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会長あいさつ

来たるべき2004年度版画年に向けて

中林忠良

東京芸術大学美術学部教授

1965年東京芸術大学大学院修了

1975 - 76年 パリ国立美術学校、ハンブルヲ芸術造形大学にて研修

1998年 Sightlines (カナダ)

2000年 2YK国際版画シンポジウム (台湾)招贈される

1・.....会長あいさつ

この学会誌の発行されるころは、各大学、短大

共新しい学期を迎えてその準備に多忙な毎日を送

られていられることだろうと思います。版画教育

の本科に、コースに、それぞれが責任の重い立場

にいらっしゃることでしょう 。私たちの研究と教

育がこの国の次代の版画を造ることを自覚して、

共にその責を果たしたいものです。

毎号、会長のあいさつで始まる編集は一考を要

しますが、せっかくの機会ですので大学版画学会

の在る位置を紙数だけ述べることにします。

全国大学学生版画展

皆さんお気づきのことと思いますが、版画展が

開催された町田の、駅から美術館へ至る街路の外

灯ポールに、 一昨年から宣伝のための峨がひるが

えるようになりました。国際版画美術館もよくや

ってくれていることの証しです。

展覧会報告は別にあると思いますが、町田市立

国際版画美術館で開催できるようになってから 15

年、当初考えていた、若者達の現在を切り取って

保存するという現況報告が、美術館にコレクショ

ンされ続けてきました。これはわが国の版画教育

の実績がそのまま残されていることを語っていま

す。美術館もそうした主旨を重く受け止め、先頃

も市議会で有誰性が話し合われたと聞いています。

いまや恒例の学生チャリティも市民に歓迎され、

13年度は 346，042円、 14年度は 360.113円を町田

市社会福祉協議会に寄付でき、学生も版画を介し

ての社会貢献を自覚するようになりました。

また展示も、係のご苦労で<木版画の多様性と

その展開>という特別コーナーが好評を呼び、こ

れも学会らしい教育と研究を形にして見てもらえ

る工夫がなされました。

毎年のことですが、初日の総会、授賞式、レセ

プションは大変な賑わいで、大学問の垣根の取れ

た交流で、特に二次会の懇親会では先生、学生が

入り交じって交歓できたまたとない機会になりま

した。手前みそじみますが、このような機会を外



のどのような学会やジャンルがもてるでしょうか。

ご苦労いただいた会員に深く、感謝の意を伝え

たいと思います。

ispa JAPAN '04 -'05 

一方、学会はこれまでにない大きな謀題を抱え

るに至りました。国際版画シンポジウムを持尾に

した 2004年度版画年の計画です。諸兄姉にはすで

に概略をご了解いただいていることと思いますが、

あらためてご協力ご支援を呼びかけたいと思いま

す。それというのもこの大事業は、実際は実行委

員の献身的な努力に負 うしかないのですが、その

委員一人一人のうしろに全国の会員の理解とエー

ルがあるという態勢がぜひとも必要で、、それが大

きな実を結ばせると考えるからです。

もちろん問題は、版画とは何か、版画の位置は、

版画教育の在り方は、次代に向けての状況認識と

展開の有り様は、といった私たちの教育者として

はもとより 一作家、 一研究家の真撃な問題を共有

して考えてみる、ということです。しかしその根

っこのところには、社会一般の版画への認識を高

めたいとした、普及と啓蒙の精神が潜んでいるこ

とをあらためて記しておきたいと思います。

思えば創作版画運動以来、多くの先達たちが繰

り返し努力してきたこと、この国の文化の特質性

を担って国際的に高い評価を勝ち得ている版画が、

いまだ低い認知度しかもたない土壌に、益するも

のになるだろうとの活動と捉えています。

これまで、学会の活動はその研究と教育の目を

多く学内に向けてきました。施設や設備の充実、

版画家の健康と安全、あるいは専門教師の獲得や、

新しい技法や技術の公開や交換、カリキュラムの

公開、紙研究、また学生版画展を含む研究発表へ

の支援といったようにです。しかし、今回の活動

はそうした学会が社会へ向けて初めてことを起こ

そうというものです。

そのためにシンポジウムを単発で終わらせてし

まうのではなく、さまざまな版画に関するイヴェ

ントを全国的に呼びかけ、この固における版画年

にしようとする大きな構想が ispaJAPAN '04-

'05です。2004年度という呼称が国際的になじまな

いということから '04-'05としました。

まもなく 学会の名で、全国の公、私立美術館を

はじめ団体や画商組合や画廊、画材庖にこの構想

への協力、共催また支援を呼びかけます。

どうぞ皆さん、この ispaJAPANを思い描いて

みてください。春にはいくつかの団体展が協賛の

特別企画を盛り込むでしょうし、若手グレープが

協賛展を計画 しでもいます。また名古屋市美、愛

知県美術館は目下企画を検討中 と聞きますが、東

京芸大では秋に大きな版画展の開催を決めていま

す。その聞は各地の画廊が版画企画展やグループ

展で賑わいを見せます。f卓尾を飾る国際版画シン

ポジウムは、町田市立国際版画美術館で開催され

る学会員による版画展と時を重ねて、 2005年3月

に文化女子大学を会場にして、画材フェア一、先

端機器のデモンストレーション、ワークショップ

と共に華々 しく開催されます。さらに京都会場へ

場を移して、桜の花の下での交流を最後に幕を閉

じようというものです。

青臭いことを述べました。特殊法人化や大学改

革の波の中、全国の大学人・学会員の皆様は大変

なご苦労の中にあると思いますが、どうか熱くな

って この活動にご協力をお願いしたいと思うので

す。

近年、文部科学省はさまざまな大学改革を打ち

出していますが、その中の一つに大学の社会頁献、

教育サービスがあります。大学に蓄えられた富、

あるいは有効性を社会に還元せよ、ということの

ようです。わが学会が、貧弱な予算の中から国際

的なシンポジウムや展覧会を開催するのも、いっ

てみれば社会責任を果たすことの活動であろうか

と思います。いわゆる説明責任を形にするという

ことです。

重ねて諸兄姉のご協力を賜りたいと思います。

会長あいさつ 2 



国際版画シンポジウム

ispa Japan 104 -105 r移J<i>

木村秀樹

京都市立芸術大学教綬

ispa Japan実行委員長

1974年 京都市立芸術大学西洋画科専攻科修7
1999年京都市美術館で個展 (半透明)

2001年 EXTENSION/MAXI GRAPHICA に出品

3.....国際版画シンポジウム

大学版画学会主催による、国際版画シンポジウ

ムの正式名称が、決定されました。和名 「版画、4-'05J、英名円nternationalSymposium of 

Print Art in ]apan '04 - '05Jがそれです。今後、

略称の、 ispa]apan (イスパ ジャパン)、がニ ッ

クネームとして、流通してゆく 事が、期待されて

います。

2005年 3月に開催される、 一連のイベントが、

最終目標ではありますが、 2004年度中に立ち上が

る、様々な版画関連の催しものとリンクしながら、

年度を通じて、版画全体を盛り上げて行こうとい

うのが、実行委員会の基本姿勢です。名称、に、 '04

-'05と付されている所以です。

国際版画シンポジウムとは如何なるものか、具

体的にイメージする事が難しいと感じられる方も

少なくないのではと思われます。シンポジウムを

辞書で引くと、 ①、酒宴、饗宴 (本来は古代ギリ

シャの)。②、討論会、座談会。③論集 (同じ問題

に関する諸家の)とあります。一般的には、ある

特定の議題やテーマを、様々な論者が、様々な角

度から論じ合い、意見を戦わせる中で、参加者全

員が、お互いの認識を高め合う場ということにな

るでしょう 。少々堅苦しい、難しそうな印象を持

たれるかも知れません。 しかし、辞書の①にもあ

るとおり、本来は、参加者が酒を酌み交わし、自

由閲達に意見を交換する事ができる宴会です。作

家、教育者、研究者、愛好家、 等々、立場を異に

する人々が 「版画」をネタに集う 「お祭りJ、と言

った方が、我らが大学版画学会主催ならではの、

国際版画シンポジウムかも知れません。

さて、日本で最初の国際版画シンポジウム、開

催を促す契機ともなった、先行する国際版画シン

ポジウムを、 3件挙げる事ができます。

lつは、 1997年秋、カナダのエドモントン市で

開催された、 iSightlLinesJです。これは、企画立

案から運営に至るまで、アルパータ州立大学の版

画研究室が中心となって実現されました。私の知

る限り、世界で最初の、国際的な版画シンポジウ

ムです。その先駆性や規模、国際の名に恥じない

多方面からの演者、 等の理由から、後続する国際

版画シンポジウムの、母形を提供したとも言えま

す。まさに記念碑的な意義を持った版画シンポジ



ウムです。現代の版画状況を片寄る事無く、国際

的な視野で、紹介する事に努めていますが、彼等

のフォーカスは、版画制作の手仕事性の再評価に

あったように思われます。

2つめは、 2000年冬、台北市で聞かれた、 IY2K

International Symposium of PrintsJが挙げられま

す。台湾教育省の指導、国立台湾芸術教育館の主

催、中華民国版画学会等の協力によって立ち上げ

られました。国際版画展とシンポジウムの 2本柱

から成っており、シンポジウムには、論文発表の

他に、技法紹介的なワークショップも含まれてい

ます。展覧会図版と論文集が出版されています。

3件目は、 2001年秋、アメリカ、オレゴン州、

ポートランド市で開催された ICrossing

Boundaries East-West Symposium in Print ArtJ 

です。主催者である企画委員会は、ポートランド

州立大学とパシフィックノースウエスト美術大学

の版画科教師と美術史家を中心に編成されていま

す。4日間にわたるシンポジウムの他に、計 50の

展覧会、画材フェア、アーテイストインレジデン

ス等のイベントから構成され、ポートランド市街

を巻き込んでの、催事となっています。企画主旨

には、地理的な意味を越えて生起しつつ在る、知

の地殻変動、領域の崩壊状況に中で、版画の未来

を聞い直そうという姿勢が読み取れます。今後の

版画の在り方を構想するにあたって、必要とされ

るであろう、美的、経済的、社会的、技術的、視

野を提供する、検証型のシンポジウムと言えます。

以上、 3つの国際版画シンポジウムは、各々の地

域性、お国柄や、その地域における版画の歴史性

を反映しつつ、 主催者も又、独自色を打ち出そう

と努力しているようです。しかし、いずれのシン

ポジウムにも共通して見られるのは、世界規模で

起こりつつある、版画を取り巻く環境の劇的な変

化に対する、敏感な反応と、そこから必然的に導

き出される、版画という表現領域の存立の危機を

前にして、その在り方を根源的に問い直そうとす

る、真撃な態度だと思います。ispa実行委員会と

しては、先人の成果を受け継ぎ、苧まれた問題を、

より深く思索すること、そして版画王国日本で開

催するに相応しい、質を提供したいと考えていま

す。

実行委員会は、シンポジウムの副題に、「移」を

掲げています。日本語以外の言語圏の人たちの為

に、脇に発音記号の <i>を添える予定です。「移J
を副題とするにあたって、おおよそ以下のような

思考を経ました。まず、「移」は、イメージの「転

移」から来ています。版種を問わず、版画は、優

れて意図や図像の転移に関わる表現領域です。版

画制作の根幹をなす、本質的な概念の 1つです。

このシンポジウムが、版画を基点に成立するもの

である事を示しています。「移jは、「移動」の

「移」でもあります。イメージは転移される事によ

って、別の場所に移動しますが、人々が移動し、

国境や領域の壁を乗り越えて、集い合う場、それ

は、我々が期待し、提供しようとする、シンポジ

ウムという場所でもあります。「移」は、「推移」

をも暗示します。 シンポジウムで話し合われる

「版画」にまつわる様々な議題、「版画と教育JI版
画と批評JI版画と大衆性」、これらのいずれをと

っても、版画の過去現在未来を通じた検証が不可

欠でしょう 。参加者は、版画の「推移」の真只中

に立ち会う事を余儀なくされるでしょう 。版画は

どこからやって来て、どのような事態の中にあり、

これからどこに向かおうとするのでしょうか?そ

して、版画はそれ事体、「変移」することが求めら

れているのでしょうか?

文化は基本的にテクノロジーが先導してきた、

という 言い方があります。確かに、印刷技術なく

して版画は存在し得なかったでしょう 。科学技術

は進化し、情報伝達技術としての印刷は、今やコ

ンピュータを中心としての、デジタル機器を意味

するかのようです。版画という場所に、何か根源

的なシフトチェンジが起こりつつあるのでしょう

か?そうかも知れないし、そうでないかも知れま

せん。 しかし環境の変化は事実のようです。ネッ

トワーク社会と呼ばれる現代、この間いは、避け

では通れないでしょう 。「移」は、移り行くこと、

即ち変化を意味します。

「転移」を本性とする版画が、シンポジウムという

場所に「移動j し、版画の「推移」の中で、版画

の「変移」を探る。ispa]apan実行委員会は、「移」

という漢字一文字に、そのような意味合いを託し

ています。

国際版画シンポジウム・・・・・・4



版表現をとおって 1

映像表現の可能性

大島成己

京都嵯蛾芸術大学、名古屋芸術大学非常勤講師としてシルクスフリーン、

写真製版を担当

平成 13年度文化庁派遣芸術家在外研修員としてドイツ ・デュ yセJレドル

フ芸術アカデミー、 トーマス・ Jレフ教室に在籍

1989年特別展「版から/版へJ/京都市美術館

1990年 「シガアニュアJレ百0写真による現代版画J/滋賀県立近代美術館

1993年 rTOKYOまちだ国際版画展」 賀上賞/町田市立国際版画美術館

1994年 「現代の版画・94J/渋谷区立松海美術館

2002年 rNarukiOshima， Contemporary A吋fromJapan to FinlandJ 

フィンランド美術家協会

5 版表現をとおって 1

映像的現象の利那的な奇妙さを捕らえ、それを

増幅することが私の仕事となります。映像的現象

とは、例えば、日常生活において何も考えていな

い状態で何か見ている時、視線を急に変えた時な

ど、視ているものを一瞬、認識できず、それは確

固とした実体感を持っていなのに、正に目の前に

迫ってくるように立ち現れるものです。例えば、

日射しの強い光がブラインドカーテンによって縞

状に拡散されているとき、周りの風景にあまりに

不釣り合いな程大きい建物が急に目の前に飛び込

んできたとき、 f主I中のショーウインドーのガラス

に写り込む風景とガラス越しのディスプレイ空聞

が、ただ単純にガラスを反射そして通過する光の

関係として捉えられるときなどなど、ふとしたき

っかけで私たちの認識枠から眼差しが逸れ、 一体

何を見ているのか分からない、或る抽象性を帯び

た捉えがたい現象です。しかし、それを前にした

とき、私たちは懸命にそれが何であるかを今まで

記憶されたイメ ージを総動員し認識しようとし、

例えば、それが単なる「カーテン」、「ピル」、「シ

ョーウインドゥ」などであると分かると、最初に

出会った時の現象が見せていた浮遊するような奇

妙さはそこで立ち消え、私たちの日常的な風景に

現象は収められていきます。つまり私たちは折角、

その奇妙な現象に立ち会っているのにも関わらず、

意味文脈に合う イメージだけしか見ることが出来

ない私たちの眼差しのため、それを利那的にしか

経験する ことが出来ずにいるのです。

この映像的な現象を知何に捉え、強度を持たせ

て持続させることが出来るかが私の仕事となりま

す。その仕事は写真・版メディアにおいてこそ可

能であり、まず、写真が持つ本来の可能性は先述

の私たちの眼差しから離れて物と対峠することが

できると考えています。ただ、日常的にある写真

の多くは私たちの眼差しに沿って撮影され、何が

写っているかを解釈することが重要になり過ぎる

ため、現象の利那的な奇妙さは排除されてしまう

のが現状です。私は版的な方法を通して、通常の

認識へと現象を導かず、現象の奇妙さをそのまま

に提示するために写真はどう撮られるべきか、そ

して更に認識するために必要な条件を欠く方法、

あるいは逆に過剰に与える方法で認識が上手く働



らかせないようにするためにどうするかを考えて

います。

私の具体的な方法として認識に必要な条件の一

つである遠近感を崩していくことがあります。私

たちが日常的に物を見る在り方というのは、見ら

れる対象を中心に設定し、それとの距離や他の対

象物との位置関係を測るなどの遠近感、空閥解釈

が前提となっているので、それが崩れたときに私

たちは正確に物を認識しにくくなり、映像的な現

象の奇妙さが生じることとなると私は考えていま

す。例えば、イメ ージの一部を最かすことで見る

者と見られる対象との距離感を不安定にしたり、

レイヤーとしてイメージを扱うことで、対象が在

る通常の遠近感を薄ぺらい層へと変換していくな

どで、日常的な空間解釈にズレを持ち込むことを

狙っています。

対象の量感、遠近感が喪失したとき、イメージ

は光の強弱の状態として私たちの前に現れる、こ

の認識できない奇妙さを李む光の状態にさらに強

さを持たせ、別のイメージと意味文脈に沿わない

新たな関係性を取り結ぶことを考えています。つ

まり、そのイメージを構成する各エレメントであ

る光、色彩、そしてイメージの触覚感が増幅する

形での表現を試みているのです。それが私におい

ての方法としてのモンタージュとなります。例え

ば、山を撮した作品であれば、緑の光を放っ、も

こもことした煙のような塊を強調するために、波

であれば、様々な光を反射する表面が盛り上がっ

てくるような感じを強調するために、夜景であれ

ば、実は建物は存在せず、日音聞に光のグラデーシ

ヨンのみが浮かぶ感じを強調するために。

映像の剃那的な奇妙さこそが世界の本当の有り

様だと私は考えています。本当の世界の有り様と

は、全てを統合する意味、価値はなしただ単に

イメージが浮遊し、存在している状態です。しか

し、私たちが住む日常的な世界はある概念の中で

固定化され、どこを見渡しでも既に見たことがあ

るというクリシェで満ちあふれ、私たちと物の関

係は常に閉じたものでしかありません。剃那的な

奇妙さを捉えること、そしてそれを増幅すること、

これは私たちの認識に根ざした眼差しを瓦解させ、

世界との別の新たな関係の取るための方法として

あるのです。

"Reflections-Dusseldorf 302・・
2002年 680X 1000 X 5mm 
ラムダプリント、アクリル板にマウント

"Reflections-Osaka 1 02" 
2002年 800X 1000 X 5mm 
ラムダプリント、アクリル板にマウント

版表現をとおって 1・ ..6



版表現をと おって2

兼古昭彦

東京芸術大学大学院修了

2002年個展"Binding"/7:$lパ画廊

2002年 レニパッソ"Finks"公演映像制作/brugge2002，ベルギー

WEB SITE>>http://www.asahi-net.or.jprbc4a-knk! 

7・・版表現をとおって 2

2002年秋、僕が映像演出・映像制作を行ってい

るコンテンポラリーダンスの公演があり、オラン

ダ・ベルギー・ドイツのいくつかの都市を巡回し

て来た。オランダ・ユトレヒトからアムステルダ

ムへの移動中、レンタカーの車窓からまだ使い始

めていない広大なビニールハウス群を目にした。

空っぽの空間を作っているフレームと、透明なビ

ニールシートだけのその構造物は、目線に対して

まるで図法製図の一点透視図のようなそのパース

ベクティブを机上の図面スケールとは程遠い大き

さで展開していて、消失点のフレームに対して眼

前のフレームは、ものすごい勢いで目の前を横切

っていっ た。そんな移動感とパースベクティプを

感じるとともに、 “手前と奥"がズレていくこと、

高速で、かっ一定の速度で移動している車から見て

いることで、より瞬間が継続的にリニアにズレて

いくことが強く感じられ、様々なことを考えるひ

とつのき っかけと して強く印象に残っている。

近年、記憶という事柄に対していくつかのアプ

ローチを試みている。日常積み重ねられていく実

際の個々の事象に対してのアプローチではなく、

記憶されていくこと自体をプロセスとして捉え、

作品化しようとしている。経験という過程を経た

後に生まれる結果以外の情報も含めての個人の歴

史として記憶を捉え、記憶が他人や環境との関わ

りの継続的記録で形成されていく過程を、ルーツ

や結果より主だった要素として扱う、ということ

を軸として制作している。

主に 3つの制作の流れをも って作品制作の展開

をしていて、まず第一に、ギャラリー空間を使っ

た作品で、時間軸と記憶を、プロジェクション映

像をメインとしつつ、スタンドアローンなセンサ

ーや PCによる動体検出を行い、映像へのフ ィー

ドパ ック をオートマティ ックに構築 していく作品

を制作している。第二には、ダンスカンパニー作

品での舞台表現において、身体との関係性や時間

軸への考察を、国内外での公演を重ねながら、重

要な制作として取り組んでいる。第三は、作曲家

とのコラボレーションという手法において、空間

性よりも音響・音楽作曲家との制作のプロセスに

よって発生する、 互い記憶の共鳴に重点を置き 、

その関係の中で、自分の言語として映像を用いな



がら共同制作している。

マテリアルとしての映像は、ギャラリーや、舞

台上での身体、音響空間とどのように関係しあえ

るのか。 ドキュメントとしての映像の中に存在す

る身体は、実在する身体との関係性を維持できる

のか、もしくはされうるのか。カメラによって捉

えられた現実というレイヤーと、ビデオに記録さ

れ編集されたレイヤーを、合成し投影される記憶

の映像として現出させ、記憶のプロセスを考えて

いる。

制作プロセスの問題に対して、版表現を主な手

段として学んでいたことによって得たひとつの自

分にとってのリアルな答え、つまり、それ自体が

表現になりうる、ということが、現在の映像をマ

テリアルとした制作構造の基本となっているとい

うことができる。版表現が原理的に持っている、

間接的なプロセスを含む、いくつかの媒体を用い

つつ刷り重ねるという層構造は、さまざまな技法

やマテリアルを取り込むという増殖性ももちつつ、

技法的に他のマテリアルを作品の成り立ちに取り

込んで、いける構造であり、作品制作のプロセスを

反転して思考していきうるものであると思う。

制作していくプロセス、すなわちひとつの表現

が概念的にも実際的にもそれを規定する上で欠く

ことのできないプロセスへの思考が、システムの

先に吐き出される結果であるひとつのドキュメン

トとともに重要でありつづけることが今をもって

さらに自分には重要に思えている。

夏の終わりに、ある版画工房を訪ねた。版画を

制作していてどうして映{象を作るようになったの

か、という問いを受け、改めて自分のリトグラフ

制作を振り返ると、写真という技法を取り込むこ

とで制作へのプロセスに対する思考を確信したこ

とを思い起こし、継続的に瞬間を取り込みつつ過

去と現在という時間軸に対する基本的問いかけを

行っていた作業とは、まさしく今現在の映像の記

録再生という、現実をいったん過去に してメディ

アに収めていく作業を軸とした制作に他ならない

ことに、再び思い至るのである。
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版表現をとおって 3

足元から見えてきたもの

高浜利也

武蔵野美術大学非常勤講師

1990年 武蔵野美術大学大学院修了

1997年 長沢ア トパ ヲ・ア テイス卜・イ ン・レジデンスプログラム

(兵庫県津名町・文化庁・国際交流基金)

1998年~ 空イ国シラパコーン大学客員研究員

(国際交流基金 ・ポーラ美術振興財団助成)

2001年 VOCA 2001奨励賞受賞/上野の森美術館 (東京)

2002年 「イレヴン&イレヴン コリア ジャパンコンテンポラリーアー

卜2002J/省谷美術館 (ソウル)

9・…・版表現をとおって 3

1 998年 9月、熱帯特有の強烈な日射しと熱

気につつまれたバンコク、 ドン・ムアン空港に降り

立った私は、ふと、ここ半年ぐらいの出来事を振

り返りながら、投げられた奏の目は、もう元には

戻らないという当たり前のことに対して、あらた

めて覚悟を決めました。

スラシ=クソンウォン勺、タイ人アーテイスト。

淡路島での彼との出会いがすべての始まりでした。

参加した、そのワークショップでの 2ヶ月にわた

る共同生活の中で、制作活動をはじめとする濃厚

な時間の共有は、お互いの親交を深めるのには充

分過ぎるものでした。当時、あらゆる面で行き 詰

まりを感じていた私は、何らかのグラントを得て、

しばらく海外に出たいという思いを強く抱くよう

になっていた時期でもありました。

「場所を変え、移動しながらつくってゆくと、

見えてくるものがある。そして、もし新しいもの

をつくるなら、何もない、何も知らない場所がい

い。」“Citieson the Move"・2の経験からくるスラ

シの言葉には、私を未知の場所へと駆り 立てるだ

けのリアリティーと力がありました。それと同時

に、私の視線を自分自身の足元、つまりアジアに

向けさせる契機となったのです。

海外留学を志すにあたり、欧米などのいわゆる

美術の流れの中心から距離を置き、あえて情報を

遮断できる場所に向かおうとしている自分。その

ことによ って、様々な面でとり残されるのではな

いかという媛小な不安を抱く自分。裏腹に、今ま

での日本の生活を断ち切り、新しい土地で生活を

始めることに対する希望や憧憶。様々な想いが交

錯する中で渡航の準備を進めるうち、瞬く聞に時

は過ぎ、タイでの新しい生活が始ま ったのです。

結果として、 2年余りに及んだその土地での生

活を、自分自身の日常として捉えてゆく過程で、

意識も大きく変化してゆきました。極端な富と貧

困、ハイテクと超アナログ的な生活等、多くのも

のが二極分化され、見事なコントラストを見せな

がら、 j軍然一体となって存在しているこの国に身

を置くことによって、観念的な物事の捉え方は、

強烈な現実そのものに次第に凌駕されていったの

です。

例えば、蓮池。この土地ではごくありふれた風



景ですが、都会の雑踏の中、黒く澱んだ池に無数

に拡がる蓮の葉とその花の美しさに、素直に心を

奪われ、新鮮な感動を覚えました。限られた水面

で、絶え聞なく喪失と再生を繰り返すその姿に、

抽象化されすぎた東京での生活では決して見えな

かった、無限の空間の拡がりと連綿と継続される

時間の流れを垣間見た気がしました。そしてその

瞬間、初めてかたちあるもの、即ち、蓮池という

具体的なものを描きたいと思うようになったので

す。

それはやがて、帰国後の家探しに端を発した、

“TOKYO HOUSE PRO]ECT"へと繋がってゆく

ことになります。その中で私は、数多くの家につ

いてのドローイングや版画をつくり、また、 具体

的な図面やスケッチ、文章なども記録のために残

しました。それらは単に、家をめぐる美術として

の作品制作や、建築工事という作業の目的のため

だけではなく、社会生活の根本的な基盤である家

を、自らっくり上げることによって、自分自身の

居場所を確認する行為でもあったのです。

このように、淡路島、バンコク、そして東京と

移動を繰り返し、それぞれの都市に身を置きなが

ら制作する中で、美術としての素材を、あらため

て方法論として求めるのではなく、自分自身の日

常生活を直接、美術と結び付けて考えてゆこうと

思うようになりました。

現実と向き合い、それを受け入れ、そして感じ

とれるもの。このシンプルな循環で考え、生活し、

制作し始めると、版画に対する依存も今までとは

違ったかたちで増して来ました。出版物にその出

自を持つ、版画が本来持ち合わせている、メディ

アとしての機能、即ち社会と積極的にかかわって

ゆくということが、ある種の軽さや、すべてを引

き受けきれない無責任さと併せて、私の中で有効

に作用し始めたのです。絵画としての画面上での

洗練のみの追求や、あるいは版表現のシステム自

体の解釈の展開によって、版概念の拡大を目指す

のではなく、版画の持つ社会性そのものに身を委

ね、想いを伝えること。そして、日々の暮らしの

陰影や照り返しを銅に刻印し、積み重ねてゆく 。

“TOKYO HOUSE PRO]ECT"での、私の家に

対する想いも、版表現を通過することによって初

めて、社会との接点を見い出し、現実の家として、

私の前にたちあらわれてきました。

TOKYO HOUSE PROJECT 2002・2003

ギャラリ ーなつか・東京 2002年

Lotus pond 
シラパコーン大学アートギャラリ ー ・バンコク 1999年

註

* 1 1965年アユ歩ヤ生まれ。当初、銅版画を制作するが、近年、

“Free For AII"や、“ラ ッキ ・トウキョウ 2001"等、観客とのコ

ミュニケーションを重視する作品へと移行している。

* 2 1997年よりウィー ンを皮切りに始ま った、都市の変容をテーマと

する展覧会。各地を巡回しながら、その都度、新たに作品が制作

されるなど、内容や形式も変化し続けた。

版表現をとおって3......10 
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版画/絵画/音楽

琵島伸彦

1996年 東京造形大学絵画科卒業

1997年 東京造形大学絵画研究手判事了 (版表現研究室)

2002 - 03年 文化庁芸術イン空 ーンシ ップ圏内研修員

初日2年 rMOTアニュアJレ2002 FICTION?ー絵画がひらく世界J/東

京都現代美術館 (東京)

2002年 「イレヴン&イレヴン コリアジャパンコンテンポラリーアー

卜2002J/省谷美術館 (ソウル)

11.....版表現をとおって4

私は東京造形大学において版表現コースを専攻

しました。

しかし決して版画家なるものをめざそうと思っ

たわけではなく、ただ自分の考える新しい絵画の

あり方に、版技法というコンセプトが役立つので

はないかと漠然と考えていただけです。

ジャンル化した版画というものには関心がなか

った し、また一方で、当時支配的だったフリーフォ

ームな疑似抽象表現主義風絵画にも疑問がありま

した。そこで自分なりの絵画というものをつくり

あげていくにあたり、とりあえずの出発点として

版技法を軸に絵画を根本的に考え直してみようと

思ったわけです。そしてまた版画とも絵画とも分

類できないオルタネイテイヴな作品は、両者の閉

塞した状況を結果的に際立たせることにもなるだ

ろう、と考えていました。

通常、絵画を制作する際の時間感覚というのは

一次元的、直線的であり、それは常に多数ある可

能性のなかから一つの可能性を選択し続けるよう

な時間の経験です。つまり描くことは、多数ある

可能性のなかから結局はひとつの可能性を選択し

続けるプロセスである、といえるでしょう 。対し

て版画というメディアにおいては、ひとつの素材

から多数の可能性を引き出すことができる。シン

プルな素材/アイデアから出発してそれらのもつ

可能性を試し尽くすことができるわけです。そこ

ではプロセス自体が二次元的な広がりを持ってい

ます。

例えばブライアン・イーノの次のような発言が

あります。

「テープレコーダーを使うと時間を切り張りして遊

ぶことができると気づいたんだ。つまり、いった

ん保存しておいた音を自分の好きなように加工し

て取り出せる。このことによ って音楽は塑造芸術

になる。これに気づいて私は絵画より音楽の方が

ずっとおもしろいじゃないかと、目から鱗がおち

るような気持ちになった。J(1) 

ここでいわれている 『テープレコーダーjを

『版技法Jとして考えてみる ことができると思いま

す。版画はテクノロジーを用いた音楽のようなも

のであり、そこでは演奏家としての能力よりも、

作曲家、それも体験主義的な作曲家としての能力、



つまりプロセス自体から生成される様々な状況の

なかに、聴く /みるに値する何かを見い出す能力

が問われることになるでしょう 。

私は版表現を経由することで、プロセス自体が

イメージ生産力を持つような、いわば 『絵画の機

械jをつくることをめざしていたわけです。あら

かじめ抱いた単一のイメージを具体化するという

ような、 I描く jという制度的な時間感覚を突き崩

すべく、プロセス自体が一つの自動機械として多

数のイメージを提出してくるようにすること。そ

して制作のシステムの自動性によ って、自分でも

予想していてなかったような(つまり自分の内面

に依拠しない)微妙であいまいなエモーションを

獲得すること 。そこでは絵画が表現する 『感情』

は事後的に見い出されます。つまり制作という行

為は自己表現ではなく自己発見となるのです。

一人で黙々と絵を描いていた中学生のころから、

音楽を聴いたときに喚起される情景を絵にしたい

と思っていました。音楽から喚起されるようなエ

モーションが絵にもあってほしいし、名付けよう

のない、複雑であいまいな感情や気分が画面から

喚起きれれば、と願います。結局、芸術作品の説

得力とは喚起力の有無にかかっており 、詩に絵を、

音に詩を感じさせることができるかどうかなので

はないか、と思います。

現在の自分にとって版表現コース/版表現研究

科で過ごした三年間は、自身の資質/興味/方向

性を吟味し直し、再組織化する重要な時期でした。

版表現というコンセプトが、自分の思考を刺激し、

ひとつのシステム(作家性)形成に導いてくれた

と考えています。

(1 )工リ ッヲ・ 9ム著「ブライアン・イーノJ水声社 p，77 

"Night" 
2002 72.7 X 91 cm 
acrylic，pigment，canvas 

"Die Klangfarben Melodie" 
2002 130.3 X 130.3cm 
acrylic，pigment，canvas 

"HAIJIMA NOBUHIKO NEW WORKS 2002" 
ギャルリー東京ユマニテ 展示風景
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版表現をとおって 5

進化しつづけること

吉田E世美

武蔵野美術大学非常勤講師

和光大学人文学部芸術学科卒業

1991年 カナダ・カウンシJレ招待作家として渡加

1998年 1'98神奈川アー トアニュアJレJ/神奈川県民ホール

1'00 -'01時の間J/府中市立美術館

13・・版表現をとおって5

2002年 1月6日、日本で言えば七草粥もまだ済

まない新年早々米国ミネソタ州ミネアポリスの空

港に降り立った。それまであまりミネアポリスの

名に聞き覚えが無く、小さな田舎の空港を想像し

ていた。ところがそこはノースウエスト航空杜の

本拠地でありハブとしての役割を持つ機能的にデ

ザインされたセンス良いしかも巨大な空港た、った。

聞く所によると、ミネアポリスには上場企業の本

社や様々な財団が多く集まりその文化施設、事業

への寄付金の多額さは全米でも l位と言っても過

言ではないそうである。

翌日、早速州立ミネアポリス美術館にて展覧会

初日に向けインスタレーションの設置作業を開始

することになった。日本から既に輸送していた素

材は美術館の倉庫の中で保管し少なくとも 1週間

クールダウンさせ気圧、温度、湿気を順応させる

調整が取られていた。

2月2日の展覧会初日まで 1ヶ月弱、過去まだ経

験したことの無い規模の大きさと初めて会う現地

の美術施工業者達との共同設置作業をうまくやっ

て行けるかどうか、正直不安で一杯だ、った。

遡る事その 2年前、この展覧会が企画されイン

スタレーションを設置することになった会場を視

察と測量を兼ねて見に行った。天井の高さ 6m、総

壁面 55m。美術館の一企画室であるそこの無味な

四角い空間とあまりの広さに唖然とした。その一

部屋をどう使いどう作品を設置するかその時から

設置計画の試行錯誤と設計図の綿密な計算が学芸

員とのメ ールによるやりとりで始まった。

1988年、木版画の彫り屑を使った作品を初めて

発表した。版木を彫った時に出る木屑をベニヤ板

(をパネル状にしたもの)に移し貼り付けて行く仕

事だ、った。それまで 8年間木版画を制作し続け版

画とは何かを問うて来た揚句の分岐点でもあった。

一人間として最低限であり最大限である行為と

して彫刻万で点や線を彫って来た。その彫ると言

う行為の集積としてオールオーバーな表現による

作品は、普遍的であり記憶の古層と無限に続く人

間の生死と営みをも表現することを意図するもの

だ、った。

1996年、 98年、個展会場の壁全面に木屑を貼り

付けたインスタレーションを発表した。会場に合



わせて間仕切りの壁も制作し、或いは柱を組み立

て、全くそれまで存在しなかった「場」を作り出

す仕事だ、った。木版画で彫り跡を紙に写して表現

していた仕事からもう 一つの彫り跡である木屑を

直接壁に移すことである意味版蘭のあり方をもう

一度問う仕事にしたかった。

さて、ミネアポリスで今回使用するのは彫った

板の枚数30cmx 45cmのもの 792枚、其れらから

出た木屑 7万6千 32個。1年掛けて板を彫り準備

を進めて来た。会場に合わせて設計した 6mの高

さの柱を 6本立ち上げ柱の表面に彫り跡の残った

板を取り付けて行く 。そして柱の板から出た木屑

を壁全面に移し貼り付けて行く 。柱の展開図が木

屑に よって壁に写されて行くことになる。この作

品を「版画Jとするかどうかはここでは論議の内

ではないが、 まぎれも無く木版画を制作してきた

ゆえんに到達した表現方法であった。

設置作業は 1ヶ月間毎日続けられた。現地スタ

ッフのアシストのもと来る日も来る日も木屑を壁

に貼り付けていった。作業も大詰になった頃、或

スタッフが言った。「この作品はすごく日本的だね。

2ヶ月半の展示期間のためにこれだけの時間と労力

を使って、終わったら跡形も無く取り払って しま

うなんて。」彼は何を，思って日本的と感じたのだろ

うか。テレビか本で見た神道的、仏教的な儀礼、

或いは祭杷の儀式でも思い起こしたのだろうか。

何か新しい次の時代のものが生まれる時、片や

死んでゆくものがあり、そこには大きな繰り返し

のエネルギーが働いている。生まれ生長し、死に

至る。そうした個人の生涯と人類史とが通過儀礼

を介して結びつく「場所」そこがインスタレーシ

ヨンであり作品でありたいと考える。

木版画とは何か、伝統を基礎と して「今」の時

代の中に生きる私達の表現を融合させてこそ新 し

い、枠組みに捕われることのない作品ができてゆ

くのではないだろうか。

2003年 1月、ミネアポリスにある企業から現在

建設中の本社ピルにインスタレーションを永久設

置してもらいたいと言う依頼が舞い込んだ。ピル

の設計図を取り寄せ建築がらみの設置の可能性を

計算して行く作業がまた始まった。

2002年 1月 18日
展示作業
ミネソタ州立ミネアポリス美術館

展示風景
ミネソタ州立ミネアポリス美術館
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リトグラフで、

イメージと物質性を巡って

三井田盛一郎

愛知県立芸術大学油画専攻専任講師

1997年 リュブリアナ国際版画ビエンナーレ展

1998年 VOCA展/上野の森美術館

2000年作家招鳴次代をになうアーチス卜違 1

三井田盛一郎展/町田市立国際版画美術館

他 蔓i膏堂画廊、川越画廊、ギャラリー 4GATS、

ギャラリー山口、伽藍洞ギャラリー等

15......リトグラフで 1 

はじめに

リトグラフ※は描かれたものの再現性に優れ、

絵画との親和性の強い版形式である。版形式にお

ける私の芸術への探求は凹版、凸版といった物質

性の強い内容からの働きかけにより、平面作品で

ありながら絵画の外へ出ること、絵画を遡行する

ことにあったといえる。また、描くという 意味に

おいて絵画(タブロー)は描画材の質量から解き

放たれることの不可能な形式でもある。リトグラ

フつまり“平版"が、インクの均一な質量に置き

換えられたイメージを提示することから (デジタ

ル的映像の平滑さへ向かうのではなく)、改めて絵

画へ接近しイメージの側面から物質と絵画の間・

絵画と版形式の聞を平面を移動するように思考し

ようと思う。

※石版画を表す用語として、 リトグラフィ (Iithographie仏)もしくはリ

ゾグラフ(lithograph英)を用いることは適当である。リトグラフとい

う用語が 、仏語 (Iithograph=石版画のプリン空ー )、 英語

(lithograph リソグラフ)からの誤用であることは確認しておかなけれ

ばならない。 しかし、ここではわが国で習慣的に用いられでいる“石版

画を応用した平版画"の総称として“リトダラフ"を使かう。

メディアとしての版画

版画はその出生の時からメディア(媒体)とし

てあった。このメディアが複数性を目指していた

ことは疑いようがない。メディアには常にその置

き換え作業における対象がなければならない。ま

た、メディアは、そのものの内に表現または、イ

メージを持ち得ない。音声に よる言語、文字は既

に表現されるものを対象としたメディアであった。

グーテンベルクによる活版印刷の発明は、手書き

されたテクストを別の物質へと置き換えることを

可能にした。ここでの物質とは金型へと鋳込まれ

た活字を指すが、 音声へと置き換えられることを

前提とした、物質としての活字は、記号を超えた

イメージを未だ持ち得ていない。これが植字工に

より活版として組まれて始めて、思索や思考のイ

メージを物質へと置き換えるのである。これを言

語による思考のイメージ化および、メディアへの

置き換えだとして、メディアとしての版画の機能

とはどういうものだったのか。



視ること(視覚)の大衆化

絵画は歴史的に視覚を半ば強制的に規定してき

た。まったくの無垢で無知な視覚は世界を身体を

視ることが出来ない。まず、視覚には身体全体と

連動した経験が必要であるし、網膜へ映る対象へ

の言語、名前を得る必要がある。視覚は、これら

の助けを借りて世界、自身の身体を統合していく

のであるが、絵画はさらに視覚を規定していく機

能をはたしてきた。版画はこれを大衆化する。

対象を観る、さらには描くというとき、人が繰

り返 してきた営為は、理念によるか物質によるか

の区別なく、様々な形式への模索があり、さらに

は何者かが提示したイメージのように観る、描く

ということもあっただろう 。人は線や点を繋ぎ、

タッチで面をうめることでイメージが得られるこ

とを知っているし、ある種の記号(例えば目、鼻、

口、耳といった記号)を置くことでそのイメージ

に名前を与えられることも知っている。そのよう

に描かれ、提示されたイメージは、対象において

そのように観ることを強要する。または、さらに

強い力を持つイメージは、あるイメージの排除を

すら行うだろう 。ここでのイメー ジは常に社会に

おいて透明なものである。それだけで“ある"よ

うな不透明で強い抵抗感を持ったイメージはイの

1番に排除の対象となるだろう 。この抵抗感とは

何を示すのか。排除されうる版画と向かえ入れら

れる版画。または、マイナーであることとメジャ

ーであること。マイナーであることはあまり有用

でないことだろう 。有用でないことの中には、あ

る発達の可能性が絶たれているということが含ま

れる。マイナーで発達の可能性がなく 1代限りの

ものを社会はあまり必要としないようだ。メジャ

ーとマイナーは規模の大小ではなく力の強弱にか

かわる。その意味で、版画における視覚の大衆化

は、メジャーとしての視覚を提示する絵画からの

置き換え、それによる複数性の獲得とともに役割

を果たして来たと言える。

たとえば、“芸術"大学でのリトグラフを考える

とする。“芸術大学での版画"は技術と芸術の問題

として捉えられる (どちらもアートという )。芸術

を語るとき、技術のみを問題とすることは無意味

かもしれないが、透明でいくらかメジャーなのは

技術のほうである。芸術はマイナーで発達の可能

性がなく l代限りでなくてはならない。芸術大学

の場で出来ることもここで問われるだろう 。“リト

グラフを"ということと“リトグラフで"という

ことの聞を考える必要がありそうである。

“リトグラフで"ということ

視覚される芸術において、版画は閣に属するも

のであることは良く聞かれることかもしれない。

版画の刷り (摺り)では、凹 ・凸 ・平 ・孔の版種

を問わず、イメージは版や紙に覆われている。イ

メージは紙や版が裏返され、取り払われるまで見

ることが出来ない。そこで、版画制作者は経験と

記憶から版と紙との間で起こっていることが(版

において、紙において)どの階層まで達している

か、その深さによ ってイメ ージを想{象することの

質的な差が生じていることを感じているだろう 。

もし、見ることの出来ないところでのイメージの

固着が“純粋な"イメージ‘への指向から出発する

ならリトグラフの技法はかなり有効な手段となる

だろう 。それでも、 一度物質の レベルに入り込ん

でしまうや否や、その“純粋な"とも呼ばれるイ

メージは捉えどころのない次元へと移行してしま

う。物質とイメージは次元を異にしているだろう

から。

イメージは網膜上にあるとき“純粋な"と呼ば

れるのか、また、記憶においてならそう呼んでよ

いのか。色面や色斑、線、点に至るまでがことご

とく物質であり 、網膜上にはその光の反射である

イメージが像として結ぼれている。イメージがこ

の関係の中に捉えられるとき、恐らく制作は頓挫

してしまう 。ここで問われるのは、“私は見ること

が出来るということの下に制作をしてきたのだろ

うか"で、ある。 リトグラフについて書く とき、

まずこの点を確かめてから始めなければならない。

リトグラフがメディアであるなら、その構造の中

で繰り返し起こっているこ主を見つめていくこと

でしか、リトグラフを問題にしての思考は進んで

いかないようである。

リトグラフで 1・ 16 



描画、製版、刷版

リトグラフの制作工程を“描画→製版→刷版"

といったときに、これらはまるで当然のように、

分割されて語られてしまう 。確かに描画と刷版を

または、刷り上った作品を同時に見たとき、それ

は異なったものとして認められるだろう 。それが

たとえ同じイメージを現すとしても、版という 支

持体上にインクとして置き換えられたイメー ジは

それぞれに別物として捉えられるのである。しか

し、制作そのものは工程の内に連続された物質の

移行と変化への感覚に支配されてもいる。

1 .描画と製版

描かれることと再現性

描画という工程では、脂肪性の描画材料で直接

描きつけ、擦り付け、定着させることからは逃れ

られない。リトグラフは描かれたイメージの再現

に有用な技法であった。描くということについて、

支持体としての版と描画材の固着ということに深

く浸透したとき、絵画 (タブロー)同様物質への

感覚が版面にイメージを定着させようとする者を

捕らえている。顔料、媒材が支持体にどのような

時間と表情を持って固着していくか。リトグラフ

の版面を支持体としたときにも同じ時間は流れて

いるはずであった。 しかし、製版の段階でこの感

覚は裏切られる。版面に付いた描画材の質的、 量

的な差のすべては製版されることで、均質なもの

に置き換わる。盛られるインクは、均質に版の上

で油性反応面の粗密だけを頼りに付着することに

なる。その描画のイメージから均ーなインクの皮

膜に置き換わる瞬間がリトグラフにおける製版と

いえるのだが、ここで作業者は描画と製版を等質

のものとして感じるのではないだろうか。

ここでの試みは、描画の再現性を問うものでは

ないが、もし複製的な版画を問題とするならば、

製版は自ずと制約を受けることになるだろう 。こ

れは、他の版形式においても同様であり、オリ ジ

ナルの忠実な再現を目的としたときにおこるその

後の作業は、複製技術発達の歴史を見るまでもな

い。 しかし、リトグラフの描画材と版の特性は、

その後の展開を方向付けてしま ったとも 言える。

17・リ卜グラフで 1 

つまり“手書き"をすることを目的に生産される

描画材を用いることによって得られるイメージが、

あたかもオリジナルそのままに刷り取られること

を可能にした、との錯覚のもとに生み出される作

品の系譜である。発明者であるアロイス・ゼネフ

ェルダー(1771~ 1834) 当時の版画製作の現場に

おいては、ほほ完全な分業制がひかれていたとい

える。そこでは、工人の技術、細工の巧みが版画

の価値にもなっていただろう 。しかし、リトグラ

フはこれらの技術を覆い隠してしま っただろう 。

ここでは描かれたこと (オリジナル)の再現性が、

正確な製版と版の維持にのみ関わってくるからで

ある。殊に転写紙の技法が確立してからは、製版

における再現性は絶対のものとなり、その後に生

まれる写真製版によ って版の持つ複製的指向は再

度確認されることにもなる。リトグラフの登場に

よって絵画または芸術におけるメディアとしての

版形式も 1つの方向を決定付けられたのである。

芸術家の“オリジナリティー"は複製的版-画にお

いて大衆化するのである。リトグラフは刷りの幅

の狭さ、簡単に言えば、描画されたイメージをど

れだけ忠実に製版、刷版するかという形式上の強

い制約を受けてきた。

プロセスのうちには版面にあるインクによる

“イメージ (ディテールやニュアンス)"が、既に

用意されているという強い感覚がある。 しかし、

この感覚は“描画された"イメージの複製 (正確

な再現)という概念では埋め合わせることの出来

ない何物かであった。複製を作る技術はいく通り

にもある。複製にはその始めに目的がある。支配

されていることの違い、“再現とは異なるオリジナ

ル"に近づけるということであった。銅版画や木

版画が制作過程で物 (版材料)の変形に深くかか

わることは、版から紙の上のイメージに至るプロ

セスそのものが感じさせてくれる。このことは複

製を作る印刷技術としても“芸術家が描いた"こ

との“オリジナル"には近づかない。“版画制作"

と“描かれたことのオリジナJレ"という問題がこ

こにはある。

製版と描画

しかし、製版は、 1度だけ版面の上で生起した描



線を再現的に定着させることではない。再現する

ことすらたった 1回しか起こらないことを積み上

げることであろう 。製版は、描画されたイメージ

の解釈であり、油性反応面への置き換えである。

そして、このことも l回限りの事として捉えられ

る。

描画と製版を区別するとすれば、それは“版"

と“支持体"の意味の違いだろう 。版を均質な 1

つのものと捉える場合、それは製版と呼ばれ、描

画のための支持体として認識される聞は描画工程

と呼ばれる。しかし、 一般に言う描画が描画材料

の質や量の差異を支持体上に作り出してしまうこ

とであるとすれば、絵画が、その出生のときから

現在に至るまでイメージを描画材の質量的な拘束

から開放できたとは言うことができない。イメー

ジを物質から一時的に解き放つためには、鑑賞者

が絵画の虚構の中に身を置かなくてはならないだ

ろう 。しかし、制作者は物質からの開放を相変わ

らずなされずにいるのである。物質を忘れ去ると

いうことは、熟練の名のもとに色料とベタベタと

した油や糊にまとわり付かれる感覚を感じないで

いられるかどうかの差しかないのだろうし、これ

をたとえデジタルの映像表現に置き換えてみたと

ころでデータという半物質へと感覚が移行するだ

けだろう 。

油染み

描画工程には、予測のうちに感じるしかないイ

メージが存在している。これは、描画されたイメ

ージと版との聞に在る“油染み"のようなもので

ある。この“油染み"を版面に置いていくことが

描画といってもよいのであるが、製版に必要とな

る脂肪性油の面積を知るためには油煙のような色

料を必要とするのである。しかし、描かれたイメ

ージは“油染み"を底面として様々な隆起に満ち

ている。ここで、制作者はこの底面のみを想像し

続けるのか、この隆起を隆起のままに再現的に視

覚化するのかの選択を迫られる。隆起を隆起のま

まに再現的に視覚化するには、遠近法や明暗法

(絵画の虚構)が必要になるのだろうか。イメージ

の底面であり油性反応面である“油染み"は、描

画材料やインクを揮発性油で版面から洗い流した

ときに、微かに確認できるに過ぎない。描画材料

を版面に置き、脂肪の着床するに任せる。脂肪性

の媒材で出来た描画材は、版との接触面において

媒材のみを着床させる。その痕跡、を製版作業にお

いて確認する。媒材としての脂肪分は色料の粒子

を拠り所にするためその描画材料の性質を版面に

とどめるのであるが、製版は媒材としての脂肪分

をこそ必要とする。ここのみを観たときリトグラ

フが再現的であるとは、まだ言うことは出来ない。

砂目と描画材

版面には目的を持って砂目が立てられている。

砂目の凹凸の繰り返しは、水分も油分も同様につ

かみ取る。平版と呼ばれるリトグラフの版面は、

完全な平滑面ではない上に、砂目状の微細な隆起

に満ちている。うかつに想定された概念上の平滑

面や幾何図形は常に物質によって裏切られるので

ある。支持体としての紙が平面であることと同じ

くらいに、リトグラフの版面は平面であり平滑で、

あることは、制作上了解されたこととしてなくて

はならないだろう 。しかし、紙が平滑でないとい

うことも、描くということにおいての了解事項な

のだ。描くことの手わざが生まれるのもこの次元

でのことであるし、支持体を鑑賞者の目から覆い

隠すものもこの手わざによるのである。版面には

目的を持って砂目が立てられている。

リトグラフ技法の原理は水と油の単純な反発に

ある。水に濡れている部分には油は付着しにくく、

油は水をはじいてしまう 。砂目の立てられた版は、

保水し、脂肪性のインクを広い面積でっかみ取る。

そして、描画に際しては描画材の付着を方向付け

る。つまり、凸部への付着、凹部への付着と制御

の可能性を開いている。硬質な描画材は軽く凸部

のみに付着させることが出来る。描画材に粘度を

持たせていけば凹凸を被覆する。被覆された面が

油性反応前であれば、凸部のみを丁寧に除去しで

もいける。こうして製版された版面は凸版でもあ

り凹版でもある。リトグラフに、表面張力をよん

でしまうほどの平滑な版面を要求しでも、利は見

出せない。また、シリコンと脂肪の反発を利用す

る“水なしリ トグラフ"で描画材の制限をおして

実験することもないだろう 。あえてするなら、シ

リトグラフで 1 ・ .18



リコン樹脂を描画材としてネガを描いていくこと

は出来るが、ここでもまた描画材となるシリコン

樹脂の物質性、版面に出来るレリーフにより平滑

面は失われる。

リトグラフではいくつかの性質の異なる物質が

出会う 。版となる石材や金属(ジンク版、アルミ

板)、脂肪性のインク、描画材、水、アラビアゴム

などである。描画と製版は版面を 2つの性質、水

と親和性を持つものと脂肪に親和性を持つものへ

と変質させることである。描画が終わった版面に

アラビアゴムの水溶液を薄く均一に塗布する。こ

の作業をも って描画の終了と製版の開始が同時に

始まる。

アラビアゴム

アラビアゴムは、アフリカのスーダンにのみ生

育するアラビアゴムの木 (アカ シア科)から採取

されるアラピン酸を主成分とする樹脂である。枝

や幹に付けられた傷から 1週間ほどで渉出し、 直

径 3cmほどの腎臓型に固化したものを採取する。

これをアラピア玉といい、出荷された状態のもの

は、まさにもぎ取られたときに残る樹皮や穆出、

固化した際に包み込んだ異物によ って生々しい。

このアラビア玉を用いて作られた水溶液を櫨過し

たものがリトグラで使われるアラビアゴムとなる

(石版での作業にはこれに少量の硝酸が添加され

る)。

この水溶性の樹脂は勝と並んで古くから絵の具

の媒材や接着剤として使われてきた。また、粘料、

乳化剤などの食品添加物としての使用を見ても日

常生活に身近な材料である。このアラビアゴムが

さまざまな物質と結びついたとき脂肪分の付着を

妨げる作用をする。リトグラフの発明以前にも人

は、リトグラフ的な現象を日常目にしていたに違

いない。テーブルに付いた油染みが水ではいっこ

う消しきれず形を維持すること、その染みはさら

に油分を引き付けてしまうこと、などをである。

アラビアゴムの作用の発見は、この油染みの形に

ある程度の安定を与えた。というのは、アラピン

酸、脂肪酸の反応とも強い安定状態にはなく、 互

いに侵食しあうからである。リトグラフの版の特

徴ともなる不安定さはここから来る。製作の現場

19..・ーリトグラフで 1 

でいうゴム負けやインク盛り付けの際の汚れが起

こるのである。余談ではあるが、人間身体の内部

においてもリトグラフ的な現象を見ることが出来

る。身体に摂取されたアラピン酸が脂肪の吸収や

付着を妨げまた、防ぐという 。アラビアゴムによ

るダイエ ットという小さな歴史が語られる時も来

るのだろう。

製版・ 置き換え

描画面にアラビアゴムを塗布することが製版の

第 1段階だとしよう 。しかし、描画中にも製版は、

進行している。描画が版面への油脂の付着で、ある

こと、そしてこのとき既に油性反応は起こ ってい

る。アラビアゴムの塗布は油性描画部分から見た

ときの水性面の決定である。製版作業が版上の油

性面、水性面の決定にあるのなら、描画材の選択

を逆転させることも可能となる。つまり、アラビ

アゴムなどの脂肪分の含まれない水性媒材の描画

材を使用し、製版段階で油脂分を塗布する行き方

もある。この後、描画部を水によ って除去しアラ

ビアゴムに置き換えることで製版することが出来

るだろう 。ここでもまた、製版は描画材の見せる

表面ではなしに、媒材こそを必要とするといえる。

リトグラフの製版にあっては、アラビアゴムと脂

肪をさしあたっては使うのである。リトグラフで

の思考はいくつかの異なる性質を同時に使い、そ

の領域を決定していくことにある。

油性での描画からアラビアゴムの塗布に至る過

程は、版面に出来た描画材の “むら"とその聞を

くまなく油性反応面と水性反応面とに分けていく

作業(脈分けして平らな場所に並べ直すのではな

く平面上を指し示していくこと)となる。版面に

散らばった描画部分の聞に在る露出部 (余白では

なく隙間としての)をアラビアゴムによる水性反

応を示す薄膜に変えてゆくのである。その後さら

に描画部分を除去し、より脂肪性の強い製版用イ

ンクに置き換えを行う 。これにより版面には、水

性面と同様の油性反応を示す薄膜が形成される。

“製版の時間"と“描画の時間"

製版によるインクへの置き換えは、 一瞬に起こ

ってしまう 。これが同一平面上で起こ っていると



いう“感覚"を確認しておく必要があるだろう 。

それは、イメージの底面を等質な広がりとして捉

えたところから始まっている。

イメージにとって“描画の時間"は終わりのな

い変化を与える。干上がりつつある水溜りに議く

何者かたちが、次の溜りを求めて移動し続ける。

それらが残すイメージには、もう動くことが出来

ないところまで来てしまっていても、変化は終わ

っていないのだ。“描画の時間"をこんなことに例

えてみるなら、イメージが変化する可能性を常に

開いている時間といってもよい。“製版の時間"は、

“イメージが変化する可能性"をいったん凍りつか

せ、諦めさせる。インクへの置き換えは、“描画"

が付けた脂肪の大雑把な痕跡を見せる。大雑把で

あるとは、“描画"の質量が無視され平面上の質の

差のみ、つまり白か黒かに置き換わってしまうか

らである。“描画"において何が生起したかは想像

“インクを拒絶する水性反応面がある。つというこ

とから始められなければならない。

刷版は、“既にあるイメージ"を紙に刷り取るこ

とである。版画そのものが“既にイメージがある

という可能性"を刷り取ることにおいて成り 立っ

ており、版の制作と刷り(摺り)の作業は制作者

の中で分裂しでもいる。版が刷られるとき、イメ

ージはあらゆる可能性のうちある。その限りで版

に潜在しているイメージと刷られたイメージは分

裂したものでなくてはならず、刷りを行うものは

あらゆる可能性から 1つの可能性を選ぶ作業を繰

り返さなければならない。この感覚は複製として

の版画形式の大きな妨げとなるに違いない。では、

転写とはどのような機能を持つのか。転写するこ

とは、複製を作ることとも複写 (copy) を取るこ

ととも異なる。

リトグラフの刷版=転写は、単に物質としての

するしかない。製版段階でのイメージは、ここで インクの移動を意味するだろう 。イメージは版面

一応のアウトラインを持つのである。 上に潜在している。 しかし、インクの移動そのも

2 .製版と刷版

転写

純粋なイメージは凹凸、マテイエール、質量を

持たないものとする。しかし、イメージを見るた

めには物質が必要となる。イメージを純粋に視覚

上映像的なものとして捉えることの困難さは、こ

こに現れる。凹、凸版から紙へのイメージの定着

が、インクの質量や版の物質性によるのであれば、

版におけるレリーフの形状とインクの量的差異が

イメージを決定していくだろう 。これに対しリト

グラの刷りが予めインクの均ーな膜という形状か

らは逃れられないのだとすれば、イメージ.へのア

プローチは、その形式に従い動かざるを得ないだ

ろう 。

ここでリトグラフによるイメージを複製

(reproduction)ではなく転写(transcriptiontransfer) 

として捕らえなおしてみる。複製ではなく転写に

は意味は入り込むだろうか。インクと紙とが、版

面上の水性反応面と油性反応面においてインクを

引き寄せることと拒絶することによって等価なも

のと感ぜられるとき、刷版は「版面には“インク

を盛ることが出来る油性反応面がある。"版面には

のは版面上の領域の示すイメージの意味を問わな

い。ただ物質=インクとは分かちがたいイメージ

の移動が起こる。そして、インクが“付着してい

ない"ということも転写される。インクは常に油

性反応の薄膜を底面として均一に盛り付けられて

いる。イメージはそれぞれの薄膜の配置からのみ

決定付けられる。性質の異なる薄膜同士は、版面

上では等価で、ある。ここで紙に転写されたイメー

ジは等価なインクと紙の露出面を持つ。

インクの盛り付けられた版の上に紙を置き、プ

レス機を通す。紙の上から与えられた圧力で版か

ら紙へとインクが写る。版より紙のほうが少しだ

けインクを引き付ける力が強い。もしインクが両

者の間に浮遊していて、版となるものと紙となる

ものが同じ性質を持つなら、 2つの同じ “質量"

のイメージが得られるだろう 。転写されるイメ ー

ジは両者の質の差にしたがってその“質量"を変

えるだろう 。圧力を加えることでイメージは紙へ

と転写される。紙を版から引き剥がす手前、“見る

ことの出来ないイメージ"が版と紙の聞に挟まれ

である。版と紙の間にあるイメージは、脂肪性の

薄膜とアラピン酸による水性薄膜、インクが作る

薄膜、水性薄膜に対応する紙の露出部からなる層

リトグラフで 1......20 



状の構造物である。“見ることの出来ないイメージ"

は、視覚が届かないことによって安定している。

物質を得ているはずのイメージがイメージのまま

にある状態といってよい。イメージがそのまま

“図像"と呼ばれるものならば、イメージを見るた

めに紙は版から引き剥がされなければならない。

紙には“インク"と“インクが無いということ"

が転写されている。この 2つの輪郭が像を描き出

している。

版面に水を置く、インクをローラーで盛り付け

る、紙を置きプレス機を通し、引き剥がす。“層状

の構造物"を見た“眼"は、版面に盛られていた

インクの表面がイメージの裏側であることを知っ

ている。また、水性反応面がインクを寄せ付けな

いとしても、インクの盛り付けられた版面上では

イメージの裏側を示している。他の版形式(凸版、

凹版)のインクや絵具と版の関係においては、イ

メージの浮遊感、イメージの表裏という感覚は得

られないようだ。凸版や凹版においても版と作品

が鏡像を結んでいることは、当然の認識である。

しかし、それぞれの物質性の強さからであろうが、

イメージは版の形状を切り離しがたく写し取って

いる。銅版画においてプレス機の機能が充実して

いる現在では、まるで版の形状を確認するために

刷りを行っているようにすら感じるほどである。

リトグラフの刷版では、イメージが“ 2枚"に剥

がれる。あるものの切断面は、それと鏡像を結ぶ

2つ目の図像と対になって現れる。その図像は、

切断されることによってしか見ることは出来ない。

無限にバリエーションをもって現れる図像が常に

鏡像を持つ片割れと共に出現する。このイメージ

は潜在的に両側にあるのだが、リトグラフのイメ

ージは浮遊して引き剥がされる。転写の機能が浮

遊したイメージの引き剥がしにあるのだとしたら、

感覚のつかみづらいリトグラフの刷版に、ある現

実感(想像力)を与えられるだろう 。

“刷版"

“刷"という文字には、「たまった汚れを取り除

き、きれいにする」との意味がある。“print"は押

し型を付ける意味が強いので、型にインクが介在

すれば“印刷"と訳されるのは適当と思われる。

21 ・・リトグラフで 1 

日本の伝統木版では版を汚すのではなく化粧を施

す作業として、版木に絵具をつけるのだろう 。こ

こで使われる刷毛やブラシ(則子)は“きれいに

する"道具である。“すり"も“摺り"を使い、取

り去る“刷り"ではなく紙に対して“摺り付ける"

のである。版画の工程に与えられた名前が、作業

のそれぞれを規定してしまってもいる。“刷り"の

対象が版にあり、“摺り"の対象が紙にあるのだか

ら、各工程において目的語を入れ替えてしまうだ

けで版画そのものが、ずれていく可能性を含んで

いるといってよい。刷新の可能性。銅版画を“摺

る"ことや木版を“刷る"ことも出来るだろうし、

シルクスクリーンのインクを版から“制り"落と

すことも、紙へ“摺り"付けることも出来るので

ある。

リトグラフの版が型押しをするほどの凹凸を持

っていないとすれば、“印刷"という用語よりむし

ろ“刷版"と単にいうことのほうが好ましい。刷

版が版の汚れを取り除くことであるなら、制りの

前に版は汚れていなくてはならないだろう 。制版

の工程のうちに、“版を汚すこと"つまりインクの

盛り付けが含まれているのに、これに当たる用語

が見当たらないことは不思議でもある。“汚版"、

“塗版"というのもあまり使いたい用語とはならな

いかもしれない。

刷版と製版

インクの盛り付けが版を汚す作業であるとして、

ここから製版を見つめなおしてみると、描画から

製版用インクへの置き換え、“油染み"の定着へと

版を汚すことが繰り返される。製版自体が落ちな

い染みを付けることにあるのだから。

“描画された版面にアラビアゴムを塗布する。時間

をおき描画部のアラビアゴムを除去し描画材を揮

発性油で洗い落とす。油脂分の強いインクを摺り

込む。アラピアゴムを洗い落とす。版面に水を薄

く置き、製版用インクを盛る。インク表面をラズ

ン、タルクで保護しアラビアゴムを塗布する。油

性、水性反応面の安定を待ちアラビアゴムを洗い

落とす。版面に水を置き揮発性油で製版用インク

を洗い落とす。水を薄く引きなおし刷版のための

インクを盛る。版面に紙を置きプレス機を通しイ



ンクを刷り取る。水を薄く引きなおし刷版のため

のインクを盛る。版面に紙を置きプレス機を通し

インクを刷り取る・・・・・・・・。刷版が終わる。版面

に水を置き揮発性油で刷版用インクを洗い落とす。

水を薄く引きなおし製版用インクを盛る。インク

表面をラズン、タルクで保護しアラビアゴムを塗

布する。"

製版用のインクで刷りを行うことも出来る。する

と製版と刷版の聞には、“紙を版に置きプレス機を

通す"他にどれだけの差があるというのだろう 。

リトグラフの版は油脂とアラビアゴムによ って

常に不安定である。インクを盛り付けるとき、版

面の水分が十分でなければ、水性面は油脂に侵さ

れ始める。油性面を安定させるために、脂肪性の

薄膜をシンナーに溶解するラッカ ーで覆ってしま

うこともあるが、水性面へのインクの渉み出しを

止めることは出来ない。

水性面のインク汚れを取るためには、物理的に

版の表面を削り取ってしまう方法とエッチ液やマ

ックス液と呼ばれる薬品で処理する方法がある。

薬品処理の場合、脂肪性の薄膜の強度の差を利用

する。脂肪性の薄膜は時間をかけて版面に深く入

り込んで、いくので、水性面を侵してインクが安定

的に付着し、製版時に出来た薄膜と同じだけの強

度を持つには、それだけの時間を要する。脂肪分

を除去する薬品が、汚れを取り去りイメージを侵

しはじめる手前で薬品を洗い落とす。しかし、こ

こでイメージそのものも除去液によって変形させ

られていることを想像しなくてはならない。イメ

ージの底面がラッカーのような薄膜に置き換えら

れていても、インクの微細なはみ出しはアウトラ

インを揺らがせ続ける。油性と水性が侵食しあう

ことで安定性を欠いた版形式をあえて使うことは、

イメ ージに何をもたらすのか。

3・刷版と描画

“イメージ"

“イメージ"には何ももたらされず、

“イメージ"がもたらされる。

版の上には壊れがちなイメージの痕跡だけ(油

染み)が残されている。インクを盛るといくらか

変形させられた図像=イメ ージが現れ、紙に転写

される。インクの乾燥を待ってリトグラフの制作

は終わる。あの油染みはこんなものだったのだろ

うか。

刷版のとき“描画の表情"はもう 一度想像する

しかない。描画することが描画材の版面への堆積

を見つめることと、脂肪に包まれた顔料のー粒ー

粒が版に着床していくことを感知し続けることの

間にあるとしても、紙に転写されたイメージには

描画の生々しさは既になく、剥がされたインクの

断面だけが残されているのみだ。

描かれたことの再現性の強さは、視覚的で平滑

な表面を必要とする。この点でリトグラフは、芸

術家が直接版に介在することも含めリアリティー

を勝ち得ていた。芸術家は リト グラフの形式にお

いて、“描画されたもの"が“効果"としてどう変

わるかのいくつかを知っていればよかったはずで

ある。

“物質"をめぐることで“イメージ"からは随

分と離れてしまったようにも思える。

イメージは眼によって引き剥がされた像である。

そこに引き結ぼれた鏡像はそのイメージからしか

見ることは出来ない。“版から見るものに投影され

た鏡像を見せるのがリトグラフ作品であり、それ

は版が私の眼に認めているイメージを見るための

イメージなのだ"と、いってみる。リト グラフは

眼の機能を緩やかに真似ている。製版を終えたと

き、制作の中断を迫られているような感覚に襲わ

れるのはこのためかもしれない。「わた しは、お前

の見ている“わたし"を見たくない。」 録音され

た自身の声、無防備に写されたスナップ写真に自

身の姿を認めること。このような在り来りの仕掛

けが、固定的に積み重ねられた自身の“イメージ"

に亀裂を生じさせてもいる。美術作家が視覚を創

り出し、視るということを思考する者であるなら

版画に“遠近法とは異なった視覚"を感じたので

はないか。ここに版画が定着させるイメージの

“複数性" とも “間接性という 言葉"とも違った機

能が現れている。イメージに機能がある。

“イメージを出現させる機能"と“イメージが機能

するということ"

しかし、それが単独で機能することはない。イ

リトグラフで 十一...22



メージは何と関連しあってどのような機能を持つ

のか。リトグラフのイメ ージが、そのプロセスに

したがい物質としてのインクを紙の上に得ること

で出現することは、今までに見たとおりである。

まず、イメージに物質を与える(物質としてのイ

メージを見せるための)機能をいく通りかみてみ

よう。たとえば、 1つの石ころを使ってみる。

① “ものとしてそこにある石ころを見る。まな

ざしを向けることで、そこに石ころのイメージを

発見する。"

② “イメージとしてそこにある石ころを見る。

紙の上に鉛筆で石ころを描く 。黒鉛が石ころ状に

配置されている紙を見る。"

③ “紙の上に石ころの範囲を示す輪郭線を描く 。

輪郭線で閉じられた中を石ころ色と名付けられた

絵具で満たす。石ころ色の広がりである石ころの

イメージを見る。"

④ “リアリズムという方法で石ころを描く 。こ

こでは石ころ色は使うことが出来ない。支持体と

色料で出来上がった、石ころを見ているという視

覚の状態(虚像)を見る。"

⑤ “石ころの全面にインクを塗り、紙で包み全

体に圧力を加える。 1.石頭を持つ紙のテルテル

坊主のイメージ 2.紙を押し広げ、現れる石こ

ろの表面を表す放射状のイメージを見る。(展開図

の1つのパターン)" 

⑥ “イシコロという文字を紙に書きつけ、それ

を見る。または、どうしても読む。"

①で得られるイメージ以外はリトグラフの描画

プロセスの中に含みこまれること達である。①は

作品の次元、つまり制作が終わったところを示す。

“石ころ"という形式が、“石ころ"の内容を持ち、

“石ころ"を表現しているように、リトグラフがリ

トグラフを表現している次元。まなざしを向けら

れるだけで発見されるようなイメージは、版画の

特性かもしれない。

し治、し、リトグラフのイメージは“ものとして

そこにある石ころ"とは異なる機能を持つ。この

イメージが持つ機能は、制作者の小さな記憶に作

用しているようだ。制作の終わりのところで作家

23・...リトグラフで 1 

は3つのイメージを見ることになる。版に残され

たイメージ、版から作品に引き結ばれたイメージ、

線対称に聞かれた版と作品のイメージである。版

から見て制作者に投影されたイメージが作品であ

る、と同様に作品からの投影が版に残されている。

作家はどちらにもその投影を見ているが、双方と

もに“見ていた"という少し前の記憶しか与えて

くれない。“版から見て制作者に投影されたイメー

ジが作品であった、と同様に作品からの投影が版

に残されていた"という事柄をである。それは少

し遅れて自身だったことを発見し続けているよう

な事象なのだろう 。しかし、ここで制作者は、フ

レームの中だけを見つめていることを自覚しでも

いるだろう 。 2つのイメージをならべて見たとき

制作者の眼はフレームの外へと出ているのだ。“イ

メージ"は石ころ同様のものへ変質している。

刷版と描画

版が紙に刷られる数秒間を経て (プレス機のハ

ンドルを数回転させるためには 4-5秒あればす

む)作品は現れる。作品のイメージはインクと紙

の露出面との配置によって繋ぎ止められている。

作品のこの次元に向けられるまなざしは、石ころ

同様のイメージを発見するだろう 。その眼はさま

ざまな鉱物の結晶である石ころが、どのような表

情を持ってそこにあるのかを知っているのと同じ

ようにリトグラフ作品の表情を知っているだろう 。

このことによって描画は純粋に描くことだけを指

向することがない。描画は後に現れる作品の表情

を想定することなしには、なされなくなる。これ

がリトグラフの描画である。

リトグラフをメディアだとして、イメージのほ

うは情報と呼ばれる事柄だろうか。メディアは

“もの"を阻害しかねない。メディアは構造しか持

たないのだし、情報そのものは実体を持たない。

リトグラフがメディアであるなら情報としてのイ

メージに実体を与えるだろう 。しかし、メディア

であるリトグラフが、実体のない情報であったと

きのイメージの存在を暗示し続けもする。刷版と

描画との問、描画から制版の間にある事態は、物

質とイメージを周囲しているのだ。リトグラフは

制作の始まりから、イメージが物質問を移行する





れが版を作ることの中断であるなら、絵画や彫刻

作品の制作を中断しているのと同じように、その

変形や進行の可能性を残しているが、刷られるこ

ととさらなる変形や進行を拒む版のことは、そっ

としておいてやるしか手はないのだ。版は“何か

の版であった"ということでしか版とは呼ばれは

しないだろう 。何か変形させられたプレートを版

と呼ぶのは、これに版=刷られることの可能性を

見ているからだ。つまり、そのプレー ト=版のう

ちに移行中のイメージが留まっていることを感知

しているからである。それで、も捨てられてしまう

プレートには、はじめからイメージは宿っていな

い。時がいくらか経って引っ張り出された、中断

を続けていた版を何かのはずみで刷ってしまえる

ことがある。すると 1つ 1つの痕跡を版=物質は

覚えていて、まだイメ ージがそこに留まっていた

ことを「感覚」のうちに再生してくれる。作品に

現れるイメ ージが版の投影した像を私のうちに認

めるのであるなら、版は刷られることを拒みはし

ない。版を見つめることを拒み続けているのは私

のほうである。まなざすことを続けていられる間

だけ物質はイメージを少しずつ吐き出してくれる

のである。

おわりに・ ・・細部

虫眼鏡でイメージを視る。そこでは何が見つか

るのだろう 。拡大されたイメージの中のイメージ

はさらに細部を持ち、入れ子上に物質的な、理念

的な構造に突き当たる。

凝視することと散漫に視る視線

凝視を迫られた時

細部を発見すること

発見された細部にはすぐさま

名付けが行われる

全体に対する名付けは

その構造と配置にかかわる

細部に名付けられたものは

記憶と意味にかかわる

細部には権力は宿らぬように思う

細部を繋ぎ止めるもの

25.・・ リトグラフで 1 

細部は言葉を求めるのか

リトグラフの中に細部を発見していた同じ視線

がタブロー(油絵のような)に出会ったとすれば、

その視線は強力な質量によって舷惑させられてし

まうだろう 。タブローのうちに絵具の質量をもっ

て何が起こっているのか知ろうとすれば、視線を

散漫さの中に解き放たなければならない。タブロ

ーを引き合いに出すまでもなく、細部は混乱に満

ちている。リトグラフの細部を繋ぎとめているも

のは、その構造そのものだろうし構造が紡ぎだし

ている物質となったイメージだ。その細部が混乱

に満ちているとすれば、どの次元なのだろう 。リ

トグラフの細部を視る私の眼は物質を発見する。

物質は字宙が秩序的なのと同じくらいに秩序的だ

ろう 。混乱するのは私の眼である。この細部に対

する私の眼の混乱は、既にリトグラフを壊してし

まっている。細部を発見した眼は、なぜそこに細

部があるのかさえ忘れて、必死に“名づけ"をし

ようとする。その物質の名前、物質の斑点を綴り

合せ記号を作りその名前を繰り返し唱えるだろう。

制作に際して、何らかの動機があるというが、起

こるのは衝動のほうだ。物に浸された衝動。そし

て、衝動は物とかかわり、形式を得る。版に対す

る衝動と紙の受ける変化。版と紙は始めから役割

を異にしている。または、そう決められている。

木片、金属が版と呼ばれることとそう呼ばれない

こととの問。紙の物質性と支持体としての性質の

問。衝動が行為に変わるときには、あらかじめ決

定されていることである。衝動の動機があるとす

れば、それはイメージなのだろう 。しかし、作品

として支持体の上にあるイメージに細部を見つけ

てしまう眼は、イメージを瞬時に物質へと還元し

てしまう 。イメージは凝視されることを嫌うよう

だ。 しかし、凝視されることを嫌うイメージは、

情報という姿で物質の聞を行きかうのだ。水性木

版画、銅版画を交互に繰り返すうちに、どうにも

収まりの着かない“イメージ"ということがリト

グラフではどのように現れたのだろう 。版画はあ

くまでもメディア(媒体)である。“イメ ージ"は

メディアの聞を移動している。そして、リトグラ

フというメディアが捉えた“イメージ"がある。

それでも、視ることが出来るのはリトグラフの作



品である。ここでまた、視線は細部へと注がれる

ことになる。繰り返すこと。

イメージをイメージのままに、まなざすことの

出来る眼は、未知の表現の可能性を聞くかもしれ

ない。そのような眼を持たないわたしには、表現

の可能性は未知のものではない。可能性は尽くさ

れるためにそこに待っている。そして、イメージ

は物質において可能性を尽くされる。

リトグラフを言葉で描写しながら、イメージと

物質の聞を往復してきた。箱の中に何が入ってい

るか側面に書き付けていくようなことは出来なか

った。身も蓋もないテクストである。告白すれば、

わたしがリトグラフを始めたのは、“イメージ"と

いうことに少しだけ触れられるかもしれないとい

う思いで、今年の夏の終わりに材料を一式そろえ

たところからである。予想通りリトグラフは、“イ

メージ"と表に印刷された蓋のない空箱だった。

この材質を眺め、展開し組み立てなおし、組み立

て間違い、穴を開け使えなくなるまでいじくりま

わすための台本を描き出そうとしたのだと思う 。

“はじめる"ということのための台本だった。しか

し、このテクストは、 2版以上の版を使うことを

想定していない。まして紙の上に 2つ以上のイン

クの薄膜が重なることもあえて避けている。リト

グラフで層状の構造を持ったイメージあつかうこ

とが、手に負えないと思えたからである。このた

めには、新しい台本が必要だろう 。

“絵画・版形式・イメージ ・物質"からの間い

の立て方は始めから蹟いているように思える。お

そらく“リトグラフで"ということだけが残った

のだろう。そして、“イメージと物質"について今

はまだ解らないままにしであるので、もう少し長

く使えるはずで、ある。

(2002年4月14日-12月28日までのテヲスト)

リトグラフで 1……26 
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27.....写真印画紙への銅版刷り

1.写真と社会の関わり

写真と現代人の生活

1839年、フランスのルイ・ジャック・マンデ・

ダゲール (LouisJaques Mande Daguerre 1787-

1851)によって銀板写真(ダゲレオタイプ)が発明さ

れてから 150年以上たった現在、写真は誰にでも

扱うことにできるメディアとして広く 一般に普及

している。アメリカのある調査機関のデータによ

れば、現代人は、雑誌などエデイトリアル関係の

媒体を含まなくても、写真が使われることの多い

広告を毎日 1600点も見ているのだという 。カメラ

にしても、いまや 1台も持っていないという家庭

の方が少ないだろう 。われわれはそれほど大量の

写真に固まれて暮らしていることになる。

発明当時、写真の現実を正確に再現する綴密な

その描写力は、驚異以外の何物でもなかった。19

世紀の人々にとって、写真は移ろいやすい自然の

印象を永遠に固定するという、長年の夢をかなえ

る魔法の道具だ‘ったであろう。

しかし写真は、およそ 1世紀半の聞に急速に一

般に普及し、先にも述べたように情報伝達メディ

アとして社会に浸透していくにつれ、それは空気

や水のような透明な存在になっていった。空気や

水がわれわれの生活に不可欠なものであるように、

写真なくしてはわれわれの情報社会は成り立たな

くなっている。しかし一方で、は空気や水のような

存在でありながらも、メディアとしての写真はイ

メージやメッセージを通過させる透明な窓として

しか認識されていなくなっている。

版画の中での写真

そのように写真を意識しなくても写真の存在が

ごく当たり前なこの状況下で、版画制作について

考えた場合、版画と写真との関係も無視して進め

ていくわけにはいかない。現在、写真(映像)を利用

した様々な版画技法がごく自然にあらゆる版種で

試み、うみだされている。本文ではその技法の一

つ、私の試行している写真印画紙へ銅版を直接刷

る方法の有意義性などについて、銀塩写真の構造

も含めて述べてゆく 。

そもそも写真もネガなどのフィルムを版と考え

るなら、撮影したイメージを引伸し、印画紙へ定



着させ作品化するという点で版画の一種と考える

事もできる。しかし他の版種に比べ、写真をいま

ひとつ版画技法のーっと完全に言い切ることはで

きない。それは現在写真は写真としてその地位を

確立していることからきているが、その地位を確

立したり原因のーっとして、写真の誕生から現在

に至るまでの社会との関わりがあると思われる。

写真技術の発明

そこで写真の歴史について簡単に触れておく 。

写真が発明されたのは、先にも述べた 1839年の

ダゲレオタイプが最初とされているが、それ以前

にも写真機(カメラ)にあたるものは存在していた。

その前身にあたるのは「カメラ ・オブスキュラ」

(図 1-1，1-2)である。ラテン語で「暗い部屋」を意味

するこの機械(箱)は、ルネサンス時代からもスケ ッ

チ用の補助具として使われていた。ピンホールを

通して外の景色が反対側の壁に逆向きに投影され

るカメラ ・オブスキュラの原理そのものは、ギリ

シア時代から知られていた。オランダの画家フェ

ルメールなどもこの機械を利用していたであろう

ことは有名である。18世紀にはそれまで大型で、あ

ったカメラ ・オブスキュラも、改良され携帯でき

る大きさになっていた。

あとはカメラに写った像の定着についてだが、

18世紀にはある種の銀の化合物が光によって黒変

する事実が、 ドイツやスウェーデンの研究者らに

よって確認されていた。19世紀初頭になると、多

くの研究者がほぼ同時期に写真について研究を始

めるが、このころ硝酸銀を塗った紙による像をう

つしとる実験も試みられている。しかしこれは定

着法が無かったため、成功にはいたっていない。

1822年、後のダゲールの共同研究者になるジョ

セフ ・ニセフォール・ニエプス(Joseph

Nisephore Niepce 1765-1833) はエッチング用アス

フアルトの一種による感光作用を利用した、 「へリ

オグラフィ 」を完成させる。

1831年、ダゲールは銀メッキした鋼板にヨウ素

の蒸気をあててできるヨウ化銀が優れた感光性を

持つことを発見。1837年カメラ ・オブスキュラで

露光した銀板を水銀蒸気で現像し食塩水で定着す

る方法、ダゲレオタイプをついに完成させる。

当時ダゲレオタイプは画期的な新技法であり、

固定された像のシャープさは人々を驚嘆させた。

ある一人の画家はダゲレオタイプを目にして「今

日を限りに絵画は死んだリと叫んだと伝えられて

いる。 ドイツのある新聞は「神がその永遠なる法

則を忘れて、パリのフランス人の悪魔の発明を許

したまうことなどありえない」と書いたほどであ

る。

イギリスのウィリアム ・へンリー・フォ ック

ス ・タルボット (WilliamHenry Fox Talbot 1800-

77)は1841年「カロタイプ」を発表。その技法は

塩化銀を塗った紙を使って撮影し、現像するとい

うもの。このとき出来上がる像は白黒逆転したネ

ガである。これをもう 一枚の塩化銀紙に重ね光を

あてると、白黒が再び逆転しポジができるという

方法であった。このネガーポジ法の発見によって、

一枚のネガから何枚も焼き増しが可能となり、ダ

ゲレオタイプでは不可能であった複製技術として

の写真が誕生することになる。

図 1-1. 初期のカメラ ・オブスキュラ

最も初期のカメラ ・オブスキュラは、小さな穴の開いたまさに「暗い部

屋Jだった。そこには天地左右逆転した像が映し出される。

図 1-2. 携帯用のカメラ・ オフスキュラ

レンズで鮫られた像が斜に置かれた鏡に反射し、半透明のスクリーンに

映る。像の天地はそのままだが、左右は逆になる。
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肖像写真

写真が発明された当時、最も関心を集めた利用

法は肖像写真であった。商売としての肖像写真家

も現れ、安価で、手早 く手に入れられるこれは、中

産階級の人々に大変歓迎された。このような状況

になってくると、それまでの肖像画家は商売が成

り立たなくなり、職を追われ肖像写真家に転職す

るものも少なくなかった。

画家と写真

当時の画家の中では、アングルは写真を利用し

たはじめての画家の一人である。彼がダゲレオタ

イプを利用していたことは、彼の残している下図

のモデルのポーズや左右逆転した像などからも想

像できる。

他にもドラクロワは知人のカロタイプの写真家

の協力を得て写真を撮影したという記録が残って

おり、それらの写真をもとにしたデッサンの習作

などを残している。

風景画ではカミーユ ・コローがカロタイプ特有

のぼやけた輪郭の表情、柔らかな明暗の効果など

に強く影響を受けている。

さらにク ールベは女性の裸体写真を「水浴する

女性たち」、「画家のア トリエ」など代表作の中の

一部に積極的に利用していたと思われる。その後

現代になって、このク ールベの絵画作品は現代の

写真家の一人、アメリカのジョエル ・ピーター ・

ウィトキン(JoelPeter Witokin 1939-)によ って

同タイトルの作品として表現されていることは、

大変興味深い。(図 2-5)

このように当時の画家たちの聞でも、写真の出

現は衝撃的であったことを想像することは難しく

ない。

科学む写真、絵画

19世紀はまた近代科学の時代であり、あらゆる

ものに対し、分析、分類、意味付けをされていっ

た。写真はその客観的な科学の精神にぴったりの

メディアとして、当初から認知されてきた。写真

はあいまいで不確実な人間の眼差しの制度を遥か

に超越 し、科学の「客観」性の証明を可能とし、

大いに利用された。

29・・・・・・写真印画紙への銅版刷り

例えばイ ー ドウイアード ・マイブリ ッジ

CEadweard Mybridge 1830-1904)の撮影した走る

馬の連続写真は、それまでの絵画に描かれていた

馬の走る姿を覆すものであった。

またエチアンヌ・ジュール ・マレイ (Etienne

J ules Marey 1830-1904)の開発した、 一枚の写真

の中に運動の各瞬間を捉えた「クロノフォトグラ

フィ」は、 一つの画面の中に時間の移ろいを描い

上右 図 2.ヴィルヌーヴ

「裸体習作J1853年

上左図 3. ヲールベ「泉J1868年

中 図 4. ウィトキン

r"cou巾etin Rejlander's 

Pool"のためのドローインクJ
1958年

下 図 5. ウィ トキン

rcou巾etin Rejlander's 

PooU 

1985年



た未来派のボッチョーニやパ ッラの作品を生み出

すき っかけとなった。

写真はそのような芸術作品とはまた別の写真の

持つ特有の社会的、歴史的側面からも、版画に限

らず他の平面作品とは一線を画すものとなってい

ったといえる。

2.平面表現の中での写真

写真表現の特質

カメラは光を介して現実の世界をいとも簡単に、

かっ正確に再現する。被写体→レ ンズ→フィルム

→印画紙という 一方通行の制作行程には、作者の

身体性を伴った行為という意識は低く、自己によ

る認識というよりは、カメラという他者が作り上

げた現実の認識、もしくは自己の認識の記憶を他

者により 具現化したものと言えるのではないか。

絵画を始めとした他の平面作品にはない、そう

いった正確な再現性、記録性という特質は、唯一

のものであり、社会との関わりも深く、自己を認

識する方法としては魅力的なもので、それゆえに

写真と関わりをもった作品もその歴史とともに存

在しているのであろう 。

写真製版による版画と銀塩写真

写真技法を取り込んだ版画作品の多 くは、 写真

を作るプロセスの中で被写体を選ぶ以外の行程で

も自己の身体性を伴った行為が入ってくることが

あるが、その多くはフィルムから印画紙などへ定

着させる行程の間もしくはその後の行程で操作さ

れることが多い。その例として写真製版のような

ある写真のイメージをもとにそこからもう 一度新

たに版を作る方法がある。その方法の利点として、

ネガなどのフィルムをそのつど手聞をかけ印画紙

に焼くという行為から、写真を一度何らかの版に

転換し、必要に応じて版に手を加え、その版を刷

るという行為に代わることによ って、その刷る素

材は作家の使い慣れたもの、版に適したものを選

ぶことができるという点がある。これは作品の保

存という点からも重要な意味を持つことと思われ

る。もう 一点は写真を版に置き換えることにより

絵画のように扱うことが可能になるということ。

このことは写真をより自己の身体性を伴った領域

に移行させ、自らの意志で操作することを容易に

する。ただし、 写真製版の特質として、その原稿

はイメージを透明フィルムなど透過性あるの素材

の上に、遮光性のあるインクなどを使った網かけ

のイメージによ って、光を通す部分、通さない部

分の 2種類に分ける必要がある。この網かけの大

きさにはある程度の限界があり、それが通常の写

真と比べると鮮明さに欠けたり、イメージが荒れ

たような印象を与える原因となっている。精密な

階調の豊かさによ ってリアリティを求めた場合、

それはとても重要な問題となってくる。

それに対し銀塩写真(通常の写真、ゼラチン・シル

ノfー・プリント)は写真製版の先に述べた 2つの利点

については不利であるが、その階調性においては

黒白の変化が分子レベルから起こるため、感度の

低い(粒子の細かい)フィルムを使用した写真などで

あれば極めて滑らかな階調の変化を得ることがで

きる。

感光のシステム

ここで以下にそのイメージの階調の基となる写

真の感光材料について述べてゆく 。

1 ) 感光機構

フィルムも印画紙も光を感じる銀粒子の入った

乳剤を塗っ ているという点では共通する。この乳

剤は光を当てると黒色に変化する。しかしこれは

現像をしないかぎり、どのようにしても人間の目

では認識できない。それは乳剤に光が当たっても

極めて微量の反応しか起きていないためである。

この反応のあとを現像によ って増幅させることに

よって、はじめて目に見えるようになる。この乳

剤上に最初に現れる像を潜像という 。この像は最

近の科学技術を使っても見ることが難しいもので

ある。

乳剤はゼラチンとその中にあるハロゲン化銀

(AgBr)のような銀の化合物からできている。この

乳剤に光が当たると、光の強さに応じた電子が出

る(図 6-1)。出た電子はそのエネルギーの分だけハ

ロゲン化銀などと反応してゆく(図 6-2)。そして銀

(Ag)とハロゲンガス(Br)などに分解し、ガスは飛ん

で銀だけになる。この部分が潜像の中心となる(図

6-3)。この潜像中心のまわりも少し変質する。これ
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結• 
Br 

光

図 6-1 ハロゲン化銀に光が当たり分解する

金品 +J~③ ⑧⑧ 
組子大 組子小

Br 図 7 粒子の大きさによる潜像形成の割合の遣い、、
Br 

図 6-2 周囲に反応を起こす

，〆

図 6-3 潜像ができる 図 6 感光機構

が感光作用の概略だが、ただこれは一つの解釈で

しかなく、感光の仕組みは現在でも完全には解明

しておらず、わからないことも多い。

2) フィルムの感度

フィルムはその種類により光に対する感じ方が

違う 。その違いは入っている銀粒子の大きさの違

いからきており、感度が高いほど粒子を大きくす

る必要があり、そのイメージは全体として荒くな

る。

2') 粒子の大きさとフィルム感度

感光材料の粒子は、分子の集まった一つの結晶

で、ある結晶表面上で一部に違った状態ができる

とそれが拡がる。その速さは速く、このため粒子

表面内ではす ぐに拡がってしまう 。このため粒子

が大きいと同じ光を受けても大きい分だけ広く変

化が起こる。逆に粒子が小さいと粒子の中でしか

拡がらないので、全体では変化の量が少なくなる

(図 7)。最近ではその変化そのものの効率を良くし、

なおかつ粒子をできるだけ小さくする方法が開発

され、新しいフィルムなどに使用されている。

31. ・写真印画紙への銅版刷り

一方向での表現

以上のことからも、銀塩写真には他の写真製版

技術やデジタルプリントにはない独特の階調の豊

かさや、銀という金属特有の黒の色の美しさが生

まれる。しかし美術の中ではそういった特色の違

いに目を向けられることは少ない。

一般的な絵画の構造の多くは、筆などの描画材、

版画であれば版から転写された絵の具もしくはイ

ンクが、キャンパスや紙などの支持体表面にのる、

もしくは表面から浸透することによって構成され

ている。対して写真の構造は印画紙中の銀の反応

の有無によって構成されている。その違いは支持

体の表面上で他の物質との関係で生まれるイメー

ジと、支持体そのものが外から受けた刺激がその

中を変質させることで生まれるイメ ージの違いと

言える。紙やキャンパスなど支持体表面を O地点

とするなら、支持体に絵の具やインクをのせてい

く絵画の方法は+方向での作用、支持体にあらか

じめ塗られている乳剤中の銀の変化による銀塩写

真の方法は一方向の地点での作用と 言える。こ

の一方向での作用は平面作品の中では特異なもの

であろう 。

銀塩写真の持つ黒色と白色の階調の美しさに、

絵画の持つ支持体と他の物質によってうみだされ

る物理的な美しさを与えられないかということで

生まれたのが、印画紙に焼いた銀塩写真の上に銅

版画を直接刷るという方法である。写真は支持体

表面を O地点とした場合、一地点での変化しか起

きていないため、絵画などの為の支持体とその表

面から上の状態では、プリント後もなんら変わり

ない。これは一見強引な方法のように思えるが、

印画紙を正しく選択してやることでとても合理的

かっ美しく銅版画のマチエールを写し取ることが



パライタ印画紙

保.ゼラチン属

現剤眉

パライタ膚

{破.バリウム

+ゼラチン)

写真康紙

RCタイプ印画紙

図B パライヲ印画紙と RC~イプ印画紙の構造

保霞ゼラチン層
乳剤眉

二暖化チタンを含む

ポリエチレン層

写真版紙

透明ポリエチレン眉

パッキング膚

できるのである。この方法は写真イメージ部分と

身体的行為で描かれるイメージの部分が別れてい

て、その制作行程で互いが触れ合うのは、エッチ

ングプレス機を通す一瞬の間だけと言う版画の特

色も持っている。そのため写真イメージが描画の

問に犯され失うことはないので、描画は始めから

完成まで同じ環境で行える。

印画紙

ここで印画紙についてふれておく 。銀塩写真の

印画紙には大きくわけで 2種類ある。一つは表面

に硫酸バリウムの微粒子をゼラチン中に分散した

ものを層に塗布(この部分をパライタ層と呼ぶ)した

パライタ紙、もう 一つは 1970年代以降主流になっ

たカラープリントの需要の増大に対し、迅速、省

力、大量処理を目的としてイーストマン ・コ ダック

社によって開発された、 RCタイプの印画紙である。

RCとは ResinCoatedの略で原紙に耐水性を目的

としたポリエチレンコートを施し、迅速処理を可

能としている。それぞれの印画紙の構造は図 8の

通りである。それぞれの印画紙に銅版を刷ってみ

たものが図 9-1.9-2.9-3である。

銅版をエッチングプレス機を通して刷る場合、

紙を水で湿らせて柔らかくする必要があるが、印

画紙に刷る場合も同様で、水で湿らせて柔らかく

ならなければならない。そのような点から表面が

ポリエチレンコートされている RCペーパーは柔

軟性がないため凹版の刷りには不向きである。た

だし、どちらの印画紙も一番上の層が乳剤層で覆

われているため、水で湿らせてやると表面が粘性

9・1. パライタ印画紙への鋼板刷り
(フジ ・RENMBRANTV F3・薄手光沢)

9-2. RCタイプ印画紙への銅絞刷り
(イルフォード・ MGN 半光沢・サテン)

9・3. 版画用紙への鋼板刷り
(ハーネミューレ)

図9 パライヲ印画紙と RC宮イプ印画紙への錫額刷りの遣い

同じ版を閉じ条件で刷った。版には塩化第二鉄溶液による 3時間腐

蝕のディープ工 yチング、 40分腐蝕、アクアチント、ドライポイン

トからなる鋼板を使用した。RCヲイプ印画紙はディープエッチンク

の部分がほとんど刷り取れていないが、アヲアチン卜や、油膜は良

く即lり取っている。ハーネミューレは同じ拭き取りのとき、印画紙

より油膜がつかない。イメージは全体として乾いた感じになる。パ

ライヲ印画紙はディープエ ッチング部分もしっかり刷り取り、油膜

も良〈刷り取る。油膜によ ってイメージは濡れたような印象になる。
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をもっ。このためごく浅い腐蝕のアクアチントな

どであれば RCペーパーでも刷ることが可能であ

る。しかし凹版を刷るのであれば現像処理の効率

は悪いがパライタ紙を使う方がよい。パライタ紙

にはベースが紙であるために凹版を刷ることを可

能にする点以外にも、 RCペーパーと比較して優れ

た点は多い。パライタ紙の硫酸バリウム層(パライ

タ層)は、印画紙に高い白色反射面を与え、紙の繊

維の目を埋め綴密化し、乳剤が紙の繊維に染み込

まないようにし、 黒さに深みを増す効果がある。

それに対し RCペーパーの二酸化チタンを含むポ

リエチレン層は、光沢パライタ紙より 表面の平面

性や光沢にも優れているが肝心な黒さの深みがパ

ライタ紙には及ばない。つまり最大黒濃度が低く

トーンのメリハリが不足し、階調表現領域がパラ

イタには及ばない。さらに面全体が薄いベールを

被ったような状態で、プリントを見る角度によっ

て黒さの度合いが相違する傾向もある。

パライタ紙のパライタ層の場合は、ゼラチン中

に含まれる硫酸バリウムの白色結晶の密度は 50%

以上で、その表面はほぼ均ーな白色硫酸バリウム

光

パライタ印画紙

光

:ヰ保置ゼラチン圃

画e・・
=圃化チタンを含む

ポリヱチレン眉

二酸化チタン也子

パッキング眉
RCタイプ印画紙

図 10. パライヲ印画紙と 円C~ イプ印画紙の白色の層の光の反射

フェJレト 印画紙の輔がプレスにはさまったら一度印画紙を

層を形成し、均一に白色の反射をする。 図 11 プレス断面図

RCペーパーのポリエチレン層に混入される二酸

化チタンは、チタニウムホワイトの絵の具の白さ

からも想像できるようにパライタ以上に白さの輝

きを引き立てる安定した物質だが、その密度はま

ばら(最大で 13%程度、通常のものでは 10%以下)

であり、画像銀を通過した光の反射面がにじみを

生じたり して同一でなくなる(図 10)。

こういった要因からも両者のイメージを比較し

た際にパライタタイプに対し RCタイプの印画紙

のイメージは見劣りするものになる。

3.回画紙への銅版刷り

作品制作行程

では実際にパライタ印画紙のイメージの上に銅

版画を刷ることについて説明する。

1 ) 銅版の準備

制作は版画用紙に銅版を刷る行程とほぼ同ーで

ある。ただし注意点として印画紙は機械によって

漉かれているため繊維の方向がロール方向一方向

にそろっている。そのため縦横の収縮率の差が激
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しく、それを理解したうえで版を作らないと大き

な見当のずれを生じる。

2) 刷り

刷りについても通常の銅版の行程と同ーである

が、注意する点もいくつかある。先にもふれたが、

印画紙は湿らすと表面のゼラチン層が粘性をもっ

という特徴があるため、プレスを通す際、ローラ

ーを通すまで印画紙をベ ッドプレート側にかぶせ

ないほうがよい。ローラーの下を通る前に印画紙

がベッドプレートや版に触れていると、印蘭紙の

粘性ゆえ触れている面でくっついてしまいそのま

まローラーの下を通せばシワの原因となる。それ

を防ぐためにはプレスを通すとき印画紙の端がロ

ーラーにはさま ったら一度印画紙を均等になるよ

うに外側に強く引っ張り、その後フェルトととも

に印画紙をローラー側に上から軽く押さえてベ ッ

ドプレート側にたるみがでないようにしながらハ

ンドルを回してゆく(図 11)。片手で、ハンドルを回す



のが難しい場合は二人で作業するのが望ましい。

3) 乾燥

刷り終わった印画紙の乾燥は水張りなどをする。

しかし収縮率が大きいことと同時に紙のハリがと

ても強いため、刷り終わった直後に板などに水張

りをすると失敗をする可能性があるので、もし張

るとしても、しばらく自然乾燥させてから張るほ

うが望ましい。その際ベニヤ板に直に張るのは好

ましくない。印画紙の銀画像はベニヤ板のホルマ

リン系接着剤に反応しやすく画像の劣化を引き起

こす。それを防ぐためにも、張る際は印画紙とベ

ニヤ板の間に中性紙を挟み込むべきである。他の

乾燥方法として一般的な、紙などに挟み込み上か

ら重しをかけるという方法は、湿った印画紙の乾

燥方法としてはあ まり 望ましくない。なぜなら印

画紙に刷られた作品は、インクの油分が印画紙に

吸い込まれないためインクの乾きが遅く、なおか

つ湿った印画紙表面は粘性があるので、刷った直

後に紙を挟み込むと、挟み込んだ紙に張り付いて

しまう恐れがある。またスチール性のドライラッ

クに直に置くことも確実に反応を引き起こすので

避けるようにする。水分を含んでいる聞は特に反

応するので置き場所には気をつける。ステンレス

やプラスチック系のものの上に置くように心がけ

た方が良し、。

4) 保存

完成後の作品の長期保存は、印画紙の作品のみ

ならず難しい問題である。印画紙の作品の保存に

は良質の無酸性のダンボール製の箱が写真用品の

メーカーなどから出ているのでそれらを利用する

とよい。まず作品を外気から守るためポリエチレ

ンバッグに入れ、無酸性のダンボール製の箱に収

め保管する。ただし、ダンボールは吸湿性が良い

ので定期的に交換する必要がある。プラスチック

製、金属製のものも良いが、耐久性は高いが通気

性が悪くなる。

さらには印画紙上の写真像を半永久的に退色し

ないようにするためには、写真をプリントする行

程で薬品の残留の無い ようにじっくりと時間をか

けて流水によって水洗する必要がある。さらに画

像保護調色の工程を踏めば、{象の変色は避けられ

る。これらは銅版を刷る前に行わなければならな

し、。

また、印画紙上の銅版画のイメ ージについてで

あるが、印画紙上に刷り取られたエッチングイン

クは印画紙表面の乳剤層と高密度なパライタ層に

よって原紙へのオイルの染み込みを防がれている。

そのため通常の紙に刷り取られたものと比較する

と紙にインクが染み込んでいないためインクの立

ち上がりがはっきりしているのも特徴である。さ

らに紙にオイル分が吸い取られることが無いので

インクの乾燥後はインクそのものの堅牢さは強く

なる(図 12)。その反面インクは紙に食い込んでいる

わけではないため、強くひっかくなどのことをす

れば紙の表面からインクは剥落しやすくなる。そ

れを防ぐには保存時はできるだけ表面がこすれ合

うのを避けるべきである。

| ( ←一脹 ~\一一一J一一 脹
a-.-一一一一一 インヲ ー一一一一一インヲ

印画紙 | 苛F 十ー紙

印画紙への刷り 一般的な版画用紙への刷り

図12 工 yチングを印画紙と版画用紙に刷った場合のそれぞれの断面図

その表情、 リアリティ

このようにして完成した作品は他のどの表現技

法にもない独特な雰囲気を持つ作品となる。独特

な雰囲気を持つ理由のーっとして、作品は支持体

表面を境界にして、その手前の銅版画イメ ージと

背後の写真イメージの異なった表情やそのイメー

ジ同士の関係、また写真の滑らかなで精密な階調

とその表面にのった O.数ミ リ厚のインクの盛り上

がりによるマチエールの関係が挙げられる。その

関係は鑑賞者の認識も複雑かつあいまいなものに

する。その作品を見たとき、鑑賞者は奥にある写

真の リアリテ ィと 、手前にある絵画のイリュージ

ョンを同時に目にすることになり、その視線は作

品の手前と奥を行き来する。それによって鑑賞者

はその作品を判断するとき、写真と認識しようと

すると表面に施された描写によってそれは容易で

はなくなり、また単純に絵画 と認識しようとして

も奥の写真によってすんなりとはいかなくなる。
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図 13-1 下地となる写真

図 13・2 1の写真上に銅複を刷り重ねる

その写真表面を境にした作品は写真の持つ事実

性を一度解体され、表面に施された描写によって

奥行きは奪われ、単純に平面という認識のもとに

引き戻される。そして上から覆いかぶさっている

描写の支配下に置かれたその写真は、その写真に

撮られた事実も描写した作者の支配下に置かれる

ことになる。これによって客観的であるはずの事

実は、その作品上において作者の主観的判断によ

ってコン トロール可能なものになる。そういった

35.・・・・・写真印画紙への銅版刷り

ことにより作品は、事実の上に作者自身の目にし

た世界の再現、思考の再現を加えられ、新たなリ

アリティを持った一つの自律したものとなる。(図

13-1.13-2) 

自己認識の手段

その制作行程は、写真の機械仕事の行程と銅版

画の手仕事の行程を明確に整理し分離しながらも、

互いの関係を意識しつつ制作していくことになる。

写真撮影の行程では、モチーフなどを選択してい

くことは作者の判断である程度出来ることである

が、そのモチーフの存在している事実に関しては

疑う余地のないことである。そしてシャッターを

切り、現像、プリントしていくわけだが、現像、

プリン トは光に基づいて写し取った事実を不可視

なものから可視的なものに変換していく段階で、

そこには若干の身体性を伴うが、その身体性によ

って写っている事実を大きく覆すようなことはな

く、逆にその事実をより明確に認識させるものに

なる。それゆえ、写真作品は写したあとの作者の

身体性を伴った行為より、写す以前の対象をどう

切り取るかなど、その選択した対象自体が、作者

の意図のこめられた重要な点になる。それは画家

が自作のテーマやモチーフを考え、どう描いてゆ

くかを考えることとさほど変わらないことである。

それに対し絵画(銅版)の行程では平面上に何を描

くか、どういった行為をするかは作者の責任のも

とで自由となる。しかしこの 自由 ということは下

地にあるものを意識 しないとき、 全くの無地の白

いキャンパスの上に描くときの自由ということと

はまた違ったものである。この写真印画紙への銅

版刷りの作品では写真が下地としてあり、絵画の

行程がその上に重なっていくので、否が応でも下

地となる写真を意識せざるを得なくなる。つまり

写し取られた現実に対して作者が自己の身体性を

伴った行為でアプローチしていくということにな

る。

M.メルロ=ポンティは自著「目と精神Jの中

で次のように述べている。

「人間の身体があるといえるのは、<見るもの

>と<見られるもの> ・<触るもの>と<触られ

るもの>・一方の目と他方の目・ 一方の手と他方



の手の間に或る種の交差が起こり札、<感じ一感じ

られる>という火花が飛び

もり、そして 一一どんな偶発事によっても生じえな

かったこの内的関係を、身体の或る突発事が解体

してしまうまでーーその火が絶え間なく燃え続ける

時なのである」

写真印画紙上への銅版刷りという 手段は、<見る

もの>、<触るもの>である自己と、その外にあ

る<見られるもの>、<触られるもの>である他

者の聞に起こる身体性と非身体性、内面と外界、

幻想と現実といった正反対の関係をより深く考え

ながら、そこに 「火」がともることを感じ、作品

を制作する際は、そのことを形式的にも体験する

ことになる。それは自己を認識するうえで、社会

性を持った非常に有効な手段の一つであるといえ

る。

4. メディアとしての銀塩写真

最後に写真印画紙上への銅版刷りの重要なメデ

ィアである、銀塩写真技術に対する認識について

であるが、新聞、雑誌などを始めとした印別物の

カットでも日常的に目にすることが多いことから

もわかるように、 写真は美術表現のためのものと

いうよりは記録された事実を知るための 「透明な

窓」という捉えられ方の方が先にたち、素材に関

してはあまりに無頓着であることも事実である。

また、同じ印刷メディアである版画と比べても、

写真技術が発明されてまだ 200年にも満たないと

いう歴史の浅さは、ある側面では展開の可能性を

まだ秘めていると言えるが、 素材に関しては未だ

発展途上であり、特にその作品の保存性において

は油彩画等の絵画のそれと比較したとき、 200年以

上前の作品の実例が無い分、将来性に少なからず

不安を抱かせる。さらにデジタル全盛の今、消費

社会のスピードの速さの波に飲み込まれ、本来素

材としての信頼度の高いはずの銀塩写真は少々時

代遅れとなり、現代のメディアとしてのポジショ

ンを着実に追われているのも事実である。中でも

よりクラシ ックな素材になるパライタ紙は写真メ

ーカ ーの消費社会に合わせた構想の中で、不況で

ある現在、そのメーカー自身の存続のため真っ先

に切り捨てられる分野としてあげられやすく、相

次ぐ生産中止や、メーカーの合併によるモデルの

消滅など、先行きはけして明るいものではない。

それは写真は撮るもの、撮られるものであ って、

鑑賞するためのものであるという認識が一般の中

ではまだまだ低いという点、 写真作品鑑賞者は自

らも趣味で写真を撮る人などが多く、 写真をほと

んど撮らないという人は少数であるという点、そ

のような点からくるメーカーの美術分野に対する

関心のf丘さなどによるところもあるのではないか

と思われる。

最近、デジタルメディアの一つである光ディス

クの寿命が 20年前後であるということが発見され

たが、それに対し写真用黒白フィルムの寿命が 500

年以上あるというのは、いくらか頼もしく感じる。

さらに寿命といってもデジタルの ように突然消え

てしまうのではなく、徐々に薄らいでいくアナロ

グの銀塩写真用フィルムの像は、何かそのことに

安心感すら感じる。

何世紀も以前には最先端の印刷メディアであっ

た版画が、現在では美術としてそのポジションを

移行させたように、この銀塩写真というメディア

も、デジタル全盛の中その存在を失ってしまうの

ではなく、その価値を再評価し美術としての信頼

の置かれたポジションへの移行がなされ同様に鑑

賞されることを期待する。

山間純嗣 rTUNNEL(02-1) J 
印画紙に銅版刷り 2002年
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た。基本的にアイ リッシュは、大雑把だが親切な

ので、使いやすい工房だ、った。

市内には、他にブラックチャーチプリントスタ

ジオという版画工房もあり、ここも画廊が運営し

ている。 1階が版画専門の画廊、上の階が工房。

その隣にあるテンプルパーギャラリ ーも、同じよ

うに上階がスタジオになっている。ここでも、

僕より後から来た日本の若い彫刻家が制作してい

た。25mほどの空間で、窓からは街の中心を流れ

るリフィ 一川が見下ろせなかなか良い環境だ。

画廊は市内に 20 - 3 0件あるが、良く行って

いたのはトリニティーカレッジの中にあるダグラ

スハイドギャラリー。広い空間にいつも質の高い

作品を展示していた。カタ ログも充実している。

美術館では、アイルランド近代美術館が良かっ

た。少し不便なところだが、広大な敷地に、退役

軍人のための施設を利用した趣きのある建物があ

り、いくつもの企画展をしていた。

滞在中、 4カ所のグループ展に参加した。

2月、ヴイク トリア&アルパート 美術館での日

本をテーマにしたグループ展に、版画集を作り出

品するという企画に参加。これはロンドンで研修

中の中村桂子さんからの紹介。ウィンブルドン美

術大学に2週間ゲス トとして滞在して、制作とレ

セプションに出席。日本から芸大の野田先生と多

摩美の丸山さんも出席された。

3月は、モヤブライさんの企画で、グラフィッ

クスタジオギャラリ ーで 4人展。ここは、ダブリ

ンで一番古い画廊。スタ ッフは若い女性が 2人。

たいへん親切で、、ずいぶんお世話になった。

5月末から 2週間トルコに滞在。アンカラとイ

スタンブールの 2カ所でグループ展。そしてメル

シンという南部の街を含めて 3カ所でレクチャー

を行う 。日本大使館の企画。

制作以外では、アイルランド囲内と ヨーロ ッパ

1 0カ国を旅行。美術館を見て回る。それと、あ

まり上達しなかったが、合計で約 7カ月、午前中

英語学校に通った。ここでいろいろな国の友人が

できたことは、楽しい思い出だ。

グラフィ ックスタジオギャラリー

アイルランド近代美術館
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在外研修報告

中村桂子

1991年 東京造形大学造形学部研究生修了

1997 - 2000年 東京造形大学造形学部デザイン学科非常勤講師

1998年 日本の木版画 1200年/町田市立国際版画美術館

2000年 五島記念文化賞美術新人賞受賞

副賞にて渡英 (2000- 02) 

39・・在外研修報告

ロンドンに居た。

2000年9月から 2002年3月末まで、 1年半の事

である。素手と丸腰で乗り込んだ軽率さで、道草

と回り道の方が多かったように思う 。その分作ら

れた地図は複雑で、絵として見れば面白いけれど、

今はそれを眺めている自分の方が見られている。

道のりはまだ続いている。

まず現地で私が最初に驚いたのは、予想を超え

るその人種の多さであった。地区によ っては、地

下鉄に乗っていると英語より他の言語を多く聞く

事も有る程である。また流暢な英語に真顔で道を

尋ねられる事もしばしばで、私にしてみれば何を

酔狂な、と思ったものだが、東洋人であっても外

国人とは限らないのである。一体に英国には自国

の確固とした文化がない、とはよ く言われる事だ

が、確かに彼らは世界中の文化を綴密に集め脈分

けし、保存する能力には長けている。差異という

ものは存在し、それらを互いに尊重する限り (ま

た多くは人間関係において侵食しない限り )、責任

としての自由は受け入れられる、という事は英国

の美点の一つではないか、と私は思う 。勿論それ

は「差別がない」という事と同義語ではないが。

ただ、先に述べたような 「こだわりのなさ」とも

言える大らかさ は、欧羅巴という磁場の中で永永

培われてきた必要であったと理解した。いみじく

も、日本人の友人一彼女は在英 10年以上となるの

だがーをもって日く、「話せばわかるイギリス人」

とは心温まる言葉である。

そのような基盤の上で、収集の結果としての

Tate Modernのオープンや、大英博物館のリニュ

ーアルなどは、英国の暫しの好景気を反映した出

来事であり(その出来映えには賛否両論あったが)、

Victoria & Albert MuseumのBritishGalleries 

(1500年から 1900年までの英国デザイン史の常設

展示)も含めて、アトラクションとしての美術館、

博物館という意味において、居ながらの現代版グ

ランド・ツアーといった趣があった。また、様々

な美術館、画廊において現代作家達の作品も多く

積極的に紹介されていた。彼ら欧米作家達の作品

の多くは、「死Jや「暴力Jr性」に拠るところが

大きかったと思う 。写真やヴイデオを媒体とする

事も多いそれらの作品は確かに今を映す鏡であり、



正面から袈裟斬りに落とされるような実体の痛み

のトリ ックを持つ深い衝撃があった。幾つもの死

体、幾つもの苦痛、幾つもの喪失を観る内に、そ

れらもまた、バーチャルになってゆく 。(ダブルリ

アリティ ーなどという 言葉も昨今あるらしいが。

なんと乱暴な。)そういった非常に今日的な感情の

成り行きも含めて、それらの表現は非常に 「ロジ

カル」にして「明断jであった。観客に委ねる事

はない。明らかな提供のあるのみである 。私は

時々その息苦しさの中で、逆に暴力的な感情を抱

いたものだ。御苦労な話である。後、日本に帰国

して溢れる「癒し」に接した時、その対称の妙が

面白かった。「グローパル」などと便利な言葉をよ

く耳にするが、そんなものは有り得ないし、なく

てよいのである。

大学教育にしても同様で、 学生達は自分の作品

を言葉で裏付けることが要求される。歴史的な立'

脚点、精神的な影響、それらを明文化する事で初

めて作品を創ることを自覚し、また他人の作品を

読み解き批評する事も考えるのである。対し、技

法的な指導は手薄い。因って、とびきり下手な絵

にギリシャ、ローマからの大河の歴史が尾鰭とな

って、 首を傾げてしまう 事はあっても、 美しい豊

かさを前に 「なんとなく 。」という科白を聞かれる

事もない。どちらが良いという 事でなく、 二つの

教育として同時に存在すれば最良で、あるが難しい。

しかし、彼ら学生は、というより英国人と話しを

していて日本と違うと度々感じたのは、その歴史

認識である。水に浮かび漂うようで、地下でしっ

かりと根が繋がっていなくてはまた花は咲かぬ。

自分の位置がしっかりと判らなければ、もう何処

へも行く事はできなくなるのである。グローパル

などいらぬ、と書いてはみたがそれは来し方を知

って差異をはっきりと認識し、行く末の中の共有

部分を捉えられての話しである。外に居ると自分

の国や自分自身が客観的に視えてくる。私は何度

も自分の不勉強を恥じた。

大学の事を少し述べたが、私がvisitingartistの

形でその版画科のスタジオの一隅を借りていたの

は、 WimbledonSchool of Artという 美術大学であ

った。其処では若い学生が殆どであるなか、子育

学院に入ってきたという人も少なくなかった。ま

た、 卒業して暫くしてから returningartistという

形で、週に l度スタ ジオを利用している人も通っ

て来ていた。私は彼らの作品を観たり、話をした

りする事が楽しみであった。私の知らない文化の

生きた時間と経験がそのまま映されていたからで

ある。それは人種や国籍を超えて、人の時間の琉

泊のような透度があった。

最後に Sigridの事について書いておきたいと思

う。私が帰国する頃、定年退職して Winbledonの

大学を去っ たSigridQuemby女史は、 長年非常勤

講師として版画を学生に教えていたが、彼女その

ままの繊細で清潔な美しい銅版画や石版画の創り

手でもあった。彼女は滞在半年にしてまだ禄に英

語も喋れぬ私と友人を 自らの車に乗せ、チョーサ

一家にもゆかりのある 500年前に建てられたと

いう田舎の小さな教会へピクニ ックに連れだした。

また、大英博物館や大英図書館、 TateGalleryの

閲覧室でいろいろな作品を間近に観る機会を得た

事は彼女の尽力なしではおいそれとは行かぬ事で

あった。「ケイコ、私はドアを開けるのが好きなの。

決して聞かないと思っていたドアを開けて新しい

風を入れる って素敵だと思わない?Jと語った彼

女は、 最後に私を人前に押し出したのである。青

くなったり赤くなったりしながらアダルトカレ ッ

ジや大学、または版画工房で制り師達を前に浮世

絵の歴史を語り、水性木版の技法を実演、紹介し

た。彼女は様々な事をチャンスとして私に与えて

くれたが、何よりも私が得たと感じたのは、彼女

自身の遅 しくしなやかで、大らかなその 「風」で

あった。

てや仕事に区切りをつけて、もう 一度学ぼうと大 制作風景
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大学紹介

沖縄県立芸術大学

知花均

沖縄県立芸術大学専任講師

1985年 愛知県立芸術大学大学院修了

1998年 VOCA展/上野の森美術館

2000年美の予感展/高島屋美術画廊
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那覇の高台、首里城の北側に 1986年に創設され

た沖縄県立芸術大学は今年で 16年目。この一帯は

かつて、ハンタン山と呼ばれ昼でも暗く欝そうと

した森で、風水の地勢にそった由緒ある場所とし

て今日まで連綿と受け継がれてきました。

この場所に立つ当県立芸術大学は日本の最南端

に位置し、公立(県立か市立)としては 4番目の芸術

大学として発足しました。建学理念においては、

「沖縄の地域文化の特性と伝統が日本文化の中にお

いて極めて特徴的であるという認識の下に、その

文化生成の普遍性を究める学術的な研究とその中

に占める美術 ・工芸 ・音楽 ・芸能などの個性の更

なる継承と創造の問題を担い、広く太平洋文化圏

の中心としてユニークな研究教育機関でありたい」

としています。大学は昭和 54年に構想が発表され

61年 4月に開学して以来、美術、音楽の二学部が

揃い関連施設が完成するまでに 10年、付属研究所、

福利厚生施設等の整備完了までに合計 15年の歳月

をょうしました。

1986年 4月沖縄県立芸術大学開学

1991年 4月大学院開学

造形芸術研究科(修士課程)

生活造形専攻、環境造形専攻、

比較芸術専攻

1992年 3月美術工芸学部美術学科

芸術学専攻設置認可

7月付属図書館、芸術資料館竣工

1993年 12月大学院後期博士課程芸術文化学

設置認可

絵画棟概観





います。そして凹、孔に限つてのことですが実習

期間中に版画集の制作もここ数年から取り組んで

おり、エデイションを整える仕事をとおして教員、

学生共々に作品を所有する楽しみを分かち合っ て

います。このように四版種の実習では基本的な導

入から始まり、それぞれの版種の持つ特性を作品

制作をとおして経験するわけですが、それらのこ

とをとおして各々に蓄積されるものは 「版jとい

う 「平面表現Jにおけるもうひとつのリアリティ

ーではないかと思いますし、それと同時にオブジ

ェ、映像、インスタレーションなどを志向する学

生にと っても「版J表現が何らかの視点や示唆を

与えるのではないかと考えています。

版画を専攻するか否かというコース選択は当大

学にはありません。版画室は専攻の学生であれば

自由に使えるというのが現在の版画室の運用の指

針です。実際、個人的に取り組んで行きたいとい

う学生はクラス担任とのデイスカ ッショ ンを経て

版画室を利用することは可能です。カリキュラム

との関連で版画を制作する学生や卒業制作で 「版」

43…・・大学紹介





第 27回全国大学版画展報告

企画展示その経緯を中心に

小林敬生

多摩美術大学絵画科版画専攻教綬

1968年京都イ ン合一ナショナル美術専門学校専攻科修了

1988年蘇生の刻-862.8ー 第 29回優秀美術作品文化庁買上

1989年第3回和歌山版画ビエンナーレ優秀賞

(第4園、第5回買上賞)

1993年第2園高知国際版画トリエンナーレ展大賞

1997年 大阪卜リヱンナーレ・ 1997ー版画・銀賞
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2001年 6月、中林忠良新会長の発案で大学版画

学会の将来構造を明確にするとの意図のもと“エ

スキース委員会"が発足し、同年 10月、臨時運営

委員会に於いてその提言が示された。

。将来的には教育だけにとどまらず、日本の版画

全般を担う意味で“版画学会制への移行をめざ

す。

。圏内、国際シンポジウムの開催など版画をより

アピールする為の活動、行動計画を.. 

等々、様々な提案がなされたが、“全国大学版画展"

に関する提言は以下の 2点であった。

①全国大学版画展が開催されて 26年、参加校

も初期と比較にならない程に増加し、いまやそ

の出品点数は、約 200点を数えるに至ってい

る。

出品数の増加は(展示壁面の関係から)展覧会

場そのものに影響し鑑賞者の立場から ミ作品数

が多すぎて作品鑑賞に耐えられない、などの意

見が数多く寄せられている。出品数の各校割当

ては発足当時の規定そのままに運営されており、

状況の変化を反映しているとは言い難い、現状

に即した規定が必要で、ある。

②町田市立国際版画美術館での開催以降、大学別

に展示し、買上賞を決定する事を最大の目的と

して開催されてきたこれまでの学生中心の展覧

会をもっと大学問の教育が見える ようないわば

大学人がお互い勉強しあえるような展覧会に出

来ないか。例えばカリキュラムの成果を見せる

ような企画とか.. . . 0 (学会誌第 31号中林

氏記)

以上のうち、出品数に関しては約 20%の削減案

が示されたが、大学版画展は 、教育とその成果、

を学生達の作品を通して世に問うこと、さらには

地域、事情の異なる環境で版画を学ぶ学生達に対

する教育的な配慮、を目的として開催されてる。

鑑賞者の期待に応える事は無論必要ではあるが、

一人でも多くの学生に作品発表の機会を与える事

の方がより大切ではないか。又、単に一律に削減

するのではなく、参加校の要望を加味し、実情に

添ったかたちでの規定の洗い直しが必要で、ある。

などの理由で出品規定の見直しは今後の課題とす



る事で意見の一致をみた。第2点の展覧会企画に

関しては、 ①に挙げられた問題も関連して出品数

に密接に関わる問題でもあり、特別展示は余程意

義あるものではなくてはならない。展覧会はあく

まで学生達を中心に考え、かっ教育という性格 ・

目的に添った ‘企画、が必要であるとの意見が出

された。

2002年6月、前年 10月の会議の提言をふまえた

上で運営委員会に提案されたのが、今回第 27回展

に於いて実施された企画案である。

[大学版画学会]

大学版画展 企画展示について(案)

現代、版表現の領域は拡大の一途をたどり、版

表現の意味とその領域あるいは“版"の存在その

ものに対する問いかけなど、様々に議論がなされ、

大学版画学会に於いても、圏内、国際シンポジウ

ムの開催などで、“版表現の現在と未来"に対する

論議を深めようとしている。

大学版画研究会発足以来、大学版画展は、大学

別に学生作品を展示、受賞者を選考することを主

眼として展示開催してきたが、従来の方式を続け

るべきか否か、再検討される時期にあるとの認識

は運営委員会に於いても意見の一致をみている。

こうした状況下で、“版表現"についての論議その

ものは、シンポジウム、あるいは学会誌等の機会

にゆだね、展覧会に関しては、学生たちの作品を

通して「版表現の意味と版画教育について」を検

証する企画展示が必要と考える。

現代の版画技法は、様々に進化し、かつての

“版画"に対する認識では、とうていとらえること

の出来ない程に多様化している。

本企画は、学生の作品を中心にその作品に関す

る技法、版材、基底素材(紙など)顔料、イン夕、

あるいは刷版技法にいたるまで詳細なデータと、

作者の意図を明示することで「版表現jの意味と

技法との関わり、その可能性を考えることを目的

とする。

今年度、第 l回の企画は“木版"にスポ ットを

当て「特別展示室」を設けることで現代木版技法

と作品の関わりを検証する。

木版画は、かつての“彫りと摺り"の時代から、

様々に研究がなされ進化してきた。

凸版のみならず凹版(水性 ・油性)平版(木版

によるリトグラフ、裏彫り、ラッカー抜き)ラワ

ンメゾ、コラグラフ、マチエル版、パズル版、水

性顔料と油性インクの併用、パレン摺りとプレス

刷りの組み合わせなどで、従来になかった表現世

界を私達に示してくれている。

こうした現代木版の世界を術鰍し、同時に技法

と表現の関わりを検証(あるいは確認)すること

を目的とする。

l、企画展示室 ・タイトル:

木版ーその技法と表現一

(展示室に技法解説(大)パネルを掲示する。)

2、学生作品に限る:

(A)サイズ: 横幅(額共)1 m 10cm以内

(B)小パネル

(作品の横に詳細なデー夕、作家のコメント

など)

(A)(B)を併陳

3、出品学生:

今年度大学版画展に出品資格を有する学生。

4、出品数:

各大学からの推薦数に応じて特別展示室のス

ペースを調節する。

5、出品作品:

木版を主たる版材とした版画作品 (併用可)

※企画展示作品は各大学の割当て数の中に含まれ

る

一以上一

現代の版画は、ニューテクノロジーの導入など

により、従来の 令版画、に対する認識だけでひと

くくりにする事は出来ない程に進化・多様化して

いる。

そうした時代に敢えて従来の版画技法に拘る必

要があるのか...。という意見はしごく当然のよう

にも思える。

しかし、私にはこの企画案に示された以外にい

くつかの意図があった。
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第一は、学生達の出品数を削減する事なく的を

絞ることで見えてくるであろう学生達の姿・姿勢

を探りたい。

現在の 令版画、あるいは 令版表現、が置かれた

状況の中で、実際に版画を学ぶ学生達が版表現を

どう捉え、何を目指そうとしているのか、実際に

私自身が指導者として関わっている以外の学生の

姿を知りたい、と同時にその意識を探ってみたい。

そのためには、的を絞ると同時に、テーマを限定

する必要がある。今回は、そのテーマを ‘木版、

に置き換え、木を主たる版材とした版表現に的を

絞る。

今ひとつは、 一般の鑑賞者に対する啓蒙である。

私達は、現代の版表現を当然のこととして認識し、

論議している。しかし、 一方で一般の鑑賞者は.. 

と考えると私達の常識が彼らにと って常識とは言

い難い面が多々ある、コレクターですら...。私達

がめざす版表現を彼らが真に理解しているとは言

い難いという哀しい現実を (私達は)認めざるを

得ない。

そうした中で、大学版画展の持つ性格、目的に

添ったかたちでの啓蒙活動を担うような企画展示

を探った。

その結果が、版画の原点ともいえる 、技法、を

あらためて検証してみるという事であった。

版という第三者ともいうべき介在者の存在が、

版表現にと っていかに重要な意味を持っか、また

素材ゆえに生まれた技法が、表現にいかに大きな

力を与えているか、このことをよりリアルに視覚

的に提示することによって現代の版表現の姿を再

認識することが出来るのではないか。

近い将来、私達の常識が一般の多くの人達の中

で常識として定着することを期待して....。

同時に、私達の間であらためて ‘版表現、の何

たるかに対する論議のための呼び水となれれ

ば...。そうした意図がこの企画には込められてい

た。

結果、第 27回展企画展示コーナーには、 16校

32点の申し込みがありその全てを展示した。個々

の学生達の ミ版、に対する認識は実に様々あり、

今更ながら、版画、と令表現、について考えさせ
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られると同時に私達自身が、技法以前の表現のテ

ーマについてあらためて問い直す必要を感じた。

更に、皮肉にも...とでも云うのであろうか一

技法と表現ーというサブタイトルを掲げたが、今

回の出品作品に関する限り様々な技法を駆使した

作品も多々ある中で木版の原点ともいうべき ‘彫

って摺る (刷る)、 だけの作品に対してより高い

評価が与えられたという現実は も版表現、を考え

る上で実に示唆に富んだ結果であった。

版表現を 、版という第三者の介在によ って手に

しうる表現、と位置づけた時、介在者たる版 (あ

るいは素材)とどう向き合うか...。を教えてくれ

たようにも思える。

今回の結果と、アンケートなどからの意見をふ

まえ、次なる展開をはかる必要はあろうが一技法

と表現ーを中心とした企画展示は版画技法のひと

つひとつを継続して取り上げていくべきと思う 。

展示責任者として今回の展覧会に関して言及す

ならば、 全体構成としての壁面は決して見苦しい

ものとは考えていない。

全体壁面から数字的に割り出した 1点あたりの

割当ては、わずか 95cmというのが実情ではあっ

たが...。
鑑賞者の立場からも作品数の多さを指摘する声

よりもむしろ、様々な地域、異なった環境で学ん

でいる学生達の作品を一堂に通観出来る事への興

味と期待の方が多かったように思う 。(アンケート

集計からも読み取れる)

更に云うなら、かつて感じた地域による格差は

いまやほとんどなく、あるとすれば個々の経験、

あるいは制作に対する取り組みの差であろう 。こ

のことは、 27年という歳月が与えてくれた全国大

学版画展の功績と評価したい。

第21回を総括し、今後を考えるとき、出品者数

の問題は参加各校の要望 ・実情をアンケート調査

などによ って把握した上で見直す必要があろう 。

更に、敢えて云わせていただくなら、入場者の反

応や出品者以外の学生達の反応を見る限り大学版

画展はあくまで学生中心、学生のための展覧会と

位置づけ、大学人相互の研究あるいは発表はシン

ポジウムなど別の機会をもうけでなされるべきと

私は思う。 <2 0 0 2年 12月記〉



第 27回全国大学版画展示場

.;tぷ

EE 
語醤

• a a ・
"宅S込噂依多

企画展示コーナー

第 27回全国大学版画展報告-・ 48



山形・宮城大学版画交流展

- 1 st Junction一

大塚恵子

東北生活文化大学講師

1978年三島学園女子大学卒業

春陽展、リュブリアナ版画ビエンナーレ展、

VARNABAPHA版画ビエンナーレ (ブルガリア)、 モダンア 卜展出品

49・e 山形ー宮城大学版画交流展

山形・宮城 大学版画交流展- 1st ]unction ー

が、 2002 年 3 月 12 日~ 17日の 6日間、宮城県美

術館県民ギャラリーにおいて開催された。

山形・宮城、隣接する二つの県の大学で版画を

学ぶ学生達が、大学問の交流を深め、刺激を与え

あう 事で制作活動をより活発なものにしようとい

う初の試みである。

今回、山形・宮城 大学版画交流展に山形県か

ら東北芸術工科大学、山形大学、宮城県より東北

工業大学、東北生活文化大学、宮城教育大学の合

わせての 5大学が参加した。

この企画を発足させる足掛かりになったのが、

毎年、町田市立国際版画美術館で開催されている

『全国大学版画展jであった。回を重ねて今年で 27

回になる。版画を専攻または制作する学生達にと

っては、絶好の刺激を受け、制作意欲を高める切

っ掛けとなっている。しかし、 実際に作家に会い

意見を交換する機会も物理的にもなかなか難しく、

そこで、全国大学版画展のようなものを東北で開

く事により、近くで充実した交流がもてるのでは

との考えで、 学生達が互いに連絡を取り合い企

画・運営したものである。

参加学生 36名、木版画、銅版画、リトグラフ、

シルクスクリーンなど約 140点の出品となった。

この交流展のねらいは、各大学問の情報交換と

学生達の版画制作の経験を分かち合い作品の質的

向上のみならず作品を展示することで、 一般の方

へも っと版画とはどういうものか、版画の魅力を

知ってもらうことが願いである。

初の試みということもあるが、複数の新聞社、

テレピ局の取材があり、予想以上の観客の動員と

なり無事終了することができた。これらの経験を

踏まえて今後は山形・宮城に留まらず参加大学を

募り、東北を代表する学生の版画展にしていきた

いと希望している。

各大学の版画に関するカリキュラム、設備、規

模は決して充実してるとは言えないが、棟方志功

を生んだ東北の地で、これらの結集と熱意が新た

な版画文化に育っていけばと思う 。

現在、日本は依然として経済不況が続き社会状

況は混迷を極めるなか、大学の存在意義がますま

す問われつつある。学生が大学生活を有意義なも



のと感じ、また自己実現を達成することは、版画

制作をライフ・ワークとし、それらの指導教育を

生業とする我々にとっての目標でもある。これら

学生の自主的な大学交流という、外への働きかけ

を積極的に支援することで、学生自身の大学のカ

リキュラムによる経験を増幅させ、版画で制作す

ることの意味を確かなものにし、自己の可能性を

追求できればと思う。

第二回目の交流展は、第一回にひき続き 5大学

の学生たちが参加 ・企画 ・運営し、山形(H15.3.l9

-25)での開催を予定している。

今後、交流展の大いなる発展に より、 学生たち

の制作意欲の向上と技術の研錯を願うものである。

山形・ 宮城大学版画交流展

-1st Junction一

平成 14年3月12日 (火)-17日(日)

9 : 30 -17・Ou(最終日は 15: 00) 

宮城県美術館県民ギャラリー E

制削跡.

バ‘ 咽』・It.

東北工業大学宮城教育大学

東北生活文化大学

東北芸術工科大学 山形大学

山形ー宮城大学版画交流展一 ...50



学会ホームページ開設まで

丸山浩司

http://www . cuapsj .org 

多摩美術大学美術学部助教授

1979年 東京芸術大学大学院美術研究科版画尊修修了

1999年 愛知県派遣留学生としてニューヨーク滞在

1994・97年 クラコウ国際版画トリ工ンナーレ出品

1995年 鹿沼市立川上澄生美術館木版画大賞受賞

51......学会ホームページ開設まで

かねてから懸案だった学会ホームページが 2002

年 11月 1日に開設されました。必ずしも完成され

たものとは思えませんが、 一応の体裁と情報を盛

り込むことができたと責任者としては考えており

ます。以下、ホームページ開設(以下HP作成)

までのプロセスを中心に 1T委員会としてのご報

告をさせて頂きます。

HPの開設は昨今のテクノロジーの進歩を考え

ると遅きに失した感があります。筆者も ほんの数

年前までは PCやインターネットは他人事でした

が、今やそれらの普及率には目を見張るものがあ

ります。ましてや全国組織としての学会は組織拡

大に伴って事務局の事務作業も発足当時には比べ

物にならない程複雑化しており、 1Tの活用は必

要不可欠となっております。そのような状況にあ

って事務局業務の作業軽減、効率化、並びに会員

相互の情報網の確立、学会の社会へのアピール等

の観点からその開設が嘱望された訳ですが、以下

その経緯について記します。

HPの開設はまず、エスキース委員会で討議さ

れました。この委員会は新会長の諮問機関として

今後の学会の在り方を探る目的委員会として発足

し、 2001年9月 16日を第一回として以後 3回開催

され、そこでHP開設準備のための 1T委員会の

発足が提案されました。事務局員 として筆者もこ

の委員会に参加しておりましたが、年齢的に適任

ということで 1T委員として開設の作業を担当す

ることになり、併せて国際シンポジュウム開催と

の関連を視野に入れ検討することも同時に付託さ

れました。

シンポジュウムの開催は現在着々と準備が進め

られておりますが、学会が世界に向けて情報の発

信をする、あるいは国際的にその活動の場を広げ

ようという心構えを表明する機会でもあります。

それには世界中に情報網を張り巡らせているイン

ターネットを活用せざるを得ません。従って学会

HPはシンポジュウムの開催準備と合わせてその

開設を急ぐこととなり、開催へ向けての進捗情報

を会員の皆さまにお知らせする有効な手段として

も位置付けられております。

HP開設がエスキース委員会で提案なされてか

ら、ほほ一年にしてやっと開設に漕ぎ着けた背景



には原案作成、原案内容に対する運営委員会での

議論 ・承認に手間取り、また委員がこの件に関し

て不慣れで、あったことが原因と思われます。

HPの原案は 2002年7月に持ち帰り委員会で承

認され作成業者と意見交換しながら、作業を進め

ました。当初の予算設定が甘い上にページ数や情

報量に制限が多く作成は困難を極め、又、私自身

にHP作成のノウハウが無く業者に丸投げの状態

で、結果的に 11月までその開設がずれ込むことに

なりました。

HPの内容構成についてのおお よその項目立て

は委員会でご報告致しましたが、筆者に一任され

ましたので、 HPを最も活用すると思われる会員

諸氏の要望、また事務局業務、予算等を考慮に入

れページ構成を考え ました。ページ構成の基本的

な考え方は次の通りです。

学会の構成

学会の活動内容

学会の組織(参加大学リスト)

学会誌について

全国大学版画展に関わる要項

シンポジ‘ユウム

事務局報告

新規会員の勧誘

当初挙げられた項目は上記の通りですが、予算

の関係で 6ページでの構成になったため、優先順

位を付けて最終構成を決めました。詳しくはHP

を御覧ください。今回の HP開設は開設そのもの

の作業に手間取りまた予算の関係で、決して充分

な内容を盛り込むことが出来たとは思えません。

ページ項目はこれで充分か、もっと重要な項目が

あるのではないか。蘭像情報は充分か、大学版画

展の様子、受賞作品の掲載等もっとヴィジュアル

に訴えるような画面を作るべきではないか。会員

がどのような情報を必要としているのか、対外的

なアピール、学会組織の説明はこれで充分か。シ

ンポジュウムの進捗状況の報告をどの程度の周期

で更新するか。等々、課題は山積みですが今回の

HPを叩き台として更なる進化をとげることを願

ってやみません。

実際は今後 Fetchという管理ソフトを使ってペ

ージの更新をすることになります。HP管理責任

者をどのように選出するか皆さんのご意見を頂き

たいところですが、取り敢えず日程や誤記の修正

等は簡単に出来ますし、大幅な内容変更はその都

度運営委員会で検討していただくこととして、当

面筆者が管理者を努めていく所存です。 しかし、

今後はHPの管理を事務局業務と連動することが

真の 1T活用につながると考えますが、この点に

関しては運営委員会等で充分討議して頂きたいと

思います。

繰り返しになりますが情報化社会にあって HP

を組織が持つことは今や新しい常識になっており

ます。 しかし、それがほんとうに必要なものか、

その答えを握っているのは他ならぬ会員の皆様の

総意であると考えます。一介の会員がHPを管理

することが適当か否かという問題もありますし、

ましてや責任が重すぎるような気がします。

将来的には学会の活動の広がりと HPのページ

構成は連動し、さらなる発展を遂げるものと思わ

れます。その点、全国組織の学会に相応しいHP

作りを今後充分に討議し模索していかなくてはな

りません。それには、ページの構成をある時点で

大幅に刷新する必要がありますが、今回のHP開

設はそのための基盤作りであると考えます。この

ような状況にあって、会員の皆様におかれまして

はHPを日々活用して頂き、お気付きの点や感想

等ご忌慢の無い意見を HP内のメールアドレスに

お寄せ頂ければ幸いです。頂いた貴重なご意見、

ご感想を元に今後ページの刷新に勤めてまいる所

存です。

当初は壮大なビジョンをイメージし学会に相応

しいHP作りが実現出来るという夢を抱いており

ましたが、このような拙いページしか作ることが

出来ませんでした。また 1T委員会は生嶋順理

(東京造形大学)、遠藤竜太(武蔵野美術大学)両

先生が委員でしたが、お二方を交えて充分に議論

せず、筆者の独断で作業を進めてしまい多大なご

迷惑をお掛けする結果となりました。

この点と併せて、この場をお借りしてお詫び、申

し上げつつ係からの報告とさせて頂きます。

学会ホームページ開設まで......52



学会事務局からの報告

倉地久

愛知県立芸術大学美術学部専任講師

1986年 愛知県立芸術大学大学院修了

1996年 インヲーシ yプ圏内研修

1999年 パンコヲシJレパコーン芸術大学にて 5ヶ月の研修

ノルウェ一国際版画ビエンナーレ賞

台湾国際版画トリエンナーレ銀賞

53......学会事務局からの報告

第 27回全国大学版画展が、平成 14年 11月

3 0日-12月 20日まで町田市立国際版画美術

館にて開催されました。今年度の参加校は 59校、

出品点数は 283点にのぼり、数多くの作品が陳

列されました。出品作品はいずれも力作がそろい、

手業を駆使したもの、デジタル手法を使ったもの

など、各大学の版画教育に対する取り組みの違い

が、表現の多様化に繋っている印象を受けました。

展覧会は初日から町田市民をはじめ大勢の来館者

が訪れ、この展覧会への関心の深さを伺い知るこ

とが出来ます。

そして本年より企画展示として、複数の大学か

ら木版技法を使用する学生の作品を集め、 「木版ー

その技法と表現」と題した展示コーナーを併設し

ました。これは版画を広く 一般の人たちにも理解

してもらうための一環として、今年度より始めた

ものです。今後他の様々な版画技法に目を向け、

順次紹介していく予定でいます。

例年問題になっている展示スペースの割り振り

も、 2段掛けにするなど工夫することによって、

空間内に納めることができました。しかしこの事

は積年の課題でもあることから、次年度は大学の

割り当て数や展示スペースを検討する委員会を発

足し、重点課題として取り組むことが決定しまし

た。

展覧会及び学会についてのその他の報告は、以

下のとおりです。大学版画展、チャリテイの詳細

は、会計なども含めて次回総会にて報告する予定

です。

• r油性 ・水性木版の多色摺り」と題した、古谷

博子 ・岩切裕子先生による公開セミナーの開催。

1 2月 1日 町田市立国際版画美術館版画工房に

て。制作者ならではの工夫を凝らした道具や技法

の紹介、完成までのプロセスをわかりやすく説明

する実践形式の議議。

・来館者の投票によって決まる観客賞は女子美術

大学 河西美穂さんの作品「ゆい」に決定。

・今年度大学版画展買い上げ受賞者の決定(32名)

.ホームページの開設。

アドレス http://cuapsj.org 学会の沿革、総会



報告、展覧会の要項など利用度の高い情報を掲載0

・版画 2005シンポジウム実行委員会から ispa

JAPAN '0 4~'O 5 と題した企画案の提示。

2004~5 年に、いくつかの展覧会やシンポジ

ウムを開催する予定。

.200 3年度事務局は愛知県立芸術大学から女

子美術大学へ移動

.2003年 3月名簿発刊予定

すっかり葉の落ちた町田の木立を背に、事務局

として大学版画展という節目を終えた安堵感を抱

きながら、最後の搬出使を見送り ました。おもえ

ば 2年前「たいへんやで」という 言葉と ともに、

前任者の京都精華大学の池垣先生から事務局を引

継ぎ、綱渡り操業でここまできた ような気がしま

す。送られた膨大な資料に驚き、それらは今でも

研究室のいたるところに山積みになって置かれて

います。これらの箱詰めされた資料は、広くない

研究室のただの荷物でしたが、問い合わせや学会

作業の確認の度に箱から資料を取り出 し、「そんな

ことがあったのか」などと、それが智恵袋に思え

るまでそう時間はかかり ませんで した。こうした

一連の作業を しながら、様々な版画への熱い想い

の集積と歴史が、この資料に集約されているだと

いうことに気付き、私もその中に身をおいている

のだということを自覚し、改めて事務局としての

責任の大きさを痛感いたしましたま した。

一方では、この 20年で事務局の業務量が増大

し、われわれの ような少人数の研究室ではかなり

の負担を強いられたことも事実です。京都、愛知

と首都圏以外の大学に よる事務局運営を試験的に

導入したわけですが、多忙化しつつある大学業務

を抱える昨今、 小規模な研究室でも円滑に事務局

業務をこなせるよう、学会業務の分割化等、シス

テムを再構築する必要があるのかもしれません。

最後になりましたが、この学会にご尽力いただ

いた賛助会員の皆様、紙面を借りてお礼申し上げ

ます。そして、展覧会と学会との連携で窓口とな

り奔走してくださった、町田市立国際版画美術館

す。

さらに事務局として至らないところが多々あった

と思いますが、やわらかく包み込んでくださった

会員の皆様、ありがとうございました。

公開セミナー
「油性・水性木版の多色摺り」

の佐々木学芸員にこの場を借りてお礼申し上げま 企画展示「木版ーその妓法と表現」

学会事務局からの報告ー ...54



編集後記

今回から 2年問、学会誌編集をおおせっかりま

したが、そもそもこの学会誌の前身である「大学

版画研究会 ・会報」の初回に編集を担当し、そし

て駒井哲郎先生追悼文を、野見山暁治先生にお願

いしたことなどが思い出されて、学会の発展と拡

充の歩みとともに感慨深いものがあります。

本号の編集にあたり、特集として「版表現をと

おって」といたしました。美術大学等でベーシッ

クな版画教育をうけ、その後、従来の版画の枠で

は収束できない多岐にわたる「版表現」ゃ「型表

現」での可能性を展開され、関心と注目をされて

いる方がいます。そんな方達に寄稿をお願いいた

しました。

まだまだ、さまざまな展開をされている方が多

いので次号もと考えています。

論文は、お二人の方から寄稿があり、版画交流

展報告の寄稿申し出を採用いたしました。

学会誌編集は、原 健(東京造形大学)、生嶋順

理(東京造形大学)、木村繁之(多摩美術大学、東

京造形大学)、木下恵介(東京造形大学)、編集記

録・阿藤久枝(東京造形大学)で行い、前編集ス

タッフの体裁とレイアウ トを踏襲し、前委員の木

村氏からアドバイスをうけスムーズに進行いたし

ました。

編集を終え、執筆くださった会員各位に編集委

員一同、厚くお礼を申し上げるとともに、次号に

も学会誌として優れた研究や技法などの発表の場

として寄稿いただけることを願っております。

大学版画学会第 32号

発行日

2003年 3月20日

編集 ・発行

〒 480-1194 愛知県愛知郡長久手町

編集委貝

原健

岩作三ッ峰 1-1

愛知県立芸術大学油画専攻・

版画研究室

大学版画学会事務局

TEL 0561-62-1180 (内f泉294)

FAX 0561-62-3038 

HP http://www.cuapsj.org 

木村繁之 木下恵介
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大畠版画自る研究ア文爪寄稿1-関する土田F宇田17=%ま VJ い 実見軍
大学版画学会の研究論文の寄稿は、次の要項によるものとする。

1、寄稿者の資格

大学版画学会の会員(一般会員、賛助会員を含む)、および大学版画学会学会誌編集委員会で

依頼した者であることを原則とする。

2、寄稿論文の内容

寄稿論文は、次の事項に関するもので、独自性をもった内容であること。

1、版画教育に関するもの。

2、版画一般及び専門に関すること。

3、大学版画学会誌No3 3寄稿論文の登録及び寄稿の期日

寄稿論文は、大学版画学会事務局に、 2003年 9月30日までに登録するものとする。受理された

原稿については、専用原稿用紙、レイアウト用紙を用いて、 2003年 12月1日までに寄稿すること。

4、寄稿論文は下記の要領で作成するものとする。

1)指定

1本文は学会誌専用原稿用紙 (22字x2 1行=4 6 2字横書き〕に書くこと。

2図・表 ・写真を含めて 40枚以内を原則とする。

やむをえず規程頁数を超過する場合は、編集委員会の審議を要する。

2 )注意事項

氏

1本文は、指定の字詰、行数で原稿用紙に記するか、ワープロ印字するものとする。

2図・表・写真は、明瞭に作成。撮影されているものであること。それぞれに番号と説明を附し、

表に半透明の紙をかけ、 トリミング等の指示をすること。

3図・表は、版下の作成を要しない仕上がりのものとする。但し、線、文字、図形等写真の可能

な範囲内での指定があればこの限りではない。

4寄稿論文は、コピー1部を同封するものとする。

5寄稿規程に著しく外れていると認められた原稿については、返却し修正を求める場合もある。

6寄稿論文は原則として返却しない。

-キ リ ト リー・・・・・・・・・

大学版画学会研究論文寄稿申込書

名 l所属(大学名)

論 文課題

副 題

原稿用 紙 枚数 枚l図表写真合計 点

連絡先:〒

電話 * 9月30日までに学会事務局へ送付すること

』



大学版画学会会則

第 1章総則
第 1条 本会は大学版画学会と称する。

第 2条 本会は会員相互の協力により大学に於け

る版画教育の進歩発展をはかることを目

的とする。

第 3条 本会は会務遂行上、事務局を設置する。

第 2章事 業
第4条 本会は第 2条の目的を達成するため下記

の事業を行う 。

1.全国大学版画展、国際交流展等の開催。

2. 学会誌の刊行とその他研究調査に関する

事業。

3.研究発表(公開セミナ一等)の開催。

4.その他必要と認めた事業及び活動。

第 3章組 織
第 5条 本会は会員を以って組織の主体とする。

第 6条 会員は版画教育及び研究に携わり、本会

の目的に賛同する個人とする。入会には

会員の推薦により、総会の承認を経て細

則に定められた年会費を納入する。

第 7条 本会に名誉会員、賛助会員、相談役、顧

聞をおくことが出来る。

1.名誉会員は版画教育に特別の功労のあっ

た人で役員会が推薦し総会で決める。

2.賛助会員は本会の主旨に賛同し事業活動

を援助する団体または個人で役員会の承

認を経て細則に定められた年会費を納入

する。

3.相談役、顧問は役員会の推薦により選出

し、必要に応じ会に協力する。

第8条 本会の事業を運営するために次の役員を

おく 。

1.会長 1名

2.事務局長 1名

3.運営委員 若干名

4.監事 2名

第9条会長は本会を代表する。

第10条事務局長は庶務会計事務を総括する。

第11条 運営委員は役員会に出席し会務を審議し

運営にあたる。役員会が必要と認めた場

合、専門委員会を編成することが出来る。

第12条 会長、事務局長、運営委員、及び監事は

役員会で協議選出し総会の承認を経て決

定する。役員の任期は 2年とする。但し

再任を妨げない。

第 4章運営
第13条 本会の会議は会員総会、役員会で行う。

1.会員総会は年 l回開催し本会の事業及び

運営に関する重要事項を審議決定する。

会長は必要に応じて臨時総会を招集する

ことが出来る。

2.会員総会は会員の過半数の出席を以って

成立する。議決は出席会員の過半数によ

る。但し委任状は出席数とする。

3.役員会は随時会長が召集し本会の運営企

函を行う。専門委員会もこれに準ずる。

第 5章会計
第14条本会の会計年度は 4月 1日に始まり、翌

年 3月 31日に終わる。会計監査は監事

が行う。

第15条 本会の運営経費は会員、賛助会員の会費

その他を以ってこれに当てる。

細則
1 会員は年額 4，000円の会員会費を納入する。

2 会員が退会を希望するときには退会屈を事務

局に提出し総会の承認を得なければならない。

3 会員の死亡に際してはその都度会長が指示す

る。

4 賛助会員は年額 1口、 30，000円を納入する。

細則
女 この会則は昭和 49年 11月3日よりこれを

施行する。

女 平成 12年 7月8日改訂。
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