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研究の概要究

ヨーロッパの文化と明治以降の日本文化との関わりに

ついて､絵画分野のみならず様々な領域に渡って考察し､

本学油絵専攻独自の研究を進めることとして､平成8年

度から平成11年度までの継続研究として､特定研究を行

ってきた｡

日本人の西洋思考の有 り様が本研究の主要テーマであ

るが､創作者の側からの資料が限られており､いろいろ

な分野からの提言も必要な課題である｡妥当な理解や歴

史認識を構築する為になお考察の必要性もあろうと考え

ている｡

広島市立大学芸術学部紀要第6号 (平成13年3月)に

おいて平成9年度分の報告を行っている｡今号において

は平成10年度分の報告を､1.本研究構成各員からのアプ

ローチ､2.平成10年度に企画した講演会のレジュメによ

る報告を､それぞれ行って経過的にまとめてみたい｡

1.油絵専攻における本研究へのアプローチプ

西欧の受容 ･絵画思考一断章 Ⅰ断

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 (宗左近)｡そのことについ

て再考 してみる｡

我々日本人が持つ美意識や視形式と反対側にあるもの

を学ぼうとするのである｡そこには勘違いや気付かない

ことがあって当然であったと思う｡また､無意識に仕立

て直 しをしてしまったり､その受け入れには色々と符余

曲折があった｡また多 くの画家が､ルネサンス以来四百

年以上にわたって西欧絵画の基礎となって来た ｢ものの

見方｣三次元の存在をいかにそれらしく画面の上に再現

するかという西欧の伝統的表現の方法を､つまりアカデ

ミックな基礎訓練を学んで帰った後に意識的にあるいは

無意識のうちに日本的な ｢視形式｣のうちに帰着するこ

とが多かった｡

高階秀爾氏は F日本美術を見る眼』(岩波書店｡1991

第 1刷発行)において､｢視形式の東と西｣を比較 して､

安井曾太郎の作品<金蓉>とアングルの<リヴイェール
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氏の肖像>を例にとって以下のように述べている｡てい

アングルが伝統的なアカデミズムの技法を充分に身に

つけながら､どちらかといえば､西欧的には奥行きの浅

い､｢平面化､とまでは言わないにしても､このような

言わば薄っぺらな空間をアングルの様式の本質的な特色

として指摘する批評家もいるほどである｣画家の､｢事

実､画面向かって右の奥に置かれたテーブルは､その上

に載せられた本や版画が丹念に描写されているにもかか

わらず､画面における空間的位置関係がかなり暖味であ

り､また､画面に対 して斜に置かれた左肘掛椅子も､そ

の位置から想定される充分な奥行を持っているとは言い

難い｡それらの表現上の特質は､バックがほとんど無地

に近い平坦な壁であることと相侯って､この画面の空間

を著 しく狭い､平坦なものとしている｣｡｢だが､そのよ

うな､ほとんど本能的なと言ってよい ｢平面化｣への志

向にもかかわらず､その薄っぺらな空間の中で､アング

ルのリヴイエール氏は､厳然と自己の肉体を持ったもの

として存在 している｡逆に言えば､全体としてきわめて

｢平坦な｣この画面で､狭いとは言え､奥行 きのある三

次元の空間を保証 しているのはリヴイエール氏の存在そ

のものと言ってよいもので､われわれ見る者は､モデル

がたしかに現実の空間の中に然るべき場所を持つ一個の

人間であり､しかも､われわれに対 して斜に座っている

というその位置関係から､この画面にもそれなりの空間

が表現されていると納得させられるのである｡私が先に

｢自然らしさ｣と言ったのは､まさにそのことにほかな

らない｣ところが<金蓉>において､｢安井は､もしそ

の気になれば､<金蓉>を､アングルの肖像のように伝

統的な手法で描 くこともできたはずである｡それにもか

かわらず彼があえて西欧の伝統的表現を無視 したとすれ

ば､そこには当然何 らかの理由がなければならない｡い

や､単に ｢軽視｣したばかりでなく､伝統的基準から言

えば ｢破格｣とも言えるこの表現を､安井はきわめて意

図的に行なっている｡青い衣装に包まれた<金蓉>のふ

たつの肩の描き方を比べてみれば､画家のその意図は明

らかである｡｣｢本来大きく目立って描かれて少しも不思

議ではないはずの手前の肩をなるべ く目立たないように

弱 くし､本来小さいはずの奥の肩を逆に強調するという

｢破格｣な表現を一所懸命試みているということになる｣.



と指摘 して､次の [西欧と日本における ｢視形式｣の異

同]において､ヴェルフリン (1864年-1945年｡スイス

の美術史家)の用語を借 りるならそれぞれの時代や民族

に特有な ｢視形式｣について､安井曾太郎という一人の

日本人画家の ｢視形式｣に基づくアングルの作品との違

いを指摘する｡また､アングルの<リヴイエール氏の肖

像>が描かれたのは､19世紀の初頭であるが､その後の

印象派からキュビズムにいたる西欧近代絵画の大きな革

命があったこと､特にセザンヌ以後､西欧の絵画そのも

のが大きく変わっていったということ｡｢アングルの時

代においては､｢自然らしさ｣ということが造形言語の

基本的文法を支えるものであったとすれば､20世紀の造

形言語はむしろデフオルマシオンを慣用句としているこ

ともたしかである｡しかしながら､いま問題になってい

る<金蓉>に即して言えば､アングルとセザンヌとの間

の距離が極めて大きなものであることを充分認めた上

で､しかもなお､この二人と安井曾太郎を隔てる距離は

それよりもはるかに大きいというのが私の偽りのない実

感である｡ ･･･セザンヌが､その ｢革新的｣な探究に

もかかわらず､基本的な ｢視形式｣においてアングルと

共通してしているという事実は､ルネサンス以来の西欧

の伝統的形式の持つ根強さを物語るものである｡同様に

アカデミー ･ジュリアンにおいて毎月賞をとるほど優れ

た西欧の伝統的伎佃を示した安井曾太郎が､それにもか

かわらず<金蓉>の ｢平面的マッス｣に帰っていったこ

とは､彼の内部にあった日本的 ｢視形式｣のしぶとさを

物語るものである｡表現形式から言えば､<全容>の仲

間は､セザンヌやアングルの肖像画の中にではなく､む

しろ我が国の伝統的技法を受け継いでいる日本画の世界

に-例えば伊東採水の<N氏婦人像>のなかに一見出す

ことができるものである｣ そこでもう一つ､セザンヌ

の<サント･ヴイクトワール山>のシリーズにおいて

｢セザンヌは､その広大な空間の広がりを､なんとかし

て画面に ｢実現｣しようと苦労している｡サント･ヴイ

クトワール山を前にして､何日も何時間も絵具と格闘し

ていたセザンヌの意図は､山の実在感と空間の拡がりと

をいかにしてカンヴァスの上に ｢実現｣するかというこ

とだけに向けられていたと言ってもよい｡それに対して､

安井の<承徳の倒嚇廟>は､建物の正面部と手前の斜面

を ｢平面的マッス｣として捉え､それをいかに造形的に

秩序づけるかということを課題としているのである｡｣

そして､｢空間表現と画面の自律性の問題｣として､セ

ザンヌが､画面の自律性と造形的秩序を追求しながら､

しかもいかに現実に存在する ｢奥行｣ないしは ｢空間｣

に悪かれていたかということは､｢自然を円錐､円筒､

球体によって扱うこと｣というあのあまりにも有名な彼

の言葉によっても裏付けられる｡友人のエミール ･ベル

ナールに宛た手紙のなかに見出されるこの一節は､多種

多様な実在を幾何学的形体に還元してして画面の構成要

素とするというセザンヌのいわば ｢秩序への意志｣の表

現と一般には解釈されている｡その通りに違いないO事

実､初期キュビズムの画家たちがセザンヌから学んだ教

訓もまた別のものではなかったはずだが､しかしそれと

同時に､セザンヌの挙げた ｢幾何学的形体｣のなかに､

キュビズム (立体派)という名称のもととなったキュー

ブ (立方体)が含まれていないという､いささか皮肉な

事実は見逃す訳にはいかない｡円錐､円筒､球体と並べ

た彼の手紙の中に､｢幾何学的形体｣としては最も単純

で最も基本的な立方体が挙げられていないのは､やはり､

そこにセザンヌの意識が働いていると考えるべきであろ

う｡つまり､円錐や円筒ならよいが､立方体では具合が

悪いという点があったに違いない｡その具合が悪い点と

は､何だったのだろうか｡

立方体 (あるいは直方体でもよいが)と円錐､円筒､

球との一番大きな違いは､立方体 (直方体)は､見る者

の視点の位置によっては､平坦な面を見せることができ

るという点である｡安井の (承徳の剰嚇廟)は､まさし

く直方体の建物をその平坦な平面部によって捉えてい

る｡しかし､円錐も､円筒も､球も｢平坦の正面｣というも

のを持たない｡それらはどのような位置に置いても､表

面はつねに背後に流れて行 く｡つまり､対象はいつもはっ

きりと奥行きのある空間の中に置かれているのである｡

事実､｢自然を円錐､円筒､球体によって｣扱おうと

するかぎり､画面を平面的に処 理する訳にはいかない｡

そのかぎりでは､アングルもセザンヌも同様である｡た

だ､アングルも含めて西欧の伝統的技法は､例えば ｢円

錐｣の丸みを表現するのに､明暗という手段を用いた｡

つまり､陰影をつけるわけである｡だが印象派との接触

によって自然の中に ｢影は存在しない｣こと､あるいは

もっと正確に言えば ｢影もまた色である｣ことを学んだ

セザンヌは､明暗の代わりに色彩表現を利用しようとし

たまでである｡セザンヌが伝統的な遠近法や明暗法を捨

てたということは､三次元的な視形式を拒否したという

ことにはならない｡

長い引用をしたが､西欧の視形式とそれを受け入れる

様子がよくわかる｡ここに三次元的な視形式による西欧

的方法について私なりの考え方を述べてみる｡

冒頭にあげた立体構造として世界を受けとること､つ

まり二次元の画面に三次元の世界を表現することの意味

についてである｡

例えば､床に卵を置く｡そこで解ってくるのは､卵が

あってその回りに空間があるということだ｡卵は確かに

そこに在る｡しかし空間はなにも無いもののように思っ

てしまう｡だが､そうではなくて､もともと在ったのだ｡

そこに卵が割 り込んで来たのである｡その為に空間が認
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識できるものとして見えだしたのだ｡普通卵を実､空間

を虚と言う｡そうではなく卵が実体であるなら､空間も

実体である｡こう考えれば解り良い｡水は実体として捉

えられる｡匹1角の容器に入れれば四角の形の実体として

見える｡そして､その厚みに応 じて青味がかって見える｡

空気もそうだ｡四角の容器の中に空気が入っていれば四

角の形の空気 (-空間)という実体がある｡四角の容器

ぐらいでは空気の厚みだけの色は見えないが､戸外に出

て遠くの山を見れば､そこ迄の空気の厚みで山は青味が

かってしかもその厚み分だけ霞んで薄く見えるはずであ

る｡空間は実体としての内実と力を持っているのだ｡そこ

に緊張に張り詰めた実体を見ることは可能なはずである｡

卵が床に在るということは卵と床と空間がせめぎあっ

てピンと張 りつめた状態を保って在るということであ

る｡卵を措 くということはこの状態を描 くということで

ある｡つまり卵を立体的に実体として措 くだけでなく､

卵とその回りの空間と床とを一体として立体構造として

把握するということである｡そこにひとつの宇宙を見る

ということである｡

レオナルド･ダ ･ヴィンチの<モナ ･リザ>を見てみ

ると､おそらくはレオナルドの理想として措いたと思う

が､モデルもあったであろう｡(ペアティスによると､

｢モナ ･リザ｣のモデルはイザベラ ･グアランタである

可能性はあるが､ヴァザ-リが主張するリーザ ･ゲラル

ディー二 ･デル ･ジョコンドではあり得ない｡-アレッ

サンドロ ･ヴェッシオシ著『レオナル ド･ダ ･ヴィンチ』

創現社)それに現在は切 り取られてしまっているが左右

に柱が描かれていた｡ [レオナルドの絵は､フランソ

ワⅠ世 (1494-1547年)によって買い取られたが､その

為に支払われた金額は莫大なものであったと伝えられて

いる｡こうしてフォンテーヌブローの王立コレクション

に収められた作品は､後にルイ14世 (1638-1735年)に

よってヴェルサイユに､さらにナポレオン ･ボナパル ト

(1769-1821年)によってルーヴル宮に移された｡劣悪な

保存環境とぞんざいな修復により作品は損傷を受け､左

右それぞれ6.7cmほど切 り取られた結果､現在のサイズ

は縦76.96cm､横53.08cmとなっている｡古い時代の模写

からは二つの円柱が描かれ､石の回廊を左右で縁取 り､

風景に奥行きを与えていたことが判明しているのだが､

今日ではそれもほとんど消失してしまっている｡ 一ジャ

ン ･ミッシェル ･リベット (アー ト･キュレーター)

『モナ ･リザ1009微笑』2000年展覧会図録より]それら

が形成する室内と外の風景の巨大な拡がり｡無限に続く

奥行き｡人や手やその他のもののアウトラインは空気を

出す為に絶妙なぼかし (スフマート)を加え､人の実体

としての立体感､存在を描 く為に例えば睦毛など微細な

説明は全て取 り払い立体としてのモデリングに徹 して､

その為の陰影は絶妙を極める｡この画面に封じ込められ

た空間の重さ､深さ､拡がりの巨大さはまるで神秘の宇

宙､深い無限の彼方までの新たなる空間の創出なのであ

る｡立体構造としての新たな威厳に満ちた空間なのである｡

卵に戻って､卵を片目で見る｡これは写真と同じで現

実の三次元の空間が二次元にしか見えていないはずだ｡

次いで両目で見てみる｡ここではじめて対象である物の

遠近や立体であることを知覚できる｡しかし､なかなか

その違いに気付かない｡意識してそれを片目と両目と繰

り返しテストしてみるとわかってくる｡そこで卵とその

床との間や卵の後ろにある空間が実体を持つものとして

見えてくるはずだ｡写真を見る時､また片目で現実を見

る時､本当は二次元にしか見えていない｡しかしそこに

写っているもの､見えているものは全て知っているもの

であり､奥行きがあり､空気があることを知っているか

ら勝手に三次元に読み取っているのだ｡片目の世界や写

真の世界はその意味では精妙な記号の世界である｡

写真を見る｡その写真を今度は片目でその写真を撮影

した時のカメラのレンズの位置から見てみる｡両目で見

た時のようなリアリティを持って見えてくるはずだ｡そ

れをもとの位置にもどすと記号の世界に戻る｡両E]で見

る時､私達は視差により瞬時に奥行きを読み取る｡だが､

片目で見ても写真で見ても記号で見ているだけなのに､

知っていることだから勝手に奥行きを読み取る｡真に空

間を感 じ取っているかどうか､また絵でいうとリアルに

措けたかどうかもなかなか判断しにくい｡記号的にしか

措けていなくても勝手に措けているように読み取ってし

まう｡

紙に円を描く｡我々はそれを記号として円を読み取る｡

そこで円の中に斜線で影を措き込むと球だと読み取る｡

その球の下に斜線で球の落とす影を描き込むと床に球が

転がっていると読みとる｡ここまでは明らかに記号であ

る｡そこで写生をしてみる｡明るいところ､影のところ､

よく観察して､全体に比較しあってみて､精妙に写し取

る｡大抵はそれで出来上がったと考える｡しかし､おそ

らくその段階では記号と変わらない｡写真のように細か

く精妙に描けている場合だってあるだろう｡だがほとん

どの場合記号の段階でしかない｡リアルに措くというこ

とは､そのさきにある｡両目で見たはずの現実､実体感

を持った空間､現実の回りを埋めるこの空間は透明であ

ればある程､例えば戸外に出る､モヤが-切なく澄み切

って遥か彼方迄見通せる時､そこに神秘を感じないだろ

うか｡空間に充実を､力の充満を感じないだろうか｡私

はそこに目肢のするような神秘を感じる｡空間に強力な

目に見えない磁力が張りめぐらされ力の均衡が保たれて

いるそのような力を感じるのである｡その空間を描けな

ければ真のリアリティーは出てこない｡床が現実に手で

たどっていけるように､絵の上で手前から奥へ手でたど

っていけるように目でたどっていけるように､またその
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上に乗っている卵が床からその底部へ､そして出っ張っ

て来て上部や左右へ丸く奥へと手でたどっていけるごと

く目でたどっていけるように描 くことができれば､また

床は無限に遠退いていくのか､あるいは行き当たって壁

が立ち上がるのか､その場合は壁がまた垂直に目でたど

っていけるように､その上に卵なり床なり壁なりの実体

感､存在感の重さが描き切れた時始めて措けたといえる｡

その時に､卵の左右や前や後ろをとりまく空間が見えて

くるように実感されてくる｡空間が結果として立ち現れ

てくるのだ｡つまり空間に形を与えている卵や床や後ろ

の壁がしっかり描ければ描ける程確固とした空間が現れ

てくるのである｡

卵を一つ描いてみるということは､西欧の方法の初歩

の一番最初の基礎と言って良いと思うが､これは最も雑

しいことと言っておかしくない｡しかもこの最も単純な

ことの中に全てが含まれていると言って良い｡しかも絶

対に必要なもののみがあるのである｡卵を描 くというこ

とは卵とそれをとりまく空間を描 くということであり､

その空間を描 くということはその空間を仕切るもの､つ

まり床とか壁とかを卵と同等に実体感を持つものとして

確 りと描かなければならないということでる｡画面にあ

る全てを確 り描かなければならないということは卵が主

で他が副と考えるのではなく､全体が等価値であってそ

の上にそれぞれ全ての価値が高い程､密度が高い程良く

なるのである｡このように描かれていくと空間が緊張を

持った､力を持った実体として現れてくる｡同時に時間

が画面に立ち上がってくるのである｡

卵を措 くということはその卵がある空間を描 くという

ことであり､その卵がある時間をも措 くということにな

る｡そこでもうーっ､その卵を見て何を感じるのか､そ

の卵に何を見るのか､その卵のある空間に何を見るのか､

卵があって､それとともに在る自分を､現実を､凝視す

る｡現実の持つ限りない深淵をリアルなものとして感 じ

とる｡それを卯を描 く時に､現すために卵を描 くのであ

る｡それがリアルに描 くということであり､西欧の方法､

ルネサンスに確立された語法なのである｡

ここでフェルメールの ｢牛乳を注ぐ女｣を見てみたい.

この作品はフェルメールの作品の中でも突出した作品で

ある｡レオナルドは ｢モナ ･リザ｣で巨大な宇宙空間を

創り出したが､フェルメールはここでごくありふれた台

所の一角を切 り取って､当時よく描かれていた厨房図で

あるが､最′ト限に抑えた空間を創 りあげた｡画面の一番

手前にテーブルクロスの掛かったテーブルがある｡その

上に寵に入ったパンや布､陶器､金属器などがあり､そ

のすぐ後は､漆喰の壁である｡これらは全て確かな重量

でしっかりと描かれている｡そのためテーブルの前面か

ら上の面そして寵からその中のパンと確実にJJ酎二手でた

どっていける｡このように措かれていると奥行きも具体

的にたどっていける｡そしてその奥行分だけ空気がしっ

かりと厚みを持ったものとして見えてくる｡左側の窓の

ある壁もやはり確 り描かれているから奥行きを具体的に

感じさせ､そこで空間を区切る｡テーブルの左端の線や

窓の桟や枠の線､左上の壁に掛かる黒い額縁や寵の側線

などは線遠近法で1点に収欽されてこれも奥行きの表現

を助ける｡テーブルの右側の側面の線は本来左側の壁等

に現れた窓や額縁等の線と共に同じ消点に向かわなけれ

ばならない｡つまり､右奥の角から女性の右手の上のあ

たりにある消点とを結ぶ線を手前に延長した線上になけ

ればならない筈であるが､逆方向に､手前に極端に狭め

られた繰上にある｡そのことによって､テーブルは台形

で手前が狭 くなった形のテーブル面になってしまうので

あるが､そうすることによって上面と手前の面だけでは

なく､向かって右側の本来は見えない筈の側面が見える

ようになる｡もともとこのようなテーブルがあるのかど

うなのか解らないが､私は､これはフェルメールが勝手

に絵の上で作 り上げたものだと考える｡先ずテーブルに

テーブルクロスを掛けることによって立体としての面が

現れて来て､テーブルが大きな奥行きを持ったマッスと

して見えるようになる｡そのことにより存在がより確か

なものとして見えるようになる｡描けるようになる｡そ

して高階氏が挙げたセザンヌの有名な言葉｢自然を円錐､

円筒､球体によって扱うこと｣という言葉の意味､つま

り､多種多様な実在を幾何学的形体に還元して画面の構

成要素とするという言葉の中に最も基本的なキューブ

(立方体)が含まれていなかったのは､見る者の視点の位

置によっては平坦な面を見せてしまう立方体では具合が

悪いと説明されているように､立方体ないしは直方体の

テーブルではこの場合前面とテーブルの手前上部が大き

くなり過ぎる上に側面が見えなくなってしまう｡つまり

奥行きが見えなくなってしまう｡ここではテーブルの上

の面は見えているのであるが､その上に色々のものが乗

ってそれぞれが見事に確 りと描かれていて､その存在を

主張していることによってますますその奥行きは確かな

ものとして現されているのであるが､その上にテーブル

を斜めに後ひろがりに切ってしまって右側の側面を見え

るようにすることによって尚一層その存在を見えるよう

にすることが出来る｡そのことにより奥行きが具体的に

みえるようにすることが出来る｡そこで空間が実体とし

て､在るものとしてより確かに見えてくるのである｡ま

たテーブルの右側面が見えようになると､青い布がその

側面に垂直に下げらjtるようになり､女性のスカー トの

垂直線と一緒になって構築を強靭なものにする｡画面構

成の上でも空間の構築の上でも､また存在を現す上でも

全てにおいてはるかに緊密で強固なものになるのであ

る｡画面右下に最小限に覗 く床面とその上にある加湿器
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や棒切れのようなものはテーブルとは違った角度で置か

れていて､床の存在を現す助けをすると共にそれぞれを

確り存在させることによってここでも空間を確かなもの

として現すのである｡漆喰の壁はその存在を現す為に打

ち込まれた釘や引き抜かれた釘跡や吊るされた銅器等が

利用され､銅器とその手前にある左側の壁にかかってい

る寵も幾つもの面を見せてその存在を示すと共に空間を

創り上げる｡こうして画面に線としては描かれてはいな

いが見ることが出来る線､壁と平行な線や､色々の角度

で壁に向かう奥行きのある線の数々が立体構造の構築に

無駄なく適格に見事というはかない位置で立体的に構成

されている｡壁に打ち込まれた釘も本来ならば壁に垂直

に打ち込まれていて良い筈であるが斜めに打ち込まれて

いる｡垂直に打ち込まれているならば､左側の壁の窓枠

の線等と同じ消点に向かう筈であるが､斜めにすること

で抵抗する力が生じ空間に力を与える｡空間が生きて見

えてくるのがわかる｡実に小さなものであるが重要な役

割を果たしているのである｡テーブルの右側の線や加湿

器等の現すさまざまな線も同様で画面の中に強い抵抗を

与え､強靭さを与え､空間を力の張 り巡らされた実体と

して､構築する要素となっているのである｡ここで最も

重要なことは画面の中の全てが人もパンも壁も全ての現

実が持つ重さ､存在の重さが徹底 して描かれているとい

うことである｡ここに描かれたパンや人や物たちは現実

にそれぞれが持つ物理的な重さを遥かに超えた永遠の重

量で描かれているのだ｡しかしそれこそが現実の持つ存

在の重さであり､本来の重さであるのだ｡牛乳を注ぐ女

性は､人としてというよりは石のようなとてつもない重

量で描かれている｡絵具は暖味な位置には無い｡全ては

そのあるべき位置にピタリと食い付いて人そのものと化

している｡人そのものになり切っている｡女性の着けて

いる黄色の上着は安いセーム皮で出来たごわごわして､

縫い目の荒いものだということであるが､そのどこでも

その位置を､その上を指でたどっていける｡立体として

のその存在は明断そのものの表現で現され重い｡顔もそ

うだ､細かい説明は一切ない｡<モナ ･リザ>でもそう

であったが､例えば眉毛とか睦毛等は措かれていない｡

そのかわり立体としてのモデリング､その捉え方の技術

の素晴らしさ｡立体を現わす面や立体としての立ち上り

方､それを現わす光の捉え方の見事さ｡同時にその存在

の重さを捉えることの凄さ｡そういったことは画面の

隅々まで徹底している｡それ故に明断この上もない画面

となるのだ｡位置が暖味なところがどこにも無い画面､

澄み切った画面が現れるのである｡画面の一番手前にあ

るテーブルクロスまでの空間､そのテーブルクロスから

龍まで､その寵の手前側からパン､そして寵の向こう側､

金属器､パン､陶器､そして人へとその間の空間が見え

る筈である｡そして後の壁に突き当る｡そこまでの空間

が実感出来る筈だ｡それは全てのものの存在の美しきが､

重さが､密度の高さが描き切れた時に､そのことによっ

て､現れるのである｡この､<牛乳を注ぐ女>でフェル

メールは極めて高い密度の緊張の張りつめた､空間の力

で満たされた世界を創りあげたのである｡その結果この

小さな､日本の油絵のサイズで言えば8号たらずの絵か

ら巨大な宇宙に通ずる永遠の蔚謡が生まれたのである｡

フェルメールは何故このように全てのものに大切に存

在の神秘を深々と現わすことが出来たのであろうか｡事

物を立体構造で捉えようとした一つの大きな成果である

ことは確かであるが､そこにもう一つ重要なことがあっ

たと思う｡それは全てのものにその存在の隠された深ま

りを凝視する眼があったからではないか｡

ワシントンのナショナル ･ギャラリーとマウリッツハ

イス王立美術館との共同企画で開催されたフェルメール

展 (1995年)の図録でアルバート･ブランカー トは､アビ

ー ･ウオーブルクの ｢神は細部に在る｣という言葉を挙

げた後､｢フェルメールの現代的主題とその伝統｣と遷し

た文章を載せている｡その最後のところを引いてみる｡

｢第2の聖書｣

しかしながら､フェルメールが描 く秤を持つ人は､財

宝に対して全く無関心のように見える｡彼女は､秤の皿

が止まる時の集中力が高まる瞬間に心が奪われている｡

その女の後ろの壁の絵には､ヴァ-ジナルの前の婦人を

描いた､ロンドンにある2点の絵 (カタログ21､22)よ

り一層釣 り込まれてしまう｡彼女の頭上では､｢最後の

審判｣の時の､宇宙の完全な支配者たるキリス トが浮か

んでいる｡ハーバート･ルドルフは､1938年､この厳格

な絵の中の絵を引き合いに出し､フェルメールの ｢秤を

もつ女｣は､世俗の非難されるべき虚栄の例とする､と

いう解釈の傾向を生んだ｡それ以来､図像解釈学は､一

層オランダの ｢現実的｣絵画が､罪深い俗界の虚栄を暗

に示していると説明するようになった｡

17世紀のオランダ人が､自分たちの回りの世界を､神の

創造 したもの､そして ｢第2の聖書｣とさえ見なし､神

が､聖句の中のみならず､その存在を現わすところであ

ると考えていたことは忘れてしまっていた｡ようやく最

近になって､このことが､当時の芸術家達が､何故世界

をこれほど情愛のこもった細かさと誠実さをもって措い

たのかを説明するのではないか､という考えが起こって

きた｡

完壁な秤の完壁な描写を含むなどの ｢現実的｣なオラ

ンダ美術が､主に説諭の道徳的な解釈から成る､という

考え方は独 り善がりになる｡広 く行き渡った意見に対抗

して､私自身の確信をお伝えしたい｡フェルメールが､

美しさとこの世の現実を神の超越と見､彼の絵画の中の

最も小さなものにおいてまで､このことを宣言しようと
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したことは､私にとっては明らかである｡

1675年に若くしてこの世を去ったフェルメ-)I/は､17

陛紀の人のままである｡もっと若く､1711年まで生きた

デ ･ライレッセとは違う世界に属していた｡後者は､17

世紀の最後の四分の一に勢力を得た合理主義に完全に固

執していた｡デ ･ライレッセとその ｢古典主義｣の仲間

たちは､自然は芸術によって ｢改善｣され得､されねば

ならないと真剣に信 じ､そのための ｢法則｣を作 り上げ

た｡これは､フェルメールの同じ自然に対しての完全な

献身と根本的に違うものである｡

フェルメールは､彼の先駆者及び同時代の人々からテ

ーマを借 りた｡彼は､他の誰もができないほど､これら

のテーマの核芯に触れることに成功した｡彼は､そうし

ながらも､自分の目に映る現実を､並ぶ者がいない程の

完堅さをもって措いたのである｡

ブランカー トの確信を私も信じるものであるがこのよ

うな見つめかたは画家が生きることと一緒に絵画がある

ということであって､絵画が単なる飾 りものであったり､

純粋に造形するものでは無 く､美は真であり､神であっ

たということである｡そのような次元にある美しさは崇

高を生むのである｡そのことについて我々は考えなけれ

ばならないのであるが後にゆずることにして､立体構造

として捉えるということにもどる｡

フェルメールが (牛乳を注ぐ女)で行なったような方

法はリアリズムの極致と言って良い世界であるが､現代

の日本の写実的絵画の画家達の方法はすこし違う｡はじ

めに引いた高階氏の指摘にあった安井曾太郎の場合は根

底に日本人の心性､価値観があって､高階氏の指摘にあ

るが､｢日本人は西欧人ほどものそのものに価値を置い

ていない｣といった考え方は西欧に学んではきたが生き

ていたと思う｡その上に歴史の流れとして､例えば､グ

リーンバーグ (1909-94,アメリカの美術評論家)が

｢モダニズムの絵画｣(ModernistPainting,1965)の中

でモダニズムの証明は次の3点にあるとする｡

まず､技巧を意識していること､次に､文学の模倣を

拒絶すること､そしてとりわけ､絵画の表面の二次元性､

グリーンバーグの表現を借 りれば ｢サポート (支材)の

不可避的平面性｣の尊重である｡これらの性質をもつ美

術を､彼は ｢純粋｣と名づけ､一方､これら教義を軽視

する美術はモダニズムと無縁であり､追放してもさしつ

かえないとした｡歴史的には､グリーンバーグの批評の

意義は彼のいう ｢純粋｣絵画に向かう傾向がマネからセ

ザンヌとキュビズムを通してモンドリアンとポロックお

よびロスコにいたることを証明し､抽象表現主義を国際

的運動として確立したことにある｡

批評として､グリーンバーグの形式主義の商標は､モ

ダニズムに関するわれわれの考え方に大きな影響を与え

てきたが､それには主観的な強い偏 り､もしくは､いさ

さかの知的誤 りがあることも認めなければならない｡た

とえば､彼の主張によれば､近代美術では､人は一枚の

絵が何に関するものであるか (つまり物語)にかかわる

以前にその絵画の事実を目にするのであるが､彼はそれ

こそ美術を見る ｢最善の方法｣であると判断した｡これ

は､知的もしくは歴史的信頼性を欠く価値判断である｡

さらに言えば抽象表現主義を ｢平面性｣に向かう19世紀

の動きの後継者であるとしながら､自分が平面性の発展

を現代から仮定上の典拠まで跡づけていったという事実

を無視 しており､その跡づけを逆転して､平面性に向か

う意識的な努力を示唆 しているo哲学者サー ･カール ･

ポッパーはこのような思考を歴史主義として批判した｡

今日､グリーンバーグの研究はモダニズムに関する有

益な視野を提供しているが､もはや唯一の視点ではない｡

そしてその大きな理由は､修正主義の歴史家が指摘する

ように､あまりにも多くの美術､とりわけ具象画を説明

から除外 しているからである｡(F美術史の辞典』ポー

ル ･デューロ､マイケル ･グリーンハルシュ共著､中森

義宗､清水忠共訳より)等々といったような事に無関心

ではなかったはずで､またそこに平面性に近い日本人の

体質もあってごく自然にあのような絵画に向かっていっ

たものだと思う｡だが､現代の日本で実に多くの写実絵

画を目指す画家がいるということは面白い｡西欧におい

ては写実絵画は明らかに過去のものである｡高階氏の言

葉をまた引いてみる｡F日本美術を見る眼jからである.

ここでわれわれは､歴史が､自己自身の内部のエネル

ギーによって過去を否定し､しかも､いつの間にかその

否定した過去を吸収しつつ鮮やかに変貌して行 く西欧文

化の本質的な構造に触れないわけには行かない｡わが国

においては､｢革新｣はつねに外部からやって来る｡そ

れは当然､異質な化学物質の接触のように､激しいエネ

ルギーの燃焼と混乱をもたらすが､その動揺が収まって

見れば､新しいものがひとつ ｢外から｣加えられたとい

う結果に終る｡もちろん､それによって ｢古いもの｣が

影響を受けないわけではない｡しかし､桶が蝶に変貌す

るように､古いものが新しいものに変貌したわけではな

い｡古いものはやはり生き続けているのである｡西欧に

おいては､美術の歴史は様式の ｢発展史｣として捉える

ことができるのに対し､日本においては､さまざまな型

の ｢併列史｣にならざるを得ないのは､おそらくそのた

めである｡いささか乱暴な議論をすれば､ゴシック様式

はロマネスク様式のなかから ｢発展｣ して生まれて来た

ものであるがゆえに､西欧世界がこぞってゴシック様式

の大聖堂を建てていた時代には､すでにロマネスク様式

は存在していない｡
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写実絵画は西欧の絵画の根っ子のようなものだ｡西欧

絵画の基礎である｡新しい絵画はその記憶を宿して新 し

くあるのである｡日本に於て､基礎として写実絵画をし

っかりと学ぶことは重要である｡その時技術としてばか

りではなく､その精神とその展開の意味を学ばなければ

ならない｡その上で新しい自分の絵画を確立しなければ

ならない｡私はそのように考えるが､そのあたりは暖味

である｡同時にその過程でないしは､写実絵画をそのま

ま自分の方法として継続する場合も､フェルメールが全

てのものの存在を実体として確 りと掴んだように､その

ように在ろうとすることは稀で､殆どの場合限りなく記

号に近い｡殆どの場合描かれた絵の中のあるべき位置が

確 りとそこに在るかといえば､限りなくそのようであり

ながら違う｡だから部分を小さく区切って見てみるとよ

く解るが､抽象的である｡だが､きちんと精密に描かれ

ている場合が多く､完壁だと思わせる技術がある｡その

結果画面に現れてくるのは､それ故にであるが叙情性で

あったり､文学性であったり､ロマンチックであったり

して､すこし次元の浅いものになるのである｡基本とし

ての写実が熟されていないのである｡ここに私は日本人

の美意識､視形式､体質のようなものが無意識のうちに

働いているのを感 じるのである｡世界を立体構造として

捉えるというところまでに熟されていないのである｡西

欧はそれを非常に高い次元において､技術的にも､感覚

的にも､また､精神的にも熟したその上に現在が在るの

である｡

ここでもう一点現代の画家であるアントニオ ･ロペ

ス ･ガルシアの作品について考えてみたい｡ロペスは写

実絵画というもう既に過去のものとなった等の絵画を

黙々と描き続けて来た画家である｡マ ドリッドにあるレ

イナ ･ソフィアでの個展 (1993年)は長蛇の列になった

ということだが､その個展の企画について､抽象しか認

めない筈の美術館が何故私の個展を行いたいのかと言っ

てクレームをつけたと聞いている｡ロペスの行っている

リアリズムはクールベ-以後のリアリズムをより徹底し

ていったものと言って良いと思うが､ごくごく身近の何

の変哲もない現実をあるがままに写しとるといったもの

である.しかし､その中にあるロペスの粒界は独自の深

みがあるのだ｡そのことにおいて本質的な意味において

のオリジナリティー､パーソナリティーがあるのだ｡光

と影によって､視点を固定して視ることによって世界を

捉えようとしたリアリズムに新たな視点を切 り開いたも

のである｡その中の一点<裏庭>(JARDANDEATRAS､

86×100ミ､油彩､板､1969年)では､画面はほぼ上､

中､下に三分されて､上の部分は星が一つある空である｡

枯葉がすこし残っている木々の向うにまだ明るさの残っ

ている空がある｡ロペスはこの空の星を何度も描いたり

消 したりしていたそうであるが最終的には星が残され

た｡その下の中間部は古惚けた煉瓦塀である｡ところど

ころ煉瓦が落っこちて穴になっていたり､直した跡が給

麗になっている部分があったり､よくある赤煉瓦の背の

高い塀である｡その下は泥庭である｡木が何本かあって

裸の枝にはやはり､少し枯葉が残っている｡両脇は少し

背の低い塀で仕切られている｡空は青みが残ってまだ明

るさが残っている｡塀から下は全体が赤茶けたくすんだ

色彩で､塀に仕切られたせいで薄暗くなっている｡地面

にはホースらしきものがある｡唯それだけの絵である｡

殺風景なおよそ誰も描こうとは思わないだろうといった

ような場所である｡それを描いて絵にしてしまった｡だ

から凄いと思う人もいるだろう｡これでは飾れないと思

う人もいるだろう｡夕暮れの星空を見て寂しさを感じる

かも知れない｡ここに通常にいう主題となるもの､中心

となるものは何もない｡ロペスは何を措きたかったのか｡

私は空間そのものを描きたかったのだと思う｡空間が主

題なのである｡塀の外のまだ明るさの残った空｡無限の

彼方に通じる空間｡それと塀によって仕切られた薄暗く

闇に落ちかかった塀の内側の空間｡この二つの空間その

ものを描きたかったのだと思う｡この塀の内側の空間は

もの凄い｡重い重い空間である｡これこそが現実なので

ある｡現実そのものが､そのままにそこに在る｡現実の

全てがそこに空間の実体として静かにあるのである｡

く野田 弘志)

西洋絵画の受容と綜合

中国大陸からの影響を受けながら､長い年月を費やし

て造り上げてきた日本文化とりわけ美術文化の中に､全

く異質な西洋の油絵という文化を､時代の推移と共にい

やおうなく受容することとなった幕末から明治 ･大正 ･

昭和の近代日本の文化の混乱と西洋絵画への盲目的追従

は､容易に想像するこができる｡

やがて多くの自己批判と葛藤を経て現在に至っている

が､東洋と西洋の美意識と精神の融合とを総合し得た美

術文化として､今発信できているかというと､必らずL

もそうなってはいないと言わざるを得ない｡前回の文で

もふれたが､その状況を直視する時､今一度歴史をたど

り､明治以降の西洋文化の受容の変遷と中国大陸からの

美術文化のそれを顧みることにより､自己をその歴史の

延長上に置いてみる必要があると思う｡

近代日本の美術は､幕末から明治-の時代の推移とと

もに大きな変化をもたらした｡それは西洋美術の移入で

あり油絵のそれである｡最初はキリシタン絵画として16

世紀に､そして18世紀には蘭学の移入にともなって入り､

北斎の木版画にその影響が明確に表われるが､本格的に
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は､幕末の洋画研究機関としての春吉調所の開設からで

あろう｡蕃書調所の画学局で公式に西洋画の研究に取り

組んだのが川上冬崖であり､後ちに高橋由一と彼を指導

した C.ワ-グマンで､そこでの研究が明治洋画の源流

となったといえる｡

明治初期､彼らの私塾から育った画家達により引き継

がれた油絵は､工部美術学校の開設とあいまって､日本

における西洋美術の基礎となったといえ､それは主とし

て､A.フォンタネ-ジ､Ⅴ.ラグーザ等に負う所が大 き

い｡

しかし工部美術学校は､明治10年におこった国粋主義

に抗しきれず､1883年に廃校となると､多くの画家達は

国内での研究をヨーロッパ留学に切り換え､それによっ

てヨーロッパの美術潮流の変遷を色濃く反映した､諸々

の様式の導入が､明治 ･大正 ･昭和-と続いていくこと

となるのである｡その受容期において､顕著なあるいは

決定的な役割をはたしたいくつかの現象を取り上げてみ

たい｡

まず歴史的推移を追ってみると､明治美術会の誕生に

よる､わが国最初の西洋美術団体ならびに西洋美術の普

及と振興をあげることができる｡明治美術会は当時の美

術家や彫刻家のほとんどを集め明治34年に解散するまで

毎年のように展覧会を開いたが､国粋主義の思潮とあい

まって浅井忠を除いて必ずしも目覚 しい成果は残 してい

ない｡

次に東京美術学校西洋画科開設と白馬会設立がある｡

1893年 (明治26年)黒田清輝が久米桂一郎とともにラフ

アエル ･コランやピュヴイ･ド･シャヴァンヌに学んで

帰国し､当時の日本の美術界に多大な影響を与えた｡フ

ランスアカデミズムと印象派の表現方法を適度に取 り入

れた折衷様式であり､明治29年東京美術学校の教授とし

て久米と共に着任 し､助教授の岡田三郎助､和田英作､

藤島武二らと共に日本のアカデミズムの主流を占めると

同時に､白馬会を結成し､そこが彼らの作品の発表の場

となった｡

やがて浅井忠を中心におこる関西美術院､あるいは明

治美術会のあとの太平洋画会､そしてそれらを取り込ん

だ文展の開設等の動きを経て､大正期に入り､美術団体

の動きも活発となってゆく｡明治期のような伝統美術と

の摩擦はなくなり､ヨーロッパ美術の移入はスムーズと

なり､フランスを中心とした20世紀ヨーロッパの諸流派

がつぎつぎと移入摂取さjtた｡

印象派から後期印象派そしてフォーヴィスムやキュヴ

イスムと諸流派の移入がなされたが多くはその芸術的本

質の理解よりもスタイルとしての移入であったと言え

る｡大正期の様式と各美術団体について小倉忠夫は ｢日

本洋画の道標｣の中で ｢官展系は主流を印象派というか､

明治以来の外光派的写実に置き､後期印象派もしだいに

含めていく｡二科会は後期印象派をよりどころにしなが

ら､フォーヴィスム､キュヴイスム､未来派など前衛的

な作家と作風を育てている｡草土社は北欧ルネッサンス

に学んだ細密写実と白樺派系の精神主義による特殊な風

土をなす｡院展洋画部は同人らが東洋的 ･文人的洋画へ

の傾斜をたどり､後､草土社と合流して春陽会となる｡｣
と述べ大正期美術の多彩な変化を指摘 している｡

昭和に入ると､フォーヴィスム､キュヴイスム以降の

精神を模索する動きが起り一九三〇年協会とその後の独

立美術協会､そして国画会や新制作派協会など多くの美

術団体が生まれ､なお収まり切れない少数グループの活

動も活発となる｡

ここにきて､ようやくヨーロッパ様式の表面的借用の

みでなく､個々の画家の独自な創造的個性との総合への

歩みがいくらかみられるようになってきたといえる｡例

えば､小倉忠夫は前掲書の中で ｢二朴の坂本繁二郎は大

正期以来自分のペースを守って､外来の諸新様式とは無

縁に､独自の物象把握による存在論をその作品に展開し

ているし､同じく安井曾太郎も､平明堅実な日本的写実

の道を歩みつづけている｡また31年に天折した小出楢重

の豊淳な洗練味のある画境も光っている｡国画会の梅原

龍三郎は､奔放にして豊麗な資質を生かして､琳派や南

画の伝統を個性的に現代化する方向におもむく｡独立に

加わった須田国太郎は､明暗の階調のなかに東洋精神の

根源に通じる､しかも現代的な画境を開拓 して注目に値

する｡｣｢これらの作家に共通していることは､外来様式

を借用するのでなく､自己の開発的創造性にもとづいて

一貫した歩みを示していることであり---｣と述べてい

る｡又富山秀男は須田国太郎画集の中で ｢須田国太郎が

日本の油絵に対して､痛烈な批判的見方を持っていたこ

とは有名である｡彼によれば日本の油絵は､他国の油絵

のある発展過程の一節をうけついだだけの切花的芸術で

あり､それがいくら集まっても､見本帖をみるようで歴

史は生まれないというのである｡ヨーロッパ絵画の古典

研究からはじめた須田からすれば､この感懐は至極当然

のものであったろう｡逆にいえば彼こそヨーロッパの油

絵技法の伝統を､その根源に遡って根こそぎ移植 し､そ

れを日本の国土に根づかせようとした画家だったといっ

て差 し支えあるまい｡｣ と述べている｡又島田康寛は

｢切花芸術と須田が批判した日本の油絵は､別の言い方

をすれば､それ自体の自律的展開としての (歴史)を持

っていないということになるだろう｡リアリズム精神が

独自の技法を生みだし､その技法がリアリズムを深めて

いくという相互的関係の上にこそ (歴史)は生まれて来

るのである｡｣と ｢須田芸術とリアリズム｣の中で指摘

し､明治以降の西洋画の移入に対する画家個々の姿勢を

批判しており注目に値する｡須田の目指したリアリズム

絵画あるいは同時代の個性ある芸術の創造に取り組んだ
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画家達､そしてその後の西洋画の展開についてもう少し

掘り下げてみたいと思う｡

(三原 捷宏)

日本人の美意識と日本人の油絵の行方(Ⅲ)

もともと材料技法や美意識が､根本的に異なる日本画

と油絵とは､初めのうちは対立すべきものであった｡し

かし日本人は古 くから外国の芸術文化を積極的に受け入

れながらも､常にそれらを日本流に消化してきた｡油絵

においても材料技法の違いや風土性を乗り越えて日本の

土壌に根付き､日本人の感性と融合しながら､"日本人

の油絵"として既に定着したかに思える今日､更にその

絵画世界を深めるために東洋 (日本)と西洋の美意識の

差異について考えてきた｡

一般的に言われていることだが､気候風土や生活習慣

の違い､また宗教や思想哲学の違いなどからそれぞれの

美意識や死生観などに差異が生じたことについてはこれま

でも触れた｡前号に続いてその特徴について考えてみる｡

もちろん西洋絵画の受容についての研究や精神を根底

から深く研究しながらも､従来からあった日本独自の絵

画の特徴を思い起こしてみることも必要かもしれない｡

いずれにしても東､西を問わず､それらの絵画の表層を

見るだけではなく､内奥に潜む "見えざる真実"を掴む

には､その理念や技法を学問的､また論理的に研究しな

がらも､芸術としての精神的価値や画家の姿勢や教養を

直感的に読み取ることが大切である｡しかも､それぞれ

の芸術家に内在する美意識や感性は､細分化された専門

分野での知識や技術の習得だけで培われるものではな

い｡一見すると外部と無縁孤立して生きているように思

われる芸術家達の感性は､その周辺を取 り巻 くあらゆる

ジャンルの芸術的要素と複雑に絡み合い､影響し合いな

がら成長していくものだと思う｡書画一体と言われてい

る東洋 (日本)の伝統的絵画でもある "水墨画"に目を

向けてみよう｡墨一色の濃淡だけで表現された実像-形

と､白い紙のままそこに積極的に描き残された余白空間

とは同等に価値を持つ｡これは西洋の写実絵画と違って､

そこに表現された絵画世界は､現実の客観的事実の再現

ではなく､象徴的にデフォルメされた主観的真実を表現

した心象風景であろう｡これを部分的に拡大してみるな

らば､それは単に抽象的な筆の痕跡だけでもある｡全体

が一つでもあり､また一点が全体にもなる｡細部にこだ

わらず深観､大観を旨とし､細部を省略したその画面は､

単純であり､不完全にして､かつ暖味でもある｡しかし

西欧では論理的で合理的精神の基に完全を求め､絶対で

ある神の前では真実は一つである｡それに比べて日本で

は､物事を完全に決めつけず不完全のまま暖昧であるが

ゆえに､逆に観る者にも解釈の自由が許される｡そして

各々の感性の中でそれぞれの世界を想像 し､無限空間に

まで深めていくことが出来るのだろう｡"無言の文学"

といわれる俳句にしても､ギリギリまで切 り捨てられた

17文字の言語空間に､日本の風土や作者の情念までを直

感的に表現しようとする｡禅寺の庭には一木一草もなく､

白砂の広い空間には､数個の石を配しただけの "無目の

世界を観る｡また利休からの俺び茶の道では無一物を心

とし､華麗さを捨てた花を生け､清貧の心に支えられた

日本の伝統的芸術には､共通した美意識が存在する｡こ

れは仏教思想からであろうが見えないものをみて､聞こ

えない昔を聴 く｡語らずにして語 り､平明にして深 く｡

"有"に "無"を観て､"無"の中に "有"をみる｡禅問

答のような逆説的な考え方である｡しかしあまりにも精

神性だけを重視して､技術をおろそかにすると単に稚拙

なだけの作品にもなりかねない｡これは長所にもなり､

短所にもなる｡一方､平面上に三次元空間を再現しよう

とする西洋絵画の基本理念は写実である｡長い歴史の中

で積み重ねられた華麗な美意識に裏打ちされた合理的精

神や死生観がある｡したがって対象物の客観的描写と同

時にそこに存在する個々の位置関係や質感の違いまでを

明確に描き分ける必要があり､水墨画のように措写され

ないまま空白の部分が残されることはあり得ない｡また

鉛筆や木炭だけで描写される素描デッサンは無彩色の絵

画表現ではあるが､その目的や意味内容は水墨画とはま

ったく異なる｡しかし対象物の命や感情などを直観せぬ

まま主観的真実にまで迫ることなく西洋絵画の技法だけ

をもって単に表層だけを写す作業で終われば中身のない

"張子の虎"のようなものにもなりかねない｡

益々グローバル化する国際社会の中で､西洋と東洋が

相互に受容し融合していく今日､それらの過去の形骸だ

けを短絡的に比較するだけでは本質的な比較はできなく

なった｡棲み分けながら根底に潜むそれぞれの美意識を

深め､人間として何を見て何を感じ､日本人の画家とし

て､どんな絵を描くべきかを考えた｡

(堀 研 )
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油絵の多元性について

西欧の美術学校の専攻については日本の美術専攻分け

と異なる｡芸術 ･美術分野の根幹に西欧では建築や造園

などを含む環境について学ぶことが主流にあって､油絵

や彫刻などは一分野にすぎなく､専門性 (舞台美術)や

工房的職業性 (版画 ･壁面装飾など)を重視した職能的

学習が現在もある｡彼ら西洋の空間造形の認識と理解は

徹底して脈々とながれるように受け継がれている｡例え

ば建築などに対する様式ではゴシック､ルネッサンス等､

特徴ある一定のプロポーション造形があるo

西欧人の空間認識はその造形について､彼らの底流か

ら発する確たる概念があって自然との調和を目指すもの

ではなく､一定のプロポーション造形を基に自然と対峠

し彼らの美的空間の造形を形づくるのである｡

この視点に立って継続研究､紀要第5号 ｢1.日本美

と油絵の接点｣ 第6号掲載 ｢4.手段としての油絵｣

を基調として考察したい｡

5 プロポーション造形

西欧の日常空間において､旧市街地を大切にするとこ

ろでは石造りやレンガによる建造物などが修復困難と思

われる破壊がなされても､元通 りに復元をできる主知的

あるいは理論的方法を西欧人は持ち合わせている｡こう

した概念は日本人にもないわけではない｡日本人の空間

に対するプロポーション (比例)は尺を基準とした方法

論があって､曲尺の技術伝統に支えられて造形がなされ

ている｡日本建築の多くは木の特性や自然との関係を密

接に考え重んじた造形の歴史がある｡自然と融和 しなが

ら造形を行うスタイルは西欧の復元スタイルとは異なっ

た展開がある｡

(D黄金比について

ギリシャ･ローマ時代より彫刻 ･建築の分野などで黄

金比は重要な造形原理として用いられていた｡そして､

黄金比は西洋美術の規範となりルネッサンスでその精神

は受け継がれ､現代に至るあらゆる西洋美術分野の根源

的理論､西洋の美的真理として捉えられている｡この基

準の空間に彼ら西洋人は培われている｡

(診西洋絵画における黄金比

ルネッサンス期にレオナル ･ド･ダヴインチを始めと

する多くの画家達は黄金比について研究を重ねて画面構

成に対する比例あるいは人体の理想形などを黄金比に求

めた｡この方法論は工房システムの制作過程に重要な理

論であった｡19世紀後半工房システムの制作方法が崩壊

(紀要第6号掲載参照)した後でも､例えばセザンヌ ･

スーラ ･ピカソ ･モンドリアンと引き継がれるように黄

金比による制作展開の理論となって､西洋美術の真理を

解き明かす方程式として引き継がれている｡

③絵画にみる日本人の造形感性

絵巻物にみる措かれている絵画構成は右から左へ展開

する｡そして､絵巻物上部は遠 くのもの､下部は近 くの

ものとして措かれる｡こうした造形は大和絵の吹き抜け

屋台法にもみることができる｡傭撤して配置する造形感

性は前述垣)のような方法論のもとに展開はされていない｡

(彰日本の絵画造形について

日本の造形で特徴あるものでは障壁画などに一点でも

成立している作品を複数組み合わされたものを全体とし

て見渡した時に理解できるような ｢繋ぎ｣としての空間

が存在する造形がある｡(障壁画では長谷川等伯の智積

院障壁画など)また､犀風 ･掛け軸にみる長軸の画面に

｢間｣としての空間設定を重視した造形がある｡日本人

の美的基準についての考察では､｢繋ぎ｣や ｢間｣が日

本人の美的動機としての造形的な重要な視点といえる｡

幕末に流入した遠近法による油絵風景画等は本質的にこ

うした造形的視点とは異なっていた｡

6 油絵と近代の日本人

日本の幕末19世紀後半､西欧ではフランス共和国がは

じまり､ ドイツ帝国が起こる産業革命の頃である｡フラ

ンスの同時代の画家にはドラクロア (1798-1863)アン

グル (1780-1867)ミレー (1814-1875)クールベ

(1819-1877)が活躍をしていた｡同時代性から考案す

るとEl本では高橋由一 (1828-1894)が油絵を制作 し､

ヨーロッパから遠く離れた東洋で油絵技法を研究､日本

のテーマを直視 し西洋画法により措いた｡

その後､20世紀初頭に渡欧した日本人の画家達は油絵

工房というシステムの崩壊を知り､フランスに起こった

印象派のうねりの中で､逆流する後期印象派のジャポニ

ズムをいかに見ていたのであろうか｡油絵について､新

手法や様々な表現法を探索し模索したに遠いないが､結

論として日本人には内在する動機あるいは歴史を踏まえ

た新時代への予見､先見性のある作品制作が西欧人に及

ばなかった｡ともあれ､日本人にとって産業革命などの

時代の流動と個人主義の開花は本質的な変革として直面

した問題であった｡西欧の芸術表現における先端性 ･創

造性の加速と､多様性と多元性が有無なく展開した近代

であった｡

(吉井 章)
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異文化の受容の在り方について

平成13年8月に東京蛮術大学美術館に於いて F油画を

読む-解剖された明治の名品たちj展が開催された｡美

術品を自然科学的手法で物理的に提示してみようという

意欲的な試みであった｡また､日本の伝統に於いて油絵

具による絵画がどのような立場の人によって受容 ･変容

してきたかを読み取る上で､貴重な展覧会であったと思

う｡明治美術会の誕生 (明治25年)と新派 ･旧派の断絶

のもたらした影響について､その再考の必要性を先人の

作品から感じられた｡

西洋絵画を日本人はどのように受容 したのであろう

か?本特定研究のテーマは現状の動向を再考し､指向す

るべき油彩画を取り巻く芸術文化の在り方を､今一度検

証してみようとする試みなのであった｡21世紀を迎えて､

世界のシステムも大きく変わろうとしている昨今に於い

て､時を同じくして､そのような受容の容態を探る事が､

我々に運命付けられた過去を､我々は如何に創造的に止

揚 し得るのかを考察してみたい｡

もとより日本には､国際基準に到達しうる独自性の強

い描画の文化が育まれていた｡西洋との接触によって日

本は誤った進み方をしたかも知れない｡固有の文化の間

違った使い方をしたかも知れない｡現状を観測するに自

国の文化さえ見失ってしまうような､文化意識の低い進

路を択っていると言わざるを得ない｡いよいよ現実的な

検証が必要とされている｡

そもそも､ヨーロッパに生まれた油彩画の､表現のあ

り方の根本が何であったのか｡より彼らの精神に近いも

のとして機能していたはずの絵画芸術を､明治期の画家

は見抜けなかったのか､容れようとしなかったのか｡い

ずれにしろ油彩の技術を修得するだけで当時の画家達は

精一杯だったのかも知れない｡また､社会の要請もヨー

ロッパ文化の根幹などを決して望んではいなかったので

あろう｡福沢諭吉の欧化論も極端な例と見える｡油彩画

を取 り巻 く状況は過酷なものであったと推測される｡全

ての運命は､油彩画に芸術的な魅力を感じた先駆者のモ

チベーションに委ねられていた｡

現在もまた､文化的な価値というものを､非常に優れ

たものとして加工し直して日本独自の文化として輸出す

るまでの期間が､我々には未だ足りる術もなく､そのヨ

ーロッパ文化の根幹をインカーネーション (肉化)して

いないように見える｡もう一度､明治からやり直さなく

てはならない程である｡かつて和魂漢才として中国を受

容した10世紀以降の成果は､江戸時代の中期に定着した

と考えられるのだが､戦乱の少なくなった時代に固有性

の強い文化の育まれたこと､それが国際基準に到達しう

る価値を明治期に輸出さえしていた過去のあることも忘

れてはならない｡今や混交をきたしている多様性は新し

い方法論 (捉え方や考え方)を必要としているのかもし

れない｡敗戦による喪失の痛手は､また再び新しく創る

ことによってしか解消されはしないだろう｡

さて､他国の文化の受容に際しては､文化に限らず企

業活動の戦略に於いても何であれ､他者に追随する手法

では新 しい価値は生まれないはずである｡芸術は情報化

され商品化され､そういう精神性にそぐわない観念さえ

も自己増殖を果たしながら､感覚や欲望のみを刺激する

ような､端末的 ･末期的な症状を呈していると､現代絵

画に対して直感 しているのは私だけであろうか｡精神と

かけ離れた存在､いわば資肉の様な 『芸術』(括弧つきの

芸術)が肉体の本体をも蝕むように浸透していると言え

ないだろうか｡全てのアートがそうとも言えないけれども｡

ここに黒田清輝の文を引用してみる｡

F絵童の技術は天然の異を罵すを箇初の目的とするは､

何れの閲何れの時代と錐も異なることなし､而して絵墓

を作 り､趣味を与え思想を蚤揮するには技芸の能力にし

て個人の資性に待つ所大なりと錐､抑之を饗揮するの手

段に熟せずしては如何なる思想の美ありとも､之を用ゆ

るの法なからん､買生は実に絵墓の根本的用件なりj

(東京蛮術大学100年史 東京美術学校編 第2巻 『美術

教育の方針』より)

黒田清輝は明治26年の帰国後に､天真画塾を開き (同

29年)白馬会の第1回展において大成功をおきめたと伝

えられている｡東京美術学校に洋画科が新設されたのも

黒田が指導にあたることとなり､前述の記述の背景に当

時のヨーロッパの状況を伺い知ることができよう｡黒田

清輝が留学中に学んだ内容と､工部美術学校時代 (明治

9年開設､同15年廃校)のフォンタネ-ジの教授 した内

容とを教育史的に比較検証する才覚は私には無いけれど

も､ヨーロッパ美術の大きな流れの中に両者を捉えて傭

轍することができるのは､現在に生きる我々の特権かも

知れない｡大きな舵を取り直す機会を我々は与えられて

いると言えるかも知れない｡

F思想と技術を伴う写生が絵画の根本的用件』とする

黒田清輝の知見はもっともな事であった｡デッサンの基

本はコンス トラクト (組み立て)である｡形を写すので

はなく見る感覚を描 く行為そのものの内に体験化する様

態をデッサンの本義とすると私は考えている｡そうした

ルネサンス以来のヨーロッパ的な伝統を､その本質に肉

迫するような在 り方によって､実際に先人達が当初目指

したものは何であったのだろうか｡

明治の先人達の受容に際しての理想と､ヨーロッパ文

化の根幹に肉迫し得なかった現実とのギャップという間

64



題は､世界が同時進行的に直面する問題を等閑視するよ

うな性癖を持つ日本人自身の誤謬に由来すると思われ

る｡どんなに西欧の文献を翻訳 して我々の言葉に当て政

めてみても､価値観の相違が立ちはだかっており､同じ

語法で同じ問題を語っているようでありながら､別の結

果を導いてしまうという F日本の智恵』と呼ばれる皮肉

な性癖によって､誤謬が引き起こされている事態を､厭

が上にも理解して自覚するしかなさそうである｡しかも

日本人は世界一よりも日本一になりたがる民族のように

感じられる｡それが結果的に世界に通用する場合もある

かも知れないけれども､他者に追随している観は否めな

い｡過去に方法として通用してきた手法がもはや効果的

ではなくなってきており､これから我々が進むべき方向

とは違っていることに､日本人もようやく気づき始めて

いると思う｡

西洋の価値観 ･東洋の価値観､第三の道があるかどう

かは分からないけれども､日本はもはや欧米中心の歴史

観に組み込まれているのが現実である｡アメリカン･カ

ルチャーが世界を席巻している｡娯楽や快適を与えるも

のとしてアメリカ的なプラグマティズムが浸透 してい

る｡そういうものを喜ぶという傾向が日本人に何をもた

らすのだろうか｡あまりにも無防備に異文化を受容して

いる｡

欧米中心の歴史観に組み込まれているとするならば､

より深くその文化に通底する事柄を､秘密めいた本質を､

探究しなくてほならないと私は考えている｡14-5世紀

にイタリアの各都市で勃興したルネッサンスの本義は何

であったのか｡近代の始まりがそこにあるとするならば､

世界のはずれに位置する日本に､その影響が500年後に､

ようやく訪れているという視座も成立すると考えてい

る｡世界的な基準を我々の中に持つ事によって､今度は新

しい再廷 ･ルネサンスが日本から始まる可能性もあると

いうことを､これからの日本人は自覚するべきであろう｡

く森永 昌司)

2.平成10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≫

■村木明氏特別講演

｢20世紀絵画における造形の展開｣

日時 :平成10年6月24日切O 15:00-18:00

場所 :広島市立大学講堂 小ホール

概要 :

□現代の諸情況

01945年以後 (アメリカ現代美術を中心に展

開)

021世紀の予測 (表現の多様化)

□19世紀後半の絵画の傾向

○写実主義の誕生 (クールベ)

○象徴主義 (シャバンヌ､ル ドン)

○印象主義 (ピサロ､モネ､シスレー)

○後期印象主義または反印象主義 (ゴーガン､

セザンヌ､ゴッホ)

Dimpressionとexpressionの系譜

○Impression(野外制作と色彩理論)

OExpression(フォーヴィスムと表現主義)

ロセザンヌの貢献

○絵画的空間の発見

○円筒形､球体､円錐形の主張

□20世紀の抽象絵画への展開

○形態の単純化又は純粋化 (キュービスム)

○幾何学的抽象又は純粋芸術

(デ ･スティール､ビューリスム)

○新 しい方法の発見

ロシュールリアリズムについて

○絵画既念の刷新とその方法

(ダリ､エルンス ト､マグリット)

○第2次大戦期におけるアメリカ-の影響

□第2次大戦後の動向

○アンフォルメル (フランスを中心)

○アクションペインティング又は抽象表現主義

(アメリカ中心)

○ニューリアリズム (ポップアー トとアッサン

ブラージュ)

○ミニマルアート～アンチ･アート (概念芸術)

□現代につながるリアリズム

○ハイパJ)アリズム(俗称スーパーリアリズム)

○フォトリアリズム～ビデオアー ト

○新しい写実絵画の見直しと現代の課題

■福田繁雄氏特別講演

｢私が考える造形｣

一超コンピューター社会を目前にして

クリエーションを考える

日時 :平成10年12月21日U]) 15:00-18:00

場所 :講堂小ホール

概要 :

□日本のデザインの現状

□自作品の解説

ロクリエイテイヴを考える
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■安井収蔵氏今寺別講演

｢当世美術市場について｣

一画家と画商を考える

日時 :平成11年1月21日㈹ 13:00-16:00

場所 :講堂小ホール

概要 :

□画家と画商とコレクター

○ヨーロッパの場合

○日本の場合

□市場価格の形成について

○硯美展の例

○制度上の諸問題

□今後に向けて

○教育の現場に期待すること
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