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キュビスムの時間と空間
―アレクサンダー・アーチペンコの彫刻作品について―
福

江

良

純

北海道教育大学釧路校美術教育研究室

Time and Space in Cubism
- About an Alexander Archipenco’s art work Yoshizumi FUKUE
Department of Art Education, Kushiro Campus, Hokkaido University of Education

要

旨

本研究は，キュビスムの彫刻家アレクサンダー・アーチペンコの彫刻作品≪歩く女≫(Femme marchant)に新たに見
出された形態上の特徴について，キュビスムの構造との照合をもって考究するものである．キュビスムは，近代画家のセ
ザンヌが円柱，円錐，球において対象を捉えよと語ったところにルーツを持つと言われているが，その真意は明確ではな
い．本研究ではセザンヌの絵画空間の読み解きを行い，そこに近代における「現実性」の再評価が「立体」の属性を明確
化しつつ対象化され，それらがキュビスムの原理として機能していることを明らかにした．キュビスムの芸術様式は，そ
の本来の字義通り具体的な立体の現象であり，彫刻作品≪歩く女≫は，時間と空間を刻むキュビスムの構造を裏付けるも
のとなっていることが確認できた．

１．はじめに

原理を発見し，その自覚的応用をもって芸術形式の創造を

－立体の発見と再考－

本研究はキュビスムの芸術様式と彫刻作品という個別的

なした近代芸術の革命なのである．

な事象との間に機能する原理について考究し，整合性ある
芸術構造の確立を目指す造形論である．また，これは，彫

２．キュビスムと絵画
近代絵画の祖と称えられるセザンヌ（Paul Cézanne,

刻を中心とするこれまでの筆者の研究との論理的な連続性
と系統性がある．注１

1839-1906) が，自らの絵画論の中で語る「円柱，円錐，

立体物の３次元性は物理的に自明な事柄であるが，立体

球」とは何か．それに関し諸説はあるものの，これまでに

であることの真意はこれまで十分に明らかにされていな

それに統一的な見解が示された例はない．しかしながら，

い．我々の視知覚は，対象の一面のみを捉え知的理解は

空間認識の観点から，絵画というパースペクティヴの世界

事象の因果関係だけを汲み上げる．もし考察対象が物理的

内で，球を筆頭に円柱，円錐は調和しにくい存在であるこ

な立体であれば，そこには無数の視点と無数の理解の道筋

とは確かなことと言える．

があり，それだけで物的存在が人間の知覚理解の限界を超

もっとも，画家のセザンヌが，空間的に捉えにくい見方

えるものであることが意味されている．つまり，立体は知

をもって，あえて描写の方法を主張したとは考えにくい．

覚で完結するものではなく，それが繰り返し解釈されるこ

また，セザンヌの絵画の中に指摘される複数の視点の存在

とによって浮かび上がる認識のまとまりであり，いわば未

は，伝統的な遠近法的空間描写の放棄と見做されている

知の総体としてアプリオリに前提されているのである．

が，これらを考え合わせるなら，３つの基本形には絵画と

美術は対象認識の一つの切り口であり，それはものを見
ることに発する．このことは，作品が視点との関係で構造

は異なる対象へのアプローチ方法が集約されていると考え
る方が自然である．

化できることが意味されている．彫刻は立体ゆえに無数の

もっとも，いかなる新しい描写方法であっても，それは

視点による存在感が与えられ，これに対し，絵画は視点を

全ての人に備わっている人間本来の感性の働き方に基づく

固定することによって知覚世界を平面に構築してきた．こ

他はない．要するに，新しい芸術形式とは，感性の独創性

こには存在と非存在，実体と幻影という存在論的な対極性

の問題ではなく，感性の適用方法の変革なのであり，セザ

を超えて機能する，「美術」の原理が想定されるべきであ

ンヌ及びキュビスムの芸術には，旧来の絵画には適用され

る．そして「キュビスム」とは，視覚の働きのうちにその

てこなかった感性の用い方が確認できるはずなのである．
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セザンヌが「球」を基本形に含めていることはこの推察

あるが，この時，鑑賞者と絵画画面の間の物理的距離が，

を裏付ける．可展面を持たない球は，平面に置き換えるこ

絵画の世界と連続する実空間として機能することになる．

とができないので，その形態は立体性のうちに直接把握す

この機能する空間は，ある体験内容を伴ってそこに現れた

るしかない．この立体性の認識が絵画の平面性にそぐわな

注4
「場」（field）
であって，描かれたものではない．

いことは当然であるが，このことから考えられるのは，セ
ザンヌの独創性は，立体性を描くこと（ドローイング）で
はなく造ること（モデリング）で把握し，そのことを以っ
て絵画を遠近法世界から現象界へ引き出したところにある
のではないだろうかということである．
このことを勘案すれば，セザンヌの絵画に確認できる諸
特徴，視点の複数性やパサージュ（passage）呼ばれる筆
致は，後に展開するパピエコレ，コラージュ等の画面の切
り貼りとは単純に同一視できないことになり，キュビスム
の解釈にも幅が生まれてくる．そして，キュビスムという
言葉に既に内在しているように，セザンヌの絵画にも立体
の構造が想定されるのである．
３．セザンヌの空間
3.1.

見る絵画から体験する絵画へ

もし絵画画面に複数の視点が存在していたとしても，そ
れらは一度に把握することはできない．しかしながら我々
が目の前の空間を感じ取りそれを体験する時，空間は１点
透視遠図的な奥行きの世界ではなく，自由に見まわすこと
が出来るものとして我々を取り巻いているはずである．注２

図１

セザンヌ《ギュスターヴ・ジェフロワの肖像》1895

これにも似て，セザンヌの画面には鑑賞者がその空間を
体験するための仕掛けが備えられているかのようである．
≪ギュスターヴ・ジェフロワの肖像≫はその分かりやすい
例と言える（図１）
．この絵はモデルの顔からその手元，
デスクの下端まで目線を移動させないと把握することが出
来ない．これはこの絵を描いた時のセザンヌ自身の目の動
きであることが推察され，もしある鑑賞者がこの絵に間近
で対峙するなら，セザンヌが体験した空間を追体験できる
であろうことは想像に難くいない．
ところで，この種の体験的な効果を生む絵画は，セザン
ヌより１世紀前以上前の1787年に,イギリスの画家ロバー

図２

Barker's panorama of Edinburgh. 1796.

ト・バーカー（Robert Barker）によって，パノラマ絵画
として既に発明されていた（図２）
．パノラマ絵画は，遠

3.2.

空間から立体へ

近法で描かれた大画面を円筒形の内側に切れ目なく配し，

18世紀から20世紀への芸術様式の変化を空間意識の変化

その中に立つことで疑似体験を狙った特殊な仕掛けであ

に置き換えるなら，パノラマからセザンヌを経てキュビス

る．これは，現実風景に代わる一種の見世物であり，もち

ムに至る過程について，空間が矩形に凝縮されそれが立体

ろんそれ自体を芸術と見做すことは拙速である．しかしな

にまで変じていったものという見方も出来るだろう．ま

がら，パノラマ絵画の出現はこの時代以降，体験というも

た，ここに芸術の目的観を重ねるなら，近代において絵画

のが人々の重要な問題意識となったことを証拠立てるもの

の目的は，体験できないものを「見る」ということから，

であり，やはりここには芸術のリアリティに新たな展開の

見ることによる「体験」にシフトしたと言うことも出来る．

萌芽を認めることが出来るのである．

このように，芸術作品からは，人間の目が３次元をどのよ

３次元と２次元を視覚的に連続させる手法は，バロック

うに構造化したのかということが分かってくる．

美術・ロココ美術の聖堂天井フレスコ画にもある．
しかし，

知覚心理学でも，環境認知と物体認知が視知覚理論研究

天井画が３次元の地上から２次元の別世界の昇華を志向す

において異なる対象であるのと同様，３次元の世界は視点

るのとは対照的に，パノラマ絵画においては施設の物理的

との関係によって大きく二つの形式に分けることが出来

構造と一定の採光条件注3が整備され，描かれた世界を現実

る．その形式の一つは狭義の空間(space)であり，もう一

に転化している．絵画の視覚世界が体験不能なのは自明で

つは立体(object)である．立体と空間はともに３次元の事

－ 86 －
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象であるが，両者は観察者との関係で逆の構造を持ってい
る．つまり，空間は観察者を取り巻くが，立体は鑑賞者が
その内側に含まれることはありえず，それは外部からまと
まりをもって捉えられる．実空間は人が中心となって見渡
すことが求められた．立体は，人がその周辺を移動するこ
とでまとまりとして把握される．
３次元を視点との関係で構造化するということは，つま
りは人が空間をどう解釈するかであり，本研究は，それを
造形的な仕組みとして考えている．一つの視点は，遠近法
が明らにするように，
空間を平面上に構造化する．
つまり，
空間の描写には視点の固定が条件であり，それが西洋絵画
の伝統形式となってきた．それと対照的に，立体物の知覚
には視点の移動が必須であるが，その重要な働きは単に立

図３

体物の知覚ではなく，目の前の対象に物体恒常性（object

セザンヌ《アンブロワーズ・ヴォラールの肖像》
1899

constancy）とも呼ばれている「まとまり」を与えること
にある.つまり，対象の知覚ということと，その対象に存
在感を覚えることは違うのであり，立体の恒常性は我々の
現実性の統合でもある．
遠近法を応用したパノラマの絵画は視点を中心に，実空
間とも言える「場」を創出した．やがて，セザンヌの時代
において視点は視座を離れ始め，対象を「立体」として見
出していく．対象の立体性に対する強い意識をもって，そ

図４ｂ 部分（片ぼかし）

の存在感にリアリティを認めていく態度．これが，後にピ
カソを初めとするキュビスムの画家たちが目覚めたところ
なのではないだろうか．ここで，キュビスト達の求めてい
た存在感が，物体的，現実的なものであることは画面に新
聞等の現物を貼り付けたことなどからも推察することが出
来るだろう．つまり，近代の芸術は，離れて見ることから
対象の存在感を掴んでいくことにシフトしているのであ
り，それは立体の発見ともいうべき出来事なのである．

図４

ピカソ《アンブロワーズ・
ヴォラールの肖像》1910

４．キュビスムと彫刻
4.1.

連続と非連続

線と「方ぼかし」と言われる陰影によって描き出された

３次元
（空間）
の形式は観察者との関係で二つに分かれ，

面（図４ｂ）は，対象の形体要素ではなく新たに作り出さ

空間は「奥行き」として，立体は「存在感」として構造化

れたものである．何故このような面を表すことになるの

できる．これに従って絵画を解釈するなら，空間の奥行き

か．ここで先ず言えることは，これらの面がキュビスムの

のみを描くことが遠近法であり，複数の視点を用いるキュ

基本的な構造に関係するなら，それらは平面に描かれた図

ビスムの絵画は，物的な存在感を平面に帰着させていると

ではなく，おそらく互いに３次元的な位置関係あるだろう

考えることができるのである．

ということである．

存在感を平面に帰着させるということは，もちろん投影
注５

法に従うものではなく，図学的に説明は出来ない．

もし，描かれた面が，画布の平面上ではなく，空間的に

し

それぞれが独立しているなら，図５（図５ｂ）のような近

かし，キュビスムの作品には，共通の幾何的な要素が画面

代木彫の外郭に打ち出された鑿跡の面との類似は，キュビ

に現れている．例えば，セザンヌの≪アンブロワ-ズ・ヴォ

スムの面を類推させるものがある．平面と立体という次元

ラールの肖像≫（図３）と同じタイトルのピカソの作品を

の違いがそのまま絵画と彫刻という分野の違いであったの

比べてみたい．セザンヌにおける比較的まとまった人物描

は，キュビスム誕生以前の話であれば，これらの作品にお

写は，ピカソにおいては著しい面の分割を伴って表現され

いて共通する様相には，構造的な共通性が推察される．日

ている
（図４）
．ピカソのこの特徴は，
「分析的キュビスム」

本に来日したアメリカの彫刻家イサム・ノグチはこの彫刻

と言われる1809-11年頃にかけての様式に顕著なものであ

作品を見て，そこにキュビスムを認めたのは偶然とは思え

る．

注６
ないのである．

ノグチは，この彫刻作品の何にキュビスムとの共通性を
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見てとったのか．一見して分かるキュビスムの作品との類

る基本ではないだろうか．丁度，一枚の折り紙は折られな

似から推察すれば，やはり，それは作品全体を覆う不連続

ければ無性格の平面であるが，そこに内在する無限の幾何

な面と言えるだろう．そして，彫刻作品の場合，不連続な

学は折ることに発することのように．

面はその全体性において立体的な整合性に至るように，も

連続と非連続という逆説性も，刻まれることに発する．

しキュビスムが立体性に基づくのなら，ピカソの作品にも

これは観念的な逆説などではなく，時間と実空間が不可分

３次元上の整合性が備わっていることが考えられる．

である限りの物理的原理ではないだろうか．その制作過程
では，
「時間」が空間と結び付くことで不可逆的な連続と
非連続の関係性が生起し，それが統合された像を形成して
いくのである．つまりは，連続と非連続という時間と空間
の性質は「造形」の性質でもあることになる．不連続な面
で構成されたボッチョーニの彫刻≪空間における連続する
単一の形態≫(図7)などは，あるいはそのような造形上の
原理それ自体をテーマして見せたのかも知れない．人体形
態の各要素は，固定された視点，すなわち無時間の中では
分断されたままであるが，主題の通り，空間において連続
するのであれば，視点移動など，連続する時間の中で形態

図５ｂ

も連続（統合）されてくるのかも知れない．

藤村像部分

このように考えていくと，キュビスムの作品には視点の
複数性だけでなく，それらが時間の中で連なることで，一
連の動きをともなっていることもが想定されてくる．寸断
図５

石井鶴三《島崎藤村先

された部分によって総合的なものが現れるこの機能がキュ

生像（第１作）
》1950

ビスムの原理ならば，ここから見方を転じ，一定の動きそ
のものを芸術の主題としていく態度も，決して飛躍した発

いずれにしても，非連続なものをもって連続する全体を

想ではない．次に，動きの中に主題を見出し，それを作品

成すところには，小要素とは異なるレベルでの整合性が想

化したと思われる典型的な彫刻作品を取り上げ，これまで

定されなくてはならないだろう．彫刻の場合，整合性は３

の考察の実証例としたい．

次元の材料自体に内在している．ピカソの作品の場合は，
モデルの存在感に基づいているのかも知れない．もちろん
ピカソの作品が，ステレオグラム（ステレオ写真）のよう
に浮かび上がるわけではないが，ピカソが各方向から面を
切り取る操作をした対象（人物）は立体であることは確か
である．そして，これは人間一般の立体認知の目線でもあ
る．デビットホックニーの作品（図６）は，そうした人間
の立体認識の仕組みを，あえて写真で平面化するによって
逆説的に浮かび上がらせているのかも知れない．
4.2.

時間と空間

芸術作品が場において存在感を持つということに生じる

図６

デビットホックニー
の写真作品

連続と非連続の統合には，立体的な整合性の存在が想定さ
れる．これまで，現実的なものを再現するために，空間な
いしは立体が刻まれるという現象を見てきた．そこに確認

図７ ボッチョーニ《空間にお

される連続と非連続の関係性をもとに，ここから先，空間

ける連続する単一の》

というものの現実性の意義を芸術に即して明らかにするた
めには，他にもう一つ，時間という原理を取り上げねばな

５．アレクサンダー・アーチペンコの彫刻作品

らない．何故なら，人間にとって時間と空間は不可分であ

5.1.

作品≪歩く女≫

り，それぞれを単独で生きることはできないからである．

ア レ ク サ ン ダ ー・ ア ー チ ペ ン コ（Alexander

立体は刻まれることで形態を成す．同様に時間も刻まれ

Archipemko 1887-1964）はアメリカで活躍したロシア出

ることでその長さを表す．刻むこと
（cutting, carving）
は，

身の彫刻家である．彼は20世紀初頭のパリでキュビスムの

何かを描き造形する際に人間が用いることのできる数少な

画家や彫刻家と交わりその影響を受けたとされている．彼

い方法であるが，それはまた我々を取り巻く現象を認知す

は絵画と彫刻の総合を目指したような彩色彫刻でも知られ

－ 88 －
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るが，ここではこれまで見てきたキュビスムの特性が現れ
ている≪歩く女≫(1912

よう工夫されているのである．
この作品は，歩きながら近づき，そしてちょうどすれ違

図８)に注目したい．

うような場面において，統合された歩く人物像を現わす．
この作品がキュビスム形式に従う彫刻であるならば，この
現象にもこれまで考察してきた空間と時間の原理が機能し
ているはずである．そこで，≪歩く女≫が所蔵されている
愛知県美術館で実見調査を行い，この作品が多方向からの
視点を連続的に機能させることによって成り立っているこ
とを明らかにした．
5.2． 作品≪歩く女≫
作品の調査は，2012年９月16日名古屋市の愛知県美術館
内で行われた．美術館より提示のあった作品調書による，
本作の基本データ（抜粋）は以下の通りである．
分

類

作家名

立体
ア レ ク サ ン ダ ー・ ア ー チ ペ ン コ（Alexander
Porfirowiz ARCHPENKO）

図８

アーチペンコ《歩く女》1912

作品名

≪歩く女≫

制作年

1912

原

題

Femme Marchant

英

題

The Walking Woman

材

質

ブロンズ

サイズ

67.5×23.4×20.7ｃｍ

調査は作品を細かく観察し，高さと距離を一定に保った
状態で，作品の周囲から多数の写真を撮影．また，この条
件に従わない任意の位置からの写真も多数撮影し，造形的
な検証用の資料とした他，肩幅や膝下高さなど，任意の２
点を間を計15箇所測し記録した．
調査内容は以下の手順で整理し，上記の発見についての
検証を行った．
（１）作品を中心として，距離160ｃｍ，高さ130ｃｍ位置
にカメラを据え，その周囲，およそ22.5°刻みで計
図９

背面から見た乳房先端

図10

20枚の写真を撮影した．この時，カメラの高さは，

足元の空洞

およそ作品の顔と同じくらいの高さである．
≪歩く女≫という題名から，この作品は人物像を表して

（２）撮影した写真を撮影順に並べ，そこに認められる人

いることは間違いなさそうであるが，ただし，この作品を

物像の統合性をその高い順に大中小Ｃの３段階に分

正面から見た限りでは，人体のおよその構造が垣間見える

けた（図11）．人物の統合性の判断は，アウトライ

程度で，題名の示す形態をそこから見出すことは容易では

ンやフォルムの各部分が，人体の構成要素と対応し

ない．

ているかどうかを総合的に判断したものであり，主
観的な印象に基いている．判断内容は以下の通りで

この作品の≪歩く女≫と題された根拠はこれまで明らか

ある．

にされておらず，穴が穿たれ，ブロック状の塊で構成され

大：人体の各部位が明瞭であり，動作の具体性が高い．

ている様相について断片的な所感が述べられている程度で
ある．例えば，この像を後ろから見た場合，穿たれた穴か

中：人体の統合性は十分でないものの，前後の視点との

ら左乳房の先端が見える（図９）
．左足もとの逆円錐状の

連続性や題名などから，人体の各部位の特定と動作を判断

空洞（図10）は，傘が差し込まれるのに丁度よい，などで

できる．

ある．

小：人体の構成要素（手，足等）と同等以上に，他の構成

しかしながら，この作品には明確に歩く女の姿が形象化
されていることを筆者は発見した．しかも，それは鑑賞者

要素（突起，空洞等）の印象が強く，人物動作を特定でき
ない．

自身が一定の動きをもって彫刻の周囲を廻った時に気付く
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らは，両下肢が長い衣装に包まれており，左右の膝の屈伸
具合に差があること，両手はその衣装の袂を引き上げるよ
うに手首が下に曲げられていることまでもが読みとること
ができる（図12，13，19，21）．特にカメラ④，⑤の位置
からは，やや左肩を前に出し，歩くというより小走りに駆
け抜けるような姿が浮かび上がってくる（図12，13）
．
統合レベル大

図11

撮影ポイントのマトリックス
図12

カメラ④

図13

カメラ⑤

図15

カメラ⑧

図17

カメラ⑱

統合レベル中

図14

カメラ⑦

統合レベル小

図11ｂ
5.3.

検証過程（マトリックスと写真）

検証

紙面上では，統合性のレベル大中小それぞれから代表的
な画像を２点ずつ，および両側面，正面，背面を比較して
みたい（図12～21）
．得られた画像をマトリックス上で整
理（図11ｂ）し，作品の形態から人体の構成要素を抽出す
るなら，まず頭部はいかなる角度からも判別できるゆえ，
これが立像であることを証拠立てている．次に，この見方
をもとに胴体を表しているおよその部位と下肢と思われる
厚めの板状の塊が統合性の高くない画像からも判別されて
くる（図14，15，16，17）
．さらに，統合性の高い箇所か
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図16

カメラ⑰

キュビスムの時間と空間
理なのである．
６．まとめ

彫刻の時間と空間

本研究は，≪歩く女≫の視覚的な構造を明らかにし，そ
のことをもって時間と空間が機能するキュビスムの原理を
遡及したものである．調査の結果，この作品には視点の連
続性と形態（テーマ）の統合性に明確な関係性があり，そ
のこと自体にキュビスムの系譜に位置付けられる作品の特
性が確認された．
現代アートの中には可動構造によって，実際に運動をす
るものも少なくない．それらの作品と比較するなら，アー
図18

カメラ①（正面）

図19

カメラ⑥（右側面）

チペンコの作品は動かない彫刻である．しかし運動を，時
間の推移に伴う位置関係の変化と捉えるなら，≪歩く女≫
も物理的な運動をしていることが肯首されるだろう．この
見方のもとでは，≪歩く女≫は歩いている人物の形ではな
く，実際に「歩いている」そのことの表現となっている．
ロダンの作品≪歩く人≫（図22）の力強い運動感は，古
典的なコントラポスト（均衡）に対する動勢という近代的
造形理念が実現したものである．だが，この時代までは，
動きとは感覚的な印象を超えることはなかった．しかし，
キュビスムにおいて立体本来の時間性が見出され，そのこ
とが芸術形式の本質的な転換となった（図23）．時間と空
間が同時に現象することを我々は現実という．古来，空間
は彫刻の本質と言うべき造形要素であったが，時間につい

図20

カメラ⑪（背面）

図21

カメラ⑯（左側面）

ては寓意による観念の域を出なかった．ところが，人間意
識が地上の現実性に目覚めていくことと並行するように，

各画像の比較は実際には図11ｂのように，マトリックス

芸術における時間は具体的な「場」の意識を喚起していく．

周囲に写真を配し全体を概観しながら，形態要素の抽出が

時間の具体的な問題，それは変化であり，地上においては

多くかつそれが統合されているかを基準に行った．この過

動きとして視覚化される．

程で自覚できたたことは，統合性の判断には画像の連続性
が関わっており，フォルムは画像の流れの中で意識化され
るということである．つまり，この作品は立ち止まって眺
めるよりも，鑑賞者自身が一連の動きの中で眺めることに
よってこそ，作品に内在するフォルムが浮かび上がってく
るようになっているのである．
物体の動きとは，相対的に考えることができるのであれ
ば，作品≪歩く女≫は歩いている形に主眼が置かれていた
のではなく，正に歩いている運動自体がテーマであったこ
とが分かってくる．統合性の高いポイントが③～⑥と⑬～
⑯二つの方向性をもって連なっていることはこのことを強
く思わせる．もし，この作品が，鑑賞者が歩み寄ってすれ
違うその過程で見いだせるフォルムにテーマがあるなら，
この作品は全く正統に，歩いていると言い表すことが出来
るのである．
図22

こうした作品の鑑賞は，鑑賞者が作品に歩み寄りが必要

ロダン《歩く人》
（石膏）1877

とされる，ある意味特殊な観賞方法と言える．この作品に

図23

アーチペンコに
おける歩く姿

関して，本研究は初めてアプローチ方法と観賞の関係性を
指摘した．しかしながら，≪歩く女≫がキュビスムの系譜

ただし，彫刻の動きとは，直截的な物理的運動を意味す

にある作品ならば，この作品に内在する時間と空間とを刻

るものではない．アーキペンコの作品においてもこの原則

んで動く機能は，セザンヌまで遡ることのできる造形の原

は守られている．しかし，彼の場合，作品は正に動いてい
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る．つまり，作品は現実的に空間を刻み時間刻み，そのこ

た，工学では界とも訳される．本研究においては，

とで歩くことそのものを具現化しているのである．このこ

個人の経験が可能となる空間を指すが，そこでは空

とに気付かされる時，≪歩く女≫の右足下部に記された陰

間と時間が不可分に結び付き事象が絶えず生成して
いるという意味で，
空間に機能を認めるものである．

刻（図24）は，その制作年より100年経った今日の我々に
注５

向けられた言葉のように思えてくる．

視覚像の多くは，空間（立体）の平面化を扱う図法
幾何学で説明可能である．しかしながら，現象とし

“APRES NOI VIENDRONT LES JOURS QUAND

て知られていても図学的に説明が困難な事象が存在

CET OEUVRE SERA ECRITS ET LES ARTISTES

する．例えば，交差法による立体視画像について，

SCUPTERONT L’ESPACE ET LE TEMPS”

垂直視差がある場合も立体視融合像が得られる現象

“この作品が記され

などである．この現象を図学的に検証した吉田勝行

芸術家たちが時間と空間を刻む

そんな日が訪れるだろう

は，得られる融合像には形態上特有の歪みが生じる

私の後に” （訳：浅野美子）

ことを確認している．存在感や立体感などの主観的
な印象と，ディフォルメと言われる美術表現上の歪
みの関係についての因果関係は確認されていない
が，吉田の研究はこうした造形上の現象にも一光を
投じるものと言えよう．吉田勝行「交差法による立
体視画像から得られる融合像の歪み方について」，
2013年度春季大会（兵庫）学術講演論文集，日本図
学会，pp.65-70.
注６

昭和６年，来日し，文展会場を訪れたイサム・ノグ
チが石井の彫刻作品をそれと知らずに見て，これは
キュピストだ，セザンヌだと称賛したことが伝えら

図24

れている．笹村草家人，“石井鶴三論覚書”，笹村草

足元の印刻箇所

家人文集，上巻，無名会刊行会員頒布（1980）
，
p.194.
参考文献

注
注１

主に日本図学会における星取り法や直彫り法の技法

D-H・カーンワイラー，キュビスムへの道，鹿島出版会

論立体感（立体認識）
，彫刻家作家論（石井鶴三）

（1970）．

などの造形形理論．代表的なものとして次の４件の

J.J.ギブソン,生態学的視覚論、サイエンス社（1985）

研究論文がある．

図版出典

・福江良純「星取り法の造形的特性－オリジナルと複製
を跨ぐもの」，図学研究

図１：渡辺康子編，“セザンヌ”，ヴィヴァン・25人の画家
第10巻，講談社(1995)，p.39.

第42巻１号，日本図学会，

図２：http://www.reuneker.nl/blog/?p=1597

2008．
・福江良純「彫刻における立体概念の形成」
，図学研究

図３：渡辺康子編，“セザンヌ”，ヴィヴァン・25人の画家
第10巻，講談社(1995)，p.101.

第44巻１号，日本図学会，2010．
・福江良純「彫刻における立体概念の形成Ⅱ」
，図学研
究

図 ４・4b：http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~fujikawa/03/
sem/03/vollard.jpg

第44巻２号，日本図学会，2010．

図５・5b：©keibunsha, Ltd. 2013/JAA1300117

・福江良純「彫刻の力学と動勢について」
，図学研究
注２

この空間についての考え方は，知覚心理学の中でも
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を見ることを生態学の水準から考察している．
注３

筆者撮

影

第46巻４号，日本図学会，2012．

館（1988），p.71.
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図11：筆者作成

施設では現実感を醸すため，天井からの採光が基本

図22：R o b e r t d e s c h a r n e s a n d J e a n - f r a n ç o i s
Chabrun,“RODIN”,PARK LANE, New York, p.55．

であった．
注４ 「場」
（field）の概念は，自然科学及び人文学それぞ
れにおいて適用される対象は異なるが，存在するも
のの相互作用が発生している空間ということで共通
している．この時，自然科学では物理量が場の前提
条件であり，人文学では個人の経験が問われる．ま
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