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「国吉康雄作品模写プロジェクト」の意義
江原久美子（公益財団法人 福武財団 国吉康雄プロジェクト研究員）

国吉康雄とは
　この小論のタイトルである、国吉康雄作品模写プロジェクトの
意義をご紹介する前に、その模写の対象となった国吉康雄（1889-
1953）についての紹介を、まずすべきでしょう。
　国吉康雄は 17 歳のとき、日本を発ち、アメリカで移民として働
くうちに自らの絵の才能に目覚め、それからいくつかの美術学校
で絵画を学び、1920 年代から 1950 年代にかけて、特に第二次
世界大戦の間もアメリカに住む “日本人” という難しい立場を選び
ながらも、アメリカを代表する画家として活躍することになります。
　国吉康雄を語る上で、押さえておかなければならない、いくつか
の特徴として、まず、彼が具象画を描き続けたということがあげら
れます。ときには、現実にはありえないシュルレアリスティックな
情景が描かれたものもありますが、抽象画ではなく、全ての作品
には「何が描かれているか」という対象が存在します。
　次にあげられる特徴は、直接的なメッセージや政治的な意図を
伝えるのではなく、暗喩に満ち、その解釈を見るものに委ねる絵
画であるということ。
　そして最後に、その画風が初期から晩年に至るまで変化し続け
たという特徴があげられます。たとえば 1930 年代、国吉は何か
を考え込んでいるような、物憂げな半裸の女性像を次々に描いて
人気を博しますが、そのスタイルも捨て、1940 年代以降は、廃墟
やサーカスや仮面といったモチーフを使い、複雑な画面を構成し
ていくことになります。
　国吉が用いた画材・技法は、油彩のほかカゼイン、グワッシュ、
そして鉛筆やインクによるドローイング、リトグラフやエッチングな
どの版画に、作品としては発表されませんでしたが写真などと様々
です。しかし、メインとなるのは油彩、そして後期に使われたカゼ
インで、彼は生涯にわたり約 350 点の油彩画とカゼイン画を制作
しました。今回、模写に臨んだ学生たちが向き合うことなった作品
は、どれも、そのカゼインによるものです。
　生前はアメリカを代表する画家として活躍した国吉でしたが、没
後、何度か回顧展は開かれたものの、現在のアメリカでの評価は
生前にくらべると低いといえるでしょう。しかし、2015 年には国立
美術館であるスミソニアン・アメリカン・アート・ミュージアムでの
回顧展が予定されており、同展が国吉をどのように再評価し、そ
れがアメリカ国内で、また国際的にもどのような影響を与えるかが
注目されるところです。
　一方、国吉の故郷岡山でも、国吉を研究、顕彰し、市民財産と
して活用しようという動きが活発化しています。2013 年以降は、
生誕の地、岡山市出石町を中心とした地域の人々によって「国吉祭

（くによしさい）」というアートイベントが開かれ、展覧会やワーク

国吉康雄作品　模写プロジェクト 2014
諏訪　敦

ショプ、講演会が行われるようになっています。

国吉康雄作品模写プロジェクトの意義
　ここでようやく、国吉康雄作品の模写というプロジェクトのお話
になります。それは例えるなら、国吉康雄の作品と人生を知ること
は、現代においてどのような意味と価値があるだろうか。という問
いをたてたと言えます。つまりこれが、私たち国吉康雄プロジェク
トが取り組んでいる課題であるともいえるわけです。
　2012 年、国吉康雄プロジェクトの才士真司が、画家 諏訪敦氏
との話の中で、今、国吉作品を模写することには意味があるだろう
かと聞き、諏訪氏は、「具象絵画に取り組んでいる学生たちにとっ
て意味がある」と、答えました。「現代アートといえば、コンセプト
やアイデアの新しさが問われる中、絵画という方法を選び、具象を
描く技術を磨いている学生たちにとって、国吉を契機に自分たちが
取り組んでいることの意味を考えることになるのではないか」。そこ
から国吉康雄作品模写プロジェクトは始まったのです。
　このプロジェクトには次の三つの意義があります。
　まず、学生にとって、彼ら自身の創作の糧となるということ。生
涯にわたって具象絵画を描き続けた国吉が、それぞれの作品にお
いて、何をどのように描こうとしていたのか。そしてそれをどのよう
な技術で描いているか。─なぜその支持体を選んだのか。そこに
どのような下地を施し、どのような絵の具を選び、どのような順番で、
どのように筆を運んだのか。どのタイミングで何を見ていたのか。
一度描いたものを消して、そのうえにさらに描いているのはなぜか。
その結果、どのように色が輝き、複雑な構成が決まっているのか
─学生は、国吉の創作を追体験することによって、「どのように描
くのか」ということを学び、その具体的な作業を経ることによって、

「なぜ描くのか」という画家の精神性にまで触れたのではないかと、
学生たちと話し、その姿勢を見て感じとることができました。
　それは、これからも絵画を描き続けるという人生を選ぼうとして
いる学生にとって、すぐに役立つ知識としてではなく、心を支える
一部になっていくのではないかと思い、そうであって欲しいと願っ
ています。
　次に、作品模写プロジェクトは、国吉康雄の学術的な研究にと
っても非常に大きな意義をもっているといえることです。
　国吉康雄を研究するとき、まずその対象となるのは、彼の作品
に何が描かれているかということです。描かれている対象物の、そ
れぞれの形、色、全体の構成が精査され、そこから、描かれた絵
画の意味、ほかの画家との比較といった美術史的な位置づけが施
されることになります。
　国吉康雄の場合は加えて、彼の人生そのものが重要な研究対象
となります。国吉は戦争の時代を日本人画家としてアメリカで生き
た。そして、教師として、社会活動家としての顔ももつ。彼の人生
のこの複雑さは、国吉の絵画にどのように影響しているのか。
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作成時、特殊文字が分断されないようにする

　それを探る手がかりは、当然ながら国吉の絵画そのものと、残
された文献資料であるわけですが、それに加えて、詳細な模写か
ら得られた成果は、もうひとつの重要な考察へアプローチするた
めの手段となったのです。つまり、一人の肉体をもった人間として
の国吉康雄が、絵画制作にあたり何を考え、どう手を動かしてい
たかということです。模写をとおして伝わってくる生身の国吉の状
況と、文献から伝わる情報とを組み合わせることによって、立体的
な国吉康雄像が浮かび上がってきました。
　模写プロジェクトの三つめの意義は、完成された模写作品が、
地域の人々にとってアートに触れる重要な手段になるということで
す。
　完成された模写作品は、岡山において私たち国吉プロジェクト
が預かり、折にふれて、公民館や学校、ホールなどで国吉に関す
る様々なイベントが行われるたびに持ち運び、展示しています。そ
れぞれの場所で地域に暮らすお年寄りや子どもたち、美術館に普
段行く機会が少ない人たちが模写作品を囲み、そこに対話が生ま
れています。それらの場所では模写作品は、国吉の真作の代替物
ではなく、真剣に創作された一つの作品として受け止められている
のです。

さらなる問い
　このように、学生、研究、地域にとって意義をもつ模写プロジェ
クトですが、さらにその奥に大きな問いがあるように思います。そ
れは、「他者が描いた絵画をそっくりそのまま模写することによっ
て、何を問うことが可能なのか？」という問題です。通常の写生と
は異なり、模写の対象となるものは「絵画」、つまり他者が一度そ
の人の目で見て脳内でイメージを処理し、その人の肉体を使って描
いたものです。それを別の人格をもつ人間が、そのままを受け入れ
て同じものを描く模写というもの。そこには自己と他者、個性と模
倣といった、さまざまな根源的で現代的な問いがかくされているの
です。
　学生たちが毎日、国吉康雄の絵画を見ながら、そして、もう一
度その絵画を制作している様子を見ながら、わたしは「なぜ人は
絵を描くのだろう」という、原初の問いを思わずにはいられません
でした。そこには「自分らしさを表現する」ことを封じられながらも、
描かずにはいられない人間の創造性が満ちていたからです。
　最後となりましたが、国吉康雄の模写という困難なプロジェクト
に取り組んだ学生の皆さんに、感謝と敬意を申し上げます。
　国吉康雄作品模写プロジェクトは、諏訪敦氏の理解と熱意がな
ければ成立しなかったでしょう。諏訪氏は多忙の中、企画時から、
誰にどの国吉作品を模写してもらうかという選定、画材準備など事
前の指導、学生たちが実際に模写に取り組む期間中の指導、その
他多岐にわたるさまざまな仕事を手がけられました。心から感謝
の気持ちと敬意を捧げます。

「国吉康雄作品の模写制作に採用した、支持体、画材についての
報告」
奥田悠歩（広島市立大学大学院 博士前期課程 芸術学研究科

絵画専攻（油絵）1 年）

1. 支持体について
　修復報告書によると、国吉は 4 点ともハードボードを使用してい
た。ハードボードとは、木材を細かく砕き粉状にしたものを、接着
剤で平らに固めて作られた板のことである。当時、アメリカでは安
価でポピュラーなものとして使われていた。
　調査報告によると、国吉はハードボードに、地塗りを 1 層から 2
層施したうえで描画している。そのため作品の描画面および裏面
は、部分的に地塗層が薄くなっているところがあり、おそらくボー
ドの製造過程で生じたのではないかと思われる編み目のような跡
が、ところどころ表面に現れていた。しかし、作品と同じ編み目の
パターンをもつボードが手に入らなかったことや、カゼインの固着
力に対する耐久性がなければ制作は難しいとの判断から、実際の
模写制作では、支持体にはシナベニヤを使用した。また、地塗り
による反りを防ぐため、「制作中」と「少女よお前の命のために走れ」
は厚さ 9mm とし、《安眠を妨げる夢》と《夢》は太鼓張りのパネ
ルにした。

キャンバス布でスタンプを作り、編み目テクスチャの再現を試みた。目の色が
逆であるうえ、テクスチャが潰れやすくコントロールが難しいため、不採用と
なった。

2. カゼインについて
　カゼインとは、牛乳中に分散しているタンパク質である。カゼイ
ン媒剤を作る際には、まず牛乳に酸を加えてカゼインを分離させ
る。分離したカゼインを取り出し、炭酸アンモニウムなどのアルカ
リを加えることで、絵の具を作るための媒剤となる。試作の段階で
は、市販のカゼインを膨潤させ、熱したアンモニア水と混ぜ合わせ
てカゼイン媒剤を作り、そこへ顔料を加えることで絵の具を試作す
ることに成功した。
　カゼイン媒剤を自作することについての利点として、媒剤の濃度
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の調節が可能であることと、固着力が強いということがある。しか
し、媒剤が出来上がるまでに時間がかかること、出来上がった媒
剤の乾燥があまりに早いということから、扱いが非常に難しいこと
が分かった。
　また、国吉は、「チューブ入りのシバカゼインを使用している」
と述べている。国吉のいう「シバ」についてアメリカの画材メーカ
ーを調べたところ、Jack Richeson 社が「シバシリーズ」として販
売している、チューブ入りのカゼイン及びカゼイン絵の具の商品名
を指すのではないかと推測できた。
　これらの理由から、制作の際には、国内で販売されており、か
つ同じチューブ入りカゼインである、ターレンス社のカゼインテン
ペラバインダーを採用した。希釈には水を用いた。

自作したカゼイン媒材。処方は、佐藤一郎氏の書籍『絵画制作入門─描く人の
ための理論と実践』

3. 顔料について
　顔料については、国吉は「シュミンケ社の製品を使用している」
と述べている。具体的な顔料名は、次の通りである。
　ジンクホワイト、アイボリーブラック、フレンチウルトラマリン、
シバブルー、シバグリーン、テールベルト、ローアンバー、バー
ントシェンナ、マルスブラウン、ローシェンナ、イエローオーカー、
べネチアンレッド、ネープルスイエロー、カドミウムイエローペール、
ブラウンオーカー、カドミウムレッド
　現在入手可能なものをシュミンケ社から用意し、シュミンケ社が
現在取り扱っていない顔料に関しては、国内メーカーのもので補っ
た。メーカーによって顔料の色味が異なるため、真作を見ながら
色味をあわせることとした。シバグリーン、シバブルーについては、
それらが Jack Richeson 社の製品であると仮定したうえでホームペ
ージから組成を調べたところ、どちらもフタロシアニン系の顔料で
あることが推測できた。
　以上をふまえて、模写制作にて採用した顔料及びメーカーは次の
通りである。なお、国吉の記述以外に、科学調査によって検出さ
れた顔料や、色味を合わせるために必要となった顔料も含む。

　 シュミンケ社：ジンクホワイト、アイボリーブラック、フタロシア
ニングリーンディープ、フタロシアニンブルー、ウルトラマリンブ
ルーライト、ウルトラマリンブルーディープ、バーントシェンナ、
ローシェンナ、イエローオーカー

　 ホルベイン社：ジンクホワイト、チタニウムホワイト、リトポン、
ローアンバー、プルシャンブルー

　 クサカベ社：カドミウムイエローペール、カドミウムレッド、ベネ
チアンレッド

　マツダ社：クリムソンレーキ、マルスブラウン

　以上の内容をベースとしたうえで、国吉が用いていた技法、顔料
を真作から観察、推測し、模写制作に取り組んだ。作品によって
制作年や技法はそれぞれ異なるため、各模写制作の過程で生まれ
た細かな推測や発見、採用した技法や顔料等は各項にて報告する。

出典
Yasuo Kuniyoshi（1946）“His method of making a casein 
painting.” Blanch,Arnold. Methods and techniques for gouache 
painting. American Artists Group pp.45-46

山領絵画修復工房（1997）「国吉康雄作『安眠を妨げる夢』修復
報告書」

宮田順一（1997） 「国吉康雄作『制作中』『安眠を妨げる夢』調査
報告」および同報告書に付随の「国吉康雄『カゼイン画の技法に
ついて』とメデュームの染色法による確定 及び 画面表面のシミ部
分について」

佐藤一郎・東京芸術大学油画技法材料研究室編（2014）『絵画制
作入門 - 描く人のための理論と実践』東京芸術大学出版会
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《制作中》
奥田悠歩（広島市立大学大学院 博士前期課程 芸術学研究科

絵画専攻（油絵）1 年）

国吉の絵画技法について
　模写制作においては、最後まで本物の作品を間近で見ながら模
写ができるということで、目視でしか読み取れない国吉の筆跡と、
そこから伝わる国吉の制作への姿勢を追った。
　まず、下地は調査報告のもと、表はジンクホワイトを混ぜた石
膏地を、裏はリトポンを混ぜた石膏地を施した。《制作中》の両面
を見ると地塗りの際のものであろう刷毛跡がはっきりと残っており、
刷毛跡はのちの描画に、テクスチャとして大きな影響を与えている
ことから、やすりがけはあまりせずに描画へと移った。
　印象的なのは、絵の具の厚みと、勢いある筆跡である。特に天
井部分のグレーは何度も重ねて描き直したのか、独特なマチエー
ルが出来ている。筆跡から、おそらく筆は豚毛のものを用い、水
をほとんど混ぜていない状態の絵の具をふくませ、力強く、かつ
素早く腕を動かして描いたことが推測できる。また女性の側にあ
る椅子にはナイフを用い、イエローオーカーの絵の具が乾かない
いうちに、黒で手早く細部を描いていることが分かる。カゼインは
乾きが早く、国吉はかなり早いスピードで描きあげていたのだろう。
また、カゼインだけでなく、鉛筆やコンテといった異なる質感の画
材も積極的に取り入れていることが確認できた。
　《制作中》では他にも、大胆な仕事の跡が見られる。自画像と背
景については自身の写真を参考にしていた。写真に写っている国
吉はエプロンを着用していないことから、エプロンは描画中に後か
ら書き加えられたものであることが分かった。また、赤い洋服の下
層には、赤黒い絵の具でいったん描画したのち、水で拭い去った
と見られる形跡がある。国吉は記述にて「描画したものを描き変え
る場合は水で洗い流す」と述べている。おそらく洋服部分にもこ
の技法を取り入れたのであろう。地塗りの際に残った刷毛跡の溝
に、拭いきれなかった絵の具が多く残っているが、模写の方には
刷毛跡の具合が足りなかったため、部分的に描画で補足した。キ
ャンバス部分も同様に、初めに暗いローアンバーで描いたのちに水
で拭い去った跡が、下層に見られた。
　このように一見すると全体に勢いある仕事をしているように見え
るこの作品であるが、女性というモチーフに対しては、国吉はとて
も丁寧に向き合っているように思えた。女性の肌を見ると、絵の具
に透明感があることと、筆跡があまり残っていないことから、薄い
絵の具を何層も重ねて描かれたことが分かる。筆はおそらく、軟
毛の細筆を使用していたのであろう。髪の毛や目元の影には、絵
の具と異なる質感が見てとれるが、そこにはコンテを使っていたと
推測できる。女性の肌の持つなめらかな質感と透明感が美しく、
再現する際は特に慎重に行った。

模写を終えて
　約 3 週間もの間、国吉の作品と向き合うことが出来たのは、貴
重であり素晴らしい経験だった。国吉の技法を推測しながら順に
追いかけることで、ひとつの作品の中にはさまざまな手法や質感
があり、それらが構成されることで作品は成り立っているというこ
とを学んだ。鑑賞するだけでは分からないことを、模写を通じて
教わった。このたびの経験を、今後の私自身の制作に活かせるよ
う励んでいくつもりである。

《制作中》完成図
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《少女よお前の命のために走れ》
佐藤麗生（広島市立大学大学院 博士前期課程 芸術学研究科 

絵画専攻（油絵）2 年）

　今回私が模写をしたのは、1946 年に国吉康雄によって描かれた
《少女よお前の命のために走れ》という作品である。私は昨年、同
じ作者のこれ以前の時代の、油彩作品を模写した経験がある。以
前に模写をした《もの思う女》という作品は科学調査がされてい
なかった。そのため目視で観察し現状を模写した。この作品も科
学調査がされていない作品である、よって今回も現状の模写となっ
た。今回模写された 4 枚の中では、科学調査がされていて顔料等
のデータが出ている、《制作中》に最も年代が近く類似する描写も
多いので、下地　顔料等の判断はこのデータを参考にした。
　この作品はハードボードにカゼインで描かれている、支持体の
変更等は 3P で述べられているとおりだ。今回私は、国吉が辿っ
たであろう制作過程を分かりやすく模写として残せるよう 5 枚の支
持体を用意し、それぞれの過程を階層で分けて模写として残した。
　まず 1 枚目はベニヤに白亜地を塗ったその状態で残した、これ
で国吉が当時、どのような支持体を用いて制作していたかが大体
想像できると思う。2 枚目として、第 1 層の絵の具を塗った状態の
ものを残し、土性の絵の具を用いたが、これは、この作品の最終
層からも透けて見える層の色味から推測した。この層ではさらに
絵の具層を拭い去った形跡も再現した。作品の右上に、特に絵の
具層が薄く1 層目が透けている部分がある。（図参照）この部分
を詳しく観察したところ顔料が水で流れたような跡を発見した。国
吉がカゼインに言及した文章に、絵作りで修正が生じたときは、そ
の箇所を洗い流すという記述がある。始め、国吉のこの文章は絵
画的な描写の比喩か何かだと思っていたのだが、実際カゼインを
メディウムとした絵画層に水をかけるとその層がある程度拭い去れ
ることが分かり、国吉がこの方法でカゼイン画を修正していたこと
が想像できた。このことを参考に幾つかテストピースを作った。こ
の修正にはカゼインの乾燥の具合によって残る跡に違いがあること
も分かった。再現する際その乾燥時間に注意した。恐らくこの作
品は、第１層に大幅な修正があり、そのとき水によって生じた模様
が最終層まで影響している。作品の完成形に影響を与える模様な
ので、この修正跡までを模写の２枚目とした。この水による修正
跡は 1 層目以外にも幾つかの場所に見られる。
　3 枚目と 4 枚目は、仕上げの一歩手前までの描写を再現した。
正確には、この仕上げまでの描画を分ける明確な階層は存在しな
いのだが、過程が多いので、ある地点で層を分け表現した。この
過程では国吉の手癖があらゆる場所に現れている。この手癖やス
トロークは昨年の模写でも国吉の絵画の特徴として再現必須だっ
たのだが、前回の油彩と比べカゼインという画材は乾燥速度がか
なり早く、ストロークを真似るのにとても苦労した。

《制作中》比較

制作経過①

制作経過③

制作経過②

制作経過④
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　5 枚目としては、最終的な仕上げの描画を含めた、完成に近い
模写をした。それまでの 4 枚の過程再現をふまえ、現状、私の実
力で再現できる限り描いた。最終層の仕事として、前記したような
手癖の描写はもちろん、薄く絵の具をかけるグレースのような描写
や、鉛筆での描写も問題になった。グレースについては、昨年の
模写でも表現の重要な要素として存在していて、それは国吉自身
の文章等からも窺い知れるのだが、今回は油絵のグレースとはか
なりの違いがあり、重ねた層が非常に判断しにくかった。重ねの
効果による色味を表現するのに苦労した。鉛筆での最終的な仕事
はそれまでのカゼインでの描画に比べると簡単に再現可能だった
が、質感がカゼインと異なるため、最終層の印象の大きい部分を
占めている。そのため少しの違いでも印象が変わってしまうため、
細心の注意を払って描画した。

まとめとして
　今回の模写は前回同様に国吉の手癖や、感情的な描写に悩まさ
れた。だが最も苦戦を強いられたのは、カゼインという画材の扱
いにくさだった。カゼインは非常に乾燥が速い画材である。国吉
は文章中にこのことにも言及していて、国吉としては、この、素早
く乾くということがカゼインの何よりの魅力だったことが分かって
いる。しかし、模写をする私にとっては、この速乾性が最後まで
困難の原因となった。国吉のストロークを追いかけるにあたって、
細部を再現するため慎重になり筆捌きが国吉より遅くなる、そのと
きカゼインがそのストロークの一歩手前の再現で乾いて途切れてし
まう、そのため、どうしても細部が似ない部分が出来てしまった。
今回の模写は、本物と隣に置かれれば、細部や微妙な色味の違い
で明らかに区別できると思う。悔しいが現在の私の実力と画材の
経験値では、ここまでの再現が限界であった。可能であれば、カ
ゼインという画材をもっと研究し再びこの模写に取り組みたい気持
ちである。

《少女よお前の命のために走れ》完成図

《少女よお前の命のために走れ》比較

制作経過①

制作経過③

制作経過②

制作経過④
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《夢》
結城　黎（広島市立大学芸術学部美術学科油絵専攻 2 年）
　
　《安眠を妨げる夢》と《夢》は非常に薄塗りであるので、部分的
に木目が透けて見えているところが確認された。下地を塗った時
に顔料が木目の間に入り込み、全く木目が見えなくなってしまった。
次に、ハードボードには、おそらくボードの製造過程で生じたのだ
と思われる網目のようなドット跡が所々に見受けられた。故に板特
有の木目と製造過程で生じたと思われる網目のようなドット跡を自
分たちで再現する必要があった。
　はじめにハードボードの木目の再現についてであるが、目立った
線は錐を使用して 1 本 1 本引き、それ以外の線は金属製のブラシ
で引いていった。このブラシで線を引いていく際に、どこまで力を
入れて削っていいか分からずに優しく削っていたのであるが、最終
的には渾身の力を込めて思いっきり画面に線をいれた。流石にや
りすぎたかと思ったのだが、模写を制作して行く上で何の問題も無
かった。
　次に網目のようなドット跡の再現についてであるが、これについ
ては本当に苦戦を強いられた。金属製の網、綿棒、爪楊枝、布
キャンバスの裏地の４つの方法でドット跡の再現を試みたのである
が、金属製の網は跡が付かず（おそらく絵具の付着する面積があ
まりにも少なかった為）、綿棒と爪楊枝は少し擦るだけで地に塗っ
たローシェンナをも取り除いてしまった。布キャンバスの裏地は４
つの方法の中では最も再現率が高かったように思えたのであるが、
布であるので絵具の付着が均等ではなかった。加えてドットは白く、
その周りに絵具があって欲しかったが、布キャンバスはその逆のド
ットに色が付きその周りが白く残ってしまったので、布キャンバスで
の再現も失敗に終わったのである。最終的には自分で描写再現を
した。
　クラックとは壁や岩壁などの、裂け目や狭い割れ目を意味する。
致命的な失敗もすることなく着々と模写を進めていったのである
が、岡山での模写制作の最終日に突然クラックが現れたのである。
何日もかけて徐々にクラックが出来上がったのではなく、ものの数
十分で出来上がった。おそらく、カゼインを水と溶き過ぎたからで
はないかと考える。カゼインは水で落とせるし、パレット上でその
ままにしておくと乾いてパリパリになってしまい、パレットから剥が
れていってしまう性質があるのだが、これらが画面中で起こったの
ではないか。つまり、カゼインを水と溶き過ぎてしまったために、
水が既に付着しているカゼインに浸透して画面から分離させ、その
まま乾燥しクラックが現れたのである。クラックが現れた時に画
面と馴染ませようと水で溶いたカゼインを塗ってみたが、さらにク
ラック部分が増えてしまったので、おそらく分析は正しいと思われ
る。結局クラック部分は全て鑢で取り除き、下地からやり直すこと
になった。

《夢》完成図
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《安眠を妨げる夢》
羽戸千香子（広島市立大学芸術学部 641 諏訪敦研究室 

協力研究員）

絵画技法について
　《安眠を妨げる夢》では、厚さ 4mm のハードボードが用いられ
ていたが、同様のハードボードの入手が困難なことと、耐久性を考
慮し、今回の模写には、左右辺：508mm 上下辺：762mm 厚さ :
３mm のシナベニヤと裏面にラワンを用いた太鼓張りパネルを採用
した。下地は調査報告によると、チタニウムホワイトを混ぜた白亜
地で、実際には希釈しないまま２〜３層で仕上げていると思われる
が、今回は希釈したものを５層施している。
　真作の絵画層は、全体的に薄い絵の具の層の重なりで描かれて
いるため、特に下層の重なり方に注意しながら観察し、制作を進
めた。さらに、特徴として、金属ブラシのようなものでつけられた
縦方向の傷が画面全体に施されており、傷に絵の具が溜まること
で鋭い描線を引いたような効果が生まれている。その効果の再現
も今回同様に試みた。作品は一貫して横のストロークを強調して描
かれており、テント部分では、その様子が特に顕著である。縦方
向の傷と横方向の筆致で構成された画面には、動きが生まれ、主
題の臨場感を強めている。画面には、制作途中に構図を変更した
痕跡があり、そこから《安眠を妨げる夢》の前段階の構想を推察
することができる。今回は、その痕跡も作品の構成要素として再
現した。　
　使用顔料は、調査報告書を基に青：ウルトラマリンライト、黄：
ローシェンナ、イエローオーカー、白：チタニウムホワイトを採用
した。加えて、目視により真作と照らし合わせながら、アイボリー
ブラック、ジンクホワイト、クリムゾンレーキ、バーントシェンナ、
マルスブラウン、フタロシアングリーンを追加した。科学調査では、
赤色からは酸化鉄系顔料が検出されたが、その色相はベネチアン
レッドに最も近く、現在国内で市販されているベネチアンレッドで
は、マツダ社のものが唯一入手できた。しかし、マツダ社のもので
テストを行ったところ色味が異なっていたため今回は採用せず、他
顔料の混色で色味の再現を試みた。ほぼ画面全体を覆う2 層目の
赤色をイエローオーカー、クリムゾンレーキ、バーントシェンナを
混色したもの、左側人物の下半身、左下部分の赤色の色面にはイ
エローオーカーとクリムゾンレーキを混色したものを用いている。
　国吉はパレット上での絵の具の混色法の他に、カゼイン絵の具
の透過性に着目し、カゼインまたは水で希釈したごく薄く溶いた絵
の具を何層も重ねること（記述では国吉はこれをグレーズと呼んで
いる）で画面上に色調の変化を生み出した。また、絵の具を幾層
か重ね、上層を洗うことで（この時色は白っぽくくすむ）絵の具の
厚みに変化をつけ、そこから下層を透過させることで色調を作る方
法も同様に用いている。

《夢》比較

制作経過①

制作経過③

制作経過②

制作経過④
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　絵の具以外の画材として鉛筆を使用しており、人物の表情や体
の輪郭線などを形作る重要な場面で用いられている。細く柔軟な
描線は境界としてだけでなく、画面上で動きの効果を強める要素
としての機能を持つ。《安眠を妨げる夢》の制作には主に前述した
これらの方法が用いられたと推察し、模写でも同様の方法を採用
した。

模写を終えて
　《安眠を妨げる夢》の絵画層は、下層と上層とが複雑に影響し
合い、再現する際、観察だけでは補えず限界を感じることが何度
もあった。模写の制作が長期にわたるなかで、試作に基づき国吉
の意図した色彩の再現を試み、何百回と筆跡やストロークをなぞ
ることで、一種の勘のようなものが働き、真作に近い描画を再現
できることがある。その瞬間は、まるで国吉の思考の片鱗に触れ
たかのような錯覚があり、静かな感動を覚えた。今回の模写制作
では、真作を前に国吉の仕事を推察し、再現していくことで作品
を読み解いていく貴重な経験を得ることができた。同様に多くの
人に真作に触れる機会を持ってもらいたい。

《安眠を妨げる夢》完成図

《安眠を妨げる夢》比較

制作経過①

制作経過③

制作経過②

制作経過④
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んというメンバーで、2014 年 9 月 5 日〜 10 月 1 日の間、模写制
作がなされました。学生から学生に、経験と知識が手渡されてゆ
く風景は、一生を学びに捧げたともいえる、国吉の精神の一端が、
時代をこえて具現化したような現場でした。

※１　 創形美術学校 修復研究所（現：修復研究所 21）の宮田順
一氏による

国吉康雄作品模写プロジェクトについて
諏訪　敦（画家・広島市立大学芸術学部 准教授）
 
　戦前から戦後にかけて、特にアメリカで極めて高い評価を得た
画家、国吉康雄の国内における再評価と検証を目的とした「出石
国吉プロジェクト」に関連し、私たち国吉康雄作品模写プロジェク
トは、公益財団法人 福武教育文化振興財団の助成の下、2013 年
に活動を始め、2 回目をむかえました。

　初年度はとにかく、実物を間近に見ながら描く事の価値を体感、
発見する事を念頭において、作業が進められました。代表作の油
彩画《もの思う女》と《ミスター・エース》の借り出し許諾を、公
益財団法人福武教育文化振興財団の理事長である福武總一郎氏
の御厚意でいただき、2013 年 9 月 2 日〜 16 日の 15 日間、広島
市立大学芸術学部 641 諏訪敦研究室において、芸術学部美術学
科2 年生の喜田実可子さん、芸術学研究科1年の佐藤麗生君（当時）
による、模写制作が実行されました。一般的に国内の学生が、美
術教育の中で行う模写は、実物大に拡大した印刷物と、担当教官
の経験値に依存したものが殆どであると思います。私たちのプロジ
ェクトが特徴的であったことは、管理が難しい本物の作品を、長
期間にわたり真横に置きながら作業することが許されたことです。
精巧な印刷物は、形態や色彩の横方向の再現には大変有効です
が、油彩画にはその透明性と重層構造でもって光学的な色彩の変
化を表現出来る特徴があります。それは絵に対して奥行きを感じ
られる言わば縦方向の知覚で、印刷物では読み取ることは困難で
す。国吉の絵画は即興的なストロークとは対照的に、組成は意外
にも厳密で、下層塗りと上層塗りの色彩による響き合いを意識的
に演出し、深く、美しい画面を実現しています。本物を毎日実見し、
描画サンプルと体験を重ねあわせて、本物の色彩の側へとにじり
寄ってゆける環境を学生の為に用意する事は、このプロジェクトの
根幹をなす条件となっています。

　本年度はそれに加えて、福武コレクション国吉康雄アーカイブか
ら新たに発見された、1997 年の化学分析報告※ 1 及び、国吉自ら
が述べた「カゼイン画の技法について」の記述を参考に、画材や
技法を推測し、カゼイン画技法による佳作、《制作中》《安眠を妨
げる夢》《少女よお前の命のために走れ》《夢》全４点の模写を行
いました。国吉がカゼイン画を描くにあたってどのような支持体と
画材を使用していたのか、そしてどのように制作が行われていたの
かを、これらの記録を手がかりとして考察しました。岡山県のベネ
ッセホールディングス本社ビル内に仮設されたプロジェクトルーム
において、芸術学部美術学科 2 年生の結城黎さん、芸術学研究
科 1 年の奥田悠歩さん、昨年度に引き続き芸術学研究科 2 年の
佐藤麗生君、そして 641 諏訪敦研究室協力研究員の羽戸千香子さ
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