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氷壺秋月莹澈無瑕   霊光騰越欲烛斗間 

 

楊維禎像 呉偉 鉄笛図巻 局部 上海博物館蔵 

 

文壇盟主  古今縦横 

「元之中世，有文章巨公，起於浙河之間，曰鐵崖君，聲光殷殷，摩戛霄漢，吳越諸生多歸之，

殆猶山之宗岱，河之走海，如是者四十餘年乃終。」元の中世に、浙河の間に生まれ鉄崖君と呼

ばれる文章の巨匠がいた。その声は殷殷として空を摩るほど高く、呉越の諸生の多くが彼に従っ

て勉学した。山のなかの泰山の如く、川の走り帰る海の如く、こうして四十年余りにして終わりを

告げた。これは明太祖朱元璋に「開国文臣の首」と呼ばれた宋濂が鉄崖君楊維禎のために書い

た墓誌銘の前書きの言葉である。この開篇の言葉は、たとえ楊維禎が歴史上の統治時間の短い

元代に生きていても、中国文学史においては依然として崇高な地位を持っていることを強調した

ものである。 

 

元大徳、延祐以来、宗唐の風は文壇を統括していた。詩歌創作は模倣に重きを置いたため、

自我性を失わせていた。虞集を中心とした奎章閣文人圏の「復古雅正」の美意識傾向と創作意

図が宮廷館閣の主導となり、全分野に広がっていた。1344 年、掲傒斯が亡くなり、虞集はほとん

ど失明した。奎章閣文人の時代は徐々に終わりを告げ、楊維禎を核心とする時代が到来した。



楊維禎の弟子貝瓊が《楊維禎伝》の中で：「元は宋の後に続き、文人たちは宋に抵抗していた。

鉄崖は一代の粗末さを削り、秦漢を追える。というと、言葉は誇張のように疑われるが、しかし、姚、

虞から下ってみると、雄健でかつ困窮しない者はただこの一人だけだ」と述べていた。詩の創作

において、楊維禎は復古に反対はしなかった。詩学の元四家虞集、楊載、範槨、掲傒斯とは違

って、楊維禎は楽府詩を突破口として、「古題を寓意し、詩辞が美しく見事に」であるにもかかわ

らず、「即事の出来事をそのまま名篇にし，一切依傍なし」である。簡単に言えば、すなわちノン

フィクションで自我性情を表現する。それ故、彼は古楽府の詩歌の創作に大きな成功を収め、元

代中後期の文壇のリーダーとなり、一代の詩の宗師となった。その友人や追従者は、顧瑛、張雨、

倪瓚、李孝光、張憲、陳基、董佐才、賴良、袁華、丁夏、項炯、吳恭、張元英、鄭東、魯淵等、

百人を下らない。これは中国文学史上最大規模で、詩人が最も多く、最も深遠な影響を与えた

「鉄崖詩派」であり、中国文学史上第一の大詩派でもある。また、顧瑛の『昆山玉山草堂雅集』は、

至正八年から至正二十年までの十数年間にわたって、五十回余りの雅集を開催していた。参加

者は張雨、黄溍、黄公望、倪瓚、王蒙、朱珪、楊基などで、楊維禎はずっとその盟主人物であっ

た。 

 

楊維禎は学問が深く、「上下古今、百家を貫く」である。その著書は豊富で、経学、史学、文学、

音楽、仏学、道教、書画芸術などの分野に及んでいる。各分野において、楊維禎はいずれも「奇

才」として有名であり、上記の文学業績以外に、歴史学の論著『三史正統弁論』もある。その著作

は、慣例の宋、遼、金、元の順序ではなく、晋、隋、唐、宋、元の歴史の正統な順を力強く論証し

た。楊維禎の書道での革新や奇を求めて得られた成就は、氏のその他の分野での創作とは一

脈相承のものであり、それらは千古に燦然と輝き続けるものである。 

 

奇崛恣肆 創格章草 

もし楊維禎の文学上の業績を楽府詩で復古の奎章閣文体を突破したところにあるとしたら、そ

の書道の業績は奇堀かつ恣意的な行草書で、趙孟頫及び伝脈の「趙体」風格に拮抗していたと

ころにある。芸術審美感情論者は、芸術の本質は自己を表現し、感情を表現していると考えてい

る。楊維禎は古楽府を提唱している。それは実は氏の自身の個性が古楽府の叙情性の特徴に

符合しているからである。詩と書画の同源異構理論から言えば、書画も必ず叙情的な芸術という

点にこだわっているに違いない。そして、行草書という書体は、自分の情性を表現するのに最も

適している。楊維禎の後世に伝わる書道作品のほとんどは六十歳以降に書かれた行草書である。

不完全な統計によると、現在、伝世で考証できる楊維禎の書跡は世界各国立、公立美術館、博

物館及び私人蔵品等を合わせて合計約 30 点である（詳細は下表参照）。この 30 点ほどの蔵品



の中で、跋文類の作品は約 6 点、書簡は約 5 点、軸、巻物、書冊形式の作品はわずか約 20 点

だけで、しかもその大部分は公蔵で、個人所有の作品は極めてわずかであり、氏の書法作品の

珍しさと貴重さは十分に見てわかる。 

 

番号 作品名 創作時間 形式 材質 寸法 所蔵地 

1 竹西草堂记 
至正九年

（1349） 
手巻 紙 27.5cm×169.1cm 遼寧省博物館 

2 
題黄公望「九珠峰

翠圖」 

約至正十年

（1350） 
縦軸 綾本 79.6cm×58.5cm 台北故宮博物院 

3 周上卿墓誌銘 
至正十九年

（1359） 
冊子 紙 27.5cm×86.2cm 遼寧省博物館 

4 
致理斎明府相公

札 

約至正十九年

（1359） 
頁 紙 28.8cm×51.1cm 台北故宮博物院 

5 沈生楽府序 
至正二十年

（1360） 
冊子 紙 28.3cm×76.8cm 故宮博物院 

6 
跋张雨「自書詩

冊」 

至正二十一年

（1361） 
冊子 紙 32.8cm×21cm 吉林省博物館 

7 晩節堂氏札 
至正二十一年

（1361） 
頁 紙 27cm×57.1cm 台北故宮博物院 

8 
题鄒復雷「春消息

圖巻」 

至正二十一年

（1361） 
手巻 紙 35.2cm×223.1cm 

美國フリーア美術

館 

9 城南唱和詩巻 
至正二十二年

（1362） 
手巻 紙 31.6cm×223.1cm 故宮博物院 

10 
題「楊竹西高士小

像巻」 

至正二十三年

（1363） 
手巻 紙 31.4cm×80.2cm 故宮博物院 

11 遊仙唱和詩冊 
至正二十三年

（1363） 
冊子 紙 

15.3cm×28.8cm

×7 
上海博物館 

12 夢梅花処詩序巻 
至正二十五年

（1365） 
手巻 紙 34.1cm×337cm  故宮博物院 

13 張氏通波阡表巻 
至正二十五年

（1365） 
手巻 紙 28.9cm×145.8cm  

日本東京國立博

物館 

14 論医帖 
至正二十六年

（1366） 
裏打ち 紙 25.3cm×32.7cm  私人藏 



15 
行書「贈裝潢萧生

顕序」 

至正二十六年

（1366） 
手巻 紙 27cm×76.2cm 私人藏 

16 草書題銭譜冊 
約至正二十六

年（1366） 
冊子 紙 

25.3cm×32.7cm

×7 
台北故宮博物院 

17 夢游海棠詩巻 
洪武二年

（1369） 
手巻 紙 30.5cm×67.3cm 天津芸術博物館 

18 壺月軒記冊 
洪武二年

（1369） 
冊子 紙 33cm×25.5cm×5 日本私人蔵 

19 
跋馬遠「商山四皓

圖巻」 
  手巻 紙 高 37.7cm 蔵地不詳 

20 真鏡庵募緣疏巻   手巻 紙 33.3cm×278.4cm 上海博物館 

21 
草書「溪頭流水」

詩軸 
  縦軸 紙 107.7cm×34.9cm 上海博物館 

22 跋龔開「駿骨圖」   手巻 紙 29.9cm×56.9cm 
日本大阪市美術

館 

23 元夕與婦飲詩   頁 紙 
28.7cm×37.3cm

×2 
私人蔵 

24 致天樂大尹詩帖   頁 紙 34.1cm×71.2cm 故宮博物院 

25 

行書宴于朱氏玉

井香賦詩十有二

韻行書巻 

  頁 紙 30.5cm×53cm  
香港中文大學文

物館 

26 鬻字窩銘軸   縦軸 紙 104cm×28.9cm  故宮博物院 

27 
草書「主人院落春

遲遲」七言詩 
  縦軸 紙 132cm×58cm 私人蔵 

 

ある学者は、至正十年（1350）までに、楊維禎行草書の代表作品『竹西草堂記』と『題黄公望

九珠峰翠図』をこう評価している。字の結びが整然としていて穏健で、書き方も比較的に規範で

あり、字と字の独立性をほぼ保ち、字の結了するところもさっぱりとして力強く、かつのびやかに

挺抜して、書き方は自然で、霊動の美しさをもっている。 

 



 

竹西草堂記 局部 楊維禎 1349 年作 遼寧省博物館蔵 

のち、至正二十五年（1365）までは、楊維禎奇堀の狂草書の最盛期である。上海博物館が所

蔵する『遊仙唱和詩帳』、故宮博物館が所蔵する『城南唱和詩帳』、米フリーア美術館（The 

Freer Gallery of Art）が所蔵する『題鄒復雷＜春消息図＞巻』を代表として、その書は極めて恣

意的で叙情的で、雄大で、迫力があって、筆力は千鈞で力強く、筆画の誇張比較はけっこうかけ

離れているものであり、筆意が闊達で、書意が連綿と続いている。そこで見るお客は机を回って

絶叫する者もいたことから、この時期の氏の書作の魅力は十分に見てわかる。 

 

 

題『鄒複雷春消息圖卷』 局部 楊維禎 美國フリーア美術館蔵 

至正二十五年（1365）からその生命が終わるまで、楊維禎の晩年書作の「豪華落尽見真淳」と

見られる時であり、楊維禎章草と行草が結合した章草書の創格段階である。『夢遊海棠詩巻』、

『元夕與婦飲』、『張氏通波阡表』、『壺月軒記』を代表として、閑庭信步のように自由自在で、

悠々とした自然体で、心ゆくまで行き届いているところはまだその奇抜で古拙な姿を見て取れ

る。言わば人も書もともに古いが、心の動くままに書を書いていくにもかかわらず決りを破ることは

ない。形式の上では、行草書の中間に草篆書を交え、古字、奇字、辺鄙な字を使い、不思議な

奇妙怪異な姿を増やした。章草の筆法と行草書の筆法を十分に融合し、書の書き方を一段と流

暢にさせ、更に叙情性に富んでいるようになった。まさに風の中の帆柱と戦場の戦馬のように勇

壮で行動が速い、尚且つ沈着痛快な書風は見る人に耳目ともに一新とさせられる。楊維禎の書

道上の最も注目すべき成就はまさにこの時に現れているのである。 

 



 

夢游海棠詩巻 局部 楊維禎 1369 年作 天津市芸術博物館蔵 

 

張氏通波阡表 局部 楊維禎 1365 年作 日本東京國立博物館 

ご周知のように、章草が成熟した後の東漢から西晋の時期には、杜操、崔濛、張芝、索靖、衛

瓘など多くの章草書家が生まれ、章草書の全盛期と見なされている。東晋「二王」の今草が流行

した後、章草が次第に姿を消し、唐の時になって章草で有名になった者は極めて少なく、宋の

時には静かに書壇から消えていた。趙孟頫は元の時代の書壇の盟主として書壇を「復古」の時

代に率いていた。書家たちは趙書に傾倒し、書壇は日に益して単一浅薄な弊害に陥っていた。

しかし、趙孟頫のもう一つの顕著な貢献といえば、それは彼の巻き起こした復古書風があるが故

に、章草書がようやく書壇に戻ることができたということである。趙孟頫、康裡巎巎、楊維禎の三

家の章草書を例として論じてみると、趙孟頫は古いものを新しいものに変え、古章草の筆先の



「波磔」の装飾性を強化し、書くのを更に美しく流暢にさせた。康裡巎巎は章草の字形を革新し、

章草書体の方偏構造から長方構造に転換し、縦方向に勢いを取り、書道の上から下への書法

習慣を素早く自由自在にできるようにした。楊維禎は康裡巎巎の長所を利用し、章草の筆法に

漢隷、楷書と今草の筆法を加え、点画は鋭く豪快で、結字は新奇で変化が多く、変形を誇張し、

奇正を相生して、「奇」と「正」を相互に補完し合い、相互に転化し、それによって章草書には一

種の奇々堂々とした美感を持てるようにした。それによって、章草書の一種の自由を尽くした叙

情的な風格を創り出し、一種の「奇堀」の書風を蔚然と起こさせていた。まさにこのような書風が

重苦しい元代の書壇に新しい活力を注ぎ込み、そして宋克が今草、狂草と章草を一つに融合す

るのに直接影響を与え、そしてそれがのちに青藤白陽と明清の浪漫主義的な書風にまで広がっ

た。 

 

冰壶秋月 灵光腾越 

楊維禎の章草の代表作は、至正 25 年（1365）の『張氏通波阡表』、洪武二年（1369）の『夢遊

海棠詩巻』と『壺月軒記』がある。『壺月軒記』は十開で、楊維禎 5 開、烏糸欄、行草書 37 行、計

436 字で、署年「已酉」は明太祖洪武二年（1369）、楊維禎時七十四歳、晩年の筆跡である。『壺

月軒記』は楊維禎が青年儒生李恒の築き上げた壺月軒のために書いた序文の書作である。李

恒は江陰の人で、兵禍を避けて上海に移り住み、耕釣りを業とし、清貧の中でその志を守り、

日々勉学に努め、その徳行は益々明らかなものとなっていく。李恒の祖先は出身地である福建

から上海に移った。南宋の大儒延平先生李侗も福建の人で、当時の人は彼の人柄を「氷壺秋月」

と呼んでいた。李恒の居処に「壺月」と号を取ったのは、憧れの意がある。楊維禎もそのために序

文を作り、書を書いてあげたのである。 

 

壺月軒記 楊維禎（五ページ開き）1369 年作 北京保利 2021 年春オークション 

この作品の全体の風貌は章草書で、楊維禎は漢隷の重厚さ、行書の流暢さ、草書の変化及

び篆書の古樸さをその中に融合し取り入れ、高古で純朴でありながら健敏で力強く、流暢である。

筆の運び方で、 章草の標識の一つともいえる右下の押しの一筆の角足、「陰」、「李」、「字」、

「家」、「余」、「平」などの書体の主筆の横書きの押しの筆、或いは末筆の押しの筆の角足のとこ

ろは、すべて楊維禎によって豊富多彩に処理され、「画」、「友」の篆書構造はまたその霊動かつ

躍動している状態を重厚、穏健、尚且つ古風質朴なものへと復帰させていく。行筆の中には、



『張氏通波阡表』と同じように烏糸欄の限りがあるが、順読していくと、字と字の引き立ては自然で

あり、受け渡しは流暢であり、第十五行の「屢空」、「晏如」、第十六行の「壺秋月」、第十七行の

「所履瑩」などのところはいかにも糸ででもつながらせているように連帯感が強く、活発で格好よく、

あか抜けている。時には先鋒を見せ、その筆を起こす横筆と行筆の転換及び収筆の波磔に関わ

らず、形成した鋭い三角形の点画は更にその鋭利でありながらかつ穏健で力強い風格を際立た

せている。尚、字形の縦長と大きさに合わせて、斜めになる誇張された延展と収縮するところを加

えて、魂の踊り子が舞台の中で飛び回るように、容貌は離れているのに、心神は一つになってい

る。「靈光騰越、欲燭鬥間」、「千変万化、精妙無比」ともいわれている。烏糸欄の中に居ても、欄

格の境界を超え、字を見ているのは踊っている空模様を見ているようと勘違いでもさせてくれると

ころが、まさに楊維禎の性霊のあり方であり、感情の所在でもある。羅振玉は後跋の中で「出海

の珊瑚、懸崖の霜柏の如く、光瑩四照、柯幹峭拔なり」と評し、その所言は決して虚妄ではない。 

 

その後には元賢六家作の「壺月軒詩」の題詠が付けられ、それぞれ張枢、李毅、董佐才、張

奎、頼善、兪参である。その中、張枢、張奎の書作を除いて、それ以外の四人の墨蹟はおそらく

国内外での孤品となる。張枢、字夢辰、号林泉民、書巣生、陳留（今河南開封市）人、華亭（今

上海市松江）に移居し、生没年不詳で、楊維幀弟子である。 詩・文章を得意とし，行楷書を得

意とし，よく子弟に『春秋』を教え，その品行の清らかさから人々に「林泉民」と称される。八十を

過ぎ、精神は壮健で、明陶宗儀が《南邨集》夢辰への贈詩の中で氏をこう書いている、「新鮮で

碧な竹簡を捻って書簡を書き、硬黄竹を拓き、藤箋で帖をつくり、書作を書く」。清錢謙益は『列

朝詩集小傳』こう書いている。「張枢は行、楷を専攻とし、日々数十人の弟子たちに『春秋』を教

える。彼に官吏になるよう勧めた人もいたが、それには応じなかった。人々は彼の品徳が高いと

賞賛し、氏を「林泉民」と呼ぶ。貝瓊の『清江貝瓊文集』巻二には『林泉民伝』があり、『大雅集』

巻七、『六芸之一録』巻三百五十八には『張枢小伝』がある。伝世の墨跡は『石渠宝笈』に所載さ

れている『元人詩帖一冊』、なかに張枢の『和楊維禎草元閣詩』があり、現在日本の個人所蔵と

なっている；または、『蔡襄自書詩卷題跋』、北京故宮博物院に収蔵されている、などである。 



  

壺月軒記 張枢（部分）            和楊維禎草元閣詩 張枢作 日本個人所蔵 

張奎は元代の有名な草書家で、本作には「陳留張奎共辰生印」の捺印があり、そこから張奎

は字「共辰」、張枢は号「夢辰」。張枢にはもう一人弟がいて「景辰」張壁という。兄弟かどうかは

分からないが。臺北故宮博物院所蔵の『元人法書冊』に彼の『張奎章草書七言律詩』があり、そ

のなかではまた新たな書風をみせ、その章草の中に多くの今草の要素を取り入れ、融合し、字

形を長くさせ、姿も奇特なものにしながら、穏重且つ厚実感を保ち、趙孟頫、鄧文原、楊維禎の

影響が比較的に大きいものと思われる。この一冊はもしかしたら存世の張奎の書道作品のわず

か二点の中の一点となったかもしれない。 

 

壺月軒記 張奎題詠 部分                    元人法書冊 頁 張奎 台北故宮博物院藏 

李毅（1304-？）、一字弘略、吉安路庵陵県（今江西吉安）延福郷人、儒家。同省の万安県で

儒学を教える。父以明は、播州の儒学正で、毅中江西郷試験で第十三位、会試で第四十九位

をとり、元元統六年（1333）には『書』で第二甲進士に登り、瑞州路同知新昌州事を授与された。 



 

壺月軒記 李毅 題詠 壺月軒詩                      壺月軒記 董佐才 題詠 壺月軒詩 

董佐才（1324-1576）、字良用、号駁山人、董紀兄、上海人である。元末に広西洛容（今広西

柳州）県知事を務め、詩を堪能とする。『大雅集』は氏の詩八首を収録している。楊維禎につい

て学ぶ。董紀の『西郊笑端集』巻二には「父祭子洛容知県董良用」と「祭洛容知県」がある。銭独

善の七言長詩『篆塚歌』の序文に：「雲間善篆，以所書瘞之細林山中，題曰‘篆塚’。爰來征詩，

遂賦長句以寄，雲間者，朱芾孟辯也。又見董佐才詩」。（「雲間は篆書を得意とし、その書を細

林の山中埋め、「篆塚」と題する。そして詩を募集したところ、長文が送られてきた。雲間という者

は朱芾孟辯である。また董佐才の詩を目にしたのである」。） 

 

頼善、或いは頼良、字善卿、天台人、楊維禎の弟子で、仕事履歴は未詳である。雲間（今上

海松江県）に館を授けられ、至正に当時の人の詩作を編纂し、「情深而不詭」「風清而不雜」「事

信而不誕」「義直而不回」「髓約而不蕪」「詞麗而不淫」、且つ、「有關於世教」など二千余りの詩

を選び、八巻に分類し、前四巻は古体で、後四巻は近体で、『大雅集』八巻となった。錢鼐、楊

維禎などはそれに序文を書いてあげた。巻頭数編の文章の中にはたまに鉄崖のコメントも入っ

ている。今伝世の本は楊維禎が削定した本である。 

 

兪参、号易斎、楊維禎の友達であると思われる。楊維幀の『東維子集』巻二十三記には楊維

幀が兪参の門下生鄭茂才と王茂才のため作った『初斎銘』と『止斎銘』がある。『四明叢書』第五

集の『宋元学者補遺』には再度張仁近、王茂才、鄭茂才たちは兪参を師とすることを記している。 

 



 

壺月軒記  俞參 賴善 題詠 壺月軒詩 

一衣带水 重归故土 

楊維禎の『壺月軒記』は氏の章草書の代表作の一つとして、書かれた日から識見のある家に

深蔵されていた。明を経歴して清に至り、盛昱、羅振玉、山本悌二郎等の歴代の大家により珍蔵

され、鑑賞されていた。盛昱が表紙の題字を書き、羅振玉が跋文を書き、長尾甲が端書を書い

てくれたのである。 

 

かつて上海には同じ号「鉄史」をもつ王承録という人もいるが、でも本冊に捺印されている「鉄

史蔵室」印は楊維禎の自用印である。「鉄史」は楊維禎の号で、「蔵室」とは肩書から取ったもの

と思われる。「蔵室史」とは、周の時代から設置された官職で、「守蔵史」とも言う。職務は図書や



貴重古籍などを扱う。現在知られているこの「鉄史蔵室」印を捺印されている楊維禎の作品は計

四作で、それぞれ楊維禎の『張氏通波阡表』、『壺月軒記册』、『如心堂賛』（羅振玉旧蔵、『百爵

斎蔵歴代名人法書』珂羅版）及び故宮博物院所蔵の楊維禎『題楊竹西高士小像巻』である。四

作とも「鉄史蔵室」の捺印された位置は同じで、皆作品のトップページ或いはその跋文の第一行

の右下の角のところに捺印されている。 

 

 

壺月軒記 局部                  張氏通波阡表 局部             知心堂記 局部 

山本悌二郎の『澄懐堂書画目録』の記載によると、「この冊は清代宗室である盛伯羲（盛昱）の

旧蔵で、表紙の題字は伯羲の自筆で書かれている。ご周知のように、伯羲が所蔵している金石

書画はすべて逸品で、この書冊もその一つである」。盛昱（1850-1899）、愛新覚羅氏、字伯煕、

一作伯羲、伯熙、号韻蒔、一号意園。満洲鑲白旗に属し、粛武親王豪格七世の孫である。祖父

敬徵、協辦大學士を務めた。父恒恩、左副都御史。盛昱は典籍を好み、梁鼎芬は彼を「精本が

一番多く、人に貸すことはあまりない」と言っている。例えば、南宋紹煕年間の刻本で『礼記正

義』70巻は、歴史家は「海内第一の孤本」と称する。その蔵書楼には「意園」や「郁華閣」などの

名前がある。この書冊の表紙の題字「楊廉夫壺月軒記、元賢題詠附、郁華閣蔵」は盛昱の書で

ある。 

 

この冊はのちに羅振玉の取り扱いをうけ、冊の後ろに羅振玉の跋文もある。羅振玉、字式如、

叔蕴、叔言、号雪堂、永豊郷人。中国近代農学家、教育家、考古学者、金石学者、敦煌学者、

目録学者、校勘学者、古文字学者である。清末に皇帝の任命を受け京城へ招集され、学部二

等諮議官を担当し、後に参事官を補い、京師大学堂農科監督を兼ねていた。1911年辛亥革命

が勃発した後、羅振玉は家族を連れて日本に亡命し、1919年春に帰国した。羅振玉が京都に

長く住む間、同じく京都に居住していた富岡鉄斎や長尾甲等との交際が極めて多かった。その

ため、木箱には長尾甲の端書もある。 



 

長尾甲は日本の漢学者で、中国の書画鑑蔵家である。1903 年に中国の上海に移住し、商務

印書館編譯室の主任に任命され、中国で 12 年居住していた。その間は呉昌碩などの中国芸術

家たちと交際し友人となった。1914 年に日本に戻り、京都で講学、著述及び書画によって生計

を立てていた。長尾甲は豊富なコレクションを持っていて、氏は自分が漢文化に精通しているこ

とを誇りに思っていた。例えば彼は唐代の草聖張旭の真筆を得たことから自分の斎室を「草聖堂」

と名づけた。又、漢のレンガを得たことによって、「漢磚斎」と額に題した。彼は自分が収蔵した中

国の書画に対して、こだわりの木箱を調合し、木箱に署名し跋文を書いていた。年号はほとんど

漢歴紀年で書いていた。 

 

山本悌二郎は日本の著名な実業家、政治家、収集家で、二峰を号とし、齋名は澄懷堂である。

日本勧業銀行、台湾製糖社長、砂糖業連合会会長などを経て、議院議員に連続当選し、後に

田中義一、犬養毅内閣の農林水産大臣となった。山本悌二郎が収蔵された中国書画は極めて

豊富で、氏は日本 20 世紀初期の最も著名な中国書画収蔵家の一人である。1931 年に『澄懐堂

書画目録』12 巻を編成し、収録した氏の所蔵書画作品は合計 1776 点にものぼり、敦煌石室の

写経から清末まで、所蔵品はどれも優れたものであった。その所蔵作品は氏が創立した日本財

団法人澄懐堂美術館に収蔵されたが、のち、一部の少数の作品が世に出された。 

 

山本悌二郎の後、本冊は青山杉雨のものになった。王壯為が青山杉雨のために「獲廉斎主」

印をつくり、印鑑の題記には「青山杉雨さんは最近楊鉄崖の壷月軒の真跡を得て、嬉しいゆえ

に斎名をこれとし、印を彫った。壯為、乙卯」と彫ってある。この印と図は『石陣鉄書室鉄書朱墨

印拓選存』に記録されている。『張氏通波阡表』に捺印された「獲廉斎」印は、青山杉雨が楊維

禎（廉夫）のこの巻をもらった後に、倩江の兆坤の彫ったものである。 

 

『壺月軒記』は明弘治十四年（1501）『鉄壁文集』巻二と弘治十七年（1504）『上海志』巻五に

はじめて見られた。民国二十一年(1932)から、この作品は国内外の多くの学者によって研究及

び出版され、そんななか比較的有名なのは《書道全集》第十九巻、山本悎二郎著『澄懐堂書画

目録』（巻二）、張珩著『木雁齋書畫鑒賞筆記』書法（三）等。張珩先生は『木雁斎書画鑑賞筆記』

の中で、この書冊は晩年の作品であると考えている。「時々落ち込みを見せる」と書いてあったの

は、おそらく氏が見たのは『書道全集』の出版物であり、実物を見たのではないからである。張珩

の著録作品の精確さから推定すると、もしも実物を見たのなら、必ず作品の印鑑、跋文、題名な

どをすべて記録するはずなのだが、しかし、六人の元人の跋文は『書道全集』には記録出版され



たことないことから、『木雁斎書画鑑賞ノート』にも書くことができなかった。出版した書目印刷で

あったため、実物作品の筆画の細部のところは、張珩先生は体得できなった。それゆえ、彼がこ

のような論断をもったのも怪しむに足りない。『壺月軒記』は文語も修辞もともに実に美しいもので、

国内外の鑑蔵の巨匠たちのお目を通され、東渡して日本へ渡り、又我が神州へ里帰りした。この

ことはいかにも喜ばしい事と言わねばならない。 

 

 

 

 


