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帰山教正
『活動写真劇の創作と撮影法』における

映画シナリオライティング法

溝渕久美子

（groundhog0220@gmail.com）

帰山教正『活動写真劇の創作と撮影法』
（初版：飛行社・1917年、増補再版：正光社・1921年）

• 1924年までに10刷（岸、795頁）

• 『キネマ・レコード』に寄稿した記事や、輸入映画
書・雑誌をもとに構成、脚本を中心にした「新し
い」映画製作を提唱、（Bernadi 1106-1133/8160）

• 「映画製作の技術的な側面に焦点をあてるとい
う奇妙な方策をとる」（ノーネス 71）

• 西洋映画の近代性を背にした啓蒙的態度による、
映画技術や制作の方法論の重要性を主張した、
日本映画改革のマニフェスト（洞ケ瀬 74）

⇒初版と増補再版とを比較すると、映画脚本のラ
イティング法に関する記述が増えている。

本発表の目的＝映画脚本にかんする記述を追い、

映画脚本を「書く」という行為を通じて、映画受容

者といかなる関係を築こうとしたのかを考える。

初版
（飛行社、1917年）

増補再版
（正光社、1921年）

純映画劇運動と1910年代の「日本映画」の「近代化」

①「弁士に依存した物語りの構成、女形、芝居がかった演技、比較的
少ないインタータイトル」を「ハリウッドを至上とする目的論の中に位置
づける」（ノーネス 70）

②「監督」の登場（洞ヶ瀬 2009）、映画シナリオの登場（那田 523）と
ハリウッド式のシナリオ中心の製作プランニングの支持(Barnadi)
③アメリカ映画という当時の支配的な外国映画という「他者」との「対
峙」（小川[2010] 85）、「［引用者註:ロングテイクを多用し、演劇や美術、
文学を土台にした］伝統に依拠するヨーロッパ映画」から「アメリカから
入ってきた新しい映画言語」への同調（小川[2016] 277）

④純映画劇運動に関わった人々が古典的なハリウッド・スタイル（アメ
リカや西洋との結びつき）を流用することで、他の映画鑑賞・制作形態
を抑圧した「映画」の定義は、日本の近代化の中で社会的な権力や階
層のビジョンと結びついた、ヴァナキュラー・モダニズムの一形態
（Gerow 130-131）、彼らによる近代化の対象は日本映画だけではなく
観客も（ジェロー 127）

1920年代までの日本における映画脚本や筋書の公募
• 1908 年 5 月 吉澤商店「活動写真の考案募集」

• 1909 年 1 月 吉澤商店（『活動写真界』）による脚本

• 1918 年 4 月 『活動之世界』による脚本の公募

• 1922 年 5 月 帝国発明協会 発明思想鼓吹する脚本募集

• 1924年 プラトン社『女性』『苦楽』の「映画劇の『筋』（ストーリー）懸賞募集」

• 1924年 『主婦之友』「映画劇筋書の懸賞募集」

• 1925 年 5 月 国民租税協会 納税宣伝映画筋書募集

• 1925 年 10 月 朝鮮経済協会 金融組合趣旨宣伝映画脚本懸賞募集

• 1926 年 4 月 内務省社会局による勤倹奨励に関する映画筋書、文部省社会
教育課による自治協働責任・家庭生活等の映画脚本募集

• 1926 年 6 月 文芸春秋社（『映画時代』）によるシナリオ公募

• 1928 年 11 月 全日本活映教育研究会による学校映画筋書募集 小学校児
童・中等学校生を対象にした劇映画、教材映画の筋書。

吉澤商店による活動写真の考案募集
第1回1908年5月

• 目黒行人坂撮影所の開設を機に。

• 「多数観覧者の喝采を博すべき活動写真の考案」を
募集（『やまと新聞』1908年5月18日夕刊、6頁）

（『読売新聞』1908年7月26日朝刊、4頁）

『やまと新聞』
1908年5月18日夕刊、6頁

第3回 1909年1月
吉澤商店に考案部設置、佐藤紅緑を顧問（岸、794〜
795頁）
「文芸に嗜好を有せらるる士」に向けて脚本を募集し
て新作映画を製作する試み (『活動写真界』第4号、
1910年1月、9頁)。

⇒「新しい日本映画」の社会的プレゼンスを高めようとした

上手く書かれない応募作

吉澤商店の公募の応募作に対する佐藤紅緑の講評

①「応募者の考へが幼稚」

②外国映画の模倣が多い

③思想が浅薄で新奇さがない

④映画と演劇の脚本の区別がついていない。

⑤日本映画の改革のためには「不自然」さを排すること
が必要で、「此の点は余程考案募集に応ずる人の気を
注けねばならぬ所」

（佐藤 4 ）
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現存する映画シナリオの
ライティングマニュアルから見えること

①出版された時期の「映画」・「映画シナリオ」観

⇒「映画」・「映画シナリオ」というものの定義から入る

②映画の受容者＝「アウトサイダー」との対話的な関係

⇒すでに映画産業にいる人向けではない

＝映画シナリオや筋書の懸賞に応募したい人向け

＝映画シナリオを書くという営みから映画受容者を

教育する媒体

⇒本発表の中心的関心

帰山教正『活動写真劇の創作と撮影法』
（初版：飛行社・1917年、増補再版：正光社・1921年）

• 1924年までに10刷（岸、795頁）

• 『キネマ・レコード』に寄稿した記事や、輸入映画
書・雑誌をもとに構成、脚本を中心にした「新しい」
映画製作を提唱、（Bernadi 1106-1133/8160）

• 「映画製作の技術的な側面に焦点をあてるという
奇妙な方策をとる」（ノーネス 71）

• 西洋映画の近代性を背にした啓蒙的態度による、
映画技術や制作の方法論の重要性を主張した、
日本映画改革のマニフェスト（洞ケ瀬 74）

⇒初版と増補再版とを比較すると、映画脚本のライ
ティング法に関する記述が増えている。 初版

（飛行社、1917年）
増補再版

（正光社、1921年）

初版のねらい

• 活動写真の社会的影響力が大きくなってきて、教育
に活用したり、官庁による規則の施行があるにもか
かわらず、日本映画は「世界市場に誇り」、「社会の
人々を感心」させるレベルではない。

• 活動写真劇の改良をするべきであるが、「製造家」の
参考となるべき「創作法」・「写真術」の書籍が日本に
はまだ存在しない。

• 「活動写真劇の創作法及び撮影法に就いて、なるべ
く実用的に記述。

• 「製造家」（作者、舞台監督、俳優、技師等）の意識向
上のためだけではなく、「愛活者」に対しても「製造家
に対する忠告と助力を為して貰ひたい」

増補再版版のねらい

• 「一般的に且つ実用的に活動写真劇の

創作法とその撮影技術とを述べ、映画の

撮影上に関する一般要項を述べたもので

あつて、活動写真はどうして作る可きか

と云ふ事を書いたものである」

• 「実用と云ふことを主とした関係上、平易

に記述する上から総て初学者に対する様

な心持で記述してある」

『活動写真劇～』の初版から増補再版の変化

• 第2章の「活動写真の構成種類」の項がなくなり、「写実主義、象徴主義、表現主義
の映画の項が増える。

• 第3章「活動写真劇の原作者及考案募集」から「活動写真劇の考案」へ変更。

• 初版の第8章第四節「写真技術者」が増補再版で「良好なるネガチブを得る実地撮
影法」に変更、節内に「良好なるネガチブ」、「光線の使ひ方」の項が追加）。

• 初版にはなかった第8章第6節「各種撮影機器の機能及使用法」（「一、撮影機器選
択上の一般注意」「二、各種撮影機器の機能及注意」）を追加。

• 初版の「附録」にあった「活動写真の著作権、興行権、興行区」が削除。

• 第4章の「補遺」として「実用的脚本の書方」「理論より観たる脚色法」「扮装と化粧
法」が追加。

• 「活動写真に関する論説」（「映画芸術論」「字幕の映画構成価値」「映画劇と弁士及
音楽の要不要」「活動狂の心理」）が追加。

⇒「映画」の技術的側面と映画脚本のライティングマニュアルとしての側面を強化

帰山における「脚色法」の分化と変化

映画シナリオの物語的側面と映像表現的側面が未分化。

（水澤武彦[帰山教正]「活動写真脚色上の研究 成功せる活動写真劇の構成上
の研究 第1回」、『キネマ・レコード』第27号、1915年9月10日号、2～3頁、写真
は3頁。
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「脚色法」の分化と変化

曖昧だった「脚色法」がまず「原作者」と「脚色者」に分化、さらに「考案（プロット）」と
「脚本（シナリオ）」に分化

⇒映画製作の中でのシナリオの役割の理解、公募の出し方にも影響する

増補再版
初版

増補再版
「実用的シナリオの書き方」

• 「シナリオ」のフォーマット

• 「シナリオ」は「簡単明瞭に撮影を所理して行かれる
ように書かれることが必要条件」

• 字幕による説明ではなく、人物のアクションで見せる。

• 「場面」（＝ショット？）の接合とそのリズム

• アメリカのコメディ映画（リズムを学ぶ手本、「写実主
義」の映画にはリズムは必要ないが、「活動写真芸
術」には必要）

• ドイツ表現主義（背景等が絵画の表現派的であるだ
けで、「真の進歩せる純芸術的映画ではない」）

• 「活動写真の芸術的革命は、俳優動作の象徴化と
脚色法の進歩（韻律的脚色）から興つてこなければ
ならない」 （帰山;1921 補遺1-12）

The Technique of the Photoplay

1910年代初頭から増え始めた映画脚本のラ
イティングのマニュアル本の中でも当時最も
影響力があった（Grau 306-308）

「創作に関する参考書としては最も良い本であ
る、創作に関する方法及び術語其他商業上に
関する必要上の件等、活動写真劇の、作者。
脚色者、舞台監督、製造家に対して良参考に
なるものである」（帰山 附録2）

Epes Winthrop Sargenｔ（Curran ）

シナリオ・フィーバー

• ハーパー&ブラザーズ社によるカレム社『ベン・ハー』の訴訟(1907 年)以降、
オリジナルシナリオの需要が高まる。 (Price no.1170/6791-no.1177/6791)

• 1915年のフェイマス・プレイヤーズ・ラスキーの筋書コンテストの懸賞募集
を皮切りに、筋書やシナリオの公募とアマチュアライターからの投稿が過
熱した「シナリオ・フィーバー」が起こる。（Curran 79）

• E・W・サージェント、H・A・フィリップス、L・T・ピーコック、W・L・ライト、E・H・
ボールらがシナリオのライティングマニュアルを出版、シナリオライター養
成学校を設立する。（Curran 9）

• 「撮影所は全国のアマチュアライターから寄せられた台本やストーリーで
手一杯になっていた。原案だけが映画製作のなかで一般大衆が参加でき
る領域だった。（略）シナリオ指南の学校の広告は俳優学校のそれを凌駕
した」（ブラウンロウ；宮本訳 325）

The Technique of the Photoplay
• 言葉を用いずに動作で伝える
• 場面の配置、つなぎ方
• 劇場に行って作品を見て学ぶ
• 執筆に必要な道具・投稿の仕方、原稿料について
• 映画シナリオのフォーマット
• 簡潔さと明快さ、少ない単語で書く
• サブタイトルの入れ方
• 梗概の重要性とその書き方
• 物語の組み立て方
• 翻案
• 著作権、検閲
• シナリオエディターとの付き合い方

⇒映画シナリオを書く技術を身につけ、映画産業で
働くことによる社会的・経済的成功を目指す。

映画脚本の基礎的要素

• サブタイトルは簡潔でできるだけ少なくする。

• 各場面の「考案」と「接合法」は注意深く、各種の撮影方式
について「研究」すること。

• 「俳優動作」は必要最低限のものにとどめて脚本上で細か
な指定をせず、俳優に任せること。

• 撮影技法についての知識を持っておくこと。

• 各場面、映画全体の長さを脚本に記すべき。

（帰山[1921] 42-43）
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脚本のフォーマット

ジャンルと屋内・屋外のシーン数（Sargent 32）

梗概（Sargent 33）

人物表（Sargent 34）

屋内・屋外のシーン数と番号（Sargent 35）

「映画脚本に必要な要素は梗概、
人物表、筋」

（Sargent 30）

脚本のフォーマット

①題名（ジャンル） ②梗概（もしくは簡単な梗概） ③人物表 ④場面（シーン
数） ⑤筋 （帰山[1917] 68-73）

（Sargent 47）
（帰山 66-67）

脚本のフォーマット

「脚色の書き方は名文を要しない、只順序正して立ゞ、一つの事、一つの事と順序に分けて書
いて行く方がよろしい」「実用的脚本として良好」「この書き方は米国流の活動写真脚色書式で
ある」（帰山[1917] 66-67）

Technique of the Photoplayにおける
梗概の重要性と書き方

• 梗概はそのストーリーの広告のようなもので、シナリオエディターが1～
2分でイメージをつかめるようなものであること。(Sargent 32)

• その作品が売れるかどうかは梗概で決まる。（Sargent 54-55）

• 250語以内で書く。（Sargent 55）

• オチ（物語の核となる事実）が最初に提示されるべき。（Sargent 59-60 ）

公募による考案募集と梗概の重要性

「原作を直ちに脚色する場合でも、又加作して脚色するとも又直ちに
脚本を書く場合であつても、大体の梗概、出場人物、内外場面の数、
予定尺数等は必ず附記して脚本中に入れることを忘れてはならない。
これは舞台監督の手に脚本が郵送せられた時一見して概略を知る上
に於ても、又脚本選定を行つた場合でも、第一に梗概といふものに目
を通すからである」

（帰山教正「活動写真劇の脚色法及トリック」『活動画報』1巻9号、
1917年9月、178～179頁、178頁）

公募による考案募集と梗概の重要性
• 「併し乍ら活動写真劇の考案と雖も、同じ脚色者の頭から湧いてくるもの

には限りがあるから、常に立派な作品を続々作つて行くと云ふことは却々
困難なことである。故に多くの人から只考案の骨子となるべき原作を募集
するを最も利益のあることゝする。そして脚色者は原作募集の中から色々
な考案の骨子を得て、自己の脚色の技倆によつてこれを活動写真化する
のである」（帰山[1917] 25-26）

• 「理想から云へば多くの人々から活動写真脚本を募集する方が最もいゝ
事であるが、活動写真演出法や撮影法に経験のない素人から、それらを
包含した脚本を募集すると云ふことは困難であるのみならず、たとへば相
当な脚本が得られたとしても、諸種の関係からそのまゝ使用ができない場
面もあり、注文通り行かない点が出て来る。寧ろ脚色したものを募集する
よりも単に劇の梗概として募集した方が広く募集せらるゝと云う利益もあり、
且つ応募者側としても非常に募集に応じ易く従つて脚色者の考案、脚色
に利益する事も多いのである」（帰山[1917] 26）
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帰山が指示する「梗概」の書き方
• 極めて明確に書くこと。

• タイトル、人物表、時代・時期・ジャンル、作
品の目的、考案の動機、原作者の氏名・住
所等。

• 「外国ではすべてタイプライターで以て記す
るように定められているが、我国では要する
に分かりやすく書いてあればいい」（帰山

• 梗概の見本として水澤武彦「名知れぬ自殺
者の墓」を収録（帰山[1921] 30-38）

• 脚色者はこのような原作をもとにして適当な、
タイトル、サブタイトルを記入し且つ場面の構
成、気分、写真色調、俳優、道具等を定める。

⇒「梗概」＝考案の完成原稿

手本として雑誌に掲載される映画脚本

『活動之世界』第3巻第4号、1918年4月、目次。

『活動之世界』の脚本募
集に合わせて、映画脚
本の特集が組まれる。

『活動之世界』による脚本の募集（1918年4月）

• 選者 秋田雨雀、坪内士行、活動之世界編集局

• 「技巧」「思想」両面において「いふに忍びないやうな有様」

• 「良好なる脚本」によって「新光明」が得られる。

• 「現在の新派式ではなく純正なる意味に於ける映画劇的なること、即
ち言語を主にせず人物の心理描写及び活動の暗示を主とすること。
この点で本社の懸賞募集は全く新しい様式の試みである」

• 「様式は可成的組織的で描写は明瞭であること」

• 「一場面の活動を主にするよりも、場面と場面との推移に必然性を
持たせること」

（『活動之世界』3巻4号、1918年4月号、14〜15頁）

『活動之世界』第3巻第4号、1918年月4、70～71頁

• 「一般には映画脚本に付て、不案内であらうと思
ふから茲に、見本として」

• 『道化役者』（パラマウント・ラスキー社）の脚本は、
梗概→舞台装置（屋内・屋外）→本文というフォー
マット（人物表は省略されている）

『活動之世界』第3巻第4号、1918年4月、69頁、81頁 『活動之世界』第3巻第7号、1918年7月、55頁
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『活動之世界』による脚本の募集の講評

• 「純正な意味に於て映画脚本募集は今回を以て嚆矢とすべきである。
従つて其形式や題材構成（プロットデザイン）に馴れない人々の作であ
るから、大部分の作品が夫等の点に於て少なからぬ欠陥と持つて居た
のも仕方ないか知れない」

• 「字幕の用法や撮影上の新しい知識」の不備

• ドラマの進行（「事件の発生と進行の取扱方」）が上手くいっていない。

• シーンの接続（「その接続に余り煩雑な回想法を使用したことは反つて
画面を混乱させる惧れがある」） 71頁

（編集部「選定の経過と略評」、『活動之世界』3（9）、1918年9月、70～71
頁、引用部は71頁）

⇒インサイダーとアウトサイダーの対話的な関係のサイクルが生まれる

パーマー脚本協会
Palmer Photoplay Corporation

• １９１８年、ジャーナリストのフレデリック・
パーマーによって設立された通信教育に
よるシナリオライティング教育学校。

• 会員にはテキスト（12冊）、撮影所で使用

されたシナリオ、プロのライターが書いた
シノプシスが送られる。

• 会員はテキストを読み、シナリオやシノプ
シスの分析を行い、自作のシノプシスや
シナリオの添削を受ける。（森;1929 2-3）

⇒より積極的に関与する（more engaged）、
より情報に通じた（more informed）、より投
資を行う（more invested）「より良い観客」の
育成（Morey 301）

Photoplay, Mar. 1919, p.12.Photoplay, Oct. 1919, p.16.

まとめ
映画脚本・筋書の公募と映画脚本をめぐる出版物

• 懸賞公募に応募することで「新しい日本映画」のプレゼンスを高めるこ
とに関わる⇒より積極的に関与する観客（more engaged）

• 映画脚本・筋書を書くという行為を通じて、「新しい日本映画」（「映画」
の定義、表現技法、製作システム）について学ぶ⇒より情報に通じた
観客（more informed）

• 懸賞の情報（募集要項、選考の経過や結果、受賞作、選評）を得るた
め、映画脚本・筋書の書き方を学ぶために雑誌や書籍を買い、映画を
見る⇒より投資を行う観客（more invested）

↓
「新しい日本映画」にとっての「より良い観客」の創造に関わる

インサイダーとアウトサイダーとの対話的な関係のサイクルを作り出す

「日本映画」にとっての
「より良い観客」としての森岩雄

1917 年の冬（18歳）

「それ[引用者註:病弱でいつ死ぬかもしれない自分が好きなことをや
るため]には映画の仕事をやってみたい、あまりにも西洋映画に比べ
て日本映画はおくれている。まず第一に日本映画は映画劇の形式さ
え持つことは出来ないでいる。いつまでも旧派新派の芝居の模倣に
明け暮れている。こんなことでは駄目だ。それには新しい映画の形式
による脚本の書き方の勉強から始めなければならない。自分の仕事
は映画脚本家になることだ。体の弱い自分でもその位のことは出来そ
うだ」

「アメリカでも、たいして立派な本は出ていなかったが、二、三丸善に
注文して映画劇の脚本作法を取り寄せて勉強し」(森 [1975] 67)

映画産業への入り口としての
映画脚本・筋書の懸賞公募

森岩雄「[引用者註：1910年代末から1920年代初頭は]いくら脚本作家
になりたいと思っていても、そうたびたび懸賞募集があるわけでもなく、
新しく興った“松竹キネマ”に入社して、その脚本書きになりたいと思
い、いろいろ手づるを求めて運動をしたが問題にされなかった」（森、
68頁）
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