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聞き覚え・読み覚え

横山

隆

横山大観記念館理事長兼館長

１.

鯉にまつわる話

祖父（大観）と私との、鯉にまつわる話を二つばかり書くことにします。
その一。私がまだ五歳、幼稚園に入ったばかりの頃だったと思う。祖母に呼ばれ、
祖父宅（池之端）に遊びに来た。
戦災前の祖父の邸宅には、縁の下まで池があった。年寄りばかりで飽きてしま
った私は、縁側から池の鯉をながめているうちに、これを釣ってみようと考えた。
竿は…と探してみると、着物を掛ける竹製の衣文掛けがちょうどよい。それに細
い麻縄を釣り糸とし、その先に太い針金を曲げて釣り針とした。そっと台所に行
ってご飯粒を練ってエサにし、用意万端整った。縁側から手製の竿を垂れると、
まさに入れ食い、大きな真鯉が食いついた。と同時に、強い引きがあり、釣り上
げるどころではない。耐えきれず、逆に鯉に釣られてそのまま池にドボーン、ボ
チャンと大きな水音を立てて落ちてしまった。二階の画室で制作していた祖父が
駆け下りてきた。ずぶぬれで縁側に這い上がった私を見て、
助けるどころか、
「この、
いたずらネズミめ」と言って縁側に座り、笑い転げているだけ。祖母も駆けつけ、
「しょうがないね。着物を着替えなくちゃ」とは言うものの、子供用の着物がない。
しかたがないので、祖父の着物にくるまった。法衣をまとった大僧正のようにな
って、じっと座るばかりであった。
その二。祖父とよもやま話をしていた時のこと、祖父が急に「鯉こくが食べた
くなったな」と言い出した。たまたまクラスメイトの家が築地の水産問屋だった
ので、祖父に「友達のところから買ってきますよ」と言って問屋に出掛けた。友
達に会い、鯉こくの話をしたら、彼のお父さんが出てきてくれ、水槽の中から活
きのいい鯉を選び、新聞紙に包んでくれた。まったく暴れない。俎の上の鯉は聞
いたことがあるが、新聞紙に包まれた鯉も暴れない。ビクッともしないのである。
「大丈夫だよ。帰ったら盥に水をはり、はなしてやれば元気に泳ぐから。おじいさ
んに持って行ってあげなさい。代金はいらないよ」と、タダで活きのいい鯉をい
ただいて帰ってきた。さっそく盥に水を入れ、鯉を放すと、勢いよく泳ぎはじめた。
祖父に「タダで鯉をもらってきた。盥で泳いでいる」と報告すると、祖父は、
「悪いことをしたな。お代を取ってくれればよかったのに、申し訳ないことをした。
あとで御礼の電話をかけるから」と言って盥の前に座って鯉を眺めていた。
一週間ほどたってから祖父の元へ行き、「鯉こくはどうでした。おいしかった
ですか」と尋ねると、祖父はニヤニヤ笑いながら、
「盥の鯉の顔を毎日見ていたら、
情がわいてかわいそうになって、池に放してやったよ」と言う。池に行ってみると、
鯉こくをまぬがれた鯉が勢いよく泳いでいた。
２.

六代目菊五郎の舞台衣装

祖父と、六代目とのお付き合いはいつからはじまったのか。不明だが、想像す
るに、六代目から舞台衣装を依頼され、これを描き贈呈したのが昭和八年である
から、それ以前に、どなたかの紹介でお付き合いがはじまったものと思われる。
六代目は、稀代の名優といわれた、歌舞伎界の大御所である。祖父母は歌舞伎
が好きで、制作の合間に観劇に行ったようだ。私も幼稚園に通っていたころ、よ
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く歌舞伎を見に連れて行かれた。歌舞伎役者はどうでもよく、題目も関係ない。
ただ、舞台の美しさ、衣装の豪華さゆえに、生意気にも見ているのが楽しく、不
思議とおとなしく飽きずに見ていた。そして、幕間に地下の売店でお土産を買っ
てもらうのがさらに楽しみだった。
六代目は、舞台が休みのとき、祖父の家によく遊びに来られたそうである。父
の話によると、六代目から「俺を絵の弟子にしろよ」と言われ、「君は舞台はうま
いが絵は下手だから、舞台だけにした方がいいよ」と返すなど、よく笑いながら
話していたそうである。互いの芸術に尊敬の念をもち、肝胆相照らす仲だったよ
うである。そうでなければ、六代目の十八番芸である御所五郎蔵の舞台衣装を依
頼するわけがないと思う。祖父も、その依頼に対し、はじめて描く舞台衣装を快
諾するわけがない。
はじめての舞台衣装であるから、祖父は念入りに準備し、制作をはじめた。衣
装の背に、一枚は富士山、もう一枚は竹図としたが、全体に絵が強すぎるので、
演ずる六代目が引き立たない。（その舞台衣装は、横山大観記念館にのこされてい
る）再度描きなおし、一枚の衣装は、背に富士山を描き裾に松林を配した余白の
多い絵柄とし、もう一枚は、竹林の図を描き、六代目を引き立てるように仕上げた。
六代目は、贈呈された舞台衣装をまとい、明治座で十八番の御所五郎蔵を演じた。
これ以後、歌舞伎俳優の舞台衣装は、他に描いていないと思う。
３.

漢方薬
いつのことであったか覚えていないが、神田の古本屋街を一軒一軒、なにか面

白い本はないかと探し歩いた。何軒か歩いて、ふと立ち寄った古本屋の入口近く
の本棚に、『相撲求道録』という古びた本があった。時津風定次（元横綱双葉山）
が書かれた随筆である。
私が子供のころ、横綱双葉山は、六十九連勝の記録をつくられた名横綱で、私
はラジオを聞き、夢中で応援したものだった。横綱双葉山は、引退し時津風を襲
名し、親方となった。その親方の随筆だったので、興味津々で立ち読みをしたと
ころ、182 頁に「漢方薬」として祖父のことが書かれてあったので、購入し、今
は横山大観記念館の本棚に資料としておさまっている。親方と祖父との交友につ
いて書かれた文章を引用しておこう。
「わたしが北支巡業中にアミーバ赤痢にかかって体をこわし、その後の場所の成績
もよくなかったとき、横山大観先生はわたしのために非常に心配されて、
「自分もそれに苦しんだ経験があるから」
というので、ある漢方薬をもって来訪され、
「これはよく利く薬だから、のんでみるがいい」
と勧めてくださいました。それが先生との交わりの端緒なのです。
先生は、郷里を同じうされた関係から、かねて常陸山とご懇意で、あのころは
よく相撲をみに来られ、また常陸山の部屋にもしばしば遊びにゆかれたようです
が、わたしどもの時代には、あまりおいでにならなかった覚えです。ただわたし
にたいしては、
「病気のために、あんたを負かしたくない」
と申され、しきりにわたしの健康を案じてくださったわけです。当時のご懇情は
いまなお忘れることができません。それからわたしは、先生のお宅にお邪魔する
ようになり、また先生もわたしの宅へきていただくようになって、ずっとご厚誼
を蒙っています。
」
（時津風定次『相撲求道録』黎明書房、昭和 31 年）より
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４.

祖父の癖
祖父の癖は、一つは煙草をもつ指である。人差し指と中指の間にはさみ、その

（3）横山大観「岡倉先生記念銅像贈呈の辞」
『校
友会月報』昭和 7 年 1 月

二本の指は上向きに反り返っている。このしぐさを良くとらえているのが、堅山

（4）
「名作に絡む国際佳話」
『東京朝日新聞』昭

南風先生執筆の「横山大観先生」（昭和 32 年第 48 回再興日本美術院展出品、横

和 7 年 4 月 26 日。観山の《天心先生》は関東

山大観記念館蔵）である。
ほかに、口癖があった。一つ目は、「俺は絵がまずい。勉強が足りん、どうし
ても描けない」と言いながら右手の人差し指を、描くように動かすこと。
二つ目は、
「天心先生（岡倉覚三）がおられたから、絵が描けるようになった、
天心先生なかりせば、俺はいない。」これもよく言っていた言葉である。

大震災で失われていた。
（5）黒田鵬心「天心先生三十周年」
『國画』昭
和 17 年 8 月
（6）
「天心翁偲ぶ小公園」
『読売新聞』昭和 16
年 6 月 13 日、
黒田鵬心「天心先生三十周年」
（5）

三つ目は、
「春草（菱田）が生きていたら、俺の絵はもっとうまくなっている。
しかし俺は春草には及ばない。足元にも及ばない。金の才能を持った男だ。彼は、
磨けば磨くほど光りかがやく男だ。春草ほどの絵描きは、もう世に出ないだろう。
あまりにも若く世を去った、惜しい男だった。」これらの口癖は、昼となく夜とな
く、茶の間に座っているときに出て来る言葉だった。
５.

手製のハエタタキ

二階の画室に、長さ 20 センチ位の小さな団扇のようなものが二本置いてあった。
しかし、団扇にしては小さく、しかもそれには松竹梅の絵が描かれていた。「この
団扇は？」と聞くと、本人は「ハエたたきだよ」とニヤニヤ笑って答えた。何時
作ったのか。しかも池之端の家にはめったにハエは飛んでこない。むしろ、蚊が
多くいる。さらに何時作ったのか聞く必要もないので、そのままにし、時がたった。
祖父は、器用なところもあれば、えらくぶきっちょなところもある。絵も描か
ないでこんなものをつくったり、写生帖や、煙草盆の蓋の裏にいたずら書きをし
たりしているから祖母に叱られるのだ。だがこれも祖父の息抜きのひとつかもし
れない。
さて、たまたま堅山南風先生の随筆『思い出のまま』を拝読する機会に恵まれた。
そのなかに「大観先生と灸と酒」という文章があり、次のように書かれている。
「六月初めにさらに山中湖畔に疎開されましたが、あそこは蚊はいないがハエ
が多い。それで、とうとう先生は御自分でボール紙に麻紙を貼りハエたたきを作
られたのですが、そのハエをたたく時も、先生の強い気性そのままの性格を出し
た全力をこめたたたき方なのです。それで、またたくうちにハエたたきはよごれ
てしまうわけです。そんなわけで、先生はハエたたきの表と裏に墨絵で松竹梅の
絵を描かれました。大変な傑作でしたので、みんなそのハエたたきがほしくて仕
様がないのです。特に私の姉はそれをほしがりましたので、姉が先生のところに
いくと、ほらハエたたきを持って行かれるよといってしまわれる始末でした。と
ころが、終戦となりここを引きあげて熱海にうつられるとき、松竹梅の色紙を描
かれて、
「ハエたたきのかわりに姉さんへ」といって一枚の色紙をおくられまして、
姉を感激させました。」（『思い出のまま』求龍堂、昭和 57 年）
二本のハエたたきが、松竹梅が描かれた一枚の色紙になったエピソードがあっ
たのです。そしてそのハエたたきは、疎開先の山中湖畔で作られたこともわかり
ました。今は弊館に保存され、展示することもあります。
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横山大観の日蓮図と、近代における日蓮主義

佐藤志乃
横山大観記念館学芸員
（1）
とくに春草の
《辻説法》
については、
明治 42 年に、
代々木の居にて制作された作品とわかっている（
『新
古画粹第八編 菱田春草』新古画粹社、大正 8 年）
。
（2）前田兼七は、東京、東洋モスリン株式会社取締
役、
《釈迦十六羅漢》
（
『大観画集』藝艸堂、明治 45
年に掲載）の所有者でもあった。
（3）齋藤隆三『横山大観』中央公論美術出版、昭和
33 年

横山大観はその画業のうち、明治末から大正はじめにかけて集中的に日蓮の像
（図 1）について齋藤隆三は、
を描いている。そのうちの一点、
《日蓮》
（辰澤延次郎蔵）

著書『横山大観』
（中央公論美術出版、
昭和 33 年）にて「代表作ならぬ代表作」とし、
大観の画業の重要な局面として注目した。さらに同作品を「何ものにも懼れず」
「あ
らゆる既成仏教を罵倒して、日本精神に立脚する豪健卓抜の新宗教独り妙法蓮華
経あるのみと喝破せる当年の俊傑豪僧日蓮を、如実に表はしたもの」と評価した。
隆三が大観作品の表現に感興を覚えていることはもちろんだが、加えてこの一
文には、隆三自身の、日蓮という人物に対する畏敬の念も含まれていたように思
われる。すなわち日蓮という人格への崇拝が高まり、日蓮主義なる思想が勃興し
た時代性が大いに関係していると推測されるのである。一時期、大観が集中的に
日蓮を描いたことについても同様のことが言えそうである。本稿では、大観の画
業と、明治期より流行した日蓮主義との関連について考察したい。
１．大観の日蓮図について
大観が描いた日蓮図として確認できるのは、現在のところ以下の 5 点である。
・《日蓮》（図 1）明治 43 年

第 1 回大観絵画展覧会（明治 43 年 5 月 7 日、浜町日

本橋倶楽部）出品、辰澤延次郎蔵（『大観画集』藝艸堂、明治 45 年）。大正 12 年
の震災で焼失（
『大観作品集』大塚巧芸社、
大正 14 年）
。笹川臨風『日蓮上人』
（同
文館、大正元年）の口絵に採用される。なお、同書には菱田春草《辻説法》（図 2）、
下村観山《龍の口法難》《波題目》も口絵として掲載されており、いずれも、臨風
図2

菱田春草《辻説法》 明治 42 年

（『新古画粹第八編

菱田春草』新古画粹社、大正 8 年）

の友人である辰澤延次郎所蔵であることが、同書の序文に記されている（1）。
・《日蓮上人》（図 3）明治 43 年

東京国立博物館蔵

『横山大観
・《日蓮》（図 4）明治 43 年ごろ（
（図 5）明治 44 年ごろ（
・《日蓮》
『横山大観

・《日蓮》（図 6）明治

昭和 ( Ⅱ )』大日本絵画、昭和 55 年）
第一巻

明治』大日本絵画、
昭和 54 年）

45 ～大正 5 年ごろ、第 3 回大観絵画展覧会（大正 5 年 10 月

2 ～ 3 日、
日本橋倶楽部）出品、
前田兼七蔵（
『大観会画集』精華社、
大正 5 年 10 月）
（2）
。

このうち、辰澤延次郎蔵の作品（図 1） は、辰澤本人の依頼により制作された。
さらにこれをみた原富太郎が同様の作品を大観に求め（3）、現在東京国立博物館の
所蔵となっている《日蓮上人》（図 3）が制作された。顔の向きがほぼ正面からとら
える構図となっている点で、辰澤所蔵の日蓮図とは違いがあった。
そのほか、大観が制作した日蓮像については、林田彦重郎なる人物にあてた書
図7

下村観山《辻説法》 明治 25 年

横浜美術館

簡（明治 44 年 10 月 21 日付 ) に
「絹本尺八、尺五、日蓮及山水図二幅

画潤として金壱百六拾圓也

御恵贈被

下正に拝受仕候也」
とあり、注文に応じて日蓮図を制作したことがわかる（作品の所在及び図版等
は未確認）
。これも時期は明治末であり、先の作品群と一致している。
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さてここに列挙した日蓮図については、図 5 をのぞきいずれも、安房・清澄山
の中腹、旭が森に登り、旭日を仰いで感得した日蓮（このときは蓮長）が、念珠
を手にかけ題目「南無妙法蓮華経」を唱えるという場面を描いている。日蓮 32 歳、
建長 5 年 4 月 28 日のことといわれ、日蓮宗ではこの日を立教開宗の日と定めて

（4）註 3 に同じ。
（明治 35 年）と
（5）佐藤志乃「横山大観の《迷児》
その周辺」
（
『横山大観記念館館報』30 号、
平成 27 年）
参照。

いるという。
「辻説法」（鎌倉の小町大路にて通行の男女に法華経の功徳を説き、
他の宗派を誹謗した）、「龍の口法難」（日蓮三大法難のひとつ。龍口の刑場に引か
れるが、にわかに天変が起こり刑を免れる）、
「波題目」（佐渡へ配流の途中の奇跡。
船頭に自我偈を誦ずるに、風波が静まる。波のなかに南無妙法蓮華経の文字が現
れる）などと共に、多く画題とされる場面である。ちなみに図 5 は、
『大日蓮』第
一号（大正 5 年）の巻頭に所収されており、そこには「辻説法之図」とある。ふ
つう、日蓮本人と、説法を聴く庶民が群像として描かれることが多いなか（図 2、図
7 参照）、本作品は聴衆をまったく描かず、日蓮の姿のみを大きく捉えたところに新

味があった。ただし大観作品のなかにはすでに、同様の構図で、説法を聞く聴衆
のみを描く《聴法》（明治 30 年）がある。
では上記のうち、
《日蓮》（図 1）に注目しその表現をみると、海に面して岩肌も
あらわな崖がそそり立ち、その脇には曲がりくねった松の樹が描かれる。齋藤隆
三はこの幹を「永年の潮風に洗はれて、ひねくり曲つた老松」と表現した（4）。日
蓮の苦難を象徴するかのようにこの松を見たのだろう。大正期の大観作品によく
みられる独特の幹の形でもある。そして日蓮が、ほぼ後ろの角度から描かれてい
るにも関わらず、大きく見開いたその目は、彼の強い意志と豪胆な態度を表して
いる。

図 8 『日蓮上人御一代記』辻岡文助編・発行、明治 14 年

さて大観によるこの図様は、何に基づいているのだろうか。日蓮の伝記を記し
た挿絵本にはこれと同じ図柄がみられる。大観の描く構図内容もそれらと一致し
ており、従来の表現形式にのっとっていたとわかる。「旭が森」の場面について見
れば、例えば『日蓮上人御一代記』（辻岡文助編・発行、明治 14 年）（図 8）、清水
義郎『日蓮上人真実伝』（金寿堂、明治 22 年）（図 9）、尾関トヨ『日蓮上人一代記』
（豊栄堂、明治 22 年）（図 10）には、崖の上に立ち旭日に向かって題目を唱える日
蓮の姿が描かれる。この典型的な構図に対して、大観の作品の場合は、日蓮を背
後からとらえた点（図 3 はのぞく）、極端に曲がった松の存在を際立たせた点、旭
日を省略した点などに工夫がみられよう（図 4 については、旭光のみがうっすら
と放射状に描かれている）。
大観のみならず、明治期において、日蓮はしばしば絵の題材となっている。た
とえば下村観山は、東京美術学校時代に日蓮を題材とした（《辻説法》図 7、明治

図9

清水義郎『日蓮上人真実伝』金寿堂、明治 22 年

25 年）
。また、絵画共進会や文部省美術展覧会といった大規模な美術展覧会の目
録を見ると、日蓮にまつわる画題が散見される（文末の表を参照のこと）。今村紫
紅《日蓮辻説法》（明治 36 年、第 14 回絵画共進会）、野田九浦《辻説法》
（明治
40 年、第 1 回文展）、前田青邨《法華経》（明治 44 年、第 5 回文展）などがあり、
「辻説法」の場面を選ぶケースが比較的多いことがわかる。また西郷孤月の《日蓮》
（図 11）は、ちょうど大観の《迷児》
（釈迦、キリスト、老子、孔子の四聖人を描い

た作品）
、菱田春草の《册諾二尊》（イザナギ、イザナミによる国生みの場面を描
いた作品）と同じ時に出品された。いずれも神や聖人を題材としているため、三
者で示し合わせた感がなくもない（5）。
いずれせよ、こうした日蓮を描く作品群が同時期に発生したことについては、

図 10

尾関トヨ『日蓮上人一代記』豊栄堂、明治 22 年

単に偶然とは考えにくく、時代の思潮として日蓮に注目する動きがあったとみる
べきだろう。
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（6）下村英時『下村観山伝』大日本絵画、昭

２．時代背景・日蓮主義のおこり

和 56 年
（7）
『元寇紀念

日蓮銅像誌』立正社、明治 37

年
（8）
『日蓮聖人開宗六百五十年

紀念大会図会』

（『風俗画報』増刊 251 号）明治 35 年 6 月

明治期における日蓮観について触れる前に、まずは今日における日蓮の位置づ
けについて確認しておきたい。
末木文美士『日本仏教史』
（新潮社、平成 8 年）によれば、親鸞、道元、日蓮ら
による鎌倉仏教じたいが近代において再発見されたのだという。それは、
「近代的
自我」とむすびつき、近代的な「個の宗教」として見直されたからであった。前
代の仏教は、理論の難しい高僧の世界のもの、つまり凡人とは無縁のものであっ
たのに対して、親鸞の『歎異抄』は民衆に寄り添うものであった。その変化の要
因は、元寇という国難に直面する事件を機に、思想史に転換期が訪れたことにあ
った。すなわち社会の激動にともない、国家意識が高まり、
「現実への関心や社会
的活動」が強くなったのであった。とくに日蓮は、飢饉や疫病が続き社会不安が
高まるなか、その原因を、
『法華経』すなわち「正法」を捨て念仏などの「邪法」
に走ったことにあるとした。そしてもし「正法」に依らなければ、他国の侵略な
どの禍に見舞われると訴えたのが『立正安国論』であった。これを北条時頼に進
上したために日蓮は伊豆に流罪となったが、元寇がおこり、日蓮の予言はまさに
的中したかのごとくとなった。日蓮は、度重なる迫害に耐えながら突き進んだの
であり、末木『日本仏教史』は、日蓮の活動を「日本の仏教者のなかでは稀な現
実社会への積極的な対応」であったと述べている。
明治期における日蓮崇拝の高まりを示す象徴的な出来事といえば、明治 37 年
に完成した日蓮聖人銅像（福岡市博多区）だろう。本像建設の事業は、
明治 21 年、
湯地丈雄（熊本出身、
福岡警察署長）が起こした元寇記念碑建設運動に、
佐野前勵（日
蓮宗の僧）
が賛同したことに始まる
（文末の表を参照）
。明治 25 年に起工式を行い、
同 27 年、東京美術学校に五十分の一の模型を委嘱した。この時契約を結んだの

図 11

西郷孤月《日蓮》 明治 35 年

（『日本美術』明治 35 年 12 月）

が当時校長であった岡倉天心で、立像の木型の制作担当に決まったのが竹内久一
（木彫科教授）であった。なお、この日蓮像については原型図の懸賞募集が行われ、
下村観山がこれに応募して一等賞となった。その日蓮の姿は、右手に立正安国論
の巻物を、左手に数珠を持つ姿であった（6）。その後明治 30 年より、岡崎雪声（鋳
金科教授）が鋳造に着手し、本像の両手と頭部を鋳造した。岡崎は、上野公園の
西郷隆盛像、皇居前の楠木正成像を鋳造した人物でもある。
本像が建立に至った目的は、
「弘安の事績を尋ね之を後世に伝へん」とするもの
で、その古戦場である博多の津に一大記念碑を建立する計画がなったのであった
（7）
。元寇、日蓮、
『立正安国論』が注目され、
「我国の危急を救ひ給ひし我祖日蓮

聖人の功徳」を伝えようとの機運が起こったのは、その背景に、異国との関係に
大いなる危機感を抱く当時の国民感情があったからに他ならない。
また明治 35 年は、日蓮聖人開宗六百五十年の年にあたっていた。紀念の大会も
開催され（8）、日蓮ブームの追い風になったことと思われる。大会開催の顧問には、
日蓮主義（後述）を唱道した中心的人物、田中智学や本多日生が名を連ねていた。
同年 4 月 28 日に上野公園竹之台で開催された紀念大会（図 12）では、大会の委員、
図 12 『日蓮聖人開宗第六百五十年紀念大会図会
明治 35 年 6 月

風俗画報』

準備関係者、学生により編成された道路布教隊、洋楽隊などの行列が、大会紀念
旗をかかげ、古伝馬町の祖師堂を出発して上野公園竹之台まで、三時間あまりを
練り歩いた。行列を待つ門人は五百万、加えて二百人の都民が集まる盛況ぶりで、
まさに「天下の壮観を極めた」という。演説会も、深川浄心寺や浅草長遠寺、牛
込園福寺などの日蓮宗寺院にて連日開催された。
さてこの盛況ぶりにも、当時における日蓮へ傾倒する時代思潮が読み取れそう
だが、では、その核となったのはどのような日蓮観だったのか。
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近代における日蓮の流行を示す事例として、上記のほかに、次のような言論界
の動きが挙げられよう。たとえば歴史や偉人を取り上げた書籍類をみると、
「日本
歴史譚」のシリーズでは、「三韓征伐」「関ケ原」「桜田門外」といった事績や「曽
我兄弟」「楠公」「四十七士」といった人物が取り上げられるなか（全 24 名）
、僧
侶では日蓮のみが採用されている（大和田建樹『日本歴史譚第拾壹編

日蓮』博

文館、明治 31 年）（図 13）。これ以前には、幸田露伴による『少年文学第二十五編
日蓮上人』
（博文館、明治 27 年）もあり、同書には寺崎広業の挿絵が添えられた。
のちに内村鑑三は、「日蓮上人を論ず」（9）のなかで、この書物を参照したことを
明言している。
舞台の演目としても日蓮が採用された。明治 27 年には福地桜痴の『日蓮記』
（博

（9）
『警世雑著』民友社、明治 29 年

参照

（10）
『田中智学の世界展』産経新聞社、昭和
63 年
（11）
「閒遊半日」
『子規選集

花枕』新潮社、

大正 5 年
（12）大谷栄一『日蓮主義とはなんだったのか』
講談社、令和元年
（13）立正安国会の機関紙『妙宗』5 号に所収
（14）
「日蓮生まれて七百年」
『読売新聞』大正
5 年 2 月 16 日

文館）が現れた。正岡子規はこれに感銘を受け、記事「日蓮」
（後述）を書いてい
る。明治 37 年に、森鷗外の脚本による「日蓮聖人辻説法」
（
『我一幕物』籾山書店、
大正元年

所収）が歌舞伎座で上演されたことも、日蓮人気の一端をあらわすも

のだろう。この時、書割、衣装の有職故実については久保田米僊が担当しており、
下村観山の《日蓮上人辻説法》も参考資料として推奨されている。
大正期の例としては、坪内逍遥と田中智学による競作がある。大正 9 年、逍遥
が新文芸協会のために書いた「法難」は、智学の日蓮論を参照していた。翌 10
年の日蓮生誕七百年には、智学が、逍遥の助言を得て「佐渡」の脚本を書き、歌
舞伎座で上演される運びとなった（10）。
絵画でいえば、先にも列挙したように日蓮の像を描く例はいくつか見られた。
明治 20 年代から 30 年代にかけて歴史画が求められ流行するなかで、歴史上の宗
教者にも目が向けられたという事情も考え得る。親鸞や法然など、他の宗教者が
題材になる例もなかったわけではないが、ただしそういった日本の宗教者のなか
で特に多く描かれたのが日蓮であったと言えそうである。
（文末の表を参照）
。と
もあれ、先述のごとく日清戦争で元寇を回想する視点ができたことが、まずそう
した傾向の大きな要因であろう。結果、『立正安国論』にて蒙古襲来を予言したか
のごとき日蓮の存在が浮上したことも想像に難くない。元寇をテーマとする《蒙
古襲来絵詞》にならい、この当時の風俗をもちいて戦争を描くなどの傾向もあら
われた。菱田春草の《寡婦と孤児》などはその好例とみることができる。絵画界
のみならず、たとえば正岡子規は、日清戦争のさなかに日蓮について「其抱負の

図 13 大和田建樹 『日本歴史譚

日蓮』

博文館、明治 31 年

大なるに至ては豊公と肩を比ぶべく」とその大俗なるところを称賛し、
「内外多事
の今日」に生まれたならば決して僧侶では終わらないだろう、日清戦争をどう見
るだろうか、聞いてみたいものだと、日蓮に対する心情を語っている（11）。
さらに日蓮を信奉する気運が、宗教界、言論界に起こった。これについては「日
蓮主義」なる語が現れている。
日蓮主義については先行研究にてその発祥や発達の経緯等が詳しく考察されて
おり（12）、それらを参考にまとめるならば、まず「日蓮主義」とは、明治 34 年、
この田中智学が造語したものであった。初出は「宗門の維新」（13）。これに感銘
を受けた高山樗牛が『太陽』にて賞賛し、その評価が、日蓮主義がひろく国民に
伝播するきっかけとなった。その後、智学はじめ本多日正ら「日蓮主義者」の活
動によって、日蓮主義は明治〜大正の社会における流行思想となった。日蓮生誕
650 年にあたるという大正 5 年には、
「注目すべき精神的風潮」として日蓮研究が
隆盛しているさまを指摘する記事も確認される（14）。それによると、近来、学者
のみならず政治家、軍人、実業家、文芸家の間に日蓮研究を志す者が多くあらわ
れているという。「日蓮叢書」「日蓮上人」といった日蓮関係の安い著書が多くあ
らわれていること、大学のなかに日蓮研究の会が作られていることなども注目

9

（15）田中智学『訓訳読本

立正安国論』立正

安国会大阪布教所、明治 27 年
（16）本多日生『日蓮聖人聖君要義』大鐙閣、
大正 8 〜 10 年
（17）柴田宵曲『子規居士』三省堂、昭和 17
年
（18）正岡子規「養痾雑記

日蓮」
『日本』明

治 28 年 9 月 18 日
（19）赤木格堂「先師の晩年」河東碧梧桐編『子
規言行録』正教社、昭和 11 年

すべき現象として指摘されており、僧侶、仏教界のみならず一般国民の間に、日
蓮の存在が浸透していった様子がうかがわれる。同思潮は、以後、昭和にかけて
発展し、仏教界以外の日蓮主義者、あるいは智学の影響を強く受けた人物として
は、高山樗牛、姉崎正治、宮沢賢治、中里介山、北一輝、石原莞爾らの名が挙げ
られることが多い。先に出てきた竹内久一も立正安国会
（智学が明治 17 年に設立。
国柱会の前身）に入信していた。
ではこの日蓮主義の思想とはいかなるものであったのか。それは単に日蓮の宗
旨をそのまま唱道するものではなく、
『立正安国論』にて説かれた「宗教」と「国
家」のあるべき関係を、新しい時代にいかすという近代的解釈を主張するもので
あった（15）。日蓮主義は、近代日本の政治社会に結びつく、国家主義的な思想へ
の再解釈だったわけである。
具体的に述べるならば、まず日蓮の教義については、その忠君愛国という面が
注目された。日蓮の闘いは、ただ宗派の争いから起こったものではなく、愛国心
によるものである。
「但国を扶けんがため、生国の恩を報ぜんがため」に、国の害
となる宗派、思想を排斥し、民衆に鞭撻を加えた、との解釈がなされた（16）。
そしてもう一点、
筆者が指摘したいのは、
快男児の理想（不屈の精神、
強靭な体力、
豪胆など）として日蓮への崇拝が起こったという点である。先述した子規の日蓮
評がまさにこの視点からのものであったといえる。子規は、晩年までしばしば日
蓮の名を口にしたという（17）。また「野心は須らく大なるべきなり。満身の野心
を有する者前に日蓮あり後ちに豊太閤あり。以つて一国の人意を強うするに足る」
と、その野心の大なるを、やはりここでも太閤秀吉に並ぶものとし、病で体力と
勇気をなくした時分に『日蓮記』
（福地桜痴、博文館、明治 27 年）に出会い、
「壮
快措く能はず」
と、
自身の感動を綴っている。つまり子規は日蓮を
「最後の大宗教家」
としつつ、その宗旨や思想に心服したのではなく、日蓮という人物の「時勢を造
りし」野心を称賛したのだった（18）。日蓮の、千辛万苦に屈しない勇猛心、初志
貫徹の意志力が、子規を惹きつけたのだともいわれている（19）。
日本美術院再興に参画し、大観ら画家たちとの交流も深かった笹川臨風は、著
書『日蓮上人』
（前出）において日蓮を「宗教界の革命児」とし、その「熱烈なる
態度、真摯なる心事、偉大なる人格」を「模範として事に従はゞ天下何物か成ら
ざるものあらんや」
と述べている。すなわち臨風が日蓮に対して敬意を抱いたのは、
革命に挑む態度や信念に対するものであって、法華経の教えそのものではなかっ
たとわかる。同じく臨風の『男性美』
（敬文社、大正 2 年）もしかりだ。
「賤しき
生れなるを隠すことな」く、
「何等の牽引なく、何等の援助なく、唯彼れ自らの力
に依りて大となれるなり」というように、日蓮の心意気や気魄にあふれた人とな
りに注目している。また日蓮の「不断の精力」
「堅固なる信念」
「赤裸々の力」「不
休不息の活動」
「清新の鼓吹」
「偉大なる建設」
「負けじ魂」などをすなわち「日蓮
主義」と称した。
「男性美」というタイトルの著書に取り上げられている点におい
ても、宗教家としての扱いではなかったことがわかる。
バンカラを標榜した雑誌『冒険世界』
『武俠世界』は、その主義にのっとって、
歴史上の豪傑を多くとりあげた。そのなかには僧侶に焦点をあて、その豪傑・奇
才ぶりをテーマとした『名僧奇僧怪僧』
（武俠世界社編、興文社、大正 2 年）など
もある（なお同書に日蓮は登場しない）
。怪僧奇僧へのあこがれがうかがわれる内
容となっており、その理由を、
『武俠世界』主幹であった押川春浪は「昔から坊主
もし

には偉いのが多い。其の才、其の識、其の量、悉く一代の傑物のみで、若武人と
なり政治家となつたならば、大臣大将一国一城の主は愚か、或は日本全国に号令
き こん

するやうな大事業を成して居たかも知れぬ。其れ程秀でた天性の機根に、難行苦
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たいさん

あめふ

び く

行切磋琢磨の功を積んで、大山前に崩れ熱火後に雨るも微動ともせざる大悟徹底

（20）註 12 に同じ

の妙諦に達した大和尚には、自ら他の凡俗には見難き風骨が備つて居る。
」と述べ
ている。
そのほか、同様の理屈から日蓮に注目した著書を挙げると、
『東西名士発奮之動
機』
（増田義一、実業之日本社、明治 43 年）は、
「熱烈なる大宗教家

日蓮」とし、

「英雄と呼ばれ、豪傑と称せらるゝもの」は古来少なからずだが、日蓮ほど「雄大
なる人格と熱烈なる気概」を有する者は稀であったとする。また、
「血を吐いて気
絶す」といったエピソードを取り上げたり、「荒ぶる猛虎の咆哮」と表現したりす
るなど、その激烈な人物像と経歴を称えた。
大正期に入っても同様の論調は続く。すなわち明治末からの、バンカラ称賛の
ムードと結びついた日蓮観は引き継がれていき、『田舎漢の天下』
（藤原喜代蔵、
いなかもの

南北社、大正 6 年）は、日蓮を「怪僧」「大傑僧」と称し、さらには「 田舎漢の
好標本」とする。「権教を捨てなければ、国家は滅びて仕舞ふ」と叫ぶ日蓮を、聴
衆は「狂僧」とののしり、「石を投げ唾を吐」くなどの迫害を加えた。だが日蓮は
「頑として屈する事なく、遂に立正安国論を草した」。国家のために身を捨てると
いう覚悟に、著者は、男子の理想像を見出している。傍若無人で豪傑肌な性質が、
男子には必要と考えられていたのである。
同様の考え方として、「日蓮主義の大精神」（岡村紫峰『男一匹』活動写真雑誌
社、大正 5 年）では「偉人中にあって、より男らしい」とされ、
「日蓮と蘆原将軍」
（
『十人十色名物男』大町桂月、実業之日本社、大正 5 年）では「気違ひじみたる人」
「心熱し、気昂りて、飽く迄も、進取し、向上せむとする」などとその人物像が語
られる。『剛健主義の日蓮』（佐藤鉄太郎、小西書店、大正 8 年）でも、
「如何なる
場合に於ても決して悲観をしない。窮境に處しても常に新生面を開くことを考へ
ている」とある。また「警世の英雄僧日蓮」
（『皇帝の國は赫く』林元吉、
帝国書院、
大正 13 年）では「不退転の勇猛心」「大胆不敵」絶大の権威を「非難攻撃」する
態度について触れ、注目すべきはその「忠君愛国主義」
「大義名分観」である、と
結んでいる。
以上のように、明治の末から大正時代にかけては、日蓮の人格を崇める言説が
多くあらわれている。こうした時代思潮に歩調を合わせ、大観が日蓮を取り上げ

図 14 『日本とは如何なる國ぞ』天業民報社、昭和 3 年

たとみることができるだろう。さらにこの頃、「怒涛」（「旭日怒涛」）「浪高し」と
いった荒々しく剛胆なテーマが大観作品の特徴の一つとして認められるが、これ
についても時代精神との関連が推測されるのである。
３．大観と日蓮主義者・田中智学
さて、田中智学の唱える日蓮主義は、日本統合、天皇による世界統一という理
想の実現を目的とした。それをあらわす「八紘一宇」を造語したのも智学とされ
ている（20）。
『日本国体の研究』（大正 11 年）で智学はこの語を用い、その後こ
れは大東亜共栄圏のスローガンとしてひろく国民に浸透していくこととなる。
この智学と大観とは、浅からぬ接点があった。大正 13 年 2 月、富士図《霊峰》
が大観より智学（天業民報社）に贈られた。「賀天業民報千号寄大詔奉賛之意」と
の為書きがあることから、智学主催『天業民報』の千号が発行されたことを祝し
て贈呈されたものであったとわかる。当時の文献によれば「横山大観画伯は、水
そこ

戸藩の人で、日本主義者である。仍で我社の本日及び明日の大詔奉賛の講演に出

図 16 『明治

創刊号』（天業民報社、昭和 3 年 5 月）

席して貰ふつもりで、河野編輯主任が内諾を受けに行つたところ、速に快諾はせ
られたが、その後差支へが生じた為め、我が口よりも我が筆を以て祝意を兼ね、
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（21）
「横山大観画伯の高義」
『日刊

天業民報』

大正 13 年 3 月 8 日

且つ奉賛の意を表しようと使者を以て申し越されたので、我が創立者田中先生
は非常によろこばれ、河野主任を派し厚くその高誼を謝しそれでは富士を題材と

（22）『日本國体新講座』東亜版

第 6 号、昭

和 11 年 4 月。同誌において智学は「天壌無窮」
について詳述している。
（23）田中巴之助『明治大帝論』天業民報社、
昭和 2 年

して願へればと請ふと、画伯は、早い方が宜しからうから明日にも書きます。そ
して失礼ながら假表装をして、さしあげたいとの事で、即ち去る五日わざわざ使
者を以て寄贈し来られたのが、本號第二面に出せる逸作である。」（21）とある。大
観自身が智学の活動に敬意を払い、積極的な態度で制作にのぞみ寄贈に至ったも
のとわかる。同図は『日本とは如何なる國ぞ』
（天業民報社、昭和 3 年）の巻頭に
「序画」として掲載された（図 14）。なお本作品は、昭和 20 年の戦災で焼失した。
なお、横山大観記念館に所蔵される資料『依頼画控』（大観が受けた、絵の注
文内容の記録）にも、昭和 2 年に「横二尺五寸巾

太陽

寄附

天業民報社」と

記されており、これが、智学に寄贈した富士図に該当すると思われる。一方、こ
の作品のお礼として、智学は一幅の書をしたためて大観へ贈った（図 15）。
《日輪罄明》も、同様に智学へ贈られた作品である。大正 14 年、智学は明治会
を結成し、明治節制定運動を展開しており、昭和 3 年、初の明治節をむかえた。《日
輪罄明》は、その運動を讃え、また明治節制定を祝して、大観が智学に贈ったも
のであった。この図が掲載された『明治

創刊号』（天業民報社、昭和 3 年 5 月）

（図 16）には、
「表紙の原画は、横山大観画伯が明治節請願運動を賛助する誠意から、

特にその麗筆を揮はれたもので、「日輪罄明」の雄大はこれを他に求め得ない。出
図 17 『明治』4 巻 12 号

昭和 6 年 10 月

来るだけ原画の味を出すために六ぺん刷りの印刷とした。定価二十銭の雑誌とし
てはこの表紙は上等すぎる。
」
（
「編輯局より」
）と記されている。
なおこの図は、
その後も『明治』誌の表紙として採用される（図 17）。さらに『日
本國体新講座』にも同様に採用された（図 18）。田中智学の写真（図 19）にも、背景
に同図が写りこんでおり、智学の、この作品に対する敬意がうかがわれる。
また、智学がよく用いた語に「天壌無窮」がある。「亡びないものは天地日月」
（22）であり、
「明治天皇は即ち道である。道は永久不滅のものだから、之を「天壌

無窮」と曰ふ。」（23）のだと、智学は説いたのである。大観はこの語を作品として
イメージ化した（図 20）。制作の経緯は不明であり、作品の依頼主による要望かも
しれないが、これもまさに時勢に即した制作であった。また先述した「八紘一宇」
の語についても、これに由来すると考えられるものに、
《耀八紘》（図 21）、《皇風洽
八紘》（図 22）といった作品がある。「八紘一宇」は大東亜戦争時のスローガンであ
るから、これらの制作は戦時中のこととなる。《耀八紘》に描かれた富士、
《皇風
洽八紘》に描かれた旭日は、いずれも国体を象徴するモチーフであった。
図 18 『日本國体新講座』第 1 期第 5 号

昭和 11 年 4 月

以上、大観による日蓮像の作品について、近代における日蓮主義の動きとの関
係を中心に述べてきた。田中智学との接点も含め、大観の画業がいかに時代思潮
と密接に関わっていたのかを確認できた。特に国家主義的な動きについては、積
極的にこれに関わろうとした大観の姿勢を見て取ることができるだろう。

図 22 《皇風洽八紘》昭和 19 年
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図 20 《天壌無窮》昭和 13 年

図 21 《耀八紘》昭和 18 年

図 19

田中智学と、昭和 3 年明治節制定を祝し智学に贈られた大観の《日輪罄明》

（
『田中智学の世界展』産経新聞社、昭和 63 年）

図 15

田中智学書

横山大観記念館蔵
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日蓮関係 年表
				
明治 17		

田中智学、立正安国会を創業。				

明治 21		

湯地丈雄が元寇記念碑建設運動をおこす。				

明治 23.5

佐野前勵ら、内務省に日蓮銅像の建立認可を請願。日蓮宗の改革運動を起こしていた佐野が、元寇記

		

念碑建設運動の湯地丈雄に共鳴し、像の建立の発起主唱の任につく（小野学鶯編『元寇紀念 日蓮銅

		

像誌』立正社）
。			

明治 25.4

銅造日蓮上人立像（福岡市）起工式.

明治 25.5

下村観山《辻説法》東京美術学校校友会第 3 回常会（横浜美術館蔵）				

明治 27.2.12

日蓮上人立像（上記）の木型及び台座型の製作について、岡倉覚三校長と契約が結ばれる（『元寇紀念

		

14

日蓮銅像誌』）
。.

		

教授の竹内久一担当と決まる。.

		

図案懸賞では下村観山の案が一等賞を得る。採用されたかは不明。			

明治 27.2

幸田露伴『少年文学第二十五編 日蓮上人』博文館（寺崎広業挿画）.

		

内村鑑三が「日蓮上人を論ず」（明治 27）執筆にあたりこれを参照。			

明治 27.4

下村観山《日蓮上人辻説法》東京美術学校第 4 回校友大会（東京藝術大学蔵）				

明治 27.5

福地桜痴『日蓮記』博文館。正岡子規を感動させる（子規「日蓮」『日本』明治 28.9.18）			

明治 27.9

内村鑑三「日蓮上人を論ず」（民友社『国民之友』）				

明治 27.11.5

正岡子規「閒遊半日」（新聞『日本』）日蓮を称賛、秀吉と並べる（『子規選集 花枕』新潮社、大正

		

5 年 所収）
。			

明治 27.11.24

内村鑑三 'Nichiren ー A Buddhist Priest' Japan and the Japanese

明治 28.9.18

正岡子規「養痾雑記 日蓮」（新聞『日本』）		

明治 28		

下村観山《蒙古襲来図》（東京大学駒場博物館蔵）

明治 30.7.15

日蓮上人立像（上記）
、東京美術学校教授の岡崎雪声により鋳造着手（『元寇紀念 日蓮銅像誌』前出）

		

竹内久一原型の首と手を岡崎が東京美術学校で鋳造。「日蓮上人銅像首写真」（明治 31 年、東京藝術大

		

学大学美術館蔵）はその完成記念で撮影された（東京藝術大学『岡倉天心－芸術教育の歩み―』平成

		

19 年 参照）
。.

		

頭部と両手以外は、博多の谷口鉄工場主が、信仰上みずから希望して鋳造（『読売新聞』明治 34.9.5）

明治 31.5 	

大和田建樹『日本歴史譚第拾壹編 日蓮』博文館。武内桂舟挿画。			

明治 32.10

下村観山《蒙古調伏曼荼羅授与之図》第 7 回絵画共進会（元寇史料館蔵）.

		

濱田天僊《安陸舎利弗日蓮》第 7 回絵画共進会		

明治 33.4

三村包湖《蒙古襲来》第 8 回絵画共進会			

明治 33.10

芝千秋《日蓮説法》第 9 回絵画共進会.

		

尾崎忠七《元寇名残》 〃				

明治 34.3

河合英忠《日蓮》第 10 回絵画共進会				

明治 34.9

田中智学『宗門之維新』師子王文庫。高山樗牛はこれに感銘を受け、智学に日蓮主義の教義について教

		

えを請う。			

明治 34.9.10

田中智学らによる辻説法旧蹟復興式（鎌倉）
。日蓮が辻説法を行ったとされる御腰掛石が安置され、石碑

		

が建てられる（『読売新聞』明治 34.9.10）
。			

明治 34.11

西山筑浜「高僧日蓮」『豪傑の修養』大学館				

明治 35.4.5

高山樗牛「日蓮上人とは如何なる人ぞ」（『太陽』8 巻 4 号）				

明治 35.6

幸田露伴「日蓮上人」『露伴叢書 下』博文館				

民友社。日蓮をとりあげる。

日清戦争戦勝を記念して一高の依頼により制作。

明治 35.4.28

上野公園竹之台にて、日蓮聖人開宗第六百五十年紀念式開催				

明治 35.6.5

『日蓮聖人開宗第六百五十年 紀念大会図会』（『風俗画報』増刊第 251 号）東陽堂

明治 35.7.5

高山樗牛「日蓮上人と日本国」（『太陽』8 巻 9 号）				

明治 35.10

西郷孤月《日蓮》第 13 回絵画共進会

		

黒沼芳恵《日蓮上人水難》 〃.

		

高橋廣湖《元寇》 〃				

明治 35.11

日宗新報社編『日蓮聖人開宗第六百五十年紀念大会顛末録』（『日宗新報』増刊第 225 輯）日宗新報社

明治 36.4

今村紫紅《日蓮辻説法》第 14 回絵画共進会.

		

小山栄達《日蓮草庵焼討》 〃.

		

安田靫彦《日蓮入滅》 〃				

明治 37.3.31

森鷗外（脚本）「日蓮聖人辻説法」（『歌舞伎』47 号）
。明治 37.4.1 ～ 25 初演（歌舞伎座）（森鷗外記

		

念館「特別展 暁の劇場―鷗外が試みた、或る演劇」参照）

		

久保田米僊「日蓮聖人辻説法故実」（衣装、書割などについての記述。森鷗外『我一幕物』所収）

明治 37.10

『元寇紀念 日蓮銅像誌全』立正社				

明治 37.11

銅造日蓮上人立像（上記、福岡市）除幕式.

		

竹内久一（東京美術学校教授）が原型（木型）制作、岡崎雪声が鋳造。			

明治 38		

竹内久一が、「征露紀念日蓮上人像」の分影（鋳造鍍金した小銅像）を一千体分配。引き続き、第 2 回

		

目の分配（一千体）も行う。さらに諸方より日蓮上人の木造、画像の写真を集め書籍とし、銅像の分影者

		

に実費にて配布（『読売新聞』明治 38.8.12）
。

明治 40.10

野田九浦《辻説法》第 1 回文展				

明治 41		

）（Japan and the Japanese
内村鑑三「日蓮上人」（Representative Men of Japan （『代表的日本人』）

		

明治 27 年 の改訂）			

明治 41.10

明治座にて福地桜痴作「日蓮記」上演（『読売新聞』明治 41.10.3）				

明治 42.1

本多日生、姉崎正治、三宅雪嶺らにより天晴会発足。日蓮の人格と主義を研究し、国家社会に貢献する

		

ことを目的とする（『読売新聞』明治 45.1.12）
。				

明治 42.2

荻原守衛、日蓮像制作の意欲を語る。4 ～ 5 年かけて伝記・事蹟を調べて後、制作に取り掛かりた い、

		

とのこと（『読売新聞』明治 42.2.28）
。				

明治 42.5

竹内久一、日蓮像の制作にあたり田中智学の教えが有効であったとする。人物を理解し、「性情風姿相

		

貌」をつかむためには、経文を学び信仰理想を修得する必要性があると説く（『読売新聞』明治 42.5.2）
。

明治 42		

菱田春草《日蓮辻説法》（辰澤延次郎蔵）
。関東大震災で焼失（齋藤隆三『画題辞典』博文館、大正 14

		

年）
。

明治 43		

田中智学、三保の松原に布教の殿堂「最勝閣」を建設。				

明治 43.3

松本楓湖《元寇》第 10 回巽画会				

明治 43.5

大観、「第一回大観絵画展覧会」（浜町・日本橋倶楽部）に《日蓮》を出品。辰澤延次郎蔵。関東大震

		

災にて焼失（『大観作品集』大塚巧芸社、大正 14 年）
。.

		

同展に「日蓮佐渡渡船（佐渡流し）
」（暴風雨の描写）も出品（河野桐谷「画会巡覧記」『読売新聞』明

		

治 43.5.22）
。《日蓮上人》として『日本美術』137 号（明治 43.7）に図版掲載。.

		

さらに三越で開催された「横山大観画伯作品展」
（明治 44.11）に出品、
『大観画集』
（芸艸堂、明治 45 年）

		

に所収。.

		

笹川臨風『日蓮上人』（同文館、大正元年）にも口絵として掲載。			

明治 43.11

木下尚江『日蓮論』文英堂				

明治 43.12

増田義一「熱烈なる大宗教家日蓮」（『東西名士発奮之動機』実業之日本社）				

.
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明治 44.10

前田青邨《法華経》第 5 回文展				

明治 45		

横山大観《日蓮上人》（東京国立博物館蔵）
、原富太郎これを買入（「美術品買入覚」『日本美術院百年史

		

4 巻』平成 6 年）				

大正 1.12

笹川臨風『日蓮上人』同文館

		

口絵に、横山大観《清澄山上の日蓮上人》
（図 1 と同じ）
、菱田春草《辻説法》
（図 2 と同じ）
、下村観山《龍

		

の口法難》《波題目》あり。			

大正 2.5		

田中巴之助（智学）『日蓮聖人略伝』獅子王文庫				

大正 2.6		

笹川臨風「日蓮主義」（『男性美 2 篇』敬文館）				

大正 2.6		

姉崎嘲風（正治）『高山樗牛と日蓮上人』博文館				

大正 2		

原富太郎、下村観山《辻説法》買入（「美術品買入覚」『日本美術院百年史 4 巻』平成 6 年）		

大正 2 頃

今村紫紅《日蓮上人辻説法》（足立美術館蔵）				

大正 5.4		

大町桂月「日蓮と蘆原将軍」（『十人十色名物男』実業之日本社）				

大正 5.10

大観、「第三回大観絵画展覧会」（浜町・日本橋倶楽部）に《日蓮》（図 6）を出品。前田兼七蔵（『大観

		

会画集』精華社、大正 5 年）
。さらに雑誌『大日蓮』第一號（大正 5.5）に口絵として掲載。		

大正 5.11

岡村紫峰「日蓮上人の大精神」（『男一匹』活動写真雑誌社）				

大正 8.4		

佐藤鉄太郎『剛健主義の日蓮』小西書店				

大正 9.3		

坪内逍遥『法難』（戯曲）実業之日本社。東儀鉄笛（雅楽家）の新文芸協会のために執筆。智学の日蓮

		

論を参考。（『田中智学の世界展』「田中智学と坪内逍遥」）			

大正 10.3

田中智学『聖史劇脚本 佐渡』天業民報社 日蓮宗当局と、新文芸協会の依頼で、日蓮生誕七百年を機

		

に、
日蓮を芝居にのせる。坪内逍遥の助言を得ながら執筆（『田中智学の世界展』
「田中智学と坪内逍遥」）
、

		

大正 10 年 3 月、歌舞伎座にて上演。			

大正 13.1

林元吉「警世の英雄僧日蓮」（『皇帝の國は赫く』帝国書院）				

大正 13.2

田中智学主催『天業民報』千号が発行される。これを祝し、大観が智学へ《霊峰》を贈る。.

		

同図は『日本とは如何なる國ぞ』（天業民報社、昭和 3 年）巻頭絵として採用される（図 14）
。.

		

昭和 20 年の戦災で焼失（国柱会による）
。			

大正 13.4

小林一郎『立正安国論要解』地涌学会出版部。大観が表紙絵を執筆。			

昭和 2.10

田中智学「聖伝史劇 社頭諌言」（国性文芸会）
、帝劇で上演される。				

昭和 3		

明治節制定。大正 14 年、智学は明治会を結成し、明治節制定運動を展開していた。制定を祝し、大観

		

が田中智学へ《日輪罄明》を贈る（図 19）
。			
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図 3 《日蓮》 明治 43 年

図 1 《日蓮》 明治 43 年

東京国立博物館蔵

（
『大観作品集』大塚巧芸社、大正 14 年）

図 4《日蓮》明治 43 年ごろ

図 5《日蓮》明治 44 年ごろ

図 6 《日蓮》明治 45 ～大正 5 年ごろ
（『大観会画集』精華社、大正 5 年 10 月）
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神社所蔵の大観作品について
池田博子
横山大観記念館学芸員

（1）佐藤志乃「作品解説

明治神宮図」
『明治

神宮鎮座九十年記念展―横山大観』展図録、明
治神宮宝物殿、明治神宮、平成 22 年
（2）
「桜井駅けつ別図

湊川神社に奉納

楠公

殉節六百年祭を前に 大観画伯が執筆」
『朝日新
聞』
（夕刊）昭和 7 年 11 月 24 日
（3）
「依頼画控」については下記を参照。

大観の代表作とされるものの多くは、前期日本美術院や再興日本美術院など公
募展への出品作で示される。また、それらの作品は、博物館や美術館に納められ
ているケースが多い。たとえば、大観が第 1 回から第 40 回まで計 57 点を出品し
た再興日本美術院展覧会の作品は、そのおよそ 8 割が現在、美術館をはじめとし
た公開施設の所蔵となっている（図 1）。保存や鑑賞の機会を考える上でも、こうし
た施設に収められていることは望ましく、現に回顧展などへの出品もしばしばあ

長尾政憲「大観の『依頼画控』
」
『館報』16 号、

る。これら代表作に加えて、回顧展などでもしばしば目にするほかの作品、広く

横山大観記念館、平成 10 年

知られているものの多くは、作品そのものが現存し公開施設にあることはもちろ

拙稿「横山大観への注文制作について―横山大

ん、展覧会図録や批評など当時の文献資料も豊富に確認できる状況にある。稀で

観記念館蔵「依頼画控」からひもとく」『館報』
26 号、横山大観記念館、平成 22 年
拙稿「横山大観記念館蔵『依頼画控』―昭和 10
年から 14 年まで―」『館報』28 号、横山大観記

はあるが、細川護立や原三溪の旧蔵など、当時より継続してその所在が確認され
る例もある。一方で、出品歴や当時より話題となったような来歴はなくとも画商
の情報や展覧会などで、その存在が改めて周知される作品もある。こうした作品

念館、平成 25 年

は、しばしば、所蔵先の変更を機に確認される。だが、所蔵先が変わることなく

拙稿「横山大観記念館蔵『依頼画控』―昭和 15

現在もその場にあり、かつ制作の背景など所蔵の経緯がある程度判明している作

年から 20 年まで―」『館報』34 号、横山大観記

品、そして広く鑑賞される機会が公開施設所蔵作ほどはない作品、そうした作例

念館、平成 31 年

を神社に見ることができるのである。

（4）旧官國幣社は国内 208 か所へ問い合わせを
行った。その際、名簿として「官国幣社一覧」（薗
田稔・橋本政宜編『神道史大辞典』吉川弘文館、
平成 16 年）を参照。
(5) 横山大観『大観画談』大日本雄弁会講談社、
昭和 26 年、43 頁

神社が所蔵する大観作品については、所蔵する神社が目録や宝物館等の施設で
紹介している例のほか、佐藤志乃「作品解説

明治神宮図」(1) において主だった

ものがまとめてられている。これらを踏まえながら、本稿では現在までに確認さ
れている神社所蔵の大観作品を整理する。なお、取り上げる作品は大観存命中（明
治元年～昭和 33 年）に納められたものとする。これは奉納のための描きおろし

（6）
厳島神社宛て日本美術院書簡
（明治38年3月、

作品を中心に概観するためである。また、交流があった神社関係の人物として藤

『旧美術院資料』5A〈368 頁〉
（コピー）
、新納

巻正之宮司（明治 10 年～昭和 43 年）を紹介し、大観の画業の一端を明らかにす

忠之介旧蔵横山大観記念館所蔵資料）

ることとしたい。

（７）斎藤隆三『横山大観』中央公論美術出版、
昭和 33 年、43 頁

1．神社が所蔵する大観作品

なお、「大観画業六十年展」は上野松坂屋（昭和
24 年 11 月 2 日～ 13 日）
で、
「日本美術院回顧展」
は上野と銀座の松坂屋（昭和 30 年 3 月 5 日～
16 日）で開催。
（8）長田神社については、『官幣中社長田神社

神社が所蔵する大観作品の主な例に、
《屈原》
（広島、
厳島神社）
《大楠公》
、
（兵庫、
湊川神社）をあげることができるだろう。
《屈原》は東京美術学校騒動後の第五回
日本絵画協会・第一回日本美術院連合絵画共進会で銀牌を受賞、高山樗牛や島村
抱月らが繰り広げた歴史画論争の中でも取り上げられ、
大いに話題となった。また、

復旧御造営史』上下巻（長田神社御造営奉賛会

《大楠公》は大観の唯一の武者絵である。これは、昭和 10 年の大楠公殉節六百年

編、官幣中社長田神社、昭和 4 年）
、藤巻正之『蛟

祭の記念として制作されたもので、依頼を受けた昭和 7 年に、すでに新聞記事と

龍之舎回顧』（藤巻真一、昭和 43 年）を参照。

してとりあげられていた（2）。どちらの作品も昭和 34 年に開催された「横山大観
遺作展」
（国立近代美術館・東京国立博物館）をはじめ、大観の回顧展でしばしば
見られるものでもある。今回、
神社に所蔵されている大観作品をまとめるにあたり、

その他
19％
私立
30％

先の 2 点のように著名な作品のほか、静子夫人が記した制作依頼の記録「依頼画
公立
51％

（3）と「静子夫人日記」
控」
（大正 14 年～昭和 32 年）
（いずれも横山大観記念館蔵）、

旧官国幣社への問合せをもって調査を行った（4）。以下、神社所蔵の大観作品を、
制作年順に紹介する。各々の記載は、作品・制作年（または奉納年）
・所蔵先（現
在地）
・
「落款」
（記名部分）
・来歴・備考の順である。

図 1 大観の再興日本美術院展出品作の所蔵先機関
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屈原（図 2） 明治 31 年

厳島神社（広島県廿日市市）「大観」 購入か

第五回日本絵画協会・第一回日本美術院連合絵画共進会出品作、銀牌を受賞。
厳島神社所蔵の経緯については、大観自身が「廣島の人が買いまして、宝物とし
て宮島に納めてあります。」（5）と語っている。一方で、厳島神社へ《屈原》の代
金を請求する内容の書簡も確認されており（6）、詳細は不明。なお、齋藤隆三『横
山大観』（7）によれば、昭和 24 年の大観画業六十年展においては、
「恩師の最も
失意の境に在ったその時の寓意を絵にしたもの」であり、自身が作品を選ぶ回顧
展には好ましくないといって、その出陳には応じなかったという。昭和 30 年の
日本美術院回顧展の際には、《屈原》の出陳に快諾し、これがおよそ 60 年ぶりの
東京公開となった。

（9）藤巻正之宛て横山大観書簡（昭和 3 年 2 月
27 日、横山大観記念館所蔵資料）
（10）藤巻正之『蛟龍之舎回顧』（註 8 に同じ）
、
210 頁
(11)「表紙絵解説」『秩父神社社報 柞乃杜』第
32 号、秩父神社社務所、平成 17 年、5 頁
(12)《秩父霊峰春暁》の制作と取材旅行について
は次の資料を参照。
「三峯神社芳名簿」「三峯神社 社務所日誌」（三
峯神社蔵）
、薗田稲太郎宛て横山大観書簡（昭和
3 年 4 月 23 日、横山大観記念館所蔵資料）
。
なお、《秩父霊峰春暁》献上については、展覧会

宝船（図 3）

昭和 3 年

長田神社（兵庫県神戸市）「大観敬絵」 大観から奉納

藤巻正之宮司からの依頼により制作。長田神社は大正 13 年 1 月 2 日に社殿が
炎上。大正 14 年より復旧工事が始まり、昭和 2 年に大観へ拝殿天井画について

図録などで秩父宮家創立記念と紹介されているも
のがあるが（
『近代日本画の巨匠―横山大観展』
図録（日本経済新聞社、昭和 47 年）
、『横山大
観の時代―1920s―40s』三の丸尚蔵館展覧会図

相談。大観は木村武山を斡旋し、自身は《宝船》を揮毫した。昭和 3 年 1 月 19 日、

録 No.15（宮内庁三の丸尚蔵館、平成 9 年）
）
、

作品の到着を受け奉献祭が執り行われた。社殿は昭和 3 年に竣工し、正遷座祭へ

秩父宮家創立は雍仁親王が成年を迎えた大正 11

は大観と木村武山も参加した（8）。なお、大観は奉納後すぐの昭和 3 年 2 月に藤
（9）
巻宮司宛てに「宝船未だ御郵送無之候はヾ使の者に拾枚程御恵与被下度願上候」

年 6 月 25 日（
「宮内省告示第十八号」『官報』
号外、大正 11 年 6 月 25 日）である。作品が献
上された昭和 3 年は、秩父宮雍仁親王と松平節

と、複製の存在をうかがわせる内容の書簡を書いている。正月や節分に、頒布品

子（勢津子）妃が婚礼を挙げた年であり、これを

として宝船の刷り物が扱われる例は現在でも見られるが、大観の《宝船》も、そ

祝した献上品と考えられる。『朝日新聞』（
（朝刊）

うした頒布品になっていたと考えられる。藤巻宮司の自伝『蛟龍之舎回顧』に掲
載されている大観《宝船》の図版（10）は長田神社の名や印があるもので、頒布品
であることをうかがわせるものである。

昭和 3 年 1 月 8 日）では「妃の宮お選びの報に
秩父郡民の歓喜 仰ぎ奉る「我等の宮様」の御
慶事に、早くも諸記念事業の計画」と題し、秩父
郡の各団体が記念事業や献上品準備に着手したこ
とを伝えている。

秩父神社・柞之杜（図 4） 昭和 3 年 秩父神社（埼玉県秩父市）「大観謹画」大観から奉納
薗田稲太郎宮司からの依頼により制作。昭和 3 年 11 月 10 日、昭和天皇の即
位礼に際し、秩父神社は県社から国幣小社へ昇格。これを記念して制作依頼した
（11）
。薗田稲太郎は、三峯神社社司も兼務していた人物。昭和

3 年 4 月には大観

へ秩父宮雍仁親王への献上画を依頼。大観が献上画取材のために三峯山を訪れた
際は案内をし、大観は《秩父霊峰春暁》を制作した（12）。
朝陽之図（図 5） 昭和 4 年 日光東照宮（栃木県日光市）
「大観謹写」 大観から奉納

図 2 屈原

藤巻正之宮司からの依頼により制作。昭和 4 年、竣工してまもない社務所（昭
和 3 年 11 月竣工）の襖・杉戸およそ 200 枚の揮毫が、大観を通し日本美術院へ
依頼される。大観は同人の荒井寛方、堅山南風、中村岳陵を紹介した。自らも貴
賓室上段の間の襖絵を描き、これを奉納した（13）。
明治神宮図（図 6） 昭和 5 年 明治神宮（東京都渋谷区）
「大観謹画」 大観から奉納
大観が明治神宮鎮座十年祭に際し制作。昭和 5 年 9 月 5 日、大観は大塚巧藝社
社長・大塚稔とともに明治神宮を参拝、写生をする。昭和 5 年 10 月 27 日奉納。

図 3 宝船

なお、本作品は制作当初より複製の頒布の企画があったことが指摘されている（14）。
実際、大塚巧芸社による複製品が、明治神宮において昭和 6 年 1 月 1 日より社頭
絵図として授与されている（15）。 ちなみに明治神宮鎮座十年祭は 10 月 31 日か
ら 11 月 4 日まで、奉祝運動大会や奉納菊花壇、神事舞踊などが開かれた（16）。

図 4 秩父神社・柞之杜
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（13）
《朝陽之図》については、日光東照宮社務
所編『日光東照宮美術館 東照宮社務所・朝陽
閣の障壁画』（日光東照宮社務所、平成 7 年）
、
藤巻正之『蛟龍之舎回顧』
（註 8 に同じ）を参照。
（14）
《明治神宮図》については、佐藤志乃「作
品解説 明治神宮図」（註 1 に同じ）を参照。
（15）明治神宮社務所・明治神宮百年誌編纂

（図 7） 昭和 9 年
龍（拝殿天井画）

下谷神社（東京都台東区）
「昭和甲戌之春

                                  

大観」

大観から奉納

阿部徳重社司ならびに氏子総代からの依頼により制作。天井画寄贈の経緯は『鳥
居の影：下谷神社史料』（17）に詳しい。同書によれば、下谷神社は大正 12 年の関
東大震災により全焼、昭和 3 年には区画整理のため移転となる。これを機に本殿
など建築物の復興事業が始められ、昭和 7 年 11 月 8 日に大観邸を訪れ天井画を依

室「明治神宮歴史データベース」〈https://www.

頼、快諾を得る。この際、御墨料として大観へ千円を納めたが、これは稲穂会が

rekishidb.meijijingu.or.jp〉( 最終アクセス令和 3

同社へ寄付したもの。大観はこれを返金し浄水舎建築費に充当された。昭和 8 年 5

年3月2日)

月 12 日、大観邸へトラックで天井の鏡板を搬入。12 月 25 日、日本美術院より出

（16）
「けふぞ明治神宮鎮座十年祭」
『朝日新聞』
（朝
刊）昭和 5 年 11 月 1 日
「明治神宮の鎮座十年記念祭 雨後の神域すがす
がしく」『朝日新聞』（夕刊）昭和 5 年 11 月 1 日
「けふの明治神宮」『朝日新聞』（朝刊）昭和 5 年
11 月 4 日
（17）阿部徳重・阿部徳男編『鳥居の影：下谷
神社史料』（下谷神社社務所、昭和 39 年）

来上がった天井画をトラックで搬出。下谷神社へ運び奉納式を行ったのち、氏子総
代ら参列者一同は礼を言いに大観邸を訪問。昭和 9 年 1 月 1 日、天井絵奉献式を
執行。また、昭和 12 年に発行された下谷神社絵葉書（十葉）には、復興された鳥
居や社殿、神楽殿とともに天井画の写真も絵はがきとして取り上げられた。
なお、昭和 8 年 12 月の大観邸訪問の際には、大観が参列者へ礼金ではなく奉
納された酒の持参を提案し、一同は神饌の「お下がり」を頂きながら宴会をしたと
言われている（18）。

（18）下谷神社宮司・阿部明徳氏および横山大観

大楠公（図 8） 昭和 10 年 湊川神社（兵庫県神戸市）
「大観横山秀麿謹写」 大観から奉納

記念館館長・横山隆氏の教示による。
（19）湊川神社編『湊川神社六十年史
湊川神社、昭和 14 年

本篇』

藤巻正之宮司からの依頼により制作。昭和 10 年の大楠公殉節六百年に際し、湊
川神社では大規模な大祭を企画した。
『湊川神社六十年史』（19）によれば「満州事
変の進行に伴ふ所謂非常時の事態によって喚起せられた国民精神の自覚」により、
楠公景仰の念が一層高まる中での六百年祭は「一大精神事業」として行うことを決
定。兵庫県知事、神戸市長、徳川圀順公爵らを幹部とした六百年大祭の奉賛会を設
立し記念事業が行われた。同書には主な記念事業として 11 項目が紹介されている
が、ここに一番で記載されているのが「
（イ）御祭神御像の揮毫

横山大観謹作」

である（ほかに「
（ロ）敬神標語の募集と其の普及」
「
（ハ）忠孝節義者の旌表」
「（二）
図 5 朝陽之図

菊水旗綬交付式の挙行」など）
。大観への具体的な制作依頼時期は不詳だが、新聞
記事によれば昭和 7 年であり、完成は昭和 10 年 1 月頃（20）。また、昭和 9 年の
11 月に大楠公制作のため面会謝絶という記事が読売新聞（21）にある。なお、六百
年大祭は昭和 10 年 5 月 24 日から 5 月 29 日まで開催され、観心寺、金剛寺、千
早神社など関係寺社においても祭典や法要が行われた。
また、大楠公は当時、朝日新聞において複製（オフセット極彩色美術印刷）が
附録として配られている（22）。
秋色武蔵野（図 9） 昭和 13 年

氷川神社（埼玉県さいたま市）「大観謹写」

  

神域改善事業奉賛会から奉納

氷川神社（神域改善事業奉賛会）からの依頼により制作。氷川神社では昭和 15
年の紀元二六〇〇年奉祝に際して、
神域の整備事業「昭和の大造営」が行われ、本殿、
拝殿、楼門などが造営された（23）。この時、本殿新築記念として「神域改善事業奉
賛会」より奉納された（24）。なお、
「依頼画控」には昭和 13 年 5 月 10 日の項に「三
尺巾

横物

秩父連峰

秋色

寄贈

氷川神社

渡」と記載があり、大観が依頼を

うけて制作、これを寄贈したことが確認できる。この依頼主が神域改善事業奉賛会
だったと考えられる。

図 6 明治神宮図
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書（
「芭蕉」） 昭和 15 年以前

岡太神社・大瀧神社（福井県越前市）「
（未確認）
」

                   

大観から奉納

越前和紙職人・岩野平三郎からの依頼により制作。成田潔英編による平三郎の手
記『紙漉平三郎手記』（25）によれば、昭和 15 年より前に、大観へ書の奉納を依頼
したところ額に仕立てたものが送り届けられたという。また、高橋正隆『絵絹から
画紙へ

岩野平三郎伝』所収の平三郎の手記（26）では、大観が、書の言葉を「宮

（20）「桜井駅けつ別図 湊川神社に奉納 楠公
殉節六百年祭を前に 大観画伯が執筆」（註 2 と
同じ）
、「大楠公画像 大観画伯の力作完成」『朝
日新聞』（夕刊）昭和 10 年 1 月 24 日。
（21）
「[ 展望台 ] 大観楠公を描く」
『読売新聞』( 朝
刊 ) 昭和 9 年 11 月 14 日
（22）「本紙春季大付録 大楠公画像・横山大観

内省の役人」と話してしたためたこと、同じものを平三郎も所持したこと、が書か

筆 東京朝日新聞社」『朝日新聞』（朝刊）昭和

れている。現在、これに該当すると思しき「芭蕉」と書かれた額が神社の宝庫に納

10 年 1 月 20 日）

められている（27）。

（23）『武蔵一宮 氷川神社 氷川の杜を訪ねて

なお、一の鳥居の手前には大観揮毫による社標が建立されている（図 10）。この社
標も、昭和 15 年の第 37 回式年大祭に際し平三郎の依頼により大観が奉納したも
のであり（28）、裏面には「昭和一五年四月

皇紀二千六百年記念

寄進

横山大観」

と刻まれている。

～古絵葉書集～』武蔵一宮 氷川神社、令和
2 年 3 月 20 日
（24）武蔵一宮氷川神社馬場直也氏ご教示による。
（25）「神社と大観先生寄贈の社標」成田潔英
編『紙漉平三郎手記』製紙博物館、昭和 35 年、
160-162 頁

氷川神社（図 11） 昭和 15 年 氷川神社（埼玉県さいたま市）
「大観謹写」 来歴不詳
「依頼画控」には昭和 15 年 5 月 1 日の項に「扇面
社

一枚

500

大宮

氷川神

渡」とある。この記載によれば、氷川神社、あるいは奉賛会などの関係者から

（26）
「思ひ出のままを書き置く 岩野平三郎手記」
高橋正隆『絵絹から画紙へ 岩野平三郎伝』文
華堂書店、昭和 51 年、26 頁

氷川神社のために 500 円で扇面の作品依頼があり、大観がこれを納めたこととな
る。昭和 15 年の依頼であり、《秋色武蔵野》同様、紀元二六〇〇年奉祝に関連し
たものと考えられる。なお、昭和の大造営にて竣工した本殿では、昭和 15 年 7 月
16 日に正遷座祭が行われた（29）。
石上神社幣殿格天井（図 12） 昭和 15 年

石上神社（新潟県南魚沼市）
「大観」
大観から奉納

今井爽邦の依頼により制作。石上神社のある中之島村では紀元二六〇〇年の紀年

図 7 龍（拝殿天井画）

事業として社殿の修造を行った。この際、格天井揮毫の寄附を現代名士に依頼。同
村出身の日本画家・今井爽邦（日本美術協会）が名士への取り次ぎを行い、村長・
鈴木謙治が、天井用の杉板を担いでまわったという（30）。格天井は今井爽邦、大
観ほか、石井柏亭、池上秀畝といった画家たちのほか、近衛文麿、阿部信行、林銑
十郎など総理大臣ほか閣僚たち、米内光政、荒木貞夫、竹下勇、山本五十六など陸
海軍大将、安岡正篤、金子堅太郎、小笠原長生、頭山満、双葉山など総勢 69 名の
揮毫からなるものである。「依頼画控」には昭和 14 年 4 月 12 日の項に「枠張り
預り

寄附

本郷駒込神明町三二九

今井爽邦

渡」とあり、この依頼が格天井

揮毫に該当するものと考えられる。
鹿島洋朝暾（図 13） 昭和 17 年 鹿島神宮（茨城県鹿嶋市）
「大観謹写」 大観から奉納
昭和 17 年、武神である武甕槌神を祭神とする鹿島神宮が、同じく武神である経
津主大神を祭神とする香取神宮とともに勅祭社に治定された（31）。これをうけて、
大観は《鹿島洋朝暾》を揮毫、奉納した（32）。
正気放光（図 14） 昭和 19 年 橿原神宮（奈良県橿原市）「正気放光 大観」 奉納
奉納は昭和 19 年（33）。大観の画集『横山大観

3

昭和（一）
』（34）では《神州

第一峰》（昭和 19 年）として所収されている作品。画題は藤田東湖「正気歌」に
因んだもの。大観の画業において《正気放光》と題された富士の画はいくつか確認
できるが、最も早い例に、昭和 17 年、再興第 29 回日本美術院展覧会出品作（院
展終了後に海軍省を通して江田島海軍兵学校へ寄贈）がある。戦時中、大観の富士
図 8 大楠公
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（27）福井県和紙工業協同組合理事長で岡太神
社附属岡太講事務局の石川浩氏の御教示による。
（28）「神社と大観先生寄贈の社標」註 25 に同
じ。
（29）註 23 に同じ。

の画は、国威発揚や国体を表しているものとして、多くの人々が求めるものとなっ
た（35）。奉納に関する詳細は不明であるが、本作も時局をうけての制作、奉納と
考えられる。
旭日桜花図（魑魅影を潜む）（図 15） 昭和 19 年頃

（30）石上神社氏子総代会編『石上神社・宝物殿』
石上神社社務所、昭和 59 年
（31）「両武神に勅祭 鹿島、香取神宮例祭へ勅
使御差遣」
『読売新聞』
（朝刊）昭和 17 年 1 月 5
日
（32）「武神勅祭に奉献画 大観画伯が鹿島神宮
へ」『読売新聞』（朝刊）昭和 17 年 6 月 5 日
（33）橿原神宮庁総務部・教化生涯課の御教示に
よる。
（34）『横山大観 3 昭和（一）
』
）大日本絵画、
昭和 55 年
（35）佐藤志乃「横山大観と水戸」『生誕 150 年
横山大観展』展図録、鶴見香織・山田歩編、
日本経済新聞社・毎日新聞社、平成 30 年
（36）
「熱田神宮に捧ぐ美術の粋」
『朝日新聞』
（朝
刊）昭和 19 年 7 月 29 日

熱田神宮（愛知県名古屋市）

「大観」 朝日新聞社の斡旋により石橋治郎八から奉納
朝日新聞社の依頼により制作。昭和 19 年、朝日新聞社では大東亜戦争完遂祈願
と神霊を慰めるため、熱田神宮への奉納を企画する。熱田神宮では昭和 14 年より
神域拡張を行い 17 年に宮庁、斉館、勅使館が竣工していたので、これを記念して
奉納することとし、芸術院会員の作品 24 点が集められることとなった（36）。この
事業に賛同し、寄附をしたのが石橋生糸株式会社社長の石橋治郎八である。石橋治
郎八は自伝『シルク紳士まかり通る』において、大観が朝日新聞へ作品を納入した
日が大観邸焼失の夜であったことを書いている（37）。大観邸は昭和 20 年 3 月 10
日の東京大空襲で全焼しているので、同作はこれより前に完成したことがわかる。
また、「依頼画控」には昭和 19 年 7 月 13 日の項に「熱田神宮
5000

朝日新聞社

貫名敦

奉納

三尺巾

来宅」と記録があり、この依頼が《旭日桜花図（魑

魅影を潜む）
》に該当するものと考えられる。
なお、奉納作品は、戦中戦後の混乱をはさむかたちで集まることとなり、昭和
23 年 8 月 23 日、先に奉納された大観ほか西山翠嶂、藤田嗣治、中沢弘光、香取
秀真らの作品で美術品献納奉告祭が行われた（38）。また、朝日新聞が掲げた当初
の奉納目的は、終戦を経て文化国家の建設へと変更された（39）。
富士に心神（図 16） 昭和 22 年 靖國神社（東京都千代田区）「心神 大観」 大観から奉納
第 1 回みたままつりの懸雪洞用の作品。みたままつりは 7 月 13 日から 16 日ま
で行われた（40）。
「心神」と題される富士の画は、戦前から戦後まで散見される。ただし、「心神」
の書が大きく書き添えられるのは、戦後の作例になる。富士を「日本の魂」すなわ
ち心神として、様々な表現を試みてきた大観であるが、本作では大きく「心神」と

図 9 秋色武蔵野

したためられ主題が強調されており、より直接的な表現がされている。
なお、同作品が扇子に配された授与品があるが、これは平成 11 年の靖国神社御
創立百三十年のみたままつりより扱われたものである（41）。
虹の風景（図 17） 昭和 25 年

靖国神社（東京都千代田区）「大観」 大観から奉納

みたままつりの懸雪洞用の作品。7 月 13 日から 16 日まで行われた（42）。
国破山河在（図 18） 昭和 25 年

伊勢神宮（三重県伊勢市）「國破山河在

大観」

伊勢神宮式年遷宮奉賛会から奉納
延期された第 59 回式年遷宮祭のために、昭和 24 年、伊勢神宮式年遷宮奉賛会
が設立された。この奉賛事業のひとつとして、伊勢神宮式年遷宮奉賛総合美術展覧
図 10 岡太神社・大瀧神社社標

会が開催される。同展の美術品は、大観ほか川合玉堂、和田英作、香取秀真、朝倉
文夫らの協力により、日本画 42 点、洋画 34 点、彫刻 28 点、工芸 36 点が集めら
れた。展覧会は昭和 26 年 1 月の三越本店（銀座）を始めに、大阪、神戸、札幌、
福島など百貨店、
市役所、
公会堂を会場としながら昭和 27 年 9 月まで巡回した（43）。
『神社新報』（44）によれば、大観は、昭和 25 年 11 月初旬に作品を完成、これを
11 月 23 日、熱海伊豆山を訪れた奉賛会の木下義介と山盛秋荘へ手渡している。
なお、
「依頼画控」には昭和 25 年 9 月 23 日に「二尺巾

図 11 氷川神社
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杜鵑ヵ山市晴嵐如何

25 年 12 月中旬迠に出来

20000

伊セ神宮展覧会企劃部長

田区冨士見町二丁目十四 （東京大神宮）事ム所

山盛秋荘

千代

電話九版（33）六五一六」と書

かれており、これが《国破山河在》の依頼に該当するものと考えられる。

（37）「或る日の夕方、大観先生から朝日新聞社
へ電話があり、作品が完成したからすぐ取りにきて
くれということだった。朝日では、夜分のことなの
で明日にしてくれと頼んだところ、先生はどうして
も今晩中にとりに来いといってきかない。そこで朝

心神（図 19） 昭和 27 年 湊川神社（兵庫県神戸市）「心神 大観敬写」 大観より奉納
藤巻正之宮司からの依頼により制作。湊川神社は昭和 20 年、戦災により社殿が
焼失。昭和 23 年に復興事業を開始、昭和 27 年 10 月 24 日に本殿遷座祭を迎えた。
藤巻宮司は社殿竣工に際して、大観に作品を依頼、大観は屏風《心神》を納めた（45）。
社報『みなと川』（46）には、大観から奉納された屏風が、表装は寺内遊神堂寺内
新太郎、椽は装束店主斎藤専太郎、金具は鋳金家佐藤省吾、漆は小西重太郎らの製
作によるものであると紹介されている。
藤巻正之

ところが、なんとその晩、大観先生の家は火事
で焼けてしまったのだ。
」（石橋治郎八『シルク紳
士まかり通る』わせだ書房、昭和 37 年、184185 頁）
。
（38）「美術品献納奉告祭」『あつた』第 4 号、
熱田神宮宮庁、昭和 23 年 9 月 24 日
（39）「近く大観画伯ら諸大家の力作奉献さる」

なお、「依頼画控」には昭和 26 年 11 月 25 日に「湊川神社神殿
100000

日はすぐ受け取ってきて地下室に保管した。

小屏風

渡」の記載と、昭和 27 年 10 月 14 日に屏風を寺内へ渡した

との記録があり、これが、《心神》制作に該当するものと考えられる。この記録か

『あつた』第 2 号、昭和 23 年 2 月 15 日
（40）「お盆 靖国みたま祭」『読売新聞』（朝刊）
昭和 22 年 7 月 14 日

らは、屏風の制作に際し、大観へ 10 万円が授与されていたことが確認できる。た

（41）靖國神社遊就館の御教示による。

だし、同時期の二曲屏風の画料を 100 万円にしていることをふまえると（47）、金

（42）「各地にひらく納涼夏祭り 両国川開きは

泥などの絵具、すなわち実費としてこれが授けられたのではないだろうか。

22 日 燈籠流しや花火大会」『読売新聞』（夕刊
昭和 25 年 7 月 15 日

伊豆山神社御神號（図 20） 昭和 29 年

伊豆山神社（静岡県熱海市）「大観謹写」
大観から奉納か

「中山夫人」からの依頼による制作。「依頼画控」には昭和 29 年 4 月 13 日に「キ
フ

伊豆山神社

日月、金と白金で描き、下に伊豆大神と書

渡ス」との記録があ

る。また、「静子夫人日記」の昭和 29 年 4 月 12 日の頁には「昼前中山夫人来宅

（43）伊勢神宮式年遷宮奉賛会『第五十九回神
宮式年遷宮奉賛美術展図録』神宮司庁、昭和 28
年
（44）「奉賛美術展の第一作 大観作 國破山河
在 金泥で画いた得意の霊峰富士」『神社新報』
昭和 25 年 12 月 4 日

伊豆神社祭典に付御神■所へ飾る（日月の下に伊豆大神）と描ゐてほしいとの申越
し承諾に■良人描き上げ中山サンへ届ける直に奥サン礼にみえる」
（■は解読不可）
とあり、翌 13 日には「中山氏良人」が揮毫の礼に来宅したことが記されている。
「中山」については不明であるが、本作が 4 月に行われる伊豆山神社例祭のために
中山氏より依頼され、納められたことが確認できる。
以上、大観存命中に、神社へ大観または第三者を介して奉納された大観作品を
まとめた（48）。また、作品として残されているものではないものの、岡太神社・大
瀧神社の社標同様、大観の揮毫をもとに制作された例として、諏方神社の額がある。
拝殿額（図 21） 昭和 27 年頃 諏方神社（東京都荒川区） 大観と平櫛田中から奉納
諏方神社は、昭和 20 年 3 月 10 日の東京大空襲で焼失。昭和 25 年より再建が

図 12 石上神社幣殿格天井

始められ、昭和 27 年に社殿が落成。これに際して、大観の書を田中が彫刻した拝
殿額が奉納された。なお、諏方神社は日本美術院がある谷中の氏神にあたり、長ら
く美術院敷地内にある天心霊社の祭祀を執り行っている。また、大正 8 年より戦
後まで諏方神社に勤めた日暮萬男宮司は、昭和 29 年、大観邸再建時の地鎮祭も執
り行っている（49）。
さて、大観存命中に納められた絵画・書の作品 19 点を概観すると、大半である
17 点が昭和の初期から戦後にかけての制作、このうち半数以上の 13 点が依頼に
よるものであることがわかる。依頼者も多くは奉納先となる神社の関係者であり、
この中には、藤巻宮司、薗田宮司、越前和紙職人の岩野平三郎や朝日新聞社など交
流があったものが含まれる。また、制作の契機となったものには、記念の大祭や社
図 13 鹿島洋朝暾

23

（45）湊川神社の復興事業については、藤巻正之

殿の竣工があり、改築等の境内整備には紀元 2600 年の記念事業も散見した。こう

『蛟龍之舎回顧』（註 8 に同じ）を参照。

した背景には、明治以降、新たに整えられた神社をめぐる制度が、昭和に入りさら

（46）「御神座装飾 御屏風「心神」横山大観先

に充実されたことを挙げることができるだろう。昭和 15 年には、この制度をつか

生筆」『みなと川』湊川神社、昭和 27 年
（47）「依頼画控」には「昭和 27 年 10 月 1 ４日
100 銀座松坂屋 二枚折屏風一双 寺内渡
ス」「昭和 28 年 6 月 14 日 100

格の理由を次のように説明している。

髙島屋東京

二枚折半双 三保不二 寺内渡」と書かれて
いる。なお「依頼画控」の記録は昭和 27 年以降、
画料が万円単位となっている。
（48）今回の調査での条件にはあてはまらなかっ
たものの、判明した事柄や作品に次の 2 点がある。
いずれも伊勢神宮徴古館の御教示による。
《皇大神宮》 昭和 13 年

さどっていた内務省神社局が神祇院へと昇格をした。これを報じた新聞記事は、昇

伊勢神宮（三重県伊

「現下の時局に鑑みて一般国民に敬神崇祖の観念を昂揚して国体の明徴を期し、
併せて戦時思想対策の枢軸とするため」（50）
このことは、拡大する戦局を受け、神社がより一層、制度的にも国民の意識を
統制する場として、役割を担うことになったことを示している。現に、
《大楠公》
奉納の機となった湊川神社の殉節六百年祭は「満州事変の進行に伴ふ所謂非常時の

勢市） 貝島太市から奉納

事態によって喚起せられた国民精神の自覚」を受けて「一大精神事業」となった。

第 2 回文部省美術展覧会出品画。貝島太市（明

武神を祭る鹿島神宮は真珠湾攻撃からおよそ 1 か月後の昭和 17 年 1 月に勅祭社昇

治 13 年～昭和 41）は貝島炭礦株式会社社長、

格、熱田神宮は昭和 19 年の戦争完遂を祈念して、というように奉納の契機は拡大

日本石炭鉱業会会長など歴任した人物。「依頼画
控」の記録によれば、《皇大神宮》は文展出品後
に貝島によって購入された。奉納年は昭和 40 年。
《正気放光》 昭和 17 年

伊勢神宮（三重県伊

勢市）東條輝雄から奉納
奉納者の東條輝雄は東条英機元首相の次男。東
條家所蔵の由来は不詳。大観が東條首相へ直接
作品を納めた記録は確認できなかった。ただし、

する戦局と呼応し、依頼あるいは自発的な制作を問わず、作品制作の動機の一つと
なったのである。来歴不詳なものの橿原神宮蔵《正気放光》が、昭和 19 年に奉納
されたことも、そうした時勢を受けて納められたものといえるだろう。
では、奉納作品の作家として選ばれた大観は、当時、どのような立場にあった
のであろうか。大観は美術院再興以降、在野の美術団体を率いる画家として活躍を
してきた。さらに、大正半ばから昭和にかけては、在野として異例となる院展への

昭和 17 年、満州国建国十周年の作品寄贈に際し、

皇太子行啓や各宮家からの下命、昭和 12 年には文化勲章受章と改組の帝展参加な

川合玉堂、松林桂月ら帝国芸術院会員が官邸で

ど、在野でありながら日本画壇の重鎮の一人となっていた。少なくとも、最初の奉

の晩餐会へ招かれており、ここで大観も東條首相

納依頼があった昭和 2 年、
画壇において大観は不動の地位を獲得していたのである。

と交流をしている（
「画壇の巨匠を招く 東條さん
慰労の清談」『朝日新聞』（朝刊）昭和 17 年 10
月 8 日）
。奉納年は平成 22 年。

また、制作の上では《生々流転》
（大正 12 年、東京国立近代美術館）
、
《山四趣》（大
正 14 年、
大倉文化財団）
《瀟湘八景》
、
（昭和 2 年、
大倉文化財団）などがあるように、
古典をより強く意識し且つ新機軸の水墨画が打ち出された時期でもあった。
さらに、昭和の初期から、制作活動に加えて、画論、座談や講演会の内容など
が雑誌や新聞で取り上げられるようになる。主なものに「羅馬開催日本美術展覧会
について」
（
『芸術』8 巻 10 号、昭和 5 年）
、
「美術教育の根本精神を論じて

当面

の問題に及ぶ」
（
『朝日新聞』
（朝刊）昭和 7 年 6 月 10 日～ 12 日連載）
、
「日本美
術の精神」
（
『改造』21 巻 6 号、昭和 14 年）などがあるが、いずれも東洋画の精
神性、制作にあたり、自国の文化や伝統を拠り所とした人格の修養を説くものであ
った。このように、日本の文化や伝統とその精神性を説き、また、その理想の表現
の一つとして富士を描いたのは周知のとおりである。こうした大観の制作姿勢もま
た、依頼者にとっては神社への奉納作品を描くに相応しいものとして捉えられたの
図 14 正気放光

ではないだろうか（51）。大観が主張した画論や、その制作姿勢は、終戦をはさんで
も変わることはなかった（52）。戦後の奉納にある「心神」と題された富士の作品も、
そうした信条の表れのひとつといえるだろう。
なお、大観は自邸の庭に、鉦鼓洞稲荷と称する稲荷社を設けていたことがあっ
た。空襲で焼失以後、再建はされなかったが、大観が書いた「鉦鼓洞正一位稲荷大
明神」の幟や行燈、初午祭と思われる写真が残されている。稲荷社は伏見稲荷大社
から勧請したもので、
これは大塚巧芸社社主の大塚稔が京都へ代参し行われた（53）。
勧請の時期は不詳であるものの、大塚稔との交流が始まる大正 8 年以降、昭和初
期までの間であることは間違いない（54）。稲荷自体は全国的に分布し、屋敷神と
しても多い（55）。江戸においてもそこら中にあるものとして伊勢谷と稲荷が謳わ

図 15 旭日桜花図（魑魅影を潜む）
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れたように、身近な民間信仰のひとつである。大観が、身近な稲荷を屋敷神として

（49）岡倉天心を祀る天心霊社は、美術院再興時

設けたことと、伝統と古典への意識を強め、これに基づく画論を唱えていくことが

に斎藤隆三の発案で設けられた。天心霊社建立に

同時期であるのも偶然ではないだろう。斎藤隆三は「一切万事祖国随喜」である大
観が「日本的東洋的傾向を濃厚」にしたものの理由のひとつとして還暦（昭和 3 年）
を迎えたことを挙げているが（56）、いずれにせよ時代に即し、先んじてきた大観
の一面を表しているといえるだろう。

ついて隆三は、天心が美術院創立者であることに
加え、大観と下村観山が「絶対無限」に尊敬して
いる天心を祀ることで「背離し易い」二人の団結
を図ったと語っている（斎藤隆三『自叙伝』志富
靭負、昭和 36 年、240 頁）
。日暮萬男宮司につ
いては、金子善光「日暮里諏方神社の祝詞に見
る戦後の東京」（
『生活文化史』29，日本生活文

2．藤巻正之宮司について
藤巻正之宮司（図 22）は明治 10 年 9 月 1 日、岡山県勝田郡勝央町に生まれた。
明治 41 年、皇典講究所より学正を授与され、明治 45 年より中山神社、大正 14
年に長田神社、昭和 4 年に日光東照宮、昭和 6 年に湊川神社、昭和 21 年に作楽神社、
昭和 23 年に湊川神社、昭和 31 年に伏見稲荷大社において宮司を歴任。また、
この間、
『美作国神社資料』（岡山県神職会美作五郡支部神職会、大正 9 年）
、
『中山神社資料』
（中山神社社務所、大正 12 年）、『昭和諄辞集』（桜井稲麿との共著、昭和諄辞集刊
行会、昭和 4 年）、日光叢書の刊行（東照宮社務所、昭和 6 年～）
、
『湊川神社六十

化史学会、平成 8 年 3 月、94-103 頁）参照。
（50）「神祇院（仮称）を創設 神社局を改組拡
大『朝日新聞』（朝刊）昭和 14 年 8 月 21 日
（51）植田彩芳子氏は、昭和の大観が、大観自
身が唱えた「精神」という語によって評価された
ことを指摘している（植田彩芳子「戦前における
横山大観評価の形成史」『没後 50 年 横山大観
―新たなる伝説へ』展覧会図録、国立新美術館、
朝日新聞社、平成 20 年）
。

年史』（57）、『蛟竜廼舎祝詞集』（藤巻正之、昭和 14 年）
、徳富猪一郎『国史より観

（52）
横山大観
「混迷の日本画壇に寄す」
『読売新聞』

たる皇室』（藤巻先生喜寿祝賀会、昭和 28 年）、
『稲荷百話』
（伏見稲荷大社社務所、

（朝刊）昭和 29 年 1 月 24 日など

昭和 33 年）など多数の書籍を刊行した。

（53）「故横山大観先生の稲荷信仰と美術界の繁

さて、藤巻宮司は在職中、大観より計 4 点の作品を奉納されている。この最初
の出会いを仲介したのは大塚巧藝社の大塚稔であった。藤巻宮司は古社寺保存会委
員や明治神宮造営局参事考証官などをつとめた萩野仲三郎を介して大塚を知り、長
田神社拝殿天井画の相談をするために大観を紹介してもらう。相談を受けた大観は

栄守護を祈願する稲荷塚建設奉納に関する趣意
書」伏見稲荷大社、昭和 38 年。伏見稲荷大社
の黒田長宏氏ご提供の資料による。
（54）伏見稲荷大社には大観への勧請記録がない
ものの、資料（註 53 に同じ）では、勧請時期を

木村武山を斡旋し、自身は《宝船》を奉納したのであった。また、藤巻宮司は昭和

昭和初めの渡欧直後としており、昭和 5 年以降で

4 年、日光東照宮へ転任すると同時に、竣工したばかりの社務所・朝陽閣の障壁画

あることを示唆している。一方、大正 12 年制作の

揮毫を大観へ依頼した。以降、湊川神社での殉節六百年祭と戦災復興事業に際も同
様に、大観へ制作を依頼したのは先述の通りである。藤巻宮司は着任先において、

《生々流転》
（国立近代美術館）の画中に、大観
邸と思しき築山や樹木、鉦鼓洞稲荷と思われる社
が登場する。大観は大正 9 年に大規模な造園工

大規模な境内整備や記念祭、これらに係る刊行物の出版など様々な事業を手掛けた

事を行っており、あるいはこれに際し設けられた

人物でもあった。自伝『蛟龍之舎回顧』には、日光東照宮における寛方、南風、岳

可能性も考えられる。

陵らによる障壁画や湊川神社の《大楠公》の制作中に、忌憚のない批判をして描き
改められたエピソードや、大観と痛飲したことなどが書かれており、画家と強い信
頼関係にあったことや妥協をしない熱心な人柄であったことをうかがうことができ
る（58）。
また、晩年に伏見稲荷大社宮司に就任した際は、御鎮座一千二百五十年奉祝祭
を迎えるにあたり、様々な記念事業を行った。この一環として昭和 39 年、稲荷山
に横山大観筆塚を建立、石碑の文字は徳川圀順、塚には静子未亡人協力のもと大観
の筆と印鑑が納められた（59）。
なお、筆塚竣工祭であげられた祝詞では大観について次のように唱えられた。
「形ある富士に事寄せては日本魂の崇高さを画き、春秋の山河を写しては愛国の

図 16 富士に心神

至情を表し、只専ら皇国の隆昌を祈り祈りて、たぎり立つ心はやる思いも、人目に
はさらぬばかりにつつましく、師の君の言葉そのままに谷中の鶯の如く踏み行はせ
るこそ尊けれ」（抜粋）（60）
先にも触れたが、大観の作品に「日本魂」や「愛国の至情」を見出したのは、
藤巻宮司だけでなく大観へ奉納画を依頼した人々も同様だったであろう。さらに、
天心がうたった「谷中鶯」が引用されている点には、大観がとりわけ昭和期に大々
図 17 虹の風景
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（55）直江廣治「稲荷信仰普及の民族的基盤」
直江廣治編『稲荷信仰』
（民衆宗教史叢書第三巻）
、
雄山閣出版株式会社、昭和 58 年、113-133 頁

的に行った天心顕彰が広く浸透していたことをも思わせる（61）。そして、没後
的に行った天心顕彰が広く浸透していたことをも思わせる（61）。そして、没後も
大観への評価は変わることなく、筆塚建立に至ったのであった。

（56）斎藤隆三『横山大観』中央公論美術出版、
昭和 33 年、143 頁

以上、神社に所蔵されている大観作品を概観し、大観と懇意であった藤巻正之宮司

（57）註 19 に同じ。

について紹介した。今回は神社への調査も国内の旧官国幣社を中心としており、大

（58）藤巻の経歴および大観との交流は「蛟龍之

観が納めた奉納作品すべてを取り上げたわけではない。
「依頼画控」にある、台中

舎藤巻正之行実」（藤巻正之『蛟龍之舎回顧』
、

神社氏子総代（台湾）からの依頼や「郷土ノ守護神社建立ノ宝物」など本稿に反映

註 8 に同じ）を参照。

できなかったものもある。が、時代に先駆けるような画業、人々の求めや時勢に応

（59）静子夫人は筆塚建立に際して、
横山大観《蓬
莱山》も奉納した。横山大観筆塚については、伏
見稲荷大社の黒田長宏氏に御教示を頂いた。
（60）藤巻正之『蛟龍之舎回顧』（註 8 に同じ）
、
216 頁
（61）大観の昭和期における天心の顕彰について
は佐藤志乃「岡倉天心と昭和期の大観」（
『館報』

えた制作と奉納を確認することができた。また、奉納作品の中には、当時に複製な
どの授与品として広く人々の手に渡ったもの、現在も絵はがきや栞、お守りや御朱
印帳など授与品として扱われているものがある。天井画や宗教上の理由など、鑑賞
の機会は限られるものの、
作品のもつテーマや奉納した人々の信仰などを今に伝え、
変わらず親しまれている作品があるのである。このことは、大観の大衆人気、とく
に昭和以降の画業の評価の一側面を表しているともいえるだろう。

34 号、横山大観記念館、平成 31 年、5-13 頁）
を参照。ここでは大観が精神的支柱として天心の
思想を引継いだこと、大観の制作の根本に日本お
よび東洋精神の復興の理想があり、これが国の動

付記：この調査の一部は鹿島美術財団の助成を受けて行いました。なお本稿の執筆
にあたり次の皆様よりご協力を賜りました。記して御礼申し上げます。

きと呼応するものであったことが指摘されている。

伊勢神宮
武蔵一宮

氷川神社

熱田神宮
伏見稲荷大社
橿原神宮
明治神宮
関八州総鎮護

伊豆山神社

湊川神社
日光東照宮
靖國神社
下谷神社
諏方神社
越前和紙の里

図 18 国破山河在
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紙の文化博物館

図 19 心神

図 20 伊豆山神社御神號

図 21 拝殿額

図 22 大観と静子夫人、藤巻宮司（昭和 29 年）
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はりまぜちょう

貼雑帖

■ 4-5 月くらいにかけての休館中、時代劇専門チャンネルへの依存度が高ま
るばかりの日々でどうにも身体がなまるので、
一念発起して自宅（船橋市三咲）
の周辺を、地図を片手に歩いてみることにした。同僚 I の勧めによるもので
ある。地元愛が育っていない私の態度（私は沼津出身であるからして、千葉
には愛着がわかないのだ）を日頃よりなじっていた I である。そのあたりの
解消も狙っていたらしい。
入学したばかりの高校に通うことのできないムスメと、午後、家の周辺を
ウロウロするのだ。マスクなどは必要ない。誰ともすれ違うことがないのだ
から。時折ゴミ回収車が我々の脇を通り過ぎる。回収車は、夕方までうろう
ろしている。だから、すれ違うのは一度キリではない。双方が、さほど広く
もない地域内をくるくる回っているから、日に 3 度 4 度と、何度も遭遇する
のだ。なに、悪いことをしているわけではないのだから別段気にする必要は
ないのだが、どういう訳か気まずい。おそらく相手も同じ気持ちであろう。
さて、歩きだして早々に面白いものを見つけた。
「魚文の句碑」の解説文で
ある。読んでみよう。「魚文は三級亭魚文と称し、芭蕉の高弟、服部嵐雪の直
系大島蓼太の高弟で、1700 年代（江戸後期）の蕉風復活に力をつくした人
です。云々」魚文と芭蕉との関係を理解するのに数回読み直した。結局、繋
がりはほとんどないことがわかった。これでは芭蕉と無縁であることをむし
ろ強調してしまったようなものだが、
『吾輩は猫である』の「天璋院様の御祐
筆の妹の～」のくだりを思い出し、とてつもない親しみと愛着の念がわきあ
がるのを禁じ得なかった。
千葉県北西部は、江戸時代、
「小金牧」と呼ばれた軍馬を育成する放牧場で
あったという。山のない、広い丘陵地帯であることが馬の放牧に適していた
のだろう。～台、～丘、という地名が多いことも、この地形に由来するのだ
ろうし、馬込、馬橋などの地名は、馬の放牧に因むものだろう。

下野牧二和野馬土手

近所にある二和小学校の脇には土手（下野牧二和野馬土手）↑がのこってお
り、それは放牧した馬が逃げて畑を荒らしたりしないように、江戸時代に幕
府が作ったものであったとのこと（船橋市指定文化財となっている）
。高さは
2 メートルほどに及ぶ。ちなみにタダの土手である。段ボールを敷いて滑り
降りるほどの高さもない。この脇で写真を何枚もとる吾輩の姿を、地元の住
民が怪訝な顔で見ていた。なお、
「小金牧」地帯は将軍家が巻狩りを行うなど、
軍事演習の場ともなっていたらしい。この流れからか、
やがて明治にはいって、
船橋市～習志野市にかけて、陸軍の騎兵第一旅団が置かれた。ちなみにこの
地域には鉄道連隊もおかれ、その演習として設置された鉄道は現在新京成線
となって引き継がれている。沿線上を歩いたところ、
「陸軍」と刻まれた石標
をいくつか確認することができた。下の写真はその一つ。下手な写真と思わ
れるだろうが、非常に撮影しづらい位置にある。お許し願いたい。不自然な
場所に立つ石柱はたいていコレである。しかしなかなか風格があるのでこれ
を掘り起こして家に持ち帰りたい衝動にかられ、もし決行した場合、罪にと
われるだろうか？と I に尋ねたところ、深すぎて掘れないだろうとの返事で
あった。( 牡蠣的主人Ｓ）
                                                                                      

三咲駅駐輪場脇の標石

→別の角度から見ると「陸軍」の文字が

■当館学芸裏面史
･ 近頃、某インターネット通販業者が、創価学会関係の書籍を勧めてくるようになっ
た。はて？と不思議に思っていたのだが、何かの拍子に同学会が日蓮を掲げてい
ると知り、合点がいった。近代の「日蓮主義」をあれこれと検索しているのをみて、
創価学会関係者もしくは興味のある人物と思われたのであった。（佐藤漫筆）
・Ｉが漢字変換するとこうなる。
館報→「艦砲」／感情→「艦上」／生々（流転）→「征西」／海鮮御膳→「開
戦午前」／館長→「艦長」／中間報告→「中韓報国」／舞台衣装→「部隊衣装」
／記念館→「記念艦」／ちゅ（註と入れたい）→ (*´ ε `*) チュッチュ／音
信不通→「音信普通」／変換ミス→「返還ミス」／大正 15 年→「大将 15 年」
／問合せ→「土肥安房せ」／公職追放→「好色追放」
吾輩も先達て、ドキリとしたことがある。芝居→「司馬懿」／■→「刺客」
／読売→「黄泉売り」／気ちがい→「基地外」／第一回展→第一「回天」
■下村観山「浴室の失敗」
「下村観山氏箱根へ出かけて、先づ一風呂と手拭下げて浴室へ行くと、幸誰も
居ないので好い心持になつて湯槽へ浸つて納まり返つて居たが、不図見ると
女湯の方とは中途迄しきりがしてあつて、湯の下は行き抜けになつて居るの
で、何の気もなしにヅブリともぐつて女湯の方へ浮び上ると、キアッと云ふ
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聲して湯槽から飛び上つた若い婦人があるので、流石の先生も膽をつぶして
きまりわるさにそこそこ浴衣を引掛け廊下へ出ると、バツタリ出遇つたのは
相識の某博士、ヤア君も来て居たのかこりやあ面白い僕の室は彼處だから後
に遊びに来給へと云はれて、室へ帰り、暫くたつて訪れて見ると博士は一人
でポツネンとして居るに、お一人ですかといふと、イヤ妻も連れて来たが今
何処かそこらへといふうち、優しい衣摺れの音がして誰か這入つて来たと思
ふと、これが妻でと引き合はされ、ヒョイと顔を合はせると先刻の婦人なので、
ヤと言つたまゝあとはへどもど。
（
『美術新報』大正 4 年 1 月）
■「大観が醉ひて描きたる絵に似たる花月 ( かげつ ) の塀の春の泥かな」
吉井勇『東京紅燈集』より
■大観の灰殻振り
－「テインカー、テニー、ネリーの三匹である。親と子、孫である。種類は
ブラツク・エンド・タンテリア、英国産である。今までに生まれた仔は、藤井、
小林、安田、橋本永邦君など、同人諸君のところと、水戸の徳川さんなどに
上げた。
僕が女房と二人でイタリー出立前、テインカー等にさびしげに高聲でなか
れた。帰つた時の嬉しさうな様子…僕の頭の上を飛び越えてのよろこびだつ
た。…我家の犬は敏感である。
」
（横山大観「犬三代」
『読売新聞』昭和 9 年 1
月 1 日）
―記事によれば、大観の御犬様は水戸徳川家にもお届けされた模様。外来種
だから蟹文字名でもおかしくはないのだが、何しろ、和服でないことを咎め
るくらいの日本精神標榜者であるから、犬の名前は、タケルとか太郎とか、
花子とかになってしかるべきであったと思う。なお大観については、愛車は
アメリカ・パッカード社の車（戦前）
、ドイツ・オペル社の車（戦後）など。
カメラはローライコード、そして煙草はキャメル…など、西洋かぶれな一面
が続々発覚している。
■「大江戸捜査網」を見ていたところ、床の間に大観の山四趣（当然複製）
がかかっていてびっくりした。
（時代劇専門チャンネル依存症・Ｓ）
■「……『君、いつまで待つても小説学校といふのは出来まいと思ふ。就て
は今度撲の友人で岡倉覚三君が主に成つて、美術学校といふのが出来るから、
それへ入つて見たら如何かね。小説も、絵画も親戚関係だから。
』と仰有つた。
実に寝耳に水で有つたが、又棚から牡丹餅の心地もした。
『結構ですが、私は絵を本式に習つてゐないのですから。
』と喜びの裡にも不
安を述べた。
『それは猶、撲から岡倉君に話して置かう。現在絵の画ける者ばかりを採らず
と、将来絵の画ける者も入れて貰ふやうに……』－（略）―
「いきなり絵画の試験に於て、グワンと参つた。花鳥或は人物を随意揮毫と、
それに山水画と牡丹花との、どちらかを模写といふ事であつた。受験者の中
には、横山大観、下村観山、西郷孤月その他がゐたのであつた。皆本式に剥
毛筆を使用する中に、子供時分から絵は好きでも、それは只小説の挿画や役
者の似顔絵を真似するに過ぎなかつたのだ。唯一人其中でマゴマゴせずには
ゐられなかつた。
でも、画かずにはゐられぬので、已むを得ず人物画として、大百鬘の団十
郎の似絵を画いて、セツセと逃げ出して来た。一番早く立上つたので、岡倉
覚三、変な顔をして見て居つた。
」
（江見水蔭『自己中心明治文壇史』博文館、
昭和 2 年） 水蔭に受験をすすめたのは称好塾の杉浦重剛先生とのことだ。
■何年も前の話だが、
「富士山の俳句を集めている」という方から問合せがあ
った。大観が富士山の俳句をつくっていやしないか、というのである。
「残念
ながら見たことはアリマセン」
、そう答えると、相手はしごく残念そうであっ
た。
「大観先生の句があれば完璧なんだがなあ・・・」俳句や歌をたしなむよ
うな性格ではないようにも思うのだが、なんと以下のような漢詩を発見した。
大観の文学的一面をしっかりとご紹介しておきたい。
「新春家居似法月駿江詞宗」大観山人（
『絵画清談』大正 9 年 2 月）
家住池端茅巷隈 一眸無限氣佳哉 凌寒避暑娯閑地
賞月吟花上釣台 自有生魚当登膳 不須歌妓共浮杯
庭梅迎我恰如笑 手掬清泉磨麝煤
豈堪都市俗情繁 疎懶杜門傾酒樽 政事不関閑日月
風塵総絶別乾坤 謾評書画誰同楽 更愛梅花自挿盆
吟骨養来吾願足 醉描縑素亦君恩
■そつくり其の儘瓜二つ珍百景

   富士宮市芝川町
                                                                                                
春光る

秩父霊峰春暁

三峯神社遥拝殿より

■奇中奇譚「近代化の波」
我家にもようやく Wi-Fi なるものが導入されることとなった。J:COM の営業
マンが、マンションに■■なるものを設置せんがために各部屋の●●の具合
を調査する必要があるといふことで我家に上がり込んだことが発端である。
話をしていくうちに、この営業の若者は我家の陸の孤島ぶりに「まさか」と
驚嘆した。なに、いつかは、とは思つていたのである。あまりの面倒くささ
のために放置しておいただけのことある。かようなまでに驚かれるとは心外
なのである。若者は身を乗り出して云ふ。
「今日は営業してはいけないことに
なつているンです。（しているでハないか。なぜか加入コースのチラシなんぞ
も持つて居るし）改めて、説明の者を寄こします」スツカリ相手のペースだ、
逃れられないか、と観念した次の瞬間、若者は驚くべき言葉を口にした。
「誰
がいいですか？」口をアングリあけて固まる吾輩を前に若者は至つて冷静で
ある。息を吸つてようやく以下の言葉を絞り出した―「選べるンですか？」
「は
い」と、若者は平然たるものである。写真でもあるのか？しかし隣の部屋に
は娘がいる。イケメンの若者を、とは言えないのである。
「いろいろいますよ。
20 代から 40 代まで」
（無邪気なものである。爽やかですらある。自身の発
言がいかに不自然であるかに気づいてもいない。正気なのか？）―「そうで
すかあ・・・まあ私は初心者ですから、かみくだいて説明してくださる方を
御願いします」（動揺していたとはいえ、我ながら模範的な答えを出したもの
だ）そして後日説明に訪れた係員。最後にこう笑いながら言った。
「この家に
も近代化の波が押し寄せますよ（笑）
」そしてさらに後日、設置の工事に訪れ
た技術者は、操作説明を始めるにあたり、頼んでもいないのに時代劇専門 Ch
にまわした（まわす？）―「年輩の方に大人気なんですよ」
（語句楼山人・S）
■吉川英治「鴨と鹿の頭」
『草思堂随筆』
（吉川英治全集 52、講談社、昭和
58 年 所収）
「人形町の水天宮前に、おもしろい男だけにいつも貧乏ばかりしている百和堂
という店がある。ここの主人の沢という男は、今の横山大観と死んだ菱田春
草とをコンビにして、絹本尺五で七円か、八円の会費で、画会の田舎廻りを
さんざんして歩いたというから随分古い彩画屋で、その仲間の者なら誰でも
知っていよう。余談にわたるが、その頃、大観、春草、武山などをコンビにして、
地方で画会などを開くと、席画を依頼にくる画会のお客が、武山や春草の前
にばかり押しかけて、大観のところにはちっとも紙も絹も持って来ないとい
う有様だったそうである。そこで大観は時々ぽかんと手があいてしまい、会
衆には、アノ先生は下手だから誰も頼まないのだという心理があるとみえて、
よけいに武山や春草のほうへばかり絹や紙を積みかさね、何とも大観が手持
無沙汰に見えて気の毒でしかたがない。
」であるから、この沢という人物、
「武
山や春草のほうから依頼者の絵絹や色紙などをソッと抜いて来て、大観のほ
うへ振り向け、自分もそばに取ッついて、大観が筆を執っていると、わざと
側で、うまいなァ、さすがに何ともいえない所がありますなァ、と会衆をこ
っちの方へ寄せることに、ずいぶん気苦労をしたものですと、これはその沢
君がよく述懐する思い出だった。
」
■謹慎中、軍の標石探しと自家発電に熱中しておりました（いずれも隠居後
の楽しみにとっておいたもの）
。近所には鉄道連隊、気球連隊、歩兵学校、陸
軍病院など多くの史跡があります。路地で、肩身を狭そうにしている「陸軍」
の標石を見つけては撮影し、これを志へ送信しておりました。また、電子機
器の充電は自宅の発電機（足漕ぎ型）で行っておりました。いずれも良い鍛
錬になりました。
（ボンクラ書生・池田）

鉄道連隊の橋脚（千葉公園内）

陸軍の標石（千葉公園内）

■右の図は大観筆の表紙絵である。日本刀という題の本にそのまま日本刀を
描くところがニクイのである。
なお、本号は神仏習合かつ大和魂かつ武士道の特集なのである。杉良太郎演
じる遠山の金さんの決め台詞があんまりかっこいいので書き起こし
てみた。暗唱していただき、何かの折にぜひご活用
いただきたい。
「ガタガタするない、おい、かえーそうだがこの
桜吹雪を見ちまったからにはもうおしめえだ。
その首、三尺たけえ獄門台、奈落の底がよーく見え
る所に送り込んでやるぜい。
」
「それじゃあお天道様
アあまりに不公平だぜい。てめえら悪党をのさばら
しといたんじゃあ、お天道様は西からでらあ。
だまってきいてりゃいい気になりやがって、
調子づくんじゃねえやべらぼうめ」
「この遠山桜
が咲いてる限り、江戸八百八町に悪の華を咲かせる
わけにはいかねえんだ。ちょうど桜も見ごろとくら
あ、よおく眺めて地獄へ行きな！」

『東京朝日新聞』昭和 2 年 5 月 1 日

■～我儘な依頼者たち～
寸法ナシ題 怒涛逆まく太平洋はるか彼方に黎明正に訪れんとする／富士は
已に所持 山水竪物／茶ノ湯ノ釜 下絵／ザットシタ蓬莱山（金井紫雲）／
墨絵 ホーットシタモノ／ヒマラヤ山／小魚／尺八巾 横額面 赤貝／キバ
ツなもの竪物／画料 口吸い（え？）／画料 みかん／郷土ノ守護神社 建
立ノ宝物 横尺五 富士
画料 西瓜、玉子、モチ、米／水墨ニテ海岸ノ
松林ヲ見越シテ富士山ニ旭日ナキモノ／かわゐらしい寒山捨得／不ニ山 二
尺巾横 可成富士の容姿大きく現す／富士でなきもの：
「依頼画控」より
■「三十四回院展の開会中であつた。伊豆山から出て来つて築地の川村旅館
に滞在せる大観と、奥多摩の隠退先から上京した七十七歳の玉堂と、他二三
子を交へて、木挽町の料亭に会飲した。席半ばに興酣なる頃、玉堂の姿は見
えなくなつた。酒に興味のない玉堂は頃合ひと見て旅館に引揚げたのである。
暫くして玉堂の在らざるに気づいた大観は、今頃から旅館に帰つて何とする
と、宴の終るも待たず、酔を乗せて自動車を玉堂の旅館細川に馳せ、
「川合君は」
と尋ねる、
「おやすみになりました」と答ふる主婦の返事には耳も藉さず、玉
堂の室に入るなり矢庭に蒲団をはねのける、驚いて飛び起きる玉堂を見て、
「何
だ美人でも擁してゐるなら兎に角、酒も飲まずに早くから宿屋に帰つて独
りで寝てゐるものがあるか、
それだから君の絵に元気がないのだ。酒を飲まう」
とその場へ酒を取り寄せて又二三本を傾けた。
」－この時の院展出品画は「被
褐懐玉」であった。齋藤隆三『横山大観』中央公論美術出版。昭和 33 年
■開口笑話
なんでもおめー近ごろじゃあ、へっついもわからねえっていうぜ。それじゃ
ああんまりなさけねえじゃあねえか。林修先生のことば検定をあてるなんざ、
できゃアしねーよ。そこでな、ちょいとみてもらいてえんだけどよ。これア
おめえ、ちょいと乙なしろもんだぜ。江戸語辞典ってエいってな、時代劇の
お供にってえ文句にすっかりつられちまってよ。これがありゃあ百人力だぜ。
CM 中にちょっとひきゃあ、林先生の問も一発で当てられるってえわけよ。
江戸の芸能の楽しさも倍増するってえ寸法だ。時代劇専門チャンネルのファ
ンとしても欠かせねえしろもんよ。そらきた、
「冷や奴」の由来だってよ。お
い与太、ちょいと見てみねえな。なに？みあたらねえ？ねえなんてこたーあ
るわけねえだろうよ。ねえわけねえ、国語辞典をひくやつがあるかい、江戸
語辞典を見たらいいじゃあねえか…ええ？今見ているところです？それがい
けねえってんだよ、さっさとしねえかさっさと。てめえは辞書の引き方もし
らねえってんだから、始末におえねえ。けどよお兄い、そもそもこいつあ江
戸語かい？江戸っていやあ豆腐だけで百も料理をつくったってえとんでもね
え時代だぜ、そいじゃあ、おめー何かい？江戸語かどうかっておめえ…、おい、
「お釈迦になる」はどうでい。御釈迦さまを小馬鹿にしていかにも江戸っぽい
ね
じゃあねえか。何、無エ？何をいってやがる。ねえわけねーやな。
（江戸語辞
典を活用できない・S）
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