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NHKスペシャル「映像の世紀⑪JAP

たものである。

8年2月24日1930－2045に放映され

キュメ三下太子墾旦聖堂少（南京陥落）は平成昨12月8日より
イメージボ、ソクス社（381年9830）から発売中である。以下に、「映像の世紀⑪JAPAN」

「日中戦争」（南京陥落）の順に映像を並べ、次いで論評を加える。
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一A①この写真は揚子江岸から見た南京城内か。しかし外国人記者やカメラマンは12月15日

（i絹）には南京を離れていた。南京脱出の船上かち撮影されたものか。とすれば、こ

れは12月15日までの南京を記録した映画ということに去る。ところが不思議をことに、

12月16日以降の出来事が中心に記録されている。

Å②しかしl凋16日以降の南京には外国人話者やカメラマンは一人もいなかった。12月16

日以降の出来事を撮影できる者は一人もいなかったのである。

A③大火事の煙が空高く舞いあがっているが、天を焦すようを大火事が有ったのであれば、

陣中日記をどに記録されている筈である。しかしそれがない。或いは南京攻撃の際のも

のか。
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B

ま、土嚢に、

B②申山門は砲撃により崩れ、坂道ををした。そこを日本軍は登って突進しなのだが、そ

の崩れた坂道の上に土嚢をど不要であった。

B⑧国旗を掲げる竹竿が有ったのか。
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C①徳川夢声の解説する昭和13年作製の記録映画「南京」に出て来る J．／杉江門と瓜二つの円

である。なお☆江門（北門）は下関埠頭への出入口で、陥落当時は内外から塞がれてい

た。本物の☆江門には☆江門という標識が中央の門の上に出ているが、「セット」の円

の上には「邑☆門」と書かれていて手偏け）が凄い。「セット」と言う所以である。

C②写真右側の看板が何か安物のベニヤ板のように見える。そして文字が本物より小さい。

看板の1行目は「忠？仁愛」と読めるが、「仁」という文字が「セット」では中央より

もやや上に、本物では中央よりもやや下に書かれている。

C⑧そして何よりも門が塞がれている。塞がれた門を通って、殆ど無人の馬車が城外から

城内に入って来た！そして又、自動車が出ようとしている！

C④ほかにも街頭や散乱物や凹凸のをい城壁をどがおかしい。

D

D①南京に入城する日本軍兵士であろうか。第十六師団のみは昭和12年12月l；日に単独で

入城式を挙行している。陸海軍の入城式は2日後の17日である。それ以降の入城は無かっ

た。いづ九にしても16日の段階で外国人カメラマンは南京を離れていた。アメリカのニュ
ース映画ならばアメリカ人が撮影した筈だが、外国人カメラマンの存在しない段階で、

誰が撮影したと言うのであろう。

D②どうして「撮影者」は日本軍の入城式を事前に知っていたのであろうか。当時入城式

については安全性の観点から「外国人二対シ入城式ノ日時ヲ知ラセサルコト」と曇って

蛙。
D⑧前列左側の兵士が肩に担う背嚢の上の天幕が違う。背嚢の上の天幕である女らば、こ

れは春巻（？）のように奇麗に丸められていなければ曇らない。

D④前列左側の兵士は腰に物をぶちさけているが、行軍車にそのようなことはない。

D⑤通りは中山路であろうが、それにしては写真右上の家が戦火を浴びていをい。何だか

閑静を住宅街のように見える。
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E①同じく入城中の「日本兵，のよす可読が、手に詩つものは国旗ではをく連隊旗であ

ろう。しかし連隊旗は「天皇の分身」として旗手（中庸又は少尉）が持ち、護衛中隊が

護衛する。帽子の被り方が斜めに擦れている。背に背負うものがリュックのようで背嚢

ではない。表情に喜びがあり、戦友を亡くした沈痛さがをい。

E②日本兵の軍服が違う。既に度々指摘されてきたように、明治8年から続いた立襟帽

章）式の軍服（三八式軍服）は昭和3年弓師1日に立折襟（襟章）式に変更された。こ

のことはこの映画が昭和13年6月以降に作製されたという決定的証拠になる。

E⑧馬具中央右の拒馬（きょば）をど入場式までに撤去されていた。

E④歩哨ポストのよう素ものかはたして有ったのであろうか。

E⑤背後の建物が戦火で痛んでいない。

E⑥写真右上は電線に吊された電灯（？）であろうか。
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F①戦車の入城であるから、［D］と［E］も入城式の時の写真であったことになる。

F錮南京に六一を拭き÷－主軸与南京軸
こねは南東の旦本革の戦車軸っ塑転地二普弊誌弼配葬慶事手荒諜挫こ豪社⊥

餌ヰモ言や器要覧主地主と吐王達鐘堅塁三重蛙［堂聖戦真土紅蓮まで頭上

モ何輪芳書ビデ纂工捗

F⑧入城式は申山門から申山東路（その周囲は野原）を真っすぐ東に東進して国民政府の

建物に入って終った。12月17日1330（？）から1500の間であった。戦車の陰が東から、

ということは午前中に太陽を浴びた陰のようである。時刻が違う。その途中に、このよ

うを建物はなかったであろう。

F④入城式に際しては日本軍が「申山門ヨリ国民政府間二堵列」した。堵列（とれつ）と

は大勢が整列して横列に達をること、ところが写真右側の兵士は堵列しているようには

見えをL

G
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G①日本軍の入城を迎える市民？「外国人二対シ入城式ノ日時ヲ知ラセサルコト」とをっ

ていた入城式を、市民がどうして知っていたのであろうか。

G②入城式を、シナ人が歓迎したのであれば一大ニュースであるが、歓迎したという記録

が一つを凄い。

H
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H①水筒は「左肩ヨリ右脇二懸ク、但シ拳銃ヲ携帯スル者パ」と規定されていた。写真右

の兵士はその道に水筒をつけている。軍帽が斜め。

H②軍服が昭和13年6月1日以降の軍服である。

H⑧小銃に国旗をつけていたのではイザという時に臨機応変の対応ができをいから、国旗

を小銃に付ける筈もをい。国旗が小さ過ぎる。

H④写真左の兵士はおなかの前に何か袋を置いているが、遺骨の御箱にしてはおかしい。

●i∴、一一、 －∴十一一∴－－－、 上土三三三三∴一三釜素量峯三三i言謬蓋賽浅‥　－講話〈＿ 
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I①右側兵士の軍帽の紐が結ばれていない。

I②写真中央上の高層建物は何であろうか。そんなものがあったのであろうか。

∵÷季冬奉養馨裏表蒸藁議‘霊 ����三重幸 三三三‾‾霊夢 
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れ連れ
の、（三千

回国

L①紅卍字会の埋葬は昭和13年2月1日から始った。昭和13年1月の記録映画に、2月以降

の出来事が記録されている！
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L⑨紅卍手套のユニフォームが「作業員」の服の腰の部分に大きく卍と描かれている。し

かし朱友漁P信Dの「戦時下の奉仕活動とキリスト教会」によれば、「そのシンボルの卍

は全作業員the workersの腕章や救援隊の隊旗に描かれ」と去っている。このことは、

これが偽であったことを決定づける。

二三二三土子萄移如坤即脂調　　3

㌔一七　年青∴坤副手　…一∴∴∴r
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う①一目したところ、申山門に見える。夢声解説「南京」の申山門（写真下）と瓜二つで
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ある。しかし雑然とした光景が気になる。

，ら／
＿一ユー′

≡∵豆／ ／

宰一　三∠
毒
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三　　　＿重
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牽率土卓二三言
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＿、三‾． 「蝉希亭　　主「／ 「半ら，／Le一 　言章一真r－章二 

∴・・一報誌 　‾遭●ノ‾‾－′ 　　、；萄二 　　　●葦「三拝 

／馨÷言霊‾十∵繋曇 　・一一二＼－＿言、一隊、姦歩き：ご： 　言二二三譲言 買 

4①夢声解説「南京」の申山門（写真下）と比較した時、その違いが一目瞭然となる。卓

山門から見る限り、城内中心部へと続く申山東路には、壁土二重、塞麹。畑である。

これにないし写真上は電信柱と電線が多い。真ん中の目の前には鉄塔と電灯の傘（？）
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うー①軍服が遣う。背後に山が見えるが、安全地帯にはこのようを山はなかった。
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－ ���� �　三襲三二二聖二も ＿＿三SSi＿＿ 　　二‾雲 

∴「 � � �� 

素謡 ��烹‾‘ ユキ二 ．：－ �重雲．． ／／ニーi 一、十二∴－ ���� �　　　寸 ＼－、］二二／一定二一㌧　二／二一一－　ニー主 題麗墾溺醒閣墜二麗＿霊室 

露蚤二輩憲 　　一r‾，・；；ご‾ 　　嬢 

襲撃議　　　　一　　一三二三塁一翼掃題 

6①軍服が違う。また「掃蕩隊服装ハ軍装ニシテ背嚢ヲ除ク」と決められていたが、背嚢

がある。軍帽に紐がない。

8
1‾　‾　‾　〟事案

避雷 ��＿10 号 、、 ′”∴、 ��「f壷〇三‾‾ 一貫豪農・一事霊薬或 � �軽量二二二義‘夢∴ 　　∴∴「了∴ 　＿＿、∴1－　－ニ∴t 

雪∴i竜三．二　十⊃ 
：－：一∴ 三乗票‾‾三‾㌻∴＿i＿　　－ 　　　‾一〇吏‥∵－ 

！認避∴∴ � ��〟手 ��議 
∴∴ －芋窪園田琵轟∴‾－、‾〝一一脊 ‾／潔く－　　毒害 � � �‾＝最 �一∴÷ ∴∵ � � � 

8①「虞殺」したあとも銃（棒）を構えているのは不自然だ。背嚢がある。棒で射殺？

堅頭 を， ��� � �姦発議蓬三黍 � � � 
冨∵亭 ��、 � � ��ぎ■÷著長一、千二： �� �� 

∴－」∴　∴∴∴ � �十∴、．∴∴∴　　　∴ 　∴子∴ ��� 

三三回，二義 �� ����二つニー ���一十 
∴三二三三攣 �� ���� �雲窒 素 �、： � 

二．こ �� � �����＿二塁萎紫 ��� 

†毒＿ ÷i＼ieつ1／ � �　「 薫　．三雲蕃＿ニー葵琴繋 

∴●一 ㌧∴∴ ��毒 ���事∴∴ヾ ���撃 
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3①これはマギイの撮影。このドキュメントをるものが米車合作を示す。

＿束 子 ���翳 ∴喜鶏㍗i三雲 

∴∴ ：「∴一∴ ��十一∴ ∴∴ ＿，∴：－ �萎霞岳田園摩 ��∴ ′‾i＼毒手 ��一一㌧＿－ii 遠黍－‾／‾二二怒 

∴∴ ∴∴∴ ��三一喜 

－．■一 

墓、一一一 、二i壬：蓬一、㌔∵予言撃 ��十　一・∵∴ ��、馨積読 � �囲閣議 　室， ����ii∴ 課 　螺 

一翼紫雲＿ ー′くモ‾、 ��� �萎凄 ヽ： �����窒顎髭麗繋 　∴ふ「 

■∴ � � ���ぎー‾ � � 

を∴：∴三 線：－／ 富シ／‾ ����∵∴一 ��∴∴ � ����、］欒 ∴∴∴ 
一　‾言霊＼≡／■ � �達葦選　一∴ �∴二＿ �：“● 

手蔓串 ∴一十二● ��� � � ������三。轟藁 ����　　　子∴∴ ）‾老 

一・義壷孟満湾 �����∴ � � ����� ��� 

琵∴÷ ミ事／‾ ；∴ � �襲額 ∵「 � �∴÷ �∴∴‾i∴ ÷‾と← �二二二i‾一撃 �馨 ���� �簿遥 � �乏杢‾ �∴一 ∴一∴ � �� 

：十 十：∴ ：つ：「 ���∴二二 軍務 二㌢＿三種 欒整 �二一二　　／ �∴∴ 家琴茅 �� �∴∴ �／、‾素‾ ∴∴ ∴∴ �：∴こ、＿．iii �芋箋／壬 ∴∴㌔一 �：∴∴ 　∴∴ 　子∴ �圭一 蛋／雪 � �∴事i �� 

譲饗茎 ���－ ����∴ ��認蔀。 ∴∴∴ �� �馨一∴　　　　∵∴ ∴毒薬 � �〇g � �垂 ��着 ）● †“こ‘‾ ��� �盤襲裟　－ ��饗議案　露 

∴∴∴∴∴ ��麗 �・ニー響 ∴i∴：∴ �こす ∴す �� ������一、＼章 ∴∵：∴ ��一ヽ∴ －∴ 

萎讃 ��美†／、 ‾禁緊 壬▲ニ∴∴ ���� ��������ーム　‾、二二一二 ∴　∵∴一∴∴一一 イヰ二一を 

7①上は恐らく北支那方面軍司令官（12／8）寺内芳一大将（陸士11期）であろう。下は申支

那派道軍司令官（13／2）畑俊六大将（陸士12期）であろう。「支那事変写真実記」（13／8）

によれば、両者は徐州陥落後昭和13年5月25日00にて会見。そ＿のときの一曲か。以下

は「支那事変写真実記」からの複写である。
●－｝“7－－　｝

亨ミ　　　　　　　　　　　ー　《へ詳
ヽ∴っl∴一　つ ・、育三

の
五
月
廿
五
日
0
0
に
於
げ
ろ
歴
史
的
倉
見
。
（
円
】


