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2014年 2月 
書論研究会関東部会 発表資料 

 

西泠印社１１０周年大会参加報告 
川内	 佑毅 

 
	 西泠印社は、中国浙江省杭州を本拠地とする、言わずと知れた篆刻業界における最大の結社であ

る。設立は、清の光緒四年（1904）で、2013 年は創設 110 周年にあたり、記念式典や社員選抜な

どの行事が大々的に行われた。 
僭越ながら、昨年 8 月に西泠印社社員選抜選手権に参加する機会に恵まれ、その経緯と内容につい
て報告します。 

 
Ⅰ. 西泠印社社員選抜選手権について 

 
	 ① 概 要 
従来、西泠印社の社員は定員制で、欠員が出た時に社員幹部の協議によって新しい社員が選ばれ

ていた。その実態は、古参の年長者などの采配による人選であり、先輩・後輩の序列による偏った

ものであった。しかし、100 周年以降は、平等・公平の理念に基づき、多数の中から有能な人材を
掘り起こす観点から、社員選抜の方法として実技・筆記・口頭試問を通じて審査する選手権の形式

が採られている。日本人の参加は 2004年からで、約３年おきに開催され、これまで３回の選手権を

経て２名が社員に認定されている（梅門の中島春緑氏、和中門の奈良衡斎氏）。 
今度の選手権の正式名称は、「西泠印社大型国際篆刻選抜活動及第八回篆刻藝術評展」。全中国で

１１の予選が行われ、3000～4000人が一次審査に応募し、140余名が最終審査を受けた。私は日本

国内での作品審査を通過し（全日本篆刻連盟内での選抜）、昨年８月末、杭州の地に赴いた。日本か

らは関東四名、関西四名の参加。その他、台湾、韓国から若干名が参加した。 

 
② 内 容 
● 日	 時	 2013年 8月 24日	 8:00 - 12:00 
● 会	 場	 浙江省人民大会堂	  

● 課題内容（配布された問題用紙は別紙に添付） 

	 １、篆刻	  
	 	 以下の印文より適宜選択し、篆刻を創作せよ。 
	 	 ・得佳印益生色（呉昌碩「西泠印社記」）  

	 	 ・流風餘韻（呉昌碩「西泠印社記」）  会場風景 
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	 	 作風・朱白は自由、側款内容は自由（姓号は記入しない）。 
	 	 所定の用紙に印影を添付して提出。側款の拓は必須としない。 

    印材は１寸の青田石材の用意あり。持込み材を使用しても可（但し１寸に限る）。 

	 ２、書  
	 	 篆書の対聯１幅を創作せよ。内容は下記の通り。 
	 	 ・彜鼎圖書自典重、金石刻画臣能為。（童大年選聯）	 

	 	 紙は、二八サイズの画仙紙が１枚配布。自由にカットしてよし。 
	 	 持込紙も使用可。ただし落款に自分の姓号は入れないこと。 
	 （備考）・実技課題は、篆刻か書のいずれかを課題に沿って行えばもう片方は自由として良し。 

	 	 	 	  ・中国人の条件は、側款は３０文字以上、実技は両方とも指定課題をやる、という点	 	 	  

で外国人と相違があった。 

     	 	 ・字書は日本人中国人共に持込み可。 

	 ３、小論文  
	 	 テーマ「あなたが篆刻を学ぶ過程を統合し、篆刻芸術史と自身の篆刻創作への理解と見解に 

ついて述べよ。」 

   （原文）请结合你学习篆刻的过程，谈谈你对篆刻艺术史和篆刻创作的理解与看法。 

   （備考）・記入用紙は A4サイズ２枚。足りなければ補充可。 
	 	 	 	 	 ・文章は日本語で記述。 

 
	 ● 制限時間	 ４時間（時間配分は自由） 

 

  ● 参加者篆刻提出課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香月恵里 

山本晃一 

 松尾大輔 川内佑毅 
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③ 結果発表及び表彰授与式 

・日	 時	 ２０１３年８月２４日	 17:30~ 
・西泠印社審査員出席者（敬称略） 
	 副社長：劉江、陳振濂、韓天衡、童衍方、李剛田、魏皓奔 

	 副秘書長：孫慰祖、黄鎮中、包正彦	 他	 計 11 名 
・日本勢成績 
	 名誉社員：喜多芳邑（関西）	 

	 優	 秀	 賞：川内	 佑毅（関東）、松尾大輔（関東） 
・受賞総数 
	 	 新社員：７名（うち１名名誉社員） 

	 	 一等賞：２名	 二等賞：４名	 三等賞：５名	 優秀賞：２６名 

 授与式では、始めに陳振濂氏による式辞が述べられた後、賞状が授与され、劉江氏の祝辞をも
って終了となった。終了後の会場にて、陳振濂・韓天衡・李剛田の先生方と挨拶を交わした。	 

	 	 

	 ▲会場風景	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ▲受賞した賞状	 

	 	 	 

	 ▲陳振濂氏と	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ▲韓天衡氏と	 

 審査風景 
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（添付資料）	 配布された問題用紙 
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Ⅱ. 西泠印社について 
  選手権への参加にあたって調べたことなどを整理して挙げます。 

	 ①「西泠」とは 
西泠印社の“西泠”とは一体何であろうか。『西泠印社志稿』「志人」に以下のようにある。 
「社は地に因りて名づけ、人は印を以て集り、龍泓(丁敬)首めて出で、宗風遠く挹む。」 
これによって社名は地名をもとに名づけられたことがわかる。 

西泠印社の所在する弧山一体は、西泠・西陵・西林、

古くは西村と称され、宋・元代の詩などにもその名が散

見される（郭祥正「西村」他）。 
また、弧山には地名によって名付けられた「西泠橋」

が架かっている。西泠橋は、断橋 ・長橋と合わせて 䣓西

湖三大情人橋」と称され、古くは「西陵橋」、「西林橋」

などとも表記され、宋の董嗣杲、明の方九叙、南宋の周

密、清の許承祖など多くの詩に詠まれたことで名高い。 

以上のように、西泠印社の所在する西泠の地は、風光

明媚な場所として文学的なスポットといえる。ちなみに、西泠・西陵・西林は日本語で読むと違

いが生ずるが、中国語では西泠・西陵は xiling、また西林は xilinとなり、ほぼ同音である。 
 
②西泠印社と西泠四家・西泠八家 
「西泠四家」、「西泠八家」は篆刻史においては必ず出てくる言葉である。 
前者は、丁敬・蒋仁・黄易・奚岡を指し、後者は上記４名に陳豫鍾・陳鴻寿・趙之琛・銭松を加

えた８名であり、清代に活躍した杭州の代表的な印人を総称した呼称である。同じ西泠を冠してい

るので、人によってはこれらを西泠印社の印人と勘違いしていることがあるが、実際には「西泠四

家」、「西泠八家」という名称が先行し、後に西泠印社という名が作られている。 
	 具体的には、西泠四家を最も早く冠した記録には、1808年に何元錫の編じた『西泠四家印譜』が
ある。その後、1862年に『西泠六家印存』（魏錫曾編）が、そして 1885年に『西泠四家印譜坿存四
家』が丁丙によって編じられる。次いで 1904年、子の丁仁が『西泠八家印譜』を編じ、同年、丁仁・
王禔・呉隠・葉銘によって西泠印社が創設された。杭州を意味する語は“臨安”、“銭塘”、“武林”
などあるが、敢えて西泠の語が冠されたことは、前述の文学的な背景を持つことに由来されるもの

と思われる。 
	 丁丙は、室号に八千巻楼と称しその蔵書数は三

十万ともいわれ、大蔵書家として著名な人物であ

る。彼は好んで印人の刻印も蒐集し、彼の編じた

印譜の内容は、みな彼の収蔵品によるものである。

そのような環境において育った丁仁は、当然の如

く浙派の影響を色濃く受け、同じ杭州の地で気を

吐いた先賢に思いを馳せていたに違いない。丁仁

をはじめとした当時の若き印人四名は、先人達を

私淑し、自分達が篆刻文化を継承・発展させてい

くとの自負心を以て、「西泠」を印社の名と冠し

たのではないだろうか。 

 
西泠橋 

『西泠四家印譜』 『西泠四家印譜坿存四家』

封面 
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③系譜 
	 ●歴代社長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●流派としての西泠篆刻 
	 ・浙派の系譜 
  王福庵（1880-1960）― 呉樸堂（1922-1966）、韓登安（1905̶1976）― 茅大容、余正 

                        

  趙叔孺（1874-1945）― 陳巨来（1904-1984）、沙孟海（1900̶1992）、高式熊(1921- ) 

                       

[初代]呉昌碩 

(1844-1927) 

 

在位 1913－1927 

著名門人；徐星州、趙

子雲、呉東邁、趙古

泥、寿石工、潘天寿、

諸楽三 ほか 

[三代]張宗祥 

（1882-1965） 

 

在位 1963－1965 

文瀾閣四庫全書保管

委員会委員、中国国民

党革命委員会常務委

員 

[四代]沙孟海 

（1906-1992） 

 

在位 1979－1992 

浙江大学中文系教授、

浙江省文物管理委員

会常務委員 

[六代]啓功 

（1912-2005） 

 

在位 2002－2005 

愛新覚羅啓功。清朝皇

帝子孫。中国書法家協

会名誉主席。 

[七代]饒宗頥 

（1918- ） 

 

在位 2011－現在 

敦煌学、甲骨、簡帛、

経学、史学、文学など

多面に研究実績あり 

西泠印社の社長は、時

の最も権威のある者が

印社の権威付けのた

めに名誉職として就任

することが多く、社長は

実際の印社の活動に

はあまり関係しない（高

齢ということもあり）。 

副社長が実質的な社

長であり、近年は「執行

社長」とも称されてい

る。 

[五代]趙樸初 

（1907-2000） 

 

在位 1993－2000 

中国仏教協会会長、代

表著書《片石集》、《滴

水集》 

[二代]馬衡 

（1880-1955） 

 
在位 1927－1955 

北京大学研究所国学

門考古学研究室主任、

故宮博物院院長、全国

文物管理委員会主任 
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   特徴 ①伝統的な「鉄心線」主義 

       ②嶧山碑の臨摹 

	 ・呉昌碩の系譜 
  呉昌碩 ― 趙古泥―鄧散木―呉平 

          諸楽三―劉江（西泠印社副社長、実質的な社長） 

          沙孟海―祝遂之、陳振濂（西泠印社秘書長） 

④日本との関係 
	 ・戦前（民国期） 
西泠印社草創期社員として、河井荃廬（1871-1945）と長尾雨山（1864-1942）の両名が挙

げられる。長尾雨山は 1903 年に上海に渡り呉昌碩と親交を持ち、河井荃廬は 1906 年に西泠
印社を訪れ、王褆らと交流し西泠印社記を記している。1913 年に催された結社成立大会に

おいて、二人は歴とした印社社員として序列に加えられている。	 

《河井荃廬撰「西泠印社記」》	 

明治乙巳之夏、客有自杭州返東瀛者、極言呉遯庵葉葉舟丁鶴廬王福庵諸君創印社于西泠之

盛、余聞而神往久之、未暇往観也。今年春、薄遊呉下、道出武林、仍得与呉葉王丁諸君把晤
于印社、以抒積愫。評論印学、迨無虚日。又各出所蔵印、命余鑑賞。其中蒼勁古秀、典雅工

整、人不一家、篆不一体。博而且精、目不暇給。自汪訒庵飛鴻堂後、未見有如此大観也。諸
君為余言。印学自趙悲庵后、薪火将絶矣。近人能此者、惟湖州呉苦鉄一人而已。縁集同志立

斯社、以期保存印学。夫以今日之勢論之、甲兵訓于野、商業競于市、清国朝野上下、岌岌此
講求富強為急務。而諸君独高尚其志、研茲美術、不得不為諸君記。諸君又能椎摹精拓、編輯

印譜、不肯自秘、以提倡後学。即余身処海外、亦得一葦而到、見所未見、是不特余之幸、亦
為後世刻印者之幸。謹識盛挙、以告方来。歳丙午浴仏日、扶桑河井仙郎記于西泠印社。 

明治乙巳（明 38、1905）の夏、客に杭州より東瀛に返る者有り、呉遯庵、葉葉舟、丁鶴
廬、王福庵諸君の印社を西泠に創るの盛を極言せり。余聞きて神(こころ)の往くこと之を久
しくするも、未だ往観する暇あらざるなり。今年春、呉下に薄游し、道武林に出でて、仍ち
呉葉王丁諸君と印社に把晤して、以て積愫を抒ぶるを得、印学を評論して、迨(つい)に虚日
無し。又た各おの蔵する所の印を出だし、余に命じて鑑賞せしむ。其中の蒼勁古秀、典雅工
整、人は一家ならず、篆は一体ならず、博にして且つ精、目にして給する暇あらず。汪訒庵

の飛鴻堂より後、未だ此くの如き大観有るを見ざるなり。諸君余の為に言う。印学は趙悲庵
より后、薪火将に絶えんとす。近人の此を能くする者は、惟だ湖州の呉苦鉄一人のみと。縁

って同志を集めて斯の社を立て、以て印学を保存するを期す。夫れ今日の勢を以て之を論ず
れば、甲兵の野に訓し、商業の市に競い、清国の朝野、上下岌岌として富強を講求するを以

て急務と為す。而るに諸君独り其の志を高尚し、茲の美術を研め、諸君の為に記さざるを得
ず。諸君又た能く精拓を椎摹し、印譜を編輯し、肯(あえ)て自ら秘せず、以て後学を提倡す。
即ち余の身は海外に処るも、亦た一葦を得て到り、未だ見ざるところを見るは、是れ特に余
の幸のみならず、亦た後世の印を刻す者の為の幸なり。謹んで盛挙を識(しる)し、以て方来
に告げん。歳丙午浴仏日、扶桑河井仙郎西泠印社において記す。 

原文：「西泠印社記 日本河井仙郎」（『西泠印社志稿』所収、2006年、浙江古籍出版社） 
訓読：今井凌雪「西泠印社の紹介」（『西泠印社展』所収、昭和 63年）※訓読は一部 
	 	 福本雅一「西泠印社補記」（『書の周辺』巻六所収、2003 年、アートライフ社）	 
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	 また、河井荃廬と長尾雨山について、今井凌雪は以下のように記している。 

	 「西泠印社でこの文を作られた時、荃廬先生は三十六歳であった。前年、西泠印社の

創立の壮挙を聞いて矢も楯もたまらなかった心境、やっと西泠印社へ来ることが出来て
創始者四名と印学について熱っぽく語り合った感激、時間を忘れて古印を鑑賞討論した

喜び、等々が簡潔な文の中に余すところなく描き出されている。趙之謙以後、印学の伝
統は既に途絶えたかに思えたが、ただ一人呉昌碩がいてこれをよく継承している。この

人を推して社長とし、印学の交流を図りたい。という四氏の意見に共鳴し、富国強兵に
ひた走る世情を嘆き、貴重な書画篆刻に関する資料を惜しみなく公開或いは出版し、印

学の普及に尽力している印社の同人に西園をおくる。実に若々しい情熱的な文であると
思う。」（今井凌雪「西泠印社の紹介」より） 

	  
	 ・戦後（解放後） 
	 1981 年、時の社長沙孟海先生の采配により、小林斗盦・梅舒適の両名が名誉社員として迎え入

られ、日本人の社員が復活した。次いで 1987 年に今井凌雪、蒔田浩（岐阜市長）、1991 年に谷村

憙齋が社員に加わる。その後は小林・梅両先生の推挙や諸先生による印社との交流を通じて、日
本人社員は徐々に増えていった。現在は 28 名が社員として名を連ねている。 

	 

 ●日本社員の系譜 

《篆刻家》 

小林斗盦 (’81、故) ‐ 菅原石廬(’95、故)、内藤富卿、笠原聖雲、和中簡堂‐奈良衡齋 

                  吉野松石(’94、故)‐師村妙石‐豐散山 

                  関正人(理)‐遠藤疆 

                  中村淳(’94、故)、古川悟(’95、故)  

                  河野隆 

梅舒適(’81、故)‐中島藍川(理)、山下方亭(理)、尾崎蒼石(理)、井谷五雲、真鍋井蛙、小朴圃、 

                平田蘭石、中島春緑、多田龍淵、喜多芳邑 

               川合東皋‐今村光甫 

《書家・研究者》 

今井凌雪(’87、故)‐河内利治  魚住和晃  杉村邦彦 

谷村憙齋(’91、故)  新井光風(理)、高木聖雨(理)、西嶋慎一、青山慶示 

《その他》蒔田浩（’87、故、岐阜市長） 

《在日社員》呂軍、晋鴎、鄒涛、古浩興、梁章凱、李中華、陳茗屋、黄教奇 


