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はじめに 
 
 目に見えないものとは何か？それはどのように感受され、どのように表現し

うるだろうか？私にとって、目に見えないものは固有の感受性や私的な体験か

ら生まれた未知のイメージである。これは常に現実を契機にして幻想へ飛び立

つ。目に見えないものの視覚表現とは、この未知のイメージを見えるようにす

ることである。要するに、イメージをこれにふさわしい素材・技法に託して表

現することである。町で植物との出会いを繰り返す中で、私は独特な感情体験

から発生したイメージを探り出し、そのイメージを鉛筆をはじめとした画材に

託して表現してきた。 
 本論文は、このように固有な感受性から生まれたイメージにアプローチする

方法や表現を考察し、私的な感情体験や想像力をもとに、素材・技法を含めた

イメージを探求する。したがって、本論文は、試行錯誤を繰り返し、イメージ

の発見と創造の道を辿る。 
 目に見えないものを求めることは、制作者の固有の感受性のリアリティーを

求めることに通じている。また、仕上がったイメージを通じて、自身が何を表

現したいかという欲求を突き詰め、次のイメージにつなげる手掛かりを拾い、

イメージを探り続けていく。おそらく終わりのないプロセスである。本研究で

主題として扱う「植物の《精》にまつわる制作」はまさにはこのプロセスの中

での産物である。 
 
 2012年大学の卒業を機に、私はそれまで専攻したグラフィックデザインから

一歩引いて、絵画表現の再検討のために東京への進学を決心した。それまで

は、グラフィックデザインの一環としてイラストレーションを続けた。 
 表現について啓蒙してくれたのは、2013年に東京で出会った東京工芸大学の

谷口広樹教授であった。彼はイラストレーターとして活躍しながらも、抽象画

を発表し続け、平面絵画領域にも自在に往来している。谷口先生が何より大事

にしているのは、作家として自身のオリジナルの世界観であり、感受性を視覚

化することである。この教えの元、私は修士の二年間を自身の表現と向き合

い、自身のイメージを探るようになった。 
 その折、漠然として、私は心に引っかかった周りの植物をモチーフにして、

極自然にイラスト描写で使い慣れた鉛筆でドローイングを始めた。描き出され

た植物から少女のイメージが連想され、そのそばに少女を描き添え、単なる植

物のドローイングに幻想性を加えた（図 1、2）。これは後に、植物の前景に立

つ「人間としての少女」と、植物に内在する「妖精としての少女」のイメージ

へと発展することになる。表現の初期では、植物や少女を選ぶのは衝動的な感

覚の働きが強く、理性的な理由が先立つものではなかった。こうした構成によ

って、現実から幻想的なイメージへと第一歩を踏み出した。しかし、「なぜこ

のような絵を描くのか」、「何を表現したいか」という根本的な問題に対して

の答えが曖昧なままであった。博士課程での四年間で、私は身近な植物から生

じたイメージを求め続け、また仕上がったイメージを通じて自身を問い続け
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た。こうしたプロセスを辿ったことによって、表現されたイメージには、自身

固有の感受性のリアリティーを持つようになったと考える。 

   
図 1 《ひまわり》2013 年、鉛筆、ドローイングブック 
図 2 《チューリップ》2013 年、鉛筆、画用紙、55.0×37.5cm 
 早くも自身の制作や生まれた一連の作品に対して反省を行い、その答えを探

るために試みたのは、修士論文「自然への眼差しにおける考察及び身近であり

ふれる生命への思考」においてであった。今になって読み返してみると、その

青臭さにあまりに恥じ入るゆえ、ここで改めて取り上げることはしないが、真

摯で自由な表現を元に、関心が赴くところに思いを走らせる。その実りは私に

とって真実見があるように思える。そこには私が博士課程で続けてきた創作研

究の原点がある。ここでは、修士から引き継がれた二つのトピックを整理し、

取り上げ、私の現在の制作及び、それに続く本論の構成を理解する手がかりと

する。 
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・疎遠となったものが再び身近なものになった（表現のきっかけ） 
 

  
（左）図 3 中国山西省運城市・自宅とその周囲 
（右）図 4 日本神奈川県相模原市自宅の周囲 
 図 3 と図 4 は、私が日本に住み始めてからとそれ以前の、日常生活および環

境の変遷の対比になっている。来日以来、いつの間にか私の日常から消えかけ

ていた植物が大きな存在感を示しながら再び日常に入り込んだ。これをきっか

けに町にいる植物を強く意識するようになった。 
 私の子供時代に関する記憶のかけらの多くが、庭の桐の木の陰、草がぼうぼ

うと生い茂る道端にあるように、周りに植物がありふれていた。こうして目の

前に現れた植物は、私にとって、古い記憶につながれた邂逅のようなものとし

て想像を促した。そこでは、一度疎遠となった古い友人が再び目の前に姿を現

し、「こんにちは」と声をかけてきた。親近感、懐かしさが押し寄せてくると

同時に、とてつもない寂しい気分に見舞われた。  
 この次第で、私は度々植物との出会いを求めて町を彷徨うことになる。目を

とめた植物のそば、植物が集まるところでしばしば立ち尽くし、その様子をス

ケッチや写真に収める。こうして植物と対峙する中で、得られた幻想的な感情

体験を絵で表現しようとした。初期は感覚の衝動で植物と少女を組み合わせ、

シンプルなイメージを鉛筆で表した。少女が植物の妖精なのか、それとも自分

と同じな人間なのか判別は明らかではなかった。現在は、目の前の植物とそこ

にいる私自身との間に想像的空間を膨らまし、大きな存在感をもつ植物に内在

する小さな妖精、その（植物の）前に立ち尽くす少女のイメージがだんだんと

浮き彫りになった。こうしたイメージを通じて表現されたのは、植物の側に覗

き赴く姿、植物に潜む非日常性、神秘に対しての憧れ、寂しさである。 
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・ロマン主義との出会い 
（ロマン的な自然観と絵画表現） 

 
 そもそも私がロマン主義との出会いを果たしたのは、修士二年の時に大森弦

史1准教授の「西洋美術史講義」の授業においてであった。大森先生が見せてく

れたのは、18 世紀末から 19 世紀にかけて、自然の神秘、崇高についての感情

体験をもとに、確立された絵画表現であった。例えば、ドイツの画家フリード

リヒ2が自然の崇高さについての感情体験を、氷山と遭難した船への描写を通し

て表現した（図 5）。また、イギリスの画家ブレイク3は自身の幻視体験をもと

に、恐怖の化身とも言われる「モミの幽霊」を再現した（図 6）。 

   
図 5（左）フリードリヒ《氷の海》1823-24 年、油彩、カンヴァス、96.7×126.9cm、

Kunsthalle Hamburg 
図 6（右）ブレイク《蚤の幽霊》1819-20 年頃、板、テンペラ、ロンドン、テート・ギャラリ 
 こうした自然の崇高、目に見えない神秘（幻想や超自然的なもの）に対する

関心、そして、これについて私的な体験、個人に内在なる感情体験から出発し

たロマン主義の絵画は、従来の古典主義（歴史画や宗教画）と一線を画する表

現を切り開いた。 
 人類や神に捧げ、普遍的なテーマを持つ歴史画と宗教画から、私的な幻想体

験、自然についての個人の内在感情へ、芸術造形の対象におけるこの大きな移

転は、飛躍的な発展を遂げた文明がもたらした人間の理性の過大評価と自然

を、人間の生活に役立つ道具として把握する自然観への反発がある。理性、実

証主義への過信によって、人間の内面精神、想像力がしばしば無視され、宗

教、超自然的なもの、神への不信が促された。利益をもたらす道具として、自

然を把握する自然観は、18 世紀産業文明の発展が自然環境にもたらした大きな
                                                
1
大森弦史、西洋美術史を専門とし、国立西洋美術館学芸課研究補助員を経て、今は東京工芸大

学芸術学部基礎教育課程准教授。 
2 カスパー・ダーヴィド・フリードリヒ（Caspar David Friedrich,1774-1840）は、ドイツ・

ロマン主義初期の代表的な画家であり、p.18 から詳述する。 
3 ウィリアム・ブレイク（William Blake、1757-1831）は、イギリスの詩人・画家であり、イ

ギリス・ロマン主義の先駆者である。p.48 から詳述する。 
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破壊を黙認した。人間と自然との間にあるこの緊張感をよく示したのは、近代

の都市における変貌であった。18 世紀からの都市化が進むにつれて、都市の緑

がだんだん煙突の森に代わっていった。詩人と画家のブレイクが描いた煙突掃

除の子供、暗く薄汚いロンドン町、庶民の悲惨な生活などから当時の工業都市

ロンドンの醜い変貌を伺える。こうした近代の負的な側面に対して、ロマン主

義者は後付けた理性より先天的な感性、想像力、人の内面に目を向けた。自然

を霊化し、自然から人間以外の目に見えない超自然的なものを見出そうとし

た。 
 ロマン主義との出会いによって、私はそれまでの西洋社会に抱いたイメー

ジ、思い込み（人間中心主義、自然を一方的に支配する文化）が覆された。と

同時に、ロマン主義者たちがとった行動に大きく共感した。それは主に近代の

科学主義の対概念としてのロマン主義的な自然観と、絵画領域における私的な

感情体験を元にした表現の確立においてである。 
 中国は 1840 年のアヘン戦争でイギリスに敗戦した。それにより閉ざされた

国門が開かれ、世界と繋がり近代化を歩み始めた。それから啓蒙思想がもたら

した輝かしい成果だけをつまみとり、先進な物質文明を追いかける一方であっ

た。その渦中、産業の発展が西洋社会にもたらした自然環境への破壊的な面も

そのまま踏襲した。私が子供時代に住んだ家が今や広場の駐車場になったよう

に、街中の緑が大分なくなり、周辺には工場がたくさん聳え立った。毎年の冬

に入ると、PM2.5 の数値がひどく、全国のランキングで後ろから数えられる。

人と自然の調和を唱える中国の伝統的な自然観があるにもかかわらず、こうい

った状況を避けることはできなかった。 
 自然環境への悪影響を見てみぬふりをして、盲目的に産業発展してきた地元

の町が、300 年前の西洋都市に類似するように思える。産業発展がもたらした

都市の変貌に対して、本能的に失われた自然を求めるロマン主義者たちに、自

身が重なったようなリアリティーを私は感じた。自然環境の破壊が 終的に人

類自身の滅亡につながる原因になるという認識が導き出され、自然観への見直

しが余儀無くされた現在と比べて、個としての人間の固有の感受性の中で自然

との繋がりを求め、私的な感情体験を通じて自然の真実を見つめるという純粋

なロマン主義・自然観に、私は大きな共感をもって受け止め、そして自身の創

作研究もこの固有の感受性に導かれている。 
 また、このロマン的な自然観の影響によって、画家たちが自然物そのままの

模倣や、普遍的なテーマ（神話、歴史、宗教）を拒絶し始め、自身の内面に目

を向け、固有の感受性から生まれた私的な幻想が促された。ロマン主義の絵画

は、私的な幻想、近代的な意味での表現の黎明期にあるように私は考える。 
 20 世紀の有名な美術批評家のハーバード・リードは、表現は「自然に流れで

る感情の発露ではなくて、むしろ感情を具体化させているイメージや物体をそ

れと認識することである4」と定義した。 
 自然を自然らしく再現する古典的な風景画に対して、ドイツ・ロマン派の画

家は、自然の中にいる感情体験を元に、自然物・自然現象を主観的に再構築す

                                                
4 ハーバード・リード著『芸術の意味』滝口修造訳、みすず書房、1966 年、p.160 
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るプロセスを辿り、現実を超えた、私的で幻想的なイメージを完成した。例え

ば、画家のフリードリヒの有名な創作論「まず精神の眼で君の像を見るため

に、肉体の眼は閉じよう。それから暗闇のなかで君が見たものを明るみに出

し、今度は逆に外から他者の内面に向かって働きかけることだ5」がある。解釈

すると、目の前のものをそのまま再現するのではなく、引き起こされた感情や

想像によって、目の前のものを把握する。引き起こされた感情や想像をもと

に、生成したイメージを具体化し、そして、具体化されたものによって観者に

それと感じてもらうことである（図 5、7、11、12 参照）。この創作論にはロ

マン主義的な自然観の影響が伺える。また、これはフリードリヒが自身の主観

から出発し目に見えない幻想を求める裏付けであり、ハーバード・リードが表

現についての定義に類似する。 
 古典的で普遍的な主題の元で描かれてきた歴史画に対して、イギリスは自国

の文学をもとに、目に見えない幻想、超自然的なフェアリーを主題にした「フ

ェアリーペインティング（Fairy painting）」という新しい絵画ジャンルを設

立した。その中、シェイクスピアを始め、伝統文学のテキストや伝承からも離

れ、独自な幻想体験をもとに、フェアリーを描き出す画家もいた。例えば画家

のブレイクは自身の体験をもとに、フェアリーを幻視した詩や絵画をたくさん

残した（図 6、26、27、28 参照）。彼は「私は、自分自身に対して、外面的な

創造物は見ないし、そうした創造物は私にとって妨害であって、活動ではない

と主張する6」と語り、彼は現実のものを拒み、自身の想像力、幻想だけに忠実

した。 
 このように、ロマン主義の自然観は個人の固有の感受性、感覚の真実性から

出発し、個人の感覚によって、自然の本質を認識・把握する考え方である。こ

こに、「作家固有の感受性を巡るリアリティー」を元に表現する行為との親和

性を見出せる。フリードリヒやブレイクの作品に見られた私的な幻想への忠実

さと表現への目覚めは、ロマン主義・絵画の一つの特徴として見受けられた。

これらの作品は、自身の表現を探る初期段階にいる私にとって、とても親しみ

を持つものである。と同時に、私が、感情体験をもとにイメージを探る行為に

強い根拠と先行事例を与えてくれる。また、この時期の絵画表現では、現実を

きっかけに幻想を作るプロセスにおいて、客観的な自然と私的な想像がしばし

ばイメージの中に共存・並立した。私は植物と対峙した感情体験をもとに、ス

ケッチや写真を用いて、記憶を探りながら想像を膨らまし、元の風景への再構

築を通してイメージの制作を行っている。元素材の一部の再現と想像の展開は

常に表現されたイメージの中に共存する。こうしたイメージへの無意識的アプ

ローチに、私はロマン主義時期の絵画表現との共通性を見、親近感を覚えた。 
 以上、私が表現を起こすきっかけと、決定的なロマン主義との出会い、ロマ

ン主義的な自然観と絵画表現について述べてきた。簡潔に述べれば、ロマン主

                                                
5 フリードリヒ「現存の芸術家と 近逝去した芸術家の作品を主とするコレクションを見ての

意見」神林恒道・仲間裕子編訳『ドイツ風景画論』三元社、2006、p.172 
6 アンソニー・ブラント著『ウィリアム・ブレイクの芸術』岡崎康一訳、晶文社、1982 年、

p.38 
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義者は自分たちによる既存の信仰、或いは普遍的認識よりは、個人の感受性に

基づいた感覚を優先し、そこにこそ真実があると考えていたのである。それに

よって個人の感覚の中から霊的な自然や超自然的なものが見出された。 
目に見えないものは制作者の固有の感受性によって知覚され、そして表現さ

れうるものだと私は考える。それについてのアプローチが決して時代や流派に

くぎられることではなければ、他人と比較されるものでもない。その根底にあ

るのは既存の様式や価値観に群れることなく、己の思考、感覚を大事にする精

神である。感覚や表現されたイメージは、作家個人個人に固有の感受性によっ

て千差万別で、ユニークに違いない。このようにして本研究は、ロマン主義時

期に遡り、当時で目に見えないものについて行われた思考や表現を明らかにし

た上で、ロマン主義の精神を受け継いだ自身の表現がもつ現代性の解明に重き

を置く。 
 これを受けて本論文は、次の通り大きく二つの部分に別れる。一部（第 1
章、第 2 章）では目に見えないものの正体、いわば感情体験や想像をもとに、

発生したイメージの正体およびその具体化について、主に 18 世紀末からのロ

マン主義時期にドイツとイギリスの絵画表現を先行事例として考察する。二部

（第 3 章）はロマン主義の精神を受け継いだ自作を中心に、託された鉛筆とい

う素材および表現されてきたイメージについての分析である。 
 第 1 章では、自然の本質「自然精神」についての感情体験から生まれた幻想

的なイメージ、ドイツ・ロマン主義絵画の先行事例を考察する。具体的に、

「自然精神」がいかなるものなのか、それと個人の感情、そして造形芸術との

関係について、哲学者シェリングの『造形芸術の自然との関係について』を通

じて確認する。その上で、同時代のドイツ・ロマン派初期の風景画家フリード

リヒとルンゲを取り上げる。画家二人が「自然精神」についての感情体験をも

とに、確立したイメージ及びそのプロセスをみていく。 
 第 2 章では、東洋人にとって、馴染みのない幻想的な存在「フェアリー」

（目に見えない超自然的なもの）の絵画表現について考察する。具体的に、

「フェアリー」がいかなるものなのか、「フェアリー」が絵画で表現されたき

っかけ、同時代の画家たちがシェイクスピア文学などの既存したテキストをも

とに、確立した「フェアリー」のイメージを確認する。その上で、画家ウィリ

アム・ブレイクとリチャード・ダッドを取り上げる。二人は既存する物語のテ

キストから離れ、私的な幻想体験に忠実に取り組み、ユニークな「フェアリ

ー」イメージを獲得したからである。 
 第 3 章では植物の《精》という自作を分析する。具体的に、植物の「精」と

はいかなるものかについて説明する。それから、表現に託した鉛筆という素材

の性質、現代において鉛筆が敬遠された原因、そして鉛筆が私的なイメージの

表現に叶う理由について述べる。さらに、2013 年の創作の初期から 2018 年ま

で、植物の「精」についてのイメージを探り、試行錯誤を繰り返したプロセス

及び各段階に関して述べる。作家事例としては、鉛筆画家斎鹿逸郎と吉村芳生

を代表例としてあげ、現代絵画表現における画材としての鉛筆の素材性と新し

いアプローチの可能性について考える。 後は、鉛筆の性質を意識的に生か
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し、胡粉、水干、和紙といった自然素材を取り入れた 2019 年の作品を通じ

て、さらなるイメージの可能性と広がりを提示する。 
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第 1 章 ドイツ・ロマン派における「自然精神（Naturgeist）」の視覚表現 
 
 17 世紀の科学革命によって、自然現象がだんだん機械的な因果関係で説明さ

れるようになった。それまで神学によって解釈された超自然的な自然観が動揺

を見せた。ガリレオが地動説を証明し、万有引力がニュートンによって発見さ

れたことなどに例が挙げられる。18 世紀は産業革命の時代と啓蒙主義の時代で

あった。人々の文化生活のあらゆる面が理性の洗礼を浴びた。客観的な観察・

実験によって導かれた知識の獲得・進歩が確実に人の生活を改善し、人間の幸

福につながると考えられるようになった。この理性信仰によって、旧来のキリ

スト教の体系に多くの疑問符を突きつけることになり、神への懐疑、超自然的

なものへの不信が促された。それにつれて、従来生命感・幻想が溢れる自然も

そういった科学の進歩によって、神秘なベールが容赦無く剥がされ、客観化さ

れ、人間の生活に役立つ道具として把握される状況にいたった。 
 こうした科学的かつ客観的な自然観への反発が相次ぎ生まれた。17 世紀にヤ

ーコプ・ベーメの有名な神秘思想やオランダの哲学者スピノザの汎神論などを

確認できた。この流れは 18 世紀になると、いよいよ大きな流れになって、ロ

マン主義という外面ではなく内面を重視する精神運動の形成に加勢した。18 世

紀末に浮上してくるロマン主義は、人間の理性や近代の良さを過大に評価する

啓蒙主義「狭隘さ」に対する抵抗であった。 
 ドイツにおいて、ロマン主義の初期（18 世紀末）は、神秘的で超自然的なも

のに強く惹かれ、漠然とした汎神論的な感情が漂っていた。ロマン主義者は、

神への不信、客観化された自然などの問題に直面し、失った信仰を取り戻し、

宗教の革新を目指した。彼らは積極的にベーメの神秘思想やスピノザの汎神論

に影響を受け、神と自然と人間との関係を再構築しようとした。神を自然の中

から人間の内面から再び見出そうとするのであった。同時代の哲学や絵画が起

こった変革からもそれを確認することができる。自然哲学が客観性から主観

性・精神性に焦点を移り始め、絵画も均整を取れた自然への再現から画家主観

的な情念を象徴的に表現することに変わった。 
 ドイツ・ロマン主義の絵画は、主に二つの流れがある。一つはドレスデンを

中心に、画家フリードリヒ、ルンゲおよびその周辺の画家たちが代表する北方

的ロマン主義であった。そしてもう一つはローマに滞在した画家の集団（ナザ

レ派）があった。前者は風景画に対して、自身の内面に映し出された「自然精

神」への表現を求め、ひたすら自国、近くにある風景に目を向けた。後者はロ

ーマに赴き、イタリアのルネサンス期の素朴な美を理想に、キリスト教の伝統

的な宗教画の革新を目指した。本章ではフリードリヒ、ルンゲが代表する北方

ロマン主義に注目し、そして主にフリードリヒとルンゲが個人の感情体験をも

とに、「自然精神」への表現を中心に考察していく。 
 本章で論じる「自然精神（Geist der Natur）」は 18 世紀末自然哲学の用語

であり、哲学者シェリング7が 1807 年にバイエルン王立学士院で講演の『造形

                                                
7 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヨーゼフ・フォン・シェリング（Friedrich Wilhelm Joseph 

von Schelling、1775-1854 年）は、ドイツ・ロマン主義哲学者である。 
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芸術の自然との関係について』に由来する。シェリングに先立ちシラーは 1803
年に論文の「悲劇におけるコロスの使用について」にて「自然精神（Geist der 
Natur）」を言及したことが確認できる。ロマン派風景画の綱領的な著作『風

景画に関する九通の書簡』を著した画家カール・グスタフ・カールス8も、シェ

リングの「自然精神」を引用し仲間たちの風景画芸術について説明した。これ

から取り上げる画家フリードリヒとルンゲが残した遺稿の中にも、画家が自身

の芸術理想ついて語るときに度々「自然精神」という言葉を引用することがあ

った。したがって、当時では「自然精神」という哲学用語が知識階層に広く浸

透し、しかもかなり多くの理解を募ったと考えるのは差し支えない。 
 本章ではまずロマン主義の哲学者シェリングの『造形芸術の自然との関係に

ついて』で「自然精神」における解釈、芸術主張を考察する。次に、その実践

家としての画家フリードリヒとルンゲの風景画芸術に注目し、画家がいかに視

覚言語を駆使し「自然精神」を表現し、そして人に感じてもらったかについて

明らかにする。 
 
  

                                                
8 カール・グスタフ・カルス（Carl Gustav Carus、1789-1869）は、ドイツ・ロマン主義時代

の医師、画家である。 
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1-1 イントロダクション（「自然精神」について） 
  
 哲学者シェリングは初期の自然哲学に関する著書『世界霊について』9によっ

て、直接に初期のドイツ・ロマン派に影響を与えた。本書において、シェリン

グは自然を主体的に生命化し、万物を生み出す根源的な力として考え、「能産

的自然（natura naturans）」の理念に到達した。自然は「能産的自然

（natura naturans）」と「所産的自然（natura naturata）」と二つの対概念

によって理解される。自然の様態、つまり人間を含むあらゆる目に見える自然

現象・自然物を「所産的自然（natura naturata）」として捉える。その一方

で、「能産的自然（natura naturans）」は目に見えない、「所産的自然

（natura naturata）」を生じさせたもの、自然の本質、つまり万物を生み出

す力、万物の中に潜み働きかける精神である。これによって、具体的で客体化

された自然より、抽象的な主体としての自然の概念が生まれた。こうして自然

が再び生命を吹き込まれ、各自然物に潜む「霊的自然」が見出された。これは

結果的に同時代の人が抱く漠然とした汎神論的な自然感情に理論的根拠を与え

ることになり、大きな共感を以ってロマン主義者たちによって迎えられた。シ

ェリングがロマン主義の哲学者と呼ばれる所以である10。 
 （シェリングの自然哲学は決してこのように簡単に要約できるものではない

が、深い全貌を探ることは避けたい。この節は、主にシェリングが自身の自然

哲学と芸術哲学に基づいてまとめた『造形芸術の自然との関係について』を参

照しつつ、「自然精神」及びその造形について考察する。『造形芸術の自然と

の関係について』は、シェリングが「自然精神」の美学を具体的な造形と繋げ

て、展開したものである。） 
 シェリングは、1807年にバイエルン王立学士院で『造形芸術の自然との関係

について』の講演を行った。それは、シェリングの自然哲学の上に独自な芸術

観を展開したものである。当時では空前絶後の成功を収め、絶大な反響を呼ん

でいた。本章で扱う二人の画家フリードリヒとルンゲが、それぞれの芸術を高

め、独自な思想を形成したのもちょうどこの時期である。二人の芸術における

理想と信念には、シェリングと共通する考え方をいくつか指摘できる。それ

に、二人ともシェリングと年齢が近く、それぞれの因縁で、この天才的な稀代

の哲学者を知り影響を受けていた。 
 シェリングは『造形芸術の自然との関係について』の中で、自然についてこ

のように述べている。 
 

自然はあるものにとっては不特定多数の対象の死せる集合体、また器のよ

うに、その中にものが据えられると考えられた空間以外の何ものでもな

い。また他の者にとっては、生きていく滋養を得てくる土壌にすぎない。

                                                
9
 シェリングは、早期の自然哲学に関する著書は、主に『自然哲学考察』（1797 年）、『世界

霊について』（1798 年）、『自然哲学体系の第一草案』（1799 年）がある。 
10 神林恒道「シェリングの芸術哲学」『待兼山論叢．美学篇．10』大阪大学、1977 年 
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霊感を受けた探求者にとってのみ、自然はあらゆるものを自己自身から想

像し、実際に生み出す、神聖で永遠に創造的な世界の根源力なのである
11。 

 
 シェリングが考える自然は、自然現象・自然物の集合体ではなければ、万物

の生存する空間でもない、17 世紀以来自然を人間の生活に役立つ道具として見

る機械的な自然観と完全に対置したものである。シェリングにとって、自然の

本質は目に見えない、霊感がある者のみ感知できる一つの根源力である。前述

した万物を生み出す根源的な力、万物の中に潜み働きかける精神としての「能

産的自然（natura naturans）」は、絶対者の神に極めて近い意味で考えられ

る。シェリングがいうには、この創造的な力は事物のうちに隠れ、働く普遍的

で不変なものである。人間はこれを捉えたり、これに到達したりすることは決

してできないが、人間によって感知される。なぜなら、この根源力はいたると

ころに「自然を動かす知」として、痕跡を残しているからである。例えば、鳥

は習うことなく、音楽を鳴らし、建築術を習わず器用に巣を作れる。この意味

で、シェリングはこの万物のうちに働く根源力を「自然精神（Naturgeist）」

ともよんでいる12。「すべて一つの強力な精神によって導かれているのであ

り、この精神はすでに個々の認識のうちにきらめいている13」。 
 この目に見えない「自然精神」が表した象徴を読み取り、それを模倣し表現

することこそは、芸術家に課された使命なのだと、シェリングはこの芸術観を

次のように語った。 
 

事物の内的なもののうちに働き、形式や形態を通じて、ただし象徴的にし

か物語ろうとしないあの自然精神（Naturgeist）を、芸術家はとにかく範

とすべきであり、この精神をいきいきと模倣し、捉えうるかぎりにおいて

のみ芸術家は、自らある真実なるものを創造したことになるのである14。 
 

 現象として自然ではなく、芸術家は現象の中に潜んでいる目に見えない「自

然精神」に目を向け、象徴を通じて、自然精神に接近するべきだと主張してい

る。そうして初めて、独自な真実を生み出すことが可能になる。また、同じよ

うなことは、シェリングのこの講演に先立って、シラーは 1803 年に「悲劇に

おけるコロスの使用について」の中で、次のように述べていた。 
 

芸術は現実を完全に見捨て、純粋に理念的になることによって真実なもの

となる。自然そのものは精神の理念にほかならず、けっして感覚されな

                                                
11 シェリング著「造形芸術の自然との関係について」神林恒道訳、『無限への憧憬ードイツ・

ロマン派の思想と芸術』国書刊行会、1984 年、p267 
12 同上、p274-275。筆者によりまとめ。 
13 同上、p275 
14
 同上、p276 
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い。それは諸現象の覆いの下に横たわり、それ自体はけっして現象しな

い。万有のこの精神「自然精神（Geist der Natur）」を捉え、具体的形態

につなぎとめる力は、理想の芸術にのみ賦与され、むしろそれに課された

任務である15。 
 

 このように、「自然精神（Geist der Natur）」はすでにシラーによって言及

された。自然現象に内在する「自然精神」を芸術の対象にする主張は、おそら

く当時では格別なものではない。画家フリードリヒの有名な創作原理「まず精

神の眼で君の像を見るために、肉体の眼を閉じよ16」と、画家ルンゲがいう

「芸術が生起する可能性があるとすれば、これは人間の内的な核心から生ずる

ものでなければならない17」とも通ずるように思える。 
 シェリングが「自然精神」は霊感のある者のみ感じると言ったが、さらに次

の文句がある。 
 

万物を生気づけ、支配する自然の諸力に感銘することによって得られた感

情の激しい動きや想像力の底深い感動だけが、芸術にその抗いがたい力を

刻印することができたのである18 
 

 要するに、「自然精神」についての感情体験や想像を通じてしか、それを造

形芸術として表現しえないのだと考えられていた。まさにその通りである。ロ

マン派の風景画を捲って見ると、偉大で無限な自然のうちに、人間が包み込ま

れるような風景が少なくない。無論、このような風景は画家自身が無限なるも

のと対峙した感覚に由来し、視覚化されたものである。そして、我々は、絶大

な自然と、それと対峙する尺度にもならない点景の人間で描かれた絵の前に、

しばしば美や畏怖などの感情が引き起こされ、自然の崇高（「自然精神」）を

体験する。 
 またここで、実際のロマン派風景画家のカール・グスタフ・カールス19が著

した『風景画に関する九通の書簡』からの一節を引用したい。カールスはフリ

ードリヒの弟子であり、フリードリヒの芸術の良き理解者でもある。フリード

リヒを識る前に完成した『風景画に関する九通の書簡』もロマン派風景画の綱

領的な著作として知られ伝わってきた。そのロマン派の風景画の原理につい

て、画家は以下のように説明する。 
                                                
15
松山壽一著『造形芸術と自然：ヴィンケルマンの世紀とシェリングのミュンヘン講演』法政

大学出版局、2015 年、p.194 
16 フリードリヒ「現存の芸術家と 近逝去した芸術家の作品を主とするコレクションを見ての

意見」神林恒道・仲間裕子編訳『ドイツ風景画論』三元社、2006、p.172 
17 ルンゲ「芸術と芸術家の使命について（遺稿集から）」神林恒道・仲間裕子編訳『ドイツ風

景画論』三元社、2006、p.172 
18 シェリング著、前掲書、p.281 
19 カール・グスタフ・カルス（ Carl Gustav Carus、1789–1869、ドレスデン）は、ドイツ・

ロマン主義時代の医師、画家である。 
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芸術作品というものは、何よりもまずこれを感受する芸術家の意識の中で

も作用し続けるのではなかろうか。そして芸術家の内部で、力強い、限り

なく互いに交錯する大地の生命的活動、つまり大気、海洋や湖沼や河川、

そして生き生きとした個体について、あるより深い見方が息づく時、それ

によって風景画芸術の作品はある特殊な性格を帯び、観る者の心情に働き

かける、新たな固有の効果を持つことになりはしないだろうか20。 
 
 カールスがシェリングの自然哲学から影響を受けたことはこの一文から伺え

る。彼は「自然精神」の存在を確信している。そして、「自然精神」である

「大地の生命的活動」を画家の内部で感じることの重 要性を強調している。

つまり、ロマン派の画家たちにとって、重要なのは現
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

象としての自然ではな
．．．．．．．．．．

く、自然と向き合う時に生じた自身の内面的感情である（筆者による強調）。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

彼らは、その感情を元に、新たな風景を創造する。画家たちはそれぞれの方法

で「自然精神」を体験し、それについての感覚が個人に固有する感受性と強く

結ぶ。「自然精神」への表現は、個人個人によって多様性が生じることがあら

かじめ予感される。 
  
 初期ロマン派画家のフリードリヒとルンゲは、二人とも「自然精神」を表現

する風景画を目指していた。シェリングが 1807 年に『造形芸術の自然との関

係について』の講演で、ドイツの美術界に大きな反響を呼び起こした。フリー

ドリヒが 1808 年のクリスマスに公開した《テッチェン祭壇画（山上の十字

架）》は彼の独自な様式を示す一作であり、それまでの風景画との完全な異質

性から大きな議論を呼び起こした。ルンゲは 1810 年で 33 歳の若さで世を去

り、残されたのは彼自身が考案した前例を見ない寓意的な風景であった。 
 ここでフリードリヒについて、主に《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》

（1808 年）、《海辺の僧侶》（1810 年）、《樫の森の修道院》（1810 年）三

つの重要な作品を取り上げる。彼の「自然精神」についての表現を見ていく。

一方のルンゲについては、彼が考案した寓意的風景の第一号作品《夜鶯（ナイ

チンゲール）のレッソン》（1802〜1805 年）と、晩年まで考え続けた《朝》

という風景を通じて彼が感じた「自然精神」及びその視覚表現についてみてい

く。 
  

                                                
20
 C・G・カールス著「風景画に関する九通の書簡」神林恒道・仲間裕子編訳『ドイツ風景画

論』、三元社、2006、p.87 
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1-2 カスパー・ダーヴィド・フリードリヒが表現した「自然精神」 
 
 カスパー・ダーヴィド・フリードリヒ（Caspar David Friedrich,1774-
1840）は、ドイツ北の港町グライフスヴァルトに生まれ、プロテスタントの家

庭で育てられた。後に、宗教儀式の場ともおぼしき独自な、フリードリヒ様式

ともいうべき風景画を築いたが、その背景に彼の敬虔な宗教的感情があったこ

とはとても無視できないように思われる。フリードリヒは、1794 年 20 歳の時

に、ドレスデンに移り住み、1840年に亡くなるまで、そこで過ごした。ドレス

デンは、当時文化・芸術の環境を誇る、北方の都市であり、絵画館に数多くの

傑作を収蔵していた。都市の中に、豊かな自然が広がっていたと言われる。孤

高の画家フリードリヒにとって、芸術創作に格好の環境だったとも言えよう。 
 フリードリヒは、いたるところ葦の中にさえにも神的なものを見出すことが

できた。無限なる自然を前にして、彼の内面に生じたのは敬虔な宗教感情のよ

うなものである。これは、絶対者に等しい「自然精神」をすべての現象のうち

に見出そうとするロマン主義的な自然観に通じるものである。当時で広く認め

られた汎神論的な認識、シェリングの弟子シューベルトとの交際を通して、シ

ェリングの自然哲学を知り、影響を受けた可能性があると、研究者の H.J.ナイ

トハルトは指摘した21。フリードリヒ自身は、その創作原理を以下のように述

べている。 
 

画家の課題とは、空気、水、岩、木の忠実な描写にあるのではない。画家

の魂、感情がそこに表現されなくてはならない。芸術作品の課題とは、自

然の精神（ガイスト）を認識し、魂と心情を尽くしてその中に参入し、こ

れを受け入れ、再現することである22。 
 
 これは、ドイツ・ロマン派の画家たちに共通する課題であり、前述したシェ

リングの芸術主張とも重なるものである。 
 実際の作品から、フリードリヒが受け止めた「自然精神」及びその視覚表現

のプロセスについて見ていく。 
 
 
 
  

                                                
21 ハンス・ヨアヒム・ナイトハルト著『ドイツ・ロマン主義絵画—フリードリヒとその周辺』

相良憲一訳、講談社、1984 年、p.61 に参考 
22 同上、pp.74-75 
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・《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》について 
 
 《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》図 7 はフリードリヒが初めて手掛け

た油彩画であり、そして発表した当初、大きな物議を引き起こした。 

 
図 7 フリードリヒ《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》、1808 年、油彩、キャンバス、

115×110.5cm、ドレスデン・ノイエマイスター絵画館 
 1808年のクリスマスの当日に、フリードリヒはアトリエで、完成した《テッ

チェン祭壇画（山上の十字架）》を公開した。この絵はテッチェンの城館の礼

拝堂の祭壇画のために描かれたものである。多くの注目が集まり、一日のつも

りが連日の展示になった。彼は祭壇画の注文として引き受けた以上に、《テッ

チェン祭壇画（山上の十字架）》において、単なる自然風景を再現する風景画

でなく、敬虔な感情（「自然精神」）を象徴するイメージを作ることが目的で

あった。 
ところが、この作品は、すぐに当時の代表的な美術評論家フリードリヒ・フ

ォン・ラムドーア23に非難された。ラムドーアは、この作品に対して、厳しい

批評し、有名なラムドーア論を引き起こしていた。 
 ラムドーアはまず「風景が教会の中に忍び込み、祭壇に這い上がろうとする

のは真の僭越である24」と、当時アカデミーが支配している絵画のジャンルの

                                                
23 フリードリヒ・フォン・ラムドーア（Friedrich Wilhelm Bamdohr,1757-1822）、古典主義

の立場にたつ美術批評家である。 
24 仲間裕子著『C.D.フリードリヒ《画家のアトリエからの眺め》—資格と思考の近代』三元

社、2007 年、p.69 
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中で、 も低い位置にある風景画は聖なる祭壇画として、ふさわしくないこと

を指摘した。また「風景画は……一群の対象を何層にも、舞台装置のように前

後に並べるものだ25」と述べ、プッサンやクロード・ロランの伝統的な風景画

と比べ、光の表現、空気遠近法、画面空間の構成などが風景画の本質から大き

く逸脱していることも厳しく批判した。 
 つまり、《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》は、それまで聖書の聖なる

物語、聖家族を主役とする祭壇画と、広大な眺めを持つ牧歌的な風景画から大

きく逸脱している。このラムドーアの批評は、酷評ながらも、もはやフリード

リヒの芸術を語る上で欠かせないものになっている。つまり、この批判は、フ

リードリヒが目指していたものや彼がいかに工夫して、革新をもたらしたかと

いうことを、いわば逆説的に裏付けているのだ。ラムドーアの不満は、この作

品が従来の宗教画でもなければ、風景画でもないことだった。その反面、明白

に祭壇画として描かれた《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》は「新しい宗

教画」であると同時に、「新しい風景画」でもあった。 
この絵について、一般の観者の反応はいかなるものかを、フリードリヒのア

トリエを訪問したキューゲルゲン夫人が夫に宛てた書簡の中から伺える。 
 

祭壇画は部屋に足を踏み入れたすべての人の心を捉えました。どうしよう

もなくやかましい者達、あのベショーレンでさえもが小声で、まるで教会

にいるように、きまじめな話し振りになったのです26。 
 
 この書簡が語っていた当時の展示状況から、観る者はこの風景を通じて、

「まるで教会にいるように」神聖、崇高について体験した。《テッチェン祭壇

画（山上の十字架）》が祭壇画としての機能をうまく果たしているようにすら

思える。つまり、フリードリヒが自然風景を通じて、敬虔な感情（「自然精

神」）を象徴的に表すことができたということだ。 
 次に、《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》において、フリードリヒがい

かに風景を通じて、敬虔な感情を表現したかを具体的に分析していく。 
 
① 客観的な自然観察を元に、内なるイメージを生成するプロセス 

                                                
25 同上、p.72 
26
「同時代人によるフリードリヒの風景画についての批評」『ドイツ風景画論』神林恒道・仲

間裕子編訳、三元社、2006、p.180 
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図 8 フリードリヒ《山岳風景》1804-05 年、セピア、12.2×19.7cm、ヴァイマール国立美術館 
図 9 フリードリヒ《山上の十字架・素描》1805 年頃、セピア、64×92.2cm、ベルリン、銅版画

素描収集室 
 実は、1805 年にフリードリヒは《山岳風景》（図 8）と《山上の十字架・素

描》（図 9）の二つのセピア画を完成していた。《テッチェン祭壇画（山上の

十字架）》は、フリードリヒがセピア画の《山上の十字架・素描》を元に、制

作したものである。また、フリードリヒの研究者の仲間裕子が論文「フリード

リヒの芸術論」や著書『C.D.フリードリヒ《画家のアトリエからの眺め》—資

格と思考の近代』にで、フリードリヒの創作プロセスについて解明したよう

に、フリードリヒは、常に過去のスケッチや素描（客観的な観察による風景）

をイメージのソースとしている。これらのスケッチや素描を断片化し、新しい

作品となる油彩画の中で、それらの一部あるいは複数のイメージを主観的に組

み合わせ（現在のいうモンタージュ技法）、風景の再構築を行っている。 
 フリードリヒは旅行において常に大量なスケッチや素描を手掛け、岩、木な

どの個々の自然物から風景全体に至るまで客観的かつ仔細に観察し、細密に描

写を行なった。後に彼が「自然精神」を象徴するイメージを模索する過程は、

全てこれらのスケッチや素描に基づいている。風景や自然物を再現するこれら

の素描は、フリードリヒの芸術にとって、重要の役割を果たしているように見

受けられる。これらは、後に主観的に風景のイメージを再構築するための素材

だけでなく、素直な感覚の記録であり感受性のリアリティーを保障するもので

もある。 
フリードリヒは、アトリエで油彩でイメージを再構築するにあたって、ま

ず、再現した風景の素描を一度崩し、目にした客観的な自然の秩序を壊し、モ

チーフ、イメージを抽出する。次に、「自然精神」についての感覚を元に時

間、空間を超えたイメージの断片を主観的に選び、十字架という幻想なシンボ

ルと組み合わせ、風景のイメージを再構築する。こうして生まれた風景は、自

然現象を越え、画家の主観で、各断片の自然物、イメージが新しい秩序で整理

され、神秘で象徴的な意味合いを帯びるようになる。 
 
② 全体性を重視、シンプルな画面構成 
 まず、「風景画は……一群の対象を何層にも、舞台装置のように前後に並べ

るものだ」冒頭でのラムドーアの批評を思い出してもらいたい。伝統的風景画

家のスタイルを引き継いだフリードリヒの同時代風景画家ジョゼフ・アント
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ン・コッホの風景画（図 10）をあげて、ラムドーアが理想とする風景画とはい

かなるものかみてみよう。 

     
（左）図 10 ジョゼフ・アントン・コッホ《虹の掛かる英雄的風景》1805 年、油彩、キャンバ

ス、118×113.5cm、カールスルーエ美術館 
 「一群の対象を何層にも、舞台装置のように前後に並べる」という特徴をコ

ッホの風景画からよく伺える。このような広大なパノラマ式の眺め、それに加

えて英雄が登場する牧歌的な風景は当時のドイツ風景画の主流であった。それ

と正反対に位置する、比べて、《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》がラム

ドーアを困らせたのも無理ではない。その革新性は明らかなものである。 
 フリードリヒが残した覚書の中に、このような同時代の風景画様式を批判し

ている文章を発見した。 
  

対象を左右、前後、上下に並べ立て、画面を過度に飾り立てる。思うに内

容の豊かさを見せかけるつもりなのだろう。これが現在の風景画だ。彼

ら、 近の風景画家たちは 100 度の範囲内に見たものを容赦なく、45 度の

視覚の内へ押し込める。したがって、自然においては大きな空間に隔てら

れて存在しているものが、そこでは圧縮された空間内で触れ合い、観者の

眼を満杯にして、うんざりさせる27。 
 
 コッホの風景画に過度な飾りが満ち、観者の目を楽しませることだけに重き

をおいているようにフリードリヒには見える。彼にとって、このような「自然

精神」を無視した風景画はうんざりさせるものであろう。それに対して、《テ

ッチェン祭壇画（山上の十字架）》が示したのは、まず目線が飛び移り、絵の

中に遊覧できる広大な空間がつぶされていることだ。前景の岩山、樅の木がシ

                                                
27 フリードリヒ「現存の芸術家と 近逝去した芸術家の作品を主とするコレクションを見ての

意見（抜粋）」『ドイツ風景画論』神林恒道・仲間裕子編訳、三元社、2006、p.174 
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ルエットの中に沈んでいる。モチーフ、色彩と形は、一目で全部見渡すほど単

純で平面的である。 
 フリードリヒはこうした構成の理由を以下のように主張した。 
 

美術作品はただ一つのものであろうとすべきです。そしてこの意志が全体

を貫き、さらにそれぞれ個々の部分が全体の刻印を帯びていなければなら

ないのです28。 
  
 伝統的な風景に対して、フリードリヒは意識的にその型を破った。モチー

フ、色彩、形の変化が少ないため、絵の主題、コンセプトが強く強調されてい

る。絵に現れた山の風景がまるで宗教の儀式の場のように、焦点を当てられて

いる。私的には、目にするとある種の崇高さを催す。 
 
③ 各自然物から象徴的なイメージを探る姿勢。 
 絵の中に登場するすべての要素は、画家が熟慮した上の配置である。それぞ

れの象徴的な意味をフリードリヒは以下のように説明している。 
 

木に縛り付けられたイエス・キリストは、ここでは永遠にくまなく生命を

与える父の像として、沈みゆく太陽に向けられている。古い世界、父なる

神が直接に地上をさまよう時代は、キリストの教えとともに死んだ。太陽

は沈み、地球はもはや去り行く光を捉えることはできない。そのとき も

純粋で高貴な金属の十字架の救い主が、夕焼けの黄金の光の中に輝き出

で、地上の和らげられた光の中に反射する。岩の上にまっすぐに十字架は

たち、イエス・キリストへの我々の信仰のように確固としている。十字架

に架けられた御方に対する人間の希望の如くに、樅の木は、あらゆる時代

を通じて常緑のまま十字架の囲りにたっている29 
 

 この説明は、一見絵の各モチーフの解釈になるが、フリードリヒは各自然物

（断片のイメージ）から象徴的な視覚言語を探り、感覚に近いイメージに接近

するプロセスそのものである。分析①と呼応するように、主観的にモチーフを

選び、再構築する制作方法は、フリードリヒが「自然精神」を象徴的に表現す

るには、極めて有用だと考えられる。 
  
《海辺の僧侶》《オーク林の僧院》について 
 
 《海辺の僧侶》（図 11）《オーク林の僧院》（図 12）二点の作品ともに、

フリードリヒは 1810 年のベルリン・アカデミー展に出品した。一組ペンダン

トの作品である。前回のラムドーアの争論のおかげで、フリードリヒの名は当

時の美術界で広く知り渡る。今度の二点のペンダントの作品も注目が集まり、

                                                
28
 仲間裕子著、前掲書、p.71 

29
 藤縄千艸編集『ドイツ・ロマン派画集』、国書刊行会、1985 年、p.32 
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評判になった。この二点の作品はともに当時のプロイセン王室に買い上げら

れ、フリードリヒの名声が絶頂期になった。 
 二点の作品それぞれは、海と大地の風景である。明らかに前作の《テッチェ

ン祭壇画（山上の十字架）》と同じく、この二点の作品はフリードリヒ様式の

風景画である。両者を対照したことで、風景のコンセプトを強化するのは画家

が意図したところであろう。 
 《海辺の僧侶》と《オーク林の僧院》について、当時それを目にした人から

の反応を伺える書簡が残されている。 

   
（左）図 11 フリードリヒ《海辺の修道士》1809 年頃、油彩、キャンバス、110.4×171cm、ベ

ルリン、ナショナル・ギャラリー蔵 
（右）図 12 フリードリヒ《オーク林の僧院 The Abbey in the Oakwood》、1809-10 年、油

彩、キャンバス、110.5×171cm、Alte Nationalgalerie 
 1809 年 6 月に《海辺の修道士》が完成した時点で、アトリエの訪問者キュー

ゲルゲン夫人がそれを見て衝撃を受けた印象を以下のように語っていた。 
 

油彩の大きな作品も見ましたが、わたしの魂に訴えるものは全くありませ

ん。はるかな限りない虚空。その下には荒れた海、前景は白く光る細長い

砂浜で、そこには黒い衣を着るか、まとった隠者が忍び歩いています。空

は澄み、冷たく静まり返り、嵐もなく、太陽も月もなく、雷雨もありませ

ん。−そうです、もし雷雨でもあればわたしには慰めや楽しみになるでし

ょうし、どこかに生命や動きが見出せるでしょう。穏やかな海面には小舟

も船も、まして海の怪物も見えません。それに砂浜にも緑の草一つも芽生

えず、ただかもめが二、三羽飛び回っているだけで、孤独をいっそう募ら

せ、恐ろしいものにしています30。 
 
 そして、友人の詩人ケルナーは《オーク林の僧院》を目にし、「永遠に消え

まいとするかの如く 墓石に積る深い雪は、音もなく大地と結び合う、夜を憂

いに閉ざす暗黒の靄は 冷たい死のおののきで世界を抱く（一部）31（藤縄千

艸訳）」といった詩を作り、「フリードリヒの死の風景画」というタイトルを

つけた。 

                                                
30 「同時代人によるフリードリヒの風景画についての批評」『ドイツ風景画論』神林恒道・仲

間裕子編訳、前掲書、p.181 
31
藤縄千艸編集、前掲書、p.36 
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 二点の作品ともは現実離れした幻想的で象徴的な風景が見受けられる。《海

辺の修道士》は当時何もない風景、「空白」と評され、観者に極まる孤独を体

験させた。《オーク林の僧院》において、画家は死への印象を見事に視覚化

し、成功に人に伝わった。 
 それまでの風景画様式から大きく逸脱し、この何もない風景を目にしたとき

に、人はおもわず戸惑うだろう。ところが、一旦絵に表した孤独や死を素直に

体験し、そこから生まれた感情が続けて 初の戸惑いと一緒感動と化していく

に違いない。 
 《テッチェン祭壇画（山上の十字架）》《海辺の修道士》《オーク林の僧

院》三点の作品において、フリードリヒが「自然精神」を表現するにあたっ

て、駆使した視覚言語の特徴についてまとめる。 
① 人と自然のコントラスト 
 《海辺の修道士》と《オーク林の僧院》が示したのは、人がとても尺度にな

らない自然である。画家はこうした点景の人物と絶大な自然との視覚的なコン

トラストを通じて、人間が到達できない自然の無限・崇高についての感覚を描

き出している。 
② 色彩、フォルム変化の抑制、空間の平面化 
 個々のモチーフの色彩とフォルムの変化を抑えたことで、鑑賞者の視線が

個々のモチーフに留まることなく、全体への注目に促された。遠近法的な空間

連続性、奥行きを弱くし、平面化したことによって、視線が絵の中に余計に行

き来、遊覧することをさけ、シンプルなゆえ、全体のイメージの象徴性が高め

られ、コンセプトが強調された。 
③ 現実離れの景色の提示 
 現実にある風景の秩序を崩し、主観的な風景の再構築によって、従来の現実

の秩序を基づいた風景画に慣れた鑑賞者を戸惑わせる。「無」や「死」を象徴

する絶望的な風景を提示することによって、常に風景に豊かな色彩効果、自然

の生命力の表現を求める観者がよりインパクトを受け、考えさせられる。 
④ 自然と対峙する者 
 画家は自身の代わりに、目の前にある絶大な自然と小さな後ろ姿の修道士を

対峙させる。絵を鑑賞する者は、絶大な景色の前にいる観想に耽ける後ろ姿の

僧侶と眼差しを重ね、やがて感情を移入する。それによって画家が構築した象

徴的な意味合いをもつ風景を正面から体験し、より一層のリアリティーをもっ

て受け止める。 
 
 以上、所謂ところのフリードリヒ様式的な風景表現についてその特徴をまと

めた。 
 シェリングに代表されるような自然哲学、敬虔なプロテスタント家庭などの

影響で、フリードリヒにおいては、「自然精神」についての感情体験が敬虔な

宗教感情として表れている。絵の中に度々登場する十字架、修道士、教会の廃

墟、墓地などのイメージからもそれが連想される。 
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目に見えない「自然精神」に目を向け、自然をそのものとして描く当時の風

景画の主流から意図的に逸脱し、独自なアプローチをたどった。それを象徴す

るイメージを模索し、結果的に個人の様式、ユニークなイメージを確立した。 
見た風景を再現するそれまでの伝統的なプロセスから、目に見えない感情を

対象にして表現するにあたっては、フリードリヒが元の風景、過去の素描を崩

し、主観的にモチーフを選び、象徴的な意味合いを持つシンボルと組み合わ

せ、風景の再構築を行った。そうすることによって、幻想的な風景を作り上

げ、追体験させる形で、「自然精神」についてのイメージを獲得した。 
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1-3 フィーリプ・オットー・ルンゲが表現した「自然精神」 
 
 フィーリプ・オットー・ルンゲ（Philipp Otto Runge,1777―1810）は、フリ

ードリヒに並び も独特な風格を築き、初期ロマン派を代表する画家の一人で

ある。 
 1802年にヴァイマールの美術コンクールで落選したことを契機に、ルンゲは

それまで取り込んでいた主流の古典主義の歴史画と決別し、自身が思う新しい

芸術の主題風景画に着手し始めた。ところが、結核により 1810 年に 33 歳の若

さで世を去り、8 年間の間に創作した一連の抽象的で寓意的な風景画が残され

た。 
 「あの頃シェリングが世界霊という概念で示そうとしたもの、まさにこの概

念を中心にしてその周りを、かつての一連のしそうがめぐっていたのだ32」ロ

マン主義の画家カールスがこう振り返っている。画家フリードリヒは葦から神

的なものを感じていたように、画家ルンゲは 1802 年 12 月 1 日、友人のルート

ヴィヒ・ティークへの書簡で次のように書いている。 
 

どんな花々や木々であってもつねに、そのそれぞれに間違いなく人間の精

神や観念、あるいは感覚が潜んでいるのは明らかであり、確かであるよう

に、私には思われるのであり、さらにそれが楽園に由来するものに違いな

いということが、私にははっきりわかる33。 
 
 書簡の内容から、ルンゲもフリードリヒと同じく、自然物からそこにひそむ

「自然精神」を読み取ろうとする態度を伺える。そして、彼にとって、植物は

重要な媒介である。それから 後まで、ルンゲは内面にいる「自然精神」をい

かに生き生きと絵で表現するかにつとめた。 
 まず、ルンゲが 1802 年に古典主義の歴史画と決別し、自身が考える新しい

風景画に取り込む第一号の作品《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン》（図

13、14）から見ていく。 

                                                
32
 神林恒道・仲間裕子編訳、前掲書、p.154 

33
神林恒道・仲間裕子編訳「Ph・O・ルンゲ遺稿と書簡」『ドイツ風景画論』、三元社、2006、

p.213 
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左：図 13 ルンゲ《夜鶯（ナイチンゲール）のレッスン・第一作》1802 年、黒とグレーの羽ペ

ン、鉛筆、104.7× 85.5cm 
右：図 14 ルンゲ《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン・第二作》、1804-05 年、油彩、カンバ

ス、104.7× 85.5cm、ハンブルク美術館 
 《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン》は、ルンゲが手掛けた寓意的な風景

画の第一号であり、1802 年から 1805 年にかけて練り直しを繰り返してきた作

品である。その間に、1801 年に妻のパウリーネと出会い、翌年の 1802 年にす

ぐ彼女の両親に結婚を申し込んだが、断られ一時重病に陥った。同年に《夜鶯

（ナイチンゲール）のレッスン・第一作》を手掛けた。それから、1803年にも

う一度結婚を申し込み、婚約が成立し、そして 1804 年に祝言を挙げた。続い

て 1805 年に二人の長男が生まれ、同年に《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソ

ン・第二作》をついに完成にいたった。これら制作の背景は、私的にも極めて

興味深い部分である。 
 《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン》はルンゲにとって、ただ新しい芸術

実践の一号作品であるだけでなく、かなり意味を持つ作品に違いないのではな

かろうか。3 年に亘って、デッサンの幾度の練り直し、額縁を含め施した細心

なデザインなどがそれを表わしている。制作背景にあるルンゲの辛く長い恋の

旅、収穫の実りという人生ドラマも絵の内容をより豊かにしてくれた。 
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図 15《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン・第二作》のディテール 

 《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン》実は、ルンゲがハンブルク出身の詩

人クロプシュトックの頌歌『授業 Lehrstunde』からヒントをもらい、それに

基づき描かれた作品である。作品の中央楕円の縁にその詩が記されている（図

15）。 
 

歌え、歌え、ますます高く、 
ますます低く、その歌が終わるまで。 
明るく歌え、そうすれば森の梢もサラサラと鳴るだろうー 
歌え、歌え、薔薇の蕾の陰で 
その歌が消えるまで34。 
 

 詩のタイトル「授業 Lehrstunde」に合わせて、内容は母鳥（夜鶯）が小鳥

に歌を教えている情景を表していること容易にわかる。詩に基づいたとはい

え、描かれた絵は母鳥と小鳥がいる風景ではなかった。《夜鶯（ナイチンゲー

ル）のレッソン・第二作》に描かれたのはいわゆる母子像である。モチーフは

母と思わせる女性、両手に楽器を持ち梢に座っている子供、そして梢の下に薔

薇の中に眠っている子供、三人を乗せる大きなくねり闇の中に沈むオークの木

がある。『授業 Lehrstunde』の内容にあてはめてみると、絵の中心にいる女

性は母鳥、梢に座っている子供は小鳥、そして眠っている子供は薔薇の蕾にな

る。詩が表した自然物が全部寓意化されているように見受けられる。 
 1805 年に描かれた妻のパウリーネの肖像（図 16）では、母鳥の原型がパウ

リーネであることにすぐ気づく。それによって、以下のことも容易に推測する

だろう。つまり、詩が表す母鳥と小鳥がレッソンのやりとりをする和やかな景

色は、ルンゲの中にパウリーネが愛情を持って子供に歌を教えるイメージを喚

起した。それは画家の感情を高め、表現につながっていく。要するに、母鳥と

小鳥を自分の妻と子供に置き換えて、《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン・

第二作》をこの感情にかなうイメージとして表現している。 

                                                
34
 藤縄千艸編集、前掲書、p.72 
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図 16 ルンゲ《緑のドレスのパウリーネ》1805 年、油彩、キャンバス、72×53cm 

 次に、額縁にある絵を見てみる（図 17）。1802 年にパステルと鉛筆によっ

て描かれたこの額縁のデザインから、ルンゲの確実なデッサン力を伺える。額

縁の型に紛うような浮き彫りの質感を見事に描き出している。繊細な性格に

少々の神経質を加えたルンゲの人物像を浮かび上がる。 
 額縁のデザインは子供の三人と植物と絡み合って構成されている。中央楕円

の下に、百合と薔薇が絡み合い交錯するところに蜻蛉が止まる。左側の百合の

萼から羽がついた子供が飛び出し、夜鶯と交流している。それに対して、右側

は薔薇の萼から飛び出した子供が、枝に止まる夜鶯に向かって両手を伸ばし、

求めているように見える。そして、上部の真ん中に、一人の子供がオークの木

に座って楽器を奏でている。 
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図 17 ルンゲ《枠の構成》1802 年、白と黒のパステル、鉛筆、63.6×51.7cm 

 中央の絵の中にいる小鳥と薔薇が子供のイメージとして寓意化されているこ

とはすでに前述した。したがって、ここの３人の子供それぞれは、薔薇、百

合、オークの木の寓意像として理解する。改めて枠の絵をみてみると、ルンゲ

はここで植物（薔薇、百合、オーク）と動物（夜鶯、蜻蛉）が交流しあう万物

霊化の風景を図案化しているのではないか。 
 私はハンブルク美術館でこの作品の実見を行った。この作品は、真ん中の母

子像、縁側に刻まれた詩、それと外側の額に彫られた図案、複層のイメージの

構造になっている。ルンゲがこの三つのイメージを重ね、自然生命の営み、愛

情をほのめかしているように実感していた。考察によると、枠で模様化された

絵図に、ルンゲは花の特有の象徴的意味を用いている。百合と薔薇と両方と

も、古来女神アプロディテー、聖母マリアに捧げられている。純白の百合は聖

母マリアの清らかさを象徴するゆえに「天上の愛」と意味をつけた。一方、赤

い艶かしい薔薇は人間の恋やエロスと結び、「地上の愛」を意味する。したが

って、左の子供が「天上の愛」、右の子供が「地上の愛」のアレゴリーにもな

っている35。 
 ルンゲが内面で高鳴る感情を表現したいと願う切実さも伺える。そして、こ

の作品を通じて、表現したい感情の複雑さに感服することになるだろう。目に

見えないゆえ、その視覚表現が一層難しくなっていくことも実感する。 
 試行錯誤を繰り返し、ついに《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン・第二

作》の完成に至ったことは、結果的にルンゲにとって非常に満足するものにな

っていた。 
                                                
35 高木昌史「フェリップ・オットー・ルンゲの世界：文学と美術（1）」と藤縄千艸「原自然

の芸術」に参考し、ルンゲ自身の記述も合わせてまとめたもの 
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私は今『夜鶯（ナイチンゲール）』を完成しました。この絵は多くの部分

でまさしく成功しましたので、たとえ私が全体をたびたび違ったかたちで

望んだり、幾つかの箇所をもっと上手く構想したらよかったのにと思った

りしたとしても、完成までに注いだ愛情と数々の思い出はやはり私にとっ

て非常に魅力的なので、私はそれから離れられはしないでしょう（1805年

5 月 3 日）36 
 

 この 1805 年の書簡の文面からも、試行錯誤を繰り返した収穫の喜びさや完

成した作品に非常に気に入っていることが伝わる。 
 ルンゲにまつわる論考を経て、《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン・第二

作》がルンゲ様式の変遷においてもかなり重要なマイルストーンになることは

間違いない。この作品は、ルンゲが考えた風景芸術という新たな方向に模索す

る一号の作品である。この作品において、確立された独特な視覚表現方法やプ

ロセスが後の作品に引き継がれていく。 
 ルンゲがこの作品を取り込み始まった頃の 1802 年三月に兄のダニエルに送

った書簡の中で、彼は自然の中で感情の高揚、興奮、感動を得る至高な瞬間

に、その感情についての把握こそ芸術の主題にふさわしいと語っている。そし

て、それを表し感動を他者に伝えるには、確固たる意味のある象徴
．．．．．．．．．．．

を求めなけ

ればならないと述べた。それを実際の芸術創作につながるプロセスとして、対

象の選出、構成、素描、彩色四つの段階についても言及した。それを参考に

《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン・第二作》の制作プロセスをまとめる。 
 
① 芸術対象の選出：詩が表した景色によって、引き起こされた感情をもと

に、妻のパウリーネと子供をその感情にかなう対象として選出する。 
② 構成：母鳥と小鳥を、選出された対象（パウリーネと子供）に対置させ

る。妻と子供を梢に座らせ、歌の代わりに楽器を手に握らせる。 
③ 素描：さらに、素描を通じて、パウリーネと子供それぞれは絵の中にいる

位置、プロポーション、比例やその周辺、背景などのイメージを具体的に

考えていいく。（図 14 参照） 
④ 彩色：自然の固有色、色彩の変化、自然現象の色彩効果などを意識し、画

面に構成する対象それぞれに感情と衝突しない、調和する色彩を賦与する
37。（図 15 参照） 

 
 ルンゲはこのようなプロセスを辿り、私的な意味を持つ子供、妻、植物のイ

メージを取り入れ、実際の風景と置き換え、額を含め複層的な意味構造を持っ

                                                
36
高木昌史「フェリップ・オットー・ルンゲの世界：文学と美術（1）」『成城文藝（212）』

成城大学、2010 年、p.29 
37
ルンゲ「芸術と芸術家の使命について（遺稿集から）」「Ph・O・ルンゲ遺稿と書簡」神林恒

道・仲間裕子編訳、前掲書、pp.208-210 を参考 
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て、ユニークなイメージを作り上げた。次にルンゲ 後の作品《朝》をみてい

く。 
 

    
図 18 ルンゲ《朝 Times of Day》1803 年、ペン、71.7×48.2cm、ドレスデン版画室 
図 19 ルンゲ《小さい朝 The Morning》1808 年、oil on canvas、106×81cm、Hamburger 
Kunsthalle 
 《夜鶯（ナイチンゲール）のレッソン・第二作》を通して、ルンゲが創作の

プロセスを見てきた。さて、ルンゲが 後に描いた作品の《小さい朝》（図

19）を通じて、ルンゲがの独特な表現方法とイメージをもう一度確認する。 
 「朝」は「1 日四つの時」つまり朝、昼、夕、夜という身近く感じる生成、

成熟、衰弱、消滅という自然の循環、現象の一つであり、ドイツ・ロマン派の

画家たちがよく手掛ける一つの主題であった。こういった身近な自然循環への

体験はロマン主義者たちに自身と外なる自然との繋がりについての確かな感覚

を与えたからだ。自身が万物と同じく無限な自然に包容され、常に生成と消滅

を繰り返し、変化すると明確に自覚できた。画家たちそれぞれは、そういった

自然の中にいる自身の体験や感覚を主題に、表現を行った。彼らは「1 日四つ

の時」朝、昼、夕、夜を通じて、新生、成年、晩年、死亡、人生の諸段階を寓

意することもある。「朝」は 1 日の始まりとして、人生の始まり、万物が目覚

め芽生える春（命の始まる段階）、宇宙の始まりとも繋がって考えられてい

た。 
 左の《朝》（図 18）はルンゲが 1803 年に 初に考案した素描である。右の

《小さい朝》（図 19）はその素描の上で、さらなるイメージの模索を経て、完

成した油彩画である。画家フリードリヒが描いた《朝》（図 20）と比べてわか

るように、ルンゲは風景の形に拘ることなく、始まりとしての「朝」について

の感覚をより抽象（難解）的で象徴的に表現している。その際、子供と植物を

確固たる意味のある象徴
．．．．．．．．．．．

として選び出し、実際の風景と対置させ、イメージを

組み立てている。 
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図 20 フリードリヒ《朝》1802 年頃、油彩、カンバス、22×30.5cm、ハノーファ、ニーダーザ

クセン州立美術館 

 では、選出された対象としての子供と植物が持つ確固たる意味
．．．．．．

を明らかにし

よう。 
・子供： 
 ルンゲにとって子供は、植物から、泉の水の泡から、大地から生まれる生命

力の象徴であり、また も素朴な自然と人間の関わり合いをほのめかす無垢な

存在である。 
 子供はルンゲが残った文章や絵画作品の中でも度々登場し、「自然精神」を

絵で表現するルンゲにとって、欠かせないイメージの一つと見受けられる。例

えば、ルンゲが兄のダニエル宛の手紙の中に、泉や小川のほとりで流れ水が石

に当り、発した元気な音色と飛び散る水の泡を耳や目にして生まれたビジョン

について、以下のよう語っている。 
 

あたかも岸辺の石がニンフの指ででもあるように思えるでしょう。ニンフ

は無心に水と戯れ、ハープを奏でてかの快活な音色を立てているかのよう

に思われる。水の泡が彼女の指先に当って砕け、それが飛び散るとき、元

気な子供たちが生まれ出て、蘆の茎の中へ滑りおりる38（藤縄千艸訳）。 
 

 この比喩で語られた一文に、ニンフは母、水を象徴し、そして子供は水の泡

から生まれた新しい生命を象徴する。後にルンゲがこの泉を主題に《泉のほと

りの母》（図 21）と《泉と詩人》（図 22）、デッサンの作品を制作した。 

                                                
38
藤縄千艸編集、前掲書、p.73 
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（左）図 21 ルンゲ《泉のほとりの母》1804 年、油彩、カンバス、62.5×78.1cm、1831 年焼失 
（右）図 22 ルンゲ《泉と詩人》1805 年、ペン、筆、50.9×67.1cm、ハンブルク美術館 
 《泉のほとりの母》と《泉と詩人》の２点の作品は、記号のように組み合わ

せた《朝》のほど難解なものではない。泉の一文を参考し、《泉のほとりの

母》において、母をニンフ、水の精として、子供を水の泡、新しい生命として

理解する。水鏡によって、現実の母子像を水中に投影させ、水中にいる目に見

えない水の精、新生を寓意化することに成功している。 
 《泉と詩人》では、子供は木の上に、蘆の茎に、水の中に姿を現す。霊感が

ある詩人がそれを気づき、ハープを奏で、賛歌を捧げる。 
 また、利益を得るために、自然を破壊し利用する大人に対して、子供と自然

の関係はもっとも素朴な関わりだとルンゲは考える。自然の精神を感じるのに

は子供的な感性が必須であることを 1802 年の書簡で語った。 
 

太陽が沈み、月が雲を金色に輝かせる時分に、わたしは逃げ去ろうとする

精霊たちを引き留めたいと思う。（中略）卑俗な想念はいかなるものであ

れ、われわれの心に入ってきてはならない。美と善を心からなる愛をもっ

て自らのうちに留めおく者が、いつもあの美しい時を手に入れるのだ。わ

れわれが 良のものを獲得しようと思うなら、われわれは子供に帰らなけ

ればならないのだ39。 
   
 このように、ルンゲは子供を先天的な叡智・感性をもつもの、無垢な象徴と

して見なしている。子供に対するこの見方は、当時の社会で広く認められはじ

めていた。ルソーが 1762 年に発表した『エミール』をきっかけに、子供の自

然の本性を発見し、子供を自然の中で教育するという動きも起きた。ロマン主

義の時期になると、嘗て道徳の面で欠陥があると見なされた子供は、自然に一

番近い存在として見直された。ルンゲにおいては「自然精神」を絵で表現する

際に、子供のイメージが欠かせない視覚言語になっている。ルンゲは、自身の

中にある感動を他人に伝えるにも子供がもつ象徴性が役に立ってくれると信じ

たのである。 
 

                                                
39
ルンゲ「芸術と芸術家の使命について（遺稿集から）」、前掲書、p.205 
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・植物： 
 ルンゲにとって、植物は生み出す自然の象徴である。彼は、誰でも容易く観

察・接触でき、マクロの自然の美・創造・生成を内包するシンプルで身近なも

のが植物の他にはないと考えた。したがって《朝》において、朝というマクロ

の自然景色を植物に置き換えた。 
 ルンゲが 1802 年十二月にティーク宛の書簡の中でこう述べている。 
 

少なくともわたしにとっては、明々白々たる事実なのだが、草花というも

のは実に理にかなった神の被造物なのだ。（中略）とりあえずわたしも含

めて誰もがよく知っている草花のすべてを、できることなるこうしたイメ

ージに基づけて表現したいと思っているのだ。これら草花が有している深

遠な意味は、われわれがよくよく吟味しさえすれば、どんな種類の草花に

も見いだすことができるはずのものなのだ。さてわたしは草花を描くこと

を通じて、その 初の生成からするあの理念のすべてを表現したいと思う
40。 

 
 この文章に表した通り、ルンゲは実際にも身近な植物と真摯に向き合い、植

物の素描、切り絵（図 23、24）をたくさん手掛けていた。《夜鶯（ナイチンゲ

ール）のレッソン・第二作》の枠の絵（図 18）にも見られたように、植物への

細心の注意を表し、フォルムへの丁寧な観察と精緻な描写がそれを語ってい

る。 

    
図 23 ルンゲ《ユリ》切り絵、25.5×13.5cm、ハンブルク美術館、国立版画素描館 
図 24 ルンゲ《ロス》切り絵、25.5×11.0cm、ハンブルク美術館、国立版画素描館 
 植物への観察、その生成・消滅の循環への身近な体験は、自身が感じるマク

ロの「自然精神」に通じるとルンゲは考えた。植物が表した変化の豊かさと形

                                                
40 ルンゲ「芸術と芸術家の使命について（遺稿集から）」、前掲書、pp.214-215 
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状の美しさまさに自然そのもののように思える。親しみ深く身近なこの植物を

通じて、他人にその感動を容易に伝えられると彼は考えた。それ以外に、風景

を植物に置き換える理由について、明治学院大学の美術史教授大原まゆみは、

恋をしているルンゲが植物から愛と生命について感じ取りやすく、植物の文化

的な特徴（名称、花言葉、伝承などで人に知られ、意味が通じる）や植物が自

然の中で も豊かな色彩を有するといったことも指摘した41。 
 
 以上、ルンゲが「自然精神」を表現するために、行った思考と実際の創作プ

ロセスや模索したイメージを見てきた。ルンゲが求めた「自然精神」のイメー

ジは、万物と自身がともに内包され、命を育む自然への憧憬のようなものであ

る。身近な自然の営み、循環の中に含まれた無限の愛情についての感覚は、彼

を高揚させ、表現を促した。 
ルンゲが「自然精神」いわば自然の中で高揚した感情を絵画で表現するに、

まずその「なんとも言えない感情」の一層の具象化を試みる。その際、詩文学

などの感覚を用いることもあり、目の前にいる景色に止まらず、より適切で確
．

固たる意味のある象徴を持つ対象、イメージ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を見つけていく（筆者による強

調）。次に、見つけた対象、イメージを、自身が考案したコンポジションで組

み立てる。実際に、ルンゲは、確固たる意味を持つ象徴として
．．．．．．．．．．．．．．

子供と植物のイ
．．

メージ
．．．

を組み立て、元の風景を寓意化し、「自然精神」の表現に到達した。 
 モチーフとそのタイトルとの食い違いを目にして、私はルンゲの作品の前に

ついに立ち尽くし考えさせられる。複雑な構成、人物（子供、母）と植物の丁

寧な描写と意図的な配置、細心に施された色彩、寓意された全体としてのイメ

ージを通じて、ルンゲが感じた「自然精神」を読み取っていく。ルンゲの高揚

した感情のもとに、風景全体が霊感化していくように私は感じざるを得なかっ

た。 
  
 
 
  

                                                
41
大原まゆみ「観察・象徴・装飾—フィリップ・オットー・ルンゲの植物/風景」『言語文化

（30）』明治学院大学、2013 年、p..115-144 
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1-4 まとめ 
 
 「自然精神」は 18 世紀末シェリングが代表した自然哲学の用語であり、目

に見えない自然の本質、万物の中に潜み働きかける普遍的な精神をさす。これ

は当時出自然への新しい扱い方としてドイツで広く理解されていた。17 世紀か

ら 18 世紀にわたり、客体化されつつあった自然に、再び生命を吹き込み、神

秘で目に見えない「霊的な自然」への発見を可能にした。この自然哲学の影響

によって、絵画芸術の対象や形式も変わろうとした。特に、従来の風景画様式

は新しい自然観・芸術理想をもつロマン主義者によって批判を浴びた。造形芸

術は、自然物や現象の再現からその背後にいる「自然精神」への体験、表現を

求め始めた。 
 本章では、シェリングの自然哲学から由来した「自然精神」という用語にお

ける当時の解釈、造形芸術における時代の要求の読解から出発し、自身の感情

体験に基づいて「自然精神」を象徴するイメージを模索した芸術の実践者、フ

リードリヒとルンゲ、及びその絵画表現を中心に見た。結果として二人とも、

当時において前例のない新しい芸術の形式、イメージを作り上げたことに疑い

はない。フリードリヒは従来の風景画様式から大きく逸脱し、いわゆるフリー

ドリヒ様式の風景イメージにたどり着いた。一方でルンゲは一層、既存の絵画

ジャンル、形式を超えたユニークなイメージを組み立てた。 
 
フリードリヒは敬虔なプロテスタント家庭の出身であり、加えてシェリング

の自然哲学の影響で、彼の「自然精神」についての感覚は宗教体験に近いもの

であった。この目に見えない感情を対象に表現するにあたってフリードリヒ

は、過去の素描を崩し、主観的にイメージを選び出し、次いで十字架、僧侶、

教会の廃墟、墓地などのイメージを自然物と組み合わせ、風景を構築し、結果

的に宗教的感情を呼び起こす観念的な風景のイメージを仕上げた。それによっ

て、「自然精神」への表現に成功した。 
一方、ルンゲが求めた「自然精神」は、万物と自身がともに内包され、命を

育む自然への憧憬のようなものであり、身近な自然の営み、循環の中に含まれ

た無限の愛情についての感覚であった。この「自然精神」を絵画で表現するに

あたって、目に見えなく、なんとも言えない感情をより具象的に考えるため

に、元の風景に留まらず他の適切な象徴を持つイメージを選び、置き換える。

また、自身が考案したコンポジションのもとにそれらのイメージを組み立て

る。実際に、ルンゲは、子供と植物のイメージにより、元の風景を寓意化し、

「自然精神」の表現に到達した。 
真摯に自身の内面と向き合い、たくさんの素描を通じて思考を重ねてイメー

ジを模索する二人の制作姿勢には、共通点が見渡されたが、同時代を経験し、

一絡げにドイツ・ロマン派画家と称された二人の辿り着いた芸術的境地は、内

実それぞれ全く異質なものであった。つまり、私的な感情体験に基づいた芸術

実践から始まったそれぞれの試みは、同時代、同じ方法論を経由したとして

も、高度に洗練されたそれは各々固有の芸術として個性的な結果を示したので

ある。 
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以上を踏まえて、個人の感情体験をもとにしたイメージは、それぞれの固有

の感受性に依存するものであるゆえ、抽象性と純粋性と独自性をもち、鑑賞者

の感情に直接に働きかける力が含まれると考える。二人の芸術から、目に見え

ないものの視覚化にあたって、具体的な形象を求めず、感情に基づき、風景の

再構築や別のイメージへの置き換えは、かえって感覚のリアリティーを保てる

ことを実感した。そして、象徴的なイメージを模索するに、元風景を主観的に

再構築、元の一部ないし全体的な置き換えが有効である。 
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第 2 章 イギリス・ロマン派における「フェアリー（Fairy）」の視覚表現 
 
 ドイツ・ロマン派は、現象としての自然でなく、目に見えない自然の本質の

「自然精神」を芸術の対象にした。肉体の眼を閉じ、精神の眼で自然を見るフ

リードリヒや植物に人間の精神を感覚するルンゲは、「自然精神」についての

感情体験をもとに、幻想的な風景への再構築や風景の寓意化を通して、それの

表現に成功した。 
 前述したように、18 世紀末にドイツでは、自然哲学に導かれた「自然精神」

への認識は、造形芸術に大きな変革をもたらした。特に風景画芸術において、

目に見えない「自然精神」を表現する斬新な風景様式が生まれた。その一方、

同時期にイギリスでは、自国の伝統文学や伝承を通じて、目に見えない超自然

的なフェアリーが多い関心を浴びた。結果的に、「フェアリー・ペンティン

グ」というイギリス独自な絵画ジャンルが生まれた。 
 フェアリーは世界各民族と共通するアニミズム信仰に由来する。人は自身を

取り巻く自然の中で、見た自然物や現象から、恩恵、幸福、恐怖、畏敬などの

感覚を覚え、それぞれを自身の経験の元で解釈する。それにあたって、想像力

を駆使し造形した結果、フェアリーが生まれた。 初フェアリーがもっと素朴

なイメージとも考えられるが、伝承で語り継がれていくうちに、文学の潤色も

入り混じり、それぞれのイメージはだんだん鮮明になり、形態と個性を持つよ

うになった。 
 民間伝承や文学の中に生きる超自然的なフェアリーは、18 世紀末からロマン

主義の時代に入ると、再び生気を与えられ、人々を魅力していた。19 世紀にな

ると、各国の民間伝承の採集、再話が特に盛んに行われ、翻訳を通して広く読

まれていた。イギリスにおいて、独自な「フェアリー・ペインティング」絵画

ジャンルができるほど、目に見えない超自然的なフェアリーは画家たちに多大

ななインスピレーションを与えた。画家たちはしばしば、文学を通して、フェ

アリーを絵画で起こすことに熱中していた。その中、真のロマン主義者たち

は、既存した物語のテキストや造形にとどまらず、自身の感覚をもとに、想像

力を頼り、身近な自然をから独自なフェアリー像を描きだすことができた。 
 本章で取り上げる二人の画家ブレイクとダッドともは、初期の創作において

シェイクスピアのフェアリーからの受容が見受けたが、後期の創作においてそ

れぞれの独自なフェアリー像にたどり着いた。 
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2-1 イントロダクション（イギリスの「フェアリー」について） 
 
 「フェアリー信仰は、ヨーロッパ全土に見いだせるものであり、その輪郭

は、それぞれの国民が持つ特性によって決まってくる42」フェアリー研究者の

ドラットル43はこう語っている。まさにその通りである。ヨーロッパ北方のチ

ュートン神話44に小さなエルフ（Elf）が語り継がれている。その一方、南のギ

リシアでは、美しい女性の姿をしている精霊ニンフ（ニュンペー）が伝わる

（例えば、ナルキッソスに惚れた森の精霊「エーコー」がよく知られてい

る）。現在我々の脳に中に、定着しているフェアリーのイメージ実は、この両

方からきたものが多い。ドラットルはその著書『妖精の世界45』において、イ

メージが多くのバリエーションをもつフェアリーの淵源について、以下のよう

にまとめている。 
 

結局こうしたフェアリーたちは、一つの主だった源から派生してきている

ことがわかる。すなわち、自分をとりまいているものに自分と同じ生命を

与えたい、すべてのもののなかに象徴を汲み取りたいという人間の自発的

な欲求からきているということである46。 
 
 つまり、原始時代、人が自分を取り巻く自然物や様々な自然現象を説明しよ

うとする時に、自身の経験と感覚だけを頼り、すべてのものには自分たちと同

じ生命を持つと考え、それぞれに人格を持たせた。フェアリーは人の想像から

生まれた超自然的な生き物である。我々東洋人にとって、あまり慣れていない

が、フェアリーは、我々のアニミズム的な信仰にも通ずるものである。例え

ば、日本では、樹木に木霊が宿り、竜田姫が満山の紅葉を赤く染めたなどの言

い伝えがある。中国においても、山に入った人を騙す山の精、若い男を誘惑す

る美しい女性の姿をしている花の精の伝説がある。 
 では、霧のヴェールに包まれているフェアリーの正体を少し透けてみえたと

ころで、イギリスのフェアリーを具体的に見ていく。 
 前述したように、フェアリーはもともと人間本来の素朴な欲求と繋がり、人

の想像によって、生まれたものである。長い年月の間に、神話、民間伝承、歌

謡、詩などの人による記述の中で、それらは少しずつ形を得ていく。そのうち

に、それぞれが鮮明な形態や性格をもつようになった。ドラットルによると、

イギリスには、文学が始まる以前から、主に３種類の超自然的な生き物が存在

                                                
42 フロリス·ドラットル著『妖精の世界』井村君江訳、研究社、1977 年、p.30 
43 フロリス・ドラットル（Floris Delattre、1880 年-1950 年）は、詩人、イギリス文学者。 
44 チュートン神話、主にヨーロッパ北方の異教神話をさす。ゲルマン民族の一派であるチュー

トン族は、５世紀にイギリスに侵入してアングロ・サクソン族を形成し、一方ドイツ民族とな

った。 
45 『妖精の世界』は妖精研究者井村君江による邦訳のタイトルである。本書の原題はFloris 

Delattre, English Fairy Poetry, From the origin to the seventeenth century(London, 

Henry Frowde, 1912)。 
46 フロリス·ドラットル著、前掲書、p.44 
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していた。それぞれは似通うところがありながら、異なって明確な特性を持っ

ていた。それは、（１）チュートン神話の中、小さな精霊エルフ（Elf）、

（２）ケルトの古代神話による滅ぼられた女神族ダナーンの後裔フェアリー

（Fairy）、（３）中世フランスのロマンスの中に登場するフェ（Fay）であ

る。表 1 参照しながら、それぞれの造形の特徴について見ていく。 
 

 造形特徴 造形の共通点 人間との関係 

エルフ 

・人間の姿 
・数インチくらい小さい 
・男と女 
・明るいエルフと暗いエルフ 
・美と醜 

人間の姿 

たまに魔法で人を

からかうやつがい

るが、人の暮らし

にお手伝する方が

多い 

フェアリー 

・人間の姿 
・人と同じな背丈 
・男と女共にいる 
・女性フェアリーは美しい 

魔法で人をからか

う 

フェ 
・人間の姿 
・人と同じな背丈 
・美しい超自然な女性 

魔法で人の運命を

変える 

表 1 エルフとフェアリーとフェとの特徴対比、筆者による 
① エルフは、人間の姿をする小さな生き物である。光のような「明るいエル

フ」と暗い森や洞窟に住む「暗いエルフ」二種類が存在する。「明るいエ

フル」は美しい姿をする（ティカー・ベルの感じに近い）が、「暗いエル

フ」は大体顔や体が歪んだりして醜い（白雪姫と一緒に住む小人たちを想

像するとよい）。農民との関わりが多い、家事などをこっそりと手伝いす

る、そして、農民からクリームなどの報酬をもらう。 
② フェアリーは、人間の姿をして、大概人間と同じな背丈をしている。男の

フェアリーもいるが、女性の方が美しい。フェアリーは、ほとんどは明る

く、活発な性格だが、敏感で感情の起伏が激しい。魔法が得意で、人にか

けたりしてからかう。 
③ フェは、超自然的な女性を象徴し、主にフランスのロマンスの中に登場す

る。代表作は『アーサー王伝説』がある。『アーサー王伝説』のように、

フェは、人の騎士を愛し、魔法を使い騎士に勝利をもたらす。運命を司る

存在である。 
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 以上のように、エルフ、フェアリー、フェの三つの種族は属性がお互いに継

承し、重なり合う部分があると見受けられる。共通点としての人間の姿は、そ

れぞれが民族の神話と繋がった結果だと思われる。異なる風土の中で語り継が

れていくうちに、これらのイメージが次第に混じりこみ、融合する。また、ギ

リシャのニンフも「フェアリー47」として輸入し、イギリスのフェアリーのイ

メージの拡張に加勢していた。 
 何世紀にもわたって、ゆっくりと続けられた融合は、シェイクスピアの『夏

の夜の夢』（1595-96 年）において、一つの頂点に達した。フェアリーの女王

ティターニアの造形は、ギリシャ神話の月の女神ダイアナに由来し、特徴も多

く重なっている。フェアリーの王のオーベロンは、中世フランスロマンスの世

界に属するが、ここで小さなエルフの形に与えられている。妖精王の従者のパ

ックはチュートン神話のエフルとケルトのフェアリー両方の面影がある。ティ

ターニアの４人の侍女や他のフェアリーたちそれぞれは、植物や昆虫の精霊で

ある。シェイクスピアはフェアリーを主人公として描く作品の『夏の夜の夢』

以外、作品の『テンペスト』がある。それ以外に、彼はフェアリーをストーリ

の展開を助ける役として多くの作品に登場させていた。シェイクスピアの妖精

世界は、当時のみならず後世にも計り知れない影響を与え続けている。 
 18 世紀からロマン主義の時代に至り、シェイクスピア再評価の動きが見られ

た。サミュエル・ジョンソン48は 1765 年に、『シェイクスピア全集』を改めて

編集した。続いて、19 世紀初頭にシェイクスピア戯曲がシュレーゲル兄によっ

て、翻訳されドイツに輸出された。イギリス国内のロマン派詩人たちもシェイ

クスピアを読み返し、積極に影響を受け、その再評価に大きく貢献した。 
 シェイクスピアのブームにつれ、多数の超自然的生き物の特徴が入り混じっ

たフェアリーたちは、19 世紀のフェアリー画家の想像力を大きく刺激した。こ

れは、絵の中にいるフェアリーの造形の多様性もあらかじめ予告した。 
 直接的にイギリス独自のジャンル「フェアリー・ペインティング」の形成に

つながったのは「シェイクスピア・ギャラリー」という企画と考えられる。ジ

ョン・ボイデル49は 1787 年に、シェイクスピアの諸作品を絵画化する「シェイ

クスピア・ギャラリー」のプロジェクトを立ち上げた。この企画は、当時を代

表する画家にシェイクスピア劇の様々な場面を描く油彩画を依頼し、油彩画に

基づき版画原版を作り、版画集として刊行するという主旨であった。この企画

のもとに、ロイヤル・アカデミーの初代校長レイノルズ50をはじめ、当時を代

表する画家30人以上が集まり、 終的に200点近い作品を得ることができた。

ボイデルは、1789年にシェイクスピア・ギャラリーを創設し、集めた油彩画の

                                                
47 16 世紀、『変身物語』などにおいて、ニンフがフェアリーと訳された。 
48 サミュエル・ジョンソン（Samuel Johnson、1709 年- 1784 年）は、18世紀イギリスの「文

壇の大御所」とよばれ、「英語辞典」の編集で知られる。 
49 ジョン・ボイデル（John Boydell,1719-1804）は、版画商、版画出版業者として著名であ

り、政界にも活躍し、1790 年にはロンドン市長にもなっていた。 
50
 ジョシュア・レノルズ（Sir Joshua Reynolds, 1723年-1792 年）は、気品ある肖像画で知

られ、ロイヤル・アカデミーの初代会長を務めた。 
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一部を展示し、大評判になった。続いて、 初企画した通りに、これらの油彩

画を銅版で複製し、テキストを添えて版画集として 1802 年に刊行した。『シ

ェイクスピア・ギャラリー』の版画集が大変人気を博し、商業的にも大成功を

収めた。 
 シェイクスピアの諸作品を絵画化するこの企画は、当時ヨーロッパ絵画の本

流であった歴史画をイギリスで興そうとするロイヤル・アカデミーの意向とも

暗合した。つまり、単に挿絵の制作ではなく、独自で偉大な文学をもとに、陸

の歴史画に比するイギリスの独自な絵画ジャンルを作り、絵画表現のレベルを

引き上げることは、当時ロイヤル・アカデミーの目的であった。ロイヤル・ア

カデミーの強い支持を得て、この企画はフェアリーのイメージの創作と普及に

貢献し、19 世紀に「フェアリー・ペインティング」の流行や、フェアリーとい

う絵画主題の定着に大きな契機を作ったと考えられる。 
 これから取り上げる画家ウィリアム・ブレイクとリチャード・ダッド、二人

の画家からは、シェイクスピアのフェアリーからの強い影響が伺える。ブレイ

クはシェイクスピアを大きく評価し、当時「シェイクスピア・ギャラリー」に

依頼されなかった51にもかかわらず、『夏の夜の夢』から着想を得て、数点の

作品を残した。19 世紀中頃に活躍する画家リチャード・ダッドはロイヤル・ア

カデミーで絵を学び、『夏の夜の夢』からインスピレーションを得て、《パッ

ク》、《眠れるティターニア》などの作品によりデビューを果たした。ブレイ

クとダッドの両名はその後シェイクスピアのフェアリーにとどまる事はなく、

同時代の数多の画家と一線を画するユニークなフェアリー像を描き遺した。 
  

                                                
51
 ブレイクはアカデミーの校長レイノルズとの対立がよく知られ、当時の画壇では異端のよう

な存在であった。そのゆえ、レイノルズと友人関係をもつボイデルに敬遠されたように思え

る。 
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2-2 ウィリアム・ブレイクが表現した「フェアリー」 
 
 ウィリアム・ブレイク（William Blake、1757-1831）は、イギリスの詩人、

画家である。イギリス・ロマン主義の先駆者だと位置付けられる。ブレイクは

ロンドンで生まれ育ち、そこで生涯を過ごした。18 世紀の人口増加に伴う都市

拡張や住宅地と周辺の村に広がる自然の食い尽くしによるロンドンの変貌は、

彼の目に焼きついた。 
 当時のロマン主義者たちにとって都市は疎遠になりつつあり、彼らは都市よ

り自然を求め、自然の中で生きることに憧れを抱いた。代表的なイギリス・ロ

マン派詩人ワーズワスは、イギリスの湖水地方に居を移り、湖水地方の自然を

賛美する詩をたくさん残した。ブレイクも例外ではない、彼は友人の誘いで、

1800 年 9 月にロンドンを離れ、1803 年 9 月までサセックス海岸近くのフェル

パムという村に 3 年間滞在した。そこにある豊かな自然は、彼を癒し高揚させ

た。「天上の住人の声がさらにはっきりと聞こえますし、その姿もはっきりと

目にすることができます52」友人に宛ての手紙の中で、ブレイクは興奮でそう

述べていた。手紙にも書かれた通り、ブレイク実は有名な幻視者でもある。彼

は、フェルパムの自宅の庭で実際にフェアリーを見た記述がある。 
 

木々の枝や花々には、大いなる静寂がある。大気の中には常ならざる甘美

が感じられる。どこから聞こえてくるのかわからないが、私は低く楽しげ

な音を耳にした。とうとう私は、ある花の大きな葉が揺れるのを見た。そ

の下に灰緑色のバックのような色や形をした生き物が行列をなし、バラの

葉に死体をのせて運んでいるさまをみた。彼らは歌いながら、埋葬してい

たのだ。その後彼らは消えていなくなった。それは妖精の葬儀だったのだ
53。 
 

 ブレイクは自分の幻視体験や見たものを具体的に語ってくれる。彼が庭で見

たフェアリーは大体昆虫の大きさの生き物で、葉の下に、人の目を隠し生きて

いる。それはシェイクスピアの『夏の夜の夢』に出てきた小さなフェアリーに

似たものである。ブレイクがフェルパムにいる間は、多くの幻視体験（ビジョ

ン）が彼に訪ねた時期でもあった。ブレイクがフェルパムで初めて見たビジョ

ンは、彼が海辺の黄沙の上に座っているその時であった。初めて海を目にした

ゆえ、『テンペスト54』の情景に重なり、「光り輝く粒子」が人の姿をとるの

を彼は見た。 

                                                
52 P・アクロイド『ブレイク伝』池田雅之監訳（蜂巣泉・伊藤茂・高倉正行共訳）、みすず書

房、2002 年、p.246 
53
 P・アクロイド著、前掲書、pp.260-261 

54
 『テンペスト（The Tempest）』は、シェイクスピア 後の作品といわれる。 
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 ブレイクは 1802 年にトーマス・バッツ55に送る書簡の中で、自分の幻視体

験、見たものの二重性について次のように語っている。 
 

私の目には確かに二重ビジョンが見えている 
そして、二重ビジョンは常に私に伴う 
私の内なる目には白髮の老人が映るが 
外の目にはただ道端の雑草に見える56 

 
 この視覚の二重性から彼の有名な詩「一粒の砂にも世界を 一輪の野の花に

も天国を見57」を連想させる。ブレイクからすれば、実際に目にした個々の自

然物と、それぞれについて心の中に浮かんだイメージとはこのように重なって

見える。これは、ロマン主義者たちにとって特別な事態ではなかった。むしろ

このように、目に見た自然を通して、その背後にある自然の神秘的本質や、神

の象徴を読み取るのはロマン主義者たちの一貫した態度である。しかしブレイ

クの特別なところは、彼の想像のイメージが現実と重なるほどくっきりとした

輪郭線を持ち、明瞭なものである点である。 
 フランスの著名な美術評論家マルセル・ブリヨン58は『幻想芸術』の中に、

幻視者と見者について、以下のように定義付けている。 
 

見者と幻視者の差異は次のように定義づけられるであろう。前者はおのれ

の「幻覚」を自分と自分の努力から完全に独立した現象として受け入れ、

それを堪えしのぶ者であり、後者はむしろ幻覚をある意味で喚起する者で

ある、と。もとより後者では幻覚の 大限の効果をあげるために、幻視者

自身が幻覚の生起に都合の良い状態に身をおいてみずから順応していく必

要があるのはいうまでもない59。 
 
 つまり、我々は目に見た「もの」と幻想の「もの」をそれぞれ独立させ、認

識しているのに対して、ブレイクは身を幻覚に任せ順応し、幻覚を現実と一体

化させ、想像を強化している。「私は、自分自身に対して、外面的な創造物は

見ないし、そうした創造物は私にとって妨害であって、活動ではないと主張す

る60」と述べたように、ブレイクは全く現象としての自然に興味を示さず、自

                                                
55 ブレイクの芸術を支える重要なパトロンの一人である。 
56
 英語原文：For double the vision my Eyes do see, And a double vision is always with 

me: With my inward Eye ’tis an old Man grey, With my outward a Thistle across my 

way. 
57
 ウィリアム・ブレイク著『対訳 ブレイク詩集―イギリス詩人選〈4〉』松島正一編集、岩波

書店、2004 年、p.319 
58 マルセル・ブリヨン（Marcel Brion, 1895-1984 年）は、フランスの美術評論家、幻想小説

作家。 
59 マルセル・ブリヨン著『幻想美術』坂崎乙郎訳、紀伊国屋書店、1968 年、p.316 
60 アンソニー・ブラント著『ウィリアム・ブレイクの芸術』岡崎康一訳、晶文社、1982 年、

p.38 
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身の幻視（想像力）だけを頼りにして、絵を起こすのである。したがって、彼

の芸術は想像力によるものであり、実際にも強い幻想性が作品に特徴をつけて

いる。 
 我々はブレイクの絵画や版画を通して、彼が想像（vision）したものと直面

する。宙に浮く肉体などを通じてそこにある非日常性、彼の想像の神秘を体験

する。 
 ブレイクが聖書、ダンテからインスピレーションを得た作品や独自な神話世

界を繰り広げた幻想の世界観に比べて、初期の《無垢の歌》と《セルの書》及

び後期の《快活なる人》の水彩連作において、 も自然の素朴な神秘をもつフ

ェアリーに近いイメージが描かれていた。それを取り上げることにする。 
 同じ 1788 年に完成した版画作品《無垢の歌（The Songs of Innocence）》

（1788 年）（図 25）、《セルの書（The Book of Thel）》（1788 年）（図

26）は、ブレイク自身の詩の挿絵として描かれた初期の作品である。挿絵を通

しても、絵に先行した詩からも、ブレイクが周りの自然物と対話する姿がうか

がわれる。《快活なる人》シリーズ（図 27）は、ブレイクがミルトンの詩『快

活なる人（L’Allegro）』をもとに、創作した水彩の連作だ。ミルトンが詩で表

した素朴な田園生活、フェアリーと村人との関わり合いは、ブレイクによって

表現されている。この三つの作品を通じて、ブレイクが描いたフェアリーのイ

メージ及びその造形特徴を見ていく。 

    
図 25 ブレイク《無垢と経験の歌 Songs of Innocence and of Experience, Copy F》1789 年、エ

ッチング、ペン、インク、水彩、18.4×12.1cm、Paul Mellon Collection, Yale Center for 
British Art 
図 26 ブレイク《セルの書 The Book of Thel（Copy R）》1789 年、エッチング、ペン、イン

ク、水彩、15×11cm、Paul Mellon Collection, Yale Center for British Art 
図 27 ブレイク《マース歓喜》（『快活なる人 Illustrations to Milton’s “L’Allegro”』の 6 点連

作の一点）1816-20 年、16.0×12.0cm、ペン、水彩、ニューヨーク、ピアポント・モーガン 
 初期から晩期に至り、作品の中にブレイクが描いたフェアリーのイメージの

豊かさが見られる。子供から老人、男性から女性、小人から巨人、明るいもの

から暗いもの、服を着ているものと裸のもの、意識して美的造形しているもの

もいれば、そうでもないものもある。フェアリーのイメージの中に、できる限

りのバリエーションを尽くしたようにも見受けられる。 
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 ところが、そのフェアリーの視覚造形には、個々に一貫する特徴がある。そ

れらはフェアリーが人間の肉体をもって強調されたことと、同時代のアカデミ

ー画家をはじめ主流とする色彩による明暗の造形手法から大きく逸脱し、くっ

きりとした線描をこだわりとして与えられたことである。 
・フェアリーが人間の肉体をもって強調される 
 ブレイクが描いたフェアリーは、いずれに人間の姿をして、人間の肉体を持

って強調されるのが特徴である。それは、主に以下の二つの原因だと考えられ

る。 
① 伝統的なフェアリーのイメージ。 
 すでに前節でイギリスの伝統的なフェアリーのイメージについて述べたよう

に、フェアリーほとんどは人間の姿でイメージが定着されている。ブレイク以

外の同時代画家におけるフェアリーの表現や、後にヴィクトリア朝のフェアリ

ー像皆ほとんどは、人間の姿で描かれていた。 
② 人間の肉体によって神性と崇高性を表現する 
 同時代に、フェアリーを人間の肉体で表現した有名な作例がある。例えば、

画家フュースリー61は『夏の夜の夢』オベロンが熟睡したティターニアの目に

（幻覚を起こす効果がある）花の滴を入れる場面を描いた作品がある。それと

比べて、ブレイクのフェアリーを見てみる。 

 
図 28 フュースリー《Oberon squeezes the Flower on Titania’s Eyelids》1793-94 年、油彩、

キャンバス、169×135cm、チューリッヒ美術館 
 図 28 の中に、フェアリーの王オーベロンと女王ティターニアが人間の裸で

リアルに表現され、闇の中に沈んでいる。それによって醸し出されたのはフェ
                                                
61
ヘンリー・フュースリー（Johann Heinrich Füssli、英語：Henry Fuseli、1741-1825）は、

イギリスで活躍したドイツ系スイス人の画家である。ブレイクの師であり、友でもあった。 
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アリーならの非日常・幻想性
．．．．．．．

、エロティシズム
．．．．．．．

である。我々や同時代の人々

は、絵からただならぬ妖気が漂っているように、神秘を感じるのである。フュ

ースリーは当時、ロイヤル・アカデミーの講師である。この表現によって生ま

れたフェアリーのリアリティーさがすぐ広く認められ、アカデミーの画家たち

に多々な影響を与えていた。 
 フュースリーのフェアリーから、非日常性、エロティシズムを感じさせられ

る。その一方、ブレイクの絵に対してはそう感じることができなかった。くっ

きりとした素描の輪郭線によって囲まれた肉体からは、むしろミケランジェロ

がの古典的な聖なる肉体を想起する。この肉体を通じて、人間を超えた何か神

的なものを感じてしまう。 
 ブレイクの研究者のブランドは『ウィリアム・ブレイクの芸術』で、ブレイ

クは実際にミケランジェロを手本して、多くのところからイメージを借用する

ことがあると指摘した62。当時に広がっていた崇高の美学概念についても、ブ

レイクが強く関心を抱いていたらしい。ブレイクの初期作風に影響を与えた同

時代の画家ジェイムズ・バリも、崇高なるものについて「肉体美を通じた偉大

なる精神の表現だ63」と定義づけた。 
 ブレイクは現象としての自然物を拒絶し、想像力によるビジョンをひたすら

に注目していた。「夢想あるいは想像力とは、永久に、真に、不変に存在する

ものの表現である64」と語ったように、彼は想像力を通して、ものの背後にあ

る目に見えない不変な自然の本質に到達しようとしていた。フェアリーは、ブ

レイクの想像力によって、見た自然物の第二重の像であり、自然の本質に通じ

るものである。それゆえ、ブレイクが表現されたフェアリーは、絶対者の神や

天使との性質に近く、対等的にすら思える。同じく崇高なる肉体で表現されて

いるからである。 
  
・線の造形へのこだわり 
 同時代の画家たちは、輪郭線を暈し、光、空間の演出を重視する色彩、明暗

の画法と比べて、ブレイクの作品に表した線へのこだわりが際立つ。ブレイク

が造形において、それについて、主に以下の二つの主張がある。 
① 線描は直観とつながり、対象の表情と作家の感性を同時に映す。 
 明確な線が、対象の個性をさらに際立たせ、作家の固有の感性もこれによっ

て写されると、ブレイクは考える。 
 ブレイクは、当時アカデミーが勧めた色彩を重視し、明暗法による光の効果

を描き出し、いわゆるルベンスが代表するバロック画派やヴェネツィア派の描

き方を強く批判した。その一方、線によって対象を高度な明瞭さをもって描か

れたルネサンスのフレスコ絵画を高く評価していた。 
 

                                                
62 アンソニー・ブラント、前掲書、p.48 
63 同上、p.26 
64
 同上、p.38 
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そのような輪郭をなくするという芸術がヴェネツィアとフランドルの芸術

である、それは一切の性格をなくする、そして或る人々が、表情、と呼ぶ

ものを残す、しかしこれは表情の誤った観念である、表情はその持久力と

しての性格なしに存在し得ない、そして性格も表情もいずれも堅い明確な

輪郭なしに存在し得ないのである。 
 

 輪郭線を軽んじ暈し、色面によるレアリズムの表現は結局対象を一般化する

ことにつながり、対象の表面の特徴しか掴めない。対象の本質を表す表情、個

性を表現できないと、ブレイクは考える。対象それぞれの個性を描き分けるた

めに、個々の特徴を際立たせ、それぞれを特殊化・個別化する作業が必要であ

る。そのために彼は、線を生かす表現を主張したのである。 
 また、明暗、光の効果を重視する古典的画法は画家の理性的な判断力を必要

とする。実際の制作過程においては、遠近法や明暗法を強く意識し、理性的に

計りながら、画面を演出していくことが課せられる。これに対してブレイク

は、なにより画家が固有の感性と、先天の直観を重要視する。すなわち芸術の

創作は、対象の比例を測ったりする理性的なプロセスでなく、対象を直ちに見

ながら自身の感性、直観を頼り、線で辿っていく即興的な行為であると彼は考

える。線描に対するこのような考え方は、彼が銅版画師であることとも関係し

ている。ブレイクは当時、線描をもって銅版画に油彩画に並ぶ芸術の価値を認

めた。いわばドローイングはタブローと同価値という、非常に先進的な考え方

を持っていたのである。素早く目の前のものや想像を線描でたどり、再現して

いく。この線描によって、画家の固有の感性、先天的な才能が生かされる。 
 ブレイクは 1809 年に個展を開き、その『展覧会の広告類と目録』の中で、

次の通り主張する。 
 

芸術の大黄金律は、人生のと同様、こうである、より明瞭で、鋭く、そし

て針金のようで限定する線があればあるほど、それだけいっそう完璧でそ

の芸術作品はある、そして鋭利で鋭いところがより少なければ少ないほ

ど、それだけいっそう弱い模倣、剽窃、及び不手際の証拠が大きいのであ

る65。 
 

 ブレイクにとって、対象のリアリティーは目に見える現実としては存在せ

ず、幻想においてしか捉えることができない。そして、画家の感受性、直感と

も親密な関係を持つ線描こそが幻想を表し、対象の本質を掴むに適すると彼

は信じる。自身の感性、直観に忠実しないほど、線が弱く、曖昧になり、表面

の模倣、他人の剽窃、下手な造形につながる。線描こそは、芸術を真実に、完

璧なものにみちびいてくれる。 
 
 
② ブレイクの幻想が高度な明瞭さを持つ 

                                                
65 ブレイク『ブレイク全著作』梅津済美訳、名古屋大学出版会、1989 年、p.1053 
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霊と幻とは、現代の哲学が推測している如く、もうろうとした実質のない

もの、又は無ではない、それらは死すべきそして消滅してゆく自然が生産

し得るすべてのものの彼方で有機的構造を与えられそして微細にはっきり

と表現されているのである。己の消滅して行くそして死すべき目が見得る

よりもより強い又よりよい輪郭のうちに、そしてより強い又よりよい光の

うちに想像力が働かない者は全く想像力がないのである66。 
 
 ブレイクは自身がみた幻覚の確かさについて以上のように述べた。実際に

は、幻視者としてのブレイクは見たイメージが一体どのようにくっきりするか

について、考察するすべがない。しかし、ブレイク自身の幻視の二重性につい

ての記述をもう一度参照すると、彼が度々強調したヴィジョンは、想像による

一種の直観像のようなものだと私は考える。ブレイクの場合は、その直観像が

見たものと重なるほど明確なものだとも考えられる。ブレイクは、理性が介在

せず、画家の固有の感性、直観を写す線描は、ヴィジョンを完全たるイメージ

に定着してくれると確信しているのではなかろうか。 
 見者の画家は、自身の想像の中にある神秘に近づくために、フォルム、色

彩、光の効果、明暗など、造形の諸要素の組み合わせを理性的に考え、工夫

し、絵を構成する。いわば、一度丁寧に料理した幻想を鑑賞者に提示する。 
 しかし、ブレイクは、このようなプロセスから完全に逸脱している。むし

ろ、生な幻想を捉え直接観者に提示することを目指していた。したがって、彼

は線描を も好み、線描しか表現し得ない幻想の生々しさ、リアリティーを求

めた。これは現代において、ドローイングについての見方及びアプローチに近

いものである。彼は、線描によって、対象の個性や自身がもつ幻想を表現する

に成功した。実際の作品に表わされたビジュアルの飛躍、不安定、生々しさ

に、目に見えないもの、イメージの真実感を感じさせられるのである。 
 
 まとめ 
 
 ブレイクが表現したフェアリーは、先人のイメージへの継承が強く見受けら

れなかった。後世フェアリーの造形への影響も限られている。今でも、非常に

強い独自性を示し、彼の独特な感性が生かされたものともいえる。これは、ブ

レイクがフェアリーを絵画化し始まる初期にいることにも関係があるが、彼が

己の幻想（想像）に忠実し、線描にこだわりその性質を生かした創作による結

果といってもよいであろう。 
 彼が表現したフェアリーの特徴として、人間の肉体、くっきりとした線描に

よって捉えられていることをあげられた。人間の姿は、従来の文学や伝承に語

り継がれ、与えられたものである。それ以外に、ブレイクにとって、人間が神

の似せ姿、人間の肉体が自然物に潜む不変な神をほのめかし、神性を持ってい

るのである。 

                                                
66
同上、p.1040 
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 そして、ブレイクは、直感につながる作者のビジョンの も親密な伝達者と

して、線描の性質を見出した。エッチングと鉛筆の線を持って、彼は己の幻想

を具体化し、同時代の他の表現と一線を画したユニークな作風を確立し、ヴィ

ジョン画家としての地位を築きあげた。 
 ブレイクが幻想の表現に用いた線描、線描に内在するこういった抽象性は現

代になってから、いよいよ高く評価し始まった。現代美術評論家の本江邦夫が

20 世紀の線描について次のように語った。「目の前の対象にとらわれない、頭

脳と結びついた〈線描〉の直接性。そこに展開される、内面的で自在なイメー

ジの世界67」。こうした画家の個性と強くつながる私的な線描へのこだわりこ

そ、ブレイクの芸術は今になっても色が褪せることない秘密ではないかと、私

は考える。  

                                                
67 本江邦夫「『目に見えるようにする』―20世紀の〈線描〉」、高橋幸次・都築千重子編集

『所蔵作品による「20世紀の“線描”―〈生成〉と〈差異〉」』東京国立近代美術館、1998

年、p.10 
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2−3 リチャード・ダッドが表現した「フェアリー」 
 
 画家リチャード・ダッド（Richard Dadd、1817 年-1886 年）はヴィクトリ

ア朝の「フェアリー画家」として知られている。一番有名な作品は精神病院で

長い年月をかけて、「フェアリー」の世界を細密に表現した《対立オーベロン

とティターニア Contradiction: Oberon and Titania》（1854-58）（図 38）と

《お伽の樵の入神の一撃 The Fairy Feller’s Master-Stroke》(1855-64) （図

40）である。 
 ダッドは、1837 年 20 歳の時に、絵学生としてロイヤル・アカデミー入学し

た。彼がシェイクスピアを愛読し、初期の作品にシェイクスピアから多くのイ

ンスピレーションを得ていた。1841年に『夏の夜の夢』を題材にし、「フェア

リー」を描いた《眠るティターニア》と《パック》二点の作品がある。それを

発表し、絵の才能を咲かせ、デビューを果たした。 
 その直後、中東への長い旅の中、色々な刺激をきっかけに、精神のバランス

が失い、妄想に陥り父親を悪魔の化身と思い込み、ナイフで父親を刺し殺し

た。1844年に、ベスレム精神病院に収容されることになり、途中でブロードモ

ア病院に移送されたが、1886 年に人生が終わり（68 歳）まで、精神病院で絵

を描き続けた。もっとも有名な《対立オーベロンとティターニア》と《お伽の

樵の入神の一撃》二点のフェアリー・ペインティングを手掛けたのは、ベスレ

ム病院にいた時期であった。ブロードモア病院に転院したことで、《お伽の樵

の入神の一撃》が未完成のままになった。 
 この節では、ダッドが初期に手掛けた《眠るティターニア》と《パック》二

点の作品から出発し、目に見えないフェアリーを表現するにあたって、同時代

の画家たちに共通する手法を伺う。その上で、ダッドが後に精神病院で描いた

独特な世界観を持つミクロの「フェアリー」の世界を見ていく。 

  
（左）図 29 ダッド《眠るティターニア Titania Sleeping 》1841 年、油彩、キャンバス、

64.8×77.5cm、Musée du Louvre, Paris 
（右）図 30 ダッド《パック Puck》1841 年、油彩、キャンバス、59.2×59.2cm、Harris 
Museum and Art Gallery、Preston、England 
 《眠るティターニア》（図 29）と《パック》（図 30）はダッドが同じ年

1841年に完成し、それぞれがロイヤル・アカデミーとサフォーク街で展示され
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ていた。両方とも、シェイクスピアの『夏の夜の夢』を元に、制作したもので

ある。夏至の日の夜、物語の舞台であるアテネ近郊の森を忠実に表している。

この二点の作品に、当時画家たちがシェイクスピアのフェアリー世界を手掛け

る際に、共通するモチーフ、手法のいくつかを伺うことができる。要点を次の

ようにまとめる。 
・怪しいヌード像。 
 古典的なヌードは、理想の美、聖なる肉体と繋がり、神を表現するに も使

われている。前節のブレイクのフェアリーの場合は、この古典に属する。我々

は強調され、均整がとれた肉体の美を通して、現象を超えた不変なものや観念

を感じさせられる。一方で、ダッドの《眠るティターニア》と《パック》にお

いて、ヌードが果たした役割は明らかにそれと違う。ここで、ヌードによって

強調されたのはむしろ日常に対する非日常、怪しさ、エロティシズムである。 
 イントロダクションですでに述べたように、版画商ボイデルの「シェイクス

ピア・ギャラリー」をきっかけに、シェイクスピアのフェアリーが大量に絵画

化された。その中に、ロイヤル・アカデミーの初代校長のレイノルズと講師の

フュースリーによる代表作がいた。この二人の手によって描き出されたフェア

リーのイメージは非常に強い影響力を持っていた。フュースリーの作品に見ら

れたティターニアにおけるヌードのイメージは早い作例であったし、レイノル

ズはパックに子供のイメージを与える先例を作った。フュースリーの《ティタ

ーニアの目覚め》（図 31）とレイノルズの《パック》（図 32）をあげる。 

  
（左）図 31 フュースリー《ティターニアの目覚め The Awakening of the Fairy Queen 
Titania》1785-90 年、油彩、キャンバス、222×280cm、ヴィンタートゥール美術館 
（右）図 32 ジョシュア・レノルズ《パック Puck》 1789 年、油彩、キャンバス、81×102cm 
 アカデミーの学生としてのダッドは初期の作品《眠るティターニア》と《パ

ック》において、大先生の二人の「フェアリー」のイメージをうまく継承し

た。 
 当時のイギリスにおいて、ヌードはフェアリーの題材だけに許される表現で

もあった。フェアリーこそは、森の中で美しいヌードを惜しげがなくさらすこ

とができた。ヌードを描くためにフェアリーの題材を選ぶ画家は当時少なくな

かった。例えば、イギリスのヌード表現において、 も有名な画家ウィリア
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ム・エッティ68をあげられる。彼はケルト伝説に登場する妖精のサブリナと彼

女の侍女たちをモチーフにし、サブリナの女性の肉体美に焦点を当て存分絵筆

を振舞った（図 33 参照）。 

 
図 33 ウィリアム・エッティ《Sabrina and her Nymphs》1841 年、油彩、キャンバス、

59.5×80cm、New Walk Art Gallery 
・モチーフとしてのフェアリーの踊りとフェアリーリング 
 ダッドの《眠るティターニア》（図 30）に見られるように、ティターニアの

真上に、小さなフェアリーたちが絡み合い、空中で半円形のアーチをなしてい

る。画面の左に踊っている裸の男女のフェアリーがいる。《パック》（図 31）
において、画面中央にあるキノコに座るパックの周りに、輪になって踊るフェ

アリーたちがいる。これは、いわゆるフェアリー踊りとフェアリーリングであ

る。 
 夜中、裸の男女が野原で踊ることより奇妙で、不思議な風景はないであろ

う。同時代の画家たちもこの神秘的で格好のモチーフを手放すことはなかっ

た。図 35 のように、ブレイクは 1786 年の早い時期に、すでにこれをモチーフ

にしていた。他に、アカデミー出身の画家ダニエル・マックリースもあげられ

る。次項に示す図 36、37 のように、このモチーフをダイナミックに表現して

いる。 

                                                
68 ウィリアム・エッティ（William Etty、1787-1849年）は、イギリスのヌード絵画早期にい

る画家。 
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図 34 ウィリアム・ブレイク《Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing》1785 年、鉛

筆、水彩、47.6×67.3cm、デート・ギャラリー 

  
（左）図 35 ダニエル・マックリース《The Disenchantment of Bottom(from a Midsummer 
Night's Dream)》1832 年、油彩、キャンバス、ワズワース・アテネウム美術館 
（右）図 36 ダニエル・マックリース《Faun and the Fairies》circa1834 年、油彩、パネル、

43.5×37.5 cm 
 フェアリー踊りとフェアリーリングは、イギリスの民間伝承によるものであ

る。フェアリーが月夜の野原で、不思議な音楽に合わせて輪になって踊ると、

「フェアリーリング」が現れる。そして、フェアリーリングが異界、フェアリ

ーの国に繋がるという。 
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・フェアリーと関わる植物「釣り鐘状」の花と「キノコ」 
 ダッドの《眠るティターニア》（図 30）と《パック》（図 31）に見られる

「釣り鐘状」の花とキノコは、イギリス民間から伝わるフェアリーと関係ある

植物である。フェアリー画家たちがフェアリーの世界を描くには、よく使うモ

チーフである。例えば、幻想風景画家フランシス・ダンビー（Francis 
Danby、1793–1861）が 1832 年に『夏の夜の夢』を描いた作品がある。図 38
のように、ティターニアの後ろにキノコと頭を下げた花が見られる。 

 
図 37 フランシス・ダンビー《オーベロンとティターニア》1837 年、ペン、インク、水彩、

156×210 cm、Yale Center for British Art, Paul Mellon Fund 
 フェアリーの研究者井村君江が言うように、イギリスにおいて、花が頭を下

げているのは、フェアリーがその中に住んでいるからだ。前述したフェアリー

リングの正体もキノコである。キノコの胞子が着生した地点から菌糸が放射状

に伸び、古くなった中心部分から順に死滅していくことで周縁部分が環状に残

るという説がある。図 38 のように、フェアリーリングができたところで、常

にたくさんのキノコが生える。イギリスはその地理上、雨や霧が多いため、キ

ノコがありふれている。死体から生えたものもあれば、食べて幻覚が起こった

りすることもある。イギリス人にとって、キノコほど日常的でかつ神秘なもの

がないであろう。キノコが異界の象徴ともいう。 
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図 38 Fairy ring 

 ダッドが活躍し始まる 1840 年において、フェアリーはすでに一つの成熟し

た主題になっていた。画家たちは目に見えない「フェアリー」を表現するにあ

たって、主にシェイクスピアや伝説などの物語を背景に、先人画家たちが固め

たイメージを継承し、自身の想像力を加え表現を行う。 
 ダッドもその例外でなく、初期のデビュー作品《眠るティターニア》と《パ

ック》は、シェイクスピアのフェアリーを表現するに、当時の画家たちの共通

するモチーフと手法を組み合わせて、独自な想像力の元で展開したものであ

る。それ以外に見逃してならないのは、細部にこだわった細かい描写がこの二

点の作品においてすでに表れていることである。 
 次に、ダッドはベスレム病院で手掛けた後期の作品の《対立オーベロンとテ

ィターニア》と《お伽の樵の入神の一撃》を通して、画家が完成した独自な幻

想、フェアリー世界について伺うことにする。 
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図 39 リチャード・ダッド《対立：オーベロンとティターニア Oberon and Titania》1854-58
年、油彩、キャンバス、61×75cm、Private Collection 
 《対立オーベロンとティターニア》（図 40）は、初期の《眠るティターニ

ア》と《パック》から 13 年ぶりで改めて『夏の夜の夢』を基づき描いた作品

である。この作品は物語の設定に従いながら、植物だけでの風景の構成が際立

ち、ミクロな世界観を初めて表している。同時代、アカデミーの画家ペイトン
69が同じの主題で、同じの物語のシーンに沿い描いた《オーベロンとティター

ニアの諍い》（図 41）との比較を通じて、その類似点と相違点をまとめ、従来

のイメージ逸脱したダッドの独自性についてみていく。 

                                                
69
 サー・ジョゼフ・ノエル・ペイトン（Sir Joseph Noel Paton 1821-1901 年）は、スコット

ランドの画家である。『オーベロンとティターニアの諍い』などフェアリーを描いた作品でよ

く知られる。 
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図 40 ペイトン《オーベロンとティターニアの諍い The Quarrel of Oberon and Titania》1849
年、油彩、キャンバス、99× 152 cm 
 1849年に、ペイトンはこの『夏の夜の夢』を主題にした《オーベロンとティ

ターニアの諍い》（と《オーベロンとティターニアの仲直り》二点）を公開し

た当初、フェアリー・ペインティングの 高峰と評価され、アカデミーに高価

で買取られた。当時のフェアリー・ペインティングを代表する作品と言える。 
 
・類似点： 
① 同じな主題。二点の作品ともは『夏の夜の夢』の同じのシーンを基づき制

作したものである。 
② 増殖の構成。二点の作品ともは主人公のオーベロンとティターニアを中心

に、フェアリーが多様なバリエーションをもって、増殖していく構成にな

っている。 
③ 細部にわたる描写。二点の作品ともは隅々まで細密な描写を行なっている

こと。 
 
・相違点： 
① 物語の世界観の構築。《オーベロンとティターニアの諍い》（図 40）は物

語に従い、黄昏の時間帯とアテネ郊外の森の舞台とも明瞭に表している。

それに対して、《対立オーベロンとティターニア》（図 39）には、物語に

基づいていない。物語の時間や場所性が不分明。また、後者は植物だけを

用いて、物語の世界観を構成した。このミクロな視点が際立つ。 
② フェアリーの造形。《オーベロンとティターニアの諍い》（図 40）には、

オーベロンとティターニア（アポローンとアプロディーテー）をはじめ、

ギリシャ神話を主題とする歴史画を思わせる均整がとれたヌード像が多
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い。それに対して、《対立オーベロンとティターニア》（図 39）に、フェ

アリーがオリエンタル風な服装をまとい、奇妙な顔立ちの異国人が多い。 
③ 画面秩序。《オーベロンとティターニアの諍い》（図 40）は明らかに画家

が力を入れてコントロールし演出したものである。深い奥行き、空間がス

ムーズに移り変わり、ダイナミックで流動感のある構図である。それに対

して、《対立オーベロンとティターニア》（図 39）に、画家が画面全体の

秩序、流れへの意識的なコントロールが薄い。 
④ 表現様式。《オーベロンとティターニアの諍い》（図 40）には、光の効

果、強い明暗のコントラストがとれた。これは色彩を重視する当時アカデ

ミーが勧めた様式でもある。それに対して、《対立オーベロンとティター

ニア》（図 39）には、画面全体が均一なトーンで施される。画家が光の効

果、明暗のコントラストといった画面演出効果より、対象の一つ一つに対

して、ぼかすことなく、鮮明に描き出した。 
 《対立オーベロンとティターニア》と《オーベロンとティターニアの諍い》

との比較を通じて、ダッドが表したフェアリーの世界の特徴を伺うことができ

た。初期の作風と比べて、この作品の中にみられる変化は、ダッドが社会から

離れ一途に絵と向き合った結果とも考えられるし、危うい精神、空間を埋め尽

くさずにいられない強迫観念の元こそできたものとも考えられる。長い時間を

かけて対象と向き合う中での徹底的な観察、細心な描写は、彼の精神に一つの

すみかを与えたようにも感じる。 
 次に、ダッドのもう一点フェアリーを表現したオリジナル作品の《お伽の樵

の入神の一撃》を通して、描き出されたフェアリーが人に視覚的な衝撃、感動

を与えた秘密を明らかにする。 
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図 41 ダッド《The Fairy Feller’s Master-Stroke》1855-64 年、油彩、キャンバス、54×39.4 
cm、The Tate Gallery、London 
 《お伽の樵の入神の一撃》はダッドがベスレム病院で《対立オーベロンとテ

ィターニア》と一緒に手掛けた作品であり、9 年という長い時間をかけたが

（1864年に新設したブロードモア病院に転院したことで）未完成のままに遺し

た。しかし、未完成の状態だからこそ読み取れる制作プロセスがある。 
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図 42 ダッド《The Fairy Feller’s Master-Stroke》の部分（筆者撮影） 
 まだ油彩を入れていなかったところから推測できるように、ダッドはまず緻

密な素描と単色のセピアで、細部に全体的なデザインを施す。次に単色の素描

を下地に、部分ごとに油彩で仕上げていくというプロセスを辿る。 
 ダッドは下描きの素描が極めて細かく高いクオリティを保って仕上げたとい

えよう。セピアの付近をよく観察すると、素描の線、単色で描き分け、交錯し

た一つ一つ形、スペースの中に、油彩を輪郭線の内にぴったりと埋めるように

極めて丁寧な作業が施してある。油彩で埋められた形の辺縁に、まだかすかな

地色が見えたからである。ダッドにとって、下地になった素描は幻想を具体化

する 初のプロセスであり、細部までこだわりイメージの設計図のようなもの

だと見受けた。 
 細密画は、かなり物理的な時間を要することは周知である。その時間の中

で、精神の高揚や筆の勢いを抑え、一定的な速度でただ単純な描画作業を極限

まで反復していく。普通の神経ではとても耐え難いものである。明らかにダッ

ドの場合はもうすでに普通なレベルを超えていたように洞察される。 
 彼は精神病院に入ってから、このように素描で設計図を作り、その上で時間

をかけて丁寧に油彩を埋めていくプロセスにより制作を繰り返した。これは彼

が自身に課せた苦行であり、その無心で描画する状態はまた彼を精神の苦しみ

から救ったとも考えられる。 
 また、《対立オーベロンとティターニア》と《お伽の樵の入神の一撃》の二

点の作品において、シェイクスピアの物語の世界観から解放し、ミクロな植物

の世界への注目は、この時期だけ見られた特徴である。これは、ダッドがいる

環境の変化、その体験から生まれたものであるように考えられる。イギリスの

土地柄によって、フェアリーは陰湿な森、キノコ、釣鐘状の植物など、その特

有の自然に依存する。ダッド以外の多くの画家がこのイメージを探り尽くして

いる。中東への旅をはじめ、他所の信仰、自然と向き合い、精神が耐えられず

いっきに崩れたが、その体験はダッドのそれまでの自然観、芸術に広がりを与

えたように思える。それによって、精神病院に閉じ込められてから、限られた
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身近な自然に向き合い、イギリス従来のフェアリー信仰およびそのイメージを

はるかに超え、有限な自然から無限なミクロの幻想世界を見つけられた。 
 後期の二点の作品において、ダッドによって表現された「フェアリー」の特

徴を次のようにまとめる。 
① 真実感：細かい写実描写により、「フェアリー」が真実感を得た。 
 目の前にいる植物と目に見えるはずのない「フェアリー」全てが徹底的で鮮

明に描き出されているゆえに、実際に見たものが再現された写実主義ならでは

の真実感がうまく働いた。その他、雰囲気の演出、（空間、遠近法、明暗など

による）視線の誘導の放棄によって、鑑賞者は作家の意図に惑うことなく、視

線が自由に対象の一つ一つに傾けることができた。 
② 視覚の衝撃：ミクロな世界における迫真的な再現が視覚に衝撃をもたらし

た。 
 私たちが普段日常の中で見逃しやすいもの、ルーペでしか見えない世界を視

覚の中心に持ち込み、写実の手法で、隅々まで鮮明に描き出したことによっ

て、日常圏における視覚を揺さぶりにかける衝撃がある。 
 ケルト美術研究家の鶴岡真弓が、ダッドには「驚異のミクロコスモス」を描

き出す力があると次のように語る。 
 

人間がその眼で捉えられるかぎりで も小さなもの、あるいは圧倒的な想

像力なしには人間が見逃してしまうであろうものを注視すること。それら

を気が遠くなるほどの精確さで描き出すことによって、日常の視界の周縁

や背後に震え蠢いている微小なものたち、姿を隠しているものたちを、世

界の中心にリアルに位置づけること。つまり小さな存在に対する大きな存

在の、霊に対する肉体の、死者に対する生者の日常的な優位性を顛倒させ

て、正常な視覚に揺さぶりをかけること70。 
 

 その通り、これは今のマクロレンズがもたらす視覚的な効果に似ているかも

しれない。人の目がギリギリに届けないとところに着目し、それを視覚の中心

に持ち込み、クローズアップし鮮明に描くことで、一般人の視覚にインパクト

を起こす。また、それによって、普段で見逃したところに隠れる非日常と幻想

を提示したことで、幻想に肉をつけられた。 
③ 身近さ：特殊性を示す要素の時間と場所を排除し、植物のある身近な風景

を作り出した。 
 時間と場所の設定は物語の発生を限定する要素である。これらを画面から排

除したことによって、これが特殊な時間に限定した場所でしか発生し得ないこ

とと感じさせられない。植物が集まる身近なところで、フェアリーたちの日常

がこのように展開していると語っているように、物語が身近さを獲得した。 
 

                                                
70
鶴岡真弓「R・ダッドのケルト的視覚—驚異のミクロコスモス」『夢人館 8—リチャード・ダッ

ド』岩崎美術社、1993 年、p.63  
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 以前と比べて、精神病院に閉じ込められてからのダッドが接触した自然は非

常に限られていたことに想像がつく。その中でとりわけ身近な植物、自然に真

摯に向き合い、細心の観察を繰り返し、それらを対象に、無限なミクロの世界

観を作り上げた。植物の背後に隠れる小さなフェアリーの顔付き、動きはイギ

リス固有の信仰やイメージから逸脱したものである。ダッドが中東に旅行した

経験、他の地で異なる信仰や自然への体験から生まれたものである。ダッド以

外の人々であれば見逃すであろう些細な道端のようなところに、写実的で細密

な描写によって、フェアリーが居るミクロの世界観を見え出すことができた。

これは見る人に視覚的な衝撃を与えると同時に、個々の植物の背後に、衆目か

ら隠れて生きるフェアリーの知られざる物語が存在することを知らせてくれ

る。 
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2-4 まとめ 
  
 ドイツ・ロマン派の画家はそれまで自然物、自然現象を対象にした風景画に

対して、目に見えない「自然精神」への表現を要求してきた。「自然精神」は

自然の本質、万物を生み出す力、働きをかける精神であり、神と等しい不変的

なものである。彼らは、自身の内在する感覚、感情体験を通して、「自然精

神」を知覚し、象徴的に描き出すことができると信じた。したがって、彼らは

自身の内面感情やある観念をもとに、自然風景への主観的な再構築あるいは風

景の寓意化を通じて、「自然精神」に接近し、表現した。 
 象徴的にしか表しようがない「自然精神」の抽象性に対して、一方、イギリ

スの画家が、その特有の自然環境、植物から人間の姿をした多様なバリエーシ

ョンを持つ目に見えないフェアリーを見出した。 
 アニミズムという原始信仰の一つとしてのフェアリー信仰は、民間伝承や文

学によって引き継がれてきた。シェイクスピアが生きる 16 世紀において、フ

ェアリーのブームは文学によって一つの頂点に達した。そして、18 世紀ロマン

主義の時代になってから、シェイクスピアの再評価や、盛んになった民間伝承

の採集・再話などにつれて、フェアリーが再び人々を魅了させた。19 世紀初頭

に、ヨーロッパ大陸の「歴史画」「宗教画」という偉大なる主題に対して、ロ

イヤル・アカデミーはシェイクスピアをはじめ、独自で偉大な文学をもとに、

意図的に「フェアリー・ペインティング」を発展させ、特有の絵画ジャンルま

で作り上げた。 
 本章で取り上げた画家ウィリアム・ブレイクとリチャード・ダッド、二人と

も、シェイクスピアのフェアリー文学から強い影響を受け、フェアリーを絵画

表現の対象にした。さらに、文学や物語のイメージにとどまらず、ヴィジョン

や想像をもとに、同時代の表現と一線を画するユニークなフェアリー像に辿り

着いた。二人によって描き出されたフェアリーは、具体的な形を持っている。

それらが人の姿をして、それぞれの個性が際立つものであり、従来のフェアリ

ーのイメージに大きく逸脱したものである。目に見えない幻想上のものに対し

て、二人とも、鮮明的な表現にこだわったのである。 
 ブレイクは、客観的な自然を拒み、自然物を見て描くことを嫌っていた。彼

は記憶、想像力によって生まれたヴィジョンだけに注目し、作者の固有の感受

性を写す線描の性質を生かし、フェアリーを具体化した。一方でダッドは身近

な自然、植物を緻密に観察し、植物の間に広がったフェアリーが居る無限なミ

クロの世界観を写実の手法で細密に再現した。 
 私は 1780 年から 1910 までに活躍した 59 人のフェアリー画家および 200 点

近い作品画像を集め、資料集をまとめた。同時代では、文学や物語のテキスト

をもとにしたフェアリーの表現、他人のイメージを借用、並びにアレンジした

フェアリー、フェアリーにエロティシズムを求める志向などが見られた。その

中で、ブレイクとダッドのフェアリーは非常に目立つものであった。 
 二人が「フェアリー」についての表現を踏まえて、線描、写実的な手法のよ

って目に見えないものを鮮明に描き出すことは、私的な幻想に肉をつけ、真実

感をもたらす効果がある。目に見えないものへの表現に適する方法とのことが
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わかった。また、二人の作家研究を通じて、作者の気質や物語、制作の背景な

どは、表現にリアリティーを与えた同時に、作品の鑑賞体験をより立体的なも

のにしてくれると私は実感できた。 
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第 3 章 自作研究 
 
 １章、２章では、ロマン主義時期に居た 4 人の画家をとりあげ、4 人各々が

目に見えないものについての表現を見てきた。同時代で、同じの哲学や文学か

ら影響を受けるなどから、考え方や世界観における受容に共通性を見出せた

が、各々の芸術として非常に個性的な結果を示した。それを通じて、目に見え

ないものへの表現は、時代、地域、流派にかかわらず、作者個人個人にかかっ

ていることを強く実感した。そして、4 人それぞれが表現についての取り込み

を通じて、イメージの組み立て、模索する方法や託された技法は、作者の思想

が宿るところであり、固有の感性や想像力によるイメージの独自性につながる

ところだと考えられる。 
 本章は、町の中にいる植物、 も身近な自然から目に見えないもののイメー

ジを模索する自作についての分析である。ロマン主義と出会い、その精神を受

け継いだ自身の表現が示した独特な感受性、そして、現代美術の文脈の中でこ

そ見られたイメージ表現の特徴を見ていく。 
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3-1 作品の形成背景及びきっかけ 
 

  
（左）図 43 日本神奈川県相模原市自宅の周囲（筆者による撮影） 
（右）図 44 日本神奈川県相模原市自宅の周囲（筆者による撮影） 
 街を歩き、植物との出会いが日課のように繰り返す。そうすると、植物が持

つ存在感、それらがすぐ隣に住むもの、それらの世界が私との間にはただガラ

ス一枚、フェンス一面、壁一つがあるに過ぎないとリアルに感じるようになっ

た。 
 私はついに植物が集まるスポット（図 44、45 参照）に立ち止まる。一面の

緑の中から眩しく白い光や深い黒闇が差しこんできて、僅かな隙間から見えた

向こう側、微風が渡り葉っぱが摩擦しあうサワサワと摩擦し合う音、湿った空

気の中に染み渡っている微かな土、草の香りなどに五感が刺激される。たまに

無名な衝動に駆られ向こうに飛び込みたくなる。しかし常に、昂ぶった感情と

ともに、とてつもない疎外感も襲ってくる。フェンスなどによってはっきりと

画された境界線は実際の物理的な距離をより遠く感じる。 
 植物が無限に広がる向こうの世界は私の精神の寄るところになり、乾燥無味

な日常から想像を解放してくれる。向こう側にある非日常と幻想に対しての憧

れ、退屈の日常から逃げ出したい衝動に度々駆られる。 
 私が植物に抱く感情は、フェンスに隔てられたことによって生ずる距離がも

たらす疎外感、日常と植物が持つ幻想、非日常からの遠ざかり、そこから来る

寂しさ、いわば憧憬のようなものである。私の制作は全体としてこの感情体験

を元に、イメージを探り表現したものである。 
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3-2 植物の「精」について  
 
 植物の神秘、植物がもつ幻想、それと植物に惹かれた私自身、この二つ含み

を込めて、「精」という語を選び、2017年にコンセプトとして植物の「精」を

作り、制作の主題をより明確にした。では、植物の「精」いったい何であろ

う。 
 「精」は中国からきた漢字で、その字源について、少し辿って説明する。 
 中国の第一部漢字の字形やその字源を分析する字典と言われる『説文解字』

71によると、「精，择也从米青声72（選ぶ。意味合いは米に由来し、発音は青

に従う。括弧内は筆者）」。「精」の字源を紀元前 1300 年から青銅器に刻ま

れた文字、いわゆる金文73に遡られる。金文の「 」＝「 」（お米）+「 」

（綺麗）。字面の意味から直接訳すと、綺麗なお米になる。つまり当時は選別

された上等なお米を指すために、この字を作られたと考えられる。 
 それから、約紀元前 10 世紀に成書した『周易』74に「精」についての言及を

見当たる。 
 

男女構精、万物化生。 
男女は精を構せて、万物は化生す。 
（男女が精をあわせることによるように万物が形をとって生まれてくる
75。） 

 
 男女が持っている生殖の原質となるものを「精」に喩えて、万物の生成を説

明するに用いられていた。それから、約紀元前 8 世紀から紀元前 5 世紀の春秋

時代にいる思想家の老子76は、彼の思想の中で も抽象的な「道」の姿につい

て、「精」を用いて、次のように語っていた。 
 

窈兮冥兮其中有精。其精甚真。 
窈たり冥たり、其の中精あり。其の精甚だ真にして 

                                                
71
原本は 100ー121 年に許慎によって作成された。後世に流布しているのは、10世紀頃に、徐

鉉、句中正、葛瑞、王惟恭等によって、校訂された上下 30巻の『説文解字』である。 
72
『説文解字 弟七下』p.3156 

73
金文とは、青銅器の表面に鋳込まれた文字のこと、年代的には甲骨文字の後に当たる。 

74
『周易』は西周（紀元前 1046-紀元前 771 年）初期に成書と言われている。古代中国の占い体

系、宇宙観を示す重要な書物。本文は孔子及びその弟子の論述を含む『易経・繋系下伝』から

の引用である。 
75
井宇三郎・堀池信夫・間嶋潤一著『新訳漢文大系 63 易経下』明治書院、2008 年、p.1627-

1628 
76 老子（約紀元前 571-紀元前 471）、中国古代の思想家、著作『道徳経』が伝えている。 
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（窈冥すなわち奥深く暗い微かな中に、精すなわち純一無雑なものがある
77。） 

  
 「道」を「精」に喩え、 も微細で、純粋で、実質をもつものをさしてい

る。英訳本では、この「精」を essence や life-force と訳すのは一般的である。

万物をなし、生かす根源的なものという78。 
 戦国時代末、紀元前 3 世紀に、文人の宋玉79は、楚の王（楚襄王）が夢の中

に巫山の神女との逢引を美しい文章に残している。其の中に以下の句がある。 
 

精交接以来往兮、心凱康以楽歓。（宋玉《神女赋》） 
精交接して以って来往し、心凱康して以って楽歓す。 
（心は交わって行き来し、楽しみ喜ぶことはできた80。） 
 

 宋玉は「精」をもって、心、精神、霊魂を指している。そして、彼はまた風

を描写する『風賦』の中に、次の句を残している。 
 

翱翔於激水之上、将撃芙蓉之精。 
激水の上に翱翔し、将に芙蓉の精を撃たんとす。 
激流の上を拭き巡る。蓮の花にふきよせようとして81 

 
 この「精」を今は花の意味合いで解するのが普通で、現代の訳文はいささか

淡白だが、原文を詠みあげてみると、そこに実在する花を超えたイメージが湧

いてくる。実に官能的な表現であり、私は思わずボッティチェッリの≪プリマ

ヴェーラ≫を想起し、西風の神ゼピュロスがニンフのクローリスをさらおうと

する様子が目に浮ぶ。 
 また、中国の古医学は生命の原理を語るにあたって、「精」を用いて説明す

ることがしばしばある。紀元前 3 世紀に編纂された中国 古の医学書『黄帝内

経82』を捲ってみる。 
 

故天有精，地有形。 
およそ、天には陽の無形の精気があり、地には陰の有形の物象がございま

す83。 
                                                
77 阿部吉雄著『新訳漢文大系 7 老子•荘子（上）』明治書院、1966 年、p.46 
78
 陳鼓応著『老子注訳及評価』中華書局、1984 年、p.150（筆者によるまとめ） 

79 宋玉（約紀元前 298-紀元前 222）、当時楚の有名な詩人屈原の弟子と言われている。 
80 高橋忠彦著『新訳漢文大系 81 文選（賦篇）下』明治書院、2001 年、p.359 
81 同上、pp.77-78 
82
『黄帝内経』は前漢代（紀元前206 年-8 年）に編纂された。中国 も古い医学書で、『素

問』と『霊枢』二部の内容で構成されている。 
83
小曽戸丈夫・浜田善利著『意釈黄帝内経素問』築地書館、1971 年、p.33 
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 ここでの天の「精」を理解するには、大地の「形」を対照しなければならな

い。大地の「形」は安定で、明確な輪郭を持つ固まりに対して、天の「精」は

大気であり、生きて流れ変化する。形を持たぬ、目に見えない無限なものだ。

また、「精」を人の生命とする記述も見当たる。 
 

两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。 
陰陽両性が会合して、一つの新しい形を生じます。この人体に先んじてで

きたものを、精といいます84。 
 
人始生，先成精，精成而脑髓生。 
人間が生をうけるときは、まず陰陽の気が交わってそこに初めて精ができ

る。精から発育して脳髄を生じ85。 
 
夫精者，身之本也。 
精気とは生命の原動力であります86。 

 
 人の生命を探求し、そして実践されたこの医学書では、「精」についての言

及からわかるように、紀元前 3 世紀の漢の時代になると、「精」は肉体を構成

し、生命活動を維持する基本的な物質という明確な意味合いをもち、生命につ

いての素朴的で客観的な認識につながっている。「精」の含みは安定してき

た。 
 以上をまとめると、「精」はもともと選別された上等なお米を指すために作

られた語であった。その後、人は自身を取り巻く神秘な自然に対して、「道」

や霊魂、生命の原質などの実在を素朴に感じ、これらの目に見えないものを捉

えるために、「精」がメタファーとして機能した。だんだん「精」は慣用的な

言葉になり、比喩としての精彩や生命力が失われ、論理的な概念として補強さ

れつつあった。現在にいたって、辞書を開いてみると、「精」とは、「純粋。

心、たましい。かみ。心霊。もののけ。怪しく不思議なもの。万物を生成する

霊気。生命の根源。生殖の原質。花87」などの含みを持つに至っている。 
 今日ではよくいう超自然的な存在、「妖精」、「精霊」などもここから派生

した言葉だと考えられよう。 
 「妖精」という語が生まれ、一般的に使い始め、認識されたのは大正時代の

頃である。「妖精」は「妖しい自然の精霊」という意味で、 初アイルランド

文学を翻訳する際に、作品の中にいる超自然的存在「フェアリー」の訳語とし

                                                
84
小曽戸丈夫・浜田善利著『意釈黄帝内経霊枢』築地書館、1972 年、p.22 

85
小曽戸丈夫・浜田善利著『意釈黄帝内経霊枢』築地書館、1972 年、p.56 

86
小曽戸丈夫・浜田善利著『意釈黄帝内経素問』築地書館、1971 年、p.23 

87 『角川大字源』角川書店、1992 年、p.1347 
 



 

74 

て登場した。吉江喬松88や日夏耿之介89たちによって、頻繁に使い始め、定着

したものである90。  
 精霊について、日本国語大辞典でその定義を見てみると、「精霊、○1 万物の

根源をなすという不思議な気。精気。精神。○2 山川、草木、無生物など種々の

物に宿るとする魂。原始宗教の崇拝の対象となる91」 
 「精」の語源、意味の派生・変遷および現在での含みを確認してきた。科学

が進んで物質界のあらゆるものに対して、客観・正確な認識が求められる現在

では、物事の真相を解明するに、「精」を用いて比喩的で、漠然とした説明が

求められない。「精」はむしろ観念や未知な神秘を指し、幻想の文脈で姿を現

すことが少なくなかろう。 
 以上を踏まえて、私は「精」を目に見えない神秘、そして自身の精神世界、

感情を同時にほのめかす語として選び出し、植物の神秘と自身の心情を一体化

するイメージを探るために、植物の「精」というコンセプトを作り上げた。 
 したがって、植物の「精」はまず、植物の精霊、妖精を指す。それは、植物

が自然物としての美しさ、神秘を象徴するものである。また、「精」は植物の

側に覗く赴く私自身であり、日常から離れた非日常に憧れ、植物の側に行って

しまいたい感情衝動である。また、それと対峙する際、発生した幻想の全体で

ある。 
  

                                                
88 吉江喬松（1880-1940）、フランス文学者.。 
89 日夏耿之介（1890-1971）、英文学者。 
90 井村君江著『妖精学入門』講談社、1998 年、p.56（筆者によるまとめ） 
91 『日本国語大辞典』小学館、1972 年、p.1279 
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3-3 鉛筆によるドローイング 
 
 私が鉛筆を手にとり、絵を描き始めたことは、ごく自然のことであった。私

にとって、鉛筆は一番シンプルで手に慣れたものだったからである。 
 安価な鉛筆は 初に両親に与えられた筆記用具と画用具であった。幼稚園で

漢字を覚え学んだのが鉛筆からだし、鉛筆を使い習字本の裏でいたずら描きを

するのも日常茶飯事であった。少し高価な 12 色の水性ペンは後になって両親

からもらえたが、それが子供にとっての宝物で、ついに大事に取っておき、そ

のうちに色が乾くことになってしまう。結局、鉛筆を使うことがもっとも頻繁

であった。 
 鉛筆の目立たない外見のおかげで、常に他の筆記用具と一緒にペンケースに

入れることができるし、授業の中でついに逸脱した思考や奔放した想像力を形

にしてくれた。 
 上述した体験は誰でも持っているものであろう。鉛筆はごく普通で日常的な

筆記用具であり、小さい頃から親しみをもった描画道具である。それを手にと

り、誰でも絵を少し描けるであろう。 
 鉛筆は、私にとって絵を描く上で離れがたいパートナーである。これまでの

作品制作における初期イメージの探りや 後の仕上がりは、主に鉛筆で行って

きた。絵心が動き、イメージを模索する段階のドローイングから、 後に線描

によって個々の形を鮮明に描き出し、イメージを仕上げるまでに、鉛筆は常

に、その中心にいる。 
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3-3-1 鉛筆という素材の特徴 
 
・鉛筆の作り  
 鉛筆は、天然の黒鉛（Graphite）を主原料とする芯を木材の軸に納めた描画

材である。鉛筆の芯は、粉状な黒鉛と粘土に水を加えながら混合させ固め、細

い棒状に押し出し、これを乾燥させた後に、約 1000 度の高温で時間をかけて

焼きしめ、 後に熱した油を浸透させて作られている。したがって、混合する

際に黒鉛と粘土の混合量により芯の硬度が決まる。また、硬度により描ける黒

さ、濃さが決まる。そのため、鉛筆の種類を幅広く作れるわけだ。 
・色のバリエーション仕組み 
 よく知られていると思うが、ここで鉛筆の硬度と濃さがアルファベットと数

字の表記で分類される仕組みを簡単に復習する。B は「Black」、芯が柔らか

く濃い色味を持ち、B〜10B の幅があり、数字が大きくなると芯は柔らかくな

り、濃くなる。H は「Hard」の頭文字で、同じく H〜10H の幅があり、数字

が大きくなると芯は固く、薄い色味になる。それ以外に、HB は H と B の中間

の硬度や色味を持ち、F は「Firm（丈夫な）」、HB と H の間の質をもつ。現

在では、10B（ も柔らかく、そして濃い）から 10H（ も硬いそして淡い）

まで 20 種類以上が普通に市販されている。デッサン用の描画鉛筆はお値段が

普通な鉛筆よりわずか高いが、芯にぎすぎすとした粒子が少なく、紙になめら

かに滑る。大変優れている。しかも鉛筆の芯の硬度が正確に測定し精製された

もので、鉛筆の端のアルファベットと数字の表記を参考すれば、お好みや目的

に合う色を選ぶことができる。例えば、私は好んで使っているステッドラーの

マルスルモグラフ（Mars Lumograph）製図用高級鉛筆の場合は、12B から

10H まで、F、HB を含めると 24 種色のバリエーションがある。豊富な色のバ

リエーションは、鉛筆がシンプルな画材でありながらも、豊かな表現を実現す

ることを可能にした。 
・鉛筆の定着 
 黒鉛と粘土が原料にする鉛筆は、 初からインクや絵具と異なり、紙の表面

に乗るのではなく、粒子を紙肌に定着し色を出していくのである。したがっ

て、鉛筆は、インクやアクリルのように紙の上を滑らかに走るのではなく、紙

の表面の凹凸によって芯が削り取られ、凹んだところに粒子を埋めていくので

ある。そのため、紙の上の鉛筆の線を拡大してみると、砕けた芯の粒子をはっ

きりみることができる。そのゆえ、画用紙や水彩紙などの表面に凹凸加工が施

しされた紙に、鉛筆がとても乗りやすいのである。 
・鉛筆の描画 
 鉛筆によって描き出された線は繊細な性質を持つ。たとえ寝かしても、やや

幅がある線になるが、絵の具で塗る感覚とは大分異なる。書く感覚に近い。繊

細で弱々しい線を積み重ね、並べることで面をなし、繰り返していくと強く濃

くなる。線を一本一本集積していくことで、イメージを積み上げたり、全体の

バランス、濃淡や調子の変化を調整したりする。その繊細さと柔軟性によっ

て、平面表現における構成の要素、点、線、面を、鉛筆は手軽に描けて、平面

から立体、具象から抽象の表現に、応用の範囲が非常に広い。 
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 また、筆圧をコントロールすることで、描き出された線の強弱の調整、線に

細かい表情をつけられる。鉛筆の芯を尖らせば、繊細でくっきりした線が出せ

る。描いていくうちに、紙によって芯が削り取られ、先端が丸くなる。次に丸

く太い線を描けるわけだ。鉛筆を寝かせ、芯の側面部に画面と接触させ、やや

幅があり腰がある線ができる。描いていくうちに、側面部が削り取られ、今度

は先が細く尖られることになる。次にまた繊細でくっきりした線を描く。この

通り、無意識のうちに、鉛筆にかけた力や支持体（紙）との角度の些細な変化

も、表情になり、鉛筆によって画面に拾い上げるのでる。鉛筆は、線描を用い

る表現に適し、線に細かい表情や変化をつける性質を持つ。  
・其の他 
 鉛筆の跡を簡単に消せるため、鉛筆と相性が良い道具は多い。例えば、油

彩、アクリル、パステル、色鉛筆、透明水彩などがある。また、常にポケット

やペンケースに入れられるので、紙さえいれば、いつでもどこでもドローイン

グを起こせる便利さがある。 
 
 以上を通じて、鉛筆が他に劣ることのない個性を持ちあわせ、なお格別な便

利性に誇る描画材とのことがわかった。しかし、そのありあふれた地味さの故

か、鉛筆を表現に用いる作家がまだ少ない。一般的に鉛筆はスケッチや習作、

本画のための下描きとして、補助的に使われることがほとんどである。その理

由や背景について一節を設けて、とても述べられるものではないが、いくつの

点をあげて、提示してみることにする。 
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3-3-2 表現から疎外された鉛筆（鉛筆画、デッサンへの狭義的な理解） 
 
 初めて作品を見る人には、自作をしばしば「鉛筆画」と説明する。そした

ら、極稀に「それがデッサンのようなものですか」と聞かれてくる。「そうで

すね、デッサンですね」と答えると、なんだか食い違うような感覚がするし、

「違います、ペインティングです」と答えたら、わざとらしくかえって相手を

混乱させてしまう。 
 「デッサン」は、フランス語 Dessin から由来する。言葉の本来の意味は事

物の形象を線描で表したものをいう。実際には、「鉛筆、木炭、ペンなどの棒

状または先の尖った着彩具の先端、筆の穂先などを用いた単色もしくはそれに

近い色彩の表現であって、概して線描的要素の強いものをさすことが多い
92」。しかし、日常において「デッサン」は、鉛筆や木炭で実物通りに描きこ

んだ単色の絵、特に美大受験で行った静物、人体デッサンを指すことが多く、

また、練習、教科目、美術表現技術を学ぶ前の造形の基礎勉強などの印象もか

なり強い。日本で、鉛筆とデッサンに対してこのような偏見がある。 
 鉛筆画＝デッサン・下描き＝再現・非表現的なもの、狭義的な考え方を持つ

人が多く、鉛筆を表現に用いる作家も少ない現状である。この原因や背景につ

いて、日本明治時代からの図画教育に関わってきた鉛筆画におけるポジション

の変化と、現在美術教育のカリキュラムにおける鉛筆デッサンの位置づけから

検討してみる。 
 
a、図画教育の歴史から見る鉛筆画 
 
 明治 5 年（1872）に「学制」が頒布されてから現在まで一世紀半も経った。

特に現代に至り、戦時体制、戦後体制などの複雑な歴史的な背景や原因によっ

て、教育制度が大きく変わってきた。図画教育は 初の単独な科目「罫画」、

「画学」から、戦後に手工を含む図画工作科で統合されている。これらの歴史

事情を踏まえ、全体を概観することは本論文の目的ではない。ここで、山形寛

の『日本美術教育史』を参照し、普通学校で行なう図画教育の歴史の中で、鉛

筆が大きく強調された二つの時期に焦点を当てる。図画教育の始まりとともに

行った鉛筆教育の全盛期、いわゆる「鉛筆画時代」、その後に国粋保存論が流

行り鉛筆を追放した「毛筆画時代」がある。「毛筆画時代」が過ぎ、鉛筆画が

だんだん見直され、毛筆や他の画材と混用されることになり、安定な立場を得

て現在に至る。 
 つまり、鉛筆は輸入されてから全盛期、そして冷遇期を経て、また見直され

安定期に入り、現在に至る。鉛筆に対する見方や考え方はこの過程を経てより

冷静的なものになり定着した。したがって、鉛筆は現在の立場にいるのは、こ

の二つの時期に歴史的な原因があると私は考える。 
 

                                                
92 森田恒之「デッサン」「デッサンの道具・材料＋用語事典」美術手帖増刊号編集部編集『材

料と表現 デッサン…見ることと描くこと』美術出版社、1982 年、p.186 
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・鉛筆画時代（1872 年-1885 年） 
 1872 年（明治 5 年）に図画教育を初めて普通の学校教育に取り入れ、図画が

一つの教科（「画学」「罫画」）として設けられ、鉛筆画が 初から採用され

た。 
山形寛があげた明治初期の図画教科書の一覧表から、鉛筆画を中心とする図

画教育の実態がよくわかる。明治初期代表的な図画教科書『西画指南』、『図

法階梯』、『小学画学教授法心得』巻頭言と教材組織から、この時期での鉛筆

画教育の目標とその内容を伺える。その目標は、実用性を目指し、美術教育よ

り科学などにつながる基礎学としての意味が強い。内容は、鉛筆を用いて、基

本的な幾何の形体から、実物、人物など、手本を元に、形、遠近法、陰影など

順序をつけ西洋の写実技術を習っていくところで共通する93。 
こうして鉛筆を用いる図画教育への重視、そして政府が意図的に普及したこ

と、その背景には、洋画の流行り、迫真な描写を絵画の本質とする偏りの絵画

観、外来の科学、技術を習得する上に写実な描写の実用性がある。 
明治初期は、あらゆる分野において、西洋のものを取り入れようとする時期

でもあった。美術の分野において、それまでの日本画や中国絵画が達し得なか

ったものの「真」に迫り、写し取った技術は、西洋の写実絵画表現が見せてく

れた。それは画家を含め、人々の心を捉えた。例えば、早くも洋画を取り込ん

だ江戸時代の絵師司馬江漢（1747-1818）の『西洋画談』の中の次の一節があ

る。 
 
画は毎々云う如く、写真に非ざれば妙と為るにたらず、又画とするにたら

ず、其写真と言ふは、山水花鳥牛羊木石昆虫の類を画くに、毎見に新にし

て、画中の品物悉く飛動するが如し、是は西洋風にあらざれば能はざる事

也。故に写真を為者より彼の和漢の画を視れば、誠に小児の戯れに幾ふし

て、画と為るにたらず…94 
 

絵の芸術性はその「写真性（写実）」にあり、真に迫らなければ絵にならず

という写実的な考え方をよく表したものである。西洋絵画の写実性に衝撃を受

けて、そのシンプルでテクニカルなかっこよさに魅力した様子に想像がつく。

高橋由一などが代表する日本初期の洋画家や教育者たちも、この合理的で客観

的な写実性を有する西洋絵画の優越性を確信していた。また、この写実性によ

って、彼らによって見出されたのは絵画の実用性もあった。科学的で客観的な

描写が、物の物理的な構造を理解・把握できる点、そして情報として正確に記

録し、確実に伝達できる点において期待されたわけである。美的な見方より

は、この「科学的客観的な観察力と描写力」いわば技術を身につけることがむ

しろ当時の洋画家たちや図画教育の 大な目標であった。 
図画教育や美術教育はともに実用性、技術の面から出発する背景に、鉛筆

は、写実の技術、遠近法・陰影法の訓練においての役割、写生（実物と風景の

                                                
93 山形寛『日本美術教育史』黎明書房、1967 年、p..24-54 に参考 
94 河北倫明・高階秀爾著『近代日本絵画史』中央公論社、1978 年、pp..13-14 
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再現）、完成した油彩画の下図としての伝統的な立ち位置が強く強調された。

洋画教育に傾け、その背後にある科学、産業発展においての実用性への見込

み、日本の美術にない真を写す技術を憧れる画家たちの切実な要求、これら全

てが西洋絵画の写実という外見だけを切り取る結果に結びついていく。この偏

った絵画観を反対する次の時代の出現が必然とも言えよう。 
ちなみに、鉛筆は日本の公衆の目に触れた正式の記録は 1877（明治 10）年

上野で開かれた内国勧業博覧会であった95。そして、一般商品として普及し用

いられるようになったのは 1878-79（明治 11-12）年以後のことである。それ

以前の図画に用いられた道具は、油煙で作ったクレヨンや木炭、白亜など鉛筆

の代用品であった。鉛筆の普及に伴った鉛筆画教育は、国民が鉛筆に対する

初の認識に大きく影響したと考えても差し支えないと思う。 
 

・毛筆画時代（1886 年-1898 年） 
 
絵画は必ずしも「迫真性」を必要としないと、当時の洋画の絵画観、鉛筆画

を始めとした洋画教育を正面から批判し、洋画と日本画の優劣、鉛筆と毛筆の

得失などにまつわる論争を起こしたのはフェノロサ96とフェノロサが代表する

伝統的な日本画復興運動であった。 
 フェノロサは当時「技術」と「写生（人造物や自然物をありのまま写す）」

を重視する洋画の芸術観を否定した。彼にとって、絵画の芸術性は画家の内面

にある感情や思想を主題にして絵画の形式で表現されたもので、そして表出さ

れたイメージからまたそれを感じさせるところにあるのである。 
この表現主義的な芸術観に基づいたフェノロサは、何より内面に通じる絵画

の形式（線、明暗、色彩）に関心があった。洋画のそれらが外面的な現象、物

理的な関係を描くのに対して、日本画が外部の現象に囚われることなく、線、

明暗、色彩が画家の内面、観念につながる点において、日本画の優位を訴え

た。なお、フェノロサが代表する「図画教育調査会97」は文部省に提出した

「普通学校教科用図画調査98」という報告書において、明治 5 年から始まった

図画教育に採用されてきた鉛筆に対して、絵画形式において線の物足りなさを

述べ、毛筆の優位を訴えた。 
 

                                                
95 日本鉛筆工業協同組合「鉛筆と日本の鉛筆工業の歴史」、

http://www.pencil.or.jp/company/rekishi/rekishi.html、閲覧：2019.11.5 
96 アーネスト・フランシスコ・フェノロサ（Ernest Francisco Fenollosa、1853-1908 年）

は、アメリカの哲学者で、明治時代に来日し、日本美術を高く評価し、岡倉天心と共に近代日

本画の復興に尽力した。 
97 日本の必要に関して学校の図画教育体系を検討するために、文部省が明治 17年（1884）7

月に「図画教育調査会」を設置した。 
98 日本画法を賛成する報告書である。林蔓麗によれば、報告書の内容がフェノロサの図画教育

の原稿とほぼ対応する。 
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一 鉛筆ヲ以テ画ク線ハ繊細ニシテ美ヲ顕ハス能ハズ。濃淡ノ度浅薄二シ

テ且ツ潤色ナシ。 
二 クレイヨンハ鉛筆ニ比スレバ線並ニ濃淡ノ美ヲ得ベシト雖微細ノ画ニ

適セズ。潤沢ナル面を表ハスヲ得ズ。且ツ潤色ナシ。 
三 筆ハ線ノ肥瘦ヲ自由ニ現ハシ且ツ墨の清潤ナルハ鉛筆クレイヨンノ及

ブ所ニ非ズ。是レ従来本邦人ノ慣熟スル者ニシテ美術画法ニ適良ナリ。 
以上ノ理由ニヨリテ筆ハ モ美術的画法ニ適切ノモノニシテ且ツ我普通教

育上習字其ノ他ニ於テ運筆ヲ教フルヲ以テ本邦ノ美術画法ハ筆ヲ使用スル

ヲ モ便ナリトス99 
 

習字から図画、普通教育から美術教育までに、鉛筆やクレヨンと比べて、日

本人が慣れている毛筆を勧めた。そして、線の幅、勢い、力、濃淡、潤いの変

化において、豊かな絵画的な形式をもつ毛筆の優位性を訴えた。西洋美術史に

おいて、19 世紀後半から、鉛筆やパステル、クレヨンなどを用いて表現する画

家が多々いる。この報告書は、芸術の形式についてフェノロサのかなり主観的

な考え方に基づいたものであり、当時鉛筆が代表する洋画教育を反対するため

のものとも考えられる。それまで、線、陰影法による再現、描写しか意味を持

っていなかった鉛筆は、これによってさらに表現に適しないと敬遠された。 
台北師範学院教授の林蔓麗が『近代日本図画教育方法史研究―「表現」の発

見とその実践100』の考察によれば、実際にこの日本画復興論に基づいた毛筆教

育は明治 23-24 年（1890-1891）頃から、鉛筆画教育を圧迫し、 盛期に全国

の学校の 5 分の 4 くらいが毛筆教育になったという。鉛筆と毛筆にまつわる得

失議論は明治末までは続いたが、鉛筆が一時的に潮流に呑み込まれ、追放され

る状況に陥ったことが間違いないようであった。 
フェノロサのこの日本画復興論の本質は、表現、芸術至上的な性質をもち、

それまでの実物の通りに再現する当時の絵画観、図画教育に、一石を投じ大き

な波紋を起こした。毛筆の優越論によって、それまで現場で実践者とした鉛筆

画が真っ先に否定され、毛筆やクレヨンより劣る、旧時代の烙印を強くつけら

れた。これは、鉛筆の運命に大きな影響を与えたと考えられる。後に、鉛筆が

見直され再び美術教育の現場で一席を確保されたが、間接的な評価しか繋がら

ない状況は現在まで続けてきた。 
 
・毛筆画時代以後（1898 年-現在） 
 
フェノロサは芸術至上主義を普通教育で実現するために、偉大な先人画家や

同時代の日本画画家たちの手本を元に、臨写を通して筆法の習得していく教授

方法を確立した。日本画の筆法の習得が普通の学生にとっていかなる難しいも
                                                
99 林蔓麗著『近代日本図画教育方法史研究―「表現」の発見とその実践』東京大学出版社、

1989 年、p..60-61 
100

『近代日本図画教育方法史研究―「表現」の発見とその実践』は林蔓麗が 1987 年に東京大

学で教育博士号を取得し、その内容を出版した書物である。 
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のか、またこの教授法がいかに学生の興味を引かないか、実際の教育現場で

は、これを示した101。 
明治 30 年代に入り、毛筆画に対する批判もだんだん強くなった。明治 43 年

（1910）年に発行された国定図画教科書『新定画帖』において、鉛筆画と毛筆

画を同時に並存させた形で、鉛筆画毛筆画の論争がついに区切ることができ

た。従来の図画教育は、技術の習得を目標とし、低学年の学生に鉛筆や毛筆で

描く単色画を課し、高学年になると色彩を使用させるというステップを踏ん

で、ものの正確の描写技術や毛筆の筆法を習得していく。これに対して、『新

定画帖』は描くこと自体に目的とせず、鉛筆、毛筆を含め様々な描画材を導入

し、第一学年から学生に色彩を触れさせ、それらの使い方、物の観察などの技

術の練習を課することが特徴であった。『新定画帖』は手本を臨画させること

によって、各技法を体験させ、教授する技法集の性質を持つ。この点におい

て、主体とする人間の感性を無視したと批判があるが、鉛筆と毛筆を含む各描

画材、手法、形式全部は学習の中で相対化され始め、表現が単一な形式から解

放されたとも捉える。また、国定図画教科書としての『新定画帖』は国民の中

でかなり普及され、美術形式に対しての片寄りの認識を避けられたとも考えら

れる。 
大正に入り、国外の先進的な美術教育理念や方法の影響も強く、自由主義を

主張する教育思潮が相次ぐ。個人固有の感性・独創性が強調しされ、大人の手

本をなくし子供の直接の表現を目指す自由画教育運動が全国で展開された。子

供を主体する教育理念は、子供に自由に主題、手法を選ばせ、それぞれの感性

を生かした多様性の表現を求められることであった。 
しかし、実際に自由画運動の 盛期において、教科書の手本をなくした教育

の現場で美術教師は、子供に自由に写生、表現させる以外に、自然物への観察

力、描写力の上達するための練習として、鉛筆を用いるクロッキー、陰影法、

静物や石膏デッサンなどの科目を普通に課させていた。林蔓麗が大正期に浅草

千束小学校や自由学園で自由画教育を実施した現場への考察からこれがわか

る。鉛筆を用いるデッサンは目と手の訓練、描写力の上達するための練習とし

て教われ、本番の表現、作品と距離が置かれた。 
 
・まとめ 
 
 西洋美術史家の本江邦夫は「目に見えるようにするー20 世紀の〈線描〉」に

おいて、対象を写し取る定型的な技法、完成作のための下図としてのデッサン

は、19 世紀後半になると、画家の心情と結びつき、より直接的で独自な表現と

して捉えられるようになったと述べた102。その言葉通り、ロマン主義以後、19
世紀後半になると、デッサンは対象を写し取ること、写実への基礎訓練という

                                                
101 同上、p..66-70（現場の教師たちの反響） 
102 本江邦夫「目に見えるようにする」―20世紀の〈線描〉、高橋幸次・都築千重子編集『所

蔵作品による「20世紀の“線描”―〈生成〉と〈差異〉」』東京国立近代美術館、1998 年、

p.11 によるまとめ。 
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意味から解放しつつあった。印象派を始め新しい美術様式、思潮が相次ぎ、伝

統的な鉛筆のあり方もつれて変わっていく。デッサンが制作者の内面心情に直

接に繋がる表現として、だんだん私的意味を持ち始め、画家の表現様式と強く

つながるものになる。さらに 20 世紀画家や現代作家による鉛筆のデッサンを

見ると、それらが自律性をもち、完全たる作品としての意義を獲得している。 
 明治初期の図画教育は、本国の科学や産業の発展を目的とした実用性主義に

基づいたものである。日本初期の洋画家たちは、西洋の絵画にある素晴らしい

写実の外見、技術だけに取り付け、決して内部にある様式の変遷、造形を導く

鉛筆やデッサンの役割を見通していなかった。西洋絵画についてこの表面的な

捉え方によって、明治初期導入した鉛筆教育も写実的な技術の習得や写実的な

描写に片寄ってしまった。 
 次の毛筆画教育時代になって、フェノロサらが主張した図画教育は芸術至上

主義であり、当時洋画に押し込まれた伝統的な日本画の復興を図る目的も明白

であった。偏った絵画観を修正するのでなく、彼らは鉛筆画が代表する洋画と

対立し、正面からそれを反対し、そして勝利を勝ち取った。この鉛筆画の敗北

によって、毛筆画教育の推進が広がり、鉛筆が一時的に追放されることになっ

た。それによって、鉛筆が表現に適さないという過激の考え方が大きく強調さ

れた。 
 その後に、鉛筆が見直されつつ、現在に至る。しかし、鉛筆は目と手の訓

練、描写力を上達するための練習、下図などとして、本画と一歩離れたところ

で、間接的な価値しか得ない現状はまだつづく。 
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b、現在の美術教育のカリキュラムから見る鉛筆デッサンの位置付け 
 
普通教育において、表現の形式が解放されてから現在に至り、鉛筆が他の数

多い描画材と同じく、子供の表現に選ばれる。また、その手軽さの故に、子供

時代の落書きは鉛筆を使うことが少なくない。しかし、専門の美術表現領域に

行くと、作品に鉛筆の出番が少ないことも現状である。これはなぜであろう。 
実は、日本において明治以後の美術教育において、鉛筆画の時代は無論、毛

筆の時代、そして遠近法の描画が衰退してきた現在に至り、美術表現の基礎造

形力を養う方法としてデッサン教育は依然として続けてきた。 
現在、特に美術大学の入学試験でデッサンを課す場合が多く、そのため、デ

ッサンは受験のための訓練として認識されることもかなり多い。美術を志望す

る学生は、鉛筆を用いるデッサンを踏み台にし、油画、日本画などの美術ジャ

ンルに入り、それから改めて自身の表現を模索し、広げていくことがほとんど

である。 
常葉大学造形学部教授山本浩二が長年渡って大学でデッサンの指導を携わっ

てきた。彼は美術系大学の入試でデッサンを課すことの理由に関して、以下の

三点を述べた。 
 
１、学生の目の訓練がどの段階にあるかを判断しやすい 
２、自分の描いたものに対して、厳しく客観視できるかどうか、いわば学

生が自身に対する厳しさを見える 
３、同じモチーフによって描かれたもの、一度に多くの枚数を比較でき、

採点しやすい103 
 
３は採点者の都合によるものであり、これを別にして、１、２についてさら

に説明すると、1 は対象の特徴をいかに正確につかむこと、たとえば、リンゴ

をいかにリンゴらしく描けるか（リンゴの形、萼、果梗の形、表面のテクスチ

ャなどの代表的な特徴に注目し、そしてそれについて再現する）ということで

ある。２は、対象のパース、形、細部の特徴、陰影など、再現に関する諸要素

をどのくらいうまく全うし、完成度を高めるかについてみるということであ

る。つまり、山本浩二は学生のデッサンにおける 1、2 についての達成状況か

ら目の訓練と自身に対する厳しい姿勢を取れるかどうかを判断するのである。 
 次に、1999 年から 2018 年までの 20 年間、多摩美術大学の入学試験で出さ

れた鉛筆デッサンという実技問題において、出題の狙い・意図・採点ポイント

から合格者の作品まで、これらを見れば、美術教育において、鉛筆デッサンの

立ち位置がよくわかる。 
 例として、1999 年度、2008 年度、2018 年度の絵画学科の日本画と油画専攻

だけを取り上げることにする。 
 

                                                
103 山本浩二「美術教育におけるデッサンに関する実践的研究―視覚における認識の相違を克

服するものの見方について」『常葉大学造形学部紀要（16）』常葉大学、2017 年、p.103 
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・美術学部絵画学科油画専攻 
 テーマ 出題の狙い、採点のポイント 合格作品 

1999 （5 時間） 
「私と音」 
・上記について、自由に

表現しなさい。（与えら

れた鏡を使用の事） 
・コンテ、粉末顔料等の

使用は認めない。 
・水、溶材等の使用は認

めない。 
・参考資料等の持参は認

めない。 

出題の狙い：たくさんの受験生の中か

らそれぞれの潜在能力を見い出すのは

至難である。そのために、ある程度意

表を突く出題によって、受験生の能力

を 大限に評価しやすくしているが、

もちろん評価の中心は、より創造的な

才能を見つけることにある。 
物の見方、捉え方によるデッサン力、

表現力、そして生来の感覚、感性の優

劣。そうした全体を通して美術を専攻

するにふさわしいかどうかということ

になる。 
採点ポイント：デッサン力について

は、出題された物を的確に捉えている

かどうか。質感、量感、空間
．．．．．．．．

がどの程

度表現されているかをみる。創造力に

ついては、意表を突く問題に落ち着い

た対応が出来て、組立や構造
．．．．．

が良く、

何より発想のユニークさ
．．．．．．．．

が大切であ

る。その他感覚や感性も重要で、色感

の良い新鮮な画面や、隅々まで丹念な

心で描かれていることも大切な条件の

ひとつである。 

 

2008 （5 時間） 
与えられた写真を元に自

由 に 描 き な さ い 。

 
・粉末顔料の使用は認め

ない。 
・水、溶剤等の使用は認

めない。 
・参考資料等の持参は認

めない。 

出題狙い・採点ポイント：屋外を題材

とする試みから、写真を媒体とした風

景に挑んでもらった。 
察するに、日々アトリエの中で人

物、静物を相手に奮闘してきた受験生

にとっては馴染まない対象であるだけ

に若干の不安もあったが、今日のデッ

サンの意味とその必要性を広義に捉え

れば、映像が与える印象は時として現

実より生々しく、様々な角度から個々

のインスピレーションを誘発する手段

として有効であると考えた。 
4 枚の図像は東京都内で撮影した風

景写真である。それは何処でもありそ

うな公園やその周辺のひと気のない景

色の断片である。短い時間の中で、多

くの人が取っ掛りやすい鴨に集中した

のは頷けたが、心理的な超現実派やス

トーリー仕立ての機知に富んだ表現も

多数見られて、意図は反映された。 
よって、今回のデッサンの狙いは、

いわゆる描写能力
．．．．

を判断基準とするだ

けでなく、直感力とその造形性
．．．．．．．．．

に比重

を置いた。 

 



 

86 

2018 (6 時間) 
対 象 を 描 き な さ い。

 
・火気、水、溶剤の使用

は認めません。 
・参考資料に当たる用具

類やスケッチブック等の

使用は認めません。 

採点基準：出題内容の把握・理解、基
．．．．．．．．．．．．

礎的な表現力・描写力、独創性（オリ
．．．．．．．．．．．．．．．．．

ジナリティ）、作品への意欲的取り組
．．．．．．．．．．．．．．．．．

み、魅力ある感性
．．．．．．．．

。 
出題狙い・採点ポイント：デッサン試

験では基本的な観察力、描写力、表現
．．．．．．．．．．

力
．
を総合的にみます。人物は身近なも

のですが、対象として捉える時には、

普通の生活では気づかない表現上の魅

力を見出すことが出来ます。単にデッ

サンのためのデッサンとして捉え採点

するのではなく、受験生の感受性の豊

かさを見出す事を 重要なポイントと

考えます。今回は男性モデルですが、

モデルさんの表情や視線のあり方、筋

肉や骨格の特徴、パイプイスに座った

ポーズの何気なさ等、様々な解釈や表

現が可能でしょう。モデルさんの発揮

する雰囲気をどう捉えているのか、あ

るいは解釈しているのか。人物を通し

て垣間見える世界の有り様まで感じさ

せてくれるような表現が期待されま

す。もちろん、描写的な力量
．．．．．．

は重要で

す。しかし、それは全てではありませ

ん。受験生の持つ、全体的な感受する
．．．．

力、表現する力
．．．．．．．

を採点ポイントとしま

す。 

 

表 2 美術学部絵画学科油画専攻 1999、2008、2018 年のデッサン問題集104 
 
 
  

                                                
104 内容は多摩美術大学 入試ガイド 1999、2008、2018から引用 
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・美術学部絵画学科日本画専攻 

 テーマ 出題の狙い、採点のポイント 合格作品 
1999 （6 時間） 

自由な視点で与えられた

モチーフを描きなさい。 

 

出題狙い：出題に対して素直に反応

する発想、着眼点と独創的な表現

力。 
採点ポイント：水彩 I 、II を通して

総合的な判断で、絵を描く感性と独

創性のある優れた作家の育成を目指

し、どのように自分を表現されてい

るかに重点を置く。実技は、水彩絵

具を使って自由に表現することを基

本として、質感、量感、空間、描写
．．．．．．．．．．．

力、構成力、表現力、出題に対する
．．．．．．．．．．．．．．．．

柔軟な感性、創作する上で、豊かな
．．．．．．．．．．．．．．．．

個性、情熱のある人材の発掘
．．．．．．．．．．．．．

にポイ

ントを置いている。 

 

2002 （6 時間） 
与えられたモチーフを自

由 に 描 き な さ い 。

 

出題狙い：アルミ板と電球のモチー

フを使い自由な発想と、独創的な差

眼を主に表現できるか、発想と表現

力。 
採点ポイント：表現・発想・着眼点

．．．．．．．．．

を主にみる。  

2008 （6 時間） 
与えられたモチーフで、

あなたの日常を描きなさ

い。 

 

出題狙い：与えられたモチーフから

発想したイメージをテーマ（私の日

常）に添って、どう展開、表現する

のか、独創性を期待した。形、質感
．．．．

だけでなく、構成、表現力
．．．．．．．．．．．．

を求め

た。 
採点ポイント：問題の把握と理解

力、描写力、構成力、独自の発想と

表現 
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2018 （6 時間） 
与えられたモチーフを自

由に扱い、それを描きな

さ い 。

 

採点基準：発想（独自の創造性があ
．．．．．．．．．．．

るか）、描写力（対象物に対して
．．．．．．．．．．．．．．．

形、質、量感があるか）、色彩感覚
．．．．．．．．．．．．．．．．

（独自な色彩の感覚があるか）
．．．．．．．．．．．．．．

 
採点ポイント：鉛筆デッサンの試験

では 4 種類の小物をモチーフにし

て、物の物質性よりも関係性に軸を

置いて出題しました。基本的な描写

力、表現力はもちろんのことです

が、発想力や気づき度も採点のポイ

ントにしました。それぞれが自分な

りに考えたことを表現として形にし

たものを評価しました。 
 

表 3 美術学部絵画学科日本画専攻 1999、2002、2008、2018 年のデッサン問題集105 
 
 （表 2、3）多摩美術大学美術学部の入試のデッサン問題を見てきてわかった

ことは、限られている時間の中、学生が美術専攻にふさわしいかどうかを判断

するために、入試でデッサンが設けられたことが明白である。油画や日本画に

関わらず、学生にモチーフに対しての描写力を始め、発想力、構成力を求め

る。その上、モチーフに対して瞬時の直感、アイディアを実現するための造形

力、完成した作品に表した感性なども評価の範囲である。一言で言えば、作品

を作るために必要な基礎能力を身につけているかどうかをみるのである。 
 入試という短い時間でこれらのステータスを見分けるために、鉛筆デッサン

の役割が大きく期待されているわけである。また、描写力、発想力、構成力と

いった基礎力を養うために、鉛筆デッサンが求められている。日本画専攻は

2002年から、従来の水彩の問題を鉛筆デッサンに変えたところも、同じの時間

でより描写を求めることがうかがえる。 
 つまり、上記の情報を通じて、鉛筆を用いるデッサンは美術諸学科につなが

る基礎学として位置づけられている。また、美術を志望する学生が予備校でか

なり長い時間で厳しい鉛筆デッサンの訓練を受けていることが裏付けられる。 
 長年にわたりこの不変なカリキュラムによって、鉛筆を用いるデッサンは美

大の門を叩くための踏み台としてのイメージが世間で深く定着させられてい

る。鉛筆は基礎という経過すべき段階としての暗黙な位置付けを伺える。 
 大学や学科にもよるが、実際の表現制作において、領域に拘らずに自由に幅

広く素材を取り入れ研究し、オリジナルの感性を生かした表現に追求し極めて

いくことが求められる傾向がある。鉛筆というシンプルな画材は、学校の講評

会や絵画のコンクールにおいても目立つことが少なかった。これは私が絵画の

コンペティションを参加した経験や実際に多摩美術大学で 4 年間通い、これら

を通じてよく実感できたものである。 
新しさ、華やか、個性、変化、独自性などを求める現代美術の諸性質に対し

て、鉛筆は古くからの伝統的な技術、一般的に使われ、単色の地味さ、見慣れ

た表情などの一見真っ逆な特性が多く持つ。現代美術に、鉛筆一本で立ち向か

                                                
105 内容は多摩美術大学 入試ガイド 1999、2002、2008、2018 から引用 
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うために、かなりの自信、勇気、実力を伴わなければならないような趣さえあ

る。 
しかし、近年鉛筆、黒鉛を取り込む作家が少しずつ増えている。例えば、

2007 年に目黒区美術館で「線の迷宮 II―鉛筆と黒煙の旋律」という大きな展覧

会が開かれた。（後にまだ詳しく述べる斎鹿逸郎を含む）現代作家 9 名約 100
点の作品が集まった。彼らそれぞれがみせた鉛筆の表情や鉛筆についてのアプ

ローチが全く私的で、独特なものであった。私は図録を通じて展覧会の全貌を

見渡しただけとはいえ、鉛筆に新しい可能性を時代が求めているように感じ

た。また、非常に興味深いことは、彼らの 9 人の中に美大出身者はただ 2 人し

かいないこと、また他の作家多くは独学でプロを目指し、そして独自な鉛筆表

現を確立していた。多くの美大生にとって、鉛筆は単なる技術過程に過ぎない

が、一方でアウトサイダーや美術教育の埒外の描き手によって、これまでにな

い輝きを持ったことも確かである。 
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3-3-3 私が着目した鉛筆の性質 
 
 すでに言及した通り、私は大学４年間でグラフィックデザインの専攻で学

び、いわゆる油画、日本画など正式の絵画ジャンルに属せずにいた。コンピュ

ーター・デジタルソフトを用いる制作とデジタルプリントによる表出との関わ

りが中心にしてきた。そのゆえ、油彩、アクリル、岩絵具などのアナログの絵

具との接点がほとんどなかったが、鉛筆を持ってイラストレーションの制作を

続けてきた。 
 絵画表現を接触し、自身の表現を模索する際、ごく自然に鉛筆を握った。

2013年の初期から現在に至り、制作に伴う思考と表現のプロセスにおいて、鉛

筆は常にその中心にある。私は鉛筆が他の素材に負けず、本画を仕上げ、表現

を生かす力を十分に持つと実感している。 
 私は着目しそして表現に用いるのは、鉛筆が現実や想像にもない形いわば内

面のヴィジョンを拾いあげ、鮮明に定着させる性質である。また、持続する鉛

筆ドローイング行為は、仕上がったイメージに連続性と広がりをもたらすので

ある。 
・鉛筆は現実や想像にもない形いわば内面のヴィジョンをイメージに拾いあ

げ、鮮明に定着させる。いわば、鉛筆は内面ヴィジョンを形にする性質があ

る。 
 ブレイクはエッチングと鉛筆の線描に制作者の固有の感性、直感につながる

線描の性質を早く見出したことは 2 章の 2 節で考察した。また、前節で説明し

た鉛筆の素材性からも、鉛筆は も線描を用いる表現に適し、線に細かい表情

や変化をつける性質を持つことがわかった。鉛筆にかけた指の力や支持体

（紙）との角度の些細な変化も、無意識のうちに、変化のある線描として画面

に拾い上げるのである。これによって、モチーフに対する瞬間の直観を含める

内面のヴィジョンを形にしてくれると考える。自作の制作プロセスを次項に取

り上げて、具体的な説明につとめる。 
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図 45《精-II 小品（２）》制作プロセス 1-6（筆者よる制作） 
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 この作品は内面ヴィジョンを形にする鉛筆の性質を取り込み制作したもので

あった。この作品における全体の制作プロセスは 3 ページにわたって、具体的

に示している（図 45 参照）。プロセス 1 と 2 は、鉛筆が直観含める内面のヴ

ィジョンを拾いあげる性質を示す段階である。 
 プロセス 1 は、少女の形と位置をあらかじめ決めてから、白い油性鉛筆を用

いて、それ以外の空間で、フェンスの位置、形を含める見た風景を直観でひた

すらドローイングを起こし、全体としてイメージの構成を模索する。この段階

において、画面に白い線で埋め尽くすように、意図的に白い鉛筆を途切れるこ

となく振り続けた。直観が捉えた植物の形や流れを始め、途中で無意識に鉛筆

を運んだ痕跡も画面に盛り込むことが狙いだからである。 
 プロセス 2 は、白いドローイングによって浮かび上がったイメージを意識し

ながら、白い線に沿って、黒鉛筆を運び重ねていく。意識や無意識的に盛り込

んだ一つ一つの形を捉えていき、さらにドローイングを起こす。そうすると、

重なる線もあれば、新しい交錯する線も出てくる。白と黒の線によって、無数

な形ができた。その上で、葉っぱ、蔓、フェンスの形を探していく。 
 プロセス 3-6 は、現れた一つ一つの形を鮮明に描き出し、定着させていく過

程である。その上でフェンスを境に、前後の空間を分け、葉っぱや蔓の茂みに

濃くにして深みを描き、余白は白で埋め尽くしていく。完成に至る。 
 以上は、この作品において、内面ヴィジョンを写す鉛筆の性質を意図的に生

かし、取り込んだプロセスである。この作品を見た人に、「これはどの植物で

すか」と聞かれたことがある。私はしばしば答えに悩ませられた。こうした制

作方法をたどり、出来上がった形は明らかに目で見た葛の形状から逸脱してい

る。現実にある葛の葉っぱというよりは、直観に加えた無意識のうちに内面の

働きによる葛のイメージと言った方が妥当である。つまり、この作品におい

て、目の前の植物に対した直観、それを含める内面のヴィジョンは、鉛筆の線

描によって形を与えられ鮮明に描き出されている。仕上がったイメージは、現

実の形を内面の形に置き換えたものであり、感覚のリアリティーを 大に保つ

ことができていると考える。 
 3-3-1 で鉛筆描画の特徴について、すでに提示したように、鉛筆は手と直結

する関係がある。些細な震え、手、指の力の変化でも、描き出された線の勢

い、強弱がすぐ変わるし、鉛筆と手の角度、鉛筆を取る姿勢によって、また線

の表情が変わる。加えて、単色とはいえ、一種類の鉛筆でも数段階の色のグラ

デーションができる。なお細かい硬度・色味の分類によって、紙の地色から真

っ黒まで幅広く色のバリエーションの可能性が含めている。したがって、作家

の意識に関わらず、描き出された線の表情、色味はすでに作家の鉛筆を握る姿

勢、習慣を表している。また、手は神経によって直接に脳とつながる。それ

故、指先やそれが握った鉛筆は脳に直結し、内面と も親密な関係を結ばれて

いる。同じく鉛筆を用いる作家だとしても、描き出されたイメージも千差万別

なのである。鉛筆画家建石修志（1949- ）によれば、「描かれた線の集積は、
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自分の意志によって決まるのではなく、深く眠り続ける無意識の手の記憶の軌

跡なのだ106」。 
 本江邦夫は鉛筆による線描が画家の内面と直結する関係を次に代弁してい

る。 
 

ペンや鉛筆をもった画家の指先と頭脳が腕をつうじて直結している、そこ

には紙の上の線と心とのあいだに実に緊密な関係、いわば〈一対一対応〉

ともいうべきものがある……このとき指先で震える線描は、繊細きわまり

ない画家の内なるイメージ、つまりヴィジョンの も親密な伝達者ともい

えるわけです107。 
 
 この通り、鉛筆は内面ヴィジョンを形にする性質を持っている。作者の内面

世界を描き出すのにとても適している。 
 
・持続する鉛筆ドローイング行為は、仕上がったイメージに連続性と広がりを

もたらす 
 
 線を集積することでイメージを起こす鉛筆描画の特徴によって、実際の制作

プロセスは極めて連続性を持つものである。絵具の作業と比べれば、さらにそ

う感じる。イメージが変わるたびに、筆を洗い色を付け替え、また色を確認す

るなどの制作を途切れさせる動作が省かれたからである。それゆえ、ひたすら

イメージの展開に集中することができる。また、鉛筆のドローイングは、線描

が「図」として、また「地」として機能することは、一つのイメージの中で同

時に存在する特徴がある。「地」と「図」の反復と反転によって、イメージに

増殖する効果、広がりをもたらすと私は考える。「図」と「地」との境界線が

はっきりせず、線描が細かく続く場合では、特にそうである。濃く細かい線描

と細くされた地色は、反復することにより増殖の視覚効果が生じる。線描の集

積を取りまく余白も、イメージの「地」として捉えてしまい、元のイメージの

境界線より広く感じられるのである。 
 これについて初期の実験を参照しながら、説明していく。（後に取り上げる

現代の鉛筆画家斎鹿逸郎や吉村よしおの作品もこの性質が生かされている） 
 2014年に、鉛筆の線描を用いたイメージの制作と、色彩を用いたイメージの

制作を同時に取り込み、比較する実験を行なった。主に鉛筆だけを用いたドロ

ーイングと、水彩、色鉛筆、パステル、デジタル・ソフトなどを用いて、鉛筆

のドローイングをベースに色彩をつけた制作を繰り返した。具体的に、鉛筆で

同じのイメージをもとに複数のドローイングを仕上げる。その上で、水彩、色

鉛筆、パステル、Photoshop で一枚ずつ着彩して行った。図 46 の実験結果を

参照しながら、説明していく。 

                                                
106 建石修志著『新技法シリーズ 鉛筆で描く 紙と鉛筆がつくるファンタジックな世界』美

術出版社、1977 年、p.11 
107 本江邦夫「内的ヴィジョンの表現」、高橋幸次・都築千重子編集、前掲書、p.35 
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図 46《忘れ草(実験 II)》2014 年、素材は左上から： 
白いキャンソン紙に鉛筆、黄色味キャンソン紙に鉛筆＋パステル、黄色味のキャンソン紙に鉛

筆＋パステル、グレイキャンソン紙に鉛筆＋パステル、白いキャンソン紙に鉛筆＋水彩、白い

キャンソン紙に鉛筆＋水彩、白いキャンソン紙に鉛筆＋水彩、グレイキャンソン紙に鉛筆＋パ

ステル+photoshop 
 図 46 は 4 月に咲く「忘れ草」と「少女」を合わせ、イメージしたものであ

る。上段の 4 点作品は、主に鉛筆を用いたドローイングの作品である。下段の

4 点は、同じなイメージをもとにしたドローイングの上で、水彩、色鉛筆、

photoshop で着色したものである。1 段の 4 点の鉛筆ドローイング作品と 2 段

にある 4 点の色彩あるものと比べると、 
 
① 1 段の 4 点の作品において、線描に囲まれた形（手前にある花、少女）と

線描の形はともに「図」として共存し反復する。それによって、イメージ

が互いに繋がりあい、増殖していき、装飾性が高まった。その一方、2 段

では線描が目立たなくなり、枠として機能し、埋められた一つ一つの色面

が「図」として見られる。一つ一つの色の区切りによって、イメージの間

にある連続性が弱くなり、増殖する勢いも弱くなった。 
② 実際の制作過程において、鉛筆を用いたイメージの展開（1 段の作品）に

は、描く行為の連続性を強く実感した。モチーフの表面、その間につなが

る線描は、動作の連続性に慣れた鉛筆の振る舞う中、直観や無意識で鉛筆

を運んだ結果から生まれたものである。線描からイメージが生じ、イメー

ジに乗る新しい線描また生まれる。一方で色彩を用いたイメージの展開

（2 段の作品）は、モチーフのごとに、色彩が決まる。制作過程におい

て、筆につけた色を変えるたびに行なったイメージの確認する作業は、感
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覚や想像の連続性を大きく損なった。イメージが断続的に表れる。 
 
 鉛筆を用いて持続するドローイングの段階において、連続した感覚と想像の

もとに、自在に反復する線描につながるイメージの生成・増殖の連続性が保た

れた。他方で色彩をつける方では、過程が度々中断され、それによるイメージ

の連続性も大きく損なっている。 
 鉛筆の線描だけでのイメージの制作と、色彩を用いたイメージの制作を同時

に行う実験を何回も繰り返たことを通じて、持続性を持つ鉛筆ドローイング

は、自身の表現との関係性を改めて確認した。モチーフの表面やその間に線を

走らせることは、持続する描画行為の中、意図的にあるいは無意識的な行いで

あり、自身の表現の一つの特徴になっている。（モチーフの輪郭線以外）画面

中に走る線描は、直観と想像をもとに形されたものであり、指先の勢いと想像

の勢いが直結した結果である。それは持続する描画行為に非常に依存するもの

だと考えられる。そうした線描によって、仕上がったイメージも連続性を保ち

ながら、増殖し四周に広がる。 
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3-3-4 私にとって鉛筆ドローイングが意味するもの 
 
 3-3-2 ですでに述べたように、日本において「デッサン」が狭義的に理解さ

れることが多い。それと使い分けとして、より広義的な意味合いで「ドローイ

ング」という言葉がある。 
 「デッサン」は、フランス語 Dessin から由来する。言葉の本来の意味は事

物の形象を線描で表したものをいう。日本では「素描」という訳語に当てる。

「ドローイング（Drawing）」は同じくフランス語の Dessin を英訳したもの

で、「デッサン（Dessin）」と語義としてほとんど同じである。「ドローイン

グ」という外来語が 1960 年代に入ってから割り込んできた。その理由は、ア

メリカの戦後美術の文脈において、従来の下図、習作としての性質を持つドロ

ーイングが、それだけで作品として完結する「自立するドローイング」へと見

直された。「ドローイング（Drawing）」という言葉の概念も 50 年代から 60
年代にかけて、大きく変わった。日本では、60 年代から「ドローイング」を用

いて従来の下図、練習としての「デッサン」と区別する。  
 私は鉛筆を用いる表現を模索してきた。現在では、鉛筆を中心に、その上に

水彩、パステル、胡粉、水干絵具なども取り込んで制作を行っている。いわゆ

る油彩、アクリル、岩絵具などの絵具を用いる「本画」と区別し、日本におけ

る「デッサン」の意味（下図や練習）を避けるために、「ドローイング」とし

て位置をつけたい。 
 本節では、制作を通じた実感から、私にとって、鉛筆ドローイングが意味す

るものについて述べていく。そのため、《精-II 小品（２）》の制作に伴ったド

ローイングを取り上げることにする。  
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図 47 境川近辺 

 
図 48《精-II 小品（２）》ドローイング、2018 年  
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・私にとって、鉛筆のドローイングは目に見た世界と目に見えない内面、二つ

の川の交流点である。いわば鉛筆ドローイングは、外なる世界の様態と内的な

心情の動きを同時に記録するという二重性を持っている。 
 私は同じのところで、制作を重ねている。図 48 と図 49 を参照してみれば、

目に見た植物、景色をそのまま再現するのではなく、直観に頼り見た風景をド

ローイングで捉え、自身を加え、元風景による再構築する制作プロセスを伺え

る。 
 図 48 に取り上げた鉛筆ドローイングは、指先と直観に任せて、クネクネと

した極めて乱れた線描を表しているが、それが目の前にいる風景、植物の存在

感に圧迫された感覚に基づいたことは読み取れる。そうした体験の中で、視界

に植物がいっぱい溢れ、そこに入れることなく忘れた自身の存在がある。そこ

を改めて注目し、植物と対峙する自身の感性を少女の姿に託して、植物と合わ

せて、ドローイングに取り込んだ。そうして仕上げたドローイングは直観と感

覚を優先したものだと見て取れる。指先と直観に任せたクネクネとした線描

は、目に見た風景についての印象を捉えたと同時にと植物について内面の感

覚、想像も写されている。 
  
・鉛筆ドローイングはイメージに接近する手段であり、プロセスである。また

見る人にそれと感じさせるフィルターでもある。 
 
 「これは完成した作品ですか」と聞かれるたびに、心が細くなる。私にとっ

て、完成した作品があるのであろう。今までの作品全部がドローイングであ

り、イメージを求めるプロセスだと思っているからである。 
 私は一つのイメージを求めて、各段階においてドローイングを起こす。独自

な感情体験から生まれたイメージを探り出すために、とりあえず目の前の植物

を対象に大雑把にドローイングを起こす。画面の中にいる植物、少女、妖精の

位置関係を調整するのにドローイングする。植物が画面中に入り方、形、流れ

をドローイングして考える。少女がとるポーズ、植物と対峙する目線、妖精の

目線をドローイングしてみる。 後全てのドローイングを整理し、新しいイメ

ージの中でそれらをまとめ、さらにドローイングを起こす。各段階において断

片的な感覚を表すドローイングをまとめて、一枚のより感覚に近いイメージを

起こすのである。そして、仕上がったイメージまたは新しいドローイングにな

り、次のイメージにつなげていく。したがって、個々の作品に対して、とても

完成とは言い切れない部分がある。画家司修も、「素描（ドローイング）の魅

力とは、未完でありながら多様な完成への手がかりが秘められているからであ

る108（括弧は筆者）」。私の場合もそうである。イメージの発生から、過程の

各段階においてのドローイングは性格が異なる。 終的なイメージは、諸段階

におけるドローイング、加えて無意識的な手の軌跡による形、各性格を引き継

                                                
108

美術手帖増刊号編集部編集『材料と表現 デッサン…見ることと描くこと』美術出版社、

1982 年、p.110 
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ぎ、統一に向かって定着していく。こうして完成した個々の作品はまた次のイ

メージにつながる可能性、手がかりを示すのである。 
 前節ですでに鉛筆が内面ヴィジョンを形にする性質を取り上げた。鉛筆ドロ

ーイングは制作者の内面と直結し、イメージの手がかりと可能性を始め膨大の

情報量を秘めている。私の制作は、ドローイングの生々しさを保ちながら、タ

ブローの形で鑑賞者に提示することである。こうした生々しい手がかり含め

て、未完のイメージを示唆することになる。 
 
・私にとって、鉛筆が生きる木である。それを握ると線が枝や蔓になりすっと

伸ばし、葉っぱを結び繁茂しそして渦巻き、反復していく。 
 
 鉛筆は私の感性を生かしていると実感している。他の描画材を手にすると、

白い紙に向き合うと躊躇することが多々あるが、鉛筆を握ると、線が紙で自由

自在に走り、線からまた線が生まれていく。握る心地、微かな香り、これら全

ては心を踊らせる。 
 子供の頃に使った鉛筆は、おそらく良い木材ではなく、非常に齧りやすく、

そしてラッカの香りも強かった。しかし、子供の私はその香りに変にはまり、

鉛筆の尻を口の中に入れて、表面の塗装を壊し、木材とラッカの香りが唾に混

じり、口の中に広がる。今でも、手を止め、画面を見つめる間に、よく使って

いるドイツ製のスデッドラー鉛筆を鼻と口の間に挟み、異国のインセンスシダ

ー、ラッカのかすかな香りを嗅ぐ。まるで、その精神の香りに導かれ、次の線

がもっとすっと伸ばし、途絶えることなく、葉っぱが生い茂っていく。 
 
 以上は、これまでの制作を通じて、実感したことである。鉛筆での描画は目

に見たものを捉えるだけでなく、内面ヴィジョンも同時に記録できる。イメー

ジの手がかりを秘める鉛筆ドローイングは、生々しさを持ち未完であるこそ示

せるイメージがある。なにより、鉛筆ドローイングは私を完成を 大限に生か

しているように感じる。私にとって。一番自由で感情を表現するに格好な描画

材である。 
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3-4 これまでの制作 
 
 本節は、これまで取り込んだ制作、主に私の表現を現在までに導いてきた各

時期の代表的な作品およびその制作プロセスを具体的に取り上げ、分析する。

各時期の作品における問題点の発見と解決を繰り返し、これを通じて、現在の

イメージにたどり着いた。私の制作は個々のドローイングを通じて、イメージ

を求めるプロセスである。各時期の作品が示した技術や素材の問題点は私の感

覚に沿わないものであり、それらを解決していくことで、次のイメージにつな

げていった。したがって、各時期の作品およびその制作プロセスは私の芸術に

迫る鍵とも言える。 
 
3-4-1 初期のシリーズ制作について（2014 年）    
   
 このシリーズは 2013 から 2014 年までの修士課程において、辿り着いたもの

である。植物（花）と少女をモチーフにしたドローイング、これらを組み合わ

せた作品である。植物は主に町中で出会った花で、少女は周りの友人をモデル

にしたものである。このシリーズは全部十三点で、《梅》《紫陽花》《菊》は

その中の三点である（図 49、50、51 参照）。 
 町中で、植物（花）と出会う日常をテーマにして、植物と少女のイメージを

組み合わせ、少女より稍大きく、少女を包み込むイメージを取り込んだ。これ

は、植物と出会う自身を少女の姿に託して、植物と交流する場面を想像し、表

現した 初の作品である。 

   
図 49《梅》2014 年、鉛筆、パステル、キャンソン・ミ・タント、37.5×27.5cm 
図 50《紫陽花》2014 年、鉛筆、パステル、キャンソン・ミ・タント、37.5×27.5cm 
図 51《菊》2014 年、鉛筆、パステル、キャンソン・ミ・タント、37.5×27.5cm 
 
画材：鉛筆、パステル、キャンソン・ミ・タント紙（グレー） 
制作プロセスは以下の通り 
① 植物の特徴を代表する一部を画面の中央にクローズアップし、大きく構図

する。 



 

103 

② 画面中心にいる植物の枝、花びらの上に、花冠の中に、少女の行動、動勢

を想像し、ドローイングする（すでにある少女のドローイングから選ぶこ

ともある）。 
③ イメージできた少女の動きを元に、友人をモデルにして、絵に描きこむ。 
④ 余白の空間を意識し、鉛筆で輪郭線にメリハリをつけ、植物と少女を補強

していく。 
⑤ 白いパステルで全体のハイライトをつけ、赤い色で少女に皮膚感を少し加

える。 
⑥ 全体の鉛筆筆触濃淡を調整、メリハリを整い、完成にいたる。 
 ここで用いた支持体のキャンソン・ミ・タント（Canson Mi-Teintes）紙

は、フランスの製紙会社キャンソン社によって製造されたものである。キャン

ソン・ミ・タントは、パルプ染めのカラーペーパーで、色のバリエーションが

50種類で、色数が非常に豊富な紙である。それに、サイジング109処理をした故

に、発色も良く、鉛筆を始めパステル、コンテ、木炭、水彩など様々な技法に

対応する。なお、両面で異なる紙肌になっていることもキャンソン・ミ・タン

トの特徴であり、紙の片面にハニカム状の凹凸加工を施し、反対側の面が細か

い紙目になっている。それのおかげで、目的に合わせて、画材、技法を生かせ

るテクスチャー選ぶことが可能である。加えて耐久性があり、退色もほとんど

せず、極めて良い支持体であると思われる110。私は初期に主にキャンソン・

ミ・タント紙を支持体に、ドローイングを展開した。鉛筆のメインにして、パ

ステルや色鉛筆でハイライトをつける初期の作風に、キャンソン・ミ・タント

紙は私の表現の需要をほとんど満たしてくれた。 
 この初期の作品において、私は町の中にいる植物との関係を中心に考え、少

女と植物と交流する構図に心かけた。従来の絵本、児童向けの小説『床下の小

人たち111』などの世界観にも参考し、結果として親指姫に近いメルヘンのイメ

ージを獲得した。 
 このシリーズにおいて、モチーフから手法、構成にいたるところまでシンプ

ルであったが、私にとって、独自なイメージを探り出す第一歩を踏み出したと

ころに意味があると考える。なぜなら、ぼんやりとした思いを元に、モチー

フ、描画材、支持体を選び、これらを組み合わせることでイメージを表現し

た。そして画廊での展示を通じて、作品を発表し、人に見てもらうプロセスに

辿った。これはただ描写で終わった以前のイラスト制作と本質的に違うと考え

られる。 
  
  

                                                
109 サイジング（sizing）、洋紙の製造工程で、液体やインクが滲まないようにする操作。 
110 https://jp.canson.com/pastel-colour/canson-mi-teintes、
http://zokeifile.musabi.ac.jp/キャンソン-ミ・タント/、からまとめ、2019 年 8月 27 日閲

覧。 
111 イギリスの作家メアリー・ノートン（Mary Norton、1903-1992）による児童向けのファンタ

ジー小説シリーズ『小人の冒険シリーズ』の第 1冊である。 
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3-4-2 植物の「精」にまつわる制作−その I（2017 年〜） 
  
 2017年に、植物との出会いから生まれた感情、衝動を突き詰め、視覚表現を

さらに模索するために、植物を詩文学の力を借りて具象化を試みた。結果とし

て植物を可憐な少女に喩え、制作を行った。なぜ少女なのかというと、疎外感

を感じさせられた植物に、憧れを持ちながらも近づくできないような感情体験

は、歳近い女性との接触に度々味わう緊張感に通じるものがあるように感じた

からである。私にとって、植物が少女とどこかで同じく神秘な性質を持ってい

るに違いない。植物を擬人化することを通じて、感情体験、それが自身との関

係性を具体的に探ることができた。 
 単独な植物をモチーフにして、ドローイングを起こす。そしてドローイング

から少女の形、その輪郭線を見出した。初期の制作の上で、鉛筆のドローイン

グをさらに深みのあるものにするために、線の密度を上げて、細密な描写を行

った。代表する作品《アジサイ》（図 52）と《木の精》（図 53）をあげる。 

   
（左）図 52《アジサイ》2017 年、黒鉛筆、白鉛筆、キャンソン・ミ・タント,22.7×15.8cm 
（右）図 53《木の精》2017 年、黒鉛筆、白鉛筆、キャンソン・ミ・タント紙、27.3×22.0cm 
 植物の中から少女の形を見出すに当たり、《アジサイ》と《木の精》の制作

はそれぞれ異なるアプローチであった。《アジサイ》において、アジサイのド

ローイングの中に、重なり、交錯する線の集積から、少女の輪郭線を捉えた。

一方で《木の精》は少女のドローイングからイメージを拡張した結果であった 
二点の作品に使われた描画材が同じく、鉛筆、白鉛筆、キャンソン・ミ・タン

ト紙（グレー）である。それぞれの制作プロセスについて具体的に説明する。 
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《アジサイ》の制作プロセス： 
① アジサイの特徴といえば、集団で咲き、球形になっている花序だ。それを

モチーフにし、画面の右向きの対角線に沿って、少し余白を残しドローイ

ングを起こす。 
② 重なる花弁、交錯する模様、輪郭線の中に無数の強弱ある線が集積する。

その中からまだ無数なイメージが発生し得るわけである。左向きの対角線

に沿って、寝ている少女の姿を想像し、その輪郭線をなぞる。 
③ アジサイを中心に、鉛筆で細かくその模様を描きこむ。少女の輪郭線を強

化する。 
④ 花びらに白鉛筆でハイライトをつけ、水滴の効果を加える。 
⑤ 少女の顔表情を描きこむ。 
⑥ 全体的な濃淡、メリハリを整い、完成。 
 
《木の精》の制作プロセス： 

 
図 54《木の精》の制作プロセス 

① 普段のスケッチを捲ってみると、踊る少女の姿（図 54 左）が出てきて、

面白くて、すぐに木のイメージが浮かんできた。 
② 発想をより具現化するために、B５（25.7×12.8cm）のスケッチブック

で、描きこんでいく（図 54 中）。 
③ スケッチブックにある木のイメージ、手に止まっている小鳥をより具体的

に描く。さらに枝や小鳥を増やし、だいたいのイメージを描き出す。 
④ 画面の細長いサイズに少し窮屈を感じたため、横がより広い F３寸法

（27.3×22.0cm）に改め、ドローイングを起こす。木の幹（少女）を画面

の中心線から外し、少し左に移動する。 
⑤ 不動な木に対して、羽ばたく小鳥を入れて、生命感を表現する。 
⑥ 木を中心に、鉛筆で細かくその枝、葉っぱの密度、増やしていく。少女の

体の輪郭線を補強する。 
⑦ 人物と小鳥に白鉛筆でハイライトをつけ、背景を白鉛筆で短いタッチで薄

く装飾的に埋め尽くす。 
⑧ 少女の表情を丁寧に描きこみ、強調する。 
⑨ 全体的な色濃淡、メリハリを整い、完成。 
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 この 2 点の作品が示した通り、植物と少女がドローイングの中で合体、融合

することで、植物を擬人化した。以前よりは、鉛筆のタッチが細かく、深みを

出し始めている。《木の精》が意外と 2017 年に三木市美術館のアートフェス

公募展で「神戸新聞社賞」を受賞したことがそれの裏付けになった。表現とし

ては初めて認められ、大変喜ぶべきものであった。 
 植物の生命力、美しさを擬人化することによって、シンプルに表現できたと

言えるかもしれない。しかし、植物の擬人像で終わたところにとても残念な気

持ちを残した。なぜならイメージに自身の介在がなく、植物と自身との関係に

ついてイメージできかったからである。 
 今になって、さらに分析してみると、アジサイに対しての細密な描写、見慣

れたアジサイの上に横たわった少女、透明感のある処理、こういった構図や手

法がイメージのわかりやすさをもたらす反面、感覚の神秘さにつながりにく

い。少女と木との組み合わせは比喩に近い、文彩の一時的な現れ、形の外面か

ら生まれたものであるゆえ、継続のある思考、表現、固有のイメージにつなが

りにくい結果が生まれたと考えられる。 
 
3-4-3 植物の「精」についての制作−II（2017 年後半から 2018 年初頭にかけ

て） 
 
 モチーフの植物を改めて選び出した。周知された花を対象にしたゆえ、各自

が持つ花のイメージと固有の意味への解釈が先に問われ、表現の意図から外れ

てしてしまったと感じたからである。 
 私が感動を受け、そして表現したいのは、誰でも見て言い当てる特定的な植

物ではない。植物は他者として、私の日常に入り込み、私が植物を年近い少女

に喩えるほど強い存在感を示し、私と関わってくる。私の日常から少し目を逸

らすところに彼女たちの住む世界はある。あたかも現実にあるオアシスのよう

に、幻想が集まり、いつも安らぎと癒しを与えてくれる。私が表現したいの

は、感情体験の中にいる私の感性と植物の関わりである。この中には私のオリ

ジナルの感受性があるように思えた。 
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図 55 筆者による撮影 

 ほぼ毎日通るところに高く広告看板まで背を伸び、繁茂するアサガオの群れ

がある（図 55）。その存在感に圧倒され、自転車を降り、そこに立ち尽くし植

物の全体をあおぐことが度々ある。葉っぱ一枚一枚と重ね反復する様子、風が

葉っぱを撫でる音や葉っぱの下から発した音、鼻のもとに漂う土や特有の微か

な香りなどの刺激は、心を日常から遠ざけさせる。そこにいると、自身より大

きな植物のイメージを得て、毎日にそこを通るたびに見下ろされる体験をさせ

られる。このアサガオをテーマにして、制作を行った。 
 前の制作を踏まえて、自身の代わりとして人間の少女を画面に入れ、植物と

対峙する構図を構想し始めた。作品《近くにいる彼女（アサガオ）》（図56参

照）が挙げられる。 
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図 56《近くにいる彼女（アサガオ）》2017 年、鉛筆、キャンソン・ミ・タント紙、

62.5×53.0cm 
画材：鉛筆、キャンソン・ミ・タント紙（グレー） 
制作プロセス： 
① 実際の体験をもとに、下にいる少女、上にいる「精」、間に繁茂するアサ

ガオの群という大まかなイメージを基づき、F15 号（65.2×53.0cm）の画

面でドローイングをおこす。 
② 画面の右向きの対角線にそって、少女と「精」を左右、下上に配置した。

左向きの対角線に沿って、少女に迫る勢い、大きい存在感を持つアサガオ

の群れを捉えた。 
③ 少女を見つめる「精」とそれを気づかない少女という関係性への着想に基

づき、アサガオの群を鉛筆で描き出しながら、「精」と少女それぞれの行

動、動勢をイメージする。 
④ 葉っぱの群れから少し上半身を乗り出し、下にいる少女を見下ろす「精」

と、手元まで伸びてきたアサガオの花だけを眺める少女のイメージがだん

だん浮かんできて、形にする。 
⑤ アサガオを中心に、鉛筆で細かく描きこむ。「精」をアサガオと融合さ

せ、少女にアサガオを触れさせる。 
⑥ 細かい線の集積によるアサガオの描写に対して、少女と「精」の輪郭線だ

けをなぞり強化する。紙の色を利用し、皮膚のところを空けておく。 
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⑦ 二人の表情を描きこむ。 
⑧ 全体のバランスをとりながら、完成に至る。 
 この作品において、私は表現したいものを全部画面に込めることができた。

自身の体験をもとにし、植物と自身との関係性を表す少女を見つめる「精」と

それを気づかない少女のイメージが出来上がった。重ならない視線により、曖

昧な距離感への表現に手応えを感じた。F15 号（65.2×53.0cm）の画面で、鉛

筆を自由に振る舞い、意図的や無意識的な軌跡としての線の一本一本は、アサ

ガオの葉っぱ、蔓、テクスチャーと化し、増殖していく。鉛筆と感性が生しあ

うことを実感した。 
 画廊で作品の展示、見る人との交流を通じて、作品をより客観的に見ること

ができて、幾つかの問題点は発見した。 
 植物へのクローズアップ、細かい描写は植物を目立たせ、表現の意図

（「精」と少女を含める全体としたイメージ）から独立してしまった。他に、

技術の面において、白から真っ黒まで、豊かな色のバリエーションを作れる鉛

筆の特性がうまく生かしされていなかった。それゆえ、離れて見ると、濃淡の

メリハリが消え、イメージ全体がグレイのトーンの中に溶けている。これらは

次の制作の中で解決し、次のイメージにつなげていく。 
  
3-4-4 植物の「精」に関する制作−III（2018 年 5 月から 2019 年 3 月） 
  
 町の中で、開発する予定の土地はフェンスによって囲まれることがある。そ

の中に、長く放置され、自然によって飲み込まれる箇所も多々ある。そういう

場所で、フェンスによって、完全に自然に飲み込まれた土地とそうでない人間

の生息地域は分けられる。私はその場所に強く魅了させられている。私は、そ

こにあるフェンスを人間とそうでないもの（植物）を隔てる機能を果たしてい

るように見える。それによって、自然が生きる向こう側と人間が暮らすこちら

側がはっきりと分断される。フェンスを通して微かに見えた草木が充満した向

こう側は、非日常、幻想、憧れの地になっている。夏になると、フェンスが豊

かに生い茂る草木により飲み込まれ、境界線が曖昧になり、植物が簡単にこち

らの側に乗り越える。さらに幻想性が生まれるのである。 
 河の近く、毎日に必ず通るところがある。図 58 が示した通り、向こう側に

生きる草木はフェンスを乗り越えこちら側の土地をも覆い尽くす勢いである。

それを目にして、立ち止まる私は感情の高揚を経験する。こうした体験をもと

に、フェンスを境とする植物の側と自身がいる側をイメージし、制作を行っ

た。 
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図 57 境川近辺、筆者による撮影 

 
図 58《精-II 小品（２）》2018 年、鉛筆、水彩、水性マーカー、キャンソン・ミ・タント紙、

27.3×41.0cm、個人収蔵 
 この作品の制作プロセスは次にあげる。 
画材：鉛筆、水彩、水性マーカー、キャンソン・ミ・タント紙（グレー） 
制作プロセス（図 45）： 
① 植物がいる風景を対象にしたゆえ、風景画の横長い寸法 P6 号

（27.3×41.0cm）の画面を選択した。いくつのイメージのドローイングの

上で、フェンスを境とする植物の側と自身がいる側のイメージを構想する

（図 49 参照）。 
② 黒鉛筆で少女の位置を決めて、直感を頼り白い油性鉛筆でドローイングを

起こす。そうすることで、内面ヴィジョンを画面に持ち込み、目が見た実

風景より離れ、イメージを膨らますことができる。 
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③ フェンスを境に、前後の空間を分ける。そのため、フェンスをマスキング

し、紙のグレイ色を利用して中間層を作る。そして、黒鉛筆で白い線を追

い運んでいき、さらに新しいドローイングを起こす。そうすると、重なる

線もあれば、新しい交錯する線も出てくる。その上で、蔓、葉、フェンス

の形を探していく。あらかじめ敷いた白い線は、黒鉛筆に塗りつぶされる

ことなく、黒の線との交錯によって、奥行きが生じ、生かされる。 初に

決まった形もあれば、新しく生まれた偶然の形もある。形の変化が豊かに

なる。 
④ 全体の空間やメリハリを配慮した上で、黒鉛筆で形の一つ一つを描き出

し、描き込んでいく。明るいところを水彩の白で埋め尽くしていき、一番

黒いところで 6B の鉛筆で塗りつぶす。 
⑤ 一番茂っているところ、少女の左上方の隙間から、向かって飛んでくる妖

精のイメージが浮かび、それを水彩で形を作る。 
⑥ 全体のバランスを把握しながら、仕上げる段階に入る。水性のマーカー

で、隙間の輪郭をも一度なぞり、光の効果を強化する。完成に至る。 
 
 以前よりイメージが一変した。植物の部分をクローズアップし、画面の中心

に持ち込む構図から、フェンスとフェンスを絡むツル性の植物の全体像（植物

がいる風景）を対象にした。植物と対峙する少女と植物の茂みから乗り出した

妖精のイメージが明確になり、形を変えて新しく登場させた。これは以後の制

作に引き継いでいった。 
 実体験を元に、植物の存在感をより際立たせるために、少女の尺度を小さく

した。図 48 に示した通り、植物と少女との関係、葉っぱの塊、少女の仕草な

どについて、ドローイングを通じて具体的に考えた。そうすることで、より多

様なイメージのバリエーションを獲得し、心にあるイメージがそれによってよ

り明確になっていった。 
 黒い少女がその場にいる自身であり、絶大な植物と交流する感情であり、感

性のメタファーである。 
 妖精は、人と等身大でヌード像を一変し、白く小さなシルエットになった。

ヌードの女性像として描かれるフェアリーは 19 世紀から継がれてきたイメー

ジであり、自身の感覚を生かしたイメージではなかった。フェンスを通して向

こうを覗き込む体験から、フェンスと植物と交錯し、光を漏らした隙間から小

さな妖精を見出した。小さな妖精は向こう側の植物の神秘を象徴するものであ

り、自身の感性と交流するものである。 
  
 《精-II 小品（２）》を踏まえて、より大きな構図で制作したのは次の作品で

ある。《精−II（3.1）》（図 59）フェンスを乗り越え、こちら側の地も飲み込

んだ植物の海に飛び込みたい感情体験をもとにしたのイメージである。前作に

用いた表現とプロセスが有効だと考え、続けて使っていた。 
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図 59《精−II（3.1）》2018 年、鉛筆、胡粉、水彩、キャンソン・ミ・タント紙、53.0×72.7cm 
 この作品の制作において、かなり広い余白、背景の空間を処理するために、

広い面積でフラットに塗りにくい水彩の代わるものを求める。透明感を持ち、

広い面積の塗布にもっとも適する胡粉を取り入れてみた。大きな刷毛で胡粉を

薄く繰り返し重ねっていくうちに、自然の透明感が生まれた。これによって、

余白の空間がいかされ、綺麗な白の色面を得ることができた。 
 この作品を通じて、53.0×72.7cm の画面は植物の密度と空間を同時に生かす

ことができると実感し、後に《精-II》シリーズとなった制作は全部この画面を

取り込んだ。 
 
3-4-5 《精-II》シリーズの制作において感じた問題 
 
 《精-II》シリーズにおいて、植物の「精」についてのイメージがより明確な

ものになった。葉っぱを集積していくことによって得られた画面に充満し、絶

大な存在感を示す植物のイメージ、植物に潜み少女を見つめる白く小さな妖

精、人と植物の境界線としてのフェンス、植物の側に覗き込む少女。これらを

用いて次々のイメージを展開してきた。 
 表現において、私は胡粉と鉛筆との相性を見込んで、積極的に胡粉を取り込

んだ。胡粉を用いたことによって生じた意外性、表情、その結果は私の心を大

きく躍らせた。胡粉は鉛筆に似たところがある。細かく潰した貝の粒子を膠で

溶け、紙の表面に付着させていく。重なるほど白くなり、明るくなる。刷毛で
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薄く引いていくと、霧みたい表情が出てくる。何度も繰り返しかさねていくう

ちに、自然な透明感をもち、綺麗な色面が得られた。 
 色鉛筆や水彩の白を胡粉に代わり、より強く綺麗な白の色面を得た。それに

対して、鉛筆で強く塗りつぶした黒が、その粒子の黒鉛の性質によって、金属

質の鈍い光を放つ。作品（図 60）を壁にかけ、スポットライトを当て展示する

と、半分以上が反射し見えなくなる。 
 私にとって、白は光であり妖精の色である。白を描くために、それを際立た

せる地色が必須になる。それまで、豊かな色のバリエーションを持つキャンソ

ン・ミ・タント紙を頼りに、鉛筆の黒と白との間にあるグレー（ネズミ）色を

選び、それを支持体に、制作してきた。紙の地色を葉っぱの固有色にして、そ

れを基準に、黒鉛筆と白鉛筆を同時に用いて、葉っぱの形状や茂みによる黒い

線描とトーン、白い妖精、光を描いた。しかし、イメージの展開に連れ、葉っ

ぱの色を始めイメージ全体のトーンの変化はこの地色に合わせることに、単調

さが出てきた。 

 
図 60《精−II（5）》2018 年、鉛筆、胡粉、水彩、キャンソン・ミ・タント紙、53.0×72.7cm 
 この金属質、重量感を感じさせる黒と単調な地色を改善するのが次の課題に

なる。 
 鉛筆ドローイングを主体にし、少し異なる素材を加え、それとぶつかる間に

生じる意外性を利用し、より豊かな表情を作れることは今回の制作を通じて、

実感した。鉛筆で塗りつぶした黒に代わる他の素材を積極的に検討し、取り入

れるようになった。 
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3-5 これからの制作 
3-5-1 鉛筆の可能性の示唆について 
 鉛筆の特性によって、それが描写にとても適するとも言える。そのため、私

を含めて鉛筆をイメージの再現に使うことが も多い。しかし、多くの場合

は、そうした作品の前に、どうしても作者の「確かな技術」が先に目につき、

鉛筆という描画材としての魅力がその次のものになってしまう。これから取り

上げる二人の画家は、描写よりは鉛筆が持つ独特な素材性と身体性に着目し、

鉛筆を握り描くという行為に執着した。そして、こうした行為と過程の現れと

しての鉛筆の痕跡を大きな画面の中でひたすら集積していき、各自の秩序に基

づいた 終的な形こそ異なるが、こうした描く行為の蓄積によって、鉛筆が持

つ独特な素材性と身体性が生かされ、作品は絶大な力強さを獲得しているとこ

ろに共通する。 
 
・鉛筆と取り込んだ抽象画作家 斎鹿逸郎 
 
 斎鹿逸郎の作品を初めて目にした時に、形とイメージの海に陥り、眩暈すら

感じた。作品があくまでも抽象であるが、目に見えないミクロの世界が現れて

いるようである。これはリチャード・ダッドの作品に似た迫力、鑑賞体験であ

った。よくみれば、何かの意味やイメージを思い出すようなものでなく、不思

議な形が延々と続く。これは目に見えることができない画家の内面の深層にあ

るヴィジョンに違いないと感嘆する。 

 
図 61 斎鹿逸郎《Untitled Continuous File1992-2》1992 年、手漉き和紙、鉛筆、膠、胡粉、

白亜粉、124.0×183.0cm  
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 制作において、斎鹿逸郎は 124.0×183.0cm の画面で、ひたすらひらたい鉛筆

の四角い芯を押し付けたりして、鉛筆の細かい点、線、またそれらによってで

きた形を黙々と集積している。 
 初期の作品は（図 62、63）幾何的なパターン、独特なリズムに基づいた鉛筆

の点と線の配列、密度の高い作品である。斎鹿逸郎は自身の作品について「全

体と細部との関係が私の鉛筆画のイノチである112」と述べた。この初期の作品

に見られた通り、彼は鉛筆で描く行為に秩序を与え、 終の形まで導いてい

た。作品における抽象の志向、彼は極限までイメージを排除しようとする意志

は、 終的にこうした幾何的なフォルム、冷静な外見に導いたとも言える。 

   
図 62 斎鹿逸郎《Untitled Continuous File 1960〜62-14》1960-62 年、鳥の子和紙、鉛筆、

膠、白トノコ、オーナメント白、182.0×182.0cm 
図 63 斎鹿逸郎《Untitled Continuous File 1960〜62-15》1960-62 年、鳥の子和紙、鉛筆、

膠、白トノコ、オーナメント白、182.0×182.0cm 
 初期のシリーズの制作が続き、白い紙に黒い四角形の刺激が原因で目に障害

が起きた。それから、斎鹿は鉛筆の四角い芯を画面にひたすら押し付ける制作

方法を諦め、点の集積から線へと転換した。 
 後期の作品では（図 64）、初期の特徴とした鉛筆の黒い四角形や幾何的な構

成が見えなくなった。秩序を強要されたドローイング、リズムは一変した。無

論、画家による全体と部分の関係性の配慮が健在するが、鉛筆の痕跡が有機的

になり、イメージは全体として一つ一つの小さく不思議な形の集積になった。 
 実際の制作において、斎鹿逸郎は和紙の表面に胡粉で 初の下地を引いてか

ら、鉛筆で描く、描いてからまた胡粉をかけて、その上で描き続けるという胡

粉と鉛筆を繰り返して塗り重ねる作業を行なっている。「林が森になり密林と

なるように、カタチの密林を作りたかった113」と斎鹿が述べたように、彼は鉛

筆の細かい線の交錯による形、胡粉との重なりによって生まれた形をひたすら

集積した。100 号以上の大きな画面の中で、鉛筆の痕跡の細かさが一層際立

                                                
112 米子市美術館編集『斎鹿逸郎展-白と純白とのあひだ-』米子市美術館、1995 年、p.143 
113 同上、p.10 
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つ。形の細かさ、密度をさらに高め、画面に充満することによって、ようやく

無限に続くのイメージのコスモスになった。 
 また、一つ一つの形に対して、彼は極力イメージを排除する作業も行ってい

る。彼によれば「植物でなく動物でなく紋様でなく機械でなくヒトでなく物怪

（もののけ）でなくーおよそ意味ありげな形、概念に置き換えられるイメージ

を潰して（後略）114」。結果として、一つ一つの小さな形は有機的でありなが

ら、明確なイメージや意味がを見出せない。そのため、絵の表面に現れた鉛筆

の生々しい素材の質感、軌跡、不思議な一つ一つの形を結ぶイメージの抽象性

は目につく。これらは名前なく、目に見えない世界に属し、作者の内面の深層

にあるものに違いないと感じさせるのである。 
 

 
図 64 斎鹿逸郎《Untitled Continuous File 1993-1》1993 年、鳥の子和紙、鉛筆、膠、胡粉、

白亜粉、147.0×1494.0cm（部分） 
 
 斎鹿逸郎は、おそらく自身の感情や内面を表現しようという強い思いが介在

しないはずである。彼が紙に鉛筆で描く行為に執着し、黙々と鉛筆で形一つ一

つをひたすら拾い、集積することによって、鉛筆ドローイングの抽象性は生か

され、作者の内面に由来したヴィジョンがリアリティーを持って顕現され、無

限に広がっていく。 
 
  

                                                
114 同上、p.142 
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・鉛筆を取り込んだ細密画作家 吉村芳生 
 
 鉛筆による超絶技巧、細密描写で知られる吉村芳生。 終的に見せた作品の

イメージこそ異なるが、制作プロセスから見ると、吉村芳生の制作は斎鹿逸郎

と非常に類似する部分がある。そこは二人とも着目した鉛筆の現代性、そして

鉛筆なら描けた内面性、迫力がある。 
 初めて吉村芳生の作品を目にした時に、大きな画面で鉛筆によって描かれた

写真と見紛うほどの写実さに誰でも衝撃を受けるであろう。こうした写実の外

見に驚かせられた反面、私たちはそこに隠されている内面性、抽象性を見落と

しやすい。 
 2010 年に山口県立美術館での「吉村芳生―とがった鉛筆で日々をうつしつづ

ける私―」展覧会、2018 年に東京ステーションギャラリーでの「吉村芳生 超

絶技巧を超えて」の大きな回顧展、この二つの展覧会は、吉村芳生の制作プロ

セスを極めて明瞭で示してくれた。また、この二つの展覧会をきっかけに、私

は吉村芳生を知った。 
 吉村芳生にまつわるいくつのインタビューと評論家の小論から、彼の制作に

ついて、次の二つの特徴をあげられる。それは、モチーフにこだわらないこと

と主観を排した極めて機械的な制作過程である。 
 実際に、吉村は金綱、街の風景、友人、自画像、新聞紙、蠅など、日常でご

くありふれたものをモチーフにしている。まるで自分の周り、ふっと目に入っ

たもの全ては彼の描く対象である。 
 吉村の制作はを撮影した対象の写真を元に行なう。まず、撮影した写真を大

きく引き伸ばしブリントする。次に、写真に小さなマス目（2.5mm）を書き込

み、イメージ全体の濃淡の幅を 10 段階にして、一つ一つのマス目に濃度の 0 か

ら 9 までの数字を割り振る。それから方眼紙、透明フェルムなどを使い、マス

目と濃度を紙に写し取ってから、鉛筆を使いひたすらドローイングを埋めてい

く。東京ステーションギャラリーの館長富田章は、吉村の作品に見られたモチ

ーフの選び方や制作プロセスについて、できる限り主観を抑え、機械的な制作

手法を志向していると述べた115。 

                                                
115 富田章「変貌する画家―吉村芳生の芸術」、東京ステーションギャラリー『吉村芳生 超

越技巧を超えて』株式会社アートワン、2018 年、p.27 
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図 65 吉村芳生《SCENE No.36（河原）》1983 年、鉛筆、紙、100.0×216.0cm 
 《SCENE No.36（河原）》（図 65）はまさにこういった志向の作品の一つ

と言える。100.0×216.0cm の画面で描からたこの大作は明らかに単なる趣味で

描いたものではない。では、画家の熱情、主観がどこで現れているであろうと

いう疑問が湧いてくる。作品に少しずつ近寄っていくと、全体とした写実的な

衣がだんだん剥がれていき、極めて即興的で抽象的なドローイングだけが浮か

んでくるのである。そこには彼の熱情、内面が写されていると私は感じる。 
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図 66 吉村芳生《SCENE No.36（河原）》細部（筆者によるトリミング） 

 あらかじめ決まったイメージに、規定されたルールに従った写し取る作業と

はいえ、個々のマス目において、描写する意志が一切なく、生々しく、力と緊

張感のある鉛筆の痕跡だけを残している。彼の制作プロセスを見れば、 初マ

ス目と濃度を表示する数字を入れてから 後のマス目を鉛筆でドローイングを

埋めるまでに、鉛筆で描く時はむしろ絵の全体像が見えていないのである。全

体像いわば全体の秩序が 初から決まった故、彼は安心に個々のマス目と向き

合い、ひたすら鉛筆を走らせ、ドローイングを埋めていく過程を辿っている。

吉村の未発表原稿を実際に手にとることができなかったが、水野美術館学芸員

の高田紫帆が紹介した部分的な内容を見てみる。 
 

四二.一九五キロを自動車で走るのではなく、自分の二本足で走る。マラソ

ンマンは、生を刻む時間、息を吐く空間を、自分のものにするため、ひた
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すら走り続けるのかもしれない。僕にとって描くことがそうであるように
116。 
 

 二本足は絵の具に対しての鉛筆、筆で塗っていくのに対してひたすら描くと

いう行為を指していると推測する。吉村は彼がいうマラソンマンのように、こ

うして鉛筆で描く「機械的」行為に執着し、描いた時間、空間の中にあった手

の軌跡を、鉛筆の痕跡として絵に刻んでいくのである。 
 「今の自分は淡々と、ただ機械のように手を動かし、その集積を写真のイリ

ュージョンに託している117」と吉村が言った通り、単なる手を動かし描く機械

的な行為は、その集積が超写実的な外見をよって、意義を獲得している。鉛筆

でひたすら描いたドローイングは、写真と見紛うイメージの外見を借りて、自

立を果たし、タブローに劣らない力の強さをシンプルに示した。 
 写実の背後にある鉛筆の素材、身体性に着目したドローイングする行為への

執着とドローイングの自立は、彼の芸術の現代性を提示した。これは斎鹿逸郎

の制作にも共通する傾向として見渡される。 
 写真を写し取るという前提でドローイングを起こし、そして見事な結果によ

って、吉村芳生の芸術は極限まで主観を排して、写真を写し取る機械的なもの

だと理解されるのは無理がない。しかし、彼の制作の根底にある描く行為への

執着、行為の集積としたドローイングは必ずしも主観を排したものではないの

である。吉村の鉛筆ドローイングには手を動かした時間と機械的な身体性を秘

めている。それによって、作品がさらに力強いものになっていく。また、ドロ

ーイングに表した自律性を持ち、力、緊張感のある線は、持続した機械的な描

く行為によって内面ヴィジョンが形にされたものである。 
 吉村芳生は大きな画面で写真を写し取る目的をもとに起こした膨大なドロー

イングは、写真と見紛う外見を実現しただけでなく、地味に蓄積された描く痕

跡としてのドローイングは内面性が顕現され、とても魅力的なものになってい

る、画家の意識が介在しないにもかかわらず。 
  

                                                
116 高田紫帆「吉村芳生 初期の模索〜創作の原点」、東京ステーションギャラリー、前掲

書、p.38 
117 同上、p.36 
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・まとめ 
 
 鉛筆が持つ独特なイメージ、その魅力を見せてくれたのは現代の鉛筆作家斎

鹿逸郎であった。私を含めて鉛筆をあるイメージの再現に使うことが多い。斎

鹿は、指先で握り線を描くという鉛筆を用いた制作に見られるこの独特の身体

性（絵の表面にある描く行為とその過程）に注目し、黙々と継続し反復した描

く行為によって、イメージの裏側にあるこの影役者を画面の中心に登場させ

た。彼が表したイメージは、鉛筆で描く行為を蓄積することによって拡大され

た鉛筆の素材の物質性と身体性であり、彼自身の（鉛筆の線描によって写され

た）内面ヴィジョンである。これこそは鉛筆ならではの表現ではないかと私は

考える。斎鹿逸郎は、鉛筆で描く行為を反復し、鉛筆が描き出した細かい線、

形をひたすら集積することで、無限に広げるイメージの世界を成し遂げた。 
 吉村芳生は斎鹿逸郎と同じく、鉛筆を握り描く行為に執着し、鉛筆でひたす

ら描くことを繰り返した。しかし、斎鹿逸郎の抽象的な内面世界に対して、吉

村は表したのが写真に見紛う超写実なイメージである。彼は、ひたすら描くと

いう機械的な行為に一つの全体に渡る秩序を与えたことによって、身体性を表

す抽象なドローイングが全体として超写実なイメージへの転換に成功した。 
 斎鹿逸郎と吉村芳生二人の作品のイメージこそ大きく異なるが、その根底に

ある鉛筆へのアプローチや作品が表した現代性（主に素材の独特な物質性と、

描く行為、過程が示した身体性への注意、それらをイメージ表現に用いたこ

と）は共通するものだと見て取れた。 
 実際のイメージの制作において、二人とも、鉛筆が描ける痕跡の細かさに対

して、あえて 100 号以上の大きな画面に取り込んだ。そうしたことによって、

細かい鉛筆の痕跡が一層際立つものになり、鉛筆が持つ独特な素材性と身体性

もそれによって拡大される。 
 また、二人は鉛筆で描くという行為に執着した。斎鹿逸郎は鉛筆が描き出し

た細かい線や形をひたすら集積する中、あるイメージや意味への接近を極力排

除しようとした。吉村芳生は日常の写真に全体のイメージを託した上で、個々

のマス目に機械的な描く行為だけを続けた。 
 以上を踏まえて、ひたすら描く行為の蓄積は、鉛筆が持つ素材固有の物質性

や身体性を引っ張り出し、イメージの表現に生かす良いアプローチであること

を実感した。また、大きな画面で制作を行うことも良い方法だとわかった。 
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3-5-2 《精.2019-1》について 
 
 斎鹿逸郎と吉村芳生は、現代の美術文脈において、鉛筆が持つ物質性と身体

性に着目し、それを中心とする表現を確立した。彼らが完成したイメージに、

鉛筆の描画、線描によって引っ張り出した内面性は明らかなものであったが、

彼らが自身の感情や内面ヴィジョンへの表現欲求を見出せなかった。一方で私

は、自身の感情体験をもとに、イメージの表現を求め、制作を行ってきた。二

人とは異なり、イメージに自身の介在を強く求めている。 
 これまでのイメージの制作を通じて、植物、少女、妖精の形および三者につ

いてのイメージは明確になってきた。植物は私の日常に入り込んだ非日常、幻

想であり、感情体験を引き起こさせる触媒であり、私の感情や精神の寄る辺で

ある。要するに、私の表現欲求の対象である。少女と妖精が植物がいる風景に

出現したことについて、必然性をいうより、それは私に内在した感情のリアリ

ティーに基づいたものであり、他を用いても表現できないニュアンスがある。

第１章で取り上げたフリードリヒが風景の中に僧侶と十字架のイメージを持ち

込み、宗教儀式の場を作り、自然の中にいる自身の敬虔な感情を表現したよう

に、私は、植物の風景に少女と妖精を登場させ、植物に対する感情、近くにい

るのに、目に見えることなく、手に触れることない孤独、寂しさを表現してい

るのである。要するに、少女は私のそういった感性の化身である。一方で妖精

は目の前にいる感情の対象としての植物の化身である。 
 日常に出現した植物には、絶大な存在感、幻想性、限りなく広がっていく可

能性が秘めている。私はそれに対して無意識のうちに鉛筆でえんえんと葉っ

ぱ、蔓などを一つ一つの形を捉えていくことにした。結果として、二人に似た

アプローチをたどり、イメージに内面性と広がりを獲得した（図 67 参照）。 
 

 
図 67《精−II（3.1）》部分 
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 2019 年に、私はそれまでより大きな画面で作品制作を取り込みたいと思い

始めた。単純にもっと大きな存在感を示す植物の群れが欲しくなってきたから

もあり、斎鹿逸郎と吉村芳生の制作からの示唆をもとに、鉛筆という素材にお

ける現代的なアプローチを模索したいと考え始めたからである。作品

《精.2019-1》（図 68）を次に取り上げる。

 
図 68《精.2019-1》2019 年、鉛筆、胡粉、水干絵の具、パステル、油性鉛筆、麻紙、

162.0×112.0cm 
 《精.2019-1》では、それまで明確になった植物、少女、妖精のイメージを引

き継いだ上で、鉛筆の素材性を生かす方法へアプローチした。加えて《精-II》
シリーズ作品を通じて発見した問題点（つまり金属質、重量感を感じさせる黒

と単調な地色）における改善も試みた。 
 新種のカーボンを含む鉛筆を取り入れたことで、黒における光の反射を大幅

抑え、マットな黒を見つけた。（白い描画を際立たせる）下地の制作におい

て、試行錯誤を経て、新しく水干絵具を導入し、それと胡粉を混じり合わせ、

水、胡粉、水干を塗り重ねることによって、変化が効くグレーのトーンを得ら

れた。作品の制作において、新しく取り入れた描画材を次に取り上げる。 
・マルスルモグラフブラック描画用高級鉛筆 
 「マルスルモグラフブラック描画用高級鉛筆」鉛筆は近年ステッドラー社が

新しく出したものである。この鉛筆の芯はカーボンを多く含み、マットな質感



 

124 

で濃く深みのある黒を仕上げられる。これをもって、以前の金属質な黒の問題

を解決できた。それに、紙への定着も以前よりは優れ、水をかけても落ちにく

い。この特性のおかげで、鉛筆の痕跡を残しつつ、胡粉、水干などの透明感あ

る水性絵具を重ねていくことができた。 
・和紙 
 支持体として、従来のキャンソン・ミ・タント紙の代わりに和紙を使った。

大きな画面を取り込みたいと思うと、キャンソン・ミ・タント紙が叶えなくな

る。そのかわりに和紙を選んだ。和紙はまず大きな画面が取れること以外にタ

フであり、水で繰り返し洗うことが可能な点において、需要に合わせて、グレ

イのトーンの濃淡を調整できると考えた。これを以って、一色、単調な地色の

問題も解決できた。しかし、和紙に鉛筆が直接に乗りにくいため、表面に胡粉

で下地を引く作業が必要となった。 
・水干絵具 
 また、グレイの中間トーンを作るために、水干の黒を使った。鉛筆ドローイ

ングの上で、グレイのトーンを作るには、なるべく鉛筆の痕跡を隠さないよう

に、透明感ある絵具が 適だと考える。試行錯誤を経て、今は主に水干の黒に

胡粉を混ぜて使っている。水干は刷毛を使い広い面積の塗布に適しているし、

粒子が細かいゆえに、ツヤのないなめらかな質感をもつ下地を作れる。水干の

層に鉛筆のドローイングも非常に乗りが良かった。 
 
制作プロセスは次になる。 
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図 69《精.2019-1》の制作プロセス 
画材：鉛筆、胡粉、水干絵の具、パステル、油性鉛筆、麻紙 
制作プロセス： 
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① 胡粉を膠で和紙につけて 初の下地を作ってから、全体の構図、少女と植

物、精の位置、関係性について、鉛筆でドローイングする。 
② 鉛筆のドローイングの上に、水干の黒を膠であえて、画面全体を一度薄く

塗り、透明なグレイの層を作る。それから、全体の明暗関係、少女、植

物、精の前後関係を考えながら、水干の黒を重ねていく。全体のイメージ

を浮かばせたところで止める。 
③ 表面にもう一度胡粉をひく。絵の具を繰り返し塗り重ねたことでだんだん

浮かんだイメージをセーブし、鉛筆を乗せられるようにするためである。

また、胡粉がもつ透明感を生かし、下地になった明暗の関係を壊すことな

く、次にひたすら鉛筆でドローイングを展開する上での参考になる。そう

することで、葉っぱ表面の痕跡もより豊かになる。これで透明な下地作り

が完成する。 
④ 下地になっている明暗関係に基づき、 初のドローイングの痕跡と絵具が

残した痕跡を追って、ひたすら鉛筆を運び、完成に至る。 
 《精.2019-1》では、水干絵具、胡粉を用いて、鉛筆が乗るグレーの地色を作

る過程をたどり、従来の制作と一線を画した。結果的に、地作りの絵具作業は

全体としてイメージの生成および鉛筆のドローイングを導くに大きな役割を果

たしている。 
 鉛筆は広い面積の塗布、素早く全体の明暗関係を掴むには不向きなところが

ある。そのため、ガゼなどを使い鉛筆の粒子をこすり、全体としてイメージの

陰影関係を明確にした上で、描画に入ることがある。しかし、それによって線

が潰されてしまい、白い画面に対して薄汚い質感が生じる。私はそれを好まな

い。水干は透明な水性絵の具であるため、重ねるほど濃くなり、水で洗えば薄

くなる。コントロールに柔軟性をもつ。刷毛による広い面積も塗りやすいゆ

え、大きな画面での良い働きを 初から期待した。実際にも、全体の構図が大

まかに決まり、（プロセス 2）水干の黒を重ねていくうちに、全体の明暗関

係、イメージを早くつかむことができた。 
 プロセス 3 は掴んだイメージをセーブとリセットする過程である。胡粉をも

う一度引くことによって、尖った形、輪郭、刷毛の跡が暈され、水干絵具が重

なった濃いところが一旦落ち着き、フラットになる。そして、胡粉の粒子がも

う一度水干の黒の粒子と重なり、鉛筆で改めてドローイングを起こすのに良い

下地にもなる。また、胡粉の透明性によって、全体としてのイメージが保存さ

れる。 
 プロセス 4 は、それまでの下地準備段階を踏まえて、保存された全体の色合

いの秩序に基づき、鉛筆の痕跡と絵の具の痕跡を手掛かりにして、ひたすら描

く行為を繰り返していく。完成に至る。 
 以上は、試行錯誤を経て確立した、水干絵具、胡粉を用いて、和紙で地色を

作った上で、鉛筆ドローイングを起こし、重ねていく制作過程である。 
 和紙の表面に胡粉を薄く引いてから、鉛筆ドローイングでイメージを起こ

す。次に水干絵具の黒と胡粉を繰り返して塗り重ね、イメージに合わせて地色

を作る。そして地の表面に生じた痕跡（絵具を繰り返した行為とその過程によ

って生じた跡と 初のドローイング）を鉛筆でたどり、描き出していく。 後
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は、鉛筆が新しく起こした線や形を含めて、ひたすら集積していく。これは、

従来の鉛筆画（と評されたもの）や日本画に見られないプロセスであり、その

特殊性によって、どこかで見たイメージでなく、独特な色味、表情がある。ま

た、鉛筆がたくさん重なっていないところに、和紙と胡粉、水干の黒が主役に

なり、和紙のテクスチャに胡粉と水干の粒子が混じり定着する。そうでないと

ころに対照的な表情が生まれる（図 68 作品細部参照）。 
 この作品の制作において、ドローイングを下地に、絵の具で仕上げる従来の

絵画の制作プロセルに対して、絵具を下地に、鉛筆ドローイングを重ね仕上げ

るところに、独自性があると考えられる。それによって描き出された植物は、

抽象性が高まり、内面性が強調されたという実感があった。結果的に、斎鹿逸

郎と吉村芳生とも異なるイメージを仕上げた。 
 作品のイメージに新しく取り入れた胡粉、水干、和紙といった自然素材が自

身の表現との相性、そしてそれらがもたらしたイメージの可能性と広がりにつ

いて、大きく期待できるようになった。これより、和紙、胡粉、水干絵具が自

然素材として持つスピリチュアルな特性をさらに研究し、それを新しいイメー

ジの生成に生かしたいと考える。 
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おわりに 
 
 私は 2013 年に来日してから、町中の植物を強く意識するようになり、それ

らについての感情体験をもとに表現の模索をはじめた。その初期段階における

18 世紀末のロマン主義運動との出会いは、私に決定的な影響を与え、後の創作

研究に至る道程を先導してくれた。 
 私の故郷のある中国本土では、社会主義的な唯物主義を中心とする国民教育

の方針によって、主観を重視する精神的な運動「ロマン主義」がまともに紹介

されることはなく、私を含め多くの同時代人たちが、それについて、殆ど知ら

い状況下にある。 
 18 世紀末のロマン主義者たちが近代の始まりに直面した宗教への不信、信仰

を失い、精神が追放されていったというかつての局面は、母国においても繰り

返され、未だに改善していないように思える。現代の中国社会においては、唯

物主義の思想が広く普及しているにもかかわらず、地方の土着的な信仰をはじ

め、道教、仏教、外来のキリスト教及びこれ以外の小さな宗教団体なども実在

する。私を含む多くの若い人は科学的な唯物論を教わり、育ち、あらゆる宗教

を疑う先入観と態度を抱え、それらと相容れず、精神の寄るところを失ってい

る。それでも私は、自身を取り巻く環境や、離れた郊外や山の中から、自身の

素朴な感覚に基づき、自身と異なる存在を感じ取り、そこに精神の癒しを求め

てやまないのだった。 
 ロマン主義者の、個人固有の感受性、私的な体験に根付く目に見えないもの

への発見と、それについての表現は、現在においても意味があると私は確信す

る。なぜなら、ロマン主義の精神は、私に身近な植物から神秘を発見させ、表

現するまで導いてくれたからである。結果的に、日本への留学を通して、私は

ロマン主義との運命的な出会いを果たし、表現の扉も開けた。日本にいる時間

は、これからの人生においても重要な意味合いを持ち続けるに違いない。 
 また徐々に研究を進めていくうちに、中国ではロマン主義時期における研究

や文献が限られていることがわかった。中国国内の研究論文の多くがその時期

の哲学、詩文学の領域にとどまり、美術領域では、フランス以外のドイツやイ

ギリスで起こった絵画表現の革新とその特徴について論文がほぼ見当たらない

状況である。ある意味で、ドイツとイギリスの美術表現への研究が積み重なっ

て、豊富な資料を擁した日本だからこそ、私は同時にドイツとイギリスのロマ

ン主義時期絵画表現の研究に、冷静な眼差しで携わることができた。 
 本論文は造形芸術の観点から、ロマン主義時期にドイツで行なった目に見え

ない「自然精神」を表現する風景画の革新と、イギリスにおける超自然的な

「フェアリー」についての視覚表現についての考察を行った。この論文が中国

国内において、少なからぬ意味を持ってくれることに期待を寄せている。 
 
 本論文は大きく二つに章を分けて論を進めた。一部（第 1 章、第 2 章）では

自然から知覚された目に見えないものの正体、私的な感情体験や想像をもと

に、それについてのイメージと表現を明らかにした。主に 18 世紀末からのロ

マン主義時期に遡り、ドイツで「自然精神」における絵画表現と、イギリスで



 

129 

超自然的な「フェアリー」における絵画表現を先行事例として考察した。そし

て、二部（第 3 章）はロマン主義の精神を受け継いだ自作を中心に、鉛筆とい

う素材と、それを中心に表現されてきたモノクロームのイメージと、その試行

錯誤を通じて自身の感性に基づいた幻想を確認した。 
 第 1 章では、画家フリードリヒとルンゲが目に見えない「自然精神」を対象

にして、表現したイメージおよびその創作プロセスに迫った。「自然精神」は

当時ロマン主義初期、自然哲学の用語で、目に見えない自然の本質、万物の中

に潜み働きかける普遍的な精神をさす。フリードリヒとルンゲ二人ともは、こ

の「自然精神」への表現を目指し、真摯に自身の内面と向き合い、大量の素描

を通じて思考を重ねていき、極めて丁寧なプロセスを経て、それについてのイ

メージを探求した。結論として同時代に同じ方法論を経由した二人の辿り着い

た芸術は、それぞれ全く異質なものであった。フリードリヒは、「自然精神」

についての感情体験が敬虔な宗教的な感情として表していた。彼は、過去の素

描を一度崩し、主観的にイメージを選び出し、自然物と十字架や僧侶などのイ

メージと組み合わせ、風景を再構築した。結果的に、宗教的な感情を呼び起こ

す観念的な風景を仕上げた。一方ルンゲの場合、身近な生命の営み、命を育む

自然の愛情についての感情体験が彼を高揚させ、表現を促した。ルンゲは、確

固たる意味を持つ植物と子供のイメージを組み立て、元風景と置き換え、寓意

的なイメージを構築した。二人の表現を踏まえて、結論として、個人の感情体

験をもとにしたイメージは、それぞれの固有の感受性に依存するものであるゆ

え抽象性、純粋性、独自性をもち、鑑賞者の感情に直接に働きかける力が含ま

れたと考えられる。 
 こうして二人の芸術からは次のことが実感された。すなわち、目に見えない

ものの視覚化にあたって具体的な形象を求めずに、感情に基づいて風景の再構

築や別のイメージへの置き換えることは、かえって感覚のリアリティーを保て

るのだということ。加えて、象徴的なイメージを模索することにおいて、元風

景の主観的再構築、元の一部ないし全体的な置き換えが有効だということ。 
 第 2 章では、画家ブレイクとダッドが、目に見えない超自然的な「フェアリ

ー」についての表現とそれぞれの特徴を明らかにした。原始的なアニミズム信

仰に由来した「フェアリー」はケルト神話にも繋がり、民間伝承や文学によっ

て今世まで語り継がれてきた。抽象的な「自然精神」と比べて、「フェアリ

ー」は具体的な形を有した。主に人間の姿をして、しかも多様なバリエーショ

ンを持っている。シェイクスピアのフェアリー文学に強い影響を受けたブレイ

クとダッド各々が表現した「フェアリー」は、その文学や物語のイメージにと

どまらず、ユニークな特徴がある。ブレイクは、客観的な自然を拒絶し、自身

の想像や幻視に注目し、直観とつながるエッチングや鉛筆の線描を用いて「フ

ェアリー」を鮮明に表現した。一方でダッドは身近な自然、植物を緻密に観察

し、植物の間に広がったフェアリーが居る無限なミクロの世界観を写実の手法

で細密に再現した。二人とも目に見えないもののイメージに鮮明な描出を要求

した。二人の表現を踏まえて、写実的な線描によって目に見えないものを鮮明

に描出することは、私的な幻想に肉付けをし、真実感をもたらす効果がある。

つまり目に見えないものへの表現に適する方法であることがわかった。また二
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人の作家研究を通じて、作者の気質や物語、制作の背景などが表現にリアリテ

ィーを与え、作品の鑑賞体験をより立体的なものにしたことが実感できた。 
 第 3 章では、町で植物との出会いを繰り返し、その中で生じた感情体験をも

とに、表現してきた植物の《精》シリーズを提示した。「精」は目に見えない

もの、妖精または自分の精神世界、感情を同時にほのめかす語として選び出さ

れた。植物の「精」は、植物の神秘的な本質を象徴する妖精であり、植物の側

に覗き赴く私自身の感情衝動でもあった。それから、表現に託してきた鉛筆と

いう素材の諸特性から、私は主に二つの性質に着目した。一方は、鉛筆が現実

や想像にもない形を（内面ヴィジョン）イメージとして拾いあげ、鮮明に定着

させる性質。他方は、鉛筆ドローイングがもたらしたイメージの継続性と広が

りである。さらに、現代鉛筆画家斎鹿逸郎と吉村芳生における鉛筆のアプロー

チとその制作を取り上げ、現代における鉛筆の素材性と身体性を生かしたイメ

ージを確認した。結果として、素材を大きな画面に取り込み、鉛筆ドローイン

グの密度を高め、ひたすら集積していく行為が、まずもって鉛筆を生かす有効

な手段との答えにたどり着いた。さらに、2013年から現在に至る制作プロセス

に至るまで植物の「精」についてのイメージを試行錯誤し、その反復によって

各段階における問題の発見と解決の行方を述べた。結果的に、植物の幻想への

憧れと妖精が見えない寂しさという感情体験をもとに、絶大な植物、それに対

峙する少女、少女を見つめる妖精のイメージを見つけられ、鉛筆の性質を生か

す制作プロセスを確立できた。結果として近作《精. 2019》を通じて、作品の

イメージに新しく取り入れた胡粉、水干、和紙といった自然素材が自身の表現

との相性、そしてそれらがもたらしたイメージの可能性と広がりについて、大

きな期待できるようになった。 
 本研究では先行事例としてロマン主義時代の 4 人の画家を枚挙し、それぞれ

が持つ目に見えないものを巡る探求過程における方法およびイメージの特徴を

明らかにした。目に見えないものへの探求は時代、地域、流派にかかわらず、

制作者個人個人にかかったものである。フリードリヒ、ルンゲ、ブレイク、ダ

ッド 4 人がロマン主義絵画という大きなカテゴリーに属するが、それぞれ固有

に洗練された個性的な芸術として振舞い、後世に模倣されることもなかった。 
 美術評論家の坂崎乙郎は「イリュージョンもファンタジーも、ファントーム

もヴィジョンもいっさいの幻想がリアリティを求めている。リアリティとかか

わっている。幻想芸術の中に人がたずねるのはリアリティに他ならず、幻想は

リアリティに到達するための手段であって、結果でないということになる118」

と述べた。 
 まさにその通りだと考える。このリアリティーは制作者としての感受性のリ

アリティーと、表現のリアリティーの二つが含まれると私は考える。感受性の

リアリティーは、独自な感情体験や想像に由来し、表現の欲求につながる切実

さを持っている。表現のリアリティーとは、表現されたイメージを通じて、制

作者固有の感性、想像的な内面世界を辿ることである。ゆえに目に見えないも

                                                
118 坂崎乙郎「現代の幻想絵画とは何か」、朝日新聞東京本社企画部（編集）『現代の幻想絵画

展図録』朝日新聞東京本社企画部、1971 年、p.28 
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のの視覚表現は、制作者が自身の感受性のリアリティーを求める場であり、ま

た鑑賞者がそれを通じて、制作者の内面世界を追体験する場でもある。したが

って、目に見えないものの視覚表現は表現者と鑑賞者をつながる縄であり、そ

のリアリティーは双方から強く求めるものである。 
 感情体験や想像をもとにイメージを探りだし、ふさわしい素材や技法に託し

て表現する。また表現されたイメージを通じて、その感情体験や想像に叶うか

否かという問題を突き詰め、次の作品を展開する手掛かりとしてイメージを持

続的に探求していく。こうした行為はイメージの発見と創造の道であり、終わ

りのないプロセスでもある。このプロセスを通じてこそ、感受性のリアリティ

ーと表現のリアリティーが同時に高まることができると私は考える。実際、ウ

ィリアム・ブレイク以外にも、3 人の画家は一つのテーマで、三者三様の素描

を通じて思考を重ね、イメージを繰り返し、感受性のリアリティーとして表現

された客観的なイメージについての省察を繰り返した。こうした反復によって

幻想のリアリティーは獲得された。 
 本研究を通じて、植物の「精」にまつわる自身の創作活動は、けっして単に

主観的なものとして、周囲からすっかり断絶する営みではないことがはっきり

した。そればかりか、上に枚挙したかつての先人達が歩んだロマン主義的な原

風景と、時代・場所を隔ててなお地続きである。そればかりか遠く 18 世紀の

西洋世界を取り巻いた歴史的事実は、奇しくも中国本土で繰り返され、私は日

本への留学を通じて身をもってこれを再体験した。言うなればロマン主義は、

21 世紀という時代風土の中でアジア圏で出来事を新たにした。 
 それにより、イメージの探求を通じた私的表現は、先人たちの野心を汲みつ

つ着実に実り豊かなものになり、その輪郭もはっきりとしてきた。加えてこれ

までの手のひらサイズから発展して、大きな画面で和紙、胡粉、水干絵具を取

り込んだ制作プロセスを確立することで、従来の単なる鉛筆画（と評されたも

の）と一線を画す道程を見渡すに至った。これにより私は、画面や素材に加え

て、展示の方法がもたらすイメージの変化、広がりに至るまで実感することが

できた。 
 今後も更なる素材研究につとめ、植物の「精」を巡る表現欲求と表現された

イメージについて省察し、幻想のリアリティーを持続的に探求していきたい。  
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