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植民地朝鮮における映画の教育的利用*
―― 京城日報 の｢映画欄｣の成立とその役割を中心に
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Film education policy in Japan and colonial Korea from 1925,
when the Keijo-nippo first featured a section about movies. the
Japanese Ministry of Education adopted film policy as a means of
education, but failed due to the lack of agencies to promote the
policy. The policy to use film in education was also introduced to
colonial Joseon by Japanese government officials who incubated
the policy as the Second Joseon Educational Ordinance was
announced. The bureaucrats of the Government-General, who
perceived the importance of establishing educational administration
network through a previous failure in Japan, established the
Keijo-Education

Committee

as

a

body

strongly

linking

the

Government-General and all schools in Joseon. The introduction of
a movie section to the Keijo-nippo was a device to back up the
film policy of the Government-General’s office as well as a plan to
enhance readers’ ability to comprehend film.
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1 はじめに
朝鮮総督府(以下｢総督府｣)が、植民地期全般にわたって｢映画｣というメディアが持つ
宣伝力を利用して、植民地朝鮮に対する施政方針を普及しようとしたのは周知のことで

ある。そのため、総督府には｢活動写真班｣が組織され、植民政策を宣伝するプロパガン
ダ映画が多数製作されていた。一方、総督府は植民地朝鮮で上映されるすべての映画
フィルムを厳しく検閲することで、帝国日本の統治イデオロギーに反する内容の映画は
徹底的に排除していた。そして、総督府の日本語機関紙であった 京城日報 は、｢読者慰
安会｣という名目で総督府が認める映画の全国巡回上映を行うような形で、総督府の映画
政策をバックアップしていた。そればかりではなく、1920年代前半からは直接劇映画
1

の製作にも関わっていた 。
ところで、当然ながら総督府の宣伝メディアとしての 京城日報 は、その政治的立
場を紙面を通しても活発に発信していた。にもかかわらず、いままで植民地朝鮮におけ

る総督府の映画政策を論じた研究のなかで、 京城日報 の映画関連記事が部分的に引用
されることはあっても、 京城日報 の｢映画欄｣が本格的な分析対象となった研究は皆無
に近いといってよい。植民地朝鮮に映画という新しいメディアが導入され、最も人気高
い大衆娯楽としての地位を獲得するにつれ、 京城日報 の紙面にも映画関連記事が増え
2

3

ていくようになる。もちろん、すでに1910年代頃から｢えんげい｣ ｢芝居と活動写真｣

などの小さい欄を通して、京城の各映画常設館(映画館)の上映映画の情報を得ることは
4
できた。だが、1925年2月からは週に一回、紙面の一面を費やした｢キネマ欄｣ という映

画欄が設けられて、本格的に朝鮮及び日本映画界の情報が掲載されるに至った。
注目すべきことは、開設当時 京城日報 の映画欄に最も頻繁に載せられた記事が、

｢映画教育｣ないし｢映画の教育的 ․ 教化的利用｣に関する内容であった点である。同時代
の日本内地では、文部省によるいわば｢映画教育運動｣が起こって、映画が｢国家的教育政
5

策の手段｣として位置づけられるようになっていた 。言い換えれば、まだ映画の児童に
対する｢悪影響｣が散々いわれていたこの時期に、日本内地では映画が｢教育行政｣の手段

として認識されるようになっていたのである。そして、1925年を前後して 京城日報
の映画欄に掲載された映画教育に関する一連の記事は、植民地朝鮮においても映画を教
育 ․ 教化的に利用しようとする動きが、総督府によって展開されていたことを代弁して

くれる。

1 1922年に5000号記念事業の一環として製作され、読者慰安会で公開された 愛の極み と 死の輝き は、
京城日報 によって 作られた 劇映画である。
2 1915年9月から1932年2月まで、ほぼ 毎日朝刊三面に連載された。
3 1921年5月から9月まで 連載された。
4 のちに｢キネマ界｣｢映画界｣｢映画ページ｣など、数回にわたって改題された。
5 ｢映画教育運動｣に 関しては、 大澤浄｢映画教育運動成立史―― 年少観客の出現とその囲いこみ｣(加藤幹郎編
映画的想像力 人文書院, 2006)を参照。
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しかしながら、植民地期の朝鮮において、映画が｢教育｣にいかに利用されていたの
かを詳細に追及した研究は、現段階ではあまり見当たらない。韓国の映画研究者 ․ 鄭忠
實の論文(2016)が、植民地朝鮮で製作された教育映画の上映目的と、その内容について
論じた先行研究があるが、研究の対象を1930年代前後に製作された教育映画に限定して

いるため、すでに1920年代半ばから 京城日報 の映画欄に載せられた、映画の教育的利
用に関する記事が登場した時代的背景を理解することはできない。

したがって本論文では、 京城日報 に載せられた映画の教育的 ․ 教化的利用に関する
記事を、｢映画欄｣開設を前後した時期に焦点を合わせて検討していきたい。それによっ

て、総督府による映画の教育的利用がいかなる背景から展開されていたのかを探ってみ
る。それと同時に、統治者側のメディアであった 京城日報 の｢映画欄｣が、総督府の標
榜する映画政策を再生産する装置として、いかに機能していたのかについて考察する。

2 日本と植民地朝鮮で共有された映画認識
― 京城日報 ｢映画欄｣の成立まで
2.1 映画の有害性をめぐる論議
まず、この章では 京城日報 に映画欄が開設される1925年3月まで、主に教育関係者
の間で映画がいかに認識されていたのかについて探ってみる。
京城日報 の1916年1月12日付の｢小学校の児童に活動写真を見せるか、見せない乎｣

という記事は、｢家庭と教育者と警察官と興行師と現在頭を悩つつある問題｣として｢児童
の映画観覧｣の問題を挙げ、｢今回市中の各小学校では生徒に対し活動写真館に入る事を
禁止した｣と報じている。そして、その取締に対する総督府学務課長と本町警察署長、

そして京城の映画館主の意見を各々載せている。その中で学務課長の意見は、当時小学
生の映画観覧が禁止された経緯を説明してくれる。
小学校の 生徒に活動写真を 観てはならぬといふ事は 今始まつた事ではなく、一昨
年からその 方針でゐる、ところが 兎角その 実行 は 困難で 隠れる 様 にしてまで 活動写
真 に 這入り 込 む、 然るに 昨今それが 漸 く 烈しくなつて 来 て 学校の 成績にも 関 はる 者
6

がある次第なので 今回その 取締りの 手を 一層緊めたわけである

引用文でも言及しているように、映画が児童に及ぼす悪影響については、早い時期

から繰り返して指摘されてきた。フランスの怪盗映画 ジゴマ (1911)が公開され大ヒッ
トしてから、子供たちの間で泥棒を真似た｢ジゴマごっこ｣が流行したり、ジゴマの影響
を受けたという犯罪の報道が相次ぐなど社会問題となったため、映画の上映が禁止され
6 ｢小学校の児童に活動写真を 見せるか、 見せない 乎｣ 京城日報 (1916.1.12).
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たことは、その代表的な事例であった。前掲の引用文に学務局長の意見と共に載せられ
た｢風俗習慣を異にする西洋物の写真が智識の程度の低い児童に与ふる影響の如何は各人
共に斉しく認むるところであらうと思ふ｣という本町警察署長の発言からも、この時期

には児童に及ぼす映画の有害性に対する社会的不安が一般に共有されていたことが分か
る。
ところで、この時期における映画の有害性をめぐる議論が｢教育｣との関わりのなか
で論じられていたことには注意しなければならない。たとえば、同じく1916年6月17日
付の｢良い活動写真を見せて貰ひたい｣という記事で筆者は、｢現に活動かぶれのジゴマ
少年だとか活動を真似て汽車の軌道に寝る小共だとか算へ来ればその悪影響の偉大なる

に驚かざるを得ない｣と言及しながらも、次の引用のように、映画の教育への活用を主
張している。
◇併し 恁麼欠点ばかりを 挙げて 活動を攻撃するのも決して正当な 議論とは 申され
ませぬ―― 活動が 手ツ 取早く 面白い 写真を 見 せて 呉れて 観客 を 喜ばせつつ 教育 して
呉れる 点は 確かに 買つてやらねばなりませぬ◇米国辺 では 紐育はじめボストン其 の
他の各州に於て皆官庁側から小共に観せる写真の設備を 実行して 居ります◇ 小共向と

しては主に歴史お伽噺、世界の 風俗人情、科学上の材料等を採り尚ほ高尚な劇などの
7

写真ものも 多いのであります 。 (傍線引用者)

この引用文の筆者のように、映画の教育上の利用を唱える意見は、それ以降の 京城
日報 紙面 でも時 々目に 付く。その 記事では映画が児童に与 える 悪影響 を認めながら

も、映画の長所、すなわち、｢面白い写真を見せて観客を喜ばせつつ教育して呉れる点｣
を教育に利用しようと一貫して主張している。映画を教育資料として活用することで、
｢最も簡易に且つ有益な教育資料が幾らでも得られ｣、これによって｢盛んに新知識の注
8

入を謀るやうにして欲い｣ というのが、この時期に映画の教育的利用を主張する人々に
共通した認識であった。

2.2 文部省における映画の教育的利用
そして、このような映画に対する認識が日本の文部省でも共有されていたことは、
1916年3月20日と21日、2回にわたって 京城日報 に掲載された、当時文部省の視学官(教
育行政官)であった秋山鐵太郎の論評から窺える。
秋山も｢言説よりも更に強い印象を与へるものであるから、芝居や活動写真は之を善
用すると否とに依つて国民の教育に非常な影響を及ぼすものである｣と、映画の教育的
効用に共感したうえで、｢我文部省辺でも大に此の点に注意を払つて小供の為めの活動写
7 ｢良い活動写真を見せて貰ひたい｣ 京城日報 (1916.6.17).
8 ｢活動写真を 教育上に 利用したい｣ 京城日報 (1916.9.21).
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ママ

真などを得て教育上に利用せんことを心掛けて居らる様だが未だ充分な計画は立たぬ模
9

様である｣ と、まだ不完全ながらも、日本で映画の教育的活用のための教育行政システ

ムの準備が始まっている様子を伝えている。
実際、文部省ではこの時期に｢社会教育｣を主唱しながら、学校教育のみならず社会全
10

体を意識した総動員教育政策を施していた 。その際に文部省は、誰もが安価に観覧す

ることができる｢民衆娯楽｣としての映画の大衆性を教育的に利用しようとした。そのよ
うな映画政策を主導したのは、1919年6月に文部省普通学務局内に新設された第4課で
あって、文部省による映画推薦制度(1920年)と文部省内での映画製作(1923年)などを企
11

画 ․ 実施していた 。

この時期における文部省の映画政策は、映画に対する｢取締り｣という消極的な政策か
ら一歩進めて、映画を教育的に｢善用｣することを目的とする積極的な政策へと転換して
いたといえる。つまり、この時期に文部省によって日本で実施された映画政策は、映画
をいかに教育手段として利用するのかに対する積極的な政策構想であった。｢映画教育
運動｣ともいわれた、この時期の一連の映画政策は、文部省の政策を全国各地において
着実に実行しうる機構がまだ整っていなかったため、結局はうまく行かなかったと評価
12

されている 。とはいえ、その試行錯誤を通して中央発信的な政策の限界を知ることに
よって、文部省はようやく映画行政ネットワークの構築の必要性を知覚したのであっ
た。
ここで注目したいのは、当時文部省が進めた一連の映画教育政策に同調し、さらには
政策の構想にも関与していた内務省の官僚のうち、松村松盛(1886年~没年不詳)と守屋栄
夫(1884年~1973年)が3.1独立運動が起こった1919年以降、朝鮮に赴任したという事実で
13

ある 。総督府の新任学務課長になった松村松盛は、 京城日報 の1921年3月5日付の紙
面に｢朝鮮教政の要諦――学校と社会の連絡が大事｣という、次のような就任挨拶を載せ

ている。
朝鮮ではまだ 教育なるものが 所謂学校教育の 範を 脱せず内地の 様に 学校と 社会と

を 結び 付て 学校教育を 中心とした社会教育社会改善と 云ふ 事を 行はれつつある教育の
状態に 迄進んで 居 ない 様である 即 ち 学校 なるものが 内部にのみ 偏 して 外部 と 没交渉

である 事 は 教育をして 死物に 終 らしむる 所以 で 怎うしても 外部と 内部 と 相伴 うて 行
く 事 が 肝要 の 如くに 感ぜられる 朝鮮 に 於て 特 に 学校 と 一般社会 との 交渉 が 密であら
ねばならぬ 必要を 感 ずるのである 何となれば 総督政治 の 徹底普及と 云 ふ 事は 今日の
9 秋山鐵太郎｢視学官の観たる 市中の 興行物｣ 京城日報 (1916.3.21).
10 金廷珉 ｢ 朝鮮総督府内務局社会課 の 教化映画政策 の 出現背景 に 関 する 考察 ｣( 韓国文学研究 37輯 ,2012),
p.292.
11 1920年代 においての 文部省 の 映画利用 に 関 しては、 金廷珉 の 前掲論文 と 大澤浄 の 前掲論文 を 参照 され
たい。
12 大澤浄, 前掲論文, p.210.
13 金廷珉, 前掲論文, p.303.
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場合学校の 努力 に 俟つ 事最 も 必要 であり 又之 なくして 徹底 は 期せられぬ 事 と 思ふ

14

(傍線引用者)

この引用文を通して、植民地朝鮮における教育行政の主務課長となった松盛は、文部
省が進めていた社会教育――つまり、社会全体を意識した総動員教育政策――を目指し

ていたことが分かる。したがって、それ以降朝鮮総督府学務課で推進された教育政策の
手段として注目したのも、文部省と同じく｢映画｣というメディアであった。守屋栄夫の
主導下で1920年4月に総督府にも活動写真班が設置され、文部省の映画利用の動きに合わ
15

せて活動を展開したことは 、それを裏付けてくれることであった。

2.3 新朝鮮教育令と映画
ところで、前掲引用文の下線部で松盛は、｢朝鮮に於て特に学校と一般社会との交渉
が密であらねばならぬ必要 ｣は、他ならぬ｢総督政治の徹底普及｣にあると言明 してい
た。1920年代に推進された文部省の映画政策がうまくいかなかった原因が、その政策を
全国各地において実行しうる機構がまだ整っていなかったためであったと評価されてい

ることは、前述した通りである。その試行錯誤の過程を自ら中央官庁の官僚として体験
していた松盛は、植民地朝鮮における教育政策を施す際に、教育行政ネットワークの構
築の重要性を強調していた。｢学校と一般社会との交渉｣を密接なものとし、総督府から
学校に至る有機的な関連を与え、子供から成人にいたるまで首尾一貫した政策を実行す

る。その目的が植民地朝鮮における｢総督政治の徹底普及｣にあったことはいうまでもな
いことであった。
その中、1922年の朝鮮では｢新朝鮮教育令｣が発布されていたという事実に注目する
必要がある。1911年に日本によって制定された｢朝鮮教育令｣(第1次)は、3回に渡って

(1922年、1938年、1943年)改正された。1922年に発布された新朝鮮教育令(第2次朝鮮教
育令)は、朝鮮総督 ․ 齋藤實が｢内地延長主義｣に基づいて、日本と同一な教育制度を朝鮮

に導入しようとした結果、誕生した新しい教育令であった。
新朝鮮教育令が発布された後、間もなく1923年7月20日に総督府学務局下に｢京城(府)
教育会｣という御用教育団体が創立された。この団体は｢朝鮮教育会が本源で京畿道教育
16

会が其支部とも云ふべきもので本教育会はその分会と見るべき系統｣ であり、会員は
17

｢府内各学校の教職員と府協議会員や学校組合会員議員其他民間有力者を以て組織｣ され
た。約500名が出席した創立総会では、谷多喜磨 ․ 当時京城府尹が会長に、そして総督府
18

学務課長を含め、京城府内の各学校長28人が平委員に選出されていた 。
14 松村松盛｢朝鮮教政の要諦――学校と社会の連絡が大事｣ 京城日報 (1921.3.5).
15 金廷珉, 前掲論文, p.288.
16 ｢教育総会雑観｣ 京城日報 (1923.7.21).
17 同上。
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1925年3月に京城教育会は｢教育映画部｣を新設し、教育映画の普及に力を入れるよう
19

になった 。京城教育会の教育映画部の活動は、 京城日報 の紙面を通して屡々報じら
れた。1925年5月には、巡回映画上映会のための映写機を購入することと、各学校に｢映
画の趣味と理解とを有する職員｣を｢教育映画委員｣として設けることで、各学校で自律的
20

に児童に映画教育を実施するという計画を発表した 。児童の為に｢活動写真デー｣を開
催するという計画が報じられた1925年5月21日付の記事では、｢京城教育会｣が映画教育

に努める理由を、次のように明らかにしている。
府内の 小学校普通学校並に 中等学校 ではこれまで 学童生徒 の活動写真 の 観覧はそ

の 映画の内質如何に 係はらず絶対に禁止してゐた一方この活動写真の教育上に齎す影
響 は、 映画は 耳 よりする 教育 よりも 直接目よりするそれ 丈 け 第一義的であり、 直線
的 であり、 従ってその 齎す 悪影響も 甚大な 半面には 之 が 活用如何 によって 彼ら 純 な

る 頭脳に 印象する理科其他の 理解情操涵養の上に深甚に寄与する 処が多いので朝鮮教
育令改正に 伴ひ、 京城府教育会成立後この 活動写真と児童の観覧と言ふことに 就いて
21

各方面から研究せられ (傍線引用者)

引用文でも言及されているように、朝鮮教育令の改正に伴って誕生した京城教育会

は、映画が｢目よりする｣教育であって、｢第一義的｣で｢直線的｣であるという長所を、教
育方面に充分に生かせるように努めていた教育団体であった。そのために、府内の学生

を対象とした映画上映会を活発に行い、また各学校に学生の映画理解を助けるための映
画部委員を設けて、映画教育を普及させていくようにした。これは、かつて文部省の映
画政策が｢失敗｣に終わった原因として指摘された、映画政策を各地において実行しうる
機構がまだ整っていなかったことを補完した政策であったといえる。中央官庁と各学校

を有機的につなげる、映画利用の実行機構として｢京城教育会｣を活用することで、総督
府は各学校における映画の教育的活用を図ったのである。

3 京城日報 の｢映画欄｣の役割
3.1 映画教育に関する議論の｢場｣
1925年2月に新設された 京城日報 の映画欄(図1)は、このような時代的背景のなかで
誕生していた。新朝鮮教育令の改正とともに、総督府によって本格的に展開されはじめ

た映画の教育的利用を、 京城日報 は紙面を通してその当為性を主張することで、総督

18 ｢京城府教育会創立総会開催｣ 京城日報 (1923.7.21).
19 ｢京城教育会に 教育映画部新設――児童に観覧させる 為｣ 京城日報 (1925.3.31).
20 ｢フィルムで 児童の 情操教育―― 新に映画部を 設ける京城教育会の 企て｣ 京城日報 (1925.5.5).
21 ｢児童の為に活動写真デー京城府教育会の 計画｣ 京城日報 (1925.5.21).
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府の映画政策と連動していた。

【図1】 京城日報 の映画欄の例(1925年5月15日)

たとえば、1925年5月15日付の映画欄には、京城櫻井小学校長 ․ 朝野菊太郎の｢映画を
如何にして児童教育に取り入れる｣という、次のような記事が載せられている。
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将来映画の更に盛大に 流行することは想像に難くないのでありますが、宜しく一
日も早く 此の 問題―― 此の 映画を 如何に 児童教育に取入れるべきかを研究し調査し論
議して、 適当の 施設をなすべきであると 考へます。映画による 教育 は目 よりする 教
育 であります。 目よりする 教育 でありますから 其効果影響は 直接的であり 印象的で

あります。 直接的であり 印象的でありますから、其影響は 深さに於いても 強さに於
いても、 同じ 目による 教育 の―― 読み 物による教育よりも 遥かに 大きいのでありま
22

す。映画の 教育上の 価値と 使命とは 此の点に 存ずるのではありますまいか 。(傍線
引用者)

｢ 映画 による 教育は 目よりする教育｣で、その効果 が｢ 直接的 ｣で｢印象的｣であるか
ら、教育の効果も大きいという筆者の主張は、前節で引用した京城教育会の主張と通じ
合っている。

このように、開設された時点から 京城日報 の映画欄には、主に京城教育会に属して
いる教育関係者たちによる映画の教育的利用に関する論評が持続的に掲載された。その
中で目を引くのは、この映画欄が、彼ら教育関係者の論評を読んだ 京城日報 の読者も
自由に議論を行う｢場｣となっていったことである。1925年5月21日から6月11日まで、3
回にわたって映画欄に連載された京城校洞普通学校長 ․ 河野卓彌の｢教育上から映画界を
23

瞰んで｣ という論評と、これを読んだ｢向林むうあ｣という読者が投稿した論評は、そ

の代表的な事例であったといえよう。
京城教育会の平議員であった河野卓彌は、映画業者――映画の製作者 ․ 興業者たち―
ママ

―が｢社会共存の目的より胚胎したる教育てふ仕事に対する理解と考慮とを現在より以上
24

に植付ける事は 社会其 ものの機能 から必要な 事｣ であるという 見地から、彼 らに 向
かって｢教育上より見たる希望意見｣25を述べている。河野は、何よりもまず映画常設館
を｢民衆娯楽場｣として活用することを強力に主張して、そのためには｢入場料金の差額
を少くし、さうして出来得る丈け、下等級の座席其他の待遇を上進するやうにしたい｣26
と注文している。そして、上映映画の選択においても｢音楽を挿入せる映画｣｢理化学的
知識を取り入れたもの｣｢現今の社会として要求せらるる徳目を取材としたもの｣｢製作の
27

新しき映画｣ を上映することを要求し、映画の説明弁士も｢民衆の教化指導上の先覚者
28

を以て自任せしむる｣ ように注意することを力説している。つまり、河野は映画の教
育的利用においては、学校における映画教育も大事であるが、それよりも実際に映画を
22 京城櫻井小学校長朝野菊太郎｢映画を如何にして 児童教育に取り入れる｣ 京城日報 (1925.5.15).
23 第一回のタイトルは｢ 教育上から映画界 を瞰んで｣ 京城日報 (1925.5.21)であったが、 二回目は｢教育上か
ら 映画界 を 観 て｣( 二 ) 京城日報 (1925.6.5)、 三回目 は｢ 教育上 から 映画界 を 眺 めて｣( 三 ) 京城日報
(1925.6.11)へと改題されていた。
24 ｢教育上から映画界を瞰んで｣ 京城日報 (1925.5.21).
25 同上。
26 同上。
27 ｢教育上から映画界を眺めて｣(三) 京城日報 (1925.6.11).
28 同上。
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製作し上映する映画製作 ․ 興行者たちの自覚的な協調が緊要であると思っていたことが
分かる。

このような河野の意見に対して、1925年6月18日付の映画欄には、向林むうあの｢映
画と教育｣という投稿文が掲載された。向林は｢畏敬する教育家であり、思想家である、
河野普通学校長が説かれた、教育映画に関する主張はフアンとしての立場にある僕達も
29

賛成だ｣ と述べながらも、｢先生の主張せられることは現在の京城にとつては、目的と
30

してそれを完成すべく、かなしいことには、恵まれてゐない｣ と、河野の意見が｢理
想｣に過ぎないと指摘している。向林の指摘は、映画の製作と興行を営利事業としてい

る映画業者を相手に、使命感を持って自覚的に教育的な映画を中心に製作 ․ 興業しろと要
求するのは、実行され難い理想に過ぎないという批判として読み取れる。
向林はこの文章で、河野の意見に対する批判にとどまらず、その代案として次のよ

うな意見を提示している。
嘗て、 僕が 色々の映画参考資料 を内地から、あほいでゐた 頃、名古屋市の常設館
中 、 世界館 とも 一 つの(みなとか 千歳劇場 の 何 れだつたか) 館 が、 毎日曜日 の 昼間

を、児童映画週間として 教育映画のみを 上映してゐたことがある。(尚今日、これが
続 けられてゐるか、ゐぬかは 僕の 知 らぬところである)然 うしてこれには、 県 や 市

が 非常に後援してゐたやうであつた。
常設館に直接関係のない 僕が、料金のことを云為するのは嫌なことだが、そのと

き、世界館では、たしか十銭か 十五銭の料金をとつてゐた。
小児 の 事 であるから、 高 い 料金 を 支払 ふといふことは、その 父兄 や 学校 にとつ

て、そう 好ましいことではないであらう。 而して、 彼等児童の 未完成 (変 な 言葉 だ
が)の頭に 大人の 見る 刺戟の強い映画を見せるといふことも 感心されないことであら
う。 映画に 対 しては 消極的である 社会にたいして、 市内常設館 が、かかる 積極的行
31

為に出でたといふことは、僕等には、たいへんに好ましいことに 思はれる 。

引用文でみるように向林は、｢県や市｣など、政府側の後援による期間限定の｢児童映
画週間｣を設けて、教育映画を上映することを提案している。向林の意見は、映画業者

の自覚的な協調を要求した河野よりも、現実的な代案であったといえよう。実際に、京
城教育会映画部の主催で児童のための｢活動写真デー｣が毎月一回設けられることになっ
32

た 。この事例は、 京城日報 の映画欄を通じて、 京城日報 の読者と京城の教育関係
者の間で活発な意見交流が始まっていたことを示してくれるものであった。

29 向林むうあ｢映画と 教育｣ 京城日報 (1925.6.18).
30 同上。
31 同上。
32 ｢児童のため 映画デー―― 京城教育会で毎月一回開催｣ 京城日報 (1925.5.25).
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3.2 シネマ ․ リテラシーの向上
一方で、 京城日報 の映画欄では、紙面を通して読者の映画を読み解く能力(シネマ ․

リテラシー33)を向上させることにも努めていた。｢朝鮮に居る人達は映画に対する理解
34

35

がない｣ ｢京城の観客は柄が悪い｣ という指摘は、紙面を通しても繰り返し 京城日報
の購読者たちに伝えられてきた。当時の 京城日報 編集陣は、映画の悪影響が散々言
われてきた原因には、植民地朝鮮における観客の映画に対する理解度の低さもあるとみ
て、映画の教育的利用が成功するには、観客が映画を読み解く能力も育成する必要があ
ると考えたようである。換言すれば、 京城日報 の編集陣が目指したのは、映画を読み
解く｢観客｣を養成することで、大衆が持っている映画に対する否定的な認識を変えるこ

とであった。そのためには、一般の映画ファンたちを、ただの見物人から、映画とい
う芸術を鑑賞する、鑑賞眼を持つ観客へと向上させる必要があった。
したがって、まず映画欄に｢映画のことば｣(図2－1、図2－2)というコーナーを設け
て、映画関連用語の解説を連載することで、シナリオ用語や映像技法についての知識を
提供することに務めた。

【 図2-1】｢映画のことば｣(1925年5月2日)

【図2-2】｢映画のことば｣(1925年5月8日)

また 京城日報 の映画欄は、一方的に映画関連記事を載せるだけではなく、映画関係
の投稿だけを掲載する読者投稿欄を設けていた。1925年4月3日から新設された｢フアン
の声｣(図3)がそれである。4月3日付の｢フアンの声｣には｢本欄に寄書を歓迎します。宛
36

名は京城日報社会部演芸係｣ という編集部からの広告が掲載されていて、それ以降植民

33 柳澤浩哉｢シネマ ․ リテラシー 教育の 方法｣( 広島大学日本語教育研究 15号, 2005), p.23.
34 白石光次郎｢朝鮮に居る人達は映画に対する理解がない｣ 京城日報 (1925.2.24).
35 ｢フアンの声｣ 京城日報 (1925.4.24).
36 ｢フアンの声｣ 京城日報 (1925.4.3).
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地朝鮮の映画ファンの投稿を集めて載せていた。

【 図3】｢フアンの声｣(1925年4月3日)

さて、読者投稿欄｢フアンの声｣には、どのような映画ファンたちの投稿が掲載され
ていたのだろうか。投稿欄の開設当初には、映画に対する批評よりも、京城の映画常設
館の設備やサービスに対する読者の不評が中心となっていた。たとえば、1925年4月3日

に掲載された、最初の｢フアンの声｣(図3)では、京城の映画常設館 ․ 喜楽館のドアの修理
を要求したり(XY生)、常設館内の｢お茶子｣の態度に対する不満を述べたり(一フアン)し
ている。
しかし、時間が経つにつれて｢フアンの声｣には、読者による映画短評や、映画弁士
に対する映画ファンの批評が載せられるようになった。1925年6月18日付の｢フアンの
声｣には、｢一医専生｣と名乗る読者による、次のような本格的な映画評が掲載されてい

て目をひく。
◆ 澤正の 月形半平太 は 舞台その 儘の 国定忠次 や、 地味すぎて 一般の 観衆には 餘
り受けなかつた 恩讐の彼方に に 鑑みたらしく、 今度は思ひ切つて暴れて居る。
乱闘に次ぐ乱闘、実にキビキビした大映画だ。

◆ 原作を 知らぬが 筋の運びに無理のあるのは脚色の欠点だらう。が 祇園のセツト杯
の 立派さに 感服して 見る 何のセツトにも苦心の跡が 偲われる殊に 乱闘の 場面での
物凄いカツトバツクにはゾクゾクさせられたよ。

◆ 殊に 引きつけられたのはサブタイトルだ。まるで 散文詩 でも 読んで 居るやうな
気がした。それを清水とか 云ふ弁士は棒読みして、くだらぬ説明して 映画の 気分

をコワして 了つた。 富士君は 字幕を読むに苦心して居た。そして説明の 一句一句
37

が文章になつて居る。説明も地声でよく通る。 独演して 貰ひたかつた 。

引用文でみるように、｢一医専生｣という読者は、映画の場面分析から始めて、脚本の

37 ｢フアンの声｣ 京城日報 (1925.6.18).
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構成とセットの配置、編集技術、そして映画上映における弁士の説明ぶりにいたるま

で、映画 月形半平太 を細かく批評している。それ以降にも｢フアンの声｣欄への投稿
は、映画のジャンルに関する意見や俳優の演技、あるいは字幕の誤字を指摘する意見な
ど、より本格的な映画に関する批評が多く寄せられるようになっていった。
ところで、｢フアンの声｣投稿読者の中には、在朝鮮日本人だけではなく朝鮮人も含ま
れていた。1925年5月15日付の｢フアンの声｣には、｢朝鮮人｣と名乗る読者による、｢ 大地
は微笑む 一つで朝鮮といふものが、次第に映画界に紹介されて行くことは嬉しいこと
38

である。一つ松竹キネマあたりで朝鮮に踏み出して来たらどんなものか｣ という投稿
が載せられている。映画 大地は微笑む は、吉田百助の 大阪朝日新聞 連載小説を、
1925年に松竹と日活によって各々映画化されて公開されたもので、朝鮮人が主人公で
39
あった映画として話題を集めていた 。この投稿は、 京城日報 が在朝鮮日本人だけで

はなく、朝鮮人にも読まれていたことを裏付けると同時に、彼等がスクリーンを通して
｢朝鮮｣が内地日本へ｢紹介｣されることを望んでいたことを示してくれる。
このように｢フアンクラブ｣｢フアンは語る｣｢フアンの声｣｢フアンのハガキ｣など、何
回かにわたって名称は変ったものの、この読者投稿欄から読み取れるのは、植民地朝鮮

の映画ファンたちの映画情報の習得 ․ 共有への要望であった。当時は日本内地と植民地
朝鮮、そして植民地朝鮮においても京城と他の地方の間で映画受容における｢時差｣

40

が

発生するしかなかった。 京城日報 映画欄は、そのように映画を鑑賞する機会に乏しい
京城及び植民地朝鮮の映画ファンたちに、映画鑑賞の経験を想像的 に内面化しうるメ

ディアとしても機能していた。｢常設館のない田舎にゐます、私等にとりまして本欄は
41

実にたのしみの一つです｣ という読者の投稿は、そのような 京城日報 映画欄の役割

を代弁してくれるものでもあった。

4 むすびに代えて
本論文では、 京城日報 に｢映画欄｣が設けられた1925年を前後して、日本内地と植民
地朝鮮における映画教育政策の展開を、 京城日報 の記事を中心に辿ってみた。1920年
代に日本内地では、文部省によって映画を教育の手段とした映画政策が進められていた

が、その政策を実行してくれる機関が不在であったため、うまくいかなかった。その
政策構想に関わっていた日本内務省の官僚たちによって、新朝鮮教育令を機に植民地朝

38 ｢フアンの声｣ 京城日報 (1925.5.15).
39 梁仁實｢1920年代視覚 メディアの 一断面―― 大地 は 微笑 む と 朝鮮 ｣( 立命館産業社会論集 第 43巻 第1
号,2007), p.35.
40 近藤和都｢ 映画観客の 読書実践――1920年代日本における 映画館プログラムと 観ること ｣( マス ․ コミュ
ニケーション研究 87号, 2015), p.151.
41 ｢フアンクラブ｣ 京城日報 (1928.5.18).
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鮮でも映画の教育的利用政策が始まった。日本内地での｢失敗｣を通して教育行政ネット

ワークの構築の重要性を知覚した総督府の官僚たちは、総督府と各学校を結びつける機
構として｢京城教育会｣を活用することで、植民地朝鮮における｢総督政治の徹底普及｣を
図った。そして、その時期に誕生した 京城日報 の｢ 映画欄｣は、総督府の映画政策を

バックアップする装置として、読者の映画を読み解く能力を育てるように紙面の構成を
企画していたのである。
京城日報 の｢映画欄｣がそれ以降――1930年代以降、総動員体制に突入していた総督
府の映画政策にいかに｢動員｣されていくのかについての具体的な議論は、今後の課題と

して残されているのである。
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