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南総にやって束た′･

の慶伝

(学頭職の下にあ

や栄長を知った｡この慶伝と

り現在の副学長職か)

じめ伴頭職

元与と飯縄寺は北斎の交友を

栄長が'のち行元寺住職とし

等林､

られる｡以下､伊八㌧

また､ll｡世堤等琳とも友人

て晋山することで縁は深い｡

として親密な関係ともなった｡

機会は護国寺での達磨半身像

〇畳敷の達磨図を書‑ため､

を北斎が描いたときだ｡一二

北斎は転居の達人としても

にfJを吊り下げ､柄を肩にか

藁筆の柄を長‑して､その端

け､酒樽に入れた潔をつけて

知られる｡引越しすること生

して画境の開拓と躍進にあた

大紙にいっきに苦いてい‑0

等林だった｡

この様子をみて驚いたのが堤

ご

ったとする｡その中でも比較

二八〇三)

世絵を描いた｡このことで寛

生｣｢にない堂｣など多‑の浮

心に｢ヒ野晩鐘｣や｢根本中

に一万三千枚ともいう｡文化

も逢した｡挿絵を描‑こと実

その独特の画法は人気絶頂に

絵に勢力を集中したことで､

このあと､北斎は読本の挿

馬琴の食客
南総への憧れ

永寺に出入りして､僧たちと

の画題を中

面識があった｡画僧の等随は

を歩いて｢L野｣

この間よ‑上野寛永寺界隈

が一番血気盛んなときだった｡

ろからで数年聞'いわば北斎

辺で享利元年

的長‑住んだのが､上野山下

涯に九二一回､識者はこれを許

上野界隈での
等琳と等随

等随との推孝父友録である｡

介して､深い結びつきが考え

北斎と南紀の地､ことに行

伊八･等琳･等随㌔交友録㌔
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斎は据之内

の

は強かった｡日蓮宗信者の北
間彫刻を制作中と聞けばなお

総行元寺で書院の杉lL絵や欄

動した､'その伊八と等随が南

立寄ったのが久留里だ｡

とで立証されている｡ついで

久留里から山越えで大多い汁

久留里藩上の梅幕里谷峨が､

て杉戸絵を描かせていた｡北

寛永寺の画僧等随を連れてき

向かう｡ときの住僧栄良は､

城トへ､更に荻原行元寺へと

の読本

挿絵を措‑

二一年

妙法寺で伊八の彫刻をみて感

っていて｢山根大夫｣

本所埋据藩邸から久留里に帰

二八〇六)

ため馬琴の食客となっていたじ

史だった｡加えて八犬伝の挿

(東京杉並区)

北斎と馬琴は門弟のごと‑級

絵との関係から､南総の風土

随は左1:んで迎えたであろうO

斎は等随と呪懇の中だけに等

は完成していて､｢老

(いすみ

に亡命'この間に行

北斎も親し

‑看とれたに違いない｡

御摘彫師であるo

｢膜｣など名作を残した徳川家

と牡丹凶｣､向拝の ｢唐獅子｣

元寺本萱の彫刻､｢龍｣ ｢錆鶏

に逆上‑､不思議なことに行

等随の元祖は高松又八郎邦教

とで克楽院等随の名があるo

片柳の寮坊五楽院に任したこ

偏撫斎と‖'DL､いまの栃木市

絵を描いた等随は字は淡山､

､つ0

元寺で仏道修行に励んだとい

市万木)

逃避行の未に万吉城

来の斉藤道三に回を追われ'

生きたいと願ったのだが､家

土岐頼芸のシンボルだ｡強‑

｢卜岐の鷹｣ で美濃国にあった

力強さが溢れていた｡これは

頭を左に向け鋭い眼光と爪に

白鷹が老梅に羽根を休め'

態｣だが､制作中だった｡

梅に白鷹｣その粟は｢獅子二

しない)

墨書の ｢松和国｣四面(現存

れていたらしい｡

｢土岐の鷹｣制作中

等随

を執筆中で'その挿絵を頼ま

て外へ出ると､馬琴が後ろか
六月､

し‑'北斎が麻裏草履をはい

文化三年(1八〇六)

を知る必要にせまられていた｡

｢南総里見

北斎は南総へ旅エリ.ちする｡こ

このころ馬琴は

らついてきたというD

八犬伝｣ の構想を ｢里見記｣

のことは木更津の口技神社の
｢画狂人北斎旅中画｣とあるこ

奉納額｢富士の巻狩り図｣に､

｢里見九代記｣さらには中村国
香 (いすみ市長者住) の ｢房

｢房総志料｣

総志料｣を手元に置いて読破
していた｡この

は南総の雑談や奇説をも書か
が｢荻原行‑.<寺｣ で始まるの

れており､その上'書き出し

に果たした役割は大きいとさ

も奇縁で､馬琴が八犬伝執筆
れる｡

また'当時最大の人気作家

出身とされる

に南総の夷隅邪神置村 (硯い

山東京伝と弟の東山が､とも
すみ市神置)

｢白藤源太談｣また｢花角力白

藤源太｣を執筆中だと馬琴は
知った｡かつて若き滝沢馬琴
は酒一博を下げて､京伝の弟
子にして欲しいと頼んだこと
もある｡しかもその挿絵を北

て､白藤源太の錦絵は人気の

斎のライバル豊国が描いてい
頂点にあった｡ほかに新内節

や歌舞伎に登場して巷間の話
一方'北斎は伊八への関心

題をさらっていた｡
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〜複数の視点からみて彫る〜
伊八｢波に宝珠｣
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伊八の波図彫刻

レし

ー

文

怒蹄に新機軸発見

マワシ

(コンパス)

ているではないかo
それに差

規はブン

堤等琳｢龍図｣と
怒涛凝視!

ろす｡精細な波の観察に終始

を､いや波の腹を見上げ見下

ッチする北斎の様子が臼に見

した｡凝視しては手早‑スケ

えるようだ｡かれ独特の新工

し金､水盛‑'空っぽの糸を

北斎がつぎに訪れた飯縄寺

l

感動に浸った｡そこに立体感､

垂れての仕事に北斎は大きな

■

の

鷹

二人は文化九年ごろには絶交

き継いだ｡あれほど密だった

馬琴をおろして高井関山が引

に一旦立寄り､いまの南

あと伊八は故郷打塁 (硯鴨川

化四年にかけ完工した｡その

堤等琳の作だからである｡北

とれた｡これが雪山､つまり

斎は内陣天井画の ｢龍｣ に見

なる｡文政三年

北斎は等琳を師と仰ぐように

の許へ移す｡南総から帰った

北斎は属を馬琴宅から等琳

一

下から覗き上から見おろした｡

市)

たであろう｡線描太‑輪郭が

斎は直接等林から聞いてあっ

北斎は載斗の号を改め｢為こ

1

複数の視点から見た光景を脳

房総市や館山市内の数か寺の

はっき‑して'円を猫‑よう

岐

夫を加え､画期的な作品を願

っての波の大写だった｡
八〇五)

本堂は一年前の文化二年 (一

三月に竣工している｡

的手法に魅了を覚えた｡

写実､遠近法といった幾何学

北斎は'馬琴と

｢牛若丸が天狗より極意

状態となって､北斎は読本の

の

たのが行一lg寺栄長だったo こ

この落慶法要の導師をつとめ

この後編刊行に版元は困って

挿絵の件でいさかいを生じ､

あるD

場面であろう

｢水瀦伝｣

｢おしを

の本堂の内陣と外陣を区切る

南総行脚から江戸に帰った
や

｢牛若丸と

北斎が前に描いた

｢賀奈川沖本埜之図｣は､どこ

天狗｣｢波の飛龍｣ の大彫刻が

結界上部に伊八の

を授けられる｣

‑りはとうつうせんず｣

て北斎の代表作｢賀奈川津浪

か生気に乏しい｡これがやが
裏｣に転生するのだが､飛び

が､厚手に豪快な彫りに生気

挿絵の世界から遠ざかってい

八の ｢波に宝珠｣ の完工を､

まれそうな威圧を感じる｡

が躍動し､また飛龍に呑み込

散る浪の表現はまだない｡伊
北斎は楽しみに待つこととし

この伊八の彫刻に浸った北

く 0

た｡

｢波図彫刻｣は翌文

別部屋では｢波の伊八｣が

裏にみごととどめた｡波を彫

彫刻と､ときに泉水池を造成

に全身を‑ねらせている龍の

伊八の

等琳の許へ移る

波回彫刻にのみを振って挑ん

刻であらわすこと自体､絵画

発揮した｡

するといった器量の大きさを

形あるものは消える｡栄長

は､その翌年書院奥の間正面

房州での仕事を終えた伊八

特色を見出した｡また桝に描

点描とも受取れる等琳独特の

姿態だ｡その尻尾と鱗部分に

｢為二名であろうか｡いやそ

に帰‑新たな出発を願っての

と称するようになった｡｢二

●

でいた｡北斎が訪れたその時

と異なって修ljjも効かない｡

って､毎日のように九十九里

のことばに伊八は波に無常を

に｢松竹梅｣回を彫って完工､

●

は波国は完成していな‑'横

失敗は絶対許せないのだ｡

浜南端の太東崎の荒海の中に

感じた｡般若心経の色即是空

入って'崩れる横波を凝視し

られて‑る｡北斎よ‑はや‑

れ以上に等琳との関係が考え

省山三十七せ帆柱紫衣代

元寺で杉戸絵を描いていた等

して太東岬の怒涛に深い関心

の称号を与えられていた｡こ

随で､北斎より前に

｢無為｣

を寄せていた｡怒涛逆巻‑波

等琳の弟子となったのが'行

いた花鳥図､蓮華､牡丹図に
の

氷+'･)̲押八良絹功咋

弟子久八
千時丈化六ここネ9月吉祥q!

ついで北斎は太東岬を訪れ

感銘した北斎である｡

宝珠で表現した｡加えて波裏

｢空｣を会得した｡これを

らない｡現れたと見れば崩け

続けた｡波は瞬時として留ま

郎物上

虜叫.収扱那わ名産
した｡

の彫法に北斎は新機軸を発見

彫刻でいう規矩準縄いや規

散って消え､また新しい波が

矩方円をみごと駆使して彫っ

うね‑押し寄せて‑る｡

伊八はこれまでの粉本にな

たであろう｡伊八の波岡を通

その銘に

(1八二〇)

これまで伊八は住職の馬を駆

波･鶴など制作半ばであった｡

｢伊八の波｣

等随｢土
杉戸絵
い横波の波頭､荒波の腹部を
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の大絵馬は今に伝わり圧巻だ｡

八四センチ二二九センチ)
気に欠けた重々しい波だ｡そ

態は両者共通だが'どこか生

なる技法を北斎に示した｡波

硯はない｡等称はまた点描法

｢神奈川沖浪裏｣は､世界絵画

こうして生まれたであろう

に来て､江戸屈指の

西洋文化へ
大きな影響

の絶賛を浴びたのである｡

史上画期的新機軸とされ'世

んなことで等林に門下生二人

しぶきがそれであった｡

のち北斎が描‑｢跨ぎの不二｣

すみ市)

｢神奈川沖浪裏｣と等琳･伊八

こには飛び散る波しぶきの表

を得たo為言方は富接三十六
宗がまとまる天保四年二八
や｢たかはしの不二｣は股の

はその典型といってよい｡

さく覗‑｡その図柄の奇抜さ

間から橋脚の下から富士を小

三三)まで続‑｡

覗法と
点描法の伝授

この北斎の点描法をとり入

問屋｢伊勢八店｣ の絵馬を措

れたのが､ゴッホだった｡か

北寿･北漠と外房

いて町内の天神社に奉納して

れは非常な感激を覚え遠‑海

また北斎が洋風趣味のもと

いる｡長者町出身の忠兵衛が

｢おしを‑りはとうつ

描いた

描かせたのだが､北斎の再度

等琳の得意とした画法に覗
うせんず｣｢賀奈川沖本埜之図｣

就いては北斎伝やその他の記

が果たせた｡巨大な波が飛沫

再度接したことで'長年の夢

等琳の教授と伊八の波図に

に関連する｡また西洋ではじ

ソのキユビズム

から見下ろす､いわゆるピカ

い視点から見上げる｡舟を上

慕った｡｢神奈川沖浪裏｣を低

このころ､文政五年前後に

法がある｡さきに浅草寺に奉

録に見えないが'高弟の昇亭

をあげながら､砕け落ちよう

めて怒涛逆巻‑波裏を描いた

外から北斎を私淑していた()

は'波を措いて盛‑上がる形

北寿が描いた ｢上総九十九里

としている｡そして波の袈面

ピカソにしても同じ‑北斎を

の立体

をいや腹部を､視線を低‑と

知れない｡

感に刺激され､また

より六〇年のちのことである｡

のがクールベで､北斎の作品

南総への来訪と関係あるかも

沖浪裏｣完成のために､伊八

って波を見上げ､舟を上から

さらにドビュッシーの海の曲

たものと考えられる｡これに

の ｢波に宝珠｣を再度確認と､

見下ろすといった複数の視点

北斎は再度南総への旅に赴い

の完成作品を

は｢神奈川津浪裏｣から受け

｢鷹回｣

｢神奈川

(立体主義)

等随の

波を見上げ見下ろした､｢波と

から描いた｡伊八が馬上から

0470‑86‑3343

さらに文政五年秋には､弟

市原酒店

地引網大漁猟正写図｣

見ることにあったと考える｡

いすみ市荻原3918

行元寺住職

市原淳田

の存在は看過できないと思う｡

た､堤等琳や等随､波の伊八

が､北斎に影響感化を及ぼし

した貢献に敬意の念しきりだ

画なるジャンルを開拓'大成

風景を独立させ､浮世絵風景

俗画､美人画の添え画だった

北斎の前に北斎はな‑'風

た霊感によるとされる｡

純米酒｢錦鶏埠｣

宝珠｣ の彫刻に共通している｡

｢錦鶏斡｣

子の魚屋北渓が長者町 (硯い

山門裏面彫刻､

中通彫刻復元
21年完工予定
lR東日本文化財団支援金'

今年度二百万円､および拝観
財等をあて'2 1年秋には裏面

料､篤志者からの寄付金､浄

の予定です｡

と中通り彫刻彩色復元が完丁

吟醸酒｢波の伊人｣

習志野市花咲1‑21‑5

波の伊八ファンクラブ｢伊八会｣会員募集中

(一

納した｢韓信の股‑ぐ‑｣

一顔料に岩絵具を駆使して復元‑
行元寺山門

平成21年8月15日
化
文
仰
信
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