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村

浩

り、伝来筋の確かな幕末明治の志士政治家の書作一群に接した。中でも吉

からは殆ど誰も近寄る人はいない。帰途、大洗の「明治記念館」に立寄

現代書への軌跡
岡

は歳入三四百金なりしと云、歌妓など日として来らざる事なし」と最盛期

の年収三四百両、今で換算して五千万円程に上る、江戸化政期の花形詩

着座すれば、いや歩きながらでも、そして大きな政局の打ち合わせも皆

田松陰の書は、温和な統一美と一見思ったが、横画の右上りが全て一様に

人。自筆によって多くの行草詩書を残したが、気の毒なことに今日の書壇
スマートホン・携帯電話。その習慣の波にのみ込まれず、かろうじて済ん

急激なのに驚倒した。筆者の意思の猛々しさを物語っていると直感した。

書をとりまく現状

でいる。しかし現状は、十年前とでは激変を遂げた。十年前、書は一層の

〈序〉

こと、歌舞伎に近い古典芸能に見られれば先は明るいと思った。ありふれ

この時代の人々は、意思を伝え残そうとして揮毫している。

ける。筆が非日常の用具になった反面、パフォーマンスとしてこんな使い

が登場、特定の売れっ子が作り出されて、大手新聞のコラム題字等を手懸

面に出て、教養番組にも立て続けに、さらに知名度の高い娯楽番組に書家

られる光景に接するようになった。大河ドラマの題字では、筆の動きが前

う。筆者の信条として、今を知るために先人に接し、かつ今を知ることは

生きる人間として共鳴出来る、生活により絡み合う話題提供が可能になろ

よいが、日本文化のルーツを知るべく分析しようとすれば、この国に現在

国の古代資料を重箱の隅をつつくつもりの専門力増強を期して捉えるのも

から、一段と現代性を明らかにする狙いをもって触れてみた。例えば、中

書の胎動期の書壇と無縁ではなく、始源として、また相違点を見出すこと

そもそも本論のテーマである「現代」とは関係ない。だが上記は、現代

た一過性の手習いとして、中途半端に過ぎる気がした。

方も許されるのか、という用例に一般の視座はあるのだろう。当然、行き

明日を模索するための尊い反省としたい。戦後昭和史から距離を有する、

それが今日、確実に特別視した或る目線から、メディアで書が引き立て

過ぎた非手書き行為への危惧、和様を基盤とする復古調の希求もある。一

受理

方政治家会見場の背後には、これらと一線を画する伝統的な額装書が垣間

二〇一五・六・二九

近世の事実を点描する手法をもって起稿する所以である。



見られもする。親近感と格式とを帯同し、書は少しずつ非展覧会の領域を
拡げている。

比較鑑賞
日立市立博物館で「大窪詩佛展」を拝鑑した。「来客絶る事なし、其頃

一
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〈第一章〉一人になった時の学書法をみつめ直す
一体「臨書」とは、誰がいつ頃に案出した学書法なのだろうか。江戸時
代、早くに近衛家熙（一六六七～一七三六）が出て、その育ちの良さを反
映した高尚な味を持つが、やや趣味的な域で止まっているとみる。近衛か

二

刊）において、○創作する準備として臨書を

としたのに対し、自らは主観的臨書のあり方の積極的提示に努めた。
著書『臨書新研究』（Ｓ

・

刊）に端緒があり、さらに矢継早に『臨書大鑑』

刊）を世に問うた。桑鳩といえば前衛書のパイオニア

仕事を成し得た邦人のルーツをみつめてみると、この人に遡るのが穏当

幕末、貫名菘翁（一七七八～一八六三）が無師系で出た。臨書で独自の

れ。そろそろ史上の人物になりかけている上田に着目し、現代書胎動期の

の臨書に最も強く魅かれる。昭和の戦後まで活躍したが、元は明治生ま

であるが、一方臨書に打ち込んだ、余人の及び難い業を残し、私などはそ

最晩年の臨書折帖

働いた。裏を返せば、古典の原本から直接自分の眼で臨書行為に入れる門

の尽力が許多発信した書簡より読み取れる。また、刊行物の多さは有利に

ら、①門人の発掘②自己の作風の普及③団体の創立と維持、以上の三点へ

この日下部の書は、手本として相当数が刊行された。謙虚な人柄なが

をします。」と。要するに、臨書における自力の再点検、昇華、新味の創

後世に遺るものを、広く有縁の人々に持ってもらいたく、このようなこと

上をはかろうと、毎晩臨書しています。なかなか面白くなってきたので、

「臨書冊頒布募集」要項に、「近年もう一度古典を咀嚼し直し、創作の向

ら幾種もの古典を折帖に、二百数十冊臨書した。四十一年二月に発した

上田は昭和四十三年三月病にかかり、九月に没す。病没の二、三年前か

人は、極くひと握りで、大正期の新しい方法として雑誌や手本刊行による

造。別に、自分の臨書作が「古典」として後世扱われることを期す、とい

基調としつつ、古法帖自体の普及も視野に入れ、一層出版事業に着手し

て、私も何度か試みたが、結構法上、自分の悪癖の所在に気付かされる。

話をはさむが、古典そっくりに線の縁どりをする「双鉤」の行為があっ

う気概を綴った文でもある。

た。ここに到って古典研究と臨書の重要性は広く鼓吹され、正しい学書法

明治以降発生した書の手習い人口の大半は、表現の点で書くということ

ろう。「写し取る」ことと「書く」ことの狭間のごときものといえる。

行為には少しばかり写し手の気分が筆勢となって、時に顔を出したのであ

たものを散見する。象った線を墨で埋める「双鉤塡墨」から進化し、その

物に、巻菱湖周辺の詩書を折帖に双鉤印刷し、それを所有者が墨でなぞっ

根気を要するのと、余程精密にやらねばその意味は薄れる。明治期の刊行

実践の体系化を提唱し、いわば師の比田井が客観的臨書観に基盤を置こう

比田井の衣鉢を継いだのが上田桑鳩（一八九九～一九六八）で、理論と

上田桑鳩の位置付

として啓発媒体を 担 う 。

鳴鶴門に続く比田井天来（一八七二～一九三九）は、鳴鶴流の三本柱を

範書の提供パター ン が 進 展 し 始 め る 。

と位置付けられる 。

し、一人聳えた貫名に比べると、斯界全体に及ぼした啓蒙度の点で功労者

光景である。日下部の出現によって、多勢の門人に臨書という行為が定着

揮毫写真の机上を仔細にみると、漢碑西狭頌「以博愛陳」を臨書している

で、先を急ぐと貫名以降、臨書による修練の重要性を普及させたのは、日

・

究』（上下・Ｓ

以上を臨書の意義として強調している。ちなみにこの理論は『臨書研

立の原理を発見する。○技術の修練をする。

する。○真似るのではなく感じたことを表現する。○美を感じる要素や組

28

幾つかの極点を前半で確認したい。

（全五冊・Ｓ

16
18

下部鳴鶴（一八三八～一九二二）であろう。廻腕法による余りにも有名な

ら現代書の理想は 引 き 出 し 難 い 。

15
17

ないと困難であったと推察する。質の向上のためには、余程因習に固執せ

西狭頌を自分の目で捉えて左から右に揮毫出来た人は、その高弟位になら

よりも写すといった意識の方が強かったかもしれない。日下部のように、

典を書き分ける力量を持つ。この節臨も細部の表現を大らかに行い、枯樹

的にも試みた」という自跋の言辞通り、臨書態度の幅が相当広く、同一古

和四十一年夏制作。「臨書内容を写実的にしたり、また反対に極めて創作

薄目の青味がかつた墨色で、恐らくは特殊な古墨を用いたのだろう。昭

先掲の古典をつかむ視線を読み返してわかるように、幾つも見方のある

ず、突然変異的な個の輝きを放つ指導者の出現を必要とした。「未完成の

古典の鑑賞法につき、外せないと思う重要ポイントを逃しておらず、しか

賦と一見違うのだが、全体に違和感はない。このように書いてみたいもの

「育つもの」「新時代には新しい美形式を」「白を忘れることなかれ」

もそれを巧みに平易な言葉に置きかえて解説している点にまた凄みを覚え

だと人を惹きこむ、極めて個性的ながら納得がいく仕上りなのである。

「書では線質が画における色彩の役目を果たす」「古典に圧殺されるな」

る。

親しさ」「一つを狙え」「書道写生説」「第一歩を正しくせよ」「楽しん

「学んで忘れよう」。これらは、上田が諸雑誌や新聞等に寄稿した、一般

でやれ」「芸術品は必需品なり」「眼を広くせよ」「尊敬する若者達よ」

の目に触れにくい短文を中心に収載した一冊があって、目次から各文のタ

③『臨灌頂記』（Ｓ

・書研刊）

イトルをかように拾い出すだけでも、はっとする佳語が揃えられる。生誕
百年記念出版物『書・現代への提言』（Ｈ ・毎日新聞社刊）と題するも

る。

①『臨半截碑』（ Ｓ ・ 書 研 刊 ）

い。挙示して書業 に 触 れ て み る 。

没後、間もなくして今日まで刊行された上田の臨書刊行物は、少なくな

出版物の例

次代を生成する威力に満ちた内容に映る。次いで実践の到達度に言及す

のが出典である。概ね二十世紀半ばの記述であって、前時代と一線を画し

11

長に臨書しているのを覩たことがあり淸楚雅味ありしを今猶胸中に印して

白地に朱書である。末尾の自跋に、「僕嘗て中林梧竹が半截碑を結體狭

手間のかかるものだったと、本書編者の解説にある。

ない。塗っては乾かしてを二、三回くり返す作業は、他者に手伝わせた位

落ち着かせる。また、折帖の表裏に塗らないと一度書いた字は完全に消え

・西東書房刊「臨学名品大系５」）

いる。僕も亦それに倣って試みたのであるが右軍の書は雅懐と韻致を失わ

て、心ある人は注 視 し て い る 。

文で率直に感情を吐露、用語が心に響いてくる。「和文序跋の名手」とし

大抵こうした跋文は、漢語表記で恰好をつけたようなものだが、上田は和

更驚嘆する。昭和四十二年二月十日 時に降雪」と、臨書の意図を綴る。

④『臨灌頂記』（Ｓ

損じた冊子の紙面に墨を塗る。光沢が出過ぎないように、青墨を使用して

この上田の塗沫朱書冊は、他に全く類例のない性格をもつ。まず、書き

くことなどでしょう。」という通りの表現が展開する。

味を加えること、運筆は粘りやひねりがあること、空間を大きく切って書

中、灌頂記について「習う要点は、顔法を加味すること、大らかにして厚

書にはこの生動感が大切であることを教えてくれる。上田は『書の話』

弾き、つっかかり、割れが見られ、書き手の息づかいが生々しく伝わり、

全面黒地に朱書。線が異様に盛り上ってみえる立体的効果があり、毛の

にて療養す。無聊を慰するため臨書す。是其の一。」と告白する。

和文自跋に「余今春大患して死の境を彷徨す。四月上浣小康を得、家庭

44

なければ凡そ無尽に展開発生し得ることを知り訽に古典中の古典たるに今

44

②『臨枯樹賦一節 』 （ Ｓ ・ 書 研 刊 ）
44
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三

を求めて古典を解明しようとした。一方桑鳩については、臨書を残した理

己の技法を固持しつつ古典に迫ったのに対して、比田井は古典の中に技法

そこでは第一に、先人と上田の臨書態度の相違を述べ、幕末の貫名が自

題に教示を受ける点が多い。

先の朱書とは異本で、この冊子では上田をよく知る高弟・宇野雪村の解

62

由を三つに分類し 、

る契機となったことがよく知られる。

品したものの、日展役員間の意見対立によって四年後には、日展を脱退す

四

○弟子の手本として与えたもの。相手のレベルによつて書き分ける。

最晩年六十七歳以降のものであるから、「愛」制作時とは当然目指すもの

つつ、自己の分身として後世古典として世に残るものだとも語った入魂の

の人々に持ってもらいたく」と上田が願って、闘病中余命もあるいは悟り

た、「臨書冊頒布募集要綱」に結びつく記述である。こうして「広く有縁

義を考えようとしたかは不明である。

成団員各人がどれ位真摯に「臨書」を、「作品」として出品することの意

として何が得られたか、一定の常識的な解答は用意されたが、果たして構

た。臨書にかけた手島の原点に立ち返るための大号令だが、その成果は団

「独立書人団」では、かつて全体展で会員全員に臨書作の出品を強制し

今日各々の門下は、創成者の影を受け継ぎ団体を維持している。例えば

的試みに挑んだ軌跡の存在であった。

書」を主柱として理論と実践両面で各年代にわたり、様相を変えての意識

二十六年といえば上田は五十二歳。しばらく言及してきた臨書折帖は、

○手すさびとして自身が楽しんだもの。個性の奔出が顕著になる傾向があ
る。

は違っただろう。今回いささかなりとも意識し得たことは、上田が「臨

そして、昭和四十年頃のことと断って、「通信指導を止めるその代り

○手習いとしての臨書。棄てるに忍びず手許に止めておいたもの。
に、臨書の折手本を書くので、希望者に頒布したい」と上田からいわれ、

折帖類は、二百冊以上になったという。筆者の身近では新潟県旧豊栄市

希望者を募りリストを作成し、師のところに届けた。他書によって前出し

（新潟市北区）に高弟・弦巻松蔭（一九〇六～一九九五）が出て、その旧

また、『歴代名家臨書集成』（Ｓ

・柳原書店刊）といった、日中諸家

蔵品中、上田の折帖がまとまって伝わっている。とくに朱筆が生きものの
り方や当り方の強弱緩急の加減がストレートに伝わってくるもので、一見

ように活躍する有様は、どの部分が今、紙に着地しているのか、そのさわ

しむ鑑賞学習○調べる理論研究○原物を所有する蒐集の喜び、が書学の周

の意図は、実作向きではない。ただし基礎書法を体験した上に、○みて楽

の各書を拾遺したものなどがあるが、解題を付す執筆者の顔ぶれから編集

辺にあることを教えてくれる。キャリアによって興味は、自然と拡がるは

かく臨書と創作は、別々のものの傾向になりやすい。私自身は手島右卿

姿勢とは、「創作」を最重要点においた臨書観を抱いたことである。と

上田があれほど多彩な表現の臨書を行いつつも、一貫して不変だった

優先の見方では、自己の創作と臨書での修錬の連続性を、私の場合、懐疑

書研究をし得た人として、上田のペンと筆の主張を最も礼讃したい。技術

換言すれば残る文化であるかどうかという点でみると、現時点では真に臨

技術から格調や高尚性を導く手法は、それも大切なのだが、学書の目的、

人間性や精神性を反映させるものと理解した筆者にとって、兎角言われる

上田の仕事から自己の経験までを俯瞰した上で、話を戻す。臨書とは、

ずである。

（一九〇一～一九八七）の興した書団体「独立書人団」に所属しているの

的に過ごすのみで終わろう。

「戦後」という単位で時代を測っているのは、もう日本くらいだとい

〈第二章〉「戦後」という時間軸

で、どちらかというと細部に配慮する姿勢が強く、技法優先の見方が濃

「品」と書き、「愛」と題したものであろう。昭和二十六年日展に委嘱出

上田の代表作について、一般に最も話題を提供するものは、一字作で

う思うのである。

屈的に考えてしまうと、明確には答えられない。自運作品をみて、折々そ

い。その臨書での修錬が一体、創作のどこに生きているかということを理

臨書の目的

の重み、朱色に覚える刹那さは、筆舌に尽くし難い。

63
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125

としては、二十年代に刊行された書雑誌に依拠して往時を窺うしか術がな

に到った理由について、点描をしたい。そもそも戦後の空気を知らない者

う。書壇も戦後を終わらせようとせず、時間軸は連続している。そう結論

た、山形の佐藤耐雪氏が編集した『一止道人山田正平先生の書簡』（Ｓ

究者、また山田の方には子分が一人もいなかった。山田の稀有な指導を得

ることも新しかった。西川といえば近代日本篆刻史の旗手・河井荃廬の研

い。回顧録ではなく、時事として行われた対談や批評録は意外な程生々し

は落ちて勉強になること多く有之と存ぜられます」（Ｓ

るに了りては芸術の意義全く失はれること申上ぐる迄もなく」「場合にて

刊）を開くと、「単に一審査員に頼り、依存して終始その影響下に蟄伏す

付）と

く、身内でも批判の手綱を決して緩めず、復興期に書人が一丸、或いは各

「智證大師集」で、素材の究極的堅さをまず思う。斯界を挙げて一流の書

れる。例えば昭和二十四年十二月創刊になる『書品』第１号は、入唐僧

ば、後述する會津八一型の文人気質を備えていたからであろう。文人で

綴るなど、一服の清涼剤に覚える言辞が読める。山田がどちらかと言え

）には、西川作

別に、鮫島看山の「日展を観る」（『書品』２号・Ｐ

・ ／

会共に方向性は、普及と他芸術分野との競合に懸命であった様子が感じら

54

あって、かつ日展に背を向けなかった、最後の一人に近い。

2

人がペンを執り寄稿を果たしている。ところが、と言ってはおかしいが第

10

２号は「第五回日展集」となり、時人にとってやはり年中最大行事の観が

34

で、

従来型の評語とは味が異なり、全体で隙のない論判にみえる。氏はそこ

につき、やや情舒的に聞こえる言辞を並べつつ、通念的・古色蒼然とした

の第２号巻頭の主幹西川の総評と作家評は、各人の方法論と作品に完成度

否めなかったとしても仕方ない位、既に日展は権威を有していた。尚、こ

日こうした人物が史上より煙滅しつつあるのは、鮫島が徒党を組まなかっ

して豊道春海等と日展参加のための外交運動に参画した人であったが、今

要である。」と綴る。付言するがこの鮫島は、手島や大澤雅休・林祖洞そ

が理詰めになって、「現代人は現代人として、解釈なり情感の押出しが必

を酷に評した文がみえ、粗剛・真率さに満ちた六朝碑に比し、構成や筆触

たことに依ろう。通念上書壇の首領と標望される西川に対し、ものを言う

作家がいて、それを西川も許容し誌上に掲載する姿勢から、この頃の書壇

のバランス保持と互評システムが、正常に働き、作家を含む御意見番が存

在したことを有難く思うのは、私だけではあるまい。

近代と現代

偶々西川は「近代」、鮫島は「現代」の語を右記に用いている。この

二十五年西川は、「先師田中倉琅先生詩」―六朝楷書風の代表作の一つと

称すべきものを発表。因みに手島は「背山臨涛」、上田は「寂照」―線味

洒脱の風韻、それまで「しょんぼりした小さな主観にすねこんだ」風姿に

と、「功在不舎」朱文印を推している。ひどく日本的な俳味を連想させる

手島は近現代分け難い。上田は他に時代を前進させた傑作が連想される。

の一定の見方を呈す。まずこの西川作は、近代派としたい。上田も近代、

ここで自分の見方を整理しつつ、近・現代の分類をした上で「現代書」

に渇筆をふんだんに用いた隷書を発表。

格腹がつき、空間が強くものを言い出した。客観性を得たという。こうい

次に、スタイルの斬新さで手島を現代に当てたい気もするが、厳密にはや

五

う具合に西川の評語には、戦後史に残る作家論が少なくない。口語調であ

もないって。さうだらう。だが僕は一つ発見した。山田正平の印だよ。」

西川は前年の第四回展で、「第五科第一の作品はどれだとおもふ。一つ

当初の公平性

の三つに、書壇を分けていた。以下、西川の言に着目する。

③「生活的、人間的なものの把握に主眼をおくもの」

の」（上田・かつての鈴木翠軒・今の手島）

②「そ の 反 対 に 書 法 の 権 威 に 反 抗 し 、 表 現 に 近 代 感 覚 を 盛 ろ う と す る も

①「客 観 的 な 書 法 の 権 威 を 重 ん じ る も の 」 （ 例 と し て 松 本 芳 翠 ・ 豊 道 春
海・川村驥山）

9
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を率直にわかりやすく気付かせる範例「伝統派」と称したい。思えばいま

ず、これは近代が前史の古く劣ったものというからではなく、伝統の良さ

よくみる金子の楷隷体使用の詩文書は、その時いまだ書壇の容認するとこ

るが、と述べつつ、漢字仮名交じり文での新しい表現拡大を目標とする。

ない、人が読めるものが好まれる。仮名と楷隷とがマッチしない問題もあ

関連して金子は、大衆がついてくるものを目指し、文字性は失っていけ

六

や皆が「アート」を口にし、「芸術」の呼称はもう古い。「アート」と呼

ろではなく、まず仮名、それも変体仮名があって、そこに「貴族的漢字」

紙の仮名交じりの様なものが将来注目されるべきと説く。

べば全ての規定が外されてよい。間口は広まったが、奥行きや歴史を負っ

はり現代書の胎動期作とみる。西川作には現代の用語がかえって似合わ

た良い意味での「伝統派」の価値観が軽視されるこの頃、「伝統派」の存

「愛」を出品した年に当る。西川は「李長吉詩」行草多字、手島は「帰

と明記しているのは、いかに漢字と仮名との国境が断絶未交流であったか

り文の書を日展に出品したのは、この二十六年までに鈴木翠軒たった一人

を中心に据えるのは、至極当然の話に聞こえる。尚、漢字作家で仮名交じ

を融合させる型が主流であった。手島の言った手紙の如く、普段着の国語

さて、翌二十六年十二月『書品』 号に、第七回日展集がある。上田が

在意義を人々がもっと議論すべきであろう。

鳥」楷行多字。後者両作を近代とみる。比見して上田は、現代。他、大

さて、上田作「愛」の扱いはどうだったのか。席上まず松井が、搬入当

を知る記述である。

他者の言にも注視してみる。巻頭に座談会があって、金子鴎亭・松丸東

るニュアンスではない。手島は上田作を「（素材に）意味がない作」と述

に興味ありと言い、ただし「石ころを三つ書いたような作品」と、同調す

時から問題になって、類型化の進む日展にあって出品した勇気、無鉄砲さ

魚・手島・堀江秋菊・西川・松井如流・司会は青山杉雨といった今日現代

が壁面を飾る時代が来てほしい。○大日本書道院系が落ちて、泰東書道院

高い。破綻があるものの面白い、といった風は大抵落ちる。もっと楷隷体

まとめてみると、○入落選共に圧倒的に行草体が多く、入賞の可能性も

とりわけ釘をさしているように読める。

田桑鳩だと思うのです。」と。引続き手島作に言及、中でも同席の手島に

も新派にあらず。まあ表現の上で徹頭徹尾変ったことをやっているのは上

た後、新派に手島、上田、津金鶴仙その他大勢いるが「津金、手島必ずし

る。続いて「よく新派、旧派という極めて素朴な子供じみた分類」といっ

西川評は、水墨画の技法で石を書くこともうまいな、と皮肉とも聞こえ

べ、文学上の文字性に捉われず、線芸術としての書の信念を語る。

系が多い、といった旧系を意識している。○「関西の作」は様式が整って

西川自身は、とどのつまり書は文字に隷属せず、ことさら文学的な面ば

座談会出席者の面々は、今後の問題を既に意識している。それが書壇の

それでは書が低くなるだけです。その反対に大衆に向って書の教養を与へ

あぶないのは大衆の無教養性に追随するという危険性が生じるのですが、

くみている。そこで、読める方がいいと断っておきながら、「尤もここで

かりではなく、もっと表現上欲張った面があってよく、親近感の有無も重

未来像でもあった。西川は、文字に造形性が考慮され初めて芸術として許

なければいけない。」と説く。むしろ教育者側にまわることが任務である

う意味で仮名交りの今の文章が書きたいという願望を僕はもっているので

と言い、かつ「つきつめていくと、誰にもわかる文章がかきたい。そうい

されると前置きし、「今の昭和二十六年のわれわれの胸の中の叫びを書き

手島は、「作家というものは仮名を書かなければならない」と述べ、手

い、と主張する。

たいのです」と述べ、自己の表現を究め、完成度の高いものを出品した

ている。

心に多いこと。『書品』は東京で編集するため、皆「関西」を強く意識し

いてそつがない。同様の文字、同意匠作が他展で入賞した人が、関西を中

はない。

書のパイオニアと目す人物による、おざなりの形態に話を合わせた内容で

構成）の有無に着眼していることに気付く。

派」の定義とは、筆者の中ではまず、前例のない形式（素材の分野と全体

澤雅休「万葉二首」が界格に古隷調をはめ込んだ現代。こうなると「現代

23
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すよ。」と、条件付きで今日いう漢字仮名交じりの書を、今後望まれる最

もう一つの意見として、とにかく平出品でも出して中堅が積極的に参加

し、会をよくしよう（上田）、日展に背を向けてもよいが、日展をよくす
日展への希望が語られている。

る目的でそういう人達も本気でかからなければいけない（大澤雅休）と、

①大衆に認められる芸術、その視線を意識すると、読めた方がよい。

論と、審査陣容と素材感への大胆な発言が目白押しである。こうして現代

以上座談会の内 容 を 整 理 す る と 、

大公約数的なもの と 認 め て い る 。

②漢字と仮名に元来通じた人が多いはずなのに、ことさら「漢字・仮名・
篆刻」三分野しかない日展の間仕切りのため、各分野が独立している。

書の扉は、開かれようとしていた。

き、書が第五科として参加したのは第四回展からで、十年間続いた。それ

正式には日本美術展覧会といい、日本美術院と文部省共催で十三回続

日展の権威

全書派参加の上、現代に生活する書人の力量を芸術として昇華させる議

③類型、とくに行草体のパターン化を好ましくないとみる。
④新派旧派の区分は低俗な分け方といいつつ、それは表現の様式の工夫に
よることが多く、自己改革に悩む人々の行為と新派をみる。
分野の存在という規定が各人の住み処を特定化し、横断型の表現が発生

が昭和三十二年、衆議院文教委員会にて日展改組の議論が起こり、社団法

⑤出来、不出来はあるが、良い作品には風格と貫禄が備わっている。
しない。中でも漢字仮名交じりの書・調和体・現代文体の書の立つ瀬が

・社団法

二十年代半ばの区分ではあいまいで、どちらかといえば和文と称するよう

新日展編Ⅰ』（Ｈ

人として新発足、名称は不変。
記念すべき改組一回展を、『日展史

に仮名の重視が唱えられている。現今の漢字仮名交じりの書は画数の多い
漢字、古典上、幅広い選択肢のある漢字が先行して行われがちなのとは逆
総じて現代文体の取り扱いが、古くて新しい常の問題であることが判っ

者の作品」の一文を引用登載する位徹底して資料を集め、かつ地方にあっ

な評者である場合が多い。みれば地方紙・新潟日報からも「日展と県出身

誌・新聞等の在来批評、多彩な執筆者の総論は大方刺激的で、論者が純粋

ている。西川・手島・松井は重なるが、ここには上田・鮫島・田邊古邨等

で、それは日本芸術院の一派の指導者によって、入賞や院展を決する院内

前のまま」といった見出しの評論に覆われる。それまでの日展は毎年不評

七

途をたどる在野展は疑いもなく自殺行為である。かつて無鑑査は、その団

無鑑査を増やし無気力が増え、それが在野展にまで広がり、「寛選の一

に、誰もが不満を持っていたと記す。

龍三郎が脱会するなど、派手な騒動が勃発した。情実決定が目に余ること

部の空気の不純が原因で、駈引きもあろうが嫌気がさした横山大観や梅原

に相当の偏りがあると言い、多勢の出席者がこの是正を必要としている。

る。伊藤神谷は、公平だがあらゆる傾向作が集められておらず、審査員層

ここで西川が審査は公平に行われ、ただし見解の相違はあったと述べ

地になっているよ う で あ る 。

がいた。『書品』座談より火花が散り、現代派はこの頃既に在野になりか

「明治調の単調な写生」「従来のヨロイに重ねた法衣」「内容や空気は以

この『日展史』によると、書に限らず、「のん気な作家が群なす洋画」

た。就中、大衆に迎合しがちな可読性を、最重要課題と捉えた近年の現代

香川峰雲編、『書道ジャーナ

ても日展作家となれば人の見る目が違っていた時代背景をも看得、日展の
・

文体の書とは異なり、大衆を逆に教化することを命題とする発言があっ

別に、一号限りの『すみ』誌（Ｓ

た。造型・線質・情感を生命線にしつつ一般と融合することが、書を芸術

人日展刊）でつぶさにみたい。全五一七頁の大冊に収められた全分野の雑

4

権威が、恐ろしく全国に通るものとなっていたことの証左である。

である。

21

にする筋道であって、本論を読み一段とこの思いを強く抱いた。
3

ル』季刊 号所収）には、日展不出品者も多数出席しての座談会が行われ

24

けている傾向、仮名は不平の重点課題と目され、のちの現代文体創始の下

81
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も変わらず似たようなものばかりだと自家中毒が出るのも無理はない。ほ

六の文（Ｐ ）は、「日展の書道はよく問題をおこすところだが、こう相

同士の批評記事は、残念ながら先の『書品』誌時代と変わらない。野間清

うに各分野の細部に言及、五科に関しても氏の言は手厳しい。比べて書家

体の顔であった。」と細野正信「総論」（Ｐ ）は指摘、とどめをさすよ

め、分野が設けられ、扱い易く寸法も特定化がされて仕方ない。

出、次いで受賞者名、役員改選の話題。審査も短日のうちに終了させるた

念展に史上最大三二三五二点の出品があった。新聞見出しには数が踊り

べきポイントとなっている。例えば毎日書道展は、平成二十年第六十回記

かる○効率の良い運営処理。搬入から審査、展示まで。以上二つが特記す

めには、○出品数の確保によって世論を味方にし、展覧会に権威付けをは

八

とんどが草書行書で…またこれだけ入選させなければならぬのなら、書道

479

みると、全部門合わせた応募点数が五一七七点のところ、書の第五科が

ら審査員の偉さを今更感じた。」とまで皮肉られている。数を確かめて

だけ独立した方がよさそうに思う。その中から特選を選び出したのだか

し、このやり方で書道人口が増えたのだから、間違ってはいない。ただ初

から、あってよい行為ともいえる。前者のケースは日下部の時代に端を発

風をひたすら書き込む。後者は、多く有る中から自分が選んだ団体なのだ

手本を頂きひたすら習う。師風や所属団体のイデオロギーを汲み、その

心者向けの話で、力のある人は自分の目で見た方がよい。展覧会出品者中

のこれ程多くが、皆与えられた手本のコピーに努めなくてもよい。厳密に

は「習字」的行為であって、芸術活動とは距離がある。反面、極く初心者

的な人々も参加させられ、出品を強制させられているのだろう。師風のパ

ターンを通しての基本学習、次いで応用と自己発露といった順序を経ずし

方は自由でありたい。なぜならば、書道人口を支えているのは、紛れもな

少しく呈したい。だが展覧会の存在、それに参加することは、各々で捉え

らないことがある。実際縦割り社会での展覧会参加者の方が、比較的書く

い、情実を伴う審査を口撃をする人がある。ただし同時に考えなければな

こうした書徒を手本主義、自己がない、師系のよさで勝負しているとい

て、いきなり書展が目標のようにされてしまっている。

く展覧会出品者なのである。中でも巨大な公募展の力は大きい。

ループ展をもって自分の書を世に定期的に問わねば、口だけの業と言われ

いている人もいるということ。比べてこれを非難するならば、個展やグ

無論、枚数が問題ではない。物の道理を見極め、尚この縦割り社会で書

の対象、判りにくいといわれつつも一応鑑賞芸術になっているが、今より

て仕方ない。

人数存在する必要がある。これまでの歴史では、作者が評論も兼ねるに止

一方書展の偏向を制御するためには、公平な視座を有す評論家が一定の

のための良剤とはならないところで止まる。

所もあり、非とする人ならば相当自己努力をしなければ実を伴わず、斯界

分ける必要もない。展覧会には功罪あって、斯界の総合的活気に繋がる良

試論の小結は展覧会参加、不参加はどちらでもよい。どちらかが善悪と

もっと一般から距離が出来、忘れられよう。読者激減のため『墨』（芸術

地方人は自作に会場で巡り合うのは難しい。このマンモス公募展継続のた

もいよいよ飽和状態に突入し、巨大公募展では部門毎に会期が細分され、

展」等公立美術館が大規模展を企画してくれるのもうれしい。かたや東京

東京に人が集うのは良いことで、「書の至宝展」や「北京故宮書の名宝

う。

表具店等周辺の関係者は大打撃を受け、小さくとも社会問題に発展しよ

新聞社刊）のようなグラフ誌も、発行が成り立たなくなろう。筆墨紙舗、

もし公募展活動が世から消滅すると、どうなることか。世間では習い事

量が多いのである。

傾向がほぼ変わっていない。このこと自体には問題を覚え、次章で私見を

がない。明らかになったのは、戦後二十年代中盤から現書壇の機構や出品

ここまで調べ書いてきたが、引用が多いのは未知を体感するためで仕方

展覧会主義の肯定

塑は二八八点だっ た 。

一八四五点と最も点数が多く、二番手は洋画の一七二三点、最も少ない彫
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まっていた。

しい。背景や流れを整理しておくと、この年二十三年第四回日展から書が

第五科に加わった。五回展は昭和二十四年十月、都美術館において開催。

これに八一参加を目指し、西川は豊道春海を盾に交渉を始めた。この時点

としては元来出馬を望まざりしこととて」「依て拙者に関することはすべ

いたが、しかし「然る時は貴下御一存にても如何とも相成るまじく、拙者

〈第三章〉西川寧と會津八一
先に書壇の機構や出品傾向の硬直化は、決して良いとは思えないと正直

で既に仮名分野の中心的人物だった尾上柴舟と會津との確執が表面化して
に述べたが、その点に再度立ち返って、この両者の知られざる接点を通し

次に昭和二十四年八月十五日付會津書簡に、注視すべき問題が生じてい

て御思ひすて被下度候。」と、會津はさっぱりしている。

東京の書人・西川と新潟生で近現代文人の巨例・會津とは、とくに戦後

現今の問題点の気付きと反省をしたい。

屏風に漢字仮名を一枚ずつ貼付けたらいけないものか、と西川に問うてい

る。西川は會津を招待作家として迎えようとした。結果書類上、漢字分野

る。會津は割り切れない書式を提案、ジャンル区分を意識しない。これこ

依嘱だったのである。會津は漢字仮名一幅ずつ出したいといい、また二曲

西川は高弟・青山杉雨の令室が新潟市の人で、かねて新潟市内にて個展

そ西川も理想とした、今の自己の表出の徹底法だったに違いない。ただし

限られた時間、密接な交わりがあった。會津は戦災で東京の暮らしを失い

の開催が企画されていた。そこへ會津が加わり、県知事や市長・県会議

書に生計を立てた面の強い十余年。會津が二十一歳年長。

長等地元の重役を発起人として揃え、会場交渉も自ら行う肩の入れよう

會津は強いて頑張るのではない、とここでも控え目であった。

の上で、「日展といふ機関が拙者の性分にぴったりせざるを貴下等特別の

装、招待は枠張表具にするつもりで、十数日かけて日展出品作を制作。そ

次が日展関係の最後の會津書簡で、同年八月三十日付。審査員ならば軸

であった。『西川寧著作集』（第十巻・二玄社刊）所収「略年譜」でも
潟市萬松堂）。」と確かめられる。会場になった萬松堂とは、新潟市の繁

「一九四八年（昭和二十三年）四十七歳 五月、第三回個展（書・画、新
華街に今も盛業する書肆で、当時階上は文化人の集うサロン的空間になっ

ひ棄て被下度候。拙者としては如何なる條件の下にでも審査員を光栄とし

御配慮に感激して、大に己をはげまして勉強したるも、将来はすべて御思

旧聞に属すが、平成六年新潟市會津八一記念館において八一宛西川書簡

たり出陣を自慢にするほどの事にては決して無之候。」「これは拙者の決

ていた。
がまとまって展示され、彩り豊かな支那箋と墨痕淋漓たる筆跡に息をの

心にて候。」「追々審査員に昇進するといふ如き階梯を攀ぢ登るといふ如

會津八一記念博物館が、企画展「西川寧への手紙―會津八一 西川寧往復

『大学書道研究』２号所収）をまとめたこともある。その後、早稲田大学

文に匹敵する、後世他者への教えといって過言ではない記述を残す。「拙

候。」と、学者として遺稿の少ない會津にとって、書簡の達意の文こそ論

て匠家の名を揚ぐる如き機会を御斡旋下さらぬやうくれぐれも御願申上

まかせて晩年の揮灑を楽しみと致したく候間、再び書家諸君の驥尾に附し

き気分は少しも持合せ居らず、拙者は自由なる芸術的衝動にて興の来去に

み、時間をかけて鑑賞した。市内を取材すると今でも地縁のある西川資

書簡」（二〇〇六・九）を開催。双方の話題の中心、気質、ことに會津の

料が見出せ、以前拙稿「會津八一と西川寧の接点に窺う戦後書史」（Ｈ

唯一といってよい書道界との接点が、日展を通して目前に果たされかけて

者の決心にて候」とまで宣言、内容は「書家諸君」と自分とを完全に切離

いる。會津は口だけでなく、日展以外の舞台にて書き込んだ出品予定作も

し、「書家」のことを審査員によじ登ることを目的とする匠家と論破して

まず昭和二十三年十二月八日付西川宛會津書簡が、日展に触れた初めて

含め、近作数十点を日展会期と同じ頃に発表し、世人の批判を仰ぐことと

九

のもので、文中「かねて」とあるように、以前より西川は打診していたら

出来た。

いた時期の書簡を含み、會津が西川をどう遇したかを非常に興味深く通読

21

した旨を併せて伝えている。個展は十一月、新宿中村屋三階ホールにて行
われ、西川は「秋艸道人個展観記」を『書品』２号に寄せている。先述の

る」の一文が全てを語る。

書文化史上「現代」の定義を感得するために、前時近世も俯瞰するとこ

一〇

ろから執筆を始めた。時代によって書の社会的位置付は、大きく異なる。

〈結〉 歴史の整理

今回こそは審査員とか招待の名目に拘らず、まず会との縁を結びたい一心

西川の返答は殆ど残らない。ただし會津宛二十四年八月二十八日付に、

ようにこの号は、「第五回日展特集」であった。

で強行されたものであること、漢字・仮名・篆刻の区別は「今日の書道界

前半、上田のペンと実作を通して理想的学書法につき、臨書とは自己主

西川は本心として、現今書家の仮名作に會津をクロスさせて、日展には是

なく現実的応用をねらいとして、主に西川の言辞を中心に歩みを振り返っ

後半では、戦後の書流の反省こそ現代書の淵源と捉え、歴史的分析では

観に基づくものであって、終極的目的は創作にあるとの言を得た。

といふ特殊な世界の色々の事情」から考えると、招待分野の漢字のみ出す

非とも仮名出品を願うものとかねて考えていたこと、何故かは「言ふまで

た。既存の公募展が、深刻な隘路として立ちはだかっているのは事実だ

のが妥当と述べるのが、西川の立場をもってしても精一杯であった。ただ

もなく第一に日本の将来の書道の為でございます。」「書家にも多少の具

が、如何ともし難い功罪のありかを明記した次第である。

上田桑鳩遺文を読み漁り、その芸術思想、制作論、臨書論、随筆、時を

眼者はおります。その人々は御出陣に対して非常な期待を抱いております
…斯の道の為に何分とも御寛恕下さらんことを祈りあげます。」と、書道

みというよりも、伝統書の聖域として人気を保っている。因みに「日展百

大きい。上田のような人材が昭和三十年に日展を去り、日展は現代書の試

刻む声明文、伝統性、時代性と国際性への視野等魅了されたことは、広く

尚以降、日展問題は尾を引かず、短期間にて両者簡潔に事後をとりまと

年記念展」（Ｈ

界の理想的将来に 腐 心 し て い る 。
め、余計な行動はとっていない。思うに二人を不即不離としたものは、共

・国立新美術館）出品作を窺うと、一字そして淡墨によ

に背景に学問があったことによろう。二人の往復書簡から、昭和二十年代

①ジャンルに人々 を あ て は め る こ と

記述からは当時の書道界の問題がはっきりと読み取れ、

は書壇の力関係は固定されず、だから上田の「愛」出品もあった。會津の

両者共に比田井天来門下である。今後の課題として、現代書の父と一語で

のいう、「必ずしも新派にあらず」的傾向の中間色に映る。元を辿ると、

る手島作「神」一点のみの肌合いが異質で、次いで金子作「自詠」が西川

私は西川表現を、現代らしさに当てはめ難いと先に述べたが、だからと

評されがちな比田井とその時代の掘り起こしも試みる必要があろう。

代派」の区分があるように、「現代書」を定義付ける中で、一色ではそれ

軌跡』（田宮文平監修・美術年鑑社刊）の系統付けに、「伝統派」と「現

戦後六十年の

書家に受け入れられなかった書を、後に我々は「文人の書」と呼ぶ。會

は割り切れない。就中西川は伝統派の中心にある。没後の大回顧展「書の

一九四五―二〇〇五

津が、いわば書家の嫌う、味で勝負しがちな文人型の中でも、本格派の力

いって古い様式とみていない。『書

量を一部の表現（行書・書簡・題跋文学）に備えた、最後の個性的文人と

巨人

東京国立博物館）において、中国近世書史の学究成

果と融合した作品群を看取し、その思いを強くした。そして同質の志向

西川寧」（Ｈ

称される位置付をみたのは、高等学校芸術科書道教科書に漢字仮名交じり

を、門下の『青山杉雨文集』（岳陽舎刊）によって確かめているところで
ある。

専門書家と文人との区限は執筆の目的にもあって、前者は展覧会を重
視、後者は會津書簡にあった「自由なる芸術的衝動にて興の来去にまかせ

の書がクローズアップされ始めた、平成に入ってからのような気がする。

た。

會津はこのように生きる人を「書家」と言い、自分の書をそれと区分し

②形骸化した慣性の法則に流された審査員を中心とする階級性の弊害
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察する必要がある。なぜならば、私が今挙示した上田或いは井上有一・森

本人の意向が果たしてどの方向を見つめていたのか、この点についても考

西川の戦後日展史における役割は大きかったに違いないが、機構を含み
ると、

代」を筆者なりに区分し、今を捉え、僅少でも明日への指針の表出に努め

現代ではそれがおざなりになっている。今を生きるものとして「近・現

入っていない。日展の権威に触れたが、反面日展には全ての表現が揃って

もみられ、伝統派とも換言出来、同種とみる部分がある。戦前を引き摺っ

〈近代の書〉主に戦後長くみられるもの。前時代と闘っている。古典的に

田子龍といった現代派になぞらえられる書人は、後年一人もこの日展に
いない。もし様々な流派の参加があれば、今日の日展は全く別会場の趣で

野がやり尽くされ、あとは手が出ない。戦前を引き摺っていない。新しい

ていつつも、すぐそこに明日を意識している。文人の書を含む様々のゆと

分野に少字数の造形追究、漢字仮名何れにも属さない調和体、上田の代表

りがある。

もう一点、多彩なジャンルの存在を、往々にして諸展が語る。大衆性と

作にみる前衛書の出現。井上有一等海外への出品。「アート」の語が当て

あろう。そして今となっては如何ともし難いこのアンバランスな内容が、

可読性、造形追求、自己表出の点から漢字仮名交じりの書または現代文体

はまる自由な活動。一方、健全な保守派があってこそ、自由な新味は鮮色

改組第一回展の審査員の偏りによって発生していたことを、先人の座談会

の書・少字数・前衛の三分野が戦後創出された経緯も概ね掴めた。中でも

〈現代の書〉個の表出。伝統に対して今を重視している。近代で技法や分

初期日展の大問題として、仮名作が鷲堂流と尾上とのほぼ一色で貴族調の

化する。

（『すみ』誌）によって明らかにした。

巻子と帖形式に限られ、条幅大字が冷遇されたこと。或いは會津と西川の

え、もう一度真に新分野の意義を検討しなければ、例えば毎日展において

躍り出るまでの経緯の考察に、戦後書壇の抱えた問題点を材料として加

の参加が望まれた背景が理解できた。つまり、現代文が高校教科書巻頭に

は、今どれ程いようか。秋田生で鶴門最後の一人。以前大館市正覚寺に、

尾上・そして山口蘭溪の三人が選出されていた。三人目の山口を知る人

昭和二十三年発足した当時の毎日書道展では、最高役員の顧問に豊道・

では最後に、筆者の専攻する近世書人を通した話題を呈し締めくくる。

やり取りから、書の時代性、現代人らしさを希求し、會津の日展仮名部へ

字数でⅠ・Ⅱ類と分化をみる必然性は、完全にうわべだけの区別に終わろ

日下部の訪中詩を日下部の書と見まごうばかりの行草で山口が襖にしたた

のを昭和二十年代とみても、僅か七十年程しか経ていない。広視では不変

れはかように悠々としたもので、平成の書人の行動パターンが創始された

とそれへの反動が生じるまでに、ざっと四百年の隔たりがある。書史の流

そもそも中国で王羲之が活躍したのは三百年、顔真卿が七百年代。伝統

る。それを先生はやまいをおしてかいたのだ」と西川は評している（『書

人はたどらず」作に対し、「これは現在の書壇への先生のいきどほりであ

い。同じ旧派とみる尾上「我みちは人のみちとしことならね我たどること

ても先の襖書とは別手に映る。奇抜でこなれていないが、挑戦的な面は尊

には、一見して時代の転換期に応じようとした姿が遺作より看取され、と

に没して以降、山口は一人昭和五十年まで生きた。この山口の後半生の書

けるなど、土地が誇る存在である。尾上は昭和三十二年、豊道が四十五年

めた作を調査する機を得た。山口は、地元の著名な銘酒の商標を多く手が

う。
一方現状では、戦後創始の三分野及び刻字以外、今後新しいジャンルは

であって当然であろう。その中にあって上田や西川・會津等は、怒涛のよ

品』

出そうもないので あ る 。

うに迫る欧米文明に対して、日本文化の一象徴、他分野に劣らない芸術と

号）。旧派の中には、一生型を変えなかったものもいるが、就中、

しての書の道を模索すべく、伝統と現代、「今」を生きる自覚を明確化
し、時代を切り拓こうと提言を繰り返してきた。判り易く置き換えれば、

一一

新時代の到来に抵抗し、もがき苦しんだ人が多かったに違いない。今日、

80
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書壇図式の漢字部門の殆どが鶴門傘下であるのに、実際書展ではどこにも
鶴門表現は生きていない。一体何時これ程までに退色したのか、山口の一
生を窺うと答えが自ずと出てこよう。と同時に、壁面を飾る書展を基盤と
する型の定着が急速に計られた背景も浮上してくる。
総じて、大規模書展史を注視することは私自身これまでなかったが、結
果戦後軸の強烈な偉容を改めて知った。先人から学ぶことは多い。反面、
もし現代書に新傾向が生まれるとするならば、月並みな表現はしたくない
が「個」の活動に可能性が芽吹くであろう。冒頭述べたメディアの顕著な
大学教育の姿勢としては、一人になった時に困窮しない、摸倣ではな

一例も、縦割り社会を舞台としてはいない。
く、自分で創る芸術を志したい。手紙を中心とする実用の書・鑑賞・調査
と読書・蒐集・語る喜びなど、書文化の裾野は広い。バランス感覚に優れ
た、本格的に書を追求し味わおうとする人々の台頭が鶴首される。未来図
はやはり若者や初学者層の地殻変動が握っていると思う。

独立書展
（国立新美術館）

一二

