
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

A Study on the Archive Method of the Kabuki
Make-up

松永, 孔梨子
Faculty of Design, Kyushu University

https://doi.org/10.15017/17124

出版情報：九州大学, 2009, 博士（芸術工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：



参考文献

112

参考文献

[1] Kozaburo HACHIMURA,“DIGITAL ARCHIVING OF DANCING”, International Symposium Human Body 

Motion Analysis with Motion Capture, 21st Century COE program Kyoto Art Entertainment Innovation 

Research, pp.7-22, 2006

[2] Xin Yin, Yasuo Miichi and Hiromi T.Tanaka, “Digital Restoration of Color in Noh Mask”, TENCON 

2006, 2006 IEEE Region 10 Conference, 2006

[3] 諏訪春雄 ,「歌舞伎の伝承」, 千人社 ,1981

[4] 國書刊行會 , 「当代記・駿府記 : 史籍雑纂 2」, 八木書店 ,1995

[5] 製作・著作：独立行政法人日本芸術文化振興会 ,「歌舞伎への誘い～歌舞伎鑑賞の手引き～」

http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/

[6] 伊藤信夫 ,「隈取り−歌舞伎の化粧−」, 岩崎書店 ,2003

[7] 中居年榮 , 「日本化粧 歌舞伎・日本の舞踊」, 三吉メークアップ研究所 ,2003

[8] 編集；諏訪春雄 , 菅井幸雄 ,「 講座日本の演劇  ４  近世の演劇」, 勉誠社 ,1995

[9] 木村雄之助著 , 市川羽左衛門監修 , 市川門之助実施指導 ,「化粧」日本文化振興会 ,1978

[10] 服部幸雄編 , 「歌舞伎の表現をさぐる」, 演劇出版社 , 2001

[11] 村沢博人 , 津田紀代 ,「化粧文化シリーズ 化粧史文献資料年表」, ポーラ文化研究所 ,1979

[12] 河竹繁俊著 ,「評釈江戸文学叢書 第六巻 歌舞伎名作集 下ー歌舞伎十八番」, 株式会社講談社 ,1970 

[13] 利倉幸一著 ,「続々歌舞伎年代記 坤の巻」, 演劇出版社 ,1979

[14] 七世市川団十郎著 ,「市川家秘伝隈取図巻」, 東京：演芸珍書刊行会 ,1914

近代デジタルライブラリー　http://kindai.ndl.go.jp/index.html

[15] 川上邦基 編 ,「歌川風隈取百種」, 演芸珍書刊行会 .1915

[16] 森田 拾史郎 ,「隈取り」JICC 出版局 ,1985



参考文献

113

[17] 編集 ;NHK, 「歌舞伎鑑賞入門～ＮＨＫ日本の伝統芸能～ 1 荒事」, 発行 ;NHK ソフトウェア ,199-

[18] アーネスト F. フェノロサ ,「浮世絵史概説 - フェノロサ厳選 20 木版画による浮世絵史観 -」, 新生

出版 ,2008

[19] 武藤純子 ,「初期浮世絵と歌舞伎 - 役者絵に注目して -」, 笠間書院 ,2005

[20] 仲田勝之助編 ,「浮世絵類考」, 岩波書店 ,1941

[21] 後藤茂樹編 ,「愛憎普及版 浮世絵体系 3 春章」, 集英社 ,1976

[22] 浅野秀剛 , 吉田伸之編 ,「写楽 - 浮世絵を読む -3」, 朝日新聞社 ,1998

[23] 下中直人 , 「歌舞伎事典」, 平凡社 ,1983

[24]Kuriko MATSUNAGA,Taisuck KWON, Etsuo GENDA,“The Proposal Method of Expression Human 

Face for the Kabuki Make-up Archives -The Kabuki Make-up Represented by using Face Replica and 3D 

CG-”,International Journal of Asia Digital Art and Design Vol.8, pp. 23~29, 2008

[25] 端山貢明 ,「イメージ・シンセティクス - ラスコーの壁画からコンピュータ・グラフィクスへ -」,

株式会社みずうみ書房 ,1983

[26]Jasia Reichardt (ed.),“Cybernetic Serendipity :TheComputer and the Arts”,London,Studio 

International, 1968

[27] 大下敦 ,「インディペンデント C・G（コンピュータ・グラフィック）アート」, 株式会社　美術出

版社 ,1986

[28] 河原敏文 ,「映像の先駆者シリーズ ロバート・エイブルの世界 - ニューウェイヴ・テレビコマーシャ

ルのパイオニア -」, パイオニア LDC,1985

[29]PRODUCED & DIRECTED BY GEOFFREY DE VALOIS,“Computer dreams”, パイオニア LDC,1988

[30]Shree K. Nayar and Michael Oren,“Visual Appearance of Matte Surface”, Science Volume267 

pp.1153-1156, 1995     

[31]Henrik Wann Jensen, Steve Marschner, Marc Levoy, and Pat Hanrahan, “A Practical Model for 

Subsurface Light Transport” In Proceedings of SIGGRAPH'2001, pages 511-518, 2001



参考文献

114

[32] デザイン編 CG 標準テキストブック編集委員会 ,「デジタルイメージデザイン＜デザイン編 CG 標準

テキストブック＞」, 財団法人画像情報教育振興協会 ,1996

[33] 倉地紀子 ,「CG MAGIC: レンダリング」, 株式会社 オーム社 ,2007

[34]Weiwei Xu, Ryo Akama, Hiromi T.Tanaka,“3D Face Modeling from Ancient Kabuki Drawings”,The 

6th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultual Heritage VAST, 2005

[35]Xin Yin, Weiwei Xu, Ryo Akama, and Hiromi T.Tanaka,“A Synthesis of 3-D Kabuki Face from 

Ancient 2-D Images Using Multilevel Radial Basis Function”, 芸術科学会論文誌 Vol.7 No.1, pp.14-21,

2008

[36] 松永孔梨子 , 奥田陽祐 , 石井達郎 , 松隈浩之 , 源田悦夫 ,「３D グラフィックスによる歌舞伎化粧の

表現」、文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「江戸のモノづくり」第 7 回国際シンポジウム ,A05,

長野 ,2005

[37] 武田祐樹 , 田中弘美 ,「能衣装のデジタルコンテンツ化のための布物体モデリングと可視化」, 情報

処理学会研究報告 ,2007-CVIM-157,pp.33-38, 滋賀 ,2007

[38] 李実英 , 「分光画像による物体表面の反射パラメータ推定」, 奈良先端科学技術大学院大学 NAIST-

IS-MT0251134, 2004

[39] 三宅洋一 ,「分光画像処理入門」, 東京大学出版会 , 2006

[40]M. Ashikhmin, S. Premoze, and P. Shirley, “A  Microfacet-based BRDF Generator,” Proc. ACM  

SIGGRAPH 2000, pp.65-74, New Orleans, USA, 2000

[41]S.A.Shafer, “Using color to separate reflection components”, Color Res.Aplpl.,10,210-218,1985　

[42] 宮崎大輔 , 池内克史 ,「偏光の基礎理論とその応用」, 情報処理学会論文誌コンピュータビジョンと

イメージメディア ,Vol.1, No.1, pp.64-72, 2008

[43] 田中法博 , 富永昌治 , 「３次元反射モデルの解析と推定」, 情報処理学会論文誌；コンピュータビジョ

ンとイメージメディア Vol.41 No.SIG 10(CVTM1),2000

[44] 町田貴史 , 竹村治雄 , 横矢直和 ,「複数の照明条件の組合せによる物体の表面反射特性の密な推定」, 

進学論 D ＝Ⅱ , Vol. J84-D- Ⅱ , No.8, pp.1873-1881,2001



参考文献

115

[45] 町田 貴史 , 岩佐 英彦 , 竹村治雄 , 横矢直和 ,「レンジファインダと複数の照明条件を用いた

物体の反射係数の推定」, 社団法人情報処理学会 全国大会講演論文集 第 59 回 平成 11 年後期 (4)  

pp."4-151"-"4-152" ,1999

[46]K. E. TORRANCE AND E.M.SPARROW, “Theory for Off-Specular Reflection From Roughened 

Surfaces”, JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA  VOLUME57, NUMBER 9 pp. 

1105-1114,1967

[47]Jim Blinn Model for Specular Reflection　

http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/illumin/specular_highlights/blinn_model_f

or_specular_reflect_1.htm

[48]M. Hébert, P. Emmel, R. D. Hersch, “A prediction model for reflection on varnished metallic plates”, 

Society for Imaging Science and Technology, 2002

[49] 工藤恵栄 , 「分光学的性質を主とした基礎物性図表」, 共立出版 , 1972

[50] 樫本明生 , 「ファンデーションの機能と科学」, 表面科学 Vol. 25, No. 4, pp. 238―242, 2004

[51]P・エクマン /W・V・フリーセン著 , 工藤力訳 ,「表情分析入門ー表情に隠された意味をさぐる」,

誠信書房 ,1987

[52] 權泰錫 , 源田悦夫 , 松永孔梨子 ,「アニマトロニクスにおける顔表情の表現に関する研究」, 芸術工

学会誌 ,No46 ,2008

[53] 高橋雅夫 ,「化粧ものがたり - 赤・白・黒の世界 -」, 雄山閣出版株式会社 , 1997

[54] 田畑美穂 ,「伊勢水銀異聞ー女人高野非歌」, 十楽選 読むゼミ No.4, 十楽 , 2002

[55] 高橋秀雄 ,「伝統芸能の伝道師」,( 株 ) おうふう ,2003


