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日本における稲畑勝太郎のシネマトグラフ
事業再考
——新資料「稲畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通（1897年）」
を中心に

長 谷 憲 一 郎 *1

【要旨】
近代日本における染色業および紡績業の発展に尽力した稲畑勝太郎が、リュ
ミエール兄弟と日本での独占契約を締結し、実施したシネマトグラフ事業と
は、いったい何だったのだろうか。本稿は2017年に筆者が発掘した新資料稲
畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通（1897年）によって新たに判明した
五項目にフォーカスし分析した。事業の背景には映画装置の渡来直前の明治後
期、古都京都において第四回内国勧業博覧会が開催され、博覧会やパノラマ
館、幻燈興行といったスペクタクルが消費され、受容されていた環境があっ
た。実業家の稲畑は、野村芳國と横田永之助のスクリーン・プラクティスに基
づく視覚的実践の経験に着目し、映画興行および映画撮影を成功させるべく二
人に協力を要請して彼らの経験を有効に活用した。リュミエール兄弟のサポー
トはもちろんのこと、彼らのような興行者の協力を得ることで、稲畑のシネマ
トグラフ事業は、映画が単なる映写機でも撮影機でもなく、現実世界を自動的
に再創造し、イリュージョンを生み、時空間をも越えさせる装置であることを
見事に示したのだ。本稿は、日本における映画前史と映画史を接続させたとい
う点において、稲畑は日本映画史に極めて重要な役割を果たしたと結論づけ
た。

【キーワード】
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はじめに

映画生誕100周年の1995年以降、日本において映画の初公開を映画の起源
と捉えずに、それ以前から存在した影絵や写し絵などの光学的な映像文化の
存在に着目し、チャールズ・マッサーが提唱した「スクリーン・プラクティ
ス」の概念（1）から、映画前史と映画史を分断するのではなく、むしろ連続して
捉え、再構築しようとする研究が多くみられる（2）。1995年を「映画生誕100周
年」としたのはリュミエール兄弟がシネマトグラフを発明し、1895年12月28
日にパリのグラン・カフェで世界初となる投影式映画興行を成功させたことに
由来するのは言うまでもないが、日本の場合も多くの書籍が1897年（明治30
年）2月15日に稲畑勝太郎が大阪南地演舞場でのシネマトグラフの初公開を
〈映画の発祥〉としてきた。だが投影式映画の初公開を〈映画の発祥〉としてし
まうと、映画を装置としてのみ扱うこととなり、映画をテクノロジーの面から
しか捉えていないと指摘されている。また投影式映画以前から存在した覗きか
らくりや幻燈などの光学的な実践は〈映画でないもの〉ということになってし
まう。
稲畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通（1897年）、Quatre lettres de Kat-

sutaro Inabata aux frères Lumière（1897）（以下、新資料）のフランス語の原文と翻
訳は、2019年1月に『映像学』101号の筆者と堀潤之の研究報告「稲畑勝太郎
のリュミエール兄弟宛て書簡4通の発見について」で公開されるまで、世に出
たことのない新たな資料である（3）。これら4通の発見の書簡（写し）は、明治
から昭和にかけて染色業界および紡績業界の発展に尽力した稲畑が1897年に
シネマトグラフ事業を日本でどのように展開したのか、リュミエール兄弟へ業
務報告の他に、競合他社との攻防や、機材およびフィルムの追加発注、日本で
撮影したフィルムの現像と焼付の依頼、興行収入から納入した金額や、機材や
フィルムの買い取り金額などが克明に記録されている。稲畑自身が当時の日本
の状況を同時期に記録した点において、日本映画史の初期を紐解く上で有意義
な一次資料である。
本稿は、この新資料に記されていることをもとにして、1897年に展開した
稲畑のシネマトグラフ事業を明治時代における映画装置渡来前渡来後という歴
史的な視座から、またフランスと日本を結ぶトランスナショナルな視座から、
さらに光学的文化としての視座から考察することを目的とする。新資料の書簡
4通（1通目：1897年3月18日付、2通目：同年4月16日付、3通目：同年7
月1日付、4通目：同年10月8日付）によって、新たに判明したことおよび明
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らかになる可能性のある事象から五項目をピックアップした。それらを分析す
ることによって、稲畑のシネマトグラフ事業は日本映画史に何をもたらしたの
か、その新たな捉え方および評価を検討する。

1. 稲畑はシネマトグラフを5台使用した

稲畑は本職である染色業や紡績業の要務で、とりわけモスリンの国産化を推
進する目的でフランス各地を回っていた1896年（明治29年）に、旧知の間柄
であったリュミエール兄弟と日本における独占契約を締結して、翌年の1897
年にシネマトグラフ事業を展開したことは広く知られている。だが、稲畑本人
がシネマトグラフ「数台」を持ち帰った（4）と証言している一方で、1897年3月
14日付毎日新聞に「3台」持ち帰った（5）と記載され、稲畑の伝記である『稲畑
勝太郎君傳』（1938年）に、シネマトグラフ「1台」を携帯して帰った（6）と記載
され、また田中純一郎は『日本映画発達史 I』（1957年）でシネマトグラフを「2
台」購入した（7）と記載するなど、長い間その台数は曖昧であった。これに対し
塚田嘉信は、1897年の新聞広告と記事から興行記録を徹底的に調査して、稲
畑が同時期に大阪と京都、東京の3か所でシネマトグラフの興行を準備してい
たことを明らかにし、「3月9日の時点で、三台の機械が稼働していたことは
間違いなく、一台説は記憶違い、二台説は研究不足であったわけで、稲畑氏
はすくなくとも三台の機械を持ち帰ったはずである（8）」と『日本映画史の研究　
活動写真渡来前後の事情』（1980年）で指摘した。それに加え、3月28日付大
阪朝日新聞「●居ながら名所」（図1）に「仏国リミエル会社より新写真一千個到
着したり」とあり、塚田は同書で、こ
の輸入の際に少なくとも2台の追加が
あったと推察し（9）、5月1日時点で名
古屋、仙台、東京、京都の4か所で興
行していたことをつきとめ、少なくと
も4台入手していたと指摘（10）。さら
に未確認ながら岡山から下関、博多へ
渡った1台があるため、5月9日時点
で少なくとも5台入手していた可能性
を指摘した（11）。塚田の調査結果を整
理すると以下のとおりになる。
（1） 1897年3月9日時点で、少なく

0 0 0 図1 「●居ながら名所」1897年3月28日付大
阪朝日新聞4面
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とも
0 0

3台使用
（2） 同年3月末にフィルムを輸入した際に、少なくとも

0 0 0 0 0

2台追加輸入した可
能性

（3） 同年5月9日時点で、少なくとも
0 0 0 0 0

5台使用していた可能性
塚田の調査は、シネマトグラフの台数の特定に大きく前進した。しかしな
がら、三項目とも「少なくとも」と前置きがあるように台数の特定には至らな
かった。
拙稿では、稲畑がシネマトグラフを4台入手していたことを明らかにし

た（12）。ここで稲畑が使用したシネマトグラフの台数について詳細に検証する。
まず、稲畑がフランスから持ち帰った台数だが、1通目（3月18日付）によっ
て当初から大阪と京都、東京を重要拠点と定め、3か所の上映会場の手配をし
て、専門の従業員たちを育成し派遣するなど周到に準備を進めていたことがわ
かる（13）。これによって上記（1）の「少なくとも3台使用したこと」を裏付けるこ
とができた。さらに、同じ書簡の「私どもはジレル氏の不備のある機材を使っ
て、今月の9日に始業しました（14）」という記述から、リュミエール社のフラン
ス人技師であるフランソワ・コンスタン・ジレル、（以下、ジレル）が持参した
シネマトグラフを東京で使用したことがわかった。つまり不調だったにもかか
わらず、ジレルの機材を使用せざるを得なかった事情を踏まえると、稲畑はフ
ランスからシネマトグラフ2台を持ち帰り、ジレルが持参した1台を合わせて

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、
3台輸入したと特定することができる。このようにシネマトグラフの台数の特
定にはジレルの1台を含めるかが鍵を握る。
次に、4通目（10月8日付）の「本状に同封して

0 0 0 0

、総額7000フランを謹んで
リヨン宛てにお渡しいたします。〔段落省略〕すなわち、4台の機材の支払いと
して6000フラン、そして諸々の付属品の手付金として1000フランです（15）」と
いう記述から、4通目の日付である10月8日時点で、稲畑はシネマトグラフ4
台を（同封した）現金で購入したという全く新たな事実が判明した。では、そ
の4台にジレルの1台を含めるのか否か。拙稿では、「ジレルの1台を含めて4
台」と言及した。しかし、ジョルジュ・サドゥールは「撮影=映写技師はいか
なる事情があっても自分の装置を手放してはならなかった。装置はリュミエー
ル父子のものであったし、またその機構は秘密にしておかなければならなかっ
たのである（16）」と記載しており、その説に誤りがなければ、ジレルの持参した
1台はリュミエール父子つまりリュミエール社の所有物なのでフランスに持ち
帰ったとするべきである。そうなると、購入した4台にジレルの1台を含める
ことはできず、稲畑はシネマトグラフ4台を入手していたことになる。ここに
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ジレルが持参した1台を合わせると
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、
シネマトグラフの興行と撮影に合計5
台を使用していたことになる。
では、フランスから日本に2台持ち

帰った稲畑が追加の2台をいつ受け
取ったのか。1通目（3月18日付）の
「1897年1月28日付けの手紙であなた
が予告した機材とフィルムを、数日後
に受け取れると思います（17）」という記
述から、1通目の書簡の日付である3
月18日の数日後（以下、3月末とする）
に追加のフィルムとともにシネマトグ
ラフ（機材）も受け取ったとみられる。
そして、3通目（7月1日付）の「日本に残っている4台の機材について、こち
らから総額をお送りすることができるように、その価格につきまして特別のは
からいを期待しています（18）」という記述は、遅くとも3通目の日付である7月
1日時点で4台を入手していたことを示している。つまり、3月末に追加のシネ
マトグラフを受け取り、7月1日までには4台になっていたことになる。さら
に5月4日付東京朝日新聞「●中村楼の活動写真　江東中村楼にて興行中の活動
写真は今度新に仏国より舶載せしものにて毎夜画面を取変へるといふ」（図2）
の記事から4月末に再度、フランスから追加のフィルムを受け取ったことがわ
かる（19）。この輸入の際にもシネマトグラフが送られてきた可能性がある。調査
結果を整理しよう。
（1） 稲畑はシネマトグラフ2台、ジレルは1台をフランスから日本に持参し

た。それら3台で大阪、京都、東京の3か所にてお披露目興行を行い、
その後も興行を続けた。

（2） 3月末に追加で1台または2台受け取った。
（3） 4月末に（2）が1台ならば、追加で1台受け取り、（2）が2台ならば追加

はなかった。
（4） 7月1時点で稲畑はシネマトグラフ4台を入手していた。さらに10月8

日に現金で4台を6000フランで購入した。
稲畑とリュミエール兄弟との代理人契約の内容を先行研究に照らして確認す
る。小松弘によると、代理人契約とはそれぞれの土地で信頼できると認めた興
行代理人に対して、シネマトグラフを無償で貸し出し、総売り上げの50%を

図2 「●中村楼の活動写真」1897年5月4日
付大阪朝日新聞3面
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代理人の権利を持つ者に与えるというシステムだという（20）。1897年に入ると、
上映場所が増えるなどの理由で派遣された技師たちが一人で全てを管理するこ
とが不可能になり、リュミエール兄弟は機材やフィルムを貸し出しから販売へ
と方針転換した。世界に派遣されたリュミエール社の技師らの活動を記録し
たジャック・リトー・ユティネ著『Le Cinéma Des Origines.Les frères Lumière et 
leurs opérateurs』（1985年）によると「リュミエール社は1897年5月1日よりシ
ネマトグラフの販売を開始した（21）」という。稲畑が4台を購入した10月8日は
シネマトグラフの販売が始まった5月1日以降にあたり、時期的にみても何ら
問題ないことが確認できた。
以上のように、これまで曖昧だったシネマトグラフの台数を5台と特定でき
たことで、映写機1台または2台で映画興行を展開した競合他社より、稲畑が
映写機の台数で優位に立っていたことが証明され、他社との差異が明確になっ
た。リュミエール兄弟との様々な交渉のなかでも、2台の追加輸入の判断はと
りわけ重要であったということができる。

2. リュミエール兄弟に現像と焼付を依頼したフィルム

稲畑の回顧録によると、ジレルは現像技術が未熟なので日本で撮影したフィ
ルムをわざわざフランスのリュミエール社に送って現像と焼付をしてもらい、
送り返されたポジを確認したところ、全て失敗だったという（22）。これについ
て、塚田は、「2　その問題点、（d）ジレールの日本における撮影はほんとうに
失敗であったのか——ジレールと「明治の日本」をめぐって—— （23）」の小節で
丹念に検証している。この件について、新資料から明らかになった点をみてい
きたい。3通目（7月1日付）には次のように記されている。

本状に同封して、ネガフィルムを入れた木箱の船荷証券を謹んでお渡しい
たします。本状をお受け取り次第、ポジ〔の製作〕に取りかかってくださ
いますようどうかお願いいたします。と申しますのも、多大な費用と労力
がかかったこの日本のポジを私は心待ちにしているからです。日本の観客
の興味を惹くに違いないと確信しています（24）。

この記述から、実際に1897年7月1日に日本で撮影したフィルムの現像と
焼付をリュミエール兄弟に依頼したことが裏付けられた。多額の費用と労力を
費やして日本で初めて撮影したフィルムをなんとしても上映させたいという稲
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畑の熱意がこの文面から伝わってくる。実際、稲畑は自宅（京都西陣）の染物
置き場の一部を改造して現像所を設置するほど意欲的だったが、現像がうまく
いかなかったので仕方なくリュミエール社の工場に送ったという（25）。また塚
田の調査によって、ジレルが『京都保津川の急流』と『加茂川の納涼』の撮影し
たフィルムを現像と焼付のためにフランスに送ったが、送り返されたフィルム
をみると何が映っているかわからないような状態だった。その後、数度撮影し
て再度フランスに送ったが、送り返されたフィルムも同じく全て失敗だったと
いうことがわかっている（26）。さらに、最後の書簡である4通目（10月8付）が
書かれた時点で、現像と焼付の依頼をしたフィルムは日本に送り返されていた
はずだが、「大量のフィルムが磨耗していて利用に値せず」、「〔前略〕残りは返
送させていただきます。それらフィルムがどのような状態であるのか、目撃証
人たるジレル氏が立証してくれるでしょう（27）」と、日本で撮影したフィルムと
いう記述はないものの、輸入したフィルムが使い物にならないことに対して不
満を募らせている。これらを照合すると、やはりジレルの日本滞在中、リュミ
エール社へ現像と焼付の依頼をして日本に送り返されたフィルムは全て失敗
だったとみていいだろう。その一方で、ジレルが日本で撮影したフィルム18
本がリュミエール・カタログ（28）に収められていることは周知のとおりである。
上記の資料によって、1回目（7月1日）の依頼分も、2回目（時期不明）の依頼
分も失敗だったことから、少なくとも7月1日以前に撮影したフィルムで、成
功したものはなかったことがわかる。つまり、ジレルが撮影および現像に成功
した18本のフィルムは、7月1日からジレルが離日した11月までに撮影され
たものと推定することができる。ここまでを整理する。
①　7月1日に日本で撮影したフィルムの現像と焼付を依頼するが、送り返
されたポジは全て失敗だった。（最短で9月上旬に日本着）

②　2回目（時期不明）に依頼した分も送り返されたフィルムは全て失敗
だった。

③　上記の①と②から、ジレルが日本で撮影した18本のフィルムは、7月か
ら11月まで、つまり4ヶ月間で撮影されたと推定することができる

次に、ジレルが日本で撮影したフィルム18本についてみていく。リュミエー
ル社で現像と焼付されたフィルムが日本で上映されたことは、すでに塚田の調
査によって判明している。一番早かった映画興行は、翌年の「1898年（明治31
年）6月7日の大阪浪花座の興行（29）」であるという。さらに、塚田は1898年6
月28日付新愛知に、以前にフランスに依頼した日本映画が完成し

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浪花座で興
行したところ評判が良かったので、7月1日から新守座にて興行するという新
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聞記事を取り上げている（30）。その新
守座で『名古屋停車場着車の雑沓』な
ど10本が6月30日付新愛知（図3）に
掲載されている（31）。この二つの記事か
ら、ジレルが日本で撮影したフィルム
はフランスで現像と焼付された後、6
月7日の大阪浪花座の興行直前、つま
り1898年5月末から6月6日の間に初
めて輸入されたと推定することができ
る。ただし、18本全てが輸入されたの
か検証の余地がある。
この推定に加え、以下の推定が可能

となる。稲畑はジレルが撮影したフィ
ルムは全て失敗だったと証言している
ことから、これらのフィルムの輸入、
並びに6月7日の大阪浪花座の興行に
関わっていないことになる。したがっ
てこれらのフィルムが輸入された1898
年6月6日までには、稲畑はシネマトグラフ事業から撤退したと推定することが
できる。ただし、拙稿で指摘したとおり、リュミエール兄弟と稲畑の元々の契約
期間は1月から5月までのところ、2ヶ月延長して7月までになったことが1通目
（3月18日）に記されている（32）。しかし、7月1日（3通目の書簡）の時点で、フ
ランスに現像と焼付を依頼し、その後もう一度現像と焼付を依頼し、それらの
フィルムが全て失敗だったことを確認していたのだから（33）、稲畑の撤退時期は
ジレルが離日した1897年11月から1898年6月6日（大阪浪花座の興行の前日）
の間と推定することができる。なお、塚田は1898年4月にビネマークなる人物
がジレルの撮影したフィルムを持って来日したと推測している（34）。この説が正
しければ、稲畑はビネマークと関係なかったことから1897年11月から1898年4
月の間に稲畑は撤退し、シネマトグラフ事業の権利を横田永之助に譲り渡したと
いうことができる。

3. 稲畑のシネマトグラフ事業を支えた人々

稲畑のシネマトグラフ事業は多くの人々に支えられて実施された。それらの

図3 「●新守座の活動写真」1898年6月30日
付新愛知5面
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なかで責任のある立場として重要な任務を担ったのは東京方面の興行を任さ
れた横田永之助および東京以外の興行を任された野村芳國である（35）。ここで、
この2人を含む稲畑のシネマトグラフ事業の現場を支えた人物に光を当てる。
第1節で、1通目に大阪と京都、東京各々の拠点のためにジレルが日本人を技

師として育成したと記されていることに触れたが、それらの日本人技師とは誰
のことだろうか。1927年（昭和2年）の稲畑の回顧録で、「それからは京阪神の
地方をそこここと映写して、その年博多の方へ行ったこともある。凡べてこれ
らは、私共の店にいた人達にやらせたので、此の間死んだ稲畑染工場の部長山
内藤太郎君や神戸の村松君、松竹キネマの野村君などが主に従事していたと記
憶する（36）」と、1897年に全国の都市を回った映画興行の全てを「私共の店」つま
り稲畑染料店の従業員に任せたと言及している。なお、「松竹キネマの野村君」
は、のちに松竹蒲田撮影所の所長となる野村芳亭を指していることは明らかで、
当時16才の少年であった。なお、芳亭自身も回顧録で、稲畑の映画興行および
映画撮影に父の野村芳國とともに従事したことを示唆している（37）。横田永之助
も回顧録で1897年の2月末から唯一の協力者であった荒木為次郎（後の横田商
会番頭および日活社員）と上京したと記している（38）。このように稲畑は従業員
たちに映画興行の現場を任せていたとみられ、5台のシネマトグラフを使用する
ために、ジレルは従業員たちを技師として育成したのである。まとめると、稲
畑のシネマトグラフ事業の現場は山内や村松のような稲畑染料店の従業員や、
東京方面を任された横田の協力者である荒木為次郎が映写技師として任務を果
たした。それに対して野村芳國および横田永之助は、会場の手配や興行を仕切
る太夫元として、すなわち現在でいうプロモーターとして任務を果たしたのだ。
野村芳國は絵師を生業にしており、浮世絵や芝居の絵看板、都おどりの舞台
背景、パノラマ館のパノラマ絵図などを描くなど多岐にわたって京都を中心に
活躍した（39）。稲畑は以前に絵を依頼した縁もあり（40）、視覚的および光学的な
興行の経験が豊富な芳國にシネマトグラフ事業の全面的な協力を依頼した。芳
國は映画興行のみならず、ジレルの映画撮影の一翼も担った（41）。蓮實重彥は
次のように指摘する。「（前略）ジレル自身が日本で撮影したフィルムの一つと
して、それが名古屋駅を舞台としたことがほぼ間違いのない『列車の到着』が
残されている。この事実は、『ラ・シオタ駅への列車の到着』（図4）に代表さ
れるリュミエール的な題材に、ジレルが忠実であろうとした事実を物語ってい
るだろう。だが、いまは、こうした題材の類似を超えたところに、ある種の主
題論的な統一性が認められることに注目しておきたい（42）（括弧は筆者による補
足）」。このように、リュミエール兄弟の要請に応える形で名古屋駅の『列車の
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到着』（図5）（43）が撮影されたこと
は容易に想像できる。日本美術史
研究者の岡本祐美は、2節で取り上
げた新愛知の広告欄（図3）「●新守
座の活動写真」に記載された上映プ
ログラムに着目し、「その時公開さ
れた活動写真の内容は「名古屋停車
場着車の雑踏」〔中略〕などであり、
浮世絵の画題をそのまま踏襲して
いることがわかる（44）。」と指摘する。
図3の上映プログラム10本と芳國
の浮世絵作品を比較した結果（45）、
すでに『映画伝来』で図版が紹介さ
れているとおり（46）、芳國も「列車
の到着」という主題で、浮世絵版画
「大阪梅田ステーション汽車之圖」
（1885年）（図6）（47）を描いており、
図5と図6から岡本の指摘する「浮
世絵の画題をそのまま踏襲してい
る」作品の一つはこの作品であると
考えられる。この浮世絵は名古屋
駅の『列車の到着』が撮影される12
年も前の1885年（明治18年）に制
作されている。このように、図4、
図5、図6のいずれも近代文明の象
徴である蒸気機関車を被写体とし、
画面の上手から下手にほぼ同じア
ングルで、奥から手前に向かって
煙突から煙を吐きながら前進して
くる立体的な運動を、時間と空間
そしてメディアを越境して表象し
たことは注目に値する。芳國がこの撮影に関わったのであれば、浮世絵と映
画という異なるメディアを「ある種の主題的な統一性」によって結びつけ、映
画前史と映画史の連続性を体現したと言っても過言ではないだろう。ただし、

図4 『ラ・シオタ駅への列車の到着』（1895年）、
ルイ・リュミエール

図5 『列車の到着』（1897年）、コンスタン・ジレル

図6 野村芳國「京阪名所図絵」より『大阪梅田ス
テーション汽車之図』、木版画（1885年）、45 cm×
31 cm、神戸市立博物館所蔵
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ジレルの映画撮影に芳國が関わっていたことは間違いないが、名古屋駅の『列
車の到着』の撮影に関わったことを示す資料は今までのところ見つかっていな
い。
当時まだ16才だった息子の芳亭は、父の芳國とともに映画興行および映画
撮影に従事した。その後はキネオラマの興行で全国を巡業し、京都新京極で連
鎖劇興行に従事するなど興行界で活躍した。松竹キネマに入社すると松竹蒲田
撮影所の撮影所長兼映画監督となり、サイレント映画時代に時代劇の基礎を作
るなど活躍したことはよく知られている（48）。さらに芳亭の息子、野村芳太郎
も松竹の映画監督となり、『伴淳・森繁の糞尿譚』（1957年）、『張込み』（1958
年）、『砂の器』（1974年）など喜劇や犯罪サスペンスなど商業主義娯楽映画を
数多く監督した（49）。なお、芳太郎の息子、野村芳樹も松竹のプロデューサー
として活躍している。このように、野村家は芳國から四代にもわたって映画製
作者として映画界で活躍している。
横田永之助は、稲畑と共に京都府費派遣留学生としてフランスに留学した兄

の横田萬壽之助の紹介で稲畑のシネマトグラフ事業に携わることになり、東京
方面の映画興行を任された。リュミエール兄弟との契約満了後に全てのシネマ
トグラフ事業を稲畑から譲り受けた1898年以降も、日本全国を巡回するなど精
力的に映画興行を展開した。その後横田は横田商会を立ち上げると本格的に映
画の事業化に乗り出し、日本映画の父と称されることになる牧野省三を起用し、
製作を任せた。牧野は最初の映画スターとなる「目玉の松ちゃん」こと尾上松之
助を見出し、このコンビで旧劇やトリック映画など横田商会時代に168本もの映
画を製作した。横田は日活の創立に尽力し、日活のトーキー化を推し進めるな
ど、映画の産業化に最も貢献した人物の一人となったことは言うまでもない。
稲畑のシネマトグラフ事業には、これまでフォーカスされなかった稲畑染料
店の従業員たちが技師として現場に携わっていたことを確認した。また野村芳
國の視覚的実践による伝統的な浮世絵と新興メディアである映画との連続性の
可能性を示唆した。さらに稲畑の一翼を担った芳亭が芸術の側面から、そして
横田は映画ビジネスの側面から映画界で活躍した点で、稲畑のシネマトグラフ
事業が映画産業の発展の礎となる役割を果たしたことを確認した。

4. 熾烈だった競合他社との攻防

1896年（明治29年）の終盤から1897年（明治30年）の序盤にかけて、エジ
ソンが発明したキネトスコープとヴァイタスコープがアメリカから、リュミ
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エール兄弟が発明したシネマトグラフがフランスから、相次いで輸入され映画
興行が実施されたことはよく知られている。ここでは稲畑と競合他社の攻防に
ついて検証する。
検証する前に、稲畑と競合他社の映画初公開の日付、会場、映画装置、興行
会社、主な興行者の順に確認しておきたい。第1節で述べたように、2月15日
の段階で稲畑系シネマトグラフは3台あったので、稲畑系シネマトグラフ1、
同2、同3とした。

●1896年11月25日～12月1日
神戸神港倶楽部、キネトスコープ（米）、高橋銃砲店、高橋信治

●1897年2月15日～28日
大阪南地演舞場、稲畑系シネマトグラフ1（仏）、稲畑染料店、三木福
輔、稲畑勝太郎

●1897年2月22日～24日
大阪新町演舞場、ヴァイタスコープ（米）、荒木商店、荒木和一

●1897年3月1日～6月5日
京都新京極東向座、稲畑系シネマトグラフ2（仏）、稲畑染料店、野村芳
國、稲畑勝太郎

●1897年3月6日～22日
東京神田錦輝館、ヴァイタスコープ（米）、新居商会、柴田忠次郎

●1897年3月8日～28日
東京神田川上座、稲畑系シネマトグラフ3（仏）、稲畑染料店、横田永之助

●1897年3月9日～不明
横浜湊座、シネマトグラフ（仏）、吉澤商店、河浦謙一

上記のように高橋銃砲店、稲畑染料店、荒木商店、新居商会、吉澤商店の五
社によって1896年11月25日から翌年3月9日という短期間に、映画のお披露
目興行が相次いで実施された。東京神田錦輝館の3月6日以降の予約をめぐっ
て、新居商会と稲畑染料店（横田永之助）と吉澤商店の三社が競合したことが、
明治30年3月4日付読売新聞の記事「●活動写真の競争」（50）と吉澤商店の従業
員で弁士も務めた中川慶二の回顧録「活動写真今昔物語（一）」（51）の二つの資料
を照合するとわかる。しかし、上記のように五社で同時期に映画興行が実施さ
れたにもかかわらず、興行競争があったという指摘はこの神田錦輝館の件のみ
で、それ以外はこれまで言及されてこなかった。
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新資料の1通目（3月18日付）で、同時期に現れた競合他社に対して稲畑が
対抗意識を燃やしながら攻防を繰り広げていた様子を、リュミエール兄弟に
生々しく報告している（52）。まず、「私どもは1月の中旬に帰国しましたが、ア
メリカ系の競争相手たちがほぼ同時期に日本に——東京、大阪そして横浜にも
（この競争相手はフランス系です）——やって来ました」の箇所から、稲畑は社
名こそ挙げていないものの、東京の新居商会、大阪の荒木商店、横浜の吉澤商
店の情報を、当初から把握していたことがわかる。また、「2月中旬に大阪で
最初の興行を始めましたが、〔中略〕競争相手と会場——大阪の良家の人々が
通うことができる現存するただ一つの会場——を争う羽目になりました。」と
記され、稲畑が映画を初公開した大阪難波の南地演舞場の予約をめぐって競争
があったことに言及している。この競争相手が1月12日まで南地演舞場でエ
ジソン社製キネトスコープの興行をしていた高橋銃砲店を指していることは明
らかである（53）。また、「京都でも、競争相手と会場を競わなければなりません
でしたが、望み通りにこの会場——かなり大きく、立地も良い会場——を手に
入れることができました。」と記され、京都新京極の東向座の予約をめぐって
競争があったことに言及している。さらに、「すでに東京に来ている競争相手
たちに対抗する必要があったため、私は帰国するや否や、組織編成のため、こ
の都市に専門の従業員たちを派遣しました。アメリカの競争相手はすでに〔マ
マ〕〔今月の〕5日に始業しており、私どもはジレル氏の不備のある機材を使っ
て、今月の9日に始業しました」と記されており、「アメリカの競争相手」が、
エジソン社製ヴァイタスコープを輸入した東京の新居商会であることは上記で
説明したとおりである。このように稲畑は拠点と定めた大阪と京都、東京の3
つの都市で競合他社と興行会場の予約をめぐって、競争をしながら映画興行を
実施したことが明らかになった。それらの攻防の激しさを「要するに、私は四
方八方から競争相手の侵出を受けているのです」という記述が物語っている。
リュミエール兄弟と日本における独占契約を結んだ稲畑にとって、競合他社と
の攻防は想定外であり、その上四社と多く苦慮したに違いない。
以上のように、映画館がなかった映画装置の渡来期に稲畑はシネマトグラフ
のお披露目興行にふさわしい会場の確保をめぐって、東京の他にも大阪と京都
で競合他社と攻防を繰り広げながら、映画興行を展開していたことがわかっ
た。それとともに、これまでシネマトグラフ事業にどれほど関わったのか不明
だった稲畑が、実際は競合他社に負けじと主体的かつ戦略的に取り組んでいた
という新たな一面が明らかになった。
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5. 吉澤系シネマトグラフの入手経緯

映画装置の渡来期に、稲畑以外にも東京の吉澤商店がシネマトグラフを入
手していたことは、よく知られている。だが、吉澤商店は稲畑のようにリュミ
エール兄弟と交渉して入手したわけではなく、ブラッチャリーニというイタリ
ア人が店に持ち込んだシネマトグラフを買い取り入手したと伝えられてきた。
吉澤商店が自ら輸入していないためシネマトグラフがどのように日本に輸入さ
れたのか、その経緯は判然としない。ここで、吉澤系シネマトグラフの入手経
緯について新資料とともに検証する。
中川慶二の回顧録によると、1896年にブラッチャリーニが避暑旅行でフラ

ンスを訪れた際に評判だったシネマトグラフと12本のフィルムを購入し自ら
日本に持ち帰ったが、機械の使い方がわからないために吉澤商店に持ち込んで
売ったという（54）。この説に対して、塚田は次のような注目すべき仮説を提示
している。「活動写真の輸入についての従来の定説、稲畑、荒木、新居、吉沢

ママ

の四系統同時期輸入公開というのは疑問であり、稲畑勝太郎、荒木和一、柴田
忠次郎の三氏によって輸入された活動写真が、同時期に吉沢

ママ

商店を加えた四系
統となって公開されたものと私は考える（55）」と定説を覆し、吉澤系シネマトグ
ラフは稲畑が持ち帰ったうちの一台が廻ってきたという見立てをした。吉澤商
店を研究する入江良郎は「言うまでもなく、この仮説は、我が国映画史の起源
とされる活動写真4系統の定説を根底から揺るがしかねない内容である（56）」と
指摘している。たしかに稲畑はリュミエール兄弟とシネマトグラフの日本にお
ける独占契約を締結したにもかかわらず、稲畑以外のルートから日本に入って
くるのは不可解である。稲畑の独占権は遵守されたのかどうか、この点の検証
がこれまで不十分だったと言える。塚田の仮説は、主に次の四点に依拠してい
る（57）。第一に、稲畑は独占権を得ていた。第二に、稲畑が独占権を得ていたの
であれば、稲畑と吉澤でトラブルが起こるはずだが、そのようなことは伝えら
れていない。第三に、1897年2月24日の読売新聞に東京および横浜の某氏が
稲畑のシネマトグラフを借りて目下上映の準備中という記事がある。第四に、
吉澤商店の興行記録が深川座の5月1日で途絶えるのは、稲畑との約束の期限
（塚田は4月末までと推測）が来たことによる。以上を踏まえた上で、新資料を
検証する。1通目の書簡（3月18日付）で、稲畑は次のように記している。

私どもはまだ横浜には出向いていないのですが、シネマトグラフ・リュミ
エールの予告が出ています。すでに誰かに機材を販売なさったのでしょう
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か。そうでなければ、この模造者に抗議するか、止めさせてもよろしいで
しょうか。どうやらレヴィという名前のフランス人がユダヤ系商会の従業
員で、パリから機材を持って来させたようなのです（58）。

この文脈で注目すべき点が二点ある。一点目はユダヤ系商会のフランス人従
業員のレヴィという人物がパリから輸入したようだと報告している点である。
映画装置が相次いで輸入された1897年前後に映写機や撮影機、フィルムを積
極的に輸入し、販売していた輸入商と言えば、横浜の外国商館に入っていたブ
ルウル兄弟商会（BRUHL FRÈRES）が考えられる。『日本自動車史』（2004年）
によると、ブルウル兄弟商会はパリが本店で、ニューヨーク、スイス、オラン
ダ、中国に支店があり、日本にも横浜と神戸に支店があった。主に懐中時計や
ダイヤモンドなどの貴金属類や、映写機、自動車を輸入販売していて、日本で
最初に自動車を輸入販売した会社だという（59）。なお、ブルウル兄弟商会と取
引があった大阪の荒木商店の店主荒木和一がキネトスコープを輸入した際の
回顧録などでブルウル兄弟がユダヤ系フランス人であることを確認できる（60）。
そこで、1897年前後に「レヴィ」なる人物がブルウル兄弟商会で雇われていた
かどうか調べたところ、1899年版のお雇い外国人名鑑『ジャパン・ディレクト
リー』のブルウル兄弟商会横浜支店の従業員の項目に「M. Levy」の名が記載さ
れていることがわかった（61）。すなわち当時「レヴィ」なる人物は実在し、ブル
ウル兄弟商会で雇われていたことが確認できた。これにより、吉澤系シネマト
グラフはブルウル兄弟商会横浜支店の従業員M. Levyがフランスから輸入し、
ブラッチャリーニに販売して、それが吉澤商店に持ち込まれたと見立てること
ができる。なお、これは稲畑が得た情報をもとにした仮説であるので、当然な
がら裏付けが必要になる。二点目は、1897年3月6日付新聞三社に掲載され
た「仏国理学博士リ

マ マ

ミエル氏発明　各国帝王大統領章拝受　電気作用　活動大
写真　題名シ子

ママ

マトグラフ（後略）」という吉澤商店の横浜湊座における映画興
行の広告（62）に対して稲畑が疑念を抱き、シネマトグラフを販売したかリュミ
エール兄弟に確認していることことだ。この文脈から、稲畑と吉澤商店は無関
係であったと断定することができる。つまり、吉澤系シネマトグラフは、稲畑
が持ち帰ったうちの1台ではなかった。では、稲畑にシネマトグラフの独占権
があったにもかかわらず、別ルートからシネマトグラフが入ってきたのはなぜ
か。リュミエール兄弟が世界各地に敷いた代理人制度を止めて、シネマトグラ
フを販売するようになったのは1897年5月1日であること、およびそれ以前
の販売は機構の秘密保持の理由からありえないことを、第1節で確認した。稲
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畑の日本におけるシネマトグラフの独占権は遵守されていたと考えるべきだろ
う。そこで、「リュミエール兄弟が稲畑以外に販売していなかったとすると、
横浜から輸入されたシネマトグラフは模造品となるため、抗議して興行を中
止するよう促していいか」とリュミエール兄弟に確認をしている箇所に着目す
る。蓮實によると、当時フランスを含むヨーロッパではシネマトグラフと名の
つく商品が多く出回っていたという（63）。実際に、ジャック・リトー・ユティ
ネ著『Auguste et Louis Lumière. Les 1000 Premiers Films』（1990年）にシネマト
グラフの初公開が実施された「世界各国の場所と日付、実演者」などの情報が
確認できるが、映画装置の機種名にはリュミエール社製の「cinématographe Lu-
mière」以外にも他社製のシネマトグラフとみられる「cinématographe Sanson」、
「cinématographe Joly」、「cinématographe Edison」など9種も記載されていること
がわかった（64）。小松弘によると、実際に日本でも1897年の10月に東京の小西
写真店が B&Wシネマトグラフ（イギリスのバクスター &レイ社製の撮影機兼
映写機）を輸入したという（65）。さらに、シネマトグラフは撮影の機能があった
にもかかわらず吉澤商店が当時、映画撮影を行わなかったのは不可解である。
吉澤系シネマトグラフは撮影機能がなく、映写機の機能だけだったのではない
だろうか。以上の根拠によって、吉澤商店が入手したのはリュミエール社製シ
ネマトグラフではなく、他社製のシネマトグラフだった可能性が高いと言え
る。「リュミエール兄弟が販売していなかったのであれば、横浜から輸入され
たシネマトグラフは模造品ということになり抗議する」と稲畑が怒りをあらわ
にするのも無理はない。そうだとすると他社製だったにもかかわらず、上記の
ように「リュミエール氏発明のシネマトグラフ」と冠して興行するほど、すで
にリュミエール社には相当なブランド力があったことを示唆しているとみられ
興味深い。なお、この「シネマトグラフの類似品」説に関連して、入江の論文
「吉澤商店主・河浦謙一の足跡（2）活動写真時代の幕開き」（66）は、シネマトグラ
フの機構の観点からリュミエール社製シネマトグラフでなかった可能性につい
て言及している。

結論

以上、稲畑のシネマトグラフ事業はリュミエール兄弟と様々な交渉を経て、
稲畑の社内外の人々の協力を得つつ競合他社と熾烈な攻防を繰り広げながら、
5台のシネマトグラフを使用して映画興行を展開し、さらに映画撮影も実施し
たことを確認してきたわけだが、結果として日本映画史に何をもたらしたの
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だろうか。スクリーン・プラクティスという見地から俯瞰すると、とりわけ看
過できないのがシネマトグラフ事業が実施される直前の1895（明治28）年4月
1日から7月31日まで京都岡崎で開催された第四回内国勧業博覧会である。平
安遷都千百年紀念祭に伴う一大行事として、稲畑と野村芳國、横田永之助の
地元京都で開催されたわけだが、この三人が博覧会の内外で関わっていたの
だ。稲畑は博覧会の審査官として工業部門の織物のうち繍物、染物、標本類を
担当し、会期中を通じて重要な職務を全うした（67）。一方、芳國は岡本祐美によ
ると、第四回内国勧業博覧会の一環として場外で開館した巨大なアトラクショ
ンであるパノラマ館のパノラマの絵の製作を担当した。パノラマ館は中央の観
覧台を取り囲むように、手前に人形や模型を配置し、奥の壁面全体に円柱また
は多角形の巨大な風景画を配置して照明を当てることで実際の風景のように見
せる、いわば巨大なジオラマのような光学的視覚装置である。前年に起こった
日清戦争の「旅順口陥落」を主題にした戦争スペクタクルを描いたところ、大
当たりし観覧者は5万人にも及んだという（68）。他方、横田の自筆『年譜』によ
ると、横田は1893年に行なわれたシカゴ万博に参加するために渡米した際に、
最先端の様々な視覚的実践を目の当たりにして大いに影響を受けた。帰国後
に「米国理学実習協会」と銘打って、主に知識階級を対象に、幻燈のような光
学的装置を使った見世物興行を東京浅草公園で、続いて第四回内国勧業博覧会
表門前で「不思議館」と銘打って行い、人気を博して大儲けしたという（69）。な
お、横田は稲畑からシネマトグラフ事業を引き継いだ1898年以降も映画興行と
一緒に「理学応用実体幻燈」と称して光学的装置を使った見世物の興行を、例
えば1899年7月10日からの京都新京極常盤座の興行（図7）のように実施して
いた。このように博覧会とパノラマ館、幻燈といったスペクタクルが、シネマ
トグラフ渡来直前に古都京都において人々に消費され、受容され、人気を博し
ていたのである。こうした背景のもと、実業家である稲畑は芳國と横田のスク
リーン・プラクティスの経験に目をつ
け、二人を抜擢し、映画興行および映
画撮影の実践に有効的に活用したと言
える。
稲畑はリュミエール兄弟による世界
規模のシネマトグラフ事業の一翼を
担って、大阪と京都、東京を拠点に北
海道から九州まで各都市でシネマトグ
ラフ興行を展開させ、映画という新興 図7 1899年7月12日付大阪朝日新聞4面
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メディアによって西洋世界というスペクタクルを日本の観客に披露した。ま
た、日本で初めて映画撮影を成功させ、18本もの作品を後世に残し明治の日
本の情景や文化というスペクタクルを世界の観客に披露した。つまり、リュミ
エール兄弟はもちろんのこと、野村芳國と横田永之助の協力を得ることで、稲
畑のシネマトグラフ事業は、映画が単なる映写機ではなく、単なる撮影機でも
なく、現実世界を自動的に再創造し、イリュージョンを生み、時空間をも越え
させる装置であることを見事に示してみせたのである。本稿は、稲畑は日本の
映画前史と映画史を接続させたという点において日本映画史に極めて重要な役
割を果たしたと結論づける。新資料の公開を期に、稲畑のシネマトグラフ事業
が再評価されるとともに、これまでの日本における映画通史の呪縛から解放さ
れた、新たな映画通史が構築される契機となることを願ってやまない。
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Reconsidering Katsutaro Inabata’s Cinematograph Business in Japan: 
Based on the Newly Discovered “Four Letters  

by Katsutaro Inabata to Lumière Brothers (1897)”

HASE Kenichiro*1
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What was the cinematograph business that Katsutaro Inabata, who contributed 
to the development of the dyeing and spinning industries in modern Japan, signed and 
implemented in Japan with the Lumière brothers? This paper focuses on five items from 
four letters by Inabata to Lumière brothers (1897) that were discovered by the author in 
2017. The ancient capital of Kyoto in the second half of the Meiji era, just prior to the 
arrival of cinematograph, provides the background; here, spectacles such as expositions, 
panoramic halls, and magic lantern performances had become popular. Inabata focused 
on experience of screen practice of Yoshikuni Nomura and Einosuke Yokota. Inabata 
demonstrated the following: the motion picture is not just a projector, not just a camera, 
it’s a means of embodying a medium that transcends time and space, automatically rec-
reating the real world and turning it into an illusion. Inabata’s cinematograph business 
concludes that Inabata played an extremely important role in Japanese film history in 
that it linked pre-film history and film history in Japan.

Key words: cinematograph, Katsutaro Inabata, Lumière Brothers, François-Constant 
Girel, screen practice


