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はじめに 

守綱寺は豊田市寺部町にある真宗大谷派の寺院で、尾張

藩重臣渡辺守綱（１５４２‐１６２０）の菩提寺として正保元年（１

６４４）に創建された。豊田市指定文化財である本堂について

は、伏見城の軍議評定所を移築したと伝えられる。「伏見城」

と呼ばれる城郭は三度築城されていて注意を要するが、

初期は豊臣秀吉によって伏見指月の地に文禄元年（１５９２）

に建てられた。それが地震で倒壊後、慶長二年（１５９７）に木

幡山に再建されるものの、同五年の合戦で焼失。その後徳

川家康によって同地に三度再建され、元和九年（１６２３）に

廃城となった。この家康による三代目伏見城の遺構が各地に

移築されたと見られ、守綱寺本堂もそのひとつと言われてい

る。この本堂内陣の東西にある余間に、障壁画が設えられて

いる（図１）。 

本堂障壁画は東西四面ずつの襖仕立てで、内陣側に金

箔地に松の巨木と鳥が描かれる狩野派様式の金碧障壁画

（松に禽鳥図）が描かれ、その裏面にあたる落間側には泥間

似合紙のような風情の灰色地の本紙に、東面裏側には柳と

鷺が描かれる（柳に白鷺図）。西面裏側は、同じような紙が貼

られているが絵はない。内陣側の金碧障壁画は確かな筆致

の鳥類と老松の描かれ方から狩野派周辺による十七世紀前

半の制作が考えられており、本堂の創建時期とも合致してい

る。この頃の金碧障壁画の遺品は愛知県下では名古屋城以

外にほとんどなく極めて貴重であるが、波濤のような独特の

形態をとる丘陵表現に、いまのところ類例が確認できていな

い。 

1．障壁画の概要 

1.1．松に禽鳥図 

本堂内陣側にある金碧障壁画の「松に禽鳥図」は、巨大な

老松が東西両面に堂々と描かれ、その周辺に雌雄の雉子

（きじ）や山鵲（さんじゃく）が寄り添う。東西の南側の襖には、

翼を広げる雉子と山鵲が対のようになっている。 

老松はまさに大樹であり、東面は画面から松葉が突き抜け

るほどに大振りに描かれ、重厚な樹幹の表現にも迫力がある。

松葉は全体的に絵具の剥落のせいか、緑色が浅い。下枝は

筆致に勢いがあるもののやや観念的な印象が否めない。こ

れに描かれる松ぼっくりの形が大きいことに目が惹かれる。松

の周辺に生える熊笹も大振りである。 

画面下側の丘陵かあるいは岩はまるで波濤のようで、類例

を見ない。ここに描かれる苔は樹幹に描かれる苔とは描写方

法が異なっていて、樹幹は典型的な白緑に白点を打つもの

であるのに対し、丘陵の苔は白緑を墨で括っている。 

これらの堂々とした描写に対して神谷浩氏は江戸時代初

期の狩野派正系（注１）、朝日美砂子氏は平面的装飾性に傾

いた十七世紀前半末頃の狩野派傍系によるものとする（注２）。

いずれも画題からもともとは寺院の襖絵とは考えづらいことを

指摘されている。 

1.1．柳に白鷺図 

内陣側の東面松図の裏側に、「柳に白鷺図」が描かれる。

内陣側以上に損傷が甚だしく、描かれた様相を大きく損なっ

ているが、灰色地に胡粉で描かれた白鷺と墨描きの柳の幹

や枝、緑青による笹の跡が確認できる。胡粉の残存する様子

から、本来は五羽の白鷺が描かれていたことが推察される。

余白をたっぷり取る瀟洒な筆致から、朝日氏は江戸時代中

期頃の狩野派様式と指摘する（注３）。 

ちなみに西面松図の裏側にも墨染のような紙が貼られて

おり「柳に白鷺図」と同じ料紙に見えるが、絵が描かれていた

痕跡は見えない。 

 

2．本紙の設え 

2.1．金碧画の本紙 

「松に禽鳥図」が描かれる本紙は、繊維組成顕微鏡調査

（高知県立紙産業技術センターに依頼）によって、雁皮紙で

あることが判った（図２）。名古屋城本丸御殿障壁画（注４）で

も金碧画の本紙は雁皮紙であり一致している。平滑な紙面が

得られる雁皮紙は金箔の輝きを安定させる効果もあるだろ

う。 

本紙寸法がおよそ１８５０㎜×１５５０㎜ほどもある大襖八枚

立てであり、雁皮紙小判を縦五段、横二段に段継ぎしてい

る。 

2.2．淡彩画の本紙 

 「柳に白鷺図」が描かれる本紙は、全体に灰色で風合いは

泥入り間似合紙のように見えたが、繊維組成顕微鏡調査によ

って楮紙であることが示された（図３）。一般的な美濃判の大
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きさ（注５）に非常に近いやや小判な本紙が縦七段、横四段

に段継ぎされている。 

 本紙の灰色が何に由来するものなのか、修理に伴う調査で

は詳らかにはできなかった。一見泥入りのようにも見えたが、

繊維が楮であったので雁皮紙から成る泥入りの間似合紙で

はない。宿紙のような漉き返しか、あるいは染紙であったのか

今後の検討を期したい。 

 

3．金碧画の作画技法 

3.1．制作手順  

西面北側の松葉の絵具層の下側に、半弧型を繰り返す墨

による下書きが露出していることから、まずは金箔を貼る前に

大きな図柄の当たりを取り、それを避けて金箔を貼っていたこ

とが察せられる。絵具層の剥落下に金箔が見えていないこと

から、全体的にこの描き順であったことにほぼ間違いないだ

ろう。その後、松葉の緑青には白緑の地塗りを施し、さらに上

から粗い緑青を塗布している。 

金碧側襖はすべての引手下に金箔や絵がなく、どうやら作

画作業の段階ですでに引手の位置が検討されていたようで

ある（図 4）。ちなみに名古屋城障壁画では、引手下にも金箔

が貼られて絵も描かれていた。 

3.2．金箔 

金箔は色合いから今でいうところの「金箔二号」（注６）あた

りに近いが、調査では成分までは分析できていない。大きさ

はばらつきがあるものの、おおよそ一辺が三寸三分程度の方

形である。現代の金箔は方三寸六分が一般的であるが、これ

は十六世紀後半から十七世紀 初期ごろの寸法に近く、十

七世紀前半から中期にかけては方三寸三分が多く（注７）、

絵の想定されている制作年代と相違はない。 

打ち延ばした金箔を四角形に成型する方法は、四辺を裁

ち落とすのではなく継ぎ重ねの方法を取っている（図５）。や

や成型に乱れがあるが、これも近世前半の傾向と合致する

（注８）。 

金箔はどの襖も右端に寸足らずの箔を貼り足していること

から、左端から順に貼っていったものと考えられる。また幹の

周辺や特に東面南側の尾長鳥の周辺の金箔の貼り方が乱

れているが、これは予定される彩色部分を避けて貼ったため

だろう。また金箔の成型が安定していないため、全体的に穴

埋めや貼り重なりの跡（箔足）が目立っている。 

3.3．彩色 

・老松 

 東西の松葉はいずれも下塗りの白緑色が目立っていて、上

塗りの粗い緑青が剥落している。比較すると若干東面の方が

保存状態が良く、色もわずかに濃い。また東面北側の松葉を

よく観察すると、針状の松葉の描写が残っていることが確認

できる（図６）。松葉の針は、地色となる緑青を塗布し終えたあ

とに仕上げで描かれるので、もし上塗りの緑青の大半が剥落

していたとするならば、その上に描かれたはずの松葉の針も

一緒に剥落してほとんど見えないはずだろう。しかし現状で

はよく残っていることを考えると、上塗りの緑青はもともと濃く

は塗られていなかったのではないだろうか。その可能性を示

すものとして、針と同様に上塗り緑青の上から描くはずの墨

色の下枝も痕跡が良く見えている。 

樹幹の色に東西で違いは感じられない。墨線による樹皮

の現し方も共通する。苔は白緑の周りに白い点描を打つ典

型的な描き方がされているが、東京文化財研究所の早川泰

弘氏に調査指導を受けた際に行った蛍光エックス線分析に

よって、苔部分から見過ごせない強度のＰｂが検出され、さら

に天理大学附属天理参考館の青木智史氏による蛍光エック

ス線分析でもやはりＰｂが検出された。早川氏によると、これ

以外にも近世狩野派の白色の調査でＰｂが検出される事例

があるという。 

Ｐｂから想起される白色顔料は鉛白が考えられる。これまで

の認識では、１５世紀以降の主な白色顔料は、貝殻から精製

し主成分がＣａである「貝殻胡粉」と考えられてきた。本図でも

笹葉や丘陵部分の調査でＣａが検出されていて、貝殻胡粉

の使用が想像できる。しかし、狩野派の技法書である『画筌』

や、同時代の土佐派技法書『本朝画法大伝』でも鉛由来の

胡粉の記述があることから、貝殻由来以外の白色絵具として

使用されていたことが判る（注９）。これによって本調査でのＰ

ｂがただちに鉛白由来であるという即断はできないが、狩野

派絵画に鉛白が使用された可能性について、今後注意して

いく必要があるだろう。比重の軽い貝殻胡粉に比べて、粘り

のある鉛白は剥落しづらい効果が期待できることもあり、技法

としての使い分けがあったかもしれない。 

 

・熊笹 

東西それぞれに熊笹の描写があるか、様相はやや異にし

ている。まず東面の幹の両側に描かれている熊笹を見ると、

はっきりと真ん中の葉脈がわかり彩色の跡も感じられる。また

葉先に「虫食い」の跡を描いている。一方、西面は目視では

ほとんど彩色跡が感じられず、また「虫食い」の描写もない。

ただし西面は東面に比べて特に画面下側の損傷が目立つこ

とから、絵具については剥落がより進行していることも考えら

れる。青木氏による蛍光エックス線調査ではＣｕの検出がある

ことから、塗りの程度はわからないが緑青が塗布されていた

可能性もあるだろう。葉脈の描き方に、東西に特に違いはな

い。 

 

・禽鳥 

西面にはつがいの雉子が、東面には三羽の山鵲がそれぞ

れ描かれている。 

雉子は西面南側の上空を翔ける雄雉子の姿がすぐに目に

入るが、北から二面目の下方の熊笹に隠れるように描ける雌

雉子は、褐色中心の彩色によって熊笹との融和性が高まっ

ており、注意しないと見逃してしまう（図７）。 

山鵲は一羽が東面南側を飛翔し、南から二面目の丘陵に

二羽が羽を休めている（図８）。青色の美しく長い尾が描かれ

ることから尾長鳥ともよく称され、その先端に丸い文様が施さ

れる。本図のように冠羽が描かれることもよく見かけるが、古く

から「綬帯鳥（じゅたいちょう）」の名で瑞鳥として親しまれてき

たことから（注１０）、尾羽の丸紋とともに意匠化された表現だ
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ろう。本図では尾先の丸紋に赤い装飾が加えられており、より

意匠化された傾向がある。他方で、名古屋城本丸御殿障壁

画で描かれる山鵲は対面所の納戸間（慶長期御殿）に確認

できるが、冠羽はなく、尾の先端の赤い装飾もない。 

 

・丘陵 

東西両面にそれぞれ同じような組み合わせで三種類の丘

陵が描かれている。 

 ひとつはやまと絵風の山なりに薄緑色に描かれた土坡で、

蛍光エックス線分析によってＣｕとＣａも検出されていることか

ら緑青系の顔料と胡粉を想起させ、塗布された絵具はほぼ

見た目通りの白緑具だった可能性が高い。 

もうひとつも同じような山なりの黄色土坡であり、ここからは

Ｆｅが検出されていることから、黄土で塗布された土坡である

ことを想像させる。 

この山なりの土坡の奥側に、淡彩色のあまり見慣れない波

濤のような形状の丘陵が描かれる（図９）。墨筆による岩皺の

ような描写があり、あるいは岩なのかもしれない。この丘陵に

は墨点による苔と、薄緑色の点を墨線で囲う苔が描かれてい

る。 

4．淡彩画の作画技法 

 灰色地に白鷺と柳が描かれ、また画面下方に笹葉が描か

れた様子がうかがえ、緑青が塗られた痕跡も見える。この部

分には蛍光エックス線調査でもＣｕの検出が認めれている。 

 図柄は定番にちかい白鷺の絵であるが、注目すべきは総

灰色地から成る本紙だろう。調査では染めなのか漉き返しに

よるものか解明できていないが、引手下に残る本紙もまた均

一な灰色地になっていることから（図10）、当初から今見ること

のできるような総灰色地であったことに間違いない。 

 狩野派周辺の白鷺図でこのような灰色地に描かれた図を

見つけることはできていないが、あるいはこのような試みは、

往古に描かれた絹本の白鷺図をイメージしてのものであろう

か。絹本地に水墨淡彩画で描かれた作品は、背景の墨地や

絹本地の劣化などが相まって全体的に暗色化し、結果的に

胡粉で描かれた白鷺が非常に映えて見える。また、例えば名

古屋城の障壁画では、水墨画による「雪中柳鷺図」が上洛殿

黒木書院（寛永期御殿）にあるが、虚空にあたる背景はほと

んど薄墨地とし、ほぼ紙地だけで現している白鷺と雪の白さ

を際立たせている。本図でもこのような背景効果を狙って灰

色地の楮紙をあえて用いていたのだろう。水墨画のように薄

墨を刷いたわけではなく、染紙のようなものを用いたところに

本図の 大の特徴があるように思われる。 

 

おわりに 

 以上のように、守綱寺本堂に描かれた障壁画の彩色技法

について検証を試みた。同地域にあり制作年代も近接しそう

な名古屋城本丸御殿障壁画との比較も可能なところで試み

てみたが、各モチーフの図様に関しては完全に一致するとこ

ろは少ないものの、大きな作画技法に違いはないと考えられ

る。 

 引手下に描写がなかったことは、後世の修理によって引手

位置が改変されていないことの証左にもなる。修理によって、

椽に守綱寺本堂の建付けに合わせたと思われる足し木が別

材で所々施されていることが判っており、引手位置も改変さ

れた様子がないことから、本堂移築前の襖の状態を保ってい

ることが考えられる。これ以上のことは筆者では考える術をも

たないが、狩野派技法による障壁画が、守綱寺本堂に移築

前と変わらない形で移されたことは確かだろう。 

 

 

注 

（1）『新修豊田市史』21 別編美術・工芸、豊田市史編さん委

員会、２０１１年 

（2）『愛知県史』別編 文化財 2、愛知県史編纂室、２０１１年。 

（3）前掲注（2）『愛知県史』 

（4）名古屋城本丸御殿は二期に渡って築造されている。

初は築城に合わせた慶長十九年（１６１４）で、狩野貞信を棟

梁とした障壁画群と共に玄関から広間にかけてが昭和二十

年（１９４５）まで建物内に現存し、建物焼失以降は別保存さ

れている。二期目は寛永十年（１６３４）に将軍徳川家光の上

洛に合わせて増改築した上洛殿周辺の建物にあたり、狩野

探幽指揮下で障壁画も描かれた 

（5）久米康生『和紙文化研究辞典』、法政大学出版局、２０１

２年。美濃紙の基本寸法は九寸×一尺三寸で、これを縦半

分に二つ折りした版型を「美濃版本」と呼んでいる。 

（6）金箔の合金率は現代では統一されていて、以下、金・銀・

銅の含有率（％）順に、五毛色で 98．0871・1.942・0.971、一

号色で 97.666・1.358・0.976、二号色で 96.721・2.408・0.87、

三号色で 95.795・3.343・0.862、四号色で 94.438・4.901・

0.661 となる。（参考：金沢金箔伝統技術保存会 HP） 

（7）源豊宗「金碧画における箔の大きさと年代」『学叢』第９号、

京都国立博物館、１９８７年 

（8）野口康「金碧の真実 光琳の紅白梅図」、『海洋化学研

究』第２９巻第２号、２０１６年。阪野智啓「室町時代やまと絵

屏風の金・銀・雲母技法研究」、『愛知県立芸術大学紀要』４

８、２０１８年。継ぎ重ね箔とは、不定形に打ち延ばされた金箔

を方形に成形する際、ある部分から二つに裁断し左右を入

れ替え、隙間を箔片で埋めて方形に組み直して作成したも

のを指す。 

（9）林守篤『画筌』享保六年（１７２１）、土佐光起『本朝画法大

伝』元禄三年（１６９０）。『画筌』では「胡粉なまり」、『本朝画法

大伝』では「胡粉」を鉛を焚くもの、「蛤粉」は蛤を焚くものとし

て区別している。 

（10）尾の長い鳥を総称して「尾長鳥」や「綬帯鳥」と呼んでお

り、実在する鳥としてはサンジャクがもっとも近い。サンジャク

は日本にはもともと生息しないが、生息地の中国では古くか

ら印綬を帯びる（官位を得る）ことと結び付けられ、瑞鳥として

扱われた。 
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図４ 金碧画引手下（東面北側） 

図７ 雌雉子（西面南側中） 

図１ 本堂見取り図 

図１０ 淡彩画引手下 

 

  

 

図２ 金碧画本紙拡大 図３ 淡彩画本紙拡大 

図５ 継ぎ重ね箔 図６ 松葉（東面北側） 

図８ 山鵲（東面北側中） 図９ 丘陵（東面南側中） 


