




新作通信
2011年１月１日より 12月 31日の期間に
大学版画学会会員によって制作・発表された作品のなかから、
10作品をご紹介します。

大西伸明　ONISHI Nobuaki

熊谷誠　KUMAGAI Makoto

坂井淳二　SAKAI Junji 

鷹野健　TAKANO Takeshi 

仲森仁　NAKAMORI Hitoshi 

廣澤仁　HIROSAWA Jin 

桝本久水　MASUMOTO Kumi 

芳木麻里絵　YOSHIKI Marie 

吉田潤　YOSHIDA Jun 

吉浜 岳史　YOSHIHAMA Takefumi 

会長挨拶
「境界線を超えて交わる版画」　

大学版画学会会長
武蔵野美術大学教授

池田　良二

　二〇一〇年度より、運営委員会、総会の議決を経て、私が

大学版画学会会長の任に就くこととなりました。個として執

拗に制作を続けて来た人間が、学会という組織を運営する立

場に立つにあたり、感慨を新たにしております。

　「版画の彩展 2010 第三五回全国大学版画展」も、多くの

方々のお力添えを得て開催することができました。今回も版

画教育の現状と、その成果としての多彩な版画作品に多くの

人が触れる機会となりました。さまざまな役割を担っていた

だいた会員、学生のみなさんに、この場をお借りして御礼申

し上げます。

　今年度の大学版画展を無事に終えた今、あらためて本学会

の歴史を振り返ってみると、ちょうど二〇一〇年に生誕九〇

周年を迎えた駒井哲郎をはじめとする版画家の有志が、一九

七四年夏、日本の大学に版画を専門的に学ぶ場を広く設けよ

うと「版画科設置促進協議会」を起こしたことがその端緒と

いえるかもしれません。同年一一月には版画教育の更なる進

歩、発展を目的とした本学会の前身である「大学版画研究会」

が発足し、一九八六年「大学版画学会」と改称。現在では、

全国の美術系大学、教育系大学、短期大学、専門学校といっ

た高等教育機関所属の教員を中心に、会員三三〇名の大きな

組織に発展しています。

　この大学版画学会という同じ組織に属しているとはいえ、

異なる学校、また個性派揃いの会員によって構成された組織

ですから、発足当初から今に至るまで、当然互いに異なる考

え方や意見があり、そこには見えない境界のようなものが存

在してきたことも事実です。しかし、その境界を意識しなが

らも交流し、大学版画展の開催はもちろん、各校における自

律的な研究や大学版画教育の現状調査などを会報で報告し合

う、各校や学会企画として国際交流展を開催するなどの多様

な活動を地道に継続、深化してきたことが、そのまま本学会

の歴史となってきました。それぞれの領域をもち、それを尊

重し影響を受け合いながら集団の力でことを成す。これは実

は、他の美術の分野ではなかなか実現できることではありま

せん。その証に、他の分野に本学会のような活動を行なって

いる組織は存在しません。これも、版画だからこそのことな

のです。

　現在、会員資格の枠を広げることが検討されていますが、

これもある境界についての議論といえるでしょう。本学会の

存在の意味や今後の展開を踏まえつつ、これまでの境界をど

のように設定し直すのか。みなさんの意見を十分に反映した

形で、よい結論が出せたらと思います。

　版画はいつの時代でも、政治・経済・文化の変遷の中で概念・

領域の拡大をともないながら変貌し、現代の美術の一翼を

担ってきました。それはある意味常に境界にあって、時に軽

やかにその境を超え得る版画独自の自在さが根底にあったか

らだと思います。近年、その時々に間仕切りを自在に変化さ

せ、内外の区別さえなくして自然と一体化する日本建築の独

特な空間意識が世界的に再発見、評価されているようですが、

版画もまた、この空間意識のように、国や言語の違いを超え

て広く受け入れられる要素を内包していることは、歴史的に

見ても明らかです。

　私ごとになりますが、二〇一一年一月、私は、カナダ・ア

ル バ ー タ 州 立 大 学 の 美 術 館 で 開 催 さ れ た 展 覧 会

「Transcendence: Four Artists, Four Cultures」に招聘され現

地を訪れました。この展覧会はヨーロッパ、北アメリカ、ア

ジアという異なる地域の四人の作家によるものでしたが、同

展のリーフレットに Jetske Sybesma 博士はこう記していま

す。

「Transcendence は、四名の国際的に活躍する版画家たちの

視覚言語（visual language）を集結し、記憶と時間、超空間、

場所、存在と不在、などを追及した現代的グラフィックアー

トを讃えるものである。展示された版画作品は、三大陸がそ

の境界線を超えて交わる現代版画という分野を代表するもの

であり、その意味で、単なる作品の集まりというふうにとら

えてはいけない」。

　版画とは、境界に立つ発言力ではないでしょうか。境界を

意識しながら再構築を繰り返す。その動きのなかで、境界、

際（きわ）から新たな表現が創作されることが期待されます。

視覚言語としての版画が、国境・表現・世代といったあらゆ

る境界を超えて、世界的視野での交流の機軸となることが可

能なはずです。そのような役割を果たすこれからの人材育成

の観点で見ても、本学会の存在の重要性は今後益々増すこと

であろうと私は思っています。

「Transcendence: Four Artists, Four Cultures」展
左からモーリス・パスターナク（ベルギー）、ウォルター・ジュール（カナダ）、
池田良二、カール・アムライン博士（アルバータ大学副学長）、峯村保雄(在
カルガリー日本国総領事）ジム・コリガン（美術館デレクター）　　　アルバー
タ州立大学美術館にて1月20日
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新しい過去
2010年10月1日～10月31日　MA2gallery（東京）

　ギャラリーの中に組み上げられた、一軒のビニールシート仕立ての小屋。それが展覧会における演出などではなく作品そのものであるこ

とに気づくまで、時間と助言が要ったことを告白したい。鉄パイプやロープこそ本物に違いないが、ビニールシートは大西が型に取り、そ

れを樹脂で成型したのちに彩色したいわば立体の版画である。つぶさに観察すれば、ビニールシートの下部と上部の色が不自然な違いを見

せていることや、隙間から内部を覗き見て裏面を観察すると、色が表面と異なり未彩色の透明なそれであることから、それが本物のビニー

ルシートではないと思い至る。

　あるものを見、それを認識するまでの時間はきわめて短い。私たちは経験の蓄積によってそれを自然と行なっていると思っているが、大西

はその隙を突くのである。知っているが、よく観察すれば非なるもの。大西の作品は認識の裏をかく不気味なものであり、一方で丁寧に仕上

げられた細部からなる全体が美しさを放つ、無二の版画にほかならない。

小金沢智（世田谷美術館学芸員）

koya
350×350×310cm
painting on resin ,steel

京都市立芸術大学
大西伸明　ONISHI Nobuaki

1972　岡山県に生まれる

1998　京都市立芸術大学美術研究科 修了

熊谷誠展　家／ノートブック
2010年12月4日～12月9日　堤側庵ギャラリー（三重）

境界。ふたつの事柄の狭間にあるもの。

　山の稜線は、遠くから眺めると確かに山の端と空との境界を認めることは出来ますが、ある地点から見たときの稜線であり、どこまで近

づいても天と地を分ける線に辿り着くことは出来ません。目に映る風景と実体の曖昧さが、境界に惹き付けられるところであり、ここから

風景の輪郭を描く作品がはじまりました。

　ドライポイントによる「家」シリーズは昨夏、古い木造家屋から埃を被ったノートが５～６冊見つかったところからはじまりました。ノ

ートには、何年にも渡る日々の記録が罫線の間を埋め尽くしていて、それを見た瞬間、様々な記憶が蘇るとともに、室内の空気がみるみる

密度を増して家屋の隙間から外へと溢れ出すような感覚にとらわれました。家屋の内と外という実体としての境界は、次第に曖昧なものと

なり、同時に実体の如何に関わらず、長い時間のある時期を示す境界が、私の内に形作られてくるのです。

家
24×46cm
ドライポイント

京都精華大学
熊谷誠　KUMAGAI Makoto

1968　京都市に生まれる

1993　京都精華大学大学院美術研究科 修了



坂井淳二 展　「Pale moon」
2010年3月29日～4月4日　Oギャラリー（東京）

限りなく影のない状態で、作品を見たいと思った。

キャンバスを前に、なんども色を重ね乾かす、そしてまた色を重ねる。

目の前に立ち現れる色と形に感動し、そしてまた色を重ねる。

アトリエでの仕事を終え、部屋の電気を消し、しばらくまだ乾ききっていない作品を眺めている時、突然、目の前のイメージが動き出す。

どうか、そのままでいて欲しい衝動にかられる。

それは、色と形の不確かさを感じる瞬間でもある。

先ほどまでの、色も形もそこにはなく、薄暗いアトリエの中で見るイメージは溶け行くように、蠢いてみえる。

まるで、蒼白の月の下で見える「色と形」、地球上の全ての物をとかし、目に見える全ての物を包み込む状態のようだ。

それは同時に色の存在、形の存在を認識する瞬間でもある。

Pale moon'10-XXI
100.5×66.9cm
Lithograph

大阪芸術大学
坂井淳二　SAKAI Junji

1971　香川県坂出市に生まれる

2001　大阪芸術大学美術学科 卒業

cycle
37.5×28.3cm
紙・モノタイプ

DISTANCE - Takeshi Takano -
2010年3月22日～5月30日　Galerie ARTE.FAKT（ドイツ）

多摩美術大学
鷹野健　TAKANO Takeshi

1980　神奈川県に生まれる

2005　愛知県立芸術大学大学院油画専攻 修了

　鷹野の作品はデカルコマニーと近しい関係にある。自動記述＝オートマティスムしかり、無意識に価値を置いたシュルレアリストに好まれたデカルコ

マニーは、日本ではシュルレアリスムの紹介者である美術評論家・瀧口修造（1903-1979）が晩年自ら実践したことでも知られている。ある支持体に置

いた絵具を別のそれに転写することで生まれる予想もできない色・かたちの饗宴は、作者の意図を超えたところ̶無意識で作られると歓迎されたのだ。

ただ、シュルレアリストが作品から意識を取り除かんと欲していたのは彼らの生きた時代性ゆえとも考えられるだろう。すなわち、アンドレ・ブルトン

を始めシュルレアリストが政治に対してきわめて強い関心を持ち、発言もしていたことを思い起こせば、彼らにとってオートマティスムやデカルコマニ

ーはある種のイデオロギーからの脱却としての武器だったのではなかったか。オートマティスムも必ずしも完全な偶然の元になされたものではなかった

ことが明らかにされているが、それでも彼らが現実を撃つ手段として偶然や無意識に大きな可能性を見出していたことは間違いあるまい。

　対して、鷹野の作品はそのような意図の元に制作されているわけではない。鷹野の作品はリアルな政治に直接結びつかず、現実との関係をむしろ曖昧

でぼやけたものとして捉えるための手法の採用と考えられるからだ。転写時にぐにゅりと色と色、かたちとかたちが混ざり合ったのだろう。いずれの作

品も明確な像が結ばれておらず、かつ水滴のようなものがフィルターをかけるように私たちの前に立ちはだかっている。それにより元のかたちが何だか

わからないものも多い。よく見ればそれらは人だったり風景だったりし、鷹野が日常的に目にしている光景なのだが、私の視界に映るのは茫漠としたも

のばかりである。その点では敵の存在を想定していたであろうシュルレアリストの問題意識とは真逆である。が、むしろ今の時代は鷹野のそれこそリア

ルであるという逆転がある。（抜粋）

　展覧会レビュー（現代美術ウェブマガジン カロンズネットより転載）　 小金沢 智（現 世田谷美術館学芸員）



画廊選抜版画二人展　仲森仁×小島ふみ
2010年11月22日～11月27日　表参道画廊 （東京）

　フォトエッチングを主に作品制作して、十年と少しのときが経過しようとしている。フォトエッチングとは防蝕性の感光乳剤を銅板上に塗

布・定着し、遮光性のあるイメージ原稿を重ねて露光・現像することで、イメージのマスキングが施され、その後エッチング等によって、製

版する銅版の技法のひとつであります。版と対峙するなかで原稿作成と現像処理等のプロセスが加わり、版画の間接的な表現の部分をより一

層強く思考する必要があると思っています。  以前は再現性と技術を追求し、原稿作成で緻密な精度の高い諧調が得られるドット(点)の形状や

コンタクトスクリーン(網点 分解用フィルム)の処理プロセス等でその効果を模索していましたが、近作では粒子状の表情を含むモチーフを利

用することで、 そのプロセス自体をイメージのなかに取り込み、イメージが示唆する要因とマチエールが起因する要因とを交差させ、新たな

イメ ージが表出できるのではないかと試行しています。  プロセスの多い技法は設備や材料の負担があり継続するのは難しいのですが、その

分、場面場面での選択と組み合わせがあり、 飽きることがなく、様々な試みが出来るのではないでしょうか。

武蔵野美術大学
仲森仁　NAKAMORI Hitoshi  

1976　三重県に生まれる

2004　武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻版画コース 修了

graphic #2
75×98cm
フォトエッチング

廣澤仁 展　
2010年11月6日～11月9日　柳沢画廊（埼玉）

　金や銀などそれ自体は色彩を持たず、周りの環境によってゆらぎ、時間によってうつろい変化する表層に興味があります。

　絵画はスタティックなイメージがありますが、実際は時間の縦軸と空間の横軸をもつダイナミックなメディアだと思っています。

　たとえば、鑑賞者の身体のリズム、心の働きにより絵画は揺れ動きますし、また日中に太陽光のもと鑑賞するのと日没後ではその印象は刻々

と変わっていきます。もっと永いスパンでは何年か後に再び鑑賞した時、以前とは異なった部分が前景化していることはよくあります。

　また釘ひとつで設置できる利便性からアトリエからホワイトキューブへ日常生活の場へと背景が変わる事が容易に可能で、それにより文

脈あるいは内容そのものも変化します。そしてそれを追うように鑑賞者も空間を移動し、鑑賞する際には視線のうつろいにともなう前後左

右への移動。その道すがら高まる期待感や幸福感、その道程を含めた総体が絵画として組み込まれています。

　時間の縦軸、空間の横軸を意識しながら作品を見ています。（作っています）

　最近では金、銀の光の作品と平行して、それらと対をなす、モノクロームで表面に蜜蝋を刷って時間を加速させたヒビの入った作品も再

び作り始めました。

左.　夜草園
145.5×112cm
シルクスクリーン、蜜蝋、パネル
ed.2  

武蔵野美術大学
廣澤仁　HIROSAWA Jin  

1976　山口県防府市に生まれる

2001　武蔵野美術大学造形研究科美術専攻版画コース 修了

右.　風紋
145.5×224cm
シルクスクリーン、パネル
ed.3  



隣 室 の ソ リ ス ト 
2010年11月1日～11月6日　GALLERY b. TOKYO（東京）

　作品の中に登場するのは街の中にいる一瞬すれ違うだけの他人ばかりで、その登場人物達は自分の中に潜む尽きる事のない欲求や凶暴性

を表面上は日々隠しながら、社会が上手く循環するように暮らしているように見える。しかし私の目を引くそれらの人々は、その心の襞に

潜ませている思いが少しだけ漏れてしまっている時がある。街の雑踏にまぎれて独りでいる時だ。私はその“漏れ”に嫌悪感を抱くが、自分の

中にもある襞に同じものを潜ませている事に目を伏せる事ができず、その嫌悪感に共感し安心感と大きな魅力を感じている事は否めない。

　私は直接その他人達に接する事は決してない。私もまた何者でもない大勢の中の他人であるからだ。街の雑踏の中で透明な壁１枚隔てた

向こう側から漏れてくる物音、その息づかいを私はひっそり耳を澄ませて聞いている。

マリオの明かき糸
42×30cm
エッチング・シルクスクリーン

多摩美術大学
桝本久水　MASUMOTO Kumi

1976　東京都に生まれる

2004　多摩美術大学大学院美術研究科 修了

芳木麻里絵 個展
2010年3月29日～4月17日　SAI Gallery （大阪）

　昨年、大阪のSAI Galleryで開催された初個展について報告します。私は、シルクスクリーン技法を用いて、数百回インクの層を重

ねたオブジェ作品を制作していています。作品モチーフには、これまででは、ビニール袋や紙くずなど取るに足らないものから、デュ

ーラーの銅版画や伊万里焼きといった美術工芸品まで様々なものを選んできました。今回の展覧会では、伊万里焼きの青い絵付け皿、

チョコレートや、菓子包装用の銀紙などを原寸大サイズで制作し、総数１０点を展示しました。

　これらモチーフ選択には、モチーフの形状よりも、たとえば、アルミの銀紙ではキラキラとした質感であったり、チョコレートであれば独

特の艶であったり、そして伊万里焼きでは滲んだ絵付けの線がガラス質の中に溶け込んでいるような表情であったりと、モチーフの表面の質

感そのものへの興味が中心となっています。その質感の表現に向けて、モチーフをスキャナーやカメラでパソコンに取り込み、フォトショッ

プなどの画像編集ソフト上でモチーフの色域に沿って５～１０版ほどの版にわけ、それぞれの版を１００回～２００回ずつ、色を変えて刷り

重ねています。つまり、モチーフの形状に沿ってそっくりそのままに再現するのではなく、モチーフ表面の光の表情から版分解し、平面画像

イメージをインクの層で重ねることにより立体的に表現しています。この二次元から三次元へ移行していく状態にとても興味があり、自身の

制作の基軸となっています。

京都市立芸術大学
芳木麻里絵　YOSHIKI Marie

1982　生まれ

2008　京都市立芸術大学大学院美術研究科 修了

ita-choco #02(detail) 
24×30cm
ガラス板の上にシルクスクリーン

撮影：表恒匡 OMOTE Nobutada



HOGAS　東京藝術大学版画研究室 STAFF展 2010
2010年12月20日～12月25日　みゆき画廊（東京）

　頭の中にあるイメージに近づけるために鉛筆で執拗なほどに形を厳選し、精度を上げ、それをさらに刃物で形を膨らませ、そしてそぎ落

とす。再度、刃物によって板に作られたイメージは自分の体の重みをかけて、墨を使い湿度があるものとして和紙に記憶されてゆく。

　頭の奥のほうにある無数の記憶を呼び覚まし、コラージュして自らの視覚的欲求に満足できる強度を持ち快楽に浸れる作品。現実を切り

取りながらも歪みを覚える空間。版によるレイヤーは体の形を維持している皮膚的要素でもあり、器官の一つである。そのことを常に大事

に考え制作しています。

身にまとうもの
70×120cm
水性木版・楮紙、墨、インク、銀箔

東京藝術大学
吉田潤　YOSHIDA Jun 

1982　東京都に生まれる

2008　東京藝術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻版画研究領域 修了

GTS 観光アートプロジェクト 隅田川 Art Bridge 2010　「隅田川新名所物語」展
2010年10月20日～11月6日　東本願寺 慈光殿2階（東京）

　これは、2010 年に行われた東京藝術大学、台東区、墨田区とのアートプロジェクトで制作した作品の一つです。

　真っ赤に錆びたトタン、ひび割れや経年劣化の激しい外壁、蔦に覆われた家屋、戦火を逃れ当時のままの姿の木造家屋。隅田川から向島

界隈を散策して出合ったモノたちです。

　新たな建造物が建ち、景色が変貌を遂げていきますが、散策して見えてきたのは、それらよりも昔から変わらず存在している威風堂々と

した建造物の姿でした。そんな風格を、江戸時代に隅田川で盛んに行われていた紙漉き、なかでも何度も再利用した“ちり紙”と呼ばれた再生紙

という古来の知恵を、現代に少しでも芸術に活かすことができないかと思い、身近に出てくる古紙、パルプ、楮等、さまざまな紙の端切れを

素材とした再生紙を漉いて版画にしました。

　物々しさ、物質感、物体。様々なモノたち。「ものものしいもの」

　それがこのちょっと妙なこの言葉の由来です。

ものものしいもの Ⅰ
45×45cm
エッチング・アクアチント、手漉き紙

東京藝術大学
吉浜 岳史　YOSHIHAMA Takefumi 

1981　神奈川県に生まれる

2009　東京藝術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻版画研究領域 修了
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論文
「ゴヤと18世紀後半の版画技法」

笠原健司

2004年 　金沢大学教育学部大学院修了

2010年　スペインマドリッド在住

 はじめに

　本論文はおよそ二百年前のスペインの版画技法に

ついて画家フランシスコ・デ・ゴヤ Francisco de 

Goya y Lucientes(1746-1828) を主軸に論じたも

のである。18 世紀後半のスペインは王立サン・フェ

ルナンド美術アカデミーの版画部門の設置、王立版

画院の設立を例にとるまでもなく版画芸術が花開い

た時期であった。また、それまでフランス依存で

あった版画技法書もマドリッドでカスティジャノ語

のものが出版され、フランス語を解さない者にも銅

版画制作は開かれた。民衆向けのリーズナブルな単

品版画も浮世絵のごとく売られていたし、新聞や日

報には現在の写真のように版画作品が視覚媒体とし

て役割を果たしていた。ゴヤはこの時代に版画を制

作し始め、世紀末の 1799 年に最初の版画集《ロス・

カプリチョス》を発売している。

　版画芸術の伝統的な土壌はイタリアをはじめフラ

ンス、ドイツといった国で出来上がったが、スペイ

ンは地理的条件から技法も様式も受容する傾向に

あった。しかし、ゴヤによる版画作品は近代美術史

においても希有な存在であり、また、独創に富んだ

制作手法は研究対象として有意義なテーマと考え

る。本論文はゴヤが版画制作を行った時代、スペイ

ンではどういった方法で版画制作を行っていたの

か、教育機関である美術アカデミーや版画技法書を

中心に論じるものである。

1. ゴヤの四大版画集と版画技法

　画家ゴヤは生涯に多くの版画作品を残した。絵画

制作を生業とする美術家が版画を制作することは珍

しくなかったが、ゴヤが制作した版画の数は、同じ

時期の画家によるものに比べて圧倒的な量を誇って

いる。時代順に大別するならば、版画集ではない単

体の版画作品群、およびシリーズ版画〈ベラスケス

の絵画の版画による模写〉Las Copias de Cuadros 

de Velázquez（以下、〈ベラスケスの模写版画〉）

の時代（1774-1787 年制作販売）、版画集《ロス・

カプリチョス》Los Caprichos の時代（1799 年販

売）fig.1、版画集《戦争の惨禍》Desastres de la 

Guerra の時代（1814-1820 年頃制作）、版画集《闘

牛技》La Tauromaquia の時代（1816 年発売）、

版画集《妄》Los Proverbios あるいは Los Desparates

の時代（1864 年発売）、亡命先のボルドーで発売

された《ボルドーの闘牛》（1825）、そしてマドリッ

ドとボルドーで制作された最後のシングル・プレー

ト fig.2 の時代（-1828 年）である。サラゴサでの

修業時代を除けば、その生涯において本業であった

絵画制作の合間にコンスタントな版画制作を行って

いたことになる。ゴヤがなぜ版画制作に生涯たずさ

わっていたのかについて論考することは本論文の意

図するところではないが。自分のイメージをより多

く流布させたかったのかもしれないし、宮廷画家と

いう公的な仕事ではない版画制作自体に魅力を感じ

ていたのかもしれない。ともあれ、ゴヤの版画制作

への熱は生涯を通じて消えることはなく、その手法

や技法も習熟・変化していた。

　ゴヤの銅版画作品には基本的にエッチングとアク

アチントが使われている。特にアクアチントは初期

の作品である〈ベラスケスの模写版画〉シリーズか

ら使われており、四大版画集と呼ばれる《ロス・カ

プリチョス》から《妄》まで、《戦争の惨禍》でエッ

チングのみの版が存在する以外は、ほとんどすべて

の版をこの技法で制作している。版の修正にはドラ

イポイント、ビュラン、バニッシャーを使っており、

これは他の版画家による同時代のエッチング作品に

も同じ方法がとられている。リトグラフの作品は最

晩年に制作されており、版画集ではなく単体の作品

であった。

　 直接技法であるビュラン彫版と間接技法である

エッチング彫版ではそれらを使う作家の棲み分けが

なされていたといえる。前者は職人的版画家、ある

いは熟練の技を持つ版画の専門家であり、後者は版

画を専門職としない画家などの作家にも開かれた技

法であった。ゴヤも後者に入るため、現存する作品

にビュランのみのエングレーヴィングの作品は存在

しない。18 世紀、ビュランは「甘美で崇高なる線

芸術」talla dulce i とでも訳される権威的な技法で

あった。フランスの版画家ジャック・カロ Jacques 

Callot(1592-1635) はエショップという道具を使

用し、ビュランで彫版したような線を得ていたが、

これはビュランによる彫版が権威をもっていた証拠

といえよう。

fig.1.

フランシスコ・デ・ゴヤ、《ロス・カプリチョス》、55 番〈死ぬまでは〉

（エッチング、アクアチント、バニッシャ̶、ドライポイント）

220×154 mm（銅版サイズ）

1799 年以前、マドリッド国立図書館所蔵

fig.2. 

フランシスコ・デ・ゴヤ、（《エル・ビト》）

（リトグラフ）、180×182 mm（イメージサイズ）

1824-1828 年、マドリッド国立版画院所蔵
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　また、技法による版画家の棲み分けを版画の主題

に依拠することもできる。マドリッド国立図書館が

所有する版画作品を調査すると、王侯貴族の肖像画

にはビュランが使われることがほとんどで、次に建

築物や風景を扱った版画や歴史を主題とした版画に

ビュランが使われる傾向にあったことがわかる。民

衆版画や記録版画 fig.3 にはエッチングが使われる

傾向にあり、市民向けのファッション・プレートな

どはその好例である。ファッション・プレートは流

行の服を着た男女が描かれたもので、多くは民衆が

容易に入手できるように安価な単品販売がなされて

いた。後述するが、ビュランによる版画制作はメダ

ル彫金などから作家が流れており、民衆向けの風俗

を描いた版画を制作することは少なかった。

 　ゴヤが 1799 年に販売した《ロス・カプリチョス》

は現在もマドリッドのグランビア通りの裏にあるデ

センガーニョ通り Calle del Desengaño で販売さ

れていた。王宮の西、プエルタ・デル・ソルの北に

あたるこの地域は、1808 年の市街図 ii をみるとこ

の通りは拡大するマドリッドの中心部であり、商店

が並ぶにぎやかな場所であった。《ロス・カプリチョ

ス》が書店や画商の店ではなくこの通りにあった香

水販売店に並べられた意図については定かではな

い。だが、こうした場所をゴヤが選んだ理由は、

ファッション・プレートのような手頃な作品と同じ

売り方をする目的があったのかもしれない。このデ

センガーニョ通りの名称についてはジャニス・A・

トムリンソンがゴヤの修辞的な趣味との関連で述べ

ているので参照されたし。iii  

　ゴヤが選んだエッチングという技法は、画家によ

る版画制作の伝統的な選択であったことは間違いな

い。ゴヤはビュランによる作品制作を目指したとい

う記録は残っていないことから、慣例に従ってエッ

チングを選んだとすることができる。但し、既に述

べたように主題と需要する層を考えると、版画集

《ロス・カプリチョス》をエッチングで制作したと

いう事実は単にビュランに比して短時間で仕上がる

というわけではなく、民衆向けの技法という認識が

働いていたためかもしれない。

2. アカデミーにおける教育制度と実態

　主題による技法の棲み分けがみられるとはいえ、

教育機関である美術アカデミーでは学生はビュラン

を中心にさまざまな技法を学んでいた。ここでは教

育機関などを中心にゴヤの時代の版画を取り巻く状

況について述べることとする。

　18 世紀の後半はヨーロッパ諸国にさまざまなア

カデミーが出現した。ドイツ、イタリア、フランス、

そしてイギリスなどで素描学校や美術学校が設立さ

れた。世紀の終わり頃には新大陸でもメキシコに芸

術アカデミーが設立された。マドリッドの王立サ

ン・フェルナンド美術アカデミーもこうした動きの

なかで 1752 年に設立された。それまでもアカデ

ミーの構想はあり、17 世紀初頭にローマのアカデ

ミーを手本としてマドリッド・サン・ルーカス・ア

カデミーが運用されていた。王立サン・フェルナン

ド美術アカデミーに至るまで、いくつかの試みがな

されたが、1744 年からはじまる準備を経てスペイ

ンにおける指導的、中心的な立場のアカデミーとし

て王の庇護のもと誕生したこのアカデミーはその後

も権威を持ち続けることになる。設立当初の名称は

王立サン・フェルナンド三大崇高芸術アカデミー

Real Academia de las　tres nobles artes de San 

Fernando であり、つまり絵画、彫刻、建築の三大

崇高芸術の名を冠していた。版画部門は絵画部門の

もとに設立当初から設置されており、1754 年に行

われたアカデミーでの授賞式では、三大芸術の中で

「普及が簡単」な分野として版画芸術の発展を強調

している。iv 

　『スペインの旅』の作者であり王立歴史アカデ

ミーの部長職、同じく王立サン・フェルナンド美術

アカデミーの秘書官を務めたアントニオ・ポンス

は、スペインの王宮やその他の機関が所蔵する美術

作品が国外に紹介されていないことを嘆き、「国の

内外の多数の古典主義の画家たちによる優れた作品

を版画にしたら、どんなに立派な事業となるか」と

している。 これを受けて v1777 年には国王の内務

大臣であったフロリダブランカ伯爵が王室コレク

ションを複製版画にするという計画を打ち出してい

る。この時代、版画は極めて重要な大量視覚媒体と

して機能していたし、国家の事業として成す事を期

待していた。

　ゴヤはこうした動きに応えるかのように 1774 年

から〈ベラスケスの模写版画〉を制作、販売してい

る。前世紀の国民的画家でありゴヤ自身も崇敬する

ディエゴ・ロドリゲス・デ・シルバ・イ・ベラスケ

ス Diego Rodríguez de Silva y Velázquez(1599-1660)

による、全身肖像画をはじめとした絵画作品群

fig.4 を手に取れるサイズに複製したエッチング作

品で、1770 年代後半から 1780 年代半ばにかけて

制作されている。腐蝕が弱かったのか線は非常に繊

細で《ロス・カプリチョス》に比べると淡く軽い印

象を全体から受ける作品群である。ゴヤの版画はス

ペイン版画の歴史において傑出した作品ではある

が、この時代における版画芸術の需要の状況をみる

とゴヤの初期の版画における制作動機の別の一面が

見えてくるのではないだろうか。ゴヤの〈ベラスケ

スの模写版画〉で対象とされた絵画はほとんどがマ

ドリッドの王室絵画コレクションであり、ポンスが

提唱した内容に見事に合致する内容だったのであ

る。

　ゴヤが〈ベラスケスの模写版画〉で使用した技法

はエッチングであったが、アカデミーで教授されて

いた基礎となる技法はビュラン彫版であった。画家

と版画家は使用する技法で棲み分けがなされていた

と述べたが、アカデミーではビュランの技術が要求

されていた。版画部門の最初の奨学生のポストも

ビュランを先行する学生を対象としていた。1760

年の奨学生を募るコンクールから「ビュラン」の指

定が明確になされ、1762 年のコンクールも同様で

あり、1766 年には「ビュランのみ」で制作との指

定がある。次ぐ 1769 年も同様の指定がなされてい

る。ちなみにどのコンクールも銅板を使用しなけれ

ばならなかった。モティフは多くの場合素描を縮小

して模写する課題であり、これも複製版画の制作を

意図していたといえる。

　複製版画の需要が高まる中、1789 年には王立版

画院 Calcografía Real が設立される。これによっ

て模写版画をはじめとするスペイン版画は大量に制

作され、王立印刷所で刷られるようになる。国内に

fig.3. 

ホセ・ロドリゲス、《気球の実験》

（エッチング）、296×220 mm（銅版サイズ）

1792 年、マドリッド国立図書館所蔵

fig.4. 

フランシスコ・デ・ゴヤ、〈ベラスケスの模写版画〉、

〈ラス・メニーナスあるいはフェリペ四世の家族〉

（エッチング、ドライポイント、ビュラン）、252×186 mm（銅版

サイズ）

1778-1785 年、マドリッド国立図書館
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存在する絵画作品の模写版画は海外に向けて輸出さ

れた。特にイギリスのグランドツアーなど、ヨー

ロッパ内における旅行ブームもあり、外貨獲得と観

光産業に根ざした事業となっていった。王立版画院

には設立当初二台のプレス機しかなかったが、

1793 年までに六台に増やされている。とはいえ、

この王立版画院は版画家による作家集団ではなく、

王立印刷所と政府各省の仕事の請負、散逸している

版画作品の収集、版の管理などを行う機関であっ

た。運営には経費節減のため制作者を請け負った仕

事ごとに随時雇用しており iv  、常駐していたのは

わずか四人の職員であった。王立版画院は国立版画

院に名を変えて現在も研究機関として機能してお

り、版の管理や保存・修復を行っている。

3. 版画技法書

　ここまでに述べたように、金属凹版画はスペイン

において需要が高まり、それに伴い作家も増えて

いった。しかし、版画のみについての専門的な技法

書は多くはなかった。ゴヤの時代までに制作者が参

照できた技法書で最も利用されていたのはフランス

のアブラハム・ボス Abraham Bosse(1602-1676)

による『銅版版刻法』De la manière de Graver a l'eau 

forte et au burin et de la gravûreenmanière noire... vii で

あったことは間違いない。同書は初版が 1645 年に

出て、第二版は 1701 年に、18 世紀の終わりには

第三版 (1745) が広く読まれていた。スペインでは

フランス語を第一外国語とすることが伝統的にあっ

たため、本書を原文のまま読める教養人もおり、ゴ

ヤもフランス語を習得し読書をしていたとされる。

カスティジャノ語で書かれた版画についての専門の

技法書はゴヤの時代まで見いだせないが、美術事典

および美術書の中に版画技法の項目が掲載されるこ

とはあった。アントニオ・パロミーノ Antonio  

Palomino de Castro y Velasco(1655-1726) によ

る『絵画館と視覚規範 II』El Museo Pictórico y Escala 

Óptica, Tomo II (1724)viii  fig.5は第二巻の十五章四節

に項目が設けられているが、アブラハム・ボスの初

版を踏襲しており、表現が酷似している。特に硬い

ワニス、つまり銅版の防蝕皮膜であるグランドの作

製法のレシピはほぼ同じである。パロミーノの文献

の 37 年後、ボスの第三版の 16 年後にマドリッド

でマヌエル・デ・ルエダManuel de Rueda(1730-1771)

によって『銅版版刻法』Instruccion para gravar en 

cobre  ...ix fig.6 が出版されている。

 

　ルエダの技法書は内容からみると明らかにボスの

第三版を原書としている。例えば、ボスの技法書の

初版ではグランドについて、硬いワニスと軟らかい

ワニスがそれぞれ一種類ずつ紹介されているが、第

三版になると硬いワニスは一種類追加されているだ

けなのに対し、軟らかいワニスは七種類に増えてお

り、ページ数も後者に多くが割かれている。ルエダ

の技法書にあるグランドの構成はこの第三版とまっ

たく同じで、硬いワニスが二種類、軟らかいワニス

が七種類となっている。18 世紀後半は軟らかいワ

ニスが通常使われていたといえる。硬いワニスはボ

スの時代に前述したジャック・カロのエショップと

いう道具との組み合わせで使われていたものであ

り、時代が下り使われなくなると伝統的に使われて

きたニードルによる彫版に適していて取り扱いが容

易な軟らかいワニスが使われるようになるのであ

る。ただし、目次構成に関しては入れ替えと追加が

ある。

　ルエダの技法書の他には、18 世紀のうちにはカ

スティジャノ語で書かれた三つの資料を見いだすこ

とができる。一つは技法書や美術書ではなく、版画

家パブロ・ミングエトによる版画の制作法を簡潔に

まとめた一枚ものの版画作品 fig.7 である。画面上

部に図版が、下部に腐蝕銅版画の制作法が書かれて

いる。この版画の制作年代について、マドリッド国

立図書館のカタログ・レゾネには「1761 年（？）」

とされており、ルエダの技法書と同年と推測されて

いるが、グランドについては「硬いワニス」が一種

類紹介されているだけで、ボスの第三版を踏襲した

ルエダの技法書との同意時代性は見いだせない。ミ

ングエトのこの版画の「硬いワニス」の製法と表現

はよりパロミーノに似ており、年代設定はとにかく

としてその典拠はルエダやボスの第三版ではないと

するほうが妥当である。

 　ルエダの技法書から 27 年後の 1788 年に二冊

の美術事典が出版されている。ひとつはディエゴ・

アントニオ・レホン・デ・シルバ Diego Antonio 

Rejón de Silva による『崇高美術事典』Diccionario de 

las nobles artes  fig.8 で、もうひとつはパンプローナ

出身で聖職者でもあったフランシスコ・マルティネ

ス Francisco Martinez による『美術知識の入門書

* 絵画 , 彫刻 , 建築 , 版画事典』INTRODUCCIÓN AL 

CONOCIMIENTO DE LAS BELLS ARTESⅺ  fig.8 である。

共通するのは両者とも建築、絵画、版画、彫刻につ

いての用語をアルファベット順に列挙している点で

あるが、それぞれの項目に割かれる内容と分量は異

なる。前者はより入門書に近く、一つの用語につい

ての解説も少ないが、後者は相対的にみると詳細に

書かれている。シルバの美術事典はどちらかという

と概説的であり、ワニスの製法なども詳細に書かれ

ていないため、入門者のための教養的資料だったの

であろう。

fig.5. 

アントニオ・パロミーノ『絵画館と視覚規範 II』、中表紙、1724 年、

マドリッド

fig.6.

 マヌエル・デ・ルエダ『銅版版刻法』、中表紙、1761 年、マドリッ

ド

ffig.7. 

パブロ・ミングエト、《銅版画および木版画のための教授》

（エッチング、ビュラン）、151×187 mm（銅版サイズ）

1761 年、マドリッド国立図書館

fig.8.

アントニオ・レホン・デ・シルバ『崇高美術事典』、中表紙、1788 年、

セゴビア

fig.9.

 フランシスコ・マルティネス『銅版版刻法』、中表紙、1788 年、マ

ドリッド
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　マルティネスの美術事典で紹介されている軟らか

いワニスの製法をルエダの技法書と比較してみる

と、18 世紀後半に使われていたワニスの実態をつ

かむことができる。この二冊を比較対象として選ん

だ根拠は、使用頻度の高かった軟らかいワニスと同

時代性を重視したためである。まず、ルエダの技法

書はこの時代にカスティジャノ語で書かれた唯一の

版画専門の技法書である点で、次にマルティネスの

技法書には硬軟両方のワニスについて掲載し、さら

に軟らかいワニスの製法を硬いワニスの製法よりも

詳細に書かれている点から同時代性を反映している

ものと判断した。また、ミングエトの版画には軟ら

かいワニスが紹介されていないのでここでの比較対

象とはしなかった。

マヌエル・デ・ルエダ『銅版版刻法』pp.81-85

●「現在パリで多くの版画家が使っている優れた

軟らかいワニス」：

　・ 白いロウ、1オンス
　・ アスファルトあるいはギリシャのピッチ、1
　　オンス
　・ 黒ピッチ、0.5 オンス
　・ ブルゴーニュピッチ、0.25 オンス

　釉薬のかけてある鍋に白いロウを入れて弱火で溶

かす。他の材料を少しずつ溶かす。（鍋に）入れた

ときは棒でかき混ぜ、すべてが完全に溶けるまで混

ぜる。焦げないように注意しながら混ぜ合わせる。

冷たい水の中に注いでボール状にする。新しいタフ

タの布に包んで保存する。 xii

●現代の版画家がよく使う軟らかいワニス：

　・ 白いロウ、2オンス

　・ 黒ピッチ、0.5 オンス
　・ ブルゴーニュピッチあるいはギリシャピッ　
　　チ、0.5 オンス
　・ アスファルト、2オンス

　新しくて釉薬のかけてある壷で 2 オンスの白い

ロウを溶かし、半オンスの黒いピッチ、同じく半オ

ンスのブルゴーニュピッチあるいはギリシャピッチ

を入れて溶かす。少しずつ 2 オンスのアスファル

トを入れ、完全に溶けるまでかき混ぜる。冷たい水

の中に注いでボール状にする。新しいタフタの布に

包んで保存する。xiii 

フェルナンド・マルティネス『美術知識の入門書

* 絵画 , 彫刻 , 建築 , 版画事典』p.210-211

●軟らかいワニス：

　・ きれいで白いロウ、１オンス
　・ 純粋できれいな粉状のビチューメン、１オンス
　・ アスファルト、２分の１オンス

　ビチューメンとアスファルトをそれぞれ十分に粉

にする。白いロウを釉薬のかかった鍋で溶かす。こ

れが十分に溶けて熱くなったらビチューメンを少し

ずつ入れて、完全に溶けるまで煮込む。棒でかき混

ぜながら動かし続ける。アスファルトも入れてかま

どの火に置いたまま全てが混ざるようにする。全て

が混ざった後で、冷やしてから器に入れたぬるま湯

に入れてボール状にする。ボール状にしたら、タフ

タの布に包んで保存する。

●別の軟らかいワニス：

　・ 白いロウ、２オンス
　・ ピッチ０.５、オンス
　・ ブルゴーニュピッチ、０.５オンス
　・ アスファルト、２オンス

　きれいで釉薬のかかった鍋で白いロウ２オンス、

ピッチ０.５オンスとブルゴーニュピッチ０.５オン

スを液状に溶かす。ここに少しずつ粉にしたアス

ファルト２オンスを加える。全てを煮込む。十分に

熱したら皿にワニスの雫をたらす。このワニスを指

で三、四回折り曲げてみる。これができたら頃合い

となる。冷やしてから器に入れたぬるま湯に入れて

ボール状にする。ボール状にしたら、タフタの布に

包んで保存する。xiv 

　ルエダの技法書には軟らかいワニスが七種類掲載

されていると既に述べたが、ここで載せなかった他

のワニスはマルティネスの二種類の軟らかいワニス

と共通する製法ではなかったため比較対象としな

かった。また、ボスの原書にもあるように同時代に

通常使われていたワニスはここであげた二種類のも

のと仮定した。これらのワニスの材料はほぼ同じで

あり、分量だけが異なる。ルエダの後者のワニスの

製法とマルティネスの後者は非常に似ている。特に

材料の中で高い割合を占める白いロウつまり蜜蝋と

アスファルトは同量で、完成したワニスはほぼ同じ

ものとなることが考えられる。マルティネスのこの

美術事典はマドリッドで出版されており、ルエダの

技法書も容易に参照できたことが想像されるし、硬

いワニスに関してはボスだけでなくパロミーノの美

術書も参考にしていると思われる箇所がある。ちな

みに出来上がったワニスは固形であり、軟らかいワ

ニスという名称ではあるが、現代のハードグランド

に似ている。

　ルエダの技法書が教育現場や制作現場でどの程度

使われていたかはわからないが、1792 年に時のア

カデミー版画部長マヌエル・サルバドール・カル

モーナは「所有し、しばしば見るように」と学生に

本書を勧めていることから、少なくともアカデミー

内では使われていたことがわかる。ルエダのファク

シミル版を監修したアントニオ・モレノ・ガリード

は、ルエダの技法書はそれまでフランス語でしか読

めなかった版画専門の技法書をカスティジャノ語で

普及させたことにより、独学の徒の版画制作者の助

けにもなったとしている。ゴヤはフランス語にも通

じていたため、ルエダの技法書も手に入れていたは

ずである。ゴヤの版画制作はアカデミーの顕職や宮

廷画家という立場からではなかったゆえ、助言者や

技法書の助けが必要であったことは容易に想像され

るからである。

4. 18 世紀後半のアクアチント技法とゴヤ

　第一章でも述べたようにゴヤは作品のほとんどに

エッチングと合わせてアクアチントを使用してい

る。しかし、マドリッドにこの技法が伝播した経緯

を考慮するとゴヤによるアクアチント技法には年代

設定にやや疑問が残る部分が多い。ゴヤはいつ誰か

らこの技法について指南を受けた、あるいは協力を

得たのであろうか。

　アクアチント技法自体はフランスのジャン・バ

ティスタ・ル・プランス (1734-1784) らによって

使われ始め、その後ヨーロッパ中に広がる。中でも

イギリスの水彩画家、版画家のポール・サンドビー

は国内の建築物や古城を含む風景版画で卓越したア

クアチント技法を披瀝している。また、イギリスで

はウィリアム・ホガースに代表されるように風俗

画、風刺画の類いも多く制作され、その多くは

1780 年代および 1790 年代にみられる。18 世紀

のイギリス版画とスペイン版画の関係についてはア

メリカの研究者レヴァ・ウルフが同時代の新聞資料

をもとに関係性を述べているので参照されたし。xv 

　イギリスに比べてスペインでのアクアチント作品

は遅れをとっていた。アクアチント技法について最

も古い時期に記録が残っているのはマドリッドの版

画家ホセ・ルビオ José Rubio による作品の広告で

ある。1786 年 6 月 9 日に『ガセータ・デ・マドリッ

ド』紙で 17 世紀の絵画を版画で模写した作品を広

告している。そこには「水彩を模した方法で版画を

制作し、原作（水彩画）と酷似する」とあり、さら

に同じ年の 7 月には「著名なスペイン人画家アロ

ンソ・カノによる原画の素描を忠実に従い、水彩画

を模した」と広告している。 xvi ホセ・ヒメーノ・イ・

カレーラ José Jimeno y Carrera (1757-1807 以

降 )xvii は《1790 年、マドリッドのマヨール広場

の火事》という作品の中で見事なアクアチント技法

を披露している。1790 年代はマドリッドの新聞に

アクアチントに関するいくつかの広告などがみられ

るようになり、腐蝕技法で制作する版画家たちには

普及していたといえる。

　とはいえ、古くからゴヤにアクアチント技法の手

助けをしたのは版画家のバルトロメ・スレーダ

Baltoromé Sureda y Miserol (1769-1850) とされ

てきた。ゴヤが彼の肖像画を手がけていることやス

レーダの息子がゴヤとスレーダの親交を裏付ける証

言 xviii をしていることからも、極めてこの問題に重

要な人物である。スレーダ自身は 1793 年からロン

ドンへ渡り 3 年ほどアクアチント技法などの修行

を行った人物で、スペインへ帰国した後はイギリス

で身に付けたラヴィなどの最新技法を駆使して多く

の版画作品を残している。fig.10 . 彼の帰国が 1796

年 10 月なので版画集《ロス・カプリチョス》の制

作時期と重なり、この作品集への関与が推測され

る。だが、ゴヤは《ロス・カプリチョス》以前にも

アクアチントで制作しているのである。第一章で述

べた〈ベラスケスの模写版画〉がそれで、全 18 点中、

5 点の作品にアクアチントが施されている。これら

の制作は版画発売の新聞広告の日付から 1778 年前

に設定できるが、正確な設定はできない。なぜなら、
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版画の広告には「素描およびエッチングでの制作は

画家ドン・フランシスコ・デ・ゴヤ」 xix とされて

いるものの、アクアチントについては明記されてい

ないからである。さらにこの 1780 年代はアクアチ

ントという用語は技法と同様に普及していなかっ

た。酸を使う凹版画を腐蝕法と呼ぶならば、アクア

チントが明確に定義付けされていなかった時代に明

言を避けたとも考えられる。〈ベラスケスの模写版

画〉にアクアチントが使用されて発売されたのか、

それともエッチングのまま発売されたのかは極めて

重要な問題である。なぜならこの時代にスレーダは

まだイギリスからアクアチント技法を持ち帰っては

いないし、現存する証拠としては既に述べたホセ・

ルビオによる 1786 年の広告だけなので、〈ベラス

ケスの模写版画〉の発売年 1778 年より大きく後退

する。制作の年代考証についてはこれからの新知見

に期待されるところだが、総じてみるとゴヤはこの

技法に早い時期から関心をもち、生涯にわたって使

い続けたことは明らかである。

おわりに

　ゴヤと技法書を中心に 18 世紀後半の版画をめぐ

る状況をみてきた。19 世紀に入るとリトグラフが

普及し始め、大量に流布する視覚媒体として重要な

役割を果たしてきた腐蝕凹版画は下火になりはじめ

る。次いで写真の登場で版画は創作芸術への道を辿

ることになる。時系列に概観すると 18 世紀後半は

腐蝕凹版画がメディアとして使われた最後の栄華で

あったのかもしれない。本論文ではふれなかったが

メゾチントや彩色凹版画なども同時期に存在してお

り、作り手もアカデミーの管理職からマドリッドの

下町で工房を開く版画家までさまざまな階級の人物

が版画を制作していた。こうした状況はフランス、

ドイツ、イタリア、イギリスなどの国々でスペイン

に先行して起こっており、ヨーロッパ全体の凹版画

芸術の豊かさを象徴する時代であったともいえる。

　画家であるゴヤが全 80 点からなる大規模な版画

集《ロス・カプリチョス》を一人で成せたかどうか

は明らかではないが、版画芸術の盛期であったスペ

インにおいて版画制作が行いやすい状況であったこ

とは確かであり、ゴヤ自身もその状況を巧みに利用

して制作を行っていた。ゴヤの版画制作は、《ロス・

カプリチョス》の後、《戦争の惨禍》の時代になる

と厳しい状況となる。フランス軍のスペイン侵攻を

受けて戦時となり、紙やインク、松脂などといった

版画材料を均一な質で入手しにくくなった時代とな

る。そのため《戦争の惨禍》では版のサイズもさま

ざまであったり、アクアチントも使用されなかった

りする。だがその後も三冊の版画集を制作している

事実をみると、ゴヤの版画にかける情熱は消えるこ

とはなかった。

　版画の主題については秀逸な先行研究が数多く存

在しているが、技法研究については未だ解明されて

いない問題があるし、紹介されていない事実も多々

ある。版画の古典技法について近年さまざまな角度

から研究がなされていることを最後に付け加えてお

こう。フランスを中心として、保存修復の分野にお

いてはレーザーによる原版調査とその洗浄を行い、

極めて有意義な成果をあげている。ゴヤの最初期の

版画集《ロス・カプリチョス》Los Caprichos の原

版についてはマドリッド・カルロス三世大学

Universidad Carlos III de Madrid のマルタ・ラヘ・

デ・ラ・ロサ教授が、『カルコグラフィーにおける

原 版 の 保 存 と 修 復』Grabado calcográfico 

Conservación y Restauración de matrices の中で

詳細に述べており、物理的なアクセスの研究成果と

しては秀逸である。本論文では史学的、文献学的な

観点からの論考を行っているため、保存修復の研究

については言及しないが、理工学系の大学ないしは

学部が版画作品の本格的な研究を行っている実態は

注目すべきであるといえる。技法研究からのアプ

ローチもゴヤを含めるこの時代の版画芸術を解明す

る一助となることを期待する。
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1798 年、マドリッド国立版画院
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論文
東京国際版画ビエンナーレ展からみる

版の存在

多摩美術大学

池田潤

2006 年　多摩美術大学美術学部絵画学科版画専

　　　　　攻卒業

2008 年　多摩美術大学大学院美術研究科博士前

　　　　　期課程版画専攻修了

2009 年　多摩美術大学大学院美術研究科博士後

　　　　　期課程版画専攻入学

現在　多摩美術大学大学院美術研究科博士後期課

　　　程版画専攻２年在籍

はじめに
創作版画以降の版画史において、重要な位置を占め

る東京国際版画ビエンナーレ展開催から現在まで、

約５０年に渡る版画史上に起こった様々な議論につ

いて、時系列を追って再検証する。

　東京国際版画ビエンナーレ展はあらゆる点におい

て注目すべき展覧会であったが、そのなかでも重要

だと考えるのは、２２年に渡る期間のなかで、版画

の発展と、それに伴う多様化が進むことで、版画が

美術の一部に位置付けられることにとどまらず、美

術自体が版画になっていくという傾向をみいだせる

ことであるよう思う。

　版画は、一点ものが尊重される絵画のなかでは異

端であり、低級とも考えられていた時期があったよ

うに思う。しかし、社会の構造が大量生産時代にな

り、急速にイメージが反復される環境になった時、

版画のもつ複数性、複製性が、社会と美術の関わり

のなかで、最もネイティブな言語、考え方となって

いった過程をこの時期にみることができる。

　版画のもつ構造が社会の構造と共鳴をはじめた時期

に存在した国際展のなかで繰り広げられた美術全般、

特に現代美術の変容は、それそのものが版画化する傾

向を客観的に検証するのに最適な題材と考える。

　加えて、その複数性、複製性をもたらしている間

接性が、版画のみならず美術のなかで議論の対象と

なったことは、版画に立ち返ってみても有益なこと

であっただろう。

　山本鼎の定義から１００年以上の歴史をもつ創作

的な版画制作において、東京国際版画ビエンナーレ

展の２２年間は、まさに変革期といっていい期間

で、その流れのなかで起こった議論から、今日美術

のなかに浸透する表現の基礎が築かれたといっても

過言ではあるまい。

　その開催の詳細を参加国、作家、出品作品とその

技法について客観的に考察することで、どのように

現在の版画の領域、概念が形成されてきたのかを

追っていきたいと思う。

　本論文は、東京国際版画ビエンナーレ展に関わっ

た多くの作家や評論家が現在も活躍しているにも関

わらず、情報として残されているものがあまりに少

ないと筆者自身が感じたため執筆に至っている。こ

の時期の版画についてより多くの情報が身の回りに

ある状況が作れたならば、今後、版画表現を発展さ

せていく者や、版画史の継続的な発展にとって非常

に有益なことだろうと考えている。

開催までの流れ
はじめに東京国際版画ビエンナーレ展がどのような

状況、意図のもと開催に至ったかについてふれてお

きたい。

　それまで美術のなかでの版画の立ち位置というも

のはそれほど高いものとはいえない状況があった。

半画などと呼ばれるようなことすらあって、絵画の

なかでもその存在は曖昧なものであった。そのよう

な状況のなか日本での国際展として版画展が開催さ

れたのには確固たる理由がある。

　それは東京国際版画ビエンナーレ展が開催される

６年前の１９５１年に、第１回サンパウロ・ビエン

ナーレ展 にて日本画、洋画、彫刻、版画の中堅作

家の出品があったなか斎藤清、駒井哲郎が日本人

賞を受賞したことであり、続く第３回では棟方志

功が版画部門最高賞、第４回では浜口陽三が外国

人最優秀賞と他のジャンルを差し置いて版画家の受

賞が連続して起こった。

　そして東京国際版画ビエンナーレ展開催の前年の

１９５６年には第２８回ヴェネチア・ビエンナーレ

展 で棟方志功が版画部門国際版画大賞を受賞する。

この年には日本館 が建設されたこともあり、日本

の国際展へのアピールの機会に版画が有効に作用し

たことで国内の版画に対する期待が高まったことは

確かだろう。またその版画に対しての評価も、後の

第 1 回展事務局長である富永惣一によると「ヴェ

ニスのビエンナーレにおいて版画の大賞は、各国の

審査員が一致して、棟方志功を推選し、これが当然

であることを世界もまたすぐに諒解したのである」

とあり、非常に高かったことが窺える。

　その後も１９６６年の第３３回ヴェネチア・ビエ

ンナーレ展で池田満寿夫 が版画部門国際版画大賞

を受賞するなど版画の国際展での活躍は顕著であっ

た。

　加えて、版画に特化した国際展であるルガノ国際

版画展 においても１９５１年の第２回で駒井哲郎と

棟方志功が国際次賞を受賞している。

　ここまでみてくるとわかるように、当時、日本の

国際展での活躍は、高名な画家の作品を出品してい

るにも関わらず、版画を中心に展開されており、日

本から世界へプレゼンテーションの出来る唯一のメ

ディアとして版画の存在が決定的なものとなってく

る。

　開催までの運びとしては、益田義信の「日本でも

国際交流の場を持とう」という提唱がきっかけと

なっている。久保貞二郎が当時を振 り返り「北米

シンシナッテイの国際色彩石版ビエンナーレに参加

し、会場を視察してきた益田義信が、読売の学芸部

の海藤日出男を説き、さらに企画部の賛成をえて、

版画のさかんな日本でも国際的なビエンナーレをと

いうことになった」と話す ように、開催の背景と

して、第１回展の会場となった読売会館 の開店事

業とし て、読売新聞社が主催となり、実際に東京

国際版画ビエンナーレ展が実現したのである。

　このことは先にもふれたようにサンパウロやヴェ

ネチア・ビエンナーレ展における日本人作家の活

躍、そのなかでも版画による活躍が顕著であったた

め、「国際展」の内容を考えた際に版画展が最適と

いう結論に至ったと考えられる。

　 そして、日本の地理的特殊事情を考えた際にも

版画は広く国外からの参加を期待できることも大き

な要素である。

開催全体の概要
　東京国際版画ビエンナーレとは１９５７年から１

９７９年まで、東京国立近代美術館を中心に隔年開

催された国際版画展である。

　開催期間中の２２年間で出品国数は５６ヶ国、出

品作家数は重複を含まずに１３００名以上、出品作

品数は５０００点弱といった大型の国際展であっ

た。

　第１回展は１９５７年に読売新聞社と東京国立近

代美術館が主催者となっており、同時期に日本国際

美術展  を開催していた毎日新聞社に対抗する側面

ももっていた。

　国際交流の意味合いも強かったため外務省、文部

省が後援についているが、実情としては国際展とし

て名前だけでも参加してもらいたいという意向によ

るものだったようで、第５回展の際に主催が読売新

聞社から国際文化振興会に代わってからは文化外交
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的な側面が強くなっていく。第８回展から国際文化

振興会が国際交流基金 へと名称変更をしたものの

実際的な変化はない。その後第１０回展開催の時点

で国際交流基金より予算の打ち切りの宣言があり、

第１１回展当時主催者同士であった本間正義と安達

健二  の間で、東京国立近代美術館と国立国際美術

館による継続が検討されたのだが、結局「延期」と

いう形で第１１回展をもって実質終了となってい

る。

　 開催中の大きな変化としては、開催当初から国

別の出品作家選出だった方式が第９回展からは世界

を３つの地域に分けて選出する地域別へ、その選出

を美術専門家のコレスポンダントに任せる方式へと

変更された。

　 そして第９回展では出品規定にも変更がみられ、

モノタイプ及びこれに類する１枚刷り版画、複製に

ついての禁止項目がなくなった。その他の開催内容

などは、９回展以降変化はない。

　ここで重要となってくるのが、各国の招待作家の

選考がどのように行われたかということだろう。

　公募制であれば、募集要項を満たしていれば作品

は受け付けられ、出品されるか否かは審査員の判断

に委ねられるものであるが、招待制となるとその招

待者の存在が非常に重要になってくる。招待作家の

選出に至るまでの過程が開催回毎に変化しているた

め、その選出方法の変化も出品作家並びに作品の傾

向を作り出しているように思われる。

　第１回展では、国外に関しては主として実行委員

会と、実行委員会によって選出された各国の代表的

評論家が推薦する各国の代表的な作家の選出を基に

在日大公使館などの協力をもって作家への出品依頼

に至っている。その他にも在外日本人美術家からの

推薦も若干あったようである。国内に関しては実行

委員会選出による日本版画界に功績のあった作家並

びに中堅作家の特別参加があった。

　第２回展では、国外に関しては実行委員会によっ

て選出された各国の美術専門家の推薦を依頼してい

る。国内に関しては実行委員会の協議によって選出

が行われた。

　この方式が第４回展まで続き、第５回展から第７

回展までは国内の推薦が、実行委員会の協議から実

行委員の協議に変更される。

　第８回展は実行委員会の協議と実行委員会によっ

て選出された各国の美術専門家の推薦とを合わせて

選考することになる。ここまでは、「まず参加国を

決め、国ごとに参加人数を規定し、その国の美術評

論家や、美術館の学芸員などの中から招待作家の推

薦者を決めました。そして招待されてきた作家に、

事務局から直接招待状を送るという形式を取りまし

た」とあるように国別の参加が行われてきたが、第

９回展からは国別の枠が取り払われ世界を３つに分

けた地域別の参加方式がとられている。

　その背景として「各国代表というかたちには、い

ろいろな問題が出てきました。国意識を払拭する何

かいい方法はないかということで、第九回展からは

世界を三地域に分け、それぞれの地域の美術専門家

（コレスポンダント）による推薦という制度をとり

ました。それまでの国交のある国によびかけるとい

う外交的な色合いをできるだけおさえよう」との

考えがあり、この方式は第１１回展まで大きな変更

なしに継続された。

　賞についてもふれておきたいと思うが、第５回展

までは国際大賞は国外作家に、国立近代美術館賞は

国内作家にという内規があり、賞金額も同じである

ことから実質この２つの賞が大賞にあたるものであ

る。審査会議長のウィリアム・S・リーバーマンが

第４回展の際に「池田満寿夫が国立近代美術館賞を

受賞しましたが、国立近代美術館賞の援賞は日本人

作家に限られており、もしそういう制約が無けれ

ば、彼が国際大賞をとったと思います。というのは

国立近代美術館賞と国際大賞は同じ金額の賞金でも

あり、先にあげた制約のために、最後の段階で、自

然（に）国際大賞は外国人作家に、国立近代美術館

賞は日本人作家に決ってしまうのです。それが残念

でした。審査員皆同じ意見でした。池田は世界的に

も第一級の版画家です」と提案したことによって、

第６回展以降はこの内規がなくなり、国内の作家に

も国際大賞を受賞する機会が生まれることになっ

た。それまで審査員によって選出されていた京都国

立近代美術館賞、国立西洋美術館賞など七つの美術

館賞は、第１１回展以降はそれぞれの美術館関係者

が選ぶことになった。

４つの時期に分けて
東京国際版画ビエンナーレ展全体の流れのなかか

ら、特に注目すべき事例を含む開催回毎に、大きく

４つの時期にわけ戦後の日本における版画の展開を

追っていきたいと思う。

　様々な観点において注目点は多いのだが、大きな

変化としてここでは技法の面に特に注目していきた

い。そのため表現内容や作家については詳しくふれ

られない部分も多く、限られた範囲での判断になる

が、２２年間に渡る展覧会に関しての考察となるの

でご考慮頂きたい。

　それでは、開催回別に版種を比較したグラフ、同

じく出品国を比較したグラフより変化が顕著な部分

を中心に版画にどのような変化が起こったのかを版

種を通して考察していきたい。

　具体的な検証方法としては、出品方法が第８回展

以前の国別方式、第９回展以降の地域別方式と大き

な変化があったため、統一された形式のデータとす

るために第８回展以前の出品国を日本、アジア、

ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアの５つの地域に

分け、作家数によってまとめた。複数回出品の作家

に関しても開催回毎に集計している。

　出品作品の技法に関しては、凹・凸・孔・平の４

版種に分け、それらに含まれないものをその他に、

記述のないものや、判断できない記述のものを不明

とし、それぞれの開催回毎にまとめた。技法が併用

されている作品は１つの作品に対して２つの版種が

割り当てられている場合もある。そのため出品数な

どとのズレが出ている場合もあるが全体の状況とし

ては大きく外れた数値にはなっていないと判断し採

用とした。

創始期　第１回展から第３回展
　 第１回展のポスターが棟方志功の作品によるも

のであることなどからも、開催当時の盛り上がり、

国際的な評価を裏付けとした開催ということに合点

がいくはずである。

　第１回展は読売会館で開催され、同時開催として

東京国立近代美術館 にて「歌麿と北斎」という展示

が開催されており、浮世絵からの流れが当時の国外

での版画の評価の源流にあり、版画の国日本という

位置づけを開催者が示していることがわかる。第３

回展では特別展示「写楽」が同時開催されている。

　 富永惣一 は「版画の社会的な発展に寄与するも

のとして、この展覧会は独特の意味をもち、又日本

が世界に向って果すべき義務の大きな部分をなし遂

げることにもなるであろうかと考えられる」と、東

京国際版画ビエンナーレ展が世界の版画展のなかで

も特に強い意味と義務をもっていることを強調す

る。

　そして第１回展の特徴としては、その後に廃止さ

れている公募制の採用と特別招待作家の存在があげ

られるだろう。

　公募制を採用した理由については、国内での版画

作家の多さが背景にあったと考えられ、実際にこの

公募によって選ばれたなかから、後の版画界の中心

となる作家が多く輩出されている。

　具体的には北川民次、笹島喜平、池田満寿夫、加

納光於、野中ユリ、尼野和三、靉嘔、吉原英雄 な

どがあげられる。このことを考えると、その後の公

募制の廃止がもたらしたものは版画の発展的展開の

妨げになったようにも考えられる。しかし公立の美

術館による大型の国際展の運営には多くの労力が必

要とされ、会場の都合 なども考えれば致し方ない

面もあるだろう。そして何より様々な問題点が表出

していくなかで、それを解決しないまでも、緩やか

な規制をかけながら、２２年間続けたことに大きな

価値があっただろうと考える。

　特別招待作家に関しては、それまで国内の版画界

に功績のあった作家を含めた中堅作家が実行委員会

によって選出されている。

　 このような状況で、第１回展に関してはそれ以

降の開催回と比べ、国内の作家が非常に多く出品を

しており、その数は１００人弱と全体の約４割にの

ぼる。その後は第２回展が６０人弱で３割強、第３

回展が６０人強で３割弱と徐々に減らしていくこと

になる。（表 1）

　出品作品の版種は作品数にして約３割の作品が凸

版を使用している。その後も凸版の使用は第５回展

まで３割前後を維持するが、（表 3）受賞作品の版

種に関しては第３回展までは１割強にとどまってい

る。（表 4）そして国内の受賞作家数は第３回展ま

で 3 割強を維持しつづけており、（表 2）このこと
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から第１回展から第３回展までを国内での版画の状

況の提示と、それに対する評価の再提示の期間と位

置付けることができるだろう。

　これに並行して国外に関しても、広く一般に評価

されている作家の招待が多く、一旦世界の版画の状

況を網羅し、そのなかでの国内の状況を比較する形

をとっている。このことは版画によってなされてい

るものの、いわば絵画全般の世界の状況を俯瞰する

内容ともいえ、このようなことができたのも版画の

特性ゆえのことであろう。

　受賞の状況に話を戻すと、なぜ受 賞作家の 3 割

強を国内作家が占めたかというと、その１つの要因

として国内作家向けの賞の存在があげられる。第５

回展以前は、国立近代美術館賞は国内作家に限って

与えられる賞となっており、その他にも国内作家の

みが受賞できる賞が存在した。しかし、その賞の数

に対しても常に上回る受賞があったことから、本国

開催によってある程度の配慮があったにしても、国

内の版画のレベルが世界的に高いものだったことが

伺える。

　出品規定に関しては第２回展からモノタイプと複

製版画が禁止されている。これは第９回展までつづ

き、その他の変更としては作品のサイズと点数にと

どまり、大きな変化はない。

　第２回展に限っては「版を作るところまで作家自

身がなし、作者の署名とナンバーを記したオリジナ

ルに限り、複製は認めない」  とまであり、創作版

画に基づいた制作が要求されている。モノタイプの

定義としては、当時久保貞二郎は「効果としては、

たしかに版の効果である。しかし非常に不安定で版

は刷られた後消滅するといってもよい。……可能性

はあっても一枚しか刷らなかったということと、一

枚しか刷れないということは違う。まあいろいろあ

ろうが、芸術作品としての価値は、版画であろうが

なかろうが、何ら変るところはない筈のものであ

る。また、実験的な意味からも限界線上の仕事は大

いに試みら（れ）るべきものであり、また版として

の定着法さえ可能となれば、今までのモノタイプに

類するものも立派な版画となるわけである」  とし

ており、モノタイプの版画としての否定というより

は、その領域の広さから出品規定として明文化して

おいた方が展覧会運営として無難という判断なのだ

ろう。

　第２回展は開催予定の１９５９年から１年遅れて

開催がされている。この点については高橋雄豺 が、

「東京にもう一つ毎日新聞社主催の綜合的な国際展

がありますので、それと交互に開いた方がよいと考

えたからであります」  というように、毎日新聞社

が開催していた日本国際美術展  への読売新聞社の

対抗意識がみえてくる。

　その他にも会場が東京国立近代美術館に変更さ

れ、それに伴う公募制の廃止があった。

　第３回展の際に中原佑介は「版画の職人的閉鎖性

を超えたいくつかの仕事が、多くいわゆる……『専

門的版画家』でない作家の仕事は、版画の現状に対

する寄与というより、大げさにいえば版画にひとつ

の革新的要素をもちこもうとしているところに特徴

がある」  といい、この論点からもその後、版画家

以外の作家の選出に力が入れられていった背景が伺

える。

　版画家以外の作家による制作は、また美術全般へ

の問題として浮き彫りになり中原佑介は「芸術その

ものの問題である。……版画の問題は版画にのみ帰

するものではない。現在、美術自体がひとつの本質

的な反省と自覚の試練にさらされているのである。

版画がそれから除外されるとみるのは、批評精神を

無視し、職人性を暗々裡に是認することのあらわれ

でしかないというべきであろう。ジャンルの問題は

その前ではささやかなものでしかあり得まい。版画

の生死もまたそこに帰着する」  と、版画家への閉

鎖性の解消を訴え、また小倉忠夫も「版画すなわち

現代絵画だ、という根本的な自覚をもつことのみ

が、版画芸術を明日ヘ推進する原動力となる」  と

いった版画の発展的展開の必要性を訴えている。

　このような問題提起は国際展の舞台でなければで

なかっただろうし、版画界の内部にも問題意識は芽

生えなかっただろう。これを機会として捉えた作家

の回答を待つ期間が続くことになる。

安定期　第４回展から第６回展
　第４回展からは出品作家がヨーロッパ地域が多数

を占めることになる。その数は５割前後を維持し、

この状況は地域別が採用される第９回展まで続いて

いる。国内はというと全体の４分の１から５分の１

の割合となり、第３回展までと比較して減少の傾向

がみられる。これは全体のバランスを考えると非常

に安定した状態といえるだろう。（表 1）

　受賞作家の出品国は第３回展で減少したヨーロッ

パ地域が増加し、逆にアメリカ地域の減少がみられ

る。（表 2）

　出品作品の版種に関してみると、凸版、凹版、平版

の減少が起こり、孔版が徐々にその数を増やして

いっている。（表 3）

　受賞作品は第４回展で凹版の急激な伸びがみえる

が、その後は大幅な減少がみられる。凸版に関して

は安定して２割から３割を維持しており、凹版の減

少は孔版の増加に伴うものであることがわかる。

（表 4）

　その後も孔版は出品、受賞ともに数を増やしており、

６０年代後半から７０年代は凹版、凸版、平版の安

定と、孔版の実験的展開の時期にあたるといえるだ

ろう。

　第５回展からは、読売新聞社に代わり、国際文化

振興会と国立近代美術館との共催で行われることに

なる。開催が１０年におよび、ある種、展覧会とし

ての安定期に入った。他の国際展との比較から、その

１０年間を振り返ると、国際版画展は開催のコスト

が安く済むため「主催者は積極的に作家に出品依頼

をするので、水準以上の作家は、ルガノ、リュブリ

アナ、東京、クラコウと度々招待される」  このこ

とによって作家は世界への進出の機会を与えられ

る。また、国際展も盛んに行われるため「新人も参

加のチャンスに恵まれ、もしかれらが才能が豊かで

あれば、国内でそれほど高く評価されないうちに、

国外で、あるいは自国内でも、外国審査員によって、

突然強く推賞されるケースがおこりうる」  そして、

このチャンスは版画家にとっての成功というより

は、版画を制作することによって現代美術の国際的

な舞台への進出を可能にするという側面が強いだろ

う。このような背景で版画を制作する美術家が増加

していったのだろうと考えられる。

　具体的には第２回展から第４回展まで３回連続受

賞している池田満寿夫は「六〇年の東京ビエンナー

レで、審査員のドイツのグローマンによって、磯辺

行久は、六二年展でフランスのレスタニーによって

支持され、急に世間の脚光をあびるようになったこ

とは、多くのひとびとがみてきたところであろう。

国際版画ビエンナーレの催しは今後もますますさか

んになるであろうし、そのなかから輝く新人が輩出

してくるのを期待したい」  と述べている。このよ

うに開催当初より国際審査員が著名な美術関係者で

あった東京国際版画ビエンナーレ展は、国外作家の

現状にふれる機会の他に、国外へ国内の美術を広め

る機会としても非常に有意義な場であったことがわ

かる。

　国際展として安定してきた時期ではあるが、第６

回展の際に、版画とその周辺との関係が大きく変化

している。

　第６回展では内規の変更によって国内の作家に国

際大賞の受賞の機会が生まれ、野田哲也がそのチャ

ンスを掴むことになった。この受賞作品と、この回

の展覧会ポスターとが、構図や技法の点で共通する

部分が多かったために、版画とデザインについての

議論が生まれた。さらに、永井一正の東京国立近代

美術館賞受賞はそれを加速させることとなっ た。

　版画の領域が、美術の範疇からデザインにまで拡

大されていく過程とみることもできるが、正確には

「限定された複数芸術」としての版画の今日的な位

置があらためて問われたと考えた方がいいだろう。

美術の世界で版画の占める重要性がはるかに大きく

なったという実態には「版画と、絵画、彫刻等のそ

の他の造形美術との関係がいよいよ密接になって来

たという内容的な面」  が挙げられ、様々な領域が

版画に興味を示し、「実験」の場として版画を選ん

だことにあると考える。

　そして「最低限の職人的技術に裏付けられていな

ければならない」というところが版画の「実験」に

おける重要な点であり、道具を持つ手は頭のなかに

あるイメージと、思い通りにいうことをきかない素

材との「双方の命令にしたがわなければならない」

のである。

　制作者たちはそういった制約を見越して逆用する

ことに意識を集中し、イメージを表現するのであ

る。つまり、表現の着地点はいわゆる絵画よりも一

歩むこうに置かれており、そのために作者の心のな

かのイメージと作品との間には埋めようのない距離

が保たれるのである。このような技術上の特殊な思

考プロセスが版画と他の絵画表現とを隔てており、
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「職人的技術」に裏打ちされた厳しさを要求する何

かが本質的に潜在しているのである。

　この版画のもっている「職人的技術」の側面は、

デザインの世界にも共通している点であり、前述の

版画とデザインの議論もこのことを考えれば当然の

結果であろう。

熟成期　第７回展から第８回展
　第７回展当時、イギリスのブラッドフォード、プ

エルト・リコ、韓国での国際版画ビエンナーレ展や

ルーマニアの国際木版画ビエンナーレ展などが続々

と創設されて、東京国際版画ビエンナーレ展は、ル

ガノ、リュブリアナのそれと並んで、古参のクラス

に入っていた。

　新人に重点がおかれた選考となったため、全諮問

委員の出品が辞退された。第６回展で東京国立近代

美術館賞受賞の永井一正は諮問委員になり、出品は

せず、デザイナーとして、ポスター、カタログ、そ

の他のデザインを担当している。

　出品作品の版種をみると、第７回展、第８回展と

もに大きな変化はなく、凹版が３割強、凸版が１割

半ば、孔版が３割前後、平版が約２割となっている。

( 表 3)

　受賞作品は、凸版の減少が見られ、第７回展は凹

版が増加し孔版が減少する。第８回展は凹版、凸版、

平版が２割なのに対して孔版は４割と飛躍的に増加

をみせている。（表 4）第６回展からの孔版の増加

が出品作品、受賞作品ともに継続されている。

　その他に注目される点としては、出品国のなかで

受賞が少なかったアジア地域が第７回展より受賞を

はじめることである。（表 2）アジア地域の出品は

第１回展から第８回展まで１割前後を保っているこ

とから、（表 1）それまでに受賞がなかったことは、

作品の質の問題と考えられ、７０年代に入り国際的

な交流が増えるにつれアジア地域全体の質の底上げ

がなされたことが伺える。

　第 7 回展では写真製版の利用がシルクスクリー

ンにとどまらず、オフセット作品が登場している。

藤井久栄は「発注版画にしても、作者が責任をもっ

て全過程をチェックしていれば、（そして、そこに

作者が署名をすれば）その作家の作品である。大量

機械印刷のイメージをもつオフセットが、その実用

性を離れて、版種として登場しても不思議はない。

いわゆる自画自刻自摺の創作版画の時代は終って、

新たな展開期を現代版画は迎えている」   と規定

し、よりデザインや印刷との距離が縮まることを発

展的と捉えている。これは第６回展の技術的な共通

点の提示を受けて、版画概念の定義を見直すための

拡大であると考えられる。

　また孔版について針生一郎は版画の概念の変化と

捉え「写真をさらに複製し、ほとんど手仕事の域を

こえようとしながら、多様な情報と現実をたぐりよ

せて批評的に再構成する、どんらんなレーダーとな

りつつあるようだ。……版画は職人的技術と好事家

的ファンに支えられた、専門家を必要とするジャン

ルではなく、多様な芸術家の出入りするひらかれた

実験室となっている」と、版画が版画家のものでは

なく、実験を前提とした広く開かれた場に変化して

きている状況を示している。

　そして、その開かれた場の機能を加速させるため

に、選考の形式にもふれ「版画ビエンナーレという

容れ物は、現代版画の興味ある焦点をうきぼりにす

べく、いささか不便すぎるものとなったようだ。

……コミッショナー制の採用が検討されていいので

はないか。とにかく国別コンクールの時代は、終り

つつあるのだ」  と、作品の内容を充実させるため

には、出品作家の選出方法の変更が必要なことを示

唆し、このことは第９回展での地域別制、コレスポ

ンダント制である程度の実現をみている。

　出品作家の推薦の条件として第８回展の時点では

「版画を手がける画家、彫刻家、グラフィック・デ

ザイナー等を含む ” 代表的現代作家 ” という以外に

推薦の条件をつけない」となっており、このことか

らも第７回展より出品作家が分野を超えて選ばれて

いることがわかる。

　岡田隆彦はその選考にふれ「ほぼ半数に近い作家

たちが版画専門の作家でなく、絵画や立体を手がけ

ている。新鮮な仕事を求めようとすると、つい版画

家以外のそれに眼が向いてしまう」とし、これらの

作家が使用している技法も針生同様に孔版であると

している。「他の版式にくらべて操作が簡単であり、

とりわけ製版を他人にゆだねることができるという

利点が大いに与って力あることの結果でもあろう」

この点は多くの作家が他の版種において、その技術

的な部分の難解さを認め、孔版を使用している状況

があることを指摘するが、加えて「イメジ表出の機

械的・非創造的な方法の可能性をさぐっているうち

に『版画』と呼ばれているセリグラフにゆきついた

といういきさつを示しているように思われる」と、

孔版の特性を提示している。この機械的、非創造的

というのが孔版の増加を示す大きな要素であり、第

７回展、第８回展はイメージの表出方法、また版画

の概念がそれまでの版画と大きく変わってきた時期

であると考えられる。

　第８回展では従来の技法を現代表現に生かした作

品、版画概念をより拡大した作品との２つの傾向が

みられ、それらの作品のなかでも、高松次郎の第７

回展《日本語の文字》、《英語の単語》、第８回展

《The Story》での国際大賞受賞が版画の概念に与

えた影響は大きなものであった。

　この受賞を、藤枝晃雄は批判的に捉え「高松次郎

の作品に大賞が授けられることは、展覧会そのもの

の混乱を示して余りある。わたくしは、高松が『版

画概念の拡大』を実践する作家として選抜されてい

ても、それは例外であって、当展は、……いわゆる

版画の展覧会であると考えていた。いかにコンセプ

チュアル・アートが話題になっていようと、それは

それでよいではないか。もし版画概念の拡大という

ことで高松を選んだとしたら、それは選ぶほうが版

画もコンセプチュアル・アートも理解しないで情勢

に流されている日和見主義にすぎないわけである」

と述べている。このことは、視覚表現としての版画

概念のあり方と、展覧会のあり方を根底から考え直

さなければならないことを示している。

　このように大きく版画概念が揺さ振られるなか

で、この後も運営上更なる拡大をとっていくことと

なる。

発展期　第９回展から第１１回展　
　第９回展から第１１回展の終了に至る過程は出品

規定や選考方法の改変など多岐にわたる多くの変更

があった期間である。

　第８回展での高松次郎の受賞が少なからず影響し

ていると思われるが、版画概念の拡大を更に広い視

点で検証するために、より自由な場として提供する

姿勢がみられる。

　それまで出品規定に明記されていた「モノタイプ

およびこれに類する一枚刷版画は除く」の項目がな

くなる。いち早くモノタイプに関する議論のあった

日本では、この先も様々な規定改定によって版画の

懐を広げていく。第１０回展では４版種とその他の

版画となり、第１１回展では（A）版画、（B）版を

用いた作品の２種に分けられた。

　この変更について藤井久栄は「これ迄も版画の動

向に対応しつつ出品規定を改変してきましたが、昨

今の “ これが版画か ” という問いに答えるためです。

この説明は難しく、今回展にはヴィデオ・アートは

含まないとだけ申し添えておきましょう」と述べて

いる。

　賞についても変更があり、主催美術館以外の美術

館賞は各美術館が独自に選出することになった。

　もう１つの大きな変更は出品方式の変更である。

それまでの国別の出品から世界を３つの地域に分け

る方式がとられた。

　具体的には世界をアジア・オーストラリア・

ニュージーランド地域、ヨーロッパ・アフリカ・中

近東地域、南北アメリカ地域の３つの地域に分け、

実行委員会の協議と各地域のコレスポンダントの推

薦とを合わせて選考することになった。

　第１０回展では地域別の内容に変更があり、アジ

ア・オセアニア・中近東地域、ヨーロッパ・アフリ

カ地域、南北アメリカ地域となり、組織委員会の協

議と各地域のコレスポンダントの推薦となる。

　第１１回展ではさらに選出の強化が行われ、コレ

スポンダントを１３名に増員し、一次推薦リストの

提出をしてもらい、そのリストをもとにコミッショ

ナー（日本人有識者）が現地調査を行い、第二次リ

ストを作成、組織員会がそれを検討し、最終招待者

リストを作成するという方式に変更された。

　出品作品の版種をみると、凹版は３割前後を維持

しており、版種としての安定感を感じるが、それを

上回る孔版の出品がある。凸版はなお減少し１割を

切る開催回もある。平版はオフセットも含まれてい

るために、ある程度の数の出品がある。（表 3）

　受賞作品に至っては第９回展、第１０回展と孔版

が受賞の過半数以上を占める。それに押される形で

凹版、凸版は大きく減少している。（表 4）加えて

第７回展より続く国内、アジア地域の受賞が増加
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し、逆にアメリカ地域が減少している。（表 2）

出品自体は地域別制となり、作家数の調整があった

ためヨーロッパ地域の出品が減少する形ではある

が、全体に平均的な出品がある。（表 1）

　第９回展のコレスポンダントであり、実行委員で

もある乾由明の文章から当時の様子を探ってみると

「ヨーロッパやアメリカのように質量ともにすぐれ

た版画を生み出している国と、その他の国との出品

点数が、数の上ではさほど差がないという状況がで

てきて、数量的には均等化されたものの、それが必

ずしも質の上での均等化には結びつかず、内容的に

いちじるしい格差とアンバランスが目につくことに

なったのである」とあり、この不均衡を解消するた

めに地域別制、コレスポンダント制が採用されたの

である。

　この方法によれば「各地域のコレスポンダント

は、国にとらわれることなく、広く地域全体を見わ

たし、自己の見識と批評眼によって作家をえらぶこ

とができるから、従来のような国ごとの格差はかな

り解消されることが予想されるのである」と、中途

段階ではあるもののコレスポンダント制についてか

なりの期待を示している。

　全く作家が選ばれない地域などが出てきた際にあ

る程度の均衡を保つために「一ヵ国十名前後という

制限があとから加えられたものの、実行委員会から

作品の傾向や内容についての規制は一切なく、あく

までもコレスポンダントの主観と意見を尊重してい

くということですすめられた」とある。実際のとこ

ろ「かなり広い地域から満遍なく選んでいる人もあ

れば、特定の国から集中的に推せんする場合もあ

り、……国際的に名前の知られた作家を推せんして

きたコレスポンダントがいる反面、私のようにむし

ろ将来性のある有能な若い作家を中心に選ぶことも

ある。また私は、既成の版画の形式と技術によって

仕事をしている版画家よりも、むしろ現代における

版画の意味をつねに問い直しつつ、自己表現のひと

つの手段として、版を媒介とした制作を行なってい

るような作家に重きをおいたつもりである」と、国

内の作家については版の可能性という点に焦点が絞

られており、コレスポンダント制以前では選ばれる

ことのなかった作家にも出品の機会が巡ってくる可

能性がでてきたが、逆に版画家の出品は大きく減少

することにもなったのである。

　この選出に対して、国際審査員であった東野芳明

は「輸送が容易という、ただそれだけの理由で世界

各地に流行している版画ビエンナーレは、次第に、

版画というメディアを一応借りながらも、もっと広

い現代美術全体のコンテキストのなかで作られ、見

られ、思考されるものになりつつあるのではなかろ

うか」と更なる展開を求めている。

　第１１回展は７８年秋開催予定が半年延期して７９

年夏になり、会場として北海道立近代美術館が加わ

る。

　出品規格の変更からもわかるように、より版画の

概念が拡大していっている、またはその概念自体が

明確でないという過渡期にあたる。

　第１１回展に河口龍夫は《関係ー質》という作品

を出品している。この出品に関して、河口は「招待

が来た時に僕は版画家じゃないので、参加しても良

いのかちょっと判らなくて迷いましたが、おそらく

版画家として招待されたと言うよりは、河口龍夫が

どんな『版』を表現するか、と言うことかなと僕な

りに理解しました」と当時を振り返っている。この

ように、河口の作品が、版画作品の制作以前にその

出品が依頼されていることからも、版画の国際展と

いう趣旨から、版画による現代美術の公募展といっ

たものへと移行していった過程がみてとれる。

　そしてこのような混迷の時期にあって、より原初

的な作品の傾向も認められる。当時、本江邦夫は「い

わゆる現代美術において、出るべきものが出つくし

てしまった結果、その先端性が著しく脆弱なものと

なっていることは今更言うまでもない。その意味で

現在がまさしく困難な模索の時期であることもまた

明らかである。……かくして、最後まで大賞を争っ

たのが、ジョン・ケージの洗練されたエッチングと、

スタルチェフスキーのニュアンスに富んだ、いわゆ

る空押しによる作品、つまりはきわめて正統的な版

画作品 であったのも自然な成行であった」と、版

画概念の拡大と共に精鋭化した表現が飽和状態にな

りつつあったその停滞感からの脱出を一旦、版画原

理の根本に立ち返ることから考え直す必要があるの

ではないかと提示する。しかしこのことへの回答を

することなく、東京国際版画ビエンナーレ展は第１１

回展で終了することとなってしまう。

まとめ
　ここまで４つの時期にわけてまとめてきたが、各

開催回の傾向およひ版画を取り巻く状況、出品作品

の版種についてもこの２２年間で大きく変化してき

たことがおわかり頂けたと思う。ここでは出品作品

の版種についての分析を進めていく。

　出品国や出品作家、出品作品数などの詳細は非常

に重要である上に、東京国際版画ビエンナーレ展に

限られてはいるものの、２２年間に渡る版画の版種

の推移を分析することで、版画の大まかな変化を捉

えることが出来ると思われる。

　これまでのところで漏れた部分の補足を兼ねて、

全体を通しての出品国や出品作家、出品作品、受賞

作品の版種をまとめたいと思う。

　出品国についての特徴としては、全開催回を通し

てヨーロッパ地域の出品作家数が非常に多い点があ

げられる。出品国別だった第８回展までで約４割か

ら約５割程度、地域別に変更された後も、出身地か

ら判断しても３割以上の出品がある。アジア地域が

徐々に出品を増やすなかで、国内は逆にその数を減

らしていく。アメリカ地域に関しては後半になるに

つれ増加の傾向がみられる。（表 1）

　これに対して受賞はというと、ヨーロッパ地域は

開催回によってばらつきはあるものの全体を通して

多くの受賞がある。国内については概ね出品を上回

る割合の受賞があり、アジア地域とアメリカ地域は

それらの動きに合わせて変化する形となる。（表 2）

　出品作品の版種については大きくみて凹版、平版

がほぼ横這いなのに対して凸版の減少と孔版の増加

が比例している。（表 3）

　受賞作品の版種についての特徴としては、国内の

凹版・凸版と孔版・平版の推移であろう。みてわか

る通り第６回展以降急激に孔版・平版がその割合を

増している。（表 4）しかし、これを国内における

版画技法の主流が孔版・平版に変わっていったと考

えるのは間違いで、招待制によるところが要因と

なっている。いわゆる創作版画系の作家が招待作家

として選ばれることが減った一方で、代わりに選ば

れた作家達の使用した技法によって、このグラフの

急激な変化は生まれている。それは版画に流入して

きた現代美術の作家達であり、彼らが持ちうる技

術、また興味の対象となった技術が孔版・平版で

あったのだ。

　それは受賞者の版種比較においても強く反映され

ている。（表 5）と（表 6）をみて頂きたい。この

グラフは第６回展を境にそれ以前とそれ以後の受賞

者の版種比較である。国内に絞って話を進めると、

第５回展以前は凹版・凸版が同率で 4 割弱、続く

平版が 2 割弱、そして孔版は受賞者がいない状況

である。（表 5）しかし、第６回展以降になるとそ

の状況が一転し、総出品数の版種比較にも増して国

内での孔版の受賞者が目立ってくるのである。その

数は国内受賞者のおよそ半数となっており、それに

続くのが平版でおよそ 3 割弱、凹版と凸版は合わ

せても 2 割強しか受賞していないのである。（表 6）

さらに国内の受賞全体を見ると孔版による作品が充

実した内容であったことも窺える。

　それは孔版を使用した国内出品作品が全開催回通

して全出品作品の うちの１割半ばであったのに対

して、（表 7）受賞作品は全出品作品のうちの 3 割

弱にものぼっていることから（表 8）作品全体の質

は非常に高いものであったことが考えられる。

　ここで国外はどのような状況にあったのかをみて

いくと、全開催回の受賞作品のなかで、国外で最も

多い版種は凹版であり、（表 8）出品作品も割合と

してはほぼ同じ数値となっている。（表 7）次に多

いのが孔版であるが、孔版に関しては出品作品に対

して倍の割合の作品か受賞している。このことから

孔版の急増は国内に限らず全体としての流れであり、

このことが東京国際版画ビエンナーレ展の時期に版

画界に起こった１番の変化であると考えられる。

　このことがその後の版画の概念について多くの影

響を与えていると考え、今後はその部分を中心に更

なる検証が必要だろうと思う。

　最後に国内の全開催回を通しての受賞状況だが、

複数回の出品・受賞を除いた、純粋な出品作家数で

作られたグラフをみると、出品が全体の１割半ばな

のに対して受賞は 2 割 5 分と非常に優秀な結果と

なっている。（表 9）これは、国内の版画がいかに

その時々で重要な要素を含んでいたかを示すもの

で、今後の執筆にあたっては国内の作家を中心に研

究を進めていくことで、十分な成果があげられると

考える。
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おわりに
　このように２２年間の開催期間中に起こった、版

種の変化の過程を客観的に考察することで、版画の

概念と、作品の変容の一端を垣間みて頂けたと思う。

　当時の状況の説明はまだ不十分と考えているが、

概要としては以上のような形である。

　東京国際版画ビエンナーレ展終了後の展開と、開

催中の詳しい作品内容についての執筆は次の機会に

する予定である。

　今回の執筆は主に開催期間中の文献資料を基にし

た版画概念の変遷の概要と、出品作品の版種に関す

るデータの検証によって、開催期間中の技法と版画

概念の関係性について再検証する試みである。

　今後の展開としては、展覧会に関わった作家、批

評家の多くが現在も活躍をされているので、当時の

状況とその後の展開をインタビューによって把握す

ることを計画している。

　これは、実際に版画を制作する作家としての目線

から戦後の版画がどのような形で発展してきたのか

を把握し、これからの時代に版画がどのように関

わっていけるのかを考察する内容とすることを考え

ている。 
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表 9　出品作家数・受賞作家数比較グラフ　重複を含まない作家数による

表 7　全体・国外・国内出品作品版種比較グラフ

表 5　全体・国内受賞作品版種比較グラフ　第５回展以前

表 3　開催回別出品作品版種比較グラフ　

表１　開催回別出品作家出品地域比較グラフ

表 8　全体・国外・国内受賞作品版種比較グラフ

表 6　全体・国内受賞作品版種比較グラフ　第６回展以降

表 4　開催回別受賞作品版種比較グラフ

表 2　開催回別受賞作家出品地域比較グラフ　
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研究報告
「レーザー・エングレービング技術に

よる版制作と版表現の試み」

京都精華大学

北野裕之

京都精華大学美術大学院美術研究科 修了

2003-2004 年　アーティストインレジデンス、　　

　　　　　　　　　米国ロードアイランド美術大学

1999年　北斎の末裔達̶日本の現代版画

　　　　　　　　　（スウェーデン、Grafikens Hus）

2006年　アートとともに 寺田小太郎コレク

　　　　　　　　　　　　 ション（府中市美術館）

2008 年　マキシグラフィカ／ファイナル・ディス

　　　　　　　　ティネーションズ（京都市美術館）

現在　京都精華大学 専任講師

はじめに
　2009 年よりデジタル技術を通じた版画作品の制

作研究として、工業用のレーザー技術を用いた

「レーザー・エングレービング」の版画制作の研究

を行っている。

　聞き慣れない言葉であるが「レーザー・エング

レービング」とは、版画制作に使用する、「版」を

デジタルデータより作成することが可能なレーザー

加工プリンターを使用したもので、レーザーによっ

て様々な素材の表面に凹凸を作り「版」を作成する

ものである。そしてこのレーザー加工によって作成

された版を用いて、従来の版画技法で印刷し版画作

品を制作するという、版制作と版表現の試みである。

　本研究は、これまでの版制作と版画表現に新しい

展開の可能性を試みることを目的とし、2010 年本

筆者により研究された「現代版画技法、レーザー・

エングレービング版画の試み」京都精華大学紀要第

３６号 ( 発行 2010 年 2 月 15 日 )、の研究をベー

スとし、その展開の試みとして実践的に 2010 年に

京都精華大学版画コースの３回生を対象として行わ

れた、版表現の授業を主とした研究報告である。

レーザー・エングレービングについて
　レーザー加工プリンターの技術である、レー

ザー・エングレービングは自分で作成したデータを

使ってそのデータから版画制作に使う「版」をレー

ザー彫刻プリンターで出力し制作する事ができる。

　版画制作においての基本的な工程は、自分でイ

メージを考え下絵を作成する “①描画プロセス ” そ

のイメージを製版する “②製版プロセス ” 出来上

がった版を刷る“③印刷プロセス”がある。このレー

ザーエングレービングにおいても、この版画制作の

基本的な作業工程に変わりはない。

　しかし、その作業の中においてデジタルデータを

扱う必要があり、まず従来の版画プロセスの中での

違いをあげていくと、描画プロセスの後においてイ

メージをなんらかの方法でデジタルデータへ置き換

える、“ デジタル編集プロセス ” がある事。そして、

製版の工程においてはそのデジタルデータを元に、

レーザー彫刻プリンターによって版素材へレーザー

加工を施し版を作成する “ 製版出力プロセス ” があ

る事。の２点である。

　現在、デジタルデータから直接的な刷版である

「版」を作成する技術はオフセット印刷を代表とす

る印刷分野において、版素材の研究と共に日々進歩

している。このようなデジタルデータから直接的に

刷 版 を 作 製 す る 方 法 は、Computer to Plate

「CTP」と呼ばれるが、このレーザー・エングレー

ビングによる製版技術もこれにあたる。

　元々このレーザー彫刻プリンターは、木札の加工

やハンコの制作、工業製品のマーキングなどに使用

されているものである。その為、熱に反応する素材

であればレーザー加工を施す事が可能であり、その

素材の種類は多い。しかし現在、版として加工でき

る版素材は、まだ限られている状況ではあるが、こ

れも加工機の進歩によって将来的にはより多くの版

素材が考えられる。今回の版画制作においては版素

材として、主にシナベニヤとアクリルを基本として

用いている。

　ここまで大きな流れとして、レーザー・エング

レービングの概要について述べてきたが、次にもう

少し詳しくその原理について触れておきたい。

〈レーザーについて〉

　まず最初に、レーザーとは、Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation の略語であり

それぞれの頭文字を取って、レーザー（Laser） と

呼ばれている。太陽などの自然光とは違い指向性と

強いエネルギーを持った人工的に増幅された光であ

る。レーザーには可視光線であるものと、不可視光

線である紫外線や X 線などの波長の短いもの、赤

外線などの波長の長いものがある。身近な例であれ

ば、講義などで使用されるレーザーポインタなど

は、レーザーが当たった箇所が赤く見える可視光線

レーザーである。

　また、レーザーは出力の低いものでも直接、眼に

あたると危険であり充分に注意して取り扱う必要が

あり、また安全対策も怠ってはならない。レーザー

を放出する機材のレベルによるが、その安全基準に

ついては、JIS（日本工業規格）においても安全基

準とクラス分けがされており、使用にあたっては注

意を要する。

　また、レーザーには媒体によって様々な種類があ

る為、次に主なレーザーの種類について述べる。

（※レーザー加工プリンターの場合においては、主

に媒体が気体である「ガスレーザー」や、媒体が固

体である「固体レーザー」、などが使用される。）

〈半導体レーザー〉

　レーザーポインタなどに代表されるレーザーは、

媒体が半導体であるため「半導体レーザー」と呼ば

れており、その他、CD や DVD の読み取り装置に

も使用されている。

〈ガスレーザー〉

　ガスの種類によって分類される。レーザー加工プ

リンターの場合は CO2 を使った炭酸ガスレーザー

というものが使用され、熱に対して変化がある素材

に使用できるレーザーである。しかし、有毒なガス

を発生させる塩化ビニールなどには使用できない。

〈固体レーザー〉

　固体レーザーにおいては、YAG と呼ばれる固体

であるイットリウム（Y）とアルミニウム（A）の

複合酸化物からなるガーネット（G）構造の結晶を

固体として使用する、YAG レーザーと呼ばれる主

に工業用レーザーなどに使用されるレーザーなどが

ある。

〈加工の種類、エングレービング／カット加工〉

　今回のレーザー・エングレービングにおいては上

記の内の「ガスレーザー」にあたる炭酸ガスを使用

したレーザー加工プリンターを使用する。その為、

基本的には熱に反応する素材であれば加工する事が

できる。

　加工の種類として、使用する素材を熱で削り取

り、表面に凹凸をつける事が可能な、エングレービ

ング加工（彫刻加工）と、レーザーの熱で素材自体

をデータ通りにカットもしくは中抜きなどの裁ち切

りをする、カット加工がある。
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〈使用素材〉

　レーザーに使用可能な主な素材例をあげると、ア

クリル、木材、ゴム、布、紙、ガラス、石材、金属

などがある。比較的加工がしやすい素材は、その材

質と出力パワー、移動スピードの調整によってある

程度の溝の深みが得られる。また同じ箇所に何度か

レーザーを繰り返すことによってもその溝の深みを

変化させる事が可能である。そして、使用素材が金

属などの場合は表面が彫れるというよりは、とても

薄く跡が残ると言った方が良いであろう、金属など

でしっかりとした彫刻が必要な場合においては、よ

り強力なパワーで出力できる工業用レーザーでの加

工が必要となる。

レーザー・エングレービングの実践

〈版素材の準備〉

　使用する版素材を準備する。レーザー加工で使用

可能な素材は前述したように様々なものがあるが、

版として使用可能な素材を考えると、木材（シナベ

ニヤ、桜、朴など）、アクリル、紙、ガラス、ゴム

などが考えられる。アクリルには「キャスト板」と

「押出し板」があるが、このレーザー・エングレー

ビングの場合は加工が細密に行えるキャスト板を使

用したい。キャスト板の方が押出し板に比べ素材が

固く、機械加工に適している特性がある為である。

　　そして、使用する版素材が決定すれば、同時に

どのような版画印刷の方法で制作するか具体的に、

凸版、凹版、水性インク、油性インクなど、その印

刷形式や方法、使用する版サイズを決定する事が重

要である。

〈レーザー・エングレービング版画の工程〉

1.  下絵の描画

2.  下絵デジタルデータ編集

3.  製版出力（レーザー・エングレービング）

4.  版の印刷・完成

〈下絵の準備とイメージのデジタルデータ化〉

■ 下絵の準備

　版にしたいイメージの下絵を作成する。下絵は紙

などにドローイングしたもの、と直接コンピュー

ター上で描画するものや写真画像を扱うものが考え

られる。

■ 下絵のデジタルデータ化

　制作したい下絵が手描きのものについては、ス

キャナーを使用しイメージのデジタルデータを作成

する。スキャンの設定は、最初少し高めの解像度で

入力すると良い。原稿が A4 サイズの場合で最終的

に作成したい版のサイズも同じ場合は、解像度

600～1000dpi 程度、モードはグレースケールで

スキャンする。もし、原稿サイズがかなり大きい場

合は撮影による複写でデータ化をしても良い。ま

た、写真画像などを使いたい場合は、下絵イメージ

を直接コンピューターソフト上に取り込み編集する。

　画像形式によるピクセルデータの場合は、作成す

る版サイズの解像度 600～1000dpi、グレースケー

ルもしくはモノクロ２階調のデータを用意する。　

　線画やパスなどを使うベクトルデータの場合は、

版サイズの大きさのデータによるパスデータを準備

する。

■ 下絵のデータ編集

　制作したい下絵がデジタル化出来れば、次に下絵

イメージの編集に必要な注意点や確認点を以下に挙

げる。

1. 画像形式のデータの場合は、画像がぼやけてい

　ないかなどを確認し、適宜スマートシャープフィ

　ルターなどを使いある程度、画像をはっきりと調

　整する。

2. 画像の中に意図しない汚れやゴミがないか確認

　する。

3. 背景などに白がある場合はその白がグレーにな

　らないように確認し、レベル補正等の色調補正を

　使い画像調整する。

4. 作成したい版のイメージサイズになっているか

　再度その単位と解像度を確認・調整する。

〈版データの編集〉

　下絵のデータが完成した後は、レーザー・エング

レービングに適したデータに編集をする。編集にお

いて注意する点がいくつかあるが、レーザー・エン

グレービングにおいて一番重要であるのが、レー

ザー彫刻においては黒のデータ部分が彫刻もしくは

カットされ、白のデータ部分はそのまま残るという

ことである。

■ レーザー加工の基本

■ 左右反転

　次に重要なのが「左右反転」と「白黒反転」の作

業である。左右反転においては言うまでもないが、

データが版となるので、この段階でイメージを左右

反転させておく必要がある。

■ 白黒反転

　次に白黒反転であるが、これはレーザー彫刻にお

いて、印刷の段階で行う刷りが凸版であるのか、凹

版であるのかによって、用意するイメージが白黒逆

になるからである。凸版の場合は、元のイメージと

白黒を逆にし、凹版の場合はそのままのデータで良い。

　このようにそれぞれ必要とする版の形式へ合わせ

て、データを編集する事により、下絵データから

レーザー・エングレービング用の「版」データを編

集する。以下に編集作業においての確認点を挙げて

おく。

1. 画像イメージを左右反転させ、完成させたい版

　画のイメージとそれに使用する版の向きを合わせ

　る。

2. 木版凸版刷りなどの場合で凸部分のイメージを

　使いたい場合においては、元画像データの階調を

　反転し白黒を逆にする。これは、レーザー・エン

　グレービング加工を行う場合、画像イメージの黒

　の部分がレーザーにより削り取られる為、凸部分

　として残った所にインクがつき、そこがイメージ

　になる為である。また、逆にアクリル版を使った

　凹版画などの場合においては、白黒反転を行わず

　にそのままのデータで良い。

3. 編集が完成すれば、別名保存で保存形式を tiff

　形式や bitmap 形式にする。これは使用するレー

　ザー加工機のソフトに依存するので、それぞれの

　加工機に合う形式とする。

レーザー加工プリンター（参考写真協力：合同会社サブロク）

版素材例（左から、桜板、シナベニヤ板、アクリル板）

左右反転（版となるための編集）
データ完成後イメージの向きを変える

〈データ〉

レーザー加工で彫刻される部分

〈データ〉 〈彫刻された版〉

〈左右反転データ〉

イメージの白黒反転作業

凸版刷りの場合は白黒反転 凹版刷りの場合はそのまま

データの黒部分が
彫刻される。

→ → →★ 版

→Rabbit Rabbit

RabbitRabbit
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〈製版出力：レーザー・エングレービング〉

　完成したデータを元に、版として使用する版素材

を使いレーザー加工をする。この時レーザー彫刻に

おいて注意したいのは、加工スピード、加工パワー、

加工の回数である。素材やイメージによってそれら

を変化させる事で、より版として適した彫刻が行え

るからである。初めて彫刻を行う素材、イメージに

ついてはやはり、一度テスト彫刻を行い各種設定の

調整を行う。

〈印刷〉

　レーザー彫刻された版は完成した時、版表面に汚

れが付着している場合が多い。これはレーザー加工

する素材によるが、多くの場合木材については木の

ヤニが表面に付着しており汚れている。加工された

イメージや回数によっても変化するが、汚れがある

場合は刷る前に、水、洗剤などをつけ刷り込み用の

ブラシで丁寧に表面のヤニを落とす。この時イメー

ジが特に細かい場合は、イメージが欠けないように

注意する。

　アクリルの場合は表面に白い粉状の汚れがある

が、ブラシで掃除すると良い。

　版の準備が出来れば版の印刷を行う。レーザー彫

刻された版の印刷において難しい点は、特に細密な

イメージに多いが、刷りの技術を要することであ

る。つまり、イメージ部分にしっかりとインクを詰

め、余分なインクを拭き取る事ができる基本的な刷

りの技術を習得している事で、版の状態を見極めな

がら適正なインク量やプレス圧調整などにより、原

稿のイメージに近づける適切な刷りが行える事が可

能となる。

〈授業での取り組み〉

　今回の版表現の授業においては、レーザー・エン

グレービングの基本的な版作成プロセスの確認か

ら、その版画への展開まで、学生各自がどのような

可能性があるかを探求した。

　課題としては最初に、それぞれが下絵のサンプル

やマチエールのテストデータを作製し、木版凸版、

アクリル凹版、でサンプル作品を作成することで、

どのようなデータからどのような版が作れ、どのよ

うな刷りの結果が得られるかを、各自が体験し、そ

れぞれの結果を持ち寄りディスカッションする事

で、多くの表現の可能性を考えた。

　また、その後の制作課題において学生各自が、自

分の表現の特性の可能性を探りつつ、データ作成に

おける段階から試行錯誤をしながら、手描きイメー

ジにおける線描の再現性や細密表現、写真イメージ

を使った表現、多色版画制作の取り組み、銅版への

応用、など様々にレーザー・エングレービングによ

る版画の可能性を追求し制作した。

　レーザー・エングレービングによってデータから

版が作成できるという事は、これまで手作業では難

しかったイメージなどが表現可能となった。

　例えば木版画においては、これまで手で彫る事が難

しかった手描きイメージの滑らかな線がそのまま版と

なり、これまでにない特徴ある版画が制作できた。

　その他にもレーザー・エングレービングの特徴と

して、緻密な点や線、幾何学的な図形などを複数用

いたイメージ制作などが挙げられる。手作業では難

しい版制作が可能となった事と同時に、今日の版画

制作や新たな版表現の可能性を考えさせられる機会

となった。

　アクリル板を使ったレーザー・エングレービング

では、銅版のラインエッチングの線やエングレービ

ングのようなはっきりとした、滑らかで綺麗な線表

現を意識した作品や、写真製版技法の代わりとなる

写真イメージを用いた、版画制作が行えた。

　次に、多色版画の可能性としてデータ編集の段階

から、多色イメージによる版データを作成する取り

組みもレーザーによる応用編として可能となった。

写真イメージを用いて３色のトーン分解をした後

に、その版全てをレーザー加工し３版３色を刷り重

ね、多版による写真イメージを制作した作品。多版

多色のイメージを最初に計画し、その主版線のイ

メージのみレーザー彫刻し、色版は手作業で制作を

行い、木版やアクリル版により多色版画を制作した

者など、多色版画の制作においてもその取組の方法

は様々な可能性があった。

レーザー加工プリンターにセットされた版木

版データ（画像データ、グレースケール、600dpi,tiff）　※1

完成した版（シナベニヤ板）　※2

　木版凸版油性刷り　※3

レーザー彫刻された版 木版凸版油性刷り　※４
     

（パスデータから製作）

アクリル凹版油性刷り、３版３色 　※6

水性木版刷り

主版のみレーザー彫刻※7

アクリル凹版画（作品 6）　※5 アクリル凹版画、主版のみレーザー彫刻　※8



43 44

　その他の制作として例えば、アクリルは凹版画で

使用する銅版の代わりとして使用できる可能性があ

るが、まだまだ銅版の多様な版表現には及ばない所

が多々ある。本来であれば直接レーザー・エング

レービングによって銅版を彫刻加工したいのだが、

銅の場合は加工が難しい。その為、銅版に直接的に

加工するのではなく、銅表面にコーティングを行

い、そのコーティング部分をレーザーによって加工

を行う事で、その剥がれた部分のイメージを腐蝕液

によりエッチングする事で、銅版画に取り組むと

いった方法が考えられた。これはレーザー加工と腐

蝕技法によるエッチングの二つの技術を組み合わせ

た方法による版画制作となる。

　また、このレーザー・エングレービング加工は、

加工において様々な加工モードがあり、加工面を斜

めに加工できるモードがある。これはスタンプ制作

において使用するものであるが、細い線などをしっ

かりと版として残す事ができる逆 V 字加工が可能

である。またその他の例として、データの作成をよ

り詳細に行うことで、立体的な彫刻加工も可能であ

る。これはデータがもつグレーの濃淡の変化度合い

によって加工できる凹凸の深さを調整できる３ D

モードというもので、実際にこの 3D 加工を用いて、

立体的な加工品が販売されている。この機能を版と

して使用すれば実際の版木の形に近い「版」として

の版制作が可能である。

　そして、このレーザー・エングレービングの版表

現と版画制作を通して様々な意見や感想があった。

以下にその一部を挙げる。

　「手作業では不可能な細かい表現が可能」、「版が

綺麗」、「これまで難しかったやわらかい線が活か

せる」、「繰り返し同じイメージを構成できる」、「下

絵を何度も写さなくて良い」、「デジタルデータか

ら版ができるので編集次第で多様な可能性があ

る」、「自分で版を彫る必要がないので技術が不要」、

「やはり手作業で製版したい」、「自分で版を彫らな

いので物足りない」などその他。

　これを見ると、これまで版画制作において版を自

分の手で試行錯誤しながら制作し、版画を学んでき

た学生にとっては版を作る工程での楽しみを不足に

感じる所がある。その反面、手作業では難しい表現

が可能など、その意見は実に様々である。

レーザー・エングレービングの現状

　実際に身近にレーザー・エングレービングの加工

プリンターやその作業工程を見る機会はないと思わ

れるが、我々の身の回りをよく見てみると、レー

ザー加工された物は非常に多い。その中でもスタン

プは一番良く使用されている物の一つであるが、そ

の他にもレーザーカットされた、ロゴシールや紙。

様々な機器の表面にレーザーマーキングされたシリ

アルナンバーなどがある。

　複製技術としてこのレーザー・エングレービング

を見ると、実際にこの技術を上手く利用する事に

よって例えば、唐紙などの伝統的な分野において

は、近年このレーザー加工が一部で扱われており、

伝統的な文様を版データとして作成し、版木にレー

ザー加工する事によりその版の複製生産を行うとい

う方法が用いられている。また、非常に時間と手間

のかかる伝統的な木版画制作の現場においての使用

を考えると、レーザー加工技術と職人による手作業

を組み合わせる事により、図案の彫り作業が簡略化

され、より複雑で高度な彫りの再現が可能となって

いる。これに関連し、貴重な浮世絵の版木の再現を

行う事なども可能であり、その用途は広がりをみせ

ている。

　また、このレーザー加工技術は、版画を専門的に

学んでいない表現者にとっても、版画制作の機会を

増やす技術でもある。版のデータを作成する事が出

来れば、特に製版プロセスで専門的な技術を要する

版画制作において、そのハードルが低くなる為、よ

り多くの制作者が、版画を作る・刷るという版画制

作の楽しみを得る機会が増える可能性がある。

おわりに

　今後このレーザー・エングレービングがどの程度

普及していくかは未知数ではあるが、このレー

ザー・エングレービングによる「版」の制作方法に

よって、従来の手作業による版の制作では限界が

あった、非常に細密なイメージ表現による版の作成

が可能となり、版の制作精度が上がることによる、

新たな版画表現の展開に繋がり、今後版の新たな可

能性が模索される機会は増えると考える。

　このようにレーザー・エングレービング技術によ

る版制作と版表現の試みは、版画分野における技術

の進歩であり、今後の版画制作において可能性を

持った技術であると考えられる。また一方で、版画

の専門職だけでなく、より広く一般的に版画の普及

に繋がる可能性をも秘めたものであると考える。

文中の写真図版はそれぞれ以下の作者制作による。

※1～3：右近あかね、※４：迫鉄平、※5・8：伊藤花実、※6：

木村ひとみ、※7：田中翔子。その他の図版は筆者による制作。

謝辞

レーザー・エングレービング加工協力

合同会社　サブロク
（http://www.sabloq.co.jp/index.php）
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・ 北野裕之

「現代版画技法、レーザー・エングレービング版画の試み」

　　京都精華大学紀要第３６号、発行 2010 年 2 月 15 日 

・Wikipedia「レーザー」の項、2009.10.06 最終閲覧

　(http://ja.wikipedia.org/wiki/ レーザー ) 

　　　　

※加工モードの違いによる版の彫刻

　ノーマル彫刻 スタンプモードでの彫刻（逆V字加工）
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委員会報告
「展覧会検討委員会報告」

展覧会検討委員会
長尾浩幸（成安造形大学）
倉地比沙支（愛知県立芸術大学）
大島成己（京都嵯峨芸術大学）
北野裕之（京都精華大学）
（順不同）

はじめに̶大学版画展検討委員会について
　第 35 回を迎える全国大学版画展の今後の発展を見据え、

あるべき展覧会像をさぐる為に、「大学版画展検討委員会」

が特別研究委員会として大学版画学会によって組織された。

委員長の成安造形大学、長尾浩幸准教授を中心にして、愛

知県立芸術大学の倉地比沙支准教授、京都精華大学の北野

裕之特任講師、そして京都嵯峨芸術大学の大島成己准教授

の 3 名と共に、2009 年の 4 月からのおよそ 1 年半の期間、

議論を重ねてきた。

　そこでは、大学版画展における意義を再確認しながら、

現行の展覧会が大学の教育と研究の現場、ひいては今日の

版画表現の現状をどの程度、反映しているのかどうかが集

中的に議論された。版画の現状とは、日本の浮世絵からの

文脈性を踏襲した版画表現の正統性を展開しながらも、そ

の一方で 20 世紀後半のアートにおける主要なテーマとして

のモダニズム批判や、写真や映像をデジタル化した製版技

術の応用による自由な発想での表現など、まさに版画表現

が多様化した様相として理解できるであろう。それは或る

意味、浮世絵の分業による工法とは距離を置き、自摺自彫

と言った特質を前面に掲げた創作版画運動を出発点に持つ

関東の流れと、その創作版画運動とは対局関係を持ちなが

ら、前述したモダニズム批判や、写真や映像表現の文脈性

が見られる関西の流れと言ったような、日本の版画史にお

ける東西の立脚点の違いから来る価値尺度の差異と言える

かもしれない。この委員会での問題意識は、大学教育・研

究の現場に即した展覧会に向かうためにも、従来の四版種

の技術の鍛錬や習熟の研究成果を披露することに加えて、

その現場で顕在化しているその多様性をいかに提示するこ

とができるかであった。その議論の過程において、大学版

画展の役割を再確認しながら、展示形式、会場構成、賞制度、

予算編成など、これまでの展覧会のあり方全体を再考し、

検討を重ねていった。

■大学版画教育・研究の現場について
̶版画表現の多様性について

　大学版画展が版表現の多様化の現状を反映しているか否

かを検討するにあたり、検討委員会では、教育研究の現場

における多様性は具体的にはどのようなものであるかを確

認した。それは、美学的な解釈だけで捉えられるのではなく、

現代美術の主要な問題として浮上してきた大衆性や先端性

の問題を、版画の特質の一つである複数性のもとに引き受

けてきた経緯とも結びついてくるのかもしれない。それは、

いま変容する社会の中で、メディアの問題を含めて芸術と

してどのように新たな表現を版画の文脈において獲得する

ことができるか期待されているわけである。では、具体的

にその今日的な版画の多様性がどのようなものであるかを、

以下の四つの表現の方向性を例に挙げながら考えてみたい。

1）従来の版画・四版種による表現
　一般的な大学版画教育において根幹となる基本的な版種

（木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーン）による

表現である。これらは、版画表現史だけでなく、印刷史の

流れにおいて版画とは何かを考える際、もっとも基本的、

かつ原理的な表現として位置づけることができる。そのた

めに次に挙げる今日のデジタル技術や、ジャンル横断的な

表現へと展開する基点になるとも考えられ、今後も大学版

画展の主流であることは変わらないだろう。

2）デジタル技術から展開された表現
　近年、コンピューターで制作した画像を簡便に写真製版

へと展開することが可能となり、それまでの暗室を中心と

していた製版技術は格段に自由度が増し、その表現の幅を

劇的に広げていった。石版画からオフセット印刷に転換以

降、新たな技術革新はコンピューター制作をそのまま版画

制作に応用することができると共に、制作自体をデジタル

に完全にシフトする傾向が版画制作の現場で多く見られる

ようになってきた。つまり、従来の写真製版版画に留まらず、

インクジェット印刷や、データから印画紙に焼き付けるラ

ムダプリントなど、デジタル出力のみの表現が版画表現の

展開に位置づけられ、版画の領域規定を刷新する時代になっ

たとも言えるだろう。

3）版概念の再解釈、CG、映像メディアへの展開
　2）で見たようなデジタル技術の展開を突き詰めていくと、

従来の版画を定義してきた「複数性」、「間接性」の概念に

変質をもたらしていることは間違いない。たとえば、これ

第５回展覧会検討委員会会合（2010年9月2日｜京都精華大学にて）

までの「複数性」は限定された数において定義されること

によって、「オリジナル版画」という表現の質を確保してき

たが、デジタルの出現によって、その「複数性」は人間の

手作業を超えて、どこまでも均質に、そして瞬時に大量生

産を可能とする「無数性」へと概念を変質していったと考

えられる。そして「間接性」に関しても、これまでは工芸

的な美学のなかで解釈されることが多かったが、デジタル

の均質性において「間接性」が再解釈され始めていると考

えることができる。そこでは、近代的な「作者」に見られ

る主体性が関与しない間接的な表現が可能性として現れて

くるのであろう。ただ、これは目新しい解釈でもなく、す

でにポップアートが登場した 60 年代に議論されてきたこと

であり、CG 表現や映像表現によって、一気に意識化、加速

化したと考えられる。従って、この問題を先鋭的に追求し

ているのが、デジタル写真、CG、映像メディアであるとこ

こでは確認したい。つまり、デジタルと関わりながら版画

表現を考察していくと、このような版概念の再解釈に向き

合うことになり、それをより先鋭的に追求していくと、制

作が従来の版画から、デジタル写真、CG 表現、映像表現へ

とシフトすることはごく自然な流れとして考えられるので

ある。このようなケースは、今日の教育・研究の現場で徐々

に見受けられるようになってきた。

4）版画メディアの特質に着目し、それを展開した表現
　最後に挙げるのは、従来の版画制作の過程で見いだされ

た特質を展開させていく表現である。たとえば、木、銅な

どの物質性、複製可能な型、版の重なりであるレイヤーな

どなど、版メディアの或る特質に着目し、それを特化的に

取り扱ったり、あるいは他のメディアへと展開させたりし

ている。たとえば、若手作家で注目されている小野耕石、

芳木麻里絵のシルクスクリーン作品は、シルクスクリーン

によって積み重ねられるインク層に原理的に着目したもの

であり、彼らの作品はレイヤーとしての版をレリーフや立

体へと展開させていると考えることができるだろう。ある

いは、京都市立芸術大学専任講師の大西伸明であれば、版

の特質を複数生産可能な型として解釈し、そこで得られた

思考を立体制作へと展開し、本来、複製不可能な出来事性

を型によって複数化する制作を行っている。あるいは、こ

の委員会のメンバーである大島成己であれば、版の特質を

レイヤーの構成として解釈し、そのレイヤーへの思考にお

いて写真を再構成する試みを実践している。

　その他にも、版で見いだしたイメージの有り様を、多様

なメディアを駆使して展開を試みる愛知県立芸術大学専任

講師の大崎のぶゆきや、版画のプロセスを写真へと援用し、

そこに絵画表現としてのイメージの醸成を図る 2010 年

VOCA 展大賞受賞者の三宅砂織など、版画で見いだした特質

から発展して、絵画と写真の関係や、写真と映像における

意味に関わろうとする作家が登場している。

５）その他の動き
　上記以外の動向として、越後妻有、瀬戸内トリエンナー

レなど、場の持つ歴史性とリンクさせながら、インスタレー

ションやパブリックアートという言葉では収まらない版画

の文脈を予感させる、井出創太郎・高浜利也なども多様な

版画表現の一つとして挙げておきたい。また、六本木クロッ

シング等で取り上げられ、オーソドックスな銅版画の技法

を使用し、より求心的で緻密な版画表現を加速させる冨谷

悦子や、道路を封鎖して舗装用のロードローラーで巨大な

版画作品を公開制作する冨永佳秀、印画紙に銅版画を摺り、

絵画の文脈に身を置きながら、そのスタンスから逆説的に

版画表現を注視しようとする山田純嗣も見逃すことはでき

ない。

　こうした既存の方法の延長線上にある版画表現の拡散求

心の振幅の中で、版画と言うジャンルを再構築しようと試

みる表現者が登場しているのである。

つまり、版画制作に関わることにより培われた造形思考の

ようなものを、従来の版画技法に留まらず、他のメディア

や様々な境界線上での展開をしているのが今日的な版画の

状況として捉えることができるのである。

芳木麻里絵　「レース＃06」、24.8×24.8cm、ガラス板にシルク
スクリーン　　2008 年、撮影　表恒匡

大西伸明　「panpusu」、25×12×9cm、painting on resin　
2010 年
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　以上のように、従来の版画制作に加えて、デジタルから

派生されてきた方向性や、版メディアの特質から特化的に

展開してきた流れを版画の多様性として捉えることができ

るであろう。ただ、この多様性を前に気になる点は、どこ

からどこまでが版画なのかと言う領域確定である。多様性

のもとで領域をむやみに拡大してみせたところで、版画の

表現意義が高まることは決してないのは誰の目からも明ら

かである。

　しかし、ここに関して委員会での見解は、版画であるの

か否かの議論においてその多様性を領域確定から排除する

ことは、版画の定義を偏狭的に確定し、その可能性を限定

してしまう危険があるのではないかと言うことであった。

つまり、その多様性を、排除するのではなく、従来の版画

から派生、展開されている事実において積極的に検証する

ことで、版画の可能性の中心とは何かを明らかすることが

大学版画学会の活動の中心となるべきではないか。そういっ

た多様性を積極的に反映させることが大学版画展の役割の

一つであると委員会において意見の一致を見た。

大学版画展の再検討̶現状について
　次に、その多様性を反映した大学版画展を模索するに際

し、現行の展覧会を検証したい。例年の展示形式、運営に

関して、開催される美術館の展示は、展示条件を満たす必

要もあることから、額装された版画作品は点数、寸法が予

め明らかにされ、各大学の展示プランがたてやすい。それ

によって膨大な作品数をまとめ上げ、完成度の高い展覧会

を実現してきたと言えるだろう。また、展覧会に付随して

きた賞制度は、学生のモチベーション向上など、様々な教

育的効果を生んできたと言える。

　これまでの大学版画展が、教育現場を活性化する役割を

果たしてきたことを充分に認めることができる。しかし、

一方で、現行の展示条件がどうしても限定的にならざるを

得なかったことから、先述した多様的表現を結果的にすく

い切れて来なかったことを指摘せざるをえない。特に前節

で例に挙げた 3）と 4）の方向性は、映像作品や、立体作品、

大崎のぶゆき　「dimension wall」、インスタレーション、映像、
その他　2010 年

井出創太郎＋高浜利也　小出の家　越後妻有トリエンナーレ　

山田純嗣　W リアリティ展示風景　愛知県美術館
三宅砂織　「ベッド」、145×165cm、ゼラチンシルバープリント
　2009 年　　　　　第一生命保険相互会社蔵、撮影　上野則宏

あるいはインスタレーションなどであることが多く、現行

の規定ではカバーできていないのが現状である。これまで

は、規定に収まらない制作を主とする学生は、制作形式を

変更して規定に収まる作品を出品しており、彼らの作品の

本質を展覧会で提示することができなかった。「大学版画展」

を提唱する以上、大学の版画教育研究の今をひろく内外に

見せることが目標であるだろうし、今日的な多様性のダイ

ナミズムを反映した展示内容、形式を検討する必要がある

だろう。ここに大学版画展の今後の改善すべきポイントを

委員会から指摘したい。

大学版画展の今後のあり方について̶従来の展示 + 若手研
究者の研究支援としての場作り

　このように、大学版画展における現状の問題点を踏まえ

ながら、今後のあり方を検討した際、これまでの版画展の

教育的効果の有用性は充分に認められるので、従来の形式、

運営による展示をこれまでと同様に継続させ、その一方で、

上述の版画の今日的な多様性を反映させた展示を別途に <<

特別企画展示 >> として企画するべきではないかと言う結論

に委員会は至った。

　ただ、多様性を反映させた展示を検討するに際して問題

となったのは、出品者が学部生の場合は、年次によっては

作品の傾向に波があり毎年の継続が困難ではないかと言う

点で、毎年度、持続的に、良質の企画提示を望めないので

はないかというということであった。つまり、版画から派生、

展開される表現は、評価が定まらない今日性を志向するこ

とによって、ある意味、未完成さを伴う実験的な表現にな

らざるを得ないことが多く、各教育現場（特に学部教育）

において、常時、そういった実験的研究を、完成度の高い

作品として輩出することは難しいのではないかということ

である。

　委員会では、多様性を反映させる展覧会形式を探りなが

らも、この点が特に懸念されたため、展覧会のあり方を別

の視点で再考する必要に迫られていた。そこで検討された

のは、多様性を反映させることの成果をより大きな実りに

するためには、出品対象を学部生、修士生にするのではなく、

版画の今日性を巡って先鋭的に研究に取り組んでいる博士

課程後期学生、研究生、助手、非常勤講師などの若手研究

者にしてはどうかと言うことであった。学部生、修士を対

象としている限り、展覧会としての質を持続的に望むこと

が難しいのであれば、若手研究者の発表の場とすることで、

大きな教育・研究効果を伴いながら、その問題は解決される

のではないだろうか。

　この案を提起するに際して、これまで大学版画展の意義、

役割を改めて委員会で検討してきた経緯があった。と言う

のは、版画展は学会活動の一つとして位置づけられてはい

るが、それは学生の発表の場としてあっても、学会員の活

動の場としては全く機能してこなかった。この点が今後の

検討すべき問題として常に私たちの前に横たわっていたの

である。実際、学会誌などが発表の場としてあるとしても、

学会員の多くが実制作を研究活動の主としているのが実情

で、学会活動の場としての展覧会を企画する方がより現実

的なのではないだろうか。従って、大学版画展を、学生の

みの展示に留めるのではなく、学会員の発表活動プログラ

ムとしても活用し、特に発表の機会に恵まれない大学院博

士課程研究者や、卒業後まもない若手研究者の発表の場に

なることにより、学会活動の新陳代謝が活性化されると同

時に、学生への大きな教育効果が期待されるはずである。

また、これまで学会への所属の機会を逸してきた若手研究

者の新たな加入を促進し、少しずつではあるが学会員の増

員とともに新たな学会活動の広がりを予想することができ

る。

　このように、多様性を提示するための特別企画展示とし

て、これまでは学部生、修士生を中心とした展示プランを

検討してきたが、版画教育に従事し意欲的に創作活動をし

ている若手研究者を対象に研究支援を目的にした展示がふ

さわしいと結論に委員会は至った。評価が定まらない実験

的な研究を今日的な多様性として大学版画展で提示するこ

とによって、学生、学会のみならず、広く一般に版画の新

しい側面を紹介し、芸術表現としての可能性を共に考えて

いく機会となるのではないかと期待されるのである。

追記

　学会の未来、作品保全、使用規定、出品方法、展示室の調整、

施設代替案の検討など、様々な方面から賛否の意見が届い

ている。我々の報告は一定の期限をもとにまとめたもので

ある。今後の学会にとっては、大学版画展における意義を

踏まえ、教育と研究の現場を活性化させることに繋がって

ゆく提案となることを望んでいる。
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委員会報告
「技法表記検討委員会報告」

技法表記検討委員会
東京造形大学教授　生嶋順理

京都市立芸術大学教授　出原　司

東京学芸大学美術講座准教授　清野泰行

東京造形大学非常勤講師　常田泰由

多摩美術大学教授　丸山浩司

東京藝術大学准教授　三井田盛一郎

特別研究委員会の設置

　平成 21 年６月の大学版画学会夏期総会において、大学版

画学会が抱える問題に対する一定の統一見解を得ることを

目的とした木村秀樹会長（当時）諮問の特別研究委員会設

置が決まる。

　会長の付託を受けた委員で組織。任期１年。委員会報告

を次年度総会及び学会誌へ報告する。

技法表記検討委員会の目的

　特別研究委員会の一つである技法表記検討委員会では、

今日の版画技法の多様化にその表記が混乱した状況から、

「技法表記の統一と英語表記」について研究することを目的

として、版画の領域と定義にも及んで議論することを会長

より付託された会長諮問の委員会である。

技法表記検討委員会の経緯

　技法表記検討委員会は 2009 年 9 月を第 1 回の集まりと

して、以降凡そ月１回の委員会を 7 回開催。

　版画の技法表記に関する資料収集からはじまり、問題点

の検討整理を広範な領域について討議。また、現在の版画

の状況を考えながら版種や技法の分類方法を検討すること

から技法表記の整理方法を模索した。しかしながら付託さ

れた技法表記の問題点‐例えば、シルクスクリーンとスク

リーンプリントなど同じ技法に複数の技法名を持つもの。

これは歴史の認識や、使用する立ち位置の違いによる問題

を背景としている。また写真やデジタルプリントなどによ

る作品を版画技法として扱うことの可否。或いはモノタイ

プ、モノプリントなどの 1 点ものの作品についての討議は、

同時に版画の領域や定義に触れる問題でもある。- これらの

問題点は、「技法表記を統一する」という題目の範囲が茫漠

としており、当初の委員会の討議を通して問題の絞り込み、

討議の進展が困難となった。何かしらの見解を求めるため、

それまでの検討内容を引継ぎ且つ対象範囲を大学版画展に

おける技法表記の問題に絞り検討することとした。近年の

大学版画展目録から技法の項目を集計し、この資料から具

体的問題点の抽出と検討を行った。この討議から得た委員

会の統一した意見として「大学版画展出品者の技法表記方

法」を 2010 年 6 月総会へ報告提言した。

（文責：生嶋順理）

委員会記録：技法表記検討委員会議事録（抜粋）

第 1 回委員会　　2009 年 9 月 13 日

議題：委員会の確認。確認版画の技法表記統一（日英併記）

について、単年度の特別委員会として審議、2010 年 6 月の

総会時を最終報告として予定。

・各委員の役割と研究資料収集の分担

生嶋順理：座長、平版－リトグラフ

清野泰行：副座長、凹版－銅版

三井田盛一郎：書記、凸版－木版

丸山浩司：孔版－シルクスクリーン

出原　司：デジタル、マルチプル他、写真（大島成己）

第 2 回委員会　　2009 年 10 月 14 日

議題１：資料確認と審議内容：各種技法書やカタログ等か

ら抜粋で、技法表記問題についての資料が出され、それら

から様々な問題項目が出された。

・マルチプル、モノタイプとモノプリントから、版画と複数

性（エディション）の概念について－キーンホルツ、オル

デンバーグの作品を例に。

・シルクスクリーンの名称についての話題－セリグラフ、ス

クリーンプリント（90 年代後半）、テキスタイル技法との

関係など。

・写真製版̶フォトレジスト版画について。

その他意見：技法表記の統一（日英）に特化した目的を確認

しながらも、各委員の資料収集の方向に幅があり、まとまり

きれない。版画技法を、大項目̶版形式、中項目̶版種・技法、

小項目－その他技法、素材などで分けて話を進めることで、

委員間での認識と問題点の共有が行いやすい。この委員会か

らの最終報告の一例として、「版画技法のチェックシート」

を作成する案が出され、今後検討していくこととした。

第３回委員会　　2009 年 12 月 6 日

第 3 回から常田泰由氏（凸版‐木版担当）参加。

提出資料：「はじまり̶版画というひとつの表現形式の再定

義・目的・承前、Ⅰ系統樹、Ⅱカラム形式、Ⅲ展開された分類

図」（出原）

審議内容：技法表記方法の根拠となる三つの概念図が出原

司氏より示される。①、4 版種という太い幹から、より細か

い分類へと枝分かれをする系統樹型、②、単／復、直／間接、

版材、製版方法、インク種、版形式などの各種パラメータ

を縦軸にした、カラム型のチャート、図③は停留と転位、

一点とエディションをそれぞれ対立軸にそれらを外側に技

法表記を配置する展開された概念図である。

　清野泰行氏より、銅版画技法一覧が提出される。

版画芸術、版画辞典、世界版画史など書籍、雑誌より、銅

版画の技法についてその技法名と説明文を抽出しリスト化

したもの。また、道具や材料をもとにした技法の分類表記

のアイデアも示される。

　三井田盛一郎氏より、版形式を横軸に、版材を縦軸にし

た表が提案される。それぞれの版形式に対して、各版材が

使用可能かどうか、◎、○、△、×などで評価する。　

横軸 　版形式　｜凸｜凹｜平｜孔・型｜レリーフ・拓｜透

過原稿｜データ原稿｜

縦軸　　版材 　｜木｜金属｜石｜布｜感光材｜現代プリン

ター（インクジェットなど）｜

第４回委員会　　2010 年 1 月 24 日

審議内容：出原氏から前回示された③展開された概念図内

“ いわゆる版画 ” に該当する部分の詳細が提示された。以下

がその図である。 

　常田泰由より、木版の技法・材料・道具についてまとめ

た資料が提出される。版画芸術、版画（武蔵野美術大学出版）、

版画史解剖（阿部出版）など書籍、雑誌より、木版の技法・

材料・道具についてその名称と説明文を抽出しリスト化し

たもの。

第５回委員会　　2010 年 2 月 21 日　　　　　　　　　　

提出資料：平版̶リトグラフの技法・材料・道具（生嶋）、 

第 32～34 回 全国大学版画展　出品作品技法表記一覧（常田）

議題１：報告の方向性、目的などの再確認。

　技法表記の統一から始まった議論の領域が広範になって

おり論点の絞込みが必要。今後の委員会の方向を、大学版

画展における技法表記の問題整理と技法表記方法の指針提

案として報告する。

対象の明確化。学会員または大学で体系的に版画を学べる

者（研究者）を対象とした技法表記の整理を委員会の目的

として確認した。

議題２：技法表記について　

　資 料 2 出 品 作 品 技 法 表 記 一 覧－最 近 三 年 間

（2007,2008,2009）の大学版画展出品目録〈技法〉の項目

に表記されている技法名と人数をまとめたものをもとに、

大学版画展の表記方法の問題点について議論する。そこか

ら明らかになったことと意見として̶殆どの表記は 4 版種

名である。材料名の表記があり、どのように使われたか不

明な例がある。併用や特殊な技法の場合の表記方法などが

決めれていると、その表記から作品の技法上の成り立ちが

分かりやすい。

第 6 回委員会　　2010 年 4 月 11 日

提出資料：シルクスクリーン概略、技法図（丸山）、写真、

その他の技法分類（出原）、技法表記方法案と技法表記の例

（常田）

資料確認と意見内容

写真について：版種を問わず写真製版を利用した時は写真

製版シルクスクリーン、写真製版凸版やフォトリトグラフ、

フォトグラビュール のように写真製版やフォトの語を冠す

る。ポリマー版画のようにそもそも写真製版前提のものは

省いても良いのでは？②、画像生成について撮像由来のも

の、電子的に生成されるもの両方に共通のプリント方法と

してレーザー感光銀塩、インクジェット、ゼラチンシルバー、

染料転染、発色印画、拡散転写（ポラロイド）など（資料、

大島成己）

先端的な表現について：第３回委員会報告の③の領域を広

げることでえられる、その定義は例えば、従来の版種でも

制作可能だが巨大なカッティングプロッターで出力した場

合やアナログ暗室テクニックの現代的再生、時間軸的な見

当の地理的拡張を見せるためのテクニックの表記などにま

だ名称さえないのだ。版画の分類というよりアートのイン

デックスを考える必要がある。

小学校美術教科書ではデジタルプリントの扱いが増えてい

る現状がある。手で作ることの意味が薄くなり、版画では

刷りの方法や素材への拘りが薄れる傾向も考えられる。

審議内容：「技法表記方法案と技法表記の例」より技法表記

案を参考に様々な表記例を検討

「版材／版形式／製版方法／印刷方法または使用インク／支

持体／備考（特種内容）」

例）（銅／凹版）／エッチング・アクアチント／雁皮刷り、（油

性インク）／ B.F.K

例）木／（凹凸平）版／リトグラフ／油性インク／和紙

例）アルミ／（平）版／リトグラフ／（油性インク）／アルシュ

／コラージュ

例）木口木版／（凸版／エングレービング／油性インク）

／雁皮紙

例）シルクスクリーン／（孔版／写真製版／油性インク）

／パネル

図③

複数制作

一点制作

版画、写真

一点制作一点制作一点制作
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内容は／で区切る。短く表記する場合は一般的内容を（　）

として省略しても良い。

第７回委員会　　2010 年 5 月 23 日　　　　　　

提出資料：「銅版技法名と内容について」( 清野 )

議事内容：「大学版画展における技法表記方法の提案」につ

いては、今年度の大学版画展実施を目標にし、そのためこ

の提案について 6 月の総会での承認を得て、展覧会事務局

から実施についての具体的な準備をお願いしたい。実施結

果と技法表記の内容及び英文表記については、学会誌への

研究報告掲載とする。

大学版画展における技法表記方法の提案を検討。

大学版画展における技法表記の委員会提言

　大学版画展出品作品の技法表記については、近年の技法

表記集計の結果から分かるように、大半が一般的な版種名

表記となっているものの、その一般的版種名と実際の作品

画面の印象に隔たりがある。また版種を併用した場合や作

者の独自な技法を表記する場合は、各自の表記基準に任さ

れているため、技法と材料などの表記が混在している。ま

たデジタル技法を取り入れた制作では、新たな分野でもあ

りその名称の認識も浅いことが多い。このような状況から、

表現の多様化を前にした今日の技法表記の問題点とすれば、

制作者の技法への関心の薄れがあるのかもしれない。特に

教育研究の現場では、版画はその技法を前提として差別化

された分野である。技法表記方法に指針を示すことは、制

作者の制作技法への再認識を促すとともに、目録やキャプ

ション等の表記から版画作品への理解と興味拡大を図れる

ものと考える。またこのことは、版画制作者や研究者にとっ

て、基礎データ的内容にもなり、後の研究資料としての活

用上も必要性を持ったことと考える。

提言内容：版画をどのように制作しているか客観的にみる

ことの出来る内容を、技法表記として考え、その方法の指

針を「技法表記方法」として示す。また、これを大学版画

展にて活用し、その結果から更なる改善を提言する。

「大学版画展における技法表記方法」

　作品の技法表記は、その作品の制作を以下の項目につい

て記す。

技法表記：版材／版形式－細目／製版方法／印刷材料／特

記事項／支持体／版数／色数／制作年／サイズ／ ED（モノ

タイプ：転写や謄写というプロセスはあるものの、版また

は複数制作可能な技法を使用していないもの、モノプリン

ト：複数生産可能な技法を一部でも用いていながら何らか

の理由で一点しか制作できないものの区別はここに表記。

従来の版画技法を使用した ed1/1 の作品はモノタイプでも

モノプリントでもない。）

　作品の技法名称は、表記の一般的な内容のものを除き、

名称からその作品の技法の概要が分かるものを使う。

大学版画展における技法表記　集計と分析

過去 4 年間の目録集計（次頁資料参照）を見るかぎりその

技法表記名は、全国大学版画展における多様な表現の作品

の技法を的確に表しているとは言えない状況である。木版、

銅版、リトグラフ、シルクスクリーンなど使われている技

法名の大部分に関しては、一般的に知られている技法名で

あり、その名称から作品内容をおおよそ理解することが出

来る。しかしながら、現在その表現の幅を広げる版画、版

表現を多くの人に理解してもらうためには、技法表記方法

にも工夫が必要であろう。

　版画以外の絵画作品においては、キャンバスに油彩とい

うように、支持体と描画材を記すのが慣例となっているよ

うに思うが、版画においては、支持体についての意識は技

法表記のデータを見る限り低い。技法の項目に材料名のみ

が表記されるということもあった。

　技法名（製版の技法名や刷版の技法名）は、版画の種類

を判別するために重要な項目であるが、支持体（紙の名前

や産地）、支持体の上にのるイメージを構成する材料、その

転移の方法など版画の構造にそって、表記されるとより理

解が進むのではないか。

　技法表記の方法には、出品者から提出される出品リスト

にも問題がある。第３５回全国大学版画展の出品者リスト

には、「版種」と「技法・材料」の欄があるが、どちらの表

記に関しても、その方法に関しては出品者にまかされてお

り、展覧会事務局において修正が加えられている。目録では、

「版種」と「技法・材料」ではなく、「技法」という一項目

にまとめられている。

　一般的な技法ではない技法で作られた作品では、版画で

いう枠組みの中にその技法を位置づけるための指針や、併

用した作品では、その表記にかんして、どんな記号で区切

るか、どんな順番で表記するかなどの基準が必要である。

また、英語表記も念頭に置くと表記が明確になるのではな

いか。　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：常田泰由）

第32回(2007年)～ 第 35回(2010年)における 全国大学版画展 出品作品の技法表記集計

[ 凸版 ] 点数 [ 平版 ] 点数 [ その他 ] 点数

木版 163 リトグラフ 183 ポリマー版関連の表記 6
木版関連のその他の表記 17 リトグラフ ＋ 他の技法名 11

　 　

（ポリマー凹版 3、ポリマー版画
2、ポリマー凹版・リトグラフ）（水性木版 ８、油性木版 １、水性油

性木版 ６、一版陰刻法多色摺り ２）
　 　 コラグラフ 12

木版 ＋ 他の技法名 13

（木版 2、銅版 2、エッチング 2、
シルクスクリーン 2、ペーパーワー
ク、ハンドメイドペーパー、メディウ
ム刷り） 　 コラグラフ＋他の技法名 18

　 石版 2 （シルクスクリーン、ポリマー凸
版、凹版刷り）

（銅版 3、シルクスクリーン 2、コラ
ージュ 2、コラグラフ 4、モノプリン
ト、モノタイプ） 　 ウォータレスリトグラフ 2 モノタイプ 8
木口木版 5 木版リトグラフ 7 モノタイプ ＋ 他の技法名 18

木口木版・銅版 1 　木を使ったリトグラフ 1 （シルクスクリーン、染料イン
ク）

凸版　その他の表記 9 モノプリント 1
　 [ 孔版 ] 点数 フロッタージュ 1（凸版 2、油性凸版、凸版・孔版、凸

版・メディウムはがし刷り、エンボス・
凸版、ゴム版 2） 　 シルクスクリーン 167 　フロッタージュ、スクラッチ 1

シルクスクリーン ＋ 他の技法名 18
[ 凹版 ] 点数 　 その他の技法名による表記 8
銅版 282 　

銅版 ＋ 他の技法名 18

（木版 3、銅版、リトグラフ、コラグラ
フ、インクジェットプリント 4、デジタ
ルプリント、顔料印刷、手彩色、油彩、
ドローイング、ミクストメディア 3） 　

（メジュウム剥がし摺り、石膏版
画、シリコン刷り、シリコーン転
写、紙版、紙版画・コラグラフ、
ペーパーワーク、釘打ち）

　 スクリーンプリント 10 素材名による表記 3
　 スクリーンプリント ＋ 他の技法名 2

（木版 3、油性木版 1、コラグラフ 2、
リトグラフ 2、ミクストメディア 、
モノタイプ、彩色雁皮紙刷り、刺繍、
手彩色 2、コラージュ 4） 　 （銅版、ボールペン） 　

(プラスチック板にメディウム、ア
クリル板、マスキングテープ）

エッチング 24 ステンシル 9 その他の表記 10
エッチング＋他の技法 23 孔版 3

　

（多版多色刷、併用版、凹版・凸
版・孔版・モノタイプ、ミクスト
メディア 6、その他）

（アクアチント、メゾチント、ドライ
ポイント、凸版刷り、紙造形、手彩色） 　 [ デジタル・写真 ] 点数

エッチング関連のその他の表記 3 インクジェットプリント 3
　 デジタルプリント 4（ディープエッチング・ハーネミュー

レ、フォトベースドエッチング、写真
製版） 　 ラムダプリント 1
アクアチント 1 ピグメントプリント 1
ドライポイント 7 インクジェットプリント、兎毛皮 1
　ドライポイント・パステル・塩ビ版 1 インクジェット出力、アルコールマー

カー
1

メゾチント 2 写真、デジタルプリント 1
　メゾチント・ドライポイント 2 ゼラチンシルバープリント 2
フォトグラビュール 1 モノグラム 1
凹版　その他の表記 3 編み、写真 1

　 ステイン・プリント 1（凹版(アルミ版)、凹版(ペーパードラ
イポイント）、インタリオ、レリーフ） 　

第３２回全国大学版画展（2007 年）から第３５回全国大学版画展（2010 年）までの４回分、約１０００点の出品作品の技法表
記について、各年の目録をもとに、技法が使われている作品数を集計した。
・ ４版種（凸版、凹版、平版、孔版）と、デジタル・写真、その他の６項目を設定し分類した。
・ 同一技法の別名、併用された技法は、（　）でまとめた。各項目の数字は点数である。１点のみの場合は省略した。複数の技
法を併用している場合は、 「・」で繋げた。

・ 目録において、複数の技法が併用された場合、縦２段で入力されていたものに関しては「・」で区切った。
　 (３２回・３３回では、技法の区切りに「・」が、３４回・３５回では、「、」が、用いられていたが「・」に統一した。)
・ 明らかに誤表記であると判断した一部のものについては修正した。　　　　　　　　　　　　　　　（資料作成：常田泰由）

カー
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トピックス
「第４回大学版画展受賞者展」報告

東京学芸大学美術・書道講座准教授
清野泰行

「第4回大学版画展受賞者」展　展覧会風景

　第４回となる大学版画展受賞者展は、昨年に引き続き、東
京学芸大学版画 ( 清野 ) 研究室が担当し、次のように実施さ
れた。

展覧会概要　
名称：「第４回大学版画展受賞者」展
会期：2010 年 7 月 14 日 ( 水 )～ 27 日 ( 火 )
時間：10:00～18:30 会期中無休
      　オープニングレセプション
　　   7 月 19 日（月）　17:00～19:00
会場：文房堂ギャラリー
主催：大学版画学会・( 株 ) 文房堂

　展示内容
1. 出品者数：第 34 回全国大学版画展の買い上げ賞
                     受賞者 31 名中 26 名
2. 作品点数：・受賞作品（原則として受賞作品）19 点
　　　　　　 ・小品（B4サイズ,参加は自由）17点
3. 出品者：赤保谷 香、石崎 未来、今井 恵、 大泉 力也、
 　　　　　大阪 秩加、岡田 晴菜、キム キョンソン、
 　　　　　桐明 由季、小林 文香、斉藤 修、酒井 妙子、
 　　　　　酒井 阿弥子、酒井 誠、柴田 美春、 関 文子、
 　　　　　高木 麻衣、谷川 直子、東条 香澄、根岸 一成、
 　　　　　西村 沙由里、野瀬 昌樹、林 明日美、
 　　　　　廣瀬 里紗、宮本 承司、三好 愛、吉田 ゆう

　本展は大学版画学会と町田市立国際版画美術館が主催する
第 34 回大学版画展の受賞者によるグループ展で、主に受賞
作品と小品の展示と販売を行った。対外的には、受賞作品の
公表による版画の普及と啓蒙のための学会活動であり、今回
も本学会と文房堂の主催で、東京・神田、文房堂ギャラリー
を会場とし7月に約2週間に渡って開催された。19日のオー
プニングパーティーには、大学関係者、出品者など５０名ほ
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制作者の年代や制作環境、制作姿勢等、あまたある版画作品
の中、版による表現を志す学生としての「断面」の切り口は
何か、それを模索する機会になればと期待するものでもあっ
た。
教育的効果
　大学版画展の目的の一つに、参加校が行う教育成果の発表、
若い才能による版画表現の提示と捉えた場合、それが熱気を
持ち集約された受賞作を巡回展という形で地方の学生たちの
目と手に触れさせること、それは生々しい息吹を持った教材
教育である。飾られた多様な作品を目にするだけでなく、展
示レイアウトの熟考、様々な額の仕様や持ち上げたときの額
の重さ、開梱、梱包時の他者の作品への心配りなど、つまり
東京近郊の学生たちが町田国際版画美術館で大学版画展開催
にあたり経験することの縮小版を地方の学生にも体験させ
る。そのことは、作品制作は自己の表現だけに止まらず、作
品は社会又は他者との関わり合いの中に存在するという認識
につながるものと考える。
実務的事項
・出品者 22 名の作品は、文房堂での展示終了後、業者に委
　託し本校に移送。会期まで保管。会期終了後、受賞作品は、
会場写真を収録 CD を同封し出品者へ個別に返送。
・出品者作品キャプションデータ、連絡先等の情報は受賞者
　展担当、学芸大学清野先生及び文房堂と綿密に連絡を取り
　合う。
・A-3 サイズ　チラシ　8,000 枚制作
・チラシ同封案内　約 1,000 箇所発送
・予算に関し
　作品送付：（文房堂→芸工大→作者）学会負担
　チラシ印刷、発送、特別企画経費等：本学負担
・検討課題として、文房堂展と巡回展の会期に時間的隔たり
　があるため、出品者にとって長期の学会への作品貸与は、
　ある種の負担を強いている現状がある今後、文房堂と会期
　の調整を図る必要がある。

今後の展望
　受賞者展巡回を軸に毎回企画を付加させ、学生たちへの発
表の場を提供しながら、多様化する美術の現況の中、版画の
現状提示や版表現のあり方を学生、教員、一般観覧者と共に
考える場となる展覧会を目指したい。加えて、今回の受賞者
展と山形近隣大学との合同版画展の形態を東北以北へと輪を
広げ、大学における版画の教育と研究の連携が出来ればと期
待する。

会場

どが來廊した。12 月の大学版画展のオープニングとは一味
違う雰囲気の中、有意義な懇談をすることができたと思われ
る。レセプションの日程においては、東京近郊の美術大学の
オープンキャンパスと出来るだけ重ならないよう配慮した。
展覧会までの準備
3 月：出品予定者のデータ作り　展覧会事務局の日本大学か
　　　ら今年度も受賞者データなどを受け取り、資料等を参
　　　考に出品者のデータ作りを中旬から行った。
4 月：出品要項の郵送　受賞者展への参加の可否等は、今回
　　　から経費節減のため、メール又はファックスの２通り
　　　で行ったが、今後メールでのやり取りに一本化できれ
　　　ばデータ管理の手間や発送費などの経済的負担がさら
　　　に軽減されるだろう。
5・6 月：ポスター・ＤＭ原稿制作及び発送　前回に比べ、印
　　　　刷費用を大幅に削減することができた。
搬入・展示
　搬入は 7 月 12 日に、ヤマト便及び手持ちによる直接搬入
（7 名）が行われた。今回は、搬入日に届かなかった作品（受
賞者作品４点、小品３点）があり、展示等においてギャラリー
側に迷惑をかけることになってしまった。受賞者展も大学版
画展同様、個人研究の公表という自覚を持って参加してほし
い。額装等においては特に問題はなかった。
　展示は 13 日に学生アルバイト（学芸大 3 名）、教員（1 名）、
文房堂スタッフで実施された。17 点の小品については、参
加者数の関係で壁面に余裕ができたため、今回はマット装に
よる展示を行った。
展覧会の様子
　会場となった文房堂ギャラリーは、文房堂（創業明治 20 年）
の４階に位置し、下の階には画材売り場、上階には様々な美
術教室が開催されており、來廊者は美術に興味を持った人が
多い。今年は、酷暑ということもあり、昨年より来廊者が少
なかったと報告があった。しかしながら、作品販売は受賞作
品２点、小作品６点の計８点となり、昨年よりも僅かではあ
るが増えていることは、第５回受賞者展参加者に向けて良い
ニュースになるだろう。ただ、今後さらに来廊者を増やすた
めには、受賞者の新作など新しい展開を発表する仕組みや受
賞者による座談会などのイベントを加えたりして、受賞者展
＋αとなるものが必要と感じられた。会期が学期末やオープ
ンキャンパスの時期と重なる問題も残るが、大学版画学会の
夏のイベントとしてしっかりと定着させていきたい。
梱包・返送・搬出
　作品梱包等の作業は 7月 28日、学芸大生 2名とギャラリー
スタッフ 2 名で行われ、搬入時の梱包だけでは不十分と思わ
れる作品は適宜補強した。翌 29 日は次の巡回展先の東北芸
術工科大学へ若月先生の手配した業者によって作品搬出が行
われた。
　関連展 ( 巡回展 )
名称：「版画の断面 -2」展
会期：2010 年 10 月 4 日（月）～16 日（土）
会場：東北芸術工科大学　本館７Ｆギャラリー
おわりに
　今回で受賞者展も 4 回目となるが、34 回という歴史を持
つ大学版画展からみると誕生したばかりと言えよう。しかし、
現在指導する立場にある教員の中には私も含め、この大学版
画展を経てきた者が相当数いることを思うと、あらためて、
これらの展覧会が研究発表の場というだけでなく、制作活動
のスタートライン、また版画に係わる人の様々な情報交換や
交流のための空間を成していることに気づかされる。7 月の

トピックス
「第4回大学版画展受賞者展」
　                 　　　　　山形巡回　  報告

東北芸術工科大学教授
若月公平

展覧会概要　
展覧会名：「版画の断面～２」
　①大学版画展受賞者展山形巡回 ②東北版画
　会期：2010 年 10 月 4 日（土）～ 10 月 16 日（土）
　会場：東北芸術工科大学 7 階ギャラリー
　主催：東北芸術工科大学　大学版画学会
　協力：山形大学 宮城教育大学 東北生活文化大学

展示内容
　①第34回大学版画展受賞作品又は受賞者新作  出品者 22名
　　大泉力也　斎藤修　野瀬昌樹　西村沙由里　谷川直子
　　吉田ゆう　小林文香　石﨑未来　関文子　三好愛
　　根岸一成　酒井誠　今井恵　髙木麻衣　キム・キョンソン
　　桐明由季　岡田晴菜　酒井阿弥子　東条香澄　宮本承司
　　松井亜希子　柴田美春
　②東北版画
　　東北芸術工科大学　　　　　　　版画集  3 点　
　　山形大学　　　　　　　　　　　 6 名　13 点
　　宮城教育大学　　　　　　　　　 3 名　  3 点
　　東北生活文化大学　　　　　 　 14 名   14 点　
特別企画：講演会「版画の現在と現代美術」
　講師：松山龍雄 氏「版画芸術」編集主幹
　日時：10 月 9 日（土）15：00 ～ 18：00
　会場：東北芸術工科大学 7 階ギャラリー

　会場は本学本館最上階 7 階、山形市内を一望するギャリー
（面積約 900 ㎡、壁面 65m）にて、本展を開催した。会場内
主要な壁面には受賞者作品を、壁面不足分は両面使用可能な
自立展示パネル（10 台、20m）を増設し山形近隣 4 大学の
学生作品を陳列した。搬入日には仙台の学生も参集し 4 校の
学生たちで展示作業を行った。広々とした空間に若い感性の
作品がひしめき、版画の新芽が林立する「版画の森」が出現
したかのようにギャラリーが生まれ変わった。来場者 460
名は学内者が多数とは言え、多くの学外一般の方々にも現代
の学生版画作品を観覧いただいた。  
　特別企画では、「版画芸術」の松山氏をお招きし、60 年代
以降の日本版画を 10 年ごとに区切り、各年代の版画の推移
を 3 時間に渡りたっぷりお話いただいた。仙台の学生、市内
画廊の方、近隣の作家、一般の方々も含め 50 名の来場者が
松山氏の明解な現代版画史解説に聞き入った。

展覧会趣旨
　この展覧会は大学版画展受賞者展と山形近隣４大学の学生
作品との併設展示である。以下に挙げる目的を持ちこの形式
での開催が今回で 4 回目になる。東京から離れた東北の学生
たちが中々観ることの出来ない大学版画作品に触れる機会
と、自身の作品を受賞作品と並列することで今後の制作の糧
にすると。今回から東北生活文化大学にも参加いただき東北
4 大学の合同展を通し、各大学教員同士や学生間の交流を促
すこと。一般市民や高校生への現代版画の紹介、理解を広め
ること。また、本展「版画の断面－２」は、過去 3 回いずれ
も大学版画展受賞者展を主軸に、第 1 回＜版画の世界＞とし
て「Prints TOKYO 2007 巡回展」の併設展示、第 2 回＜版
画の断面＞は今回同様、第 3 回＜版画の時空＞として「伝統
と現在－甦る浮世絵伝統木版画」の併設展示を行ってきた経
緯の第2回展に続くものである。主題である「版画の断面」は、

東北芸術工科大学本館（最上階、会場）

10月9日　松山氏講演会

受賞者展においても、12 月の展覧会同様、出会いと発見の
場になるよう今後の発展に期待していきたい。 

第４回大学版画展受賞者展ポスター
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公開セミナー
「版画と活字」

日本大学藝術学部准教授
笹井祐子

【版画と活字】　
　全国大学版画展は、今年で 35 回を迎え、年々質の向上が
認められます。それは各出品者の技術や表現の高揚もさるこ
とながら、そこには意識の変化もうかがわれます。例えば、
版を介在するという行為に重きを置いて、版画の複数性とい
うことに拘ることなく、版を介する絵画表現としての版画作
品、いわゆるモノタイプ作品が増えてきています。また、今
期ばかりのことではありませんが、作品の大型化の傾向が強
く、それが年々自然の流れとして当たり前となり、会場芸術
としての版画が主流を占めている感があります。
　そこで今回の公開セミナーは、昨年度と同様に額縁に入れ、
展覧会会場で不特定多数の鑑賞者を意識した版画作品ではな
く、作品と個人との対話が成り立つ世界について考えてみる
ことにしました。その代表的な存在が「版画と活字」の組合
せから成る「絵入り本」の世界です。
　鉛活字を１つ１つ拾い組版し、版画と組合せ、製本をして
作品（本）が完成する。その作品を１人で独占することによっ
て、自らが組み立て創作する私的世界へと導いて行く。まさ
に私的陶酔の世界であります。
　作品の制作過程においても、組版し、版画と組み合わせる
などの行為は、まさに手作りの世界であり、そこには「手の
痕跡」や「手の温もり」といった、現代社会において忘れか
けてかけていた情感を呼び起こすものでもあります。それは、
版画の原点的な行為の一つであろうとも思えます。
　そこで、昨年と同様に朗文堂の大石薫氏と企画制作を行い
ました。その結果、今年度も「版画と活字」にこだわりを持
ちつつも、公開制作においては、製本にウエートを置くこと
にしました。そして具体的には「綴じ本」と「折本」の 2 種
類の製本過程を見てもらうことにしました。
　製本の実技指導は栃木香織氏にお願いしました。今回は、
その制作プロセスを紹介します。
[ 綴じ本 ]　風と雲のあわいに
綴じ本は、はじめに公開セミナーで観客の方に見てもらうこ
とを考慮して B３（364ｘ515ｍｍ）サイズにしました。紙の
候補は、ミユーズ版画用紙、ハーネミューレ紙、　紙の中から、
活版で刷りやすいものを選んだ結果ハーネミューレ紙になり
ました。
　詩「風と雲のあわいに」は日本大学芸術学部助手 上坪裕介
氏にお願いしました。活版印刷を大石薫氏が担当し、版画を
刷ることと和文縦書きを基本とし、レイアウトや文字の大き
さを決めましたが、活版の和文字は大きさや字体に制限があ
りました。

＜公開セミナー＞12 月 5 日　　　　　　　　　　美術館内アトリエ

東京造形大学・東京藝術大学・東京学芸大学・立教女学院
短期大学・武蔵野美術学園・東京家政大学・青山学院女子
短期大学・創形美術学校・横浜美術大学・東海大学・東洋
美術学校・武蔵野美術大学・明星大学・女子美術大学短期
大学部・和光大学・女子美術大学・日本大学。

 

　買い上げ収蔵賞（町田市立国際版画美術館収蔵賞）は以
下の 31 名が受賞しました。
あるがあく・武智なつ子・直野分・西村沙由里（東北芸術
工科大学）、小林美佐子・斉藤慶子・下河智美（女子美術大学）、
岩渕華林・廣瀬理紗・藤崎美和・藤木祐里恵・上田裕子（東
京造形大学）、小林翼・長増恵理子・安河内裕也・ｻﾀﾞﾄ ﾓﾊﾏｯ
ﾄﾞ ﾗｻﾞｳﾙ（東京藝術大学）、戸田ひとみ（創形美術学校）、泉
菜々子・田沼利規・石川真衣・吉田江里（多摩美術大学）、
奥平恵理（女子美術大学短期大学部）、儘田侑典（武蔵野美
術大学）、東条香澄・木曽浩太（愛知県立芸術大学）、桐月沙樹・
金光男・宮田雪乃（京都市立芸術大学）、ｽﾃﾌｧﾝ ﾗｯｾﾙ・田村智
子・栗棟美里（京都精華大学）
　会期中観客の投票により選出される観客賞には、竹内秀
実 ( 筑波大学 )「雨は金色」が選ばれました。また観客賞に
投票を頂いた方の中から抽選で 5 名に版画作品がプレゼン
トされました。

< 作品寄贈者 >　
清野泰行（東京学芸大学）・木寺啓幸（和光大学）・永井研治（武
蔵野美術大学）・鳴海伸一（道都大学）・安田豊（東京造形大学）
諸氏にご協力頂きました。
 　2 年間に渡り、第 34 回・35 回全国大学版画展の展覧会
事務局を担当させて頂きました。各学校の版画教育の形態
が幅広くなり、出品要項の規約から外れる作品の出品を希
望される学校からの要望が寄せられました。今後、展覧会

の開催にあたり、共同制作の出品の受け入れ、立体作品の
受け入れ等、出品規約の見直しを検討しなければならない
事が予想されます。
前年度、又今年度の展覧会運営にあたり、多々至らない点
があり、関係者の皆様にはご迷惑をお掛け致しまいた。皆
様方のご尽力とご理解、ご協力により第 35 回全国大学版画
展も無事終了出来ましたことを心より感謝申し上げます。

今後の展覧会運営上の主な注意事項は以下の通りです。例
年の事ではございますが、徹底及びご協力を宜しくお願い
致します。
　・展示形式及び作品形態の徹底
　・作品の額装に展示用の紐が無い、あるいは紐が額の重
　　量に耐えられない等の不備があった。
　・陳列作業中及び展示期間中の作品落下や破損があった。
　・業者委託による搬入及び搬出の日時指定の徹底

以上

＜展示作業＞12 月 2 日　　　　　　　　　　　担当校の学生・教員

観客賞作品「雨は金色」　竹内秀実（筑波大学）

　前年度に引き続き日本大学芸術学部美術学科版画研究室
が大学版画学会展覧会事務局を致しました。下記は、「版画
の祭典 2010　第 35 回全国大学版画展」の内容報告です。
主催：大学版画学会・町田市立国際版画美術館、会期：
2010 年 12 月 4 日（土）～19 日（日）、会場：町田市立国
際版画美術館。全国の美術系大学・短期大学・専門学校・
各種学校 54 校より作品 257 点の出品。今年度より「チャ
リティー版画販売」を「学生版画販売」と名称を新たにし、
学生の版画作品を販売した。初日、開館前から来客の列が
出来る等、大変盛況であった。
　公開セミナーは 12 月 4・5 日の 2 日間にわたり、講師：
笹井祐子 氏（日本大学芸術学部准教授）、大石薫 氏（朗文
堂 アダナプレス倶楽部）によって行われた。4 日の公開制
作（美術館エントランスホールにて開催）では、版画と活
字作品制作のデモンストレーションと栃木香織 氏が製本し
た作品を紹介しながら製本作業の説明を、また 5 日の公開
ワークショップ（美術館アトリエにて開催）では、凸版と
活字を組み合わせたカード制作を行った。アトリエで行わ
れたワークショップには、事前に募集した東京芸術大学・
多摩美術大学・武蔵野美術大学・日本大学の 12 名の学生が
参加した。両日とも見学は自由とした為、一般の方が多数
訪れた。また展覧会期間中、展示室入り口には、日本大学
芸術学部教員及び学生有志で作成した版画と活字を組み合
わせ製本した作品が展示ケース内に陳列され、額装された
作品とはまた一味違った、版画の魅力、または提示の仕方
を来場者の方々に見て頂いた。ご指導頂きました笹井祐子
氏、大石薫氏、栃木香織氏、片塩二郎氏（朗文堂）の四氏
に深く謝意を表します。

　この度の展覧会開催にあたり、ご尽力頂いた各係の担当
校とその役割は以下の通りです。ポスター・DM 発送：明星
大学、学生版画販売部門：筑波大学、搬入受付：女子美術大学・
多摩美術大学・東京藝術大学・東京造形大学・日本大学、展示：
東京造形大学・武蔵野美術大学・東京藝術大学・明星大学・
和光大学・東京学芸大学・多摩美術大学・女子美術大学・
日本大学、搬出撤去：東京藝術大学・武蔵野美術大学・女
子美術大学・多摩美術大学・日本大学、パーティー：東京
造形大学・創形美術学校、展示会場当番：多摩美術大学・

第35回全国大学版画展報告

日本大学藝術学部助手
宮澤真徳

プレゼント版画作品 展示風景

公開セミナーデモンストレーション用版画作品 展示風景
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　次に版画制作です。今回は、詩を 6 節に分け好きな１節を
選び、そこから版画のイメージを膨らませました。本来の詩
画集は、ひとりの作家のものが多いと思いますが、大学だか
ら出来たことだと思います。
①夕暮れに雲がとけていく
②風にゆっくりと尾をひいて
③うろこ雲がとけていく
④夜はすぐそこまできている
⑤あわいに浮かぶ風と水のまじわる場所
⑥きっとまた、風景が生まれる
教員 6名、学生 6名の 2冊を作成しました。
教員①古谷博子 ②笹井祐子 ③宮澤真徳 
   　④高浜利也 ⑤大槻孝之 ⑥有地好登
学生①茂木悠紀 ②鳥羽綾乃 ③木村　瞳
　    ④白野鮎美 ⑤吉岡寛恵 ⑥大橋朋美 

[ 折本 ]THE LOVE OF BOOKS _ Old English Song
　折り本は、イギリスの古歌より書物賛歌の欧文を使いまし
た。紙はミユーズ版画用紙に活版印刷を行った後に、版画を
印刷しました。活字はＡ４（210ｘ297ｍｍ）縦下半分に刷
られ、同じ詩が刷られている中で、こんなに違う版画イメー
ジの作品が出てくるとは思っていませんでした。作品１点で
も力強さがありましたが、綴じられひとつになった本は、手
のひらからまた違った力強さを感じました。
　9 点の作品　左より　高浜利也、菊池史子、笹井祐子、宮
澤真徳、笹井祐子、山﨑香菜、大槻孝之、日比野絵美、宮澤
英理子

　今回の試みは、本形式の違いから版画の表現をどう切り出
すかが課題になりました。昨年は和文、欧文共に、先にイメー
ジを刷り、後から活字を刷りました。今年度の綴じ本、折本
も活字が先に刷ってあった為、ことばからのイメージはもち
ろんのこと、刷られた活字を感じながらの版画制作となりま
した。このような形式や紙の制約の中で、多種多様な表現が
出てきたことは、予想出来なかったことでした。失敗を恐れず、
冒険出来たことは、多くの可能性を秘めていると思います。
　本制作は版画による複製がもっとも活かされたかたちだと
思います。紙に刷られた版画だからこそ出来るコラボレーショ
ンだと思います。ひとりひとりの力が一つになって、ひとつ
のものを作り上げること。とてもすばらしいことだと思いま
す。

　最後に、今回公開セミナーにあたりご協力して下さいまし
た方々に感謝いたしますと共に、2 年間このようなかたちで、
提案出来たことを美術館関係者、大学版画学会にお礼申し上
げます。

】向動の日今の刷印版活【 
前年度にひきつづき今年度の大学版画展でも、 幹事校である
日本大学藝術学部の笹井祐子准教授 とともに、凸版画と活版
印刷をテーマに公開セミ ナーを開催しました。
　前回のセミナーでは、活版印刷というものを実 際に目にす
るのは初めてというかたが大半でした が、今回は、前回のセ
ミナーにご参加くださった かたはもちろん、前回のセミナー
ののち、ほかで も活版印刷について見聞きする機会を得たと
いう かたも少なく、活版印刷の普及の輪が着実に ひろがりを
みせていることを実感いたしました。
　また、前年度のセミナー時には、活版印刷の仕 組みや原理
といった技術面に対して興味をしめさ れるむきが多くありま
したが、今回はさらにすす んで、活版印刷をもちいてどのよ

うな作品づくり や授業展開の可能性がひろがるかという、具
体的 なコンテンツについての質問が特に先生方を中心 に多く
発せられ、多数の教育現場での活版印刷導 入に対する関心の
高さがうかがえました。
　活版印刷に対するこの数年の関心の高まりは、 わが国の造
形界だけではなく、世界的にみられる 傾向です。
すでに産業としての活版印刷には、残念ながら 一定の限界が
みえていることは事実ですが、今ま でのプロの活版印刷業者
とはちがう、あたらしい 活版印刷の活用や表現をおこなう若
い世代のアー ト・プリンターが世界各国で誕生しています。
　活版印刷業者の廃業から、活版印刷機材がスク ラップ同然
で流出し、それらの機材を譲り受けた 若いアーティスト達が、
創作活動に活版印刷を利 用するという現象が起きるようにな
りました。
　特に国土が広大なアメリカでは、すでに使われ なくなった
古い活版機材が捨てられないままに、 広い敷地のガレージな
どに放置されているケース が多くあります。そのような中古
の活版機材を入 手した若いアーティストたちが、仲間で広い
倉庫 を安く借りて大型の活版工房やスタジオを運営す ると
いったケースも少なくありません。特に西海岸ではブックアー
トの分野で、大型の活版印刷機 を用いた作品づくりが盛んで
す。印刷のみならず、 内容の構成や文章の執筆、版画やイラ
スト、レイ アウトや製本まで、すべて自らの手でおこない、 
徹底した自己表現の世界を構築する作品も数多く みられるよ
うになりました。
　一方、おもに女性が小型の活版印刷機を自宅に 設置して、
グリーティングカードなどの制作を中 心とする個人の小さな
活版工房を開設するケース も目立ってきました。これも世界
的にみられる傾 向ですが、特にグリーティングカード文化の
根づ いたアメリカでそのマーケットが拡大しています。
　カリキュラムに活版印刷を取り入れ、活版印刷 室を設置す
る美術大学も増加しています。
　パーソナル・コンピュータの普及で、コンピュ ータの使用
技術に関しては、教授陣よりもすでに 長けている状態で入学
してくる学生もめずらしく なくなりました。そのため、コン
ピュータの使い 方をメインとした造形教育は、もはや大学で
教え るべき科目とはなりえない時代になっています。
日常や学生個人では接することの少ない道具 や機会を与え
て、「モノづくりの本質」を学んだり、 本来のモノづくりのあ
りかたである「身体性をと もなったモノづくりがもたらす純
粋なよろこび」 を知るためのカリキュラムのひとつとして、
活版 印刷が美術系教育・技術系教育などのさまざまな 教育現
場に導入されています。

　欧 米 で は 2006 年 に「College & University Letterpress 
Printer’ s Association( 専科大学・総 合大学 活版印刷者協会 )」
が結成され、現在では、 ケンブリッジ大学、フィレンツェ美
術大学、ハー バード大学、オックスフォード大学、エール大
学 をはじめ、欧米の造形教育、技術教育拠点の有力 校 36 校
が所属しています。これらの大学のほと んどはパーソナル・
コンピュータの普及とともに、 一時は写真暗室、シルクスク
リーン工房などとと もに、活版印刷工房を廃止した経緯があ

ります。 しかし昨今では、造形教育のためには身体性をと も
なった、もっともプリミティブでアナログな手 法をもちいた
創作体験が必要不可欠であることが 再認識され、一度は廃棄
処分した機材を再度買い集めて、活版印刷工房を再建するに
至っています。 これらの大学の活版工房では、金属活字はも
ち ろんのこと、木活字、木口木版、板目木版、樹脂 凸版、金
属凸版、リノリウム版など、多種多様な 凸版を屈指して、の
びやかな造形教育をおこなっています。
【版画ヨ 額縁カラ 脱出セヨ !!】
今年度の大学版画展の公開セミナーでは、版画 と活字、さら
に製本を組み合わせて、「本」という 形態での作品づくりを
提案させていただきました。
　表紙と扉の「タイトル」、本文の「ことば ( 今回 は詩 )」、
奥付の「作家名」等の文字の部分は活字 をもちいて、
Adana-21J で印刷しました。
　今回は、文字の部分の活版印刷と、絵柄の部分 の版画の刷
り込みとを分業でおこなったため、先 に活字で文字を刷り込
んでおき、その紙面に定着 された「ことば」にあったイメー
ジをふくらませ ながら、版画を入れるという流れになりまし
たが、 版画制作と活版印刷を作者自身が同時に扱いなが ら、
画面構成をおこなうことができれば、もっと 流動的で自由な
造形も可能となり、さらなる作品 展開も期待できます。
　本という形態の作品には、額縁に納めるために 制作する作
品とはまた違った、魅力や可能性があ ります。本そのものの
形態はコンパクトですが、 本とは「ストーリー」や「時間の
流れ」などを内 包した立体的な重構造をしています。また、
額に 入った作品よりも、持ち運びや公開も容易ですし、 頒
布や流通にも適するという利点もあります。電子ブックの
登場によって、これからの時代は、 紙媒体の書物を制作する
という行為そのものが、いままでとは違った重みや意味を
有するようにな ることは想像に難くありません。そのよう
な時代 に、版画と活字をもちいて制作した書物は、贅沢 の
極みであり、芸術品や工芸品としての価値も拡 大すること
でしょう。
　また実制作においては、ことばやストーリーに 触発され
ることによって版画を制作しながら、特 に自作の詩や文章
の場合には、版画の仕上がりや 画面展開によってまた自ら、
ことばの選択や内容 を研鑽するという工程をくりかえすこ
とによって、 版画と活字との双方がインスピレーションの源
と なり、お互いを高めあいながら、思いがけない作 品を生
み出す面白さや効果も期待できます。

ふるい時代の版画のように、ふたたび書物のな かで活字と
版画が邂逅しながら、あらたなる版画 作品が誕生する時代
の到来を強く予感します。

朗文堂 アダナ・プレス倶楽部勤務
大石　 薫　　　　　　　

著書に『VIVA!! カッパン♥』2010 年

　左から折本「THE LOVE OF BOOKS _ Old English Song」、
綴じ本「風と雲のあわいに」２冊　　

」gnoS hsilgnE dlO _ SKOOB FO EVOL EHT「 本折

公開セミナーのようす

http://www.collegeletterpress.org/

公開セミナー制作作品 ( 凸版と活字を組み合わせたカード制作 )
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展評
「今年度の大学版画展の展評を

書くときになって考えたこと」

町田市立国際版画美術館学芸員
滝沢恭司

　ずいぶん前から、近年の版画表現に閉塞感を感じてきた。

現代美術展で見かけることも少なく、社会や時代の変化に

適応できているのか、疑問に感じてきた。

　そう感じるのはなぜだろう。ひとつは、日本の現代版画が、

版画という小さな世界のなかに想を得て制作されているか

らではないか。多くの版画が、伝統と規律を重んじる版画

村という小さな社会のなかで、伝統工芸品のごとく生産さ

れてきているからではないか。そう仮定したうえでの話し

だけれども、その打開策として、版画を絶対視するのでは

なく相対的に視ること、もしくはひとつの選択肢として認

識することを提案したことがある（『現代版画の潮流展図録』

2005 年）。最初に版画もしくは版ありきではなくて、はじ

めに表現手段を超えるイメージ、伝えるべきメッセージが

あり、その下位に版画などの表現手段があるという考え方

を求めたわけだ。現実にはそう単純ではないだろうが、少

なくとも版画のための版画は、もう求められていない。今

でもそう思っている。

　こうした考え方は決して新しいものではない。そもそも、

本学会の前身となる大学版画研究会をつくった駒井哲郎が、

35 年も前に次のように書いている。

　今回の大学版画展にかぎらず学生たちの版画を見ると、

さらに版画科修了の若い作家の版画をみると、もしかした

ら現在の美術大学の版画科は、「職業版画家」を育てようと

しているのではないかと感じてしまうことが多い。もしそ

うであれば、それは学生にとっても、版画にとっても、今

後は今以上に歓迎されなくなると思う。願わくは、版画教

育のなかで、学生が版画という表現手段の上位にあるイメー

ジやメッセージを見つけられるように導いて欲しいと思う。

クレーは日記のなかで「版画家には決してなるまい」

という決心をしばしば繰り返しのべている。これは版

画家として、とても気になる言葉だが、僕は大いに同

感だ。それは僕なりに職業版画家には決してならない

という意味にとってである。クレーも版画をなん点か

創っているが、彼はその時々の自分の気持ちが欲する

のに応じて版画なり、水彩、油絵、素描を創っている

のだ。やっぱり芸術家の思想、態度には実に厳しいも

のがある。（「パウル・クレーとその友人たち」『白と

黒の造形』所収）

　そんなことを考えながら、昨今見た現代美術展などを思

い出してみると、版画が現代美術の担い手になるなどとい

うことは、もう決して訪れないだろうと思ってしまう。もっ

と現実的に考えても、現代美術のメインストリームにある

と見なされる版画が、今後どのくらい登場するだろうかと

心配になってくる。おそらく版画は、そういう認識のなか

で生き残りの術を探さなくてはならないのだ。現代版画の

置かれている状況は、版画の外部からも脅かされているの

である。だからこそ、はじめに版画を相対化して、そして

何かを始めるべきなのだ。

　さて、今年度（2010 年度）は大学版画展の版画美術館側

担当者だったこともあるので、最後に企画や運営のことを

少し振り返っておこう。企画については、これまでチャリ

ティーと銘うって実施してきた学生の版画販売が、今年は

版画美術館にその収益の一部を収めていただく学生版画販

売にかわった程度で、それ以外は大きな変化がなかった。

運営に関しては、既に手馴れたもので、わたしの知る限り

手落ちも無く、順調に進行したと思う。さまざまな業務を

担当された大学版画学会側の担当校の先生方・学生諸氏の

ご尽力に感謝申し上げたい。

　なお、2011 年度のこの展覧会に、展示内容に関して斬新

な企画を組み込む構想が持ち上がっている。わたしの理解

では、端的に言ってそれは、大学版画展を現代美術展に近

づけようとする構想だったように思う。ニーズの変化や世

代交代とともに、大学版画展もチェンジが求められている

ということなのだろう。そのことは大学版画研究会を発足

させた駒井哲郎や吹田文明らの教育精神を継承・発展させ

ていくことでもあるだろう。今日の社会の激変を思うと、

やはり目に見えるかたちで「動き」が加わる必要性を実感

するが、版画美術館も可能なところでチェンジに協力して

いかなければならないだろう。わたし自身はそう思ってい

る。

第35回全国大学版画展
買上収蔵賞受賞作品

東北芸術工科大学　4 年　あるがあく  
 COSMOS　　
140×70cm・木版

東北芸術工科大学　4 年　武智　なつ子  
 彼方へ　　
75×60cm・シルクスクリーン

東北芸術工科大学　4 年　西村　沙由里  
 御霊くだり　　
180×60cm・銅版

女子美術大学　年　下河　智美  
死人たちの標　
91×72.5cm・シルクスクリーン

女子美術大学　院 2年　小林　美佐子 
慣習　　
82×114.5cm・フォトグラビュール

東京造形大学　院 2年　岩渕　華林 
蛹化　　
90×60cm・シルクスクリーン

女子美術大学　院 2年　斉藤　慶子 
angst　　
90×120cm・水性木版

東北芸術工科大学　4 年　直　野分  
 犬姫綺譚　　
100×140cm・銅版
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多摩美術大学　4年　吉田　江里 
floating life　　
90×120cm・シルクスクリーン

女子美術大学短期大学部　専攻科　奥平　恵理
紙嫁　　
75×100cm・銅版

武蔵野美術大学　院 2年　儘田　侑典
全体の 80％は煙です　　
180×90cm・木版

愛知県立芸術大学　院 2年　東条　香澄 
space　　
73×93cm・リトグラフ

愛知県立芸術大学　院 1年　木曽　浩太
landscape with figure　　
120×85cm・水性木版

京都市立芸術大学　院 2年　桐月　沙樹
タユタウバレリーナ
90×90cm・木版

京都市立芸術大学　院 1年　金　光男
row　　
79×107cm・シルクスクリーン

京都市立芸術大学　院 1年　宮田　雪乃
red/one/piece　　
110×75cm・ドライポイント

京都精華大学　院 1年　ｽﾃﾌｧﾝ･ﾗｯｾﾙ
Meditations on Identity 　　
72×72cm・ピグメントプリント

京都精華大学　院 1年　田村　智子
remembrance #09
74×110cm・ポリマー凹版

京都精華大学　4年　栗棟　美里
灯の場合または complex/ 皮下の自意識＃C
162×97cm・ミクストメディア

東京芸術大学　院 1年　小林　翼 
きょうかい　
100×100cm・シルクスクリーン

東京芸術大学　院 1年　長増　恵理子
蜜編　　
69×85cm・リトグラフ

東京芸術大学　院 1年　安河内　裕也 
パルチャ　　
75×150cm・エッチング、アクアチント

東京造形大学　院 2年　廣瀬理沙
Document －気配のテイスト－
100×80cm・木口木版

東京造形大学　院 2年　藤崎 美和 
Link　　
120×90cm・凸版

東京造形大学　院 1年　藤木 祐里恵
世界の中心の大樹の物語－Heresvelgr－　
71×97cm・リトグラフ、エッチング

東京造形大学　3年　上田　裕子
視
88.3×68cm・リトグラフ

東京芸術大学　研究生　ｻﾀﾞﾄ ﾓﾊﾏｯﾄﾞ ﾗｻﾞｳﾙ 
無題　　
90×90cm・木版

創形美術学校　3年　戸田　ひとみ 
CALENDAR　　
66×86cm・リトグラフ

多摩美術大学　院 2年　泉　菜々子 
逃避願望ー b　　
90×140cm・水性、油性木版

多摩美術大学　院 2年　田沼　利規
quo vadis　　
75×135cm・ドライポイント

多摩美術大学　4年　石川　真衣 
少女絵巻　　
100×160cm・リトグラフ
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　学生版画販売担当校：女子美術大学短期大学部
7. 収蔵賞の投票方法について
　・１人２０票・１大学につき最大 4名まで

追加議案
２つの提案がなされ採決にいたらなかったが、いずれも本学
会にとり重要な案件だとして以下のような措置がとられるこ
ととなった。

①前会長により開設本年度継続して討議を付託された展覧会
　委員会からの提案について新たな大学版画展の形態のため
　の提案がなされ、この件について、議論したが結論に至ら
　ず作業部会（実行委員会）として現委員会を昇格存続して
　展覧会分科会の開催（24 年度）を目指すことは合意された。
　ただし、来年の夏期総会時までに資料を各会員で検証し、　
　可否をはかることとした。
②規約の変更について、学会名称について
　多摩美術大学小林運営委員、日本大学有地運営委員より提
　案があり、これも議論されたが決定に至らず上記新展覧会
　提案と同じく詳しい資料を会員に送付の上 6 月総会で可否
　をはかることとなった。上記追加議題については 6 月の夏
　期総会（時期未定）に可否を決定する。

大学版画学会事務局
　　事務局：出原 司　
　　運営：大西 伸明、長尾 浩幸、高橋 耕平、寺田 就子、
　　　　　芳木 麻里絵
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事務局報告
　長い 2 年間も残す所数ヶ月となりました。効率化されたと
は言えこのようなつかみ所のない版画という、愛してやまな
い、しかしうっかりすると愛撫の手に噛みつきかねない存在
を扱う学会ですので、ここにきて、大きな問題、アイデアの
出現に途方にくれている所です。この文章が学会誌に掲載さ
れる頃には会員の皆様も幾つかの案件についてお考えを深め
られておられることでしょう。どちらの問題も、大学版画学
会の将来を豊かにするための布石のようなものだと感じてい
ます。どうか会長池田先生と次期事務局女子美術大学の元、
更なるこの事業の発展にお力添えを御願いしたいと思いま
す。
　最後になりましたが、本年度大学版画展担当の町田市立国
際版画美術館、滝沢恭司様にはひとかたならぬお世話になり
ました。館のその他の皆様、また不出来な事務局を支え叱咤
激励いただいた多くの会員の皆様お世話になりました。この
場を借りて心からのお礼を申し上げます、ありがとうござい
ました。

記：事務局長　出原 司

平成22年度大学版画学会総会　議事録並びに追加議案
日時：平成 22 年 12 月 4日（土）
場所：町田市立国際版画美術館　講堂
議長：大学版画学会会長　池田良二（武蔵野美術大学）
議事進行：出原司（京都市立芸術大学）
出席 90 名、委任状 116 名　会員過半数 202 名を超え成立。
　会長より挨拶のあと同日午前委員 23 名の出席により開催
された。第 2回運営委員会の結果が報告された。
議案
1. 会員の動向：新入会員と退会者の承認、移動の報告
　新入会員：北浦　肇（文化女子大学）
　　　　　　吉岡一洋（高知大学教育学部）
　移動：元田久治（個人→女子美術大学）
　退会：浅井 ゆき（愛知県立芸術大学芸術資料館）　　　　
　三瓶光夫、松尾明子、前野智彦、池田啓子
　名誉会員に中馬泰文氏が推挙され承認された。
2. 展覧会報告－第 35 回全国大学版画展：有地好登（日本大学・
　展覧会事務局）
　・ 展示報告、展示運営に関わる問題点等
　・ ポスター・DM 作成、発送について
　・ 公開セミナー・ワークショップについて
3. 学生版画販売（旧チャリティー部門）報告：田島 直樹（筑
　波大学）

康野清 ：告報）ーリラャギ堂房文（」展者賞受展画版学大「 .4
　行（東京学芸大学）
5. 大学版画受賞者作品展　巡回（山形）展覧会「版 画の断面」
　報告

）長集編誌会学（ 告報過経集編誌会学号04第 ・　
6. その他
　HP について報告、受賞者の作品写真を掲載許可を取った
　上で掲載することが承認された。
　規約改正案の用意が複数の運営委員から提出された。また
　大学版画展検討委員会から企画案が提出された。いずれも
　審議未了につき継続審議とされた（詳しくは追加議案参
　照のこと）

　来年度事務局：愛知県立芸術大学
　展覧会事務局：女子美術大学

編集後記
　大学版画学会誌、第４０号をお届け致します。本年度は、
論文と報告がそれぞれ２本、研究報告が１本、大学版画展関
連記事が６本、そして新企画と、盛りだくさんの内容となり
ました。各々の文章は、作者の、現時点に置ける、「版画」の
認識を反映するものですが、そのいくつかは、「版画」の現状
に対する、鋭い批判性を感じさせます。技法表記検討委員会
報告、展覧会検討委員会報告、滝沢恭司氏による展評等には、
版画教育や版画表現に、緊急性を伴った改革を促す文章とし
て読まれるべきでしょう。本年度の新企画として「新作通信」
なる頁を設けさせていただきました。実制作を専らとする会
員が大半を占める大学版画学会にとって、作品制作は論文執
筆に相当する、最重要の研究そのものです。その制作の現場
をできるだけ生の状態でお伝えできれば、との思いで、１０
名の会員作家にご登場頂きました。２０１０年中に発表され
た、比較的若手の会員作家の作品を、図版を中心に構成しま
した。現代の版画表現の多様性と、版画に関する一定の深度
を持った情報を、会員のみならず、対外的に発信する場として、
今後とも発展的に継続される事を切に願います。
　旺盛な執筆意欲を受けて、編集作業は繁雑を極めました。
原稿の収集～レイアウト編集～校正～入校に至るまで、粘り
強く対応して頂いた、編集委員、濱田弘明氏、安東菜々氏、
藤永覚耶氏に敬意を表します。
発刊にあたり、全面的にご支援頂きました「株式会社新日本
造形」様に厚く御礼を申し上げます。有り難うございました。

木村　秀樹 
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