
62

はじめに
　本稿は、東京国立博物館に所蔵される伝周文筆《四季山水図屏
風》（図 1）（以下、東博本とする）の、いわゆる伝周文屏風の中
での位置づけをテーマとするのだが、その前に、約 20 年前に新
出資料として紹介され、間を置かずに重要文化財に指定された伝
周文屏風について、やや長くなるが説明しておきたい 1。
　真宗大谷派名古屋別院蔵の伝周文筆《四季山水図屏風》（図 2）

（以下、名古屋別院本とする）は、15 世紀末の周文派の優秀な画
人達―岳翁や松谿たち―による工房制作とみられる優品である。
ほぼ左右対称となるような整然とした画面構成の楼閣山水図であ
る。右隻には、湖に張り出した楼台上で三人の文人がさざ波のた
つ明るい湖面を眺め、その一人は彼方を指さしている（本稿での
右隻・左隻は向かって右・左ということで記述する）。左隻には、
山間の楼閣の二階に窓から湖を眺める文人がいて、その楼閣の周
辺には竹が茂り、窓の下方には梅が湖に向かって枝を伸ばしている。
山上の空は曇っており、雪山に雨が降っている。右隻の前景では青々
とした柳のそばに白鷺が飛び、左隻では秋枯れた柳の近くを雁が
飛ぶというように、左右隻のモティーフが対応するように描かれて
いる。
　この右隻・左隻の文人は、それぞれ北宋時代の文人、蘇東坡と
林和靖である。蘇東坡の詩に由来する「雨奇晴好」（西湖は晴れて
も雨でも素晴らしいことから景色の良さをいう言葉となった）、林
和靖が梅を読んだ有名な詩句「疎影橫斜水清浅、暗香浮動月黄昏」
のイメージを描いているものである。桃山時代に至っても、長谷
川等伯が蘇東坡と林和靖はともに西湖を飾るものと語ったように、
彼らは、中世の五山文学と文人イメージの二大スターであった 2。
　周文筆と伝承される室町時代の水墨山水図の屏風、すなわち伝
周文屏風は約 10 双ばかりが世に知られているのだが、その中に、
実はこの冒頭に挙げた名古屋別院本と図様上の近似性を強く示す
屏風画が、本稿でとりあげる東博本なのである。
　ところで、室町時代の水墨画の画家たちにとって、山水図を六

曲一双という日本の屏風画の形式にあわせて展開させて描くこと
は、かなり困難な課題であったろうとされている 3。伝統的なやま
と絵屏風にみられる四季を基本的な枠組みとして、そこに掛幅画
にある水墨画のモティーフを配置していくという方法で画面構成を
していったことは、岳翁筆《瀟湘八景図屏風》（図 3）（香雪美術
館蔵、香雪本とする）の八景の図様が、まさに岳翁の瀟湘八景図
の掛幅画の再構成によって構想されたものであるという指摘から
も首肯できるだろう 4。小画面から大画面へ、横長のパノラマ的景
観表現へと転換するという「無理」から生じる画面構成の破綻は、
図様の原初性・古様さの現れとして指摘されてきた 5。
　そのような、「古様」を示す伝周文屏風として一致して挙げら
れるのが、前田家本、旧松平家本（東京国立博物館蔵）（図 4）と、
本屏風（本稿では東博本とする）である。室町時代の伝周文屏
風は、いずれも画風には差違があり、また、周文の確実な作例が
確定できない現状で、この三双は周文活躍期が制作時期とみなさ
れる。本屏風は、従来、前田家本との画風の近さが指摘されるの
であるが、同時に、15 世紀後半、文明年間の初頭の作とみられ
る香雪本《瀟湘八景図屏風》、本稿の冒頭で紹介した、15 世紀末
の、やはり岳翁と同工房とみなしうる名古屋別院本、15 世紀末か
ら 16 世紀初頭、宗継筆と推定される《四季山水図屏風》（静嘉堂
文庫美術館蔵、静嘉堂本とする）の三双とも画面構成や図様に関
して、制作期はずれるものの、周文派らしい共通性があるように
稿者には思われる 6。
　さらに、東博本は名古屋別院本と画面を構成するモティーフに
非常に近似するところがある。奥行きの表現や画面の整理のされ
かたなどに時代の違いがあるものの、本屏風は伝周文屏風の一つ
の型の展開を考える上で、それらの上流に位置づけられると仮定
できる。本稿では、制作期が限定できる岳翁など周文派の山水図
屏風を手がかりに、図様の比較等により本屏風にみられる「周文
様式」の展開について確認し、詩画軸など掛幅画の山水図から発
展して水墨山水図の屏風画が制作された意味についても考察する。

伝周文筆　四季山水図屏風（東京国立博物館蔵）について
城市真理子

図 1. 伝周文筆《四季山水図屏風》（東博本）　東京国立博物館蔵　左隻 同　右隻
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図 2. 伝周文筆《四季山水図屏風》（名古屋別院本）　真宗大谷派名古屋別院蔵　左隻 同　右隻

図 3. 岳翁筆《瀟湘八景図屏風》（香雪本）　香雪美術館蔵　左隻 同　右隻

図 4. 伝周文筆《四季山水図屏風》（旧松平家本）東京国立博物館蔵　左隻 同　右隻
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１．伝周文筆《四季山水図屏風》（東京国立博物館蔵）について
の先行研究

　本屏風（図 1）は、東京国立博物館の館蔵品になって間もなく
掲載された『國華』の解説で、田中一松氏によって、多くの伝周
文屏風の中で最も古様とされる前田家本との画面構成の近似が指
摘され、前田家本に雁行する 15 世紀前半に属するものとされて
いる 7。また、中島純司氏は、松平本（図 4）、前田本とともに、
香雪本（図 3）・静嘉堂本（小栗派）よりも先行し、「筆意の上で」
古様である（「図様的統合と、左右一双における相称関係の意識が
香雪本ほど明瞭になっていないこと」および、周文以前の掛幅画
にみられる正統的なものがみられる）とし、一幅の掛幅画を屏風
一双に引き延ばしたような画面構成であると指摘する 8。しかし、
一方で、このような、掛幅画のモティーフを配列するような大画面
構成に関する未熟さを、そのまま制作年代の古さと解釈できるかど
うかについての疑問が、山下裕二氏によって提示されている 9。
　また、本屏風の画面構成については、「四季山水図屏風の典型
的構図」という評価が一般的でもある。それは、横田忠司氏によ
る伝周文屏風の分類の三つの型の内、「中央に湖水を配し、左右
の主要景を拡大する型」に属するものだが、松下隆章氏・河合正
朝氏の作品解説によれば前田家本よりも視線が安定し、よりモテ
ィーフが整理統合されているとされる 10。このことは、赤澤英二氏
も同様の見解で、本屏風について、向かって右から春夏秋冬が展
開し、左右に並べた際の両隻の外三扇に主山と近景の楼閣・樹石、
内側の三扇には水を隔てて中・遠景を描くという、型どおりの「構
図ではあるがよく整理された空間表現」であるとしている 11。この
ような楼閣が大きく画面を占めるところなど、松下・河合両氏の解
説、中島純司氏の論攷でも一章をあてているように、15 世紀には、
元時代の画家・孫君澤の筆様とみなされていたとされる。
　以上が、本屏風についての主な言及だが、周文様式の典型的な
画風、15 世紀の前半か後半の制作年代で、前田家本と画面構成
に似たところがあり、伝周文屏風でも古様なものに入れられる孫君
沢の筆様で描かれた楼閣山水であるということに集約されるであろ
う。

２．画面構成とモティーフ
　本 屏風は六曲一双、紙 本 墨画 淡 彩。現 状で、各隻 162.5×
359.5（㎝）、各扇ごとに縦に５紙を継いでいる。両隻を横に並べ
たとき、左右外側三扇に主山と前景の楼閣のほとんどがおさまり、
さらに四扇目の半ばまで前景のモティーフがかかる。中央の三扇
ずつに水景が広がるが、向こう岸の山並みや楼閣は中景と言っても
よい程でかなり大きく明瞭に描かれている。各隻の周辺は、後世
に切り詰められてしまったのか、両隻の間がと切れてモティーフ・
図様が連続していない。
　稿者は本屏風の調査をおこない、全体に画面の傷みが激しく、

もともとの描線がかなり薄くなっているものの、ほぼ当初の図様を
示しているものとみて差し支えないと判断をした。
　以下、本屏風の主な図様について、他の伝周文屏風と比較して
いく。

⑴　右隻の図様
　まず、右隻の主山、右から四扇までに連続する楼閣や樹石など
について検討する。前田家本や旧松平家本よりも東博本に近似す
るのは、実は、２０年前に新出資料として紹介された名古屋別院本

（図 2）である。本稿の冒頭でも挙げたが、名古屋別院本は岳翁・
松谿等の周文派直系の工房作と稿者は判断しており、この東博本
の画面構成と図様は周文派の典型であるということを、従来よりも
明確にできると期待し両者の図様の近似性を確かめてみる。
　主山の頂上が左に傾き、右にも峯が分かれて伸びるという独特
の動きを持った峯の重なりは、名古屋別院本に限らず、岳翁筆《瀟
湘八景図屏風》（香雪本）（図 3）の左隻、他にも、岳翁の文明年
間後半の作である掛幅画の山水図、正木美術館本、畠山記念館本、
さらに岳翁の最初期作である「蔵丘筆」落款のある東京国立博物
館蔵《山水図》にも、その萌芽ともいえる形態のモティーフが認め
られる。
　また、右端の第一～三扇では、前景右端の巨岩から湾曲した松
が枝を伸ばし、その松の奥に楼閣が配されることや、その巨岩の
手前の梅、濃墨のさされた前景の巨岩まで小川をこえて道が続き、
驢馬と人物がその道を辿っていること（図 5,6）（名古屋別院本で
は驢馬に乗っている）、楼閣には湖を見つめる文人の姿があり、水
上に張り出した建物があること、四

あず

阿
まや

の四角い屋根があることな
ど、位置の違いがあるものの名古屋別院本とは図様上の共通点が
多い。
　名古屋別院本にみられない図様としては、右二扇目の洞窟がある

（図 7）。この洞窟の中では、二人の人物が碁盤をはさんで座ってい
る様子が描かれている。前田家本では、右隻一扇目にあたかも洞
窟のような岩陰に家の入口が見える。正宗龍統『屏風画記』によ
ると、藝阿弥の夏珪様の山水図屏風では画中に洞穴が描かれてい
たとあることが想起される 12。また、藝阿弥との関係が想定される、
16 世紀前半の藝愛の《山水図巻》（文化庁）（図 8）の画中にも洞
窟が描かれているのだが、東博本や前田家本の「洞窟」が、藝阿
弥の屏風画や藝愛の図巻中の洞窟と関係があるのかどうか、これ
は検討を要する。
　右隻の五扇目には、遙か遠くにかすむ低い遠山のシルエットが
あり、その前に帆船が浮かんでいる。遠山の形は、本屏風の方が
緩やかだが、この配置も名古屋別院本や香雪本の右隻六扇目と共
通するものである。しかし、本屏風の六扇目左端には中景に目立
つ岩山があり、その麓に籬に囲まれた瓦屋根の家、その周辺に松
が林立しており、この六扇目の図様は、名古屋別院本には見あた
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らないものである（図 9）。前田家本では六扇目、湖の中央に砂洲
があって、そこに網干のモティーフが描かれており、瀟湘八景の漁
村夕照の場面を連想させる。湖の中程に中景を配するという点で、
本屏風と画面構成が似ているともいえるが、むしろ、本屏風には
かなり明確な意図があっての図様選択が想定できるのかもしれな
い。ちなみに、香雪本ではまさに漁村夕照の場面と、籬と樹木に
囲まれた茅屋がこの位置に配されており（図 10）、四季の展開から
言って夏の景として置きたいという意図もあるのだろう。前田家本
が香雪本に先立つ図様として、香雪本の八景の配置の構想と無関
係ではないことが推測できるだろう 13。東博本では、網干と茅屋
は左隻の下部、前景に移動しており（図 11）、籬の家（図 9）とも
に両隻を並べた中央の目立つ位置にある。

　第六扇の前景、画面の下部にかなり薄れかかっているが、一艘
の舟が描かれていることが確認できる（図 12）。この舟には、文
人が舳先近くに、茶道具らしきものを前にして坐っており、舟の
後ろの方では艪をこいているらしい人物も描かれている。前田家
本の右隻では、舟が岸に着き、文人はすでに上陸し、琴などの道
具を従者たちが運ぼうとする様子が描かれている。名古屋別院本
には、左右隻ともにこの舟に乗る文人モティーフは描かれず、そ
の位置に青々とした柳が大きく描かれ、その陰に舟に乗る漁人が
描かれているだけである。香雪本では、左隻に舟に乗る文人の姿
が描かれている。

図 5. 東博本（右隻　部分）

図 6. 名古屋別院本（右隻　部分）

図 7. 東博本（右隻　部分）　

図 8. 藝愛筆《山水図巻》　文化庁蔵　（部分）
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図 9. 東博本（右隻　部分）

図 13. 東博本（左隻　部分）

図 14. 東博本（左隻　部分）

図 10. 香雪本（右隻　部分）　

図 11. 東博本（左隻　部分）

図 12. 東博本（左隻　部分）

図 15. 名古屋別院本（左隻　部分）
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⑵　左隻の図様
　左隻の右一扇目には、遠景に漁の小舟が２艘浮かび、中景に雁
が列をなして飛び、平沙落雁のような図様となっている（図 13）。
前景には、先に述べた茅屋と網干（図 11）で、漁村夕照の図様が
あり、瀟湘八景図からの図様の借用であろう。香雪本の落雁が画
面の奥行きの連続性を意識して配置されている点で、本屏風と異
なっており、画家の空間を構築するうえでの意識の違いが見られる。
しかし、名古屋別院本と、東博本の落雁モティーフの配し方には似
通ったところがあり、名古屋別院本の図様・画面構成と関係があり
そうである。
　東博本と名古屋別院本の右から三・四扇目には、同じような形
の大きい岩と樹木（名古屋別院本では秋枯れた柳）、岩陰の舟と
が描かれている。大岩の背後に楼門があり、竹が丈高く伸びている。
楼門からは、高い塀が続き、それはそのまま左隻の左端の大きな
楼閣につながっており、こうしたモティーフ選択と配置は、東博本
と名古屋別院本との間に図様上の系脈があることを示しているだ
ろう。両者の楼閣はともに二階建てで二階の窓から湖に向かって
人物が外を眺めているところも共通している（図 14,15）。窓から湖
に向かう補助線としてひく見えないライン上に竹と梅の木があって、
この楼閣の住人がしかるべき文人であることを表象しているようで
ある。東博本では、邸宅の庭前に中国庭園にあるような巨石が飾
られていて、これも文人趣味をあらあわすものなのであろう。香雪
本では、四扇目に二階から湖を眺める人物が描かれ、やはり窓辺
に梅樹がある（図 16）。東博本の、三・四扇目の中景にかかる位
置の楼閣については、香雪本・名古屋別院本、前田家本にも見あ
たらないが、この位置に楼閣を描くものとしては、小栗派と考えら
れている静嘉堂本の伝周文屏風である（図 17）。静嘉堂本は松の
木をかなり近接拡大、遠景のモティーフを小さくし、遠近感の表
現が巧みである。東博本と似た水景の対岸の水際の形態など、時
代がやや下がるが周文系の屏風画の画面構成を継承しているよう
である。
　東博本の、五，六扇目に上部に描かれた巨大な主山は、ほとんど
垂直に切り立った形で描かれており、このような主山にみる形態
感覚は、香雪本・名古屋別院本、そして前田家本では右隻にみら
れるものである。岳翁の多くの水墨山水図や、岳翁筆《武陵桃源図》

（出光美術館蔵）にもみられ、やはり、図様上の源流があることが
想定できるだろう。

⑶　画面構成・図様についてのまとめ
　東博本は、香雪本・名古屋別院本とは、単に一双の両端に岩や
大きい楼閣を描き、中央に湖水を配するという大まかな画面構成
のみならず、細部の図様についても共通するものが多い。モティー
フ同士の関係―大岩の背後の楼閣や樹木というような―について
も、ユニットとして構成することも含めて近似しており、部分的な
モティーフの省略や配置の変更があるにせよ、香雪本・名古屋別
院本、さらには静嘉堂本も含め、それらの図様上の源に近い位置
に東博本があると想定できる。

図 17. 伝周文筆《四季山水図屏風》 静嘉堂文庫美術館蔵 ( 左隻　部分 )

図 16. 香雪本（左隻　部分）
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３．モティーフの意味について　―文人尽くし―
　稿者はかつて、関東水墨画の画人・式部輝忠筆《四季山水図屏風》

（静嘉堂文庫美術館蔵）の中に、五山文学で言及される文人たち
の姿がいくつも描かれていることを指摘したことがある 14。琴を前
に向かい合う二人の文人、伯牙と鍾子期（図 18）。また、舟に書物
と茶道具を乗せて湖上を旅する文人、陸亀蒙（図 19）。五山文学
のその中で、禅僧たちにとっての理想を生きた中国の文人たちは、
時代も場所の違いも越えて一つの屏風絵のなかに、理想世界を表
象するモティーフとしてちりばめられている。
　本稿の冒頭で紹介した名古屋別院本が、実は、現実の景観から
離れて、五山文学における西湖イメージを形象化したものであるこ
とを説明したが、そこには、西湖の、そして五山文学からの憧憬
がささげられた文人たち―蘇東坡、林和靖、白楽天が、やはり時
代の違いを超えて、画中で詩文のイメージを生きるかのように描か
れている。そこには、瀟湘八景のモティーフさえ部分的に含まれて
いて、単に図様を八景から借用して再構成したというのではなく、
やはり、詩文との関わりで、遠浦帰帆も漁村夕照も平沙落雁も取り
込まれているのではないだろうか。
　さて、東博本と名古屋別院本の画面構成の近似性からすれば、
東博本の右隻の楼台の人物は蘇東坡たち、左隻の楼閣の住人が林
和靖になぞらえられるという前提がありそうである。ほぼ、このパ
ターンの図様が含まれるものとして、前田家本の左隻、香雪本の
左隻、旧松平家本（東博蔵）の右隻、静嘉堂本の左右隻があげら
れる。いずれも 15 世紀の作例である。
　さらに、右隻の左端中景の、籬に囲まれた家の住人は、恐らくは、
陶淵明（図 9）。帰去来辞のイメージなのだろう 15。同扇の下方に
描かれている舟に乗る文人は、恐らく陸亀蒙（図 12）16。茶道具も
乗せている。また、右隻二扇目の洞窟中で、文人がもう一人の人物
と碁盤をはさんで向かい合っている（図 7）。室町時代の禅僧に人
気のあった洞窟の隠者といえば、東山（浙江省会稽）に隠棲したと
いう謝安であり、江戸時代の画題集・狩野一渓《後素集》には、「謝
安が囲碁を楽しむところ」という画題が載る 17。

　式部の山水図や名古屋別院本と同様、東博本《四季山水図屏風》
には、モティーフへの意味の仮託、つまり、単なる楼閣・文人・花
鳥ではなく、個別の文人などの特定の意味がある程度

4 4 4 4

担わされて
いるように思われる。東博本が名古屋別院本の前段階だと考えれ
ば、右隻の楼台の文人は蘇東坡に、左隻の楼閣の窓辺の文人は林
和靖に、馬に乗る旅の文人は白楽天に、厳密に特定はしないまで
も、そのようになぞらえて詩のテーマになりうるという「緩い」
意味の枠があったのではないかと稿者は想像している。そして、
その「緩さ」は必要とされていたのではないだろうか。
　この屏風を前に詩会が開かれ、詩作のテーマにその屏風を用い
ると想像するなら、むしろ、個々のモティーフの意味が固定してい
るよりも、多少、緩い振幅がある方が詩題としては汎用性があって
詩のテーマに用いやすいであろう。五山文学は、まるで、詩作の
素材をまとめた抄物のように、詩文を読む素材として風雅な文人な
どのモティーフとして画中に流れ込んだということだったのではな
いだろうか。小画面の詩画軸においても同様のことが想定できる
だろうが、詩画軸の場合は、詩を付されるのは基本的には着賛時
のみであるのに対し、屏風画の前でなら幾度も詩会は催されたで
あろうし、一つのモティーフに複数の意味を読み込むことができた
方が使い勝手はよかったはずだ。屏風画に詩文と文人イメージは
様々なモティーフとして流れ込み、屏風画のモティーフから詩文が
作られるという有機的な循環があったことが推測できる。

おわりに
　室町水墨画のモティーフの多くが「文学」イメージと結びついて
いるということは、画幅中に詩が添えられる詩画軸や漢詩と直接
結びついている瀟湘八景図などからも容易に了解される。とはい
え、この絵画と言葉の相互の関係は一筋縄でいかず、固定した１対
１対応とは限らない可能性がある。つまり、漢画・漢詩文としての
一定の枠組みがありながら、ゆるやかなイメージの交感関係が設
定されていて、だからこそ、画中の図様の意味がどこかあいまいな
のではないだろうか 18。
　本稿では、画題・モティーフの意味が読み解ける名古屋別院本

図 18. 式部輝忠筆《四季山水図屏風》　静嘉堂文庫美術館蔵（右隻　部分） 図 19. 同　（右隻　部分）
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や香雪本という周文派直系の屏風画をてがかりにして、東博本の
画中のモティーフの意味を読み解き、図様と画面構成について周
文派としての特徴を見出してきた。やはり、その点でも名古屋別院
本・香雪本よりも先行する作と考えてよいように稿者にも思われる。
岳翁の画風展開を考えると、香雪本は文明年間の初めに位置する。
それからすると、東博本は 15 世紀の中葉を東博本の制作時期とし
て設定できるのではないだろうか。本屏風は、伝周文屏風の展開
の一つの方向を示すと同時に、詩画軸と屏風画の主題・モティー
フの関係、伝周文屏風の様式の誕生についても示唆に富む重要な
作品と言えるだろう。
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作品の調査および掲載にあたっては、御所蔵の方々による格別の
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