
図1‒1　鈴木其一筆《夏秋渓流図屏風》右隻，根津美術館蔵

図1‒2　鈴木其一筆《夏秋渓流図屏風》左隻，根津美術館蔵
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鈴木其一の画風形成期における諸派習得の様相について

 １．研究背景

　鈴木其一（1796‒1858）は，江戸時代後期に江戸を
中心として活動した画家である1）。其一は江戸琳派を
確立した酒井抱一（1761‒1828）を師に持ち，硬軟描
き分ける確かな技量を有して琳派の掉尾を飾ったが，
その評価は長く低迷していた。また19世紀の江戸絵
画史研究自体も未だ黎明期にあり，その中で其一研究
も十分に進んでいないと言える。
　現在の先行研究の主流は落款分類とそれに基づく画
業の区分にあるが2），最新の成果である萩原沙季「鈴

木其一筆「夏秋渓流図屏風」についての一考察」3）で
は，其一の画業を①「其一筆」落款の時代，②「噲々」
落款の時代，③「菁々」落款の時代と区分し，各々を
①画風準備期（1813‒1828），②画風形成期（1829‒
1844），③画風確立期（1844‒1858）と位置付けてい
る。また伝記や書簡といった文献資料については，横
山九実子氏4）や玉蟲敏子氏5），高橋佳奈氏6），が成果を
あげられているが，現状では文献資料を中心とした作
家論的研究が先行している。一方で画題や描法といっ
た作品の表現そのものを扱う研究は停滞しており，博
物図譜との関連性を示した研究7）や，円山四条派との

鈴木其一の画風形成期における諸派習得の様相について
──第二期「噲々落款使用期」を中心に

山 口 由 香  美学美術史学専門　博士前期課程２年

 Ⅲ 　「人文学フィールドワーカー養成プログラム」調査報告
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図2‒1　円山応挙筆《保津川図屏風》右隻，千總コレクション蔵
（図版出典：『円山応挙画集』，1999）

図2‒2　円山応挙筆《保津川図屏風》左隻，千總コレクション蔵

図４　  鈴木其一筆《神功皇后・鍾馗・竹内宿禰
図》神功皇后図，個人蔵，部分

（図版出典：『酒井抱一と江戸琳派の全貌』，2011）

図３　《保津川図屏風》左隻第七扇・第八扇，部分
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接近を示す研究8）がわずかに存在するのみである。現
時点での鈴木其一研究を概括すると，作品の造形的特
質や表現そのものに着目した作品論的研究が不足して
おり，特に代表作とされる《夏秋渓流図屏風》（根津
美術館所蔵）（図1‒1，1‒2）に関しては印象論的な評
価が多く，一面的な評価が与えられる傾向にある。
　《夏秋渓流図屏風》に関しては，すでに萩原氏によ
って円山応挙（1733‒1795）筆《保津川図屏風》（千總
コレクション蔵）（図2‒1，2‒2）との構図の近似性が
指摘されている9）。《夏秋渓流図屏風》と《保津川図
屏風》は，渓流の流れが右隻第一扇・左隻第六扇から
始まり，各々画面の中心方向，つまり右隻第六扇・左
隻第一扇へと向かって進行する点において共通してい
る。また《保津川図屏風》の水流描写（図３）と，鈴
木其一筆《神功皇后・鍾馗・竹内宿禰図》（個人蔵）

の背景に描かれる波の描線（図４）も近似しており，
このことからも，萩原氏は其一が《夏秋渓流図屏風》
の制作された画業第二期に，円山四条派を学習してい
たという可能性を指摘している。其一と円山四条派に
ついては，他にも画業第三期に応挙に倣ったと考えら
れる作品が散見される10）ことからも，其一は円山四条
派を意識的に捉えていたと推測できる。また『癸巳西
遊日記11）』（京都大学附属図書館蔵）によれば，其一
が京都を訪れた際，岡本豊彦（1773‒1845）と松村景
文（1779‒1843）のもとを訪れていることが記されて
いる。豊彦と景文は四条派の絵師であるため，両名を



　図５　  《夏秋渓流図屏風》，部分（右：左隻第六扇：秋，
左：右隻第一扇：夏）
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通して其一と円山四条派が直接的な関係を持っていた
可能性が考えられる。
　しかしながら其一の画業全体を俯瞰したとき，円山
四条派を明確に意識した作品は少なく，画風形成期に
円山四条派だけを積極的に摂取したとは言えない12）。
画業第二期において円山四条派の影響があることは確
かだが，それは基一の画業全体に大きく表出するもの
ではなく，部分的な描法の摂取に留まった可能性が高
いと筆者は考えている。

２．調査の目的と日程

2‒1. 調査目的

　今回の調査では画風形成期である画業第二期に着目
し，其一の画風形成の過程を探ることを目的とする。
具体的には画業第二期の作品を中心に調査し，画風を
形成する過程において，其一がどのように諸派を摂取
し，自らの作品に昇華していたかを考察したい。第二
期では第一期にみられた抱一好みの瀟洒な画風の作
品13）や，第三期にみられる尾形光琳（1658‒1716）の
作品を転用した作品は少ないものの，明快な構成や色
彩をみせる作品，独特の筆致を持つ作品が散見され
る。本プロジェクト，および修士論文では，そうした
画業第二期の作品を足掛かりに，その造形的特質に言
及することを目的としている。

2‒2. 調査日程

８月12日　根津美術館（特別観覧）
　　　　　《夏秋渓流図屏風》
９月５日　中近東文化センター（特別観覧）
　　　　　《蔬菜群虫図》
　　　　　※出光美術館蔵
９月12日　大倉集古館（特別観覧）
　　　　　《山水図扇面》
　　　　　《宮女奏楽図扇面》
　　　　　板橋区立美術館（特別観覧）
　　　　　《蝶ニ芍薬図》
　　　　　《漁父図》
　　　　　《双鶴春秋花卉図》
10月26日　有斐斎弘道館（講演会）
　　　　　※近世京都学会主催
11月29日　日本城郭研究センター（資料収集）
　　　　　酒井家文書，『姫路市史』，ほか郷土資料
　　　　　※ 姫路市立城郭研究室，姫路市立城内図

書館を含む

３．調査報告

　今回の報告書では本プロジェクトで調査した作品，
および関係資料のうち，特に其一の画風形成過程にお
いて重要と考えるものについて報告する。

3‒1. 《夏秋渓流図屏風》

　《夏秋渓流図屏風》（図1‒1，1‒2）
　166.4×363.3cm，六曲一双，紙本金地著色，根津美
術館所蔵
　署名：噲々其一，印：祝琳主文方印
　《夏秋渓流図屏風》は，檜木立の間を流れる渓流を，
夏と秋のふたつの景色に即して描いた作品である。右
隻が夏の景，左隻が秋の景を表現しており，モチーフ
の選択や彩色の僅かな違いによってその変化が表され
ている。両隻に共通して描かれるモチーフは檜，渓
流，土坡，岩，苔で，その中でも檜と土坡の色彩につ
いては，左右隻，つまり夏と秋で色味を変化させてい
ることが確認された（図５）。夏の土坡は青々とした
緑青で，秋の土坡はやや赤茶けてくすんだ緑で彩色さ
れており，各々の景色に準じた彩色が試みられたこと
が分かる。また檜についても，秋の檜の葉の根元には
黄土色の絵具が塗られ，季節とともに色が変化する様
子が描かれている。また夏を表す右隻には蝉と百合
が，秋を表す左隻には紅葉した桜の木がモチーフとし
て選択されている。
　本作品におけるモチーフの描法は一様ではなく，写
実性の高い描写と平面性の高い描写，またその中間に
位置する描写が混交している。例えば右隻の蝉は足の
節のひとつひとつまで細部にわたり緻密に描かれてい
るが，この精緻な描写は桜の葉にも共通してみること
ができる（図６）。桜の葉は細い線で葉脈まできっち
りと描かれ，また紅葉の様子も非常に写実的に彩色さ
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図６　《夏秋渓流図屏風》右隻第三扇，部分

図７　《夏秋渓流図屏風》左隻第四扇，部分

図８　《夏秋渓流図屏風》左隻第一扇，部分

図９　《夏秋渓流図屏風》右隻第三扇，部分

図10　鈴木其一筆《群禽図》左幅，個人蔵，部分
（図版出典：『酒井抱一と江戸琳派の全貌』，2011）
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れている（図７）。虫食いの穴などの表現も見事なも
のであり，まるで葉が枝から離れて渓流に落ちる一瞬
を切り取ったかのようである。檜木立の間から顔を出
す百合の花も，同様に花弁や蕊を丁寧に描いている。
　以上の通り蝉，桜の葉，百合のようにあくまで写実
的に，かつ明確な描線によって表現されるモチーフが
ある一方で，檜のように面的に表現されるモチーフも
存在する。檜の葉は輪郭線を用いて写実的に描写され

ているわけではなく，葉の一本一本に胡粉を盛りつけ
て描かれている（図８）。ここでは輪郭線によってモ
チーフの形態を定義するのではなく，あくまで面的に
表現することが心がけられている。また筆の置き方，
胡粉の盛り方は実際の檜の葉の生え方が考慮された上
で置かれていると考えられる。また檜の幹の描写に
も，明確な輪郭線による写実的表現は用いられていな
い。檜の幹は縦に太い墨線を入れることで，幹表面の
襞や洞を表している（図９）。ここで幹に入れられる
墨線は，写実的に幹の襞や洞を描き出すための輪郭線
ではなく，線と面を兼ねた作用を期待されている。こ
の面的な墨線は鈴木其一の他の作品，例えば《群禽
図》（個人蔵）にも見られ（図10），第二期「噲々其
一落款」時代を代表する描線の一つであるとも言え
る。以上のように厳格な写実性を備えた描写，半写実
的とも言える面的な描写が《夏秋渓流図屏風》には備
わっていると言える。



　　　　　図11‒1　  鈴木其一筆《蔬菜群虫図》，
出光美術館蔵

図11‒2　《蔬菜群虫図》本紙
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　また，本作品には上記の２種類の描写タイプに加
え，より抽象的な描写も用いられている。例えば渓流
に位置する岩とその上に生える苔には，蝉や桜の葉に
みられた写実的な陰影表現は適用されず，非常に平面
的な処理がなされている。また渓流そのものにも陰影
表現は欠如しており，群青が濃く，むらなく彩色され
ている点も同じく平面的と言える。水流を表す金泥も
一定の濃度，一定の筆勢，一定の太さを保ったまま描
かれており，動的な印象を感じさせない。
　以上のように，《夏秋渓流図屏風》に描かれるモチ
ーフは，明確な輪郭線による写実的かつ精緻な描写，
抽象的かつ平面的な描写，また描線は面的ながらもモ
チーフの形態をよく捉えた半写実的な描写という，複
数の段階に分かれた描写が用いられていることが分か
る。このことは何か一つの流派・画風の影響が原因と
いうわけではなく，画風形成期である画業第二期にお
いて，其一が様々な描法を摂取し，自らの画風を模索
していた結果であると考えることができる。
　《夏秋渓流図屏風》について，先行研究では「「夏秋
渓流図屏風」は応挙筆「保津川図屏風」の構図の上
に，「江戸琳派風の」描写や著色法を展開させた」と
いう説が提示されているが14），上記で考察した３種類
の描法が果たして「江戸琳派風の」ものなのか15），ま
たその土台に円山四条派および《保津川図屏風》が存
在するのかは，再考察の対象である。

3‒2. 《蔬菜群虫図》

　《蔬菜群虫図》（図11‒1，11‒2）
　135.6×69.3cm，一幅，絹本著色，出光美術館所蔵
　署名：なし，印：噲々朱文円印
　画業第二期における動植物に対する精緻な描写とい
う点では，出光美術館所蔵の《蔬菜群虫図》がその代
表例である。《蔬菜群虫図》に描かれるのは茄子，胡
瓜，蛇苺，虻16），雀，糸蜻蛉，赤蜻蛉，蛇の目蝶17）で
ある。花卉や葉の網脈，繊毛，動物の姿態は明確な輪
郭線を用いて非常に繊細に描かれており，写実的な傾
向をみせている。しかしモチーフの形そのものや色に
は人工的な気分が感じられ，写実的であるにもかかわ
らず，元からあった図像をコラージュしたかのような
虚構的な感覚を覚える18）。また本作品に描かれる茄子
と胡瓜の成長過程は様々であり，全く別の時期の個体
が同じ株から生えていることも注目すべき点である。
例えば茄子は大きさが個体によって異なり，成熟した
個体の隣に花が咲いているなど，本来別の時期にみら
れる個体が一堂に描かれている。胡瓜の場合も同様で

あり，成熟した個体，受粉直後と考えられる個体，咲
いたばかりの花が取り合わされている。開花から実が
熟するまでの各段階を描いている点，また蔓に見られ
る細やかな繊毛（図12）などには，博物図譜的な，
言い換えるならばモチーフとしての興味に留まらない
視点を感じることができる。
　以上のような輪郭線を用いた写実的な描法と同様
に，《蔬菜群虫図》は彩色についてもあくまで写実性
を追求しているように感じられる。例えば葉の彩色に
ついて，其一や抱一，あるいは中村芳中（？‒1819）
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図12　《蔬菜群虫図》，部分

図13　鈴木其一筆《朴に尾長鳥図》，細見美術館蔵，部分
（図版出典：『酒井抱一と江戸琳派の全貌』，2011）

図14　《蔬菜群虫図》，部分
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などいわゆる光琳を顕彰していた画家たちの間では，
葉に金泥でたらし込みを行うことが多々あった。其一
の作品にもそれに倣ってたらし込みを行っている作
品19）がみられるが（図13），本作品ではそのような金
泥の使用は控えられている（図14）。《蔬菜群虫図》
における金泥は玉虫の体色のみに限定され，形式的か
つ装飾的な使用を控えようとする意図を感じることが
できるのである。また葉における陰影のつけ方は同時
代に流行した洋風画の陰影法と通じるところがあり，
《蔬菜群虫図》が持つ同時代性を感じることができる。
　以上のことから，本作品のモチーフの描写や彩色に
は写実性を追求する意図が感じられる。しかし一方で

《蔬菜群虫図》の構成については，宋元代の蔬菜図や
明代に制作された草虫画の影響が既に指摘されてい
る20）。正面性の強いモチーフ描写，多くの昆虫が集ま
る様子，胡瓜の葉の虫食い跡などを克明に描くなど，
《蔬菜群虫図》には草虫画と共通する点が多くみられ
ることから，其一はその画風形成期において，中国由
来の草虫画からも影響を受けていたと考えられる。
　以上のことからも其一の画業第二期，つまり画風形
成期における諸派の受容について，筆者は中国絵画の
受容が重要であるとの結論に至った。しかしながら，
これまで其一の画風形成と円山四条派との関係は語ら
れてきたものの，中国絵画との関連を論じた研究はほ
ぼ存在しない。筆者が確認したところによると，其一
の作品には中国絵画と明らかに密接に関係している作
品21）を見出すことができるため，今後の其一研究にお
いても中国絵画との関連性は必要不可欠な論点となる
ことが考えられる。

3‒3. 《山水図扇面》・《宮女奏楽図扇面》

　《山水図扇面》（図15‒1，15‒2）
　27.0×50.6cm，一幅，紙本墨画，大倉集古館所蔵
　署名：天保辛卯其一筆，印：庭柏子朱文重郭方印
　《宮女奏楽図扇面》（図16‒1，16‒2）
　27.0×50.6cm，一幅，大倉集古館所蔵
　署名：其一筆，印：庭柏子朱文重郭方印
　其一の中国絵画の摂取という点では，その萌芽は画
業の第一期から第二期へと変化する過渡期に認められ
る。また，その具体例として挙げられるのは《山水図
扇面》（大倉集古館蔵）である。《山水図扇面》は《宮
女奏楽図扇面》（大倉集古館蔵）と対の作品と考えら
れ，二幅はひとつの箱に収められて収蔵されている。
箱には極書が附属しており，両作品について「倭畫宮
女奏楽之圖／唐畫水墨山水之圖／鈴木其一筆正筆ニ／
御座候也」との記述がみられる（図17）。本紙および
全体の寸法はほぼ同一であり，両幅ともに絹本に扇面
型を描き，その中に主題を収めるという形式が採用さ
れている。また《山水図扇面》の落款には天保二年の
年紀が記されている（図18）点も，其一の画風展開
を考える上で重要である。本作品の署名は画業第一期
に相当する「其一筆」であるが，同様に天保二年の年
紀を持つ《稲荷山図》（個人蔵）（図19）や《神功皇
后・鍾馗・竹内宿禰図》（個人蔵）（図20）に「噲々」
の朱文内瓢外方印が捺されることから，《山水図扇面》
および《宮女奏楽図扇面》は画業第一期と第二期の過
渡期に制作されたと予想される。



図15‒1　鈴木其一筆《山水図扇面》，大倉集古館蔵

図16‒1　鈴木其一筆《宮女奏楽図扇面》，大倉集古館蔵

図17　《山水図扇面》・《宮女奏楽図扇面》極書

図19　鈴木其一筆《稲荷山図》落款，個人蔵
（図版出典：『酒井抱一と江戸琳派の全貌』，2011）

図18　《山水図扇面》落款 図20　  《神功皇后・鍾馗・竹内
宿禰図》神功皇后図落款

図15‒1　《山水図扇面》本紙

図16‒2　《宮女奏楽図扇面》本紙
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図21　《山水図扇面》，部分

図22　『八種画譜』より張白雲選『名公扇譜』，扇ノ三
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　《山水図扇面》の特徴はその山肌に描かれる皴法で
ある（図21）。その極めて綿密な皴法は，他の其一作
品には見られない筆致であり，中国の青緑山水図を想
起させる。肉感をもった描線は山肌一面に描かれ，ま
るで山全体が蠢いているような印象を与えている。ま
た山のフォルムも独特のものであり，画面右から頭を
もたげて立ち上るかのような山は，その中腹で左の稜
線が抉られたかのような形を示している。この図像が
其一独自のものなのか，他の作品や図譜から引用した
ものなのかは定かではない。また他の図像を借用して
いたと仮定する場合，現時点ではその確実な典拠を提
示することはできなかった。
　しかしながら，典拠に近いものとしては『八種画
譜』のうち「名公扇譜」に所収される扇面の第三図
（図22）を挙げることができる。其一の生きた時代は
明清画の受容と制作が盛んになったことで，明清由来
の画譜22）が次々と和刻され，普及したと考えられてい
る。18世紀後半から19世紀前半の図譜の流行を考え
ると『八種画譜』はやや古いとも考えられるが，《山
水図扇面》と「名公扇譜」を比較すると，基本的な構
図，特に山の隆起や，蠢くような皴法に類似を見出す
ことができる。また本作品が「名公扇譜」に依拠する
かは憶測の域を出ないが，可能性の一つとして，《山

水図扇面》における奇妙な山の形は，「名公扇譜」の
山の一部が省略されたものである，と現時点では提案
したい。「名公扇譜」の画面右側に描かれる山には雲
か霞がかかっているが，もし其一が「名公扇譜」を
《山水図扇面》の土台としていたならば，「名公扇譜」
にみられる雲，あるいは霞の一部分を省略した結果，
現在の形になった可能性がある。いずれにせよ其一
は，画業第二期の初期に中国由来の画譜を用い，図像
を借用して作品を制作していたと推測することができ
る。このことからは，其一が画業第二期，つまり画風
形成期の初期に当たり，唐絵＝中国をイメージする作
品として《山水図扇面》を手掛けていた可能性が考え
られるのである。
　またその一方で，対幅として所蔵される《宮女奏楽
図扇面》は，《山水図扇面》とは反対に大和絵のイメ
ージをもって描かれていたと推測することができる。
《宮女奏楽図扇面》には袿を着た女性が楽器23）を演奏
する様子が描かれている。彼女らは袿を着ていること
から女房に準ずる身分であると考えられる。また構図
も王朝絵巻物にみられるような斜め上から俯瞰した構
図である。以上のことから，《宮女奏楽図扇面》には
王朝絵巻物などにみられる大和絵のイメージが画面に
内包されていると考えられる。
　このことは，其一が《宮女奏楽図扇面》と《山水図
扇面》の対幅を制作する際，和漢を対比させるという
明確な狙いがあったことを示している。つまり《山水
図扇面》では中国由来の画譜から構図およびモチーフ
を借用することで，唐絵＝中国絵画的イメージを蓄え
た作品を制作することを意図し，《宮女奏楽図扇面》
では，王朝絵巻物を想像させる構図や女房たちを描く
ことで，いわゆる大和絵＝王朝絵画的イメージを持つ
作品を制作する狙いがあったのではないだろうか。ま
た，このことは其一が画業第二期の序盤において，意
識的に中国絵画の受容を始めているということに繋が
ると考えられる。

４．おわりに

　ここまで其一の画業第二期に描かれた作品に注目
し，其一が画風形成過程において，どのような描法や
画派を摂取し，それをどのように表出させているのか
を考察してきた。その結果，師である抱一の画風を除
けば，現段階では円山四条派，植物・博物図譜，洋風
画，明清由来の画譜，草虫図や山水図といった中国絵
画の影響が認められている。今後は画風形成期におけ



図23‒1　鈴木其一筆《漁
父図》，板橋区立美術館蔵

図23‒2　《漁父図》本紙
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る諸派の摂取が，その後の画業においてどのように発
揮され，あるいは昇華していったのかについて，具体
的作例を挙げながら考察していきたい。また其一は画
業が進むにつれて多くの注文制作をこなしていったと
考えられているが，画業第三期にみられる光琳作品・
応挙作品の模倣についても，単に画風の摂取という問
題ではなく注文主の意向などを加味して考えていきた
い。
　また今回の調査では，《夏秋渓流図屏風》の土坡に
見られる僅かな色味の違い，《蔬菜群虫図》や《山水
図扇面》における緻密な描写の確認，また《漁父図》
（図23‒1，23‒2）の本紙の状態の把握など，いずれも
写真図版のみでは確認できない部分について知ること
ができ，作品を実見することの重要性を強く感じるこ
ととなった。今後も作品との直接的な対話を第一と
し，真摯に向かい合う姿勢を持ち続け，研究に臨む所
存である。
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注

１） 其一の伝記に関しては，大村西崖『東洋美術大観』第五巻
（1909）や，松下高徐『摘古採要』第５編上（1837）に所収
される「等覺院殿御一代」が根本史料として参照される。た
だし『東洋美術大観』と『摘古採要』では其一の出自につい
て異なった記述がなされており，未だ決着を見ていない。

２） 辻惟雄「鈴木其一試論」（『琳派絵画全集 抱一派』，1978），
河野元昭「鈴木其一の画業」（『国華』1067号，1983），安村
敏信（編）『江戸文化シリーズ12 鈴木其一展』（1993）を代
表として，其一の落款分類と画業区分は幾度も考察が重ねら
れてきた。

３） 萩原沙季「鈴木其一筆「夏秋渓流図屏風」についての一考
察」（『京都美学美術史学』10号，2011）

４） 横山九実子「鈴木其一考──伝記および造形上の諸問題」
（『美術史』136号，1994）
５） 玉蟲敏子『都市のなかの絵──酒井抱一の絵事とその遺響』
（2004）
６） 高橋佳奈「鈴木其一『癸巳西遊日記』解題」（『美術史論叢』

22号，2006）
７） 高木　彩「鈴木其一の花鳥画における博物図譜の影響──
絹本掛幅画を中心に──」（『美術史研究』第40冊，2002）

８） 前掲注3），萩原氏論文
９） 前掲注3），萩原氏論文
10） 代表的な例としては《寿老・大黒・恵比須図》（個人蔵）
や《西王母図》（個人蔵）などが挙げられる。《西王母図》は
円山応挙筆《楊貴妃図》（個人蔵）と構図，および人物の姿
態が近似する。《寿老・大黒・恵比寿図》においては円山応
挙の存在が強く意識されており，「源仲選筆 菁々其一寫」の
署名からは，本作品が円山応挙の作品あるいは画風を意図的
に写していると理解される。なお源仲選は円山応挙を指す。

11） 《癸巳西遊日記》は鈴木其一が天保四年に行った大規模な
西遊の記録である。その旅路は江戸，奈良，大阪，京都，姫
路，四国，太宰府にわたる。元来《癸巳西遊日記》は其一の
自筆であったが，原本は焼失し，残った写本を息子の鈴木守
一（1823‒1889）がさらに写したものが伝えられる。

12） 円山応挙を模倣したと考えられる画業第三期には，同じく
尾形光琳の作品を模倣した作品も多く残されている。

13） 画業第一期には《蝶ニ芍薬図》（板橋区立美術館蔵）（図
24‒1，24‒2）に代表されるような，淡彩で描かれた作品が多
くみられる。

14） 前掲注3），萩原氏論文
15） 特に先行研究において示される「江戸琳派風の」描写の特
徴には「増殖性のある点苔」が挙げられているが，これは其
一の作品を概観すると存外に少ない描写であり，むしろ同時
代の復古大和絵派の画家の作品に見出すことができる。例え
ば浮田一蕙筆《婚怪草紙絵巻》（メトロポリタン美術館蔵）
などはその好例である。このことからも，「増殖性のある点
苔」は琳派の伝統，あるいは其一独自の表現の表れというよ
りも，19世紀という同時代性がその背景にあるのではないか
と考えられる。

16） 『幕末の百花譜──江戸末期の花鳥』（1982）では虻が，『大
琳派展 継承と変奏』図録（2008）では蜂が描かれていると
解説される。しかしながら虻は２枚の羽を持ち，蜂は４枚の
羽根を持つため，本作品に描かれている昆虫（図25）は虻で
あると同定される。

17） 『幕末の百花譜──江戸末期の花鳥』（1982）および『大琳
派展 継承と変奏』図録（2008）においては蛾が描かれると
解説される。しかしながら調査の結果，筆者は蛾ではなく蛇
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図25　《蔬菜群虫図》，部分

図26　《蔬菜群虫図》，部分

図24‒1　鈴木其一筆《蝶ニ
芍薬図》，板橋区立美術館蔵

図24‒2　《蝶ニ芍薬図》本紙
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の目蝶であると同定した。理由としては触覚の形態と前翅の
位置が挙げられる。蛾は触覚の先が細く鋭くなることに対し，
蝶は先がやや膨らんだ触覚を持つ。また飛ぶ際，蛾は後翅か
ら出る翅棘に掛かることで前翅がせり出さないが，蝶は前翅
をせり出したまま飛ぶものが多い。本作品では（図26）触覚
の先がやや膨らみ，前肢をせり出して飛ぶ様子が描かれるた
め，蝶であると同定した。

18） この原因はモチーフの配置，特に植物の配置にあると考え
られる。本作品における空間構成を考えた際，特に蛇苺の配
置からは，どの高さに地平が設定されているのか定かではな
い。蛇苺は地面に這うようにして群生するが，蛇苺が配置さ
れる位置は高く，茄子や胡瓜と比較した際に，蛇苺のみ浮遊
するかのような高低差が生まれている。地平の高さを一定に
しないモチーフの配置からは，本作品が自然景をそのままに
描いたものではなく，何か別の典拠から引用した図像をコラ
ージュ的に寄せ集めた，という可能性を推測できる。

19） 《朴に尾長鳥図》（細見美術館蔵）などがその好例である。
20） 『酒井抱一と江戸琳派の全貌』（2011），248頁
21） 例えば鈴木其一筆《牡丹図》（個人蔵）は伝趙昌筆《牡丹
図》（三の丸尚蔵館蔵）との明らかな関係性が認められる。
其一筆《牡丹図》はこれまで伝銭選筆《牡丹図》（京都・高
桐院蔵）に似ると指摘されてきたが，現時点では伝趙昌筆
《牡丹図》への言及はなされていない。また其一筆《群烏図》
（個人蔵）は王雲筆《山水楼閣図冊》（東京国立博物館蔵）と
画面形式を異にするものの，モチーフや構図を借用している
ことが明らかである。こちらも今日まで言及されてはいない
が，其一の画風形成期において中国絵画からの引用，あるい
はモチーフや構図の借用があったという可能性は高い。

22） 代表的なものに明代の『八種画譜』，清代の『十竹斎書画

譜』，『芥子園畫傳』がある。これら山水や花鳥図を所収した
明清由来の画譜は，粉本のような役割を果たしていたと考え
られる。

23） 演奏される楽器は楽筝，楽琵琶，篳篥，鳳簫，鉦鼓，鞨鼓，
楽太鼓である。
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