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1.研 究 課 題 名

3.研 究成果 の概要 (1, 200宇 程度で記入。)
悠久 の歴史 を持 つ 書は、現代に至 り、パ ソコ ン、イ ンターネー ト、携帯電話 な どの
急激 な普及 の 中、 どのよ うに伝統 を継承 しなが ら現代 に生 きるので しょ うか。 これ は
今 日書道界で最 も現実的で緊迫 した課題 となって い ます。 したがつて、今 こそが書 の
持つ芸術性 と造形 美 を再認識 し、その 中か ら現代 に生 きる芸術的要素を見出 し、伝統
と融合 した現代書 の魅力 を考察 しなければな りませ ん。本研究は この主 旨に従 つて 、
:筆 者 がかつ て交流 した ことが ある中国の代表的な現代書家 の代表作を具体的に取 り上
iげ 、作品 に見 られ る優れ た芸術的表現力 を分析 しなが ら、その書家 たちの生い立ちを
￨た どつてみます。 そ して、 これ らの現代書家 の群像 か ら現代書 の魅力 を感受 し、そ の
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1現 代性 だけではな く未来性 にも踏み込んでみたい と考 えます。
十 古来、文人は雅集 によつて、詩 を吟 じ、揮宅す るな ど、情趣 あふれ る作品を作 り上
￨げ ま した。 千古佳作 と称 され る 「蘭亭序」はま さにその典型的な作品です。 これ は東

1晋 の永和九年

(西 暦

353年 )旧 暦 3月

3日 、王義之

(303‑361)が

四十 一名

￨の 文人 と紹興 の蘭亭 で詠 つた詩集 に書 いた序文です。文中に蘭亭の美 しい 山水 を描写
￨し 、人生の無常観 を吐露す るな ど、優れた内容 に止 ま らず、文人 の優雅 な気品を存 分
iに 漂 わせた書風 も洒脱雄渾 な境地に達 しま した。 この千変万化 を遂 げた三百 二十 四字 ￨
￨の 「蘭亭序」 の 書風 は、歴代書家 の必修手本 とな り、王義之は書道史に揺 るぎのな い
'

￨

書聖"の 地位 を確 立 しま した。千六 百年来、書家たちは大量の臨書作品を残 しただ け

Iで はな く、それ に寄せた文人情趣 もます ます高ま って きま した。蘭亭伝統を継承す る
￨こ とは 、す でに書壇 の共通理念 とな りま した。

1983年

4月 15日

(旧 暦

3月 3日

)は 「蘭亭序」 の誕生 1630年

記念 日であ

るため、中国書法家協会、浙江分会 、蘭亭書会 は書道の聖地 「蘭亭」で盛大な 「記念
王義之 《蘭亭序》 一 千 六 百三十周年大会」 を開催 しま した。 同時に 「蘭亭序 の版本陳

ア 、「当代百家による蘭亭序臨書作品」と「千人の書展」なども併催、蘭亭史におけ
る最大な盛会となりました。この盛況をもたらした空前の大会に、幸運にも私も列席
でき、現代の一流文人の雅集による書香を漂わせた雰囲気が感受され、大きな教益、
と
J」
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激励 を受 けま した。大会 の後、有名 な書画家、 93歳 の沈邁士先生 が私 に 自作詩
(海 曙楼詩詞革)を

くだ さい ま した。

この貴重 な墨宝 の前半は絶句 二首で、主に蘭亭大会 の盛況を描写 し、未来 の書
壇 を展望す る鴻志 を、そ して現代文人 の心情 を詠 っています。後半 は 「点緯唇 ・
紹興東湖」詞 で、大会後、名勝東湖 を遊覧 した風景 と文人の気品を詠 つてい ます。
「蘭亭序」 には表 現 されてい なか つた積極的な人生観 も吐露 したことで、「人書倶
老」 の芸術 境地 に至 っています。 これ こそが 、創意的な創作による蘭亭の精神 を
継承 した芸術 の結品 と言えるで しょ う。
(本 研究 の成果 の一部 は、 「修楔蘭亭伝韻事 ・ 於今 山水有清音 」 として (『 椙 山

女学園大学大学研究論集』 第 41号 、平成 21年 3月

)に 掲載 され る。
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