深田直城の大阪写生派絵画と日本画の近代
その他のタイトル

著者
雑誌名
巻
ページ
発行年
URL

Traditional Japanese‑style Paintings in Modern
Artists' Realism Comments on Fukada Chokujo in
Osaka realistic painting art group
中谷 伸生
東アジア文化交渉研究 = Journal of East Asian
cultural interaction studies
14
27‑44
2021‑03‑31
http://doi.org/10.32286/00022977

深田直城の大阪写生派絵画と日本画の近代
中

谷

伸

生

Traditional Japanese-style Paintings in Modern Artists’ Realism
Comments on Fukada Chokujo in Osaka realistic painting art group
NAKATANI Nobuo

Fukada Chokujo, a native of Ohmi province and later active mostly in Osaka, was a
Japanese-style painter who studied the Shijo School. In view of modern artists’ realistic
paintings, this paper introduces Fukada’s works of paintings and sketches. The author
discusses how he was characterized as a realistic style painting artist. For comparison,
works of the great contemporary artists such as Takeuchi Seiho in Kyoto and Kano
Hougai in Tokyo are also referenced. While Fukada followed traditional Japanese realistic
tastes in his paintings, he added a Western style of expression to his work. His aim was to
introduce a new realistic method of expression, and in doing so, make an impression to
his viewers of a three-dimensional view. Such a three-dimensional style, or what we call
“stereoscopic effects”, were enhanced in the new style of his works, bridging the gap
since the Edo era between the Maruyama School and the Shijo School. Later in life, he
left Kyoto, where many active artists lived, and moved his residence to Osaka. His name
then lost popularity and was forgotten gradually as time passed. However, his new unique
technique of a three-dimensional expression in his realistic paintings should still be
appreciated. If we imagine that Fukada Chokujo in Osaka had been inspired and affected
by Kano Hogai in Tokyo, we could say, as one good example, that the Osaka style（ West ）
met the Tokyo style（ East ）in the realm of modern realistic painting arts in Japan.

Keywords: Fukada Chokujo, Takeuchi Seiho, Kano Hougai, Shijo School, Osaka
realistic painting School
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はじめに
近代日本画の写生派画家といえば、竹内栖鳳（1864～1942）の名前がまず浮かぶ。栖鳳は、幸野楳嶺
（1844～1895）を師としたが、楳嶺は円山派の中島来章（1796～1871）と、四条派の塩川文麟（1808～
1877）から写生を学んだ画家である。その意味では、楳嶺を継承する栖鳳を「円山四条派」の画家と定
義することは正しい。動物の体毛などを緻密に描く栖鳳の写実的表現は、明治34年（1901）制作の《虎・
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獅子図》
（三重県立美術館蔵）【挿図 1 】などに典型的に見られ
るが、それらは江戸時代以来の円山派・四条派を継承するとと
もに、そこにヨーロッパの動物園での観察の成果などを加えて、
近代的な要素を混入させた作風となっている。自然を忠実に写
す姿勢はあるにしても、対象を形式化しがちな江戸時代の円山
派・四条派から脱却して、自然の真実味を捉えようとする意志
が、栖鳳らの近代の写生派の画家たちに見られる。栖鳳もまた、
師の楳嶺の円山四条派から脱皮しようとして、新しい時代の絵
画を創造しようと模索した。
こうした近代日本画の写生派を考えるにあたって、一つの手
がかりとして、近江出身で主として大阪で活躍した四条派画家
の深田直城（1861～1947）の絵画と素描を手がかりに論を進め
る。直城もまた、守旧的な四条派からの脱却を試みた写生派の

【挿図 1 】 竹内栖鳳《虎・獅子図》
（部分）

画家である。直城の作品を検討するにあたっては、大画面の絵画以外に、小画面の短冊絵についても考
察を進める。江戸時代から近代に至る絵画には、屛風絵や掛幅以外に、短冊に描かれた小作品も数多く
遺存しており、それらもまた、写生派絵画の典型的作風を表明している。もちろん、直城の作品の真骨
頂を知るためには、泉屋博古館所蔵の《春秋花鳥之図》
（双幅）などを検討する必要があろう。しかしそ
の一方、巷に散逸した小作品の短冊絵もまた同様の視覚的世界を表明する重要な絵画である。近年、徐々
に研究の蓄積を増しつつある視覚文化研究の方法論をも一部採り入れながら、直城に見られる近代の写
生派の一特徴を紹介したい。
直城は、現在では忘れられた画家であるが、時代の趨勢を背負って、師の作風を習得しつつ西洋絵画
の技法をも身に付けながら、絵画就業の成果を示した写生派の逸材である。江戸時代以来、日本の絵画
界は、円山派・四条派に代表される写生派の画家を数多く輩出してきたが、円山応挙が現れて以後、長
澤蘆雪などの応挙十哲をはじめ、取り巻き連となった画家たちは、それなりに注目されもしたが、その
枠内に入らなかった多くの画家たちは、時代の進展とともに忘れられた。明治という近代になっても、
竹内栖鳳、西山翠嶂（1879～1958）、そして菊池契月（1879～1955）らの写生派画家たちが誕生し、その
周辺でも数多くの画家たちが活動したが、多くは忘れられた。
直城もその一人だといわざるをえないが、ただし、直城の絵画を検討すると、いわゆる群小の画家と
いうにしては、かなりの実力があることと、新時代の絵画表現に挑戦していることも判明し、これまで
の美術史上の位置付けを考え直さねばならないことが明らかになる。また、その社会的意味についても、
直城の絵画は、大坂（阪）の老舗料亭である花外楼からも注文を受けるなど、大坂（阪）文化の一翼を
担ったことを忘れてはならない。花外楼には全国各地から政治家や経済人、さらには文化人たちが訪れ
ており、花外楼は単なる大坂の一料亭ではなかったことも指摘しておきたい。加えて、従来の名品主義
の美術史にも、優れた作品に高い価値を与えるという点では、大きな意義があることを否定はしないが、
他方、忘れられた作品にも、時代の性格を明らかにできる重要な価値があることを見逃がしてはならな
い。これまでの美術史研究は、名品を選ぶことに力を籠め、そこから外れた作品の価値を無視してきた。
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本稿では直城の画業を紹介しつつ、直城と同世代で時代を牽引した京都の栖鳳や、直城よりも一世代上
で、東京で活動した狩野芳崖（1828～1888）の作風にも触れながら、直城の位置付けとその特質を問う
てみたい。
その問いに対する回答としてのキーワードは、西洋とアジアの作風を混淆させた「立体的な造形表現」
だといっておきたい。

一

直城の略伝と画業

深田直城についての先行研究はと言えば、各種の画人伝や展覧会出品目録などの他には、柴田就平氏
の論考があるぐらいである1）。それを踏まえて経歴を述べると次のようになる。深田直城は、文久元年
（1861） 7 月14日に近江国膳所藩（現在の滋賀県大津市）に生まれた。本名は英絢あるいは政孝のどちら
かであるが、作品に「政孝」の印章を捺している場合も多いので、政孝は号である可能性も捨て切れな
い。字が子簽、号が直城、秋月棲、対甲山房などである。明治 2 年（1869） 8 歳のときに京都に出て絵
画を学び、明治 8 年（1875）14歳のときに父の友人であった加島菱洲（生没年不詳）に洋画を習って、
翌明治 9 年（1876）15歳のときに京都の正統四条派の森川曾文（1847～1902）に師事して四条派の絵画
を学び始めた。洋画家の菱洲に就いたのが、わずかに一年だけであったとはいえ、後年の直城の作風を
検討すると、おそらく、その影響は長く持続した可能性も捨てきれない。若き日の洋画修行は、直城の
制作の幅を広げたかもしれない。日本画を西洋絵画と混淆させた絵画、あるいは芳崖らに似た「立体的
な造形表現」による作風は、限られた作品にしか見られないとはいえ、それは直城の注目すべき個性で
あり、近代写生派の一つの独創だといってよい。
直城は、後に紹介する資料《寒山拾得（下絵）》（個人蔵）に記された「寒山拾得 明治十年春写 深田
直城塾」の墨書によれば、明治10年（1877）17歳のときに画塾を設け独立したことが判明する。これま
で直城の独立は、明治11年（1878）18歳のときといわれてきたが、それを修正する必要があろう。明治
14年（1881）20歳から明治19年（1886）25歳まで京都画学校に出仕して後進の育成に努めた。なお、こ
の画学校出仕の年については、明治13年（1880）19歳のときという異説もある2）。柴田氏によれば、その
人柄は温厚篤実な性格であったという3）。その後に何らかの事情があって京都から大阪に転居したが、推
測するところ、画学校における人間関係に基づく軋轢のためであったかもしれない。大阪への転居は、
明治19年（1886）25歳のときで、そのために、後進の育成に関わる成果が大きく広がらなかったと考え
られる。しかし、転居した大阪においては、孔雀の絵画で知られる平井直水（1861～1912-1925）や、中
川蘆月の子の中川和堂（1880～1943以降没）、加えて柴垣蜃城〔馥〕（1867～没年不詳）らの大阪生まれ
の弟子たちを次々に輩出している4）。日本画家として活動した深田五城は直城の子である。大阪では中川
1 ）柴田就平「近代大阪四条派・深田直城《嵐山春景・清水夏雨》と《水辺芦雁・雪中船舶》
」
、
『美術フォーラム21』第
三十九号、美術フォーラム21刊行会、2019年 6 月、419頁。
2 ）泉屋博古館編『泉屋博古館名品選』、平成14年（2002）
、231頁。
3 ）前掲書、柴田就平、 4 頁。
4 ）三島竹堂編『浪華摘英』、浪華摘英編纂事務所、大正 4 年（1915）
、72頁。
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蘆月とともに大阪四条派の双璧と謳われた。当時、大阪の美術界は、野田九浦や北野恒富らが率いる大
正会と、中川蘆月や深田直城らが率いる土筆会が競い合っていた。土筆会に入るには、蘆月や直城の画
塾に学んでいなければ会員になれなかったという5）。明治15年（1882）21歳のときに第一回内国絵画共進
会に入選した。同じく明治17年（1884）23歳のときに内国絵画共進会で受賞する。
明治19年（1886）25歳のときに大阪へ移住したが、その後は大坂画壇の重鎮として大きな役割を果た
すことになり、第一回大阪美術展で後見を務めるなど重要な活躍を果たした。同時に日本美術協会会員
および大阪絵画会会員となる。大阪時代のエピソードを加えておくと、直城は大阪の中心部に位置する
煎茶の名門一茶庵宗家にしばしば出入りしていた、と現在の宗匠佃一輝氏が伝えている6）。また、表具店
の井口古今堂との交流も知られている7）。明治23年（1890）29歳のときに第三回内国勧業博覧会で《鳴門
図》が妙技三等を受け、明治28年（1895）34歳のときに《藤花山鶏図》が褒状を受賞、明治36年（1903）
42歳で第五回内国勧業博覧会では審査員として《海底遊魚図屛風》
（六曲一双）を出品しているが、やは
り「遊魚図」という画題は直城の本領というべきものであったことが明らかになる8）。明治40年（1907）
46歳のときに正派同志会展審査員となるとともに文展審査員となっている。大正 3 年（1914）53歳にな
って兵庫県の西宮に転居し、昭和22年（1947）86歳で死去した9）。
大正 4 年（1915）刊の『浪華摘英』には、
「海魚を以て尤も得意となす」と記されているように、魚を
描くことで知られた、ということだが、大作《水辺芦雁・雪中船舶》
（関西大学図書館蔵）などの山水図
も多いことから、山水・花鳥をはじめ、種々の画題を縦横にこなしたと推測される。「海魚を得意とす
る」という評判は、推測するところ、しばしば大阪の老舗の花外楼などの料亭に作品を買ってもらう機
会があったために、そうした噂が広がったのであろう。かつて花外楼には、日本の代表的な政治家や財
界人、たとえば、維新の元勲、伊藤博文や井上馨、さらに時代が下っては、財界の松下幸之助や山本為
三郎らが顔を見せていたことも直城の「魚図」が評判となる一因であったにちがいない10）。花外楼には、
直城の代表作の一点といってよい昭和 7 年（1932）作《魚貝図》（絹本著色・縦48.5×横119.0センチメ
ートル）が遺存している11）。その清雅な画面には、鯛や平目、河豚や蟹、そして蛤やサザエなど、さまざ
まな魚貝類が、的確で精緻な筆致によって、積み重なるように描かれており、写生派の流れを汲む直城

5 ）紫生「大阪画壇の勢力戦」、東京ステーションギャラリー、石川県立美術館、滋賀県立近代美術館、アートシステム
編『北野恒富展』、平成15年（2003）、185-186頁。
6 ）令和 2 年（2020）12月 5 日に開催された大阪谷町の一茶庵での煎茶会「社稷 先哲 祖堂 祭『事始めの玄談会』
」にお
いて、宗匠の佃一輝氏から話を聞いた。
7 ）令和 2 年（2020）12月16日に行われた井口古今堂での林野雅人氏、小川知子氏らとの悉皆調査において、遺存する
回忌帳に複数個所「深田直城」および「深田五城」の名前が記されていた。
8 ）前掲書、柴田就平「近代大阪四条派」、 4 頁。
9 ）笠岡市立竹喬美術館・泉屋博古館編『生誕140周年 上島鳳山と大阪の画家たち』
、平成27年（2015）
、106頁。
10）徳光孝『花のそと』、浪速社、昭和41年（1966）
、13-17頁他。徳光孝著、徳光正子編『花のそと』
、創元社、令和 2
年（2020）、20、23、27頁他。明尾圭造「水辺の記憶 ― 受け継ぐ心 ― 」
、
『花外楼 ― 老舗料亭の一品 ― 』
、大阪商業大
学商業史博物館、平成25年（2013）10月、418頁。同書、明尾圭造「花外楼 ― 文化サロンとしての料亭 ― 」
、34-38
頁。
11）同書、14、40頁。

30

深田直城の大阪写生派絵画と日本画の近代（中谷）

の実力が遺憾なく発揮されている。
加えて直城は、戯画の領域にも手を伸ばし、おそらく後年の作品であると思われるが、戯画・漫画に
よる肉筆絵画『直城狂画帖』
（二冊・絹本墨画淡彩）を制作した。そこには計三十点の戯画が収録されて
おり、
「鬼の行司の相撲」、「座頭に桜」、「猿廻し」（図 1 ）、「クモと烏天狗」、「牛若と天狗の子」、「権兵
ヱと烏」
、
「にらめっこ」、「盲者の骨董」など、思わず笑いを誘う戯画、というよりも漫画が正確な人物
デッサンによって描かれた。
ところで直城は森川曽文から正統派の四条派絵画を学び、基本的に四条派風の写生的絵画を描き続け
たといってよいが、そこに加島菱洲に学んだ洋画が加味されている可能性も捨て切れないことから、純
粋に四条派画家というのも抵抗がある。また、直城と同様に、江戸時代以来、若い時期に京都で画技を
学んだ大阪の多くの画家たちの師が京都画壇の画家である場合が多いとはいえ、大阪の写生派画家を、
京都の「四条派」という言葉を冠して述べるのも、いささか歯がゆくて違和感もある。近代画家におい
ては、なおさらそうした感を抱かざるをえない。そこで本稿では直城を「大阪写生派」と呼んでおく。
大阪ということで「船場派」という呼称はどうか、という研究者もおり、呼称については今後の研究に
託すべきであるが、今のところ「大阪写生派」としておきたい12）。

二

直城の短冊絵

直城もまた、他の多くの写生派の画家たちと同様に、数多くの短冊絵を描いた。短冊は、薄い木の板
や竹の皮、また細長く切った紙に短い文字を書くための用紙をいう。短籍や短尺ともいわれる。元来は
手紙のような役割を果たす便箋でもあったが、他人に見えないように、こよりにして文字を隠す「ひね
り文」などとなって、神仏への祈願に用いたり、籤や占いに使われたりした。時代が下って、俳句や短
歌を書きつける分厚い紙片のことを指すようになった。絵画形式という観点からいえば、屛風や掛幅な
どの本格的な絵画ではないが、小さな短冊に描かれた絵画は、知り合いへの贈答品、あるいは部屋の隅
などにアクセントをつける装飾品としての役割があったようである。その意味では、屛風や掛幅に描か
れた本格的な絵画とは一線を画しており、いうなれば「土産物」的な性格をもち、大して価値の高いも
のではない、という認識が一般的だといってよい。しかし、画家が肩の力を抜いて描いた短冊絵にも、
本格的な大作と同様の個性と時代の傾向を見てとることができるのである。このことは実に重要なこと
で、従来の美術史研究が無視してきた作品群でもある。少なくとも、本稿の目的の一つでもある「写生
派の特質を探る」、「時代の特質を解明する」ということからいえば、大作にも劣らない特殊な視覚的価
値があると言っておかねばならない。
さて、直城も数多くの短冊絵を描いたので、現在でもなお、巷の骨董商を訪ねると、次々に直城の短
冊が見つかる。直城だけに限っても、一体どれぐらい多くの短冊絵を描いたのか、その実態を知りたい

12）2020年秋、煎茶で知られる大阪市谷町の一茶庵で、明尾圭造、佃一輝、佃梓央、橋爪節也、松浦清、そして中谷伸
生らによる会合があった際、直城らの大坂（阪）で活動した写生派画家たちの呼称としては、
「四条派」よりも「船
場派」がよいのでは、という議論が沸騰した。
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と興味を抱くのも当然であろう。ここでは、大正期に制作された八点の直城筆の短冊絵を紹介する。こ
れらの材質は金紙で縁取られた紙本墨画淡彩で、寸法はすべて縦36.0×横6.0センチメートルである。
まず、年記のある短冊から紹介すると、大正 3 年（1914）制作の《猫図》
（図 2 ）には、短冊の画面中
央下に虎縞の体毛をもつ一匹の猫が見られ、その猫は羽子板の羽根と遊んでいるところである。体毛の
表現は、柔らかくて触覚的な性格を伝えるとともに、動きのある描写と、羽根に興味を抱く猫の気持ち
までもが描出されている。首には真っ赤な首輪が嵌められている。見事な筆捌きから、写生派画家直城
の本領発揮というべき作例となっている。画面左上に「大正三年之春 直城」および「直」「城」の白文
方印連印が見られる。
次に大正 3 年（1914）《虎図》（図 3 ）であるが、画面最上部に黒と黄色の縞模様を見せる虎と、日の
丸の扇子が描かれ、画面下部はすべて余白となっている。ここには、大阪や京都の四条派の本領でもあ
る大胆な余白の使用例を認めることができる。小画面の絵画とはいえ、大阪写生派の見事な画面構成だ
といっておきたい。画面右下に「大正三年元旦減筆直城」の墨書と「政孝」の白文長方印を記している。
次に大正13年（1924）制作の《打ちでの小槌》（図 4 ）を紹介すると、画面下部に茶色の小槌が描か
れ、やはり画面のほとんどが余白である。ここでは滲みと擦れを効果的に駆使している。「打ちでの小
槌」とは、手で振ることによって、様々な品物が出てくる槌のことで、日本の昔話などにしばしば登場
してくる宝物である。大黒天の持物として知られ、富をもたらす象徴的な小道具をいう。画面左上に「大
正十三年新春直城」の墨書と「政孝」の白文長方印が見られる。
次に年紀のない五点の短冊絵を紹介するが、これら五点の作品は、紙質や金縁のデザインなどから、
これまで紹介した三点の大正期の短冊と同様であることから、制作年を大正期としておきたい。
まず、大正期の制作と推測される上用饅頭を描いた短冊絵《上用饅頭》
（図 5 ）は、上部に赤い印を載
せられ、ふっくらとした可愛らしい白い饅頭が、画面上部に小さく描かれ、画面のほとんどは余白であ
る。この余白の妙が、写生派の重要な特質でもあって、短冊絵だからというだけではなく、大画面の絵
画も含めて、写生派画家による典型的な作品だといってよい。画面右下に「直城」の署名と「直城」の
朱文楕円印が見られる。
次にやはり大正期と推測される《神社》
（図 6 ）は、やはり画面上半分を余白にして、下方に淡い代赭
を塗られた鳥居が見える。周囲に森を描いて静かな雰囲気を漂わせる。手前に濃い墨で樹木を配置し、
後方に淡墨の樹木を描き、その濃淡で遠近を表わしている。画面左下に「直城」の墨書による署名と「政
孝」の白文長方印が見られる。没線で墨の諧調を活かした短冊絵となっている。
次に同じく大正期と推測される《林》
（図 7 ）では、巨樹が立ち並ぶ林の中で、落葉を集めているので
あろうか、一人の男が少し前かがみになりながら、箒を持って、林の小道に落ちた枯葉を掃いている様
子である。動きのある男の後姿が印象深い。手前には擦れる細い線描を屈曲させながら、小川の流れが
表現された。こうした筆さばきの効果は、直城の実力を露わに示すものである。全体として、白い紙と
黒い墨の対照的な配置が美しい。画面の上半分を切り取れば、一幅の大きな絵画が誕生するほどの充実
した絵画である。画面下半部の六割ほどは余白にされ、右下に「直城」の署名が墨書され、
「政孝」の白
文方印が捺されている。
次にやはり大正期と推測される《崖図》
（図 8 ）では、滲みと擦れを伴う粗い筆さばきで、斜めの険し
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い斜面を見せる崖が描かれた。上の方には材木を組んだ柵のような構築物が見られる。一瞥では、無造
作に墨を塗ったように見える崖の描写は、写生的要素を残しつつ立体感を保持している。直城の力量を
示す一点だといってよい。画面の下部はほとんど余白で、最下部に薄墨でジグザグの線を引き、水の流
れを表している。そのすぐ上に「直城筆」の墨書および「直城」の朱文方印が見られる。
次に同じく大正期と推測される《山羊》
（図 9 ）を紹介すると、画面中央からわずかに下に、横たわる
後ろ姿の山羊が見える。切れ切れの軟らかい線描で体躯を描き、頭部では角と耳と目と口を簡潔に描い
ている。ここでも動物の体には量感が付与されており、平板さは避けられている。画面左下に「直城」
の署名、その下に「田孝」の朱文半円形連印が捺された。
以上、直城が制作した大正期の短冊絵は、広い余白を用いた構成が目を惹く。短冊の画面全体のおよ
そ三分の一の場所に簡潔な絵画を描く手法は、短冊という特殊な画面に対応するための効果的な手法で
ある。しかし、こうした画面構成は、江戸時代以来の大坂（阪）や京都の円山派・四条派に認められる
特質で、掛幅などの大きな画面の場合でも基本的には同様であり、写生派絵画の特徴を明白に示してい
る。直城の形態把握と筆さばきは手慣れており、対象の特徴を的確に描く実力は、決して凡庸ではない。
そこには「簡潔」、「平明」、「写生」、「穏やか」、「余白の妙」など、江戸後期から近代に至る写生派の特
徴が見てとれるが、いうまでもなく、そうした特徴は、大阪や京都を席巻した写生派の基調とでもいう
べき観照的性格である。

三

直城の下絵（画稿）

直城の制作をめぐる種々の問題については、下絵・粉本類を検討することもまた重要である13）。まず、
比較的大きな画面だといってよい「まくり」の下絵《寒山拾得（下絵）》（図10、11、12）であるが、縦
長の画面に、そこからはみ出るかのように画面いっぱいに、右側には経巻を広げて手に持つ寒山が、左
には体の前に箒を手に持つ拾得が描かれた。拾得は、片足に靴を履き、もう一方の足は裸足である。一
般常識から逸脱する拾得の風貌を端的に示そうとしたにちがいない。一方、風狂僧と言われる寒山は、
藁でできた草履を履いている。広げられた経巻は、寒山の持物として定型の図様ではあるが、僧侶とし
ての寒山の学識を象徴するものであろう。両者ともに厳つい顔貌表現となっており、いわゆる禅画の主
題である。しかし、江戸時代後期にはさまざまな流派の画家たちも「寒山・拾得図」を描いており、か
なりの人気画題であった。材質は薄くて透明感のある紙本に墨画淡彩で、寸法は縦82.5×横47.0センチ
メートルである。顔の輪郭や衣の襞などは、太くて力強い線描によって形づくられ、衣には淡い藍が、
手足には代赭が用いられた。作風としては、四条派風とはいえ、狩野派や文人画にも共通する描写法だ
といってよい。
資料として興味深いのは、この下絵の裏側に落款と印章が見られることである。裏面の左上に墨書で
「寒山拾得 明治十年春写 深田直城塾」と書かれている（図13、14、15）。その周辺には朱筆で「外百二

13）中谷伸生「深田直城《寒山拾得図（下絵）》及び「人物・花鳥・海魚」素描、『関西大学博物館紀要』第二六号、令
和 2 年（2020） 3 月、関西大学博物館、122-136頁。
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十号」と書かれ、その下には墨書で「壱号」と書かれている。さらにその上に「深田画塾之印」、そして
下にも「直城画院」の動物型長方印が捺され、その横には「深田」の朱文長方印が捺されている。注目
すべきは、墨書および印章に見られる「塾」という文字である。つまり、直城は、どれほどの規模かど
うかは分からないが、ともかく画塾を開いていた。ともかく、この下絵は直城画塾で用いられていた粉
本だということが明らかになる。
次に、定型の紙に描かれた16点の個人蔵の画稿（素描）を紹介する。材質と内容ともに同形式の素描
群であることから、これらの素描は、一連の同じシリーズのものだと考えられる。ただし、これらがセ
ットになっているわけではなく、本来はもっと数が多かったように思われる。散逸によって一部が失わ
れ、その残りの素描であることから、全体として統一的な意味を示している作品ではない。画題として
は、山水・人物・花鳥・動物・魚貝類で、いわゆる江戸時代から継承された日本の絵画の典型的な画題
を示している。これらの素描の材質・寸法は、すべての素描が紙本墨画淡彩で、縦30.5×横33.5センチ
メートルである。
最初に一点のみの《山水図（人家）》を紹介するが、茅葺であろうか、人家が三軒並んでおり、手前に
は川が流れ、木橋が架かり、その橋の上を歩く柴を背負った男が一人、人家へ向かっているところであ
る。川の流れは、濃い墨で点在する岩石を描き、さらさらと流れる水の描写は、淡墨の細い線を横向き
に描いて、いかにも川の水が流れている雰囲気を描き出している。ささやかながら、技術の粋を垣間見
せている。周辺には遠くに柿の木のようにも思える大きな木が見られ、手前は葦が群生している。墨画
淡彩で、わずかに代赭が用いられた。画面右下に「直城」の朱文楕円印（図16）が捺された。
続いて、
《豆撒き図》（図17）である。体を後ろにのけ反らす恰好の侍が一人描かれ、上方を仰ぎ見な
がら、左手に豆の入った箱を持ち、右手を大きく上げて、今まさに豆を撒いた瞬間である。刀を差し、
裃に正装した侍の肩衣と袴には淡い藍が刷かれ、顔や手はやはり代赭を塗られた。斜めからの動勢をう
まく捉えている。画面右下に「直」「城」の朱文楕円連印（図18）が捺された。
続いて、
《寿老人図》（図19）であるが、大きな頭部をもつ寿老人は、両手を前で組み、すっくと立っ
ているところであろう。白い髭を生やした顔貌表現は、眼、鼻、口と、それぞれ繊細で立体感のある描
写が際立っており、四条派画家による技術の底力を如実に誇示している。上着の輪郭線は、滲みをみせ
る、いわば豪快な筆致となっており、これまた秀抜である。直城は昭和まで活動した画家ではあるが、
江戸時代生まれの画家として、筆使いの訓練の跡を覗かせていて見事である。こうした技法には、時代
の変化とともに、近代画家が捨ててしまった、いや捨てざるを得なかった画家としての基礎訓練が、い
かに重要であるかを思い知らされる。下半身には、おそらく茶系の鮮やかな文様の入った袴を着けてい
るのであろう。画面右下に「直城」の朱文楕円印が捺された。
続いて、
《犬図》（図20）であるが、画面左側に犬の顔が大きく描かれ、ぼかしや滲みを駆使した筆使
いは大胆ではあるが正確でもある。繊細に描かれた顔の表情は、幅広の刷毛を使って豪快に刷かれた淡
墨の効果と対照をなしている。駕籠の隙間からわずかに花が見えることから、この犬は花かごに入って
いるのだろうか。それとも花籠の上に乗っかっているのだろうか。画面右下に「直城」の朱文楕円印が
捺されている。
続いて、
《魚図（石鯛）
》
（図21）であるが、画面いっぱいに描かれた石鯛は、ほとんど輪郭線を用いず
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に、筆の側面を使って形態を作り上げている。滲みやぼかしの効果を用いながら、丸みを帯びた立体感
を強調しており、石鯛の体の縞模様には、墨と淡い藍が施された。画面右中央に「直城」の朱文楕円印
が捺された。
続いて、
《鱧図》
（図22）であるが、体を大きく屈曲させた鱧は、鰻にも見え、穴子にも見えるが、尻尾
が細く終わっているので鰻ではなさそうである。また、京や大坂で活動した画家が、わざわざ穴子を描く
かどうか、ということを考えると、その可能性は低い。しかも、体が丸っこくなく、平べったい形態をし
ているので、やはり鱧と言っておくのが無難であろう。画面左下に「直城」の朱文楕円印が捺された。
続いて、
《貝（鮑とさざえ）図》（図23）であるが、画面に大きく描かれた鮑とさざえは、写生的に正
確に描かれている。細部にはこだわらず、大づかみに特徴を描き出しており、その点では、日本の画家
の写生は、やはりヨーロッパの画家の写実とは異なる。藍と代赭が効果的に用いられている。画面左下
に「直城」の朱文楕円印が捺された。
続いて、
《桃図》（図24）であるが、画面からはみ出るように描かれた桃の実が三つ。大胆で近代的と
いってよい形態モティーフを駆使して描かれた。画面下の桃は、簡潔な輪郭線で軽々と形が把握されて
おり、直城の素描についての実力を見せつける。丸い桃の実の存在を強調するためか、葉っぱの表現は、
ばっさりとして対照的である。桃の実には淡く紅色が施された。桃の木の幹の表現には、応挙以来の付
立が用いられているが、画面構成や空間表現を見ると、江戸時代の伝統を継承する素描というよりも、
明らかに近代的な感覚を示しており、西洋文化が怒涛のように導入される時代に対応する新しい構図の
素描である。画面の外へ出ていく桃と枝が大胆な構図を形成しており、前後関係を考えたモティーフの
配置によって、ふくらみのある空間が生み出された。また、立体感を喚起させる描写法など、新しい写
生の作風を示している。この素描だけから見ると、これらの下絵（素描）は、大正期から昭和初期にか
けて制作されたものと考えざるをえない。画面左下に「直城」の朱文楕円印がおされている。
次に、
《胡瓜》
（図25）を紹介する。朝顔の葉っぱに似た形態の葉を描いているが、葉の先が三つある朝
顔とは異なり五つあることから胡瓜の葉だと分かる。
《蔬菜群虫図》
（出光美術館蔵）など、江戸琳派の鈴
木其一らも好んで描いた植物である。蕾から花を咲かせ、やがて実を作るという成長の流れが画題として
も関心をもたれたにちがいない。小さな黄色い花が二つ咲いており、その他に蕾が三つほど描かれてい
る。切れ味の鋭い形態描写を見せる草花図である。画面右下に「直城」の朱文楕円印が捺されている。
最後に紹介するのは、
《燕子花図》
（図26）である。これもまた琳派の画家たちが好んだ草花であるが、
日本美術史上、物語絵に頻繁に登場する。茫洋とした筆触の跡を効果的に残しながら、紫の花が優雅に
描かれている。緑の茎は、付立の技法によって一筆で形づくられ、右端の細い茎の先に虫が止まってい
る。画面左下に「直」「城」の朱文楕円連印が捺された。
直城によるこれらの素描の特質をまとめると、それぞれの素描は江戸時代以来の写生派の伝統を踏ま
えて制作されており、《鱧図》などには磨かれた技法の冴えを見ることができる。また、《桃図》などを
見ると、近代的な新しいモティーフの構成を確認することができて、直城が伝統を継承するだけの守旧
的な画家ではないことも明らかになる。
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四

直城の大画面絵画

直城の代表作品の一点と目される双幅《春秋花鳥之図》（泉屋博古館蔵）（図27）は、制作年不明であ
るが、明治時代の制作であることは明らかで、絹本著色、縦137.8×横111.0センチメートルの作品であ
る。右幅には一羽の雉が岩石の上に立ち、その周囲には桜の花が満開である。左幅には満月が照る原野
に六羽の鶉が生息し、周辺はススキで覆われて、そこに芙蓉、桔梗、萩や菊の花が咲きほこる。これま
での研究では、
「典型的な四条派の写生を基礎にしながら、直城が習得した洋画の写実表現をさらに溶け
込ませた 3 D のような飛び出し感がある。
」14）と解説され、伝統的な四条派の作風と洋画のそれとが混在
した絵画だという。確かに、右幅の雉と岩石、そして、その周辺の樹木の幹など、また、左幅に見られ
る手前の切株とその周囲の草花の表現など、圧倒的な立体感を示すとともに、写実的な描写という段階
を越えて 3 D グラフィック映像の迫力を示している。要するに、
「立体的な造形表現」という言葉がふさ
わしい。一方、右幅後方の桜の木や、左幅後方の満月とススキの描写などは、江戸時代の四条派の趣で
ある。この新旧の作風を共にこなした技量こそが直城の力量で、近代絵画史上、再評価されねばならな
い。洋画風ということは、わずか一年とはいえ、少年時代に師事した洋画家の加島菱洲の影響が残った
からだとも考えられるが、
「洋画」風というよりも、時代状況を見渡してみれば、岡倉天心（覚三）の指
導を受けて、東西絵画の融合を目標とした狩野芳崖や、日本美術院の橋本雅邦らの「立体的な造形表現」
に似ていることから、時代的には彼らの絵画の影響を受けたか、あるいは同時代的な共時的作風と考え
るべきか、ということになる。芳崖の明治18～19年（1885～1886）作《渓間雄飛図》（ボストン美術館
蔵）
【挿図 2 】の鷹・岩山・瀧の立体感あふれる形態把握や、雅邦の明治23年（1890）作《白雲紅樹》
（東
京藝術大学藝術資料館蔵）の岩壁と岩石の描写など、直城の形態描写に近似している。直城は日本美術
院の横山大観と同世代であり、時代的には共通項があっても違和感はない。
続いて、やはり代表的な双幅《水辺芦雁 雪中船泊》
（関西大学図書館蔵）
（図28）では、右幅には数十
匹の雁の群れが集い、周辺に群生する芦が繊細な筆致で描かれた。遠くには数隻の船が浮かび、上方に
は雲間から月が顔をのぞかせている。左幅では買
積みの北国廻船、すなわち北前船が大きく描かれ、
高く伸びるマストの垂直線が画面を引き締めてい
る。いわゆる船どまりの情景である。手前には積
もった雪が描かれ、はるか彼方には、右幅と同様
に月が出て、上空を十羽ほどの雁が飛ぶ。左右両
幅ともに、広々とした光景を把握しており、雄大
な絵画となっている。一瞥すると、かつて呉春ら
が描いた船舶の描写と図様につながる写生派の絵
画であるが、画面全体からは、洋画風という印象
を受ける。つまり、画題は江戸時代の四条派を想

【挿図 2 】 狩野芳崖《渓間雄飛図》
（部分）

14）泉屋博古館編『泉屋博古 近代日本画』、平成29年（2017）
、188頁。
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起させるが、描写法はかなり近代的である。ここでもまた、日本画と洋画とが混然一体となった直城の
作風が見られる。《春秋花鳥之図》と比較すると、
《水辺芦雁 雪中船泊》の場合は、多少とも伝統的な要
素の濃い作風であるが、この作品もまた、洋の東西を混淆させた作風だといえるはずである。

まとめ
以上、深田直城の掛幅と短冊絵、そして下絵と素描を紹介してきたが、幕末に生まれ、明治、大正、
昭和にわたって活動した直城は、今ではすっかり忘れられた画家である。しかし、江戸時代以来の伝統
を踏まえ、粉本の模写を修練の基本にして、自己の絵画を成り立たせた直城の作品は、一定水準の技法
と表現を成り立たせており、突出した個性はないにしても、そして、小さな存在ながらも、日本文化の
一翼を担ってきたわけである。とりわけ、明治10年（1877）17歳のときに「直城画塾」を開き、後進の
育成に尽力したことも忘れてはならない。近代社会が礼賛した「天才」画家という大きな呼び声の前に、
いわば小声で話し続けた多くの写生派画家たちは、美術史研究上からは姿を消していったが、美術界を
下支えした活動は重要である。そうした裾野のあり方を今一度問いかけるべきであろう。
注目すべきは、伝統的な四条派の写生的作風を継承しながらも、日本美術院の画家たちが追及した東
西美術の融合という目標を、直城なりに遂行したことは評価すべきである。岡倉天心の指導を受けて、
旧来の狩野派の水墨画に新しい近代的な要素を注ぎ込んだ狩野芳崖の「立体的な造形表現」に似て、 3 D
映像的な絵画を実現した直城は、近代の写生派画家の中でも独創的な個性を示した画家である。そうし
た新しい造形表現が、流派も制作地域も異なる芳崖とつながるかどうかは分からない。あるいは同時代
的な共時的表現だといえるのかもしれない。いずれにしても、その個性は、日本近代絵画史上見逃せな
い作風である。先に紹介した素描《桃図》なども、桃の木の描写が画面の外へ出ていく大胆な構図と、
多少とも立体感を喚起させる描写法など、新しい写生の作風を示している。
双幅《春秋花鳥之図》
（泉屋博古館蔵）に顕著に見られる「立体的な造形表現」を、明治期の日本画の
流れに即してまとめておくと、芳崖没後に活動を始める日本美術院の画家たちは、芳崖流の「立体的な
造形表現」を放棄して、色彩を駆使した朦朧体へと突き進み、新たな日本画を確立した。芳崖とともに
活動した雅邦でさえ、
《白雲紅樹》
（東京藝術大学藝術資料館蔵）において、芳崖の影響を強く受け、
「立
体的な造形表現」を試みたが、やがてそうした作風からは離れていく。また、京都の画家たちは、円山
応挙に始まる写生の伝統を踏襲して、竹内栖鳳以後の写実的・写生的作風をこなしながら、西洋絵画の
作風を採り入れて、色彩豊かで自然に近づいた日本画を誕生させた。しかし、そこには芳崖や直城の「立
体的な造形表現」は見られない。この観点からいえば、直城の双幅《春秋花鳥之図》
（泉屋博古館蔵）は、
大阪・京都の写生派画家たちの作品中でも、特異な存在だといえるだろう。
栖鳳と同世代の直城は、伝統的な写生画に西洋風の表現、すなわち「立体的な造形表現」を付け加え
て、江戸時代以来の円山派・四条派の桎梏を脱して、栖鳳とも異なる新しい写生画を目指した画家だと
いってよい。栖鳳は、京都の美術界に君臨して、伝統的な写生の技法を用いつつ、自然らしさを追究す
る写生に新境地を開いた。それに対して、直城もまた新しい「立体的な造形表現」を打ち出した。しか
し、勢いを増しつつあった日本画の中心地京都を離れ、大阪へ転居した後、徐々に忘れられることにな
37
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る。しかし、栖鳳とも、また栖鳳周辺の円山四条派の画家たちとも異なる直城の新しい独創的な作風は
高く評価されねばならない。加えて、もし直城が芳崖や雅邦らによる作風の影響を受けていたとすれば、
大阪と東京の画風との興味深い邂逅の一例となろう。
【挿図出典】図 1 ～25（筆者撮影）
、図26（『泉屋博古館名品選』）、図27、28（日本美術全集『洋画と日本画』）、図29（柴
田就平『美術フォーラム21』第三十九号）
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向って右から（図 2 ）直城《猫図》
、
（図 3 ）直城《虎図》
、
（図 4 ）直城《打ちでの小槌》
、
（図 5 ）直城《上用饅頭》
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向って右から（図 6 ）直城《神社》
、
（図 7 ）直城《林》
、
（図 8 ）直城《崖図》
、
（図 9 ）直城《山羊》
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（図 1 ）直城『直城狂画帖』
「猿廻し」

（図12）直城《寒山拾得（下絵》
（部分）

（図11）直城《寒山拾得（下絵》
（部分）

（図10）直城《寒山拾得（下絵）》

（図15）直城「落款・印章」

（図14）直城「落款・印章」

（図13）直城「落款・印章」
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（図17）直城《豆撒き図》

（図16）直城印章
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（図18）直城印章

（図21）直城《魚図（石鯛）》

（図20）直城《犬図》

（図19）直城《寿老人図》
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（図25）直城《胡瓜図》

（図23）直城《貝（鮑とさざえ）図》
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（図22）直城《鱧図》
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（図26）直城《燕子花図》

（図24）直城《桃図》
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（図27）直城《春秋花鳥之図》
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（図28）直城《水辺芦雁 雪中船泊》
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