く大使を交換する」と述べ
たことなどが紹介されている。

映画はさらに，9月 29日午後，田中総理一
行が周恩来総理に伴われて北京から特別機で
上海に向かうシーンへと続いて行く。この時
北京空港では，到着時とはうって変わった華
やかな歓送風景が見られた。色とりどりの衣
装をまとい，手に花輪などを持った女子生徒
を中心とした2,000人あまりの北京市民が，歌
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と踊りを繰り広げた。田中総理一行は，上海
空港でも上海市民 3,000人あまりによる華や
かな歓迎を受けた。上海市革命委員会主任
張春橋が一行を出迎えた。上海で一行は張
春橋の案内で馬路人民公社を見学したこと，
夜には張春橋主催による歓迎宴が開かれたこ
とが紹介されている。挨拶に立った張春橋は，

「中日が国交を樹立したことは，両国関係が新
しい一頁を開いたことを意味している。われ
われ上海人民は，全国人民と一緒に，引き続
き努力し，たゆまなく両国関係を発展させて
ゆく決意である」と述べた。

9月 30日，田中角栄総理一行は上海空港
から特別機で帰国の途についた。上海空港に
は張春橋のほか，6,000人の上海市民が見送
りに訪れ，華やかな歓送を繰り広げた。中国
側の見送りの人 と々握手を交わし，特別機の
タラップを上る田中総理の映像には，「中日両
国はついに国交正常化を実現した。これは中
国人民と日本人民が長期にわたって努力した
結果である。私たちは，双方が平和五原則を
誠実に守りさえすれば，両国の平和友好関係
がたゆまず発展し，両国の偉大な人民は子々
孫々まで仲良くしていけると信じている」という
ナレーションをつけている。

普通の作品であればこれで終わるはずだ
が，この映画には続きがある。最後の一巻は，
音楽もプロレタリア文化大革命期の代表的な
革命ソングである「大海航行靠舵手（大海を行
くには舵手に頼る）」に変わり，上海から北京
へ戻る周恩来総理一行の上海空港での歓送
風景と，北京空港での歓迎風景が延 と々続く
のである。上海空港では周恩来と，張春橋
をはじめとする上海革命委員会のメンバーと
の握手が長 と々映し出されている。北京空港

では，葉剣英，江青，姚文元，李先念らが
6,000人の群衆とともに，一行を熱烈に歓迎す
る様子が紹介され，周恩来と握手を交わす江
青の姿が延 と々映し出されている。映画はそ
の歓迎風景に，「周恩来総理等同志と，出迎
えに来た中央指導者同志が歓迎の隊列の前
に現れたとき，空港には，熱烈，団結，努力
前進の精神がうつぼつとした革命現象が出現
した。首都の革命大衆は絶え間なく『周恩来
総理一行を熱烈に歓迎する』『毛主席のプロレ
タリア革命路線を固く擁護し貫徹しよう』『中
日国交の樹立を祝う』『中日両国人民の友好万
歳』『全世界人民の団結万歳』『毛主席万歳』
と叫んだ」というナレーションをつけて終わっ
ている。

この記録映画がこうした変則的な形になっ
たのは，周恩来が江青，張春橋といった文革
派に配慮し，彼らに花を持たせるためであっ
たと見ることができる。しかし，1972年 2月
のアメリカのニクソン大統領訪中を伝える記
録映画「 （アメリカ
大統領ニクソンの中国訪問）」（1972年 3月 全
5巻 カラー）は，このような変則的な形をとっ
ていない。そうした事実から推察されること
は，中国においては日本との関係は非常に意
見が分かれる難しい問題であり，中日国交正
常化を全ての中国の人々が納得する形で伝え，
受け入れさせるためには，周恩来に代表され
る実務派だけではなく，文革派も同意した政
策であることを強調する必要があり，このよう
な形になったのではないかということである。
新中国建国後，中国政府は記録映画などを通
じて，「侵略戦争は一部の日本軍国主義者が
引き起こしたものであり，日本人民には責任
がなく，日本人民も軍国主義の被害者であっ
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た」「米帝国主義との戦いの最前線に立つ日本
人民とは友好的な関係を築かなければならな
い」と強調してきたし，日本兵が登場する多く
の劇映画においても，残忍さと恐ろしさのか
わりに，その愚かさと滑稽さを強調し，日本
兵を嘲笑の対象として描くことで，中国の人々
のなかに鬱積していた日本人に対する深い憎
悪を笑いのなかで発散させようとしてきた 15）。
しかし，それでも中国の人々の中にあった日本
に対するわだかまりを完全に解消することは難
しく，「日本人民」との友好はともかく，これ
まで反動的と教えられてきた日本政府と，戦
争賠償もなしで関係を正常化することを中国の
人々に受け入れさせることは，中国政府にとっ
て困難な課題だったのであろう。

  おわりに

新中国が建国した1949年から日中国交正
常化が実現した1972年までの中国メディアが
伝えた日本に関する情報は，「日本の対中敵
視政策と軍国主義復活の問題に対する批判
が大半を占めた」と言われてきた 16）。しかし，
当時中国人に最も大きな影響力を持ったメ
ディアである記録映画が伝えた日本の情報か
らは，今まで言われてきた定説とは異なる実
態が明らかになってきた。

1950年代の記録映画からは，日本政府が
中国を敵視していると受け止められる政策を
とる中で，「日本人民」を中国の味方につけ
ておきたい，民間の友好的な交流を通じて
いずれは政府を動かしたいという中国政府
の意図を見ることができる。1955年以降に
制作された記録映画には，「日本人民との友
好」に加えて，「中日両国関係の正常化」とい

うテーマが加わっていく。
さらに，1960年に日本の安保闘争の模様

を伝える記録映画が中国で制作・公開される
と，中国の人々の間には，「アメリカ帝国主義
との戦いの最前線に立つ日本人民」というイ
メージが広まった。1961年に北京で開かれた
世界卓球選手権大会の模様を撮影した記録
映画は，中国全土で大きな反響を呼んだ。中
国で一大卓球ブームが巻き起こる中で，「卓
球の強豪国」という，対日イメージが定着して
いった。

1965年は中国では抗日戦争勝利 20周年の
年であり，抗日戦争をテーマとした長編の記
録映画が制作・公開されたが，主題は抗日戦
争を勝利に導いた毛沢東の「人民戦争論」を
賛美するもので，日本の中国侵略や，日本軍
による残虐行為を批判することには主眼が置
かれなかった。その一方で，中国政府はこの
年，日本人青年を多数中国に招いて中日青年
大交流会という一大イベントを実施し，その
模様を伝える長編の記録映画を制作して公開
したのである。それは，日本との関係を重視
する中国政府の姿勢を内外に示すとともに，
一向に中国との関係正常化に乗り出そうとし
ない日本政府へ揺さぶりをかける意図も含ま
れていた。

中国では1972年，田中総理の訪中と中日
国交正常化を伝える長編の記録映画が制作
され，全国で大々的に公開された。そこでは，

「少数の日本軍国主義分子と広範な日本人民
は厳格に区別すべきであること」「田中総理
が過去の戦争で中国の人民に重大な損害を
与えたことに深い反省の意を表した」ことが詳
しく紹介された。

以上のように，新中国建国から日中の国交
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が正常化する1972年まで，中国政府は記録
映画を使って，戦争によって中国の人々のなか
に定着していた対日イメージを書き換えようと
してきた。そこでは常に毛沢東が唱えた「日本
軍国主義者と日本人民を区別する」という二分
論が語られ，「アメリカ帝国主義に対抗するた
めに日本人民を味方につける」「日本人民との
友好を発展させて中日の国交正常化を促す」と
いう中国政府の政策が優先され続け，戦争に
よって生まれた中国人の反日感情や日本に対す
る憎悪は封印されてきたのである。

毛沢東時代の中国のメディアは完全に当局
によってコントロールされていたが，1980年
代になり鄧小平が改革開放政策を推進する
と，メディアへの統制は徐々に緩んでいく。
テレビ，新聞，雑誌といった多様なメディア
が活発に活動するようになり，中国には様々
な日本情報が大量に流入するようになった。
そうした時に中国の人々に伝えられた日本情
報は，歴史教科書の問題，閣僚の問題発言，
総理の靖国神社参拝といった，毛沢東時代
に植えつけられた「日本人民は友好的な人々
であり，中国人民の友である」「日本政府は
過去の侵略戦争を反省している」という対日
イメージに疑念を抱かざるを得ない情報ばか
りであった。その結果，毛沢東時代に記録
映画などを通じて形成された中国人の対日イ
メージは変容していった。

今日の中国人の対日イメージの悪化は，戦
争体験そのものよりも，1980年代以降にメディ
アが伝えた歴史問題を中心とする日本情報に
よって，中国人が抱いていた対日イメージが
変容した結果だと見ることができるのである。

（ながい さとる）

注：
1） 総務省『通信・放送の在り方に関する懇談会』

報告書 2006 年 6 月 6 日
2） 長井暁「映像アーカイブスに期待される役割と

は～中国の最新事情を手がかりに～」『放送研
究と調査』2007 年 6 月号

3） 朝日新聞社と中国社会科学院調査センターが共
同で実施した世論調査によれば，「日本が嫌い」
と答えた中国人は，1997 年は 34%，2002 年が
53%，2005 年が 64% と大幅に増加した。劉志
明「中国の対日世論の変容と日本企業の広報戦
略」日中コミュニケーション研究会編『新興メ
ディアと対日イメージ形成に関する日中共同研
究報告書』 2006 年 2 月

4） 中国では1987 年にテレビ台数が1億 2,000 万，視
聴者数が 6 億人（人口の56%）に達した。郭鎮之

『中国電視史』中国人民出版社 1991年 1月
5） 高維進『中国新聞紀録電影史』中央文献出版社 

2003 年 6 月
单万里『中国紀録電影史』中国電影出版社 
2005 年 12 月

6） 筆者が当時を知る複数の中国人に対して実施し
た聞き取り調査による。

7） 「人民日報」1950 年 1 月 17 日社説
8） 「人民日報」1954 年 12 月 30 日社説
9） 林暁光「中国共産党の対日政策の変容」王敏編

『< 意 > の文化と < 情 > の文化―中国における
日本研究』中央公論新社 2004 年 10 月

10） NHK は「人道的宽待 上集 下集」を素材として，
ETV 特集「シリーズ日本人中国抑留の記録 1
抑留から戦犯裁判まで 2 戦犯裁判での証言」を
制作し，1999 年 12 月 6，7 日に放送している。

11） 「中日两国人民要多来往为两国关系正常化铺平
道路」『周恩来外交文選』中央文献出版社 1990
年 5 月

12） 前掲，ETV 特集「シリーズ日本人中国抑留の
記録」

13） 1985 年「近代春秋 第七集 抗日烽火」などが制
作されている。

14） 中日青年友好大交流については続編として，「团
结就是力量 第一届中日青年友好大聯歓续集」

（1966 年 1 月 全 7 巻 カラー）という記録映画
が作られ，中国で公開されている。

15） 劉文兵『中国 10 億人の日本映画熱愛史』集英
社新書 2006 年 8 月

16） 劉志明『中国のマスメディアと日本イメージ』
EPIC 1998 年 7 月
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  1953 年 3 月　全 1 巻　白黒
日本の和平連絡委員会や赤十字などの団体が，わが国の各民衆団体と毛主席，宋副主席に贈物をし，
日中人民の友好への願望を表した。

  1953 年 3 月　全 1 巻　白黒
中国と日本の赤十字と日本平和連絡委員会は，在留日本人の帰国に関する声明に署名した。わが方は，
在留日本人の帰国に最大限協力することを表明した。

  1953 年 4 月　全 1 巻　白黒
中日双方が達成した合意に基づき，第一次帰国団の日本人 3,000 人あまりが，3 月 21 日に上海と天津
からそれぞれ乗船し帰国した。

  1953 年 5 月　全 1 巻　白黒
中日双方の合意に基づき，第二次帰国団の日本人1,900人が瀋陽から秦皇島に到り，船に乗り換え帰国した。

  1953 年 11 月　全 1 巻　白黒
1945 年前後，日本軍によって捕らえられ連行されたわが国の捕虜と労働者 900 名あまりが，日本人の
残酷な迫害に耐えかねて集団で逃亡，捕らえられ日本人に惨殺された。日本を訪れた華僑組織と日本
の平和人士の努力によって，これらの烈士の遺骨が中国に返還されることになった。

  1953 年 12 月　全 1 巻　白黒
南漢辰と日本の池田正元輔は，新しい中日貿易協議に共同で署名をした。

  1955 年 7 月　全 2 巻　白黒
日本の歌舞伎団がわが国を訪問，公演を行い，中日友好を強化するために貢献した。

  1956 年　全 6 巻　白黒
わが国政府が中国に抑留された日本人戦犯に対して，寛大な政策を執行している状況を伝えるもの。
同時に，日本軍による中国侵略の一連の資料映像や，日中人民の友好を強化するために，毛主席など
指導者が中国を訪れた日本の友好団体などと会見する映像もつなぎ込まれている。

  1956 年　全 11 巻　白黒
撫順戦犯管理所の日本人戦犯たちが，各地参観，家族と面会する様子。法廷で判決を受けた後，釈放・
帰国することになり，わが国の見送りの人々と涙の別れをする様子を撮影したものである。

  1956 年 7 月　全 1 巻　白黒
わが国の最高検査院は，撫順と太原で抑留されていた日本人戦犯のうち，罪を悔い改めた 335 人を，
第一次として釈放した。

  1956 年 8 月　全 4 巻　カラー
梅蘭芳率いる京劇団は日本で公演を行い，日本人民の熱烈な歓迎を受けた。劇団員は公演の合間をぬっ
て，日本の文芸界の人々と広範な交流を行った。

  1956 年 11 月　全 1 巻　白黒
周総理と劉少奇が展覧会を参観した。展覧会は，中日の経済と貿易が多方面で新しい発展を遂げていることを示している。

  1956 年　全 3 巻　白黒
展覧会は北京と上海で開催され，周総理，陳雲，李先念，宋慶齢などが参観したほか，毛主席が日本の客人と会見した。

中国記録映画・日本関連作品リスト（1949 年～ 89 年）
※作品の内容紹介は中国中央新聞紀録電影制片廠が作成したリストにある概要。
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  1958 年 4 月　全 1 巻　白黒
1944 年に日本人に捕らえられた農民劉連仁は，日本で労働を強いられ，迫害されたため逃亡。深い山
中で 13 年にわたって非人間的な生活を送った。紆余曲折を経て祖国に戻り歓迎を受けた。

  1959 年　全 1 巻　白黒
代表団は北京で毛主席と会談，周総理も日本の客人と会見した。

  1960 年 6 月　全 3 巻　白黒
資料と写真を使って，アメリカ帝国主義が日本の軍国主義をもりたてようとした罪状を暴くとともに，
アジア各国人民の反アメリカ闘争の状況を紹介する。

  1960 年 5 月　全 3 巻　白黒
首都の百万人が天安門広場で日米の軍事条約に反対する集会を開き，鄧小平，彭真，何香凝などが大
会に出席した。

  1960 年　全 2 巻　白黒
（1）朱徳，劉少奇，毛主席は，前後して代表団と会見。（2）首都の大勢の人々が代表団を歓迎する集
会を開いた。（3）双方は会談し，声明を発表した。

  1960 年７月　全 1 巻　白黒
（1）毛主席，周総理はそれぞれ代表団と会見。（2）矛盾，周陽，郭沫若，陳毅が代表団と会見。
（3）文芸界は客人を歓迎する集会を開いた。

  1961 年 4 月　全 3 巻　白黒
選手権が北京で盛況に開催された模様。周総理が開会式に出席し，各国の友人たちと会見した。激し
い争奪戦の後，中国は男子団体で優勝，日本は女子団体で優勝した。

  1961 年 4 月　全 5 巻　白黒
個人戦の争奪戦の模様を撮影。結果は，庄則棟が男子個人で優勝。丘鐘慧が女子個人で優勝。日本が
男子ダブルスと男女混合ダブルスで優勝。ルーマニアが女子ダブルスで優勝した。

  1962 年 6 月　全 2 巻　白黒
日中の男女卓球チームが北京工人体育館で試合を行った模様。賀竜，栄高棠らが試合を参観した。

  1962 年 9 月　全 1 巻　白黒
周総理，郭沫若，廖承志が，それぞれ松村謙三一行と会見した。

「 」  1962 年 11 月　全 1 巻　白黒
双方が関係協定に署名。周総理が会見するとともに，高崎一行を宴会に招いた。

「 」  1963 年 1 月　全 1 巻　白黒
平塚常次郎が率いる代表団がわが国を訪問した時の模様。

「 」  1963 年 2 月　全 2 巻　白黒
中国と日本の卓球チームが日本で行った 6 回の試合の模様。

「 」  1963 年 10 月　全 1 巻　白黒
第九回の原水爆禁止世界大会が日本の広島で開催された模様。趙朴初率いる中国代表団も参加。
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「 」  1964 年 7 月　全 2 巻　カラー
中国展覧会が日本で盛況に開かれた模様と，日中人民の友好的な往来の様子。

「 」  1964 年　全 4 巻　白黒
毛主席が袴田里見率いる日本共産党代表団と会見した。日本共産党代表団は，劉少奇，周総理とも会
談した。

「 」  1965 年 8 月　全 4 巻　白黒
図表や資料を使って，アメリカ帝国主義が日本の経済と技術の力量を，彼らの侵略・戦争政策のため
に利用し，アジアを侵略しようとしていることを暴く。

  1965 年 8 月　全 8 巻　白黒
資料で編成した記録映画。中国人民の日本帝国主義に対する八年にわたる抵抗の叙事詩，毛主席の人
民戦争思想の威力を記録したものである。

  1965 年 10 月　全 7 巻　カラー
1か月にわたって行われた中日青年大交流の活動の模様。日本の青年たちは，何次かに分かれて続 と々中
国にやって来て，わが国の各界の青年たちと親睦を深め，参観や観光を行った。日本の友人たちは，毛主
席とも会見した。

  1966 年 1 月　全 7 巻　カラー
第七次，第八次の日本青年がわが国を訪問して親睦を深め，相前後して毛主席，朱徳，劉少奇，周総
理とも会見した。

  1966 年　全 7 巻　白黒
撫順戦犯管理所に抑留されていた一千名あまりの日本人戦犯は，思想改造により新しい人間となり，
日中友好を促進しアメリカ反動派による軍国主義復活に反対する活動に貢献する力となった。

  1971 年 12 月　全 1 巻　白黒
松山バレエ団が北京で「白毛女」の公演を行った。周総理，張春橋，江青が劇団員を接見した。

  1971 年 12 月　全 5 巻　白黒
中国の卓球代表団は，第三十一回世界選手権に参加した後，日本のいくつかの地方を訪問して親善試
合を行い，日中友好の促進に貢献した。

  1972 年 11 月　全 6 巻　カラー
日本の総理が中日国交正常化の談判のためにわが国を訪問し，周総理と会談，中日政府共同声明に署
名した。毛主席も田中角栄一行と会見した。

  1980 年 6 月　全 2 巻　カラー
中日のバレーボール・チームが南京で行った試合の盛況な様子。

  1980 年 8 月　全 2 巻　カラー
抗日戦争時期にわが軍によって救出された日本人少女美穂子の一家が中国を訪れて関係者を尋ね，中
日人民の深い友誼について心ゆくまで話し合った。

  1980 年 10 月　全 2 巻　カラー
中国の女子バレーボール・チームは南京で行われた試合において，相前後してアメリカと日本に勝利，レベ
ルを向上させた。
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  1980 年 11 月　全 2 巻　カラー
日本の勝利少年合唱団が北京で公演を行い，日中の子どもたちの友誼に貢献した。

  1982 年 9 月　全 1 巻　カラー
日本の中部に位置する四国の多度津町に日本少林寺と少林寺拳法連盟総本部がある。少林寺拳法連盟
長の宗道臣二世が，日本の少林寺拳法の発展状況と，拳師たちの練武や試合の様子を紹介。

  1983 年 4 月　全 8 巻　カラー
漢字の日本への伝播から，唐の鑑真和上の渡海。空海が仏法を求めて入唐したことで京都にもたらさ
れた隋唐の都・洛陽，長安の建築。嵐山に建つ周恩来総理の詩碑，魯迅，郭沫若の記念碑。中国医学
で日本人を治療する様子。中国の貨物船が大阪や横浜港に行っている様子。東京にできた北京ダック
の店などなど。こうした友好的な往来に見えてくる日本の古い風俗，景色，人情。

  1984 年 12 月　全 6 巻　カラー
胡耀邦総書記の招待に応えた日本の青年 3,000 人の中国訪問の記録。わが国の各民族の青年から熱烈
な歓迎を受けた。胡総書記と党と政府の指導者は，わが国の青年と日本の青年と親睦した。日本の青
年は各地を訪問して歓迎されたほか，10 月 1 日に国慶節の式典にも参加した。

  1985 年 4 月　全 1 巻　カラー
日本の早稲田大学教員大槻宏樹は，早稲田大学第三次大槻友好訪中団 21名を率いて，山東省の灘坊市郊外の石
家庄の農家を訪れた。21名の団員はそれぞれ別々の農家に赴き，農民と共に食べ，住み，労働をして友誼を深めた。

  1985 年 8 月　全 9 巻　カラー
記録映像，写真資料，新聞・絵画など駆使し，抗日戦争の正面と後方の戦場と，ヨーロッパとアジア太平
洋地域の反ファシズム戦争を描いたもの。

  1986 年 6 月　全 3 巻　カラー
1984 年の河北省の農民が訪問旅行団を組織して，日本の農業施設を参観した。

  1986 年 7 月　全 3 巻　カラー
（1）東京の人々が空間を充分に利用して，地面が混雑した状況を解消している様子を紹介。（2）日本
の北国の都，札幌の風貌の紹介。（3）日本の観光名所，箱根の風光の紹介。

  1986 年 7 月　全 3 巻　カラー
日本の著名な歌手，杉良太郎の中国での公演と参観などの活動の模様。

  1986 年　巻数未記載　カラー
日本の名古屋にある私立の幼稚園の一日の生活の様子と教育方法の紹介。

  1986 年 7 月　全 2 巻　カラー
長崎市民が原子爆弾の爆発により遭遇した惨状。今日，現代化した国際観光都市となった長崎には，
平和を愛好する国々から送られた平和彫像があり，その中には中国の「平和少女像」がある。

  1986 年 3 月　全 6 巻　カラー
劉延東を団長とする中国青年訪日代表団の日本での活動状況の記録。

  1989 年 10 月　全 2 巻　カラー
中国人作曲家呂遠と日本人の友人との友誼。呂遠は日本を訪問し，歌劇『小野小町』を完成させた。
日本の友人は中国で国難に殉じた人民に哀悼の意を示した。




