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ABSTRACT 

The aim of this study is to pay attention to Kyumjae Chungsun, and to derive the 

recognition of him concerning geographical features in capital Seoul, that is, on the view of 

landscape through the analysis of real landscape paintings(RLP). In the main discourse, 

this study was based on 19 RLP, with geographical features 3D pictures, the error and the 

contradiction of the past finding concerning them were corrected, and it identified it more 

exactly. The feature of basic shape that became the clue of the mountains identification 

observed fixation deformation of proportion of two peaks of the emphasis of a 

perpendicular direction and the south mountain while keeping as a result. In Conclusion, 

the above-mentioned analysis and consideration were considered to original that on the 

view of landscape of seen Kyumjae was an attitude that heavily saw the geographical 

features that was able to be meant as ground of the ideal on Fusui. 

 

 

第１章 序論 

 

1-1 研究の背景と目的 

地形が眺望によって地景として現れ(present)、それが表象

化(represent)されるというシステム上、ある人が環境(地形)

をどのように見たかということを知るためには、その人から

景観(地景)に関する何らかの表象を引き出す必要がある。 

しかし、その表象の内容自体が、あまりにも個人的な次元

にとどまって社会集団の中に影響を及ぶことができないか、

或いは表象される対象が社会集団に大きな影響を与えかねな

い内容であっても、それを表象化する人の能力が充分でない

と結果的に皆に問題にされない場合がある。この面で謙斎は、

いずれの場合にも該当されない。 

空間普遍的空間

環境-地形-具体的空間

景観-地景-認識空間

表象空間

地景の外在化

経験・知覚

認識の共有

時代・思想

伝統・文化
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図 1空間経験の枠組み   

謙斎(1676-1759)は朝鮮時代後期、真景山水画という画法を

創始した人物である。真景山水画とは、それまでの観念的な

山水画から脱却し、国土を実在の視点から実景に即して描い

た絵画とされ、韓国絵画史上、きわめて高い評価を受けてき

た。しかし、実景に即して描くといっても、画家はその時代

背景の影響に色濃く染まっているはずであり、その作品もそ

の観点から読まれなければならない。 

そこで、謙斎が残していた山岳を含むソウルの地形を描い

た多数の作品について分析し、実景と向き合った彼が、これ

らの風景をどこからどのように眺めることをもってよしとし

たかを把握する。そのためには、謙斎のソウル真景山水の描

画地点をできるだけ客観的に特定し、対応する実景を検討す

る必要がある。そこで、主に画中の山岳と地形透視図の相互

比較によってこの課題にアプローチし、また、特定された描

画地点を出発点とし、デフォルメという観点から絵画と地形

透視図を比較精査し、これにあわせて彼が選択した山岳の形

姿（山岳自体の見かけのかたち）ならびに構図（複数の山岳

の位置関係）の特徴を把握する。以上のことから、ソウルと

いう都市の立地の根拠ともなった風水地理説を中心に照査し、

謙斎がソウルの環境(地形)から景観(地景)を選択し、これを

表現した意図、意味(地景観)を考察する。 

要するに本研究の目的は、真景山水画の創始者である謙斎

チョンソンという当代一流の画家の地景観を、ソウルの地形

を対象にした真景山水画から読み取ることである。 

 

1-２研究の方法と対象 

真景山水画の中で、ソウルを描いた作品を取り出し、その

作品を本研究では特に、「ソウル真景山水画」と称する。ソウ

ル真景山水画の中で眺望が主題となっている作品を抽出し、



描画地点を特定することと、描画範囲、描画対象などを把握

するために地形透視図を作画する。 

本研究は、ソウルの地景を謙斎という画家はどの地点で、

どのように眺めることをよしとしたかの目的より、分析対象

を以下のように絞り込むこととした。①朝鮮時代後期に描か

れた謙斎の真景山水画（153 葉）、②①のうち対象地域がソウ

ルである絵画（53 葉）、③②の絵画から以下の枠組みによっ

て分類してさらに絞り込む（19 葉）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2研究の対象 

 

既往の真景山水画の分類では、真景山水画といっても、人

文的要素を描いたもの(B)、地景を描いても特定範囲をクロー

ズアップして描いている絵画(A)(b)や架空の視点から描かれ

たもの(2)も含められている。それは絵画の描かれた対象(地

域や地名)、人文的要素の背景がどこなのか、画題などから分

かる。これはただ、謙斎時代以前の中国の画風から脱皮し、

観念的でない、定型化されてないという狭い意味として真景

山水画と扱ったためである。 

本研究では、視点と関係なく山中の特定範囲をクローズア

ップして描いている絵画(A)(b)や文人達の邸宅や祠堂、亭や

樓臺などの別荘を主題として描いた絵画(B)を除いて、ある程

度距離をおいて地景眺望と関係(眺望行為ができる)のある絵

画を研究対象とする。それは、地景を広い範囲で描いたもの

(A)(b)で、さらに架空の視点から構成されたものも含まれる

可能性があること(2)を考慮し、実際、地上に視点をもってい

るもの(1)である 

 

1-３研究の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3研究の構成 

 

第２章 真景山水画と謙斎チョンソン 

 

２-1 真景山水画 

１) 朝鮮後期の絵画と実学思想 

韓国の山河と韓国人の生活ぶりを素材にして扱った朝鮮後

期の絵画は、実学思想と密接に結びついている。まず、南宗

画法を土台として、韓半島に実際に存在する山河を独特の画

風で表現する真景山水画が、謙斎を中心にして大きく発達し

た。 

この時代には、山水画だけではなく、他の絵画ジャンルで

ある風俗画、民画なども発達したが、このような庶民対象の

絵画発生は、その以前、性理学中心の儒学的思考ではあり得

ないことであっただろう。 

真景山水画は内容的からみると、朝鮮の士大夫達の紀行探

勝する風流的指向および理想主義的隱逸思想が根底にあると

いえ、現実的にみると、現実認識による写実主義精神に立ち、

周囲の実景に関心を持って韓国的景物を選び韓国的情緒がた

っぷり漂って出るように描いたということである。 

国土を実在の視点に立って見渡し、第三者によって追体験

可能な方法をもって表現するという姿勢を持ったという点に

おいて、18 世紀謙斎のような文人画家たちに実学思想との結

びつきを見出すのは容易だろう。 

思想・学問的背景 山水画様式の現状時代的背景

朝鮮建国1394

壬辰の乱1592- 1597

1627- 1636 丙子の乱

※ 建国理念
朱子性理学（儒教思想）

芸術・思想面で中国の影響を受けていた

理想化・観念化・定型化された
山水画：中国画風の模倣

朝鮮性理学
（主理：主気説）

観念重視の儒学に対する批判

自国の山河・風景・国土に
対する自覚

朝鮮
初・
中期

17Ｃ後半
～18Ｃ

国学の発達

朝鮮の

文芸復興期

栗谷学派

実
学事実主義→

謙斎の真景山水画登場朝鮮
後期

 
図 4謙斎の真景山水画における時代・思想的背景 

 

２)真景山水画の意義 

本来、山水画とその画論が発達した理由は、風流的探勝と、

俗世を離れて深山幽谷に隱逸しようとする儒・道家的、理想

主義を追求したことにある。その意味で、東洋の山水画は基

本的に観念的形式をとってきたが、その根底には実景の経験

が含まれている。 

朝鮮初・中期の山水画壇は、実景に向かったとしても中国

的様式に固執して実景そのものの表現技法の開拓には向かわ

ずにいた。後期に入って謙斎の出現と共に実景表現重視の考

え方が定着したのである。 

その背景には、朝鮮後期により台頭してきた民族の独自性

を重視する風潮と、実学重視の風潮の影響があって、絵画も

中国的な理想主義から朝鮮の風土を基本にし、山水画の理想

郷的条件を朝鮮の実際の朝鮮の実景に直接求めるようになり、

その画風は、実景に関する記録性を強めるようになった。 

 

２-２謙斎チョンソン 

謙斎チョンソンは肅宗 2 年(1676)2 男 1 女の長男として生

まれた。彼は光州鄭氏の 14 代孫で、漢城府の幽蘭洞で生まれ

た。謙斎の名前は「敾」で、字は「元伯」、初年の号は「蘭谷」

であり、それは幽蘭洞の蘭谷で生まれ育ったという意味であ

ろう。「謙斎」は斎名であるが、それは 30 歳以後に用いられ、

周易の６巻、謙卦の「謙遜は万事が亨通であるため君子の姿

がみえる」(謙享君子有終)に依拠しているという、自ら謙遜

であることを誓う意味を斉名としたことから、謙斎の人間的

な面がわかる。 

 

１) 謙斎の学問的背景 

丙子胡乱によって、当時文化的に朝鮮より劣等だとみなさ

れていた女眞族から屈辱的な扱いを受け、中華文化の嫡統で

ソウル真景山水画と風水理論との関連6章

真景山水画と謙斎チョンソン

序論

2章

1章

7章 結論 (謙斎の地景観)

ソウル真景山水画の描画地点・描画対象

ソウル真景山水画のデフォルメの特徴

山岳の形姿・構図にみるソウル真景山水画の特徴

4章

3章

5章

画
材

描
画
範
囲

視
点

広い (a)
-地理的スケール

実際地上 (1)

地景要素 (A)

狭い (b)
-場所的スケール

架空 (2)

人文的要素(B)

例：玉洞陟崗

例：仁谷精舍

例: 弼雲賞花（左）
鞍? 夕峰（右）

※研究対象19枚↑



ある朝鮮文化こそ、中華文化の原型をおさめていて、性理学

的理念を発展的に受け継いでいるという思潮が生まれ、「朝鮮

中華注意」が広まるようになった。栗谷学派では朝鮮性理学

を土台として文化全般で朝鮮固有色を密かに現わしていたが、

徐々に「朝鮮＝中華」という主張が大きな意義をもたなくな

っていった。朝鮮固有の文化の開花にためらいを覚える必要

がなくなったのである。 

こうした中、三淵(1653~1722)を中心とした詞壇が形成され

て朝鮮国土の美しさをほめたたえる真景の詩文学が盛んにな

ったが、謙斎はそのメンバーの一人だったという。 

 

２）真景画法の時代的要求 

紀行文学は、丙子胡乱以後の朝鮮の政治的自覚による朝鮮

の山河に対する関心と、ハングルを用いた率直な感情表現が

自由に、また多様に行なえるようになったことが基になって

進展した。ハングルの登場によって、韓国人の感情と自然を

適切に表現できる国語の歌辭が発達したのである。それ以前

は、詩文では漢語の駆使こそが正当であったが、含蓄を有し

ながらも古典的意味の参照を前提とする熟語と、かつ、短音

節からなる固定的な形容詞を用いる漢詩文が、朝鮮詩壇を形

式化していた。詩壇をめぐる状況の変化は、絵画での新しい

自然描写を刺激するようになったのである。 

一方、真景詩文を創作し完成する際に要したものも真景画

法だった。そこで謙斎は三淵と老稼齋という人物の指導のも

とで、画論の古典と言える郭熙の「林泉高致」を暗記するほ

ど耽読する。 

その中、謙斎とともに同門修学した槎川李秉淵(1671～

1751)という友人がいて、特に槎川と謙斎が三淵の真景文化精

神を一番着実に継承し、将来槎川は真景詩風を大成し、謙斎

は真景画風を大成するようになった。いわゆる三淵文化の左

槎川、右謙斎という詩画双壁の評価を受けることになる。 

 

第３章 ソウルの地景を題材としたソウル真景山水画の描画

地点と描画対象 

 

３-1 地形透視図による描画地点の特定過程 

１)描画地点の特定 

今まで行われた研究ではソウルを空間的範囲として描いた

謙斎絵画の視点及び視対象は、描いた視点がどこなのかが重

要ではなく、描かれた場所が現在どのあたりなのかに関心が

ある。そうすることで、真景山水画としての謙斎絵画の意義

を確たるようにすることが見られる。一方、景観的観点から

だと、ソウルの謙斎絵画にあらわれた景観のタイプの分類を

行った研究1であることが分かった。 

本研究が「なぜ、この視点(here、描画地点)に立って、な

ぜあそこ(there、描画対象)を眺めて描いたのか」という問

題意識から発したものであれば、それに従う特徴を通じて謙

斎絵画の視点や視対象がよりもっと綿密に確認されるプロ

セスを経なければならないと思う。 

 

２）描画地点特定のプロセス 

研究対象である謙斎絵画 19 葉について、地形透視図を用

いて描画地点を特定するために次のようなプロセスを経る。 

まず、崔の研究2に見られる大まかな視点をとり、地形透視

図をコンピュータに作画させる。もちろん、ここで必ず注意

すべきことは、先行研究の視点にこだわらず、なるべく山岳

の様子（形姿と構図）を優先させ絵画との最も似ている場面

を探すことである。万が一、先行研究の視点とは完全に異な

っていても、なるべく山岳などの地形の様子だけをみて作画

することにする。 

言い換えって、第一段階として大まかな視点の方の近傍で

何回も振り返って視点の位置を尐しずつずらしてみながら地

形透視図を作画する。そこで、謙斎絵画中の山岳の様子との

間にみられる不一致点が最も尐ない地形透視図を選出するこ

とにある。その中で絵画と最も類似する地形透視図を抽出し

て、それに対応する視点を当該の謙斎絵画の描画地点として

割り出す、という作業を行う(図 5)。 

冠岳山南山 ←謙斎の絵画

文献に基づく描画地点に
複数の視点を設定 →巴山

（宮山）

冠岳山

徳楊山

竜馬山

仁王山
北岳山

北漢山

牛眠山

道峰山

大母山

青渓山

開花山

九竜山

老姑山
臥牛山

鞍山
駱山

　　江
漢

②

南山

①③④
⑵

⑴ ⑶ ⑷

巴山
（宮山）

冠岳山

徳楊山

竜馬山

仁王山
北岳山

北漢山

牛眠山

道峰山

大母山

青渓山

開花山

九竜山

臥牛山

駱山

　　江
漢

南山

冠岳山

⑵

南山

↑ 絵画に最も類似している地形透視図の抽出

描画地点同定
↓

冠岳山南山南山

⑵⑴ ⑶ ⑷

南山

⑶ ⑷

冠岳山南山
冠岳山

 
図 5描画地点の抽出手順の概念図 

 

３-２地描画地点と描画対象の特定結果 

 １）描画地点の特定結果 

19 枚の描画地点の位置と視点の高さ、視方向に関するデータ

は表 1 のようである。 

ここで Height は標高（謙斎が立ったとされる場所の高さ）

であり、60 以上になっている絵画は山の上などの高いところ 
表 1描画地点の結果 

No 題名 描画地点（地名） 
Height 

(m) 

E.L 

(m) 

1 隠岩東麗 苑西洞 1 番地（昌徵宮）北岳山東南麓 59.9 1.5 

2 長安烟雤 淸雲洞、山 4 番地、北岳山・仁王山の間 89.8 1.5 

3 弼雲賞花 三淸洞、山 2 番地、北岳山南麓 85.3 1.5 

4 三勝眺望 三淸洞 26 番地、北岳山南麓 69.6 1.5 

5 翠微台 三淸洞 24 番地、北岳山南麓 65.5 1.5 

6 木覓山 齋洞 23 番地、北岳山南端の町 35.0 1.5 

7 木覓朝暾 加陽１洞、山 5 番地、宮山 70.4 1.5 

8 鞍峴夕烽 塩倉洞 292 番地、オリンピック道路側 13.9 1.5 

9 孔岩層塔 加陽洞 1468 番地、亀岩公園側 13.4 1.5 

10 錦成平沙 加陽１洞、山 1 番地、宮山 70.8 1.5 

11 楊花喚渡 塩倉洞、山 24 番地、曾山 26.9 1.5 

12 宗海聴潮 加陽１洞、山 5 番地、宮山 45.4 1.5 

13 小岳候月 加陽１洞、山 5 番地、宮山 68.9 1.5 

14 仙遊峰 塩倉洞 288 番地、オリンピック道路側 11.2 12.5 

15 杏湖観漁 傍花２洞、山 8 番地、開花山 71.8 1.5 

16 狎鴎亭 聖水２街側、永東大橋近傍の漢江の上 3.2 6.5 

17 松坡津 三成洞 99 番地、奉恩中学校近傍 20.4 11.6 

18 銅雀津 西氷庫洞 69 番地、銅雀大橋北端 15.6 1.5 

19 広津 
千戶洞、広津漢江公園、広津・千戶大橋の

間 
9.0 7.5 

http://rd.naver.com/i:/c:55727?http://100.naver.com/100.nhn?docid=741817


から眺めたもので、16.「狎鴎亭」、19.「広津」のようなもの

は船上や漢江の対岸などから眺めたものである。これは謙斎

が高いところから都市構造を把握できる眺望を採ったことが

確認される。 

Eye-Levelは標高から謙斎の目の高さ 1.5mで設定したもの

で、14.「仙遊峰」、16.「狎鴎亭」、17.「松坡津」、19.「広津」

などは地表より非常に高い視点を採って眺望したように見ら

れる。それは標高が比較的低いところで実際の目の高さより、

架空の視点を強調したことがわかる。 

 

２）描画対象の特定結果 

描画対象は絵画と地形透視図を対照しながら、共通に見ら

れるものを優先してデータとした。しかし、絵画の内容上地

形の変化が多く見られたところを対象にした絵画については、

地形透視図で現れている山岳をとった。 

表 2描画対象の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6描画対象の頻度（グラフ） 

 

描画対象となる山岳の頻出は南山(14)が最も多く、次は冠

岳山(6)であった。その他、南山と冠岳山を含めソウルの南側

にある山々が多くみられた。 

 

３-３ ３章のまとめ 

謙斎の絵画を地形透視図と照合して、描画地点を詳細に検

討した結果、ソウル都心の北側の北岳山麓に６カ所、ソウル

西側の漢江南岸に９カ所、ソウルの中央と東南に４カ所が特

定された。描画対象において、先行研究とは山岳の出現頻度

の順位に異同ないが、個別の山岳の頻出数や個別の山岳名に 

は異同がみられた。 

描画地点はなぜ特定地域に集まっているのだろうか。描画

対象として南山の出現頻度が最も高かった理由は何か。描画

対象としては特に、北岳山麓で描かれた絵画はなぜ必ず南山

を描画対象に含めているのか。漢江辺の描画地点ほとんど漢

江の南岸に並んでいるのはなぜか。  

なお、描画地点が特定地域に集まっていることから、北岳

山麓の描画地点をⅠ群、ソウル西側の漢江南岸の描画地点を

Ⅱ群、東南の４カ所は、必ずしも集中してはないが、便宜上

Ⅲ群と呼ぶことにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7描画対象の地点群（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

 

第４章 ソウル真景山水画のデフォルメの特徴 

 

４-1 水平角と鉛直角の抽出方法 

デフォルメ（deformation）は美術表現において描写対象の

全体や部分の特徴を強調、歪曲、変形させる表現技法で、現

実に対する客観的描写ではなく、作者の主観が表現に反映さ

れることである。 

本章では先行研究3で扱ってない画面内の基準を山岳のピ

ークや水際線などの基準点や基準線を決めてデータを算出す

る。まず、謙斎絵画と地形透視図との感覚的な乖離を最小限

で減らすために色相の情報と絵画内の地形以外の要素はとり

除いた。 

①輪郭線取り（CG： trace contour PIC ：magnetic sel.

Tool）色相情報、木、人、船などの情報を減らし、地形データだけを残す

CG PIC

②CG内に設定されている水平角45°を固定比率にする。
鉛直方向はフィットされているため考慮しない。(絵画はそれぞ
れサイズが違い、同じ条件にする)

③1°間隔のグリッドをかけ、各ポイントや水際線を探す
水平画角算出(47.8°)

④絵画のサイズを③の水平画角に合わせてリサイズする

③―1
遠方の山と前景と
の位置など、基準
線自体はCGとPIC
がずれている場合、
①段階に戻る

No

Yes

 
図 8デフォルメデータ抽出手順の概念図 

No 画題 描画対象 

1 隠岩東麗 南山、冠岳 

2 長安烟雤 清渓、大母、南山、牛眠、冠岳 

3 弼雲賞花 清渓、南山、牛眠、冠岳 

4 三勝眺望 南漢、清渓、大母、九龍、南山、冠岳 

5 翠 微 台 清渓、南山 

6 木 覓 山 南山、九龍 

7 木覓朝暾 龍馬、南山、臥牛、老姑、漢江、牛眠 

8 鞍峴夕烽 鞍山、仁王、北岳、南山、漢江、塔山 

9 孔岩層塔 塔山、漢江、大母、九龍 

10 錦成平沙 臥牛、老姑、南山、漢江、塔山 

11 楊花喚渡 漢江、南山、冠岳、清渓、塔山 

12 宗海聴潮 臥牛、老姑、南山、漢江、冠岳、清渓、牛眠、大母 

13 小岳候月 南山、漢江、冠岳、清渓 

14 仙 遊 峰 臥牛、老姑、南山、漢江、人口滝 

15 杏湖観漁 漢江、北漢山、徳陽 

16 狎 鴎 亭 冠岳、清渓、牛眠、漢江、南山、北漢 

17 松 坡 津 漢江、南漢 

18 銅 雀 津 漢江、冠岳、牛眠 

19 広  津 漢江、龍馬、北漢 

Ⅲ

群 

Ⅰ

群 
Ⅱ

群 



４-２水平画角の広角の絵画について 

１) 三勝眺望図の特徴 

絵画と変形地

形透視図で、南山

自体の形姿の類似

性は小さいが、画

面中央に対してや

や右方、南山に対

して左下方の小丘

と南山との関係、

画面左端の冠岳山

の形姿を目安に透

視図の伸張操作を

決定した。南山自

体の形姿の問題に

ついては、後述す

る。 

三勝眺望図には、

画面中央に折線も

しくは張り合わせ

線と思われる縦線

が見える。絵画の

実 寸 は 39.7 ×

66.7cm で画幅は、他の絵画(平

均 25×31cm)の 2 倍以上ある。この絵画に地形透視図を類似

させる作業においては、基本地形透視図の 2 枚を合成し、こ

れに 

トリミングを加えて水 

平画角を計測して 89°を得た。通常の絵画の水平画角の平均

値が 45°だから、通常の画幅を張り継いで描画範囲を他の 2

倍に設定したものと考えられる。 

 

２) 狎鴎亭図の特徴 

この絵画には右端の南山から左端の冠岳山までが描画され

ている。その中間には北漢山や北岳山が描かれている。実際

蚕室方面から南山―冠岳山を一目で眺望するには事実上不可

能である。先行研究4では、地形透視図との照合を断念し、地

形図上で蚕室近

辺に視点を置き、

南山から冠岳山

を視野に収める

水平角 115°を導

出している。今回、

高精度の地形デ

ータを用い、しか

も、伸縮や合成な

どのデフォルメ

を念頭に試行錯

誤したところ、漢

江上の複数地点

における画面を

合成したとみら

れることがわか

った。今回の分析

では２地点での画

面を合成し、それ

ぞれの画角を足し

合わせて全体の画角 85°を得た。 

 

４-３南山の２峰の間隔について 

１) 南山 2 峰の間隔の表現の特徴について 

南山は本研究の分析対象の 19 枚の中で 14 枚描画対象とし

て表れている。 

絵画の中の南山の表現について、ある特徴があることに着

目した。それは、南山が双峰になっていることから、その表

現方式が実景との水平角度の比較をつうじてわかったのは、

謙斎の絵画には南山の 2 峰が圧縮され表現されていることで

ある。しかし、それが各描画地点によって違うことから分析

を行う。 

但し、ここでは、14 枚の絵画の中で、後ろにボンヤリ描か

れているものや CG では確認されているが、絵画ではその表現

が抜かれている等、実景と絵画の比較ができないものは除い

た。尚、Ⅲ群の 16.「狎鴎亭」では南山が表現されているも

ののその地点では南山の 2 峰は視認できないことからこの節

の分析対象として除いた。 

表 4-9 のように実景(CG)の水平角と絵画の水平角から圧縮

率が整理できる。そのデータを用い、南山の 2 峰の間隔の特

徴について描画地点毎に考察を行う。 

 

表 3 南山の 2峰の水平角及び圧縮率 

 

２) 描画地点群における南山 2 峰の間隔の特徴 

描画地点の位置とからめて分析すると、南山の北方、北岳

山南麓にある描画地点Ⅰ群に対応する絵画(No.1～6)では、１

枚 No.6 を除いて実際の 50％程度圧縮して描かれており、南

山の西方の描画地点Ⅱ群に対応する絵画(No.7，12，14)では、

実際とほぼ同じ角度であることがわかった。Ⅰ群の１枚 No.6

については、画面の鉛直方向の伸張が 4 倍を越えているとい

う特徴があり、この大きな伸張比が、２峰の間隔のプロポー

ションを満足させるものだったと考えられる。 

Ⅰ群、Ⅱ群にあって、南山はいずれも二つの峰が接近して

見えるという特徴があって、そのうち、描画された二つの峰

の見かけの感覚と峰の突出部の高さとの関係は、両側の描画

地点群で描かれた作品相互でほとんど違いがないことが分か

った。しかし、これを地形透視図で確認した結果、Ⅰ群にお

いては、Ⅱ群よりもかなり鈍く見え、絵画と実景との乖離が

より大きいことが判明された。つまり、Ⅱ群における南山の

峰の見え方がⅠ群のそれに引き写されたということになる。 

以上から、謙斎は、南山については、その２峰の間隔があ

まり大きく見えないことを「よし」とする美意識を絵画に反

映させていたとみることができ、山岳のプロポーションに対

する独特の好みが南山の双峰の描写に典型的に現れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 11Ⅰ群における南山の２峰の例 

群 No. 画題 
ＣＧ上の水平

角（°） 

絵画上の水

平角（°） 

圧縮率

（％） 

Ⅰ

群 

1 隠岩東麗 10.4  4.7  45 

2 長安烟雤 5.0  1.8  36 

3 弼雲賞花 6.9  2.1  30 

4 三勝眺望(R) 8.8  3.7  42 

5 翠微台 9.4  5.7  61 

6 木覓山 11.3  7.0  62 

群平均 8.6  4.2  48 

Ⅱ

群 

7 木覓朝暾 2.3  2.5  109 

12 宗海聴潮 2.1  2.2  105 

14 仙遊峰 2.3  2.2  96 

群平均 2.2  2.3  103 

図 9三勝眺望図 

 

図 10狎鴎亭図 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 12Ⅱ群における南山の２峰の例 

 

第５章 山岳の形姿と構図にみるソウル真景山水画の特徴 

 

５-1 南山の形姿 

１）分析方法 

まず、描画地点と南山との位置関係を相対的に把握するた

め、南山山頂(262ｍ)を中心に 8 方位を設定した。その８方位

とは、南山を中心に上に伸ばしている正北の垂直線を a とは

じめ、45°ずつ、割り出したものであって、そこにまた、南

山を中心から視距離 5km 離れている比較視点を置く。正北か

ら時計反対方向の a、b、c の順に h まで比較視点の番号をつ

ける。そこに本研究によって割り出された描画地点をプロッ

トする(図 13)。 

 謙斎絵画の描画地点は、南山山頂の真北から北西にかけ

て(a～b の間、Ⅰ群と呼ぶ)と、同じく西北西から真西にかけ

ての漢江左岸(b～c の間、Ⅱ群と呼ぶ)に集中している。その

他、東南東の漢江右岸にもみられが（1 地点は d～e の間、3

地点は f～g の間）、この視点群はそれぞれ視方向が違い、そ

の中で南山が描かれている絵画は⑯「狎鴎亭」のみである（こ

れを利便上Ⅲ群と呼ぶ）。 

次に、南山の全方位的な形姿との比較の上に、描画地点の

形姿の特徴を把握するために、このように各方位に設定され

た比較視点 a-h に対し、南山の地形透視図を作成する。簡単

のため、視距離は、比較視点と同じくⅠ・Ⅱ・Ⅲ群の視距離

も平均距離として５km とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）分析結果 

a.Ⅰ群における南山形姿の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

双峰の形姿を呈し、山頂が前方にある。 a,c,e,g の中で、

Ⅰ群は特に a と b(単峰の形姿)の間にあって特に a の方によ

り偏っている。山頂が右の方にある。 

 

b.Ⅱ群における南山形姿の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

双峰の形姿を呈し、山頂が前方にある。 a,c,e,g の中で、

Ⅱ群は特に b(単峰の形姿)と c の間にあって特に c の方によ

り偏っている。山頂が左の方にある。 

 

５-２山岳の構図分析 

 １）Ⅰ群における南山－冠岳山の位置関係 

Ⅰ群の絵画で、南山を主景とする 6 葉中 4 葉においては、

南山背後に冠岳山が描かれている。これに着目して描画地点

を構図論的に考察する。 

南山と冠岳山とが同時眺望できるということを、両山が一

目で見うる、つまり人間の静視野 60°におさまるということ

とし、この条件がＡ群周辺でどのように変化するかを透視図

で確認する。 

Ⅰ群の西端では両山が静視野一杯に分離（南山が左、冠岳

山が右）して見えることから、これより両山が間隔を狭めて

いく東側に視点をずらしていき、両山が入れ替わって、再び

静視野一杯に分離（南山が右、冠岳山が左）するまで作業を

継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冠岳山が南山背後に入って不可視となる視点が(3)周辺、南

山と冠岳山がほとんど分離して見える視点が (１)(５)周辺

である。また、冠岳山が南山に一部隠れて見える視点が 

(２)(４)周辺である。Ⅰ群は視点(１)および(２)に該当する。

視点がこれ以上東側に回り込むと、両山は静視野を超えて大

きく隔たり、一目でこれらを眺めることが困難になる。 

Ⅰ群における謙斎の関心が南山と冠岳山の同時眺望にある

ことは推察できる。ただし、この関心が、南山を眺めるにⅠ

群に描画地点を求めた理由のひとつだとすれば、冠岳山が南

山に隠れて見えない視点(3)はともかくとしても、視点

(１)(２)(４)(５)のいずれもが描画地点として選択の対象と

なると思われる。しかし、彼は(４)(５)を選択していない。 

ここに、前節で検討したことに留意する必要がある。

(４)(５)は、前節で言えば、比較視点 h にほぼ相当する。つ

まり、比較視点 h は双峰の形姿がよく視認されながら、それ

시점분포도

冠岳山

徳楊山

竜馬山
仁王山

北岳山
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⑮

形姿論的観点から：南山の形姿 4章 山岳の形姿と構図からみた漢陽真景の特質

5km

5km

a
b

c

d
e

f

g
h

図 13比較視点の設定および比較視点 a～hの位置 

南
山 

南山

冠岳山

60°

Ａ群
(3)(4)(5)(1)

(2)
Ⅰ群 

図 16Ⅰ群周辺における南山と冠岳山が静視野角におさまる範囲 

 

Ⅱ群 

図 15Ⅱ群の南山形姿（地形透視図） 

Ⅰ群 

図 14Ⅰ群の南山形姿（地形透視図） 



冠岳山 

北漢山 

南

山 

45°±α Ⅱ

群 

図 19 ソウルの内四山と外四山 

 

らの前後関係が希薄で均等に見えているという点において、

Ⅰ群とは趣きを異にするということであった。そして、Ⅰ群

では、山頂が前方に強く押し出されて見えるという点が特徴

的であった。 

謙斎は山岳の形姿と構図の両方に関心があるのか、それと

も一方に関心があって、他方は偶然にもたらされた特徴であ

るのか。これはⅡ群の構図分析などを経てもう尐し検討する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）Ⅱ群におけるソウルの山並みの位置関係 

地図上におい

て、描画地点Ⅱ群

と南山、北漢山、

冠岳山山頂とを

直線で結ぶと、Ⅱ

-南山は、Ⅱ-北漢

山、Ⅱ-冠岳山のな

す角のほぼ二等

分線であり、しか

もⅡ-北漢山とⅡ

-冠岳山とはほぼ

等しい距離をな

すことがわかっ

た(図 18)。 

その結果、描画地点Ⅱ群においては、北漢山から、冠岳山

まで、ソウルの主要な山々が一望できることが明らかになっ

た。ただし、これらの山々は同時眺望が可能な範囲を超えて

位置しており、観賞者は首を廻らしてこれを眺める必要があ

る。実際、Ⅱ群に属する作品では、⑮「杏湖観漁」(徳陽山、

北漢山)、⑧「鞍峴夕烽」(北岳山、仁王山、南山など)、⑫「宗

海聴潮」(南山、冠岳山など)という具合に、謙斎は眺望を分

割するように描写している。また、３章で移動視点として明

らかになった「狎鴎亭図」（描画地点Ⅱ群と南山を挟んで反対

の位置が描画地点とされる。）でも画中に多くの山々が表現さ

れているから、描画地点Ⅱ群の特徴とあわせて考えると、謙

斎の関心のひとつに、風水地理説の中軸をなすソウルの山岳

（北漢山、主山、案山、朝山）をひとわたり眺められる地が

含まれている可能性は高い。 

 

第６章 ソウルの真景山水画と風水理論との関連 

 

６-1 ソウルの風水理論における立地の特徴  

本来、首都の立地は政治、経済、軍事的条件等の社会的条

件を満たさなければならない。ソウルは、新しい王朝の首都

として、朝鮮半島の中央に位置し、行政の中心地となり得、

漢江がその中心を流れていることから、交通、物流などの経

済活動にも適している。またソウル都心の四方が山々に囲ま

れている盆地であるため、軍事防衛上も有利であった。その

上、山水の美しさにより文化芸術的な素地にも恵まれていた。 

このような首都立地の合理的で論理的な解釈とは別にソウ

ルに立地は、風水理論によっても好適だとみなされた。風水

の理論には政治、経済、軍事上の立地条件を判断する観点も

含められている。 

ソウル都心は風水地理的に明堂を形成している。明堂とは、

風水でポイントとなる穴（ヒョル）がある場所で、主山と案

山を結ぶ軸上にある中心となる場所のことをいう。朝鮮半島

の祖宗山である白頭山から南下する支脈が北漢山(祖山)に至

り、さらに主山である北岳山に連なる。 東の駱山、西の仁王

山、案山として南山が北岳山とともに内四山と呼ばれる包囲

網を形成している。ここに外水として漢江が東から西の方に

流れ、内水の清渓川が西から東に流れて明堂水を形成してい

る。  

ソウル、す

なわち遷都初

期 の 漢 陽 は

「背山臨水」

という風水地

理の原理とと

もに‘朱礼’

の 古 工 記 の

「面朝後市」、

「左祖右社」

という原則に

立って建設さ

れた。 

北漢山は風

水理論では鎭山ともいい、主山である北岳山に気を送り込む

元となる山岳であり、冠岳山は南山（＝案、机）を挟んで北

岳山（＝主山）に対峙する山岳と位置づけられ、北岳山から

湧き出る気が外部に散逸するのを防いでいるとされる。さら

に、これらに四神、相応の原理が重ねられる。 

先述のように北岳山（北）、南山（南）、仁王山（西）、駱山

（東）は内四山と呼ばれるが、これらは内玄武、内朱雀、内

白虎、内青龍とみなされている。また、その外回りをとりま

く北漢山（北）、冠岳山（南）、徳陽山（西）、龍馬山（東）は

呼ばれがこれらは、外玄武、外朱雀、外白虎、外青龍と位置

づけられている (表 4)。 

 
表4ソウルにおける山岳の風水的意味 

 

＊方位の東＊と西＊の概念は絶対方位ではなく、北(玄武)を背にして、

南(朱雀)の方を眺めた場合、それを基準に右を東、左を西とする。つ

まり絶対方位とは左右(東西)が逆の概念になる。 

内四山 北岳山 南 山 仁王山 駱駝山 

方位＊ 北 南 東* 西* 

四神砂 玄武 朱雀 白虎 青龍 

外四山 北漢山 冠岳山 徳陽山 龍馬山 

図 17比較視点（１）～（５）の地形透視図 

 

 図 18描画地点Ⅱ群と風水地理説上の 

主要な山岳との位置関係 

※「％」は重なりの程度である 

 



図 20伝統的村落の眺望特性との比較 

 

６-２ソウル真景山水にみる風水的特徴 

１）風水理論における描画地点と描画対象の特徴 

描画地点Ⅰ群は、風水理論でいう座向論(君主は南を向いて

政事をすべく、宮闕を南方向にするべきだという)に該当する

君主の座位を示唆している。また、この地点は、北岳山南麓

の景福宮近傍であることや、その眺望がソウルの都心風景を

含めて案山の南山、朝山の冠岳山対象にしていることから、

韓国の伝統的村落での宗家の立地とほぼ一致している。 

描画地点Ⅱ群は、風水理論の形局(地形が一定の形をなして

首都を取り巻いていること)を了解するための眺望点とみる

こともでき、この点において、Ⅰ群(座向においてソウルが理

想的な都であることを了解する)の補完的役割をもっている

ということができる。Ⅱ群における眺望はすべて漢江を前景

にして川の眺めも大きく扱っており、この点においてⅠ群の

それと大きく異なっていることは意味深長で、Ⅱ群(得水にお

いてソウルが理想的な都であることを了解する)がⅠ群(座向

においてソウルが理想的な都であることを了解する)に対す

る補完的役割を担っているとみることができる。 

描画地点Ⅲ群は、Ⅱ群(得水と形局においてソウルが理想的

な都であることを了解する)と同様に漢江を前景にして川へ

の眺めを含め、漢江船運の拠点であることを描写することに

よって首都の繁栄を讚えるという得水においてソウルが理想

的な都であることを確固に了解する補完的役割を担っている

とみることができる。 

 

２）伝統的集落における眺望行為からみたソウル真景山水

の描画地点の特徴 

描画地点Ⅰ群は北岳山の南麓においてあって、描画対象は

主に南山と冠岳山である。 

風水上の主山は北岳山、案山は南山はであり、これらはほ

ぼ一軸上にあって、主山－案山－朝山軸を形成している。 

また、明堂の穴に立地している景福宮は、主山－案山－朝

山軸上に位置している。これは、鄭の研究が言うところの韓

国の伝統的村落における宗家と同等である。さて、ソウル真

景山水の描画地点Ⅰ群の描画地点は主山である北岳山の山麓、

特に南麓にある。つまり描画地点Ⅰ群は景福宮周辺とのこと

と、視対象は案山であり南山、朝山の冠岳山となっていて、

眺望はソウル(漢陽)の都心の風景を含めて案山、または案山

と朝山を対象にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことは、描画地点Ⅰ群の位置が伝統的村落における

宗家の位置と近似していることを示している。 

村落スケールでの宗家は個人所有のもので、その持ち主所

有の亭からの眺望は、主に主山と宗家を眺望するか、宗家か

ら常に眺められる案山への眺望は重視しない、むしろ局の外

を眺望する。これに対し、ソウルという国都のスケールでは

眺望する範囲が広く村落スケールより案山及び朝山への眺望

まで意識している。 

描画地点Ⅱ群・Ⅲ群は眺望特性上、Ⅰ群以外の自由な描画

地点と対象を採用している点から、伝統的村落における亭の

眺望の特性と似ていると言える。 

 

第７章 結論 

 

謙斎がそれまでの伝統的な絵画表現を脱して創始した真景

山水画は、朝鮮半島の実景に即したものであったと評されて

きたが、本研究の分析によれば、その内容は次のように要約

される。まず、謙斎の作画態度の基本には、尐なくとも、当

時の伝統的な地景観としての風水思想が含まれていた。 

尐なくとも、ソウルの真景山水画にあっては、謙斎は、上

記 1 の上に実景に即した絵画表現を展開した。事実に即して

客観的にという作画態度は確認されたが、それは描画地点と

描画対象が風水思想上の意味を保有するという前提の上にあ

ったと考えられる。 

実景に即して地景を描くという作業の中で、山岳形姿のデ

フォルメは行われていた。謙斎の地景観という観点からまと

めると次のようになる。 

謙斎は、尐なくとも描画地点や描画対象の選定においては、

実景を目前にした感動のままに素直に地形を眺めたわけでは

ないとみられる。学問や芸術界をめぐる当時の思潮の影響に

よって、美しい国土、首都をできるだけ実際に即して(学問的

には実証主義的に芸術的には写実主義的に)表現しようとい

う欲求が働いたことを否定しないまでも、そこでいう美しさ

とは、風水理論上の価値づけと強く結びついたものであった。 

 謙斎にとって、風水の理念を国王が首都において確認す

るというねらいを含み、それに対応した眺望を表象すること

こそが価値をもつものであったとみられる。ほとんどの場合、

実景との対応関係が大きく破綻するような地景描写はおこな

わず、対象のもつ特徴をよく描出することは、国王もしくは

その周辺の人々が自国の首都において風水の理念の充足を確

認するというねらいにとっては必要なことであったかとも思

われる。その意味において描画地点や描画対象が選別され、

場合によっては地物の位置関係を事実と異なるように編集し

てねらいを満足させるような操作があっても、風水理論上重

要な山岳が同定できないような観念的な描き方は選択しなか

った。 

 しかし、謙斎による漢陽の真景山水画が風水理論の枠組

みに大きくとらえられていたとしても、山水画の世界におい

て描かれた絵画と実景との相互対応を明示してみせたことは、

絵画史上の大きな転換だったと考えられる。また、謙斎の真

景山水画が風水理論の枠組みに深く関与していればこそ、風

水理論上の意味づけと実際の土地との関係を山河の展開図と

して理念的に表現してきた伝統的な風水地理書の行き方に対

して、全く新しい表現形態を突きつけたとみることもできる。 

 謙斎以後、かれに影響を受けたとされる画家の山水画は

個別の山岳表現においては謙斎以上に緻密になっているとい

ってよい。しかし、そこには山岳が描かれても単体でという

傾向がみられる。実景に風水理論的な理念を投影するために

漢陽をめぐる山河を広範に描出する必要があった謙斎とは、

およそ描画態度が異なっているといえる。 
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