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  会長挨拶  

学会誌に期待する

小林敬生

1944年 島根県松江市に生まれる

1964－68年 インターナショナルデザイン研究所（京都）に於
いて上野伊三郎・リチ夫妻等に指導を受ける

1988年 昭和62 年度優秀美術作品文化庁買上げ
1993年 小林敬生－木口木版画1977～92－
 （ギャラリー・ステーション刊）

1993－94年 幻視－小林敬生木口木版画展－／東広島市立美術
館、志摩ミュージアム、和光ホール（銀座）

2005年 小林敬生－木口木版画1977～2004－展／滋賀県
立近代美術館、アロンディガ博物館（メキシコ）

2006年 秋の褒章に於いて紫綬褒章を受章

2007年 第13回山口源大賞を受賞
2011年 小林敬生木口木版画全作品集（阿部出版、刊）

2013年 多摩美術大学退職記念展

 小林敬生－版画　1967～2012－
 （多摩美術大学美術館）

現在 多摩美術大学絵画学科  教授
 （2014 年 4 月より名誉教授）

　昨年、大学版画学会誌NO.42、誌上で報告いたしま

した通り、2013年 4 月 1 日から「版画学会」と改称

しました。

　6 月には「会則」と共に実質的な運営の基盤となる

「運営細則」を策定する予定でしたが、有地副会長と生

嶋事務局長を中心にした検討部会で 纏 められた原案
まと

は 6 月29日の運営委員会を経て、12月 7 日運営委員

会・総会で承認を得、漸く「学会改組」が完了いたし

ました。

　しかしながら会則に謳い上げた（Ⅰ）～（Ⅴ）の委員

会の内、（Ⅲ）学術研究委員会、（Ⅳ）技法・材料研究委

員会、（Ⅴ）特別企画検討委員会の設置と活動に関して

は現在の（各大学研究室に頼る）運営実態を考えると時

期尚早との意見が強く、当面は①全国大学版画展実行

委員会と②版画学会誌編集委員会に絞り込み他の委員

会は将来を目指す、との意図を盛り込んだ運営細則と

なりました。

　改組・改称の眼目であった、大学の研究成果を広く

普及するための「技法・材料研究委員会」や、版表現

の可能性を探ろうとする「特別企画検討委員会」設置

は先送りされ、活動指針は“後退”の感を拭えません。

　現状の運営実態を考えると止むなしということです

が、近い将来の委員会設置を期待するのみです。

　運営委員の選出規定も当初提案された選挙による選

出は現状では不可能との判断から、推薦制を採用する

ことになりました。

　私が 3 月31日で任期を終える会長には有地好登氏が

決定しています。本年 6 月の総会で有地会長のもと運

営委員候補者が推薦され、全会員に告示した上で12月

の総会の議を経て新・運営委員会が発足する予定です。

　「版画学会に改称しても何ら変らない」との声も上が

りそうですが、私は内容面での“変革”を期待してい

ます。

　全国大学版画展に関しては、町田市立国際版画美術

館が舞台であること、と「大学に於ける版画教育の成

果を世に問う」という目的は変りません。従って現在

の武蔵野美術大学・池田良二委員長以後も従来通り関

東の各大学が順次委員長を務めることになります。

　学会改組の目的の一つは学会誌の改革でした。現在、

東北芸術工科大学・若月公平氏がその任にある「版画

学会誌」編集長の今後は大学関係者に限ることなく広

く人材を求めるべきと考えます。
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　教育現場は年々多忙・煩雑を極め、その中での学会

誌編集長・編集は過度以上の負担で、これ以上を求め

る事は出来ません。学術的に更なる高み、深化を目指

すためにも、又、版画を愛する人々からのより幅広い

投稿を求めるためにも、大学関係者だけでは限界があ

り広い視野をもった専門の研究者の力が不可欠である

ことは明白です。

　以上の観点から、創作版画以来の版画史研究をライ

フワークとし、現代版画にも造詣の深い三木哲夫氏（兵

庫県立陶芸美術館長）に学会誌編集長を、更に編集業務

を大阪芸術大学版画研究室に 依  頼 いたしました。研究
おね がい

者と大学研究室が手を携えての編集こそがこれからの

学会誌編集の指針となるであろう…と考えての事です。

　版画学会誌が学術研究と同時に（小、中、高の教育

現場の人々など）様々な立場の人々の研究報告、ある

いは活動報告を求めることで、より幅広く版画全般を

語るものとなることを期待します。

　私は昨年から今年にかけて大小様々なコンクールで

審査を担当しました。

　12月、全国大学版画展をつぶさに観て、つくづく

思った事があります。「この展覧会こそが日本の現代版

画を支えている」…と。

　私が審査に参加した昨年、2 月木版画大賞展、9 月国

際ミニプリント展、10月版画協会展、そして本年 1 月

浜松美術館版画大賞展、それぞれのコンクールで注目

した作品の殆どが、全国大学版画展で眼にした事のあ

る作品か、その作家の手になるものでしたから…。

　然し、考えてみれば至極当然の事です。前述した目

的のもと全国の大学で版画を専攻している精鋭がこ

ぞって参集し競い合うのが「全国大学版画展」なので

すから。

　一方、地方の県展です。私が担当したのは「洋画部門」

でしたから応募作品は油絵と水彩画が大半で版画は全

体の20％弱という淋しさでした。それでも永いキャリ

アに支えられたオーソドックスな水性木版画のレベル

は高く、創作版画以来の伝統と底辺の拡がりを目の当

たりにし、歴史の重さを改めて認識させられました。

　現代の美術動向の中でどう位置づけられるかは兎も

角として、「ただひたすら」の作品は心に沁み入って来

るような感動を憶えます。

　受賞作品を選び出すまで度重なる比較検討の中で私

は（油絵・版画に関わりなく）時流に惑わされることも、

衒うこともない、愚直なまでにただひたすら対象に迫

ろうという作品に強く惹かれました。そこに絵画する

こと本来の 原点 を見た思いがしたのです。
す が た

　近年もてはやされている傾向の油絵や、シルクスク

リーンからデジタルプリントに到る現代版画の技法を

駆使した作品たちのレベルも相当なものでしたが…「た

だひたすら」の作品の前では何とも 虚 ろにみえてしま
うつ

うのです。

　私が最も感動したのはオーソドックスな白黒一版の

木版画による風景作品でした。50号の木版画が80号

の油絵に伍して堂々たる存在感を示し風格さえ漂わせ

ていたのです。

　油絵の群の中でドッシリと存在するこの作品の前に、

他の版画コンクールに見られる若手作家の“感性豊か”

とされる作品を置いたとき、彼らの作品たちはどのよ

うな表情を見せるのか…。考えてしまう程でした。

　こうした経験から私は今更ながら「版画」と「表現」

のいみを考えています。

　私達は版画に「新しい表現」を求め、「現代美術の旗手」

たるを気負いすぎているのではなかろうか…と。

　表現行為者として新しい表現領域を目指すのは当然

であり、かつ指導者としては尚のこと…です。

　然し、「表現」を優先する余り、絵画する事の原点で

ある、「描く」ということのいみと意義を、そして愚直

ともいえる行為を軽んじすぎてはいまいか…と自省す

る必要があるように思います。

　日々進化する 先端技術 がもたらす情報化社会、その
テ ク ノ ロ ジ ー

活用は当然のことで「版画」を出自としながらも（従

来の）版画の領域を超えて飛翔する表現が続々と姿を

現すのは必然でしょう。然し、そうした表現を「新し

い版表現」と位置づける事には賛成しかねます。

　従来
・・
に囚われる事なく時空をすら超えようか、とい

う才能を「版画」に閉じ込める 必  要 はなく、ましてや
い み

領域
・・
を云々することなど全く意味をなさないと云って

も過言ではないでしょう。

　教育現場にある私達の使命は「版画に拘りながらも

様々な分野に新しい才能を送り出す事である」と考え

るならば…。

― 2014年 1 月26日記 ―



4　新作通信

　これまで私は自分の想い描く「理想の町」を作品化してきました。揺るぎない主観に基づき、他者との共感を鑑

みない暴力的なモチーフは、一方で想像力の結晶として軽薄な美しさを含んでいるように思います。その美しさの

中で私はひとりで遊び、楽しんでいました。

　しかしこの数年で起こった身の回りの現実は、この「理想の町」にも深く響き、動揺をもたらしました。不穏な

イメージは光となり影となり、私の想像力の中にするりと潜り込んでしまいました。今回の作品は「理想の町」の

中にある池を描いています。

宮田雪乃 MIYATA Yukino 1986　三重県生まれ
2012　京都市立芸術大学大学院美術研究科版画修了

私たちは粒であると同時に波のよう　
2013年 7 月20日～ 8 月 4 日　京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（京都）

「black lake#1　black lake#2」
各150×105cm
ドライポイント、紙
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　この写真作品は、スイカの皮を外側から剥いて撮影したものです。掲載した 4 点は、その剥く深さに応じて変化

しています。コンピュータで特別な加工はしていませんが、唯一の加工と言えるのが、トリミングです。実際、ス

イカを均一にむく努力をしても、シルエットがどうしても角張ります。それを正円にトリミングしています。それ

は、思わぬ結果を生みました。スケール感が捉えづらくなり、胃カメラの写真という人や、惑星の写真だという意

見が多く聞かれました。スイカの皮をむいて撮影したと伝えると、あまりに身近な素材で、単純なアプローチに対

して、拍子抜けし、自分の想像がいかに飛躍していたかを思い知らされます。

　中心から外へ捉えている事を、逆に、外から内に向かって捉え直す。それは、普段、中心から外へ向けて食べ進

めている行為を自覚し、また、外から中心に向けたスイカの構造と出会う事になります。「自己」の捉え方について

も、このような現象が起こりうると考えています。

吉岡俊直 YOSHIOKA Toshinao 1972　京都府生まれ
1997　京都市立芸術大学大学院美術研究科版画修了

Redefining the Multiple: 13 Japanese Printmakers
2012年 1 月19日～ 3 月 1 日　テネシー大学付属美術館　Ewing Gallery of Art and Architecture, 
　　　　　　　　　　　　　　The University of Tennessee, USA　UT ダウンタウンギャラリー　他
2013年 9 月13日～12月14日　ベイツ大学美術館　The Bates College Museum of Art, USA
出品者　天野純治　加納俊輔　木村秀樹　清野耕一　三宅沙織　宮本承司　野嶋革　大西伸明　小野耕石
　　　　大島成己　集治千晶　芳木麻里絵　吉岡俊直
企画者　木村秀樹　Sam Yates

「place of water 1, 5, 7, 8」
90×90cm
ラムダプリント
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　理念的な精神は永続的な存在を求める傾向にありますが、物理的な存在は絶えざる変化から逃れることはできま

せん。

　〈精神〉と〈物理的な存在〉の単純な優劣論を超えて、私はその両方の特質に大きな力を感じています。

宮城正作 MIYAGI Masanari 1983　沖縄県生まれ
2008　筑波大学大学院芸術研究科美術専攻洋画分野修了

第28回国民文化祭・やまなし2013　南アルプスミニチュア版画展 〈南アルプス市教育委員会教育長賞〉
2013年 7 月13日～ 7 月28日　南アルプス市立春仙美術館（山梨）

「時の報せ」
21×29.7cm
スクリーンプリント・紙、
油性インク、銀箔
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　あらゆる分野において、越境的な混合と統合が進行している現代。だが、いつの時代でも深く専門領域に沈潜し、

純粋表現の実験に挑戦する作家たちがいる。瀬川麻衣子の木版画は、摺り重ねによる顔料とイメージの相互浸透に

より、独特の「版」に達している。会場には、穏やかな色調の 2 種の版画が並ぶ。どの作品からも、確かに懐かし

い感覚が呼び覚まされる。どこかで出会い、誰もが見たことのありそうな光景の、その時々に味わった時間と空間

が鮮烈に蘇る。この記憶の回路を呼び起こす凝縮力が瀬川版画の魅力だろう。それは日本画に見られる再現的、凡

庸な感覚ではない。心の片隅に堆積した心象風景を象徴的に掬い取り、詩的で幽玄な世界にまで高めている。この

極私的ともいえる繊細な「視線」は、都市化され、デジタル情報で均質化されていく私たちの身体に、改めて日常

の自然の優雅さを気づかせて、甘美だ。瀬川麻衣子は京都市立芸術大学版画専攻を卒業し、愛知県立芸大大学院を

修了。絵画的な版画を模索する「版絵画」の旗手である。瀬川の版表現は、伝統的木版画の地平で、湿度豊かな日

本固有の日常性をとらえて、充分に創造的である。（抜粋）

展覧会レビュー（芸術批評誌「リア」30号より転載）日沖隆（美術評論）

瀬川麻衣子 SEGAWA Maiko 1981　京都府生まれ
2005　愛知県立芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了

瀬川麻衣子　個展　「garden & laundry」　2013年 2 月23日～ 3 月 9 日　ギャラリーA・C・S（名古屋） 「deep snow」
24×35cm
水性木版、和紙、水干絵具
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「閉じ込めたい」

　物をみるときによく感じる欲望がある。

自分の目の前に現れる物であれ人であれ、それぞれ100％自分の思い通りに動いてくれたり存在してくれたりする

訳は無い。せめて、四角い画面の中においては思うままの形で閉じ込めてしまいたい、という欲望である。

　版画は間接技法で、イメージが作品になるまでにいくつもの工程を経る。

思い起こしたイメージを反転して木に版を作り、版に絵の具をのせて馬連を使い紙に摺っていく。必要な工程を踏

むごとに、最初に思い起こしたイメージとは少しずつ離れていく。特に、版木を彫るという行為では彫りの深さや

幅の違いにより画面に中の流れが変わっていき、馬連で摺る段階でも、絵の具や水の量、力の入れ具合で摺りなが

ら画面上での強弱の操作が可能である。

　自身の関わりのある人々の写真を撮り、撮影した人物との関係、思い出などを思い起こしながら木版画を作る中

で、その人への無意識な感情等が手の動きに出てくるのでは、と実験をしている。

濵田路子 HAMADA Michiko 1985　東京都生まれ
2012　多摩美術大学大学院美術研究科版画修了

濵田路子展　2013年 7 月20日～ 8 月 4 日　florist_galleryN（愛知） 「かことみらい」
91×176cm
木版、手彩、土佐和紙
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　伝統的に描かれ続けてきた日本の美の象徴とも言える「松」をモチーフとして扱い、その独自の形状や密度の高

さを積極的に取り入れ、写真が広く普及した今の時代に私たちが見る事のできる解像度の高い像を、ドライポイン

トという銅版画の古典技法を用いて描いています。

　ドライポイント技法は、数多くある銅版画技法の中でもベーシックで、方法としてはシンプルなものです。しか

し、筆圧の強弱、インクの詰め方・拭き取りの調整で様々に線の表情が変わる、非常に有機的な技法でもあります。

また、技法の最大の特徴である、滲んだ様な線は、鉛筆とも筆とも異なる、独自の魅力を孕んでいます。

　古典技法の特徴を活かしながら、現代的で映像性の高い画面を提供しています。

伊藤学美 ITO Manami 1987　鳥取県生まれ
2013　京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻版画修了

造形プロッセシング　2013年 9 月 7 日～ 9 月29日　アートラボあいち（愛知） 「pine#6」
107×156cm
ドライポイント、ハーネミューレ紙
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　版画工房Kawalabo ! では、版画を学んできた者が各々の大学を離れた後も制作を続けていけるよう、設備環境を

提供し支援する事を目的に、毎年 3 月に研究生を公募しています。私も研究生として 1 年半お世話になり、昨年12

月にフマコンテンポラリーで開催された研究生修了発表展にあわせて、企画版画としてリトグラフの作品を発表い

たしました。普段制作しているシルクスクリーンとは離れ、刷師と作家でつくり上げる作業は、作品の可能性を広

げる大変貴重な体験でした。（岩渕）

　 1 版目は砂目アルミ版にダーマトグラフ・鉛筆で描画。BFKリーブ（中性紙・コットン100％）を使用。伸縮を

軽減させ、繊細な調子を拾う為に紙は空通しておく。超硬アラビアエッチゴムをシャドウ部は厚めに、中間調は普

通に、繊細な調子は薄めにはり、ラッカー製版。2 版目はBICボールペンのみで線描。版一部消去し 3 、4 、5 版

目作製。6 版目のレース模様を含むアイボリー版はPS版で作製。1 版目の主版を刷った本紙をスキャニングし、別

にPCに取込んでおいたレースの画像を構成。最後に紙の上での美しい調子の再現、及び諧調表現を精確にするた

め、適宜粒状加工。製版フィルムに印刷し、現像。レース模様をしっかり刷り取るため版定盤を冷やし 2 度刷。

レース模様を一部消去し 7 版目作製。さすがBFK。計13度刷のインキを繊細に刷取りました。（河原）

岩渕華林 IWABUCHI Karin 1985　神奈川県生まれ
2011　東京造形大学大学院造形研究科美術研究領域修了

版画工房Kawalabo ! 研究生修了発表展　
2013年12月16日～12月21日　FUMA CONTEMPORARY（東京）

「chou musubi」
51×68cm
リトグラフ
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　心に残ったどこか曖昧な形や空間をそのものが包まれている空気や光とともに表現したいと考えて制作していま

す。この展示では作品づくりの過程で生まれたドローイングが中心となりましたが、別の角度から少しだけ客観的

に眺めることができた点でとても有意義な展示になりました。版画を含むすべての作品はいずれも空気、空間、フィ

ルター、レイヤー、いくつかのキーワードとともにものが捉えられ、構築され変容を繰り返し、極めて個人的な世

界観に行き着きます。しかしその一方で、ベースの部分では現れてきたものがニュートラルに近い中立的立ち位置

で、自身に対して（あるいは他者に対しても）いつでも感情や感覚の記憶を呼び起こす装置的な存在になればいい

なという想いがあり、ものを見る、考えるというところで強く影響を与えてきました。とはいえ表現はあくまで絵

画的な手法で、自身の作品らは無機的なものとは程遠いので、過程で生じたさまざま想いとの齟齬を楽しみながら

可能性を探っています。本展示で発表したドローイングをはじめ、多くの作品に共通する明度の高い色みや曖昧な

形は、個人的な好みであることが一番の理由であることに違いはないのですが、それ以外にもいろいろな想像を映

し込むことができる振り幅の広さを自分自身へはもとより、対峙した人にも感じてもらえるのではないかと期待し

てのことなのかも知れません。

吉永晴彦 YOSHINAGA Haruhiko 1980　東京都生まれ
2005　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

吉永晴彦展　2013年 3 月11日～16日　ギャラリーゴトウ（東京） 左：「transparent reflection #2」
　　34.5 x 28cm
　　ドローイング、アクリル、ビニル樹脂、
　　カーテン生地
右：「transparent obscurity / shining bushes」
　　74 x 54cm
　　シルクスクリーン
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特　集
遺伝子「版画・HANGA」世界を巡る

　版と紙を媒体物にした写す行為は、古今東西、時間

と場を超え、人と精神が技術と材料に巡り合い、現在

まで発展しました。それは当初、紙であることで遠く

広く拡散し彼の地で智の共有が成され、またその刷る

方法が伝達されることで新たな拡散が始まりました。

それは遺伝子が組み込まれた細胞が分裂するが如く成

長し世界に広まり、人々が営みの中で向き合う原初的

な行為「版画・HANGA」という形態となりました。

　世界各国に広まった「版画・HANGA」は、あらゆ

る技法を用い様々な支持体にその地域独自の多様な文

化を映し出しています。またその活動事情も多種多様

に展開されています。本誌特集ではその一端を以下の

執筆者の寄稿をいただき紹介するものです。学会誌と

して国内の研究や活動をまとめる一方で、海外の状況

を集約することも、本学会の役目を果たす上で意味あ

るものと考え特集する次第です。

　冒頭は、ゲスト論文としてカリフォルニア大学教授

のケンダール H.ブラウン氏より寄稿いただきました。

1920、30年代、吉田博がアメリカにて尽力した「新版

画」の普及活動と当地アメリカの文化的な広い許容性

を詳細な資料を基に研究された論文であります。浮世

絵が西洋に渡った事例と同様に紙に映された文化が拡

散するダイナミズムが現出したものと言えるでしょう。

　続く大塩氏による「国際版画会議IMPACT 8　報

告」と三井田氏による「第 2 回国際木版画会議開催の

意義と運営の諸問題」は世界各国共通の文化的作用と

なった版画の在りようを、国を超え共有することを目

的にする意義深い国際会議のレポートです。

　紙の修復研究家である坂本氏による「版画用紙再考」

は版画にとって不可欠な和紙の歴史的重要性と現代で

の必要性を説くものです。

　張氏、安倍氏には中国、タイにおける活発な版画の

普及、教育活動の現状報告を寄稿いただきました。

　亀山氏にはフランス、石黒氏にはニューヨークにお

ける長年の滞在生活を基に当地のリアリティある版画

事情レポートが寄せられました。

　三瓶氏の研究報告「メディウムのはがし刷り技法」

は簡便な材料使用をすることで技法の地域的拡散を期

待させるものです。　　　　　　　　　　　（編集部）

ダンディー 
国際版画会議 IMPACT 8 

パリ
フランス版画の行方

チェンマイ
地方大学での版画教育

杭州 
版画普及プロジェクト

ニューヨーク
自由の街、New York

アメリカ
1920・30年代の米国での「新版画」の興隆

日本

第２回国際木版画会議

版画用紙再考

メディウムのはがし刷り技法 



 

 

 

  

  ゲスト論文   

1920・30年代の米国での「新版画」の興隆
 

ケンダール  H. ブラウン

1985年 カリフォルニア大学バークレー校 修士取得
1994年 イェール大学 美術史学科博士号取得
現在 カリフォルニア州立大学ロング・ビーチ校 東洋美術史

教授

江戸時代の絵画、大正・昭和初期のヴィジュアル・カルチャー、

北米における日本庭園に関する著書、展覧会図録、論文を出版

The Rise of Shin Hanga in America in the 1920s and 1930s

Using museum archives and old newspaper articles, this essay ex-
plores how the Shin hanga movement became popular in America in 
the 1920s and 1930s. Instead of focusing on the“birth story,” the 
creation of Shin hanga by publisher Watanabe Sh   zabur   in early 
Taish  , it shifts the focus to the development of an audience for Shin 
hanga in the United States in late Taish   and early Sh   wa. It exam-
ines reception of these prints by art critics and museum curators and 
the public who bought them. Most importantly, it examines the roles 
of the two human“agents’”most responsible for organizing Shin 
hanga exhibitions in America: artist Yoshida Hiroshi and museum 
curator/director J. Arthur MacLean. This essay sets their pioneering 
work in the larger context of the display and sale of prints in America 
by other artists, publishers and curators.

This account focuses on three major Shin hanga exhibitions that 
toured America, all were organized by Yoshida, working with Ma-
cLean for the last two.  The first resulted from the Great Kant  Earth-
quake, when Yoshida journeyed to America in 1924-25 to raise 
money for artists affected by the disaster through the sale of paintings 
 by artists belong to Taiheiy   gakai, and 32 Watanabe-published 
prints.  The exhibition toured at least galleries and museums in at 
least seven cities from Boston to Seattle. While critics responded posi-
tively to the paintings, it was the prints that sold. Spurred by this 
fact, Yoshida began to create prints on his return to Tokyo in 1925, 
and by 1926 was collaborating with MacLean, director of the mu-
seum in Indianapolis to organize an exhibition of 68 Shin hanga 
works by nice artists., In 1926-27 the exhibition toured six museums 
in smaller American cities, with prints were sold directly at each mu-
seum. The success of that exhibition led to the famous 1930 “Exhibit 
of Modern Japanese Prints” organized by MacLean and Yoshida to 
survey the prints of ten artists made over the prior ten years. The ex-
hibit, accompanied by scholarly catalogue, travelled to ten American 
museums. Copies of most prints could be ordered through Yoshida.

The Toledo exhibition provided a“tipping point”after which Shin 
hanga became familiar to Americans. In the 1930s, artists, publish-
ers, dealers and curators arranged dozens of small sale exhibitions at 
museums, galleries, department stores, bookshops, and educational 
venues. The poor economy meant that print prices declined from the 
1920s―and that consumers were more likely to buy prints than one-
of-a-kind works. Yet, when Yoshida and MacLean organized another 
traveling print exhibit in 1936, it traveled to only three other muse-
ums and had weak sales. In addition to a saturated market, growing 
political friction with Imperial Japan made American consumers turn 
away from Shin hanga by the late 1930s.

Kendall H. Brown
Professor, School of Art, California State University, Long Beach
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1930年にオハイオ州トレド美術館で開催された「新版画」の展覧会
『現代日本版画特別展』､写真提供 : Toledo Museum of Art Archives



はじめに

　1990年代頃から「新版画」は研究対象として国内外

を問わず注目を増してきた。急増する「新版画」に関

する展覧会図録や書籍に加えて、インターネット上で

も、版画家の略歴・印章や作品又は版画の技術や摺刷

の状態等について画像付きで高度なレベルで盛んに論

じられている。

　第二次大戦後にもブームがあったが、ここでは余り

知られていないもう一つのブーム期である1920・30年

代の米国における「新版画」の興隆過程を考察していく。

　通説は、米国での「新版画」の動向はオハイオ州ト

レド市のトレド美術館で1930年に開催された『現代日

本版画特別展』により事実上始まり、1936年に同館で

再び開催された『現代日本版画展』によって強固になっ

た、というものである。当時のトレド美術館の東洋美

術部門の学芸員でありこれら二つの展覧会と図録の主

催者であった J ・アーサー・マックリーン（1879-1964）

が、この見解を助長しているとみられる。例えば1945

年に彼が版画美術商ヴィクター・マーロに宛てた手紙

で、マックリーンは、「新版画」は「我々が最初いわゆ

る現代日本版画に関心を持った1930年まで米国には

入っていなかった。」 1と言っている。要するに、オハイ

オ州の中堅都市での展覧会が全国的な美術的運動を送

り出したと、いうのが俗説である。

　ここでは美術館のアーカイブの資料や当時の新聞記

事を基にして、この1930年の展覧会を米国における

「新版画」の発端としてではなく、「新版画」の大衆化

を担った「ティッピング・ポイント（転換点）」として

再位置付けするものである。 2 浮上してくる社会的構

造と精力的な人事力を、画家であり版画家であり版元

であった吉田博（1876-1950）と美術館学芸員であっ

たマックリーンの活動を中心にして考察していく。両

者共有能な主唱者であり配給人であり交渉人であった。

彼等は連携して新しく樹立された日本の版画製作者と

米国の美術館のネットワークの架け橋となった。

　最初の10年間は、増大していく中流階級が雑誌『ハ

ウス・ビューティフル』のコンセプトを基にアートと

いう形で文化を家庭に持ち込み、各地の都市の創始者

たちが望んだ彼らの都市のステータスと社会的向上が

ひとつには美術館という形で現れた経済的繁栄の時代

であった。次の10年間は、手頃で身近な美術がとりわ

け歓迎された経済的耐久生活の時代であった。この論

文では触れていないが、米国人の「新版画」の受容は

いうまでもなく日本美術全般とりわけ日本版画への永

続的な心酔にも依っている。そしてこの急速に浮上し

てくる「新版画」の商業上・批判上の成功はまた多数の

複合的な人間関係と社会的ネットワークに依っている。

　これらには、産業資産と文化の切望に満ちた都市に

新しく形成され増加していった東洋美術商や地域の美

術館が含まれている。これらの美術館に勤務したのは、

新世代の専門家としてのディレクターや学芸員である。

学芸員の多くは女性であり新部門であった東洋美術へ

の許容性において前世代の「紳士学芸員」と異なって

いた。これらの学芸員は、各美術館の紀要や雑誌を含

む専門的な機関誌を通して研究発表や情報交換をした。

彼らの活動は又、アメリカン・アソシエーション・オヴ・

ミュージアムズ（1906年）、アメリカン・フェデレー

ション・オヴ・アート（1909年）、カレッジ・アート・

アソシエーション（1911年）やアソシエーション・オ

ヴ・アート・ミュージアム・ディレクター（1916年）

等の専門的団体を通してコーディネイトされていた。

これらの団体の会報や集会は、人脈構築、情報交換、

展覧会の準備等に重要な場所となっていた。

　「新版画」の流布に美術商も重要な役割を果たしてい

るが、「新版画」は「巡回」展を通して1920年代の多

くの米国人に紹介された。版画は、容易く安価に輸送

できること、美術館や他の公共展示施設がターゲット

としている中流階級の消費者に受けがよいこと、影響

力の強い版画家団体の関心を集めることができる点で

巡回展には有利であった。1926年の「新版画」展を開

催したニューヨーク市のブルックリン美術館館長の

ウィリアム・ヘンリー・フォックスは、1925年におけ

る素晴らしい出来事は、当館での開催後他の美術館に

巡回される特別展の準備方針が開始され版画部学芸員

によるワシントン以西の美術館の版画部の調査が開始

されたことである、と記している。 ３ 巡回展の人気は、

美術館の社会的役割をボストン、マンハッタン、ワシ

ントンの要塞を超えて投影するという要望と結合して

いた。アメリカン・フェデレーション・オヴ・アート

設立の目的の一つは、オリジナルの美術作品の巡回展

を米国の隅々に行き届かせることであった。 4 巡回展

開催地拡張の一方で、多くの美術館の館長は東洋美術

部門ばかりでなく版画・素描部門をも開設していた。

「新版画」はこういう状況の下で利益を得又貢献もして
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いた。美術館での版画展の人気に刺戟を受け美術商た

ちも同様な展覧会を多様な場所で催した。そのため短

期間のうちに、川瀬巴水（1883-1957）や小原祥邨

（1877-1945）等の版画が画廊や家庭の居間の壁に飾ら

れるようになった。

　米国での「新版画」の普及は、美術動向がいかに

「スレッショルド・エフェクト（閾値効果）」又は「ティッ

ピング・ポイント」を成し遂げ、1920年には無名だっ

たものが1940年までには至る所に現存しているかと

いうよいケーススタディである。これは、いかに人事

と社会的機構が共同あるいは競合して相乗的に作用し

合うかを明示している。

　「新版画」の形式的・主題的内容の重要性は充分承知

しているが、この論文では「新版画」の普及に必要で

あったネットワークやそれらの径路を巧みにナビゲー

トした人々について考察する。ここでは、吉田とマッ

クリーンによる強固な布教のため、「新版画」は創作版

画より受けがよかった、という前提に立っている。彼

らの活動は、マルコム・グラッドウェルの、「どのよう

な社会的流行性の成功も、特別で稀な社会的才能を持

つ人同士の関係に大いに左右されている」という主張

を支持するものである。 5 彼はその才能を次の 3 つに

分けている。「情報通のメイヴン」、「人脈豊かなコネク

ター」、「売込み上手のセールスマン」。 度合いは異な

るが、吉田とマックリーンはこれらの 3 つの才能をよ

く発揮している。

　吉田博についてはよく著わされており、マックリー

ンについては更なる研究を要するが、 6 米国での「新版

画」の出現に関した彼らの業績の概略を述べるには充

分である。確証はないが、マックリーンと吉田は20世

紀の初めに米国の都市でも最も日本美術と関連してい

るボストンで出会っていたのではないか。吉田は1900

年にボストン美術館で二人展、そして1904年と翌年に

同市のギャラリーで展覧会を行った。マックリーンは

ハーバード大学で研究し、1902年からボストン美術館

の東洋美術部学芸員であった岡倉覚三（1862-1913）

とデンマン・ウォルド・ロス（1853-1935）の下で働

いている。マックリーンは1910年頃からボストン美術

館でアシスタント学芸員として勤め、1915年 1 月には

クリーブランド美術館で東洋美術コレクションの学芸

員となり、1922年の 1 月にはシカゴ美術館の東洋美

術部のアシスタント・ディレクターと学芸員の地位に

つき、同年の12月にはインディアナポリスのジョン・

ヘロン・アート・インスティテュートのディレクター

として就任、そして1926年12月にトレド美術館の東洋

美術部の学芸員となっている。

　ボストン時代からの見事な人脈を持つ経験豊富な東

洋美術の専門家であるマックリーンは多くの美術館で

講義をし顧問役を行っている。模範的な現代的「ミュー

ジアム・マン」であった彼は、美術館が組織する協会

においても第一人者であった。例えば1920年、彼はア

メリカン・フェデレーション・オヴ・アーツとアメリ

カン・アソシエーション・オヴ・ミュージアムズの会

議にも出席している。 7 　更に重要なことには、彼は

1924年にアソシエーション・オヴ・アート・ミュージ

アム・ディレクター（AAMD）の常務会の書記に就任

している。この地位で彼はトレド美術館のディレク

ターでありAAMDの会長であったジョージ・スティー
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ブンス（1866-1926）との関係を確立しただけでなく、

1926年と30年の「新版画」展を準備するに有用な上層

部との接触を与えられている。彼は美術館のメイヴン

でありコネクターであっただけでなく巧みなセールス

マンでもあった。美術館館長や学芸員達に宛てた彼の

手紙では展覧会の重要性、輸送費の低コストや、展示

の容易さについて知らせたり、ジョージ・バビットば

りの空威張り的甘言でつろうとしたりしている。

　マックリーンと吉田は、1924年11月吉田が妻のふじ

を（1887-1987）と共にジョン・ヘロン・アート・イ

ンスティテュートで版画と絵画の販売のため一月程滞

在した時インディアナポリスで接触している。吉田は

1899年の彼の最初の米国旅行以来、彼自身と彼の仲間

の作品の販路拡張に努めていた。英語に精通し西欧に

居て快適な吉田は1899年から1907年の間に 3 回北米

と欧州の広範囲にわたり旅している。目的は絵の制作、

観光、そして作品をギャラリーや美術館にプロモート

することであった。1920年代中頃迄には吉田は匹敵す

る者がない位の日本美術のメイヴンであった。日本国

内と海外で彼の油絵と水彩画は賞賛され、彼は又日本

画にも熟練していた。そしてこの見事な美術の経歴に

現代木版画が加わる。1920年に吉田は「新版画」の創

始者である版元渡邊庄三郎の下で木版画の制作を始め、

1925年には吉田自身で木版画制作所を構える。画家で

あると同時に自営業者である吉田は、西欧と日本の版

画家ばかりでなく競争相手である日本の版元との関係

も持続していた。

　吉田が書いた手紙から、彼の商業的成果はある程度

彼のビジネス的眼識に依っていると言える。長年にわ

たる文展・帝展での出品・受賞そして審査員でもあっ

た吉田は1927年に設置された帝展の工芸部に彼の版

画作品も展示している。米国でも同様に吉田は自身の

作品を広めるのに努めた。関東大地震で被害を被った

仲間の画家達のための展覧会の1924年の米国地方巡

回では、吉田は学芸員宛の手紙に、彼と会ってくれる

なら彼の絵画作品か版画を贈呈する旨を記している。

そして面会の際には、吉田は企画した展覧会をそっく

り受諾するよう学芸員に勧めている。1930年のトレド

展の巡回では、吉田は各美術館の学芸員に宛てて、彼

自身の紹介とどの版画の注文も素早く納品することが

出来ると請け合っている。

　吉田とマックリーンは違う技量を有し違った社会集

団に属していたので、社会学者マーク・グラノヴェッ

ターの「弱い紐帯の強み」論8 を立証するように、彼ら

のパートナーシップは「新版画」を広めるのに更に効

果的であった。これらの絆はより大きな機構内で意味

がある。以下で考察していくのは、個々の画家、版元、

学芸員、美術商等の微小な歴史は、美術製作、販売、

普及、蒐集という大きな機構と堅固な結びつきがある

ということである。吉田とマックリーンだけに過度な

焦点をあてるのを避け、「新版画」出現の複雑な状況を

明らかにするために、ここでは現時点での調査段階で

得られた「新版画」展とそれらの関連資料について年

代順に追って考察していく。第一章では1920年代の

種々の出版物、販売記録、展覧会関係の資料を取扱う。

二章では、吉田とマックリーンによる1930年トレド展

の構成と影響力についての概要を述べる。三・四章で

は、吉田とマックリーンそして彼らの競争相手の活動

を辿ることによって1930年代における「新版画」のマ

ス・アピールを考察する。

１．1930年トレド展以前の「新版画」

　1921年と22年に渡邊木版画店主催で「新版画」展が

東京の白木屋で開催されたことや輸出を行ったことは

よく知られている。しかし米国のギャラリーやオーク

ションを通じて版画が輸出販売されたことは余り知ら

れていない。 9 例えばニューヨーク市のワルポール・

ギャラリーズでは、1920年10月19日の日本版画オー

16　特集　遺伝子「版画・HANGA」

「日本人画家吉田博と中川八郎による
125点の水彩画とスケッチ展」告知、
1899年11月。
資料提供 : Detroit Museum of Art



クションで橋口五葉（1880-1921）、チャールズ・バー

トレット（1860-1940）、伊東深水（1888-1972）、川

瀬巴水（1883-1957）等の「優れた現代画家」が含ま

れている。五葉以外の画家の版画は、このオークショ

ンの企画当初から関与していたと思われる版元渡邊の

製作である。ワルポールは1923年迄毎年、そして1926

年の 2 月から再び浮世絵と共に「新版画」のオーク

ションを開催している。1921年のニューヨーク・タイ

ムス紙の記事にある「新流派の印象的な裸体画の一つ

で、鮮やかな赤色の襞のある衣類をつけた作品」とい

うのは五葉の〈化粧の女〉（1918年）か、〈長襦袢の

女〉（1920年）ではないだろうか。 10 ワルポールでの展

示販売は版画の図像入りの図録と共に1920年代末ま

で続いた。

　1921年の 3 月にロサンジェルスで開催されたカリ

フォルニア版画家協会の第二回国際展での「新版画」

の展示にも渡邊の活動が見られる。日本を代表とする

44点の版画作品の内には、渡邊と思われる「東京のワ

パマバ」 11により出品された現代版画と一の版画制作

過程を示す順序摺が含まれている。順序摺の展示は通

常的なものとなっていたようで、他の版元や画家も米

国の大衆の版画芸術教育のためや客寄せのために活用

している。

　「新版画」の普及は又、1923年 5 月の『インターナ

ショナル・スタジオ』に所載されたE.A.U.ヴァレンタ

イン（1870-？）の「日本の多色刷版画復興」 12を初め

とする出版物にも大いに依っている。深水の〈対鏡〉 

（1916）が、優秀な版画の生き生きとした力を立証す

るようにこの雑誌の表紙を飾った。詩人であり小説家

であるヴァレンタインは、彼のパスポートの申請書に

よると、「専門的な仕事」のために1918年と1920年の

2 回訪日している。明らかに滞日中は「新版画」運動

の初期の時代の繊細な紹介ができる程「新版画」に充

分親しんだようである。彼の渡邊版画店についての記

述は、吉田のように英語に通じていた渡邊との繋がり

を窺わせる。

　主な市場が日本であった渡邊にとっては、1920年代

初めの米国での版画の販売はボーナスにすぎなかった。

しかしながら、1923年 9 月 1 日に起きた関東大震災

後の国内と外国人観光客向けの商売の破綻は米国での

販売が直に必須になることを意味していた。この年の

12月吉田博と妻のふじをは17ヶ月間の 3 回目の欧米

旅行に出発する。彼らの目的は、当時博がリーダー的

存在であった太平洋画会会員の絵画作品（油絵、水彩

画、日本画）ばかりでなく渡邊版画店の版画も販売す

るために合同の展覧会を催すことであった。最初の滞

在地であるサンフランシスコでは、吉田はサンフラン

シスコ美術館の館長ジョン・ニルセン・ラウアヴィッ

ク（1877-？）に、米国内の他の美術館館長に吉田を

紹介し、展覧会の特質と価値について通知してくれる

ように説得している。ラウアヴィックは明らかに各地

の館長との連絡に新設された美術館館長のネットワー

クを利用している。最初の開催地は1924年 3 月ボス

トンで有名なセント・ボトルフズ・クラブであった。 13 

この展覧会は米国で初めて現代日本美術を売り物にし

た。1924年の夏にはワシントンとニューヨーク、1925

年にはセント・ルイスにも巡回したようであるが、資

料から確認できる開催地は、1924年のシアトル・ファ

イン・アーツ・ソサエティ（ 8 月）、クリーブランド

美術館（ 9 月15日-10月15日）、ミルウォキー美術館
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吉田博、〈滝〉（1924年）、絹布・軸装。
画家自身によるクリーブランド美術
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（11月 1 -20日）、インディアナポリスのジョン・ヘロ

ン・インスティチュート・オヴ・アート（11月20日-

12月15日）、そしてシカゴ美術館（1925年 1 月）。 14

　ミルウォキー展の目録とインディアナポリスの作品

価格リストから、巴水の版画32点、深水の版画 8 点、

博の版画 2 点と絵画31点、ふじをの絵画 6 点、そして

中村不折（1866-1943）、河合新蔵（1867-1936）、中

川八郎（1877-1922）等の太平洋画会のメンバーによ

る絵画25点が展示された。版画作品の価格は博の作品 

2 点が20㌦となっている他は各10㌦、絵画作品は、寺

松国太郎の作品 1 点が100㌦となっている他は25-75

㌦である。売れ行きはよかった。当時クリーブランド

美術館の版画と東洋美術部の学芸員であったセオド

レ・サイザーからインディアナポリスのマックリーン

に宛てた手紙によると、「かれこれ98点が売れた。」 15 

サイザーは売れた作品内容について触れていないが、

絵画は一点もの版画は複数制作なので主に売れたのは

版画ではないだろうか。

　シカゴとミルウォキーの新聞によると、とりわけ吉

田の作品が熱烈な支持を受けている。 16 吉田の風采と

人を魅する力は明らかにこの好評を得るのに貢献して

いる。吉田（又は渡邊）の報道関係者との関係が、1925

年の『トランス・パシフィック』誌に所載されたジョン・

スチュワート・ハッパー（1863-1936）の記事「今日

の浮世絵芸術に携わる人々」をももたらしたのではな

いか。 17 五葉の友人であり広重の讃美者でありジャパ

ン・アドヴァタイザー紙の記者であったハッパーは「新

版画」の真価を認める立場に充分あった。

　吉田はこの旅行で、絵画制作や渡邊の下での版画製

作よりは、彼自身による版画の自家出版の方がより良

いビジネスモデルとなると悟った。東京に帰るとすぐ

吉田は自宅で版画制作に取りかかった。彼は又他の版

画家の作品を含む版画展覧会を企画もした。1926年に

は東京で日本とハンガリーの現代版画展、そして1928

年には白木屋で自身の作品の他にチャールズ・バート

レットやエリザベス・キース（1887-1956）、リリア

ン・ミラー（1895-1943）の作品を含む小規模の展覧

会を開催している。

　吉田の「新版画」普及活動は米国での最初の総合的

な「新版画」展覧会の開催に繋がった。当時インディ

アナポリスのディレクターだったマックリーンの提案

により吉田が準備して1926年10月 3 日にインディア

ナポリス美術館で開催された。1926年10月12日ブ

ルックリン美術館で開催された同列の版画展では68

点展示されているので、多数の版画が北米に送られた

とみられる。この版画展はこの後、ニュージャージー

州モントクレア美術館（11月）、マサチューセッツ州

ウースター美術館（1927年 1 月）。ニューヨーク州シ

ラキュース美術館（ 2 月）、コロラド州デンバー美術

館（ 5 月）、オハイオ州デイトン美術館（ 5 月）に巡

回している。マックリーンはこの版画展をミネアポリ

ス、トロント、オタワそしてバッファローにも巡回さ

せたかったが、少なくとも資料によるとバッファロー

からは断られている。アソシエーション・オヴ・アート・

ミュージアム・ディレクターズの1923年の会合で、

マックリーンはリーダーシップ・コミティーに加わっ

ているが、このコミティーは当時ブルックリン美術館、

オタワ美術館、デンバー美術館、バッファローのアル

ブライト・ギャラリーの館長達で構成されている。 18 

1926年 9 月にはマックリーンのインディアナポリス

からの離脱が発表されており、開催地探しは終りとな

り、展覧会の運行は切り詰められた。 19

　この展覧会の版画作品68点全ては、深水の作品を除

いては関東大震災後の作品である。博25点の内、17点

が1926年に製作された欧米を主題にしたもので、

〈マッターホルン〉25㌦、〈レニヤ山〉32㌦25㌣の他は

各12㌦50㌣。次に多いのは巴水の作品で22点、価格

は 6 ㌦25㌣から12㌦50㌣。次の 4 人の作家の作品は

各 4 点で深水10㌦か12㌦50㌣、織田一磨（1881-

1956） 7 ㌦50㌣から12㌦50㌣、高橋省亭（1871-1945）

7 ㌦75㌣から12㌦50㌣、小原祥邨（1877-1945）6 ㌦
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35㌣から 7 ㌦50㌣。以下の作家は各 2 点で吉川観方

（1894-1979）10㌦と12㌦50㌣、三木翠山（1887-1957）

10㌦。Bifuku Yamada（不詳）の 1 点は10㌦となって

いる。博の自家出版、観方と翠山の佐藤章太郎からの

出版、Bifukuの他は皆渡邊版画店から出版である。博

の好みを反映しているのか風景画が大部分を占めてい

る。深水の 4 点〈サマー〉、〈スプリング〉、〈ガール・

アット・トワレット〉、〈サマー・イブニング）と巴水

の 1 点〈行く春〉（1925年）が美人画を代表している。

　この展覧会の営利的成功の程はわからないが、批評

は地方紙には小さく取り上げられただけだが雑誌には

もう少し多く扱われている。東京を拠点とする美術評

論家ゾーイ・キンケイドは、トランス・パシフィック

誌に「注目すべき現代色刷版画」。 20  ジャパン誌に所載

されたデナリウス・ディーンの『美術家と工芸家：吉

田博の色刷版画』は、とりわけ米国とカナダを巡回し

ている展覧会について言及し、それがアメリカン・ア

ソシエーション・オヴ・ミュージアムズによって企画

されたと言っているが、これを立証するものは見つ

かっていない。ディーンは最後に、1928年バンクー

バーからロサンジェルス間の都市での開催が予定され

ている特別版画展に触れている。 21 ディーンの記事は

吉田とのインタビューに基づいているので、当時吉田

はこのような展覧会を計画していたのかもしれない。

　吉田とマックリーンによる「新版画」展の他にも小

規模ではあるが幾つも催されている。シカゴ美術館の

マックリーンの後継者ヘレン・ガンサウラス（1886-

1954）は、1927年以来ケイト・バッキンガム（1858-

1937）や M・チェスリー夫人から寄贈されたり、美

術商 S・H・モリから購入して「新版画」を美術館コ

レクションに追加している。ガンサウラスはこれらの

版画を1929年 5 月から10月にかけて展示している。

呼び物は、美しさと希少性で高く評価されていた五葉

の〈髪梳ける女〉（1920年）、〈浴後の女〉（1920年）、

〈夏衣の女〉（1920年）、〈紅筆持てる女〉（1920年）で

あった。風景画には巴水の〈旅みやげ第一集 小浜堀川〉

（1920年）、〈旅みやげ第二集 佐渡西三川坂〉（1921年）

と祥邨の〈柳橋〉、祥邨の花鳥画、名取春仙の役者絵、

そしてガンサウラスが賞賛した〈眉墨〉（1928年）を

含む深水の美人画数点が展示された。 22

　東洋美術商とりわけ山中商会と S・H・モリは少な

くとも1920年代中頃から「新版画」を販売していた。23 

両者とも1930年のトレド展で希少な初期の「新版画」

を貸し出している。山中商会ニューヨーク支店版画部

の専門家は S ・タナカであった。タナカはモリの後任

で、モリはシカゴのファイン・アーツ・ビルディング

に彼自身の店を開店しそこで店頭販売やメール・オー

ダーを行っていた。モリはまた巡回展も催しており、

1929年 2 月にカリフォルニア州パサディナのグレイ

ス・ニコルソンのオリエンタル・トレジャー・ハウス

でも開催している。安藤広重（1797-1858）や小林清

親（1847-1915）による水彩画に加えて、巴水の風景

画ばかりでなく五葉や深水の美人画も展示された。 24 

ニコルソンの大展示室では1929-30年の冬にかけて第

二回「新版画」展が開催され、吉田、巴水、祥邨、五

葉、深水等の版画が展示されていた。 25 （この展覧会が

先にディ-ンが言及していた西海岸の巡回展の一部か

もしれない。）他の東洋美術商も似たような展示を行っ

ていた。1930年 7 月 6 日付けのロサンジェルス・タ

イムス紙は、ニコルソンのギャラリーで開催された 

H・Yoshidaによる新しい色刷版画展についても触れて

いる。

　日本の版元もまた巡回展を通じて米国での販路拡大

に努めた。最も活動的なのは1929年に共同して酒井川

口合版となった輸出販売を担当した貿易商川口と版元

酒井である。渡邊から離脱した巴水、祥邨等を集めて
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急速に版画を製作し北米で展示販売している。1930

年 1 月26日にニューヨーク市のフクシマ・ギャラリー

で開催された展示会には、巴水の風景画 6 点、鳥居言

人（1900-1976）の〈髪梳き〉（1929年）を含む美人

画 5 点、小森素石（不詳）の花鳥画 5 点、犬塚苔翠

（不詳）の植物画 6 点が展示された。 26 川口商会のシカ

ゴ店を通して、川口は1930年 2 月、ウィスコンシン大

学のメモリアル・ユニオン・ビルディングで版画展を

開催している。ここでは、喜多川歌麿（1753-1806）、

広重、北尾重政（1739-1820）、磯田湖龍齋（1735-1790）

等の作品が言人、巴水、祥邨、苔翠等の版画と共に展

示されている。 27 川口は1930年11月にジョージア州デ

カーター美術館で同様の展示を行っているが、他でも

行っていると考えられる。不況が深まるにつれて川口

は直接的な小売販路の開拓に努めている。ニューヨー

ク市のメイシー百貨店の宣伝文句は「大変素敵な贈物、

有名な現代日本画家による木版画」と謳い、巴水、苔

翠、素石、祥邨、土屋光逸（1870-1949）による川口

酒井合版版画は 1 ㌦93㌣から 5 ㌦74㌣の価格で東洋

美術部で売られた。 28

　これらの版画展では多くの場合「新版画」は複製を

含む浮世絵と一緒に展示された。例えば1927年の秋に

は、版元高見沢忠雄（1899-1985）の版画は、サンフ

ランシスコのカリフォルニア・パレス・オヴ・ザ・リー

ジョン・オヴ・オナーで展示された。この版画展は、

バークレーで行われた山岸主計（1891-1984）による

版画の彫りのデモンストレーションと共同企画であっ

た。 29 山岸は米国日系一世の画家小圃千浦（1885-

1975）に影響を与え小圃はワールド・ランドスケープ・

シリーズ（全35点、1928-30年作）を高見沢から出し

ている。1931年 1 月小圃は彼の絵画作品と共にこれら

の版画をリージョン・オヴ・オナーで展示している。30 

この頃日本生まれの米国人画家であり版画家であるリ

リアン・メイ・ミラー（1895-1943）は米国中を旅行

し、ニコルソンのオリエンタル・トレジャー・ハウス

を含む美術館やギャラリーで版画制作のデモンスト

レーションや版画展を行っている。 31 要するに、1920

年代後半には「新版画」は北米で幅広く知られていた

が、総合的な「新版画」展や専門的な出版物にはなっ

ていなかった。

２．1930年のトレド展とその図録

　「新版画」は人気を増していっていたが、1930年 3月 

2 -30日にトレド美術館で開催された「現代日本木版

画」展で、この傾向は米国での臨界質量に達した。こ

の展覧会は、規模の大きさ、図像入りの図録、米国内

の10箇所の美術館での巡回展、相当な売上げがあった

という面でかなりの成功を収めた。明らかにマック

リーンが1929年の春、シカゴとインディアナポリスで

彼のアシスタントであったドロシー・ブレア（1890-

1989）がトレド美術館での東洋美術部のアシスタン

ト・キュレーターとなってからこの展覧会を計画し始

めたようである。ブレアは1927- 8 年京都で東洋美術

を研究し、日本を去る前短期間だが、吉田のスタジオ

で版画制作について研究を行っている。ブレアは1930

年のトレド展図録に関与した中心的人物である。マッ

クリーンのこの展覧会の意図は、「新版画」の今迄の10

年をベスト・テンの「新版画」家の作品を通して概観

するものだった。彼は吉田に画家と作品の選択を委託

した。これまで吉田が関わった展覧会からみて、吉田

は彼自身の作品を主としていたが渡邊サークルの画家

を中心により広い範囲に及んでいる。版元酒井・川口

や、池田、美術社に関与している画家たちは関与して

いないというか、招かれていないようだ。吉田はマッ

クリーンに巡回展の開催と展示作品の販売を奨励して

いる。 32

　1930年のトレド展については別の拙論に詳しいの

で、ここではこの展覧会が「新版画」の受容にとって
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のティッピング・ポイントとして役割を果たした 4 つ

の点について手短に考察する。先ずはその規模である。

総展示作品数は342点で、その内訳は五葉12点、深水

17点、巴水91点、翠山14点、春仙39点、一磨 6 点、

祥邨22点、山村耕花（1885-1942）18点、観方10点、

博114点である。展覧会の意図は1919年から1929年の

間の現代版画における「ルネサンス」の概観であった。

日本での入手が不可能だったためシカゴのモリと

ニューヨークの山中商会から借りた五葉、巴水、深水

の数点の作品を除く他は皆東京で吉田が集め纏めて船

便で送った。渡邊の版画が大半を占め、吉田は自身の

作品を、そして京都の佐藤が観方と翠山の作品を提供

した。渡邊と佐藤は、松木喜八郎（1941年死亡）と共

に1924年に共同で輸出事業社尚美社を設立していた。33

　この展覧会はまたその図録で注目に値する。サムネ

イル写真の巻末附録で「新版画」を包括的に図解する

最初のものだった。更にマックリーンの要望で吉田は、

署名や印や版のサイズばかりでなく彫師・摺師の名前

も供給していた。図像は白黒だったので、ブレアは各

作品の色彩について触れている。現代版画文化の道案

内役を意図して、この図録は蒐集家や美術商や学芸員

を対象としていた。図録はすぐさま完売し、その後数

十年「新版画」の唯一の出版物として存続した。1980

年代においても美術史的に大変有用で、蒐集家は彼ら

が所蔵する版画とこの図録を比較した上の質問をトレ

ド美術館に問い合わせする程であった。 34

　さらに、トレド展は雑誌記事を通してかなり世間の

注目を招いていた。マックリーンとブレアは展示画家

についてそれぞれ雑誌に記事を所載している。『アメリ

カン・マガジン・オヴ・アート』誌に、マックリーン

は「二人の現代日本版画家」という題で清親と吉田に

ついて、そしてブレアは、「10人の版画家と今迄の10

年間」という題で著述している。 35 多分偶然だが同じ時

期に英国でも「新版画」についての二つの記事がウィ

ル・エドモンズとマルコム・サラマンによって書かれ

ている。 36

　又、1930年のトレド展は各地の美術館で展示するこ

とで「新版画」を物理的に流通していた。この展覧会

はその後10ヶ所の美術館を巡回している。ニューヨー

ク州バッファローのオルブライト・ギャラリー（ 6 月）、

オハイオ州コロンバス美術館（ 8 月）、オハイオ州デ

イトン美術館（ 9 月）、再びコロンバス美術館（10月）、

コネチカット州イェール大学美術館（11月）、オハイ

オ州シンシナティ美術館（12月）、ミズーリ州セント

ルイス美術館（1931年 1 月）、ミネソタ州ミニアポリ

ス美術館（ 2 月）、カリフォルニア州のサンディエゴ

美術館（ 3 月）とロサンジェルス美術館（ 4 月）、そ

してホノルル美術館（ 5 月）である。マックリーンは

これらの巡回展開催地探しのために、美術館館長との

コネクションを活用して1929年夏に展覧会の企画書

を配布し、その秋と翌年の展覧会が成功裏に開催され

た春に再度お伺いをたてている。この展覧会は米国の

経済が繁栄している時に企画されたが、開催された時

は株式市場が崩壊した後であった。マックリーンの巡

回展の趣意書は、展覧会が包括的な視野に立つこと、

関東大震災以前の希少な版画の集まりであること、図

録の価値あること、作品が「新鮮で興味深く色彩に富

んでいること」を強調している。 37 二番目の手紙では収

益を得る機会があり、低価格で関与できるという点に

重点を置いている。実際、各美術館は約35㌦ばかりを

巡回展開催費用と保険料として支払い、別途の版画輸

送費は、版画自体が軽量であり各作品はセロハン付台

紙だけの額無しなので僅かであった。ある美術館は売

上げの10%の手数料を請求している。この展覧会は 

AAMDの1930年の巡回展リストに含まれている。 38 

美術館がこの巡回展への興味を示した時、マックリー

ンとブレアは能率的なスケジュール調整に最前を尽く

した。最後の開催地ホノルルは、展覧会の最後に来館

者に直接販売が許され、残りの版画は関税を避けるた

め 4 個の梱包用筒に入れられ4個の便として吉田の元

に返送された。 39

　各開催地では観客が美術館の学芸員を通して版画を

注文することができ、学芸員は吉田にその注文を転送

した。注文の版画は日本から各美術館に送られ、注文

主に転送された。この展覧会はこのようにして個人の

蒐集家や美術商にかなりの版画を販売した。ある美術

館は美術館自身で版画を購入したり美術館の後援者に

購入してもらいその後それらを美術館に寄贈するよう

勧めている。トレドではマックリーンの勧めで、トレ

ド・スケール・カンパニーの社長ハバート・D・ベネッ

トが展示されたほとんどの作品を各一枚ずつ2,965㌦

で購入し、1939年に美術館に寄贈している。トレドで

は他に200枚程の版画が売れている。トレド美術館に

保存されている版画売上げリストには、約75件の購入
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が記録されているが、女性客と男性客の比率は 3 対 1 

である。マックリーンはこれらの版画価格は美術商か

らの購入より遥かに低いと主張している。しかしなが

ら当時の一般的な美術商の価格が明らかでないのでこ

の主張は立証できないが、 1926年と翌年のインディ

アナポリスが企画した展覧会での価格より1930年の

価格は明白に低くなっている。例えば、祥邨、巴水の

一番安い版画価格は 6 ㌦位から 2 ㌦又は 3 ㌦になり、

吉田の〈エル・キャピタン〉が13㌦75㌣であったのが

10㌦となっている。トレドの販売リストによると売れ

筋は 2 ㌦から 4 ㌦のものであった。

３．1930年のトレド展以降の「新版画」

　1930年のトレド展以後、「新版画」は米国の蒐集と

一般公開組織に入り込んだ。減少していく物資の時代

にあって多くの版画は中流社会層にとって手頃であっ

た。更に、身近な様式と理想化された主題は社会的混

乱の時代により深く共鳴するものであった。1930年代

に催された「新版画」展は大変多いので、ここでは 3 

箇所の開催地例をあげ、主な美術商の活動に触れ、そ

してなぜトレドが 2 回目の展覧会を開催することに

なったかを考察するにとどめる。

　最初のトレド巡回展を通じて「新版画」に与えられ

た注目は他の美術館での「新版画」展開催を招来した。

1931年 6 月、テキサス州サン・アントニオのウィッテ

美術館学芸員エリナー・オンダードンク（1884-1964）

は巴水、深水、祥邨の版画37点と順序摺り一揃を展示

している。これらは皆D・T・アトキンソン夫人所蔵

である。 40 また1935年 2 月MFAでは、ウィルモット・

R・エヴァンス夫人所蔵の清方、巴水、吉田、五葉、

深水、小早川清（1897-1948）等の作品で構成された「現

代画家の最優秀作品の包括的グループ」展を開催して

いる。 41

　印刷文化が賛美された時代には、ある高級書店でも

版画が販売されていた。1931年 2 月ボストンの有名な

グッドスピード書店では、吉田、巴水、祥邨による

「現代日本木版画」展を催している。ボストン・ヘラル

ド紙はこの展覧会を次のように評している。「大変見事

な展覧会である。一世代前の維新後の日本の芸術性の

低俗化を遺憾した故岡倉を喜ばせるものである。これ

らの版画は18世紀の浮世絵の基準を技術的に感じさ

せるものである。それらは気品と美しさのレベルを引

き上げるものである。」42 24点の版画で構成された同

じ展覧会はルイジアナ州イザァク・デルガド美術館（現

ニュー・オリンズ美術館）で 5 月に開催されている。43

　一流百貨店でも美術品の販売をしているが、川口は

ニューヨーク市のメイシー百貨店で、そして1935年12

月にはポートランドの有名店マイヤー＆フランク・カ

ンパニーで吉田による150点の版画展が行われている。

広告と記事は、「現代日本木版画の偉大な巨匠」である

吉田が、「独創的な技術で高められた調和の独特の日本

的センス」を表現していると述べている。アジア、ア

フリカ、ヨーロッパそして米国の風景を描く吉田の版

画は、マイヤー＆フランクの 6 階の「ピクチュア・ギャ

ラリー」で展示され 4 ㌦から60㌦で販売された。 44

　一番活動的なのはシマ・アート・カンパニーであっ

た。1905年以来、島虎蔵（1877-1927、E・T・シマ）

はミニアポリス・ソサイティ・オヴ・ファイン・アー

ツやクイーンズ・ボロー図書館等で浮世絵の巡回展を

行っていたという。これらの開催地では売上高の25%

を取得していた。1926年頃から住居範吾（1893-1982）

は、東京の渡邊版画店から送られた版画を販売してい

たシマ・アートに加わった。島の死後、住居は長谷川

や、酒井・川口、大黒屋、芸艸堂や大丸が製作した版

画を販売し始めた。 45

　1930年代にはシマ・アートは、「新版画」や複製浮

世絵や、順序摺で構成した巡回展を催している。「主に

教育的目的を意図する」と謳っていたが、展示作品は

「僅かな価格で」販売されていた。 46 巡回展はあちこち

の公共機関で無料で提供された。例えば、ニューヨー

ク州ヨンカーズ・ミュージアム・オヴ・サイエンス・

アンド・アーツ（1932年12月）、インディアナ州ロー

ガンズポート図書館（1933年 5 月）、マサチューセッ

ツ州ノース・アダムス図書館（1933年 6 月）、テキサ

ス州パリス図書館（1934年 3 月）、メリーランド州フ

レドリックのオール・セインツ・サンデー・スクール

（1935年 5 月）、アイオワ州のメイソン市YWCA、モ

ンタナ州ビュートのモンタナ・スクール・オヴ・マイ

ンズ（1937年11月）。大抵の地方紙ではこれらの版画

展については殆ど触れていないが、いくらか興味深い

ものもある。以下は潜在的な観客の反応をよく洞察し

ているのでここに引用する。

　我々の大半にとって一般的には日本は桜の花と
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芸者の国である。これは疑いもなく、ギルバート

とサリヴァンに由来しているが、満州に関した新

聞の見出しや塹壕の日本兵士のグラビア写真によ

り少々変化してきた。

　美術館の版画には新しく別の日本が表されてい

る。吹き降りの雨や一寸先も見えない雪の日本、

黄昏や月の出時の穏やかな小川の日本、美的なだ

けの人々の代りに現実的な人々の日本、が表され

ている。

　多くの余り知識のない西洋人でさえこれらの版

画の中で迫り来るおなじみの寺を日出づる国と関

連づける。しかしそれらの寺は時には渦をまく雪

におおわれて不鮮明である。ここでは優美な橋が

静かな流れにかかっている。しかしそれらの橋に

は激しいどしゃ降りの中を前に進もうとする着物

姿の姿が付き物である。

　オリジナルであろうが複製であろうが、各版画

には素晴らしい技量、細部の精密さ、日本美術の

特質を説明する繊細な美がそこにはある。これら

には濃厚さ、憂鬱、繁雑さはない。陰影がその風

景を横切っている場合、それは吹いている風のさ

さやきの影である。嵐の場合それは地面をはぎ取

るかもしれないが決して負担をかけない暴風雨で

ある。雨は刃物のように鋭く、雪は羽根より柔ら

かい。 47

　

　1940年 9 月ロバート・ムラーはシマ・アート・カン

パニーを買取り、ロバート・リー・ギャラリーを開店

し、路線を「新版画」中心に変えた。（1941年12月に

はギャラリーを閉鎖。） ムラーは1931年12月に彼に

とって最初の「新版画」である巴水の〈清洲橋〉 （1931

年）をシマ・アートで購入して以来1940年 4 月の日本

訪問迄、米国内の美術商等から「新版画」を購入して

いる。1936年のトレド美術館の売上リストにも彼の名

前がある。開店記念としてムラーは「現代の広重」と

謳った北米で最初の巴水だけの作品を扱った「川瀬巴

水」展を催した。 48 長年のシマ・アートのマネージャー

であったウィリアム・リー・コマーフォードと共に今

迄のように巡回展を行っていった。例えば、第二次大

戦中の日本との急速に増大する軋轢にも関わらず、

1940年12月のクリスマスの版画展はウィスコンシン

大学、1941年11月にはオハイオ州のリマのサウス・ハ

イ・スクールで行われた。日米関係の悪化につれての

「新版画」への関心の低下が、最後の開催地の社会的地

位の低さに表れているといえる。

　1930年代中頃から末にかけての米国での「新版画」

の価値の低下にも拘らずその流布の拡大は、1936年の

トレド美術館での「現日本版画展」に要約されている。

マックリーンと吉田によって準備され、5 年前に遡る

「新版画」の展開の概説のため289点の作品が展示され

た。図録は現代版画のコレクションを築き上げている

愛好者、美術商や学芸員のために更なる参考文献とな

るものだった。1935年夏には吉田は再び10人の画家を

選ぶ。1930年の五葉、翠山、一磨、耕花、観方は取っ

て代わられた。今回は平野白峰（1879-1957） 2点、

清12点、言人17点、笠松紫浪（1898-1991）14点、野

村芳光（1870-1958）6 点と、巴水111点、深水18点、

祥邨32点、春仙 7 点、博66点である。最初吉田は彼が

選抜した画家の優秀作品だけを送る予定であったが、

マックリーンは彼好みの言人の作品を幅広い概観的な

展覧会のためにと推した。吉田は石川寅治（1875-

1964）の作品も送ったが技術的には優秀な作品である

にも拘らずマックリーンは「新版画」としては異型で

あると却下した。 49

　この展覧会は、ニューヨークのカレッジ・アート・

アソシエーションとその巡回展のディレクター、オー

ドリー・マックマホンを通じて巡回した。今回も軽量

のマウントと僅かの輸送費だったが、1930年の時の約

2 倍の60㌦の参画費だったことが多くの美術館の興

を削いだのであろうか。それともマックマホンには

マックリーンのような説得力とディレクターとのコネ

クションに欠けていたのか。この展覧会はテネシー州

チャタヌーガ・アート・アソシエーション（ 2 月 3 -

15日）、マサチューセッツ州スプリングフィールドの

ジョージ・ウォルター・ヴィンセント・スミス・アー

ト・ギャラリー（ 5 月11-30日）、そしてシアトル美術

館（ 6 月10- 7 月 5 日）を巡回しただけである。クリー

ブランド、ピッツバーグ、ホノルルの美術館学芸員ら

はこの展覧会に最初興味を示したが結局は断っている。

1930年の展覧会での蒐集から成るベネット・コレク

ションから49点が新しい作品群と共に展示されたト

レドでは、地方紙がこの展覧会を大きく扱ってくれた。

しかし他の都市での報道はおざなりなものであった。

　今回も、展示された版画作品はトレド美術館を通し
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て 7 週間以内の配達を約束の上で、吉田に注文された。

2 月末迄にトレドは221点（200点は新作品、21点は

1930年の展示作品）の版画と300部の図録を販売した。

今回のトレドの売上げリストにはシカゴの「新版画」

蒐集家フランク・ファー夫妻の30点と、蒐集家であり

美術商であったロバート・ムラーの25点が含まれてい

る。サンフランシスコ美術館は 5 月に11点を注文して

いる。チャタヌーガで 7 点、スプリングフィールドで

22点、シアトルでは展示用作品から24点の売上げであ

る。トレドの売上げリストでみると、およそ100人の

購買者の内男女比は 1 対 2 であるが、男性による売上

げ作品数の方が多い。価格は大判で 2 -10㌦、祥邨 2 ㌦、

紫浪 3 ㌦、芳光 3 ㌦50㌣、巴水 3 ㌦と 4 ㌦、春仙 4 ㌦、

清 5 ㌦と 8 ㌦、深水 8 -25㌦、吉田は〈山中湖〉と

〈鶏〉の50㌦以外は全て10㌦であった。巴水作品が一

番人気があり売行きが一番よかった。シアトルで売れ

た24点の内15点が巴水作品であった。

結び

　以上に加えて、吉田の1939年の「日本木版画」やツー

リスト・ライブラリー・シリーズ等欧米向けの出版物

も「新版画」を紹介するに多いに貢献している。ツー

リスト・ライブラリー・シリーズには、日米間の政治

上の摩擦が拡大していく時代に穏やかなプロパガンダ

としての意図があった。日米の当事者たちは「新版画」

を日本の平和的で美を愛する本質の証拠として位置付

けた。例えば、『アート・ダイジェスト』誌に所載され

た1936年のトレド展の論評では、「米国に平和の誓願

をする現代日本のデザイナーたち」と題されている。 50 

一か八かの政治的なチェスのポーンとして配置された

「新版画」の動向は、1924年の吉田とマックリーンの

想像を越えた新領域に入っていた。「新版画」のこの新

機能は、これらの二人のダイナミックな人物によって

成し遂げられた成功に乗っ取っており、拡大していく

ネットワークがどれほど大衆芸術作品を投影するかを

示している。
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  報告   

国際版画会議IMPACT 8

大塩紗永

　2013年 8 月末、私はイギリスのダンディーにて開

催される国際版画会議（IMPACT8）に出席する為に

イギリスを訪れた。今回の出品参加は、以前私がイギ

リスのスタジオで研修をした際に、知り合った美術家

のDavid Faithfull 氏からの出品依頼がきっかけで

あった。Faithfull氏 は、今回のIMPACT 8 が開催され

るダンディー大学で教鞭をとっており、制作者として

活動するだけでなく、様々な展示のキュレーションも

行う美術家である。

■IMPACT 8

　IMPACT（International Multi-Disciplinary Print-

making Conference）は、版画及び版表現領域におけ

る実践と表現の可能性について、多角的な視点から論

議される国際シンポジウムで 8 回目の開催となる。2 

年に 1 度、国を変えての開催となっており、版画及び

版表現を行う大学研究室、団体組織、また個人作家を

対象として、シンポジウムと展示を開催する。

　今回のIMPACT 8 は、 8 ／28～ 9 ／ 1 の 5 日間、同

時開催でPrint Festival Scotlandを行い、約430人の版

画を専門とする、作家、技術者、評論家、学者、キュ

レーター等が出席、その他世界各国からの来場者が

あった。会期中は、市内の宿舎は、すべて満室。車で

かなり離れたところのホテルでさえやっと宿泊が出来

るという状態であった。

■会場

　シンポジウム会場と展示会場（ギャラリー及び大学

校舎内）が分かれており、その他アーカイブの公開や

ワークショップも別建物で行われる。今回は、スコッ

トランド版画フェスティバルの開催もあり関連イベン

トの会場はかなり広範囲にわたっていた。

　大学校舎外には、Dundee Contemporary Arts（DCA）
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1999年 多摩美術大学大学院美術研究科 修了
2007年 平成18年度文化庁新芸術家国内研修員 
2008年 イギリス、ドイツにて研修
 （The Daiwa Anglo-Japanese Foundation）
2004年 シェル美術賞（審査員奨励賞）
2009年 熊谷守一大賞展（大賞）
現在 東北芸術工科大学  非常勤講師
 桜美林大学  非常勤講師

左）シンポジウム会場エントランス　右）目印看板



という、版画工房と共同研究室、ギャラリー、映画館

を持つアートセンターがあり、会期中に様々なイベン

ト行う。DCAはダンディー大学との連携によって運営

がなされ、学生及び卒業生の育成や地域社会の活性を

目的としている。また、ライフサイエンスとの共同プ

ロジェクト等、産業と芸術を結ぶ活動も行われている。　

版画工房では、常駐の技術者がアマチュアからプロの

アーティストまでをフォローし、海外からの滞在制作

もサポートをしている。イギリス国内では、特にスコッ

トランドに充実した版画工房があり、代表的な工房

は、 Edinburgh Printmakers（エジンバラ）、Glasgow 

Print Studio（グラスゴー）、Peacock Visual Arts（ア

バ デ ィ ー ン）、Dundee Contemporary Arts（ダ ン

ディー）、Highland Print Studio（インバネス） の 5 

つで、 それらはScottish Print Networkに属している。

イギリスでは、数年前より版画を制作する学生の減少

と、大学内の版画施設の維持が大変な事から学内の工

房を縮小をする事も多く、こういった外部のスタジオ

を使用する学生達も多いという。様々なジャンルの視

覚芸術表現作家との交流や、大学や地域と連携をとっ

たプロジェクトという点のにおいて、DACは、とても

充実している印象である。

■国際シンポジウム

　シンポジウム会場では、学術論文の発表とパネル

トークが 7 つの部屋で計31回のトークセッションと

18回のパネルトークがに開催される。内容は、版画や

印刷にまつわる歴史や地域性を語るものから、技法と

表現、また写真や映像等、間接表現全般についての実

践と検証、そして現代のテクノロジーとの交差につい

て語られた。主なトピックは、変換や複数性、限定、

版概念の拡大等。また、全体的に多かったのは、今回

のテーマ「境界と横断」によせ、ジャンルを超えた作

品制作、また情報通信メディアを含むテクノロジーと

伝統的な表現の交差についてであった。そこでは、技

法的アプローチだけではなく、プロセスや構造の融合

から見られる新しい表現活動の実践と可能性について、

技術の導入により持ち合わせる様々な側面と共に語ら

れていた。

 

■版表現の実践と表現領域の拡大

　シンポジウムでは、版画を間接表現というより幅広

い表現領域で捉え、写真や映像についてのトークセッ

ションや展示も多い。同じ間接表現領域ともいえる、

写真や映像と版画だが、版によってサイズを限定され

る版画と、スクリーンやモニタを含むアウトプットに

多様な方法を持つ写真や映像では、大きさの可変とい

う違いがある。

　更にインターネット等、様々な方法で作品にアクセ

ス可能なマルチメディア社会に於いて、作品のサイズ

や質感は、出力環境によって異なり、作家自身の監督

を離れ作家が決定した状態とは別様のものを見るとい

う状況が生じる。このように、多様な鑑賞環境が生じ

ることも、新たな制作実践の要素となっている。

　高度なクロスメディア手法が育って来た近年ではこ

のような要素やテクノロジーと伝統的な版表現の融合

を探求する作家も増えたのが印象的であり、インター

左）大学内版画工房　右）パネルトーク会場　
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左）DCA内の共同研究室　右）映像センター

左）パブリックスペースに並ぶ作品。

　　技法や作品について作家に直接質問をする事が出来る。

右）一般公開中のDCAの版画工房



ネット等のネットワークをベースに更に複雑な構造か

ら作品を成立させる作家もいる。一方向性のみであっ

たメディアが、情報通信ネットワークによって情報の

送り手と受け手の境がなくなってきた昨今では，マル

チメディアを用い誰もが情報を発信できるようになり，

多元的な情報の表現が可能になった。最近では、イン

ターネット上にあるフリーコンテンツを使用した作品

やそこに印刷されたバーコード、QRコードへアクセ

スすると、コメントや二次創作が可能なページに行く

ことができる作品等、紙、pc、携帯電話他、様々なメ

ディアを通じインタラクティブな表現が可能な作品も

多い。これらは、今の時代を反映した制作プロセスで

あり、またこのような表現やアプリケーションを使用

したイメージのオートメーション化、更に高性能なデ

ジタル出力の導入等は、作品体系の独自性の探求も大

きな要素であるが、いずれも技術の種類やジャンルで

はなく、作家の身体を通した技術的過程を通して、表

現することの根幹を問い直すことに繋がるのだろう。

■展覧会

　Impact 8 の 展 示 は、主 にDuncan of Jordanstone 

College of Art and Design 校舎内を中心に開催された。

大学内併設のギャラリーでは、DACによる企画展、

Edinburgh Printmakers, Glasgow Print Studio, Pea-

cock Visual Arts等UKの版画スタジオに所属し活動を

行う作家達の展示、その他、50室にも及ぶ展示スペー

スには、世界各国の作家の作品を展示している。その

他フェスティバルの企画として、20世紀美術に於ける

版画から現代に至るまで、市内ギャラリー及びスコッ

トランド内にある版画スタジオにて企画展が開催され

た。出品作品は、銅版、木版、リトグラフ、シルクス

クリーンという基礎的技法を使用した作品から、デジ

タル、写真、映像、本、立体、インスタレーション等、

サイズも展示方法もかなり幅広い。

　会場に入るまでは、デジタル作品がかなりの割合を

占めているのでは、と思っていたが、実際は従来の版

画技法を用いた手仕事の作品も多く、その次にデジタ

ルとのミックス、写真、映像、インスタレーションは、四

分の一程。会場では、作家によるギャラリートークや

技法の説明が行われた。
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Rob Pruitt（現代美術家  アメリカ)    シルクスクリーン
“Google Search: Sweetie SunshineEdinburgh Panda”

Nina Rhode（現代美術家  ドイツ） 
レンズを使用したデジタルプリント（角度により画面が変化）

“Why do it if it can be done”

ギャラリートークの様子　CFPR Editions　作品と実践報告

Tara Cooper　
（美術家    Canada）
リトグラフ•和紙 　“Supercell”

Jo Ganter　
（美術家     U. K）
インクジェット・BFK
“Ghosts”



■Artist book

　今回私が出品していた、artist bookのスペースも前

部で 4 室。私は、グループプロジェクトでの参加と個

人制作の作品の 2 作品を出品した。

　日本では、あまり聞き慣れないArtist bookという言

葉だが、欧米では一つの表現ジャンルとして定着して

いる。Artist book は、本という形体をもった作品のこ

とを指し、1960年頃から綴られたモノ・本というフォ

ルムを使用した作品として制作されるようになった。

平面作品として存在する版画や写真をArtist bookと

いうプロダクトとして表現する、また複数性や再現性

を持ち合わせた立体造形作家や映像作家が表現するそ

れらから、新たな「本」という形体、あるいは構造を

使用した表現を提案し、「美しい」本をつくることを目

的としている。デジタルブックの普及によって、本と

いうプロダクトそのものの意義も問われる昨今、時代

性も内包しながら、手で触れ、直接物語を鑑賞できる

bookが様々な表現で展示されていた。

■イベント

　会期中は、版画工房や屋外でのワークショップやラ

イブ、パフォーマンス等も行われた。これらは、来場

する作家や地域の子供～大人までを巻き込み、会場を

盛り上げていた。その他、版画工房を巡るツアーや、

材料販売ブース等も併設されており、版画の普及にも

努めていた。

 

■参加して

　基本的に版画家というカテゴリーはない欧米に於い

て、様々なジャンルのアーティストが制作する版画、

版表現作品が一同に集まった会場では、作家の版画表

現との関わり方も多様である。また、先端技術から発

する創造の感覚と物質的接触による触覚からの活動等、

制作プロセスの幅も大きい。

　今回のシンポジウム及び展示の印象は、開催にあた

り主催者がいっていた「版表現のもつ要素は、様々な

専門ジャンルを越えて交差と融合を導く事が可能であ

り、全ての美術領域のアイデンティティーの拡大を提

案をしたい」というテーマそのものでもあり、版画概

念の拡大という論議の他、作家達が日常の専門領域と

は異なる版画領域で制作をすることが新たな表現を見

いだす契機となっている様子も見て取れた。

　また、開催にあたっては、開催地の歴史や地域性の

理解、また教育や研究施設、スタジオ等版画にまつわ

るすべての機関の連携とサポートの上に成り立つこと

をしみじみと実感した。

　次回の開催は、2015年中国美術学院（杭州）にて開

催予定。

野外WS.
big printの様子
道路舗装用ローラーで

リノカットを刷る。
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‘Sunshine over the Sea, Shadows of the Forest:　
木版画家　磯見 輝夫氏の展示

上）会場　左下）グループプロジェクトで参加した作品冒険家の手記。

（構想計画所　“Save as”）
日本特有の付録のように立体作品が一緒に入っている。

右下）版画を使用したデッサン集と音の記憶を用いた動画が一緒に

入った作品。（大塩紗永　“KAORI”）

 David Faithfull 　
（美術家    イギリス)
シルクスクリーン・凸版

“The art of concealment”



 

 

 

  

  報告   

第 2 回国際木版画会議
International Mokuhanga Conference 2014
国際会議開催の意義と運営の諸問題

三井田盛一郎

1992年 ‘92版画「期待の新人作家」大賞展大賞
2000年 町田市立国際版画美術館作家招聘 
 次代をになうアーティスト達①三井田盛一郎展

2004年 “Ispa JAPAN NAGOYA”「日本の木版画100年展－創
作版画から新しい版表現へ－」名古屋市美術館、Ispa 
JPAN実行委員

2009年 三井田盛一郎展 尾道市立白樺美術館
2011年 阿波紙と版表現展－凹版凸版－　
 出品とディレクション　文房堂ギャラリー

 第 1 回国際木版画会議実行委員
2012年 紙・非紙展 中国中央美術学院美術館（北京）
2013年 京都版画トリエンナーレ　京都市美術館
現在 東京藝術大学  准教授
 第 2 回国際木版画会議実行委員

MOKUHANGAの日本化から世界化へ

“再アジア化、北米化、南米化、

環太平洋化、ヨーロッパ化、アフリカ化…”

開催の趣旨から

　2014年東京藝術大学を中心会場として、第 2 回国際

木版画会議を開催する。国際的な要請を受け2011年に

第 1 回 国際木版画会議（以下国際木版画会議をInter-

national Mokuhanga Conference の略称としてIMC

と表記）を京都・淡路両市において開催し、22ヶ国108

名の発表者、参加者があった。第 1 回IMCは、日本の

浮世絵版画を起点とした水性木版画における「海外の

表現者・研究者と、日本の彫り師・摺り師をつなぐこ

と」、「海外の表現者・研究者と、日本の素材・道具メー

カーをつなぐこと」、「国内外の専門家が相互に凸版技

法の実践と理論を語り合い、情報の共有化を計ること」

をテーマに開催された。

 

　この成功を受けて、よりアカデミックな環境での会

議作りを目指しホスト校制度を設け、継続的でより発

展的な国際会議を 3 年毎に開催することが、IMC国際

委員会において決定された。本第 2 回国際木版画会議

は、東京藝術大学美術学部が主催・ホスト校として版

画研究室が中心となり、実行委員会を組織し論旨発表、

展覧会を中心とする各種企画の運営にあたる。

　実行委員会では、以下の課題目標を立て、広く国内

外からの会議参加者を募るとともに一般への広告、広

報を行なっていく。

１．木版画をめぐる国際的なネットワークの構築、交

流促進、国際的な人材育成。

２．日本固有の水性木版画の国際間の学際的研究の推

進。

第一回国際木版画会議
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３．表現者、研究者、鑑賞者を繋ぐ作品発表の場とし

ての展覧会開催。

４．版画素材である紙のへ理解を深める。

５．水性木版画の制作の機会を増やす。

MOKUHANGA制作の盛上り

　現在、海外のアーティストや研究者の間で水性木版

画を総称することばとして MOKUHANGA が使われ始

めている。WOOD CUT PRINT, WOOD BLOCK 

PRINT, WOOD ENGRAVINGが英語一般名詞とし

て木版画を表すが、日本が伝統的に培って来た水性木

版画はこれらの名詞の概念に収まりきらない。

MOKUHANGAが近い将来、HOKUSAI, UTAMA-

RO, SUSHI, TSUNAMIのように一般名詞化してい

くための契機としたい。なぜなら、日本での木版画を

めぐる状況は危機的であり、木版画の材料・道具たち

も絶滅危惧の憂き目にあっている。和紙漉きの現場な

どの激減は象徴的な例である。木版画の材料・道具は

ユニークで面白い。日本で木版画を学んで母国へ帰っ

た海外のアーティストはこれを確認している。しかし、

情報ソースは日本にあり、日本人である私たちは情報

ソースそのものの危機を自覚しているとはいえない。

　木版画制作が面白い一つの大きな理由は、和紙や版

木、道具といった豊かな手仕事や材料との関係の上に

こそ、成立している点であるといってよい。時代の趨

勢からいえば、木版画の伝統は過去を構成するものに

なりつつある。しかし、国際会議を開くほどに、海外

で盛り上がりを見せ始めているMOKUHANGAであ

る。日本にある材料道具を含め木版画という「伝統」

をいつでも現在のものとして手にできるよう、国内外

からの努力の結集は不可欠である。第 2 回IMCがその

ような場になる事を願いさらに努力を重ねたい。 

MOKUHANGAの世界化へ

　木版印刷、木版画の技術は、8 世紀の初め頃に中国、

朝鮮半島から日本へ伝来したと考えられている。これ

が江戸期1700年代に急速に日本化し、錦絵のような洗

練された形式にまで昇華していった。木版画の日本化

を支えた和紙や刃物も実は同じように日本化という出

来事の賜物として生まれている。和紙の中心的な製紙

技法である流漉きも同じ経路で、溜漉きの技法ととも

に伝来し洗練されていき日本固有といえる製紙法とし

て、強靭で美しい和紙と呼ばれる紙を成立させている。

地金と鋼を合わせた刃物類も日本ではごく当たり前の

道具として親しまれているが、世界的には大変に独特

な製法で作られる。京都を中心に採掘生産される砥石

は、極めて良質でこれに換わる天然の砥石は、現代に

至るまで見つかっていないといってよい。歌麿の版木

を彫れるような彫刻刀は、この砥石とのコンビネー

ションによって生まれた。これらに摺道具としてのバ

レンや刷毛の工夫から、優れた日本化ともいえる浮世

絵の錦絵様式が誕生した。

　日本の木版画はイメージにおいても中国、朝鮮、イ

ンドといった大陸からのイメージに加え、ヨーロッパ

のイメージまでも吸収しながら日本化していった。

1700年代前半に始まる浮絵（うきえ）と呼ばれるヨー

ロッパの遠近法のアイデアを取り入れた様式も、100

年を経て広重の時代には江戸の景色を写すイメージと

して親しまれるようになった。錦絵はヨーロッパにお

いて印象派の画家達が影響を受け、愛されたことで広

く知られる。そして、浮世絵のイメージ・造形性は西

欧化され、現代美術へと繋がる道筋の一つを作ったと

もいえる。

　現在、MOKUHANGAという名称で、日本の木版

画技法に親しみ制作を始めるアーティスト達が世界中

に現れている。時代がめぐって、日本からアイデアを

吸収しようとし始めるのだ。私たちは MOKU-

HANGAを、水性絵具を用いた摺技法による木版画

（もしくは木版印刷）と提議し、それ以上の提議を行な

わないように努めたい。水彩絵具と版木、紙、簡単な

道具さえあれば誰でも出来る表現の形式が、超絶技巧

ともいえる浮世絵版画、錦絵の技術にまで繋がってい

くというイメージを作っていく。机一つのスペースで

誰でも小さなMOKUHANGAスタジオが持てるとい

うアイデアは、世界各国各地のアーティスト達に愛さ
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れ始めている。また、環境問題に取り組み始めて久し

い各芸術大学などの教育機関が注目している点でもあ

る。MOKUHANGAは、水性の絵具を使うことで環

境に優しい現代のエコロジーのアイデアにも添ったも

のである。いわば現代のフロンティアとして見られ始

めているのだ。

　第 2 回IMCではこのようなMOKUHANGAに取

り組み始めた機関、アーティスト、専門家を繋げ国際

的な交流の場を形成し、様々な問題を提起しながら情

報を共有し意識を深める場としていく。そして、日本

を発信元としながらMOKUHANGAの各国地域の特

性を拾い集め世界化を進めるものである。

 

世界化？

　世界化という言葉は、つまりグローバル化という普

通名詞となった言葉を指すように思う。グローバル化

は一種の普遍化であり、平準化、平均化をもイメージ

させる。つまり等しくして行くこと。世界化という時、

「MOKUHANGAの日本化から世界化へ“再アジア化、

北米化、南米化、環太平洋化、ヨーロッパ化、アフリ

カ化…”」というように具体的な地域を思い浮かべてみ

る。MOKUHANGAという呼称が普及するとして、

いろいろな可能性を構想してみよう。

　私はいくつかの地域でMOKUHANGAのワーク

ショップをした時、材料道具の大半を日本から搬送し

て行なった。100％日本からの材料で行なったものも

ある。MOKUHANGA材料は100％特殊であるという

認識を持てば、出発地点として先ずは供給地としての

日本から本物を輸出する。油絵を例にとれば、その後

の流れは予測がつく。需要が増えれば、国産品の生産

が始まるかも知れない。舶来の溶き油が良いとしたよ

うに、日本の水が求められるかも知れない。現にヨー

ロッパの強い硬水で墨のベタを摺れば、明らかに発色

は異なる。もちろんマニアックに本物を集めて行くと

いう方法もあるが先ほどの油絵でいえば、ヨーロッパ

のものと質的に肩を並べる日本国産の材料道具は充分

入手出来るようになった。

　MOKUHANGAの提議を水性絵具による摺技法と

した時に、これを説明する日本語として版画学会では

「水性木版画」という表現を用いている。第 1 回IMC

では「水彩木版画」という用語でMOKUHANGAを

日本語表現した。今回は若干混乱した状態で、「水性木

版画」と「水彩木版画」を同時に使用しているが、英

語表記での「water-based woodblock prints」をそのま

ま日本語に適用すれば「水性」を用いることが適当と

思われる。しかしながら「水彩木版画」という響きの

方が、一般性を持ち得るかも知れない。私は、MOMU-

HANGAを限定された技法を指す言葉としては捉え

ていない。MOKUHANGAは地域性、歴史性も含み

込んだ上でアイデアを表現するものである。水彩木版

画という響きは、私の連想をヨーロッパ由来のアラビ

アゴムを媒材とした水彩絵具と硬質なコットン紙の組

み合わせに連れて行く。この材料の組み合わせで木版

を印刷することを考えてみる。恐らく、工夫次第で非

常に面白いプリントができるはずである。日本の伝統

木版画を技法の基礎におく制作をこれに当てはめるな

らば、いろいろな障害が予測されてくる。使い慣れた

馬の毛で出来たブラシや手刷毛は絵具を版に着けなが

ら取り去る役割を負っている。ぎりぎりの量にコント

ロールされた版面上の絵具は、薄い（厚くてもせいぜ

い十数匁）和紙とバレンとの出会いで摺取られる。こ

れをドウサで固められた洋紙に置き換えただけで、全

ての材料と技法が機能不全を起こすだろう。無理に制

作を続ければ身体が壊れる。しかし、こんな単純な発

想からも異なる可能性は生まれてくる。中国人作家の

邱桂欄（きゅう けいらん）は、中国水印画と日本の木

版画の技法を組み合わせながら「吸い取り紙」にすば

らしいイメージを木版によって出現させる。「吸い取り

紙」は、いってみればドウサ処理の無い吸水性の高い

コットン紙である。ドウサ処理以前のコットン紙を入

手することは、少しの努力で世界各国可能なはずだ。

これは用紙の例だが、全ての材料道具でもこれは適用

される。

　固有の「技法や技術」を取り出してMOKUHANGA

32　特集　遺伝子「版画・HANGA」



と付き合えば向上というベクトルが見込まれるだろう

し、MOKUHANGAのシンプルな「アイデア」を取

り出せば技法や技術は展開するだろう。これをそれぞ

れの地域性に当てて考えてみると新しい材料道具の組

み合わせは、存外容易く見つかるようにも思う。伝統

の問題と現代における各地域での展開という問題は、

木版画に限らず版画にどのような展開と維持継承の形

が構想されるかというモデルになるだろう。グローバ

ル化という言葉に世界の平準化と等質化というイメー

ジが付きまとうとして、「MOKUHANGAの日本化か

ら世界化へ“再アジア化、北米化、南米化、環太平洋

化、ヨーロッパ化、アフリカ化…”」などと私たちがい

う時、どれだけの違いが地域や制作者の間に生まれて

くるのかを期待するのである。それでもMOKU-

HANGAは、浮世絵版画、錦絵、新版画、創作版画と

いった歴史を遡行することも、技法を研究することも

許す豊かな場所でもあり続ける。

 

IMCの母体となったアイデアから考えると

　IMCの参加者を見てみよう。版画家と呼ばれるアー

ティストが中心となるかといえば、どうもそうではな

い。そして、日本人が会議の中心を成すかといえば、

これもそうではない。運営上の問題ともなるこの参加

構成者から版画を考えてみる。第 1 回IMCでは実行委

員会こそ版画家を中心に構成されていたが、参加者は

MOKUHANGAをする様々なジャンルのアーティス

ト、研究者、版元、木版摺彫職人、材料道具のメーカー、

コレクターであり版画家は、決して多数を構成しては

いなかった。この状況は第 2 回にも踏襲されている。

　これには、先にも述べた第 1 回IMC開催の背景が関

係する。会議開催までの経緯には様々な要因が絡み合

うのだが、淡路市で1997－2009年まで行われてきた

長沢アートパークプロジェクト（長沢AP）を原因とす

る所が大きい。このプログラムはアーティスト・イン・

レジデンス事業として「水彩木版画技法の海外普及」

を目的として運営され、その間30ヶ国120名を超える

参加者を得ている。ここで特筆すべきは、プログラム

コンセプトにもなる、木版画の専門職人と参加アー

ティストをつなげるという理念であった。日本の木版

画家は多かれ少なかれ、職人の仕事の現場を直接目に

する機会を持っており、その奥の深さを驚きを持って

知っている。長沢APでは、木版画のアーティスト・イ

ン・レジデンスプログラムに彫り摺りの職人を指導者

（このプロジェクトには京都の木版画職人が指導者と

して多く参加している）として招くことでシステム化

した。そこで初めて、私たち日本人作家と同じかそれ

以上に、日本の伝統木版画を理解する海外のアーティ

ストが、同時期に集団的に誕生する事になる。

IMC2011を支えた参加者の大多数が、このレジデン

スプログラム参加者であった事もうなずける。

　さて、IMCの成り立ちそのものがこのような経緯を

経ているが故に、日本人版画家の参加者は極めて少な

かったし、日本での開催にも関わらず日本人そのもの

の参加が少なかった。長沢APは木版画の技術紹介、習

得を目的としていた。とすれば、ここに木版画家と呼

ばれる人たちの参加は考えづらい。新しくMOKU-

HANGAの技術、技法、考えを手に入れたアーティス

トの輩出が世界に向けて為されたのである。これは版

画学会の中心主体ともなっている芸術・美術大学の人

材育成とは基本的に質の異なる出来事である。日本の

大学が多数の外国人留学生を受け入れているが、長沢

APという一つのアーティストレジデンス機関が異な

る量と質MOKUHANGA制作者を作り出してしまう。

ここには大きな問題がある。大学の役割は基礎教育か
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ら縦積みの専門教育であるが、アーティストレジデン

スのような形態は、背景の異なるアーティスト達への

ワークショップによる上積みというアイデアである。

　版画家と、版画も制作するアーティストをイメージ

してみよう。私たちは版画家のイメージについては十

二分に持っている。版画もするアーティストの像はと

いうと、これは大変に多様に現れてくる。ここに木版

画に限らずプリンター（版元、摺師や彫師）という存

在が関わってくるとさらに分類作業は複雑になってく

る。場合によってはオリジナル版画という近代の版画

の規定をはみ出して思考を進める必要も出てくる。

デューラー、レンブラント、ゴヤといったヨーロッパ

古典の画家・版画家を持ち出してみても、混乱が進ん

で面白い。さらにここに版画を出発点として版画家で

はなくなった現代美術アーティストが加わるとさらに

複雑さを増す。

　IMCが、如何なる物かを伝えようと始めた作文であ

るが、このような作業を始めることでズレ始める。こ

の方向にもう少し進んでみよう。このような分類作業

をしていて、ふと近頃手に取った大学版画学会誌

No.42の木村秀樹氏と高浜利也氏の寄稿論文を思い出

した。木村秀樹氏はご自身が企画された「複数制再考－

13名の日本人版画家達」の報告として、まさにこの分

類と分析作業をしている。高浜利也氏は長く滞在した

タイ、シラパコーン大学での版画の表現、教育の歴史

性、地域性をレポートしながら版画の向かう 1 つの方

向を見ている。2 つの論文に勝手な要約の仕方を試み

るなら、前者の論文は「版画を版画で….」ということ

だろうし後者は「版画から….」という思考になるのだ

ろうか。もちろん木村秀樹氏も「版画から」ものを考

える方であることは、様々な発言の中から明らかであ

るが、世代として版画を総括しておいた上で進んで行

かなければならないという、ある種の倫理観の現れと

私は解釈している。高浜利也氏がモデルとするタイの

現代美術のアーティスト達は、版画家と呼ばれるのか。

このタイのアーティスト達が、大変に精緻な版画を制

作していた時代を持つにしても、版画家と名指すこと

自体その出自を明らかにするだけで意味の無いことに

なってしまうだろう。「如何に版画家というものから逃

れるか」といことを机上で構想、夢想してみる。イン

スタレーション、写真（写真的ではなく）やペインティ

ングなどのまったく別の表現媒体を持つことが、解決

策だろうか。版画を逃れたアーティストが版画をどの

ように意識するか、どのように付合うかという問題は、

この次に現れる興味である。

　こちらも面白い実験だと感じたものであるが、「版画

系」というシルクスクリーンプリントをめぐる展覧会

イヴェント（2014年 1 月20日文房堂ギャラリー）が

あった。このイヴェントの主体“press実行委員会”中

心メンバーである渋谷和良氏、山口啓介氏は、アーティ

ストとして「如何に版画家というものから逃れるか」

ということを構想しているのではないか。「版画系」に

はプリンターや版元こそ関わらなかったが、先に分類

を行なったジャンルの表現者が勢揃いしたように感じ

た。渋谷氏と山口氏の立ち位置は「まったくの別の表

現媒体を持つ」アーティストである。彼らが版画の外

側に立ちシルクスクリーンプリントを制作することで、

加納光於氏と同じ立ち位置を取ることが出来る。この

辺りの実験の目論みを承知して「版画系」シンポジウ

ム※に臨んでいたのは、木村秀樹氏だろうか。（※司会：
谷新、パネリスト：加納光於・松本旻・野田哲也・坪田政彦・木村秀

樹・山口啓介）
　

版画を楽しむ方法

　第 2 回IMCの話題に戻して行きたい。話題を戻すに

あたって、「版画を楽しむ」ということを考えてみる。

この版画学会という場で版画を楽しもうなどというこ

とは、「自分を楽しもう」というに等しい。自分を楽し

むためには、自分への客観視が必要だろう。版画や自

分を客体化・対象化する必要がある。版画を目的とし

ていない人たちは、この厄介な手続き無しに版画を楽

しんだり、視野に入れなかったりできる。単純な構造

である。第 1 回IMCでは、目的の一つにMOKU-

HANGAの普及ということがあった。この時、既に木

版画家はIMCの視野に入っていない。大変に貴重な国

際会議という機会である。日本で行なわれる「国際木

版画会議」に日本の木版画家や版画家が参加するため

の、この単純な構造的問題を解決しなければならない。

実はこの最大ともいってよい問題は解決されていない。

版画から逃れたアーティスト達は版画を対象化する回

路を獲得しただろうか。また、前述の“press”の主催

する「版画系」ではアクロバティックな方法で対象化

を試みている。高浜利也氏は「試論 なぜ、タイは版画

が盛んなのか。」（大学版画学会誌No.42）の中で「コッ

プの中の嵐に終始しがちな、内向きの“版画ムラ”な
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ど決してつくることなく、王道を追求する正統的な版

画表現から同時代の先端的な美術に至るまで、幅広い

人材を輩出しているタイの版画の懐の深さ…」と書く。

大いに賛成するのだが、タイの版画にもコップの中の

嵐は吹いているかも知れない。その意味では、コップ

の中身を他者の目の前に曝してみることは有効である。

「他人（ひと）からどんな風に見られるかしら？」とい

う恥じらいを含んだ態度でも、版画は楽しくなるだろ

う。

　版画の国際会議では版画で遊ぶという姿勢も大いに

感じられる。遊ぶためには、現実からの切り出しとい

う手続きも必要なのだ。文化の必要条件。その上で、

実利的に使って行くことも良い。IMCはネットワーク

をつくる場でもある。現にここに参加する材料道具

メーカーの最大の目的は、発表の楽しみとともに自信

を持って作り提供する商品の普及にある。アーティス

トであれば活動の幅や地域を拡げたり、仕事の機会を

国際社会の場で増やすという実が得られる可能性があ

る。ここで、アーティストの技能として、日本の多く

の木版画家は最先端であることは無論間違いない。こ

んな利用の仕方は、IMC2014への参加姿勢として大

変に真っ当な形だ。

版画でお祭り

　版画学会では毎年、大学版画展という形で「版画の

お祭り」を開催している。IMCは「版画でお祭り
・・・・・・

」だ。

運営側でいうのもなんなのであるが、IMCにおいて

MOKUHANGAは手段であり目的ではない。何かを

実現させる別の目的が、その先にありそうである。中

には祭りの目的などどうでも良く、祭りそのものを目

的にする連中も現れるだろう。この感覚を共有してみ

よう。「MOKUHANGAとは何だろう」とそれぞれに

喋り合う。自分の活動、制作がいかにユニークである

かを確かめ合う。

　版画には現実、様々なシーンがあることは既に述べ

た通りだが、2014年 9 月に開催される第 2 回IMCに

は、MOKUHANGAをめぐって「版画の環境縮図」

がモデルのように展開する。これを象徴するように特

別企画展では東京藝術大学大学美術館を会場に「木版

ぞめき」（ぞめきとは“騒ぎ”の意味）が開催される。

この他にも公募による「国際木版画展2014」、アーティ

ストブックを公募する「木版絵本」、ユニークな活動や

企画に展示壁面を提供する「The Content」などが

「論旨発表」、「デモンストレーション・ワークショップ」

の中心企画を囲むように開催される。

最後に

　10年前の2004年大学版画学会では、国際シンポジウ

ムISPA JAPAN 2004を開催した。この時私も実行委員

の 1 人として参加した。シンポジウムコーディネート、

言語、助成申請、広報デザイン等など相当人数で実働

実行委員会が組織されていた。第 2 回IMCは、実行委

員会事務局となっている東京藝術大学版画研究室が実

働組織として運営をしている。お陰さまにて様々な運

営ノウハウが蓄積されてきている。その上で、小さな

組織を組んだ限界も見えてきている。今後、もしこの

規模の国際会議、シンポジウムの企画が大学主催で持

ち上がるなら、版画学会との共催関係を作り上げての

運営をしていくことが現実的だろう。本国際会議では、

学会員の積極参加という応援を乞う！

http://www.mokuhanga.jp/2014_jp/index.html
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  研究報告   

版画用紙再考

坂本雅美

1985年 筑波大学芸術専門学群卒業
1987年 東京藝術大学大学院美術研究科保存科学修士課程修了
1992年 英国ニューカスルポリテクニック（現在ノーザンブリ

ア大学）美術作品保存修復修士課程（紙本コース）修了

現在 紙本保存修復家

 多摩美術大学  非常勤講師
 東北芸術工科大学  非常勤講師
 金沢美術工芸大学  非常勤講師

はじめに

　明治初期、日本に初めて西洋から紙が輸入されてき

たとき、在来の紙と区別するために新しく入ってきた

紙は「洋紙」と呼ばれ、在来の紙は「和紙」と呼ばれ

るようになった。このとき洋紙は機械漉きであり、和

紙はすべて手漉きであった。また洋紙の原料は、ごく

初期には綿のぼろであったが、その後は藁になり、続

いて急速に木材にシフトしていった。一方、和紙の原

料は国産の 楮 、 三  椏 、 雁  皮 を主とするものであった。
こうぞ みつ また がん ぴ

つまり両者が出会ったときには、同じ「紙」というも

のでありながら、見かけも原料も製法もまったく異な

るものであった。しかしその後、両者とも変化しなが

ら現在に至る。本稿では和紙を中心に版画用紙の歴史

や特性について考えてみたい。

１．和紙の歴史

　日本に紙の製法が伝えられたのは 7 世紀初頭とい

われる。古代には主な原料として麻、雁皮などが使わ

れたが、その後、処理に手間のかかる麻の代りに楮が

多く用いられるようになる。楮は栽培することができ、

原料処理にかかる手間も軽減されるという利点があっ

た。雁皮の使用はずっと続いてきたが、栽培ができな

いことと、高価であることは今も昔も変わりはない。

三椏が多く使用されるようになったのは近代になって

からである。i 江戸時代には楮の代用にする目的で栽培

されていたが、明治になると雁皮の代用品として価値

が見直され、政府によって栽培が奨励され、原料処理

に用いる薬品や製造法の開発により高級な和紙の原料

として大量に用いられるようになる。

　和紙製作は一連の作業に大変な手間と時間がかかる。

原料の栽培、道具作製も同様に人間の手仕事が不可欠

であるが、明治初期の産業社会ではまだこのような手

仕事が大きな割合を占め、重要な生産手段であった。

　和紙の需要は成長する経済や産業に後押しされ、明

治30年代にピークを迎える。当時未熟であった国産洋

紙の生産量に比べると国内需要は依然として大きかっ

たii。その後、木材を主原料とし機械による大量生産を

革新的に進める洋紙に対抗して、和紙も一部の原料に

藁パルプや木材パルプを用い、漉きの一部に機械化を

導入する。しかし着実に成長する洋紙産業に追いつく

ことはできず、凋落の一途をたどる。和紙製造に関わ

る機械化や原料改革は和紙の価格を下げ、寸法の大型
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化と生産量を増やすことにおいて、ある程度成功した

が、代償として和紙の質の低下を招くことになった。

　明治34年（1901年）には全国47府県すべてにおい

て手漉和紙が製造されており、手漉和紙製造総戸数は

約 7 万戸であった。40年後の1941年には戸数は五分

の一に激減した。その約30年後の1973年にも戸数は減

少し、総戸数は900戸以下となる。（後述する『手漉和

紙大鑑』はこの年に発行されている。）さらに30年後

の2004年にも減少傾向は変わらず、総戸数は約300戸

となる。（図 1 参照）

２．現代における和紙

　日本人の生活様式が変化し、和紙の需要が減り、生

産量が減り、質が落ち、和紙作りから離れる人々が増

えてゆく中、1930年代に従来の手漉和紙の復興を訴え

る人々iiiが現れた。そのうちの一人、寿岳文章は全国に

足を運んで地方の現状を観察し、効率のみを優先して

低下してしまった和紙の質を元に戻し、紙を漉く人た

ちの自信と誇りを回復し、和紙作りを存続させること

の重要さを内外に向けて発信した。また和紙の歴史に

ついて、現場観察と過去の文献に基づく実証的な論考

と研究を行った。この活動は共感する人々に受け継が

れていった。

　その成果の集大成の一つとして1973年（昭和48年）

に『手漉和紙大鑑』が毎日新聞社から出版された。全

国規模で和紙のサンプルを集め、和紙と漉き手の情報

を丁寧に記録した大型本である。これ以前は地域的収

集あるいは私的収集による見本帖の類は存在するが、

全国的な規模のものは存在しない。見本に含まれる紙

以外にも厚さや色の違いによるバリエーションが存在

すると思えば、まだまだ多くの和紙があるようにも見

えるが、昭和48年時点ですでに姿を消した和紙も多い

ことを考えると、大きな喪失感を感じずにはいられな

い。『手漉和紙大鑑』に続いて比較的小規模な見本帖も

含め、全国的に和紙を収集したものが複数作られてい

る。（表 1 参照）これらは消え行く手漉和紙の記録と

して貴重であるが、減少化に歯止めを掛ける大きな原
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表 1 ．全国版手漉和紙見本帳（書籍を含む）

発売価格寸法全サンプル数限定部数発行年発　行著者・編集構成題　名№
32万円520×365㎜1000点1000部昭和48年（1973年）毎日新聞社久米康生全 5 巻『手漉和紙大鑑』1
8万円280×230㎜450点3000部昭和50年（1975年）毎日新聞社毎日新聞社手漉和紙大艦委員会上下 2 巻『手漉和紙』2
9万6千円260×360㎜350点500部平成 4 年（1992年）全国手すき和紙連合会全国手すき和紙連合会上下 2 巻『平成の紙譜』3
2万8千円220×285㎜307点300部平成 9 年（1997年）全国手すき和紙連合会全国手漉き和紙見本帳上下 2 巻『日本の紙』4
3万5千円125×180㎜358点300部平成17年（2006年）全国手すき和紙連合会全国手漉き和紙見本帳上下 2 巻『新版日本の紙』5
35万円207×304㎜1058点800部平成23年（2011年）2000年紀和紙委員会和紙委員会全12巻『日本の心　2000年紀和紙総艦』6

図 1 ．手漉和紙生産戸数の推移（※注）



動力にはなれないというきびしい現実がある。

３．版画に用いられる和紙

３－１　楮の紙

　楮で作られた和紙は最もポピュラーであるといえる。

版画の中でも水性木版画には欠かせない支持体である

が、銅版画やリトグラフにも使うことができる。楮の

繊維は長く、柔らかくも強靭である。未晒しでやや厚

手または厚手の「西ノ内」、「細川」、「程村」、「美濃」

などは楮本来の色味と風合いを持つ。一方「奉書」は

洗練された白い色と柔らかくきめの細かい表情を持つ。

いずれもバレンの摩擦に耐え、版上の色材を含み、深

い発色をする。越前奉書に代表される白さと表面のな

めらかさ、柔らかさは、繊維がよく洗われていること、

填料である白い粉が添加されていることによる。白い

粉は古くは米糊ivであったものが、現在ではタルク、カ

オリンなど無機系のものになっている。

　どの紙も版画専用に作られたわけではないが、多く

の版画家が支持体として選んできたこともあり、漉き

手が版画専用の紙として作家のために特漉きをしてい

るところもある。

　手漉きに使う楮の原料と同じものを機械漉きしたも

のもある。大型寸法を確保できるが手漉きに比べると

やや繊維がダマになったようになりやすい。中性のサ

イジング（にじみ止め）処理がなされたものもある。

３－２　雁皮の紙

　楮、三椏、雁皮の紙はいずれも純粋なセルロースの

ほかに、ヘミセルロースなどの不純物（非繊維物）を

含んでいる。特に雁皮、三椏の紙には、ヘミセルロー

スが多く含まれており、これが紙に独特の黄色味のあ

る透明感とつや、パリッとした触感や強度を与えてい

る。

　江戸時代初め、17世紀に雁皮紙はオランダへ渡り、

レンブラントがこれを銅版画に使ったことは有名であ

る。比較的厚みのある紙で、日本では「鳥の子」と呼

ばれた最高級の紙である。雁皮紙は銅版画の重厚な油

性のインクがにじまず、よく馴染む。当時西洋の手漉

きの紙は綿や麻のぼろから作られており、厚みがあり

白く不透明で表面に布のようなテクスチャーがあった。

特性がまったく異なる雁皮紙は別格の存在となった。

雁皮紙はレンブラントにとっても高価な紙であったが、

他には代えがたい貴重な素材であったといえる。

　雁皮紙は19世紀にヨーロッパに輸出された多種の

和紙にも含まれていた。極薄手の雁皮紙は木口木版の

試し刷りの際、労せずして版面のインクを写し取るこ

とができたため重宝された。試し刷りではなく作品と

して残されたものもある。

　「雁皮刷り」は薄い雁皮紙を厚手の台紙に貼る（また

は裏打する）技法で、銅版画、リトグラフ、木口木版

でよく使われる。雁皮のつや、透明感のある色味と洋

紙のマットな白さとのコントラスト、両者のテクス

チャーの差異の妙、異質の紙同士が互いの良いところ

を引き出しあう優れた技法である。薄くシワになりや

すい雁皮を厚くて腰のある洋紙に貼り付けることに

よって安定した平面性とツヤを保持することができる。

厚いほど価格が高くなる雁皮をローコストで、しかも

その特性を最大限に引き出すことができる。

 

　台紙の紙には単独に版画用紙としても使われる「ア

ルシュ」、「BFKリーブ」、「ハーネミューレ」などが適

している。これらはモールドメイドと呼ばれる高級画

用紙である。原料にはコットンリンターvなどが用いら

れ、円網抄紙機と呼ばれる機械でゆっくり抄紙され、

ニカワまたは中性サイジングが施された長期保存性の

高い洋紙である。

　「雁皮刷り」に使う薄い紙の呼称viはさまざまで、英

語では、India（proof）paper, China, Chinese India, 

Oxford India Paper、仏語ではPapier Bible, Papier Bi-

ble d'Oxford, Papier de Chine, Papier Indienなどがあ

る。また「雁皮刷り」は英語ではIndia Proof Print, 仏

語ではChine Collé, Chine Appliquéと呼ばれる。India

と付くのは、18世紀までアジアからの物品が東インド

会社を介してもたらされていたことに由来するといわ

れるvii。

大矢雅章氏 『永久機関』 部分拡大
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　この薄い紙（以下India Paperと呼ぶ）がヨーロッパ

に初めてもたらされたのは1768年（明和 5 年）あるい

は1865年（慶応元年）とする説がある。とても薄いに

もかかわらず不透明で、両面に印刷をすることが可能

で、聖書を印刷すると通常厚さの半分になったという。

イギリスにもたらされた早い時期のIndia Paperがア

ジアのどこで作られたのかについては、中国由来で竹

を原料とする紙であるという説が多い。しかし寿岳は

起源を日本、それも「名塩鳥の子の薄様」であるとし、独

特の不透明さは紙に含まれる「泥」によるものである

と説明しているviii。

　1875年（明治 8 年）、イギリスはこの紙の模造に成

功し、オックスフォード大学出版から聖書が出版され

たix。そのため紙名にBibleやOxfordが残ることになっ

た。以降、輸入されたIndia Paperとヨーロッパ製のIn-

dia Paperが混在し、紙の組成と名前は混乱したまま現

在に至る。

　JENKINSは早くとも1830年代にヨーロッパにおい

てIndia Paperを模倣して作られた紙が印刷用に売ら

れていたと述べ、19世紀半ばに作られた版画のIndia 

Paperを分析したところ、麻と綿の繊維が見られたこと

を報告しているx。19世紀から現在まで、ヨーロッパで

India Paperに刷られた版画（India Proof Printまたは

Chine Collé， Chine Appliqué）は多数あるが、この

技法の起源に関する記録はまだ見つかっていない。い

ずれにしろ、この技法に使われたIndia Paperには東洋

からの輸入品だけでなく、ヨーロッパ製も含まれてい

ると考えられる。

３－３　三椏の紙

　三椏の代表としては「局紙」を挙げたい。明治初期に

国産の紙幣用に印刷局で開発されたが、その後は高級紙

として輸出を目的に生産された。国産の三椏を用い、西

洋の手漉製法（ホランダービーターによる原料処置、金

簀による溜漉き）と新技術である「内添サイズ xi」や「ロー

ル仕上げ xii」などを取り入れたハイブリッド型のこの紙

は明治という時代を体現する紙ともいえる。

　19世紀後半から版画が大流行していたヨーロッパ

へ高級和紙として輸出され「Japon Imperial（ジャポ

ン・アンペリアル）」と呼ばれた。一見すると厚手で落

ち着いたクリーム色の洋紙のようであるが、光の当た

り具合によって見えるつやと三椏の長い繊維が絡んで

できる独特の地合は美しく、最初からにじみ止めや表

面加工がされているので印刷にもペン書きにも便利で

あった。リトグラフや銅版画、油性木版などに適して

いた。ロートレック、ビアズリーなどの作品のほかに

も多くの版画に使用例をみることができる。しかし

ヨーロッパでは短期間の間に、高価な局紙に似せて木

材パルプで作った安価な機械漉きの代替品「Simili Ja-

pon（シミリ・ジャポン）またはJapon Simili」が作ら

れるようになり、局紙の輸出は打撃を受ける。シミリ・

ジャポンは日本にも輸入され、これをさらに真似た「模

造紙」という機械漉きの国産洋紙が作られ、全国に普

及する。

　20世紀初めに日本では創作版画がさかんになるが、

これらの版画に局紙が用いられている例はほとんどな

い。国内での使用は政府関係の用途に限定されており、

一般に流通することがなかったからである。また創作

版画に関わる多くの作家は素材や技術より表現や感覚

を重視したため、身近にある安価な紙を用いることが

多く、高価な紙を選んで使った作家はごく一部に限ら

れていたと思われる。

　現在「局紙」という紙名は残っているが、三椏100％

のものから木材パルプ100％、楮で作られたものも含

まれる場合がある。質、色、価格ともに多くのバリエー

ションが存在する。

３－４　その他の和紙の原料

　補助あるいは代用としての繊維の主なものとしては

木材パルプ、マニラ麻、輸入原料（楮、三椏、雁皮）

が挙げられる。

　木材パルプ100％で作られた機械漉きの紙もたとえ

ば「新鳥の子」など和紙のような紙名で販売されてい

る。木材パルプの価格は国産楮の二十分の一である。

和紙の原料に木材パルプなどを混ぜることにより、原

価の高い楮や三椏などの原料費を押さえることができ

る。また、パルプは繊維が短いので漉きやすく、紙の

色や地合いもよくなるという生産者にとっては複数の

プラスの効果がある。木材パルプの使用は明治以降、

むしろ技術改革の一つとして普及していったのである

が、保存性や強度が低下するというマイナスの効果は

後になって問題になる。

　マニラ麻は近代から補助繊維として用いられている。

楮や三椏に性質が似ており、補助としての混入にとく
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に問題があるわけではない。

　輸入原料としてはタイ楮、フィリピン雁皮、中国三

椏などが1980年代から使われている。国産原料価格の

十分の一から二十分の一である。原料価格の差は和紙

の価格の差となる。しかし輸入原料は樹脂分を多く含

むため、出来上がった紙への水の染み込みが不均一に

なったり、変色しやすかったりする。樹脂を取り除く

ためには苛性ソーダや漂白剤などの強い薬剤で処理せ

ざるを得ず、その結果、セルロースへのダメージは大

きく、紙は真っ白になるが強度は下がり、長期的保存

性の悪い紙となる。

　和紙に使われることは少ないが、竹についても少し

触れておきたい。 竹  紙 のほとんどは中国製である。中
ちく し

国産の紙を「唐紙」と書いて「とうし」と読む。「から

かみ」と読むと「とうし」の一種、模様の付いた 紋  唐 
もん とう

 紙 を模倣した国産の紙を指すことになる。 唐  紙 の多く
し とう し

は竹で作られるため「竹紙」の同義語として使われる

こともある。日本で作られる画仙紙には竹や三椏や藁

などが使われている。「画仙紙」の名は中国の「宣紙」

という紙に由来する。これは 青  檀 と藁から作られる高
せい たん

級紙である。絵画用の「宣紙」を「画宣紙」と呼び、

これを模倣した日本製の紙を「 和  唐  紙 、和画仙、画仙
わ とう し

紙、画箋紙」などの名で呼ぶようになったのである。

４．和紙の保存性

４－１　和紙のpHとサイジング

　伝統的な和紙の強度と保存性については、正倉院の

紙が現代まで非常に良い状態で残っているという歴史

的事実があり、近年はこれに科学的な裏付けがなされ

ている。しかしあくまでも「伝統的な原料と製法」つ

まり、国産の繊維を木灰や炭酸ソーダなどのマイルド

なアルカリ薬品で処理し、よく洗浄して作られた和紙

に対してこの強度と保存性を期待することができるの

である。これらの和紙のpH（水素イオン濃度）は 7 ～

9（中性～弱アルカリ性）にあり、これが長期保存の

鍵でもある。

　紙のpHは製造工程、あるいは加工の中でも特にサ

イジングによって大きな影響を受ける。サイジングは

洋紙には必須である。水分の染み込みを抑制するだけ

ではなく、摩擦に対する紙の表面強度や全体的な紙力、

寸法安定性を向上させる働きもある。かつて機械抄き

の紙の多くにロジンサイズを硫酸バンドで定着するサ

イジング方法が使われた時代があった。硫酸バンドと

は硫酸アルミニウムである。これは紙を酸性にし、繊

維の劣化を促進させ、100年もたたないうちにボロボ

ロにするという、いわゆる「酸性紙問題」を引き起こ

した。日本でいう「和紙は1000年、洋紙は100年」の

短命の洋紙に当てはまるのは、このようにしてできた

酸性紙である。酸性紙は紙ができたときからpHが 

4 ～ 6 という値を示す。

　和紙を水性木版画に使う場合、ドウサ液（ニカワ液

とミョウバン）でサイジングをすることが多い。ミョ

ウバンは硫酸アルミニウムカリウムである。これは先

の硫酸アルミニウムと非常に似た性質を持つ。従って

ドウサ液は酸性であるが、ドウサを引いた紙がすべて

酸性紙となりボロボロになっているわけではない。和

紙の多くが中性～弱アルカリ性で、酸に対する抵抗力

（酸性物質を中和する炭酸カルシウムなどのアルカリ

性物質）を持っていたからである。しかし塗りすぎれ

ばこのアルカリ物質も消費されてしまい紙は酸性にな

る。

　酸性紙問題が社会問題になって以降、保存性の良い

中性紙が生産されるようになった。中性紙の製造には

中性のサイズ剤を使用する。また炭酸カルシウムなど

を添加することによって将来的にも中性～弱アルカリ

性を保つことができるように作られている中性紙もあ

る。モールドメイドの多くは中性～弱アルカリ性であ

る。酸性のサイズは生産コストを抑えられるため使い

捨てや長期保存を必要としない紙の製造には今でも使

われている。

４－２　和紙の色

　和紙の場合、伝統的な製法で作られた紙の色味の幅

は広い。これは素材の色であり自然な色味といえる。

一方、モールドメイド紙の色の選択肢は少ない。純粋

なセルロースのみを原料として作られた紙は純白にな

る。それ以外の色は染料で人工的に着色されたもので

ある。規格化しやすいので商品の色にばらつきが少な

く、耐光性の高い染料を用いれば褪色や変色もしにく

くなる。

　和紙にもいったん漂白をして白くした後、着色した

ものもある。価格を抑えるため、ゴミをとる手間を省

くため、あるいは規格品のように安定した色味を実現

するためである。和紙の原料は産地や種類、収穫年の
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違いによって仕上がりの色味が大きく異なることがよ

くある。また和紙の変色や褪色は天日乾燥時あるいは

作品になってからも短期間のうちに起こりうる。たと

えば障子紙の色が光に晒されて白くなっていく現象が

他の和紙にも起こりうるということである。これは天

然の色素をもつ和紙の特性の 1 つとして認識してお

きたい。

おわりに

　良質な国産原料は希少化し、昔ながらの和紙は数を

減らす一方である。手漉和紙は和紙を漉く人によって

のみ支えられているのではない。原料を作る人、道具

を作る人、和紙を売る人、そして和紙を買って使う人

によって成り立っている。

　版画にとって紙は重要な要素である。選択の重要な

ポイントとして「価格」は大きなウェイトを占める。

良質な和紙は今も昔も高価である。和紙の値段は原料

費と人件費である。和紙を作る工程では「漉く」場面

が印象的だが、最も重要で最も時間がかかるのは原料

のゴミを取る地味な作業、機械化できない作業である。

苛性ソーダや漂白剤などを使えば省略できるが、そう

してできた和紙の強度や保存性は確実に落ちる。

　紙の特性を理解し、良質な紙を選択し、作品を作る

ことは和紙文化を次世代に引き継ぐための一役を担う

ことにつながる。そして良質な和紙は作品をより良く

残す一助となる。和紙を使う人は買うときにどこで誰

が何を原料にどのような製法で作ったのかということ

に興味を持つことが必要であるし、また和紙を作る人

も、売る人も和紙に関わる正しい情報を積極的に開示

してゆくことが求められるのではないかと思う。

 

脚注
i 正倉院宝物の古代料紙分析の結果、一部の料紙に三椏の使用が報

告されている。それ以降の和紙にも三椏の使用例はあるが多くない。
ii 1897年（明治30年）の和紙総生産額は洋紙の 7 倍である。久米康
生、『手漉和紙精髄』、 講談社、 p.257
iii 柳宗悦の起こした民芸運動に始まる。アメリカの紙研究家ダード・
ハンターの来日も大きな影響を及ぼした。
iv 米を水に浸し石臼などで細かく砕いて布袋に入れ、濾過した白濁
液を漉くときに紙料に混ぜた。
v 綿花の長い繊維を摘み取った後に残る短い繊維のこと。コットン
リンターは純粋なセルロースがほぼ全成分であるため効率がよい。
vi JENKINS Penny,“India Proof Prints” , The Paper Conservator, 
1990, p.46-57
vii 18世紀までアジアから来るすべての物に対してIndiaと頭に付け
る習慣がヨーロッパにあった。墨がChinese ink またはIndian inkと呼
ばれたのも同じ理由による。
viii 寿岳文章、『和紙の旅』、芸艸堂、第 5 版、1986年（昭和61年）、
p.125-128
ix 製法は長い間極秘にされていたが、日本では三省堂の創始者、亀
井忠一によりインディア・ペーパーが開発され、1923年（大正12年）
にこの紙を使ったコンサイス辞典が刊行された。
x JENKINS Penny,“India Proof Prints” , The Paper Conservator, 
1990, p.55
xi 紙を漉く前に紙料（繊維）と水にサイズ剤をあらかじめ混ぜる方法。
xii 出来上がった紙に仕上げとしてロールで圧力をかける工程。カレ
ンダー加工。紙質がしまり、表面にツヤがでる。

参考文献
1） 浅田泰輔、『インディア・ペーパー　―聖書・辞書用紙　開発の記
録―』紙の博物館、2003年（平成15年）
2） 久米康生、『和紙文化辞典』、わがみ堂、1995年（平成 7 年）
3） 久米康生、『手漉和紙精髄』、講談社、1975年（昭和50年）
4） 坂本雅美「近代日本における版画の紙」、井上芳子、寺口淳治編
『日本近代の青春　創作版画の名品』、和歌山県立近代美術館、2010年
（平成22年）、p.213-224
5） 寿岳文章、『和紙風土記』、筑摩書房、1987年（昭和62年）
6） 『手すき和紙インフォメーション』、全国手すき和紙連合会、2004
年（平成16年）
7）『正倉院紀要第32号』、正倉院（平成22年）
7） JENKINS Penny, 「India Proof Prints」，『The Paper Conservator』, 
1990年（平成 2 年），p.46-57

（※注）
1901年、1941年、1973年の手漉和紙生産戸数のデータは久米康生『手
漉和紙精髄』、1975年、p.254-256「和紙統計表」より、2004年のデー
タは全国手すき和紙連合会『手すき和紙インフォメーション』、p.2-79、
「全国手すき和紙製造者名簿」より。1972年以降の和紙の産額データ
の入手が困難であったため、生産戸数データを利用した。生産戸数順

位と産額順位は必ずしも比例しない。『手漉和紙精髄』の「和紙統計

表」には1901年の都道府県別和紙産額も掲載されている。産額上位よ
り高知県、岐阜県、愛媛県、東京都、静岡県、山口県、兵庫県、福井

県（以下省略）である。これと比較すると、産額の高い福井県や兵庫

県の生産戸数が少ない（生産戸数順位は福井17位、兵庫は24位）のは
大規模な組織が 1 戸として数えられていることによる。また島根県、
広島県、佐賀県、長野県や鳥取県などの生産戸数は多いが産高は低い

のは小規模経営が多いためである。
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  報告   

中国杭州市に於ける版画普及プロジェクト
についての経過レポート

張遠帆

1952年 中国浙江省杭州市生まれ
1982年 中国浙江美術学院版画系卒業後、中国政府派遣留学生

として渡日

1985年 東京芸術大学大学院美術研究科修士課程修了
 帰国後、母校の中国美術学院にて教職に就任、現在に

至る

現在 中国美術学院版画系  教授
 中国美術家協会版画芸術委員会  副主任
 浙江省美術家協会  副主席ほか

　2012年 5 月26日、中国杭州市南西郊外にある鳳凰

国際創意園にて、杭州都市版画公社が落成した。開幕

式には中国国家画院版画院院長、中央美術学院教授・

広軍氏、上海半島版画工作室主宰盧治平氏ら中国国内

の版画家、地元の版画界の長老らをはじめ、杭州市に

ある中国美術学院版画学科の教授、学生、それに日本

の阿部出版・『版画芸術』の松山龍雄編集長、上海EP-

ARTの竹内健太氏らが参加していた。

　杭州都市版画公社は延べ800平米以上のスペースに、

木版、銅版、リトグラフの三種類の製作に対応する基

本的な制作機械と付帯設備が設けられ、版画制作以外

にも教育、交流、展覧会の企画から敷地内での小規模

展示販売、特殊な版画用品の販売供給など、幅広い版

画に関する総合的な機能も兼ねている。つまり、これ

まで中国では大学在学中でなければ出来ないことや、

大学でも出来ないことを、社会と広く一般の芸術家・

芸術愛好者たちに提供する総合的な市民サービス機構

として位置付けられる施設だ。

　杭州都市版画公社は山々に囲まれて、緑が多く、昔

の工業風景の面影もわずかに残るが、中国有数の景勝

地である杭州市でも市内随一との評価がある双流セメ

ント工場跡地に『鳳凰国際創意園』にある。杭州市西湖

区政府が全面企画投資し、工場建築を生かしながら改

造した上で、各種のデザイン事務所や文化芸術関係の

会社に貸し出している総合的なアートスペースである。

　『杭州都市版画公社』を設立したのは、杭州の『都市

快報』社で、浙江省および杭州市で最も発行部数の多

い、市民に親しまれている新聞社があるグループ企業

だ。この新聞社がなぜ版画に興味をもって乗り出した

かというと、ひとつには現在の中国での急速な経済発

展、物質生活の豊かさに伴っての芸術マーケットの広

がりがある。また、杭州は南宋の都であり、歴史的に

も中国の芸術の中心地とも言うべき土地柄で市民の芸

術愛好度が他の都市に比べて大変高く、目も肥えてお

り、読者の芸術への関心度も高いことがあげられる。

そして版画は、他の芸術作品より身近で親しみ易い性

格をもっている点があげられよう。

　一方で中国の創作版画は、魯迅時代の発足から『文

革』後のある時期まで、その豊かな社会性が歴史的な
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経過からある種の政治性や宣伝の為の道具と誤解され

ている面が今でもある。時代の制限によった白黒木版

主流の手法も、それが版画『そのもの』まで長い間誤

解されてきた。

　『文革』後の中国版画は、特に20世紀90年代以後、

大きく変貌し、手法や技術も豊富になり作風に鮮明な

個性が出るようになったのだが、大勢の人たちの目に

触れる機会が極めて少なく、正しい宣伝説明もどこに

もないまま、そのような歴史的、社会的な結果とも言

える大きな誤解と、それに従う版画に対する無関心も、

未だに続いている。中国美術学院は中国内では有数の

美術系大学なのだが、その地元の杭州ですら学生達が

卒業後制作できる環境が従来なかったことに筆者もつ

ねづね嘆かわしく思っていた。

　こう感じていたのは勿論、私 1 人ではなく私の前に

同版画系の副主任を勤めていた 継徳先生が、十数年

前に「居室版画」という考え方を提唱したことがあっ

た。（＊居室は日本語の「居間」。リビングに飾る版画

という意味だが、本稿では居室版画と中国語の原文そ

のままとする。）

　 先生は「版画は現在、美術館用のものになりつつ

あるが、それはある意味では、他のジャンルの作品と

地位的にまったく比肩できるようになったと思われる

ので悪いことではない。しかし一方では、社会や普通

の人たちとの距離もそれなりに遠くなりつつあること

も否認できない。芸術が社会に、人々にとっての役割

にしても、版画の歴史的原点から考えても、真に残念

なことである。実際、美術館以外でも、版画を掛けら

れ鑑賞されるスペースが実にいっぱいあるのではない

か。居間は、その家に住む人が一番長くいるスペース

として、特に注目すべきではないか」と提唱しておら

れた。

　先生はまだ今のような時代が来る前から、版画のサ

イズ、複数性と複数によって分割された一枚の値段な

どの作品特性をベースに考え、またこのような特性に

よる版画の価値の有り方をあらためて見直す提唱をさ

れたのだが、残念ながら一向にこの考えは社会には広

まらず、版画家をとりまく環境はその後も変わらない

ままであった。

　こうした背景の中で偶々長年勤めた中国美術学院版

画系主任の重荷から解放された2011年の夏、新聞社か

ら筆者にこのプロジェクトの相談に乗って欲しいとい

う申し入れがあったとき、まっさきに思い出したのが

 継徳先生の「居室版画」の考え方と、版画普及への

想いだった。大学の一教育者として、ちょっとした版

画の普及宣伝紹介をしたくても、外からの力がなけれ

ば何も出来なかった自分には、新聞社の持つ社会に対

する強い宣伝力が魅力的だった。

　普通の市民が自分の家の居間に、本物の版画を飾っ

て楽しめる様になれるきっかけづくりからはじめよう

と筆者が新聞社に提案した『居室版画展』のコンセプ

トを、新聞社側が素早く理解し受け入れられて、プロ

ジェクトの基本方針になったこともあって筆者は『版

画普及プロジェクト』の顧問になることを承諾した。

　こうして以来約二年半、『版画普及プロジェクト』を

新聞社と二人三脚で準備してきたのが冒頭に記した

『杭州都市版画公社』だ。企画自体、スタートしてすで

に一年半経過していたが、この間、中国国家画院版画

院と地元版画界の長老たちの力強い支持を得られたの

も強力な推進力となり、企画は順調におおきく育ち事

業としても多角的に発展してきた。

　『杭州都市版画公社』は、『版画普及プロジェクト』

に所属する一部で、その一番の特徴は年中社会に開放

されているということだ。設備としては、日本製リト

プレス機と銅版プレス機各一台ずつあり、地元の中国

美術学院の持つものと全く同じレベル。更に地元製造

の電動式大型銅版プレス機他と充実しており、使いや

すさの面では、学院のものをやや勝るとも言えよう。

木版の工房には、地元製大型木版プレス機と伝統水性

木版用の摺り台が置かれてある。工房や設備機械に

困っている芸術家、学校を出てからも制作を続けたい

卒業生、本業は他のジャンルだが版画を作ってみたい

芸術家が対象だが、最近では版画に興味を持ち習いた

いという一般の市民がよく利用してくれている。彼ら

にとってもは、この施設は、今まで杭州になかったあ

りがたい存在と思われるだろうが、こちらにとっても

市民が版画に興味をもって制作にまで意欲的な姿は誠

にうれしい思いである。

　これまでに、中国美術学院の教師をも含めて杭州地

元の版画家たちや、杭州市周辺の上海、江西省や安徽

省などの版画家と大学の美術教師、それに海外在住の

中国人芸術家が、この工房と設備を利用して制作し、

情報交換や作品と技術の交流をしている。思いがけな
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いことに、版画専門ではないアーティストが興味を持

ち、休暇を使って集中的に技法を習得したり、自分の

作品の一部分に版画の手法で実現するため、助けを求

めて来るひともたびたび現れ、その版画に対するまっ

たく新鮮な目線が、逆にわれわれを刺激したりする。

 

　施設の中は、常に小規模の展示があり、新聞社は今、

スペースそれぞれ800平米と300平米の市内にある

ギャラリーを 2 か所常設している。展示は版画だけで

なく幅広い内容だが、2013年の夏にオープンした小さ

いほうのギャラリー（二号館ギャラリー）の常設展で

は版画がメインとなっており、2014年には、年間12回

以上の版画展を企画している。内容は版画家の個展や

テーマを付けてのグループ展、それに在学中の学生作

品展などが、いろいろ展示される予定である。2013年

末から2014年の年始には皮切りとして、午年に因んで、

題材が馬の版画展が開かれ大いに好評を博した。

　常設施設での通常展示以外、年 2 回大規模な展覧会

を、この二年半の間行なってきた。会場は杭州を代表

するイベント会場や、地元の美術館の一部を借りて開

催するなど様々な形を模索した。いずれも海外作家も

招いての国際展で、展示場のスペースによって一定で

はないが展示数は80点から200点超えたものもある。

　年間 2 回の大規模展示の中の一つは、『居室版画』

をテーマにするもので、市民を対象に版画を紹介し販

売することを目的として、『版画普及プロジェクト』の

一番重要なイベントである。

　2012年10月に開いた初回『居室版画』展は、地元の

作家や国内の名家、日本作家、それに版画学生の作品

を200点余り展示した。展示場所の立地も良く、事前

版画公社工房内

の紙上宣伝は勿論のこと、休日をも挟んだので、展示

を見に来る市民の数は予想より大幅に超えた。4 日間

の展示期間は長いものではないが、会場はいつも大賑

わいで、中には家の壁の寸法を測っておいて適切な作

品を探しにくる人もいれば、内装デザイナーを連れて

会場で家に使う作品を検討して決める人もいた。もち

ろん、名家の作品を探してコレクションにする人も少

なくはない。中には、日本作家の作品が大きな注目を

あびて、作家や作品についての質問が特に多くあった。

　現物が売り切れで提供できず、展示後調達して届け

る追加注文も少なくなく、主催者も筆者もびっくりす

るような大成功であった。2013年10月に開いた二回目

の『居室版画』展も会場が交通不便な場所での開催だっ

たがまずまずの販売実績を保てた。こうした「営業面」

の成績もまた継続には、中国では重要なことであり、

新聞社も日頃から芸術方面にいきおい力がはいるとい

うものなのである。

 

　『都市快報』社は週一回コラム『芸術専刊』欄を掲載

している。去年は30回以上版画の基本知識についての

紹介文章を、版画家に執筆してもらい掲載した。それ

ぞれ1000文字前後の文章の内容は、版画の歴史、版画

の種類、作家の紹介、それに鑑賞の案内など実に様々

であった。また、上記の版画展覧会やほかの版画イベ

ントが行なわれた際、作家の宣伝記事やイベントの報

道などを、紙上にて大きく、写真を掲載するのも、常

例になっている。前記の馬の版画展も、ついこの間、

新聞紙一ページ満杯のスペースで、画像を附けて紹介

された。

　一般の市民を対象に開いた版画制作体験教室も、季

節やイベントに合わせて、『杭州都市版画公社』が担当

第一回居室版画展
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し、不定期に行っている。

　2012年の夏には、風光明媚で有名な地元に因んで

『西湖拾景』版画制作体験教室を開いて、一般の市民か

ら40名参加者を募集し、湖の景勝地にて現場写生をし

てもらい、その原稿を下絵に、白黒処理の仕方から油

性白黒木版の彫り、刷りまで指導し、それぞれ一枚の

オリジナル木版画を作ってもらった。制作中の版画制

作指導や完成後の批評審査には中国美術学院の版画長

老を含めて、有名な作家を招いて担当していただいた。

白髪の長老が小学生に親切丁寧に版画の基本を教える

光景はとても感激的だった。生徒の作品は、後に当紙

経営のギャラリーで展示されたり、新聞紙に発表され

たり、大きく宣伝された。

 

　こうした努力は杭州市政府にもみとめられ、『都市快

報』社は『杭州芸術博覧会（杭州アートフェア）』の

ディレクションを2013年より10年間委託された。また、

これから作られる予定の『杭州市当代美術館』の監修

も、市政府から『都市快報』新聞社に依頼されており、

将来的には新聞社がこの新しい美術館の設立から運営

を一手に行う可能性が強くなってきた。

　杭州市民にとっても、芸術家にとっても、杭州市の

文化活動としても、無論、『都市快報』社の経営にも、

皆プラスになることが確証されたわけで、こうした好

結果から、『都市快報』社としても版画普及の路線をこ

れからもずっと貫いていくと決意が一層固められた。

そして将来、地元の美術館経営と言うもっと大きな舞

台が予想されるので、杭州という版画と深い関係のあ

る都市を、今後さらに版画を以て世界とのつながりを

強めていこうと考えている。もちろん、これからより

多くの海外作家の協力を期待して。

ギャラリーで多色刷りの原理の説明の展示

　なお、『版画普及プロジェクト』を推進して以来、た

くさんの日本作家の諸先生からご理解とご賛助をいた

だいており、この紙面を借りて、深謝いたします。

深沢幸雄　星野美智子　黒崎彰　中林忠良　野田哲也　

原健　小林敬生　東谷武美　門坂流　河内成幸　園山

晴巳　丸山浩司　山中現　　若月公平　木下泰嘉　筆

塚稔尚　平木美鶴　爲金義勝　倉地比沙支　古谷博子　

山本桂右　清水美三子　佐竹邦子　集治千晶　久後育

大　瀧将人　佐藤妙子　ツツミアスカ　二階武宏　山

口茉莉　河島富士子　岩渕華林（敬称略）

2014年 1 月

張　遠帆
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  報告   

タイの地方大学および後発大学での版画教育

安部一博

1974年 多摩美術大学絵画科卒業

1976年 東京芸術大学大学院修士課程修了

1992年 タイ国立シルパコーン大学にてリトグラフ・

ワークショプ

1993－2010年 常葉学園短期大学美術・デザイン科（造形学部
に改組）非常勤講師

1994－2013年 星美学園短期大学教授
2000年 タイ国立チェンマイ大学  外国人特別講師
現在 タイ国立チェンマイ大学  外国人講師

Ⅰ．タイ国立シルパコーン大学創設にかかわった

人々

　前号42号で、高浜利也氏にシルパコーン大学での版

画教育の展開を紹介していただきました。高浜氏はそ

の中で触れていませんが、シルパコーン大学が創設さ

れた1943年は、第 2 次大戦末期でタイ歴史の激動期で

した。

　ラーマ 7 世は1932年の立憲君主制革命で絶対君主

制の座を追われ、イギリスに亡命1935年に退位。後継

者はスイス留学中で国内に国王不在の状態で、宰相ピ

ブン・ソンクラーンが政治の実権を握っていました。

　タイは日本軍の駐留を許し、英仏に割譲した領土を

回復して表面的には日本との同盟関係を維持、連合軍

とは水面下で反日活動を行っていました。

　シルパコーン大学創設者コラード・フェローチ（タ

イ名：シン・ビラシー）は、1913年に創設されたポ

チャン工芸学校に1923年に招かれ、1933年私塾とし

てプラニート・シンパカム美術学校からシルパコーン

美術学校に発展させ、タイで近代美術教育を始めタイ

伝統文化の再評価も行いました。

　今回紹介する里見宗次は、フランスで既に評価され

ていたデザイナーでしたが、第 2 次世界大戦開始で日

本への帰国を余儀なくされました。1941年外務省から

フランス語学力を乞われ、仏印国境策定委員通訳とし

てサイゴンに派遣。1943年にバンコクに赴任、タイ在

駐第18師団「義」の広報部長と、日泰協会（1928年創

設）を運営し日本文化紹介を担当しました。

　タイ首相ピブンと里見はフランス時代から面識があ

り、留学経験と里見が紹介する文物を見て美術教育の

必要性を感じ、1943年シルパコーン美術大学を誕生さ

せ、その運営をコラード・フェローチに任せたのです。

　1945年日本は無条件降伏、日本軍進駐を認めていた

タイはプレディーらが組織した反日グループ「自由タ

イ」の活動を評価され戦争責任は問われませんでした。

里見は 1 年収監され解放されてもタイに留まり、サイ

アム航空やタイ観光ポスター、舞台、バンコクポスト

のデザインでバンコクに地盤を作ります。その背景は

里見がフランスで築いた国際性や人脈、日本文化紹介、

交流がタイ指導部の尊敬と信用を得たのだと思います。

　フェローチとも親交があり、フェローチは里見夫人

（ポーランド人）像を制作しました。1948年シルパコー

ン大学嘱託となります。フェローチは、タイ国民美術
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展（National Exhibition）を企画し、企画委員と審査

員を里見に依頼し、第 1 回展から第 3 回展まで実質的

な展覧会運営を担当しましたが、1951年タイを離れ再

仏します。

　1957年シルパコーン大学創設した宰相ピブンも

1957年クーデターで国を追われ、日本に亡命、1964

年一生を終えました。「自由タイ」を組織しタイを戦争

責任から解放、タマサート大学を創設したプレディー・

パノムヨンも政争に敗れフランスで客死。

　その後シルパコーン大学、タマサート大学は内容充

実を図り発展し、国民美術展は現在高い評価を得てい

る展覧会になっております。シルパコーン大学誕生に

はコラード・フェローチ、ピブン・ソンクラーム、里

見宗次に加え、それをバックアップする人々の協力が

あったのでした。

Ⅱ．シルパコーン大学から地方および後発大学で

の美術教育

1．チェンマイ大学美術学部の場合

　チェンマイは首都バンコクより500km北部に位置

して、ミャンマーに統治された時期もありますが、ラ

ンナータイ王国として独自の文化と価値観を持つ京都

に近い雰囲気を持つ街です。チェンマイ大学の前身は

1956年に創設された医学校で1964年に 3 学部で大学

に昇格、1967年から75年にかけ 8 学部開設1983年に

美術学部を含む 6 学部、現在は22学部を擁する総合大

学です。校地は広く東京ドーム87個分、他に大学病院

施設と 2 キャンパスを持ち、タイで指定された 9 研究

大学の 1 つで、アジアの大学で常に80位前後の評価得

ている大学です。

　美術学部は創設当初、シルパコーンと同じシステム

を導入しました。指導教員もシルパコーンの卒業生が

任用され、学科も彫刻、絵画、版画学科とタイ画学科

の 2 学科構成でした。版画教室は本館 1 階にあり専用

教室として設計されました。腐蝕室もアクリル板で隔

離した部屋で換気設備があります。

　チェンマイ大学美術学部は、本館にギャラリーを併

設しています。1997年にタイで最初の文民首相で美術

に造詣が深く、チェンマイ（北部）、コンケーン（東北

部）、ソンクラー（南部）に三ヵ所に国立美術館が作ら

れました。現在はアートセンターとしてチェンマイ大

学美術学部が管理運営を任し、これまでも日本人作家

やグループの紹介が数々行われてきました。施設的に

は大きな規模の美術館で、敷地内にはタイ各地の特徴

のある古民家が保存されています。

 

　現在タイでは大学改革が進行中で、現在、大学の学

科構成は、彫刻、絵画、版画、総合芸術学科（Visual 

Artsに変更予定）とタイ画、デザイン科そして写真、

ミックス・メディア科の 3 学科構成で、版画を学ぶ学

生は 1 学年30名ほどです。

　2001年には版画研究科の大学院修士課程を創設、

2006年にVisual Arts視覚芸術研究科に改組、2014年に

は後期博士課程開設（シルパコーン大学は2013年開

設）されます。

　またアセアン諸国と大学交流を目指して開校期が統

一され、2014年度より 8 月入学となり前期が12月半

ばまで、後期は 1 月半ばから 5 月までになります。修

学年限も、旧国立大学は 5 年制を変更しませんが、

チェンマイ大学美術学部は 4 年制に変更します。

　チェンマイ大学は海外との交流が盛んで、27ヶ国

146の研究機関（日本とは28大学：2008年現在）と交

流がありその後も増えております。

　美術学部でも毎年交流が行われ、ワークショップな

どを含めて2010年以降だけでも碓井直弘氏（陶芸指

導）中村錦平氏（多摩美術大学名誉教授）の東京焼き（陶

芸）のコンセプト講演、舩坂芳助氏による水性木版指

導及びバレン制作が 2 回、伝統木版指導、佐竹邦子氏

（多摩美術大学准教授）木版リトグラフ指導などが行わ

れました。

 

チェンマイ大学　美術館入口
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2．チェンマイ大学周辺の環境

　チェンマイは広大な盆地で人口は60万人余、標高は

310m余、11月から 2 月中気温が低く夜には上着が必

要なほど気温が低くなります。農業に加え、工芸品の

生産が盛んで陶芸、繊維製品、木工品、紙製品、漆器、

金属製品等が製作されています。紙の原料である楮は

日本に輸出されており、タイの楮を70％程混入して和

紙作りをしている地域もあります。

　サーンカンペーンが紙の村として有名で楮は日本と

ほぼ同じですが、漉きの方法は全く違います。日本で

は桁に簀を敷き楮と適量のとろろ葵を混ぜ桶漉きして、

一枚一枚外して簀から外して重ね、圧をかけ紙厚を平

均化してから乾燥させる方法ですが、タイでは木枠に

網戸素材を張り、木枠が入る桶に 3 ㎝程の水を張り、

木枠の中に漂白して量を量っておいた楮を手で広げ、

均一化して枠ごと天日で乾かし、剥がすというやり方

です。乾燥前に紙に圧をかけていないので表面は凸凹

な状態です。大量生産の場合は桶漉きも行われます。

工芸的で味わいはよいのですが、これを描画や版画に

使う場合、タイ作家たちは銅版画プレスで圧をかけ表

面を平面的に処置してから使用しております。

　近年、描画用紙としてより上質なタイの紙を使いた

いとの需要があり、それに応えるアイディン・ペーパー

という工房では、使用する楮の目を細かくして繊維の

均一を図り、日本で市販されている和紙の品質に近い

ものが生産されています。楮紙に加え、楮に竹繊維を

混ぜたものや三又を加えたもの、紙の形も様々なオー

ダーに応えているようです。更なる改良が加えると和

紙に匹敵するものが生産可能と思います。この工房で

は、既にヨーロッパ向けには輸出が行われており、画

用紙等として使用されています。

 工芸用紙工房

3．チェンマイでの版画工房の活動

　チェンマイ大学美術学部を卒業して、多くの学生は

高等学校か中学校の美術教員となります。大学院へは

卒業生の 3 割程が大学院に進み、優秀な学生はシルパ

コーン大学大学院を、次に海外の大学院をめざします。

その他が大学院に残り、他大学からの入学を合わせて

修士課程は一学年10人ほどになります。修士は 2 年、

博士は 5 年以上で修了が認められない場合は学位も

与えられない場合もあり厳しい基準があります。

　タイの創作版画制作も、作家自身が描画から印刷ま

でを担当しています。しかし版画創作の経験を持たな

い作家も版画制作を希望するようになり、1995年頃か

らシルパコーン大学の先生と学生有志が、水彩画を水

性木版とシルクスクリーンを併用した作品が制作販売

されました。現在でも制作は行われていますが、時々

の要請による請負制作で完全な工房ではありません。

　チェンマイにはC.A.Pという版画工房があります。

オーナーはキティコン氏でチェンマイ大学美術学部を

卒業し、オーストラリアで修士課程を修め、銅版画と

シルクスクリーンの印刷を請け負う工房として既に

10年近い歴史があります。常に温度が高いバンコクよ

り、乾季は過ごしやすいチェンマイは版画制作の場と

しての環境が良いと考えております。

 

Ⅲ．その他の大学の美術教育

　1980年代から、私立大学の新設が盛んになります。

美術学部を創設した私立大学は、バンコク大学、ラン

シット大学などがありますが、デザイン科が主でミッ

クス・メディア、コンピューターアートに加え、一部

にシルクスクリーンがあります。

キティコン氏　刷り工房
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　1980年頃から高等教育の普及をめざし、現国王の提

案でラチャモンコーン技術大学校に加え、専門学校等

を単位制職業大学に改組し、各地方にサターバン

（Institute）・ラチャパット教育大学校を20余年前に当

初41校創設されたのを皮切りに、その後、全国各地に

新設されたラチャパット教育大学校も加えて、2000年

代半ばに大学に昇格させました。

　多くの教育学部では美術教育は行われていても、版

画教育が行われている大学は少なく、伝統のあるチュ

ラロンコーン大学美術学部でも基礎教育の一部で、そ

れ以上のカリキュラムはないのが現実です。地方では

美術学部があり版画科出身の教員が指導者として採用

されていても、教室の確保、設備の充実は、予算が必

要であり、また版画材料の調達も難しいのが現実です。

　現在、版画教育が実践されているのはシルパコーン

大学、チェンマイ大学など数えるほどの大学しか存在

していませんが、学生の資質が高いです。

Ⅳ．日本でのタイ人留学生の歴史と受け入れと交流

　戦前には、コラード・フェローチも教鞭をとってい

たポチャン工芸学校で横田仁郎、三木栄、イワサセ

（岩瀬？）氏ら日本人が絵画、彫刻、装飾美術を教えた

記録があり、1941年にはタイ人留学生が奨学金を受け

東京美術学校に留学した記録があります。

　戦後すぐにもタイ人留学生がいましたが、日本への

留学が本格化するのは、中曽根首相の留学生受け入れ

計画が実行されてからです。

　美術の領域では、美術教育学研修員としてパリンヤ・

タンティスック氏が静岡大学教育学部に、ウィショッ

ク・マクダマネー氏が東京学芸大学に留学。1980年後

半から1990年代には文部省の留学試験で認可された、

スワン・メータピシット氏が東京芸術大学大学院絵画

専攻、セームスック・テンソントン氏が東京学芸大学

大学院に留学。その後の留学生は版画専攻の学生が多

く、ヤナウィト・クンチャエトーン氏が愛知県立芸術

大学大学院で、ニパン・オランウェスナ、ウィラマン・

カンチャラナ、ニラモン・ホイタク氏らが東京芸術大

学大学院の版画専攻で学び、ナッタポン・スワンクソ

ソン氏が文化庁芸術家招待事業で来日、この方々はシ

ルパコーン大学出身ですが、スラチャイ・エクパラコー

ン氏はチュラロンコーン大学美術学部出身で多摩美術

大学大学院版画専攻を修了しています。このタイ版画

の第 2 世代後半世代から第 3 世代初め世代で、留学を

していない作家を含めて、タイの作家が世界の版画コ

ンクールで高い評価を受け始めた世代です。また、この

時代は様々な領域で日本への留学生が多い時期でした。

　2000年以降、タイから日本への留学対象に変化があ

ります。国費または日本の文部科学省試験に合格して

学ぶ学生もいますが、タイがアジア経済危機を脱し中

間層が増え、私費で有名大学での学歴取得と技術取得

をめざす学生が増加します。純粋芸術分野が少なくな

り、デザインやコンピューターアート、ゲーム関連が

多いのですが日本を留学先に選択する学生は減ってい

るのが現状です。

　美術での日本からタイへの留学事情は、シルパコー

ン大学大学院を卒業した方が永曽郁夫氏1996年修了

（現在チェンマイ大学美術学部彫刻科外国人講師）、信

田康児氏2011年修了（専門学校講師）がおります。アー

ティスト・レジデンスとしては毎年数名居り、他学部

も協定校として短期留学を行っている大学もあります。

　大学とは直接関係しなくとも、作家活動の場をタイ

に構えている日本の作家もいます。しかし芸術の分野

では、アメリカやヨーロッパへの関心度ほどの高さは

なく、ほとんど個人的な親しみを感じた学生が交流や

滞在しているのが現実です。経済的な結び付きでは、

世界でも良好な関係を築き上げている両国ですが、文

化交流は個人の域を出ておらず、国としての文化部門

の交流援助体制の構築が望まれます。

 チェンマイ大学　正門
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  報告   

フランス版画の行方

亀山知英

1962年 群馬県生まれ

1988年 創形美術学校研究科版画課程修了

1987年 大学版画展で受賞

1987. 88年　日本版画協会展にて連続受賞
1990年 現代具象版画展で受賞

1991年 文化庁芸術家国内研修員

1995年に渡仏。パリ国際芸術家会館にて 2 年間研修後、2010年
に帰国するまでパリを拠点に作家として活動を続ける

2000年 版画専門季刊誌《ヌーベル・ドゥ・エスタンプ》

に制作論を寄稿。

2003年 サロン・ドゥ・オートンヌ版画部門賞受賞

他、日本、フランス国内外で個展及びアートフェアー、国際コ

ンクール、美術館での企画展等に多数出品

歴史

　そもそも宗教の一般布教を行うプロパガンダ媒体と

して発展した版画。日本でも庶民が木版にされた「御

経」を紙に刷ることで手に入れることができたのが本

の始まりとも言えるがキリスト教に支配されたヨー

ロッパでの印刷技術の発展と多様性はその発祥時から

近代まで、当時のアジアの比ではなかった。

　それはアルファベットというシンプルで数の少ない

自由に可変可能な字体を基本にした製本の歴史、読む

こと、考えることを重視した文化の歴史と共にあると

言える。現在でもフランスでは版画（写真も含む）等

の複数芸術媒体は特に現代美術表現と見なされるもの

以外は基本的に出版物として扱われ、フランス国立図

書館※やメディアテック（複数メディアの 貸し出しを

する場所）に収蔵されてゆく。そこに日本のように印

刷技術が独立して、ファインアート媒体になりにくい

美術史上の下地があるとも言えるが逆に印刷物に対す

る関心は現在でも日本人以上に高い。フランス国立図

書館は他に隔年の版画作品コンクールLacouri re

（1979年創設、銅版画刷り師Roger Lacouri reのオマー

ジュ）を開催している。また出版物としての作品寄贈

を本の出版社、版画エディター、個人の作家にも奨励

し、収集された数量、質ともに確かなものとなったとき、

その作家の資料集として画集（写真集）の出版をするこ

とがある。また版画専門学術書として［Nouvelles de 

l’ estampes］という季刊誌も発行している。

 

催し物

　上記の公立施設の収集、出版活動、展覧会などの他

パリはセーヌ川の印刷物の蚤の市から始まって、骨董
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本の店、芸術本屋、絵本のサロン、詩集のサロン、版

画詩画集の出版会、版画アート本のサロン、版画月刊、

団体展の版画部門展、版画作家協会の展覧会、オリジ

ナル版画頒布協会、版画見本市、財団のコンクール、

地方の国際ビエンナーレ等版画（印刷物）の普及活動、

頒布活動の幅は広く、フランス版画史上に輝いたいく

つもの画廊や版画工房がその扉を閉じてしまった現在、

その数は減ったが変革をしながらも様々な催し物を企

画、開催している。

 

 

　その中でも目立った幾つかを取り上げてみるとまず

は「パリ版画月刊」であろう。パリという小さい面積

の首都であるから可能な、街をあげて盛り上がる、様々

な楽しい文化的催し物は幾つもあるが（写真月刊、白

夜アート祭り、音楽の日etc）その中で版画に関するも

のがあったのはこの国らしいとも言える。これは10年

間程続いた毎年 6 月の一か月間に行われた版画の特

別普及期間である。国立図書館はもちろん、様々な公

的機関、アート本協会、画廊、個人のアトリエ、国際

芸術会館、エディター等が版画に関する企画展示やイ

ベントを開催したのである。有名作家に表紙作品の制

　　  マルシェ・ド・ラ・ポエジー Ⅰ

　　　　　  マルシェ・ド・ラ・ポエジーⅡ

作に頼んで特別に描いてもらい作った、ポスターを兼

ねたマップはしゃれていた。

　この精神はその後やはりパリ市と共催で行われてい

る「版画の夜」、そして現在のManifestampe※の主催す

る「版画祭り」等に引き継がれていると言える。

　また《絵画、デッサンと版画商組合》は1985年から

国 際 版 画 フ ェ ア ー、後 にSAGA （Salon des Arts 

Graphiques）と呼ばれるようになる純粋な現代版画だ

けを扱う「国際版画サロン」を企画し2000年頃まで毎

年開催していた。その後質を落として、一度解散して

しまったがまた骨董版画にまで範囲を広げ質も向上さ

せて2005年のグラン・パレの復活とともに再開。内容

と名称を変えながら現在はデッサンと本も含む骨董か

ら現代版画までと幅の広いフェアーになっているが今

も宣伝、販売努力をしている。

 

書店

　先にも記したようにヨーロッパの版画の歴史はとも

かく本と密接している。パリには個性的な本屋が多い

がパリ 6 区、ブルバー・サンジェルマンにはLa Hune 

とNicaise という 2 件有名な本屋があった。

　20世紀の文学とアート本に絞った専門書を扱う店

Nicaiseはプレミアのついた高価本、限定本、現代作家

のオリジナル版画本の販売、サイン会と展覧会等も行

い、今も書店、画廊スペース共に健在である。

　もう一軒のLa hune は文学、芸術、人間科学の専門

店として、また様々なアーティスト達が行き交った場

所として、特に知られた書店である。画廊は特に50年

代から80年代に数々の才能を見出し、画集と版画の出

版販売も行い有名であった。書店は創立者が2010年に

亡くなってからFlammarion という大手の出版会社に

吸収されてしまい、現在は地価の高騰も相まって、少

し奥まったところに引っ越しを余儀なくされた。

        パリ版画月刊ポスター
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　画廊の方針は二代目に移った後も先代の意志を継い

で現存作家の詩画集、芸術本のお披露目会、新しい出

版物のサイン会、版画作家の個展等を精力的に行って

いた。実のところ、私もそこに97年から2010年に帰国

するまでお世話になった。残念なことに、こちらも地

価高騰に勝てず、一度モンマルトルの丘に登ったが

2013年、閉店したという知らせが届いた。

版画工房

　「版画」と呼ばれるものは刷られること、印刷される

ことで初めてその意味を持つが次にそのスペシャリス

トたちに少し焦点を当ててみたい。

　先にも記したモンマルトルの丘といえば観光客でい

つも賑わっているところだがその丘を登ってゆく途中

にあった銅版画工房Lacouri re-Fr laut（国立図書館の

コンクール名の由来の刷り師の版画工房）は一歩足を

踏み入れると、そんな喧噪は忘れてしまう静けさが

あった。1929年の創立からPicasso, Braque, Chagall, 

Derain, Miro, Matisse  etc. 常に同時代の現代作家と

のコラボレーションを続けてきたが2007年にこれも

同じく歴史的建造物にあったアトリエの家賃の高騰に

ついてゆけず閉めることになった。予算が合わず一緒

に仕事はできなかったがある仕事の見積もりで伺った

際の思い出は貴重なものになってしまった。天井の高

い、光をたくさん取り込んだ空間とその歴史を刻んだ

壁の色が印象的だった。数々あるプレス機、タイポグ

ラフプレス機が重厚な存在感を示していた。

　また印刷と言えばフランス国立印刷所局※。2004年

にアメリカの大企業に事実上買収され、パリ市内の歴

史的建造物から郊外に移転した。その閉所直前にあっ

た一般開放の時に見た、見事に並んだ美しいテポグラ

フ（活版文字）と大きな印刷機群は幸か不幸か文化史の

短いアメリカの資本（レトロ印刷技術愛好家）に守られ、

新しい印刷局の芸術本と版画制作工房で今でも使われ

ているものもあり、見学もできるようになっている。

　テクノロジーはいずれにしろ古くなれば、忘れられ

てゆくのが宿命ともいえるがアーティストのイマジ

ネーションと共に生き、新しい表現を模索し、活躍す

るアトリエの例もある。パリはバスティーユにあるリ

トグラフ工房Studio Franck Bordas※は80年代にJean 

Dubuffetと共作。その後Pierre Alechinskyとの20トン

の重さがある、それこそ19世紀後半のアンティーク印

刷機をつかって大作を連作したコラボレーションをし

て有名である。その時間を越えた技術と作家の共作は

フランスらしい成功例を作ったと思う。90年代にはリ

ト自動印刷機で刷った、活躍中の現代作家のオリジナ

ルアート本のシリーズを出版。その後も国際的現代美

術作家との共同制作が多く、展覧会も企画し国際現代

美術展等に作品を紹介している。今は大型デジタル出

力機も取り入れて活躍を続けている。

版画教育と技術、文化の伝道

　これからのフランス版画を占う上で重要な、高等美

術教育機関は国公立大学でも施設にはかなりの差があ

り、日本のように版画自体で一つの現代美術媒体とし

ての存在感を示そうとする傾向の作家の育成を平均し

て各地でおこなってはいない（日本が特殊なのかもし

れないが）。パリには芸術大学、装飾美術大学の 2 つ

の国立大学があって、素晴らしい版画工房を持ちなが

らも純粋に版画を実践するために卒業し、続ける人は

数少ない。もちろんほかの表現媒体で活躍する作家達

が前記のように刷り工房との共同作業をすることに重

きを置くことはあるがむしろ作家を育てるのに一役

買っているのはパリ・アトリエという、市で運営する

93種類の芸術、工芸に関する一般向け情操教育機関

（29箇所に存在する。銅版画のアトリエが 3 か所、木

版画、タイポグラフィー、シルクスクリーン、リトグ

ラフが各 1 アトリエある）や、一般に開放されている

さほど高価格ではない私設、または半官半民の版画工

房である。日本とアメリカでも有名になったエリック・

ディマジエールという銅版画家もパリ市の教室で版画

を学んだ一人だった。

　物質との対話としての版画、素晴らしい伝統技術の

保守としての版画の裾野拡大を重要課題にしている、

先にも記したManifestampe（2004年発足） ※と言う協

会は版画に関係するプロならばどんな個人も団体（画

廊、財団、画材屋、紙屋、刷り師、プレス機製作者、

版画愛好者、そして作家）も加入することができる、

現在の日本の版画学会、版画協会に似て、異とする職

能団体であるが版画に関する情報発信、イヴェント等

の共同開催などを行っている。ちなみに来年 5 月26日

には「版画祭り」※と題して、第 2 回目となる全国規

模のイヴェントを開催する予定で参加者を募っている。

　このように、実際には版画の未来への存在継続は、
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版画工房の存続、版画市場の行方はもちろん、それら

によって育ちゆく若い作家達の受け皿的となる様々な

団体、財団主催のコンクールやイヴェントの活動にも

かかっているとも言える。

これからのフランス版画

　実際のところヨーロッパ発の伝統的版画技術は今や

世界に行き渡り、フランス製作品も海外に多く流出し、

社会も複雑になり、技術革新による表現方法も急激に

変化している時代に、またこの技術を持ってしてこれ

から新しい美術の波を作れるようには思えない。

　複数媒体としての芸術表現的な役割はほかの媒体が

担い、印刷表現媒体としての役割は近代史に吸収され

てしまっている。フランスでも商業的に成功するのは

いつの時代にも素朴な表現とエステティックに徹する

装飾的表現者である。それでもコンセプチュアル芸術

の本家であるフランスでは高等教育の現場で版画表現

は一通り学ぶものの、それは表現に利用できる技術の

一つとしての範囲であり、発言するべき主題のないと

ころに表現への渇望は起きないのであるから、必要な

時利用し作品とする、という考えをもとに、版画とい

う形に限定されずに物を追及してゆく発想が生まれる

のは当然のことと言える。

　ここにパリで地道な活動を続ける 2 人のユニット

アーティスト Ariel_Fleiszbein と Vincent Busson の作

品を参考に紹介したい。型取りされたレジンのオブ

ジェが置かれ、リストのようなものが置かれた引き出

しのある家具の設置。本棚の本のように見えるのはコ

ンパネで、隙間に印刷物の束が置かれているインスタ

レーション。床に、壁に立てかけられ連続して置かれ

られた田舎の風景が写し取られたパネルのインスタ

レーション作品等々。何が虚で何が真実なのかという

静かな問いかけを感じる作品群である。ここに作品の

批評文を書くスペースがないのは残念だがこの二人は

版画と本の制作から次第に物を組み合わせるコンセプ

テュアルなインスタレーションに移行して来た、非常

にフランス人らしい作家である。

　版画的な手法、考え方を利用して、社会に多くの疑問

詞を投げかけるような知的なアプローチを続けている。

　果たして紙の上の印刷物の見直しがやってくるのは

またかなり先の話しで、フランスの現状は版画を勉強

しても現代美術の中で形にこだわらず作品を発展して

ゆくか、伝統の保守のなかでのレベル争いをしてゆく

か、その 2 極の中にいると言える。今までのフランス

に起こったすべての歴史的芸術運動はこの国の歴史の

深さ、不動の物に対する反動と科学と経済の発展に伴

う進化論、そして芸術至上主義から生まれていると思

えるがフランス社会から「詩」の心がなくならない限

り「版画的な精神」は生き続けることができると私は

信じるし、だからこそ単なる技術の伝授ではなく、心

を語る方法として、しっかりした「動機」のもとに版

画制作に関わる若者を増やしてゆくことが課題になる

のではないかと思う。そして版画的考え方をポテン

シャルに現代美術表現がこれからもより多く出現して

来ることを祈って止まない。

 

 

参考情報

※フランス国立図書館  http://www.bnf.fr/fr/
※ La hune  https://www.facebook.com/pages/Librairie-la-Hune-Paris
※Nicaise  http://www.librairienicaise.com
※フランス国立印刷局  http://www.imprimerienationale.fr
※Studio Franck Bordas  http://bordas.online.fr
※Manifestampe  www.manifestampe.org
※版画祭り（Fete del’ Estampe） http://fetedelestampe.fr/
※Ariel_Fleiszbein-Vincent Busson  www.kurt-forever.com

　　  FOSSILEE    Ariel_Fleiszbein とVincent Busson

　　　　　　　Ariel_Fleiszbein とVincent Busson



 

 

 

  

  報告   

自由の街、New York
－混沌とする生活の中から－

石黒隆宗

1971年 神奈川県生まれ
1996年 明星大学生活芸術学科版画科卒業
1998年 三戸町立現代版画研究所助手
1998－2010年
 渡米。ニューヨーク

 The Art Students League of New Yorkで学ぶ。

　1998年、誰もが海外へ夢を傾ける様に、私も、人種

の坩堝とも言うべきニューヨークへ旅立った。時はま

だ若く、夢を現実に移す事に躊躇いを感じなかった時

代である。日本の版画工房で働いた時の知人に手助け

してもらい、出るのなら今しかないと渡米してから、

随分と長いニューヨーク生活になった。その時、長く

在籍した137年の歴史を持つ学校、アートスチューデ

ントリーグオブニューヨークを中心に記して行きたい。

　

　この学校は、マンハッタン西57番街と言うこれ以上

ないリッチなロケーションにあり、斜め向かいにカー

ネギーホール、2 ブロックも歩けばセントラルパーク、

交通の便も非常にいい場所にある。古くには、ジョー

ジアオキーフ、マークロスコ、ジャクソンポロック、

アレキサンダーカルダー、ロバートラウシェンバーグ、

イサムノグチ、マンレイ、国吉康夫、高村光太郎と言っ

た著名な作家も在籍し、古い身構えからもその歴史の

深さと年輪を感じ取る事が出来る。

　

現地での生活、ビザの重要性

　日本から海外へ、その地で長期滞在する者にとって

まず関わって行かなくてはならない問題に、ビザの問

題がある。行く渡航目的によって配給されるビザは

様々だが、私の場合、知人からこの学校を紹介しても

らい F－1ビザ（学生ビザ）と言うものをまず日本で申

請して行った。I－20と言う在学証明書を現地の学校

から発行してもらい、それを持ち東京にあるアメリカ

大使館で面接をしてビザを発行してもらう。ビザの年

数は、その年によってまちまちだが、私が渡米した

1998年時では、5 年のビザが下りた。ただ I－20は、

現地で通う学校で、大概、毎年更新しなければならな

い。アメリカでは、学生の労働は合法的に認められて

おらず、年間生活出来る分の経済面での証明。自分の

口座の残高証明書を見せなくてはいけない。その残高

分で I－20の有効期間が決まる。よって 2 、3 年分の

I－20がほしければ、それに見合う金額を自分の口座

に用意しなければならないと言う事になる。私も、随

分とビザの問題に悩まされた。時はすでに遅い、社会

人になってからの渡米だったので、もちろん国からの

金銭的な援助もなくこの問題でかなり手を焼いた。た

だ、ビザを失って違法滞在してしまうと、国外に出た

時、入国が極めて危険で、一歩間違えば強制送還にな
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り、10年間アメリカ入国禁止と言う状況に置かれてし

まうので、ビザに関しては滞在期間中しっかりと維持

しておきたい。

現地学校での生活

　1998年、私が通い始めたこの学校には、すでに多く

の日本人留学生が在籍していた。最初、言葉がしゃべ

れなかった私に取って、事務所に行ってクラスの選択

や、支払いなど、簡単な事だが交渉が上手く行かず、

多くの日本人がいたおかげで随分と助けてもらった。

　

　授業も自由に選択出来るシステムになっている。基

本的にファインアートスクールで、主に彫刻、版画、

絵画、ドローイングのクラスに分かれている。学生ビ

ザで来る生徒は、週 5 日の昼間クラス（午前か午後）と、

週 2 日（夜間か昼間）のクラスを取る事を義務づけら

れており、私も最初版画クラスを受講した。版画クラ

スに関しては、平日の月～金までの午前、午後、夜間

クラス、土曜日、日曜日の午前、午後クラスに分かれ、

4 人の先生から構成されている。全ての社会学級から

の学生に対応するため柔軟なスケジュール、そして信

じられない程の格安な金額でクラスを提供すると言う

伝統を今も保持している。この学校は、日本で言えば

専門学校に似た類のもの。日本で美大を出た人間であ

れば多少物足りなく感じる人も多いかも知れない。た

だ考え方を変えれば、何も分からぬ異国の土地で、最

初に人脈作りを出来る絶好の環境でもあり、この学校

を作業場の様に使いその後の作家活動へのステップ

アップとして位置づけしている人も多い。僅かな物事

に信じられない程の時間のかかる異国の土地では、む

しろ置かれた状況を前向きに捉える事が必要ではない

だろうか。

　各クラスにモニターと呼ばれる、日本で言えば助手

にあたるポジションが一人置かれる。仕事内容は、ク

ラスチケット収集や、フルタイム、または長期で受講

している生徒に割り当てられるマップケースの管理、

先生の来ない時の課題配布などである。私もこのモニ

ターと言うポジションを長く勤めた。モニターの利点

は、授業料を払わなくて良く、工房を管理しながら大

いに作品制作に励む事が出来る点である。日本人留学

生も多くの生徒がモニターをしていた。

　様々な奨学金制度があるのも留学生には大きなメ

リットであろう。年に一度ある奨学金コンクールでは、

NYの美術館学芸員や画廊主などを招き審査にあたる。

自分の受講しているクラスによって受けられる奨学金

は変わってくるが、受賞者に現金の与えられるもの。

ヨーロッパに半年間研修滞在出来るものや、スペイン

に 3 ヵ月研修滞在出来るもの。週 5 日の学費が無料に

なるものや、週 1 回カフェテリアで働く事によって授

業料が無料になるワークスタデイと言う様々なタイプ

の奨学金制度があり、日本人留学生も多くの奨学金を

受賞していた。私も、ワークスタデイから始め、モニ

ターなどをして授業料を浮かせながら、何とか生活費

の高いNYでやりくりして行った。

　また学生も20時間までは、キャンパス内で働く事が

合法的に許され、カフェテリアやメンテナンス（クラ

ス終了後の清掃、後片付けなど）で働く日本人も多く、

外で合法的に働けない学生に取って僅かな収入で生活

出来る様に皆、工夫していた。

　学校自体も、休みはほとんどなくクリスマスや独立

記念日と言った国の祝日だけで、年間フルに工房を使

特集　遺伝子「版画・HANGA」　55

137年の歴史を持つ学校の外観。ウィンドウに随時は講師の作品が展
示される。生徒の年齢層も幅広く、年を重ねていても可能性を感じる。
The Art Students League of New York, / 215 West 57th Street New 
York, NY 10019



用する事が出来る。特に夏や、年末は、バケーションに

入るアメリカ人が多く、まさに工房は貸切状態である。

版画の位置

　アメリカにおける版画の位置は、日本の様に「版画

家」として独立した分野ではなく、アーチストの活動

の中の一環で版画を扱う事が多い。よって、その影響

からか自由奔放な表現が目に付いた。版画を用いてイ

ンスタレーションや立体物、まさに絵画作品の中の一

部としての版画である。私が渡米した1998年時は、

チェルシーのギャラリーも大胆なコンセプチュアル

アート、インスタレーションと言った類の作品が多く、

版画は小作品に留まっていた記憶がある。ただ、そう

言った中でも緻密で繊細な日本人の版画の仕事は、重

要であり意味のあるものと異国の地で強く感じた。

　ifpda print fairと言うアメリカの版画を扱うギャラ

リーが一同に集まるアートフェアが毎年、NYで開催

される。現代美術が主流のNYで、こうしたフェアが

催されているのも版画の注目すべき点である。

NYの画廊事情

　NYのチェルシー、ソーホー、ブルックリンのウィ

リアムズバーグ、ダンボ、クイーンズのロングアイラ

ンドシティエリアには多くのギャラリーが点在する。

スペースも日本の画廊よりもはるかに広く、展覧会開

催期間も一ヵ月単位である。特にチェルシーなど週末

など多くの人で賑わう。私も渡米当初、どの様にギャ

ラリーにアプローチをかけて行けばいいのか悩んだ。

だが、その中でも、日本人が経営するギャラリーも多

く存在する。語学の全く話せなかった最初、日本人オー

ナーとコネクションを持ち、ポートフォリオを持参し、

様々な交流の中からグループ展の参加や、次に個展と

言う段階へ、一歩ずつ段階を踏んで行った。NYでは、

自分の作品に対するコンセプトを英語でまとめたステ

イトメントが必要条件である。特に、私が初個展をし

たブルックリンのWHA Center（Williamsburg Art 

Historical Center）には、1950年代からNYに在住す

る日本人オーナーがいて、草間弥生やOno YokoがNY

で活躍し始めた時代に共に生きた人である。彼女から、
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ASLで制作した版画集による展覧会。
Gallery of Graphic Arts, 1601 York Avenue, NY 10028にて。（2001年）

彫刻、版画科合同クラスショーの様子、2 階ギャラリーにて（2001年）

版画クラス「版画集」制作　作品交換会の様子（2000年）ASLの版画工房の様子。4 版種自由に制作する事が出来る。



ギャラリーの会員になる事で参加出来るグループ展や、

展示の手伝いなどをさせてもらい、NYのアート事情

など、異国で生きる上での重要な事を多く学ばせても

らった。

　NYには、多くのロフトビルが存在する。以前は、

繊維工場や印刷工場だったビルを、アーチストの作業

場スペースとして改造したものである。広いスペース

を何人かのアーチストでシェアし、高い家賃もシェア

して払う。毎年、オープンスタジオと呼ばれるロフト

開放日が、ブルックリン、クイーンズエリアで同時期

にあり、アーチストの作業場を直接に見る事が出来、

自分の作品の展示も同時に行っている。ギャラリー関

係者も気になるアーチストを見に足を運ぶと言う。個

人宅の狭い部屋で作業する多くの日本人にとって、

NYの広いロフトは、実に魅力的な空間と言える。

　ここまで記した様に、NYでは、様々な物事が大変

だが、全てにおいて無限大の可能性を秘めた街である。

ギャラリーのオープニングなどに行っても、アーチス

トは、実物の小さな作品を自ら持参し画廊主などに見

せて、積極的に会話をしている光景が目についた。ロ

フトビルが突然の取り壊し、立ち退きになり、アーチ

スト達で署名活動をしアートの重要性を訴える運動も

まじかで見た。自分をしっかりと持ち、信じ続ける事

がNYでは重要である。そして、私のこの経験が、版

画学会を通して、少しでも若いアーチストの海外留学

の手助けになれればと思っている。多くの若いアーチ

ストが世界へ羽ばたいて行ってほしい。失敗や後悔な

ど気にせず、海外生活に自ら飛び込み、多くの事を学

び体感して、大いに作品化してほしい。

特集　遺伝子「版画・HANGA」　57

Oved & Oved Galleryでの個展模様。会場のデザインもしたと言う日
本人オーナー。3 ヶ月おきに展示を募集している。（2009）

NYの版画団体SAGA（Society of American Graphic Artists）の会員展
覧会の様子。在住日本人版画家も何名か在籍している。（2007）

Amarin Café, Brooklynでの個展風景。WHA Centerの会員になれば個
展の機会を得られる。オーナーが日本人と言う事で在住日本人も多く

展示をしていた。（2006）
WHA Center（Williamsburg Art Historical Center）/ 135 Broadway, 
Brooklyn, NY 11211



 

 

 

 

  研究報告   

メディウムのはがし刷り技法
－クラフトテープ版による凹版画制作について－

三瓶光夫

1999年 多摩美術大学絵画学科版画専攻卒業

2005－06年 平成17年度文化庁新進芸術家国内研修制度国内研
修員

2012年－ 日本版画協会会員

■はじめに

　多摩美術大学版画科教授小作青史先生の提唱する

「プレス機からの解放」として、リトグラフにおける設

備を持たなくとも制作が可能になることによって、リ

トグラフをより身近なものとして誰もが楽しめる存在

にしたいということから、リトプレス機から木版プレ

ス機の代用、日本の伝統的技術であるバレンを使って

の手刷り、さらには道具を使用しない足踏みによる刷

りの実施。そして、足刷り、手刷りは30年以上前から

始めた木を使ったリトグラフの普及に伴い、プレス機

の無い小中学校でもリトグラフが制作出来るように提

案された方法で、現在、ワークショップ等を通して広

がりを見せております。そして、リトグラフだけでは

なく、銅版画（凹版）でもプレス機を使用せずに、版

画が刷れないかと考案されたのがメディウムのはがし

刷りです。銅版画は凹版であるため人間の圧力では刷

り取れないということで、版画プレス機に頼らざるを

えない現状があります。また、凹部が深く描版された

ものは、その形状を刷り取るために版に加えるプレス

機の圧力を高める必要がありますが、逆につめたイン

クが版の端から溢れ出してしまうという欠点があり、

発想を転換して、押してダメなら引いてみるという考

えのもと、メジュウムを用いて、つめたインクを接着し

て剥がし取るという技法の発想に至る経緯があります。

　この技法は、銅版画制作において版画プレス機を使

わずに刷るという目的から出発しておりますので、銅

版画の製版方法をもとに説明いたします。油性インク

を凹部につめ、版面の余分なインクを拭き取る工程ま

では同様となります。その後、版面全体にメディウム

を塗布、紙を貼り付け、乾燥後に版から紙を捲ると、

メディウムにインクがくっ付いて刷り取れるという方

法です。水分が含まれているメディウムが、油性イン

クと紙をどのようにして接着するのかを考えてみます

と、まず、メディウムの水分は紙に染込み蒸発し、残っ

た樹脂分により油性インクと紙を接着するという原理

です。尚、版面にメディウムを塗布する際には、水溶

性なので油性インクと混合する事はありません。また、

版面を覆う油膜によって、メディウムと版材（銅版）

が接着されることはありません。

（会報誌　大学版画学会　第34号より―）
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■自宅で凹版画制作が出来るメディウムのはがし

刷り技法

　前述は、10年程前に学会誌に寄稿したものを抜粋し

たものです。そして、それからの「メディウムのはが

し刷り」の技法研究、作品発表も10年程が経過いたし

ましたが、未だ、展覧会場では必ずと言って良い程、

この技法に関しての来場者との質疑応答が繰返されま

す。私の説明不足のせいでもありますが、なかなか理

解していただけないことから、肌の美容を図る美容術

の一種で、顔に洗浄液なるものを塗り硬化後、それを

捲ると毛穴の汚れが付着する「洗顔パック」の方法で

説明しますと、理解していただけるようです。しかし

ながら版画制作は、「刷る＝圧す」であるため、「刷る＝

引く」という間逆の発送による変わった方法論に、説

明だけでは納得していただけず、実際に制作してみた

いという声を、多く頂いております。そこで今回、よ

り多くの方々にこの技法を体験していただきたいとい

うことから、身近な所で手に入れることが可能であり、

安価で何よりも手軽に制作出来るということを踏まえ、

クラフトテープを利用した版を考えました。このクラ

フトテープの表面には撥水性加工が施してあることか

ら、この技法に適した素材であり、初めてはがし刷り

を体験する方には基本原理を把握していただくために

も大変理解しやすい版材です。また、支持体にはボー

ル紙（厚紙）を用いることで、描画は先の丸いペン等

で押し込むだけで簡単に凹版が作れます。そして、刷

りの工程においては、一般的な絵具のひとつとして知

られているアクリル絵具を用いての作業となりますの

で、設備の整った版画工房だけではなく、自宅でも安

心して制作していただけます。

■主な材料と道具の説明

●メディウム

　メディウムとは、美術用語では媒材と訳されている

通り、ものとものとを繋ぐ成分です（絵の具の固着、

及び顔料同士を結びつける溶剤）。この技法で使用する

メディウムは、アクリル樹脂エマルジョンを主成分と

した接着剤である、アクリルジェルメディウムです。

アクリル樹脂エマルジョンは、乳白色の水溶液である

液体状のものですが、ジェルメディウムは高い粘性を

持つ、流動性の低い（水分が少ない）固体状で、いず

れも乾燥後は透明な耐水性の塗膜となります。主な用

途は、水溶性で乾燥が早く耐水性となる性質から、ア

クリル絵具の媒材として含まれています。また、接着

力の強さを利用して紙や布、

木材等を張り込んだコラー

ジュ作品の接着剤としても

使用されています。この他、

乾燥後には光沢性のものや

艶無性のもの、樹脂濃度に

は高粘度、低粘度のもの、速乾性のもの等、用途に応

じて豊富な種類が販売されています。メーカーによる

多少の違いはありますが基本的にはいずれも使用可能

です。

●クラフトテープ

　粘着テープの多くは、製造時に巻いた時点でテープ

が互いにくっ付かないように、剥離剤としてシリコー

ン樹脂等でラミネート加工が施されており、表面は滑

らかで光沢があり水や油を弾きます。それ故、水性、

油性絵具はいずれでも描くことは難しいですが、塗り

重ねることにより定着はしませんが、盛ることは可能

です。また、テープの幅ですが、粘着テープの製造は

紙またはフィルムに粘着剤等を塗布し、乾燥後 4 ｍ幅

程のロールに巻き取ることで出来上がります。因って、

市販されているものでは 5 cm幅程のものが代表的で

あるように、必要なサイズ

に裁断されているのです。

尚、以下の専門店では、幅

の広い粘着テープが入手可

能です。

 

●ボール紙

　ボール紙とは木材パルプ（白ボール）や藁パルプ（黄

ボール）で作られた板紙です。ボール紙の厚さは、水、ま

た水溶性の樹脂、絵具を使用しての作業ですので、版

の裏面からしみ込み付着することで薄いボール紙は撓

んで作業がしづらくなりますので、1.5ｍｍ程度の厚め

のものが良いでしょう。

●ボールペン

　ボールの直径には種類が

ありますが、0.7～1.6ｍｍ

程では、太く、大胆で勢い

株式会社  三木盛進堂
〒616-8104 　京都府京都市右京区太秦下刑部町14-25
TEL：075-881-5015　FAX：075-861-6460 
※ネット販売店舗連絡先：http://item.rakuten.co.jp/seishindo/c/0000000164/
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のある線、0.25～0.5mm程

では、繊細で緻密な線を表

現することが出来ます。さ

らに、筆記角度を変えるこ

とでも、線種に幅を持たせることが出来ます。また、

叩いて凹ます点描も可能ですので、組み合わせること

で、より複雑な効果が得られます。
※ボール径の例　0.25　0.3　0.4　0.5　0.7　1.0　1.6mm等

●ローラーバケ（短毛タイプ）

　メディウムを塗布する道具として、主に建材用であ

る壁紙やコンクリート等の

凹凸のある面の塗装に用い

るローラーバケを利用しま

す。ローラーの幅や直径に

はいくつかの種類があり、

メーカーによって多少の違いがありますが、版サイズ

が Ａ 4 程度のものでしたら、15cm前後の幅のもので、

直径は1.5mm程度のものが良いでしょう。基本的には

狭い面でしたら、幅が短く径の細いもの、広い面でし

たら幅が長く径の太いものを選ぶと効率よく作業でき

ます。また、ローラーの毛の長さにも種類があり、長

さが 2 cm以上ある長毛タイプは、凹凸の激しい面に

適しており、一般的で万能なものが中毛タイプ、長さが 

5 mm程度の短毛タイプは仕上げ塗装用です。2 ｍｍ

厚程度のボール紙を使った凹版なので、短毛タイプが

良いです。ローラーバケは横に引

き抜くと、ハンドルとローラーに

分かれますので、ハンドル、ロー

ラーだけでの単品としても販売さ

れており、いずれもホームセン

ターで購入できます。尚、スポン

ジのローラーはメディウムに巻き

付けると吸い込んでしまい、スポ

ンジの表面に留めて置く事が難し

いため使用出来ません。

　また、使用後は、直ぐに水洗い

して下さい。

■制作方法

1. 版作り（A 4 サイズを使用）

　ボール紙には厚みがあるため、

側面にも貼る必要があります。

因って、ボール紙のサイズより

もひと回り大きくカットしたク

ラフトテープに貼り合わせ、折

り込みながら側面を巻き込むよ

うに貼り付けます。

2. 描画

　原画をトレースしカーボン紙

で転写することが出来ます。ま

た、版面に付いたカーボンは布

等で簡単にふき取ることが出来

ますが、あくまでも原画の目安

として使用して下さい。ボール

ペンの先で版のボール紙を凹ま

すように描きます。凹みの深さ

は爪先が引っかかる程度が良い

のですが、力を入れすぎて版面

のクラフトテープを破いてはい

けません。版の裏に布等のクッ

ション材を敷くことにより、弱

い力でも十分に凹ますことが出

来ます。尚、ボール径の小さい

ものほど版面を傷つけやすいの

で、弱い力で版を凹ますことが

ポイントです。

3. 刷り

　描画完成後、版として用いた

ボール紙にクラフトテープを巻

いた板を練台として、アクリル

絵具をのせます。尚、アクリル

絵具は水で薄めないで下さい。

水分を含むことにより、クラフ

トテープの表面加工の特性上、

弾きやすくなることで上手く塗

布することが出来ません。また、

アクリルガッシュは樹脂分が少

ないため、この技法には適して

おりません。次に、ゴム板や樹

脂板、もしくは、ボール紙の切

端を用意し、10cm角程度に裁断

したものをスクィジーとして使
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用します（1.5mm～ 3 mm厚程

度のものが良い）。スクィジーに

絵具を付け（写真：前頁右下）、

傾けて縦、横方向から版の凹ん

だところに絵具が付いているの

を確認しながら、版面全体に一

気に塗布し、絵具を落としたス

クィジーで余分な絵具を擦り

取って下さい。尚、アクリル絵

具は乾燥が早いので素早く行い

ます。その後、絵具を乾燥させ

ます。ドライヤー（温、冷いず

れでも可）で10秒程度、自然乾

燥では 1 分程度です。凹んだ部

分以外にのった絵具は、水の含

んだスポンジで版面全体を湿ら

し、絵具と版面の隙間に水を浸

透させ、雑誌でふき上げること

で、取り除くことが出来ます。但し、クラフトテープ

の表面上では、絵具は固化しているだけで定着はして

おりませんので、力の入れ過ぎ

やスポンジに含まれる水分が多

過ぎると、凹みにつめた絵具も

取れてしまいます。従って、加

減が必要となる作業ですが、つ

めた絵具が拭取れてしまった場

合は、再度、「3.刷り」の工程を

繰返して見るのが良いでしょう。

スポンジは吸水性、保持性（水

分を適度に保持し、流れ落ちる

ことが少ない）の良いセルロー

スのスポンジを使用。また、ふ

き上げる際の雑誌は、少年誌の

紙の質感が平滑で適度な荒さが

あり調度良いです。尚、乾燥後

には版の側面に付いた絵具を爪

先で削いで下さい。

　応用技法として、凹部につめ

た絵具に対して、違う色の薄め

た絵具を凸部（版面全体）にス

ポンジで塗布することで、版の

形状（凹凸）を利用した、1 版

2 色の表現が出来ます。さらに、

乾燥後に絵具が定着しないクラ

フトテープの特性を利用して、

付けた絵具をボールペンの先で

削ったり、湿したティッシュ

ペーパーや布で簡単にふき取れ

る白抜きの表現を加えることで、

1 版 3 色刷り（凹＋凸＋白抜

き）も可能です。

4. メディウム塗布

　版として用いたボール紙にク

ラフトテープを巻いた板を用意

し、練台として使用します。尚、

水で薄めたメディウムや湿って

いるローラーバケは使用しない

で下さい。水分を含むことによ

り、クラフトテープの表面加工

の特性上、弾きやすくなり、上

手く塗布することが出来ません。

メディウムの盛り方ですが、作

業中に乾燥して徐々に固化しま

すので、少量のメディウムを

徐々に版面に塗り重ねることは

難しいです。版面全体をムラ無

く均等に盛る方法として、版画

のベタ版刷りのローラーテク

ニックを応用します。ローラー

を大きく動かしながら、実際に

必要な量の 2 割増し程のメ

ディウムを均一に巻きます。但

し、多過ぎると版面上でロー

ラーが滑ってしまい、盛ることが出来ません。凹部に

付いているのを確認しながら、版面全体に、縦、横、

斜方向と、一挙に転がします。多めに盛ったことで、

メディウムの表面が微妙な凹凸になりますので、その

後、ローラーのメディウムの量を少しずつ落としなが

ら巻き取ることで、表面にムラの無い均等な塗りが出

来ます。尚、版面にローラーを転がす際には力を入れ

ないで下さい。つめた絵具が巻き取れることがありま

す。また、全体に塗布したら、乾燥する前に版の側面
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に巻き付いたメジュウムを、水

を含ませた布等で拭います。

5. 着彩

　メディウムを乾燥させます

（ドライヤー（冷風）で 1 分程度、

自然乾燥では10分程度）。

　乾燥するとメディウムが透明

になり画線が見えますので、筆、

布等を使ってアクリル絵具で着

彩します。

　尚、この技法においては、樹

脂分の少ないアクリルガッシュ、

乾燥後に耐水性を持たない水彩

絵具は使用出来ません。また、

筆等で強く擦り付けると、メ

ディウムの皮膜が破れてしまい

ます。尚、着彩時に版の側面に

付いた絵具は、乾燥する前に水

を含ませた布等で拭って下さい。

　着彩後は、指先で版面に触れ

て、絵具が付かないことを確認

します。但し、絵具を厚塗りす

ると、表面だけが乾いているこ

とがありますので、完全に乾燥

させてから、次の工程に進んで

下さい。

6. 版に紙を貼る

　紙を用意します。ここでは版

画の刷りの工程とは異なり、「貼

る」作業ですので、版画専用紙

である必要はありません。まず

は身近なところで購入できる画

用紙等でも良いでしょう。また、

メディウムの中の水分は紙に染

込み、紙の表面に樹脂分が残り、

版に塗布されたメディウムと結

合することで接着出来るのです

が、例えば、木材との接着の場

合は紙と違い、水の染込みが遅

いのですが接着出来ることから、

一方が紙や木材のように吸水性

のあるものでしたら接着できま

す。但し、プラスチック、金属

板等の浸透性の無い素材は水分

の抜け場所が無いので何時まで

も渇かないということがありま

す。また、紙であれば湿さない

で下さい。接着効力が失われる

場合があります。

　まず、紙の中心に版を置く見当として、貼る紙と同

様の大きさの板（新聞紙、画用紙、ボール紙等）を用

意します。4.の作業工程同様、アクリルメディウムを

ローラーバケで版面全体に塗

布します。乾燥する前に版の側

面に巻き付いたメジュウムを、

水を含ませた布等で拭います。

予め、用意した板の中心に版を

置き、板の一辺の端々に紙を合

わせてから版面をゆっくりと

覆います。塗布したメディウム

が乾くと紙と接着出来ませんので、この工程は素早く

行って下さい。版と紙を均等に接着するために、紙の

裏全面を 1 分程度、手の平で擦って圧着します。例え

ば、薄い紙等の場合は水分の浸透により、紙の表面か

ら湿り気が感じ取れますので、その後、紙の湿り気が

無くなるまで乾燥させます。乾

燥時間ですが、吸水性が多い支

持体で塗布量が少ない場合で

は、温度が高く風通しの良いと

ころでは固化が早く、また、冬

季は乾燥していることから、メ

ディウム塗布から紙に対して

の接着可能時間が短くなるこ

とで、素早く行う必要がありま

す。尚、圧着後の乾燥時間の目

安は、ドライヤー（温風）で 1 分

程度。自然乾燥で10分程度。

　応用技法として、メディウム

の高い透明性を利用して、アク

リル絵具を混合することで色

彩を持つメディウムを作るこ
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とが出来ます。絵画的に徐々に着色し構築された版面

に塗布することは、色紙、または版画技法でのベタ版

を刷りとった紙に貼るようなものであり、より複雑な

色合いと、色彩のイメージに変化を齎します。

7. はがす

　乾燥後、版の端から紙に接着

されているのを確認しながら

徐々にゆっくり捲って剥がしま

す。紙を無理に引っ張ると、メ

ディウムとの接着に、余計な方

向に力が掛かることでメディウ

ム同士の接着力が勝り、紙に接

着されないまま剥がれることが

あります。余計な方向への力を

掛けない方法の一つとして、例

えば、紙の端を中心にして、版

サイズよりも大きく重さのある

筒をあてがい（右図では、クラ

フトテープを利用しています）、

紙を巻き込むように捲ると、紙

に掛かる引く力が版面に対して

均等になることで、スムーズに

剥がすことが出来ます。また、

版と紙の貼り合わせにおいて、

メディウムが乾燥してうまく接

着出来ない場合は、熱可塑性（加

熱によって軟化し、成形出来る

ようになり、それを冷却すれば

固化する）であるアクリル樹脂

の性質を活かし、紙の裏からア

イロンで熱を加えることで、樹

脂が柔らかくなり粘着力が戻ります。メーカーや種類

によって多少の違いがありますが、基本的には耐熱温

度は50～60度となっていることから、それ以上の温度

になることでアクリル樹脂は変形が始まります。アイ

ロンの温度は一般的には最低温度が80度、最高温度が

210度程ですので、設定温度は高い温度の160～180度

位が効果的です。また、アイロンの掛け方は、版全面

に 2 回～ 3 回繰り返し、均等に熱と力が加わるように

して下さい。尚、スチームは必要ありません。

8. 作業後の版と作品の保存

　紙を剥がした（刷り上げた）版には、クラフトテー

プの表面加工の特性上、アクリル絵具、ジェルメディ

ウムを定着させないことから版の清掃は必要ありませ

んので、そのまま刷りを続けることが出来ます。また、

ボールペンで加筆することも可能です。

　作品の保存方法ですが、熱可塑性の性質を持つアク

リル樹脂は、気温が上昇する夏季には注意が必要とな

ります。刷り上げた作品の表面のタック（べとつき）

が強くなることから、密着性の良い薄紙やプラスチッ

クフィルム（ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロ

ン、アクリル等の熱可塑性樹脂）を合紙、または包装

用として使用しないで下さい。くっ付いて取れなくな

ることがあります。特に、ジェルメディウムの高粘度

のものを使用した際には、作品同士を重ねずに保管す

る工夫が必要となります。例えば、密着面積が少ない

目の粗い紙を合紙に用いると良いでしょう。

■おわりに

　この技法は10年程前に、小作青史氏のもと、文化庁

国内研修員としてご指導を受けました。その後、体験

講座（作家、一般の方、美術教員、学生等）を実施し、

大勢の方々に受講していただいた資料・情報をもとに

改善を施し、安定した技法として紹介するまでに至り

ますが、未だ、複数の課題を含めており、今後も研究

の発展に取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、記述の誤りや疑問等、ご意見をお寄せいただけれ

ば幸いです。是非、初めての方から版画経験者まで、

本書をガイドにしてメディウムのはがし刷りを体験し

ていただければと思います。

■参考文献
多摩美術大学版画研究室 制作　「OZAKUの版画 小作青史－技法の変
遷」　多摩美術大学　2006
　

本山卓彦 著 「おもしろい接着剤のはなし」　日刊工業新聞社 1989
　

「ホルベインアクリラ」　カタログ ホルベイン工業株式会社
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はじめに

　私の勤務する士別市立博物館は、北海道の北の内陸

部に位置しており盆地気候特有の夏暑く冬寒い人口二

万人ちょっとの市です。この小さな街にある博物館で

は、美術館のようなことも兼ね合わせて運営をしてお

ります。特に版画については、地元に社団法人日本版

画協会会員（以下版画協会）の小池暢子氏（以下小池

氏）がおり、この小池氏のご紹介により版画協会とつ

ながりを待つことができ、平成元年（1989）から、版

画協会巡回展を開催しておりました。その巡回展には、

当初、小林敬生氏（以下小林氏）が巡回展係りとして、

毎年士別に来訪していただき、地元市民と版画の技法

指導や東京の話題などについて情報交換を行っていた

だいておりました。小林氏は、現在、士別ふるさと大

使をしていただいており、ますます士別との関わりを

深くしております。

講習会について

　このような経過を踏まえて、今年（平成25年）は、

「多摩美術大学による小中高校の美術教師の版画教室」

と題して、講習会を開催した。この教室の趣旨は、北

海道上川管内ならびに近隣の各支庁の小中高校の美術

担当の教師を対象に募集し、学校の授業で役に立つ知

識や技法のテクニックについて多摩美術大学から講師

を招いて講義と実技指導をしてもらい、美術教育の資

質向上を図る。というもので、美術教育の情報交換と

懇談が、8 月 8 日（木）午後 2 時から 4 時まで、親子版

画教室見学が、8 月 9 日（金）午前10時から12時まで、

実技指導（版画）が同日午後 1 時から 5 時までの日程

で実施した。

  トピックス   

士別市博物館教育普及活動事業
「美術教育についての情報交換と実技指導（版画）」

士別市立博物館

水田一彦

　当日は、多摩美術大学から小林氏（多摩美術大学教

授・木口木版）と渡辺達正氏（多摩美術大学教授・銅

版画）、助手 2 名（多摩美術大学版画研究室助手）が

講師となり、受講者は市内ばかりでなく、士別市から

150km離れた宗谷管内や空知管内からも参加者があ

り、その関心の高さに驚いた。この地域では、このよ

うに美術大学から教授を招いてお話が聞けるという機

会がないので、ことのほか関心が高かったと思われる。

　さて、懇談では、小中高校の美術教育の現状につい

て大学側と学校の現場の先生との懇談を通して情報交

換をした。

情報交換について

　美術教育の情報交換と懇談と題して情報交換会は始

まり、その内容は教育現場の現状について、教育現場

からの要望、美術教育の今後についての意見交換特に

大学の関わりについての 3 つのテーマであった。

　はじめに、講師の小林氏から「大学側は、学校の授

業でどのようなことがおこなわれているのか知ること

があまりないのでこのような機会に現場の声を直接聞

くことが逆に刺激になり大学でどのような教育をして

いくのか参考になる。また、大学にどのようなことを

望んでいるのかが直接聞き取ることができるので楽し

右から 2 人目小林氏、3 人目渡辺氏

会場の様子
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みにしている。」と挨拶があり、引き続き、今回指導す

る版画について紹介した。その石膏刷りの版画につい

て渡辺達正氏（以下渡辺氏）がその特徴と効果を説明

した。

　参加者からは、「教科書では多色刷りがでてくるので

すが、なかなかむずかしい。」（小学校教諭）「一版多色

刷りをしていますが、技術もいるし時間もかかる。」（小

学校教諭）などの報告があった。

　渡辺氏は、「まずは、つくることに興味をもつという

ことからはじめ、美術教諭でなくても、版画の技法と

して、いろいろな素材を使って作品をつくることで、

生徒に表現することの楽しさをつたえることができる。

また、素材の研究から作品を手軽につくれる。」など説

いた。

　小林氏は、「生徒の思いや考えを作品として表現する

ために、これまでの下絵から画いて、彫って、刷って

というオーソドックスな木版ではなく、いろんな技法

を使って、つくる楽しさや重ねて刷ることによる意外

な効果などを多くの生徒に体験させ、美術を好きに

なってくれることを願っている。」と最後に説いた。

小学校アンケート調査の結果から

　アンケート調査を実施しましたが、以下のような意

見があった。

・学習指導要領にとらわれすぎている。

・情報交換については、お互いの話がしやすい雰囲気

がほしかった。

・現場でどのようなことをやっているのかを把握した

上で講習会をしていただきたい。

・用語が理解できず勉強不足でした。

・小学校教員向けの紙版画についても知りたい基本的

な構図や彫りほりかた。

・デザイン・絵画の講習会を行ってほしい。

　以上、報告します。

 

 

 

 

「多摩美術大講師による教職員のための版画教室」

｜日時｜平成25年 8 月 9 日（金）午前10時～午後 5 時

｜会場｜士別市障害情報センターいぶき

｜講師｜多摩美術大学教授　小林　敬生

　　　　　　　　　　　　　渡辺　達正

｜アシスタント｜多摩美術大学助手　秋山佳奈子

　受講人数：教職員講座　32名

　　　　　：親子講座　　13名

はじめに

　士別市からの要請を受け、平成25年 8 月 8 日、9 日

の 2 日間「多摩美術大講師による教職員のための版画

教室」が行われた。初日は懇談会、2 日目はワーク

ショップというスケジュールであったが、ここでは主

にワークショップについての報告をお伝えしたい。

　北海道地区では児童、生徒数が少ない学校が多く、

美術の専任教員でない方も美術を教えなければならな

いため、独学で指導しているのが現状だという。そう

いった理由からこの機会にしっかり学びたいと考える

受講生が多かった。また、小・中学校では紙版画、木

版についての指導は行われているが、それ以外の版画

の指導は殆ど行われていない。

　当初の予定としては、教員講座に付随した形で午前

に親子向け版画教室「ドライポイント・石膏刷り」、午

後に教員対象「ドライポイント・石膏刷り、凹版メディ

ウム雁皮刷り」、「木版画の水性刷り」の 2 講座から選

択という形であったが、前日の懇談会での意見を踏ま

え、希望に添って多い方で 3 項目受講できるようなス

ケジュールに変更した。ワークショップ終了後、小林

敬生教授の木口木版の裏打ちのデモンストレーション

  トピックス   

士別市博物館教育普及活動事業
「多摩美術大講師による教職員のための版画教室」

多摩美術大学

秋山佳奈子
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も行われ、指導する側としては非常にタイトなスケ

ジュールとなったが、充実した内容であったと思う。

　続いて各ワークショップについてみていきたい。

ドライポイント・石膏刷り

　本学渡辺達正教授考案の石膏刷りは、今まで油性イ

ンクを使用して行っていたが、昨年よりシャルボネー

ル社の開発したアクアウォッシュという水性インクを

主に使用している。学外で行うワークショップの場合、

環境が整っていない場合が多いため、汚れも落ちやす

く、処理のしやすい水性インクは使い勝手が良い。水

性を使用する際の注意点としては石膏を流し込む際に

水を使用するので、場合によっては滲んで描画部分が

見えづらくなる可能性がある。注意点としてはインク

の拭き取りの際、余分なインクを残さないよう指導す

ることと、（インクが大量に残っていると、それらが画

面全体を覆ってしまう可能性がある）油性インクの工

程時から取り入れている、石膏を行き渡らせるために

版全体を揺らす際、最小限に留めておくことの 2 点に

注意すれば失敗する可能性は少ない。また、小学校な

どでは落ちにくい油性インクは扱いづらく敬遠されが

ちなためウェットティッシュでも落とせる水性インク

は好評であった。ただ親子向け講座の際、人絹との区

別がつかずにウェットティッシュを使用し、絵が消え

てしまったり、拭き具合が分からなかったりして、失

敗することがあった。そういった点を注意深く指導す

る必要がある。

　石膏刷りは、使用する版も銅版ではなく塩ビシート

になるので、手に入りやすく児童でも簡単に扱える。

また、凹版がプレス機なしで行えるという点も魅力的

であったようだ。

凹版メディウム雁皮刷り

　石膏刷りは40分程硬化時間が必要であるため、凹版

メディウム雁皮刷りは、硬化を待つ時間に制作という

形をとっている。昨年より本学の教員講習でも取り入

れており、工程がやや多く、少々複雑なものの、安価

で手に入りやすい材料で出来るのが魅力である。

　工程は以下の通りである。

1 ．版（ボール紙にクラフトテープを貼ったもの）に

ボールペンで溝を作る様に描画

2 ．アクリル絵具を溝部分につめる

3 ．ジェルメディウムを塗布し乾燥させる

4 ．アクリル絵具で着彩し乾燥させる

5 ．ジェルメディウムを塗布した上に雁皮紙を貼る

6 ．乾かした後、版から剥がす

7 ．ベニア板にジェルメディウムを塗布し雁皮紙を張

り込む

　従来のメディウム剥がし刷りは５の工程で厚手の紙

を貼り、完成させていたが、渡辺教授の発案により、

雁皮紙に刷り、板に張り込む方式をとっている。雁皮

紙が薄く透けるため、板に着彩すれば地の色が透けて

見える様になる。

　また、その上から着彩しても良いので、絵画的要素

も含まれ面白い効果となる。

　こちらもプレス機を使わないという点が好評であっ

た。どうしても版画というと木版のイメージに偏って

いたというお話もあったが、版画の概念が良い意味で

壊れたという感想を受けた。
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木版画の水性刷り

　木版については小学校の教科書にも入っているため、

小学校のうちに基本的な木版の刷り方を指導したいが、

教える側にしっかりとした知識がないため困っている

というような声も多く聞こえ、懇談会の中でも質問が

多く受講希望者も多かった。そこで、予定されていた

午後だけでなく、急遽午前にも行うこととなった。

　今回のワークショップでは、4 人で 1 グループを組

んでもらい、1 人 1 版、1 色を担当し、4 版 4 色の水

性木版を制作する。グループによってはきちんと役割

を決めて版を作っていたグループもあったが、ほとん

どのグループがそれぞれ思いついた図案で制作してい

た。4 版重ねるまでどういった作品になるか分からな

いので、偶然から生まれる面白さを再認識したといっ

た感想もあった。木版画については「教科書通りに教

えなければならない」といったような脅迫概念があっ

たという受講生も多く、それが今回のワークショップ

で良い意味で壊れたそうだ。さらに版画制作は時間が

かかるというような声も聞かれたので、今回のような

短時間で、しかも共同でできる内容は授業でも取り入

れやすいため、実際に活用したいと考える受講生も多

くいた。

 

木口木版の摺りと裏打ち

　初日の懇談会の際にもいくつか質問が出ていたのが

木口木版であった。中には独学で指導している学校も

あるとのことで、全講座終了後、木口木版の簡単なレ

クチャーとデモンストレーションが行われた。小林教

授が作品を持参し、受講生の前で裏打ちの実演を行い、

受講生にも裏打ちを体験してもらう。時間の関係で受

講生 2 名が小林教授の作品を使い裏打ちをした。実際

に作品を見る事ができ、裏打ちのプロセスも知る事が

できた今回のデモンストレーションは、講座の最後に

も関わらず、受講生が熱心に見学している様子が印象

的だった。

おわりに

　前日に北海道地区での問題点を聞いていたので、ど

ういった形で授業に取り入れる事ができるかという点

を念頭におきながら、受講生にアドバイスするよう心

がけた。対象が小・中学校の教員であったのもあり、

材料や道具の販売先についても詳しく説明し、代用で

きるものがあれば紹介した。

　講座終了後のアンケートで多かったのは、版画の多

用性を知る事ができたとの回答であった。版画は特定

の設備と知識を要する様な印象がある上、小・中学校

でも決まりきった方法でしか指導が行われていなかっ

たため、今回の講座内容は受講生にとって新鮮なもの

であったようだ。講座自体を楽しんでいた方が多く、

そのような体験自体を今後の指導に活かして頂ければ

幸いである。

　また、紙版画等、小・中学校の教育現場で行われて

いる内容に即した内容を希望する声もあったので、今

後は事前に受講する側の要望を聞いて内容を考える必

要もあるのかもしれない。
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企画のあらましと意図

　本年度の公開セミナーは「リトグラフ：アーティス

トとプリンター（刷師）のコラボレーション」と題し

て、講師にO JUN氏（アーティスト・東京藝術大学准

教授）と板津悟氏（プリンター・イタヅグラフィック）

を迎え、12月 8 日（日）10時30分～15時00分に町田市

立国際版画美術館アトリエ、および版画工房にて公開

制作を開催いたしました。技法講座が通例のこのセミ

ナーにあえて、『版画のプロパーではないアーティスト

の制作現場』をクローズアップすることで、版画でも、

油絵でも、日本画でも…結局、何であっても表現とし

てまず、最初に求められるもの、優位に立つものは伝

えるべきイメージやメッセージであり、描く動機だと

いう至極まっとうなことをあらためて意識できる機会

をつくりたかったからです。同時に、プリンターとい

うプロフェッショナルな仕事師の存在、役割にも焦点

をあてたかったのです。このところ版画、とりわけ石

のリトグラフを精力的に制作し、この大学版画展がス

タートした直後に始まる府中市美術館での大規模な個

展を控えて多忙を極めていたO JUNさんにこのよう

な想いを話すと、開口一番、「やりましょう。」と答え

てくださいました。夏前のことでした。もちろん、板

津さんものってくれました。その後、秋に入ってから

入念な準備を重ねて当日に臨みました。結果として、

展覧会 2 日目にもかかわらず、午前中54名、午後60名

という予想を大きく上回る参加者にご来場いただき、

大盛況となりました。

実作品紹介とギャラリートーク

　まずは、美術館アトリエでの実作品紹介です。冒頭、

  トピックス   

公開制作「リトグラフ：アーティストと
プリンター（刷師）のコラボレーション」

武蔵野美術大学

高浜利也

板津さんが持参したO JUNさんの『撃墜王』、『秋水』、

『東西南北のこと』などといった、よく知られた大型リ

トグラフ作品を机に広げながら、おふたりのトークで

公開セミナーがスタートしました。タイトルの由来や

制作意図など、時には脱線して大いに盛り上がりなが

ら、参加者たちは画面を間近にして熱心に聞き入って

いた様子でした。

 

描　　画

　いよいよ公開制作です。アトリエの作業台の上のア

ルミ板（605×710mm）を前にするとおもむろに描画

が始まりました。描画材料は市販の12色のクレヨンで

す。製版後は真っ黒になる事を十分承知の上でO JUN

さんは色とりどりのカラフルな色でアルミ板の上にイ

メージをドローイングしていきます。まったく躊躇は

ありません。当然、下絵はなし。モチーフは当日の朝、美

術館に来る途中、乗ったタクシーで偶然、手にした葬

儀場のパンフレットに出ていた葬儀のコース写真だそ

『秋水』について語るO JUN氏（左）と板津氏（中）

アルミ版に様々な色のクレヨンで描画をするO JUN氏
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うです。作品タイトルはそれにちなんで『露草』に決

まりました。驚くべきはおおぜいの観衆を前にしても、

全く意に介さずどんどん、筆が進む集中力です。30分

ほどで描画が終わり、昼食休みとなりました。

製　　版

　午後からは場所を版画工房に移し、製版の開始です。

ここからはプリンターの板津さんが中心となって進行

していきます。作業の傍らでO JUNさんが板津さんに

絡んでいくプロセスそのものが、彼自身の版に向き合

うスタンス、間合いだと感じる時間でした。ここでは

詳細は割愛しますが、製版・刷り作業もすべて包み隠

さず公開する中で、プリンターとしての細かな技術や

所作などもすべて参加者は見ることが出来、学生だけ

でなく、一般の方々にとっても貴重な機会になったと

思います。

 

刷　　り

　黒のみ 1 版 1 色の作品です。インクは製版インク、

紙はいずみ。刷り終えた作品は、ステートを重ねなが

ら順番にプレス機近くのテーブルの上に並べられ、だ

れでも自由に見ることが出来るようにしました。微妙

な刷りの違いや、ニュアンスを至近距離で体感できた

わけです。試刷りを重ねながらようやく、何枚かの本

刷りが完成し、作業自体は終了しました。その後、質

疑応答に移ると熱心な参加者から多くの質問が寄せら

れ、ひとつひとつに丁寧に答えるO JUNさんと板津さ

んの姿が印象的でした。特に、プリンターの仕事の現

場をその場に居合わせてナマで“目撃”したことは、

稀有な出来事だったのかもしれません。

製版について説明する板津氏

公開セミナーを終えて

　版画学会に名を変えて、最初の公開セミナーでした。

果たして最初の企図がどれだけ達せられたかは正直、

今すぐ私には判断がつきません。ただ、当日参加して

いた学生が『こういう版画もあるんだ』というような

引っ掛かり、奇妙な安心感のようなものを少しでも抱

いてくれればと思っています。のどに小骨が引っ掛か

るように。

　最後なりますが、無理難題を快く、お引き受けくだ

さったO JUN氏と板津悟氏、そして、事前準備から多

大なご協力を頂いた町田市立国際版画美術館、ご担当

の方々にこの場をお借りして厚く礼申し上げます。

刷り上がった作品
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　いい機会なので、第 1 回の版画展と町田で開催され

ることになった経緯を述べておきたい。

　1976年に始まるこの版画展は、大学間の連携の円滑

化を計る中で、年間の教育の成果を教師自らが問うと

ともに、社会にもアピールする目的で開催された。そ

の背景には、版画はわが国の文化で国際的に高い評価

を得ながらも、いまだ高等教育の中に正統に位置づけ

られていない現状への問題提起といった、会の中心課

題があった。教師寄りの展覧会であった点を明記して

おきたい。

　また1987年以来、町田市立国際版画美術館で催すこ

とができるようになったのは、この国が誇る現代版画

を毎年同じカテゴリーで括って収集することの有効性

へのぼくの提案が、美術館側に受け入れられた結果で

あったこともつけ加えておきたい。美術館収蔵賞とい

うのがそれである。

　展評であるが、まず上述した提案が示していた通り、

在学生による生な作品群は、現代の版画状況を語るば

かりでなく、社会の諸相を映して変わらずに時代の証

言となり得ている点を挙げておきたい。

　良い例は安齋歩見の「ピーナッツ戦争」や沖縄の玉

城彩乃「刻む」、有川愛乃「顔」、また倉掛春菜の 

「modification」など、まさしく今日的な紛争や愚行を

含めた世相のパロディーや告発であり、ゴヤやコル

ヴィッツのような社会性あるメッセージ伝達の機能を

果たしていて興味深い。また、ニエト　カルロス　ア

ルベルト「つながったり分かれたり」や山本綾織の「思

い出」は、今日の社会情況下のコミュニケーションの有

り様を探っていて面白い。一方、像をダブらせることで、

認識には不確実性が伴うことを原嶋恵梨奈の「over 

  展評   

第38回全国大学版画展　展評

名誉会員

中林忠良

and over」、人格の認識に不可欠な表情を消し去った林

田桃子の「虚像のマリア」、光崎ちひろ「covered」は

デジタル作品だが、何かを 纏 うことによってでしか存
まと

在できないといった、ともに今日の社会が持つゆがみ、

人間性の稀薄さや隠蔽性に気づかされる作品である。

　昨年、佐川氏も指摘していたが、ここ数年顕著になっ

てきたイメージに、人間と獣との同存表現がある。古

くはケンタウロスなのだろうが、あたかも人間の内な

る獣性が露呈したような、あるいは獣性を希薄にさせ

られたか、剥ぎとられた今日的人間への鎮魂あるいは

化身願望か、いずれにしてもわれわれが作り上げてし

まった奇怪な社会への警鐘または証言は、心にとどめ

ておきたい。

　以上は、メッセージ性の強いいわばこれまでの版画

が抱えてきたことばで読み解ける作品群で、全体に占

める割合はむしろ少ない。大半の作品はインナート

リップとでも呼びたいような、不確かな自己内面に潜

む不安感、焦燥感あるいは疎外感に根をおいた感情吐

露といった作品が多い。私はだれ！とでもいった自己

性掘り出しの感覚的表現が壁を埋めている。遠くを視

るということをしないのだ。これが今日的というので

あれば、やはり版画は見えにくい時代になったと考え

たくなる。そのもう一つの要因に、いたずらな大型化

と版表現という便利な隠れ 蓑 に乗じたエディション無
みの

視の傾向が挙げられよう。版画の、他分野にはない複

数性こそ絵画としての自立性、あるいは版作りからく

る余分なものをそぎ落とした簡潔性という、間接的表

現の特殊性をもう一度考えてみたい。版画制作には終

わりがあるから助かる、としたきまりのよさを波の彼

方へ押しやって茫漠たる海原に漕ぎ出してしまったか

に見える。汚い絵が多いのはそのせいだろう。

　まだ一、二の例しか見ていないが、聞くところも含

めていえば、中学の美術の教科書から版画の項がなく

なったようだ。つまり版画が一般の創作の中に溶け

入ったか、特化する必要がなくなったということか。

版画の先生も不要になるのか。

　行き着くところの見えにくい、描く、描き足すといっ

た直接描画への接近からは、安易な結末しか生じない、

ということを教師の側が自覚する必要がありはしない

か、もっと原点にもどって展覧会を教育に反映させて

もらいたい、とも考えた今展であった。
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第38回全国大学版画展　
町田市立国際版画美術館収蔵賞

女子美術大学　前田愛美
wrap
120 × 80cm　銅版画

東京造形大学　上田裕子

心
72 × 92cm　リトグラフ

東北芸術工科大学　平野有花

静厳
133.8 × 91.8cm　木版画

東京造形大学　河西優子
On clouds
70 × 88cm　リトグラフ

女子美術大学　栗田ふみか

お風呂
91.5 × 85cm　木版画

女子美術大学　峰山花
KUKI NO SUKIMA 5
118 × 89cm　銅版画



72

東京藝術大学　藤原麻子

積み木の町
95 × 68cm　リトグラフ

多摩美術大学　岡田育美
Endless march
77.5 × 91.5cm　木版画

東京造形大学　増田奈緒

連なる自然の見方
50 × 200cm　銅版画

東京造形大学　市野悠

脈
41 × 168cm　リトグラフ

東京造形大学　大場咲子
Hippocampus
80 × 150cm　銅版画

東京造形大学　大久保達郎
circle
100 × 150cm　リトグラフ

東京藝術大学　坂井孝祥
alive
87 × 70cm　リトグラフ

東京藝術大学　ニエト カルロス アルベルト
つながったり分かれたり
172 × 160cm　木版画
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多摩美術大学　更級真梨子

わたしと
164 × 80cm　木版画

武蔵野美術大学　所彰宏

とおせん坊
66 × 88cm　銅版画

多摩美術大学　西山瑠依
fix.30 
80 × 170cm　木版画

武蔵野美術大学　村上早

とじり
190 × 130cm　銅版画

多摩美術大学　平澤みどり

ツムリを飼う
155 × 100cm　リトグラフ

武蔵野美術大学

安齋歩見

ピーナッツ戦争 ♯30
143 × 151cm
リトグラフ

多摩美術大学　初田有以

かしからかみのうち
20 × 24.5cm　銅版画

武蔵野美術大学　中村真理
Past
100 × 144cm　リトグラフ
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京都嵯峨芸術大学　才田茜衣
rambling
130 × 162cm　シルクスクリーン

愛知県立芸術大学　吉田悠希

とおい眠りのソーダ
80 × 112cm　木版画

京都精華大学　杉本奈奈重

わたし
90 × 75cm　木版画

京都造形芸術大学　下山早智子

夢と現実の狭間の街で Ⅰ
89 × 128.8cm　銅版画

京都市立芸術大学　宮越裕子
lace012
90 × 60cm　ラムダプリント

京都市立芸術大学

横内アサ

そのあと。
90 × 60cm　リトグラフ

愛知県立芸術大学　浅野絵理
untitled
55 × 70.5cm　木版画

大阪芸術大学

藤田依理加
Background
80 × 60cm
リトグラフ
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　2013年度より 2 年間、武蔵野美術大学が大学版画展

展覧会事務局を担当することになりました。1 年間か

けて次年度の展覧会の準備を進めていくわけですが、

可能な限りご担当いただく各校の教員、助手といった

方々の負担を軽減させながら最大限、効率のよい運営

で充実した内容の展示を目指してまいりたいと考えて

います。何卒、ご協力の程、お願い申し上げます。

展覧会及び、学生作品販売

　第38回全国大学版画展は2013年12月 7 日～23日の

日程で町田市立国際版画美術館において開催され、全

国の美術大学、教育系大学、短期大学、専門学校、各

種学校等53校から254名、254点の出品がありました。

今年は、出品要項を作成する段階で昨年の出品規定の

問題点を踏まえた上で、あらためて注意を喚起したこ

ともあり、特に問題となるような作品も見当たらず受

付や搬入、展示、搬出作業を含めて極めて順調に進行

したように思われました。また、学生作品販売も例年

通り、同美術館エントランスホールで行われ、初日か

ら多くの方々が来場され活況を呈していました。

　＊展覧会開催における各校の分担は下記のとおりで

す。ポスター制作：町田市立国際版画美術館。DM制作：

武蔵野美術大学。ポスター・DM発送：明星大学。学

生作品販売担当校：東京藝術大学。搬入：多摩美術大

学、東京藝術大学、東京造形大学、武蔵野美術大学

（28名）。展示：女子美術大学、多摩美術大学、東京藝

術大学、東京造形大学、東京学芸大学、日本大学、明

星大学、和光大学、武蔵野美術大学（73名）。搬出：

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、武蔵野美術大学（66名）。パーティー

  報告   

「第38回全国大学版画展」報告

武蔵野美術大学

高浜利也

係：日本大学、創形美術学校（14名）。会場当番：女

子美術大学、女子美術大学短期大学部、創形美術学校、

多摩美術大学、東海大学、東京学芸大学、東京家政大

学、東京藝術大学、東京造形大学、東洋美術学校、日

本大学、武蔵野美術学園、明星大学、和光大学、武蔵

野美術大学（60名）。

 

 

論文発表

　論文発表は展覧会初日にあたる12月 7 日14時30分

より同美術館講堂において開催されました。本年の発

表者は宮城正作氏（筑波大学大学院芸術系特任研究員）

論文「『現象学の理念』を用いた版画と〈もの〉との考

察」です。若月公平氏（東北芸術工科大学）の司会進

行により、多くの聴衆を集めたうえで発表がなされ、

質疑応答においても活発な議論が繰り広げられました。

公開セミナー

　公開セミナーは 2 日目の12月 8 日（日）10時30分～

展示作業担当校の学生・教員

到着した作品を展示室に運び入れ開梱していく
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15時00分に同美術館版画工房、およびアトリエで開催

されました。本年度は「リトグラフ：アーティストと

プリンター（刷師）のコラボレーション」と題して、

O JUN氏（アーティスト・東京藝術大学准教授）と板

津悟氏（プリンター・イタヅグラフィック）による公

開制作というかたちで、“アーティストの制作現場その

ものを公開するセミナー”を意図して企画しました。

展覧会 2 日目にもかかわらず、午前中54名、午後60名

という予想を大きく上回る参加者にご来場いただき、

終了後、多くの方々よりご好評をいただいたことは企

画者としても来年に向けた大きな励みとなりました。

この詳細は別稿にてご報告いたします。

買い上げ賞

　買い上げ賞は版画学会会員の方々の投票を集計した

うえで、以下の30名が受賞しました。平野有花（東北

芸術工科大学）、前田愛美、峰山花、栗田ふみか（女子

美術大学）、上田裕子、河西優子、増田奈緒、市野悠、

大久保達郎、大場咲子（東京造形大学）、ニエト カル

ロス アルベルト、坂井孝祥、藤原麻子（東京藝術大学）、

岡田育美、更級真梨子、西山瑠依、初田有以、平澤み

どり（多摩美術大学）、安齋歩見、中村真理、所彰宏、

村上早（武蔵野美術大学）、浅野絵理、吉田悠希（愛知

県立芸術大学）、藤田依理加（大阪芸術大学）、宮越裕

子、横内アサ（京都市立芸術大学）、下山早智子（京都

造形芸術大学）、才田茜衣（京都嵯峨芸術大学）、杉本

奈奈重（京都精華大学）。※敬称略

観客賞及び、プレゼント作品寄贈の方々

　観客賞は、会期中の来場者アンケートによる投票で

安齋歩見さん（武蔵野美術大学）に決定いたしました。

また、アンケートにご協力いただいた方々の中から抽

選で 5 名に以下の版画学会会員から寄贈を受けた作

品をプレゼントいたしました。貴重な作品をご提供く

ださいました皆様に心より御礼申し上げます。

阿部大介氏（東京藝術大学）・坂井淳二氏（大阪芸術大

学）・瀬川麻衣子氏（愛知県立芸術大学）・結城泰介氏 

（東京藝術大学）・わだときわ氏（個人会員）＊順不同

展覧会運営上の今後の課題等

　展覧会期間中、および搬入・展示・搬出作業を通し

て生じた課題等、いくつかの事案を記しておきます。

来年度に向け、再発防止に向けて検討してまいりたい

と思います。

　

・展覧会期間中、額装された作品シートを貼りつけて

いた両面テープ（コマンドタブ）が 1 ヶ所はがれて、

一部が外れかけていたものを展覧会事務局で閉館後、

補修した。

・展覧会期間中、作品がはがれ額内に落下していたも

のを、出品学生本人が美術館に行き、閉館後、補修

した。

・作品搬出時、写真撮影のため、額から外した作品を

誤って額に戻さず、そのまま返送してしまった。

・収蔵賞受賞作品について、こちらで額から外しシー

トに戻すことが不可能な形態のものがあったため、

一度出品者本人に返送し、後日シート状に戻したも

のを再提出してもらうこととなった（ 2 件）。

　以上、第38回全国大学版画展の内容報告です。1 年

目ということもあり、運営上不慣れな点も多く、ご迷

惑をおかけしたことをこの場をお借りしてお詫び申し

上げます。今後、さらに改善を重ねながら、より良い

展覧会運営に努めてまいりたい所存です。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。

版画学会会長　小林敬生氏より賞状が授与される。
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展覧会概要

｜展覧会名｜第 7 回大学版画展受賞者展

｜会期｜平成25年 7 月10日（水）～ 7 月23日（火）

｜レセプション｜7 月13日（土）17：00～19：00

｜会場｜文房堂ギャラリー

｜主催｜版画学会／㈱文房堂

｜協力｜筑波大学
 
展示内容：第37回全国大学版画展受賞者30名中28名が参加し、受賞作
品22点、新作 6 点、及び小作品展16点を展示した。
出品者名：赤本啓護、安齋歩見、伊勢村美幸、市野悠、伊藤学美、上

田裕子、大場咲子、長田奈緒、北村早紀、邱桂欄、斉藤思帆、鈴木冨

美子、武田典子、田島恵美、谷口典央、鳥取花奈、中村花絵、中村美

穂、ニエトアルベルト、西村沙由里、根本佳奈、畠山美樹、平田彩乃、

藤田典子、増田奈緒、三浦友里、宮田真有、横山麻衣（以上28名）
来場者数：414名
レセプション：出席者約40名
販売実績：受賞作品 2 点、小作品 7 点（担当：文房堂）

 

主旨

　本展の主旨は、版画表現の啓蒙と普及、特に新人作

家である受賞者の作品を紹介することにある。版画普

及活動の場として、歴史のある文房堂ギャラリーを無

償でお借りして、上記目的のもとで、受賞作品・小作

品の展示・販売を行った。

展覧会までの準備

　今回より本展の担当を筑波大学が行うことになった。

前回まで担当された明星大学の渋谷和良先生、太田敦

子さんから業務内容について丁寧に引き継ぎを行って

  報告   

「第７回大学版画展受賞者展」報告
― 第37回全国大学版画展受賞者による作品展 ―

筑波大学

田島直樹

頂いた。その後まず、展覧会事務局である女子美術大

学より、受賞者のデータ一覧を送付して頂き、各受賞

者へ出品依頼を行った。次に、町田市立国際版画美術

館に収蔵される前に撮影された受賞作品の画像データ

を、版画学会事務局の愛知県立芸術大学より送付頂き、

DM・ポスターの作成を進めた。皆様の迅速なご対応・

ご協力で滞りなく作業を進めることができました。ま

ずもって御礼申し上げます。

搬入・展示・搬出

　搬入・展示・搬出について、以下のようなスケジュー

ルで作業を行った。

・7 月 8 日（月）搬入・開梱作業（文房堂）

・7 月 9 日（火）展示作業（筑波大学教員・学生）

・7 月24日（水）撤去作業（筑波大学教員・学生）

・7 月25日（木）東北芸工大へ発送作業（文房堂）

　展覧会会期中に、作品の紙が剥がれて落下するトラ

ブルや、展示替えが必要な作品がある等、若干のハプ

ニングはあったものの、何とか無事に会期を終えるこ

とができた。

レセプション

　7 月13日（土）の17：00より、展覧会場においてレセ

プションが開催された。関東圏を中心に、京都・大阪・

福岡等、遠方から駆けつけた16名の出品者と、9 名の

大学教員を含めた約40名の出席者により賑やかに執

り行われた。

　小林敬生版画学会会長にご挨拶頂いた後、16名の出

品者による作品解説があり、大学教員だけでなく、学

生や一般の方々からも多くの意見や感想・質問が寄せ

られ、大変充実した内容となった。

展覧会の現状と今後の改善点について

　次年度については、DM・ポスターの印刷部数や、

送付先・送付する時期等について、ニーズに合わせて

予算に無駄が出ないよう再検討を行いたい。また、来

場者との交流の機会を増やすべく、出品者に可能な限

り会場当番を呼びかけてみたい。

　最後に、会場を提供してくださった文房堂の皆様に

は、本展の広報活動から搬入・搬出及び展示作業に至

るまで大変お世話になった。この場をお借りして御礼

申し上げます。
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■展覧会概要

｜展覧会名｜「版画の断層－ 1 」

｜会期｜2013年 9 月26日 （木）～10月12日 （土）

｜会場｜東北芸術工科大学本館 7Ｆギャラリー

｜主催｜東北芸術工科大学／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37回大学版画展受賞者作品（27名、27点）
出品者名：赤本啓護、安齋歩見、伊勢村美幸、市野悠、伊藤学美、

上田裕子、長田奈緒、北村早紀、邱桂欄、斉藤思帆、鈴木冨美子、

武田典子、田島恵美、谷口典央、鳥取花奈、中村花絵、中村美穂、

増田奈緒、根本佳奈、畠山美樹、平田彩乃、藤田典子、三浦友里、

ニエトアルベルト、西村沙由里、宮田真有、横山麻衣（順不同）

2．東北版画（40名、52点）
　東北芸術工科大学：12名、24点（詩画集、版画集）
　山形大学：5 名、8 点
　宮城教育大学： 3 名、3 点
　東北生活文化大学：17名、17点（Tシャツコレクション）

3．特別展示 大学版画展歴代受賞作品
　’ 76年～ ’ 81年（11名、11点）
　作者名（敬称略）：黒田茂樹、丸山浩司、若生秀二、松島順子

　栗田政裕、鹿取武司、出原司、高原斉、三塩英春、木村繁之

■総計90点展示　　会期中入場者数：463名

趣旨

　本展は全国大学版画展受賞者作品を中心に山形近隣

  報告   

「第 7 回大学版画展受賞者展」山形巡回報告
「版画の断層－ 1 」

東北芸術工科大学

若月公平

4 大学との併設展示として前年度までの展覧会名「版

画の断面」を「版画の断層」と改名した第一回目の展

覧である。同時代の学生作品で表現のバリエーション

や地域的差異を見渡すこれまでの平面的視点に加え、

特別展示の大学版画展歴代受賞作品を展示することで

時代・時間的視点の断層を提示することを目的とした

ものである。参加する学生へは時代の変遷による表現

の違いや技法技術の発展の認識を促す制作上の啓蒙的

ねらいと、鑑賞者へは版画の発展展開を俯瞰図的に観

て頂く展示とした。

展示について所感

　会場は受賞者作品の高度な技術を伴った大作を中心

に版画集小品やTシャツなど、版画が持つ幾つかの側

面を見せながら僅か11点ではあるが、町田市立国際版

画美術館より貸出いただいた約35年前の歴代受賞作

品が並ぶ展示となった。受賞作品が林立する中、A4サ

イズの24枚の版画集作品は森の中で群生する小さな

茸のようであり、17枚のTシャツは可憐なタンポポ畑

のようであり目を楽しませてくれるものであった。と

りわけ11点の歴代受賞作品は小さいながらも積んだ

歴史の風格を備えた古木が佇む様相であった。

　やはり現代の学生作品と35年前の作品が並ぶこと

で嫌を無く浮かぶ差異は歴然で、旧作をノスタルジッ

クに捉えるか、批評的見地を持って現在の作品を評価

するかでその認識は分かれるであろう。

　現作は当然、技術的進歩による洗練された画面、プ

リントされたモノとしての存在感はサイズの点も含み

圧倒的であり、他者を寄せ付けない作者の内面的独白、

ある意味自己主張の顕在が表現の多様性と映るかのご

とく強さが感じられた。一方、古木である旧作は、技

術的には素朴であり画面が発する主張は穏やかで、技

術的にも表現することにも葛藤を抱え、また未成熟な

がらも社会的メッセージを含み精神の発露として鑑賞

者へのコミュニケーションを求める意識が感じ取れた。

　旧作をノスタルジックと一蹴するのも、現作の情緒

的一方通行的吐露を現社会の現象と捉えるのも容易で

あるが、大学の教育現場で版画技術の絵画的あり方や

表現と版画技術の関わり方を、双方の差異を題材にし

て学生たちと接しながら如何に読み解くのか、今後の

課題となる展示であった。
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事務局報告

　学会名称が版画学会へ変更された今年度から事務局

を担当することとなりました。小林会長指示のもと、

有地副会長を中心とした検討委員による協議を重ね、

専門委員会の内容と運営委員の改選方法を主に、会則

の細則と新しい学会組織図の策定を進めてきました。

12月の定期総会では、これらの案件が承認され、版画

学会の会則、細則、組織図が成立し、新たな学会の体

制が整いました。この詳細な内容につきましては、版

画学会HPにてご確認下さい。今後、数年をかけて運

営委員の改選が行なわれます。より幅広い人材を求め、

学会の更なる展開を目指して版画学会への名称と体制

変更が行われました。今後この思いが実を結びますよ

う会員皆様の更なるご協力をお願い申し上げます。

　また例年に引き続き、学会誌へのご支援を頂いた新

日本造形様、受賞者展開催にご協力頂いた文房堂様、

全国大学版画展を主催して頂いた町田市立国際版画美

術館様と担当して頂いた学芸員の藤村拓也様に、この

場をお借りして厚く御礼申し上げます。

事務局長　生嶋順理

平成25年度版画学会定期総会議事録

日時：平成25年12月 7 日 （土）12：15～13：30

会場：町田市立国際版画美術館　講堂

出席92名と委任状148名、合計240名により会員総数

399名の過半数を越え総会は成立。

・会長挨拶（多摩美術大学　小林敬生）

・平成25年度運営委員会の報告

報告

1．会員動向

　名誉会員 2 名、新入会員17名、退会 2 名の承認。

　・名誉会員（2名）

　　藤井久栄（個人）、木村希八（個人）

　・新入会員（17名）

祖父江建樹（高知県立山田高等学校）、田中政一

（佐渡版画村美術館）、大桃一浩（佐渡版画村美術

館）、沼田英子（横浜美術館）、猿渡紀代子（横浜

美術館）、山下淳子（個人）、向山富士雄（山梨県

立美術館）、鈴木修一（個人）、三瓶光夫（個人）、

大塩紗永（個人）、桑原規子（聖徳大学）、奥村泰

彦（和歌山県立近代美術館）、宮田雪乃（京都市立

芸術大学）、伊藤学美（京都市立芸術大学）、矢島

与萌（愛知県立芸術大学）、吉永晴彦（武蔵野美術

大学）、川上幸ノ介（倉敷芸術科学大学）

　・退会（ 2 名）

　　渡邉早苗（明星大学）、岡本玄介（個人）

2．第38回全国大学版画展展覧会報告（武蔵野美大学　

高浜利也）展示報告：53校、254名出品。搬入陳列

報告。ポスター、はがき、印刷等の報告。

3．学生作品販売（東京藝術大学　三井田盛一郎）

昨年度から42名減、167作品減。作品がリスト順に

並べられていない、使用する袋が違う、サイズオー

バー、同じ作品出品時等の注意。販売当番校への業

務指導願い。各大学担当者に学生への指導願いと連

絡先の確認。

4．大学版画展受賞者展報告（筑波大学　田島直樹）

会期：平成25年 7 月10日 （水） ～23日 （火）

会場：文房堂ギャラリー（東京・神田）

出品数28点、小作品16点。来廊者414名。作品 2 点、

小作品 7 点販売。今年度から文房堂が会場受付アル

バイト代負担が生じたため、次年度出品者に会場当

番を呼びかけるなど検討が必要。

5．全国大学版画展第 7 回受賞者展山形巡回＆東北版

画「版画の断層－ 1 」報告（東北芸術工科大学　若

月公平）

　会期：2013年 9 月26日～10月12日

　会場：東北芸術工科大学本館 7Ｆギャラリー

受賞者展27点、歴代受賞者作品11点、東北版画52点。

入場者数463名。

6．版画学会誌43号編集経過報告（東北芸術工科大学　

若月公平）

7．版画学会細則について（日本大学芸術学部　有地

好登）細則「専門委員会について」「運営委員の改選

について」が承認された。学会組織図の承認。（詳細

内容は学会HPにて参照）

8．版画学会 次期会長、副会長について

次期会長に有地好登（日本大学芸術学部）氏が推薦

され承認された。副会長は後日会長が指名。

9．「版の時間」報告（愛知県立芸術大学　倉地比沙支）

10．収蔵賞の投票について

1 人20票（ 1 大学最大 4 名まで）

　　　　　　 以上
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編集後記

　今号は、国内の学術的、技法論的内容を控え、『遺伝

子「版画・HANGA」世界を巡る』を特集し、時代と

地域をまたいだ版画の事象的紹介内容といたしました。

　ゲスト論文のケンダール H.ブラウン氏には、本来

の論文を本誌紙幅に合わせ割愛してまとめる形の執筆

をご快諾頂き、加え面倒な翻訳の任を日本人である奥

様が当たられたこと、お二人に深く感謝申し上げます。

版画の遺伝子を授かった現代の我々日本人が知るべき

貴重な論文を掲載することが出来ました。

　世間ではiPS細胞、STAP細胞と万能細胞なるものが

話題になっています。版によって写し取る、この単純

明快な行為は、この万能細胞に置き換えることはでき

ないでしょうか。「版画」というシンプルな行為を核に

して人が何かを表現しようする精神が作用します。技

法が生み出され、材料が発明され、そのハードウェア

になるものと表現者のソフトウェアである概念とが共

に作用し合い、数多の版画とする表象が出現していま

す。版の概念を如何に美術の形に作用させるか、版を

持って表出されたモノが美術の中で如何に作用するの

か、ベクトルの差異はあれども、「版画」を核にする細

胞分裂の営みと言えます。アメリカ、フランス、イギ

リス、アジア、各国の文化土壌で培養された「版画」

による現れの多様性は特集の寄稿文で紹介された通り

です。

　版画学会の役目は「版画」の在りように対する学究

的姿勢に加え、その作品を生み出す資質の前身になる

小・中・高校の美術教育のフィールドにも「版画」の

遺伝子を如何に着床させるか、次代の研究課題も残り

ます。また、材料研究、画廊等の発表形態や制作と流

通など研究範囲は広がります。本誌は、その時間と労

力を要する活動の一躍を担うものです。

　寄稿いただいた皆様には多忙な中、貴重なお時間を

割いて執筆頂き誠にありがとうございました。お蔭様

で密度ある学会誌となりました。また、編集に携わっ

て頂いた、中村、平垣内、八木、大堀、各氏のご苦労

に感謝します。

　末尾になりましたが、当初より学会誌発行にご理解

と助成をいただく新日本造形株式会社様に深く感謝を

申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若月公平
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