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序 

 

 

 

 本研究は 20 世紀以降に形態表面を強く意識して制作された立体作品を取り上げ、それら

の作品に見られる形の捉え方の変化について考察を行うことを目的としている。その過程

の中で、マッスを空間的な境界面として捉える見方が現れてきた点に注目し、形の見方が

成立する上で制作時に用いられる型どり（キャスティング）技法の使用が深く影響してい

る事について検証を行う。 

作品の形式に着目し、形を「表面」で捉えようとする見方は、20 世紀以降の美術におい

て最も特徴的なものの捉え方の一つである。形を表面において捉えた立体作品の最も代表

例としては、構成彫刻を挙げることが出来るだろう。ピカソの〈ギター〉（1912）以来、モ

デリングやカービングではなく、板状・線状の素材・既製品などを「組み合わせる」事に

よって制作が行われた結果、新しい彫刻の形式としてマッスを持たない作品が現れたので

ある。以来、彫刻は伝統的にマッスを前提条件とした具象・抽象彫刻と、マッスを全く必

要としない構成彫刻とに大きく二分されたと考えられる。 

20 世紀以降に現れた新しいマッスの捉え方とは、形態を「物質による内部の充実」とし

て見るのではなく、立体と空間の「境界面」によって区切られた領域として見る見方であ

る。20 世紀の彫刻作品の展開の中には、作品の形態をイメージでも物質でもなく、空間的

な領域の境界面として捉える流れが存在している。そのようなマッスの捉え方に見られる

表面化が、実際に作品の中でどのように表れてきたのかを本研究では明らかにしたい。 

また、形の捉え方の変化に強い影響を与えていると考えられる制作技法との関係も明ら

かにする。伝統的な彫刻がモデリングやカービングで制作され、構成彫刻が構成（組み合

せ）によって制作されるように、作品における形態の捉え方は制作時に使用される技法と

密接な関係にある。本稿で取り上げる作品の展開の中で次第に境界面としてのマッスの意

識が形成されていく過程においては、それらの作品に使用されている型どり（キャスティ

ング）技法が深く関係していると考えられる。したがって、空間内における境界面として

のフォルムが意識された作品を追いながら、キャスティング技法の使用の歴史を概観しつ

つ、形の捉え方との関係を見ていきたい。 

本稿は二章によって構成されている。 



4 

 

第一章では、新しく表れたマッスの捉え方がどのようなものであるのかを明らかにする。

近年の作品における立体表面の造形がどのようなものであるかを確認した上で、20 世紀を

通じて意識の高まった表面と立体表現の関係を振り返る。 

立体作品における表面への意識は、先に触れたようにキュビズムを起源とする構成彫刻

の流れに最もはっきりと表れている。しかし、構成彫刻の捉え方とは対照的に、マッスを

持ったまま、形態表面を独立して捉える見方が存在することを第一章では明らかにする。 

第二章では、一章で明らかにした「形態表面とマッスの分離」の現象を示す作品のほと

んどが型どり（キャスティング）技法を用いている点に注目し、表現と技法の関係を考察

する。前半で型どり技法の歴史的な使用法の変遷を振り返った上で、マッスの表面化に関

してどのような影響を与えたのか考察を試みる。 
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マッスと表面の分離 
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第一章 

 

マッスと表面の分離 

 

 

 

 

1. 20世紀以後の立体表面 

 

現在、立体作品の事を「彫刻」と呼ぶ機会は少なくなってきている。なぜなら、素材や

形式が拡大した結果、外見的に伝統的な彫刻から大きく離れた作品が圧倒的に増えたから

である。またそうした作品を鑑賞する際に、制作プロセス・社会性・素材・設置場所との

関係など、作品の構成要素や外部との関わり方をより重要とする考え方が一般化してきた

事も背景として挙げられるだろう。つまり、立体作品の造形的な「形」だけを問題にする

機会が減ったのである。 

 それでは近年において立体の形の見方に全く変化は無いのだろうか。アースワーク・映

像・インスタレーションなど、20 世紀には立体物でありながら従来の彫刻と違なる表現形

式が多く表れたが、彫刻の本質である形に対する見方はどのように変化したのだろうか。 

 20 世紀初頭から現在にかけて形成され広まった形の捉え方の一つに「立体を表面におい

て見る」見方がある。20 世紀の西洋美術においては、表現されたイメージとしての主題だ

けでなく支持体であるキャンバスや絵の具、新たな表現素材など「表現形式」に対する興

味が高まった。それらは、これまであまり意識されてこなかった「表面」に対する関心の

高まりと言い換えることが出来るだろう。勿論、表現の中での表面への意識は古くは絵画

におけるトロンプ・ルイユ（だまし絵）などの写実表現の歴史に見る事が出来るかも知れ

ない。しかし、あたかも実物がそこにいるかのような表現ではなく抽象的な形や色・素材

の材質感を活かし「実物に似ている」事に価値を置かない非再現的な作品が増えたことが

20 世紀美術の特徴である。 

本章では美術の表現形式が大きく変化した 20 世紀の作品に対象を絞り、この時期に立体

物の形態を「表面」で捉える表現がどのように展開してきたのかを振り返った上で、それ

らとは異なる表面的なマッスの捉え方が現れてきた事に関して検証を行いたい。 
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1.1. 現代美術に見る立体表面 

そもそも今現在、形態の表面に着目した立体表現にはどのような作品があるだろうか。

表現の歴史的な推移について振り返る前に、最近の傾向について見てみたい。ここでは特

に鑑賞者に立体の表面を強く意識させる作品を制作する代表的な作家を３人取り上げ、そ

れぞれの作品における表面の役割について考えてみる。 

 韓国出身の作家ス・ドホ（1962- ）は〈ブループリント〉（2010、図 1）において、ニュ

ーヨークで住んでいたアパートの正面部分を実寸大で布を用いて再現している。椹木野衣

が指摘しているように1、この作品はアパートの形をしていながら日本で一般に「建築」と

呼ばれる為の機能や構造を持たない。基礎を持たずに上から吊られているため無重力的な

                                                 

1 椹木野衣「ス・ドホの亜生命＝亜建築」『ス・ドホ in between』、広島市現代美術館、2012、pp. 80-87 

図 1 ス・ドホ〈ブループリント〉2010 
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印象を与え、半透明の布を使用することによって壁の本来の機能である外部と内部の遮断

が行われず、物質感が限りなく消えている。ス・ドホは布によって建物を再現することで、

元の場所から「移動可能」な家を表現している。2010 年のヴェネチア国際建築ビエンナー

レでは共同作業をした弟とかつて共に両親と暮らしたソウルの家のシルエットと重ねて展

示された事が示すように、ス・ドホの家は個人的な記憶に深く関係している。しかし記憶

からの再現ではなく厳密な計測によって再現された非物質的な「表面」として家が表現さ

れる事によって、空間に関する人の物語や記憶を鑑賞者に強く喚起する力を持っている。 

 また、名和晃平（1975- ）も立体物の表面をテーマとした作品を制作する作家である。

代表作である〈PixCell-Double Deer #4〉（2010、図 2）では、鹿の剥製の表面が無数のビ

ーズで覆われ、透明のレンズの様な粒を通して視覚的に変化したテクスチャを見せている。

モチーフの表面を変化させて見せるこの手法は、作家本人による「Cell」の概念に基づいて

図 2 名和晃平〈PixCell-Double Deer #4〉2010 
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いる2。鑑賞者が視覚的に捉える立体物の表面をビーズのガラス質の中に閉じ込める事で、

小さい「映像の細胞（Pix-Cell）」に変換し、物質的な素材感を視覚的な光の現象へと解体

している。また、レンズ効果によって現実には様々なテクスチャを持つ立体物が均一な表

面へと変換される事で、統一感のあるマッスを持つ伝統的な彫刻のような印象を与えても

いる。 

 少し年代を遡るが、アニッシュ・カプーア（1954- ）は作品を徹底的に研磨したり顔料

を使ったりする事で形態表面の質を変化させる作家である。 

 〈無題〉（2008 – 09、図 3）は直径約 3m の中空の半球、つまりお椀のような形を壁面に

設置し、鑑賞者に内部の凹んだ空間を覗かせる作品である。表面に施された塗装は鏡面状

に磨き上げられている。写真を見て分かるように、この作品を見る人間は上下が反転し丸

く歪んだ自分のいる風景を見る事になる。 

 表面を鏡面に磨いた立体作品全般に言える事だが、光を反射し外部の風景を写し込むこ

とによって、立体の本来の形態そのものは非常に見えにくくなる。カプーアの作品はその

                                                 
2 名和晃平『感性と「表皮」: 現代彫刻における一方法論』、京都市立芸術大学、2003、博士論文（未公刊）。 

図 3 アニッシュ・カプーア〈無題〉2008-09 
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性質を最大限利用し、表面に映りこんだ周囲の光や風景のみが強烈に印象付けられるよう

な仕組みになっている。作品の形がどのようなものであるのかは鏡面でない裏側の形によ

ってかろうじて分かるものの、鑑賞者に向けられた側の形の凹凸がどのような形状である

のかを判別する事はほとんど不可能である。カプーアのこうした作品は日常的な視覚のあ

り方を変化させ、不安定な状態へと変化させる効果を持っている。 

 上に挙げた 3 人の作家に共通する特徴を挙げるならば、それぞれの用いた異なる技法に

よって立体物の何らかの「視覚的な印象」が強められ、一方で「物質としての存在感」が

弱められている点である。スの作品では先に述べたように半透明の素材を上から吊り下げ

る事で記憶やイメージとしての性格を強めているし、名和の作品ではモチーフの本来持つ

物質的なテクスチャが映像的な「PixCell」へと変換されている。カプーアの作品において

は鏡面の作用によって作品の形態を判別する事がもはや困難である。しかし一方で、スと

名和の作品では均一な素材によって壁面やモチーフの表面を再構成する事で、立体の本来

持つ空間的な限界としての表面が強調されてもいる点にも注目したい。他にも表面を意識

した作家は数多くいると推測されるが、ここに挙げた 3 名の作家の作品の特徴は近年にお

ける表面への意識の傾向を最も端的に表していると言えるだろう。 

 

 

1.2. 近代彫刻における表面の問題 

 それでは、こうした近年の立体表面への関心は歴史的にどのように展開してきたのだろ

うか。作品形式が大きく変化した 20 世紀に焦点を当て、作品における表面への意識がどの

ように変化したのかをここでは振り返りたい。この時期には伝統的な人物をモチーフとし

た具象彫刻の他に、新たな彫刻の表現形式として特定の再現対象を持たない「抽象彫刻」、

組合せによって制作される「構成彫刻」、工業的に大量生産された製品や自然物などを作品

に用いる「オブジェ」「レディメイド」が現れた。それぞれの表現形式において、表面への

意識はどのように表されてきたのだろうか。 
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(1) 具象彫刻・抽象彫刻 

 はじめに近代彫刻の父と言われるオーギュスト・ロダン（1940-1917）と、同時代の彫刻

家数人を取り上げながら、近代彫刻の初期の作品にどのような変化があったのかを確認し

よう。具象彫刻・抽象彫刻という分類は、後述する構成彫刻と比較するために「マッスを

持つ立体作品」をここでは意味している。伝統的な人物像をモチーフにした具象彫刻と現

実に存在する物を再現しない抽象彫刻では、表面の意識はどのように表れたのだろうか。 

 近代初期の彫刻作品における表面上の変化は、大きく 2 つ挙げることが出来る。一つは

節の冒頭で取り上げた近年の作品と同様「視覚的な印象を変化させる」事を目的としたも

のである。もう一つは、彫刻に使用される材質の「物質的な素材感を強める」事を目的と

している。この 2 つの目的を実現する為、伝統的な彫刻では見られなかった手法が作品に

用いられ始めている。 

 ロダンの作品には古代ギリシャのブロンズ彫刻のように形を端正に仕上げたものも存在

する。しかし多くの作品の特徴として、モデリングの際の手跡を残す事や、筋肉の盛り上

がりを強調する為につけられた表面上の激しい凹凸をつける事が挙げられる（図 4）。激し

図 4 オーギュスト・ロダン〈オルフェウス〉1908、1921（鋳造） 
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く盛り上げられた凹凸は生命力や動勢（ムーブマン）のより直接的な表現とも解釈できる

が、実際の視覚的な効果としては黒いブロンズの表面に白く光が多く反射し、絵画的とも

言える印象を与えている。作品は設置場所や照明の状態によって印象が目まぐるしく変化

するため、同じ作品でも異なる展覧会や美術館で見た場合には異なる雰囲気を感じる事が

ある。ロダンは彫刻が持つ立体としての形を重視した事は明らかであるが、一方で鑑賞す

る際の視覚的な印象、特に光の効果をも重視したと言われている。表面につけられた激し

い凹凸の他、素材として石膏を使用する際に白く光を反射し輪郭をぼかす効果のある性質

を利用して作品を制作したと言われる。 

 また表面に絵画的な効果を与えた作品として、ロダンとほぼ同時代のメダルド・ロッソ

（1858-1928）による、透過性のある蝋を素材に用いた絵画的な彫刻作品が知られている。 

 〈この子を見よ〉（1906、図 5）はロッソが数多く制作した蝋による肖像の一つである。

注目しておきたいのは、この作品の後ろ半分は作られておらずレリーフの様な作品になっ

ている点である。ロッソの作品の多くは 360°周囲から鑑賞できる彫刻作品ではなく、レリ

ーフ状であったり人物のイメージが素材の塊に埋もれていたりしている。その結果、鑑賞

者が見る事の出来る角度は自然と限定されている。ロッソ自身は知人への書簡の中で「ひ

図 5 メダルド・ロッソ〈この子を見よ〉1906 



13 

 

図 6 コンスタンティン・ブランクーシ〈空間の鳥〉1924 

とはある形態の印象を得るためにその周りを回らないのと同様、彫刻のまわりを回るわけ

でもないのです3」と書いているように、自分の彫刻作品が絵画のように見る視点を限定さ

れる事に対して意識的であり、彫刻を一視点から見るべきと主張した。その背景にはボー

ドレールの彫刻に関するサロン評（1948）が影響していると言われている4。その批評では、

彫刻の鑑賞者は何百という異なる視点を選択することが可能であり、また作品が照明の位

置によって芸術家の想定しない美を表すことを理由に、彫刻が絵画より劣ったものだと論

じられている5。ロッソの作品に見られる蝋という素材や独自の作品形式は、非物質的で絵

画的な彫刻作品を制作するために選ばれたものである。 

 上に挙げたロダンやロッソがそうであるように、彫刻作

品の表面の処理や操作は視覚的あるいは絵画的効果を取り

入れるために行われている。またロッソの作品が示すよう

に、視覚的な効果を強調する事は作品を非物質的に見せる

方法でもある。 

しかし、反対に彫刻作品に使用された物質としての存在

感を強めるために表面を加工する事も頻繁に行われたので

ある。コンスタンティン・ブランクーシ（1876-1957）は

単純化された形態の彫刻で知られており、その表面は徹底

して研磨されている。作家は研磨機を使わず自らの手によ

って作品を磨いたと言われるが、その意図は一体何なのだ

ろうか。〈空間の鳥〉（1924、図 6）は研磨された作品の代

表例であるが、章の冒頭で挙げたカプーアの作品と違い、

作品そのものの形の存在感が強調されているように見える。 

 中原佑介によれば、ブランクーシの作品に見られる表面

の研磨は、精神的な象徴として非物質的な世界を表すため

に行われたという。「真の形態は無限を示唆するもの

でなければならないと思う。表面はあたかも永遠に

持続し、あたかも物質からうまれて、ある完全で完

                                                 
3 『現代イタリア彫刻の全貌』、彫刻の森美術館、1972 
4 中村傳三郎「メダルド・ロッソ―二つの R―RODIN・ROSSO(作家研究⑩)」、『美術手帖』（466）、美術

出版社、1980. 6. 、pp. 210-231 
5 同上、p. 212 
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璧な存在となったもののように見えなければならない6」と作家の言葉を引用しながら、飛

翔の観念をあらわすために選ばれた手段が金属の物理的特質を糊塗することではなく、研

磨によって金属固有の性質を徹底化する事であったことを中原は強調する。抽象的な観念

を表現しようとしたブランクーシの作品は「かたちの絶対化と物質の特性の顕現7」という

両義的な性格を持つと中原は指摘する。 

 ブランクーシのように作品表面において物質性を強調することは、20 世紀を通じて制作

された具象・抽象彫刻に広く共通する意識である。ロダンやロッソにおいては視覚的な効

果が期待されていた手作業の痕跡は、同時に素材の物質的な抵抗感を示すものでもある。

木や石、テラコッタなど、自然素材によって形態をつくる彫刻作品において鑿跡や指の感

覚的なタッチはしばしば素材の魅力を引き出すために残されている。 

 以上のように、ロダンを含めた 20 世紀初頭の具象・抽象彫刻では、作品表面への意識と

して、一つには光の反射を利用し絵画的な効果を引き出すために激しい凹凸の処理が行わ

れ蝋のような透過性のある素材が利用されている。また一方では、ブランクーシの作品の

ように物質の特性を強調することも、彫刻作品の表面への意識として広く見られる特徴で

ある。 

 

(2) 構成彫刻 

 構成彫刻は、文字通り「構成」の手法によって制作される彫刻作品である。キュビズム

やロシア・アバンギャルドなどの芸術運動や工業技術の発達を背景に生まれ、後述する「オ

ブジェ」作品と共に 20 世紀に現れた新しい彫刻の表現形式である。構成彫刻は新しい制作

方法と素材の拡大を彫刻表現にもたらしたが、同時に彫刻を「表面」において捉える事に

関して重要な役割を果たしている事についてここでは見ていきたい。 

 まず構成彫刻がどのようなものであるのかを確認しよう。ウラジーミル・タトリンの〈反

レリーフ〉（1915、図 7）は構成彫刻の典型的な例の一つと言えるが、伝統的な彫刻のよう

なマッスや特定の再現対象を持たず、薄い金属板やワイヤーで構成され、作品は壁面に設

置されている。この作品のように従来の彫刻のようなマッスを持たず、工業技術の発達と

ともに使用され始めた新しい素材によって制作されるのが特徴である。 

                                                 
6 中原佑介『ブランクーシ』、美術出版社、1986、p. 140 
7 同上、p. 188 
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 構成彫刻が従来の表現に比べ新しい点は主に以下の２点である。一つは従来の彫刻制作

がモデリング・カービングを基本としていたのに対し、断片的な部分を「組み合わせる」

事を制作方法として用いている点である。もう一つは、既に述べたように鉄やプラスチッ

クを始めとする素材の多様化である。その結果生じたのは、

薄い板や線材で構成されることによって「マッスを持たない」

彫刻作品が現れた事である。 

 では構成彫刻における表面への意識とはどのようなものだ

ろうか。それを明らかにするためには、この表現形式がどの

ように生まれたのかを遡って見てみる必要がある。 

 パブロ・ピカソの〈ギター〉（1912、図 8）は絵画理論であ

るキュビズムの実践から制作された作品だが、同時に構成彫

刻の起源とも言われている。図 8 の〈ギター〉は金属版と針

金を組み合わせて制作されているが、ピカソは同じ年に厚紙

や紐による別のヴァージョンのギターを幾つか制作している。 

 ピカソやブラックが実践したキュビズムの理論は、複数の

視点から見た対象の部分的な要素を一つの画面上に再構成す

る手法である。この〈ギター〉の場合、異なる角度から見ら

れた輪郭線によって切り取られた板や、穴や弦を表すパーツ

が組み合わされることによって新たな形が出来上がっている。 

図 7 ウラジーミル・タトリン〈反レリーフ〉1915 

図 8 パブロ・ピカソ〈ギター〉1912 
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 つまりピカソの〈ギター〉は、表現対象である立体を「視覚的な表面」において捉えら

れた形によって再構成された作品だと言える。結果として生じたのは、伝統的な彫刻に見

られるマッスを持たない作品である。勿論、構成彫刻の全てのマッスが消えた訳ではない

が、作品が成立する上でマッスはもはや必要な条件ではなくなったのである。 

 マッスを持った形態を「視覚的な表面」において捉えるとはどういう事なのか、もう少

し詳しく見てみよう。ハーバート・リードは彫刻のマッスに関する論考8の中で、マッスと

表面の関係をピアジェの児童の精神発達に関する研究を引用しながら述べている。リード

は人間のマッスに対する感覚は生まれながらに持っているのではなく「辛抱強い学習過程

によって習得されねばならない9」ものだと言う。リードが証拠として参照するピアジェの

研究では、児童が対象の堅さ・重さ・光・熱を学ぶのに大した時間がかからないのに対し、

マッス（量）の測定や量同士の比較に関する学習は徐々にしか進まない事が明らかにされ

ている。なぜなら、堅さ・熱・重さといった要素は生まれながらに与えられた五感によっ

て感じ取れるのに対し、マッス（質量）の感覚は表面の凹凸・素材感などから体積や重さ

などの自分の経験から「推測」して得られる総合的な認識だからだとリードは指摘する。

マッスを単に「塊」と捉えるならば光や色の平面的なマッスも考えられる。しかし彫刻家

が作品を制作する際に感じ取る求心的な立体的マッスは、様々な視点から見られた像を制

作者の頭の中で統合する事によって成り立っていると言える。 

 このように、モデリングでもカービングでもない「構成」の手法が現れた背景には、キ

ュビズムという視覚的な認識を分析する絵画理論が深く関係していた。そして構成彫刻の

対象を視覚的な表面において捉える側面は、戦後のアメリカにおいてさらに深く追及され

ることになるのである。 

 戦後アメリカにおいて強い影響力をもった批評家であるクレメント・グリーンバーグは、

自身の絵画理論を体現する新しい彫刻として構成彫刻を評価している。その結果、ディヴ

ィッド・スミスやアンソニー・カロがその影響を受けながら新たな構成彫刻を発展させる

事になった。スミスの〈キュービⅩⅩⅦ〉（1965、図 9）は、金属の直方体や円柱によって

構成された作品である。構成要素である直方体や円柱はマッスを持ってはいるものの、片

方の小さなキューブが斜めに溶接されている事が示すように、物体の軽やかさが強調され、

凹凸によるマッスというよりは明確に分割された面の光の明るさや色の違いが強調されて

                                                 
8 ハーバート・リード（宇佐見英治訳）「マッスの実現」『彫刻とは何か―特質と限界』、日貿出版社、1980、

pp. 189-260 
9 同上、p. 190 
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いるように感じられる。グリーンバーグはこうした新しい構成彫刻の特徴について、起源

としてのキュビズムとの関係を強調した上で「触覚的連想がイリュージョンを醸し出す10」

モノリシックな（一枚岩的な、マッスを持った）彫刻から解放するものとしている。 

 グリーンバーグにとって美術作品は、イリュージョンを表現するのではなく絵画や彫刻

などそれぞれの表現形式の特性を自律的に示すべきものである。したがって、彫刻という

表現形式の中ではイリュージョンであるマ

ッスを再現する習慣から離れる上で構成彫

刻の手法が有効であるとグリーンバーグは

主張する。 

 以上見てきたように、構成彫刻は立体物

を表面において見ることを実践した結果、

従来の彫刻が持っていたマッスを「再現さ

れたイリュージョン」として解体してしま

った。以後の彫刻作品、例えば冒頭に挙げ

たス・名和・カプーアの作品において見ら

れる、形態の視覚的現象としての側面を強

調し、物質的な重みを感じさせずに光や色

などを強く印象付ける傾向は、20 世紀を通

じた構成彫刻の発展とそれを理論的に支え

たモダニズムの議論の中で強まっていった

と言えるだろう。 

 

(3) オブジェとレディメイド 

 最後に、構成彫刻と同様 20 世紀に現れた立体作品の表現形式であるオブジェとレディメ

イドに見られる表面への意識について見てみよう。 

 そもそもオブジェという考え方はどういったものだろうか。中原佑介によれば「オブジ

ェ」という呼び方自体はシュールレアリズムの作家によって名付けられたとされている11。

あるいは、ピカソやブラックのパピエ・コレをオブジェが初めて芸術に導入された例だと

                                                 
10 グリーンバーグ、C.（藤枝晃雄編訳）「新しい彫刻」『グリーンバーグ批評選集』、勁草書房、2005、p. 107 
11 中原佑介『現代彫刻』、美術出版社、1987、p. 92 

図 9 ディヴィッド・スミス〈キュービⅩⅩⅦ〉1965 
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図 10 マルセル・デュシャン〈自転車の車輪〉 

1913、1951（再制作） 

することもある12。いずれにせよ、オブジェの目的は立体物が持っている実用的な意味や機

能をずらして提示することにある。この性格をよく表しているのがマルセル・デュシャン

による「既製品（レディメイド）のオブジェ」である。〈自転車の車輪〉（1912、図 10）は

自転車に使われる車輪と椅子を、ほとんど手を加えずにそのまま提示した作品である。こ

の作品で重要なのは工業製品が作品に使用された点ではなく、物体に関する人間の視線、

とりわけ意味や機能に関する認識が変化している点で

ある。「走る」「座る」といった機能から離れ、金属や

木によって構成された物体としての側面が強調されて

いる。 

 このように物体の持つ「意味と機能」を変化させる

事を目的としたオブジェ作品において、表面への意識

は「日常的に存在する物」と「表現された美術作品」

の違いがどこにあるのか、という点に向けられている。

例に挙げたデュシャンの車輪の作品であれば、鑑賞者

はそれが自転車や椅子である事を明らかに認識できる

一方で、展覧会の会場にそれらしく構成されて設置さ

れる事で本来の機能に沿っていない物体である事をも

同時に認識させていることが重要な点になっている。 

それでは、意味や機能に関するこの問題が作品の造

形性、とりわけ表面に関わる造形にどのような変化を

与えているのか、具体的に検証していきたい。 

a. 現実と作品の曖昧化 

 まずはこの問題を作品において批判的に扱う時にし

ばしば用いられる手法である「現実に存在するものとの違いを曖昧にする」事を利用した

作品を取り上げたい。これは伝統的な写実表現が本物と見間違うような再現を目指すのと

は全く異なる。明らかに何かを再現しようとした偽物であるのが分かるのにも関わらず、

本物と表現された偽物との差が一体何であるのかが分からなくなり、鑑賞者の認識のあり

方を揺さぶろうとする作品である。 

                                                 
12 中村隆夫「オブジェ」『20 世紀彫刻の展望 ロダンからクリストまで』、滋賀県立美術館、1984、p. 193 
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 ジャスパー・ジョーンズの〈ビール缶〉（1960、図 11）や〈塗られたブロンズ〉（共に 1960）

はその代表的な作例であり、彫刻にとっての再現の問題や人の認識方法を逆手に取った作

品である。 

〈ビール缶〉では大量生産によって作られた二本のビール缶が並べて置かれている。これ

らは二つとも本物のビール缶ではなく、ビール缶を鋳造によってコピーしブロンズへと置

き換えた物体に、絵の具で表面に本物のラベルそっくりに彩色を施したものである。しか

しよく見ると、二つの高さや形には微妙な違いが見られる。右の缶の上部には穴が開いて

おらず、一方の缶の形が微妙に歪んでいるなど、幾つかの違いが見られる。東野芳明によ

れば、この作品は鋳造された後に作家によって部分的に素材や形が加工され、さらには実

際に持ち上げてみると片方は重く片方は軽いのだという13。鋳造によって複製されていなが

ら、それは工業的に生産されたものではない。また、ラベルも作家自身の観察と手によっ

て「複製」されたものである。一見して既製品をそのまま提示したようでありながら複製

品であり、複製品でありながらそれは工業的な生産ラインではなく作家によって行われて

いる。鋳造という半ば機械的な複製と絵筆を使った手わざを使うことで、ジョーンズは 

日常的に存在している物体の認識方法を批判的に表現していると言えるだろう。 

                                                 
13 東野芳明『ジャスパー・ジョーンズ そして／あるいは』、美術出版社、1979 

図 11 ジャスパー・ジョーンズ〈ビール缶〉

1960 
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 ジョーンズのように鋳造による複製や彩色を使って現実の物体と立体作品との差を曖昧

化する作品の例は他にもある。60 年代後半のアメリカで「スーパーリアリズム」と呼ばれ

た作品の傾向の中で、現実の人間そっくりの人物像を作るドゥエイン・ハンソン（1925-1996）

やジョン・ド・アンドレア（1941- ）の作品である。ハンソンの〈旅行者〉（1970、図 12）

はモデルからキャスティングした身体の複製を基に、皮膚そっくりの彩色だけでなく植毛

したり本物の服を着せたりして、一見して現実に存在する人間そのもののように見える作

品を制作している。「スーパーリアリズム」と呼ばれる作品は別の「フォトリアリズム」と

も言い、本来は絵はがきやパンフレットなどの一般に流通した印刷物の写真をモチーフに

精密な写実表現をする絵画の傾向の事である。立体作品の場場合はその狙いがやや異なる

と言えるかも知れないが、それまで服や毛髪を石や木などで「形」として表現してきたの

に対し、ハンソンやアンドレアの作品は人物像を出来るだけ現実そのものに作品を近づけ

ようとしている。 

 人物彫刻と現実の人物との差を曖昧にする意味では、オブジェという分類には入らない

が、二人組の作家ギルバート＆ジョージのパフォーマンスが対照的な作品と言えるだろう。

彼らは典型的なイギリスの紳士の格好をして、イギリスのミュージック・ホールの流行歌

に合わせて自動人形のように動くパフォーマンスを行っている（図 13）。興味深いのは、彼

図 12 ドゥエイン・ハンソン〈旅行者〉1970 図 13 ギルバート＆ジョージ〈歌う彫刻〉1970 
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らは外見上日常的に存在する人々と変わらない自分達が彫刻である事を示すために、顔や

手に金属粉を塗って外見の差別化を図っている点である。逆にハンソンの作品では見た目

がほとんど現実に存在する人物であるのに、「動かない」ことによって彫刻である事を示し

ている。同時期に発表されたこの 2 つの作品は、共に社会においてよく見かける典型的な

人物像をモチーフにしながら、彫刻作品と現実の人物の差を曖昧にする手法によって制作

された代表的な作品だと言えるだろう。 

b. 物質性の強調 

 ジョーンズやスーパーリアリズムの作家のように、表面をつくる技法や素材を変える事

によって現実との違いを曖昧化する作家がいる一方で、逆に物質としての素材感を強調す

る事で、既製品を使いながら現実と作品の意味の違いを強調する作品が存在する。 

 ジョージ・シーガル（1924-2000）は生身の人間から直接型を取った石膏の人物像を制作

した作家である。シーガルの作品はある意味で身体の複製であり、「既成」の立体物を用い

たオブジェとして見ることが出来るのではないだろうか。作家は自分自身の身体から直接

型どりした〈テーブルについた男〉（1961、図 14）以来、医療用の包帯を石膏に浸して人

物の気配・存在感を伝える彫刻作品を制作し続けた。 

 直接モデルから型を取ってはいるものの、シーガルの初期の作品はモデルの細かい表情

や肌の質感などを再現している訳ではない。モデ

ルの身体表面に石膏に浸したガーゼを被せて硬

化させた後、その薄い石膏型を剥がして内側から

補強・組み立てを行う。「アウトサイド・キャス

ティング」と呼ばれるこの独自の手法は、モデル

の表面から数ミリメートルから数センチの厚み

がついた状態で提示されている。後にはモデルの

肌の表情まで再現する「インサイド・キャスティ

ング」による作品を展開しているが、シーガルの

作品を特徴づけるのはこの「厚み」のついた人物

像だと言える。 

 シーガルの作品は、先に挙げたスーパーリアリ

ズムと同様、モデルからのキャスティングから制

作されているにもかかわらず、なぜ彩色がされていないのだろうか。 

図 14 ジョージ・シーガル〈テーブルについた男〉1961 
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 その理由は、シーガルがこれらの作品を制作した目的が、彫刻的な効果を狙ったものだ

からである。1940 年代後半のニューヨークで抽象表現の刺激を受けながら画家としてキャ

リアをスタートさせていたシーガルは、1958 年には石膏の直づけによる彫刻作品を作り始

めている。色彩とフォルムを重視した平面作品を制作していたシーガルは、自らの関心を

表現する媒体として平面に限界を見出し、彫刻を作り始めたようである。したがって、シ

ーガルの中では絵画で追究し続けたテーマの延長上に鋳型による彫刻作品が登場したと考

えられる。現実の人物の形態にガーゼによって薄く厚みが加わる事によって生じる効果は、

細部の省略である。細部の省略によって身体のマッスやフォルム、周囲の空間など造形的

な要素へと意識が向かうようになっている。したがって、モデルから直接型どりが行われ

ていながら、彩色せずに石膏の素材感を活かしながらマッスやフォルムを強調することで、

作品の性格を彫刻に近づけていると考える事が出来るだろう。 

しかしここで考えておきたいのが、ルネサンス以来の彫刻がなぜ彩色を施していないの

か、という問題である。古代ギリシャ彫刻では大理石に鮮やかな色が施されていたと言わ

れる。ルネサンス以来、近代具象彫刻においても色を施さない習慣は、一体どんな理由に

よるのだろうか。 

 高階秀爾はこの問題の原因として、彫刻作品はそもそも再現対象である自然物と同じ三

次元に属する立体物であるため、絵画と同じ意味での写実表現があり得ない事を挙げてい

る14。「理想化」や「誇張」や「デフォルマシオン」といった、現実との差別化を図る「現

実離れ」が必要だったと述べている。「彩色のない彫刻、すなわち大理石なりブロンズなり

の肌がそのままはっきりと見えている彫刻が事に近世に多いのは、それが写実主義の時代

に許されたほとんど唯一の『現実離れ』の道であることを彫刻家たちが本能的に知ってい

たからだろう15」と指摘しており、古代彫刻が巨大なモニュメンタルなものや極めて小さい

護符のようなものである事も、スケールにおける「現実離れ」として取り上げている。 

 このように、本来ものが持っている実用的な意味や機能をずらして提示する事を目的と

したオブジェあるいはレディメイドの作品では、同じ三次元に属する「現実」と「作品」

との違いに対する意識を、表面上の彩色方法や素材を変化させることで表現しているので

ある。 

 

                                                 
14高階秀爾『20 世紀美術』（ちくま学芸文庫）、筑摩書房、1993。他に中原佑介「抽象美術とは何か」（上・

下）『現代芸術入門』、美術出版社、1979、pp. 59-90 においても似た主張が見られる。 
15 同上、p. 39 
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2．マッスと表面の分離 

 

 前節では、20 世紀美術における立体表面への意識がどのように表れてきたかを振り返っ

てきた。具象・抽象彫刻、構成彫刻、オブジェ・レディメイドとそれぞれの表現形式の中

で立体の表面を意識した作品は、主に立体の表面を主に「視覚的」もしくは「絵画的」な

現象として捉える傾向があった。形の表面に対する光や色の変化を視覚的な効果として取

り入れるか、オブジェ・レディメイドのように、同じ立体物である日常的な存在物と表現

された美術作品との差に着目し、表面における機能や意味の作用を変化させる作品が多く

見られた。 

 しかしこれらの作品に見られる表面への意識にはある造形的要素が抜け落ちているよう

に思われる。それは伝統的な彫刻作品が表現し続けてきた、マッスに対する意識である。

作品形態の表面をある視点から見た視覚あるいは絵画現象として捉えると、マッスもまた

平面的な光や色の塊へと変化してしまう。また構成彫刻においてはマッスは表面によって

解体され、厚みの無い材料によってマッスとは異質の空間が再構成されていた。 

 ここで再び、章の冒頭で挙げた 3 人の現代作家を思い出して欲しい。ス・ドホの作品で

は半透明の布によって天井から吊られ、重量感や物質感の無いイメージ性の強い作品では

あったが、アパートの壁面が持つ「空間的な境界面」を布で表したものである。また、名

和晃平の作品は、モチーフの表面をガラスによる光の屈折によって映像としての要素を強

める一方で、ビーズという単一の材質で表面を覆い、体毛・蹄・角といった剥製の様々な

テクスチャを均質化し、モチーフが物体として持つ「界面」を強調しているとも言える。

カプーアの作品の多くは視覚的に空間的な形が分かりにくくなるものが多いが、厚みの無

い材料を使いながらマッスを持った形態を多用している。 

 前節で見たように、構成彫刻の展開の中で形を表面において捉える見方を徹底した結果、

物質もしくは「生命力」によって内部の充実したマッスは「再現されたイリュージョン」

として否定され、グリーンバーグを中心としたモダニズムの議論を通じてより視覚的な性

格を高めていった。しかし、表現としては依然としてマッスを持った立体作品が 20 世紀以

降も制作され続けている。そのようなマッスを持つ作品の中で、従来の慣習的なマッスの
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価値観に代わり、同時代の表面化の影響を受けながら新しくマッスを表面的に捉える見方

を持った表現が現れたと考えられる。 

 新しいマッスの捉え方は、形態を「物質や力による内部の充実」として見るのではなく、

立体と空間の「境界面」によって区切られた領域として見る見方である。従来のマッスの

考えでは表面によって視線を遮られ見えない筈の「内部」を重視していた。それに対し、

20 世紀に現れた新しい見方はあたかも空間的な境界面を内部空間から独立したものとして

捉えている。それを本稿では「形態表面とマッスの分離」と表現し、どのような経緯で形

成されてきたのか具体的な作家の作品を見ながら分析を試み、明らかにする。まずは 20 世

紀の立体表現において「マッスの表面」への意識が作品に現れた例として、ヘンリー・ム

ーアの作品を見ていきたい。 

 

 

2.1. 空間のマッス 

ヘンリー・ムーア（1898-1986）は、空間との界面によって成立するボリュームを意識し、

彫刻の造形として取り入れた初めての作家である。ムーアの彫刻では、伝統的な意味での

マッスを有機的な形態で表現しながら、それまで建築にしか見られなかった「空間」とし

てのマッスを彫刻作品に取り入れている。それは具体的には、表面によって囲まれた凹み

の形や穴として現れている。これらの空間のマッスは「虚のボリューム」とも呼ばれる16が、

フォルムの表面の空間的な側面に着目した最初期の例だと考えられる。 

ムーアは、作品に「穴」を取り入れ始めていたのは、1930 年頃である。同じころに友人

であるバーバラ・ヘップワースも彫刻作品に穴を取り入れている。しかしヘップワースの

つくる形態があくまで鑑賞者の視線と作品の向こう側の空間とを結ぶ「穴」に留まったの

に対し、ムーアは作品に開けた穴を物質の無い空間のボリュームとして展開している。 

最初期の作品〈横たわる人体〉（1930）や〈コンポジション〉（1933）、〈穴と塊〉（1934）

における穴はどのような機能を果たしているのだろうか。作品に開けられた穴は第一にフ

ォルムに向けられた鑑賞者の注意や視線を集める効果がある。また、鑑賞者側の空間と作

品によって遮られている向こう側の空間をつなぐことで、作品の立体感や奥行を高めてい

る。そして、マッスとしての形態を分割あるいは繋げる役目をしている。このように、塊

であるフォルムに穴を穿つだけで造形的な効果が幾つか生じている。 

                                                 
16 ジェイムズ・スミス・ピアス（大西廣、他訳）「ヴォリューム」『西洋美術史小辞典』（改訂新版）、美術

出版社、1991、pp. 23-24 
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そして、1937 年以降の〈弦のある形〉のシリーズでは形態の凹みの形が両端に張られた

複数の弦によって強調されている。それまで「膨らみ」のマッスが重視されていたのに対

し、この作品以降には凹みのマッスが作品の中で頻繁に強調されるようになる。 

 さらに1950年のヘルメットをモチーフにした幾つかの作品の中では器のように内部が空

洞になっている形の中にボリュームのある形が入れ子のように入り込んでいる。これらの

作品ではそれまで穴や凹みとして表現されていた空間のマッスと実体的なマッスが交互に

関係しながら表現されている。このように空間と作品本来の持つマッスを交互に重ねる表

現は、〈内―外の形態〉（1951、図 15）において最も複雑化している。この作品では、ブロ

ンズによって閉じられた一番外側のマッスに四つの穴が開けられ、それぞれの出口は一つ

の空洞によって繋がっている。内部には細長い形が入り込み、左上部の穴から一部が外へ

向かって突き出ている。また、内側の形態の右端にはさらに小さな穴が開けられ、内側と

外側の形態の間の空間のマッスを取り込んでいる。 

 〈虚のボリューム〉と呼ばれる空間のマッスの特徴は、従来の意味と違い、完全に閉じ

ていない点である。空間のマッスは必ず開口部によってレリーフ状の凹みもしくは穴とし

てしか捉えることが出来ない。このように、ムーアの作品の中では物質によって閉じられ

たボリュームに穴・凹み・空洞などの空間的なボリュームが加わり、お互いが接した境界

面によって複雑に関係している。 

 

図 15 ヘンリー・ムーア〈内―外の形態〉1951 
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2.2. 視点の反転 

 前項で見てきたようにムーアの作品ではマッスを持つ抽象形態に穴と凹みを積極的に取

り入れ、従来の物質的なマッスと空間のマッスを一つの作品の中に同時に存在させていた。

ここでは新しく表現に現れた空間のマッスを「視点の反転」という観点から考えてみたい。 

 ムーアの彫刻作品に見られる空間のマッスは、先に指摘したように開口部によって鑑賞

者側に開かれた凹みの形状をしている。凹んだ部分は空間的なマッスを持っているが、こ

の空間の塊を見ている視点がマッスの外側ではなく内側であることに注意したい。 

 つまり彫刻のマッスが物質から空間へと変化することで、形態に対する視点は従来見て

いた表面の「裏側」へと移行したのである。そして視点がマッスの外側と内側の両方にな

り得る事によって、その境界面としての形態表面が注目され始めたと考えられる。 

 では、ムーアの作品に見られた「視点の反転」が他の作品の中でどのように展開してい

るのかを見ていきたい。 

 

(1) 境界面の独立 

 視点の反転によって独立した境界面への意識

がはっきりと見て取れるのは、アントニー・ゴー

ムリー（1950- ）の作品である。ゴームリーは

自分の身体から石膏で取った自分の鋳型を基に、

様々な形の人物像を制作しているが、その中に自

らの身体を空洞として示すコンクリートの作品

のシリーズが存在する。〈肉体〉（1990、図 16）

では、直方体のコンクリートに頭部と手の形の開

口部が見られ、鑑賞者に内部に人の身体が閉じ込

められている事を連想させている。内部の身体の

形は見えないが、この作品は人間の身体を日常的

には決して見る事の出来ない「内側」から見せよ

うとした作品である。 

図 16 アントニー・ゴームリー〈肉体〉1990 
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 この他、複製された FRP 製の身体の上に鉛の薄い板を叩いて成形し、溶接によって継ぎ

合わせる事によって制作された人物像が良く知られている。そのシリーズの初期の作品〈三

つの道：型、穴、通路〉（1981、図 17）では、制作時についた溶接跡がはっきりと残され、

タイトルには「型」「穴」「通路」と、空洞を連想させる言葉が使用されている。ゴームリ

ーはこの他の作品においても、人物像の形を完全に閉じるのではなく口・臍・性器・肛門

などに開口部を設け、あたかも自分の制作する人物が「容器」のように内部が空洞である

事を頻繁に示している。同じ技法を用いた作品として前節で取り上げたシーガルの石膏像

を挙げることが出来るが、構造的に両者ともに空洞ではあっても、ゴームリーの作品では

空洞の構造が積極的に示されている。 

 また、〈走行中〉（1986、図 18）や〈インサイダー〉（1999、図 19、次頁）は共に一見し

て抽象的な形態をしているが、これらの作品のフォルムもまた作家の身体の鋳型を基に決

定されている。型どりされた身体のコピーや鋳型の表面を拡大・縮小する事によって輪郭

を変化させ、新たな形態を作り出している。拡大・縮小と言っても、石彫で用いられる星

取り技法のように形態表面の比率を維持したままサイズを変更するのではなく、表面から

外側・内側に等間隔に距離をとった境界面によって新たな形態が作られている。この手法

で作られた作品は上に挙げた二つのタイプのように内部が空洞であることを示す具体的な

造形はなされていないが、人体のフォルムを間接的に感じさせている。 

図 17 アントニー・ゴームリー〈三つの道：型、穴、通路〉1981 
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 以上のように、ゴームリーの彫刻作品の特徴は人体のフォルムを「空洞」として示して

いる点である。これらの彫刻作品はすべて視覚的にマッスを感じさせる形態でありながら、

間接的に人体の形を空間から切り離している境界としての表面を意識させている。それは

例えるならばセミの抜け殻のような、皮膜としての表面である。皮膜と言っても実際の皮

膚のように数ミリの厚みを持った物理的な構造を指している訳ではない。間接的にしか表

現されていない事からも分かるように、その表面を構成する物質が何であるかに関係なく、

空間の中で塊を切り取る境界としての役割を果たしている。つまり、ここでいう皮膜とは

物質としてではなく空間を区切る界面としての性質を例えた表現である。 

 

(2) 痕跡としての鋳型 

 ムーアとゴームリーでは、従来の彫刻において物質を伴った実体として表現されてきた

マッスを空間や空洞として表現することで、外部空間とマッスとを隔てる境界面を強調し

ていた。ここでは逆に、本来物質に囲まれて空洞状である建築空間をキャスティングによ

って反転し、実体として見せる例を取り上げたい。 

 元々存在する建築空間を反転させた最初の作家はブルース・ナウマン（1941- ）だろう。

〈私の椅子の下の空間〉（1965-68、図 20）がもっともよく知られている。この作品はタイ

トルが示す通り、椅子の座る部分の下の面・四本の脚・地面によって囲まれた空間をセメ

ントで鋳抜いた作品である。他にも同様の手法が用いられた例として〈近代的な階段の鋳

型〉（1966）が挙げられるが、〈五人の有名な芸術家の膝の蝋の印象〉（1966）や〈左の肘掛

の為の装置〉（1967）のように、身体の一部の印象を蝋や石膏で型どりした作品も存在する。

図 18 アントニー・ゴームリー〈走行中〉（左）1900、図 19 〈インサイダー〉（右）2000 
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また、〈手から口まで〉（1967）をはじめ人間の身体を蝋によってオブジェとした作品も見

られる。 

 ナウマンの作品において実験的に行われた建

築空間の反転は、レイチェル・ホワイトリード

（1963- ）の作品においてより発展した形で見

る事が出来る。ホワイトリードは代表作の

〈Ghost〉（1990、図 21）に見られるように、

閉ざされた建築の内部空間を型どりを用いてボ

リュームを反転し、モニュメンタルな彫刻へと

変換している。初期の作品ではクローゼットや

ベッド、バスタブなどが反転しているが、次第

に家やモニュメントなど巨大な規模で型どりを

行っている。 

 ホワイトリードの作品では型どりによって取

られた鋳型そのものが彫刻として成立している。

一般の立体物であれば鋳型をそのまま作品として提示した場合、空洞となったフォルムを

内側から覗き込む形式になる。しかし型どりする対象が本来空洞である建築空間であるた

め、鋳型として提示されるのは従来の意味でのボリュームをもった彫刻作品である。 

 ナウマンやホワイトリードの作品は、ムーアやゴームリーと同様マッスに対する視線を

表面の裏側に移動する事によって日常的に見る事の出来ない新たな形の見せ方をしている。

しかしキャスティングによって取りだした鋳型をそのまま見せる事によって、新たな視点

でマッスを見せる事の他にも表現としての意味が生じているのである。 

 それは、型どりされた鋳型としての形が「痕跡」としての性質を持つことである。 

直接立体物の表面を石膏やシリコンなどを覆い、内部の原形を取り除いた後に残る鋳型は、

原型がそこに存在していたことを示す確実な証拠でもある。事実を記録しているという意

味では写真と似た性質と言えるだろう。先ほど取り上げた、部屋を型どりしたホワイトリ

ードの作品は、鋳型によってかつて実際に存在していた部屋の記録として示す側面がある

と考えることが出来る。しかし、美術における痕跡が意味するのは記録としての側面だけ

ではない。それでは一体どのような側面が痕跡にはあるのだろうか。 

 痕跡を作品化する行為は、古代から見られる。例えば洞窟の壁に当てた手に顔料を吹き

図 20 ブルース・ナウマン〈私の椅子の下の空間〉1965-1968 
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かけた「ネガティブ・ハンド」と呼ばれる手のシルエットは痕跡による美術と言えるかも

知れない。しかしそうした作品は「版画」のカテゴリの中で論じられた事の方が多いかも

知れない。物体の痕跡としての性質を、美術制作の手法として着目し始めたのは、20 世紀

の中頃である。身体によるアクションの結果や、時間の経過によって自然に起きる変化な

どを作品とした「痕跡」の作品は、1950 年代以降によく見られる作品傾向の一つである17。 

 「痕跡としての美術」に関する議論は近年増えてきている。それらの議論において中心

的に取り上げられるのが、「指標（インデクス）」と呼ばれる概念である。そのきっかけと

なったのは、1976 年に発表されたロザリンド・クラウスの「指標論Ⅰ・Ⅱ18」である。美

術における痕跡の意味を知る上で、指標概念が何であるのかを確認しておきたい。 

 指標（インデクス）とは、記号をその性質によって分類した種類の一つである。記号学

者のチャールズ・サンダース・パースにより、「図像（イコン）」「指標（インデクス）」「象

徴（シンボル）」の 3 つに分けられた内の一つである。この分類で判断の基準となるのは、

記号と指示対象との間に存在する「類似関係」と「物理的な接触による影響関係」の 2 つ

である。イコンは絵やイラストのように、現実に存在するものに似せることで指示対象を

意味する記号である。またシンボルは「鳩＝平和」のように文化的な慣習によって結びつ

けられた、一見して何の関係も無いものによって指示をする記号である。そしてインデク

                                                 
17 『痕跡 戦後美術における身体と思考』京都国立近代美術館、2004 
18 ロザリンド・E・クラウス（小西信之訳）『オリジナリティと反復 ロザリンド・クラウス美術評論集』、

リブロポート、1994、pp. 157-176 

図 21 レイチェル・ホワイトリード〈Ghost〉1990 
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スは、足跡・温度計・風見鶏のように外見上には似ている訳ではないが、物理的な接触に

よって与えた影響によって対象を指示する記号の事である。風見鶏の場合、鶏という外観

は「風」を表してはいないが、風の吹く向きによって方向を変える事で風の向きや強さを

表す記号となっている。 

 では、このような指標としての性質を示す「痕跡」は鋳型においてどのような形で現れ

るのだろうか。具体的な作品を取り上げながら見ていきたい。 

 前節でも取り上げたジョージ・シーガルの作品は、モデルにポーズを取らせ周囲に映画

や劇の一場面の様なセッティングをすることで、絵画や映像に似た印象を与えている（図

22）。初期の作品のように比較的作為的ではないポーズをモデルに取らせたとしても、時間

のかかる型どりにとっては日常の一瞬をカメラのように切り取る事はほぼ不可能である。

したがって、シーガルの作る彫刻においては

アメリカの日常生活というテーマが作者によ

って物語的に再構築されていると言えるだろ

う。しかし、ある意味で虚構としての要素が

強まってしまうシーガルの作品にリアリティ

を与えているのが、実際のモデルから型どり

された事による「痕跡」としての性格である。

ポーズや服装が作者によってある程度選ばれ

たものだとしても、かつて実在したという事

実が型どりによって作品に与えられ、本物の

人間の持つ存在感を感じさせている。 

 また、ゴームリーの作る様々な人物像は全

て作家本人の身体から型どりされた鋳型に基

づいていた。鋳型を取るために作家は数十分

の間ずっと同じ姿勢を取らなければならない。

現在の写真のように瞬間的な性質はないが、型どりのためにしばらく同じ場所に居続けた

ことによって生まれる「痕跡」としての性質は、写真のように見る人間に強い不在感を与

えながら、現実に存在した人間から型を取った事に基づく事実としての強さを感じさせて

いる。このように、型どりによって元の形が鋳型へと変化する事で、鋳型からは痕跡が持

つ現実との関係の深さを感じとる事が出来る。 

図 22 ジョージ・シーガル〈シネマ〉1963 
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(3) 触覚性の喚起 

 最後にマッスに対する視点を裏側へ反転させた例として、型どり技法を用いて作品に触

覚的な感覚を強く喚起させるている例を取り上げたい。 

西尾康之（1967- ）は、日本のサブカルチャーをテーマに巨大な彫刻作品を制作する作

家である。一見してボリュームを持った伝統的な形式の作品であるが、「陰刻鋳造」と呼ば

れる特殊な制作プロセスによってフォルムが作られている。 

陰刻鋳造は、粘土に指を押し当てて凹みの形を作り、その中に石膏を流し込んで成形す

る手法である。本来ならば粘土のボリュームで作品の完成形そのものを作るが、西尾の場

合、粘土の塊を削り取りながら作品を凹みの形として形態表面の裏側から制作し、キャス

ティングによって最後に反転したものを組み合わせて制作している。つまり、完成した作

品は外見上一般的な彫刻作品であるが、制作時の視点を反転した作品なのである。 

これらの作品では、陰刻鋳造の手法はどのような意味をもっているのだろうか。 

 西尾康之の作品（図 23）の中で最も印象的なのは表面のテクスチャである。過剰に作り

こまれた装飾的な細部が物質としての表面の

表情へと視線を誘導しているかのようにも感

じさせている。先ほど述べたように、西尾の

作品では制作プロセスにおいて視点の反転が

行われている。その事は作者の「触れられな

い向こう側の表面を造形している19」という言

葉に表れているように本人においてもはっき

りと意識されている事である。また、「厚みゼ

ロの造形20」という言葉から、前節で考察した、

空間内でマッスを区切る境界面としてのフォ

ルムが意識されている事が分かる。 

 そのような表面への意識は、作家による手

の痕跡を感じさせる表面のマチエールに具体

的に表れている。鋳型となる粘土が表面に残

                                                 
19 前掲書、『西尾康之 健康優良児[EROS]』、p. 112 
20 同上 

図 23 西尾康之〈ディメンション〉2007 
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っており、型に流し込んだ石膏を取りだしたプロセスを強く感じさせている。つまり、視

点の反転に加えて痕跡としての性格が陰刻鋳造という技法によって強調されている。見た

目上は伝統的なマッスをもった彫刻でありながら、表面の性質が全く異なった作品だと言

えるだろう。 

 西尾作品の表面のこうした特徴は、鑑賞者に触覚的な感覚を喚起する。触覚性とは様々

に解釈される言葉であるが、ここでは作者の手作業の痕跡によって見る側にも素材に触れ

る感覚が喚起されると言う意味である。 

 指による感覚的なタッチによる表面の凹凸は、ロダンの時代から作品にしばしばつけら

れていた。しかし鋳造によってブロンズや石膏に置き換えられると、多少なりとも素材と

手の間のやり取りによって生まれた効果は薄められてしまう。それを型どりによって素材

を置き換えることで逆に手の痕跡を強く感じさせている。 

 このように、ホワイトリードと同じく空間のボリュームから型どりの反転によって作品

を作りながらも、西尾の作品は空間との境界面に対する手の接触を強く印象付ける特徴を

持っている。型どりによる反転を効果的に利用した作品だと言えるだろう。 

 

 

2.3. ぺらぺらの皮膜 

 前項ではムーアに始まりゴームリーやホワイトリードのように「視点の反転」によって

境界面を強調する新しいマッスの見せ方について見た。マッスから分離した境界面を表現

する方法として、これまで見てきた方法ではなく自立しない薄い皮膚のような形で表す作

家も存在する。マーク・クインの〈三軸プランク密度〉（2000、図 24）は、自らの身体を型

どりして合成ゴムに置き換え、重みによって変形した形態をさらに鉛で鋳造した作品であ

る。まるで皮を剥がれたような状態になっており、本来持っていたマッスは消えている。

20 世紀の終わりには、クインの作品のように立体の表面を文字通り皮膜のように薄く柔ら

かいゴムや紙などの素材によって文字通り「皮膜」としての彫刻を制作する例が見られる。

キキ・スミスの〈ヘア・ヘッド〉（1990）や、ティム・ホーキンソンの〈バルーン・セルフ・

ポートレイト〉（1996）などである。これらの作品は、確かにマッスと空間との境界であっ

た皮膜をそのまま提示しているが、本来あったマッスを失っている点で区別して考えなけ

ればならないだろう。マッスを持たず「皮膚だけで存在する」事にはどのような意味があ

るのだろうか。 
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 美術にとって「皮膚」というモチーフが持つ問題の範囲は非常に広い。よく知られた代

表的な研究に谷川渥の「皮膚論」が存在する21。谷川は皮膚にまつわる美術の問題を「版」

に例えて説明する。皮膚を鏡や布、真理のヴェールなどに例えながら、表面に対する視線

や接触の問題を多岐に亘って論じている。その中で、クインの作品のように皮膚を数ミリ

の厚みを持った物理的な皮膜として提示する事に関係して、「剥がれた皮」が幾つかの神話

や物語、美術作品の中に古くから伝統的に見出せるモチーフである事を谷川は指摘してい

る。皮剥ぎが登場する例は、ギリシャ神話においてアポロンに音楽の競技に負けて皮を剥

がれたマルシュアス、異国での説教からの帰路で異教徒につかまり殉教した聖バルトロメ

オ、あるいは聖バルトロメオになぞらえた自画像をシスティーナ礼拝堂に描きこんだミケ

ランジェロなどがある。また、ヴェサリウスの『人体解剖学体系』には皮を剥がれた人体

が様々なポーズをとった図が多数収められている。日本では、『古事記』に建速須佐之男命

の天つ罪に関する「生剥逆剥
いきはぎさかはぎ

」の物語や、鰐によって皮剥された「因幡の白兎」の物語が

存在している。 

谷川によれば、このような皮だけを剥ぐ悲劇的な主題には、皮剥に象徴される死の後に

もたらされる「再生」を意味しているものが多いという。また、剥がれた皮膚は絵画のキ

ャンバスなどの画布に喩えられ、「だまし絵」の中では画布が剥がれた皮膚のように扱われ

ている。クインによる皮膚の自画像に話を戻せば、クインの作品の特徴である「外界の脅

                                                 
21 「皮膚三部作」と呼ばれる代表的な著作として谷川渥『鏡と皮膚』（ちくま学芸文庫）、筑摩書房、2001、

『肉体の迷宮』（ちくま学芸文庫）、2013、『文学の皮膚―ホモ・エステティクス』、白水社、1996。 

図 24 マーク・クイン〈三軸プランク密度〉2000 
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威にさらされ跪く不安定な存在22」としての性格を、外の世界と接触する皮膚を決して自立

することの出来ないぺしゃんこの状態で示していると言えるだろう。 

 

 

 

3. 触覚的表面と型どり技法 

 

 これまで、20 世紀美術の立体表現に見られる形態表面への意識の変化を振り返ってきた。

当時展開した立体表現の中では光や色の視覚的効果を強調する、あるいは作品に使用した

材質の物質感を強調する目的の為に「表面の仕上げ方を変える（具象・抽象彫刻）」、「視覚

的な表面の再構成（構成彫刻）」、「意味や機能をずらす（オブジェ・レディメイド）」など

の造形的な操作が行われていた。1 節で確認したように、その傾向は立体作品の視覚芸術と

しての側面に着目したものである。また、そうした視覚的な表面の捉え方には、伝統的な

彫刻が表現してきた「空間的なマッス」という視点が存在せず、その結果として 20 世紀を

通じてマッスを持たない作品が増えたと考えることが出来る。 

 そして 2 節で明らかにしたのは、構成彫刻を始めとした「視覚的に表面を捉える」表現

と対照的な表現として、マッスを内部の充実としてではなく「空間との境界面」として捉

える新たな見方である。セミの抜け殻やシャボン玉のような皮膜としての表面の捉え方は、

現代であればス・ドホや名和晃平、カプーアの作品の形態に見る事が出来る。しかしその

ような見方は突然現れたのではなく、ムーアが展開した穴や凹みの造形、ゴームリーやホ

ワイトリードが用いたキャスティングによるマッスに対する視点を反転させた表現をとお

して徐々に形成されていったのである。 

 こうした二つの対照的な表面の捉え方に対して前者を「視覚的表面」、後者を「触覚的表

面」として比較することが出来る。「視覚的／触覚的」という分け方はこれまで様々に解釈

されているため注意が必要であるが、本章で見てきた表面の捉え方の違いをはっきりさせ

るために、簡単に「触覚的」表面がどのようなものであるかを確認しておきたい。 

 ハーバート・リードは『彫刻とは何か 特質と限界』の中で、触覚性が彫刻芸術の本質

である事を繰り返し主張している23が、「触覚性」という言葉はもともとアロイス・リーグ

                                                 
22 平芳幸浩「現代美術と皮膚」『現代美術と皮膚』、国立国際美術館、2007、p. 8 
23 ハーバート・リード（宇佐見英治訳）「マッスの実現」、前掲書、1980、pp. 189-260 
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ル『末期ローマの美術工芸』（1908）24においてローマ美術を論じる際に「視覚性」と「触

覚性」を対比させながら事物の表面を説明したのが始まりである25。 

 触覚的表面とは文字通り手で触っているかのように感じる形の表面の事であるが、具体

的にはどのようなものなのか。リードは「触知の感覚」を「重量の感覚或はマッスの感覚26」

を感得する為のものとしてムーアの言葉を引用して説明している。 

 

「彼はその大きさのいかんを問わず、あたかも掌におさめてすっぽりと握っているかのよ

うにそれを考える。彼は心の中で、全ての周囲そのものから或る複合した形体を視覚化する。

彼は一方を見ながら他の側がどうなっているのかを知る。彼はその重力の中心、そのマッス、

その重量と自分を同一化する。彼はその形が空中にうつしかえる空間として、そのヴォリュ

ウムを実感する27」 

 

 この言葉の中では形の表面を感じ取るだけでなく、頭の中で総合的にマッスや重さの感

覚を感じ取る事が強調されている。こうした多面的な表面を総合して捉えられるマッスの

感覚は、彫刻に特有のものである。リードはこうしたマッスの特性を「凝密性
コンパクトネス

」という求

心的な統一性として述べている28。 

 ここではマッスや触覚性の定義を詳しく見る事が出来ないが、リードの説明で注目した

いのは、触覚的な表面によって捉えられるマッスが決して五感によって直接感じ取れるも

のではない点である。触覚的な感性によって得られるマッスは、複数の視点から得られた

像を基に頭の中で統合されなければならない。 

 本稿の 2 節で明らかにした空間とマッスの境界としての表面の特徴は、今述べたように

知覚する為には五感だけではなく頭の中で統一的に総合される必要がある点である。 

 そして、もう一つ考えなければならない重要な問題は、このような彫刻的なマッスを表面

において捉えた 20 世紀の表現において、そのほとんどが型どり（キャスティング）技法を

用いて制作されている点である。マッスからその形態表面が独立して捉えられるようにな

った過程で、作品の制作技法の過程で生じる「鋳型」の形が新しいマッスの捉え方に深く

                                                 
24 アロイス・リーグル（井面信之訳）『末期ローマの美術工芸』、中央公論出版、2007 
25 触覚性の概念の歴史については、前川修「W・ベンヤミンの触角概念と近代の視覚現象について」『美

學』189、1-12、80、 1997 を参照。 
26 リード、前掲書、p. 189 
27 同上、p. 202 
28 同上、p. 204 
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影響を与えていると考える事が出来るのではないだろうか。本章で取り上げた「形態表面

とマッスの分離」に、いかに技法が影響を与えているのか、次章で詳しく検証を行いたい。 
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第二章 

 

型どり技法 

 

 

 

 

 第一章で見てきたように、マッスを表面的に捉える見方によって表現された作品の多く

は型どり技法を用いて制作されていた。「鋳型」という型どり技法の過程で生じる特殊な形

状の造形物によってこのような見方を表現することが可能になったのである。 

 しかし、20 世紀よりも以前にも立体物の制作に型どり技法は頻繁に用いられていた。型

どり技法の影響によってマッスの表面化が起きたとするならば、19 世紀以前に同様の形の

捉え方がされていてもおかしくない筈である。しかし、形態表面への強い意識が型どりの

プロセスを強調するという形で表現の中に具体的に表れたのは 20 世紀以降である。なぜ、

この時期に前章で取り上げたような立体表現が出てきたのだろうか。また、以前には型ど

り技法はどのように用いられていたのだろうか。第二章では表面化したマッスの見方が形

成される過程で、型どり技法が具体的にどのように影響したのかを明らかにしたい。 

 

 

 

1. 使用法の変遷 

 

 そのためにまず、時代の区分を型どりのプロセスが表現にはっきりと見える形で現れる

前と後に分けて考えてみたい。ここでは、19世紀以前における型どりの用法がどのような

ものであったのかを振り返る。型どりは一般に金属鋳造や印刻の技術として知られている

が、実際にはどのような目的で何を制作する為に使用されていたのだろうか。また、立体

の表現のあり方に対してどのような影響を及ぼしていたのだろうか。 
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1.1. 19世紀以前 

(1) 鋳造 

 美術制作における型どり技法の歴史を見ると、主に金属鋳造の技術として発達してきて

いる。したがって金属による鋳造がどのように行われてきたのを振り返りながら、表現と

の関係について考察してみたい。 

 型どりによる立体の複製は古代から行われており、鋳造・刻印の技術によって、器や武

器を始めとする工芸品や硬貨の他、彫刻の分野ではブロンズやテラコッタによる立体の制

作が行われていた。ヨーロッパで大型のブロンズ像が鋳造され始めたのは紀元前 6 世紀と

言われている29が、小型の彫刻作品や工芸品の鋳造はもっと古い時代から行われていた。 

 人類が金属を用い始めたのは紀元前五～六千年で、金銀を装身具に加工したり、木製の

道具類にはめ込んだりして使われていた。はじめの金属加工の方法は鍛造だったと考えら

れている。最も古い鋳造技術として、紀元前 3500 年頃のメソポタミア地方に、石を彫って

作ったレリーフ状の鋳型に溶けた銅を流し込む技術があった事が確認されている。日本に

は紀元前 200 年頃に大陸から青銅器と鉄器が同時に伝わり、弥生時代中期の紀元前 100～

100 年の間に銅剣・銅戈・銅鐸・ガラス勾玉の鋳造が始まったと考えられている30。 

 彫刻制作に限らず、様々な分野で金属の鋳造が行われるようになった一番の理由は、鍛

造や切削では難しい複雑な形態が作れるからである。現在においても、自動車の部品など

機械の部品の多くは金属鋳造によって製造されている。その中も特に鉄を使った製品は、

強度・硬さ・耐摩耗性・被削性・耐熱性などの点で優れた性質を持っている31。 

 しかし、彫刻作品に使用される素材は、、「銅像」という言葉があるように、銅に錫を混

ぜた合金のブロンズである。耐久性という観点から見たならば鋳鉄によって彫刻を制作し

た方がいいようにも思われるが、彫刻制作にブロンズという素材が使用されるのは一体な

ぜなのだろうか。 

 彫刻作品の鋳造に主にブロンズが使用されてきた理由は、「溶融温度と粘度」「可塑性・

被削性」「緑青の効果」だと考えられる。 

まず「溶融温度と粘度」は鉄よりも溶けやすく、また液体状になった時の粘りが低く鋳

型の隅々まで回りやすい点である。鋼と鋳鉄の動粘度係数は 0.5 と 0.7（10－2cm2/s）であ

                                                 
29 羽田康一『古代ギリシャのブロンズ彫刻 総合的推論のために』（世界美術双書）、東信堂、2008、p. 7 
30 石野亨『鋳造 技術の源流と歴史』、産業技術センター、1977 
31 加山延太郎『鋳物のおはなし』、日本規格協会、1985 



41 

 

るのに対し、銅と錫の方は 0.4 と 0.13 と低い数値になっている。また、鉄の熔融温度は 1536

度であるのに対し、銅は 1083 度である32。専門家によれば、溶けた金属が鋳型を完全に充

満しない「湯回り不良」と呼ばれる欠陥は技術者が鋳込み温度を低くしてしまう技術的な

原因によるものであり、金属の粘性のせいではないと言われている。とはいえ、大型の彫

刻の制作には大量に金属を溶かす必要があり、ブロンズのより低い温度で溶ける性質が鉄

に比べて有利な点である事が想像できる。 

「可塑性・被削性」は、固体状態での成形しやすさである。鉄を加熱して成形し、刃物

などを作ることはよく知られているが、彫刻作品の場合は鋳造した後に鏨で叩いたり刃物

で削り取ったりしながら仕上げを進める。木材のようにはいかなくとも、鉄よりもブロン

ズの方が柔らかく、鋳込んだ後の加工がしやすいと言える。 

「緑青の効果」は鉄には見られないブロンズ特有の現象である。銅が空気中の酸素・二

酸化炭素・水分・塩分などと反応することで出来る青緑色の錆を緑青と呼ぶ。この緑青が

表面に出来ると、緑青の皮膜が内部の腐食を防ぐため、長く作品の形態を保存しておくこ

とが可能になる。 

これらの理由から、彫刻作品にブロンズが使用されてきたと考えられる。 

そして、ブロンズ彫刻の手法としては、古代ギリシャの時代から現在に至るまで、失蝋

（ロスト・ワックス）鋳造法が最も一般的な方法である。ロスト・ワックス法による鋳造

では粘土による原型制作からブロンズ彫刻となるまでに数回の型どりによる素材の置き換

えが行われる。粘土のモデリングによる原型は、石膏、蝋、ブロンズと少なくとも 3 回に

わたる素材の変換を必要とする。その各過程において修正や加工が行われる。蝋の段階で

はブロンズを隅々まで行きわたらせるための「湯道」と呼ばれる溶けた金属の通り道が取

り付けられ、さらに石膏の中に埋められる。窯による焼成を経て蝋が燃えて消失し、ブロ

ンズを流し込む鋳型が完成する為に「ロスト・ワックス（失蝋）鋳造法」と呼ばれる。 

また、日本古来の技法として真土（まね）型鋳造法が使用されてきた。真土（まね）と

は川砂や海砂と粘土を混ぜ合わせた土を窯で焼成した後に粉砕、ふるいで粒子の粗さによ

って区分されたものを呼ぶ33。ロスト・ワックス法と同じく鋳型の焼成による蝋の消失（脱

蝋）工程を含むが、鋳型に粒子の細かい土を用いて焼成したものを用いる点で異なる。ロ

スト・ワックス法に比べ形態再現の精密度が高い点が特徴である。1960 年代まで日本では

この真土型による鋳造が主流だったようである。 

                                                 
32 同上、表 1.1. 、表 1.2  
33 金丸峯雄『金工』（技術シリーズ）、朝倉書店、1985、p. 42 



42 

 

この他、鋳型を焼成しない生砂型法や、炭酸ガス（CO2）でケイ酸ソーダを硬化させて鋳

型とする方法など、多様な技術が存在するが、原型の埋没と消失による鋳型の制作原理は

同じである。 

ブロンズの鋳造の他、テラコッタ（土の素焼き）による彫刻制作にも、鋳造が用いられ

ている。テラコッタ彫刻は紀元前四世紀にギリシャで制作されたタナグラ人形が有名であ

るが、テラコッタ彫刻の制作には石膏製の鋳型が多く用いられる。量産を目的とする場合

が多く、また焼成時に失敗するリスクがあるからである。鋳型に焼成用の粘土を込めた後

に目的の雄型を壊さずに取りだすため、鋳型は分割される。再度組み立てられるように二

重構造をとったり金具が取り付けられたりする。 

金属貨幣の最古の鋳造は、紀元前 7 世紀のリディア王国で作られたエレクトロン貨だと

言われている。これは金・銀・銅・青銅・鉄などの金属をそのまま計量して用いる秤量貨

幣に対して、表面に印された数字などの刻印によって価値が保証されることから計量貨幣

と呼ばれる。計量貨幣の偽造を難しくする技術として、鋳造が用いられた。偽造防止のた

め貨幣の鋳造技術は近年以降機械化によってより精巧なものとなっている。 

なお、鋳造の原理である原型の埋没と消失からの素材の置き換えは自然界にも見られる。

化石が出来上がる過程は、鋳型による造形プロセスと同じである。土砂によって埋没した

生物が腐敗し、長い年月をかけて代わりに流れ込んだ土砂が岩石化もしくは他の鉱物に置

換され化石となる。この自然によって出来た鋳型の現象の例として、イタリアのポンペイ

遺跡で発見された火山灰の鋳型を挙げることが出来るだろう。紀元 79 年にヴェスビオ火山

の噴火によってポンペイの街は軽石や火山灰で覆い尽くされ姿を消した。1748 年の遺跡発

見の後、1860 年からの本格的な発掘調査が行われる中、人間や家畜の遺体が朽ち果てた後

に出来た空洞が発見された。発掘隊がポンプで石膏を内部に流し込み、当時の街の人々の

最期の瞬間の姿を再現している34。 

 

(2) 資料 

顔だけではなく手や足など、身体を石膏によって直接型どりしたものが画家や彫刻家の

制作のための資料として使用された記録が存在している。いわば写実表現を行う上で実物

のモデルに代わる参照資料として、型どりされた身体の複製が使用されていたという。15

世紀に描かれたチェンニーノ・チェンニーニ『絵画術の書』には、老若男女の顔や身体か

                                                 
34 岩波書店編集部編『死都ポンペイ』（岩波写真文庫）、岩波書店、1955 
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ら石膏を使って型どりする方法が書かれている。内容はモデルのマスクを石膏で複製する

方法、モデルや動物の全身像を象りする方法、そして肖像や貨幣を鋳造する方法までが事

細かに記されている35。 

 ルネサンス初期に書かれたこの著書の記述の内容からは、型どりによって得られた複製

物が画家のデッサンによって自然物を模倣する際の資料になった事が推測出来る。第 181

章では型どりについて「自然の事物を写生して、それに似せるという、つまりお前の腕前

が大いにものをいう素描にとって、たいそう有益な作業36」と書かれている。ここでは型ど

りによって複製されたものを作品とするのではなく、素描の技術を向上させるための方法

として用いる事が推奨されている。 

 同様の記述はヴァザーリの『画家・彫刻家・建築

家列伝』の中にも見られる。彫刻家であるヴェロッ

キオについての記述には、彼が石膏によって型どり

した手・足・膝・脚・腕・胴体などの人体の諸部分

を型どりし、身近に置いて模倣の資料としたとある

37。同資料によればヴェロッキオは石膏による型ど

り法を普及した人物とされ、型どりによって人々が

より完璧な人物像を作るようになったと記述されて

いる。ここでも、肖像や人物像を制作する上での補

助的な、参照用の資料として用いられている事に注

目したい。 

 ちなみに制作補助という観点から、型どりに関連

する技法として 15 世紀のイタリアで使用されてい

た「フィニトリウム」（図 25）と呼ばれる器具について触れておきたい。フィニトリウムは、

アルベルティの『彫刻論38』の中で紹介されている、円形の分度器から糸で垂直に錘を垂ら

した測定器具である。この道具は、古代ギリシャの時代から行われていた、鋳型を用いず

に、人間の身体や小さな立体作品の空間的な位置をコンパスなどで測定して複製する為に

使用された。鋳型と違って、測定による立体複製は比率を変える事によって立体物の拡大・

                                                 
35 辻茂（他）編『チェンニーノ・チェンニーニ 絵画術の書』、岩波書店、1991、p.123 
36 同上 
37 森田義之監訳『ヴァザーリ ルネサンス彫刻家建築家列伝』、白水社、1989、p.236 
38 L・B・アルベルティ（森雅彦編著）『芸術論』、中央公論美術出版、1992 

図 25 フィニトリウム 
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縮小が出来る利点がある。しかし測定による複製技術は当時まだ精度が低く、膨大な手間

がかかる事からも、どれだけ彫刻家が使用していたのかは定かではない。しかしアルベル

ティは「彫刻論」のほとんどを人体の比率や測定方法について割いており、測定による複

製技術が制作者にとってどれだけ有利なものであるかを読み取ることが出来る。 

 このコンパスなどの測定による複製・転写技術は、19 世紀に「星取り技法」として専用

の洗練された器具が開発され、新古典主義の彫刻家や後述するロダンによって多用された。

またこの測定による複製の原理は、近年ではコンピュータの測定・加工による 3D スキャ

ン・3D プリントの技術として発展し、様々な分野での今後の応用方法の展開に注目が集ま

っている。3D プリントの技術について本稿で深く扱う事は出来ないが、同じ原理で複製を

行う星取り技法については後の項で触れ考察したい。 

 

(3) デスマスク・ライフマスク 

 上述したように、芸術作品の鋳造とは一般に彫刻家の手による造形物を型どりしたもの

を指している。しかし鋳造によって造形された立体物の中には人間の身体から直接型を取

ったものが数多く存在する。それらの造形物は多様な目的で作られているために、はっき

りと芸術作品と分類する事が難しい。しかし次章で取り上げる 1950 年以降の芸術作品のほ

とんどは人間の身体から型を取っているため、この時期に見られる芸術分野以外の型どり

の用法についても確認しておきたい。 

 型どり技法は、彫刻や工芸品の鋳造以外の目的で使用される場合、多くの場合人間の身

体を複製したものである。その代表例は人の顔を型どりによって立体物として取りだす、

デスマスクもしくはライフマスクである。日本では夏目漱石の死後に取られたと言われる

デスマスクが有名であるが、モデルの死後もしくは生前に取られたマスクはいつどのよう

な目的で使用されたのだろうか。 

 岡田温司と水野千依39によれば、人から型どりされたマスクが古代ローマの先祖崇拝に関

係した風習において使用されていた事が分かっている。鋳型から蝋で制作されたマスクは

「イマギネス」と呼ばれ、葬儀や葬列に使われる他、屋敷の玄関広間に一族の先祖マスク

が複数飾られていたようである。これらは一族の名誉と威光を確認し宣伝する為の、文化

的・社会的・政治的機能をもったものだという。古い記述のある大プリニウスの『博物誌』

やポリュビオスの『歴史』にはイマギネスの制作に型どりが使用されたことやその形状に

                                                 
39 岡田温司『デスマスク』（岩波新書）、岩波書店、2011、水野千依『イメージの地層 ルネサンスの図像

文化における奇跡・分身・予言』、名古屋大学出版会、2011 
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ついての具体的な描写がはっきりと書かれていないものの、蝋から作られた点や本人に似

せて作られた点から、専門家は概ね型どりによるマスクから作られたと判断しているよう

である。 

 このような個人を偲ぶためのマスクは、18

世紀から 19 世紀には天才や英雄崇拝と結び

ついて制作されるようになる。古代ローマ以

来、王や権力者、聖人や宗教家から取られて

いたデスマスクは、ナポレオンやリンカーン

などの政治家の他、科学者や哲学者、美術家

や音楽家など個人へ移行する。それと同時に、

ヴィクトル・ユゴーのデスマスクに見られる

ように、あたかも彫刻作品であるかのように

手が加えられ、美術作品のような体裁をとっ

たデスマスクが多くなる。それは特にショパ

ンやワーグナー、マーラーなど、近代の天才

崇拝の対象である音楽家のデスマスクにおい

て顕著に見られる。岡田によれば 19 世紀末か

あ 20 世紀初めにはデスマスクの多くは画家や彫刻家によって制作され、デスマスクは美し

く鑑賞可能な美術品のようなものとして見なされるようになったという40。ユゴーのデスマ

スクに関しては同時期に制作されたナダールの写真においてプロフィールを強調した絵画

のような写真が制作されており、写真におけるピクトリアリズム41と同じ現象がデスマスク

で起きたとも言えるだろう。 

 また、先に挙げた岡田と水野による研究の中では注目すべき指摘が見られる。用途に関

してデスマスクと明確に区別されていたと考えられてきた大理石やブロンズの彫像制作に

おいて、部分的にマスクがそのまま転用されていた可能性が極めて高い事である。 

 後述するように、人間の身体から取られたマスク・手・脚などの石膏複製は画家や彫刻

家の参考資料として活用されていた。その目的はモデルの外見に彫刻作品を出来るだけ似

せようとする事である。しかし、作品においてより忠実な再現を実現する為の方法として、

                                                 
40 前掲、『デスマスク』、p. 184 
41 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて流行した、芸術としての写真を追求しぼかしや合成などを用いて絵

画的な効果を持つ写真をとる手法のこと。 

図 26 ドナテッロ〈ニッコロ・ダ・ウッツアーノの胸像〉1430年代 
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型どりが積極的に使用されていたようである。デスマスクもしくはライフマスクが肖像彫

刻に直接的に使用されていた時期は古く共和制ローマの時代に遡る。この時代には古代に

は見られなかった写実表現が人物彫刻に見られるようになる。マスク部分をあらかじめ制

作した胸像にはめ込む手法では、閉じた目などの細部に修正が加えられ、大理石の像では

「星取り技法」と呼ばれる形の転写技術を用いて本人のマスクが石に写し取られた。ルネ

サンス期においてもドナテッロの作とされる〈ニッコロ・ダ・ウッツァーノの胸像〉（1432、

図 26）では胸像に 3 つの継ぎ目が発見されており、それらは鋳型の使用を裏付けるもので

あったという。 

 水野42は肖像彫刻における型どり使用の意義について、作品における再現性追求の理由と

して葬儀における象徴的な作用を指摘している。王の肉体である「自然の身体」が滅んだ

後、権力が後継者に移行するまでの間に執り行われる葬儀においては、権力や威厳といっ

た人格を擬人化した「政治的身体」を可視化する必要があった。このカントロヴィッチの

「王の二つの身体」を体現する分身を制作する手段として、鋳型による複製が用いられた

と水野は指摘する。 

 また、同様の目的で使用された鋳型の例として、教会において病気の治癒の祈願や感謝

を示すために収められる奉納像（エクス・ヴォート）が挙げられている。奉納像の中には

マスクだけでなく手や足など身体の一部分が型どりによって像となったものが多くあり、

本人の身代わりとして贖罪や犠牲、病の治癒祈願などを果たすものとして使用されていた

という。 

 これら葬儀用の肖像や教会の奉納像に見られる、鋳型の複製によって本人が持っていた

性質が備わるとする見方は人類学的なものであるが、先に挙げた肖像彫刻の例においても

鋳型の使用は外見的な特徴だけでなく政治的な性質を表現する上でも意味が在ったと考え

ることが出来る。 

 また、古代ローマ時代の彫刻に見られるようになった写実表現に関連して、節のはじめ

に触れた大プリニウスの『博物誌』には型どり技法を確立したというリュシストラトスと

いう人物について「それまでは、狙いとする目的は、出来るだけ顔を美しく見せるという

ことにあったのに、彼は実物に似させるという習慣を導入した43」という記述が見られる。

本当かどうかは定かではないが、この時期の彫刻に型どりが積極的に多用されたことから、

型どりによる複製技術は彫刻において写実表現が定着する要因の一つである可能性が高い

                                                 
42 前掲、『イメージの地層 ルネサンスの図像文化における奇跡・分身・予言』 
43 中野定雄（他）『プリニウスの博物誌』（Ⅲ）、雄山閣出版、1986、p. 1439 
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と言えるだろう。 

 

(4) 医療用ムラージュ 

 ムラージュ（moulage）とはもともとフランス語で「鋳型」や「型どりによる複製」を意

味する言葉である。石膏などによる彫刻作品の複製とその技術を指す事もあるが、近年で

は医療分野で教育や訓練を目的として作成された模型やダミー人形の事をムラージュと呼

ぶ。特に皮膚病患者の病状の記録を目的として、患者から直接型が取られ、蝋を流し込ん

で複製された形に彩色が施され、本物さながらの患部が再現された。 

 カラー写真の発達に伴い 1950 年代以降制作されなくなるが、かつて使用されていた医療

用ムラージュは博物館や大学に写され、医療の歴史を記録するものとして展示されている。 

 ムラージュの歴史は 16 世紀ヨーロッパで制作されていた蝋製の解剖学的な標本に遡る。

蝋を用いる理由は、熱によって柔らかくなり成形しやすい性質の他に、光を透過するため

により一層現実に近い皮膚の質感が再現出来る為である。日本では明治期に東京大学皮膚

科の教授である土肥慶蔵によって技術が伝えられ、昭和 30 年代まで全国の医科大学皮膚科

で教育の為に使用されていた。 

 医療用ムラージュの特徴は、デスマスクの例やマスクを用いた肖像制作のように美的な

観点からの鑑賞ではなく記録を目的としているため、彩色を含めて徹底した再現が目指さ

れている点である。鋳型による造形が持つ複製としての側面が最大限利用された例だと言

える。 

 また、医学的な目的と美術品としての側面を両方持った少々変わった例として、クレメ

ンテ・スジーニ（1754-1814）による〈医学のヴィーナス〉（1781-1782）を取り上げたい。

この像は、精巧に着彩された筋肉や臓器が何層かに分かれており、一つずつ取り外せる構

造になっている。こうした内臓を露わにした蝋製の女性解剖模型は、医学的な口実から 18

世紀から 19 世紀にかけて盛んに流行したと言われている44が、その顧客の中には王侯貴族

も多く含まれており、グロテスクさと美しさを備えた奇妙な美術品としての性質を持って

いる。このような、鋳型を用いた身体の複製に見られる生物と無生物の境界が曖昧な性質

は、次の項で述べる「見世物」としての蝋人形において最も強く表れている。 

  

                                                 
44 前掲、『デスマスク』、p. 160 
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(5) 見世物としての蝋人形 

 型どりの複製としての側面を最大限活かし、本人そっくりに制作された蝋人形は宗教や

医学だけではなく、「見世物」としての展示を目的にも制作されていた。それらの蝋人形は、

鑑賞を目的としていながら、好奇心や不安をかきたてる造形物としてしばしば美術工芸品

と区別される。その最も有名な代表例は「マダム・タッソーの蝋人形館」の名で世界中に

存在する展示場だろう。そこでは映画スターや政治家などの有名人に似せて作られた蝋人

形が数多く展示されている。こうした蝋人形の展示の起源となったのは、フランス革命時

にギロチンの犠牲となった人物の首からデスマスクをとり、それに基づいて蝋人形を制作

し一世を風靡したアンヌ・マリー・グロスホルツ（1761-1850）である。彼女はマリー・タ

ッソーの通称で呼ばれ、フランス革命の時期に殺害されたジャン・ポール・マラーのデス

マスクを取ったほか、ロべス・ピエール、マリー・アントワネットなど処刑された人物の

首を、蝋人形によってギロチンによって切り落とされた当時の首をそのまま再現したこと

で知られている。 

 マリー・タッソーに蝋人形の制作法を伝えた師・叔父であるフィリップ・クルティウス

は、スイス人の医者でありながら、蝋製の人体模型にも通じていたと言う。クルティウス

の時代には蝋を用いた造形が流行しており、クルティウスの工房では科学者や政治家、軍

人や貴族など多くの名士の肖像を蝋で制作していたと言う。先に挙げた〈医学のヴィーナ

ス〉のような模型も、蝋製の肖像制作が流行した 18 世紀後半に時代に制作されている。 

 見世物としての蝋人形の特徴は、本人がそこにいるかのような高い再現性であり、生物

と無生物との区別が曖昧である事からくる不気味さである。 

 似た性質を備えた造形物は、幕末の日本にも見られる。「生き人形」と呼ばれた人物像が、

興行目的で作られており、松本喜十郎・安本喜八・平田郷陽などの作家の名が知られてい

る。しかしこれらの「生き人形」では鋳型によって人物から型を取る事は行われておらず、

作家の造形技術のみによって制作されている。しかし結果として実現された高い再現性は、

マリー・タッソーの蝋人形と同じく美術工芸品というよりアトラクションとして鑑賞され

ている。現在ではこうした「人形」と「彫刻」の違いについてしばしば議論される45。本稿

では詳しく取り上げないが、議論される理由としてこれらの蝋人形や生き人形が美術工芸

品としての彫刻が持たない機能や性質を持っている点が挙げられるだろう。 

  

                                                 
45 代表的な文献に谷川渥「人形と彫刻」『肉体の迷宮』、東京書籍、2009、特集「彫刻ってなんだろう？」

『美術手帖』58(877), 2006-03 など。 
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 このように 19 世紀以前には、彫刻家によって制作された立体作品だけでなく、人間の身

体そのものから鋳型が取られ複製が行われていた。蝋や石膏による身体の複製の中で、最

も型どりされた部位はマスクであり、デスマスク・ライフマスクを問わず葬儀用の人形、

絵画や彫刻の為の資料、肖像彫刻への直接的な転用、見世物としての蝋人形など、様々な

目的によって使用された。また記録の点では皮膚病の医療におけるムラージュを代表とす

る模型が鋳型によって制作されたが、中には医療と美術の両方の視点を兼ね備えた模型も

制作されていた。ブロンズ彫刻やテラコッタ彫刻などはっきりと芸術目的であると断定す

ることが難しい分野で、人間の身体から直接型を取る事が行われていた。 

 美術工芸品における鋳造の目的は、金属などの耐久性の高い素材への置き換えや量産で

あった。それに対して芸術以外の分野では、人間の身体の忠実な「再現」を目的として型

どりが行われていた。例えば肖像においてはモデルの相貌を出来る限り再現することがめ

ざされ、葬儀用の人形においては生前の人物が持っていた政治的な権力や威厳を表すため

に鋳型が用いられた。また医療においては高い記録装置としての性質が利用される一方で、

高い再現性がもたらす不気味さと緻密な造形から見世物としての蝋人形を生み出していた。 

 デスマスク・ライフマスクの項で触れたように、人間の身体から直接鋳型を取ることは

芸術分野の周辺で見られたが、古代ローマからルネサンスの肖像制作に鋳型が積極的に使

用された例で見たように、鋳型の使用は彫刻の人物表現の中で写実的な描写が行われるよ

うになったきっかけの一つであるとも考えられている。また、葬儀や見世物も美術と同じ

く一つの鑑賞形式とするならば、こうした芸術以外の分野における鋳型を元にした造形物

の用いられ方は、後の 20 世紀以降の美術作品を見る上で重要な比較対象となるだろう。 
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1.2. ロダンのアサンブラージュ 

 次に取り上げるのは、19 世紀以降の近代彫刻においてモデリングによる彫刻制作が主流

となるきっかけとなった、オーギュスト・ロダン（1840-1917）の作品に見られる鋳型の用

い方である。ロダンの作品は伝統的な鋳造法を踏襲しているように見えるが、制作過程に

おいてそれまでに見られなかった方法で鋳型が活用されている。 

ロダンの作品の多くはブロンズ鋳造による作品で

あり、粘土のモデリングによって作られた塑像作品

が元となっている。伝統的な鋳造法の観点から見れ

ば、型どりの目的は先に述べたように耐久性の高い

ブロンズへと置き換えるためである。しかし、ロダ

ンの作品には、鋳造によって像を複数体生産出来る

事を利用した、「アサンブラージュ」と呼ばれる独特

の制作方法が見られる。アサンブラージュとは「寄

せ集め」を意味しているが、美術の分野では一般に

20世紀に既製品を組み合わせて立体作品を作るピカ

ソの手法や廃品を組み合わせたジャンクアートなど

の手法を意味している。ロダンのアサンブラージュ

に見られる鋳型の用い方が一体どのようなものであ

るのか、確認していきたい。 

 

(1) 断片化と反復 

 ロダンのアサンブラージュで「寄せ集め」られる素材は、ロダン自身の塑像作品である。

そして自身の作品のアサンブラージュの際に見られるのが、既に制作された作品の「断片

化」と「反復」である。この二つの要素と鋳型はどのように関係しているのだろうか。 

 まずはロダンのアサンブラージュの手法がどのようなものか確認したい。アサンブラー

ジュとはその名前の通り、ピカソによる手法と同様、複数の立体を組み合わせて新たな作

品とする制作方法である。ロダンの場合、本・壺などの既成品が用いた作品も存在するが、

基本的には全て自らの作品を組み合わせることによって新しい別の彫刻を成立させている。

『ロダン事典』46によれば、制作年のはっきりしている最初期のアサンブラージュ作品は〈私

                                                 
46 フランス国立ロダン美術館監修『ロダン事典』、淡交社、2005、p. 225 

図 27 オーギュスト・ロダン〈私は美しい〉1886 
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は美しい〉（1886、図 27、前頁）である。この作品は〈堕ちる男〉と〈うずくまる女〉（図

28）の２点を組み合わせた作品で、合成するにあたって男の両腕が修正されている。この

例のように多少の修正を加えることもあるが、ロダンのアサンブラージュは既に制作され

た複数の人物像を組み合わせることで成立している。 

 組み合わされる複数の人物像が同一のものである場

合もある。〈三つの影〉（1902）は、同一の人物像を反

復する事によって制作された、最初期の例である。この

例に見られるように、ロダンの制作に見られる鋳造の用

い方の大きな特徴の一つとして同じ形態を反復する事

が挙げられる。他にも〈枯れた泉〉（1889）では〈美し

かりしオーミエール〉（1885-87）が洞窟のような形の

内部に向かい合わせで配置されている。他にも 2 体の

〈エヴァ〉と 1 体の〈うずくまる女〉を組み合わせた作

品など、アサンブラージュの作例には反復する同一の像

が使用される事が多い。 

 またアサンブラージュにおけるもう一つの特徴は、人物像の頭部・トルソ・腕や脚など

が切り離され、断片化されて組み合わされることである。像が断片化される事によって組

み合わせのバリエーションは増え、形態の単純化にもつながった。人物彫刻において断片

化された部分を作品として成立させたのはロダンが最初であり、彫刻表現において作品の

主題よりもボリュームを持った形態を重視するようになったきっかけの一つであると考え

られる。 

 このような断片化と反復によるロダンの制作方法は、古典的な彫刻作品のように特定の

主題の為に計画的に構想するものではなかった。アサンブラージュの手法がしばしば「形

態との戯れ47」と形容されるように、像の持つ形態と量塊のバランスの中で感覚的に作品を

組み合わせる事で成立している。題名や主題は展示される際に後から決定される「後付け」

のものであるという。また、ロダンは落下による破損などの偶発的な事故の痕跡を作品の

中に積極的に残している。例えば〈大地〉（1896）は習作の焼成時に胴に深い亀裂や脚の割

れ目が生じたのにもかかわらず、修復するどころか習作をそのまま拡大してブロンズ鋳造

                                                 
47 同上、p. 221 

図 28 ロダン〈うずくまる女〉1906-08 
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した作品である48。複数の像の配置において偶然性を取り入れる事も、ロダンのアサンブラ

ージュの特徴の一つである。 

 この独自の制作法は、それまで量産だけを目的としていた鋳型の複製機能を立体造形の

手法として取り入れた点で、美術における新しい鋳型の用い方を示したと言えるだろう。

複製による像の反復自体は単純な効果ではあるが、制作の手法として成立させる上で大き

な役割を果たしているのが像の断片化である。組合せの観点から見た場合、断片化は構成

のバリエーションを増やす役割をしている。また断片になる事で主題との関係から自由に

なり、彫刻の鑑賞において形態や量塊といった造形的側面をより意識させる効果がある。 

 

 

(2) 星取りによる転写 

 ロダンのアサンブラージュに関連して、鋳型と非常に似た性質を持った技法である石彫

における星取り技法との共通点に着目したい。星取り技法とは、コンパスなどの計測器具

を用いた彫刻の形態の転写技法である。原型の形態表面に無数に打った点の空間的な位置

を測定した後、他の素材に転写する方法である。 

 この星取り技法の性質に関して、福江良純は星取り技法が形態の界面を介して複製を行

う点で鋳型によるキャスティング技法と類似している事を指摘している49。指摘によれば、

界面を使う点で類似してはいるが星取り法は点同士を結ぶ面を彫り手の想像力によって直

接彫り出されなければならない点で鋳型による複製とは異なる。 

 実際に作例を見て鋳型による複製との違いを確認したい。ロダンはこの星取り技法を利

用して、弟子や下彫り職人に自身の作品のコピーを作らせている。例えば 1881 年に原型制

作が開始された〈エヴァ〉は未完のまま残されたが、弟子のブールデルや職人たちによっ

て 3 つの等身大の大理石のヴァージョンが確認されている50。これらの像は頭部や脚の仕上

がりがそれぞれ違うが、その理由は星取りによるコピーでは点同士を結ぶ間の立体的な曲

面を彫り手が直接決めなければならないため、一体一体の形が微妙に異なるからである。

したがって、空間との境界面の空間的位置を取り出す点で鋳型による複製と同じ原理に従

っているが、「点」という限られたよう要素から形態を作り出さなければならないため、彫

                                                 
48 同上、pp. 230-231 
49 福江良純「彫刻技法『星取り法』の造形的特徴 ―オリジナルと複製を跨ぐもの」、『図学研究』42(1), 

11-20, 2008.3. 
50 大屋美那「ロダンの《エヴァ》について」『手の痕跡 国立西洋美術館所蔵作品を中心としたロダンと

ブールデルの彫刻と素描』展覧会カタログ、国立西洋美術館、2012、p. 153-156 
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る人物の技量や感性の影響を少なからず受ける複製方法だと言えるだろう。 

 ロダンの星取り技法の用い方で注目したいのは、アサンブラージュによって制作された

作品が星取り技法によって大理石へと転写されている点である。たとえば〈フギット・ア

モール〉はアサンブラージュによる石膏原型から大理石に写された作品である。この作品

を支える台座部分は鑿跡の残る大理石の塊が利用されており、鋳造によるヴァージョンと

の違いが見て取れる。また、〈小さな水の精〉（図 29、次頁）では、ロダンの作品の他に既

製品である器が組み合わされて大理石へと変換されている。この作品のように大理石に転

写されるアサンブラージュ作品の中には既製品を用いたものが存在する。 

 〈小さな水の精〉では、星取りによって大理石へと素材が置き換わる事によって、既製

品と石膏原型という異素材の組み合わせによる雑多な要素が軽減されている。言い換えれ

ば、一つの素材となる事によって塊としての性質が強調され、統一感のある印象を与えて

いる。このように素材の置き換えによって形態の統一感が生まれることは、鋳造による素

材の置き換えにも言えることである。この効果は従来の彫刻制作では全て彫刻家によって

作られた形を置き換えていたために意識される事がなかった。しかしアサンブラージュの

技法においてしばしば異なる素材の立体を組み合わせた事で生じる複雑な印象が、鋳造や

星取りの過程を通す事で生じる素材の統一感が、一つの塊（マッス）としての性質を強め

る効果を生んでいる。  

 

 以上見てきたように、鋳型を用いた彫刻作品の「複製」と「素材の置き換え」の性質は

アサンブラージュによる制作を可能にするための重要な条件であった。従来は彫刻が完成

した後に行われていた鋳造が制作の初期段階から行われる事は、鋳型を用いた表現にとっ

図 29 ロダン〈小さな水の精〉撮影年不明 
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て新たな展開であると考えられる。アサンブラージュ技法による作品では、複製によって

増殖した像を組み合わせる事で新たな作品が制作される。また、表現のバリエーションを

増やす上で人体像を断片化することが大きな意味を持っていた。 

また、星取り技法によって大理石に転写されたアサンブラージュ作品に見られるように、

形態の組み合わせにはテラコッタ・石膏・陶製の既製品など異素材が使用される事があっ

た。異素材によって彫刻は構成の手法を強く感じさせるが、鋳型や星取りによって素材が

置き換わることで、マッスとしての統一感を強調させる効果があった。 

この後確認するように、20 世紀の作品ではより表現媒体の形式への意識が高まるが、ロ

ダンの制作では型どりによる像の「複製」と「素材の置き換え」を積極的に制作に取り込

んだ最も早い例だと言えるだろう。 

 

 

 

2. 技法の影響 

 

 これまで、立体美術の制作の中で型どり技法がいかに使用されてきたかを振り返ってき

た。歴史を通じて型どり技法の主な用途は、制作した像や工芸品を金属へと置き換え耐久

性を持たせる為の金属鋳造である。しかし美術作品と分類できないような芸術家の資料、

デスマスク、医療用ムラージュ、蝋人形など、人間の身体から直接型どりしたものが様々

な形で利用されていた。また、19 世紀の後半にはロダンの「アサンブラージュ」と呼ばれ

る制作の特殊なプロセスでは、像の断片化と反復という形で型どり技法が利用されていた

のだった。 

 では、第一章で見た形態表面とマッスを分離して見るような捉え方が形成されていく過

程で、型どり技法のどのような特性が影響を与えているのだろうか。また、20 世紀に大き

な変化が始まる要因は一体何なのだろうか。技法の工程に見られる表面の変化から考えて

みたい。 
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2.1. 鋳型の作品化 

 第一章で確認したように、形態の表面がマッスから分離し独立する過程ではマッス表面

を「裏面」から見る視点が現れたことが意識を変える大きなきっかけとなっていた。これ

を型どり技法のプロセスの観点から言い換えれば、原型の周囲の空間を物質化した「鋳型」

の形態をそのまま作品とすることが形態表面への意識を高めた、という事である。 

 しかし前項で見たように鋳型の形が作品として現れるのは 20 世紀以降で、19 世紀以前は

ロダンの写実的な人物像が型どり技法を用いた疑いでスキャンダルになる程、鋳型に芸術

的な価値は認められていなかった。20 世紀に入ると様々な点で美術の価値観に変化が現れ

たのだが、それまで表現として見せる事の無かった鋳型を作品として発表する要因は何だ

ったのだろうか。オブジェやレディメイドの考えを背景に鋳型が立体作品に取り入れられ

来た事について、その実際の具体的な過程を詳

しく追ってみたい。 

 一章の 2 節では「表面とマッスの分離」の意

識が見られる始める最初の作家としてヘンリ

ー・ムーアを挙げたが、型どり技法そのものを

表現の中で見える形で取り入れたのは時期的に

ジャスパー・ジョーンズの〈石膏のある標的〉

（1955、図 30）が最初である。 

 〈石膏のある標的〉の上部に並べられた石膏

鋳型は、それぞれ指・つま先・踵・顔面・耳・

性器といった身体の末端部分が型どりによって

複製されたものである。小さな木箱の蓋を持ち

上げて「覗く」行為を連想させ、平面的なモチ

ーフを平面上に再現した下の絵画の部分とコン

トラストを作り出している。 

 ジョーンズの作品に用いられる身体のオブジェを理解するためには、他の平面作品との

関連から考える必要がある。ジョーンズは 60 年代から本格的に版画の制作に取り組み始め

るが、初期にステンシルを用いて制作するなど「版」の技法に対する関心が窺える。伝統

的な技法であるリトグラフやエッチングの他、〈ある男が噛んだ絵〉（1964）では作品表面

に厚く盛られた蜜蝋に噛み跡をつけ、〈皮膚Ⅰ・Ⅱ〉（1973）では自分の身体を直接紙に押

図 30 ジャスパー・ジョーンズ〈石膏のある標的〉1955 
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し当てるなど、「押し跡（エンボス）」を多用している。〈石膏のある標的〉など石膏による

キャスティングは「版」への関心の一つとして現れた可能性が考えられる。 

 また、「鋳型」というモチーフを独自の解釈で作品化した作家が、マルセル・デュシャン

（1887-1968）である。デュシャンの作品には鋳型を使用した作例は少ないが、作品と独自

に解釈された意味とは何なのだろうか。 

 デュシャンの作品の中で石膏によって型どりされた立体は〈わが頬の中のわが舌〉（1959、

図 31）、〈死拷問の生物〉（1959、図 32）で使用されている。また、実際に型どりが行われ

ているかは不明であるが、〈雌のイチジクの葉〉（1950）も「型どり」によって作られたこ

とを想起させる形で出来ている。 

 ここで注意しなければならないのは、デュシャンは 20 世紀における「レディメイド」の

使用を美術に取り入れた作家だという事である。〈自転車の車輪〉（1913）や〈泉〉（1917）

のように、自分で形を作らずにレディメイドのオブジェを作品として転用するデュシャン

がなぜ石膏の鋳型による複製を用いたのだろうか。 

 身体をオブジェとして扱う事の他に、デュシャンの作品の場合に理由として考えられる

のが、「鋳型」が特別な意味を持ったモチーフであった事である。晩年の未完作〈彼女の独

身者によって裸にされた花嫁、さえも〉（1915-1923）の部分となる〈九つの雄の鋳型〉と

いう題名のドローイングが存在し、デュシャン自身の言葉の中にも「網膜的」な絵画に対

立する「外観」の概念に関連して登場する。 

図 31 マルセル・デュシャン〈わが頬の中のわが舌〉

1959 

図 32 マルセル・デュシャン〈死拷問の生物〉1959 
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 デュシャンによれば、何かが「表面へ出現」しているとき、その出現は物体の一つ下の

「n-1 次元」において写真のネガのように現れた「鋳型」であると考える。つまり三次元の

物体は四次元の存在を鋳型として移行したものである。「鋳型が意味するのは、形と色から

見れば（写真の）ネガであり、塊から見れば、光の要素から構成される一つの面（基本的

な平衡関係によって物体の形を生み出すもの）である51」。したがってデュシャンの作中に

登場する鋳型の形態は、オブジェやレディメイドといった概念だけでなく、絵画的な認識

論との関係からも考える必要があるだろう。 

 その後、本稿で何回か取り上げたジョージ・シーガルの石膏の人物像が登場するのであ

るが、こうして振り返って見ると、型どり技法や鋳型が表現の中に導入されるプロセスが

「身体のオブジェ化」を通して進んでいたことが分かる。20 世紀に彫刻の伝統的なモチー

フである人体を表現しようとした時に、「レディメイド」である自然の身体をそのまま作品

化するにはギルバート＆ジョージのパフォーマンスのようにいささか強引な手段を取らな

くてはならない。人間の身体を「彫刻作品」として取り入れようとしたときに、最も適し

た技法が型どり（キャスティング）技法だったと言える。 

 

 

2.2. 計測による物質性の消失 

以上のように、20 世紀に型どりを用いた表現は伝統的な鋳造の他に「身体のオブジェ化」

の手法を中心に展開してきた。その中で形態のマッス（量塊性）から空間に対する界面で

ある表層部分が独立した要素として捉えられるようになった経緯を確認してきた。この節

では、マッスから分離した境界面がどのような性質を持つのかさらに詳しく見ていきたい。

表面だけで存在するフォルムとは、一体どのような特徴があるのだろうか。 

 考える糸口として、これまで取り上げた作品の中でフォルムの「境界面」が常に間接的

な形に示された点に着目したい。ムーアにおいて有機的なボリュームと接した空間のボリ

ュームは常に鑑賞者側の空間と繋がり慣習的なマッスの表現のように「閉じた」状態では

なかった。ゴームリーにおいては穴などの開口部、あるいは完全に閉じた容器の様な形で

空間としての身体は直接示される事は無かった。また、クインの作品は布のように柔らか

い素材を使用しており、自律したマッスとしてのフォルムが維持されていなかった。 

つまり本稿で指摘している「マッスから分離した表面」とは、それだけで物理的に存在

                                                 
51 マルセル・デュシャン（ミシェル・サヌイエ編、北山研二訳）『マルセル・デュシャン全著作』、未知谷、

1995、p. 176 
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する事は不可能だという事になる。何故なら、表面とは素材は何であれ厚みをもった物理

的な塊の表層部分を意味するからである。もちろん、非常に薄くて強度も透明度も高い素

材を想定することは出来る。例えばプラスチックやガラス素材、風船などであれば可能か

もしれない。しかしどんな素材であれ材質の物理的な性質や重力の影響を受けざるを得な

い。それらは質感や光の印象など、微妙に素材の性質を表すものとなるだろう。逆に言え

ば、境界としての表面を純粋に表現しようとすればするほど、物質としての存在感は失わ

れ、観念的もしくは抽象的なものになると考えられる。 

このような、物質としての条件から離れ、不完全な形でしか示せないような表面の特徴

を、フォルムの「情報化」として今後の展開の可能性について考えてみたい。 

 フォルムの情報化は、20 世紀に突然現れた問題ではない。形態を物質を伴わない情報と

して見る考え方は、古代ギリシャやルネサンス期に既に見られるものである。前章で取り

上げた、「星取り」技法による計測がその代表例である。フォルムを三次元の座標を基に「計

測」する習慣は、フォルムの表面だけを記録として取りだそうとする試みである。特に、

星取り器によるフォルムの計測と転写は、物質を伴わない情報へと形態を変化させる技術

だと言えるだろう。常に物質の表層部分としてなにかしらの素材を必要としていた「表面」

であるが、境界面を独立して取りだそうとする時に有効なのが、この空間内の位置を計測

する技術だろう。 

 フォルムと空間の境界としての表面を取りだす技術は、近年では「3D プリンター」の開

発において急速に発達してきている。3D プリンターとは、コンピュータによって処理され

た立体のデータをプリンターに送り、樹脂を積層する事によって立体を作る方法である。

1980年頃に基となる理論が発表され、実用化されたのは90年代だと言われている52。近年、

個人でも入手のしやすい低価格の機種が開発された事に伴い、関連するサービスも増えて

きた。2014 年現在では使用できる素材や形態、品質に制限があるが、医療や工業、食料品

製造など多様な分野での応用が期待されている。 

 美術の分野ではコンピュータによるフォルムの加工や出力は、レーザー彫刻など切削に

よって立体を作る技術として、美術品の修復などに用いられている。しかし、美術制作で

は、制作において新しい価値を生み出すほどの目立った成果はまだ現れていないと言える。

現段階の技術レベルでは、星取り技法の「転写」や「拡大・縮小」といった機能がより身

近かつ手軽に扱えるようになった程度なのかも知れない。ただ、星取り技法が数センチ間

                                                 
52 水野操『3D プリンターで世界はどう変わるのか』（宝島社新書）、宝島社、2013 
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隔で取られる点を基にしているのに対して、形態の 3D スキャンや 3D プリントでは表面の

空間的な位置を完全にデータ化し加工が出来る為、フォルムを複製する事を利用した表現

がこれまでよりも飛躍的に発展する可能性が考えられる。 

 コンピュータによる形態表面のデータ化、加工、出力の技術は立体物の新しい形による

複製技術である。これらの技術が発達は、「物質を伴わない形」への意識を高めるだろう。

これらの技術がまたさらに新しい形態の見方を生み出すのではないかと考えられるが、表

現分野における今後の可能性についてはこれからさらに詳しい分析や考察が必要であるだ

ろう。 
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結論 

 

 

 20 世紀を通じて見られる立体作品表面への意識は、全体として構成彫刻を中心とした視

覚性の強いものであった。構成彫刻をキュビズムとの関連から論じたグリーンバーグの彫

刻論の影響から、彫刻作品のマッスは表面によって再現された「視覚的な錯覚現象」とし

て解体されたと言える。しかし一方で、伝統的な彫刻が表現するマッスを保持したまま、

その表面を空間内で領域を区切る「境界面」として捉え直す見方がムーア、ゴームリー、

ホワイトリードなどの作品を通じて形成されていった事は、現代の立体作品を見る上でも

注目する必要があるだろう。 

 マッスと形態表面を分けて捉えた場合、形は例えば蝉の抜け殻、シャボン玉、細胞膜の

ような「表皮」「皮膜」に喩えられる。このような「表皮」「皮膜」として表面を捉える見

方は突然現れたのではなく、型どり（キャスティング）技法の過程で生じる鋳型の形式を

作品に取り入れる事によりでマッスの表面を「裏側から見る」視点が生まれたことを通じ

て徐々に浸透していったと考えられる。そして、鋳型が作品の表現形式の中に取り入れら

れる要因として、20 世紀にオブジェやレディメイドの概念を背景に「身体をオブジェ化」

しようとする動きがあった事が確認された。また、型どりと似た技法である星取り技法で

はコンパスによる計測から形の複製・拡大・縮小が行われていたが、複製の際に計測され

るのは型どりと同じく形態表面の空間的な座標であった。 

 本稿で取り上げた境界面としてのマッスに似た概念としてアロイス・リーグル以降にし

ばしば論じられた「触覚的表面」が挙げられる事も第一章で取り上げたが、触覚的表面が

が作品の中でより明確な形で表される為には、形態表面を媒介に複製を行う型どり技法が

必要だったのである。 

 また本研究で明らかになった今後の課題として、近年発達の著しいコンピュータによる

3D 加工・プリントの技術によって物質を伴わない、新たな形態表面の捉え方が現れる可能

性を挙げることが出来る。まだ美術の分野では実験的に導入されている段階と言えるが、

仮想空間の技術の中での立体に関する情報技術は急速に進歩している。型どり技術が新し

い形態の捉え方を表現の中にもたらしたように、3D プリントの様な形態に関する情報技術

は新たな表現や価値観を生み出すだろう。この点に関しては今後更なる分析と考察が必要

である。 
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 本論の主要テーマであるマッスとは、形が持つ厚みと奥行の事であり、人間が存在する

事物に対して感じるリアリティを構成する重要な要因の一つである。その捉え方と表現が

20 世紀以降の表現の中で「型」が関わることで変化し続けていることを本研究では確認し

た。立体表現の魅力であるマッスのあり方がこれからどのように変化していくのか、また

その要因として何が関係しているのか、これからも考察し続ける必要があるだろう。 
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