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西洋絵画に接した近代日本の歴史は我が国の従来の文化

と並列しながら､模倣と融合を挑んだ｡西洋文化と日本人

との距離について西洋絵画のフィールドを通して本研究は

様々な領域を横断しながら考察を行いたい｡

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 (硯､東京蛮術大学)とその前進である工部美

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､いわゆる作家のことばとしての資料は

きわめて限られている｡このことに着目をして本研究は進

めるものである｡

本特定研究の構想については上記の設定を元に平成8年

度に着手した､当初単年度の計画であったが､本研究を継

続して検討を重ねて充実を計ることとして､平成11年度

までの研究企画となった｡なっ

展開の概要

様々な領域からの検討と考察を期待するものであるが､基

本的には文化 ･芸術に関わる方面を中心に展開をした｡をし

■大沼映夫

内容 :｢モンドリアンと私｣

日時 :平成9年11月18日(火) 14:00-18:00

■瀧悌三

内容 :｢私の思う20世紀美術の流れ

～具象と抽象の問の揺れ動きについて｣

日時 :平成10年1月21日(水) 13:00-16:00

■村木明

内容 :｢20世紀絵画における造形の展開

～現在の動向と私の思う造形について｣

日時 :平成10年6月24日(水) 15:00-18:00

■福田繁雄

内容 :｢私が考える造形

～起j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(局) 15:00-18:00

■安井収蔵

内容 :｢当世美術市場について ～画家と画商を考えるJ
日時 :平成11年1月21日(木) 13:00-15:00

■田口安男

内容 :｢テンペラ画について｣

日時 :平成11年 7月30日(金) 13:00-16:00

■高辻知義

内容 :｢風景と音楽と｣

日時 :平成11年12月17日(金) 13:00-16:00

■高橋陸郎

題名 :｢朗読と対話 ～アイルランドで考えたこと｣

日時 :平成12年1月13日(木) 14:00-16:006:

本研究の報告プランニングおよび今後の展開

前述の計画の実施､結果報告について平成8年度より遡り､

数次にわたって報告をまとめたい｡本年は油絵専攻の構成

員の各論およびテーマ設定について等､明らかにし今後の

展開を計るものである｡また､本年は平成8年度のシンポ

ジウムについて報告をするものである｡

1.油絵専攻における本研究へのアプローチ

2.平成8年度 シンポジウム報告

テーマ :｢西と東の美意識｣

パネリス ト:保苅瑞穂 (東京大学大学院総合文化研

究科教授)

米倉 守 (多摩美術大学美術学部基礎

教育学科教授)

日 時 :平成9年1月23日(木)午後1-4時

場 所 :広島市立大学講堂大ホール大ホ

平成9年度以降の報告について

今年度の発表に基づき､講演会報告とその調査検討につい

て述べるものである｡

1.油絵専攻における本研究へのアプローチプ

近現代の画家達の

特定研究の ｢西洋絵画の受容｣について､自らの経験や

体験を基に日本の油絵の作家達について概説を行い｡西

洋絵画､油絵を描いてきた作家達の画業を語ることで本

研究への提言としたい｡した

本学授業科 目の ｢創作 と人間｣で関心があった画家達を
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取り上げた｡

第 1回目のテーマとして明治期の黒田清輝 (1866-

1924)と藤島武二 (1867-1943)の画壇での比較を､

在野にあって､同郷 (広島の)画家簸光(1907-1946)

と松本俊介 (1912-1948)について､戦時下の状況で

いかにこの画家達は生きたのかを解説した｡

黒田清輝は明治には数少ないフランス留学を果たし､

帰朝して外光派とよばれるスタイルをつくった｡かれは

画壇のみならず政治的手腕にも優れていたといわれた､

外光派のスタイルは高じて官展系の主流にもなったとい

われる｡それに対して藤島武二はデッサンカを駆使して

風景に人物に評価される作品を残しているが派閥は構成

しなかった｡

愛光は戦前戦中に活躍をした､広島出身の画家である｡

シュールレアリスムに傾倒して卓抜なデッサンカと表現

力で戦時下にかかわらず力強い作品を生み出して､今で

も惹き付ける作品が多い｡戦後間もなく若くして去った､

松本俊介は身体の不自由さの中で構成力ある松本俊介で

なければ表現し得なかった作品を残している｡

第2回目のテーマとして梅原龍三郎(1888-1986)と

レオナルド･藤田(1886-1968)について解説をした｡

梅原龍三郎はルノアールの直弟子であり､作風もその

影響を受けている｡色彩において鮮やかで華やかな作品

を多く残している｡薄塗ではあるがルノアールに学んだ

油絵の特性 (ルノアール独特の絵の具の艶やかさ)につ

いてなど､西洋的な気風を引き継ぎ独自の画風を築くこ

ととなった｡

レオナルド･藤田については画業について､特に戦争

画に見る画家の生き方を解説した｡藤田本来の作品につ

いては独特の白いマチエールと線描によりよく知られて

いる｡戦争画についての是非についてさまざまな意見の

あるところだが､作品そのものの示すところの内容は理

解をしたい｡戦争の悲惨さや悲劇についていつわらざる

真実を措こうとしているのではないかと思う｡

(大歳 克衛)

西欧と日本のリアリズムを考えるにあたって

日本の洋画は､先行する西欧の造形の受容 ･消化 ･吸

収を経て､自己を確立するという努力をしてきたと思う｡

私見であるが､その第一段階は一応終わり､小説であれ

ば､これから再読の時が来たと言えるのではないだろう

か｡西欧の絵画のあり方をもう一度洗い直して､作家が

身体を通して深く探り直して見つめる時､逆に自身のも

のが見えてくる｡今その時が来たと言うか､それが出来

る時が来たと考えている｡

西欧の絵画は､強敬な､しかも深い基礎を持ち､その

土台の上に立った独創性を探り続けてきた｡その蓄積は

｢伝統｣という不可視だが巨大な柱を作り上げた｡西欧の

あり方は､その｢伝統｣の直中にありながらそれを破壊

するエネルギーを出し続け破壊によって ｢伝統｣を新し

く蘇生させてしまうという強い自己否定による自我超克

の歴史を持ち続けて来た｡そこに西欧の芸術家の世界認

識の在り方の闘いが繰り広げられて来たのであって､し

かも通底する精神は一貫していると思う｡

ではこの西欧絵画の基礎は何かというと､そjtは写実

の絵画であり､その歴史なのであって､ヤン･フアン･

エイク(1390年頃-1441年)あたりからはじまって

様々に展開しながら500年位続いて一応美術史として大

きく括って見ると終ることになる｡西欧の美術史の中で

は過去のものとなった写実絵画であるが､この写実絵画

の技術､センス､精神といった中身こそが絵画の基礎で

あり､それを根っ子にして現代の造形表現の全てがある｡

勿論その前に古代及び中世の形成するゆるぎない岩盤が

先ずあって､そこに深く根を下ろしているのが写実の絵

画なのであって､突如として現れたというものではない､

長い時間をかけて準備されて来たものである｡

そして､この写実絵画が西欧の美術史の根っ子である

と同時に､モンドリアンやピカソ等に見られるように､

画家の個人史としても根っ子であって､それを基盤とし

て､そこから思索し､行きつ戻りつしながら､具象､抽

象へと動き､現代の造形表現へと至ったのである｡しか

し､日本の絵画はその写実絵画が破壊されようとしてい

るところから学び始めたのであって､写実絵画が根底に

宿すもの､目的と､破壊しなければならない意味､原因

を探るところまでには到らなかった｡

我々は一度写実絵画の成り立ちにまでそれを遡って､

日本の洋画史としても､個人史としてもそれを探り､本

質において体得しなければならないものと考えている｡

勿論､今迄一切なにも行なわれなかったという訳ではな

いが､それが積み重ねられ､連続性を持って､また､精

神へと踏み込むことはなかったのである｡真の意味では

写実絵画は日本に根づかなかったのである｡しかし､日

本の洋画が根なし草のままであってはいけないのであ

り､いま､我々が本質的なものとして写実絵画を実践し､

同時にそれが受け継がれ､連続性を持って行かなければ

ならないものだと考える｡

同時に私は写実の画家である｡写実アカデミズムを学

び取り､西欧の伝統的写実と対決し､私自身の写実絵画

を確立しなければならない｡私にとってはそれが基礎と

してのものではなく､写実絵画そのものが目的である｡

私の作品の現代においての存在の意味を問われなければ

ならない｡私の課題である｡

(野田 弘志)
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油絵文化の融合

日本への油絵の輸入は､桃山時代キリス ト教伝来と

同時に持ち込まれ､宣教師によって伝えられたのが最

初で何点かの作品が現在も残っている｡その後江戸末

期に司馬江漢らによって研究が試みられてはいたが､

本格的な輸入となれば明治維新以後､西洋文明の流入

と相まってであることは承知の通りである｡そjt以来､

多くの先駆者達がヨーロッパに渡り､多大な苦労と努

力によって油絵を持ち帰り､現在では､日本に油絵の

領域をしっかりと根ずかせ､多くの絵画人口を抱える

こととなっている｡

しかし､ヨーロッパのキリス ト教的合理主義の文明

の中で発展した油絵が､果して我が国の文化として真

の地位を確立したとは言いがたく､むしろ慌ただしく

西洋模倣に退いたてられ､ヨーロッパ絵画の手法､精

神を受け入れて､次々と新しい動向を追って､時代に

呼応しようとしてきたのが現在の状況であると言える｡

むろん何人もの優れた作家達によって自己の確立への

努力が払われたのも事実ではあるが､､､､｡

明治以後の我が国における油絵の動向を振り返る時､

日本文化が､大陸からの影響を常に受けつつ民俗独自

の文化を想像してきた歴史に照らして､そろそろ､輸

入 ･模倣の時代を終え､伝統的日本文化の優れた美意

識とヨーロッパの長い歴史の中で確立した西洋文化と

しての油絵との融合をはかり､日本文化としての油絵

を作り出していく時がきていると考えられる｡

丁度30年前､私費留学を思い立ち､フランスへ出か

け､多くの見聞と日々の苦悩の中で考えたことがまさ

にこの課題であった｡その時の目的は油絵の基礎的な

材料 ･技法の研究と表現技術の修得､並びにもう一つ

の大きな目的は､ヨーロッパの美術文化とその歴史を

自分の眼で確認することであった｡

人物デッサンに明け暮れる日々をぬってヨーロッパ

各国の美術館を訪ね歩き､西洋美術とそれを創造した

西欧の民族と文化に思いを巡らせると同時に､日本の

美術と文化について考えさせられた日々を思い起こす

ことができる｡

そのときは､わずか一年半という短い期間であった

が､うんざりする程の美術作品に接し､その中から自

分なりの油絵に関する多くの知識を得､日本人として

の自己の表現について考えさせられたことは貴重な時

間であった｡

帰国したら､中国と日本の美術について､ゆっくり

と考える時間をもちたいと強く思ったその時の思いを､

いまだに引きずって油絵を措いている日々である｡特

に写実に関する西欧と中国 ･日本の考え方の違いを明

らかにし､中国から伝わり中世日本の美意識の一つと
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して定着した､気韻生動について深く考えてみたいと

考える今日この頃である｡

(三原 捷宏)

日本人の美意識と日本人の油絵の方向

新たな世紀を目の前に､西洋中心の科学文明の発展

と共に歩んだ20世紀の有様を､あらゆる分野で世界中

の人々が反省を込めて振り返る今､これから私達の指

標を兄い出すためにも､明治以降の西洋文化の受容に

ついて､『近代日本の西洋絵画の受容』について再考し

てみたい｡

古 くから西洋と東洋の文化交流がおこなわれてきた

ことは､シルクロードの歴史を見れば明らかであるが､

特に島国である日本は､古くは中国を始め多くの国々

から異文化を取り入れながら､それを独自の日本文化

に消化してきた｡そんな日本人にとって､西洋の近代

文明が､堰を切った怒涛のように一気に押 し寄せた

｢明治｣は､日本の大きな転機であったと言える｡初め

て西欧文明に触れた当時のエリート達は､近代化に乗

り遅れまいとして､それらを学ぶため海を渡り､ヨー

ロッパを求めた｡

しかし､あくまでも彼らは日本のこれまでの精神文

化を基軸に据えた上でその思想､哲学はもとより､日

本にはなかった西洋の重厚な芸術文化を日本に持ち帰

り､自分達のものにしようとした｡しかし古来からの

日本文化とは非常に懸け離れていた西欧文化を受け入

れるには､当時の人々にとって多くの犠牲もあったで

あろうし､各々が必死でそれと格闘したことと思う｡

ところが明治以降､社会はめまぐるしく変化しながら

も､実はまだ100年あまりしか経っていない日本での

西洋絵画は､美術界では一様式の洋画部門として既に

その価値が定着したかに思わjtているなかで本当にそ

れが消化しつくされているのだろうか?あるいは世界

に通じる独自の日本人の油絵を完成した先輩達も既に

多くいるのかもしれない｡

インターネット時代といわれる今日でも､世界は

益々近くなりお互いの民俗の個性が平均化していくな

かだけに､根無し草にならないためにも自分自身を見

つめ自分のものを認識することが必要だと思う｡

自分の足で外国に出かけてみて初めて､それぞれの

国で必然的に生まれた文化がその土地に息ずいている

ことに気付くことがある｡

木の枝からもぎ取った果実だけを見て､大樹の全て

を理解できないように､気候風土も居住空間も美意識

も､元から異なる日本の地に西洋絵画の一部を持ち帰

り､それを広めたとしても､果してその本質まで理解



し､消化しえただろうか｡また宗教､哲学､思想の違

い､気候風土の違い､生活習慣の違い､伝統文化の差

異からくる美意識の違いなど比較してみるとあまりに

も異なる｡特に仏教思想の中で培われてきた日本人の

美意識と比べると西洋絵画においては､キリスト教哲

学がベースにあることを忘れることが出来ない｡その

思想や美学や長い時間をかけて養われたきた精神文化

を見ずに､表面の装飾性や､技術のみを模倣するだけ

では意味がない｡

しかしこれまでも日本人は常に外国の文化を独自の

かたちに消化してきた優秀な民族であるし､祖先の魂

と繋がりながら否応無しに日本人の五感で観て､聴い

て考えている私自身を思う時､これからも日本人の美

意識を積極的に探り日本人の油絵の在り方を考えてみ

たい｡

く堀 研)

版画史的な側面からの考察

(-)考察の背景と視点の設定

日本の近代美術という場合の｢近代｣がいつ始まった

かについて､一般に明治期の西欧の精神の受容期と西

欧化をもってその始まりと考えることができる｡その

一方で､すでに江戸期における社会構造上 ･経済上の

変革が､日本における近代を用意しつつあった事情を

考えあわせるときに､たとえば江戸の美術 ･絵画につ

いて､特に浮世絵 ･版画などの興隆を見ると､近代的

な視覚にかかわる文化の始まりは､日本にあっても江

戸の中期にもうすでに始まっていたと考えることがで

きる｡

これらのことは､たとえば司馬江漢 ･亜欧堂田善ら

の版画世界に見るような､西欧的な外界の把握の方法

に対する興味と傾倒､あるいは小野田直武らの秋田蘭

画にみられる西洋の写実の精神との解蓮など､西洋の

視覚にかかわる方法論の受容と日本化という形で理解

することができる｡その一方で､浮世絵 ･版画のなか

に､たとえば葛飾北斎における独特な表現などは､日

本にあってもすでに用意されつつあった近代の新しい

視覚の要求に対応する高度な表現の成果として理解さ

れる｡

いいかえると遠近法､明暗法などの西洋的な視覚の

方法論の受容ということがある一方で､西洋に於ける

産業革命と新しい産業構造､日本における新たな都市

構造の成熟は､個において近代的自我の欲求に伴い､

｢世界｣を｢見ること｣と｢認識すること｣の新たな感性

を用意してきたと考えられる｡このことはむしろこの

時期､西と東における近代の視覚と表現に関する体験

は､東西の区別なく並行して同時代的に立ち現われて

いるとみるべきである｡

次に､西欧における｢近代｣の精神のありよう､自我

の意識の構造と行ったものはさらに明確に理解出来

る｡よくいわれるように､デカルトの｢方法序説｣にお

ける｢私は考える､ゆえに私は存在する｣という命題が

その根拠となる｡それは意識する主体と､意識される

ことによって存在する客体､あるいは自己の内界と外

界､といったような明確な二元論による方法で進めて

いく中に､あくまで主体は意識であり､意識のない所

に存在はないという､いわば近代というものは､極め

て特化 した主観主義的､人間自己中心的な思惟方法､

認識方法によって成り立っていると解釈することが出

来る｡

自己を｢世界｣の一部として認識を進めていく方法

ではなく､常に意識と世界､自己と外界とを対立す

る構造に置き､その結果常に主観的に世界を認識す

る形で進められていく｡これは､東洋における方法

の多くが主体を外界 (世界)の中に溶け込ませるよう

にして認識を進めてきたこととは一定の差異を見る

ことが出来る｡

さらに産業革命による社会経済上の変革は､都市の

新たな構造を用意して行くことになる｡新しい都市構

造の中に参加 して行 くすべての個 (自我)の中に､新

しい ｢世界を見る｣方法としてこの近代的､主観主義

的な方法を用意してゆく｡以後､高度に加速していく

技術革新はとどまるところを見出す事さえ出来ず､い

まだにこの近代の認識の方法は無責任な進化と特化を

続けていると考えられる｡

今我々は､西と束を問わず近代の尻尾に無様にぶら

下がりつつも､現代を自認しながら､あらゆる領域に

おいてその行き着く所の限界をつきつけられる中で､

｢近代｣は､まさに｢呪縛｣として立ちはだかっている｡

絵画の領域において､西欧近代の表象としての｢図像｣

を思い浮かべるまでもなく､そうした自己中心的､主

観主義的な精神の対象化という近代の表現は､いま絵

画が問われている根元的な宿題としてとらえ直さなけ

ればならないと思う｡

近代 日本における西洋絵画の受容の研究の目的

は､単に受容の問題としてではなくそうした西と東

の近代における｢図像｣の意識と構造とを洗い直し､

かつそれぞれの伝統の中に正 しく位置づけていきな

がら､現代において絵画がなしえること､すなわち

新 しい現代の構造をもつ ｢図像｣を用意 していく可

能性を問うてゆくことの一点に集約される｡

まずこれらのことを指摘し背景としてゆくなかで､

次のような事柄に視点を設定 して､考察を進めてい

きたい｡まず明治以降の状況のなかから､近代絵画

を成立させている西洋の近代精神と､受容する側の
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日本近代との比較研究を進めていく方法の一つとし

て ｢創作版画運動｣を軸にして､日本のこの白樺的な

自我の掻揚期における版画運動を見ていきながら､

西欧の近代精神をどう受容 し変容させていったか､

この運動の特異な状況を考察 しながら日本の｢近代｣

の本質を見ていきたい｡さらに､現代の新 しい ｢視

覚｣を模索する一つの方法として､葛飾北斎の作品

研究を通 してその写生 ･写実の方法論の中に､はた

して｢近代｣を正 しく超克 していく可能性が内包さ

れているのではないかという視点からの考察を進め

ていきたい｡

(友安 一成)

油絵の多元性について

ハノーバーの学生に ｢日本人である､あなたが

なぜ油絵を描 くのか?｣ という質問を受けた｡

ドイツ､ハノーバー専科大学において ｢日本の油

絵小史｣ と題 して､元東京芸術大学芸術学部油絵

専攻､杉全 直教授 (1914-1991)と彼末 宏教

揺 (1927-1988)についてスライ ドと共に紹介を

行い､近代から現代にいたる日本美術のある一面

の解説を行った｡

近代から現代にいたる日本美術の諸相は幕末か

ら130年の短い時の流れのなかにも時代背景を反

映 して目まぐるしく､変革 と変貌をした｡急速な

国際化､情報化のなかで｢何故､油絵を措 くのか ?｣
をキーワー ドとして､あえて日本人の描 く油絵に

ついて自分なりの問いかけを試みるものである｡

ここで､日本での油絵の受け止め方について考

えると｡(訓生急に西洋画法による伝統踏襲を行っ

た面 と(参油絵具の特性の強敵な組成と特徴を利用

して日本的造形に取 り込 もうとした面などをあわ

せた､並列同時進行の近現代 日本の油絵 を見るこ

とが出来る｡

(丑について例えばアカデミズム (官学における古

典 ･伝統の継承を指すが)､日本での油絵における

アカデミズムの意味は場合により重複 した意味を

含む｡芸術の本性は過去の否定と新規な創造だが､

東京芸術大学においてその構図を背負ったために

暫時､遅れて流入 したヨーロッパ､アメリカなど

で発生 した美術運動 を踏襲 (模倣 も含め) して､

それらの美術運動などの時流を辿ることが日本で

のアカデ ミズムと言われている側面 もあったよう

に思う｡

②については油絵具を単に絵画表現するための素

材の絵具 として西洋から入って来たものとして扱

64

い､直感的に優れた材料 として認めて､日本人が

絵画造形材 として取 り入れ日本的感性や造形表現

に利用 したのではないかと考える｡

さて､油絵は造形表現手段 としては､もはや現

代の日本では多様な表現 と価値観 を一同に披露 し

て見せている｡ここで､現状について自ら客観的

に把握するため､油絵 を多重的そして並列的に捉

らえて展開 した日本の近現代史について解明しな

ければならないと考え､つぎのテーマを設定 した｡

テーマ : ｢油絵の多元性 について｣

(提案理由)油絵には包括 した様々な方法論をみる

ことがで きる｡ これ らの事 について､美術上の

様々な観点を利用 しつつ考察を行い研究 し､また

還元 して自らの造形上の輪郭を見据えることが 目

的である｡

このテーマは次号以降も継続を行 う予定である.

今回は以下の2点について考察をしたい｡

1.日本美 と油絵の接点

日本美の構造について､特に水墨画に影響をし

た中国の山水画はその構成原理に三違法 (※注1)

とよばれる手法があ り､その造形原理は深 く日本

の美意識にも影響がある｡すでに､日本には大和

絵に見る吹き抜け屋台法 (※注2)があって､三遠

法は抵抗なく日本に定着をしたと考える｡(Dこの

三速法の構成原理の感性は現代の造形作家にも無

意識的にも根差 しているのではないかと仮定をす

るものである｡また､大和絵 を源流 として浮世絵

があるものと考える｡

(参西洋絵画の根幹に構成原理 としての遠近法があ

る｡線 (透視)遠近法あるいは空気遠近法 (明暗)

などの手法である｡ところで､西洋絵画の浮世絵

の印象派に与えた影響は知 られたところであるが､

印象派に感化 されて､逆流 した造形思考は日本の

油絵作家に遠近法との葛藤を強いることになった｡

2.｢日本の油絵小史｣について紹介 した

二人の教授 について

(∋杉全教授のこと

日本人としての造形的葛藤に挑み､多様な作品

を制作｡例えば､遠近法による試みがシュールレ

アリスム (超現実)の手法となり､シュールレアリ

スムの手法の思考から､やがて形 ･色彩の純粋性

を求める抽象が表れるなど､近現代 日本美術の時

流を体現された様な一面を感 じる｡

(参彼末教授のこと



制作過程に日本的な水平あるいは傭轍的な思考

と感性 をとりいれて､西洋的な光 と陰 (影)の手法

を加え､日本的なあるいは西洋的な交錯する造形

の構築をしたと考えられる｡

｢黒 という色を大切にしたい｣と述べ られ､制作過

程において水墨画に用いる墨のように油絵具の黒

を使い表現 した｡

遠近法は厳密に水平 と垂直な関係 を求めるもの

である｡ しか しなが ら､ 日本人であることの多 く

のひとの感性は制作過程の一端に､遠近法の座標

を定めた見方 よりも､視座 を水平あるいは帰陣に

おいて空間を取 り込んで見 ようとする感性 をもっ

ているのではないかと仮定をするものである｡

●三違法 (※注1)

三速 (さんえん)中国の*山水画の*遠近法ないし構成原理o高遠､

深遠＼平遠をいい､北宋の*郭照のr*林泉高致集｣にみえるo高

遠は＼山の下から山頂を仰いだ見方 (仰視)で､帖立する勢いを

示し､深遠は山の谷間を通して後方を窺う見方 (水平視)で＼山々

が幾重にも重なり､平遠は近山から遠山を望見する見方 (備撤)

●吹き抜け屋台法 (※注2)

吹抜屋台(ふきぬきやたい)平安 .鎌創 喜代の*世俗画＼とくに*つ

くり絵や白描*やまと絵(-白描画)の系統の絵に用いられた特殊

な建物の描法○屋根や天井を取り除き､また室の仕切りの一部な

どもはぶいた形で描き､室内の人物その他の描写自由にしたものo

注釈 【参考文献】新潮社版 新潮世界美術辞典より 昭和60年発行

(吉井 章)

シンポジウムにて考えたことポ

存在の意味 (するところ)を知覚することで初め

て ｢そのもの｣が見えて くるのだろうか｡感覚与件

が無ければ存在を知ることはできないのだろうかこ

見ることと看倣すこと｡人は見 ようとするように

存在 を見ているとも言える｡また､凝視の度合い

によっても見えて くるものが違って くる｡意味の

生成過程の中で起 こる解体過程 を私達はどう捉 え

るべ きだろうか｡

絵画で表現 されようとする内容にも同 じことが

言えると思 う｡人は成長 して人格の完成に向かう

間に言語を習得 しながら｢物の名前｣を覚えること

によって心の内面 と心 をとりまく世界 とを同時に

構築 している｡造形要素 にも言語的機能があ り､

その範晴 と機能の関連性によって表現のスタイル

が決定 されていると私は考えている｡人種や文化

の違いによって､表現されている内容 ･世界観は､

西 と東の美意識を比較 してみても､微妙な隔た り

や差異が存在 している｡

近代 日本に於いては西洋絵画の受容 を通 して､

文化の解体 と再構築が行われたと考えられる｡ し

か し､総体的に見て､描画の文化は人間的な範晴

によって或る括 り方をされるのではないだろうか｡

明治の画家達はそのように了解することで個の在

り様を求めたのだと私は理解 している｡だと

無分別な､理解不能な､新 しい出来事や発見の

中にすべての秘密が隠されているように感 じるこ

とがある｡混沌か ら秩序 に向か う過程 に於いて

｢神話的時間｣を形成する時期があるという指摘が

あった｡そこから出発 して､人は自らの心理的な

世界､いわゆる内実を組み立てている｡足場のな

い処に論理の組み立てなどで きないのだから､人

間存在の内側には何か根底的な情念のようなもの

があるはずである｡アリス トテレスはアニマ ≪霊

魂≫と呼んでいる｡

キリス ト教 (カ トリック)的なヨーロッパ精神 と

は､神の創造に習って人間が世界の構築を試みて

いる文化だと思 う｡そうして近代の技術信仰 と結

びついているのだと私は考えている｡のだ

根底的な情念が確かにあって自分は創作 をして

いると感 じている｡そうして､制作 をしながら世

界概念 と実存 との関連性､アイデンティティーを

どの様にか保持 している｡絵の中で生成 と解体の

作業 を同時に行っている｡技術や材料の知識が大

切であ り､表現が 自在に為されることが契機 とな

って､描画の行為の中で何か精神的な浄化作用が

喚起 される｡世界のあ り様を求めるような修復作

業｡ユ ングの言 う集合的無意識は確かに存在 して

お り､神話的な世界との深い交流 を芸術家は保証

していると仮説 してみる｡画家は創作をしながら､

物質的な存在の中に世界の始 まりや終わ りを敏感

に感 じとっているのではないだろうか｡

ものとの密接な接触が至福の時間を生み出す と

いう指摘がある｡ ヨーロッパに於ける写実精神の

根底 を為す もののように感 じられる｡生命存在 を

遡れば､個は切 り離 された生ではなく､全ての存

在が同 じ出発に辿 り着 くのは当然の帰結であ り､

それは東洋的な新 しい了解の仕方であろう｡西で

も東で も無い ものを希求 して止 まず､やがて日本

人は汎世界的認識に辿 り着 くだろう｡

(森永昌司)
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2.シンポジウム報告

テーマ:｢西と東の美意識｣

保苅瑞穂

｢フランスにおける生活と美意識｣

･･十 十 一 -

は じめに

今 日の講演のテー

マについて､野田

弘志先生から､ヨー

ロ ッパ ､ と くに

フランスの美意識

という内容で話 し

てほしいというご依頼がありました｡そのときは簡

単にお引き受けしたのですが､よく考えて見ると､

これは日本の美術を考える上でも､またわれわれ日

本人が美術をやるときにも必ず参考になる大切な課

題でして､それだけに知識 と経験が要求される難 し

いテーマなので､とても私のようなものに論 じる資

格はないと思いました｡私はフランスの文学や思想

を勉強してきた人間で､美術の専門家ではありませ

ん､ただ美術を見て歩 くのが好きだというにすぎま

せん｡

それで今日は少 し回り道をして､美術 もふくめて､

フランスの文化を育み､その土台になっているフラ

ンス人の生活がどういうものか､はじめにそのひと

つの側面についてお話 ししてみたいと思います｡

なぜ生活かといいますと､美術にかぎらず文学で

も思想でも､一般に専門家というのは､その分野の

作品や歴史について主に概論的に､理論的に論 じて

おられて､理路整然 としてはおりますが､どこか頭

だけで理解 しているように思える所があります｡そ

れに対 して､絵を措 く､あるいは広 く作品を作る現

場 というのは､もっと生々しいもの､葛藤もあれば

矛盾 もある必死なものではないかと思います｡私か

ら見れば､そうした作業が行われる日常の生活のこ

とが少し無視されているように思えるからです｡

また､フランスの美意識というものがもしあって､

その伝統が今でも存在 しているとすれば､それは､

外からは何事 もないように見える個人の日常生活を

離れては存在 し得ないからです｡生活というものは

本人には自覚のない当たり前の営みで､ほとんど意

識されないものでして､案外､外国から行った人間

のほうがその実体がよく判るということがあります｡

そうした話が､間接的に､野田先生からいただい

た本来のテーマと､どこかで結び付けば幸いと思っ

ています｡

いま､フランスでの生活と申しましたが､それに

ついて抽象的にお話 しするより､私自身がパリで経

験 した実際の生活についてお話 ししてみたいと思い

ます｡ しかし､これはほんとにささやかな経験にす

ぎません｡そこで､それを補足する意味から､私が

勝手に自分の恩師と思っている彫刻家の高田博厚先

生とフランス文学者の森有正先生､若い皆さんはご

存 じないかもしれませんが､お二人は30年間パリで

暮 らした方で､ヨーロッパの文明を頭でなく､感覚

で体得された方ですが､そのパリでの経験 と思索を

ご紹介する形で､お話 ししてみたいと思います｡

高田先生は1931年､昭和6年に､31歳でパリへ行

かれました｡そして､その当時パリで活躍 していた

多 くの画家や文学者と親 しく付 き合っておられまし

た｡例えばルオーやロマン ･ロランや哲学者のアラ

ンといった今では20世紀の古典的な作家 となった

人々です｡そうしたことが出来たのは先生の情熱と

努力のほかに時代 ということもあったかと思います

が､日本人としては稀なことでした｡

森先生は東大でフランス文学や思想を教えておら

れましたが､高田先生より20年ほど遅れて､1950

年に40歳でパリに留学されて､1年のつもりが､そ

のままパリに住み着いてしまわれました｡そして向

こうで高田先生と親 しくなられました｡ついでに申

しておきますが､このお二人が書かれた本は､フラ

ンスという国を通 して日本を知るためにも､是非と

も若い皆さんに1度は読んでもらいたいと思います｡

1.フランスとの出会 い

私は学生時代からフランス文学をやっていました｡

それで2度パ りに留学 しました｡最初は学生のとき

で1964年､いまから30年以上もまえの東京オリン

ピックのときでした｡

私は学校 と寮が一緒になった全寮制の高等師範学

校 というところに入れられて､朝から晩までフラン

ス人の先生と学生にまじって暮 らすことになりまし

た｡はじめは西も東 も分か りませんから､無我夢中

で､とにかく地図をもってパリのなかを歩き回りま

した｡そのうち､ようやく落ち着いてきて､夜はコ

ンサー トや芝居を見に行 くようなこころのゆとりが

出てくるようになりました｡

そんなある日､私にとってまったく思いがけない

出来事がおきました｡

パリに着いた年の冬のある夜のことでした｡ルー

ヴル美術館の近 くの劇場で芝居をみて､寮へ帰る途

中､真っ暗な夜の道を歩いていたときです｡巨大な

石造 りの建物が列をなして､闇のなかに高々とそび

えているのに出会ったのです｡なぜか分かりません

が､私は急に恐怖を覚えました｡暗闇が恐ろしいと
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いうのではありません｡圧倒的な石のかたまりが目

の前に黒々と迫って来て､私を無言で威圧 したので

す｡何の建物か知 りませんが､何百年もたっている

石造の建物です｡私はフランスの文学や文化といっ

たものを勉強しにきたのであって､美術や建築を勉

強しに来たのではないのですが､この石の建物を前

にしたとき､それまで私が日本で学んできたものは､

まったく表面だけの知識だったのではないか､とい

うことを突然感 じたのです｡理屈ではないのです｡

この間のなかに奪える石の建物は､この国の文化の

底知れない深さ､厚さを象徴 しているように思えた

のです｡とりわけ､石のように硬質な知性の象徴の

ように見えたのです｡無論そのときはこんなふうに

冷静に考えた訳ではありません｡ただこれからはひ

とりで､こんな途方もないものを相手にするのかと

いう絶望的な思いが恐怖になって､私のなかに沸き

上がって来たのです｡いきなり知性などと言いまし

たが､いずれお判りになると思います｡

私が高田先生と日本で知 り合いになったのは先生

が80歳のときで､色々とヨーロッパの話をしました

が､先生は本の中でこう書いています｡｢西欧に留学

するものは必ずある壁にぶつかって絶望感に襲われ

る｡文明の高度に打たれることもあるが､更に深い

文化の集積参ってしまう｡日本が経験 しなかった厚

い層を感じて絶望する｡しかし､絶望はすでに影響

なのだ｡これは文化交流の問題ではない｣と｡

明治時代にドイツに留学した森鴎外は帰国後､自

分の留学生活をふりかえって､｢洋行中､初めから､

自分の意見をもって動かないものは､後になって伸

びない｣､留学するものは｢己を空しくして､定見を

もたずに留学すべきだ｣といっています｡

まったくその通 りであって､あらかじめ用意して

いった｢定見｣などというものは一度に崩れてしまい

ます｡自分自身がばらばらに壊れてしまって､ゼロ

からやり直さなければ駄目だ､ということを身に染

みて感じます｡明治以来､絵の勉強にヨーロッパへ

行った黒田清輝や多 くの日本の画家が向こうの本物

の傑作に庄倒されて､1度は絶望的な気拝になるの

と同じだと思います｡とにかく､その夜の印象があ

まりに強かったのでいまでもおぼえているわけです｡

私は今回の話のためにパリでつけていた30年以上

も前の古い日記を探 し出して読み返しました｡あの

夜の恐怖のことが書いてないかと思ったからですが､

やはりありました｡しかし､ひとつだけ記憶違いが

ありました｡私は夜の歩道を歩いていたのではなく､

バスに乗っていたのです｡けれども､この記憶違い

は私には意味があります｡私はバスに乗っていたの

に､バスのことも乗客のこともまったく頭になくて､

ただ自分がたったひとり暗闇のなかで巨大な石造の

建物に向かい合っていたとばかり思っていたからで

す｡まわりの情景が消えるほど強い衝撃を受けたこ

とをこの記憶違いは物語っているからです｡今から

考えると､それがヨーロッパあるいはフランスとの

初めての出会いだったように思います｡

2.孤独について

そんな出来事があって､かえって覚悟が出来てパ

リでの生活が本当の意味で始まりました｡パリとい

う町は不思議な町です｡なぜかといいますと､ここ

に来る外国人をフランス人と同じにしてしまう魔力

というか､魅力があるのです｡文学者もそうですが､

とくに画家がそうです｡皆さんがご存 じのゴッホ､

シスレー､ムンク､ピカソ､クレー､モジリアニ､

ジャコメティは､みんなパリで絵や彫刻を学んだ外

国人です｡

これはどういうことかといいますと､パリにおけ

るフランス人の生活に同化 していくということなの

です｡

フランス人の生活といいましたが､具体的にいい

ますと､パリに暮らしていると､次第に生活が簡素

になっていきます｡なにも貧乏だからではなく､物

質的にも精神的にも必要のないものが殺ぎ落とされ

ていく｡そして､生活がますます静かになる｡これ

は本当に有 り難いことで､しかもパリという便利な

大都会のなかで､それができるというのは今の日本

では想像もできないことです｡生活のなかで自分に

とって本当に必要なもの､本質的なものだけが残る｡

それは何かというと､結局自分自身ということです｡

その自分に精神を集中するようになる｡町がそう促

すのです｡

森先生もいわれておりますが､この町ではだれも

が自分というものを探 している｡芸術家や学者だけ

でなく､カフェのボーイさんまでがそうなのです｡

いいかえると､この町では一人一人が徹底 して個人

であって､銘々が自分の意見をはっきり持っている､

持とうとしている｡そして､お互い他人の生活に干

渉するということがない｡だからパリにいると､だ

れもが自分に戻って､自分に忠実に生活することが

できる｡フランスの社会のなかに染み込んでいる個

人主義というものがありますが､これは長い時間を

かけて､一人一人のそうした生活から生まれてきた

生き方であって､フランスの政治にも､文化にも､

芸術にも及んでいます｡

この町にはそんなふうに生きることを人を促す伝

統的な土壌があります｡これは本当に不思議なこと

で､通り過ぎるだけの旅行者には感じ取れないこと

67



だと思います｡皆さんはパリの生活というと､ファ

ッションとか､フランス料理とか､エッフェル塔な

どの名所を通 して､華やかな町を想像されると思い

ますが､しかし､そうした外面的な華やかさからは

見えない側面､けっして人に婿びない､竪実で､自

由な一人一人の生活がパリにはあります｡

ところで､ここでぜひ言っておきたいのは､そう

した地味な生活のなかにあって､パリは人間を孤独

にする町だということです｡

孤独 というのは一人でいて淋 しいという情緒的な

ことでもなく､悲惨 とか悲槍 といった感情 とも違い

ます｡それは人間の本来の姿に戻るということです｡

いま私は､パリにいると不必要なものが消えて､自

分だけが残るといいましたが､孤独になるというの

はそのことです｡パリにはわれわれをそうした自分

本来の姿に帰らせる力がある｡これにはフランス人

も外国人も区別がありません｡

その結果､自己と言うものを徹底 して凝視するよう

になります｡漠然とではなく､それぞれの自分の仕事

をとおして凝視する｡自分対自分ですから､ごまかし

が効きません｡この孤独のなかで自己を凝視するとい

うのは恐ろしい経験であって､とくにそれが芸術家の

場合には､ほとんどわれわれの想像を絶するものがあ

ります｡誤解がないようにいっておきますが､孤独だ

からといって､人と付き合わないということではあり

ません｡反対にフランス人ほど社交やおしゃべ りの好

きな国民はおりません｡社交好きというのは一人一人

が孤独を背負っているからであって､この2つはいわ

ば表裏一体なのです｡これはフランスの文化の本質に

かかわる問題ですが､しかしいまはこの間題には深入

りしません｡

高田先生はジョルジュ ･ルオーと親しい付き合いがあ

りましたが､先生はルオーの孤独について ｢ただ感傷で

は踏み入れない､ただ己への反省と仕事への熱情のみが

否応無しに追い込むであろう｣と書いています｡余程つ

よい精神力がなければ､そうした孤独に長い年月耐え切

れるものではありません｡しかし､これに耐えなければ､

仕事は深くはなりえないのです｡しかも仕事が深まれ

ば深まるほど､孤独もますます深まるのです｡

ですから､それに耐え切れずに死んだ画家 も何人

かおります｡ロシア出身のニコラ ･ド･スタールと

いう画家はこんな ｢非人間的な孤独｣(これはかれの

言葉です)には耐えられないといって､自分の個展

が開かれる直前､部屋の窓から飛び降りて自殺 しま

した｡とにかく､これがおそらくパリという町がわ

れわれに経験 させるもっとも苛酷な試練であって､

パリは歴史的にそうした経験をそこに住む人間に課

してきたのだと思います｡

パリは外国人をフランス人にすると私がいいまし

たのは､そうしたきびしい孤独の生活､自分との対

決を強いるという意味なのです｡

そして､この深い孤独のなかで､はじめてパリで

の生活､銘々の仕事が始めるといっていいと思いま

す｡私は3年の留学生活を終えて帰国しました｡孤

独といってもほんの片鱗を知っただけでした｡

ところが､10年たって､また留学する機会に恵ま

れて､再びパリで生活するようになりました｡する

と､不思議なことに､パリに着いたほとんどその日

から､まるで10年という年月がなかったかのように､

私は10年前のパリにいたときの自分に戻っていたの

です｡いっさいの騒音が消えて､外の騒音だけでな

く､こころのなかの騒音 も潮が引 くようにすうっと

消えていって､自分の内面と向かい合う生活が始ま

ったのでした｡はじめて私が本を書 くことができた

のは､そのときのことで､それはパリ生活があった

からだと思っています｡

いま､内面と向かい合うといいましたが､ じつは

自分の内面とか､個性 とか､思想 とかというものは

初めはどこにもないのです｡自分のなかを覗いて見

ても何 もないのです｡少 し話が飛びますが､個人個

人にとって美術の伝統というようなものも､最初は

どこにもないのです｡たしかにルーヴル美術館には

過去の傑作がたくさんあります し､日本の美術館に

もたくさんの日本や外国の傑作がありますが､しか

し､作品がそこに並んでいるだけでは､まだそれは

自分の感覚のなかに生 きた伝統にはなっていないの

です｡

パ リには美術の伝統が生 きているとよくいいま

す｡たしかにそうだと思いますが､これは町を歩い

ただけです ぐに判るといった簡単なことではないは

ずです｡なぜ伝統が生 きているのかという､伝統の

継承 という問題はあとでまた触れたいと思います

が､その前に､いったいヨーロッパの画家や文学者

はどのようにして自分のもっとも深い内面を発見す

るのでしょうか｡そjMこついて少 し考えてみたいと

思います｡

3.ものとの接触

自分の内面､自分の自我を発見するということは､

人間にとって､なかでも芸術家にとって最 も困難な

問題です､そして最 も切実な問題だと思います｡こ

こで私は今 日みなさんに一番お話 ししたいと思って

いる事柄にたどり着きました｡ご存 じと思いますが､

ヨーロッパには非常に強靭な知性の伝統があります｡

今 日は詳 しいお話 しはできませんが､この知的な伝

統は古代ギリシアの哲学や幾何学から始まり､ヨー
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ロソバの思想の骨格をなして脈脈と現代の精神のな

かにまで及んでいます｡

ヴァレリーという20世紀フランスの詩人がおりま

す｡彼は｢ヨーロッパとはなにか｣という文章のなか

で古代ギリシアが生んだ幾何学に触れて､それが

｢ヨーロッパ的知性のもっとも典型的な模範｣であっ

たといっていますが､この幾何学の精神はその後さ

まざまな形でヨーロッパの文化のなかに現れて来る

のです｡

たとえば､ヨーロッパで美というとき､情緒的に

漠然と美を考えるのではなく､知的な尺度にしたが

って理想的な美の基準を定めようとします｡黄金分

割はその典型ですが､これは古代ギリシアで発見さ

れたもので､それ以後ヨーロッパでもっとも美しい

比例と考えられてきました｡20世紀の建築家ル ･コ

ルビュジェはモデュロールmodulorという1種の物差

しを考案 しましたが､これはこの黄金分割と人体の

寸法にもとづいて作った建築上の理想的な尺度です｡

またルネサンス以来の遠近法による厳密な絵の画面

構成にしても､ヴェルサイユ宮殿のフランス式庭園

に見られる整然とした幾何学的な造園術､日本の桂

離宮とは全 く違った庭園ですが､これもそうですし､

バ ッハの音楽もそうです｡近代になって発達 した

ヨーロッパの小説も､大聖堂のような見事な構成を

もっていますが､いずれもこの知的な伝統のなかに

あります｡

ところで､それと並ぶようにしてもうひとつの流

れがあるとわたしは思います｡それは物質的な世界､

つまり外界と人間の対決という流れです｡やさしく

言いますと､物と人の接触ということになります｡

知的伝統の方はよく話題になりますが､こちらの方

はあまり気づかれることがないかも知れません｡な

ぜなら美術や思想の流れのように形態や言葉で表現

されて､はっきりした形で歴史の表面には出て来な

いからです｡しかし､物との接触､物を感受すると

いうのは美術家はいうまでもなく､哲学者の場合で

も､もっとも基本的､もっとも根底的な経験なので

す｡すべての土台といってもいいものです｡

ひとつだけ例をあげますと､デカル トというひと

がおります｡かれはヨーロッパの近代哲学の祖 とい

われる17世紀フランスの哲学者ですが､このデカル

トの場合がまさにそうでして､かれの ｢方法叙説｣

(1637年)は物の知覚の徹底 した考察から生まれた

本なのです｡自分が知覚 している感覚の世界は本当

に存在 しているのか｡夢の中でもわれわれは物を知

覚しますが､知覚した対象は実際には存在しません｡

そうすると感覚の世界は絶対にあるとは言えないの

ではないか､かれはそんな具合に懐疑を徹底させる

所から出発 して､ついに自分の哲学の基礎になった

｢私は考える､故に私は存在する｣というあの有名な

原理を､つまり､かれの哲学を築き上げるための第

-の真理を発見したわけです｡

現代では､美術の世界ばかりでなく､私たちの生

活のなかでも､物の世界が軽視されている｡自分の

感覚のすべてをあげて物を見る､物に迫るというこ

とが少 し疎かにされているように見えます｡物を粗

末にするという現代の風潮はそれと無関係ではない

はずで､この風潮は倫理以前の､いのちの問題です｡

余談になりますが､以前 ｢木靴の樹｣という映画に非

常に感動したことがありました｡19世紀末のイタリ

アの貧 しい村の生活を描いたものですが､村人がど

れほど物を大切にし､物と一体になって暮らしてい

たかに心を打たれました｡フランスのロベール ･プ

レッソンという監督の､たとえば｢ムシェット｣とい

う映画も物に注がれた人間の視線､人と物との繋が

りを措いた傑作でした｡

申し上げたいのはヨーロッパには存在 している物

的世界の実体に迫ろうとする厳 しい精神の姿勢があ

るということです｡物との接触､たとえば自然とか

風景に触れるというと､大抵のひとは日本人ほど自

然や風景に親 しんでいる国民はいないといいます｡

あるいは自然のなかに溶け込んでいるといいます｡

確かに日本人についてそういうことが言えると思い

ますし､日本の文化を考える上で重要な点です｡し

かし､まさにその ｢溶け込んでいる｣という所に､

ヨーロッパの人間と日本人との決定的な違いが出て

来ます｡

われわれ日本人は自然の懐に抱かれて安らぎを味

わい､美しい風景にこころの慰めを兄いだす民族で

す｡人間と自然が一体になっています｡昔からの日

本の美術や文学がそれを証明しています｡

ところが､ヨーロッパの自然は人間を孤独にする

自然なのです｡不安にするのです｡向こうの自然は人

間をやさしく包んだり､人間にほほ笑みかけたりはし

ません｡ヨーロッパの自然は､人間とはまったく関係

のない存在､非人間的な存在なのです｡自然はそうし

た非情なものとして､人間に対立しています｡

20世紀の ドイツの詩人にリルケというひとがいま

すが､かれは風景についてこんなことを言っています｡

｢ところで､このことだけは告白しておこう､それは､

風景はわjlわj/いことっては疎連なものであって､花

咲く樹木の下や､流れてゆく小川の間にいると､ひ

とは恐ろしいほど孤独だということである｡死者と

ふたりだけでいても､ただ独 り樹木とともにいるほ

どに見放された気持ちはしない｡というのは､ ･
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我々の生ではない生､我々とは何の係わりもない生､

たまたま外国語を話す客人を迎えたときのように､

ある困惑の面持ちでそjtを見やっている我々には言

わば日もくれずに自分の祭典を祝っている生なのだ

から｡｣

ここには人間とはまったく無関係な風景が語られ

ています｡人間のことなど何も知らない風景､人間

に対立している厳 しい風景があります｡しかし､リ

ルケの思想はこうした自然にたいする冷淡な認識で

終わっているわけではありません｡この認識はいわ

ば出発点にすぎません｡

ここで注意していただきたいことは､リルケが風

景のなかに溶け込んでいないということです｡それ

どころか､風景を前にして孤独のなかに突き落とさ

れています｡かれは世界と対面したまま､その孤独

のなかから､世界の存在､物の存在を､未知のもの､

不可解なもの､として受け止めています｡溶け込ん

でいないからこそ､いいかえると､人間と物､主体

と客体がはっきり分離しているからこそ､物の存在

が神秘なまでに､ますますかれの魂を引き付けたの

だと思います｡｢物がある｣ということの不思議さ､

それに魅せられてかれは物に迫っていきます｡わた

しはセザンヌの静物画や風景画が大好きなのですが､

リルケはセザンヌの死の直後､1907年にかれの静物

画を見て､その深さに驚嘆して､妻にあててすぼら

しい手紙を書いています｡それは結局､かれ自身に

深い物の体験があったからで､その体験は『ドウイ

ノーの悲歌』というかれの詩に結晶しています｡そ

して､最終的には､リルケほど物にたいして真の愛

情を注いだ人間はまれであったと思います｡

ヨーロッパの画家には､物の神秘に迫って､それ

を見事に絵に実現することのできた人間が何人かい

ます｡中国の宋元の時代の画家にもいます｡リルケ

は詩人ですが､その本質において､そうした画家の

列に加えることができると思います｡物についてリ

ルケが述べた､短いですが､非常に美しい言葉があ

ります｡こjtは1907年､かれがロダンについて行っ

た講演の冒頭にあるものです｡ここにたとえば､リ

ンゴという物があると思ってください｡リルケは聴

衆に向かってこう言っています｡

｢物というこの言葉を私が言ううちに (お聞きでし

ょうか)､ある静寂が起こります｡物のまわりにある

静寂｡すべての運動がしずまり､輪郭となり､そし

て過去と未来のと-きから1つの永続するものがその

円を閉じる､それが空間です､無へ追いつめられた

物の偉大な鎮静であります｡｣

この言葉は､それ自体が見事な静物画の世界では

ないでしょうか｡わたしは､人間はどうやって自分

の内面､自分の自我を発見するのか､という問題を

忘れている訳ではありません｡いまわたしは ｢物と

の接触｣ということについてお話 ししましたが､じ

つは､そこにすべての始まりがあるということが申

したいのです｡

プルース トというフランスの小説家がおります｡

かれはリルケと同じ時代のひとで､19世紀後半に生

まれ､1922年にパリで亡くなりました｡晩年の十数

年をかけて､有名な『失われた時を求めて』という小

説を書きましたが､この小説に到達するまでに､か

れはさまざまな試行錯誤を繰 り返しました｡どうす

れば､小説が書けるのか､と悩み抜いたのです｡つ

まり､どうすれば､自分が書きたいと思うもの､自

分の内面の真実が掴めるかと悩み抜いたのです｡

二十代の後半､かれはいくつかの画家論を書きま

した｡これは普通の画家論とは異なって､画家はど

うやって自分の本当の絵が措けるようになるのかと

いう点を論 じています｡お判 りのように､これは小

説を書こうとして苦 しんでいるかれ自身の切実な問

題を学んでいます｡そして､あるとき､レンブラン

トの絵､とくに自画像を初期から晩年まで見て行 く

うちに､かれはひとつの発見をします｡どうやって

レンブラントはレンブラントになったのか､その方

法を発見したのです｡かれはこう書いています｡

｢はじめ､ある人間の作品はかれ自身よりも自然

にいっそう似ているということがある｡しかし､や

がて､自然との天才的な接触が行われるたびに､か

jt自身はますます刺激をうけ､そのかれ自身の本質

がいっそう完全に作品に染み込んでゆく｡そして晩

年に近づくと､あきらかにもうそれだけがかれにと

って現実となり､その本質をすべて表現するために､

かれはますます努力に努力を重ねるのである｡レン

ブラントの青年時代の肖像画はおたがいに非常に異

なっていて､むしろほかの偉人な画家の肖像画に似

ていることがある｡しかしある瞬間から､それらす

べての容貌は､あたかも同じ光のなかで措かれたか

のように､1種の黄金色のマチエールのなかに現れ

るのである｡｣プルース トがいった ｢自然との天才的

な接触｣という言葉に注意 してください｡つまり､

物との直接の接触､そこに画家が自分の本質､自分

の ｢内面｣に近づ く契機があると考えたのです｡物

との接触､だれにでも出来そうな方法です､しかし､

だれにでもうまくいくとはかぎりません｡才能だけ

でなく､ついには天才を要する仕事であるといって

も言い過ぎではありません｡プルース トははっきり
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と ｢天才的な接触｣と言いました｡

他人と違う絵を描 くとか､個性を出すとかと､よ

くいいます｡しかし､意識 して出せるようなものは

表面的なものであって､本当の自我でも､個性でも

ありません｡芸術家にとって､自我というものは､

まずは無だと思わなければならない｡自分の自我が

どんなものかは知るよしもないのです｡それは自分

のもっとも身近にありながら､容易に近づき得ない

精神の闇の部分なのです｡プルース トはそのことを

身に染みて知っていました､それで､その暗い部分

を｢われわれの魂の測 りしれない､絶望的な､あの

大いなる夜｣と呼びました｡

芸術家の自我のもっとも内部にあるものは､深い

闇にとざされた部分であって､直接に知ることも､

表現することもできないものです｡なにかそれ以外

のものの形をかりて､はじめて存在が予感されるも

のです｡それ以外のものというのは､文字どお り､

何であってもいい｡自然といってもいい､物といっ

てもいい｡1個のリンゴであってもいい｡芸術家は

そうした物の深みにくだることによって､魂の暗い

夜の底に達しようとするのです｡

高田先生は長いヨーロッパでの生活を振 り返って､

こう回想 しておられます｡｢物なしに我々は感覚Lも

せず､思考も行わない｡私がヨーロッパでえた知識

は読書よりも､物すなわち対象に直接触れることに

よってであった｡対象との交渉の時間的連続が自我

を形作る｣と｡

先生は毎日デッサンをすることがいかに大事かと

いうことを､フランスにいて教えられたと言ってい

ます｡多分それはマチスからだと思いますが､その

マチスはギュスターヴ ･モローから徹底 してデッサ

ンを習いました｡日曜日､よく鎌倉のお宅-伺うと､

その朝措いた何枚 ものデッサンを見せていただきな

がら雑談をしましたが､先生は ｢デッサンは自分の

足が大地についているかどうかを確かめることだ｣

と言われたのを覚えています｡デッサンというのは

もっとも基本的な物との接触です｡しかも､デッサ

ンは画家の精神の姿を恐ろしいほど暴露してしまう

ものです｡精神が柔弱なら､デッサンはその柔弱さ

をあからさまに見せてしまう仕事なのです｡

森先生もまったく同じことを言っておられます｡

｢感覚と対象との直接的な関係の上にたつ経験のみが

人間を､個人を定義する｡我々日本人がヨーロッパ

の文化を思うとき､その根底にある日に見えないこ

の経験をあまりにも無視 してきた｣と｡

森先生は｢経験｣という言葉を大切に使っておられ

ますが､この経験 というのは｢なにかを学んで､そ

れを知るということではない｡ものとの長い接触を

通して自分のなかに成長してゆくものであって､画

家の場合なら､純粋感覚を形成 してゆく｣と書いて

います｡

そして､こう付け加えておられます｡

｢こうした経験の純化が [ということは感覚の純化

が､といってもいいでしょう]その上にたつ文明の

質を決定する｣と｡つまり､個人個人のなかで純化

されていく経験の集積､｢純粋感覚｣の集積がフラン

ス文明の質を､その美術の質を決定したというので

す｡これは非常に深い言葉だと思います｡フランス

の美術の質はなにか､これについては最後に触れた

いと思いますが､その前にこの言葉に関連してふた

つのことを指摘 しておきたいと思います｡ひとつは

ヨーロッパにおける写実についてで､もうひとつは

伝統についてです｡

4.写実について

いま､私は物との接触､あるいは物の経験という

ことについてお話 しました｡人間が物に対決 して､

物の存在に迫ろうとする､そうした精神の姿勢が古

くからヨーロッパにはあるということをお話 ししま

した｡ところで､ヨーロッパには､どきっとするよ

うなすごいデッサンがあります｡たとえば､ダ ･ヴ

ィンチのデッサンです｡こうした作品が生まれたと

いうことが､かれの天才は別にして､このヨーロッ

パの精神の姿勢と深 く結ばれているのだと思います｡

この姿勢を美術の世界に移 して考えますと､写実､

つまりレアリスムre'alisme､英語風にいいますと､リ

アリズムrealismになります｡ただし､私がいうレア

リスムは19世紀中頃の､クールベを中心にしたフラ

ンス絵画の流派としての写実ではありません｡ヨー

ロッパの文化の根底に流れている精神の傾向のこと

です｡レアリスムの ｢レre｣というのはラテン語で

｢物｣という意味ですから､レアリスムは簡単にいえ

ば､物主義､物に即する立場ということです｡

さっきもお話ししましたように､ヨーロッパでは､

物と人は簡単には融合 したりはしません｡だから､

物に即するという立場を貫 くことができるのです｡

しかし､ただ物に即するだけでしたら､どこまでも

物は物､人は人で､外界と人間はばらばらです｡物

質と人間の精神はついに交わることがありません｡

ここで深い意味をもってくるのが､高田先生がパ

リで身につけた｢長い時間をかけた物との交渉｣です｡

あるいは森先生のいわれる感覚をとおして深まって

行 く｢経験｣というものです｡

森先生はパリのノー トルダム寺院のそばに住んで

おられましたから､長い年月､このゴシック建築の

傑作を朝夕､眺めて暮らしておられました｡はじめ
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は､しかし､この建物が目に入っても､見えていな

かったといいます｡ところが､十数年これを見つづ

けているうちに､どういうことが起きたか｡森先生

は学者であって､画家ではありません｡しかし､美

術がお好 きで､勉強の合間に､パ リの町を歩 き､

ルーヴルで絵を見たり､フランスの田舎で古い教会

を訪ねたりする｡そうしたことを繰 り返しているう

ちに､あるとき､ノー トルダム寺院の外部ばかりか､

その内部までが見えて来たと先生は書いています｡

｢やがてノー トルダムの内部がだんだん見えるよ

うになってきた｡(･ ･)この空間は単に量的なも

のではない｡ステンドグラスからさし入る多彩な光

とオルガンの響きと祈 りとは､その空間を外部にた

いしてさらに質的に限定している｡そしてこの内面

の質がそのまま石になって凝固したものが､目の前

に見るノー トルダムなのである｡上から降下する力

の辿る線は､ゴチック尖形の窓となり､上昇する祈

りは塔や窓の先端となり､迫持に支えられた建物の

全体は､1つの音楽的な調和を具現する｡建物があ

れば内部があるのは当り前ではないか､と言っては

ならない｡そんなことは頭で考えたもの､つまりつ

まらないものであって､上があれば下がある､右が

あれば左があるということを出でない｡頭で考える

のではなく､感ずる､内部があることが感ぜられて

くる､ということ､これはそうてっとり早 く起こっ

てくるものではない｡ただここで重要なことは､頭

で解ることと感ぜち れてくることとは決して同じで

はなく､雲泥の差がある､ということである｡そし

てこの第2の道､感ぜ られてくるということは､対

象がそのあらゆる外面的な､したがって偶然的なも

のを剥奪され､内面に向かって透明になってくるこ

とであり､それは対象が対象に還ることだ､と言い

換えてよいだろう｡それを私は感ずるという言葉で

しか言い表すことができない｡そしてこれが経験の

第1歩なのである｡｣(F遥かなノー トル ･ダム』､筑

摩書房､75-76ページ)

物が我々に対 して透明になってくる､そして物が

物それ自体に還るということ､こjtが長い経験の果

てに物が見えてくるということの意味ではないでし

ょうか｡

ところで､物が見えてくるということは､単に視

覚の問題だけで終わるものではありません｡物が見

えるということは｢我々の側においてもまた内面が

始まる､我々自身が空虚でないものになり始める｣

(同書､76ページ)ということなのだと､先生は続

けて書いておらjtます｡

私はさきほど､われわれの内面､あるいは精神は､

はじめは夜の闇のようなもの､捉らえようのない無

だといいました｡だが､物との長い接触､物を見る

という厳 しい感覚の試練､そして描きつづける努力

のなかで､ついに物が輪郭を鮮明にして､その物に

極まるとき､そのときはじめてわれわれの精神もま

た｢形｣を取 り始めるのです｡その形が作品なのです｡

作品なくしては､精神は風のように掴みどころがあ

りません｡

作品が絵になるか､彫刻になるか､文学になるか

は素質によるでしょう｡いずれにしても､物との忍

耐強い対話をとおして､外部の世界 と人間の内面､

つまり精神とが､照応 してきます｡そして､この照

応のなかで､精神が形成されていきます｡これは東

洋でいわれる主客合一ということではありません｡

どこまでも､ものはもの､精神は精神です｡森先生

の言葉にこういうのがあります｡

｢ヨーロッパでは､外界はあくまで外界､内面は

どこまでも内面｡ただその外界の実体は内面にあり､

内面の根拠は外界にある｡｣

一方がなければ他方もありません｡物があるから

こそ精神が活動 し､自分を把握 し､形を取ることが

できる｡私はこの森先生の言葉にヨーロッパにおけ

る写実というものの定義があると思っています｡あ

るいはもっと広い意味で､ヨーロッパ文明が成立し

た基盤があると思います｡

5.伝統と個人

さきほど森先生の言葉として｢個人個人の経験の

純化が文明の質を決定する｣というのを引用 しまし

た｡一口に｢経験の純化｣といいますが､そのために

は人間の一生さえが要求されるのですが､この言葉

はつぎに当然のこととして､伝統という問題に私た

ちを導きます｡これは野田先生からいただいたフラ

ンスの美意識の問題といいかえることができます｡

最後にこの点についてお話ししたいと思います｡

フランスでは､伝統は生きた実体をなしていると

言われます｡これは言い換えると､過去の巨匠たち

の傑作が､過去の遺物ではなく､各時代の芸術家の

なかに生き続けてきて､現代に至っているというこ

とです｡

私が自分の師と思っている方に､もう一人､寺田

透先生がおられます｡先生からは､東大でフランス

語をabcから教わりましたから､これは文字どおり

私の先生ですが､しかし､私が先生の本から一番学

んだものは絵の見方でした｡その先生がフランスの

絵について､
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｢フランスの絵画がとくにすぐれて見えた理由は､

その国の画家がはっきり自分自身の目標をもち､わ

きめもふらずに､自分の独自性をきたえあげている

という点にかかっている｡自己の能力の合理的行使

による､強固な純粋性はうらやむにたえる｡｣

と､こういうふうに個々の画家についていっておら

れます｡この｢自己の能力の合理的行使｣というのが､

少 し前にお話 した古代ギリシア以来のヨーロッパの

知的伝統､強靭な知性の伝統に立っていることは言

うまでもありません｡そういってから､次に先生は

｢ぼくはつねづね思うのだが､フランスほど諸ジャン

ルの歴史が論理的に発展 している国はないようであ

る｣と書いています｡

この言葉の裏には､日本の文化は残念ながらそうで

はなく､たとえば絵画において｢各流派の意識的な否

定や弁証法的発展を見出すのはむずかしい｣という思

いがあるのですが､それはとにかく､この言葉はフラ

ンスには伝統が生きているということを｢歴史の論理

的発展｣という角度から指摘したものです｡

フランスの文学についても､同じことが言えます｡

先程お話 した20世紀のプルース トの小説を読むと､

これが19世紀のノ｣､説を批判的に吸収し､継承 してい

ることが判 ります｡また19世紀の作家は18世紀を､

18世紀の作家は17世紀を､といった具合に､論理

的な発展が見られますが､もう時間がありませんか

ら､具体的な指摘は省きます｡

では､なぜフランスでは､伝統が生きているのか､

着実に継承されていくのでしょうか｡伝統というも

のは､すでにお話した個人の｢経験｣が深まる以外に

は､つまりわれわれの ｢内面｣が ｢形｣を取る以外に

は､実感することも､継承することもできないもの

です｡そうした伝統がフランスで継承されるのは､

はじめにパリでの生活についてお話 ししたように､

フランスはそこに住む個人に自分を凝視させ､膨大

な時間をかけて自分の ｢自我｣が ｢形｣を取ることを

つよく促すからです｡そのことに尽きると思います｡

フランス､あるいはパリはそれを可能にする土地で

あって､それがフランスという国の掛け替えのない

土壌なのです｡

伝統を積極的に取 り入れよう､ということをよく

いいますが､これはほんとうの継承ではない｡継承

という行為にはたしかに自覚的な面もあります｡ し

かし､もっとも深い所では無意識のものです｡ここ

が1番大切な所です｡意識 して出来るのは自分の仕

事だけです｡

もちろん､過去の傑作を綿密に研究して､それを

吸収するという知的な努力は欠かせません｡しかし､

そうした努力も含めた長い孤独な仕事のなかから､

やっと過去の作品が透明になって見えてくる｡伝統

の質が見えてくる｡これは｢経験｣の賜物､仕事の賜

物です｡

その見えてくる作品はノー トルダム寺院でも､バ

ッハの音楽でも､ギリシア彫刻でも､法隆寺の百済

観音でもいいのです｡そして､これらは例外なく､

なにか ｢普遍的な形｣を秘めています｡その普遍的な

ものに､われわれの感覚が､自分自身の仕事をとお

して､少しずつ近づいていきます｡

美という言葉は､それだけでは実体のない空虚な

言葉です｡しかし､自分の感覚が過去の作品にその

ように照応するとき､美は確かな手ごたえのある実

体となって現れます｡伝統は過去の個々の作品のな

かに宿っているものですが､それが自分の中に､仕

事の中に､無意識に復活してくるのです｡

繰 り返していいますが､伝統が復活するのは､知

性と感性をぎりぎりに駆使 して制作する仕事を絶対

的な条件としています｡だから､伝統は､美術館の

なかにあるのではなく､個人の仕事が深まるにつれ

て､その都度､個人のなかに生き返ってくるのです｡

仕事が深まるということは､個々の芸術家の ｢自我｣
が作品として､ある形を取ることです｡芸術家のい

っさいの苦しみは､自我がついに究極の｢形｣を取る

かどうかにかかっています｡高田先生は ｢形を取る

ことが自我の至上命令だ｣ときびしく書いておられ

ます｡

そして､この個人の形が普遍なものに少しでも照

応するに応 じて､真の意味で芸術家の｢個性｣が､そ

の人の本当の｢新しさ｣が現れてくるのです｡フラン

ス美術の場合､各時代のさまざまな個性に共通して

いえる特質はなにかといえば､究極的には､精神の

深さです｡ヨーロッパの言葉でいいますと､｢形而上

的な｣深さ､ときには宗教的な深さとなって現れて

きます｡少 しだけ例をあげれば､中世の大聖堂のス

テンドグラス､アヴィニ ョンのピェタ､17世紀の

ボージャンやプッサン､18世紀のシャルダン､19

世紀のセザンヌです｡物の感覚を通して､この形而

上的な深さが出てくるというのが､人間の不思議な

所です｡(ついでに補足 しておきますと､ここに挙げ

た作品だけでなく､フランスの作品に共通して見ら

れるもうひとつのフランス的な特質は｢優雅｣という

ことです｡これは見落とすことのできない大切な点

ですが､今は触れずにおきます｡)

高田先生はフランスの美術を見渡して､こう書い

ています｡｢感覚でこれ [形而上的な深さ]に至るの

はフランス人だけなのかもしれない｡かつてレンブ

ラントがこの世界を示 した｡そうしてかれの後継者
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はフランス人であった｣と｡伝統というものは､芸

術家の ｢個性｣が到達した｢普遍の形｣が無数に集積

したものにほかなりません｡

ヴァレリーはフランス人の特異性とは｢自分を普

遍的であると信 じ感ずること｣そして｢普遍の感覚を

もっこと｣だといい切っています｡ 以上のことか

ら､ひとつの結論が出て来ます｡フランス美術の特

質は連続性にあるということです｡アンドレ ･シャ

ステルというフランスの美術史の専門家がおります

が､かれが遺した遺稿を最近読んでみましたが､そ

のなかでシャステルはフランス美術の特質を [たく

ましい連続性]という言葉で定義していました｡

一方､高田先生は晩年､ときどきフランスに戻 ら

れて､むかし歩いた土地をたずねておられますが､

自分の感覚の一部になっているフランスの美術を､

中世から現代まで振 り返って､そこには流行の新旧

を超絶した｢連続｣があるといっています｡[この言

葉はプリントの高田先生の文章のなかにあります｡]

これは偶然の一致でしょうか｡むしろ､必然的な

一致というべきだと思います｡こうした連続性はイ

タリアにも､スペインにも､ ドイツにも､オランダ

にも､イギリスにも､日本にもありません｡フラン

スにそれがあるのは､一方に個人の純粋感覚を否応

なく深めさせる伝統という土壌があり､他方で感覚

の純化をとおして､たえず伝統を自己の体感として

生き返らせている個人のきびしい営みが､この国に

はあるからだとわたしは思います｡

(東京大学大学院総合文化研究科教授)

フランスの美意識の質がどんなものであるかは､

作品を見て感じていただくしかありません｡高田先

生はフランスの美意識の連続性を見事に示す作品と

して､つぎのものを挙げています｡最後にそれをご

紹介 して､私の話を終わります｡

シャルトル大聖堂のステンドグラス[12-13世紀]

サント=シャベルのステンドグラス [13世紀中頃]

アヴィニョンのピェタ[1455年頃]

クリュニー美術館の｢貴婦人と一角獣｣[1484-1500年頃]

モネの睡蓮｡その他の19世紀から20世紀の作品

米倉 守 ｢東の美意識｣ 講演録

今 日は､この学

校始めてうかがっ

た わ けです け ど

も､すぼらしいで

すね､この施設 と

この環境で勉強で

きるってことは｡

私も職業柄美術学校にけっこう行ってるんですけれ

ども､ちょっとない感じです｡保苅先生のすぼらし

い話を聞いて思ったのは､僕も実は朝の4時頃まで

飲んでまして､いつも野田弘志先生と飲んでていつ

の間にか遊び気分になっちゃって､仕事を全部忘れ

ちゃうんですね｡声がどこまで続 くのか分からない

のと､もう一つは､保苅先生と僕はちょっと違って､

学者じゃなくて､どちらかというとジャーナリス ト

だと思うんですが､今考えていること､これからや

ろうとしていることをお話 しします｡まあ､ある意

味で保苅先生が思想性の高い内面性についての話と

すれば､私の場合俗の世界の話になります｡結論が

出ない｡先ほど司会の先生に少ない､聞いている人

が少ないといわれまして非常に暖かいお言葉だった

のですが､私は少ない程嬉 しくて､えー､みんな知

っている小沢昭一という人は､自分が舞台に立って

客が少ない程よろこんだらしい｡ついに､紀ノ国屋

ホールで､だれもいないところで芝居をやっていた

いという話を聞きましたが､これはむろん､本当か

嘘か分からないんですが､私はその気持ちが非常に

よく分かります｡私は保苅先生の話を聞きながら､

三枚 ぐらいメモをとりました｡話があっちこっち散

らかって飛ぶと思いますが､まず､保苅先生のお話

の中からいくつか拾って自分なりの話をしていきた

いと思います｡

高田博厚先生も､森有正先生も皆さんご存知のよ

うに､国際人というよりは､非常になんといいまし

ょうか､地球人､珍 しい日本人だったと思います｡

こういうタイプの方が何をやったかというと､日本

人はかくもすぼらしいというようなことは全然 して

ないんですね｡実は､日本ということを全然意識 し

なかった｡立派な人といいましょうか､最近の新聞

で､中曽根さんが橋本総理に､フランスのシラク首

相と話す時､政治の話 じゃなくて文化レベルの話を

した方がいい､そうすれば､対等な話ができる｡大

先輩としての話をしていましたけれど､中曽根さん

がいう文化レベルというのは､日本人というのはこ

ういうものである､いわば外国人に好かれそうなカ

ギカッコ付きの日本人像が､あの世代にあるのだと
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思います｡橋本さんは分らないですけど､私達が日

本人とか東洋人とか考える時､面倒 くさいことをや

や考えがちです｡今でも司馬遼太郎という人のブー

ムが続いてますけれども､読み方によれば､今の日

本人はたいしたことないかも知れないけれども､か

ってはかくも偉大な日本人がいたり､という読まれ

方をしています｡でも僕はそういう人ではないんだ

と思いますね｡司馬さんという^は ｢ジョン万次郎｣

を書いたり､もっと下の方の視点で拾い上げていくタ

イプ､ でもしかし､読み方によっては､私達の捕ら

え方によってそう取られないこともない｡ 夕べ野

田さんと話をしたんですけれど､私は､佐伯佑三と

いうのは､フランスで､フランス人になって､油絵

を描こうと､そういう勉強をしてたんだと恩うんで

すね｡その時に､京都の山奥で､といいましょうか､

いわば田舎で､富岡鉄斎は､日本画を描いてたんじ

ゃなくて､絵画を措いてたんですね｡そういう世界

が､例えば写楽というのは､日本人の表情を表現し

たんではなくて､おそらく､彼が考えている人間の

表情を描こうとした｡これは宗達についても言える

ことだと思います｡あるいは､宗達や琳派というの

は､彼が日本的様式を発見して､より日本的絵画を

創ろうとしたことは一度もなかったと思います｡梅

原龍三郎さんもそうだと思います｡しかし面白いこ

とは､それにもかかわらずといいましょうか､それ

ゆえに､今見ると非常に日本人が作 り上げた絵画と

いうものを表わしている｡いつも僕は､イデアが先

ではなくて後だ､絵が先だと思います｡印象派の中

にもアメリカの現代美術のなかにも､当然日本の古

典の中にも､同じ光を持って輝いている､存在 して

いる､画家にとっての絵画的なもの､ そういうもの

が僕は､皆さん達がやる仕事 じゃないかという気が

します｡

先ほど保苅先生の凄 くいい言葉をメモしなかった

んですが--下界と内界の話を森有正さんがおっし

ゃってましたけど､私はその話を聞いて､まあこれ

は外人ですけど､ノヴァ-リスは､見えるものは見

えないものに触っている､聞こえるものが聞こえな

いものに付着 している､感 じられるものは感 じられ

ないものに触っている-分 りますか ? ならば､考

えられるものは考えられないものに触っている｡そ

の触ってるもの､隣接 しているものを探ることが､

あえていえば画家の見方だと｡ これは私､大岡信

さんから聞いたのですが､内側というのは､たとえ

ばここにもそういう染織科があるのか知 りませんけ

ども､志村ふくみさんという染色家が桜の色を染め

る時にどうするのかという話を聞いて､僕はそれは

桜に限ったことではないと思った｡志村さんのお言

葉なのですが､花で花の色が出るのは､紅花 しかな

いのですね｡他の花は､ピンクであろうが紫であろ

うが､染めに使うと､どす黒い緑になってしまう｡

桜のあの淡い白いピンクを出すためには､2月の終わ

り頃から3月のはじめ頃､桜のつぼみが見えるか見え

ないかの頃に､桜のあの汚い樹木の皮を剥いでそれ

を煮て､汁を出して染めるとピンク色になる｡その

話を聞いた時に僕らには見えていないものが志村さ

んには見えているに打たれました｡桜の咲いた花びら

で私達は初めて桜色をみるのですが､実は咲く直前に

は桜の樹は､全身を桜のピンク色に染めているわけで

す｡そういう見えないものを見抜くといいましょうか､

感じるといいましょうか､そういうものが染色家にあ

るというのは､見えるものに触っている見えないも

の､ まさにそれだろうという気がします｡

それと､黄金分割といいますか､あるいは､ヨー

ロッパの庭園の話､あるいは先程ふれました､ノー

トルダム寺院のシンメ トリーですね､そういうもの

は横でお聞きしてて､日本はまさに逆ですね､逆が

いいとか悪いとかの問題ではないのですが､羊を放

し飼いする牧場をそのまま庭園に置き換えるヨーロ

ッパの作庭法｡真申に水飲み場の噴水があって､周

りにチューリップがあって非常にシンメ トリー､き

れいな庭を作 り上げました｡庭師が手を置いた時が

完成です｡一番最高の時に手を放すわけですね､だ

から絶えず修復といいましょうか､元の形に戻すた

めに､一番良い形に戻すために手入れをします｡し

かし､田中角栄さんの庭とか､僕が昨日見た､下蒲

刈のああいった庭 じゃなくて､竜安寺でもよいし､

桂離宮でもいいんですが､日本の庭師というのは完

成を人の手ではやりません｡いわば､庭師は､どこ

で手を引くかというのが勝負どころなんですね｡そ

の時には3年後にはこの樹がどのくらい大きくなっ

てる､ 借景の比叡山が紅葉した時には､どのように

映るか､ 西芳寺が石に苔むしてどういう風な形にな

っていくか､ いわば時化といいましょうか､最後の

仕上げは自然に任せてしまう｡これは自然の中に潜

り込んで､ ということではなくて､日本人のものに

対する考え方の非常に面白いや り方だと思います｡

最後の仕上げは自然がするんですけども､ しかし､

制作者はちゃんといる｡その見極め方ですね､そう

いうものがあるのと､ヨーロッパのそれこそ石の文

化､あるいはきちっと黄金分割した作庭法､そうい

うものといかに違うのか､先程のお話を聞いていて､

そういうことを感じました｡もう一つは､私達は伝

統の中で､西行とか､そういう自然の中に潜 り込ん

でいってその中で美意識を兄いだす､正当的日本の

美術がありますけれども､僕はそれだけじゃないと
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思う｡松尾芭蕉が自然に流れ自然に託 したというの

は､やや浅い見方であって､彼はやっぱり伝統を見

ていた｡たとえば､｢田一枚植えて立ち去る柳かな｣

彼は奥の細道を行 く時に｢田一枚植えて立ち去る柳か

な｣､ 実につまんないですね｡つまらない俳句なん

ですが､芭蕉は西行が休んだという柳の下で休憩す

る｡これは､西行柳が枕歌になってますね｡休憩一

服していると､早乙女が田を植えている､そのうち､

うとうと眠っちゃって目がさめたら田植えが終わっ

ていた｡さあまた出発 しようかと､ある意味ではつ

まんない歌なのですが､芭蕉は目の前の田んぼを見

て写生 している訳 じゃないということですia｡眼は

完全に180度内側を向いていて､西行という先人の形

を見ていた｡だから芭蕉としては､写生の写実の俳

句だといわれていますけど､決してそうは思わない｡

どこへ行っても先人が歩いた後を歩いたわけではな

くて､先人が考えた事を考えてみようと､そのため

には現場へ行かなくてはならない｡現場に行って何

がある訳ではないですけども､白川の関も､逢坂の

関もそういう歌枕を訪ねたわけです｡｢荒海や佐渡に

横たう天の川｣という有名な歌がありますけども､ご

存 じのように曽良随行日記に出てきます｡芭蕉があ

そこを旅行 してきた時にはそれと一緒だったのです

けれども､長期間､雨が降った｡雨が降っていて天

の川が見えるはずがない｡芭蕉は明らかに､佐渡島

というのは思想犯の流人の島です､ 当時の文人や思

想家の政治犯が流された佐渡島で彼等が金を掘って

苦 しめられている｡それに､天の川の橋を掛けてや

りたい｡いわば､大罪朝敵の人に対する源の歌｡そ

ういう意味では､自然の中にある霊感みたいなもの

をず-と見つめていた､ いわば見えないものを見て

いた｡これは､かつて話 したので今日は話 しません

けど､高野とか熊野､吉野とかに同じ霊感がついて

います｡そういうところには､私達が目指した自然

じゃなくて､これは保苅さんがおっしゃった怖いも

のがある｡機会があったらこの三つの｢野｣に行って

いただくと面白いものがある｡何が面白いのかとい

うと､見えない目で観ると何もない｡単なる滝があ

って､奥深い桜の山があるだけです｡しかしそこで

は佐渡ではないですけれど､私達のいわば先住の民､

南方熊楠さんらはそこからでてきたんですけど､先

祖のといいましょうか､霊魂のようなものがあるん

ですね｡例えば今､縄文土器のようなものがどんど

ん出てきている､考古学者よりも文献学者の年表が

狂ってきている､いわば縄文時代というのは資料だ

けだったところが縄文時代に三内丸山 (遺跡)のよう

にちゃんと農業をやっていた｡それが出てきて大騒

ぎしていますが､これは決して騒 ぐようなことでは

なくて､年表が間違っていただけのことなんですね｡

そんなもの､はずしちゃえば縄文が終わって､きっ

ちり弥生がきたわけではなくって､かぶさっている

のは当然だし､だぶっているのも当然｡しかし､区

分けして学問を作 り上げていったあとなんですね｡

僕はそういう意味では日本の国というのは棲み合わ

せでできた､これは実は､河北倫明先生と話 したの

を､私は対談のときにお話 したんですけれども､先

生は棲み分け､棲み広げ､それから､棲み合わせる

という言葉を使った｡棲み分けというのは､本来地

球上には棲み分けの平和が保たれていた｡植物だと

どんぐりの樹はどんぐりの樹だけが集まっている森

が一番生きやすい､竹は竹､人間でいえば､アイヌ

の人たちはアイヌの場所だけに棲んでいた､そうい

う平和なところに棲み広げという文明が入り込んで

きた｡この国に入ってきた油絵も僕はそうだと思う

んですね｡日本画という棲み分け文化があった世界

に､棲み広げの油絵が入ってきて､もう一つの世界

を創ろうとした｡いわば棲み広げというのは文明の

最適な法則ですね｡経済社会は棲み広げはお金で広

げてる､しかし､もうひとつ､ひょっとすると棲み

合わせというのがあるのではないか｡これは河北さ

んの面白いところなんですが､いわば縄文と弥生と

棲み合わせている､ 決して喧嘩せずにうまく調和を

とって生きている｡例えば､琳派という美術｡日本

のある意味では身分制度時代の私達の先人というの

は､武士は狩野派という美術をを持っていた｡武士

を捨てたアウトローの人たちが持っていた文人画｡

下級庶民は浮世絵という版画を持っていた｡そうい

う中で､高級町民というのは淋派を目指 していた｡

この淋派というのは､非常にデザイン性が高いとい

われますけれども､いわばデザインと芸術性という

ものをどういうふうに解決すればいいか､どういう

ふうに棲み合わせていたかということでしょう｡デ

ザインの方から見ると､いかにも芸術的であり､逆

に､芸術の方から見るとデザイン的､装飾絵画的で

す｡そういう棲み合わせの､合わせるという才能を

凄 くもっていたのではないかということです｡この

やり方が例えば､浜松あたりから北の方が縄文土器

で､南のほうが弥生土器だという言い方をしますが､

これは棲み分けではなくて､いかにうまく棲み合わ

せているかということなんですね｡フランスの話が

今先生のほうからありましたけれども､フランスと

ベルギー､フランスとドイツ､バスですぐ行けます｡

しかし､言語が違うだけではなくて､ただひとまた

ぎでいける所だけれども､食べ物が違う､風土が違

う､人間の考え方が違う､これは完全に棲み分けて

いると恩うんですね｡しかし今､ECとかEUとか
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いう形で､それをもとに棲み合わせを､同じ通貨を

棲み合わせようとしてるけれども､ 日本ははるか前

にやっちゃってるんじゃないかと､ 5年ぐらい前に

ソビエ ト連邦が崩壊 し､消えちゃってるけど､あれ

は棲み合わせの失敗ですね｡ソ連邦はいわば､ロシ

アであり､ウクライナであり､ウズベキスタン､た

くさんの細かな国が連邦をつくって棲み合わせをし

たんだけれども､根っこのところが合わない｡結局

は､ロシアはロシアに戻っちゃう｡棲み合わせの失

敗だったんです｡そういう意味では､私達の無意識

の根底には､合わせるという非常に見事なものがあ

ったとおっしゃってる｡これは､戟後美術をどうい

う形で捕らえるか､ 実は学者ではなく私の俗っぽい

考えなのですが､これも実は野田先生に触発された

のですが､例えば後4年足らずで20世紀が終わりま

す｡しかし20世紀の美術の特徴は何かと言われれば､

おそらく､100人中96人ぐらいが抽象絵画が芸術に

おいて堂々たる地位を占めたことだと言 うだろう

と思います｡これは当然のことで､その代表がピカ

ソ｡そのピカソはスペインが生んだんですけれども､

ピカソだけではなくて､20世紀をリー ドしたミロに

しろダリにしろタピェスにしろ､クラーベにしろ､

そういう人たちがパリを舞台にして､20世紀の美術

をリー ドした｡そして､抽象絵画を定着させたその

スペインが21世紀にどういうかたちを取るか､ こ

れは私自信でも関心があるんですけども､いかにも

簡単に言っちゃいますと､20世紀が抽象の時代だと

すると､皆さんが活躍される21世紀というのは､抽

象絵画を経験､体感した具象絵画の時代がもう一度

くるのではないか｡それは18世紀後半から19世紀に

あらわれてきた具象絵画ではなくて､抽象絵画を徹

底的に知った具象絵画｡これはあたってないかも知

jtません｡勝手に僕が思ってるだけかも知れません.

ところが､こういうものがあるのではないかと思っ

ている時にアントニオ ･ロペスという作家を野田弘

志さんに教えてもらってスペインに飛びました｡そ

の一連の人たちを見た時にさすがだと思ったんです

ね｡いわば､ピカソもミロもダリもご存知にように

バルセロナ､カタロニア文化の中に生きてきた｡ほ

とんど､パリと接している｡いわば今もスペインは､

カタロニアとマ ドリッドというのが分割的になって

ます｡これこそ棲み分けなんだろうな｡しかしバル

セロナを中心とした抽象の勢力が20世紀をリー ドし

ていた間にマ ドリツトがなにをしていたかと言うと､

じっとプラド美術館でじっとじっと我慢 して､新 し

い具象絵画をやってた人たちがいたんです｡もちろ

ん18世紀から19世紀にかけてマ ドリッドも中心だっ

たんです､これは､ベラスケスであり､ゴヤであり､

リベラ､スルバランであり､プラドが抱え込んでる

巨大な具象絵画の世界､それをプラドに行きながら

あの美術館というのを､まあ伝統ですね､ネタにし

ながら､50年間じっと堪えたマ ドリッド･レアリズ

ムいう新 しいリアリズムがあります｡これは今日､

時間があればスライドを持って来たので後でお見せ

したいと思うのですが､いわばバルセロナが活躍 し

てる間に全然パリへ出ていかない｡私達のヨーロッ

パ絵画というものは､全部フランス経由で入って来

ました｡みなさんの時代はそうじゃないと思います

が､僕の時代はほとんどそうだったんですia.フラ

ンス経由で入ってきた絵画は､経由しないスペイン

のマ ドリットでやってる魔術的リアリズムというも

のを知らなかった｡ロペスとか､ナランホとか､ ト

ラル､フランケロとか､そういう人たちが快惚 と､

いわば生活を無視 してですね､リアリズム絵画をつ

くった｡これはヨーロッパの生んだリアリズムとは

全 く違うリアリズムですね｡その視点というのはお

そらくロマンチズムと対立する形で生まれて来たリ

アリズムではなくて､作品を見れば一発で分ると思

うんですけれども､朝起きたら突然変身していたカ

フカの小説のようにですね､死後硬直 したような人

間の､内面的なリアリズム｡ これも結局､野田先

生とお話をするのですが､まだポル トガルとかスペ

インというのは､貧乏が恥ずかしいとこではない｡

だから3ケ月に一点という形の絵がまだやっていける

のかも知れない｡もう皆さん｡これから生きていく

日本というのは､貧乏は非常に恥ずかしい｡残念で

すけれども昔はそうじゃなかった｡教養の無いのは

恥ずかしいが､貧乏は恥ずかしくなかった｡今は貧

乏じゃやっていけない｡そういうところで絵かきは､

やっとこどっこいをやって食ってかなければならな

い｡マ ドリッド･レアリズムのような､のんびりし

たことはやっておれないですね｡しかし､なんかや

らなければならないんじゃないか､ いわば､大きな

船が､片方に傾いている時に､片っぽうがじっくり

50年間あるいは100年間待って､もとの位置に戻す､

復活力のようなものが､さすが経済力は日本より劣

ってるかも知れないけれど､スペインにあるんじゃ

ないかと思うんです｡ というのを見た時に､日本

の戟後というのは､やっぱりほんとに駆け足だった

ですね｡正確ではないでしょうが80年代に､日本の

前衛 というのをボンピドゥセンターでやった時に､

フランスの編集者だった女性が､これは神風特攻隊

だと､ どうしてかと聞いたら､鉄砲の玉のように打

ち込んだら帰ってこない｡日本の前衛は凄い勇気は

あるけどちっとも面白くない｡いわばスペインがも

う一度ゆっくりとマ ドリッドのほうへ戻 したような､
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ブーメランのような取 り組み方をしていない｡ 言

われてみれば当然､もの派とか､具体美術 とか､そ

ういう前衛グループが日本にも確かにありました｡

しかし､私達が戦後取 り組んで来た､ヨーロッパを

入れて来た美術の思想 というのは､未来派であり､

ダダイズムであったり､これは前にあるものを否定

するという芸術です｡ 前衛というのは軍隊用語で､

一番前衛に立つ歩兵が､巨大な敵に立ち向かってい

く､ しかし､私達の前衛には巨大な敵がいなかった｡

むしろ今までやってきたことを全部否定して自分だ

けの絵画をつくった｡いわばそこには抜け難 く､先

ほど保苅先生がおっしゃってた､自我､個性という

ものに対する､物凄 くとんでもない強烈な信望があ

ったんですね｡芸術は俺 じゃなきゃできない､個性

がなきゃいけない｡そういう中でやって来た私達の

戦後美術というのは､もう昨年になくなりましたが､

例えば､岡本太郎がいなかったらこの人はいないだ

ろうというような作家は生んでこなかった｡岡本太

郎を拒否した作家はいっぱい生まれた｡安井さんも､

梅原さんもそうだったですね｡梅原龍三郎がいたか

らこの作家がいた､梅原龍三郎がいなかったらこの

作家はいない､というような作家はひとりもでてき

てないですね｡現代美術を調べても､いわばそうい

う前人のものを受け継いで､さらにプラスしていく

行動を私達はほとんどやってこなかったわけですね｡

そういうことを考えると､スペインのロペス達が

やってる､ベラスケスなりゴヤなりを原案にして､

さらにそこから別のものを出していくというやり方

というのは､実に見事ですね｡見事といいましょう

か､極端にいえば､｢女官たち｣というベラスケスの

絵画そのものを､実はロペスは繰 り返 しているんで

すね｡これは野田さんも書いてますが､野田さんと

二人で試写会にいったんですが､『マルメロの陽光』
(日本でも公開)という､有名な監督が撮った､マ ド

リッドのロペスの家に3回いきました｡それから､レ

イナ ･ソフィア美術館で､ロペス展が開かれた時に､

なんと､あの美術館を3重に取 り巻 く人垣ができた｡

それほどスペインはロペスに関心があるんですね｡

だけど､ロペスは一歩も外に出ない｡それは別にし

て､『マルメロの陽光』というのは､マルメロに､太

陽の光があたる､それだけを措いているんですね｡

それだけをまた映画は撮ってる､延々と撮ってる｡

日本語版が出てないですけど､学校でそのままスペ

イン語のやつを見せても､学生はその時沢山いまし

たけれど､いらないですね言葉なんかは｡自分で描

くための足場を組む､自分で足の位置をきめて､マ

ルメロの樹があって､マルメロの目の高さの位置に

線を引いて､毎日重 くなると下がっていくんですね

マルメロが､それで11月にあたる光を描き出そうと､

永々とマルメロが腐って落ちるまで､映画は撮って

る｡ただそれだけのことなんですが､そういう考え

方というのは､私達には最も遠い考え方なんですね｡

ひとつのものを庭に入ったまま飽 きずに描 くとい

う､ 我々と同世代の画家がいますが､川端龍子のと

ころへ中学を出てすぐ弟子入 りしたんですけど､よ

く彼にしていただいた話を､その時思い出したので

す｡全然絵を教えてくれなくって掃除ばかり｡庭に

出してくれたのは2年経ってから｡何してるかという

と､はえてる草が大きくなるまでジッと見つめてお

けという､まあ描けということだったんでしょうけ

ど､そういうことをやらされた話が実に面白い｡弟

子から､そうですか､と聞いてたんですけど､実は､

そう言う原基のような強さのようなものが非常に大

切だったんですね｡

穂苅さんのメモからなんですけども､私達の先人

にも､伊藤若沖とか､円山応挙 とか､徹底的にその

同じものを描いた人は幾らでもいます｡しかし､ヨー

ロッパの写実絵画とは程遠い｡まあ､遠近法の問

題とかそう言う問題ではなくて､これは何故かとい

うと私達のところに入ってきた時には､本草学､薬

草学､そう言う薬の見本を措 くために､徹底的に写

実を勉強した｡多 くの場合は､古地図を､古図を実

にそのまま写すというために写生をやったんですね｡

その根底には､迫真描写と言いましょうか､そのま

ま写す技術が先行 して､その技術は何の為かという､

いわば目的があったわけですね｡その目的の先とい

うのは､ヨーロッパが入ってきてもなお細密とか正

確 とか､そういうものに近づいていくリアリズムで

あった｡ しかし､ヨーロッパというのは､保苅さん

がおっしゃったように､人間､個というものを大事

にしていく､まず人間が中心になる｡ヨーロッパが

遠近法を生んだというのは､風景というものをその

まま措 くための方法ではなかったんですね､いわば

自分の位置を決めるための距離感覚だったんですね｡

風景があそこにあるというのではなく､おれはここ

に居るという､その距離感覚を措 くために遠近法を

発明したんです｡だからヨーロッパ絵画というのは､

見る場所が一つに決まっている､画家がここから見

ている｡同時に､画家が描いた絵を見ると､それを

描いている絵描きが見えてくるんですね｡あくまで

も措いている人間が中心､彼等の中には､神が作っ

た風景というものを､神と同じ目で見て､その通 り

に実現してみよう､ そういう保苅先生のおっしゃっ

たような､思想に基づいているようなものが核 とし

てあったんです｡その裏には､人間というものがあ

った｡しかし､私達の世界には､個性とか､あまり
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そういうものはなかった｡なくっても良いんじゃな

いかなあと､今は思っているんですけど､なぜかと

いうと別々の個の考え方があるんです｡なぜ東洋の

話にスペインの話をしたかといいますと､こjtから

21世紀に向けて私達が､日本人じゃなければ産めな

い絵画ではなくて､人間の眼で見た､野田弘志さん

のように､日本人なんかとくっついてる問題である

んですが､いわば絵画という分野､ 鉄斎が京都で､

日本画ではなく絵画を措いた｡鉄斎とセザンヌを比

べるとそうだと思うんですね｡絵画という見方があ

る｡個という形と違う形で僕はあるんじゃないかと､

そういうことを考えている｡

ヨーロッパを出すと分かり易いから言いますけど､

ヨーロッパは､宗教､神という､神には人間は近づ

けない｡神は絶対的である､同時に､それに対比す

るものとして､動物があった｡動物は人間より下で

ある､ということは､神に対 しては､完全に責任を

持つ｡しかし､下の動物に対 しては､寛容の精神を

持つ｡人間はその間にある､いわば地上にいる最高

のものが人間である｡ユマニテですね､ユマニス ト

というものを生み出した｡ヨーロッパの思想という

のは､明らかに人間が中心です｡だから個が､何も

かも個から始まる｡ しかし､東洋をふまえた私達の

中には､人格というものを軸とした歴史を一度も持

ったことがないですね｡ 風格というものが一番高

くて､人柄と人格をごっちゃにしてますけども､ペ

ルソナというものを東洋人はそんなに持ったことが

ない｡いわば私達は､自分ということより他者とい

うことを考えている｡それは私は非常に大きいと思

うんですね｡ 中曽根さんがいうカッコつきの日本

人ということは､間違った個性､僕はそんなものつ

くったら､また戦前の神風特攻隊じゃないですけど､

間違った日本人観です｡全員が同じわけがないし､

全部が僕は別々だと思うんですね｡しかし､別々だ

けれども､ちゃんとしたもの､ 義を持たなかったら､

日本の歴史の中では責任というものが､なかなか筋

として通らなかったですね｡ 皆さんご存知かどう

か分 りませんが､明治時代までは､この国には自殺

というものがなかった｡許されなかった｡いろいろ

理由はあるのですが､たいていは厭世､圧倒的に人

間というものが嫌になって死ぬわけです｡しかし幕

末の頃から､昔の日本の人たちが自ら命を絶ったの

は世間に対する不義理､武士の切腹ですね､道なら

ぬ不倫の心中ですね､あとは殉死｡心中とか切腹と

かは昔からあったんですけjtども､個人がこの人間

性に嫌気がさして死ぬというのはあり得なかったん

ですね｡許されなかった｡ある意味で命は大事だっ

たんですね｡ 孔子の言葉に｢里仁美為｣愛の中にお

らば美を為す｡これは里というのはもちろん郷里の

ことですが､そこにいっぱい愛がつまっている｡仁

というのは実は人間の愛情｡ヨーロッパでは知と美

がつながっていますが､東洋というのは美と知がつ

ながらないですね､愛と美がつながるんです｡最も

高いプライドというのは仁､字の通 りで人が二人と

いう捉え方をします｡これは日本に入って来た時､

｢人間 (じんかん)｣という言葉をつくってますけども､

大事なのは二人の関係､ただ一人だけでなく他人と

の関係ですね､二人の人が最高の形のものを､人間

二人の美しい関係とした｡ 今道友信さんは､｢人間

(じんかん)｣いわば､人のあいだ､人と人のあいだが

うまくいってるかどうかで､その人が人間かどうか

という見方をしていた｡これはヒューマニズムでは

これほど前にでてくるはずがなかった｡長い歴史の

なかで､そのなかで出て来たものは何かというと､

人と人との関係の中から芸術は生まれてこないかと

いうことを考えました｡

一人の人間が個室にこもって何かをゼロから取 り

だすのではなくて､河北さんの言葉でいえば､合わ

せる､棲みあわせる｡すぼらしい人間がいて自分が

いるその間が実にうまくいった時に､ 対応芸術､応

答芸術といってもいい､これは文字どおり､万葉集

の相聞歌もあるし､応答歌もあるし､合わせ歌はい

っぱいあります｡それが､私達が長い間つちかって

きた芸術です｡ 戟後､桑原武夫さんが､第二芸術

論という本を出しました｡これは戦後圧倒的に売れ

た本ですね｡ベラベラで､文庫本で一番安い値段で

売ってますけども､日本人が五七五七七であらわす

短歌や俳句なんかで､思想があらわせない｡あんな

もので人間があらわせるわけがない､あれは二流の

芸術だ｡あれが凄く売れたんですね｡同じ時に､井

上靖さんの｢敦煙｣とか江上波夫さんの｢騎馬民族説｣

とか､日本が戦後混乱のときに売れたものの一つで

すが､ 今考えてみますと､この国から歌が消えたこ

とは一度もありません｡ ドナル ド･キーンさんと対

談したときに彼は日本人が万葉以来一度もすてたこ

とがなかったのが短歌､うたごころ､ 風景とか人間

とかに探究心はあんまりなかったけれども､歌に関

しては凄 くもっていて一度も捨てなかった.もちろ

ん桑原武夫さんのベス トセラーは間違ってまして､

全国紙にしろ地方紙にしろ全部歌壇､俳壇がある｡

これはプロもいますけども大半は素人ですね｡たく

さんいい歌をつくる｡そういう意味では相手を見て

読む､相手に向けて読む､あるいは､相手に対する

ものをうけとる｡人格 というのではなくて､できれ

ば､なんといいますか､人間のヨーロッパ的な臭み

を全部拭き取って､風格 というものが人格よりもず
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っと上だったんですね｡なるべ く人間臭いものを何

もかも捨てちゃって､枯れるという意味ではなくて､

いわばカルチャーという文化をそういう意味で使っ

たことはほとんどなくて､風 ということで､昔から

ずっといってきた｡ひとつの村で何代も何代も受け

継がれていて､目には見えないけれども､そこに行

けばそこだけにしかない伝統的な風習､風俗､一人

の人間でいえば風貌､この学校ではこれから校風が

つくられていきますね｡いまではそういうこともい

わなくなりましたが校風というのはその学校だけに

生まれてくる一人の人間がつくるものではなく､た

くさんの中から生まれてくる｡そういう意味では会

社は社風といい､絵描きは画風といいます｡おそら

く広辞苑を引 くと､手へん以外で圧倒的に多いのは

風です｡風乗があがらないとか､風流の人とか､風

があらわれる｡何度も風が吹いていた｡いわば風が

吹 くとか､つかみどころのないもの､個として確実

に手にできない､つかみどころのないもの､しかし

そこに吹 く風が芸術を作 り上げていく｡そういうも

のをもった人が風格がある｡武士の風格があるとい

う風を最高とした中国文化を受けた私達の歴史には､

不思議なものがある｡芸術の話よりも文学的になり

ますけども､例えば戦場で敵と味方が対するときも､

相手のことばを歌で受けてやりとりするということ

は､しばしばあった｡これは､藤原公任という短歌

の神様のですが､彼は､個人の多くのものに｢歌枕お

きて未にものをあらわす｣をはじめて面白いという｡

ちょっとキザですけど､昔の歌のうまい人は､ほと

んど多 くは歌枕をおいた｡みんなの知ってる常套句

ですね､決まり文句､それをおいて後ろに何かを足

すのが名歌だった､始めからいいたいことを言っち

ゃうのは名歌 じゃない｡ある種､今で言う個性の否

定ですね｡日本人はむしろ､そんなに個性を持って

いるわけじゃないから､初めから個性を出したらネ

タ切れになっちゃう｡たいした歌できるわけないじ

やない､ならば歌枕も､枕詞も､本歌取 り､そうい

う常套句を全部知ってなきゃダメ､決まり文句はい

っぱいあったんですja｡そういう決まり文句をいか

に結び付けるか､古今集のほとんどが前半が決まり

文句のいわば歌枕を使った､後にちょっと加えただ

けなんです｡｢風吹けば沖つ白波竜田山 夜半に君が

ひとりこゆらむ｣これは業平が一番愛でた歌ですけ

ども｢風吹けば沖つ白波｣というのは常とう句ですね､

風が舞い上がる沖ったった (枕詞)やまのところに白

波がもうもうと立っている､夜半にひとりその峠を

こえていく｡まあ､女房が読んだんですね｡まあ夫

が女のとこらにかよって行 くわけです｡｢夜半に独

り-｣これらを加えることによって､その歌が一挙に生

き返る｡｢月見れば､ちぢに乱れてかなしけり｣これ

も常とう句でちゃんとある､その後に､｢我が身ひと

つの秋にあらねど｣このつけ加えの巧みさ､そういう

ことが永遠と続いてきた｡いわば常套句につけちゃ

う｡ しかし､僕自信 も国文科を出たせいですけど､

戦後の教育で一番おかしなことは､決まり文句を使

ってはだめだ､個性がない､常套句ばかり使うやつ

は個性がない､ ということは､そういうものを､常

套句をみんな知らなくなってきた｡ しかし､良い歌

をつくるためには､決まり文句を知ってなきゃいけ

ない｡たくさんある決まり文句を知ってなきゃなら

ない｡たくさんある決まり文句を合わせることで面

白いものを打ち出していく｡そういうことを否定した

から､決まり文句を否定したから､逆に個性をなくし

ちゃったんですね｡そういう中で､短歌のやり方で､

独特の個性が出ないものか､これはいつの頃からか､

仲間の中で連句と言うものをやっていたんですね､非

常に面白いんです｡ 36歌仙､読み継ぐわけですけれ

ども､連歌､連画､5､7､5､7､7､いわば今日私が

皆さんと連句をやれば､句会の私は｢この学校の｣こ

とを詠まなければならない｡今日の季節を読まなけれ

ばいけない｡それを受けてつぎの7､7は､恋､花､

月など､いろいろ決まってるんです｡実際やってみる

とお分かりでしょうけど､受ける人を考えるならばな

るべく個性をださない､またつぎの受ける人を考えち

ゃう｡ところがその個性の殺しかたがすごく個性的に

なるんですね｡いわば､本人が気付かなかった個性に

なる｡同じレベルの人とやらないと､ひとつつまっち

やったら一晩中出てこないことになりますから､そう

いうことをふまえて､大岡信さんがやっている連詩と

いう会に出ていて､実は今日ビデオがあるのですが､

そのビデオを見せて逃げようと思っているんですけど

も､連詩が非常に面白かったですね｡二度程鑑賞しま

して､変な言い方ですけども､他人の前でパンツを脱

いでいるような行為です｡いわば全部の姿を見られる

わけですから｡野田先生のように2週間､3週間､2ケ

月､3ケ月､かかる絵だとかはだめ､即興ができな

ければだめ､レベルが同じじゃないといけない｡それ

と､あるひとつのことがだめだとしても､すぐゼロか

ら全く違うことをやる､そういう性格の人がいいです

ね｡それを絵でやったらもっと面白いんじゃないかと

思ったのです｡これはビデオの中に出てきますからあ

れなんですけど､句というのは材料は言葉なんですia｡

いわば材料も言葉で､出来上がった作品も言葉なんで

すね､何が文学で､何がふつうの手紙か､分けがたい

ように､材料と出来上がったものとが同じ言葉という

と､なかなか面倒 くさいんですね｡ところが筆とか､

キャンバスとか､絵具とか､異質のものが絵画という
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ひとつの芸術に生まれ変わる｡そのほうが言葉より非

常に面白いんじゃないか､､まず､イマジネーション

で引き継いでみようということを4年前に始めたので

す｡始めは歌をつくったんです｡中島千波という日本

画家がいます､非常によく喋って､非常に冗談が巧く

て､いくら言っても酒落ても怒らない｡そういう人を

-^かたっぼうに据えて､私が私が､と個性が前に出

てる大津英敏さんを他方の代表に据えて､ そjtから､

いろんな絵描きさん達を､日本画6人､洋画6人集め

て､ファックスで､もちろん合宿で歌のやり取りもし

たんです｡それで､Aの人が読んだイマジネーション

を､次にBの人がイメージで描 く､それを60Pのキ

ャンバスに仕上げる｡まあ､その時もNHKが追っか

けてくれて撮ったんですが､結局､放映されたのは私

の大学で1日､それこそ皆さんご存知のように､昔の

矢立て歌のように､西鶴とか二万首読んだんですね､

一日二万百ということは四秒に-句読まなけらばなら

ない｡それを矢立てで書くわけです｡これはいかに決

まり文句を知ってなければならないかということなん

ですが､と同時に才能ですね｡それを絵で真似しよう

ということで十二人が一人六点､三十六歌仙一日で描

いてみようと､9時から始めて6時までやったんです

けど､それをNHKが撮ってくれたのです｡退屈な映

像でたいして面白くないんですが､私の考えの途中な

んですね｡私自信はその後､今高島屋がバックアップ

で､本歌とりを考えています｡本歌というのは歌でい

いますと､どうつくっても模倣でもパロディーでもな

いんですね｡本歌というのは誰でも知ってる歌を便わ

なきゃならないから､そのまま取り込んでもその歌の

全体を取ることになっちゃう｡それプラス､自分の旬

が入るということは､双方2点の作品が火花を散らす

ことになる｡他人の歌と自分の歌の合体､ とんでも

ない凄いことを日本人が考えた｡個性だけじゃなくて､

他人の歌を取り込んで自分の歌を足して火花､もうワ

ンランク上のことを考えていた｡それを真似 して｢吉

野｣とかそれこそ｢高野｣とか｢白川の関｣とか歌枕の

ところに訪ねていって､そこで本歌とりでもやってみ

ようかと､ 本歌とりというのは､ピカソのゲルニカ

からとってもいいのですね｡いわばダ･ビンチのモナ

リザから取っても良い｡そういうイマジネーションを

動かすことで､良く分りませんですけども､なんかヨー

ロッパでやってる個 じゃないネタが､いっぱい私達

の歴史にあるんですね｡そjlを探ってゆこうというこ

とを考えた.これは一度2時間ぐらいの講読で話した

ことがあるんですが､黒板でちゃんと描きながら話す

と面白いんですが､今日は簡単に話 しますが､｢和魂

漢才｣という言葉が平安時代にあります｡和魂洋才と

いいますけれども､今はほとんど洋魂洋才だと思って

います｡｢和魂漢才｣というのは日本人の最も大事な

ものなのです｡そjlも高級貴族にです｡なぜ和魂とい

ったかというと､当時はほとんど和がなかった､漢ぽ

っかりだった｡文化は全部中国からきた｡漠才という

ものが男の出世みちの最大のものだった｡そjtに和魂

をどういうかたちで加えるかというのが､私達日本人

にとってそれこそ棲み合わせといいますか､たいへん

なテーマだった｡和漢朗詠集､一番始めにできた朗詠

集ですが､その後古今､万葉､とかすべてそうなんで

すが和漢朗詠集というのは､和漢の名詞を全部引用し

たんですね､血みどろの戦いの中に非常に美しい一編

があったら､それだけとっていっちゃって､こっちの

ものは捨てちゃう､ いわば和漢朗詠集というのは名

作のアンソロジーですね｡そういう精神が当時､上級

の平安貴族がもっていたのに惚れちゃいまして､一度

講議でやったことがあるんですが､重要なものをひと

つだけいいます｡世界最大の長編ノJ､説 ｢源氏物語｣ll
世紀､ごめんなさい9世紀の後半くらいにはできた源

氏物語で､乙女の欄､そこで初めて､和魂､大和魂と

いうのがでてきた｡これは日本の文献の初出なんです

ね､それから後の ｢後拾遺和歌集｣に大和心が初めて

でてくる｡この二つが､大和という和がでてくる初め

ての例なんですね｡その言葉を使っているのがなぜか

といいますと､源氏物語というのは､色ごのみ､もの

のあはれ､この大和魂という三つが主題になっている｡

色好みは業平であり､谷崎潤一郎であり､ものの哀れ

は紀貴之であり本居宜長であり､が､しかし大和魂と

いうのはあんまりやられなかったんですね｡折口信夫

という方がやってるんですが､戦争中に悪いことに利

用されたから途中できれちゃう｡始めて大和心がでて

くるのは源氏物語の ｢乙女の欄｣なんです｡｢なおざ

いをもとにしてこそ大和魂のよに用いらるる方も強よ

うはべらめ｣正確ではないが才をもとにして大和魂を

用いれば世に強く役立つとした｡これは当時の天皇に

準ずる最上貴族達に最も求められたのは､容貌です､

顔ですね｡それから才能､漠才｡しかし､普通の今で

いう高級官僚は､漢才だけあれば良い｡和魂が必要無

かったんですね｡ほんのひとかけの天皇の周辺の人た

ちだけが必要だった｡今読んだところは光源氏が自分

の子供夕霧を大学寮に入れる時に周囲から反対される

わけですね､その時に子供の頃から､ちやほやされて

育って才だけの人間になったら困る｡前例の歴史があ

るんです｡藤原伊周の歴史があるんですよ｡才だけの

人間になったら､大きくなったら非常に苦労する｡和

魂を教えるために大学寮へ入れることにした｡なお､

牙をもとにしていけば､大和魂を固めるためには才能

という材を材料として使ったほうがいい｡そのために

は､もうちょっと自分で勉強させるということだろう｡
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これを簡単に分析しますと､和魂というのは先天的な

もの､持って生まれたもの､才というのは後天的なも

の､あとからうまれる｡結局当時の人たちは才学､知

識とか学問だけでは人間というには完成できない｡そ

の習得だけでは関与できない部分が人間にはある､そ

れはなにかというと和魂である｡靴の上から足を措く

ようなややこしいことをいうようですけども､ 次に

大和こころというのは､｢はかなくものおもいけるか

なちもなくてはかせのいえの乳母せむとは｣｡これは

いわば､知識もないくせにと､おっぱいもでないくせ

に､ も掛けてるんです｡博士の家に家庭教師の乳母

を雇う時に､その妻は栄華物語本を書いた奇才ですが､

赤染衛門｡その人が雇うとしたら ｢惨 くも思いけるか

知もなくて｣｡知 (乳)もないくせに博士のうちにくる

なんて､知識もない乳もでないくせにけしからん｡そ

れに答えて大和ごころがでてくるんですが､｢さもあ

らば大和心あれかしこくぼほそぢにつけてあらすばか

りぞ｣｡そんなことはない､大和心がしっかりしてい

れば細乳しかなくてもそれだけでいいんだという反歌

をだすんですが､ここで始めて大和心がでてくるんで

す｡これは紫式部以来女性は学問と知識だけをけなし

てるんですね､そんなものは大学寮のように男どもの

博士馬鹿をつくるだけだ､そうじゃなくて大和魂の中

に全部女がいる､女じゃなきゃ伝えられない｡これも

いわば赤染衛門がどう答えているかというと､実は当

時の教育の仕方が実にユニークで､大和魂というのを

どういうふうに取り込んだかというと､簡単にしてお

きますけども､当時の最高級貴族というのは､妻の弟､

これがいわゆるやまとごころを教えちゃう｡妻の弟､

これがお乳を飲ますと同時に大和魂を刷 り込むんです

ね｡湯母､飯噛､乳母ら多くが子供にくっ付いてるん

です｡これら女房というのが､赤ん坊が生まれた時か

ら何も分らない時から口遊とか枕草子とか倭名抄とか

字鏡とか､そういうものを枕元で読んで､朗読して身

ぶりをして､一歳から三歳ぐらいまでえんえんとそれ

を伝えていた｡それを伝えるためには､倭名抄とかに

大和魂が入っているから､読ませる人に別に才能がな

くてもいい｡そういうことによって大和魂を刷 り込ん

だ､付着させた｡この付着させたということが感染教

育と書いたんですが､付着させ感染させ､うつしたん

です｡当時はまだ病気が細菌によって移るとはまだ発

見されてないですが､もう伝染という言葉を使ってる

んですね｡恋とか病気とかいうのはよくわかんないけ

ど染まってゆく､いっしょにいることによって染まっ

ちゃう｡言葉や何かじゃなくて感染しちゃう｡いわば

今の知育教育とは全く逆の教育ですけども､知育では

なくて感染教育､いわば刷 り込むことによって古典の

持っている枕草子も､歌枕も､そう､一緒に枕を通じ

て伝わっていく｡そういう教育の仕方をやったんです

ね｡これは僕なんか目からウロコが落ちるといいまし

ょうか､育む､文字どおり羽ぐくむ､青くんで伝えて

いく､そういうことによって､将来倭成す人になる｡

いわば最高級の感性の人間をつくるための､大和の支

配者をつくるための教育方法｡感染というのがひょっ

とすると芸術に一番大事なことなんじゃないかという

気がします｡感染し合いができればと思って､連画と

いうわけの分らないことを始めたんですけども､これ

は感染しないとなかなか伝えられない｡やはり同じよ

うに､源氏物語にある写瓶､いわばこちらの瓶のもの

を全部移すという余り聞いたことのない言葉もありま

す｡感染させることによって母体から生まれる､いわ

ば母親から生まれるのではなくて､蛇が皮を剥いたり､

カニが甲羅を脱いだり､あるいは､蝶が酵化 したり､

母体を経ないで違う形で新生してくる｡そういう形で

伝えていこうというやり方ですね｡その感染方法は､

実は私なんかも全然意味がわかんない時に､祖父の隣

でお経を覚えた｡今実は親戚がつい最近亡くなったん

ですけども､お寺さんが配ってくれる経本の意味を読

み取ろうと､一生懸命に読むんですがなかなかついて

いけないんですね｡昔は知らない間にからだで憶えち

やったですね｡意味なんか全然わかんなくって｡まあ､

たぶん大歳先生なんかそうなんでしょうけど ｢子日

く｣｡よくわかんないけど読まされた昔の時代の人た

ちは､それで覚えていったんですね｡そういう一種の

感染教育のようなものが僕達から最も消えちゃった｡

そして新しい生命が母体からうまれない形で新しい生

命に引き継いでいく｡これは偶然なんですけども､実

は一昨日の毎日新聞なんですが､神話的時間､ 実は

昔鶴見俊輔さんから聞いたことがあるんですが､神話

的時間というのはかつて ｢忠臣蔵のコミュニケーショ

ン｣という本をだした時に､鶴見さんの聞き書きをし

た時に､その先生が使われたんです｡改めて毎日新聞

を見て､ 先生がそのことについて一冊本を書いてい

るんですね｡自分の死を前にするとき神話的時間が戻

ってくる｡自分の親しい人たちにあう時にも神話的時

間は戻ってくる｡これだけでは分からないですけど､

先生のいう神話的時間というのは､社会学者なんです

が､赤ちゃんが生まれて一歳までは言葉を話しません､

なにも分からない｡母親と赤ん坊がいて赤ん坊にとっ

てはあらゆることが全部初体験なんです｡その一年間

の母親と赤ん坊の関係を神話的時間という｡と同時に､

死んでいく人が意識不明になって､ほとんどそばにい

る我々のことも分からないけれど分かっている｡赤ち

ゃんに戻りますと一歳の赤ん坊は母親のことを全部分

かっているが､これを母親も全部理解できた時に､母

親と赤ん坊が神話的時間を共有することができる｡こ
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れはもう実験の結果を発表してもしょうがないけjtど

も､鶴見先生の実験の結果だったんですね｡いわば神

話的時間というのは感染教育と近いんじゃないか､神

話的時間を持つということは､連画もそうなんですが､

ひとつの芸術が見える｡12月の6日に私の親しかった

親戚が横浜で亡くなったんですが､三重県の人なんで

すが､夜九時に終わって､もうだめだというから病院

に行ったんですね｡到着するのがちょうど10時ぐら

いだったと思うんですが､ナースステーションの中側

の､心臓の音がピッ､ピッ､ピッと聞こえてきたんで

すね｡それで病室には入れませんが､いわゆるソファー

のところで朝までそこでつきあう形で寝転んで､その

心臓の音と自分の音をくらべる､早くなったり遅くな

ったりしたら危ないわけですね｡自分のとくらべてる

うちに自分のと同じになっちゃうんですね｡僕の心臓

が相手のに合わせちゃった｡これは本当の話なんです

が､そのうちにその人との間にあったことがどんどん

頭の中に浮かんでくる｡5時55分に亡くなったんです

けど､僕の心臓は動いてますからそこできれちゃった

んです｡鶴見さんがおっしゃったようにあれが神話的

時間だったのかなと､ 勝手な思い込みかも知れませ

んが｡おそらく一歳の何も分からない､ずぶの赤ん坊

の持っている時間の中にそういうものがある｡アーテ

ィストにはひょっとすると一番必要なもの､それが神

話時間的な感染教育｡直にったっわっていると同時に

個性というのはそれにあわせる｡｢間 ･個人性｣これは

私の言葉なんですけども､個性というんじゃなくて､

間主体的個性｡いわばヨーロッパのヒューマニズムで

はない､人と人との間に生じてくる個性｡もしそうい

うものがあれば､21世紀に向けて､東洋が トインビー

が言うように､西と東というような､並列とか対立と

かいう時代はもうないんですね｡むしろ東洋のこうい

う知的だけでない､意外と暖味なよく訳が分からない

というようなものが､ヨーロッパを包み込んでいく｡

東洋が西洋を包み込む｡おそらくそれを一番始めにや

るのはアーチス トじゃないかと思う｡わりと早口でし

たがビデオを見て欲しいので一応これで終わります｡

大岡さんが連詩でやってたところで､オクタビオパ

スというノーベル賞をもらった人が大岡さんの連詩に

参加した時､うんざりだったといっている｡ヨーロッ

パから考えると､こういうことを言ってます｡先ほど

個人ということをいいましたが､ヨーロッパの人間と

いうのはそこから絵措きが描く､同じ場所から人間を

見て措く｡ですから､中心が絵措きなんですね｡とこ

ろが､日本の中心というのは動く中心､これは洛中洛

外図を見てもお分かりのように東洋のリアリズムは

画家の目が飛んでいっちゃうんですね｡家の中に入

ってたばこを吸ってる女とかですね､街頭の道化師

と､下につながれている犬とかですね､散歩 してる

遊女の衣の柄を描いてるんですね｡しかし画家の視

線は一定個所 じゃない｡全部そこにいっちゃてる｡

鳥のごとく飛んでいって画家の位置はどこへいって

も自由｡中心的っていうとそういうことだと思うん

ですが､ オクタビオパスさんはそういうことで使っ

てるんじゃないかもしれませんが､彼が連詩をした

時に､連詩の実行は､自我や実在への進行といった

西洋のいくつかの体質的概念を否定することを意味

する｡連詩が生まれ育った日本の歴史には創造主と

しての神の実在というのはなく､魂や自我に閉じて

幻想を抱 く｡それが有害だとして拒否された伝統的

な日本においては､社会の細胞､その基本的単位は

個人ではなくグループだった｡連詩でいう座､ 全員

が顔を内側に向けて座を組む｡そのうえ､仏教､儒

教､それぞれのやり方で自我崇拝と戦っていた｡連

歌は日本人に対 して自分自身から脱出する可能性､

孤立 した個人の無名声からの交換 と承認が形造る､

円環へと転じる可能性を提供 したんじゃないかと思

われる､ これは､階級制度の重圧から自己を解放す

るひとつの方法だった｡連歌は礼儀作法に匹敵する

ような規則に縛られているものの､その目的は､個

人の自発性を押さえ付けることではなく反対に各人

の才能が他人にも自分にも害をおよはすことなく発

揮されるような､特別自由な空間を開くことにある｡

私は他人の人たちの前で書き､彼等も私の前で書 く｡

なんということか､隠れて素っ裸になる､他人の前

で排せつ したり､泣いたりするような感 じである｡

日本人は公衆浴場で裸になって入浴するのと同じや

り方で､連歌を発明したのであろうか｡ここからが

面白いんで､我々西洋人にとって浴室や書き物をす

る部屋は厳密にプライベー トな場所であり､そこへ

は一人で入って､みっともないこと､輝かしいこと

を代わる代わるおこなう｡連歌というのはそれをみ

んなで一緒にやっちゃうわけですから､アトリエを

解放 しちゃって他人と素っ裸でやる｡彼等には理解

できないですね｡しかし､私が実験的にやってみた

のは案外面白かった｡ビデオはけっこう退屈ですけ

ど､退屈なのはNHKのせいだと思ってください｡

(多摩美術大学美術学部基礎教育学科教授)

※山本健吉 ｢いのちとかたち｣､大岡信 ｢あなたに語る

日本文学史｣を多 く参考にさせていただきました｡
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