五運の施しで 往年の画力を復活
僧 となり︑画で人生を諭 す

歳 のときで す︒

冲は︑ 卒中︵ 脳

じやくちゆう

寛政１ 年︵１ ７８９︶ 火災で 家屋から 作品ま で失っ た天才絵 師伊藤 若
血管の 障害︶ で倒れ ます︒当 時とし ては高齢 の
くすし

半身 不随にな って絶 望のどん 底にい た彼を ︑島之内 ︵現・ 大阪市中 央区︶ の自宅に ひき
とっ て世話 をやいた のが︑ 大坂の薬 種商吉 野五運で した︒ 医師や薬 師を総 動員し たばかり
か ︑﹁な︑お前さん︒わしに鶏の絵描いてやると約束したやないか︒死んだらあかん︒約
こつ とう

束を 守れ﹂ と責め たてます ︒つま り五運は 若冲の 画魂をゆ さぶろ うとし たのです ︒
は くせい

風 流を好ん だ五運 は︑あり あまる 財力に ものをい わせ︑ 外国から 高価な 書画骨董 を買い
集 め︑世 にも珍し い動物 や鳥魚の 剥製を 並べて人 に見せ ︑びっ くりさせ るのを 何よりも 楽
し みにし ていまし た︒
鶏を描い て日本 一と言わ れた若 冲です︒ いつし か病床 から起き あがり ︑不自由 な手で 絵
筆をにぎ り︑そ れらを 熱心にス ケッチ するよう になり ます︒今 でいう リハビ リですね ︒こ
れがい つしかふ たたび 絵を描く 意欲を よみが えらせま した︒
ある日 若冲は ︑

だんな

﹁お かげ さん でだ いぶ よう なりま した ︒約 束を はた した いよ て︑ なにを 描い たら よろ し
い？﹂
き

え

とたずねます ︒そらありがたいと喜んだ五運は︑しばらく考えていましたが︑
﹁わしの 檀那
寺︵ そこの 和尚に帰 依して いる寺の こと︶ の︑ふす ま絵を お頼み しましょ うか﹂

と︑ 頭を下 げます︒ この檀 那寺が 西福寺︵ 豊中市 小曽根１ 丁目︶ です︒若 冲は五 運に恩 返
し をしたい と西福 寺に泊ま りこん で︑すべ ての老 いの情 熱を注い で描き あげます が︑こ れ

センチの大ぶすま６枚に︑雌雄の親鳥

こうぜん

羽と雛鳥８羽が︑浩然︵わ

ひな

が 今も同寺 の秘蔵 画﹁仙 人掌群鶏 図﹂で す︒数多 い若冲 の鶏絵の 最高傑 作です ので︑少 し
説 明して おきます ︒
縦１７７センチ︑横

10
せいかん

は見たこ とのな いたく ましい鶏 です︒ 精悍︵顔 つきが 鋭くいさ ましい ︶な表 情と見事 なと
さか︑ 大きくは ねあげ た尾︑ダ イナミ ックな 動態︵動 きの変 化︶に美 術評論 家たちは ︑
﹁これ はシシ リー島︵ 地中海 に浮かぶ 島︶に いるシシ リアン ・バタ コックと 呼ばれ る珍し
い品種 の鶏だ ︒しかも 動きの 瞬間を 実に巧み にデフ ォルメ︵ 芸術的 に変形し て描く ︶して
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73

ずらわし いこと から解放 され︑ のびのび してい る様︶ と描かれ ていま す︒いず れも日 本で

92

いる ︒すば らしい﹂
と 絶賛して います ︒おそら く五運 の剥製コ レクシ ョンの 一つでし ょう︒ また画面 左右の 仙
人 掌︵サボ テン︶ も︑当 時はめっ たにお 目にかか れぬ植 物でした ︒
おうばくし ゆう

いんげん

す っかり 満足した 若冲は ︑これで わしの 画業は 終わった と大坂 を離れ︑ 石峰寺 ︵京都市

たくはつ

伏 見 区 深 草 石 峰 寺 山 町 ︶ に 移 り︑ 小 さ な 庵 を 構 えて 黄 檗 宗 ︵ 宇治 万 福 寺 住 職 隠 元 が広 め
た禅宗の ひとつ ︶の修行 に入り ます︒
らかん

雲水︵修行僧︶姿になった老いた若冲は︑若い僧たちにまじって托鉢にも出るかたわら ︑

ねはん

無名の 石工や心 得のあ る信者を 集めて 下絵を 描いて与 え︑多 くの羅漢 ︵悟り を得た修 行僧
のこと ︶像を 彫らせま す︒
ぼさつ

これが 現在で も大変有 名な﹁ 石峰寺 五百羅漢 ﹂です ︒釈迦の 誕生か ら涅槃︵ 死亡︶ まで
を物 語化した 構想で ︑関連す る菩薩 ︵やがて 仏にな る修行 者︶や羅 漢の群 像が︑境 内狭し
とば かりに散 在した もので すが︑虚 飾の全 くない単 純な︑ しかもさ まざま な表情 のなかに
それ ぞれの 人間性が あふれ ている︑ なんと もいえ ない石像 群です ︒
しぐれ

長年 の風雨 にさら されたせ いか今 では丸み をおび ︑苔むし て風化 した姿 態はいつ まで眺
たいじ

め ていても 飽きが くること はあり ません ︒とりわ け春雨 や時雨に 濡れた あとの眺 めは格 別

こうとう

で ︑若冲 大好きの 私のお 勧め場所 です︒ 対峙︵向 かいあ って動か ない︶ してい ると︑誰 も
ぎおん

が 魂を奪 われたよ うな気 分になる でしょ う︒
京 の祇園 情緒を テーマに 舞妓さ んたちの 艶美な 風情を歌 って﹁ 紅燈の 歌人﹂と 呼ばれ た
吉井勇を ︑ご存 知でしょ う︒彼 は晩年 放浪し︑ 情痴を 求めた夢 から醒 め︑人間 の哀感 をし

月３日 だけ一般 に公開 されま す︒ただ し当日

値段 をつけ て︑求め る人た ちに与え たこと を意味し ます︒ 桝に米が 残って おれば ︑どんな
に金 品を積 まれても 断った と伝えま す︒
なお 西福寺 の﹁仙 人掌群鶏 図﹂は ︑毎年

︵株︶ファッションビジネス・御堂筋新聞

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 ︒

雨 天であれ ば︑拝 観できま せん︒ 他の日 は非公開 です︒
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みじみ詠んだ人生派に転向していますが︑そのころから熱烈な若冲ファンになっています ︒
﹁我も また落葉 の上に 寝ころ びて羅漢 の群れ に入りぬ べきか な﹂

ひとます

歳で病没しました︒石峰寺に ︑﹁斗米庵若冲居士﹂と刻

とまいあん

年 ︵ １ ８ ０ ０︶

石峰寺 五百羅 漢をこう 歌って います︒
若 冲 は 寛政

84

まれ た墓碑が 建って います︒ 斗米庵 とは︑ 彼が絵に 一桝︑ 二桝と桝 にお米 を入れた だけの
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