
3.1.4 研究プロジェクト活動報告 京都文化研究班� 

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】松本郁代 

【招聘教員】松本郁代 

【客員研究員】川嶋將生、出光佐千子、張建立 

【PD】彬子女王 

 

 (b) 研究目的 

本研究は、デジタル化した資料を研究素材とし、

デジタル資料から始まる新たな研究の在り方や方

法を具体的な資料を用いながら追究するものであ

る。特徴としては、デジタル画像を学際的に分析

することで、隣接する学問分野との資料と理解の

共有化を図るものである。 

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、かつ

て存在した空間世界を具体的に表現することを追

究する。情報学への寄与・共同化としては、思想

や歴史的変遷に即した建造物・人物の動きのＣＧ

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。本プロジェクト研究

では、理論と証明の追究を二本柱としており、こ

れらの点については、すでに研究会の討論過程で

明らかにしてきた。プロジェクトメンバーはまず

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】研究成果の刊行 

 これまで行ってきた研究成果を、松本郁代・出

光佐千子編『風俗絵画の文化学―都市をうつすメ

ディア―』（思文閣出版､2009 年 7 月）として出版

した。 

以下は収載された執筆テーマと執筆者名である。 

・「巨視と微視の文化学」（松本郁代） 

第１部「場の記憶」 

・「「清水寺参詣曼荼羅」試論―想定された享受者

層をめぐって―」（上野友愛） 

・「中世京都・東山の風景―祇園社境内の景観とそ

の変貌をめぐって―」（下坂守） 

・「「北野経王堂」と「諏訪の神事」―室町時代名所扇

面図の場と記憶―」（マシュー・マッケルウェイ） 



 

風俗絵画の文化学（表紙） 

 

第２部「聖俗の描写」 

・「中世における職人絵の表象―職能者をみる目線

と社会―」（松本郁代） 

・「近世風俗絵画のなかの節季候」（川嶋將生） 

・「池大雅が描いた都市景観と風俗表現」（出光佐

千子 

第３部「伝承の変化」 

・「「根来」と根来塗―絵画資料に見る根来―」（源

城政好） 

・「立命館大学 ARC 所蔵「東山名所図屏風」の主

題考察―相模掾操芝居図を中心に―」（金子貴昭） 

・「江戸の劇場図―菱川派を中心に―」（松葉涼子） 

・「風俗《曲水宴図》の思想と変容―月岡雪斎と窪

俊満を例として―」（亀田和子） 

第４部「解釈の創出」 

・「「風俗画」再考―西洋における日本美術研究視

点から―」（彬子女王） 

・「写真は真を写したか―明治初期の万国博覧会写

真と日本陶磁器―」（前崎信也） 

・「中国における「清明上河図」研究の現状と課題」

（張建立） 

 

全 355 頁におよぶ本書には、立命館大学関係者

はもちろん、他大学の教員・若手研究者も執筆し、

かつ専門とする分野も文学・歴史・美術など多方

面に及ぶ。今後も若手や新しい視点に基づく研究

成果の公刊にむけて努力したい。 

 

【2】研究会の開催 

 毎年年 2 回、延べ 4 日間の研究会を今年度も開

催した。参加者が 10 名程度で出発した研究会も、

年々増加して今年度は 20 数名の参加を得るよう

になった。発表内容は以下の通りである。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。 

＊夏季風俗絵画研究会 

8 月 15 日（土曜）13:00～18:00 

谿 季江（関西大学大学院） 

「大津絵の図様とその展開」 

石川 透(慶應義塾大学) 

「奈良絵本・絵巻の研究」 

8 月 16 日（日曜）13：00～18:00 

日野原健司（太田記念美術館） 

「浮世絵にみる江戸の園芸文化」 

鈴木桂子（立命館大学） 

「浮世絵にみる他者の構築―『唐人』という視

点から考える」 

以上である。 

次いで本年度 2 回目の研究会は、以下のような

日程で開催された。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、報告者と報告

テーマは以下の通りである。今回もやはり 20 数名

の参加者を得て開かれた。 



 

冬の研究会風景 

＊冬季風俗絵画研究会 

12 月 25 日 

周萍（立命館大学大学院） 

「水滸伝の人物画像に見られる日中間の異同」 

大矢敦子（立命館大学大学院） 

「映画「豪傑児雷也」に見られる歌舞伎イメー

ジと見せ場」 

12 月 26 日 

池田芙美（サントリー美術館） 

「英一蝶「四季日待図巻」再考―先行図様の利

用と四季表現をめぐってー」 

松島仁（國華社） 

「〈首都〉をえがくー洛中洛外図屏風・江戸図屏

風とその政治学」 

以上である。年 2 回開催の研究会は、次年度以降

も継続していきたい。 

また、今年度の研究会は、デジタル画像を用い

た研究に対する理解を深めるため、今まで主流で

あった文学や美術史や歴史学といった学問分野の

研究のみならず、人類学や映画史の立場による研

究を行ってもらった。これにより、デジタル・ヒ

ューマニティーズという研究範囲の問題を考える

よい契機となり、より学際的な視野から求める必

要があると認識した。 

 

【3】今後の展開 

ロンドン大学 SOAS 日本宗教研究センター

（CSJR）との共催で「Healing and Divination in 

Japan」をテーマとした 3 日間にわたるシンポジ

ウムを、2010 年 6 月に開催すべく準備を進めてい

る。またシンポジウム開催に合わせ、テーマに関

する展覧会もアート・リサーチセンターにおいて

開催する予定である。 

なお客員研究員である中国社会科学院の張建立

氏からは、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。予算面を含めて克

服すべき課題が多く、果たして実現が可能である

かどうか検討中である。しかしこの提案が実現で

きれば、この種のシンポジウムとしては中国最初

のもものである、との意義をもつだけではなく、

日中風俗絵画の比較検討、アジア視点からの分析

に大いなる成果が期待できる画期的な催しとなろ

う。実現にむけて準備していきたい。 

またアート・リサーチセンター所蔵資料のなか

から、とりわけ本プロジェクト活動に密接な関係

をもつ「京洛月次風俗図巻」を刊行する予定であ

る。現在、原稿作成はほぼ終了しているため、2010

年度あるいは 2011 年度の早期刊行を目指したい。 

 

(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 

 特になし。 

 

 

 



 (e) 業績一覧 

〈編著書〉 

松本郁代・出光佐千子編『風俗絵画の文化学―都市をうつすメディア』思文閣出版, 355p, 2009 年 7 月 

 

〈著書（分担執筆）〉 

松本郁代「巨視と微視の文化学」（松本郁代・出光佐千子編『風俗絵画の文化学』思文閣出版, pp.3-16, 2009

年 7 月 

松本郁代「中世における職人絵の表象―職能者をみる目線と社会―」松本郁代・出光佐千子編『風俗絵画

の文化学』思文閣出版, pp.99-121, 2009 年 7 月 

松本郁代「稲荷神と如意宝珠」中村陽監修『イチから知りたい日本の神さま２ 稲荷大神』,戎光祥出版, pp76-87, 

2009年9月 

川嶋將生「近世風俗絵画のなかの節季候」（松本郁代・出光佐千子編『風俗絵画の文化学―都市をうつす

メディア』思文閣出版, pp.122-137, 2009 年 7 月 

出光佐千子｢池大雅が描いた都市景観と風俗表現｣松本郁代・出光佐千子編『風俗絵画の文化学―都市をう

つすメディア―』、2009、思文閣出版）。 

張建立「中国における『清明上河図』研究の現状と課題」松本郁代・出光佐千子編『風俗絵画の文化学―

都市をうつすメディア―』思文閣出版, 2009 

彬子女王「「風俗画」再考－西洋における日本美術研究の視点から－」『風俗絵画の文化学―都市をうつす

メディア』、松本郁代・出光佐千子編, 思文閣出版, pp.277-300, 2009 年 7 月 

 

〈雑誌論文〉 

出光佐千子「寿老を廻る四季―池大雅筆『山居観花図』・『高士観泉図』・『南極寿星図』・『江上笛声図』・『雪

天夜明図』の史的位置―」出光美術館研究紀要, 15, 2010 年 3 月 

張建立「日本国民宗教信仰の現状、特徴及びその影響」『外国問題研究』, 2009 年第 1 期 

張建立「遊戯のルールから見る日中両国国民性の違い」『日本学刊』, 2009 年第 1 期 

張建立「内部告発現象から見る日本人の国民性」『日本発展報告（2009）』社会科学文献出版社, 2009 年 8

月 

張建立「日本人と中国人の感情モデルの特徴について――『侘茶楽境』と『孔顔楽処』を中心として」『日

本学刊』2009 年第 6 期 

 

〈招待発表〉 

Ikuyo Matsumoto (Respondent), Keynote Lecture1 ‘The Abhiseka Ritual and Imperial Successions in 

Early Heian Japan: Toward a Critique of the Chingo Kokka Theory’ (Ryuichi Abe）, カリフォルニ

ア大学バークレー校日本学研究所 50 周年記念シンポジウム  Tracing the Study of Japanese 

Buddhism, University of California (Bekeley, USA), 25 September 2009 



張建立「東アジアの茶道と茶の湯」（シンポジウム「東アジアの文化遺産―その普遍性と独自性―」於コロ

ンビア大学, アメリカ, 2009 年 5 月 10 日 

張建立「中日の国民性から見た高齢者扶養」（シンポジウム「アジア的福祉文化の地平を求めて―日本と

中国の地域と家族の福祉課題について―」於皇學館大学, 2009 年 9 月 14 日 

張建立「わびの営為－日本的ルサンチマンの具現化」シンポジウム「東アジア文化交流―学術論争の止揚

をめざして」於浙江杭州工商大学（中国）, 2009 年 9 月 20 日 

張建立「茶道の美意識について」シンポジウム「東アジア茶文化と平和」於中央大學校大学院（大韓民国）, 

2009 年 10 月 23 日 

張建立「日本茶道の源流と精粋」シンポジウム「中日両国における日本概況の教学と研究」於北京首都師

範大学（中国）, 2009 年 12 月 18 日 

 

〈招待講演〉 

Princess Akiko of Mikasa, ‘What is the History of Japanese Art? – Classifying Japanese Art in 19th 

century – (provisional title)’, Japan-America Society of Washington DC, USA, 23 March 2010 

Princess Akiko of Mikasa, ‘Creating the History of Japanese Art in the British Museum’, Third 

Thursday Lecture, Sainsbury Institute of Japanese Art and Culture, UK, 21 January 2010 

Princess Akiko of Mikasa, ‘Kwan ko dzu setsu: Textbook of Japanese ceramics in Victorian Britain’, 

Nissan Institute Seminar in Japanese Studies, University of Oxford, UK, 20 November 2009 

Princess Akiko of Mikasa, ‘Japanese Art in Transition: The William Anderson Collection of Japanese 

Paintings at the British Museum’, Lecture series “Iconic Encounters: Images and Media between 

East and West" University of Zurich, Switzerland, 12 November 2009 

 

〈口頭発表〉 

松本郁代「加持・祈祷・呪／咒文」, Healing and Divination 研究会, Centre for Study of Japanese Religion, 

SOAS, University of London (London, UK), 2009 年 9 月 3 日 

松本郁代「即位灌頂の時間と空間―神話と歴史の連続性と非連続性―」, 「アジアの王権儀礼と灌頂」, 主

催「インドにおける宗教的空間の象徴性に関する学際的研究」（科学研究費基盤研究（B）, 代表金沢

大学教授森雅秀）研究会, 金沢大学（金沢市）, 2010 年 2 月 7 日 

川嶋將生「日本における民間陰陽師の流れ」Divination and Healing in Japan, SOAS, ロンドン大学（ロ

ンドン, 英国）, 2009 年 9 月 4 日 

出光佐千子「『片ぼかし』と近世絵画～『小杉放菴と大観』展を開催して～」明治美術学会 10 月例会, 東

京大学（東京都文京区）, 2009 年 10 月 24 日  

Princess Akiko of Mikasa, ‘Defining ‘Chinese’ in Japanese Art: William Anderson’s Classification’, 

Association of Asian Studies Annual Meeting, Association of Asian Studies, USA, 26 March 2010 

Princess Akiko of Mikasa, ‘The Art of Copying: Reproductions of Japanese masterpieces in the 



British Museum’, International Conference, East and West: Cross-cultural encounters, University 

of St. Andrews, UK, 11 September 2009  

 

〈書評〉 

松本郁代「書評と紹介 西弥生著『中世密教寺院と修法院』」『日本歴史』742, 吉川弘文館, pp.108-110, 

2010 年 3 月 

【研究会開催・オーガナイズ】 

①2009 年夏季風俗絵画研究会開催、2009 年 8 月 15・16 日、於立命館大学アート・リサーチセンター（前掲） 

②2009 年冬季風俗絵画研究会開催、2009 年 12 月 25・26 日、於立命館大学アート・リサーチセンター（前掲） 


