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研究の概要

明治以降の日本に於ける西洋絵画の受容については、東

京美術学校(現、東京蛮術大学)とその前身である工部美

術学校や文部省の西洋図画取り調べ室等に於いて、当初は

官主導で行われてきた経緯がある。当時の作品資料の大半

は東京蛮術大学付属の芸術資料館に保管されているが、受

容する側である我々日本人が西洋の思考として何をどのよ

うに理解してきたのか、いわゆる作家の言葉としての資料

はきわめて限られている。

広島市立大学油絵専攻の教育理念として、 『西洋の伝統精

神に根差した新しいアカデミズム』を志向しており、関学

10年目を迎え、現代の西洋絵画の動向性を探りながら『写

実』を基軸とした特色のある研究成果を蓄積しつつある。

芸術分野の研究課題とするところは、極めて個別的な性

質に由来するものである。教育現場でも『生徒個々の感性

の教育』をいかに実現するするかについて論議が成されて

いる。日本においては、西洋絵画の受容と共にそのアプロ

ーチについては、特に明治期の作家・画家が油彩画という

ものをどのように理解してきたのかを中心に調査・研究す

ることを基礎としてきた。そうした美学・美術史的な立場

からの学術的アプローチに加えて、今日的視点に立った

『感性の学としての芸術理論の再構築』を目標にして、また、

文学・音楽・建築・デザイン等各ジャンルの専門の芸術家

の検証・考察を重視しながら、当該研究は現代の日本に於

ける『油彩による絵画の意義』を明らかにしようと試みた。

そうした研究の目的、意義を達成するべく、現代の日本

人のアイデンティティーを探るためのシンポジウム等を開

催し、学際的な裾野を広げながら将来に繋がる新しいアカ

デミズムについて、本研究構成各員が考察した。

平成12年から平成13年までの継続研究として、上記の概

要に沿って特定研究を行ってきた。今号に於いては平成12

年度分の報告を、 I.本研究構成各員のアプローチ、 Ⅱ.平成

12年度に企画したシンポジウムのレジュメの報告によって

おこないたい。

I.本研究構成各員のアプローチ

西欧の受容・絵画思考一断章Iく続)

前回(広島市立大学芸術学部紀要　第7号)では現代の

画家ロペスを取り上げてその絵画の中の空間を考えてみた。

今回続けてそのことについて考えてみたい。
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ロペスはこのような視点を中心に据えた。空間が主題な

のである。これは絵画というより哲学である。レオナル
こま

ド・ダ・ヴィンチは、絵画とは「哲学的でかつ濃やかな考

察」 (firosofica e sottile speculazione)のことであって、事物

の「第一真理」 (prima veriaを目指して進撃する能力をさえ

もつ。それは最も深い意味で認識の学、 「精神の弁論」
ヴイジョン

(discorsomentale)である。 (『レオナルドの幻想』ヨ-ゼ

フ・ガントナー著、藤田赤二・新井慎一訳、美術出版社、

176頁)と述べているが、それが、現代のロペスにまで引き

継がれてきているのである。そこでは、絵画がわれわれの

住む世界の表面を覆う日常的時空間ではない本質的な模心

を見つめているのである。見慣れた日常の奥に潜む本質に

眼を向けること。それがロペスの主題なのである。人間を

視ること、現実を視ること、今在る自分自身を視ること、

それがロペスの絵画となって、空間に現れてくるのである。

注:

注1

ロペスは日本でも公開されたビクトル・エリセ監督の映

画「マルメロの陽光」のプログラムの中でインタビューに

答えている。エリセが「映画は時のひろがりをとらえるこ

とができますから。ところが、アントニオはそれを試みる

のです。時、それが彼の好きなテーマで、彼が師と仰ぐベ

ラスケスと同じです。」と語ると、ロペスは「フェルメール

も、そうです。全く澄明にね。他にもいますが、ベラスケ

スとフェルメールの場合は、全く明らかです。どんな芸術

でも、極められた芸術、偉大な芸術のすべては、時ととり

くんでいる。時というのでなければ、人生と言ってもいい

でしょうが。」 (森省五訳(CAHIERS DU CINEMA) 1992年

6月457号所載　ロランス・ジァヴァリニ及びチェリー・ジ

ェイスによる、ビクトル・エリセとアントニオ・ロペスへ

の92年カンヌ映画祭期間中のインタビューを収録した

CHANTERCine2No.33マルメロの陽光より)と答えている。

「マルメロの陽光」は、ロペスが「正確さへの　意志を特徴

とするスタイルに基づいて」 (エリセ)庭にある一本のマル

メロの樹を描き出そうとする。その写実の画家の様子を、

エリセが何の演出もなしに坦坦と追いかけて行く。両者の

態度は同じである。プルーストが「今日、ラスキンが人類

に遺した巨大な遺産は、その死によって人類の所有すると

ころとなった。 (ジョン・ラスキンは1900年1月20日、 81才

で世を去った)というのも、天才的人間が不滅の作品を産

み出すことができるのは、死すべき人間としての自分自身

のイメージではなく、自分のなかに宿している人類の模範

のイメージにあわせて創造する時に限られるからだ。彼の



思想は、いわば生あるあいだ彼に貸し与えられているので

あり、彼の生の道連れなのである。死後、その思想は人類

に回帰し、人類を教化する。ちょうど、堂々としてしかも

親しみ易いラ・ロシュフーコー通りの家、画匠の存命中は

ギュスターヴ・モローの家と呼ばれたが、その死後はギュ

スターヴ・モロー美術館と呼ばれているあの家のように。」

(『プルースト評論選Ⅱ』保苅瑞穂編、ちくま文庫9-10頁、

岩崎力訳)と述べているが、このジョン・ラスキンやプル

ーストの精神にも通底する。プルーストはこの「ジョン・

ラスキン」と題された文章の中で「最初彼は写実主義者だ

と言われた。事実、彼はしばしば繰返し述べたI-芸術家

は「なにひとつ斥けず、軽蔑せず、なにひとつ選ばず」自

然の純粋な模倣にこそ徹底すべきだ、と。しかし主知主義

者だとも言われた。最高の思想をふくむ絵こそがもっとも

すぐれた絵だと書いたからである。」 (同上10頁)と書いて

いる。写実主義つまり自然主義の芸術は自然を深く視つめ

根源的な思索を通して創り出されていくものだ。

注2

アントニオ・ロペス-ガルシアは写実の画家として世界

のトップに位置する画家である。現在57才、 1936年の早生

まれで今が全盛の画家であるが、目利き達からは早くから

非常に高い評価を受けていて、特にスペインでは既に巨匠

として尊敬を集めている。寡黙で寡作のため幻の大家とし

て色々な伝説を生んでいるが、日本では1989年に一度と昨

年に三度、他の作家と共に油彩・デッサン・彫刻・レリー

フなどが展示され、やっとその幻のヴェールを脱いだ。ま

たスペインでは今年の五月にマドリードのレイナ・ソフィ

ア芸術センターで大回顧展が開催される予定である。この

展覧会は昨年10月に開催されることになっていたのだが突

然中止になった。そんなわけで実際に開催されるまでは信

じ難いところだが、既に集荷が始められたようなので今度

は大丈夫だろう。

スペインには現在マドリードを中心に多くの写実系の画

家がいる。エドゥアルトナランホ、クリストバル・トラ

ル、ホセ・エルナンデス、マヌエル・フランケロ、フェリ

ックス・ゴンザレス一一。彼らはまとめてマドリード・リ

アリズムと呼ばれている。しかしロペスだけは別格であり

内容も唯一伝統にのった正統派なのである。写実-リアリ

ズムの解釈はむずかしいが、新潮世界美術辞典によれば一

一客観的現実を尊重して、それをあるがままに措写しよう

とする芸術制作の態度ないしは方法。いわゆるリアリズム。

描写対象を様式化、歪曲化(デフオルマション)、抽象化、

理想化する方法と対立し、対象の細部の特徴まで正確に再

現し、記録の手法に近づいたものをいう。 -・まだつづく

のだが、そこに在るものを在るがままに措こうとすること。

この在るがままに描くということが非常に難しい。どうし

てもその国や時代の文化の枠組の中に組込まれていくもの

で、同時に象徴化や理想化などが入り込んでくる。現実に

あるものと絵画に措かれたものとの距離がなくなり誰の目

で見ても同一に見えるように描かれるようになるのは19世

紀に入ってクールベ以降となるが、そのクールベもまだ時

代の色や微妙なズレを感じる。また演出されたものが多い。

現代に入って、ロペスに至って恐らく初めて完全な客観的

現実のあるがままの見事なまでの描写に至るのである。例

えば視覚的に最も客観的であろうと思われる写真ですら現

像やプリントの段階で、結果としてある種のフィルターが

かけられたような色づけが表われたりする。写真ではまた

色彩は記号の段階に止って質を持たないので真の実在は表

し得ない。ところが、絵画の色彩は質を持って自然の階調

にピッタリ合った時には物そのものになり得るのだ。ロペ

スの洗面所とかトイレ、廊下などを描いた作品や、浴槽に

浸る女性を描いた作品などでは完壁なまでの表現で客観描

写がなされている。ここに私は現代の写実の最良の技術と

新らしさを見る。客観に徹した描写はおそらくその故に現

実を超えてまるで神聖な場であるかのような世界を現出さ

せるのである。それはこの映画のビクトル・エリセ監督の

手法もそっくり同じで、執念のようにただただ客観描写に

徹してフイルムを廻し続けることで現実の底に潜むものの

存在の核心を浮かび上らせていく。写実の絵画でも映像で

も、客観描写に徹するというのは方法であって目的ではな

い。目的はそれらの描かれた形を通して不可視のものを表

わそうとすることであって、ロペスはその最も根元的なも

のを表わして来るのである。それは人が"死への存在"で

あることを想い起こさせるような哲学的とも言える世界で

あって、明らかにロペスの死生観を浮かび上がらせてくる。

静かで永遠の底に沈むような深沈として透明な世界である。

こうした描写を可能にしたのはロペスの非常に高度なズバ

抜けた技術と現実の事物を凝視する力と気の遠くなるよう

な持続であって、一切近道というものがない。また、描き

続けるということは時間を乗せるということでもある。画

家は絵が出来上ったところからが出発である。追求を重ね

筆を重ねて、ひたすら現実に近づける努力を続けるうちに

画面は澄んで静まって来る。幾重にも重ねられた絵具は温

かな厚みを持ち深さを堪えてくる。画家は一筆一筆に精神

と時間を乗せていくのである。

ここでもまたロペスとェリセの方法は一致する。映画に

おいてロペスが重ねていく時間を追い、マルメロの成長の

時間を追い、マドリードの街の時間を、現実の時間を、定

着させていく。日記をつけるようにただただ現実を記録し

ていくうちにいつの間にか大きな永遠の時間を含ませてい

く。そこで見事に探深とした存在論が展開されていくので

ある。マルメロは熟して落ちて雨にうたれて自然に帰る。

全てが同化されて永遠に収赦されていく。ロペスの絵画で、

マルメロは初期に二枚描かれているが二枚ともヨーロッパ

の写実の大家達が必ずといっていい程通る存在の確かさを

描き出している。それはマルメロであってマルメロでない。

マルメロはびくともしない確固とした存在として描かれて

いて、蹴飛ばしても叩いても平気な石か何かのようなもの

として描かれている。それは乗も同じであるが、画面全体

がまず見事に均質な厚みを持って永遠を刻み込んだ壁のよ

うに確かに存在していて、その上に描かれたもの達もそれ

ぞれモこユマンのように永遠に存在し続ける確かさをもっ

て描かれている。全体は温かく豊かである。だがヨ一口ツ
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パの巨匠達はこのような制作の後に、全体のカをすこし抜

いたような、表現上はある意味では軽みに向かう。その時

に内面においては尚深まりを加え洗練を加えるような時期

がある。ロペスも同じような歩みを続けているように思う

のだが、ロペスは全ての作品の底に何らかの形で死が透け

て見える。ロペスの死への想念が、死生感が渉み出ている

のではないだろうか。それらは初期には宗教的で天国的で

あり、中期には現実の恐ろしい核心を潜ませ、さめて明断

である。

さて、この映画でのロペスは死を転じて生命と光を見よ

うとする。実っていく芳潤なマルメロに輝く陽光を見つめ

る。作品は日日内容を充実させてずっしりと実っていくマ

ルメロを忠実に追いかけて描いていく。正確に措くため、

足の位置を決め、目の位置を決める。目の高さに糸を横に

張り、後の煉瓦犀にも目の高さに横線を引く。中心を決め

上から糸を垂らし垂直線を決めて起点を決め、デバイダー

でキャンバスに形を写しかえていく。マルメロは成長し重

みを加えて位置が下がっていく。ロペスはその度に上に塗

り重ねて修正する。前に措かれたところは上に重ねられた

時に消える一一。しかし本当は消えていないのだ。時が重

ねられ厚みが内実となって加えられていくのである。 (『シ

ャンテ　シネ　2　No.33マルメロの陽光3月』所載　-

「芳潤なマルメロの実に生命の悦びを見た」 -野田弘志-マ

ルメロの陽光EL SOL DEL MEMBRILLO)

ここでその空間の展開のあり方を辿ってみると、 Madrid

(1960) , Calle de SantaRita (1961) , Elmar (1961-70) ,

Madrid desde el Cerro del Tio Pio (1962-63) , Terraza de Lucio

(1962-90) , El norte de Madrid desde (La Maliciosa) (1964) ,

Madrid hacia el Observatorio (1965-70) , Madrid sur (1965-

85) , Centro de restauracion (1969-70) , Calle de Santa Maria

(1977) , Vallecas (1977-80) , Madrid desde Torres Blancas

(1976-82) , Cran Via (1974-81) , Gran Via, Clavel (1977-

90) , Madrid desde Capitan Haya (1987-89) , EI Campo del

Moro (1990) ,等といった作品は広大な街のパノラマ的な

風景であったり、海原であったりする。私はそこにバレエ

の群舞(コール・ド・バレエ)を連想してしまうのである。

絵の中に人間の呼吸のようなものを、底の方に感じさせる

ようなところがあるのだ。そこには中心となるもの、ソリ

ストのようなものはない。街並や波や、建物を取り壊した

跡の剥き出しの土といったようなものが広がっているだけ

である。そして、その上に無限に広がり奥へ奥へと行く空

間があるのみである。 「優れた群舞を見た時のあの震えるよ

うな麻薬的高揚感。名作のコール・ド・バレエにはあの世

をモチーフにしたものが多い。時には霊的なものさえ感じ

させる。いっそバレエの神髄と呼びたい程だ。」 (朝日新聞

語っくん　から、上坂樹)0

ロペスの波の絵や似たような建物がギッシリ連なってい

る市街風景には、どこかコール・ド・バレエと繋がるもの

がある。コール・ド・バレエには官能が潜んでいるが、振

り付けによってはそれが表に出て来たり、また深く沈めら

れることもあるだろう。官能は時として死と結びついて巨

大な鋼鉄のようなどクともしない冷たさと固さを持って横

たわっていることがある。ロペスの風景には時としてその

ようなものが底に沈んで見えるのである。ロペスの作品は

ここに挙げた作品のみならず全てにわたって宗教的な、形

而上学的な意味を帯びて来るのであるが、ここに挙げた作

品の空間はそのようなものを底に秘めながら、何事も無い

かのように永遠にそのままにあるように唯過々と在るので

ある。ある時は光に満ちた空間であり、またある時は夕方

近く空はまだ明るく、市街は灰暗くなってきている空間。

憧憶に満ちた空間。現実の持つ圧倒的に不可解な底無しの

暗がりを沈ませて唯在る都市、その上に拡がる無限の空間、

その広大な空間の下に人間の呼吸のような、気配だろうか、

脈拍だろうか、体温だろうか感じるのだ。人のいない風景、

それは死の風景とも言えると思うが、ロペスの前に挙げた

作品にはMadrid (1960)とCalle deSantaRita (1961)をの

ぞいて人は措かれていない。しかし、生命の気配のような

ものが、あるいは人間が常に感じられる。それ故にか、そ

の根底には如何ともし難い現実そのものが横たわって見え

て来るのである。その為に自然に見る人を思索に誘い込ん

で行くのだ。初期の作品では人と風景は一緒にあった。日

常そのものが暖かい眼差しで見詰められていた。ロペスの

これらの絵画は何も「表現」しない。特に人が消えた風景

においては客観的に徹して写し取るだけである。ロペスの

覚醒した目はそのままのあたり前のことを唯あたり前に描

くだけである。だからこそ、そこに絶対的な現実の実体を

沈ませた本質そのものが空間に現れて来るのだ。日常的世

界の追求、そこにロペスは徹底する。あたり前の日常の目

の前にころがってる何でもない空間、ロペスはそこに潜む

最も深いところのもの、真実を見ようとするのである。こ

こでまた、ロダンの言葉を引いてみたい。

深く、恐ろしく真実を語る者であれ。自分の感ずるとこ

ろを表現するに決してためらうな。たとい既成観念と反対

である事がわかった時でさえもです。おそらく最初君たち

は了解されまい。けれども一人ばっちである事を恐れるな。

友はやがて君たちのところへ来る。なぜといえば一人の人

に深く真実であるところのものはいっさいの人にもそうで

あるからです。

しかし色目はいけない。公衆の目を惹くためしかめ面を

してはいけない。単純、率直!最も美しい主題は君たちの

前にある。なぜといえばそれらのものこそ君たちが一番よ

く知っているからである。

私の最も親愛なまた最も偉大なユージェヌ・カリエール

はあんなに早く世を去ったが彼の妻と子供たちとを画いて

天才を示しました。崇高であるためには母の愛を讃えるだ

けで彼には十分でした。大家とはいっさい世人の見たもめ

を自分自身の眼で見る人の事でまた他の人たちの精神を打

つにはあまり慣れ過ぎた物の美を認め得る人の事です。

悪芸術家はいつでも他人の眼鏡をかけます。

肝腎な点は感動する事、愛する事、望む事、身ぶるいす

る事、生きる事です。芸術家である前に人である事!真の

雄弁は雄弁を侮蔑する、とパスカルは言いました。真の芸

術は芸術を侮蔑します。私はここにもユージェヌ・カリエ
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-ルの例を引きます。展覧会の中で、大多数の画は絵画に

過ぎません。彼の画は他のものの中にあって人生に面して

開かれた窓のようでした! (『ロダンの言葉抄』高村光太郎

訳、高田博厚、菊池-雄編、ポールグゼル筆録、 292、 293

ページ)

ロペスの絵画が単に現実をそのままに写しとっただけの

ようでありながら深い内容を持つ事が出来たのは、ロペス

が日常を、現実を、真に見つめることを知っていたからで

あり、それが絵画のための作戦であったり、技術のひけら

かしであったり、論理や造形諭のこねまわしであったりし

ないからである。このようにして在るロペスの作品に私は

真のリアリティを感じる。というより、リアリティとはこ

のようなものだと思うのである。

ロペスの作品でこれまでに挙げた作品は広い広い空間を

見つめたものであったが、次に挙げる作品は庭の一角であ

ったり小さな空間を切りとったものである　Membrillero

(1961) , La fresquera (1962) , Francisco Carretero (1961-87)

(長崎県立美術博物館主Los jamones (1963主Mujer

durmiendo (1963) , Carmencita (1966主Mujer quemada

(1964) , Los novios (1964) , Vaso conflores y pared (1965)

El aparador (1965-66主Hombre operado (1969主Celinda

(1967) , Lavabo y espejo (1967) , Mujer en la ba員era

(1968) , Ropa en remojo (1968) , Taza de water y ventana

(1968-71) , Restos de comida (1971) , Medio conejo (1972)

Conejo desollado (1972) , La cena (1971-80) , Habitation en

Tomelloso (1971-72) , Cocina en Tomelloso (1975-80)

Maria (1972) , Almendro en flor (1972-74主Lirios y rosa

(1977-80) , Larosa (1980)等といった作品は庭の一隅にマ

ルメロの実をつけた枝が垂れているところであったり、ア

イリスの花が咲いているところであったり、或いは、壁の

前に人が立っているとか、室内の一角を写し取るといった

ようなものである。その中のMujerenlaba員　(1968)、

107×166cmを見てみたい。この作品は長い期間毎日見続け

たことがあった作品であるが、最近白壁の前に掛けられ、

横からの自然光で見る機会に恵まれた。それまで蛍光燈の

光の下でしか見てなかったのであるがまるで違った印象を

受けた。蛍光燈の下で見るより一層深く純粋、透明に、崇

高そのものの空間であった。この作品は分厚いベニヤ板の

上に措かれている。絵具の層は厚い。ところどころ絵具の

表層のみが乾いて内側がまだ固まっていない状態の時に上

層を押したりすると級が出来る、意識してか偶然か解らな

いがそのような状態のところもある。ロペスの作品には絵

肌が色々あって、例えば1965年の作品でGlass with Rose and

MadonnaLily (今迄挙げた作品のタイトルは個展のカタログ

からとったが、この作品は出ていないのでRizzoliのロペス

画集一英語版からとった)の場合は地肌は厚手に塗られた

絵具の層をバーナーで焼いたのかと思わせるような、ざら

ざら欄れたような地肌の上に部分的には更に木炭を擦り付

けたようなところがあったり、 1963年の作品でMujer

durmiendoの場合などは画面をレリーフで作った上に着彩し

ていったもの迄ある。それらは全て造形上の技巧の為にな

されたものではなく、真実を、存在の力を描き出す為の格

闘の結果であろう。絵肌に質を持たせることは存在を表す

為に、リアリティを得る為に重要な手段の一つである。

レオナルド・ダ・ヴィンチの作品でワシントンのナショ

ナル・ギャラリー・オヴ・アート　にある「ジネヴラ・

デ・ベンチ」の場合は、それが薄い層の追求の積み重なり

で恐るべき強敵な質を形成して、見る者を接ね付け、圧倒

するのであるが、これも追求の結果出来た質である。それ

が油絵具の特性でもあり、強さである。レンブラントあた

りからは真の存在を表す為の手段として意識して使われる

ようになる。存在の確かさと絵具そのものが持つ物質感、

物質としての力強さ、確かさは相通じるものがあるのだ。

タピェスの場合などはそれのみを取りあげて、もっと厚み

を持たせる為材質を変え、壁を作り、その厚みそのものを

より見えるものにする為に深く溝を入れ、またその厚みと

質を感じさせるため、単色に近い着彩で仕上げるといった

作品を沢山作っている。クレーの初期の作品にも画面全体

が等質で強い厚い質そのものを意識した作品がある。内容

の深い強い大作であったが、作品名、収蔵美術館共に思い

出せない。何れにしても優れた西欧の作品の場合作品の物

質性とその存在感は強い。芸術は感覚的に良いとか美しい

とか、そんなものではない。もっと本質を見据えた美しさ

を持つものであり。作品を作ろうとする目的論的思考の産

物でもない。脱芸術的活動として社会に開かれたもの、一

般大衆にまで「開かれたもの」にしようとする考えもある

が、またそれとともにイベント化していこうとする動きも

盛んであるが、それも違う。芸術はもっと精神的に深い世

界のものであり、精神から出発して、精神に働き掛けるも

のである。作品の持つ質、物質性といったものは画家の真

実の祈りや本質を凝視する精神の現れであ'ってそれ以外の

ものではない。フェルメールの「デルフトの眺望」につい

てマキシム・デュ・カン(フランスの作家)は「あまくて

にぷい空を除けば、この作品は、オランダの風景画家には

きわめてまれな厚手の塗りの力強さ、堅牢さ、確かさでも

って措かれている」と述べているが、時代が新らしくなる

につれ、そのような見方が出てくるようになる。日本では、

練りのきいたという表現があった。例えば、藤島武二、小

出楢重、小糸源太郎等に見られるかと思うが、本来ヴァル

ールが立ち上がるまで追求されていて、塗りの力強さ、堅

牢さ、確かさがあれば練りの利いたというものとなるわけ

であるが、それが目的化されてしまうと職人仕事になって

しまって芸術ではなくなる。

この質についてもうーつつけ加えるとすれば、 2002年死

去した日本の画家-戦後のパリ時代、前衛絵画運動アンフ

ォルメル・アート(非定形抽象)の主要な担い手として、

ジョルジュ・マチュ一、ピェ-ル・スーランジュ等と共に

活動した-今井俊満に寄せた文章の一部を引いてみたい。

「アンフォルメルのアーティストに共通する創造の基本は一

体何だったの火。第2次大戦以前に、モンドリアン、ジャ

ン・エリオン、あるいはオーギュスト・エルパンによって

展開され始めた幾何学的抽象に代表される、それまでの抽

象芸術の諸形態を超克しようという意志。その結果の一つ
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として、タブローの「意味」に執着するよりも、絵画のマ

チエール(画質)そのものを可視化し、あるいはほとんど

触知し得るほどのものにしようという意志。 -そこで最優先

されたものは、 「ジェスト(身振り)」の作為のなさや美し

さであり、身体的表現によるインパクトであり、いわゆる

「オートマチスム・ジェスチュエル」と呼ばれた自動装置と

しての身振りだった。 - ・当然アンチ・フォルマリスム

(反形式主義)であるこのアンフォルメル・アートは、画家

たちに、あたかもタブロー(絵画)が主観性の身体的表明

にしか役立たないかのように、身体のエネルギーのみで存

在を主張する自由を与えた。攻撃性、暴力、憤り、激烈さ、

反抗の欲動、こうした力と感情の表現が、幾何学的抽象の

画家達の特性でありまた玲拝であったところの、制御、合

理的構成、バランスの配置などにとってかわったのだ。」

(翻訳・波嵯栄組子、毎日新聞「批評と表現」欄、 2002年10

月4日より)

ロペスのこの作品の技術的なことをもうすこしメモして

おくと、下地は先に述べた通り厚い5ミリ以上あるかと思

われるベニヤ板の上に厚手の地塗りがされている。全体が

厚いのであるが、その上に細かい繊細なしわや凹凸が画面

のいたるところにある。それは描画中に出来たものなのか

下地の段階で出来たものかよく解らないが多分両方であろ

う。全体の色調は非常に渋い洗練されたものだ。明度差を

詰めて、タッチは意外に荒いが、手数は多く、薄塗りの重

ね塗り。浴槽の上面、白い部分などは薄い重ね塗りで厚味

が出ている。浴室は床、壁、浴槽いずれも幾何学的模様で

埋められているが、精妙な遠近法によって一分の隙もなく

製図されていて、その製図の線の上に筆の線が乗せられて

いる。浴槽の手前左の床の六角形のタイルが敷きつめられ

ているところは鉛筆の線がそのまま生かされている。右手

指の境界線は鉛筆で無造作に描かれている。正確無比なの

だが無造作にさらりと措かれた風で、そのくせ重い手応え

があるといったとんでもない絵である。天下一品の達筆と

言えるものであるが、達筆という言葉からイメージする達

筆とは違ういわゆる達筆を一枚も二枚も超えたところの達

筆である。その技術が表に出て来ることは絶対に無い。デ

ッサンの超一級の名手である。自然の法則、秩序を知り尽

し、それを体で掴んでいて、その上で現場に臨むのである。

そこでその場に応じた方法が自然に出てくる。それが今回

はこのようになって出て来た。そういうことだと思う。

この作品は107×166cm横位置の作品で、日本の100号p

(112.1×162.2)とほぼ同じサイズである。画面の右上角か

ら左下角の対角線上に浴槽があり、そこにロペス夫人で画

家であるマリア・モレノが静かに身を浸している。聡明で

寡目な風貌である。ロペスより確か一つ年上である。共に

描き歩んで来た女性である。ロペスにとってはかけがえの

ない存在である。しかし、ロペスはその貴重な、存在の重

みを描こうとするのではない。マリア・モレノが一日の仕

事を終えてバスに浸る。唯その状態を措いているだけであ

る。彼女は何か考えているのか、無想で目を閉じているの

か。浴室という日常の空間の中では小さい空間。それを措

いただけなのだが、何という平静で透明な空間であること

か。しかも重い実体を持った空間であり、無限の広がりを

持った空間である。マリア・モレノの人生という生の実体

が空間を支配していて、私はそこに死の探淵も、天上の神

秘も感じない。その現実そのものが優然と在るのであり、

マリアの人生の全体の重みがこの空間に磁場のようにピン

と張り巡らされている。そこに、静かに、全くの自然体で、

生きて来たマリアの全体が今ゆったりと湯に浸って眼を閉

じているのである。この作品をロペスの代表作だと私は考

えるのであるが。同時に現代の世界の美術の中でもとりわ

け抜きんでたものであると考える。

ここに高校美術-1 (昭和63年度用)の教科書がある。そ
のみやまぎょうじ

の中に野見山暁治氏の言葉がある。一つは「美術を学ぶ君

たちへ」というタイトルで、もう一つは「風景の表現(セ

ザンヌの場合)」として考えを述べたものである。本質を衝

いた言葉だ。それを先ず、ここに引いて考えたい。

美術を学ぶ君たちへ

今、生まれて初めてこの自然を見たとしたら、君たち

はどう思うだろう。

自然がもっている大きさ、強さ、広がり、あるいは静

けさ、愛らしさ。

それらに触れるたびに、ある驚きを覚えるにちがいな

い。

自分では気づかないが、わたしたちは自然や事物に絶

えず即応しながら生きている。

それは試練といってもいいだろうし、それから受ける

歓喜を、

美とよんでもいいだろう。

絵を描いたり彫塑を作ったりすることは、その自然に、

より近づこうとする意志なのだ。

初めてものを見る驚きを、獲得しようとする行為なの

m

時間の経過とともに生きている自然の、その瞬間をよ

り深く掘り下げて、

一つの動かない形に置き換える試みは、同時に、作者

である自分を

永劫の存在に置き換える試みでもある。

より深く自然に踏み込んでいくことの楽しさは、自然

の厳しさに鍛えられることに

ほかならない。美しいものは,奥深く潜んでいる。そ

れを発見する喜びを知ろう。

時代によって志向するものは移り変わっても、古代か

らの人々の作品が

今に引き続いてわたしたちの心に訴えかけてくるのは、

その厳しさによって、

奥深い自然の美しさへの戸口を開いてくれているから

m

その中に分け入ることは,すばらしい人生への道でも

ある。

風景の表現(セザンヌの場合) -形と空間-

no



物がある、ということは、空間にその位置を占めてい

るということだ。それは、

無限の広がりといってもいい。わたしたちは、その広

がりの中で

個々の事象をとらえている。例えば、丘に突っ立って

いる木々の、風にそよぐ

小枝のうねり。それらを措こうとするとき、辺りの森

の続きから,はるかな空に至る　大きな視野の中で、

それをとらえている。

区切られた大地の強さ、あるいは自然の広がり、

その息づかいが伝わってこなければ、物は生きてこな

SX

生きているということは、存在しているということだ。

絵を措くということは、

自然を模倣することではない。自然のもっている存在

の力を

獲得しようとする試みなのだ。

それは、物が空間を支配しようとする作用でもある。

画面における空間とは、

空や空気でなくてもよい。物の形を取り巻いているあ

る力、気流のように密度の濃い　無形の圧力。それが、

物から発して画面の外にまで可能性をもつか、逆に、

画面のあらゆる隅々から物に向かって集中するか。

その追究を「表現」とよんでもいいだろう。

野見山暁治の視かた考えかたは非常に西欧的である。そ

してロペス的である。ロペスの絵画は自然を人間を人生を

現実を視つめ思索する絵画である。それが様々な形をとっ

て顕されて来た。それがこの作品やその前後の作品に迄来

て力みが消え、純粋、透明に至ったのではないだろうか。

そこで作品は却って深みを増し、静かさを増したのではな

いだろうか。そこに真にスケールの大きな空間が顕れたと

考える。ここにもうーっプルーストの評論選から「ピアニ

スト、カミーユ・サン-サーンス」を引いてみたい。ロペ

スのこの絵画を演奏にたとえればこんな風になるのではな

いかと思う。

ピアニスト、カミーユ・サン-サーンス

サン-サーンスは昨日コンセルヴァトワールにおいて、

モーツアルトの「協奏曲」でピアノを弾いた。会場の出口

には失望した人の姿が数多く見うけられた。かれらは失望

した理由が判らなくて、弾き方があまりに早すぎたのだと

か、あまりに素っ気なさすぎたのだとか、選曲をあやまっ

たのだとか、失望をさまざまな原因のせいにしていた。と

ころで理由はこうなのだ、つまりまことに見事な演奏だっ

たということである。実際、真の美しさというものはロマ

ネスクな想像力の期待に応え得ない唯一のものである。そ

のほかのものはどれをとっても想像力がそれについて抱い

ていた観念に劣るものではない。巧妙さは想像力を驚嘆さ

せ、卑俗さは姻び、官能は酔わせ、気取った演奏は旺惑さ

せる。しかし美というものは、太古において、永遠の友情

によって真実と結びつけられたために、これらの魅力を自

分勝手に用いることができないのである。美は、無数の人

間の前に現われて以来、どれほど多くの失望を味わわせて

きたことか!一人の女が新開小説を読み終えたり、トラン

プの占い師を訪ねたり、愛人を待っていたりするときと同

じように興奮して、傑作を見に出掛ける。そのうちに女は

あまり明るくない部屋にいて、窓辺に坐って夢想に耽って

いる男を見る。大通りの照明掲示板でも覗き込むように、

もっとなにか現われて来はしまいかと思ってしばらく待っ

てみる。そして偽善がその口を封じれば、心の底で女はこ

う言うだろう、 「まあ、レンブラントの『哲学者』って、た

ったこれだけのものなのね?」とO

サン-サーンスの演奏には、折よく励ますようなフォル

テが来て中断してくれるからいいようなものの、この先ま

だそれが長引けば、気が遠くなりそうなどアニッシモもな

ければ、何度も鳴るうちに神経を頭の先からつま先まで一

瞬のうちにくすぐられるようなあの和音もなく、波のなか

にもぐるときのように腕や脚を折られそうなあのフォルテ

シモもなく、ピアニストのうねる肉体や、打ち振られる頭

や、震えおののく髪の毛一一こうしたものは音楽の純粋さ

に舞踊の官能をまぜ合わせ、聞いている女の想像力や弥次

馬根性や官能に訴えかけて、快感の一要素、熱狂の-理由

とともに、女に思い出の枠組と話の種とを提供するのだが

一一そういったからだの動きもなかった。サン-サーンス

の演奏にはそうしたものは微塵もなかった。しかしながら、

それは王者の演奏であった。ところで王たるもの、頭に黄

金の冠をかぶり、奴隷にかつがせた輿に乗って進むもので

はない。偉大な王は偉大な俳優と同じく、挨拶の仕方、微

笑の仕方、手の差し出し方、椅子の勧め方、質問や返答の

仕方のなかにおのずから王たる姿を現わすのだ。勿体ぶる

のは成上り者であり、気取るのはぺてん師である。しかし

王というものは、巧まずして高貴であり優雅であるから、

その高貴さは楯の木のそれと同じく、その優雅さは菩蕨の

木の茎のそれと同じくわれわれを驚かさない。あらゆる不

作法なところは、大げさなのも卑俗なのも、生まれつきの

もあとから身についたのも、つまりけばけばしいものはい

っさい王の身のこなしから取り去られて、その動きは、た

だ自然に見える。偉大な俳優の演技は器用な俳優のよりも

飾り気がなく、大向こうの喝采を博さない。なぜならそう

いう俳優の動作や声は、かれを悩ましていた微量の黄金や

浮をものの見事に渡し去られていて、ただもう澄んだ水か、

かなたにある自然物を見せているだけの窓ガラスのように

しか思えないからだ。サン-サーンスの演奏はこの純粋、

この透明に達したのである。モーツアルトの「協奏曲」は

ステンドグラスやフットライトを通して見えているのでは

ない。われわれを食卓や友だちから隔てている空気、それ

があることに気づかないほど澄み切った空気を通して見え

ているのである。 (後略)

(『プルースト評論選Ⅲ』保苅瑞穂編より238-241頁)

空間を描くということは現実を措くということであって、

自分の見ている、立っている現実をそっくりそのまま表現

したいというそれだけのことである。ところがこれが実に
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大変なことで画家は色々と智慧をしぼり、技術を凝らした

のである。 『ヤン・フアン・エイク、光と空気の絵画』 (小

林典子著、大阪大学出版会)によるとこのようなことにな

る。 110頁、 Ⅱヤン・フアン・エイク初期作品

1 「トリノ-ミラノ時祷書」
プリムム・モピレ

「光が初めて絵画の(運動の第一原因)となった場は、イタ

リアの美術ではない。 〔 《神秘の小羊〉とともに〕われわれ

は中世から脱出した。悦惚たる知覚の新世界に踏み込んだ」

ケネス・クラーク『風景画論』 1949年初版(佐々木英也訳)

「最初の近代風景画は縦二インチ横三インチほどの、きわめ

て小さなものであった。オランダ伯のために描かれた『ト

リノ時祷書』の名で知られる写本の絵(1414-1417)がそれ

であり、 (中略)歴史的な見地からすれば、この挿絵は世界

でもっとも驚嘆に値する作品のひとつにちがいない。最近

50年間の幾多の研究にもかかわらず、この挿絵の真の先駆

をなす画家がついに発見されないまま今日にいたっている

からである。 (中略) 〔作者は〕慎重細心な歴史家ならそこ

に数世紀の経過を予想しそうな距離と芸術進化に必要な時

間を、 -拠に跳びこえた。 (中略) 〔『トリノの時祷書』の一

点は作者が〕いかにして色彩によって事物をみたす光の感

覚を実現したかを示している。」

そして2頁、 3頁、 「はじめに」から抜き書きすると。

美術史において、 1400年代最初の20年、パリ
ミニアテユ--ル

写本彩飾挿絵に生じた革新ほど爆発的で創造的なものは少

ないだろう。この短い時空のトポスで、近代絵画の成立史

においてきわめて重要な第一歩、光と空気の描出という成

果が達成されようとしていたが、その完成の最初の緒が小

さな羊皮紙上の驚くべきミクロな支持体のなかにヤン・フ

アン・エイク(1390頃　-1441)によってしるされた。 (中

略)

中世ゴシック後期からルネサンス期にさしかかろうとす

る1370年代、アルプスの北方のパリではヴァロワ朝フラン

スの王シャルル五世がナヴァル学院の院長ニコル・オレ-

ムに命じてアリストテレスの三つの著作『政治学』、 『倫理

学』、 『宇宙論』をラテン語からフランス語に口語訳させよ

うとしていた。このとき、数百にもおよぶネオロジズムつ

まり新しい造語がフランス語に加えられ、これが異教の哲

学、科学恩想がフランスの世俗文化に浸透するきっかけと

なった。この小さな出来事がのちの美術史に大きく関連し

てくることとなる。実際、この後、シャルル五世の文化政

策、 「フランス初期ユマニズム」の一環として、宗教書や文

芸書のみならず、さらに多くの世俗本の類、古代の歴史、

政治、道徳規範をはじめ自然科学書などのフ.ランス語口語

訳が次々と企てられ、ヨーロッパ随一のかつてない規模で

出版制作がなされたのである。写本には競って豪華な挿絵

がほどこされ、この時期はミニアテユール芸術の絶頂期を

形成することになる。光と空気に関する最初の興味深い描

出実験ともいえる作例が、このようなシャルル五世の翻訳

プログラムによって活性化されたパリ写本工房のア>'J工

から、とりわけ次代シャルル六菅の治世時代を通じて、板

絵やフレスコ画としてではなく、まずは書物の挿絵ミニア

テユールとして現れてくることになる。

実際、 「光と空気に満たされた」感性的空間というものを

描きだしたことは、近代絵画の成立期におけるもっとも革

新的な出来事であった。初期ネ-デルラント絵画の創始者

ヤン・フアン・エイクは、この描出を、 「トリノ-ミラノの

時　書」というミニアテエールの数菓において突如、しか

もすでに完成の域に達したものとしてもたらしたとされて

いる。しかし、それがなぜ、どのような契機から生じてき

たのかということについては、これまでの美術史において

充分説明されてはいない。

古代ギリシア・ローマ時代から人でも馬でも立体的に写

実的に描こうとしていたことは事実であるし、空間も描こ

うとしていた。意識にあった。しかし実際にリアリティを

持って措かれたのはヤン・フアン・エイクからなのだろう。

その後、ルネサンスのフィレンツェでブルネレスキによっ

て発見され多くの画家や学者らによって開発された幾何学

的遠近法が加えられ現代にまで来た。しかしヨーロッパの

画家達は誰でもが真にリアリティを持って描くことが出来

たかというとそうではなくて、真のリアリズムを成し得た

のはそう多くはない。空間が唯の空間であったり、記号的

段階に止まっているようでは真のリアリティは持ち得ない。

ロペスが言っているが「絵に最も大切な要素は思想なので

す」 (『アントニオ・ロペス・ガルシア　インタビュー』諏

訪敦)。あるいは、ジョン・ラスキンの「最高の思想をふく

む絵こそがもっともすぐれた絵だ」 (『プルースト評論選Ⅱ

芸術篇』保苅瑞穂編、ちくま文庫10頁)と言うように、深

い思索が空間に反映された時、空間が真に生きたものとし

て、リアリティを獲得して来るのである。

ロペスの空間で、はじめに挙げた広い空間の作品。ロペ

ス展の図録で表紙カバーに使われているMadrid desde Torres

Blancas (1976-82)は絵の上半分が空で下がマドリッド市街

をパノラマ的に写しとったものであるが、ビルとビルの間

の道路や谷間になった部分が影に落ちて灰暗くなっている

ところが幾つかある。それは最初に挙げたEljardin de atr丘S

(1969)のように、陰磐を深め、彫りの深いものになってい

る。また、室内で壁を背にして戸棚があるElaparador

(1965-66)では床面の方が灰暗く影に落ちていて、上にい

くにしたがってやわらかく明るく光が射している。ハイラ

イトが明るく光っている部分があったり、天井の方は又影

になっている。優れたリアリズムの画家は、光を見逃さな

い。小林典子氏の言葉のように光と空気に満たされたフア

ン・エイクに始まって、レオナルド・ダ・ヴィンチ、フェ

ルメール、レンブラント、ゴヤ、ベラスケス皆そうである。

光を徹底的に捉えることによって現実の深みが顕われてく

るからである。真の空間が顕われるのである。先程挙げた

ロペスの作品は一つの空間の中での様々な光の在り様を捉

えたものであったが、明るい空間と暗い空間を意識的に組

み合せた作品がある　Nevera de hielo (1966)の場合は手前

の明るい空内に冷蔵庫がある。冷蔵庫は上半分の扉が開い

ていて小さな暗い空間がある。右側3分の1位は奥まった

暗い空間である　Salida del estudio (1967)では手前の明る
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い部屋の壁に二つ扉がある。二つとも開いていた左側は暗

い部屋、これはトイレのようだ。右側の部屋も暗いがその

先に灰暮れのような裏庭が見えるInterior del water (1969)

は手前明るい部屋、多分トイレがあり、奥に暗い部屋があ

る　Estudio con tres puertas (1969-70)は手前、明るい部屋

の正面に三つの扉がある。右側一つは閉じられている。左

の二つは開かれていて暗い部屋。真申はトイレで便器が半

分見えている。 Interior del estudio (1970-71)とLa luz

electrica (1970)は手前が明るい壁でドアが開かれていて奥

に暗い部屋がある。どちらも使っていない部屋か塵が散ら

かっていて、人間の痕跡があちこちに残っている。壁や床

の汚れが克明に写し取ってある。 Cuarto de ba員o (1970-73)

では手前の部屋が暗く奥の部屋(トイレ)が明るい。

Ventana 1 (1970)とVentana de noche (1971-75-80)は真っ

暗な部屋から外の夜景を見たものだ　Ventana por la tarde。

Ventana3 (1980)。 Ventana4 (1980)はいずれも暗い室内空

間から明るい外の空間を見たもの　Ventana2 (1980)は逆

に明るい室内空間から暗い夜の外の空間を見たもの。これ

らの全ては恐らく、全部自分の家の中の様子であり、そこ

からの外の空間、あるいは外側から中を見た二つないし三

つの空間の様々なヴァリエーションである。こうしたロペ

スの作品を見ていくと、現実を徹底して正確に写しとろう

とする。その中にロペスの思索する、見つめる哲学が静か

に在ってそれ故にであろうが結果としてロペスの作品には

いわゆる絵画的と言われるような要素がどんどん無くなっ

ていく、どんどん絵画的でなくなる。絵画から遠退いてい

ってしまう。そこから最も深い世界が立ち顕れてくるので

ある。加賀乙彦さんの言葉を借りると「本当のリアリズム

とは、単なる写実ではないし、理念による現実の分析でも

ない。そこには現実を見、その奥へ奥へと分け入っていく

執念と努力が不可欠である。そこで現実とは何かが問題に

なる。対象を構成している現実とは無限に不可解な厚み、

不透明な奥行きがあるものなのだ。風景一つとってみても、

その現実を、画家は独自の透視力によって無限に(この

"無限に"が大切である)ひろがりや深い感動を持って定着

するものなのだ」。宗左近氏の「日本の絵画は西欧の絵画か

ら、立体構造として、その世界を受けとる事を学んだ」そ

のことを取りあげてロペスをみることで考えて見たのであ

るが、宗左近氏の言葉には前後があって、つまり「明治以

降の日本の絵画は(日本画も含めて)、西欧の絵画の激しい

影響、というより支配の下にある。そのことによって、日

本の絵画は西欧の絵画から何を学んだのか。立体構造とし

て、世界を受け取ることを学んだ。ただ、ほとんどの日本

の芸術家は、その受け取りかたの技法だけを摂取するにと

どまった。西欧の芸術家の世界認識の闘いのドラマの、そ

の結果だけを模倣するにとどまった。その技法だけでなく

て目的を、その結果ではなくて原因を、ひたすら追求する

日本の芸術家は、たいへん稀であった(二十一世紀を目前

にする現在でもなお、稀である)」と言うその言葉通りであ

って検証するまでも無い。それ以上に「立体構造として、

世界を受け取ること」そのことすら不充分である。という

より空間を視つめることは精神と切り離せないことであっ

て形の上で立体構造として捉えてもそれで世界を受け取る

ことにはならない。ロペスの展覧会図録に1951年に描いた

石膏デッサンが二点参考資料として載せられている。

Marcurioとvictoria de Samotraciaであるがこの写真を見ると

空間を視る意識が非常に強いことが解る。ロペスは1936年

生れであるから15才の頃のデッサンである。マーキュリー

にしてもサモトラケのニケにしてもその描写力はずば抜け

ている。光の階調が的確に捉えられそれらが奥行の深い空

間に吃立して、空間は息づいている。二点とも子供の頃の

習作などと言うようなものではなく、現在のロペス作品に

匹敵する。そこには、高貴な魂がある。ポール・ヴァレリ

ー(1871-1945)はヨーロッパ芸術の根幹をなすヨーロッパ

精神には「一神教としてのキリスト教」 「ローマの法律体系」

「ギリシアの幾何学的精神」の三つの根幹があると言ってい

るが、ロペスにはそのようなものの精神が内在化している。

樋谷秀昭氏によれば、現代においては忘れられたかの感の

ある精神という言葉が含むもの。人の生涯を貫き通す心の

状態、ほとんど処世の足しにはならぬばかりか、むしろそ

れがあるために不利益を蒙るような持続した心の状態、そ

して人が「生きる」とは一体どういうことなのかと言う。

西欧の秀れたリアリズムはそのようなものの形象化であり、

それが絵画芸術の根幹なのだ。

(野田　弘志)

絵画的な価値について

ヨーロッパを起源とする絵画芸術(油彩画)が、明治期

近代以降に日本にも移入・受容されて、その検証も成され

ないまま(現在)は推移しているように感じられる。その

精神の根底について日本人としての世界史的な考察が必要

になっていると思う。西洋絵画の日本に於ける今日的な意

義について、その受容の在り方がどうだったのかという検

証を踏まえて考察してみたい。

明治期近代の日本の画家達は、その各々のモチベーショ

ンに応じて油彩画を受容したのであるが、その様相はどう

だったであろうか。文明の草分けとしての自覚もあったで

あろうし、残された資料から当時の画家達の振舞いを概観

して列挙すると、色彩よりもデッサンを重んじた「アカデ

ミズムな旧派」とされた中村不折はじめ大平洋画会系の作

家達、日本の油彩画の確立ともなった「外光派・新派」と

呼ばれた黒田清輝の白馬会、また別の系譜として「卑近美

の美学」と請う岸田劉生・青土社の東洋美への回帰、そし

て、現在に至る(と思われる)白樺派の系譜、また、リア

リズムの欠けた「切花芸術」という須田国太郎の自己批判

的な自覚等々、時代の背景に応じて画家達の見ようとした

美や目指した理想、画家としての在り方は、世界史的な意

義を考えられない訳でもない視座に、現在の我々は立てる

地点に至ったと思う。

では、ヨーロッパの絵画としての機能はどのように働い

たであろうか。油彩画というものを日本人はどのように受

けとめて来ただろうか。自分達のものとなったと断言して

もよいものになっただろうか。
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私は受容の在り方そのものに疑念を抱かざるを得ないの

で、もう一度最初から始めてもよい位なのではないかと考

えている。しかも、当時の状況から始めるのではなく、ヨ

ーロッパに於いても起源とした処から、極めて自然で普通

な事から始めても遅くはないだろうし、これからある時間

を考えれば充分必要な事だろうと思っている。

リアリズムは木に例えるならば枝葉ではなく樹の部分な

のだと私は思っている。そのことに世界の時代や地域に隔

たりはないものである。そして、その樹根が精神のような

ものだと思っている。　普通に見えているのは枝葉の部分

であり、しかも人は《困ったことに》花だけを見たいので

ある。だとしても、花を辿れば土に生まれ、果臭を残さな

ければ花の意味もない事も　一知らず花を生けようとする

かのように一　文化は移入されてきたようである。

切り取られた花だけを挿し木にしても殖えないのと同じ

ように、輸入文化は継ぎ木の文化であり、伝統風土にそぐ

わない性質のものについては、日本人は受容後にうまく変

容させて、あたかも自然にあるかのようにしてきたのだと

看倣されよう。 《日本人はただ樹海の森(世界)に参入し

たかったのだ》　と、そのように考えてみれば、日本にとっ

ての油彩画の意義は言い当てられると思っている。西洋の

視形式の影響を受けた日本の描画文化にも、ある程度あて

倣まる考え方かも知れない。

そして更に現代美術は「新しければよいもの-古い花は

見飽きた」という、娯楽性が加味された「イベント芸術」

となっており、ふつうのタブローなどは「存在意義喪失の

危機」にあるとさえ感じられる。例えて言うならば、自然

の森は括弧つきで残されるだろうけれども、気分で全ての

森は人工の植林に植え替えられて《枯れない造花がそれを

飾っている≫　という様相を里していると、私には見える。

世界普遍の芸術的な価値を自分達のものとする為には、

そうした事をふまえて、世界観・歴史観を持つことが作家

の内実に必要不可欠のものであろうと思われる。芸術の創

造に於いても、その価値を目標とするような取り組みがあ

ってよいと考えている。

思想を科学の対象とさえするような考え方があって、哲

学の応用としてのプラグマティズムを「芸術の創造」にも

応用できるとしたら、 《何故ならば、哲学の探究する真理

の対象は精神に由来する筈のものなのだから、芸術の基礎

が哲学であると見れば、精神の知覚化は演鐸されるので≫

自明の理と言えそうなものも、画家の純粋な経験に即して

発見されるかも知れない。

自己同一性(アイデンティティー)の確立によって、現

在の世界の現実と『生きて在る現実』が、芸術家の絵画世

界に於いて一致することが、本来的な描画表現の存在意義

であろうし、実践に於いても肝要であろうと思う。絵画的

な価値と言っても、画家の経験に即して、ひたすら描くこ

と・作ることの中からしか生まれないのだと考えたい。

(森永　昌司)
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I.平成12年度特定研究によるシンポジウム報告

《講演会のレジュメ〉

■斎藤憤爾特別講演

「日本人の自然観」一世紀末における文化の現在

E]時: 7月240 (月) 14:00-16:00

場所:国際学部102講義室

概要:

□深夜叢書について

□社会に於ける異端と正統

異端的正統について

□日本人の自然観

日本的美意識の成立

□土着思想への回帰

現代芸術の桂楕(しっこく)

□俳句・詩歌に見られる精神性

来るべき自然観のために

□講演に対する質疑

m加賀乙彦特別講演

「日本文学に於ける西欧と日本」

日時:11月10日(金) 14:00-16:00

場所:講堂大ホール

概要:

[⊃レアルとは

[コ自然を写す精神

□小説の方法

自作品～ 『湿原』の解説

□観人について

斎藤茂吉の写生説

く実相に観入して自然・自己一元の生を写す)

□本質を織り成す文体

□講演に対する質議




