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　曼荼羅 研究ノート

はじめに
　私は昭和11年(1936)生まれ10月には81歳になります。7５歳で現役を引退後、ボケ防止の
ためにも老後の最後の仕事として｢曼荼羅を描く｣という途方もない作業を選びました。苦しみ
ましたが何とか完成し、今年の6月に国立新美術館で開催されます｢蒼騎展｣に出品することが
できました。下の絵は私が描き、出品した両界曼荼羅です。
　この小文は曼荼羅を描こうと思い立ってから、｢曼荼羅｣について私なりに勉強・研究した過
程を記述した｢研究ノート｣です。

　空海が唐から持ち帰ったといわれる
　密教・両界曼荼羅(胎蔵曼荼羅・金剛界曼荼羅)を
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この小文は、自分の勉強・研究メモとして友人、知人に配るものです。
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　曼荼羅を描こうと平成２３年(2011)に思い立ってから最初の３年間は、｢密教とは｣｢曼荼羅
図はどうしてあのような構成で成っているのか｣を勉強し、その後、２年を掛けて自分なりの｢曼
荼羅図｣を制作するという｢５年計画｣を構想しました。この小文は、その間に私が見聞したこ
と、読書などを通して教えられたこと、そして必ずやり遂げるという私の決意を「研究ノート」
として纏めたものです。

【Ⅰ】老後をいかに過ごすか → ５年計画で｢曼荼羅｣を描く
　｢曼荼羅｣を描くという途方もない作業を老後の最後の仕事と選んだ私は、昭和11年(1936)
生まれの当年80歳、曼荼羅を油絵具で描こうと苦しんでいる老人です。
　昭和34年(1959)に医療機器関係の会社の技術者として働きだしてから、平成22年(2010)
３月に現役を引退するまでの51年間を顧みて次のような自分史を作成しました。
　① 平成23年２月１日付けで 山口益孝 の｢絵画への想いを顧みて｣ を、また
　② 平成24年１月１日付けで 山口益孝 の｢職人魂｣の想い｣をそれぞれ書き上げました。

　①の｢絵画への想いを顧みて｣ は私自身の絵画への想いを綴ったものです。絵画関係に進学
を希望していましたが、同じ方向の学校を卒業した父に｢趣味を生業にしたらあかん、逃げ場
がないのでダメ｣、｢田舎で自惚れていても上には上が居るものだ｣ とその方面への進学を反対
され、大阪工業大学の電気工学科に進み、電気電子工学・数学・固体物理、原子物理学・量子
力学・放射線物理学・アンテナ・放射線測定器の作成など、当時としては先端の科目の勉強を
し、医療関係の会社に技術者として就職しました。
　大学に入ってから40歳になるまで一切、絵筆を持ちませんでした。私が丁度40歳になった
とき(｢趣味を生業にしたらダメ｣と言われてから20年目)、｢絵を描いても良いか｣と父に尋ね

!!! !自分史 ① (｢絵画への想いを顧みて｣)　　　　　　　　　　　　　　　自分史 ② (｢職人魂｣の想い)
　　　  昭和 54年(1979)蒼騎展 出品作品 醍醐寺三宝院



- 5-
-  -

たところ、もう生業にしないだろうと思ったのか、こんどは｢大いにやれ｣と励まされました。
　そこで目標を持たなければ長続きしないと思い、｢蒼騎会｣という絵画の団体に応募すること
にして、昭和54年(1979)から61年(1986)までの８年間に、襖一畳(100号)ほどの大きさの作
品を計８点出品しました。当初の３年間は毎年出品し、２年目は｢会員推挙｣も受けました。
しかし年齢も48歳になり会社の仕事も責任ある立場におかれており、絵を描いているどころ
ではありませんでした。出品することも出来なくなり、やむなく脱会して仕事に専念しており
ました。
　平成22年(2010)に現役を引退してから纏めた｢絵画への想いを顧みて｣の最後に、老後の過
ごし方として下記のようなことを述べています。

「これからの３年間は｢密教とは｣、｢曼荼羅図はどうしてあのような構成になっているのか｣を
勉強し、その後の２年間を掛けて自分なりの曼荼羅図を制作する。キャンパスは６畳(F450号)
ぐらいの大きさになるのではないかと思います。
　しかし最初は６畳(F450号)ぐらいの大きさを考えていましたが、出品予定の公募展・蒼騎
展に出品できるキャンパスの大きさは、最高200号までと制限があります。
　そのためM200号(162ｃｍＸ261ｃｍ)で金剛界曼荼羅と胎動曼荼羅の２枚を描くことにし
ました。
　果たして根気が続くか、体力が持つか、頭の方は大丈夫か、それまで長生きできるか。
　作品は５年後の80歳(平成28年(2016)に国立新美術館に出品を予定しています。非常に大
きいものですから、その後はどこかのお寺に納められればと思っています。
　老後の最後の一仕事になればと思いますご期待ください。」　　　　　　平成23年３月１日

【Ⅱ】｢曼荼羅｣をどう描くか
　曼荼羅を描こうと取り組んでまる４年を経過しました。15冊の密教と曼荼羅関係の書物を
購入し、勉強するとともに実際に幾つかの実際の曼荼羅を拝観しました。
（３ページの｢参考文献｣｢参考資料｣）
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　ところで、小さな仏様を油絵具で描写することは極めて難しく、また各仏様のお名前は難解
な漢字の羅列です。そのお名前の由来や背景を理解することは、仏教経典などを勉強していな
い者にとっては誠に困難で想像することすら出来ません。(参考文献⑦)
　また非常に罰当たりな発想かも知れませんが、絵を描くものの一人として仏像や仏画を見る
と｢なぜあんなに暗いの？｣｢どうしてオドロオドロシイの？｣｢なぜきらびやかな金金ぎらぎら
なの？｣との思いを禁じえません。練馬区石神井台の真言宗・三宝寺に新作の仏画が納められ
ているとの情報を得たので拝観に赴きました。納められた仏画は極楽浄土を表現した幅が約７
メートル位と非常に大きなもので、中央に地蔵尊が祀られています。仏画の両端に、現世の出
来事(原爆や地震などの悲惨な状況)を表現している壮大なものでした。制作に７年を要したと
のことですが、それ位の日数を必要とする程の力作でした。
　しかし、｢きらびやかでなぜオドロオドロシイのか｣と疑問に思えました。

三宝寺 千躰子育地蔵堂 [新・六道図]（!"#$ %）

左
側
面

右
側
面
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【Ⅱ-１】曼荼羅の展示会
　曼荼羅を描こうと平成 23年に５年計画を発してから偶然に次の二つの曼荼羅展を観る機会
がありました。
（１）平成 23 年(2011)７月 20 日～９月 25 日 東京国立博物館にて｢空海と密教美術展｣が
開催されました。さっそく３時間待ちという長蛇の列に並び拝観しました。
　展覧会会場では一般用のパンフレット①と小学校高学年から高校生までを対象としたパンフ
レット(ジュニアガイド)②が配布されていました。

（２）平成 2５年(2013)７月 27 日～９月 1日
　根津美術館にて「曼荼羅展」が開催されました。

　さっそく赴き、いろ
いろな中世の密教曼荼
羅や尊像画、浄土曼荼
羅、垂迹曼荼羅など選
りすぐりの絵画作品を
拝観しました。

　　　　　　　　　①一般用パンフレット　　　　　　　　　　　　　　　　　②小中高生用ジュニアガイド 　　　　　

s ②

曼荼羅展パンフレット（根津美術館）

｢空海と密教美術展｣拝観者の長蛇の列 (３時間待ち)



【Ⅱ-２】高野山に奉納された｢両界曼荼羅図｣の再生版 (2015年７月３日和歌山県高野町で)

　読売新聞の平成27年(2015)３月31日の紙上で｢復元｣を関係者に披露し、平成27年７月４
日の紙上で高野山開創1200年目に合わせて金剛峯寺(和歌山県高野町)所蔵の重要文化財｢両
界曼荼羅図｣を復元した｢想定色平成再生版｣を同寺に奉納されたとの記事が掲載されました。
 　原本(金剛峯寺所蔵 両界曼荼羅図)は｢金剛界｣と｢胎蔵(たいぞう)界｣の２幅。平清盛が自らの血
　を絵の具に混ぜて彩色し、奉納したと伝えられ、｢血曼荼羅｣の異名をもつ。
 　凸版印刷(東京都)が最新のデジタル技術を使って、原寸版(縦４.３メートル、横４メートル)
  ２幅と、約２分の１の縮小版２幅を制作した。
 　 光学調査などで当初の鮮やかな彩色を想定し、電子のペンで残存する細密な線をなぞるな
  どして、2012年にデジタル画像での復元をほぼ完了した。さらに細部を調整し、原寸版
  は インクジェットプリンターで和紙に高精細印刷。縮小版は印刷に加え、重要な部分の彩
　色や 金の装飾などを仏師らが手描きした。

（参考）
　　平成23年(2011)７月に東京国立博物館で開催された｢空海と密教美術展｣でのジュニアガイドに再生された
　　曼荼羅の原本について下記の記述があります。
　　　① 空海が唐から持ち帰った曼荼羅を手本に描いた両界曼荼羅図。(高雄曼荼羅) 参考文献 ①246、247p ② 96、97p
　　　② 平清盛が自らの血を絵の具に混ぜて彩色し奉納したと伝えられる｢血曼荼羅｣とも呼ばれています。
　  凸版印刷がデジタル画像での復元をしたのは②の血曼荼羅です。参考文献 ① 82、83p ② 108、109p

①

②

①
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高野山真言宗総本山に奉納された想定色平成再生版｢両界曼荼羅図｣

②

縮小版２幅
平成27 年(2015) 7 月 4日 紙上  平成 27 年(2015) 3 月 31 日 紙上
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次の曼荼羅図が前ページの(参考)②から再生された両界曼荼羅原図です。(以後 この曼荼羅を
原図と呼びます）

【Ⅱ-３】○と□の聖なる空間
　根津美術館で購入した曼荼羅関係の書物(カラリング・マンダラ 参考文献⑧)の中に｢マンダラ
は、古代のインドの言葉だったサンスクリット語で、｢聖なる円輪｣を意味する言葉です。1500

年ぐらい前にインド仏教の
｢密教｣で最も重要な瞑想や
儀式に神髄・本質を得るの
に描かれた図絵だった｣と
の記述があります。
(同著⑧69p、⑪40p)
　また｢空海と密教美術展｣
で配布されたジュニアガイ
ドの｢これが両界曼荼羅の
しくみだ！｣の中の説明文
◎金剛界曼荼羅の中にも
｢□と○の組み合わせが特
徴的ですね｣との記述があ
ります。（参考資料１）
　また□と○で表現した次
ページのような曼荼羅も作
成されました。
(参考文献① 84p、85p、248p)

   ｢空海と密教美術展｣ ジュニアガイド（これが両界曼荼羅のしくみだ！）（参考資料１）

想定色平成再生版 両界曼荼羅原図 (文献：TOPPAN News Release)
原図と呼びます）
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　凸版印刷が最新のデジタル技術を使って復元した想定色再生版 曼荼羅２枚と次の４枚の抽
象化された曼荼羅をご覧ください。曼荼羅研究の世界では金剛界曼荼羅と胎蔵曼荼羅をあわせ
て両界曼荼羅(または両部曼荼羅)と呼んでいます。
　ここで、密教とは何かを離れて両界曼荼羅原画を眺めていると、｢○＋□の集合｣で出来てい
ることを認識することができます。

 
ここで話を最初に戻し、公募展・蒼騎展に出品する作品は、前にも述べたように最高が 200
号までという制限があるため、私はM200 号(162ｃｍＸ261ｃｍ)の中に金剛界曼荼羅と胎
動曼荼羅の２枚を描くことにし、その表現方法として｢○と□の聖なる空間｣を使うことにしま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。

M200 号は細長いキャンパスです。
中央に曼荼羅図を配置すると上下に空
間ができます。
曼荼羅は左側に金剛界曼荼羅を配置し、
右側に胎蔵曼荼羅を配置することにな
っています。
そこで｢構想｣に示すように、左側の金
剛界曼荼羅の上側に、昭和55年(1980)
に私が蒼騎展に出品した｢雲と太陽(御
光)｣を配置し、下側に仏様と縁が深い
ハスの花を形取った｢正倉院 漆金箔絵
盤｣を配置しました。
そして右側の胎蔵曼荼羅の上側に来迎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲を配置し、左側を男児、右側をに女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児として、その雲の上に胎児の各月の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成長(十月十日)の様子を10個の大小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の○丸の中に描き、誕生したばかりの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤子の像を配置しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうした構図が仏教的に合っているか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どうかは別として｢○＋□の聖なる空
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間｣と名付け彩色・配色の試し塗りし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのが、私の曼荼羅の構想・構図です。 　　　　

参考文献①｢図説 日本の仏教｣(二)密教：新潮社 248p
板彫両界曼荼羅(重文 金剛峯寺)

参考文献① ｢図説 日本の仏教｣(二)密教：新潮社 84p、85p
木板と金銅板を打ち付けた曼荼羅：13 世紀頃の作
(重文 醍醐寺)

! 構想：○と□の聖なる空間(色鉛筆で彩色・配色の試し塗り)

○と□の聖なる空間 (左：金剛界曼荼羅) (右：胎蔵曼荼羅)

 正倉院 漆金箔絵盤

  昭和 55 年(1980) 蒼騎展出品作品
　  (F100号)：雲と太陽(御光)

参考：誕生したばかり
の｢赤子の像｣には６ヶ
月の長男
の写真を
参考にし
ました。
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仏像に相当する｢○の色合いや構成・構図｣は、｢ミロの絵｣のような明るい色調で描き、明るい
雰囲気のマンダラにしたいと考えています。曼荼羅では｢色｣は、おおむね次のような原則があ
ると考えられています。(参考文献⑧ 77p)

赤・・・情熱・攻撃・欲望・過剰
黄・・・活力・光
紫・・・病的・健康
白・・・未決定・自由・空虚
青・・・抑制・冷静・純粋
緑・・・生命・健康
灰・・茫漠・無意味・無生命・不安
黒・・・抑制・不自由・死

このような作業を最後の老後の仕事と選び、本格的に色づけ前の模写・下書などの作業を少し
試みているうちに、いろいろなことが脳裏を過ぎりました。
曼荼羅の原型は、インドで８世紀の初めごろまでに造形化されていたと言われています。
　また、日本に現存する最古の曼荼羅は、空海が 1200年前に唐から持ち帰ったものを原図
に模写したとも言われています。(参考文献⑧、参考資料(1))
曼荼羅を描くに当たり改めて｢曼荼羅の原図｣と私が模索した｢○＋□の聖なる空間(マンダラ)｣

の構想図を見比べてみると、1200年も前
に仏の世界の秩序(階層構造)を単に配置・
表現したモノとはいえ、このような徹底し
た幾何学的抽象作品が造形化されていたこ
とに驚きを感じます。
　そこで思い出されるのは、20 世紀中頃
に活躍したイギリス人の抽象画家｢ベン・
ニコルソン｣です。高校１年生(昭和 27 年
1952)のときに、当時大阪天王寺美術館で
開催された｢ブラック展｣(本物のキュービ
ズムの絵画)を鑑賞するために高校の美術
部の先生に引率されて郷里福井から夜行列
車で出かけました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その会場でサブ展示されていた、｢ベン・
ニコルソン｣(当時新進気鋭の抽象画家)の絵画も同時に鑑賞しました。私は上に表示するよう
な彼の画風に非常に大きな影響を受けました。高校３年のときに校内文化祭に出品した｢私の
机｣は正にその影響を受けた作品の一つとなりました。
それにしても、ヨーロッパで 19 世紀中ごろに日本の浮世絵からも触発されて発展した芸術運
動(印象派運動)、そこから派生したニコルソンのような抽象作品、それより遥か大昔に曼荼羅
(マンダラ)のような徹底した幾何学的抽象作品が、仏教絵画という形でアジア特に日本におい
て描かれていたことに、非常に驚かされました。

��� *#�*�

ニコルソン作品(1894～1982)

ニコルソン作品
(1894～1982)

高校３年生の時の
私の作品(私の机)

｢ミロの絵｣の例
｢ミロの絵｣の例
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【Ⅱ-４】 大日如来像の抽象化(梵 字)

曼荼羅を油絵具で描くために｢小さな仏像はマル(○)で抽象化｣しました。しかし主役の大日如
来の抽象化は非常に困難です。金剛曼荼羅の場合は｢中央上部に坐し、両手を胸の前にて結ん

で、仏の智慧で衆生を包み込んでい
る大日如来｣(智拳印を結ぶ)が描かれ
ており、胎蔵曼荼羅の場合は｢中央に
坐し、両手を膝の上に置き、静かに
瞑想に耽っている大日如来｣(法界定
印を結ぶ)が描かれています。
　この両界曼荼羅で一番重要な大日
如来像は抽象化せず出来るだけ原図
に近い仏像で描きたいと思い試みま
したが、油絵具で描くには画面が小
さすぎて私の画力では巧く描くこと
が出来ません。
　13世紀頃に梵字を使って大日如来
像を描いた例があります。（ 次ページ
参照 参考文献① ）
　また、○で抽象化された数多くの
仏像に対比し、大日如来像は絵画と
して浮いてしまい非常に弱い存在に
なるのではないかと思われます。
　大日如来像は抽象化は難しいが、
既に仏教で使用されている｢梵字｣
は仏像を抽象化したデザインと捉え
れば、仏教との矛盾はなくなると考
えることができます。
　そこで大日如来像に相当する梵字
を用いて描くことにしました。

醍醐寺 金剛界大日如来像(梵字)　　　   醍醐寺 胎蔵界大日如来像(梵字)

　　  金剛界大日如来像(智拳印)　　　 　胎蔵界大日如来像(法界定印)
&&&&&'!"#$ %()*+,-./012*3

梵字の金剛界大日如来像　　　　 　 梵字の胎蔵界大日如来像

　　　　 この大日如来像の梵字を用いて描く



- 13-
-  -

　ネットで｢梵字｣を検索するといろいろな仏様のお名前と梵字、またアラビア数値の梵字につ
いて知ることが出来ます。

   

　（参考）胎蔵曼荼羅の上側に配置した来迎雲に10個の大小の○丸を描き、その中に胎児の各月 　
　　　　　の成長(十月十日)の様子を梵字数値で抽象化して描きました。

　曼荼羅という言葉に神秘性を感じた先人達の中には、下記のようにすべての仏像を｢梵字｣を
用いて描かれた方もおられます。参考文献①86p、同⑬71p
　私が描いた曼荼羅も、その神秘性に触発されて｢油絵具で抽象絵画表現｣で描かれた一枚の作
品となれば幸いと思います。

梵字ばかりで制作された胎蔵曼荼羅

参考文献①｢図説 日本の仏教｣(二)密教：新潮社 86.p
江戸初期 学僧 澄禅作(岐阜 高山・国分寺)

参考文献⑬｢曼荼羅のみかた｣岩波書店 71.p
種子曼荼羅(大神宮御正体厨子 胎蔵曼荼羅)(西大寺)

梵字化されたアラビア数値

 梵字化された仏様のお名前
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【Ⅲ】｢曼荼羅｣とは何だろうか！
　｢空海と密教美術展｣で配布されたジュニアガイドに｢曼荼羅って、何だろう？｣という項目で
曼荼羅についての解説があります。（参考資料１）

｢曼荼羅って、何だろう？｣—これは私が研究を開始したときに最初に抱いた疑問・課題でした。
　曼荼羅を描こうと思い立った頃、ある書籍関係の仕事をされている方と曼荼羅について話し
合っている際に、私が若い頃に描いた絵をご覧になって｢これ曼荼羅ではないか｣と言われまし
た。当時はまだ曼荼羅の勉強を始めたばかりなので、何でこれが曼荼羅か全く理解が出来ませ
んでした。単に林の中で木々の間から差し込む光の光景を描いただけのものです。

　キャンパスを用意して下書きや色付けを開始す
ると絵画としては全く面白みがなく、再度｢曼荼
羅｣とはなにかを深めるために、田口汎さん(1935

年生 当時日蓮宗最上本山龍泉寺 教学部長 法名 梵音)の著書｢マンダラ・パワー｣(参考文献⑨)
(平成 3年発行)の再読を行いました。その中に職業的な画家でマンダラを描き続けられている京
都市立芸術大学や武蔵野美術大学で教授を歴任された 1926年生まれの前田常作さんが紹介
されていました。早速ネットで検索、著書｢前田常作のアクリル画｣(参考文献⑭)の存在を知り、

昭和６１年(1986))蒼騎展出品作品
A. 林に差込む光：CHINE
B. 林に差込む光：EMANATE
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同時に 1922年生まれの青山学院大学教授で曼荼羅を研究されていた石田尚豊さんの著書｢曼
荼羅のみかた-パターン認識｣(参考文献⑬)の存在を知り、この２冊を購入しました。
 ＜参考＞
　インターネットに次のような『両部曼荼羅関係文献目録』が紹介されています。
　国会図書館にて曼荼羅に対する単行本を検索すると一番古いのが大正5年に権田雷斧さんが｢曼荼
　羅通解｣(丙午出版社)を出し、その後217人の方々(外人１人)が 429 件もの関連本や論文を出され
　てます。
　またINBUDUS検索システムで論文を検索すると、明治27年が最初で『五秘密曼荼羅』という論文

を発表され、その後341本(外人４人)が
見つかっています。ただし、これらの検
索システムでも全貌をつかむことは難し
く、もれている論文等が多数あります。
(平成 19年 5月 23日現在)
 更に、2006年比較文化 別尊曼荼羅研
究の助けにより作られた曼荼羅の形式を
パターンに分類された｢マンダラ関連文
献｣もあり472件の本や論文が紹介され
ています。
　このように明治以来から今日までに数
多くの著書や学術論文が発表されていま
す。
　以上の文献のリストは十数ページにも
およびますので、ここには掲載しません。

【Ⅲ-１】真言宗の両部曼荼羅
　田口汎さんの｢マンダラ・パワー｣(参考文献⑨)、前田常作さんの｢前田常作のアクリル画｣(参考
文献⑭)、石田尚豊さんの著書｢曼荼羅のみかた-パターン認識｣(参考文献⑬)、この三冊を同時に読
み・研究をしました。しかし私のような凡人が結論を得ることは荷が重い。簡潔に書かれた文

章であっても難解な
のです。弘法大師が
曼荼羅を日本に持ち
帰られて以来、いろ
いろな方々(僧侶、
学者、画家や彫刻
家・・・・・)が曼
荼羅の虜になり、
どの方々も｢曼荼羅
とは何か｣を仏教の
経典から、また仏の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界から論じたり分fg]LO����*�

曼荼羅関連文献
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析したり、｢曼荼羅についての書物｣にしたり、｢曼荼羅を描かれ｣たりして来られましたが、ズ
バリ明快な答えはを出されていないように私には思われます。またどなたも｢曼荼羅とは何か｣
に生涯苦しまれているようです。｢曼荼羅とは何か｣を論じたり描いたりするのは永遠なる課題
と言えるのではないでしょうか。

　上記 3冊を読んで曼荼羅とはなにかを解かりやすく明確に解説された箇所は下記の箇所で
した。皮肉なことに本文ではなく田口汎さんは著書｢マンダラ・パワー｣で【あ と が き】と
か【裏 表 紙】に、石田尚豊さんは著書｢曼荼羅のみかた-パターン認識｣の【は じ め に】に、
前田常作さんは曼荼羅を創作されています。
●!田口汎著｢マンダラ・パワー｣

 232 ページには
　真言宗の曼荼羅は、胎蔵曼荼羅と金剛曼荼羅の二つがあって、同じ名前でもそれぞれが違っ
た形に描かれています。これはどちらの曼荼羅を祈ればよいのか、その力に違いがあるのか、
迷いが出ます。これは宗教上困ることです。そこで両部不二という思想が出てきて、一つであ
って二つではないという統一原理が必要になります。そのうえ、両部曼荼羅の中心には、どち
らも同じ大日如来という宇宙の中心である教主が描かれています。それは密教の両部曼荼羅で
は、法の仏教の法であると同時に宇宙万象の原理がある、宗教と同時に一種の宇宙論の根本原
理を表していると考えるのです。(参考文献 ⑨232p)
【あ と が き】の中に
　若い女性にとって、曼荼羅(マンダラ)が持っている内的な世界よりも、この図形が秘めてい
る官能性・色彩・デザイン・ファッション性に魅力があり。彼女たちの宇宙像・世界像をなし
ているのではないか。男性はどちらかというと、未知の宇宙や世界に興味を抱くのには、若い
女性の物怖じしない度胸が必要です。男性はどちらかというと、未知の宇宙観とか世界観とか
抽象の世界に惹かれるものです。(参考文献 ⑨268p)
【裏 表 紙】の中に
　｢若さ｣｢色と音｣｢混沌｣｢宇宙｣｢図形｣ — ５つのキーワード。知る人をして魅了してやまない
｢マンダラ｣。しかし、その図形の意味するところは、複雑で難解だといわれる。５つのキーワ
ードを横糸に、仏教および曼荼羅の歴史を縦糸にしながら、本書は謎の図形の解明に挑む。
コンピューター、セックス、ローリング・ストーンズ、四国遍路など、一見互いに無関係に見
える現象は、やがて仏教究極の教えへと集約されてゆく。そしてマンダラとは何かが解明され
た時、そこに潜む神秘の力も明日を生きるための糧となるのである。
　さらに田口汎さんの別著書『法華経パワー 解き明かされた 2000年の謎』(1989/10) の

｢BOOK｣データベースには次のような紹介がなされています。(参考文献⑩)

｢はるか 2000年の昔に説かれた経典『法華経』。幻想的にして視覚的な
その表現は、美の経典にふさわしく、今もわたしたちを魅了してやまな
い。だが、実はこの経典、奇跡としか言えない現象を生み出す力を秘め
ているのだ。では、いったいその力の正体とは何なのか？その謎の解明
に挑もうというものである。一見何のつながりもないように見えるかも
しれない。しかし、それらはやがて有機的に絡み合い、ひとつの衝撃的
な真実を告げるのである。｣



　また、● 石田尚豊さんの著書｢曼荼羅のみかた-パターン認識｣(参考文献⑬)の【は じ め に】
には、次のような解かりやすい解説があります。

　今まで制作されて来た曼荼羅を下図のように６個のパターン(A,B,C,D,E,F)に分類し、それ
らの組み合わせた合成型も含めた 10 個のパターンに分類されて解説をされています。

●!前田常作さんは画家としていろいろなマンダラ・曼荼羅を創作し描き続けられました。
&&更に世界的にマンダラを発表して受賞され、あちこちの美術館に納められています。

-!17
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前田常作氏 のマンダラ (アクリル画) (参考文献⑭)

曼荼羅のパターン認識（参考文献⑬２,３p:：解説を外し画像だけを集めています）
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正木晃さん(1953生 慶応義塾大学文学部、立正大学仏教学部非常勤講師)は、塗ることで癒される｢マ
ンダラ塗り絵｣を奨励され、いくつかの塗り絵の著書を著して塗り絵教室を開かれています。
(参考文献⑧)

　マンダラ塗り絵の効用は、｢好きな色で自由に楽しく塗るだけで深いリラクゼーションがえ
　られ、心とからだが知らぬ間に癒される画期的な塗り絵です。しかも手を使うことで脳が活
　性化し、老化防止にも役に立ちます。
　　また塗り終えたときには達成感がえられるうえに、完成品を離れて眺めると、自分の今ま
　で気づかなかった部分が見えて自分を知るきっかけにもなります。｣

!

【Ⅲ-２】法華経(日蓮宗)の曼荼羅 (参考文献⑨228p、同 243p)

　現在、曼荼羅を用いる仏教宗派には真言宗と日蓮宗の名があげられます。この両宗派は｢祈
祷｣と｢加持｣を行うことが特徴的です。真言宗では、不動明王や愛染明王、虚空明王や観世音
菩薩が祈祷の本尊で、別尊曼荼羅を用いて祈祷を行います。日蓮宗では、多くが鬼子母神、十
羅刹女、梵天や帝釈天が祈祷本尊で十界曼荼羅を用いて祈祷します。十界とは地獄、餓鬼、畜
生、阿修羅、人間、天上、声聞、緑覚、菩薩、仏の世界です。
●!法華経曼荼羅：

法華経曼荼羅は、日蓮聖人が佐渡島に流されて
生活をなさっておられる時、霊感を与えられ感
得された曼荼羅で、お題目 南無妙法蓮華経 と
いう首題を中心に、諸仏、諸菩薩、明王、天と
法華経に登場される尊格(仏様)を網羅して描かれ
た文字の曼荼羅です。聖人には宗教が二つの世
界を持つことには納得がいかなかったのでしょ
う。胎蔵と金剛界を象徴する不動と愛染に二明
王をもって曼荼羅の世界を囲むという考えを得
られたのです。両部を統一する象徴を考え出さ
れ、これが本尊の統一となされたようです。
池上本門寺 大坊本行寺で聞いたところによると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日蓮宗の修行の一環として 法華経曼荼羅 を全て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の僧が描くそうです。

 法華経曼荼羅 (髭の曼荼羅)

 マンダラ塗り絵のいろいろ
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【Ⅳ】現在の科学技術から観た 曼荼羅・マンダラ・・・
　マンダラという言葉そのものに神秘性を感じ、人々は引きつけられるのではないでしょうか。
古代の先人達は天の川の星空を仰いで｢夜空の神秘性｣を感じ、想像力を発揮して曼荼羅・マン
ダラ模様を想像・空想したと思われます。つまり曼荼羅・マンダラとは、神秘的な模様・デザ
イン・色合いで｢人を引き付ける何かがある絵画｣ということです。
現在の科学技術 顕微鏡では目に見えない細部を、天体望遠鏡では遥か彼方の宇宙空間を、観
察してみると神秘性に満ちた「曼荼羅・マンダラ模様」が観られます。マンダラ模様の一例と
して、I C チップのパターンと神経細胞および遥か彼方の宇宙空間を以下に上げてみました。
　ミロの絵画は、絵画としての面白さがあっても神秘性がないので曼荼羅・マンダラとはいえ
ません。ヨーロッパ人が描いた西洋の絵画に過ぎません。東洋と西洋の歴史・文化の違いであ
りましょう。

　コンピュータ I C チップ パターン(マンダラ模様)　　　　　　　神経細胞(マンダラ模様)

現在の科学技術から観える｢マンダラ模様｣

 遥か彼方の宇宙空間(マンダラ模様)

　　　　　　　大空 宇宙空間 天の川 (マンダラ模様)
古代の先人達は天の川の星空を仰いで「夜空の神秘性」を感じ想像力
を発揮して曼荼羅・マンダラ模様を想像・空想したことでしょう。
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【Ⅳ-１】古代人から観えた｢マンダラ模様｣

「護摩壇」のいろいろ(密教の祭壇 マンダラ模様) インターネット検索により

　インターネットでアンコールワットを検索していたら下記のような上空から撮影されたアン
コールワットの全景が見つかりました。アンコールワットを上空から見ると｢密教の祭壇｣そっ
くりではないかと感じました。護摩壇のあるお寺で護摩壇は胎蔵曼荼羅そのものを具現化した
ものとの説明を聞きました。すなわち密教の祭壇は、胎蔵曼荼羅そのものを具現化したものと
いえるでしょう。
アンコールワットなど巨大な石による建造物や洞窟が彼方此方にありますが、これなども｢曼
荼羅・マンダラ｣そのものです。東南アジアの歴史・文化は古く奥が深いですね！

 巨大なアンコールワットの模型  上空から見たアンコールワット
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【Ⅴ】終わりに → なぜ｢曼荼羅｣を描こうと思い立ったか

 私が仏教美術に関心を持つようになった原点は、前述しましたが高校１年生(昭和27年1952)
のときに当時大阪天王寺美術館
で開催された｢ブラック展｣を鑑
賞するために、高校の美術部の
先生に引率されて郷里福井から
夜行列車で出かけた２泊３日の
大阪・奈良の旅に起因します。
　大阪天王寺美術館で｢ブラック
展｣を鑑賞したのち奈良に赴き、
東大寺の仁王像、大仏、興福寺
の日光・月光菩薩、法隆寺の百
済観音像などの仏像の美しさに
感動し、それぞれの伽藍の素晴
らしい建築様式に心打たれまし
た。

わけても法隆寺の薄暗い宝物殿
におられた百済観音には言いよ
うのない感銘を受けました。全
身が総気立ち身動きができなか

った記憶があります。これら仏像、伽藍を拝観し
たことは飛鳥・奈良時代の日本の芸術に憧憬の念
を抱かせる端緒になりました。

明治25年(1892)生まれの抽象的な画風の川口軌
外さんは、大学時代に切り抜いたある美術雑誌の
紙面には次のようなコメントを述べられています。

　　　　　｢推古仏・百済観音｣
　　　　　構成の最も美しい形態
 　幾何学的な線の用い方、及び面の立体的な
 表現に注意してください。構成というのは唯
 単に、偶然に生まれてくるものではなく、物
 体の研究の結果、要約されたものです。
 　抽象画像の表現の特徴は単純化された構成
 にあります。単に現在の絵画だけでなく、古
 来、優秀な作品にいずれも、すぐれた構成の
 美が秘められているのです。

今のスマホ時代と違って昭和２７年(戦後７年)
当時では写真は庶民にとっては高嶺の花でした。
この旅行では、奈良公園の写真屋さんに撮って
もらったこの１枚しかありません。

 川口軌外さんコメントがある紙面(美術雑誌名不明)
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　このコメントを貼付けたスケッチブックに
は、百済観音像を抽象化できないか試みたも
のが残っています。○や△の表現手法に興味
を持っていたようです。
　平成18年(2006)に古代仏教遺跡を研究さ
れておられる阪南大学国際コミュニケーショ
ン学部 山本教授の依頼で、私が経営してい
た会社(株)ＭＩＦの商品で医療用に作られて
いたものにミュージャム用の機能を追加した
｢画像ファィリングシステム Ｐｉｎ_ｕｐＶ
ｉｅＷ(Gallery’s)｣を開発して納めました。
　そして次のようなホームページを作りまし
た。

　この｢画像ファィリングシステム Ｐｉｎ_ｕｐＶｉｅＷ(Gallery’s)｣を開発したことで東南
アジアの古代文化や美術に興味を抱くようになり、その関係の書籍を書店で立読みしたり購入
していました。
｢曼荼羅を描こう｣と思い立ったのは、自分史を書いていた平成22年頃からです。

画像ファィリングシステム Ｐｉｎ_ｕｐＶｉｅＷ(Gallery’s)
インデックスフレームの例

抽象化を試みた百済観音像

ホームページ表紙
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　当時東京国立博物館で開催される展覧会には必ず赴き、３ページに示す参考文献②③④⑤を
買い求めています。また、『日本の仏像巡礼 日本人は仏像に何を願ったか？』(参考文献⑥)を購
入し日本の仏教美術の勉強もしました。あわせて浄土真宗門徒である私は、浄土真宗の世界｢極
楽浄土の情景｣を描いた浄土図などの勉強もしました。そのなかで代表的な『當麻曼荼羅』(阿
弥荼浄土相関図次ページ)は仏画としては高貴な世界が描かれています。私にとって極楽浄土を
描いた絵画は、仏画としては素晴らしいのですが、絵画としては今一つというところです。
また抽象画で表現することは、とても難しく不可能と思いました。もっと深く浄土や仏の役割
などを勉強していれば違った考えになったかもしれませんが。
（追記）平成28年(2016)３月30日に泄(エイ)出版社から 六道絵・大地獄図・立山曼荼羅か
ら當麻曼荼羅・来迎図まで『至宝の絵図で解き明かす！ 地獄と極楽浄土 死後の世界ってどん
なところ？』との著書名の完全保存版が発行されました。参考文献⑮
!R_�/�MLTb����(�����*��)%�j]����%�o��]R�TU

O�[`LOF@\*��]"#-@�LT&'(-./4�@� %�����@¡*

¢£m¤B]$,¥-[V¦§¨©§)¨Fª«-qar_%fgFª«%¬S`qa

次の老後の仕事とでもしますか！?・・・

　一方、密教の両界曼荼羅は｢仏の配置｣が幾何学的であるため、絵画としては非常に面白く感
じました。この様式なら山口の技量でも画にできると思ったのです。
　これが 密教の｢両界曼荼羅｣を選んだ理由です。

極楽浄土 當麻曼荼羅図 参考文献⑮ 85pより



【Ⅴ-１】商品：画像ファィリングシステム
　21年前に私が経営していた会社で開発・販売した｢画像ファィリングシステム｣のカタログ
に用いたコンセプトが、偶然か胎蔵曼荼羅によく似た構造で表現しています。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ●｢商品：画像ファィリングシステム・コンセプト｣
これは平成６年(1994)から私がライフワークとして販売・開発してきた｢画像ファィリング
システムのコンセプト (商品のロゴ) ｣です。

　この絵は二次元の画面上でしか存在出来ない立体構造です。(だまし絵です)
中央をご覧ください。そしてダンベルの両方の球に注目ください。
掲げた六つのコンセプトは、このような構築物にすればコンセプトの関連性を大きく纏めて面
白く表現できるのではないかと思い付き図案化しました。　------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　    ｢曼荼羅とは｣なんだろうか！ と曼荼羅なるものを、このコンセプトの彩色・色調
       で描けば抽象化されたマンダラを巧く表現できるのではと思いました。

         どのような｢抽象絵画マンダラ｣になりますやら！
          最後にこれから描こうとする｢抽象絵画 マンダラ｣の彩色・色調が、21年前(平成６年(1994))に
          すでにカタログのデザインに使われていたことに驚くとともに、このような才能を与えてくれた
          両親に深く感謝いたします。

　　画像ファィリングシステム コンセプト

　　　　　　終わり
平成28年 11月 25日
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(参考資料１) 空海と密教美術展(ジュニアガイド)（高雄曼荼羅）参考文献 ①256、257p ② 96、97p
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空海が中国・唐
から持ち帰った
両界曼荼羅を手
本にして描いた
日本で最も古い
両界曼荼羅。
(平安時代９世紀
京都・神護寺)

平 清盛が描かせ
たといわれ、胎
蔵界の中心の大
日如来の冠は、
清盛の血をまぜ
て絵の具をぬっ
たと言いつたえ
があることから、
「血曼荼羅」と
もよばれます。
(平安時代12世紀
和歌山・金剛峯寺)

                                                                 　②の｢血曼荼羅｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　をデジタル画像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術を使って復
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元を行いインク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジエットプリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 で和紙に高精細
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印刷し金剛峯寺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に奉納されまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 た。 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (平成27年20世紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  和歌山・金剛峯寺) 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(参考資料２) 両界曼荼羅の原図 ①高雄曼荼羅、②血曼荼羅、③再生曼荼羅
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① 国宝 両界曼荼羅図（高雄曼荼羅）参考文献 ①256、257p ②96、97p

③ 想定色平成再生版 両界曼荼羅原図 (参考文献：TOPPAN News Release)

② 国宝 両界曼荼羅図（血曼荼羅）参考文献 ①82、83p ②108、109p
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③ 想定色平成再生版 両界曼荼羅原図 (文献：TOPPAN News Release)



        

(参考資料 3) TOPPAN News Release
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金剛界曼荼羅 成身会

胎蔵界曼荼羅 中台八葉院

旭日と大日如来

宇宙の遥か彼方から胎蔵
・十月十日で赤ん坊が

金剛界曼荼羅 成身会



｢私の曼荼羅｣は６畳間の天井にロープ張り滑車で吊るしたりして描きました。
　　① ３６０度カメラで撮影されたアトリエの様子

　　② キャンバスを滑車で吊りいろいろと方向を変えて描く



金剛界曼荼羅 成身会 胎蔵界曼荼羅 中台八葉院

旭日と大日如来 宇宙の遥か彼方から胎蔵・十月十日で赤ん坊が



 

題名：○と□の聖なる空間(両界曼荼羅)


