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序論 

 
 今⽇の写実的な要素を要求される絵画表現、また写実的ではなくとも対象について、観察
を要し、その対象の形や⾊調を描写する絵画表現においては、単に対象を眼の前に置き描写
するだけでなく、写真を資料として⽤いて適宜参照することは珍しくない。事実、過去にも
画家は対象について、描写を⾏う際にカメラ・オブスクラなどの今⽇のカメラの原型となっ
た光学機器を⽤いたトレースを⾏なっており、⾁眼で⾒て描くという⽅法の補助的役割と
して、⾁眼ではない視覚像の取得⼿段を⽤いてきた。また、カメラ発明以後は、写真に映る
像と⼈間の⽬で捉える像の差異について、また、写真の芸術としての分類については多くの
画家が慎重に考え、絵画制作にあたっての写真の導⼊を議論してきた。特にコンピュータが
⼀般家庭に普及して以来は、カメラで撮影した画像をさらに編集することが可能となり、⾼
品質、⾼精度な写真資料を⼿に⼊れることが容易になった。しかしながら、カメラやコンピ
ュータなどを⽤いた資料の絵画制作への使⽤とその⽅法については未だ批判的な意⾒も多
い。⽇本に油絵の技法が⼊ってきた当初、印象派から影響を受けた⽇本の画家は現場主義の
考えがあり、制作に写真を使うことを禁じ⼿のようにいわれることも多かった1。特に近年
写実的な描写の流⾏があってからはそのような批判は少なくなりながらも、未だに根底に
は否定的な思考があるように感じられる。また、そのような⾵潮からか写真を使った絵画制
作の利点や⽅法についてのモデルケースとなるような代表的な解説書等はほとんど⼀般に
出回っていないのが現状である。特にカメラに限らず、写真や印刷などの技術が向上してい
る今⽇においては、絵画がわざわざ⼿描きである意味や意図を求められるケースも多い。 

また、今⽇の写実的な絵画表現においては、肯定的にも否定的にも「写真みたい」といわ
れることがある。前時代におけるこれは技術的な熟練を⽰す褒め⾔葉のようなものであっ
た。しかしこの「写真みたい」という絵画に対する所感は現代においては写実的な描写の熟
練は認めつつも、⾜りない何かを感じる、といった所感としての発⾔であることがある。こ
の⾔葉の⽰すところは本質的に⼈間の視覚で捉えた対象とは性質が異なるものが今⽇の写
実的な絵画表現に現れており、また鑑賞者も絵画の表⾯上に現れた写真的視覚像を無意識
に捉えていることに起因しているように推測している。写真的な視覚体験を誰もが持ち合
わせる現代においては、写真は擬似的に⼈間の視覚に近い像が写ることが認められるが、同
時に写真には写らないものがあることや写真の性質によって映し出されるものがあること
も事実である。近年AR や VR の例のように視覚体験的技術は急速に進化している。このこ
とによって、視覚のパラダイムは過去に事例がないものに変化しつつあり、写実的な絵画表
現はより⼿描きによる写実的な描写の意味合いが問われることは容易に想像ができる。写
真を⽤いることで得られる絵画表現や利点とは具合的にどのようなものであるのだろうか。
また、写真的な視覚像とはどのようなものなのだろうか。 
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本論⽂中で取り扱う⽤語について説明したい。美術史と技法に関する⽤語の解説と定義
については主に『⻄洋美術⼩辞典』を中⼼に参照している。また、カメラや光学機器に関す
る⽤語の解説については、主に『写真⽤語辞典』中⼼に参照している。 

まず、ここでいう絵画とは⻄洋絵画の⽂脈を有する 18 世紀から今⽇までの絵画、特に油
絵を指すものとする。また、本論⽂中で扱うカメラ発明以前の画家の⽤いた光学機器につい
てはカメラ発明以前に⽤いられたカメラ・オブスクラ及び、カメラ・ルシーダを指すものと
する。さらに写真についてはその性質上、光によって写し取った像を印画紙に焼き付けたも
のという性質を考慮し、カメラの発明前後で写真技術の名称を区別し、発明以前のカメラ・
オブスクラやカメラ・ルシーダなどの機器を光学機器として呼び、以後のものをカメラと呼
ぶことにする。 

 
本論⽂では、絵画制作において写真を⽤いることについて得られる表現とそれに付随す

る「写真みたい」という印象の成り⽴つ仕組みについて、過去の作例や⽅法と現代のフォ
ト・リアリズムの画家である上⽥薫の⽅法論を交えながら論じたい。光学効果が写真を⽤い
ることによって絵画へ現れる要因と影響を明らかにし、⼈間とカメラの視覚像の形成を⽐
較しながら、今⽇の写真を使った絵画表現の意義を明らかにする。 

 
その⼿順として、まず第 1 章では写真技術、あるいはカメラ発明以前の光学機器につい

て、過去の画家はどのように絵画制作に取り⼊れてきたのか、その変遷と効果について説明
している。ここでは先⾏研究としてデヴィット・ホックニーの著書である『秘密の知識-巨
匠も⽤いた知られざる知識の解明-』と中村光⼀の「写真的視覚と表現の源流（Ⅰ）-フェル
メールのカメラ・オブスクラ使⽤を中⼼に-」を参考に、図版からわかる写真的要素、トレ
ースなどの痕跡からわかる写真技術、光学機器の導⼊の⽅法や効果について調査している。
また、神⽴尚紀の著書である『図解カメラの歴史ダゲールからデジカメの登場まで』を参考
に写真技術の変遷についての内容を適宜交えながら、画家が⽤いたカメラや光学技術の仕
組みや性能と写真技術を⽤いて描かれた対象の歪みや精度などの関係を明らかにする。 

また、カメラ発明以後、アメリカ、ニューヨークを中⼼に流⾏したフォト・リアリズム運
動において、それまで絵画制作の⽅法として取り扱われてきた写真技術から写真によって
得た視覚像を描くことによる絵画表現そのものとしての価値について論じる。また、ここで
取り扱うフォト・リアリズムについては特に 1960年代アメリカ、ニューヨークを中⼼に流
⾏した芸術運動を指している。 

 
 続いて、第２章では、第１章にて記述した写真技術あるいは光学機器を絵画制作に導⼊

することによって得られる効果や導⼊の⽅法を踏まえて、写真的視覚が⼈間の視覚と⽐較
しどのような対象の捉え⽅の特徴や違いがあるのかをまとめている。第１章にて検証した
カメラや光学機器を使った痕跡から光学効果の影響を分析し、⼈間とカメラの視覚造形性
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の違いや特徴を明らかにする。 
 

 最後に第３章では、光学効果の絵画への影響と写真を⽤いることによって得られる視覚
造形性について、フォト・リアリズム的絵画表現で知られる上⽥薫の作品をもとにその特徴
が絵画表現にどのように引き継がれ、影響しているのかを検証する。その⽅法として、絵画
構造や描写⽅法については 2018 年 6 ⽉、名古屋画廊にて開催された上⽥薫展にて⾏った実
⾒調査及びインタビューの内容を中⼼にまとめる。上⽥薫のフォト・リアリズム的思考や理
念と作品の対応関係については、画集と展覧会図録、過去のインタビュー記事の記載からま
とめている。 
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第１章 絵画制作と写真の関連 

 
 今⽇において⼀般的に普及したカメラ、および写真が発明されるに⾄るまでには⼤きく
分けて３つの発⾒が関連している。１つ⽬はレンズの発⾒、２つ⽬はピンホール現象の発
⾒、３つ⽬は光の像の定着の⽅法の発⾒である。これらが発⾒されたタイミングは⼈々に新
しい視覚像が与えられたタイミングでもある。ここでは過去に画家が絵画制作に⽤いたレ
ンズや光学機器についてその構造原理と変遷を追っていく。またそれらを絵画表現あるい
は絵画制作の⽅法として使⽤した痕跡について明らかにする。 
 
第 1 節 画家が⽤いたレンズと光学機器の概要 
 
①写真の発明以前 
 

今⽇のカメラ、写真の発展にレンズの発⾒は⽋かせない要素である。レンズはその形が地
中海沿岸を原産とするレンズマメに似ていることからそのように呼ばれるようになった2。
私たちの⾝の回りにあるレンズとしては後述するカメラ以外にもメガネや、ルーペ、望遠鏡
などがある。その何れもが光を使う道具であることからもわかるように、レンズは光を集め
たり、広げたり、像を写すという特性を持っている。 

ギリシャやローマの遺跡においては、紀元前９世紀ごろ
に⽔晶などの透明性のある⽯を磨いた装飾品と思われる
ものが発⾒されている3。図 1 のニムルドのレンズと呼ば
れるレンズは紀元前９世紀ごろに作れられたものである
とされている4。全体が凸レンズになっており、リーディ
ングストーンとして使⽤されたのではないかと考えられ
ている。紀元後 60 年には古代ローマの哲学者であるセネ
カ5がガラス⽟でものを拡⼤して⾒ることができることを
証⾔している6。また、プトレマイオス7はガラス⽟による拡⼤作⽤や光の屈折について発⾒
している。このように古代より⼈々はレンズの性質を知っていた8。これはレンズが決して
近代的発明なものではなく、⾃然の中にありふれた現象に起因していることを⽰唆してい
る。例えば、⽔滴は⾃然の中で⾒られるレンズである。葉に落ちた⽔滴は凸レンズの役割を
果たすため、⽔滴越しに⾒た葉の葉脈は拡⼤して⾒える。このような現象から⼈々はレンズ
の特性を認識していたとされている9。 
 

しかしその当時はまだ⽔晶などを磨いて作られるレンズは⾼級品であり、⼀般的では無
かったが、その後 14 世紀に⼊りベネツィアにてガラスが製造されるようになり、⼀般に普

 
 
 

 
 

図 1 
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及した10。次の表は浅沼宣夫の研究報告である「AJCC 研究会報告(その 1) 「クラシックカ
メラ愛好家のためレンズの歴史」 - レンズの発⾒からトリフプレット、テッサーまで - 」
を参考にレンズの発⾒からレンズ使⽤した光学機器の発明に⾄るまでの年表である。 

 

時代	  内	容	  

BC9世紀頃	  宝石、水晶等をレンズ型にしたものが作られる	  

2世紀頃	  レンズの拡大機能認識	  

13世紀頃	  水晶、緑柱石の凸レンスを拡大鏡、老眼鏡として使用	  

14世紀	  ベネチアでレンズの製造、良質なものをめがねに使用	  

1430年頃	  凹レンズの製造(近視用)	  

1609年	  ガリレオが望遠鏡を発明	  

1733年	  
C.M.ホ-ル(英)望遠鏡用色消し対物レンズの発明(クラウンガラス「ソーダ・ガラス」、フリントガラス「鉛ガラ

ス」)	  

1812年頃	  
H.W.ウォラストン(英)メニスカスレンズの凹面被写体に向けると平らな画像が得られることを発見(カメラオ

ブスキュラ)	  

1839年	  
シュバリエがダゲレオタイプのカメラ用に可視光の色消しレンズを製造(15 インチ、F17)。その後メニスカス

の「フランス型風景レンズを製造」	  

 
 
 今⽇に知られるガラス製のレンズが製品として製造されるようになったのは 14世紀ごろ
からである。この当時より作られたレンズの基本形としては凹レンズ11と凸レンズ12という
2 種類に分けられる。後述するカメラ・オブスクラには 16 世紀ごろから凸レンズが使⽤さ
れている。 
またそれぞれのレンズの光の像の結合の仕⽅は以下のようになっている。 

 

 
 

 
 

図 2 凸レンズを通る光の進⾏ 図 3 凹レンズを通る光の進⾏ 
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レンズの発⾒と同様にピンホール現象の発⾒もカメラの発明までの経緯に置いて重要な
要素である。ピンホール現象は⼩さな⽳からを通った光が進⾏⽅向⾯の壁⾯に上下逆の像
を映し出す現象である。レンズを使⽤しないため、集める光量は極端にわずかではあるが、
レンズ形の歪みのない像を映し出す。
光が⼩さい⽳を通る時光の進⾏は図
のようになる13。 

この現象もレンズの特性と同様に、
５世紀ごろにアリストテレス14がプラ
タナスの葉の重なりから地⾯に落ち
る⽊漏れ陽の形が丸い形を作り、⽇⾷
の際には⼀部が⽋けた形になることをきっかけに、地⾯に映る光は太陽の像であると知っ
たと記述が残っている。また光の通る孔の⼤きさが⼩さいほど映像が鮮明に写ることも発
⾒し、⽇⾷の太陽を観察した。 

この光の像の結像の仕組みを最初に⽤いた装置は
カメラ・オブスクラと呼ばれている15。「暗い部屋」と
いう意味を持つこの装置の基本原理はピンホール現
象である。結合した像を⾒ることができるようにピン
ホールを通った光は暗い箱の内部を通し正対した奥
の壁に上下逆さに映し出される仕組みとなっている。
図 5 はアナスタシウス・キルヒャー16が⽰したカメラ・
オブスクラの構造図である。前述のピンホール現象の
ように明るい場所に⾯した暗い部屋の壁⾯に空いた⼀点の⽳から光が⼊り、壁⾯に倒⽴し
た像が映し出されていることがわかる。この像は左右上下が反転しているものの⾊彩が鮮
やかで美しく軽やかに動く映像であった17。 
 しかし、このピンホールでできた像はピンホールが
⼤きくなれば画像は明るくなるが、形はぼやけ、ピン
ホールを⼩さくすれば像は鮮明になるが、明るさは暗
くなるという問題を抱えていた。この問題はガラス製
のレンズの製造が⾏われるようになり、カメラ・オブ
スクラにも凸レンズが導⼊されたことで改善され、よ
り光を集め、広げることが可能となった。カメラ・オ
ブスクラに凸レンズが導⼊されたのは 16 世紀になって
からのことであった18。単にレンズ越しに⾒えるだけではなく、暗い箱に⼩さく⽳を開けそ
こにレンズを当てることにより、被写体を縮⼩した像を壁⾯上に作り出すという仕組みに
なっている。16 世紀にナポリの科学者であるジョバンニ・バティスタ・デラ・ポルタが刊
⾏した『⾃然の魔術』のなかで、カメラ・オブスクラを官衙の補助道具にすることを⽰唆し

 

 

 

図 4 

図 5 

図 6 
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たことによってその仕組みが明るみに出た。以後、この「暗い部屋」は、その中に⼈間が⼊
って、投影された光をトレースし、正確な絵を描くために使われるようになった。図 6 は
17 世紀に持ち運びができる形で作られたカメラ・オブスクラの装置である19。この当時のカ
メラ・オブスクラは⻑焦点のものが⼀般的でピントを複数箇所に合わせるためにはその都
度カメラ・オブスクラを動かす必要があった。この動かしたときに⽣じる構図や遠近法の歪
みから、画家がカメラ・オブスクラを使ったことがわかることが多い。今⽇多くの研究者が
過去の画家の絵画制作の⽅法としてカメラ・オブスクラを使⽤した痕跡があることを指摘
しているが、本論⽂の中では主にフェルメールの絵画作品から考察を⾏う。中村光⼀は『写
真的視覚と表現の源流（１）-フェルメールのカメラ・オブスクラ使⽤を中⼼に-』の中で、
フェルメールが絵画制作に⽤いていたのではないかと推測している。また、神⽴尚紀も『図
解カメラの歴史ダゲールからデジカメの登場まで』中でフェルメールのカメラ・オブスクラ
の使⽤について肯定している。その理由と効果については本章「光学機器を⽤いた絵画の事
例」において後述する。 
 

また、カメラ・オブスクラ以外のレンズを使って像を得る
光学機器としては、カメラ・ルシーダが挙げられる。1807
年に W.H・ウォラストンによってカメラ・オブスクラをよ
り⼩型化したものとして開発された。カメラ・ルシーダは⽬
の前にある対象の相互的な位置関係をレンズによる光の屈
折で⼿元の紙に映し出すといった道具である。カメラ・オブ
スクラとの決定的な違いは装置として暗室を使う必要がな
いという点である。カメラ・オブスクラが元々はピンホール
現象を利⽤したものであることに対して、カメラ・ルシーダ
は元々紀元前のローマやギリシアで発⾒されたレンズが光を集めたり広げたり、屈折させ
る仕組みを利⽤する。以下はウォラストンが解説したカメラ・ルシーダの使い⽅である。 
 

テーブルに置いた紙をまっすぐに⾒下ろしながら、
45 度下向きに傾けた素通しのガラスを⽬と紙の間にか
ざせば、反射作⽤によって、眼の前にあるものが、ガラ
ス越しに⾒る紙と同じ⽅向に⾒える。それをスケッチ
すれば良いわけだが、このままでは物体の位置は裏返
しとなる。そのために、透明ガラスを垂直な視線の⾓度
に対し 45 度半分だけ傾けて、その下に同じ⾓度で上向
きに置いた鏡に映る像をもう⼀度反射させる。そうす
ると物体は以前と同じ位置に紙を透かして⾒たように
姿を現す。しかも今回は裏返しではなく、正⾯から⾒た姿であり、主な位置取りを描き

 

 

図 7 

図 8 
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とるのに不⾜はない程度によく⾒える…  ところで、光学に通じた⽅であれば、この場
合プリズムによる反射を⽤いる利点に気づかれるだろう。むくのガラスに進⼊した光
線が、前記のようにわずか 22 度あるいは 23 度の⾓度で外部の平⾯に当たれば、ガラ
スの反射⼒はきわめて強⼒なため光線を全く通過させず、表⾯はこのうえない反射⾯
となる。 

  この道具を組み⽴てるに際しては、いまひとつ処理すべき状況があり、その説明も必要
だろう。素通しのガラスを⽤いて映像を得た場合には、ガラスの向こう側にあるもの
（⼗分に光を浴びていれば）は全て、反射映像とともにガラス越しに⽬に映る。プリズ
ムを反射⾯とする場合には、光がその中を通して、眼に到達することはないため、瞳の
⼀部のみがプリズムによって遮られる所に眼を位置させなければならない…  そうす
れば眼のこの部分で遠くにある物体を⾒、プリズムの縁越しに瞳の残りの部分で紙と
鉛筆を⾒ることができる20。 

  
②写真の発明以降 
 
 前述したカメラ・オブスクラとカメラ・ルシーダに共通する難点は、それらで得られる像
を固定できなかったという点である。そのためフェルメールにしても、アングルにしても、
光学機器を使⽤して絵画制作を⾏ったのならば、絶えず動く光の像を観察しながら画⾯に
形を拾うように移す他⽅法はなかったのではないだろうか。しかし、これは写真技術の発明
によって解決される。写真技術は感光の⽅法が複
数あるが何れも紙などの媒体に光によって写し
出した像を固定する⽅法である。 
  1824 年、ジョセフ・ニセフォール・ニエプス21

はアスファルトを感光材料に⽤いるヘリオグラ
フィと名付けられた⽅法を発明する。この⽅法に
よって初めてカメラ・オブスクラから画像の定着
することが可能となった。図 9 はニエプスが 1826
年にヘリオグラフィで撮影した写真である22。し
かし、この⽅法は８時間もの露光時間を必要とし、
実⽤的な⽅法ではなかった。その後、ダゲールがハロゲン化銀の感光性を利⽤したポジ画の
現像⽅法であるダゲレオタイプを発明する。更にその後、ネガ画からポジ画を得る⽅法とし
てカロタイプが発明され、⼀つのネガから複数の写真を作ることができるようになった。し
かし、カロタイプの解像度はダゲレオタイプに劣るという問題があった。ダゲレオタイプの
精度とカロタイプの複製技術の両⽅の利点を合わせた⽅法としてアーチャが湿式コロジオ
ンを発明する。そしてさらに、湿板コロジオンを改良した写真乾板が登場する。この湿板コ
ロジオンを改良した写真乾板の⽅式を⼯業製品化し流通したことにより 1990 年頃まで写

 

図 9 
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真の様式の⼀般的な⽅法となる。撮影に要する露光時間も短くなっており、アマチュアの写
真家による撮影も可能となった。このような流れで光の像を印画紙に固定し複製可能な今
⽇の写真の様式が形作られた23。 
  
 同時に今⽇の⼯業製品としての写真機、すなわちカメラそのものも形式が作られていく。
15 世紀ごろのレオナルド・ダヴィンチの記録したメモでは暗い部屋という意味の通り、室
内そのものが装置であったカメラ・オブスクラも 17 世紀ごろには持ち運びが可能な光学機
器となっていたが、前述の図の通り、今⽇のカメラと⽐較するとまだまだ⼤掛かりな装置と
である。乾板が⼀般化した 1870 年代以降も撮影には重いカメラを運び、現像には有毒な薬
品を使⽤しなければならなかった。そこで発明されたのがフィルムを使った⼩型のカメラ
である。コダックと名付けられたカメラに始まり、携帯性を視野に⼊れた⼩型化・軽量化が
進み、今⽇のカメラの形式が作られていった。1940 年から 1950 年の間に、現在の⼀眼レ
フカメラの基礎となる仕組みを装備したカメラが作られた。仕組みとしてはカメラのボデ
ィ内のミラーで反射させた光をスクリーンで焦点を結ばせ、その被写体像をペンタプリズ
ム24を⽤いて正⽴像にしてファインダーに導く、といったものであった。この仕組みを導⼊
した当時のカメラとしてはカメラ・コンタックス S が代表される。 

2000 年以降はデジタルカメラが主流となった。デジタルカメラが発明されたのは 1975
年のことである。イーストマン・コダックの開発担当であったスティーブン・サッソンが世
界初のデジタルカメラの発明を⾏った。その後、撮影した画像をデジタル⽅式で記録する⽅
法の開発、カメラの電源がなくても撮影画像を記録する⽅法であるフラッシュメモリの導
⼊が⾏われた。デジタル素⼦として写真を撮り、それをデジタル⽅式で記録するという今⽇
のデジタルカメラの基本原理ができたのが 1995 年ごろである。1997 年にはデジタルカメ
ラの⼩型化と⾼画素数化が進み、1999 年にはコンパクトフラッシュカードを記録媒体とす
る低価格のデジタルカメラも登場した。この頃に 2000 年のオリンピックの撮影を控えた⽇
本の多くの報道カメラマンもデジタルカメラを導⼊している。 
デジタルカメラはコンピュータの発展に伴い、2000年以降急速に⼀般家庭へと普及した。

コンピュータの登場と発展により、デジタルカメラで撮影した写真はパソコンに取り込み
デジタル⽅式で保存することが可能となった。これはそれ以前のフィルムを現像し、写真の
画像を得るアナログの⽅法と⽐較すると、誰でも容易に⾏うことができる⽅法であった。ま
た、デジタルカメラからパソコンに取り込んだ画像を加⼯したり、インターネットを使って
送受信したり、Web サイトにアップロードすることが容易であることも急速な普及の要因
であったと考えられる。次の⼆つのグラフは内閣府の消費者動向調査として調査したコン
ピュータとデジタルカメラの世帯普及率である25。2000 年から 2004 年の間にコンピュータ
とデジタルカメラの⼀般家庭へ普及率が急速に上がっていることがわかる。2005 年以降は
デジタルカメラ付き携帯電話の調査が別項⽬となったことで⼀度低下しているが、2013 年
には普及率が 77％にまで上昇している。デジタルカメラの登場により、それ以前のカメラ
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に⽐べて、容易に撮影を⾏い、写真画像を得ることが可能になったが、カメラの基本原理と
して、レンズを通して得た像を受光素⼦や感光材料に結び、媒体に像を写し取る、という基
本原理は変わっていない。しかし、保存の形式としてデジタルの記録媒体の信頼性や耐久性
は未知数である。また、画像の加⼯が容易である反⾯、警察の鑑識写真や国⼟地理院の航空
写真など証拠能⼒という点でフィルム写真に劣る点などが問題点であるとされている26。 

 
このような写真の発明、カメラの品質の向上は画家の⽴場を微妙なものにした。ドラロッ

シュは写真に初めて触れた際、その再現性の⾼さと精緻さに驚き、「今⽇を限りに絵画は死
んだ」と発⾔した。また、この時代にサロンで主導的⽴場にあり、反写真運動27を強く⽀持
したドミニク・アングルが「画家の存在を脅かす写真を禁⽌せよ」とフランス政府に抗議し
た28。後述のアングルの作品の資料として使われたとされる写真が残っていることや、デイ
ヴィッド・ホックニーの考察の通り、アングル⾃⾝もカメラ・ルシーダや写真を使った絵画
制作を⾏なっていたことは事実であるが、いち早くこれまでの絵画の役割をカメラが受け
持つ未来を⾒据えていたのかもしれない。写真の発明以前の絵画は現代の絵画と⽐較する
と実⽤性が⾼いものであった。カメラ・オブスクラにしてもカメラ・ルシーダにしても像を
得ることはできるがそれは絶えず変化する光の像であり、定着して残すことはできなかっ
た。この点を考慮すると写真の発明以前は⾒たものを形に残す⼿段として、絵画は⾮常に有
⼒であり、画家は⾼度な技術職であったことが分かる。しかし、写真術の発展により、肖像
画のように記録の性質を持つ絵画はその利便性から写真に取って代わられ、絵画は機能性
より表現を重視した芸術分野としての道を進まざるを得なくなった。さらにいえば、肖像画
や歴史的あるいは神話的題材に沿った撮影を⾏い、それを焼き増しして販売を⾏えば絵画
以上の費⽤対効果で儲けることができた。このことはこれまでの実⽤としての絵画制作、あ
るいは歴史や神話を題材として絵画制作の価値を後退させ、20 世紀美術から今⽇にまで通

  

図 10 図 11 
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じる絵画表現の⾃由を⽣むきっかけの⼀つとなった。絵画はその後、抽象表現主義やキュビ
スムなどの近代芸術として代表される絵画表現からもわかるように、以前の記録性と実⽤
性が衰退し、代わりに表現や内容、あるいは概念のようなものを重要視していくことにな
る。しかし、写真が絵画の実⽤性の全てに成り代わるものではなかった。ヴァルター・ベン
ヤミンは⾃著の『複製技術の時代における芸術作品』の中で「アウラ」という⾔葉を⽤いて
写真によって芸術⾃体の性格に変化が⽣じたことを説明している。 

 
複製技術の時代が芸術を、その礼拝的な基盤から切り離したことによって、芸術の⾃

律性の輝きは永久に失われた。だがそれとともに⽣じた芸術の機能変化は、19 世紀の
⽬には⼊らなかった。20 世紀になって映画の発達が⾒られるようになっても、なお⻑
いあいだ、この機能変化はひとの⽬に写ることはなかった。（中略）写真が芸術である
か否かという問題を決しようとして、これまで多くのひとが明敏な頭脳をしぼってき
たが、成果はあがらなかった。ひとびとは、写真の発明によって芸術の性格が総体的に
変化したのではないか、というまず先に考えるべき問題をなおざりにしていたのであ
る29。 

 
ここでベンヤミンのいう写真の発明によって芸術の機能変化が起きた要因は、写真がそ

れ以前まで絵画が芸術的特質として特権的に持っていた、対象についての詳細を抽出し、描
写するという⼆つの機能をあっさりと短期間に遂⾏したからである。このような観点から
ベンヤミンは写真が登場した以降の絵画の特質が変化についてアウラが消失したと説明し
ている。また、ゲルハルト・リヒターは画家の視点から、これまで絵画に特有であったこの
機能が写真以前の絵画の芸術的特質を再⽣する⼿段であり、今⽇の我々はその特質の⼀部
を⽣み出せなくなっていることを指摘している30。ゲルハルト・リヒターは写真についてさ
らに次のように指摘する。 

 
写真は、絵画、デッサン、イラストのある部分に取ってかわる。その部分とは、現実を

うつしとることで現実に関する情報をあたえていた部分だった。写真はどんな絵画より
も確実に、信憑性をもってこの機能をみたす。写真は、真実をある絶対性とともに伝える
唯⼀の映像であるが、それは「客観的に」みえるからである。たとえ技術的に⽋陥があり、
撮られたものがほとんど識別できない場合でも、その写真が真実であることは疑われな
い。さらに、カルト的役割をも担うようになった。だれもが⾃分の「思い出の写真」を撮
るようになったのである。それは親戚や友⼈の写真であって、追憶とともに保存される。
（中略）写真は、ものの⾒⽅や考え⽅を変える。写真は真実として通⽤し、絵画は⼈⼯的
だとされる。描かれた絵が信⽤されることはなくなり、描きだされたものが、⽣き⽣きと
動くようにみえることもなくなった。絵画や描写が真実でなく、つくりものだからであっ
た31。 
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この両者のいう芸術的特質の⼀部とは今⽇の画家が絵画としての再⽣⽅法を失っており、
写真では未だ再⽣できないものであると考えることができる。デジタル画像の証拠能⼒の
問題を差し引いたとしても、写真は思い出の写真を誰もが疑うことなく受け⼊れる程度に
信憑性を持ったものと考えられている。写真という視覚体験を有する我々にとって、思考の
⽅法として描かれた像は描かれたものであり、それが動き出すような鑑賞の仕⽅をするこ
とが困難であるということである。反対に⽬の前にある対象は常に時間とともに動きを持
って存在しているということを考えることも困難になっているのかもしれない。写真が発
明されるまで過去の画家は現実の時間と同時性を持たない状況で対象が静⽌した状態とい
うもの知らなかった。そのため、絵画として描く対象についても写真の視覚体験を持ち、対
象を現実の時間と同時性を持たない状況で⾒た像を知っている我々とは、描く対象の静⽌
した状態についての意識は異なっていると考えられる。これが写真の発明によって変化し
た⾒⽅と考え⽅ではないだろうか。 
 
 
 
 
 
第 2 節 光学機器を⽤いた絵画の事例 
 
 レンズの発⾒に始まり、カメラ・オブスクラ、カメラ・ルシーダなどが発明される。この
ことによって、写真誕⽣以前にも⼈々は⽬の前の光景を光の像として別の場所に映し出す
という⽅法を⼿に⼊れた。これらの光学機器については、過去の絵画制作において使⽤され
てきたことについては今⽇多くの⽂献で指摘されているが、16 世紀から 18 世紀の絵画制
作の⽅法としては秘密の⽅法のように扱われていた32。写真誕⽣以前にあった光学機器によ
って光の像を得ることができても固定することができないという難点を考慮すると、光学
機器を使⽤することによって得た像をキャンバスに写し取る、あるいは絵画として再⽣す
るという⾏為は、写真と同等に⼗分記録的な意味を持った⾏為であったことがわかる。ま
た、それゆえに写真の発明が画家に衝撃を与えたことも確かである。 

ではどのような点から過去の画家が光学機器を⽤いたことを証明できるのだろうか。こ
の点について、先⾏研究として中村光⼀の「写真的視覚と表現の源流（１）-フェルメール
のカメラ・オブスクラ使⽤を中⼼に-」とデイヴィッド・ホックニー著『秘密の知識−巨匠
も⽤いた知られざる技術の解明−』の⼆つを参考に彼らが絵画のどこに着⽬して光学機器
の使⽤を考察したのかを調査した。 
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 デイヴィッド・ホックニーはアングルの作品を例に作品のサイズと素描の線の様⼦から
アングルが光学機器、特にカメラ・ルシーダを使⽤した絵画制作を⾏っていたのではないか
と指摘している。図 12 はアングルが 1829 年に描いたルイ＝フランソワ・ゴディノ夫⼈の
素描である。まず注⽬する点は、素描そのもののサイズが⼩さいことである。サイズはおよ
そ 220mm×165mm である。これは第 1 節の中でレンズの性質として紹介した通り、得ら
れる画像の⼤きさがレンズに起因するためだと考えられる33。作品制作の前段階としての素
描でもあるため、タブロー34に⽐べて省略されている描写などもあるが、その点を考慮して
も描写する密度に対して素描そのものが⼩さいように感じられる。モデルを直接⽬で確認
しながらこのような密度で描くとしたら対象の⽐率と縮尺をより注意深く考慮する必要が
あり、難しい⽅法といえる。しかし、そのような技巧的な難しさがあるにも関わらず、計測
の痕跡や迷ったような線の痕跡が⾒られない。このような点から、デイヴィッド・ホックニ
ーはアングルが光学機器を使⽤してこの素描を⾏なったと推測している。 
 
 また、素描の⼿と顔のサイズの違いに注⽬する。すると、顔から⾸までと、肩から⼿にか
けての形のそれぞれで正確な輪郭を取っているが、その 2 点で⼤きさが異なることが観察
される。この点について、デイヴィット・ホックニーはアングルが光学機器のピントグラス
35をモデルの顔から⼿に向けて動かした形跡ではないかと推測している。アングルが何らか
の光学機器を使⽤していてデイヴィッド・ホックニーが指摘しているようにピントを合わ
せたのならば光学機器⾃体の位置や⾓度が変わるのでレンズによって像を紙に写していた
のならばこのような⼤きさのずれが⽣じることは⼗分にあり得る。図 13 はデヴィット・ホ
ックニーが検証の過程で図 12 の素描の夫⼈像の⾝体の⼤きさに対して頭部の⼤きさを倍率
を 8％縮⼩した図である。修正前の図 12 に⽐べて歪みが軽減されている。   

 

図 13 図 12 の頭部を 8％縮⼩した図 
） 

      
 

図 12 アングルによる素描 
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このようにデイヴィッド・ホックニーは過去
の画家の絵画制作において、作品のサイズ、線の
様⼦、像の歪みの様⼦からカメラ・ルシーダの使
⽤の証拠とその⽅法について論じている。 

アングルは新古典主義の画家の中でもデッサ
ンの技術が⾼いことで知られている。しかし、同
時に絵画上に描く⼈物の美しいフォルムのため
にその写実性を犠牲にしているものもある。図
14 は 1819 年にアングルがナポリ王妃であるカロ
ミール・ミュラの依頼に受けて制作した《グラン
ド・オダリスク》である。サロンに出された際に
解剖学的に脊髄の⾻が３つ多いと指摘されたことは有名な話である。また、細かく観察を⾏
うと⼈物の脚の組み⽅も構造や上半⾝を捻った状態にも関わらず、それに伴う皺がないこ
となどにも違和感を覚えるのではないだろうか。当時の美術学校では⼈体デッサンの技術
習得を⽬的として解剖学が必須であったこともあり、解剖学的視点で構造を理解する画家
が多かった。アングルも当然そのような理解を持っていると考えられるのであるが、⼈物の
理想美を追求する中で、その写実的な⾒解は否定されるものであった。 

このような点を踏まえて、アングルの素描についてもう⼀度⾒てみると、デイヴィッド・
ホックニーの指摘する頭部と⼿の⽐率の関係は確かにカメラ・ルシーダのレンズの歪みに
よるものかもしれないが、それが全くアングルにとって不本意な結果として現れているの
かというと、必ずしもそうではないかもしれない。アングルはカメラ・ルシーダのレンズを
通して素描を⾏うことで、絵画表現としての⼈体の美しいフォルムを模索していたのでは
ないだろうか。 

 
 アングルと同様に、今⽇多くの研究者によって、
フェルメールも光学機器を絵画制作へ使⽤してい
たのではないかと考察されている。フェルメールが
過ごしたデルフトの街に顕微鏡に精通した科学者
であるアントニー・ファン・レーウェンフックがい
たことからも、フェルメールがカメラ・オブスクラ
の存在を知っていた可能性は⼤きいとされている36。
中村光⼀の場合はフェルメールがカメラ・オブスク
ラを使⽤した証拠についてデイヴィッド・ホックニ
ーと同様にまず作品のサイズについて指摘してい
る。これはアングルの例と同様に光学機器によって
得られる像の⼤きさに起因するものであると考え

 

 

図 14 《グランド・オダリスク》1814 年 
    油彩、キャンバス 
      889mm×1625.6mm 

      ルーブル美術館 

図 15 《⼠官と笑う娘》1657 年 
       油彩、キャンバス 
         504.8mm×460.4mm 

         フリックコレクション 
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られる。図 15 はフェルメール作の 《⼠官と笑う娘》である。この作品について、中村光⼀
は「⾄近距離で向かい合っていながら、若い娘と⽐べてみると⼠官の後ろ姿が⼤きすぎる」
という点に着⽬している。続けて、フェルメールは遠近法を有効に活⽤して画⾯上の奥⾏き
を作るという点で優れているが、この⼆⼈の登場⼈物の位置関係と⼤きさのずれは遠近法
的処理からは外れており、レンズに近接した被写体に起こる写真の歪みに似ていると説明
している。 

また、中村光⼀はフェルメールの絵画表現の特
徴そのものからも光学機器の使⽤について考察し
ている。具体的にはフェルメールの絵画表現上に
現れているピント37とグラデーション38とハイラ
イト39の３つから絵画制作上のカメラ・オブスク
ラの使⽤の可能性を考察している。カメラ・オブ
スクラの機能上、映し出される像は光であるため、
現実の⾊調より明るく平坦に、階調は明るい⽅に
寄り狭く映る。また、⽬のピントの調節と脳への
伝達のように、連続的に被写体の様々な位置にピ
ントを合わせるということが不可能であるため、
ある⼀点にピントを合わせると、その被写界深度
40によって他の部分はぼやけて⾒える。また、この
ぼやけた部分を描くためにカメラ・オブスクラを
動かすと前述の通りレンズによる歪みが現れる。
この点については、フェルメールの《⾚い帽⼦の
少⼥》にそのぼやけた部分をそのままピントを合
わせずに描くことで壁⾯は⼈物に⽐べて細部が省略されてグラデーションのような表現に
なっている。しかし、⼈物に対して焦点が適切にあっているのかというとそうではない。輪
郭について注⽬すると、顔の光が強く当たっている⽅の描き⽅について、境界がはっきりし
ておらずやや⽢くなっているように⾒える。また、⽿飾りのハイライトの部分は丸い光の粒
のように描かれており、元の⾦属の造形に沿っていない。このようにフェルメールの作品は
画⾯全体が軟焦点（ソフトフォーカス）41になっているものが多く、光の現象が描写されて
いることによって、柔らかい画⾯の雰囲気を作り出されている。 
 このような点からフェルメールはカメラ・オブスクラを⽤いることによって⾃⾝の絵画
表現に「ピントをやや⽢く合わせた明るく平滑な光の像」として光学効果を取り⼊れている
のではないかと考察されている。 
 
 
 

 

図 16 《⾚い帽⼦の少⼥》 1665-66 年 
       油彩、パネル 
         232mm×181mm 

         ワシントンナショナルギャラリー 
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第３節 写真を使った絵画（フォト・リアリズム） 
 
 第 1 節では画家が⽤いた光学機器やレンズの構造を解説し、第 2 節ではフェルメールや
アングルの絵画を中⼼に画家が光学機器を⽤いた痕跡について解説した。その例からもわ
かるように、写真技術誕⽣以前の画家にとっては光学機器やレンズの使⽤はあくまで絵画
制作における⽅法であった。しかし、写真の誕⽣以降絵画は記録性の価値を写真に取って代
わられ、画家の⽴場も微妙なものとなった。その後絵画の流⾏は印象派やキュビスムなどへ
と移⾏し、絵画表現としてのあり⽅を模索する時代になった。その過程において、写真との
関わりがより密接になり、前述の写真によって得られる視覚効果を絵画表現として認めた
芸術運動としてフォト・リアリズムがある。ここではフォト・リアリズムの芸術運動の中で
カメラや写真による視覚像が単なる⽅法ではなく、絵画表現として認められた経緯につい
て明らかにする。 
 

フォト・リアリズムは 1960年代を中⼼にアメリカ・ニューヨークを中⼼に起きた芸術運
動の⼀つである。これについてデヴィッド・G・ダイアモンドは『⻄洋美術⼩辞典』の中で
以下のように説明している。 

 
フォト・リアリズム：photo-realism 最⼤限に，⼀定の⽅式で、客体的に細部を表現

しようとする，リアリズムの作品．絵画においては，ほとんど写真のようになる(チャ
ック・クロースの絵画は，実際写真を元に描かれている)．制作された結果は，しばし
ば⾮現実な感じを与える．モデルから型取りされたドゥエイン・ハンソンの彫刻作品に
は，実際の⾐服，⼩道具，体⽑などが含まれている．運動としてのフォト・リアリズム
は，アメリカ合衆国が主要な中⼼地であったが，1960 年代後半から 1970 年代にかけ
て，⻄ヨーロッパで流⾏した42. 

 
また、ポール・デューロ、マイケル・グリーンハルシュ著、中森義宗、清⽔忠訳『美術史

の辞典』では下記のように説明されている。	

 
フォトリアリズム 
ハイパーリアリズムとかスーパーリアリズムとも呼ばれるこの芸術運動は 1970 年

代にとりわけアメリカ合衆国で盛んになった。フォトリアリズムの美術家は、⼤半の画
⾯にアクリル絵具43を使って制作し、写真、とりわけスナップ写真44を思わせる絵画を
制作した。つまり彼らが⽤いた技法は、形にとらわれないコンポジションとか、平凡な
主題−家族のピクニック、郊外での⽣活や肖像−のような素⼈写真の効果を模倣した
ものであった。この様式の主要な唱導者には、マルコム・モーリー、リチャード・エス
ティス、チャック・クローズなどがいる45。 
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このように⼆つの引⽤から共通して分かるように、フォト・リアリズムは前述のフェルメ
ールやアングルなどの光学機器を使⽤した画家のように、単にカメラや写真技術を使⽤し
て制作する制作⽅式を指すのではなく、芸術表現の内容として写真的要素を取り⼊れてい
るという点に着⽬点がある。 
⼩林剛は『アメリカンリアリズムの系譜』の中で、アメリカはそもそもリアリズムの系譜

をたどっていることから、そのリアリズムの系譜の⼀部としてフォト・リアリズムが流⾏し
たと説明している。アメリカのリアリズムとはヨーロッパがキリスト教信仰と密接に関わ
って宗教上の登場⼈物を絵画上に存在させるためのリアリズム（例えば、前述のカメラ・オ
ブスクラや油絵具などの再現性を追求した絵画制作に関する技法の開発）に起因すること
に対して、アメリカのリアリズムはより、社会的情景を芸術に昇華させる⼿段の⼀つであっ
た。むしろ、芸術に対する思考の構築の歴史が⻑いヨーロッパに対して、その下地が少ない
アメリカは、そのまっさらな下地を⽣かして個々の⾃由を主張し、より近代的な芸術思考を
構築した。そのため、社会的背景としての⼈々の労働や⼤量⽣産、⼤量消費社会、都市デザ
インの近代的⾵景はフォト・リアリズムに関わらずアブストラクト・インプレッショニズム
（抽象表現主義）、ポップ・アート、ミニマル・アート、コンセプチュアル・アートなど、
アメリカを中⼼に巻き起こる芸術のムーブメ
ントの中では多く扱われている。ヨーロッパの
芸術的思考の多くが 100 年以上の単位で変化
していくことに対して、アメリカの芸術思考の
変化は数⼗年単位で変化しているものが多い。
また、フォト・リアリズムが 1960年代から 1970
年代を中⼼としている最中にミニマル・アート
も流⾏しているように、同時多発的に異なる性
質を持つ芸術運動が同等の⼒関係を持って流
⾏するという点もヨーロッパと異なる点であ
る。バーバラ・ローズ46はこの同勢⼒での流⾏
とその同時多発性はアメリカ美術の共通の感
性によるものであることを指摘している47。 

フォト・リアリズムの場合は、当時の現代的な道具であったカメラを使⽤し、スナップ写
真のような主題を選択し、社会背景を絵画表現として描くという点において、社会情景を芸
術へと昇華させている。図 17 の作品はリチャード・エステスの作品である。都市⾵景を撮
影した写真を拡⼤し、描写したものである。 
 
 フォト・リアリズムにはスーパー・リアリズム、ハイパー・リアリズム、ニュー・リアリ
ズム、フォーカス・リアリズムなど様々な名称がある。そしてこれらの名称はニュアンスが
異なって聞こえるが、何れもヨーロッパで主流となっているアカデミックな写実的描写と

 
図 17 《Double Self-Portrait》1976 年 
           608mm×915mm 

           油彩、キャンバス 

      ニューヨーク近代美術館 
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は性質が異なるリアリティを求めているという差別化の意識がある。その特徴の⼀つとし
て、フォト・リアリズムが⽬指したスタイルには「よりニュートラルに、よりクールに、よ
りリアルに」にといった合⾔葉があった48。この合⾔葉は当時のフォト・リアリズムの画家
たちの間で共通して使われているもので、写真資料を使うことで客観性の追求をした絵画
表現を指している。また、描写されたものそのものが芸術的評価の全てを左右するわけでは
なく、リアルな形を追求し描き続けるという彼らの表現⽅法に評価の点があるという、後の
コンセプチュアル・アートにも繋がる価値観を表している。 
 
 前述のカメラ発明以前の光学機器を⽤いた⽅法と⽐較して、フォト・リアリズムの画家が
カメラを⽤いた⽅法は、写真そのものを主題として取り扱ったという点に⼤きな違いがあ
る。写真の特徴でもある⼀瞬を切り取ったような鮮烈なイメージは、⼈間の視覚とは異なる
リアリティの現れ⽅として絵画表現として取り⼊れられた。ウルスラ・カイザーは、『アー
トペインティング・ライブラリー Ⅱ 写真による絵画技法』の中で、フォトリアリストは
写真を精密に拡⼤することによって写実的な表現⼿段ではなく、他の美術作品と同様に独
⾃の個性を持った美術の⼀分野であることを証明してみせたと説明している。また、フォ
ト・リアリズムの画家は写真の持つおぼろげで平らかな感じ、⾊、光線、の単純化、部分性
などを再⽣しようとしていると説明している49。 
 
また『美術史の辞典』によると、近現代において写真は⼀つの芸術形式として認められると
ある。同書では以下のように説明している。	

	
写真術は、少なくとも三つの判定基準からすれば、⼀つの芸術形式と認められる。ま

ず、写真家は鉛筆のようにカメラを使いこなす。つぎに、写真の展覧会が定期的に開催
され、主要美術館のコレクションとなる作品がある。そして、多くの美術史学科が、ロ
ーマ美術や印象派を教えるように、写真の歴史を教えている。もちろん、これらの議論
はすべて回りくどいものであるが、しかし第２次世界⼤戦以後の嗜好の決定的変化を
⽰している50。	

	
この内容からも分かるように写真に写る光の像は単に現象としてだけではなく、芸術の

コンテンツとして評価される傾向にある。そしてフォト・リアリズムの画家はそれを絵画表
現に取り⼊れることで新しいリアリティを提⽰したという点に価値があると考えられる。 

 
 ここまでの内容から、フォト・リアリズムの画家の写真への関⼼の中には写真という⼈間
の視覚で捉えた対象とは異なる光による仮象的な像による現実感があることは間違いない
と考えられる。ゲルハルト・リヒターはこのような写真的視覚造形性のことを実態のない、
仮象的な像という意味でシャイン（Schein）51と呼んでいる。これは写真だけの像ではなく、



 20 

⽔⾯の反映やモニターやスクリーン上の像のような光による映像の質に関わる⾔葉であり、
広義での鏡⾯上の映像を指した⾔葉である。このシャインが作り出す像は⼈間の視覚で捉
えるような⽣の感触を含まない光による造形であるが、同時に⼈間の⽬では観測すること
が難しい（あるいはできない）ものを捉えることができる。また、写真についてはこのシャ
インを⼀枚の平⾯上に固定できるという意味で写された対象との同時性を否定するもので
ある52。 
 
  フォト・リアリズム画家が写真の表⾯上の⾊調の変化をそのまま脚⾊せずにキャンバス
に写すように描くことにこだわる価値観の根底には、この仮象的で実態のないような光の
像に注⽬している意識がある。またこのような意識と写真に映し出された像に沿ってその
形態や⾊調を描き出すという点で⾮情緒的な表現であるといえる。このようにフォト・リア
リズムにおいてはフェルメールやアングルの例のように技法の中で完結するものではなく、
写真に映し出された像そのものに重要性があり、写真による視覚造形性を拡⼤して描写し
ていることにその価値が⾒出されている。 
 
  ここまでの内容ではフォト・リアリズム絵画における写真は単に絵画制作の技法として
ではなく、写真に現れる写真独⾃の視覚造形性、仮象的な光の像によって映し出された対象
の様相に価値があり、そしてフォト・リアリズムの画家はそれを絵画として再⽣し、カメラ
の技術では成し得ないほど拡⼤し映し出すことで新たな絵画表現を試みた、ということを
明らかにした。では、絵画制作においてはどのような⽅法を⽤いてその「写真らしさ」を絵
画表現に取り⼊れたのだろうか。写真が⼀般に普及するようになってからはアメリカの美
術教育の中では写真を素描の下図として使⽤して絵画制作を⾏う⽅法や、写真そのものを
鉛筆で素描し、通常の素描との違いを考えるようなカリキュラムが組まれた。これは⼩林剛
のいうリアリズムの系譜を持ったアメリカの美術教育現場だけでなく、フォト・リアリズム
の画家にとっても重要な点であった。カメラによって映し出した⼈間の現実とは異なるリ
アリティを損なうことなく、絵画として再⽣することはフォト・リアリズムの絵画作品に共
通して⽋かせない要素の⼀つである。フォト・リアリズムの画家が注⽬した点は写真からキ
ャンバスに図を起こす場合に倍率を変えても正確な形を取れるトレースの⽅法である。当
時の写真を⽤いた絵画技法にはどのようなものがあったのだろうか。 
ウルスラ・カイザーは『アート・ペインティング・ライブラリーⅡ 写真による絵画技法』

の中で、写真から絵画制作を⾏う⽅法としての三つを紹介している。ウルスラ・カイザーの
本書が発⾏されたのは 1985 年のことである。アメリカでフォト・リアリズムの流⾏が最盛
期に達したのが 1970 年中葉であるのに対して、⽇本は 10 年ほど遅れてフォト・リアリズ
ムの流⾏があったことを考慮すると、本書はフォト・リアリズムの流⾏時に使⽤された写真
を絵画に起こす⽅法を理解する上で有⼒である。同書では代表的な写真のトレース⽅法と
してスクリーン技法、パンタグラフ技法、スライド技法の三つを紹介している。 
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① スクリーン技法 
写真そのもの、あるいは写真に重ねた透明のプラスチック板などにペンや墨を使っ

てグリッドを引く⽅法。写真の上にできた格⼦と同じ数になるようにキャンバスにも
グリッドを引き、利き⼿と対⾓上にある格⼦から順番にキャンバスに画像を⽬測で描

いていく。⼀部分ずつに注⽬してト
レースしていくことで拡⼤した場合
も⽐率をずらさずに画像を写すこと
ができる。図 19 がスクリーン技法を
⽤いて制作の⼯程で、図 18 が参考と
している写真資料である。グリッド
を⼀つの単位としてトレースを⾏っ
ていることがわかる。また、グリッ
ドを基準に部分的に描き進められ
ていることがわかる。 

 
 

② パンタグラフ技法 
パンタグラフは図 20 のような製図器である。

４本のロッドの⼨法を決めておき、利⼿と逆の
⼿で写真をなぞると、右⼿では拡⼤した画像を
描くことができる。例えば、写真上の図形を２
倍の⼤きさに拡⼤して製図するとき、図 21 の
ように点 AB に対して点 AC⻑さが 1：２とな
るように⽀点を固定する。この状態で A 点を
固定し、B 点で写真上の図形を指でなぞると、
鉛筆をあてた点 C 上では写真の図形の２倍の
図形が描けるという仕組みである。フォト・リ
アリズムの制作に置き換えるとしたら、パンタ
グラフの A 点を固定し、左⼿で写真をなぞる
ことにより、右⼿側で任意の倍率のトレースが
できるという仕組みであるが、複雑な構図や対
象物に対しては実⽤的だとは考えにくい。 
 

 
 

 

 

 

  

図 19 図 18 

図 20 

図 21 
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③スライド技法（プロジェクター技法） 
スライド（プロジェクター）を⽤いた拡⼤トレー

ス⽅法。室内の明るさを暗くし、指定の倍率でキャ
ンバスに画像を投影し輪郭を写す。カメラ・オブス
クラやカメラ・ルシーダなどの過去の光学機器と
同様に光の像が描画⾯上に映し出される。上記の
⼆つに⽐べて⾃由に任意の倍率の像を得ることが
できるが、画像を明瞭に⾒るためには室内を暗く
する必要があるため、絵具の⾊調などは合わせに
くいというデメリットがある。 
 
 ウルスラ・カイザーの提⽰したこれらの⽅法は
写真に写った像を正確に写し取ることを⽬的と
した⽅法となっている。何れの⽅法も写真に写る
形態の輪郭線や、調⼦の変化の⼤きいところに現
れる稜線をトレースすることに向いている。図
23 はアンディ・ウォーホルの素描である。この素
描はプロジェクターを⽤いて投影して描かれて
いる。注⽬すべきは対象物である瓶の左の輪郭線
が途中から床の上⾯の輪郭線になっているとい
うところである。デイヴィッド・ホックニーは⼈間
の⽬の視覚の形成53から考えると、このような輪郭
の考え⽅は⼀般的ではないと説明している。仮に
⼈間の視覚の条件に沿ってみるならば、瓶の底⾯の形態と机に落ちる影の調⼦を混同して
いることからトポロジカルな地と図の弁別が危うく⾒える反⾯、背景に対して瓶がやや筆
圧が強い線で描かれていることからも空間を把握している、という状態になる。しかし、形
態と調⼦を同時に迷いなく捉えた描写となっていることから、⾮⼈間的な感性が感じられ
る描写となっている。第 2 節にてデイヴィッド・ホックニーが指摘したアングルの素描の
例についてもそのような迷いのない線が複数⾒られる。素描の例にしても顔、⾸、⽬の位置
などを計測した痕跡もなく、全体の均衡を保ったまま正確に描くのは⾄難の技だと考えら
れる。 

また、これらの３つの⽅法に共通するのは倍率を設定できるという点である。フォト・リ
アリズムが流⾏した 1970 年前後のカメラの性能では、現代のように⼤きい画像を得ること
は難しかった。そのため、フォト・リアリズムの画家はこれらのような⽅法を⽤いることで
写真ではあり得なかった⼤きさに拡⼤した写真の視覚像を絵画として再⽣することを試み
た。この拡⼤した描写には、写真として完成したように感じられる画像を描写によって再⽣

 

 

 

図 22 

図 23 《Still Life》（部分）1823 年 
683mm×1029mm 

鉛筆、紙 
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することで、さらなる完成を⽬指したものとされて
いる。図 24 の作品はチャック・クロスによる作品で
ある。チャック・クロスもリチャード・エステスと
同様にフォト・リアリズムを先導した代表的な画家
として知られる⼈物である。チャック・クロスの⼈
物画シリーズはどれも何百倍に拡⼤されていながら
も、デッサン的な均衡や⽐率を保ったまま精密に描
かれていることがわかる。 

フォト・リアリズムがスーパー・リアリズムとい
う現実を超えた現実感という名称でも呼ばれる理由
は絵画としての再⽣を持って当時写真ではあり得な
かった写真的画像のさらに上位互換に値する画像を
提⽰することに意味を持っていたからであると考え
られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 24 《Fanny/Fingerpainting》1985 年 
        2590mm×2130mm 

油彩、キャンバス 

ワシントンナショナルギャラリー 
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第１章まとめ 
 
 第 1 節では画家が⽤いたレンズと光学機器の概要についてまとめた。画家に限らず⼈々
は古くから光によって像を得る⽅法を知っており、光によって現実を映す⾏為、あるいは光
によって何かが映るという事象に関⼼があった。この関⼼は絵画の記録としての要素に関
わるだけでなく、写真の発明にまで発展し、今⽇に⾄る。写真の発明に⾄るには３つの発⾒
があった。１つ⽬はレンズの発⾒である。⽔晶などの透明な宝飾品により光を集めたり、像
が映ったりする現象は古くから知られていた。その後、凸レンズや凹レンズが⼯業製品とし
て安定して⽣産されるようになると、眼鏡や望遠鏡などに使⽤された。画家が使⽤した凸レ
ンズを⽤いる光学機器としては、カメラ・オブスクラやカメラ・ルシーダがある。画家はレ
ンズによって得た像をキャンバスに投影した。２つ⽬はピンホール現象の発⾒である。レン
ズの発⾒同様に古くから知られる光の像を得る⽅法である。凸レンズが導⼊される前のカ
メラ・オブスクラはこのピンホール現象で光の像を得ていた。３つ⽬は現像⽅法の発⾒であ
る。様々な⽅法で検証されているが、光学機器によって得た像を感光剤に結び印画紙に固定
する⽅法を確⽴することによって、今⽇の写真の形式が完成した。同時にカメラそのものも
開発が進み、より⼩型化、軽量化され、コンピュータが普及する頃にはデジタルカメラが急
速に主流となった。この写真により、画家は紙媒体である写真を元に固定された光の像を絵
画制作に使⽤することができるようになったが、同時に絵画がこれまで担ってきた記録性
や実⽤性が写真に取って代わられ、画家の⽴場は微妙なものになった。その後絵画は絵画表
現としての可能性を追求し、実⽤性や記録性以上に表現性が重要視されるようになった。 
  

光学機器の発展の過程において、画家が光学機器を使⽤した痕跡はどこにあるのか。第 2
節ではデイヴィッド・ホックニーと中村光⼀が絵画のどのような点に着⽬して光学機器の
使⽤の痕跡を指摘しているのかをまとめた。デイヴィット・ホックニーはアングルの素描の
サイズと歪みからカメラ・ルシーダの使⽤を推測している。中村光⼀はフェルメールの絵画
作品に光学の視覚像に似たグラデーションや画⾯にピンボケがみられることからカメラ・
オブスクラの使⽤を推測している。これらは全て光が光学機器レンズを通ることによって
現れる視覚効果によるものである。 

 
最後に第 3 節では写真あるいは光学機器によって得られる視覚造形性が絵画表現として

認められたきっかけとなったフォト・リアリズムについて説明した。第 1 節、第 2 節通し
て画家は光学機器やレンズを絵画制作の技法として取り扱ってきたことがわかるが、1960
年から 70年頃にアメリカ・ニューヨークを中⼼に流⾏したフォト・リアリズムをきっかけ
に写真や光学機器の視覚造形性が絵画表現として評価を得た。リチャード・エステスやチャ
ック・クロスなどに代表されるこの芸術運動は「よりニュートラルに、よりクールに、より
リアルに」といったスローガンが掲げられこれまでにないリアリズムのあり⽅を提⽰した。
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また、フォト・リアリズムは絵画表現の主流であった⻄洋絵画の基底となっている古典技法
やアカデミックな絵画制作の⽅法によるリアリズムとは差別化されるものであった。彼ら
の主題は⼤量消費社会や社会的情景を克明に写真に写し、その要素を絵画として再⽣する
ことにあった。また、絵画制作においてはほとんどの場合にカルトン、あるいはデッサンの
代わりに写真を⽤いる。彼らの作品からは写真によって時間ごと切り取ったような写真を
描いた表現と⼯業製品や社会的な画題、絵画のフォーマットを破るほど拡⼤して提⽰する
という点において⾼い評価を得た。また、このフォト・リアリズムについて⽇本⼈で代表的
に知られているのは上⽥薫である。上⽥薫は徹底した写真の描写と画題の選択の整合性か
らフォト・リアリズムの画家として⾼い評価を得ている。しかし、上⽥薫がフォト・リアリ
ズムにある価値を根底に絵画制作を⾏っているのかというと、必ずしもそうではない。上⽥
薫の作品は、フォト・リアリズムの⽅法と思考が垣間⾒えるが、上⽥薫の独⾃性も現れてい
ることを考慮し、本論⽂では上⽥薫の作品をフォト・リアリズム的絵画表現と説明してい
る。この点については第３章で後述する。 

 
ここまでの内容から、今⽇までに⼈々は少なくとも３つの視覚体験を獲得してきたこと

がわかる。⼀つ⽬は⼈間の眼で捉える視覚体験である。⼆つ⽬に獲得したのは、ある場所に
ある光景を別の場所に同時進⾏で映し出すレンズやそれを使⽤した光学機器による視覚体
験である。そして３つ⽬に獲得したのは、ある場所の光景を同時性のない光の像で写し出す
写真による視覚体験である54。第２節で調査した光学機器の使⽤の痕跡についての考察から
もわかるように、これまでの３つの視覚体験から我々は第⼀の視覚である⼈間の眼で得る
視覚像と第⼆、第三の⽅法で得る視覚像の判別が可能である。序章で述べた写実的な絵画表
現に対する「写真みたい」という所感は、鑑賞者が３つの視覚体験を有することによって得
られる感覚であると捉えることができるのではないだろうか。また、同時に画家もその３つ
の視覚体験を有し、写真を⽤いて描写することで意図的であってもそうでなくても、絵画表
現の中に写真的視覚像を描いていると考えられるのではないだろうか。 

事実、フェルメールやアングルの例では写真⽤語でいうところの、レンズ効果、ボケ、グ
ラデーション、ハイライトなどの光学効果が彼らの絵画表現に⾒られることがきっかけと
なり、光学機器の使⽤が考察されている。しかし、⼈間の眼も光学的仕組みで対象を捉えて
いるのになぜそれらは⼈間の眼とは異なった状態で絵画表現に影響したのだろうか。そも
そもなぜ⼈間の眼で他⼆つの視覚像を⽤いて描かれた絵画の判別が可能なのだろうか。第
２章ではこの問題について、⼈間の眼とカメラの視覚像取得のメカニズムの⽐較と、⼈間の
眼で捉える視覚像と写真に写る視覚像の⽐較を中⼼に論じる。 
 
 
 
 



 26 

第２章 写真の光学効果について 

 
 フェルメールやアングルはカメラ・オブスクラやカメラ・ルシーダというカメラの原型と
なった光学機器を絵画制作に取り⼊れてきた。過去の画家が光学機器を使った痕跡につい
て、デイヴィッド・ホックニーはアングルやアンディ・ウォーホルの素描がレンズの形によ
る歪んでいることに注⽬した。また、中村光⼀はフェルメールの絵画からレンズ効果、ボケ、
グラデーション、ハイライトなどの調⼦と奥⾏きの描き⽅に注⽬した。それは彼らが描いた
対象がレンズの形によって歪んでいたり、主題に対して周辺が強くぼやけていたり、ハイラ
イトが構造を覆い隠すほどに描かれていたりと、対象の形態や調⼦について眼で⾒た印象
とは異なるものであった。つまり光学機器を⽤いることで絵画表現として描かれる視覚像
は我々の眼、第⼀の視覚で捉えるものとは何らかの相違があることといえる。 

また、写真の発明後にはフォト・リアリズムの画家達が「よりニュートラルに、よりクー
ルに、よりリアルに」というスローガンを掲げ、写真を⽤いて絵画制作を⾏うことで、これ
までにないリアリズムを提唱した。その内容はスナップ写真などを拡⼤して描写すること
によって、⼤量消費社会や⼤量⽣産社会の社会情景などを絵画として再現しつつ、⾮情緒的
なリアリティを両⽴させたものであった。この新しいリアリズムのあり⽅にはカメラの眼
という別の視覚要素が不可⽋であった。このような背景からカメラという光学機器によっ
て映し出したものを表した写真の視覚像は⼈間の視覚で捉える視覚像と異なる点があると
説明できるのではないだろうか。 

序章でも触れた通り、今⽇の写実的な絵画制作において写真や画像を資料として使うと
いうことは⼀般的になりつつある。カメラの性能の向上とコンピュータの普及により、我々
は⾼画質で鮮明な画像を容易に得ることができるようになった。しかし、写真を⽤いること
でなぜ写真的な絵画表現になるのか、また⼈々はどのようにして写実的な絵画表現に対し
て写真的かそうでないかを⾒分けているのか、という点について画家や絵画に携わった視
点から論理的な説明がなされることは未だ少ない。本章では写真に現れる光学効果が絵画
表現にあたえる影響とその⼯程、⼈間の網膜像と写真の視覚像の差異について、それぞれの
構造と視覚像取得のメカニズムを⽐較しながら明らかにする。 
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第 1 節 絵画表現に現れる光学効果の要素 
 

第１章にて触れたフェルメールとアングルの絵画表現に現れた光学効果について、それ
ぞれの特徴を整理すると、絵画表現として影響することが確認された光学効果は主にレン
ズによる歪み、ボケ、グラデーション、ハイライトの４つであった。また、フェルメールの
使⽤したカメラ・オブスクラにしても、アングルの使⽤したカメラ・ルシーダにしてもこれ
らを絵画として平⾯に写し取る⽅法は、ウルスラ・カイザーが光学機器を⽤いたトレースの
⽅法として解説する中にある投影による⽅法のように、平⾯上に映し出された光学の像な
ぞり、似せた調⼦の⾊を置いていくしか⽅法はなかった55。つまり、彼らは表現的な⽬的で
意図的に光学効果をねらって描写した点に加えて、卓越した技巧で映し出された光学の像
をそっくりに写し取ってしまったことで、結果として絵画に光学効果が現れている点もあ
るのではないだろうか。 
 ここでこれらの光学効果の発⽣した原因を整理したい。これらの問題は光学機器を使⽤
するにあたって⼤きく分けて３つの段階で発⽣すると考えられる。ここでは簡略化のため、
今⽇⼀般的に普及しているデジタル⼀眼レフカメラ56を使⽤する⼯程で説明する。また、撮
影についての技術的な⾯については、問題が複雑になることを避けるためにできるだけ基
礎的な部分だけを扱う。ここで区分する３つの段階とはレンズを覗く⼯程、焦点と絞りを決
める⼯程、露光する⼯程の３つである。最初のレンズを覗く⼯程とは、レンズに映った像を
ファインダー越しに⾒ることである。ここで問題になるのはレンズの歪みや種類である。カ
メラそのものの機能として⼈間の眼との差異があると、当然カメラを通してみる像も「写真
みたい」な像となる。次の焦点と絞りを合わせる⼯程では、最終的に写真や光学の像として
映し出される画像の質であるボケやシャープさ、グラデーションがこの段階である程度決
定される。最後は露光の⼯程である。カメラ・オブスクラなどの写真以前の光学機器はシャ
ッターを下ろして画像を定着する⼯程はないのでこの段階は絶えず露光し続けて光学の像
を映し出していることになる。カメラの場合は露光時間を決めてシャッターを下ろすこと
で画像の明るさや鮮明さが決定される。 
 このような⼿順で撮影を⾏う中で光学機器の痕跡は現れると考えられる。ここでは前章
の光学機器仕様の痕跡を踏まえて、それぞれの⼯程での光学効果の現れ⽅を明らかにする。 
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①レンズによるもの 
 
 アングルとフェルメールの例に共通して⾒られたレンズの形による歪みはこの段階で現
れると考えられる。そして光学機器による画像の歪みはレンズを動かすことでできる歪み
とレンズの質や形そのものによる歪みの⼆つがある。 
 
 （１）レンズを動かしたことによる歪み 

アングルの場合は素描の歪み、フェルメールの場合は遠近感の歪みとしてその特徴が表
れた。それぞれに共通するのは光学機器を動かしたことで得られる光学像がずれたという
点である。つまり、光学機器を２回動かした場合、映し出されたそれぞれの光の像はある程
度正確であったとしても、それら⼆つの像を⼀つの絵画として組み合わせる際に歪みが発
⽣するということである。図 25 はレンズを固定して撮影したものと、意図的に位置を少し
動かして⼆つの視点から撮影した画像を合成したものを⽐較している。中央の画像の⻘い
線は合成した画像の境界を⽰している。⼀つの視点から撮影したものに⽐べて、ワインボト
ルの上下で形態に歪みが⽣じていることがわかる。それぞれの位置から⾒た時の対象の形
態はある程度正確であったとしても少しの位置の変化によって合成した部分を境に形態が
歪んでいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     

図 25 

 

     ⼀つの視点から撮影 ⼆つの視点から撮影 
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（２）レンズそのものによる歪み 
レンズは必ず対象の正確な形を映し出しているのかとい

うとそうではない。レンズそのものに歪みがある場合、レ
ンズを通過する光の進⾏には必ず影響が出る。図 26 は凸
レンズを通して屈折した光が焦点上で結ばれない時の光の
進⾏を⽰した⼀例である。凸レンズの A、B 点を通った光
は C 点に、D、E 点を通った光は F 点に集まっている。こ
のような焦点のずれは映し出す画像の形態や調⼦に影響が
現れる。このうち調⼦に影響するものは⾊収差という。こ
れは対象の⾊によって光の波⻑の⻑さが異なるため、レン
ズを通過する光の屈折の具合が変化し、⼀つの点で焦点を
結ばないことによって起こる。写真⽤語ではレンズそのも
のの形によって対象物と画像が相似形にならない歪みを歪
曲収差（ディストーション）という57。仮にレンズそのもの
が完璧な形をしていたとしても凹レンズや凸レンズの縁と
中⼼ではそもそも厚みが異なる。図 27 は格⼦状に引かれた
線を望遠レンズで覗いた場合に起こる歪み58を⽰した図で
ある。レンズの縁に近づくほど格⼦が歪曲していることがわかる。これを球⾯収差という。
眼鏡の作成などでよくいわれる球⾯レンズの歪みの問題もこのレンズの淵にいくにつれて
現れる歪みの程度の問題を指している。例えば望遠レンズのような焦点距離の⻑いレンズ
では光の波⻑の違いによる⾊収差の問題は起きやすくなる59。このような問題に対応するべ
く、カメラメーカーである Nikon は 1960 年にいち早く、収差の補正が可能なレンズの形の
設計理論と加⼯技術を確⽴した。そして 1968 年にはレンズの形を両⾯または⽚⾯を球⾯で
はない曲⾯を持つ⾮球⾯レンズを採⽤したカメラ⽤レンズを発売し、ディストーションや
球⾯収差の問題は⼤きく改善された60。 
 
（３）レンズの種類による視覚効果 

もう⼀つレンズの種類による視覚効果がある。これについて『写真⽤語辞典』では以下の
⽤意説明している。 

 
レンズの視覚効果〔visual effects of lenses〕⾁眼の視覚（約 50 度）とほぼ⼀致した画
⾓をもつレンズを標準レンズ、⾁眼の視覚より⼤きな画⾓を持ち、遠近感が強調された
歪像効果を与えるのが広⾓レンズ、広⾓レンズのうち極端なものは⿂眼レンズで、標準
レンズより狭い画⾓で、遠近感は極めて少なく平⾯的な写り⽅になるが、被写体が強調
される望遠レンズなど、同⼀被写体に対する撮影でも、レンズの焦点距離の違いによっ
て、異なった視覚表現効果が出せる。 

図 26 

 
凹レンズの球⾯収差 

 
凸レンズの球⾯収差 

図 27 

 
凸レンズの収差による光の進⾏ 
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このようにレンズ種類によっても対象の像の写り⽅は
様々である。例えばフェルメールの使ったカメラ・オブスク
ラは⻑焦点のものであったと考えられている61。必然的に望
遠レンズに性質が近いものであり、画⾓の狭いレンズを使⽤
したために遠近感の歪みが強調されたのではないかと考え
られる。下の図 29、図 30、図 31 は撮影位置を変えずにレン
ズだけを変えて撮影を⾏い、望遠レンズ、標準レンズ、広⾓
レンズの画⾓の違いを⽰した図である。同じ被写体を同じ視
点から撮影した写真でもレンズによって捉え⽅が⼤きく変
わることがわかる。 

 
また、以下の図 32、図 33、図 34 は撮影位置を変えながら対象物が同じ⼤きさになるよ

うにそれぞれのレンズで撮影したものである。 

このとき画⾓は図 35 のようになる。このようにレンズによ
って⼀つの画像として映し出せる範囲は決定される。画⾓が
狭いほど遠くにあるものが⼿前に圧縮されたような画像にな
る。また、画⾓が広いほど遠くにあるものが奥に広がるような
画像になる。 

 
 
 

 
 

  

   

 

図 30 標準レンズ 図 29 望遠レンズ 図 31 広⾓レンズ 

図 28 

図 33 標準レンズ 図 34 広⾓レンズ 図 32 望遠レンズ 

図 35 
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②焦点によるもの 
 
 焦点を決める⼯程では主に画像のボケの程度や鮮明
さが決定される。また、ここまで、引⽤元の⽂章を考慮
し、この⼯程のことを「ピントを合わせる」と記述をし
ている点もあるがこれは焦点を合わせることと同義で
ある62。焦点が合う範囲が⼤きければ⼤きいほど画像は
シャープになる代わりに奥⾏きを失う。また焦点が狭
ければ狭いほど画像は前後の関係が⼤きくなり、焦点
の外側はぼやけた表現となるフェルメールはこのぼや
けた部分をそのまま描くことによって主題の外側は簡
略化した⾊⾯のような表現を⾏なっている。図 36 はフ
ェルメールの《ギターを弾く少⼥》と呼ばれる作品であ
る。焦点について注⽬すると、後ピンと呼ばれる主題の
背後に焦点があった状態になっていることがわかる。
そのため⼈物の背後にある額縁の細部の⽅が、⼿前に
あってよりはっきりと⾒えるはずのギターの細部の造
形よりも強調して描かれているように感じられる。特
に構図上、額縁と隣接している⼈物の頭部と額縁の描写の状態が特に後ピンが強く現れて
いる。鑑賞者の視線を⼈物から少し外して空間全体に誘導するような仕掛けであるのかも
しれない。 

またこの焦点によってぼやけた部分は像の細部がはっきりと写らないため⾊⾯の移り変
わりだけが現れた状態となりグラデーションが⾒られる。グラデーションは写真⽤語とし
ては以下のように説明される。 
 

グラデーション〔graduation〕英語で⾊調、状態などの漸次的変化、漸次的移⾏、段階
などを意味する。写真⽤語では階調と訳されていて、ネガ印画紙の濃淡、シャドーから
ハイライトまでの調⼦の段階、調⼦の変化をいう。この段階が多く変化がなだらかなも
のを「グラデーションが良い」とか、「グラデーションが豊富だ」といっている63。 

 
また、絵画表現の上でも絵具をぼかしながらなだらかに調⼦の変化を与えた⾊⾯をグラ

デーションという。これは写真⽤語で扱われるグラデーションと同じく調⼦の移り変わり
の段階や変化の程度のことを指している。写真の場合は、カメラでの撮影上で⾏う焦点や露
光時間の決定に加えて、現像や印刷の⼯程でもその状態が決定するが、絵画の場合は、絵具
のぼかした状態がなだらかか否かがグラデーションの状態を決定する。絵具でのグラデー
ションの作り⽅には⼤きく分けて２つの⽅法がある。⼀つは単⼀の絵具層の調⼦の変化で

 
図 36 《ギターを弾く少⼥》1670-72 年 
         油彩、キャンバス 

530mm×463mm 

      ケンウッドハウス 



 32 

作る⽅法である。絵具の硬化と定着が完全に終わる前にぼかし筆などで隣接する異なる調
⼦の絵具同⼠の境界をぼかしてグラデーションにする。もう⼀つ複数の絵具層を重ねるこ
とで調⼦の変化を作る⽅法である。古典技法でいうところのグレーズである。絵具が混ざら
ない程度に硬化した状態の絵具層に、透明な絵具層を重ねていくことで調⼦の幅を広げる
ことができる。また、これに加えて近代的な⽅法としてはエアブラシを使う⽅法も知られつ
つある。粒⼦状に絵具を吹き付け、その加減によって調⼦の幅が作られる。これは前述の⼆
つが油絵具の遅い乾燥や透明性を⽣かしたグラデーションの作成の⽅法であることに⽐べ
て、アクリル絵具のような速乾性の⾼い絵具作るグラデーションに有効な⽅法である。特に
フォト・リアリズム的作品制作においては、プリンタで印刷したような写真的効果も期待で
きる⽅法である。 
 
③露光によるもの 
 
 露光の⼯程ではレンズから⼊った光をフィルムや撮像素⼦などの感光材料に結びつけ、
最終的な画像として得られる像の明るさや光の総量が決定される。これらはレンズの絞り
やシャッター速度の組み合わせで決定される。 
 この⼯程で現れた絵画表現に影響する光学効果として、光の総量と明るさが分かりやす
い例としては、ハイライトが挙げられる。ハイライトは『写真⽤語辞典』では以下のように
説明される。 
 
  ハイライト〔high light〕画像の調⼦の中で、⽐較的明るい部分を指し、明部あるいは光 

輝部ともいう。また、画⾯の最⾼光輝部はハイエストライトといい、ここに露出を合わ 
せると、他の部分は露出不⾜となるので、露出の決定にはハイライト部とシャドー部の、 
明暗の違いを⼗分考慮に⼊れる必要がある64。 

 
ハイライトが絵画表現に与える影響とはどのようなものだ

ろうか。図 37 は第１章にて解説した《⾚い帽⼦の⼥》のハイ
ライトが⾒られる部分を拡⼤したものである。⽿飾りの原型の
形を覆い隠すように丸い粒状に⽩い絵具を乗せている様⼦が
⾒られる。また、⾸元の⽩い⾐装の皺の細部の描写も⽩い絵具
で覆い隠すように省略されているのがわかる。 

また、図 38 と図 39 もフェルメールの作品の部分を拡⼤し
たものである。《⾚い帽⼦の⼥》に限らず、フェルメールの描
く⼈物には⽿飾りと眼、⼝元に丸い点状のハイライトが描かれ
た作品が複数⾒られる。中には明るさの関係を考慮すると光り
すぎているように⾒て取れるものもあることから、フェルメー

 

図 37《⾚い帽⼦の⼥》部分 
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ルはハイライトの光学効果を強調して描くことで、独⾃の⼈物像の印象を作っていると考
えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 そもそも写真⽤語におけるハイライトは対象の形や調⼦に対してその様⼦が観察できな
い⽩抜きに近い部分を意味するが、調⼦の⼀部であるとされる。撮影の際に対象に対しての
露光量が多いところにも発⽣する。ハイライトの部分は光の総量が画像の中で最も多くな
るため、画像として⾒た場合には、対象の形が覆い隠され、⽩抜きのようになる。ネガ像の
場合は⾁乗りした厚い部分を指し、印画でいえば明るく⽩い調⼦の部分を指す。また、フィ
ルムなどを現像した画像の上ではハイライトの周辺はハレーションという現象が起きるこ
とがある。ハレーションは写真⽤語として次のように説明される。 
 

ハレーション〔halation〕極端に強い光がフィ         
ルム⾯に当たると、乳剤層に⼊った光の⼀部が乳 
剤層を通過して、ベース裏⾯の空気との境界⾯で 
反射し、再び乳剤に作⽤する現象をいう。実際に 
はハレーションは、フィルムに当たった強烈な光 
輝部から、少し離れたところを感光させる現象を 
おこす。またハレーション・リングといって光点 
の周囲に、丸いボケを作ることもある65。 
 

この引⽤からもハレーションは写真の現像の上で発⽣する現象であることがわかる。フ
ェルメールの作品の場合、使⽤したと考えられるのはカメラ・オブスクラであるため、ハイ
ライト周辺は調⼦が少なく、急に変化するように描かれていることがわかる。 

 
 このような光学機器で光学の像を得る３つの⼯程の中で光学効果が決定されていると考
えられる。そして、ウルスラ・カイザーの提⽰したようなトレースの⽅法で描画として光学
の像を写していくことで結果的に「写真みたい」な絵画表現が表出する。過去の画家の作品

 

  

図 39 《真珠の⽿飾りの少⼥》部分 図 38 《⼿紙を書く⼥》部分 

図 40 
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で光学機器の使⽤の痕跡が⾒られるものは画家による意図的な描写があってもなくても、
光学機器によって得た像を描写することによって、このような光学効果を絵画として再⽣
しているのではないだろうか。 
 
 
 
 
 
第２節 ⼈間とカメラの捉える視覚像について 
 
 絵画表現に影響を与えた光学効果は、カメラなどの光学機器を使⽤する中で⾒られるも
のであり、それを丁寧に描写していくことによって、最終的に絵画表現上に現れていると説
明できる。つまり、写真的な印象や特徴とはカメラ・オブスクラのように光の像を投影した
だけの状態でも、写真のように現像したものであっても、あるいは絵画として再⽣したもの
であってもその素材や状態に関係なく現れるものであると考えることができる。光学効果
はレンズを通して対象を映す⼯程の中で決定されているものである。 

しかし、ここまでの内容を考慮してもカメラで捉える視覚像は⼈間の眼で捉える視覚像
と結局同じであるように感じられるのではないだろうか。ここまでに取り上げた例におい
て、絵画表現として特徴的に現れた光学効果はレンズの歪みとボケ、グラデーション、ハイ
ライトであった。元々の機能的な性質のあるレンズの歪みについては⼈間の場合も視⼒差
や乱視などの視覚的問題を持つことはあるし、⼈間の眼で対象を捉える際も、対象について
焦点を合わせたり、ずらしたりすることはできるし、それに応じて形態にボケが⽣じたり、
遠景はグラデーションになったり、ハイライトはなんとなく明るく⾒えるように感じる。ウ
ルスラ・カイザーはこのような⼈間の眼と写真の類似点について、次のように述べている。 

 
私たちが⽬にする世界は物、形、⾊彩、陰影などで成りたっています。しかし、これら
の要素についてそれぞれの匂い、⾳、触感、温度、気分、思考といった感覚や印象をす
べて感じ取ることは不可能なことです。写真とは、このような世界をカメラという光学
機械によって⼀枚の平らな紙に画像として写し取ったものといえます。ところが、カメ
ラは⽬に⾒えるものを捉え、再⽣しますが、匂いや感覚、思考を写すことはできません。
つまり⼈間の⽬の機能に相当するものなのです。従って、写真は⼈間の⽬の網膜に映っ
た画像といろんな点でよく似ており、そのために最も忠実に対象を表すものだと思わ
れています66。 

 
過去の画家やフォト・リアリズムの画家が光学機器やカメラのことを「機械の眼」と⾔っ

たように、写真は⼈間の視覚で捉える視覚像と似た像を提⽰すると考えられる。同書の序⽂
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でウェンドン・ブレークはカメラは⽴派なスケッチ道具であり、写真はあくまで⾃分のアイ
デアを提供し、⾃分なりの⽅法で描くための素材であるということを説明している。⼈間の
⽬で捉える視覚像と写真に写る視覚像の差異について、ウルスラ・カイザーは空間、量感、
視覚的な歪み、遠近感、明るさ、画像のシャープさ、静⽌と動き、視界、⾊彩という項⽬で
説明している67。では、前述した光学効果は光学機器に特有のものなのだろうか。 
 
 
 
 
①光学結像の仕組みと視覚像の形成⼿順の⽐較 
 
 そもそもここまで、あたかもカメラなどの光学機器を通すことによって新しい視覚を⼿
に⼊れた結果、光学効果が得られたような報告がいくつか⾒受けられたが、視覚とは感覚機
能の⼀つであり、⼈間を含む⽣物に備わる機能の⼀つである。「視覚」という⾔葉について
辞典では次のように説明している。 
 

 視覚…可視光線（波⻑ 380 から 760mm）の需要によって現れる光の明暗や⾊に関する
感覚をいう。広義には、事物の⾊彩、形やそれらの奥⾏き、運動などを弁別、識別する
ことを含む。したがって、視覚は光感覚、⾊感覚の他、奥⾏知覚（⽴体視）、運動知覚
（運動視）などを包括する。視覚の受容器は網膜の錐状体と杆状体で、これら受容器に
⽣じた興奮は視神経によって中枢に伝えられ、⼤脳⽪質の視覚野に達して視覚となる68。 

 
 このように⼈間の場合は眼を通して得た
情報が脳に伝えられた際に⽣じる「感覚」を
指している。視覚として通常得ることができ
る感覚は⼤きく区分して 32 の役割に分節さ
れるが、顕著なものでいうと明暗覚、⾊覚、
形態覚、運動覚などがあげられる。⼈間の眼
の構造を図解すると図 41 のようになってい
る69。結像の⽅法は虹彩によって瞳孔の開き
具合が調節され、眼に⼊る光量が調節され
る。そして眼のレンズである⽔晶体を光が通
過し、網膜上（⻩斑）で像を結ぶ。後述するが、この基本的な光学結像の仕組みはカメラと
全く同じである。また、レンズの歪みについて第 1 節ではレンズを通る光が⼀つの焦点で
結ばないことで像が歪んだり、ボケが⽣じたり、⾊調のずれが起きることを説明した。この
ようなレンズの構造的な問題について、⼈間の眼で起こる⾝近な例としては、遠視や近視、

 

図 41 
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乱視などが挙げられる。これらは⽔晶体を通
した光が上⼿く網膜上で結ばれていない状
態を指している70。図 42 は正視を基準に近
視、遠視、乱視の結像の問題を⽰している。 
  また、例外としてカメラのみが捉えること
ができる光学効果で⼈間の視覚で捉えられ
ないものもある。これらは⼈間の眼で捉えて
知覚することが可能な可視光線の範囲外で
起きる光学効果である。例えばサーモグラフ
ィーカメラ71は⼈間の⽬には⾒えない⾚外線
を観測し、⼈間の眼に⾒える可視光線の幅に
置き換えて提⽰することで、対象の温度を判
別する⼿段として⽤いられる。これも可視光
線ではないが、光が映し出されることで現れる効果であるため、光学効果の⼀つとして該当
する。また、このような可視光以外の光学効果が⾒えるということについて、⼈間の場合は
光学機器を使⽤することが条件となるが、他の⽣物についてはそうではない。多くの⿃や⾍
は⼈間の可視光の幅とは異なる範囲で対象を⾒ている。そもそも動植物の体⾊はメラニン
やカロチノイドなどの⾊素によってできているものと、微細構造によって光を反射する構
造⾊の⼆種類に分類される。紫外線の例でいうと、カラスは背中から肩にかけて紫外線を反
射する構造⾊を持っている。この紫外線の部分をカラスは⾒分けることができ、個体の識別
に使っている。また、モンシロチョウの雌雄の⾊もわかりやすい例である。モンシロチョウ
の⽻は⼈間の眼にはどちらも⽩い⽻に⾒えているが、雄の⽻は紫外線を吸収し、雌の⽻は紫
外線を反射している。またモンシロチョウの眼は⾒える光が⼈間と⽐較して短波⻑側にず
れているため、⼈間の眼にはどちらも⽩い⽻に⾒えていてもモンシロチョウの眼には雄は
⽩い⽻、雌は紫外線⾊をした⽻というように別の⾊に⾒えている。72このような⼈間の眼を
通して知覚できない光学効果は可視光線の範囲内に置き換える処理を⾏うことで視覚的に
認識することができる。 
 

視覚像の形成の⼯程についてはカメラと⼈間の⽬ではどのような差があるだろうか。 
例えば、全くの盲⼈が開眼⼿術を⾏い、初めて⽬を開いたとき、当⼈は突然今まで全く知る
ことのなかった景⾊を⽬の当たりにするのか、というとそれは不可能な話である。視覚像の
形成には順番がある。これはモリヌークス問題73などで扱われる先天性盲⼈の開眼⼿術後の
視覚形成の記録で明らかである。⼈間の視覚の形成は以下の（１）から（１０）までの段階
を通して形成される74。 
 
 

図 42 

 



 37 

（１）眩しさだけを感じる。光の⽅⾓を感知できる。 
（２）明るさ、暗さを弁別できる。⾊調の弁別ができるようになり、⾊名も使える。 
（３）幾何学的⽴体（球、正六⾯体）、⽇常に使っていた道具を触ることで区分できる。し

かし触れずに⽬の前にあるだけではわからない。 
（４）眼球が細かく震え続け、静かに動かすと視線が対象を追う。 
（５）⾊調単位で対象を弁別できる。接した他の⾊との境界が区分できる。形と背景の区別

は「動き」を通じて理解できる。静⽌状態の対象の形はぼんやりと⾒える。 
（６）明度差を感じ分ける。背景と形、地と図とを⾒分けられる。ただし、⾓形と丸形は、

輪郭が閉じているという点で混同。（トポロジカルな地と図の分化） 
（７）「空間」の広さを感じ取り、⾏動できる。上限⽅向に対して、⾃分の体の位置を保持

できる。 
（８）丸形と⽐較して、⾓形には緊張感があるなど、⾓と辺、頂点と中間域とが違いをもち

はじめる。また、距離がつかめるようになり「空間」の意識が確⽴される。物体の⾊
が不透明な表⾯⾊に⾒え、無⾊透明な空気の存在を理解できる。 

（９）双眼⽴体視75が成⽴する。ものの配列から空間の序列を読み取ることができる。 
（10）空間の「枠組み」が確⽴される。縦と横の区切り線（座標、額縁や窓枠の形）を理解

し、外枠に対する中⼼の設定、求⼼的または遠⼼的な⼒に⽀配される空間について考
えることができる76。 

 
このように、⼈間の視覚は明暗の弁別から始まり、⾊彩の理解、形態と空間の理解の順に

形成されることがわかる。また、この視覚形成のプロセスは必ずこの順に進み、次の段階に
進むほどに難易度が⾼くなる。先天性盲⼈の開眼⼿術後の視覚形成においては後半の段階
である奥⾏きや空間を伴った形態の判別の臨床例はほとんどないのが現状である77。また、
この段階の形成と難易度の向上は写⽣に基づいたデッサンの描画過程と類似している。⼀
般的なデッサンの⼯程ではまず全体の明暗を捉える。次に中間の調⼦を追いながら、グラデ
ーションを描き分けていくことで、描画材の⾊から描画された対象の⾊彩へと転化させて
いく。そして描写が進むにつれて、形を鮮明にしていき、空間や位置関係、量感などを明ら
かにしていく。 
 

⼀⽅でカメラはどうだろうか。前述の通りカメラにはカメラが意思を持って何かを⾒る
わけではない以上、知覚的認識による構造は成し得ない。また、第１章で触れた通り、カメ
ラの場合は撮影レンズに⼊った光がカメラ本体の中で倒⽴した像を結び、フィルムであれ
ばそれを焼き付ける⽅法で、デジタルであれば映像素⼦を作る⽅法で画像を得ている。（ピ
ンホールカメラの場合はレンズを使わない。）例えば、図 43 はダチョウの眼の⽔晶体であ
るが、第１章で触れたリーディングストーンのように下に置いた⽂字が拡⼤して⾒える。こ
のことから⽔晶体は凸レンズの役割をしていることがわかる。つまり、⼈間の眼にしてもカ
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メラにしても得ているものは画像であり、結合光学系の基本的な構造は同じであることが
わかる。⼈間の眼の機能とカメラの機能の対応関係を⽰すと次のようになる78。 
 

機能 ⼈間の眼 カメラ 
遮光 瞼 シャッター 
ピント調整 ⾓膜、⽔晶体 レンズ 
画像の結合 ⾓膜、⽔晶体 レンズ 
受光（撮像） 網膜 撮像素⼦、フィルム 
露光、受光量の調節 虹彩、⾓膜 絞り、露光時間 

 
 
 
 
 
 

 
 

このことからカメラのレンズも⼈間の眼も性能の差はあるが同じ仕組みで受光し、結像
していることがわかる。つまり、カメラなどの光学機器を使⽤することなしにしても⼈間の
視覚も光学効果を捉えることができる。前述のレンズの形による歪みやグラデーションや
ハイライトは特別カメラに固有のものであるわけではないことが結論づけられる。また、今
⽇の絵画制作への写真の使⽤についての否定的な意⾒とは、写真としてすでに完成された
画像を写している、という点に批判的な思考があると考えられる。この点について、ここま
での考察から指摘すると、⼈間の⽬に写っている景⾊もまた、画像であるということに変わ
りはない。⼈間が⾒たものを認識するにはまず光が眼のレンズを通り網膜に像が映ること
からはじまる。ここでいうレンズの役割を果たすのは⾓膜と⽔晶体である。これらが凸レン
ズの役割をしており、網膜に倒⽴した像を投影する。そして、網膜から視神経を通して脳に
情報を伝達する際に正⽴した像に変換して置き換えて、ものを⾒るという状態を作り出し
ている。つまり、⼈間の眼にしてもカメラにしても機能的には同じような仕組みで同じよう
に画像を得ているということがわかる。そのため、⼈間の眼で対象を捉えた場合でも光学機
器を使った絵画表現に現れたような光学効果は現れている。       

カメラの光学結像の仕組みは⼈間の⽚眼の網膜像の結像に類似している。⻑尾寛⼦は「絵
画における空間表現の意味と根拠」の中で⽚眼網膜像の光学的な結像の体系はカメラ・オブ
スクラなどの光学機器による光学的な結像の体系と類似することについて説明している。
具体的には空間についての捉え⽅が類似する。前述の開眼⼿術後の視覚形成の⼯程からも
わかるように空間の枠組みの形成は視覚形成の順序でも最後の問題であり、最も難しい視

 
図 43 ダチョウの眼の⽔晶体 
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覚的情報処理であることがわかる。また、空間というと３次元的位相であり、両眼でないと
捉えることができないように考えられることが多い。事実、通常⼈間は両眼によって常に⼆
つの若⼲のずれのある像を情報処理した結果で空間を⽴体的に捉えている。このそれぞれ
の眼で⾒た画像のずれを両眼視差という。対象は網膜の中⼼窩で結合し単⼀像になるが、視
差によって対象より遠いものや近くのものは⼆重の像となる。この両眼の視線の⽅向の差
も奥⾏きや⽴体の近くの⼿がかりとなると考えられている。この位置ずれを定量的に検出
することで両眼⽴体視が成⽴する。⽇常での視知覚は通常この両眼⽴体視に基づいている
79。 
このような両眼の情報処理による⽴体視について、⼀眼でも⽴体視は可能なのだろうか。こ
の点について通常の両眼⽴体視の情報量には及ばずとも、実際には⽚眼だけでもいくつか
の処理によって３次元的な空間を捉えることができる。３次元的空間の捉え⽅で⼈間の視
覚に関係するのは奥⾏きについての知覚である。ギブソンはこの奥⾏きの視知覚について、
勾配という⾔葉を⽤いて説明している。勾配とは「⼀定の軸或いは次元に沿った何らかの増
減」である。ギブソンは基本的な刺激勾配として、肌理の密度勾配、⼤きさの勾配、線分の
勾配、運動の勾配の四種類を⽰唆している。その中でも⽚眼網膜像の視覚像の形成について
は特に肌理の密度勾配が関係していると⾔及している。 
 
 
 
 
 
②写真によって発⾒された視覚像 
 
 では、なぜフェルメールやアングルの例ではこの
光学効果の現れた絵画表現が光学機器の仕様の痕跡
となったのか。これを紐解く⼿掛かりは写真が発明
されてから発⾒された視覚にあるのではないだろう
か。なぜなら、前述の通り⼈間の眼とカメラでは画
像の結像の仕組み⾃体は同じであったが、結果とし
て現れる画像は必ずしも同じではないように認識さ
れるからである。カメラが発明されて初めて⼀般に
広まった有名な視覚認識の例として、⾺がギャロップ80して⾛る脚の動きがある。1878 年
にイードワード・マイブリッジは、⾺がギャロップで⾛る姿を連続撮影することに成功し
た。図 44 はマイブリッジが撮影した⾺と⼈間の写真である。⾺の⾛路に紐とシャッターを
連動させたカメラを設置し、通り抜ける⾺が紐を切ると露光する仕掛けを⽤いて撮影を⾏
っている。マイブリッジはこのような連続撮影した写真を時間順に⾒ていくことで、⼈間の

 
図 44 
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眼ではこれまで⾒えていなかった短い時間の動体の様⼦がわかることに気がつき、ベンシ
ルバニア⼤学の後援で⼈間や動物の動きに関する研究を進めた。ギャロップして⾛る⾺は
脚を⼤きく広げることなく⾛っていて、前後の脚が交差する１点のみであったことがわか
った81。 

しかし、これまでに絵画として描かれてきた⾛る⾺の様⼦は、前脚と後脚を⼤きく広げる
ような姿勢で描かれていることが多い。つまり、写真の誕⽣以前の⼈々は⾺のギャロップの
動作について誤った認識をしたことになる。このことから⼈間の視覚では⾺のギャロップ
の⾜の動きのような速すぎる動体の形態を正確に捉えることができないことがわかる。し
かし、写真が発明されたことによって、⼈間の視覚では捉えられない動体の⼀瞬の形態を知
ることが可能となった。カメラは⼈間の⽬の認識以上に正確に短い時間の画像を記録でき
る。古くより⼈々は⾺を⽤いた移動や戦術を得ていたにも関わらず、マイブリッジが写真に
よってこれを発⾒するまで誰も指摘しなかった様⼦からも、明らかに写真の視覚像の⽅が
⼈間の視覚像よりも短い時間の画像を得ることに優れていると考えることができるのでは
ないだろうか。特に現在のカメラでは１秒よりはるかに短い時間のシャッター速度で画像
を得ることができる。これは絞りや露光、シャッター速度というカメラの機能が⼈間の眼の
構造より優れている点であると考えられる。 

また、図 45 は未来派の画家として知られるジ
ャコモ・バッラの作品である。⽝の⾜が何重にも
ぶれたように描かれている。ジャコモ・バッラは
エティエンヌ・ジュール・マレーらと連続撮影の
写真を分析し、時間を内包する新しい絵画の視
覚表現の可能性を模索したとされている。バッ
ラは産業化・⼯業化が進んだ時代性を考慮し、ス
ピードやダイナミズムといった運動⼒学的要素
を絵画として表現する⽅法として、このような
描写を試みた。未来派以前もこのように時間や
運動を感じる画⾯構成を⾏うという考え⽅がな
かったわけではない。その根拠として物語を描
いた絵画は⻄洋に限らずそれ以前にも多く存在
している。だが、⾳楽が時間の中で作品を表す「時間芸術」であることに対して絵画は「空
間芸術」とみなされてきた。18 世紀に美学者であるレッシングが絵画に表現される時間を
「決定的瞬間」と提唱したのは、絵画が時間を表現することに適していないという前提のも
とで、物語を絵画として表現する⼀つの⼯夫であり時間芸術としての絵画の位置付けであ
ったとされる82。ジャコモ・バッラは絵画では時間表現が困難であるというそれまでの既成
概念に挑戦し、絵画としての時間表現を⾏なった。これを可能にしたのが写真の視覚像であ
る。写真は⼈間の視覚より正確に⼀瞬を捉え、それ以前の⼈々が知らなかった動体の⼀瞬を

 図 45 《鎖に繋がれた⽝のダイナミズム》1912-21 年 
       899mm×1099mm 
     油彩、キャンバス 

オルブライト＝ノックス・アートギャラリー 
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提⽰した。つまり、⼈間の眼は速く移り変わる形を正確に捉えることができない。写真の発
明以後においては絵画より写真の⽅が決定的瞬間を表した像であるといえるのではないだ
ろうか。 

 
では反対に、⻑い時間の視覚像を得ることについては

どうだろうか。⼀瞬を切り取ったものだけが写真の持つ
決定的瞬間であるわけではない。図 46 は星空を⻑い露
光時間で撮影したものである。この星が流れるようにグ
ラデーションになっている様⼦は、⼀定の時間光を取り
⼊れ続けた状態で⾒た星空の形態と調⼦であるといえ
る。これはマイブリッジが興味を持った動体の⼀瞬とは
反対に、⻑い時間での動体の変化である。⼈間の眼の場合
は意識的に瞳孔を調節することはほとんどできず、反射的に適切な光量になるように調節
がなされるため、この画像のように時計の針の流れる様⼦を光学機器なしに観察すること
は不可能である。 

例えば時計の針が 7 時 49 分から 50 分に移動する様⼦を 1 分間の露光で撮影することを
想定する。すると時計の針は前述の星の軌道のように 49 分の位置から 50 分の位置までう
つり変わる様⼦が全て写るはずだ。つまりこれは 7 時 50 分地点からみた 1 分間の時計の針
の状態と写し出したものである。この写真が映し出す視点は世界との同時性がない切り取
られたものであるため、⾊も形も恒常性が⾼く、⼈間の視覚で何度でも確認できる。しかし、
それに写るもの⾃体は光の像であり、実態のないものである。これもまた、⻑い変化の中で
の動体の動きを表した決定的瞬間といえるのではないだろうか。 
 
 

 
 

 
 
宮本隆司は『現代写真のリアリティ』の序章でこう語っている。 

   
   写真がなかった世界を想像してみよう。世界は画像で記録されることなく、あらゆる

光景や出来事が⽬の前で起こるただの⼀回限りで、繰り返してみることはできない。再
⽣装置で⾒ることなど絶対不可能であるし、画像を遠くへ持って⾏って⾒せることも
できない。証明書の顔写真を、これが⾃分なのだと意識する必要などなく他者との違い
は曖昧である83。 

 

 

時間→ 

 
露光開始 

 
露光終了 

 

図 46 

図 47 
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宮本隆司の発⾔からも考えられる通り、写真がある現代では⽬の前で起こる光景や出来
事は写真によって再⽣が可能であり、それを他⼈に⾒せることもできる。写真は記録性と客
観性が優れている。 

つまり⼈間の視覚で捉えることができる形とは限られた速度で動いているものであり、
また、⼈間の視覚の場合は絶えず連続する揺らぎの中で、対象の形態と調⼦を捉えている。
そもそも現実の空間の中には完全に静⽌しているものはなく、⼈間がものを静⽌画的に⾒
るというのは、写真が発明された 19 世紀的な考え⽅であるという⾒解もある。上記の表で
説明したようにレンズを光が通過することによって像を得て結合する仕組みそのものはカ
メラの仕組みとほぼ変わりはない。しかし、この⽐較で異なる点は２つある。⼀つ⽬は⼈間
の眼にはシャッターを切ることに相当する機能は備わっていないこと、⼆つ⽬は写真に写
ったものと⼈間の眼の捉え⽅を⽐較した場合でも、写真を⾒ているのは⼈間の視覚である
ということである。 

前述の通り、ものを静⽌させて⾒るという
ことは写真が発明されてから発⾒された視覚
体験である。写真に写るものは写す対象の速
度に関わらず、まるでその時間が⽌まってい
るかのように隅々まで現れる。反対に⼈間の
眼にはシャッターを切りある時間を切り取っ
てずっと同じ像を⾒続ける機能は備わってい
ないため、⾊や形について、恒常性がないと
もいえる。⼈間の⽬の恒常性について、わか
りやすい例が錯視である。錯視は視覚に異常
がない状態で対象に対して誤った知覚認識を
得る錯覚を指している。前述の写真に現れる
レンズ収差の問題では光を取り⼊れる際に起
こるレンズそのものの構造上の問題であった
が、⼈間の視覚に現れるこのような錯視は注
意深く観察を⾏っても、予備知識があった上
でも誤った知覚認識を得てしまう⼈間の知覚特性に由来するものであるとされている。図
48 は形について錯視の起こる図の⼀例である。つまりこのような⼼理的なものや知覚認識
によるものは、カメラによる受光の仕組みの上では起きることはない。写真の視覚像には⾊
の対⽐作⽤や同化作⽤は現れないという点において、⼈間の眼より恒常性が⾼い形や⾊を
映し出しているといえる。 
 
 
 

 

図 48 
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第 2 章まとめ 
 

第１章で触れたフェルメールやアングルの絵画作品が光学機器を使⽤したと考えられる
理由には絵画表現上にレンズの歪み、ボケ、グラデーション、ハイライトといった光学効果
が「写真みたい」な印象を与えることに起因していた。この「写真みたい」な印象を与える
光学効果はそれぞれどのような要因によって現れるのだろうか。ここでは⼀般的な⼀眼レ
フカメラによる撮影の⼿順を想定し、レンズを覗く⼯程、焦点を合わせる⼯程、露光の⼯程
の三つの段階に分けて、それぞれの光学効果が現れる要因を明らかにした。 

レンズを覗く⼯程ではレンズによる像の歪みが現れる。これはカメラに使⽤されたレン
ズに起因している。その要因は三種類ある。⼀つは光学機器そのものを動かすことによって
映し出される像が変わることである。カメラそのものを描画の途中で動かすことによって、
映し出される像は変化し、それらを組み合わせることで結果的にトレースする像は異なる
複数の像を組み合わせた状態となり、形態が歪む。⼆つ⽬はレンズ収差によるものである。
レンズそのものが完璧な形でなく、ひとつの焦点で結像しないことで映し出す像に⾊や形
の歪みが⽣じる。三つ⽬はレンズの種類による視覚効果である。⼈間の眼の視野⾓はひとつ
の眼につきおよそ 50度である。レンズの場合は画⾓がこれより狭いものも広いものもあり、
ひとつの像として映し出す範囲が様々である。そのため、レンズによっては⼈間の視覚で捉
える範囲とは異なる状態で画像を映し出す。  

焦点を合わせる⼯程ではボケやグラデーションが⾒られる。焦点は映し出す像の鮮明さ
や鮮明に映す範囲を決定する。この焦点の範囲が広ければ広いほど、映し出される画像は広
範囲に鮮明な画像となるが、被写界深度は浅くなる。反対に焦点を狭く絞るほど被写界深度
は深くなり、画像の中の主題と背後の前後関係がよく現れた像となる。 

焦点を合わせる⼯程と露光の⼯程の⼆つにまたがってグラデーションが決定される。グ
ラデーションは⾊の変化のつながりの程度を指している。⾊移り変わりの段階が多ければ
多いほどグラデーションが豊富な画像となる。これは絵画でいうグラデーションともほぼ
同義である。しかし、写真の場合、グラデーションは被写界深度や露光量などに関係してそ
の程度が変化する。 

最後の露光の⼯程ではハイライトが⼤きく関係する。ハイライトは映し出した画像の中
で明るい部分を指す。また、この中でも最も明るいところはハイエストライトという。ハイ
ライト部分は光量が最も多いため、ほぼ⽩抜きのような状態となる。映し出す対象にハイラ
イトがある場合、その対象の形や⾊調を覆い隠すような状態となることもある。フェルメー
ルの作品では⽿飾りの部分がハイライトとなっているが、この部分は⽿飾りの形が⽩い絵
具が丸く覆い隠すような形で描かれている。 
 このように絵画表現に影響した光学効果はレンズ、焦点、露光の三つの⼯程の中で現れて
いる。この光学効果は描画の素材や⽅法によって変化するものではなく、単に描画の資料と
する写真の中に現れるものであることがわかる。つまり、フェルメールやアングルはすでに
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描画⾯にこのような光学効果が現れた状態で投影された光の像を丁寧にトレースすること
によって絵画表現としてもその光学効果が現れ、結果的に「写真みたい」な印象を与える絵
画表現を作り上げることができたとも考えられる。 
 では、このような光学効果は⼈間の視覚では得ることができないのだろうか。カメラの結
像の仕組みと⼈間の結像の仕組みはほぼ同じである。異なる点はカメラにはシャッターを
切り、その状態の画像を写真にすることができること、⼈間の場合は網膜で結像した画像を
視神経を通して⼤脳⽪質の視覚野に送ることで知覚することができるという点である。こ
れらはそれぞれに特有の機能である。この決定的な違いは結果として⼈間の視覚に関係し
ている。写真に映し出される像はある⼀定の時間内に起こる対象の変化を決定したレンズ
と撮影⽅法で固定したものである。つまり、写真はある⼀定時間の時間を切り取って提⽰し
た場合に⾒られる視覚像を写し出している。これは⼈間の視覚だけでは捉えることができ
ない。なぜなら⼈間の視覚の場合はシャッターを切ることに相当する機能がなく、絶えず連
続的に画像を結像して、知覚し続ける状態であるからである。つまり、⼈間の視覚に写る視
覚像は連続的に変動するものであり、対象は連続的な揺らぎの中でしか⾒ることができな
い。このような違いから、⼈間の視覚にも可視光線の範囲の光学効果は現れていると考えら
れるが、それは連続的に変化するため、写真のように捉えることができないと考えられる。
また、写真を使うことで光学効果が確認できるのは、写真に撮ったものを再び⼈間の視覚で
再確認するからである。この写真の視覚像と⼈間の視覚の関係には、⼀つの視覚像に対して
カメラの視点で⾒たものを再び⼈間の視覚で⾒るという婉曲的な構図がある。この構図に
よって⼀定の切り取った時間内の対象の状態を連続する時間の揺らぎの中で⼈間の視覚で
認識し続けるということが可能になる。 
 

第１章まとめにて⽴てた問いは⼆つあった。⼀つは⼈間の眼もカメラも光学的仕組みで
対象を捉えているのになぜそれらは⼈間の眼で⾒る状態と異なる形で絵画表現に影響する
のか、もう⼀つはなぜ⼈間の眼による視覚像とカメラの視覚像の判別が可能なのかである。 

ここまでの内容から、光学的には⼈間の眼もカメラも視覚像取得のメカニズムはほぼ同
じであることがわかる。特に⽚眼網膜像とカメラの視覚像取得のメカニズムは酷似する。し
かし、⼈間の場合は視知覚として変換される際に単なる光学による視覚像ではなくなる。視
知覚の形成には複雑な段階があった。そのため、レンズ収差のようなレンズの歪みなどは通
常認識できないものとなり、錯視のように認識によって調⼦や形態が正確に捉えることが
できないこともある。また、マイブリッジが提⽰した⾺のギャロップの例のように、写真が
なければ発⾒されなかった動体の様⼦などから考えると、⼈間の眼はある⼀定の速度で絶
えず連続的に揺らいだ状態でしか対象を⾒ることができないことがわかる。それに対して
写真はある⼀定時間の対象の様⼦を光学的に写し出して固定した決定的瞬間の像であると
いえる。しかし、カメラはたとえ光学結像の仕組みが⼈間の⽚眼網膜像の結像の仕組みと同
じであったとしても、視知覚上で⾏われる視覚像の認知を写し出しているわけではない。ゲ
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ルハルト・リヒターのいうように写真の視覚像は実体を持たない仮象的な像である。そし
て、ここまでの考察から、ゲルハルト・リヒターのいう仮象的な像とは光学効果と決定的瞬
間によって表されたものであるといえるのではないだろうか。 

 
写真を⽤いて絵画表現を⾏うことは写真の視覚像に⾒られる光学効果と決定的瞬間を絵

画表現に引き継ぐことである。それを画家が再⽣し、写真の視覚像を知る鑑賞者の関係の中
で写実絵画における「写真みたい」な印象が形成されている。この仕組みを踏まえて、第３
章ではフォト・リアリズム的絵画表現で知られる上⽥薫の絵画制作における思考を参考に、
今⽇の写真を⽤いた絵画表現の可能性を考察したい。 
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第 3 章 上⽥薫の写真を⽤いた絵画制作  

 
写真の視覚像には光学効果と決定的瞬間が現れている。これは⼈間の視覚で捉える視覚

像とは似て⾮なる、実体性のない仮象的な像である。そしてこの仮象的な像の特徴を絵画表
現に置き換えたものを写真の視覚体験を有する我々が⾒ると「写真みたい」な印象を受け
る。我々は⾁眼で対象を⾒る視覚体験と、レンズや光学機器で映し出された像を⾒る視覚体
験、写真によって写された像を⾒る視覚体験の三つを有している。今⽇の写真を⽤いて描か
れた絵画作品にしばしばいわれる「写真みたい」という印象は、写真上の光学効果と決定的
瞬間の絵画表現としての再⽣と、三つ視覚体験を有する鑑賞者の判定の関係によって作ら
れることがここまでの考察によって明らかとなった。本論⽂ではこの仕組みを説明する⼿
順として、第 1 章で過去の⼈々がレンズや光学機器による視覚体験を獲得してきて、画家
はそれを絵画制作に⽤いた事実について、第 2 章では写真の視覚像と⼈間の視覚像の結像
のメカニズムと差異について論じてきた。しかし、ここまでの論証では写真を使⽤した絵画
制作では、絵画表現にも光学効果の要素が現れるという事実はあるものの、それが今⽇の絵
画表現においてどのような意義と可能性があるのかを説くには不⼗分である。 

 
図 49 はロレッタ・ラックスの作品である84。⼀

⾒すると絵画のように⾒えるが、これはイルフォク
ロームプリント85と呼ばれる⽅法で印刷された写
真作品である。⼈物と背景はそれぞれに撮影されて
おり、それぞれの画像を合成することによって絵画
のような遠近感が作られている。ロレッタ・ラック
スの作品に限らず、ピクトリアリズムと呼ばれる
「絵画みたい」な写真表現は、写真発明以前までに
絵画の伝統であった空気遠近法の再現と、写真に写
り過ぎる過剰な細部の省略によって作られている。
また、絵画がそれまで題材としてきたものや照明の
演出、構図といったものを取り⼊れることにより、

実際の絵画表現に頼らずともより絵画らしさを感じられる写真作品が演出されている。 
今⽇においてはデジタルカメラとコンピュータを⽤いた編集技術の進展によって、「絵画

みたい」な印象を与える写真の作成も可能となった。「写真みたい」な絵画があれば「絵画
みたい」な写真も存在する。写真の視覚像とはカルト的な信憑性を持ったものである。写真
技術は現実を客観的に写しているように感じさせるだけでなく、絵画的な表現を模倣する
ことも可能となった。これでもし絵具による印刷が可能となったりしたら、いよいよ絵画は
何もかも写真に取って代わられ、芸術のコンテンツとしての価値を失うのではないかとさ

 
図 49   《Dorothea》2011 年 
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え思えるのではないだろうか。 
 
前述のように、写真は発明からおよそ 1 世紀半という短い間に芸術の⼀つの分野として

独⽴している。写真の中ですでに現れている光学効果と決定的瞬間をわざわざ絵画に置き
換える意味とは何だろうか。また、このような写真の仮象性を引き継いだ絵画表現にはどの
ような可能性があるのだろうか。 

 
本章では上⽥薫の絵画制作の思考と絵画作品を通して、写真を⽤いた絵画表現の意義と

可能性について考察する。上⽥薫は写真を⽤いて絵画制作を⾏い、フォト・リアリズム的絵
画表現を⽤いて作品を展開する画家として知られる⼈物である。写真を⽤いた絵画表現に
ついて、その今後の展開と発展の可能性を考察する上で、上⽥薫の制作の⽅法と作品に対す
る思考は⽋かせない。ここで上⽥薫を取り上げて写真の仮象性の絵画表現への影響につい
て調査した理由は⼆つある。⼀つ⽬は上⽥薫の作品に対する思考である。フォト・リアリズ
ム的な絵画作品は近年多くの画家が制作しているが、⽇本のフォト・リアリズムはそれ⾃体
が描写⽅法であり、⽬的は画家の情念的な部分であり、幻想的な思考にあることは少なくな
い。美術評論家である⽇向あき⼦は 1977 年に⾏われた上⽥薫との対談の中で、当時の上⽥
のフォト・リアリズムの思考について次のように指摘した。 

 
 ⽇本でも最近は克明描写で描く作家がだいぶふえてきましたが、スーパー・リアリズム
といってもやはりどこかに情念が⼊っている、幻想的で情念的なリアリズムなんですね。
それに⽐べるとアメリカのほうは本当に中性的というか、クールで、できるだけ⼈間の側
からの主観や情念を⼊れない、まあ写真みたいな写実で、物そのものという感じはある。
だけど物そのものを描くんでなくて、写真に写ったものをほとんど全部描くというのが
多いですね。スーパー・マーケットのなかとか、街の⾵景、⾞のパークしているところと
かいったふうに……。（中略）⼈間が⾃分の⼼情を投影させて物を⾒るんでないというこ
とですね。むしろそういうルーチンになった物の⾒⽅をゼロにして物を⾒直す。物には⼈
間とちがった触覚があるだろうし、ヴァイブレーションもあるし、⼈間と違う呼吸法もあ
るんですね86。 
 
⽇向あき⼦の指摘するような⾵潮の中で上⽥薫は⽇本にフォト・リアリズムの流⾏が⼊

った当時からアメリカで⾏われたような中性的で⾮感情的な絵画制作を⾏い続けている。
しかし、アメリカのフォト・リアリズムの画家が⾏ったような、スナップ写真に写る全てを
克明に描くというわけではない。対象のものだけを写真から取り出したような構図で作品
を描いている。このことは上⽥薫⾃⾝も発⾔していることであるが、⼈間側の主観を⼊れな
いことによって、描く対象である「物」の持つアイデンティティに着⽬している。本来のフ
ォト・リアリズムのテーマに沿いながらも、ものに対して普段ごく⾃然に考えるユーティリ



 48 

ティの問題を破棄したものの⾒⽅で描くという上⽥薫の独⾃性も現れている87。ここでいう
ユーティリティとは有⽤性と解釈できる。例えば⽬の前に２種類のハサミがあるとする。す
ると、我々はどちらのハサミが美しいか、どのような素材の組み合わせで構成されているか
というハサミの持つ形態や調⼦の要素と同時にどちらの⽅が使いやすいか、切れ味がいい
かという問題を考えることになる。使いやすさや切れ味の問題はハサミを使った結果とし
て現れる効果であり、ハサミそのものの造形要素とは異なるものである。上⽥薫は写真を仲
介する絵画制作を⾏うことでこのものの持つ有⽤性を⼀旦遠ざけた状態で⾒ることができ
る、と考えている。今⽇、上⽥薫がフォト・リアリズムの画家として知られている要素とし
て、このような独⾃の思考の表れがある。この独⾃性の部分を踏まえて本論⽂では、上⽥薫
の絵画表現をフォト・リアリズムとして分類するわけではなくフォト・リアリズム的絵画表
現として扱っている88。⼆つ⽬は絵画表現の⼀貫性である。上⽥薫の絵画作品は細かい点を
除けば絵画構造にも絵画表現にも⻑期的に⼀貫性がある。上⽥薫の場合は同じ主題を複数
描いている。フォト・リアリズムの画家は主題に対して限定的な好みを持つところに特徴が
ある89。このような意味では上⽥薫も同じである。しかし、同⼀のタイトルの後につけられ
たアルファベットの表記なしには作品を特定できないほど同じ主題、同じ構図を繰り返し
描いているというのは、フォト・リアリズムの画家の中でも稀である。その主題と絵画制作
の⽅法から上⽥薫の追求するものが現れているのではないかと推測した。また、上⽥薫⾃⾝
がカメラマンと⼀緒に仕事をしていた経験があり、写真に深い造詣と関⼼を持っているこ
とから本章において採択するに⾄った。 

その⼿順として、最初に上⽥薫の作家概要について整理し、作品や思考の変遷を追う。次
に上⽥薫の作品について主題と絵画制作の⽅法について考察を⾏う。ここでは上⽥薫の作
品やインタビュー記事などから上⽥薫がどのように写真を使⽤して絵画制作を⾏っていた
のかを明確にする。また、前章で指摘した写真の光学効果の特徴がどのように絵画表現に反
映しているのかを考察する。その資料として『上⽥薫作品集』および、2018 年に名古屋画
廊にて開催された上⽥薫展での実験調査、相模原市⺠ギャラリーにて取材した内容を中⼼
にまとめている。最後に上⽥薫の作家概要と絵画表現の主題、絵画制作の⽅法から、上⽥薫
が写真を⽤いることで追求した絵画表現について考察する。 
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第 1 節 作家概要 
 

上⽥薫は 1928 年東京都出⾝の画家である。1954 年に東京藝術⼤学油画科を卒業してい
る。また 30代の頃から 10年間ほどグラフィックデザインの職に就任している。1968 年頃
に写真を⽤いた絵画制作を再開し、グラスの⽔やスプーン上のジャム、ゼリー、アイスクリ
ームなどを描画対象として、流動的なものや透明感のあるものの⼀瞬の表情を切り取った
ように⼤画⾯に拡⼤描写で描き出すスタイルで作品を展開している。その何れのモチーフ
も上⽥薫が⾃ら写真撮影を⾏い、キャンバスに写真を投影して描いている90。中でも落下す
る「なま⽟⼦」シリーズで注⽬を集めた。これらの写真を使った拡⼤描写は前述のフォト・
リアリズムの画家たちが積極的に⾏った⽅法と同じであるが、上⽥薫の対象に向き合い、写
し取る過程で、対象物の置かれた状況や主観を排除して記号的なものとして描き出してい
る様⼦は、しばしばポップアート91とも関連づけられる。特に上⽥薫の描く⾷欲をそそる主
題は鑑賞者にとっては⼼地よい記憶や欲望と結びついた記号として感覚を刺激するもので
あり、消費社会のシンボルをイコン化したポップアートのようだと評価されている。92また
主題の反射部分にはしばしば映し出されたアトリエの様⼦やカメラを構える上⽥薫⾃⾝も
丁寧に描かれており、⼩さな事物の中にそれを取り巻く世界が映し出されていることに新
鮮な驚きを覚える。 
 
海軍⼠官であった上⽥薫の伯⽗が船で世界を巡っ

てきた際に、お⼟産として上⽥薫に渡した絵本がきっ
かけで画家の道を志すきっかけであったという。絵本
はアメリカ出版のものであり、⼩動物が描かれたもの
であったが、動物の描写が⽇本の絵本にはない⽴体感
で写実的に描かれており、写実的な絵画表現への関⼼
が引き出されるきっかけとなったようだ93。しかし、
上⽥薫が東京藝術⼤学を卒業した 1954 年の⽇本の洋
画の主流は、抽象絵画に⾼い関⼼と評価があった背景
もあってか、後述する上⽥薫 20 代後半の初個展では
抽象絵画として分類される傾向の作品が展⽰された。
図 50 は上⽥薫が東京藝術⼤学を卒業した 2 年後の
1956 年にアメリカの MGM 社（Metro-Goldwyn-
Mayer Inc.）ポスター国際コンクールにてグランプ
リを獲得した作品である。写真を使ってフォト・リ
アリズム的な絵画表現を⾏う以前の作品について
も、素材や構図への関⼼がうかがえる。 

この 2 年後である 1958 年に東京の南画廊にて初個展を開催した以降、およそ 10年間は、

 

図 50 《⼋⽉⼗五夜の茶屋》1955 年 
   1080mm×770mm 
    フロッタージュ、紙 

    MGM 社ポスター国際コンクール国際⼤賞 
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⾃⾝の⽣活のためにグラフィックデザインの制作会社を創⽴し、グラフィックデザイナー
として活躍していた。そのため、アメリカでフォト・リアリズムの流⾏が最盛期に達した時
期の作品は多くは知られていない。この期間、上⽥薫は 20 代から 30 代の時期を過ごして
おり、当時の作品としては図 51 や図 52 のような作品を制作している。この時期の上⽥薫
の作品は抽象絵画として区分されるものであった。この時期の上⽥薫の作品は抽象絵画と
して区分されるものであった。このことについて、上⽥薫は 2017 年に開催された『反映の
宇宙展上⽥薫講演会』（神奈川県⽴美術館葉⼭館）において、この当時はピエール・スーラ
ージュ（1919）やハンス・アルトゥング（1904−1989）の絵画作品を好み、抽象作品を描
いていたと説明している。 

図 51 は 1958 年に制作された『翅Ⅰ』である。強く太いタッチの線からは彼らの絵画作
品の影響をうかがうことができる。 

 
 
 
 

上⽥薫は 30 代の時期は絵画から離れた⽣活を送ったが、40 歳を過ぎたころに再び絵を
描く⽣活を送るようになる。この時期からの絵画作品は中断された以前の抽象的な絵画表
現とは異なり、対象をリアルに拡⼤して描く⽅法をとっている。この時期から、現在の上⽥
薫の作品に⾒られる特徴が多く表れ始めており、なま⽟⼦や⾦属、⽔などの対象をフォト・
リアリズム的に描写する画家として知られるようになった。上⽥薫の代表的な作品として
も知られる図 53 の《なま⽟⼦ B》は上⽥薫が 48 歳の時に制作された。この「なま⽟⼦」
シリーズは上⽥薫の作品の中でも何度も描かれた主題であるが、元々はオーディオメーカ
ーからの依頼のアイキャッチャーであり、卵の殻が割れる⼩さな「カチッ」という⾳も再⽣
できます、という宣伝⽤の意図を含んだ構図であった94。 

  

図 51 《翅Ⅰ》1958 年 
    1080mm×770mm 
     膠絵具、紙 

 

 

図 52 《階段を上る⼥》1969 年 
    1306mm×1305mm 
     アクリル、キャンバス 
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また、制作にあたっての技法や画材、写真資料
の使⽤などの⽅法も《なま⽟⼦ B》の制作時期以
降ほとんど変動がなく、独⾃の⽅法論が確⽴さ
れている。特に⻄洋絵画の制作⽅法と⽐較する
と、着彩の⼯程がカラー印刷の⾊分解の仕組み
のようになっており、使⽤されている絵具の種
類も⽐較的少ない。これはおよそ 10 年間のグラ
フィックデザイナーの思考が反映された上⽥薫
の独⾃の制作プロセスだといえる。例えば、背景
の広い⾯積の⾊⾯については平滑な描写が容易
なアクリル絵具で、⾊の階調が複雑な部分はぼ
かしやグラデーションが容易な油絵具で、とい
うようにそれぞれの絵具の特性を⽣かした描写
が⾏われている。95     

 
 
 
        
また、上⽥薫の作品に⾒られるサインもあまり⼀般的ではない⽅法で描かれている。図 54

は作品に描かれたサインである。⼀⾒印字したプレートを貼っているようにも⾒えるが、絵
具で描かれている。多くの上⽥薫の絵画作品にこの「年号/KAORU UEDA」の形式のサイ
ンが⾒られる。これについて、上⽥薫はダイモテープ96で作ったネームプレートから着想を
得ていると説明している。このネームプレート的なサインも作品全体の無機質な印象に合
わせたものになっている。上⽥薫は⾃⾝のサインについて「サインを拒否したサイン」と説
明している。他⼈に真似することが難しい⾁筆であり、本⼈の筆跡がわかることが条件のよ
うにいわれるサインの形式を、印字されたネームプレート⾵にすることで、より⾮⼈称的な
表現を試みたものだろうということがわかる。 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

図 53 《なま⽟⼦ B》1976 年 
    F150（2270mm×1820mm） 
          油彩、アクリル、キャンバス 

     東京都現代美術館 

図 54 ダイモテープ⾵のサイン 
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近年の作品では空や⽔の流れを描い
た作品を展開している。2000 年代以降
の作品に注⽬すると、それ以前まで⽟
⼦や瓶、スプーンなど対象の⼤きさが
⼩さいものを拡⼤して描いたものと⽐
較すると、スケールが⼤きく、形態が
はっきりとしないものを描いていると
いう変遷が⾒られる。上⽥薫はこの⼤
きなスケールのものをさらに拡⼤する
ように描いている。その⽅法として⾏
なっていることは画⾯の分割である。
図 55 の《Sky D》ではキャンバスを
３つに分けている。空の広がりについ
て画⾯と画⾯の隙間を設けることで
鑑賞者が空間の広がりを感じること
ができるような仕掛けが⽤いられている97。描写されている空⾃体はひとつながりの景⾊で
ある。それをあえて分割し、隙間を作ることで、⼈間の視野⾓に収まらない広がりを⼀つの
絵画として表現している。 
 
 
 
 
 
第 2 節 上⽥薫の視覚造形性と写真の関係 
 

上⽥薫のこれまでの絵画制作の変遷を追うと、主題として描いている対象の種類や素材
は限られていることがわかる。初期の抽象的な作品を除けば、特にガラスや液体のような反
射体を主題としていることが多い。全てのものは光を反射している。そしてその反射された
光によって我々は対象の形態や調⼦を捉えることができるわけであるが、ここでいう反射
体とは特にハイライトが現れるような鏡⾯反射（正反射）が起きやすい対象のことを指して
いる。上⽥薫は同じ対象で同じ構図の作品を複数描いていることからも描く主題とする対
象の採⽤基準が⾼く、限定的な興味があるといえるのではないだろうか。主題について上⽥
薫は次のように発⾔している。 
 

⾦属、ガラス、キラメキ。液体、半液状、流動。といった具合に、そこには重要な要素
としての時間という概念が⾒えてくる。絵画は、これまで⾊々なものを⼈に送り続けてき

 

図 55 《Sky D》2001 年 
    各 1626mm×652mm(3 点組) 
     油彩、キャンバス 

     ⽔⼾芸術暗現代美術センター 
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た。祈り、物語り、⽣活、⾊、光りと、そして時間もその⼀つなのである。 
 
反射体の中でも特にハイライトの光は通常⼈間の眼では刺激が強く⻑時間⾒ることがで

きない。しかし、このような刺激を我々は常に⾒ることを拒否するのかというとそうではな
い。宝⽯や貴⾦属が⼈々の注⽬を浴びなかった時代はないように、反射体は⼈々の⼼地よい
記憶と結びつく対象でもある。 

また、上⽥薫の反射体の表現の⽅法に注⽬すると⼀部の作品でハイライトの描き⽅が油
絵で⼀般的に考えられる⽅法とは異なっていることがわかる。⻄洋絵画においては、特に油
絵具やテンペラ絵具で⾏うハイライトの描写とは次のように理解されている。 
 

ハイライト（英：hilight） 
「強い光」という意味。絵画や写真などでもっとも明るい部分。絵画ではモティーフに

光が当たっていることを表現するために、⽩ないしは明⾊の絵具を置くこと。⽩は強い印
象を鑑者に与えるため、周囲をぼかしたり、ハッチングで効果を弱めたりする場合が多い
98。 
 
⻄洋絵画の絵画技法、または⼀般的な油絵具を⽤いる写実的な描写⼯程の認識としては、

チタニウムホワイトやシルバーホワイトなどの⽩顔料の絵具を⽤いて形を描き起こしてい
くという⽅法が通常である。油絵具を盛るように描く場合でも、テンペラのハッチングで描
く場合でも、あるいは混合テンペラのように乳化作⽤を使って溶かし込むように描く場合
でも、明度の⾼い部分の形態を描く場合は⽩顔料の絵具を加算していくことが多い。特に⽔
滴などの⼩さい⾯積のハイライトについては、⽩顔料の絵具を盛り上げるように描くこと
で、絵画の平⾯から盛り上がった部分に光が当たることになり、描写の範囲を超えた明るさ
を絵画表現に与えることができる。しかし、上⽥薫作品においては多くの作品において、地
塗りの⽩をそのまま残して形を描き起こしていた。具体的には主題を取り巻く背景に当た
る部分とハイライトの部分にその特徴が⾒られた。これは⻄洋絵画の⽅法より⽔彩画や東
洋画に⾒られる紙の⽩を最後まで残す⽅法に似ている。⽩絵具を使わない場合の絵画表現
では絵具の透明性を⽣かして形を表す必要がある。また、⽩顔料を使った場合の絵画表現に
おいては、対象物の⾊調が適切に⾒える点を境に光が強くあたり明るくなるにつれて絵具
は不透明になり暗くなるにつれて透明になるというような絵具の物質としての抑揚が効い
た画⾯となるが、⽩絵具を使わない場合は画⾯全体の透明性が⼀様に⾼く、平坦な印象の画
⾯となる。 

この絵具の構造と写真印刷における構造は酷似している。被写体に対して露光量が多い
場合、明るいところはハレーションを起こし、対象の構造を失った⽩抜きの部分ができる。
前章までで解説した光によって像を得ることができる写真の基本的な仕組みを考慮すると、
写真の画像の中でハイライトに当たる部分というのは情報が途中で失われているというよ
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うにも解釈できる。カメラでは⼈間の眼のように連続的に焦点と露光量を合わせながら画
像を得ることはできない。そのため、設定した測光⽅式に基づいた明るさ、または暗さを過
ぎると形態や調⼦に関する情報は失われる。また、このような写真画像を印刷した場合に得
られる写真も同様にハイライトは⽩抜きである。 

 
 また、この絵具の勾配は視知覚的にも逆ではないかと考えらえる。第⼆章で先天性盲⼈の
視覚形成でも取り扱った通り、光の感知とは視覚形成上早い段階で作られるものである。通
常光量が⼀番多いところが基準となってそれに付随する形態や調⼦、奥⾏きが形成されて
いく。しかし、写真の場合は異なる。前述のように写真の場合は視知覚的構造を写すことが
できない。そのため、ある⼀定時間で切り取った視覚像を切り取った状態で映し出すのだ
が、光量が多い部分は⼀番情報量が少なくなると考えられる。なぜなら光量が多ければ多い
ほどハイライトやハレーションのように対象の形が⾒えない部分が増えるからだ。つまり、
上⽥薫は単に写真を⽤いてその形を絵画に起こしている訳ではなく、カメラのハイライト
の仕組みや印刷の結果作られる像の状態を表した写真そのものを、絵具の勾配も考慮して
描写していると考えられる。これは前述の写真によって得られる仮象的な像を描いている
ことに等しい。 

 
前述の上⽥薫の発⾔と分析から、主題に対

する限定的な興味の中には反射体へのこだわ
りが⾒られることがわかる。また、これ加え
て上⽥薫は⾃⾝の主題の選択について、時間
の概念を重視している。さらにいえば⾮常に
短い時間、⾔い換えるならば「⼀瞬」の反射
体の様相に注⽬している。ここまで論じてき
た写真の光学効果と、⼈間とカメラの捉える
視覚像についての内容を考慮すると、これら
は明らかに写真が得意とする題材である。⼈
間の視覚は連続的な揺らぎの中で対象を捉え
ている。そのため、上⽥薫が描くような反射
体の静⽌した状態とは、通常⾒ることができ
ない。写真として現実の時間と切り離した状態で⾒ることで、反射体の様々な様相を⾒せる
素材を描いていることがわかる。マイブリッジが写真を⽤いて⼈間の眼では捉えることの
できない動体を研究したように、上⽥薫も写真を⽤いて光の揺らぐ様相を決定的瞬間とし
て捉え、絵画の主題にしていることがわかる。特に「アイスクリーム」シリーズから時間の
概念を導⼊したと説明しており、スプーンから今にも溶けてこぼれ落ちそうなアイスクリ
ームの半液状の造形は、ある⼀定区間の時間の像の状態を決定的瞬間として⾒ることがで

 

図 56《スプーンのジェリーB》1974 年 
F100（1303mm×1620mm） 

        油彩、キャンバス 

    ⾼松市美術館 
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きる写真の視覚造形性を有効に使っている。『上⽥薫展−⾃然 その⼀瞬の輝き』展覧会図
録にて、花咲陽朗は上⽥薫の「なま⽟⼦」シリーズに⾒られる時間の概念について次のよう
に説明している。 
	
  「あるものが移り動くこと。」それが移動である。それは、モノとモノとの距離そして

時間という概念によって計ることができる。なま⽟⼦が落下して落ちるまでの時間は⼀
体どの値になるだろうか。殻が割れた瞬間から始まり落下するまでの距離。計るとするな
ら「ほんの⼀瞬」の間であろう。この「ほんの⼀瞬」に始まりと終わり、つまり過去、現
在、未来の縮図があると⾔ってしまったら⾔い過ぎなのだろうか。我々が瞬間的にとらえ
た⻩⾝のカタチは現在でありそして過去、これより地⾯へ到着する未来を想像すること
ができる99。 

 
また、2017 年に開催された「ニッポンの写実 そっくりの魔⼒」展の展覧会図録では上

⽥薫の描く「⼀瞬」について次のように解説されている。 
 
 「なま⽟⼦」シリーズではひとつの作品の撮影のために 200 個もの⽟⼦が費やされて
いるという。作者がこうした不定形な物質を好むのは、⾁眼ではとらえられない⼀瞬が
⽩みなどの流動体に凝縮されるためかもしれない。80 年代の取り組みを⽰す《⽟⼦にス
プーン A》もそのヴァリエーションのひとつ。とろりとした卵⻩に突っ込まれたスプー
ンの曲⾯には画家のアトリエの窓と⼾外の様⼦が映し出され、ほんの⼩さな事物の中に
我々を取り巻く世界が凝縮されていることに新鮮な驚きを覚える100。 

 
前者は上⽥薫の作品に描かれた「ほんの⼀瞬」の時間の中に経過した時間とこれから経過

する時間の両⽅を想像している。それに対して後者は描かれた「ほんの⼀瞬」の形態が静⽌
したことによって⾒せた表情に驚きを覚えている。未来派の例で挙げたレッシングの発⾔
にもあるように絵画とはそもそも時間芸術に向いた表現⽅法ではない。しかし、写真の発明
がそれ以前まで⼈間が⾒えてなかった短い時間の形態の様相を⾒ることを可能にしたこと
を考えると、「⼀瞬」が⾒せる対象の表情とは、今⽇も我々に衝撃を与えるものなのかもし
れない。 

 
この反射体の「⼀瞬」を捉えた形態や調⼦は単に写真から再⽣されるだけでなく、フォト・

リアリズムの画家が⾏うように拡⼤して描くことによって、よりその様相が強調されたも
のとなる。上⽥薫の作品として知られる絵画の多くは⼨法が⼤きいのも特徴の⼀つである。
⽟⼦やゼリー、ガラスのコップのように、対象となるモチーフの⼤きさは⽚⼿に収まる程度
の⼤きさものであっても、その多くは F100 号（1620 ㎜×1303 ㎜）や F50 号（1167 ㎜×
910 ㎜）のキャンバスに拡⼤して描かれている。 
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『上⽥薫 画集』に掲載のある作品を F30 号（910㎜×727 ㎜）未満、F30 号以上 F50 号
未満、F50 号以上 F100号未満、F100 号以上と分類した場合、表のような割合になる。（組
み作品と円形の作品の除く）このように、127 点のうち半数が 100 号以上のサイズで描か
れた作品であることがわかる。 

 
「⼀瞬」という短い時間に反射体が⾒せる表情、それを拡⼤して提⽰する、上⽥薫の主題

への関⼼はこの⼆つの要素にあることは間違いないだろう。しかし、これは絵画表現である
必要があるのだろうか。上⽥薫は「写真を描いている」と発⾔しているが、写真の視覚像を
絵画表現として再構成することによって、写真によって得られる「⼀瞬」とはどのように変
容しているのだろうか。 
  

図 57 は⿃が⽔⾯から⽻ばたく瞬間を撮影した写
真である101。速いシャッター速度で撮影しているた
め、⼩さい⽔⾶沫の様⼦まで確認できる。これはまさ
に写真の得意とする瞬間を捉えた⼀枚である。ここ
までの考察からもわかるように、この状態を⼈間の
視覚のみで正確に描き出すことは不可能である。⼀
瞬時にこのように⽔が弾ける様⼦とは写真がなけれ
ば想像として思い描く以外、このような状態を⾒る
ことはできない。 

 しかし、この写真に写った像とはどれほど実態と近いものなのだろうか。ここまでの考察
から写真に写る像とは、光学効果によって作られた仮象的な像であるということが明らか
である。この仮象的な像とはここまでリヒターがいう映像に特有の質であり、⼈間の視知覚
上の処理が反映されていない実体がない像のことを指している。この写真では⼀⾒すると
⽔⾶沫の隅々まで克明にその様⼦を映し出しているように思える。しかしその細部はどの
ように作られているのだろうか。図 58 は図 57 の画像の⼀部を拡⼤して表したものである。 

サイズ 作品数 全体に対する割合 
F30号未満 20 15.7% 
F30号以上 F50号未満 17 13..3% 
F50号以上 F100 号未満 26 20.4% 

F100 号以上 64 50.3% 

 
図 57 
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本来は滑らかな曲線を描くはずである⽔滴が、写真の視覚像ではそのようになっていな

いことに気がつくのではないだろうか。さらに図 58 に対して編集画⾯上でグリッドを表⽰
すると図 59 のようになる。本来は有機的な形をしているはずの⽔滴が四⾓形を⼀つの単位
として表されていることがわかる。つまり仮象的な像とは、⼀つの平⾯に写された像の相対
的な関係で成り⽴っている。我々の眼は決定的瞬間の像を⾒ることは困難であり、写真を使
うことで写真の視覚像の様⼦から⽔⾶沫の様⼦を想像することはできるが、媒体とする写
真は必ずしも細部を映し出しているわけではない。これは印刷された画像についても同様
で、筆触分割に似たインクの配列から写された対象の調⼦を我々が想像することで認識し
ているに過ぎない。今⽇のカメラの技術ではこの例であげた写真よりもはるかに⾼画素数、
⾼解像度な写真を容易に⼊⼿することができるが、この四⾓形の点を基準とする相対的な
調⼦の関係は同じである。つまり、写真に写る仮象的な像とは、相対的に画像を⾒て想像す
るという鑑賞者の解釈を前提とした仕組みによって成り⽴っている。リヒターのいう写真
の仮象性はこのような前提を踏まえた上で成り⽴っているのではないだろうか。もし仮に
⼈間の眼でも⽌まった像を⾒ることが可能であるとすれば、写真が決定的瞬間としての視
覚像と光学効果を⼈間の視覚よりもわかりやすく提⽰するように、観察する中で⽬のレン
ズの歪みやピントを合わせた範囲外のボケ、隅々まで⼀定の調⼦のグラデーションを認識
することが可能となりうるのではないだろうか。そしてその場合の視覚像の獲得の仕⽅と
は、ここで取り上げた図 57 の写真のようにピクセル化し、正⽅形で表された⽔滴を相対的
な関係から⽔滴の有機的な形態と判断するような形になるのではないだろうか。 

図 60 は上⻄祐理の世界卓球 2015 のポスターとして作られた作品である。これは前述の
ロレッタ・ラックスの作品同様に、⼀⾒写真に⾒えない写真作品である。ここまで本論⽂で
は、写真のような視覚像の形成には決定的瞬間と光学効果を明確に観察されることが条件
であることを明らかにした。そして写真の像とは細部に注⽬するとピクセルの集積となっ

  

図 59 図 58 
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ており、それらの相対的な関係から想像する視覚
像であることが明らかである。それに対して、ロレ
ッタ・ラックスは極端な細部を省略し、絵画の遠近
法に合わせることで写真の光学効果や決定的瞬間
を感じさせないことで絵画のような写真を制作し
ていた。図 60 の上⻄祐理の作品が写真に⾒えない
理由として、相対的な⾒⽅をすることが難しく、正
しく光学効果や決定的瞬間を把握しにくい写真で
あることが挙げられる。卓球台の平坦な⻘とライ
ンやネットの⽩を平坦に単⾊で塗られた⾊⾯であ
るかのように撮影と画像編集がなされている。こ
のことによってピクセルとして表された⾊を相対
的に⾒て想像する要素そのものが少ない構成とな
っている。 

 
写真の登場以降、この⼀つの単位を持った像の⾒⽅は絵画の上でも研究された。写真の視

覚像を絵画として再⽣する意識とは絵画表現において、特に「筆触」という形で現れた。こ
の⽅法について検証した代表的な画家はクロード・モネである。写真の発明以前の⻄洋絵画
は筆運びの趣をさす「筆致」という考え⽅はあっても絵具の乗せた痕跡から模索する「筆触」
はあまり意識されるものではなかった。⼩⽥茂⼀は『絵画の「進化論」』の中で次のように
いう。 
 
   滑らかな薄がきの「筆致」でかたちを表現する。⼗五世紀以来、書くこととは筆の跡

を残さない柔らかさによって画⾯を構成することであった。そんなスムーズな質感で、
神聖さ、美しさ、説得⼒などといった要素を画布に盛り込んで⾏った。これが、ヨーロ
ッパ絵画の伝統から⾒た価値のある描画法であった。しかし⼗九世紀後半になると、そ
れとは正反対に、数えることができる明瞭な⼀筆⼀筆によって描こうとする画家たち
が出現した。「筆触」という⾕を画⾯の構成要素とする絵画の誕⽣である102。	

 
第⼆章で触れた未来派やマイブリッジの動体研究からもわかるように、写真の発明は

⼈々に動体への関⼼をもたらした。さらにいえば、⼈々は写真の登場以前まで⼀瞬時の像の
様相というものを正確に⾒ていなかった。特に定まった形を持たない⼤気や⽔流は容易に
は模倣できないものとして意識され始めた103。動体とは絵画表現としてどのように描ける
のだろうか。⼀枚の画⾯上に時間の要素を取り込むには、どのような表現が適切なのだろう
か。絵画表現において「筆触」はこれらの問いに答える⼀つの⼿段であったように考えられ
る。 

 
図 60 「世界卓球 2015」ポスター 
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図 61 はクロード・モネが 1890 年から 1891 年に
制作した《積み藁》の連作のうちの⼀つである104。
図 57 の写真のようにピクセルを⼀つの単位として、
筆触を⼀つの単位として描かれているように⾒え
る。写真の視覚像の⾒⽅と同様、鑑賞者は積み藁の
紫⾊の絵具とその周囲の⻩⾊やオレンジの絵具を
相対的に⾒ることで、写実的な描写を伴わずに逆光
の積み藁の様⼦や遠近感を想像することができる
描写となっている。 
  
 
 

 
 
 これに対して、上⽥薫の絵画作品を⾒ると、筆触として捉えられる描写はほとんど⾒られ
ないことがわかる。写真の上では点の集積によって現れているはずの光学的な像、あるいは
仮象的な像の状態が滑らかな薄がきの筆致によって再⽣されている。つまり、写真の視覚像
を丁寧に再⽣しているにも関わらず、絵画として再⽣された視覚像は写真の相対的な⾒⽅
で捉える視覚像から変容している。「アート・アーカイブ なま⽟⼦ B の⾒⽅ 鑑賞のポイ
ント」には以下のように解説されている。 

 
なま⽟⼦が割れた瞬間をストップモーションするこ

とで、⾒慣れた⽟⼦の⾒慣れない現実が⾒られる。上⽥
の“もの”を凝視する視点に引きつけられ、卵の細部を
⾒ていくと、⽩いからの輪郭部分が薄い⻘⾊だったり、
⽩⾝には抽象画のような絵柄が⾒えてくる。鑑賞者は
誰もが⽟⼦と理解するだろうが、2 メートルの⽟⼦を前
にして、いかに認識してよいか⼾惑う。「卵が何なんだ」
「なぜ⽟⼦を描いたのか」「どうして⽟⼦はこんなに⼤
きいのか」と。上⽥は「5 センチメートル位の⽟⼦を 2
メートルほどに拡⼤して描いたこの作品は、単にその
形を拡⼤しただけではなく、瞬間という時間をも拡⼤
して提⽰したもので、⼀瞬は同時に無限の広がりを持
つ次元へと繋がっていく」（上⽥薫『上⽥薫 新作展「流
れ」』図録）という。質感を感じさせる写真のような絵
画。時間の流れは⽌まって⾒えるが、その⼀瞬⼀瞬の積

 
 

図 62 《なま⽟⼦Q》1981 年 
    F100（1620mm×1303mm） 
     油彩、キャンバス 

相模原市 

 

図 61 《積み藁-⽇没》1890-91 年 
    733mm927mm 
         油彩、キャンバス 

        ボストン美術館 
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み重ねの時の移ろいのなかにわれわれは⽣きている。時間そのもの、光、その⾃然、エ
ネルギーそのものを上⽥は⾁眼で⾒ようとしていたのかもしれない。画家でありなが
ら鑑賞者の⽬を持った上⽥の没個性的な個性的作品。上⽥薫の代表作。 

  
上⽥薫は写真を使うことによって、⼈間の視覚では⾒ることが難しいものを絵画作品と

して表現することに成功している。「なま⽟⼦」シリーズの例でいえば、落下する⽟⼦の中
⾝が「⼀瞬」のうちに⾒せる形態や調⼦を拡⼤して描くことによって、漠然と想像する⻩⾝
が殻から落下する様⼦とのギャップや⽩⾝に景⾊が写り込んでいることがわかりやすく⽬
の前に提⽰され、鑑賞者に驚きを与えている。鑑賞者の⼾惑いからも上⽥薫の作品は鑑賞者
の関⼼は描かれた対象物の様相から描かれたものの表⾯へと誘導されていることがわかる。
そしてその表⾯への関⼼とは描かれた主題の細部や絵具で作られた調⼦へと向かっている。 

もしこれが写真を拡⼤した写真による作品であったら、同じような関⼼を観賞者に与え
ることはできてもその程度は異なるのではないだろうか。これは前述の上⻄祐理の作品に
も同様のことがいえる。上⻄祐理の作品がもし絵画作品であったら、これが写真による作品
であるという驚きや関⼼を得たように、表層への注⽬を引き出すことが難しくなるのでは
ないだろうか。つまり、写真の視覚像を絵画として再⽣することも絵画の視覚像を写真で再
⽣することも敢えて難しい⽅法で再⽣しているといえる。しかし、その敢えて技術を要する
⽅法で再⽣することによって、観賞者に発⾒や驚きを与えることが可能となっている。 

 
上⽥薫の絵画表現において、写真の視覚像を絵画として再⽣することによって、付加価値

を与えている要素とは筆致ではないだろうか。これは少なくとも写真の視覚像にはない要
素である。現像において⾊を再現する⽅法は⼿彩⾊を除けば化学反応によって発⾊させる
⽅法であった。また、今⽇の印刷技術においても写真の印刷は微粒⼦状のインクを定着させ
ることによって画像を得ている。上⽥薫の⾏っている絵画制作とは、すでに写真に現れてい
る仮象的な像を再考し、絵画に置き換える⾏為である。これは技術と時間を要する⽅法であ
り、⼀⾒すると無意味な⾏為に捉えられがちである。しかし、このように描かれた写真の視
覚像は写真の上で現れた視覚像から変容している部分がある。写真の視覚像は点の集積で
表されたものであり、その点同⼠の相対的な関係から成り⽴つ像である。これを筆致によっ
て絵画の視覚像として再⽣することでその集積をひとつなぎの調⼦として⾒せているので
はないだろうか。 
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第３章まとめ 
 
 本章では上⽥薫の絵画作品を通して写真を⽤いた絵画表現の意義について考察した。上
⽥薫は写真を⽤いて絵画制作を⾏い、フォト・リアリズム的絵画表現の作品を展開する画家
として知られる⼈物である。 
 上⽥薫の絵画作品の主題はガラスや⾦属、⽔などのハイライトやハレーションなどの光
の現象が観察されやすい反射体が多い。また、「アイスクリーム」シリーズや「なま⽟⼦」
シリーズなどの流動体は⼀瞬の時間を拡⼤して提⽰したような構図となっている。これは
写真の特徴としても説明したある⼀定区間の時間を提⽰するものとも表現意図があると考
えられる。その他にも、少ない構成の中で極端にボケが描かれているなど意図的に⾏なって
いると思われる写真の特徴が⾒受けられた。 

上⽥薫の作品はフォト・リアリズムの画家が⾏ったような写真の像の再⽣を描写として
⾏なっているだけでなく、印刷のルールに近い絵画制作を⾏なっている。写真をプリンタで
印刷するように、あらかじめパレット上に数⾊の使⽤する絵具を決定しており、それらの限
られた混⾊で絵画制作を⾏なっている。しかし、これは⼀部の時代の作品において⾒られた
⽅法であり、近年の作品などには⾒られなかった。またハイライトの描き⽅も独⾃の⽅法が
⾒られる。これも「ゼリー」シリーズなどの⼀部の作品によく⾒られた⽅法であるが、ハイ
ライトの部分が⽩い絵具で加筆されておらず、⽩抜きになっている。これも写真の印刷の場
合には⽩いインクは使⽤されないことが⼀般的であるため、より写真の印象に近づけるた
めの⽅法と考えられる。上⽥薫のハイライトの⽩は写真の光学効果を助⻑するような印象
を受けた。構造としても明快で、⻄洋絵画のような絵具の重なりの厚みで得られる重みある
表現は極⼒削られており、写真に基づいた正確な転写の線を頼りに薄塗りのグラデーショ
ンで表⾯を描かれていた。 
 

上⽥薫の絵画作品は写真を⽤いることで、反射体からの光と形態の⼀瞬を捉えて拡⼤し
て提⽰している。ハイライトのように光が対象の形態を覆い隠す状態も、⼀瞬を捉えた形態
も我々が⽇常の中では⾒ることが困難な視覚像である。これを拡⼤して提⽰することによ
って、⼈間の視覚だけでは本来捉えることができない視覚像であるということに気づかさ
れる。 
 

2018 年に名古屋画廊にて開催された上⽥薫展の個展案内状には次のような⽂章で展覧会
の案内があった。 
 
  「写真はイメージです」…商品を紹介するチラシなどの印刷物の隅の⽅に⼩さく印字さ

れていることが多い短⽂。 
しかし、ほぼ同語反復であって、⽂章としては無意味に近い。実際には、印刷された写
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真と⼀体なってかろうじてその意味を伝える。「写真は（現実ではなく）イメージです」
という意味がその時浮上してくる。 
しかし、「写真」という⾔葉には「真」という感じが含まれている。ひとはどうしても「真
実」あるいは「現実」の反映をそこに期待してしまうのだ。 

その期待をあえて踏み抜いて、それがどこまでも「イメージ」であることを看破する。 
1958 年に南画廊で画家デビューを飾った上⽥薫が、いったん絵画制作を中断し、1970 年
を境に、再び画家として抽象表現主義的な⾝振りや感情の「真実」や「現実」を脱ぎ捨て、
イメージそのものに収斂しえた背景にはそのような洞察があった。 

 いうならばイメージを裸にした。イメージにまつわる夾雑物をきれいに取り除いた。広告
宣伝がオブジェとしての商品を主役とするように、上⽥薫も、たとえば中空で割れて中⾝
が流れ落ちる⽣卵だけを描いた。それは空虚ななにもない空間に宙吊りにされている。細
部はどこまでもリアルだが、状況は⾮リアルである。あくまでもイメージはイメージでし
かないからだ。 

  そのことを洞察した上⽥薫のイメージ群は、いまなお驚くべきイメージの純度と強度
を保っている。 

 「写真はイメージです」…そのメッセージを画家は発⾒したからである。「ユレイカ（我、
発⾒せり）105」の瑞々しい輝きがそこには宿っている106。 

 
⽔沢勉は写真とイメージは同語反復であると指摘している。イメージとは辞書には次の

ようにある。 
   
  イメージ〔image〕⼼の中に浮かべる姿・像。⼼象。 
 

写真に写るものは光学効果を伴う実体のない仮象的な像であった。これが⼼象と同語で
あるというのは⾒⽅を変えればゲルハルト・リヒターが指摘した通り、カルト的である。思
い出の写真は思い出そのものに匹敵する。証拠写真は証拠そのものになり得る。⼀⽅では感
覚的には写真の視覚像と現実は視覚的に異なっていることをわかっているにも関わらず、
その仮象を⼼象に置き換えてしまう。写真が発明されたことによって我々は⼈間の眼で捉
える視覚像と投影された像、そして写真の視覚像の三つの視覚体験を持っており、それぞれ
を弁別することが可能であった。しかし、それでも写真の視覚像については⼼象との結びつ
いたものだと考えてしまう。これは今⽇の我々が⾃然と持ち合わせている⽭盾した思考と
いえる。 

 
今⽇このような思考を誰もが持ち合わせている。そのため写真を拡⼤して、しかも絵画と

して写実的に描かれたイメージは鑑賞者の⼼象に写真の視覚体験以上に結びつきやすいの
ではないだろうか。そして通常⼈間の視覚では⾒ることが難しい「⼀瞬」の時間の中に映り
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込んだ形態や調⼦があることに新鮮な驚きを覚える。上⽥薫の絵画表現への評価を⾒る限
り、この⽭盾した思考の仕組みにうったえることは写真を⽤いて絵画表現を⾏う上で有効
であると考えられる。上⽥薫の絵画表現を分析から、写真を⽤いて絵画表現を⾏うことは対
象が「⼀瞬」という⾁眼では捉えることが難しい短い時間に⾒せる表情を筆致によって再⽣
することで鑑賞者に発⾒の感動を起こすことに可能性があると考えらえるのではないだろ
うか。写真の仮象性、つまり光学効果と決定的瞬間という⼈間の視覚では⾒ることが難しい
像を絵画表現に引き継いでいる。そして本来相対的に⾒ることで成⽴する視覚像であった
写真の視覚像を筆致によって滑らかに繋げることで、点線を繋ぎ実線が現れたような効果
が現れている。 

写真を⽤いた絵画表現には写真の仮象性を絵画に引き継ぎ、絵画として再⽣することに
より、鑑賞者の写真の光学効果と決定的瞬間への関⼼と、絵画表現としての技巧への注⽬を
引き出す可能性があるのではないだろうか。 
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結論 

 
本論⽂では、絵画制作に写真を⽤いることで得られる「写真みたい」な印象の成り⽴つ仕

組みと、それを踏まえた今⽇の写真を使った絵画表現の意義について論じた。 
 
その結論として、「写真みたい」な印象とは主に⼆つの要因によって現れる。⼀つ⽬は画

家が写真に写された視覚像（=仮象的な視覚像）を描写によって再⽣しているという点であ
る。ここでいう写真の仮象な視覚像とは光学効果と決定的瞬間の現れ⽅によって形成され
ている。そして⼆つ⽬は鑑賞者が写真の視覚体験を有することによって、⼈間の視覚像と写
真の視覚像の異なる点を判別しているからである。 

光学効果は⼈間の視覚においても現れるが、写真を⽤いることによって、その状態がより
鮮明に写し出され、それを絵画として再⽣することで結果として「写真みたい」な印象を与
える効果があった。カメラが捉える視覚像は⼈間の⽚眼網膜像で捉える視覚像と似ている。 
 

今⽇の写実的な描写を必要とする絵画作品の制作において、写真は有効な素材であるが、
絵画制作の⽅法、あるいは絵画表現の⼿段として写真を⽤いることを批判的に取られるこ
とは少なくない。しかし、今⽇の写実的な絵画表現の成り⽴ちについて写真の発明を切り離
して説明することはほぼ不可能である。絵画制作、絵画表現にカメラの前⾝とも呼べる光学
機器の使⽤の痕跡が現れることや写真が発明されるまでの経緯を考慮すると過去の⼈々の
光学によって視覚像を得ることについての関⼼は⾮常に⼤きかったと考えられる。第１章
ではカメラ・オブスクラやカメラ・ルシーダなどのカメラ発明以前の光学機器とレンズの発
展の様相を踏まえ、過去の画家が光学機器を⽤いた痕跡について明らかにした。また、後半
ではフォト・リアリズムについて触れ、それ以前までの画家が光学機器を絵画制作の補助的
役割として⽅法に取り⼊れたことに対し、フォト・リアリズムの画家は絵画表現として写真
の視覚像を取り⼊れたことに注⽬した。カメラの発明により、絵画の記録性や実⽤性が後退
し、絵画はよりその表現する内容に重点を置かれるようになる。⼤量⽣産、⼤量消費社会と
いう時代背景の中、フォト・リアリズムは「よりニュートラルに、よりクールに、よりリア
ルに」という合⾔葉を掲げ、写真のもつ実体のない仮象的な視覚像を取り⼊れられることで
⾮感情的、⾮情緒的な絵画表現を⽬指した。 

 
また、写真の発明までの経緯からわかることは、我々は少なくとも３つの視覚体験を有す

ることである。⼀つは我々の眼そのもので視覚像を捉える視覚体験、⼆つ⽬はレンズや光学
機器によって映す対象と同時性を持つ視覚像を⾒る視覚体験、そして三つ⽬は写真によっ
て写す対象と写された対象の同時性をなくした視覚像を⾒る視覚体験である。 

ここまでの内容を踏まえ、疑問として浮かんだことは⼆つある。光学機器の使⽤すること
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によって描かれた絵画にはなぜ⼈間の眼で捉える様⼦とは異なる形で光学効果が現れたの
か。そして今⽇の研究者がそのような光学効果をヒントに光学機器の使⽤を指摘したよう
になぜ我々の眼ではそれらを判別することが可能なのだろうか。 

この点について、第２章では第１章で触れた光学効果について、カメラの構造を踏まえな
がら視覚像取得のどのような過程で光学効果が出現するのか、そしてそれらがどのように
絵画表現に影響するのかを考察した。そして⼈間の眼とカメラの視覚像の取得のメカニズ
ムについて⽐較を⾏い、光学効果がカメラや写真に特有のものではないことを明らかにし
た。つまり、⼈間の眼で捉える視覚像も光学効果を含んでいる。しかし、それは視覚として
取得し視覚野に伝達されるまでに知覚認識へと変換される中で特別意識するものではなく
なる。また、写真はある⼀定の時間の中での対象のあり⽅を写すという特性があり、⼈間の
眼では連続的に結像が⾏われるためそのような⾒⽅ができないことから、写真を使うこと
ある⼀定時間に起きた光学効果を確認する⼿段となりうることを明らかにした。また、写真
の視覚像とは、⼈間の視覚で絶えず連続的に捉える視覚像と⽐べると決定的瞬間を表した
視覚像である。この写真に写る視覚像とは通常⼈間の視知覚の⼯程の中で変換される視覚
像の要素を含まないゆえに仮象的である。このように、光学効果と決定的瞬間によって作ら
れる仮象的な像の絵画表現としての再⽣こそが「写真みたい」な印象を与える要因であり、
画家が意図的であってもそうでなくても、この⼆つを写真から引き継いで絵画表現として
再⽣した像の様⼦が、我々が写実的な絵画を⾒たときに「写真みたい」である否かを判別す
る要素であった。「写真みたい」な印象は描写による仮象的な像の再⽣と、鑑賞者の視覚体
験の両⾯から形成されている。 

 
このような絵画制作と鑑賞者の双⽅に影響する写真による視覚像を今⽇の絵画表現にお

いてはどのように⽤いることが可能だろうか。最後に第３章では、写真を⽤いたフォト・リ
アリズム的絵画表現で知られる上⽥薫の⽅法論に着⽬し、実験調査や取材を元に写真を絵
画制作に取り⼊れるにあたっての考え⽅や⽅法についてまとめた。上⽥薫の場合は時間を
切り取るような⽬的や描画の対象に反射体が多く、波などの連続的に形の変化するものの
「⼀瞬」を描くという⽬的から、写真を⽤いることが最適な主題やテーマに限定的な興味を
抱いている。下地の⽩を残しながら印刷におけるインクのルールのように描き進める絵画
構造にすることによって印刷した写真の構造に似せており、より光学効果としての反射体
の様相を捉えていると考えられる。 

 
写真を⽤いて絵画制作を⾏うことは、上⽥薫にとって⾮常に有効な⼿段であったといえ

る。上⽥薫の主題として描いている反射体には写真の光学効果やある決定的瞬間の視覚像
という特質が多く取り⼊れられていた。つまり上⽥薫の視覚造形性は対象が「⼀瞬」のうち
に⾒せる形態や調⼦の再⽣であるといえる。反射体に現れるこれらは通常⼈間の視覚だけ
では観察が難しいものである。写真はある⼀定時間を切り取った光学効果による仮象的な
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像であるという点において、上⽥薫の光と時間の表現に適した技法であり、表現であった。
これは写真の視覚像を絵画として再⽣するという、写真で写真の視覚像を再⽣する本来の
⽅法に⽐べて、⼀⾒無意味な⾏為に捉えられがちである上に、技術を要する⽅法である。し
かし、写真の視覚像を絵画形式に置き換えて再⽣することで、写真の光学効果や決定的瞬間
はより関⼼を引き出す結果となっている。これは逆も然りである。ロレッタ・ラックスの場
合は絵画の特徴である絵具の重層効果や絵画形式の遠近法を写真で再⽣することによって、
鑑賞者の関⼼を引き出すことに成功している。上⽥薫の場合は写真で得た視覚像を絵画表
現に引き継ぎ、筆致によって再⽣することで、鑑賞者の作品への関⼼を引き寄せ、驚きや発
⾒を与えることに成功している。写真を⽤いて絵画表現を⾏うことは我々の視覚体験に基
づきながらも、通常注視しないようなありふれた対象の中の新鮮な発⾒を描き出すことに
⼤いに可能性を秘めている。 
 

写真を⽤いた商業広告を始め、アート写真、デザイン写真は街中に溢れる⼀⽅、絵画はギ
ャラリーや美術館、その他公共施設の壁⾯という限定的な場所でしか⼈の⽬に触れること
がない。近年の Instagram や Twitter などのアプリケーションの流⾏とその普及率を考慮す
ると、写真がいかに絵画と⽐べて多くの⼈気を獲得し、時代との親和性を誇っているかは説
明するまでもない。写真の発明は我々の視覚のパラダイムを次へと進めるだけでなく、それ
以前まで絵画が特権的に持っていた決定的瞬間としての、あるいは記録性としての要素に
ついての上位互換となってしまった。しかし、写真の発明から 1 世紀半以上経過し、視覚の
パラダイムが⽬覚ましく発展している今もなお、絵画はそのコンテンツを維持したまま独
⽴した⽴場であり続けている。 

このような時代背景と本論⽂で明らかにしたことを踏まえて、写真を⽤いた絵画表現、特
にフォト・リアリズムの流⾏を経た今⽇の写真を⽤いた絵画表現の深化と発展は今後もカ
メラ、写真の発展とそれに伴う我々の視覚体験とともにあるのだろうか。カメラの技術の発
展は⽬覚ましく、写真の発明から 1 世紀半、フォト・リアリズムの流⾏から半世紀が経過し
た今⽇において、もはやフォト・リアリズムの画家が重要視した拡⼤の要素は意味を成さな
いものになりつつある107。通常ではない⼤きさへの拡⼤した提⽰という衝撃は確かにある
が、本来の意味であった写真のできない⼤きさでの写真による視覚像の拡⼤という点にお
いてはカメラの技術の進展が瞬く間に解決してしまった。また、本論⽂では光学機器の基本
的な視覚像取得のメカニズムを基準として光学像として投影された視覚像と写真として現
像された視覚像を⽤いた絵画表現について想定して論じたが、印刷やディスプレイによっ
て得られる写真の視覚像の差異がどのように絵画表現に影響するかについては煩雑になる
ことを避けるために⾔及しなかった。 

⼈間の眼の視野全体の画素数は約 5 億 7500 万画素といわれている。しかし、我々がはっ
きりと対象を⾒ている範囲は視野の中⼼から 2 度程度であるため、実際に我々が眼で識別
できる画素数は 700 万画素前後であるといわれている。この中⼼窩で光を受け取り、はっ
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きり対象を⾒る範囲の視覚の画素数に限れば、近年パソコンやスマートフォンに採⽤され
ているディスプレイは画素数が⼈間の眼で識別できる限界を超えているといえる108。レン
ズの発⾒から写真の発明までの展開が絵画制作と表現に関係したことを考慮すると、この
ような視点からも写真を⽤いた絵画表現への影響や⽅法については今後の研究が期待され
る。 
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