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はじめに 

 愛知県立芸術大学では教育資料の蓄積を目的として、１９

７３年より現在に至るまで、国宝絵画の模写事業を継続して

いる。対象作品は仏画を中心に、法隆寺金堂壁画を皮切りと

して高松塚古墳壁画、釈迦金棺出現図、西大寺十二天像、

釈迦如来像（赤釈迦）、十一面観音像などこれまでに６３点の

模写を制作してきた。これらの古典模写は研究資料としての

活用だけでなく定期的な展示公開によって、文化遺産の継

承と地域文化の向上に役立てられている。 

 国宝「仏涅槃図」現状模写制作は２０１４年、高野山から特

別許可を受け、愛知県公立大学法人委託事業として３年期

日で進められた。以下に模写制作の過程を紹介しながら、描

画を通して明らかになった作品の技法的特色について紹介

していきたい。 

1．基底材準備 

1.1．絹 

 原本は、制作当初６枚の絹を継ぎ合わせて描かれていたが、

現在では継ぎ目を切断し絹を突き合せた状態で肌裏紙によ

り接合されている。これは昭和以前の肌裏紙交換の修理によ

るものである。本模写では切断部分の図像を修正し、制作当

初に合わせた手織り絹６枚継ぎを廣信織物有限会社にて準

備した。絹の継ぎ合わせは熟練した技術を要するため、京繍

作家 他谷知子氏に依頼する（図１）。 

 

※織目（１寸間）経２１中 筬７０枚２つ入／緯２１中×２本 

1.2．手順 

 継ぎ合わせた絹を木枠に張り込む際、へり紙をつけて張り

込む。絹目を整え、絹端１㎝ほどにへり紙を貼る作業を裏表

の順に各４辺行う。その後、染色→ドーサ引き→黄土による

目止め→線描→彩色の手順で進める。 

2.本画制作 

2.1.線描 

 ドーサ液を引いた後、画面表から全体に極薄く黄土を引き、

その後線描を行う。絵具の粒子が織目の凹凸を覆い滑らか

になり、筆の滑りが良くなることでより正確な線を写し取れる。 

 線描後に剥落や補絹、衣の模様などを絵具で薄く拾う。 

2.2.彩色 

 線描後、裏彩色→表彩色の手順で描き進める。 

裏彩色とは、絹の裏から絵具を塗ると格子状に織られた絹糸

の隙間から透けて見えるという特性を利用した古典技法であ

る。この効果を利用し、裏は絵具をしっかり塗り込み、表から

仕上げることで柔らかい質感を表現することが可能となる。 

 また、裏彩色の塗り厚に差があると、軸装して作品を展示す

る際の出し入れなどで画面に負荷が掛かり、のちの剥落の要

因となるため、本来は絵具の入っていない補絹部分にも裏か

ら黄土を入れ、裏面全体に絵具が均一に入っている状態に

した。 

3．截金 

3.1.截金とは 

 火をおこした炭の上に灰を被せ、その熱を利用して重ねた

箔の焼き合わせを行う。複数枚重ねると箔に厚みが増し、扱

いやすくなる。 

 竹刀を使い小片や糸状に截り、膠で貼り付けて文様などを

表す装飾技法（図２，３，４）。 

3.2.焼き合わせ 

 箔の焼き合わせをする際、重なり合う箔の種類・枚数を変え

ることにより色味の調整が可能となる。試作を重ね、原本の色

合いや風合いに近くなるよう検討した。模写作品には金箔５

枚焼き合わせたもの、金箔４枚の間に銀箔を合わせた物を使

用する。 

3.3.古色付け 

 経年により、金箔の色も古色がかっている。箔を焼き合わせ

た後に古色付けをし、用途に合わせて裁ち切る。古色付けの

方法は、①硫黄成分の含まれた溶液を染み込ませた紙をあ
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てがい、アイロンの熱で変色させる②線香の煙で燻す、など

の方法を試した。結果、①は紙をあてがうことで硫黄成分が

箔の上に付着し、思わぬ変色が進行してしまうため、②の方

法を採用した（図５，６，７）。 

3.4.本作においての使用箇所 

 線による截金は釈迦の法衣模様ほか、菩薩衆の頭光に施

される。また、金銀の切箔でその他細かな模様や装飾が施さ

れる（図８～１３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ①硫黄紙の上から 図６ 硫黄紙による変色（右側）  

    アイロン  

図７ ②線香の煙で燻す 

 

図８ 釈迦の法衣（左：腹部 右：足辺） 

 

図９ 菩薩衆の頭光・装身具 

 

図１１ 摩耶夫人の装身具  図１２ 金剛力士の天蓋 

 

図１０ 沙羅の樹 

 

図１３ 後補 

 

図３ 箔を竹刀で截る 

 

図４ 膠で貼り付ける 

 

図２ 焼き合わせ 
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4．各図像の彩色 

4.1．釈迦 

 絹裏から、剥落・補絹部分を除いた像全体に白土を塗り、

絹表から肌は鉛白、法衣は白土を下地に藤黄+辰砂上澄み+

藍の配合を適宜調整しながら仏身や法衣襞部分に隈取りを

施す。白毫に銀箔、肉髻珠には金箔を施す。肉身線には朱

を使用。法衣全体には七宝・立涌・卍・菊花丸文など多様な

截金文様が施される。牀台の上面、釈迦の横たわる面は淡

い群青地に濃い群青で細かな文様が施される。上面の縁は

裏面から緑青を塗り、表面から緑青、黄土で細部を調整する。

その上には群青で模様が施される。 

また、作品全体に共通して、臙脂の使用が認められる部分

は茶色く退色している。場所ごとの微妙な色合いを再現する

ために、臙脂(赤) と同じくほとんど色料のみで成り立ってい

る絵具、藍(青)・藤黄(黄)も用いて三原色を混ぜ合わせて表

現する（図１４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2．摩耶夫人、勝音天使（釈迦の母と眷属） 

 絹裏から肌に白色絵具を施す。絹表からも鉛白を彩色し、

辰砂の上澄みを具にして隈取る。摩耶夫人の衣には、群青・

緑青・丹・臙脂・朱が使用されるが、具色や細かな模様を各

所散りばめ、袖・裾・天衣には白暈しが施される。また、装飾

品には金銀の細かな切箔も施され、華やかだが全体としては

柔らかく落ち着いた印象を受ける。勝音天使の衣は辰砂地

に丹具で文様を施す（図１５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3．阿泥楼逗、仏子羅雲、須菩提、富楼那、優波離、迦旃

延、侍者阿難（十大弟子）、釈提桓因（帝釈天） 

 肌の色は仏子羅雲を除き、弟子は皆褐色肌である。絹裏か

らは仏子羅雲の肌に白色絵具を施す。その他に各所法衣の

模様や朱色、墨色部分を彩色する（図１６）。 

 釈提桓因の真下に位置する侍者阿難は顔を伏せ背中しか

見えない。釈提桓因は仏弟子衆の後尾に位置し、顔の中心

部分は縦に大きく剥落している。絹裏から肌の彩色、衣の朱

色、天衣の丹具、装身具の金箔を押した後、表彩色する（図

１７）。 

4.4.薄倶羅、劫賓那、迦留陀夷、周梨槃特、倶絺羅、離波多、

憍陳那（仏弟子） 

 肌の色は、薄倶羅・劫賓那・難陀比丘は淡い白地に辰砂の

上澄みで隈取る。その他は十大弟子同様に皆褐色肌である。

絹表からは極薄の黄土で肌の色調を整えて、辰砂で隈取る

（図１８，１９）。 

 絹裏から各所法衣の模様や朱色、墨色部分を彩色する。 

※絹表・裏の絵具手順は仏弟子に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 肌色の比較 写真左：仏子羅雲  

図１７ 上：釈提桓因 下：侍者阿難 

図表タイトル 

 

図１４ 写真上：釈迦全体像 下：尊面、枕 

図表タイトル 

 

図１８ 左から：薄倶羅、劫賓那、難陀比丘 

 

図１９ 褐色肌の像  

左から：迦留陀夷、憍陳那、周梨槃特 

 

図１５ 摩耶夫人 

 上：全体像 

 下：部分 
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4.5.観自在菩薩、文殊大聖、普賢大士、高貴徳王菩薩 

無辺身菩薩、地蔵薩埵、慈氏菩薩（菩薩衆） 

 菩薩衆の肉身は、白い肌に墨線で肉身を描き起こす像と、

黄色の肌に朱線で肉身を描き起こす二種類の技法を用いて

描かれる。黄色の像の間に白い像がバランス良く配置される。

絹裏からは、白い肌の像と各所衣の白色部分に剥落を避け

て白色絵具を施し、法衣の模様や朱色、墨色部分を彩色す

る。装身具には金箔を押し、金・銀の切箔でより華やかに装

飾される（図２０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.善徳優婆塞（優婆塞代表）※優婆塞＝男性の仏信者 

絹裏から金箔を押し、辰砂具で衣の模様を写す（図２１）。 

4.7.威徳無垢称王（優婆塞代表） 

絹裏から肌、衣に剥落を避けて鉛白を施す。衣の裾部分

には墨の彩色と朱模様を写す（図２２）。 

 

 

4.8.耆婆大臣（王舎城 阿闍世王の大臣） 

衣の茶褐色部分は臙脂の退色とみられ、その下地には白

色絵具が彩色されるのが熟覧時に確認できた。しかし顔料の

特定は X 線調査※1 の結果を見ても、鉛白にしては不透過

度が低すぎるため、白土下地とする。毘舎利城大臣長者の

衣部分も同様である（図２３）。 

※1 国宝応徳仏涅槃図の研究と保存[上巻・下巻] X 線写真

資料、各解説を参考 

4.9.毗舎離城大臣長者（毘舎利王の眷属） 

 衣の茶褐色部分は耆婆大臣と同様に臙脂の退色とみられ

る（図２４）。 

4.10.尸棄梵天（梵天） 

 衣は緑青だが、色味をあまり感じない色調である。朱色の

袂や裾にも模様が描かれるが、ほとんど目立たない。衣飾り

や冠には金箔が押され、繧繝彩色で彩られる（図２５）。 

図２２ 左：威徳無垢称王、右：裾部分 

 

図２１ 左：善徳優婆塞、右：衣の模様 

 
図２４ 毗舎離城大臣長者  

 

図２３ 左：耆婆大臣、右：臙脂の退色部分 

 

図２５ 左：尸棄梵天、右：衣飾り 

 

図１５ 写真上：摩耶夫人、勝音天使 下：摩耶夫人衣 

図表タイトル 

 

図２０ 白い肌と黄色い肌の菩薩衆 
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4.11.迦葉童子（釈迦の説法相手） 

 絹裏から衣の白色部分、墨色、朱色を彩色し、群青で袖部

分の模様を写す（図２６）。 

4.12.後宮夫人（女性信者代表） 

 丹具で衣の模様を描く。頭髪の上からは飾りが描かれる（図

２７）。 

4.13.須跋達羅（最後の弟子） 

 冠や衣全体に密度のある細かな模様が描かれる（図２８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14.獅子 

 歯、爪は黒く焼いた銀箔を押す。眼球にもわずかに金箔が

使用され、質感の違いが表現される（図２９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.金剛力士 

 天蓋の金具には金箔が使用される。垂れ飾りや、胸に掛か

る装飾品は黒く焼いた銀箔を押す。 

柄の截金は後補である（図３０）。 

4.16.優婆塞純陀、純陀子、純陀眷属（釈迦に最後の供養を

捧げた人物、子、眷属） 

 衣や肌の色合い・塗りの強さが、純陀から眷属にかけて柔

らかな色調で表現され、奥行きを感じられる（図３１）。 

図２６ 左：迦葉童子、右：手元部分 

 

図２７ 左：後宮夫人、右：髪飾り 

 

図２８ 左：須跋達羅、右上：冠、右下：衣 

 

図３０ 左：金剛力士、右：天蓋 

 

図２９ 左：獅子、右：前足 

 

図３１ 左から：優婆塞純陀、純陀子、純陀眷属 
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4.17.摩睺羅、緊羅那、龍王（八部衆） 

 絹裏から朱色、装身具や供物の金箔を押す。衣は繧繝彩

色を多用し華やかに彩られる。 

 金羅那の握る柄に押された截金は後補である（図３２）。 

 

おわりに 

 仏涅槃図は、沙羅双樹のもと牀台の上に身体を横たえ入

滅した釈迦の姿を中心に、頭付近には静かな眼差しを向け

る菩薩衆、思い思いの表情で嘆き悲しむ弟子たちが身体を

囲むように配される。その外側には諸王などの帰依者、八部

衆、金剛力士、獅子が配され、皆悲嘆に暮れている。画面上

部、沙羅双樹の梢の後方には河畔風景に鹿が描かれ、釈迦

の母である摩耶夫人が眷属を伴い忉利天から下ってきた姿

もみられる。 

 釈迦・金剛力士・獅子以外の諸衆像の横には短冊が付され、

名称が記入されている。 

 画面上部に描かれる河畔風景の中央部画絹が大きく欠損

している点を除き、絵画性を損なうような目立った破綻はほと

んど見受けられない。絵具も、経年による色料(臙脂)の退色、

銀箔の黒変はあるものの、比較的良好な状態で残っている。

特に諸像の衣に使用される朱色が色幅豊かで鮮やかな印象

を受ける。また、画面を構成するうえでのアクセントとして彩り

を添えているように感じる。比べて、群青・緑青は比較的淡い

印象を受けるが、朱と同様画面全体に散りばめバランス良く

配されている（図３３）。 

 

 ２０１８年４月１３日に、仏涅槃図模写作品の奉納式が高野

山霊宝館にて行われた。式典には当大学から岡田眞治教授

をはじめ模写制作班が出席した。添田隆昭宗務総長より感

謝状を賜り、翌１４日からの高野山霊宝館春季企画展におい

て展示されることとなった。 

宗務総長からは「高野山は『火災の歴史』でもあり、文化財を

命をかけて守ってきた。完成した作品は原画と見紛うほど」と

の賛辞をいただいた。 

 また、２０１８年３月２７日より５月１３日まで、愛知県長久手市

の名都美術館にて「愛知県立芸術大学 模写完成記念展」

が開催された。同展覧会では応徳涅槃図と聖徳太子絵伝の

模写作品を中心とし、愛知芸大が取り組んできた模写作品が

会場を飾った。完成後初お披露目となった仏涅槃図模写作

品は天井の高いロビーに展示され、美術館を訪れる人々を

出迎えた。会期中は、作品のスケールと微細な表現を多くの

方に観ていただく貴重な機会となった。 
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図３２ 左から：摩睺羅、緊羅那、龍王 

 

図３３ 作品完成 

 


