
3.1.1 研究プロジェクト活動報告 京都文化研究班① 

洛中洛外図屏風の総合的アーカイブと 
都市風俗の変遷 

 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】川嶋將生 

【研究員】源城政好 

【客員研究員】松本郁代、出光佐千子、張建立 

【学外研究協力者】下坂守、彬子女王 

 
(b) 研究目的 
 かつて浮世絵と同義語として扱われた「風俗

画」という言葉は、1957 年ころから浮世絵と

は切り離され、むしろ人びとの生活実態を描い

たもの、との理解が進められてきた。「洛中洛

外図屏風」は、京都の景観と都市住民の生活・

習慣・姿態などを描いた風俗絵である。本研究

プロジェクトでは、「洛中洛外図屏風」を中心

的素材としながらも、それのみではなく、そう

した絵画その他の記録、表現された豊かな情報

を読み解くことで理解できる京都の都市イメ

ージを多角的に探求し、さらにバーチャル展示

へと展開することを追究する。情報学への寄

与・共同化としては、建造物・人物の動きのＣ

Ｇ復元技術とその応用研究などである。 

さて今日、一般的に用いられている「風俗画」

の概念について、その概念がいつ頃から、どの

ような契機で提起されるようになったか、これ

まで実に曖昧に処理されてきた。理論と証明の

追究を二本柱とする本プロジェクトの研究で

は、この点については、すでに研究会の討論過

程で明らかにしてきたが、研究メンバーはまず

それを共有したうえで、美術・歴史・文学・芸

能など、多分野からこの問題にアプローチし、

都市イメージの問題に取り組む。加えて現在、

日本に所在する美術品だけではなく、近代以降、

日本から流出していったさまざまなコレクシ

ョンも分析対象として、世界的視野からこの問

題にアプローチする。こうした試みは、おそら

くはじめてのものであろう。 

 
(c) 本年度の成果 
１．研究会の開催 
 これまで毎年年２回、延べ４日間の研究会を

開催してきたが、これを今年度も開催した。 

 まず８月 18 日（月）14:00～17：00。京都・

墨仙堂において、ロサンゼルス・カウンティ美

術館本「津島祭礼図屏風」「清水寺屏風」を閲

覧・見学し、あわせてロバート・シンガー氏（ロ

サンゼルス・カウンティ美術館日本館主任学芸

員）による解説とそれに対する意見交換

 
津島祭礼図をめぐる議論・８月の研究会風景 

がおこなわれた。ちなみに墨仙堂の代表取締役

関地久治氏は、文化財の修覆、なかでも表装に



おいて世界的にも名を知られた方である。 

 次いで同月 19 日（火）14：00～17：00 に、

立命館大学アート・リサーチセンターにおいて

研究報告がおこなわれた。報告者と報告テーマ

は以下の通りである。 

・彬子女王（オックスフォード大学大学院博士

課程） 

 「大英本津島祭礼図屏風について」 

・ロバート・シンガー（ロサンゼルス・カウン

ティ美術館日本館主任学芸員） 

「ロサンゼルス・カウンティ美術館本「津島

祭礼図屏風」について」 

 次いで本年度２回目の研究会は、以下のよう

な日程によって開催された。開催場所はいずれ

も、立命館大学アート・リサーチセンターであ

る。報告者と報告テーマは以下の通りである。 

12 月 22 日（月）13：00～17：00 

・廣海伸彦（出光美術館学芸員） 

 「豊国祭礼図の基層―狩野内膳本に関する一

考察―」 

・塚本章宏（日本学術振興会特別研究員） 

 「洛中洛外図屏風の空間的指向－GIS を用い

た描かれた京都の分析－」 

12 月 23 日（火）13：00～17：00 

・奥田敦子（墨田区文花振興財団学芸員） 

 「浮世絵における花火の表現の変遷と歴史的

背景（中間発表）」（鹿島美術財団助成研究） 

・石上阿希（立命館大学衣笠総合研究機構 PD） 

 「西川祐信『絵本寝覚種』と鈴木春信『今様

妻鑑』」 

以上である。この年２回開催の研究会は、次年 

度以降も継続していきたい。 

 
GIS をめぐる議論・12月の研究会風景 

 

２.展覧会の開催 
 今年度は「極め札」に関する展覧会を開催し 

た。期間は 12 月１日（月）～12 日（金）、会

場は立命館大学アート・リサーチセンターであ

る。本研究プロジェクトが、こうした展覧会を

開催するに至った経緯とその趣旨については、

以下に、開催にあたっての「あいさつ」文を引

用しておく。なお展覧会は、以下に述べる中野

コレクションを中心に、極め札と古筆をセット

としたおよそ 35 件を展示し、それぞれに解説

文を付した。 

「「極め札」とは書画類の筆跡鑑定、その真偽

の判定などに用いられる、紙でつくられた小さ

い札のことです。現在でいう鑑定書といってい

いでしょう。 

 立命館大学グローバル 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」で

は、日本文化に関するさまざまな資料を、その

名の通りデジタル化して世界の日本文化研究

者に提供しておりますが、その一方では、コン

テンツ（資料）の収集にも大いに力を注いでい

るところです。 

 このたびは、そうした活動のなかで寄託や寄

贈されたもののなかから、とくに「極め札」に

限定した展覧をおこなうことにいたしました。

展示の中心となっております作品は、中野コレ



クションと学校法人立命館が所蔵する「藤井永

観文庫」です。 

 「藤井永観文庫」につきましては、これまで

もしばしば展覧してきておりますので説明は

はぶきますが、中野コレクションは短冊がその

大部分を占めて、その数は千点を優に超え、か

つ短冊の筆者も江戸時代を中心として、室町時

代から近代に至る長い期間にわたっておりま

す。 

 このたびの展覧会では、基本的には、江戸時

代の「極め札」を中心に展示しておりますが、

筆蹟の判断はなかなか困難をともなうもので

す。「極め札」が付いているからといって、そ

の「極め」の判断に無条件に従うことができず、

誤りが多いのも現実です。しかし今回の展覧会

では、「極め」の判断に誤りがあるものも、「極

め」の実態を知っていただくため、あえてその

まま展示しております。そのことによって、江

戸時代の「極め」の世界がどのようなものであ

ったのか、その一端を知っていただくことがで

きましたならば、幸いです。」 

以上である。 

 

３．今後の展開 
以上の内、研究会等での研究発表の成果は 

（シンポジウムを除く）、客員研究員の松本郁

代・出光佐千子編により、2009 年５月に思文

閣出版から 13 本の論文を収録して『風俗絵画

の文化学 ―都市をうつすメディア―』（仮題）

と題し出版する予定であり、現在、鋭意、編集

作業が進められている。なお年４日間の研究会

開催は先にもふれたように今後も維持する予

定であり、また論集の刊行も、第２弾・第３弾

と継続できるよう努めていきたい。 

 またシンポジウムについては、来年度後半に

「四季」に関する内容のものを行うべく、準備

を進めている。歴史・美術・染織など多分野に

わたる研究者の参加を願う予定である。さら

 

展覧会ポスター 

 

 
展覧会場の様子 

には、客員研究員である中国社会科学院の張建

立からは、中国国内での風俗絵画に関するシン



ポジウム開催が提案されている。この提案が実

現できれば、この種のシンポジウムとしては中

国最初としての意義をもつだけではなく、日中

風俗絵画との比較検討、アジアの視点からの分

析に大いなる成果が期待できる画期的な催し

となろう。したがって今年度開催は困難であっ

たとしても、2010 年度には開催できるよう、

準備していきたい。またアート・リサーチセン

ターの許可を得て、本研究プロジェクト活動に

密接な関係をもつセンター所蔵資料の刊行を

目指すとともに、この作業を、グローバルＣＯ

Ｅプログラムの最終年度までの継続を図って

いきたい。 

 
(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 
特になし。 

 

 
(e) 業績一覧 
〈著書（単著）〉 
川嶋將生『室町文化論考―文化史のなかの公武―』法政大学出版局, 311p., 2008 年 10 月 

〈著書（分担執筆）〉 
川嶋將生「デジタル・アーカイブから見えてくる洛中洛外図屏風の世界」川嶋將生, 赤間亮, 矢野

桂司, 八村広三郎, 稲葉光行共著『日本文化デジタル・ヒューマニティーズの現在』ナカニシヤ

出版, pp.1-23, 2009 年 3 月, Masao Kawashima, ‘Screens Depicting Views in and around 

Kyoto: The World that Emerges through Digital Archives’, Masao Kawashima, Ryo Akama, 

Keiji Yano, Kozaburo Hachimura, Mitsuyuki Inaba, ‘New Directions in Digital Humanities 

for Japanese Arts and Cultures’, Nakanishiya Shuppan, pp.115-131, March 2009 

 

〈論文〉 
【審査付き】川嶋將生「文化史研究と芸能史研究」藝能史研究, 183, pp.2-7, 2009 年 3 月 

【審査付き】出光佐千子「池大雅筆『夏雲霊峰・松蔭観潮図』屏風の主題再考察」国華, 1354, pp.5-20, 

2008 年 8 月 

張建立「従社会事件「罪己」意識」日本：2007, 世界知識出版, pp.276-289, 2008 年 8 月 

松本郁代「中宮御産と密教―『宝秘記』尊星王法御修法をめぐって―」名古屋大学グローバルＣＯ

Ｅプログラム「テクスト布置の解釈学的研究と教育」第４回国際研究集会報告書『日本におけ

る宗教テクストの諸位相と統辞法』pp.81-88, 2009 年 2 月 

松本郁代「江戸中期における即位印明伝授と摂録神話―九条家相伝の叙述をめぐって―」横浜市立

大学論叢, 60-3, 2009 年 3 月（出版予定） 

 
〈論文（報告書）〉 
松本郁代「中世仏教と秘儀伝授―灌頂と神話の文化的共有」国際日本研究センター『日本の仏教

学者：21 世紀の仏教学にむけて』, pp.179-195, 2009 年 3 月 



 
〈口頭発表〉 
川嶋將生「琵琶法師と尺八―賀茂社との関係のなかで―」世界人権問題研究センター第二研究部

会, 京都市, 2009 年１月 21 日 

川嶋將生「日本社会における肉食のタブー視と穢れ」国際シンポジウム QUATRIÈME  

COLLOQUE  D’ÉTUDES JAPONAISES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

« CENSURE, AUTOCENSURE ET TABOUS », マルクブロック大学（ストラスブルグ市, フ

ランス）, 2009 年 3 月 22 日 

源城政好「職人の抽出―職人歌合と前後史料の比較検討―」財団法人世界人権問題研究センター 

研究第 2 部前近代部会報告, (財)世界人権問題研究センター（京都市）, 2008 年 12 月 17 日 

Ikuyo Matsumoto, ‘Amaterasu as Esoteric King: Understanding the Emperor’s Original 

Ground’, 12th EAJS International Conference Special Events in Medieval Japan (Lecce, 

Italy), 20 September 2008 

松本郁代「中宮御産と密教──『宝秘記』尊星王御修法をめぐって」名古屋大学グローバル COE

プログラム「テクスト布置の解釈学的研究と教育」第 4 回国際研究集会「日本における宗教テ

クストの諸位相と統辞法」, 名古屋大学（名古屋市）, 2008 年７月 19 日 

松本郁代「聖域と結界：神泉苑における請雨経法」国際シンポジウム QUATRIÈME  COLLOQUE 

D’ÉTUDES JAPONAISES DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG « CENSURE, 

AUTOCENSURE ET TABOUS », マルクブロック大学（ストラスブルグ市, フランス）, 2009

年 3 月 22 日 

Sachiko Idemitsu, ‘The Perception of Images of Mount Fuji by Japanese Scholars: Ike no 

Taiga’s Screen Painting Mount Fuji in Summer Clouds’, 12th International Conference of 

the EAJS, Salento University (Lecce, Italy), 22 September 2008 

張建立「中国象棋と日本将棋のルールから見る両国文化の異同」 戦略互恵関係を深めて、東アジ

アの和諧を構築する―『中日平和友好条約』締結 30 周年記念シンポジウム―, 中国社会科学院

学術ホール（北京市, 中国）, 2008 年 9 月 27 日 

 

〈招待講演〉 
川嶋將生「近世初期における公家の活動―文化史における「町買い」と「掘出し」―」2008 年度

日本古文書学会大会公開講演, 敦賀市プラザ萬象（敦賀市）, 2008 年 10 月 4 日  

 

〈講演〉 
川嶋將生「応仁の乱と京都」京都検定講習会, 京都商工会議所（京都市）, 2008 年７月 19 日 

川嶋將生「歴史のなかの人権―中世から近世へ―」2008 年度人権大学講座（世界人権問題研究セ



ンター）, キャンパスプラザ京都（京都市）, 2008 年 11 月 19 日 

源城政好「自立する中世の村」「近江八幡の歴史」刊行記念講演, 近江八幡文化会館（近江八幡市）, 

2008 年 5 月 10 日 

張建立「中日美学比較概論」（4 月 19 日）「中日庭園美学の比較」（5 月 24 日）「中日色彩観の比

較」（6 月 14 日）「茶事の美学について」（7 月 5 日）天津市商科大学裏千家短期大学（天津市, 中

国）2008 年 4 月 19 日-７月 5 日 

 

〈その他〉 
【展示】 
川嶋將生, 源城政好, 松本郁代「極め札展」立命館大学アート・リサーチセンター（京都市）, 2008

年 12 月 1-12 日 

【書評】 
松本郁代・書評「冨島義幸著『密教空間史論』」日本歴史, 720, 2008 年 5 月 

【講座】 
川嶋將生「中世近江の芸能環境」近江歴史回廊大学講座（近江歴史回廊推進協議会）, 滋賀県立

県民交流センター（大津市）, 2008 年 10 月 18 日 

川嶋將生「応仁・文明の乱―美意識の転換―」第 2 回立命館大阪プロムナードセミナー立命館京

都文化講座『京の乱』, 立命館大学（大阪市）, 2008 年 12 月 8 日 

河内将芳, 源城政好「古文書に親しむ」NHK 文化センター京都教室（京都市）, 2008 年 4 月～2009

年 3 月, 全 24 回 

 


