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第１章 序論                          
１－１．背景と目的 

日本人は古くから昼夜の変化を意識的に見ており、夜景が和歌や浮

世絵の題材として多く取り上げられてきた１）。また現在でも、人々の

生活時間が夜間へと拡大したことにより、夜景が注目されている。こ

の現在と過去の間には、当然、様々な環境の変化があり、注目される

夜景の質も異なっている。そこで本研究では、環境の変化が著しかっ

た江戸後期から明治初期の江戸東京に着目し、その時期に描かれた浮

世絵風景画の分析を通して、夜景表現がどう変化したのかを明らかに

することを目的とする。 
１－２．研究の位置づけ 

浮世絵を用いた夜景に関する研究は、小柳ら（1990）の研究２）があ

る。これは、語彙や浮世絵の分析を通し、日本人は伝統的に夜景をど

う表現していたかというプロトタイプを抽出したものであり、本研究

のように、時代を分けて、環境、慣習の違いによる夜景表現の変化を

見るという作業は行われていない。 
第２章 研究の方法                       

２－１．浮世絵風景画の概要 

 民衆の行楽や旅行に対する関心の高まりや、透視遠近法などの技術

の向上を背景に、江戸後期には、浮世絵風景画が大成し、人々にもて

はやされるようになった。その後、その傾向と人気は明治初期にも引

き継がれた３）。 
２－２．研究の対象とする浮世絵風景画 

 まず、絵師を選定し、その 
絵師の作品４）の中から夜景が 
描かれているものを抽出した。 江戸

この時に、①タイトルに夜景 
を連想させる語彙が含まれて 
いるもの、または、②描かれ 
ている空の様子から夜景と判別できるものを抽出した。（表１） 
２－３．夜景構成要素の出現頻度 

① 水面、建造物など昼夜関係なく存在する要素（昼夜要素） 
② 月、人工照明の明かりなど夜間にのみ存在する要素（夜間要素） 
 この 2 種類の要素を分けて抽出する。ただし、昼夜要素に関しては、

シルエットのみで描かれているものは省くことにする。 
２－４．窓明かりと建物の関係 

 建物を次のように分類する。 

① 色、各部分の輪郭線ともに

描かれている。（鮮明型） 
② 色は描かれず、各部分の輪

郭線は描かれている。（色省略型） 
③ 全体の輪郭線のみで描かれている。（シルエット型） 

 この分類から、窓明かりと建物の関係は図１のようなものがある。 
第３章 江戸後期の夜景表現の分析                 
３－１．夜景構成要素の出現頻度 

表２，表３から、昼夜要素が多く描かれていることが分かる。つま

り、夜間には鮮明には見えなかったはずの昼夜要素が、夜景にも多く

描かれていたことになる。 
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３－２．窓明かりと建物の関係 

 表２，表３から、建物の出現 
頻度に対し、窓明かりの出現頻度が低いことが分かる。また、窓明か

りが描かれているものでは、表４から、パターン１が多いことが分か

る。通常の夜間では、パターン３の見え方が普通であると考えられる

が、ここで、パターン１が多く描かれていることは、実景とは異なる

夜景が描かれていたことが考えられる。 
３－３．同一絵師によって描かれた昼景と夜景の比較 

  
 
 
 

パターン１ パターン２ パターン３ 

窓明かりが際立つ 

図１ 窓明かりと建物の関係 

表１ 対象とする絵師と絵画数 

時期 絵師名

葛飾北斎 3葉（1781～1818）

歌川広重 115葉（1831～1857）
歌川国芳 3葉（1831～1832）
昇斎一景 8葉（1871～1872）
小林清親 28葉（1876～1881）
井上安治 44葉（1881～1889）
小倉柳村 　　3葉（1880）

絵画数（制作された年代）

83葉

121葉後期

明治初期

２ 昼夜要素の出現頻度（江戸後期) 

水面 建物 橋 船 人 桜
93葉 94葉 49葉 80葉 108葉 13葉

表３ 夜間要素の出現頻度（江戸後期） 

表４ 各パターンの出現頻度 

パターン１パターン２パターン３
34葉 4葉 7葉

月 窓明かり 提灯 街灯 乗り物の明かり明かりの倒景
53葉 43葉 76葉 － － 4葉

花火 星 蛍
30葉 11葉 －
 

 
 
同一絵師によって描かれた

絵師による描かれ方の違い

できる。（例：図２）このこ

① 夜景でも、昼夜要素が

で描かれることが多い

② 図２の船の帆のように

③ 水辺の月の景に関して

ような構図がある。 
３－４．分析結果のまとめ

 以上の分析から、江戸後

出現などの昼夜変化は描か

線は、夜景でも昼景のよう

た、水辺の月は昼景よりも

 夜景で、昼夜要素が昼景

では、昼で体験した風景が

れる。一方、夜間要素や船

ることから、昼景と夜景の

から、江戸後期では、真っ

知識や体験に基づいて、昼

れる。 
第４章 明治初期の夜景表

４－１．夜景構成要素の出

 表５，表６から、昼夜要

り差がないことが分かる。
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ているものは少ない。つまり、夜間では鮮明には見えなかった昼夜要

素が、そのまま実景に近い様子で描かれていると考えられる。 
 

 

 

 

 

 

４－２．窓明かりと建物の関係 

 表２，表３から、建物の描かれ

ているものと、窓明かりが描かれているものとはほぼ同数である。ま

た、窓明かりが描かれているものでは、表７から、パターン２，パタ

ーン３に比較的偏っている。 
４－３．同一絵師によって描かれた昼景と夜景の比較 

 
 
 
 
 
 
 

3-3.と同様にして、以下の特徴が挙げられる。（例：図３） 
① 建物と橋は、昼景とは異なり、色が暗く描かれることが多い。ま

た、シルエットで描かれるようになるものもある。 
② 明治９年以降では、水面と人は、昼景とは異なり、暗く描かれる

ことが多い。 
③ 水辺の景では、視点の高さに差はないが、昼景よりも夜景のほう

が、対岸景の描かれる範囲が大きい。 
４－４．分析結果のまとめと考察 

 以上から、明治初期の夜景では、昼夜要素が暗く描かれることが多

いことが分かる。また、明治初期の中でも差があり、初めは建物と橋

のみが暗く表現されていたが、後に、昼夜要素全てに関して暗く描か

れることが多くなっている。また、昼夜変化は、昼夜要素が夜景で暗

く描かれることで表現されている。 

 夜景で、昼夜要素が昼景とは全く異なり、暗く描かれていることか

ら、昼景と夜景の区別が明解にされていたと考えられる。しかも、明

治初期でも差があることから、その対象は、徐々に扱われてきたと考

えられる。ここで明らかになった夜景表現の特徴は、夜景の実景に近

いと考えられる。よって、明治初期の中でも、徐々に実景に近い夜景

が表現されるようになったと考えられる。 

第５章 夜景表現の変化とその考察                

５－１．江戸後期と明治初期の夜景表現の比較 

以上から、夜景表現の変化は 
以下の 4 つに大別される。 
① 夜間要素自体の表現の変化。 
② 昼夜要素と夜間要素の明暗 

表現に関する変化。これにより、江戸後期に比べ、明治初期では

夜間要素が際立っている。 
③ 昼夜変化の表現に関する変化。江戸後期では、昼夜要素の形態の

変化が描かれていたのに対し、明治初期では、明暗の変化が描か

れている。 

④ 夜景の構図の変化。江戸後期では、水辺の月の景に昼景より高い

視点からの俯瞰図が用いられる場合があった。一方、明治初期で

は、水辺の景で対岸景がより広い範囲に描かれている場合がある。 
５－２．浮世絵の画法・役割の変化の定説との対応 

江戸後期から明治初期にかけての、浮世絵全般の変化の要因として、

以下の項目が定説として挙げられている５）。 

a.新画法の登場（明暗法６）） 

b.描画の視点高さの変化（俯瞰的視点からアイレベルへ） 

c.主題の変化（商工の営みの様子から文明開化の様子へ） 

しかし、本研究が取り扱った夜景の浮世絵風景画に見る変化にはこ

れらの定説では説明できないものもあり、ほかに要因を探ることが必

要である。例えば、昼夜要素と夜間要素の組み合わせの表現の変化は、

江戸後期と明治初期で出現頻度の差としてあるだけで、絶対的な転換

だというわけではない。明治初期になって建物をシルエットとして表

現し、窓明かりだけを明るく描くという表現（パターン３）は、数は

増えたが、江戸時代にもこの表現はわずかながら見られたのである。 

５－３．夜景表現と環境・慣習との対応からの考察 

 5-2.で述べたように、夜景表現の変化が、浮世絵の画法・役割の変

化の定説のみでは説明できないことから、明治初期の、街灯の設置、

洋風建築の建立などの物理的な環境変化や、時法の変化、信仰の変化

などの慣習の変化と対応させることで、夜景表現の変化を考察する。 

 5-1.①に関しては、瓦斯灯などの新しい夜間要素が出現したことか

ら、夜間要素全般の表現が見直され、従来からあった明かりについて

の表現も変化したことが考えられる。5-1.②に関しては、洋風建築な

どの新しい昼夜要素が出現し、昼夜要素全般の表現が見直されたこと

と、新しい夜間要素の出現により、夜間要素全般の表現が見直された

ことの両方により、夜間要素と昼夜要素の明暗の表現がされるように

なったと考えられる。5-1.③に関しては、人々の活動時間が夜間に拡

大したことより、実際の昼夜要素の形態の変化が、江戸後期に比べて

目立たなくなったことが考えられる。5-1.④に関しては、夜間要素と

昼夜要素の明暗が表現されるようになり、それによって際立つように

なった明かりを多くとらえるために、対岸景の描かれる範囲が昼景よ

り広く選択されたと考えられる。 

 以上の考察から、次のようなことが考えられる。江戸後期では夜間

要素が少なく、夜景の表現が困難であったため、昼夜要素の形態の変

化などを組み入れて、昼景と夜景を重複させたような夜景表現がされ

ていた。一方、明治初期では、新たに夜間要素・昼夜要素が出現し、

夜景の表現が見直され、実景に近い夜景表現がされるようになった。 

第６章 結論                          

江戸後期から明治初期で、環境・慣習の変化により、浮世絵風景画

での夜景表現が変化した。その変化は 4つに大別され、夜間要素自体

の表現の変化、昼夜要素と夜間要素の明暗表現に関する変化、昼夜変

化の表現に関する変化、夜景の構図の変化が明らかになった。 
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表５ 昼夜要素の出現頻度（明治初期） 

表６ 夜間要素の出現頻度（明治初期） 

表７ 各パターンの出現頻度 

水面 建物 橋 船 人 桜
49葉 50葉 26葉 14葉 23葉 4葉

月 窓明かり 提灯 街灯 乗り物の明かり明かりの倒景
29葉 52葉 51葉 23葉 12葉 31葉

花火 星 蛍
5葉 1葉 4葉

パターン１パターン２パターン３
10葉 20葉 27葉

（昼景） 井上安治「日本橋」 （夜景） 井上安治「日本橋夜景」 

図３ 井上安治が描いた日本橋の昼景と夜景

江戸後期 明治初期 

図４ 昼夜要素と夜間要素の関係の変化 


