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日本の絵画にみる雲の系譜：西洋美術との比較において
常田

益代

はじめに
ある 一 つの絵画作品に表現された空間を見るとき、 その作品からいくつの
部分をとりだし、 単なる細部としてではなく、 部分部分を独立した絵として
鑑賞できるかというアプロ ー チが考えられる。 視点の数と視点の移動と、 そ
れに連携する時の数でもある。 垂直下の面に対し視点を平行に水平移動しな
がら作る地図や平面上に均質に反復を繰り返す文様を片方の極とするなら、
その対極にルネッサンス時代に探求された遠近法ーー視点 を固定し地平線の 一
点に消失点を求めるーーを置くことができるだろう。 人類の絵画の歴史は、 こ
の両極の間でさまざまな視点の位置と角度と数の組み合わせをもって、 さら
にそこに信仰、 心理、 記憶などの心的表現を織り込んで、 多様な絵画空間を
創ってきた。 普通、 絵を描いた時の視点の数が多ければ多いほど部分図をと
っていくのが容易になるだろう。 そして個々の部分がそれぞれの小主題（ま
たはドラマ）を呈しているならば、 各々の部分図はいっそう独立した絵のよ
うな時空を提示するだろう。
この観点に立って、 東西の絵画を一 瞥すれば、 さしずめ西洋ではポッシュ
の『歓びの楽園』 （プラド美術館、C. 1510-15) あたりがその代表格で、 日
本なら一群の洛中洛外図屏風が挙げられよう。 洛中洛外図屏風は室町時代末
から江戸時代の始めにかけて制作された六曲 一 双屏風仕立ての大パノラマ画
図で、京洛内外の景蜆と時世を俯厳して描いたものである。

！

これらの絵は

1 「屏風形式の洛中洛外図はこれまでに六十点以上が図版紹介され、未紹介の
ものや江戸中後期の模古的な作例も含めると百点以上存在する」という。奥平俊六 「洛
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コンピュ ー タに取り込んで、 部分部分に解体しコンピュ ー タ上で再構成／再
編集しなおすことも難しくはないだろう。 少し乱暴な言い方をすれば、 日本
の絵画では実際それに近いことをすでにしてきている。

一

例を挙げよう。 年

中行事の諸々の情報を表す絵の部分を取り出し、 月次の扇面図にしたり、 逆
に扇面を集めて屏風に仕立て直したりする。 ここでは一種の「編集」作業が
行われている、 と見ることもできるだろう。

洛中洛外図屏風は1 6世紀初頭にいたるまでのやまと絵の伝統の集大成で
もある。 辻惟雄氏の言葉を借りれば「名所絵・年中行事絵• 四季絵・絵巻・
社寺絵図などやまと絵のさまざまな系譜の混和（アマルガメイト）の中か
ら生まれた。 」2
の下に統

一

この混和を煩雑にすることなく、 「洛中洛外」という名称

のとれた画面を構成しようとした時、 「時」 と「空間」は編集の

糸になっていただろう。 少なくとも初期洛中洛外固においては「時」は年中
行事・月次• 四季の系譜をひく「時」であり、 「空間」は社寺絵図• 宮曼陀
羅と名所絵の系譜をひく東西南北の方位をもった地理的「空問」である。「時」
と「空間」を一体化し物語として或いは伝記・緑起として展開していく手法
は早くから絵巻の伝統に索められる。 洛中洛外図屏風はこうした大きな枠組
と構想のなかで、 後世の人々にとって「画証」となる驚くべき量の情報を眼
に見える形で、 楽しくかつ美しく描いていく。 洛中洛外図を編むにあたって、
絵師の必須道具だったのが「雲」であった、 と見ることはできないか。

「雲」

ー

ドとな

は部分を繋ぐと同時に部分を切り取り、 つぎの部分までのプロムナ
り、 文字どおり時間と空間を兼ね備えた「間」を作っている。

中洛外図屏風（町田本）」 『雪舟とやまと絵屏風』南北朝・室町の絵画II講談社日本
美術全集13 (講談社1993年）、213頁；辻惟雄『洛中洛外図』
日本の美術121 (至
文堂 1976年）は、 全貌を把握するのに分かり易い。 図版は京都国立博物館編『洛中
洛外図』 （淡交社 1997年）に殆ど収録されている。
2
辻惟雄『洛中洛外図』
日本の美術121 (至文堂 1976年）、 31頁。
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東西の絵画にみる雲／画紙と絵師と鑑賞者
ここにほぼ同時代の二つの絵画作品がある。

つはピ ー タ ー ・ プリュ ー ゲ

一

ルの『 バベル の 塔 』 (1563年、 oil on cambus, 114 x 155cm, the
Kunsthistorisches Museum, Vienna) 、もう一つは通称町田本と呼ばれる現
存最古の洛中洛外図屏風（国立歴史民俗博物館蔵、 重文、 紙本着色、 六曲一
双、 各紙138.0 x 58.5cm)である。
まず、 各々の作品を見るまえに、 作品とそれを見る者との位置関係、 また
絵師と画布・画紙との位置を確詑しておこう。 これら作例はどちらも場所を
選んで持ち運ぶことが可能な絵である。 『バベルの塔』の方は目の高さより
もやや高めに壁に掛けて鑑賞したのに対し、 六曲一 双屏風仕立ての「洛中洛
外図」は床または畳の上に直に置いて見た。 各隻6扇からなる一組の屏風の
開き具合は部屋の広さに応じて加減することができる。 換言ずれば、 見る者
がパノラマ画即の広がりと各扇の曲折する角度を変えることにより構図も変
化する。 坐った位置で見るなら視線は上下に動き、 低い部分の景物もよく見
ることができるだろう。 立った状態で屏風を見るなら視線は俯敵になる。 屏
風の上部は目の高さとあまりかわらない。 低い部分を見る時は、 屏風との距
離により視角が変わる。 屏風のすぐ前に立っているなら、 垂直に近いような
鋭角で見おろすこととなる。

「洛中洛外図」の全体を見るには少し離れない

と視界に入らない。 逆に丹念に描き込まれた部分を見るには屏風に近寄り自
分の視線を動かすだけでなく、 自分自身移動し、 膝をまげたり床に着けたり
しながら見ることが要求される。 つまりこの屏風に描かれた事象を全部見る
には、 見る側にも複数の視点と時の経過が要求される。
つぎに作品と画家（絵師）との位置関係をみよう。 『バベルの塔』の制作
にあたって、 プリュ ー ゲルはもっとも仕事がしやすい高さにイ ー ゼルを調節
し、 カンバスを載せ、 それに向かった。 西洋絵画の伝統からすれば、 持ち運
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び可能なタブロ ー 形式の絵画は、 建築と 一体となってその内壁表面を覆うフ
レスコやモザイクの歴史ほど長くはない。しかしフレスコやモザイクの場合
でさえ、 画家は足場の上でやはり壁に面した。 ド ー ムやア ー チなどの上部構
造休への装飾の時は、 画家の視線はおのずと仰角になった。

一方、 日本の画家（中国でも同様）は、 壁画を別とし、 大きな画紙なり画
布は床に憧き、自分が前屈みになり制作する。3

つまり画紙に対し画家の視

線は俯轍になる。 襖、 屏風、 掛け軸、 どれも鑑賞する時は垂直にするが、 制
作するとき画紙は眼下にある。

両家は画紙と上下の関係を保ちながら、 紙

の上を水平に移動しながら描く。 細部を描く時は、 自然と姿勢を低くしてい
ったであろう。

画帖、 絵巻になれば制作時も鑑買時も常に下に置かれる。

両面構成における「雲」の働きを考察する前に、 当たり前といえば当たり
前すぎるような位肘関係を敢えて再確認したのは、 ほとんどのやまと絵が極
めて高い視点から俯殿して描かれているからである。 このことと、 画紙を見
下ろして制作にあたる絵師の視点が関係しているのではないだろうか。 こと
に洛中洛外図のパノラマ俯轍による画面空間は、 西洋絵画の伝統のように画
家が画紙に対面していたのでは不可能に近いのではないか。 飛行機のない時
代に雲を上空から見下ろしながら水平に移動していくことはなかったはずだ。
また、 高い塔や山の上から都を眺望しても現実には町の仔細は見えない。し
かし日本の画家は雲という道具をたくみにつかい、 全体の眺望と部分の細部
描写をいとも容易にやってのける。 現実には雲は人より高い位置にある。 そ
れにもかかわらず、 日本絵画においては、 西洋絵画の影響のドで制作さわた
ごく限られた作例を除き、地七に立って空を見上げたとき前ガと頭上に広が

3 ジャクソン ・ ポロックがキャンパスを床に償いて制作したのは、線を主体
とした東洋画や書からの影響のためだろうか。
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る雲の描写は皆無に等しい。

4

『バベルの塔』と洛中洛外図の雲を比較してみよう。 『バベルの塔』は天
まで届く塔を建てようとした人間の傲慢さと野望を戒める旧約聖書の創世記
(11 : 1-9) にある記述の視覚化であり、 現実の風景ではない。すなわちこ
の図の主題はバベルの塔の高さにある。 プリュ ー ゲルはこの塔の巨大さと高
さを強調するためにいろいろな仕掛けをしているが（人間と塔の比率、 塔と
その背後の建築物との著しい差など）、 高さをもっともわかりやすく示唆し
ているのは塔の最上階の前を流れるちぎれ雲だろう。 プリュ ー ゲルの視点は
塔の下から3層と4層の中間ぐらいにある。そこを基準にそれより上層部を
仰角で、 下層部を俯角で描いている。しかも大きさを強調するために仰角と
俯角をかなり急に変化させる。基準線のやや上にとった水平線は、 無限の彼
方に後退する。前景から遠方に退く大地の上に空が広がり、 白い雲が少しず
つ遠のき、 画面左では遠山の稜線と、右では海の水平線と出会って消える。
西洋の絵画空間と雲
西洋絵画史においても、 青い空に浮かぶ白い雲が古代からルネッサンスへ
と連綿と描き続けられてきたわけではない。古代ロー マ時代の壁画で探求さ
れた疑似遠近法（消失点は一点になっていない）は、 光と陰、質感、 細部装
“

”

飾文などを克明に描き 本物のように 見えることを志向した。風景に比重
が移り、 人物が小さくなると空の占める割合が増す。 スタビアエのサン
ルコを例にとれば、 モノクロミ

ー

・

マ

で描かれた建築の両側に積乱雲のような雲

が沸き立つ。 雲、 空、 建築どれも灰色がかった冑で、 奥行きは明暗の段階で
暗示されている。
初期キリスト教時代を経てピザンチン時代に入ると、即物性は否定され聖

4
数少ない例外の一 つとして、伝円山応挙、 『京都一望図』 （神戸市立博物
館蔵）を挙げておく 。 京都国立博物館編『洛中洛外図』377頁の図参照 。
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なる異次元の世界の表象がキリスト教絵画の主要テ ー マになる。 淡いピンク
色を流した青空は小文字のルネッサンスを通し、 写本挿絵やモザイクの一部
に残る。 しかし公的な空問装飾における空は自然現象を映す空ではなく、 こ
の世を超越した絶対次元を象徴する金の空にかわる。 こうした過程の中で、
霙も気象と結びついた雲ではなく、 アトリビュ ー トとしての雲になる。
しかし中litも後期になると絵画空間はまた一歩一 歩、 視覚体験を部分的に
再現する擬似空間を描く方法を模索しはじめる。 いまだ統一 された奥行きの
ある空間ではないが、 絵画面に浅い舞台が用意され、 登場人物は舞台に配さ
れた三次元の建築モチ ー フの内外で、 自立的に動き回ることができるように
なる。 人物は建築モチ ー フに較べはるかに大きい。 イリュ ー ジョンとしての
三次元の空間再現へのプロセスの中で、 最後まで残るのは衝立てのように奥
行きを否定する背景である。 背景は金地であったり紺地であったりする。 し
ばしば、 一面に装飾文（菱形、 花紋、 市松等）を描いた背景のこともある。
この奥行きを遮る地が放され、 透明の空気を感じさせる空になった時、 中世
絵画は終焉を迎える。 有名な『ベリ ー 公のいとも嚢華なる時祷書』では、 隔
のあたる青空が蘇り、 雲はまた空に浮かぶ。

洛中洛外図屏風の震

洛中洛外囮屏風の成立と展開、 変貌そして終焉については先学の優れた研究
に譲り、 ここでは初期洛中洛外固を代表する町田本、 上杉本、 舟木本を雲の
働きの観点から考察する。

町[H本6

5 この洛中洛外図は三条家、 町田家、 東京国立博物館、 国立歴史民俗学博物
館という来歴を経た。 そのため三条本、 町田本、 東博本、 歴t専甲本とも呼ばれる。 ここ
では多くの論文にしたがい町田本の呼称を使うことにする。
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町田本（国立歴史民俗博物館蔵、 重文、紙本着色、 六曲 一 双、各紙138.Q X
58.5cm)は現存する洛中洛外図屏風のなかで最古の景観を示し、 その景観年
代は上限大永5年(1525年）から下限天文5年(1536年）のころと推定さ
れている。

6

絵師は漢画系の画家で、やまと絵の手法にも熟達した人であっ

たらしい。
応仁の乱が終わり京の町が復興しはじめた時、 洛中の東西は現在よりも限
られ南北に細長い形をしていた。 町田本での景観は京を 一 条のあたりで南北
に分け、右隻に下 京を左隻に上京を描く。

7

右隻は右端1扇の東福寺から清

水、 八坂、 南禅寺につづく東山と遠く比叡に連なる洛外の山並を背に、 賀茂
川を水平にとり、 その手前前景に下京を西から俯厳して描く。 左隻は右端1
扇の今宮殿にはじまり、 順次左へ金閣寺、 竜安寺、 嵯峨野を抜け松尾大社に
いたる北山・西山を背景に、 画面中央を水平に走る小川沿いの上京を東から
描く。 洛中を東西に走る条は画面の左上から右下に向かう。

町田本には金箔の雲がまだ使われていない。 雲が淡い金泥の霞引きのみで
あることは数多い洛中洛外図のなかで例外といえるだろう。 8 そのせいかメ
タリックな金箔の雲の輝く洛中洛外図に慣れた眼には、 町田本は少し寂しく
古様な印象を与える。 と同時に自ら発光体となり景物と強いコントラストを
生む雲がないため、 画面は一様に前景から遠景へと平行斜角で後退する。 町
田本にみる輪郭線のない雲は自在にその姿を変え移動できる雲であり、 屏風
の表面に貼り付けられた金箔雲ではない。 実際、 町田本では雲よりも賀茂川
6 辻惟雄『洛中洛外図』1976年、36頁、 図版1、2、22。京都国立博物館編
『洛中洛外図』、 図1~14参照。
7
ここでは従来通り下京を描いた屏風を右隻、上京を描いた屏風を左隻とし
た。 つまり内裏（北）に向かっての右、左である。 狩野博幸氏は「洛中洛外図偶感」京
都国立博物館編『洛中洛外圏』349-351頁で、内裏から南に面しての左右であり、下京
の隻は左に上京の隻は右に並べるべきであるとの異論を出している。
B 町田本が制作された1 6世紀前半には、 大和絵系大画面屏風絵に金雲はす
で用いられていた。 このことを考揺に入れれば、町田本がなぜ金箔を使用しなかったの
かという素朴な問いが浮かぶ。
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のほとりの砂浜のほうが、 むしろ以降の輪郭線のはっきりした雲の形にちか
しl.
町田本の雲と地面はどちらも殆ど同じ淡褐色である。 建築を支え往来を作
る「地」は、 いつしか不定型の雲霞に変わり、 塞霞は屋根や樹木を覆う。 同
時に背後の景物の一 部を遮る。輪郭線をもたない雲霞は緩やかに流れ、 「地」
から「雲」へ、 「雲」から「地」へという融合を繰り返すことにより、 画面
に描かれている以上の距離と広がりを演出している。 もし雲がまったくなか
ったなら、 建築と人の数も、 描かれている景物の額面通りの広がりになって
しまったであろうし、 画面は煩雑になっただろう。 町田本にみる雲と似た雲
の表現は、

『近江名所図屏風』

頃紙本着色）に見られる。

（滋賀県立近代美術館蔵、 重文、 1 6世紀半

9

町田本の右隻4扇を見てみよう。 前景のおおきな朱塗りの烏居、 中景の綿
密な建築描写、 そして遠景の丸い稜線を描く山並。 屏風に貼られた寺社と風
景の名称を記した短冊。 町田本には社殿を包む製蒼とした社域こそ見えない
が、 このおおきな配憶は社景・社域を主題とした中世の宮曼陀羅や社景図を
祐佛とさせるものがある。 ことに町田本と宮曼陀羅の間に『高野山水屏風』
（重文、 1 3世紀末~14世紀初頭、 絹本着色、 六曲二帖）をおいてみるな
らば洛中洛外図を成立たらしめた源流の一 つが社景図であることがよくわ
かる。
礼拝画である宮曼陀羅と世俗画である洛中洛外図はもとよりその制作目的
が異なる。 宮曼陀羅では信仰の対象となる社殿とその神域・風景を丹念に描
き、 見せることが目的であるから、 雲はむやみに景観を遮蔽してはいけない。
透明または半透明の淡い雲霞は社殿を隠さず神域の森厳さを伝えるように水
平に棚引く。

一

方、 洛中洛外図は都の「ハイライト」と時世をできるだけ多

『昔舟とやまと絵屏風』南北朝・室町の絵画II (講談社日本美術全集13)、
図2 9、 図版解説 214-215頁。
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く盛り込み、 克明に記録し、 同時に見る者の目を楽しませるのが目的だ。 も
しその時、 航空写真のように景観を一様にすべて提示したのでは画面は煩雑
になり、 見る者は見るべき対象を失ってしまうだろう。洛中洛外の雲はその
制作過程で、見どころを見つけやすいように他の部分を隠してしまう。つま
り「見せ場」をあらかじめ選定し、見せるためにその周辺を雲で隠すのだ。
町田本の淡褐色の雲霞は、 まだこの段階にいたっていない。 しかし町田本
ときわめて近い景観を示す東京国立博物館所蔵の「洛中洛外模本」では一歩
進み、洛中洛外図の中に織り込まれた諸々の「見せ場」を引き立たせるため
に、形象と融合しない輪郭線のはっきりした雲をどの部分に醤いていくかと
いうプロセスを見せてくれる。 10

雲のテ ー マから少し逸脱するが、 ここで町田本に描かれた洛中洛外図の視
点と四季の推移を見る者との関係において考えてみよう。町田本はいまだ四
季図／月次絵の伝統を継承している。右隻を見ると季節は向かって左(6扇）
から右 (1扇）へ春（清涼殿での梅に桜）から夏（祇園祭）に推移し、 左隻
では左(6扇）から右(1扇）へ、 秋（風流踊りに紅葉狩り、 稲刈り）から
冬 （北山の雪）に移り変わっている。
この六曲一双の屏風を向かって左に左隻、 右に右隻と並べて謹く。 すると
合計十二曲の画面は右から順に夏、春、冬、秋となり連続しない（図 1-1) 。
左から読めば秋、 冬、 春、 夏となり、少なくとも季節はつづくが、 始めが秋
になる。 しかし季節のうつろいは古来「春夏秋冬」とするのが常である。 狩
野氏が提唱するように北の内裏からの視点と想定して、左隻・右隻を逆にし
て並置すると四季は春夏秋冬となる（図 1-2) 。

II

しかし二つの屏風の接

ぎ目となるところで、 地理的ギャップが生じる。下京の右端東福寺と上京の

JO
JI

京都国立博物館編『洛中洛外図』、図版 15-28 参照。
狩野博幸「洛中洛外図偶感」京都国立博物館編『洛中洛外図』 349~351

頁。
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左端松尾大社の間、洛南に広がるギャップである。また六曲 一双を連続画面
として扱った1 7世紀以降の洛中洛外図屏風 を見れば、 どれも下京の隻を向
かって右に、 上京の隻を向かって左に醤くことを前提に景観配置をしている。
したがって、下京の隻を左隻とするのは難しいと思われる。
むしろ、奥平氏が述べておられるように、これら一 双 の屏風は並置
したのではなく、対面配匿したと考えたほうがよいだろう（図 1 -3) 。

12

つ

まり見る者があたかも洛中の往来にいるかのように想定して、 見る者の右側
に右隻（下京の隻）を左側に左隻（上京の隻）を対面させて臆く。この位置
関係で見ると、四季は右手前方すなわち右隻の6-5-4扇（東の春）から
3-2-1扇（南の夏）に移行し、時計廻りに視線を左隻に移し、左隻の6
~4扇（西の秋）からそのまま3~1扇（北の冬）に四季が流れる。
対面配證は町田本の右隻と左隻を描いた時の視点の方向の違いをも明解に
説明してくれる。 つまり見る者（そして絵師）は洛中の 一条のあたりにいる。
すると東山から比叡山を描いた右隻は自然に西からみた景観になり、 逆に同
じ位臆から左隻をみれば北山、桂川の方向を望む東からの景観になる。
また町田本の左隻と右隻の図様は連続していない。このことは並置して見
る必要がないことを示唆していないだろうか。この点は 一双を連続画面とし
て構成する中期以降の洛中洛外図と大きく異なっている。
上杉本 （米沢市、 国宝、紙本着色、六曲 一双、各隻159.5 x363.5 cm)
上杉本「洛中洛外図」は狩野永徳の数少ない遺作の 一つであり、天正年間
(1573~92)のはじめ織田信長が上杉謙信に贈った屏風そのものであるとい
う歴史的価値をもつ。制作年代は景観から推して、永禄4年(1561)から同
6年9月の間とされ、桃山時代の「濃絵」 （金碧濃彩画）の代表例である。

12 奥平俊六 「洛中洛外図屏風（町田本）」『雪舟とやまと絵屏風』南北朝・
室町の絵画II講談社日本美術全集13 (講談社1993年） 212~213頁。
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13

六曲 一双の画面に描かれた建物と通りの名称を記す短冊は左右合わせて

2 1 6枚、描写人物は2485名を数える。

14

上杉本が描く洛中洛外の 景観構成は基本的には町田本のそれに依っている。
大きな違いは東西の条が右上から左下に走り、 下京がより広く包括されてい
る点だろう。 下京（右隻）は西から見た景観を、上京（左隻）は東から見た
景観を示す。 また一双の図様は、町田本同様、 未だ連続していない。

上杉本と町田本との決定的な違いは、雲と地面に金箔が使われているか否
かにある。 雲と地が金箔であることによって引き起こされた画面空間の違い
は 一 目瞭然である。 上杉本では賑わう京洛に眩いほどの金箔の雲がかかる。
地面も金であるから雲と地との距離感覚はいつしか無くなり、 その合問から
都の形象が望んでみえる。 六曲 一 双合わせて優に7mを越す大パノラマ画面
に占める金の割合は過半を占めている。
明る＜豪奢に輝く雲海の中から寺社や殿社が頭を出し、 雲の切れた直下に
京の営みが見える。 もし仮りにこの金箔の雲をはずしたら、2485人の描
写人物と賜しい数の建物はさらに増殖し、画面を一 様にうめ尽くす。 そうし
たら細かな形象と驚異的な密度の前で、見る者は何から観ていいのかその選
択さえつかなくなるだろう。 この絵を成立させているのは雲である。 雲は隠
すことにより見る者に「間」を与える。 見るべき場面をあらかじめ選んでく
れる。 見る者は、 あたかも遥か上空を飛んでいたヘリコプタ ー の高度をさげ、
ズ ー ムレンズをしだいに望遠にしていくかのように、 雲間から洛中の模様を
垣間みる。

13 辻惟雄『洛中洛外図』
日本の美術121 (至文堂 1976年）、55頁。
H 岡見正雄 佐竹昭広 『標注 洛中洛外屏風』 （岩波書店 1983年）：
武田恒夫『近世初期障屏画の研究』吉川弘文館 1983年、221-223頁；武田恒夫「初
期洛中洛外図屏風の展開 ーー とくに狩野派をめぐって」『日本屏風絵集成』第十 一巻 洛
中洛外図（講談社 1981年）、115-121頁：辻惟雄『洛中洛外図』 日本の美術121
（至文堂 1976年）、47-56頁。
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一見、 地面も雲も金箔で区別しにくいが、 近づくにしたがい雲が浮いてく
る。 雲の翰郭にそって朱を混ぜた胡粉を盛り上げ、 その上から金箔を貼り、
さらにその上からもう一度金泥を塗っているからだ。 地に慌かれた平らな金
と柔らかな雲の違いを巧緻な技法で出している。 この技法は金雲と景物の輪
郭線を和らげる働きもしている。 これだけ多くの金箔雲を置きながら、 上杉
本の煽めく雲はパタ ー ン化することなく無限に形を変え這うように洛中の上
空を流れる。 雲は箔のもつ「面」という性質と遮断性から屏風の紙の表面に
独自の次元を作る。 独自の次元が見ている内に雲海に変容してくるところが
この屏風をして洛中洛外図の白眉たらしめるところだろう。
金碧雲のまにまに突き出る寺社の青い瓦屋根と桧皮葺の屋根は、 他の洛中
洛外に比べ急勾配である。 また近景の建築と遠景のそれを比べれば、 近くは
大きく遠くに引くに従い小さくなり、 そ れを覆う金雲もわずかながら縮小す
る。 しかし現実の視覚体験とは無関係に、 屋根を俯厳する視角は画面全体を
通じ変わらない。

舟木本（東京国立博物館蔵、 重文、 紙本着色、 六曲 一 双、
金雲のもう

一

1 7 世紀前半）

つの例を舟木本洛中洛外図に見てみよう。 前述の二作品と舟

木本のあいだにはいくつかの重要な洛中洛外図がある。 この間の洛中洛外図
の展開を、 武田氏は「町田本や上杉本にあった季節の景物に よる規則正しい
展開が、 次第に時世描写への関心の高まりに後退していった」15と要約して
いる。 舟木本では上空から俯轍する視点は低くなり、 公家、 武士、 農民、 市
井の人々の生業、 営み、 そして表情まで一人びとり生き生きと写される。 祇
園祭礼の山鉾は数を増し、 三条から五条にかけ寺町通り、 松原通り、 室町通
りへと繰り出す。 ジャンルとしての近世風俗図の成立という観点から洛中洛
外図の展開をみた時、 舟木本はその中でもっとも重要な作品と位醤づけられ

16 武田恒夫「初期洛中洛外図屏風の展開 ーーとくに狩野派をめぐって」『日
本屏風絵集成』第十一巻 洛中洛外図（講談社 1981 年）、 115 頁 。
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ている。

町田本、 上杉本と異なり、 舟木本では左隻・右隻とも南からの眺望を描く。
16

賀茂川が右隻の右下から左上へ画面を対角線に走り、 そのまま左隻の1

扇に連続する。 視点の方向は統 一され、

一

双は連続画面になった。 巨大な大

仏殿方広寺が右隻 1~2 扇を占めると、 それに対峙するかのように二条城が
左隻に位濫する。 その間の京洛を行き交う登場人物は 2 7 3 8 人。 それぞれ
がそれぞれの身繕いと身振りで活写されている。 貴賎を問わず舟木本に繰り
広げられる老若男女のおおらかな人間劇は辻惟雄氏が見事に詳述されている
ところである。

17

舟木本の画面にちょっと入れば三筋町の往来で人目も

憚らず抱き合う遊女と螺客五条の喧喚、 祇園門前町界隈の浄瑠璃小屋、 祇
園祭礼の山鉾巡行、 二条城に疾走する武士とその側で稚児を連れ平静とある
く老僧に出くわす。 遠く洛外では種蒔き・田植えに汗をながす農民がみえる。
洛内洛外の模様を捉えるレンズは上杉本よりさらに接近し、 飽くことのない
好奇心と野次馬根性をもって市井を描きだす。
都の上空にかかる金雲はここではそれほど遮蔽性を感じさせない。 まず離
れて六曲 一 双を眺めると金雲が対角線、 菱形の文様にも見えてくる。 右隻の
金雲の対角線は賀茂川のそれに 一致し、 それに交わる条と通りが金雲と金地
で充填される。 左隻でも同様に水平に走る東西の条とそれに交わる通りにそ
って金雲が配されている。 上杉本では雲海から建物が頭を出すといった印象
を与えたが、 舟木本では建物と人物と金雲・金地が混在している。 その理由
は金雲が空の高い位濫から地上の景物を覆うのではなく、 頻繁に建築や樹木
の後ろに廻り、 金地の背景に成りかわっているからである。

18

この点、 町

京都国立博物館編『洛中洛外図』図版 136~155 を参照されたい。
辻惟雄「舟木家旧蔵本洛中洛外図屏風の検討」 『日本屏風絵集成』第十一巻
風俗画 洛中洛外図（講談社 1981 年）、 122-129 頁。
18
一般に金雲が形象の背後に廻る点は、武田氏も指摘している。『近世初期
障屏画の研究』 （吉川弘文館 1983 年）、 216~218 頁。
16

17
一
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田本にみた雲と景観の一体感とは異なる。 舟木本にみる金雲のこうした働き
は、 無論、 これが最初ではない。 歴史民俗博物館蔵の1 6世紀後半の洛中洛
外をはじめ、 上杉本、 京都国立博物館、 富山県勝興寺、 界市博物館などに所
蔵されている洛中洛外図にも部分的に背景になりかわる金雲の働きを見るこ
とができる。 舟木本では金雲のその働きがより徹底しているのだ。 たとえば
豊国廟（右隻の第1-2扇）に咲き誇る満開の桜を引き立たせるために、 この
屏風の絵師は桜の背後に金雲を配している。 同様に方広寺周辺の松、 祇園松
林、 左隻1~2扇の東寺の境内の樹木なども、 金雲を背にして描かれる。 金
雲は背後に廻ったかと思うとそのまま延びて町家の屋根を覆う。 こうした部
分では、 雲海の下に京の町を望むというよりも、 条や適りと前後交互に挿ま
れた金雲という印象をうける。 金雲を背に樹木の枝や梢がこれだけしっかり
と堂々と描かれているのは、 おそらく舟木本だけではないだろうか。 これら
の部分を最大限拡大していけば、 金地に松図のような大画面にもなりうる。

金箔と金泥
以上洛中洛外図屏風の代表作である町田本 (1 6世紀前半）と上杉本(1
6世紀後半）と舟木本(1 7世紀前半）を見た。これらの作品の違いは、各々
の視角、 視点距離、 制作意図、 時代状況、 絵師の美意識の違いに因ることは
言うまでもないが、 雲と地を表す材質と技法がもたらす視覚効果の違いに因
るところも大きい。
金泥と金箔の違い、 またそこから生じる金泥雲と金箔雲の効果の違いに関
しては、 すでに武田恒夫氏が『近世初期障屏画の研究』の中で論じられてい
る。 またやまと絵における雲霞形態の成立と料紙との関係については江上緩
氏、 泉万里氏、 佐野みどり氏などにより研究が進められてきた。

19

これら

19
泉万里「金剛時蔵日月山水図屏風をめぐって」 『美術史学』第6 号東北
大学1984年：泉万里「雲霞形態の成立と展開・・中世和画屏風の一側面」 『MUSEUM』
第447号1988年；江上 緩『料紙装飾..箔散らし』日本の美術397 (至文堂 1999年
6月）；佐野みどり「中世やまと絵屏風の金銀加飾をめぐって」『雪舟とやまと絵屏風』
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の研究に依拠しつつ私見も加え、 金泥雲と金箔雲の違いをまとめてみる。
金泥は絵の具と同じように筆で施される。 濃淡をつけることも他の色の上
に重ねることもできる。 金泥の濃さにより透明にも半透明にも不透明にもで
きるし、 霞みを棚引かせたり、 雲の輪郭を肇したりして自然に地に融け込ま
せることも可能である。 金泥は料紙装飾に用いられた様々な技法とも併用さ
れる。 砂子を引き、 切箔 （小切、 中切、 大切）を撒き、 大々切や裂泊を置き、
野毛を散らす。 料紙技法そのものが雲の形をつくることもあれば、 砂子や切
箔が金泥の雲をさらに装飾することもある。 室町時代のやまと絵屏風には、
料紙技法の繊細にして典雅な装飾性を前面に出した作品が挙げられる。 本来
文字の地であった料紙の装飾が、 それ自体の装飾美を大画面構成の一員とし
て表に出てきた時期である（例
金剛寺『日月山水図屏風』 ）。

出光『日月四季花烏図』、東博『浜松図屏風』、

20

これら料紙装飾から発展したやまと絵屏風の金雲と洛中洛外図にみる金雲
とは直結できないだろう。 室町時代の工芸的な金雲は、 技法上、 その繊細な
装飾を上へ上へと加えながら大胆な画面を構成していく。 これに対し洛中洛
外図の雲は、 雲間にみえる時世を引き立たせるのが役目である。 雲に凹凸の
質感を与える文様加工はほどこされても雲の周辺に繊細な切箔を阻くことは
殆どない。 洛中洛外図の雲は、 むしろ雲間の景物との明快なコントラストの
中でその装飾性を際立たせている。
一

方、 金箔は面で紙地の表面に貼り付けられる。 金箔と貼り付けられた表

面との境界は直裁で儀しはきかない。 箔は面単位で上下左右に広がりながら
表面を覆い表面を主張する。 金箔自体は奥行きを拒絶するから奥行きの表現
が欲しい時は、 面として他の事物の前に出たり後ろに退いたりして、 遠近関
南北朝・室町の絵画II (講談社日本美術全集13)
180-188頁。
20 『雪舟とやまと絵屏風』南北朝・室町の絵画II講談社日本美術全集13 図
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係を重なりによる前後関係に謹き換える。 箔はそのメタリックな材質性と輝
きで独自の次元をつくる。 金箔の雲はそれ自体の平面を主張し、 その下にあ
るものを遮蔽する。
洛中洛外図における金と雲と地の関係は次の三通りある。
1

雲も地も金箔を使用しない場合

2 金でない地に金箔の雲がかかる場合
3 雲も地も金箔の場合

1の例はおそらく町田本のみだろう。 淡褐色の雲の内側に金泥を引き、 輪
郭も不定形である。 2の例は本論では扱わなかったが、 代表的な作例に出光
美術館蔵の「洛中洛外図」

（六曲 一 双）や「祇園祭礼図」が挙げられる。 こ

の場合、 雲の表面移動と斜透視で描かれた景観とのコントラストは鮮明にな
るだけに、 雲の形、 配置、 量が作品の画面空間を大きく左右する。
数からすれば3の例が最も多い。 本論では見た上杉本、 舟木本をはじめ、
歴博乙本、 京都国立博物館、 富山勝興寺、 堺市博物館所蔵の洛中洛外図など
枚挙にいとまがない。 洛中洛外の金箔地に金箔の雲が出会う時、 雲は洛中に
接近し、 景物を介しまた遠退く。 洛中を上空から遮蔽したかと思うと地面に
かかり、 事物の背後でその形象を押し出す。 雲と地が同じ材質であれば隠さ
れた部分は雲の下でもあり、 地のようにも見える。 この混同を意図的に利用
する場合も多々あるが、 雲の縁を金泥で隈取ったり、 雲と地の質感を変える
ことにより両者の違いを表す手法もつかわれた。 この場合、 雲の表面に凹凸
をつけた装飾文（雲の輪郭にそった魚魚文、雲の内部をうめる亀甲紋 、 桜紋など）を施
す例が圧倒的に多い。

（例

佐渡妙法寺の洛中洛外図、 林原美術館の洛中洛外図）。

時代が下るにつれ、 こうした雲の表面加工はいっそう装飾性を増していく。
版3、 13~16参照。
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結論

本論は日本の絵画空間に果たす雲の系譜を探る試論として、 主に近世初期
の洛中洛外図屏風における雲の働きをみた。 西洋絵画史と比較すると、 日本
の絵画史における雲が早くからさまざまな役割を果たしてきたことに気付く。
その 一 つが「時」と［空間」を自在に繋ぎ 「間」を置くはたらきである。
洛中洛外図屏風に見た「間」の働きは、 早くは絵巻において頻繁に用いられ
ている。 絵巻の部分図は少なくとも 一時空を表しているから、 雲は「時」を
進行させ、 「場」を移し、 テンポを変え、 心理描写まで暗示させながら物語
りの展開を助けている。 仮に洛中洛外図の中から選出できる賜しい部分図を
四角く切りとり帯状に繋げていけば、 数巻の絵巻を編むことができるだろう。
『 一遍上人絵伝』のように建築、 風景、 時世を表す絵巻は多々ある。
しかし、 絵巻の雲と洛中洛外図の雲は同じではない。 絵巻における雲霞は
一

種の進行装樅であり、 雲自体の面白さが物語りと二重奏になって響くこと

はなかった。 洛中洛外図の雲は主役でも脇役でも陰の装償でもなく、 雲は雲
として景物・時世と連携プレ ー をする。 洛中洛外図を絵巻にしてしまったな
ら、 それはもはや洛中洛外図ではない。 洛中洛外図は、 いわば観光地図の役
割と市井の物語りを同時にしかも 一挙に、 提示しなければならない。 絵巻
では「場」の糸よりも「時」の糸のほうが強いせいか、 単線で進行していく。
洛中洛外図では現実の地理的空間が画面の構屈と一 つになっている。 地理的
空間は往復も飛び越しも可とする。 洛中洛外図を見る者は自己の地理的体験
に左右されることはあるだろうが、 細部の出来事を見る順番は任意だ。 コン
ピュ ー タ上でリンクを飛んでいくように、 洛中洛外図の部分は自由に選んで
見ることができる。
洛中洛外図は屏風という形式と金雲という道具によって、 はじめてその面
白さを十全に発揮する。 全図を一度に視野に入れた時の圧倒的な迫力と、 典

-99-

味の赴くままに飛んで行かれる部分が満載されている。 見る者は広角レンズ
と望遠レンズを同時に使用するかのように、 現実の時世にもとづいて描かれ
た絵という仮想空間の中に入って行くのだ。

金の使用、 複数の視点、 平行移動による遠近法、 これらは日本の絵画独自
のものではなく、 西 洋の絵画にも見られる。

21

しかし西洋においては、 そ

のほとんどが中世の宗教画である。 地上界を超越した異次元の世界の表象と
結びついた金の使用であり、 世俗画の分野において金と雲が結びついた例を
筆者は知らない。
確かに、 金という材料と雲というモチ ー フは本来別々のものである。 それ
が日本の絵画においては、 同義となるほど金と雲は結びつき、 世俗画の分野
において華麗なる展開を遂げた。 金のもつ輝き、 豪華さ、 装飾性、 表面加飾、
緊張感、 工芸性。

自在に配惜された雲は、 複数の視点と時と空問を統合し｀

そして分散する。 洛中洛外図では、 あらかじめ「見せ場」を選び、 見る者が
迷子にならないように視線を導き、 間を置き、 部分を繋ぎ、 同時に全画面に
華やかな装飾性を演出している。 そして洛中洛外区から金雲が消える時、 洛
中洛外図は終焉をむかえ、 都市図にかわっていった。

21 金地の使用に関して新しいところでは、 ギュスタ ー プ・クリムトの例が
よく知られる。 クリムトの場合はジャポニスムの影響とかいすることもできる。
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町田本六曲 一 双屏風の配置

1)

上京を向かって左隻、 下京を右隻とした場合
秋

北

冬

夏

春

上京
6

6

4

下京
3

2

6

1

5

4

3

2

1

疇-----------�·

見る者の視点

2)

内裏（北）から見て上京を右隻、 下京を左隻とした場合

（狩野説）

見る者の視点

....---�、
l

E

i

g

ヤ

9 l

Z

l

E

浮丁

9

消

t :�

母

3)上京（左隻）と下京（右隻）を対面にした場合

峯

゜..,. I

a,

見る者の視点
疇一

P

讃＂

紛＂

:I
悩斗

9

浮土

直

*

t

。

"'“ I\

J I:
-101-

泣

参考文献

石田尚豊

「洛中洛外図について——・一その鳥敵的構成—-」 『美術史』30

泉万里「金剛時蔵日月山水図屏風をめぐって」 『美術史学』第6号東北大
学

1984 年

泉万里「雲霞形態の成立と展開——中世和画屏風の一側面」 『MUSEUM』
447号1988年
江上

緩『装飾経』日本の美術 278 (至文堂 1989 年 7 月）

江上

緩『料紙装飾ー一箔散らし』日本の美術 397 (至文堂 1999 年 6 月）

岡見正雄
奥平俊六

佐竹昭広

『標注 洛中洛外屏風』 （岩波書店 1983 年）

「洛中洛外図屏風（町田本）」 『雪舟とやまと絵屏風』 南北朝・

室町の絵画 II 講談社日本美術全集 13 (講談社 1993 年） 212-213頁
狩野博幸

「洛中洛外図偶感」京都国立博物館編

『洛中洛外図』

（淡交社

1997 年）
京都国立博物館編『洛中洛外図』（淡交社 1997 年）
佐野みどり「中世やまと絵屏風の金銀加飾をめぐって」 『雪舟とやまと絵屏
風』南北朝・室町の絵画 II、 講談社日本美術全集 13

(講談社 1993

年）、 180-188 頁
佐野みどり「十四世紀前半の料紙装飾について」 『美術史』第 115 号
1983年
武田恒夫『近世初期風俗画』日本の美術 第 20 号（至文堂 1967 年）
武田恒夫『金碧障屏画』日本の美術 第 131 号（至文堂 1977 年）
武田恒夫「初期洛中洛外図の景観構成ーとくにその成立をめぐって」 『美術
史』53 号
武田恒夫「名所景物図の特質と展開」 『日本屏風絵集成』第十巻景物画
（講談社 1980 年） 107--114 頁
武田恒夫「初期洛中洛外図屏風の展開ー ーとくに狩野派をめぐって」

-102-

『日本屏風絵集成』第十一巻 洛中洛外図（講談社1981年）、
115-1121頁
武田恒夫『近世初期障屏画の研究』
千野香織

（吉川弘文館1983年）

「障屏画の意味と機能ーー南北朝・室町時代のやまと絵を中心に」

『雪舟とやまと絵屏風』南北朝・室町の絵画II 講談社日本美術全集
13

(講談社1993年）、

千野香織、西和夫

172-179頁

『フィクションとしての絵画I1』（ペリカン社1991年）、

126-134頁
辻惟雄『洛中洛外図』日本の美術121

(至文堂 1976年）

辻惟雄「舟木家旧蔵本洛中洛外図屏風の検討」『日本屏風絵集成』第十 一巻 風
俗画 一洛中洛外図（講談社1981年）、122-129頁
辻惟雄「日本風俗画講話（八）」『近世風俗図譜』月報八号（小学館1982年）
辻惟雄「舟木本洛中洛外図」 『雪舟とやまと絵屏風』南北朝・室町の絵画II
講談社日本美術全集13

(講談社1993年）

山根有三「金碧障屏画の展開—ー各流派のいわゆる金地構成を中心に—-」 『日本
屏風絵集成』第一巻（講談社1981年）

-103-

