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中国古典様式家具と書院造の室内布置との関連性に関する研究
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本研究は,書院造の三要素である,床の間,付書院,違棚と中国古典様式家具との関連性を検証し,書院造の室内意匠の成立に起因する

中国家具文化の受容と変容を探ることを目的としている。まず,関連文献史料の収集,分析そして,中国寺院建築や伝統的民居,園林建築

の室内意匠の実地調査を行い検証した。その結果,日本では,留学僧(渡海僧)などによる文物交流により,請来された中国古典様式家

具文化は家具として定着せず,独自の展開がみられ,建築の室内構成要素として目本的な家具文化を形成したものであることを明らかに

することができた。
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1.はじめに

1.1研究の目的と背景

本研究は,中国古典様式家具と中世末期から近世にか

けて成立し現在の住様式にみられる書院造を構成する

三大要素である,床「床の間」,書院「付書院」,棚

「違棚」との関連性について検証を試みるものである。

これまでの書院造の成立に関する論説は様々な説が

みられるけれども定説には到っていないのが現状である。

そこでこれまでの論説に対して,我が国と最も史的関

係の深い中国家具との関連性に着目し,中国古典様式家

具が書院造に受容され変容し,日本化したという仮説を

設定する。

この仮説を検証し実証するために,中国古典様式家具

の歴史的高峰とされる明代家具との関係を明らかにし,

併せて,中国明清民居と書院造の関連性を比較検証し,そ

の構成要素を特定化し,書院造の室内布置の源流を明ら

かにする。

中国建築文化と日本建築に関する研究としては,大田

静六『寝殿造の研究』kD,太田博太郎『書院造』」〈':,),

『床の間』等があり,室内構成要素としての,床ノ間・附

書院・違棚などの源流は仏壇や上段そして前板・林を起

源とする説がみられる。さらに,杉本文太郎『室内装飾

法』;C・{〉と平井聖『図説日本住宅の歴史』文1)には,書院

造の座敷飾は中国文化請来により,変遷発達を促されて

きたことが示されている。その中で「押板」は卓がつく

りっけになったものであり,「床」は畳床の系統があり

寝るための畳を敷いた台から発展したものとされている。

「附書院」は出文机と呼ばれ,縁に張り出してつくられ

た机としている。これらの諸説は日本の書院造の要素の

起源として示されているが,請来した中国古典家具文化
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との具体的な関係性が欠如し明らかにされていない。

本研究は明代を中心とした中国古典家具を視点として

書院との関連を検証するために,文献史料と実地調査を

加えて明らかにしようとするものである。

1.2研究の方法

日本では中国古典様式家具に関する研究は少なく,中

国社会史史料として具体的な社会状況を知るために中国

古典文学『金瓶梅』を中国における文献史料とした。理

由は中国民居と家具布置そして生活文化との関わりから

関連性を検証するための最適史料であるからである。

『金瓶梅』は,明代の中国社会や日常生活の些事を理

解できる明代の一級の歴史的民俗的史料である。この書

物のなかで,物語の背景として描写されている建築と庭

園の関連性,人生儀礼,食事,宴会の場景や住まいを構…成す

る家具,書画,盆景などの家具布置を検証する郊)郊)。

『金瓶梅』などの,明清代の挿図や絵画に描かれた生

活空間を検証するために,明清代(1368-1911年)の民居

が残る中国徽州のうち,明代民居1棟,清代民居11棟の

実地調査および,清代の邸宅・退思園(同里)の室内意

匠調査を行った(2008.11、2009.5)。さらに,蘇州園林

建築の室内意匠として,拙政園,槍浪亭内の建物の室内意

匠の調査を行った(2009.5)。

明代古典様式家具の調査は,上海博物館,明式家具博物

館(蘇州市立職業大学)において実地調査と史料収集そ

して聞き取りを行った(2008.11,2009.5)。

書院の成立は,留学僧などにより請来され影響を受け

たと考えられることから,中国禅宗寺院のうち,宋の五山

である抗州の霊穏寺,浄慈寺,中天竺寺,寧波の阿育王寺,

天童山景徳寺,保国寺の室内意匠と漸江博物館,紹興民族

博物館,民居などの調査を行った(2008.11)。

日本国内における寺院の僧房や書院を中心とした室内

意匠調査は,吉水神社(奈良),京都五山である東福寺,相

国寺,建仁寺,そして大乗寺(金沢),永平寺(福井),総

持寺(横浜),総持寺祖院(能登)鎌倉五山である建長

寺(鎌倉),円覚寺(鎌倉)にっいて行った(2008.7～

2009.4)。禅宗建築に関する文献の資料収集・調査は,

鶴見大学図書館,駒沢大学図書館および日本建築学会図

書館において行った(2008.10)。

日本の「家具」の概念を示す「調度」は建築における

設備備品や手回りの道具を整えることを意味し,中国

(漢語)の家具との語意が異なる。

日本家具(調度)は,独自の家具名称と様式がみえる。

その日本の家具表記は,「調度」から「家飾具」や「家

什具」に変遷し,1876(明治9)年頃に中国と同語彙の

「家具」表記が出現したものと確認することができる。

中国古典家具様式が日本に受容された時に,「調度」

「箪笥」などに見られるように,中国の家具表記が曖昧

表2-1『魯班経』にみえる家具分類一覧

家具分類 家具品目
椅・類
卓案類
厨櫃類

床楊類

台架類
屏座類

椅子、腰掛などの坐具

小卓や長方形の机、テーブル
箱、櫃、戸棚
寝台、坐臥具、縁台
洗面器、タオル掛け、衣桁、鏡台
屏風

に変容され,独自に展開している。そこで,中国古典様式

家具との関わりを検証するために,書院造における室内

布置と中国古典家具の関連性を明らかにすることにより,

中国古典家具様式の書院への変容過程と中国古典様式家

具との関わりを検証するsc7)。

2.明代家具の名称と形態について

中国において「家具」という表記は,『晋書』の中に

最初に出現した。初期の家具は名称もただ漠然として,

「什器」,「什物」のような広範囲の名称の中に帰属し

ていた。「家」と「具」は,商代から西周(B.C.18世紀

～B.C.771)年代の甲骨文にも見られる。「家具」とい

う表記は『晋書』の巻75の《王述伝》にあるように晋

時代には出現している。

また,南北朝時代北魏(386～534年)の費思魏著の

『斉民要術』巻五文8)の種椀柳撤梓梧柞第五十には「家

具を作る上で,上に述べた木は皆植えておくべきもので

ある」と述べていることから,A.D.6世紀にも「家具」

の表記が認められる。

家具という言葉はその出現により,木質の床や楊そし

て几さらに案などの日用家具を什物や什器から分離させ,

専用名詞になって現代に至っている。

『魯班経』二巻は,明・清から近年代まで使われた,民

間工匠技術者用のハンド・ブックである。魯班は春秋時

代のB.C.507年に生まれ,中国古代の家具設計大師と称

された。明代末(1600年頃)に,魯班の業績をまとめた建

築や家具の専門書『魯班経』は,北京提督工部御匠司の

司正午栄によって編集された。

『魯班経』における中国伝統的家具の分類と品目を次

のようにまとめることが出来る(表2-1)。

3.明代家具の系譜と社会的位置づけについて

3.1「案」の系譜

案(案子)とは長方形の几を言うが,几案とは細長い

几(条案)を意味する。卓(卓子)とは一般に机・テー

ブルをいうが日本の机という表記は使用されていない。

文机は漢語では文几である。

卓子の構造は「卓形結体」,案の構造は「案形結体」

と呼ばれ,方卓(正方形)や長方卓は縦と横の比が2倍

以内であり,長条卓や条案は縦と横の比が2倍以上とさ
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れ,几卓や几案そして琴卓さらに棋卓(碁卓)などがあ

る。長条卓や条案の翅頭案は両端に筆返し(翅頭)があ

る。『三才図会』文9)では天禅几,蘇州地域では天然几と

も呼ばれる。几卓や几案は,床や楊の上で使用する低形

家具であり,几案は案と類似する。琴卓は琴を演奏する

ための専用の卓である。

わが国の仏堂内においては,各種の机が使用され,これ

らを通称して中国式に案ともいう。なお天台・真言の密

教ではこれを机と呼ぶが浄土禅,日蓮宗などでは卓(し

ょく・じょく)と呼ぶことが多く,案と卓の明確な区別

が見られない。

3.2「楊」の系譜

「床楊類」には羅漢床や架子床そして抜歩床や大床

がある。椅子がまだない漢代以前の平坐時代に床と楊は

坐臥具であった。床と楊の区別は,床(肱)は寝台やね

だいそして,寝床を意味し,楊はその上に座ったり横臥し

たりするための家具(坐臥具)で,これで夜には寝るこ

ともできる。狭くて長く三面に背もたれのある羅漢床と

称する背免れ付き楊もある。床類には楊や羅漢楊(坐臥

両用)そして架子楊さらに抜歩床などが見られる。床楊

類の架子床は屋根付きの大型寝台であり,脚踏とは架子

床に登るための踏台である。

3.3「博古格」、「多宝格」の系譜

博古格は多宝格や博古架とも呼ばれる。これは室内の

間仕切りや物を置く棚としても使える装飾性を持っ棚

(架格)である。この棚には焼き物そして美術品,骨董

品などを収納展示できる。清代の初期によく見られる陳

列棚や本棚でわが国の書院棚や違棚と類似する形態であ

る。その源流は漢代に見られる度・閣(欄)・架で食物

を置く棚架(棚格)であった。この架格から明代に書格

(本棚)や物棚へと展開した,古くは欄と呼ばれ,今の呼

び方は欄板で日本の違棚の源流との関連性はみられるが

現在の研究段階ではまだ立証までに至っていない。

3.4「屏風」の系譜

中国における屏風の出現は,西周の初期で「邸」と呼

ばれ,板でつくり鳳鳳の羽で飾り王座の後に置く天子専

用であった。屏風はかつて戦依(繊震)とも呼ばれ,斧

の紋が画かれていた。晟は屏風のことで斧震ともいい,

後の独屏(挿屏)の形式である。

漢代には独屏(挿屏)と二扇や三扇の屏風が増加し,

独屏から多扇折畳屏風の萌芽が見られる。南北朝時代の

山東省済南東八里淫の北朝墓壁画には,八扇屏風で三足

があり,足間に花牙装飾をもつ多扇折畳屏風(折屏)が

出現している。また,五代の王斉翰『勘書図』に三扇屏

風がみられ,この屏風の中央の一枚は広く,両辺の二枚は

狭い。金具を用いて連接されている。

宋代の蘇軟(東披)「芙蓉城」の詩中に斐翠屏があり,

これは輩翠羽毛屏風でカワセミの羽毛を使った屏風であ

る。これは正倉院に現存する「鳥毛立女屏風」と形式が

同じである。宋代には囲屏(折屏)や挿屏そして小座屏

風などが見られる。

明代の朗瑛撰『七修類稿』の倭国物の条項に「軟屏今

團屏也」とあり,日本より献上された屏風は軟屏といわ

れる囲屏(多扇屏風)であることがわかる。日本では平

安朝の調度部に屏障具があり,そのひとつとして屏風や

衝立障子が含まれている。衝立障子は衝立と呼び一枚も

ので,二枚以上を連結させたものが屏風である。衝立の

語源はツキタテの音便や上台と下台を継ぎ重ねたものの

意で,中国の独屏(挿屏)に近い形式である。漢語には

衝立は見当たらない。「屏風」には,座屏風や多扇多畳

屏風等があり屏風は室内を隔てる間仕切りの作用があ

るだけでなく庭院での集会や碁そして宴会の臨時的な

環境を構成する家具である。用材としては木屏風や石屏

風そして塗金屏風さらに黒漆描金屏風等がある。案の上

に飾りのために置く小座屏風もある。

日本における屏風の初見は,『日本書紀』686(朱鳥元)

年の新羅から天武天皇に進調された屏風とされているが

その形態は不明である。

その形態を日本に現存する屏風から検証する。法隆寺

大宝殿の伝橘夫人厨子阿弥陀三尊像の後屏は,三扇の折

畳屏風(囲屏)に帳(幕)が垂れた形を意図したもので

ある。その一扇ごとに配された五人の天人の天衣は韓

国慶州博物館の聖徳大王神鐘(新羅鐘)の飛天に類似し,

上空に高く翻っている。後屏は金工品であるが唐時代

には三扇や六扇そして八扇屏風が唐墓の壁画に見られ,

唐から新羅そして倭国日本に請来したものと推測される。

現存するもので最古の屏風は,東大寺正倉院に納めら

れている,「鳥毛築書屏風」や「鳥毛立女屏風」そして

「鳥毛帖成文書屏風」と「鳥木石爽纈屏風」,「藤纈屏

風」などである。これは陳西省南王里唐墓壁画の六屏式

仕女図に類似すると見られる。

3.5明代家具の社会的位置づけ

明代の家具は中国の最高峰といわれる。中国伝統的古

典家具様式は,蘇式(蘇州)や広式(広州),そして京

式(北京)があり,さらに晋式(山西)がある。特に蘇

州は明代家具を代表する中心的な伝統的家具産地である。

中国の伝統的な硬木家具用材は硬性木質と中性木質

に分けられ硬木は花梨,紫檀や鉄梨木そして黒檀など

がある。中性木質は,柴木(雑木)で曝木,楠木樟木,楡

木,黄揚木などである。

家具が黄花梨や紫檀などで作られた明代中期以後,紫

檀属を総称した硬木は紅木と名付けられ,紅木家具は中
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国のもうひとつの伝統的家具の名称になった。

清代以降の伝統的硬木家具は,総称して紅木家具と呼

ばれ,清代家具の中に各種様式の紅木家具が見られる。

このように,明代と清代では家具用材にも異なる民族

造形文化(漢族と満州族)の背景が見られる。

4.日本にみられる中国古典様式家具

4.1禅宗様式家具について

鎌倉時代における禅宗の伝来に伴い,禅宗寺院特有の

建築様式が請来し,これは禅宗様や唐様と呼ばれる。こ

の様式と区別して,それ以前の伝承様式を大仏様(和様)

と呼ぶようになった。

4.2五山十刹図について

『五山十刹図』如゜)は,南宋時代の「径山様」や「天童

様」そして「霊隠様」などの寺院建築や仏具の様式が禅

宗に付随して,入来僧によって持ち込まれ,1世紀間に取

捨純化整美され独創的な形式化も加えられて,統一様式

として室町時代中期に大成したものである。これは入来

僧が漸江省北方や東海岸地方そして,江蘇省南部揚子江

下流地方の諸山を巡歴して,禅宗の規矩,伽藍の様式唐様

須称壇,椅子屏風,卓子にいたるまで,当時の特徴を正確

に書写して持ち帰り,整理したものであり,受け入れ過程

を実証できる貴重な資料と考えられる。
宋時代の五山第一は径山興聖萬寿寺(杭州),第二は

北山景徳霊隠寺(杭州),第三は南山浄慈報恩光孝寺

(杭州)、第四は太白山天童景徳寺(明州,今の寧波),

第五は阿育王山広利寺(明州,今の寧波)である。『五

山十刹図』の意義は,宋代建築の文献図録として,さらに,

わが国禅宗様建築様式の伝書のひとっとして,また禅苑

建築及び仏堂内器具の描写と禅林規範の図録として見る

ことができる点にある。

この図は,金沢市にある曹洞宗大乗寺の所蔵で,紙本巻

子上下巻のこ巻になっている(図4-1)。寺伝には,同

寺開祖徹通義介禅師が南宋の開慶元年に入宋して,自ら

五山十刹を歴訪し,「禅刹伽藍の規矩禮楽」を手写請来

したものとあり,明治四十四年に国宝に指定されている。

同内容のもの『五山十刹図与南宋江南禅師』が東南大学

から2000年に出版されている。

この図巻と内容を同じくするものとして,京都東福寺

の『大宋諸山図』が知られている。この禅刹図式がわが

国の原始叢林(禅寺)の規範となった。

多くの日本からの入宋僧は,明州(慶元府),後の寧波

の地に上陸して,杭州,湖州,蘇州(平江府),昇州(建唐

府後の南京)と現在の漸江省北辺から江蘇省の南部揚子

江下流地方,或いは台州(臨海),温州(永嘉)など,

漸江省東海岸地方の諸山を巡歴して,禅刹の規矩を見聞

し,これを書写して帰った。これらの図は,後にある順序

図4-1『五山十刹図』支那禅刹図式二巻

(駒沢大学図書館蔵)

を設けて整理されたものと思われる。

鎌倉時代禅宗の伝来は,禅宗寺院特有の建築や家具様

式の請来となって,従来の奈良や平安時代の建築様式は

全く一変した。この新派の様式を唐様と呼び,これと区

別して,旧派の様式を和様と呼ぶようになった。唐様は

南宋の禅刹様式をわが国へ輸入したもので,主として禅

宗寺院に応用され,室町時代には日本化して,わが国建築

界の傾向を再び大陸風に一新する機軸を出したもので和

様と共に今日まで甚大な影響を及ぼしている。特に『五

山十刹図』の内容は,唐様須称壇,椅子,屏風卓子には適

所に実測寸法の記入があり,当時の特徴をはっきり写し

得て,一層確実性を発揮している。記入寸法の現尺が何

尺であったかは不詳であるが,宋は唐の制を踏襲して,大

小二種類(1尺が約24cmと1尺が約32cm)の大尺を常

用しており,これを布吊尺(鯨尺と思われる)という。

わが国もまた大寳令以来,唐の大尺に準拠していたか

ら,多少の誤差はあっても大差はないはないとされ、五

山十刹図の記入寸法は,直ちに復元しても大差は生じな

いものと考えられる。

5.大廉にみえる室内家具布置の基本形式

壁卓(翅頭案)上に配置される飾りは,『南方録』の

押板上の三具足(香炉・花瓶・燭台の三種の用具)にその

形式が類似する(図5-1)。

大廉に配置される装飾性の強い卓は,客に対して,富と

権力を誇示する役割をもつ家具であると考えられる。中

国明代「鋳銅三具足」の事例に唐招提寺(奈良市)の三具

足がみえる(図5-2)。鎌倉時代以降に禅宗とともに日本

に伝わったとされ,配置は挿図にみえるものに一致し,中

央に香炉,向かって右側は燭台,左側は花瓶である(図5-

3～5-6)。書房の書案には文房四宝が配置された。

これらの文房は,用美を兼ねた工芸品であり,実用品とし

て使用されると同時に美術品として鑑賞された。文人た
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図5-9架几案(欄几・架几式書案)

図5-10吉水神社・後醍醐天皇玉座障壁画

ちは,文房趣味により教養の高さが示され,それらは文人

たちの必需品となった。

正房や正磨などは,住まう主人の人格と教養を示す場

所であり,最奥に配置される「架几案」や「麹頭案」は

最も重視される家具である。「架几案」は,両端に配置

した几架の上に置かれた長案で,「茶几」に「案板」

(欄板)を架けた組み合わせ家具である。「案板」の幅

は一般的に「平頭案」より小さい。架几案上には香炉が

配置された。「平頭案」は,「翅頭案」にみえる案板両

端の飛角(筆返し)がないものをいう(図5-7,5-8)。

吉水神社の障壁画や違棚にみえる筆返しは,正房や正

廉にみえる「翅頭案」や壁面に飾られる書画に類似する。

(図5-10、5-1D。

これら「案」の出現は,書案(平頭案)が明初期,「翅

頭案」(天然几)が明代中期の出現の順とみられ,「架几

案」は明晩期より出現し,明代のものは黄花梨材をおも

な用材とし清代では紫檀木がおもな用材であった(図

5-9)。「架几案」は,3件に分割して使用できる利便性

図5-11吉水神社・後醍醐天皇玉座違棚

がみられ,面板(案板)の厚さが40～60mmあるため,奇

石などを配置するのに適し,文人たちに大変好まれた。

6.中国古民居および五山十刹寺院の室内調査について

6.1古民居建築の室内布置調査の概要

『金瓶梅』ほか明清代の挿図や絵画に描かれた生活空

間を比較検証するために,『金瓶梅』の主人公である豪
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商に共通性がみえる,明清代(1368-1911年)の徽州商人,

官僚の民居(明代29棟,清代3611棟)が残る「潜口古

民家(獄県)」,「西逓」,「宏村」他の古民居建築の室内

意匠および家具配置について,明代民居1棟清代民居14

棟の調査を行った。

徽州民居群は,厳格な血縁関係と地縁的結合を堅持し,

同姓の親族が暮らす。また,祖先を家族血統の象徴とし,

祠の建造が重んじられる。

民居の白い外壁には窓がほとんどなく,延焼防止のた

めの馬頭膀により,民居内部が囲まれる形式であり,中庭

「天井」上部から採光,通風が行われる(図6-1)。窓

は極端に小さく,防犯と同時に2階に居住する女性たち

を隔離する役目をもつ。徽州商人は,杭州,蘇州,招興ほか

で塩,金融木材絹織物,茶等の商売を営んでいたことが,

民居を閉鎖的にした原因であろう。貞節の奨励は,「貞

操牌坊」により知ることができる。

徽州民居では,門楼や建具などの精密な彫刻に投資さ

れ,一家の地位,身分や富が象徴されている。また,徽州商

人は儒商でもあり,教育を重んじ,書院(私塾)をっくり,

教育に惜まず投資していた。

正面の「前庁」は,仕切りはなく中庭「天井」に面し,

最も重要な儒教行事を行う場所であり,食事、接客を行

う場所でもある。建物は「前庁」を中心軸に左右対称に

私的な「房」が配置され,それらは一明両暗形式である。

今回の調査は,おもに「前庁」に配置される「案」飾

りの形式および臥室「房」に配置される書卓ほかの家具

配置について検証した。「案」飾りは,中国では陳設と

表記し,中国宋代以降にみえる卓上に飾る「三具足」な

どをいう。

徽州は硯墨などの名産地であり,蘇州などの文人との

交流が行われていた。士大夫,文人により,商人の子弟教

育のための資金援助がされ,教育をする機会を得ていた

ものと考えられる。徽州商人の経済力と活動が江南地方

の文化に大きな影響を与え海上貿易として日本(室町

末～安土桃山)との交流も盛んに行われたことが知られ

ている。

6.2明間「前庁」に配置される「案」の形式

「前庁」は,「天井」に面し,仕切りはなく非常に開放

的である。その最奥壁(太師壁)に「架几案」(案板厚

60-75mll1,幅350-420mm,長さ2,000-3,000mm,高さ950-

1,040mm)が配置される。手前には「方卓」(940×940)

が配置され,その両側に太師椅,花几が配置される。太師

壁には,書画が掛けられる。

「架几案」の案上には,中央に時計,向かって右側に花

瓶左側に硯屏などの諸道具が配置され,日本の書院飾り

との関連がみえる。架几案は,この地域において「圧画

稟」または「踊椅東」とも呼称される。案飾りは,「東

瓶西鏡」であり,遠隔地にいる主人および一家の平安が

反映される。中央に配置される,時計(鐘聲)(zhbng

sheng)は終生(zhOngsheng)に通じ,硯屏は,鏡(jing)

を表し,静(jlng)に通じる。花瓶(huaping)が,平和

(pinghe)に通じ,縁起の良いものとして配置される。

「終生平静」は「鐘聲瓶鏡」に通じる。

また,古甕帽筒一対が配置される民居もあった(図6-

2,6-3)。

『金瓶梅』挿図にみえるように,一般にみられる平頭

案や翅頭案飾りは,三具足であり,香炉を中心に右側に燭

台,左側に花瓶が配置される(前出,図5-3～5-6)。こ

の形式は仏前の荘厳のための飾りであるが,本来は僧侶

の住房における室内飾りであり,壁面に掛けられる書画

の前に三具足が配置される。のちに,民間への信仰の普

及とともに一般住宅の前庁などの室内飾りとして浸透し

たと考えられる。

徽州民居にみえる案飾りは,それとは異なる諸道具の

配置である。「架几案」の手前には八仙稟,太師椅が配

置される。両側に配置される茶几椅は,その高低により

身分が示される。

6.3暗間「房」に配置される「書卓」の形式

明代以降清代まで,徽州の男性は13歳になると妻を迎

え,家を離れ商売に携わる伝統があり,女性は家庭に縛ら

れ,両親に尽くすことが求められた。このような男尊女

卑と貞節観念の思想が徽州民居の案飾りに反映している

と考えられる。

「架几案」は,両側に引出しをもつ「几」によって厚

みのある案板を支え,書房においては,架書や重量のある

盆景を配置する家具として使用される。さらに,庁堂に

おいては諸道具を配置する機能を有する。非常に大きい

「架几案」であっても,平頭案とは異なり案板と几が分

割していて移動が容易であり,文人の風流韻事の好みに

一致する。

唐代中期に天台宗を中興させた湛然の図に「明窓」が

みえる(図6-4)。窓に沿って配置される「書卓」の幾

つかの事例は,明清代のおもに女性が主題とされる挿図

にみえる書卓の配置に類似性がみえる(図6-5～6-8)。

そこには,僧が看経を行う経案の形式と書卓に,禅門規矩

の「衡明几浄(明窓浄案)」の思想がみられる。

6.4五山十刹寺院建築室内布置の室内調査

『五山十刹図』における寺院調査で,宋時代の五山の

ひとっである霊隠寺は漸江省杭市西湖の西北霊隠山の麓

に飛来峰と相対して建ち,東晋時代に創建され,呉越王

によって中興された。霊隠寺使用の椅子や屏風など,霊

隠寺使用の椅子や屏風の正面見取り図は,寸法の記入が

多いので価値が高いものである。しかし,椅子や屏風は
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度重なる火災などのために実在せず,椅子や屏風は近年

に製作されたものである。
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図6-9書房の「書案」文房飾り(上海博物館)

客堂は,住持の表向きの接客の場であり,ここにも「前
庁」と同じ「案」飾りがみられた(図6-10)。

方丈は,住持安息の場を指すだけでなく,法を演ずる処

で,禅宗寺院独特の伽藍であり,室内には「案」飾りがみ

られた(図6-1D。
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蘇州の寒由寺は,南朝(502～519年)に建立され,唐代

高僧の寒山と拾得が天台山の国清寺から,この寺に来て,

妙利普明塔院から寒山寺に改名されたとあるが,現有の

建物は清代に再建されたものであり,客堂も同じ「案」

飾りであった(図6-12)。

径山寺(万寿寺)は,漸江省都杭州にあり,五山第1で

一名万寿寺といい,769年に建立された禅の大道場であ

る。この寺は,度重なる火災のために現在まだ工事建設

中であるが,太雄宝殿は一次工事が完了していた。

寧波市にある阿育王寺は,五山のひとっであり,東晋の

義煕元年(450)に安帝の刹にとって開かれた古刹であ

る。明代には日本僧の了僚桂悟が遣明使として訪れ,こ

こに住んでいる。

天童山景徳寺は,291年に創建された五山の名刹であ

る。栄西の法嗣明全禅師とともに中国に渡った道元禅師

が如浄禅師の元で修行されたことで広く知られる。最大

級の伽藍を擁iする禅宗寺院であり,日本の永平寺はここ

を模して建てられたといわれている。現在の建物は清代

に修復されたものが中心であり石の部分が多い(図6-

13)。

保国寺は,唐広明元年(880)に建立され,現在ある大

雄宝殿は北宋時代の1013年に建造されたもので,江南最

古の木造建築で中国建築史の遣重な資料として,精華大

学の研究施設となっていた(図6-14)。

中国五山の室内布置の調査において,方丈や客堂など

の名称は確認できたが,家具布置の基本的な様式がわず

かに見られるにとどまった。

7.中国古典様式家具と書院造の室内布置との関連性につ

いて

7.1付書院の成立起源について

7.1.1書斎(書房)の名称表記

文献史料により書斎の表記を考察すると書畜は書齋で

あり,書斎は書房と同じである。房は,家屋や部屋を意味

し房室ともいう。需は部屋でもともと書斎を意味し,畜

屋や需閣ともいう。他に祭祀の前に心身を清めることや

精進料理を言う。また,文房も書斎や文房四宝つまり書

斎に常備して置くものをいい,文房清玩とも呼ばれてい

る。明代の『遵生八穫』起居安楽騰には高子書齋説があ

 る。

『孝繋余事』や『長物志』には山齋箋に書齋があり,

山齋とは元来は山中の居室の意で,後には居間ないし書

齋をさし,単に畜(齋)と同じである。中国の文人趣味

は宋代に体系化されたと見られ,文人たちは,書斎すなわ

ち文房の中では,香をたき,茶をすすり,友人同士で招きあ

って詩や書画をっくり,琴をかき鳴らし,清遊の一刻を過

ごした。

書斎は,衆僧が経典祖録を看読するために室内に明り
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図6-10霊隠寺の客堂家具布置(杭州)

図6-11霊隠寺の方丈家具布置(杭州)
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図6-12客堂家具布置寒山寺(蘇州)

図6-13天童山景徳寺の照壁(寧波)
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図6-14保国寺の大門
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を取り入れる窓や天井(中庭)と設け、それに几案を

配置したことが起源と見られる。

このことを示す北宋時代の『禅苑清規』第八巻亀鏡文

に「明窓浄案、古教照心」があり、明末の『禅関策進』

の後序にも「明窓下、古教照心」がみられる。

請来の実例として,道元禅師が宋から帰朝し,最初に創建

したとされる山城の国宇治の座禅堂である重雲堂の式則,

すなわち規則に「明窓下にむかいては古教照心すべし」

と記述されており,衆僧の経典祖録を看読する衆寮など

の室内規則となっていた。宋代文人はその生涯に一度は

禅林にこもり禅の思想を取り入れ儒仏道を融合し実践

する傾向が見られる。文人や僧侶にとって隠逸生活と風

流韻事が理想の生活形態であり,そのために生活用具を

考案したばかりでなく,清なる書斎,書房空間をも考案

し創作したのである(図6-4、7-1)。

図7-1天台宗十七祖北宋の四明知霊礼大師『釈氏源流』
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図7-2書斎『雅遊漫録』巻之一

7.1.2付書院の成立起源

日本の書院の源流は,上層僧侶の居間兼書斎で私的な

空間であり,附書院は室内構成要素である読書筆文用の

出文机であり,衆僧が経典祖録を看経する経案(浄案)

や書案である。

日本の書斎については,江戸時代中期の大枝流芳著

『雅遊漫録』の口絵にみられ,机の上は文房具で飾られ,

壁には「文房換彩」の掛軸が掛けられた理想的な書斎が

掲げられている(図7-2)。

このように唐代から歴代存続した学問の場としての

書院は,日本の書斎としての書院(附書院)に類比する

ことができる。

7.1.3違棚の成立起源

日本における違棚の発生は,室町時代の中期とされ,

慈照寺東求堂同仁斎の違棚が現存最古のものといわれて

いる。

『君台観左右帳記』の飾次第に挿入されている図には,

二種類の置棚がみられるが,その内のひとっに筆返のあ

る違棚の構成となっている。室町時代末期の『雲花院装

束抄』1539(天文8)年には,御厨子棚及び黒棚の飾り

様が記されており,その御厨子棚には筆返がある。これ

は,室町時代における,初期の書院を示すものとしてあげ

られる。その発生過程において,置棚や書院造りの座敷

道具のひとつである棚飾りに違い棚や筆返が取り入れ

られて,造り付け棚になったと推測される。

中国における違棚の発生時期は明確には特定できない

が,おそらく明時代初期の書架に違棚形式の竪隔板が見

られることから,この時期に出現したものと考えられる。

違棚は,博古架や多宝格そして花架や書棚の一部に骨

董品を陳列する棚として設置されている。

現存する違棚は,北京故宮博物院蔵の「漱芳斎内多宝

格」の多宝格や博古架であり,それに『蘇州民居』の書

棚(清代)や花架(明代)の一部にもみられる。書格に

は原則として違棚は見られなかった。

博古架や多宝格は,日本の唐木棚(大阪唐木では茶棚

や飾棚と呼ぶ)とも関連性のある立櫃式博古架や多宝格

と類似性がみられる。

7.1,4翅頭・飛角(筆返)

中国古典様式家具にみられる筆返は,北方では麹頭,南

方では飛角という。日本における筆返の出現は鎌倉時
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代後期(1300年頃)の『法然上人絵伝』第8巻第6段

に見える二階厨子(三層棚)で,その天板に筆返の初期

と見られる反り上がりが見られる。日本の三名棚といわ

れる,桃山様式の醍醐寺三宝堂の醍醐棚には筆返がない

が,表書院上段の間の違棚には,立波の形状をした筆返が

ある。また,修学院離宮の客殿一の間にある,五枚の霞

棚には返浪状の筆返がある。桂離宮の桂棚には筆返はな

い。このように,桃山時代には各種断面形状をもつ筆返

の発生が見られる。

中国では,長条案(条案)の構造は,爽頭樺(柄)と托

泥(泥除け貫)を使用して,案面(天板)は平面と翅頭

の二種類がある。翅頭案は案面の両辺が上に向き曲がり

(巻沿),翅頭部分と案面は同じ木材で製作された。画

案と呼ばれる翅頭案もある。翅頭案は,南方では天然几

(天禅几)とも呼ばれ,接待などに用いるために広間に

置かれ,その上には盆栽や小座屏風そして花瓶などの三

具足が置かれ,壁には掛け軸が飾られる。

翅頭案の形は,階代に出現した新しい家具造形として,

漢代の几から発展して唐時代にさらに多く使用された。

五代時代(907-960年)の案は,周文矩『重屏会棋図』

によると,両端は上向きに巻いて,案面と足の上端は雲状

の飾りを受けている。また,足の下に托泥(泥除け貫)

があり,この高い案は読書に使用されたようである。

中国家具における筆返し(麹頭)は,案几には見られ

るが,格架や書格(本棚)には見られない。

坑案や聯櫃棚(卓案と櫃棚を兼ねたもの)そして供案

の一部にも筆返し(翅頭)が見られる。

日本の筆返は,棚の上のものが落ちないように止める

機能をもち,視覚的なアクセントをっけるための比較的

平坦な造形であるが,中国の翅頭は頭を持ち上げる,反

りあがる屋根(鴎尾)を象った突起状の造形に起因する

特徴が見られる。また,『中国古典家具』には「翅頭案

は階時代に出現した新造形で,漢代の「巻耳几」から発

展したものだ」とある。この造形形式は建築の軒(櫓牙)

の持ち送りや卓子の天板を支える部材(覇王根)にも見

られる。

上海博物館蔵明代の翅頭案は,天板の両方に翅頭があ

り,書巻を置くのに使用する。翅頭の目的は,書巻が内側

に巻くように置くためとしている。長巻の書巻が翅頭案

から落ちないためである。翅頭の意匠は古いものは小さ

く簡素で清代になると大きく複雑な形態となる。

7.2床の間の成立起源について

7.2.1床の間起源説

床の間の起源説については,前述の主に5研究があ

るが定説には至ってないといわれている(表7-1)。

床の間の機能は中国民居の正庁(主庁)や伝統的農村

の正房の家具配置で壁面に掛軸が掛けられた,案(天然

表7-1床の間の起源説変遷表

   起源説論者論説

   仏壇起源説江戸時代中期江戸時代後期伊勢貞文沢田名垂仏壇からトコノマが発生したと提唱(床間は仏壇の略なり)『家屋雑考』
   上段起源説文11)藤原義一トコの起源を仏壇のみに関連づけるのは一考を要すると問題提起。

   上段起源説文12)堀口捨巳仏壇起源説を全面否定「トコノマは上段からできたという考えが確認され決定的となった」。押板と床権式床の間は別としている。
   上段起源説如3)太田博太郎「床の間は上段の変化したもの」と結論づけ定説化したが論拠の過程が明確でないとされる。

   中国(林)源流説太田静六押板式床の間は前机を壁面中に取り込んだ。床権式床の間は楊や1休と呼ばれる台が壁体中に取込まれたとする。しかし,壁面中に取り込む必然性が具体性かっ実証性を欠く嫌いがあるとされた。
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図7-3山東渚城漢墓画像石の屏楊負巖図(謁見図)
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図7-4山東安邸県漢墓東漢画像石の漢代屏揚
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図7-5図7-4の部分模写図(屏搦)

濃
図7-6顧榿之『列女仁智図巻』

屏風絵の山水画(障屏画)(屏楊)

几)や架几案に三具足(小座屏風盆景,瓶)が置かれ

る空間(場)と類似している。書案が中国で出現したの

は晴代であり,日本の押板は三具足の飾りのために置押

板として壁前に設置され押板式床の間として壁面に取

り込まれたと考えられる。

中国(抹)源流説において,床枢式床の間は中国の抹

を壁面に取り込んだものとしているが,正確には楊と屏

の結合形態である。障壁画は屏風絵(園屏,折屏)と類

似する形式であり,その源流は東漢代に出現した屏震床

や屏震楊といわれ屏風と床・楊が結合した家具である。

押板は,平頭案・架几案とは椅子座と床座の違いはある

が棚(置押板)と同一構造機能であり,日本の押板式床

の間は,中国古典家具様式の平頭案や架几案(欄几)の

案板が取り付けられたものが書院造における床の間の構

成に類似する要素が見られる。好例として,伝統的農村

の正房の家具配置では壁面に掛軸(堂幅、対聯)が掛けら

れ,平頭案や翅頭案(天然几)に三具足(小座屏風盆景,

瓶)が置かれる場所がある。

この「案」と掛軸そして三具足の様式が日本に請来し,

架几案が置押板として壁前に設置され,さらに押板式床

の間として壁面に取り込まれたと考えられる。

このように,中国での実地調査から押板式床の間の押

板と中国古典家具様式の平頭案・架几案の案板や欄几と

の類似性が見られる。押板と案や欄板は起居様式の違い

から高低の違いはあるが棚としての構造機能が共通し,

居室(正庁)での家具配置の構成に共通する要素が現存

するからである。

蘇州・網師園など蘇州園林建築の室内における正庁の

家具布置は,壁前に翅頭案・天禅几(北方では天然几),

『三才図会』では「燕几」と呼ばれる長案に小座屏風,

盆景,瓶(陶甕)の三具足が並べられている。壁には掛

軸(堂幅,対聯)が駆けられている。翅頭案・天禅几は

筆返し(翅頭・飛角)があるが平頭案や欄几にはない。

平頭案は,脚付棚形式で欄几は両端の几架上に案板を

置く形式であり,押板と類似するので「押し板式床の間」

の源流と推測される。

安微省黄山市黒多曇の中国明清民居博物館において,明

代の居室の壁前に置かれた長案(卓)は「明式欄几」と

呼ばれ,几架と茶几を兼ねた形式である。

床椎式床の間の起源と見られる史料は,山東渚城漢墓

画像石の負震図(謁見図)に見られる(図7-3,任日

新:渚城県博物館,文物,10,16,1981)。独坐楊の背後に

楊屏・畳屏と呼ばれる屏と床楊の結合したもので身体の

両側に各一扇を囲むのである。っまり漢代に屏と楊の

結合した屏楊(楊屏)である。

1953年出土の山東安邸県漢墓で発見された,東漢画像

石にも同じ屏楊の形態が見られる(図7-4,7-5,文物参考

資料輯委員会,1955年,第三期)。

さらに,東晋(317～420年)年の顧憧之『列女仁智図

巻』の屏風画に障屏画が見られ,坐楊(三曲屏風)の背

景に山水画が見られる(図7-6)。障壁画は障壁画や屏

風絵でもあり障屏画である。それは障屏(屏障)は屏風

を意味するからである。床の間の障屏画は屏風に類似し,

中国漢時代に生まれた屏と楊の結合した家具(楊屏)と

いうことが出来る。つまり,床の間の源流は漢代の屏楊

(楊屏)との関連性が明らかに見られる。

7.2.2書院造との関わり

書院造の室内構成要素である,「床の間」や「違棚」

そして「付書院」の源流仮説を検証するための中国調査

研究において,その祖形は中国古典家具との関連性が具

体的に立証された。

床権式床の間は漢代の屏と楊との結合「屏震楊」にそ

の起源があり押板式床の間は漢代の几から発展して,階

代に出現し唐時代に発展した翅頭案や平頭案そして架几

案(欄几)つまり,架几式書案の構造と形態に関連性を

認めることが出来る。前机や置押板の祖形が中国の几案

に類似しているからである。

違棚(厨子棚・書院棚)は,博古架や多宝格(骨董品

を陳列する棚)との関連性があり,附書院(出文机・書

棚机)は中国の「几案」つまり書案(経案,浄案)との

関連性が見られ書見台や文机として室内窓際に一体化さ

れたものであると考察される。
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8.おわりに

従来の研究は,中国の影響についての指摘は実証的と

いうよりも文献学的かつ観念的なものであったが,本研

究では,以下の点にについて実証的に明らかにした。

1)日本の書院の源流は,中国において,唐代から地方に

設けられた書斎を起源として,寺院において住持が居間

兼書斎として用いた私的な空間に変容した。附書院は鎌

倉時代に置机が作り付けされた読書筆文用の出文机とな

ったものである。その祖形は書房における書案や僧侶が

衆寮で経典祖録を看経する経案(浄案)と見られる。

2)押板式床の間の押板は,民居の正庁や寺院の方丈客殿

の家具布置の架几案(欄几)や平頭案と類似し,その布

置様式が請来し造り付けされたものと推測される。

すなわち,架几案(欄几)の面板の形状が置押板(押

板)と類似するからである。

3)床権式床の間は中国漢時代に出現した屏と楊の結合

した様式家具である,屏楊(楊屏・畳屏)とに床の使用

形態が類似している。つまり床の間の源流は,負震図

(謁見図)にみられる,天子が諸侯に会うときの王座の

背後と身体の両側に各一扇の屏風を立てて囲み,楊(床

楊)に座る床の間との関連性が見られる。これは,床の

間が貴人の座として用いられた床の祖形と推測される。

4)日本の違棚と関連性がみえる博古格は,漢代の棚架を

起源とし,平安時代の厨子棚に類似し鎌倉,室町時代に置

棚や造り付けの違棚に影響したものと推測される。

5)書院造の壁面や窓際に造り付ける必然性は,禅的精神

の清規に見られる室内規則や「わび」にみられる単純性

の洗練美化により具体的に実証できるものとみられる。

今後の研究として,既往研究や本研究で得られた知見

をもとに,さらに仮説と検証を繰り返しながら,実証研究

を進め,書院造の床の間,違棚,附書院の源流の立証のため

に調査研究をすすめることで書院造にみえる日本家具文

化との関連性を明らかにしたい。
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