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「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

﹁百鬼夜行絵巻﹂編集の系譜

奨

治

されてきたことがある︒それは︑真珠庵本とおなじ図像を持つ伝本

情報学からの解明

山 田

１ ﹁百鬼夜行絵巻﹂をめぐる謎

は多いが︑図像配列までがまったくおなじ模本は︑ほとんど見いだ

しかし︑真珠庵本系統の﹁百鬼夜行絵巻﹂の先行研究で︑見落と

室町時代から江戸時代にかけて模写されたとみられる︑俗に﹁百

もし﹁百鬼夜行絵巻﹂の複製文化のなかで︑真珠庵本が重要な位

せないことだ︒

ちの姿がユーモラスに描かれているので︑たいへん人気がある︒ま

置にあるというならば︑それをそっくり写した模本が︑もっとたく

鬼夜行絵巻﹂と総称される絵巻類が各地に伝存している︒﹁鬼﹂た

たその模本が多く伝存している点でも︑日本美術史上の重要な絵巻

さん残っていてもよさそうなものだ︒しかし︑現実には真珠庵本と

真珠庵本は︑同系統の﹁百鬼夜行絵巻﹂のなかの数あるバリエー

だといえよう︒﹁百鬼夜行絵巻﹂は︑中世から近世にかけての日本

﹁百鬼夜行絵巻﹂といえば︑大徳寺真珠庵が所蔵する重要文化財

ションのひとつに過ぎないのではないだろうか︒そしてその祖本の

まったくおなじ図像配列の模本は︑わずかしか残っていない︒

の﹁百鬼夜行絵巻﹂︵伝土佐光信画︶が有名だ︒﹁百鬼夜行絵巻﹂は︑

図像配列は︑真珠庵本とは異なっていた可能性はないだろうか︒

の複製文化のひとつだともいえる︒

この真珠庵本とその模本を中心に研究されてきた︒真珠庵本は︑数

﹁百鬼夜行絵巻﹂の研究者らは︑真珠庵本の位置づけを見直す必

︶

ある﹁百鬼夜行絵巻﹂のなかで模写年代がもっとも古いとされ︑そ

要性を口々に述べてきた︒たとえば︑田中貴子は﹁真珠庵本はおそ

︵

れを基準に研究がなされてきたのは自然なことだろう︒

103

1

夜行絵巻﹄諸本のなかから︑突出的に広まったのが真珠庵本ではな

われる︒つまり︑中世から近世にかけて流布したいろいろな﹃百鬼

らく﹃百鬼夜行絵巻﹄の原型ではなく︑むしろ特殊な例だったと思

本であると論じた︒それと同時に︑﹁百鬼夜行絵巻﹂には真珠庵本

説とは反対に︑東博模本の祖本は真珠庵本系統と日文研本系統の合

町時代までさかのぼることができる鑑定結果を示した︒そして田中

彦は﹁百鬼ノ図﹂について調査し︑その祖本は真珠庵本とおなじ室

︶

︑湯本豪一は﹁仮に真珠庵系を標準タイプとするならば︑
かったか﹂

系統︑日文研本系統︑京都市藝大本系統︑兵庫県歴博本系統の︑互

︵

そこに新たな妖怪が描き込まれたものと︑いくつかが削られた絵巻

いに図像が重なることのない四つの系統があり︑それらが合本して

︶

が存在する︒真珠庵本の位置づけをするには︑こうしたかかわりの

いくつもの種類の伝本が生まれたと︑小松はいった︒

︵

あるタイプの百鬼夜行絵巻との関連を明確にする必要があるといえ

小松の研究は︑アメリカやヨーロッパに伝存するものを含む六十

︶

よう﹂といった︒こういった先行研究を受けて小松和彦も﹁百鬼夜

四の伝本を視野に置き︑
﹁百鬼夜行絵巻﹂の世界の総体を論じたは

︵

行絵巻の伝本の流れを考えるうえで︑いったん真珠庵本を括弧に括

じめてのものだった︒これまでに知られているすべての伝本の写真

︶

この論文では︑真珠庵本の位置づけに新たな説を付け加える︒

を収集し︑各伝本に一貫性のある名称を与えたことも特筆すべきこ

珠庵本にはみられない図像が多数描かれている伝本である︒この東

東博模本は真珠庵本に描かれた図像をすべて含み︑そのほかにも真

田中貴子は︑それらのなかの東博模本と呼ばれる伝本に着目した︒

られる︒分離本説に立つならば︑こうした種々の合本から︑真珠庵

市藝大本系統の合本︑真珠庵本系統と兵庫県歴博本系統の合本がみ

なかには真珠庵本系統と日文研本系統の合本︑真珠庵本系統と京都

種々の伝本をみわたすと︑小松がいうように﹁百鬼夜行絵巻﹂の

新しい段階を迎えた︒

博模本の祖本が真珠庵本よりも先にあり︑真珠庵本は東博模本にあ

本系統の図像とその他の系統の図像が︑重複なくきれいに分離した

︶

購入した﹁百鬼ノ図﹂︵日文研Ａ本︶という絵巻は︑東博模本から真

ところが︑二〇〇七年に国際日本文化研究センター ︵日文研︶が

鬼夜行絵巻﹂の諸伝本は︑真珠庵本系統︑日文研本系統︑京都市藝

らべてみると︑後者のほうがより合理的だと思える︒すなわち﹁百

ことになる︒だがそれは考えにくいことだ︒分離本説と合本説をく

5

珠庵本を差し引いた図像で構成されていることがわかった︒小松和

︵

る図像を整理して作られた分離本だとする説を︑田中は出した︒

図像から成る伝本や︑ふたつの伝本の図像が混じったものもある︒

とである︒小松の成果によって︑﹁百鬼夜行絵巻﹂研究はまったく

︵

って脇に置かねばならなくなった﹂と述べている︒

6

2

﹁百鬼夜行絵巻﹂には真珠庵本系統のほかにも︑それとは異なる

4

3
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大本系統︑兵庫県歴博本系統の四種類の祖本があり︑それらが組み
合わさって東博模本をはじめとする合本が生まれたとする小松の説

による限りみあたらない︒

しかしながら︑小松によるものを含む先行研究では︑描かれた図

定する︒それは︑差異の少ない絵巻ほど編集上の距離が小さく︑転

絵巻の編集過程を推定するにあたって︑つぎのようなモデルを想

２ 絵巻編集過程の推定モデル

像の異同やその解釈に関心が集まっており︑図像配列に着目する視

写の連鎖のなかで近い関係にあるとするモデルである︒たとえば︑

に︑わたしも同意する︒

点は弱かった︒小松によって六十を超える諸伝本の画像が収集され

れ︑Ｂを編集してＣが作られた ︵もしくはその逆順︶と推定するの

絵巻Ａ・Ｂ・Ｃの三種があったとして︑ＡとＢは一カ所︑ＢとＣは

では︑どのような方法を使えば︑その目論見を達成することがで

がいちばん﹁もっともらしい﹂と︑このモデルでは考える︒もちろ

整理されたいま︑﹁百鬼夜行絵巻﹂が絵師から絵師へと描き継がれ

きるだろうか︒本論文では︑その方法の拠り所を情報学に求める︒

ん︑Ｂを媒介せずにＡを二カ所編集してＣが作られたという可能性

一カ所︑ＡとＣは二カ所異なるという場合︑Ａを編集してＢが作ら

絵の稚拙などの美的な基準を用いず︑解釈もしない︒図像の細かな

は否定できないが︑それは﹁もっともらしく﹂ない︑恣意的な推定

編集されていった過程を推定復元することもできよう︒

相違に拘泥して同一性の判断を避けるよりも︑図像の先後関係をみ

だといえよう︒

︵ ︶

ておなじ﹁鬼﹂を描いていると判断できれば積極的におなじ図像と
みることにする︒そして図像配列をＤＮＡの塩基配列のように見立

を応用する︒編集距離とは︑ある記号配列から別の配列へと変換す

具体的には情報学の編集距離 ︵レーベンシュタイン距離︶の考え方

︵

︶

るのに︑挿入・削除・移動などの編集操作が何回必要かという指標

である︒編集距離は通常︑記号単位での編集操作の回数を数えるも
︵ ︶

美術史の分野で︑このような数理解析的な手法を用いた先行研究

︶

のであるが︑ここでは記号ブロック単位の編集操作の回数をもって
︵

は多くはない︒近年のものでは︑浮世絵美人画や快慶作の阿弥陀仏
︶

編集距離にあてることにする︒仮に記号配列の１２３４５６７８９

︵

の顔貌を対象にした︑著者自身がかかわった研究や︑龍安寺石庭を
︵ ︶

︵配列Ａ︶
︑１４５６７８２３９ ︵配列Ｂ︶
︑１６７８４５２３９ ︵配

る︒

てて伝本間の近さを数値化し︑﹁百鬼夜行絵巻﹂の系統樹を推定す

7

対象にした視覚分析が︑わずかにあるだけである︒本研究のように︑

11

列Ｃ︶があり︑これらの差異が編集操作によって生じたと想定され

12

8

図像の配列に着目して絵巻の伝本間の関係を分析した研究は︑管見
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9

すれば配列Ｃになる︒この場合︑配列Ａ・Ｂと配列Ｂ・Ｃの編集距

る︒そして配列Ｂのなかの４５のブロックを８と２のあいだへ移動

かの２３の記号ブロックを８と９のあいだへ移動すると配列Ｂにな

る 場 合︑ そ の 編 集 過 程 を 推 定 し て み よ う ︵図１︶
︒まず配列Ａのな

もまた編集の一過程だと考えるならば︑この限りではない︒

合や錯簡がある場合には︑適用することがむずかしい︒だが︑錯簡

とが可能である︒ただし︑このモデルでは︑絵巻が欠損している場

かれた﹁鬼﹂を個体識別することによって︑記号化・分節化するこ

離は１︑配列Ａ・Ｃの編集距離は２になる︒そして︑配列Ａが編集
３

対象にする﹁百鬼夜行絵巻﹂

されてＢになり︑Ｂが編集されてＣになった ︵あるいはその逆順︶

この論文では︑日文研の怪異・妖怪文化資料データベース・プロ

ジェクト室と小松和彦が作成したリストにある六十四の﹁百鬼夜行

とみるのが︑
﹁もっともらしい﹂編集過程であると考える︒
あくまで推定モデルは︑ど

絵巻﹂を対象とする︒個々の絵巻等の名称も同リストに記載された

︶

う考えることがいちばん﹁も

ものに準じる︒

特徴を当てはめてみて︑推定

の系統樹に︑ほかの定性的な

推定モデルから導かれた編集

とはできない︒したがって︑

であって︑結論を断定するこ

のＡ型には①詞書なし︑②詞書あり︑③化物尽しの図柄混入︑Ⅱ類

の二本以上の折衷型の模本︶にわけた点に特徴がある︒そして︑Ｉ類

歴博本系統︶とし︑個々の絵巻等をＩ類 ︵単独模本︶とⅡ類 ︵Ｉ類系

︑Ｂ型 ︵日文研本系統︶
︑Ｃ型 ︵京都市藝大本系統︶
︑Ｄ型 ︵兵庫県
統︶

松 の 分 類 は︑
﹁百鬼夜行絵巻﹂の四種類の系統をＡ型 ︵真珠庵本系

小松はこれら六十四の﹁百鬼夜行絵巻﹂を類型化し整理した︒小

︵

っともらしい﹂かを示すもの

結果の妥当性を検証できるこ

のいうＡＢ型の絵巻は︑真珠庵本の図像に日文研本をつないだＡＢ

しかしこれらの﹁百鬼夜行絵巻﹂をより詳しくみてみると︑小松

︵真珠庵本＋兵庫県歴博本︶系統がみられることを︑小松は示した︒

＋日文研本︶系統︑ＡＣ型 ︵真珠庵本＋京都市藝大本︶系統︑ＡＤ型

にはＢＣ型 ︵日文研本＋京都市藝大本＋α︶系統︑ＡＢ型 ︵真珠庵本

13

とが理想的である︒
またこのモデルは︑何らか
の方法で絵巻を分節化し︑記
号化できることが前提になる︒
﹁ 百 鬼 夜 行 絵 巻 ﹂ の 場 合︑ 描

図１ 記号配列間の編集距離と編集過程の推定モデル

106

「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

型の構成と︑日文研本の図像に真珠庵本をつないだＢＡ型にわける
ギメ本

百鬼夜行

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行図

フランス・ギメ美術館蔵

百鬼夜行絵巻
伊藤光徳蔵

大徳寺真珠庵蔵

スペンサーＢ本

国会Ｂ本

百鬼夜行物語絵巻

百鬼夜行絵巻︵す本︶ 国立国会図書館蔵

米国・ボストン美術館蔵

ポーランド・クラクフ日本美術・技術センター蔵

クラクフ本

ボストン掛軸

ことができる︒同様にＡＤ型には︑ＡＤ型とＤＡ型の伝本がある︒
これらのことを考慮に入れて︑小松のリストを再整理すると︑つぎ
のようになる︒

真珠庵本
百鬼夜行絵巻
大阪市立美術館蔵

Ａ型② 真珠庵本系統︵詞書あり︶

伊藤家本
百鬼夜行絵巻
大倉集古館蔵

真珠庵本系統︵詞書なし︶

大阪市美術館本
百鬼夜行図

国立国会図書館蔵

Ａ型①

大倉集古館屛風
百鬼夜行絵巻︵亥本︶

日文研Ｃ本

日文研Ｂ本

早大Ａ本

立教大本

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行之図

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行図

百鬼夜行絵巻

湯本豪一蔵

国立歴史民俗博物館蔵

国際日本文化研究センター蔵

国際日本文化研究センター蔵

早稲田大学図書館蔵

立教大学人文科学系図書館蔵

京都府立総合資料館蔵

湯本Ｃ本

日文研Ａ本

湯本Ｂ本

岩瀬文庫本

百鬼夜行絵巻

百鬼ノ図

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行画巻

湯本豪一蔵

国際日本文化研究センター蔵

湯本豪一蔵

岩瀬文庫蔵

Ａ型③ 真珠庵本系統︵化物尽しの図柄混入︶

米国・ニューヨーク公共図書館蔵

国会Ａ本

歴博Ａ本

百鬼夜行絵巻

高台寺蔵

百鬼夜行図

湯本Ａ本

百鬼夜行図

群馬大学図書館蔵

京都府立総合資料館Ａ本

高台寺本

百鬼夜行絵巻

現所蔵元不明

大倉集古館本

京都市藝大本

百鬼夜行図

百鬼夜行絵巻

大倉集古館蔵

京都市立藝術大学蔵

Ｃ型 京都市藝大本系統

Ｂ型 日文研本系統

群馬大本

怪談名作集巻末付録本 百鬼夜行絵巻
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Ｄ型
百器夜行絵巻

兵庫県歴博本系統

兵庫県歴博Ａ本
現所蔵元不明

兵庫県立歴史博物館蔵

百鬼夜行絵巻︵仮称︶

︵日文研本＋京都市藝大本＋α︶系統

怪談名作集解説挿絵本

ＢＣ型

宮内庁Ｂ本

耕三寺博本

歴博Ｂ本

大阪人権博本

真田宝物館本

兵庫県歴博Ｂ本

東北大本

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行之図

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行

百鬼夜行図

百鬼夜行

宮内庁書陵部蔵

耕三寺博物館蔵

国立歴史民俗博物館蔵

大阪人権博物館蔵

長野・真田宝物館蔵

兵庫県立歴史博物館蔵

東北大学附属図書館蔵

東大本

狂画苑本

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行図

百鬼夜行

湯本豪一蔵

仙台市博物館蔵

東京大学総合図書館蔵

川崎市市民ミュージアムなど蔵

東京国立博物館蔵

百鬼夜行図︵異本︶

︵真珠庵本＋日文研本︶系統

東博異本

ＡＢ型

宮内庁書陵部蔵

仙台市博本

百鬼夜行絵巻

ＡＣ型 ︵真珠庵本＋京都市藝大本︶系統

百鬼夜行絵巻

国立歴史民俗博物館蔵

湯本Ｆ本

百鬼夜行

宮内庁Ａ本
百鬼夜行之図

唯称寺蔵

ビーティー本

歴博Ｃ本
法具妖変之図

アイルランド・チェスター・ビーティー図書館蔵

唯称寺本

金刀比羅宮蔵

京都府立総合資料館蔵

米国・バーク財団蔵

米国・ニューヨーク公共図書館蔵

金刀比羅宮蔵

百鬼夜行之図

東京藝術大学蔵
百鬼夜行

百鬼夜行絵巻

︵真珠庵本＋兵庫県歴博本︶系統
京都府立総合資料館Ｂ本

ＡＤ型

バーク本

百鬼夜行之図

金刀比羅宮Ａ本

百鬼夜行

ロシ ア ・ プ ー シ キ ン 美 術 館 蔵

金刀比羅宮Ｂ本

湯本豪一蔵

東京藝大Ａ本

百鬼夜行図

湯本豪一蔵

百鬼夜行

百鬼夜行絵巻

プーシキン本

百鬼夜行絵巻

東京国立博物館蔵

スペンサーＡ本

湯本Ｅ本

湯本Ｄ本

百鬼夜行図︵模本︶

公文教育研究会蔵

︵日文研本＋真珠庵本︶系統

東 博模本

百鬼夜行絵巻

ＢＡ型

公文本
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スペンサーＣ本

京極本

湯本Ｇ本

愛媛県歴博本

歴博Ｄ本

東京藝大Ｂ本

百鬼夜行之図

土佐百鬼夜行之図

百鬼夜行絵巻

百鬼夜行絵巻

百器夜行絵巻

百鬼夜行絵巻

京極夏彦蔵

湯本豪一蔵

愛媛県歴史文化博物館蔵

国立歴史民俗博物館蔵

東京藝術大学蔵

米国・ニューヨーク公共図書館蔵

物部神社本
異怪図

百鬼夜行画

早稲田大学図書館蔵

土佐山内家宝物資料館蔵

物部神社蔵

︵兵庫県歴博本＋真珠庵本︶系統

土佐山内家本
百鬼夜行図

ＤＡ型

早大Ｂ本

冒頭に記したように︑本論文では図像の細かな相違にこだわるよ
りも︑先後の図像との相対的な位置関係を重視して異同を決定する
方針をとった︒したがって︑個々の﹁鬼﹂の表現に軽微な差があっ
たとしても︑先後に描かれた﹁鬼﹂も含めてほぼ同一とみなしうる
場合は︑表現の差を問わないことにした︒また︑ある絵巻で左右に

うことができない︒また屛風や掛軸にも使えない︒したがって︑そ

︶

並んで描かれているものが別の絵巻で上下に配置されていたとして

︵

のような種類の資料はやむなく分析対象からはずすことにした︒そ

の結果︑
﹁百鬼夜行絵巻﹂諸伝本は︑つぎのように整理された︒

109

図２ 先後関係からおなじ図像配列とみなした例（上：日文研Ａ本、下：東京藝大Ａ本）

︒
も︑それらはおなじ配列とみなすことにした ︵図２︶
図像配列に着目する方法は︑残欠や錯簡の疑いが強い絵巻には使

14

ＢＡ型

プーシキン本︵断本︶

同一配列の伝本

金刀比羅宮Ａ本︑金刀比羅宮Ｂ本︑バーク本

兵庫県歴博Ｂ本︑真田宝物館本

東京藝大Ａ本

伝本名
早稲田Ａ本︵冒頭の槍をもった鬼脱落︶

大阪人権博本

公 文本︑東北大本︑

系統
真珠庵本
ギメ本︵前半欠落︑日文研Ｂ本とも同一︶
︑

東博模本

Ａ型
伊藤家本

狂画苑本

歴博Ｂ本
ＡＣ型

高 台 寺 本︵ 前 半 欠 落︑ 日 文 研 Ｂ 本 と も 同 一 ︶

国会Ａ本︑怪談名作集巻末付録本

仙台市博本

東大本
ギメ本︵前半欠落︑伊藤家本とも同一︶
︑

京都府立総合資料館Ａ本
立教大本
日文研Ｂ本

湯本Ｆ本

歴博Ｄ本

京都府立総合資料館Ｂ本

高台寺本︵前半欠落︑伊藤家本とも同一︶
︑
ＡＤ型

日文研Ｃ本

愛媛県歴博本

湯本Ａ本

歴博Ａ本

土佐山内家本

スペンサーＣ本
ＤＡ型

スペンサーＢ本
クラクフ本

早大Ｂ本

日文研Ａ本

湯本Ｂ本

Ｂ型
京都市藝大本

由で本研究の手法になじまず︑検討対象からはずした諸伝本はつぎ

Ａ型＋α 岩瀬文庫本

Ｃ型
兵庫県歴博Ａ本

のとおりである︒

湯本Ｃ本︵残欠︶

Ｄ型

ビーティー本︵冒頭一体は日文研Ａ本由来︶

いっぽう︑小松のリストに掲載されてはいるものの︑残欠等の理

ＡＢ型

宮内庁Ａ本
歴博Ｃ本
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４ 真珠庵本系統の編集過程

ＢＣ型

Ｄ型

Ｃ型

Ａ型

系統

東京藝大Ｂ本

スペンサーＡ本

宮内庁Ｂ本

耕三寺博本

湯本Ｄ本

湯本Ｅ本

唯称寺本

東博異本

怪談名作集解説挿絵本

大倉集古館本

国会Ｂ本

ボストン掛軸

群馬大本

大倉集古館屛風

大阪市美術館本

伝本名

残欠

画像不明

錯簡の疑い

残欠

図像反転・移動多数

脱落多数

残欠

残欠

脱落多数

全体像不明

脱落多数︑木馬あり

図像脱落・移動多数

掛軸

残欠

屛風

錯簡の疑い

対象外とする理由

立教大本の﹁遠さ﹂である︒立教大本は︑他の諸伝本とくらべて独

上半分とおなじ数値が入るので省略してある︒一見してわかるのは︑

ため︑本論文での比較対象からはずした︒

る日輪状の物体や黒雲の表現については︑異同の判定に困難を伴う

離になり︑挿入・削除を考慮する必要はない︒また︑巻末にみられ

る︒これらは図像の増減がないので︑ブロック移動の回数が編集距

文研Ｂ本︑日文研Ｃ本︑歴博Ａ本︑スペンサーＢ本︑クラクフ本︶であ

の絵巻 ︵真珠庵本︑伊藤家本︑京都府立総合資料館Ａ本︑立教大本︑日

い︒

歴博Ａ本から真珠庵本への逆変換の場合でも︑編集距離は変わらな

わ る ︵図３︶
︒ し た が っ て︑ 両 本 の あ い だ の 編 集 距 離 は ２ で あ る︒

かのふたつの図像ブロックを移動すれば︑歴博Ａ本の図像配列に変

めてみよう︒たとえば︑真珠庵本と歴博Ａ本ならば︑真珠庵本のな

巻に描かれた個々の図像を記号とみなして︑伝本間の編集距離を求

︵Ａ型︶に つ い て︑ そ の 図 像 配 列 か ら 編 集 過 程 の 推 定 を 試 み る︒ 絵

まず︑﹁百鬼夜行絵巻﹂諸本の中心的な系統である真珠庵本系統

ＡＢ型

湯本Ｇ本

残欠

自な図像配列を持っており︑特異な伝本だといえる︒著名な真珠庵

これら九伝本間の編集距離を表１に示した︒表１の左下半分は右

ここでの検討対象は︑真珠庵本とくらべて図像の増減のない九本

ＡＣ型

京極本

独自図像多数

ＢＡ型

ＡＤ型

物部神社本

ＤＡ型

本は︑日文研Ｂ本︑スペンサーＢ本との編集距離が１で︑立教大本
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を除くその他の伝本との距離は２となった︒

ここで注目されるのは︑日文研Ｂ本 ︵湯本Ａ本も同一

配列︶である︒この伝本は︑真珠庵本︑伊藤家本︑京都

府立総合資料館Ａ本︑日文研Ｃ本︑歴博Ａ本︑クラクフ

本の六伝本との編集距離が１で︑スペンサーＢ本とは距

離２でつながる︒つまりこれら九伝本のなかで︑もっと

も普遍性のある図像配列を持つのは日文研Ｂ本だという

こ と に な る︒ ち な み に︑ 岩 瀬 文 庫 本 ︵ 湯 本 Ｂ 本 も 同 一 配

列︶は︑真珠庵本系統に化物尽し系の図像が混入した構

成をもつ︒その図像配列は︑混入図像を無視すれば︑や

はり編集距離１で日文研Ｂ本とつながる︒

表１の編集距離をもとに︑真珠庵本を﹁根﹂にした系

統樹を作成すると図４になる︒真珠庵本に日文研Ｂ本と

スペンサーＢ本が距離１でつながり︑立教大本が距離

為的なものである︒もっとも単純な系統樹は︑各伝本間

ところが︑図４の系統樹は真珠庵本を﹁根﹂にした作

編集されたと仮定した場合の系統樹である︒

そして伊藤家本をはじめとする五伝本へと︑図像配列が

距離１でつながる︒図４は︑真珠庵本から日文研Ｂ本︑

総合資料館Ａ本︑日文研Ｃ本︑歴博Ａ本︑クラクフ本が

でつながる︒さらに日文研Ｂ本から伊藤家本︑京都府立

12
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図像配列間の編集距離
図３

Ჭ

表１ 真珠庵本系諸本間の編集距離
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﹁最小木﹂で︑それを求めると図５のようになる︒もっとも普遍的

の距離の合計が最小になるような木構造︑つまりグラフ理論でいう

︒ こ の﹁ 鍋 蓋 取 手 ﹂
る か 否 か と い う 点 か ら 検 討 し て み よ う ︵図６︶

統の後半に登場する﹁鍋蓋を被った鬼﹂の鍋蓋に取手が描かれてい

この系統樹は︑図像の細部の比較からも支持される︒真珠庵本系

︶

な図像配列を持つ日文研Ｂ本が樹の﹁根﹂に位置し︑それに真珠庵

の有無については︑東博模本に描かれている﹁取手﹂が︑真珠庵本

︵

本︑伊藤家本︑京都府立総合資料館Ａ本︑日文研Ｃ本︑歴博Ａ本︑

︶

のである﹂といい︑真珠庵本に別の祖本があることを匂わせた︒

︵

本のほうが︑なにか本歌に基づいて描いたもの︑と強く連想させる

摘されていた︒小松茂美は﹁こうした仔細な写し落としは︑真珠庵

では塗りつぶされていることに着目した小松茂美によってすでに指

で立教大本がつながる︒

クラクフ本が距離１でつながる︒これらのなかの真珠庵本からさら
に距離１でスペンサーＢ本が︑距離
真珠庵本系統の諸伝本が共通の祖本を持つとするならば︑日文研
Ｂ本の図像配列がそれにもっとも近いことを︑この系統樹は示して

図５の系統樹に﹁鍋蓋取手﹂の有無を当てはめると︑﹁根﹂に位

には描かれておらず︑﹁取手﹂の有無が系統樹上で

きれいに分断されることがわかった︒これはすなわ

ち︑日文研Ｂ本が図像配列を含めて祖本の形態を比

較的よく留めている一方で︑真珠庵本を含む八伝本

は﹁鍋蓋取手﹂が脱落した模本を写したものである
ことを示している︒

では︑日文研Ｂ本と真珠庵本とでは︑図像配列は

どう違うのだろうか︒図７に示すように︑両者は一

ブロック分を入れ替えた形になっている︒このよう

な変化が生じた原因は定かではないが︑真珠庵本で

は移動ブロックの境界が︑ちょうど料紙の繫ぎ目に

113

置する日文研Ｂ本に﹁取手﹂が描かれているが︑それ以外の諸伝本

図５ もっとも単純な系統樹

いる︒すなわち︑真珠庵本は日文研Ｂ本の祖本の図像を並べ替えた
ものだと考えることができるのだ︒

図４ 真珠庵本を「根」にした系統樹

16

12

15

図６ 「鍋蓋取手」の有無（左：日文研Ｂ本、右：真珠庵本）
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図７ 日文研Ｂ本と真珠庵本の図像配列の差異（矢印は料紙の繫ぎ目で図像にかからない箇所）
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重なっていることが目を引く︒真珠庵本では︑図像にか

からない繫ぎ目が五カ所あり︑そのうちの三カ所が図像

配列面で日文研Ｂ本と差異がでる境界になっている︒一

方で︑日文研Ｂ本では料紙の繫ぎ目でかつ図像にかから

ない箇所は︑冒頭の一カ所しかない︒もし︑日文研Ｂ本

に通し番号を与えて︑図像配列を記号化してみた︒そう

真珠庵本に描かれている﹁鬼﹂に︑絵巻の先頭から順

とを意味しているからだ︒

のブロックは多くの絵師が﹁固まり﹂として認識したこ

で共通して連続している図像ブロックがみつかれば︑そ

ているかを推測する手掛かりが得られる︒複数の伝本間

の﹁鬼﹂が集合して意味のある単位をどのように構成し

真珠庵本系統の図像を記号とみることによって︑個々

５ 真珠庵本系統の図像分節

あることはいうまでもない︒

からである︒しかし︑この点はより慎重な検討が必要で

図像配列を日文研Ｂ本のそれに並べ替えることができる

も捨てきれない︒料紙を入れ替えるだけで︑真珠庵本の

らば︑真珠庵本の図像配列は錯簡によって生じた可能性

の図像配列のほうが真珠庵本系統の祖本に近いとするな

Ჱ ଐ૨ᄂஜƱჇྫྷࡋஜƷᣐЗƷࠀီ
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したところ︑真珠庵本には六十七体の﹁鬼﹂が観察された︒ただし︑
﹁古櫃の鬼﹂︵図８︶のように︑どこまでが一体であるか判別しがた
い部分もあるが︑幸いこの部分の個体識別が結論を左右するものに
はならなかった︒真珠庵本系統の他の伝本についても真珠庵本の何
番の﹁鬼﹂がどういう順序で描かれているかを識別し︑記号配列化

総合資料館Ａ本のみ︑ 番と

って︑諸伝本の全体では 番と

番は日文研Ｃ本のみである︒したが

番がブロックを成さないといって

も︑ そ れ は 特 定 の 伝 本 の 特 異 性 に 原 因 が あ り︑ そ れ ら ふ た つ の

﹁鬼﹂に特別な意味があるとまではいえない︒

図９の共通ブロックは︑図像の解釈をめぐる議論に役立つだろう︒

たとえば︑ 番の﹁走る女狐﹂は︑その後ろにブロックの切れ目が

る﹂とみた絵師が多かったことを示している︒もちろん︑これはそ

ある︒つまりこの﹁走る女狐﹂は︑後続の場面から﹁逃げている﹂

これら八伝本のあいだ

のようにみた後世の絵師が多かったのではないかということで︑祖

ある︒ただし立教大本は特異な配列をもつことがわかっているので︑

では︑十の図像ブロック

本の絵師の意図がどうだったかまでは断定できない︒
番 ︵﹁錫杖を

が︑ブロックを成さない

もった笙の鬼﹂︶のふたつ

たとえば︑立教大本では 番の図像のつぎに 番がつながる︒クラ

どこで他の伝本とは異なる図像配列になるかを示したものである︒

把握しやすくなる︒表３は︑各伝本を巻頭からみていったときに︑

総合資料館Ａ本と日文研Ｂ本の識別がもっとも難しく︑巻頭から

番︑後者は 番とわかれる︒

を真珠庵本のうえでみた

05

番目の図像が前者は

44

01
ものが図９である︒ 番

03

図像配列のこういった特異部分は︑巻頭からだけではなく巻末か
は伊藤家本のみで︑

真珠庵本系統の断本が発見されるようなことがあれば︑これら九伝

と 番が分離しているの

13

らも︑あるいは絵巻の途中からでも探しだすことができる︒今後︑

44

24

図像であることもわかっ

図像を記号化すると︑どのような配列が各伝本に特異であるかが

がみつかった︒ 番 ︵﹁黒

のではなく︑まえにある﹁お歯黒の醜女の群像﹂に﹁駆けつけてい

し︑すべての伝本で共通する記号ブロックを抽出したものが表２で

14

13

13

07

この分析からは除外してある︒

30

クフ本ならば 番のつぎに 番がくるという特徴がある︒京都府立

犀の鬼﹂
︶と

07

た︒それぞれのブロック

13

番

06
12

07

13

と 番の分離は京都府立
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図８ 「古櫃の鬼」（日文研Ｂ本）

表２ ８伝本の図像配列の共通ブロック（縦棒は料紙の繫ぎ目で図像にかからない箇所）
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図９
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真珠庵本上でみた８伝本の共通ブロック（縦棒は複数の伝本で分離している箇所）
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本のどれと近親性が高いかを判定する材料として︑この情報が使え
るだろう︒

６ ︵真珠庵本＋日文研本︶系統の編集過程

つづいて︑合本系統の検討に移る︒真珠庵本系統に日文研本系統

が合本したＡＢ型の検討対象にしたのは︑チェスター・ビーティー

本︑宮内庁Ａ本︑歴博Ｃ本の三伝本で︑日文研本系統に真珠庵本系

統が合本したＢＡ型の検討対象は︑東京藝大Ａ本︑東博模本︑大阪
人権博本︑歴博Ｂ本の四伝本である︒

これらの伝本には︑図像配列に共通した特徴がある︒それは絵巻

の末尾近くで︑真珠庵本系統の図像がつづくなかに︑突如として三

︒もしこれらの合本の祖本が異なる絵師によって異なる時代
︶

体だけ日文研本系統に由来する図像が挿入されている部分である
︵図

継承されたとみたほうが自然ではないだろうか︒

を持ち︑その祖本でセットされた図像配列の特徴が︑のちの模本に

してあらわれるはずがない︒むしろ︑ＡＢ型とＢＡ型は共通の祖本

に独立して作られたならば︑このような特徴がすべての伝本に共通

10

合本系の伝本の特徴を︑祖本で分割してまとめた結果をつぎに示
す︒

117

真珠庵本系統諸伝本の巻頭からの図像配列
表３

ＡＢ型
チェスター・

︿真珠庵本系統部分﹀

真珠庵本と同一配列

︿日文研本系統部分﹀

同を示した︒真珠庵本系統の部分は︑真珠庵本から図像配列を移動

東京藝大Ａ本
真珠庵本を一部移動

真珠庵本と同一配列

移動・変形・脱落

移動・変形・脱落

移動・脱落

る︒

研Ａ本からもっと単純に図像を写したものだった可能性を示してい

に一番近い形を残す伝本だといっても︑その祖本の図像配列は日文

複雑な移動が起きている︒これは︑東京藝大Ａ本がこの合本の祖本

珠庵本系統部分の図像配列は︑ほとんどの場合︑真珠庵本のそれで

かったと思われる︒一見してわかるのは︑ＡＢ型・ＢＡ型合本の真

合本を祖本別の配列で比較した研究は︑管見によればこれまでな

博模本

動の面でもっとも単純な流れは︑東京藝大Ａ本 大阪人権博本 東

博本︑歴博Ｂ本の図像の配列関係を調べてみた︒その結果︑図像移

に近いと仮定して︑ＢＡ型の残りの伝本である東博模本︑大阪人権

↓

︒まず東京藝大Ａ本
歴博Ｂ本であると考えられる ︵図 ︶

↓

阪人権博本︑歴博Ｂ本にみられる変形とは︑﹁矛を持ち烏帽子を被

比較して移動・変形・脱落がみられる︒宮内庁Ａ本︑東博模本︑大

り合って大阪人権博本の配列ができている︒そのさい︑冒頭の﹁矛

の図像から﹁ささらを持った鬼﹂が脱落し︑一カ所だけ図像が重な

権博本を二ブロック移動すると東博模本の図像配列になる︒それを

を持ち烏帽子を被った鬼﹂が﹁蛸頭の鬼﹂に変形している︒大阪人

13

118

と東京藝大Ａ本であるが︑日文研本系統部分は後者のほうがよく図

像を残している︒したがって︑これらのなかで︑ＡＢ型・ＢＡ型合

本の祖本にもっとも近い図像配列を持つのは︑東京藝大Ａ本だと思
われる︒

移動・変形・脱落

することなく︑東京藝大Ａ本は構成されている︒いっぽう︑日文研

移動・脱落

図 に日文研Ａ本︑真珠庵本と東京藝大Ａ本との︑図像配列の異

移動・脱落
二カ所三体を残し脱落

ビーティー本︵冒頭の鬼脱落︶
宮内庁Ａ本
真珠庵本と同一配列

東博模本
真珠庵本を一部移動

移動・変形・脱落

Ａ本部分からは﹁白い布を被った鬼﹂が脱落し︑他の図像にもやや

大阪人権博本
東博模本と同一配列

あることだ︒いっぽう︑日文研本系統部分の図像は︑日文研Ａ本と

ＢＡ型の諸伝本のなかで東京藝大Ａ本の図像配列がもっとも祖本

歴博Ｂ本

ＢＡ型

歴博Ｃ本

12

↓

︒
った鬼﹂が﹁蛸頭の鬼﹂に変わっていることを指す ︵図 ︶
真珠庵本系統部分が真珠庵本とおなじ図像配列なのは︑歴博Ｃ本

11
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図10 （真珠庵本＋日文研本）系統の共通部分
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図11 「矛を持ち烏帽子を被った鬼」と「蛸頭の鬼」（左：日文研Ａ本、右：歴博Ｂ本）
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図12

日文研Ａ本・真珠庵本から東京藝大Ａ本へ
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断定はできないが︑既知の諸伝本から推定される合理的な編集過程

過程で︑じっさいにこのような順序で図像配列が入れ替えられたと

徴は︑東博模本・歴博Ｂ本でもみられる︒ＢＡ型の模本が作られる

れる﹁ささらを持った鬼﹂の脱落︑﹁蛸頭の鬼﹂への変形という特

さらに一ブロック移動すると歴博Ｂ本になる︒大阪人権博本にみら

移動が生じた︒

れた︒そのさい︑﹁槍を持つ鬼﹂が脱落し︑その他の図像に大幅な

大Ａ本祖本からＡＢ型であるチェスター・ビーティー本祖本が作ら

本から東博模本祖本と歴博Ｂ本祖本が作られた︒いっぽう︑東京藝

鬼﹂が脱落し︑その他の図像に移動が生じた︒この大阪人権博本祖

いっぽう︑ＡＢ型の三伝本のなかで祖本の形を比較的よく残して

蓋取手﹂の有無で︑第二は日文研本系統の後半にみられる﹁逃げる

当てはめてみよう︒第一の特徴は︑先に述べた真珠庵本系統の﹁鍋

この推定結果に︑図像の細部にみられるふたつの定性的な特徴を

いるとみられるのは︑チェスター・ビーティー本である︒その真珠

猿﹂の烏帽子が脱げているか被っているかである ︵図 左上と右下

は以上のようなものになる︒

庵本系統の図像は︑冒頭の﹁槍を持つ鬼﹂一体が脱落しているだけ

ー・ビーティー本との関係は︑前者２伝本に図像の脱落・変形が多

図像をよく残している︒しかし︑宮内庁Ａ本︑歴博Ｃ本とチェスタ

図像は︑移動・脱落があるものの︑ＡＢ型三伝本のなかでは祖本の

で︑他の図像配列は真珠庵本とおなじである︒また日文研本系統の

これらふたつの特徴は︑東京藝大Ａ本祖本からチェスター・ビーテ

本のように﹁逃げる猿﹂の烏帽子は脱げる形で描かれていただろう︒

手﹂はなかったと推定できる︒また︑日文研Ａ本祖本では日文研Ａ

部参照︶
︒真珠 庵本祖 本で は︑ 真 珠庵 本にみられるよう に﹁鍋蓋取

本では︑
﹁鍋蓋取手﹂が描き足され︑﹁逃げる猿﹂に烏帽子が被せら

ィー本祖本に引き継がれたとみられる︒いっぽう︑大阪人権博本祖

以上のことをまとめて︑︵真珠庵本＋日文研本︶系統の編集過程を

れた︒そしてこれらの特徴が︑東博模本祖本と歴博Ｂ本祖本へと受

Ａ本の祖本から大阪人権博本の祖本が作られた︒そのさい﹁矛を持

の段階で﹁白い布を被った鬼﹂の図像が脱落した︒さらに東京藝大

本︑仙台市博本︑湯本Ｆ本の図像配列が知られている︒しかしなが

先述したように︑この系統 ︵ＡＣ型︶の合本には狂画苑本︑東大

７ ︵真珠庵本＋京都市藝大本︶系統の編集過程

け継がれたようだ︒

推定した結果が図 である︒まず日文研Ａ本祖本と真珠庵本祖本を

いため推定することが困難である︒

14

ち烏帽子を被った鬼﹂が﹁蛸頭の鬼﹂へと変形し︑﹁ささらを持つ

Ａ型である東京藝大Ａ本の祖本が編集されたのだが︑そのいずれか

もとに︑︵真珠庵本＋日文研本︶系統の祖本が作られた︒そこからＢ

14

120
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東京藝大Ａ本

脱落

変形

大阪人権博本

東博模本

歴博Ｂ本

図13 （真珠庵本＋日文研本）系統（ＢＡ型）の編集過程の推定結果
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図14 （真珠庵本＋日文研本）系統の編集過程の推定結果（推定不能：歴博Ｃ本、宮内庁Ａ本）
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日文研Ｂ本

金刀比羅宮Ｂ本
（狂画苑本）

追加

図15 日文研Ｂ本、京都市藝大本から金刀比羅宮Ｂ本（狂画苑本）へ

122

ら狂画苑本以外の諸伝本は︑祖本からの図像の脱落が多く︑追加や
移動もあるので︑編集距離から系統樹を作る手法を適用することは
困難である︒だが︑これらいずれの伝本においても︑真珠庵本系統
部分の図像配列は︑真珠庵本ではなく日文研Ｂ本がベースになって
いるようだ︒
日文研Ｂ本︑京都市藝大本から狂画苑本とおなじ図像配列を持つ
金刀比羅宮Ｂ本への変換過程を図 に示した︒真珠庵本系統の部分

ていると判断した︒

狂画苑本の祖本が作られた︒その他の諸伝本は狂画苑本の祖本を編

合本して ︵真珠庵本＋京都市藝大本︶系統の祖本が作られ︑そこから

祖本は日文研Ｂ本の祖本とみられる︒それに京都市藝大本の祖本が

ＡＣ型の編集過程は︑図

のように推定される︒真珠庵本系統の

立場からみて︑細部の変更はあってもこれらはおなじ﹁鬼﹂を描い

苑本には図像の変更が多数みられるが︑図像の先後関係を重視する

都市藝大本からは二カ所の図像が使われている︒細部をみると狂画

は︑日文研Ｂ本をふたつに割って貼り付けたような図像配列で︑京

15

集して作られたとみられる︒真珠庵本系統の﹁鍋蓋取手﹂は︑日文

︵ ︶

日文研Ｂ本、京都市芸大本から金刀比羅宮Ｂ本（狂画苑本）へ

図１７

※図像変更多数あり

京都市芸大本

16

研Ｂ本の祖本にはあったと推定され︑現存するＡＣ型の諸伝本にも
﹁取手﹂は描かれている︒

17
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８

︵真珠庵本＋兵庫県歴博本︶系統の編集過程

合本系の残りのひとつ︑ＡＤ型とＤＡ型について編集過程を推定

ようになる︒

追加・移動・脱落

︿兵庫県歴博本系統部分﹀

日文研Ｂ本と同一配列

スペンサーＣ本に類似

︿真珠庵本系統部分﹀

京都府立総合資料館Ｂ本

日文研Ｂ本残欠

追加・移動・脱落

ＡＤ型

歴博本︑スペンサーＣ本が︑後者には土佐山内家本︑早大Ｂ本が知

歴博Ｄ本

独自配列

京都府立総合資料館Ｂ本から

する︒前者の伝本には京都府立総合資料館Ｂ本︑歴博Ｄ本︑愛媛県

られている︒これら伝本の特徴を祖本別に分割して示すと︑つぎの

愛媛県歴博本

日文研Ｂ本

スペンサーＣ本と同一配列

一体移動

独自配列

スペンサーＣ本と同一配列

︵冒頭三体脱落︶

土佐山内家本

京都府立総合資料館Ａ本

ＤＡ型

早大Ｂ 本

と同一配列

ＡＣ型とおなじく︑ＡＤ型においても真珠庵本系統の部分に︑真

珠庵本ではなく日文研Ｂ本の図像配列の影響がみられる︒これらの

なかでは︑日文研Ｂ本の配列をよく残している京都府立総合資料館

Ｂ本かスペンサーＣ本が︑この合本の祖本にもっとも近いようであ
る︒

に示した︒日文研Ｂ本の図像は単純に分割・転写

日文研Ｂ本︑兵庫県歴博Ａ本と京都府立総合資料館Ｂ本との図像
の配置関係を図

17

されているものの︑兵庫県歴博Ａ本の図像からの転写関係は複雑で

123

スペンサーＣ本
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図16 （真珠庵本＋京都市藝大本）系統の編集過程の推定結果
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れない図像が二カ所挿入されている︒この結果は︑兵庫県歴博Ａ本

あり︑しかも京都府立総合資料館Ｂ本には兵庫県歴博Ａ本にはみら

て残ることになる︒

取手﹂が描かれてある伝本が︑この系統のミッシング・リンクとし

とされたのだろう︒そうだとするならば︑ＡＤ型・ＤＡ型で﹁鍋蓋

真珠庵本系統および各種の合本の編集過程を個別に推定した結果

９ ﹁百鬼夜行絵巻﹂編集過程のまとめ

自体が︑その祖本にあった図像を描き落とし︑図像移動を繰り返し
た伝本である可能性を示している︒
のように推定され

る︒まずこの合本の真珠庵本系統の部分は︑日文研Ｂ本の祖本が用

︒もっとも重要な ことは︑ 真珠庵本系統
をまとめてみよう ︵図 ︶

以上のことから︑この合本の編集過程は︑図

い ら れ た と み ら れ る︒ そ れ と 兵 庫 県 歴 博 Ａ 本 の 祖 本 と の あ い だ で
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本の祖本が先に作られ︑それをもとに京都府立総合資料館Ｂ本の祖

ーＣ本の祖本が生まれたという系譜である︒第二は︑スペンサーＣ

が生まれ︑そこから﹁薪を背負った鬼﹂の位置が移動してスペンサ

の系譜が考えられる︒第一は︑まず京都府立総合資料館Ｂ本の祖本

︵真珠庵本＋兵庫県歴博本︶系統の祖本が作られた︒その先はふたつ

よび兵庫県歴博本系統との合本 ︵ＡＤ型・ＤＡ型︶は︑日文研Ｂ本

本とのあいだで起きたが︑京都市藝大本系統との合本 ︵ＡＣ型︶お

系統との合本 ︵ＡＢ型・ＢＡ型︶は現在の真珠庵本もしくはその模

本のそれよりも古いのではないかという点にある︒そして日文研本

の諸伝本のなかでは︑日文研Ｂ本の図像配列のほうが現在の真珠庵

これらのうち︑年代がはっきりしているのは︑ＡＣ型の伝本 ︵版

の祖本とのあいだで起きたと推定できる︒

本から冒頭の三体が脱落した︒またスペンサーＣ本の祖本から兵庫

本︶で安永四 ︵一七七五︶年の奥付がある﹃狂画苑﹄しかない︒し

そのほかに年代が特定できる材料としては︑本論では精査しなか

県歴博本系統の図像配列を受け継いで︑歴博Ｄ本︑土佐山内家本︑

みられる︒また愛媛県歴博本は︑独自な配列を持つため位置づけが

ったＢＣ型伝本の東博異本がある︒東博異本は︑京都市藝大本系統

たがって︑︵真珠庵本＋京都市藝大本︶系統の祖本は一七七五年以前

難しい︒﹁鍋蓋取手﹂にかんしては︑ＡＤ型・ＤＡ型いずれの伝本

の図像に日文研本系統の図像が混じり︑またいずれの伝本にもみら

早大Ｂ本が生まれたのだろう︒兵庫県歴博Ａ本は︑その祖本から二

にも描かれていない︒日文研Ｂ本の祖本には﹁鍋蓋取手﹂があった

れないような﹁鬼﹂も描かれている︒またそれには元和三 ︵一六一

に成立していたことは確かである︒

とみられるので︑おそらくこの合本の祖本が作られたころに描き落

カ所五体の﹁鬼﹂が脱落し︑その他の図像も大きく移動していると

本が生まれたという逆の系譜である︒スペンサーＣ本では︑その祖

19
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日文研Ｂ本
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京総資Ｂ本

兵庫県歴博Ａ本
図１９

図17 日文研Ｂ本、兵庫県歴博Ａ本から京都府立総合資料館Ｂ本へ
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図18 （真珠庵本＋兵庫県歴博本）系統の編集過程の推定結果
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合本説はさらに有力になったといえよう︒

残存する伝本からその合理的な編集過程を推定復元し得たことから︑

以上のような推定結果が導かれた︒分離本説ではなく合本説に立ち︑

﹁百鬼夜行絵巻﹂の図像配列に着目した情報学的な解明からは︑

が生まれたのも近世以後と推定できる︒

みられていることから︑真珠庵本系統との合本 ︵ＡＤ型・ＤＡ型︶

成立であったろう︒いっぽう︑兵庫県歴博本の祖本の成立は近世と

室町時代の模写とされているので︑日文研Ｂ本の祖本はそれ以前の

ら︑これら祖本が室町時代に成立したとみる説もある︒真珠庵本は

それ以前に成立していた可能性が高い︒また描かれた衣服や風俗か

七︶年の記載があるので︑日文研本の祖本も京都市藝大本の祖本も

点をあきらかにする作業は︑今後の美術史研究に委ねたい︒

絵師集団が持っていた︑何らかの特性に原因があるのだろう︒その

いようがない︒可能性としては︑﹁百鬼夜行絵巻﹂を模写してきた

本があるが︑ＢＤ型やＣＤ型の伝本が見いだせないのは謎としかい

あってもよさそうなものである︒唯一の例外としてＢＣ型の東博異

たとするならば︑真珠庵本系統ではない系統どうしの合本がもっと

珠庵本系統なのはなぜなのかである︒四系統の独立した祖本があっ

かっていないのだ︒第二は︑合本の片方が必ずといっていいほど真

京都市藝大本系統︑兵庫県歴博本系統はそれぞれ二本ずつしか見つ

いのかである︒真珠庵本系統は二十二本あるのに︑日文研本系統︑

あったとするならば︑真珠庵本系統ではない模本の残存がなぜ少な
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