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徳島県立近代美術館

ごあいさつ
このたび、徳島県立近代美術館では、特別展「カミのかたち」を開催します。
古来から、人々はこの世界に潜む神秘的な力をもつものを、アニミズム、神話

や伝説、宗教などによってとらえてきました。本展ではそのような威力を持つも
のを「カミ」ととらえて、近代以降の美術作品にみられる「カミ」を探ります。
当館の所蔵コレクションから畏敬の思いや眼に見えないものごとの表現、根源的
な要素の探求など、様々な作品をご紹介します。

展覧会開催に当たり、ご協力下さいました関係者各位に厚くお礼申し上げます。
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特別展　

カミのかたち Forms of KAMI
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雷や嵐、噴火、洪水などの自然現象や、巨木、巨石などの自然物を、古来から人々は畏れながら敬ってきました。それらは人間を超越す
る力を持つ存在とされましたが、その力は具体的に定まった姿形は持たず、それぞれの現象や自然物そのものが、その力の在りかやあらわ
れとしてとらえられてきました。自然現象に宿る力への信仰はアニミズムと呼ばれます。宗教的な行動や考え方の対象はおしなべて「神」
と呼ばれますが、このアニミズムにおける超越的な存在は、後世に生まれた仏教の「仏」とも、キリスト教などの「神（God）」ともみな
すことができず、カタカナの「カミ」と表記されることもよくあります *。　

「すがた」や「かたち」のなかった「カミ」は、やがて「かたち」となって表されるようになります。たとえば、縄文時代の土偶、様々
な意味を込められた文様（繁栄と生命力を表す唐草文様など）、東洋思想にみられる陰・陽を表す太極図、あるいはインド由来の空・風・火・
水・地の五大思想を表す五輪塔などを思い浮かべることができます。また、洋の東西を問わず諸宗教は、象徴的な意味を持つ特徴のある図
像をそれぞれ持っています。このような聖なるものの表象（かたち）は、たとえば曼荼羅における配置の決まり事や、西洋の宗教画におけ
る聖人を特定する持ち物（アトリビュート）など、共通の約束事を伴って美術にも現れてきます。そして、この「かたち」とは「力のある
もの」が「型」をともなって、霊力のある「かたち」へと姿を変えてきたものである、という考え方もあります **。

このように人々はこの世界に潜む神秘的な力をもつものを、アニミズム、神話や伝説、宗教などによってとらえてきました。このような「カ
ミのかたち」と美術はどのように関わってきたのでしょうか。

1　神話・宗教　
ギリシャ、ローマ、北欧やケルト、エジプト、マヤ、日本など、世界各

地の民族や地域は様々な神話を持っています。それらの神話の神々は、動
物や架空の生き物の場合もありますが、人間の姿としてよく見られます。
それはキリスト教や仏教などの宗教画においても同様です。元来は偶像禁
止のキリスト教においても、神は人間の姿をとり、絵画や彫像として数多
く造形化されています。

そして、17 世紀頃からの西洋絵画では、宗教、神話をテーマにした絵画は、
風俗や風景、静物画に比べて序列の高いジャンルとして位置づけられます。
また、花鳥風月が重視されてきた日本でも、仏像・仏画は寺社仏閣の神聖
な場所に鎮座してきました。「カミ」の造形は、洋の東西を問わず価値のあ
るものとされてきたのです。

しかし、近代になると西洋絵画でのジャンルの序列は次第に失われます。
また、匿名性の高かった絵師・画工が、個性を持った画家へと変わり、約
束事の多い宗教画や神話画にも画家の独創性が反映されるようになります。

このコーナーでは、人格化された姿を中心に、抽象化や暗示するような
表現など、様々な「カミのかたち」の表現をご紹介します。

1 横山大観　YOKOYAMA Taikan　
樹下苦行　Meditation under the tree
明治後期
絹本着色　117.2 × 49.9

修行中のガウダマ・シッダールタ（後の釈迦、仏陀）が少女から供養の乳粥を受け、菩提
樹の下で瞑想に入る場面。膝の上で結んでいた定印をといて、右手を乳粥の方に伸ばした
ところであろうか。質素な服装だが、背後には光背のような円、額には如来像にみられる

「白毫（びゃくごう）」があり、悟りが近いことを暗示するようである。ちなみに、仏教の
開祖、釈迦・仏陀となると「如来」、修業中の姿は「菩薩」として表される。菩薩像に典
型的な頭飾りや装飾的な衣装は、ヒマラヤ山脈のふもと、シャーキャ族の青年王子シッダー
ルタの姿を連想させるものかもしれない。仏像や仏画、曼荼羅は瞑想のためにある。瞑想
の場面は仏教の真理を表す絶好のモチーフといえるだろう。横山大観（1868―1958 年）は、
明治から昭和初期にかけて日本画の近代化をリードした巨匠。

はじめに

*  大野晋『日本人の神』河出文庫　2013 年、佐藤弘夫『日本人と神』講談社現代新書　2021 年
** 杉浦康平『かたち誕生』日本放送出版協会　1997 年

出品作品目録
※ 作品データは、「出品番号」「作家名（日・欧）」「作品名（日・欧）」「制作年」「技法材質」「寸法（H

× W × D）」の順に記した。所蔵者の記載がない作品は、徳島県立近代美術館蔵である。
※執筆・編集は友井伸一（徳島県立近代美術館学芸員）が行った。
※ 「はじめに」、及び「コーナー解説」は『徳島県立近代美術館ニュース　121 号』（2022 年 4 月号）

の記事に加筆訂正したもの。
※図版掲載の都合で「出品番号」順が前後している所がある。
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2 下村観山
SHIMOMURA Kanzan
毘沙門天 弁財天
Bishamon-ten, Benzai-ten
1911 年
紙本着色 
各 169.5 × 362.5（六曲一双）

古事記、日本書紀にある「神武東征」の一場面。日向（宮﨑）から大和（奈良）
に向かい、その一帯を征服して神武天皇が初代天皇となったと伝えられる神話。
神武天皇はイザナギ、イザナミの娘である天照大神の子孫に当たるとされる。
荒れた海を船で勇ましく漕ぎ進む躍動感が見られる一方で、船の舳先に立つ神
武天皇を始め、一行の人々に荒ぶる様子はなく、決意を秘めて冷静沈着に見える。
人々の姿勢、艪、波しぶきなどが三角形を構成する構図も安定感を与えており、
静と動が調和した画面である。堂本印象（1891 － 1975 年）は、大正、昭和
に活躍した日本画家。古典からモダン、そして抽象表現まで、幅広い作風を展
開した。仏教を中心に宗教的な画題の作品も多く残している。

聖武天皇の皇后で、仏教への信仰が篤かったことで知られる光明皇后がモデル
である。蓮の花と、沙羅双樹に見立てられる夏椿の白い花に囲まれて合掌する
姿で描かれている。三幅の軸が一組となった三幅対であり、仏画によく用いら
れる形式。貧困対策や医療の慈善事業を通じて、世俗の民衆救済に力を尽くし
たとされる光明皇后の姿は菩薩のようでもある。平井楳仙は（1889 － 1969 年）
京都で活動した日本画家。

* 大野晋『日本人の神』河出文庫　2013 年、佐藤弘夫『日本人と神』講談社現代新書　2021 年
** 杉浦康平『かたち誕生』日本放送出版協会　1997 年

右隻に金色の甲冑に身を固めた毘沙門天、左隻には琵琶をかなでる弁財天が描かれた六曲一双
の屏風である。「天」とは、元来はインド土着の神やヒンドゥー教由来の神。毘沙門天（多聞天）
は持国天、増長天、広目天と共に四天王にも数えられる北の守護神。戦いだけではなく、財運
や健康、厄除などの御利益があるという。弁財天は音曲や芸能、智恵・財運の神であるが、戦
闘の神でもあるとされる。ともに七福神（恵比寿、大黒天、福禄寿、毘沙門天、布袋、寿老人、
弁財天）にも数えられる身近な存在でもある。全面に金地を施した豪華で装飾的な画面に、堅
実で写実的に描かれた二体の神が、たっぷりの余白を持って配置されている。見る者に物語の
一場面を想像させるような名品。下村観山（1873 － 1930 年）は、大観とともに日本画の近代
化を担った一人。

3 堂本印象　DOMOTO Insho
熊野灘　Kumano Nada
1944 年
絹本着色　168.3 × 372.6（六曲一隻）

4 平井楳仙　HIRAI Baisen
光明心殿　Empress Komyo
1926 年
絹本着色　中：232.0 × 113.0
左右：各 232.0 × 53.0（三幅対）

特別展　カミのかたち Forms of KAMI

右隻

左隻
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7 ヴァシリー・カンディンスキー　wassily kandinsky
版画集〈響き〉42. 最後の審判　Klänge, Jüngster Tag
1912 年
木版　紙　16.4 × 21.2

8 ヴァシリー・カンディンスキー　wassily kandinsky
版画集〈響き〉45. 万聖節　Klänge, Allerheiligen
1911 年
木版　紙　22.0 × 21.8

9 ヴァシリー・カンディンスキー　wassily kandinsky
版画集〈響き〉46. 洗礼を受ける人々　Klänge, Tauflinge
1911 年
木版　紙　10.0 × 12.4

10 ヴァシリー・カンディンスキー　wassily kandinsky
版画集〈響き〉48. 人とキリスト磔刑像のある風景
 Klänge, Landschaft mit Figuren und Kruzifix
1911 年
木版　紙　9.7 × 9.7

キリストの磔刑、最後の審判、洗礼、万聖節はいずれもキリスト教がモチーフとなっている。万聖節（11 月 1 日）
はキリスト教の聖人たちを祝う日で、ハロウィンはその前夜祭。カンディンスキー（1866-1944 年 ロシア）に
よる 38 篇の詩と、56 点の木版画による詩画集『響き』（1913 年刊）からの 4 点。のちに内面からの純粋な抽
象の道を歩んだ巨匠カンディンスキーが、そのスタートを切った頃の記念すべき作品である。
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もの。主人公は貧しいパリっ子マトレル。恋人は裁縫工のレオニー。人生の荒
波に揉まれハムレットのごとく悩み、やがて修道院へと導かれて神の啓示に打
たれたマトレルは命を落とす。ものの姿を単純な形に分解して再構成し、新た
な絵画のリアリティを求めたキュビスムの分析的なアプローチがよく表れてい
る。ピカソは移り気な恋人レオニー嬢に注目し、4 点のうち 2 点に登場させて
いる。「テーブル」は第 5 章でマトレルが友人と食事をする場面であるが、人物
はおらず静物画である。「修道院」はマトレルがその生涯を終えたバルセロナの
聖テレサ修道院である。

16 上野泰郎　UENO Yasuo
人間讃歌　Ode to Man
1972 年
紙本着色　229.0 × 280.0

上部が円形となった観音開きの屏風は、キリスト教の三連祭壇画（トリプティッ
ク）の形式に通じる。青銅色や群青色の人間たちの様々な様子がコマ割りされ
て描かれている。その多くは女性のようだ。中央には群像とともに聖母マリア
の象徴である白い百合が見える。そこに集まる人々は歓喜の姿か洗礼の様子か、
それとも殉教の場面だろうか。いずれにせよ、この作品の主人公は人間である。
キリスト教の教義の絵解きではなく、その喜びや悲しみを群像で描きながら人
間の素晴らしさをたたえることに主眼がある。神に作られた者としての人間。
その人間の営みのなかに神は顕現するのかも知れない。上野泰郎（1926-2005
年）は指で顔料を塗りこんでいく独特の画法で知られた戦後の日本画家。敬虔
なクリスチャンとして宗教的な題材に取り組んだ。

17 マイク　アンド　ダグ・スターン　Mike and Doug Starn 
ゴシック（合板）　Gothic (plywood)
1989-90 年
フィルム、印画紙、釘　合板　304.8 × 609.6

古びた合板の上に、何枚ものフィルムの写真が貼り付けられ、釘で打ち付けら
れている。これらの写真はケルン美術館（ヴァルラフ＝リヒャルツ美術館、ド
イツ）にある〈十字架のキリスト祭壇画〉を撮影したもの。画面を分割して撮
影し、拡大してプリントされたと思われるフィルム写真は、コラージュのよう
に、ところどころバラバラに貼られている。中央左側に磔刑のキリストの太も
もから下の足、中央の女性はマグダラのマリア、向かって左側に聖母マリア、
向かって右側は福音書記者聖ヨハネ。神の偶像を写真で解体し、はかなく再現
することで、精神的で宗教的な感情がかき立てられるようである。マイク　ア
ンド　ダグ・スターン（1961 年～　アメリカ）は兄弟（双子）で活動してい
る現代アーティスト。

18 島あふひ　SHIMA Ao
雑草の祈り　Weedy prayer
1966 年
油彩　キャンバス　100.0 × 80.0

19 島あふひ　SHIMA Aoi
魚の静物　Still Life with Fish
1951 年
油彩　キャンバス　60.0 × 72.0

十字架、魚はキリスト教のシンボルマークである。ここに描かれている雑草は
ドクダミで、強烈な臭いで嫌われることもあるが、効能が多く、可憐な十字架
のような花を咲かせる。これらの絵画にはキリストや聖人の姿は描かれていな
いが、これらもまたカミのあらわれといえるだろう。島あふひ（ 1896 ｰ 1988
年）は徳島出身の洋画家。キリスト教を題材とした多くの作品を残した。

特別展　カミのかたち Forms of KAMI

5 ジョルジュ・ルオー　Georges Rouault
版画集〈『悪の華』のために版刻された 14 図〉
2. 辱しめを受けるキリスト
 Quatroze planches gravées pour les fleurs du mal, Christ aux
Outrages
1926 年
粒子エリオグラヴュール、シュガーアクアチント、ドライポイント
紙　35.0 × 25.0　※途中展示替えを行います。〔5 月 22 日㈰まで〕

6 ジョルジュ・ルオー　Georges Rouault
版画集〈『悪の華』のために版刻された 14 図〉3. キリスト 
Quatroze planches gravées pour les fleurs du mal, Christ
1927 年 
粒子エリオグラヴュール、シュガーアクアチント、
ドライポイント　紙　35.0 × 25.4
※途中展示替えを行います。〔5 月 24 日㈫から〕

特徴的な太い輪郭線でキリストの姿が描かれている。これは銅版画だが、厚塗
りの絵の具のような重厚感も感じさせる。ボードレールの詩『悪の華』に１４
点の版画を添えた詩画集の内の 2 点。ルオー（1871-1958 年　フランス）は
詩の内容を忠実に再現するのではなく、内面から湧き出るイメージと詩を交錯
させていったといわれる。従って個別のタイトルも特には定めず、のちに遺族
のイザベル・ルオーが付した。ルオーはマティスらとともにフォーヴィスムを
担った時期もあるが、その後は独自の道を歩み、キリスト教をテーマにした作
品が多いことでも知られる。

11 マックス・エルンスト　Max Ernst 
版画集〈博物誌〉34. イヴ、我々に残された唯一の人
Histoire Naturelle, 34 Eve, la seule qui nous reste
1926 年 
鉛筆フロッタージュのコロタイプ　50.0 × 32.4

人の後ろ姿のようであるが、性別や年齢を伺うことはできない。紙の上からも
のの凹凸をこすり出す技法（フロッタージュ）によって意図せず生まれたその
イメージに、エルンスト（1891 － 1976 年 ドイツ）はイヴと名付けた。世界
の森羅万象を分類整理し記述した書物『博物誌』を、エルンストは 34 点のフロッ
タージュ作品で構成する。そして、アダムの妻として作られた女性イヴを、そ
の最終ページに配置した。エルンストはダダ、シュルレアリスムの重要な作家。

12 パブロ・ピカソ　Pablo Picasso
版画集〈聖マトレル〉1. レオニー嬢
Saint Matorel, Mademoiselle Léonie
1910 年
エッチング　紙　20.4 × 14.1

13 パブロ・ピカソ　Pablo Picasso
版画集〈聖マトレル〉2. テーブル　Saint Matorel, La table
1910 年
エッチング　紙　20.4 × 14.2

14 パブロ・ピカソ Pablo Picasso
版画集〈聖マトレル〉3. 長椅子のレオニー嬢
Saint Matorel,  Mademoiselle Léonie dans une chaise longue
1910 年
エッチング、ドライポイント　紙　19.8 × 14.2

15 パブロ・ピカソ　Pablo Picasso
版画集〈聖マトレル〉4. 修道院　Saint Matorel, Le couvent
1910 年
エッチング　紙　20.4 × 14.1

パリに出てきた頃の若きピカソ（1881-1973 年 スペイン）が、友人マックス・
ジャコブ（1876-1944 年 フランス）の詩『聖マトレル』に 4 点の銅版画を
寄せた
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21 アンリ・マティス　Henri Matisse
版画集〈ジャズ〉8. イカルス　Jazz, Icare
1947 年
ステンシル　紙　42.2 × 65.1

22 川島猛　KAWASHIMA Takeshi
Zeus
1972 年
シルクスクリーン　紙　104.6 × 75.4

23 川島猛　KAWASHIMA Takeshi
Apollo　
1972 年
シルクスクリーン　紙　105.6 × 75.6

ギリシャ神話の主神ゼウスと、その息子で太陽神とも言われ、知性と文化を象
徴するアポロンを抽象的でユーモラスな形態で表している。見えない存在のカ
ミの造形と抽象表現とは親和性が高いとも言えるだろう。川島猛（1930 年ｰ）
はニューヨークで活躍し、現在は高松市に拠点を持つ現代アーティスト。

イカルスはギリシャ神話に登場する青年。鳥の羽を蝋で固めた翼で迷宮から脱
出するが、高く飛びすぎて太陽の熱で蝋が溶け、墜落したという。マティス

（1896-1954 年 フランス）は、ピカソに並ぶ 20 世紀美術の巨匠。切り絵をス
テンシル（型染めの要領）で刷った 20 点の版画と、手書きの文章による挿絵
本『ジャズ』の 1 点。神話やサーカスなど様々なモチーフが描かれ、素朴な形
と鮮やかな色の共鳴はジャズの即興的なセッションを思わせる。ここでは、為
すことなく落下するイカルスの姿が、不規則で有機的なシルエットで表現され
る。左ページには「描かれる顔の特徴は、それぞれの比率ではなく反射する精
神的な光によるものである」と記されているが、この文章は絵の説明ではなく、
絵の方も文章の絵解きではない。この手書き文字もまた、色と形のセッション
に参加しているかのようである。

24 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉1. ゼウスの顔
The Collected Prints, Greek Mythology, Zeus
1957-65 年
木版　紙　53.5 × 38.0

25 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉3. ミノトール
The Collected Prints, Greek Mythology, Minotauros
1957-65 年
木版　紙　38.6 × 54.0

26 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉5. ヴィナス
The Collected Prints, Greek Mythology, Venus
1957-65 年
木版　紙　38.3 × 54.1

27 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉6. ポセイドン
The Collected Prints, Greek Mythology, Poseidon
1957-65 年
木版　紙　39.8 × 54.7

28 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉11. エウロペ
The Collected Prints, Greek Mythology, Europe
1957-65 年
木版　紙　38.8 × 54.5

29 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉14. レダ
The Collected Prints, Greek Mythology, Leda
1957-65 年
木版　紙　38.8 × 53.9

30 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉15. ヘラクレス
The Collected Prints, Greek Mythology, Herakles
1957-65 年
木版　紙　38.5 × 53.9

31 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉19. メデューサ
The Collected Prints, Greek Mythology, Medusa
1957-65 年
木版　紙　53.5 × 38.0

20 エミール＝アントワーヌ・ブールデル　Emile- Antoine Bourdelle
アポロンの頭、台座付　Tête d'Apollon, Socle haut
1900-09 年
ブロンズに鍍金　67.0 × 25.0 × 29.5

アポロンはギリシャ神話の男神。芸術の神であり、また予言や牧畜、戦いなど
の神でもある。太陽神とも見なされ、知性と文化の象徴としての性格も備えて
いる。ギリシャ神話の主神である全知全能の神ゼウスの息子で、オリュンポス
十二神にも名を連ねる。りりしい顔立ちや、面による台座の鋭角的な構成はア
ポロンの理知的な側面をよく伝えている。ブールデル（1861-1929 年 フランス）
はロダン、マイヨールらと並んで近代彫刻を代表する彫刻家。
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特別展　カミのかたち Forms of KAMI

ギリシャ神話の世界を木版画で表現した 42 点組の版画集からの 14 点。木版画
ならではの面の表現が活かされた素朴な味わいである。また多くの作品が、人
物の部分を白抜きで表現している点が特徴となっているが、それはちょうど古
代ギリシャ陶器において絵の部分を塗り残して描画する赤絵式を連想させる。
一方でゼウスの顔は、ネガポジを反転させたかのように黒地に白い線描で描か
れており、こちらは黒絵式のようにも見える。萩原英雄（ 1913 ｰ 2007 年）は
木版画を中心として、戦後日本の版画界を代表する作家の一人。

38 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉1.BELIER（牡羊座） 
The Collected Prints, Constellation Series , Belier
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

39 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉2.TAUREAU（牡牛座）
The Collected Prints, Constellation Series , Taureau
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

40 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉3.GEMEAUX（双子座）
The Collected Prints, Constellation Series , Gemeaux
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

明快な色と形による抽象化された図案的な表現で、12 星座の神話世界の住人
や生き物が描かれており、それぞれが象徴的なマークのようにも見える。星座
占いでおなじみの 12 星座だが、それらはギリシャ神話などに由来があるとさ
れている。星の配置にイメージや意味を見立ててきた古くからの人間の営みは、
自然への驚異と神話が結びついて、見えない力をかたちにするカミの造形の一
つとなっている。菅井汲（1919ｰ1996年）はパリを拠点に活躍した現代アーティ
スト。

41 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉4.CANCER（蟹座）
The Collected Prints, Constellation Series , Cancer
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

42 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉5.LION（獅子座）
The Collected Prints, Constellation Series , Lion
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

43 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉6.VIERGE（乙女座）
The Collected Prints, Constellation Series , Vierge
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

44 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉7.BALANCE（天秤座）
The Collected Prints, Constellation Series , Balance
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

45 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉8.SCORPION（蠍座）
The Collected Prints, Constellation Series , Scorpion
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

46 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉9.SAGITTAIRE（射手座）
The Collected Prints, Constellation Series , Sagittaire
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

47 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉10.CAPRICORNE（山羊座）
The Collected Prints, Constellation Series , Capricorne
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

48 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉11.VERSEAU（水瓶座）
The Collected Prints, Constellation Series , Verseau
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

49 菅井汲　SUGAI Kumi
版画集〈星座〉12.POISSONS（魚座）
The Collected Prints, Constellation Series , Poissons
1974 年
シルクスクリーン　紙　60.0 × 60.0

32 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉24. ナルシッソス
The Collected Prints, Greek Mythology, Narkissos
1957-65 年
木版　紙　53.8 × 38.3

33 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉25. ピグマリオン
The Collected Prints, Greek Mythology, Pygmalion
1957-65 年
木版　紙　53.8 × 38.3

34 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉27. プロメテウス
The Collected Prints, Greek Mythology, Prometheus
1957-65 年
木版　紙　38.5 × 54.5

35 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉32. バッコス
The Collected Prints, Greek Mythology, Bacchus
1957-65 年
木版　紙　54.3 × 38.5

36 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉39. ケンタウロス
The Collected Prints, Greek Mythology, Kentauros
1957-65 年
木版　紙　53.7 × 38.5

37 萩原英雄　HAGIWARA Hideo
版画集〈ギリシャ神話〉40. スフィンクス
The Collected Prints, Greek Mythology, Sphinx
1957-65 年
木版　紙　52.2 × 38.2
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50 アリスティード・マイヨール　Aristide Maillol
着衣のポモナ　Pomone Vêtue
1921 年
ブロンズ　181.0 × 61.0 × 48.0

51 イヴ・クライン　Yves Klein
ブルー・ヴィーナス　Vénus bleue (s41) 
1970 年
顔料、樹脂、石膏　h.70.0 

この豊満な女性はローマ神話の果物の女神ポモナ。下心を持って言い寄ってく
る多くの神々を寄せ付けなかったといわれており、リンゴを手に持ち、静かに
堂々と立っているその姿には、優しさと同時に毅然としたものも感じる。全体
がゆるやかな三角形、あるいは紡錘形を構成し、内側から盛り上がるような肉
体の量感の表現が印象的である。具象的でありながらも抽象表現につながるよ
うな構想力を感じさせる。マイヨール（1861-1944 年 フランス）は、近代彫
刻を代表する彫刻家の一人。

既製品の石膏の女性トルソ像にウルトラマリン系のブルーの顔料が塗られてい
る。ここでは作り手の作為は極力取り除かれ、オリジナルな造形も放棄されて
いる。ヴィーナスに託す意味も、「愛と豊穣の徴」といったステレオタイプな型
にはめられることとなる。一方で、このブルーは作家であるクライン（1928-62
年 フランス）のオリジナルの色で、インターナショナル・クライン・ブルーと
いう名がついている。このブルーは、女神ヴィーナスの画一的な象徴的解釈や、
既製品の没個性的な味気なさを、いったん空虚にしてしまい、純粋なものへと
浄化させていくような精神性を感じさせる。クラインは戦後のフランスで、ア
メリカのネオ・ダダやポップ・アートに匹敵する前衛的な活動を展開したヌー
ヴォー・レアリスムの一人。

２　偶像の彼方に　女神たち　
人間の姿で表現されてきたカミの姿のうち、ここでは「女神」を取り上げます。古くは土偶などにさかのぼる女神の造形は、西洋では愛

と美の女神ヴィーナスとして多くの神話に登場します。古代ギリシャの哲学者プラトンによれば、神聖で理想的な存在としての「天上の
ヴィーナス」と、生殖の象徴で人間に近い存在としての「地上のヴィーナス」があり、それは聖と俗の両面を持ちます。マイヨールの〈着
衣のポモナ〉は果物の女神。大地に根ざす存在感を感じます。戦後の現代アーティスト、イヴ・クラインの〈ブルー・ヴィーナス〉や、靉
嘔の〈Rainbow Venus〉は、既製品の女性石膏像に彩色されています。

現代では、時代を彩る実在の女性も偶像（アイドル）の女神となります。ガルガーリョの〈キキ・ド・モンパルナスのマスク〉は、20
世紀初頭パリのアート・シーンで画家たちのモデルとして活躍した女性キキの姿です。女優マリリン・モンローは、ウォーホルをはじめ多
くの作家がとりあげています。また、ピカソが恋人を描いた〈ドラ・マールの肖像〉や〈赤い枕で眠る女〉は、個人的な女神の姿といえる
でしょう。そして、ピカソの〈赤い枕で眠る女〉や廣田百豊の〈美人図〉は、ジョルジョーネ、ティツィアーノ、ゴヤ、マネなど、ルネサ
ンス以降の西洋美術における横たわるヴィーナスの系譜を思わせます。
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〈ミロのヴィーナス〉の既成の石膏像に虹色が塗られている。作家の靉嘔（1931
年 -）は、「自分にとって意味を持つものを知らせる方法として虹色を塗る」、「も
のを創造しないと決めている」という趣旨の発言をしている（『版画藝術』第
87 号 1995 年　p.136-139）。女神のかたちの典型として世界中に流布してい
る〈ミロのヴィーナス〉は、「カミのかたち」である使命から解放されて、白紙
状態のオブジェとなり、靉嘔にとって意味をもつものとなった。靉嘔はデモク
ラート美術家協会やフルクサスで活躍した現代アーティスト。

52 靉嘔 AY-O
Rainbow Venus
1966 年
石膏に着色　h.215.0 

53 パブロ・ピカソ Pablo Picasso
三人の女 I　Les trois femmes i
1924-1925 年
ドライポイント　紙　17.5 × 13.0

54 パブロ・ピカソ Pablo Picasso
三人の女 II　Les trois femmes ii
1924-1925 年
ドライポイント　紙　17.5 × 13.0 

特別展　カミのかたち Forms of KAMI

三人の女性が立って寄り添う姿は、ギリシャ神話とローマ神話に由来し、西洋
絵画の伝統的な画題である「三美神」を示すと思われる。3 人の女性は、優雅
さや美しさの擬人化であり、それぞれ「美」「欲望」「充足」、あるいは「純潔」「美」

「愛」など、様々な寓意を表すと言われる。〈三人の女 I,II〉の 2 点は〈III〉のた
めの段階刷りで、版に手を入れていった過程を伺うことができる。これらの 3
点（1924 － 25 年）はピカソの新古典主義的な時代の作品で、女神たちの穏や
かで気品ある姿を繊細な線描で描いている。一方〈三人の女〉（1938 年）は多
視点やデフォルメ、網目模様の陰影表現など、〈ゲルニカ〉（1937 年）が制作
された時期の作風の特徴が見られる。

57 パブロ・ガルガーリョ　Pablo Gargallo
キキ・ド・モンパルナスのマスク
Masque de Kiki de Montparnasse
1928 年
ブロンズ　20.5 × 18.0 × 15.7

キキ・ド・モンパルナス（本名アリス・ブラン）は、1910-
20 年代のパリで活動したモデル。マン・レイ、ユトリロ、モ
ディリアーニ、キスリング、藤田嗣治などのモデルを務めた。
そのコケティッシュな魅力も手伝って画家たちの女神として
絶大な人気を誇ったという。今でいうアイドル、偶像といっ
てもよいだろう。短い髪、白い肌、切れ長の眼、ハート型の唇。
この作品では、彼女の顔の特徴が単純化され、装飾的に表現
されている。金属板で包まれた空洞は、中身のないボリュー
ムとも言える逆説的な存在感を生んでいる。黄金の下に隠さ
れたがらんどうの空間は、キキの栄光と没落の暗示と見るの
はうがち過ぎだろうか。ガルガーリョ（1881-1934 年 スペ
イン）は、キュビスムの影響を受け、金属を用いた構成的な
彫刻で知られた彫刻家。

55 パブロ・ピカソ　Pablo Picasso
三人の女 III　Les trois femmes iii
1924-1925 年
ドライポイント　紙　17.5 × 13.0

56 パブロ・ピカソ　Pablo Picasso
三人の女　Trois femmes
1938 年
エッチング　紙　30.8 × 21.0
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マリリン・モンローをモチーフにした 12 点組の版画集からの 4 点。いずれも
正面を向いたマリリンの体がパーツに分解され、単純化されて構成されている。
マリリンの姿はグラフィック・デザインの素材となっているが、彼女の生没年

（1926-62 年）が記入された作品もあり、この稀代のアイドルへのオマージュ
とも言えるだろう。リンドナー（1901-78 年 ドイツ）はアメリカで活躍したポッ
プ・アーティスト。

〈ドラ・マールの肖像〉と〈赤い枕で眠る女〉のモデルはともにピカソの恋人。
ピカソ（1881-1973 年 スペイン）にとって恋人は女神でもあった。〈ドラ・マー
ルの肖像〉が描かれた 1937 年は、ピカソが〈ゲルニカ〉を制作した年。ドラ・
マールはアーティストでもあり、その制作過程をフィルムにおさめている。そ
して〈ゲルニカ〉に描かれた、悲惨な殺戮の現場で泣き叫ぶ女のモデルとも言
われる。〈赤い枕で眠る女〉のモデル、マリー＝テレーズ・ワルテルは、ピカソ
とは30歳近く年の離れた若き恋人。複数の視点を導入し、柔らかい曲線でデフォ
ルメされた眠る恋人は豊かで性的な女神の姿のようである。また、西洋絵画に
おける横たわるヴィーナスのポーズの系譜に連なるものと考えることもできる。

和服の女性が、動物柄の敷物のある洋風の寝椅子に右肘をついて横たわってい
る。このポーズは、西洋絵画において、ルネサンスのジョルジョーネ〈眠れる
ヴィーナス〉（1509 年）、ティツィアーノ〈ウルビーノのヴィーナス〉（1538 年）
をはじめとして、ヴェラスケス、ゴヤ、ダヴィッド、アングル、マネなどに受
け継がれていった、横たわるヴィーナスの系譜を思わせ、カミのかたちの典型
の一つともいえるだろう。この作品が、実際に横たわるヴィーナスの系譜をな
ぞっているかどうかは定かではないが、日本画の美人画と女神の表現との関わ
りに思いをはせるのも興味深い。廣田百豊（1876-1955 年）は大正、昭和にか
けて在野で活躍した日本画家。

65 パブロ・ピカソ　Pablo Picasso
ドラ・マールの肖像　Buste de Femme(Dora Maar)
1937 年
油彩　キャンバス　55.0 × 38.0

66 パブロ・ピカソ　Pablo Picasso
赤い枕で眠る女　Femme endormie à l 'oreiller rouge
1932 年
油彩　キャンバス　38.0 × 46.0

67 廣田百豊　HIROTA Hyakuho
美人図　Bijin-zu 
大正期
絹本着色　109.5 × 140.0

61 リチャード・リンドナー　Richard Lindner
版画集〈マリリンはここにいた〉14　Marilyn was Here 14
1970 年
リトグラフ　紙　18.5 × 15.7

62 リチャード・リンドナー　Richard Lindner
版画集〈マリリンはここにいた〉15　Marilyn was Here 15 
1970 年
リトグラフ　紙　18.0 × 15.5

1950 年代のアメリカで一世を風靡したハリウッド女優・マリリン・モンロー。
時代を代表するアイドルであり、現代版の偶像といえるだろう。その肖像写真
が転写されたキャンバスに彩色が施された作品。このマリリンのイメージは何
度も繰り返し複数制作されていく。ウォーホル（1928-87 年 アメリカ）は、
第二次世界大戦後に訪れた大量生産社会で、多くの商品が無数に複製され、は
かなく消費されていく大衆社会の状況を、このような作品のあり方で提示した。
かつて女神としてあがめられた偶像は、アウラを失い、日用品のように複製さ
れて消費される。ウォーホルは戦後アメリカのポップ・アートを代表するアー
ティストであり、マルチに活躍して戦後のアートシーンをリードした。

58 アンディ・ウォーホル　Andy Warhol
多色による 4 つのマリリン　Four Multicolored Marilyns
1979-86 年
アクリル絵具、シルクスクリーン　キャンバス　92.0 × 70.8

崩れそうな 30 個の石のブロックがあつまった壁のような表面に、いまにも消
えそうなマリリン・モンローの顔が見える。これは建材の穴やヒビの補修、接
着などに用いるパテで加工を施したボードの表面に、写真が転写されたもの。
マリリンの肉体が朽ち果ててアイドルという記号となった時、女神の偶像は誕
生するのかもしれない。井原康雄（1932-2010 年）は関西中心に活躍した現代
アーティスト。

マリリン・モンローが自宅の寝室で亡くなっているのが発見された時、救急車
を呼ぼうとしたのか、受話器を手にしていたという。この作品はその様子をモ
チーフにしている。横たわっている姿を真横からとらえて、単純な形態と明快
な色彩で構成的に描いている。死の場面だが、どこかユーモアも感じさせる逆
説的な表現である。また人物の構図や姿勢は、16 世紀の後期ゴシック、北方ル
ネサンス時代のドイツの画家、ハンス・ホルバインが、横たわるキリストの死
体を真横から実物大で描いた〈墓の中の死せるキリスト〉（1520-22 年　バー
ゼル美術館、スイス）を想起させる。岡本信治郎（1933-2020 年）はポップな
作風で社会的な問題をはじめ幅広いテーマに取り組んだ現代アーティスト。

59 井原康雄　IHARA Yasuo
UNTITLED 2
1987 年
アクリル系パテ、その他　 122.9 × 118.4

60 岡本信治郎　OKAMOTO Shinjiro
女優の死（マリリン・モンロー）
Death of an Actress( Marilyn Monroe)
1964 年
アクリル絵具　キャンバス　各 112.1 × 162.1（3 枚組） 

63 リチャード・リンドナー　Richard Lindner
版画集〈マリリンはここにいた〉16　Marilyn was Here 16
1970 年
リトグラフ　紙　17.9 × 15.6

64 リチャード・リンドナー　Richard Lindner
版画集〈マリリンはここにいた〉17　Marilyn was Here 17
1970 年
リトグラフ　紙　18.2 × 15.5
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とがった形をした何か得体の知れない生き物が、暗い背景から姿を現している。
ピカソの〈ゲルニカ〉に描かれた、暴力や苦痛、恐怖を伴う動物の原初的なイメー
ジに触発されたラム（1902-82 年 キューバ）は、民間信仰に基づく部族的な
武器や熱帯の動植物を、恐怖と神秘の入り交じった土俗的で呪術的な装いでデ
フォエルメさせて描いた。これは、見えないカミ、姿のないカミのかたちだと
言えるだろう。シュルレアリスム運動に参加し、西欧の前衛を知ったラムは、ヨー
ロッパ人ではないことを自覚し、夢や無意識の深さを測りながら、自らの出自
と民族の固有性を探求する。ラムはキューバ出身のシュルレアリスト。

68 ウィフレド・ラム　Wifredo Lam
我々はここにいる　Nous sommes ici
1974 年
油彩　キャンバス　130.2 × 97.6

３　姿なきカミ　自然と風土
岡本太郎は 1959 年、沖縄の久高島（くだかじま）にある、祭祀を行う聖地＝御嶽（うたき）を訪れました。森の薄暗い空き地にありふれ
た石ころが数個ころがっているだけの様子を見て、次のように語っています。「最も神聖な場所には何もないということは、明らかに積極
的な選択があった。*」　「姿なきカミ」の存在、イコン（聖なる偶像）を作らない文化がここにあります。
最後のコーナーでは、アニミズムに通じる自然への畏れや敬意を見せる作品を紹介します。ラム（キューバ出身）の〈我々はここにいる〉では、
土俗的で呪術的なイメージで見えない「カミのかたち」が表されています。ドイツ表現主義のフランツ・マルク〈動物伝説〉は、野生や原
始的な力を宿す動物を通して、純粋な精神性を象徴的に描いています。高橋秀の〈日本神話〉や白髪一雄の〈太古〉は、いにしえの原初的
なものがモチーフです。大久保英治の〈吉野川―場の刻　6/30 ・ 9/29 ・ 12/1〉は、吉野川に潜む八百万の神と交感するように川沿いを
歩行して生まれた作品で、ここにしかない輸出不可能な自然と風土に根ざしています。徳島の身近な自然に遍在しているかもしれない「カ
ミ」を感じてみたいと思います。

* 岡本太郎『美の呪術』新潮文庫　2004 年　p.21、『沖縄文化論』中公文庫　1996 年　pp.151-182）

特別展　カミのかたち Forms of KAMI

左上には長い角を持つ牛か山羊のような動物、中央には小動物のよう
な姿が見える。様々なモチーフは、写実的ではなく簡潔なかたちでと
らえられて、それらがひとつのかたまりを形成している。造形的に見
れば、形態の単純化と再構成が見られる点にキュビスムや抽象の影響
が見られる。しかし、作家のマルク（1880-1916 年 ドイツ）にとっては、
造形面以上に動物をモチーフにしている点が重要であった。近代社会
が物質主義に傾き、精神性が置き去りにされることに危機感を感じた
マルクは、野生や原始的な力に注目し、そんな力を宿す動物に純粋な
精神性を見いだした。この画面には、まだまだ姿をあらわしていない
多くの動物が潜んでいるのかも知れない。マルクはドイツ表現主義を
代表する作家の一人。動物の画家とも呼ばれる。

69 フランツ・マルク　Franz Marc
動物伝説　Tierlegemde
1912 年
木版、インク　和紙　19.9 × 24.0

70 マックス・エルンスト　Max Ernst
版画集〈博物誌〉5. 大地の震動
Histoire Naturelle, 5 Le tremblement de terre
1926 年
鉛筆フロッタージュのコロタイプ　50.0 × 32.4

雷や地震、洪水などは古来から人々の畏怖の対象であった。ダダ、シュルレア
リスムの重要作家エルンスト（1891 － 1976 年 ドイツ）が 34 点のフロッター
ジュ作品で編んだ『博物誌』から地震、雷、洪水がモチーフの 3 点。紙の上に
こすり出されたイメージは、作家が意図して描いたものではない。紙をこする
という作家の行為が、原初的な力（カミ）のかたちの誕生を促すのかも知れない。

71 マックス・エルンスト　Max Ernst
版画集〈博物誌〉12. 栄光の平原、洪水、地震の植物
 Histoire Naturelle, 12 Les champs d'honneur les inondations les 
plantes sismiques
1926 年
鉛筆フロッタージュのコロタイプ　50.0 × 32.4

72 マックス・エルンスト　Max Ernst
版画集〈博物誌〉24.14 歳未満の稲妻
 Histoire Naturelle, 24 Histoire Naturelle, 24 Les éclairs au-
dessous de quatorze ans
1926 年
鉛筆フロッタージュのコロタイプ　50.0 × 32.4
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81 大久保英治　OKUBO Eiji
吉野川―場の刻　6/30 ・ 9/29 ・ 12/1
Yoshinn River - Site, Time  6/30  9/29  12/1
2012 年
ミクストメディア　200.0 × 350.0 × 25.0

黒い三枚のパネルに 9 つの白い枠のフレーム。フレームには羽、枝、石、砂、細かい瓦礫、そし
て大正時代（大正 13 年）発行の徳島市の地図などが入っている。ほかにも、古い蛇口、機械式
時計の部品、流木、そして葉っぱや土が収められた折り本がある。2012 年の春から夏、夏から
秋、秋から冬（6 月末、9 月末、12 月初）という季節の変わり目に吉野川河口付近を歩いたフィー
ルドワークの成果である。フレームの中の歩行中の採集物は吉野川という場所から解放されたオ
ブジェであるが、同時にそこにはローカルな場所、時間が蓄積した土着性が宿る。それは吉野川
の自然と風土に潜む八百万の神（アニミズム）のあらわれと言えるだろう。大久保英治（1944
年ｰ）はミニマルな傾向を特徴とする現代美術家であり、日本を代表するランドアーティスト。

76 高橋秀　TAKAHASHI Shu 
版画集〈日本神話〉1. はぐくむ
Mito del giappone, Series of four prints, Abbraccio
1987 年
アクアチント　紙　59.8 × 89.0

77 高橋秀　TAKAHASHI Shu 
版画集〈日本神話〉2. うずまき起源
Mito del giappone, Series of four prints, Principio del vortice
1987 年
アクアチント　紙　59.8 × 88.8

80 辻晉堂　TSUJI Shindo
呪術者　Shaman
1961 年
陶彫　58.0 × 68.5 × 23.0

ざらついた土を固めたような風合いの不思議なかたちの立体。陶彫（焼き物に
よる彫刻）である。縄文時代の土器か埴輪の家か、あるいは異界の住人か・・・。
あまり奥行きはないが、何カ所か空けられた穴が、向こうへと拡がる空間を暗
示する。題名は「呪術者」だが、作家の辻晉堂 （1910-81 年）は、題名をさほ
ど重視しておらず、以前の題名を忘れて別の題名をつけることもあったという

（『泥古庵雑記』1992 年　三彩社　p.200）。この作品は、焼き物だが実用性や
意味、由来などを持たない「もの」（オブジェ）である。しかし、それはやはり、
どこか太古の呪術者の姿にも見えてくる。辻晉堂 （1910-81 年）は陶彫で戦後
の彫刻に独自の位置を占めた彫刻家。禅僧でもあった。

日本神話がモチーフではあるが、未だ未分化な世界の、原初的で命が誕生する
ようなイメージを感じさせる。生殖や誕生を連想させる性的な要素も見られる。
抽象表現は姿のないカミのイメージを表すのに適していると言えるだろう。高
橋秀（1930 年ｰ）は、イタリアで活躍した現代アーティスト。

73 白髪一雄　SHIRAGA Kazuo
版画集〈太古〉木精　 Préhistoire, Esprit de l'arbre
1991 年
リトグラフ　紙　82.3 × 60.0

74 白髪一雄　SHIRAGA Kazuo
版画集〈太古〉火精　Préhistoire, Esprit du feu
1991 年
リトグラフ　紙　60.0 × 82.3

75 白髪一雄　SHIRAGA Kazuo
版画集〈太古〉水神　Préhistoire, Divinité de l'eau
1991 年
リトグラフ　紙　60.0 × 82.4

絵の具を力任せになすりつけたような荒っぽいイメージである。作家はおそら
く激しい動きでこの作品を描いたことであろう。その身振りは、木、火、水の
根源的で霊的な存在をよびおこす儀式のような行為かも知れない。白髪一雄

（1924-2008 年）は、関西に生まれた現代美術のグループで国際的に拡がりを
見せた「具体美術協会」のメンバー。足で描くフット・ペインティングでも知
られた。

78 高橋秀　TAKAHASHI Shu 
版画集〈日本神話〉3. くにづくり
Mito del giappone, Series of four prints, Creazione del paese
1987 年
アクアチント　紙　59.0 × 88.5

79 高橋秀　TAKAHASHI Shu 
版画集〈日本神話〉4. いわと
Mito del giappone, Series of four prints, Porta della roccia
1987 年
アクアチント　紙　59.8 × 89.0
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木片、その断面のスタンプ、折り本が一組となった作品。大久保英治（1944 年ｰ）が
2015 から 16 年にかけて、阿波五街道（淡路・讃岐・撫養・伊予・土佐）の徳島県内部分
を歩いた作品のうち伊予街道のもの。歩行ルート（2016 年 3 月 20 日から 5 月 4 日）は、
鷲の門から吉野川南岸を西へ愛媛県境の境目峠までの 96km。角材に紐を付けて歩き、終
了時には大きくすり減った。歩行時間や距離、道の痕跡は消失部分に在る。長い歩行は時
に瞑想をもたらし、行（ぎょう）に近づく。〈西方行〉の名は、西方浄土や西行の名も連想
させる。また、かつて諸国を巡って木喰が作った仏像は、子供たちが紐をつけて引きずっ
て遊んだともいう。みすぼらしくすり減った木片。これは美術なのか。あるいは「木喰仏」
ならぬ「大久保仏」なのかも知れない。

82 大久保英治　OKUBO Eiji 
西方行　徳島～半田～境目　撫養街道、伊予街道　歩行 96km　（桜）
Saihoukou -Tokushima/Handa/Sakaime,   Iyo Kaido  96km Walk
2015-16 年
 木片：桜、折り本：土、羽根、葉、金属片、写真、光ほか　紙、スタンピング：
墨　阿波和紙 3.0 × 3.0 × 15.0cm［原形 4.5 × 4.5 × 15.0cm］（木片）、
25.0 × 15.0 × 5.5cm（折り本）、37.0 × 22.0cm（スタンピング） 
作家蔵

特別展　カミのかたち Forms of KAMI
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「かたち」とは

「かたち」となにか。『かたち誕生』(1) のなかで、デザイナー
の杉浦康平は興味深い考えを展開している。概略は次のとおりで
ある。「かた」とは型。「同じ形をくりかえしうみだすもの」、「も
のの外形、形状を定める規範となるもの」。一方「ち」とは、「い
のち」の「ち」、「ちから」の「ち」。それは血（ち）であり、乳（ち）
であり、風（ち）［たとえば東風（こち）］であり、靈・霊（ち）［お
ろち（大蛇）、いかずち（雷）などの天地に満ちあふれる霊的な力、
目に見えぬ呪力］である。続けて杉浦は言う。以下引用する。「古
代から日本人は、自然に潜む霊的な力、眼に見えぬ生命力の働き
を「ち」と名づけ、尊重してきました。－中略－　「ち」の働きが
加わって、「かた」は生きた「かたち」へとその姿を変えてゆく。
靈（ち）の力を秘めた、燦（きら）めき、輝くものとなってゆく。「い
のち」が吹き込まれ、「ちから」にみちた脈動を打ちはじめます。」(2)　

この小論では、杉浦の言う「かた」と「ち」の考え方を道しる
べとして、キリスト教の神や仏教の仏などの宗教的信仰の対象で
ある神、様々な国や地域に伝わる神話の神、そして自然現象に宿
る力への信仰（アニミズム）の神を含む、霊的な威力を持つもの
ごとをカタカナで「カミ」と呼び、「カミのかたち」とその表象・
表現（representation）について考察してみたい。

人格化されたカミの表象：偶像

カミは崇拝や信仰の対象であるため、その表象（representation）
においては、表象された姿とカミ自体との関係性が問題となる。
その関係性のとらえ方によっては、カミの図像の視覚化自体の是
非が問われることがある。すなわちカミの姿を人の姿としてかた
どった像＝偶像をめぐる問題である。

偶像自体が崇拝の対象となる時、その行為は偶像崇拝と呼ばれ

る。一神教（キリスト教やイスラム教）においては、神は唯一の
存在であるため、偶像崇拝は禁じられている。たとえばキリスト
教では、「モーセの十戒」（『旧約聖書』出エジプト記）」に「偶像
の禁止」が記されている。その一方で、神道の八百万の神のよう
に複数の神を持つ信仰や神話（ギリシャ神話、ローマ神話、日本
神話など）では、きわめて多様な物事に霊力が宿るとされるため、
偶像崇拝への考え方は大らかである。仏教も一神教ではないため、
仏を人格化して表象し、偶像化することについて抵抗感は少ない。
また、自然現象に宿る力を信じるアニミズムもまた、ヒトガタや
偶像を信仰、祭祀に用いてきた。人類が創造した最初期の人形（ヒ
トガタ）は、女性の姿をかたどったもので、大地の豊穣への願い
が込められた地母神であるとされる (3)。

ところで、キリスト教では偶像が禁止であるにもかかわらず、
イコン（聖像）をはじめとして人格化したカミの表象が多数生み
出され、優れたキリスト教美術を育んできた。その理由について
キリスト教の教義を解釈することは、この小論の任ではないが、
神は地上での姿を人間として自ら作ったのであるから、人間の姿
をした神を図像化すること自体は許されるが、それを「崇拝」す
ることは許されない、と考えられるようになった、という説明が
ある (4)。とはいえ、キリスト教美術における豊かな成果の一方で、

「カミのかたち」を人の姿として表す偶像をめぐっては、矛盾をは
らんでいると言えるだろう。

代理としてのカミの表象：マーク、抽象化

さて、「カミのかたち」の表象は、偶像のように人の姿をとるも
のばかりとは限らない。一神教の場合、ユダヤ教やキリスト教で
は、モーセの十戒が刻まれた石板、それを収める聖櫃（せいひつ：
ark）、律法の記された巻物などが偶像の代わりに用いられる場面
がある。また、イスラム教においては聖典コーランや幾何学模様
で飾られたモスクのドームが、キリスト教のプロテスタントにお
いては聖書が、一種のカミの表象としての役割を果たしていると

「カミのかたち」　
その表象と在りかをめぐって　

　友井 伸一
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考えることもできるだろう。また一神教ではない仏教には、仏像
や仏画が多数存在するが、それらは礼拝の対象物というよりも、
修業、瞑想のためのものという性格が強いといわれる。また仏の
姿の代理表象も存在し、菩提樹や仏塔、「空」を示す円相、供養塔
としての五輪塔などが挙げられるだろう。そして、なによりも諸
宗教には、キリスト教の十字架、イスラム教の三日月、仏教の法
輪など、それぞれの究極の真理を端的に象徴するシンボルマーク
があるが、それらもまた、その宗教におけるカミの象徴的なかた
ちなのである（5）。

諸宗教の教義を象徴するマークは、一種の概念化、抽象化の成
果でもある。もともと姿かたちを持たず、目には見えない「カミ
のかたち」を表象化するためには、抽象化されたかたち（マーク）
や、人の姿ではない表象・聖物による暗示を用いることが、一つ
の有効な手立てとなる。そして、抽象美術が始まったのは 20 世
紀初頭とされているが、それは美術の近代化と前衛的な美術動向
という文脈上のことであり、表象における抽象化は、近代よりも
以前から行われてきていることが、ここで再確認できるだろう。

姿なきカミの表象：空間、配置、自然

「宇治の平等院は、日の出の時が一番美しい。そう聞いた瞬間、
何か心に感ずるものがあった。というより、朝日にきらめく鳳凰
堂の景色が、ありありと目に見えたといった方がいい。」白洲正子
はそう語った (6)。阿弥陀如来像が安置された鳳凰堂は西側に位置
して東向きに建っている。そこに東からの朝日が差し込んで反射
し、黄金色に光る。平等院は浄土信仰が表された配置になっている。

洋の東西を問わず、寺院や聖堂の建築や建物の配置、庭園の様
式には、東西南北やシンメトリーなどの水平方向にも、ピラミッ
ドや大聖堂、仏塔、五重塔などよって表される垂直方向にも、そ
れぞれ意味があり、水平と垂直の構造が聖なる空間を生んでいる。
また、密教の曼荼羅に描かれた仏の配置や、三尊形式などの仏像
や仏画の並び方、キリスト教の祭壇の配置などにも、聖なる空間
を生み出す配置や決まりごとがある。

そしてこれらの聖なる空間は、さらに大きな空間にも拡がる。
四国八十八箇所の遍路やエルサレムやスペインなどの各国に見ら
れる巡礼である。例えば四国遍路では、四つの国はそれぞれ発心

（阿波：東）、修行（南：土佐）、菩提（西：伊予）、涅槃（北：讃
岐）とされているが、これは曼荼羅における、中央の大日如来を
囲む四仏の配置と対応しているとの指摘もある（7）。この考え方
に基づいた遍路道のルートによって、四国という島全体が「カミ
のかたち」を示す聖地となっている。そして、巡礼の歩行は瞑想
となり修行となる。現実の人間である修行者は、聖地の空間や環境、
自然と照応しながら霊的な力＝カミを感じる。四国遍路では同行
二人という。弘法大師はそばにいる。

美術は、カミのすがたの表象において、絵画や彫像として表す
偶像制作にとどまらず、寺院や聖堂の建築や配置、装飾、作庭に
おいても深く関わってきた。そして聖なる空間は、巡礼路のよう
にさらに大きく拡がりを見せ、そこではランド・アートをはじめ
とする現代美術とも交差するだろう。これらの聖なる空間として
の環境・自然もまた、姿なき「カミのかたち」ではないだろうか。

「カミのかたち」の在りか：自然、風土、
アニミズム

和辻哲郎は『風土』(8) のなかで、その土地や地域を特徴づけ
る地形、気象、自然環境＝風土を類型化（モンスーン型、沙漠型、
牧場型）しながら、そこに生きる人間の営みや文化を論じた。大
野晋は『日本人の神』（9）のなかで次のような自説を展開している。
まず、文明：civilization と文化：culture の違いについて、文明が
他の地域へと輸出することが可能であるのに対して、文化はその
土地を耕して生まれるものであり、その場所の自然の状態、風土
に固着していて、輸出することは不可能である、と述べる。そし
て、和辻による「風土」の類型を引き合いに出しながら、モンスー
ン型では自然は命であるのに対して、砂漠型では自然は死である。
砂漠では、自然に対して受動的では滅亡をもたらすので、それに
対して戦闘的に生きるが、厳しい自然に対して己の限界を知り、
人間を超越した存在、「神の意志」を知ることになる。そのために、
砂漠から生まれたユダヤ教、キリスト教、イスラム教は厳しい戒
律を持つ一神教となったのではないか、と述べる。さらに大野は
続けて、かつてアテネのパンテオンに登り、乾燥した碧い空を背
景に日差しを浴びる大理石の太い柱を仰ぎ見たときに感じた「明
晰」さと比べて、日本の湿潤な風土では、空気はいくぶん黄色っ
ぽく、ものの輪郭線や境界も不鮮明で明晰さを欠く傾向にあると
言う。そのため日本においては、ものの形象をとことん追求しな
い姿勢を生み、そのカミもまた、唯一絶対神にはならなかったの
ではないか、と論じている（10）。

さて元来、仏教において、植物は心を持たず精神作用を欠くも
のとして鉱物と同様に「非情（ひじょう）」に分類され、成仏はで
きないとされた。一方で、人間や動物は感情や精神作用をもつの
で「有情（うじょう」とされ、仏になることができる。しかし、
その考え方が日本に入ってくると、成仏できる範囲がためらいな
く拡大されて，草木も山川もすべて成仏するという「草木国土悉
皆成仏（そうもくこくどしっかいじょうぶつ）」が説かれるように
なった (11)。

また、文化人類学者のクロード・レヴィ = ストロースは、日本
文化について次のように述べている。「さらに驚かされるのは、科
学と技術の前衛に位置するこの革新的な国が、梅原猛氏がいみじ
くも強調したように、古びた過去に根を下ろしたアニミズム的思
考に、畏敬を抱き続けていることです。-- 中略―　宇宙のあらゆ
る存在に霊性を認める神道の世界像は、自然と超自然、人間の世
界と動物や植物の世界、さらには物質と生命とを結び合わせるの
です。」(12)

これらの指摘は、日本の風土には一神教よりも多神教がなじみ
やすいことを裏付けていると言えるだろう。また日本では、多神
教にとどまらず、神道と仏教を融合させた神仏習合や、そこに儒
教を加えた三大宗教の共存（シンクレティズム：syncretism）が
抵抗感なく見られる (13)。さらに、クリスマスやハロウィンを年
中イベントというレベルでとらえれば、そこには一神教のキリス
ト教さえ加わってくるのである。

そして、多神教やシンクレティズム以上に注目されるのは、日
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本には、動物、昆虫や虫けら、植物、鉱物、岩石、大地や水、火、
風、大空、山、川、など、一切の自然現象に霊的なカミを見出す
アニミズムが極めて深く根付いている、という点である。神道に
おける八百万の神や仏教における「草木国土悉皆成仏」の考え方
の基盤となっているのは、自然現象に宿る霊的な力への信仰＝ア
ニミズムであろう。

大和の三輪山（大神神社）のご神体は山であるが、このことは
アニミズムのカミの在り方を考える上で示唆深い。日本に限らず、
ご神体の役割を果たすものが巨岩や巨樹などの自然物であること
は、自然への原初的な信仰を持つ地域では珍しくないが、山は自
然物という段階を超えて、もはや「場所」である。

哲学者の野家啓一は、「場所」と「あいだ」をテーマとしなが
ら、「モノ」と「コト」について考察し、次のように整理した (14)。

「モノ」は一定の位置を占め、知覚（とりわけ視覚と触覚）によっ
て感知される、時間的変化を被らない対象、物体、物質のことで、
文法に例えれば体言である。一方「コト」は、モノとモノとの関
係や相互作用から生ずる時間的持続を持った出来事や事態のこと
で、それは関係、機能、作用、制度なども含む。文法で言えば用
言である。「モノ」は実体であり、主語となる。一方で「コト」は
関係性や文脈であり、述語になる。「モノ」と「コト」の関係が分
離している「モノ」的世界観では、「S（主語）は P（述語）である」
となる。一方で両者の関係が融合し合一しているとき、「S（主語）
は P（述語）に於いてある」となる。

これを三輪山に当てはめて、言い換えてみると、前者の場合は
「カミは山である」となり、後者の場合は「カミは山に於いてある」
となる。そして、アニミズムは、おそらく後者の「コト」的な世
界観であるように思われる。「コト」は人と人、人と「モノ」のあ
いだに起こる出来事である。アニミズムの「カミ」もまた、人や
自然をコントロールし操作する支配者的な存在ではなく、人と人、

人と自然の「あいだ」で、自然に「於いて」存在する「コト」、と
言えるのではないだろうか。

さて、1970 年代にミニマル・アートから出発した現代美術家
の大久保英治は、ランド・アーティストとして世界的に活躍し、
特に歩くことを特徴とする制作を続けてきた。四国遍路をはじめ
として、松尾芭蕉、木喰上人、西行などの足跡をモチーフにした
作品を残している。〈西方行　徳島～半田～境目　伊予街道　歩行
96km　（桜）〉（2015-16 年：出品番号 82）は、徳島から伊予街
道を西に向かって愛媛との県境まで、桜の角材を引きずりながら
歩行した作品である。徳島の道の路面でこすられながら、小さく
すり減ったこの木片は、徳島の道に「於いて」ある。これは、大
久保英治と徳島という場所の「あいだ」に起こった出来事なので
あり、「コト」的な存在である。その木片は、歩行中の道に遍在し
ていたであろうアニミズムのカミを宿しながら進んだ歩行のしる
しであり、そのエッセンスは、すり減って消失した部分にある。
大久保は、姿のない「カミのかたち」を、「なにもない」というこ
とで見せようとしている。

〈西方行〉制作終了後の某日、作家とともに徳島市国府町の阿
波国分寺を訪ねたことがある。四国八十八箇所の 15 番札所でも
あるこの寺には、荒々しい石組みで知られる枯山水の名庭園があ
る。庭園の西には本堂が位置し、春と秋のお彼岸の夕刻に、この
庭園の東端に立って西を望むと、本堂の窓ごしに立つ立石に夕陽
がまっすぐ当たり、空が赤く染まる、という。西方浄土の世界で
ある。〈西方行〉は図らずも浄土信仰の阿弥陀如来の代理表象とし
ての「カミのかたち」となっているのかも知れない。しかし、こ
の作品について最も特筆すべき点は、徳島という場所・自然に宿
るアニミズムの、姿なき「カミのかたち」が、もっとも純粋で良
質なエッセンスとしてあらわれていることである。

（ともいしんいち　徳島県立近代美術館　上席学芸員）
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