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研究目的 

200 年前の文化 14 年（1817）、葛飾北斎が西掛所（本願

寺名古屋別院）で百二十畳の紙に達磨大師を大書する大掛

かりな興業を行った。そのときの大だるま絵は第二次世界大

戦で焼失したといわれていて、現存していない。しかし、その

一部始終が尾張藩士の高力猿猴庵によって『北斎大画即書

細図』（名古屋市博物館蔵）としてまとめられており、現在でも

北斎が行った大だるま絵の材料や工程を知ることができる。  
本研究では、名古屋別院と愛知県立芸術大学文化財保

存修復研究所を主体として、資料所蔵先である名古屋市博

物館の津田卓子氏や、名古屋別院と地域として深い関わりを

持つ柏彌紙店の尾関和成氏と共同し、描かれただるま絵の

技法を再現し、興業での手法を明らかにして、縮小版の復元

図を作成することを目的とする。また、名古屋別院が主催す

る「北斎大だるま絵復元プロジェクト」と、名古屋市博物館特

別展「北斎だるせん！」（2017 年 11 月 18 日～12 月 17 日）

に協力し、2017 年 11 月 23 日に開催される復元イベントに

縮小版で得た研究成果を活用して、百二十畳におよぶ即興

大だるま絵興行の完全再現を試みる。また同時に、本学芸術

講座として、北斎が当日用いた藁筆を再現し描画する実技

講座も開催する。 
 
1.復元方法の検討 

1.1.関係者会議 

熊谷総持（西別院）、津田卓子（名古屋市博物館）、尾関

和成（柏彌紙店）、阪野智啓 

・大きさ ⇒ 百二十畳原寸大（当日）、五分の一サイズ

（10 月）、※のち畳一畳サイズも追加 

・和紙：ロール鳥の子紙の紙継、寒冷紗裏打ち案 

・画材：（市販）墨液、朱墨、（自作）藁筆 

・図柄：猿猴庵記録と北斎引札で検討 

・制作協力：名古屋芸術大学の学生参加も検討 

掲揚が計画されていたため、紙継強度と墨液を含んだ重

さが最大の懸念。絵のあたりは、プロジェクターによる投影も

検討。 

 

1.2．【芸術大学検討①】縮小版の試作 

阪野智啓、藤田哲也（模写制作班）、加藤清香（模写制作

班） 

・図柄：北斎引札 

・和紙：ロール鳥の子紙 

・画材：小型藁筆（自作）、羊毛筆、墨（固型） 

・道具：バット（猿猴庵記録では「青銅の盆」） 

 

描写試作 

藤田氏による試作。藁筆は墨をあまり含まず、ぼたぼたと

たれ流れるため、余白に墨が飛散しやすいことを確認。ロー

ル鳥の子紙の描き味は良好。縮小版の所要時間は 20 分程

度。（制作 9 月 25 日） 

 

1.3．【芸術大学検討②】五分の一サイズ制作 

阪野智啓、藤田哲也、加藤清香、金子洋平（模写制作班）、

磯谷明子（文化財保存修復研究所） 

・図柄：北斎引札 

・和紙：泉貨紙 

・画材：藁筆（自作）、羊毛筆、棕櫚箒、墨液、朱墨、岱赭 

・道具：バット 

紙継強度と当日掲揚への対策、また先行した隅田北斎美

術館の類似イベントとの差別化から、より北斎技法の再現性

を高める方向に転換。 

・和紙 ⇒ ロール鳥の子紙から泉貨紙（猿猴庵記録）へ変

更 

・藁筆 ⇒ 藁束ではなく、菰を丸めて制作（猿猴庵記録では

最大五表分） 

・蕎麦殻 ⇒ 現段階では未入手 

 

泉貨紙の紙継 

一枚 32 センチ×40 センチ、紙継幅一分（3 ミリ程度） 

糊は、当時は蕨粉を使用（猿猴庵記録）しているが、コストが

かかるため試作もできず断念し、正麩糊を使用。ほとんど薄

めない正麩糊の固糊で貼り付け、玄能で打つ。紙は通常の

楮紙より二層に合わさったものだけに丈夫であるが、判がい

かにも小型。購入は尾関氏を通して大洲和紙(天神産紙工

場)より。 

 

描写試作 

藤田氏による試作。ロール鳥の子紙より墨を吸うため、筆

のすべりは落ちるものの、筆跡はより荒々しくなり表情がある。

受託研究報告 

北斎大だるま絵の復元研究 

Restoration study of the Oh-Darumae drawn by Katsushika Hokusai 
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吸い込みのため、床面に墨が張り付くことと乾きが遅いことが

懸念材料。猿猴庵記録にある「柄杓」を用いた弁柄彩色は、

吸い込みを考慮した技法であろう。 

 

1.4．【芸術大学検討③】百二十畳和紙の制作と原寸大試作 

泉貨紙の紙継 

藤田哲也、加藤清香、金子洋平、手塚華、齋藤晴香 

・泉貨紙 150 枚を継いだ中型判 ×12 

大学で分割パーツ（12 枚）を作成し、西別院本堂で最終紙継

する案 

模写制作班メンバー中心に作成。泉貨紙はあらかじめ四

方を化粧断ちする。和紙の生産が間に合わず、届き次第順

次貼りあわせた。貼り代は一分から三分に変更。また掲揚に

備えて、紙テープを用いて貼り代裏面を補強。 

 

試作紙の紙継 

阪野智啓、森下麻子、鈴木靖代、齋藤晴香 

・新鳥の子紙の紙継 

模写班作業場に入る最大サイズで紙継。新鳥の子紙（一

枚一畳分）を 60 枚使用。糊は市販のやまと糊。 

 

原寸大試作 

藤田哲也、金子洋平、加藤清香、大塚玲王、平林拳 

・和紙 ⇒ 新鳥の子紙 

・藁筆 ⇒ 五表大筆、一表中筆 

・蕎麦殻 ⇒ 尾関氏提供 

役割分担も決めての試作。北斎役の藤田氏を中心に、バ

ットを持つ役割は、立ち上がりは金子氏で開始。描き順も猿

猴庵記録通り。耳の描写から加藤氏が描きだし、頭頂部暈し

や衣服着彩も加藤・金子両氏による。色合いは朱墨と墨をま

ぜて、やや渋みのある色とした。蕎麦殻はいかにもばさばさと

しており、使用は懐疑的であったが、実際使用すると程よく細

いばらけた線描が可能であり、充分な効果があることが確認

された。相貌の薄い暈しも検討。描きだすと、歩ける場所も制

限され汚さないことへの留意が必要。当たり線が簡素だと形

態の把握が困難なことが判明。（11 月 15 日） 

 

芸術講座の準備 

阪野智啓、安井彩子、小島千明、曹庭瑋、長尾美樹 

藁筆体験講座の準備として、藁束を用いて小型の藁筆を

量産。当日必要な物品の確認。（わら半紙、下図、文鎮など） 

 

原寸大本紙の貼りあわせ 

阪野智啓、磯谷明子、加藤清香、手塚華、大塚玲王、石倉

茉歩 

西別院本堂で、12 分割パーツを貼りあわせ。長尺の貼りあ

わせ（12 メートル）のため、補強に正麩糊に木工用ボンドを混

ぜる。長尺定規をガイドラインに、貼り代 3～5 センチを担保し

つつ結合する。上下 10 か所に泉貨紙に寒冷紗で裏打ちした

乳（吊り輪）を装着する。紙全体を大きく三回ほど折り返して、

本堂の隅に片す。丸めることは貼り合わせの強張りがあり困

難。（11 月 17 日） 

2．イベント実施と復元画 

2.1．【前日】11 月 22 日 

阪野智啓、藤田哲也、加藤清香、金子洋平 

本紙に当たり描き。大きな形を掴むため、延長コードでガイ

ドラインを作り、木炭で当たる。降雨があり、屋外で予定され

ていたデモは中止。 

 

2.2．【当日】11 月 23 日 

大だるま絵制作 

藤田哲也、加藤清香、金子洋平、大塚玲王、外山涼、平林

拳、渡邉亮平 

・朝方の降雨のため水履き後、巻き段ボールを敷き準備（8

時 30 分頃） 

・本堂より畳んだまま本紙を下ろし、舞台上で展開して紙の

縁に重しとして角材を置く 

・弟子役二人が、猿猴庵記録に倣い落ち葉を棕櫚箒で掃く 

・藤田氏、大だるま制作開始（9 時 30 分頃） 

・顔全体が完成、弟子役の金子氏と加藤氏がそば殻の筆で

髭や髪を表現、また棕櫚箒に水を含ませながら、ぼかしを入

れていく（10 時頃） 

・藤田氏が衣紋線にとりかかる（10 時過ぎ） 

※猿猴庵の記録では、この段階で顔の部分まで引き揚げて

衣紋線の制作に入っているが、本復元では安全を考慮して

平面のまま 

・墨だまりの拭い取り（随時） 

・衣紋の彩色（猿猴庵の記録では柄杓で色料を撒いているが、

紙強度の担保と乾燥速度を考慮して取りやめ） 

・最も太い衣紋線（11 時 10 分頃） 

・落款（11 時 20 分） 

・完成（11 時 45 分） 

 

芸術講座 

阪野智啓、安井彩子、手塚華、齋藤晴香、鈴木靖代、石倉

茉歩 

藁筆でだるまを描く講座を同時開催。図柄は引札やオリジ

ナルの図柄を用意し、藁半紙大に描く。午前（大人）、午後

（子供）の部、どちらも定員 15 名を上回る参加者があった。 

 

掲揚 

・十箇所の乳に滑車状にした金属パイプを通し、ゆっくりと引

き揚げ、イベント終了。（15 時） 

 

3．復元プロジェクトのまとめ 

3.1．材料編 

・和紙（泉貨紙） 

墨を大量に含んだ状態も堅牢。墨を吸う感覚は、いわゆる

宣紙と呼ばれる水墨画用の和紙の傾向にも近い。彩色には

不向き。 

・藁筆 

藁束ではなく、菰を丸めただけでも筆としての機能があっ

た。特に大きい場合に有効。藁束より程よく揉まれて油分が

抜かれている状態も良いか。 
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・蕎麦殻 

適度なばらつきが毛描きに良好だったのは意外な発見。 

・籾殻 

今回は巻き段ボールで代用したが、下敷きに微小な空間

が設けられることで、書道の毛氈下敷き効果が得られるか。 

・蕨粉糊 

今回は正麩糊で代用したが、より耐水性が強いといわれる

蕨粉が、大だるま掲揚ではより的確か。今後の実用実験を試

みたい。 

 

3.2．技法編 

・紙継ぎ 

1800 枚に及ぶ紙継ぎ作業は人手と時間が掛かる。今回は

150 枚ずつ 12 枚の中判を作成して連結したが、当時はどの

ように行ったのか不明。またその大きさでは丸めるのも困難だ

った。今回は折りたたんだが、当時どのように納めて搬入した

のだろうか。 

・材料 

当時、摩り下ろす必要のある固型墨を用いたはずだが、猿

猴庵記録にあるように、乳鉢ですり潰すような作業が必要だ

ろう。同様の作業は岱赭（あるいはベンガラか）にも必要。た

だし墨液の量は、18 リットル以上準備したものの、本番では 2

リットル程度使用したにすぎない。本復元では、予算と人手

の関係からこれらの作業は代用品を用いて割愛したが、当時

は弟子たち、あるいは協力者も相当数関わっていたのではな

いかと伺える。 

・描画 

筆に墨が含まれないので、よく垂れる。それを制御するの

が要点か。大筆の操作は、想像よりは負荷はない。北斎担当

の藤田氏曰く「本紙の上は真っ白で距離感を失う」とのことで、

形態の把握が最難関。今回は「模写」という立場から、描く前

に木炭で当たりをとっていたが、当時北斎がどのように形態

把握していたのだろうか。ただ、泉貨紙の貼りあわせの線が

縦横に走っており、方眼効果はある。その結果並行は捉えや

すく、藤田氏曰く、落款は非常に書きやすかったとのこと。 

・掲揚 

猿猴庵の記録では、顔部分が出来上がった時点で、その

部分までまず引き上げている。全景の描写も残されているが、

平面展開する場所は充分担保されているように見えるので、

場所の問題とは考え難い。私見だが、名古屋市博物館の企

画展「だるせん」で、まさにこの場面が原寸大再現されていた

様子を拝見して、あたかも「達磨に見守られながら（あるいは

睥睨？）」衣紋線を描く北斎の姿は象徴的であり、一層北斎

の前代未聞の試みに拍車をかけているように感じた。本復元

で唯一心残りがあるとすれば、この場面を再現できなかった

ことか。 

 

3.3．文化資源の活用と再生 

本研究はモノがある文化財の復元というよりは、行為そのも

のの復元に挑んだものであり、これまでの文化財保存修復研

究所の活動内容や自身の研究の中でも一線を画したものに

なった。地域に遺された文化財は、国宝や重文のような「モ

ノ」として遺されたものだけではなく、言い伝えや記録でしか

確認できないものも少なからず存在する。また継承されてき

た人々の繋がりや場所も切り離しては考えられないだろう。こ

のような記憶と場所に遺された「文化資源」に着目して、地元

の人々の協力を得ながら進める文化事業は、愛知県に拠点

を置く本学、そして文化財保存修復研究所にとっても大変意

義のある研究になり得たのではないだろうか。 

 

参考 

津田卓子「事業報告 二百年後の大だるま」、名古屋市博物

館紀要第 40 巻、2018 年 

 

メディア取材 

※年紀が無いものは 2017 年 

・中日新聞社（9 月 26 日朝刊、10 月 27 日朝刊、11 月 16 日

朝刊、11 月 17 日広告、11 月 24 日朝刊 1 面、11 月 25 日朝

刊、12 月 5 朝刊、12 月 9 日朝刊、12 月 22 日朝刊、12 月 25

日個人投稿、2018 年 5 月 4 日藤田氏記事、2018 年 11 月 16

日朝刊） 

・中日新聞北勢版（2018 年 2 月 27 日藤田氏記事） 

・読売新聞社（11 月 16 日朝刊、11 月 24 日朝刊社会面） 

・朝日新聞社（11 月 24 日朝刊 1 面、11 月 26 日朝刊） 

・毎日新聞社（11 月 24 日朝刊 3 面、11 月 28 日朝刊） 

・産経新聞（11 月 16 日広告） 

・中日新聞系「ローズ」（11 月 18 日ローズ 11 月号） 

・文化時報（11 月 29 日） 

・中外日報（10 月 6 日、11 月 22 日、11 月 29 日） 

・NHK（11 月 24 日「ほっとイブニング」、12 月 16 日「おはよう

日本」） 

・メーテレ（9 月 25 日「UP!」、11 月 23 日「ドデスカ！」「UP！」、

11 月 24 日「ドデスカ！」） 

・中京テレビ（11 月 23 日「キャッチ！」） 

・各新聞社 web 版、Network2010 ほか、Web に動画掲載多数 

 

書籍掲載 

・『特別展 北斎だるせん！』名古屋市博物館、2017 年 
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チラシ各種 （左から名古屋別院イベント・新聞掲載版・名古屋市博物館特別展「北斎だるせん！」） 

原寸大本紙の貼り合わせ（名古屋別院本堂） 

イベント当日の様子 

中日新聞（2017 年 11 月 24 日朝刊 1 面） 

高力猿猴庵『北斎大画即書細図』（名古屋市博物館蔵） 


