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序章 障壁画復元の意義 

 

京都東山区にある真言宗智山派総本山智積院には、安土桃山時代を代表する金碧障壁画

が伝わっている。元は同所に建てられていた祥雲寺客殿の障壁画として、長谷川等伯や息

子の久蔵ほか長谷川派一門の絵師達によって制作されたものである。現存する襖絵や床貼

付、壁貼付などの障壁画 25面と 2曲屏風 1双は、宝物館に収蔵され、一般に公開されてい

る。それらの障壁画は、それを飾っていた建物が、天和 2 年(1682)と昭和 22 年(1947)の 2

度、火災で焼失したにもかかわらず、僧侶や一般の人々により建物内から救出されて1現存

するものであり、桃山時代障壁画の最高傑作として、国宝に指定されている。 

智積院障壁画は、火災や盗難等の影響で、当初の姿とは大きく異なっている。この智積

院障壁画の復元研究を、昭和 38年 1月発行の『國華』第 850号「智積院障壁画の研究」（以

下『國華』）において、田中一松、米澤喜園、吉沢忠、山根有三、水尾比呂志、辻惟雄から

なる障壁画研究会が中心になって調査研究を行い、その共同意見を発表した。智積院障壁

画に関する研究では、現在までのところこれが最も詳細なもので、ことに現状を可能な限

り復元して旧祥雲寺の原初の姿に近づける試みにおいて、研究の基礎を固めるものであっ

た。 

その後、平成 4 年（1992）に祥雲寺客殿遺構が京都埋蔵文化調査センターによって発掘

され、平成 8年(1996)に梶川敏夫によって、発掘調査の成果と旧祥雲寺客殿の復元図が発表

された2。平成 17年には、小沢朝江、田口紗央里によって、旧祥雲寺客殿の部屋割りと、そ

れに対する障壁画の配置についての復元研究が行われた3。しかし、これらの研究はすべて

が建築平面と障壁画の配置位置に対する復元研究であり、障壁画自体の復元は『國華』以

降行われていない。遺構の発掘調査から、客殿の規模については判明しているが、母屋内

部の部屋割や障壁画の構成に関しては明確な結論が得られていない。これは、研究の基と

なる客殿障壁画自体が、制作当初の寸法や構図、枚数などに曖昧な点が多いことに起因し

ていると考える。 

そこで筆者は、現存している障壁画自体の復元を行い、それを基に再検証することで、

祥雲寺客殿障壁画の全貌を明らかにすることができるのではないかと考えた。筆者は、障

壁画を細部から再調査を行い、得られた知見を丹念に整理し分析することで、寸法や構成、

枚数などを明確にし、それを想定復元模写という形で具現化する。想定復元模写を基にさ

らに考察を深めていくことで、視覚的な検証が可能となり、具体性を帯びた結果が得られ

ると考える。 

                                                   
1京都新聞によると、 昭和 22年の火災では僧侶や境内にあった学校の学生のほか京都国立博物

館の職員なども加わり、猛火をおかして運び出され難を逃れている。 
2梶川敏夫「祥雲寺客殿発掘調査の成果から見た智積院障壁画」『障壁画の視点』仏教美術研究上

野記念財団、1996年 

3小沢朝江・田口紗央里「祥雲寺客殿の平面と障壁画の復原検討－智積院障壁画と発掘遺構を中

心とした検討－」（『日本建築学会計画系論文集』 第 597号） 2005年 
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襖絵や貼付絵は、掛け軸、絵巻物や屏風と異なり、建築と一体で制作される絵画である。

その特性から建築の内部空間に置いてはじめてその意図を理解することが出来る。この障

壁画自体の復元から、それが収められている建造物の内部空間を検証する方法は、実技を

基盤とした研究で初めて可能となるものである。本研究は、祥雲寺客殿に対して絵画自体

の復元という立場から、ひとつの結論を提示しようとするものである。
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第 1章 旧祥雲寺客殿障壁画について 

 

第 1節 祥雲寺と智積院障壁画の変遷 

 

〈祥雲寺の創建〉 

豊臣秀吉の長子鶴松（棄丸）が、天正 19年（1591）8月 5日に、3歳で夭折した。秀吉

は鶴松の菩提を弔うため、東山方広寺の東南に寺院建立を計画、禅宗系寺院である妙心寺

の僧、南化玄興を開山として祥雲寺を創建した。智積院障壁画は、もとはこの祥雲寺客殿

の障壁画して制作されたものであった。文禄 2 年（1593）8 月 5 日の鶴松三周忌が、祥雲

寺で行われていることから、遅くとも文禄 2 年 8 月には主要建物が完成していたことが分

かる。記録は残っていないが、内部を飾る障壁画も当然その頃までに仕上がっていたはず

である。平成 4年(1992)に行われた発掘調査により、祥雲寺の建物は相当に大規模なもので

あったことがわかっている4。 

祥雲寺は秀吉の死後、無住となっており、元和元年（1615）7月 19日、徳川家康により、

寺地、建物とも智積院に与えられた。智積院は、かつて秀吉が天正 13年（1585）に行った

紀州攻めで、伽藍を焼き尽くされた根来寺の一子院であった。家康は智積院に与える際に

「都一番にて候へば田舎には無之候間日本一番之寺」と祥雲寺を褒めたことが、智積院第

三世日譽僧正由来は伝えている。また、智積院第七世の運敝と親交のあった高泉禅師が延

宝 7年（1679）6月 18日に智積院をお訪れ「遊智積院記」を記し、その中で「講堂は高く

広く厳麗で金箔を塗った碧の間があった」と述べている。 

 

〈天和の火災〉 

祥雲寺客殿は、そのまま智積院の伽藍として存続していたが、創建後 89年目の天和 2年

(1682) 7月 13日 に護摩堂から出火した火災により、客殿をはじめ庫裏及び大書院、小書

院、玄関等、祥雲寺の遺構の主たるものは焼失してしまった。祥雲寺客殿障壁画は、運び

出されたか、すでに外されていたのかは判然としないが、幸運にもその多くが焼失を免れ

たと考えられる。そのことは、火災から 26年が経った宝永二年(1708)に記された〈智積院

靈寶幷袈裟世具目録〉に、「古客殿張付極彩色絵 長谷川久蔵 大小九十三枚」とあり、こ

れが焼失を免れた祥雲寺客殿障壁画と推測されるからである。また、〈智積院靈寶幷袈裟世

具目録〉には、「享保十二丁未年智興代 客殿衆入間 大書院 小書院 居間書院共二張付

二出来 残六枚大屏風出来 但大屏風ハ大中ヨリ入用造作出之 二枚大屏風三ツ 向後大中

修復 出仕用 道場衣桁屏風一双モ同斷」とあり、享保 12年（1705）に、長櫃に入れて保管

してあった大小 93枚を、再建した客殿、大書院、小書院などに転用したことが分かる。そ

して、現存する智積院障壁画のほとんどが切り詰めや貼り合せがされているが、その処置

                                                   
4 建物は、周囲の広縁を含めると東西３６ｍ、南北２３．１ｍと秀吉の意向を反映した全国

的に最大規模の客殿遺構 
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はこの享保 12年に再建された建物に再利用する際（以下享保の改変）に、施されたものだ

と考えられている5。 

 

〈明治の盗難〉 

旧祥雲寺客殿障壁画は、再建された智積院伽藍の障壁画として維持されていたが、明治

25年（1892）12月 25日の夜に障壁画の一部が盗難にあって、現在も行方不明となってい

る。この時の盗難で失われたのは、盗難届によると以下の通りである。 

 

・金屏風二枚折 竪七尺六寸・横四尺五寸 壹枚 

但シ紙地二シテ松二秋草繪彩色模様 

・金襖 竪六尺九寸・横四尺五寸 四枚 

但シ紙地二シテ松二萩秋草繪模様 

・金襖壁張付 竪六尺九寸・横二尺五寸 一枚 

但シ紙地二シテ秋野草繪模様 

・金襖 竪五尺八寸・横四尺五寸 二枚 

但シ紙地二シテ紅葉二萩ノ秋草彩色模様 

・金襖 一枚ノ内竪三寸・横四尺五寸程  

但シ紙地二シテ松ノ繪彩色 

               以上 

 

この盗難の後、明治 27年には小書院、居間書院は取り壊され、内部の障壁画は新しく建

立された宸殿に張り替えられている。大正 8 年（1919）8 月に、残っている金碧障壁画は

すべて国宝に指定された。 

 

〈昭和の火災〉 

智積院は、昭和 22 年（1947）5 月 17 日に再び火災に遭い、客殿衆入間、大書院、宸殿

は焼失した。この火災の際にも、僧侶や一般の人々によって障壁画は建物内から救出され

たが、宸殿にあった竹図と枇杷図など 16面を焼失してしまった。大書院と宸殿は再建され、

大書院にあった障壁画はそのまま再建された大書院に収まり、客殿衆入間にあった「松に

黄蜀葵及菊図」は大書院の南廊下に、同所に置かれていた「松に秋草図」は西廊下に置か

れた。また、新しい宸殿の床脇には、客殿衆入間の床脇違棚や小襖が収められた。 

現存する障壁画は 47 面であり、これらの障壁画は昭和 27 年に新国宝に指定された。大

書院に収められていた障壁画は、現在は宝物館に移され保管されている。

                                                   

5山根有三・辻惟雄・戸田禎裕・堤玲子「智積院障壁画の研究」國華 850号 國華社 1963年／

水尾比呂志「障壁画全集智積院」美術出版社、1966年 
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祥雲寺・智積院関係年表 

天正 19年（1591） 

8月 5日 

豊臣秀吉の長子鶴松が、3歳で夭折 

鶴松の菩提を弔うため祥雲寺建立を計画 

文禄 2年（1593） 

6月 15日 

8月 5日 

 

長谷川久蔵が 26歳早世する。 

鶴松三周忌が、祥雲寺で行われる（客殿障壁画もこの頃までに完成） 

慶長 3年(1598) 

8月 18日  

豊臣秀吉が伏見城にて逝去する。(63歳) 

智積院の暁性が家康に再興を願い出て、北野の地を貰う 

慶長 15年（1610） 

2月 24日 

長谷川等伯が家康の招請で江戸に向かう途中に客死する。（72歳） 

元和元年（1615） 

7月 19日 

徳川家康により、寺地、建物とも智積院に与えられた。 

天和 2年(1682) 

7月 13日  

客殿、庫裏及び大書院、小書院、玄関等を焼失した。建物は焼失

したものの障壁画の多くは焼失を免れた。 

貞享元年（1684）  東福門院旧殿を拝領して、客殿の跡地に方丈を再建、同年に大書

院も再建 

貞享 2年(1685 ) 客殿跡に講堂(大方丈)が再建される。 

享保 12年（1705）  長櫃に入れて保管してあった「古客殿張付極彩色絵 長谷川久蔵 

大小九十三枚」を、再建した客殿や大書院、小書院などに転用し

た。 

宝永 2年（1708） 専戒（智積院十世）〈智積院靈寶幷袈裟世具目録〉を記す 

明治 25年（1892） 

12月 25日 

智積院は盗難に遭い障壁画の一部を失う 

明治 27年(1894) 小書院、居間書院を取り壊し内部の障壁画は新しく建立された宸

殿に張り替えられる。 

大正 8年（1919） 智積院に残っている金碧障壁画はすべて国宝に指定 

昭和 22年(1947) 

5月 17日 

方丈、宸殿、大書院が焼失に伴い、障壁画の一部を焼失。 

昭和 27年 

3月 29日 

障壁画等が新国宝に指定される 
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第 2節 研究対象作品 

 

〈現存する旧祥雲寺客殿障壁画〉 

前節で述べたように、現存する旧祥雲寺客殿障壁画と推測される障壁画は 47面伝わるが、

画題により「松に秋草図」「松に黄蜀葵及菊図」「松に立葵図」「雪松図」「楓図」「桜図」に

分類されている。そのうち、最も原初の姿を伝えていると考えられているのが「松に秋草

図」である6。上下が切り詰められているものの「楓図」「桜図」も現初の姿をよく伝えてい

る。逆に「松に黄蜀葵及菊図」「雪松図」は改変が著しく、「松に立葵図」も、床貼付正面

に関しては比較的に改変が少ないものの、床脇違棚などの箇所になると当時の姿とはかけ

離れたものになっている。 

〈研究対象作品について〉 

本研究では、現存する祥雲寺障壁画の中で、最も改変が著しい「松に黄蜀葵及菊図」（以

下本図と略す）の復元を中心に行う。本図は昭和 22年の火災まで、客殿衆入間の床の間と

違棚に貼り付けられ床貼付及び違棚貼付となっていたのであるが、火災後は、床貼付の部

分は再建された大書院南側廊下に置かれ、違棚貼付の部分は同じく再建された宸殿の違棚

に収まった。その後、床貼付の部分は、宝物館に移され現在にいたっている。智積院に伝

わる旧祥雲寺客殿障壁画の中で、本図の復元を行う理由は次の通りである。 

第 1 に、現存する祥雲寺客殿障壁画の中でも、最も改変が著しく原初の姿とはかけ離れ

ていること。 

 第 2 に、本図は画題や図柄から、祥雲寺客殿の最も主要な部屋である室中に収められて

いた可能性が高いこと7。祥雲寺客殿の全貌を研究する上では、中心となる場所から復元を

行うべきであると考える。また、本図と近い画題と構図をもち、同じく室中に収められて

いたと推測されている「松に秋草図」が、おおよそ原初の姿を伝えているため、実際に復

元を進める際に比較検証を行うことで具体性を帯びる。 

 第 3に、本図は長谷川等伯の真筆である可能性が極めて高いことがある8。金碧障壁画で、

長谷川等伯の真筆と明らかになっているものは少なく9、本図が制作された文禄年間は、狩

野永徳の死により衰退した狩野派に替わり長谷川派が隆盛した時期であり、等伯が永徳の

大画を吸収し、自身の様式として昇華させた時期でもある。祥雲寺客殿障壁画の制作は、

等伯の画業の中で、非常に重要であり、本図を復元することは、等伯研究にとっても意義

がある。 

 

                                                   
6山根有三・辻惟雄・戸田禎裕・堤玲子「智積院障壁画の研究」國華 850号 國華社 1963年 
7 「國華」で試案として述べられており、梶川案、小沢案も共に見解が一致している。 

8山根有三・辻惟雄両氏のほか水尾比呂志氏も「智積院 松に黄燭葵図」（國華 900号、國華社、

1697年）の中で筆者は長谷川等伯としている。 

9 長谷川等伯の真筆として明らかになっているのは、「花鳥図屏風」「波濤図」京都・禅林寺「楓

図」京都・智積院「萩芒図屏風」京都・相国寺のみである。 
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〈「松に黄蜀葵及菊図」〉 

先述したように「松に黄蜀葵及菊図」は床貼付と違棚貼付の部分からなる。床貼付は、

高さ 328.7 ㎝で幅が 227.2 ㎝であり、違棚貼付は、高さが 141.4 ㎝で幅 173.2 ㎝である。

床脇小壁貼付も、本図と連続する図柄の絵が貼り付けられている。小壁の奥行きは 37.6 ㎝

である。本図は、智積院障壁画の中で最大の壁面であるが、この巨大な壁面は、松の幹や

枝ぶりの繋がりが不自然であり、金雲の部分を境として、上下の図柄が完全に分断されて

しまっている。『國華』の研究においては、高さ 225㎝の紙継部分までが制作当初の高さで

あり、その上部は後に継ぎ足されたと考えられている。その他にも、多くの箇所に継ぎは

ぎされた形跡が指摘されている。 

 

  

 

図 1 国宝「松に黄蜀葵及菊図」床貼付(智積院宝物館)   縦 328.7㎝・幅 227.2㎝ 
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筆者は、本図を初めて智積院で拝観した際に、画面を天地に貫く松や、実物より大きく

に描かれた草花が、鑑賞者に圧迫感を与える印象を受けた。それは画面にモチーフが窮屈

なほど大きく配置されていることと、置かれている空間に対して図像が大きすぎるからで

あると考える。このことは、本図が元々は現在よりも大きな空間に収められていたことを

物語っている。本図は、「楓図」や「桜図」に比べて一般的な認知度が低く、それほど注目

されていない傾向がある。それは、改変が著しく原初の姿からはほど遠い状態にあるため

と、鑑賞には適さない奥まった空間に配置されていることに起因していると考える。しか

し本図は、「楓図」と共に長谷川等伯の真筆である可能性が極めて高い数少ない金碧障壁画

である。故に本研究によって、等伯が描いた当初の姿が蘇えることで、本図の真の芸術性

が明らかになり、安土桃山時代の障壁画と長谷川等伯研究における価値が再評価されるこ

とと期待する。 

 

 

 図 2  国宝「松に黄燭葵及菊図」宸殿違棚貼付    縦 141.4㎝・幅 173.2㎝ 
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第 2章 「松に黄蜀葵及菊図」の復元 －作品調査を中心としてー 

 

第 1節 先行研究による復元 

 

前章で述べてきた通り、本図は改変が著しく図像が錯綜している状態にある。それでは、

本図が祥雲寺客殿障壁画として制作された当初はどのような姿であったのであろうか。こ

こからは、その復元を試みる。本図の復元研究は『國華』において、山根有三、辻惟雄、

戸田禎佑、堤玲子の諸氏によって行われた。先ずは、その研究を基に復元図を作成する。 

 

〈改変前の仕様〉 

本図は、襖を開閉するための引手の跡が確認できることから、床の間と違棚に貼り付け

られる以前は襖絵であったことが明らかである。享保 12年に客殿衆入間の床貼付と違棚貼

付に改変された可能性が高く、それ以前には改変された記録は無いため、この引手跡は原

初のものであると考えられる。次に寸法であるが、床貼付絵の画面が分離している高さ 225

㎝までと、向かって右端から中央の合わせ目までが、一枚の連続する画面の最大であり、

原初の姿を最も留めていると推測される「松二秋草図屏風」とこの寸法がほぼ一致するの

で、これが制作当初の襖一面分の寸法であると仮定し、復元作業を進めていく。仮定した

襖絵一枚の基準寸法は、高さが約 225㎝で幅が約 166㎝である。 

 

一一

図 3 

 

図 3 「松に黄蜀葵及菊図」床貼付 
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〈改変前への復元〉 

先ずは右端の図を基準とし、連続する中央の合わせ目よりすぐ左側に位置する図から復

元していく。幅は 110.5㎝で、これに図柄が連続する小壁の幅 37.6 ㎝を足すと 148.1 ㎝に

なる。それでも襖一枚の幅に 18.6 ㎝不足するが、引手跡の位置から判断すると左端はもう

少し広がりがあると推測される19。違棚貼付の部分は幅が 173.2㎝であるが、右端 6.6㎝が

不連続であり、その部分を切り離してみると 166.6㎝になるので、襖 1枚の幅と一致する。

更に、この切り離した部分を先程の床貼付の左手に不足している箇所を補うように配置す

ると、すすきの葉、芙蓉の花の図柄が連続することがわかる。この切り離した違棚貼付の

部分は、違棚正面とも僅かに隙間をおいて配置すれば図柄に連続性が認められるので、床

貼付と違棚貼付は隣り合った襖絵であったと判断できる。違棚貼付の高さ 141.4 ㎝は、襖

の寸法よりも 82.3 ㎝不足するが、これは違棚に貼り付ける際に上部が切り詰められたと考

えるのが自然である。以上のことから当初は少なくとも襖 3 枚で、床貼付の左手に違棚貼

付が連なる構成であったことが推測される。 

次に、現在床貼付の金雲から上に貼り付けられている松が、どこから転用されてきたか

の問題であるが、『國華』の研究では、違棚に貼り付ける際に切り取られてしまった部分を

                                                   
19小壁に残る引手跡は左端数㎝のところにあるが、他の箇所の引手跡は端から 14.0㎝内側にあ

ることから、少なくとも 10.0㎝以上は切り詰められていることがわかる。 

 

図 4 「松に黄蜀葵及菊図」違棚貼付 
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利用しているのではないかと推測している。つまり、当初の襖一枚を 141.4 ㎝のところで

切り離し、下部は違棚貼付に上部は床貼付に使用したというわけである。但し金雲のすぐ

上部右端から中央に向かって水平に伸びる枝には切り継いだ跡があり、享保の改変で新た

に継ぎ足されたものと考えられる。筆者は、これらの復元研究を基に復元図（図 5）を制作

した。復元には、今回の研究で新たに撮影した写真を使用し、寸法は『国華』を基準にし

て行った。 

 

〈復元の可能性と問題点〉 

復元した本図は、二股に分かれる松が襖 3 枚に描かれている構成になり、雄大な姿が想

像される。圧倒的な迫力で表現された巨大な松と、画面全体に漲る自然の命の躍動感は、

これが長谷川等伯の真筆であることに納得させられる。一見奇抜に思えた床貼付の上部を

違棚貼付の上部に配置し直す案も、実際に視覚的に再現してみると松の幹が自然に繋がる

ように思える。しかし、この復元案には、上部の松の枝が重なってしまうこと、右上の金

雲と松の幹の繋がりが不可解であることに疑問が残る。『国華』の中でもこの問題点に触れ

ており、この復元案は確定的とは言えないとしている20。更に、よく観察すると松に絡みつ

く蔦の幹も途中で途切れてしまっており、不自然である。このように、不可解な点が多い

復元案であるが、筆者がこの図を見た印象としては、可能性は十分にあるように思えるた

め、この復元案についてさらに検討を進める必要があると考えた。ここからは、復元の問

題について、筆者が新たに本図の調査を行い、詳細な分析と再検証から復元作業を展開し

ていく。

                                                   
20 戸田禎佑「３ 復元の問題」(「智積院障壁画の研究」『國華』850号) 

図 5 先行研究を基にした復元案 
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第 2節 作品調査 

 

本研究を進めるにあたり、京都智積院において本図の熟覧調査と高精細撮影を行った。

調査は智積院の許可の下、床貼付と違棚貼付がそれぞれ保管されている智積院宝物館と宸

殿で行った。改変跡などの熟覧調査と、高精細デジタル撮影を中心とするもので撮影は分

割撮影法で行った。今回の調査とその後の分析により、先行研究で指摘されていた改変跡

を再確認するとともに、新たに多数の改変跡を発見した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈床貼付上部の改変跡〉 

床貼付の画面中央の金雲より上部は、高さが 230 ㎝以上で、一番上は、328 ㎝に達する

ため、普段は近くで見ることは出来ない。今回の調査で間近で観察することにより、多く

の新しい情報を得ることができた。先ずは、この床貼付上部の調査結果について述べてい

く。 

 金雲の真上にある右手から中央に水平に伸びる松の枝は、『國華』においても、改変時の

後補である可能性が指摘されていたが、今回の調査ではっきりと改変跡の様子が確認でき

た。枝の上面数㎝のところで紙が継ぎ合わされており、（図 8）の枝先の葉が幹に架かる箇

所では、その先端に金泥で松葉を描き込んで馴染むように処理されているのを確認できた。 

今回は新たに、その枝の真上にある中央から右端に幹から枝分かれしていく枝も、継ぎ

足されたものであることが判明した。（図 8）（図 9）遠目では紙を継いでいる箇所はほとん

ど分からないが、間近で見ると微かに図像が途切れている様子が視認できる。幹の輪郭を

表現している墨線が、不自然に境目で途切れていること、先端の松葉が描かれていないこ

と、そして本来この箇所（図 9）には絶対に存在しないはずの金箔が微かに、境目の奥に確

認できることから、後から継ぎ足されたことは明確である。 

床貼付上部にある、向かって左に伸びていく枝（図 10）は描かれたものではなく、本紙

  
図 6  床貼付調査風景（宝物館） 図 7  違棚貼付調査風景（宸殿） 
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をあえて分断し隙間を開けて貼り合わせた上で、その隙間に彩色を行い枝のように見せて

いることがわかった。枝の上部の余白は、現在は光沢がほとんど失われているものの金泥

が塗られている様子も確認できた。この改変は床脇小壁に貼り付けてある絵との繋がりを

よくするためだと考えられる。建物内部の照明が自然光や燭台の光しか無かった時代にお

いて、床の間の上部は相当に暗かったことが想像されるが大胆な処置である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 8   床貼付上部の右端から中央にかけて水平に伸びる松の枝 

 

図 9 

図 8 
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図 9   床貼付上部の画面中央から右手に伸びていく松の枝 

 

図 10 本紙を分断して隙間を開けて貼り合わせてある箇所 
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〈違棚貼付の蔦〉 

違棚正面貼付の画面中央から上部にかけて、松に絡み付く蔦の幹が描かれている。この

蔦の幹は、周辺に比べて画質が異なるように感じた。特に墨線の様子は異質であり、後補

の可能性が疑われた。間近でこの蔦の幹を観察すると、金地に飛び出ている箇所は、その

形に本紙を一度くり貫いて、改めて紙を補い、蔦の幹を描いていることが分かった。松の

幹の中に描かれている箇所は、黄蜀葵を残して周りを洗い落とすか削り落とすなどをした

後、その上に幹を直接加筆している様子が確認できた。何れも違棚に貼り付ける際に施さ

れた処置であると推測できる。 

図 11 

 

 

図 11    違棚貼付の中央に松に絡みつくように描かれた蔦の幹 
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〈金雲〉 

床貼付中央に松の幹を分断する形で存在する金雲は、後補であることが改めて確認でき

た。金箔が貼られた紙を、金雲の形に切り抜いて貼り付けられていたのである。違棚貼付

の右上にある金雲（図 12）は、他の金地や金雲と色や風合いが異なるので、貼り足されて

いることが明らかである。それに対して床貼付の金雲の色や風合いが本紙によく馴染んで

いることが気になる。劣化度合いも同じで、箔足の様子まで共通する。このことから、床

貼付の金雲は改変の際に新たに金箔を貼ったのではなく、本図かそれに近い障壁画の一部

から切り抜いて使用していることが推測される。 

 

 

図 12 違棚貼付の右上にある金雲は発色や光沢が他の箇所の金箔と異質である。 
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〈引き手跡〉 

先行研究で指摘されていた床貼付の引き手跡を再確認するとともに、違棚貼付の方でも

引き手跡を新たに確認することができた。床貼付正面右手下方の引き手跡（図 14）は、上

から金箔が一回り大きく貼られていた。床脇小壁貼付に残る引き手跡（図 13）は、正面の

ものに比べて小さく、引き手を取り付けるために空けられた穴により本紙が欠失している

箇所にのみ補紙で補い、目立たないように彩色がされていた。違棚貼付の引き手跡（図 15）

は棚に半分が隠れていたが、同じく欠失した箇所に補紙を行い、彩色してある様子が確認

できた。また、床脇小壁貼付と違棚貼付に残る引き手跡は、欠失した円形の穴を中心とし

て、引手金具の跡だと考えられる半月状の傷痕が 4方向に残っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図 13 床脇左手小壁貼付の引手跡 図 14 床貼付右手下方の引手跡 
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図 15  違棚貼付左手中央の引手跡 
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〈第 2の引手跡〉 

本図には、3 カ所に引手跡が確認されたが、それぞれの引手跡の真上 33.0 ㎝の箇所に金

箔や補紙で穴を埋めた跡がある。その様子は引手跡とよく類似しているが、下からの高さ

が 110.0㎝以上になるので、引手としては不自然な位置にある。また、現存する江戸初期以

前の方丈建築の床貼付や違棚貼付にもこの高さの引手跡の類例がなく、祥雲寺客殿独自の

建築に由来する可能性もあるが、現段階では確たる証拠がなく、何のために空けられてい

た穴なのかは不明である。 

 

図 16 床脇小壁貼付の高さ 110㎝付近 図 17 床貼付向かって右端の高さ 110㎝付近 
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図 18 違い棚貼付向かって左端 高さ 116㎝付近 
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〈劣化度合いの違いについて〉 

違棚貼付の部分は、全体的に保存状態が良好であるのに比べて、床貼付の部分は、画面

下方の劣化が著しいことが不可解であった。違棚貼付の部分は下端まではっきりと図像が

残っているが、床貼付の部分は補彩や描き起こしが行われなければならないほど、褪色や

剥落が進行している（図 19）（図 20）。筆者は、この違いには昭和 22 年の火災後の保存環

境が大きく影響していると推測する。違棚貼付の部分は火災後も、再建された宸殿の違棚

貼付として収められたが、床貼付の部分は大書院の南側廊下に置かれた。建物の室内でし

かも奥まった場所にある違棚とは異なり、廊下は日光や人の活動の影響を大きく受ける。

外気にもさらされるため、温湿度変化が激しく、絵具の劣化による褪色と剥落が急速に進

んだものと考えられる。緑青などが、白色化しているのは粉末状剥落が起こったためであ

ると推測される。また、廊下は人の活動の影響も大きく、通行人の裾や廊下を掃き浄める

際に箒が触れるなどして、更に剥落の進行を加速させたものと考える21。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21 建物に収められている障壁画に共通する特徴であり、同じ障壁画でも屏風とは全く痛み方が

異なる。 

  

図 19 床貼付下部の劣化状況 図 20 違棚貼付下部の劣化状況 
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〈調査結果〉 

 

先攻研究で指摘されていた改変跡 

（床貼付） 

・高さ 225㎝のところで画面が不連続になっている。 

・画面中央の金雲は後から貼り足されている。 

・画面上部の右から左に水平に伸びる松の枝は、後から貼り足されている。 

・画面右端の下方と左手小壁の高さ 80㎝のあたりに、引手の跡らしきものがある。 

（違棚貼付） 

・右端 6.6㎝の部分が不連続である。 

 

新たに確認した改変跡 

（床貼付） 

・上部の松の幹中央から右手に伸びる枝とそれにともなう松葉が後から貼り足されている 

・画面左手上部、上から 25㎝のあたりで一度切り離されている。 

・全ての蔦の葉は後から貼り足されている13。 

・小壁の高さ 161.7㎝のところは不連続になっている。 

・画面右端と左手小壁の高さ 110㎝のところに後から金箔を貼り何かを消した跡がある。 

（違棚貼付） 

・画面右上の金雲は後から貼り足されている。 

・全ての蔦の葉は後から貼り足されている。 

・画面中央の松の幹に絡む蔦の幹は後補である。 

・画面左端の高さ 80㎝のところに引手跡がある。 

・画面左端の高さ 110㎝のところに後から金箔を貼り何かを消した跡がある。 

 

違い棚小壁について 

今回の調査では、先攻研究では触れられていない違棚小壁の貼付絵も対象にして行った。

この部分は切り貼りが複雑に行われており、その中には本図と画質を同じくするものも多

く含まれていた。違棚小壁については第 3章 第 3節で詳細を述べる。  

 

 

 

 

 

 

                                                   
13蔦の葉については第 3章 第 4節で詳細を述べる。 
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図 21 

図 22 
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第 3節 画面構成の復元 －調査結果を基に－ 

 

先行研究に調査結果を合わせて、新たに復元を試みる。復元を行うにあたり、床貼付の

部分で貼り足された後補の金雲を除き、改変時に継ぎ合わされた画面をそれぞれ切り離し

た解体図（図 23）を制作した。解体図には、改変前の姿に復元する際の便宜上の都合によ

り、それぞれの画面に符号を与えた。正面床貼付の部分は(B ～G )、両脇の小壁はそれぞれ

(A 1～A 7 )(H 1 ～H 4)の符号を与えた。違棚貼付の部分も後補の蔦の幹と金雲を取り除き、

切り離した解体図（図 24）を制作し、それぞれ(a)(b)の符号を与えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 

 

 

図 23 床貼付を改変や切継いだ跡を基に解体した図 
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床貼付正面（Ｇ）が 1 枚の画面としては最大であり、これを襖絵１枚のおおよその基準

として、復元していく。先ずは、床貼付正面（Ｆ）と小壁(A 1)(A 2)であるが、明らかに（Ｇ）

と図像が連続しており、そのまま左方向に列ねて配置されると推測する。（Ｇ）と（Ｆ）は

高さが共通するが、幅は（Ｇ）が 166,7㎝であるのに対して（Ｆ）が 105，5㎝である。こ

れに（Ａ7）の幅を足して 143，1 ㎝となるが（Ｇ）よりも 13，6㎝不足する。この不足分

は違棚貼付の（ｂ）を間に僅かな余裕を持たせて（Ａ6）(Ａ7)と図像が繋がるようにして配

置し補う。実際に配置をした図（図 25）をみると、166,7 ㎝の幅の中で、図像が自然に繋

がることが確認できる。違棚貼付(ａ)と(ｂ)にも図像の連続性が認められるため、(ａ)もそ

のまま左に連なる襖絵であったと考えてよい。 

最後に、切り取られた(ａ)の上部についての復元である。『國華』の復元研究では、違棚

（ａ）の上部に来るものとして、床貼付の中央金雲より上部を検討していたが、(Ｄ)の松の

枝と(Ａ5)(Ａ6)が重なってしまうこと、配置した時に(ａ)の金雲と(Ｂ)(Ｃ)の松の幹の繋がり

が不可解であるなど、疑問点が多いため問題提起するに留まった（図 5）。更に、床貼付の

部分の上部には、違棚貼付の部分には描かれている蔦の幹が一切存在しないこと、幅が 166，

7㎝を大幅に超えてしまうことなどの問題もあった。しかし、これらの問題は、本研究で(ａ)

は右上の金雲と松に絡みつく蔦の幹が後補であること、(Ｄ)は改変時に切り継がれたことが

新たに判明したため、(ａ)の上に（Ｂ）（Ｃ）が襖 1 枚のおおよその寸法の中に収まる形で

配置できることが確認でき、図像の不自然な繋がりも解消された。 

ここまでの検証に基づいて復元図（図 25）を作成した。松の幹だけでなく（ａ）左上と

中央の薄 (Ｂ)と左下と中央下方に僅かに見える薄がきれいに繋がることがわかり、改変前

は（ａ）と（Ｂ）（Ｃ）が一枚の同じ襖絵であったことが間違いない。小壁についての調査・

検証の結果と考察は、次章で詳しく述べる。 

 

 

 

図 24 違棚貼付の解体図 
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図 25 「松に黄燭葵及菊図」復元配置図 
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第 3章 「松に黄蜀葵及菊図」の想定復元模写 

 

第 1節  寸法の再検証 

 

これまでの作品調査から導き出した制作当初の画面構成を、原寸にて想定復元模写の制

作を行う。本研究において想定復元模写を制作する目的は、想定した本図の復元が、実際

に成り立つのか否かを確認することと、祥雲寺客殿障壁画全体の復元研究への基盤とする

ことにある。 

想定復元模写を原寸で制作するにあたり、襖絵 1 枚の正確な寸法を特定することは必要

不可欠である。寸法の特定に重要な手掛かりとなるのが、紙継寸法と引手の位置である。1

つの部屋において、紙継と引手の高さが通常は揃っているので、襖の寸法を特定する重要

な要素である。特に、同時代の大徳寺聚光院26、真珠庵27、南禅寺本坊28、醍醐寺三宝院29な

どの襖絵は同室の紙継寸法が完璧に統一されており、祥雲寺客殿もその創建の背景からし

て、紙継寸法が不揃いであることはまず考えられないので、確実な基準とすることができ

る。この紙継寸法と引き手位置を、現在するそれぞれの旧祥雲寺客殿障壁画の寸法と比較

することで、祥雲寺客殿に使用された襖の寸法を導き出せるのではないかと考えた。尚、

紙継寸法は、国宝に指定された智積院障壁画のすべてが『國華』の研究で詳細に測定され

ており、本研究でもその寸法を基準とした。

                                                   
26大徳寺の塔頭、聚光院の方丈には狩野派の障壁画が建物と一体で残されており、室中の「花鳥

図襖」は永徳によるものである。制作期は永禄 9年(1566)と天正 11年(1583)の二つの説がある 
27大徳寺の塔頭、真珠庵の方丈のうち東側２室は、等伯筆の水墨による襖絵である。 
28 南禅寺の本坊には、狩野永徳と探幽の金碧障壁画があり、同じく南禅寺の塔頭、天授庵には

長谷川等伯の水墨による襖絵も伝わっている。 
29醍醐寺三宝院は、祥雲寺と同じ秀吉の意向による創建であり、長谷川一門により障壁画が描か

れた。 
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〈紙継寸法〉 

先述したが、紙継寸法は水平の高さは統一されていることが普通なので、上下の配置関

係の基準することができる。本図はいずれも縦が 33.5～34.1㎝で幅が 82.0～84.6㎝の料紙

を継いで本紙が制作されているが、最上段と最下段の料紙だけが縦の寸法に差がある。床

貼付の最上段の料紙は縦が 31.0㎝で、最下段の料紙が 23.4㎝である。違棚貼付は、最下段

の料紙が 28.6㎝であるが、最上段の料紙は上部が切り取られているために不明である。 

寸法を特定するのに、欠かせないのが「松に秋草図」との比較である。切り詰めの跡が

ほとんどなく、原初の姿を最も伝えていると推測されるからである。「松に秋草図」の紙継

は、いずれも縦が 33.5～34.0㎝で幅が 82.0～84.6㎝の料紙を継いでいるが18、最上段と最

下段の紙だけが縦の寸法に差があり本図と共通する。「松に秋草図」の最上段の料紙は 28.5

㎝で、最下段の料紙が、29.0 ㎝である。床貼付の部分と「松に秋草図」では、床貼付の分

が最上段の料紙が縦に 2.7㎝長く、逆に最下段の料紙が、縦に 5.6㎝短い。違棚貼付の部分

と「松に秋草図」の最下段の料紙の差は、やはり違棚貼付の部分が縦に 1.4㎝短い。この料

紙の寸法の差から本図の下端が切り縮められている可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
18「松に秋草図」は２曲屏風１双のうち左隻の方が屏風自体全体的に縦横１㎝程小さいが、混乱を避けるた

め本文には右の寸法のみ記載する。 

 

 

図 26 
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〈引き手跡から見た本紙の切り詰め〉 

次に、引手跡について検証を進める。本図は引き手跡が 3 ヶ所あり、それぞれの高さを

測定した（図 27）。違棚貼付の部分の引き手が画面の下から引き手の中心まで 83㎝で最も

高い位置にあり、床貼付の部分右手下方の引き手が 77㎝と最も低い位置にある。その差は

6 ㎝である。床左手小壁の部分に残る引手跡の高さも 77.5 ㎝であり、違棚貼付の部分の引

き手とは 5.5㎝の差がある。ここから、床貼付の部分が少なくとも 6㎝は切り詰められてい

ることが明らかである。尚、祥雲寺客殿の復元研究は、平成 17年に小沢朝江氏らも行って

おり、復元研究の調査の際に引き手位置の測定も行っている。しかし、この時の調査では

本図の引き手位置は明瞭でなかったためか測定されていない。智積院障壁画の中で、最も

引き手の跡が高い位置に存在したのが、「松に立葵図」と「松に秋草図」であり、下端から

引き手中心までの高さが 83㎝で端から 14㎝内側に位置するところにあった。「松に秋草図」

の引き手位置は、違棚と同じ高さあり、83 ㎝が引き手位置の基準の高さであると考えてほ

ぼ間違いない。つまり、本図の床貼付の部分は 6㎝、小壁の部分は 5.5㎝が切り詰められて

いたことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 27 
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〈縦の寸法〉 

紙継寸法と引き手位置を照らし合わせて検討し、先ずは縦の寸法を特定する。床貼付の

部分の最下段の料紙は、違棚貼付の部分よりも縦の寸法が 5.2㎝短い。床貼付の部分の引手

は違棚貼付の部分よりも 6.0㎝低い位置にある。床貼付の部分の引き手を違棚と揃えると最

下段の料紙は下に 6.0㎝高くなるので 29,4㎝となり、違棚貼付の部分の 28.6㎝とほぼ揃う

ことになる。また、「松に秋草図」の最下段の料紙は 29.0㎝なので、こちらも揃い室中障壁

画の紙継が水平にほぼ一致することになる。床貼付の部分の切り詰められた 6.0㎝を改変で

継ぎ足された金雲との境目までの高さ 223.7㎝に足すと 229.7㎝となる。229,7㎝という高

さは、「松に秋草図」の 227.3㎝よりも僅かに高くなる。床貼付の部分の最下段の料紙の縦

の寸法は、「松に秋草図」に対し僅かに長い。床貼付が 31.0 ㎝に対して「松に秋草図」は

28.4 ㎝であり、その差は 2.7 ㎝である。この差は、先ほどの全体の寸法と比較すると、ほ

ぼ一致する。 

この料紙と引手位置の比較から、本図は、下が 6,0㎝切り詰められており、「松に秋草図」

は上が 2.6㎝切り詰められていることが分かった。それは、切り詰められた寸法を補うと引

き手位置と紙継の水平の高さが完全に揃うことから明らかである。 

以上のことから本図の高さが 229.7㎝と判明した。 

 

 

 図 28 
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〈幅の寸法〉 

本図の襖 1 面としての幅は、床貼付の部分が 166.7 ㎝であり、違棚貼付の方が 166.6 ㎝

である。本図の床貼付の中央の合わせ目の図像の連続性は高く、画面端から引手までの距

離も現在の位置が妥当で、これ以上に引手が内側へ入ることは不自然である。このことか

ら、この部分の幅の切り詰めはほとんどないものと推測される。「松に秋草図」の１扇の幅

が 166.0㎝31である。そして、引手の位置が、本図が端から 14.5㎝で「松に秋草図」が 14

㎝である。本図より本紙幅と端から引手跡までの距離が 0.5～0.7㎝と僅かに短いが、これは屏

風に張り込む際の折込み分だと考えられ、「松に秋草図」と比較しても、一枚の幅と引手の位

置の整合性が高いことがわかる。 

以上の検証結果から、本図の襖一枚の寸法は、高さが 229.7 ㎝で幅が 166.7 ㎝であるこ

とが明らかになった。 

 

 

                                                   
31「松に秋草図」の各扇の幅は僅かに異なるが、本文には最大の寸法のみ記載した。正確には、各扇の幅

が、それぞれ向かって右手から 166.0㎝、166.0㎝、165.7㎝、165.5㎝である。 
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第 2節 配置位置の特定 

 

前章の復元で、それぞれの画面が図像的には自然に繋がることが確認できた。しかし、

その間がどの程度に欠失しているかを考慮して、配置するには、不確定な要素が多い。画

面の上下の位置関係は紙継ぎによりほぼ特定できる。紙継ぎは、１つの画面において水平

が一直線であり、途切れたり段違いになったりはしないので、確実な基準となる。しかし、

画面の左右の位置関係は、図像の繋がりをあくまでも視覚的な感覚で判断しており、根拠

としては不充分であるため、より明確な基準が必要であると考えた。 

 そこで注目したのが箔あしである。箔あしは、金箔を貼りつけていく際に隣接する金箔

どうしが重なった部分に多くみられる現象であり、金箔 1 枚の寸法や貼り方を知ることが

できる。長谷川派の場合、この箔あしが、水平垂直をしっかり揃えて整然と貼り付けてお

り、画面の位置関係を特定する判断基準になると考えた。 

先ずは原寸に出力した写真を使用し、この箔あしから金箔の寸法を計測した。その結果、

ほぼすべての金箔が縦横 10.0～10.5 ㎝の正方形の中に収まった。この結果を踏まえて、そ

れぞれの画面を碁盤の目状に並んだ箔足を縦横揃えて、欠失部にあたる箔の寸法も、10.0

～10.5 ㎝になるように配置する。このように箔足を揃えて配置すると、図像の方も完全に

繋がることが判明した。これにより、それぞれの画面の位置関係が高い精度で明らかとな

り、復元位置を特定することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 29 図 30 
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図 32 〈松に黄燭葵及菊図〉の白描による復元図 

 

図 31 本図の紙継と引手を示した図 
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第 3節 宸殿違棚小壁について 

 

宸殿の違棚小壁に貼り付けられている絵は、図像が錯綜しており、繋がりが不自然なも

のが多い。その中で唯一、違棚正面右手下方の小壁は、一見すると松の根が正面の松と自

然に繋がって見える。しかしこの小壁の図も、詳しく調査すると松の根は別々の絵を貼り

合わせて表現されていることが分かった。本図を違棚貼付に改変した際に、松の幹が唐突

に終わることを防ぐために施した造作だと推測される。この貼り合わされているそれぞれ

の絵と本図の間に何らかの関係がないかを検証する。 

 

 

〈小壁に描かれた松の根について〉 

松の根がある小壁は、全部で 11枚の絵を継いでできており、そのうち右半分は明らかに

本図と異質である。しかし、左半分については、色や風合い、墨線などが本図と非常に似

通っている。この左半分に貼り合わされている絵（図 34）のそれぞれに(イ～ホ)の符号を

与え、検証を進める。 

最もまとまった図像を残しているのは(イ)と(ホ)であるが、そのうちの(ホ)は違い棚正面

の松の幹の色と全く同じであり描かれている黄蜀葵も似通っている。本図の松の一部であ

る可能性が高いと考え、復元図と照らし合わせてみた。左に伸びる松の幹の中央、違棚上

部にあたる付近が金雲の形に欠失しているが、その内側に(ホ)が収める十分なスペースがあ

る。試しにこの金雲があった箇所に配置すると、黄蜀葵や松の幹の模様が完全な形で繋が

った（図 35）。これほどの一致は偶然とは考えられず、(ホ)は元々この位置あったと考えて

間違いない。つまり、現在は松の根の一部として違棚小壁に貼り付けられている(ホ)は、原

図 33           宸殿違棚の全体像 
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初は松の幹の一部だったものが、改変時に金雲を継ぎ足すために切り抜かれ、再利用され

たものであったのである。 

黄蜀葵の葉の先端が描かれ(ホ)と画質の近い(ロ)も同じように幹の一部と考えられ、180

度天地を反転して(ホ)の左に配置すると図像が自然に繋がる。（図 35） 

(ハ)に関しても金雲により失われた幹のどこかを補うものであると推測されるが、損傷状

態が悪いため特定はできないのが残念である。また(イ)については、現段階までに復元され

た襖三枚の中には収まる箇所がないが、描かれている芙蓉の表現や全体の色や画質が似て

いるため本図の一部であることは間違いなさそうである。この復元作業を通じて違い棚小

壁の貼付絵は襖絵からの改変時に発生した端材を寄せ集めて仕立てたものであることが判

明した。 

 

〈床貼付上部について〉 

このように小さな端材を利用している箇所は床貼付の部分にもある。床貼付の部分の上部

(Ｅ)の枝は後から貼り足されていることは指摘したが、更にその松の枝の先端が、紙継の様

子が制作時のものと異なり、松の葉の先端の形も他の枝と異なり不自然なため、享保の改

変時に継ぎ合わされたものと判断した。つまり、(Ｅ)の先端は、全く別の箇所から転用され

  図 34  宸殿違い棚小壁貼付 
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ていることになる。ここで再びこれまで復元してきた本図（図 32）をみると二股に分かれ

た松の真ん中の空間が間延びしていることに違和感を覚える。床貼付小壁の部分の上部が

切り取られていることも不自然である。もし、この部分が金地か金雲であれば、この造作

は不必要であるからである。ここから想像されることは、二股に分かれた松の真ん中上部

の余白には何かが描かれており、それは構図から判断すると松の枝以外には考えられない。

そして、その松の枝の一部が(Ｅ)の一部として転用されたと考えた。切り離した(Ｅ)の一部

の右端は直線になっており、試しにその直線を画面の端と合わせ、そのまま上部に移動さ

せて配置すると、余白の中に自然な繋がりをもって収まることが分かった。（図 36）。 

 

 

 

 

 

図 35  違棚上部にあたる金雲の形に欠失している内側に（ロ）と(ホ)が収まる。 

図 36  

切り継いである松の枝の

配置を変えた図 
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第 4節 後補部分の再検証 

 

本図には、紅葉した蔦の葉が多く描かれている。金地に松の葉や草葉の緑色と芙蓉や黄

蜀葵の花の白を基調としている本図において、紅葉した蔦の葉の赤は印象的である。 

 ところが、この蔦の葉はそのすべてが後から貼り付けられていることが、今回の調査で

判明した。切り抜かれた蔦の葉が描かれた紙が、絵の上に貼り付けていたのである。（図 37）

何ヵ所か剥がれている箇所32（図 38）を観察すると、その下に幹の仕上げの墨線が確認で

きるため、仕上げの段階か、あるいは完成後に貼られたことが分かる。先程も述べたが、

本図において蔦の葉は印象的な要素であり、この蔦の葉が原初から本図に存在するか否か

は大きな問題なので、更に考察を深めたい。 

 問題となるのが、蔦の葉を貼り付けたのが、等伯自身によるものなのか、それとも後の

時代に足されたものなのかであるが、蔦の葉が貼り付けられた後の、輪廓を墨線で描き起

こすなどの処理が、一切施されていないこと、場所によっては、中途半端な形で貼られて

いることなど、不自然な点が多い。更には本来なら存在するはずの松の幹に絡み付く蔦の

幹が一切描かれていないことから、後補である可能性が高いと考える。 

 本図と類似性の高い「松に秋草図」も緑色、白、金地を基調とした中に赤い菊の花が数

本印象的に描かれている。しかし、筆者が熟覧調査したところ、この赤い菊の花は後補で

あることが明らかである。もともとは白い菊であったものを洗い落として描き直されてい

たのである。この「松に秋草図」の赤色が後補であることから、本図も描かれた当初は蔦

の葉が存在しなかったと考えるべきである。おそらくは、改変時などに、その時代の好み

に合わせて赤い色を補う目的として、蔦の葉が貼り足されたものと推測される。 

 

 

 

                                                   
32 蔦の葉が描かれている紙の剥離の仕方には、肌裏層を残して剥がれているものと、肌裏も含めすべて剥

がれてしまっているものがあった。 

図 37 金雲の上に貼られた蔦の葉

（床貼付右手の松） 

松松） 

 

図 38 蔦の葉が肌裏のみ残して剥がれた跡 

（床貼付中央の松の幹） 
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図 39 これまでの検証で判明した「松に黄蜀葵及菊図」の当初の画面構成 
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第 5節 想定復元模写 

 

本図が、祥雲寺客殿の襖絵として描かれた後、火災や盗難などに合わず、現在まで襖絵

の形体を維持している状態を想定して、復元模写を行った。復元模写は原寸で行い、支持

体、絵の具も原本と同じ物を使用した。 

先述したように、本図の床貼付の部分と違棚貼付の部分の現状が大きく異なる。床貼付

の部分は智積院に現存する他の障壁画に比べて絵の具の退色や剥落が著しく、金箔や本紙

も多くの損傷を受けている。特に粉末状剥離が目立ち絵の具の層が薄くなり、表面が白濁

化して発色が低下している。これは昭和の火災後に南廊下に移され保存されていたことが

影響していると考える。また、智積院障壁画は修理などで施されたと考えられるポリビニ

ールアルコールの影響も大きく金箔や絵の具層の上に薄い膜が張っており表面を濁らせて

いる。それに対して本図の違棚貼付の部分は、床貼付の部分に比べて遥かに保存状態が良

い。現在は宝物館に収まっている障壁画とは別の建物にあったため、保存環境の変化や人

為的損傷の影響を受けずに済んだのではないかと推測する。このことから違棚貼付は制作

当初のまま、自然な経年劣化による画面の状態を最も伝えていると考える。想定復元模写

はこの違棚貼付の現状に合わせて全体を統一することとした。 
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〈上げ写し〉 

上げ写しは、薄美濃紙に墨を使用して行った。原寸写真から復元模写に必用な情報を写

しとる作業であるとともに、図像を細部から丹念に再確認する意味もある。この上げ写し

の作業の中で、薄い紙を貼ってその上に加筆してある箇所や、継ぎ合わされた紙の隙間に

金箔を確認するなど、それまで気付かなかった改変跡を発見することができた。また、膨

大な量の筆致を再現していくことになるので、本図を制作した等伯の筆致の特徴が、筆者

の中に実感を伴って理解できたことは復元研究を進めるために有意義であった。この作業

を行ったことにより、本図を描いた等伯の筆致と、後の時代に描き足された箇所を明瞭に

見分けることが可能となった。基本的には、図像が剥落した様子まで丁寧に写し取ってい

ったが、後補であると判断された箇所は写し取らなかった。

図 40 上げ写しと作業風景  
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〈本紙の制作〉 

本紙には雁皮紙を選定し、原本と同じ料紙寸法に裁断し紙継を行った。1枚の本紙にする

のに縦が約 35ｃｍで横が約 91㎝（張り手と糊代も含む）の雁皮紙を 14 枚継ぎ合わせた。 

本図の制作当初の技法で紙継ぎを行い、継ぎ目の重なりも本図と同寸法にした。紙継ぎ

部分が充分に安定した後に、裏打ちを行った。裏打ちは楮紙で三回行い、本紙に充分な厚

みをもたせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 41 紙継をした本紙は、楮紙で裏打ちを 3層1施した後に、仮張りに張り込んだ。 
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〈転写と彩色〉 

上げ写しにより薄美濃紙へ写し取った図像を本紙に転写し、墨線などを描き起こした後

に彩色を行った。彩色には、原本が描かれた当時から使用されていた鉱物顔料や黄土、胡

粉等を中心に用いた。（図 42） 

松の葉は、白緑で下地を塗った後に粒子の粗い緑青を厚く塗りこんでいった。松の幹に

は焼いた白緑と黄土を混色したものを使用した。黄蜀葵や芙蓉は、花には胡粉を使用し、

葉は、白緑を軽く焼いて色を落ち着かせたものを下地に塗り、表葉には緑青を同じく焼い

たもので彩色し変化をつけていった。表葉には、松の葉に使用したものよりも粒子の細か

い緑青で彩色した。水面は、白群で下地を塗った後に焼いた群青で彩色した。 

彩色作業を行っていく中で、本図の制作に使用されている顔料の種類の少なさに改めて

驚かされた。描かれている図像のほとんどが、緑青、白緑、群青、白群、胡粉、黄土の顔

料のみで彩色されていたのである。

 

図 42 
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〈金地の再現〉 

原本の金地は、制作工程の中で、どの段階で金箔が貼られたのか明らかにはなっていな

い。しかし、本研究の調査で、ほとんどの金箔が図像を避けて貼られていることが分かっ

た。また、上げ写しを進める中で絵具の剥落部分に金箔を避けて貼るための下書き線を、

多くの箇所に認めることができた。そこから、本紙に図像を墨線で描いてから金箔を押し、

その後に彩色をしたものと推測することができる。更に、金箔が細い茎や複雑な葉の重な

りまできれいに避けて貼られていることから、原本の下書きはかなり詳細に描かれていた

ことが明らかである。 

本図の金地の様子からは、下書きの段階からほとんど変更することがなく仕上がったこ

とが分かる。筆者は東京藝術大学大学院の修士課程において智積院蔵「楓図」の現状模写

を行い21その時も金地を再現した経験がある。「楓図」の場合は、枝や水面などの位置や大

きさを変更した跡が金地に残っていた。例えば、一度描いた枝の上に金箔を貼ることで消

し、新たな枝を違う位置に描いている。同じ方法で幹や枝の太さを変更するなどもしてい

た。或いは金地の上に新たに描き加えられたが、金箔の上に描いた箇所は紙に直接描くよ

りも接着力が弱いため剥落してしまった跡も多く確認できた。水面の位置も変更されてお

り、試行錯誤をした様子が窺える。本研究で熟覧調査を行った「松に秋草図」でも 1 度描

いた芙蓉の花や葉を洗い落とし小さく変更している跡がある。しかし、本図にはこのよう

な図像を修正した跡が、確認できないのである22。このことからも本図が最初から等伯自身

により、明確で緻密な計算のもとに描かれ、修正をする必要が無いほどに満足のいく出来

栄えであったことが分かる。 

                                                   
21平成 23年度 東京藝術大学大学院美術研究科修了制作 国宝「楓桜図」智積院蔵のうち「楓図」（部分）

の現状模写及び装こう 安原成美 
22後補であることが明らかな蔦の葉や幹は除く。 

図 43 
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金箔を貼った際にその風合いを似せるための金地の再現作業は、先ず原寸写真から上げ

写して転写した箔足部分にのみ予め金箔を膠水で貼り付けておく（図 43）（図 44）。原本で

は、彩色をする前に地の金箔を貼ったと推測されるが、想定復元模写では、金箔を貼った

際に上げ写しを転写した情報が失われてしまうのを避けるため、便宜上ある程度は図像の

彩色を進めてから金地を再現することにした。全体に下地となる色と箔足が施された段階

で、松の葉や幹に薄美濃紙と布糊を使用して縁蓋を行い、金地部分に膠水で金箔を貼り付

けていった。草花など縁蓋を行っていない箇所は、金箔を押す際に膠水を避けて塗ること 

で、図像部分を残した。 

 

図 44 
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図 49 背景と金雲に金箔を貼り終えた状態 

 

 

図 45  1 枚の金箔が、先に再現した箔足に沿うように細心の注意を払って貼り付けてい

った。その際にあえて箔と箔が１㎜の重なるようにし、より鮮明に箔足が表れるように処置

を施した。 
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〈古色付〉 

古色付には、焼いた白緑の上澄みを使用し、刷毛で画面全体に塗布した。金地は、塗布す

る前にナイロン刷毛で表面を軽く叩き、箔が 1 層のところと 2 層のところで差を付けてお

くことにより、古色を塗布した際に、鮮明に箔足が浮かび上がらせることができた。古色

付は金地だけではなく画面全体に行い、彩色していた図像や支持体の紙にも経年による褪

色した様子を再現した。 

 

 

 

〈描き起こし〉 

古色付けにより、ある程度図像の表情が消えてしまうため、原本を確認しながら描き起こ

していく。 

 図 47 薄くなった図像を描き起こす 

 

図 46  古色付けにより浮かび上がった箔足 
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〈仕上げ〉 

彩色層の厚みや彩度などを原本と同じになるように再現していく。盛り上げ胡粉が施さ

れている黄蜀葵や菊の花はもとより、松の葉にも、相当な厚みがあるため緑青を何度も塗

り重ねて再現した。松の枝や幹の模様を描いている墨線は原本の制作者の個性や力量が最

も顕著に現れる箇所なため、再現にあたっては、その筆の勢いが失われないよう注意して

描いた。墨線を描いていると、等伯の息づかいまで伝わってくるようで、その力量の高さ

を実感しながら筆を進めていった。 

 古色付けにより、ある程度風合いを表現していた金地であるが、図像が仕上がってきた

段階で、部分的に変化をつけながら再び古色付けを行い、画面全体で調和させた。原本に

残る多くの損傷や褪色を、自然な経年による変化と後世の加筆や人為的な損傷などを見極

め取捨選択しながら仕上げていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 48 
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〈本紙の張り込み〉 

 パネルに仮張りをして描いていた本紙を、襖に仕立てるため骨下地に貼り込んだ。 

骨となる組子の上に骨縛り、銅貼り、蓑掛け、蓑押さえを施したものに、貼る直前に楮

紙にて袋掛けを 2 層行い、本紙を貼り込んだ。その際には、縁の幅なども考慮して図像が

自然に繋がるかを再確認してから、画面どうしの最終的な位置関係を決定し、寸法取りと

裁断を行った。 

 

 

 

 

図 49 紙継ぎと画面どうしの最終的な位置関係を確認 

図 50（左） 檜材で制作された組子  

図 51（右） 楮紙で、骨縛り、簑掛け、簑押さえを行い下地を作った。この工程により紙

が 5層になるので、温室湿度の変化に順応性が高く、歪みの少ない骨下地となる。 
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図 52（左） その上に袋掛けを 2層施し後に、本紙の裏の全面に糊を塗り、貼り込んだ。

図 53（右） 糊のついた本紙に骨下地を置き貼り付ける 

 

 

 

  

 

図 54  接着具合を確認しながら全面をよく撫でる。本紙が伸縮することにより、画

面が反ることを避けるため、裏にも鳥ノ子紙を貼り込み表裏で強度のバランスをとっ

た。 

図 55（右上） 縁付ける  

図 56（右下） 引き手金具を付ける 

 

 



 51   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 57 完成した「松に黄蜀葵及菊図」の想定復元模写 
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第 4章 祥雲寺客殿室中障壁画の構成 

 

第 1節 「松に黄蜀葵及菊図」の全体像 

 

前章までの復元で、本図は、もとは襖絵 3 枚に連なっていた画面を床貼付と違棚貼付に

改変したものであることが明らかになった。しかし、床貼付には下の解体図（図 36）で示

した箇所のように復元した襖 3枚には収まらなかった画面がいくつも存在する23。本章では、

この残された画面がどこから転用されてきたかを検証し、本図を含む室中障壁画の全体の

復元を試みる。 

 

 

 

 

 

                                                   
23 違棚の小壁も、何処から切り抜いてきたか不明な画面がほとんどだが、あまりに切り貼りが激しく１つ

の画面も小さいため、本研究における復元だけでは解明は不可能だと判断した。 

 

図 58 床貼付の解体図（想定復元模写で復元した箇所はモノクロで表示） 
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〈床貼付上部の松の枝 (D)と(Ｅ)について〉 

床貼付上部の松の枝が描かれている(D)と(Ｅ)は、それぞれ幅が 154.7 ㎝と 145.0 ㎝で、

襖 1枚の幅に相当する寸法を有している。復元した襖絵 3枚の本図(以下復元した本図)と図

柄や風合いが共通するので、その一部である可能性が高いが、前章までで復元した襖の中

に収まる場所は存在しない。そのことから、他の襖絵もしくは壁貼付絵から切り抜いてき

たと推測される。(D)と(Ｅ)の紙継跡を調べた結果、確認できる料紙の寸法で、最大のもの

は、(D)と(Ｅ)ともに幅が 83.0㎝であった。これは復元した本図に使用されていた料紙の寸

法と一致する。縦は、(Ｅ)の 33.0 ㎝が最大で、これも、復元した本図の料紙の縦寸法とほ

ぼ一致する。 

 

 

 

 

図 59 

図 60 
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図 61 

(Ｅ)の枝の先端であるが、先述した通り紙継の様子が制作時のものと比べて異なり、松の

葉の先端の形も、他の枝の松と異なり不自然なため、享保の改変時に継ぎ合わされたもの

と判断した。その場合 (Ｅ)の幅は 123.7 ㎝で(D)に対して寸法が不足するが、それを補う形

で床右脇小壁貼付の上部の松の枝(Ｈ2)が続いていたと推測される。実際に図像の繋がりを

自然に合わせた図（図 61）を作成すると、紙継寸法と箔あしも揃うので明らかである24。(Ｅ)

の幅に（Ｈ2）の幅を足すと 161.3㎝になる。また、(D)と(Ｅ)は上端が直線になっているこ

とから襖上部から垂れ下がるようなかたちで配置されていたと考える。 

復元した本図の紙継寸法を目安として、(D)(Ｅ)（Ｈ2）の図像が自然に繋がるように配置

したのが（図 62）であり、襖 2 枚の中に松の枝が自然な繋がりを持って収まることが分か

る。繋がりが明らかになった(D)(Ｅ)（Ｈ2）の松の枝が、復元した本図とどのような関係が

あり、どこに配置されていたかを明らかにするために、祥雲寺客殿に使われた襖絵の寸法

を他の旧祥雲寺障壁画も含め検証する。 

 

                                                   
24 （図 61）の（Ｈ2）に描かれている蔦の葉はすべて後補である。 

 

図 61 
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図 62 復元した本図の紙継寸法を目安として、(D)(Ｅ)（Ｈ2）の図像が自然に繋がる

ように配置した図 
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〈祥雲寺に使用された襖の寸法〉 

想定復元模写をした本図の寸法は判明しているので、客殿全体に使用された襖の寸法に

ついて確認する。同じ建物において襖の高さに差があることは稀であり、祥雲寺客殿にお

いても、襖の高さは共通していたと考えている。それに対して幅は、部屋や壁面の向きに

よって差があることが多い。 

現存する祥雲寺障壁画の寸法は、以下の通りである。 

・松に黄蜀葵及菊図 縦 229.7㎝ 幅 166.7㎝ 

・松に秋草図    縦 226.3㎝ 幅 166.0㎝ 

・松に立葵図    縦 232㎝  幅 160.5㎝ 

・雪松図      縦 172.5㎝ 幅 139.3～141.0㎝ 

・楓図       縦 173.2㎝ 幅 137.4～139.7㎝ 

・桜図       縦 175.7㎝ 幅 139.2～139.8㎝ 

以上 

祥雲寺客殿障壁画の襖には 2つ以上の寸法が存在したと考えられる。1つは本図の復元で

明らかになった幅が 166.7㎝の襖で、「松に秋草図」と「松に立葵図」がこの寸法にあたる。

それに対して「楓図」と「桜図」の幅が共通して 139 ㎝程であり、図柄や引手跡の位置か

ら左右の寸法は切り詰めが少ないものと判断されるので、166.7㎝幅の襖とは別の幅の寸法

を有する襖になる。「雪松図」は改変による切り継ぎが多く寸法にバラつきがあるが、確認

できる一枚の画面で最大の幅が 141㎝であり、「楓図」や「桜図」と同じ寸法の襖絵である

と推測する。このことから、「楓図」「桜図」「雪松図」は、140 ㎝程度（正確な寸法は現段

階では特定できない）の幅を持つ襖絵であったと推測され、少なくとも祥雲寺には幅が

166.7㎝と約 140㎝程度の襖が使用されていたことが分かる。 

 

〈床貼付上部の松の枝 (D)と(Ｅ)の位置〉 

松を画題にした、客殿障壁画は本図と「松に秋草図」の他に「松に立葵図」「雪松図」が

現存するが、いずれも(D)(Ｅ)とは画質が異なっている。(D)は幅が、154.7 ㎝あるので、先

程述べた 140 .0 幅の襖絵には収まらないので、166.7 ㎝幅の襖絵に分類することができる。

室中障壁画と考えるのが自然であり、本図の左に続く襖三枚の内、二枚の上部にあったの

ではないだろうか 

 

図 63  仮に本図の左に続く形で(D)と(Ｅ)を配置した図。 
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〈床貼付右手小壁(Ｈ1～4)について〉 

 床貼付小壁のうち(Ｈ2)は、先述したように(D)(Ｅ) と共に、襖 2枚にわたり伸びている松

の枝を、構成していたことが明らかになった。 

(Ｈ1)に描かれている松の葉は、後から加筆したものであり、(Ｈ2)との関係性は認められ

ない。 

(Ｈ3)は、松の枝の一部と紫花が描かれている。また紫花の奥には水面が見える。水面が

あることから復元した本図の左に連なる襖絵 3枚の一部の可能性が考えられる。 

 

〈床貼付左手小壁（Ａ1～5）について〉 

床貼付左手小壁の（Ａ1～5）は、松の枝と思われる図像が描かれていることから、復元し

た本図に続く襖絵の 1部分を切り取って転用している可能性がある。おそらくは(D)の松の

枝に続いていたのではないかと推測する。 

 

 

 

 

  

 

 

図 64 
 

 



 58   

 

第 2節 祥雲寺客殿の室内構成 

 

〈祥雲寺客殿襖絵の寸法〉 

ここまでの復元作業で、本図は襖 6枚以上に連なり描かれていたことが明らかとなった。

それでは、本図は祥雲寺客殿のどこに配置されていたのであろうか。本節では、本図の配

置場所を特定するとともに室内における障壁画の構成を復元する。先ずは、祥雲寺客殿の

規模と部屋割りの考察から行う。 

 祥雲客殿の遺構は平成 4 年 3月 19日から 4 月 28 日まで、京都市埋蔵文化財調査センタ

ーの指導で発掘調査が行われ、それまで幻の寺院であった祥雲寺の建物が初めて発見され

た。発掘調査結果を基に平成 7 年に梶川敏夫氏によって検出遺構のプランとそれを生かし

た祥雲寺客殿の復元案が発表された。図 52は、検出遺構実測図と残存礎石や礎石抜き取り

穴から求めた客殿建築プランである。 

 

図 65   検出遺構と建物寸法の復元 

検出遺構実測図と、残存礎石や礎石抜き取り穴から求めた客殿建物プラン 

※梶川敏夫「祥雲寺客殿発掘調査の成果から見た智積院障壁画」『障壁画の視点』仏教美術研究

上野記念財団、1996年(以下梶川論文)所収 
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母屋部分の梁間は 7 尺が基本であることが分かる。同じく桁行も基本単位は 7 尺ではあ

るが、中央三間の 7尺を挟んだ両間は、9尺という大きな単位を使用している。 

 客殿の規模は広縁が、東西が 38.4㍍で南北が 25.5㍍もあり、方丈建築としては最大級の

規模である。母屋の部分は東西が 29.7㍍で南北が 16.8㍍になる。 

 問題は部屋割りである。考古学的に、この時代の建物は検出した礎石抜き取り穴から、

上部構造の間仕切りまで勘案するのは極めて困難であり、遺構の発掘調査だけでは、何室

形式で間仕切りをしていたかは判然としないのである。方丈建築は、中世に禅宗寺院にお

ける住宅建築として生まれ、近世以降に住宅兼用の仏堂として宗派を問わずに普及したも

ので、左右対称の 6室を基本としているため、梶川氏は、広縁の残存礎石及び母屋桁行の 9

尺部分を生かして、6室で間仕切り、さらに北中央の間を 3室に間仕切った復元案（図 67）

を提示した（以下梶川案）。 

 

図 67 客殿復元平面 ※梶川論文所収 

図 66  検出客殿の寸法図 

   このプランから全国的にも最大級の客殿であったことが分かる。※梶川論文所収 

       



 60   

 

梶川案では室中が他の部屋に比べて相当に広く、巨大な空間になっている。襖の寸法と枚

数は、5.5 尺(165.0 ㎝) ×12 枚、5 尺(150.0 ㎝)×16 枚、4.5 尺(135.0 ㎝)×12 枚の合計 40

枚である25。その後、梶川案は小沢朝江氏らによって検証され、祥雲寺客殿障壁画復元配置

図（以下小沢案）が発表された。小沢案は母屋桁行の基準尺をすべて 7 尺とし、14 間で割

る建築プランを提示しているが、基本的には 6 室形式の復元案であり、仏間の平面や柱の

位置などは異なるものの、襖の枚数と寸法は、ほぼ共通している。両案ともに、室中と東

西室の境を 5.5尺幅の襖絵で間仕切り26、南北の部屋の境はそれよりも幅の狭い襖絵を配置

する点で共通している27。 

この 6室形式の復元案に対して、天正 16年(1588)建立の天瑞寺客殿を参考に行った山根

                                                   
25 襖の合計が 40枚であることから、両面に障壁画があれば 80枚となり、〈智積院靈寶幷袈裟世

具目録〉の記載にある「長谷川久蔵 大小九三枚」に近い枚数となる。 
26梶川案では、１尺の基準は 30.0㎝であり、小沢案では１尺を 30.30㎝としていた。 
27室中の襖の幅の寸法の差は、現存する同時代の方丈建築の特徴に由来するもで、襖絵の配置に

おいて重要な手がかりである 

 

 

図 67 客殿 6室形式の平面図 ※梶川論文所収 
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有三氏の復元案28など、8室形式の復元案も他の研究で提示されている。筆者も障壁画自体

の復元を行った視点からすると 6室形式には疑問がある。6室形式の復元案だと、室中北面

の襖は幅が 4.5 尺のものが 12 枚であり、間延びした印象を受けるからである。6 室形式と

8室形式のどちらの案でも、東西の部屋を仕切る襖には変化はないが、南北の部屋を仕切る

襖では、枚数と寸法が大きく変化する。そのため本研究の目的である室内空間を再現する

ためには、部屋割りの特定は必要不可欠である。 

先ずは今一度、祥雲寺客殿内部の部屋割りから検証を行う。 

 

〈6室形式か 8室形式か〉 

先述したように当時の方丈建築は 6 室形式が一般的である。祥雲寺以前の方丈建築の例

としては、大仙院本堂（1513年）、竜源院本堂（1517年）、興臨院本堂（1555年）、瑞峯院

本堂（1557 年）、聚光院本堂（1583 年）、黄梅院本堂（1586 年）が現存するが、それらは

すべて 6 室形式である。また、建物の真ん中に仏壇の間と室中が配置され、部屋割りが左

右対称になっている点も共通する。 

 しかし、祥雲寺客殿の場合はそれ以前の方丈建築よりもはるかに規模が大きく、6室形式

では室中が巨大になり過ぎるために構造上に不安がある。更に、室中が他の部屋に比べて

極端に広く類例のない平面形になってしまう。 

 現存する近い年代の大規模方丈の例としては、江戸前期の瑞巌寺本堂(13 間×8 間、9 室、

1609 年)と大徳寺大方丈(13 間×6 間、8 室、1635 年）が存在するが、いずれも 8 室を越え

る構成をしている。また、祥雲寺建立の 5 年前に同じく豊臣秀吉により建立された天瑞寺

客殿は幕末期の指図によれば 8室形式である。 

また、同時代の現存する方丈建築の室中における特徴として、部屋の平面形状は正方形

ないしは僅かに間口が長いものが多いが、梶川案の 6 室形式の室中平面形状は間口が奥行

に対して非常に長くなり、類例のない形となっている。少し時代を下ると妙心寺大方丈

(1654年)と小方丈（1603年）が 6室形式で間口の長い平面形状をもつが、それでも梶川案

に比べて間口と奥行に差はなく、6室形式である場合の大きな疑問点である。 

梶川案では、室中にあたるＥの部屋が非常に広くなっているが、例えば北側の右から 5

番目の柱から南側の 5 本目の柱までで、ＥとＢを貫く形で部屋を間仕切ってしまえば、前

後 4室の 8室形式の部屋割りになる（図 68）。その場合、Ｅの区切られた部屋の広い方が室

中なるが、部屋の平面形状が正方形に近くなり先述した同時代の他の方丈建築と近いもの

になる。 

 祥雲寺客殿及び障壁画の類例として重要な存在なのが、天瑞寺客殿である。天瑞寺は、

豊臣秀吉が母大政所の病気平癒を祈願して大徳寺山内に天正 16年（1588）に創建した寺院

であり、山内最大規模の客殿のほか、庫裏、鐘楼等が存在した。天瑞寺客殿は、創建年代・

建築背景ともに祥雲寺客殿に最も近く、祥雲寺客殿は天瑞寺客殿に倣って、もしくは発展

                                                   
28山根有三「桃山絵画研究」  
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させた形で建立されたと推測される。天瑞寺客殿内部の障壁画は狩野永徳が制作しており、 

等伯はそれを参考にして、祥雲寺客殿障壁画の制作をしたといわれている29。天瑞寺は、明

治 7 年に廃寺となり、客殿と庫裏は取り壊されたため、その様相は幕末の指図「天瑞寺古

図」や狩野芳崖の縮図等から推測するしかないが、それらの資料によると天瑞寺客殿は 8

室形式であり、1室につき 1つの画題の障壁画で構成されていることがわかる。祥雲寺も同

様に部屋ごとに１つの画題で構成されていた可能性が高い。 

現存する旧祥雲寺障壁画は、「松に黄蜀葵及菊図」「松に秋草図」「松に立葵図」「楓図」「桜

図」「雪松図」の 5 つの画題に分けられる。更に、智積院には昭和の火災で焼失するまで、

少なくとも「枇杷図」「竹図」「芦図」「柏図」「柳図」の 5 つの画題の障壁画が伝わってい

たことが分かっている。これらの障壁画を加えると 11 の画題が存在することになり、6 室

では収まりが悪いのは明らかである。後述するが、「松に黄蜀葵及菊図」「松に秋草図」と

「雪松図」と「枇杷図」は画題や描法が共通しているが、それらを同室に収めたとしても、

全体では 9つの画題があるので、6室形式ではなく 8室形式かそれ以上の部屋割りであった

と考える方が妥当である。 

                                                   
29黒田泰三『長谷川等伯』(『新潮日本美術文庫』４）新潮社 1997年水尾比呂志「名画の秘密 長谷川等

伯「楓図」」(『美術手帖』185) 1961年 

 

図 68 梶川案をベースに８室形式に間仕切りした図 
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〈部屋割りの復元〉 

ここまで述べてきたように、方丈建築は一般的には 6 室形式であるが、同時代の大規模

方丈建築との比較、構造の安定性、障壁画との関係から祥雲寺客殿は 8 室形式であると考

える。 

梶川案では桁行を西より 3間、7間、3間で割り、正面側と背面側それぞれ 3室で 6室形

式としているものを、新たに 3 間、5 間、2 間、3 間と割り直し、前側と後ろ側それぞれ 4

室の 8 室形式とした。梶川案のＥの部屋を、北側の右より 5 番目の柱から南側の 5 本目の

柱で、ＥとＢを貫く形で部屋を間仕切り、8室形式の部屋割りにした平面図を作成し、それ

をベースに、襖の枚数と寸法を割り出した平面図（図 69）を作成した。 

6室形式では、室中北側の襖の枚数は 12枚である。それに対して 8室形式では 8枚で収

まり、その枚数と襖の幅の特徴が聚光院などの同時代の方丈建築と一致する。襖の枚数も

50 枚となり両側に襖絵があれば総数は 100 面となるため、〈智積院靈寶幷袈裟世具目録〉

に記された、「古客殿張付極彩色絵 長谷川久蔵 大小九十三枚」との整合性が高くなる30。  

                                                   
30 6室形式では、襖の枚数は 40枚であり、両側に障壁画があっても 80面にしかならない。 

 

図 69 8 室形式の構成 ※北側の右から 6番目の柱から間仕切ることもできるが、大規模方丈建築で

8室以上の部屋を有する大徳寺方丈と瑞巌寺本堂が共に西寄りに室中が配されていたためこれに倣った。 
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第 3節 障壁画の配置 

 

〈本図の配置された部屋について〉 

本節では、これまでの復元研究を基に、現存する旧祥雲寺客殿障壁画が客殿のどこに配

置されていたかを検証する。 

先ず本図の配置されていた部屋の問題であるが、先行研究では山根案と小沢案があるが、

両案とも本図を「松に秋草図」とともに、室中に配置することで一致している。筆者も両

案に同意であるが、今一度、検証を行う。 

室中の画題としては当時の方丈建築の多くがそうであるように松が相応しいが、松を描

いた旧祥雲寺客殿障壁画は、本図以外にも「松に秋草図」「松に立葵図」「雪松図」が現存

する。そこで本図が室中に収まっていた根拠として注目すべきは、描かれている草花の種

類である。鶴松の死去とその３回忌が旧暦 8月 5日に行われており新暦で 8月 29日にあた

り、この時期に開花する草花を、法要が行われる室中に描いていると考えるからである。

本図に描かれている草花は、黄蜀葵、芙蓉、薄、菊であり、開花時期は黄蜀葵が 8月から 9

月、芙蓉が 8月から 10月初め、菊が 10月から 12月、薄が穂をつけるのが 8月から 10月

と、法要の時期と一致する。「松に秋草図」の草花も黄蜀葵が描かれていないこと以外は本

図と共通する。「松に立葵図」に描かれているのは、立葵と杜若であり、立葵の開花時期は

5月から 8月、杜若が 5月から 5月末にかけてであるので、少し時期が早い。「雪松図」は

椿の花が咲いているとともに雪が積もっているので、明らかに冬の情景を描いている。 

祥雲寺客殿障壁画は部屋ごとに別の季節が描かれ、客殿全体で四季が展開していたと推

測される。春を表しているのが「桜図」で夏を「松に立葵図」で表している。秋は本図と

「松に秋草図」「楓図」である。そして冬は「雪松図」である。特に秋は初秋から晩秋まで

季節が展開している。「松に秋草図」に描かれた草花は初秋を表したものが多く「楓図」は

それよりも秋が深まった時期を表している31。 

 焼失した障壁画のうち、「枇杷図」は、現存す写真から判断するところ、枇杷や椿の描法

が「雪松図」と近似した特徴を持つと認められる。また、枇杷の木の幹や枝に雪がつもっ

ていることから描かれている季節は冬であることが分かる。『國華』では、この「枇杷図」

について、「雪松図」と様式、描法が共通することから同室にあった可能性を指摘し、門弟

の長谷川等秀によって描かれた一部屋ではなかったのかと推測している。 

 室中以外の部屋の障壁画の具体的な配置までは分からないが、部屋ごとに季節が変化し

ていたことは明らかである。さらに、それぞれの部屋における障壁画にも、その季節の中

で変化しており、刻々と移ろっていく季節が、客殿全体でひと繋がりとなるように展開し

ていたのである。 

祥雲寺客殿障壁画は長谷川派による工房体制での制作ではあるが、法要において中心と

                                                   
31小沢氏は、この季節の展開に注目し、時計回りに季節が移ろっていく復元案を提示している。 
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なる部屋である室中の障壁画は、長谷川等伯自ら描いた可能性が極めて高い。現存する祥

雲寺客殿障壁画の中では、本図と「楓図」が等伯によって描かれたものであることが『國

華』で指摘されている。筆者も、想定復元模写を行い、本図が等伯自らの筆によると確信

している。他の障壁画に比べて松の枝や幹の模様を表現している墨の筆致に勢いがあり、

草花の生命感溢れる表現も秀でているからである。「松に秋草図」に関しては諸説あるが、

等伯と久蔵の合作である説が有力であり、筆者も同意である。おそらく全体の構図や松の

形と草花の配置は等伯が決め、実際の細かい描写は久蔵が行ったと考える。それに対し「松

に立葵図」「雪松図」は、構図の雄大さや草花の表現において劣るため、弟子によるもので

ある可能性が指摘されている。以上の条件から、本図は「松に秋草図」と共に、室中障壁

画として制作されたことは間違いない。 

 

〈室中の襖の枚数と寸法〉 

室中は間口が 34.2 尺(1036 ㎝)で奥行が 35 尺(1050 ㎝)の巨大な空間となるため室中とそ

の東西室との境には、その上部構造を支える柱が必要と考えられる。柱の本数は、同じ大

規模方丈建築の例では、大徳寺大方丈や妙心寺大方丈は 1 本で、瑞巌寺本堂は 2 本である

が、前者の 2 つの建物は檜皮葺であり、後者は本瓦葺である。祥雲寺客殿は、発掘調査か

ら檜皮葺と考えられているので、1本の可能性が高い32。また、間仕切る襖も 6枚構成であ

り、引き手位置が真ん中から 3 枚つづりで開くように配されているので、柱も真ん中に 1

本通す以外に配置されることは通常では考えられない。 

同時代の方丈建築の特徴として、室中と仏壇の間の境となる襖が 8 枚で間仕切る場合に

は中央 4 枚の幅が最も狭くなり、その左右の 4 枚も他の襖より狭くなる傾向がある。聚光

院の襖の幅の比率を参考に割り出した室中北面の襖の幅は、中央 4 枚が 117 ㎝で、その左

右それぞれ 2の襖が 140㎝である。

                                                   
32 檜皮葺の方が本瓦葺よりも屋根の重量が軽いので、柱の本数も少なくて済む。 

 

図 70 8室形式を想定した場合の室中の位置 
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〈室中における「松に黄蜀葵及菊図」と「松に秋草図」の配置位置〉 

それでは、本図と「松に秋草図」は、室中にどのように配置されていたのであろうか。

配置箇所の特定のために先ず注目すべきは襖の幅である。復元した祥雲寺客殿室中の平面

をもとに割り出した襖の寸法によると、室中には幅の違う 3 種類の襖が使用されていたと

推測され、そのうち 166.7㎝の幅の襖は、室中と東西を間仕切るものである。『國華』では、

本図の二股に別れる松の間が、部屋の隅角にくる形で、2方向の壁面に折れ曲がるように配

置する案も提示している。制作年代の近い大徳寺聚光院の狩野永徳筆「松鶴図襖」（図 72）

や二条城二の丸御殿の狩野探幽筆「松孔雀図」（図 73）が、類例として存在する。この配置

は、部屋の隅から 2つの壁面に向かって松が広がるため立体感が強調され、3次元的に見え

る効果を意図したものと推測される。本研究においても、この配置案を検討したが、本図

の幅が復元した室中北面の襖よりも広いことと引き手の位置が 6枚構成をとっているため、

整合性が合わない。更に、二股に分かれる松の間にあたる襖の境に柱を入れると図像の繋

がりが悪くなるのでその可能性は無く、本図と「松に秋草図」は東西を間仕切る襖に収ま

っていたと考える。 

図 71 東西の襖はそれぞれ 6 枚で、北面 8 枚を他の方丈建築室中に倣い、中央 4 枚と左右 2

枚ずつの襖の間に柱を配した室中の平面図である 
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それぞれが東西どちらに収まるかの問題であるが、両者は寸法と引手の位置が全く同じ

なので、図柄により判断するしかない。本図の印象的な特徴として、画面の左から右に向

かって吹いている風の存在がある。向かって左の画面は、草花が垂直に立っているが、右

に向かうに従い徐々に風の影響を受け、右端の画面に到っては、草花の茎がほぼ水平にな

るほど大きく風に靡いている。「松に秋草図」も一見すると静寂に包まれている印象を受け

るが、左端の草花が僅かに傾き、風の存在を感じさせる。「松に秋草図」は引手の位置から

左に更に 2枚続いていることがわかっており33、その画面には、より強く風に靡いている草

花が描かれていたと想像される。本図と「松に秋草図」は、逆方向に風が吹いているので、

向かい合って配置した場合には、風は一方向に吹くことになる。部屋に入った人はこの風

の存在を強く感じたに違いない。問題は、仏壇の間に向かって風が吹くか、それとも仏壇

の間から風が吹いてくるかである。復元した本図を見ると風の吹いていく方向に視線が誘

導されているのがわかる。そこから、室中に入った人々の視線を風の表現によって仏壇の

                                                   

33小沢朝江・田口紗央里「祥雲寺客殿の平面と障壁画の復原検討－智積院障壁画と発掘遺構を中心とした

検討－」（日本建築学会計画系論文集 第 597号） 2005年 

 

図 73 二条城二の丸御殿三の間「松孔雀図」狩野探幽 

図 72 大徳寺聚光院室中 

   「松鶴図」狩野永徳 
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間に誘うように演出したと考えるのが自然であるように思う。この場合は、室中西面に本

図、東面に「松に秋草図」の配置となる。 

 風の方向の他に配置位置の手掛かりとなるのと考えるのが、土坡である。本図と「松に

秋草図」の画面下方には、土坡が存在するが、それぞれ形の特徴が異なる。本図の土坡は、

向かって右端が徐々に下がっていく。そのため、西面に配置した場合には、仏壇の間との

境である室中北面の襖絵の土坡はほとんど存在せず、金地や金雲の中心に松の枝や草花が

描かれている画面が想像される。それに対して、「松に秋草図」の土坡は向かって右端が急

激にせり上がっていく。仮に「松に秋草図」を西面に配置すると、室中北面の襖絵は、土

坡が相当に高い位置にある画面構成になってしまうため、窮屈な印象を持つ。室中と仏壇

の間の境の襖絵は法要の際には開放するため、あまり主となる図像を描かず、余白を多く

残す傾向がある。このことからも、本図を西面に配置して金地の広がりのある画面が室中

北面に来る方が相応しいと考える。 

図 74   祥雲寺客殿室中障壁画復元配置図 
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〈室中の内部空間の再現〉 

前節で述べた床貼付上部に転用されていた松の枝(D)(Ｅ)が、元々構成していた襖絵 2 枚

の配置について検証する。この 2 枚の襖絵は幅が 166.7 ㎝の襖に分類されるので室中北面

に収まることはない。東西どちらかの壁面になるので本図の左寄り 3枚のうち 2枚か、「松

に秋草図」の左寄り 2枚どちらかに収まることになるが、「松に秋草図」とは図像が明らか

に繋がらないので、本図の一部として西面に配置されると判断される。 

引き手の位置が不明なため、3枚のうちどこに配置するかは、図像から判断するしかない。

復元された本図にすぐ連なる形で配置するか、襖 1 枚空けて配置するか 2 つの可能性が考

えられるが、同室に配置されていた「松に秋草図」と比較すると後者の方が適切であると

判断する。実際に配置した図(図 75)で比較してみると「松に秋草図」は、松の幹が画面上

部に突き抜けたあと、襖 1 枚をおいて、ゆったりと枝が上部から垂れ下がってくる。対面

にある本図も、連続して配置して小ぶりにまとめるよりも襖 1 枚空けてゆったりと配置し

た方が、室中全体として調和する。 

  

実際に室中内部空間を再現した図(図 77)をみると室中北面に向かって東西面の障壁画が左

右で調和している様子が確認できる。部屋の対角線上に配置された松は、太い幹が画面の

天地を貫き、枝を横に大きく伸ばしている。枝は室中襖全体に広がりその下に草花が生い

茂る雄大で生命の躍動感にあふれた情景が伝わってくる。 

 

 図 76 

図 75 
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図 77 再現した室中内部空間 
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〈室中東西面の柱の問題〉 

ここまでの研究で、本図は室中西面に収まっていたことが、明らかとなったのだが、細

かく計算をしていくと室中の規模と襖の配置において僅かに辻褄が合わないことが分かっ

た。襖の寸法は、画面の寸法だけで幅が 166.7 ㎝であり、これに襖の縁と柱の寸法を合わ

せたものが、室中の奥行寸法であるはずなのだが、この寸法と復元した建築平面の寸法に

差が生じてしまう。襖に取り付ける縁はこの大きさの襖絵になると、4.5㎝程は必要であっ

たと推測され、縁を含めた襖の寸法は約 175㎝になる。両脇についた縁のうち、6枚構成の

場合は 4 本が襖を閉めたときに重なるため、襖絵の寸法に縁 8 本分を足した寸法が、室中

東西間仕切りの内々の寸法（柱と柱の内側の寸法）になる。実際に寸法を計算してみると、

約 1040㎝になる。ここで問題となるのが東西間仕切り芯々の寸法（柱の中心から中心まで

の寸法）との差である。芯々の寸法が 1060㎝であるので、内々との寸法差は 20㎝になり、

中心にくる柱の幅は 10 ㎝あまりになってしまう。柱の幅が 10 ㎝というのは、一般的な住

宅の柱と変わらず、これだけ大規模な寺院建築のものとしては不自然である。 

祥雲寺客殿の外側の柱は、発掘された礎石の跡から約 30㎝角であることが明らかとされ

ており、内側の柱はそれよりも多少細くなるとしても、それに準ずる太さであったはずで

ある。つまり、現在の建築平面図では、襖の寸法から室中の奥行内々の寸法を求めると東

西の間仕切りの真ん中には柱が収まらないのである。真ん中に柱を入れるためには、室中

奥行が芯々の寸法で少なくとも 1100㎝程は必要である。室中の奥行をこの寸法にするため

には、梁行の基準尺を 7尺から 7.2尺に変更しなければならなくなり、建築プランが発掘さ

れた礎石と礎石抜き取り穴の位置に乗らなくなる。そこで、柱がそもそも真ん中に存在し

ない可能性を検討した。大徳寺聚光院、建仁寺方丈、酬恩庵方丈、真珠庵本堂など、同時

代の方丈建築の室中で、梁間の柱が無い例は多い。しかし、それらは間口が 600.0 ㎝から

800.0 ㎝、奥行が 500.0 ㎝から 700.0 の平面規模であり、間口と奥行が共に 1000.0 ㎝を超

える祥雲寺の場合では構造的な強度の点で不安がある。 

この襖絵の寸法から発生した柱の問題に対して、筆者は今一度障壁画自体からの復元と

いう視点から再検討を試みた。問題解決のために注目したのが、室中東面に配置されてい

た「松に秋草図で」ある。引き手跡の位置から、左より 1 面目と 2 面目の間が室中梁間の

中心となることが分かる（図 78）。この画面の間に柱と縁の幅の寸法を空けて配置した時に

図像が繋がるか実験を行った。この 2枚の襖は突き合わせになるため、縁 2本分の幅34を空

けて配置したのが（図 79）である。そこに更に一辺が 4 寸の角柱が入った場合を想定して

配置したのが（図 80）である。（図 79）は、松の葉や薄の葉や茎が自然に繋がるのに対し

て（図 80）は明らかに繋がりが悪い。（図 79）に関しては、隙間なく配置するよりも縁幅

を開けた方が図像の繋がりが良くなっており、縁幅を考慮して絵の構図が決められていた

と判断できる。絵の繋がりにおいて縁よりも影響の大きい柱の幅を考慮せずに描いたとは

考えられないので、この 2枚の間には柱が存在しなかったことは明らかである。 

                                                   
34 1本の縁幅は 1寸と想定した。 
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図 79     縁 2本分の幅を空けて配置した図 

 

 

 

 

 

 

図 78    赤線で引いた境が柱の入る可能性がある東面の中央 

図 80     柱の幅と縁 2本分の幅を空けて配置した図     
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〈明治に盗難された障壁画と室中障壁画との関係〉 

室中障壁画 20面のうち 9面が明らかになった。残りの 11面に収まるべきものは、現存

する旧祥雲寺客殿障壁画の中には、適当なものは存在しない。しかし、明治 25年の盗難に

より失われた障壁画のうち明らかに室中障壁画と考えられるものがある。盗難届に記録さ

れている障壁画は、屏風 1枚、金襖 7枚、壁貼付 1枚である。そのうち「金屏風二枚折 竪

七尺六寸・横四尺五寸 壹枚 但シ紙字地二シテ 松二秋草繪彩色模様」「金襖 竪六尺九

寸・横四尺五寸 四枚 但シ紙字地二シテ 松二萩秋草繪模』」「金襖壁張付 竪六尺九寸・

横二尺五寸 一枚 但シ紙字地二シテ秋草繪彩色」と記された 3 点が、いずれも松に秋の

草花で構成されている点において室中障壁画と共通する。更に、3点が盗難された客殿衆入

間は本図と「松に秋草図」も置かれており、その一部であった可能性は極めて高い35。 

それでは、盗難された 3点の障壁画が室中どの襖に配置されていたかであるが、2枚折の

                                                   
35さらに「金襖 一枚ノ内竪三寸・横四尺五寸程 但シ紙字地二シテ『松ノ繪彩色』」も季節はわからない

が松が描かれているので室中障壁画の一部であるとも考えられるが、盗難された場所が大書院であるため

その可能性は低い。  

図 60 

 
図 81    明治の盗難で失われたと推測される室中障壁画 
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金屏風である「松二秋草繪彩色模様」は、同じく現在は 2 枚折の屏風になっている「松に

秋草図」と連続する画面であったと考える。〈智積院靈寶幷袈裟世具目録〉に記された、「残

り六枚大屏風出来 但し大屏風は大中より入用造作出之 二枚大屏風三ツ向後大中修復 

出仕用」の「二枚大屏風三ツ」とも、「松に秋草図」が２枚折屏風２つからなるため、この盗難

された２枚折屏風と合わせればちょうど記述と一致する。 

4枚の襖絵である「松二萩秋草繪模様」は、室中北面に配置されていたと考える。寸法が

縦 207 ㎝で幅が 135 ㎝であり、復元した室中平面から割り出した北面中央襖 4 面寸法より

も幅が広いため、その左右の襖に収まっていたものであると推測した36。 

壁貼付にされていた「秋野草繪模様」はその作品名から松が描かれてなかったと推測でき

る。ここから、本図左 3枚の襖の何れかの下方か、中央 4枚のうちの 1枚だと思われる。 

 

 

 

 

 

                                                   
36記録にある寸法だけでは盗難された作品の構図や状態までは分からず、改変による継ぎ足しや切り詰めの

可能性が否定出来ないため、配置箇所の特定は難しいので、推測の範囲をでないのが惜しまれる。 
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終章  想定復元模写を通して得られた成果 

 

第 1節 復元研究の成果 

 

本研究において綿密な調査に基づいた想定復元模写を行った結果、智積院に客殿衆入間

床貼付と宸殿違棚貼付として伝わってきた本図は、制作された当初は 6 枚以上で構成され

た襖絵であり、そのうちの 3 枚を中心として改変されたものであることが、明らかになっ

た。また、床貼付の中には残り 3枚の一部も含まれていた。 

祥雲寺客殿は 8 室構成であり、その室中に収まる襖は東西面がそれぞれ 6 枚、北面が 8

枚であり、室中障壁画の構成は、西面に本図、東面に「松に秋草図」が、それぞれ 6 枚ず

つ収まっていたことが明らかになった。 

 

図 82 床貼付と違棚貼付の改変前の画面構成とそれぞれの画面の配置位置を示した図 

宸殿違棚貼付 客殿衆入間床貼付（宝物館） 
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〈「松に黄蜀葵及菊図」室中西面襖 6枚の復元〉 

復元された本図（図 83）は、二股に別れた巨大な松が画面の天地を貫くように描かれて

おり、廻りには、黄蜀葵、芙蓉、菊の花が咲き乱れ、薄が大きくその葉を伸ばしている。

草花は実物よりも大きく描かれ存在感の強い表現となっている。 

 

 

松は、向かって左寄り襖 3 枚にわたり大きく枝を伸ばしている。松の奥には群青で描か

れた水面が見える。水面は向かって右から左にいくほど広がっており、左寄り 3 枚の失わ

れた下方には、この水面が更に展開しその廻りには草花が生い茂っていたと想像される。   

本図の芒は、土坡の向こう側に生えているのがわかる。また、水面の手前に描かれている

芒の葉のうち半分あまりは隣の画面から伸びてきている。このことから、左寄り 3 枚目の

画面には多くの芒が生えていたことがわかる。 

 

図 84       「松に黄蜀葵及菊図」左寄り 4面 

 

図 83        「松に黄蜀葵及菊図」想定復元模写 
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復元した本図 6 面のうち左寄り 2 面にあたる部分に配置した松の枝の類似例として、等

伯筆の南禅寺天授庵「松鶴図襖」（図 85）「商山四皓図襖」（図 86）や大徳寺真珠庵「松に

童子図襖」がある。それらに描かれた松の枝は画面上部に水平に伸びる様子や、枝や葉の

形状が共通している。特に天授庵の「松鶴図襖」は枝振りだけではなく、幹の角張ったＳ

字状に画面の天地を貫く形状まで合致している。これらは何れも水墨画ではあるものの、

等伯が襖などの障壁画に樹木を描く場合の型が存在していたと推測する37。 

これらの水平に伸びる松の枝の共通の特徴として、その下には必ず水面が描かれている。

先述したように、本図も左寄り 3 枚には水面が描かれていたことが推定され、同じ構成と

なる。等伯直筆ではないが、長谷川派によって制作された金地彩色の襖絵である妙蓮寺「松

桜図」（図 87）は、左右反転させると全体の構成や松の枝振りが類似している。松の枝の下

には、やはり水面が広がっている。筆者は、本図の左寄り 3 面も同じような構成であり、

完全に失われた左より 3番目の襖には大きく垂れ下がる松の枝葉が描かれていたと考える。 

                                                   
37「楓図」は、金地院「老松図」に樹形が共通していることが指摘されている。 

図 85   南禅寺・天授庵 「松鶴図襖」  

  

 図 86 「商山四皓図襖」 

図 87  妙連寺「松桜図」長谷川派 

図 88 室中西面襖 6枚の復元図  

※想定復元模写に床貼付上部に継ぎ足されていた松の枝を合わせて等伯の類似作品を基に復元した。 
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〈祥雲寺客殿室中障壁画の全貌〉 

これまでの研究を基に、祥雲寺客殿室中と障壁画を再現した（図 89）。東西の壁面に本図

と「松に秋草図」が同じような構図で描かれているのがわかる。松の幹は対角線上に描か

れ、そこから室内全体にゆったりと枝を左右に伸ばしている。室中障壁画は、正面に向か

って左右の壁面に描かれる障壁画は、似たような画題や構図で描かれ、正面には主となる

題材を描かない特徴があり、祥雲寺も類似した形式をとっていたことがわかる。室中北面

は盗難され、具体的にどのような図像が描かれていたかは不明であるが、おそらく松の幹

は描かれておらず、本図の右方向に伸びる松の幹から伸びる枝が描かれていたと想像され

る。本図の二股に別れた松（図 90）は、左右に大きく枝を伸ばして、対面に描かれていた

「松に秋草図」と共に室中全体を覆うように広がっていたのである。  

また、本図を含む祥雲寺客殿障壁画の草花は実物よりも大きく描かれている。現在、収

められている宝物館で鑑賞すると、その大きさは異様で圧迫感すら感じる。しかし、復元

された室中の障壁画として収まっている様子を見ると、この草花を大きく描いた意図が理

解できる。巨大な空間をもつ祥雲寺客殿室中に、もし草花を実寸やそれよりも小さく描か

れていたら、空間の広さに対して間の抜けた寂しい様子になってしまうことが想像される。

あえて草花を大胆に大きく描くことで、風に靡いている様子がより強い印象を与えて、室

内全体を躍動感の溢れる空間に演出しているのである。 

 

 

図 89   祥雲寺客殿室中再現模型 2016年本研究に基づき制作 

図 90        上図と同じ 本図を中心として撮影 
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本図だけではなく、室中障壁画の中には、風が吹いている様子が表現されている。室中

南寄りの画面は静的で、草花も真っ直ぐ天に向かって生えているが、画面が仏壇の間に近

づくに従い草花は動き出し、最後は茎が水平になる程に激しく風に靡いている。この風の

描写により、草花に視覚的な動きが生じ、画面全体に躍動感を与えている。静寂に包まれ

た世界から動的な世界へ見事に展開し、鑑賞者の視線を自然に仏壇の間へと誘導している。 

旧祥雲寺障壁画全てに風の表現が存在するわけではなく、現存するものでは、室中障壁

画の他は「楓図」のみである。「松に立葵図」や「桜図」などは、草花は真っ直ぐに立ち、

静かな画面である。ここから風の描写による演出は室中障壁画のみでなく客殿全体行われ

ているのではないかと考えられる。つまり、客殿の 8 つの部屋には、静寂に包まれた空間

をもつ部屋と風が吹いている動的な空間をもつ部屋が存在し、訪れた者の視線を誘導する

だけでなくその心の動きまで演出していたと推測されるのである。長谷川派による客殿障

壁画として知られる醍醐寺三宝院表書院の上段の間「四季柳図」にも風の表現が見られる。

金銀の切箔、砂子、野毛が施された画面の中に柳の葉が激しく秋風に靡いている様子が描

かれており、装飾的手法と自然の息吹が見事に融合した空間となっている。 

祥雲寺障壁画で風が吹いてい

るのも、室中障壁画と「楓図」の

秋の景を描いたものである。先ほ

ど類例として述べた醍醐寺三宝

院の「四季柳図」には、その名の

通り四季の柳の絵が描かれてい

るが、ここでも秋の景色だけに風

が吹いており、関連性が考えられ

る。「楓図」は、壁貼付けに改変

される以前は、1枚幅が 140㎝程

の襖絵であった。東西を間仕る 167

㎝の襖絵とは寸法が異なるため、南北を間仕切る襖絵だと推測される。室中に対して東西

どちらの部屋を構成していたか現段階では分からないが、仮に室中と同じように仏壇の間

に向かって風の吹く方向が統一されていたとしたら、西室に収まる。「桜図」「松に立葵図」

など静寂の中にある部屋から室中の風が吹く動的な空間へと劇的に展開し、訪れた者は自

然と鶴松の祀られている仏壇の間へと誘われる。室中を後にしても、紅葉した楓が仏壇の

間に向かって風に靡いていることにより、その余韻を残している。このように等伯は、壮

大かつ綿密な計画に基づき、客殿内部全体を障壁画により演出していたことが想像される

のである。 

 

 

  

 

図 91   「楓図」智積院蔵（部分） 
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〈祥雲寺客殿障壁画の全貌〉 

本研究では、祥雲寺客殿の室中障壁画の全貌を明らかにすることができたが、室中以外

の部屋の構成や障壁画の配置については未だ判然としないことが多い。しかし、本研究で

行った障壁画自体の復元から、それが収められている建造物の内部空間を再現し検証する

方法は、祥雲寺客殿の内部構成と障壁画の配置位置の解明に、有効であることが判明した。  

本図以外にも「雪松図」「松に立葵図」「楓図」「桜図」も改変が著しく、これを同じ方法

で復元することで、新たな知見が得られるはずである。それらの障壁画は、それぞれが１

つの部屋を構成していた可能性が高いため復元が進めば、全体の部屋割りの構成を解明す

ることができる。同様に昭和 22年の火災で失われ、モノクロ写真のみ残す、「枇杷図」「竹

図」などの 16面の復元研究まで行う必要がある。祥雲寺客殿と障壁画の解明には、それら

で得られた知見を丹念に整理と分析を行い、併せてそれらを統合的に捉えることで祥雲寺

客殿障壁画の全貌が明らかになるのである。 

 

 

 

 

図 92      昭和の焼失しモノクロ写真のみ残す「柳図」 
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おわりに 

 

巨大樹を中心とした大画の金碧障壁画は、桃山時代に次々と建てられた大規模建造物に

適応した様式として、狩野永徳により創出された。永徳と同時期に活躍した長谷川等伯は、

この様式を更に発展させ、独自の表現として昇華させていった。永徳と等伯を中心に新様

式として確立したこの金地に巨大樹を中心とした絵画は、東洋絵画だけでなく、世界中を

見渡しても類例がなく、日本独自の特異な存在である。 

巨大樹による大画の成立には、豊臣秀吉の影響が大きかったと思われる。秀吉は大坂城

の本丸御殿に「対面所」という従来にないスケールの建物を築き、そこで中世のとは違っ

た「対面」の儀式を行った。大友宗麟が天正 14年に大坂城で、秀吉に謁見した時の記録に

「御座敷、9間 3を 1つにとりはらわれ…」とでてきており、各部屋を間仕切っていた襖を

取り外し、続き間にして大きく利用したことがわかる。その場合、内部の障壁画は部屋ご

とに画題が変化しないほうが、1つの空間として調和させ易い。3室を続けたこの部分につ

いて、フロイスの『日本史』には、「樹木や鳥が黄金をもって描かれていた。」と書かれて

いる。また、聚楽第の対面所についても「壁には金で幾つかの樹木を描いたもの以外には

何も見えなかった」と書かれており、秀吉によって新たに生み出された巨大な対面空間の

画題は「樹木図」であったことがわかる。そして、永徳の巨大樹による大画は、この時期

に生まれた可能性が高いと考えられる。 

 永徳は、大坂城の他に正親町御所、聚楽第など当時の代表的な城郭や諸御殿の障壁画を

担当し、そこに大画による金碧障壁画を多く描いたと推測されるが、それらのほとんどは

失われてしまった。唯一、天瑞寺のみが幕末まで残っていたが、それも明治に廃棄されて

しまった。大画は建築と一体で発展していったものであり、真に理解するためには、実際

に建造物内部に収まっている状態を考慮しなければならないが、永徳の金碧障壁画で建物

とともに残るものは皆無である。永徳に限らず、この時期の金碧障壁画で建物と共に現存

する例は極めて少ない。桃山時代で現存するものは醍醐寺三宝院、南禅寺大方丈、園城寺

勧学院くらいである。それらも桃山晩期に属するもので、桃山盛期のものは残っていない。 

 そんな中にあって、大小 47面とある程度まとまって現存している旧祥雲寺客殿障壁画は、

貴重な存在である。建物は焼失しているものの、その遺構が発掘調査され、建物の規模や

おおよその構造が明らかにできる状態にある。このことは、障壁画と建物の双方から研究

を進めることを可能としている。しかも障壁画制作を主導した等伯の巨大樹を中心とした

大画様式による金碧障壁画の集大成であり、それは桃山時代における 1 つの到達点を示す

ものであった。本研究によって、その障壁画の復元を行ったことは大変意義深いものであ

ったと考える。祥雲寺客殿室中障壁画の復元が視覚的に提示されたことは大きな成果であ

り、等伯が巨大樹による大空間の構成に、草花の四季の変化や風などの自然現象を巧みに

利用した場面の展開など、独自の表現を加え建物内部を障壁画により壮大に演出している

様が示せたものと考える。 
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