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丹色に金碧と多彩と
‑平成20年8月前面復元‑

了ノ.̲ヂ声.:‑;:㍗ ∴堅

天井支輪にある｢波と菊花｣

長押上の墓股に戯麟や鳳風､羅漢などの彫刻

多彩な山門彫刻の輝き

(仁王門)

の彫刻と

2 0年春以来すすめてきた行

元寺山門

柱等の丹塗り復元工事が､こ

のほど前面が完工した｡これ

には1R東日本文化財団の支

接と､篤志者の特別寄付､更

には布施等の浄財'拝観料が

充てられた｡

山門は江戸中期の建立だが'

創建当時は桃山文化の影を遺

していたとみられ'江戸の寛

永期の彫刻色彩に復元した｡

特に顔料に豪華さの魅力と美

しきを持たせ'藍銅鉱の群1.;

色､孔雀石の縁青色'金箔ほ

かに昆虫･植物からのエンジ

色や水銀からの朱､丹上など

に特色があるo裏側も復元中

だが'ひとりでも多‑の拝観

と支援を待っているっ
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曽間隆代代表
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駿◎栗とピカソ

平成21年3月15日

筑波大学教授

斉藤

泰嘉

波の伊八の現代性

｢明日

こうして日本からフランス

へ､イメージが生まれ変わっ

ていった｡その過程をみると

べてが北斎の影響であると'

英語のスターリィナイト'す

星が渦巻いている｢星月夜｣､

面白く､ゴッホの絵の夜空に

高さ六メIIル'横三十メ1

先生

それは岡本太郎作の

‑ルのものだった｡そこには

の神話｣という巨大な壁画で'

前衛性'硯代性があって'岡

‑講演要旨‑

｢波の伊八｣はどんな人だったんだろう

いか｡ピカソまで'そういう

ただ'もっと行‑のではな

ている｡

ジャポニズムの研究で言われ

と考えながら､授業でも話しているが偶々､

本太郎は

の波の伊八の ｢龍三態｣を見

言っていたが､長南町称念寺

｢芸術は爆発だ｣と

先日東京都の現代美術館で'加藤弘子学芸
の展覧会の準備中とかで'写共を見せられ

員と話をしていたら､近‑行なう岡本太郎

間表現､もし北斎の

北斎に代表される江戸期の空

年七十二歳の

の空間表現は日本独特のもの

沖浪裏｣が伊八の欄間彫刻か
ら影響を受けたとすれば'そ

｢神奈川

たときの'その造形感覚が重

六

は伊八が亡‑なる前年の文政

クロデール､ゴッホ､ピカソ

と思うが'そういったカミュ

二八三二)

ときに成ったもので'彼の究

どりついた最高作品だと思う｡

ういう美術の理論と歴史の面

伊八の魅力はどこにあるの

から､波の伊八を見直してみ

伊八とピカソ

たい｡

動的遠近法､これは東洋的な見

を､ダイナミックに再構成する

の視点から見て彫った波や龍

｢波に宝珠｣

る視点が移動する移動視点法､

か｡ではピカソとは何か｡複数

斎と､行元寺の

はすでに言われている葛飾北

伊八の場合'江戸のキュビスム

代性があり､波の伊八とピカ

｢神奈川沖浪袈｣

句の

｢菜の花や月は東に口は

代表と言われるが'例えば俳

ピカソの絵はわか‑に‑い

さらに北斎の

にな

(立体主義)と呼べる｡

わっていった｡

って､浮世絵版画が彫刻に変

クロデールの彫刻｢波｣

がフランスに渡って､カミュ

の欄間彫刻と北斎との関係'

ソを考えるに至った｡その前

江戸のものとは思われない現

そこには造形のダイナズム､

術の歴史を作って行った｡そ

に至ったものと考え'現代美

極の到達点というか'彼のた

の現代性を感じた｡｢龍1.1態｣

なって'岡本太郎と波の伊八

た｡

神奈川沖浪裏図(北斎)

団体等予約者公開

平日

｢伊八の波｣､ ｢又八彫刻｣公開(土･日･祝)‑10時〜16時一
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その時間の経過の中で体験す

過の中で人間は生きている｡

ら見ている｡互いに時間の経

れは物を見る場合'動きなが

生まれるかというと､われわ

れが小さな女波の波で､よく見

富士山に対して海上の富士､そ

それはどこかというと､陸上の

の西洋の遠近法を使っている｡

現だけでは満足せず､もう1つ

表現する方法に伊八の硯代性

主観的で心の中にあるものを､

はじけている波は正面からみて

が縦になっている｡その宝珠が

られる｡そのときに波の筋の線

幾つも波のしに落ちているよう

ん中で宝珠がほじけるように､

った鼻､目は直線にとい

な瞬間をとらえた波の彫刻がみ

もう一つ､波が平らにきて真

を感じさせる｡

鼻は乗に日は西に｣

西に｣をもじっていうと'｢ピ

る横顔､正面の顔を⁚つのも

ると形がそっくり'遠いものは

っているハ)それに対して横に筋

いる'波の裏側の筋は垂厄に立

から'そういう複数の視点でみ

が入っている､斜め横から真横

ら対象を分析し再構成する｡

となろう｡目は横から見た目

のに統合して'われわれは現

小さく手前のものは大きく､線

見下ろした‑､複数の視点か

なのに､鼻は正面から見た鼻､

カソの絵

(と

実を体験している｡その時間

で結ぶとここに軸線ができ､透

これが複数の視点による動

な目に見えない軸を設定して､

視図法的になっているo西洋的

八の逆遠近法で手前を小さく'

があるoそういう現代作家の.

間から脱出しようとする爆発力

うね‑やひね‑があり､狭い欄

波の伊八には'ピカソ以上の

うねり､ひねり

ピカソ以上の

いた｡

絵版画はそういうものを持って

ている｡そこに江戸の生き生き

のようになる｡

さらに北斎は三つの空間表

ったように複数の視点から同

が)

の経過を絵画の中に導入し現

く､これが甘哩旭｡

一の対象をみて､しかもそれ
実を絵にすると､ピカソの絵

逆に鼻は横から見れば尖

を同lの博i面に入れていく｡

的遠近法'なぜこういう絵が

伊八の｢波に宝珠｣と
がって落ちる｡この波の肩越

これを北斎はどこで学んだ

したダイナズムを感じる｡浮世

は舟に乗っている人を上から

か｡行元寺の欄間彫刻から三

せている｡

それで北斎の場合はどうか｡

覗く｡これが深遠法で､この

その周りを波が回転するよう見

複数の視点を空間表現と組み
合わせて､高遠･深遠･平遠

舟はこのところが問題で'よ

神奈川沖浪裏の図

という中国の山水画の空間表

さな宝珠を船に置き換え､伊

遠を学んだのではないか｡小

奥の宝珠を大き‑､北斎のピ

人に岡本太郎がいる｡太郎の

複数の視点から

現が｢神奈川沖浪裏｣ でも使

というか､切ってあるように

‑見ると不思議なコラージュ
見える｡船尾は描いてない､

カソに通じるような勅的遠近

しに見て舟がある｡われわれ

われている｡

これが北斎のすぼらしいとこ

法がみられる｡われわれは平

実は､伊八の｢波に宝珠｣に
法､この‑二つが組み合わさっ

ろである｡

前の部分だけで卜分､肩越

遠･深遠･高遠の三つを組み

｢明日の呪文｣はピカソを意識

高遠･深遠･平遠の動的遠近
て時間的経過､鑑賞する者の

しに描いて､如何に探‑卜の万

視点の移動､ダイナミックな

生きた波の表現に到達してい

(文責

した壁画である｡

市原

淳田)

(後略)

合わせて'この中に入って､

‑19･5･19‑

視点を上に'見下したり目を
まとめとしてはピカソのキュ

動かしながら鑑賞していく｡

へ落ちてい‑か､そういう空間

神奈川沖浪裏をみると'ま

から見上げるのが一. ‑慢捲法で､絵

て､今度は高い山の波の頂を下

を体験する｡盛り上がっていっ

ず平遠は平らで遠い素直な遠

ると思われる｡

近法'画面右下の手前の波は

行元寺の彫刻で､伊八は馬

郎｣を｢波の伊八とピカソ｣と改題再掲

好評につき､前号｢波の伊八と岡本太

元寺

の鑑賞者の視線は下から上へと

に乗って､太東岬の海に入っ

行
移動していくO下から見あげる

て､馬上から波を見あげた⁚

｢江戸期彫り物の美研究会｣

下にあって､遠い波を徐々に

のがを哩退法で､絵の鑑賞者の視

ビスムに関連する｡

積み上げていくO低い視点か

線は下から上へと移動してい

つぎは深遠だが波が盛り上

ら遠‑をみる'これが平遠｡

｢文化財修復保護基金｣ (1名300円)にご協力願います｡
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Note from Japan: A Possib一e Model for Hokusai's Great Wave

日本からの手記:これが北斎の神奈川沖浪裏の原型かも知れない

off Kanagawa

At the promlnent BuddhlSt temp一e GyoganjI ln Isumi, Chlba

prefecture. there lS a wooden transom wlth a curving wave and

T一岳':LlかすみEfJH二あるPl名なIi=LIJlt ･了r元'i=に｢波とIi一抹E

のネこ彫り

のRJlJrliJがあり､これかもと近､ ￡)純北l万(1760‑1849)か18ニ29‑3311:･

peaked treasure orb (naml n/ h6j'u) whlCh has recently been
spot鳩hted as the possible model for Katsushika HokusaI'S
(176011849) Great Wave or Under the Wave o斤Kanagawa

from hIS 36 VIeWS OfMount Fuj/ (about 1829‑33), Although
men of learning ln the loca=ty had discussed thlS for some
tlme, lt became the center of publlC attentIOn Last year when
East japan Ra=road Company had a travel promotion山Chlba

にイIL lJkL/た11.r.L5:J'L :. f‑ノく1,:.の中の

い､と脚光をL'liひてきている

r神fftl=桝I生IJ三】のモデルかも知れな

これは､この地JJのIJ･二日足許のIll{J]てはlこ

きにlr̲つて.読.蒜されてはいたが､昨Il三にな‑'てJ RかFtヰこか節(7jJの7

ロモーションとして催した｢T一葉テステイネイション｣の小に行)己fjl
への‖川JをRILみ入れたことでIiL‑HTJのfi二日の的となったのである

Destlnat10n" that featured a tour of Chlba Prefecture lnCIudlng
a vISlt tO GyoganJ】

H,49年にIXll目されたこの‑!5.‑のネこの鮎川r,Jほ､止しL仰八郎イL川l (1)り＼)とH

The wooden transom of th[s temple bullt ln 849 was carved by

I) //;彫刻師によって18()91rJ‑にl】̀】lきられた̲

その頃付人はjlJ‑I.I;.;にイJJJ/Tにな

the master carver Takeshl lhachlr6 Nobuyoshl (Ihachi) ln 1809.

っていたのて｢伊八がいるからIIJ']射てはlIkは舶るなJ

Ihachl VVaS SO famous ln hlS tlme that the expressl0n 〟Don't

ことは､北/話の耳にもほしていたであろう̲

と.[われてい/た

北J刑3:江Jrの卜即に住ん

carve waves in Kant6 because you have lhachl there" must

have reached HokusaJ's ears.Whlle Hokusal Was llVFng ln Ueno

でいたql､ I/i永IJlの1T:lHLrEiて校に才j )亡JJ‑･の･3'137枚ひ38代の住仏となる(^三

ln Edo, he was fnends wlth Eicho and Joyu of KaneuI Who later

l主や東イJ‑と友人であった

became the 37‑F'and 38r■'chlef prleStS Of GyoganjF reSPeCtlVely.

uiに北l請は､ 1芯.Fl.HJj/;a)小成の挿し絵にrl,■】

過して18()糾J‑に‖f'.'u:,を旅行し､行)亡!3‑ち(JTめていくつかのおlJ‑をHj]r,]り

In addlt10n, Hokusal, In relatIOn tO川ustratmg TaklZaWa Bakln's

novels, toured south Chiba ln 1806 vISltlng temples including
GyoganjL Where thachl may have been worklng On the transom

したが､そのEli伊八はその郁川りの制作にかかっており､ *')3年一校に';i

成したものである

that he comp一eted 3 years 一ater.

AEthough we have no concEusIVe records. puttlng aH of the
above together, lt lS POSSlble that Hokusal made use of

lhachl's Waves and Peaked Treasure Orb as a model or at
least lnSPlratIOn for hlS Great Wave o汗Kanagawa.

これらについては､ .')と',ii的な‖Llj長はないが､卜‖己のすへてを別介せる

と,北I引3:IJl八の｢椎と′壬'托｣を彼の｢神公1日の人浪Jの7与のモテル
として利川L/たか1･支いは少なくとも､それからJ,■▲Ll漢を･lLけた､とは.,

えるてあろう

日野下

Kenjl HlnOShlta

堅次<国際浮世絵学会会員

アメリカ日本美禰学会会員>

̲‑撃一亀等茎
肋HokusaH1760･L849), G僧et伽off Kanqeawa, cobr woodcut

gl純北/芳(1976‑‑ 1849)､ r神‑!f壬Jll沖)こ浪｣､多色小坂､ ､if;̲

and T8kBBhH他州匂NobtJyO8hl (1751‑1824). 〟飢やぎand Peaked TrEM

Oh c8TVed wood

びに九七伊八郎イt油(1751‑1824)､ r狼と′七二珠｣木彫り｡
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吟醸酒｢波の伊八｣ ｢錦鶏雄｣

純米酒｢錦鶏雌｣

いすみ市荻原3918
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