
国立映画アーカイブ［2階］

長瀬記念ホール　ＯＺＵ
定員＝299名（各回入替制・全席自由席）

前売券
10月2日火10時より、チケットぴあにて全上映回の前売
券（全席自由席・各100席分）を販売します。
［Pコード：558-823］
前売料金：一般520円／高校・大学生・シニア310円／小・
中学生100円
★弁士・伴奏付き上映の回
一般1,050円／高校・大学生・シニア840円／小・中学
生600円
 ・ 別途発券手数料がかかります。
 ・ 各回の開映後の入場はできません。
 ・ 学生、シニア（65歳以上）の方は証明できるものをご提示下さい。
 ・ チケット購入方法や手数料については、当館のサイト（http://www.

nfaj.go.jp/exhibition/silent201808/#section1-6）をご覧ください。

当日券（発券＝2階受付）
料金：一般520円／高校・大学生・シニア310円／小・中
学生100円、障害者（付添者は原則1名まで）、国立映画
アーカイブ及び東京国立近代美術館のキャンパスメン
バーズは無料
★弁士・伴奏付き上映の回
一般1,050円／高校・大学生・シニア840円／小・中学
生600円／障害者（付添者は原則1名まで）は無料／キャ
ンパスメンバーズ料金あり（教職員500円、学生400円）
◆当日券で入場される方には、開館と同時に、当日上映される全て
の回の入場整理券を1階ロビーにて発券します。各日の開館時間
については裏面のスケジュール欄をご覧下さい。

 ・ 各回の開映後の入場はできません。
 ・ 当日券の発券は、定員に達し次第締切ります。
 ・ 学生、シニア（65歳以上）、障害者、国立映画アーカイブ及び東京
国立近代美術館のキャンパスメンバーズの方は、証明できるもの
をご提示ください。

 ・ 当日券の発券は各回1名につき1枚のみです。

入場方法
①前売券をお持ちの方は、開場時（開映30分前）に、前売券に記載
された整理番号順にご入場いただけます。
②その後は、当日券の整理券をお持ちの方が、整理番号順にご入場
いただけます。前売券をお持ちの方は、随時ご入場いただけます。

 ● 前売券・当日券は当日・当該回のみ有効です。

国立映画アーカイブは長瀬映像文化財団の支援を受けています。
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東京国立近代美術館フィルムセンターは、
2018年4月1日より国立映画アーカイブとなりました。
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主催： 国立映画アーカイブ
協力： 株式会社橋本ピアノ

Inaugurating NFAJ: Preserving Is Showing, 
Part II: Silent Films

国立映画アーカイブ開館記念

映画を残す、映画を活かす。
―無声映画篇―



囁きの合唱（93分・18fps・35mm・無声・染色）
The Whispering Chorus
会社の金を使い込み、その発覚を恐れて死を偽装する
も、やがて自らの「殺人」の犯人として窮地に立たされ
る男。暗闇にぼんやり現れる「顔」たちの“囁き”が、男
を追い詰めてゆく。デミルが自伝で経歴上の転換点に
なったと語る心理ドラマ。ジョージ・イーストマン・ハウス
（現ミュージアム）復元による染色版を上映。

1918（フェイマス・プレイヤーズ＝ラスキー）Aセシル・B・デ
ミルBパーリー・プーア・シーハンCジェニー・マクファーソ
ンFアルヴィン・ワイコフGウィルフレッド・バックランドKレ
イモンド・ハットン、イーディス・チャップマン、キャスリン・ウィ
リアムズ

 1 10／16（火）3:00pm　　10／20（土）4:00pm★

ぶどう月（148分・18fps・35mm・無声・白黒）
Vendémiaire
第1次世界大戦中のフランス。一人の傷痍軍人が自
分のぶどう農園に避難民を受け入れるが、そこへベル
ギー人に偽装した2人のドイツ軍人が紛れてくる…。連
続活劇の王ルイ・フイヤードが、故郷の南仏ラングドッ
ク地方を舞台に、祖国愛を訴えた大作。題名は、ぶどう
の収穫期を示すフランス革命暦の月の名前。
1918（ゴーモン）ACルイ・フイヤードFレオン・クロース、
モーリス・シャンプルーKルネ・クレステ、エドゥアール・マテ、
ルイ・ルーバス、ガストン・ミシェル、ジョルジュ・ビスコ

 2 10／17（水）2:30pm　　10／21（日）3:30pm★

のらくら兵（130分・16fps・35mm・無声・白黒）
Tire au flanc
軍隊に入れられた詩人と召使が巻き起こすドタバタ騒
動を描き、若きトリュフォーに「フランスでつくられた最
も愉快な映画の一本」と言わしめた傑作喜劇。怪優ミ
シェル・シモンが、いやいや兵役につく召使いを熱演。
1928（ネオ・フィルム〔ピエール・ブロンベルジェ〕）ACジャン・
ルノワールCクロード・エイマン、アンドレ・セール、アルベル
ト・カヴァルカンティFジャン・バシュレGエーリク・オース
Kジョルジュ・ポミエス、ミシェル・シモン

 4 10／18（木）6:30pm★　　10／21（日）11:00am

エリソー（110分・16fps・35mm・無声・白黒）
Элисо
1864年、帝政ロシアはグルジア（ジョージア）山岳地帯の
少数民族たちを強制移住させようとしていた。チェチェ
ン人は、ヘフスル人と宗教の違いを超えて友好関係に
あったが、ロシアの策謀で移住承諾書にサインさせられ、
チェチェンの娘エリソーは恋人とも引き裂かれてしまう。
1928（ゴスキノプロム・グルジー）ACニコライ・シェンゲラー
ヤBアレクサンドル・カズベギCセルゲイ・トレチャコフFヴ
ラディーミル・ケレセリジェGディミトリ・シュワルナゼKキー
ラ・アンドロニカシヴィリ、コフタ・カララシヴィリ

 6 10／17（水）7:00pm★　　10／19（金）2:30pm

東洋の秘密（103分・20fps・35mm・無声・染色
／彩色）
Geheimnisse des Orients/ Secrets of the East
アラビアン・ナイトの物語を下敷きに、聴けば踊りだす
笛を手にした靴職人の、笑いありロマンスありの冒険
譚。大胆なアール・デコ様式の美術、バスビー・バーク
レーに先立つ幾何学的振付けのダンスシーン、要所で
使用されるステンシル・カラー技術も見所。
1928（ウーファ／シネ・アリアンス）ACアレクサンドル・ヴォ
ルコフCノルベルト・ファルク、ロベルト・リープマンFクルト・
クーラン、ニコライ・トポルコフ、フョードル・ブルガソフGア
レクサンドル・ロシャコフ、ヴラディーミル・マインガルトKニ
コライ・コリン、イヴァン・ペトロヴィッチ

 5 10／16（火）7:00pm★　　10／20（土）12:00pm

　映画初期に多数製作された無声映画は、当時、ま
だ映画保存の必要性がそれほど強く認識されていな
かったことに加え、自然災害や戦禍などが重なったこ
とにより、世界のどの国や地域においても残存率が低
くなっています。本年4月の上映企画「国立映画アーカ
イブ開館記念 映画を残す、映画を活かす。」に続く本
特集では、ちょうど100年前と90年前に製作された世
界各国の7本（6プログラム）の無声映画に弁士の説明
や生演奏を付け、公開当時の形態にできるだけ近づ
けて上映することにより、その素晴らしさや貴重さを観
客の皆さんと共有し、次代へ継承したいと願っていま
す。皆さまのご来場をお待ちしています。

国立映画アーカイブ開館記念
映画を残す、映画を活かす。
―無声映画篇―
Inaugurating NFAJ: Preserving Is Showing,
Part II: Silent Films

長瀬記念ホール OZU

上映作品

表紙：東洋の秘密
■作品によって開映時間が異なりますのでご注意ください。

澤登　翠（さわと・みどり）／台本、語り
1972年故松田春翠に入門。第一線で活躍する
弁士として国内外の公演を通して幅広い世代
に活弁の魅力を伝えている。活弁の継承者とし
ての活動が評価され文化庁映画賞他数々の賞
を受賞。また、2017年には松尾芸能賞特別賞
を受賞。本年デビュー 45周年を迎える。
	

湯浅ジョウイチ（ゆあさ・じょういち）／作曲・
編曲、ギター
1987年、東京国際映画祭でD・W・グリフィスの
『国民の創生』の楽師を務めて以来、無声映画
用音楽の復元や作・編曲等を行い、後に和洋
楽団「カラード・モノトーン」を結成。近年はヨー
ロッパツアーも行う等、精力的に活動している。
	

鈴木真紀子（すずき・まきこ）／フルート
桐朋学園大学音楽学部卒。フルートを峰岸壮
一氏に師事。和洋楽団カラード･モノトーン主要
メンバー、歌手 芹洋子のアコースティックバンド
メンバーとして活動。また、順天堂大学交響楽
団、東洋英和女学院でフルート指導にあたる。
	

弁士付上映出演者

■ A＝監督　B＝原作・原案　C＝脚本・脚色　F＝撮影
 G＝美術　K＝出演
■特集には不完全なプリントが含まれていることがあります。
■外国映画にはすべて日本語字幕が付いています。
■記載した上映分数は，当日のものと多少異なることがあり
ます。
★印の回は弁士・伴奏付で上映します。

伴奏付上映出演者［出演順］
新垣　隆（にいがき・たかし）／作曲・ピアノ
1989年桐朋学園大学音楽学部作曲科に入学。
卒業後、作曲家・ピアニストとして活動。現代
音楽を主体としつつ映画やCM音楽も手掛け
る。最近ではTV、ラジオにも多数出演。2018年
度より桐朋学園大学の非常勤講師に復帰。作
曲を南聡、中川俊郎、三善晃の各氏に師事。
	

神﨑えり（こうざき・えり）／ピアノ
国立音楽大学作曲学科、パリ国立高等音楽院
ピアノ即興演奏科卒業。作曲家・即興演奏家・
ピアニストとして国内外で活躍し、即興演奏に
よる映画伴奏にも力を入れている。ポルデノー
ネ無声映画祭など欧州の国際映画祭にて招
待演奏を行い、高い評価を得ている。
	

田ノ岡三郎（たのおか・さぶろう）／作曲、ア
コーディオン
東京音楽大学卒、後にパリにてダニエル・コ
ラン氏に師事。「snowdrop」など5作のソロア
ルバムを発表。歌うように奏であげる音色には
定評があり「ひよっこ」「逃げるは恥だが役に立
つ」等TVドラマ、映画、アニメ、CMやゲームの
音楽への演奏参加も多数。
	

長谷川慶岳（はせがわ・よしたか）／作曲、
ピアノ
東京藝術大学音楽学部作曲科を経て、同大
学院修士課程作曲専攻を修了。その後フラン
スに留学し、パリ・エコール・ノルマル音楽院
作曲科にてディプロム・スュペリウールを首席
で取得。現在、静岡大学教育学部准教授。作
曲や音楽理論を担当している。
	

柳下美恵（やなした・みえ）／ピアノ
武蔵野音楽大学ピアノ専攻卒業。映画生誕
100年記念上映会でデビュー以来、国内・海
外で活躍。欧米スタイル（音楽伴奏）の無声
映画伴奏者は日本初。洋画・邦画を問わず全
ジャンルを即興で伴奏する。2006年度日本映
画ペンクラブ奨励賞受賞。
	

成金（34分・15fps・35mm・無声・白黒・部分・
英語インタータイトル／日本語字幕付）
トーマス栗原の数少ない現存作品で、輸出映画“SANJI 
GOTO”として製作されたスラップスティック喜劇。前半
部のみ現存。
1918（東洋フィルム）Aハリー・ウィリアムズ、トーマス栗原
FR・D・アームストロングK中島岩次郎、木野五郎、鈴木美
代子、鈴木千里、ナダ・リントン

風雲城史（68分・20fps・35mm・無声・白黒・英
語字幕付）
若 し々くキレのある殺陣が魅力的な、林長二郎（長谷川
一夫）デビュー翌年の作品。帰藩した相沢新八は、許嫁
の千草が藩主の側室となっていることを知り愕然とする。
1977年にベルギー王立シネマテークで発見された1本。
1928（衣笠映画聯盟＝松竹下加茂）A山崎藤江BC星哲六
F円谷英一K林長二郎、小沢茗一郎、相馬一平、小川雪
子、千早晶子、正宗新九郎

 3 10／18（木）2:30pm　　10／19（金）7:00pm★

国立映画アーカイブ　〒104-0031東京都中央区京橋3-7-6
▼交通：
東京メトロ銀座線京橋駅下車，出口2から昭和通り方向へ徒歩1分
都営地下鉄浅草線宝町駅下車，出口A4から中央通り方向へ徒歩1分
東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅下車，出口7より徒歩5分
JR東京駅下車，八重洲南口より徒歩10分

お問い合わせ：ハローダイヤル03-5777-8600
ホームページ：www.nfaj.go.jp

月 火 水 木 金 土 日

10
月

15 16 17 18 19 20 21
11:00am開館 11:00am開館 11:00am開館 11:00am開館 11:00am開館 10:00am開館

1 3:00pm
囁きの合唱 （93分）

2 2:30pm
ぶどう月 （148分）

3 2:30pm
成金 （34分）
風雲城史 （68分）

6 2:30pm
エリソー （110分）

5 12:00pm
東洋の秘密 （103分）

4 11:00am
のらくら兵 （130分）

5★ 7:00pm
東洋の秘密 （103分）
伴奏：新垣隆

6★ 7:00pm
エリソー （110分）
伴奏：神﨑えり

4★ 6:30pm
のらくら兵 （130分）
伴奏：田ノ岡三郎

3★ 7:00pm
成金 （34分）
風雲城史 （68分）
弁士：澤登翠
伴奏：湯浅ジョウイチ、鈴木真
紀子

1★ 4:00pm
囁きの合唱 （93分）
伴奏：長谷川慶岳

2★ 3:30pm
ぶどう月 （148分）
伴奏：柳下美恵


