ま だ い た 、忘 れ ら れ た 天 才 絵 師 。

《祇園祭礼図巻》上巻・部分

個人蔵

よこやまかざん

そがしょうはく

がんく

横山華山（1781/4〜1837）は、江戸時代後期に京都で活躍した絵師です。幼少の頃から曾我蕭白の絵に触れて独学し、岸駒に入門した
後、呉春に私淑するなど、多くの流派の画法を身につけ、絵の幅を広げました。伝統や形式を重んじる諸画派には属さず、自由な画風と
筆使いで人気を博し、その名声は当時日本中に広がっていました。海外からも早くから評価され、欧米の美術館に優品が多数所蔵
されています。著名な画家を記した番付や、夏目漱石の作品に名前が登場するなど、明治から大正の頃までは世間に知られた存在でした。
華山は人物画、花鳥画、山水図など幅広い画題に秀でていましたが、なかでも風俗画や祭礼図は真骨頂で、細やかな描写に目が
奪われます。本展では、上下巻あわせて30mにおよぶ晩年の大作《祇園祭礼図巻》を一挙に公開するほか、曾我蕭白や弟子たちの作品も
あわせた約120点で、華山の多彩な画業を系統立てて紹介する初めての回顧展です。ボストン美術館や大英博物館に渡った海外の
作品も里帰りします。かつて有名であったにも関わらず、忘れ去られてしまった画家の全貌を掘り起こし、その魅力に光を当てます。

会

期： 2019年7月2日（火）〜8月17日（土）
前期=7月2日（火）〜7月21日（日） 後期=7月23日（火）〜8月17日（土）

会

場： 京都文化博物館（〒604-8183 京都市中京区三条高倉）

開室時間： 10:00〜18:00（金曜日は19:30まで。入場はそれぞれ30分前まで）
休 館 日
： 7月8日（月）、7月22日（月）、7月29日（月）
主

催： 京都府、京都文化博物館、日本経済新聞社、テレビ大阪、BSテレビ東京、京都新聞

協

力： 日本航空

協

賛： 野崎印刷紙業

入 場 料： 一般1,400円（前売・団体1,200円）、大高生1,100円（前売・団体900円）、
中小生500円（前売・団体300円）、ペアチケット2,200円（前売・一般のみ、1名で2回使用も可）
※未就学児（要保護者同伴）、および障がい者手帳等をご提示の方と付添者1名まで無料。
※団体は20名以上。
※上記料金で、2階総合展示と3階フィルムシアターもご覧いただけます。
※着物割引：着物（浴衣）で来場の方は当日料金を100円割引。
展覧会公式サイト http://kazan.exhn.jp

展 示 構成
第１章

蕭白を学ぶ ─華山の出発点─

横山家は曾我蕭白と交流があり、華山は幼少の頃から蕭白の作品に直接触れる機会を得、彼に傾倒しました。こうした「蕭白経験」の日々は、
奇想の画家と呼ばれる蕭白の自由で斬新な画風を華山へと受け継がせ、それがのちの彼の画業の軸ともなりました。展覧会のプロローグ
では、華山の原点となった蕭白風の作品をはじめ、初期の作品を紹介します。
第２章

人物 ─ユーモラスな表現─

華山は人物表現を得意としており、じつに多くの作品が残されています。たとえば中国の故事を題材に取り上げつつ、そこに同時代の人々の日常
生活を巧みに写し出しています。人目を驚かせる趣向や、ユーモアに満ちた人物の描き方など、華山ならではの多彩な人物表現にご注目ください。
第３章

花鳥 ─多彩なアニマルランド─

龍や鶴をはじめ多くの動物や花々を描いた作品群。どれも巧みに描かれ、華山の多才ぶりが窺えます。特に、虎の絵を得意とする岸駒の弟子
だったこともあり、華山も虎を題材に多くの絵を手掛けています。花鳥画にみる迫真性に満ちた描写や、機知に富んだ表現は見逃せません。
第４章

山水 ─華山と旅する名所─

華山は、富士山や天橋立、二見浦といった日本の風景だけでなく、西湖や蘭亭曲水など中国の景色も描いています。山水の画題には、見ごたえの
ある大作が多いのが特徴です。また、華山の名を一躍世に知らしめたのが、
《花洛一覧図》です。京都の町並みを俯瞰的に描いた摺物で、
さいとうげっしん

ぶこうねんぴょう

当時の知識人として知られる斎藤月岑が『武江年表』で伝えているように、江戸の絵師たちにも大きな影響を与えました。
第５章

風俗 ─人々の共感─

華山がその真骨頂を発揮していたのが風俗画です。伝統的な画題に独自の視点と表現で新たな息吹をもたらし、身近な場所や文化、行事をつぶさに
描いて、人々の共感を得ました。とりわけ祭礼図は華山の独断場で、祇園祭、やすらい祭、賀茂の競馬などを画題に数多くの大作を残しています。
第６章

描かれた祇園祭 ─《祇園祭礼図巻》の世界─

《祇園祭礼図巻》は、江戸時代後期の祇園祭の全貌を、上下巻約30メートルに渡って克明に描いた華山の集大成ともいえる壮大な絵巻です。
祇園祭のハイライトである山鉾巡行を描く絵は他に多くありますが、巡行以外の行事や祭りで賑わう人々の姿まで事細かに正確に描いた
唯一の作品です。近年発見された下絵とあわせて展示することで、華山がいかに丹念な取材と観察を重ねたかがわかります。

忘れられた天 才 画家、横山華山
横山大観でもなく、渡辺崋山でもない。横山華山の名前を知る人がどれほどいるでしょうか。美術関係者であったとしても、その名と作品を一致
させることができる人は少ないでしょう。しかし、横山華山は江戸後期から少なくとも大正期まで、長きにわたって世間に知られた存在でした。
しらいかよう

華山と同時代に活躍した京都の絵師・白井華陽は、
『画乗要略』で華山のことを高く評価しています。江戸の知識人として著名な斎藤月岑は、
『武江年表 』で華山が江戸の絵師にも大きな影響を与えたと記し、
『東都歳事記』の版行に際しては華山を頼り、一目置いていました。
『平安人物志』という限られた職人しか掲載されない冊子にも登場するなど、存命中からその名は京都にとどまらず、全国に知れ渡って
よこやまかけい

なかじまかよう

おざわかがく

いました。また、華山の画風は息子の横山華渓や中島華陽、小澤華嶽といった弟子たちにも受け継がれ、横山派として京都画壇の中で独自の
地位を築き上げました。華山の死後25回忌に際しては、弟子たちが中心となって大規模な追善供養展が開催され、数百の作品が展示された
ことからも当時の人気の高さが窺えます。
明治から大正期にかけては、米国のフェノロサやビゲロー、英国のアンダーソンなど海外の著名なコレクターが華山の作品を早くから評価・
収集しました。明治天皇も華山作品を所蔵していたほか、夏目漱石もその存在を把握し、
『坊ちゃん』
『永日小品』に華山の名が登場します。
『扶桑画人伝』
『絵画叢誌』
『聴雨堂書画図録』
『近世画史』
『日本美術 画家人名詳伝』など様々な書籍にも紹介されています。さらには、
著名な画家を記した評価番付に多数掲載されており、葛飾北斎、尾形光琳、伊藤若冲などと並んで上位に位置づけられているものもあります。
このように著名な画家として知られていた華山ですが、大正期以降、次第に忘れ去られていったようです。その理由としては、狩野派など当時
主流派だった伝統的な画派に属さず、幅広い画域を持つ巧みな面や自由さが、かえって美術史の中では分類しづらかったこと、さらに優品の
多くが海外に渡り、国内で見る機会が減ったからではないかと推測されます。
本展は、かつて有名であったにも関わらず、忘れ去られてしまった天才画家の全貌を掘り起こし、その魅力に光を当てます。

展 覧会の見どころ
天才は天才を呼ぶ！
ボストン美術館が所蔵する曾我蕭白の《蝦蟇仙人図》と、華山が描いた《蝦蟇
仙人図》。２つの貴重な優品を初めて並べて展 示します。落款や印章がないと
どちらが蕭白の作品か区別がつかないほど、華山は若くして蕭白と比較し得る
ほどの才能を発揮していました。二人の天才絵師の競演をご覧いただきます。

左：①曾我蕭白《蝦蟇仙人図》

ボストン美術館（ウィリアム・ビゲローコレクション）

Photograph ©2019 Museum of Fine Arts, Boston
右：②横山華山《蝦蟇仙人図》

個人蔵

海外から優品が里帰り！
フェノロサやビゲローらによって早くに評価された華山の優品の
多くが、明治から大正期に海を渡りました。現在ボストン美術館に
13点、大英博物館に6点が収 蔵されています。ボストン美 術 館
からは、縦3メートル、幅2メートルの蕭白風の大作《寒山拾得図》
をはじめ5点、大英博物館からは3点が里帰りします。
うち7点が日本初公開です。

左：③横山華山《寒山拾得図》 ボストン美術館（ウィリアム・ビゲローコレクション）
Photograph ©2019 Museum of Fine Arts, Boston
右：④横山華山《夕顔棚納涼図》 大英博物館 ©The Trustees of the British Museum

枠にとらわれない自由な表現と近代的な画風が魅力
伝 統や 形式を重んじる同時 代の諸画派に比べ 、自由な表 現が 華山の魅力です。
《城州白河之図》は、大胆に配置された画面中央の大きな木に目が奪われます。正面から
見た宝船という奇抜な構図の《宝船図》は、亡くなる2カ月前に描いた限りなく絶筆に近い
貴重な作品です。近代的な筆使いを先取りしたかのような《富士山図》は、明治時代以降の
作品かと見間違います。やんちゃな子どもたちの遊び声が聞こえてきそうな愛らしい作品
《唐子図屛風》も、人物の顔に施された西洋風の陰影表現から近代的な画風を感じます。

⑤横山華山《城州白河之図》
文化10（1813）年 個人蔵

⑥横山華山《宝船図》
天保8（1837）年
京都府（京都文化博物館管理）

⑧横山華山《唐子図屛風》右隻

文政9（1826）年

個人蔵

（部分図）

⑦横山華山《富士山図》

個人蔵

展 覧会の見どころ
風俗画の細かな描写は華山の真骨頂！ 〜《紅花屛風》と《祇園祭礼図巻》は、華山の最高傑作
《紅花屛風》は、東北地方の紅花産地を二度も訪れて取材し、長い年月と最良質の画材を使って制作された大作です。紅花栽培から収穫、
加工から出荷までの生産過程を正確に描いています。京都の紅花問屋による依頼品で、祇園祭の屛風祭で飾られて好評を博したといいます。
《祇園祭礼図巻》は、江戸時代後期の祇園祭の全貌を、上下巻約30メートルに渡って克明に描いた華山の集大成ともいえる壮大な絵巻です。
さきまつり

あとまつり

上巻には宵山や山鉾巡行の前祭、下巻には2014年に50年ぶりに復活した後祭や、仮装した芸妓が練り歩く「祇園ねりもの」が描かれています。
祇園ねりものは現在行われていない行事で、絵画史料として詳細に描かれているものは本絵巻しか確認されていません。また、祇園祭の
ハイライトである山鉾巡行を描く絵は他に多くありますが、巡行以外の行事や鉾の懸装品・御神体から曳き手の人々の姿まで事細かに正確に
描いた唯一の作品です。文政9（1826）年以来、200年近く休み山となっている鷹山が、現在、本絵巻を参考にして懸装品の復興を目指す
動きがあるなど、祇園祭の歴史を語るうえでも重要な作品です。上下をトリミングした斬新な構図も華山ならではの表現方法です。

⑨横山華山《紅花屛風》

文政6−8（1823−25）年

山 長谷川コレクション
山形美術館・○

⑩横山華山《祇園祭礼図巻》左：上巻・部分／右：下巻・部分

天保6−8（1835−37）年

展示期間：8/3〜8/17

個人蔵

貴重な資料を初公開！
展 覧 会の 企 画 段 階で、《 祇 園 祭 礼 図 巻》（上巻）の
ぎおんまつりほこしらべかん

下絵 であることが 明らかとなった《 祇 園祭 鉾 調 巻》を
はじめ、貴重な資料を初公開します。《六代横山喜兵衛
宛書状》は、横山家が蕭白と交流があったことを示しており、
《 斎藤月岑宛書 状 》は、斎藤月岑が『 東 都歳事記 』の
執 筆にあたって、餅つきなど年中行事の挿図の校 訂を
華山に依 頼したことに対 する華山からの返信 書 状で、
華山の名が江戸にも知れ渡っていたことを示す史料です。
⑪横山華山《祇園祭鉾調巻（祇園祭礼図巻下絵）》部分

京都市立芸術大学芸術資料館

広報用画像申請書
FAX：075-222-0889

E-mail：koho2006@bunpaku.or.jp

広報用に作品の画像データ（JPEG）、プレゼント用招待券をご用意しています。
本用紙に必要事項をご記入の上、事務局までFAXまたはメールにてお申込みください。
◎本展の広報を目的としたご使用に限ります。展覧会終了後の利用、画像の二次使用はできません。使用後はデータ破棄をお願いします。
◎作品画像のキャプションとして、作者名、作品名、制作年、所蔵先、画像クレジット・展示期間等の明記をお願いします。
掲載スペースに制約がある場合は、制作年の表記省略は可能です。
◎作品は原則全図で使用してください。トリミングを希望される場合は事務局までご相談ください。切り抜き、改変、文字のせはできません。
◎ＷＥＢサイトに掲載する場合は、必ずコピーガードを施してください。
◎掲載記事・番組内容につきまして、基本情報確認のためゲラ刷り、原稿の段階で事務局までお送りくださいますようお願いします。
◎お手数をおかけしますが、掲載紙・誌・映像等を事務局まで2部、お送りください。
●申込者情報記入欄
貴社名

ご担当者名

貴媒体名

掲載・放映予定日

月

日

ご連絡先
住所

〒
FAX

TEL
E-mail
●チケットプレゼント申込欄
・プレゼント招 待 券を

□ 希望する

□ 希望しない

＊本展をご紹介いただき、作品画像をご使用いただいた場合には5組10名様分、作品画像なしの場合には、3組6名様分のご招待券を提供させていただきます。
募集、当選者選定、発送は貴社でお願いします。

●ご希望の作品No.に○印をつけてください。
No.

作者名

作品名

制作年

所蔵先・画像クレジット

展示期間

①

曾我蕭白

蝦蟇仙人図

ボストン美術館（ウィリアム・ビゲローコレクション）Photograph ©2019 Museum of Fine Arts, Boston

②

横山華山

蝦蟇仙人図

個人蔵

③

横山華山

寒山拾得図

ボストン美術館（ウィリアム・ビゲローコレクション）Photograph ©2019 Museum of Fine Arts, Boston

④

横山華山

夕顔棚納涼図

大英博物館

⑤

横山華山

城州白河之図

文化10（1813）年

個人蔵

⑥

横山華山

宝船図

天保8（1837）年

京都府（京都文化博物館管理）

⑦

横山華山

富士山図

⑧

横山華山

唐子図屛風

文政9（1826）年

個人蔵

⑨

横山華山

紅花屛風

文政6−8（1823−25）年

山
山形美術館・○長谷川コレクション

⑩

横山華山

園祭礼図巻 上巻・部分／下巻・部分

個人蔵

⑪

横山華山

園祭鉾調巻（ 園祭礼図巻下絵）部分

京都市立芸術大学芸術資料館

©The Trustees of the British Museum

個人蔵

展示期間：8/3〜8/17

