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 2007年10月から2008年5月にかけて、

立命館大学アート・リサーチセンター「マ

キノ・プロジェクト」では、Web公開型の

映画プログラムデータベースの基礎構築を

行った。同プロジェクトでは、立命館大学

国際平和ミュージアム（以下、平和ミュー

ジアムとする）に寄贈された波多野卯一郎

コレクションの中に含まれている、大正期

の主に京都の映画興行館に関する 486 点の

資料を対象に、2003 年にデジタル化とカタ

ロギング及び年代調査を行っている。これ

らの資料は、同年開催された、京都文化博

物館 15 周年記念「KYOTO 映像フェスタ」

（2003年10月18日～11月30日、主催 京

都府、京都文化博物館、京都新聞社、NHK

京都放送局）にて大正期の京都における映

画興行の状況を示す資料として、その一部

が公開された。今回の作業は、これまでの

採録内容及び調査結果を改めて精査し、画

像付きデータベースという形で公開を行う

ために進められたものである。 

一般的に「プログラム」という用語は、

映画興行に限って言えば、各作品または劇

場で販売または配布される、あらすじ、キ

ャスト、スタッフ、批評などをまとめた冊

子形態のものと広く知られており、映画館

で掲示されるポスターやスチル写真やチラ

シとは全く別種の媒体として認識されてい

るが、今回取り扱った大正期の興行館に関

する資料は、それらの配布状況や提供場所

などが不確かなため、プログラムとは言い

切れない、曖昧なものも多く含んでいた。

このような事情から大正期に宣伝用に作成

された、所謂、チラシ・引き札と思われる

ものも、今回多数見受けられたが、プログ

ラムとの区別を明確に定義できなかったた

め、本データベースではすべて「映画プロ

グラム」として扱うこととした。改めてこ

こで扱う「映画プログラム」を定義すると、

映画館もしくは映画会社によって発行され

た、映画館における上映作品及びスタッフ、

キャストなどの作品情報に加え、作品に関

する批評などが 1 枚から数ページに渡って

記載された無料の紙媒体を指す（1）。これ

ら「映画プログラム」はデザインも各上映

館によって変化に富んでおり、当時の映画

興行の活況が誰にでも見てとれ、当時の雑

誌や書籍では得られない貴重な情報が掲載

されている。しかし、こうした「映画プロ

グラム」は、掲載されている詳細情報が整

理されてこなかったため、現在まで研究資

料として扱われることは少なかった。こう

いった状況を踏まえ、今回、平和ミュージ

アム波多野卯一郎コレクションの一部であ

る「映画プログラム」の画像データベース



の作成とWeb検索システムの構築を行った

際の具体的なプロセスと問題点を提示する

とともに、本データベースを使用し、大正

期の映画興行の状況について考察を試み

る。 

 

 今回平和ミュージアムより貸与された映

画興行館に関するコレクション 486 点は、

戦後の京阪地域で公演された歌舞伎、新喜

劇、新国劇、人形浄瑠璃などに関するプロ

グラムや雑誌 219 点、戦前の映画俳優のブ

ロマイド 145 点、その他、新聞切り抜きや

新京極興行街のアルバム写真を含んだ、総

数 854 点に及ぶ、波多野卯一郎コレクショ

ンの一部である。 

これらコレクションは、1910 年代から 2

0年代に亘る、大正期の映画興行に関する、

主として「映画プログラム」が豊富に含ま

れている。特に、京都を中心としたものが

多く、現時点で大正期京都の映画常設館に

関する資料群として、大変貴重なコレクシ

ョンとなっている。具体的には、1910（明

治 43）年から 1928（昭和 3）年の 19 年に

亘る京都の「映画プログラム」が核となっ

ており、各館が記念で発行したと思われる

しおり 1 点、絵葉書 1 点を含んでいる。こ

こでいう「しおり」とは、書籍に挟んで使

用する紙片のことで、新京極に存在した帝

国館が開館 1 周年記念に配布したと考えら

れるしおりが、1 点含まれている。絵葉書

については、新京極の天活倶楽部のもので、

上映された 3 作品の写真が印刷されている。

その他、大阪、東京、神奈川の「映画プロ

グラム」も数点含んでいる（表 1、2 参照）。 

現在、波多野コレクションは、平和ミュ

ージアムHP内 ”PEACE ARCHIVE 資料

目録第 2 集Data Base”の「1、15 年戦争以

前」「8、15 年戦争以後一般」の、それぞ

れのカテゴリに分類されており、同館HP

からも一部画像とその内容が閲覧可能とな

っている（http://www.ritsumei.ac.jp/mng/

er/wp-museum/data/index.html）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回扱った「映画プログラム」の大きさ

は、縦 7.4cm横 4.5cmのものから、大きな

もので 1 枚ものとして広げた場合、約縦

27.4cm横 26.0cmのものまであり、主な内

容としては、上映される映画タイトル、ジ

ャンル、弁士名、主演俳優名、制作会社名、

監督名、また映画館の情報として所在地、

電話番号などが掲載されている。中でも、

「週報」（図 1）と呼ばれるものになると

都道府県名 点数 

京都 447 

大阪 26 

東京 6 

神奈川 1 

不明 4 

計 484 

年代 点数 年代 点数 

1911 2 1921 100 

1912 3 1922 49 

1913 7 1923 5 

1914 30 1924 2 

1915 20 1925 10 

1916 21 1926 1 

1917 45 1927 0 

1918 45 1928 1 

1919 44 不確

定 

51 

1920 48 計 484 

 



（2）、観客からの感想評価、次週の映画タ

イトルなども掲載されている場合が多い。

カラーは、単色刷りから 2～3 色の多色刷り

となっており、形も長方形が大多数ではあ

るが、中には円形のもの（図 2）や、菱形

のものなどもあり、観客の注目を強く意識

したデザインの「映画プログラム」が多い。

また同じ正方形の「映画プログラム」でも、

円形の刳り抜き窓が施され、中に印刷され

ている俳優の顔が表紙から見られるように

なっているものもあり、各種工夫がなされ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 前項でも述べたように、現在平和ミュー

ジアムのHPからは、資料のサイズ、枚数、

資料名、映画館名、年月日などの情報と、

各「映画プログラム」の表紙の縮小画像が

閲覧可能であるが、作品タイトルや映画館

名等での検索は行えず、総ての画像を見る

ことができない。つまり、映画館プログラ

ムのデザインや、種類の多様性は一見でき

ても、掲載内容の調査を行う側としては、

検索システムが整っているとは言い難い。

映画興行の実態を調査する上では、上映さ

れた映画作品だけでなく、製作会社、キャ

スト、スタッフ、またプログラムが発行さ

れた年代なども重要な調査項目としてあが

ってくる。こうした項目を整理し、データ

ベースとして信頼のおける情報を提供でき

れば、研究者へ向けて新たなツールとなり

うるのではないかと考えた。 

今回扱った「映画プログラム」はそのほ

とんどが 1 点 1 枚のもので、冊子形態のも

のは 1 点のみであったため、資料のデジタ

ル化作業に関しては、300dpi以上の精度を

保つことを前提とし、1 枚ずつスキャナで

 



画像を作成した。データベースの基本的な

姿勢としては、情報検索のツールとして構

築することが最優先で、あくまで「文字の

判読」が可能であることを基本とし、作業

効率を考え、2 つ折りや 4 つ折りで提供さ

れたであろうプログラムに関しても 1 面に

広げ、片面ずつスキャンを行った。 

 

公開項目の設定については、本データベ

ースで一番重要な作業であった（３）。つ

まり、ここで問題となるのは、以下の採録

項目から公開すべき項目を選択し、利用者

にとって適切なデータを提供することであ

る。「映画プログラム」の年代については、

発行年月日が印刷されているものもあった

が、約半数は発行年が記載されていなかっ

たため、各種参考文献にて確認し、年代確

定を行った（４）。採録時に採録したデー

タは以下の 23 項目である。 

1、資料番号 2、画像番号 3、資料種別 4、

資料名 5、外国語資料名 6、巻号 7、採録資

料名 8、資料名（外国語表記・サブタイト

ル表記）9、プログラムの巻号数 10、上映

館名 11、映画館所在地（都道府県）12、映

画館所在地（市町村）13、発行所 14、電話

番号 15、発行人 16、発行年 17、発行月日

18、仮年代 19、確定公開年月日 20、上映

作品 21、作業備考 22、入力年月日 23、入

力者 

以上の採録情報から、公開項目を 19 項目

に絞ることとした（表 3 参照）。 

番号 項目名 

1 資料番号 

2 文書整理番号 

3 図書番号 

4 資料名 

5 採録資料名 

6 外国語資料名 

7 資料種別 

8 巻数 

9 号数 

10 映画館名 

11 都道府県名 

12 所在地名 

13 発行所 

14 発行人 

15 編集者  

16 発行年 

17 発行月 

18 発行日 

19 上映作品 

 

 

本データベースのIDに関する項目は 4 種

類ある。まず、プログラムの所蔵先である

平和ミュージアムが付与している資料IDが

2 種類存在する。「文書整理番号」と「図

書番号」と呼ばれるものであるが、「文書

整理番号」とは、各コレクションに 1 つ付

与されるいわば、コレクション番号のこと

で、この番号がここでは「波多野コレクシ

ョン」を意味している。次に、この中に含

まれる 1 つ 1 つの資料に対して付与された

番号が、「図書番号」となる。これは、コ

レクション内の資料 1 点 1 点に付けられた

連番で、「波多野コレクション」では 1 番

から 854 番まで振られており、これが即ち

コレクション総数と同じになる。ただし、

本データベースで収録した「映画プログラ

ム」は、図書番号 220 番から 705 番までと



なる。こうした 2 種類のIDとは別に、今回

本プロジェクトでは新たに 2 種類のIDを作

成した。これは本プロジェクトで管理する

場合に必要な「資料番号」と「画像番号」

の 2 種類である。つまり、画像は 1 資料に

対して 1 画像の場合とは限らず、2 画像以

上に渡るものもあるため、この「画像番号」

と連動させる場合に必要な各資料のIDを付

与した。現在、平和ミュージアムでは、資

料IDの更新作業が行われる予定であるため、

今後、場合によっては各IDを平和ミュージ

アムと統合し、より分かりやすく管理のし

やすい方向性を検討する必要がある。 

 

利用者（研究者）にとっての検索目的は

どういったものかを様々な角度から考え、

採録された情報を精査し、公開項目として

正式に公開できるように、いくつか工夫を

行った点がある。ここでは、名称として統

一を行うことが重要であった各項目につい

て整理していきたい。 

まず、資料名に関する 2 つの項目につい

てである。5 の「採録資料名」は、基本的

に表紙の最上段、もしくは表紙右に位置す

る文字列をそのまま採用したが、本データ

ベースでは、作品名・映画館名などは別項

目に作成しているため、以上のルールで入

力する場合、作品名や上映館名を重複して

入力しなければならない場合が出てきた。

しかし、既に入力されている情報をここで

再度採録する必要はないと考え、例えば「特

別大興行」など、プログラムに掲載されて

いる、興行全体を表すものを採録資料名と

して入力した場合もある。 

それと関連して 4 の「資料名」では、基

本的に表紙の最上段もしくは表紙右に位置

する文字列をそのまま採用した。5 の「採

録資料名」の情報では、一定のキーワード

で効率的に検索が行えない。このため、資

料名から同一紙名や同一形態の資料を検索

しやすいよう、資料の名称として独立させ

た。つまり、ここでは「松竹キネマニュー

ス」のように、その媒体の名称が明確に判

断できるものに関してはそのまま表記し、

特定の作品を対象とするものについては、

「プログラム＋作品名」のように、作品名

の前に「プログラム」という用語をつけ、

内容的には 1 作品の「映画プログラム」を

発行している場合に適用した。ただし、例

外として、上映館が不明なものに関しては、

1 作品以上の上映であっても、一部このル

ールでの表記をおこなったものもある（資

料番号：h-0107）。それ以外の資料は、「映

画館名＋プログラム」もしくは「映画館名

＋週報」とした。加えてこのコレクション

に含まれているしおり、絵葉書に関しては、

「しおり＋映画館名」、「絵葉書＋映画館

名」としている。 

次に 10 の「映画館名」では、契約会社や

キャッチコピーが頭についている場合があ

るが、これらを排除し、純粋な上映館名を

採録し、統一を行った。ただし、今後は別

項目で、契約状況の情報を提供できるよう

な工夫も必要であると考えている。 

また、映画研究者であれば既知の事柄で

あるが、上映舘名で注意しなければならな

いのは、同じ館名が全国各地に存在すると

いうことである。例えば帝国館は京都にも

東京にもそれぞれ存在し、その他の主要都

市でも同じ館名が見当たる。そのため、12

の「所在地名」の採録及び調査は重要であ



る。ここでは映画館所在地として採録され

た地域名称を統一し、入力している。例え

ば、京都の “第二京極” という名称に関し

ては ”第二新京極” と ”第二京極” という

2 種類の名称が資料に見られたが、第二新

京極の名称ができた当初の地域名称を優先

させ、 “第二新京極” に統一している。ま

た、西陣に関しては「西陣京極」、「西陣

千本」といった記載があったが、名称の範

囲が明確にならなかったため、全て「西陣」

として統一し、各名称で検索がスムーズに

行えるように考慮した。また、映画興行の

各都道府県の特色を比較しやすくするため、

11 の「都道府県」が記載されていない場合

でも調査を行い、これを入力した。 

また、19 の「上映作品」については、採

録時に同一作品と思われる作品名であって

も、それぞれのプログラム、上映館毎に作

品の表記や人名の表記が微妙に異なってい

るものが存在したため、同一と考えられる

場合、表記を統一して整理し直し、検索時

の利便性を生かせるようにした。例えば、

「チャップリン」作品に関して言えば、こ

れ以外に「チヤツプリン」や「チヤプリン」

などの表記が見られたが、すべてのチャッ

プリンと名の付された映画作品が検索でヒ

ットするように、これをすべて「チャップ

リン」の表記で統一した。ただし、今回は

名称の統一及び精査に関して、作品名の前

に付けられたジャンル名を省略してしまっ

たため、今後は、ジャンル名も合わせて公

開が行えるように充実させていくことも考

慮する必要がある。 

加えて、検索を行う場合、発行形式の違

い、プログラムとプログラム以外の資料と

の区別というものが重要になってくる。7

の「資料種別」に関しては、以下「週報」、

「プログラム」、「映画その他」、「その

他」の 4 つに分類し、定期刊行物である「週

報」と、それ以外の映画作品公開資料とし

て「プログラム」を位置づけた。「映画そ

の他」には、映画に関係のある絵葉書やし

おりなどを分類している。「その他」につ

いては、映画とは関係のない資料、例えば、

音楽会のプログラムなどを分類している。 

続いて 16、17、18 の「発行年」「発行

月」「発行日」に関しては、各映画館で既

にプログラムに記載のある場合は、そのま

ま採録したが、月や日のみの場合、また、

全く月日に関する情報がない場合は、以前

に述べたように、各種参考文献等で調査を

行い、年代を確定した。調査の結果それで

も不明のものについては「？」で示してい

る。ここでは、他の映画館もしくは所在地

毎に、同月の興行情報の比較が行えるよう、

年月日をそれぞれ別項目として独立させて

いる。 

 

データベース作成に関しては、入力作業

中は更新が容易に行えるExcelを用い、作

業終了後、File Maker pro4.0 のファイルに

変換を行った。File Maker proシリーズは、

Webカスタム機能があらかじめ搭載されて

いることで、データベースの公開の経験が

なくても比較的簡単に作業をすすめること

ができ、加えて公開後のデータ更新や修正

の際の利便性を考えて選択した。実際のHP

検索システムにはFile Maker proのCDML

を使用し、画像の表示方式などは、既にア

ート・リサーチセンターHPで公開されて

いる浮世絵検索システム、また、マキノ・



プロジェクトのスチルデータベース等を参

考に、各ページを作成した。HPの表紙から

検索ページへ移行すると、各項目に検索欄

が設けてあり、利用者はキーワードを入力

して検索が行える（図 3）。検索語、ヒッ

トした資料は結果一覧ページ（図 4）で表

示され、各詳細ページ（図 5）へ移って、

画像の詳細を閲覧することができる。また

結果一覧及び詳細ページの項目に関しては、

リンクが設定されているため、リンクを利

用して同タイトルの作品名の興行状況など

についても検索が可能となっている。 

 

 

 

 

 

 今回扱う資料は画像付きで公開を試みる

ため、プログラムの著作権や肖像権、意匠

権の問題が発生する。これを克服し、公開

を行う方法として、アート・リサーチセン

ターでは、これまでにパスワード等で利用

者を限定した手法が取られてきた（５）。

こうした手法を取り入れ、現在は、各種画

像の利用に関する了解を盛り込んだ利用規

定書に同意をいただいた方のみにパスワー

ドを提供し、利用をしていただく方針で調

整を行っているところである。このような

方針をとることで、利用者の各種権利に対

する規範意識を高めることにもつながると

考えている。 

 

 データベースを利用した考察の利点とし

てまず考えられるのは、大量の資料を分析

することが可能になるという点である。ま

た、各上映作品の上映変遷や、ジャンルな

どの年代的な推移が、具体的に判明してく

るのではないかと考えられる。今回の場合、

「映画プログラム」を介して特定の映画作

品・映画常設館、また、それら映画作品が



上映された地域全体から、映画興行の具体

的な状況を考察することが可能になる。今

回特に、それぞれの映画常設館に注目し、

1920年から1922 年にかけて発行された週

報から発行時期・番組構成を頼りに、新京

極の映画常設館であった歌舞伎座と帝国館

及び天活倶楽部の、映画興行の共通性及び

相違点を明らかにしたい。 

 

 大正期の京都には大きく 2 つの興行街が

存在した。一方は、現在の中京区に位置す

る新京極、もう一方は、上京区に位置する

西陣で、前者は新京極通、後者は千本通り

を中心に興行街を形成していた。これら興

行街に林立していた映画常設館で、無料で

配布されていたと考えられるのが、今回扱

ったプログラムであり週報である。本デー

タベースに採録されている歌舞伎座・天活

倶楽部・帝国館の週報は、1921 年から 1922

年までに発行された 3 館全体の約 3 割と推

定される。 

東京浅草で、上映作品の梗概や一般投書

を含めた内容の媒体が、初めて発行された

のは 1916 年 3 月のことで、帝国館による

「第一新聞」というものであったが（6）、

1920 年頃を境に、京都でも多くの週報が

発行され始めたことが、本映画プログラム

データベースの作成によって明らかになっ

た。加えて、本データベースから、週報の

発行時期の詳細が書かれたプログラムの存

在を確認したので、これを基に概観すると

（7）、1920 年に新京極のパテー館より週

報が発行され、1921 年 12 月より京極館よ

り「週刊国際」が発行される。1922 年 1 月

より京極館は、「囁く影」を「週刊国際」

と並行して発行をはじめ（8）、1921 年 3

月に新京極の歌舞伎座が「松竹キネマニュ

ース」を発行。1921 年 2 月より天活倶楽部

が「天活週報」の発行を開始し（9）、1921

年 11 月に帝国館から、「帝国旬報」が発行

され始めた。内容的には、以前の「映画プ

ログラム」には見られなかった、観客の投

稿による感想、批評が掲載され、読み物と

しての充実ぶりがわかる。 

 

 プログラムから週報への移行時期は、

「実写」と呼ばれる一種の記録映画の興行

様相にも変化をもたらした。歌舞伎座や帝

国館で上映される映画の合間や最初には、

必ずといっていいほど滑稽と呼ばれる喜劇

作品、または「実写映画」が上映された形

跡が認められる。本データベースでそれぞ

れの映画興行館名及び年代で検索すると、

歌舞伎座では 1921 年 42 点の実写映画に関

するプログラムが存在することが分かる。

ここでいう「実写映画」とは、プログラム

に記載されたジャンル名に「実写」と冠さ

れた映画作品を指す。本映画プログラムデ

ータベースは、作品名の項目に上映作品の

ジャンルまでは採録していないため、上映

作品のジャンルを知るには、各プログラム

を画像で確認する必要があったが、この 42

点のうち、少なくとも 30 点が「実写映画」

であることがわかった。また、同様の検索

を帝国館でも行った結果、帝国館では 1920

年から 1921 年の 7 点中、実写が 6 点に掲

載されている。帝国館については、プログ

ラム資料が少ないため、新聞資料でも確認

行ったが、1920 年だけでも、上映回数 34

回のうち、少なくとも 16 回の上映で「実写



映画」が、その興行館のメインとなる作品

と合わせて上映されたように、「実写映画」

の上映はその当時一般的な興行手法と理解

できる（10）。また、これら常設館の主た

る作品ジャンルは、歌舞伎座は松竹の洋画

と邦画、また、帝国館は日活の邦画及び洋

画であった。ここでの実写映画は、契約を

結んでいた海外の映画会社が製作した「実

写映画」を上映していたため、必然的に海

外の風景や人物を映した物が大半であった

（11）。 

しかし興味深いことに、当時新京極内で

洋画専門館として隆盛を誇っていた天活倶

楽部では、プログラムを見る限り、こうし

た実写映画が上映される機会が 1920 年代

以降、あまり設けられていない。というの

も、本データベースで、週報に変更後の、

1921 年 22 点の週報を調べてみた結果、そ

のうち 1 点のみしか映画興行として「実写

映画」が興行されていないことが分かった

（12）。 

 天活倶楽部は、新京極の洋画専門館とし

て主にアメリカのユニバーサル社、ファー

ストナショナル社、メトロ社などの作品を

数多くかけていた。しかし、海外の制作会

社によって輸入できるはずであった、「実

写映画」が上映されなかったのである。つ

まり、他館が既に上映形式として組み入れ

てしまっている「実写映画」を敢えて外し、

館の強みである洋画、特に連続活劇と人情

劇に照準を合わせ、他館との差別化を図っ

ていたと考えられる。しかも、今回プログ

ラムから判明した「実写映画」の内容は、

日本の風景であることが分かる（13）。他

方、歌舞伎座や帝国館で上映された実写は、

海外の風景が多かったことは以前に述べた

とおりである。 

各常設館が重きを置いていたジャンル、

つまり、海外の風景ものとは反対の、日本

の風景を扱った「実写映画」を取り入れる

手法がとられていたと言える。1920 年に入

ってからの新京極は、映画常設館の契約状

況が頻繁に変更され、松竹・日活・天活を

中心とした常設館の争奪戦が行われていた

（14）。こうした興行戦を勝ち抜くために

も、わずかな差別化でさえ見逃さずに行っ

ていた興行館の様相が垣間見られる。 

 こうした興行形態の相違は、本データベ

ースの構築によって、映画興行館に関連す

る上映作品と年代のデータが整理された結

果、考察が行えたと言える。ここで扱った

486 点の資料は、確かに点数的に多いとは

言えないかもしれない。しかし、1910 年代

～20 年代の主として京都の映画興行館発

行のプログラムから得られる情報が、改め

て検索データとしてまとまったことは、意

義のあることと考える。無論、他の主要興

行街を含む、東京や大阪の事例とも比較検

討する必要があるが、それは各地域の常設

館のプログラム収集も含め、今後の課題と

したい。 

 

物質的に映画フィルムではない資料、い

わゆる “non-film material” としての第

一次資料の中でも、とりわけ「映画プログ

ラム」は当時の映画館の構造・映画興行の

状況、そして観客の声（批評）が 1 枚の紙

面に凝縮された資料として価値を持つもの

であるが、一方で色彩やデザイン、また、

宣伝として印刷される俳優陣の写真や似顔

絵など、当時の観客の心をつかむ要素にあ



ふれた体裁をとっている場合も多いことか

ら、一部高価なコレクターズアイテムとし

て取引されているのも現状である。今回扱

った「映画プログラム」に関しては、博物

館に寄贈された資料の一部に含まれていた

ことから、運良くデジタル画像データベー

ス作成の作業が可能となった。また、芸能

史研究家の大西秀紀氏からご厚意でお貸し

いただいた大阪の興行館のプログラムにつ

いても同時期にスキャニングを行っており、

今回のプロセスを踏まえ、より良い形でデ

ータの拡張ができればと考えている。 

加えて、こうしたデータベースを利用し

た研究手法の確立も大きな課題である。確

かに、こうしたWebを利用したデータベー

スは、普段見ることが難しい資料を、環境

さえ整っていれば、いつでもどこからでも

大量のデータを閲覧することが可能であり、

調査の負担を、物理的に軽減する役割があ

ることは誰の目から見ても明らかである。

しかし、それだけではなく、データベース

として大量のデータを比較したときに判明

する事実、また異なるデータベースを利用

したときに考察が可能となるものなど、研

究に耐えうるデータベースの構築とともに、

研究にデータベースを有効的に取り入れる

ことで、映画史研究の新たな地平を切り開

くことが求められる。本データベースもこ

うしたことを考慮すると、より詳細なデー

タの採録が必要であったことは否めない。

弁士の名前や上映作品のジャンル、スタッ

フ、キャストに関する情報も今後追加して

いく必要がある。 

 

追記： 映画プログラムデータベースの詳

しい情報は、随時掲載していく予定である

ので、今後、以下のアート・リサーチセン

ターHPを、確認していただきたい。http:/

/www.arc.ritsumei.ac.jp/dbroot/default.ht

m#koukai 

謝辞： 今回のデータベース及び検索シス

テムの構築に関しては、日本文化デジタ

ル・ヒューマニティーズ拠点京都文化研究

班RAである上田学氏とともに一連の作業

を行った。また、検索システムの構築・公

開に関する技術的な問題等に関して、アー

ト・リサーチセンターにて本学大学院文学

研究科赤間亮教授及び本学大学院文学研究

科金子貴昭氏に助言をいただいた。加えて

プログラムのスキャニング及び検索システ

ム公開については平和ミュージアムに多大

な協力をいただいている。皆様にこの場を

借りて感謝申し上げます。なお、冒頭に記

したように、本データベースの構築には、

カタロギング型データベースからWeb公開

型画像検索データベースへと移行した変遷

がある。資料のデジタル化とカタロギング

型データベースは、立命館大学 21 世紀CO

Eプログラム「京都アート・エンタテイメ

ント創成研究」のサブ･プロジェクト「京都

の映画文化における地域文化発信機能の形

成と展開」において、Web公開型画像検索

データベースについてはグローバルCOE

プログラム「日本文化デジタル・ヒューマ

ニティーズ拠点」のサブ･プロジェクト「近

代京都における映画文化とそのアーカイブ

ス」において行なった。 

 

注 

（1）国立近代美術館フィルムセンターに所

蔵されている「みそのコレクション」の寄

贈者である御園氏は、プログラムを「上映



映画スタッフ、配役、梗概等に加え、短い

論文、ファンの映画評が記されたもの」ま

た、チラシを「新聞の折り込みや街頭で配

布することを目的とした映画の宣伝物」加

えて引き札を「手の平にのるくらいの小型

の二つ折りの色刷のもの」としている。御

園京平『みそのコレクション 明治大正昭

和 映画資料集大成』（1970 年、活動資料

研究会）、『みそのコレクション 映画資

料』（1985 年、私家版）参照。 

（2）各映画館や系列映画会社から発行され

ていた週刊発行のプログラム。 

（3）凡例については以下のURLを参照。h

ttp://www.arc.ritsumei.ac.jp/db6/eiga-pro

gram/heiwahp/hyoshi01.htm 

（4）『舶来キネマ作品辞典』（世界映画史

研究会著、1997 年、科学書院発行）、『日

本映画作品辞典』（日本映画史研究会著、1

996 年、科学書院発行）、『日本映画作品

大鑑』（キネマ旬報社著、1960 年、キネマ

旬報社発行）、『20 世紀アメリカ映画事典』

（畑暉男編、2002 年、カタログハウス発行）、

「日本映画データベース」（http://www.j

mdb.ne.jp/）を参考に年代確定作業を行っ

た。 

（5）マキノ・プロジェクトの各種データベ

ースは閉鎖型であるが映画関連一次資料関

連の重要な検索システムとして構築されて

いる（http://www.arc.ritsumei.ac.jp/archi

ve01/makino/db.htm）。データベースの構

築については、冨田美香「京都映像文化デ

ジタル・アーカイヴ“マキノ・プロジェク

ト”のアーカイヴィング」（『アート・ド

キュメンテーション研究』10 号、アート・

ドキュメンテーション研究会、2003 年）p

p.3～11 参照。 

（6）田中純一郎『日本映画発達史Ⅱ』（中

公文庫、1975 年）ｐ252 参照。 

（7）一井紫郎「帝国旬報への公開状 蟷螂

のたばこと（ママ）」（「帝国旬報」7 号、

資料番号h-0231、立命館大学国際平和ミュ

ージアム所蔵）参照。 

（8）本データベースからは、8 月 5 日時点

で 32 号が発行されていることがわかるた

め、約 8 か月前から「囁く影」が発行され

ていたことは計算から事実と確認できる。 

（9）ただしそれ以前に本データベースから

は「天活写真画報」（1916（大正 5）年 6

月）、「天活時報」（1917（大正 6）年 6

月）の発行も確認できる。 

（10）一般的な興行としては、実写 1 巻、

喜劇 1－2 巻、活劇 2－3 巻、人情劇 4－5

巻、外国ニュース 1 巻が普通とされている。

（田中、前掲書、p228） 

（11）例えば、1921 年の歌舞伎座での実写

映画のタイトルとしては「オレゴンの河」、

「紐育の自動車見物」、「南米グアテマラ

市」など。 

（12）実写「岐阜と奈良」（英題：Beauti

ful Japan／制作会社・監督不明）が 1920

年 2 月に上映（「天活週報」、1920 年、h

-0547）。 

（13）注１２参照。 

（14）その 1 例を挙げると、新京極に建て

られた京極館は、1921 年から 1922 年の間

に契約会社が松竹、京都活映、国活へと変

化し、1922 年の 11 月にはユニバーサル社

やオリエンタル社の作品も上映するように

なった。 
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