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●	導入	

「印論」：印章・篆刻にまつわる理論・言説全般	

主な内容：歴史論、技法論、審美論、用具用材論　他	

印論における審美論：篆刻の美についての文人士大夫の思惟
の足跡、篆刻の美に対する理念がいかにして構築されたか	

【印論における品等】	

対象：印影（作品）・技法・人物（実質的に作風）の風格	

内容：逸品、神品、妙品、能品などの品等による格付け	

「神」：印論において重要な審美述語	

いかなる印が「神品」とされたか・・・印の「神」を分析する糸口	
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〔明清両朝の印論に見える品等一覧〕 
	No	 著者	 書名	 刊行年	 名称・内容	

①	 吾丘衍	 『学古編』	 1300	 「摹印四妙」（神、奇、工、巧）	

②	 周応愿	 『印説』	 約1590	 四品（逸品、神品、妙品、能品）	

③	 甘　暘	 『印章集説』	 1596	 三品（神品、妙品、能品）	

④	 程　遠	 『印旨』	 1602	 四品（逸品、神品、妙品、能品）	

⑤	 徐上達	 『印法参同』	 1614	 「刀法有三」（最上、次、最下）	

⑥	 朱　簡	 『印経』	 1629	 七品（神品、妙品、能品、逸品、外道、庸工）	

⑦	 孫光祖	 『古今印制』	 不詳	 四品（逸品、神品、妙品、能品）	

⑧	 陳　錬	 『印説』	 1760	 四品（逸品、神品、妙品、能品）　	

⑨	 呉譲之	 『自評印稿題記』	 1865	 五品（神品、妙品、能品、逸品、佳品）	

⑩	 葉爾寛	 『摹印伝燈』	 1870	 三品（神品、妙品、能品）	

⑪	 馬光楣	 『三続三十五挙』	 1927	 三品（神品、妙品、逸品）	
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● 印論の「神品」における審美基準の変遷	

１、明末清初期・・・「法」を内包	

①周応愿『印説』（約1590）　四品（逸品、神品、妙品、能品）	
	
手に信せて拈来し、頭頭是れ道にして、飛天仙人の如く、下界を偶游す
る者は、逸品なり。体は諸法を備うるも、錯綜変化し、端倪すべき莫く、
生龍活虎の如く、捉摸の定まらざる者は、神品なり。法に非ざれば行わ
ず、奇正迭運し、斐然として文を成し、万花春谷の如く、燦爛として目
を奪う者は、妙品なり。短を去りて長を集め、力めて古法を追い、自ず
から専家足りて、範金琢玉の各おの良器を成すが如き者は、能品なり。 
	
→　「体（文字の構成・形）」に法が備わりつつも変化に富み、生き生きとした龍
虎のように動きを推測できないものは、「神品」である。	
	
逸品を神品の上に据えて自由の境地として位置づけ、神品は変化に富み予
測のできないとするものの、おおもとは法に叶う。	
→逸品のような自由までは至らないものと位置付けられる。	
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②甘暘『印章集説』（1596）　三品（神品、妙品、能品）	
	
印の佳なる者に三品有り、神、妙、能なり。然るに軽重に法中の法有り、
屈伸は神外の神を得、筆未だ到らずして意到り、形未だ存せずして神の
存するは、印の神品なり。宛転して情趣を得、稀密に拘束無く、増減は
六文に合し、那譲は依顧有り、雕琢を加えざるは、印の妙品なり。長短
大小は、規矩方円の制に中り、繁簡の去存は、懶散局促の失無く、清雅
平正たるは、印の能品なり。此の三有る者は、秦漢を追うべし。 
	
　軽重や屈伸がともに法に適っており、筆を下す前に意が先行し、形が作られ
る前に「神（精神）」が先行するものは、印の「神品」である。	
　	
→軽重や屈伸が法に適っていることが挙げられる	
　筆を下す前に意が先行・・・書論「意先筆後」の応用	
	
　【意先筆後】	
　書作の前に字形の大小・配置・気脈などを	
　構想してのち執筆すること。「意在筆先」とも。	
　出典：伝王羲之『筆勢論』、姜虁『続書譜』	

①②ともに優劣上下を述べるものではなく、並列により挙げられている。	
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明末清初期の主な印風	
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文彭「琴罷倚松玩鶴」	

何震「雲中白鶴」	

梁袠「折芳馨兮遺所思」	

呉迴「聊園」	

汪関「学山鰥叟」	



２、技法論における自然重視の意識の醸成	

③徐上達『印法参同』 （1614）　 「刀法有三」（最上、次、最下）	
	
刀法に三有り。最も上なるものは、神の庭に游ぶ。之に次ぐは、形を借
りて神を伝う。最も下なるものは、徒らに其の形を象るのみ。 
	
「神の庭に游ぶ」：精神（こころ）を開放し遊ばせること	
	
〔出典〕前漢・揚雄「解嘲」	
	
「攫挐者亡、黙黙者存。位極者高危、自守者身全。是故知玄知黙、守道
之極。爰清爰静、游神之庭。惟寂惟寞、守徳之宅。」	
	
黙して語らざることの尊さを説く中で、清静にして心を遊ばせることを説いた語	
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④朱簡『印経』（1629）　七品（神品、妙品、能品、逸品、外道、庸工）	
	
刀法なる者は、筆法を伝う所以なり。刀法渾融し、迹の尋ぬべき無きは、
神品なり。筆有るも刀無きは、妙品なり。刀有るも筆無きは、能品なり。
刀筆の外にして別趣有るは、逸品なり。刀鋒有りて鋸牙燕尾に似たるは、
外道なり。刀鋒無く元より墨猪鉄線に似たるは、庸工なり。 
	
→刀法が渾融していて、跡が残されていなくてもその意を追うことのできるもの
は「神品」である。	
	

朱簡の作品	
	
	
	
	
	
	
	
	

理論の展開	

篆刻の技法の発達	
↓	

書くように刻す意識の萌芽　	
“筆意論”の台頭	

↓	
技法に自由さが求められる	

↓	
脱技法・破法への意識が高まる	

8	

開之　　　　　　　　　　　　　鄒迪光印	



３、清末民初期・・・天成・天然の表出	

⑤ 呉譲之『自評印稿題記』 （1865）　五品（神品、妙品、能品、逸品、佳品）	
	
印も亦た当に五等に分ち、別ちて九品を為すべし。神品一等、妙品、能
品、逸品、佳品、倶に上下を分かつ。然るに近作もて自ら之を訂し、以
て同好に質さん。天成なる者は神品、横直相安なる者は妙、思力交至す
る者は能事なり。謬らざる者は逸為り、門境有りて循うべき者は佳なる
のみ。五者は並列にして、優劣分ち易し。 
	

それぞれの品格の定義	

神品：「天成者」（自然にできあがったもの）	

妙品：「横直相安者」（横直が平穏で伸やかなもの）	

能品：「交至思力者」（情と力の合わさっているもの）	

逸品：「不謬者」（誤りのないもの）	

佳品：「有門境可循者」（分別がありしたがうに値するもの）	

包世臣『芸舟双楫』国朝書品（1824）	

←ーー　神品：平和簡静、遒麗天成	

←ーー　妙品：醞醸無跡、横直相安	

←ーー  能品：逐跡窮源、交至思力	

←ーー　逸品：楚調自歌、不謬風雅	

←ーー　佳品：墨守跡象、雅有門庭	
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呉譲之『四知堂珍蔵呉譲之印存孤本』	
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「心跡双暢」　甲　能品	 「和謙」　横直相安　甲	



⑥葉爾寛『摹印伝燈』（1874）　三品（神品、妙品、能品）	
	
気魄生動し、天然より出づるは、之を神品と謂う。筆法超絶、古致淋漓
たるは、之を妙品と謂う。古制に遵依し、規矩を逾えざるは、之を能品
と謂う。 
	
神品：気魄が生動し、天然により生まれ出づるもの	
妙品：筆法が超絶で、古い趣が溢れ出ているもの	
能品：古の様式に則り、規範を逸脱しないもの	
	
〔印論における主な「神」論〕	
・形の飛動せんと欲し、色の照耀するが若く、忽ち龍にして忽ち蛇、之に望み
て掬すべく、之に即きて物無きは、此れ印章の鬼神有る者なり。―沈野『印
談』	
・趙松雪 玉箸を篆し、朱文を刻すこと頗る流動して神気有り。―徐上達『印法
参同』	

・円朱文。元の趙松雪 善く此の体を作る。其の文 円転して嫵媚なり、……豊
神流動を要すること、春花の風に舞い、軽雲の岫より出づるが如し。―陳錬
『印説』	

→「神」を交えた記述では「飛動」や「流動」など動きを表す語が用いられる。	
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⑦馬光楣『三続三十五挙』（1927）　三品（神品、妙品、逸品）	
	
刀に六法三品有り。一に曰く気韻生動、二に曰く巧妙雄秀、三に曰く端
荘樸茂、四に曰く経営位置、五に曰く典麗率真、六に曰く肥瘦得宜と。
然るに六法の中、五は学びて至るべくし。気韻生動の如きは則ち神会に
在り、秘訣伝うるべき無く、形跡尋ぬるべき無く、所謂る能く人に規矩
を与うるも、人をして巧ならしむること能わず、之を然ること莫くして
然る者なり。故に曰く気韻生動と。 
 
筆有るも刀無く、雲の空が如く、其の奥を窺う莫きは、之を神品と謂う。
筆勢飛騰し、宛転超絶し、意趣に余り有るは、これを妙品と謂う。一筆
にして成り、修飾を仮にせず、即ち化境に到るは、之を逸品と謂う。 
	
	
「刀の六法」の提示	
気韻生動：感覚によって捉えるもので、秘訣があるのではなく、その足
跡を辿ることのできるものでもなく、人に規範を与えつつ技巧に終わら
せず、なくてはならないもの	
	
神品：完全に筆意のみによって刻され、空に浮かぶ雲のように、その奥義を捉
えることのできないもの	
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「刀の六法」	

　気韻生動	（生き生きとしている）	

　巧妙雄秀	（技巧に秀でている）	

　端荘樸茂	（美しく整っていて飾り気がない）	

　経営位置	（構図を工夫すること）	

　典麗率真	（優雅であり素直）	

　肥瘦得宜	（肥痩が調和している）	

「画の六法」	

　気韻生動　（描かれた生物が生き生きとしていること）	

　骨法用筆　（筆を用いてしっかり骨組みを表すこと）	

　応物象形　（事物に対応して形をうつすこと）　　	

　随類賦彩　（対象にしたがって色彩を施すこと）　	

　経営位置　（構図を工夫すること）　	

　伝模移写　（模写すること）	

画の六法：最も重要なのは「気韻生動」	
「気韻生動」を柱とし、色彩・造形・構図など具体的な技法が挙がる	
　対象の本質を捉えるために必要な要訣	
	
刀の六法：主要な風格を挙げたもの	
「巧妙雄秀」、「端荘樸茂」、「典麗率真」、「肥瘦得宜」・・・独自の則	
それぞれ個別の特色ある風格を表しており、当時における篆刻の主要な風格
が端的に表現されたもの	
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気韻生動	（生き生きとしている）	

それぞれの印風にみあった歴史上の篆刻作品	

巧妙雄秀	（技巧に秀でている）	
	

端荘樸茂	（美しく整っていて飾り気がない）	

	

典麗率真	（優雅であり素直）	
	

鄧石如「一日之跡」	

趙之謙「何傳洙印」	 陳鴻寿「琴書詩画巣」	

呉譲之「釈蓮渓画印」　	
徐三庚	

「如夢鶯華過六朝」　	
小林斗盦	

「瓠巴鼓瑟而沈魚出聴」　	

河野隆「四海兄弟」	 関正人「玄虚澹泊」	



印論の「神品」における審美基準の推移	
明末清初期（印論の黎明期）・・・「法」を伴う理性的な側面	

↓	
技法論の進展、筆意論の台頭・・・自然重視の意識の醸成	

↓	
清末民初期（技法の完成期）・・・天成・天然の表出	

	

脱技法　自然の境地の追求　	
	

印論の品等における審美基準の核	
	

● まとめ	

＝
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天然・天成を重視する「神品」にみあう篆刻作品	

呉昌碩「石人子室」	

呉昌碩「悔庵」	

初世中村蘭台「自我作古」	

山田正平「無人華落」	


