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『南京！南京！』を上映する 
 

南京・史実を守る映画祭 
2009 年 12 月 13 日、私たちは「南京・史実を守る映画祭」
と題し、南京大虐殺を扱った映画作品の上映会を行いました。

南京大虐殺が起きて 70 年の節目の年に、世界的には多くの映
画作品が作られまたが、残念なことに日本での上映はほんど実

現されませんでした。 
『ＹＡＳＵＫＵＮＩ』『ザ・コーブ』にみるように、日本には未

だ表現の自由に対する攻撃が存在します。南京大虐殺というテ

ーマはその最たるもので、一般の配給会社が尻込みをするのも

やむ得ないことだったのかもしれません。待てど暮らせど一向

に公開されない、ならば我々の手で上映してしまおう、という

ことでスタートした企画でした。 
いくつもあった上映候補の中より、『Nanking』『アイリス･
チャン』『南京・引き裂かれた記憶』『チルドレン・オブ・ファ

ンシー』という４本の映画を上映しました。一日に４本の映画上映、その間にシンポジウムを行

うという強行スケジュールならがら、約９００名（延べ）という大勢の方に参加していただき、

ひとまずの成功を収めたと自負しています。 
 

陸川監督「南京！南京！」 
ところで、2009年の映画祭では、どうしても上
映したい映画がありました。それは、陸川監督『南

京！南京！』です。陸川監督は、2004年の『ココ
シリ』でアジア各地の映画賞を多数受賞するなど、

中国映画界では大きな注目を受けている映画監督

です。その陸川監督が、南京大虐殺をテーマに映

画を製作するということで、『南京！南京！』は製

作当初より、中国では勿論のこと日本でも話題と

なっていました。 
私たちはある偶然が重なり、陸川監督と交渉することが可能となり、映画祭で上映するため、

前向きに交渉を続けていました。途中までは非常に順調に進んだ交渉でしたが、その交渉も大詰

めに迫った時、大きな挫折を味わいます。日本の配給会社と交渉が成立してしまい、映画祭での

上映不可能となってしまったのです。 
 

再び「南京！南京！」 
2009年の映画祭は成功裏に終わったものの、私たちは『南京！南京！』の交渉で味わった挫折
感を抱えたままでした。一方、陸川監督も同様にモヤモヤした気持ちを抱えていたようです。と

いうのも、一度は決定した日本での一般公開が、結局は上映に至ってなかったからです。 
映画祭が終わって一年が経とうかという 2010年 10月、私たちは仲介の方を介して、陸川監督
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に意向を打診してみました。その結果、陸川監督は、どうしても日本で上映をしたい、という強

い希望を抱いているということです。 
私たちはすぐさま陸川監督と交渉を開始し、日本での『南京！南京！』上映を実現させるため

に協力をすることで合意しました。 
そして･･･、今日、上映に至りました！ 

 

「南京！南京！」上映の意義 
① 南京大虐殺の事実を知ってもらう 
陸川監督は中国を代表する映画監督であり、『南京！南京！』は国際映画祭で最優秀作品賞を

受賞するなど、注目度も世評も高い作品です。この映画を上映することで、普段、歴史認識

や南京事件に関心を持たない層に対して、知ってもらう機会となります。 
② タブーを打破する 
南京大虐殺や従軍慰安婦問題は右翼の攻撃対象となりやすく、マスコミではタブー視される

風潮があります。敢えて『南京！南京！』という注目される映画の上映することで、このよ

うな風潮を打破したいと思います。 
③ メディアウォール 
『ＹＡＳＵＫＵＮＩ』や『ザ・コーブ』では右翼の攻撃を受けて、上映中止問題に発展しま

した。しかし、マスコミに取り上げられ、広く議論を巻き起こすこととなり、上映が可能と

なったばかりか、集客宣伝の一助ともなったようです。 
	 ところが、南京大虐殺の映画に関しては、そもそも上映されることもなく、その情報がマ

スコミに取り上げられることもほとんどありません。日本は南京大虐殺の一方の当事者であ

り、この問題が世界的に取り上げられているにも関わらずです。 
	 情報を伝えるべきメディアが壁を作り、その存在さえも知らされることがない。南京大虐

殺問題は、このようなメディアの壁＝メディアウォールの問題とも繋がるものです。世評の

高い作品を上映することでメディアウォールを突破すると共に、メディアウォールについて

も考えていきたいと思います。 
 
 
 
 
作品データ 
『南京！南京！』（英題	 City	 of	 Life	 and	 Death）	 2009 年 4 月 22 日・中国・白黒・133 分【監督・脚本】陸川	 【製作】韓

三平・覃宏	 【撮影】曹郁	 【美術】郝藝	 【出演】劉燁・高圓圓・范偉・秦嵐・中泉英雄・江一燕・姚笛・木幡竜・宮本裕子	 【出

品】中国電影集団公司・星美影業有限公司・江蘇省広播電視総台・東亜電影有限公司・上海百量投 咨 有限公司	 【製作費】

8千万元（11 億 5 千万円）	 【興行収入】25 億円（2009 年、中国）	 【受賞】第 57 回サンセバスチャン国際映画祭	 ゴールデ

ン・シェル賞（最優秀作品）、審査員賞（最優秀撮影監督：曹郁）、カトリック映画賞（シグニス賞）	 

 

陸川監督プロフィール 
1993 年人民解放軍国際情勢部で英語を学び博士号を取得、1998 年 北京電影学院監督科で学び映画学の博士号を取得、1998

年～現在 チャイナ・フィルム・グループ、クリエイティブセンター長 

≪フィロモグラフィー≫2003年 脚本・監督 『ココシリ』	 2001年 脚本・監督 『ミッシング・ガン』1998年 脚本・ＴＶシ

リーズ“Blach Hole” 
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南京大虐殺の概要 
 

南京大虐殺に到るまでの経緯 
■ 盧溝橋事件 

1931年 9月 18日の満州事変、それに続く満州国の建国により、中国市民の対日感情は非常に
悪化していった。その為、建国された満州国内では抗日ゲリラとの戦闘が頻発し、中国各地では

抗日デモやストライキが広く行われ、抗日の機運が高まっていた。 
その様な中、1937 年 7 月 7 日、北京郊外の盧溝橋で演習中だった日本軍は何者かに銃撃され
た為、これを中国軍の行為と断定し、警備中の中国軍を攻撃した。この軍事衝突は、7月 11日に
停戦協定が結ばれて一旦は終息をみた。しかし、日本は三個師団の中国への増派を決定し、28日、
華北の日本軍が中国軍に対して総攻撃を開始した。 

 
■ 第二次上海事変 
盧溝橋事件を機に起こった華北地域での日中両軍による武力衝突は、上海での戦闘に飛び火す

る。 
1937 年 8 月 9 日、上海郊外にある中国軍の虹橋空港付近で、日本軍の大山勇夫中尉が中国保
安隊と銃撃戦となり、大山中尉は殺害される。この事件を契機に 8 月 13 日より上海の攻防をめ
ぐり大激戦となった。 
上海は、中国の首都・南京の入り口にあたり、また中国最大の貿易・産業地帯として発展して

いた為、十数万人にもおよぶ中国軍が守備していた。対する日本軍は海軍陸戦隊約 4500 名が駐
屯するのみで、当初の戦闘では劣勢となった。その為、日本軍中央は 8月 14日に上海派遣軍（松
井石根大将、2個師団基幹）の派兵を決定する。 
しかし、中国軍は蒋介石直系の精鋭部隊を配置するなど頑強に抵抗し、日本軍はさらに苦戦を

強いられ為、日本軍は逐次的に援軍を送ることになる。9 月初旬には、3 個師団 2 個旅団の増派
を、10 月 20 日には第 10 軍（柳
川平助中将、３個師団、１個旅団）

を編成し、増派した。 
たび重なる日本軍の増派に、中

国軍は戦線を維持できなくなり、

11月 10日ごろより退却を開始し
た。日本軍は、退却する中国軍を

追って、南京への進撃を開始した。 
 
■ 南京攻略戦 
日本軍中央は、戦線を上海地区

に限定する方針だった為、制令線

を設け戦線拡大を戒めていた。と

ころが、現地部隊はこの制令線を

破り、退却する中国軍を追って南

京へ進攻し始めた。上海派遣軍の

松井大将は、首都南京を占領すれ
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ば中国は屈服すると考えており、南京攻

略に強い意欲を持っていた。 
現地部隊は、11月 19日、制令線であ
った蘇州―嘉興の線を突破した為、軍中

央は、改めて無錫―湖州の線を制令線と

して指示した。しかし、この制令線もす

ぐに突破され、11月 29日は常州に進出
した。12月 1日、軍中央は当初の方針を
変更し、正式に南京攻略の命令を下した。 
一方、南京では、11月 20日に首都を
重慶へ移転することを決定すると共に、

南京防衛作戦の方針を決定した。南京の

周囲に二重・三重に張り巡らした複郭陣

地を構築し、15万人の防衛軍を配備した。 
12月 8日、日本軍は南京城を包囲し、
翌 9日、南京防衛軍に対し投降勧告文を
飛行機で城内へ投下した。10 日午後 1
時まで回答を待ったが、中国側からの返

答はなかった。日本軍は、南京への総攻

撃を開始する。 
日中両軍は 12 日深夜まで南京城壁を
挟んで壮絶な戦闘を繰り広げ、13日未明
には城壁を陥落させた。その後、城内外

の掃討戦を行い、南京を占領した。 
 

南京大虐殺の概要  
■ 定義及び範囲 
南京大虐殺の定義・範囲に関しては諸説あるが、もっとも一般的な説明としては以下のように

説明されている。 
笠原十九司『南京事件』214-215 
	 南京大虐殺事件、略称としての南京事件は、日本の陸軍ならびに海軍が、南京攻略戦と南京

占領時において、中国の軍民にたいしておこなった、戦時国際法と国際人道法に反した不法残

虐行為の総体をいう。  
	 事件発生の区域は、南京城区とその近郊の六県を合わせた行政区としての南京特別市全域で

あり、それは南京攻略戦（中国にとっての南京防衛戦）の戦区であり、南京戦後における日本

軍の占領地域でもあった。  
	 事件発生の期間は、日本の大本営が南京攻略戦を下令し、中支那方面軍が南京戦区に突入し

た三七年一二月四日前後からはじまる。大本営が中支那方面軍の戦闘序列を解いた三八年二月

一四日が南京攻略戦の終了にあたるが、南京における残虐事件はその後もつづいたので、南京

事件の終焉は、日本軍の残虐行為が皆無ではないまでも（近郊農村ではあいかわらずつづいて

た）、ずっと少なくなった三月二八日の中華民国維新政府の成立時と考えることができる。た

だし、三七年八月一五日から開始された海軍機の南京空襲は、南京攻略戦の前哨戦であり、市

民にたいする無差別爆撃は、南京事件の序幕といえるものだった。  
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■ 捕虜・投降兵殺害 
戦時国際法では、戦闘によって交戦者を殺害することは認めら

れているが、投降した者や捕虜となった者を殺害することは禁止

されている（例えばハーグ陸戦規則第 4条、第 23条）。 
南京事件では、約 8万人の捕虜・投降兵・敗残兵が虐殺された
と見られている（前掲書 226）。 
第 16 師団の中嶋今朝吾中将は陣中日記の中で「捕虜にしない
方針」があったことを述べている。将兵の証言からも、捕虜殺害

の命令を受けたという。軍の公式文書にも捕虜殺害を明記したケ

ースもある。捕らえた中国軍将兵を捕虜にせずに殺害するという

方針があったことが、大量の捕虜・投降兵殺害に繋がった一因と

考えられる。 
 
■ 民間人殺害 
民間人の犠牲者総数を推計することは極めて困難であるが、参

考となる資料がいくつか存在する。 
第一に、ジョン・ラーベのヒットラー宛報告書には次のように

記されている。 
「中国側の申し立てよりますと、十万人の民間人が殺害された

とのことですが、これはいくらか多すぎるのではないでしょうか。

我々外国人はおよそ五万から六万人と見ています」（前掲書 226）。 
ジョン･ラーベはドイツ人であり、ジーメンス社南京支社長で、

ナチス党員でもあった。南京陥落後も踏みとどまり、南京安全区

国際委員会の委員長として多くの中国市民の保護にあたった。 
次に、南京の死体埋葬処理に当たった慈善団体の埋葬記録があ

る。崇善堂は約 11万体、紅卍字会は約 4万体、紅十字会 1万 3000
体、南京市衛生局埋葬隊は約 1万体の死体を埋葬している。この
中で、崇善堂と紅卍字会の埋葬記録は、東京裁判でも証拠として

提出されている。注意すべきは、これらの埋葬数は軍人の死者数

が含まれている上、死体の埋めなおしによる重複も考えられることから、必ずしも民間人の犠牲

者数を表すものとは言えない。 
 
社会学者で、安全区委員会のメンバーであるルイス・スマイスは、南京陥落後の 1938 年 3 月

8 日より、南京市部と農村部の被害調査を行った。その結果、市部では 7450 名（城内および城
壁周辺の埋葬資料よる 1 万 2000 名についても言及）が、農村部では 2 万 6870 名の民間人が殺
害されたと結論付けた。しかし、この結果についてスマイス自身が「占領軍の報復を恐れて日本

軍による死傷の報告が実際より少ないと考えられる理由がある」と述べているように、実際の被

害者はさらに多かったと考えられる。 
 
■ 犠牲者総数 
笠原十九司氏（都留文科大学教授）の研究によれば、以上のような資料状況と南京での全体状

況を勘案すると、南京事件での軍民の犠牲者数は十数万以上、もしくは二十万人に近い犠牲者が

あったとする。 
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■ 強姦 
安全区委員会のメンバーであ

るミニー・ボートリンは、次の

ような出来事を日記に書いてい

る。 
「	 一二月二四日	 金曜日

（略）	 一〇時ごろわたしの執

務室に呼び出されて、――師団

の高級軍事顧問と会見すること

になった。（略）ここの避難民一

万人のなかから売春婦一〇〇人

を選別させてもらいたいという

のが日本側の要求であった。彼

らの考えでは、兵士が利用する

ための正規の認可慰安所を開設

することができれば、何の罪も

ない慎みある女性にみだらな行

為を働くことはなくなるだろう、

というのだ。以後は女性を連行

しないことを彼らが約束したの

で、物色を始めることを承知し

た。その間、軍事顧問はわたし

の執務室で腰を掛けて待ってい

た。かなりの時間が経過してか

ら、彼らはようやく二一人を確

保した。」（『南京事件の日々』

p.77） 
南京陥落後の 12月 16日より強姦事件が頻発し、占領期初期では 8000名が被害に遭い、翌年
の 3月までに数万人の被害者が出たと報告されている（「アメリカキリスト者へのベイツの回状」）。 
 
 
 
 
 
 
 
≪参考文献≫ 
・ 笠原十九司『南京事件』（岩波新書） 
・ 笠原十九司『南京事件論争史』（平凡社新書） 
・ 吉田裕『新装版	 天皇の軍隊と南京事件』（青木書店） 
・ 岡田良之助・伊原良子訳『南京事件の日々 ミニー･ボートリンの日々』（大月書店） 
・  

 

 
村瀬守保『私の従軍中国戦線』より 

※南京事件直後の揚子江岸と見られる。 
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映画上映に寄せて  
■笠原十九司さん（都留文科大学	 名誉教授）  
日本の中学校と高等学校の歴史教科書のすべてに記述され、日本政府も公式に事実を認めている（外

務省のホームページを見よ）南京虐殺についての映画が、日本の映画館で一般上映できない日本は、

国際社会から見ればとても恥ずかしい国であり、誇ることはできません。そうしたなかで、今回の「南

京！南京！」上映会は、日本人の“良心の灯”といえます。今回灯される“一つの灯”が、やがて全

国にも広がっていくことを願ってやみません。 
 
■長沼節夫さん（ジャーナリスト）  
 	 こぶしを振り上げ激しい言葉で語るよりも、相手の目を見ながらゆっくり静かに話すほうが説得力
を増す。鮮やかなカラー映像で戦闘や虐殺シーンを見せるよりも、一見地味な白黒映像で見せるほう

が落ち着いて歴史的を考察させる。ドグマは振りまくよりも抑制したほうがかえって観客を、より真

実を見ている思いにさせる。陸川監督がもし、はじめからその効果を狙ってこの映画を作ったとした

ら、私たちは彼の術中に見事にはまったことになる。かつての中国映画だったら日本兵はあくまでも

「日本鬼子（リーベン・クイズ）」らしい形相で、国民党軍は共産軍と対照的に意気地無しに描いただ

ろう。しかし監督は我々の意表を突いた。形相すさまじい日本兵だけが残虐だったのではない。あの

とき南京では、分別盛りの男たちもまた極悪非道の行為に走ったのだ。日本人インテリ将校は中国側

に「手荒なことはしないから女を１００人供出してほしい」と一見紳士的に、（だから一層厚顔無恥に）

慰安婦を要求したのだ。仲間が蹂躙されるくらいなら私がと、１人また１人と手を挙げてゆく女子学

生。日本人は監督の静かな問題提起を勇気を出して正視しなければならない。上映に反対する日本人

が居るとしたら、実に恥ずかしい。この映画の全国上映を願う。それが民主主義の証しとなる。 
 
■ 鈴木邦男さん（一水会顧問）  
反日映画だと思っていた。初めて知らされたこともあった。この映画をもとに南京事件を考えていく

と良い。日本人とは何か、戦争とは何かを考える良いテキストになる。目をそむけてはいけない。 
 
■ 姫田光義さん（中央大学	 名誉教授）  
≪映画「南京!南京」を観る≫	 この映画の英文タイトルは「The city of life and death」（生と死の街）
である。市街戦や捕虜の処刑、そして自殺などの大量の死は身近で簡単に訪れるのに、ごく少ない生

は遠く至難だった。その少ない生を、ドイツ人ラーベ、アメリカ人マギー、そして中国人など、どれ

ほど多くの人々が万難を排して確保しようとしたか、そしてそれがどれほど大きな犠牲を払いながら

失敗していったかが克明に描かれ、日本人としては正視するに耐えられない心痛を感じてしまう。 
このように映画自体は基本的には歴史事実に忠実に「南京大虐殺」を描いているが、非情残酷を強調

して反日感情を煽るのではなく、侵略者の日本人の中にも虐殺を疑問視し良心の呵責に苦悩する者が

いたことを印象付けているところが、これまでの南京モノと一味も二味も違った作品である。その日

本人憲兵は明らかに現代人の視線から創造された存在であるが、日本人自身からすれば贖罪意識を表

し、中国人側からすれば日本人への期待を表すメッセージであろう。その二重のメッセージ性に、こ

の映画の作者の意図があったように思われた。もしそうだとすれば、南京「大虐殺」を否定したがる

日本人、逆に「大虐殺」の側面だけを強調して反日を主張する中国人の双方に、是非とも観ていただ

いて（当然、双方向の逆批判がありうるのだが）このメッセージに込められた中国人の善意と希望と

を理解していただきたいものだと思うのである。 


