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【要約】悟りは高度な暗黙知である．それは達成感をともなったメタ認知としての自己超越と言い換

えることができる．したがって自己超越（解脱）を目指す修行は，形式知の暗黙知化の知識創造過程と

いえる．それゆえ悟りの境地を“山はこれ山，水はこれ水”と命題化したところで，その心境は伝わら

ない．しかし‘山是山’が 1000 年以上禅語として機能しているのは，そこに，自分本位の見方を否定

せよとの諭しが共通理解されていることによる．しかし山を見るのはあくまで自分である．このように，

自己を否定し肯定する悟りは，修行という経験を離れて言葉で理解することはできない．禅に先立って，

すでに空海は言葉の限界を絵画で解決しようとした．しかし，絵画の読み解きが経験を離れて定式化・

陳腐化すると，理解の実感は得られない．そこでこの問題の最終回答として，俵屋宗達の「風神雷神図」

にまず注目する．そして観者を自己超越に導く装置としての，宗達の画業の構造を看破した尾形光琳と

伊藤若冲が，陳腐化を巧みに回避してどのようにその理解を表明したかを検証する．  
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1. 文化史的背景 

6 世紀に日本に伝えられた仏教は，「悟りに至る大きなすぐれた乗り物」としての大乗仏教と呼ばれ

る．その宗旨は，“自己の解脱だけを目的とするのでなく，すべての人間の平等な救済と成仏を説き，

それが仏の真の教えの道であるとする”（小学館デジタル大辞泉）．大乗仏教の中心的思想に「本覚思

想」がある．その骨子は，人間は本来悟っている，悟りの知恵を蔵している．しかし成長につれて世間

の煩悩にまみれていき，自分が仏と同じ存在であることがわからなくなるというもので，この迷妄・煩

悩から覚醒・解脱して永遠の真理を会得することが悟りである．「本覚思想」により，悟りに至る修行

は平易化された．同時にこの思想は仏教の形骸化・陳腐化を招いた．そこで 12 世紀末から 13 世紀の鎌

倉時代に様々な宗派が興隆したが，本論では，その中の禅宗（臨済宗）に注目したい．なぜなら「教外

別伝・不立文字，直指人心・見性成仏」を根本思想とする禅宗は，仏陀の教えの精髄は言葉によって表

現できないので，心から心へと直接伝達されるとする．そして，真理は自己の心の外にあるのではなく，

自己の心のなかにこそ発見される，真理であるその自己の本性をみるならば，仏となる（悟る）ことが

できると説いており，この特質が「本覚思想」の深化と判断されるからである． 

“山はこれ山，水はこれ水”は 10 世紀中国の禅僧・雲門の語とされる．鈴木大拙（1961）はこれに

ついて“まだ禅にはいらない前は山は山，水は水であった．少し禅をやるようになったら，山は山でな

くなり，水は水でなくなった．ところが，修行もすんだということになったら，山はまた山，水はまた

水になった．山が山ではない，水が水ではない時節を，一遍，通らなくてはならぬ．そうでないと，本

当の山が見られぬ，水は見られぬ．般若経には「A は A でない，それゆえに A は A だ」ということが

説かれている．これはアリストテレス的論理のわなにかからぬ考え方だ．ところが，物の真相にはいる

には，この「矛盾」道を経過しなくてはならぬ．言葉の上で片づけないで，体得しなくてはならぬ，「知

見」しなくてはならぬ．” (1)と解説している． 

鈴木は「A は A だというのは，A は A でない，故に，A は A である」を「即非の論理」と命名



 

 

し，禅の論理，さらに日本的霊性の論理と位置付けた．これは，自己を保持しながら自己を否定し，肯

定する「本学思想」の根本構造でもある．そこで禅は，寺院を拠点とする伝統的な信仰形態を保持しな

がらも，修行の平易化という大乗仏教の特質によって，能楽や連歌，茶の湯などの芸道に展開していっ

た．そこには，豁然大悟（かつぜんたいご）＝ある日突然悟る，のように悟りの漸進性を否定する傾向

にあった禅宗に対して，稽古・修道の体系を導入して，終極の境地への過程を自得・可視化する目的が

あったと考えられる．同時に能楽や茶の湯は，演者や亭主が客と共創する「座の芸術」でもある．この

両者の間には，作意とその看破という「趣向性」を介した緊張関係がある，このことが面白さともなっ

ていることは，世阿弥が『風姿花伝』(1400 年頃)で“花と，面白きと，珍しきと，これ三つは同じ心な

り” (2)と述べている事実や，金春座の大夫として活躍した禅鳳の聞き書きである『禅鳳雑談』(16 世紀

前半)に“伊勢物，備前物なりとも，面白く工み候はば勝り候べく候” (3)すなわち，国産の備前焼など

でも作為の面白さによって，茶道具で当時最高の評価が与えられていた金の唐物に勝る，と記されてい

る事実から確認することができる．なおこの趣向性は，これらの芸道が誕生した，治乱興亡・無常の世

を生き抜く知の自在性を涵養するのが根本目的で，当初から面白さのみを追求したものではない． 

したがって，禅に傾倒し，謡本の制作や謡曲をモティーフとした作品の制作により能楽に深く関与す

るとともに，千利休の養嗣子である少庵を茶会に招くほどの嗜みがあった俵屋宗達（1570 頃－1640 頃）

の画業が，意匠主義的装飾性とともに趣向性を際立った特徴としていることは，宗達自身が自己の画業

を，禅を基盤として諸芸道を生んだ「大乗仏教的」文化潮流の最終局面に位置付けようと意欲していた

と考えることができる． 

   

2. 言葉に対する絵画の優位性－知識創造からの展望 

禅宗の日本への本格的導入は 12 世紀末から 13 世紀だが，それに先立って 9 世紀初頭に日本に密教を

伝えた空海は，文字による伝教の限界を認識し，『請来目録』において“密教の教えは特に奥深いため，

文字では伝えがたい．そこで図像を用いて，悟らない人に開示する”と述べている(4)．注目したいのは，

その前段で，“法（仏陀が悟った絶対かつ普遍の真理）はもとより言葉を超越しているが，言葉がなけ

ればあらわせない”と述べている点である．つまり空海は‘言葉では伝えられないが，言葉でなければ

伝えられない’とのジレンマを，図像によって解決しようとした． 

それでは，なぜ言葉には限界がともなうのだろうか．先の鈴木大拙の言にあるように，それは体得，

知見という経験から遊離するからである．臨済宗を開いた臨済の語録である『臨済録』にも，“君たち

の一念が，もともと自らを解放し得ていて，いたる処で解脱を全うしていること，それが観音の三昧境

だ．〔この三つのはたらきは〕互いに主となり従となって，その発現は同時である．一がすなわち三，

三がすなわち一である．ここが会得できれば，はじめて経典を読んでよろしい” (5) と記されている． 

つまり「言語道断」を旨とする禅宗でも，言葉は完全否定されていない．重要なのは，修行という経

験によってのみ体得できる暗黙知は，言葉によって形式知的に先取りできないということである．  

そこで空海が図像に着目した意義を考察してみたい．「本質を図示・図解するもの」の意である曼荼

羅は，部分と全体が一つであるとする仏教の世界観を端的に具現化している．これは相反する意味の共

鳴であり，この構造に形式知を階層化し，ポリフォニックに内面化することによる暗黙知化が企図され

ている．この「意味のポリフォニー」は個別の概念の統合であり，その点において言葉の限界を超越し

ている．しかし，図像の読み解きが歴史的に定式化されてゆくと，曼荼羅自体が形式知として陳腐化し

てしまう危険は排除できない． 

日本における禅宗の興隆は，密教への批判的反省に多くを負っている．密教の曼荼羅を解凍・展開す

るように，禅宗では修行の始まりから悟りの境地に至るまでの過程を，牧童が牛を尋ねるところから牛

を飼いならして家に戻り，さらに牛をも忘れて利他に生きるところまでの 10 段階にたとえて絵画化し

た，「十牛図」が 12 世紀頃の中国で考案された．その 10 段階には単文が添えられており，悟りへの過

程を絵画の深意を読み解くことによって暗黙知的に自得できるようになっている．すなわち，場面の進

行が，理解できなかった状態から理解できた状態を可視化するものとなっており，このメタ認知的な過

程が内面的に階層化されることによって，究極的な悟りへと導かれる． 

この場合のメタ認知とは，指示された客観的観察としての絵画の読み解きでありながら，それを主体

的経験とすること，さらにはそうした行為自体の効果を自ら経験することである．この「経験を意識的

に観察する経験」としてのメタ認知が自己超越であり，自己を保持しつつ自己を否定し，それによって

自己を肯定してゆく悟りの根本構造となっている．この他に，野に置かれた死体が変化してゆく様を 9



 

 

段階に描き，自他の肉体への執着を滅却する「九相図」も，同様な構造に立脚して 14 世紀以降悟りへ

の手引きとして数多く描かれている． 

伝存する「牛図」（頂妙寺蔵）や「犬図扇面」（醍醐寺蔵）から，俵屋宗達が「十牛図」や「九相図」

を熟知していたことが確認される．さらに宗達は，真言密教の重要な拠点である醍醐寺を顧客としてい

た．それゆえ宗達は，曼荼羅から「九相図」，「十牛図」に至る悟りの手引きとなってきた絵画を批判

的に検証し，「大乗仏教的」文化潮流から，より平易に 1 枚の絵画によって，観者を悟りに至らしめる

ことを自己の画業の集大成とした．その成果が「風神雷神図」である．  

 

3.1 俵屋宗達の造形思想－「風神雷神図」を読み解く 

俵屋宗達については，生没年をはじめ生涯の詳細について不明な点が多い．しかし作品や伝存する資

料から，扇面，屛風，掛軸など絵画一般に和歌・謡曲関係の料紙装飾などを手掛ける絵屋・俵屋を主宰

する京都の上層町衆であり，法華宗（日蓮宗）の信徒であったこと．さらに能楽，茶の湯に深い嗜みが

あり，宮廷とその周辺の人々や醍醐寺などの有力寺院を顧客とし，画人として独自に活動した晩年は臨

済宗の禅に傾倒していったことがわかる． 

したがって作画にあたる俵屋宗達の造形思想は， 

(1) 法華経信仰を基盤とした，本覚思想を中心とする天台法華思想 

(2) 仏教思想を敷衍する能楽 

(3) 禅を基盤とした茶の湯 

(4) 真言密教の造形思想 

(5) 臨済禅の仏道修行 

(6) 治乱興亡の世を生きた無常観 

以上から，前章で述べた「大乗仏教的」特質を基盤として重層的に形成されていったと考えることが

できる．それでは，様々な画家が活躍した 16 世紀から 17 世紀の日本において，なぜ俵屋宗達の画業が

際立った仏教的先鋭化を遂げたのだろうか． 

そこで，千利休(1522－1591)に注目したい．佗茶の大成者とされる利休が，その茶の湯ゆえに時の最

高権力者から自刃を命じられた事件は，茶の湯をはじめとする芸道を嗜む者に衝撃を与えるとともに，

命を懸ける覚悟で臨んできたかという自省を迫ったことは想像に難くない．そして養嗣子・少庵との交

誼から，生前の利休その人を知っていたと考えられる宗達が，芸術至上主義という次元ではなく，芸術

実存主義というべき利休の凄絶な生き様を指針として，後年画工ではなく画人として活動する決意をし

たと思われる． 

千利休が自刃するに際し，天正 19 年（1591）2 月 25 日にしたためた辞世の偈が千家に伝わる(図 1)．    

「人生七十 力囲希咄 吾這宝剱 祖仏共殺 提ル我得具足の一太刀 今此時そ天に抛」との文面は 

‘人生七十年，修行の末にわが物となった剣（悟りの知恵）をもって祖師・仏を殺し透徹した解脱を

得て 今この時，その剣さえも天になげうつ’との意味に解釈される． 

 
図 1                              図 2 

 ここで，文中の「祖仏共殺」に注目したい．悟りの境地を「仏を殺す」と表現したのは臨済であり，

『臨済録』には次のように記されている． 

“諸君，まともな見地を得ようと思うならば，人に惑わされてはならぬ．内においても外においても，

逢った者はすぐ殺せ．仏に逢えば仏を殺し，祖師に逢えば祖師を殺し，羅漢に逢っては羅漢を殺し，父

母に逢ったら父母を殺し，親類に逢ったら親類を殺し，そうして始めて解脱することができ，なにもの

にも束縛されず，自在に突き抜けた生き方ができるのだ．(6)”． 



 

 

さらに宋の臨済僧無門慧開が，求道者に示し，参究するための手だてとした問題である公案を集め，

13 世紀に成立した『無門関』第一「趙州狗子」の評釈には次のような一節がある． 

“そのように長く持続して時機が熟「すると，自然に「外と内」（「意識と対象」「自己と万境」）と

の隔たりがとれ，完全に合一の状態に入る．その体験は，ちょうど唖が夢みたことを人に語れぬごとく

に，自分自身にははっきりしているが，他人にはどうにも語れない．突如そのような別体験が働き出し

てくると，それこそ驚天動地の働きで，ちょうど蜀の劉備の臣で天下に豪勇を轟かした関羽からその得

意の大刀を奪いとっておのれの武器としたごとくに，「無」の一字の別体験こそは，釈迦に逢うては釈

迦を殺し（仏縛を破り），達磨に逢うては達磨を斬って捨てる（祖師縛を破る）のであり，そのとき，

きみたちは生死無常の現世に在りながら，無生死の大自在を手に入れ，六道や四生の世界に在りながら，

すでに平和と真実の世界に遊んでいる．(7)” 

 『無門関』第一「趙州狗子」は，宗達晩年の画業に深い影響を与えた，公卿・歌人の烏丸光廣(1579

－1638)が，7 年に及ぶ参究の課題としたものであり，宗達自身も「趙州狗子」を念頭に「狗子図」(図

2)を描いている．さらに，その上部には光廣の導師であった臨済宗の禅僧・一糸文守が賛を書いている

事実も注目される． 

 ここで再び利休の遺偈に戻りたい．これは死に臨んで，利休が一切の執着を捨て去った悟りの境地を

表明したものである．そしてここに記された言葉が，仏教における言葉の限界を超えて人々の心を打つ

のは，ひとえに不条理な切腹の命を従順に受け入れた利休の生き様への共感があるからである．それゆ

え，利休についての知識が全く無い人には，この遺偈は単に難解な語の羅列としか認識されない．この

ように，言葉は発した人物との経験の共有が多少なりともあることが，理解の必須の前提となることが

ここで改めて確認される． 

 宗達が，どのように禅の修行をおこなったかは不明である．しかし，『臨済録』や『無門関』ととも

に，この「利休遺偈」を参究の到達目標としたことは疑いない．これらをつなぐのは「殺仏」であり，

宗達は「風神雷神図」(図 3・建仁寺蔵)によりそれを実践し，自身の悟境を表明した．通常，参究者が

悟りに至った場合は，その境地を「投機偈」として詩文形式で記す．宗達の悟境の表明はその点では異

質であるが，宗達にこうした作画を促すのも「大乗仏教的」文化潮流を意識してのことである．さらに，

第 1 章で述べたように，大乗仏教の特質は，‘自己の解脱だけを目的とするのでなく，すべての人間の

平等な救済と成仏を説く’ことにあり，その根本経典である『法華経』「方便品」には，“さらに，誰

かが学習の際に，また遊びの悦びを愉しみながら，爪や木片で像を描いても，かれらはすべて「さとり」

に到達するであろう．大人であれ，子どもであれ，壁に像を描く者はすべて慈悲ある人となり，かれら

はすべて幾千万の人間を救済し，また多くの求法者を鼓舞するであろう．(7)”と記されている． 

 『法華経』のこの一節は，平安時代以降逆説的に拡大解釈され，子供が戯れに粗末な素材で像を描い

ても「さとり」に到達し，幾千万の人々を救済することができるのならば，大人が一心に，金銀や高価

な絵具をふんだんに用いて造形にあたれば，その功徳は無限に拡大するとの作善の思想を形成し，「平

家納経」や「源氏物語絵巻」などが，人々を悟りに導く手立てとして制作された． 

 法華経信仰を基盤とした宗達が，「風神雷神図」のように金箔地に金銀と鮮やかな彩色によって多く

の作品を制作しているのは，同様に，この作善の思想を実践した成果によるものである．すなわち「風

神雷神図」には，複合する観点からの人々を救済する思いがこめられていることが確認される． 

 

 
図 3 



 

 

それでは，「風神雷神図」がどのようにして，観る人を悟りに導くのだろうか． 

この作品は当初，臨済宗建仁寺の末寺で，1639 年に再建された京都宇多野の妙光寺に伝来した．伝来

の経緯や制作の状況を示すものは現在のところ確認されていないが，仏画のように落款が記されていな

いことと，臨済宗の寺院に所蔵されてきたことから，純粋な禅の造形として制作され，またそのように

認識されていたことは疑いない．また制作時期に関しては，同じ二曲一双屏風の画面形式における空間

処理の習熟度の比較により，落款の書体から晩年の作と考えられる「舞楽図」よりも後の，最晩年期と

判断することができる．そこから，妙光寺再建が宗達による「風神雷神図」制作の契機となった可能性

が浮上する． 

 それでは宗達は実際に何を描いたのであろうか．虚心に画面を観察すると，この作品を一般的な「風

神雷神図」と位置付けるには，以下に挙げるように，余りに不自然な描写（特異性）が散見する．それ

では以下に特異性を一つ一つ検証しながら解釈を展開してゆきたい． 

 (1) 同じ出典（「北野天神縁起絵巻」）の別の雷神像からこしらえた風神像 

 周知のようにいわゆる「風神雷神図」の形象は，弘安本系「北野天神縁起絵巻」の二つの清涼殿落雷

の場面に登場する雷神（怨霊となった菅原道真と，天神の眷属（けんぞく）・火雷火気毒王（からいか

きどくおう）に由来する．しかし不可解なのは，「風神」の形象を，雷神の形象から，持物の連鼓を風

袋に換えてこしらえていることである． 

 (2) 雷神の連鼓の不自然な描写 

 仮の「雷神図」については，一見何の不都合もない，純粋な雷神が描かれているように思われるが，

雷神の最も重要な持物である連鼓の描写に着目すると，こうした印象は修正を迫られる．宗達が描いた

連鼓は，胴が薄くいかにも貧弱であり，しかも太い輪によって個々の太鼓の胴ではなく，皮の中心を貫

通するように繋げられている．  

 (3) 出典では赤で描かれている体躯の，白や緑青への変更 

  雷神は，火に結びつくことから体躯は通常赤で描かれる．宗達自身もそのことは常識として弁えてい

たことは，「伊勢物語図色紙」の存在から確認される．結論からいえば，左右の位置関係からも併せて，

緑青は文殊菩薩の座としての青獅子，そして白は普賢菩薩の座としての白象を暗示したものと解釈する

ことができる．緑青で描いた仮の「風神」のたてがみのみを金色で強調する一方で，象牙としての意味

合いから仮の「雷神」にのみ牙を残していることは，そのことを強調するためと判断される．さらに，

出典となった「北野天神縁起絵巻」の菅原道真の怨霊は，帝釈天系統の天満天神であることを想起すれ

ば，帝釈天は白象に騎乗する姿で通常描かれ，雷神と象はこの点で結びつく． 

 (4) 通常は憤怒（ふんぬ）の形相で描かれる怨霊神の哄笑 

 先述のように，いわゆる「風神雷神図」は菅原道真の怨念に係る形象に基づいて描かれている．それ

ゆえ形相は当然憤怒の相が想定されるところを，宗達は哄笑という全く逆の表現をとっている． 

 観者の意表を突くこうした作意も，彩色の変更と同じ方向から解釈される．すなわち，この哄笑は文

殊・普賢の両菩薩の化身としての寒山・拾得を暗示するものと判断される．    

(5) 中央に大きく空けられた金地の空間 

 これまでの論考で，いわゆる「風神雷神図」の二神は，文殊・普賢の両菩薩を見立てたものであるこ

とが明らかとなった．それゆえ，この作品の描写上最も目を引く特異性である，中央の大きな金地の空

間が意味するものも，自と判明する．すなわち，この金地の空間は，文殊・普賢の両菩薩を脇士とする，

文字通り光明遍照として宇宙を照らす毘廬遮那如来（びるしゃなにょらい）を暗示するものである．そ

れゆえ，いわゆる「風神雷神図」は，図像学から「見立毘廬遮那三尊像」と位置付けられる． 

 しかし，こうした宗達の作意も，伝統を飛躍したものではないことを改めて確認しておきたい．風神，

雷神は釈迦による説法の威儀や慈悲を象徴するものとして平安時代以来，『法華経』をはじめ経典の見

返に描かれる「釈迦説法図」にしばしば登場する．有名なところでは『大集経』第二十五巻（金剛峰寺

蔵）であり，妙法寺（金沢市）が所蔵する平安時代後期の『法華経』第三巻見返には「薬草喩品」の経

意として雷神が，同じく第八巻見返には「観世音菩薩普門品」の経意として雨を降らせる風神が描かれ

ている．さらに宗達の「風神雷神図」との構図上の共通点が指摘されている，敦煌莫高窟第二四九窟西

側天井の阿修羅と風神雷神も，仏座像の上部に描かれている事実を想起しておきたい．このように，「風

神雷神」は千手観音の眷属であると同時に，釈迦と共に描かれてきた． 

 こうして，宗達の描写における作意の構造が解明された．しかし宗達が，観者の日常的意識からの覚

醒を趣旨として，単に暗示的な仏画を描くことのみを目的にしたのであれば，6 曲 1 隻屏風のような完



 

 

結性の高い画面形式を採用したはずである．しかし，宗達が採用した 2 曲 1 双という画面形式は，最も

重要であるはずの中尊を中央から切断してしまっている．それゆえこの中尊切断こそが，いわゆる「風

神雷神図」の最大の特異性なのであり，ここに，宗達がこの作品を描いた究極的な目的が集約されてい

る．それが，すなわち臨済や無門慧開，さらに千利休において悟りを表象してきた「殺仏」の実践であ

る． 

 以上，悟りに至らしめる装置としての「風神雷神図」にみられる宗達による作意の構造を解明したが，

こうした高度な意味の重層性とイメージの連関(図 4)はまさに「十牛図」のインテグレイトであり，さ

らには連歌の付合をも彷彿とさせる．それゆえに，この連関を正確に読み解いた観者のみが，「風神雷

神図」から「毘廬遮那三尊像」を経て，無に至る知の登高を達成し，宗達の悟りの境地を追体験すると

ともに，無の思想を理解することにより眼前の姿・形あるものにとらわれる空しさを悟り，自身を救済

することができる． 

すなわち，「風神雷神」という不変の形象を観察しながら，そこから形式知的に文殊・普賢菩薩や寒

山・拾得の暗示を読み取り，それを暗黙知として内面化し，再度作品に挑み，最終的に中尊が切断され

た「毘廬遮那三尊像」と同定する過程が，メタ認知の階層化としての自己超越である．しかし，眼前の

「風神雷神」の姿はそのままであるから，‘風神雷神であって風神雷神ではない，それゆえに風神雷神

である’との理解をとおして「山はこれ山，水はこれ水」の論理が実体験される．ここにも宗達の大悲

大慈の心が認められるが，その心は，再度眼前の形象を，仏の慈悲の雨を含意する風神雷神と捉え直す

ことができることによって，観者の心に沁みわたる．こうした読み解きの厳しさもまた，高みに導く優

しさということができる．それは換言すれば，作品が新たな公案として屹立するということであり，宗

達の没後 70 年余を経てようやく，尾形光琳がそれに正面から挑んだ． 
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3.2 尾形光琳「紅白梅図」を読み解く 

尾形光琳(1658－1716 )は，京都の富裕な呉服商・雁金屋に生まれた．雁金屋には俵屋宗達の絵があり，

また衣装の図案にも幼少時から接して独自の意匠感覚が涵養された．後年，光琳の一字を取って宗達風

の様式を継承した画家が「琳派」と総称されたように，光琳の画業が広く愛好されたことによって，宗

達および宗達の後継者の画業が歴史的忘却を免れた．生活ぶりは派手で，父の遺産を蕩尽し，弟・乾山

からも借金をする有様だったが，乾山の諫言により改心し，晩年は「風神雷神図」(図 5・東京国立博物

館蔵)や「紅白梅図」(図 6・MOA 美術館蔵)のような含蓄のある大作を描いた．  
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法華宗徒であり，能楽や茶の湯，そして連歌を嗜んだ光琳は，“貧しくても心が安楽でありたい”と

最晩年に願った．つまり，対価を得ることに汲々するのではなく，自己の生き様を貫いた数寄の心に徹

して作画にあたることが，最晩年の光琳の自然体だったと思われる．それゆえに，その自然体の原動力

が連歌だったと考えられる．すなわち光琳は，宗達の画業の「付合」を行うことを最晩年の画業の目標

と定め，宗達作品の本質的な検証と，その結果得られた深い洞察を，自己の画業に結実させて行き，「風

神雷神図」と「紅白梅図」をもって，その仕事は完遂した． 

光琳の「風神雷神図」をみると，朝永振一郎の次の言葉が想起される． 

“数学者にきくと，数学の仕事は，一つ一つの定理の証明などはむしろあとからでっち上げるもので，

実際は結論がまっさきに直感的にかぎつけられ，次にそこへ至るいくつかの飛び石が心に浮かんできて，

最後にそれを論理的につなぐ作業が行われるということである．数学を勉強してほんとうにわかったと

いう気もちは，おそらくその数学が作られたときの数学者の心理に少しでも近づかないと起り得ないの

であろうか(9)”． 

伝存する光琳の関係資料を見ると，光琳は宗達の「風神雷神図」の出典となった「北野天神縁起絵巻」

を，当該箇所以外も含めて模写している．さらに天神縁起以外の雷神の形象を，連鼓を中心に丹念に模

写し， 阿弥陀来迎図のような三尊形式の仏画の画稿も描いている．これらの行為は，「風神雷神図」

に至った宗達の経験を追体験するためであり，このことをとおして光琳は宗達の境地に到達した．した

がって，光琳の「風神雷神図」が，二神の形象の輪郭は宗達と完全に一致するにもかかわらず，連鼓の

輪は胴の背面に繋げ，雲は宗達よりも黒々と描かれている事実から，光琳の制作が単なる外面的な模写

ではなく，宗達の深意をわかりやすく伝える目的でなされたことが確認される．つまり，光琳は煩悩の

炎を消し去る恵みの雨を降らせる風神雷神に近づけることによって，‘風神雷神であって風神雷神では

ない，それゆえに風神雷神である’の，「それゆえに風神雷神である」を強調した． 

しかし光琳は，このままでは「風神雷神図」が陳腐化し，一人歩きしてしまう危険を十分認識してい
たことだろう．そこで，光琳は，宗達の「風神雷神図」の究極の付合として，また自身の，宗達の悟境
に到達したことの投機として「紅白梅図」を描いた．それでは作品に即してこの点を検証したい． 

まず，「紅白梅図」の画面形式も「風神雷神図」に合わせて，より明確に中尊にあたる流水が切断さ
れる二曲一双屏風となっている点が注目される．さらに梅というモティーフの選択は，「風神雷神図」
が「北野天神縁起絵巻」の菅原道真の怨霊や天神の眷属に由来することを受けて，道真ゆかりの飛梅や，
好文木として学問の神天神を象徴する観点からなされている．その際に，承久本の「北野天神縁起絵巻」
（北野天満宮蔵）には，幼少の道真が菅原是善の邸に現れる場面に，紅白梅と遣水が描かれている事実
も想起しておきたい． 

次に金地を基調とする画面の大半を占める梅の木を描く水墨や，流水の銀焼けした銀箔地など，あた
かも黄昏時のほの暗さを演出するような表現技法を駆使している点に注目したい．結論から述べれば，
この表現は謡曲『江口』（観阿弥作，世阿弥改作）の情景を念頭に置いたことによると考えられる．謡
曲『江口』は諸国一見の僧が都から天王寺に至る途中，夜明け前に江口の里で男から江口の遊女の旧跡
を教えられるところから始まる．そこで僧はかつての西行と遊女の応酬歌を思い，懐旧の念から思わず 

西行の，「世の中を厭ふまでこそ難からめ 仮の宿りを惜しむ君かな」という歌を口ずさむ．すると里
の女が現れ，江口の君の返歌を問い，共に，「世を厭ふ人とし聞けば 仮の宿に心とむなと思ふばかり
そ」と詠じ，女は更にその真意を説く．不思議に思う僧に自分は江口の君の幽霊だと語り，黄昏の中に
消えた． 

そして謡曲『江口』の後場では，里の男が江口の君が普賢菩薩と変じた奇瑞を語り，僧に供養を勧め
る．すると江口の君が二人の遊女を伴い舟遊びを展開する．そして遊女の身と生まれた罪業の深さを嘆
き，世の無常と執着の罪を説き，執着を捨てれば憂いはないと諭して，身は普賢菩薩に変じ，白象と化
した舟に乗って西の空へ消えて行き，序の舞へと移る． 



 

 

ここで，「紅白梅図」の梅の木がしばしば人間に見立てられるような表現をとっている点に注目した
い．「風神雷神図」の合わせとの解釈に沿えば，擬人化された梅は対峙する江口の君と西行ということ
になる．そして左右の位置関係から，白梅が普賢菩薩の化身としての江口の君を暗示するものであり，
対する紅梅は西行を暗示するものと解釈することができる．その際，西行と紅梅，そして風神の風とい
うイメージ上の連関は，宗達による「前・渡辺家本」の「西行法師行状絵詞」を光琳自身が絵，詞書ま
で忠実に模写した「西行物語絵巻」第二巻一段の，「主いかに風わたるとて厭ふらむ よそに嬉しき梅
の匂を」と垣根越しに西行が紅梅を愛でて詠ずる場面に依拠していると考えることができる． 

このように，光琳は雷神の連鼓の描写などを改変した「風神雷神図」の模作と，この『江口』の情景
を描いた「紅白梅図」によって宗達の「風神雷神図」の雷神は普賢菩薩の見立てであることを絵解きし，
その結果宗達の深意に到達したことを表明した．そして，この一連の行為も，修行の結果に到った投機
と位置付けられることは，謡曲『江口』の序の舞が，仮の宿としての空しいこの世のことに執着するな
との，仏教思想の根幹（諸行無常，諸法無我，涅槃寂静）を要約している事実が最初の根拠となる．す
なわち宗達の「風神雷神図」における「目に見える形にとらわれるな」との諭しとしての深意を，「執
着するな」との諭しによって受けたのである． 

この視点から「紅白梅図」を見ると，「渓梅一朶香（けいばいいちだかぐわし）」との禅語もあるよ
うに，冬の闇を破り，春の到来をいち早く知らせる梅は，迷いから悟りに至る機縁を象徴するものであ
ることが想起される．「平家納経」の「化城喩品」や「嘱累品」の表紙に梅があしらわれているのもそ
のためである．それゆえ「紅白梅図」の中央の流水は，“行く河の流れは絶えずして，しかももとの水
にあらず”と『方丈記』の冒頭にあるように，無常を象徴するものであり，しかもそれを切断すること
で，移ろいゆくものに対するこの世的な妄執を破り，悟りに到ったことが強調されていると解釈するこ
とができる． 

こうして光琳は，宗達の，大悲の心をもって人々をとらわれ，迷いから解脱させる仏道としての画業

の，正当な継承者（法嗣・ほうし）としての資格を得たことを「紅白梅図」によって最終的に表明した． 

 

3.3 伊藤若冲「象と鯨図」を読み解く 

伊藤若冲(1716－1800)は，京都錦小路の青物問屋の長男として生まれた．絵画と臨済宗や黄檗宗の禅

に傾倒し, 在家の仏道修行者として「若冲」の居士号を得たのち, 40 歳で家業を弟に譲って画業に専念

した. 晩年は深草の石峰寺に隠棲するなど，厚い信仰心は終生保たれた．総金地の画面に限定的に形象

を配置する手法や，墨の濃淡の効果を活かす「たらしこみ」の技法などに，宗達，光琳に共通する「琳

派的特質」が認められる．しかしそれは決して表面的な表現の模倣にとどまるものではなく，若冲は宗

達，光琳の画業の禅的深意を明確に把握していた． 

たとえば，若冲は生涯にわたって同じ姿態の鶏を何度も描いているが，その姿勢は禅語の「鶏は寒う

して樹に上り，鴨は寒うして水に下る」から解釈することができる．これは，一つの事柄が受ける側の

本性，資質によって異なる作用をもたらすことを説いたものだが，人類の文化史の中で真理や復活を象

徴する鶏を若冲が終生描いたのは，自己の世界認識がどのように深化しているかを絶えず検証する求道

者としての生き方の，端的な現れだったと考えられる． 

ここで，若冲が 80 歳頃に描いた「象と鯨図」(図 7・MIHO MUSEUM 蔵)に注目したい． 

6 曲 1 双屏風の両端にモティーフを寄せ，中央に大きな空間を取る構図は，画面形式は異なるが，宗
達の「風神雷神図」を連想させる．若冲の宗達への接近は，鯨に見られる「たらしこみ」の手法や，「風
神雷神図」の深意を継承したことを表明するために，象の上部に獅子を象徴する牡丹を描いていること
から確認することができる．そうすると，やはり中央の空間には仏が暗示されていると考えたくなる．
そこで象と鯨そして仏の取り合わせには，たとえば京都の真如堂に伝来する「涅槃図」(1709 年・図 8)

のような，博物学的な関心の高まりを受けた若冲と同年代の『涅槃図』の影響が考えられる．すなわち
宗達の「風神雷神図」究極の深意である「殺仏」に，『涅槃図』における「死せる仏」を合わせて見性
成仏に導く，若冲の付合の妙がここで明らかになる． 

さらに「象と鯨図」の鯨の背鰭に注目すると，若冲はあえて当時の博物学的な「写実性」を無視して，
「龍魚」につながる大魚として鯨を描いたことがわかる．そして象と獅子の見立てにより，観世音菩薩
の慈悲を暗示した宗達と光琳の深意を受けて，平安時代の『紺紙金泥経』（『法華経』）の見返しに風
神，雷神と共に慈悲の雨を降らせる龍が描かれていた事実に立脚して，若冲は龍魚のイメージを投影し
た鯨を象（と獅子）の相方としたと結論付けることができる． 

またそこには，象と鯨（大魚）が，それぞれ福徳をもたらす吉祥図として描かれてきた伝統も意識さ

れていたことだろう．したがって，「象と鯨図」も，財運興隆から涅槃寂静まで観者の様々なアプロー

チに的確に応えられる点で，芸能の目的を諸人の幸福増進、延命とした世阿弥の「衆人愛敬」の絶妙な

成果であることが確認されるとともに，宗達や光琳が法華経信仰を原点として，利他の精神で作画にあ



 

 

たっていたことを想起させる目的もあったと考えられる． 

   
図 7 

 

   
 図 8 

 

4． 考察 

 千利休が死に臨み，一切の囚われ，執着から解脱した悟りの心境を遺偈にしたためた．最晩年の俵屋

宗達は「風神雷神図」を描くことによって，その利休の境地を理解したことを表明するとともに，「風

神雷神図」の観者にも，既存の見方や考え方を放下して，自己超越に導く装置とした．その際の彩色の

変更や開放的な笑いは，観者に認知的不調和を起こさせる．それによって観者は，理解を求めて描写の

特異点を検証する．その際に要請される知識は，能楽や茶の湯に親しみ，代表的な仏教絵画に関する知

識を持っていた宗達が想定した観者にとっては一般的なものだったと考えられる．しかし眼前にある

「風神雷神図」は不変であり，個別の作意の解釈は階層化され，内面化されなければ，真に理解したと

いう実感は得られない．そこにメタ認知を介した形式知の暗黙知化の知識創造が誘導される．その原動

力は，知的探究心であり，仏教的文脈においては，悟りを求める菩提心と言うことができる． 

鈴木大拙が「即非の論理」と命名した「A は A だというのは，A は A でない，故に，A は A で

ある」は，メタ認知を介した自己超越としての，形式知の内在化による暗黙知化と，その新たな表出と

しての形式知化という知識創造の観点から，悟りの構造であることが理解できる．それはまた，表層構

造の内在化による深層構造の開発，そしてそれらの新たな表出化としての自己・非自己循環過程と同形

である． 

悟りを外面的に理解しようとする誤りを避けるために，尾形光琳は「風神雷神図」を模作した上で，

同じく最晩年に「紅白梅図」を描いて宗達の悟境を理解したことを表明した．そして，伊藤若冲は，「風

神雷神図」と「紅白梅図」を結ぶ鍵が象であることを看破して，象そのものを，死せる仏がいない「涅

槃図」の構図の中に描き，仏を殺した宗達の深意を受けて，龍魚としての鯨を相方とした． 

偉大な先蹤作品の解釈が陳腐化・固定化することのないように，しかし作品そのものや，そこにこめ



 

 

られた深意が忘却されないように，光琳と若冲は連歌の手法を絵画に導入した．このように，創造性を

理解する創造性は，同一の形態では発揮されないことは，血縁や師弟の関係で縛られることがなく，在

世年代も重なっていない画家でなければ示すことができない．この点から，琳派を再考する余地は大い

にある． 

 

 

注 
(1) 鈴木大拙(1961)「現代世界と禅の世界」『現代思想体系 鈴木大拙』 筑摩書房（1973）所収 pp.378－379． 

(2) 『歌論集 能楽論集』 日本古典文学大系 65(1981) 所収 岩波書店  p.387． 

(3) 『古代中世芸術論』日本思想大系 23(1982)所収 岩波書店 p.480． 

(4) 真鍋俊照(2005)『空海の言葉と芸術』 日本放送協会出版会 pp.102-105． 

(5) 入矢義高訳注（1989）『臨済録』 岩波文庫 p.67． 

(6) 前掲書 p.97． 

(7) 平田高士（1986）『無門関』 禅の語録 18 筑摩書房 p.17． 

(8) 坂本幸男・岩本裕訳注(1999)『法華経』（上）岩波文庫 p.115． 

(9) 「数学がわかるというのはどういうことであるか」『科学者の自由な楽園』江沢洋編(2000) 岩波文庫 pp.97-98． 
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