
１．はじめに

本論文は，平成24年度の芸術学部共通専門科目「芸術文化論 」において筆者が担当した，第14回講義，「江戸

の風俗画『浮世絵』」の内容をまとめたものである。

江戸庶民の文化・社会が育んだ浮世絵は，単に日本の伝統美術であるのみならず，19世紀後半の欧米諸国に広

がりを見せたジャポニスムという現象を経て，今日の芸術，デザイン，そして写真，映像などのメディアともき

わめて重要な繫がりを持っている。

ジャポニスムと浮世絵については，先学による膨大な研究の蓄積があるが，日本美術が西洋美術に与えた影響

を研究するジャポニスムとは，西洋美術史が扱う領域であり，一方浮世絵は，近世日本美術史の研究領域である。

しかし，日本と欧米の文化的接触が芸術に新たな潮流を生み出していったジャポニスムという現象については，

今日では東西相互の関係にこそ焦点が当てられてきている。そこで，1980年前後から興ったニューアートヒスト

リーの流れの中での，タイモン・スクリーチによる，江戸期における西欧の視覚文化の受容に関する研究 や，稲

賀繁美による，日本と西欧，双方に軸足を置いた比較文化学的視点からの研究 は，今日のグローバル社会におけ

る日本と日本文化の位置づけを考える上でも重要となってきた。そうした動向の中で，現在は浮世絵研究の分野

でも，日本の伝統芸術としての見方だけではなく，江戸の文化社会全般に関する研究の進展との関わりにおいて，

多角的視点から分析する研究が進んできている。

筆者はメディア表現という専門分野から，ジャポニスムと浮世絵について，主に日本の側に視点を置き，江戸

の都市文化と浮世絵の持つメディア史的，デザイン史的意義に関する研究を行っている。芸術文化論の講義では，

ジャポニスムが西欧絵画の造形性の深部に及ぼした影響を通して，浮世絵を生み育てた背景としての江戸後期，

末期の文化社会への関心の糸口を作ることを目的とした。

そこで講義ではまず，折しも昨2012年，生誕150年を記念した展覧会が開催された ，作曲家ドビュッシーの交

響詩「海」と，葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」との関係を，ジャポニスムの広がりをうかがい見るための

手がかりとした。

２．ジャポニスムのひろがり

2.1.ドビュッシーの「海」とジャポニスム

ジャポニスムとは，1860年前後から1920年頃までの間，ヨーロッパ，アメリカなどの美術に日本美術が与えた

影響をいう 。影響は，絵画，彫刻，版画，工芸，建築，服飾など美術のすべての分野に及び，さらには演劇，音

楽，文学，そして写真，映像へと広がりを見せた。ドビュッシーの生涯は，まさにこのジャポニスムの時代と一

致している。

音楽や美術，文学，舞台芸術などの芸術分野が，「印象」へ，そして「象徴」へと展開を見せたこの時代にあって，

クロード・アシル・ドビュッシー(Claude Achille Debussy,1862-1918)は当時の絵画から強いインスピレーショ

ンを受けていた。印象派，後期印象派，ナビ派など前衛の画家たちの多くがそうであったように，彼自身も日本

美術に深い関心を寄せ，浮世絵や仏像などを収集していた。交響詩「海」のスコア初版表紙(図１)は，北斎の「神奈

川沖浪裏」(図２)を模しているが，彼自身，この絵を所有しており，「海」という標題にふさわしいイメージとして，

この絵を用いた。彼が作曲した作品にはほかに，「版画(Estamps)」(1903)，「映像(Image)」(第１集：1904-5，第

２集：1907)と題された作品もあり，ドビュッシーにおける音楽と視覚
ヴィジョン

との深い関わりが感じられる。同時にこの

ことは，版画，写真，映像と，視覚的なメディアが革命的な進歩をとげる，ジャポニスムの時代背景としての

視 覚 性
ヴィジュアリティ

の前景化現象をも象徴していると言える。
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2.2.なぜ浮世絵だったのか

列強が日本に開国を迫っていた19世紀半ば，各国外交官らが帰国後に出版した日本関係の書籍をはじめ，新聞

各紙も極東日本の情報を欧米諸国にもたらし始めていた。開国に前後して，ロンドン，パリ，ウィーン，フィラ

デルフィア，メルボルンと，順次各地で開催された万国博覧会への出品 がおおいに好評を博したことも功を奏し

て，日本美術への関心は飛躍的な高まりを見せ，大量の美術品が欧米諸国にもたらされた。輸出されたのは，着

物や織物，陶器，漆器，金工などの工芸品，屛風，団扇，能面，刀剣から根付まで多種多様で，ロンドンのリバ

ティ商会の前身「イースト・インディア・ハウス」や，パリの「ポルト・シノワーズ」，ビングの店などで販売され

て人気を博し，飛ぶように売れていった。

わけても浮世絵と，いわゆる「日本の絵本」(江戸絵本)は，ジャポニザンと呼ばれる日本びいきの画家たちによっ

て競って買い集められ，モネやゴッホのように，数百枚という単位で収集する者もいた。そして彼らは次第に，

まだ見ぬ東洋の国へのエキゾチシズムを超えて，浮世絵からその造形的特質を学びとるようになる。浮世絵は，

前衛の画家たちが，それまで透視遠近法と陰 影 法
キアロスキューロ

による再現前化
リプレゼンテーション

を絶対と見做してきた西欧絵画の規範を決定

的に覆してゆくための，強力な案内役となっていったのである。

このジャポニスムの直接のきっかけとなったのは，版画家フェリックス・ブラックモン(1833-1914)による，『北

斎漫画』の発見だったとされるが，江戸期を代表する狩野派や南画など正統派の日本絵画ではなく，江戸町人た

ちのサブカルチャーにすぎない浮世絵に彼らが惹かれた理由こそ19世紀の西欧絵画が日本美術に求めたものを

象徴している。

2.3.巨大都市江戸と，メディアとしての浮世絵版画

浮世絵が江戸町人の間で育まれた絵であったこと，版画による量産品であったことは，大きな意味を持ってい

る。

江戸の浮世絵版画が隆盛を見た18世紀前半から19世紀半ばまでの江戸は，ロンドン，パリをしのぐ世界最大

規模の都市であった。浮世絵とは，その江戸町人たちの中から生まれ出て，絵の顧客である町人たちの求めに応

えつつ常に変化を続けた商品としての絵であり，また町人たちにとっての視覚的なメディアであった。浮世絵は，

町人たちが，通りがかりの絵草子屋の店先で，かけそば一杯分といわれる値段で気軽に買い求めることのできる

木版画がその主流であり，一度に200枚という単位で刷られる量産品であった。絵の大きさは大判錦絵と呼ばれ

るもので，ほぼ今のＢ４版の大きさである。軽くて薄い紙に摺られ，高価な一点ものとは違って手ごろな値段で

手に入る版画だったからこそ，海外に向けて大量に荷積みされ，多くの画家たちの手に渡ることが可能だったの

である。

渡った先の西欧では，ベンヤミン言うところの「複製技術の時代」が，新たな段階に突入していた。

1798にはドイツのゼーネフェルダーが石版印刷術(リトグラフ)を発明していたが，1827年にはニエプスによる

ジャポニスムと浮世絵

図2葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(1831～33

頃)木版，東京国立博物館蔵

図1クロード・アシル・ドビュッシー『海―

管弦楽のための３つの交響的素描』スコ

ア表紙，(1905)

6 日本美術が万博で紹介された
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写真の発明，1839年にはダゲールによるダゲレオタイプ(銀板写真)の発表，印刷はさらに蒸気動力による大量印

刷の時代に入り，写真製版，カラー印刷の技術が模索されていた。そして世紀末，1895年には，リュミエール兄

弟が初の映画上映を行う。メディア技術が長足の進歩を遂げるこの時代，絵画は視覚メディアとしての機能を写

真や印刷にゆずり，芸術としての次なる歩みを始める。ジャポニスムにはこうした背景があったことを見逃して

はならない。

写真の登場によって，それまでの西欧絵画の表現様式の意義にも揺らぎが生じていたが，芸術家たちの中には，

版画の新しい技法や，ドガ，ボナール，ロダンらのように写真という新しい技術の可能性に積極的に取り組んで

ゆく者もいた。

浮世絵版画は，そうした当時の芸術家たちを刺激する，造形上の多様な特質を備えていたのである。

2.4.彼らが日本の絵に求めたもの

産業革命後の膨張する都市と，市民革命後の都市大衆は，彼らのための新しい絵画や工芸を求めていた。

美術商サミュエル・ビング(Samuel Bing, 1838-1905)が刊行していた日本美術の専門雑誌『芸術の日本(Le
 

Japon Artistique)』に掲載されたビング自身による論文は，当時の芸術家たちが浮世絵に求めようとしたものを端

的に表している。彼は言う。「この浮世絵こそは，古くさい古典的規範定法を踏みにじって，絵画を民主化した流

派」であって，浮世絵画派は，民衆独特のものの見方，感じ方を反映する絵画形式を求め，民衆の新しい渇望に応

ずるような芸術を万人の手に届くものとするための実際的手段として，木版画という技術を選んだのだ ，と。し

かしながらこれはむしろ，フランス第三共和制の時代社会にあった彼ら自身が求めていたものであって，浮世絵

師たちにそうした明確な意図があったとは思われない。

とはいえ，たとえ江戸の浮世絵と江戸社会が，ジャポニザンたちが夢見た幻想とは異なるものだったにしても，

浮世絵という庶民の絵画ジャンルを生み育てた江戸の文化・社会とは，我々日本人自身が明治以降に作り上げて

きた，ときに否定に偏りがちなイメージともまた異なるものだったのではあるまいか。

３．ジャポニスムの展開

3.1.ジャポネズリーからジャポニスムへ：エミール・ゾラの肖像

「オリエンタリズム」とは，もともと西欧諸国で行われた東方世界に関する学術研究をさす言葉であるが，18世

紀末のナポレオンによるエジプト遠征以来，芸術分野においてもオリエントは流行の主題となっていた。そうし

た東方趣味を含め，現在ではサイードが『オリエンタリズム』(1978)において主張したように，オキシデントの側

の優越感を前提とした東方世界への憧憬までが，「オリエンタリズム」と呼ばれている。17，8世紀の「シノワズ

リー」(中国趣味)の延長上にあった「ジャポネズリー」(日本趣味)もまた，こうした「オリエンタリズム」に由来して

いたことには間違いない(図３)。しかしその後，日本美術に関する研究と理解が深まるにつれ，日本の絵は，彼

らの描くテーマや造形理念の深い部分に重大な変化を生じさせてゆく。「ジャポニスム」とはこの段階のことを言

う。

図４のエドゥアール・マネ(Édouard Manet,1832-1883)による「エミール・ゾラの肖像」(1868)では，日本の絵

への関心は，すでにもう一歩踏み込んだものになっている。マネは，当時の新しい絵画運動の支持者であった小

説家ゾラを描くにあたって，背景に象徴的なモチーフをちりばめている。テーブルの上には1867年の万博会場で

行われた展覧会に際して，ゾラがマネの作品を擁護した論評の小冊子が置かれている。画面右上には，酷評やス

キャンダルの嵐に関わらず，ゾラが傑作と讃えた，あの，マネの「オランピア」の複製画が描きこまれている。左

側に日本の屛風，そして，ゾラの後ろに掲げられた歌川国明による浮世絵，力士「大鳴門灘右ヱ門」が，彼らの新

しい芸術への闘争に日本の絵が果たした役割を象徴している。

この絵でもすでに，やや後ろ向きに座って振り返るゾラの姿勢や，白と黒の対比，「オランピア」という作品自

体に見られる強い縁取りなどが，浮世絵の影響への予兆を感じさせ，その後の印象派の画家たちを中心としたジャ

ポニスムの動きの中で，彼らの作品に生じ始めるさらに重要な変化を予感させる。
8 サミュエル・ビング著／稲賀

繁美訳「日本の版画」『芸術の

日本― 1888～1891』美術公

論社，1981，pp.337-349．

堀じゅん子



3.2.影響のかたち

印象派，後期印象派，ナビ派などの作品の造形要素，造形理念に浮世絵が与えた影響は，平面的な色彩，線描，

画面構成など，その形は画家によって，また作品によって，多岐に渡っている。ここでは膨大な数に上る影響の

事例の中から，後のポスター美術や，写真，映像など19世紀のニューメディアとの繫がりの深い幾つかの例を取

り上げてみたい。

3.2.1.構図と色彩への影響

アメリカ出身の画家であり版画家でもあったジェームス・マクニール・ホイッスラー(James Abbott McNeill
 

Whistler, 1834-1903)は，ジャポニスムの中心的人物の一人である。1860年，ロンドンに居を構え，早い時期か

ら極東の美術に関心を持った彼は，友人ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(1828-1882)と，競い合うように収集

を行っていた。1864年の作品，「紫とバラ色：六つのマークのテンゲ・ライゼン」(図５)は，ジャポネズリーがシ

ノワズリーの延長上にあったことを思わせるエキゾチックな品々に溢れている。この作品の表現様式からはまだ，

浮世絵の影響は読み取りにくいが，彼はエッチングの作品においてはすでに，「ヨーロッパでは稀だが浮世絵では

ありふれた構図」をいくつも積極的に取り上げていた 。

1970年代には「ノクターン」と名づけられたシリーズを描くが，川，花火という題材の選択をはじめ，夜景とい

う浮世絵に頻繁に見られる場面の設定など，この時期には，ジャポニスムがホイッスラーの絵画に深く浸透して

いることがわかる。とくに「ノクターン―青と金：オールド・バターシー・ブリッジ」(図６)は，歌川広重(1797-

1858)の「名所江戸百景 京橋竹がし」(図７)から直接的な影響を受けたと見られ，前景に橋桁を大きく配し，画面

の重心をずらしたアシンメトリーな構図が目を引く。このように，あえて安定感のある均衡をくずして画面に緊

張感と変化を与え，空白を大きくとった構図は，この頃の「灰色と黒のアレンジメント」(1871)，などの作品でも

試みられ，色数の制限，無彩色の使用など，浮世絵からの影響の深まりを感じさせる。

この「オールド・バターシー・ブリッジ」では，色調は「京橋竹がし」にも見られるブルーのモノトーンに抑えら

れているが，広重が用いたこのブルーは，浮世絵で当時流行していたベロ藍 を効果的に用いた一例でもある。量

産品の版画であり商品である浮世絵では，版数を極力抑えて効果を上げることが絵師の腕の見せどころでもあっ

た。こうした浮世絵の日本的な美意識のみならず，版画としての特徴が絵画にも取り入れられ，新しい時代の表

現様式が模索されてゆくのだが，ブラックモンといい，ホイッスラーといい，浮世絵に早くから関心を持ったの

が，版画制作者であったことはことさらに興味深い。

また，ホイッスラーはこの「ノクターン」のほかにも，「シンフォニー」，「ハーモニー」などの音楽用語を作品の

題名として用いている。前述したドビュッシーの場合とは逆に，音楽からの 印象>が彼の想像力に刺激を与えて

いたのである。

図3ジェームス・ティソ「日本のオブジェを

見る若い女性」(1870)油彩，個人蔵

図4マネ「エミール・ゾラの肖像」(1866)油

彩，オルセー美術館蔵

9 渡辺俊夫「イギリス―ゴシッ

クリヴァイヴァルから日本風

庭園まで」ジャポニスム学会

編『ジャポニスム入門』思文閣

出版，2004，p.76．

10 ベロ藍は，18世紀にベルリ

ンのカラーメーカー，Dies-

bachが，高価なウルトラマリ

ンに変わる色料として合成に

成功したPrussian Blueのこ

と。江戸後期に日本にもたら

され，大流行していた。(色料

の開発については，［Philip
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guin,2001］による)。
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3.2.2.主題への影響

ホイッスラーは都会人の風俗を数多く描いたが，当時の前衛的絵画の中心的主題に，都市に生きる人々の姿が

あった。ビングが『芸術の日本』で論じたように，浮世絵もまた都市風俗を描く風俗画だった。つまり，前衛の画

家たちの絵画も，江戸の浮世絵も，大都市の発展を背景として，そこに暮らす人々を主役として描くという共通

の主題を持っていた。

浮世絵は，江戸町人たちのささやかな娯楽の一つであり，その最大のテーマが江戸の二大悪所と呼ばれた遊里

と芝居町である。したがって美人画と役者絵は浮世絵の花形だった。江戸町人文化について，近世日本文化史学

者，西山松之助はその特色を「行動文化」にあるとしている 。町人たちは，旅へ，芝居へ，祭へ，見世物へと実に

活発に行動した。こうした庶民の生活は，浮世絵のもう一つのジャンル，浮世絵風景にも反映される。北斎や広

重の風景画には，風景だけでなく，旅行や行楽，四季折々の行事など，日常を楽しむ庶民の姿がまるで約束事の

ように描き込まれている。

こうした浮世絵に対する理解は，1880年代から，ヨーロッパで収集された日本美術の体系的な研究や出版が始

まると，さらに奥行きを増してゆく。

日本美術の最初の理解者であり，かつ熱心な収集家でもあった文筆家，エドモン・ド・ゴンクール(Edmond de
 

Goncourt,1822-1896)は，来日を夢見ながらもついにそれが実現することはなかったが，例えばその著書，『歌麿』

(1891)では，吉原遊郭のしくみが，実にこと細かく正確に解説されていることに驚かされる。こうした日本美術

の愛好家や文筆家，芸術家たちの日本文化理解に貢献したのが，美術品の輸出でジャポニスムの立役者ともなっ

た林忠正(1853-1906)であった 。この林のはたらきによって，浮世絵は，ほとんど国内での在庫が尽きるまで，

欧米諸国に渡ってゆくことになった。

そして1880～90年代には，熱烈なジャポニザンであったロートレックが，「ムーラン・ド・ラギャレット」や「ムー

ラン＝ルージュ」といったダンスホールやキャバレー，「フェルナンド」のサーカスなどに通いつめ，芸人たちのい

る風景と庶民の享楽を描いてゆく。このことは，ロートレックの，浮世絵の主題に対する理解，共感と無縁では

ない。彼は娼家の一室に住み込み，そこに暮らす下層の女たちを描いたが，これは，喜多川歌麿(1753頃？-1806)

が遊里の女たちの１日に密着し，外からはうかがい知ることのできない彼女らの日常を描いた代表作，「青
せい
楼
ろう

十
じゅう

二
に
時
とき
」(1794頃)や，あくの強い美人画で一世を風靡した渓

けい
斎
さい
英
えい
泉
せん
(1790-1848)が，武家出身の身でありながら放蕩

生活に身を置いて浮世絵を描き，後には自ら娼家を営むにまで至った，ということとも重なって見えてくる。

このように都市底辺の民衆にも目を向ける人物画の傾向のほかに，北斎や広重の浮世絵風景画は，印象派の画

家たちの風景画の主題と構図にも重大な変容をもたらしてゆく。先に見たホイッスラーの「ノクターン」シリーズ

は，テムズ川の風景を中心に描かれたが，水辺の景は，浮世絵では最も好んで取り上げられる主題の一つだった。

それは，海に囲まれた日本ならではというだけではなく，当時の江戸が網目状に運河が張り巡らされた水運都市

図5ホイッスラー「紫とバラ色：六つ

のマークのテンゲ・ライゼン

(1864)油彩，フィラデルフィア美

術館蔵

図6ホイッスラー「青と金のノクターン―

オール ド・バ ターシー・ブ リッジ」

(1872-75年頃)油彩，テート・ギャラ

リー蔵

図7歌川広重「名所江戸百景 京橋竹

がし」(1857)木版，ブルックリン

美術館蔵

11 西山松之助「江戸町人総論」

『江戸町人の研究』第一巻，吉

川弘文館，1972，pp.1-42．

12 小山ブリジット「エドモン・

ド・ゴンクールと林忠正―

『北斎』伝― 協力と友情の結

晶」林忠正シンポジウム実行

委員会編『林忠正― ジャポ

ニスムと文化交流』2007，ブ

リュッケ，pp.239-263．
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だったことにも起因している。鉄道と道路が移動と運搬の中心となる以前の都市が水運に依存していたことは，

西欧においても同様である。ジャポニスムに影響の大きかった広重の「名所江戸百景」全118図では，シリーズの

80％が水のある風景である。また，欧米で最も人気の高かった鳥居清長(1752-1815)も隅田川での川遊びの風景を

しばしば描いている。それらの影響もあって，ジャポニスムの画家たちも，マネの「ボート遊び」(1874)，クロー

ド・モネ(Claude Monet, 1840-1926)の「舟遊び」(1887，図８)や，同じくモネの「バラ色のボート」(1890)，メア

リー・カサット(Mary Cassatt,1845-1926)の「舟遊びする人たち」(1894)など，舟遊びを楽しむ人々をテーマにし

た風景を数多く描いている。

これらの例に見られるように，浮世絵の主題や場面の設定は，西欧絵画にも多くの手がかりを与えたが，その

ことは，両者の時代の都市と，そこに生きる人々のありように，東西を問わず数々の共通する点があったことを

物語っているのではないだろうか。

3.2.3.画面構成への影響，幾何学的構図への還元

ところで，前項で挙げた，舟遊びを題材とした作品には，それまでの西欧絵画には見られない，意外な構図が

散見される。

モネの「舟遊び」では，油絵の画面が縦に使われていることに注目したい。一般に西洋の風景画では，画面を横

位置に使い，風景の広がりをゆったりと描こうとする。ところが「舟遊び」でモネは，縦長の幅の狭い画面に俯瞰

の視点から描くことによって，水面の面積を広く取り，舟の右半分をばっさりと断ち落とした構図で描いている。

俯瞰による風景描写は，浮世絵のみならず，日本美術には古くから見られる特徴の一つである。また，浮世絵は

一般に縦長の画面に描かれることが多いが，このように舟をフレームで断ち落とす構図のとりかたは，鈴木春信

(1724-1770)の「隅田川舟遊び」(1767頃，図８)など年代の古いものから浮世絵では頻繁に行われていた。舟に限ら

ず，縦絵で描かれることの多い一枚絵の浮世絵のほか，柱絵などの極端に細長い画面や，扇面などの不定形な画

面に描かれることの多い日本の絵では，モチーフをフレームによって断ち落とし，それを逆手にとって構図のお

もしろさを狙う手法がさまざまに工夫されていた。

こうしたモチーフの思い切った断ち落としは，モネのほか，ドガ，ロートレック，ボナール，ヴュイヤール，

ゴーギャンらによって積極的に取り入れられていく。さらには絵画にとどまらず，ロートレックは19世紀の新し

いメディア，ポスターに，また1888年にコダックが小型カメラを普及させると，ナビ派の画家ボナールがこうし

た構図の写真を撮り始める 。

江戸の浮世絵版画が町人たちを主な顧客とする商品であったこと，店先に展示されて売り買いされ，ライバル

絵師たちの作品との競争にさらされる宿命にあったこと(図10)によって，浮世絵は，常に目新しさ，斬新さを求

められ，通りがかりの人々の目を引く視覚的な刺激を要求された。遠くから見ても可視性の高い色彩のコントラ

ストや，はっきりとした形や構図の特徴が，絵の販売に効果的であることを，版元たちも，絵師たちもよく心得

13 Françoise Heibrun et
 

Philippe Neagu:Pierre Bon-

nard Photographe, Philippe
 

Sers Reunion des Musees
 

nationaux,1987.

図9鈴木春信「隅田川舟遊び」(1767頃)木

版，ボストン美術館蔵

図8モネ「舟遊び」(1887)油彩，国立西洋美術館蔵
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ていた。

視覚心理学的に言って，美人画や役者絵などの人物画には人の目は自然に引き寄せられる。しかし，通常人間

の目には背景としてしか写らない「風景」を主題にする場合には，ひときわ目を引く何かの工夫が必要となる。旅

が大流行を見せる19世紀前半から半ばにかけての江戸では，北斎や広重の浮世絵風景画がブームとなる。浮世絵

の限られた画面サイズで遠目を引き寄せるために，その画面構成には目新しい仕掛けが次々と繰り出された。西

欧の画家たちは，彼らの新しい絵画運動の中で，この斬新な画面から多くのものを吸収した。

18世紀後半から19世紀にかけて，それまで歴史画，次に肖像画を絵画のヒエラルキーの頂点としてきたイギリ

ス，フランスでは，それに比べて低い地位に置かれていた風景画というジャンルにめざましい動きが生じていた。

英国では上流階級の間にヨーロッパ，とくにイタリアを目的地としたグランド・ツアーが広まり，「ピクチャレス

ク(Picturesque)」と「崇高(sublime)」の概念 が誕生して風景画が興隆する。この「ピクチャレスク」の美意識にお

いては，左右非対称，意外，不規則なものに美意識が求められるようになることに注意しておきたい。この英国

での動きが一つの契機となって，19世紀フランスにおいては自然主義的風景画が興隆して，風景画というジャン

ルの地位が確立し，前衛絵画運動において最も主要なジャンルとなってゆく。

この英，仏での風景画隆盛の背景には，旅行や地誌への関心の高まりがあったが，一方日本でも江戸期を通じ

て，庶民の間に巡礼や湯治を表向きの目的とした物見遊山の旅が盛んに行われていた。江戸期には紀行文や名所

絵，図会類など旅に関わる出版物が盛んに刊行されて，日本各地の情報を伝えていたが，これらの出版物が旅の

流行に果たした役割は非常に大きく，19世紀前半には旅行の一大ブームが訪れる。このブームに乗って，19世紀

前半には，葛飾北斎による「冨嶽三十六景」(1831前後)や歌川広重の保永堂版「東海道五拾三次」(1833-1837)など

が出版されて，浮世絵風景画のジャンルが不動のものとなった。

「冨嶽三十六景 保土ヶ谷」(図11)では，街道を旅する人々を前景に，松並木が等間隔に並び，ストライプ状に

仕切られた画面の向こうに，遠く富士山を望んでいる。このように，風景要素の中から，幾何学的な図形を抽出

し，画面上に浮き上がらせる試みは，先にも挙げた広重の「名所江戸百景」のシリーズ中でも繰り返し行われてい

る(図12，13)。このシリーズは，とくに実験的で多様な視覚効果が次々と試みられていることでも注目される。

クロード・モネによる1891年の「ポプラのシリーズ(Seriede peuplier)」では，北斎の「保土ヶ谷」(図11)で見ら

れたような，画面上部まで突き抜けた直線的な並木を前景に配置することによって画面を完全に分割している。

自然を抽象的な幾何学図形に還元して描こうとする試みには，はっきりと北斎や広重の風景画からヒントを得て

いることがが見て取れる(図14，15)。モネのこうした試みは，後の抽象絵画や構成主義を先取りする革新的なも

のとなったのである。

3.2.4.線と面による構成

「点と線から面へ」といえば，デザインを志す者なら今日誰もが最初に学ぶ造形学の基礎となっている。この概

念が，1922年からバウハウスの教官を勤めた，ワシリー・カンディンスキー(1866-1944)の講義の中心をなす基礎

造形理論であったことは周知の事実である。バウハウスを形成した主要人物達，ヴァン・デ・ヴェルド(Henry van
 

de Velde,1863-1957)，ヨハネス・イッテン(Johannes Itten,1888-1967)，ヴァルター・グロピウス(Walter Adolph
 

Georg Gropius,1883-1969)，ラースロー・モホイ＝ナジ(Moholy-Nagy Laszlo,1895-1946)らとジャポニスムと

図11葛飾北斎「冨嶽三十六景 程ヶ谷」(1830-32)木版，メ

トロポリタン美術館蔵

図10絵草子屋の店先(筆者撮影)江戸東京博物館
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の関係については，クラウディア・デランクの『ドイツにおける日本＝像―ユーゲントシュティールからバウハウ

スまで』に詳しい 。もしも東洋，特に日本の美術が，この頃までにヨーロッパに広く浸透していなかったとした

ならば，今日の造形教育の基本は，あるいは違ったものになっていたのではなかろうか。

ルネサンス以降の西欧絵画では，人間の目に映る見たままの像を二次元に定着するための表現技術が，絵画の

みならず，銅版画はもちろん木版画においてさえ追究され，透視遠近法と陰影による表現が西欧絵画におけるほ

ぼ唯一の造形理念であったといっても過言ではあるまい(図16)。

浮世絵は，線と面によって構成される絵である。これは，毛筆の輪郭線の中を平坦な色面で埋める土佐派のや

まと絵の手法と，漢画を唱えた狩野派の活力ある筆致が融合し，それを民間画工たちが受け継いだ寛永風俗画の

流れを汲む，浮世絵の特色の一つである。そして，鈴木春信以来興隆を見た多色刷り木版による浮世絵，すなわ

ち錦絵においては，線と面によって構成される表現手法と，版画の彫，摺りの技法とが飛躍的に洗練されてゆく

ことになった。

19世紀半ば，ナポレオン三世によって大改造が行われたパリの街に，ジュール・シェレ(Jules Cheret, 1836-

1932)によるポスターが登場したのは，ちょうどジャポニスムに火がついた，1869年のことだった。シェレの功績

はまず，リトグラフによる多色刷り印刷によって，従来の文字主体の広告を，画像によるインパクトのある広告

媒体へと発展させたことにある。シェレの立体的な人物描写から，一見して浮世絵の影響を見出すことは難しい

が，消費社会の大衆心理を捉えるポスターの効果には，浮世絵の視覚表現がいかに有効かということを，シェレ

はすでに見抜いており，いつもそれらを傍らに，制作していた。咳止めドロップのためのポスター「パスティーユ・

図 15モ ネ「ポ プ ラ の シ リーズ 風」

(1891)油彩，個人蔵

図14モネ「ポプラのシリーズ ４本の木」(1891)油彩，メ

トロポリタン美術館蔵

15 Claudia Delank: Das
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Kunst, Iudicium Verlag,

1996.［クラウディア・デラン

ク著／水藤龍彦，池田祐子訳

『ドイツにおける「日本＝像」

― ユーゲントシュティール

からバウハウスまで』思文閣

出版，2004．］

図12歌川広重「名所江戸百景 鉄砲洲

稲荷橋湊神社」(1857)木版，ブ

ルックリン美術館蔵

図13歌川広重「名所江戸百景 四ツ

木通用水引ふね」(1857)木版，ブ

ルックリン美術館蔵
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ポンスレ(Pastilles Poncelet)」(図17)では，傘というモチーフ，暗い背景に白抜きで表現された雨脚など，歌川

国貞(1786-1865)や渓斎英泉らが描く役者絵や美人画の，雨や雪景色の場面(図18)にしばしば用いられるモチー

フと手法をヒントにしたものと見られる 。

同じくリトグラフによるポスターに，浮世絵の線と平坦な色面による効果を初めて取り入れて，ポスター・コ

ンペの受賞作となったのが，ピエール・ボナール(Pierre Bonnard,1867-1947)の「フランス・シャンペン(France-

Champagne)」(1891)である。

ロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec,1864-1901)はこの作品の手法に触発されて，「ムーラン・ルージュ

(Moulin Rouge)」(1891，図19)，「エルドラドのアリスティド・ブリュアン(Eldorado,Aristide Bruant)」(1892)，

「ジャルダン・ド・パリのジャーヌ・アヴリル(Jardin de Paris.Jane Avril)」(1893，図20)など数々のポスター

の名作を残してゆく。ロートレックのポスターでは，筆による弾力のある線描の効果や，平面的な色彩の対比効

果のみならず，力強いレタリング，大胆な画面構成，思い切ったトリミング，前景に大きく配した人物と背景と

の極端な遠近対比，遠景の観衆のシルエットなど，浮世絵の造形的要素と特質を貪欲に取り入れて，ポスター美

術に新しいスタイルを確立させていった。

こうしてグラフィック・デザインの黎明期に，ジャポニスムの造形要素はしっかりと根を張り，テオフィル・

アレクサンドル・スタンラン(Theophile Alexandre Steinlen,1859-1923)，アルフォンス・ミュシャ(Alfons Maria
 

Mucha,1860-1939)らのアール・ヌーヴォー様式のポスターへと連なってゆく。

16 L i o n e l  L a m b o u r n e:

Japonisme: Cultural Cross-

ings between Japan and the
 

West, Pheidon Press, 2005,

pp.56-58.

図18歌川国貞「歳暮乃深雪」３枚続きの

１枚(1844)，木版，個人蔵

図17シェレ「パスティーユ・ポンスレ」

(1896)リトグラフ

図16アルブレヒト・デューラー「犀(Rhinocer-

us)」(1515)木版，慶応義塾大学蔵

図20渓斎英泉／歌川広重「岐阻街道 深谷ノ驛」(1835頃)

木版，国立国会図書館蔵

図19ロートレック「ムーラン・ルー

ジュ」リトグラフ(1891)
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3.2.5.「近像型構図」で見る世界

浮世絵の影響の中で最も重要なことは，それまで西洋絵画を支配してきた透視遠近法による空間表現が，日本

の浮世絵との接触を契機に，その足元から揺らいでいったことにある。その一つ目の要因は，浮世絵における線

描と色面による構成が，眼に映る像を三次元的に平面に定着するのではなく，印象を直接，象徴的に表現しよう

と試み始めた西欧の芸術運動に示唆を与えたことである。そしてもう一つ，西欧の透視遠近法的な空間認識に根

本的な疑問を突きつける要因となったのは，北斎や広重の浮世絵風景画が行き着いた，独特な遠近法だった 。

西洋の遠近法は，18世紀初頭に，中国の蘇州版画を経由して伝わったと考えられている。遠近法は当初，日本

の浮世絵師たちに，浮き出して見えるトランプルイユ的な絵として受容され，奥村政信(1686-1764)らの「浮絵」が

流行を見る。

その後18世紀の半ば，遠近法で描かれた異国の風景などをレンズ越しに見ることによって，三次元的な臨場感

を楽しむ視覚玩具，眼鏡絵(zograscope)が西洋から渡ってくる。そのソフトとしての風景版画は，ほぼ間を置か

ずして国産されるようになり，円山応挙(1733-1795)は，この眼鏡絵の制作から遠近法を学んだ 。また歌川派の

祖，歌川豊春(1735-1814)は，政信の時代より格段に理解の進んだ遠近法を用いて，江戸名所のほか，「浮
うき
絵
え

阿
お
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図
ず
」などの西洋の風景を描いて，その後の本格的な浮

世絵風景画の興隆の基礎を固めた。さらに1787年には，西洋の腐食銅版画の制作を試行錯誤していた司馬江漢

(1747-1818)がこれに成功して，江戸名所や各地の風景を描き，透視遠近法の理論的理解と応用が進んでゆく。

北斎にも西洋の銅版画を真似たシリーズがあり，「おしおくりはとうつうせんのづ」(図23)はそのうちの１枚で

ある。冒頭で見た，「神奈川沖浪裏」(図２)は，前景の大波，波間にもまれる船，波の向こうに小さく見える背景

の山並みなど，まさにこの絵における試みの延長上にあることがわかる。北斎は，ドビュッシーが「神奈川沖浪裏」

をスコアの表紙に使う，すでに100年ほど前に，陰影法や遠近法を西洋の銅版画から学んでいたのである。ジャ

ポニスムの画家たちが魅入られた，「冨嶽三十六景」や「名所江戸百景」に見られる斬新な構図とは，日本の絵師た

ちが，西洋の遠近法を，彼らなりに解釈し咀嚼して自家薬籠中の物とした，ハイブリッドな遠近法だったのであ

る。

浮世絵風景画では当代一の絵師だった歌川広重は，この遠近法の非常に優れた使い手であった。北斎の描く風

景ではしばしば，「神奈川沖浪裏」や「保土ヶ谷」(図11)で見てきたような，前景が極端に大きく描かれ，中景が脱

落して，背景の上に直接前景が貼り付けられたような遠近表現がしばしば用いられる。このような遠近法をジャ

ポニスムの画家たちは，ユニークな日本の構図と考えて，彼らの絵画にさかんに取り入れた。日本美術史学者の

成瀬不二雄は，西洋の銅版画を介して江戸後期の日本にもたらされた透視遠近法が，狩野派における，樹木など

の近景を極端に大きく扱う日本の伝統的な画法と交配して，「近像型構図」という独特な遠近表現を作り出したと

論じている 。また，文化交流史が専門の稲賀繁美(1983)は，この「近像型構図」がジャポニスムの画家たちに，ま

るで強迫観念のごとくに取り付いていたと述べている。

図21ロートレック「ジャルダン・ド・パリ

のジャーヌ・アヴリル」リトグラフ，

(1893)

図22歌川広重「名所江戸百景 はね

たのわたし弁天の社」(1857)木

版，ブルックリン美術館蔵

17 Shigemi  Inaga: “La
 

Reinterpretation de la per-

spective Lineaire au Japon
 

1740-1830,”Actes de la Re-

cherche en Sciences So-

chiales,n°49,le conours de
 

la Maison des sciences de l’

honor et de l’Ecole des
 

hautes etudes en sciences
 

sociales,1983.9,pp.29-45.

18 岡泰正『めがね絵新考― 浮

世絵師達がのぞいた西洋』筑

摩書房，1992．

19 成瀬不二雄「江戸からパリへ

― 秋田蘭画から西洋近代絵

画へ」『季刊藝術』40号，季刊

藝術出版，1977，pp.86-105．

及び，成瀬不二雄『曙山・直武』

東洋美術選書，1977，pp.37-

47．
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1830年代の「冨嶽三十六景」や保永堂版「東海道五拾三次」からさらに時代が下がって，1850年代に制作された広

重の「名所江戸百景」118図のシリーズでは，この「近像型構図」における前景のモチーフを，さらに画面フレームで

断ち落とされるほどに極端に拡大して描く，誇張された遠近表現が多用される。だがここで，「名所江戸百景」に

おいては，空中撮影のように高い位置に視点を置いて風景を見下ろす鳥瞰の画面から，地面すれすれにカメラを

構えて撮影した風景のような画面まで，広重が実に多様な視点から見た風景を，巧みな遠近法を用いながら自在

に描き分けていることに注意しなければならない。加えて近像型構図においても，近景は中景が脱落することな

くスムーズに遠景につながっている。1850年代半ば，日本でも国産の写真の開発が緒についたばかりの頃，広重

の視覚は，すでに写真，映像が実現することになるだろう視覚の時代を予感させるものになっていた。

広重が晩年にたどり着いた視覚とは，むしろ，西欧絵画における，劇場の，固定された客席から舞台を眺めた

ような透視遠近法というもののありかたを，絵師自身も意図することなく一歩先へ進め，まさに江戸名所を訪ね

歩く，「行動する」江戸人たちの生の視覚を再現し始めたのである 。このことは，透視遠近法が象徴していた，主

体が固定された１点から客体としての世界を観察する，西欧絵画の世界認識の根底を揺るがすものだったのであ

る。

４．まとめ

19世紀末のフィンセント・ファン・ゴッホの作品の中に，栄泉と広重の作品を模写した数点の作品がある。英

泉の絵を写した「花魁のトレース」(図26)では，彼が浮世絵から学ぼうとした真摯な姿勢がしのばれる。また，広

重の「名所江戸百景 亀戸梅屋敷」を模写したゴッホの絵からは，近像型構図が彼に与えた衝撃と，浮世絵の画面

図25亀戸天神の境内(筆者撮影)図24歌川広重「名所江戸百景 亀戸

天神境内」(1857)木版，ブルック

リン美術館蔵

図23葛飾北斎「おしおくりはとうつうせんのづ」(19c)木

版，東京国立博物館蔵

20 筆者は博士論文『歌川広重

「名所江戸百景」における遍在

する視点―メディア・近代・

ジャポニスム』，2009におい

て，歌川広重の空間表現の近

代性とメディアの視覚に関す

る問題を，西欧絵画との影響

関係を手がかりに分析する研

究を行った。
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構成や色彩の対比などの造形要素を汲み取って，理解し，咀嚼して，彼の絵画芸術に取り入れようとする研究の

過程が見えてくる。

19世紀後半，西欧の画家たちは，ついに見ることのなかった極東の国日本に憧れ，浮世絵から，彼らの新しい

芸術に必要な何かを掴もうとしていた。そして確かにジャポニスムは，「20世紀に向けてのルネサンス以来の芸術

価値の脱構築に手を貸した。あるいは利用された」馬渕(1997)。しかしながら，その１世紀前には，鎖国時代とさ

れる江戸期にあって，乏しい資料と情報を頼りに西洋の絵画理念を学ぼうとした日本の絵師たちがいたのである。

その両者を仲介したのは，いずれの場合も，版画というメディアであった。

近代化，情報化の流れの原点において，浮世絵は，視覚メディアとしてのさまざまな表現上の特質を獲得しつ

つあった。また，浮世絵とは，日本の伝統美術というよりも，百万都市江戸の町人たちが育てた先端的な都市文

化であり，職人たちの技を尽くした江戸のものづくりの粋でもあった。19世紀には，芸術や工芸の中からデザイ

ンという分野が誕生するが，浮世絵は，メディア，芸術，デザインがそれぞれの分野に分離する以前の多様な可

能性を秘めた庶民たちの美術である。浮世絵には，日本の美術ということだけではなくて，今日の情報，芸術，

国際的な文化交流について考えるための手がかりとして，今後も多角的な視点から研究されて行かねばならない

事柄が，まだ数多く眠っているのである。

以上，芸術文化論の講義では，ジャポニスムをとおして，浮世絵の新しい見方についての手がかりを示した。
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