
 1 / 22 
 

細部・構図・文化交流 

——絵解きから考える広域ヨーロッパの歴史—— 

栗田和典 

 

 歴史の研究をするのにつかわれる資料といえば、いわゆる古文書がまっさきに思い浮か

ぶことでしょう。古文書は人間が文字で記した情報源を指し、典籍や書簡、帳簿のように

紙や木片に記されたり、ヒエログリフやくさび形文字のように石片や粘土板に刻まれたり

したものです。歴史研究者が文書館に身を沈めて相手にするのも、まずはこうした文字資

料=文献史料が想定されます1。 

 しかしながら、こうした文書や碑文にくわえて、歴史学ではじつにさまざまな資料が想

定され、実際にあつかわれています。巨視的
マ ク ロ

な点からいえば、地球や大気や海洋のような

自然、それに人間が手をくわえた景観や風景や建造物などは物言わぬ「モノ」ですが、歴

史の展開する舞台を用意し、人間の活動を規定してきましたから、読み解かなければなら

ない資料です2。たとえば、イングランドの人びとは教会のミサでつかうクラレット（キリ

ストの血）をもとめ、大陸ヨーロッパの産地や貿易相手をさがしもとめましたが、それは

ブリテン諸島域が気候条件からぶどうがとれず、20 世紀末まで良質の赤ワインをつくれな

かったことに一因がありました3。 

 モノではないもの、音やしるしも歴史学の研究にもちいられます。バッハやモーツァル

ト、ベートーヴェンの楽曲は楽譜を目で追うだけでなく、演奏を耳で聞くことによっては

じめて、古典やロココ、啓蒙の世紀の雰囲気を味わえるでしょうし4、年中行事や芸能はで

                                            
1 福井憲彦『歴史学入門』（岩波書店、2006 年）、pp. 13-24；大学の歴史教育を考える会

（編）『わかる・身につく 歴史学の学び方』（大月書店、2016 年）、第 15 章、pp. 186-201．
イギリスの文書館は近代歴史学の成立期にあたる 19 世紀おわりから整備がはじまり、

British Archives: A Guide to Archive Resources in the United Kingdom (Palgrave 
Macmillan, 1989) のような研究者必携の案内も出版されてきました。Cf. 坂下史「イギリ

ス文書館事情——二つの地方文書館を中心に——」『現代史研究』50 巻（2004 年）、pp. 97-104, 
esp. pp. 101-3． 
2 フェルナン・ブローデルの大作『地中海』（原著は 1949 年；翻訳は複数の版があります

が、藤原書店から普及版 5 巻本が 2004 年に出版されています。）やケインブリジ大学の人

口史グループの仕事が代表的です。 
3 近藤和彦『イギリス史 10 講』（岩波書店、2013 年）、第 3 講 3，第 7 講 3，第 8 講 3 な

ど。イギリスの食生活について、小野塚知二「イギリス料理はなぜまずくなったか——イギ

リス食文化衰退の社会経済史的研究——」佐藤清隆・中島俊克・安川隆司（編）『西洋史の新

地平——エスニシティ・自然・社会運動——』（刀水書房、2005 年）、pp. 103-120；川北稔『〈世

界の食文化 17〉イギリス』（農山漁村文化協会、2006 年）。 
4 バッハ「マタイ受難曲」やヘンデル「メサイア」などが時代を表現する曲として論じら

れてきました。英国図書館（the British Library, 「大英図書館」は誤訳にひとしいです）
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きごとの経緯やことの由来を読みとくヒントです。地名は、いまでこそ道路標識などに文

字化されていますが、かつては口承でのみつたえられてきたものもあり、土地の由来の語

り手といえるかもしれません。静岡にさんずい（氵）のつく地名が多いのは、水が出たこ

と、すなわち、過去に安倍川や巴川の水がゆたかに流れていた（何度も氾濫した）ことを

想像させます5。 

 以下でとりあげますのは、こうした歴史学のさまざまな資料のなかで、自然ではなく人

工物であり、モノというよりはしるし、表象であり、しかし、一定のかたち、もしくは定

型を有する非文字資料、絵画（画像）です。高校までの歴史の教科書ではさまざまな箇所

に絵画や写真がつかわれますが、概して挿し絵にとどまります。本文を「まぁ、こんな感

じ」「雰囲気はこんなぐあい」といいかえてはくれるものの、その絵画じたいを「分析して

みましょう」とはなっていません。ようするに、逸 話
エピソード

のあつかいです。正直なところ、

これではあまりおもしろくありませんし、せっかくのカラー図版も「きれいだね」でおわ

ってしまいます。絵画を見て感じとり、そこから何を読みとれるか、何を見逃したか、何

をかんちがいしたか、というスリルを提供してくれないのはつまらない。これからいくつ

かの画像を見て、絵画から読みとれることを考え、とくに、過去の人びとの営みを想像し

てみたいと思います。ただし、現代美術
モダン・アート

はルネ・マグリットが「イメージの裏切り」（1929

年）に "Ceci n’est pas une pipe.（これはパイプではない。）” と記したように、たとえば

絵なら、絵の具と筆と布や紙の物体としてあつかうこともよくあることでしょう。歴史主

義的な読み方がかならずしもいつも通用するわけではないことをおことわりしておきます。 

 

 1．「アルノルフィニ夫妻」——細部にこだわる—— 

 図 1 をご覧ください。この絵は世界史 A の教科書の口絵に採用されたことのある6、ヤ

ン・ファン・アイク（Jan van Eyck, ?-1441）「アルノルフィニ夫妻（Portret van Giovanni 

Arnolfini en zijn vrouw）」（1434 年）です。ファン・アイクは北方ルネサンスを代表する

画家のひとりで、この絵はスペイン宮廷をへて現在はロンドンのナショナル・ギャラリに

所蔵されています。夫アルノルフィニの表情やポーズから「ちょっと怖い絵」に見えるか

もしれませんが、ナショナル・ギャラリの Twitter（https://twitter.com/NationalGallery）

でもよくお目にかかる絵です7。たて約 82 センチ×よこ約 60 センチは、日本の新聞紙の 

                                                                                                                                        
には楽譜と音源のあつめられた大きな読書室があります。 
5 たとえば、川崎文昭「城下町の外港の機能——清水湊の諸問屋仲間——」『地方史研究』167
号（1980 年）；清水港開港 100 年史編集室『清水港開港 100 年史』（静岡県、1999 年）、

pp. 2-3 の絵図。 
6 近藤和彦ほか『現代の世界史』（山川出版社、初版 1994 年）、口絵 33． 
7 https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-eyck-the-arnolfini-portrait; 
https://twitter.com/NationalGallery/status/977485287570976768 
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図1 「アルノルフィニ夫妻」 

 

（出典：遠山公一『西洋絵画の歴史 1』（小学館、2013 年）、p. 135．） 

 



 4 / 22 
 

見開き 2 ページ（たて 545 ミリ×よこ 813 ミリ）くらい、ポスタにつかわれるA1 サイズ

（841×594 ミリ）にほぼひとしいでしょう。第一印象でけっこうですが、この絵の細部 

に気になるところはありますか。 

 いずれも口元をむすんだ女と男（妻と夫）と小さな犬、脱ぎ捨てられたサンダル、画面

左手のあかるい窓、窓ぎわとテーブルに数個のオレンジ、右手の赤茶色のベッド、妻のま

とったあざやかな深緑の服、夫の身につけた黒に近い焦げ茶の大きな帽子と短めのコート、

ロウソクに火の灯された真 鍮
しんちゅう

製のシャンデリア、奥の壁に右側から小さな箒と凸面鏡と

数珠などが画中に確認できます8。ヨーロッパにおいて一般に母性を示す色とされる緑色の

ドレスをまとっていることもあり（かぶりものは白色で純潔をあらわす）9、ついつい妻の

腹部のふくらみに目をうばわれ、「でき婚」を想像してしまいますが、残念ながらそれはは

ずれです。こうした着こなしはこの時期の流行でした。しごくありふれたモティーフです10。

色や光が気になるのなら、むしろ、あたたかい地方の果物であるオレンジ、テンの毛皮が

つかわれたドレスとコート、装飾のほどこされた照明、愛玩
あいがん

犬の存在などに目を向けてく

ださい。夫妻の財力のゆたかさが想像できますし、ここがヨーロッパの南方と北方、地中

海と北海・バルト海をむすぶ商取引の地であることも思い浮かぶでしょう。夫のアルノル

フィニはイタリア商人であり、おそらくは姻戚関係にあるメディチ家から派遣され、ブル

ッヘに妻と居をかまえていました。ついでにいえば、この絵をナショナル・ギャラリが購

入したのは 1842 年のことで、世界経済の中心、ヨーロッパ資本主義経済のヘゲモニーが

中世後期のイタリア → 近世のネーデルラントとスペイン → 近代のイギリスと移動した

ことを、画中のモデルともち主とで象徴してもいます11。 

 細部にこだわりながら、今度は画面の中央に注目してみましょう。妻が右手を差しだし、

その下から夫は左のてのひらを添え、こうして下向きのアーチが構成されますが、そこに

うかぶように凸面鏡があります。「ご覧ください」と夫妻に吹き出しを入れたくなりません

か。凸面を描いていますので、鏡の縁の空間はゆがみ、逆に中央にある曲面の焦点を強調

します。やや上部にあるとはいえ、この絵全体の消失点／無限遠点であるかのようです12。

                                            
8 ローザ・マリア・レッツ（鈴木杜幾子訳）『ケンブリッジ西洋美術の流れ 3——ルネサンス

の美術——』（岩波書店、1989 年）、pp. 35-6． 
9 ジャン・シェヴァリエほか（金光仁三郎ほか訳）『世界シンボル大事典』（大修館書店、

1996 年）、pp. 521-2, 950-1． 
10 Edwin Hall, The Arnolfini Betrothal: Medieval Marriage and the Enigma of Van 
Eyck’s Double Portrait (Berkeley: University of California Press, 1994), pp. 105-6; 
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-eyck-the-arnolfini-portrait 
11 Cf. 柴田三千雄『近代世界と民衆運動』（岩波書店、初版 1983 年）、pp. 39-77；近藤和

彦（編）『西洋世界の歴史』（山川出版社、1999 年）、「第３章 近世国家と世界経済」、esp. 
pp. 183-5；斯波照雄・玉木俊明（編）『北海・バルト海の商業世界』（悠書館、2015 年）。 
12 遠近法や消失点について、三浦篤『まなざしのレッスン 1——西洋伝統絵画——』（東京大
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そこへぐっと誘いこまれるようにして鏡面を拡大しますと（図 2、ナショナル・ギャラリ

のウェブサイトでは簡単に操作できますので。ぜひ試してください。）、夫妻のうしろ姿に 

 

図2 「アルノルフィニ夫妻像」の中央部の拡大 

 
（出典：遠山公一『西洋絵画の歴史 1』（小学館、2013 年）、p. 135．） 

はさまれて二人の人物の存在を確認できるでしょう。研究者たちの推定によれば、赤い服 

の人物が画家のファン・エイク本人、青い服が婚姻の公証人です。鏡の上の壁面に「ヨハ

                                                                                                                                        
学出版会、2001 年）、pp. 208-12． 
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ネス・デ・エイク（ヤン・ファン・アイク）、ここにありき。1434 年（Johannes de eyck 

fuit hic.〔改行〕1434）」と書きくわえられているのは、アルノルフィニ夫妻の婚姻を公証

人とともに立ち会った証明書がわりでしょうか。それとも、現代の画家の署名や落款
らっかん

のよ

うに、画家の矜持あるいは本人の生きた証左そのものでしょうか13。 

 犬の瞳やロウソクの炎、鏡の縁取り、夫の左手と妻の右手の指輪、壁の数珠
じ ゅ ず

のひと粒ひ

と粒は、文字どおりの細部です。これらの技法は共通していて、単純に白色のかたちと濃

淡とをあやつることで、複雑な照り、光沢、艶、輝きが表現しています。ブリューゲルが

「バベルの塔」にひと筆で描いた人の姿のようです14。対をなすべき陰影は、人物や犬の

表情や足元、衣服やベッドのしわ、窓の桟、サンダルをはじめとする小道具類に黒色の濃

淡法でつけられました。光があるところに影があり、影があるとこに光があるのは当然の

理ですが、この絵では複数の光源が設定され、そこからあちらこちらに光が反射し、画中

に遍在しているのを確認できるでしょう15。ひょっとすると、現代人の目にはあたりまえ

の光景にうつるかもしれません。しかし、中世末の人びとにとって神＝天界以外の光源や

ほとんど不要といえるほどの光の乱反射は、信仰の世界とは異なる、人間を主人公にした

社会の存在を予言するように見えたのではないでしょうか。この絵がルネサンスの傑作と

されるゆえんの一つです。 

 

 2．「民衆をみちびく自由」——構図を読む—— 

 絵の細部を拡大してさぐるのはこれくらいにして、今度は絵の構図から考えてみましょ

う。題材にする「民衆をみちびく自由（La Liberté guidant le peuple）」（1830 年、図 3）

は有名すぎて、採用しない世界史B の教科書がないほどの絵画です16。この絵は大きくて、

たて約 260 センチ×よこ約 330 センチもあります。講義室の床面にある正方形の一辺がほ

ぼ 30 センチですので、たてに 9 個×よこに 11 個をならべて大きさを想像してみてくださ

い。作者は 19 世紀ロマン派を代表するウジェーヌ・ドラクロア（Ferdinand Victor Eugène 

Delacroix，1798-1863）です。ロマン派は感受性や主観を重視し、神秘主義や夢、憂鬱
ゆううつ

や

不安、動揺や苦悩、恋愛などをあつかう芸術活動でしたが、そうであるとともに、近現代

の国民国家の揺籃
ようらん

期にあってナショナリズムとも親和性をもった社会・政治運動でもあり

                                            
13 Erwin Panofsky, “Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait”, The Burlington Magazine for 
Connoisseurs, vol. 64 (1934), pp. 117-9, 122-7; レッツ『ケンブリッジ西洋美術の流れ 3』、
pp. 35-6；遠山公一『西洋絵画の歴史 1——ルネサンスの驚愕——』（小学館、2013 年）、pp. 134-8, 
162-4． 
14 『ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展「16 世紀ネーデルラントの至

宝—ボスを超えて—」』（朝日新聞社、2017 年）、pp. 180-7 にある図版の漆喰をかぶった白

色の人の姿に注目してください。 
15 https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-eyck-the-arnolfini-portrait 
16 たとえば、木村靖二ほか『山川詳説世界史B』（山川出版社、2013 年）、p. 259． 
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ました。そこからの連想・類推がくわわり、「民衆をみちびく自由」もまた、1830 年 7 月 

 

図3 「民衆をみちびく自由」 

 

（出典：三浦篤『西洋絵画の歴史 3』（小学館、2016 年）、pp. 38-9．） 
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のパリにおける革命を情感ゆたかに描いたものと評価されます17。 

 絵の消失点は中央で三色旗をかかげる「自由」の背後にあり、遠近はさほどに目立ちま

せん。「アルノルフィニ夫妻」のような、吸いこまれる、といった感覚は弱いでしょう。画

面の右手奥にパリの街並みをなす建物とその手前に兵士の姿が見え、遠景がなくはない構

図ですが、それらと前景の人物たちのあいだには白雲と一体化したような白煙が立ちこめ

ており、寸断されているからです。ボタンをとめていないシャツをまとって左手に剣をか

かげる男とマスケット（musket）をかまえる山高帽（またはシルクハット）の男の組みあ

わせは、前景と中景の両方に登場していますが、二組のあいだも靄
もや

がたちこめているため、

鮮やかな奥行きを表現してはくれません。それゆえ、この絵画を見る者はまずもって圧倒

的な前景に目を奪われるのみです。 

 前景の構図は、中段から上の生者と下の死者にわかれます。「自由」にひざまずく濃紺の

シャツの男も負傷者ですから、死者の列に入れておいてください。生者たちはいずれも武

器を手にして戦場を駆けてゆきます。「自由」の右隣の少年は両手それぞれに拳銃をもち、

メッセンジャバッグに似たカバンをさげています。空にむかって弾丸を発射し、鬨
とき

の声を

あげてこちらにむかって走りこんできそうです。「自由」の左手には、画面の左側でひかえ

る山高帽の男とおなじ、しかし、銃剣のとりつけられたマスケットがあります。男のかま

えた銃よりも「自由」の銃剣の傾斜は急で、もう片方の右手にもつ三色旗と平行して天を

指しているかのようです。とくに、三色旗のほうは先端が画面からはみでてしまって見え

ません。 

 下半分をなす死（傷）者たちは、対照的に武器をもたず、ただ地面に横たわります。右

下の兵服の二人は国王側の軍人でしょう。左下の男も兵士と同様にもはやこときれ、裸に

された右の乳首と弱々しい下半身をさらしています。乳首と下半身ですか……、そういえ

ば、女の姿をした「自由」もまた両の乳首と乳房をさらし、いわゆるもろ肌を脱いで、し

かし、こちらは堂々たる体躯
た い く

を見せつけていました。恥じらうようすは微塵
み じ ん

もありません。

戦場を駆けぬけてきたはずなのに、おまけに（左足しか確認できませんが）裸足なのに、

「自由」の上半身にも足にも、ようするに身体のどこをさがしても傷は一つもなく、完璧

な肉体が保持され、古典古代のうつくしい大理石像のように見えます18。まったく二人は

                                            
17 三浦篤『まなざしのレッスン 2——西洋近現代絵画——』（東京大学出版会、2015 年）、pp. 
21-23; 同『西洋絵画の歴史 3——近代から現代へと続く問いかけ——』（小学館、2016 年）、

pp. 38-41．Cf. 「ロマン主義」南塚信吾（編）『歴史学事典 4——民衆と変革——』（弘文堂、

1996 年）、pp. 690-1．Cf. ルーヴル美術館のサイト 
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-28-juillet-la-liberte-guidant-le-peuple 
18 古典古代の身体像について、スーザン・ウッドフォード（青柳正規ほか訳）『ケンブリ

ッジ西洋美術の流れ 1——ギリシア・ローマの美術——』（岩波書店、1989 年）；橋場弦「古代

オリンピック——ギリシア人の祝祭と身体——」橋場弦・村田奈々子（編）『学問としてのオリ
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対照的です。 

 中央の「自由」と左下の若い「男」が対照をなして目に入ってくるのはなぜでしょうか。

電子的な画像のコントラストを高め、明度を変更して明暗だけを強調したのが図 4 です。 

 

図4 画像処理した「「民衆をみちびく自由」 

 

                                                                                                                                        
ンピック』（山川出版社、2016 年）、pp. 48-56；飯塚隆「オリンピックと芸術——ビジュア

ルな古代ギリシア——」同書、pp. 105-57． 
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「自由」の上半身と男の下半身、とくに男の腹部から股間のあたりに光が集中し、目立た

せているのが一目瞭然でしょう19。作者のドラクロアの意図はわかりません。しかし、絵

の読み手である者に「民衆をみちびく自由」は、「自由」のかぶるフリジア帽が象徴する解

放や 屍
しかばね

を乗りこえてすすむ市民の勇ましさよりも、あるいは、それに勝るとも劣らない

ほどに、性愛や倒錯のエロチカであるようにも映ります。完璧な肉体を保持する女たる「自

由」は、戦場で癒やしをあたえる従軍妻たる役割をかの女にもとめる姿勢の若者に一瞥
いちべつ

も

くれず、少年・青年・壮年の男どもをひきいており、むしろ、その濃紺のシャツの若者を

足蹴
あ し げ

にするかまえです。幼児イエスを慈しむ聖母マリアのような平和の性たる女でなく、

アキレスに武器をあたえる母テティス、アーサ王に魔剣エクスカリバをさずける母、さら

には、ケルトの女王ボウディカ、百年戦争の少女ジャンヌ・ダルク、武器をたずさえるた

めに乳房を焼き切り、アテナイの戦士と互角に戦った伝説上のアマゾネスたち、みずから

が戦士であった女の系譜にかの女は位置するのでしょう20。 

 この絵の卑猥
ひ わ い

さは男の下半身に注目するとよりいっそう募ることになります。彼は本当

に男とみなしてよいでしょうか。乳房の大きさは「自由」に較べるまでもありません。貧

弱です。よくいえば、脂肪が少なく筋肉質の身体とはいえるでしょう。ただし、筋骨
きんこつ

隆 々
りゅうりゅう

という表現とは正反対です。あきらかに弱々しい。顔つきや髪型は横向きなので明確では

ありませんが、印象としてはゴツゴツとしています。光線があたってはっきりと見えてい

るわりに、下半身は全体としてひ弱な感じです。黒ずんだ両足のあいだに見える黒色の部

分が性毛／陰毛です。萎えていて、これもまた弱々しい。性毛だけなら女にもありますか

ら、何とも判然としない物体です。性別が不詳なのはなぜか。端的にいって、あるべきも

のがないからです。もう一度だけおたずねしますが、彼は本当に男ですか。彼の股間、彼

の性毛のなか、そこにあるべきペニスは、どこにも見当たらないというのに……。 

 ペニスはどこへ消えたか。この物体を女と考えれば、あるはずがないと片づけることも

できます。あるいは、ペニスはあるが、観客には見えないほど微小であるとか、しなびて

いるとか、でしょうか。それらは男に生命力の完全なる欠如という表象をかぶせます。戦

場ですから、敵が首級
し る し

のようにとった、とも。 

 ここでもう一度だけ構図を考えてみましょう。仮に画中にあるとすれば、ペニスはどこ

か。すると、絵のそこここに屹立するものが見えてきませんか。男たちが手にしているマ

スケットや拳銃、刀剣、「自由」の手にする三色旗と短剣のとりつけられたマスケット……、

そのいずれもが左下の男の勃起したペニスではないでしょうか。とくに、「自由」のまっす

                                            
19 長谷川博子「歴史・ジェンダー・表象——マリアンヌの肖像と兵士の創造——」義江彰夫ほ

か（編）『歴史の文法』（東京大学出版会、1997 年）、pp. 73-5． 
20 大久保桂子「戦争と女性・女性と軍隊」『岩波講座世界歴史 25 戦争と平和』（岩波書店、

1997 年）、pp. 205-26, esp. pp. 208, 212-8． 
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ぐに伸びた右腕がかかげる三色旗は、位置関係から想像しますと、左下の男の股間にあっ

たのをひきぬいたかのような構図です21。 

 「民衆をみちびく自由」の構図には、三角形もしくはピラミッドを確認できます。山高

帽の男のマスケットから右上にむかって、少年の左手の拳銃から左上の「自由」の頭頂部

をへてピラミッドはせりあがり、その頂点をなす中央上部に三色旗（フランス共和国）が

おかれている構図です。共和国の表象を、完璧な肉体と自由と強力な武力をもつ女（フラ

ンスの象徴マリアンヌまたは「母国」）が、バリケードを踏みこえ、兵士たる男たちをした

がえてまもる、みちびく、構築しようとします。そこからは、19 世紀の市民社会の規範た

る性別にもとづいてわかたれた領域（speparate spheres）を侵犯し、私的な家庭の存在で

あるはずの女が公的な政治的存在である男をみちびく倒錯を感知する人がいることでしょ

う。いや、この女（マリアンヌ）は画題のとおりに「自由」の擬人像であり、中性的であ

って性別はさだかでなく、むしろ、共和派か王党派かといった政治的な立場によらず、男

たちが「自由」とそれを標 榜
ひょうぼう

する国家の下敷き、人柱、犠牲になるむごたらしさを読み

とる人もいることでしょう22。 

 革命の高揚感のなかに、恥じらいのない女、したがう男、流血や死臭をためらうことな

く描いた「民衆をみちびく自由」は、1831 年の発表当時に「醜悪」「下品」の評価にさら

されました23。細部のモティーフや全体の構図が棘
とげ

のように見る者の痛覚を刺激してやま

なかったからかもしれません。 

 

 3．そろいもの「富嶽三十六景」——背景をさぐる—— 

 三つ目の絵画は描かれたものに特別な親しみを感じるものですが、画家のおかれた背景

のほうに想像力をはたらかせてみましょう。図 5 は、葛飾北斎（1760-1849）および北斎

工房の「富嶽三十六景」（1831-34 年ころ）のなかにある「凱風
かいふう

快晴
かいせい

」（通称は「赤富士」）

です。「富嶽三十六景」は大判
おおばん

錦絵
にしきえ

とよばれる多色刷りの浮世絵で、最初に出版された 36

図が好評を博し、あとから 10 図が追加され、計 46 図の名所そろいものとなりました。北

斎が 70 歳をこえたころの作品とされています。 

 高く大きな波やすさまじい渦、それらに呑みこまれてしまいそうな三艘の舟、波間の遠

景におかれたなだらかな稜線の富士からなる「神奈川沖浪
かながわおきなみ

裏
うら

」（図 6）もまた、このそろい

ものを構成する 1 枚で、印象派が絶賛したことで有名です。ルネサンスいらいの絵画の約 

                                            
21 長谷川博子「歴史・ジェンダー・表象」、pp. 76-8． 
22 モーリス・アギュロン『フランス共和国の肖像—闘うマリアンヌ 1789〜1880—』（ミネ

ルヴァ書房、1989 年）；長谷川博子「歴史・ジェンダー・表象」、pp. 77-8．性別による別

個の領域について、Robert B. Shoemaker, Gender in English Society 1650–1850: The 
Emergence of Separate Spheres? (London: Longman, 1998). 
23 三浦篤『まなざしのレッスン 2』、p. 23． 
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図5 「凱風快晴」 

 

図6 「神奈川沖浪裏」 

 

（出典：第 5 図・第 6 図はそれぞれ、『北斎』（東京新聞、2007 年）、pp. 160, 159．） 
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束であった遠近法から解放された大胆な構図、短い筆致によるあざやかな色彩のならび、 

ターナ（Joseph Mallord William Turner, 1775-1851）やドラクロアのように、輪郭線を

強調せずに対象そのものをとらえようとする技法が、印象派と北斎をはじめとする浮世絵

と共通します。北斎のスナップショットのような、しかし、そのじつは入念に計算された

構図は、ジャポニスムとしてヨーロッパにうけいれられ、印象派に多大な影響をあたえた

のでした24。2017 年 5 月末から 8 月なかばにかけて英国博物館（the British Museum，

いわゆる「大英博物館」ですが、「大日本帝国」に郷愁をおぼえる夜郎自大
や ろ う じ だ い

的な訳語ともと

られますので、近年のイギリス史研究では「大英」はつかわれなくなりつつあります。）で

開催された特別展 “Hokusai beyond the Great Wave”（「北斎 大波をこえて」）の題名や

ウェブサイトのデザインも、この作品や北斎のヨーロッパにおける知名度を物語っている

でしょう25。YouTube の動画は「神奈川沖浪裏」からはじまり、「凱風快晴」で終わりま

す。 

 絵をご覧ください。通称を思いだしてください。赤富士……、赤いですか。 

 たしかに、山腹の大部分は赤色です。しかし、2 合目、3 合目あたりまでの山肌には樹

木が見られ、濃緑や黒があり、8 合目あたりまではほぼ赤い山肌が、山頂かけて黒が入っ

て暗めになり、尾根筋に残る雪を示す部分もはっきりと白に近い色をしています。これら

は赤富士にふさわしい配色でしょうか。また、自然現象としての赤富士は晩夏から秋にか

けて朝の日光がもたらします。図 5 でいえば、緑と黒の部分が赤い山肌を左肩あがりに削

っていきますから、その朝日は画面の右側からあたっているはずです。これが写実的な絵

画であれば、尾根筋や空もまたもう少し赤味が差し、富士のシルエットは平らかになるこ

とでしょう26。静岡県立大学国際関係学部棟の 5 階からは晴れた日の夕方に赤い富士山を

目にすることができますが、実際の空は山のちかくで赤くなっています（図 7）。 

 「凱風」は初夏に吹くおだやかな南風の意です。夏には空気中の水蒸気の影響で富士の

姿は雲間にぼやける日が多いように思いますが、画中の雲量は多くとも「快晴」だけあっ

て姿はくっきりとしています。この美しくも爽快な富士が北斎の同時代の人びと、19 世紀

前半の民衆にはどのように見えたでしょうか。この点を絵の具というただ一つの材料から

                                            
24 『北斎——Siebold & Hokusai and his Tradition——』（東京新聞、2007 年）、pp. 158-9；『ボ

ストン美術館 華麗なるジャポニスム展——印象派を魅了した日本の美——』（NHK プロモー

ション、2014 年）。ジャポニスムについて、東田雅博『ジャポニスムと近代の日本』（山川

出版社、2017 年）。 
25 http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/hokusai.aspx; 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=q6G7J8UW9kk 
26 「凱風快晴」の視点の検討はNHK「歴史秘話ヒストリア」の「今夜は名所秘話〜伊勢 鎌
倉 富士山 知られざるドラマ〜」（2017 年 4 月 21 日放送）でとりあげられています。番

組の土台となっているのは Fujigoko.TV による「凱風快晴（冨嶽三十六景）の視点」で

す。http://www.fujigoko.tv/mtfuji/vol5/hokusai/gaifu/ 
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推論してみましょう。 

 北斎の時代に赤色を出す材料としてつかわれたと考えられるのは、植物性のものでは

紅花
べにばな

、鉱物系では酸化鉄や酸化鉛でしょう。青色は藍かベロ藍（プルシャンブルー、また

は、ベルリンの青）です。フェルメールが使ったラピスラズリは高価でしたが、清朝中国

で大量生産の技術が開発されたベロ藍は輸入された日本でも安価でした。北斎の使ったブ

ルーもこれです。「凱風快晴」もじつはブルーの部分が多くを占めます。赤よりも大きなく

らいです。後代の錦絵、いわゆる明治の開化絵と較べてみますと、北斎の赤富士はむしろ 

 

図7 静岡県立大学国際関係学部棟5階からみた夕方の富士山 

 
（筆者撮影、2017 年 12 月 22 日） 
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赤くない。開化絵にはアニリン染料である「洋紅」がつかわれ、紅花よりもはるかにどぎ

つく、かつ安価な赤がつかわれたからです。日常的でない化学染料の使用は、ぜいたくな

青、ぜいたくな赤を絵画のなかにふんだんに盛りこむことを可能にしました27。ベロ藍は

平賀源内（1728-80）や伊藤若冲（1716-1800）もつかっていましたが、洋紅はやや遅れま

した。洋紅のない時代にふんだんに紅花の赤を使った多色刷りの浮世絵を見た人びとは、

もちろん、全体の美しさや構図のおもしろさ、あるいは、ここはどこか、あれは誰か、そ

れはいつごろか、などと当て推量をして楽しんだことでしょう。しかしながら、彼らにと

ってこの絵の第一印象は、まことにもって豪奢な絵、ではなかったでしょうか。 

 北斎「富嶽三十六景」にはもう一つ、ヨーロッパと日本の文化交流を予感させるおもし

ろい数枚があります。「富嶽三十六景」のなかにまったくの想像とおぼしき光景、すくなく

とも現在ではこうしたことはありえない場面のあるのをご存知でしょうか。「尾州不二見

原」（図 8）です。尾州とは尾張、いまの愛知県をさし、不二見原は名古屋市中区の地名と

する説があります。しかし、名古屋市内からは富士を見ることはできません（個人的なこ

とをいえば、大学 4 年間をすごした下宿の住所が「名古屋市昭和区八事富士見ヶ丘」でし

たが、富士山の見えた日は一度もありません）。現実はともかく、この絵の秀逸さはやはり

構図にあります。中央に丸い大桶（または大樽）がおかれ、「民衆をみちびく自由」のよう

にもろ肌を脱いだ、しかし、乳首は見えない職人が、画面前景の中央に位置して身体じゅ

うの筋肉を浮きだたせながら木工仕事の真っ最中です。桶によって切りとられた円形（ま

るで「アルノルフィニ夫妻」の凸面鏡）の部分に、職人の仕事ぶりを見まもるかのように

三角形をした遠景の富士がおかれています。四角い画面から円を切り出し、まるで借 景
しゃっけい

の

ように小さな富士が位置する構図です。富士の位置が中央でなく、ややずれているのが気

になりますが、職人の重心が画面むかって左側に傾斜しているのと均衡をとったのでしょ

うか。桶や箍
たが

の円、カシワのような木の幹や枝や葉の曲線、立て膝をついた姿勢で桶を削

る職人の姿勢が曲面から構成される一方、桶の曲面を構成する 1 枚 1 枚の板、職人の道具

類、中景にひろがる田畑の区画、富士、青空と白雲はまっすぐな線です。形態へのこだわ

りも気になります28。 

 円のなかに富士をおく、しかも、中央からややずらすという構図は、「深川万年橋下」（図

9）にも共通します。小名木川の上流から隅田川方面にかかる万年橋をくぐるようにして

富士を描写した構図です。江戸は水運が発達していました。そこに暮らした北斎は川面か

ら景色をとらえる視点を自然と身につけたのかもしれません。この 1 枚でも富士は中央で 

                                            
27 永田雄次郎「浮世絵の終焉—研究者の眼、学生の想い—」『人文論究』〈関西学院大学〉56
巻 4 号（2007 年）、pp. 8-9；藤井尚子「近代以降の赤色色材についての研究—「洋紅」の

受容と使用事例を手がかりに—」（名古屋市立大学特別奨励研究報告書）

http://www.nagoya-cu.ac.jp/science/research/tokusho/files/169509/37fujiinaoko.pdf 
28 『北斎——Siebold & Hokusai and his Tradition——』、pp. 166-7． 
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図8 「尾州不二見原」 
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図9 「深川万年橋下」 
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図10 「江戸日本橋」 

 

（出典：図 8〜図 10 はそれぞれ、『北斎』（東京新聞、2007 年）、pp. 167, 165, 175.） 
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図11 「工事中のウェストミンスタ橋から望む聖ポール大聖堂」 

 

（出典：https://www.wikiart.org/en/canaletto/london-seen-through-an-arch-of-westminster-bridge-1747） 
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なく、左にずれています。「江戸日本橋」（図 10）も運河にかかる日本橋からの中央正面に

江戸城があり、富士は左奥におかれます29。この点は水路の現実にも妥当していて、江戸

湾から入った運河は不自然に曲げられて江戸城を正面に、すなわち、富士山をやや左にず

らして、船上にいる者の目に映します30。富士をも横に退ける徳川の威光を都市空間で表

現したものかもしれません。こうした現実も反映せねばならなかったか、そろいものの題

目は「富嶽三十六景」であっても、富士山は構図のなかでの中央の位置にすえられません。 

 この構図に先行事例があるのではないか、と考察したのが近藤和彦さんです。論集『江

戸とロンドン』の序論の最後に、カナレット（Giovanni Antonio Canal, 1697-1768）「工

事中のウェストミンスタ橋から望む聖ポール大聖堂（London seen through an arch of 

Westminster Bridge）」（図 11）と北斎の構図との共通性を指摘しました31。木で組まれた

半円の工事用アーチで画面が切りとられ、テムズ川の川面から東のシティを眺望する構図

です。画題にある肝心の聖ポール大聖堂は画面の中央でなく、右にややずれて描かれます。

聖ポール大聖堂はロンドンの陸 標
ランドマーク

であり、「江戸人にとっての冨
マ

嶽
マ

に等し」くといわれ

ますと、なるほど、富士山は中央からずれる構図はここから着想を得ているのか、という

気がしてくるでしょう。ただし、「富嶽三十六景」の制作年代は 1830 年代であり、イギリ

ス船が平戸に侵入したフェートン号事件（1808 年 10 月）のあととはいえ、ペリー提督の

浦賀来航より前の時代です。つまり、日本はいわゆる「鎖国」＝幕府による管理貿易体制

下にありました。はたして、北斎が「ウェストミンスタ橋」の絵を見ていた可能性がある

でしょうか。 

 北斎がオランダから／経由で輸入された絵画に興味をいだいていたのは確実です。銅版

画や油絵のような手法にも関心をもっていました。江戸参府したオランダ商館長ブロムホ

フ（Jan Cock Blomhoff, 1779-1853. かれはフェートン号事件のあとで海外の情報収集の

必要性を痛感した幕府から依頼され、長崎の阿蘭陀
オ ラ ン ダ

通詞たちに最初に英語の教授をほどこ

した人でした。その成果が 1814 年に編纂された日本最初の英語辞書『諳厄利亜語林大成
あ ん ぐ り あ ご り ん た い せ い

』

です。）や医師シーボルト（Philipp Franz Balthasar von Siebold, 1796-1866）と間接的

なつながりがあり、前者は北斎に絵を発注してオランダ製の紙を渡していますし、後者は

北斎または北斎工房の作品をオランダにもちかえりました32。それらは現在ではライデン

大学に所蔵されています。近藤さんの推論が指摘するのは、ヨーロッパでひろく流布した

                                            
29 同書、pp. 164-5, 175． 
30 新創社『東京時代MAP 大江戸編』（光村推古書院、2005 年）、pp. 4, 50． 
31 近藤和彦「序 同時代のメトロポリス」近藤和彦・伊藤毅（編）『江戸とロンドン』（山

川出版社、2007 年）、pp. 5-7． 
32 『北斎——Siebold & Hokusai and his Tradition——』、pp. 11-39, esp. pp. 13, 18-9．『諳厄

利亜語林大成』の編纂について、今井宏『日本人とイギリス——問いかけの軌跡——』（筑摩書

房、1994 年）、とくに「第３章 追りくるイギリス英学の誕生」。 
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カナレットの油絵の複製銅版画が、オランダの東インド会社によって長崎へ、そこからカ

ピタン参府のさいの定宿であった江戸の日本橋長崎屋へもたらされ、それを北斎が見て着

想を得た可能性です。「確定的な証拠はないが、否定する証拠もない」33。さらには、2016

年 10 月に朝日新聞や毎日新聞が報じていますが34、作者不明とされてきたライデン国立民

族学博物館の水彩の洋画が葛飾北斎の手によるものであったことが判明しました。この 6

枚のなかの 1 枚（図 12）は、画面の約 3 分の 2 をおおきくつかって空を大胆にえがき、

中央に江戸城、やや左に富士山をおいた構図です。ウェストミンスタ橋を題材にとったカ

ナレットの別の作品「市長就任式の祝典（Westminster Bridge, with the Lord Mayor's 

Procession on the Thames）」に似ているように見えます。カナレットのほうから日本に

近づき、北斎のほうからヨーロッパににじり寄るかのようです。日本がヨーロッパにむか

えられたジャポニスムは、ヨーロッパから日本へ影響をおよぼした江戸のイギリス熱に淵

源の一つがあったといえるかもしれません35。少しずつ少しずつ史料が変わり、考える材

料が増え、歴史像が書きかえられていくスリリングな営みの予感がしませんか。 

 

図12 北斎の洋画 

 
（出典：https://mainichi.jp/articles/20161023/ddm/041/040/087000c） 

                                            
33 近藤和彦「序 同時代のメトロポリス」、p. 7． 
34 『朝日新聞』2016 年 10 月 24 日づけ朝刊；毎日新聞の記事は、

https://mainichi.jp/articles/20161023/ddm/041/040/087000c 
35 つぎの 2 点からは、江戸時代を日欧相互交流の視点からとらえる重要性を理解できます。

田中優子『江戸の想像力——18 世紀のメディアと表徴——』（ちくま学芸文庫、1992 年）；タ

イモン・スクリーチ（村山和裕訳）『江戸の英吉利熱——ロンドン橋とロンドン時計——』（講

談社、2006 年）。 
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 歴史の研究は、まず、一定の約束を理解するのが前提です。絵解きでいうなら、遠近法

などの画法や絵の具や紙などの画材について知識をたくわえることがそれにあたります。

人びとの営みを規定する気候や制度を理解せずには考える手がかりすら浮かんできません。

つぎに、材料の見方が必要です。細部にこだわったり、構図を読んだり、背景をさぐった

りするのにつかったのは、おなじ材料について思考をすすめてくれていた先行研究です。

そうした先人たちの肩の上にのってはじめて、材料を深く考え、いままでに考えられてい

ない見方をさがすことができるようになります。でも、ここまでは算数ドリルの点数を稼

ぐようなもので、有名な作品であれば、とりかかろうとする者をおしつぶすほどの厖大な

数量の先行研究があるでしょう。その重量をはねかえす（はねかえしたつもりになる）た

めに、いままで誰もしなかった見方で挑戦しなければなりません。それがたとえ失敗にお

わっても、研究する世界は寛容な人びとからなっています。試して／実験してみなければ

わからないのですから、また別の見方を試してみましょう。答えをおぼえるのでなく、問

いかけることがたいせつです。「少しずつ少しずつ史料が変わり、考える材料が増え、歴史

像が書きかえられていくスリリングな営みの予感」を楽しみましょう。 

 

 


