絵 は生 命の 描写 と 徹 底 し た観 察 で
﹁ 鶏 画 ﹂ の 第一 人 者 と なっ た 伊 藤 若 冲
そ せ ん

猿を描かせれば森狙仙︵本紙１９８８年

じゃ く ち ゅ う

月号掲載︶が日本一ですが ︑鶏なら伊藤若 冲

に優る 者はい ない・・ ・とい われた江 戸時代 の絵師で す︒
わ か さ

若冲 は享保１ 年︵１ ７１６︶ 京都の 錦小路 ︵現・中 京区中 之町︶に あった 青物商︵ 野菜

なま

類を 商った 店︶の ﹁若狭屋 ﹂に生 まれまし た︒本 名は仲兵 衛︒絵 師にな ってから つけた 雅
号﹁若冲﹂は︑﹁若狭屋仲兵衛﹂を短くして︑仲の字を冲に変えてつけたものです︒
なぜか わかりま せんが ︑幼い頃 から絵 が上手︒ 親から 店番を 手伝えと いわれ ても︑生 返
事ばか りして ︑店先に 並んで いる大 根やじゃ がいも ︑白菜や ねぎの スケッチ ばっか りして
いま す︒友 達があそ ぼとや ってきて も︑あ とでとい っただ けで手 を休めま せん︒
なかぼん

﹁ うまいな あ︒本 物より いい︒き ょうは ぼんの絵 だけも ろて帰ろ ﹂
材料を買 いに来 たくせに ︑小銭 を投げ出 して仲 坊の絵 だけぶら さげて 戻ってい く料亭 の
板前さ んもいる ほどで した︒
り ん ぱ

青年 時代にな ると︑ 西陣織の 着物や 帯の下 絵や︑清 水焼の 図案も頼 まれる ようにな り︑
そう

商いはそっちのけで狩野派の絵師について本格的に琳派︵尾形光琳・乾山らが始めた画風︒
みん

華 麗︑か つ大胆な 意匠で 装飾化さ れ知ら れる︶ の彩色技 術を学 びます︒ さらに ︑中国の 宋
まるやま

や明の 名画を徹 底的に 模写して ︑独特 の画法を 身につ けていき ました ︒
当時の 京の画 壇は︑四 条円山 派︵円 山応挙を 祖とす る写生画 ︒精細 な観察で ︑生物 ・植
物・ 山水を 写実し︑ 近代日 本画の出 発点に なる︶が 主流で した︒ やがて若 冲は大 きな壁に
ぶ つかりま す︒
﹁どんな に写実 に徹して も︑応 挙先生に ははる かに及 ばない︒ どうす れば先生 とは別 の︑
自分の 絵が描け るので あろう か﹂
これ が彼の永 遠のテ ーマです ︒
悩ん だ若冲 は︑応 挙先生以 上に花 鳥・草木 ・昆虫 ・魚介な どを︑ あきれる ほど時 間をか
けて眺め続けるうち︑はっと気づきます ︒﹁鳥や動物だけではない︒草木も生きている︒
生きてい るから には生 命がある ︒生命 を描かね ば絵で はない﹂
しかし︑どうすれば生命が描けるのでしょう ︒悩んだ若冲は試行錯誤をくり返したのち ︑
﹁そ うだ︑ 動きだ﹂ と叫び ます︒生 きもの は動きま す︒そ の動き の瞬間を 描けば ︑絵に生
命 の躍動感 を写せ るのです ︒動け ば周り の空気も 動く︒ 空気が動 けば色 彩が微妙 に変化 す
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る ︒これが 若冲の 芸術哲 学の基軸 になり ます︒
四条派の 色彩は ︑たしか に実物 に忠実で す︒花 鳥も風 月も︑自 然その ままに見 事に描 き
ます︒ 若冲は そのなか に動き による微 妙な変 化を︑単 なる構 図だけ ではなく ︑色彩 で表現
しよ うとした のです ︒それが 花鳥の 生命の 輝きでし た︒
若冲 はやっ と悟っ たテーマ の具体 化に︑鶏 を選ん でいます ︒庭に 数十羽 の鶏を放 し飼い
に して︑ 自分も鶏 になっ て地べ たにへた りこみ ︑ひねも すその 動きを観 察しま す︒
﹁鶏に は多様な 色彩が ある︒動 けば動 きと光の 具合で ︑さら に彩りが 豊かに 変化する ︒生
命の躍 動が凝 縮したよ うな色 彩に︑ 私は美の 極致を 見出して いる﹂
﹁あんた︑なんで鶏ばかり描いてるの ﹂と尋ねられた若冲は ︑こんなふうに答えています ︒
ゆうこん けんらん

﹁ 若冲は琳 派と四 条派を 融合させ た画家 である﹂ こうい う美術評 論家も います ︒たしか に
森狙仙の 猿画は 淡彩です が︑若 冲の鶏画 は雄渾 絢爛︵ 力強くき らびや かなこと ︶で︑ そう
いえな いことも ありま せん︒ しかしよ く見て ください ︒琳派 にも四条 派にも ない色 彩の動
きに ︑融合で はない 独自の境 地が感 じられ ます︒生 命の輝 きを色彩 化した 画家︑そ れが若
冲で す︒
し かし私 が若冲は 本当に 偉いなあ と思う のは︑ その晩年 です︒ 寺院や神 社の注 文も多く

歳 ︑当時

なり︑有名な大作﹁金閣寺大書院障壁画﹂をやりとげた寛政１年︵１７８９ ︶︑若冲の自
宅は類 焼のた め炎上し ︑所有 してい た作品は ほとん ど灰とな りまし た︒とき に
では稀な高齢です︒さすがの彼も絵画への情熱も意欲も失い病床につきます ︒﹁舌がもつ
れ 手足が震 える﹂ とありま すから ︑卒中 ︵脳血管 の障害 ︶でしょ うか︒
そんな若 冲を励 ましたの が大坂 の鰻谷︵ 現・中 央区島 之内︶の 豪商吉 野五運で す︒彼 は
名薬三 臟円︵内 臓に効 能があ った薬剤 ︶の販 売で大成 功︑大 坂では三 本の指 に入る 富裕な
商人 でしたが ︑熱烈 な若冲フ ァンで した︒五 運は傷 心の若 冲を自宅 にひき とり︑名 医たち
を集 めて診 療させ ︑三臟円 は無論 ︑あらゆ る高貴 薬を飲ま せ︑全 力で介護 しまし た︒
﹁お前さんに死なれたら困る︒わしは光琳や応挙は持ってるが︑お前さんに頼んだ鶏の絵︑
まだもろ てへん ぞ︒な ︑約束し たやな いか︒１ 枚でえ え︒死ぬ んやっ たら描 いてから にし
て﹂と 何度も 訴えます ︒

掲 載 の 記 事 ・ 写真 ・ イ ラス ト 等 の全 て の コン テ ン ツ無 断 複 写︑ 転 載 を禁 じ ま す︒
︵ 株 ︶ フ ァ ッ シ ョ ンビ ジ ネ ス・ 御 堂 筋 新 聞
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