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本研究は、近世において上流階級が、古代の寝殿造をどのように理解し、理想の住空間像を構築したのか、描き継がれた源氏物語絵

を中心とした物語絵の分析を通して、明らかにする。近世の源氏物語絵に描かれた住空間には、当時の上層住宅であった書院造が援用

され、絵師や制イ倒樽兄に従って多様なイ控問への憧憬が表出された。そのイメージの源泉は近世の宮廷文化にあった。近世における武

家は、源氏物語絵に描かれた住空間を、自らの住まいとして描きこむことで、正統性を主張した。一方、17世紀後半の特定の階層が共

有した物語絵には古代の内裏考証が試みられた。
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1.はじめに

r源氏物語』は、平安時代11世紀頃に成立した。一方、

r源氏物語』を絵に描いた源氏物語絵は、現存最古のもの

で12世紀前半に遡り、16・17世紀になると、絵巻、色紙、

屏風として多くの絵が現存するようになる文D。

近世に源氏物語絵が多量に制作された背景には、r源氏

物語』によって自らの伝統文化を誇示しようとする天皇家

と公家、『源氏物語』に依拠することで権力を超えた権威

を手にしようとした武家の受容が指摘されている文2)。

現在遺されている源氏物語絵の中で、最古の作例である

12世紀前半成立の『源氏物語絵巻』(徳川美術館・五島美

術館蔵、以下『徳川・五島本』)注Dは、国宝に指定され、

建築史学の分野においても、この絵巻を用いて、当時の住

空間が分析されてきた文3)。一方、中・近世に制作された

源氏物語絵は、関連図書の挿絵等に使用されるものの、描

かれた様相が、いつの時代のものか検討されてこなかった。

源氏物語絵には、平安時代の寝殿造の様相が描かれてい

ると考えられがちである。しかし、絵が制作された年代が

降ると、描かれた住空間は同時代の上層住宅の様相であっ

た書院造へと変容し、17世紀には金碧の襖障子までもが

描かれるようになる文4)。これは、絵の鑑賞者達の「ある

べき上層住宅」に対する共通の理解に基づき、絵に選択さ

れた様相が変化したためと考えられる。

本研究では、近世の物語絵を対象に、中でも一連の源氏

物語絵を中心に、絵画表現、特に住空間表現を分析する。

本論文の前半部では、住宅史における寝殿造、書院造、

数寄屋風書院造の流れが、描かれた絵にいかに投影される

のか、一連の源氏物語絵を通して、明らかにする。

さらに、源氏物語絵に表出された住空間が、古代貴族文

化の象徴である『源氏物語』に限られた特別な理解である
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か、同時代の共通理解であるかを明らかにするため、王朝

物語として『源氏物語』と並び称される『伊勢物語』に着

目し、同じ絵師工房で制作された源氏物語絵と伊勢物語絵

を比較する。

また、近世は武家が権力を持ち続けたが、学芸面では、

天皇、公家の権威が保持されてきた文5)。後半部では、源

氏物語絵に示された住空間表現が、他の物語絵に選択され

た際の、時代や階層を抽出することを通して、天皇・公家、

武家といった階層を象徴する住空間表現を明らかにする。

近世における住宅は、趣向や美意識に留まらず、それを共

有する階級や集団の権威や権力を建築的に視覚化するこ

とに重点が置かれてきた。これを踏まえると、絵画に描か

れた住宅には、その階級が価値を置き、あるべき姿と考え

た象微的な住空間が表現されたと考えられる。これらの点

を明らかにするため、同じ絵師工房の中で制作された、源

氏物語絵とは登場人物の階層や時代設定が異なる、徒然草

絵、東照社縁起に着目し、源氏物語絵と比較する。

以上から本研究は、遺構と文献史料によって構i築されて

きた中・近世上層住宅の変容とその背景を、描かれたイメ

ージから再構築する試みである。

表2-1調査研究を行った物語絵
     講査日作品名賂称絵師所蔵

     04.7月匡源氏物語図屏風囲一待乳山聖天

     9月『源氏物語画糊伝土佐光則筆個人

     9月冒源氏物語画帖諺住吉派系筆個人

     9月『源氏物語色紙貼交屏風』一掴人

     05.3月匡源氏物語画帖』土佐光則筆バーク財団

     3月冒源氏物語魑鰯巨バーク憲囲±佐光趨周辺簸パーク財岡
     3月匡伊勢物語屏風渥一バーク財団

     3月罫源氏物語画欄仔ハーヴァード本£土佐光憺筆ハーヴアード穴挙藁衛館
     3月配鼠草紙昌土佐光信筆ハーヴァード大学葵術館

     4月『槻峯寺建立修行縁起刮土佐光信箪ブリアギャラリー

     6月陳照社縁起』縢照社縁起週倥吉如慶筆紀弼東照宮
     7月鞭勢物語醐轄』『鉄心斎本』伝士儀光憺筆鋏心斎文庫繭
     フ月解源氏物籍画編露久保態本盈土俊光吉筆和黒市久擦惣配念美衛館
     9月穿住吉家粉本』住吉派伝来東京藝術大学大学美術館

本稿で対象とした物語絵を色で示し、論文中では略称を用いる

研究助成により、米国調査が可能となり、12世紀の源

氏物語絵と17世紀の源氏物語絵を繋ぐ上で重要な作例で

ある、16世紀初頭制作の土佐光信筆『ハーヴァード本』

及び、同じ光信工房制作の物語絵の調査研究が可能となっ

た。調査と共に、コロンビア大学で2日間にわたり開催さ

れた『源氏物語』に関する国際学会文7)に参加し、近年の

『源氏物語』の受容史から多くの知見を得た。米国・国内

調査によって、これまで紹介がされていない作品を多数調

査し、近世物語絵研究の基礎史料を得ることができた。以

下では、調査研究を進めた作品を中心に分析を進める。

2.絵画史料の調査研究

本研究は、建築史を専攻する主査と美術史を専攻する委

員によって、絵画史料を分析する。

絵画に表出された様相は、ある時代の特定の階層の人々

によって共有された理想的な世界、イメージである。その

ため、絵画に描かれた住空間は、写真のように現実そのも

のが投影されていると考えることはできない。

近年では、絵画史料を基にした美術史学・歴史学・建築

史学の学際研究が盛んに試みられ文6)、絵画史料を研究対

象とする際の史料批判の方法が確立してきた。

この中で、建築史研究者が関心を寄せ研究対象としたの

は、遺構や文献史料の少ない古代・中世が中心であり、近

世であっても、同時代の様相が表現された風俗図、都市や

建築を表現した都市図を主とし、物語絵に史料性が見出さ

れることは、少なかった。

物語絵は、物語という虚構の世界を、絵画という媒体に

よって表現したものであり、そとから現実の様相を抽出す

るのは難しい。しかし、物語絵に表出された虚構の世界に

着目し、それを中・近世の現実の様相と照らし合わせ、虚

構の世界が生み出された要因を考察することで、当時の

人々が思い抱いた「理想の住宅像」や「規範としての住宅

像」を分析することが可能になると考える。

近世における物語絵に関する歴史研究が少ない要因に、

近世の物語絵には、美術史分野でも紹介されていない作品

が多く、図版の刊行が少ないことがある。そこで、本研究

は、近世の物語絵を実見・調査することから研究を開始し

た。調査研究を行った物語絵は表2-1の通りである。

3.源氏物語絵に表出された各時代の住空間

源氏物語絵の制作には、『源氏物語』を考証し、新たに

図様を創出する方法と、前年代に描かれた絵を手本としそ

れを再構成する方法の二つが存在した文D。16・17世紀の

絵になると、後者の方法が大部分となり、現存する源氏物

語絵に描かれる図様は定型化する。さらに、過去の絵から

どのようにアレンジするかは、絵を注文する人々の好みに

よって決定された。そこで、同じ場面を描いた制作年代の

異なる源氏物語絵の住空間を比較することが可能となる。

源氏物語絵を描いた絵師の系譜と、描かれた住空間の変

容をまとめたものが、表3-1である注2)。なお、各々の源

氏物語絵の呼称は、表2-1の略称による。

3.1寝殿造から書院造へ

『源氏物語』は平安時代に成立し、この時代の上層住宅

は寝殿造であった。寝殿造は、母屋の四面に、席が巡り、

さらに孫瘤が付属する。柱は丸柱、床は板敷に置畳、塗籠

以外に間仕切はほとんど設けず、几帳や屏風で室内を仕切

る。その後、上層住宅は、時代が降るにつれ、日常的な空

間から、建具で間仕切られようになり、母屋・痛の構成が

消失し、柱が角柱になり、畳が敷詰められるようになる。

さらに、座敷飾が成立し、書院造が完成した。その後、数

寄屋風書院造が登場し、内部空間の意匠は多様化する。

最古の源氏物語絵、12世紀前半『徳川・五島本』注Dに

は、母屋・廟の構成で、几帳で空間を遮り、柱は丸柱、床

は板敷に畳を置く様相が描かれている(図3-1・3-2)。こ

れを「寝殿造の型」とすると、以降の絵画に描かれる住空

間は大きく変容する。
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表3-1対象の源氏物語絵

             11世紀12世紀土佐派16世紀17世紀             1101～11301201～12301509永正6年1612慶長17年つ～16381658万治元年

             

             r徳川・五島本』1源氏物語絵の成立(絵師不明)肝ハーヴァード本望(佐光信)『久保惣本』(土佐光吉)『光則徳川本』『光起個人蔵本』(土佐光則)(土佐光起)

                          

             『浄土守本』、17世紀の絵と比較し古式の住空間が踏襲される              1613慶長18年金が多く使われる
             健、池の衰現が拡大る

             『浄土寺本』(伝土佐派)『京博本』(土佐光吉)
             バーク本』(土佐光起周辺)

             土佐光則の有力門人が住吉派を創始して住吉如慶となる住吉派『サントリー本』(住吉如慶){652～631670～74承応～寛文3年己文10年～延宝2r伊達家本』1(住吉具慶)
             

  
           

狩野派

             1642寛永19年数寄屋風書院造に加え復古的な住空間表現がみられる
             数寄屋風書院造の住空間表現がみられる              御物探幽本』"(狩野探幽)

             凡例()絵師注)1)徳川美術館・五島美術館蔵『源氏物語絵巻』断簡2)ハーヴァード大学美術館蔵『源氏物語画帖』54図3)浄土寺蔵『源
氏物語扇面散屏風』80図4)和泉市久保惣記念美術館蔵『源氏物語手鑑』80図5)京都国立博物館蔵『源氏物語画帖』35図6)徳川美術館蔵
『源氏物語画帖』60図7)個人蔵『源氏物語画帖』54図8)バーク財団蔵『源氏物語画帖』54図9)サントリー美術館蔵『源氏物語画帖』54図10)
伊達家旧蔵(茶道文化研究所旧蔵)『源氏物語絵巻』54図11)三の丸尚蔵館蔵『源氏物語図屏風』54図

全体的な傾向として、描かれた住空聞が、均一に変遷し

ていくのではなく、帝の住まい(内裏)には、母屋・庸の

構成、丸柱、板敷に置畳など古式の建築的様相が描かれ、

寝殿造が踏襲される。一方、源氏の住まい(貴族住宅)は、

角柱、畳の敷詰、金碧の襖障子などの新しい様相が混在し

やすいことが分かる。また、元服や還宴などの儀式を描く

場面(儀式空間)には、古式の様相が踏襲されやすく、貴

族達が遊宴を行う場面にも(遊興空間)、一部ではあるが、

古式の様相が復古的に採用される。また、内裏や京におけ

る住宅は、黒塗の蔀戸、管子に高欄が付くのに対し須磨、

宇治など郊外の住宅は、遣戸で高欄は付かない。

16世紀前半には、複数の絵が現存する。この時期に描

かれる住空間は、建具で仕切られた室、角柱、畳の敷詰の

蛸瀟/毒/ノー

〆∵藩薫藩
図3-1『徳川e五島本』「鈴虫二」12世紀

磁辮
図3-3『ハーヴァード本』図3-4r久保惣本』「桐壺」儀式
「空蝉」日常16世紀17世紀内裏での儀式空間には
板敷の廉など古式の建築的様相が踏襲される
古式が踏襲される

書院造の様相へと変容する。この場合、16世紀初頭『ハ

ーヴァード本』注3)においては、内裏での儀式空間には古

式の様相が踏襲され、貴族住宅の日常的な空間でも、部分

的に板敷や丸柱の要素が継承される(図3-3)。

降って、17世紀の源氏物語絵には、内裏での儀式空間

に、板敷に置畳、丸柱などの古式の様相が継承されるが(図

3-4)、貴族住宅の日常的な空間には、角柱、畳の敷詰など

の書院造の様相が定着し、金碧の襖障子で仕切られた豪華

な意匠(図3-5)、淡彩の襖障子で仕切られた瀟洒な室内

意匠へと展開する(図3-6)。以下では、17世紀に上流階

級の御用をした土佐派・住吉派・狩野派によって描かれた

絵に着目し、各々の絵に表出された住空間の変容を明らか

にする。

織ll饗
図3-2r徳川・五島本』「柏木一」12世紀

繕

　

図3-5『京博本』
「空蝉」日常17世紀
金碧襖障子で仕切り
角柱、畳も敷詰になる
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灘羅蘇
羅醗灘賦

図3-6『サントリー本』
「空蝉」日常17世紀
淡彩の襖障子で仕切り
角柱、畳も敷詰になる
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3.2書院造

近世における書院造の室内は、襖障子で仕切られた室に

畳を敷詰め、床、棚、付書院、帳台構などの座敷飾が配置

された。表向の対面空間を仕切る襖障子は、金碧であり、

金を用いることによって、建築空間の格式を表現した。絵

画に金の使用が増えてくるのは15世紀頃であり、17世紀

になると、金を多量に用いた屏風、襖が多く制作されるよ

うになる文8)。この時期に金が日本絵画の重要な色彩とな

ったのは「社会が金による装飾を肯定的に捉え、金色に輝

く絵画に特定の機能を見出した」との見解もある文9)。17

世紀には、城郭内の御殿に金の襖障子が多くなり文8)、伝

統を継承する内裏の日常空間にも金碧の襖障子が登場す

るようになる文10)。

17世紀初頭に、土佐光吉によって制作されたr久保惣

本』注4)r京博本』注5)の住空間には、金碧の襖障子・屏風

が多量に描かれるようになる。絵画に描かれた住空間に、

金碧の襖障子が表現された初見は、文明14年(1482)に制

作されたr慕帰絵』(西本願寺蔵)1巻が知られている文8)。

『慕帰絵』は当初14世紀中頃に制作されたが、後に1・7

巻が補作された。補作部分にのみに、金碧の屏風が描かれ

ており、時代性による反映とされる。

『久保惣本』に描かれた襖障子・屏風に着目すると、金

の下地に、桜、枝垂れ桜、秋草、雪被りの柳、松、枇杷等、

全体で10種以上の植物が描かれている。画題の配置に着

目すると文11)、柱を越えて2面以上に同じ画題を描く場合、

また、同じ室内に、桜、秋草等、異なる季節の画題を配置

している場合がある(図3-7)。多彩な画題が描かれた襖障

子や屏風を室内に立て巡らすことで、住空間を荘厳してい

る。また、金の襖障子や屏風は、源氏の住まいなど京の貴

族住宅ばかりではなく、須磨や小野など、京以外に建つ郊

外の住宅にも使われている。

17世紀の上層住宅で、金碧の襖障子が使われたのは、

上層住宅の中でも、表向の空間に多く、日常空間や別荘建

築が、金碧の襖障子で仕切られることは少なかった。しか

し、r久保惣本』は、京の住宅、京以外の住宅を描き分け

ず、全ての室に金碧の襖障子、屏風を置くことで、統一さ

れた高貴な空間を表現している。

一方、『久保惣本』の次世代である、『光則徳川本』注6)、

『光起個人蔵本』注7)になると、金の襖障子は減少し、そ

れに替わり、白平絹の几帳などの復古的な要素が描かれる

ようになる。須磨や小野などの京以外の郊外の住宅に至っ

ては、金碧の襖障子・屏風はほとんど描かれなくなる。

3.3数寄屋風書院造

17世紀の上流階級の住まいは、表向の空間は、金碧の

襖障子で仕切られた書院造で、日常の住まいや別荘建築は、

簡素な水墨画や唐紙を建具に用い、細部の意匠に趣向を凝

らした数寄屋風書院造であった。

狩野派、住吉派の源氏物語絵の住空間には、奥向きや別

荘建築における自由な意匠、数寄屋風書院造が選択される

ようになる。描かれた住空間表現は、桂離宮新御殿、東福

門院対面所といった寛永期の宮廷において好まれた室内

意匠を想起させる文12)。

17世紀前半r御物探幽本』(狩野探幽筆)注8)・には白地

に桐紋を刷った唐紙障子、装飾的な棚があり、蟹子にも高

欄が付かない、書院造の格式から離れた、数寄屋風書院造

の様相がみられる(図3-8)。また、17世紀前半『サント

リー本』(住吉如慶筆)注9)『伊達家本』(住吉具慶筆)注10)

の貴族住宅の几帳には、繊細な色彩や文様がみられ、屏風

の画中画は淡彩となる(図3-・9・図3-10)。同時に、復古

的な寝殿造の表現や草庵風の意匠がみられる(5.2で詳述)。

狩野派・住吉派は、奥向きの住宅や別荘建築における数

寄屋風意匠を選択することで、源氏物語絵に世俗から離れ

た理想の生活像を思い描いたと考えられる。

17世紀の源氏物語絵は、黒塗の蔀戸、襖障子で仕切ら

れた室、角柱、畳を敷詰め、几帳や屏風を立てる様相を貴

族住宅として、一つの型を定着させ、各々の画派や享受層

によって、多様な住空間が表出された。

一方、描かれた住空間に棚などの要素が描かれることは

あっても、座敷飾の全てを一室に配置し、上段のある近世

的な書院造の対面空間が選択されることはなかった。

4.17世紀土佐派絵師が描いた源氏物語絵の装飾性

次に、美術史の立場から、17世紀土佐派絵師の描いた源

氏物語絵に着目する。

17世紀初頭に、土佐光吉によって制作された『久保惣

本』は、金が画面に豊富に使用されている点が特徴である。

金の使用は、画面の装飾性を高める効果がある。『久保惣

本』の金は、金雲、地面、障壁画、人物の衣装に使用され、

画面を豊かに装飾している。使用される金も多様で、金泥、

金箔(砂子、野毛、切箔)が使い分けられている。また、

赤金、青金と、微妙に色合いの異なる金が使い分けられる。

他の源氏物語絵が茶や緑などの自然色を用いる御簾・透

垣・塀といった図様についても『久保惣本』は、金で表現

している。現実には金ではない、これらの図様を金で表現

することには、どのような意味があるのか。図様に着目し、

金が使われた意味を考察する。

御簾御簾は、視線を遮るために柱間に掛けられた。通常

は竹素地の緑で描かれるが、『久保惣本』では金で描かれ

る場合がある。r久保惣本』は御簾を、①金を厚く塗り視

線や空間を遮る②緑の細い線を描き視線を通すものの、二

種で表現している。御簾を描き分けることにより、画面上

の人物の視線の方向を示すなど、絵の鑑賞者に対して視線

を誘導する効果を出している。

「若菜(三)」(図4-1)は、六条院で合奏の場面である。

室内の女性達と、御簾の外側、縁にいる男性達の間の御簾

には薄い彩色が用いられ、女性達と男性達の合奏の一体感
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が表現される。一方、遣戸の内側に掛かる御簾には金を厚

く塗り、外部との境界を示している。

透垣透垣は、源氏物語絵に頻繁に登場する図様である。

屋敷内の目隠しに使われたもので、現実には板や竹で作ら

れるが、『久保惣本』では、金で表現される場合がある。

「末摘花(一)」(図4-2)は、源氏が末摘花の屋敷を訪

れると、すでに来ていた頭中将と会い、屋敷の中では末摘

花が琴を弾いている場面である。末摘花の屋敷の透垣に、

金が塗られており、源氏・頭中将と、屋敷の中の末摘花の

境界を示している。

塀屋敷を囲む塀も金で表現される。「花散里」では、源

氏が中川に住む女性に声をかけるが、返事がこない場面で

ある。塀には金が塗られ、源氏と女性を遮断する効果を果

している。

現実には金ではない、御簾i・透垣・塀を、絵画の中で金

で表すことには、金で囲まれた空間への志向が存在し、現

実には無いものを絵画の中で構築しようとする意識が作

用したと考えられる。金を使うことで画面自体の装飾性を

高めると同時に、絵画に描かれた空間の装飾性も高める結

果となっている。特に『久保惣本』は、同じ光吉工房が描
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図4-6『バーク本』「横笛」
庭、池を強調するようになる

いた『京博本』に対し、金の使用が多い。

光吉以降一方、土佐光吉の次世代である、土佐光則や土

佐光起が描いた『光則徳川本』『バーク本』(土佐光起周辺

筆)注H)『光起個人蔵本』では、金の使用が少なくなる。

一方、画面の中で庭の占める面積が拡大してくる。特に、

庭の中でも池など水辺の景色が増えてくる。

「藤裏葉」は、内大臣邸での藤花の宴に、夕霧が招かれ

た場面である。『久保惣本』は、画面右上隅に僅かに庭の

情景が描かれる(図4-3)。一方『バーク本』では、建物の

角度、人物の配置などを踏襲しつつも、画面上に庭を大き

く描き出す(図4-4)。また、庭の中でも特に池など水を大

きく描写する傾向がある(図4-4・図4-5・図4-6)。水は

なめらかな曲線によって表現され、画面に変化をもたらす

効果がある。

17世紀の土佐派絵師の源氏物語絵は、『久保惣本』r京

博本』(光吉筆)は金が、『光則徳川本』『光起個人蔵本』

『バーク本』では庭、特に水のデザインが画面を装飾する

重要な要素となった。結果、前者に描かれる空間は金によ

る豪華なものとなり、後者に描かれる空間は、植栽や池な

どの自然が:豊富なものとなっている。
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5.源氏物語絵と伊勢物語絵に表出された住空間

源氏物語絵に描かれた住空間表現が、貴族社会の象徴・

規範としての役割を果した『源氏物語』固有の特質なのか、

あるいは、他の物語絵にも共通してみられるものかを検討

するため、同じ王朝物語を主題として、近世まで描き継が

れてきた伊勢物語絵に着目する。

r伊勢物語』は、平城天皇(774～824)の孫・在原業

平の和歌を基に10世紀までに成立した。一方、r伊勢物語』

を絵にした伊勢物語絵も、10世紀頃に制作がはじめられ、

近世を通じて描き継がれた文13)。

その中で、16世紀初頭伝土佐光信筆『伊勢物語画帖』

(鉄心斎文庫蔵、以下『鉄心斎本』)注12)、17世紀半ば住

吉如慶筆ir伊勢物語絵巻』(東京国立博物館蔵、以下r東

博本』)注13)は、同じ絵師工房内で制作された源氏物語絵

が現存しており、源氏物語絵と伊勢物語絵、両者の住空間

表現を比較分析することが可能である。以下、『鉄心斎本』、

r東博本』に着目し、源氏物語絵と比較する。

5.1戦国期、土佐光信工房の源氏物語絵と伊勢物語絵

16世紀初頭に制作された『ハーヴァード本』(土佐光信

筆『源氏物語画帖』)は、同時期の制作である他の絵師の

源氏物語絵r浄土寺本』注14)等と比較しても、内裏や儀式

空間を主とした空間に、母屋・庸の構成、丸柱、板敷に置

畳などの、古式の建築的様相が踏襲されている。なぜ、rハ

ーヴァード本』には、古式の様相が踏襲されたのか。rハ

ーヴァード本』に選択された住空間表現は、光信工房が意

識的に採用した可能性がある。

土佐派の中興の絵師・土佐光信(1465～1525頃)は、宮

廷や室町将軍家の注文を受け、多くの絵画を制作した。16

世紀初頭、応仁の乱後は、室町将軍家の衰退により、天皇

の権威が浮上する状況がみられた文14)。武家は、公家達の

連歌会などの、文化的な営みに憧撮を抱き、古典文化を学

び、天皇・公家の和歌染筆や『源氏物語』等のテクストを

手にしようとした。

このような中、土佐光信は、公家達の和歌・連歌会に積

極的に参加していた。光信は文芸の素養を備えており、そ

の光信工房で制作された源氏物語絵は、当時高い価値を有

していたことが指摘されている文15)。そこで、光信工房制

作の伊勢物語絵『鉄心斎本』との比較を行う。

『鉄心斎本』は、中世に制作された数少ない伊勢物語絵

の一つで、完成度も極めて高い優品でありながら、従来、

考察の対象とされていない新出の作品である注15)文16)。

・土佐光信筆r伊勢物語画帖』鉄心斎文庫蔵(r鉄心斎本』)

r鉄心斎本』は、紙本著色で、画帖の片面に詞・絵の順

で六場面、表裏で計十二場面、全二十四面(詞・絵各十二

面)からなる。法量は、詞が26.1×33.0(cm)、絵が28.0

×24.7(cm)。箱蓋裏書には、「詞書十二枚。近衛三競院

信弄公真蹟也。絵十二枚。彩色。土佐刑部太輔光信朝臣真

蹟也。子孫左近将監光起保科主膳宛之書翰一通副有之上

者弥以而真筆分明也明治十二年三月古筆了件(花押)」と

ある。本画帖は土佐光起(1617～1691)によって、絵は

土佐光信、詞は近衛信サと鑑定されている。

絵の様式光信の基準作には、文献史料により制作が確認

されているr北野天神縁起絵巻』(北野天満宮蔵)、r清水

寺縁起絵巻』(東京国立博物館蔵)があり、他にも幾つか

の準基準作がある。今回の助成により、土佐光信の準基準

作とされている『槻峯寺建立修行縁起絵巻』(ブリアギャ

ラリー蔵)、『鼠草紙』(ハーヴァード大学美術館蔵)、『ハ

ーヴァード本』(『源氏物語画帖』)を披見する機会を得た。

以上の作例と比較して、『鉄心斎本』は、人物、樹木、波

等の表現において、光信工房の制作のものと判断できる

(図5-1・図5-2)注16)。

詞書の染筆者詞書の筆者を近衛信サとするには、再考が

必要である。絵師を土佐光信筆とすると、光信の没年は

1520年代、近衛信サの生年は1565年で、絵と詞を同一

時期に制作することが不可能であり、信サの時代に詞書が

後補された可能性もある。

注文主と鑑賞者『鉄心斎本』の注文主や鑑賞者を示す史

料等は確認されていないが、近年の研究から、室町時代の

やまと絵は公家ばかりではなく、武家層にも広く受容され

ていたことが明らかにされている。光信工房制作の源氏物

語絵rハーヴァード本』は、周防の大名・大内氏の有力家

臣、陶三郎興就が注文したとされる文17)。また、土佐光信

工房筆とされるr硯破草紙』は、将軍足利義澄が所持して

いたと考えられ文18)、『槻峯寺建立修行縁起絵巻』にっい

ては管領・細川政元との関係が指摘される文19)。『鉄心斎

本』の注文主も、都の公家ばかりでなく地方をも含めた武

家層を視野に入れる必要がある。

・土佐光信工房の源氏物語絵と伊勢物語絵

土佐光信工房の源氏物語絵『ハーヴァード本』と伊勢物

語絵『鉄心斎本』の表現上の差異を検討する。

絵画表現双方の類似点として挙げられるのは、共に王朝

物語に取材した物語絵として、主人公(あるいは高位の貴

族男性)と下位の人物を描き分けることなど、人物造形の

相似性である(図5-1・図5-2)。相違点としては、『鉄心

斎本』が光信作とされる他の作品にみられる表現と近似性

が認められるのに対し、『ハーヴァード本』には、光信作

とは異なる独自な表現が散見される点である。

まず、濃彩と淡彩という点で大きく異なる。ともに紙本

に明度の高い良質の顔料を多く用いている点は共通する

ものの、『ハーヴァード本』が画面全体に彩色を施し、全

体に華やかな印象を与えるのに対して、『鉄心斎本』は、

画面にある程度の余白を設け、枯淡とも言うべき画面であ

り、光信工房制作の絵画の特徴を有している。

具体的に図様を比較すると、『ハーヴァード本』が雲の

輪郭線を細かに散らした箔で縁取る技法を用いているの

に対し(図5-3)、『鉄心斎本』は、輪郭線を曖昧に金泥を
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図5-3『ハーヴァード』「藤袴」図5-4『鉄心斎本』「河内越」

薄く刷き、霞を描くかのように表現している(図5-4)。

住空間表現さらに、住空間を検討すると、双方とも、京

における内裏や貴族住宅を桧皮葺の屋根、黒塗の蔀戸とし、

京以外の郊外の住宅を板葺の屋根、遣戸、縁に高欄を付け

ず(図5-4)、京の貴族住宅とそれ以外の住宅を描き分け

る表現は、同様である。

しかし、源氏物語絵『ハーヴァード本』が、屋根を省き、

室内を上部から術傲する「吹抜屋台」の手法を採り、住宅

の内部空間には、丸柱、板敷など古代の建築的様相が踏襲

される(図5-5)。一方、伊勢物語絵『鉄心斎本』では「吹

抜屋台」は採用されず、屋根を描き、室は外部からの視点

で表現されており、内部の様相は詳細に描かれていない

(図5-6)。

吹抜屋台の手法で、黒塗の蔀戸を立て、母屋・席の構成

を明示し、板敷に置畳、几帳や屏風を置く住空間表現は、

他の光信工房制作の物語絵、ひいては中世の他の絵師によ

る絵画に、多く用いられるものではない。このような表現

は、12世紀前半の源氏物語絵『徳川・五島本』・『寝覚物

語絵巻』(図5-7)、13世紀『紫式部日記絵巻』等の王朝物

語絵に描かれているものである。光信工房は、12～13世

紀の王朝物語絵を参照し、源氏物語世界の貴族住宅を具現

化した可能性がある。それは、伊勢物語絵『鉄心斎本』の

現存場面においては採用されていない。

源氏物語絵『ハーヴァード本』に表出された古代の住空

間表現からは、土佐光信工房さらに戦国期の公家・武家が

共有した「源氏物語世界を正確に読み、把握しようとする

態度」を読み取ることができる。
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図5-5『ハーヴァード本』
「真木柱」
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図5-6『鉄心斎本』「関守」
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図5-7『寝覚物語絵巻』(12世紀)

5.2寛永期、住吉如慶・具慶工房の源氏物語絵と伊勢物語絵

降る、17世紀半ばの住吉如慶・具慶制作、源氏物語絵、

伊勢物語絵に着目する。

前述したように、住吉如慶・具慶の源氏物語絵『サント

リー本』・『伊達家本』(以下、如慶・具慶の『源氏物語絵』)

の貴族住宅の襖や几帳には、繊細で装飾的な意匠がみられ、

近世の数寄屋風書院造の様相が導入されるようになる。加

えて、内裏での儀式空間に、紺青引の襖障子や白平絹の几

帳などの復古的な様相がみられ、貴族住宅で遊興を行う空

間に丸柱、板敷渡殿など寝殿造の要素が描かれるように

なる(図5-8)。一方、郊外に建つ貴族以外の住宅に板葺

屋根、竹蔀などの草庵風の意匠が混入する。

なぜ、このような住空間表現が採用されたのか。住吉如

慶は、土佐派の絵師土佐光則の弟子として活動したが文2〔〕)、

後西天皇の命により、新たに住吉派を創始した。如慶は、

後水尾院の注文で『年中行事絵巻』を模写し、後西院や妙

法院尭然法親王などの注文を受けるなど、宮廷の御用を務

めた。一方、『東照社縁起』の諸本を制作するなど、徳川

将軍家の御用もした。息子の具慶は江戸へ降り、幕府御用

絵師となる。

徳川政権の安定期を迎えた当時の宮廷では、古典文化の

復興がみられ、寛永文化と称された文2D。宮廷では、和歌

や歌学が隆盛し、『源氏物語』の生活様態、池や草花を配

した庭に向かって開放的な寝殿で行われる遊興や、山里で

の隠遁生活が憧憬された文22)。この時期の室内意匠には、

東福門院対面所にみられるような、繊細で装飾的な意匠が

好まれた文12)。他方で朝廷儀礼の再興も進められた文23)。
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図5-8具慶の『源氏物語絵』(『伊達家本』)「行幸」図5-9『東博本』「春日野」草庵風意匠の混入
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図5-10『東博本』「花の賀」寝殿造の要素が復古する
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17世紀に土佐派から分派した住吉派は、近世上流階級

の好んだ意匠や遊興、復古的な内裏を描きこむことで、源

氏物語世界に特別な価値を見出した上流階級に呼応し、結

果、土佐派・狩野派との差別化をはかったと考えられる。

そこで、住吉如慶の伊勢物語絵『東博本』に着目する。

・住吉如慶筆r伊勢物語絵巻』東京国立博物館蔵(r東博本』)

『東博本』は、『伊勢物語』の全段を詞に書き、八十場

面を絵画化した六巻からなる。四代将軍徳川家綱の正室と

なった、伏見宮貞清親王息女・顕子の遺品として津軽家に

下賜された注17)文24)。伊勢物語絵は、17世紀初頭に刊行さ

れた版本『嵯峨本』が広く流布し、17世紀以後の伊勢物

語絵は『嵯峨本』の図様を踏襲することが多かった文13)。

『東博本』も、『嵯峨本』の図様に倣い、伊勢物語絵の代

表的な「芥川」「筒井筒」などを絵画化する。また、住吉

如慶の祖は、土佐光信であることから、『東博本』の図様

には、前述した16世紀初頭の土佐光信工房制作『鉄心斎

本』からの影響がみられる。一方、他の伊勢物語絵には描

かれない内裏・神社景観が詳細に絵画化されている文25)。

内裏景観については後の6.2で詳述する。

・住吉如慶・具慶工房の源氏物語絵と伊勢物語絵

共有する表現16世紀初頭の土佐光信工房の源氏物語絵

と伊勢物語絵については、美術史の立場から検討すると、

その絵画表現に大きな差異がみられた。一方、17世紀半

ばの如慶・具慶の『源氏物語絵』と伊勢物語絵『東博本』

はともに淡彩であり、画面に大きく余白を取ること、金雲

を使わない点は共通し、絵画表現に大きな差異はみられな

い。また、建築史の立場から住空間を検討しても、如慶・

具慶の『源氏物語絵』にみられた要素が、伊勢物語絵『東

博本』においても共有されている。

「春日の里」は、昔男が奈良の里で姉妹を垣間見る場面

だが、現存最古の伊勢物語絵13世紀『白描本』n:18)は、

露
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図5-11『東博本』「こけるから」上段に座る昔男

黒塗の蔀戸で仕切られ、丸柱、板敷の寝殿造の様相で、京

の貴族住宅と同様である。年代が降った17世紀の伊勢物

語絵『鉄心斎絵入本』注[9)でも、黒塗の蔀戸で仕切られた

京の貴族住宅と同様の表現を採用する。ところが、『東博

本』では、板葺の屋根に、板蔀で仕切られた室など、草庵

風意匠が混入する(図5-9)。復古的な表現も共有される。

「花の賀」は、東宮の母の宴の場面だが、『東博本』は、

蔀を開放した室に、寝殿に対屋が付属し、柱は丸柱、階が

付き、寝殿造を想起させる様相となっている(図5-10)。

以上のように、如慶・具慶の『源氏物語絵』と『東博本』

は、同様の古代住宅観の下に描かれたことが分かる。

異なる表現その中で、伊勢物語絵『東博本』には、郊外

の格の下がる住宅に、如慶・具慶の『源氏物語絵』には採

用されなかった、明障子や上段などの要素が描かれる。

「花橘」は、地方へ下った女性を、昔男が訪ねる場面だ

が、昔男の背後に書院造の要素である棚があり、隣室の外

回りは明障子で仕切られる。地方で働くかつての女性を訪

ねた「こけるから」では、昔男は上段に座り背後に帳台構

がある(図5-11)。格の下がる住宅の中に、昔男の貴族と

しての階級が上段で表現されている。

同じ王朝物語を主題とする物語絵であっても、源氏物語

絵と伊勢物語絵に表出された住空間は異なる。

16世紀初頭の土佐光信工房の源氏物語絵、伊勢物語絵

は絵画表現、住空間表現ともに異なり、源氏物語絵には

12世紀から13世紀の王朝物語絵に描かれる古代の住空間

表現が踏襲されている。

一方、17世紀後半の住吉如慶・具慶工房の源氏物語絵、

伊勢物語絵においては、絵画表現、住空間表現ともに共有

される。住空間には、近世的な数寄屋風書院造と復古的な

寝殿造の様相が投影されている。この中で、伊勢物語絵に

は地方における庶民や中流階層の住宅が採用された。
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図6-3『東照社縁起』「御他界」繧綱縁で寝る家康、几帳が立てられる
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図6-2『東照社縁起』「相国宣下」床、棚、帳台構を背後に置き、上段に座る家康

6.住吉如慶・具慶工房の物語絵に表出された住宅観

6.1寝殿造表現/書院造表現の選択背景

源氏物語絵の住空間表現が、他の主題の物語絵に援用さ

れる場合、明確な身分(天皇や貴族)、時代(平安時代)

を示す共通理解が存在したのか、明らかにする。

17世紀前半に土佐派から分派した住吉如慶・具慶は、

多くの物語絵を制作した。以下では、住吉如慶・具慶工房

で制作された登場人物の階層や時代設定の異なる物語絵

に対象を広げ、如慶・具慶の『源氏物語絵』と比較する。

・住吉具慶筆『徒然草画帖』東京国立博物館蔵

徒然草絵は、吉田兼好が綴った随筆である『徒然草』を

主題とする。源氏物語絵、伊勢物語絵のように各年代で描

き継がれた訳ではないが、住吉如慶・具慶が描いた絵が複

数現存している。

住吉具慶筆『徒然草画帖』注2°)に描かれた、僧坊や庶民

の住居は、外回りは板戸や明障子で仕切られ、室内には押

板がある。これらの様相は、如慶の伊勢物語絵『東博本』

にみられる郊外の格の下がる住宅と近似している。

一方、同じ『徒然草画帖』に描かれた、平安期の皇女

や天皇の幼少時代を主題とする「延政門院」「ふれふれこ

ゆき」(図6-1)は、黒塗の蔀戸、縁に高欄が付く様相とな

り、如慶・具慶の『源氏物語絵』に描かれる貴族住宅に近

似する。『徒然草画帖』の中で、源氏物語絵に描かれた住

空間は、平安時代の皇族の住まいとして援用されている。

・住吉如慶筆r東照社縁起絵巻』紀州東照宮蔵

源氏物語絵・伊勢物語絵には、上段、床、棚、帳台構の

要素はみられたが、それらの要素の全てを一つの部屋に配

置し、欄間に彫刻を施した空間(以下、近世的な書院造)

が描かれることはなかった。

如慶・具慶の物語絵の中で、近世的な書院造が描かれた

絵として、住吉如慶筆『東照社縁起』がある注2蚊26)。

以下では、『東照社縁起』に描かれた住空問を「霊夢」

「相国宣下」「御他界」に着目し、如慶・具慶の『源氏物

語絵』と比較する。

「相国宣下」は、駿府城において家康が後水尾天皇の使

者を迎える場面である。欄間に彫刻、上段に座る家康の背

後に床が配置され、側面に帳台構がある、近世的な書院造

が描かれる(図6-2)。本場面に近世的な書院造が描かれ

た背景は、情景が駿府城を主題としているためだが、加え

て、家康、さらには武家の権威を誇示するために、近世的

な書院造の格式表現が必要であったためと考えられる。

近世書院造が形成された背景には、「上位にある者は誰

か」という権力関係を視覚的に表現することで、秩序を保

っ武家社会が存在した。絵に描かれる家康も、近世的な書

院造の格式表現を援用することで、権力を持つ者として表

現され、後水尾天皇の使者は下位に置かれる。

一方、家康の母が懐妊する「霊夢」には、源氏物語絵と

近似した、黒塗の蔀戸、几帳を室に立てた様相で表現され

る。臨終の「御他界」では、三室構成で上段が奥に折れ曲

がる近世的な書院造の空間に、源氏物語絵に描かれる黒塗

の蔀戸や几帳が描き加えられ、家康は上段の上に、天皇の

指標である繧綱縁の置畳の上に横たわる(図6-3)。

家康は、近世を生きた人物であり、懐妊や臨終の室内空

間が、平安時代の寝殿造で表現されては、時代設定に齪酷

が生じる。ここでは、源氏物語絵の住空間を、高貴性表現

として用いている。

源氏物語絵にみられる住空間表現が、他の物語絵にi援用

された時、徒然草絵にみられるように、平安時代の皇族を

示す住空間表現となった。しかし、厳密な歴史的理解に支

えられたのではなく、「伝統的な皇族の住まい」という、

ゆるやかな時代設定の下、天皇や公家という階層性が重視

された。そこに高貴性表現を重ね合わせたと考えられる。
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図6-4『徒然草画帖』「延政院」

図6-5『徒然草絵』「延政院」

6.2寝殿造理解の水準

源氏物語絵に描かれた貴族住宅は、平安時代の寝殿造の

直写ではなく、天皇や貴族のための高貴な住宅を意味した。

それでは、近世においては、古代寝殿造への正確な理解を

欠いたのか、当時の寝殿造理解の水準を明らかにする必要

がある。住吉如慶・具慶の絵には、土佐派・狩野派の絵に

はない、復古的な住空間表現がみられる。以下では、復古

的な表現の選択背景と理解の水準を明らかにする。

・復古表現と近世表現の混在

近世における復古的な絵画表現として、従来指摘されて

きたのは、19世紀の冷泉為恭を代表とする復古やまと絵

派である。復古やまと絵派は、12世紀から15世紀頃に制

作された絵巻物を模写することで学習し、その成果を生か

した復古的な絵画表現を用いた文27)。

一方、17世紀後半の住吉如慶・具慶も、物語絵制作に

あたって、古画を模写し学習した。『年中行事絵巻』等の

模本が現存し、住吉具慶筆r筥崎八幡宮縁起』にも、14

世紀『石山寺縁起』等からの学習がみられる文28)。

しかし、全ての場面を復古的に描こうとする19世紀の

絵に対して、住吉如慶・具慶の絵には、当時の理想の住宅

像に沿って復古的に描こうとする表現と、制作年代と同年

代の近世的な表現を描くものとが混在する。

前述した、住吉具慶筆r徒然草画帖』「延政門院」は、

後嵯峨天皇の皇女が父に文を差し上げる場面であるが、柱

は角柱、室内には畳が敷詰められており、近世的な様相が

混在している(図6-4)。一方、同住吉具慶筆『徒然草図』

(江戸千家蔵)注22)には、同じ「延政門院」を描いた絵が

遺されている。『徒然草図』の「延政門院」では、丸柱、

室内は板敷に置畳で、屏風や几帳で室内を仕切る構成で、

復古的な表現を採る(図6-5)。

住吉具慶・如慶の絵は、同じ主題の物語絵に同じ階層の

住空問を描く場合においても、近世的な様相を描くか、復

古的な様相を描くかは、情景に対する解釈、各々の絵の制

作背景に従って選ばれている。

e住吉如慶筆r伊勢物語絵巻』(r東博本』)の内裏景観

さらに、住吉如慶筆『伊勢物語絵巻』(『東博本』)には、

内裏が描かれている。清涼殿・殿上の問に着目し、情報の

 〆夢
図6-6『東博本』「在原なりける男」
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図6-7寛政度内裏清涼殿殿上の間

質を分析する。

『伊勢物語』65段は、殿上に伺候していた昔男が室に

昇る様子を主殿寮が眺めている場面である。詞には「つと

めて主殿寮の見るに、沓はとりて奥に投げ入れてのぼり

ぬ」とあり、昔男が沓を隠し、女性が見る様相が描かれる

(図6-6)。本場面は、昔男が伺候した清涼殿殿上の間を

描いていると考えられる。殿上の間は、清涼殿南廟の6

問・3問からなる室で、殿上人が伺候し会議が行われた。

中世には、清涼殿から廊で繋がれた独立した殿舎となり、

角柱となり、柱問も拡大したが、17世紀でも、板敷の床、

台盤や天皇の椅子には、平安時代の様相が継承された文10)。

その後、寛政度造営で、清涼殿南瘤へ戻る(図6-7)。

『東博本』は、殿上の間の正面6間を3間に縮小し、柱

を中世の様相の角柱とするが、板敷の室内に台盤があり、

東端南向きに置かれた帝の椅子は、古代から近世まで継承

されてきた殿上の問の様相をよく表現している。

現存する他の伊勢物語絵に、本場面を描いたものはみら

ない。殿上の間を描いた他の絵画史料には、建保6年

(1218)の順徳天皇の管弦会を描いた『中殿御会絵』注23)、

降って、14世紀『松崎天神縁起』、江戸後期の模写『承安

五節絵』注24)等があり、中でも『承安五節絵』は、住吉如

慶の写しが遺されている。『東博本』の主殿寮(女性)の

立つ場所は、『承安五節絵』に示された主殿寮宿の位置と

一致する。近世の清涼殿では、殿上の間には諸大夫の間が

接しており文10)、『東博本』は本場面を、『承安五節絵』か

ら考証して、復原的に描いたと考えられる。

『承安五節絵』は、『清紫両殿考』(18世紀半ば)注25)、

『大内裏図考証』(18世紀後半)注26)に平安内裏の復原史

料として採用される文29)。『東博本』が制作された17世紀

においても、絵を共有した特定の階層では、18世紀後半

の故実書に示される寝殿造考証がすでに試みられている。

『東博本』は、鑑賞者であった、伏見宮顕子周辺の、古

代の内裏空間に強い関心を抱く人物の関与を窺わせる。
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7.近世上流階級の住宅観の創出

7.1描かれた住空間と実在の住空間の対応関係

これまでの分析結果から、当初の目的である、物語絵に

描かれた住空間と実在の住空間の対応関係を検討する。

実在の内裏や将軍邸などの上層住宅において、表向きの

儀式空間には常に古式が踏襲されるのに対して、奥向きの

日常空間は、新しい様相へと変化して行く傾向がある。

源氏物語絵に描かれた住空間も、この動きに対応し、

16・17世紀になると書院造の様相が定着する。この場合、

内裏や儀式空間には古式が踏襲され、貴族住宅には新しい

様相が混在しやすい。一方、絵画には、現実にはない、人々

の意識に存在した住宅像が表出された。17世紀初頭、土

佐光吉工房は、金を価値あるものと認識し、現実には表向

の空間にしか使われなかった金碧の襖障子や屏風を全て

の住空間に描き込み、また、住吉如慶・具慶工房は、数寄

屋風書院造と復古的な寝殿造の様相を重ね合わせた。

17世紀後半の住吉派にみられる、復古的な住空間表現、

中でも、住吉如慶筆『伊勢物語絵巻』(『東博本』)にi描か

れた内裏空間において、復原的考証が試みられたことは特

筆に価する。17世紀後半から兆しがみられた朝廷儀礼の

再興を受け、内裏の儀式用の殿舎が復古造営されたのは

18世紀後半である文23)。つまり、結果的であるが、絵画に

後の時代に建てられるようになる建築が先行して表出さ

れている。17世紀後半の絵には、全ての住空間を正確に

平安時代の様相で描こうとする明確な歴史的意図は示さ

れていないが、絵を共有する特定の階層の中では古代の内

裏空間への関心が高まっていたことが、読み取れる。

7.2天皇e公家、武家を象徴する住宅像

一連の源氏物語絵は、上流階級の、天皇・公家、あるい

は武家によって鑑賞されてきた。

近世の源氏物語絵には、書院造の様相がi援用され、床や

棚など座敷飾の要素が部分的にみられるようになるが、武

家社会が形成してきた近世的な対面空間、上段と床、棚、

付書院、帳台構など座敷飾の全ての要素を一室に備えた様

相が選択されることはなかった。源氏物語世界のイメージ

の源泉が、天皇や公家を担い手とする「宮廷文化」にあっ

たためと考えられる。

一方、近世的な書院造の対面空間は、『東照社縁起』に

みられるように、武家の権力を示す際に、武家側の意図で

物語絵に持ち込まれ描かれるようになる。しかし、徳川家

康の誕生や臨終の空間には、源氏物語絵にみられる住空間

表現が援用された。ここに武家に対する天皇家、公家の文

化的優越性を住空間表現から読み取ることができる。

8.おわりに

近世の源氏物語絵に描かれる貴族住宅は、古代寝殿造と、

制作年代の理想の住宅像を重ね合わせてイメージされて

きた。

黒塗の蔀戸、開放的な室、几帳や屏風などの調度、庭の

植栽や池など、ある型を持って連綿と描き継がれ、その過

程で大きく変容した。さらに、源氏物語絵の貴族住宅像は、

他の物語絵へとi援用され、天皇・公家の高貴な住空間の表

象として機能するに至った。各々の物語絵に表出された住

宅観を以下にまとめる。

(1)源氏物語絵に描かれた住空間は、年代が降ると、寝殿

造から書院造へと変容する。この場合、帝の住まい(内裏)

には、古式が継承され、源氏の住まい(貴族住宅)には新

しい様相が混在しやすい。17世紀の絵には、当時の上層

住宅の様相であった、襖障子で仕切られた室、角柱、畳の

敷詰を援用することで、源氏物語世界の高貴性を表現し、

各々の絵によって多様な住空間が表現された。土佐派の絵

は装飾性が重視され、住空間の室礼は、金碧の襖障子・屏

風から白平絹の几帳へと変化した。狩野派の絵には数寄屋

風書院造が投影され、住吉派の絵は数寄屋風書院造と復古

的な寝殿造の様相を複合的に選択し、それぞれに近世上流

階級が憧憬した古代住宅像を具現化した。

(2)伊勢物語絵に対象を広げると、16世紀初頭土佐光信工

房は、源氏物語絵は華やかに、伊勢物語絵は枯淡といった

絵画表現を採る。源氏物語絵に特別な価値を見出した光信

工房は、12～13世紀の王朝物語絵を参照し、源氏物語世

界の住空間イメージを構築した。17世紀半ば住吉如慶・

具慶工房の源氏物語絵・伊勢物語絵には同様に、開放的な

住まいでの遊興、山里の隠居生活など、寛永期の上流階級

の理想の古代住宅観が共有された。その中で伊勢物語絵に

は、地方に住む階層の下がる人々が描きこまれ、その住ま

いの様相は、貴族階級と区別されて表現された。

(3)源氏物語絵に描かれた貴族住宅が、他の物語絵に選択

された際、明確な時代設定はなく、「皇族の住まい」とい

う階層を意味し、高貴性表現と理解された。近世には、源

氏物語絵に描かれた住空間表現によって、皇族や公家の文

化的優位が示されたが、武家も高貴性表現を援用すること

で自らを正統化した。

(4)住吉如慶が描いた『伊勢物語絵巻』には、内裏の復原

的考証が試みられている。この背景には、絵を共有した特

定の享受層における古代の内裏空間への関心が存在した。

以上より、近世の物語絵に表出された住空間は、天皇を

中心とした古代貴族文化への憧爆、身分秩序を重視した近

世武家社会の規範など、それぞれの年代を生きた人々が価

値を置き、理想とした世界の投影である。

上流階級の住宅は、ある特定の階層に属する集団が持つ、

理想や規範に基づいて、構築されてきた。そして、絵画に

描かれた住宅にこそ、時代を生きる人々が想い描いた住宅

のあるべき姿が、端的に表出されているのである。
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<注>

1)徳川美術館・五島美術館蔵:源氏物語絵巻
2)17世紀には多量の源氏物語絵が現存するが上流階級の御用を

した土佐派・住吉派・狩野派が描いた小画面を対象とする。
3)ハーヴァード大学美術館蔵土佐光信筆:源氏物語画帖
4)和泉市久保惣記念美術館蔵,土佐光吉筆源氏物語画帖
5)京都国立博物館蔵,土佐光吉筆:源氏物語画帖
6)徳川美術館蔵,土佐光則筆:源氏物語画帖
7)個人蔵土佐光起筆:源氏物語画帖
8)三の丸尚蔵館蔵狩野探幽筆:源氏物語図屏風
9)サントリー美術館蔵,住吉如慶筆:源氏物語画帖
10)伊達家伝来,住吉具慶筆:源氏物語絵巻
ll)バーク財団蔵土佐光起周辺筆:源氏物語画帖
12)鉄心斎文庫蔵伝土佐光信筆:伊勢物語画帖
13)東京国立博物館蔵住吉如慶筆:伊勢物語絵巻
14)浄土寺蔵源氏物語扇面屏風
15)国文学研究資料館の春…季特別展(2005年5月)に出品された。

本画帖の詳細については土屋が別稿にて改めて論じたい。
16)図版は文献16)を参照していただきたい。
17)『寛政重修諸家譜』に、延宝4年(1676)に高厳院の御遺品として、

津軽藩5代藩主信寿に下賜とある。
18)諸家分蔵,白描伊勢物語絵巻,断簡
19)鉄心斎文庫蔵伊勢物語冊子
20)東京国立博物館蔵住吉具慶筆:徒然草画帖
2D紀州東照宮蔵,住吉如慶筆:東照社縁起

『東照社縁起』には、日光東照宮蔵狩野探幽筆、備前東照宮旧
蔵住吉如慶筆の諸本があり、探幽筆の縁起は、『西行物語絵巻』
『聖徳太子絵伝』等からの図様の引用が指摘されている文L'6)。

22)江戸千家蔵:徒然草図
榊原悟:「徒然草図」2題,古美術91号,1989所収

23)中殿御会絵:九条公爵家模本(参考文献10)に所収)
24)東京国立博物館模本、国会図書館模本等。
25)高橋宗直(1703～85年):清紫両殿考
26)裏松固禅(1736～1804年):大内裏図考証

<参考文献>
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