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美術講演会「龍に出会って」 

講師：土屋禮一（T） 

司会：中田智則（N） 

日時：2017 年 11 月 11 日（土）13:30～ 

会場：茨城県天心記念五浦美術館講堂 

 

Ｎ―初めて瑞龍寺の床の間を拝見したとき、そ

の迫力に圧倒されたというのが私の第一印象で

ございます。今回の展覧会では瑞龍寺さんのご

協力のもと、一部屋まるごとお借りして、お部

屋を再現する形で展示をさせていただきました。

土屋先生が空間をどのように考えて制作をした

のか、そうした空間の中で皆さまに楽しんでい

ただけるのではないかと思っております。まず、

瑞龍寺と先生がどういった関係があるのか、そ

の辺りのことからお話いただけないでしょうか。 

Ｔ―瑞龍寺は臨済宗の寺院で 500 年の歴史をも

つお寺です。伽藍再建時、同じ岐阜県出身で師

の加藤東一先生に襖絵制作の依頼があったんで

すね。その時、先生に随行して瑞龍寺にお邪魔

して、果たして先生がこの 27 面の襖絵にどんな

絵を描くのだろうと人事のようにお供した記憶

がありますけど。加藤先生が金閣寺の仕事が大

体仕上がった後に、先生が不幸にもぎっくり腰

になって、車椅子のような生活になられて。僕

はまだ 40 代後半で若かったけれども、同じ岐阜

の出身ということもあって代わりにやってくれ

ないかと。日本画家だから墨の仕事をやりたい

とは思ってましたけど、ほとんど今まで墨の勉

強なんかしてないし…。まあ金閣寺で先生の墨

磨りだけはね、先生のお手伝いでやってました

けど、そんなものはやれっこないと。 

墨の専門的な話になりますけど、墨は人間の年

齢と同じで、出来たての墨っていうのは 5～10

年は性質が定まらず、墨を寝かすってことが大

切で。あまり古いものは枯れちゃってまして。

そんなことは知識で知っていましたし、少しず

つ墨は集めていましたけど、まあどう断るかと

いうのが正直なところだったんです。大学で定

期検診があって、癌の兆候があると言われて、

10 日間くらいの再検査になりましてね。今まで

死というものを考えたことはなかったんですけ

ど、具体的に死を考えるきっかけになったんで

すね。再検査の結果大丈夫だったんですけど、

同じ日本画家であった父が亡くなったのが 52

歳だったんです。瑞龍寺さんからのご依頼は 52

歳の時に仕上げるっていうことで、ああそうか、

父親が亡くなった年にこの絵を仕上げるんだな

と。それと若干の知識ですけど、道徳的時間っ

ていうのと、抽象的時間っていうのと、絶対的

時間っていうのがあるそうです。ご飯を１時に

食べようとして１時半とか２時になるのが抽象

的時間といって、まあどちらでもいいような時

間ですよね。１時半にお話させていただくって

いう予定があったのに、10 分 20 分遅れるとす

るでしょ。そういうのを道徳的時間というそう

です。絶対的時間っていうのは死が…生きてい

る間に何をなすか。絶対的に与えられた時間に

気が付いた人が何か仕事が出来る。そんなこと

が知識にあって、癌の宣告と、父親の死と、僕に

与えられた絵描きとしての絶対的時間っていう

ようなものが、自然に運命的に後押しのような

ものがあって、やるべきだと…勇気を持ってや

るだけやってみようと。 

Ｎ―色々なめぐり合わせで… 

Ｔ―本当にありがたいと思って。今日は瑞陵寺

の御老師がおいで来ていただいて緊張していま

すが。丁度、五浦美術館が 20 周年の記念ですも

んね。そうすると僕が絵を仕上げたのが 52 歳で

したから、それも 20 周年だなと。不思議な巡り

合わせっていうかね。20 周年ということで予算

もとっていただいたのか、立派な特別な再現も

お世話になったようで。ありがとうございます。 
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Ｎ―執筆にあたって、なにか瑞龍寺さんから条

件は？ 

Ｔ―禅寺だから、色々なことをやっていただい

てもいいけど、中心だけは墨でやって欲しいと。

御名前が瑞龍寺と「龍」がついていることと、僕

の先生が辰年だったんですね。先生から受け継

いだ仕事だし、自然にふーっと龍を描いてみた

いと決まりましたね。それから龍の本を読んだ

り。また御老師からうかがった、「臨済は問答に

問答を繰り返して、自分が分かったようなこと

とか、観念的なこととか、常識とか肩書きだと

か、諸々なものを問答と問答の繰り返しによっ

て取っ払い、本来の命そのものの裸の姿になっ

て修行することが入口だ」という話がとっても

印象深かった。それで、龍の本を色々読んでる

中で「蔵頭露尾」という言葉に出会ったんです

ね。龍の顔が見えてる時は体はほとんど雲に隠

れて見えない。尾っぽがちらっと出た時にはも

う顔が見えない。だから龍というのは全体を掴

む事は永遠に不可能だという意味だったんです

ね。それと御老師からうかがってた「臨済の問

答から、もう一度自分の分かっていたようなこ

とも全て裸に戻す」っていう修行の入口の話を

聞きながら…何となくイメージが出来上がった

んですね。 

それから、私は墨の絵の中で与謝蕪村の「蛾眉

露頂図巻」がとっても好きで、蕪村が李白の詩

をきっかけに蛾眉山に登らずに描いた。だから

尊敬する蕪村が現場に行かないであの絵を描い

たなら、僕は行ってみようと。一部屋は龍を描

いて、もう一部屋は中国の山々を描こうと思っ

たんですね。目に見えるものと見えないもので

世の中出来ている訳ですから。見えない世界を

龍で一部屋描いて、もう一部屋は峨眉山なり黄

山なり、中国の山々を一部屋やろうかなという

発想で中国へ出掛けたんですけど、幸か不幸か、

27 年ぶりの台風っていう最中に中国に突っ込

んでいったんですね。山の頂上で道路が全部寸

断されちゃいましてね。開放軍が僕たちを救い

に山に登って来てくれたんですよ。救出は２時

間くらい掛かりましたかね。外国人の避難でき

るホテルまで運んでくれたんだけど、心身とも

にくたくたでね。その時に、僕は何でも良いよ

うにとるんですけど、龍が僕の為に 27 年ぶりに

暴れまわってくれたのだと。国際電話で女房に

電話しましたら、「あなた大変ねえ。2000 人亡

くなったんだって。」っていう訳ですね。本当に

命からがらだったんですけど…ただ、龍を描い

た先輩たちの絵をね、学生たちが手伝ってくれ

て古今東西の龍の絵を集めてくれてね、改めて

龍を勉強した中でやっぱり尊敬する何人かの絵

描きは、まるで…まさしく生きてる龍っていう

か、命の通った龍を描けてる先輩の絵を見るに

つけ、ああ、この人たちはやっぱり龍に会った

人だったんだなと思って…ああ、僕も龍に会っ

たんだと思いましてね。まあスケッチが出来な

かったというのもあって中国の風景は諦めまし

て、龍の隣の部屋には茜の綺麗な色のついた部

屋を描かせていただいて、その奥にはドロドロ

した真っ黒けな雲の中の龍があったり、またそ

の奥には茜色の雲があるっていうね。そういう

風な発想で、絵に方向がしっかりしたのは大変

な台風のお陰でしたね。だから、そういう意味

では勝手に僕は幸運だと思ってます。27 年振り

の台風に呼んでいただけたというのはね。 

N―中々そういう機会も･･･ 

T―そう。こんなことは一生ね、きっと巡り会え

ない。 

Ｎ―ちょっと気になったのはですね、どなたの

絵が龍に出会われた画家の絵かという。 

Ｔ―画竜点睛を欠くという･･･中国には古い時

代龍だけを描く一派がいたんですね。その中の

中心人物が張僧繇っていうんですけど。この人

が安楽寺っいうお寺に龍を描いてね、張僧繇が
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目を入れたら龍が飛んで行っちゃったというん

ですね。そこから画竜点睛を欠くっていう言葉

の入口になってるらしくて。故宮の紫禁城に行

った時に、九龍壁っていうのがあって、確かそ

の中の白い龍だったと思ったけど、目の玉入っ

てないんですよ。どうもそこから来てるらしい

んですね。ただ、九龍壁には目の玉入れても飛

んで行かない龍だと思いましたけどね。張さん

の描いた龍は伝説的な絵でね、僕たちは見るこ

とは出来ないんですけども、ただその後に出て

くる陳容っていうすごい絵描きがいて、これは

大観の龍の名作の基になっているような方なん

ですけど、まあこれは特別な人でね。ボストン

美術館に「九龍図」ってのがあるし、東京の博物

館には「五龍図」がありますけど、まあこれを越

えるものは龍はないと思っていますが。ただ日

本では、海北友松の龍がやっぱり良いですね。 

N―今年の春でしたか、京都で海北友松展があ

りましたね。 

T―そうそう。 

N―九龍図の方も今年ボストン美術館で来まし

たね。やはり巡り合わせなんですかね。 

T―そうそう。巡り合わせといえば、20 年前に

もボストン美術館展がありましてね、見てるん

ですよ。 

Ｎ―瑞龍図は正面から描かれてますが、中々正

面の龍の図というのは･･･ 

Ｔ―無い訳じゃないんですけど、正面の龍は少

なかったんですね。それはちょっとあったんで

す、正面やってみようかなというのは。瑞龍寺

さんが高い大きな紙を二枚用意してくださって、

正面が駄目なら、さあどうしようかと、少し怖

さはあったんですがね。まあお陰で、何とか正

面で。 

Ｎ―今回は展示してないですけど、結構下図も

多く･･･ 

T―そうですね。結構やりました。 

N―やはり、中々大変だったかと思いますけど

も。水墨で障壁画を描いて欲しいとお寺さんの

方から要望があったということですけど、その

後も水墨というのは？ 

Ｔ―瑞龍寺さんのお陰でね、墨を磨ることが日

課になって。墨っていうのはブラックっていう

よりは、幽玄の「玄」っていう言葉に代表される

と思ってるんですけど、すべての色が集まった

黒ですね。玄人の「玄」ね。玄関の「玄」もそう

ですよね。玄関の風情はそのお家の人柄が偲ば

れるんだそうですね。それからまあ、これは一

休さんの言葉だけど、「心とはいかなるものをい

ふやらん墨絵に書し松風の音」っていうのがあ

るんですね。僕たちも肩書きだとかお人柄だと

か色々なものでふっと分かるんだけど、お付き

合いすると段々分かってくることありますよね。

見かけではない部分があって。墨っていうのが

そういう風な意味合いを持ってるらしいですね。

墨には油煙墨と松煙墨っていうのがあって、今

は石油で出来る墨もあって、やはり絵描きはこ

ういう墨が欲しいっていうのがあるでしょ。和

田甚っていう人は、大観墨とか玉堂墨を注文を

受けて墨を作ってたらしいんですね。大観はど

っちかというと松煙墨が、強いていうと年老い

た墨っていうか熟した墨が好きだったんですね。

川合玉堂は若い墨が好きだったんですね。山種

美術館で水墨の展覧会がありましてね、水墨ば

っかり見てると、日本画家の中でもただ墨で描

いてる人とね、水墨の墨味に興味を持ってる絵

描きが分かれるなと思いました。俗っぽく言う

と、熟女好みと、若い少女好きみたいじゃない

けど。分かりやすく言うと大観は熟女好み、玉

堂は若いお嬢さん好みで、ほとんど発色が、墨

色が違うんですよ。墨にもやはり好みがしっか

りあって、分かれるんだなと。それから皆さん

ご存じのように関西行くと食べ物薄味でしょ？

関東から北に行くと濃いでしょ。あれは水の硬
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さなんですね。紙を変えたり墨を変えると発色

って変わるんですけど、紙も墨も変えないで、

100 種類の水を変えてね、実験した方がいるん

ですね。今、コントレックスとかダイエットの

水が入って来ててね、飲み辛いんですよ。ただ、

硬い水はにじみ幅が全然違うんですよ。カルシ

ウムの多い水で墨を磨りますとね、にじみ幅が

違うんですよ。だから複雑なんですね。日本の

水はきれいな暈かしが効くんですね。それはど

ちらがいいかじゃないんだけど、水によって墨

色が違うっていうのが改めて勉強になりました。

また墨の本を読んでましたら、こういう美術館

にも購入委員会っていうのがあると思いますけ

ど、刀の目利きだった本阿弥光悦が家康の美の

指南役というか、相談役をやったんですね。光

悦がちょうど来るときに古い中国の墨を家康が

買ってて、光悦に試墨をさせるんですよ。墨を

磨りながら、光悦は「墨はいいけど江戸の水が

ねえ」って言うんですって。家康も「鳴くまで待

とうホトトギス」の人ですから、じゃあまた今

度にしようと。次に光悦が来るときに、京都奈

良から水を仕入れといて、もう一回磨らせると、

「ああ、水が変わって墨が喜んでる」って言っ

たんだそうですね。その当時の日本の水の違い

を墨で嗅ぎ分けてたというんですね、光悦は。

日本の水の柔らかさっていう、世界でも稀に見

る水の文化っていうのが水墨を複雑にしたんだ

なあと。墨に出会ったおかげで、紙っていうも

のの大切さと、水っていうものの大切さと、そ

して使い辛い毛筆の魅力っていうのを、これも

龍のお仕事のお陰で新たに出会ったっていう感

じがあります。 

Ｎ―先生はどんな墨が？ 

Ｔ―僕は若干古い墨が好きですね。好みで言う

とね。 

Ｎ―今も水を変えて制作されたりとか？ 

Ｔ―特に僕は岐阜の田舎なもんだから、岐阜の

水を送ってくださる方がいたり、娘が時々コン

トレックスがあるって言って取りに行きますけ

どね。若干水でも使い分けはしています。 

N―にじみの違いを楽しみながら･･･ 

T―そうですね。それと墨っていうのは、距離を

離せば離す程、煤が細かくなるんですね。特に

松煙墨っていうのは、かつての中国では二部屋

も三部屋も離して煤をとったんだそうです。そ

うすると、何ヶ月かかってとっても煤は僅かな

んですね。それは粒子がものすごく細かいから。

病気の子どもに磨らせろっていうんです。力任

せに磨ると、本来の煤の一粒一粒じゃなくて、

三粒四粒と磨れちゃうんですけど、ほとんど墨

の重さくらいで時間をかけて磨ると、その煤の

一粒一粒に戻るっていうんですね。粒子の粗い

墨は、墨がにじんだ時に紙と墨の境がはっきり

しますけど、頂烟墨っていう煤の細かい墨は、

白と墨の境が無いくらい微妙なね、デリケート

な変化が果てしないんですね。だからブラック、

黒で世界と戦うと…強さで戦うとね、向こうの

ブラックには敵わないけど、弱さで戦うと世界

一だと言われていますね。日本の墨は弱い微妙

な変化で表現できる。そういう意味では、墨は

中国で出来ましたけど、墨色を見事に微妙なも

のにしたのは、さっきの海北さんだったり。海

北さん辺りのたらしこみは宗達で完成するんで

すけども。中国では水に乗って偶然出来るのを

認めないところがあってね。我々、余白ってい

うでしょ。余った白っていうのは偶然出来るっ

ていうけど、中国では留白っていって、絶対に

描かないところを決めるんですね。だから水に

よってにじむというのは許されない事で、渇筆

で叩いて、予定どおりにじみを作るんですね。

文化の違いでね。水に乗って墨が微妙に旅をす

るっていう魅力はやはり日本人好みですね。 

Ｎ―墨と同時に紙っていうのもやはり･･･ 

Ｔ―大きいですね。雅邦紙だとか放庵紙とか、



5 

 

やはり絵描きが注文で自分の紙を漉かせていま

すね。 

Ｎ―先生もじゃあ？ 

Ｔ―いや、僕は雲肌麻紙で育ったもんですから。

ただ今の若い人達は少し紙にこだわりを持ち出

したり、僕たちとは違う墨にこだわりを持つ人

もいますからね。僕の時代には洋画に負けない

ように日本画がなければいかんという時代が出

発でね。杉山さんとか高山先生が油絵に負けな

いような日本画を描こうと。だから紙も雲肌麻

紙っていうキャンバスに負けないような紙を作

ったり。ペインティングナイフで日本画の絵の

具を使ってみたり。戦争で負けた時に何で日本

画をやるんだと。第二芸術論っていって、俳句

とか日本画は滅びるだろうと言われていた時代

があったんですけどね。だから大学なんかでも

日本画はほとんど競争率なしで入れたんですけ

ど、今は日本画は大変な競争率で、若い世代は

日本人だから日本独特の絵を描くんだっていっ

てね、次の世代がまた新たな日本画をイメージ

しているんじゃないですか。 

Ｎ―色々とお話をお伺いしましたが、先生の作

品は自然をテーマにしたものが多いように思い

ます。冒頭おっしゃていましたが、自然を象徴

するものとして龍があろうかと思うんですけど。

やはり先生が今までやって来られた芸術と龍が

どこか延長というか、関連性というか。龍とい

うのは先生にとってどんな存在なのか…そうい

ったところを、今まで先生が追い求めて来た芸

術の延長にあるような感じがするんですけど、

どうでしょうか？ 

Ｔ 龍の事を日本ではみずちと呼んだ。僕が尊

敬してた先輩で山口長男という人がいて、作品

の講評の時に「この絵は〈ち〉が通ってないか

ら、型で割ってて形になっていないんだ」って

いう話が印象深くて。また、中西進先生とご縁

があって、まあ古い言葉の専門家ですから、「型

と形はどこが違うんですか。」とうかがったら、

「ち」は父親の「ち」とか母親の「乳」とか命そ

のもので、霊とか魂って意味だと教えてくださ

いましてね。だからそうか、型と形の違いって

いうのは成る程なあと改めて思ったことがある

んです。「みずち」っていう龍の意味を考えてみ

ると、目に見えるものを絵描きはどう表現する

か、目に見えないものをどう表現するか。この

前オープニングの時も話したんだけど、クール

ベは天使に羽を描かなかったんだそうです。彼

は「天使のような赤ちゃんやお嬢さんは見るけ

ど、羽なんか生えてなかった。だから僕は目に

見えないものは信用しない」って言ったんです

ね。それに対してモローは「僕は未だに目に見

えるものだけは信用しない」と言ったんですね。

象徴的な言葉だと思うんですけど、感じたもの

しか信用しないって言ったんですね。僕は極め

て東洋的だと思うんですけど、西洋の絵描きが

言ったところが象徴的だと思ってるんです。例

えば中田さんに 10 日前に会ったとしますよ

ね？どんなスーツを着てたとか、どういうネク

タイだったかとか、記憶がないと思うんだけど、

ただ「中田さんはあの時やたら緊張してたなあ」

とか、表情は覚えてると思うんですよ。だから、

そういう見えないものを僕たちは見てるわけで。

そういうものを先輩の絵描きたちは描いてきた

んじゃないですかね。だから見えるものを信用

しない。見えるものを感じるような形と色に置

き換える。そして見えないものをしっかりと見

る。だから、きっと天使に羽を描いた人は、天使

に羽が見えた人が描いたんでしょう。きっと見

て取った絵描きがいたんですね。そこから我々

は想像力が拡がるわけで。だから僕も色々な風

景を描くけども、現場の風景をそのまま描いた

ことはなくて。ただ、「故郷に同じような川があ

ったなあ」とかね、行ったことのない所にまで

懐かしい所があって。僕の記憶が絵になるんで、
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そのもの見たものが絵になるんじゃない。そう

いうものの代表選手が龍なんじゃないかと。今

日、友人と電車でここに来たんですけど、空の

雲を見てても龍に見えたり、常緑樹の間の紅葉

の赤い木が龍に見えたりね、そういう風に龍だ

と思うとどこにも龍がいて、赤い葉っぱだろう

と思う方が僕たちの悲しい哉、観念と常識であ

って、僕たちは自然は色んなものに見えてて。

僕の田舎にも水神さんとか龍神さんがあります

けどね、そういうものに祈るとか願うとかって

いうようなことがやはり夢を絶やさなかったこ

とで、現実に負けないひとつのイメージってい

うのをね、特に龍なんかに見つけてたんじゃな

いですか。原発、豊洲の市場の話とかね、加計学

園とか森友学園、あれも龍だよね。怖い龍と難

しい龍と、僕たちを救ってくれる龍が現実の中

にあって、だから見える人には龍が見えるんじ

ゃないですかね。 

N―今回 55 点出品してますけども… 

T―いろいろな龍がありますね。 

N―やっぱり見て感じてないと中々… 

T―そうだし、やっぱりそこに作家の人柄がね。

龍は作家のイメージだから、寧ろ作家の人柄が

まさしく龍の中に出てるけど。 

Ｎ―先生の作品も、「瑞龍図」と、10 数年経って

描かれた「黒龍」を見させていただいてますけ

ど、やはり２点の龍から我々の感じられるとこ

ろが違うので、10 年経った中での先生の龍の感

じ方が変わってきたのかなと、僕の個人的な意

見なんですけど。 

Ｔ―怖さ知らずじゃないけど初めて挑戦させて

いただいた瑞龍寺さんの龍が、一生涯かかって

も越えたいと思っても超えられない。僕の下図

も見ること無く、完成の僕の絵を知らないまま

東一先生は亡くなったわけですからね、あっち

の方に行って先生に講評願おうと思ってますけ

ど、やっぱり東一先生が助けてくれたのか。余

程の僕の祈りの思いがないと超えられないと思

っています。やっぱりあれは描いたのではなく、

描かされたような気はしています。一生懸命描

いてはいるんですけど、自分の力以外のものに

助けられて絵は生まれてくるわけで。 

N―本当に色々とお話聞かせていただいて、あ

りがとうございました。 

 


