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第１章	 序論	 
	 
１−１ .	 背景と目的	 
	 	 
	 絵画、その中でも名所絵・名所図会などの“浮世絵風景画”
と呼ばれるものの中で、橋を含むものや橋を主題としている
ものは多く見られる。さらにその多くには主に通行人として
の“人物”が描き入れられている。本研究ではその“橋”と
“通行人”に注目したい。“橋”と“通行人”の描かれ方には
絵を生き生きと見せるために画家によって何かしらの工夫が
なされているのではないか、という仮定のもと、その工夫を
技法として抽出することを目的とする。その方法として、歌
川広重の描いた名所絵「名所江戸百景」における定量的、定
性的両側面からの橋と通行人の関係の分析と、橋の模型を用
いた実験の結果をあわせ、それらを比較し考察を試みる。	 
 
１−２ .	 研究の位置づけ  
	  
 本研究に関連する既往研究として、以下のものがあげられる。 
⑴浮世絵風景画の構成要素や構図に着目した研究１２３４ 
⑵浮世絵風景画における画中人物に着目した研究５ 
	 本研究で扱う浮世絵風景画に対して、⑴であげた研究のよ
うに、構成要素の一つとして“橋”や“人”にも着目し、そ
の構図的機能や構成要素の相互関係などに言及しているもの
が見られる。また、⑵であげた研究のように、画中人物を“他
者”に見立て、鑑賞者としての“私”と画中人物としての“他
者”の関係を視線の布置という観点から分析したものが見ら
れる。それらに対し本研究は、構成要素としての“橋”と“通
行人”を作者の意図と鑑賞者の受ける印象に着目し、分析・
考察を行うというものである。 
 
１−３ .	 研究の構成  
	  
 本研究の構成を以下に示す。まず、２章において名所絵・画
中の橋・画中心物それぞれの位置づけを明確にし、３章にて
「名所江戸百景」を用いた分析を行う。また、４章にて模型
を用いた実験を行い、分析結果と実験結果を５章でまとめ、
考察し、6章で結論とする。 
	 
第２章	 絵画について  
	 
２−１.	 江戸の風景画における橋について	 
	 	 
	 18 の江戸の風景画を対象として橋を含む絵の枚数を筆者が
調べ、まとめたものを右に載せる（表１）。これによると江戸
後期における風景画には画中に橋を含む絵が比較的多く見ら
れることがわかる。 
 
 

 
２−２ .	 絵画における画中人物について  
	  
ギブソンは 
「画像は正確には何かの記録なのであろう。・・・画像は
確かに知覚の記録であり、写真による画像はそうした記
録であるが、手描きによる画像はかならずしもそうでは
ない。・・・画家は、自分が知覚したものの記録を作るこ
とができるだけでなく、そうした非知覚的経験の記録を
作ることができるのである。・・・そして、画家は、まさ
に知覚しているそのときでさえ、過去や未来にある程度
は目をやっているので、現在のその瞬時に現しだされて
いる表面以上のものをとらえているのである。６」  
	 と論じている。これによれば、風景のありのままを切り取
った画像（写真のように世界のありのままのその一瞬を切り
取ったもの）の場合、作者の知覚的経験そのものとしての記
録にしかならず、作者がその風景体験のなかで知覚、経験し
たものを視覚的表象としているにすぎない。しかし、ギブソ
ンが論じているように、絵画においては必ずしもそうとはい
えないのである。画家は、非知覚的経験の記録も作ることが
できる。つまり、風景画における画中人物はそのとき、そこ
にいた人物である必要がない。そもそも画中に人物を描き入
れる行為そのものが画家の恣意性を伴う行為であり、人物に
は少なからず画家の意識が向けられているのである。またそ
れは絵画の主眼が人物に向けられていない場合も同一である。
人の位置や行動などすべてが画家の任意であり、知覚的経験
とは必ずしも一致しない非知覚的な経験の記録であると言え
る。以上のことから、画中人物には何かしら創作者の意識が
込められており、それぞれが意味を持つ可能性があることが
わかった。これらを本研究で絵画における通行人としての人
物に着目することの妥当性を主張するための論拠とする。 
	 
第３章	 「名所江戸百景」における分析	 
	 
３−１.	 分析対象とする絵画の選定	 
 
	 条件の指定により、計１４枚の絵画を
本分析の対象として選定した（表２）。 
	 
３−２.	 絵画の分析	 
	 	 
	 絵画の分析においては、以下のような結
果が得られた。	 
	 
① 通行人の分布において、中心周辺に最も多いことがわか

るが、中心には描かれていない。	 
② すれ違う直前、すれ違った直後の通行人が一定数描かれ

ている。	 

表２	 絵画の選定 

表１	 画中に橋を含む絵画の総数 



③ 通行人の向きにおいて右→左の
一方向ないし右→左の割合の大
きい絵が１４枚中１１枚と多数
であることがわかった。

④ 風景を眺めている人物が描き入
れられている絵画が一枚だけ存
在する。

⑤ 橋の構造により身体の一部が意
図的に隠されている通行人が散
見される。

第４章	 実験

画中の橋と通行人の位置関係について、そこに込められた作
者の意図を直接問うことはできない。そこで本研究では現代
の人を対象に筆者の作成した模型を用いて実験を行う。もち
ろん被験者は「名所江戸百景」を描いた画家、歌川広重では
ないため、実験の結果や被験者の言説が、三章で分析を行っ
た画中に込められた広重の意図をそのまま代弁するものでは
ないと考えられる。しかし、これらの結果を比較したとき、
何かしら本研究において有用な知見が得られるという想定の
もと、実験を行うこととする。

４−１ .	 実験方法  

実験については以下の手順で行う。
① ある視点から見て、通行人を含む橋の景色が最も魅力的

に見えるよう、模型に通行人の点景を並べてもらう。
②	 ①で定めた視点から写真を一枚撮影する。
③ 視点選択、通行人の配置それぞれについて理由を述べて
もらう。（状況に応じてこ
ちらから被験者への質問
も行う。）
④ 通行人の配置等の情
報を三章と同様に表にま
とめる。
⑤ 以上をもとに通行人
の配置に込められた意図
の考察を行う。
	 なお、三章の分析との
比較については五章で行
うこととする。

４−２ .	 実験結果  

実験により以下のような結果が得られた。
① 中心周辺に最も多く配置されたが、中心に配置されてい

るものはない。
② すれ違う直前、すれ違った直後の通行人が多く描かれて

いる。
③ 通行人の向きにおいて右→左のような法則性は見受けら

れない。
④ 周辺風景を排除しているにも関わらず景色を眺めている

人物が多く配置された。
⑤ 身体の一部が意図的に隠されている通行人が散見される。	 

第５章	 分析結果のまとめと考察	 

５−１.	 結果の比較と考察	 

	 それぞれの結果において、①中心について②すれ違いに関
して⑤身体の一部が意図的に隠されている点について、の３
つの要素において共通していることがわかる。また、③通行

人の向きの法則性④眺望の２つの要素においては相違が見ら
れた。人の配置に関する被験者の言説には、「橋は整列して渡
るものではない」「橋を渡るという一連の流れを表現したかっ
た」「静止画として切り取るにあたり動きを表現したかった」
というようなものが多く見られ、これらは①②⑤の理由に該
当している。つまり、配置において中心を避ける、すれ違い
の前後を描く、身体の一部を意図的に隠すといった技法は、
鑑賞者に時間という意識を持たせ、静止画としての絵画に動
きを持たせるための工夫であると考えられる。また、③にお
ける分析と実験結果の差異に関しては、江戸時代と現代にお
いて、言語記述の方向の多様性に差異が生じていることが関
係していると考えられる。	 

第 6 章	 結論	 

６−１.	 結論	 

	 本研究では、結論として以下に示す技法を抽出することが
できた。	 
① 太鼓橋の頂部や、橋端のような橋上の空間的節目を避け、

その前後に通行人を配置する技法。通行人と節目とのず
れが、通行人の進行方向との関係で未然的時間、已然的
時間を想起させる。

② 身体の一部が、前景によって隠蔽されるように通行人を
配置する技法。通行人の全身像もしくは消失像とのずれ
が、通行人の進行方向との関係で未然的時間、已然的時
間を想起させる。

③ 通行人同士を向かい合わせ、あるいは背中合わせに配置
する技法。向き合っているもの同士はすれ違って背中合
わせになる未然的時間を、背中合わせになっているもの
同士は、その直前までは向かい合っていたであろうとい
う已然的時間を想起させる。

④ 通行人を画面右手から左手に向かい合わせるように配置
する技法。日本語の伝統的な記載法（右上からの縦書き）
が、右から左への目の動きを自然なものと規定してきた
ことをふまえ、通行人の進行方向をそれに同調させ、行
方、つまり未然的な時間を想起させる。

なお、①〜③は名所絵と視覚実験に共通してみられ、④は名
所絵にて顕著となった。	 

６−２.	 今後の課題	 

・本研究では資料として妥当であるとした上で「名所江戸百
景」を用いたが、一般性を示すためには不十分であるため他
の絵画においても分析の必要性がある。	 

・鑑賞者が画中人物に乗り移り、風景をバーチャル体験する
という「仮想行動」の可能性についても今後言及する必要が
ある。	 
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図１	 例示：京橋竹がし

図２	 被験者による撮影写真の例




