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 36 Mountains” as Evidence of Late Edo Period Satoyama
 Landscapes around Kyoto

The Picture Scroll “The Real Scenery of Higashiyama 

Pictures can be a valuable resource for understanding satoyama landscapes before the advent of 

photography. Among these, works based on actual landscapes known as shinkei-zu  （Lit. true view 

pictures）, are thought to be of particular interest. Despite the “true view” designation not all of these 

works are of equal accuracy. In fact, some pictures in this category do not seem to have been taken 

from actual landscapes. 

There are several methods of evaluating the accuracy and value of these pictures in the 

identifi cation of vegetation landscape in the period before photography. One method is to obtain as 

much drawing-related information as possible. Another method is to identify the reality by analyzing 

them in comparison with topographical features such as valleys and skylines of mountains. In many 

cases, these and other methods enable us to estimate the authenticity of pictures and rank their value 

as a resource. 

This study analyzes a picture scroll from 1803, “The Real Scenery of Higashiyama 36 Mountains” 

（property of Kyoto Prefecture, kept at The Museum of Kyoto）by Hara Zaichu （1750-1837）who is 

thought to have been heavily influenced by Maruyama Ōkyo （1733-1795）, a master of realistic 

pictures. Having evaluated the value of this picture as a resource, I considered its relevance as evidence 

of satoyama landscapes around Kyoto in the era when it was drawn; it clearly shows that most 

satoyama areas were covered with low vegetation and some mountain slopes were with little or no 

plant growth and there were few large trees or high forests in the late Edo period.
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江戸時代以前の写真もない時代の里山の景観を知る上で、絵図類の中には貴重な資料（史料）

となるものがある。そのうち真景図などと称され、実際の景観の詳細な写生をもとに描かれた

と見られるものには、とくに良い資料となるものがある。ただ、真景図などと呼ばれていても、

その描写は図によってさまざまであり、中には実景を描いたことさえ疑われるものもある。

それぞれの図が、過去の植生景観を知る上でどの程度参考となる資料かを確認するには、図

にまつわる情報を可能な限り多くつかむことのほかに、同時代の比較可能な図がある場合は、

そうした図との比較、あるいは写実性の高い図については、山や谷などの地形描写を分析的に

検討することなど、いくつかの検討方法がある 1。そして、そうした検討により図の資料性が

明らかになる場合がある。

ここでは写生を追求した円山応挙（1733̶1795）の影響を強く受けたと考えられる原在中

（1750̶1837）の作品、「東山三十六峯図巻」（1803、京都府蔵〈京都文化博物館管理〉）について、

その資料性を明らかにしながら、それが描かれた時代における京都近郊の里山景観について考

えてみたい。

なお、本稿の紙媒体のものは図が白黒であるが、インターネット上に掲載（予定）のものは

カラーで見ることができる。

1.　「東山三十六峯図巻」と原在中について

（1）  「東山三十六峯図巻」について

「東山三十六峯図巻」（図１）は幅 56.7cm、長さ 254cmの巻物の図で、享和３年（1803）に

原派の祖である原在中が描いたものである。その制作年代や作者については、図の最も左下方
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に「享和三年癸亥春三月 原在中寫真」と記された款記や落款（図２）により確認することが

できる。

その款記や落款の右上にはマツやサクラの多い美しい庭園が描かれ、図の最も右下方には雲

林院村などの書き入れも見える。また、図の中央付近には洛北の田園風景が広く描かれている。

そして、その先（上方）には東山や北山の景観が細かく描かれている。その山並みの中で、比

叡山は図の中央上部にひときわ高く目立っている。図の最左上方には鞍馬方面、その少し右手

には大原方面の山並みが描かれている。一方、図の最も右上方（南方）には清水山の南にある

阿弥陀ヶ峰と思われる山が描かれ、その後方には醍醐山の文字が見える。それらの山並みの視

点は、京都の北西、船岡山の北東約 700ｍの地点と考えられる（詳細後述）。

 図中には山名や地名など、多くの書き入れがある。

書き入れの多くは金泥により直接図に記されているもの

であるが、一部は後に別の紙に書いて貼られたものであ

る。そうした書き入れの中には、後述のように誤った記

載も一部見られるが、概ね正確であり、その数がかなり

多いことから、本図は単なる風景絵巻ではなく、何らか

の特別な意図のもとに描かれたことが推測される。

（2）原在中について

「東山三十六峯図巻」の作者の原在中については、い

くつかのまとまった論考がある 2　3。それらによると、原在中は寛延３年（1750）京都に生れ、

天保８年（1837）、88 歳で没した 4。生家は酒造を業とし、先祖は若狭国小浜と伝えられる。

在中が画家となり、それ以後、原家は画業を家業となすようになり、原派として京都画壇の名

家の一つとなった。

図1：「東山三十六峯図巻」の一部（洛北岩倉から如意ケ嶽付近）

図 2：「東山三十六峯図巻」に
見える款記と落款

図の最左方近くに洛北岩倉周辺で最も高い瓢箪崩山、図中央よりも少し左手に比叡山、
図右手に大文字山がやや高く見える。その大文字山の少し右手に如意ケ嶽がある。
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在中 26 歳の時、安永４年（1775）版の『平安人物志』には、応挙、若沖、大雅、蕪村、呉春、

蕭白などの大家に伍して記されている。また、天明 2年（1782）版の『平安人物志』にも、応

挙、若沖、蕪村、玉仙、岸駒、蘆雪らとともに列記されている。これらのことから、在中は若

くして名をなしていたことがわかる。

図の制作年代がわかる早い例としては、在中 41歳のとき、寛政２年（1790）の禁裏造営の

際に、狩野派、土佐派の画家や、応挙、源琦、藍雪、岸駒などとともにその障壁画を描いたこ

とが知られている。その後、寛政８年（1796）には、今宮神社の「神馬図」絵馬、文化５年（1808）

には西明寺襖絵を描いたりもしている。また、文政２年（1819）には、相国寺方丈に「琴棋書

画図」、「群仙図」などの障壁画を描き、その後も仁和寺や聖護院などに数多くの作品を残して

いる。それら寛政期から文化、文政期を中心に多く残された在中の作品には、中国や日本の古

画に倣っているものが多い。

そうした図の傾向もあり、松尾勝彦氏は、「在中の画風には応挙的なところ、あるいは円山

派風のところは余り認められず、むしろ、伝統的な狩野風が色濃く認められる。」としている。

また、同氏は「今日伝えられる多くの大作を残した在中が応挙の弟子であるならば、当然、師

弟関係を記した文献が先の二つ以外にも見いだされたり、応挙十哲の一人に数えられたであろ

う。」などとして、応挙が在中の師ではないと見ている 5。

一方、『古画備考』中の千春（高島千春6）の話と、寛政造内裏に伴う在中願書の記述から、

在中の師が円山応挙とする説がある。『古画備考』の中で、千春は在中について「応挙門人、所々

相勤メ、畫業ノ繁カランコトヲ求メシ人也、応挙歿 7後、其門ニ非ズト稱ス・・・（中略）・・・

門人帳ヲ見ルニ、在中自筆ニテ、入門ノ名簿アリ」と述べている。また、応挙と関わりが深い

大乗寺 8に残る円山派の門人名簿には、「原在中」の名も記されている 9。また、寛政造内裏に

伴う在中願書の記述には、自身の生い立ちなども書かれており、そこには「原在中」と記した

右肩のところに「同」と記され、それは前文の書様から「円山主水（応挙）弟子」を意味する

とされる。

あるいは、在中子孫の家々などに伝えられてきた説として、在中の絵の師は狩野派の石田幽

汀とされるが、石田幽汀は円山応挙の師でもあり、在中は応挙と同門の関係にあったと考えら

れる。そして、早くから名を成し 17歳年長の応挙に対して、在中は応挙に畏敬の念をもって

交わっていたことが考えられる。土居次義氏は、そうしたことから「在中の作風の一つの重要

なる特色と認められる写実的傾向には応挙の感化が働いてゐると見て大過ないであらう。」と

している 10。

このように、原在中の師承関係については不明な点もあるが、在中は写生を極めた円山応挙

の影響を何らかの形で少なからず受けていた可能性が高い。残された在中の絵には中国や日本
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の古画に倣っているものが多いとはいえ、ここで対象とする「東山三十六峯図巻」は、以下で

述べるように、きわめて写実的な描写を広く確認することができる作品である。そのことから

も、在中に応挙の強い影響があった面を感じることができる。

2.　方法

「東山三十六峯図巻」のように実景を忠実に描いた可能性があると見られる図については、

そこに描かれた山や谷などの地形描写を、詳しい地形情報をもとに作製したモデルと比較しな

がら分析的に考察することにより、その資料性をかなり明らかにできることがある。また、図

の描写と図の視点から見た現況との比較ができれば、それも図の資料性を考える上で参考とな

ることが多い 11。「東山三十六峯図巻」に描かれた山並みの描写については、主にそうした方

法により図の写実性を明らかにすることにより、その図が描かれた時代における京都の東山や

北山の里山景観を考えてみたい。

以下は、そのために行った具体的な事項および方法である。

・視点の特定

ここで用いる考察方法においては、図が描かれた視点ができるだけ正確に特定される必要が

ある。視点を特定するには、ふつう地形図なども適宜用いながら、足でかせいで探すのが早く

確実な方法であるが、絵図の中には複数の視点をもとに制作された図も珍しくないこともあり、

広い範囲を描いた図であれば、自動車や自転車などの乗り物も適宜使う必要があることもある。

また、今日では、過去に描かれた絵図の視点を特定しようとする際、樹木の繁茂や、市街地の

拡大などにより、求める視点を自由に探すことが困難なことも少なくない。そのようなときに

は、精度の高いデジタル化された地形情報を利用して、パソコン上で視点を特定することもで

きる。そのためのソフトウェアとして、カシミール 3Ｄ 12（図３）などがある。絵図には複数

の視点をもとに広範な風景を描いたものもあり、そのような図では、視点を探すのにより多く

の時間がかかることになる。

「東山三十六峯図巻」の場合、市街地の拡大や樹木の繁茂により視点を地上から探すことが

難しいため、視点の特定にはカシミール３Ｄも用いた。その結果、同図はかなり広範な場所を

描いた図ではあるが、図に描かれた山の形状や山並みの重なりの状況などから、山並みの部分

については視点が１つと考えられる。その視点は京都の北西、船岡山の北東約 700ｍのところ

で、図では田園風景などが少し俯瞰して描かれていることなどから、建物の上階、地上６ｍほ

どの高さから描かれている可能性が高いと考えられる。なお、図の左下方に描かれた庭園につ
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いては、山並みとは異なる視点から描いたものを加えている可能性がある。図をよりきれいな

ものに仕上げたりするために、絵画ではそうした手法が用いられることは珍しくない。

・詳しい地形情報をもとにした現況地形と絵図の描写との比較

図に描かれた景観と、詳しい地形情報をもとに作成された現況地形モデル（視点は図と同じ

で、地上に植生のない場合の状態）との比較考察は、実景を写実的に描いた可能性のある図の

写実性を判断する上で有効であることが少なくない。

ただし、その考察の前提としては、対象とする場所の地形が、図が描かれた頃以降ほとんど

変化していないということがある。そのため、対象とするところの地形が自然災害や土木工事

などにより大きく変化している場合は、そのことを考慮して考察する必要がる。

ここでは、図の視点から見た詳しい現況地形のモデルは、カシミール３Ｄスーパー地形セッ

ト 13 により作成したもので、国土地理院の基盤地図情報をベースにした５ｍメッシュの高密

度地形データを反映したものとなっている。

・図に描かれた樹高推定

図の山並みの一部には、目立つ樹木が描かれているところがある。その樹高推定のためのソ

図3：カシミール３Dの表示画面例
表示画面の大部分は地形もわかる京都市北部の地図。その地図のやや左下方に見える
くさび形の先端（左端）が「東山三十六峯図巻」の視点と考えられるところ。地図の
右下には長さ約２Km のスケールが入っている（数字の単位はｍ）。〕
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フトウェアとしてAutoCAD14 と GeoCoachSE15、また

地形データとして国土地理院が公開している基盤地図情

報のうち 10ｍメッシュ標高データ 16 を用いた。そのう

ちGeoCoachSE は、国土地理院の標高データをもとに

３次元地形のDXFファイル 17 を作成するためのもので

ある。

AutoCADでは「東山三十六峯図巻」に描かれている

樹高推定のために、10ｍと30ｍの指標樹木モデル（図４）

を作成した。その樹木モデルを仮想地形モデル（視点は

「東山三十六峯図巻」の視点と考えられるところ）の目

的の位置に挿入し、「東山三十六峯図巻」の描写と比較することにより、樹高を推定した。

・現況との比較

図の視点から見た現況と図の描写との比較も、図の資料性などを考える上で参考となること

が多いが、「東山三十六峯図巻」の場合、今日ではその図の視点から東山などをうまく望むこ

とができないため、図の視点の南西約 700ｍの舟岡山からの眺めを参考とした。ただ、図の最

も右方（南方）については、舟岡山からも良い眺めを望むことができなかった。

3.　「東山三十六峯図巻」の写実性の検討と
　  それから考えられる江戸後期の里山景観

「東山三十六峯図巻」には、京都の北方から南東にかけての山並みが広く描かれている。こ

こでは、その部分を５つに分けて図の写実性を検討し、またそれによりわかる江戸時代後期に

おける京都周辺の里山景観について考えてみたい。

　

（1）貴船、鞍馬から大原西部方面

「東山三十六峯図巻」の最左方にあたる部分（図５上段、図中の長四角は後の説明のための

もの）の左上方には、金泥で記された「鞍馬山」の文字の上に「貴船絶頂」と記された貼り紙

がある。また、そのすぐ右下には「鞍馬」と記された貼り紙がある。一方、この部分の右上方

には「江文山」、またその少し左手に「小塩山」の書き入れがある。江文山は、今では金比羅山、

また小塩山は焼杉山と呼ばれている山である。それらの山々は比較的遠方のものであるが、図

の中央から右手には比較的近くの上賀茂神社東方の山並みが大きく描かれている。

図4：２種類の指標樹木モデル
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図５中段の図は、カシミール３Ｄにより作成した現況地形モデルで〔視点は「東山三十六峯

図巻」の視点と思われるところ〕、図５上段部分に対応するところである。その上部には、視

点から見える主な山名（一部地名を含む）が表示されている。それらの山名と図５上段の図に

図5：上より、「東山三十六峯図巻」（図の最左方部）、
カシミール３Ｄによる現況地形モデル、舟岡山より見た現況

「東山三十六峯図巻」のこの部分には、左方に貴船や鞍馬、また右端近くに江文山の文字が見える。
その図の中央付近から右端近くの長方形の枠は、AutoCADによる仮想モデル作成範囲。カシミー
ル３Dによる３D画像は、上図部分に対応する画像で、視点は舟岡山の北東約 700ｍの地点で地
上６ｍ（図 -７、９、12、14も同様）。図の上部には主な山名なども表示されている。一方、舟岡
山より見える現況は、「東山三十六峯図巻」の視点に比較的近いとはいえ少なからず異なるため、
参考として示すものである（図 -７、９、12も同様）。
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記された山の位置を比較することにより、「東山三十六峯図巻」では貴船山や鞍馬山の位置が

誤認されていることがわかる。鞍馬山は、実際には図５上段の図の中央よりも少し左方の全体

的にかなり黒っぽく描かれている比較的なだらかな小さな山である。「東山三十六峯図巻」で

鞍馬山と記されているところは、市原の北側にある向山（むかいやま）の北西の山である。

なお、現況地形モデルでは、上賀茂神社東方の山並みの高所部分に「箕ノ裏ヶ岳（箕裏ヶ岳）」

の山名が見えるが、その山は上賀茂の北東に位置する岩倉北方の山である。視点からその山頂

部が上賀茂の山の先にかすかに見えるため、その山名が現況地形モデルに表示されているが、

その山体のほとんどは手前の山に隠れて見ることができない。

上記のように、「東山三十六峯図巻」には山名の記載に一部誤りがあることがわかるが、そ

の山並みの地形はどの程度写実的に描かれているのだろうか。そのことを考えるために、「東

山三十六峯図巻」の描写とカシミール３Ｄによる現況地形モデルを詳しく比較してみたい。そ

の結果、次のようなことがわかる。

「東山三十六峯図巻」の山並みは、全体的に高さが少し強調されて描かれているが、きわめ

て写実的に山や谷などの地形を描いているところが多く見られる。中でも図５上段の図の中央

付近から右手の上賀茂の山並みは、山の輪郭や山襞などが驚くほど写実的に描かれていること

がわかる。その背後の大原西部の山並みや天ヶ岳付近は遠方でもあり、「東山三十六峯図巻」

では山の輪郭しか描かれていないが、その山の輪郭も概ね写実的に描かれている。ただ、「東

山三十六峯図巻」では、江文山（金比羅山）の上部に、わずかにくぼみが見えるのに対し、カ

シミール３Ｄによる現況地形モデルでは、その山にくぼみは確認できない。また、「東山

三十六峯図巻」では天ヶ岳の右方がわずかしか見えないのに対し、カシミール３Ｄによる現況

地形モデルでは、その付近がより広く見える。

「東山三十六峯図巻」の江文山（金比羅山）の上部に小さなくぼみが見えるのに対し、現況

地形モデルではそこにくぼみが確認できないのは、現況地形モデルは５ｍメッシュ標高という

かなり詳しい地形データを基にしているとはいえ、人の目には目立って見えることもある細か

な地形まで完全に表示できないためである可能性もある。また、「東山三十六峯図巻」では天ヶ

岳の右方が現況地形モデルよりもわずかしか見えないのは、わずかな描写の狂いのためかもし

れないが、その下方の上賀茂の山の森林により隠れて見えにくくなっているためであることも

考えられる。その付近は上賀茂の山並みの中でも、とくに黒っぽく描かれているところであり、

「東山三十六峯図巻」の別の部分の描写の検討（後述）も含めると、樹高が比較的高い森林が

広くあったところと考えられる。

図５上段の図の中央から左方の部分については、描かれている山並みの輪郭については概ね

写実的ではあるが、山襞の形などが現況地形モデルのそれと少し異なるところがある。その一
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つは、図の中央よりも少し左方にかなり黒っぽく描かれている鞍馬山付近である。現況地形モ

デルでは、そのあたりにも細かな地形が見えるが、「東山三十六峯図巻」のその部分には、そ

のような地形は見られない。それは、その付近がかなり黒っぽく描かれていることと関係があ

り、後述のように、そうした描写部分は比較的高木の森林のあったところであり、そのために

細かな地形が見えなくなっていたと考えられる。

また、その鞍馬山の左方、現況地形モデルでは「向山」などの表示が見える山並み部分は、「東

山三十六峯図巻」では山襞が全般的に薄く描かれていて、現況地形モデルとやや比較しにくい

とはいえ、図に描かれた山襞の形状が現況地形モデルと一致しないところが少し見られる。ま

た、現況地形モデルでは鞍馬山の最下方に低い円弧状の山が見えるが、「東山三十六峯図巻」

では、その山が省略されているか、その背後の山と一体化して描かれているように見える。こ

のような省略や、実際とは異なる描写がなされている可能性のある部分は、後述の「東山

三十六峯図巻」の部分も含め、同図ではかなり珍しい。それは、実際に省略などがなされたり

したのかもしれないが、光の当たり方によって、山襞の見え方は大きく変わることもあるため、

目に写る状態が描かれただけで、省略や実際とは異なる描写がなされたのではなかったのかも

しれない。

いずれにしても、図５上段の図の中央から左方の部分にはそのようなところも少しあるが、

大部分はやや薄い筆致ながら、実際の細かな地形までも写実的に描かれているように見える。

上記の鞍馬山と同様、かなり黒っぽい描写で、比較的大きい樹木があったと見られるところも

一部あるが、遠方から細かな山襞まで見えるところが多かったと考えられるため、そのあたり

の山地には大きな樹木がないところが多かった可能性が高いように思われる。

以上のように、ここで検討した「東山三十六峯図巻」の部分には、小さな山や谷などが省略

されている可能性がある部分もあるが、とくに図の右方の上賀茂の山の部分は、現況地形モデ

ルと変わることなく細かな山襞やわずかな谷状の地形まできわめて写実的に描かれている。そ

のように山の地形が細かく描かれるためには、その付近は高木の木々で覆われた現在のような

状況とは大きく異なり、かなり低い草木が広く茂るようなところか、あるいはそうした草木も

少ないか、まったくないようなところであったと考えられる。参考に示した現況写真（図５下

段）は、視点が少なからず異なるとはいえ、樹高 10ｍ以上の木々が山全体を覆う状況では、

山の細かな襞や谷の地形を見ることはできない。また、図中上賀茂などの山には、薄い赤茶系

の色が塗られているところが広く見られるところがあるが、そのようなところは、後に詳しく

述べるように、とくに草木が乏しかったことが考えられる。一方、天ヶ岳の手前の山の部分な

ど、黒っぽく描かれている部分には、（やや）高い樹木の森林があった可能性がある。

ここで検討した「東山三十六峯図巻」の部分では、上賀茂の山の下方の平地部に高木の樹木
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の並木が描かれているが、山地部分にも山上に１箇所だけやや目立つ樹木がある。その樹高を

推定するために、AutoCADにより、10ｍメッシュ標高の地形データを元にして作成したモデ

ルの該当箇所に高さ 10ｍの指標樹木モデルを挿入したのが図６である（遠方の山並みは省略

し、その稜線部を点線で示した）。その視点は「東山三十六峯図巻」と同じところで、指標樹

木モデルは図の中央に示した円の中心部にある。このモデルの範囲は、図５上段の図に長四角

で示した部分であり、両図の比較から「東山三十六峯図巻」に見えるそのやや目立つ樹木の樹

高はせいぜい 10ｍ程度の高さと考えられる。また、その樹木の右手山上に列状に薄く描かれ

た樹木の樹高は高さ５ｍ前後までのものが多いと考えられる。

（2）大原西部から比叡山北方方面

図７上段の「東山三十六峯図巻」の部分は図５上段部分の最右方のあたりから右手の部分で、

その図の左方の一部は図５上段部分と重なっている（図中の長四角は後の説明のためのもの）。

この部分の左方には、遠方に小塩山（焼杉山）や江文山（金比羅山）といった大原西部の山が

小さく描かれている。また、最右上方には比叡山の頂上付近が見える。図の中央付近には、山

地に文字が記されているため見にくいが、「八瀬」の書き入れがあり、その少し左上には山の

上方に「大原」の書き入れが見られる。その他にも、山地や山の上方、また手前の農地に 10

ほどの書き入れがある。それらの書き入れのうち「大原」は、それが記されている直下の山並

みの先（奥）を意味していると思われ問題はないが、「八瀬」の書き入れがあるあたりは岩倉

東部の山地で、その記入には問題がある。このように、ここでも場所の認識に一部間違いが見

られる。

ここで描かれている比較的近景の山地部分は、上賀茂や松ヶ崎の山並みであり、その後方に

岩倉東部の山並みや比叡山の北側のあたりが主に描かれている。そのうち、図７上段の図中の

長四角内には岩倉東部の山並みもかなり見える。その長四角内左方に高く見える山は、今は

瓢箪崩山（ひょうたんくずれやま）と呼ばれている山で、岩倉周辺では標高が最も高い山で

ある。

図6：AutoCADによるシミュレーション
〔図の中央円内には樹高 10ｍの指標樹木モデルが見える〕
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図７中段の図は、図 5と同様にカシミール３Ｄにより作成した現況地形モデルで、図７上段

部分にほぼ対応するところである。そこには、上記の瓢箪崩山など、現在の主な山名や地名が

示されている。この図で最も右手（東方）に記された山名は「西山」で、その左に「横高山」、

またその左方が「水井山」となっている。西山は松ヶ崎裏の西方の山、また横高山と水井山は

比叡山北方にやや目立つ２つの山である。図７上段の「東山三十六峯図巻」の山並みの地形が

図7：上より、「東山三十六峯図巻」（図 5の右方）、
カシミール３Ｄによる現況地形モデル、舟岡山より見た現況

「東山三十六峯図巻」のこの左方部分は、図 5の右方部分とも重なるところで、江文山などの文字
が見える。一方、図の右上方に比叡山の山頂付近が見える。その図の中央付近の長方形の枠は、
AutoCADによる仮想モデル作成範囲。
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どの程度写実的に描かれているか、このカシミール３Ｄによる現況地形モデルと詳しく比較す

ることにより、次のようなことがわかる。

この「東山三十六峯図巻」の山並みの部分も全体的に高さが少し強調されて描かれているが、

山や谷などの地形は概して写実的に描かれていているところが多い。とくに図７上段の図の中

央付近から左手、上賀茂東方の比較的近景の山並みは、山の輪郭などかなり写実的に描かれて

いるところが多い。江文山（金比羅山）の右下方に見える部分については、両図に若干違いが

あるようにも見えるが、それは現況地形モデルでは、そのあたりは日光がよく当たらずだいぶ

暗く表現されているのに対し、「東山三十六峯図巻」では、そのあたりに日光がよく当たって

見えていることによるためと思われる。

 図７上段の図の中央付近から右手の比較的近景の山並みの部分については、描画者の目の

錯覚もあってか、若干写実性が低いと思われる部分もある。たとえば、西山の背後には、西山

のすぐ背後から左手にかけて西山から 500ｍ前後のかなり近い山並みがあり、また西山右方に

は西山から３Km以上離れたやや遠い岩倉東南部の山並みがあるが、「東山三十六峯図巻」では、

それらの山地が一体として描かれているようにも見える。

一方、「東山三十六峯図巻」の岩倉東部の山の稜線形状はかなり写実的ではあるが、水平方

向に少し圧縮されて描かれている。また、やや遠方ということもあり見えにくいこともあって

か、細かな山の襞や谷の地形が描かれていないところもある。それについては、比叡山北方部

分も同様である。なお、ここで切り取った「東山三十六峯図巻」の部分の最右方については、

現況地形モデルとうまく対比できないところがある。その付近の図の写実性の検討は、この後

の図９の考察の中で行いたい。

こうして、一部比較検討が難しいところなどがあるとはいえ、図７上段の「東山三十六峯図

巻」の部分も、概してかなり写実的に描かれていると考えられる。そのうち、図の左方の上賀

茂の山の部分は、図５上段の部分の続きで、とくに写実的に描かれているところであり、図５

上段の図の場合と同様、高木の木々で覆われた現況とは大きく異なり細かな山の襞や谷などが

よく見えることなどから、その付近はかなり低い草木が広く茂るようなところか、あるいはそ

うした草木も少ないようなところであったと考えられる。後述の色合いについての検討も含め

て考えると、草木の乏しいところも珍しくなかった可能性が高い。ただ、江文山（金比羅山）

の右下のあたりに見える山地部分には、稜線付近がかなり黒く見えるところもあり、そうした

ところでは、樹高はさほど高くはないものの、樹木が比較的密に茂っていたことが考えられる。

また、図７上段の図の長四角の中心よりも少し左下方の稜線上には、やや目立った木立が見

える。

その木立の樹高を推定するために、図５の場合と同様、AutoCADにより作成したモデルの
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該当箇所に高さ 10ｍの指標樹木モデルを挿入したのが図８である（遠方の山並みは省略し、

その稜線部を点線で示した）。その視点は「東山三十六峯図巻」と同じところで、指標樹木モ

デルは図中に示した円の中心部にある。このモデルの範囲は、図７上段の図に長四角で示した

部分であり、両図の比較から「東山三十六峯図巻」に見えるそのやや目立つ木立の樹高は高い

ものは 10ｍ前後の高さがあったと考えられる。

図７上段の図の右方の比較的近景の山の部分は松ヶ崎の裏山で、そこには若干写実的でない

と思われる部分も見られるとはいえ、概して写実的であり、やはり細かな山の襞や谷までも描

かれていることから、図の左方の山地と似た植生が広がっていた可能性が高いように思われる。

その図の中央付近に見える岩倉東部の山地は、水平方向に少し圧縮された形で描かれている

が、現況地形モデルとの比較から、稜線の形状は現況地形をよく反映した形となっている。ま

た、山の襞や谷も薄くではあるが、現況地形モデルに見られるものが描かれているところが少

なくない。山の稜線上に（やや）大きな樹木があると、稜線付近の形が大きく変わり目立つこ

とになるが、この岩倉東部の山地付近ではそのようなことはない。また、山腹に細かな地形も

見えることから、その山地部分には大きな木々はなかった可能性が高い。なお、緑色系の彩色

からは、なんらかの植生があったところが多いと思われる。

比叡山の北側部分も、稜線の形状や、山腹に見える山襞などの状況から、岩倉東部の山地と

同じような植生のところが多かったものと考えられる。ただ、稜線付近にやや広く黒っぽく

描かれている部分があるが、そこにはある程度高木の樹木が多く見られた可能性が高いと思

われる。

（3）比叡山北方から瓜生山方面

図９上段の「東山三十六峯図巻」の部分は図７上段部分の最右方のあたりから右手の部分で、

その図の左方の一部は図７上段部分と重なっている（図中の長四角は後の説明のためのもの）。

この部分の左方には比叡山が大きく描かれ、また最も右方には瓜生山のあたりが描かれている。

図8：AutoCADによるシミュレーション
〔図の中央よりやや左下方の円内には樹高 10ｍの指標樹木モデルが見える〕
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図の左方下部には主に松ヶ崎の山並みが描かれているが、図の最左方、その松ヶ崎の低い山並

みの背後には岩倉の南東から上高野のあたりの山並みも少し見えている。図には「比叡山」を

はじめ、現在の瓜生山のところに「元将軍地蔵」、また山地や農地のところに金泥による 20近

い書き入れが見られる。

図9：上より、「東山三十六峯図巻」（図 7の右方）、
カシミール３Ｄによる現況地形モデル、舟岡山より見た現況

「東山三十六峯図巻」のこの左方部分は、図 7の右方部分とも重なるところで、比叡山が大きく描
かれている。一方、図の右端近くには元将軍地蔵の文字が見える。そこは今、瓜生山と呼ばれて
いる山の最上部付近である。その図の中央付近から右端近くの長方形の枠は、AutoCADによる
仮想モデル作成範囲。
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図９中段の図は、図５、図７と同様にカシミール３Ｄにより作成した現況地形モデルで、図

９上段部分にほぼ対応するところである。その上部には、視点から見える主な山名が表示され

ている。山名には、「比叡山」と「瓜生山」に加え、松ヶ崎の「東山」がある。「東山三十六峯

図巻」の山並みの地形がどの程度写実的に描かれているかを考えるために、ここでも「東山

三十六峯図巻」の描写とカシミール３Ｄによる現況地形モデルを詳しく比較してみたい。その

結果、次のようなことがわかる。

この部分の「東山三十六峯図巻」の山並みも、全体的に高さが少し強調されて描かれている。

また、「東山三十六峯図巻」の描写と現況地形モデルとで大きく異なるのは、「東山三十六峯図

巻」のこの部分では、上高野の山並みがわずかとはいえしっかりと見えるのに対し、現況地形

モデルでは、その山並みの部分がほとんど見えないことがある。上高野の山並みの現況地形モ

デルは図７中段の図により確認でき、それは「東山三十六峯図巻」に見える上高野の山の稜線

や山襞の形状とよく一致している。このことから、その上高野の山並みの部分は、「東山

三十六峯図巻」では実際よりも少し右方（南方）へ移動して描かれていることがわかる。また、

同図は比叡山頂上付近から右方（南方）瓜生山のあたりにかけて、水平方向に少し圧縮して描

かれている。

このように、「東山三十六峯図巻」のこの部分についても、高さが少し強調されたり、図が

水平方向に少し圧縮されたり、あるいは山地の一部が実際の位置よりも少し場所を変えて描か

れていたりしているということはあるが、図はほとんどの部分において、山や谷などの地形が

きわめて写実的に細かく描かれている。そのことから、図５や図７の場合と同様、この「東山

三十六峯図巻」の部分でも、山地の大部分は植生がかなり低いか、植生もないようなところも

あったものと考えられる。それは、瓜生山の上に大きく目立つ数本のマツと見られる木々から

も考えられる。

図 10は、それらの木々の樹高を推定するために、図５や図７の場合と同様な方法により、

AutoCADで作成したモデルの該当箇所に高さ 30ｍの指標樹木モデルを挿入したものである。

図10：AutoCADによるシミュレーション
〔図の右端に近い円内には樹高 30ｍの指標樹木モデルが見える〕
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その視点は「東山三十六峯図巻」と同じところで、指標樹木モデルは図中に示した円の中心部

にある。このモデルの範囲は、図９上段の図に長四角で示した部分であり、両図の比較から「東

山三十六峯図巻」に見えるその大きく目立つ木々の樹高は、図では見かけの関係で高さが強調

されやすいとはいえ、20ｍ以上の高さがあった可能性が高い。このように高い樹木は、京都

近郊の山地では珍しかったものと考えられる。なお、図９上段の図で比叡山の左方（北方）の

稜線の付近に黒っぽく描かれている部分は、図７についての説明でも述べたように、そこには

ある程度高木の樹木がまとまって多くあったところと思われる。その部分は、現在スギの大木

が多く見られるところであり、スギの植林地と考えられる。

 一方、「東山三十六峯図巻」では元将軍地蔵と書かれた瓜生山の左方（北方）の山の稜線付

近を中心に、薄い赤茶系の色で山地が塗られているところが多い。その付近は、遅くとも江戸

初期の頃からハゲ山が広く見られたところで、その薄い赤茶系の色は、ハゲ山の部分を示して

いるものと考えられる（図５、７、12、14 についても同様）。参考までに、図 11は京都の役

所方で作成したと思われる 18世紀初頭の大絵図の一部で、比叡山から大文字山付近である。

この図ではハゲ山の部分は白く描かれており、「東山三十六峯図巻」が描かれた頃よりも 100

年ほど前は、ハゲ山の範囲がより広かった可能性を示している。

（4）瓜生山から南禅寺裏山方面

図 12上段の「東山三十六峯図巻」の部分は図９上段部分の最右方のあたりから右手の部分で、

その図の左方の一部は図９上段部分と重なっている。この部分の左方は瓜生山付近で大文字山

のあたりが中央にやや大きく描かれている。その大文字山の少し右下方には吉田山がやや小さ

く見える。また、図の最も右のやや下方には「南禅寺」の書き入れが見える。その書き入れの

少し左上方には、「大日山」と記された白い紙が貼られている。山地部に金泥で記された書き

入れには読みにくいものも多いが、この図の部分には「銀閣寺」、「黒谷」、「永観堂」など、白

図11：「京師大絵図」（18世紀初期、慶応大学蔵）の比叡山付近
比叡山は左上方。その右手の山地上部には、図の右端の大文字山近く
まで、白色系の色を使い長くハゲ山が描かれている。
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い紙に記されたものも含め全部で 20ほどの書き入れが見られる。なお、そのように多くの書

き入れがあるにもかかわらず、「大文字山」の書き入れはない。大文字山が含まれる「如意嶽（如

意ヶ嶽）」や銀閣寺のすぐ裏手、大の字下方の「月待山」の書き入れはあるが、「大文字山」の

書き入れがないのは、当時「大文字山」の名称は、まだ広く使われていなかったためと考えら

れる 18｡

図 12：上より、「東山三十六峯図巻」（図 6の右方）、
カシミール３Ｄによる現況地形モデル、舟岡山より見た現況

「東山三十六峯図巻」のこの左方部分は、図 9の右方部分とも重なるところで、元将軍地蔵の文字
が見える。一方、図の中央付近に大文字山がやや高く見える。また、図の右端近くには大日山の
文字が見える。
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図 12中段の図は、図 5、図 7、図９と同様カシミール３Ｄにより作成した現況地形モデルで、

図 12上段部分にほぼ対応するところである。その上部には、視点から見える主な山名がいく

つか表示されている。山名には、瓜生山のほかに、「大文字山」、「吉田山」、そして山科東部の

「音羽山」がある。「東山三十六峯図巻」の山並みの地形がどの程度写実的に描かれているかを

考えるために、ここでも「東山三十六峯図巻」の描写とカシミール３Ｄによる現況地形モデル

を詳しく比較してみたい。その結果、次のようなことがわかる。

この部分の「東山三十六峯図巻」の山並みも、これまで見てきた部分と同様、全体的に高さ

が少し強調されて描かれている。また、「東山三十六峯図巻」は、瓜生山と大文字山の間が水

平方向にだいぶ圧縮された形で描かれていることがわかる。それは、かなり広範囲の山並みを

１巻の図に収めるための工夫と考えられる。一方、大文字山の左下方には、わずかながら省略

されて描かれていると思われる部分が見られる。そのように、図は高さが少し強調されていた

り水平方向にだいぶ圧縮されていたり、あるいはわずかに省略されていると思われるところも

あるとはいえ、この「東山三十六峯図巻」の部分についても、山の稜線や山襞や谷の形状は概

してかなり写実的に描かれていることがわかる。

そのことから、図５や図７や図９の場合と同様、この「東山三十六峯図巻」の部分において

も、山地の大部分は植生がかなり低いか、植生もないようなところもあったものと考えられる。

大文字山の右方（南方）、大日山のあたりにかけては、図７で確認したハゲ山を示す赤茶系の

色で彩色されているところがとくに広く見られる。そのあたりは、明治期においても、ハゲ山

が比較的広く残っていたところであり 19、「東山三十六峯図巻」も、そのようなハゲ山部分を

写実的に彩色した可能性が高いと考えられる。その色が見えるところは、瓜生山から大文字山

の間などにも所々見られる。また吉田山の右方（南方）にも、その色が薄く塗られている。こ

れまで見てきた「東山三十六峯図巻」のきわめて高度な写実性を考えると、そのような彩色の

ところは、実際に草木が乏しく、遠方から地肌が見えるようなところであったものと考えら

れる。

一方、「東山三十六峯図巻」のこの部分（図 12上段）にも、大文字山の上部など、山地に黒っ

ぽく見えるところが所々に見られる。そのような部分を詳しく見ると、無数ともいえるごく短

い線、あるいは小さな点が描かれていることがわかる（図 13）。そのような描写からも、山地

に黒っぽく見えるところは、木々が多い樹林地で比較的高い樹木が多かったところと考えられ

る。ただ、「東山三十六峯図巻」の描写と現況地形モデルとの比較などから、そのような森林

の樹高はさほど高くないところが多かったと思われる。ちなみに、図 13では、大文字山の右

下の吉田山には、マツと思われるやや目立つ木が１本描かれていることがよくわかるが、吉田

山は瓜生山よりも図の視点から約１Km近いにもかかわらず、瓜生山に描かれた樹木の高さ 20
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の半分にも満たない高さで描かれていることから、その樹木の高さは 10ｍ前後であったと思

われる。そして、その木の左方（北方）に黒っぽく描かれている吉田山の樹林の樹高は、その

木の半分程度のものが多かったことが推察される。

「東山三十六峯図巻」のこの図 -12 の部分を詳しく見ると、瓜生山のあたりから大文字山に

かけては、上述の吉田山の木のように、やや目立つ樹木が単木で、あるいはややまとまって描

かれているところが所々にある。図の視点からそれらの樹木への距離は、瓜生山への距離と大

きく変わらないことから、瓜生山の樹木との比較から、それらの木々は 10ｍ前後から十数ｍ

程度の高さのものが多かったものと考えられる｡

（5）大日山から阿弥陀ヶ峰方面

図 14上段の「東山三十六峯図巻」の部分は図 12上段部分の最右方のあたりから右手の部分

で、その図巻の最も右側の部分である。その図の左方の一部は図 12上段部分と重なっている。

この図の最左方は大日山付近であり、図の最右方には阿弥陀ヶ峰と見られる山が描かれている。

また、その図の後方には山科の山並みが描かれ、そこには「音羽山」や「醍醐山」などの書き

入れが見られる。一方、大日山の右下の「南禅寺」と記されたところより少し右手のあたりか

ら右の部分には、東山中心部の山並みが大きく描かれ、そこには「清水山」や「霊山」などと

書かれた白い紙が貼られている。そのような白い紙に書いて貼られているものも含め、この図

の部分には全部で 20余りの書き入れが見られる。

図 14下段の図は、図 5、図 7、図９、図 12と同様にカシミール３Ｄにより作成した現況地

図13：「東山三十六峯図巻」（大文字山とその南方付近；下方は吉田山付近）
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形モデルで、図 14上段部分にほぼ対応するところである。その上部には、視点から見える主

な山名が 11表示されている。山名には、左方（北方）から「音羽山」、「千頭岳」、「醍醐山」、「阿

弥陀ヶ峰」などの名が見える。それらの多くは山科東部や、それよりもさらに遠方の山である。

「東山三十六峯図巻」の山並みの地形がどの程度写実的に描かれているかを考えるために、こ

こでも「東山三十六峯図巻」の描写とカシミール３Ｄによる現況地形モデルを詳しく比較して

みたい。その結果、次のようなことがわかる。

この部分の「東山三十六峯図巻」の山並みも、これまで見てきた部分と同様、全体的に高さ

が少し強調されて描かれている。また、図が全体的に水平方向に圧縮された形となっており、

現況地形モデルで音羽山と記された山のあたりから高塚山と記された山のあたりは、とくにそ

の圧縮度が大きい。

一方、現況地形モデルに見える音羽山の形や位置は、「東山三十六峯図巻」の音羽山付近の

山の形や位置と大きく異なる。また、「東山三十六峯図巻」では、音羽山の左方（北方）に「陀

羅谷」と記した白い紙が貼られているが、陀羅谷は音羽山よりも南方に位置する。その貼り紙

図14：上より「東山三十六峯図巻」（図 12の右方）カシミール３Ｄによる現況地形モデル
「東山三十六峯図巻」のこの左方部分は、図 12の右方部分とも重なるところで、大日山の文字が
見える。一方、図の右端に近い下方には八坂の塔が描かれている。また、その少し右手には大仏
の文字が見える。
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については、剥がれたものが間違って別の場所に貼られた可能性も考えられとはいえ、これら

のことから、「東山三十六峯図巻」のこの部分では、山科東部の山は正しく認識されていなかっ

たと考えられる。また、山が正しく認識されていないだけでなく、「東山三十六峯図巻」では

珍しく山の稜線の形状などがやや不正確に描かれているところがある。具体的には、現況地形

モデルで醍醐山と記されている山のあたりから右方（南方）、清水山の左方背後にかけての山

科東部山地の稜線の形状は、「東山三十六峯図巻」のその部分の形状とはだいぶ異なっている。

また、阿弥陀ヶ峰のすぐ左手に描かれた山の形状も、実際とは少し異なる。

このように、「東山三十六峯図巻」のこの部分では、山の認識が正しくなかったり、一部に

山の稜線の形状が写実的でないと思われるところもあるが、大部分はかなり写実的に描かれて

いると考えられる｡ ただ、この「東山三十六峯図巻」の部分は、これまで見てきたところとは

だいぶ異なるところがある。それは図の中心付近に広く描かれている東山中央部のあたりの山

並みで、左方は永観堂や南禅寺のすぐ裏手の山の部分からその右方の知恩院裏山、清水山を経

て阿弥陀ヶ峰のあたりである。現況地形モデルでは、そのあたりの山地に細かな地形が見られ

るところが多いが、「東山三十六峯図巻」のその部分では、そうした細かな地形を見ることが

できない。それは、そのあたりの山が広く森林で覆われているため、細かな地形がそれによっ

て隠されているためと考えられる｡ それは、その付近は全面的に無数ともいえる短線あるいは

点が描かれ、黒っぽくなって見えるところが多く、また緑色系の色が塗られているところが多

いことからも考えられるところである。なお、その珍しく森林が広く覆う山地部分は、南禅寺

や知恩院や清水寺などの寺社の山であり、一般の里山とは異なるところである。

一方、それらの山並みの後方、山科東部の山並みなどには、現況地形モデルに見える細かな

地形が「東山三十六峯図巻」でも見えるところが多い。そのため、そうした山地部の植生はか

なり低いところが多かったと考えられる｡ また、「東山三十六峯図巻」で「陀羅谷」と記され

貼られた紙の下方には、ハゲ山を示す赤茶系の比較的濃い色が塗られた山がある。「東山

三十六峯図巻」では、そこには金泥で「粟田口」と記されており、京の七口の一つであった粟

田口北側の山の部分と考えられる｡ そのあたりは、明治の頃にもハゲ山が見られたところであ

り 21、「東山三十六峯図巻」のその部分の彩色もかなり写実的であると考えられる。

おわりに

以上、「東山三十六峯図巻」の描写を現況地形モデルと比較することを中心に、その写実性

を考察してみた。その結果、同図にはごく一部に不正確と思われる描写があったりもするが、

そのほとんどの部分はきわめて写実的に描かれていると考えられる｡ そして、それによって江
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戸後期、19世紀初頭における京都周辺の里山景観を詳しく知ることができる。

「東山三十六峯図巻」からわかる江戸後期における京都周辺の里山には、大きな木々は珍しく、

かなり低い草木の植生のところが多く見られた。また、草木がまったく、あるいはほとんどな

いハゲ山も珍しくなかった。高木も含むと思われるまとまった森林は、知恩院裏山や清水山な

どの東山中央部や比叡山北方の一部などに見られたが、それらは寺社などが所有する特別な森

林で、一般の里山とは異なるところがほとんどであったと思われる。

そうした 200 年以上前の山地の景観は、当時の社会状況や人々の暮らしを反映したもので

あった。すなわち、当時の京都ではマツの落ち葉までも貴重な資源として使われるなど、里山

から供給される資源に強く依存していた。京都の町や周辺の村々を支えるには、京都周辺の里

山だけの資源ではかなり不足があり、たとえば、遠く九州や四国からもかなりの量の炭などが

輸入されたりもしていた。そのような状況であったため、里山の草木は強度に利用され、大き

な木々はほとんどなく、草木のないハゲ山さえも珍しくない状態となっていたと考えられる｡

そのようなかつての京都周辺の里山の状態については、他の絵図類の考察などからも明らか

になってきたところではある。ただ、今回検討した「東山三十六峯図巻」は、京都周辺の山々

をかなり広範囲に、またきわめて写実的に描いたものであり、かつての里山景観を考えるため

の資料（史料）としては特別なものである。この考察を通して、そのことをしっかりと確認す

ることができた。

最後に、「東山三十六峯図巻」の画像データを提供していただき、その図をもとに考察させ

ていただいた京都府、京都文化博物館に対し深く謝意を表したい。
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８　兵庫県美方郡香美町にある高野山真言宗の寺院で、天平 17年（745）に行基によって開創された

とされる。円山応挙と関わりが深い寺院で、応挙とその一門の画家たちの襖絵など多く見ること

ができる。

９　愛知県美術館，中日新聞社編（2013）：『円山応挙展 : 江戸時代絵画 : 真の実力者』，円山応挙展実
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行委員会．

10　上記註 2

11　上記註１

12　ＤＡＮ杉本氏作成の地図・ＧＩＳソフトウェア。各種地図やＧＰＳデータなどを読み込むことは

もちろん、詳しい標高などのデータを元に、任意の視点から見た地形を立体的に表示する機能（カ

シバード）など、さまざまな機能がある。カシバードは、撮影位置やカメラの種類、季節や太陽

の位置など多彩な設定をしたうえで、リアルな３Ｄ風景図を作成することができる

13　カシミール３Ｄはフリーソフトであるが、スーパー地形セット（ライセンス：1年分税込¥1,680〈2018

年 10月時点〉）を組み込むことにより国土地理院の基盤地図情報をベースにした５ｍメッシュの

高密度地形データが使用できる。

14　オートデスク株式会社による汎用のＣＡＤソフトウェア。1982 年、最初のバージョンが発売され、

建築・土木・機械分野をはじめとして、汎用ＣＡＤとして多く利用されている。

15　GeoCoachSEは、平面直角座標系の座標で記録されているデジタルマップの３Ｄビューアで、国

土地理院の基盤地図情報などをもとに３Ｄ表示することができる。また、その３ＤデータをＤＸＦ

などの形式で保存することなどができる。

16　国土地理院の基盤地図情報ダウンロードサービスサイト（下記URL）からダウンロードできる。

　http://fgd.gsi.go.jp/download/（2018年11月19日確認）

17　ＤＸＦ形式のファイルはAutoCADのほか、比較的多くのＣＡＤソフトで読み込むことができる。

元は、AutoCADの異なるバージョン間のデータ互換を目的でつくられたもの。

18　「東山三十六峯図巻」と制作年代が比較的近い「華洛一覧図」（文化５<1808>年）には、珍しく大

文字山の書き入れが見られるが、その山名は当時の文献にもほとんど出てこない。

19　上記註１

20　図９の考察から、瓜生山の山上には 20ｍ以上と思われる高さのマツと思われる樹木があったと考

えられるが、図の描写や京都近郊で見られる古木のマツの樹高などから、それは 30ｍを超えない

高さであったと思われる。

21　小椋純一（1996）：『植生からよむ日本人のくらし』，雄山閣出版．


