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《満洲映画》の表紙を飾った女性たちの分析 

蒋 蕾（吉林大学新聞・メディア学院） 

 

一、《満洲映画》の表紙を飾った女性たちが象徴する意味 

１、《満洲映画》雑誌の性格 

(1) 創刊号に見る《満洲映画》の使命 

  《満洲映画》雑誌の歴史には二つの段階がある。創刊されてから前期 3 年間、その編

集部は“満映”に直属する宣伝課に属していた。1940 年 11 月以降、雑誌は“満映”の

付属機構――大陸講談社（のちに満洲講談社、満洲雑誌社と改名）に移り、編集部もこ

れに従って移動し、刊行物も《電影画報》と改称した。こうした直属関係の変化は、“満

映”宣伝のため、という使命に何ら影響を与えるものではなく、その刊行の主旨は終始

一貫していた。 

  《満洲映画》創刊号を開いてみると、薄っぺらな 2 冊の日・中版雑誌の間には多くの

違いが見られるが、それは単に言語の異なる翻訳版(の違い)というにとどまるものでは

ない。《満洲映画》創刊号(日文版)の最も重要な文章は、矢間晁（大内隆雄）「満洲とド

イツの映画協定論」と吉田秀雄「北支事変の映画撮影日誌」の 2 篇にすぎない。大内隆

雄の「満洲とドイツの映画協定論」では、“満映”の使命について明確な解釈を示して、

このように言っている。アメリカ映画は、「思想侵略」をうまく進めており、アメリカ映

画は自由主義を主要な思想傾向としているが、満洲映画協会の成立は、それに対する「宣

戦布告」に相当するものだ、としている。 

  創刊号(中文版)の「発刊の辞」では、《満洲映画》は“満映”の急先鋒であり、「本協会は

政府の大使命を背負い、本誌は協会の急先鋒として、誠実な言葉で国家の期待するとこ

ろを伝え、美しきグラビアを使って、高尚なる芸術を宣揚する……」としている。本論

が研究する《満洲映画》の表紙を飾った人物(原文「封面人物」以下「表紙人物」とする)

は、まさにこの「美しきグラビア」である。 

(2) 大衆読み物であり、スター製造器でもある 

  1940 年 10 月に“満映”から離れたとき、《満洲映画》雑誌は、自称「十数万人の読

者」を有するとしていた。1942 年 7 月、すでに《電影画報》と改名していた雑誌と《麒

麟》など満洲雑誌社からの定期刊行物を合わせると、偽満洲国の雑誌発行部数の 70％を

占めていた。 

  こうした大衆読み物も、“満映”のスター製造器であった。《満洲映画》は偽満洲国の

定期刊行物中、写真枚数が最も多い刊行物であった。《満洲映画》に飾られるのは満映の

女性スター(以下「女性」を略)が基本であり、またしょっちゅう増刊号を出し、(贈刊？) 

精美な“満映”映画スターアルバムを制作した。こうしたことから《満洲映画》は、“満

映”のスターを生み出す重要な情報手段であった。 

 

２、《満洲映画》表紙女性の象徴性 

 《満洲映画》表紙人物では、女優が大半を占めており、目にした 82 枚の表紙ではわず

かに 2 名の男性スターが見られるだけで、ほかの 80 枚の表紙は、すべて女性スターに占

められている。これら表紙女性の大部分は、“満映”が力を入れて生み出した映画スターで

ある。《満洲映画》表紙女性の造形は、偽満洲国時期の女性形象や女性意識を考える場合に、

建設的な意味を有している。 

 とりわけ注目すべきは、《満洲映画》は商業主義的な映画雑誌ではなく、独占的な地位を

占める偽満洲国の特殊会社である“満映”の宣伝物であったことである。《満洲映画》表紙
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女性も、正常な商業環境のもとに、競争を通じて生み出された映画スターではない。彼女

たちが選ばれるには、その理由としてかなりの部分に政治的配慮が働いており、念入りに

訓練されて、国策宣伝に使えるだけの人物とされているのだ。彼らの人物を分析すること

で、以下のことが理解できるであろう。偽満洲国が映画や雑誌といった大衆文化を通して、

どのように国家意識を宣伝しようとしたのか？ 女性像を国家形象の一部として、どのよ

うに作り出そうとしたのか？ モダン女性のファッション、ヘヤースタイルなど些細で

様々な流行の変化の中に、どのように暗示的な政治言語が含まれているのか？ 

 以下、問題点を提起してみる。 

 (1)どのような人物が、《満洲映画》表紙女性となったのか？ 彼女はどのような理由で

表紙に登場し、どのようにして選ばれたのか？ 誰が選んだのか？ 

 (2)これら表紙女性は、形象面での符号化における特徴とは如何なるものか？ 彼女たち

と日本のスター、上海のスターとは外形上どのような違いがあるのか？ その典型的な

符号の特徴とは如何なるものか？ 

 (3)これら表紙女性形象は誰によって作られたのか？ そのデザイナーは如何なる基準

によって造形を行ない、主として如何なる意図を伝えようとしたのか？ 

 (4)誰がこれら一切（表紙女性の選択、人物の造形)の決定者であったのか？ 表紙女性

の背後にある権力関係は如何なるものか？ 

 

３、研究対象の確定と資料の出所 

 (1)研究対象：《満洲映画》、《電影画報》の表紙女性 

  《満洲映画》、《電影画報》は合わせて 84 期刊行されており、初期には中・日 2 種類

の版が刊行されていたため、全部で 103 冊となる。表紙の総計は 103 枚、いくつかの表

紙にはツーショットがあり、表紙女性の数は 106 人以上となる 

 (2)本研究では 82 枚の表紙（そのうち 80 枚が女性である）を見つけた 

  本研究は 82 枚の表紙を手に入れただけだが、その中の表紙 2 枚は男性スターの写真

であり、女性登載の表紙は 80 枚、83 名の表紙女性の人物像がある。このほかに、表紙

人物の氏名は判明しているが、雑誌が手に入らないものが 6 冊ある。本研究は、これら

89 名の表紙女性(その中には未見の写真 6 名を含む)を対象として展開する。 

 

二、《満洲映画》表紙女性の身分についての謎 

１、あたかも満映スターの名列簿のようなもの 

 この 89 名（6 名の未見を含む）におよぶ表紙女性像は、70 名の女性像が満映のスター

と確認でき、余った 19 名の中で、4 名は氏名、身分が分からないが、少なくとも 2 名は満

映のスターである可能性がある。上海のスター12 名、日本のスター3 名である。 

 この 70 名の表紙女性は、あたかも 1 冊の満映スター名列簿の如きである。 

 

２、満映スターの数量分析 

 あわせて 28 名の満映スターが登場する《満洲映画》（《電影画報》）の表紙、これらのス

ターのうち、12 名は 1 回しか登場しないが、16 名は複数回登場する。下表は《満洲映画》、

《電影画報》上の表紙女性登場回数である。 

 

 表紙に登場する回数           氏   名 

    ８       鄭暁君 

    ６       葉苓、王麗君 

    ５       李香蘭 
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    ４       曹珮箴、張敏、季燕芬、白玫、孟虹 

    ２       孫季星、趙書琴、李鶴、陶滋心、李明、姚鷺、周琳琳 

    １       呂露霞、王丹、侯飛燕、侯莉華、趙玉珮、劉婉淑、王美云、 

于漪、張暁敏、張静、趙萍、王瑛 

 

 表紙に登場する回数が最も多いのは鄭暁君で、8 回である。どうして表紙に登場する回

数が最も多いスターが鄭暁君なのであろうか？ 彼女は「満洲の花」、「古典的美人」と称

され、“満映”が力を注いで生み出した「満洲姑娘(ﾑｽﾒ)」の代表であった。鄭暁君(1921-1998)

は、“満映”最初の映画「壮志燭天」のヒロインであった。彼女は 1937 年 11 月から“満

映”の俳優訓練班(第 1 期)に入り、1942 年顧蘭君劇団に参加して東北を離れるまで、合わ

せて 9 本の映画に共演した。彼女は武芸を得意とし、武芸師範の弟は溥儀の武芸教師であ

り、かつて李香蘭とともに日本を訪れ、大東亜博覧会で武芸の実演をしたこともある。し

かし鄭暁君は、「石膏美人」と称されたように、表情に乏しく、演技という面からいえば決

して優秀とはいえない。それが 1942 年に南京、上海に行ってから人気が出なかった原因

である。彼女がスターに仕立て上げられるときに、無表情、無口な表情を求められたこと

に関係している。 

 

３、身分的特徴：低年齢化、北方化、インテリ女性、貧しい家庭環境 

 (1)低年齢化 

《満洲映画》、《電影画報》表紙上の 28 名の満映スターが、はじめて表紙に登場したと

きの平均年齢は 17 歳である。それをよく示しているのが、1938 年 1 月、《満洲映画》雑

誌が最初に満映スターを表紙に掲載したとき、日文版も中文版も年齢僅か 12 歳の満映子

役スター曹珮箴を、同時に選択した。1945 年に偽満が収束を迎えたとき、曹珮箴はやっと

19 歳であった。 

曹は決して唯一の子役スターではない。さらに表紙に登場した唯一の子役スターでもな

い。曹より 2 歳上の葉苓は計 6 回表紙に登場し、これは、最も多く表紙に登場した鄭暁君

に次ぐものである。当時の満映子役スターは少なくとも 5 名いた：璐璇（1922-）、葉苓

(1924-)、曹珮（佩）箴(1926-)、孫蓉娟（1926-）、高瑩(1925-)、劉梅子(1934-)。 

 低年齢化は、その受けた教育が、偽満に掌握されたもとでの教育であったことを意味し

ている。1938 年 2 月、中文版で鄭暁君を紹介する際、「彼女は旧式の学問を修める家庭に

育ったが、受けたのは新時代の教育で、それゆえに彼女の振る舞いは穏やかで上品なので

ある……」と述べている。1 

 (2)北方化 

こうしたスターたちは東北籍の娘が中心である。スターの中には北京から来た李明、白

玫、趙玉珮、李香蘭らがいるが、その他の多くは現地で生まれ育った東北人である。かつ、

哈爾濱人が多くを占め、季燕芬は揚州生まれだが、8 歳で哈爾濱に来ている。王麗君は「蒙

古姑娘」と呼ばれ、張静は幼いころから蒙古族の養父母と呼和浩特で生活していた。 

 これら北方の少女の姿態は、上海のスターとは違っていた。体つきは豊満であり、荒削 

りな気質の特徴があらわれている。 

  “満映”は意識的にスターの北方的な身分を打ち出した：「氷雪の広野にニュースター 

誕生、凛冽妖艶なること屹立とした銀狐のごとし」(193801)。12 枚の表紙写真の女性は、 

毛皮のオーバーを身に着けているが、寒い北方に置かれていることを暗示している。 

 (3)インテリ女性 

                                                   
1 《満洲映画》1938 年 2 月、26 頁 
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  これら表紙に登場する満映スターはみんな基礎教育を受けており、学歴のほとんどは 

中学卒であり、師範学校の卒業生もいる。彼女たちがはじめて表紙に顔を見せる年齢は、

平均するとわずか 17 歳である。 

 “満映”に来る前は、多くが職業婦人であった。その中の多くは若き文学少女であり、

例えば、姚鷺は文学愛好家であり、ロシア語に精通し、長谷川（濬）と一緒に、ロシア人 

作家バイコフと流暢に会話することができた。多くの表紙女性は《満洲映画》誌上に散文 

や詩歌を発表しているが、その文章は文才もあり思想も持っていた。 

 (4)貧しい家庭環境 

 こうした映画スターの中で、李香蘭の家庭環境のみが卓越したものであったが、ほかの 

中国籍満映スターの生活は貧困な家庭であった。ひとたび“満映”に選ばれて俳優となる

と、家庭貧困な少女が、瞬く間にまばゆい映画スターに変身する。こうした庶民神話は、

当時の芸人の地位が低い現実的な環境に裏付けられるものであり、「過去」の「軍閥時代」

における社会階層を転覆させるものでもあった。 

 

三、《満洲映画》表紙女性の符号化の特徴を分析する 

 NVIVO11 を通して、各写真ごとの符号に対してコード化を進め、女性の身分、ファッ

ション、ヘヤースタイル、顔の特徴、身体の特徴、画面の背景などに対してコード化を行 

なうと、《満洲映画》の表紙女性の形象認識に一定の弁別性があることが分かる。 

 

１、パーマと短髪 

 《満洲映画》表紙女性のヘヤースタイルは、パーマ、短髪が主流であり、65 枚の表紙の

うち、「パーマ」が 54 名、「短髪」が 30 名（非短髪中には、長髪ストレート、学生頭（お

かっぱ頭）、お下げ髪）がいる。12 歳の子役スター曹珮箴ですら、短髪、パーマである。

こうしたヘヤースタイルは、東北女性の伝統的な髪形とは違っていて、“満映”の処女作品

「スター誕生」の中の吉林市の冬景色では、東北の少女は長い髪のお下げを結っている。 

ヘヤースタイルは、中国では一貫して「頭髪政治」の色彩を宿してきた。女性の断髪は、

もともと辛亥革命で男性が辮髪を切ったあとになって、唱導されたものである。1927 年、

奉天省公署令で早婚と女性の断髪が厳禁され、女性ですでに断髪した者については期限を

切って髪を伸ばし、違反者には厳罰を与えた。 

《満洲映画》表紙女性の「パーマ」比率はさらに高く、80％を超える表紙女性がパーマ

しており、12 歳の曹珮箴でさえも短髪、パーマである。パーマをかけるかどうかは、偽満

時期にあっては、女学生と社会人を区別するものであった。1934 年 8 月、吉林省公署訓

令で、女学生がパーマをかけ、その他貴重な装飾品を身に着けることを禁止した。 

 

２、旗袍(ﾁｰﾊﾟｵ)、分厚いオーバー 

 《満洲映画》の表紙女性の 70％以上が、チーパオを身に着けている。相対的にいって、

表紙女性の中で、ほかの種類の衣服を着ているものはごく僅かである：ワンピースの者が

3 名、ブラウスにスカートが 2 名、分厚い毛皮のオーバーが 12 名、水着が 2 名、舞台衣

装が 2 名、そしてチーパオをまとう者は 50 名である。 

 チーパオはある種「中国化」のレッテルである。しかし、《満洲映画》表紙女性中の満映

スターのチーパオと上海スターのチーパオとは違っている。前世紀 30 年代、上海スター

のチーパオはすべて「改良チーパオ」であって、ヨーロッパ的要素を溶け込ませたチーパ

オ式ワンピースであった。しかし、満映スターのものはダブダブで、ウエストのくびれは

なく、体型ごとに、ウエストを細身にした改良型のチーパオとは違っていた。 

 ほかに、12 名の表紙女性が、毛皮のオーバーを身に着けて登場している。こうした毛皮
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は、女性たちが寒い中国の東北に暮らしていることを暗示している。 

 

３、赤い唇 

 80 枚の表紙写真で、54 名の表紙女性が真赤な唇を並べている。ここにはすでに退色し

た画像は含まない。赤い唇は大変セクシーで、《満洲映画》のどの表紙女性も、赤い唇とい

うやり方で自己の存在を強調しているかのようであり、満映スターの女性意識のあらわれ

である。 

 

４、腕時計、本などのアクセサリー 

多くの表紙女性が、アクセサリーを身に着けて画面に登場している。これらのアクセサ

リーは、表紙女性のファッション、表情の延長であり、細かいところからこっそりと秘密

を漏らしているのである。 

 

５、豊満さ 

《満洲映画》表紙女性は、いつも豊満な腕を露出し、顔の輪郭も大きい。これは北方女

性の健康的で大きな身体の特徴である。 

 

四、《満洲映画》表紙女性の隠された権力関係 

１、見ることと見られること 

 (1)見る対象として――スターは観賞物であり誘惑物である 

  82 枚の表紙のうち、どうして 2 枚だけが男性スターであり、80 枚の表紙すべてに女

性スターが登場するのか？ 

映画の観客、雑誌の読者は男性が主体であり、かれらの目線が観賞物を決定する。 

 (2)見られることを意識する――スターの視線の移動 

《満洲映画》の表紙女性は美しい二つの眼を持っている。しかし、彼女たちの 80％が 読

者を見ないことを選択している。彼女たちは視線を回避して、読者と視線を交わさない。 

自分が「見られる」ことを知っており、見る者と視線を合わすことを避けているのだ。 

 

２、選ぶことと選ばれること 

 (1)上海のスターの選択について 

  この雑誌の創刊号では上海のスターを選択したが、1943 年 3 月以降にはまた 10 名余 

りの上海スターを選択している。 

 (2)満映のスターの選択について 

 “満映”には、最も多いときで、あわせて 300 名余りの男女の俳優がいた。その中で女

性俳優は 100 数名であった。しかし《満洲映画》表紙に登場する満映スターは、わずかに

28 名である。この 28 名はどのようにして選定されたのであろうか？ 

「編輯後記」、とりわけ日文版の「編輯後記」を細かく読んでいくと、それぞれの人物の

象徴性が理解できる。 

曹珮箴は「満映俳優訓練生」を象徴する人物として表紙に登場した。彼女は “満映”

が子供から大人までを育成し発展させていることを暗示している。彼女は 1937 年 11 月に

募集された「満映俳優訓練生」第一期生の中で、年齢が最も低く、かつ 1938 年 1 月には、

これら一期生による、“満映”処女作「壮志燭天」、「スター誕生」の撮影が始まっている。 

鄭暁君と黒田紀代の共演は、「銀幕の日満親善」を象徴している。1938 年 2 月の《満洲

映画》最初の報道は、2 頁ぶち抜きのグラビアニュース「銀幕の日満親善」であり、「編輯

後記」では「南京陥落」後の新しい局面で、こうした映画俳優の日満親善は深い政治的意
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味を持つ、と述べている。 

孫季星は、「満洲スターの第一人者」と称されていたが、彼女は「試験当時、席次が第一

位」であったことによる。1938 年 3 月、“満映”最初の劇映画「七巧図」が完成に近づく

が、孫季星はこの「七巧図」のヒロインであった。 

 

３、造形することと造形されること 

 《満洲映画》表紙女性像の造形にかかわった人 

 (1)撮影技師：少なくとも 11 名おり、その中でわずか 2 名が中国人であった 

  回数が多いものから順に並べると以下のようになる：前田光秋、安武定、藤井正行、

岩崎大子、馬場八潮、三枝朝四郎、片山幸太郎、古長敏明、今西愛之助、焦錦堂(大陸)、

高夢幻（彩画）。 

 (2)編集：表紙人物の選定は、編集部によって決められねばならない。なおかつ日本籍

の編集者が決定する。日本籍の編集者は以下のとおりである：山内友一（満映企画課長）、

飯田秀世（満映企画課員）、杉原致（193808）、TSF、藤沢忠雄、山下明、馬渡海、安武定、

遠藤正など。 

中文版編集者は以下の：江楓、王則（1938.6より）、趙孟原、顧共鳴、劉疑遅など。 

 (3)満映公司 

 それぞれのスターは、類型化された人物として造形された。「満洲美人」鄭暁君、「妖艶 

美人」白玫などであり、こうした類型化された位置は、撮影技師によるのではなく、雑誌

編集者が決定するのである。なお、“満映”の制作部門が、スターの全体像を設計した。 

 

五、追加：表紙女性の背後にある生活運命 

１、「如花美眷（花のように美しい結びつき）」の背後にも運命の諍いがある 

２、温順ではなかった満洲文化人 

 

（中国語からの翻訳：岡田英樹） 


