
同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 3 月 30 日提出  

所  属 職名 氏  名 

文学部 教授 伊達 立晶 

研 究 題 目 

 

 

 

     ボードレールの思想的変遷 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

今年度の課題は、今まで私があまり手をつけてこなかった 1840年代と1860年代のボードレールの思想を

読解することによって、ボードレールの思想の変遷を検証することだった。ポーの思想的影響を受ける 50

年代以前のボードレールの思想としては、特に 1846年のサロン評が、60年代の著作としては、「ウージェ

ーヌ・ドラクロワの作品と生涯」（1863）が特に重要だろうと見込みを立てていたが、やはりそれらが（難解

ではあるが）読みごたえのある論文だった。 

研究を進めるにあたり、まず手に付けたのは「ウージェーヌ・ドラクロワの作品と生涯」におけるドラクロワ

の思想からの影響だった。この批評文はドラクロワの死後すぐに急場ごしらえで発表された追悼文である

ため、ボードレールがすでにドラクロワについて論じた 1855年の万博評や 1859年のサロン評からの多く

の抜粋がなされている。そのため、一見するとあまり思想的に新しいことが論じられているようには見えな

いのだが、この批評文が一種の天才論としての性格をもっていることが読解により明らかになり、かつドラ

クロワ自身の書いた論文「美の諸変化について」（1857）も（一見しただけでは気づきにくいが）一種の天才

論としての性格をもっていることが判明し、それらの間の影響関係も明らかになった。 

以上の成果をふまえ、フランスにおける天才論の変遷の中にこの成果を組み込む研究が目指されること

になった。「天才」という概念が確立した 18世紀のイギリスや、その影響を強く受けた 18世紀後半以降の

ドイツでは、「独創性」の概念と結びつき、「模倣」を制作の基盤とする古典主義をくつがえす運動（ロマン

主義）へとつながっていったことについては、すでに良く知られている。だが同じような現象がフランスのロ

マン主義に見られるかというと、ほとんどそうした形跡は見られない。むしろフランスでは天才による独創

性よりも、理性的で堅実な制作方法が重んじられ、天才論もあまり支持されなかったのである。そうした傾

向はドラクロワにも認められるのだが、1853年になってドラクロワは、イギリスの天才論の嚆矢ともされる

アディソンの論文（1711）に、独創的な天才とは別に理性的な天才がありうるという主張を見出す。このタ

イプの天才については、以後、イギリスでもドイツでも注目されなくなるのだが、ドラクロワはむしろ後者の

タイプの天才を称揚するようになるのである。 

これを受けてボードレールは「ウージェーヌ・ドラクロワの作品と生涯」において、ドラクロワを理性的な天

才として称揚することになる。ボードレールは 1846年においては、ドイツロマン主義的な意味でドラクロワ

を天才と讃え、古典主義に対立するものと考えていた。だがフランスのロマン主義に衰退が見られる 1860

年代にあってドラクロワの才能を称賛するにあたり、この理性的な天才というタイプを選ぶことにより、古

典主義とロマン主義との対立を越える方向性を示した画家として位置づけることになったのである。 

この成果は「フランス近代の天才論––ドラクロワとボードレールを中心に」『文化学年報』第 69輯、同志社

大学文化学会、pp. 19-43にまとめられた。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 

① ①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２０年 

３月３０日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年  3 月  12 日提出  

所  属 職名 氏  名 

文学部 教授 越前俊也 

研 究 題 目 

 

 

美術と公共性 

研 究 成 果         

 

 

の 概 要         

 

1. 博士論文「平和記念の造営と展示 1915-1964 —広島の陳列館/資料館 /公園の 50年—」（225頁）

を同志社大学文学研究科に提出し、2020年 3月 5日、博士学位（芸術学）授与が決定した。 

2. 論文「イサム・ノグチ《プレイマウンテン》の形状の意味するところ」『文化學年報』第 69輯、同志社大学

文化学会、2020年 3月発行、1〜18頁。 

1. 博士論文においては、広島の平和記念公園を対象とし、その敷地内にあり、後に「原爆ドーム」と呼ば

れることになる広島県物産陳列館の設立から、同公園内にあるいわゆる慰霊碑の背後に「平和の灯」

が設置されるまでの 50年間を時間的射程として、これら施設の芸術学的かつ社会的意義を明らかに

した。従来、これら施設の分析は、建築史家と社会学者の手に委ねられてきた。前者はそれらを様式

と機能の観点から分析解釈し、後者はそれらが時の世相から受けた影響を明らかにすることを目的と

した分析を行ってきた。それに対し、本論は博物館学的観点とその展示論的手法によって、先行する

二つの研究形態に橋を架ける試みであった。具体的には、まず物産陳列館発議者の政治的立場に

着目し、同施設が元来はリベラルな発想と議論の受け皿となる公共機関であったことを明らかにした。

しかしながら、開館から15年が経った1930年代に入り、次第にこうした姿勢は閉ざされて行く。最終的

には、同館が戦意高揚美術展の会場として専ら用いられていたことを指摘した。戦後は、長岡省吾と

いう名の地質学者の個人的努力によって平和記念資料館が開館したことにスポットをあて、彼が被爆

資料をどのように収集、陳列、展示したかを詳らかにした。また、平和記念公園そのものの平面プラン

がめまぐるしく変更されたことに着目し。それらが、時の政治や社会情勢に敏感に反応した結果である

ことも明らかにした。最後に、原爆ドームを挟んで平和記念公園の反対側に位置する原爆スラムに着

目し、同地から見た原爆ドームは、公園側から見たそれとは対照的に、原爆被災の「象徴」ではなく、

被爆後を生きる被災者そのものとして捉えられていたことを明らかにした。以上の分析と解釈を通し、

広島の「平和記念」施設を静態的、固定的ではなく、動態のなかで捉え直す筋道を提示した。 

2. 彫刻家イサム・ノグチが独自に切り開いた創作領域＝ランドスケープデザインの出発点となった作品

《プレイマウンテン》の制作時期を再検討し、その形態上の源泉を探った上で、この作品の形が意味

するところを明らかにした。結論だけを述べていくと、まず、同作のドローイングが描かれたのは、作家

が述べるよう 1933年であったとしても、その模型が作られたのは、最初のドローイングから 2年ほど後

になるという指摘を行った。形態上の源泉に関しては、ノグチの《鋤のモニュメント》(1933)とタトリンの

《第 3インターナショナルのためのモニュメント》(1919)という 2つの先行作品との類縁性を指摘した。そ

の結果、同作には、アメリカ西部の開拓史を出発点としながら、共産主義的社会が機能する未来像

が、その造形に反映されているという指摘を行った。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ２ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２０年 

 ３月１２日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 ３月 26 日提出  

所  属 職名 氏  名 

文学部 教授 清瀬 みさを 

研 究 題 目 

 

土地の記憶と建造物による景観形成 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2019年度の研究課題は、日本近代における建造物（建築物や橋梁、記念

碑など）とその装飾の形がどのような土地の記憶や都市のアイデンティテ

ィを背景にして作られ、独自の景観形成を果たしてきたかを調査、研究す

ることであった。年度内の調査・研究は、伊勢市の神宮徴古館神宮徴古館

及び宇治山田駅舎を中心に行った。 

研究成果の概要は、明治 19年に有栖川宮熾仁親王を総裁にいただく「神

苑会」が行った伊勢神宮周辺の整備を目的とする総合博物館建設事業の構

想を調査し、その中で具体的な建築計画を担ったのが宮内省匠の建築家・

片山東熊（嘉永 6[1854]-大正 6 [1917]年）であること、また中心となる

神宮徴古館の建築様式（第二次世界大戦で焼失する以前の）は赤坂離宮お

よびヴェルサイユ宮殿を着想源とすることを資料等から明らかにした。ま

た、昭和５（1930）年に竣工した久野 節（明治 15 [1882]年-昭和 37 [1962]

年）設計になる神宮の参宮急行電鉄（現・近鉄）のターミナル駅・宇治山

田駅舎は、当時の流行であるスパニッシュ様式を基調とし、伊勢神宮本体

は純粋な和風を遵守しているのに対して、近代以降は、完全な洋風建築が

新たな景観を形成したことを考察した。 

また、2007年より景観構成要因としての橋梁研究を続行し、大阪近代の都市景

観再考を行った。本学人文科学研究所第 19期第 16研究部会の研究代表者として

同研究所叢書『カルチャー・ミックス III』（本年 6月刊行予定）の編集を担当し、

「東西に架ける橋 ― 橋梁と日本近代の都市景観形成 –」という表題で論考

を投稿した。 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ３ 

③ 当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２０ 年 

 4 月 1 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 5 月 28 日提出  

所  属 職名 氏  名 

文学部 教授 河野道房 

研 究 題 目 

 

 

日本画論史研究 ― 東アジア絵画史研究の立場から 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

 本研究は日本画論史を、東アジア絵画史研究の立場から再構築することを目的とし、桃山時代～江戸

時代の画論テキストを内容ごとに分類、整理した。それらを a）中国典籍の復刻、b）中国典籍の翻訳、本

案、c）著者オリジナルと思われる画論、に三分類し、概況を分析したが、その過程で、画論と書論との深

い関係性に鑑み、以下の論文をまとめた。 

・「書」の位置づけ―周辺諸技芸との関連から：美術フォーラム 21、39号、2019年 5月 pp.41-48 醍醐書

房 

 また、中国典籍類の整理、分類から、絵画や画家の地位に関する下記論考をまとめた。 

・絵画の地位、画家の地位 ―中国古代から近代へ―：文化学年報、69輯、2020年 3月 pp.45-63 

 さらに山水画論の分類・整理の過程で、山水画の構図・構成と、山・水・樹木の三要素の重大性に配慮

して、下記招待講演を行った。 

・2019年 9月 15日  大和文華館 2019年 9月展特別公演    於大和文華館 

題目「樹々のイメージ ― 東アジアの樹木表現とその意味」 

・2019年 10月 5日  形の文化会第 71回フォーラム特別公演 於大阪府立大学 

題目「泉壑松風 ― 山水画における樹木の意味と形」 

 以上、まだ初年度で研究も緒についたばかりであるが、絵画や画家の社会的地位という根源的な問題

のあぶり出しや、山水画論研究の展開が期待でき、一定の進展をみた。 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

2020 年 

5 月 27 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２０年 ３月 ２７日提出  

所  属 職名 氏  名 

文学部 美学芸術学科 准教授 大愛 崇晴 

研 究 題 目 

 

ジュゼッペ・タルティーニの理論的著作における音楽の数学的基礎づけ

とその思想的背景 
 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

１８世紀イタリアのバイオリン奏者、作曲家、音楽理論家のジュゼッペ・タルティーニ

（1692−1770）の理論的著作を読み解き、その思想的背景の解明を目指す本研究は、科

学研究費補助金（基盤研究(C) 課題番号１９K００１６４）の採択を受けた研究課題で

ある。その初年度にあたる本年度は、まず、タルティーニの主著である『調和に関する

真の知識に基づく音楽論』（1754）をはじめとするタルティーニの音楽理論書を精読し、

その理論の概要を理解し、彼の理論が、先行する時代のどのような原典に基づいて構築

されているのかを明らかにすることを目標に掲げていた。しかしながら、今年度は、当

初計画していたよりも研究の進捗状況は思わしくなかったと判断せざるを得ない。その

要因としては、依頼を受けた書評、翻訳の執筆や、あらたなテーマを掲げて臨んだ講義

（芸術学特論（８））の準備等に大幅に時間を割かざるを得なかったことに加え、タル

ティーニの著作の文章そのものがきわめて晦渋であり、その内容を理解するのに困難を

きわめていることが挙げられる。現在のところ、上記『音楽論』を一定の視点のもとに

順次読み進めている段階であり、それによって何らかの成果を得られれば、次年度、学

会での口頭発表や学術論文のかたちで発表したいと考えている。また、２０２０年３月

に本研究に関わる資料調査をイタリアで行う予定であったが、今般の新型コロナウイル

スの世界的感染拡大の影響により、それが実現しなかったことも、研究の進捗に悪い影

響を及ぼしていることをつけ加えておきたい。 

今年度の業績としては次のものが挙げられる。 

［書評］グイド・ダレッツォ著／中世ルネサンス研究会訳『ミクロログス（音楽小論）』

（春秋社、2018）:日本チェンバロ協会年報 2019 第3号, 125-128． 

 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ③ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０１９ 年 

 ６月１２日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。 
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Department Title Name 

文学部美学芸術学科 助教 ピーダセン・ヒラリー 

Research Topic 

 

Late 19th-early 20th Century Japanese Religious Prints 

Summary of 

Research 

Results  

This project investigated a set of 100 late 19th-early 20th century Japanese religious (Buddhist and Shinto) 

prints in a private collection in Chiba prefecture. While my main goals were to investigate the iconography 

and temple contexts of the individual prints, I was able to expand my focus and carry out several in-depth 
studies on issues surrounding the prints.  

I first conducted an iconographical analysis on one portion of the collection, and summarized it in the 

English publication, “Religious Prints as Expressions of the Sacred] the Tsuruya Kōkei Collection.” This 

also included an introduction of the sacred nature of printed talismans, or ofuda.   

I also investigated the prints from the perspective of collectors, that is, people who collected them for 

non-worship purposes. Religious prints such as ofuda were first collected in the late twentieth century, 

primarily by Western scholars and clergy who had academic or religious interest in Japan. Japanese 

collectors, including clergy, artists and intellectuals, began amassing ofuda from the early twentieth century 

onward. My study elucidated the various reasons why certain individuals collected religious prints, and the 

broader social and intellectual contexts in which they were amassed. The results of this research are 

published in「聖なるものの表象としての宗教版画―コレクションの視点から―」『大正イマジュリ

ィ』15号. 

My final project related to the prints examined late Edo period ofuda depicting Niō sculptures from 

Kannonkyōji in Shibayama, Chiba Prefecture. Drawing upon the private collection that served as the core of 

my research material, I also conducted a successful research trip to Boston in February, 2020, during which I 

examined other similar prints in the Museum of Fine Arts, Boston, as well as the Harvard Yenching Library. I 

compared the iconography and style of the various prints, as well as that of the sculptures themselves, to 

conclude that the efficacy of such ofuda lies not necessarily in the exact correspondence between sculpture 

and print, but rather in their physical sacrality and associations with religious personages. The findings are 

summarized in 「御札に見る図像の継承と変容――観音教寺仁王像の場合」 『美術フォーラム 21』

41 号、2020 年 5 月。 
Academic research on Japanese religious prints is sorely lacking, despite their status as documents of 

religious belief, social customs, and artistic and collecting networks. This is due in part to the status of prints 

as outside the traditional art historical canon. My work on this collection of Japanese religious prints has 

introduced never-before published material that has religious, historic and artistic value. I hope that my work 

has contributed to the ever-growing discourse on religious prints as part of Japanese visual culture, and bring 

to the fore their status as indispensable documents of religious and cultural history.  

 

In addition to the research on religious prints, I was also able to solidify my findings on Kokūzō Bosatsu for 

Japanese publication, seen in「虚空蔵菩薩と日本の密教」『文化学年報』69 号、2020 年 3 月。 

 

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation from 

① to ④below.) 

Answer 1 
③ More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

“Religious Prints as Expression of the Sacred: the Tsuruya Kōkei Collection.” Jimbungaku vol. 204 (November 

2019): 1-40. 

「虚空蔵菩薩と日本の密教」『文化学年報』69 号、2020 年 3 月。 

「御札に見る図像の継承と変容――観音教寺仁王像の場合」 『美術フォーラム 21』41 号、2020 年 5 月。 

https://researchmap.jp/


「聖なるものの表象としての宗教版画―コレクションの視点から―」『大正イマジュリィ』15 号、2020 年、5 月。 

 

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the date 

of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  
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※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.

 


