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はじめに 

絵本、漫画（グラフィックノベル）から映画、テレビゲームにいたる視覚芸術による

物語を鑑賞することは、筆者の第一の関心であり、かつ自主創作のインスピレーショ

ンの源でもある。これは恐らく、幼少期の経験のためだろう。祖父母の家に預けられ

ていた筆者にとっては、祖父の書斎が唯一の遊び場であった。そこに置かれていた

様々な本のうち、私が愛読したのは連
レン

環
カン

画
ガ

1（図 1）ただひとつであった。 

  

図 1 甘海琪 『秦凉造反』、2011 年、吉林出版集团有限公司  

 

連環画とは、物語を絵で描くいわば絵本であり、その内容は主に中国の昔話に関

するものであり、『三国志演義』や『西遊記』などの文学著作をはじめ歴史や伝説、神

話などもある。こうした分かりやすくて面白い話は、紙面の大半を占める白黒の線で

描かれた絵によって、表現されていた。絵の下には、文字でストーリーまたは会話が

少し書かれているが、読まなくても物語の流れを理解することができる。連環画という

手のひらサイズの絵本を通じて、一つ一つの物語は生き生きとした姿で再現されて

 
1 連環画の歴史（リトグラフとの関連）について：連環画の技法の原型は、『点石斎画報』（1884）という

石印新聞から見出すことができる。その後リトグラフ印刷による絵物語『《三国志演義》全図』（1899）を

出版したことは、連環画の最初期の例と見なせる。中国の神話、歴史演義などを内容としての連環画

は、多く白描画の描き方（線の表現を重視すること）を使っていた。リトグラフの技法に基づいて、毛筆

（もうひつ)で自由自在に描画することが可能となったので、早期の連環画はほとんどリトグラフ印刷に

よるものであった。したがって、連環画の勃興はリトグラフ印刷が中国での普及に伴っていた認識があ

る。筆者があえてこの歴史について考察しなかったが、リトグラフ作品を作っている理由は、その原点

に戻る意味もあった。 

＊中国最も早い石印本は、イギリスの宣教師であるウォルター・ヘンリー・メドハースト（Walter Henry 

Medhurst、1769−1857、日本では『英和・和英語彙』の著者として特に知られる）により、1829 年で出

版した『東西史記和合』であった。 
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いる。その現実離れした物語を筆者は非常に面白く感じ、そして見様見真似で筆を

持ち、一枚一枚の小さな絵の中に自分の物語を描くようになった。 

また、視覚による物語への熱愛だけではない。幼い頃から絵を描き続けているが、

大部分の時間では技術を鍛え磨いていた。しかし、年齢が上がって見識を深めるこ

とに伴い、現代社会における様々な問題に関心を寄せて、創作の意欲が高まってき

た。私は経験者または傍観者の視点から、自分の作品を通して私が生きている時代

や現実における精神的な風貌を記録し表現したいと思ってきた。このテーマに対し

て、物語が最も直接的で、最速ではないかもしれないが、最も人間の心を動かし、深

く味わえる手段だと思う発想から、さらに物語を語ることを創作の方向として明らかに

した。 

 そして自主創作を始めたばかりの時に、私は言葉を使わず、絵のみによって物語

を語るという前提を置いた。ここでは、一旦これを「言葉がない物語」と称する。絵物

語の影響かもしれないが、受動的に物語の内容を聞き、内容をきちんと理解すること

より、私は自分自身の経験、知識や想像力を通して語らない部分を補足することを

楽しむ。わずかな言葉、あるいは単純な図象を基に、主動的に物語の創出に加わり、

この過程においてより直感的に隠されている感情を感じ、作者との共感を引き起こし、

美的体験を得る事もできる。したがって、同じ鑑賞の興味を与えることは私が創作し

て以来、ずっと追求している目標である。 

 

 

図 2 筆者作品 

《Fish.Man（ｐ3）》、2010 年、コミック（鉛筆）、29.7×21ｃｍ（左） 

《Head.Change:Dog》、2011 年、陶芸、63.4×77×59.2ｃｍ（中） 

《Komm, süsser Tod》、2012 年、水彩・色鉛筆、60.6×45.4ｃｍ（右） 
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 まずは、私は幻想的、神秘的あるいはシュールな人物・場面（図 2）を描くことによ

り、観者が物語への想像を呼び起こすことを求めていた。そのために、私は具象的、

写実的な油絵や誇張した表現を使うコミックなどいろんな創作の形式、そして平面

的、立体的、映像などさまざまなメディアをも試してみた。しかし、観者が寄せられた

コメントの中には、私を賞賛する言葉も少なくはなかったが、大概は絵画の技法や画

面の面白さに関するものだった。作品を通して私が伝えたいことについて触れたも

のはおろか、その作品にストーリーのあることに気づいてない人も少なくなかった。 

 

 

図 3  筆者作品 《Babel｀s Masters》2、2016年、リトグラフ、140×100ｃｍ 

 

この問題を意識する上、そして日本へ留学し版画の技術を学ぶこと3をきっかけに

して、私はその前の手段を変わって、既存の物語に取材することにより、さらなる具

体的に伝えたいストーリーを作り上げてきた。自作にある物語を理解する手がかりと

して、私が旧約聖書の『創世記』に取材し、博士後期課程の 1 年目まで、リトグラフ

で連作を作ってきた（図 3）。その前の作品と比べると、ストーリー性が強くなったが、

 
2 「バベルのタワー」を題材とするこの作品は、タワーの外見を表現する、従来の絵に対して、ワター

内部の場面を表現すること通して、人間は自分自身の運命から逃げられない無力感を伝えることを求

める。 
3 筆者の考えからいえば、版画は印刷技術から誕生した画種であり、物語の伝達との関連性が強い

と思う。それも筆者がさまざまな描き方、材料やメディアを試みた後、版画を作り始めた理由の一つだ

った。 
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もし観者が元々の物語を知らなかったら、同じく物語を読み出せい。すなわち、観者

に想像の余地を与えると思っていたが、結果としては作品が表現面で不足であっ

た。 

  したがって、博士後期課程の 2 年目から、私は「どのようにすれば、絵のみで物語

を語るのか」という問題を基に、「物語論」（ナラトロジー、Narratology）などの学問を

結びつけ、具体的に物語について基本的な定義、構造を考察する上、漸く新たな

創作の方向を開けた。簡単に言えば、言葉がないことを前提に、連続画面によりスト

ーリーを展開し、観者に物語への想像・創出を導ける絵画である。 

 次の文章では、まず観者の視点を用いて、どのような内容、またはいかに表現する

のなら、観者に作者が伝えたいストーリーを想像し創出させるのかをめぐり、「言葉が

ない物語」という絵画の在り方を明らかにする。つぎは、この在り方を踏まえ、内容か

ら構図と展示までの脈絡に沿って、創作における基本的な要点や形式に対して考

察しまとめる。最後は、博士後期課程で作った自作を対象として、私がどのように実

践したのかを解説する。本稿を通して、一つの参考として、同じく「言葉がない物語」

を志す他の作者に、創作理論の方面または解釈する方法において、力になれれば

幸いである。 
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第 1 章 「言葉がない物語」という絵画 

1-1 言葉がないこと-もう一種の物語の魅力 

世界中には数限りない物語がある。まず、驚くほど多種多様なジャンルがあり、

しかもそれがさまざまな素材に分布していて、人間にとっては、あらゆる資源が物

語を託すのに適しているかのようである。物語は、話し言葉や書き言葉といった言

語、固定されたものまたは動く映像、身振り、さらにはこれらすべての素材が秩序

正しく混ぜ合わされたものによって伝えることができる。物語は、神話、伝説、寓話、

おとぎ話、短編小説、叙事詩、歴史、悲劇、正劇、喜劇、パントマイム、絵画、焼絵

ガラス、映画、続き漫画、三面記事、会話のなかにも存在する。そのうえ、ほとんど

無限に近いこれらの形をとりながら、あらゆる時代・場所・社会に存在する。物語

は、まさに人類の歴史とともに始まると言える。物語をもたない民族は、どこにも存

在せず、また決して存在しなかった。あらゆる社会階級や人間集団がそれぞれの

物語をもち、しかもそれらの物語は、たいていの場合、異なる文化、いやさらに相

反する文化の人々によってさえ、等しく消費される。物語は、文学としての良しあし

を判断されない。物語は、人生と同じように、民族・歴史・文化を越えて存在する

のである。4 

 

 ロラン・バルト（Roland Bartheｓ）5は物語の意義について、『物語の構造分析』の始

めにこう書いている。物語というものは私たちにとって非常に身近なものである。子供

は物語によって世界を知り、大人は心の慰めのため物語を必要する。この世を離れ

た人は自らが物語となり、時折他人から言及される。物語にも過去の記憶、未来の

想像、現在の記録など全てがありえる。物語は人を奮い立たせることも、涙を流させ

ることもできる。これ以上言葉を加えなくとも、物語が身近であり、そして非常に大き

な意義を有していることは明らかだろう。 

  ロラン・バルトの話が示すもう一つの意味は、物語伝達が多様であるということであ

る。確かに、物語の本質はある種の情報の集合であり、情報を伝達することさえでき

 
4 ロラン・バルト（花輪 光、訳） 『物語の構造分析』 、 みすず書房 、1979 年、ｐ．1 
5 ロラン・バルト（Roland Barthes、1915年 11月 12日 - 1980 年 3月 26 日）、フランスの哲学者、批

評家。 
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れば、素材は物語の媒介となれる。媒介の異なりは、伝達する上での明確さだけに

つながる。例えば、言語と図象は、物語の媒介における最も基本な２つの分野だが、

言語のほうがより明確に物語を伝達し、わかりやすく伝わるだろう。したがって、物語

媒介の多様性を唱えている「物語論」を基づく研究においても、ほとんど小説や叙事

詩などの言語により伝達される物語を対象としている。しかし物語は事件の報道や

歴史の記録などの明確な伝達を必要とするものだけではなく、物語の魅力というもの

は明確な伝達なしに伝えることができる。私たちは常に言葉によって、ストーリーに

おける形象や場面などのイメージを想像し、物語を楽しんでいる。ある人を想像させ

ることは、物語の一種の魅力である。アーネスト・ヘミングウェイ（Ernest Miller 

Hemingway）6に関するある逸話は、ちょうどよくこの観点を解釈できる。 

  ある日、ヘミングウェイはニューヨークのマンハッタンにあるレストランで友人の作

家たちと、どれだけ短い文章が小説として成り立つかという賭けをした。ヘミングウェ

イは「売ります、赤ん坊の靴、未使用」（for sale: baby shoes, never worn）という 6単

語で物語を成立させ、10ドルの掛け金を総取りしたという。この 6単語の物語は、「フ

ラッシュ・フィクション」（flash fiction）7の代表作となり、「6 単語の回顧録」（Six-Word 

Memoirs）というコンセプトまで生み出した。逸話が真実か否かということ8をひとまず

考えないものとしたうえで、この 6 単語を見るとどのような出来事を感じ取れるだろう

か。おそらく、大半の人は、ある赤ん坊が亡くなってしまったこと、あるいは妊婦が中

絶したことなど、悲しい物語を想い起こすだろう。この逸話に関しては、「衣類が売り

出されて明るみに出た赤ん坊の死という悲劇（Tragedy of Baby's Death is Revealed 

in Sale of Clothes）」9という新聞記事の存在が確認されており、想像した物語が事実

であったと裏付けられる。ヘミングウェイは原因、結果、また経過さえも言わず、上記

のような完全でも明確でもない話を通して、本来の出来事への想像を導いている。さ

らに、想像する過程に従って、ストーリーに含まれているより深い意味や感情などを

喚起する。すなわち、その伝達上の曖昧さこそ、物語にもう一種の美感を付与するこ

とができる。 

 絵画からも、同じ美感を得られると考える。例えば、この 6単語の物語を基に、静物

 
6 アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ（Ernest Miller Hemingway、1899 年 7月 21日 - 1961 年 7月 2

日）、アメリカ合衆国出身の小説家・詩人。 
7 日本ではショートショート（short short story）と呼ばれている。小説の中でも特に短い作品、簡易的

に「短くて不思議な物語」と言われることもある。 
8 このような逸話は幾つかある。また、6単語の物語の作者はヘミングウェイであるかどうかもはっきり

していないようだ。 
9 ワシントン州スポーカン市の地方新聞『The Spokane Press』1910 年 5月 16 日に、この記事が掲載

された。 
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画に、ほこりが積もったベビーシューズを描き、「for sale」が書いてある一枚の紙切れ

をその前に置く。紙切れに少し涙の跡を描いたとすれば、より悲しい雰囲気を醸し出

せるかもしれない。絵画の本質は「伝達」ではなく、絵画は「想像させ」、「感じさせる」

ために用いられる媒介であると筆者は考える。美術史学者の岡田温司10も『絵画の

根源をめぐって』で、このように話している： 

 

絵画（イメージ）にはつねに、言語（ロゴス）とくらべて正確さや論理性において

劣るという意識が付きまとってきたからである。コミュニケーションの手段として、

絵画はもちろん言葉に及ぶものではない。だが、表情や身振り、色彩や肌理、

空間や視線など、言葉では言い尽くせない多様な情報を一瞬のうちに見せるこ

とで、場合によっては言葉をはるかに凌ぐこともできる。欠如にして過剰、寡黙

にして雄弁、言葉以下でかつ言葉以上、この両義性にこそ絵画の最大の特徴

と魅力があると言える。11 

 

このように、それぞれに特徴と魅力があるからこそ、図象と言語、あるいはイメージと

言葉の関係について「どちらがよい」、「どれかを取って代わられる」と簡単に言うこと

はできず、「命と形式、感性と知性、体験と知識、芸術と学問との関係に似ている」12

と言える。以上のような考えに基づき、また「伝達の不確実性」から生まれた物語の

魅力を自分自身で感じたため、自主創作を始めたばかりころは、筆者は言葉を一切

使わず、絵のみで物語を語ることを前提にしてきた。いわゆる「言葉がない物語」とい

う絵画である。またフランスの写真家であるサラ・ムーン（Sarah Moon）13も筆者と同様

のことを追求している。 

 モデル出身のサラ・ムーンは、1970 年代から写真家として活動を開始し、ファッショ

ン写真以外にも、静物、風景、肖像の写真を撮っている。彼女の写真の特徴として、

ほとんどの写真家は見た現実をそのままに表現していた一方で、彼女は「見たまま

が得られる」ことにより深い意味を求めていることがある。サラ・ムーンはモノクロ、そし

てカメラのレンズを引き張ることによって、神秘的な画面を作り上げ、「美の幻滅」、

「歳月の流れ」、「変幻窮まりない物事」などのテーマを具象化し、表現している。彼

 
10 岡田温司（おかだ あつし、1854年 12月 - ）、日本の西洋美術史の研究者、京都大学大学院教

授。 
11 岡田温司、「絵画の根源をめぐって」『芸術と脳 −絵画と文学、時間と空間の脳科学−』、近藤寿人 

編、大阪大学出版会、2013 年、ｐ.179 
12 浜田正秀、『文芸学概論』、玉川大学出版社、1977年、ｐ.65 
13 サラ・ムーン（Sarah Moon、Marielle Warin、1941 年-）、フランス出身の写真家。 
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女の作品は一つの瞬間でも一つの出来事でもなく、物語である。フランク・ホーヴァ

ット（Frank Horvat）
14
との対談において、サラ・ムーンはこのように自分の作品につい

て述べている： 

 

私はいつも、写真というものを演出する一つに可能性、映像（イメージ）で物語

を語る一つの可能性として感じていたわ。私は最小限の情報とほんの手がかり

しかない映像、場所が特定されない映像で、しかも私に話しかけるような、それ

までに起こったこと、またこれから起こることを示唆するような映像を求めている

の……物語的で喚起的な映像を、私の選ぶ要素を使って創作したいと思って

いるの。私は自分に文学的な枠（フレーム）を定め、自分の中の物語を話します。

これが私が跳ぶために見つけた唯一のトランポリンなの。15  

 

 筆者の望む創作も彼女と同様である。筆者が創作時に絵のみを使用するのは、

患者に対して確実にストーリーを伝えることではなく、観者が物語への想像を示唆す

る、あるいは喚起することを求めるであるからだ。言葉がないことを前提とすれば、観

者に想像の余地を与えられる。しかし、観者の意識は作者に左右されるものではな

く、作者は観者が作品から何かが見えるのかを決めることができない（ヘミングウェイ

の 6 単語の物語に対して、不景気である工場が倒産したことで、ただの広告と見な

す人がいるかもしれない）。絵により表現されたものは、観者を物語への想像、創成

に導き出せないと、作品の意味もなくなってしまうだろう。また、物語を喚起するので

あれば、サラ・ムーンの話のように、できる限り物語に関する「最小限の情報」を表現

しなければならない。 

 では、その「最小限の情報」とは具体的に何を指すか。どのように絵のみで「最小

限の情報」を伝えるか。次節章では、「内容面」と「表現面」、つまり創作における「な

に（What）」と「いかに（How)」という二つ面から、順に物語を喚起する絵画の在り方を

導き出していく。 

 

 

 
14 フランク・ホーヴァット（Frank Horvat、1928年 4月 28 日-）、イタリア出身の写真家。 
15 フランク・ホーヴァット（吉山 幸夫 訳） 『写真の真実（写真家たちのインタビュー）』 、エディシオン・トレヴ

ィル、1994年、ｐ．68 
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1-2 事象-言葉がない物語という絵画の内容 

 「物語とは何か」と問われると、答えが出ないかも知れない。この答えは物語の読者

にとっては重要ではないが、作者ならば知っておくべきものと考える。最も基本な定

義と構造を理解することで、自分の作品を物語として観者に理解させることができる。

幸い、すでにこれを明らかにする際に手助けとなる学問として「物語論（ナラトロジー、

Narratology）」がある。 

 物語論とは、人々の物語に対する経験を基に、物語の技術と構造を研究する学問

である16。1960 年代、「構造主義（Structuralism）」17の影響を受け、物語論はフランス

で生み出された。物語論の研究対象は、具体的なある作品ではなく、「物語」という

行為そのものであり、作品の中に存在する抽象的な構造と形式について分析を行う。

物語論の研究者は主に言語学の方法を使用し、物語の作品ならではの特徴を探し

出すことを目指す。日本の学者橋本陽介18によると、物語論は「物語の背後にある設

計図を論じてきた理論」19と指摘される。物語論が作り上げた理論モデルは、従来の

文芸評論にみられた、作品の社会的背景や心理などの要素に対して主観的な判断

を下すという傾向を打破し、プロットや人物など作品ごとに異なるものに対して表面

的な分析をするのではなく、物語作品の複雑な内部構造について直観的に解析す

ることを可能にした。以下では、物語論のなかでの「物語（narrative）」定義を記す。 

 アメリカの学者ジェラルド・プリンス（Gerald Prince）20は『物語論辞典（A Dictionary 

of Narratology REVISED EDITION)』で数多くの研究成果をまとめ、その中で物語を

次のように概括的に述べた： 

 

物語とは、一、二名あるいは数名の（多かれ少なかれ顕在的な）語り手

(narrator)によって、一、二名あるいは数名の（多かれ少なかれ顕在的な）聞き

 
16 ツヴェタン・トドロフ（Tzvetan Todorov、1939 年 3月 1日 - 2017年 2月 7 日、ブルガリア出身の

フランスの思想家、哲学者であり文芸批評家）は「物語論は（あるメデイアによる）叙事の現像に着手

し、その原理とパータンに関する研究である」と述べる。 
17 構造主義（Structuralism）とは、1960 年代に登場し主にフランスで発展していった 20 世紀の現代

思想のひとつである。現代思想から拡張されて、あらゆる現象に対して、その現象に潜在する構造を

抽出し、その構造によって現象を理解し、場合によっては制御するための方法論を指す語である 
18 橋本陽介（Yosuke Hashimoto、1982 年〜）。慶應義塾大学大学院文学研究科中国文学専攻博士

号取得（文学）。現慶應義塾大学非常勤講師。 
19 橋本陽介 『物語論 基礎と応用』 講談社 、2017年、ｐ．6 
20 ジェラルド・プリンス（Gerald Prince、1942 年 11月 7 日〜）、エジプト出身、アメリカの現代フランス

文学、文学理論学者。ペンシルヴェニア大学ロマンス語科教授。 
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手(narrate)に伝達される一ないしそれ以上の現実の、あるいは虚構的事象

(event)の（結果と過程、対象と行為、構造と構造化としての）再現表像21を言う。

(後略）22 

 

 この定義を通して、物語の基本的な要素を知ることができる。つまり、「事象(event)」

である。物語の構造からもこのことが明らかである。シーモア・チャトマン（Ｓeymour 

Ｃhatman）23は言語学と記号学の観点に基づいて、叙事を「言説（discourse）」と「内

容（story）」の二つに脱構築し、その中に「質料（substance）」と「形相（form）」を交差

して、次の24のように物語の構造を提示した（図 6）： 

 

 

図 4 チャトマンの物語構造 

 
21 物語の要件である「再現表像」について、原文では以下のように解釈している： 

「電子は原子の構成要素である」、「アメリーは背が高く、ピーターは背が低い」、「すべて人間は

死すべき運命にある。ソクラテスは人間である。ソクラテスは死すべき運命にある」、「薔薇は赤

い、すみれは青い、砂糖は甘い、あなたはあなた」のような（おそらく興味深く）テクストは、物語に

はならないのである。なぜなら、これらのテクストは、どのような事象も再現表象してはいないから

である。他方、「男が扉を開いた」、「金魚が死んだ」、「ガラスが床に散らばった」のようなおそらく

興味深いとはいえないテクストでも、定義に従えば、物語なのである。 
22 ジェラルド・プリンス（遠藤 健一、訳） 『改訂 物語論辞典』 、 松柏社 、2015年、ｐ．122 
23 シーモア·チャトマン（Seymour Chatman、1928年 8月 30日-2015年 11月 4 日）、アメリカの映

画・文学評論家、修辞学家。 
24 Seymour Chatman，Story and Discourse: Narrative Structure in fiction and Film，Cornell 

University Press，1978.p.26 

  *この図は、筆者が中国語の訳本（『故事与话语』徐强 訳、中国人民大学出版社，2013）を基に、

『改訂 物語論辞典』翻訳したものである。 



 12 

 チャトマンはルイス・イェルムスレウ（Louis Hjelmslev ）25の観点に従い、物語をまず

「物語内容」（story、以下「ストーリー」と称する）と「物語言説」（discourse、以下「表現」

と称する）の二つに分けた。この両者はそれぞれ記号システムの「内容面」と「表現面」

26に対応し、この二つの方面に存在する各要素は「形相」と「質料」に属する。内容の

形相は存在者（物）と事象を指す。内容の質料は物語の定義で述べたように、存在

者（物）と事象に対する再現、すなわち作者により処理される諸要素を指す。表現の

形相は内容の伝達を構成する「描写」、「説明」や「叙述」などの要素、あるいは方式

を指し、言説の質料は、物語の読者が実際に見ることのできる手段や媒体、材質を

指している。 

 チャトマンは、この図を基により詳しい論述を述べ、記号学に関する複雑な理論と

用語を用いた。本研究は物語論か記号学に関する理論的研究ではないため、この

理論についてはこれ以上深入りはしないものとする。チャトマンの物語の構造の意

義としては、ロラン・バルトと同様、物語の多様性を見出す。言語だけでなく、図形や

映像などを言説の媒体としての地位を認めたことがあると考える。また、物語に対す

る脱構築を通して、さらに事象が物語の最も基本的な内容であることを明らかにした

ことも注目すべき点と考える。 

 いわゆる「事象」とは「『〜を行う』とか『〜が起きる』というかたちでの……状態

（state）の変化。」27である。また、「状態の変化」をもたらす行為者、そして存在する

空間などは「存在者（物）」と言える。例えば、「メアリーは窓を開けた。」28は行動

（action）であり、事象の一種である。「メアリー」、「窓」、そして「開ける」という行動が

発生する場所は諸存在者（物）である。つまり、観者が物語に対する想像を喚起す

れば、画面でこの二つの要素を同時に表現しないといけない。以下の二つの作品

（図 5、6）を比較することで、具体的にこれを説明できる。 

 
25 ルイス・イェルムスレウ（Louis Hjelmslev、1899 年 10月 3日 - 1965年 5月 30日）、デンマークの

言語学者。 
26 イェルムスレウの理論における言葉は「content」（内容）と「expression」（表現）、簡単にいえば、「な

に」と「いかに」の意味だ。記号システムの二つの面として、「物語との関係で用いられる場合には、

『物語内容』と『物語言説』に等価であると言える。」（ジェラルド・プリンス（遠藤 健一、訳） 『改訂 物

語論辞典』 、 松柏社 、2015年、ｐ．42、ｐ．66） 
27 ジェラルド・プリンス（遠藤 健一、訳） 『改訂 物語論辞典』 、 松柏社 、2015年、ｐ．66 
28 同上、ｐ．66 
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図 5 ハーバート・ギュスターヴ・シュマルツ（Herbert Gustave Schmalz）、《Eve in exile》、制作年不

明、油絵、185.4×99.1cm、私人収蔵（左） 

図 6 ミケランジェロ・ブオナローティ、《楽園追放（修復後）》、1512、壁画、280×570cm、システィーナ

礼拝堂（右） 

 両方とも旧約聖書の『創世記』に記された「楽園追放」というプロットをテーマとして

いるが、実際に表現されたものは異なる。ひとまず作品の目的や時代背景は考慮に

入れず、「楽園追放」という物語を喚起できるか否かをみていく。図 5 では単なる裸

のイヴの後ろ姿だけを表現し、悲しい、後悔等の感情を醸し出している。だが、本来

の物語を知らない観者にとって、これは裸の女性にしか見えない。一方、図 6はイヴ

とアダムが泣いている姿だけではなく、剣で二人を指す天使の様子も描かれている。

三つの人物の位置、動きにより、「追放」という事象を強く表現することで、図 5と比べ

て図 6 の方が「楽園追放」という物語を喚起することができるでだろう。その要因とし

て、先述のように前者は「人物」を表現し、後者はさらに「出来事」、あるいは「場面」

を表現しているからと考えられる。 

 上記のように考えると、筆者の今までの作品の問題も明らかになる。オリジナルの

物語をテーマとした作品であっても、既存の物語を取材し再創作したであっても、筆

者は主に「人物」を描いていた（図 7、8）。以上の考察を踏まえて画面に描き出した

ストーリーの有無に関してみると、観者から物語についてのコメントを得なかった理

由がわかった。 

本節では、理論の考察、作品例の比較そして自作への反省を通して、事象が物

語を喚起する「最低限の情報」であることが明らかになった。では、どのように事象を

表現すれば、確かに物語を喚起できるのであろうか。 
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1-3 連続的であること-言葉がない物語という絵画の表

現形式 

 事象、あるいは出来事は時間の中で相次いで展開しており、必ず一定の長さの時

間を占め、ある種の時間のプロセスに従わなければならない。したがって、事象を

「形象が一定時間の中で起こった変化」と見なすこともできる。物語の媒体の最も重

要な役目は、この変化の過程、あるいは原因と結果を表現することである。歴史上の

物語が概ね「言語」を媒体としているのは、認めるべき事実であろう。言語はまさに線

形性・時間性のある媒体であり、いかなる空間に存在する文字でも、私たちはそれを

一定の順序に従って読みとり、その中に含まれる情報と意味を理解する。それは時

間性という事象の本質と一致していると思われる。 

 しかし言語と異なって、絵画の本質は空間性である。絵画自体には時間がなく、時

間の中の一瞬しか切り取ることができない。特に単独画面の絵画は、流れゆく時間

の中の一瞬を保存するためのものであるとも言えるだろう。したがって、絵画に対す

る理解は必ず多義になる。1-1節に示した岡田温司の引用も、絵画の魅力を肯定す

ると同時に、「絵画的イメージは、根本的にある種の曖昧さ、あるいは多義性を有す

るものなのである。」29と指摘するものであった。芸術評論家ジョン・バージャー（John 

Peter Berger）30は、写真家ジャン・モア（Jean Mohr）31との共著である『Another Way 

of Telling：A Possible Theory of Photography』の中で、図示の方法を述べることで図

が多義を引き起こした原因について解釈した：  

  

私たちの生活の中にある事象は、事象が時間における進展、事象の持続性が

あるからこそ、その意味は人々に知られるようになる…（中略）…時間は意味へ

と導く、あるいは時間は意味の中を通り過ぎる。この運動は一つの矢印で表現

することができる。 

 
29 岡田温司、「絵画の根源をめぐって」『芸術と脳 −絵画と文学、時間と空間の脳科学−』、近藤寿人 

編、 大阪大学出版会、2013 年、ｐ.179 
30 ジョン・バージャー（John Peter Berger、1926年 11月 5 日 - 2017年 1月 2日）、イギリスの小説

家、美術評論家。 
31 ジャン・モア（Jean Mohr、1925年 9月 13日-  2018年 11月 3日）、スウェーデン出身のヒューマ

ニズム活動者、写真家、主にドキュメンタリー写真を撮る。 
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-------→ 

一般的に、写真（図象）はこの様な運動の一つを捉え、捉えられた事象の外観

（形象、そして形象が存在する空間）などをすべて切断する。その意味は混とん

とする。32 

----|---→ 

 すると、撮られた写真は時間の流れにある一点だけとなる。いわゆる、瞬間で

ある。 

· 

 しかしこの「点」は、図象によって空間化される。ある人にとっては、この「点」は無意

味であるが、当事者や関係者にとってはこの点も一つの円となる。 

⊙ 

 円の直径は観者と撮影された時間の個人的な関係によって変化することが可能で

ある。ジョン・バージャーは一枚の写真を例として挙げ（図 7）、「馬を引く男が知らな

い人であるとき、その直径は小さい、従って円も小さくなる。しかしその男が自分の息

子であるとき、情報量は一気に増し、円もそれと共に大きくなる」と述べた。 

 

 

図 7 ジャン・モアーが撮った写真 

 
32 John Berger and Jean Mohr，Another Way of Telling：A Possible Theory of Photography，Random 

House，1995、p.120-121 

 ここで示しているのは中国語の訳本（『另一种讲述方式：一个可能的摄影理论』沈语冰 訳、中国

美术学院出版社、2018）を参考にして筆者が翻訳したものである。 
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 ジョン・バージャーの図示は、写真がいかに時間を切断し、多義を引き起こしてい

るのかを説明し、さらに図象が事象を表現する上での可能性を提示した。つまり、絵

画により事象を表現する時、空間の構成を通して時間を表現し、コンテクストを再構

築しなければいけない。この考えを踏まえると、二つの基本的な表現形式を想定で

きる。一つは、「錯覚」や「暗示」などの方法を用いて、できるかぎり一つの画面に前

後の瞬間を含ませる（----⊙--→）もので、もう一つは、連続画面を通して、一連の事

象を並べ、時間的なロジックを感じさせることによって、観者に意識の中で物語を創

成させる（-⊙--⊙--⊙--⊙--⊙-→）ものである。 

仏教美術史学者の肥塚隆33は、『造形芸術と時間−古代南アジアの説話浮彫を中

心に』で、画面数の違いに基づき、同じく「説話を一つの画面内に完結させる場合

（単独画面）と連続する複数の画面にわたって表現する場合（連続画面）」34を分類し

た35。さらに、「単一の画面に複数の場面を区画をもうけず配置することによって、時

間の経過を表現する（一図多景、異時同図）」36と「一画面に一場面のみを表現する

（一図一景）」37という単一の画面によってストーリーを展開する形式を述べた。一般

的に言えば、前者は異なる出来事における形象を一つの画面で並置することであり、

後者は最もドラマチックな瞬間や最も代表的な瞬間を主たる内容とする。しかし、注

意すべきこととして、「一図多景」であっても「一図一景」であっても、観者は結局「一

図」しか見えないことがある。絵に先行するテキストがない場合、物語伝達の不確定

性が高くなるかもしれない。また、物語は、複数の出来事から成るストーリーの場合も

あるが、、「一図」ではストーリーに対する説明が不足する危険性もある。これに対し

て、「連続画面」による表現形式は、私たちが時間に対して持っている認識と絵が合

致することで、物語を喚起することができるだろう。以下の二つの作品を比較すること

で、具体的にこれを説明する。 

 

 
33 肥塚 隆（こえづか たかし、1941 年 8月 21日 - ）、仏教美術史学者、大阪大学名誉教授。 
34 肥塚隆、「造形芸術と時間−古代南アジアの説話浮彫を中心に」『芸術と脳 −絵画と文学、時間と

空間の脳科学−』近藤寿人 編、大阪大学出版会、2013 年、ｐ.155 
35 物語絵画（ナラティヴ・アート、Narrative Art）の類型について、同じ名詞を使っていても、異なる基

準（内容、表現など）により、その特徴や定義が異なる。本研究は、美術史上の物語絵画に対する研

究ではないため詳細な分類は扱わず、創作の目的から、メリットとデメリットを分析し、形式と形式が喚

起する物語について論述する。 
36 同上、ｐ.155 
37 同上、ｐ.161 
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図 8 《天地創造》、１３世紀、モザイク、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、フィレンツェ（左） 

図 9 《天地創造》、１３世紀、モザイク、サン・マルコ聖堂、ヴェネツィア（右） 

 

 二つの作品は両方とも旧約聖書の『創世記』に記述された《天地創造》をテーマと

するが、それぞれ異なる形式で表現されている。図 8 について、松浦弘明先生は

「創世記第一章に記された、いわゆる『光と闇の分割』『天の創造』『地と海の創造』

『光体の創造』『魚と鳥の創造』『動物の創造』といった神の六日間の仕事を単独画

面上に表現したものである」と述べる38。図 8 は典型的な並置の形式であるが、本来

の物語を知らない観者にとっては、人が神に動物と魚をささげる場面と見なされるか

もしれない。一方、図 9 は連続画面によって、「一日を単位として、神が天地万物を

創造した」という出来事を明確に表現している。 

 もちろん、連続画面が絶対的な選択というわけではなく、具体的な事象の類型と内

容によって最も適切的な表現形式を用いるべきと考える。しかし、絵に先行するテキ

ストがないことを前提にして単独画面と比べると、連続画面のほうがより物語の時間

的な特徴に合致する。ストーリーにおいては、一つの事象、一つの行動によって完

全な物語を喚起することは難しい。そのような時、連続画面を通すことで、作品の時

間を引き延ばし、物語の起承転結を詳しく伝えることができる。また、単独画面の制

限を打ち破り、総合的に「一図多景」や「一図一景」などの形式を運用することで、さ

らに趣味や美感を備える作品を創出できる。そのようにして、ジョン・バージャーとジ

ャン・モアが『果報者ササル ある田舎医者の物語』で連続的写真の形式で物語作

品を創作ただけではなく、美術史には同様の形を持つ作品も存在している。  

 

 
38 松浦 弘明、「フィレンツェ洗礼堂のモザイク装飾－創世記サイクルの図像に関する一考察」『日伊

文化研究』30号、日伊協会、1992 年、ｐ.13 
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図 10 リンド・ウォード 《狂人の太鼓》1930 年、木版画・ワードレスノベル 

 

 ２０世紀の初めに、ドイツ表現主義絵画から発展され、「ワードレスノベル（Wordless 

novel、文字がない小説）」という形式が出現した（図 10）。本に挿入された絵や当時

の無声映画の表現力を参考にして、フランス・マシリール（Frans Masereel）39、Otto 

Nückel40やリンド・ウォード（Lynd Ward）41を代表とする画家たちは、作品のタイトル以

外に一切文字を使わず、連続的な版画作品（主に木版画）だけで現実的で社会的

な内容42を表現し、観者に強烈な衝撃を与えた。ワードレスノベルは現代（純粋）芸

術の文脈の下で一度没落したものの、絶えることなく、さらにその後のグラフィックノ

ベルの発展に影響を与えた。筆者がワードレスノベルに触れたのは本研究を始めて

からであるが、すぐにその「文字のない」ことを通した魅力を感じ、連続画面の形式の

メリットをより一層確信させることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 フランス・マシリール（Frans Masereel、1889 年 7月 31日 - 1972 年 1月 3日）、フランスを中心に

活動したベルギー出身の画家、グラフィックアーティスト。 
40 Eduard Otto Nückel （1888年 9月 6 日-1955年 11月 12日）、ドイツの画家、イラストレーター。 
41 リンド・ウォード（Lynd Ward、1905年 6月 26 日 - 1985年 6月 28 日）、アメリカ合衆国の版画家。 
42 リンド・ウォードの『狂人の太鼓』、フランス・マシリール 《25 Images of a Man's Passion》などから左翼

的な傾向をはっきり見ることができるだろう。 
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まとめ 

 本研究を始めるまでの自作が、筆者が望んだ「絵のみで物語を語る」という効果を

もたらせなかった理由は、観者の視点を用いて自作を反省していなかったことにある

と考えられる。本章では、「どのような内容、またはどのように表現すれば、観者に私

が伝えたい物語を想像し創出させるのか」という問題に対して、物語に関する理論

成果を概観することで、連続的に事象（出来事）を表現するという「言葉がない物語」

という絵画の在り方を導き出した。次章では、創作者の視点に戻り、これからの創作

の方向性としての「言葉がない物語」の在り方の実現に向けて、連続画面によりスト

ーリーを展開する問題について具体的な創作における基本を考察・分析していく。 
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第 2 章 連続画面によるストーリーの展開43 

 記者という経歴を持つヘミングウェイは、重要な点のみを報告する新聞記事と関連

して、小説作者になってから「氷山の理論（Iceberg theory）」という小説の執筆にお

ける概念を提出した。 

 

もし作家が、自分の書いている主題を熟知しているなら、そのすべてを書く必

要はない。その文章が十分な真実味を備えて書かれているなら、読者は省略さ

れた部分も強く感得できるはずである。動く氷山の威厳は、水面下に隠された

八分の七の部分に存するのだ。44（出典） 

 

この「氷山の理論」説は、比喩的な言い方で物語を語る技術である「省略」について、

それによって作り出された美感を解釈している。この美感こそ、筆者が「言葉がない

物語」を追求する理由である。しかし、この理論は聞き手あるいは観者と、語り手ある

いは作者の間にある視点上の違いに言及することにもなると考える。 

 観者は氷山の全体のうち水面上に突き出た部分、つまりストーリーのうち絵として

表現された部分しか見ることができない。しかし、ストーリーを完全に伝達する必要は

なく、部分的に省略することは、過剰な説明を回避することになる。決して作者が 8

分の１の部分だけを作れば良いというわけではない。実話にしても、作り話にしても、

作者は完全な氷山を作り上げてこそ、観者に見えない部分まで強く感得させること

ができる。これは、ヘミングウェイが述べた「十分な真実味を備える」ことである。また、

それは前章で述べたように、観者が物語の創出を実現することが重要であり、本稿

のサブタイトルが「ストーリーの展開」となっているのはこのためである。一見矛盾を

感じるかもしれないが、異なる視点を出発点としているにすぎない。 

 ヘミングウェイの「氷山の理論」で言うと、本研究でこれまで述べてきたことは水面

上に突き出た氷山の一部分自体がどのような様子であるべきかということである。そ

して本章では、作者がどのようにすれば、その突き出た氷山の一部分を作り出すこと

ができるか考察する。簡単に述べると、まず作者は築いたストーリー、つまり物語の

 
43 本章で考察する対象は「方法と形式」であり、提示した作品例は美術史で公認されている物語絵

画だけではない。また、筆者は主にオリジナルのストーリー、すなわち先行するテクストがない物語絵

画を創作するが、ここでは説明のため、提示した作品例は先行するテクストがあるか、既存のストーリ

ーや歴史事件などをモデルとしたものである。 
44  
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内容をいくつかの出来事に分解し、選択する必要がある。それは、連続性を感じさ

せるような、最低限の情報を出すと同時に、過剰な表現を回避するためである。次に

選択された出来事を一つ一つの場面として、画面の構成として作り上げる。最後に、

観者に対してある形式で連続的に見せる。このように「言葉がない物語」の作者は、

少なくとも三つの面を通して作品を創出しなければならない。 

 この三つの面は、絵の創作における基本、つまり「内容」、「構図」、「展示」という三

つの段階に対応している。美術作品を対象とする場合、たとえ一つの段階でも大き

なテーマとなるが、美術創作を対象とする場合、単独の問題では片づけられない。

特に、「言葉がない物語」の創作においては、作者が観者に伝えたい物語を喚起し

ようとする過程で、この三つの段階は緊密につながっている。以下では、三つの段

階について、順に考察しまとめする。 
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2-1 連続性を構成する内容の選択 

2-1-1 「因果」-連続性を構成する基本 

  ここの「内容」というのは、絵により表現され、観者に見せられる内容のことである。

そして、画面の内容とは、作られたある場面だけではなく、ストーリー全体に対して選

択を行った結果とも言える。これは、今までの自作を反省したうえで、主張したい創

作上の意識である。自主創作を始めたばかりの頃、筆者は一場面だけの表現によっ

て、観者に物語を創出させようとしていた。しかし、もし作者が一場面しか作り出さず、

見せる場面の前に何かが起きたか、見せる場面の後に何かが起ころうとしているか

を考えていなかったら、観者は見た場面より多くの場面を想像できないだろう。このよ

うな作品は、当然「真実味」を欠くことになる。真実味を備えた作品にするためには、

本章の冒頭で述べたように、ストーリー全体から、最も観者の想像力を喚起し、また

伝えたいストーリーを創出させる場面を選択することが必要であり、これによって絵の

内容は氷山の水面上に突き出た部分になれる。 

また連続画面による物語は時間として段階的にみせるものはないため、たとえ空

間を利用して見せる順序を作り上げても、観者に伝えたい物事を感じさせることがで

きるとは限らない。また、過剰な表現を使用は、作品を想像の余地を与えない無味

乾燥なものとしてしまう。複数の画面によって表現される内容は、最低限の情報を伝

達するため、ある種のロジック的な関係を持ってこそ、連続性を構成できると考える。

では、どのようなロジックを基に内容を選択するか。そして、この関係によって内容上

の連続性はどのように構成されるか。本節ではこの 2点について明らかにしたい。 

 一般的に「物語論」では、物語は言説により伝達される「再現表象」と定義されてい

る。これに関して、チャトマンは次のように指摘する45：  

 

伝統的には、ストーリーにおける諸事象が『プロット』46という序列を構成すると言

われている…ストーリーにおける諸事象は言説（即ち表現する方法）によってプ

 
45 Seymour Chatman（徐强 訳）、『故事与话语』、中国人民大学出版社、2013、ｐ42 

   *引用文は、筆者が中国語の訳本を参考にして翻訳したもの。 
46 プロット（plot）：物語の主な諸事件・諸状況・諸事象の概略。ほかにも、諸事象についての物語のう

ち、年代的な順序に重きを置くストーリー（story）に対立するもので、特に因果性に重きを置く物語の

類型という定義もある。 
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ロットとなる。言説は様々な媒体によって表現することができるが、内面的な構

造から言うと、それはいかなる表現形式とも質的な違いが存在する。つまりプロ

ットは、すべての具体的な形式（例えば、ある特定の映画か小説）を越えた、さ

らに一般的なレベルに存在し、プロットが表現する順序は自然的なロジックの

順序と同じである必要はない。プロットの機能には、特定した事件を強調あるい

は弱化すること、一部を解釈し他のものをそのまま残すこと、展示や叙述、評論、

沈黙を保ち、ある事件・人物のある側面に焦点を合わせることがある。作者は、

極めて多様な方式によってストーリーにおける事象を処理することができる。あ

る事象を詳しく処理するが、他の事象にちょうど注意し、あるいは完全に注意を

払わない。（後略） 

 

 つまり、言説（あるいは表現）により聞き手に伝達する前に、語り手は本来の出来事

（見たこと、あるいは考えたこと）に対して選択と処理をする。選択し、処理されたもの

は、ストーリーを構成する諸事象となる。たとえば、ある交通事故に対して、語り手で

ある記者はその事故が発生した場面、事故の原因やその結果を文字で新聞報道に

するが、その時事故を引き起こした両者の様子や学歴などには言及しない。換言す

れば、読者に伝わるストーリーは、記者が言説（表現）したものとなる。しかし、内容の

意味がどれほど深く、言説の手段がどれほど目新しくても、最も根本的な「ストーリー

を伝えるために効果的な『フレームワーク』（枠組み）」47というものが必ずある。そのフ

レームワークに従うことで、関連のある事象を選択し、連続性を構成する方法を明ら

かにできると考える。 

 チャトマンは、選択と再現について簡単に解釈した後、ある簡単な物語を例として

挙げ、ストーリーにおける諸事象を説明した。48 

 

（1）ピーターが病気になった。（2）彼は死んだ。（3）彼に親戚や友達はいない。

（4）彼の葬式に参加しに来たのは一人しかなかった。（1）（2）（4）は全て事件を

描写しており、これらは私が言う「動的な叙述」である。時間を一本の水平線で

表すとすれば、我々はこれらをこの線の上にある点で表現できるだろう： 

                           ·       ·       · 

                           1       2      4 

 
47 リンダ・シーガー（菊池淳子 訳）『アカデミー賞を獲る脚本術』、フィルムアート社、2005年、ｐ．18 
48 Seymour Chatman（徐强 訳）、『故事与话语』、中国人民大学出版社、2013、ｐ43 

   *引用文は、筆者が中国語の訳本を参考にして翻訳したもの。 
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しかし注意すべきことは、（3）はこれらに属さないことがある。即ち、（3）は「編年

順序的（chronological）」ではない。もう少し正確に言うと「編年―ロジック的

（chrono-logical）」な順序ではないということである。つまり、(3)はピーターやほ

かの人が何かをした、もしくは何かが起こったことを述べていないため、時間に

関する動的な叙述ではないということである。（3）はピーターの持つ一つの側

面・特徴に関する描写であって、描写に関する「静的な叙述」である。文学にお

ける物語では、描写は言葉でもって公然と描きだされなければいけない。しかし

演劇や映画などでは、私たちはピーターを演じる役者の外観を目にするだけで

ある。 

 

 チャトマンが挙げた(1)から(4)の短い物語とその解説から、ある構造の存在が明ら

かになる。これが「プロット」である。物語論の観点に従うと、「プロット」とは因果関係

を持っている諸事象であり、ストーリーはプロットという構造に依存していると言える。

また、ストーリーは、問題の解決や目標へ到達する一人または複数の登場人物に直

接的な関係を持つ諸事象の因果的な連鎖と定義されている。このことから、いわゆる

因果関係は、諸事象の連続性を構成する基本と言える。因果関係はある種の時間

的な順序に従っている。原因とする事象は必ず結果とする事象の前に発生する。原

因は結果を導き、結果は原因と呼応している。原因から結果までの過程に伴って、

時間が流れゆき、ストーリーは展開される。このため、古典的な物語は原因から結果

までといった形でストーリーを展開するだけではなく、単独画面を用いて一場面を表

現する絵画においても、原因または結果を表す場面を内容とすることが考えられる。 
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（1）原因を表す事象 

 

図 11 《ラオコーン》、制作年不明、大理石・彫刻、208 × 163 × 112 cm、ピオ・クレメンティーノ美術

館、バチカン 

 

 文学と（視覚）芸術の限界を巡って、ドイツの思想家レッシング49は、古代ギリシアの

傑作彫刻である《ラオコーン》（図 11）を対象とし、「含蓄ある瞬間」と述べた。「絵画は、

その共存的な構図においては、行為のただ一つの瞬間しか利用することができない。

したがって、先行するものと後続するものとが最も明白となるところの、最も含蓄ある

瞬間を選ばなくてはならない」50とレッシングは主張する。また、以下のようにも指摘

 
49 ゴットホルト・エフライム・レッシング（Gotthold Ephraim Lessing, 1729 年 1月 22日 - 1781 年 2

月 15 日）、ドイツの詩人、劇作家、思想家、批評家、ドイツ啓蒙思想の代表的な人物。 
50 ゴットホルト・エフライム・レッシング（斎藤 栄治、訳）『ラオコオン 絵画と文学との限界について』、

岩波文庫、1970 年、ｐ199 
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する： 

 

効果的と言えるのは、想像力に自由な活動を許すものだけである。見れば見る

ほど思いが深まる、というようなものでなければ駄目である。思いが深まれば深

まるほど、感情もまた深まるものでなければならない。ところが、ある感情の全体

の流れのなかで、その最高段階ほど、こうした利益を持つことの少ない瞬間は

ないのである。この段階の上には、もう何もない。目に極端なものを示すというこ

とは、空想の翼を縛ることである。51 

 

 レッシングは彫刻の作品を通して、一つの場面から異なる複数の瞬間が同時的に

導き出されることを強調する。筆者はこのことについて連続的画面により構成される

作品に対しても同様に重要と考える。なぜなら、複数の画面を設けることでストーリー

の諸事象をすべて表現することができる一方で、画面の数量が無駄に増えることは、

審美の水準を下げることに繋がるためである。したがって、衝撃的な「最高段階」やク

ライマックスと比べると、「含蓄ある瞬間」を選択し表現すれば、その後の画面の展開

と関連させやすい。これにより、鑑賞される際、観者に時間の流れやストーリーの展

開を意識させるという目的に合致することができる。 

 「原因」を表す事象は、「含蓄ある瞬間」の一種である。このような事象は「始め」を

意味するというわけではなく、「間もなく何が発生しようとするのか」を予示する事象で

ある。彫刻には背景がなく、伝える情報が少ないため、ここではもう一つの「ラオコオ

ン」-エル・グレコ（El Greco）52の《ラオコオン（Laocoön）》（図 12）を例として、その予

示の機能がどのように発揮されるのか見てみたいと思う。 

 
51 ゴットホルト・エフライム・レッシング（斎藤 栄治、訳）『ラオコオン 絵画と文学との限界について』、

岩波文庫、1970 年、ｐ．45 
52 エル・グレコ（El Greco、1541 年 - 1614年 4月 7 日[1]）、現在のギリシア領クレタ島、イラクリオン

出身の画家。マニエリスム後期の巨匠として知られる。 
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図 12 エル・グレコ 《ラオコーン》、1610－1614年、油絵、137.5×172.5cm、ナショナル・ギャラリー、

ワシントン 

 

 エル・グレコの《ラオコオン》は同じく、次のような「トロイア戦争」53の中の一プロット

を表現している。古代ローマの詩人ウェルギリウス54の『アエネーイス』において、有

名な「トロイの木馬」という計略が成功する前、トロイアの神官を務めるラオコオンがギ

リシア人の謀略を見抜き、木馬を贈り物として城の中に入れてはいけないと人々に

警告した。しかし、トロイアの人はギリシャのスパイであるシノーンに騙され、ラオコオ

ンの話を信じなかったため、憤怒するラオコオンは長い矛で木馬を刺した。彼の行

動は女神アテーナーの怒りを招き、彼女が送り出した海に潜む 2 頭の蛇の怪物が、

ラオコオンと二人の息子を殺した。それを見た他の住民は、ラオコオンがギリシアの

好意を損ねたから罰を受けたと信じ55、木馬をトロイア城内に迎え入れためにトロイア

 
53 トロイア戦争（Trojan War）は、ギリシア神話に記述された、小アジアのトロイアに対して、アカイア人

の遠征軍が行った戦争である。ホメーロスの英雄叙事詩『イーリアス』を中心にする、ソポクレースの

『アイアース』、『ピロクテーテース』、エウリピデスの『タウリケのイピゲネイア』、『アンドロマケー』、『ヘ

カベー』、ウェルギリウスの『アエネーイス』などから成る一大叙事詩環である。ここで言ったのは「戦争」

というストーリーである。 
54 プーブリウス・ウェルギリウス・マーロー（Publius Vergilius Maro、紀元前 70 年 10月 15 日? - 紀元

前 19 年 9月 21日）、古代ローマのラテン語詩人。 
55 古代ギリシアの詩人 Euphorion は、実はラオコオンはポセイドーンの聖地で不敬のことをしたため、

処罰されたが、そのタイミングが悪かったため、ラオコオンが死んだ理由は木馬を刺したこととトロイア

の人に誤解され、その後の悲劇を引き起こしたと述べている。 
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の滅亡を招いた。 

 このようなラオコオンにまつわる話は、叙事詩の中の一つ小さな事件にしか過ぎな

いが、彫刻家は、「人が神に立ち向かうも運命を変えることはできない」というテーマ

として表現した。エル・グレコは、この彫刻をみて自分の作品を創作したのかもしれな

い。人物の動きを見ると、ラオコオンと息子は、グレコの独特なスタイルによって彫刻

よりも更に歪み、苦痛で無力な印象が強く感じられる。画面の右側には三つの人物

がいるが、これらの人物は、ラオコオン親子の死亡を証明するために送られた使者

かも知れないし、三人が苦しむ姿を傍観しているトロイアの住民かも知れない。背景

の空間の中では、木馬を象徴している一頭の馬が前足を上げて穏やかなトロイア城

に向かって歩いており、また、曇りの形や作品の色調と合わせることで、災いが来る

前の危機感を醸し出している。グレコは「一図多景」のような形式で、「ラオコオンの

死」という原因・予示の事象を表現することによって、その後の「木馬の行進」、さらに

「トロイアの陥落」という結果の事象へ導いている。アメリカの学者ステファン・V・トレ

ーシー（S.V. Tracy）は「ある意味で、彼（ラオコオン）の死は城の運命を象徴する」56

と指摘する。 

    

図 13 ユリウス・シュノル・フォン・カロルスフェルト 《『Die Bibel in Bildern』の挿絵》、1825−1860 年、

木版画 

 

 空間の他に、人物の表情、動作もこれからの事象を暗示するときによく使われてい

る。『創世記』の第 4 章には、兄のカインは神に愛される弟のアベルに嫉妬するため、

アベルを謀殺するストーリーがある。この物語について、ユリウス・シュノル・フォン・カ

 
56 原文：「Laocoön, ostensibly sacrificing a bull to Neptune on behalf of the city (lines 201ff.), 

becomes himself the tragic victim, as the simile (lines 223–24) makes clear. In some sense, his death 

must be symbolic of the city as a whole」 

  S.V. Tracy, "Laocoon's Guilt" The American Journal of Philology 108.3 (Autumn 1987) p. 453 
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ロルスフェルト（Julius Schnorr von Carolsfeld）57が描く聖書の挿絵には、次のような連

続的な絵が 2 枚ある（図 13）。一枚目の画面の中央と左側では、手を合わせて拝ん

でいるアベルが、子羊を捧げている（図 13、左）。異なる版本には、煙から姿を現れ

る神が描かれていることもある。このアベルに対して、画面の右側にいるカインは両

手を握り、凶悪の表情でアベルを覗いている。次の挿絵はカインがアベルを殺す場

面を表現している（図 13、右）。もし一つの絵だけしか見ることができないと仮定する

と、後者だけしか見られない場合、二人が喧嘩しているようにしか見えないが、前者

を見ると、誰でもこれから恐ろしい事情を予想できるだろう。また、物語によって『創

世記』が伝えるのは「人を殺す」ということ自体よりも、人を殺す原因であるので、一枚

目の絵はこのテーマと符合する。この比較を通して、連続的画面で構成される作品

であっても、原因・予示の事象に対する表現は、ストーリーを展開しやすいことが説

明される。 

 総じると、原因・予示の事象に対する表現は、空間と形像を通して視覚上の緊張

感を強めることに貢献し、画面の中からも劇的な変化が起ころうとしていることを暗示

することによって、物語をクライマックス（もしくは終結）へ推し進める。この様な特徴

があるからこそ、原因・予示の事象は、最も観者の視覚における直観的な印象を強

め、画面を通じて観者を物語の中へと連れ込もうとする。このような瞬間を見た観者

は、最終的な結末について予想することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 ユリウス・シュノル・フォン・カロルスフェルト（Julius Schnorr von Carolsfeld、1794年 3月 26 日 - 

1872 年 5月 24 日）はドイツの画家。 



 30 

（2）結果を表す事象 

  「結果の事象」というのは、主に劇的なクライマックスに達した後の事象を指す。

「原因・予示の事象」と異なり、これまでの出来事を逆から想像させ、さらに後の展開

についても暗示する事象である。スーザン・ウッドフォード（Susan Woodford）58は

『Images of Myths in Classical Antiquity（古典芸術の神話形象）』の中で、「ヘーラク

レース59がネメアーの獅子60を殺す」の話を表現する作品を例として挙げた：  

 

クライマックス後の瞬間を描くと、非常に強いインパクトを作り出すことができる。

このような作品の中で最も人を感動させるのは、オリンピアのゼウス神殿にある

中間壁の装飾61だ（図 1８）。それが表現しているのは戦った後のヘーラクレース

が典型的な狩人のポーズを取り、片方の足を死んだ獅子の背の上に乗せてい

る様子である。しかし他にヘーラクレースの素晴らしさを表すものはない。自分

の膝の上に肘をつき、頭を支えている動きは彼が非常に疲れ切っていることを

示している。ヘーラクレースの顔はまるで子供のように若く、額には一本だけ憂

鬱そうなシワが入っている。この人物像はヘーラクレースの人間性をとらえてお

り、英雄も一般人と同じように疲れるときや落ち込むときがあることを表している。

この疲れ切った若者はまだ一番目の任務しか達成しておらず、まだまだ多くの

困難が彼を待っていることを、観者は理解するだろう。62 

 

 大半の芸術家は動きの最高段階、即ちストーリーのクライマックスを選択する。その

ため、この話に関連した作品には、ほとんどへーラクレスと獅子が猛烈に戦っている

瞬間が選ばれる。しかし、スーザン・ウッドフォードはその後の瞬間も同じように非常

に良い効果が得られると主張する。 

 他にも、ロシアの画家イリヤ・レーピン（Ilya Yefimovich Repin ）63の名作《1581 年

 
58 スーザン・ウッドフォード（Susan Woodford、1938年 3月 21日〜)、アメリカ出身、イギリスの古代美

術歴史学者。 
59 ヘーラクレース（Heracles）は、ギリシア神話に登場する半神半人の英雄。 
60 ネメアーの獅子（Nemean lion）はギリシア神話に登場するライオンである。ヘーラクレースが行った

「12 の功業」の中の最初の難行がこの獅子を殺すことだった。 
61 《Olympia Lion Metope》、紀元前 470 - 紀元前 457年、オリンピア考古学博物館、オリンピア 
62 Susan Woodford 、Images of myths in classical antiquity、Cambridge University Press、2002 
   *これは、筆者が中国語の訳本（『古代艺术品中的神话形象』賈磊 訳、山東画報出版社，2006、

ｐ39）に基づいて、翻訳したものである。 
63 イリヤー・エフィーモヴィチ・レーピン（Ilya Yefimovich Repin、1844年 8月 5 日- 1930 年 9月 29

日）移動派を代表するロシア帝国末期の画家。 
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11月 16 日のイワン雷帝とその息子イワン（Ivan the Terrible and His Son Ivan）》（図

14）も結果の事象を描いた傑作である。 

 

 

図 14 イリヤ・レーピン 《1581 年 11月 16 日のイワン雷帝とその息子イワン》、1885年、油絵、

199.5×254cm、トレチャコフ美術館、モスクワ 

 

 この作品は、イヴァン 4世64がある言い争いにおいて自分の次子、王位継承者であ

るイヴァン・イヴァノヴィチを誤って殺してしまった事件を表している。「激怒したイヴァ

ン 4世が王笏で自分の息子をなぐる」瞬間がこの事件のクライマックスであり、最も効

果的に何が起こったのかを表現できる。しかしレーピンはクライマックスが過ぎた後の

場面を選んでいる。観客から最も近いところに肝心の道具、皇太子の命を奪った王

笏が置かれており、頭から血を流して息も絶え絶えとなっている皇太子イヴァンの眼

には絶望と驚愕が含まれている。「雷帝」の異名を持つイヴァン 4世は、両目を大きく

見開いて、息子を抱きよせ、彼の頭に口を近づけるとともに自分の手でその傷口を

塞いでいた。「ああ、私はなんてことをしてしまったんだ！」という声が今にも聞こえそ

 
64 イヴァン 4世（Ivan IV Vasil'evich、1530 年 8月 25 日-1584年 3月 18 日）は、モスクワ大公、モス

クワ・ロシアの初代ツァーリ。 



 32 

うだ。この時、イヴァン 4 世はすでに 51 歳であり、当時唯一の息子を誤って殺してし

まった。この少し前、イヴァン 4 世は息子の嫁の服装がだらしないと言って、彼女を

殴り、流産させている（この悲劇も、皇太子が妻を守ろうと止めに入ったために起こっ

たものである）。そのため、イヴァン 4 世は自らの手で自分の子孫を殺してしまったこ

とになる。 

  レーピンは自分がその場にいたかのように、この事象を実に生き生きと表現した。

この場面は事件の全貌に対して十分な情報を含んでいる。息子を抱きしめる動きは

これが事件直後であることを示し、王笏も犯人を暗示している。だからこそ私たちは

事件の全貌を推測することができる。この場面は、老いぼれた集権者の孤独と狼狽

を表現していると言える（イヴァン 4 世のこのうろたえは、自分の息子を殺めた悔しさ

からきているか、それとも継承人を失った絶望からかきているか定かでない）。その誇

張されて描かれた見開いた両目は、ゴヤ（Francisco Goya）65の《我が子を食らうサト

ゥルヌス（Saturn Devouring His Son）》と非常に類似している。 

 総じて述べると、結果の事象は強烈な衝突の後、平静へ向かうことを表現すると考

える。また、空間と形象を通して、眼前の場面と相容れない要素を強調し、その前に

何が起きたか暗示する。結果の事象が他の事象と繋がると、別の出来事またはスト

ーリーのエンディングへ導いていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス（Francisco Goya, 1746年 3月 30日 - 1828年 4月

16 日）、スペインの画家、版画家。 
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2-1-2 「三幕」-連続性を強化する構造 

前節の考察より、物語の因果関係は内容の連続性を構成する基本であることを明

らかにした。しかし、単なるプロットの始めと終わりを表す 2枚の絵だけでプロットを完

全に展開できるとは言えない。そこで、「三幕構成」という概念を参照して連続性を強

化しても良いと考える。 

「三幕構成」とは、アメリカの脚本家シド・フィールド（Syd Field）66によって理論化

された脚本構成の基本である。「三幕」とは、「発端」、「中盤」、「結末」である67。この

三つの部分は物語を成立させる基本的な構造とも言える。したがって、どのような素

材を用いても、この構造を基礎とするからこそ、キャラクター、アクション、場所や出来

事など個々の要素を、一つストーリーラインにまとめることができる。映画脚本の場合

では、それぞれストーリーの「始め（beginning）」、「中（middle）」、「終わり（end）」68に

対応している三幕によって、ストーリーを展開する。 

三幕の役割に関してシド・フィールドは、第一幕について「“状況設定”と呼ばれる

部分である。ここではストーリーと登場人物の設定を行なう。つまり登場人物を紹介し、

人間関係を説明し、ドラマの前提、時、場所、何についてのストーリーかを明確にす

る」69、第二幕の「葛藤」70について「まず、主人公のドラマ上の欲求を明確にする。欲

求-主人公はストーリーの流れの中で、何を勝ち取り、手に入れ、達成したいと考え

ているかがわかれば、“その欲求や目的の達成を阻む障害物を作ることができる”。

障害物ができれば、“どうやって主人公がその障害物を乗り越えていくか”がストーリ

ーになっていく」71、また第三幕について「第二幕での主人公の生死や、成功と失敗

 
66 シド・フィールド（Syd Field, 1935年 12月 19日 - 2013 年 11月 17 日）、アメリカの脚本家、プロ

デューサー。 
67 以下の日本語訳を参考にした。「すべてのストーリーが持っている共通点は何か？それは「発端」、

「中盤」そして「結末」があるということである」（出典：シド・フィールド安藤紘平・加藤正人・小林美也

子・山本俊亮、訳 『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術』 、 

フィルムアート社  、2009 年、ｐ．15） 
68 ジェラルド・プリンス（遠藤 健一、訳） 『改訂 物語論辞典』、松柏社、2015年、ｐ．123 
69 シド・フィールド（菊池淳子、訳） 『素晴らしい映画を書くためにあなたに必要なワークブック シド・

フィールドの脚本術 2』、フィルムアート社、2012 年、ｐ．143 
70 他には、「対立・衝突」と呼ばれることがある。 
71 シド・フィールド（菊池淳子、訳） 『素晴らしい映画を書くためにあなたに必要なワークブック シド・

フィールドの脚本術 2』、フィルムアート社、2012 年、ｐ．185 
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72といった問題に対して、解答を見つけ、謎を説明し明らかにする73」と述べる。以上

は脚本作成の理論であるが、これに基づいた分け方はストーリー伝達の共通の基本

として、絵による物語の場合にも同様に適用できる。例えば、１−３節で言及したリン

ド・ウォードの作品『狂人の太鼓』の冒頭の三枚の絵が、まさに三幕構成を利用した

最も良い例である。 

   

図 15 リンド・ウォード 《狂人の太鼓》の１〜３枚目の絵、1930 年、木版画 

 

『狂人の太鼓』は 120枚の木版画のみによって表現された「文字がない小説」であ

る。この本は「父の教えを守り、書物に埋もれた学究生活を続ける男とその家族を

次々に見舞う恐るべき死と災厄」74を述べている。冒頭の三枚の絵は、全編のストー

リーにおいて最も重要な象徴物となる太鼓の由来を表している。一枚目（図 15 左）

は、ある白人男性の様子を描いている。遠いところにみえる帆船や周りの熱帯植物、

また男の腰の刀は、彼の奴隷商人としての身分（その後の絵により明らかになる）を

暗示している。彼は手で下あごを触り、何かに引きつけられているようにみえる。二

枚目（図 15 中）の前景では、この地に住んでいると思われる黒人が地面に座って、

太鼓をたたいている。また、我を忘れている様子がはっきりと見られる。その背景に

は、遠いところから黒人を覗く奴隷商人が描かれている。奴隷承認が太鼓の音に引

きつけられ、目標を見つけたことはこの場面により明らかになる。三枚目（図 15右）で

奴隷商人は左手に太鼓を持ち、右手で抜かれた刀を持って、この場から去る動きを

 
72 以下をまとめたものである。シド・フィールド（安藤紘平・加藤正人・小林美也子・山本俊亮、訳）『映

画を書くためにあなたがしなくてはならないこと シド・フィールドの脚本術』 、 フィルムアート社  、

2009 年、ｐ．22 
73 シド・フィールド（菊池淳子、訳） 『素晴らしい映画を書くためにあなたに必要なワークブック シド・

フィールドの脚本術 2』、フィルムアート社、2012 年、ｐ．238 
74 リンド・ウォード 『狂人の太鼓』、2002 年、国書刊行会、見返し 
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している。そして刀の切っ先からは、血が滴り落ちている。直接的に表現されていな

いが、この場面によって、奴隷商人がこの地の黒人を殺し、太鼓を奪い取ったことが

わかる。その後のストーリーでは、奴隷商人はこの物語の主人公の父親であることが

示され、奪い取られた太鼓は家族の悲劇の起点となり、また象徴物となった。物語の

最後では、すべての身寄りを失った主人公が黒人のように太鼓をたたく様子が描か

れ、その運命が結末にされている。 

 『狂人の太鼓』の冒頭は、三枚の絵を三幕として、「太鼓を強奪する」というプロッ

トを構成し展開している。第一幕では、このプロットの主人公と彼の身分を表し、そし

て動態によりストーリーを示す。第二幕では、両者が対立している場面によって、太

鼓の強奪という主人公の欲求を明らかにする。最後の第三幕、「障害物」を越えた目

標の達成を示している。また、このストーリーで選択された場面だけではなく、省略さ

れた場面にも注目したい。リンド・ウォードは、まず第一幕と第二幕の間にある、太鼓

の音を探す過程を省略した。これは無味乾燥な捜索の過程を表現しないためと考え

られる。そして、第二幕と第三幕の間にある、殺人の場面も省略された。これは 2-1-

1 節の（2）で言及するレーピンの《1581 年 11 月 16 日のイワン雷帝とその息子イワ

ン》の絵と同じく、最も豊かに動感や緊張感がある場面を省略し、直接に結果を表現

することによって観者に想像の余地を与える方法を採用している。この方法は、殺人

の場面の残酷さを一層感じさせることができる。 

 以上の考察より、内容の連続性を構成する方法として基本的な構造を得た。つま

り、少なくともそれぞれ「設定」、「葛藤」、「解決」の役割を持つ三枚の絵によって、一

つのプロットの起因、経過、結果を展開するといった構造である。そして、筆者は全

体のストーリーを三つの部分に分け、一つの部分を三つのプロットにして、三枚の絵

により一つのプロットを表現することを提案する。この「三」に基づいた構造によって、

内容が関連した連続画面を見せ、観者に物語を喚起させるという目的を達成できる。 

ここまでで、内容の選択について述べた。以下では、この次の段階、つまり画面の

構成を通して、一つ一つの事象がストーリーの展開上の役割を果たすことを示す。 
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2-2 単一事象を表現する画面の構成 

 前節では、どのような事象を選択し表現すれば連続性を構成することができるか考

察した。一つの事象を伝達する際、その効果を発揮させるのは絵画の「構図」にある。

なぜなら、「構図は視覚表現の文法」であり、「確かな文法によって描かれた絵は、

見る者に確実に伝わる。反対に、構図がしっかりしていない絵は、何を言っているの

かわらない。それは、視覚的な文法が混乱しているため」75と言えるからである。作者

が異なると、構図の内容に対しする理解も異なるが、これは簡単に言えば画面内の

「空間」と「形象」に対する設計の異なりだと考える。以下の 2-2-1、2-2-2 節におい

て、筆者はこの空間と形象という二つの面から、単一の事象の役割を発揮することを

考察したい。 

2-2-1 画面内空間の形式 

 狭義では、画面内の空間に対する設計とはいわゆる「構図」を指す。構図は絵画

創作の基本であり、作品の良さは構図から引き出されるとも言われる。また、構図の

基本は「視点」にある。視点とは、作者があらかじめ置くもので、観者の見える範囲を

決定し、画面内にある注目点に繋がる。そして作者はこの点を基に、視野の範囲を

決める。例えば、風景画であれば視点を遠いところに置くため、観者に見せる視野

の範囲が数千メートル以上になる。一方、静物画であれば近いところに置くため、視

野の範囲が数センチ以内になるかもしれない。視野の範囲を確定することで、画面

内にある形象の大小、場所、大きさの比率なども決められる。 

 物語においても、「視点」（point of view）、あるいは「焦点化」（focalisation）という概

念があり、観者のストーリーに対する内容の読み出しを左右する。物語論の理論で

は、視点は主に「全知の視点」、「内的視点」、「外的視点」という三つの類型がある。

「全知の視点」とは、「叙述者＞物語における人物」の視点である。簡単に言うと物語

のすべてを視野に入れ、「知覚・認識上の制限を受けることがない」76視点である。こ

れは「ゼロ焦点化」とも言われる。「内的視点」は「叙述者＝人物」の視点であり、スト

ーリーの人物を借りて、その人物の視覚・感覚・心理状態を出発点として観者に叙

述することである。対して「外的視点」とは「叙述者＜人物」の視点であり、観者は叙

 
75 内田 広由紀（うちだひろゆき）『構図エッセンス』、視覚デザイン研究所、1983 年、ｐ9 
76 ジェラルド・プリンス（遠藤 健一 訳） 『改訂 物語論辞典』 、 松柏社 、2015年、ｐ140 



 37 

述を通して事件に関する外的情報しか入手できず、表現されていない情報や人物

の内的活動については全く知ることができない。そのため、物語の中に身を置きな

がらも、まるで他人や傍観者のような視点を取る。 

ここで説明しておきたいのは、絵画は「全知の視点」と「外的視点」を反映できる一

方で、「内的視点」は存在しないということである。絵画の特徴は直観的に形象を描

くことにあるため、それらの内的活動を説明することはできない。どれほど明らかに極

端な情緒を表そうとしても、観者が必ずそれを正確に捉えられるとは限らない。絵画

の本質的な特徴より、観者は必ず傍観者として物語を見ているので、「内的視点」の

可能性は客観的に否定されることになる。したがって、絵画における物語の視点は、

「誰」が見るのではなく、「どれほど」見えるかという問題について答えていくべきであ

る。そのため、画面構成をする際に、私たちはまず視点が遠いか近いかを決める。

そして、視点が置かれる位置を基に、空間表現の形式を二つに分けることができる。

ここでは、ひとまず「パノラマ式」と「劇場式」と呼ぶ。 
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（1）パノラマ式 

 パノラマ式とは、「全知の視点」であり、事件の瞬間だけでなく、その瞬間が存在す

る空間環境に対する表現を強調し、空間内にあるすべての情報について表すことを

目標とする。パノラマ式から展開された絵では、ほとんどの作者は遠くから視点を取

り、事件内の人物、行為、場面などをすべて描き出す。パノラマ式は伝統的な物語

絵画がよく使う図式でもあり、主にテーマが明確な歴史事件を記録するため使われ

る。 

 

図 16 カルパッチョ 《リアルト橋におけるサンタ・クローチェの聖遺物の奇蹟》、1494年、テンペ

ラ、365×389cm、アカデミア美術館、フィレンツェ 

 

 ヴィットーレ・カルパッチョ（Vittore Carpaccio） の作品《リアルト橋におけるサンタ・

クローチェの聖遺物の奇蹟（Miracle of the Cross at the Ponte di Rialto・The Healing 

of the Madman）》（図 16）は、まさにこのパノラマ式を用いて個別的な事件を表す絵

画である。この絵はその題名が示すように、神父が聖なる十字架で狂人を治癒し、

奇跡を披露する場面を描いている。しかし、この話の主題は、画面の左上の端で起

こっており、画面のほかの部分は立ち止まる民衆や通行している民衆、船に乗って

る民衆により埋められている。これにより相対的に物語性は弱くなるが、パノラマ式の

機能によって、事件の真実性が増し、記録としての目的を達成している。 
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図 1７ アルブレヒト・アルトドルファー、《アレクサンダー大王の戦い》、１５２９年、油絵、158.4 × 

120.3 cm、アルテ・ピナコテーク（旧絵画館）、ミュンヘン、ドイツ 

 

時代の風土を記録する以外、パノラマ式の空間表現は雄大な場面に適する。ドイ

ツの画家アルブレヒト・アルトドルファー（Albrecht Altdorfer）77によって描かれた《アレ

クサンダー大王の戦い(The Battle of Alexander at Issus)》（図 17）は、パノラマ式を

用いて雄大な場面を描いた代表的な傑作である。紀元前 333 年 10月、アナトリア半

島を征服したアレクサンドロス大王とペルシア王ダレイオス 3 世は、古代のイッソスの

南で決戦を行った。両軍の兵力差は大きかったが、アレクサンドロス大王とコリントス

同盟の連合軍は最終的にペルシア軍に打ち勝った。この作品が表現しているのは、

決戦の最後の場面である。絵の幅はそこまで大きくないが、数千人の戦争場面だけ

ではく、空、山、川など戦場の風景も精細で明瞭に描かれている。また、このように形

象が豊富であっても、アレクサンドロス大王がダレイオス 3 世を追いかけている様子

に私たちはすぐ注目することができる。 

 
77 アルブレヒト・アルトドルファー（Albrecht Altdorfer, 1480 年頃 ‐ 1538年 2月 12日）、16世紀前

半に活動したドイツの画家。 
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図 18 ピーテル・ブリューゲル、《イカロスの墜落》、1560 年代、油絵、73.5 × 112 cm、ベルギー王立

美術館、ブリュッセル 

 

またパノラマ式を使用することで基づき、事件を画面の一隅に隠すようにし、ドラマ

性を演出することができる。ピーテル・ブリューゲル（Pieter Bruegel the Elder）78によ

り描かれたと言われる《イカロスの墜落のある風景》（図２８）は、オウィディウス79の『変

身物語』における「イカロス」に関するストーリーを表現している。ギリシア神話のイカ

ロスは、父ダイダロスが蝋を固めた羽根で作った翼によって、空を飛ぶことに成功し

た。しかし、父の忠告を忘れたイカロスは太陽に近づきすぎて翼の蝋を溶かし、海に

墜落して溺れてしまう。この作品は一見するとパノラマのような形式で展開する風景

画のようだが、静かな田園には恐ろしい事件が起きている。画面の右下には、墜落

したイカロスが海面で瀕死にあがく様子が見える。このようなパノラマ式の運用は、ス

トーリー展開の機能をあまり果たすことが出来ないかもしれない。しかし、私たちの生

活と最も近いため、自分自身の想像によって物語を想像することができると考える。

このように使えば、物語を喚起することができる可能性も高まる。 

 
78 ピーテル・ブリューゲル（Pieter Bruegel the Elder 1525年-1530 年頃生 - 1569 年 9月 9日没）、

ブラバント公国（現在のオランダ）の画家。 
79 プーブリウス・オウィディウス・ナーソー（ラテン語: Publius Ovidius Naso, ラテン語発音: [ˈpʊː.blɪ.ʊs 

ɔˈwɪ.dɪ.ʊs ˈnaː.soː][注釈 1]; 紀元前 43 年 3月 20日 - 紀元後 17年または 18年）、帝政ローマ時

代最初期の詩人の一人 
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図 19 マックス・クリンガー、《手袋：場所》、１８８１年、銅版画、22.8 × 32.7cm、国立西洋美術館、東

京 

 

概括的に述べると、パノラマ式は主に事象が発生する空間環境への描写を強調

する空間表現の形式であり、俯瞰あるいは遠望の視点によって、見渡す限りの具体

的な事象を含んだすべての形象を伝える形式である。この特徴を基に、パノラマ式

は常にストーリーが発生する場所と背景を伝えるために、連続作品の初めの絵に用

いれている。例えば、ドイツの画家マックス・クリンガー80は、版画連作《手袋（A 

Glove）》81の 1 枚目（図 19）で、パノラマ式のような形式によって、主人公は「手袋」と

出会った場所であるアイスアリーナを提示している。ほかには、連続作品において、

パノラマ式を連用する作品例もある。例えば、ジョン・マーティン（John Martin）82がミ

ルトンの『失楽園』のために作った 24 枚の挿絵は、ほとんどパノラマ式を採用し、膨

大な場面を表現する同時に、白と黒の強烈な対比により観者をメインの事象にフォ

ーカスさせるよう導いている。 

 

 
80 マックス・クリンガー（Max Klinger、1857年 2月 18 日 - 1920 年 7月 5 日）、ドイツの画家、版画

家、彫刻家。 
81  
82 ジョン・マーティン（John Martin, 1789 年 7月 19日 - 1854年 2月 17 日）、イギリスのロマン派の

画家、版画家。 
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（2）劇場式 

劇場式は主に外的視点を使用するもので、先述の「ゼロ焦点化」とは異なり、事象

に焦点を合わせている。劇場式は物語絵画が最もよく用いる空間形式であり、特に

光と影、透視図法などについてよく学んだ画家が多く用いる。この視点の主な特徴と

して、一つはこれらのほとんどが中くらいの距離を利用するということがある。遠くに

あるものはできる限り弱化させて室内の場面を表現するものもある。空間的に言うと、

観者はまるで劇場の中で演劇を見るように、いわゆる「第四の壁」に位置して物語を

見る。視点の設置について、俯視や遠視ではなく平視を使うことは、観者が「傍観者」

であることを感じさせるためである。劇的な空間の表現を作り出して、観者の視線を

引き寄せるため、作者は背景空間のデザインや光の使い方など様々な面において

充分に考慮せねばならず、また視覚的にリズム性と空間の感覚を備え、演劇のよう

な視覚効果を出せるようにしなければならない。 

 

図 20 カラヴァッジオ 《聖マタイの召命》、1600 年、油絵、322×340cm、サン・ルイジ・デイ・フランチ

ェージ教会、ローマ 

 

 ルネサンス後期のカラヴァッジオ（Michelangelo Merisi da Caravaggio）83の作品《聖

マタイの召命（The Calling of St Matthew）》（図 20）は、税収所にいる人たちの中に

いる未来の福音書の作者を描いている。意味ありげな黒影が机の上に浮き上がって

 
83 ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ（Michelangelo Merisi da Caravaggio、 1571 年 9月 28

日 - 1610 年 7月 18 日）は、バロック期のイタリア画家。 
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おり、何人かが税金を数えている。そこにイエスが入ってきて、一筋の光が髭を伸ば

している聖マタイと他の若者たちの顔を照らす。光が違う強さで人物や物体に当た

っており、それはカラヴァッジオが事件に対して探索を行ったり、彼の表現したいテ

ーマの内的精神を表したりする手段となる。 

 

図 21 ウィリアム・クイラー・オーチャードソン、《最初の闇雲》、1887年、油絵、134.8 × 193.7 cm、ビ

クトリア国立美術館、メルボルン 

 

劇場式には、人物の位置に対しても演劇演出のような対立感が求められる。ウィリ

アム・クイラー・オーチャードソン84の作品の多くはこの様な視点を使用している。例

えば《最初の闇雲（the first cloud）》（図 21）という作品では、画面左側の女性は私た

ちに背を向け、部屋から出ようとしているように見える。彼女の上半身は少し傾いて

いて、私たちを右側の男性を見るように誘導している。彼が何かするのを期待してい

るようにも見える。しかしその男性は両手をポケットに入れ、首を大きく前に傾げなが

ら、動揺していない様子である。この二人の（感情上の）距離感は人物の位置を通し、

展開されていると言える。これは明らかに私たちがよく知る、日常的な痴話喧嘩の場

面だ。実際、これはオーチャードソンの「不幸な婚姻に関して」という連作の三つの

作品の一つであり、愛ではなく金を目的とした婚姻の弊害について描いている。この

 
84 ウィリアム・クイラー・オーチャードソン（william quiller orchardson、1832 年 3月 27 日－1910 年 4

月 13日）、イギリスの画家。 
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作品が表現しているのは、愛ではなく富や地位を基盤とした婚姻がもたらす結束は

決して強くないということである。そして題名のように、それは婚姻関係が破綻する前

の「暗雲」である。 

 劇場式はストーリーを展開する際の最も良い空間表現の形式である。パノラマ式と

比べて画幅は自由であり、大きな画面で豊かな情報を表現することも小さな画面で

事件の具象化に力を入れることも可能である。また、視野の範囲が相対的に狭くな

ることで、形象の動作によって演出される衝突、矛盾、対立に観者をフォーカスさせ

ることができる。したがって、この形式は、特にストーリーのクライマックスを表現する

ことに適する。 

  そして劇場式を基にして、視点をさらに近くに置き、ストーリーの中にいるような視

野範囲にすると、より臨場感を与えることができる。例えば、現代の映画によく用いら

れる「第一人称視点」がある。「第一人称視点」の特徴として、事象を近くで見せるこ

とになり、手前に大きい障害物を設置することにより視野が有限になることがある。 

 

 

 

図 22 『アンブレイカブル』、2000 年 

 

 映画『アンブレイカブル（Unbreakable）』85の中には、主人公が電車で一人の知らな

い女性と話すシーンがある（図 22）。一般的に、話す内容に重点を置くのであれば、

この場面のカメラワークは二人の間で行き来するべきと思われる。しかし、映画は一

 
85 「アンブレイカブル」（Unbreakable）は、2000 年アメリカで公開された、M・ナイト・シャマラン監督、

ブルース・ウィリス主演の SFサスペンス映画。 
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風変わった視点を使用している。それはまるで二人の前の席に座り、席の隙間から

のぞき見るような視点である。ゆえにこの視点の意図は、話す内容に焦点を当てる

のではなく、男が誰かにつけられ監視されているという事実を強調することと言える。

映画を見続けていると、私たちもこのストーリーの内容を知るようになる。主人公は傷

を負わない超能力者であるが、彼はそのことを否認し続けていた。病を患った漫画

ショップの店主が様々な証拠を彼に突きつけた末に、主人公はようやくその事実を

受け入れ、自分も成長して本当のスーパーヒーローとなる。しかし、物語はここで一

転し、店主が人類の中にいる超能力者を探し出すために数多くの事故を起こしたこ

とに主人公が気づく。この時点で、先ほどのシーンで彼を監視していたのが店主で

あったことが明らかになる。このように、この映画は非常に早い段階で、視点の運用

によってストーリーを観者に提示しているのである。 

 

図 23 エッシャー 《写像球体を持つ手（Hand with Reflecting Sphere）》、1935年、リトグラフ、

31.8×21.3 cm、ハウステンボス美術館、佐世保市 

 

動的な映画に比べて、静的な絵画では、手前に大きい障害物を描いても、あまり

臨場感を作り出せないかもしれない。しかし、私たちは画面の一隅から現れてくる身

体、特に手や足によって「第一人称視点」を運用することができる。このような絵で、

最も代表的と言えるのは、マウリッツ・コルネリス・エッシャー（Maurits Cornelis Esche）
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86の水晶玉の反射を描いた自画像（図23）である。美術史において、自画像を描く作

家は多くいたが、空間表現の点からは一般的な肖像画と異ならない。しかし、エッシ

ャーはこの作品で、あえて画面の下から手が出てくるように描いた。この手は、作家

自身と室内の環境を反射する水晶玉を支えている。エッシャーはこの手を描くことに

よって、画面の空間を人が鏡を見るときと同じ視野範囲にした。このように「第一人称

視点」を運用すると、画面の面白さを増幅させるだけではなく、ストーリーにおける人

物に対する共感を観者に対してさらに生み出させると考える。 

 

  以上に示した空間表現の形式はそれぞれが特徴を持っている。パノラマ式は事

象を広い空間の中に置き、起こった瞬間の（空間的な）全貌に対する表現を重んじ

る。そして、事象を画面の隅に置き、観者の視線を事象以外のものに向け、何気なく

画面を表現しているように見えるが、ストーリーの面白さを増幅させている。劇場式は

事象そのものに焦点を当て、劇的な対立を強調する。さらに「第一者視点」を運用し、

劇場の第四の壁を壊して観者を物語に参加させ、ストーリーの人物との共感を強化

できる。紙面が限られているため、本論文では筆者にインスピレーションを与えた物

語視点を反映する形式についてのみ述べるが、物語視点を反映する形式がこのほ

かにも数多くあると考える。絵に拘泥することなく、他の（物語表現上の）媒介を参考

にし、連続の空間の中で総合的に異なる視点を応用することで、作品の叙述効果を

豊かにできると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 マウリッツ・コルネリス・エッシャー（Maurits Cornelis Escher、1898年 6月 17 日 - 1972 年 3月 27

日）、オランダの画家、版画家。 



 47 

2-2-2 形象の動き 

 位置や範囲を表す空間に対して、形象とは空間における具体的な（諸）元素であ

り、絵の内容を伝えるものである。物語の喚起といった観点から、筆者は形象を大き

く三つに分ける。まず、「事件の形象」であり、事象に関与する（諸）形象である。次に

「環境の形象」は、事象が起こる場所を提示するもので、雰囲気づくりにも役立つ。

なお、「一図多景」を使っている作品では、「環境の形象」はさらにストーリーを展開

する機能を果たす。例えば、前節で挙げるグレコの《ラオコオン》においては、背景

によってその後の事象を暗示している。そして最後に、「無関係の形象」は事象の発

生と発展に直接関与しない、または影響を及ばさない形象である。このような形象を

設置する目的は、ある種の機能を果たすため、ストーリー以外の物事・考えを象徴す

るためなど様々である。例えば、第１章３節で挙げたクーポラの「天地創造」を表現す

るモザイク画（図 9）には、「天使」のような形象が存在している。それらは原文に登場

しないキャラクターであるが、創造（事象）の順番を提示するため設置されている「無

関係の形象」である。 

形象は「外見」と「動き」という二つの面により作り上げられている。人間の形象を例

とすると、「外見」は人の容貌や体の特徴、服装であり、「動き」は動作や表情の変化

を指す。換言すれば、形象に対して前者は静的な描写であり、後者は動的な描写

である。「外見」は、具体的な内容や主題、そしてある作者のスタイルが具現化したも

のである。本節では、ある具体的な物語がどのように絵画に表現されるかということで

はなく、物語を喚起するモデル、「言葉がない物語」という絵画を創作する原理を明

らかにするため、形象の動きだけを考察する。 

無味乾燥な報道とは一線を画し、物語というものが人を引きつけて夢中にさせる

のは、その「ドラマ性」に起因すると思われる。良い物語作品はドラマ性無くしては成

り立たず、またベリンスキー（Vissarion Belinsky）87が言うように、「ドラマの要素は当

然叙事的な要素の中に溶け込むべきであり、作品の価値を増加させる」ものである。 

ドラマ性の発生に関しては、古代ギリシア時代から議論されている。アリストテレス

（Aristotle）は『詩学（Poetics）』の中でドラマ性について言及する際、第一に「動き」

を強調した。中国の演劇研究者譚霈生88は、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘ

 
87 ヴィッサリオン・グリゴーリエヴィッチ・ベリンスキー（Vissarion Belinsky、1811 年 6月 11日 - 1848

年 6月 7 日）、ロシアの文芸批評家。 
88 譚 霈生（たん ぺいせい、1933 年 5月 4 日〜）、中国の演劇、文芸理論学家、中央戯劇学院教

授。 
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ーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）の意志の衝突に関する論説の流れを汲み、

ドラマ性に対して、「仮定された状況の中で直観的な動きを展開する；観衆をハラハ

ラさせ、因果伝承の動きを通して人物の性格や人物間の関係の本質について気付

くよう導く」89と簡潔かつ詳しく定義した。また、19 世紀のドイツ劇作家グスタフ・フライ

ターク（Gustav Freytag）90もドラマのプロットに関する議論で、ドラマ性は内的心理と

外的行動が統一して生み出すものと指摘している。心理面に関する解釈は非常に

複雑かも知れないが、形象の動きが生み出したドラマ性から物語を感じ取れることに

ついては、筆者自身も身を以て体験したことがある。 

          

図 24 Tamara Kvesitadze 《Man and Woman》、2010 年、公共彫刻、８００ｃｍ（高さ）、ティビリシ 

 

2012 年の夏、ジョージアからの留学生から、バトゥミ（Batumi）にある公共彫刻（図

24）のことを聞いた。この公共彫刻は男女二人を彫刻したものであり、彼らの両腕は

《ミロのヴィーナス》のようで、体はエッシャーの《婚姻の絆》と酷似していた。二つの

彫像は背筋をピンと伸ばし、向かい合わせで立っていた。この写真を見たとき、筆者

は直感的に男女に関する物語や、《最初の暗雲》のような対峙を思い出した。しかし

この彫刻の最も精妙なところは形ではなく、彫像そのものが動くことである。留学生が

続けて見せてくれた動画で、二つの彫像は星空の元でゆっくりと寄り添い、やがて二

人の体が接触しようとしたとき（図 24、右）、幽霊のように互いの体をすり抜けて通っ

ていくのである。彫刻が螺旋のような形をしているのは、このためであった。失われた

両腕は彼らが接触するのを避け、その動画はまるで悲しいラブストーリーを描いてい

 
89 譚 霈生『论戏剧性』北京大学出版社、2009 年、ｐ20 ＊これは筆者が翻訳したものである。 
90 グスタフ・フライターク（Gustav Freytag, 1816年 7月 13日 - 1895年 4月 30日）19 世紀ドイツの

著作家、歴史家。 
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るように見える。実際、この彫像は芸術家 Tamara Kvesitadze91によってデザインされ、

ムスリムの男の子とキリスト信徒である女の子の間に生まれた愛を描いた小説-『Ali 

and Nino』92を原形としている。筆者はその小説を読んだことがないが、彫像から感情

は十分に伝わる。上記より、いかなる視覚的な芸術の中でも、時間・動き・ドラマ性は

物語叙述と関連しあう概念であると言える。  

 空間的な造形芸術として、絵画は観者が感覚を通して直観的に形象を感じること

を必要とする。したがって、作者は日常の生活に注意を払い、人物や事象が備える

典型的な特徴を観察によって捉えなければならない。この特徴を表現するための媒

体こそ形象の動きである。同時に、動態は個体（事件の主題となる形象）の動きだけ

を頼りにしているのではなく、通常衝突がいくつかの個体間で生まれることも忘れて

はいけない。そのため、画面内にある複数の形象の間になんらかの関係を持たせる

方が、絵画のドラマ性が強まるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Tamara Kvesitadze、ジョージア出身、現代の彫刻家。 
92 『Ali and Nino』（1918−1920）はグルジア（キリスト教）の姫様とジョージア（イスラム教）人少年の恋愛

ストーリーを描いている。その本質は矛盾を持ち、異なる信仰・文化・民族の間の和解に関して論じる。

1937年ドイツで出版された。作者「Kurban Said」の詳細は不明である。 
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図 25 イリヤ・レーピン 《思いがけぬ帰宅》、1886年、油絵、160×167ｃm、トレチャコフ美術館、モス

クワ 

 

レーピンの《思いがけぬ帰宅（They Did Not Expect Him）》（図 25）は、まさにいく

つかの形象の瞬間的な動きを捉らえると同時に、それらの間に関係性を持たせるこ

とによって絶妙なドラマ性を生み出した一例である。作品は、ツァーリ統治下で、長

期間流浪し苦役を課せられた革命者が帰宅する場面を描写する。革命者はひどく

やつれて、ひげが長く伸び、古いコートをまとっていた。このとき彼は家に入ろうとし

て、両目を大きく開き、自分の母親を見つめていた。母親はソファーから立ち上がろ

うとしているが、まだ起きたばかりか、もしくは年のせいでその背筋を伸ばせずにいる。

私たちから見えるのは彼女の後ろ姿であるが、彼女の驚愕した様子がそこからでも

十分伝わってくる。また、その体勢から、彼女は突然の出来事に反応しきれず、動き

が鈍っていることも分かる。ピアノの隣にいる人物は、主人公の妻の可能性があるが、

同じく状況を呑み込めてない様子である。彼女の顔は驚き、おののいているようにも

見えるが、少し開いた口から、次の瞬間に泣き出すことも考えられる。二人の子供は

それぞれ違う表情をしている。男の子は満面の笑みで首を伸ばし、帰還した父を迎

えようとしているが、これは少し年齢が上で父親の顔を覚えているからであろう。それ

に対して女の子は、まるで知らない人を見たときのように体を縮ませている。恐らく、
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彼女が赤ん坊の時に父は流刑にされたのだろう。これは革命者が家を離れて長い

時間が経つことを暗示している。革命者の背後に立つ使用人は茫然としていて、こ

の薄汚い人物のことを知らず、嫌っているかもしれない。これらの動態は単なる動き

ではなく、各人物の心境を映し出している。動きと動きの間に関係性が発生すると、

この思いがけない帰宅に、更なるドラマ性が与えられるのである。 

 

 

図 26 イリヤ・レーピン 《ゴーゴリの「自殺」》、１９０９年、油絵、81×134.5cm、トレチャコフ美術館、モ

スクワ 

 

 体の動作の以外に、「表情」もドラマ性を出せる手段の一つである。同じく、レーピ

ンによって描かれた《ゴーゴリは『死せる魂』第二部の原稿を燃やせる（Gogol 

burning the manuscript of the second part of Dead Souls）》（図 26）という絵は、表情

に対する表現によって、筆者を震撼させた。ニコライ・ゴーゴリは１９世紀ロシアの文

学家であり、醜悪な現実社会を風刺する『検察官』、『死せる魂』などの作品で知られ

る。しかし、晩年の彼はキリスト教に溺れ、人々を理想社会へと教え導くことこそが自

己の使命であると感じるようになる。様々なことに遭遇したのち、ゴーゴリは進められ

なかった『死せる魂』第二部の草稿を火中に投じ、さらに、エルサレムの巡礼から戻

った後、聖職者に「神の目にとってあなたの作品は罪だ」と言われたために、書き溜

めてあった『死せる魂』の第二部を再び焼く。この絵が表現しているのは、2 度目の

原稿を焼く様子と考えられる。大きな面積をとった冷調は、私たちの目線をゴーゴリ

の顔に導き、彼の表情に注目させる。下からの光は、彼のくぼんだ顔をさらに陥没し

ているように見せる。ゴーゴリは口を横にし、目を見張りながら上の何かを見ているよ

うであり、また神に懺悔し、罪を許することを希求しているようにも見える。動きだけで
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あっても苦しさを表すことができるかもしれないが、表情がない場合その人物の複雑

な内面が見えず、そのストーリーの深さと雰囲気も弱くなると思われる。 

概括的に述べると、まず環境形象を通して明暗の対照が強い視覚的な舞台効果

を作り出し、事件の形象に焦点を当てることで、動きと動きの中に含まれる暗示に注

目し、形象と事件を内的なドラマ性に向かって引き寄せることができる。この様な画

面は審美的な意味を有することとなり、瞬間の暗示によって典型的な人物と事象を

強調して、ドラマ性のある動きを作り出すことになる。こういったドラマ性の表現は、瞬

間的な動きとドラマ性のある事象によって観者に心理的な暗示を与え、さらに観者

に真実味のある視覚的審美をもたらして、物語を喚起する。 

絵画作品を鑑賞するとき、私たちはまず画面内の空間に注目し、そして空間にお

ける形象から伝えられている情報を受けて、最後に作品の内容を理解する。簡単に

言えば、空間は絵の全体であり、形象は絵の細部である。瞬間（単独画面）によって

事象を伝達するに際して、両者のうちどちらも欠くことはできない。本節では、ストー

リーにおいて単一事象を展開することを前提に、脱構築の方法で単一画面を構成

する要素を考察した。特定の物語を対象としていないために、論点は基本的な原理、

創作する要点に限られており、メインキャラクターとサブキャラクターの位置、背景空

間の作り上げ、明暗や色調などとストーリー展開の影響などの問題について分析し

てない（これについては、第 3 章で私は自作を対象として具体的に説明する）。しか

し、「視点」と「動き」という観点を用いることで、単一画面で事象を展開するという目

的を達成するものと思われる。 
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2-3 連続画面の見せ方 

 連続画面によって構成される絵画作品において、単一画面はある映画における 1

シーンのように独立した一つの事象を表現するが、「因果関係」を持っている事象を

繋げるからこそ、完全にストーリーを展開することができる。本節では、連続画面また

は（ストーリーにおける）連続場面を、同一平面において繋げる形式と、異なる平面

における連続画面を展開する形式をそれぞれ考察し分析する。 

2-3-1 同一平面における連続画面の見せ方 

（1）並置 

 本稿の第 1 章 2 節では「一図多景」という形式に言及した。この形式では、使用で

きる空間の制限や作者の目的によって、ストーリーの異なる時間で起きる事件が同じ

画幅に置かれる。筆者はこの手段を「並置」と呼ぶ。「並置」という手段を用いる物語

絵画には長い歴史があり、絵画によって物語を伝達することの最初の試みとも言え

る。 

 

図 27 作者不明、《Odysseus and his companions blinding the Cyclops》、紀元前 565–紀元前 560、

陶芸、フランス国立図書館、パリ 
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スーザン・ウッドフォードは『古代芸術品の神話形象』という本の中で、ラコニア 

(Laconia) 陶器の大皿に描かれている《Odysseus and his companions blinding the 

Cyclops》という絵（図 27）の中に存在する構図方法について「図象がどの話をしてい

るのか、一目でわかる。しかしその表現している瞬間は時間的に噛み合っていない

ようで、どうやら違う瞬間の事件を同じところに置いたようだ」と述べた。93 

  この陶器には英雄オデュッセウス94が、目が一つしかない巨人のポリュペーモス95

に傷を負わせる場面が描かれているが、いくつか違う物語も表現されている。まず、

画面右側にいるポリュペーモスは両手で人間の足を掴んでおり、オデュッセウスの

部下の肉で作った人肉料理を食べているようである。巨人の目の前にいる片手で杯

を持った人物は、明らかに巨人に酒を勧めているオデュッセウスを表現している。し

かし、同時にオデュッセウスは後ろの三人と一緒に巨人の目に向かって刃物を刺そ

うとしている様子がみられる。上に描かれた蛇と下に描かれた魚が表すものは不明

であるが、オデュッセウスの海上の旅を象徴しているの可能性がある。画面は非常

に簡潔であるが、ロジックとしては考察すべき点がある。それは、違う動きを同時に行

うことが不可能だからである。巨人は両手に物を持っているので、オデュッセウスに

酒を飲ませてもらうことはできない。また、まだ酔ってない巨人に対して、オデュッセ

ウスが直接挑戦することないと思われる。 

これに対してスーザン・ウッドフォードは「芸術家は物語の一瞬、また系列となるプ

ロットも表現してはいない。彼はただ、物語の発展を我々に教えているだけだ：ポリュ

ペーモスが人間を食べて、酒に酔い、目をつぶされる。しかし全ての過程が同じ形

象の中に集まっている」と述べ、また「このように、要点を表現する形象を使って物語

の重要な部分を全て表すというのは非常に効率の良い方法である」96と評価している。

並置とは、相次いで発展していく物語の、異なる要素をすべて取り出して一定の方

法で組み合わせ、同じ空間、作品の中に並置することである。つまりこれは「要点の

並置」と言える。この形式は、前述の形象を使い物語の瞬間の前後について暗示す

るという方法に似ている。相違点として、「要点の並置」は、いずれかの瞬間に暗示

 
93 Susan Woodford 、Images of myths in classical antiquity、Cambridge University Press、2002 
   *引用文は、筆者が中国語の訳本（『古代艺术品中的神话形象』贾磊 訳、山东画报出版社，

2006、ｐ43）に基づき、翻訳したもの。 
94 オデュッセウス（Odysseus）ギリシア神話の英雄で、イタケーの王（バシレウス）であり、ホメーロスの

叙事詩『オデュッセイア』の主人公でもある。 
95 ポリュペーモス（Polyphemus)。ギリシア神話に登場する一つ目の人食い巨人である。 
96 Susan Woodford 、Images of myths in classical antiquity、Cambridge University Press、2002 
   *引用文は、筆者が中国語の訳本（『古代艺术品中的神话形象』贾磊 訳、山东画报出版社，

2006、ｐ44）に基づき、翻訳したもの。 
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性のある形象を加えるのではなく、多くの要素をまとめて独立した場面（瞬間）を形

成する。 

要点の並置は、美術史のなかでも、原始的な叙事的絵画⽅法である。この方法

では、物語における各段階の要点をまとめても、観者から見えるのは依然として一つ

の場面である。これと比べると、古典的な西洋絵画の中でよく使われている「異時同

図」という形式は物語伝達においてさらなる効果を発揮する。フランスの彫刻家オー

ギュスト・ロダン（Auguste Rodin） は「異時同図」について、「（形象が）同じ画面や同

じ群像のグループの中において、連続した場面を表現するとき、絵画と彫刻は演劇

芸術と同じような高さに達せる」と評価する。ロダンはフランス画家アントワーヌ・ヴァト

ー（Jean-Antoine Watteau） の名作《シテールへの船出（The Embarkation for 

Cythera）》 （図 28）に高い評価を与え、以下のように分析している： 

 

 

図 28 アントワーヌ・ヴァトー 《シテールへの船出》、1717年、油絵､１２９×１９４cm、ルーヴル美術

館、パリ 

 

−−（前略）この傑作に於いて活動は、どうかそれに注意をして戴きたいのです

が、それはずっと右手の近景から発して、遥か左手の遠景におよんでいるま

す。 

先ず画面の前景、爽かな木陰の、薔薇に飾られたシプリスの胸像の辺りに眺め

られるのは、一人の若い女性とその讃美者とよりなる一群れです。その男は、贯

かれた心臓が縫取られている恋の肩被を身につけております。それが、彼が首

途に上ることを願っていた旅の優しい徽章なのです。 
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膝を折り曲げて、彼は承知して呉れるようにと心を尽して美女に願っております。

しかし彼女は、おそらくはそう装っているのでしょうが彼に冷やかさを差向蹴て

おり、さも興ありげに彼女の扇子の飾りを眺めているかの模様に見えます…… 

−−彼等の傍には（と私は口を開いた）お尻も露わに箙の上に坐っている一人

の小さな愛神がおります。彼はその若い女性がいたく躇っているのを知って、そ

の裳裾を引張ってそんなにつれなくせぬ様にと奨めております。 

−−全くその通りです。だが今の処はまだ巡礼の杖と恋の祈祷書とは地上に横

たわっています。これが第一の情景です。 

次は第二の情景です。 

今述べた群の左手に、今一つの一対があります。恋する女性は、彼女が起上

がるのを援けようと差出されてる手を握りしめております。 

−−そうです。彼女は背を見せていて、ワトー、悩がましいまでの風情もて描いた

あの黄金髪の頸の一つをもっています。 

−−更にその先には第三の場面。男は恋人の胴に手を廻して彼女を引きよせよ

うとしています。彼女は友らの方を振り向いています。その躊躇が彼女自身にも

いささかの不安を与えるのです。そして彼女は受身ながらに承諾して引寄せら

れております。 

いまや恋人達は砂浜を下ってゆきます。そしてことごとくが相共に笑いさざめき

ながら舟をさしてゆくのです。男達は今はもう歎願をする必要すらもありません。

女達の方から彼等にすがりっているのですから。 

遂に巡礼者達は、水の上に金色の噴火獣や、花飾りや絹の赤い綬を摇らめか

せている小舟の中へ、その愛人達を乗らせます。擢に身を凭せた舟夫達は、そ

れを操ろうと待ちかまえております。そして早くも微風に運ばれてひらひらと飛

ぶ小さな愛神達は、水平線上に浮ぶ瑠璃色の島をさして旅人達の先達をして

いるのです。97 

 

ロダンの解説では、この絵は恋愛小説のように表現されている。男の人の求愛、

女性の心理上の変化は、形象の動きと位置の変化を通して反映されている。しか

し、ロダンの解説がないと、私たちはこの絵を自然の中で遊んでいる、ただの風景画

と見なす可能性がある。これは「並置」によくみられる見せ方の問題点である。 

「異時同図」とは画面を分割せず、異なる時間で起きる事象を本来の空間から抜

 
97 ロダン、述 ; ポール・グセル、編（古川 達雄、訳）『ロダンの言葉』三笠書房、1953 年、ｐ73〜76 
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き出し、同じ背景に置く方法である。この方法によって、同一の画面でより明らかに

複数の事象を表現し、ストーリーを展開できる。またこれは一定程度の形式美を備え

ている。しかし、画面を分割しないと、観者の読む／見る順序がなくなり、観者にスト

ーリーを読みとらせることができない恐れがある。このように考えると、「言葉がない物

語」という前提では、連続的に諸事象を表現する際に順序を提示することが必要だ

と考える。 
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（2）分割 

ルネサンス以来、特に透視図法の発明により、一つの画面には通常一つの統一

した空間しか表現できない。それは、そのような空間が一番現実に近いからである。

一方で、より良くストーリーを伝達するため、画家は「画面を機械的に分割して（スト

ーリーにおける）複数の場面を連続させ」98、順序をつけて、できるかぎり多くの場面

を表現し、時間に広がりをもたせようとしている。画面を分割する手段は、主に二つ

ある。一つは「直接分割」という手段で、フリーズやコマなど装飾的・機能的なものに

よって、直接的に画面を分割する。もう一つの「間接分割」という手段は、柱、鏡、ド

ア・戸などによって、間接的に複数の場面を分割する。  

 

図 29 ガウデンツィオ・ フェラーリ 《Stories of life and passion of Christ》、1513 年、壁画、サンタ・マ

リア・デッレ・グラツィエ教会、ミラノ 

 

直接分割とは、その名の示すとおり、直観的に同一平面において連続画面を展

開する形式である。古代の玄室壁画、記念柱、祭壇画などに広く用いられている。

画家ガウデンツィオ・ フェラーリ（Gaudenzio Ferrari）99により制作されたこの壁画（図

29）は直接分割が用いられており、一つの壁で「受胎告知」から「キリストの復活」まで

 
98 肥塚隆、「造形芸術と時間−古代南アジアの説話浮彫を中心に」『芸術と脳 −絵画と文学、時間と

空間の脳科学−』、近藤寿人 編、 大阪大学出版会、2013 年、ｐ.164 
99 ガウデンツィオ・ フェラーリ（Gaudenzio Ferrari、1471 年頃 – 1546年 1月 11日）、イタリアの画

家、彫刻家。 
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連続的に「イエスの生涯」を述べる 21 の画面100を展開している。 

画面分割の方法は最終的にコマという、現在の物語表現で最も人々に好かれて

いる漫画の形式に変化する。定義は明確になっていないが、物語の背景や内容が

複雑で、また物語の叙述と画面の実験性を重視した漫画を「図形小説」（グラフィック

ノベル）と呼ぶこともある。漫画のコマ割りが上述の空間分割からきたことを証明する

証拠はないが、漫画のコマ割り研究を専門とする王爍博士101との討論を通して、コマ

割りの意図は、絵画の時間表現を追求する叙事的な需要からくるものという考えに

至った。 

漫画の多くは、当初新聞に載せられたり、本として出版されていたりしたため、上

述の並置方法とは違い、展開できる平面が非常に限られていた。そのため、コマ割

りは最も簡単で必然的な手段であった。しかし、このような制限があったからこそ、漫

画はより多くの可能性を手に入れた。空間は小さいが、漫画はコマ割りによって連続

的102な時間を持つものであると言える。 

 

図 30 デイブ・ギボンス/アラン・ムーア 《ウォッチメン》、1986-1987年、コミック 

 
100 上から下へ、左から右への順番に従い：「受胎告知」、「キリストの降誕」、「東方の三博士」、「キリス

トの家族はエジプトに逃げる」、「キリストの洗礼」、「ラザロの蘇生」、「キリストがエルサレムに入る」、

「最後の晩餐」（上）、「洗足式」、「ゲツセマネの祈り」、「キリストの捕縛」、「サンヘドリンの裁判」、「ピラ

トの裁判」、「キリストに対する鞭打ち」（中）、「エッケ・ホモ（この人を見よ）」、「十字架を運ぶ」、「十字

架をつける」、「磔刑」（一番大きい画面）、「キリスト降架」、「キリストの地獄への降下」、「キリストの復

活」（下） 
101 王 爍（おう しょう）、中国の漫画理論研究者、漫画作者。2007年、中央美術学院で「漫画のコマ

分け」をテーマとし、博士号（美術・デザイン）取得した。 
102 叙述の間隔が短くて、速度が早いこと。 
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 デイブ・ギボンス（Dave Gibbons）103が作画を担当し、アラン・ムーア（Alan Moore）

104がライターを担当した『ウォッチメン（Watchmen）』は SF 文学賞の「ヒューゴー賞

（The Hugo Awards）」を獲得したはじめての漫画作品であり、史上初の本当の意味

での図形小説とも言われている105。受賞の重要な要素として、内容の深淵さに加え

て、非常に優れたコマ割りのテクニックもあると思われる。動きに重き置く事象を叙述

するとき、作者が平面を等分することによって、叙述のスピードを秒の単位に縮める

ことがある（図 30）。観者に想像させる余地は残していないが、映画のような緊張感

が作り上げられている。この作品は、のちのアメリカン・コミックの形式に影響を与える

こととなった。 

 

図 31 ショーン・タン 《アライバル》、絵本、2006年（制作年） 

     

 オーストラリアの芸術家ショーン・タン106の名作『アライバル（The Arrival）』では、コ

マに等分された画面と単一の画面と組み合わされ、二つの物語視点が併用されて

いる（図 31）。単独の絵画で場所や重要な瞬間に起こったプロットを表現し、一方で

コマを使って動きと細部を描き、その歴史的な事件と様々な人物の運命を交錯させ

て細かい叙述を構成する。 

 

 
103 デイブ・ギボンス（Dave Gibbons、1949 年 4月 14 日-）、イギリスの漫画家、小説家。 
104 アラン・ムーア（Alan Moore、1953 年 11月 18 日- ）、イギリス出身の漫画原作者。 
105 「ウォッチメン」が賞を取れたのは漫画ではなく図形小説として投稿したからという説もある。 
106 ショーン・タン（Shaun Tan、陳志勇、1974年 - ）、オーストラリアのイラストレーター、絵本作家、映

像作家。 



 61 

 

 

図 32 ロレンツォ・モナコ、《ヘロデの宴》、1387-1388年、テンペラ、33.8×67.7cm、ルーヴル美術

館、パリ 

 

建物の柱は、古典的な西洋絵画で、複数画面を分割する道具として使われること

が多い。ロレンツォ・モナコ（Lorenzo Monaco）107が描いた《ヘロデの宴（The Banquet 

of Herod）》は描画した建物の柱を使って平面を分割した（図 32）。この絵は「洗礼者

ヨハネの死」に関する三つの場面が描かれており、画面全体を分割しているため、

私たちは作品を本のように左から右へと見ることができる。画面の中のヨハネはすで

に首を刎ねられ、残った死体が画面左の牢獄の中で横たわっている。続いて、オー

プン式の宴会場が目に入り、ガリラヤ領主ヘロデの宴会が画面の中心を占拠してい

る。そこでは、血まみれの頭が給仕により国王の目の前にさし出される。つい先程ま

で領主にダンスを見せていたサロメは傍観者のように見える。領主は彼女の要望を

一つ叶えると約束し、サロメはヨハネの死を要求した。彼女はヨハネの頭を拾い、画

面右側の部屋の中にいる自分の母ヘロデヤに献上する。 

画面の中で、監獄、宴会場、ヘロデヤの部屋は同じ建物の中に位置している。つ

まり、三つの画面の存在が認識できるが、これらは同じ建築空間の中に存在する。こ

れは画面内の「柱」という要素によって成立している。この作品の柱は、建物の支え

以外に、作者が時空を分割する道具であり、時間の延長を実現すると同時に画面に

統一感を持たせている。 

 
107 ロレンツォ・モナコ（Lorenzo Monaco, 1370 年頃 - 1425年）、本名ピエロ・ディ・ジョヴァンニ

（Piero di Giovanni）は、イタリア、フィレンツェの画家。 
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図 33 エドゥアール・マネ 《フォリー・ベルジェールのバー》、1882 年、油絵、96×130cm、コートール

ド・ギャラリー、ロンドン 

 

柱以外には窓やドアの枠な、また鏡もよく平面の分割に使われる。エドゥアール・

マネ（Édouard Manet）の《フォリー・ベルジェールのバー（A Bar at the Folies-

Bergère）》（図 33）では、このような方法が使用されている。画面のメインテーマは少

し疲れている女性ウェイトレスで、彼女の後にある鏡からは、彼女が見ているバーの

全貌が窺える。彼の作品が狭義では叙事作品と言い難いが、このように多時空を自

然と分割する方法は確かに叙事的な絵画においても試す価値があると考える。 

 

絵に画面分割という形式を用いると、本当の意味で連続的なストーリー展開が実

現できる。また、分割する手段や道具を活用し、さらにおもしろい物語伝達の効果を

発揮することができる。本節では、順序がある複数場面を一つの画面で表現するこ

とに着眼して基本的な形式のみを考察したが、他に存在すると考えられる多くの可

能性に対して議論していない。なお、分割はもっぱら単一画面を基本とする形式で

あるが、複数の場面を同じ平面空間において繋げると、観者の視点が分散する恐れ

があることについて言及しておく。 
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2-3-2 異なる平面における連続画面の見せ方 

（1）「本」という見せ方 

 並置と分割は、一つの平面において連続画面（場面）を展開する形式である。い

ずれにもそれぞれメリット、デメリットがある。しかし、筆者の考えでは、連続画面を展

開する際に最も理想的な形式は、異なる平面を繋げ、観者に見せる、すなわち「本」

という形式である。また、友井伸一は「本も美術も、物体を媒体にして何らかの情報

を伝えるものとして考えれば、その起源は共に旧石器時代の洞窟壁画にまでさかの

ぼる。もちろん、本が冊子体の複製物として成立してきた歴史、あるいは近代的な意

味での美術が誕生した背景を考慮すれば議論はあるだろうが、メデイア（情報媒体）

という大きな視点からみれば、本と美術は近しいものである」108と述べている。 

本は複数の平面の集合であり、圧縮された時空である。したがって、本を読む（見

る）ことが、圧縮された時空を展開していく過程とも言える。ページを開けて、めくると

いった動きに伴って、「過去」と「未来」は同時に見ることができない。このような見せ

方のメリットは、観者に「過去」を記憶し、「未来」を想像させられることにある。同じ平

面（空間）で展開されている連続的画面を見る場合、視点の移動だけで、異なる場

面を読み取れる。一つの場面に注目していても、並べられている「発生した事象」や

「発生しようとする事象」を目の端で捉えられる。しかし、本の形で展示される連続的

画面を見る時、目の前の画面によって伝達される事象を理解するために、無意識に

前のページを回想し、次のページを予想する。多少受動的ではあるが、物語を喚起

する際には必要である。また、壁に掛ける形式と比べて、本はより近い距離から鑑賞

するので、本によって連続的画面を展示すれば、観者の視覚的な集中力を強め、

画面に含まれた細かい点に気付かせることができる。 

 
108 友井伸一、「本と美術の競演-はじめに」『本と美術-2 世紀の挿絵本からアーティスツ・ブックスま

で』（2002 年 7月 6 日から 8月 25 日まで徳島県立近代美術館に開催した展示のカタログ）、徳島県

立近代美術館、2002 年、ｐ.7 



 64 

 

図 34 オーブリー・ヴィンセント・ビアズリー 《『髪盗人』の表紙絵』》、1896年、インク・ペン、２４.８×１

７.６cm、大英博物館（Prints & Drawings Study Room、版画・素描閲覧室）、ロンドン 

 

本は小さく、軽く、保存しやすいため、工芸品や収蔵品としての価値が生じるよう

になった。この価値を体現しているのは本の装丁である。また、本の装丁、特に表紙

のデザインは、一枚の絵と見なすことができるため、装丁の職人ではなく、表紙をデ

ザインする画家も少なくなかった。ラファエル前派の代表であるダンテ・ゲイブリエ

ル・ロセッティ（Dante Gabriel Rossetti）109は、詩人、また画家として活動するともに、

本の装丁の仕事もしていた。ロセッティがデザインする表紙は、簡潔で優雅な雰囲

気を備えている。例えば、彼が自著のため作った表紙は、幾何学的な花模様をつけ

た青緑両色の布だけである。装飾風なものの他に、一枚の絵で全本の内容を概括

し表現するものもある。例えば、オーブリー・ヴィンセント・ビアズリー（Aubrey Vincent 

Beardsley）110は『髪盗人（The Rape of the Lock）』111のためにデザインした表紙（図

 
109 ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ（Dante Gabriel Rossetti、1828年 5月 12日 - 1882 年 4 月 10

日）、19 世紀のイギリスの画家・詩人 
110オーブリー・ヴィンセント・ビアズリー（Aubrey Vincent Beardsley、1872 年 8月 21日 - 1898年 3

月 16 日）、イギリスのイラストレーター、詩人、小説家。 
111 イギリスの詩人アレキサンダー・ポープ（Alexander Pope,1688年 5月 21日 - 1744年 5月 30

日）によって書かれた擬似英雄詩である。 
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34）で、一本のハサミと煙のような髪を中央の円に置き、その周りに燭台を対称的に

二つ描いている。この宗教的な感覚を感じ取れる表紙は、原文に含まれているフェ

ティシズムとちょうど良く合致している。 

本の装丁の他に、絵画、物語と本を関連するのは挿絵である。本の挿絵は、単な

る装飾ではなく、文字による叙述のイメージに対する転換や補足となる。挿絵の表現

形式と風格は一定ではなく、古典的な絵画の荘厳さ、アール・ヌーヴォー式の華麗

さ、表現主義のような質朴さなどが、挿絵の代表的な風格にある。ポール・ギュスタ

ーヴ・ドレ（Paul Gustave Doré）112は筆者が最も尊敬する挿絵画家であり、写実的で

雄大なストーリー場面を作り上げることに優れている。一方、詩人でもあるウィリアム・

ブレイク（William Blake）113は神秘的な形象を用いて、聖書のイメージを具象化して

いる。 

 「愛の画家」と呼ばれているマルク・シャガール（Marc Chagall）114は 35歳ですでに

自伝『わが生涯（My life）』を完成させていた。この自伝のためにシャガールは 20 枚

の挿絵を作成したが、当時翻訳の問題で本と同時に出版することができず、単なる

20 枚の挿絵をまとめた画集として出版していた。絵と照らし合わせるテキストはなか

ったが、シャガールが思うままに線で描いた「言葉がない物語」は、大きな反響を呼

んだ。例えば、挿絵における一枚の自画像では、シャガールは自分の頭の上にふる

さとの家を、妻、子供、両親を自分の下に描いている。家族に対する愛は、この超現

実的な自画像によって完全に表現されており、余計なテキストは必要ないだろう。 

筆者の考えから言えば、作品の見せ方は制作の手段と互いに関連している。ある

種の制作手段には、必ず最も適当な見せ方がある。同様に、作品の見せ方を決め

たら、見せ方に合う制作手段を用いるのが良いと考える。本と美術、物語と挿絵につ

いて述べる際、「版画」に言及する必要がある。 

 

 

 
112ポール・ギュスターヴ・ドレ（Paul Gustave Doré、1832 年 1月 6 日 – 1883 年 1月 23日）フランスの

イラストレーター、版画家、挿絵画家。 
113ウィリアム・ブレイク（William Blake、1757年 11月 28 日 - 1827年 8月 12日）イギリスの詩人、画

家、版画家。 
114マルク・シャガール（Marc Chagall、 1887年 7月 7 日 - 1985年 3月 28 日）、ロシア出身のフラン

スの画家。 
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（2）物語絵画としての版画115 

版画の魅力は、まずその表現の多様性にある。版の状態に着目すると、版画には

「凹凸平孔」という四つの類型がある。四つの類型によって効果が異なり、画家も作

品の美的魅力を高めるために様々な技法を使用している。 

 

 
図 35 アルブレヒト・デューラー 《黙示録の四騎士》、１４９８年、木版画、38.7×27.9 cm、カールスル

ーエ州立美術館、カールスルーエ 

 

凸版画は木版画や木口木版画などが含まれ、刻み方と素材はそれぞれ異なるが、

不要な部分を取り除き、版の凸部（残した部分）にインクを付けて、紙に転写する点

が共通している。古くから存在する版画の代表として、木版挿絵は 15世紀末ですで

に成熟していた。1498 年にルネサンス時代の巨匠アルブレヒト・デューラー

（Albrecht Dürer）は驚くべき技術を通して、『黙示録』の中の記述を十四点の木版画

に描き、刊行した。若きデューラーの傑作は、彼の画家、版画家としての名を一躍世

間に知らしめた。「四騎士」（図 35）は、その挿絵の中で最も知られている作品の１つ

 
115 版画が複製した絵なので、複数の所蔵先がある場合があるから、本節で引用する図版の下に特

に書いてない。 
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である。『ヨハネの黙示録』で、「四騎士」116は子羊が七つの封印のうち最初の四つの

封印を解いた時に出現している。この作品でデューラーは、木版画の代表的な線を

用いて、並んだ四人の騎士が、地面に倒れて逃げられなかった国王、市民、農民に

突き進む場面を表現している。画面の一番奥の第一の騎士から順に、原文の描写

を忠実に視覚化している。四人の騎士は世間を飛びまわり、怒りに駆られて全ての

悪を殺そうとした。このようにすることで、デューラーが得意とする寓意性のある幻想

的なスタイルが満ちている。 

 

 
116 『ヨハネの黙示録 6：1〜6：8』（『口語 新約聖書』日本聖書協会）でには、このように「四騎士の現身」を記述している：小

羊がその七つの封印の一つを解いた時、わたしが見ていると、四つの生き物の一つが、雷のような声で「きたれ」と呼ぶのを聞

いた（6:1）。そして見ていると、見よ、白い馬が出てきた。そして、それに乗っている者は、弓を手に持っており、また冠を与えら

れて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた（6:2）。小羊が第二の封印を解いた時、第二の生き物が「きたれ」と言うの

を、わたしは聞いた（6:3）。すると今度は、赤い馬が出てきた。そして、それに乗っている者は、人々が互に殺し合うようになるた

めに、地上から平和を奪い取ることを許され、また、大きなつるぎを与えられた（6:4）。また、第三の封印を解いた時、第三の生

き物が「きたれ」と言うのを、わたしは聞いた。そこで見ていると、見よ、黒い馬が出てきた。そして、それに乗っている者は、はか

りを手に持っていた（6:5）。すると、わたしは四つの生き物の間から出て来ると思われる声が、こう言うのを聞いた、「小麦一ます

は一デナリ。大麦三ますも一デナリ。オリブ油とぶどう酒とを、そこなうな」（6:6）。小羊が第四の封印を解いた時、第四の生き物

が「きたれ」と言う声を、わたしは聞いた（6:7）。そこで見ていると、見よ、青白い馬が出てきた。そして、それに乗っている者の名

は「死」と言い、それに黄泉が従っていた。彼らには、地の四分の一を支配する権威、および、つるぎと、ききんと、死と、地の獣

らとによって人を殺す権威とが、与えられた（6:8）。 
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図 36 ギュスターヴ・ドレ 《ダンテ『神曲』＜天国＞編第 31歌「白薔薇の霊と天使たち」》、１８６８年、

木口木版画、24．5×19．7ｃｍ 

 

木口木版は、木を輪切りにして切り出した、表面が硬質な木口板を版木として使

用している。また、ビュランを用いて彫ることで、精密で繊細な表現ができる木版画

である。木口木版は、イギリスの版画家トーマス・ビューイック（Thomas Bewick）117に

より発明され、１９世紀にピークに達し、多くの書籍挿絵や複製画に好んで用いられ

た。前文で言及するギュスターヴ・ドレは、多くの名作のために、美しい写実的な挿

絵を数多く制作した。彼の作品の最大の特徴は、文章に対する挿絵ではなく、挿絵

が独立したページの形で書籍の中に存在していることである。こうすることで、たとえ

本から抜き出して単独に挿絵をまとめたとしても、美観を失わずに物語を表現できる。

『神曲』においてこの挿絵（図 36）は、常に彼の代表的な作品と見なされる。ドレは方

寸（サイズ）の間に、無数の天使を描き、天国の壮大な景色を表現している。さらに、

ダンテとベアトリーチェを後ろ姿で描くことにより、観者を同じ視点に置き、彼らととも

に至高天を見つめさせる。ドレは版画、挿絵、物語を組み合わせた代表的な人物の

一人と言える。 

 
117 トーマス・ビューイック（Thomas Bewick、１７５３年８月１１日 – １８２８年１１月８日）、イギリスの木版画画家、博

物学学者。 
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図 37 ウィリアム・ブレイク 《『神曲』：愛欲者の圏》、1826〜1827年、銅版画（直刻法）、27.6 × 35.3

ｃｍ  

 

凹版画とは、凸版画と逆で、直接の彫刻または間接の腐食の方法を使用して版

面に凹部を作り出し、凹部にインクを詰めてプレス機で印刷する版画の類型である。

直刻法は木刻に似ているが、線はより滑らかで、豊かな光影のある画面を創作する

ことができる。銅版画師を職業としたウィリアム・ブレイク（William Blake）は、晩年でも

『神曲』の挿絵を制作していた（最終的に未完成の状態で亡くなった）。「愛欲者の

地獄」は地獄の第二圏であり、ダンテはこのサイクルで、セミラミス（Semiramis）、ディ

ードー（Dido）、トロイアのヘレネー（Helen of Troy）など愛欲に溺れた人々を描いた。

ウィリアム・ブレイクにより描かれたのは（図 37）、フランチェスカ・ダ・リミニ（Francesca 

da Rimini、フランチェスカ・ダ・ポレンタとも呼ばれる）から彼女の悲恋118を聞いて、ダ

ンテが意識を失って倒れる場面である。画面の大部分には、荒れ狂う暴風に吹き流

されている人々が描かれており、その歪んでいる体からは、苦痛を感じていると予想

できる。画面の右側には、憐憫の情を感じて気絶したダンテが描かれ、上に吹き流

されていくのはフランチェスカとパオロのようである。ブレイクは、人の姿を生き生きと

 
118 政治的な目的でリミニ領主であるジョヴァニ・マラテスタ（Giovanni Malatesta）と結婚したフランチェ

スカは、実は夫の兄弟であるパオロ・マラテスタ（Paolo Malatesta）と思い合っていた。この二人の関係

を発見したジョヴァンニは、フランチェスカとパオロを殺した。この二人の悲恋は、同時代のダンテの

『神曲』に入れられた他にも、多くの文学・音楽・美術作品の題材ともなった。 
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したシルクのように描写し、これらによって引き起こされた流れ動く視覚効果は、『愛

欲者の圏』と呼応している。 

 食刻（エッチング）は、「間接法」とも言われ、酸性溶液の腐食作用に基づく凹版画

の技法である。針またはペンで防腐食薬剤を塗布した金属版の表面に描画して、版

を酸性溶液のなかに入れる。こうすることで描画した部分が腐食を受け、インクを塗

布するための凹部が形成される。凸版画、直刻法と比べると、絵の描く方法と似てい

るため、芸術家の労力は少なくなる。また筆のように滑らかな線を実現することで、多

くの芸術家に愛されている技法である。例えば、アンリ・マティス（Henri Matisse）がス

テファヌ・マラルメ（Stéphane Mallarm）の詩編『半獣神の午後（The Afternoon of a 

Faun）』のために描いた挿絵には、エッチングを用いて、シンプルで滑らかな線のみ

で、幻想と情欲に満ちた詩作を鮮やかに表現している。 

凹、凸版画と比べて、リトグラフは絵画と全く同じであり、「画家の版画」とも呼ばれ

ている。リトグラフは１８世紀末にアロイス・ゼネフェルダー(Alois Senefelder)119により

発明され、印刷技術の発展を促進した。蒸気で作動する印刷機の発明により大量

印刷が可能となったこと、新聞、雑誌、またポスターなどの商業印刷といった実用的

な用途で盛んに用いられるようになったことで、一般の絵画とほとんど変わらないリト

グラフは隆盛した。リトグラフの制作において、刻みや腐食の必要がなく、画家はクレ

ヨンなどの油性材料を用いて直接に版の上に描画することができるようになった。製

版を経て、油水分離の原理により、描画した部分は水分を弾いてインクを吸収する。

逆に、油脂がない部分は油をはじき、印刷することが可能になる。リトグラフは、その

他の版画技法を必要とせず、筆跡の自然な感覚をそのまま印刷できるため、書籍の

挿絵に使用された。また、その後多くの画家たちに愛され、アーティストブックの興盛

を引き起こした。 

 
119 ヨハン・アロイス・ゼネフェルダー（Johann Alois Senefelder、1771 年 11月 6 日- 1834年 2月 26

日）、ドイツの俳優・劇作家。1796 年に、偶然リトグラフ（石版画）を発明した 
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図 38 フェルディナン・ドラクロワ 《シェイクスピア『ハムレット』による連作：第一幕第五場・テラスの亡

霊）》、１８４３年、リトグラフ、25.8×19.3ｃｍ（イメージサイズ） 

 

フェルディナン・ドラクロワ(Ferdinand Victor Eugène Delacroi）がリトグラフによりヨ

ハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe）の詩劇『ファウス

ト（Faust）』の挿絵を描いた時（1828 年）、賞賛よりも批判の方が多かった。しかし、そ

の後『ハムレット』をテーマに制作された 16 枚のリトグラフの連作（図 38）は、人々に

受け入れられるようになった。第一幕第五場を表現している絵は、「城壁の外で父で

ある先王の亡霊と言葉を交わすハムレットを表した石版画連作中の第 3 図」であり、

「亡き父の口からその死の真相が語られ、ハムレットは驚愕しながらも復讐を誓う」120

ところである。この絵ではハムレットの指が非常に興味深く、「これは本当に父の亡霊

であるのか、あるいは悪魔の偽装であるのか」を疑っているようで、ハムレットの優柔

不断な性格を表している。またリトグラフにより暗い夜空を忠実に描き出し、『ハムレッ

ト』の中に存在する憂鬱で重い雰囲気を作っている。シャルル・ボードレール

（Charles Baudelaire）が述べるように、ドラクロワとシェイクスピアの共通点は、憂鬱へ

の執念と人間の苦しみへの集中であると言える。 

 
120 『国立西洋美術館名作選』1989 年、国立西洋美術館、no. 122 
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図 39 エドゥアール・マネ 《『大鴉』の挿絵》、１８７５年、リトグラフ 

 

1875 年、ステファヌ・マラルメに招待されて、エドゥアール・マネ（Édouard Manet）

はエドガー・アラン・ポー（Edgar Allan Po）の象徴主義の物語詩『大鴉（The Raven）』

のために、６枚の挿絵を制作した。マネが、水墨画のように墨汁を用いて出したこの

質感は、後続のリトグラフにより完全に再現された。『大鴉』の主人公は恋人を亡くし

たばかりの男性ある。ある晩、神秘的で話すことができるカラスが彼の家を訪ね、パ

ラス（アテーナー）の胸像の上に止まった。男性どのような質問をしても、カラスは「二

度とない（Nevermore）」としか返事しなかった。アラン・ポーの他の作品と同様に、カ

ラスは死亡と神秘の象徴である。マネは、リトグラフの特徴を利用して、この場面の神

秘的な雰囲気を完全に具現化した挿絵（図 39）を描いた。 

異なる材質により多種多様な表現が生まれた版画は、長い歴史を経って、物語絵

画の代表的な手段の一種となった。特に版画で作った挿絵は物語、絵画、本を関

連させたと言える。今一度、版画を顧みることで、版画を制作する意義について筆者

の考えを述べる。 
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（3）版画を作る意義-自作への導き 

筆者が初めて絵画を学んだ時に、版画を担当した先生は「版画は物語を絵描くも

のだ」と述べた。この言葉は、筆者が版画を創作したいと思う直接のきっかけになり、

また大学卒業後に日本で版画を学んできた理由である。これは一側面であるが、事

実でもある。今振り返ってみると、筆者が物語絵画との最初に接触した「連環画」は、

リトグラフ版画によって作られている。物語は絵画により描かれ、絵画は版を通して

挿絵などの印刷物になってより広く伝達するという作者の需要を満たし、また美的な

視覚体験を望む観者の欲求を満足させる。版は次第に複製の媒介としてだけでは

なく、芸術の作品、絵画創作の手段となり、さらに物語絵画の代表になった。 

 東洋・西洋問わず美術の歴史には時々復古的傾向が見られるだろう。ルネサンス

を代表として、古典主義、ロマン主義や象徴主義にも復古的傾向がある。現在、まだ

ファインアートの文脈には認められていないが、コンピュータゲームで盛んに使用さ

れるデジタル絵画は、古典的な絵画の光と影、細部や雰囲気を処理する方式を採

用している。現代において物語絵画としての版画の伝統を続けていくことには、同じ

ように復古の意味がある。実は、筆者は「復古」という言い方は適切でないと考える。

ある芸術家や作品によって表現されている内容は、確かに作成した当時の作者の

感覚と考えが反映されているが、作品を創出する媒介、材質、手段、形式に対して、

時代が後であるということに問題はないと考えている。現在は既に版画により挿絵、

物語絵画を作る時代ではないと言われることもある。しかし、「過去の伝統的手段」は

「将来の新手段」と同じであり、現在の私たちが経験していないものである。そのため、

これは今再び版画で物語絵画を作る理由の一つになり得るのではないかと思う。ま

た、現代では技術の発達に従って、現代芸術家がアイデアや言葉だけで作品を「制

作」する（あるいは、構想して機械や他人に完成までを委託する）ことが多く見受けら

れる。このような時代において、自身の手によって作品を作ることは、作者の本質を

さらに体現することとなり、また作られた作品も価値を持つと考える。 

版画はそのような制作過程を強調している絵画であり、他の媒介と比べると、製版

と印刷という必要な段取りがある。異なる材質を用いた版画は、その描画、製版、印

刷の手順や方法も異なってくる。銅版の腐食、木版の刻み、リトグラフの水と油の反

発作用、シルクスクリーンの露光、すべてにおいて創作の楽しさがあると思われる。

このような特徴のため、現在、版画制作は現代デザインとポップカルチャーを取り込

んで、大衆の文化生活に加わってきた。版画の描画も他の絵画と異なり、例えば、リ



 74 

トグラフの修正は複雑で困難である。水と油の反発作用という製版原理を基に、うっ

かり素手で版に触ると、最終的な画面に厄介な跡を残してしまうこととなる。化学的な

薬液で修正することも可能ではあるが、修復の過程で多くの問題が発生する恐れが

ある。まだこれは回避可能なミスであるが、構図のバランスや形象の比例などの問題

は完全に修復できない。したがって、版画の作者は描画する前に様々なスケッチを

試し、結果を深め続ける必要がある。これも画面をコントロールするためのトレーニン

グの一種である。筆者自身のスキルとしては、基本的な画力がリトグラフの制作で最

も成長したスキルと考えている。なお、製版、印刷はさらに改善すべきであり、化学

薬品の使用、インクの量、紙の選択、インクローラーを使用する力の加減も数多くの

失敗からの経験を積む必要がある。筆者の創作者としての側面からは、自分の感覚

と考えを伝える作品を制作するだけではなく、制作の過程に夢中になることが重要と

考えるため、手で作ることを続けている。 
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まとめ 

 本章において考察した「内容」、「構図」、「展示」は、広くて内容の膨大なテーマか

もしれない。絵画作品を構成する基本として、この 3 つのどれを対象にしても、多く

の問題点が展開されるだろう。本章のはじめで述べた通り、創作に着眼するのであ

れば、この三つの面は独立したものではなく、緊密に脈絡がつながっており、それぞ

れに明らかにすることで創作の目標が達成できる。 

特に脈絡的なつながりを強調するのは、筆者のこれまでの創作の方式が不明瞭

であったためである。長年、筆者は直感的に創作を行っていた。丁寧に作品内容を

構想することはせず、また構図や展示も考慮せずに、自身の経験を基に作品を制

作していた。このような方式を否定するつもりはないが、明確な目的や動機がある場

合、最終的な作品も不安定な状態になる可能性がある。例えば、筆者の経験から言

うと、同じ空間形式を多くの作品で用いていたこと、単調な人物の動き、ランダムな

画面全体の効果などがみられた。 

だからこそ、本研究では創作の脈絡的なつながりを強調し、その中にあるそれぞ

れの段階の基本と要点、また自作に応用できる形式や類型をまとめた。結論を踏ま

え、筆者も遂に自作の形を明らかにできるようになったと感じる。それは、本の形で

連続的に事象を表現する版画作品である。次の章では、博士後期過程で作った作

品を対象として、どのように本研究で考察した原理と方式を実践し、絵のみでストーリ

ーを展開する目的を達成するのか説明する。 
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第 3 章 自作について 

   第 1 章、第 2 章で、筆者はテキストがないことを前提に、どのようにすれば絵画に

よって物語に関する観者の創出を喚起できるのかを問題点として、「連続的画面に

よるストーリーの展開」の原理、方法に対して考察・分析した。筆者は求めっているの

は、観者に作品からストーリーを感じ取らせ、さらに自由にストーリーを理解し、創出

することである。しかし、筆者は作品を創作する動機、そして伝えたい物事がある。し

たがって、本章では筆者が博士後期課程で作った作品《Genesis-A Story about 

Creator and Creation》の解説を通して、前述の中で考察した原理、形式、方法を、

実際の創作においてどのようにして実践したか説明する。 

3-1 物語の主題と内容 

3-1-1  自主創作のテーマ-現実を記録すること 

筆者を含め、美術大学の学生は「テーマ」について語ることが多い。テーマは自

作を解釈するかなめであり、また作品を創出する目的、動機でもある。テーマを具体

的な物事に定める作者もいれば、抽象的な概念を表現し伝えるのため作品を作る

作者もいる。筆者のテーマは「（絵画から伝わる物語を通して）「現実を記録すること」

である。以下では、これをテーマとしてきたきっかけを述べる。 

  以前から筆者は超現実的なイメージを表現する作品、特に 19 世紀末の作品に惹

かれている。写実的で具象的な画風を使う者もいたが、一般的に変革期の作家が

求めていたのは既に自然への模倣ではなく、現実という表象に埋没した、内在の精

神世界を視覚的にイメージにすることであった。シュルレアリスムにしろ、マジックリア

リズムにしろ、現実に基づいている一方で現実から離脱していく物事を表現する作

品は、時代に対するある一種の記録とも言える。このような理解より、筆者も同様に

自身の作品を通して時代を記録し表現したいと考え、母国である中国の天津美術

大学に入学した一年目（2007年）に、自主創作の意欲が芽生えるようになった121。 

 
121 3歳から絵を描き続けているが、それまでは静物、風景、肖像など画力を上げるための絵しか描

いていなかった。 
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当時、中国のインターネットは高速な発展を遂げている最中で122、外部ネットに対

する訪問も今のように制限されてなく、Google などのサイトは中国大陸でも自由にロ

グインすることができた。このような社会背景の中、一人で社会に出始めた私はそれ

までにない体験をした。まず、個人のソーシャルメディアの流行である。インターネッ

トを通して、誰もが自由に個人の意見や気持ちを共有することができた。創作者を目

標にする私にとって、インターネットは数多くの芸術作品と接し、自分の視野を広げ

て審美能力を向上させる手段となった。また、ギャラリーや美術館の展示、コンテスト

への参加と比べて、ネット上に自作を発表することは便利で、世界各地の観者や作

者たちと交流できるようになった123。一方、インターネットの流行に伴い流通するよう

になった大量の情報から、集団的な事件、倫理に反する悲劇、環境破壊、種族間・

宗教間の対立などの現代社会にあふれる暗がりも目にすることとなった。その中の

一部は筆者の人間性に対する認識を何度も転覆させ、それまで絵画に専念してい

た筆者に非常に大きな衝撃を与えた。 

どのような時代にも必ず暗い一面があり、時代を越えた共通の事情、またその時

代特有の事情がある。社会の暗い一面に伴って生じるマイナスな感情は、重苦しく、

人を落胆させるものである。しかし、記録を創作の目的とした筆者にとっては、これは

回避することのできない一面でもある。記録は、ある事件に対して理性的で客観的

な分析をすることは考えておらず、また記録によって現代社会の様々な現象の原因

や解決案を探し出せるわけではない。体験者でありながら傍観者でもある筆者は、

ただ自分の作品を用いて、現代社会における色々な問題を正面から見つめたいだ

けである。歳を重ね、いつか創作を引退する時、筆者は自分の品が、19 世紀末の作

品のように将来の人たちにとって、今現在の時代を解釈するための一つの参考とな

ることを追求している。したがって、「現実を記録する」ことは筆者の創作において最

も核心的なテーマであり続けている。また、これをテーマにしているからこそ、「物語」

という手段は私の最善、ないしは必然的な選択である。 

物語は実際に経験したことかもしれないし、作り出された幻想か想像された結末

かもしれない。しかし、いずれにせよ物語は必ず人々にとって最もなじみ深く、共鳴

を引き起こせる行為であると考える。たとえ日常の中でも、私たちは一つの民族や一

人について認識を深める際、自然とそれらに関する物語を知ろうとする。これが、筆

 
122 世界銀行のデータから見ると、2002 年から 2006年までの４年間で、中国の個人コンピューターの

所有量は、2.77台/千人から 56.49台/千人と 30倍に増加した。 
123 私は自主創作を始めたはかりの時、ネットにより作品を発表してきた。現在この方式を用いる作者

が多く、ネット上で作者のアソシエーションが形成されている。 
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者のテーマにする場合、最善で必然的な選択は物語の表現であると述べた理由で

ある。その結果、自作の第一段階で、私は現実で起こったことに対する自分の情緒、

観点、理解を不条理な虚構の物語として表現した。また作品内容を統一するため、

筆者は「CrazyCity」という虚構の世界、あるいはバラレールワールドを設定し、これら

の独立した物語たちをすべてこの世界の中に収めた。言い換えれば、筆者の作品

は、現代のある問題、ある感覚、または現代人の一種類の内的感覚に焦点を合わ

せていて、これらの作品を組み合わせたものによって「記録」という目的を実現してい

る。 

しかし、第一章で述べたように、当時筆者は物語の表現方法や絵画の物語性な

どについて認識が浅く、大半の作品は理想的なものとは言えなかった。後から学部

生時代の作品を振り返ると、自分でさえも創作した物語がわからなくなるほどである。

この時期では、最後の一組の作品になって、少しコツを掴んだように思えた。ここで

はそれを実践の作品として解説を加えたいと思う。 

 

図 40 筆者作品 《Dinner-A Story about Detritus Cycle 1〜5》、2014年、リトグラフ、６０×４５ｃｍ 

 

2014 年の年末、多摩美術大学博士前期課程の入試作品として、筆者は初めてリ

トグラフで 5つ連続の作品《Dinner-A Story about Detritus Cycle》（図 40）を作った。

この作品を創作したきっかけは、その夏に起こった「広西玉林犬肉祭り」という事件で

ある。当地の伝統的な慣習として、そこの住民は毎年の夏至に大量のライチと犬肉

を食べる。しかし犬はペットでもあるので、その特殊性からこの祭りは動物虐待（虐殺）

ではないかと疑われ、世界中で大きな論争を引き起こした。この慣習は伝統的に続

いているものであり、この事件は偶発的なものではなく、社会に存在するある種の対

立感情が集中して爆発したものと考えらえる。当時は暴力衝突も起こったという。こ

の事件に対し、人々は民俗的な伝統と現代道徳の関係などを含む様々な議論を繰

り広げたが、その中で筆者が最も興味を持ったのは人間－動物、食べる側－食べら

れる側の関係についての議論であった。 

人間と同じく、動物が他の動物を食べるのは単に生存のためであるが、その限界
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を超えれば生き物としての道徳に反しているという考えや、動物がみな平等であれ

ば、なぜペットとしての犬は豚や牛より優位にあるのかという疑問もあった。先述した

ように、筆者はこれらの意見に評価を下すのではなく、傍観者として考えを記録し、

物語として表現するだけである。そこで自分が考えたのは、「食物連鎖」のループ、

デトリタスサイクルである。簡単に言うと、植物は光合成をして、草食動物に食べられ

る。草食動物は肉食動物に食べられ、そして食物連鎖の頂端に立つ人間は、死亡

した後に細菌などに分解され、土地の栄養分として植物の成長に役立つ。したがっ

て、このサイクルの中の命はみな平等であり、ペットであろうが家畜であろうが、人間

であろうがそれは変わらない。しかし同時に、人間は自然のサイクルに強引に介入し、

人間特有の価値観や残酷な本能を用いてそのサイクルを複雑化させている。筆者

はこのテーマを少しホラーな物語に変化させた。上記のサイクルの各成分を人格化

し、現実とは異なる時空、順序、階級にまとめて、人間を食物とした饗宴を描いた。

五つの作品はそれぞれ宴に出現する 5 つの形象を表す。人間、死者、人格化され

た植物と動物、そして食物としての人間である。 

《Dinner-A Story about Detritus Cycle》は、第一段階における最後の作品であり、

その前の作品と比べると、比較的成功した試みである。しかし、内容の構成や表現

方法においては依然として問題が多く存在し、自身のテーマに対する認識もまだ確

立していなかった。そのため、これ以降の創作では、表現方法に対する試行に集中

することとした。この試みによりテーマも次第に深化され、表現方法や内容も変化し

た。 
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3-1-2  自分の「創世記」を作ったきっかけ 

博士前期課程に入学した後、筆者は抽象的な情緒と感覚を具体的な物語にする

方法について考え始めた。しかし、本稿の第一章でも述べたように、当時筆者は追

求したい絵画のあり方（すなわち物語を喚起する絵画）を明らかにしておらず、いか

に観者に対して自分の作品を物語として理解させるか苦悩していた。そこで、作品

にストーリーがあることを提示するため、既存の物語に対して再創作・再解釈をする

ことにした。また、作品間の関連性・全体性を追求しているため、今後の作品を導く

ために「最初」の意味を持つ作品を考えた。そのため、博士前期課程の創作テーマ

として筆者は旧約聖書の『創世記』の第 1 章から第 11 章までの内容を自分のストー

リーの基盤に選択した。 

この選択に至った背景には、キリスト教の伝統があった筆者の家族からの影響が

ある。ロシア人の曾祖母は正教会の敬虔な信者だったらしく、祖父も生後キリストを

信仰するようになった。宗教について話す機会がないまま祖父は亡くなったが、敬

虔なキリスト教徒ではないようであった。祖父の手記の中には、宗教教義の中に存

在する規範や時代遅れな観点に対する批判が書かれていた。祖父は、いかなる信

仰の中にも普遍的な価値や道徳は存在し、これらの美徳を求めるため人間は自己

管理を行うべきだと考えていた。そして、免罪符の販売等、宗教にかかわる人物が

信仰を利用して上の人の需要を満たす行為を大いに嫌った。曾祖母の厳しい宗教

的な生活習慣に抑圧を感じたのか、祖父は 19 歳でアメリカへ渡り、遠い親戚に身を

寄せた。そしてそこで彼は、大学に入り、哲学と古代中近東地域の歴史を勉強し始

めた。また同じ時期に「自由主義神学」に触れた祖父は大いに興奮し、信仰をメソジ

スト教会124へと改宗した。その後、社会の変動を経て、筆者の出生時には家族から

宗教は消え去っていた。しかし、それでも祖父は宗教、特に旧約聖書の物語を話す

のが好きだった。彼が宗教を伝承したかったか、単に教育のために聖書の物語を使

っていたかは分からないが、筆者の成長はそのような環境の中であった。中でも『創

世記』は、祖父から最初に聞かされたもので、最も馴染み深い話である。 

このように「CrazyCity」というパラレールワールドの最初の物語として「創世記」を

 
124 メソジスト (Methodist) とは、「18世紀、英国でジョン・ウェスレーによって興されたキリスト教の信

仰覚醒運動の中核をなす主張であるメソジズム (Methodism) に生きた人々、および、その運動から

発展したプロテスタント教会・教派に属する人々を指す。日本では美以教会とも言われていた。」 

 出典：E. A. リヴィングストン 編（木寺廉太 訳）、『オックスフォードキリスト教辞典』、教文館、2017

年、 p. 822 
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テーマにするのは、このテーマには「最初」という意味が含まれているだけでなく、家

庭に対する記憶の影響も考えられる。祖父の信仰の経歴や宗教・信仰に対する態

度も影響している可能性もあるが、祖父の語った『創世記』は旧約聖書の原文では

なく、様々な民族の創世神話を取り入れたものであった。例えば、「天地創造」の物

語に関して話す際、彼は盤古125やマルドゥク126のような話を使った。祖父のような再

創作・再解釈で『創世記』を述べる方法に影響され、筆者は自身の考えを基に『創世

記』の物語を再創作・再解釈し、作品の内容として、リトグラフに次いで127、「ノアの箱

舟」を基にした《Noah｀s Boat》、「エデンの園」を基にした《Eden｀s Adam》、「ケインと

アベル」を基にした《Cain｀s Mirror》そして「バベルの塔」を基にした《Babel｀s 

Masters》（図 41）という四つの作品を創作した。内容的に筆者がどのように『創世記』

を再創作したのか、ここでは《Noah｀s Boat》と《Cain｀s Mirror》の二作について説明

したいと思う。 

 
図 41 筆者作品 《「Genesis of CrazyCity」シリーズ 》、2015〜2016年、リトグラフ、１００×７０ｃｍ（第

４作：１４０×１００ｃｍ） 

     

『創世記』の第 6章から第 9 章まで記されている「ノアの箱舟」は、最も人々に知ら

れている物語かもしれない。神は地上に増えた人間の堕落した様子を見て、洪水で

滅ぼすことを決めるが、「神と共に歩んだ正しい人」であったノアに箱舟を建設するこ

と、またノアとノアの家族と動物を各種で二匹ずつ箱舟に乗るよう命じる。筆者の考

えでは、この物語は「神は人間に動物を救うことを命じた」と理解できる。しかし実際

 
125 盤古（ばんこ）は中国神話の天地開闢の創世神である。盤古が生まれたとき、天と地が接していた

ため非常に窮屈で暮らしづらかった。盤古は一日一日その背丈を伸ばしてゆくと共に天を押し上げ

て地と離し、一万八千歳のときに天地を分離したとされる。天地を分離した後に盤古は亡くなり、その

死体の各部位から万物が生成されたと伝えられている。 
126 マルドゥク（Marduk）は、古代メソポタミア神話に登場する世界と人間の創造主である。彼は原初の

女神ティアマトを討った。ティアマトの体は引き裂かれて天地創造の礎となり、女神の息子の一人にし

て第二の夫であるキングーの血は人類創造の材料にされた。 
127 ここに書いているのは筆者の創作順であり、元々の物語の順番ではない。 
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は、私たちは生き延びることを考えるとき、ほかの生き物に対する影響を考えることは

なく、その影響がほかの生き物にとって壊滅的なものであってもそれは変わらない。

これはある種の身勝手さ、また裏切りと言えるだろうか。言い換えると、私たちは自身

を神の最も直接な創造物とみなし、この世のすべてをどん欲に享受しているのでは

ないのかということである。これらの考えに基づき、筆者は物語の内容に対して再創

作を行った。 

     

 

図 42 筆者作品 《Noah｀s Boat》、２０１５年、リトグラフ、１００×７０ｃｍ 

 

《Noah｀s Boat》（図 42）には、ノアが人間の身勝手さを象徴している。神から災い

の到来を教えられたが、神の意志には従わず、自分しか乗れない小舟－「boat」を

作った。悠長と小舟に乗ったノアは、一人滅びゆく結末が自分を待っているとは知ら

ない。この作品が表現しているのは、この葬送の画面である。画面中央にいるのは

わがままで身勝手な「ノア」であり、ユリのような両目は「ノアの死」を意味し、多くの民

族の風習で死者の両目にコインなどを置く習慣からきている。また、小舟に手を触れ

ている二匹の「怪物」は牛と馬の頭蓋骨の形をとっているが、これは中国の伝説に出
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てくる地獄の使者「牛頭馬頭」に由来する。主体となるこの形象の周りは動物たちの

肖像群であり、これらはみな人間の活動によって絶滅した動物である。 

《Noah｀s Boat》は現実の問題を批判する意味が強い。それは、当時の筆者は自

分のテーマを確立していなかったためである。しかし、『創世記』に対するさらなる理

解に伴って、筆者はそこに表されている人間性の描写から、現実の人間の内在につ

いて考えるようになった。また前節で述べたように、筆者は人の内的な感情と心理に

注目するようになり、以前のように何らかの事件や現象からの刺激によって表現可能

なテーマを探すことはなくなった。そして、《Cain｀s Mirror》（図 43）という作品を創作

した。 

 

図 43 筆者作品 《Cain｀s Mirror》、２０１６年、リトグラフ、１００×７０ｃｍ 

 

    「ケイン」と「アベル」の物語は謀殺の起源的な物語であり、同時に「嫉妬」の起

源的な物語でもある。物語の中のケインは嫉妬から、自分より神から愛されている弟

を殺してしまう。嫉妬に関して、私たちはしばしば相手（複数の相手も可能）に対する

情緒上の表現と言うが、実質的に嫉妬というのは「自我」に対して持つ羞恥心を表し

ている。すなわち、自分に対する認識の差、そして自分と対照される存在（主観的も
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しくは客観的）が出現すると、「嫉妬」が生まれると考えた。この考えを基に、筆者は

《Cain s Mirror》の中で、糧食や野菜（地上の産物）でできた鎧を身にまとったケイン

が手にナイフを持ち、頭が羊である「アベル」を刺そうとしている場面を描いた。しか

しケインが前にしているのは虚構の鏡であり、鏡に映っているのは実際にはケイン自

身の姿で、彼の自我に対する幻想である。つまり、彼が謀殺しようとしているのは自

分が嫉妬しているアベルでありながら、根源としての自分でもある。 

《Cain｀s Mirror》を完成させた後、筆者はテーマについてそれ以前の作品を見直

し、さらに「現実を記録する」というテーマを明確し深めた。その後も引き続き、人の

感情と心理に関心を持っている筆者は「運命から逃げられない無力感」を主題として、

《Babel｀s Master》という作品を作った。第二段階の自主創作を振り返ると、その重心

は内容の処理に関する変化であると言える。既存の物語の中にあり、現代にも共通

する点を主体的に発掘することで、元来のプロットや物語の構造に対して再創作を

施し、自作の内容として形成させる。この時期、筆者はよりよく「創世記」という著名な

創作テーマについて理解と認識を深めただけでなく、訓練のように自身の考えを整

理し、自作のテーマを明確にした。また、さらなる創作と思考に伴い、絵によりストー

リーの展開について反省し（第 1 章、第 2 章で考察した内容）、筆者は現在の創作

を始めた。 
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3-1-3 本作の主題とストーリー-「作者」という者 

博士後期課程に入ったばかりの時（2017 年）、筆者は前期課程に引き続き『創世

記』に対する再創作・再解釈を行っていて、それを博士論文のテーマとした。博士後

期課程の一年目のほとんどを聖書解釈と宗教芸術に関する勉強に注ぎ込んだが、

これらの分野には全く触れたことがなかったため、当時は大いに戸惑い、また創作も

影響された。それまで創作してきたテーマはそれ以上深く検討されず、「物語」という

最重要とする特徴も忘れてしまっていた。だが、自分の原点を離れた時期だったが、

逆に「現実を記録する」というテーマの下で、自分がどのように記録するのか？また

は記録する前提ということは何だか意識させた。 

いわゆる現実を記録することは、客観的で理性的に、ある時代や社会の思潮、あ

るいはある背景の下で起きった事件に対する批判や分析ではない。このようなことは

討論する価値がないというわけではないが、芸術の領域だと思わないだけだ。時代、

文化や社会的な背景、または事件などの表象を取り除き、その時代、文化や社会的

な背景、または事件人々の内在や気持ちを反応すべきだと、筆者は主張している。

なぜなら、このようにしないと、作品は一時的で、立場を表し、宣言のようなものとなっ

り、芸術に人の心を動かすという本質を失わせてしまう。 

このような目的を果たせるために、実際に観察し体験することを前提としなければ

いかない。そして、作者は神のような視点を用いないほうが良い。なぜなら、そのまま

で行けば、敏感的に細かい感情の変化に気つけない恐れがあると考える。少し一方

的な話だが、芸術をしている人として最も重要なのは、時代、社会または事件にお

ける個人を着眼点とし、その共感を見つけるこそ、前文も言及するヘミングウェイが

言った「真実味」を作品に備えせ、観者を関心させると考えられている。しかし、こい

う前提を設定したこそ、本研究の実践として筆者はどのようなことを主題としたら良い

のか非常に悩んでいた。自分の能力の不足を勘弁することかもしれないが、博士後

期課程において、研究に専念しなければいけないので、他の物事に対して筆者は

余裕がなかった。「なぜ、自分のことを対象しないか？」研究を実践できる一方、自

分のテーマに合う作品を悩んでいた時、「なぜ身近な物事を対象としないか？」筆者

はこいう考えが生まれた。例えば、創作のことだ。 

創作に対して様々な立場から、人々はいろんな解釈があります。神が世界を創造

することに対する模倣といった人もいれば、創作は人間の本性であり、時には人々

は何かを作りたいだけだと思っている人もいます。創作は人々に満足感を与えるだ
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けでなく、創作を通して自分の狭め（せまめ）を克服（こくふく）することもできます。し

かし、創作は完全に自由で幸せではなく、創作において、不安、迷い、焦慮などの

否定的な心理にもみちています。しかし、創作は科学実験と異なり、ほとんどの場合

作りたい人が作品の様子を予想できず、ある動機やインスピレーションに駆り立てら

れ、本能的に創作している。最終的に独自性があり、理想的な作品を創出するため、

作りたい人は常にゼロからその方法を模索し、困難や失敗にぶつかることがよくある。 

筆者にとって、最も深刻な感覚は焦慮である。大学を卒業したはかりの時、筆者

は一度病気になった。数ヶ月の治療を経って、完治されたが、その病気によって精

神的なダメージを受け、創作に対する態度も変わった。創作者ならだれしも、自身の

死後も作品を世に残し、この世界とのつながりを保ち続けたいという考えを抱いてい

るだろう。筆者も終始このような考えを抱いており、より良い作品を残して、自分がこ

の世に存在した証にしたいと思っている。しかし、病気になっていた間、自身の死に

焦るようになった。自身の代表作を作る時間が残っているのか疑問に感じ、病気が

治った後の数年間では、創作の喜びの享受や作品への期待は、強烈な執念に置き

換わっていた。したがって、創作とは決して快楽だけではなく、苦痛、茫然とした感

情、喪失感を同時に伴うものである。ただ、大部分の人に対して、創作を職業とする

作者にとって、この苦しみはいつでもあり、より深刻でもある。 

現代の人には、ほとんど「職業性ストレス（Occupational stress）」がある。作る人も

例外ではない。一般的に定義されている職業に対して、人々は様々な方法を用い

て解消することができる。例えば、休みこと、遊ぶこと、職業さえ替えることによりストレ

スを弱くさせることができる。しかし、創作とは一般的な仕事ではなく、前文のように

創作は欲望を満足させるため、人が自発に行う行動、あるいは興味である。したがっ

て、興味が職業となったら、その目的は快感を得るのためのみではない。例えば、結

果としての作品は世間からの評価を必要とする。これはもともと筆者の主観的な意識

に左右されないものであるが、この不確定な結果を、達成しなければいけない目標

と見なせば、創作に伴ってマイナス感情が強くなる。また、作者たちが互いに競争し

ている。他の作者に対して、ある作者は必ず自分の創作に疑って、喪失感を感じる

かもしれない。しかし、苦しくても、作者は簡単に創作を諦めない。なぜなら、創作は

命を見なしているから。したがって、作者はある見えないものに支配されているように、

一つ一つの作品を作る過程において苦しみを感じるが、止まれない。また、その苦

しみは美術の創作にだけ存在するものではなく、文学や音楽の創作、さらに科学、

研究、運動競技でも必ずあると考える。 

筆者はこのような人間の共通の心理状態が「現実を記録する」という創作のテーマ
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に合致すると思い、そして新しい作品の主題が芽生えた。すなわち、作者としての自

分から出発し、創作に対する執着、執着から感じた抑圧、不安、憂鬱、戸惑い、束縛

などをストーリーへと具象化する。最終的に出来上がる作品を通して、筆者に共感

する人、また創作をしていない人に「作者の苦しみ」を伝えたいと考えている。 

設定されたストーリーの主人公は作者であるが、創作から快楽をもらえない。彼は

束縛されなく自由自在に創作できる、「本当の作者」となりたい。しかし、彼と対立し

ているもの（作品、あるいは外部からの評価であれば、創作自体でもある）は、彼の

望みを邪魔している。なぜなら、そのものも創作をコントロールできる「本当の作者」と

なりたいだから。この「本当の作者に対する争奪」はこのストーリーの「目的」128である。

具体的にプロットや人物の関係を設定する際には、筆者は再び『創世記』を取材し

た。これは、改めて自分の「創世記」を作り上げ、そして観者にストーリーを提示する

ためのだけではなく、ある意味で、『創世記』のストーリーにも「作者」と「作品」が存在

すると考える。 

「創作」を出発点にして、『創世記』を振り返ると、その記述は神と人間、夫と妻、兄

弟・親子の物語だけではなく、「作者」と「作品」に及んでいる。『創世記』は「神」とい

う全能な作者を作り上げた。その作者は破天荒な想像力があり、何も参考することな

く「自分のほしいもの」や「世界のあるべき姿」がわかり、道具や材料をもいらず、言葉

だけですべてを創出できる。しかし、それでも神は自分の作品を完全に把握すること

はできない。人間は幾度にも神の意志背き、神に「これらを造ったことを悔いる」129と

いう言葉さえも口にさせた。神に対するこういった描写は、筆者の自作に対する失望

に似ている。また、『創世記』に関して、私たちはよく「人間が神によって創造された

のであれば、神を作ったのは誰か」という問題を耳にする。様々な角度や立場から面

白い解釈を聞くことができる。「神」は、人間に用いられ、すべての物事の起源を解

釈する概念であるという説もある。これは言い換えれば、私たちが、私たち自身を創

造したものを創造したのではないかということである。 

この視点から見ると、現実の中にある作者と作品の関係もそうではないか。作品を

創造したのは作者であるが、逆に作品の存在無くして「作者」という身分も成り立たな

いのである。作者は作品に対して絶対的な権利を持っていると思いがちだが、逆に

作者も常に作品に対する評価に左右され、この評価に対して従順な、もしくは反抗

 
128 3−1−2 に言及する三幕構成における役割を指すこと。 
129 （6：6）主は地の上に人を造ったのを悔いて、心を痛め、（6：7） 「わたしが創造した人を地のおもて

からぬぐい去ろう。人も獣も、這うものも、空の鳥までも。わたしは、これらを造ったことを悔いる」と言わ

れた。（『聖書 [口語]』日本聖書協会、1955年） 
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する態度で作品を創出し続ける。つまり、作者と作品の関係は、コントロールする側

とされる側、創造するとされる両者の間で交代・循環を繰り返す関係であり、言い換

えると「作者は作品であり、作品も作者である」ということである。そのため「創作」とは、

「協力」や「対立」を通して両者の間にバランスを求める過程と言える。こういった作

者と作品の関係に対する思考や創作に対する解釈とともに、筆者は引き続き『創世

記』の１章から１１章までのストーリーをペースとして、作品の内容にしようと考えた。 

  まず、筆者は「天地創造」を、自分の物語のはじめ、つまり本稿の第２章１節で言

及した「開始」の一幕としている。ただ、「日」を単位にして物語を進めているわけで

はなく、「6 日目」と「安息日」を融合し、「作者の最後の日」を象徴し表現する。次は

本作の中心として、第２章１5 節130つまり原文にあまり記述されていない「アダムが創

造され、エデンの園に仕事する」という部分に対して再創作・再解釈した。そして、元

の作品ではその後描かれる「アインとアベル」のストーリーをこの段階に入れ、矛盾・

衝突を作り上げた。ここではアダムとアベルを重ね合わせている。そして、アダムがイ

ヴに出会うプロットも表現し、二人の愛情に対して「創作するのが苦しくても、作者が

創作を続ける」原因を象徴させた。最後は、「バベルの塔の崩壊」を本作のクライマク

ッスの場面にして、物語の終止符を打つ。簡潔に言えば、自作には「作者の死」、

「作者と作品」、「造物の戦い」という三つの部分がある。以下に、文字による物語の

叙述を試みる。 

     

  その昔、とある作者は荒れ果てた地にある高い塔を住処に、毎日そこで孤独

に創作をしていた。彼は「最初の作者（The first creator）」だ。彼は何のために

創作しているのかも、何を作ればいいのかも分からず、ただいつか来る自分の

死に対する不安ゆえに、毎日創作を続けていた。しかし創作はいつもうまくいく

わけではなく、よく失敗をした。そのような時、最初の作者は塔から降り、失敗作

を塔の最下層へ捨てていた。そのため、塔の最下層は徐々に彼の作品の「墓

場」となった。ある日、夢から覚めると、最初の作者は自分の終末が訪れている

ことに気が付いた。しかしそれでも彼は創作を始め、自分に似た最後の作品を

作った。彼はこの作品が自分の代わりとして創作を続けることを願った。その作

品が完成すると、最初の作者はベッドに戻って自分の助手を呼びつけ、自分の

顔で仮面を制作し、新たな作者へ与えるよう命じた。彼の死後、助手たちは、作

品と同じく彼を塔の最下層部へ埋葬した。彼の後継者は、彼が使用していた道

 
130 （2：15）主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。（『聖

書 [口語]』日本聖書協会、1955年） 
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具と仮面を受け継ぎ、その名をアダムとして新しい創作者となった。（作者の死） 

アダムは引き続き最初の作者の仕事を続けたが、彼もまた自分がなぜ仕事

をするのか、何を作ればいいのか分からなかった。しかし、最初の作者と違って

彼に不安はなく、ただ自分はいつまで続ければいいのか戸惑っていた。ある日、

とある昔の失敗作が彼の作業室の外に現れた。アダムはその失敗作を作り直し、

カインと名付け、自分と一緒に創作させた。カインの創作は自分の使命で創作

をしているアダムとは異なっており、これがアダムを憂鬱にさせた。アダムは自

分が続けてきた創作者という仕事の意義について疑問を抱き始めた。そのよう

な中で、アダムはなぜカインが自分のところへ来たのか、最初の作者の啓示を

求むべく塔の最下層部へやってきた。しかしながら、最初の作者の死体からは

全く新しい作品が生まれていた。アダムは彼女をイヴと称し、イヴのおかげでア

ダムは困惑を忘れ、仕事を続けることができるようになった。また、創作の中で

カインは楽しさを感じ始め、自分が独立して創り出した創作物に対し、達成感を

感じるようになった。しかし、彼はイヴが出現しアダムの関心を奪ったことに嫉妬

し、工具を使って彼女を殺害し、そのうえアダムも傷つけて最初の作者の仮面

を奪った。カインは一隻の船でアダムとその造物すべてを塔の最下層部へと追

放した後、塔の作者となった。（作者と作品） 

カインは自分の創作を続けたが、それまでの作者たちと違い彼は自分の作り

たいものと作るべきものを知っていた。彼は自分の作品を奴隷と見なしていた。

また、彼は最初の作者とそっくりな作品を 6 つ作り出し、自分と共に他の作品を

管理させた。カインは創作を止め、作品たちから崇拝される塔の主となった。同

時に、最下層部へ追放されたアダムは、失敗した造物たちを作り直していた。

それに気づいたカインは、アダムがある日また作者になるのではないかと恐れ、

上層に残っている造物たちに軍隊を組ませた。それに対し自分の造物を守ろう

としたアダムも造物たちを武装させた。双方は武力衝突に至り、数えきれない造

物が壊滅された。作者になりたい作品同士の戦争によって、古びた塔はついに

耐え切れず、音を立てて崩れた。最後には最初の作者だけが残り、外の荒れ

果てた世界を孤独に見つめていた。その時彼は自分の作者を見つけた。しか

しその作者を最初の作者は失敗作と見なして壊し、また新しい創作を始めるこ

ととなる。（造物の戦い）131 

 
131 ここで述べたものは、この作品を目にする観者がよりよくテーマに対する表現や『創世記』に対す

る再創作・再解釈について理解しやすいために、書いたテクストである。実際の作品において人物の

名前、プロットを説明する文字が一切ない。 
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  以上のように、内容を構成してから、そこで、私はじっくりとここ数年間の自作とテ

ーマの間に生じた差異を分析し、自分が理想とする「言葉がない物語」という絵画の

あり方を明らかにして、前述した連続画面によるストーリーを展開する原理と方法に

対する考察と分析を行った。これらの研究を踏まえ、リトグラフにより《Genesis-A 

Story about Creator and Creation》という、本の見せ方で展示する作品を創出した。

次の節では、作品の写真と共に、どのように連続画面によりこのストーリーを展開す

るのか説明する。 
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3-2 ストーリーの展開 

3-2-1 ストーリーにおける諸形象132 

 第２章２節で、筆者は物語表現面の機能で、絵における諸形象を「事件の形象」、

「環境の形象」、「無関係な形象」という三つの類型に分けた。ここでは、本作を分か

りやすく理解するために、本作に出る諸形象の外見をめぐり、順に順に説明する。 

  ストーリーにおける諸事象を参画する「事件の形象」において、最も重要なのは

「作者」である。これらの形象への描写の特徴は、簡単に言えば、ストーリーの展開と

ともに同一人物の形象を僅かに変化させていくことにより、その立ち位置の変化を暗

示する。前節で述べるテクストのように、作者という立ち位置にある人物は、「最初の

作者」、「アダム」、「カイン」3 人である。説明すべきなのは、宗教や信仰などは本作

品を通して討論したいことではない。ここで、聖書の人物の名を使う理由は、筆者が

『創世記』における人物の関係を取材し、自分のストーリーを展開してきたのかを説

明するだけのである。登場人物の関係以外は、別の関連性がない。 

 

 

図 44 第 1 幕「最初の作者」（上） 

第 8幕 死んでいる「最初の作者」（下） 

 第 1 幕登場するのは、最初の作者である最初の作者だ（図 44）。彼は形象が一貫

して変わらない。しかし、彼が死んだ後、その死体は塔にある「巨樹」と融合し）、全

篇の終わりに木のような姿で再び現れる。 

 
132 ストーリーにおける人物への描写を強調するため、本節で出したのは一枚一枚の絵を切り、形象

しか見せないようにした図版である。作品全体の様子について、本稿の最後に付けている「作品図版

資料」を参考してください。 
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a.   b.   c.  

図 45 「アダム」の変化 

a 第 6幕 作品として作られたばかりの時のアダム 

ｂ 第 9 幕 「作者」の身分を受けたばかりの時のアダム 

ｃ 第 17幕 顔が破壊されたアダム 

 

全篇の主役とも言えるアダムは、第１部分の第６幕に未完の姿（図 45-a）で、最初

の作者を主人公とする作品内に初登場する。第１部分の最後（第８、９幕）で、アダム

は最初の作者が行っていた創作の仕事を引き継き、最初の作者のデスマスクを被っ

ている姿（図 45-ｂ）となり、マスクの下からは未完成の部分が露出している。ストーリ

ーの展開とともに、マスクは徐々にアダム自身と融合する（図 45-ｃ）。そして、第２部

分最後から最後まで、アダムは頭部が破損した姿で現れる（図 45-ｄ）。 

 

a.      b.     c.  

図 46 「カイン」の変化 

a 第 4幕 失敗作として捨てられたカイン 

ｂ 第 12 幕 作品として改造を受けているカイン 

ｃ 第 18幕 もう一人の作者としてのカイン 

 

本作の悪役とも言えるカインは、最初の作者とアダムより意味が複雑で、作者と対

立している多くの概念に対する具象化であり、作者に苦しみを感じさせた原因を体

現するのためある。ストーリーの展開と共に羊の角が伸び続いていることは、カイン

の立ち位置が徐々に変化することを意味する。第 3 幕に子羊の姿で初登場したカイ

ンは、失敗作として最初の作者に発見され、タワーの下まで捨てられた（図 46-a）。

カインの現れで繰り返す失敗に飽きた最初の作者は、死ぬことを決意した。その後、

カインは第 11 幕に二度登場し、アダムの改造を受け完全な作品として直され、第
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12 幕（図 46-ｂ）にもう一人の作者になった。また角が完全に伸び出たことに従い、ア

ダムと対立し、彼に憂鬱させてきた。アダムとカインの対立は、作者と作者が互いに

競争の関係を象徴し、作者に自分の創作を疑わせ、喪失させる原因の一つである。

第 18幕（図 46-ｃ）からカインの象徴意味は作者の心理状態を左右する外部の力に

なり、評論者や収蔵者であれば、ある種社会的で文化的な傾向でもある。したがっ

て、ストーリーにおいてカインにアダムを追放することなどの行動を起こさせる。 

主役たちの形象は、筆者が従来の作品において最大の特徴としてきた自画像に

由来している。自画像を最大の特徴としていた理由は、自分を絵画のモデルとして

使用することで、人物の表情、動きをより良く把握することができるからである。また、

ストーリーに自分自身を置くと、「私」は物語の語り手でなく、物語における人物にな

る。これはまさに「作者は作品であり、作品も作者である」ということを伝えることになる

と考えている。 

 

図 47  第１５幕におけるイヴ 

 

第２部分の後半に登場するイヴは（図 47）で最も重要な脇役であり、『創世記』に

おけるイヴに似た意味を持っている。茫然とし、憂鬱なアダムを窮地から救い出し、

創作を続けるように導いた。イヴの存在は「創作がそれほど辛いにも関わらず、なぜ

作者は止めること無く制作を楽しむのか」という問いを解釈し、また創作に対する筆

者の情熱と愛情を象徴している。イヴの目は「純潔」を象徴するユリの形で描かれて

いるが、《Noah｀s Boat》の例と同じように、ユリは「死」も象徴しており、その後の悲劇

を暗示する。ユリの目、またツタによって描かれた髪は、ほかの作品と区別して描い

た特徴である（ほかの造物は動物と人が融合する姿をしている）。 
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図 48 「牛頭」（左）と「馬頭」（右） 

 

『創世記』の「それで人は、すべての家畜と、空の鳥と、野のすべての獣とに名を

つけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。」という記述に呼応し、筆

者は「牛の頭を持つ男」と「馬の頭を持つ男」（図 48）を物語に置き、最初の作者、ア

ダム、カインの三人の作者の助手として全篇に一貫して登場させた。彼らは常に創

作の傍観者であり、同時に作者を監督する役割を果たす。他には、多くの「獣頭人

身」と「人頭獣身」の形象が存在する。前者は最初の作者とアダムの作品の特徴であ

り、後者はカインの作品の特徴である。これらの形象は、「神に創造されたのは自然

界において純粋な動物であり、人に作り出されたのは人と動物で合成する怪物であ

る」ことを意味している。 

『創世記』の１章から１１章には多くの場所が記されている。例えば、エデンの園の

中や外、大洪水の後ノアの箱舟が流れ着いたとされる山、人間によって建造された

高い塔「バベル」である。これらの空間の変化とともにストーリーが展開される。本作

の「環境の形象」も同じ機能であるが、エデンの園ではなく、塔の中でストーリーを展

開する（図 49）。 

塔を背景とする理由は、ストーリーの最後に「バベルの塔の崩壊」というイメージを

使用すること以外に、塔は「上層と下層」の構造であり、ある種の「階級」を象徴して

いると考えたからである。したがって、本作では塔の最上階は作者のスタジオで、造

物が中間階にあり、最下部には廃棄された作品を置くゴミ捨て場がある。作者と作品

の立ち位置の変化は、塔内での「上昇」と「下降」を通し、暗喩として表現された。ま

た、もう一つの塔の構造的な特徴として「窮屈」さがあり、これは本作のテーマのマイ

ナス感情を際立たせることを意図している。象形の観点から見ると、「窮」は狭い洞窟

の中で背中を丸めている人であり、創作中に感じ取る圧迫感を最も表現していると

考えられる。「狭い」空間は、「孤独」という別の強烈な感情をもたらす。作品がどれだ

け生命力に溢れていても、作者は必ずこのような心理環境の中で創作を行う。その
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ため、一般的にみられるような画家が生涯を語る映画などでは、暗くて狭いスタジオ

の景像を切り取ることが多い。 

 

図 49 「塔」と「巨樹」を提示するために作った第４幕 

 

もう一つの背景とするのは、塔にある巨樹（図 49）であり、物語が展開される塔はこ

の巨樹を取り囲んで、建っているとも言える。この樹はエデンの園の知識と経験の木

と生命の木と呼応している。本作では二つの木の意味を統合しており、一方の意味

として知識と経験は創作、そして異なる作家の間でそれを受け継ぐことを象徴してい

る。もう一方の意味は、創造における生命力の継承という意味である。プロット上で、

筆者は最初の作者最初の作者が木の根、つまり塔の底に埋められるように配置した。

さらに、アダムは木の中心部、カインは最高層の樹冠部分に存在する。筆者は空間

を使用し、物語に意図的に矛盾点を作った。最初の作者である最初の作者は最低

層で創作する経験をアダムに与え、生命を授けられる側の作品は最高層に位置さ

せることによって、作品が作者を支配する権利を持つと僭称する。 
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図 50 最初の作者のデスマスを作る場面を表現する第 7幕（上左）、 

その後頻繁に出るデスマス（上右、下） 

 

「無関係な形象」において、最初の作者のデスマスク（図 50）は重要な意味を持っ

ている道具である。デスマスクは、絵の初心者が描かなければならない石膏像の一

種で、写真作品では、死んだ人々の肖像を撮るという種類もある。映画「モディリア

ーニ」では、死にかけているモディリアーニが、彼の友人のアーティストたちに囲まれ

てベッドに横たわり、モディリアーニが亡くなったその瞬間、彼らはモディリアーニの

最後の表情を記録するために、彼に群がり、顔に石膏を塗りつぶしたというシーンが

ある。このシーンは筆者に大きな影響を与えたため、第７幕ではこの場面を再現した。

最初の作者のデスマスクは作者の象徴としてストーリーの展開を促進し、アダムとカ

インの対立はある意味で最初の作者のデスマスクに対する争奪も言える。  
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3-2-2 ストーリーにおける諸事象への表現 

第２章１節では、「三幕構成」に言及した。本作はこの理論を踏まえ、「三」を基礎

として連続画面によりストーリーを展開した。前文で述べた「作者の死」、「作者と作

品」、「造物の戦い」という三つの部分は、全編のストーリーの「始め」、「中」、「終わり」

にそれぞれ対応している。また、一つの部分にも、この部分のプロットの「始め」、「中」

と「終わり」に対応している事象が三つある。また、対立・衝突を強調するために、一

つの特別な事象を展開し、三つの事象の中に含めている。全作で 21 幕、26 枚の絵

である。本節では、一部分の構造や幕ごとの内容などについて、具体的に説明する。 

（1）作者の死 

   

図 51 第 1 幕：《The first creator》(左)、第 2 幕：《Let there be light》（中）、第 3 幕：《Fail again》（右）

2018年、リトグラフ、49×35ｃｍ 

 

「作者の死」は全篇の「開始」の部分として、「最初の作者の日常」、「最初の作者

の死」と「『作者』の交代」という三つのプロットで、9 幕に構成されている。第１幕（図

51、左）は「最初の作者が眠りから目覚める」事象を表現している。最初の作者は上

半身裸になり、体を縮こめている。この状態は最初の作者の不安と孤独が体現され

ている。彼の右手は意図的に大きく描かれ、画面上方にある二つの窓を指しており、

窓の外に存在する奇異な両目を示す。その両目は伏線として最初の作者も作品の

一つであることを暗示するものであるため、絵の構図に影響を与えるとしても明らか

に描くこととした。画面の正面に戻ると、床に置いてあるハンマーに微かな光が当た
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る。日常生活において、ハンマーは製作の道具であると同時に破壊の道具でもある。

この二面性を持つ道具は、本作中では作者の身分を表す象徴の一つである。そし

て、画面の端には建物と一体の状態として示されている「牛頭馬頭」があり、この二

人は最初の作者が作品ではなく監督者であることを暗示している。 

第 2 幕（図 51、右）が表現しているのは「起床後、仕事を開始する最初の作者」で

あり、これは『創世記』1 章 3 節、「神は『光あれ』と言われた。すると光があった」と呼

応している。ここで、筆者は意図的に動きを曖昧に描いた。この絵は最初の作者が

電球を取り付けているように見えるが、実は彼は電球を取り外している。それは、画

面中には「光」が既に存在しているからである。この意図は、最初の作者に対して、

彼は光を「作る人」ではなく、ただ「交換する人」として表現することであり、彼は作品

であることをここで再び暗示している。最初の作者の周りを未完成の作品が取り囲ん

でいる。それらの動きも同様、光の方向に傾いていく性質を持った儀式のようにして

描いてている。第 3 幕（図 51、右）では最初の作者が創作している状態に対する描

写であり、画面からは狭くて暗い環境のアトリエも見える。最初の作者の周囲に据え

られている作品は、動物の頭を人の体と組み合わせているという特徴があり、そのた

めに身体の全てが木材で作られているように見える。また第１、2 幕と併せて「最初の

作者の日常」を表現するとともに、第３幕は最初の作者の動きから、ある失敗作（カイ

ン）に気付いたという事象を表現し、次の事件へと導く。 

      

図 52 第 4幕：《Studio in the tower》（左）、第 5幕：《Cemetery of failed creations》（右）  

2018年、リトグラフ、49×35ｃｍ 
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第 4幕（図 52、左）では、最初の作者は失敗作を抱き、ゆっくりと階段を降りてお

り、第 5幕（図 52、右）で、藤の蔓や木の根に覆われた薄暗い塔の最下層部にそれ

を廃棄した。第 3、4、5幕により「失敗作の発見」、「失敗作の運搬」、「失敗作の廃

棄」という連続事象を展開している。実際は、第 4幕を省略してもストーリーの展開に

は影響しないが、物語の舞台となる「塔」を表現するためにこの画面を描いた。また

同時に、第 4幕にある木の幹、第 5幕にある木の根は巨樹の存在を示している。そ

して、第 5幕は、最初の作者最期の日を表現し、「最初の作者の死」を予示する。 

 

            

      a 第 6幕：《Final creation-Adam》             b 第７幕：《Death of the First creator》 

           

      ｃ 第 8幕： 《The first creator’s funeral》          ｄ 第 9 幕：《Adam became the second creator》 

図 53 2018年、リトグラフ、49×35ｃｍ 
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第 6幕（図 53-a）では、筆者は鏡を用いて、最初の作者が「自分の様子のようにア

ダムを作る」という事象を表現している。この時のアダムはぼんやりとした顔をしており、

頭の上にはまだ切り取られてない枝がある。次の第 7 幕（図 53-ｂ）は「安息日」であ

る。「安息日」はもともと神が創造を完成した後に休み始めたことが起源であるが、こ

こで示すのは最初の作者が死んでいることである。このプロットは、作者は失敗的な

創作で喪失になり、創作を諦めることに対する象徴である。創作を諦めたら、「作者」

が存在する意味も失うので、「作者」という概念の象徴としての最初の作者はストーリ

ーにおいて死んでいた。そして、彼の周りにある手によって、デスマクスの作成を想

起させ、次の事象を引き起こす。第 8幕（図 53-ｃ）では、アダムの顔は仮面で覆われ

ており、一方裸の最初の作者は塔の中の巨樹と融合しようとしている。巨樹から現れ

ている顔は、最初の作者のような「作者」が複数存在することを意味する。第 9 幕（図

53-ｄ）では、アダムが、かつての最初の作者の助手から、作者を象徴する服装や道

具を引き継ぎう、アダムを主役とした第 2部分が始まることを示す。 
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（2）作者と作品 

「作者と作品」は、物語における主要部分であり、「カインの改造」、「アダムとカイ

ンの対立」、「アダムの追放」というストーリーを展開する 11 枚の絵で構成されている。

その中で、第 18幕は 3枚の絵で組み立てているため、9 幕に構成される。 

 

   

 第 10 幕：《Adam continues to work》(左) 

第 11 幕：《Unexpected return of a failed creation》（中） 

第 12 幕：《The birth of Cain the third creator》（右） 

図 54 2018年、リトグラフ、49×35ｃｍ 

 

第 10 幕（図 54、左）は、アダムが最初の作者と同じく狭いアトリエで仕事をする場

面である。絵の左側とテーブルの左側には、第３幕と同様に動物の頭が陳列されて

いる。これは、彼が最初の作者の創作を続けていることを表している。また、テーブ

ルの中央と右側の壁に掛けられているマスクは、アダムが他の創作を試行しているこ

とを示す。この時、彼の助手はドアの外で何かを見つけた様子で、それに対してアダ

ムは振り帰っている。第 11 幕（図 54、中）で、アダムは最初の作者の失敗作（カイン）

を発見する。ここでは廊下の影にトカゲ（第 6 幕にも登場）が隠れている。トカゲは、

エデンの園でイヴを誘惑した蛇のように、暗闇の中で様々な悲劇を引き起こす生物

である。そして、アダムの後ろの牛頭が道具を持っていることは、アダムが仕事を続

けるべきであることを示唆する。続く第 12 幕（図 54、右）は二つの出来事を表現して

いる。一つは、最初の作者の失敗作がアダムに作成し直されてカインとなることであ

る。もう一つは、傍らの助手が創作道具をアダムに手渡す様子から、カインがすぐに
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作品から作者へと変わることが暗示されている。第 10、11、12 幕は、「カインの改造」

を展開し、その後発生する二人の間の衝突の背景となる。 

 

  

 第 13 幕：《Cain is different from Adam》（左） 

第 14幕：《What is the meaning of my creation？》（右）  

図 55 2018年、リトグラフ、49×35ｃｍ  

第 13 幕（図 55、左）で、もう一人の作者となったカインは、アダムとは違って人頭

獣身の作品を製作した。ここで、筆者はカインを画面の中心的な部分に置き、カイン

と彼の作品を強い光で照らした。一方、アダムは地面に座り、彼の作品は完全に影

に隠れている。この場面は二人の作者の位置や影により、カインはアダムの立場を

取って代わる目論見であることを暗示している。第 14 幕（図 55、右）はここまでの絵

と異なり、2-2-2 に言及するエッシャー 《写像球体を持つ手（Hand with Reflecting 

Sphere）》のような構図を用いて、アダムが暗闇と憂鬱に落ち込んだ場面を表現して

いる。この幕でアダムは破れっている鏡の前に映られたのは、アダムの顔だ。彼は制

作道具の一つの彫刻刀を用いて、自分の顔（最初の作者から作者の身分を継承し

たことを象徴するデスマスク）を破壊し、目の周りに長い線を刻んだ。この線は、鏡の

割れ目と合わせると、ちょうどよくアダムの目を囲み、プロビデンスの目（Eye of 

Providence）のようになった。これは、アダムはカインの創作で自分が作者としての意

味を知りたい意図を表現するためである。この幕は全篇において、創作に伴う苦し

みと作者の「自己束縛」に対して、最も直接的な表現となっている 
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 第 15幕：《Revelation from the first creator-Eve》（左） 

第 16幕：《Cain's envy》（中） 

第 17幕：《Adam’s hope killed by Cain》（右）  

図 56 2018年、リトグラフ、49×35ｃｍ 

 

次の第 15幕（図 56、左）で表現しているのは、アダムとイヴの出会いである。塔の

最下層部にやってきたアダムは、苦境から抜け出すため、自分の創造者最初の作

者に自分が創作された意味を聞くことを望む。しかし、彼はそこで新たな作品−イヴ

と会った。先述したように、このシーンは『創世記』の「神がアダムにイヴを紹介する」

場面に呼応するとともに、「苦しみの中でも作者が想像し続ける」理由を象徴してい

る。第 16幕（図 56、中）は 2-3 で言及する「間接分割」の形式を用い、ドアで画面を

分割して二つの事象を表現している。ドアの中で、イヴは鏡を持っており、アダムは

その鏡に映った自分の顔を見ながら、新しい作品を作ろうとする。一方、ドアの外の

影の部分にいるカインが悄然とした姿勢で全てを見ており、次に何かが起こることを

示唆している。この第 16幕は『創世記』にも記されている、自分の弟が神に好かれる

ことに対するカインの嫉妬を反映している。ただ、ここでは嫉妬の対象をアダムに置

き換えた。この場面は、現実の社会において、作者たちがお互いに競争していること

を象徴する。第 17幕（図 56、右）では、アダムはイヴを抱きしめており、イヴの顔の半

分はかけらになっている。また、この元凶であるカインは後ろの影の中にいて、片手

でハンマーを握り、反対の手で動物の頭を持っている。この場面は、2-1 で述べた

「結果を表す事象」である。カインの後ろにいる二人の助手が、次の事象を引き起こ

す象徴的な物－船を支えていることから示される。 
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図 57 第 18幕：《Adam in exile》 2018年、リトグラフ、147×35ｃｍ 

第 18幕は 3枚の絵（図 57）により構成されており、カインが船を用いて、アダムを

塔の最下層部へ追放する儀式的な場面を表現している。『創世記』で、「大洪水」は

神が人を地から消し去るのために引き起こしたものであるが、元々の世界を変える意

味もあると考える。第 18幕ではこの意味を伝えるため、筆者はかつての自作である

《Noah｀s Ｂoat》のように、「ノアの箱舟」において最も象徴的な「船」を棺とし、「アダ

ムの追放」を儀式のような場面により表現した。しかし、塔内の世界がこの後迎えるの

は暗い時代であり、上から下といった形で展開されているこの場面は、まもなく階級

が生じ、カインが唯一の支配者となることを予示している。 

 この部分では、創作における作者の心理変化を中心としてストーリーを展開してい

る。つまり、作者が古いしきたりに拘泥して創作を続ける様子、他人の作品への嫉妬

から自省と混乱に落ち込む様子、創作の方向を取り戻すことの喜び、最終的に「作

品」に束縛・支配されるゆえの無力感という変化の過程である。「アダムの追放」の後、

立場と地位の変化から、アダムとカインは完全な対立関係となり、物語は最終章であ

る「造物の戦い」を迎える。 
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（3）造物の戦い 

現実で、作者が作品により伝えたい物事と世間からの解釈や評価との違い、つま

り作品の意味をめぐる総論のズレに陥ることがしばしばある。これは非常に自然なこ

とであるが、作者は心内でのズレの整理に多くの精神力を費やさねばならず、これ

は創作の状態にも影響を与える。この作者と作品の関係に含まれる作者と世間の関

係を主題として、本作の最後のストーリーを展開していく。 

第３部分はストーリーの構成の点で、前の二部分と異なる。第１、２部分のストーリ

ーで、一つの事象は 3枚または 5 枚の絵から成り、さらにこれらは「開始」、「経過」、

「結果（次の部分を引き起こす開始）」という三幕から構成されている。しかし、全編の

「解決」の役割を持つ第 3部分のストーリーは、時間的な展開することと比べって、空

間的な展開に重点を置いている。これも第 2部分におけるアダムとカインの対立をさ

らに激しくして、早くストーリーのクライマックスを推し進めるのためである。 

  

図 58 第 19 幕：《Who is the true creator？》 2019 年、リトグラフ、49×35ｃｍ 

この部分は、3 幕 7 枚の絵により構成されている。まず、アダムとカインの対立を深

まれるために、以上のように、塔の上にいるカインと塔の下にいるアダムをそうれぞれ

に表現する 2 枚の絵によって、二人が互いに目を見合うようにしている第 19 幕を構

成している。左の絵にいる、異なる文明の神133に似ている 5 人は、カインが既にもう

一人の作者から唯一の権力者になったことに対する暗示として、作り上げられている。

 
133 参照した神々は、インカ神話の創世神であるビラコチャ、ギリシャ神話の主神であるゼウス、インド

のヒンドゥー教の神であるシヴァ（後ろの左から右へ）、シュメール神話の創世神であるアヌとエジプト

ファラオの守護神であるホルス（前の左から右へ）。 
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彼たちはカインを取り囲んで、隣の絵にいるアダムを指しながら、カインにアダムの

動向を教えそうな動きを表している。指している方向に従い、塔のしたまで追放され

たアダムは、まだイヴの服を抱え込んでいる。この動きには、作者が苦境に陥っても

創作を諦めないことを象徴する意図がある。そして、アダムの周りにいる、昔の失敗

作がイヴのユリのような目を持って、壊れているアダムの顔を直し用としている。これ

は、カインのようにアダムに自分を改造してもらえたいだから。しかし、失敗作がアダ

ムに憧れてきたことは、さらにカインにアダムの存在に対して、不安を感じさせた。カ

インはアダムが立ち上げて、自分が唯一の作者としての権威を挑戦することを恐れ

ている。 

   

図 59 第 20 幕：《The creation war》 2019 年、リトグラフ、49×35ｃｍ 

 

この二人の対立を深まる幕により、ストーリーはいよいよ最後のクライマックスを迎

えている。それは「アダムの追放」と同じく、3 枚の絵に構成され、パノラマ 式を用い

て、塔の中に起きる造物の戦いの場面を表現する幕である（図 59）。取っ組み合い

をしているアダムとカインの他には、失敗作と他の作品も二人の周りに互いに殴り合

っている。この幕には、別に暗示や象徴の意味がなくて、その戦争の残酷や混乱な

どを表現するために、筆者はわざと透視を考えず大量の形象を画面内の空間に埋

めるように描いた。そして、背景により塔は戦争に耐えられなく、だんだんと崩れてい

く。 
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図 60 第 21 幕：《I am grieved that I have made them》 2019 年、リトグラフ、49×35ｃｍ 

 

これまでの幕により展開されているストーリーにおいて、彼らは各自の意識ややり

方で、創作を続いていて、本当の作者になることを渇望していた。三人が互いに望

みをかけることから、激しく対立し、戦争さえ起こしてきた。しかし、創作の場所として

の塔の崩れ倒れに従い、衆人の目の前で現れたのは、塔の外の風景だけではなく、

彼たちの無意味な争奪に対する風刺のような真実もあった。最後の幕で描かれたの

は、筆者が実際に制作する風景への写生であり、少しブラックユーモアの雰囲気を

出し、結局誰でも本当の作者になれなかったことを象徴し、ストーリーを結末する。 
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3-2-3 絵画の表現及び制作 

（1）「真実味」をもとに 

 筆者は常に「現実」に対する関心を持ち、「現実」を表現することを追求している。

そして、内容だけではなく、絵画の表現、また描き方にも「現実的な表現」、「現実的

な描き方」を求めている。ただ、この「現実的な」ということは、自然への模倣を意味し

ているのではなく、「リアリティ（真実味）」をもとにしている。 

人に見せる作品であれば、絵の作者は、表現面において「リアリティ」と「ノベルテ

ィ」のバランスを取るべきと筆者は考える（絵に限らず、ある意味で全ての芸術もそう

である）。「リアリティ」とは「経験がある」こととも言える。作品を鑑賞するとき、観者の

経験によってはより迅速に形象を識別し、画面に描述された内容を理解することが

できる。一方、「ノベルティ」とは「経験がない」こととも言え、観者に飽きのない物事を

見せることで、目新しい視覚体験を与えることを指す。これらを分かりやすく説明する

ため、以下に図 59 を示す。 

 

図 61 表現におけるリアリティとノベルティ 

カラヴァッジオ 《果物かご》、1596年、油絵、46×６４.5cm、アンブロジアーナ図書館、ミラノ（左） 

パブロ・ピカソ 《果物皿と水差し》、1937年、油絵 49.8×60.8cm、ソロモン・R・グッゲンハイム美術

館、ニューヨーク（右） 
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この二つに対して、筆者は良し悪しを判定するのではなく、表現上の異なる手段

と考える。しかし、筆者の場合、ストーリーの伝達が最も大事なことであるので、「リア

リティ」の傾向がある。これは、筆者が伝えたい感情や考えがストーリーに含まれてい

るからである。もし画面の表現が、前の画面と比べて目新しいものであると、観者は

内容を識別するのに多くの時間を費やしてしまい、これが事象への読み出しや物語

の喚起に悪影響を与えることが考えられる。したがって、「リアリティ」の傾向は必然

的な選択であると言える。画面のリアルさを基にして、観者に「現実であるが、現実と

異なる」といった違和感を与え、この「違和感」を物語創出の根本とする。そのため、

筆者は非現実の形象を用いて現実的な物事を表現している。 

「リアリティ」を基にして生まれるもう一つの効果は「不気味さ」である。これについ

て、「不気味の谷現象」を述べる。これは、人間に似たロボットに対する人間の感情

的反応について提唱された心理現象である。例えば、ロボットの造形が人間とまるで

そっくりでありながらその行為が人間的でない場合、人は否定的な感情、恐怖感を

抱く。つまり、「不気味の谷現象」とは、写実の程度が高まれば高まるほど、観者の感

情に強く衝撃を与えることを意味している（通常はマイナスの感覚）。しかし筆者は、

作品を通してこの効果を得ることで、単なる不気味さを伝えたい訳ではない。人々は

活気に満ちた前向きな作品に対して良い印象を持つが、現実の生活では常に憂鬱

さと隣り合わせであることを否定できない。これに対して筆者は、現実に対する様々

な視点を提示する必要があり、現実の一側面である抑圧と暗闇も作品を通して表現

しなければならないと思っている。「不気味」な作品を描くことは、深い自己分析を通

して現代社会において人々が感じる現実のネガティブな面を反映したいと考えてい

るためであり、また筆者が自分自身の創作をそのように位置付けているからである。

本章の冒頭で述べたように、筆者は常に現代の記録をテーマにしているが、その内

容は苦痛と意気消沈する様が多く描かれるかもしれない。このようなテーマのもとで

は、筆者の作品は人に不快感を与えることがある。また筆者自身も創作の過程でこ

のような否定的な感情とそれに伴う苦痛を感じるが、苦痛を感じるテーマに対しても

創作によって表現する価値があると考える。この故に、筆者の作品では、よく画面に

「観者を注視している」形象を置く。《Cain｀s Mirror》（図 44）のなかの鏡のフレームに

おける人型もその要素になる。また、手も私の作品によく登場する形象である。これ

らは「見えないものにコントールされている」という感覚の象徴であり、「ディストピア」

の世界観を展開するための視覚元素でもある。 

また、「黒と白」は筆者が版画を制作して以来、表現においてもう一つの重要な特

徴である。色彩はしばしば形を作り上げるための手段として使用される。例えば、果
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物を絵描く時、明るくて温かみのある色は光に反射する面を描画するために用いら

れ、暗くて冷たい色はその逆光の面と影を描画するために使用されるだろう。また、

色彩は感情や精神面の意味を与えられることが多い。例えば、青は憂鬱な心理を象

徴し、赤は旺盛な生命力を表す。色彩のみで作った抽象的な作品も現代では多く

みられる。しかし筆者は色彩を無視し、内容の表現を重視し、黒と白のみで形象を

表現している。正確には、筆者は「重い灰色」と「浅い灰色」を用いている。筆者の作

品では、白や黒が大きい面積を占めることはほとんどなく、画面スペース全体を灰色

で埋めている。それは、黒が多すぎると画面に空間感と距離感が不足し、また白が

多すぎると画面の細部が欠けるためである。同時に、黒と白は時間を経ることで人々

に古びた感覚を与え、物語の雰囲気を形成する。特に、本作は筆者の長期的な創

作計画から見ると、物語の世界の始まりとして作成されるものである。そのため、色彩

が退色し、形象だけが残されることで、時間における距離感を作り出すことができる。 

以上のような特徴の他に、画面内の空間感が弱いことはこれまでの自作における

最も大きな問題だった。これは、事象を表現することの重要性をはっきり意識してい

なかったかもしれない。したがって、本研究を経って、筆者はより明らかに本作の全

体の構図を計画した。3-2-2 の作品図版を参照すると、ほとんどの絵は劇場式を用

いて、描かれた。それは、作品全体を演劇演出のように見せるだけではなく、限があ

る視野範囲により窮屈な雰囲気を出すのためである。また、互いに似ている空間感

を出したら、例外に「第一者の視点」を用いる第 14幕とパノラマ 式を用いる第 20 幕

が出るとき、観者にさらに視覚的な衝撃を与えるという意図がある。 

同じく事象への表現をはっきり意識してなかった故に、これまでの自作における形

象はほとんど静態に傾き、描かれた真っ正面な肖像である。このような慣性をださな

いように、本作に対して筆者は自身をモデルとし、数百枚の写真を撮った。筆者は

制作する前に、一つ一つの動作と状況を予想し、連続に撮った写真から最も良い瞬

間を選んで、絵の参考にしていた。このようなやり方は、映画の監督が役者を指導す

ることのようであり、動きによりストーリーにおける人物の心理状態をより良く表現する。

もちろん、これも誇張せずリアリティを見せるためのである。 
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（2）製本と展示について 

    

 

図 62 ブックボックス  

 

本稿の 2-3 では、同一平面とは異なる平面を基に、それぞれを分けて連続画面を

展開して観者に見せる形式を考察し、自作に最もふさわしいと考える形式として「本」

を提案する。これは、版画の最も伝統的な鑑賞形式に加え、「開ける」という動作が

静止する絵画に時間を与えるための最善の方法と考えるからである。筆者はリトグラ

フで一般てな紙製の本を 15 冊作るつもりだが、博士後期課程の作品として限定本

を手で作った。また、筆者は製本時、本の携帯性に関しては考慮せず、テーマを十

分に表すために本の重量を増やすことで、最終的に作品を全木製の「ブックボックス」

（図 60）にした。本節では、この「ブックボックス」に関して解説を行う。 

はじめは伝統的な写本の綴じ方にしようとしたが、絵の枚数が少ないために本の

裁縫には量が足りなかった。この場合、２つの選択肢があった。１つは現代製本の

「胡蝶装」という、通常はページ数が少なく、紙が厚い際に使用する製本方法である。
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これは扇子のように紙を接着し、それらを積み重ねて本を作るもので、東洋の伝統

的な装丁方法である。本の接着部分が開ける過程で広がってしまわないよう、側面

には線を台形に裁縫する。この線は、本の一番外側の層にカバーを貼ることで隠す

ことができる。筆者の作品はサイズが比較的大きいため、この方法では作品が完全

に開けず、まためくることも困難になる。厚くて硬いダンボールを本の下紙として使用

してそれに作品を接着する方法を試みたが、作品を完全に開くことができなかった。

また、本を接着する際、裁縫の代わりに接着剤を使用すると、作品の耐久性が問題

となるため、この案は不採用とした。 

もう１つは、「リング」を製本に使用する方法である。つまり、一般的なフォルダーの

ように金属製のリングで紙を固定するものである。筆者が重視したこの方法の利点は、

作品の耐久性が比較的保障され、また完全に展開することができる点である。また、

同時に、リング自体を開けることができるため、絵の量と順序を修正し、完成した作

品をさらに改善することもできる。この形式は筆者が求めていた製本の構造を満たし

ていたため、リングの形で製本をすることとした。しかし、このようなフォルダーの構造

は安価な印象を与え、作品の美観を損なう可能性がある。筆者は作品が観者に美

的体験を与えることによって、作品の内なる意味を感じるように人々をさらに惹きつ

けることが出来ると考える。言い換えれば、内容が豊かでなくても、作品の形が十分

綺麗であれば、それは良い芸術作品と言える。したがって、筆者は自分の作品を

「収蔵品」とすることを前提に、以下のように作品の形をデザインした（図７９）。 

 

 

図 63 ブックボックスの設計図 
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 最初に、全体の材質として木板を使用した。スムーズな開閉のため重要な部分は

金属部品を使用したが、それ以外の本の外側から内部のページまでは木材を使用

した。これは、木材がよりきめ細やかで素朴な素材であることに加え、紙に取って代

わることできない丈夫さを持っているからである。同時に、木材の自然な模様は、装

飾として使用することができる。この本で最も特別なのは、開閉の形式である祭壇画

からインスピレーションを得て、この本はめくる形式ではなく、一度に開くような形式

にしている（図 61）。本全体の厚さは１２.７センチで、内側は木製のページを使用し、

リングのスムーズな回転を確保するために、一ページの左右両側に空間を作ってい

る。62×68 センチの底板を中心に、同じサイズの表紙（カバー）が中央から分離でき

るようになっている。本を開く時には、３つの平面に広げることが可能である。また、ス

トーリーを呼応するのために、第 18 幕つまり「アダムの追放」から、リンクの構造を基

に、ページは左と右からそれぞれに開ける形にした。こうすると、第 18 幕と第 20 幕

のような複数の絵によって構成される事象は、完全に展示することができるようになる。

また、重ねるページにより高低差を作り出し、作品の内容を提示する際、観者に空

間の感覚を持たせる。このブックボックスを基に、展示の際にもより特別な考えが必

要する。 

筆者は第一章で、ギャラリーや美術館で展示をする際に感じた遺憾の念を述べた。

これは主に、公共空間で作品の内容とテーマの連携させることが難しく、鑑賞効果

が弱くなることに対してである。筆者は、展示にはある種の儀式的な感覚と、その儀

式から美的体験を得ることが必要と考えている。特に、書籍を中心とした展示の場合、

それは単なる本の展示ではなく、本の物語の内容に合わせた空間を作ることになる。 

これに関して、まず光の問題から説明する。筆者の作品全体がある程度抑圧的な

雰囲気であるため、写真を現像する時の暗室のような光を展示に使用する傾向があ

る。美術館には、私営ギャラリーのようなガラス扉がないため、外部の光源を隔離す

ることが出来る。さらに、ホールの照明設備を変更して、弱い光源を選択する必要が

ある。つまり、「作品をみる」よりも、観者に事件を目撃するような臨場感を与えること

を重視する。さらに、投影装置を使用することで、雰囲気を作り出すことが出来る。例

えば、展示ホールの中央にプロジェクターを配置することで天頂に投影することが可

能になる。作品にはテキストがない為、筆者は音声を録音し、言葉によって叙述した

ストーリーをバックグラウンドミュージックに合わせる。これによって、作品を直接鑑賞

した観者によってのみ、物語の本当の内容を理解することができる。 

実際の展示では、この巨大で重い本が会場の中央に置かれ、観者はこれを読む

ことが出来る。観者はこれにより最も伝統的な版画の見方を体験する。もう１つの鑑
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賞の仕方として、筆者は同じ作品を、中央の展示スタンドの左右と背面の３つの壁に

掛けて、本に触れる機会のない観者に鑑賞ができるようにする。先述したように、物

語全体は塔の内部で行われるため、この舞台背景の特徴と合わせて、作品の吊り位

置を事象が発生するときの位置にあわせて上中下の三層に配置する。例えば、「造

物の戦争」に登場する複線の叙述構造も、この形式で展示される。これは、版画の

複製可能であるという特性から、同一作品を同時に様々な方式で展示することがで

きるという恩恵を受けている。展示スタンドの前の、つまり観者に面した壁には中央

の投影に加え、博士前期課程から博士後期課程一年までに創作したリトグラフ連作 

を置く。５つの作品は『創世記』の順に並べられており、作品が『創世記』に関連して

いることを示す。 

 

 

図 64 学位予備審査時の作品展示の風景 
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おわりに 

西洋であろうと東洋であろうと、物語は絵画において最も重要な内容であり、物語

を表現することも絵画において最も重要な目的の 1 つである。しかし、今では物語絵

画がほとんどなくなったと言える。それはおそらく、私たちはすでにより良く物語を表

現するための手段と媒体を持っているからであろう。例えば、今日では一般の人々

は優れた直感的な「再現表象」を持つ映画に興味を抱く。純粋な芸術や現代美術の

文脈では、伝統的な物語の語りは衰退したと考えられる。ここで筆者が指摘したいの

は、芸術において究極の目標は何かということである。筆者の意見としては、芸術の

可能性は広く、科学や工学など多くの分野も芸術になることができる。しかし、芸術

において最も基本的な目的は人々の心を感動させることである。物語の語りが常に

人間の文明と社会の進歩の発展に伴うことができる理由は、芸術が人々の心を動か

す最良の手段であるためと考える。 

筆者は物語に夢中になっており、物語も私に絵画を学び、絵を使って物語を表現

する道に着手するように促した。筆者は今後の制作で、様々な媒体、材料、方法の

利用を試みる予定であるが、絵画を使って物語を表現すること自体は変わらない。

ただ、筆者はレトロ主義であるため、今後も伝統的な方式で伝統的な物語の表現方

法を追求するつもりである。先述した版画を制作する意味のように芸術創作には時

間も進化論もないと考えるが、美意識を持っている限り、この伝統的な制作手段や

使用されている材質などは継続していく価値があると考える。本研究を通して、絵画

で物語を表現する基本形式と基本原理を探索することができたと考える。 

本研究では、筆者はこれまでの創作経験に基づき、まず自身が追求している絵

画の定義として言葉がない物語、物語を喚起する絵画を定義した。次に、この種の

絵画の基本形式を「連続した絵画で物語を展開する」とした上で、構成が連続する

原理と絵画を描写する方法、そして最終的に完全な物語を展開することについて考

察した。本研究からは、図象叙述の本質と原理が想起されるかもしれないが、筆者

は創作者の観点から自分の経験を要約し、さらに短所と問題を見つけて今後の創

作に役立つことを目指して研究を行っている。そして、本論文を通して、理性的とも

いえる文字を使用し、「言葉がない物語」を製作を目指す作者や、筆者の作品の創

作原理の理解を試みる人々が参照できる議論を提示する。筆者が考察した原理は、

実践すべき規則ではなく、あくまで原則であり、これを明確にして絵画を通した物語
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の表現方法を多く見出したいと考えた。この原理を完全に覆すことによって、さらに

多くの表現方法を生むこともできると考える。 

本研究では創作の方法論として、特定の主題や作品を対象にしていないため、

多くの具体的な問題が提案や議論されていない。例えば、本文は最も基本的な「直

線型構成」に基づいているが、「平行型」や「逆流型」などの人気の物語構造は、絵

画作品でどのように提示するかということ、文学作品の叙述方式はどのように絵画に

適用できるかということなどがある。叙述作品においてみられる、図象による思考と文

字による思考の類似点・相違点や図象叙述自体の特性などに関して、現在の筆者

の学識と経験は限られているため、これらの問題は将来学び続けた後、深く議論し

たい。 
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