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愛知県豊橋市正宗寺蔵・長沢芦雪画の制作時期周辺の作品群にみられる文学テクストの絵画化に関する問題

１．はじめに

　18世紀後半の京都を中心に活動した円山派の画家，
長沢芦雪の作品に関して，特に愛知県豊橋市正宗寺の
蔵する作品群の周辺時期に制作された作例について調
査を行った。
　長沢芦雪（1754‒1799）は写生を基にした作品で知
られる画家・円山応挙（1733‒1795）の弟子の一人で
ある。円山派の画家には師の画風を忠実に受け継ぐ門
弟が多く，芦雪もある程度その画風を受け継いではい
るのだが，《虎図襖》（無量寺），《白象黒牛図屏風》
（プライスコレクション）に代表されるような奇抜な
画面構成や，諧謔味のある表現を付加した画風で特に
知られる。そのような一面から，近い時期に活動した
伊藤若冲（1716‒1800），曽我蕭白（1730‒1781）らと
共に奇想の画家として取り上げられる機会が近年は多
く1），先行研究の傾向も独特の表現についての比重が
大きい。
　表題にある正宗寺は愛知県豊橋市嵩山町に位置する
寺院で，臨済宗妙心寺派の古刹として知られる。当寺
に遺される芦雪の旧障壁画群は寛政年間（1789‒1801）
の後半に制作されたものと考えられ2），その規模は現
存しているものだけで45幅にもわたる。芦雪による近
い時期の寺院障壁画の作例としては薬師寺（奈良），
大乗寺（兵庫）のものが他に挙げられるが，それらと
比較しても群を抜いて多い3）。それにもかかわらず，
これらの作品群に関する研究はここ30年ほど停滞して
おり，活発な議論がなされていない状態にある。また，
先に述べたように芦雪は〔奇想〕の画家としての側面
が注目されがちであるが，その一方で師・応挙を彷彿
とさせる温雅な画風の作品にはほとんど光が当てられ
ないことも，芦雪研究における問題点の一つである。
　本プロジェクトでは停滞状態にある正宗寺の芦雪画
研究について，共通するモチーフを描く関連作品を画
風展開の観点から比較し，最終的にその全容について
不明瞭な点の多い〔寛政年間の芦雪画がどのように発

展したか〕を体系的に示すことを目的とする。また，
寛政年間に制作された中国系画題の作品にみられる
〔原典となるテクストを忠実に絵画化する〕という側
面が，正宗寺の作品以外にも見受けられることについ
て，具体的な作例を調査することによって明らかにし
たい。

２．調査概要

　残念ながら諸事情により正宗寺での調査は今回叶わ
なかったため，画風・落款書体から寛政年間の制作と
判断される芦雪の作品について，中でも正宗寺の作品
にみられる〔波〕〔中国人物〕といった共通のモチー
フを含む作品を中心に調査を行った。また今後の研究
の基盤として，晩年期の芦雪画の特徴を円山派・四条
派における継承性に焦点を当て見つめ直すことを目的
に，同流派の周辺画家や芦雪の弟子の作例についても
調査対象に加えた。
　調査方法としては，特別観覧による作品の詳細な観
察及び撮影，また必要に応じて各地の展覧会において
関連作品の観察を行った。屏風のような大画面形式を
とる作品は特に，図版だけでは細部の描写の確認に限
界があり，また画面の可動性による視覚効果について
も実感を伴って理解することが困難である。

３．調査日程

日時 調査地 対象作品 備考
５月８日 静岡県立美術

館
《赤壁図屏風》
（個人蔵本）

特別観覧

10月13日 大徳寺
洛東遺芳館

《龍虎図》他 同寺の曝凉展にて
調査

11月１日 千葉市美術館 《波上群仙図
屏風》

特別観覧

11月10日 滋賀県立安土
城考古博物館

《蓬莱図》（文
化庁本）

企画展「新たな国
民のたから─文化
庁購入文化財展
─」にて調査
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11月15日 根津美術館 《赤壁図屏風》
（根津美術館
本）

特別観覧

11月24日 篠山市立歴史
美術館
丹波市立春日
歴史民俗資料
館

《吉猿図》他 特別展「神と獣の
棲むところ─丹波
篠山 猿・鹿・猪
─」にて調査

４．調査内容

　芦雪による正宗寺旧障壁画群45幅は現在全て軸装
に改装され，画面に引手跡を残すものはそのうちの
19幅である。本稿では旧障壁画群の中でも《西園雅
集図》《蘭亭曲水図》が基となるテクストをどのよう
に消化し絵画化しているか，という作画態度の問題に
ついて考える際に，理解の一助となりうる《赤壁図屏
風》二作について取り上げる。なお個人蔵本の図版の
掲載については執筆中に許可が得られなかったため，
今回は見送った。
　赤壁図は，北宋の蘇軾（1036‒1101）が元豊五年
（1082）に詠んだ『赤壁賦』を主題とする作品である。
『赤壁賦』は一般的に同年の七月に詠んだものを「前
赤壁賦」，十月に詠んだものを「後赤壁賦」と呼んで
区別され，個人蔵本・根津美術館本（以降，根津本と
記す）いずれも右隻が同年の七月に詠んだ「前赤壁
賦」を，左隻が十月に詠んだ「後赤壁賦」を絵画化し
たものと解されている。

4‒1. 《赤壁図屏風》（根津本）について

《赤壁図屏風》（人物山水図）
紙本墨画淡彩　六曲一双
各177.0cm ×565.5cm

　個人蔵本に比べて非常に一扇が横に長く，屏風の縁
も小さいために画面全体の大きさがより際立つ。淡彩
は両隻の人物に部分的に用いられるのみで，水墨を基
調とした静謐な雰囲気を漂わせている。なお芦雪の義
子・芦洲の子である芦鳳が，この根津本とほぼ同一の
図様の赤壁図屏風（米・ブルックリン美術館蔵）を遺
していることから，芦雪が作画にあたって用いた下描
きなどが次代に伝わっていたことが推察される4）。
　【右隻】（図1‒1）
　舟の中には個人蔵本と同様に，蘇軾・客人二名・童
子二名・船頭の六名が描かれ，客人の一人が笛を吹い
ている点も共通する（図２）。ただし蘇軾については，
根津本では立ち上がって屋根に寄りかかり，月を眺め

る姿に描かれている。居住まいを正して笛の音に聞き
入る個人蔵本とは対照的に，柔らかな表情を浮かべ月
に視線を向ける姿には，どこか無邪気さすら感じさせ
る。ふと屋根の下に目を遣ると，個人蔵本の蘇軾のそ
れに通じる，やや哀しげな面持ちで笛の音に耳を傾け
る客人がおり，杯を見つめる表情は愁いを帯びてい
る。また一方で童子の一人は音楽に合わせて手を叩
き，楽しげな様子が伝わってくる。
　先行研究においても個人蔵本・根津本ともに『赤壁
賦』の忠実な絵画化という見方がなされているが5），
右隻に関しては絵画化されている詩句の部分に違いが
あり，それが蘇軾の動作の違いに影響しているものと
判断される。
　まず蘇軾についてであるが，姿態そして表情につい
て順に該当する詩句を示していく6）。本図の蘇軾は立
ち姿に描かれるが，これを月を眺める姿と判断したの
は画中の描写によるだけでなく，動作と符合する句が
みられるためである。前提としてこの場面に月が登場
していることは「少焉にして月　東山の上に出で，斗
牛の間に徘徊す」といった句から読み取れ，それを蘇
軾が眺めていることは「渺渺たり予が懐い，美人を天
の一方に望む」というその後の句から明らかとなる。
　表情は先述したように柔和で，笑みを浮かべている
ようにも見えるが，これは歌う様子を表したと考えら
れる（図３）。対象となる句は「是に於て酒を飲んで
楽しむこと甚だし。舷を扣いて歌う」という部分にあ
たる。蘇軾は動的に描かれてはいないが，足先で船縁
を叩いていると解することができるだろう。舳先には
火のついた涼炉が置かれるが，船尾には酒甕もあり，
酔って歌いだしたことを指し示す道具として機能して
いる。
　山水の描写に目を向けると，こちらについても人物
と同様，句を参考にしたと考えられる描写が散見され
る。順にみていこう。
　まず「清風徐に来って水波興らず」の部分について
は，従来から左隻に比べ波が穏やかに描かれている点
との関連が指摘され，右隻の主題を『前赤壁賦』とす
る根拠の一つとして引用されることが多い。次に「少
焉にして，月　東山の上に出で，斗牛の間に徘徊す。
白露　江に横たわり，水光天に接す。一葦の如く所を
縦にして，万頃の茫然たるを凌ぐ」の部分を踏まえて
画面に目を遣ると，第一扇の上部には山間から月が覗
いていることが看取される。個人蔵本との月が描かれ
る位置の違いについては後述するが，ここでは蘇軾ら
の舟から相当な距離のある位置に描かれている点に注
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意したい。また第一扇から四扇目にみられる湿り気を
帯びた雲気のような表現は芦雪画にしばしばみられる
ものだが，これについても「白露　江に横たわり」の
句を踏まえたと解される。当該の画面内において巨岩
の下部に淡墨で階調を施し，辺りに湧き上がる川霧を
表現していることも，芦雪による同句への意識を補強
する。
　第二扇には岩の間から浮かび上がるように大きな楼
閣が，その下に小さな家屋が数軒並んでいる（図４）。
さらに根津本にのみ，楼閣のまた上に宝珠の付いた建
物を含む建築が三軒立ち並び，そこに非常に簡略な表
現であるが三人の人物がみられる。この楼閣や人物を
描き添える描写は現時点において，国内の他の画家に
よる作例には確認できないが7），これが芦雪による
『赤壁賦』の解釈に基づくのか，彼独自の創作による
のか，あるいは『赤壁賦』以外のテクストを融合させ
ているのか等，可能性は複数考えられるが，今後の研
究の課題としたい。
　【左隻】（図1‒2）
　左隻の描写は右隻に比べ，詩句の内容との符合がさ
ほど多く認められない。従来『後赤壁賦』の一場面を
絵画化する場合には，再び赤壁を訪れ，蘇軾が二人の
客人を背に岩の上へと登っていく場面，あるいは蘇軾
ら一行を乗せる舟の上を一羽の鶴が飛び去っていく場
面が選ばれることが多く8），谷文晁の一作に前者の例
が，後者の例には彭城百川のものが挙げられる。
　芦雪の作品については先行研究では，山水の描写に
「江流　声有り。断岸千尺，山高くして月小さく，水
落ちて石出づ」の句が，強風にあおられる人物・波の
描写に「予　乃ち衣を摂げて上る。巉巌を履み，蒙茸
を披き，虎豹に踞し虬龍に登り，栖鶻の危巣に攀じ，
馮夷の幽宮を俯す。蓋し二客は従うこと能わず。劃然
として長嘯すれば，草木震動し，山鳴り谷応えて，風
起こり水涌く。予も亦た悄然として悲しみ，粛然とし
て恐れ，凛乎として其れ留まる可からざるなり」の句
がそれぞれ踏まえられている点が指摘される9）。その
ほか，冒頭の「木葉尽く脱つ」という句を反映して，
左隻の画中の木々は葉を落としている点についても触
れられる。根津本左隻については〔図像と源泉となる
漢詩との一致〕という観点からは新たな知見を得るこ
とはできなかったが，水墨による滲み・ぼかし，たら
し込みに近い表現など，技法的な観点からは収穫を得
た。ここから得られた知見については修士論文に活か
したいと考えている。

4‒2. 《赤壁図屏風》（個人蔵本・静岡県立美術館寄託）

について

《赤壁図屏風》
紙本墨画淡彩　六曲一双
各160.0×360.4cm

　前述した通り，両隻の端に巨岩を置き，右隻には舟
に乗る蘇軾一行を，左隻には風が吹きすさぶ中，舟に
乗ろうとする蘇軾らを描くという全体的な構成は根津
本と大差ない。右隻における画面手前側の巨岩の形状
も比較的近似しているほか，周囲をとりまく靄のよう
な表現も二作品ともに認められる。
　個人蔵本にみられる大きな特色には，彩色が人物以
外の樹石・波濤にも施されている点が第一に挙げられ
る。とりわけ左隻内の代赭を用いて面的に彩色した岩
や，右隻内の松の幹などに用いられた彩色の技法は，
画家の光に対する意識を感じさせるものである。また
左・右隻の端にそれぞれ岩を置き，並べた際の図様の
連綿が考慮されている点も根津本にない特色と言え
る。
　【右隻】
　根津本よりも横幅が短い分，蘇軾らの乗る舟の位置
もやや右側に詰められているが，それ以外にも蘇軾一
行について数箇所，相違点の指摘が可能である。たと
えば，舟の角度は根津本のそれよりも右上方向へ傾い
ている。船首に身を乗り出す童子の目線は根津本右隻
の蘇軾と同様，月へと向けられている点は注目でき
る。だが，最大の違いは蘇軾が舟の中で端坐し，客人
の笛の音に聞き入っている点であろう。その表情はど
こか悲しげで，「怨むがごとく慕うがごとく，泣くが
ごとく訴うるがごとし」と詩中において形容される音
色を体現しているようである。この蘇軾の姿は「蘇子　
愀然として，襟を正し危坐して客に問うて曰く，何為
れぞ其れ然るや，と」の句が基底にあると考えて良
い。詩句の流れとしては〔酔って気が昂ぶり，蘇軾が
歌いだす→それに合わせて客人が洞簫を奏でる→蘇軾
が「なぜこれほどまでに悲しげな音色なのか」と問
う〕の順で進行しているため，個人蔵本が右隻に描く
場面は根津本の右隻よりも時間的に後となる。時間的
な経過は，根津本の月の位置が第一扇の上部右端であ
るのに対し，個人蔵本のそれは第三扇の楼閣の上であ
る点からも指摘できる。もっとも，描かれる位置の違
いから見た時間の経過という見方はあくまで相対的な
ものに過ぎず，二作品の並置が前提となる点は看過で
きない。芦雪が指示する詩句を明らかにする装置とし
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て月を用いたかまでは現時点において言及できない
が，構成上，根津本と同じ位置に月を配置できたにも
かかわらず，根津本と共通のモチーフの上部に配して
いる点は，何らかの意味を持たせているように思われ
てならない。
　【左隻】
　根津本と同様，明らかな詩句との一致は右隻ほど指
摘できず，また指し示している句も同じ位置と考えら
れる。ただし個人蔵本の方が，第三扇中の蘇軾の衣服
が勢いよく翻る様子，全体的に描き込みが密で動感の
ある波の表現，たとえば第五扇の垂直方向へ激しく上
がる波濤などにおいて，強い風が吹き付ける秋の夜を
より想起させるものとなっている。

4‒3. 今後の展望

　個人蔵本・根津本それぞれの右隻における，絵画化
の対象となった句の位置の微妙な差が何に起因するも
のであるかについては，今後の課題である。二作品間
の違いについて，たとえば松﨑幸子氏は「結論には更
に慎重な考察を必要とする」としつつも，墨画主体の
根津本が禅宗寺院の障壁画として描かれ，色彩が多い
個人蔵本は商家などの依頼によって描かれた可能性を
指摘されている10）。氏の指摘は画風に関するものだ
が，同様のことが〈どの詩句を絵画化するのか〉にも
適用されうるだろう。また，二作品における左隻の構
成に右隻ほどの差がみられず，詩句の絵画化について
も右隻ほど顕著でない点についても考察を深める必要
がある。

５．おわりに

　本稿では二つの《赤壁図屏風》について，作品の描
写が非常にテクストに忠実である点を，具体例を挙げ
つつ確認した。根拠となる描写はいずれも小さな図版
のみでは見落としていたことばかりであり，作品を実
見することの重要さを痛感させられた。中国系画題の
大画面形式の作品に対する芦雪の制作態度が，正宗寺
旧障壁画群以外の作品にも認められる可能性が強まっ
たことは，本プロジェクトにおける成果の一つと考え
ている。今後はさらに考察を深め，テクストをパター
ン化された図様として理解する段階に留まらず，正確
にテクストを理解した上で忠実に絵画化するという側
面への裏付を補強していきたい。
　紙面の都合上多くを割くことはできなかったが，
《波上群仙図屏風》（千葉市美術館，図5‒1，5‒2），《蓬

莱図》（文化庁），《龍虎図》（大徳寺）の三作品につい
ては，正宗寺旧障壁画群が描かれた時期周辺の画風展
開を概観することを目的として調査を行った。以上の
三作には全て波が描かれており，正宗寺にも《波濤
図》12幅が伝わっている。このうち《波上群仙図屏
風》に関しては，波を描く描線が正宗寺《波濤図》に
比べて抑揚が強く，ぎこちなさが残ることに加え（図
６），白波の内側の描写も簡略であることから，正宗
寺旧障壁画群以前の作品との認識を再確認した。一方
人物においてはある程度崩された相貌表現や（図７），
細太を整えた衣紋線（図８）など正宗寺旧障壁画群に
も非常に接近した特徴が認められ，モチーフごとの，
表現の定型が作られた時期の違いを感じされられた。
同作品は描かれる内容・個々の人物群を繋ぎ合わせる
テクストの明示など，未だ解明されていない点が多
く，これらの観点からの考察も今後の課題に加えた
い。
　また芦雪とその義子・芦洲ゆかりの地である丹波
市，そして篠山市では大規模な展観においてもなかな
か見かけることのない芦雪の弟子らによる作品，また
周辺の円山・四条派の絵師の作品を多く観察すること
ができた。中でも円山派の画家・吉村孝敬（1769～
1836）は正宗寺，同豊橋市の東観音寺にも作品を遺し
ており，目下注目するところの人物であるが，その孝
敬筆《秋埜双鹿図》を確認できたことは収穫であっ
た。重複するが，円山派の絵師には師風を忠実に伝え
る画家が多いためか，一部を除いて一括りにされてき
た傾向があり，孝敬についても本格的な研究はなされ
ていない。まずは地道に基礎的な資料を収集しなが
ら，正宗寺・東観音寺の孝敬画との比較を行うことか
ら始めたいと考えている。
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注

１） これらの画家に対する「奇想」という捉え方は，辻惟雄氏
の『奇想の系譜』（美術出版社，1970年）に拠るところが非
常に大きく，現在に至るまでその影響は強い。たとえば芦雪
を取り上げた近年の展覧会タイトルについても『長沢芦雪　
奇は新なり』（MIHO MUSEUM，2011年），『応挙と芦雪　天
才と奇才の師弟』（奈良県立美術館，2006年）など，新奇的
な側面を強調したものが散見される。

２） 正宗寺の旧障壁画群の制作年代については未だに決着をみ
ておらず，仲田耕三氏が「正宗寺所蔵の蘆雪作品」（『豊橋の



図1‒1　《赤壁図屏風》（根津本）右隻

図２　《赤壁図屏風》（根津本）右隻
人物部分拡大

図３　《赤壁図屏風》（根津本）右隻
蘇軾部分拡大

図４　《赤壁図屏風》（根津本）右隻
建築部分拡大

図1-2　《赤壁図屏風》（根津本）左隻
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寺宝Ⅲ　正宗寺展』豊橋市美術博物館，2002年）などにおい
て天明５年以前と寛政年間の二期制作説を唱えられる一方，
宮島新一氏は『日本の美術』第219号（至文堂，1984年）に
おいて寛政年間の一期制作説を唱えられている。なお，筆者
は画風の観点から宮島氏の一期制作説を支持する。

３） 薬師寺が襖28面・杉戸絵１面，大乗寺が襖８面，壁貼付３

面からなる。
４） 芦雪による根津本とは岩山の配置にやや違いがみられる。
５） 松﨑幸子「長澤蘆雪「海浜奇勝図屏風」（メトロポリタン
美術館）について」『美術史論叢』17号，2001年

６） 以降，文中の書き下し文は小川環樹・山本和義選訳『蘇東
坡詩選』岩波書店，1975年による。

７） 岩山に小さな家屋を描き添える表現に限って，池大雅の作
例に数点確認される。

８） あるいは前・後赤壁賦両方のイメージが重ね合わされ，舟
遊の場面をもって〔赤壁図〕とする作例も特に多い（板倉聖
哲「赤壁をめぐる実景・言葉・画像」『アジア遊学』31号，
勉誠出版，2001年）。

９） 松﨑幸子氏，前掲　註五
10） 松﨑幸子氏，前掲　註五
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図5‒1　《波上群仙図屏風》左隻

図６　《波上群仙図屏風》右隻
波部分拡大

図７　《波上群仙図屏風》右隻
人物部分拡大

図８　《波上群仙図屏風》左隻
人物部分拡大

図5‒2　《波上群仙図屏風》右隻
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