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なぜ1930年代〜1945年の国策映画、プロパガンダを比較するのか

戦時期においては、民主制、デモクラシーが機能せず、権力をひとつの組織体に集中させること
が通常になる。権威主義制やファシズムをもたらすということだ。戦争では、国民をひとつの目標
に束ねてゆく必然性がでてくるし、また一方の国民も勝利を見い出そうとする。こういった状況の
中で、政府による国策映画や各種のプロパガンダ、検閲が多数行われるが、その場合の国家間の検
閲やプロパガンダの違いはどの程度あるのだろうか。ここでは4つの国家、地域でその違いを比較
検討してみたい。

なぜこの比較を行うのか。
ひとつには非デモクラシー下で、情報がどのように流れるのかを明らかにしたいからである。政

府や政権側に有利な情報がどのように管理され、作成されてゆき、情報の流通が制限されるのかで
ある。ファシズムは自由な報道を許容しない。ではそのファシズム（あるいは権威主義的制度）を
独立変数として見た場合、どのような芸術の情報が流れ、その時期の芸術はどういう特性を持つの
かを従属変数と考えたい。プロパガンダは増加するのか。するならどの程度するのか。芸術の質は
どう変わるのか。国家に奉仕するものばかりになるのか。

このような情報の管理や制作、現代では「フェイク」と呼ばれもする情報は、現在も世界のあち
こちで認められる傾向である。特に最近の政治情勢にはポピュリズム的性格が頻繁に見出される。
その点に考慮しつつ第二次世界大戦当時の「情報操作」を比較する。ただ過去がどうだったか、と
いうだけの問題ではない。そしてそこから「情報操作」の手法の違いや、法制度の違いなども見え
てくるだろう。
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We set a subject here: Comparative Propaganda Studies. From 1930s to 1945, Some countries adopted 

the political system, called fascism named after Italian word Fascio, that means “bundle”, and other anti-
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キーワード：プロパガンダ　映画　ファシズム　比較政治　文化政策



Journal of Global Media Studies   Vol. 22

―  72  ―

　P.72　　［初校］　Journal of Global Media Studies   Vol. 22

比較するのは、ドイツ、満洲、日本、アメリカの4地域である。それぞれの地域の研究は個別に、
そして深く行われているので、一次史料を参照しつつ、二次史料にも依存してゆきたい。これらの
4つの広範で性質も異なる地域をひとりの人間がすべてカバーするのはもとより不可能なことだろ
う。しかし、慎重に一次、二次史料を参考にしてゆけば、全体像を描くこと自体は、楽観的だろう
が、できないわけではないと思われる。

結論的なことを先に書いておこう。ファシズムは市民の自由を剥奪する。そこには異論の余地は
まったくない。しかし、芸術に関していえば、ただ政府による表現の抑圧だけがあったのではない
こともわかる。検閲という制度が有効に機能しているほど、芸術の抑圧だけになるわけではない。
また戦時中ではデモクラシー国家でも検閲が起きる。反デモクラシーと戦うために報道や表現の自
由は抑制され、自由は担保されなくなるという「民主制のパラドクス」が起きる。

ここで4つの「国家」を選んだのは以下の理由からだ。まず典型的なファシズム国家と考えられ
るドイツの場合を検討する。また日本もファシズム国家として考慮する。また、現在の用語で言え
ば「未承認国家」と呼べる「満洲」の場合を考える。傀儡政権の場合にプロパガンダや検閲はどう
機能するのだろうか。そして、民主制国家の代表とも呼べるアメリカの場合の情報統制を考える。
どの程度、表現の自由があったのだろうか。検閲が行われていたのなら、その方法はどのようなも
のであったかだ。

この4つの国家を比較してゆくが、比較には限定をつける必要があろう。それぞれの国家は個別
の歴史を持ち、そのうち、3つの国家はデモクラシーの経験があり、1つは傀儡政権である。文化的
にも異なる背景を持つ。またこれらの国家は政策的に相互に影響を与え合い、政策が独立に決まっ
ているのではないとも言えよう。たとえば、日本はナチスドイツの政策を知りうる状況にあり、ア
メリカは日本の政策を知りうる立場にあった、というような。しかし、20世紀の地球という球体に
住むということは、相互に影響を受けるということでもあった。純粋に客観的な相互比較は不可能
であろう。

さて、ここではとくに映画、音楽、美術といったメディアを扱うことにしたい。映画館、雑誌、
ダンスホール、レコード、ラジオという媒体を通していることになる。より市民や庶民に近いメデ
ィアが映画であった。小説や詩、戯曲や写真などを等閑視するつもりはないが、本論文ではほとん
ど扱わない。むしろそのことでくっきりと浮上してくるものがあるだろう。映画においては、現代
的な映像分析より、シナリオやテーマといった作品に内在する「ストーリー」について分析を加え
たい。政府や軍が推薦している映画だけではなく、民間製作の映画も視野に入れる。音楽に関して
は主に録音されているものを俎上に乗せる。美術に関しては政府が率先して開催している展覧会を
対象にする。映画には、その時代の音楽が取り入れられていることも多いのでこれも対象となろう。

では、ドイツ、満洲、日本、アメリカという順序で、プロパガンダや国策映画、雑誌、音楽への
政策をみてゆくことにしよう。

1. ナチスドイツ

映画

ナチス（Nazis, NSDAP）政権下では、芸術全般に対して、ナチス的か、それとも非ナチス的か
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がナチスや国民啓蒙・宣伝省、帝国文化院によって分類された。そして非ナチス的なものは排除さ
れ、演奏や上演は禁止されていった。あらゆる芸術は、ナチス体制に沿った、非ユダヤ的で総統の
理念に合致したものでなければならなかった。こう考えられている。映画界や音楽、演劇界では中
心人物たち、たとえばフリッツ・ラング、シェーンベルク、ブレヒト、トーマス・マンなどが亡命
や移民をし、ドイツ語圏から去った。それによってドイツ（オーストリアを含む）の映画や音楽、
美術は政府に奉仕するものだけになったと考えられている。

これは全体としては間違っていない。しかし、部分としては不正確な面がある。より詳細にみて
ゆこう。

まず、ナチ的なものと非ナチ的なものの分類作業がむずかしい。あからさまな政府礼賛、ヒトラ
ー礼賛（映画『少年ヒトラー』のような）の映画、音楽、美術といった場合ならば話は明確である。
そのような芸術はナチスの国策に一致しているが、たとえば政治的な色合いがない作品はどう扱っ
たらいいのだろうか。いわゆる退廃（頽廃）芸術と名付けられた美術はもっともよく知られている
が、現在でいうポップカルチャー的美術、たとえば当時のマンガやアニメは「退廃」なのかそうで
ないのかという線引きが容易ではない。まずこれは芸術理解上での問題である（たとえばMarta 

Hoepffnerの写真はどうなのか）。
また一方、ヨーゼフ・ゲッベルスは、ナチス的な映像文化ですべての映画館を覆い尽くそうとし

た訳ではない。彼がコメディー映画を積極的に作らせたのは有名であろう。また当時、ウーファ社
によってSF映画や恋愛映画が撮影されているし、新たに人気を博した俳優が男女とも現れた。

具体的に作品を検討してみよう。映画を視界に入れてみると、まず必ず言及されるのがレニ・リ
ーフェンシュタール監督のドキュメンタリー作品である。『意志の勝利』や『民族の祭典』といっ
たものがそれであり、現在に至るまでその評価は分かれる。では、ナチスはあのようなアーリア人
の優越に焦点を当てたプロパガンダばかりを製作、推薦していたのかというかというと、そんなこ
とはない。

たとえば1942年に公開されている『大いなる愛』（Die Große Liebe）。ロルフ・ハンゼン監督、主
演はツァラ・レアンダー Zara Leanderの恋愛映画がある。この作品は戦争期に最もよく映画館で見
られた作品であり、800万ライヒスマルクの興行収入を叩き出している（Garden, 2012）。この主演
女優はたいへんな人気を博したのだが、出身はスウェーデンであり「アーリア人」の範囲に入って
いるとは言いにくい。しかし一般の「ドイツ市民」が見ていたのは、空軍パイロットの恋愛を描い
たこのようなメロドラマ作品だったのである。この点は日本と事情が似ている（後述）。
「第三帝国」の時期に、撮影された映画はおよそ1,300本を超えると考えられている。そしてドイ

ツ敗北のまさにその時まで製作されていた大量の作品が、1933年以降検閲の対象となっていた。そ
してこの数の映画の中で、政府の意図の元に作られたプロパガンダ的なものはおよそ100本程度と
考えられる。つまり、当時、検閲にかかり上演できなかった映画もあるが、映画館では、恋愛もの、
アクション、SF映画、ファンタジー映画、山岳映画などがさかんに観られていた。この事実は当
時のプロパガンダや国策映画の理解のためには必要なことだ。

もちろん、このことは映画館ではプロパガンダの力がなかった、ということとは違う。反ユダヤ
映画も一定程度確実に撮影されていたし、反イギリスや反アメリカ、反ソ連映画に分類可能な映画
も製作されていた（たとえば“Der verlorene Sohn”『放蕩息子』、1934年）。それがどのように1933
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年以降の世論形成に影響を与えたかはさておき、プロパガンダ映画は作成されていたのだ。この2

重の要素、つまり一般的な恋愛や活劇的映画が一方にあり、そして同時にプロパガンダ映画もナチ
スや軍の指導の元に撮られていたという2重性がある。

人気もあり、有名でもあった作品を紹介しておこう。
『シャーロック・ホームズだった男』（カール・ハルトル監督、1937）。もっとも知られた男優ハ

ンス・アルバースが主演のミュージカル・コメディー。シャーロック・ホームズものはこの時代に
は他にも撮影されていて、イギリス人がテーマでも問題はなかった。現在でも特定の世代には人気
がある映画だという。

またこれも忘れてはならない作品『ほら男爵の冒険』（ヨーゼフ・フォン・バキー監督）がある。
ウーファ社設立25周年記念作品で、カラー映画。ほらふき男爵を基礎にしつつ、破天荒な冒険をす
る。1943年にこういう映画が見られていたのは、現代の人々には予想しにくいのではないか。

音楽

クラシック音楽を考えると、ユダヤ系の作曲家の作品は一切ラジオからは流されず、コンサート
でも演目になることはなかったと思われる。実際そうだろうか。これも具体的に見てみよう。

ベルリン・フィルハーモニー・オーケストラの当時の演奏曲目の記録が残っている（リーヴィー、
2000）。ベルリン・フィルは自治組織的オーケストラであったが、当時はナチスの影響を受けていた。
1933年から1945年までの曲目は、作曲者でいえば「ドイツ系」ばかりである。ブラームスとリヒ
ャルト・シュトラウスの曲が突出して多く、プフィツナー、レーガーが続く。しかし、非ドイツ系
作曲者もそれなりに演奏されている。シベリウス、レスピーギ、ドビュッシー、ラヴェル、ストラ
ヴィンスキーまで演奏されている。これはドイツ軍の占領地域の作曲家だから演奏したということ
だけとも言えないかもしれない。

ジャズ（スイングジャズ）も映画の中では演奏されている。国民啓蒙・宣伝省は、美術や建築に
は詳しかったが、音楽に関してはさほど詳しくない上に、音楽であれば多少は許されるという傾向
があったようだ。

トーマス・マンの日記に次のような記述がある。「シェーンベルクによると、1940年頃から現代
音楽が、十二音音楽を含めて、ナチスドイツで『頽廃芸術』であるにもかかわらず許容され、ある
程度は優遇されているという」（1943年5月8日付）

これを文字通り受け取っていいかは不明だが、時代によって検閲の基準が変わってゆくのは他の
国でも起きることだ。検閲基準を一律に考えてしまうのはおそらく間違いになる。

2. 満洲

「満洲」は、日本の、そして世界初の傀儡国家であり、ここでは国家というより「地域」として
扱う。関東軍と満洲国共和会という組織により権威主義的な統治がなされていた地域だ。

1932年3月1日に満洲国は建国され、宣統帝溥儀を「執政」とし、首都を長春とし新京と改名した
人口3,000万人の巨大な「国家」だ。犬養毅首相自身が承認しなかったこの「未承認国家」であるが、
独自の道を辿ってゆく。それをかい摘んで説明しておこう。
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満洲国建国後、その国家の理念をどうするかを決める組織がなく、自治的な形式であった。そこ
で関東軍司令部の石原莞爾、板垣征四郎らから出資を受け、大川周平門下や、小澤開作、于静遠と
いった民族主義者が満洲国共和会を設置する。満洲には立法的な組織、議会がないので（立法院は
存在するが有名無実）、民意を汲み取ることができない。そのための組織という言い分である。実
質的な一党独裁であり、その独裁組織が満洲国共和会と考えてよい。この組織を基盤にして「五族
協和」「王道楽土」を目指し、インフラの整備や近代的都市建設も計画されていった。

文化政策

このような典型的権威主義、独裁国家において、どのような文化や芸術がプロパガンダとして機
能し、機能させられたのだろうか。満洲では内地（日本本土）よりもはるかに製作の自由度が高か
ったのである。この点を見てゆきたい。

満洲事変後、満鉄映画班にとっては映像が、とくに映画館で流されるニュースの需要が増え、満
鉄映画製作所と改名して拡大してゆく。特に国際連盟脱退後、関東軍としては満洲が「不当な侵略」
などではないことを「五族」に理解させる必要があった。そのためにはニュース映像の拡充と劇映
画の製作が不可欠になってきた。満洲国共和会は、ビラやポスター、満映ニュースも含め、映像に
よる教化を進めるようとする。

実際に満洲映画協会、通称「満映」が作られるのは1937年（昭和12年）8月21日で、満鉄が50％
出資、満洲国50％出資、資本金500円という特殊会社として発足、創業した。庁舎の建設は清水建
設で、映像技術面は東宝の前身、P.C.L.が担当した。

満映の初代理事は金璧東（川島芳子の兄）であったが、関東軍は納得せず、2代目に甘粕正彦を
据える。甘粕というと大杉事件を連想する。しかし、満映での甘粕は右翼どころか、左翼を許容し、
内田吐夢、岩崎昶などを日本から呼んだ。特に日本の「映画法」（後述）施行後は、満洲が比較的
自由に映画を撮れる場所と映画人は受け取った。

甘粕理事長の考え方は「満映は、国策映画を作るだけではなく、本来の目的、中国人が喜ぶよう
な映画を作ること」（山口、2006）としている。そのために現在は日本人スタッフが製作しているが、
将来は中国人が満映の映画を撮るのが望ましいとする。そして事実、甘粕はそのような人事や差配
を行なった。中国人俳優や監督を積極的に登用し、結果としてその後の中国映画の基礎を作った面
もある。

また人気女優李香蘭（り・こうらん、中国名リ・シャンラン、戦後には山口（大鷹）淑子　戦後
のハリウッド映画出演時はシャーリー・ヤマグチ、アラブ圏ではジャミーラ・ヤマグチ）の給与と
比べて中国人俳優の給与が圧倒的に低かった状況を変えたのは甘粕である。甘粕は国策映画の効果
のなさに気が付いていた。ドイツ最大の映画会社ウーファ Ufaの撮影所を見学していて、ドイツの
映画製作を参考にしている面もあるかもしれない。

当時の満映の映画はあまり残っていないが、残存している映画の中で特徴のあるものを挙げてみ
よう。

具体的な映画作品

『迎春花』（佐々木康監督、満映、1942）。主演は李香蘭で、奉天の建築会社に越してきた社長の
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息子とのコミカルな恋愛映画。都市としてのハルビンが近代化していることも見せたかったのだろ
う。元プリントに中国語（北京語）の字幕が入っている上に、「満洲語」と中国語と日本語が飛び
交う。日本人が「上から目線」で見ているという面が強いが、多言語映画であることと、李香蘭が

「すべてを持っていく」俳優であることも理解できる。当時の中国人はこの映画はほとんど観なか
ったと思われる。
『サヨンの鐘』（清水宏監督、松竹、1943）。実際には、松竹、朝鮮総督府、満映の3者がよる製作。

台湾の少数民族、高砂族の娘サヨンを李香蘭が演じている。恋愛ものだが、主人公サヨンは川に落
ち結局死んでしまう。戦時下において、少数民族も国家間戦争に関わり、その中で死ぬことを強調
するというイデオロギー色がとても強い映画だ。だが、ふつうに見ていると、純真な主人公サヨン
に感情移入してゆくだろう。この映画は、先に西條八十作詞、古賀政男作曲の曲を渡辺はま子が歌
いヒットし、そこから映画化する話が持ち上がった。

そして、これも李香蘭主演の『支那の夜』（伏水修監督、小國英雄脚本、東宝、1940）。いろいろ
な解釈が可能な映画だが、基本は日本人と中国人の間の恋愛映画。長谷川一夫と李香蘭との間で、「李
香蘭（中国）が長谷川一夫（日本）に従うと最後はハッピーエンディングになる」という展開であ
る。ちなみにこれも音楽が先に流行り、後から映画が作られた。

言及されることが多い「代表的な」映画を観てみると、多民族であるという「大東亜共栄圏」の
イデオロギーを実現させながら、恋愛映画と受け取れる形にしている。これらの作品を蒋介石や毛
沢東、その他の軍閥下の「中国人」がどの程度観たのか、それは作品によってずいぶん差があった
と推定できる。『支那の夜』には中国や東南アジアでもかなりの観客がいた記録がある。

音楽・写真

李香蘭は歌手としても人気を博し、SPレコードも売れていたが、それ以外の音楽はどうだった
のか。

映画製作にはオーケストラが必要になる。映画の伴奏である。そこからオーケストラが発展して
ゆくプロセスは他の国家でも起きているが、満洲もまた同様である。そこから単独のコンサート活
動が開催されてゆく。満洲国の文化政策として政府は：

一、地方各地音楽団を結成、都市音楽団に指導させる
一、 都市音楽団および放送機関に民謡の調査研究をさせ健全な民謡の創作を行わせ、レコードお

よび放送などにより普及をはかる
というように積極的に文学、雑誌、音楽、演芸、また展覧会といったものを推進しようとしていた

（注1）。
「クラシック音楽」「軍楽」を考える際、名指揮者、朝比奈隆（1908-2001）がどのような足取り

をたどって経験を積んだかを追うと、当時の姿が垣間見えてくる。1940年に新交響楽団（新響、の
ちのNHK交響楽団）でデビューしたあと、大阪放送管弦楽団に移り、1943年には外務省の指示で
上海交響楽団を指揮。楽団員が全員ヨーロッパ系外国人である中で「日本人にもオーケストラの指
揮ができる」ことを誇示する必要があった。その後、満洲、新京交響楽団を指揮し始めるのが1944

年。ついに渡満、ハルビン交響楽団の指揮者になる。このように、若いアーティストには、満洲は
関東軍などの依頼も受けながら、自らの経験を積む場にもなっていた。
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雑誌でいえば、1933年に本格的な写真雑誌「満洲グラフ」が創刊され、渕上白陽の独特な「絵画
風」写真が掲載されてゆく。リアリズムとは離れた、「郷愁」を移す写真家として独自の地位を築く。

「満洲写真作家協会」は、内地とは別の傾向を形成してゆく。1940年になると満洲の広報の必要上、
写真雑誌がいくつか創刊され、「MANCHUKUO」（関東軍報道部の対外宣伝グラフ雑誌）「満洲」（東
京、朝日新聞社）、そして有名な写真雑誌「フォトタイムス」が満洲特集を組むようになる。

この過程で満洲国政府は写真の統制を考え始め、1940年には写真家は登録写真制度（＝統制され
た写真のみ）のもとで働くことになる。また「満洲国国務院総務庁弘報処」が写真雑誌を出してゆ
く。南満洲鉄道（総務部）は、「満洲グラフ」を1933年から1944年まで出し続ける。表紙はカラー
でありデザイン的にも先端的なものである。雑誌「FRONT」もグラフ雑誌として、端麗な顔立ち
の兵士を表紙にするなど、プロパガンダ色が強いものであった。雑誌の中にはしばしばモットーや
宣言が入り込み、イデオロギーが生々しく露出していた。しかし、写真の質はひじょうに高く、木
村伊兵衛、濱谷宏は雑誌「FRONT」で活躍していた。そこにソ連のモンタージュの影響も見て取
ることができる。

満洲では比較的自由に芸術活動ができたとよく言われるが、それは映画や音楽にはある程度当て
はまるだろう。しかし写真については、時代の変化によって文化政策は変わっていったとみるのが
妥当だ。

3. 日本

文化政策

日本の戦前戦中の芸術、特に映画は翼賛体制そのものであり、観るべきものはほとんどないのだ
ろうか。つまり、政府や内務省、特に陸軍省や海軍省が納得し、推奨するような作品だけが上映さ
れていたのだろうか。ある時期まではそう考えられていたが、2,000年代に入りこの見方が変化し
始めた。もっと多様な作品が、海外（植民地や占領地でのロケも含む）や日本では撮られて、また
上映されていた。映画会社や監督、脚本家は検閲を巧妙に、または交渉によってかいくぐり、「反戦」

「非戦」の意味を込めた作品が登場していた。
つまり①軍の勧める映画が一方で撮影され②いわゆる娯楽映画や喜劇も多数撮影され③また軍事

的テーマを映像化してもそこに戦争行為に対する静かな批判を込める。この3つが当時の映画のタ
イプであった。

よく知られるように1920年代中盤から軍による検閲は始まっていた。とくに映画に関しては、
1939年の映画法の成立によって、組織的にシナリオ・脚本段階から検閲が行われた。映画会社は統
合され、多くの脚本が書き直しを命じられ、また撮影後であっても上映禁止になっている。たとえ
ば溝口健二の脚本ではこのプロセスが知られている（木下、2016）。また上映禁止映画は「文化映画」
を含め、相当な数にのぼる。

この該当時期に「日本映画」は約2000本撮影されていて、ハリウッド映画に匹敵する本数が作成
されていた。現存する映画は約200本であり、今後、失われていたプリントがネガ、ポジで発見さ
れる可能性も低くはないが約90％が消失している。

ここで映画法に関して説明を加えておこう。
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映画法は1939年4月4日に公布、同年10月1日に施行されている。「国体精神を中心とする国民の
精神的統一へ」を目指した法であり、内務省警保局警務課の館林三喜男発案だと考えられる（古川
隆久、2003）。文部省社会教育局の不破祐俊も法案作成に協力しているようだ。
「映画は低俗なもの」という当時の一般的な見方の中で、「映画法」は国家が映画を統制すること

で芸術に寄与すると考えられ、また映画会社も業界の保護という意味で概ね歓迎している。また輸
入映画の制限がかかることで、邦画がより見られることを期待している（注2）。同紙面には「さり
とて大衆心理に全く盲目といって良い御役人の作る映画に見るべきもののないのは昨今続出する国
策映画と銘打たれたものを見ればわかる、この点は映画法の実施に伴って官民共に智恵をしぼらな
ければならぬところ（略）」ともある。

映画法はそれ以前の1925年、活動写真「フィルム」検閲規則を発展させたものだ。検閲の方法は
明確に規定されていて、「皇室や日本国家の冒瀆、政治混乱を助長する思想の鼓吹、公益の阻害」「国
語を乱す恐れ」「製作技術の顕著な稚拙さ」などというものであった。そして教育上支障がないと
文部省が認定した映画を「一般映画」、それ以外の（恋愛映画などを）「非一般映画」と名付けた（古
川、同）。

なおこの映画法は、帝国議会で議論があったものの、あっさりと可決している。原因としては、
映画業界が映画法に賛成に回り、また政治家と官僚はほとんど映画を見たことがなく（にわかには
信じがたいが）、映画の知識が欠けていたことだと古川隆久はしている。

さて戦前、もっとも人気が出た映画は1938年（昭和13年）に公開された『愛染かつら』（松竹）だ。
人気女優田中絹代と上原謙との恋愛映画で、戦後も映画やテレビで何度かリメイクされている。こ
の時、映画音楽もヒットをしたが、稀なケースだと言えよう。映画全体としては、西洋化、近代化
した東京、京都、熱海において、恋愛がすれ違うことをテーマにしている。映画法施行の一年前と
いうこともあるのだろうが、看護師役（看護婦）田中絹代の職場仲間が院長に直談判をするなど、
労働者としての意識が強く出ているシーンもある。

この映画はいわゆる「メロドラマ」「催涙映画」に分類され、単に恋愛だけではなく、「女性の社
会進出」にも光が当たっていた。このような恋愛ものは絶大な人気があった。

この『愛染かつら』だが、松竹は続編『続愛染かつら』を1939年に封切る。これは映画法成立後
であり、映画雑誌上で議論を呼び起こした。こういう映画は質が低い、という批判であり、松竹に
批判の矛先は向かった。ちなみに当時の新聞には映画に関する議論はほとんどない。松竹映画の当
時の興行収入の1位と3位が『愛染かつら完結編』『続愛染かつら』であったことを考えると、映画
評論家が酷評したこのような恋愛、メロドラマには大変な需要があったことがわかる。

このころは日中戦争の真最中であり、またより「大規模な戦争」も囁かれていたころである。製
造業は未曾有の好景気に湧き、労働者の残業時間も長くなる一方であった。その分所得も都市部で
は上がっている。それで市民は映画館に殺到したのである。当時の映画館は作品によっては満員に
なることも多く、民間だけではなく、市レベルでホテルとともに映画館を作る動きもあった（大阪
市）。また「増産映画」も撮影され、『エノケンの頑張り戦術』（中川信夫監督、東宝、1939）には
兵器の増産がテーマに出てくるし、時代は下るが『一番美しく』（黒澤明監督、東宝、1944）も日
本光学（現Nikon）をモデルとした航空用光学機器の増産がメインテーマである。

さて、映画法のその後であるが、簡潔にいうと、その運用はそれほど一定でも厳格でもなかった。
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マルクス主義関連本や三木清の書籍への厳格な検閲とは異なっていたと言っていいだろう。もちろ
んシナリオの事前提出があり、そこで書き直しを命じられることもあり、上演不可となることも一
再ではなかった。しかし、映画法、とくに1940年以降の施行は、その時の状況によっていた。

エノケン（榎本健一）による映画は「非一般映画」に分類された。『エノケンの法界坊』（齋藤寅
次郎監督、東宝、1938）などはその典型であり、スイングジャズに歌詞を載せたミュージカル・コ
メディー『鴛鴦歌合戦』（マキノ正博監督、日活、1939）も人気を誇った。

戦後、当時の映画監督の回想を見てみると、たとえば山本嘉次郎監督は、『ハワイ・マレー沖開戦』
の撮影時を記している。空母の情報を与えられず、アメリカの写真雑誌「LIFE」を参考に空母の
セットを作ったこと、それが「なんだこれは。アメリカの航空母艦じゃないか。こんな国辱映画は
焼いてしまえ」と情報部検閲部長の宮様に怒鳴られたこと。そして「どのようにしてこの発言を揉
み消して映画が上演可能になったかはわからない」とも書いている（山本嘉次郎、1965）。別の箇
所では小津安二郎の映画が検閲に引っかかり上演できなくなりそうだったところ、交渉によって公
開が可能になった由の記述もある。
「講座　日本映画4　戦争と日本映画」では以下のようなことを今井正監督が対談の中で発言して

いる。「検閲なんか内閣情報局で、うるさかったよ…こんなくだらないシーンをやっているなんて
とケチをつける。五つ、六つこれはどうしても具合が悪いというところを言うわけよ。だけどこん
どはこちらが弁解して言いかえす。最後は通してくれるけど、必ず二、三カ所は切られたからね（以
下略）」

映画法や検閲制度だが、杓子定規に「不可」としているわけではない。溝口健二のシナリオへの
検閲も考えると、状況と検閲担当者によって、また時期によっても随分と施策に差があったという
のが実際のところだろう。

戦争映画

戦争映画といった場合、ここでは実際に戦闘行為が扱われている映画を指す。前線の映画であり、
銃後の映画ではないということだ。これは戦中、1942年12月公開の『ハワイ・マレー沖海戦』（東宝、
山本嘉次郎監督）に尽きる（前述）。この映画は典型的な戦争映画であり、実際の真珠湾攻撃の一
年後に公開されるというかなりの早さで作られた映画である。これは現在の台湾、韓半島はもとよ
り、東南アジアでもしばしば無料で観られた。それゆえ実際の観客動員数は正確にはわからないだ
ろう。

映画自体は、パイロット養成のプロセスの前半と、ハワイとマレー半島攻撃の後半に分かれる。
前半は典型的な青年の成長物語であり、後半は、特撮を中核にしたスペクタクルである。マルチカ
メラでプールに浮かんでいる模型の戦艦を破壊してゆくシーンの撮影は当時としては特筆すべき技
術であり、その卓越性が画面にも出ている。

それ以外にも予想されるような、軍神、東郷平八郎を遥拝するシーンや神道的なシーンも多いが、
観客は後者のハワイ奇襲の特撮に湧いた。特に子どもたちはこのスペクタクルを見たかったのだろ
う。円谷英二は、本映画以前から特撮技術に優れたものを持っていたが、この映画で一躍有名にな
った。

しかし、この映画を除くと、陸海軍が望むような、戦意高揚的な映画には観客が入らなかった。『陸
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軍』（木下惠介監督、松竹、1944）や『歴史』（同監督、松竹、1944年）のような大作は観客を動
員できなかった。端的にいうと陸軍省や海軍省が推薦している映画は客が入りにくかった。これは
因果関係があるというよりも、市民や労働者の興味は別のところにあり、省の推薦だけでは映画を
観るインセンティヴにはならなかったということだろう。

ここでも特に特徴的な作品をいくつか具体的に挙げよう。
『望楼の守備隊』（今井正監督、東宝、1943）は、興味深い面を持っている映画である。当時の朝

鮮・満洲国境付近の守備隊なのだが、軍人数も少なく、「匪賊」（反日帝ゲリラ活動とここではして
おく）の急襲に朝鮮人、日本人が協力して戦い、最後には日本軍の援軍、と言ってもトラック2台
が来て救われる、こういう展開だ。

朝鮮人には日本語教育が行われ、学校では日本人教師に発音を直される。朝鮮人の中にも反日の
人がいる。また不自然なまでに日本人に感謝する朝鮮系もいる。しかし匪賊という共通の敵に対し
ては日朝ともに戦うという典型的プロパガンダ映画だ。この映画はハリウッドのアクション映画の
影響を如実に受けていてカメラの動きも激しい。また日本軍の兵士も次々にあっさりと死んでゆく。
つまり「日本軍はこんなに強いのか、では従わざるを得ない」という印象を与えるよりは、日本軍
の通信面の不備や、辺境ゆえの武器弾薬の不足が目立つ作品である。

松竹はメロドラマだけでなく遅ればせながら戦争映画に参入してゆく。松竹は、航空機を主題に
した映画を中心に撮影している。確かに一ノ瀬俊也氏が書いているように、当時の日本では「大艦
巨砲主義」ではなく航空機が戦争では決定的に重要だということが、制作側、観客ともによく理解
されていたのだろう。
『敵機空襲』（野村浩将、渋谷実、吉村公三郎監督、松竹、1943）では、上原謙、田中絹代という

『愛染かつら』コンビに加え、高峰三枝子との「三角関係」を軸にストーリーは展開する。実際に
激しい空襲（米軍による空爆）で、東京が破壊されてゆくのが見事な特撮で撮られている。日本軍
の司令部を映し、日本軍の戦闘機による米軍の迎撃が完全にはできないことが台詞としても事実と
しても出てくる映画である。防空体制は不備なのだ。たしかに「戦意高揚」と「隣組は有効である」
という意図で撮っているのだろうが、決してそう見えない。当時の観客も同様であっただろう。

松竹の映画は他の作品も、威勢がいいという映画ではなく、むしろ現実を直視し、その中で人間
関係を重視して戦争に対応しようというものが多い。

とはいえ典型的「プロパガンダ映画」も少なくない。後発の映画会社で、海軍、陸軍と関係が近
かった東宝の製作のものに多い。精神性や「頑張り」、そして自己犠牲を強調する作品である。た
とえば『翼の凱歌』（シンガポール国立博物館では同作品の大きなポスターが展示されている）、『決
戦の大空へ』『加藤隼戦闘隊』などを挙げると特徴がはっきりするだろう。

ジョン・W・ダワーは、論文「日本映画、戦争へ行く」（ダワー、2010）の中でこう書いている。
「日本の戦争映画で、戦争賛美と見られるものはほとんど一作もない」「〔日本の〕戦争映画を観た
人ならは誰もが持つ圧倒的イメージは、純粋で、苦しみに耐える、自己犠牲的な国民としての日本
人である」

これは部分的には正しいが、不正確である。たしかに自己犠牲を中心にして撮影されたプロパガ
ンダ映画は少なくない。「ハワイ・マレー沖海戦」の飛行機墜落シーンが多くの少年たちに強い印
象を与えた。しかし上に挙げた戦闘機に関する3つの戦争映画はその特徴を持っていない。特に女
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性が労働者として出てくる映画では苦しみに耐える自己犠牲ではなく、溌剌として自ら献身的であ
ろうとする人間像が描かれる。戦争映画の中には自己犠牲はあるが少ないのである（特に松竹映画）。
日本の市民はそういう自己犠牲を少年たちを除くと受け入れず、率直に言えば人気がなかった。市
民が観たのは松竹の恋愛もの、エノケンのコメディー（『孫悟空』）、そして時代劇（『伊那の勘太郎』

『無法松の一生』）といった非一般映画なのである。

画像1 : 『あの旗を撃て』より。フィリピン人の主人公トニーは傷がいを克服、
日本軍軍人との別れを惜しむ

『敵機空襲』の他にもう一本、映画を紹介しておきたい。それは『あの旗を撃て』（阿部豊監督、
東宝、1944）だ。これほどの「異質な」映画が陸軍省の支援のもとで撮影されていたのは驚きでも
ある。日本軍がアメリカ軍の占領から「解放」したフィリピン（フィリッピン）が舞台。英語を堪
能に話す水島兵長と、フィリピン人少年トニーの間の友情を中心に据え、日本軍がアメリカ軍軍人
に対し「アヴェ・マリア」をジャングルで流すシーンがあるといった珍しい多言語映画である。英
語、タガログ語、日本語の3言語が使われている。ここには人道的視点や、人類の共通性といった
ものが前提とされている。「自分がやりたいことを精一杯やればいい」という言葉で水島が、交通
事故で脚に障がいを持ってしまったトニーを元気付ける。

1944年公開ではあるが、元来はフィリピンを含め東南アジアでも公開されることを念頭に作られ
たと見られ、米軍軍人（捕虜）も多数出演している（当然、国際法上問題）。米軍司令部の内部を
映し、意思や意図を持ったアメリカ人を敵として扱うのは、日本の戦争映画一般として珍しい。興
行での動員が14万人という資料もある。

日本で当時人気を博した作品を考えると、プロパガンダ映画にも多様な要素があることを再認識
せざるをえないだろう。『あの旗を撃て』のような映画が情報局のチェックを通過したということは、
1944年前後では検閲体制は厳格なものでなかっただろうという仮説が強まる。
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音楽

日本や占領地における戦前・戦中の音楽としてどういうものが聴かれていたか。紙幅の関係で簡
潔に済ます。同分野の研究は進んでいて、軍国主義的な音楽だけが聴かれていたのではないことが
わかっている。スイングジャズやスイングジャズに近いものも録音、放送されていた。「軽音楽」
としてジャズは演奏され聴かれていたし、占領地の音楽がジャズ的に演奏されていた。前述の『鴛
鴦歌合戦』をはじめとして、映画音楽としてもスイングジャズは使われていた。敗戦間際の映画、『乙
女のゐる基地』（佐々木康監督、松竹、1945）の女子挺身隊による飛行機整備シーンでスイングジ
ャズが流れるし、『野戦軍楽隊』（マキノ正博、松竹、1943）は、戦争映画というより楽器と軍人演
奏者が主になっている音楽映画である。

音楽単体でみても、コロンビア社ではジャズが戦争中でも録音されていて、ブラスを大幅にフィ
ーチャーしたスイングジャズを聞くことができる（注3）。

アニメ・絵画

戦前・戦中の日本のアニメ、絵画、雑誌の研究も少なくないので、概略をまとめたい。アニメに
は統制やコントロールの要素が比較的少なく、絵画はプロパガンダの影響が強く（ナチスドイツの
影響）、雑誌も同様だったといえそうだ。

日本で初のプロパガンダ・アニメは、1931年の『空の桃太郎』（村田安司）であり、これはアメ
リカのアニメの模倣と言える。輪郭をはっきりさせない（ディズニーのような）丸みをもったスタ
イルである。その後も大藤信郎、鈴木宏昌らが、反英米色の強いアニメーションを作成している。

画像2: 『桃太郎　海の神兵』より。アメリカ兵が桃太郎の兵隊の攻撃で逃
げ惑う。
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瀬尾光世の『桃太郎の海鷲』は『ハワイ・マレー沖海戦』の成功をみて、海軍が依頼したアニメで、
37分の長編ということもあり大ヒットし、当時の皇太子出席の特別晩餐会で上映されたという。

しかしなんといっても、当時の日本のアニメは『桃太郎 海の神兵』（瀬尾光世演出、海軍省後援、
松竹、1945年4月公開）であろう。画面の質、また全体のプロパガンダとしてのストーリーともに
水準が高い。日本の農村部が出てきた後に、南太平洋の「どこかの島」が舞台になる。桃太郎は動
物たちに、歌に乗って日本語を教え、滑走路を工事し、軍事訓練を施す。最終的に動物たちは米軍
と戦い、敗戦を認めないアメリカ人に強く迫るが、最終的に米軍は降伏文章に署名する。

現在、このアニメはデジタル修復され、当時に見られていたよりも画面が鮮明かもしれないが、
古関裕而の音楽、サトウハチローの作詞ともどもこの74分のアニメが敗戦直前に公開された。当時
の海軍は、市民や子どもたちに戦争の意味を理解させ、西洋人の優柔不断さを納得させようとした
のかもしれない。

絵画については、書籍も多く出版されているので、詳細はそちらを参考にしていただきたいが、
戦前・戦中期の画家、彫刻家のほとんどは、戦争絵画や美術に関わった。それは洋画、日本画を問
わない。

有名なのは、陸軍・海軍が個別に行った絵画展であろう。陸海軍はここでも対立していたのであ
る。「第一回聖戦美術展」が1939年に朝日新聞社、陸軍美術協会の共催で開かれた。小磯良平、南
政義など著名画家の出品もあり、また別枠の基準でアマチュアや出征兵士の出展もあった。

一方の海軍主導で「大日本海洋美術展」が1944年まで開かれているし、「航空美術展」も1943年
まで日本橋高島屋で開かれている。

絵画史上で重要なのは「第一回大東亜戦争美術展」（朝日新聞社主催、1942）であろう。これは
陸軍、海軍が唯一共同で後援した展覧であり、上記「聖戦美術展」の拡充と言われる。映画も含め、
この1942年前後は、陸海軍ともにプロパガンダを強力に推し進めた時代であると言える。猪熊弦一
郎、宮本三郎、藤田嗣治など、高名な画家が出品し、また記録映画の同時上演もあった。画家から
すれば、軍に協力することで、絵の具など画材の供給を得、さらに所得も得られることから、当時
参加を断るのは困難であっただろう。横山大観らも別の美術展に出品している。

だが、そこで描かれている絵は「戦争礼賛」や「日本軍の活躍」だけではない。暗い色調で戦闘
を描いているものも少なくなく、たとえば藤田嗣治の号数の大きな絵画は、現在の視点からすると

「反戦」絵画にも充分見える。
その他にも、当時の雑誌（漫画雑誌や、いまで言う「アイドル雑誌」）、ポスター、『のらくろ』

などの漫画についても記すべきだろうが、これもスペースの都合で割愛する。だが、これらの意味
が軽いという意味ではない。また論文や書籍が最近出てきていて、研究も進展しているのでそちら
をご覧いただきたい。

4. アメリカ

文化・情報政策

「自由とデモクラシーの国家」、アメリカ。ここでも戦時体制下では報道の自由は制限され、国家
的戦争システムが作られた。そう、確かに作られたのだが、それはナチスや日本の場合とは違って
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いた。集権的な国家は明快な形ではなかった。これがアメリカの特徴であろう。イギリスともまた
違うと言える。

映画

アメリカのプロパガンダ映画については、これだけで大部な書籍になるほどの広さと深さを持っ
たテーマである。文字通りのプロパガンダ、それからハリウッドの映画会社が作成した戦争映画、
そしてドキュメンタリー、兵隊、兵士に対する教育映画といった広域に渡る作品が作られていた。
いまはその全体像をラフに描くということにしたい。

まず制度的なことを見てゆこう。アメリカの「検閲システム」である。要約して言うと、アメリ
カの検閲は以下の2つからできている。「自主検閲」と「検閲への積極的服従」である。

新聞、雑誌、ラジオが当時の主要なメディアであったが、これらメディアはアメリカ政府の意向
に自ら率先して従った。リベラルな記者であるドルー・ピアソンは、原爆の開発とニュー・メキシ
コでの実験を知っているのに、それを記事にはせず公表もしなかった。「ニューヨーク・タイムス」
のある記者は、マンハッタン計画を記録しているのに、原爆が広島に投下されるまでそのことを明
らかにしなかった。アメリカでも天気予報は制限された。

新聞や雑誌が「検閲」に違反した場合、法的な制裁はなにもなかったが、検閲官はその違反を公
表し、そのことで競合他社から非難や嘲りを受けた。機密事項を明らかにした場合は、罰金や懲罰
があった。

アメリカに検閲局が作られたのは真珠湾攻撃の4ヶ月後である。AP通信の記者であったバイロン・
プライスが局長に就任した。当時の司法長官フランシス・ビドルは、アメリカの900ものラジオ局
の停波をする権限を彼に与えた。この根拠法は、1941年12月に可決した「第一次非常大権法」で
ある。戦争時の検閲が始まる前から、アメリカにはスパイ防止法などはあった（1917年）。しかし
ながら本格的な検閲が始まるのはやはり真珠湾攻撃直後からである。真珠湾攻撃の翌日、スティム
ソン長官は、国際電話の盗聴を始め、必要なら遮断せよと命じた。

非常大権法が決議された翌日から、プライスは大統領以外誰にも妨げられない検閲を行える立場
になった。人懐こい人だと言われているプライスは、AP通信入社後、ワシントン局のニュース編
集を行っていた。その後順調に出世し、ニューヨークの編集長になる。彼はローズベルトの演説に
心を動かされていて、政治に関与するつもりはないとしつつ、影響されていた。そして1941年に政
府職を打診されるが彼は断った。結果的にそのことで検閲局長の席が回ってきた。

アメリカは急遽戦争に突入したため、検閲の基準が明確ではなかった。それでバイロン・プライ
スは「情報のリークをしないようにという予防措置」を講じた。1942年になると、有線部には3千人、
郵便部が1万人以上の職員がいた。

騒動になった象徴的事件をひとつ紹介したい。1942年のミッドウェー海戦について「シカゴ・ト
リビューン」紙は、「米海軍、日本の海上攻撃計画を事前に察知」と一面に大きくスクープを出した。
日本海軍の船名、トン数まで詳細に報道したのだ。これが大問題になり、結局は不問に付されるが、
この報道をきっかけに陸海軍は、軍事上の秘密を公に報道しないように要請する。新聞社やラジオ
局は自主検閲をさらに徹底させる。

この検閲状態はアメリカの理念である報道の自由やスピーチの自由と矛盾する。しかしそのこと
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についての議論はほとんどなかった。（これは現在のアメリカもそうかもしれない）。このような検
閲が行われている中で、映画やラジオから流れる音楽が人々を楽しませたのである。

さて、アメリカでは、1930年代後半から反ナチスのプロパガンダ映画を撮影していた。フリッツ・
ラングやアルフレッド・ヒチコック、ダグラス・サークといった実績のある監督が海外から亡命、
移民し商業映画でもある作品を作っていた。

当時、アメリカのハリウッドだけで、どの程度のプロパガンダ映画が撮られていたか。おそらく
1930年代から1945年までなら2500本程度であろう（教育、ドキュメンタリーを含む）。ただし商業
用の映画にプロパガンダ的な要素がある場合も多く、厳密に区分けすることは簡単ではない。

もっとも有名なプロパガンダ映画は『カサブランカ』（マイケル・カーティス監督、ワーナー、
1942）だろう。一般的には恋愛映画と受け取られているが、当時の人たちは、これを反ナチス、反
ヴィシー政府の映画と見たはずだ。また自由の国アメリカにはリスボンから飛行機で行くしかない、
というイメージを強く印象付けたはずだ。

プロパガンダ、国策映画で最大のものは全体で10時間に及ぶ長さの『我々はなぜ戦うのか』“Why 

We Fight?” であろう（フランク・キャプラ監督、合衆国政府、1942-45）。ナチス、日本、中国、ソ連、
と世界の情勢を各種の映像を使い、またディズニー社の協力によるアニメーションも駆使し、なぜ
この戦争が必要なのかを理解させることだけに目標を絞っている超長編ドキュメンタリーである。
映画として素晴らしい出来栄えであるが、プロパガンダである。

一方、当時の民間の映画会社、つまりワーナー、フォックス、UAなどが作成した、必ずしもプ
ロパガンダとは呼びきれない映画は膨大な数にのぼる。ドイツや日本、満洲の映画はかなり消失し
ているが、アメリカの映画は、本土が戦場にならなかったこともあり、数多く残っている。推定で
は教育映画やドキュメンタリーを除いた劇映画だけで800本程度だろうか。いくつか例を挙げてみ
よう。

有名なところでは『デスティネーション・トウキョウ』“Destination Tokyo”（デルマー・デイヴ
ィス監督、ワーナー、1943）。主演は人気俳優ケーリー・グラントで、潜水艦の中の生活と戦闘で
終始する。魚雷攻撃や艦内での手術など緊張感がある。アメリカでも人気の作品。

同じ1943年の『ボンバー・ライダー』“Bombardier”,（リチャード・ウォレス監督、ワーナー
1943）。これは爆撃手の養成をしてゆく成長物語。「精密爆撃」を行うためには、照準を明確に捕ま
える必要があるが、それが困難極まりない。三菱の零戦工場の空爆、空襲の命を受け、名古屋を空
爆するのだが、あえなく墜落し日本人の捕虜になってしまう。そこから先がこの映画のおもしろい
ところである。日本人役は、日本語が話せない俳優が演技しており、当時はハリウッドで日本人を
見つけることができなかったことが想像される。中国人とも異なったイメージを作っている。

他にも田中上奏文がテーマの『東京スパイ大作戦』（フランク・ロイド監督、UA、1945）、ジョン・
フォード監督による米軍PTボートの活躍を扱った、終戦直前の撮影にも関わらず戦意高揚的では
ない『コレヒドール戦記』（MGM、1945）など、日本を対象にしたプロパガンダだけでもひじょ
うに多い。

アメリカ映画の特徴は、日本映画の特徴と似て「敵」が映像として出てこない。それは日本人を
表象として持てなかったのかもしれないし、日本人エキストラ不足といった技術的な理由で軍人、
民間人の日本人が出てこないのかもしれない。
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他の特徴としては「アメリカはなぜ戦うのか、それは自由のためである」ということがしばしば
確認される。アメリカの軍人（特に陸軍兵）たちは、戦闘によって日本人を殺す理由を明確には見
つけていない。そこで悩む。そういったシーンも少なくない。まるでこの後の1960年代に見られる
ベトナム反戦映画のような場合もある。

アニメ

アメリカの中で、ディズニー社はアニメでは製作能力で抜きん出ていたが、戦時期には米軍との
協力関係も抜きん出ていた。これにはディズニー社の経営状態が影響していたし、またウォルト・
ディズニー自身が保守主義者であることも関係しているだろう。これはディズニー社の拭うことの
できない闇の部分である。とくに重要な作品としては、ドキュメンタリー『空軍大作戦』“Victory 

through Air Power”（ピース・ピアース他共同監督、ウォルト・ディズニー、1943、70分）。カラー
と白黒の2ヴァージョンがあり、原題を訳せば「空軍力による勝利」となる。空母と飛行機による
攻撃の重要性を説き、最後には東京の下町らしき場所に「精密爆撃」を加える内容になっている。
ロジカルであるし説得力もある。これが東京大空襲につながってゆくと思うと、精密爆撃とは何か
と問いたくなるが。しかし、アニメーションによるわかりやすさは図抜けている。他にも枢軸国側
を風刺した『総統の顔』などドナルド・ダックが活躍する短編アニメが数本あるがこちらは有名だ
ろう。

ウォルト・ディズニー社以外でもアニメは作られた。有名なところでは、ワーナーのキャラクタ
ー、ルーニー・チューンズによる「日本ニュース」をパロディーにした『トーキョー・ジョキオー』

（1943）、『新兵の緒戦』（1941）など白黒、カラーを含め多数ある。

まとめ

ここまで、ナチスドイツ、満洲、日本、アメリカのプロパガンダの概略を確認してきた。文化・
情報政策として、それぞれに地域的な差があることがわかる。ドイツではプロパガンダは少なく、
エンタテイメントやファンタジーが主であり、満洲の映画は多様性に満ち、満映ニュースを除くと
国策色は弱い。日本の場合は、犠牲的精神を重視する映画はあるが、むしろ戦争の無力さも映画や
絵画に出ているし、軍務のやりがいも表現されている。それに反し、アメリカの映画はアニメの場
合は敵を強力に意識しているが、自分たちが戦う理由が本当に正義なのかを確認する必要に迫られ
ている。

そしてもちろん、このような文化や芸術も、また政策も戦争の進展、展開によって少しずつ変わ
っていった。

しかし、この時代の映画、写真、絵画、ポスター、絵葉書、雑誌、脚本、小説は膨大であり、細
かい分析がまだまだ必要だろう。比較分析は始まったばかりだとも言える。

注：
（注1） 「大阪毎日新聞」、昭和16年3月24日、文化、第4巻、記事番号124：神戸大学データベーよ

り
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