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研究成果の概要（和文）：24−26年度、当該チームは日中戦期の視聴覚メディア/身体表現芸術(演劇・映画・音楽・舞
踊)を対象とし、それらが様々なプロパガンダを載せ、人的ネットワークに従い移動する様を探究してきた。その結果
、それらは共産党勢力区・国民党勢力区・日本軍占領地で 大日本帝国 宣伝・抗日宣伝・スパイ活動などそれぞれ異
なる役割を果たし、しばしば多義的であった。これら身体的／視覚的芸術は、これまで分野別バラバラに研究されてき
たが、実は文化人の移動によってネットワークを成し、深く連動している。演劇・舞踊・音楽・映画が製作者／表現者
の往来で、如何にプロパガンダとして機能したか、動態的な芸術史を実証的に明らかにした。

研究成果の概要（英文）：We ve been doing research on the anti‑Japanese artistic activities under
Japanese occupation or invasion in the 1940s. At present, we found that Chinese intellectuals or artists
had to select their ways as the invasion of the Empire of Japan : to cooperate with the Japanese, to
resist them, or to be a spy. Some danced to contribute to the Chinese army, others composed popular songs
for the Japanese people or for the Chinese victims, and others produced anti‑Japanese dramas. In many
cases, these dancers, musicians, writers, movie‑makers and actors worked together.

研究分野： 中国文学
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１．研究開始当初の背景
戦時期中国の文化に関する研究については、
80 年代ごろまで革命的であれば即ち良とす
る、もしくは支配者・日本側のものを悪 VS
被支配者・中国側を良とするのが既成概念で
あった。時代を経て、二項対立を解体する研
究が表れてきた。体制翼賛に潜む民族性や、
国別文化史を超える広域文化史の可能性が
探求されつつある。本研究もこれら昨今の研
究に連なるものであるが、より学際的・動態
的な把握を目指す。
２．研究の目的
本研究は、上海・香港・満州・重慶・台湾に
おいて、或いはその間で移動する、身体的／
視覚的芸術および音楽のメディア・プロパガ
ンダとしての役割を再現したい。具体的には、
芸術家たち／芸術がどのように往来し、演劇、
ダンス、音楽、漫画などが、日本当局による
宣伝・中国国民党寄り／共産党寄りの抗日宣
伝・日本当局の面をかぶった抗日といった異
なる目的のもと、どのようにメディア・プロ
パガンダとして機能したかを、動態的な芸術
史として描き直すことを目的とする。
３．研究の方法
対象とする期間：日中戦争期 1937 年 7 月（盧
溝橋事件）〜1945 年 8 月（日本敗戦）
。
対象とする都市：上海・香港・満州・重慶・
台湾に焦点を置く。
対象とする文化：
映画（ニュース、アニメーション含む）
、
漫画、演劇（話劇）、メディア・イベント、
舞踊（バレエ、モダンダンス）、音楽（クラ
シック、ポピュラー、民族音楽、音楽メディ
ア）
（１）紙媒体、ビデオテープ、レコード等の
資料調査および当事者へのインタビューを
行うことにより、上記の対象とする各文化形
態について、製作・上演・上映・展示記録及
びそれぞれの意図、出版メディアとの結びつ
き、人的往来とその波及効果、日中の相互受
容の実態とを明らかにする。
（２）成果発表：
「移動するメディア・プロ
パガンダ」を共通テーマとし「上海・香
港・重慶」「満州・重慶」「満州・台湾」
の地域的区切りでシンポジウムを開催し、
成果発表と研究交流、調整を行う。
４．研究成果
1930 年代より既に「近代戦に伴う移動」
は中国国内で見られたが、1940 年代に起きた
移動はより大規模であり、また比較的内陸へ
大量流入したことを特徴とする。本研究で扱
った文芸従事者たちは、体制に乗るにせよ逆
らうにせよ、これらの大きな人的移動の中で
行動をとっていたことが分かった。演劇、音
楽、映画、舞踊を介したプロパガンダが、戦
況に従い、共産党勢力区・国民党勢力区・日
本軍占領地で 大日本帝国 宣伝・抗日宣伝・
スパイ活動などそれぞれ異なる役割を果た
し、しばしば多義的であった（図１）
。これ

ら身体的／視覚的芸術は、これまで分野別バ
ラバラに研究されてきたが、実は文化人の移
動によってネットワークを成し、深く連動し
ている。
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図１ 日中戦争後期プロパガンダ勢力図
演劇・舞踊・音楽・映画が製作／表現者の
往来を介して、如何にプロパガンダとして機
能したか、実証的に裏付けつつ討議すること
により動態的な芸術史を見通すことが出来
た。
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