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『環湖帖』の旅を読む―江戸時代の大阪文人の琵琶湖行

湯城吉信

はじめに

中之島図書館蔵『環湖帖』は、懐徳堂関係者の琵琶湖行を題材にした画帖である。安永

九年（一七八〇 、中井竹山、履軒、加藤景範、岩崎象外らは琵琶湖を一周した。八年後）

の天明八年（一七八八 、その旅を回顧し、琵琶湖の十一地点について、岩崎象外の画に）

竹山、履軒の漢詩や景範の和歌を添え、後の語らい草とした。

筆者は先に、この十一地点の現況を調査し、画の構成を分析した（拙稿「 環湖帖』の『

」『 』 、 ）。 、『 』 、 、 、旅を訪ねる 懐徳堂研究 第二号 二〇一一年 本稿では 環湖帖 の序 跋 漢詩

和歌やその他の資料を読み解き 『環湖帖』の旅の一斑を明らかにしたい。さらに、十一、

地点を近江八景・琵琶湖八景と比較し 『環湖帖』の特徴を明らかにしたい。前稿は画を、

中心としたのに対し、今回は文を中心とする。

【口絵】１ 『環湖帖』冒頭に見える履軒筆「琵琶清音」

（以下にあり、カラーで）【口絵】２ 『環湖帖』冒頭の地図

懐徳堂関係者の琵琶湖行―丸子船での旅

懐徳堂関係者がしばしば琵琶湖を訪れていた。中井竹山著『奠陰集（詩集 』に琵琶湖）

行を題材とする詩がいくつか見られる（注 。その中 『奠陰集（詩集 』巻四の冒頭「泛） 、 ）

湖観漁 （おそらく一七七一年作）と題する詩には、詳しい詞書きがあり、遊行の様子を」

窺うことができる。

京師豪姓大村子図倡此議、為賓者君夷士方曁余共三。楼船長可数丈、広称之。別雇漁

舸三隻、布網泛 湖、一隻護視、二隻各引網、徐々抵渚。漁丁数十人、乃分左右、戮*

力挽而挙之、獲魚以石数焉。加以舟中遊観之壮酒饌之富、蓋一盛事也。

【校勘】○泛 中之島図書館本は「絶」に作る （手稿本は「泛」か「絶」か不明確）。

【大意】京都の豪商大村子図がこの提案をした。呼ばれたのは中村君夷と士方（ ）と未詳
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私の三人である。屋形船は長さ、広さともに数丈 あった。別に漁船（一丈は約三メートル）

三隻を雇い、網を湖に広げ、一隻が見張りをし、二隻が網を引き、徐々に渚に寄せていっ

（一石はた。漁師は数十人おり、左右に分かれて力を合わせて引き上げ、獲れた魚は一石

にも上った。船からの絶景とご馳走の贅沢とを加えると、まさに一大盛事で一斗の十倍）

あった。

ここに見える大村子図とは、呉服商白木屋の六代目主人大村彦太郎のことである。白木

屋は長浜出身の商家で、大村彦太郎は高山彦九郎など多くの文人を支援し、懐徳堂へも資

金提供を行っていた。竹山も一七七二年の江戸行の帰りに大村氏宅に世話になっている

（ 西上記』に見える 。ここでは、竹山らは、その彦太郎の招待で、観覧船に乗って大『 ）

網漁を見ることができたというのである。一七八〇年の琵琶行の際も、おそらく大村氏の

援助があったものと推測できる。

大網漁の様子（大津市歴史博物館）

【注】例えば、以下のようなものがある。

①「登琶湖観音閣 （ 奠陰集（詩集 』巻一、一七五七年？）」『 ）

②「有泛湖約遇雨、和君彜見示韻 「与君夷子図士方登湖上大観楼、君彜見和予旧題詩因」

再和 「是夜遂宿楼下 「夜中独起復題 「湖上蚤起和君夷韻 「泛湖観漁、得湖字 （ 奠」 」 」 」 」『

陰集（詩集 』巻四、一七七一年））

③「送男曽弘同諸友遊湖分韻 （ 奠陰集（詩集 』巻八、一七九八年）」『 ）

＊その他、竹山の息子中井蕉園（曽弘）に『遊湖自導』がある。琵琶湖行の旅程や産物を

。 、 『 』 「 」詳しく記している また 加藤景範 加藤竹里文集 巻上に 湖上観音閣にのぼることば

（一七六六年？）がある。

当時、琵琶湖周辺での主要交通機関は丸子船と呼ばれた船であった。明治以降次第に廃

れていったが江戸時代には千艘を越える船が行き交っていたという 『環湖帖』冒頭の地。

、 。図にも以下のような里程が書き入れられており 船で移動したであろうことが確認できる
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丸子船（琵琶湖博物館）

（白抜き活字部分は筆者による加工）『環湖帖』冒頭地図

（＊六十間、一〇九メートル）従大津至于矢橋舟路五十丁

従堅田至于水濱舟路十八丁

従大津至海津舟路十六里

従大津至塩津舟路二十里

従今津至于竹生嶌舟路三里

従大津至于長浜舟路十六里

従長浜至于今津舟路七里

従長浜至于竹生嶌舟路三里

従大津至于大浦舟路十八里

履軒漢文序および景範和文跋―執筆理由

『環湖帖』には履軒による漢文の序文と景範による和文の跋文がある。訪問地や成書理

由がよくわかるので、以下、全文を引用する。画風を評する「和漢にこだわっていない」
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という言葉は 『環湖帖』の取り上げる場所の特徴を表す言葉であるとも言える。、

、 。 、 、環湖皆山也 其尤幽邃奇絶者世多不之識 而其所伝称者 非官道所由即愚民賽祷所歴

往々非其至也者。菊堂主人象外翁皆有勝情、庚子之夏同探湖之勝而一周焉、殆闘勝具

也。帰則請翁図所歴勝景、得十有一幅。又請諸名士詩之歌之、十襲蔵于家。抑画家有

和夏二宗、象外翁所攻和画也。今観此巻也宛然夏画矣、踰明而遡于元、何也。蓋得意

於目而発趣于筆、筆法無所拘、則駸々乎逼真、不覚入于夏耳。豈画法自有和夏而山水

元無和夏邪。亦可以見天地之性矣。

天明八年長至日 履軒幽人書 印「隠居放言 「天楽」」

【大意】琵琶湖の周囲はすべて山であり、その奥深い絶景を知る人は少ない。世間で称さ

れる場所は、せいぜい街道沿いの場所か庶民が参詣する場所で、往々にして勝れた場所と

は言えない。菊堂主人象外翁は名勝を愛でる心を持ち、庚子の歳（一七八〇年 、一行と）

景勝を訪ねて琵琶湖を一周し、健脚を競い合った。帰阪後、翁にお願いし、訪れた景勝地

を描いてもらい、十一幅の画を得た。また諸名士に依頼し、画に漢詩や和歌をつけ、大切

。 、 。に家蔵した そもそも画家には日本画と中国画の二派があり 象外翁は日本画を専攻した

今、この巻を見ると中国の画を彷彿とさせ、明を超えて元に遡るような画風なのはどうし

てなのだろうか。それは、おそらく見て感じたものを筆に表し、筆法にこだわることがな

ければ、徐々に真に逼り、覚えず中国風になったのであろう。画法は和漢の別があるが、

山水（自然）には和漢の別などないのだ。自然の様子をよく表したというべきであろう。

景範跋文は以下のようである 『加藤竹里文集』巻下にも「湖西画帖跋」として見え、。

「応西村氏需 とある。ただし、若干異同がある。」（西村氏の要請に応えた）

山水にあそぶばかり心ゆくわざはあらじ。さはあれど思ひおこすおりしも道さまた

ぐるふしのあやにくにいであふをいかがせむ。このやとせのをち、菊堂のあるじなな

る象外のおきななど伴ひて嶋の海のうらつたひせるころ、目 のわかれおしまれしう*

らうら山々の忘れがたうあくがるるおりあるを、翁おはさずばこそあらめ、たどたど

しきおもかげをさだかに見せてふしあそびさせてよとおきなの筆こへるにこの帖なり

ぬ。さるは翁のむねにこめをけるを、いでやと手に集めて、おきこぐふね 、道のゆ*

きかひまでもらさず、尺の水に一さかひのなみをたたへずの山を空にそびやかしたれ

ば、こはそのそこよとよく思ひあはさるるを猶あらず、松風うら浪の音をさへくはへ

むとて北の南の井家にからうたを求め、をのれにもやまと歌をこへり。さて窓の内の

つれづれに友どち酒くみてかのあそびをかたらふたびに、此帖をひらけば、あやにく

の道さまたげもなく、みしうら山をやがてここにしじめよするより、わすられしとこ

ろどころの興どもも心のくまよりとりいだされ、語ひぐさの種とりそへて、余を洞庭

に坐せしむとぞうちずせられむかし。

【校勘】○目 『加藤竹里文集』本「朋 。○ふね 『加藤竹里文集』本「帆影 。」 」

【大意】山水に遊ぶほど楽しいことはない。だが、出かけようとすると何かと用事ができ
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て思い通りにいかない。今から八年前に、菊堂こと象外の翁たちを伴に、琵琶湖を岸伝い

に回った。その後、別れがたかった風景が名残惜しく思い出されることがあったが、翁い

ませばこそ 「おぼろげな記憶をはっきりさせて、遊びの種を作ってください」と筆を請、

い、この画帖ができた。そうして、翁の胸にしまわれていたものを集めて、沖を漕ぐ舟や

（ 箱庭を作るまでもなく」の意道行く人まで漏らさず、茶杓の水で波を再現することもなく 「

、野山を空にそびやかせた（風景を再現させた）ので 「これはあそこだな」とよくか？） 、

思い出すことができた。ただ、それでも飽き足りずに、松風や波の音までの加えようと、

北と南の中井家（竹山と履軒）に唐詩を求め、私（景範）に和歌を請うた。さて、家の中

にいる時のつれづれに友人が酒を汲んであの遊びを語り合うたびに、道を妨げるものもな

く、見た浦や山を目の前に再現してくれ 、忘れていた各場所での（ しじめよする」は未詳「 ）

興も心の片隅から取り出され、語らい草となった。私を洞庭（琵琶湖のたとえ）につれて

いこうと、作られたのであろう 。（うちいず＝ひょいと出す うちずす＝詠う？ ）

履軒らが、旅の思い出を大事にし画帖を作り、後、この画帖を開いて旅を回顧していた

ことがわかろう。

画に附された詩歌―彼らを引きつけたもの

以下 画に附された詩歌を紹介していきたい 画に附されている詩歌は 竹山の詩は 奠、 。 、 『

陰集（詩集 』巻七に、賤ヶ岳を詠む履軒の詩は『履軒古風』巻四に見える。）

一、園城寺（三井寺）観音堂

高閣大悲像 高閣 大悲像

俯闚平地科 平地の科を俯闚す。

千手掬銀漢 千手もて 銀漢を掬ひ
すく

瀉為万頃波 瀉して 万頃の波と為す。
くだ

【校勘】○瀉 『奠陰集（詩集 』巻七では 「攤（ひらく） 」を見せ消ちして横に書く。） 、 ？
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【注】○高閣 高殿。ここでは丘の上の仏閣を言うと思われる 『奠陰集（詩集 』巻七。 ）

の題は「湖上 観音閣」となっている。○大悲 観音のこと。○俯闚 「ふき 。見下ろ高 」

す。○科 とが。○万頃 きわめて広い面積。頃は面積の単位。

【訳】丘の上の観音が、平地の罪を見下ろす。

千の手でもって天の川を掬い取り、湖を覆う波に変えた。

【解説】湖面を天の川に喩える、スケールの大きな詩である。

二、真野（間野）浦

こむあきの おばなかなみも おもかげに

なつくさなびく まののうらかぜ

（こむ秋の 尾花が波も 面影に

夏草なびく 真野の浦風）

【訳】これから来る秋の 薄 の波を想像して、
すすき

夏草が真野の浦風に靡いている。

【解説】間野は歌枕 『金葉和歌集』巻三に源俊頼作の「うづらなく 真野の入江の 浜風。

に 尾花波よる 秋の夕暮れ （鶉が悲しげに鳴いている真野の入江を吹く浜風によって、」

尾花が波うつようになびいている秋の夕暮れだなあ）がある。

三、楊梅の滝（布引の滝）
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小松駅端山 小松駅が端山に

瀑懸布幾匹 瀑は懸く 布幾匹を

来往綺紈子 来往の綺紈子

看取天公質 天公の質を看取す

【注】○綺紈 「きがん 。あやぎぬとねりぎぬ。引いて、貴族の子弟を言う。○天公」

天帝。天子。

【訳】小松の宿場のはずれの山に、滝が何匹かの布を懸けている（雄滝、雌滝が連続する

ことを言う 。）

行き来する貴族の子弟が 天子 あるいは天帝 の気質を感じ取る こ（ ）遊び人を言うか 、 （ ） （

の清冽な様を見て自らを反省する＝心を新たにする 。）

【解説】楊梅の滝、一名布引の滝 『近江輿地誌略』巻三十に見える。。

四、鎧岩

かもめたつ いそのしらなみ 岩根松

海みやられぬ きしつたひかな

（鴎立つ 磯の白波 岩根松

海見やられぬ 岸伝ひかな）
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【訳】ゆりかもめが磯の白波に飛び立ち 岩には松が生える

湖を見ることができない（危うい）岸伝いであることだ。

【解説】鎧岩については、寒川辰清『近江輿地誌略 （享保十九年（一七三四 ）巻三十』 ）

（志賀郡二五）に「…白髭社の南にあり。小松よりは十町許北也。高さ二十五間許長さ四

町許が間岩の体鎧に相似たり。苔生ひ青赤相交り宛も鎧の縅毛の如し。土俗かくの如く呼

ぶも理也」とある。また 『近江名所図会』巻三には「五辺をほどこすがごとし。小松と、

。 。 、白髭明神の海辺に有 此間岩 塊凝重りて屏風を立たるが如き下を往来す その間六町 斗
かいへん がんくはい ばかり

此辺すべて奇石多し」と見える。

五、白髭神社

赭背香火侶 赭背香火の侶

那堪談賞心 那ぞ賞心を談ずるに堪へんや
なん

湖上尋釣翁 湖上 釣翁を尋ね

欲訪桑田変 桑田の変を訪はんと欲す

【訳】香をたいている赤い背の輩に

どうして風流が語れようか。

湖上に釣りをする翁を訪ねて

桑海の変を語りたいものだ。

【解説】神社の縁起では、祭神の猿田彦が数百年生きて、湖が草原となるのを数回目にし

たと言われている（注 「赭背香火侶」とは、祭神の猿田彦のことを言うのだろうか。）。

名前に猿が入っていたり、天狗のもとと言われることもあることから「赭（あか 」の字）

を用いたのかもしれない。

【注】寒川辰清『近江輿地誌略』巻三十（志賀郡二五 「…〔縁起〕然して後国々を巡り）

此湖に来りて釣を垂る。湖の三たび変じて桑原となりしを見たりと。…其中白髭神は湖水

の主にして七度変じて芦原となれるを見るといふは『事文類聚 『列仙伝』にしるせる麻』
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姑が東海の桑田となれるを見るといふ事を借りて設けるのみ 」。

六、海津

おぼつかな こよひかいつに やどとひて

くるるうらは（浦わ）を あすこそはみめ

（おぼつかな 今宵海津に 宿訪ひて

暮るる浦は（浦わ）を 明日こそは見め）

【訳】残念なことだ 今晩海津に宿を求めて

暮れゆく浦の様子を 明日こそは見よう。

【解説 『環湖帖』は夕暮れが多く詠まれる。旅愁を誘う時間であったのであろうが、そ】

の日の移動を終え、ほっとする時間であったことも関係するだろう。

七、賤ヶ岳（余呉湖）

湖水変血後 湖水 血に変はりし後

七戟雁行蹟 七戟 雁行の蹟

風急暮雲黒 風急に 暮雲黒く

叱咤在耳目 叱咤 耳目に在り

【校勘 『履軒古風』巻四では「題志津嶽図」と題する。】
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【訳】湖水が血に変わった（夕焼けの）後

七本槍は雁となり飛び立つ（雁を七本槍の化身と見る）

風が起き 暮れの雲は黒くなり

叱咤する声が耳に聞こえる（風を戦の怒号に見立てる）

【解説】天正十一年（一五八三年）の賤ヶ岳の戦い（羽柴秀吉・柴田勝家）を詠うのであ

。 （ 、 、 、 、 、ろう 秀吉方で功名を挙げた七人 福島正則 加藤清正 加藤嘉明 脇坂安治 平野長泰

糟屋武則、片桐且元）は後に賤ヶ岳の七本槍と呼ばれた。
しちほんやり

八、伊吹山

さみだれの はれまながらに いぶきやま

もゆてふ草は 猶しげりつつ

（五月雨の 晴れ間ながらに 伊吹山

燃ゆてふ草は 猶茂りつつ）

【訳】梅雨の晴れ間ではあるが 、伊吹山で（ ながら」再考「 ）

燃えるという草はなおも茂っている。

あめ晴て まさるみかさに くがみちの

木々の陰ゆく にほのうらふね

（雨晴れて 増さる水嵩に 陸路の
み か さ くがみち

木々の陰行く にほの浦舟）

【訳】雨が晴れ、水かさが増し、

湖 の浦舟が、陸路の木々の（にほは水鳥？今の水鳥川。地図に「二保川」とある）

影を進む。

【解説 『後拾遺集』巻十一の藤原実方作「かくとだに えやはいぶきの さしも草 さし】

も知らじな 燃ゆる思ひを」を踏まえる。
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【参考】司馬遼太郎『街道をゆく』 （近江散歩、奈良散歩 （朝日文庫、二〇〇九 「塗24 ） ）

料をぬった伊吹山」

九、彦根城

両世攀龍業 両世 攀龍の業

同兼将相資 同じく将相の資を兼ぬ

金亀城郭壮 金亀 城郭壮にして

自樹万年基 自ら万年の基を樹つ

【校勘】○同兼将相資 『奠陰集（詩集 』巻七では「長魁征討師」を見せ消ちした横に書く。）

【注】○攀龍 竜につかまる。優れた人に従うこと。○将相 将軍と宰相。

（いいか？）【訳】二世に渡る優れた政治

両人とも将軍と宰相の資質を兼ね備えた。

金亀の城郭は荘厳にして

万世の基礎を築いた。

【解説】彦根藩初代藩主井伊直政と三代目藩主直孝とを称えるのであろう 『奠陰集（詩。

集 』巻七には「金亀城」という題の下に「即彦根兵部公直政欲徙治所城于金亀山、裁経）

始而卒。掃部公直孝継成其功」という割り注がある。直政は武勇と民政ともに優れた手腕

を発揮した。二代目の直勝は病弱のため早々に引退し弟の直孝が家督を継いだ（注 。）

【注】司馬遼太郎『街道をゆく』 （近江散歩、奈良散歩 （朝日文庫、二〇〇九 「彦24 ） ）

根」

十、安土山摠見寺（総見寺）
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山高み くにをつくして 見わたせば

かぎりありけり 嶋の海つら

（山高み 国を尽くして 見渡せば

限りありけり 嶋の海面）

【訳】山が高いので 国を限りに 見渡すと

島が点在する湖面の果てが見えた。

やまてらを くだらむとすれば なごりそふ

なみまの空に みか月の影

（山寺を 下らむとすれば 名残そふ

波間の空に 三日月の影）

【訳】山寺を下ろうとすると、

心が残る波間の空に三日月の影が見える

【解説】前稿で明らかにしたように、安土山は内湖にせり出しており、摠見寺を下ると内

。 、 、 （ ） 、湖が広がっていた 松原内湖には 昔は屋形船が通い 大洞 おおほら 弁財天や清凉寺

龍潭寺に参詣する人々が多く通った。また、豊かな漁場でもあった 『環湖帖』の画と詩。

歌とはその面影を留める貴重な資料である。

なお、琵琶湖の干拓は、太平洋戦争中に、食糧増産を目的に始められた。北海道、新潟

県、石川県などから中学生が動員され、アメリカやオーストラリアの捕虜も働かされたと

いう。ただ、この干拓事業が完成するのは戦後であった。

【注】

・木村憲治「中之湖の変貌―琵琶湖内湖の研究 （ 人文地理学の諸問題―小牧実繁先生」『

古稀記念論文集 大明堂 一九六八 ＊埋め立て過程の説明あり 昭和二八年の地形図 中』 、 ） 。 （

之湖だけ埋め立てられた図）あり。

・ 近江輿地誌略』巻五八蒲生郡安土村〔惣見寺 「安土山に在り、百々の橋を過ぎて山『 〕
ど ど

門に入る、山門の左右に二王を安置し、遠見山惣見寺の額を架す、建部伝内筆也。本堂の
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上に閣あり円通閣といふ三字の額を架す。…」

・司馬遼太郎『街道をゆく』 （近江散歩、奈良散歩 （朝日文庫、二〇〇九 「安土城24 ） ）

趾と琵琶湖」

【参考】摠見寺の本堂は嘉永七年(一八五四)火災で焼失した。

＊「安土山摠見禅寺舊記寫」によると、佛殿二階の閣には「円通閣」の額一面が掛けられ

ていた。円通とは、観音の別名である、円通大士によるものなので、本堂二階に本尊とし

て観音が安置された事により 「円通閣」の扁額が掛けられたものと考えられる。、

十一、長命寺

菰蒲出水短 菰蒲 水を出づること短く

暮鐘隔岫声 暮鐘 岫 を隔つる声
しゅう

徐々経橋門 徐々に橋門を経

漸々入佳境 漸々として佳境に入る

【訳】真菰（まこも）や蒲が水からわずかに姿を見せている

暮れの鐘の音が山を隔てて聞こえる

だんだんと橋や門を経て

徐々に仙境へと入る

【解説】長命寺（仙境）に至るアプローチが強調されている。前項同様、そのアプローチ

とは今はほとんどなくなった内湖である。

近江八景・琵琶湖八景との比較

近江八景は 「比良暮雪 「堅田落雁 「矢橋帰帆 「粟津晴嵐 「唐崎夜雨 「三井、 」、 」、 」、 」、 」、

晩鐘 「瀬田夕照 「石山秋月」の八つの景色を言う。中国の瀟湘八景（中国湖南省に」、 」、

ある瀟水と湘水の流れを集める洞庭湖の名勝）に擬して、琵琶湖の景色を選定したもので

ある。成立は定かではないが、近衛信尹（一五六五～一六一四）の近江八景和歌が始まり
このえのぶただ
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ではないかと言われている。江戸時代に盛んに詠まれ、近江八景を題材とした美術作品も

多く作られた。地点の選定は湖南に偏り（図参照 、季節を含む点に特徴がある。）

近江八景の一つ（広重「勢田夕照 ）」

（ 矢橋帰帆 「粟津晴嵐」も類似する）「 」

一方、琵琶湖八景は 「夕陽 瀬田石山の清流 「煙雨 比叡の樹林 「涼風 雄松崎の、 」、 」、

白汀 「暁霧 海津大崎の岩礁 「新雪 賎ヶ岳の大観 「深緑 竹生島の沈影 「月明」、 」、 」、 」、

彦根の古城 「春色 安土八幡の水郷」の八つの景色を言う。昭和二五年、琵琶湖が国定」、

公園になるのを機に、昭和二四年に滋賀県観光協会により選定された。地点は琵琶湖全域

に散らばる。観光開発が目的のため、地域のバランスを重視し、よく言えば網羅的だが、

悪く言えば様々な要素を取って付けたような選定だと言える（図参照 。）

近江八景の分布 琵琶湖八景の分布 『環湖帖』十一地点

、『 』 。以上の古今二つの八景に比べ 環湖帖 の十一地点はどのような特徴を持つだろうか

『 』 、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、環湖帖 の十一地点は 三井寺 真野浦 楊梅滝 鎧岩 白髭神社 海津

「賤ヶ岳 「伊吹山 「彦根城 「安土山摠見寺 「長命寺」であった。大津から時計」、 」、 」、 」、

回りに琵琶湖全体に散らばった選定になっている（図参照 。）

、 「 」（ ）近江八景とは重なる場所は三井寺だけで しかも取り上げるものは 晩鐘 近江八景
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「 」（『 』） 、 。と 観音堂からの眺望 環湖帖 という違いがあり 同一の選定は全くないと言える

一方、琵琶湖八景とは、海津（取り上げるものは違う 、賤ヶ岳、彦根の三箇所が重な）

る。また 「安土八幡の水郷 （琵琶湖八景）と「長命寺 （ 環湖帖 ）も湿地を取り上げ、 」 」『 』

る点では重なる部分がある。また、地点が琵琶湖全体に分布している点は両者の大きな共

通点である。

ただし、序にもあったように 『環湖帖』の選定は、人に知られていない仙境を求める、

点に特徴がある。三井寺と長命寺は実は西国三十三箇所に選ばれる有名な場所だが、履軒

が詠んでいるのは寺そのものではなく、そこからの眺望やそこへ至るアプローチである。

この点、観光開発を目的とする琵琶湖八景とは根本的に異なる。

また 『環湖帖』には近江八景・琵琶湖八景に附されている季節がない。これは旅の回、

顧録であるため当然かもしれない（すべて夏 。ただし、海津、賤ヶ岳、摠見寺、長命寺）

はいずれも日暮れを詠ったものである点が特徴的である。旅愁を誘う時間であったのであ

ろうが、その日の移動を終え、ほっとする時間であったことも関係するだろう。

おわりに

以上、本稿では、周辺資料から『環湖帖』の旅の背景を探り、また、序跋、各詩歌を解

読することにより、中井竹山、中井履軒、加藤景範らがどのように風景を愛でていたかを

紹介した。彼らの旅の背景には、大村氏という支援者の存在があり、その恩恵を被り、琵

琶湖を丸子船で一周することができた。

また、本稿では、彼らの選定した十一地点を、近江八景、琵琶湖八景との比較すること

により、その特徴を明らかにした。近江八景は、湖南に地点が偏り、季節や建造物を強調

する。一方、琵琶湖八景は、琵琶湖全域にまんべんなく分布するが、観光開発のために網

羅的に選定されたものだと言える。それに対し 『環湖帖』の十一地点は、琵琶湖周辺に、

広く分布する点では琵琶湖八景に似るが、仙境を求めるというモチーフは琵琶湖八景と大

。 、 。『 』 、きく異なる また 今は失われた風景を留めている 環湖帖 は琵琶湖を巡る文化史上

貴重な史料と言えよう。


