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• 諏訪監督の「カツベン！」の写真など

周防正行監督 『カツベン！（仮）』監督でも俳優でもなく「弁士」を主役とする映画
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• 日本映画史における弁士の存在の重要性は広く認識されてい
るものの、その独特のパフォーマンスの様式がいかに形成さ
れてきたかについては、未だ詳細が不明な点も多い。今回
は、①19世紀末の幻燈文化や弁論術との関係、また②1910年
代の連鎖劇やキネオラマなどの視覚文化における語りのパフ
ォーマンスとの関係から、弁士の身振りについて考察する。 

• 弁士の起源を人形浄瑠璃や江戸以来の語りの技の伝統に求め
る議論も存在し、実際にその影響関係について詳細に論じる
ことも可能であろう。しかし今回は、19世紀末に「弁士」と
呼ばれる存在がいかに登場し、そして1910年代日本の映画・
視覚文化の中でいかに広範な存在感を示すに至ったかに注目
する。日本映画史における弁士の存在を、より広いコンテク
ストから考えていくための一助とされたい。

1910年代の活動写真弁士について考察するために
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•初期映画研究においてチャールズ・マッサーが提起した「スク
リーン・プラクティス」やトム・ガニングの「フィルム・パフ
ォーマー」の視点を拡張するならば、1910年代の日本映画もま
た上演的な文化との相互交渉の視点から捉え直すことが可能に
なる。ガニングによれば（またその他多くの論者も論じるよう
に）弁士は映画の「付随物」ではなく、映画と観客を媒介し、
パフォーマンスによって映画の見方を定義する存在である。 
•こうした視点をさらに進めるならば、映画史の随伴者としての
弁士ではなく、より積極的に弁士という存在の文化史を考える
ことができるだろう。その時、映像に語りのパフォーマンスを
つける存在としての弁士のスタイルは、映画伝来以前の1890年
頃にはすでに形成されていたと言いうる。これが本報告の第一
の論点である。

1910年代の活動写真弁士について考察するために
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1910年代の活動写真弁士について考察するために
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• 日本では映画の輸入に先立って、欧米各国と同様に幻燈
（magic lantern）が流行した。江戸時代には幻燈は寄席文
化と結びつき「写し絵」と呼ばれる独特の映像文化を形成し
た。これは非常に興味深い独自の形態を持っていたが、それ
だけで説明が長くなるため今回は割愛する。 

• 今回の主題に直接関係するのは、明治期における幻燈会の流
行である。欧米諸国の場合と異なっているのは、幻燈が1880
年代に明治政府によって近代的な教育装置として学校教育に
導入され、積極的に開発と利用が推進された点である。 

• 1890年頃までに全国各地の小学校に幻燈機が配備され、また
安価な民間の機器が普及することで、各地で幻燈会が流行し
た。この時に映像に語りをつけるスタイルは一般化していく。

弁士の登場１：明治期における幻燈会の流行
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「學校技藝壽語禄」（1887）より幻燈授業の様子
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「教育必用幻燈振分双六」（1889）より教育幻燈会の様子
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• 管見の限り、実際に幻燈会の解説者が「弁士」と呼ばれはじめ
るのは1890年前後のことである。この時期であることは、偶然
ではない。もともと「弁士」は、演説する学者、とりわけ自由
民権運動のなかで政治演説を行う者を指す言葉として登場した 

• 1880年代から90年代にかけて、弁論術の指南書が大量に発行さ
れており、それらの中で、弁士が話すべき内容だけでなく、壇
上での振る舞い方や語り口の注意点、呼吸法などが事細かに解
説されている。 

• 自由民権運動の終焉後、すなわち帝国議会が開設する1890年以
降、弁士や弁論術が、もともとの文脈を離れて様々な分野にお
ける語りやパフォーマンスへと転用されていく。落語や講談な
どの語りの文化と、議会制度とともに西欧から導入されたスピー
チの文化の間で弁士の身振りが模索されていくことになる。

弁士の登場2：明治期における弁論術の流行

9

• 演説に五種の体裁あるを論す 
• 講義体の例／議政体の例／審判体の例
／讃美体の例 

• 雑体（即ち即席演説）の例 
• 態度の法附四肢の運用井図式 
• 音声の節調を論す 
• 言語の用法を論す 
• 演壇の整理法を論す 
• 聴衆の感動せしや否を識別する 
• 演説の功拙及ひ弁士の優劣を鑒識する

弁士の登場2：明治期における弁論術の流行 
城山静一, 1887,『雄弁秘訣演説法』田中宋栄堂 目次
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•  第一章　演説ノ大意 
•  第二章　音声ノ事 
•  第三章　態度ノ事 
•  第四章　手ノ作法 
•  第五章　足ノ踏方 
•  第六章　容儀ノ事 
•  第七章　登壇上ノ心得 
•  第八章　演説法 
•  第九章　雄弁先哲ノ言行録 
•  第十章　演説ハ自然法ト錬磨 
•  附録　集会条例類纂

弁士の登場2：明治期における弁論術の流行 
松村操編, 1881,『演説金針』思誠堂 目次
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『演説金針』より「演説における手の作法」
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『演説金針』より「演説における身ぶり」
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宮武外骨『明治演説史』有限社より明治期の弁士の挿絵
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駒田好洋の肖像写真と『活動写真界』創刊号表紙（1909）
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• こうした弁論術の流行を受け、幻燈会の解説者が「弁士」と
呼ばれはじめるのは1890年前後のことである。明治期におい
て演説で幻燈が使用されることがあり、演説の弁士がそのま
ま幻燈に説明をつける場合があった。また実際に自由民権運
動の壮士だった伊藤仁太郎（後の衆議院議員）が1890年に講
談師・双木舎痴遊に看板を変え、講談と幻燈を行った例が報
じられている（『読売新聞』1890年10月18日）。 

• また1894年から翌年にかけて各地で開催された日清戦争幻燈
会において語り手はしばしば「弁士」と呼ばれている。 

• 「およそ百枚許の画に就き、一々弁士が熱心に、慷概に説明
﹅ ﹅

せしより、時としては悲哀涙に咽び、時としては腕を扼する
あり」（『穎才新誌』897, 1894: 5; 傍点引用者）

弁士の登場3：明治期の弁論術と幻燈会の合流
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• 文学者の生方敏郎は、群馬県の製紙工場で見た日清戦争幻燈
会における弁士について、以下のように記している。 

• 「説明の弁士が実に巧かった。その場の空気にはまったこと
を言って、人々を感激させた。図の説明を一通りしてから、 

• 「諸君、今日はいかなる時である」と切り出した。その中で、
「今日は月琴をピコツかせ尺八をブウつかせる時ではない」
と言った片言が、今なお最も私の記憶に残っている。時々滑
稽を交えて、慷慨悲憤した」（生方敏郎, [1926] 1978,『明
治大正見聞史』中央公論新社） 

• 映像を前にした声のパフォーマーとしての弁士の存在

弁士の登場3：明治期の弁論術と幻燈会の合流
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• 1890年頃には、弁論術と幻燈会の合流によって、幻燈会の語り
手も「弁士」と呼ばれるようになった。彼らは、映像の前で語
りのパフォーマンスを行う点、またそれが即興性を交えた「和
洋合奏」的なスタイルであった点、そしてまさに「弁士」と呼
ばれたことを考え合わせると、直接的な「活動写真弁士」の先
駆と言える存在であった。 

• それでは、幻燈から映画へ、幻燈の弁士から活動写真弁士へ発
展したという単線的な理解で良いのだろうか。これには一定の
留保が必要に思われる。なぜなら1900-1910年代には映像や視
覚文化に弁士が語りのパフォーマンスをつける形式が、映画に
限らず広く大衆文化の中に浸透していくからである。活動写真
弁士の存在も、1910年代の多様な視覚＝口承文化の広がりの中
で捉えることができる。これが本報告の第２の論点である。

弁士の登場3：明治期の弁論術と幻燈会の合流
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• 1890年代以降、幻燈や活動写真だけでなく、他の大衆的な視
覚文化においても、弁士が語りのパフォーマンスをつける形
式の興行が広く行われた。 

• 1900-1910年代には、例えばパノラマやキネオラマに類似の
興行においても弁士が語りによる説明を行った。キネオラマ
はジオラマや動く模型に照明や映画のプロジェクターによっ
て光を投影し、幻惑的な効果を生む興行で、光と模型により
四季の変化や海戦の様子が演じられた。類似した興行はシネ
オラマ、シネマテック、ライフトグラフ、ユニバースなどと
呼ばれ、映画館で単独あるいは映画の余興として公演された 

• こうした視覚文化の興行の中においても、弁士が語り手を務
め、また活動写真弁士と兼任する例もあった。

同時代の視覚文化1：キネオラマと類似の興行
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1890年開業の日本パノラマ館の広告と内部の様子

20



• 1907年に名古屋で開催された第十回関西府県聯合共進会で、キ
ネオラマ「旅順海戦館」が興行され弁士が説明を行っている 

• 「幕があくと、舞台一面の大海原だ。…弁士の説明が済むと、
舞台の一方から艦隊が、勇ましく波を蹴って進んで来る。ひる
がえる旭日旗、モクモクと立ち昇る黒煙、パノラマ風の舞台で、
おもちゃの軍艦が、見ているうちにさも本物らしく感じられて
くる」（江戸川乱歩「旅順海戦館」『乱歩随筆選』筑摩書房） 

• 活動写真弁士として活躍した徳川夢声は、1914年頃、旅順海戦
館と同様の「ライフトグラフ」の弁士を務めたときのことを回
想している。「いよいよ問題の大海戦となる――夜襲だ。青島
市街の美しい窓燈火が全部消えて、ワルデック総督官舎の右手
の山上に、サーチライトが物々しくピカリ、ピカリとなる」（徳
川夢声, 1978, 『夢声自伝 明治・大正篇』講談社）

同時代の視覚文化1：キネオラマと類似の興行
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キネオラマ「旅順海戦館」外観
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• 連鎖劇は1910年代に流行した演劇の中で映画を上映する興行形態 

• 田中純一郎はより詳細に、以下のように説明している。 
• 「実演の舞台と、映画面とを利用して筋書きを構成し、例えば実
演で屋内の場面を演出し、つづいて物語が屋外へ発展するように
して、舞台を暗くし、ステージ前面へスクリーンを吊して、あら
かじめ同じ俳優を使って撮影しておいた屋外場面の映画をうつし、
今まで舞台に出ていた俳優はスクリーンの裏に集って、映画の中
の人物に科白をつける、という仕組みになっている。これが舞台
の変化を喜ぶ見物人に歓迎された。そして、実演の舞台面と、撮
影した映画面が連続して一つの芝居になっているという意味で、
連鎖劇という名称が出来たのであろう」（田中純一郎, 1975,『日
本映画発達史1 活動写真時代』中央公論新社）

同時代の視覚文化2：連鎖劇の流行
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連鎖劇フィルム「大曲芸連鎖」 

1. 舞台上での追走劇 
2. 舞台から男が飛び出す 
3. 暗転し舞台のスクリーンに
は屋外の映像が映し出される
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• 1916年の『風俗画報』は「連鎖劇勃興の時代」の到来について
次のように報じている。「今は実に連鎖劇勃興の時代である。
いやしくも演芸を題目とするものに、連鎖劇なる文字を見ざる
ものなく、新聞、電車、又は市中所々の広告塔にも必ずこの連
鎖劇の文字の絶えた事がない」（『風俗画報』478, 1916: 30） 

• 連鎖劇においては舞台上の役者が、映画が始まるとスクリーン
の裏側で声をつけた。これは弁士とは異なるが、映画と声、映
像とパフォーマンスが連動している例。 

• 今では忘れられているが1910年代半ばに連鎖劇は大流行した。
流行の時期については諸説あるが、東京では1917年頃が最盛期、
特に関西や西日本では1920年代以降も人気が続けられたと言わ
れる。この流行は弁士が人気を集めた時期と重なっている。

同時代の視覚文化2：連鎖劇の流行
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• 1900年代後半から1910年代には、パノラマやキネオラマのよう
な映画以外の視覚文化の興行においても広く弁士が語りのパ
フォーマンスを披露し、人気を集めていた。また弁士が時に映
画俳優以上に人気を集めたと言われる1910年代半ばは、連鎖劇
の流行の時期にも当たっており、映画単独の上映や演劇の公演
だけでなく、むしろ映画をはじめとする新しい視覚文化と上演
的な文化が合流した興行の形式が流行した時期と言いうる。 

• 活動写真弁士の人気やそのパフォーマンスの多様な形態も、こ
うした同時代の日本における視覚文化と上演的なパフォーマン
スの多様な混淆様式やその広範な人気の中で理解する必要があ
る。つまり1910年代の日本映画を、弁士の語りのパフォーマン
スを前提とする上映＝上演的な形式ととらえる視点に立つなら
ば、同時代の多様な上映＝上演的な形式との比較が必要。

同時代の視覚文化3：多様な上映＝上演的形式
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• 1910年代、初期から古典期への移行期の日本映画の特徴の一つ
は、映画と演劇の密接な連関と言いうるが、1920年代以降も続
いた連鎖劇や弁士の長期的な人気を考え合わせると、より積極
的に劇場文化や広範な上演的文化（視覚文化と語りの混成）の
側から映画を捉え直す必要が生じるかもしれない。 

• 映画史の随伴者としてではなく、弁士という存在の文化史を考
えるならば、映画以前の1890年頃から存在し、1910年代の日本
の視覚文化の中でメディア横断的に作用していた広範な「弁士
文化」のなかで活動写真弁士のパフォーマンスを捉えていくこ
とができるだろう。映画と映画史の随伴者の位置に弁士をとど
めておくのではなく、むしろこの時期の弁士文化の広がりの側
から、日本映画の特徴を逆に照射することが必要であるかもし
れない。

弁士という存在の文化史、弁士文化の歴史
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連鎖劇、幻燈文化、弁論術との関連に注目して

弁士の身振り

大久保遼｜愛知大学 
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