古典的ハリウッド映画と日本映画の近代
─ 1910 年代の日本の映画状況とハリウッド的枠組みの関係性─
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１ “ハリウッド”を日本で考える
グローバリゼーションや米国を中心とした文化的ヘゲモニーの問題が人文学のあらゆ
る分野で取り上げられるようになっている現在、映画研究という場もこの流れを無視で
きない状況になっている。とりわけ、グローバルな視点に立って映画文化を眺めた時に見
えてくる、ハリウッド映画という存在があらゆる国々の映画史のなかに根を下ろしてい
る状況は、マクドナルドやコカ・コーラなどとともにアメリカニズムの代表的現象の一つ
としてきわめて重要であるが、そこにある問題はもはや映画の研究という枠組みを超え
て議論されてもいる。このような流れに対して、映画研究という立場から取り組まなけれ
ばならないと思われるのは、素朴ではあるが根本的でもある、この世界中を席巻している
“ハリウッド” とは何なのかという問題にアプローチすることではないだろうか。
確かに、この “ハリウッド” は、1985 年に上梓された大著『古典的ハリウッド映画』
（The Classical Hollywood Cinema：以下 CHC と略す）によって、すでに作品スタイ
ル、技術、生産体制といった観点からは明確に具体化されており、その概念はその後の
映画研究の大きな礎を築いてきた。だが、CHC の概念はアメリカのヘゲモニーを主張
するものではないが、このように具体化して提起されたこと自体をフレドリック・
ジェイムソンが語るように「六〇年代と七〇年代世界中においてなされたさまざまな
映画的実験の終わりと、古典的ハリウッド映画の形式性の普遍的なヘゲモニー」の宣言
として捉えられるのならば、CHC は中心対周辺という構図を基調にしながら、それま
での映画研究で慣習的に措定されてきたハリウッド対その他の国（アジア、ヨーロッ
パ、第三世界等）という本質論的に固定化してしまっている二項対立の枠組みを最終的
に決定づけ、さらに「異なった社会の代替案を想像する可能性の終焉をめぐるアレゴ
リー」
（152）として、“合衆国／ハリウッド⇒その他の国” という力の流れをもかなり固
定的な方向性として提示してしまうという重大な問題を暗示的に抱え続けてもいる。
「国民国家」という枠組みに対して理論的にも我々の実生活上でも疑念が呈されるよ
うになっている現在の思潮に呼応して、映画研究においてもアメリカ映画（ハリウッド
映画）や日本映画などといった括りを前提にする “ナショナル・シネマ” という枠組み
自体が問題視されるようになっている[1]。こうした現状において、批判的視点に立って
ハリウッド映画という問題を考えた場合、もはやその焦点は、CHC によって具体的に
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示されているような合衆国におけるハリウッド映画の有り様にではなく、むしろ CHC
の助長する上記の二項対立のような枠組みを超えたところでグローバルに偏在化して
いる “ハリウッド” をどう捉えるのかということにあてられている。
「ハリウッド映画
“が” 我々（日本の映画など）“に” どのような影響を与えているのか」という一方的な力
の流れを前提にした考察を脱し、“アメリカの” だけでなく、その外側に住む私たちの手
元にもある “ハリウッド映画” が何なのか、それと我々の関係性を問い直さなければな
らない。従って、CHC の重要性を考慮する一方で、合衆国での生産関係を体系化した
“アメリカのハリウッド” である CHC とは異なる観点からの考察を試みること、すなわ
ち CHC の概念をこちらの眼前にある “ハリウッド” という事象に即したものへと拡張
する必要性が、ハリウッドのヘゲモニーと我々との関係性を考えるために現時点で求
められている。
こうした問題を捉えているものの一つとして、近年映画研究において広く注目を集
めているミリアム・ハンセンの「ヴァナキュラー・モダニズム」に関する論文がある。
これは、CHC 及びその概念の中心的提唱者であるデヴィッド・ボードウェルの新構造
主義・認知論的立場からの論考に対し、近代性のグローバルな問題視点から批判とそ
の刷新を迫るものである。本論では、ハリウッド映画のグローバル性に関して、CHC と
ボードウェルの論考及びハンセンの展開する批判議論をてこに、“日本の映画文化にお
ける” ハリウッド映画の有り様とそれがもたらした影響関係を考察する。特にここで
は、米国映画が流入し始める時代である 1910 年代をターゲットに、文化の中心的担い
手である観客、弁士、スター、そして実際の作品に具体的に注目しながら論考を進めた
い。日本映画史研究者アーロン・ジェローやミツヨ・ワダ・マルシアーノは、ハンセン
の論が主張している様々な形で近代性を体験している人々それぞれの経験に対応でき
るハリウッド映画の翻訳性に注目し、西洋／日本の二項対立を超えた映画史考察を可
能にする概念として、ヴァナキュラー・モダニズムを重要視している（『日本映画と日
常語としてのモダニズム』
『ニッポン・モダン』）。まずこの見方に従い、ハンセンのヴァ
ナキュラー・モダニズム論を概括することから本論を始めたい。

２

ヴァナキュラー・モダニズムと Contingent Universals

「ヴァナキュラー」という言葉は、近年人文学の中で広く使われるようになってきて
いるが、分野や使う人の立場によって意味合いが微妙に異なる曖昧な言葉である。日本
語ではちょうど広辞苑の定義での「俗語」が意味合い的に近く、直接的には各々の土地
で使われている方言や日常語を指し示すものだが、そこにはドミナントな標準語との
対比が含意されている。また、建築の分野で使われる場合は特に、その場の環境や人間
に応じた実用性や日常性を反映した表現様式を指す言葉として使われるが、一方でそ
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れが芸術・美学といった上からの文化的要求によるものではないということが含意さ
れていることも重要である。いわば、ヴァナキュラーとは支配的権力や上流知識人の側
ではなく、
（その周辺を取り巻く）一般大衆の側から発せられた、もしくはそれに即し
た彼らの表現であることを意味している。ミリアム・ハンセンが使うこの語の中心的
意味合いもこの部分にあり、大衆に直結したものであるということを「ポピュラー」と
いうその文化の観察者側が上から押しつけた言葉を使わずに表現するために「ヴァナ
キュラー」という言葉が選択されている。
ハンセンのいう “ヴァナキュラー・モダニズム” とは「技術的、経済的、社会的近代
性に対する文化的な対抗と反応を表した」
（Fallen Women 10-11）概念である。具体的
にはハンセンの設定する次の三つの問題の批判概念として段階的に示されている。一
つは、西洋美術史のなかのモダニズム（芸術の伝統的制度と知識人たちの実践によって
定義づけられた芸術様式、言わば「ハイ・モダニズム」）に対しての主張、すなわち、単
なる芸術様式の 1 レパートリーではない「近代化のプロセスと近代性が生み出す経験を
反映するもの」
（The mass production 333）としてモダニズムを捉え直すための “ヴァ
ナキュラー・モダニズム” である。ファッション、広告、都市建築、写真、ラジオ、映画
などといった「大衆的に生産され、大衆的に媒介され、大衆的に消費される近代性の文
化的顕現」
（Fallen 11）、人々の日々の生活に変化をもたらす経験、相互関係、公共性の
新しい形、つまり “ヴァナキュラー” な側面がモダニズムには含意されていることが、
この概念によって浮き彫りにされる。
二つめは、映画研究がこれまで抱えてきたモダニズム映画と古典的ハリウッド映画
の二項対立の問題に対しての主張である。CHC は、端的に言えば物語映画のドミナン
トなモデル、すべての映画の要素が物語に集約的に作用している様式である。その鍵と
なっているのがコンティニュイティ編集[2]であり、それは物語の論理を生み出すだけで
なく、閉じた物語世界と自立的に見える空想世界を特権的な形で観客に提供する。ボー
ドウェルなどの構造主義・認知論的説明では、こうした CHC の物語システムが「生物
学的に強固に結びついた」人間そのものの精神構造と知覚能力をいかに働かせるかを
模索したものであるがゆえに、国家・文化的枠組みを超えた世界中の大衆の支持を得
るものになったということになる。そこには CHC が勃興する時代（約 1917〜60 年）の
まさに背景であるはずの “近代” の問題が入り込む余地はない。一方で、これまでの映画
における「モダニズム」は、こうした CHC に対して様式面で逸脱したものとして、美術
史のモダニズムと同じ意味合いで対立的に（大衆的な “古典的” ハリウッド映画の表現
と上流の “モダニズム” 表現という対比で）捉えられてきた。ハンセンが “ヴァナキュ
ラー・モダニズム” によって批判するのはこの対比である。合衆国だけでなく近代化し
てゆく世界中の都市社会に目をやれば、“古典的” と見なしているハリウッド映画は
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フォーディズム・テイラーイズム、大衆消費、ジェンダーに典型的な権力関係の激変な
ど、人々の経験と主体性の再構築が促される状況と時を共有する “近代そのもの” を具
現化した芸術媒体として捉えられてきたことが分かる（Fallen 11）。したがって、上で
述べたようにモダニズムを “ヴァナキュラー・モダニズム” として理解すれば、CHC は
モダニズムに対比されるものではなく、むしろモダニズムそのものの表現となってい
ることを理解すべきだとハンセンは主張するのである。
モダニズムのもつヴァナキュラーな側面を捉えなおし、さらに CHC を、単なる様式の
問題から近代性の諸条件が反映されたヴァナキュラー・モダニズムの具現化として理解
し直すと、そこから三つめの問題であるアメリカニズムとハリウッドのヘゲモニーの問
題に対しても、従来とは異なる説明が提示されることとなる。結論から先に言えば、ハリ
ウッド映画の世界的広まりの要因も、ユニバーサルな言語性を提示したからでも、人間の
生物学的に直結した構造をうまく機能させていたためでもなく、CHC がヴァナキュ
ラー・モダニズムを反映していることにこそ結びついているのだと言うのがハンセンの
主張の核心である。アメリカニズムの拡散という文化事象全般が、異種混合的な世界初の
資本主義大衆社会が生み出した文化的感覚を反映しているためにこそ、国境を超えてあ
らゆる社会の資本主義的枠組みの中に拡散してゆくのであり、古典的ハリウッド映画は、
このような意味でのアメリカニズムの表れの一つとして、世界中の都市大衆が近代化・
近代性に直面するなかで体験してゆく彼らの経験が描かれた「最初のグローバル・ヴァ
ナキュラー」と捉えられる。そして、その最初のヴァナキュラーが生み出した近代性の地
平としての CHC は、決して均質にではなく、その場の大衆の経験を反映した様々な翻訳
行為を経ながら国境を超え、その地平を遠心的に広げてゆくこととなる。
こうしたヴァナキュラー・モダニズムとしての CHC という観点は、とりわけ第一次
大戦後からのアメリカ映画の大量流入への観客の多大な支持にその裏付けを容易に見
出すことが可能であり、日本映画の歴史状況にもよく当てはまるものである。特に、一
方的なハリウッドの侵入という見方ではなく、それを受容する側からの力の動きを汲
み取ろうとする両面的な考察の枠組みを提供するものである点は慧眼に値する。一方
で、ハンセンの論に対してその批判の中心を担わされているボードウェル自身も近著
において批判的回答を展開しているが、その内容も日本映画と CHC の関係性を考える
上で無視できないものである。
実際、ハンセンによるボードウェルの論考の捉え方はかなりカリカチュアライズさ
れており、特に CHC の様式のグローバル性に対するその説明などは決して人間の生物
学的な側面にのみ注目したものではない。論文 “Convention, Construction, and Cinematic Vision”（Poetics 57-82）では、CHC における代表的な技法であるショット／切
り返しショットの世界的広まりについて、ハンセンが「生物学的に･･･」と言うような、
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人間の生来的知覚感覚に結びつけた本質（nature）主義的な説明だけでなく、社会的文
化規範としてそうした技法が成り立っているという現代の映画理論で主流の見方を対
置させながら、両者を批判的に検討しその間隙を探っている。ここでボードウェルが提
示するのが、“本質” にも “文化” にも片寄らない折衷的な考え方に則った “Contingent
Universals”（不確定な共通概念）という発想である。折衷的であるゆえに少々難解に感
じるが、その類似例として挙げられている文化人類学者ロビン・ホートンの “Primary
Theory” が理解の助けになる。それは例えば、右／左、内／外などの空間的な、もしく
は時間的な前／後、人間とその他の種、自己と他者といった生物学的結びつきとは言い
切れない、決して高度な教育は必要ないがある程度文化的に獲得するような二分法と
いった、どの文化においても共通してみられる規範以前のコードもしくは最も原始的
な規範のようなものである。ボードウェルの “Contingent Universals” は映像美学的な
領域のなかでこれにあたるものとして提示されており、まさに半本質的で半文化的な
概念として構想されている。ハンセンの論ではこうした考察は無視されており、その
「映画様式の多様な様相は、生物学的な面と文化的な面の両面における、様々な文化横
断的な技術及び実践がもたらす変化によるものだ」というボードウェルの主張を捉え
ていない（Poetics 78）。また、ハンセンの言う「国内でも海外でも、それぞれに異なる
人々や公共空間に合わせてそれぞれに異なる」ハリウッド映画の受容についても、広範
に渡る実証的研究なくしてはそれぞれの地域の観客が違う好みを持っているというこ
とを述べているに過ぎず、その論は未だより深い分析と実証の積み上げが必要な仮説
に留まっているとボードウェルは見ている。

３

近代日本の中のハリウッド映画

確かに、ボードウェルの Contingent Universals の主張とハンセンの論に対する実証
的検証の要求は無視できないが、むしろ後者に関しては両者の理論的主張がともに要
求され続けるものでもある。彼らの主張をまず引き受けた上で、日本映画の状況の中で
具体例を見出しながらそれらを検討し直してみることは、理論に対してのみならず日
本映画の近代自体を考察する上でも有意義であろう。
例えば、
「映画の父」と 呼ばれ、物語映画のパイオニアとして世界映画史のみならず
日本の（現在の）映画史／文化のなかでも同様に位置づけられている D.W. グリフィス
の作品を取り上げ、それがどのように日本で受けいれられていたのかを考えてみるこ
とはひとつの好例となりうるだろう。決してグリフィスだけの功績によるものではな
いことは映画史家トム・ガニングの著作で明らかにされていることだが、CHC の物語
表現の枠組み形成が彼に多くを負っていることは今でも映画史の定説になっており、
その作品に注目することは何れにせよ示唆が多い。1910 年代中頃までに既に数多くの
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作品を監督しているグリフィスだが、実
際に日本に輸入された作品は代表的な
『イントレランス』
（1916 年製作、1919
年日本公開）以前には僅か三本しかな
く、この内の一本にあたる『恐ろしき一
夜』（Avenging Conscience）という作
品だけが今でも容易に見ることができ
る[3]。これは南カリフォルニアで製作さ
れ、1914 年に米国公開された作品であ
る。1910 年代に入るとアメリカでの映
画製作はニューヨークを中心とした東
海岸の都市での製作から、カリフォルニ
アなどの西海岸での製作へと中心が
移ってゆき、最終的にその一地域である
ハリウッドに一極集中してゆくことに
なる。そうした時代に製作されたこの
作品を具体例にしながら、上述の理論
を検討してみよう。
作品の題材はポーの 3 つの短編小説
『井戸と柱時計』
『隠しても隠しおおせぬ
心』
『 ア ナ ベ ル・ リ ー』を も と に グ リ
フィスが翻案したもので、その内容は次
のようなものである。主な登場人物は主
人公である幼い頃に両親を失った青年
と、彼を引き取った実業家の叔父、そし
て青年の恋人の 3 人である。物語は叔父
の財産相続をめぐって展開する。元々そ
の権利は青年に託されていたが、青年が
恋人との恋愛に夢中になり仕事をおろ
そかにし始めたことに激怒した叔父が
その権利を取り上げようとしたことで、
青年と叔父は仲違いをする。ある日、青
年は何気なく眺めていた蟻や蜘蛛の弱
肉強食の姿に触発され、叔父を殺害して

【図１】１−４
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遺産を強奪する計画を思いつく。計画の
まま青年は叔父を絞め殺すが、その様子
はイタリア移民のならず者に目撃され
ていた。青年は、ならず者とその仲間を
金で買収し悪事の隠蔽に協力させる。
善良な恋人は青年の凶行を予感して不
安な思いに囚われ、その一方で青年も、
亡霊となった叔父の姿や神に裁かれる
幻影に悩まされ、次第に精神を病んでゆ
く。そのうちに青年の素行に疑いを抱く
探偵が現れ、彼の悪事を追及する。身の
危険を感じた青年はならず者の仲間た
ちを雇い入れ身辺の護衛を依頼するが、
徐々に探偵のグループに追いつめられ
てゆく。緊張のあまり青年は様々な幻覚
に襲われながら発狂し、一人で馬小屋に
逃げ込み銃を乱射しだす。彼を助けるな
らず者たちと彼を捕える探偵たち、さら
に彼の恋人までもが一緒になって小屋
に駆けつける。逃げ場を失った青年は首
をつって自害し、それを見た恋人も悲嘆
に暮れて崖から身を投げる。しかし、悲
劇的な結末を嘆いていると、青年も叔父
も恋人も生きており、全てが悪夢で青年
も恋人もそれに苦しめられていただけ
であったことが判明する。安堵感に包ま
れながら 3 人ともが和解し合い、最後は
二人抱き合ってハッピーエンドを迎え
る。作品の上映時間は一時間ほどで、長
編映画の部類に入るものである。
ハリウッド萌芽期の作品でありなが
ら、この作品には既に CHC の映画的特
徴の多くを見出すことが出来る。様々な
コンティニュイティ編集、グリフィスの

【図２】１−４
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映画に多くみられる “最後瞬間の救出”
場面でのクロス・カッティングを利用
したサスペンスの技法、典型的な CHC
の特徴と目されるハッピーエンディン
グなどに注目すると、古典的ハリウッド
映画の原型がここにあると言える。とり
わけこの作品で焦点が当てられている
のが、Point of View（POV：見た目の
ショット）に代表される、登場人物の視
線を利用した映画表現である。物語の要
所でこの表現が使用されているが、特
に目立つのが、青年が叔父の殺害を思い
立つシーンと、青年が探偵の尋問を受け
るシーンでのその技法である。前者は
POV の 標 準 的 な 使 用 例 に な っ て い る
が、何かを見ている主人公の姿と、蟻の
大群や蜘蛛が獲物をとらえる瞬間を拡
大レンズでとらえた映像を交互につな
ぎ合わせ、彼が弱肉強食の世界に見入っ
ている様子が印象強く描写されている
（図 1 1–4）。一方、後者ではそれが前衛
的でより複雑化した表現になってくる。
まず、主人公のいらだった様子が、柱時
計の振り子や探偵がペンで机をたたく
様子を見る主人公の姿とそのクローズ・
アップ（CU）、さらに忙しなくもみ合わ
せる手などを交互に映し出すことで提
示される（図 2 1–4）。そうした POV 的
表現は徐々に “見えているもの” から
“聞こえるもの” 、さらに主人公の視覚か
ら逸脱した幻覚へと展開してゆく。青
年が何かを聞くジェスチャーと木にと
まったフクロウの CU によってその鳴き
声に過敏に反応している様子が描かれ、

【図３】１−４
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さらにその精神が煮詰まってくると、会話の対象である探偵の方向とは違う方向に視
線を送っている（アイラインがマッチしない）異常な目つきをした青年の様子と、全
く異世界の真っ黒な背景の奥から手前へと進んでくる悪魔たちの映像が組み合わされ
ることで、探偵ではなく幻覚を見ている彼の様子が描き出されるようになる。主人公
の見ているその幻覚は、最終的に見ている当人が死に神の責めに呵まれているという、
自分で自分を見ている現実性の破綻した表現へと行き着く（図 3 1–4）。また、この
シークエンスには、同じ時間帯に外で離れた場所に待機しているならず者や探偵の仲
間の様子が挟み込まれており、かなり複雑化したコンティニュイティの構造になって
いる。

４

Contingent Universals と「活動写真」

それでは、このように映像から物語を生み出す方法の体系的な使用によって製作さ
れた、いわば CHC の映画の具体例として考えられるグリフィスの『恐ろしき一夜』は、
日本の側でどのように見られていたのだろうか。
日本でこの作品が公開されたのは 1917 年 6 月のことである。この前年、グリフィス
の歴史的大作『イントレランス』が米国で公開されると、すぐに日本の映画雑誌上で
も情報が取り上げられ、作品は公開されていたもののほとんど日本では知られていな
かった “D.W. グリフィス” の名にスポットライトが当たり、『イントレランス』もその
情報だけが先行する形で人々の関心が集まっていた。このような時期に、米国で名高
いグリフィスの作品というふれこみ付きで初めて公開されたのが『恐ろしき一夜』で
あった [4]。いくつかの映画雑誌は作品の紹介文や批評を、数頁割くかたちで掲載して
いる。『活動之世界』大正六年九月号ではこの作品に対し、新作映画批評の先頭で、六
頁にわたる長い文章が掲載された。「映画の批評は映画の見方である、ここに掲げた映
画の批評は、直ちに他の映画の見方とすることが出来る、真の映画批評の権威はここ
に存する」という仰々しい緒言が置かれた後で、各作品についての文章が綴られてゆ
く。だが実際に文章を読んでみると、その作品自体の “見方” を読者に教え込むような
ものなのかは疑問がもたれる内容である。この批評では、まず原作のポーのこと、監
督者であるグリフィスのこと、そして主演俳優であるヘンリー・ワルテルとブラン
チェ・スイートの紹介文が描かれたあと、作品内容が解説される。しかし、四頁ほど
展開する内容に関しての部分は、ほとんど映画の物語のすじを文章に再び書き起こし
ているだけで、上述したような、CHC のコンティニュイティ編集上の工夫に少しでも
触れているような記述がない。CHC の表現システムを体系的に捉えるような発想が日
本の映画文化のなかにまだなかったことを差し引いてみても、ここでは各ショットの
組み合わせで物語が構築されているという点に全く関心が持たれていなかった。上に
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挙げた二つのクライマックスシーンも取り上げられているが、そこで注目されている
点は、その編集に関する点ではなく、男優の演技であり、その顔の表情の作り方であっ
た。探偵とのやりとりの部分では確かに主人公の CU が多く使われているが、ここか
ら論者が読み取るのは「そのもだえ苦しむ内心の状が、顔面の一つ一つの筋肉の動き
に刻み出されて、鏡に物を見るが如くに明らかに認めえられたのはなんという凄い腕
であろう」ということになる。この批評が何らかの映画の見方を読者に提示するもの
であったとしても、それは “CHC の読み方” を読者に教え込むものではなく、そこに
眼を止める観点そのものを持ち合わせていなかった。
この作品については『フィルム画報』大正六年八月号の映画批評欄でもトップで取
り上げられているが、そこでも「畢竟、この写真は筋よりも撮影法よりも俳優を見る
べきである」と結論づけられている。面白いのは、事後的なものだが、ジョルジュ・
サドゥールの『世界映画全史』ではこの作品の男優の評価が全く反対であり、作品に
はルイ・デリュックが注目するほどの編集技法があったものの、彼の大げさな演技が
映画全体の足を引っ張っていると論じられている点である（165-7）。ここで注目すべ
きは、もちろんどちらの見方が正しいかということではなく、作品の受け取り方も文
化的な時空間次第で大きく変わってしまっているということである。この差は、D.W. グ
リフィスという存在自体の認識の違いにあるのかもしれない。映画史の上では、映画
の物語話法に大きく貢献した功績によって「映画の父」と呼ばれるグリフィスだが、
当時の日本ではあまり作品が見られていなかったためか、グリフィス＝映画話法とい
う評価が伝わっておらず、むしろ映画スターとの関係から彼らに対するパペットマス
ターのような存在としてその姿が伝えられていた。それゆえに俳優に関心が集中して
しまっているとも考えられる[5]。
だが、このように当時の史的資料と照らし合わせながら映画作品の捉えられ方を見
てくると、ボードウェルの提案する文化を横断する CHC の力としての “Contingent
Universals” の考えかたは、にわかには信じがたいものになってくる。日本の映画批評
では CHC の提示するコンティニュイティ編集の技法に対して関心すら払われていない
という『恐ろしき一夜』の例を考慮に入れながら、CHC の物語技法自体に自動的に見
る者を刺激する「感覚的引き金」（ゴンブリッチ）のような文化横断的な力があるとい
うことが果たして言えるのだろうか（Poetics 63-4）。ボードウェルの説明するこの概
念は、こうした実際の文化横断的状況に置いて考察し直してみると、重大なほころび
を露わにする。“Contingent Universals” は、厳格な規律から自由な芸術家が恣意的な
選考によって一方的に造り出せるものではなく、ある表現上の目的があってそれを達
成するために、“Primary theory” が提示する人間の基礎的な行動規範のようなものと
芸術家の行為の摺り合せの中で形成される、恣意と規範という相矛盾する要素の連続
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体というように、その考えでは構想されている（62-3）。だが、ここでいう「目的」に
問題がある。CHC の文脈では明らかにそれは物語を映像で伝えることである。そして、
ここでの議論もまた、全ての映画文化が “映像で” 物語を語ることをその表現上の目的
として共有していることを前提としている。しかし、本当に全ての映画文化がこの目
的を共有していたのかどうかということを問いかけた時、この前提自体がゆらいでく
る。
本論で取り上げている時期の日本の映画文化、つまり「活動写真」と呼ばれていた
ものは、スクリーンの傍らに常に “弁士” が寄り添い、物語を “語っていた” 文化であ
る。ここでは基本的に、弁士が語りの役割を担っているため映像で物語を語る必要性
自体がない上、映像の方が映画の “語り” に過度に参加してしまうことは弁士の語りに
とっては邪魔なものとされていた。映画史家小松弘が述べるところに従えば「映像に
よる語りへの方向性は、日本映画の伝統的な型においてはなるべく避けられた」（36）
のであり、ここにある映画文化は必ずしも映像で物語ることを「目的」としていない
文化であった。ボードウェルが前提としている、映像で物語ることを目的としそれを
追求してゆく文化を「シネマ」とするならば、「活動写真」は明らかにそれとは断絶し
た文化である。この断絶は当時の映画批評家の発言にも見ることができる明らかな感
覚であった[6]。だが、これを西洋と東洋の断絶に還元して捉えるのはむしろ間違いで
あり、紙芝居や人形劇のように話者と道具、話者と映像が一体となることで形成され
た物語装置と、映像の断片を組み合わせることだけで形成された物語装置の機構的な
差異として捉えるべきなのがこの “断絶” である。いわば、これはサイレント映画と
トーキー映画、さらには映画とテレビの間にある断絶（と連続の関係）に近いものと
言うこともできる。とりわけ、フィルムによる映像だけでなく、その表現機構全体を
みれば「活動写真」と「シネマ」は別々のメディア形態を形成していることが分かる
だろう。
ボードウェルが言うように、映像で人と人との会話を表現しようとする場合、ショッ
ト／切り返しショットの技法はどの文化的枠組みにおいてもそれ以外の表現を見出し
得ないような、“Primary Theory” 的な規範に根付く文化横断的表現法となるかもしれ
ないが、「活動写真」という枠組みにおいては表現機構自体に違いがあるため “弁士が
声色を変える” という全く異なる方法で会話が表現され得る。この場合、“Contingent
Universals” は、映像による会話表現と弁士による会話表現という 2 つの “Contingent
Universal”、まさに Universal “s” として、相容れない平行関係に置かれる可能性も出
てくる。そうなると、どちらを採るかは受け手の側の選択嗜好に委ねられ、必ずしも
そこで CHC の表現が選ばれるとは限らない。現に、『恐ろしき一夜』の前に輸入され
たグリフィスの作品『暗黒界』（The Escape）については「場面の変わりが多く又余
73

メディアと社会 創刊号

分な場面のあるのは遺憾の極み」という読者投稿の感想（『活動之世界』大正八年一月
号）も見受けられる。確かに速いカッティングは視覚的感覚を強く刺激するが、どの
ようなものでも “感覚的刺激” そのものは個人的嗜好によって拒絶される可能性を常に
抱えていることは忘れてはならないだろう。少なくとも、CHC の表現様式自体がグ
ローバルな力を持っているという考え方はこの時の日本には当てはまらない。CHC の
文化横断的性質に対する “Contingent Universals” からの説明は、日本の映画文化に
照らし合わせると破綻をきたしてしまうのである。
モダニティ論には極めて批判的なボードウェルだが、こうした理論的齟齬を見てゆ
くと実はその論述自体が、全ての映画文化が物語中心的に合理化した CHC に巻き込ま
れる運命にあるという「文化の運命」のような問題を抱えてしまっている部分がある。
「文化の運命」とは、ジョン・トムリンソンが『文化帝国主義』においてマーシャル・
バーマンの『堅固なものは全て空中に解ける』での主張の問題点として取り上げてい
る、全ての文化は近代性に直面することを運命づけられているという考えを指したも
のである（275-336）。「文化の運命」の考え方は、欧米の文化を「押しつけ」と捉える
考え方に基づく安易な文化帝国主義的発想に対して批判的な視点を提供する利点をも
つが、一方で、あらゆる文化に見られる近代性による伝統からの解放を「発展」と捉
えるこの見方は、この「発展」をいかなる批判にも耐えうる絶対的なものとして措定
してしまい、それが西洋の物語であったことを忘れてしまう[7]。ハンセンの論はバー
マンの論を念頭に書かれたもので（The Mass 344）、こうした問題に対しての弁明的
部分も見出されるが（Fallen 13）、意識せずに「文化の運命」に抱え込まれていると
いう意味では、ボードウェルの論はより問題を孕んだものと言える。また、ジェロー
がハンセンの論に対して指摘している、文化が国境を超えて伝播する際に発生してい
る「権力」の問題を置き去りにしている点もまた、ボードウェルの論が同様に抱えて
いる問題でもある（日常語 128）。

５

スター／身体の Universal とヘゲモニー

だが、その後、この「運命」をたどって行ったのも日本の映画文化である。上に述
べたように「活動写真」と CHC もしくは「シネマ」は、メディア形態の点で断絶はあ
るが、当時の日本では「活動写真」も CHC も映画というひとつの文化地平で（全部
ひっくるめて「活動写真」として）競合しながら等しく、量的には外国映画の方が勝
る形で大衆に消費されていた。その中でも、アメリカ映画は 1910 年代中頃には日本の
映画市場のシェアを獲得している。日本のこの時代に現実に起ってきた CHC の文化横
断的な現象とそのヘゲモニーを、CHC の様式的側面以外の観点からどのように説明す
ればいいのか。これをうまく説明するものとして、ジェローらが注目している通り、
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ハンセンの “ヴァナキュラー・モダニズム” を持ち出すことの利点は大きい。だが、そ
れは近代性議論の問題や反映論の曖昧さを孕んだままの説明でもある。果たしてそれ
は、本当にこれまでの西洋／日本、近代／前近代といった二項対立的映画史考察を超
えるような視点を提供しているのであろうか。
曖昧さを回避するには、物事を具体的に見てゆくしかない。ハリウッド映画を見る
側に立つ日本の人々が、ハリウッド映画のどこを見ていたのか、どこに注目していた
のかという根本的な問題を問い直してみることは、そのためには有効な方法であろう。
『恐ろしき一夜』の見られ方を振り返れば、彼らが注目しているものは CHC の表現ス
タイルではなかったといえる。物語に関しては “見ていた” のではなく（弁士の語りを
通して）“聞いていた” のであるならば、彼らはハリウッド映画の何を “見ていた” の
か。『恐ろしき一夜』の例では答えは比較的明確である。注目は映画スターに注がれて
いた。
映画研究者藤木秀朗が詳細な研究をまとめているように、この頃からスター・シス
テムすなわち各アメリカ映画会社の垂直統合的システムの下で大量生産されたス
ター・イメージが日本にも映画作品の内と外を通じて大量に入り込み、そのスターダ
ムを日本においても形成してしまう。この時期の映画雑誌はそうしたスターの情報と
写真によって誌面を埋めるようになり、その読者投稿欄には外国のスターの話で覆わ
れてゆくような現象が現れる。こうした状況を見る限り、大衆の関心をそこだけに限
定してしまうことはできないが、圧倒的にスターへの関心の比重が高いのは否定でき
ない。ハリウッド映画の文化横断的な力が露骨に現れているのはやはりこの映画スター
という存在においてである。ボードウェルがショット／切り返しショットの文化横断
性を説くために述べている部分に次のようなくだりがあるが、それはむしろこの映画
スターの文化横断性を示唆するような文章である。

例えば我々は、異なる時期と場所での絵画的空間表象の可変性について考える
のに慣れてしまっているので、こうした変化が人間描写において明らかに変わら
ない部分を背景にしながら立ち現れていることをしばしば忘れてしまう。もし仮
に視覚表象が全く恣意的なものであったのなら、我々は四つ眼や四本足で描かれ
た人間をそういったものを二つずつ持った人間と同じぐらい頻繁に見出してしま
うはずである。だが、世界中の芸術を通して、人間の身体は広く類同性をもった観
点（指の数や手足頭の位置、身体の形など）から表象されている。〔･･･中略･･･〕
明らかに映画は、何か特殊な訓練をすることなく我々が同種であることを認識で
きるこの文化横断的な能力を利用してきたのである。
（Poetics 64）
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至極当然のことだが、圧倒的なマジョリティによって形成された人間の身体イメー
ジの統一性は文化の枠組みに捕らわれない部分をもっている。おそらく、身体のイメー
ジは “Contingent Universals” 以上の “Universal” を形成しているのであり、ショッ
ト／切り返しショットの様式的側面よりもむしろ、それに写されている互いの人間の
像の方が文化横断的なのである。人間の身体の “Universal” を通じて、映画スターは
文化間翻訳の問題を高度に希釈しながら日本の文化へ介入してくる。おそらく、その
とき彼らが纏っているものが、アメリカのヴァナキュラー・モダニズムということに
なるのかもしれない。映画スターは、ジェンダーの枠組みを揺るがすセクシャリティ
のみならず、スペクタクル化された笑い、悲しみ、恐怖、暴力、快活さといったジャ
ンル的要素、またはそのような近代的 “刺激” に対する反応の仕方などをその身体で表
象しているのであり、それゆえに映画文化全体の中でヴァナキュラー・モダニズムが
最も集約的に現れる場でもある。ハンセンがその論文で中国の 1930 年代の映画に立ち
現れる女優表象に注目する理由もそこにあるはずである。ここで思い出したいのは、
スターは映画テクストにおける発話主体でもあるという問題を指摘したリチャード・
デコードヴァの考えである[8]。映画スターは物語を形成するただの記号ではなく、む
しろ逆に、映画スターが物語を発しそれを生成している。そう考えれば、物語集約的
な CHC にとって最も決定的な要素はスターの存在だということになる。物語よりもス
ターの方が CHC にとって重要であり、逆に物語がスターに集約されるのが CHC であ
るという見方もおそらく可能だろう。少なくとも確かなことは、スターを受容するこ
とと CHC の物語映画を受容することはかなり直接的に結びついているということであ
る。
この結びつきは日本の映画文化にかなり著しい影響を与えている。それは弁士を中
心とした「活動写真」の枠組みの変革である。藤木が指摘しているように、日本では
弁士と海外の映画スターの競合関係が表面的にも現れている（48-9）。物語映画のシス
テムが語りの要素を取り込んでゆき、説明者の役割を必要のないものにしてゆくこと
はトム・ガニングなどが指摘してきたことだが（93）、競合関係が明確に表れるのはむ
しろ物語そのものに対してではなく、その発話をめぐって起ってしまうスターとの関
係の方であり、それゆえデコードヴァが言うような、スター・システムに伴って注視
の対象が興行の場における説明者のパフォーマンスからフィルムの上でのパフォーマ
ンスへ移ってゆく、という説明の方がより現実の状況に即したものだと思われる
（29-30）。日本での映画興行における弁士という存在は 1930 年代頃まで残存しており、
決して映画スターや CHC によって消滅に追いやられることは無かったが、その映画文
化全体における役割や立ち位置は明らかに変更を迫られている。このことは当時の映
画雑誌に掲載された写真上の弁士のイメージの変化からも読み取ることができる。
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1915 年に創刊された『活動写真雑誌』
では当初毎号に弁士の写真が載せら
れていた。そうしたものは大概映画
のスチル写真の上に弁士の姿をオー
バーラップさせる形で掲載されてい
て、映像に対して彼らがパペットマ
スター的な存在にいることを表現し
ていた（図 4）。だが、そうした弁士
の写真も 1916 年頃までで姿を消して
しまう。再び弁士がイメージとして
注目を集めたのは、田中純一郎の『日
本映画発達史』でも取り上げられて
いるチャップリンに扮装した杉浦市
郎という弁士で（263）、前掲誌大正
六年四月号に写真と共にそのインタ
ヴューが掲載された（図 5）。最初の
写真のイメージと杉浦のチャップリ
ン扮装を比べると、弁士の存在が映

【図４】『活動写真雑誌』１９１５年九月号

画作品のパペットマスターから映画の中のチャップリンのイメージに従属する立場に
変化していることがわかる。弁士は映画を支配する立場からそれに従属する立場に格
下げされたのであり、もはや映画文化の
中心には位置していない。確かに藤木や
ジェローが指摘しているように弁士はそ
の後も、その役割の制度化に依存したり
（藤木）
、作品と観客の間を柔軟に取り
持ったりすることで（ジェロー、弁士の
新しい顔 66-7）存在価値を維持し続けた
のだが、明らかにその立場は海外の映画
スターに対することでこの時変容させら
れたといえる。メディア研究者北田暁大
も、この時期に起った弁士からスターへ
の観客の注目の変化を前説という上映制
度の廃止によって説明しているが、この
変化は制度的側面からだけで説明できる

【図５】『活動写真雑誌』１９１６年四月号
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ものではない（130）。映画文化における弁士の役割・立ち位置の変化は、結局は「活
動写真」そのものの枠組みの変化を表わすものである。CHC ではなく、それ以前から
ある文化、すなわち北田の言葉を借りれば「香具師的なるもの」から導き出されてき
た「活動写真」の枠組み自体が、おそらくこの時代に大きな変容を遂げており、それ
がスター／物語中心的な文化へと変化することで、ヴァナキュラー・モダニズムを伴っ
た CHC の制度にこれ以降の日本の映画文化は取り込まれてゆくことになる。

6 「活動写真」とヴァナキュラー・モダニズム：“ヴァナキュラー”の救済
このような側面を捉えてくると、弁士という存在には CHC のヴァナキュラー・モダ
ニズムの地平によって変革を迫られたこの時代の「活動写真」が抱えるジレンマが表
出していることが見えてくる。確かに、CHC のヴァナキュラー・モダニズムは、受容
の場でのフレキシブルかつ政治的に翻訳される可変性のなかに大衆の近代的経験を表
象してゆくものであるのかもしれない。だが、ここに表れているのはそれ自体がまた、
大衆の経験に変更をも迫っているというヴァナキュラー・モダニズムの別の側面であ
る。結局、ヴァナキュラー・モダニズムもどのような意味であれ “モダニズム” なので
あり、翻訳可能性というオブラートで包まれてはいるものの、それは近代という西洋
的歴史視座への回収をも伴っている。日本近代史研究者ハリー・ハルトゥーニアンが
批判する通り、「近代という用語」は芸術、文化、政治的なレジームの固有性を覆い隠
してゆくもの、それらを古いものから新しいものへの移行という想定で直線的に捉え、
分断してゆくものなのである（ⅷ）。
だがそう考えると、ここで問題になってくるのは「歴史」という観点から見た場合の
ヴァナキュラーとモダニズムという用語の結びつき、もしくは “ヴァナキュラー” とい
う語自体の意義である。実際、写真研究の分野でも “ヴァナキュラー” 写真という言い
方でジェフリー・バッチェンが日常の場で自由に変容された写真表象を対象に論を展
開しているが、そこで問題にしていることも写真の「歴史」についてである。彼は、第
三世界にみられる様々な変容のもとで利用されてきたヴァナキュラー写真の存在を持
ち出すことによって、それらを排除してきた近代の西洋的視座から編まれたこれまで
の写真史を批判し、写真それ自体の新たな歴史のあり方を模索している。言わば、ここ
での “ヴァナキュラー” とは近代という用語の歴史性自体に対して批判的に振る舞うた
めのものなのである。また、この用語が最も頻繁に使われている建築の分野において、
その嚆矢とされる 1964 年の MOMA での展覧会を元にしたバーナード・ルドフスキー
の『建築家なしの建築』という写真評論集では、世界中に散見される、石を積み重ねた
り、岸壁を堀込んだり、丸太を組み合わせたりした、誰が作ったのかも分からない、そ
れまで「建築」と見なされてこなかったような建造物に対して「ヴァナキュラー」とい
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う言葉が使われていたが、ここでのこの言葉は、それまでの欧米の建築文化の視座では
何とも形容しがたいものをそのまま言い表すためのもので、明確に定義されることの
ないままそれが使用されている。要するに「ヴァナキュラー」は、悪い意味での “オリ
エンタル” の象徴でありながらも、今までの近代西洋の歴史的視座がそれを目の当たり
にして思考停止しなければならないというその限界性を表象する言葉なのである。
従って、特に「歴史」という問題の中で考えれば、ヴァナキュラーとモダニズムと
いう言葉は概念的には相容れないものであり、「日常語」という語義だけから安易にそ
れらを結びつけているとすれば、それは「ヴァナキュラー」が秘めている歴史的批判
性を「モダニズム」によって飼い慣らす行為にしかならない。確かにハンセンは技術、
経済、社会的近代性に対する対抗概念としてヴァナキュラー・モダニズムを提唱して
いるのだが、結局「文化の運命」に捕らわれたモダニズムという文化的近代性の中に
“ヴァナキュラー” を閉じこめてしまっているように思われる。むしろ、ハンセンが示
した CHC のヘゲモニーの様態は、そう呼ぶことを避けてしまった “ポピュラー”・モダ
ニズムとして捉えた方が、それが抱える様々な力の関係性をより批判的に浮き彫りに
することができたようにも思われる。もし、大衆の経験をヴァナキュラーという言葉
で捉えるとするならば、近代の経験と言われるもの自体に疑問符を付しながら、近代
にすら包括されつくされない、まさに層を異にするほど多様な彼らの経験を言い表す
言葉として使われるべきであろう。
こうした観点を踏まえれば「最も包含的な単一の公的地平」（Fallen 12）としての
ヴァナキュラー・モダニズムもまた、日本の映画文化の状況に照らし合わせたとき万
能な説明を可能にするものではないことが見えてくる。近代という平行的時間感覚を
捉えられない西洋的歴史観の中で、古き伝統という枠組みのなかに押し込められなが
ら、一方で近代と呼んでいる時間の中にも我々の現在にも明らかに存在している、つ
まり「香具師的なるもの」である弁士は、ヴァナキュラー・モダニズムの地平から様々
な影響を受けつつそこで存在し続けているものの、決してその地平のみでは捉えきる
ことのできないものである。従って「活動写真」という文化的枠組みも、また同様に
ヴァナキュラー・モダニズムで捉えきることはできない。むしろ「活動写真」は、そ
れによって際限なく変更を要求され続け徐々に不可視化されてゆく、モダニズムとは
別の “ヴァナキュラー” な地平である。そう考えれば、この時代の弁士を中心とした
「活動写真」のシステムは、言わば逆に、その底に複層的で厚みのある歴史を抱えた
“ヴァナキュラー映画” であったということもできるだろう（あるいは “ヴァナキュラー
写真” の歴史の中にそれを連ねることすらできるはずである）。実際、「弁士」という要
素が、1970 年代以降のポストモダニズムに則った映画研究において注目されだしてい
ることは、ヴァナキュラー建築が注目される過程と同期してもいる。
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ここまで、近代日本における “ハリウッド” のあり方とそれが取り結んだ関係性を、
実際の作品や言説に注目しながら考察してきた。本論で試みたことは、ハリウッドの
トランスナショナルな様態を日本の近代を舞台に歴史的に捉えるということである。
さらに、その結果のなかでボードウェルやハンセンの理論的枠組みの有効性と限界性
を検証してみた。
CHC の映像編集の物語話法に文化横断的な力を見出すボードウェルの Contingent
Universals の主張は、その映像表現自体が近代日本の映画文化の中で全面的に受容れ
られているわけではないことにその齟齬が表れていた。むしろ当時の言説に注目する
と、文化横断的な力が見出されていたのは編集技法よりもそこに映し出されたスターの
存在であることが見えてくる。このことは、近代という枠組みの中での大衆の経験の反
映に CHC の文化横断的な越境性を見出すハンセンの “ヴァナキュラー・モダニズム”
の主張とも合致する部分であった。だが、そうした CHC の越境性からさらに、それが
日本映画の近代という舞台の中でもたらした関係性を考察しようとすると、“ヴァナキュ
ラー・モダニズム” の限界も見えてくる。ハンセンの主張は大衆の次元のモダニズムを
研究の俎上にあげる一方で、そのモダニズム自体がそれぞれの場でまた他の何かに抑圧
的な力を与えている部分を考慮していない。その “何か” は、映画だけでなく広く文化
研究に目をやれば、むしろ「ヴァナキュラー」によって名指されている文化でもある。
それは、“ポストモダン” が叫ばれる以前には、常にモダニズムの視界の外側に置かれ
つづけてきたものであり、ちょうど日本の近代に築かれていた弁士を中心とする「活動
写真」のシステムにその言葉を当てはめることができる。本論で提示したのは、この
CHC と「活動写真」の関係性、すなわち（ポピュラー）モダニズムとヴァナキュラー
の間にある抑圧的な関係性である。“ヴァナキュラー・モダニズム” という考えは、国
民国家的な枠組みを超えて大衆が経験した近代性の問題へと映画研究の議論を導くもの
であったが、それがマクロ視点の考察であるがゆえに、それぞれの歴史の場の国民国家
よりもさらに小さな枠組みの中で生起しているミクロの文化の関係性を隠蔽してしまう
危険性も孕んでいる。これからの研究においては、“ヴァナキュラー・モダニズム” の
有効性を認識しつつ、それぞれの歴史的条件のもとでの CHC のあり方を、モダニズム
とヴァナキュラーの関係性の中から考えてゆくことが議論を深めてゆく道筋となるので
はないだろうか。

注
[1] ナショナル・シネマの枠組みに対する批判的考察に関しては、Yoshimoto: National/International/Transnational（2006）を参照。
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[2] 各ショットを、設定ショット／カットイン、動きの一致、ショット／切り返しショット、視
点ショットといった様々な編集技法を駆使しながらつなぎ合わせることで、なめらかな連続
性が生れ、映像の中で物語が紡ぎ出されるようになる。コンティニュイティ編集とはこうし
た手法の総称であるが、詳しくは『フィルム・アート』（ボードウェル 他 280-329）を参照。
[3] 『イントレランス』の受容の問題を考える作業は少々複雑なものになる。1916 年の米国公開
以来、その大作の情報は日本にもすぐに伝えられ、日本での公開までの三年間に噂だけが先
行してゆくため、映画作品が受容されてゆく様子を見てゆくための対象とする場合は特殊な
ケースとして扱わなければならない。これまでの映画史において時代を画する映画史的遺産
と見なされてきた特殊性と、誌面の都合も鑑みて、重要な問題ではあるが本論では省略する。
[4] グリフィスの作品、及びその存在がこの時期の日本へと伝えられてゆく過程の問題について
は、日本映像学会第三四回大会において発表した。
[5] 日本初の映画製作に関する手引書である帰山教正の『活動写真劇の創作と撮影法』でもグリ
フィスの名前が言及されるのは、編集技法に関する項目ではなく、俳優の項目においてであ
る（106-8）。一方、田中純一郎の『日本映画発達史』での『恐ろしき一夜』に関する記述に
は、「グリフィスらしい細かい画面構成」に対する言及があり、グリフィスの代表作の一つだ
という評価が成されている（266-7）。だが、これも、グリフィスに対する映画史における評
価が定まった後の事後的なものであることに注意しなければならない。
[6] 大正八年に入り、映画雑誌『活動画報』では日本映画と外国映画の比較論が数ヶ月続けて掲
載された。『活動画報』大正八年三月号に掲載された岡崎憲三の「日本映画、外国映画の比較
研究」はこの “断絶” をもっともよく著わしている。「私は日本映画と外国映画そのものにつ
いて、各その優劣に亘って論じようとはせない。それは日本映画には日本映画としての生命
があり、外国映画には外国映画としての生命があるからである、即ち、二者はその根本にお
いてその性質を異にしていることを言って置かねばならぬ。〔中略〕要するに、東西両映画は、
各々その根本において、既に出発点を異にしている以上、詳細に亘ってその比較論をするの
は無理であり無謀なる事である。」
[7] トムリンソンはここで「文化の運命」に対し、コルネリウス・カストリアディスの「想像的
意味」という考え方を参照することで批判的検討を加えている。
[8] 「映画の多種多様な側面が（作家、観客の位置などの）発話の観点から言及されてきたが、映
画の発話装置の中での俳優／スターの役割は大概見逃されてきた。だが、映画における意味
生成において俳優が突出した形で現れているのは明らかである。俳優／スターはただの（発
話された）記号だとする見方はおそらく間違っている。アメリカ映画の快楽と一連の作用は、
実際、俳優はスクリーン上のそのイメージ対して創造性に富んだ他動詞的に働きかける関係
を取り結んでいるという想定に依存してきたのである。」（deCordova 13）
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