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研究発表①

Ｂ.Ｈ.チェンバレンによる『古事記』英訳

―「枕詞」の場合―

高橋　憲子（タカハシ・ノリコ）

枕詞は日本文学における韻文、特に和歌の修辞法の一つである。賀茂真淵は「冠

辞」と名付けたが、現在はほとんど「枕詞」という名称が定着している。枕詞は

和歌に慣用されているにもかかわらず、“文脈上意味を持たない”ことばが多く、

特にＷ .Ｇ .アストン等の外国人からは異様な現象と捉えられてきた。確かに個々

の枕詞の発生には不明な点が多く、原義が不明なまま伝えられた枕詞も多い。

Ｂ .Ｈ .チェンバレンも『古事記』の英訳書 KO-JI-KI or “Records of Ancient 

Matters”（1882）の序（"Introduction”）の 「翻訳の方法の事」で「枕詞」の英訳に

ついて以下のように述べる。

本文中の歌におきては解釈かたきふし甚多く頗難語あり、…この枕詞の如き

は其言詞を飾るまでにて戯フれに似たるもありて其ノ意義明瞭ならざるもあれ

ば下に記したる一例の外（一例とは沼名河媛命ママの歌ぬえくさのめにしあれ

はの枕詞）除きて訳さず、…（飯田永夫訳『日本上古史評論―原名英訳古事

記』」）

ところが、実際は『古事記』歌謡中の訳さない枕詞についてもほとんど脚注で

説明を加えている。さらに、『古事記』英訳以前の1877年１月、日本アジア協会に「枕

詞と詞遊び」についての論文 ‘On the Use of “Pillow-Words” and Plays upon Words in 

Japanese Poetry’を提出している。そこでは、賀茂真淵の五分類説に対し、独自に

四分類に設定するなど、チェンバレンの「枕詞」に対する関心はなみなみならぬ

ものがある。当時の枕詞研究は賀茂真淵とそれを引き継ぐ真淵派が主流で、KO-

JI-KI or “Records of Ancient Matters” の脚注を見る限り、チェンバレンは歌謡に関

する説明については、賀茂真淵（『冠辞考』）、本居宣長（『古事記伝』）、橘守部（『稜

威言別』）等の説を主に参照している。彼らの説をチェンバレンがどのように受

け止めて枕詞の英訳を行なったか、または論文での言及などを通し、彼の枕詞へ

の関心の根拠を究明してみたい。
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The English translation of Kojiki by B.H.Chamberlain 
 –  About Makura-kotoba –

TAKAHASHI　Noriko

Makura-kotoba is one of the rhetorical devices in Japanese poetry, especially 
waka(a few examples in prose).

Kamono Mabuchi named it as ‘hat-words’（冠辞） but ‘pillow-words’（枕詞）is 
now used generally. As many makura-kotoba are meaningless contextually in the present 
days in spite of being used frequently in waka, many foreigners, like W.G.Aston published  
A history of Japanese literature in 1898, saw them as strange phenomena.  I agree that an 
origin of makura-kotoba is mostly not clear and many have been passed down remaining 
obscure respectively.  B.H.Chamberlain expresses about translation of makura-kotoba in 

‘Introduction’, KO-JI-KI or “Records of Ancient Matters” (1882), as follows;
With the Songs embedded in the prose text the case is different, as some of them are 
among the most difficult things in the language,…and those Pillow-Words which 
are founded on a jeu-de-mots or are of doubtful signification form, with the one 
exception mentioned below, the only case where anything contained in the original 
is omitted from the English version. 
However, he was actually  interested in pillow-words, so he adds explanations in the 

foot notes to even ones which he mentioned to omit from the English version.
Moreover, he submitted the article, ’On the Use of “Pillow-Words” and Plays upon 

Words in Japanese Poetry’ to Japan Asian Society in January, 1877, before he set to translate 
Kojiki. He aspiringly classifies makura-kotoba into the four categories in the article against 
Mabuchi’s view of the five categories. 

Kamono Mabuchi was looked up as a great scholar of makura-kotoba back in those 
days. Chamberlain mainly refers the view of Kamono Mabuchi, Motowori Norinaga and 
Tachibana-no-Moribe about makura-kotoba in the foot notes in KO-JI-KI or “Records 
of Ancient Matters”. I would like to clarify the ground for his interest in makura-kotoba, 
through his translation and explanations in the foot-notes, considering the Japanese status 
of the study for makura-kotoba at that time. 
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研究発表②

三代集における紀貫之の位置づけについて

大野　ロベルト（オオノ・ロベルト）

『古今和歌集』『後撰和歌集』『拾遺和歌集』のいわゆる三代集において、紀貫

之は一貫して最多入集歌人の地位を保っている。本発表ではこれら三代集におけ

る貫之の位置づけを和歌集の構造のなかで、とくに詞書に注意を払いながら再評

価することで、貫之が平安中期の文学において果たした役割を考える一助とした

い。

『古今集』春歌の巻では、上巻では全68首のうち貫之の歌が11首あるが、その

いずれにも何らかの詞書が付されていることは注目に値する。なかでも「歌たて

まつれとおほせられし時、よみてたてまつれる」という、貫之の歌にのみ許され

た詞書を持つ歌が、そこには３首も含まれている。下巻でも、貫之の歌は全66 首

のうち実に13 首を占めるが、そこにはその歌が『古今集』の準備段階ともいえる「寛

平御時后の宮の歌合」から採られたことを示す詞書や、集がいったん成立したの

ちに補入されたことを示唆する「亭子院歌合の歌」という詞書が散見される。

次に『後撰集』の貫之の歌に付された詞書を拾ってみると、そこには貫之とい

う有名歌人の歴史化を試みた撰者たちの意図が透けて見える。例えば春歌の上中

下巻では、貫之と『古今集』の撰者仲間であった壬生忠岑や、有力な後ろ盾であっ

た藤原兼輔らとの友情が演出されると共に、晩年の貫之が徐々に人付合いから遠

ざかり、孤独のうちに没する姿が描かれている。

一方『拾遺集』で貫之に施されているのは、歴史化よりもむしろ権威化である

と思われる。例えば春歌に９首ある貫之の歌には歌合に関連するものの他に、藤

原良世、藤原敦忠、康子内親王など、権力者たちの祝いの席に供された屏風歌が

多く採られている。

貫之は三代集の最多入集歌人として平安時代の詩的カノンの生成に大きな役割

を果たしたと思われるが、その貫之の重要性は、以上のように三代集それぞれの

方法によっても強調されていると考えられるのである。
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On Evaluation of Ki no Tsurayuki in the Sandaishū

ONO Robert

Ki no Tsurayuki provides more waka poems than anybody else to the volumes 
of sandaishū, consisting of Kokin Wakashu-, Gosen Wakashu-, and Shu-i Wakashu-. This 
presentation aims to facilitate a better understanding towards the role Tsurayuki has 
fulfilled in mid-Heian literature, especially by focusing on kotobagaki.

In the first part of the “Spring” volume of Kokin Wakashu-, 11 out of 68 waka 

compiled are by Tsurayuki. It must be noted that all of those waka are supplemented 
by kotobagaki. Especially, three waka are labeled as Tsurayuki’s composition answering 
emperor’s direct request; such kotobagaki can only be seen with Tsurayuki’s waka. In the 
second part of the volume, 13 out of 66 waka are by Tsurayuki. Here, kotobagaki clarifies 
that some of the verses were taken from “Kanpyo Ontoki Kisaki no Miya Uta-Awase”, a 
poetry contest that can very well be considered a preparation of Kokin Wakashu-, and 
also from “Teiji-in Uta-Awase”, which was hosted after the original compilation of Kokin 
Wakashu-.

Next, if we take a look at some of the kotobagaki in Gosen Wakashu-, we can 
surmise that it was among the editors’ design to historize Tsurayuki. For example, in three 
parts of the “Spring” volume, we can see that Tsurayuki once enjoyed friendships with his 
colleague Mibu no Tadamine and his patron Fujiwara no Kanesuke, but eventually became 
reclusive, and died alone.

In Shu-i Wakashu-, on the other hand, it seems that stronger attention is paid to 
glorify Tsurayuki with stronger authority. For example, the nine waka in the “Spring” 
volume are not only from the past uta-awase, but are also the waka used for festive 
occasions concerning high-ranking aristocrats, such as Fujiwara no Yoshiyo, Fujiwara no 
Atsutada, and Princess Ko-shi.

Tsurayuki has evidently served a great purpose in the building of poetic canon 
during the Heian Period. It seems that his importance is emphasized by each of the poetic 
anthologies as well, but in slightly varying fashions.
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研究発表③

『源氏物語』が語るもの

―宗祇『雨夜談抄』が開拓する「読み」とその意義―

　KNOTT  Jeffrey（ノット・ジェフリー）

『源氏物語』享受史において、室町後期随一の連歌師宗祇の功績は大きいが、

伝わる注釈等が少ない。従来からその影響が度々指摘され、具体像に迫る試みも

散見されるが、より多く残る門派・学統の資料が調査の主な対象とされ、宗祇本

人による注記はあまり取り上げられてこなかった。今までの研究は中世源氏学に

おける宗祇の位置づけに止まっている観さえある。宗祇の『源氏』観そのものに

近づくには、数は少ないものの宗祇の『源氏』関連の著述群に焦点を戻す必要が

あろう。その一環として本発表では、唯一伝わる宗祇の注釈書『雨夜談抄』に密

着し、その注記内容を詳細に検討した上で、他注釈との比較によりその性格を見

極めることとする。

『帚木別注』との異名の通り、『雨夜談抄』は「帚木」一巻のみの注釈書である。『源

氏物語』研究史上、「草子地」の初出例がみられることでも有名で、また『花鳥余情』

の一条兼良を『源氏』の師とし、『細流抄』の三条西実隆を弟子に持った宗祇の

注釈書としても早くから重要視されたが、他書との継承関係に重点を置き、その

特色を示す注記本文の分析が進まないまま今日に至る。

先学において、『雨夜談抄』は、同じ十四世紀の源氏学の中でも『花鳥余情』

が採らなかった部分を残すとされるが、むしろ旧説の面影を留めながらその中身

を変え、そのまま継承せずに展開したという見方が的を射ていると思う。また『花

鳥余情』説と重なるところも同様であろう。総じていえば『雨夜談抄』は、源氏

学の変遷史より、『源氏物語』の「読み」の変革を伝えることにその意義があろう。

中世末期、「至宝」として貴ばれていた『源氏物語』が、読者に語りかける「作

り物語」への飛躍を成し遂げたのもまさしく、宗祇が拓いたこの変革ではないだ

ろうか。ここで「鑑賞的」「文学的」などといった従来の評語を避け、宗祇のこ

の「読み」の性格を的確に解明し、またその意味を考えてみたい。
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The Tales Genji Tells: New Interpretative
Method in So-gi’s Rainy Night’s Dialogue (Amayo dansho-) and its Meaning

KNOTT  Jeffrey

Despite the sheer scale of So-gi’s contributions to The Tale of Genji’s reception 
history, the foremost linked-verse master of late Muromachi left behind very little 
in the way of formal commentary. Accordingly, while much has been said about his 
influence, and even some attempts made to provide a more concrete accounting of it, 
research in general has tended to focus on the far larger body of materials left by his 
students and disciples, with commentaries by So-gi himself receiving scant attention. 
Indeed, it might well be said that previous studies have been content merely to determine 
So-gi’s precise place in the history of medieval Genji scholarship. For a more precise 
grasp of So-gi’s understanding of the Genji, we must therefore turn our attention to So-gi’s 
own Genji writings, however few in number. As part of such a project, this paper will 
undertake a close study of So-gi’s sole surviving full commentary, Rainy Night’s Dialogue 
(Amayo danshō), conducting a deep analysis of its contents and contrasting it with other 
commentaries in order to make its unique character clear.

Rainy Night’s Dialogue, as reflected in its alternate title On the ‘Broom Tree’: A 
Separate Commentary (Hahakigi betchū), consists of a commentary solely on the Genji’s 

‘Broom Tree’ (Hahakigi) chapter. In the history of Genji scholarship it is best known 
as the earliest work to employ the term sōshiji (“narrative voice”).  It also attracted early 
interest as a commentary authored by So-gi, famously both student of Ichijo- Kaneyoshi 
(author of the Genji commentary Echoes of Birds and Blossoms (Kachō yosei)) and teacher 
to Sanjo-nishi Sanetaka (author of the Genji commentary Tributary (Sairyūshō)). Yet with 
most scholarly effort devoted to determining the work’s relative position vis-à-vis other 
commentaries, a content analysis that might reveal what makes the work unique remains 
undone to the present day.

Scholars have, for instance, previously described Rainy Night’s Dialogue as 
preserving certain elements of 14th-century Genji lore that Echoes of Birds and Blossoms 
had elected to abandon. I believe it more accurate, however, to see these elements as being 
preserved only in name, their meaning changed, to see them as not merely inherited but 
developed further. The same holds true even where So-gi’s theories overlap with those of 
Echoes of Birds and Blossoms. Indeed, more than anything the true importance of Rainy 
Night’s Dialogue lies in not in what it conveys about the history of Genji scholarship, but 
rather in what it reveals about a revolution in Genji interpretation. For it was precisely this 
revolution, with So-gi at its vanguard, that made possible the Genji’s late-Medieval leap 
from hallowed “national treasure” to reader-centered “fiction.” Here I seek to provide an 
account of this new interpretative method used by So-gi, and to consider its significance, 
eschewing traditional critical terminology such as “evaluative” or “literary” in favor 
always of analytic accuracy.
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研究発表④

『徒然草』における漢籍受容の方法

―『白氏文集』の場合―

黄　　昱（コウ・イク）

本発表は『徒然草』における『白氏文集』の受容例を改めて検討し、その受容

の方法と表現効果について考えたい。『徒然草』第十三段に『文選』『白氏文集』

『老子』『荘子』を漢籍の代表としてあげている。『徒然草』に見られる『白氏文集』

の影響の大きさについてはすでにいくつかの先行研究が見られるが、その受容の

実態については未だ定説を見ない。『徒然草』に引用された『白氏文集』の詩句

は直接に出典を『文集』に仰ぐかどうかを疑問とした説もあり、『徒然草』の『文

集』の受容は章段全体の主題や構想まで影響していると『白氏文集』の直接な影

響を大いに想定した説もある。これらの先行研究は『徒然草』が直接に『白氏文

集』を受容したか否かに焦点を当てたものであり、典拠を洗い出した基礎的な研

究として有益ではあるが、『徒然草』における『白氏文集』受容に関して、部分

的な引用と全体の構想に関わる引用との区別を考えるだけでは、『徒然草』が『白

氏文集』の受容を通して獲得した表現効果など、その受容の方法を全面的に把握

できない恐れがあると考える。

そこで、本発表はこれら先行論文に指摘された『徒然草』における『白氏文集』

の受容例を再検討する上で、『徒然草』が『和漢朗詠集』などの秀句撰や、『源氏物語』

などの王朝文学、『文集百首』などの和歌の世界といった中間的媒体を通して『白

氏文集』を受容した方法と表現効果を考察する。その『白氏文集』の受容は、先

行の古典作品に大いに依拠しながら、原典の意味や用法から離れて、白詩の表現

だけを借用して独自の趣旨を述べる方法や、和歌において定着・変容した表現を

取り入れる方法が目立つ。そして、『徒然草』には『和漢朗詠集』とその古注や、『源

氏物語』とその古注の『文集』理解に近いものが確認できる。このような原典だ

けではなく、それを受容した先行の古典文学作品の世界も投影させた『徒然草』

の重層的な引用・享受方法を究明したい。
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The Reception of Chinese Classics in Tsurezuregusa
− the Case of Hakushi Bunshū −

HUANG Yu

This presentation will analyze the reception of Hakushi Bunshu- (Baishi Wenji) 
within Tsurezuregusa (Essays in Idleness), in addition to examining the method of its 
reception and the influence of its expressions. The thirteenth passage in Tsurezuregusa 
mentions Monzen (Wen Xuan), Hakushi Bunshu-, Ro-shi (Laozi), and So-ji (Zhuangzi) as 
representative works of Chinese classics. The impact of Hakushi Bunshū on Tsurezuregusa 
has been indicated by several researchers, however, there is still no established theory 
on the actual circumstances of its reception. There are theories that question whether the 
poetry from Hakushi Bunshū quoted in Tsurezuregusa was actually quoted directly from 
Bunshu-, as well as theories that postulate that the reception of Bunshū in Tsurezuregusa 
had a large, direct influence on the motifs and design for all of the passages. In this way, 
previous research focuses on whether or not Tsurezuregusa received Hakushi Bunshū 
directly, and while such research is helpful as a foundational study that investigates a 
text’s origins, in terms of the reception of Hakushi Bunshū in Tsurezuregusa, if one only 
considers the difference in partial quotations and quotations that concern the entire design, 
one cannot fully grasp the effects in expression achieved through the reception of the 
Hakushi Bunshū, or the method in which the text was received.

This presentation will reconsider the reception of the Hakushi Bunshū within 
Tsurezuregusa as indicated by previous research, in addition to examining the method of 
reception and effect that the expressions within the Hakushi Bunshū had on Tsurezuregusa, 
which acted as an intermediary for haiku selections such as the Wakan Ro-eishū, for court 
literature such as Genji Monogatari, and for the world of waka as in the Bunshu- Hyakushu. 
While the reception of the Hakushi Bunshū was primarily founded on other classical 
works, the method of reception was unique in that it drifted away from the meaning or 
usage of the original text, and instead only borrowed the expressions of Bai Juyi in order 
to state original ideas. Another notable method was the use of expressions that were 
established or had changed within the waka genre. Additionally, within Tsurezuregusa, 
one can find something similar in the ancient commentaries of Wakan Rōeishū and Genji 
Monogatari in trying to understand the Bunshū. In this way, the presenter will attempt to 
investigate the multilayered method of citation and reception in Tsurezuregusa by not only 
looking at the original work, but also its reception of previous classical literary works as 
reflected in the text.
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研究発表⑤

『十訓抄』における孔子

　　　　　　　尤　 芳 舟（ユウ・ホウシュウ）

鎌倉中期の説話集『十訓抄』は、十条の徳目を掲げて、和漢の教訓的説話を各

徳目の例話として編成した儒教的啓蒙書である。その中には、中国の儒家の始祖

である孔子の言論やエピソードにかかわる説話が十一話も見られる。『十訓抄』

の序文は、少年たちに賢愚善悪の処世の道を示すために本書を編成したのだと

述べる。中国の賢人たちの話を集めた六ノ二十九（孔子の盗泉の水を飲まない行

為が称賛される）を例にして言えば、『十訓抄』における孔子はまさにその「賢」

と「善」を代表する模範的な存在である。ところが、『十訓抄』に先行した『今

昔物語集』『宇治拾遺物語』系の孔子説話はいずれも「孔子倒れ」という失敗譚・

滑稽譚であり、面目を失った孔子像に焦点をあてている。

『十訓抄』の編者が『今昔』『宇治拾遺』系の孔子説話と違う性格の孔子像を作

り上げたのは何故か、孔子の言論や思想は中世日本の文学作品でどのように受容

され、どのような役割を果たしているのか。この疑問を解決するには、まず『十

訓抄』における孔子にかかわる説話を一つずつ詳しく検証する必要があると考え

る。これまで『十訓抄』の孔子関連説話の先行研究は少なく、特に説話内容につ

いての具体的な考察やそこに描かれる孔子像を包括的にとらえる研究はほとんど

見られない。そこで本発表においては、『十訓抄』の成立背景を念頭に入れつつ、

その中の孔子にかかわる説話を各典拠と関連付けて考察し、孔子の言説やエピ

ソードが『十訓抄』ではどのように受容され、本土化されたのか、『十訓抄』の

編者が孔子の関連説話を通してどのような具体的な教訓を提示したかったのか、

について検討してみたい。その上で、『十訓抄』における孔子像の特性や『十訓抄』

が何故そうした言説を採用することになったのかの必然性を明らかにし、中世の

日本文学における孔子受容の実態を考えてみたい。
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Confucius in the Jikkinsho

　　　　　　　　　　　　　　YOU Fangzhou 

The Jikkinsho- (Stories Selected to Illustrate the Ten Maxims), a collection of 
parables from the mid-Kamakura period, is a Confucian enlightenment text that presents 
ten virtues with instructional parables under each virtue, written in both Japanese and 
Chinese. Within these are eleven parables that concern works written by or vignettes 
about Confucius, the founder of Chinese Confucianism. The introduction to the Jikkinshō 
states that the text was compiled in order to show young men the life paths of the wise 
and foolish, the good and evil. To use the twenty-ninth story in the sixth chapter, which 
collects stories about Chinese wise men, as an example (wherein Confucius’s refusal to 
drink stolen spring water is praised), the Confucius portrayed in the Jikkinsho- is a model 
figure, representative of wisdom and goodness. However, in the Konjaku Monogatari (Tales 
of Now and Then) and Uji Shu-i Monogatari (Tales from Uji), which precede the Jikkinsho-, 
parables about Confucius are all tales about his failures or comical episodes, focusing on a 
disgraced Confucius figure.

Why did the editors of the Jikkinsho- construct a Confucius image with a different 
character than that of the Confucius tales in the Konjaku and Uji Shu-i collections? How 
were Confucius’s speeches or thought received in medieval Japanese literary works, and 
what role did they play? In order to answer these questions, it is necessary to perform an 
in-depth analysis on each parable that concerns Confucius in the Jikkinsho-.

Until now, there has been little research on Confucius-related tales in the Jikkinsho-, 
and in particular, there has been almost no research that examines the content of the 
stories in a concrete way, or tries to comprehensively understand the Confucius figure 
depicted in these tales. This presentation will consider the formative background of the 
Jikkinsho- while examining each story that concerns Confucius by relating it to its source. 
The presenter will then discuss how Confucius’s discourse and episodes about his life 
were received within the Jikkinsho-, how they were indigenized, and what sort of lessons 
the editors of the Jikkinsho- wanted to present through parables related to Confucius. 
In addition, the paper will elucidate the characteristics of the Confucius image in the 
Jikkinsho- and consider why it was necessary for the Jikkinsho- to select the discourses it 
did, as well as examine the actual circumstances surrounding the reception of Confucius in 
medieval Japanese literature. 
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研究発表⑥

「大やうなる能」と「小さき能」

―能の位とその典拠の正統性をめぐって―

TARANU  Ramona（ツァラヌ・ラモーナ）

世阿弥の能楽論では、よくできている能の一条件として「本説正しき」ことが『風

姿花伝』の「第三問答条々」や『花伝　第六花修』、応永二十五年の奥書を持つ『花

習内抜書』、『三道』（応永三十年奥書）、『花鏡』（応永三十一年奥書）などで繰り

返し論じられている。「本説正しき」ことは権威のある正統な古典作品を典拠と

するという意味で、著名な文学的題材のことである。

『花伝　第六花修』には世阿弥の次の発言がある。「大やうなる能の、本説こと

に正しくて、大きに位の上れる能あるべし。かやうなる能は、見所さほど細かに

なき事あり。（略）又、小さき能の、さしたる本説にてはなけれ共、幽玄なるが、細々

としたる能あり」。

ここで「大やうなる能」と「小さき能」について対比的に論じられていること

に注目したい。「大やうなる能」と「小さき能」の間には位の差があり、その位

は本説の質によって異なると解して無理がなかろう。また、「大やうなる能」は

「見所さほど細かになき事」に対し、「小さき能」の場合は「細々としたる能あり」

と論じられている。つまり演技における工夫の程度もその能の位によって異なる

のではなかろうか。

『花鏡』やその前身である『花習内抜書』にも似たような発言があり、典拠が

特に正統であることが番組の序となる演目（脇の能と二番目の能）に求められて

いるのに対して、破の演目（三番目の能より）は「序ノ、本風ニテ直ニ正シキ体ヲ、

細カナル重エ移シアラワス義ナリ」（『花習内抜書』）とあって、能の位は演目に

おける演技の繊細度にまで影響を及ぼすのみならず、各演目が一日の番組の中で

どこに位置すべきかにまで影響を与えているように見える。

本研究では、世阿弥本説論の観点から「大やうなる能」と「小さき能」のそれ

ぞれの特徴を考えたい。
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“Ōyōnaru Nō” versus “chiisaki Nō”
– on the ranks of Noh plays and the legitimacy of their literary sources –

TARANU Ramona

In Zeami’s treatises, one of the criteria of a well written Noh play is “a reliable 
source” ( “honzetsu tadashi”). This is repeated several times, for instance in the third 
(Daisan mondōjōjō) and sixth part (Kaden dairokkashū) of Fūshikaden, in Sandō (1423) 
or Kakyō (1424). “A reliable source” is a widely acknowledged classic literary work, 
which is to be used as a source material for creating a Noh play.

In Kaden dairokkashu Zeami refers to “ōyōnaru Nō” as being Noh created based 
on an especially reliable source. As it is a Noh of high rank, the actor’s performance should 
display few highlights.  On the other hand, “chiisaki No-” may not have a great source, but 
still has to be elegant, although its performance is detailed, with highlights of movement 
and gestures.

I would like to draw attention to the fact that here “o-yo-naru No-” and “chiisaki No-” 
are referred to in comparative terms. There is a difference of rank between “o-yo-naru No-” 
and “chiisaki No-”, and that rank differs depending on the quality of the source material for 
a Noh play. Moreover, in contrast to “o-yo-naru No-”, which is to be performed with a certain 
restraint of movement and gestures, “chiisaki No-” requires meticulous acting. In other 
words, in Zeami’s view, the density of acting gestures employed during the performance 
differs depending on the rank of a Noh play.

We find similar statements both in Kakyō and its first draft, Kashū no uchi nukigaki. 
Concerning the plays meant to be the opening act of a Noh program (the first and the 
second play), which correspond to “o-yo-naru No-”, it is stated that they should have an 
especially legitimate source. As for the plays in the middle of the program (from the 
third on), they “must shift the straightforward style of the opening plays towards a more 
detailed, subtle direction”. We conclude that the rank of a Noh does not only influence what 
kind of performance should the actor aim for, but it is also decisive on what stage of a day’s 
Noh program should that play belong to.

The purpose of this research is to compare the features of “o-yo-naru No-” and 
“chiisaki No-” on hand of Zeami’s treatises and to consider the implications of such 

differentiation of Noh plays.
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研究発表⑦　　

『秋夜長物語』の絵巻と奈良絵本について

―東京大学文学部国文学研究室蔵の絵巻を中心に―

金　 有 珍（キム・ユジン）

『秋夜長物語』は御伽草子の稚児物の一つで、山門の僧桂海と寺門の稚児梅若

の情事及びそれを原因とする両派の確執を描いた作品である。中世から近世にか

けて広く読まれ、伝本も多く、その形も写本、絵巻、奈良絵本、古活字本、版本等、

多岐に渡る。伝本については平沢五郎氏の研究があり、重要伝本は氏の論考や『室

町時代物語大成』等に翻刻されている。

『秋夜長物語』が早くから絵巻として享受されたことは、最古本の永和3年本の

本文形態からも察せられ、『看聞日記』等にも記事があり、現在、四つの絵巻の

存在が知られている。本稿は、その内、今まで紹介されていなかった東京大学文

学部国文学研究室蔵本（中世35・3・2B、以下、東大国文本）を同作品の絵巻や

奈良絵本と比較し、相互関係や独自性を考察するものである。

東大国文本は、江戸前期の制作とされており、上（絵・詞書8段）・中（絵・詞

書5段）・下（絵・詞書7段）の三巻で、紙本着色の絵巻である。絵の約3分の2

は永青文庫蔵本（室町末期写）の図様から引用しており、また、メトロポリタン

美術館蔵本（旧幸節本、室町中期写）の図様から引用している箇所も確認される。

ただし、いずれの絵巻にもない段落設定や絵もある点、これらの図様を参照しな

がらも独自の構成を持つものと考えられる。

さらに、本絵巻はソウル大学校中央図書館蔵の奈良絵本（全2巻、上巻のみの

残欠本）の制作に示唆を与えたと考えられる。同奈良絵本は、本絵巻と段落がお

おむね一致し、図様も類似している。また、同奈良絵本は物語の時代背景を「ほ

り川の院の御宇」としているが、内田康氏によれば、これは他本には見られない

もので、この本の特徴とされている。が、東大国文本も「ほり河のゐんの御宇」

としている点、本文上にも何らかの交渉があったと考えられる。

本絵巻の研究を通じて、『秋夜長物語』の絵巻・奈良絵本の享受・制作や伝本

関係をより明らかにしたい。
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The Picture Scrolls and Nara-Ehon of Akino Yono Nagamonogatari
— a Study of the Picture Scroll from the Collection of the Department of Japanese 

Literature, Faculty of Letters, University of Tokyo —

KIM　Youjin

Akino Yono Nagamonogatari (A Long Tale for an Autumn Night) is one of the 
chigomono (stories that portray romantic relationships between priests and young men) in 
the Otogizōshi. It depicts the situation between a priest named Keikai of the Sanmon and a 
young man called Umewaka of the Jimon, as well as the discord between the two factions 
that leads to their interaction. It was widely read from the middle ages until the early 
modern period, and there are many transcribed editions in a variety of forms, including 
handwritten copies, picture scrolls, Nara-ehon (Nara picture books), ancient printed texts, 
and texts carved in wood. Hirasawa Goro- has performed research on the extant transcribed 
copies, and information on the most important editions can be found in his research or the 
Muromachi Jidai Monogatari Taisei.

Akino Yono Nagamonogatari has been enjoyed as a picture scroll from early on, a 
fact that can be gathered from the type of text found in the oldest copy, written in 1377 
(Eiwa 3). There is also a section about it in the Kanmon Nikki, and at present, the existence 
of four picture scrolls is known. This paper will compare the copy stored in the collection 
of the Department of Japanese Literature in the Faculty of Letters at the University of 
Tokyo (Middle Ages 35・3・2B) with other picture scrolls or Nara-ehon of the same 
work, and consider their correlation and originality.

The University of Tokyo copy is a colored picture scroll made of paper, and 
is believed to have been created in the first half of the Edo period. It is composed of 
three volumes: jō (8 sections of pictures and text), chū (5 sections), and ge (7 sections). 
Approximately two-thirds of the pictures reference the designs in the Eisei Bunko copy 
(a copy from the late Muromachi period), but there are also sections that have been 
determined to reference designs in the Metropolitan Museum copy (previously belonged 
to Ko-setsu Shizuhiko, mid-Muromachi copy). However, there are also paragraphs and 
pictures not found in either of these two picture scrolls, meaning that it is believed to be an 
original composition made by referencing the two designs. 

Further, it is believed that this picture scroll influenced the creation of a Nara-ehon 
stored in Seoul National University’s Central Library (two volumes in total, only the first 
volume remains). The formatting of this Nara-ehon nearly matches the picture scroll, and 
the designs are also similar. Additionally, the Nara-ehon describes the story’s historical 
background as “the imperial reign of the Horikawa-in,” but according to Uchida Yasushi, 
this phrasing is not found in any other copies, making it one of the characteristics of this 
copy. However, the University of Tokyo scroll also uses the same phrasing, meaning that 
there must be some connection between the texts.

  Through researching this picture scroll, the presenter aims to further elucidate the 
reception/creation process of the Akino Yono Nagamonogatari picture scrolls and Nara-
ehon, as well as their relationship to other transcribed editions.
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研究発表⑧

黄表紙の批判性の再考

―青砥藤綱像を使用する寛政年間の黄表紙の特徴をめぐって―

CSENDOM Andrea（チェンドム・アンドレア）

寛政期の黄表紙は「改革の黄表紙」とも称され、先行研究においてすでにその

政治批判的な内容が指摘されてきた。これは当時の老中首座、松平定信が黄表紙

において取り上げられた『文武二道万石通』や『鸚鵡返文武二道』など、寛政改

革の政治と、松平定信を風刺した黄表紙についての指摘である。しかし、定信と

彼の主導した改革を批判はせず、定信に対して高く評価している黄表紙も存在す

ることが、今回判明した。たとえば、これまであまり注目されたことがない作品

ではあるが、寛政元年（1789）の『太平権現鎮座始』は、松平定信が青砥藤綱に

仮託される黄表紙で、そこでは青砥藤綱（実は松平定信である）は批判の対象と

ならず、むしろ若い老中への期待を感じさせるものとなっているのである。それ

が、翌年の寛政二年（1790）以降の黄表紙になると、松平定信のポジティブな評

価が激減するのであるが、それは作者の身分的な交代と関係していたと報告者は

考えている。

本研究では、天明八年（1788）から寛政三年（1791）まで刊行された黄表紙の

内容における変容と詳細な政治的情報の描写、改革期の黄表紙の批判性、また作

者の身分を検討した上で、従来の通説のように、黄表紙が政治に対して否定的評

価をしていたばかりではなく、ある時期は肯定的な内容の黄表紙もあったことを

指摘し、そのうえで松平定信がなぜ青砥藤綱に仮託されたのか、その意味を作者

側の視点から考察していきたい。具体的には中世から近世にかけての文芸や史料

にみられる青砥藤綱像の造型・伝播の過程を検討し、藤綱という人物のイメージ

がどのように展開し、人々のなかに定着したかを明らかにすることによって、定

信が藤綱に仮託された意味を黄表紙の特徴的表現方法に焦点を当てながら考察す

る。
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Rethinking Kibyōshi’s Critical Side
The Characteristics of Kibyōshi in Early Kansei Dealing with Aoto Fujitsuna

CSENDOM Andrea

The Kansei era’s kibyōshi is often called the Reform period’s kibyōshi (“Kaikaku no 
kibyōshi”), which the critical artistic method for this genre was emphasized in the previous 
research of the same topic. In such famous kibyōshi as Bunbu Nidō Mangoku Dōshi or 
Ōmugaeshi Bunbu no Futamichi were, Matsudaira Sadanobu and his reform policies 
which were the main aim of kibyōshi’s sarcasm. However, by analyzing comprehensively 
this era’s kibyōshi dealing with politics, it is revealed that there were less critical or even 
positive evaluations of Sadanobu. For instance, Taihei Gongen Chinza no Hajimari, a 
kibyōshi from Kansei 1 (1789), that wasn’t widely noticed thus far, uses Aoto Fujitsuna’s 
portrayal, who was a historical hero in the Taiheiki, as an allude for Matsudaira Sadanobu. 
In this type of kibyōshi, using Fujitsuna as an image for Sadanobu, we are not able to 
recognize criticism against the young rōju, rather we take notice of some expectations 
regarding the new politics. The kibyōshi published one year later, from Kansei 2 (1790), 
Sadanobu’s positive evaluation has vanished. Still, this literary process can be explained 
with the rotation of the kibyōshi writer’s social status while the bushi authors were replaced 
with cho-nin authors.

In this research, a new approach of the valuation of kibyōshi published between 
Tenmei 8 (1788) and Kansei 3 (1791) will be presented regarding text alteration, the 
politically critical side of Reform period’s kibyōshi, detailed political information, and 
shift in the author’s social status, while arguing the genres expressive style pointing out 
that, in front of the common accepted theory, kibyōshi wasn’t the genre that fostered only 
critics against politics, however, in a certain period, it also made an affirmative political 
evaluation. In addition, exploration from the perspective of the author’s intention: why was 
Aoto Fujitsuna used as the metaphor of Matsudaira Sadanobu in the kibyōshi? Through 
analyzing literary genres and other historical sources, a brief examination of Aoto 
Fujitsuna’s character’s alteration from the latter part of the Middle Ages to the Edo period 
and point out that Fujitsuna’s image became a very stable ideal for the common people by 
the Kansei era, therefore Fujitsuna depicted in literary genres was able to spread a positive 
evaluation through the kibyōshi even though the genre used a critical expressive style.
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研究発表⑨

鶴屋南北の合巻

片 　龍 雨（ピョン・ヨンウ）

歌舞伎作者の四世鶴屋南北は、合巻も数作手がけている。従来南北が合巻を執

筆した理由に関しては、当時の彩色摺禁令による役者絵本刊行の中止などの出版

情勢や南北と版元伊賀屋勘右衛門との地縁関係によって説明されてきた。

文化五年から文化九年まで姥尉輔の作者名で『敵討乗合噺』（文化五年）、『復

讐爰高砂』（同六年）、『恋女房讐討双六』（同九年）等が刊行されることになった

のは、版元側の事情が深く関わっていたと思われる。伊賀屋勘右衛門は、二世常

盤津文字太夫の死後、常磐津節の正本が出版できなくなると、山東京伝・京山等

と交流を持ち複数の合巻・読本を出版している。もちろん歌舞伎関係者とも交流

があり、南北に合巻執筆を勧めた可能性がある。立作者になかなかなれなかった

南北にとっても、自分一人で自由に趣向を仕組むことができる合巻の執筆は魅力

的であったと思われる。

文化九年以後、合巻の刊行を休止していた南北は、文政五年から南北門人亀東

の名義で、文政九年からは鶴屋南北の名義で出版を再開する。その理由は、南北

の二人の孫、南北孫太郎と勝田亀岳のためだと思われる。孫太郎は、文政五年か

ら南北の下で狂言作者としての修行を始めていた。南北門人亀東とは、この孫太

郎のこととされている。また亀岳は、幼少より絵をよくした。文政期の南北の合

巻には、画中の屏風などに描かれている亀岳の絵が度々見える。南北は、亀岳を

将来画工にと思っていたふしがある。

『怪談岩倉万之丞』（文政十一年）と『怪談鳴見絞』（天保二年）は、文政八年七月『東

海道四谷怪談』の大当たりの影響で上梓されたとされる。しかしこの二つの合巻

は、実録体小説『四谷雑談』や読本『勧善常世物語』（文化三年刊）の直接的な

影響が確認できるなど、役者を中心に脚色された『東海道四谷怪談』とは一味違っ

たものとなっている。
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 The Bound Books of Tsuruya Nanboku

PYUN Yongwoo

The fourth Tsuruya Nanboku, a kabuki playwright, also tried his hand at making 
bound books (gōkan). Traditionally, the reason for Nanboku writing bound books was 
attributed to the situation of publishing at the time—such as the banning of full-color 
prints, resulting in the ceased publication of actor picture books (yakusha ehon)—as well as 
Nanboku’s local ties to publisher Igaya Kanemon.

The publication of Kataki Uchi Noriai Banashi (Bunka 5), Kataki Uchi Koko 
Wa Takasago (Bunka 6), and Koi Nyōbō Adauchi Sugoroku (Bunka 9) from Bunka 5 to 
Bunka 9 (1808-1812) under the penname “Uba Jōsuke” is thought to be heavily related to 
circumstances on the publisher’s side. Once original copies of the Tokiwazu-bushi could 
no longer be published after the death of the second Tokiwazu Mojitayū, Igaya Kanemon 
began relationships with people like Santō Kyōden and Santo- Kyo-zan, and in turn 
published multiple bound books and textbooks. Kanemon certainly also had connections 
to people in the kabuki sphere, thus there is a possibility that he may have recommended 
the writing of bound books to Nanboku. As for Nanboku, who faced difficulty in trying to 
become a main playwright, the composition of bound books was probably appealing, as it 
allowed one to freely construct ideas by oneself.

Nanboku suspended his publication of bound books in 1812, but resumed 
publication under the name “Nanboku Monjinkitō” from 1822 (Bunsei 5), and then 
under the name “Tsuruya Nanboku” from 1826 (Bunsei 9). The reason for this is likely 
because of Nanboku’s two grandsons: Nanboku Magotaro- and Katsuta Kigaku. From 
1822, Magotaro- began training under Nanboku to become a writer of kyōgen. “Nanboku 
Monjinkito-” is believed to be Magotaro-. Additionally, Kigaku often painted pictures from 
the time he was a child. In the bound books produced by Nanboku during the Bunsei 
period, Kigaku’s pictures can occasionally be found in the painted screens illustrated 
within. Nanboku may have been thinking to make Kigaku a painter in the future.

Kaidan Iwakura Man’nojō (1828) and Kaidan Narumi Shibori (1831) are believed 
to have been published in part because of the success of Tōkaidō Yotsuya Kaidan (1825). 
However, within these two bound books, we can see the direct influence of Yotsuya 
Zōtan—a fictional novel written in the style of a true story—and textbook Kanzen Tsuneyo 
Monogatari (1806), and as such, they are slightly different from Tōkaidō Yotsuya Kaidan, 
in which actors are primarily dramatized.
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研究発表⑩

多和田葉子とヨーロッパ

RIGAULT Tom（リゴ・トム）

日本現代文学の中で、多和田葉子は国境と言語の境界を超えた特殊な位置を占

める。1982年からドイツに移住してこの方、二つの大陸と言語にまたがって様々

な作品を書いている。多和田の作品は、自国や母語に向けて、もしくは新しく移

り住んだ国に向けて書かれる《亡命文学》の形態を取らない。多和田は、国また

は言語のアイデンティティに閉じこもらないので、現在のいわゆるグローバル化

された世界の状況では非常に面白いスタンスである。ドイツは多和田にとって夢

の国でもなく、日本は望郷の故国でもなく、それどころか深い学識を持ち批判的

な視線でそれぞれの空間を観察している。

本発表の目標は、多和田とヨーロッパとの関係や、多和田の作品におけるヨー

ロッパの扱いと表象を分析することである。文学のデビューをした時から（既に

「あなたのいるところだけなにもない」という題の最初の詩集で）場所の問題を

重視し、ヨーロッパという概念の妥当性や、境界の決められた大陸あるいは表象

の空間としてのヨーロッパの存在そのものを初て疑う。それ以降「本当は言って

はいけないことだけれどヨーロッパなんてない」、「ヨーロッパが始まるところ」

や「ゴットハルト鉄道」など、色々なヨーロッパを中心とした作品を書いてきた。

多和田が取る (デリダの意味での )《脱構築》の態度は、文学と政治的な批判を

可能にすると同時に、ドゥルーズとガタリの《リゾーム》のような新たな地図作

成を生じさせる。結局、ヨーロッパを検討する作品を利用しながら、ヨーロッパ

との関係が世界文学のただ中にいる多和田に固有の立場をいかに決定しているか

を明確にしていきたいと思う。
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Yoko Tawada and Europe

RIGAULT Tom

Within contemporary Japanese literature, Yoko Tawada occupies a singular position, 
one which went across and over geographic and linguistic borders. Since she moved in 
1982 to Germany, she has been writing all sorts of texts, straddling two continents and two 
languages. Tawada's work differs from “exile literature” in the way that she isn't turned 
either towards the country of origin and mothertongue, or the host country and second 
language. In today's so-called globalized world, Tawada's stance, not shutting herself 
inside a unique national or linguistic identity, is particularly interesting. For her, neither 
is Germany the land of her dreams, nor is Japan a nostalgic homeland, and she rather 
considers both spaces with an erudite and critical look.

This presentation's aim is to analyse Tawada's relation to Europe and how it is dealt 
with and represented in her work. Since her debut, she attaches great importance to the 
question of the “location”, as shown in her first collection of poems : There is nothing only 
where you are. There, she starts interrogating and playing with the idea of Europe, as well 
as its very existence as a continent or an object of representation. Since then, she often 
focuses Europe in various other works (including We mustn't say it but actually Europe 
doesn't exist, Where Europe begins, or Gothard Railway).

Tawada's “deconstructive” (in Derrida's sense) posture enables her poetic and 
political critic, and helps her create her own original cartography, a phenomenon which 
also relates to Deleuze and Guattari's “rhizome”. Thus, using Tawada's works handling the 
question of Europe, we would like to ultimately determine in what way Tawada's relation 
to Europe defines her peculiar place within world literature.
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研究発表⑪

「在満作家」牛島春子の女性文学

鄧　 麗 霞（トウ・レイカ）

牛島春子は「在満作家」として著名だが、戦後帰国後も女性作家として活動し

続けた非常にめずらしい存在である。デビュー作「王属官」（『大新京日報』1937

年5月）と芥川賞候補となった「祝といふ男」（『満洲新聞』1940年9月）のほかに、

牛島は「苦力」（『満洲行政』1937年10月）、「牝鶏」（『満洲よもやま』1940年6月）、

「二太太の命」（『大陸の相貌』1941年4月）、「張鳳山」（『文学界』1941年4月）な

どのいわゆる「満人もの」を多く執筆してきたが、戦時体制に入ると「満人もの」

から、「女性もの」へと素材が移っている傾向が見られる。

出産をめぐる「女」（『芸文』1942年4月）をはじめとして、牛島は自分自身或

いは女性の友人を対象に一連の作品を書き、引き揚げて帰国してからも女性自身

の問題に関心を持ち続けた。牛島の分岐点は、政治運動への挫折から外国逃亡に

似た心情で満洲に渡り、出産のため祖国日本に戻った時死産に遭ったことである。

本発表で取り上げる「女」という作品はそうした時期に書かれたもので、戦時下

における出産に思いをめぐらせ、主人公の感情が昂ぶっていく様子を描いている。

かつて政治運動に熱中していた牛島が、戦場のニュースを聞きながら、作中人物

に「女は子供を生むことだ！」と叫ばせるようになる彼女の転換を、どのように

評価すべきかということが本発表の問題提起である。

本発表は、戦時下の女性動員と、知識人が国家に利用されていく背景を、牛島

が書く「女」のテクストによって考察しようとするものである。そのような中で、

戦時下の女性が自身の身体を犠牲に取引し、国家権力に従属していく過程と苦痛

を明らかにする。
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“Writer in Manchuria" Ushijima Haruko’s Literature on Women

DENG Lixia

Ushijima Haruko is well known for being a writer who lived in Manchuria, but after 
returning to Japan once the war had ended, she also continued her work as a woman writer, 
making her an exceedingly rare case. Aside from her debut novel, “O− zokkan” (Daishinkyō 
Nippō, May 1937), and “Shuku To Iu Otoko” (Manshū Shinbun, Sep. 1940), which was 
nominated for an Akutagawa Prize, Ushijima has wrote several pieces about Manchuria, 
such as “Kūrii” (Manshū Gyōsei, Oct. 1937), “Mesu Niwatori” (Manshū Yomoyama, Jun. 
1940), “Aataitai No Min” (Tairiku No Sōbō, Apr. 1941), and “Chōhōsan” (Bungakkai, 
Apr. 1941). However, when Japan began preparing for war, Ushijima tended to write less 
about Manchuria and more about women.

Beginning with “Onna” (Geibun, Apr. 1942), a story that revolves around 
childbirth, Ushijima wrote a series of works that portrayed herself or her female friends, 
and after being repatriated to Japan, she continued to hold an interest in the problems 
of women. The turning point for Ushijima was when she crossed over to Manchuria as 
if she were fleeing to a foreign country due to her frustration with political movements 
back home, but returned to Japan in order to give birth to her baby, which ended up being 
stillborn. This presentation will focus on “Onna,” a piece that was written in that time 
of Ushijima’s life, and that depicts the main character pondering over childbirth during 
wartime and becoming awash with emotion. The chief problem treated in this presentation 
concerns how readers are to regard the change in Ushijima, who was extremely passionate 
about political movements, when one of the characters in the story listens to news from the 
battlefield and screams, “women must bear children!”

This presentation will attempt to analyze the mobilization of women and 
the exploitation of intellectuals by the state through the text of Ushijima’s “Onna.” 
Furthermore, the process and the pain of women trading their own bodies as a sacrifice 
during wartime in order to obey state power will also be revealed.
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国際日本文学研究集会シンポジウム

図像のなかの日本文学

司　　会：板坂　則子（専修大学教授）

パネラー：GERSTLE Andrew（SOASロンドン大学教授）

　　　　　楊　　暁捷（カルガリー大学教授）

　　　　　土佐　尚子（京都大学教授）

シンポジウム要旨

美術史や社会学、人類学などにおいて図像の解読が主要な分析対象となっているが、日本

文学においても多くの絵入り本や屏風、挿絵などの研究が促進されている。また近現代文学

においても映画やアニメ、まんがなどが分析対象として多く取り上げられている。もはやそ

の境界を判断していく基準はますます曖昧となってきている。日本文学研究においても図像

分析のさまざまな研究方法が他領域から導入されてきているが、そもそも日本文学の分野の

中に内包されてきた視覚性 の問題はあまり注意されてこなかった。文学における視覚性の問

題を主に、古典から近代文学にまで至る長いスパンで、図像と文学の関係を考察していこう

というのが本パネルの目的である。

パネラー発表要旨

○GERSTLE Andrew

　春画とパロディ、図像のパロディ

「パロディ（「もじり」「みたて」を含む）、「風刺」、「うがち」などは、日本の近世大衆文

芸によく現れる笑いの修辞法です。しかしながらこのような表現が、近現代の歴史や文芸の

研究の中で高く評価されることはあまりありません。丸山眞男氏の影響によって、江戸時代

のパロディや風刺には政治的な力がなく、単なる軽薄な遊びであったという見解が根強いで

しょう。風刺を積極的に研究された南和男氏でさえ、風刺の意図のないものは「たんなるパ

ロディーに過ぎない」と書いており、一般的にパロディの意義を取り扱わない傾向がいまだ

にあります。近世の大衆文化におけるパロディに反体制的・反逆的な意図があったかどうか

ということを問題点として、春画によるパロディ作品を例にしながら、その意図と、視覚表

現（図像）の重大な効果についても論じてみたいと思います。

○楊 暁捷

　絵巻にみる男と女の間

絵巻には、男と女が対面するという基本テーマがあります。それは、長い屈折の末の恋の

成就であったリ、人も羨む新婚初夜であったリ、あるいは誰にも知られてはならない密会や

情事であったりします。一方では、このような奥深い男女の間を表現する絵の構図は極めて

単純で分かりやすく、洗練されていて味わい深いです。

絵の表現における一つの完成形をみせたこの構図をどう読み取るべきでしょうか。絵の正

しい読み方というものは、はたして存在しているのでしょうか。絵巻における物語の伝え方

の基本に関わるものを析出し、それを表現史の一コマとして捉えるとともに、日本の画像に

かかわる豊穣な伝統の一端を明らかにしようとするのは、この発表の狙いです。
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○土佐　尚子

「カルチュラル・コンピューティング」

土佐研究室では、芸術とテクノロジーをつなぐ「カルチュラル・コンピューティング」 を
研究しています。世界はインターネットでつながりました。しかし地域や民族に根ざしてい

た文化が「フラット化」されてきています。私達は文化を脱ぎ捨てることはできない。いま

までコンピュータで定量化できなかった感情・意識・物語・民族性といった 人々に内属する

ものを扱い、精神に触れるインターフェース「カルチュラル・コンピューティング」が不可

欠です。人間が歴史 の中で行為や文法などの形で蓄えてきたものをモデル化し、デジタルで

文化体験できる作品です。それを心で理解して グローバルコミュニケーションは深まるで

しょう。 特に日本文化のコンピューティングに注目し、ほとんどコンピュー ティングの対象

となって来なかった (1)日本の移ろいやすい気象・ 自然風土「もののあわれ」などの無常思想

や「わび、さび」などの 美意識 (2)日本文化とアジア文化の関係 (3)神仏習合を根底とした 文
化構造 (4)和歌、俳諧や能などの日本語独特の特性 (5)日本的 意匠 (紋、織、色、型 )を研究し

ています。今回は、イメージとイメージのつながりが生むストーリーや、アレゴリーなどに

ついて近年の自分の作品「Space Flower」「Sound of Ikebana」や、インタラクティブアートの種々

の作品を通して、そのコンセプトを紹介していきたいと考えています。

シンポジウム登壇者紹介

板坂　則子（イタサカ・ノリコ）

専修大学教授、日本近世文学・文化。文学博士（東京大学）。主な

著書に「曲亭馬琴の世界　戯作とその周縁」（笠間書院、2010）、「馬

琴草双紙集」（叢書江戸文庫33、国書刊行会、1994）、共著に「東京

大学所蔵・草雙紙目録　一～五編、補編』（日本書誌学大系67、青裳堂・

1993 ～ 2006）、論文に「『椿説弓張月』の琉球　…馬琴読本における

怪異と異界」（「読本研究新集」第６集所収、読本研究の会、2014）、「馬

琴の描く女性像」（『東アジアの文学・語学・文化と女性』所収、武

蔵野書院、2014）など。

GERSTLE Andrew（ガーストル・アンドリュー）

ロンドン大学SOAS教授（国際日本文学研究センター　外国人研

究員）。BA コロンビア大学、MA早稲田大学、PHDハーバド大学。

近世文学・芸能の研究。Shunga: Sex and Pleasure in Japanese Art (共
著 ) (British Museum Press, 2013)、『江戸をんなの春画本—艶と笑の夫婦

指南』(平凡社、2011年 )、『艶道日夜女宝記』(近世艶本資料集成 IV月

岡雪鼎2) (共著 ) (国際日本文化研究センター、2010年 )、『流光斎図

録―上方役者似顔絵の黎明』(共著 ) (武庫川女子大学 , 2009年 )、『大

坂歌舞伎展―上方役者絵と都市文化』(共著 ) (大阪歴史博物館 , 2005
年 )、Chikamatsu: Five Late Plays (Columbia University Press, 2001)、
Eighteenth Century Japan: Culture and Society (ed.) (Allen and Unwin 
Australia, 1989)。
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楊　暁捷（ヤン・ショオジェ）

カナダカルガリー大学言語学・語学・文化学科教授。中国北京大

学日本語日本文化学士（1982年）、京都大学国文学博士（1989年）。

研究分野は日本の中世文学、とりわけ絵巻物。主な出版物は、絵巻

研究に関連して、『鬼のいる光景』（角川書店、2002年）、「後三年の

合戦を絵に聞く」（『文学』、2009年9月）、「絵巻の文法序説」（『日本

研究』、2012年9月）など、デジタル技術と人文学の研究に関連して、

『デジタル人文学のすすめ』（共著、勉誠出版、2013年）などがある。

土佐　尚子（トサ・ナオコ）

メディアアーティスト、研究者、京都大学学術情報メディア

センター教授、工学博士（東 京大学）。感情、記憶、意識の情

報を扱ったコミュニケーションの可視化表現を研究する。フイ

ルム、ビデオアート、CGを経てメディアアート からカルチュ

ラルコンピューティングの領域を開拓、システム構築を行なう。

SIGGRAPH（シーグラフ）ARS ELECTRONICA（アルスエレク

トロニカ）といった代表的な文化とテクノロジーの国際会議に

て、講演や作品を発表。NY近代美術館、メトロポリタン 美術館

等の企画展に招待展示。作品はアメリカンフィルムアソシエイ

ション、国立国際美術館、富山県立近代美術館、名古屋県立美

術 館、高松市立美術館などで収蔵されている。芸術科学会設立

メンバー、現在副会長。ATR知能通信研究所主任研究員、科学

技術振興 機構「相互作用と賢さ」領域研究に従事。マサチューセッ

ツ工科大学建築学部Center for Advanced Visual Studiesフェロー

アーティストを経て現職。HPは、http://www.tosa.media.kyoto-u.
ac.jp/
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