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１．はじめに

　ここに，1904 年に撮影された一枚の古い集合写真がある（図１）。経年により
全体がやや退色しているものの，注意深く眺めるならば，一人一人を識別するこ
とができるだろう。殺風景な建物の前に並んだ８人は，平服の１人を除きいずれ
も揃いの制服に身を包んでいる。銃器を携えている様子はなく，軍人ではないよ
うだ。実際，欄外に「本誌の特派従軍写真班」なる記載がある。1904年３月13日，
博文館は日露戦争開戦にあわせて私設写真班の従軍願を提出，３月 23 日，写真
班は第二軍司令部と合流するため東京から宇品へ向かった。『博文館五十年史』
によれば，「当時第二軍には未だ各新聞雑誌とも，従軍通信員の派遣を許可せら
れざりし故，同軍の戦時通信と写真とは，殆ど本館の独占となり，本館雑誌の声
価は極度に高められた」（坪谷善四郎　

1937：173-174）。出発前の写真班を写
したこの集合写真は，博文館の写真雑
誌『日露戦争実記』第 10 号に掲載さ
れたものであった。しかしこの記者の
一群に眼を凝らしてみると，専業記者
とは一風異なる二人が紛れていること
がわかる。一人は後列左から二人目，

『太陽』に「露骨なる描写」を発表し

『日露戦争実記』における視覚の構成®
　　誌面構成・従軍写真班・活動写真
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図１　「本誌の特派従軍写真班」
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たばかりの小説家・田山花袋。もう一人は前列左端，歌舞伎映画の撮影で知られ
る活動写真カメラマン・柴田常吉である。従軍写真班における，小説家と活動写
真家の同行という偶然の出来事は，しかし，『日露戦争実記』を特異な写真雑誌
にすることになった。以下の記述において検討するのは，この写真雑誌がメディ
ア史に占める特異な位置についてである。
　現代において写真は，それ単独で存在することはほとんどない。多くの場合写
真は，広告，新聞，雑誌の誌面，商品の外装，あるいはウェブサイトのなかで，
その都度ほかの情報と結びつきながら，紙面／画面の構成要素の一つとなってい
る。たとえば雑誌において写真は，ほかの写真や記事，キャプションとともに誌
面を構成し，それ単独で頁を埋めることはまずない。写真だけで，それがヴェト
ナム戦争の写真であるなどと認識できるものは稀で，多くの写真は埋めこまれた
関係性から切り離してしまえば，それが何を意味するか解読することはきわめて
困難である。つまり雑誌の誌面のなかで写真は，ほかの写真や言葉と相互に連関
することによって，一つの視覚的な秩序を構成している

（１）

。それでは，この写真と
言葉の相互連関により構成される視覚的な秩序は，日本近代において，いつ，い
かにして成立したのだろうか。
　本稿は，写真雑誌における「視覚の構成」，すなわち「同一の誌面における複
数の写真と記事，キャプションの相互連関」が，すくなくとも日露戦争期には成
立していたことを明らかにする。そのために，写真雑誌『日露戦争実記』とその
臨時増刊である『日露戦争写真画報』の写真頁と誌面構成を分析の対象とし，誌
面における写真と写真，写真と活字の関係に焦点をあて，その特徴を分析する。
分析に際し本稿ではとりわけ，⑴写真編集への反省的視点，⑵誌面における写真
と記事の相互参照，⑶一定の文法による写真の配列，この３点に注目し，その成
立を順に論じたい

（２）

。この意味で，写真と活字の相互連関による「視覚の構成」と
は，写真雑誌の誌面だけでなく，印刷技術と結びついたモダニズム芸術，政治的
プロパガンダ，商業的な広告における写真と活字の記号的操作の共通の基盤とな
り，現在まで連続性を保つものといえる。
　先行する研究群において，戦前の写真雑誌の誌面構成に注目した歴史研究は，
1930 年代にドイツより導入された「報道写真」概念をめぐる名取洋之助，伊奈
信男らの写真論，および 30 年代から 40 年代のグラフ雑誌の分析に集中してきた。
それ以前は前史として扱われがちであり，金子隆一によって 1920 年代のグラフ
雑誌における「グラフ構成」（金子　1999）と，1930 年代における「グラフ・モン
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タージュ」の成立（金子　2003）が検証されているものの，明治期の写真雑誌は等
閑視される傾向があった

（３）

。
　これに対して本稿は，名取によって定式化された「写真は記号である」（名取　

1963）との認識や，「一定の文脈のもとに再構成された組写真」としての「報道写
真」の前提は，少なくとも 1900 年代初めには成立していたことを示し，映像と
報道をめぐる議論に歴史的な基盤を提供したい。この視座から重要になるのは，
明治 30 年代の雑誌『太陽』の口絵写真の分析から「写真と言説の交錯」を導き
だした紅野謙介（2002）と，1900 年代末の災害写真を使用した絵葉書に「〈組写
真〉形式」の萌芽を見いだした柏木博（1987）である。本稿では，同時期の『日
露戦争実記』から，この双方の議論を補強するとともに，その共通の前提である
写真編集への反省的視点の萌芽を明らかにする。
　日露戦争期にはすでに数多くの写真雑誌が存在し，新聞も写真を掲載するよう
になっていた。それではなぜ，とりわけ『日露戦争実記』に注目する必要がある
のだろうか。『新公論』1904 年３月号に掲載された戦争雑誌評において環翠は，

「出版元の実力」「売捌の機関」「記事の精確多趣」「挿絵の斬新」「売高」の観点
から，『日露戦争実記』を最高の「一等戦闘艦」であると評価している（環翠　

1904：81-82）。環翠が「出版元の実力」「売捌の機関」「売高」を挙げるように，
各号数万部を売上げ，全国に広がる博文館の売捌き網にのって流通した『日露戦
争実記』は，当時もっとも広く読まれた写真雑誌であった。また誌面構成に注目
する本稿にとって，「挿絵の斬新」であること，とくに「流石に写真版はお手の
もの」（環翠　1904：82）と評されたこの雑誌は，他に先んじて分析すべき対象で
ある。さらに『日露戦争実記』は，従軍記者と写真家からなる従軍写真班を派遣
することで，他誌とは異なる誌面構成を可能にしていた。以上より，代表性とい
う点においても，また誌面構成に注目する本稿の視座にとっても，『日露戦争実
記』は最適の対象といえる

（４）

。
　以下につづく各章では，まず『日露戦争実記』を当時の文脈に位置づけるため
に，日露戦争期の写真流通の概況を描出する（２章）。次に写真雑誌の分析へ移行
し，編集を担当した坪谷善四郎の記事の分析から，写真編集への反省的視点の萌
芽と，それに基づく写真頁の多様な誌面構成の成立を明らかにする（３章）。さら
に博文館の派遣した従軍写真班に注目することで，戦場での記者と写真家の連動
と，誌面における写真と記事の相互参照の成立を示す（４章）。そして当時流行し
た活動写真と写真雑誌における誌面構成の関係をあとづけながら，一定の文法に
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よる写真頁の構成の成立を明らかにする（５章）。

２．日露戦争と写真の流通

　『日露戦争実記』における「視覚の構成」を論ずる前に，この雑誌についての
基本的な情報と，日露戦争当時の写真流通の概況を確認しておきたい。博文館の

『日露戦争実記』第１号は，日露開戦直後の 1904 年２月 20 日に発行された。以
後 1905 年 12 月 23 日の第 110 号まで毎月３号を発行し，創刊号は 26 版 10 万部
あまりの売り上げを記録したという（坪谷　1937：171

（５）
）。価格は１号あたり 10 銭で，

判型は菊判，表紙は木口木版によって印刷されている（図２）。本編は毎号 128 頁
前後で巻頭には写真頁が配されており，号を重ねるごとに写真頁の両面印刷や記
事頁への写真の挿入も行われるようになった。さらに定期増刊号として，より写
真頁が多い『日露戦争写真画報』を発行している。本稿ではこの定期増刊号をふ
くめて，『日露戦争実記』『日露戦争写真画報』（通算 110 号）を分析対象とし，以
下『日露戦争実記』からの引用は『実記』，『日露戦争写真画報』からの引用は

『画報』と括弧内に表記し，号数と頁数を併記する
（６）

。
　日露戦争当時の写真の流通をよく描出しているのが，戦中に記された森鴎外の
手紙である。日露戦争に第二軍医部長として従軍した鴎外は，1904 年から翌々
年にかけ，戦地から妻しげと娘の茉莉にあて，約 140 通の手紙を書き送っている

（７）

。
鴎外は 30 通ちかい手紙で写真を話題にしており，その多くは妻子への写真の催
促と，届いた写真の感想に費やされている。「お前さんの手紙がさく日来て茉莉

の写真も見たよ。茉莉の写真は大
そう好く出来て居る」（1904 年６月

３日付）。「５月 13 日の手紙と茉
莉ちゃんの新しい写真とが来た。
写真は実にはっきりとよくとれた。
おれはかわいくってしようがな
い」（1905 年５月 25 日付）。また鴎
外自身も戦地の写真を手紙に添え
て，彼女たちのもとへ繰りかえし
送り届けている。
　1900 年代にはカメラが一般に図２　『日露戦争実記』表紙（22号，47号）



『日露戦争実記』における視覚の構成　213

も普及し，アマチュア写真家が増加した。日清戦争は出征する兵士の晴れ姿，形
見を留めるための写真撮影をうながしたといわれる（日本写真協会編　1971：371）。
1901 年には尾崎紅葉ら硯友社の文人を中心に「東京写友会」が組織されるなど，
アマチュア写真家団体は 1900 年代に入ってから急増した。写真技術奨励と雑誌
への掲載を目的として，1902 年に博文館が懸賞写真の募集を開始したことからも，
写真撮影の広がりを知ることができる（坪谷　1937：157）。写真撮影の一般化は郵
便制度の整備ともあいまって，鴎外の手紙が描出したような，戦地と列島のあい
だでの写真の流通を可能にした

（８）

。
　しかしながら，流通したのは私的な写真だけではない。戦地の写真自体に希少
性があり，写真雑誌の数が限られていた日清戦争期に対し，日露戦争で起きたの
は写真雑誌のインフレであった。開戦後の雑誌『日本人』は以下のように伝えて
いる。「雑誌界と云はず，出版界と云はず，戦争に因みたるもの愈々多く，所謂
専門の戦争雑誌と称するもの亦啻に七八に止まらず，之を日清交戦当時と比す夢
にも此の現象あるを知らざるなり」（『日本人』214 号：30-31）。また先述の記事で
環翠は，「日清戦役の当時に於ては，博文館の日清戦争実記の外に日清交戦録と
かいつた二三の戦争雑誌を見た計りであつたが，今回の戦争に就ては濫発か，乱
発か，将た爛発か，何かは知らぬが大砲小砲一時に打ち出した」（環翠　1904：

80）と記している。記事に挙げられた戦争雑誌は 21 誌。そのうち写真雑誌は，『日
露戦争実記』『日露交戦録』『戦時画報』『軍事画報』など大半にあたる。とりわ
け博文館は，『日清戦争実記』と『太陽』の成功を機に全国へ広げた販売網を使い，
写真雑誌による戦争報道を強化した。こうした写真雑誌の全国的な流通により，
戦場の写真が商品として大量に消費されたのが，日露戦争期なのである。

３．写真編集の意識化

　前章で述べた通り，日露戦争期には戦場の写真の流通規模が拡大したため，も
はや雑誌は写真の掲載だけでは他の雑誌と差異化できず，部数の拡大は困難にな
った。この地点から差異化の基準は，写真を掲載するか否かではなく，いかに写
真を掲載するか，すなわち写真の見せかた，写真編集の次元へと移行する。一つ
の記事に対して一点の写真を掲載することが限界で，写真のレイアウトを複雑化
できない新聞に対し，豊富な写真頁の編集に工夫を凝らしたのが写真雑誌であっ
た。本章では，『日露戦争実記』の編集者が写真編集をいかに論じ，そして実際
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の誌面においていかなる実践が行われたかを明らかにしたい。
　読者からの投稿写真に頼らざるをえなかった『日清戦争実記』に比べ，『日露
戦争実記』の編集部は厖大な量の戦地の写真を確保することができた。たとえば
博文館では，ハルピンから帰国した斎藤次郎の数千枚の写真や，「東清鉄道技師
仏国人ゼロゼ氏」撮影の 350 枚前後を購入している。また米国軍大佐から数百枚
の写真を手に入れたという（『画報』11 号：41）。これに加え，博文館が独自に派
遣した従軍写真班により，戦地の写真が日々編集部へともたらされた。こうした
戦地の写真の増加は，定期増刊として『日露戦争写真画報』を発行することを可
能にした。その創刊広告には以下の言葉が並ぶ。

奇絶壮絶なる写真は，我館特設の機関により日々八方より集り，案頭積んで
山を為すも日露戦争実記の紙数には定限あり，尽く之を掲載する能はず，茲
に於て特に毎月一回，戦争祈念画帖として美麗を極めたる写真画報を発行し，
数十の写真と当代第一流名家の妙手に成る絵画を挿入し，猶ほ奇抜なる着色
密画，地図等を添へ，主として写真と絵画とを以て戦時の活況を報道せんと
す。（『実記』５号：44）

　広告文にあるように，写真の流通規模の拡大と従軍写真班の派遣により，戦地
の写真を豊富に入手できるようになったため，「尽く之を掲載する能はず」とい
う事態が生じた。これは『日清戦争実記』の編集の際には予想だにしなかった出
来事である。結果として『日露戦争写真画報』では，『日露戦争実記』にもまして，
より視覚的な誌面構成が目指された。記事に附属するものとしての写真ではなく，

「主として写真と絵画とを以て戦時の活況を報道」するという視覚報道の意識が，
ここに生まれる。
　『日露戦争写真画報』２号には，編集を担当した坪谷善四郎（水哉）による「写
真集め苦心談」が掲載されており，坪谷の写真編集に対する認識が示されている。
坪谷はまず，戦争雑誌，新聞のほとんどが写真を掲載するようになった現状を「写
真党」の一人として歓迎している。しかし次に，坪谷は以下のように苦言を呈す。

「一と口に写真を掲ぐと云ふも，其の写真中に精神あるものと精神なきものとあ
りて，其間至大の区別あり」（坪谷　1904a：58）。では「精神ある口絵写真」とは
何か。画題の斬新さ，鮮明さ，画題の時事性とともに，注目すべきことに坪谷は，
写真編集の優劣に言及している。
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同種類の画題を集めて之を配合する上に於て，編者の用意に夥多き相違あり。
故に其の用意少なく材料豊富ならざれば，終に玉石を混淆し，全たく関係な
き種類を無意味に排列する様になる。其等の区別は，今は読者の目も肥えて，
多くは之を鑑別せらるヽも尚ほ編者の苦心の総てが了解せらるヽまでには未
だ至らざる感あり。（坪谷　1904a：58）

　写真自体を集めることが困難をきわめた時代から，大量の写真が集まり，それ
を取捨選択できる時代になってはじめて，写真の「配列」が焦点となる。写真を
見る読者の視覚的なリテラシーが向上したため（「読者の目も肥えて」），日清戦争
時の写真雑誌のように，無為な誌面構成はできなくなる。もしまったく関係のな
い写真を無意味に集めるならば，読者は，「恰かも他人を招待したる宴会に，互
いに面識もなき異種類の人を同席せしむる様にて，招待を受けたる感じを起こす」

（坪谷　1904a：60）からだ。では，どのような写真編集が目指されるのか。坪谷は
多くを語ってはいないが，それは「生け花」のようだという。

一枚の写真を一頁として掲ぐるは，未だ容易なるも，数枚の写真を配合して
掲ぐるには，実に編者の苦心せると否との分るヽ所なり。……花を生るには，
池坊でも遠州流でも，流儀に区別はあれ，花には真添受け留め流し，といふ
様に配合して始めて眺むべき一種の花の形を為すものなるに，若し其の材料
を選ばず手当り次第に投げ込むものは，花を生けたると言ふべからざると同
じく，写真の配合も，無意味の寄せ合せにては，恐らくは編輯したりとは言
ひ難からむ。（坪谷　1904a：59）

　坪谷の言葉が示すのは，写真編集に対する反省的な視点である。個々の写真を
寄せ集めるだけでは，「編輯したりとは言ひ難からむ」のであり，複数の写真の
関係性に配慮することで，その関係の総体が「眺むべき一種の花の形を為す」時
にはじめて，写真の編集といえるのである。厖大な数の写真は，各々が異なる視
点で，戦争という出来事を視覚化する。写真のインフレは，戦争の全体像を見せ
るというより，逆に，出来事を統べることのできない無数の視覚へと断片化する。
ここにおいて，ある構成原理によって複数の視点を綜合し，一つの「形を為す」，
編集者という存在と，その構成原理への反省的な視線が生まれる。
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　戦場の写真自体が稀少であり，写真の掲載だけで他の雑誌からの差異化が可能
であった日清戦争期には，このような写真編集の意識化は生まれえなかった。事
実，写真を並べた程度にとどまる『日清戦争実記』の写真頁に比べ，『日露戦争
実記』『日露戦争写真画報』では素朴ながら，複数の写真による誌面構成，モノ
クロームと多色刷りの組み合わせ，同時期の絵葉書を思わせる装飾的なイラスト
の導入などにより，多様な誌面構成が試みられるようになる（図３）。たとえば，

『日露戦争写真画報』28 号の写真頁は，艦隊司令官の肖像写真４枚と軍艦の砲台
の写真が組み合わされており，背景の赤の単色刷りと中央の碇と光の図案化は，
後のポスターを思わせる（図４）。
　先に，坪谷は写真編集における統辞法を「生け花」にたとえたことを確認した
が，事実，それは単なる比喩以上の意味をもっていた。『日露戦争写真画報』13

図３　『日露戦争実記』47号 図４　『日露戦争写真画報』28号

図５　『日露戦争実記』90号
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号の「旅順攻略の名将」では，背景に図案化した花が描きこまれており，『日露
戦争実記』89 号の「軍艦富士乗組将校」では，実際の花のうえに乗組員の肖像
写真と艦船の写真を配置し，それをもう一度写真に収めて誌面を構成している。
また『日露戦争実記』90 号では，富士艦の乗組員の肖像写真を無数の花に見立て，
全体を一つの桜の樹となすような，やや奇抜な誌面構成が行われている（図５）。
それは「生け花」をモデルとした「写真の配合」によって，「眺むべき一種の花
の形を為す」実践であっただろう。
　上に挙げた誌面構成は，「報道写真」という言葉が喚起するものとは未だ異な
った，試行錯誤と混淆状態にある。ただし，『日露戦争実記』が模索しはじめた
誌面構成は，『日清戦争実記』とは異なる写真の見かたを読者に要請することに
なるだろう。『日清戦争実記』の写真は，「精巧」「美麗」で，「自ら戦場に立ちて
千軍万馬馳突の状を目撃する」かのようであると評された（『日清戦争実記』５号：

111-113）。しかし『日露戦争実記』の写真頁は，個々の写真を現実の精巧な写し
ととらえてそれを凝視するのではなく，むしろその「関係」を読みとることで，
関係性の総体として構成された視覚秩序を，「眺むべき一種の花の形」として見
ることを読者にうながすことになる。

４．写真と記事の相互参照

　前章では，写真の流通量の増加と読者のリテラシーの向上と並行した，『日露
戦争実記』における誌面構成の意識化とその多様な実践を確認した。本章では，
写真と記事の関係性に注目し，誌面構成の特徴をより詳細に分析することを目指
す。その際，とりわけ重要になるのが，博文館による従軍写真班の派遣である（坪

谷　1932：209-210）。
　森鴎外と並び，日露戦争に従軍した文人として知られるのが，鴎外と同じ第二
軍に従軍した田山花袋である。花袋の従軍と，日清戦争に従軍した正岡子規，国
木田独歩のそれとを大きく分かつのは，彼が新聞ではなく雑誌，それも『日露戦
争実記』が派遣した写真班の一員として従軍した事実である。坪谷の日記には，
1904 年３月 23 日に「此夜９時 30 分第二軍従軍写真班田山花袋，柴田常吉諸氏
一行出発」との記述が見られる（坪谷　1904b）。『日露戦争実記』第 10 号には「本
誌の特派従軍写真班」の写真が掲載され，それに先立つ第５号には「博文館特派
写真班の従軍」の記事が掲載されている。
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従軍写真技師として経験あり手腕ある柴田常吉氏之が主任となり，亘庫治，
關本四郎平の両技手之を補佐し，又美文家として健脚家として有名なる田山
花袋氏も一行と共に従軍することヽなりたれば，写真と文章と相映発して向
後の本誌上更に大に光彩を放つに至る可し。読者乞ふ刮目して俟たれんこと
を。（『実記』５号：112）

　ここで重要なのは，「写真と文章と相映発して」という一文である。雑誌が独
自の従軍記者を派遣することが可能になった点だけでも日清戦争とは大きな違い
があるが，それだけでなく，写真家と記者が同行することによって，写真と記事
が「相映発」する誌面が可能になったのである。花袋は「観戦前記」と題された
従軍第一報において，次のような決意を述べている。

われはこれより兵士が銃を肩にし矛を手にすると均しく，この一枝の筆を揮
ひて，わが眼に映じ来れるものを描写し尽さん。……好し，われは武装せざ
る兵士たらむ。（田山　1904a：33）

　ここで「わが眼に映じ来れるものを描写し尽さん」と決意する花袋は，カメラ・
アイに映る事物をことごとく書き込んでしまう写真というメディアの性質に近づ
いている。自前の従軍記者を持たなかった『日清戦争実記』が，「眼」に頼るこ
とができず，新聞記事をもとにした戦争の再構成に終始したのとは対照的である。
従軍が許されることではじめて，雑誌においても記者が戦場を実際に目撃し，そ
れを記述することが可能になった。しかしながら博文館の従軍写真班において，
この「眼の報道」は専業記者だけではなく，小説家・花袋によって担われたので
ある。花袋は客観中立を謳う報道の眼ではなく，あくまで「わが眼」に映る光景
を，記事と小説の境界線で「描写」しつづける

（９）

。そして，この従軍写真班におけ
る小説家と写真家の同行という事態が，新たな誌面構成の原動力となる。
　第一報からしばらく，従軍写真班からの報告は途絶えた。しかし，およそ２ヶ
月後の『日露戦争実記』15 号巻末に，32 頁の「最近戦報」が付されている。編
集部の但書きによると，本編の印刷を終えた後，従軍記事が花袋から届いたのだ
という。戦地から届けられた「最近戦報」は，「壮絶！快絶！宇品出発」から書
き起こされ，船旅を経て，遼東半島への上陸に至る。上陸後，次第に銃声が聞こ
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え，ダイナマイト破裂の爆煙が上がり，前哨へと近づいたとき，花袋は「黄く青
き烟」を見る。それは日本軍の戦死者を火葬するところであった。

一見わが，胸は塞りぬ。
前には深く穴を穿ちて，下に三氏の遺骸を並べ，上に玉蜀黍殻，其上に楊樹
を重ね，盛んに燃えたる火焔は，溌々として一種名状すべからざる黄く青く
光を放てり。……少なくとも詩人を以て任ずるこの身なり。霧は深く高原を
罩
こ

めて，燃え上る烟の薄く青くその中に靡
たなび

きつヽ，竟に全く消え行ける，誰
か涙無きものかあるべき。（田山　1904b：附ノ 18）

　花袋はここで記者としてではなく，詩人として戦場の描写をはじめている。詠
嘆を交えながら，文字によって視覚的に描写されたこの光景は，すぐに写真によ
って撮影された。花袋の傍らには写真家・柴田が同行していたからだ。花袋は書
いている。

柴田技師はわれ等の一行の博文館写真班たることを告げ，この悲惨なる光景
を撮影して，以て後に伝へんことを請ひしに，牧野，大多喜両少尉は却つて
大にこれを喜び，これも死者の霊の君等を招けるものなるべし，充分に撮影
して以てこの勇敢なる名誉の戦死を後に伝へて呉れよとのこと。柴田技師は
頻りにカビ子

（10）

のピントを合せ始めぬ。（田山　1904b：附ノ 18）

　『日露戦争実記』15 号は印刷を終えていたため，本編への写真掲載は間に合わ
なかったが，撮影された写真は次号の『日露戦争写真画報』３号（『日露戦争実記』

16 号）の写真頁に掲載された（図６）。
「戦死桂歩兵中尉外二人を火葬す」
と題された写真には，手前に火葬の
煙，その後ろに見守る５人の兵士が
写されている。この写真のほかに，
第二軍の上陸から三十里堡の戦況ま
での光景が 200 枚余りの写真に収め
られ，編集部に届けられたという

（『画報』３号：63）。記者＝小説家と 図６　「戦死桂歩兵中尉外二人を火葬す」
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写真家が随行することで，ペンとカメラは戦場で連動をはじめる。そして，記事
と写真は誌上でも連関しはじめる。
　従軍写真班による取材の成果は，翌年刊行された臨時増刊『征露第二軍写真
帖』（『日露戦争写真画報』16 号）に結実する。臨時増刊号は速報性に欠けるものの，
編集に時間を費やすことが可能なため，関連する写真と記事とを対応させて編集
することができた。この号では，第二軍司令部の肖像写真からはじまり，広島か
らの出発，そして金州占領から遼陽占領までの 48 頁の写真頁と，「第二軍戦記」
の記事とがゆるやかな参照関係にある。細かく見れば，ずれや遅れはもちろんあ
る。しかし，たとえば第二軍上陸時の火葬の光景のように，記事が伝える戦場の
光景を読み，まさにその光景を写した写真を目にするという読書体験は，従軍記
者と写真家の随行により，読者にはじめてもたらされたものであった。
　写真と記事は「相映発」するようになっただけではない。『日清戦争実記』で
は記事頁と写真頁は明確に分離されていたが，『日露戦争実記』では記事のなか
に写真が挿入されるようになった。『日露戦争写真画報』においても，第４号の
記事「征露戦史」に写真が印刷されている。「我が軍漸く遼陽に迫る」と題され
た記事中に掲載されたのは，遼陽の戦闘ではなく，主に九連城の戦闘での戦死者
と負傷者の写真である。したがって，ここではまだ記事の内容と写真とは対応し
ていない。記事と対応した写真が掲載されるのは第５号からで，時折無関係な写
真が誌面に登場するものの，号を経るごとに同一誌面での相互参照が成立してい
く。
　終号にちかい『日露戦争実記』94 号の「旅順攻略海軍陸戦重砲隊⑷」では，
９頁の記事に対して３枚の写真が挿入されている。「一発の敵弾に依て生じたる

図７　「旅順攻略海軍陸戦重砲隊⑷」誌面
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地坑にして深さ立ちたる人の肩に及ぶ」とのキャプションが付された写真と，ほ
かに「発射用意の姿勢」と題された写真２枚が，重砲隊の砲撃戦を伝える記事の
中央に埋めこまれている。この「旅順攻略海軍陸戦重砲隊」の記事において，記
事，写真，キャプションは互いに参照し合いながら，一つの誌面を構成している

（図７）。誌面に埋めこまれた写真は，現実との指示関係を有すると同時に文字と
相互参照し，誌面の構成する視覚的秩序のなかで意味を与えられる記号となって
いったのである

（11）

。

５．写真雑誌と活動写真

　ここまで，『日露戦争実記』における写真編集の意識化と，写真と活字との相
互参照の成立を記述してきた。次に本章では，一定の統辞法にもとづく組写真に
よる誌面構成の萌芽を明らかにしたい。
　日清戦争期の写真雑誌にはほとんど登場しないにもかかわらず，『日露戦争実
記』『日露戦争写真画報』において頻出する単語が「活動」である。それまで「光
景」，「実況」といった単語が用いられていた場面に，しばしば「活動」の語が採
用されているのである。『日露戦争写真画報』４号では，金州における第二軍の
行動を写した６枚の組写真が「第二軍の活動」と題されている（図８）。また記事
のタイトルでも，『日露戦争実記』６号の「紀念すべき先鋒隊の活動」，10 号「帝
国艦隊活動の実績」，11 号「水雷布設艦蛟龍丸の活動」など，「活動」の語が多
用されている。
　それではこの「活
動」の語によって，何
が含意されているのか。
たとえば，第６号の

「紀念すべき先鋒隊の
活動」の記事は，２月
16 日の「一 先発の命
下る」から，２月 28
日の「六 陸戦劈頭第
一の衝突」，３月９日
の「七 第二回陸戦， 図８　第二軍の活動 図９　在韓国帝国軍隊の進発
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田所一等卒の戦死」までを報告しており，先鋒隊の進軍を時間的経過にそって記
述したものといえる。この記事と対応する写真が，巻頭に付された「在韓国帝国
軍隊の進発」と題する３枚１組の写真である（図９）。ここで３枚の写真は，下段
から上段へと時間的推移（２月 20 日→２月 29 日→３月１日）を表現しており，き
わめて単純な形ではあるが，時間的な構成を持った組写真の萌芽が認められる。
同時に，画面手前から奥へ移動中の隊列をとらえることで，出来事の時間的な経
過を強調している。以後，「活動」の語とともに，移動する隊列の写真および時
間的な構成を持った組写真が頻出する。こうした「活動」という語と時間的経過
の強調が直ちに喚起するのは，同時代に流行した「活動写真」であろう。事実，
活動写真と先述した『日露戦争実記』の従軍写真班には，深いかかわりがあった。
　従軍写真班の主任であった柴田常吉は，映画史において，最初期の活動写真カ
メラマンとして知られている。田中純一郎によると，柴田は 1897 年に活動写真
撮影機を日本で初めて輸入した小西写真機店の客で，後に駒田好洋の日本率先活
動写真会が日本初の興行映画を撮影するようになると，この試みに関心を持ち自
ら活動写真を試作するようになった（田中　1975：75-76）。結果，最初に撮影を務
めていた浅野四郎に代わり，後に柴田が撮影を担当することになる

（12）

。この活動写
真撮影に長けた人物が，従軍写真班の一員として写真のみを撮影したとは考えに
くい。事実，『日露戦争写真画報』３号の「編輯だより」には，以下の記述がある。

田山柴田等の諸氏は，……最新式の活動写真機を携へ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，第一軍の塩大澳上陸
から始めて，毎回の戦況は，皆撮影した相だ。我国で真正に実戦の活動写真
は，此れが始めてゞある。仮装でない正真正銘の戦況活動写真は，世界に於
ても未だ其例が少ない相だが，今回我が特派従軍写真班に由て，我が同胞は
之を目撃することが出来るのである。（『画報』３号：63，傍点は引用者）

　つまり従軍写真班は「活動」写真班でもあり，小説家＝記者の花袋と写真家＝
活動写真家の柴田によって担われていたということになる。花袋が自らの従軍を
記録した『第二軍従征日記』の５月４日の記事にも，戦地へと向かう運送船が集
合して仮泊するさまを，従軍写真班が撮影したことが記されている。

自分等はこの假泊の光景が餘りに面白いと言ふので，活動写真の機械を船軸
の甲板の上に組立てて，廻転式を用ゐながら，頻りにそれを撮影し始めた。
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恰も好し，此時は右より左へと回転して，写真撮影の上に此上ない面白い材
料を与へて呉れた。（田山　1905：74）

　また８月１日の日記にも，「今日活動写真に撮る為，榮口占領の型を守備隊の
士官兵卒に遣つて貰う約束であつたので，少しく跡に残ることになつた。……午
前 11 時頃，暑い日影の下で，兎に角その写真を撮ることは撮つたが……」（田山   

1905：366）との記述が存在するため，たしかに活動写真を撮影していることがわ
かる

（13）

。写真家・柴田常吉は，写真と同時に活動写真も撮影していた。柴田の眼は
戦地にあって，写真機と活動写真機のあいだを行き来していた。
　このフィルムは 1904 年９月８日より歌舞伎座で上映されている。『都新聞』に
よれば，午後１時と午後６時の昼夜２回上映され，興行は１週間で日延べはしな
かったという。またこの「日露戦争活動大写真の番組」では，「５月５日我軍上
陸地点に於ける戦艦及び運送船の活動」などのフィルムが「余興写真数十種」と
ともに上映されたことがわかる（『都新聞』1904 年９月６日

（14）
）。博文館の活動写真は，

「昼夜共大入」で，「特派従軍記者中龍児氏が休憩の時間に一場の観戦談をなし」
たという（『都新聞』1904 年９月 11 日

（15）
）。

　したがって博文館の従軍写真班は，写真だけではなく，活動写真によって日露
戦争を記録していた。そしてそれを眺める人々の眼も，活動写真という，写真の
時間的な継起による視覚の構成に慣れつつあった。こうした時代において，『日
露戦争実記』には「活動」という言葉が頻出し，移動中の隊列や艦隊の航行など，

「活動」の過程をとらえた写真が多数掲載され，組写真によって時間的経過をあ
らわす誌面構成が試みられていた。活動写真がもたらした視覚経験と同様の効果
を，『日露戦争実記』は，組写真によって視覚を構成することで誌面に取り入れ
ていたのである。
　興味ぶかい「活動」の例が，『日露戦争写真画報』26 号に掲載された「野津軍
の活動」の写真である。この３頁にわたる写真頁では，「野津軍雪中の活動」の
３枚の写真と，それぞれ３枚の「野津軍の活動（其一）」，「野津軍の活動（其二）」，
計９枚が野津軍の行軍の諸相を伝えている（図 10，11）。「野津軍の雪中の活動」
の３枚の写真には，上から順に「満州の野雪皚々，兵士揚城塞に散兵線を作つて，
射撃演習を為す」，「今橋旅団兵孤家子より蛇山子に至る途中の光景」，「大勾に於
ける野津軍司令部附近の光景」という短い説明文が付されている。同様に「野津
軍の活動（其一）」の３枚の写真は，「我兵萬賽山下にて，土人の車輛を使役し，
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軍需品を運搬す」，「大勾に於ける大谷部隊」，「工兵作業を終わつて陣中に帰る」
と題されている。最後に「野津軍の活動（其二）」の３枚の写真は，上から「三道
岡子に於ける志賀聯隊の急警準備の光景なり」，「野津軍の交代兵西和庄溝より孤
家子に到る」，「陣中井水欠乏し，兵士水を酌むに甚だ苦む」という説明文が付さ
れている。
　この３頁，９枚の写真は，３枚の写真で構成される「活動」が３組集まること
によって，「野津軍の活動」という３×３の９枚の組写真を形成していると見る
ことができる。これは写真と文字の相互参照によって一つの誌面をなすような視
覚の構成とは異なり，写真と写真の関係を一定の文法のもとに再構成する，組写
真による視覚の構成のごく初期の形態である

（16）

。「野津軍の活動」において試みら
れているのは，時間的にもまた空間的にも異なる分散した複数の視点を再配置し，
それぞれが分離したまま一つの「活動」へと視覚的に構成するような，あらたな
綜合の形式の模索である。

６．おわりに

　『日露戦争実記』の競合誌であった『戦時画報』を出版・編集していた国木田
独歩は，戦争終結の翌 1906 年に発表した「号外」という短編のなかで，日露戦
争を機に号外依存症となってしまった男を描いている

（17）

。銀座の窮屈な路地にある

図 10　「野津軍の活動
（其二）」

図 11　「野津軍の活動（其一）」
　　　 「野津軍の雪中の活動」
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ホールで混成酒ばかり飲んでいる登場人物の加藤は，戦争の進行とともに絶えま
なく届けられる「生活の扇動者」たる号外の刺激を，戦争が終わってからも忘れ
ることができない。「号外が出なくなって，僕死せりだ。僕は，これから何をす
るんだ」（国木田　1906：7）と嘆く加藤は，突然，古い号外の朗読をはじめる。
　　廣瀬中佐は乗員を端

ボ ー ト

艇に乗移らしめ，杉野兵曹長の見当たらざる為め自ら三
たび船内を捜索したるも，船体漸次に沈没，海水甲板に達せるを以て，止むを得
ず端

ボ ー ト

艇に下り，本船を離れ敵弾の下を退却せる際，一巨弾中佐の頭部を撃ち，中
佐の体は一片の肉塊を艇内に残して海中に墜落したるものなり

（18）

　　。

どうです，一片の肉塊を艇内に残して海中に墜落したるものなり　　何とい
う悲壮な最後だろう，僕は何度読んでも涙がこぼれる……けれども，だめだ，
もうだめだ，もう戦

い く さ

争は止んぢゃった，古い号外を読むと，なんだか急に年
をとってしまって，生涯がおしまいになったような気がする。（国木田　

1906：8）

　加藤はポケットに新聞の号外を入れて持ち歩き，繰り返し朗読することが癖に
なっている。ここでは数多の戦争文学以上に，号外の文章が，加藤の読書空間の
なかで過剰な想像力を煽動している。そして彼は，その刺激の虜となってしまっ
たのである。麻薬中毒者の平時における虚脱症状のように，戦後の彼は生きてい
る心地がしない。そんな彼を見て，友人の満谷は考える。

　銀座は銀座に違ないが，なるほど我が『号外』君も無理はない，市街まで
落
がっかり

胆しているようにも見える。37 年から８年の中頃までは，通りがゝりの
赤の他人にさえ言葉をかけてみたいようであったのが，今ではまた以

も

前
と

の赤
の他人どうしの往来になってしまった。
　そこで自分は戦

い く さ

争でなく，ほかに何か，戦
い く さ

争の時のような心持ちに萬
み ん な

人が
なって暮らす方法はないものかしらんと考えた。考えながら歩いた。（国木田   

1906：10）

　こうして小説は終わる。この最後の満谷の問いは，独歩自身の問いでもあった
だろう。写真雑誌『戦時画報』の成功により出版事業を拡大した独歩は，「号外」
の発表と同年の 1906 年，近事画報社から６誌の画報を含む 12 の雑誌を定期刊行
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している。戦争なき後に「戦争の時のような心持ちに萬人がなって暮らす方法」，
その模索が出版事業においてつづけられることになる。日露戦争後の『日露戦争
実記』もまた，この満谷＝独歩の問いへの答えを探していたといってよい。『日
露戦争写真画報』は，やはり 1906 年，戦争雑誌の看板を降ろし『写真画報』（The 

Japan Graphic）へと生まれ変わる。そして，戦場の視覚を構成していった統辞法は，
日常の視覚をもまた構成していくことになるだろう。
　本稿では，写真雑誌『日露戦争実記』とその定期増刊号である『日露戦争写真
画報』の記事・写真・誌面構成の分析と同時代の活動写真との比較を通じて，写
真と活字の相互連関による「視覚の構成」の成立を論じてきた。その成立は，「正
確な現実の写し」として写真をとらえる視線の変質を意味する。1900 年頃の写
真雑誌が読者に提示しはじめたのは，写真の記号的操作によって構成された，現
実からは相対的に自律した視覚的秩序であった。以後，読者は自分の眼で見るこ
とのない光景を，マス・メディアによって流通し，あらかじめ構成され，意味を
付与された視覚を通して認識していくことになる

（19）

。柏木博は，1930 年代末の国
内向け宣伝グラフ雑誌『写真週報』の誌面構成を論ずるなかで，写真のもたらす
不意の驚きや意味以前のあいまいな多義性を制限し，一定の意味解釈へと読者を
誘導する「意味の専制」を批判している（柏木　1986：55）。『日露戦争実記』に
おける素朴な「視覚の構成」の成立とは，この「意味の専制」の端緒であり，
1940 年代の戦時プロパガンダへとつながる映像の記号的操作の端緒でもあった

（20）

。
　しかしながら 1900 年頃の「視覚の構成」は，「意味の専制」や「プロパガンダ」
ほどの強度と統合を持たない，雑然とした混淆状態でもあった。それはいわば，

「生け花的」「絵葉書的」「ポスター的」「報道写真的」「活動写真的」ともいえる
誌面構成のゆるやかな混淆体であり，後のモダニズム芸術や広告における写真と
活字による構成の端緒ともなる可能性を有していた。この混淆体のなかから，意
味にとらわれることなく，写真と活字の関係を散漫に眺める作法もまた生まれて
いったといえるだろう。もし私たちが，雑誌やディスプレイ上の誌面が提示する
関係性の総体を，見るとも読むとも判然としない曖昧な視線で眺め，自然と画面
を走査しているならば，そのとき私たちの眼は，1900 年頃に端を発する枠組み
からさほど離れてはいないのかもしれない。世紀転換期のメディアにおける感覚
と意味の秩序の編成，および読者／観客の身体性の変容についてのより詳細な解
明を今後の課題として，ひとまずは本稿を終えたい。
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注
（１）　この点については，Benjamin（1936＝1995），Barthes（1961＝2005），Hall（1973）

を参照。ロラン・バルトやスチュアート・ホールは，報道写真が，写真，記事，キ
ャプションの組み合わせによる記号的操作を通じて，特定のメッセージを構成して
いることを指摘した。両者がそうした映像の修辞学を非歴史的な記号体系として論
じたのに対し，ヴァルター・ベンヤミンはこうした体系の歴史性に目を向けている。
ベンヤミンは，見る者がその意味を確定できないような写真が 1900 年頃に登場し
たことを指摘し，以下のように述べている。「この同じ時期に，道しるべを立ては
じめるのが写真入り新聞である。……ここではじめて写真には説明文が不可欠とな
った。……そうした方向づけは，その後まもなく現われた映画においては，いっそ
う精密かつ強制的なものになる。映画では，個々の映像をどう理解するかは，先行
するすべての映像のつながりによってあらかじめ指示されているように思われる」

（Benjamin　1936＝1995：600）。本稿は，ベンヤミンと同様に，映像の修辞学を歴
史化する。

（２）　したがって本稿は，『日露戦争実記』以前に，写真の記号的操作が行われてい
たことを否定するものではない。ここでの「成立」は先述の要件を満たす意味にお
いてであり，明確な起源を特定する意図はない。また本稿とは逆に，写真を関係性
から切り離し，一枚一枚を凝視するならば，全く別の歴史が見えるだろう。

（３）　また添野勉（2003）は，1920 年代の日刊写真新聞版『アサヒグラフ』の分析か
ら「グラフ編集」の成立を論じている。

（４）　当時，新聞も新技術の導入により写真の掲載をはじめていたが，日刊で編集の
時間が短く，紙面の都合から一つの記事に写真一枚が限度であった。この段階では
写真をふくめた紙面構成の意識化が行われにくい。

（５）　より厳密には，浅岡邦雄（2002）の紹介する稿本『博文館五十年史稿』を参照。
（６）　『日露戦争写真画報』の第１号は，『日露戦争実記』第７号として刊行され，第

40 号（『日露戦争実記』第 109 号）までつづいた。月刊だったが臨時増刊を重ね，時
には１ヶ月に３号を発行している。毎号 64 頁前後の写真・絵画頁と折りこみの着
色石版画が付され，本文記事が 64 頁，大きさは四六倍判，定価は本誌の倍の 20 銭
である。『日露戦争実記』との差異に照準して分析を行うことも可能であるが，本
稿では双方を分析する。また以下の引用には適宜，句読点を補い，一部旧字体を新
字体に改めた。

（７）　以下，手紙の引用は，森鴎外（1996）による。
（８）　このように流通する写真と手紙を結びつけたのが，写真絵葉書だった。絵葉書

は 1900 年 10 月の郵便法改正にともなう私製葉書の発行の認可によって流通するよ
うになり，日露戦争期に流行した。

（９）　また花袋は，「島の望楼」（『実記』101 号：97-102）など，後の『一兵卒』にも
通ずる短編小説をこの雑誌に掲載している。

（10）　「カビ子」とは，ここではカビネ判のカメラのこと。
（11）　同時代の映画と演劇の相互参照と知覚の編成については，大久保遼（2008）を

参照。
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（12）　柴田は博文館写真部に入るとともに，吉澤商店準専属カメラマンとして北清事
変に派遣され，ニュース映画の撮影に携わり，後に三越写真部技師長を務めている。
代表作は，「紅葉狩」（1899 年）や「二人道明寺」（1899 年）といった歌舞伎映画であ
る。また日露戦争の実写映画については，上田（2009）が詳しい。

（13）　初版の７月１日という記載は誤植であろう。また戦地での活動写真の撮影は相
当に困難な作業だったようで，『第二軍従征日記』には，活動写真機を抱えて銃弾
のなかを逃げるという描写がある。

（14）　日付は一日食い違いがあるが，おそらく「５月５日我軍上陸地点に於ける戦艦
及び運送船の活動」とは，『第二軍従征日記』の５月４日の記事に記された，運送
船の仮泊の光景のことだろう。

（15）　『万朝報』の記者は次のように記す。「歌舞伎座が来る８日より……興行する活
動写真は，博文館特派従軍写真技師柴田常吉外７名が実写せしものにて，其筋の許
可を得て公衆の観覧に供する者，近来の戦争の活動写真といふものは悉く西洋にて
こしらへし物にて馬鹿々々しく，見て居られざりしが，実際博文館の写真班が写せ
し者ならば，是迄のと撰を異にするなるべし」（『万朝報』1904 年９月６日）。『日本
映画作品大鑑』によれば，同じ活動写真は 1904 年 11 月５日，神戸大黒座でも上映
された（キネマ旬報社　1960：38）。

（16）　写真雑誌以前に存在していた幻燈による視覚の構成については，大久保（2009）
を参照。

（17）　独歩の『戦時画報』については，黒岩比佐子（2007）が詳しい。
（18）　ここで「号外」の文章とされているのは，実際は『日露戦争実記』６号 30-31

頁の記事「壮烈なる廣瀬中佐の戦死」である。小説中の「端
ボ ー ト

艇」が，記事では
「端

は し け

舟」であること以外ほぼ同一の文章といってよい。
（19）　しかしながら読者の眼は，直ちにこうした誌面に従ったわけではない。記事頁

への写真の挿入について，『日露戦争写真画報』の「読者倶楽部」には以下の投書
がある。「軍人の写真を記事中上段に列べる事を止め，矢張り口絵に出して下さい，
記事少なくなるのも困る，不鮮明なるのも困る」（『画報』22 号：63）。ここでは，
写真と記事の関係を走査することを要請する誌面と，意味づけや物語よりも「鮮明」
な写真を求める読者の眼とのすれ違いがあらわれている。また投稿欄で盛んに話題
となったのは，写真の「色刷」と「美人写真」であった。視覚的なアトラクション
は視覚報道を支える要素ではあるが，アトラクションが自律し拡大すれば，「報道」
を切り崩すことになる。

（20）　映画における視覚的構成とプロパガンダについてのジル・ドゥルーズの以下の
指摘は，写真について考える上でも重要である。映画は総力戦期になってプロパガ
ンダ装置となったのではなく，「運動イメージは最初から，戦争の組織に，国家の
プロパガンダに，日常のファシズムにと，歴史的，本質的に結ばれていたのである」

（Deleuze　1985＝2006：230）。

引用・参考文献
浅岡邦雄（2002）「明治期博文館の主要雑誌発行部数」国文学研究資料館編『明治の出版



『日露戦争実記』における視覚の構成　229

文化』臨川書店
Barthes, R. （1961＝2005） “Le message phtographique” in Communications 1.（蓮實重

彦・杉本紀子訳「写真のメッセージ」『映像の修辞学』筑摩書房）
Benjamin, W. （1936＝1995） Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzi-

erbarkeit.（久保哲司訳「複製技術時代の芸術作品」浅井健二郎編『ベンヤミンコレク
ション１―近代の意味』筑摩書房）

Deleuze, G. （1985＝2006） L’image-temps, Paris: Éditions de Minuit.（宇野邦一ほか訳『シ
ネマ２―時間イメージ』法政大学出版局）

Hall, S. （1973） “The Determinations of News Photographs,” in Stanley Cohen and Jock 
Young （eds.） The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the Mass 
Media, London: Constable.

金子隆一（1999）「『朝日グラフ』に見るグラフ構成の変容とその意味」松戸市教育委員
会・森仁史編『論集視覚の昭和』松戸市教育委員会

　　　　 （2003）「グラフ・モンタージュの成立―『犯罪科学』誌を中心に」五十殿利治・
水沢勉編『モダニズム／ナショナリズム― 1930 年代の日本の芸術』せりか書房

柏木博（1986）『欲望の図像学』未来社
　　　　 （1987）『肖像のなかの権力―近代日本のグラフィズムを読む』平凡社
キネマ旬報社（1960）『日本映画作品大鑑第１巻』キネマ旬報社
北田暁大（2000）『広告の誕生―近代メディア文化の歴史社会学』岩波書店
紅野謙介（2002）「写真のなかの「戦争」―明治 30 年代『太陽』の口絵をめぐって」小

森陽一ほか編『岩波講座近代日本の文化史３―近代知の成立』岩波書店
国木田独歩（1906）「號外」『新古文林』２巻 10 号
黒岩比佐子（2007）『編集者　国木田独歩の時代』角川書店
森鴎外（1996）小堀杏奴編『妻への手紙』筑摩書房
名取洋之助（1963）『写真の読みかた』岩波書店
日本写真家協会編（1971）『日本写真史 1840-1945』日本写真家協会
大久保遼（2008）「キノドラマとキネオラマ―旅順海戦と近代的知覚」『映像学』80 号
　　　　 （2009）「明治期の幻燈会における知覚統御の技法―教育幻燈会と日清戦争幻燈

会における空間と観客」『映像学』83 号
添野勉（2003）「日刊写真新聞『アサヒグラフ』の挑戦と挫折―「グラフ雑誌」と「グラ

フ編集」の原像」『第二回竹尾賞デザイン史研究論文受賞作品集』株式会社竹尾・株
式会社竹尾研究所

田中純一郎（1975）『日本映画発達史１―活動写真時代』中央公論社
環翠（1904）「戦争雑誌の戦争」『新公論』19 巻２号
田山花袋（1904a）「観戦前記」『日露戦争実記』８号
　　　　 （1904b）「最近戦報」『日露戦争実記』15 号
　　　　 （1905）『第二軍従征日記』博文館
坪谷善四郎（1904a）「写真集め苦心談」『日露戦争写真画報』２号
　　　　 （1904b）『明治 37 年当用日記』（加茂市立図書館所蔵）
　　　　 （1932）『大橋佐平翁伝』博文館



230　マス・コミュニケーション研究 No.78　　2011

　　　　 （1937）『博文館 50 年史』博文館
上田学（2009）「日露戦争と映画―実写映画を受容する観客の歴史性」奥村賢編『日本映

画史叢書 10 ―映画と戦争』森話社




