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はじめに
　本稿は、広島市立大学特定研究「広島県および周辺地域におけ
る文化財（古美術品）の基礎的調査および研究」（平成 25 ～ 27 年）
での調査成果の一部を報告するものである。調査のうち、神戸市
立博物館（平 26 年 3 月）、宮島歴史民俗資料館（同年 7 月）、九
州国立博物館（同年 9 月）にて、本稿と関連のある資料の特別観
覧を田村美智子（広島市立大学 博士後期課程単位取得退学 / 同 
協力研究員）と共におこなった。本稿の中心は田村による長澤蘆
雪筆「宮島八景図」（重要文化財　九州国立博物館保管　文化庁
蔵）の詳細な報告である（一部の語句等に関する訂正・加筆を城
市が行っているが、ほぼ全文そのままである）。博士後期課程での
修了に向けた論文研究として真摯に取り組んでいたものの、先行す
る研究の進展がめざましく、田村独自の研究として発展的な方向
が見いだせない状況であったため、本特定研究の報告の一環とし
て発表することとした。田村は、長澤蘆雪が広島に来訪して制作
したことが明らかな作品「宮島八景図」を、刊本『芸州厳島図会』
や実景の記録的な描写が際立つ岡岷山筆「厳島図」と比較し、また、
文芸作品でもある『厳島八景』の文芸上のモティーフを確認してい
る。その詳細な観察や鋭敏な鑑賞力には日本画の制作者ならでは
の精密さがあり、貴重である。城市はその論文指導担当でもあり、
本学特定研究の調査・研究の枠でも田村の協力を得て調査活動を
行った。その報告の一環として、その成果をここに公表しておきた
い。
　まず、本稿では、田村の報告文に先だって、この長澤蘆雪筆「宮
島八景図」と関わる研究史について概観する。
　本作品の名称は国の重要文化財指定に基くが、文芸作品の歴史
的名称としては、「厳島八景」を主に用いる。

（１）長澤蘆雪筆「宮島八景図」の発見とその後の研究成果
　本作の、研究者による最初の紹介は、瀧精一「蘆雪と宮嶋」（『國
華』536、1935 年）である。当時、保田家で収蔵する蘆雪の絵
画作品 10 件が列挙されており、戦前の伝来状況が伝えられている。
特に、この「宮嶋八景図画冊」が寛政 6 年（1794）蘆雪が 40 歳
時に広島に滞在して制作した事が判る優品であると高く評価し、ま
た、もともと広島の呉服問屋富士屋藤井家に伝来したという事や、
その親類である三国屋に蘆雪が逗留したという伝承まで報告して
おり、後の研究に大きく貢献している。戦後には、鈴木進「蘆雪の
宮島八景図」（『ミューゼアム』172、1965 年）が、この作品を中
心に解説したものでは最初の学術的な作品紹介である。特に、刊
本『芸州厳島図会』（天保 8 年）所収の「厳島八景」の８図と対照し、
画中の句も紹介している。名所としての厳島八景の成立や最初期
の図様までは突き止めていないが、文芸と関わる江戸中期に遡る
名所であることに触れる。同論文中でも、若冲や蕭白などと共に
蘆雪が高く評価される傾向が起きていることにも言及している。

特定研究「広島県および周辺地域における文化財（古美術品）の基礎的調査および研究」の
報告の一環として　−長澤蘆雪筆「宮島八景図」について−

報告：城市真理子　田村美智子

　鈴木氏の論文から半世紀後の、大橋美織「近世の名所絵　長澤
蘆雪筆『厳島八景図』」（『豊饒の日本美術―小林忠先生古稀記念
論集』、2012 年）は、厳島八景図研究の現時点での総括ともいえ、
そこに至るまでに、美術史・国文学の両分野の研究の進展が大い
に関わっている。

（２）「厳島八景」の成立に関する研究
　文芸作品として、書誌学研究の側からの刊本『厳島八景』につ
いての報告がある。多治比郁夫「『嚴島八景』の刊本」（『春月』1，
1969 年）では、天理図書館所蔵本からの表紙と八景の各図が写
真掲載されており、これが現存する厳島八景の図様の写真が載る、
最初期の刊行物であろう。これは、同時に厳島八景の成立を説明
する紹介文でもある。同書の序文によれば、光明院恕信の発案に
より、石清水八幡宮柏亭直條や風早公長の協力を得て、京都の冷
泉為綱に八景の選定を依頼し、殿上公家に詩歌の勧進をして和
歌が正徳 5 年（1715）、漢詩は享保 5 年（1718）に揃い奉納され
た。更に、諸国の諸家に詩・歌・連歌の勧進をし、俳諧も収録して、
刊本では上・中・下の三冊となっていることを多治比氏は紹介して
いる。なお、特に下巻の俳諧に焦点をあてた論文、米谷巌「元文
四年『伊都岐嶌八景下』――解説と翻刻――」（『内海文化研究紀
要』14、1986 年）があり、元文 4 年（1739）刊行であることを
明記し、八景の絵図が六条中納言有藤卿染筆で、享保 6 年（1721）
奉納であることも紹介に加えている。
　その後の、五山文学研究者で日本における瀟湘八景詩について
造詣の深い朝倉尚氏による論文「「厳島八景」考―正徳年間の動
向―」（『瀬戸内海地域史研究』2、1989 年）が文学側の研究史
の画期とできるであろう。八つの景目が、単に瀟湘八景になぞらえ
たのではなく確固とした古典文学の伝統を踏まえたものであること
を指摘し、その成立と刊本のもととなった巻軸の奉納までの経緯
と内容についても詳細に分析した論攷である。『宮島町史』（資料
篇・地誌紀行Ⅰ、1992 年）では、『芸藩通史』所収本や『芸州厳
島図会』所収の八景の図や文芸が収録されており、更に、元文 4
年の刊本の翻刻として、宮島歴史民俗資料館架蔵本を起こした、
同館の高橋修三氏による「翻刻『厳島八景』」（『宮島の歴史と民俗』
11、1994 年）が刊行され、文学としての厳島八景とそれに付随す
る図様のイメージの理解を大いに助けることとなった。その後も、
朝倉尚「『厳島八景』（元文四年刊）をめぐって」・狩野充徳「厳島
八景詩―解釈と鑑賞―」（ともに、『厳島研究』2、2006 年）、柳
川順子「「厳島八景」文芸と柏村直條」（県立広島大学　宮島学セ
ンター編『宮島学』、渓水社、2014 年）と、研究成果が出されて
いる。

（３）蘆雪の広島滞在についての研究の進展
　鈴木論文の1960 年代以降、特に1970 年の辻惟雄『奇想の系譜』
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刊行とあいまって、若冲や蕭白とともに蘆雪も評価が高まり、特に
2000 年以降、大いにもてはやされるようになったことは、いまだ
記憶に新しい。本稿と関わる重要な研究を挙げると、和高伸二「寛
政期の蘆雪画―蘆雪芸術の実像追究への試み　前二回の展覧会
を承けて」（和歌山県立博物館図録『寛政期の蘆雪』、1977 年）、
同氏「蘆雪と和歌山・広島地方」（和歌山県立博物館図録『長澤蘆
雪展』、1984 年）がまず挙げられる。特に、蘆雪の履歴と関わる
文献を紹介し、広島の支援者たちについて詳細な報告し、蘆雪の
晩年期の活動状況を明らかにした点で画期的であり、「宮島八景
図」研究にとっても重要である。これらを踏まえて、河野元昭「蘆
雪試論」（『美術史論叢』11、1995 年）では、従来の蘆雪観の見
直しが提起された。2000 年には、千葉市美術館・和歌山県立博
物館での展覧会、「没後 200 年記念　長澤蘆雪」、2011 年には、
MIHO MUSEUM の展覧会「長沢芦雪　奇は新なり」と、蘆雪を
単独で取り上げた展覧会があり、江戸時代の画人としての知名度
と評価の高さを知らしめている。
　
（４）岡岷山筆「厳島図」についての研究
　蘆雪筆「宮島八景図」と同時期に厳島図を詳細に描き、浅野氏
の御用を承ったのが岡岷山という画人である。特に、広島県立美
術館学芸員（当時）であった黒川修一氏による「岡岷山研究序説」

（『広島市公文書館紀要』、1990 年）は、同年の黒川氏担当の展
覧会「近世広島の絵画展」と併せ、江戸時代の広島を代表する画
人、岡岷山の画業とその生涯を初めて本格的にまとめたものとして
重要である。2006 年には、広島城で展覧会「岡岷山」が開催さ
れ、岷山研究に新たな資料が加わり、画人岷山の活動の全容が判
りやすくなった。また、前後するが、2005 年の「日本三景展」（広
島県立美術館、京都文化博物館、東北歴史博物館）では、厳島
を表わした作品として、岷山筆「厳島図巻」と蘆雪の「宮島八景図」
も展観されている。

　以上が、蘆雪筆「宮島八景図」をめぐる、あるいは関連する重
要な研究である。大橋美織氏の研究がもっとも最近のものとなる
が、2013 年には、東京国立博物館「特集陳列　描かれた風景　
―憬れの真景・実景への関心―」において、大橋氏も企画担当者
の一人として研究成果が生かされている。
　次章に掲載する田村美智子の研究報告は、以上の研究を踏まえ、
検証し新たな知見を加えたものである。
　冒頭に述べた調査にあたっては、各所蔵施設とその担当者の方々
に御協力いただいた。石沢俊氏、船附洋子氏、朝賀浩氏、鷲頭桂氏、
畑靖紀氏、森實久美子氏に謝意を表する。また、安永拓世氏（東
京文化財研究所）、郷司泰仁氏には、本研究の調査メンバーとして
御協力があった。

（じょういち　まりこ　広島市立大学　准教授）

【研究報告】　長澤蘆雪筆「宮島八景図」について
― 図様と表現 ―　　　　　　　　　　　　    田村　美智子

Ⅰ　蘆雪筆「宮島八景図」の成立

　蘆雪筆「宮島八景図」については、鈴木進氏が論文「蘆雪の宮
島八景図」（『MUSEUM』１７２号 / 東京国立博物館 /1965 年 7 月）
で論じている。その後はその研究を受けた、大橋美織氏の論文「近
世の名所絵―長澤蘆雪筆「厳島八景図」―」（『豊饒の日本美
術—小林忠先生古稀記念論集』/ 藝華書院 / 2012 年 3 月 20 日）
や、黒川修一氏の『江戸名作画帖全集Ⅶ　円山・四条派　応挙・
蘆雪・若冲』（駸々堂出版 / 1996 年 8 月 2 日）での図版解説が
特記される。本稿では、まず、鈴木氏の論文に従って蘆雪の「宮
島八景図」についての概要を述べる。

　蘆雪の晩年作、「宮島八景図」（重要文化財　九州国立博物館蔵）
（図 1）は、画帖巻末の款記「甲寅冬於厳島寫　平安蘆雪」（図 2）
により、寛政六年（1794）、蘆雪が 40 歳のときに厳島で制作した
ことがわかる作品であり、蘆雪の宮島滞在を証明する唯一の資料
である。日本三景の一つである安芸の宮島には、厳島神社に奉納
された蘆雪筆の絵馬（扁額）「山姥図」もあって、同じく重要文化
財に指定されている。その他、同時期に制作された重要美術品の

「蓬莱図」（森川家本・保田家本）、「花鳥遊魚図巻」（安田家）が
あり、蘆雪は広島滞在時に優れた作品を制作していたことが指摘
されている。昭和 10 年（1935）時点で広島にあった作品につい
ては瀧精一「蘆雪と宮島」（国華 536 号、昭和 10 年 7 月）により
詳しく紹介されており、当時、「宮島八景図」画帖が保田家にあっ
たほか、これらが、広島の素封家、森川家・安田家等に伝来して
いたことが確認でき、改めて、蘆雪と広島・宮島の人々との関わり
を示している。
　この「宮島八景」（『厳島八景』が刊本での名称）自体は、厳島
神社を中心にした宮島の八つの名所と景物を、漢画の画題『瀟湘
八景図』に模した「八景」にみたてたものであり、蘆雪の画帖もそ
の八景に拠っている。厳島八景の成立については、刊本『芸州厳
島図会』（天保 13（1842）年）にすでにあることから、遡って江
戸時代中期に蘆雪が本作を制作した時期には人口にのぼっていた
とみなされている。このような図会のイメージで普及する「宮島八景」

（厳島八景）の絵画化の元になったのは、和歌・漢詩・連歌・俳諧
の刊本『厳島八景』三巻（元文 4 年、1739 年）であるとされる。
厳島の浄土宗寺院・光明院の僧恕信、近江の石清水八幡宮の柏
亭直條等によって編集された。同書の編纂にあたって、京都の公
卿であり、歌人として知られる冷泉為綱が依頼を受けて、「厳島八
景」の八景の名称を選定しており、それに従って漢詩・連歌が制
作された。
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　「厳島八景」は、「厳島明燈」（いつくしまめいとう）、「大元桜花」
（おおもとのさくらばな）、「瀧宮水蛍」（たきのみやのほたる）、「有
浦客船」（ありのうらのかくせん）、「鏡池秋月」（かがみいけのあき
のつき）、「谷原麋鹿」（やつがはらのびろく）、「御笠濱鋪雪」（み
かさのはまほせつ）、「弥山神鴉」（みせんのしんあ）の八景からなる。
すなわち、蘆雪の宮島来遊当時にはすでに文芸の主題としての「厳
島八景」各場面が決まっており、後に刊行された『芸州厳島図会』
にも「宮島八景」が掲載されているが、その挿図は蘆雪の「宮島
八景図」と似た点があるので蘆雪画を下敷きにしている可能性が
あると、鈴木氏も指摘している。

Ⅱ　八景の図様の比較

第１節　刊本『厳島八景』と挿し図の比較

・刊本『厳島八景』について
　前述の刊本『厳島八景』については朝倉尚「〈厳島八景〉考」（『瀬
戸内海地域史研究　第二輯』1989 年 10 月 1 日 / 文献出版）に
従い概要を述べる。『厳島八景』とは元文４年（1739 年）に刊行
された詩歌の作品集である。蘆雪が「宮島八景図」の制作当時に
参照した可能性がある。上・中・下の三冊から成り、そのうち上冊・
中冊は和歌と漢詩、下冊は俳諧または連歌（発句）を内容とする。
各冊は内容面で基準と統一が認められるが、作品量、成立事情は
一様ではない。
　編纂は光明院の僧恕信が中心となり柏亭直條（石清水八幡宮高
志）とともに行った。上中冊は光明院恕信編、下冊は淺生菴野坡
門嚴島連中編である。
　関連する作品に、正徳５年（1715 年）に奉納された「奉納　厳
嶋八景　和歌発句〈五巻〉」（名山蔵）と「厳嶋八景和歌」（光明院蔵）
がある。これらの和歌や連歌は『厳島八景』にも所収されている。
同書所収の八景の図は享保 6 年（1721）に厳島神社に奉納された、
六条中納言有藤卿の画に基づくものであり、原画は最も古いもの
とされる。

　『厳島八景』が成立した経緯については、まず恕信が厳島八
景を撰んでその詩歌集を作ることを発案し、風早公長（1666 ～
1723）の斡旋で冷泉為綱（1664 ～1722）に八景の選定を依頼する。
それが「厳島明燈」「大元桜花」「瀧宮水螢」「鏡池秋月」「谷原麋鹿」

「御笠濱鋪雪」「有浦客船」「弥山神鴉」の八景である。各景目が
選定されたのは正徳 4 年（1714）10 月である。それをもとに殿上
公卿に配り、詩歌の勧進を得る。
　和歌は正徳5年（1715）5月、漢詩は享保元年（1716）11月に成っ
た。奉納は、それぞれ正徳5年6月13日、享保3年4月9日である。こ

れらの和歌や漢詩に風早公長が跋を書き、上冊に収めた。
　後に安芸・備後をはじめ、諸国の諸家に八景の詩、和歌、連歌、
俳諧の勧進を乞い、中冊に収めた。下冊は野坡に編集を依頼して
俳諧を収めた。その俳諧の作者は野坡と厳島連中等である。

　刊本『厳島八景』は内題はなく、上冊見返に「嚴島八景」（風早
實積書）とある。『厳島八景』上冊の冒頭に一面を用いて「厳島八
景題目」が示される。題者は「冷泉中納言為綱卿」である。各冊
表紙中央の題簽には「伊都岐嶋八景　上」「嚴島八景　中」「嚴
島八景　下」とある。各冊丁数は、１２丁（挿図８頁分）・５８丁・
５８丁である。刊記はないが、下冊末に「元文四年仲秋」とある。
　『厳島八景』を編纂するにあたり、第一の資料として「奉

納　厳嶋
八景　和歌

発句 〈五巻〉」（注１）、「厳島八景和歌」（注２）が利用された。
序文や跋文には除外、省略された部分もあるが、和歌、発句（連歌）
についてはすべて『厳島八景』に収められている。

・刊本『厳島八景』と蘆雪筆「宮島八景」の比較
　続いて長澤蘆雪筆「宮島八景図」（以下蘆雪画と記述）に視覚
的要素の影響を与えた可能性のある六条中納言有藤卿作の『厳島
八景』挿し図（図３）について、まずその構図やモチーフ、描き方
等を中心にそれぞれ景目毎に特徴を取り上げていく。そして和歌、
漢詩、俳諧などにとりあげられるテーマや頻出のキーワードと、蘆
雪画で描かれるモチーフを比較する。元文 4 年の刊本『厳島八景』
については以下「元文四年本」と記述する。

１．「厳島明燈」（いつくしまめいとう）
　第一景の「厳島明燈」は、神社の廻廊の百八燈明を指す。百八
燈明は、毎月１日、１５日、２１日に棚守によって執行された。しかし、

「厳島明燈」は八景の選定者が新春・春季の景物としたと思われる。
　「元文四年本」挿し図は俯瞰構図で社殿を大きく捉えた構図で
ある。社殿の右側の回廊より先が切れた構図で、大鳥居が描かれ
ていない。当時、大鳥居が倒壊しており、元文 4 年に再建され始
めた事と関係するのかもしれない。一方、社殿裏の松林や、弥山
は実景と位置が合致するので実際の地形を熟知して描かれたもの
であると推測される。
　立ちこめる霞の表現は図式的に直線が幾つも平行に重なり、雲
形に浮かぶ霧も線によって描かれる。
　「しほみてハ波にうつるもかすそみるこのミやしまの宮のともし火

（正二位通躬）」のように和歌などに使われている単語は、まず海
関連で「潮（汐）、満潮、波、沖、海」などが目立つ。次に「燈火、
照らす、明、うつる、光、影」などで、「夜、夕、宵」などから時
間帯が夜であることが明らかである。そして「宮、宮居、神、厳島」
など厳島神社関連の単語も多い。季節を表す「春、春風」なども
使われている。
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　蘆雪画はというと、時刻は夜。墨のぼかし、濃淡を何度も時間
をかけて重ねて調整されている。色数は押さえられている。
　社頭は線画で描かれている。回廊には燈籠の燈火が並び、火焼
前の一つと高舞台の脇の二つの燈籠はコントラストが強く、明るく
描かれている。そして西の松原の燈籠が連続してリズムよく並んで
いる。波ははっきり描かれていないが、暈された海面は満潮をしめ
している。大鳥居の輪郭は暈されていて、さりげない存在感が蘆
雪のセンスを感じさせる。しかし、実は蘆雪は大鳥居を実際には
見ていない。それについては後で述べる。

２．「大元桜花」（おおもとのさくらばな）
　「元文四年本」では大元神社周辺が海からの視点で描かれてい
る。遠景に彌山が描かれ画面中央に大元神社とその下に鳥居が描
かれる。鳥居の形式は蘆雪画と同じ主柱二本に稚児柱四本の両部
鳥居である。画面右に大元川が流れるが、ここでは橋は見られない。
画面下部に海があり鳥居周辺には砂浜が広がる。蘆雪画にみられ
るような鳥居の手前に建つ灯籠が一切描かれていない。
　和歌の単語は「桜、花、咲く」や「大元、宮、神、神垣」と景
目に関するものが目立つ。「波、しらゆふ」なども使われ、大元の
浦の地形を思わせる。桜だけあり「春風」により、季節は春である。

　蘆雪画の時刻は昼、季節は春である。全体に色が豊富で水彩画
のような鮮やかな画面。桜の花は朱墨の茶色など染料系の絵の具
で下地、胡粉と朱赤で細かい点描で描かれる。鳥居は朱赤で鮮や
か。海の色は青みが強い緑。遠くの舟の帆は地色を残した白で描
かれ、そのまわりは薄い桃色。燈籠に陰影表現がみられる。霞ん
だ遠山の木々が茶色みがある淡墨で描かれる。第一景のモノトー
ンな色調と対照的である。

３．「瀧宮水蛍」（たきのみやのほたる）
　蘆雪画に比べて「元文四年本」では各モチーフがやや図式的に
描かれている。画面上部に大きく占める岩壁から落ちる白糸の瀧
がある。画面の右中央に瀧宮神社があり、神社の裏や山肌に松の
木が茂る。瀧の辺に蛍が数匹描かれる。ここでは神社の向かって
左側に山道が描かれている。
　使われる単語は「滝、白糸、瀧の宮、宮居、瀧津、宮人、神」
など白糸の滝にある瀧宮神社にまつわるものと、「蛍」の「みだるる、
飛びかう」様子や「ひかり、照らす」さまを歌ったものが多い。滝
と蛍を「玉（しらたま）」に見立てる。時刻を示す「よる、宵」、夏
季を表す「涼しさ」などもある。

　蘆雪画でも時刻は夜、季節は夏である。画面広範囲を暈し夕刻
の薄暗さを表現している。瀧の上部の墨線、その周囲ぼかしが巧
みである。画面中央下部の、瀧の周りに広がる薄く溶いた胡粉の

点描は、蛍ともとれるし滝の水しぶきともとれる。
松の筆跡が筆ではないような線である。爪、竹、木等硬いもので
描かれたのか。文人画風の遊び心が感じられる。

４．「鏡池秋月」（かがみいけのあきのつき）
　蘆雪画にある池に月が映る現象は「元文四年本」では描かれて
いない。遠景に彌山が描かれている。彌山の左には満月が浮かぶ
様子が描かれる。画面の下部に回廊が描かれていて、画面中程に
描かれた石垣と回廊の間に鏡池がある。石垣の柵の向こうに松が
植わっている。鏡池の形は丸く、池の上下に細い水の流れがある。
　和歌は「月、光、月影、面影」と「鏡」「池」や「宮居、みやしろ」
の所を表す語が組み合わされて用いられることが多い。「秋」の月
を鏡池に映し愛でる歌がみられる。

　蘆雪画の時刻は夜、季節は秋である。全体を淡墨で暈し夜を表
す。池の水面の月を白く抜き、月の輪郭部濃いグラデーションで暈
している。池を画面左によせ、端を大きく切り取る斬新な構図であ
る。空に月を描かず、水面に映している所に蘆雪の機知を感じる。

５．「谷原麋鹿」（やつがはらのびろく）
　第 5 景目の「谷原麋鹿」の景目選定の背景について、朝倉氏は
光明院恕信の功に報いる意味もあったと指摘している（『厳島研究』
2、2006 年）。近い時期の厳島の名所案内の資料として元禄 15 年

（1702 年）成立の小島常也著『厳島道芝記』（七巻八冊）がある。
厳島八景景目選定以前の成立であるが『厳島道芝記』には、「谷原」
が取り上げられていない。鹿に関しては「鹿屋谷」が載せられ、「往
古始めて鹿の住みけるところなりと云ふ」と説明がある。後の『芸
州厳島図会』巻二において、「光明院」についで「谷原」を取り上
げていることから、もともと谷原と光明院が隣接して関連づけやす
く、厳島八景成立以降に谷原が注目されるようになったと推測され
ている。
　「元文４年本」の図像に関しては蘆雪画にも見られる庵が画面左
上にある。鹿は計 5 頭描かれ、うち一匹が子鹿である。手前は丘
になり、中央が平坦な原になっている。
　和歌には「鹿」の「声、音」と地名の「やつがはら」、「小萩、鹿鳴草」、

「松」なども使われる。「夕」「秋、秋風」など時期を示すものもある。

　蘆雪画の時刻は昼、場合によっては夕がたか。季節は秋である。
水彩画的表現で色彩が多用される。各鹿一頭一頭描き分ける。鹿
の群が画面にリズミカルに配置される。

６．「御笠濱暮雪（鋪雪）」（みかさのはまほせつ）
　「元文四年本」では鳥居がメインに描かれている。厳島神社側
から北方向の対岸を見る視点で描かれている。鳥居を中心に右に
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御笠浜、左に西松原がある。砂浜は点線で描かれ、松や遠方の山
にも積もった雪の表現がみられる。
　和歌には地名の「みかさの濱」と「雪」の景が詠まれる。「真砂地」
と「雪」の白さを詠んだ歌「分て今朝しろきを見れハ降つもるみか
さのはまの雪の真砂地（直條）」もある。「曙」「今朝」などから時
刻が朝とするものがあるとわかる。

　蘆雪画の季節は冬。積雪を地色を残して表す。遠山の輪郭は無
く、藍（と墨）で空を描き、地色で雪山を表す。藍と墨で海が描かれ、
岩はたらし込み、溌墨が使われている。

７．「有浦客船」（ありのうらのかくせん）
　「元文四年本」には画面左に要害山が描かれる。海上には舟が
あり、帆が開いたものが画面左下に二隻、帆を畳んだものが港に
九隻、小舟が三隻ある。鹿が二匹、人物が五人描かれている。湾
に階段が一つある。町並みを俯瞰した構図で、蘆雪画と大分印象
が異なる。
　和歌には地名の「有の浦」や「船」が「あまた、百舟」行き交う
様子。「とめる、つな、つなぐ」「よる、よする」といった港や「波」
の様子を示す語がみられる。

　蘆雪画は、画帖では四景目になっている。時刻は夕方。有の浦
の町並みに薄い朱で暈しが入れられる。港の賑わう様子が色彩を
用いた画面で表現される。屋根や海の藍色が画面を爽やかに彩る。

８．「彌山神鴉」（みせんのしんあ）
　神鴉について『芸州厳島図会』巻之四に「この山に雌雄一双あ
りて、年々子を育し相代れり。山内の凡鴉もとより幾百千羽といふ
数をしらずといへども、神鴉のあたりちかくもたちよること能はず」
と記されている。神鴉とは厳島の神の使いである、つがいの烏の
ことである。厳島の社を建てる場所を探していた姫神を案内したと
いう伝説がある。
　御鳥喰式については『芸州厳島図会』巻之三に「養父崎神社　
祭神霊烏　島巡の時此處にて鳥喰の式あり」とある。さらに「祠
官ふなばたにたち出、粢を海上にうかべ、鳥向楽を奏すれば、た
ちまちに霊烏一雙嶺よりとび來り、祠官の船に移り、波にうかべる
粢を雄烏まづおりてあぐ。次に雌烏また下りてあぐ」とあり、島廻
りの際、養父崎神社の沖では、容器に盛ったしとぎを海に浮かべ、
船上で音楽を奏でると、厳島の山から神の使いであるつがいの烏
が現れて、この餅を銜え去るという。これを御鳥喰式という。こう
なると縁起がいいという。

　元文４年本は御鳥喰式の様子が描かれている。二羽の烏のうち一
羽は舟の方に下降している。もう一羽の烏は松の枝に止まっている。

　烏帽子を冠った神主が舟に乗っていて、七浦のうちの一つと思
われる祠に向かっている。場所は養父崎神社辺りであろうか、岩
場が目立つ祠で、画面の上部に弥山がみえる。
　和歌は「みやま」と「からす」が多く使われ、烏は「つかい、ふ
たつからす」など番で詠まれている。「つかい」は「神」の使いの
意味も含む。「島めぐる小舟に神や心ひくみやまがらすの波におり
くる（宣阿）」のように御鳥喰式の様子を詠んだ歌もある。

　蘆雪画は弥山を溌墨で描き、滲みを利用し霞を表現したり、筆
のかすれを利用して地色を残し山の表情をつけている。濃墨で烏
を番で描く。弥山とのコントラストが強く表される。

第２節　岡岷山筆「厳島図巻」との比較

　蘆雪の「宮島八景図」が描かれた当時の厳島の様子を、記録画
として実景に忠実に描かれた資料として、岡岷山（1734 ～ 1806 年）
の「厳島図巻」（18 世紀、神戸市博物館蔵）があげられる。岡岷
山は江戸後期の画家で安芸広島藩の浅野家につかえた。名は煥、
字は子章、通称は利源太である。画ははじめ勝田幽渓に、のち宋
紫石に学ぶ。文化 3 年 (1806)に73 才で亡くなった。厳島神社に「松
竹梅図」額がのこされているなど厳島との関わりもうかがえる。
　「厳島図巻」（北面 37.5 × 195.5　南面 37.5 × 191.5）（図４）
は 18 世紀の江戸時代に岡岷山によって描かれ、関其寧と沢田東
江が題字を書く。背南図と面北図の二巻からなり、現在神戸市立
博物館に所蔵されている。宗教性や抒情性を排し、実景に即した
均質な視点で描かれている。絹本に描かれ、中国の青緑山水図を
参考にした技法が使用されている。当時の厳島の様子を大変忠実
に記録された絵巻であり、蘆雪の制作時期とほぼ同時期なので蘆
雪が見た光景により近い形で比較することができる。　
　以下蘆雪の「宮島八景図」の各場面ごとに描かれたモチーフの
特徴を、「厳島図巻」の対応部分と比較することで蘆雪が描いた当
時の情景を明らかにしていく。
　以下、長澤蘆雪筆「宮島八景図」を蘆雪画、岡岷山筆「厳島図巻」
を岷山画とする。

（１）「厳島明燈」
　まずは蘆雪画第一図の「厳島明燈」をとりあげる。厳島神社周
辺の夜景で、百八間ある回廊に一間毎に一個ずつ掛かる燈籠の美
しい様を描いている。
　構図や視点は厳島神社を海側から俯瞰で捉えた構図となってい
る。蘆雪画の構図の特徴は俯瞰で厳島神社周辺を広く切り取り、
島の地形をよく捉えている。五重塔、御笠浜の位置関係や、社殿
の後ろの松林、弥山の見え方、西松原を描く等、実景に忠実に詳
細に描かれている。しかし、社殿がこのように見える場所はない
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ので、元文４年の刊本「厳島八景」挿し図など当時普及していた
資料を参考にしていると思われる。鳥居の形式は両部鳥居という、
主柱二本に稚児柱という控えの柱が四本ある伝統の形である。し
かし、当時この大鳥居は焼失しており、享和元年（1801）に再建
されるまで無かったので、「元文四年本」を参照したのであろう。
　他の八景には無い最大の特徴は、西松原が描かれていることで
ある。西松原に立ち並ぶ灯籠が幾つも描かれている。そこに植え
られた松の形が岷山画と類似している。細部に目をやると、高舞
台の脇に狛犬が二つ左右に描かれている。これは現在の厳島神社
にも存在する。以上から蘆雪が実際に厳島を訪れた際、土地の細
部にわたって観察して実景を制作に反映していることがわかる。
　描写表現に関していうと、他の作品のように霧や霞を図式的に
表現せず、墨の滲みやぼかしを使って表現している。このような手
法により、詩歌を吟ずるよすがとなるのに相応しく叙情的な雰囲
気を可能にしている。その中でもよく目を凝らすと、御笠濱に小さ
く鹿が描かれているのが見える。極小の世界も得意とした蘆雪の
細かな神経と遊び心が感じられる。

　岷山画の社殿部分と比較すると、地形や社殿の構造などは共通
するが、いくつか細かい相違点もみられる。
　まず回廊の燈籠は描かれていない。西松原の燈籠は図巻には描
かれないが、岷山作図の刊本「厳島真図」には確認される。本社
の裏手東側に灯籠があり、これは蘆雪画に描かれていないものだ
が、ここでは確認できる。細部だが、蘆雪画にある狛犬は描かれ
ていない。また、岷山画に描かれた大鳥居の柱の数が多い。通常
は太い主柱 2 本とそれを支える稚児柱が 4 本の計 6 本であるが、
稚児柱が 2 本多く、計 10 本あるなど両者の図に違いが見られる。
このことは先述の大鳥居の焼失と関わる可能性がある。

（２）「大元桜花」
　第二図の「大元桜花」は海からの視点から描かれている。厳島
神社の西に位置する大元神社周辺を描いている。この辺りはこの
時代から桜の名所であることがうかがえる。本図の桜は彩色され
他の景目と比較すると色彩が際立っている。この辺りは当時遊宴
の場として賑わっていたはずだが人や動物の影は無い。海の水も青
く彩色されている。

　蘆雪画と岡岷山「厳島図巻」を比較すると、「厳島図巻」にも人々
の賑わいは特に描かれていないが、どちらも桜が華やかに描かれ
ており桜の名所としての存在を示している。
　岷山画の大元神社の建物が描かれている辺りは、蘆雪画では
木々で覆われ神社が描かれず、鳥居のみが描かれている。鳥居は
どちらも同じ形式で描かれる。鳥居の形式は厳島神社と同じ両部
鳥居で柱は主柱 2 本稚児柱 4 本である。しかし現在の鳥居は素朴

で直線的な神明鳥居という形式になっている。
　大元神社周辺は砂浜になっていて、大元川やそこにかかる橋な
ど土地の特徴が両図ともよく再現されている。特に蘆雪画と岷山
画を比べると浜の形がよく似ている。蘆雪画の右端中央に遠方を
行く舟の帆が見える。「厳島図巻」では手前に二艘舟が描かれる。

　蘆雪画には東側の岬の下に大きい岩が２つ描かれており、これ
は岡岷山画にも同じような場所に描かれるが、岩の数が岷山の場
合は３つある。
　蘆雪画のみ燈籠の東側に牛石らしき大きな岩が見られる。牛石
とは形が牛に似ているところから称された石で、古来より宮島の名
石の一つに数えられている。現在は海岸から離れているが、満潮
時には海水に浸かる。
　燈籠について比較すると、蘆雪画には砂浜の突き出した所に灯
籠が一つ目立って描かれているが岷山画には灯籠が一つも描かれ
ていない。後の 1842 年に出版された刊本『芸州厳島図会』の巻
三の挿し図には蘆雪画と同じく浜に灯籠が描かれ、さらに道に建
ち並ぶ灯籠も描かれている。現在、大元神社の鳥居周辺にはい
くつかの灯籠が並んでいる。牛石の隣にも灯籠があり、慶応元年

（1865 年）に江上友七郎により建てられたものである。このあた
りは現在埋め立てがされているが、江戸時代には海岸線沿いであ
った。
　大元神社の参道近くには、正徳 5 年（1715）銘の灯籠が現在も
ある。蘆雪の宮島八景制作より遡り、画中の灯篭を偲ばせる。また、
三国屋の二代目が奉納した百八基の灯篭のなかには、恕信銘のも
のがあったことが指摘されている（和高伸二、1977 年）。

（３）「瀧宮水蛍」
　蘆雪画第三図「瀧宮水蛍」は弥山の中腹にある白糸の瀧とその
脇の瀧宮神社周辺の景色が描かれている。当時は夏に滝の辺りで
は蛍がみられた。水螢とは、瀧の宮の水辺を飛ぶ蛍。水螢は、蛍
の種類をいうのではなく、水辺（渓流）の蛍という意味である。
　本図の構図や描き方には、滲みやぼかしを駆使した技法でより
絵画的表現がされている。画面全体がしっとりとした表現で滲み
がうまく使われている。日が暮れて薄ぼんやりとした状況を感じ取
ることができる。画面の構成要素は、全体を木々が覆うなか中央
に白糸の滝と瀧の宮神社の屋根が配置され、滝口のあたりに胡粉
を用い複数の小さな点で蛍を描いている。滝と神社の手前に生え
た松が二本画面中央で幹が X に重なり交差している。よく見ると
画面の右、神社の脇に階段のようなものがある。おそらく弥山へ
の登山道である。
　岷山画中に滝は二箇所存在するが、ここでは白糸の瀧は上下あ
るうちの下方であるとする。白糸の瀧は岩壁から落ちる滝が特徴
的で、滝の側に小さく瀧宮神社がある。
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　蘆雪画同様、神社の向かって右側に弥山の山道がある。また、
幹が曲がった松が二本ある。若干生え方は違うが神社の側に松が
二本あることはそれぞれに共通している。

（４）「有浦客船」
　有浦は江戸時代に交易が盛んに行われ、北前船や堺、博多の
商人などで賑わった港である。厳島神社の参拝客を乗せた舟もこ
こに数多く停泊した。黒川修一氏の「図版解説」（『江戸名作画帖
全集Ⅶ　円山・四条派　応挙・蘆雪・若冲』/1996 年）によると、「有
浦客船」は『厳島八景』（「元文四年本」）では、八景の中の 7 番
目となっているが、この画帖では、4 番目に表装される。これは、『厳
島八景』の選者たちが、「有浦客船」を “羇旅” というテーマにふ
さわしい情景として選定し、“四季” による景目の後に配列したの
に対し、本帖を表装した者は、この景目を、夏をテーマとしたもの
と解して、夏景である「瀧宮水蛍」に続けたためであると指摘され
ている。

　蘆雪画は海側からの視点で描かれ、有浦を西から東方向に向か
って捉えている。画面上部は大きく空間がとられている。画面の右
下に有浦の港が描かれている。港には商店が立ち並び、舟がいく
つか停泊している。人物や鹿が道にいる様子が描かれている。千
畳閣がある高台の麓らしき松林が右端で切れている。
　画面の下中央から左に S 字を描くように帆を広げた舟がリズムよ
く描かれる。舟の反復は応挙の山水に見られる特徴でもあり、蘆雪
の他の作品でもしばしばみられる。現在は陸地であるはずの部分に
舟が描かれており、この時代にはまだ海岸を埋め立てる前である。
　岷山画をみると、要害山から千畳閣の間は埋め立て前で入江に
なっている。蘆雪画と同様にたくさんの人や舟で賑わっている様子
がわかる。港町には店が並び盛んな様子である。現在の有浦周辺
は干拓されており、当時の海岸線は今の表参道商店街があるあた
りである。

（５）「鏡池秋月」
　鏡池とは干潮時に厳島神社から見ることができ、潮が引くと丸
い池が現れてその水面に秋の月を映したものが八景の一つに選定
される。鏡池は厳島神社境内に三カ所存在する。
　第一の鏡池は客人神社を過ぎた回廊の左手にあり、現在は説明
板があるのでわかりやすい。近くに灯籠があり、池の周りをコンク
リートで丸く囲まれている。この位置から遠くに五重塔や千畳閣が
見えるが、弥山は見えない。神社の外からも見ることができる。
　第二の鏡池は社務所の近くの東回廊から見ることができる。石
で池の周りを囲まれていて、その中に卒塔婆石がある。卒塔婆石
の説明書きには「鬼界島（硫黄島）に流された平康頼が母恋しさ
に千本の卒塔婆に二首の和歌を書いて海に流した。そのうちの一

本が池の中の石に流れついたといわれる」とある。神社の外から
は見ることができない。
　第三の鏡池は天神社の根際、長橋と反橋の間にある。西回廊か
ら天神社に向かう途中から見ることができる。池の周りを石で囲ま
れている。神社の外からも見える。石垣の向こうに松が植えられて
いる。遠くに弥山が見える。

　蘆雪は鏡池を中心にクローズアップして左下の楕円形をした池
は端が切れた構図で描いている。空に月を空に描かずに池の水面
の映り込みで表すという手法が蘆雪の機知と美意識を感じさせる。
モチーフを厳選し簡潔に構成されている。池の奥の石垣が画面の
上方左から右へ横切っている。石垣の上に柵があり、外には松な
ど樹木が数本描かれている。
　
　岷山画では厳島神社周辺は潮が満ちているため鏡池は描かれて
いない。しかし鏡池の位置周辺の石垣の上に赤い柵があり、柵の
向こうに松が植えられるという部分が一致する。

（６）「谷原麋鹿」
　厳島神社裏高台に位置し、紅葉谷公園入り口付近にある小さな
原に鹿が昔から住み着いていて , 鳴き声を聞いて風流を味わった秋
の情景である。坂を上った先には恕信ゆかりの光明院がある。
　蘆雪画では小さな山の谷間に鹿がリズムよく描かれている。手
前の鹿は角を突き合わせたり、くつろいでいたりと細かく描き分け
られ、左から奥に駆けていく鹿達はスピード感がある。木々が紅
葉した様子が表されている。画面右側に小さな谷原から山へ登る
小道とジグザグの柵があり、画面左から中央に鹿が駆けぬける道
が続く。その先の画面中ほどに庵のような建物がある。

　岷山画では谷原の場所を特定できない。有浦から山手に進んだ
先に光明院らしき建物はみられる。谷間に位置し、ひっそりとたた
ずんだ様子である。この図ではあまりに小さいため、この辺りに鹿
の姿は描かれていない。

（７）「御笠濱暮雪（鋪雪）」
　御笠浜とは厳島神社周辺の洲浜で、鳥居の洲とも呼ばれる。冬
の夕刻の雪景色である。
　「元文四年本」は社殿側からの視点で海を望んだ構図で描いて
おり、蘆雪はその構図を用いている。しかし、本図の鳥居の表現
は部分的で、左上部以外は暈され省略されているし、手前に浜を
描いてはいない。左奥に浜や建物を描き、遠方に外隈を用いて雪
化粧した山を描いており、まるで海から見た光景のようにも思われ
る。画面左の浜に停泊する舟も有浦へのつながりを思わせる。
　岡岷山「厳島図巻」と比較たとき、砂浜や千畳閣がある丘等の

C M Y K 76

7638折 うら 2018年 11月 21日 (水) 1:18 PM



77

地形や松林がみられることも蘆雪の海側からの視点を意識させる
理由である。

（８）「彌山神鴉」
　蘆雪画をみると弥山と二羽の烏でシンプルに構成されている。
本図に描かれる弥山は嶺が３つあり、全体が霞がかっている表現
がされている。画面下部につがいの烏が飛んでいる様子が描かれ
る。画面の左下に「甲寅冬於厳島寫　平安芦雪」と署名がある。
御鳥喰式の様子は表現されていないが、神の使いであるつがいの
烏の神秘的な雰囲気が霧の深い彌山の表現から感じられる。

　岷山画背北図に御鳥喰式の様子がみられる。つがいの烏が飛ん
でいて、舟が三隻ある。そのうち先頭の舟は神官が乗っており、少
し離れた海面に烏に捧げる粢が浮かべられる。岩が多い祠付近で
ある。『厳島図会』に養父崎について「養父崎　林木生茂り嚴石峙
立て浪あらし。七浦の外なり」と記されている。「さてその式をは
りて、また舟を漕出し養父崎につく。この地洲浜もなく、岩石かさ
なりてうちよする波いと清く、松の木の間に朱の玉垣みえさせたま
ふ」とも書かれ、養父崎浦は岩が多く荒い波が立つような地形で
あることがわかる。画中の祠も養父崎神社を描いたものであると
推測できる。

Ⅲ　結び

　以上、第２章の第１節では刊本『厳島八景』（「元文四年本」）と
蘆雪画を比較することで、詩歌に詠まれるモチーフを画中にとりい
れ歌を詠む為のよすがとなる役目をはたしつつ、画帖では単なる
挿し図に留まらない蘆雪特有のセンスや画力を遺憾なく発揮してい
ることがわかった。このことから蘆雪が「宮島八景図」を描くにあ
たって、版本等の資料を参考にしている可能性が高い。
　さらに第２章の第２節で当時の実景に近いとされる岡岷山筆「厳
島図巻」と蘆雪画を比較し、意外にも記録画的な岷山作品よりも
蘆雪の方が実景に基づいて描いているところがあることがわかっ
た。蘆雪が作画するにあたっての刊本からの影響や文学モチーフ
は大橋美織氏の説に同意するが、岷山と比較したとき、一筋縄で
いかないことがうかがえる。
　先行する論文では指摘されていないが、たとえば蘆雪画の「大
元桜花」に描かれる灯籠が、「元文四年本」にも岷山画にもみら
れないことは示唆的である。また一方で大鳥居については、焼失
して無いはずのその姿を描き入れた。
　『宮島市史』によると、蘆雪が広島に来訪していた当時、厳島神
社の大鳥居は焼失したままの状態であったことがわかる。
　同書によれば、厳島神社大鳥居は、建立以来、度々自然災害な

どにより、倒壊と再建を繰り返したことに関して記録がある。安永
5 年（1776）酉上刻に落雷により大鳥居が焼失し、その６年後大
願寺より再建の願いが出されるが、使用する木材の不足により実
際に再建が始まったのは、寛政 12 年（1800）であった。完成し、
落成したのは翌年、享和元年（1801）4 月である。（ちなみに再建
後は現在のような朱塗り（丹塗装）はされていなかった。（『筑紫
紀行』に「楠の所々に荒木で皮がついていた」とある）
　大鳥居の無かったこの間、主柱があった位置に竹を立て、注連
縄を張っていた。その様子は、備後山南村の含笑舎抱臍『狂歌西
都紀行』文化元年（1804）4 月の条に、「先年参りけるときは焼失
してなく唯竹二本立て注連はえたりける」と記述されている。蘆
雪が目にしたのはそのような状態であったでろうし、彼は再建への
祈りを込めて「宮島八景」制作に取り組んだことだろう。特に「厳
島明燈」と「御笠浜暮雪」の大鳥居には人々の希望の象徴として
の意味も少なからずあったのではないだろうか。
　社殿や御笠浜に見られる実景を基にしたような詳細で現実感の
ある細部の描法は、大鳥居の曖昧な描写と対照的でさえある。主
柱の足元をぼかして幻想的に描くことで、幻のように人々の心に浮
かぶものとして表現したのではないかと思われる。
　「弥山神鴉」では蘆雪は「元文四年本」や岷山にみられるような
神祇としての画題にとらわれず描いている。というより、御鳥喰式
を実際に見ていなかったのかもしれない。しかし、描かれた弥山の
シルエットは、現在の千畳閣と五重塔の間辺りから厳島神社社殿方
面を見た背景に立つ弥山とよく似ている（図 5）。「元文四年本」や
岷山が海から厳島背南の祠を描いているのに対して、蘆雪は弥山を
陸上から望見し弥山には登らずに描いているのではないだろうか。
　後に刊行される『芸州厳島図会』（注３）の「彌山神鴉」（図 6）では、
祠などなくシンプルに烏と松が描かれ、図会の挿し図作者である
松村景文（1779 ～ 1843）に蘆雪画が何らかの影響を与えている
可能性を鈴木進氏が指摘している。
　蘆雪画が情感あふれる画面構成である所以は、全場面において
暈しが多用され、個々の場面毎のモチーフ説明に終始するのでは
なく、ある一定のモチーフ以外は省き余韻のある神秘的な画面構
成にしていることである。
　例えば「大元桜花」に賑わう人物をあえて描かなかったり、「瀧
宮水蛍」や「鏡池秋月」、「御笠濱鋪雪」、「彌山神鴉」ではほぼメ
インのモチーフを 3 つ以内に抑えて単純化することで、観者に想
像力を働かせるのである。
　実際にその景色を見た者が、見ていない者にその景色を伝える
ということは、作者がそこで最も強く感じたモチーフを選び取り、
自身が受けた印象を表現するという作業が必要である。
　蘆雪が描いたもの、あえて描かなかったものをこのように他の作
例と比較していくと、蘆雪が作品を作る上での美意識がや工夫に
気づかされるのである。
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【注】
　（注１）「奉

納  厳嶋八景　和歌
発句 〈五巻〉」は、厳島神社の文庫、「名山

蔵」に蔵される。上蓋に「奉
納  厳嶋八景　和歌

発句 〈五巻〉」と書かれる。
箱の中に 5 軸が収められ、それぞれ同様の装幀が施される。各巻
子の表紙の題簽には、「厳島八景和歌〈光明院恕信〉」、「厳嶌八景
和歌〈柏亭直條〉」、「厳嶋八景発句〈花下家〉」、「以都岐島八景発
句　一〈當嶋連中〉」、「伊都岐嶌八景発句　二〈當嶋連中〉」とある。
内容は、和歌と連歌の発句である。５軸が収められる箱の上蓋の
内側に、「正徳五　乙

未 　歳九月日」「華降山光明院主　恕信和南勧進」
とあることから、「奉

納  厳嶋八景　和歌
発句 〈五巻〉」が奉納されたのが正徳

５年（1715 年）9 月である。
　（注２）「厳嶋八景和歌」軸は光明院の所蔵である。正徳五年に

神社に奉納された。「厳嶋八景和歌〈風早右中将実積朝臣筆〉」と
箱書され、「厳嶋八景和謌」と書された 28cm × 210cm の巻子仕
立てである。『厳島八景』（元文４年）上巻に収められる。
　（注３）『芸州厳島図会』は、十巻十冊の広島地誌である。広島
藩の国学者岡田清が編纂し、天保 13 年（1842 年）出版された。
岡田清の国学の師である周防の田中芳樹により校正、 頼杏坪、加
藤棕廬らにより故実の訂正がなされる。各巻の内容は、巻之一か
ら四は本社および島内外の解説、巻之五は島内諸社の祭礼、年中
行事、祷祀故事を記し、巻之六から十は後編として、厳島の宝物
図会を収録している。

（たむら　みちこ　広島市立大学　協力研究員）

【資料】
図１．「宮島八景図」画帖（八面）絹本墨画淡彩　寛政６年（1794）　　各 34.0 × 47.0（cm）  重要文化財　国所蔵　九州国立博物館保管（『描かれた風景』より複写）

⑴「厳島明燈」（いつくしまめいとう）

⑷「有浦客船」（ありのうらのかくせん）

⑶「瀧宮水蛍」（たきのみやのほたる）

⑹「谷原麋鹿」（やつがはらのびろく）

⑺「御笠濱鋪雪」（みかさのはまほせつ）

⑵「大元桜花」（おおもとのさくらばな）

⑸「鏡池秋月」（かがみいけのあきのつき）

⑻「彌山神鴉」（みせんのしんあ）

図 2．
「甲寅冬於厳島寫　平安蘆雪」
（部分）
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図 3．『厳島八景』（「元文四年本」）挿し図　　23.3 × 16.9（cm）宮島歴史民俗資料館蔵

図 4． 岡岷山「厳島図巻」（部分）　　面北図 37.5 × 195.5（cm）　背南図 37.5 × 191.5（cm）　神戸市立博物館蔵

⑴「面北図」厳島神社周辺部分

⑸「面北図」御笠濱部分

⑵「面北図」大元神社周辺部分

⑷「面北図」有浦周辺部分

⑶「面北図」白糸の滝周辺部分

⑹「背南図」（部分）御鳥喰式の様子

⑴「厳島明燈」

⑸「鏡池秋月」

⑵「大元桜花」

⑹「谷原麋鹿」

⑶「瀧宮水蛍」

⑺「御笠濱鋪雪」

⑷「有浦客船」

⑻「彌山神鴉」
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タイトル 著者 編者 発行元 発行年 備考
『宮島町史』資料編・地誌紀行Ⅰ 狩野充徳　他 後藤陽一　 宮島町 1992

「〈厳島八景〉考—野坡と芸備地方俳諧」『瀬戸内海地域史研究』4 朝倉　尚 瀬戸内海地域史
研究会 文献出版 1992 　

『宮島町史』資料編・石造物 是光𠮷基　他 後藤陽一 宮島町 1993

「〈厳島八景〉考—厳島連歌壇の動向−」『瀬戸内海地域史研究』5 朝倉　尚 瀬戸内海地域史
研究会 文献出版 1994 　

『没後２００年記念　円山応挙展』（図録） 兵庫県立歴史博物館 兵庫県立歴史博物館 1994

「蘆雪試論」『美術史論叢』11 河野元昭 東京大学文学部美
術史研究室

東京大学文学部
美術史研究室 1995 　

『江戸名作画帖全集Ⅶ　円山・四条派　応挙・蘆雪・若冲』（宮島八
景図　図版解説） 黒川修一 小林忠・河野元昭 駸々堂出版 1996 　

「厳島の近世絵画-神社奉納画を中心に-」『平家納経と厳島の宝物』 黒川修一 広島県立美術館 広島県立美術館 1997 　

『宮島町史』特論編・建築
岡田貞治郎・
三浦正幸・
佐藤重夫　他

佐藤重夫 宮島町 1997

「蘆雪レクイエム」『没後２００年記念　長澤蘆雪』（図録） 狩野博幸 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 2000 　
「画家蘆雪のウイット」『没後２００年記念　長澤蘆雪』（図録） 辻惟雄 和歌山県立博物館 和歌山県立博物館 2000 　
『瀟湘八景―詩歌と絵画に見る日本化の様相』 堀川貴司 国文学研究資料館 臨川書店 2002 　
「正宗寺所蔵の蘆雪作品」『豊橋の寺宝Ⅲ　正宗寺展』（図録） 仲田耕三 豊橋市美術博物館 豊橋市美術博物館 2002 　
「長澤蘆雪小伝」『豊橋の寺宝Ⅲ　正宗寺展』（図録） 後藤清司 　 豊橋市美術博物館 2002 　

『日本三景展』（図録） 　 「日本三景展」実行
委員会

「日本三景展」実行委
員会 2005 　

「厳島八景詩―解釈と鑑賞―」『厳島研究第』2 狩野充徳
広島大学世界遺産・
厳島―内海の歴史と
文化プロジェクト研
究センター

広島大学 2006 　

「『厳島八景』（元文四年刊）をめぐって」『厳島研究』2 朝倉尚
広島大学世界遺産・
厳島―内海の歴史と
文化プロジェクト研
究センター

広島大学 2006 　

『没後二百年記念　岡岷山』（図録） 広島市文化財団
広島城

広島市文化財団
広島城 2006

「瀟湘八景」『水墨画・墨蹟の魅力』 板倉聖哲 　 吉川弘文館 2008 　
「墨を撃つ」『水墨画・墨蹟の魅力』 高橋範子 　 吉川弘文館 2008 　
「水墨の美　「筆」と「墨」」『水墨画・墨蹟の魅力』 河合正朝 　 吉川弘文館 2008 　
「室町水墨画の西と東」『水墨画・墨蹟の魅力』 相澤正彦 　 吉川弘文館 2008 　
「長沢芦雪筆『絹本墨画淡彩宮島八景図』（文化庁保管）をめぐって」
『月刊市町村教委』221 増記隆介 文科省 第一法規 2009

「視覚の驚き、または型と型破り―長沢芦雪の奇想について」『長沢
芦雪　奇は新なり』（図録） 辻惟雄 MIHO MUSEUM MIHO MUSEUM 2011 　

「芦雪の写生画―機知的な活機表現・軽妙な仙気表現」『長沢芦雪
　奇は新なり』（図録） 冷泉為人 MIHO MUSEUM MIHO MUSEUM 2011 　

「長沢芦雪の伝記と作品―新資料を加えて」『長沢芦雪　奇は新な
り』（図録） 岡田秀之 MIHO MUSEUM MIHO MUSEUM 2011 　

「寛政期の芦雪」『別冊太陽』181 守安收 　 平凡社 2011 　
『美のワンダーランド　十五人の京絵師』（図録） 　 九州国立博物館 九州国立博物館 2012 　
「近世の名所絵-―澤蘆雪筆「厳島八景図」―」『豊饒の日本美術―小
林忠先生古稀記念論集』 大橋美織 　 藝華書院 2012 　

『描かれた風景―憧れの真景・実景への関心―』（図録） 田沢裕賀・
大橋美織 東京国立博物館 東京国立博物館 2013 　

『描かれた都―開封・杭州・京都・江戸』（図録） 板倉聖哲 大倉集古館 東京大学出版会 2013 　
『特別展　京都―洛中洛外図と障壁画の美』（図録） 　 東京国立博物館 東京国立博物館 2013 　

「「厳島八景」文芸と柏村直條」『宮島学』 柳川順子 県立広島大学
宮島学センター 溪水社 2014 　
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【年表】厳島八景成立年表
年 月 日 事項・作品 備考

1702 元禄15 『厳島道芝記　全』（小島常也）刊行。

1710 宝永7 「百合若大臣野守鏡」正月初演。三段目は「いつくしま八景」。

1714 正徳4 10 風早公長、上冷泉為綱に乞い、厳島八景の景目を定む。

1715 正徳5 5 『厳島八景和歌』成る。（風早右中将実積朝臣）
巻子装（28cm×210cm）。

『厳島八景』（元文４年）上巻に収められる。「奉納　厳嶋八景
　和歌発句〈五巻〉」の内の一巻。（光明院蔵）

1715 同年 6 13 和歌奉納。

1715 同年 7 20 大鳥居倒壊する。（「重造厳島神廟華表記」）

1715 同年 9 「奉納　厳嶋八景　和歌発句〈五巻〉」
「厳嶋八景和歌」（光明院蔵）奉納

「厳島八景和歌〈光明院恕信〉」、「厳嶌八景和歌〈柏亭直條〉」、
「厳嶋八景発句〈花下家〉」、「以都岐島八景発句　一〈當嶋連
中〉」、「伊都岐嶌八景発句　二〈當嶋連中〉」（名山蔵）

1716 享保元 7 20 大鳥居倒壊する（「重造厳島神廟鳥居記」）

1716 同年 11 漢詩が成立。

1718 享保3 4 9 漢詩奉納。

1720 享保5 2 晦日 大鳥居再建のため大願寺、奉加願を出す。

1720 同年 『安芸国厳島勝景図附記事』「安芸国厳島図」（貝原益軒） 一帖・紙本木版筆彩・30.5×15.9（宮内庁書陵部）

1721 享保6 六条中納言有藤卿による厳島八景図奉納。『厳島八景』（1739
年）所収

1738 元文3 大鳥居の造営が許可される。

1739 元文4 5 28 大鳥居斧初め。

1739 同年 8 29 寺田革が棟札を記す。

1739 同年 9 5 再建の柿祓。

1739 同年 11 寺田革、「重造厳島神廟華表記」を著す。

1739 同年 『厳島八景』刊行。（光明院恕信・柏亭直条） 三冊のうち、上巻・中巻は和歌、漢詩。下巻は俳諧または連歌）
「明燈」に大鳥居描かれず。

1762 宝暦12 8 7 屋根を修復する。

1764 明和元 12 屋根の葺替を行う。

1776 安永5 7 7 大鳥居、落雷により焼亡。

1782 天明2 2 1 大願寺より大鳥居建立奉加の願が出される。

1784 天明4年 5 20 岷山、厳島の図取りをする。

18世紀 岡岷山「厳島図巻」（神戸市立博物館） 安永６（1777）年厳島社に「松竹梅図」絵馬奉納。

1794 寛政6 蘆雪来広。「宮島八景図」（九州国立博物館）
銘「甲寅冬於厳島寫　平安蘆雪」 「朧月図」、「熊図」、「蹲る虎図」、「富士越鶴図」、「蓬莱山図」

1797 寛政9 「山姥図」　銘「寛政九年丁巳五月吉日　三国屋栄治朗以下八
名」

1798 寛政10 10 10 大鳥居木積のため、むくの浦に出船する。

1799 寛政11 3 28 大鳥居木積の船が宮島に着船する。

1800 寛政12 5 22 大鳥居再建の斧初め。

1800 同年 11 25 大鳥居の柱建。

1800 同年 岳亭一麿「厳島八景之図」 明灯、鏡池に大鳥居なし。御笠浜にはあり。

1801 享和元 3 27 大鳥居の上棟式を行う。

1802 享和2 2 頼杏坪、「重造厳島神廟鳥居記」を著す。

1842 天保13 『厳島図会』（十巻十冊。岡田清著・山野峻峯斉　画）

参考： 朝倉　尚 瀬戸内海地域史研究会 「〈厳島八景〉考」『瀬戸内海地域史研究　第二輯』 文献出版 1989 年、『宮島町史』P.291 第 9 節　大鳥居　②来歴
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