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花の絵の系譜の読解的鑑賞

―ヒューホ・ファン・デル・フース「ポルティナーリ祭壇画」と
尾形光琳「燕子花図屛風」の東西比較を含む鑑賞題材の提案―
◉

Seeing and Reading the Genealogy of Floral Paintings
A Proposal of a Teaching Material of Art Appreciation Including East-West Comparison
between Hugo van der Goes’ “The Portinari Altarpiece” and Kōrin Ogata’s “The Irises Screen”
◉
1

岡田匡史

Masashi Okada1

［要旨］本稿では，『中学校学習指導要領』第 6 節美術が B 鑑賞領域の指導事項とする，「美術を通した国際理解」に立脚し，
ヒューホ・ファン・デル・フース「ポルティナーリ祭壇画」，その中央図下部を彩る花の情景と，群舞的な美と壮麗さを併せ
持つ尾形光琳「燕子花図屛風」の読解的鑑賞に関する多角的検討を試みる。その際，前者では，キリスト教図像学に基本則る
図像学的読解を適用した読み取りを確認し，後者は，絵の背後に隠れる『伊勢物語』第九段〈三河国八橋〉に照明を当て，物
語と在原業平の歌とを絵に還流させ，言語と視覚的イメージの合一的状態から絵を読み直してみた。かかる教材研究的段階を
経，二作の読解と東西比較を主要活動に位置付ける 8 段階の授業計画を提起し，それを以て本稿の結部とした。今後の最重要
課題は，提起事項の臨床的分析であり，検証授業の実現を模索したい。
[Abstract] In this article, standing upon the idea of “international understanding through art,” that appears in the instructional subjects of
B. Appreciation of Section 6 Art in the Course of Study for Middle Schools, the author tries multifaceted investigations on the reading-based
appreciation of Hugo van der Goes’ “The Portinari Altarpiece,” especially a floral scenery that decorates the lower part of a central panel, and
Kōrin Ogata’s “The Irises Screen” that holds both waltzlike beauty and magnificence. He applies the iconographical reading method based on
Christian iconography to the way of decoding the former, and in the latter, he directs a spotlight on a hidden narrative message that is The Ise
Stories, Chapter 9 telling Yatsuhashi in Mikawa country, returns this story and Ariwaranonarihira’s poem to the painting, and rereads it
under the condition where languages are integrated with visual images. Through this stage of examining teaching materials, he proposes an
eight-stage syllabus program that regards reading two works and East-West comparison as chief activities, and then positions this planning to
the conclusive part. The most important issue to approach is to analyze his proposals clinically and he desires to realize a verification class in
the near future.
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1

はじめに

比較鑑賞用東西二作を捜した。最終的にアイリス（日本
カキツバタ

側は杜若）に絞り，アイリスで二作接合が図れた。
これまで筆者は，中軸的鑑賞対象にルネサンス期・バ

この時，読解的鑑賞が可能な点も二作選定の条件で

ロック期の西洋絵画（特に祭壇画類）を選び，日本の中

あった。その認識から，西の絵は，前々稿で題材提案も

学生を主対象に，「読解（絵を読む）」と「西洋理解（異

したヒューホ・ファン・デル・フース「ポルティナーリ

文化理解を含意）」を両輪とする読解的鑑賞に関し考

祭壇画（1475–80 年）
」
（図 1）最前景，花の場面（図 2）
，

★1

カキツバタ

察してきた 。本稿もその延長線上にあるが，日本美術

東の絵は，尾形光琳「燕子花図屛風（18 世紀）」（図 3・

の対置を新課題として定めてみた。他国文化を理解する

図 4）とした。両者，感動的実見体験

上で，自文化の特質把握が基礎を成すとの判断からで

愛読する小林賴子『花と果実の美術館』の「アイリス」

★2

ある 。

★4

があり，加えて

の項 に，東西比較例として燕子花図が載っていた点も
1

そこで，手法的には筆者が約 10 年前に提起した「キー
★3

ワード鑑賞」 に立ち還り，身近な主題として花を設け，

本授業計画の重要な動機となった。
東西比較鑑賞が入るため，論旨が複雑化する可能性が
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高いが，題材案も示しつつ，読解的鑑賞を新たな切り口

心向上を狙ってどう捌き，実質的学びを促せるかを検討

から論じ切れればと願う。

する中で，筆者が選んだのと同じ作者，光琳の最晩期作
「紅白梅図屛風」を扱う有田洋子の論文（模擬授業報告

2

先行研究（特に題材構築段階の参考資料）

と合体） を，題材構想面で参照した。二曲一双の両隻
2

間に生ずる流水の断続から接続を想像させる，有田の着
教材研究の一環で，鑑賞対象を学習者の意欲喚起・関

眼の斬新さ，発想の柔軟さから多く学べた。
読解的鑑賞の柱となる「絵と話の照応関係」や「画面
解読」の観点からは，池永真義が大阪教育大学附属平野
中学校で継続した日本美術鑑賞授業が参考となった。鑑
賞対象の明晰かつ新鮮な理解をもたらす客観的思考ツー
ルとして英語を使う観点も加わり，授業は東西文化理解
的特質も備える。「伴大納言絵巻（平安時代末期［12 世
★5

紀後半］/出光美術館蔵）」全幅鑑賞
図 1：ヒューホ・ファン・デル・フース（Hugo van der Goes）
「ポルティ
ナーリ祭壇画」1475–80 年 板，油彩 三幅対：中央パネル 253 × 304 cm/
両翼各 253 × 141 cm フィレンツェ，ウフィツィ美術館
画像出典：http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Hugo_
van_der_Goes_004.jpg

は衝撃的だった。

社会科と連携した来迎図鑑賞（池永と森永裕幸両教諭
の共同研究）も知的刺激に満ち，浄土教絵画読解が中心
主題だが，東西比較鑑賞も提起され，そこから題材開発
★6

上，有益な指標を授かった 。
美術による異文化理解的取り組み例としては，日本で
の中学校美術科授業参観やインタヴュー調査等を基盤
に，米国研究者がアメリカの中学生向けに構想した絵巻
★7

鑑賞題材からも示唆を受けた 。詳述割愛するが，選定
作品は「北野天神縁起絵巻（鎌倉時代［13 世紀］/メト
ロポリタン美術館蔵）」であり，同質性尊重 vs. 個性重視
図 2：「ポルティナーリ祭壇画（部分/中央パネル最前景の花々）」
画像出典：Margaret L. Koster, 2008, Hugo van der Goes and the Procedures
of Art and Salvation, Harvey Miller Publishers (an imprint of Brepols
Publishers), London/Turnhout, p. 54.

等，日米間の文化・慣習面の相違等にも言及し興味湧く。

3

読解基軸の東西比較鑑賞題材の提案

3-1

学習指導要領（美術）の B 鑑賞の指導事項

東西二作の読解的比較鑑賞題材の構築を目標にすると
共に，今回，『中学校学習指導要領』第 6 節美術「第 2
各学年の目標及び内容」〔第 2 学年及び第 3 学年〕2 内
容/B 鑑賞⑴の指導事項 3 点（アイウ）（表 1 参照）を関
図 3：尾形光琳「燕子花図屛風（国宝）
」江戸時代（18 世紀/光琳が法橋
に叙せられた元禄 14［1701］年頃）紙本金地着色 六曲一双屛風（右隻）
151.2 × 358.8 cm 根津美術館
画像出典：根津美術館学芸部，2015，『根津美術館蔵品選―書画編』，
根津美術館，pp. 198–199 より転載。両頁（見開き）図版を筆者が合成。

連付け得る，包括的な鑑賞題材を開発したかった。
3 点は，アが読解重視と言語活用能力・批評能力伸長
が基盤の絵・彫刻・デザイン・工芸 4 分野の基本的鑑賞
姿勢の育成，イが自然・環境と美術の調和的関係を熟考
する感性・美意識ベースのエコロジカルな鑑賞姿勢の育
成，ウが日本・諸外国の多様な美術の学びを柱とする文
化理解的鑑賞姿勢の育成というふうに縮約可能と解する。
注目箇所はアが「自分の価値意識をもって批評し合
う」，イが「美術作品などに取り入れられている自然の
よさ」，ウが「美術を通した国際理解」である。絵と言

図 4：尾形光琳「燕子花図屛風（国宝）
」江戸時代（18 世紀/光琳が法橋
に叙せられた元禄 14［1701］年頃）紙本金地着色 六曲一双屛風（左隻）
151.2 × 358.8 cm 根津美術館
画像出典：図 3 と同じ。
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語の往還的・相補的関係を模索する中で，アの達成の可
能性を考える。イについては，『中学校学習指導要領解
説 美術編』記載の日本人の季節感・自然観を映す伝統

表 1：平成 20 年版『中学校学習指導要領』第 6 節美術〈第 2 各学年の
目標及び内容〉〔第 2 学年及び第 3 学年〕2 内容 B 鑑賞⑴記載の 3 つの
指導事項
ア

造形的なよさや美しさ，作者の心情や意図と創造的な表現の工夫，目的や
機能との調和のとれた洗練された美しさなどを感じ取り見方を深め，作品
などに対する自分の価値意識をもって批評し合うなどして，美意識を高め
幅広く味わうこと。

イ

美術作品などに取り入れられている自然のよさや，自然や身近な環境の中
に見られる造形的な美しさなどを感じ取り，安らぎや自然との共生などの
視点から，生活を美しく豊かにする美術の働きについて理解すること。

ウ

日本の美術の概括的な変遷や作品の特質を調べたり，それらの作品を鑑賞
したりして，日本の美術や伝統と文化に対する理解と愛情を深めるととも
に，諸外国の美術や文化との相違と共通性に気付き，それぞれのよさや美
しさなどを味わい，美術を通した国際理解を深め，美術文化の継承と創造
への関心を高めること。
ふすま え

ウフィツィ美術館で鑑賞できる。
他方，京の裕福な呉服商雁金屋次男，尾形光琳（1658
［万治元］年 –1716［享保元］年）の本格的始動は三十
代後半。古田亮は，「『光琳』と自ら称するのは三十五歳
からで」，「一七〇一年（元禄十四），四十四歳の時に法
8

橋位を得る」 と記す。「燕子花図屛風」は叙位後少しし
9

て誕生した。つまりファン・デル・フースの召天年齢に
近い辺りで，光琳の遅咲きの画歴が始まることとなる。
根津美術館収蔵品図録には，「はじめ狩野派の山本素軒
に学んだが，のちに俵屋宗達に私淑し，その装飾性と自

びょう ぶ

的表現群の内，「和服の絵柄，襖絵や屏風，扇子」 等に
3

然観照を融合させて独自の画風を拓き」 とある。
10

着目し，特に屛風を鑑賞対象に選ぶ。そして，ウに関し

「ポルティナーリ祭壇画」が油彩賦彩の粋を尽くした

上記解説から，美術を通した国際理解とは，「各国の美

植物描出を示すのに対し，「燕子花図屛風」は金箔地に

術や文化の違いと共通性を理解し，価値あるものとして

緑青＋群青 2 種岩絵の具の没骨（輪郭筆線を用いぬ描法）

互いに尊重し合っていこうとする態度を培うこと」 と

で花と葉が表現された。しかも花群の一部に（機械的で

する基本認識を学んだ。

はないにせよ）型の反復が認められ，山根有三によると，

4

「これは宗達の金銀泥木版刷や，尾形の家業である染物
3-2 二作者の横顔・略歴と読解用選定二作

の型置に用いられる技法」 だそうである。山根はその
11

ファン・デル・フース「ポルティナーリ祭壇画」中央
図手前の花の場面に確認できる，アルバレッロ（陶製薬
★8

単純化と生命力横溢の共存状態に触れ，「この背後には
光琳の深い自然観察があった」 と洞察した。
12

壷） に活けられたアイリス 3 輪を，光琳「燕子花図屛

対極的性格を備える二作だが，前者がフィレンツェ市

風」に繁茂する燕子花と繫ぎ，提案題材では花を結節点

民，後者が京の町衆の洗練された美的感性，新たな造形

とした二作比較を試みる。

的価値観の要請により生まれた絵である面は強調したい

そこで，初めに作者と作品を粗描したい。

（ただ前者はイタリアから見れば異文化圏に属す）。

ヒューホ・ファン・デル・フース（1440 年頃 –1482 年）
はヘントで活躍した画家（画家組合親方も歴任）で，当

3-3

東西を繫ぐ主題としてのアイリス

地先輩にヤン・ファン・エイクがおり，越えるべき目標

本節では，東西比較鑑賞題材の中核的主題となるアイ

として相当意識した筈である。フランドル絵画は小振り

リスに関し，先ず内容を幾つかの観点から整理したい。

の板絵が多い中で，大画面を手掛け得る力量を具備し，

『花と樹の事典』に，アイリスとは，「アヤメ科アヤメ

マックス・フリートレンダーは彼の業績をこう評価した。

属の植物のうち，園芸種として栽培される種類の総称」

「ヒューホー・ヴァン・デル・フースは，エイクの絵

とある。これに基づき，本稿でも総称的花名としてアイ

画芸術に翼を与え，広い空間を覆うに十分なほど柔軟

リスを使う（「膨大な数の園芸品種がある」 とも指摘）。

なものにした。構想と描画法をはじめ，あらゆる面で

日本名は別称も多く複雑である。菖蒲湯で使う鋭く長

13

14

の創造力が十分にある。」

い葉身の菖蒲は，アイリスとは別物。園芸的観点より球

本稿主題の花々の描写精度も最高水準を示し，フリー

根と根茎に分類され，群生地的には乾地系・湿地系が存

トレンダーは彼の精緻な観察眼と高き表現成果を踏ま

す。「何れ菖蒲か杜若」との故事成語がある位，識別困

え，「フースは，野外で自然を観察したようだ」 と推測

難な二種だが，菖蒲と綴り「あやめ」と読ませるアヤメ

した。

は，山野・庭等に咲く。これに対し，カキツバタ（杜若・

5

6

あやめ

かきつばた

晩期は不遇で，ローデ修道院で助修士となるも鬱的状

燕子花は宛字）は，沼沢・湿地等に咲く。「わら屋根や

態を克服できず，精神錯乱を経，四十代前半で逝去した。

一八咲いて橋の下（村上鬼城）」で知られるイチハツ（鳶

岡部絃三によれば，「ポルティナーリ祭壇画」は，ト

尾・一八）
，シャガ（射干・菁莪）は乾地系。花菖蒲は

マソ・ポルティナーリ（ヘント近郊ブリュッヘのメディ

湿地系だが，原種の野花菖蒲は乾地系である。

チ銀行支配人）が，「フィレンツェのサンタ・マリア・

「Iris」は虹の女神イリス（ギリシア神話）に由来する

ヌオヴァ施療院内のサン・デジディオ教会堂の主祭壇画

語で，主調的な青～紫は濃淡・色合幅広く，白・黄・山

として」，ファン・デル・フースに注文した。現在は，

吹・淡紅・臙脂・蘇芳・銅等，虹の如く花色が豊富 。

7

★9
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因に，杜若色は赤味掛かった紫を指す

★10

。複数色種の

ら選ばれたのではなく，個別的な図像学的意味（そこに

配合も形姿も様々で，シンプルな外見の花も網目模様

数・色の象徴も関与）を踏まえ，花 5 種＋麦が確定・配

（虎斑）・斑点が飾る豪奢な種類も存す。

置された点である。個々について，表 2 を参照願う。
さらに生活空間内の事物・現象に潜む信仰的メッセー

3-4

花の絵の系譜（鑑賞対象 2 点）を読む

ジの解読で先駆的成果を上げた，アーウィン・パノフス

続いて，前節で確認したアイリスが繫ぐ二作の読解的

キーが花々＋麦をどう読むかを知っておこう。彼は花群

鑑賞について検討する。そして，花を軸とする絵（視覚

一式と麦束が二系統のメッセージを放つと解し，「花々

メディア）と言語表現（隠喩や物語）の往還・相互参照

が主の受難を告げる一方で，二つの容器の背後に置かれ

が，本節主題となる。

た麦の束は，主の聖誕の地にまつわることがらにかか

絵とは点・線・濃淡・色彩・模様・形像等が総動員さ
れて成り，細部・部分・全体が有機的・調和的に組み立
てられた，
「見られる対象」である。が，
（次が重要だが）

わ」 り，「受肉と聖餐の双方に関係付けられた」 と述
19

20

べた。
花 5 種が主題的関連性を持つ歌詞を歌い，受難曲 5 声

絵とはまた各種図像に潜む意味・メッセージ・寓喩・象

部を合唱する感がある。かように図像個々の意味が入り

徴類が集まって主題を生んだり，場面が依拠する話（即

組みながら連結する過程で，イエス・キリストの降誕 →

ち語られ記録された言語テキスト）と関係付けて表現内

受難（十字架の死）→ 復活なる総括的主題が構築されて

容が熟成したりするのを楽しむ，「読まれる対象」でも

ゆくのを味わう，というのが絵を読む体験の中核となる。
さらに情報的密度濃きアイリス 3 輪に注目しよう。最

ある。この点を学習者に理解して貰いたい。
選定作品二作は，読解的アプローチが異なるため，初

も背の高い青紫の花は，聖母の濃紺のガウンと一体化す
テオトコス

る程，近接する所に位置する。ここが神の母の権威を発

め個別に，続いて総括的に説明したい。
（1）
「ポルティナーリ祭壇画」花の場面の図像学的読解

散する。悲哀を表す紺系は葬儀と連関し，聖母は喪服を

初めに花言葉を整理する。アイリスは一般に「善」 。
15

ピエタ

まとうと解すと，降誕は哀悼に場面転換しよう。隣接 2
ヴァージニティ

イ ノ セ ン ス

他に「『メッセージ』，『吉報』，『優しい心』」 もそうで

輪（聖母子を表す？）は白く，純潔性・罪の無さの象徴

ある。「はなびらの垂れて静かや花菖蒲（高浜虚子）」と

となる。3 輪を結ぶとできる逆三角形は，同型を成す聖

詠われ，美麗な容姿が愛でられる花菖蒲は「美」 ，ま

母の祈りの手と呼応しつつ，三位一体に昇華する。先端

たは「優雅」 である。群生シーンの画像を背に，身近

鋭利な葉は剣と似，シメオンの預言（ルカ 2:35）を想起

な花言葉を授業導入時に使えば，学習者は親しみ覚え，

させる。こうしてイエスの降誕・受難・贖罪・救済の奥

これから始まる鑑賞学習に興味湧くであろう。

義が重層的に伝達される。

16

17

18

このアイリスを含め，「ポルティナーリ祭壇画」中央
図最前景を飾る花々を先ず確認しておきたい。花は，
ユ

リ

百合（姫百合？），アイリス

★11

オダマキ

スミレ

，苧環，菫，カーネーショ
★12

ンの計 5 種描かれ，植物系モチーフとして麦も加わる

。

ここで大切なのは，それらが画家の園芸趣味的観点か

裸の嬰児が画面中央に仰向けに寝かされる中央図は降
誕祝賀と祈りの場面だが，歓喜より厳粛が勝る。マリア
が着るガウンの濃紺が悲嘆を増幅し，花々が各位置で受
難を歌い出すと，場面は一転，死が基調となる。しかし，
短調が長調に変わる如く，一粒の麦が，死への勝利，即

表 2：花・植物の解釈一覧（「ポルティナーリ祭壇画」中央パネル）
* 岡田匡史，2015，「ヒューホ・ファン・デル・フース「ポルティナーリ祭壇画（1475–80 年）
」鑑賞のための 3 種類のアプローチ―自由解釈，テキ
スト準拠型鑑賞，図像学的読解」『美術教育学―美術科教育学会誌』，36，p. 112 より転載（一部修正加除）。
百合（ユリ）：緋，2 輪。
アイリス（和名：アヤメ・花菖蒲・杜若
［カキツバタ］etc.）：紫紺と純白，3 本。
苧環（オダマキ）：濃青，7 輪。

聖母マリア。受難（磔刑時の贖罪［代価・自己犠牲による罪の帳消し］）の血。永遠の命（不滅）。
悲哀の聖母（マーテル・ドロローザ）
。心臓を貫く剣（関連テキスト＝ルカによる福音書 2:35）
。純潔。天上の元后（レジーナ・チェ
リ）とも連関。
鳩（距が嘴，萼が翼の膨らみと似る）→ 聖霊。悲嘆。哀悼。聖母の 7 つの悲しみと喜び。

カーネーション（撫子［ナデシコ］）
：深紅， 磔刑（十字架）：釘型の丁字（クローブ［香料］）と匂いが似る。御子の受肉（←ラテン語『caro/肉』が花名の語源［原種が肉色
3 輪。
だから］）。
菫（ ス ミ レ ）： 白（3 枚 ）， 青（17 枚 ），
謙遜（俯いて咲く可憐な花の属性/メシアの実質）。死・受難（状態が示唆）。神への従順。穢れなさ＋三位一体。
地面に撒き散らされた状態。
パン→キリストの体。イエス自身。受肉・托身（神が肉［＝人間］となって降誕）。聖餐（関連テキスト＝ヨハネによる福音書 6:41
麦穂（麦束）：黄金色，仰臥姿のイエスと 〈イエスが「わたしは天から降って来たパンである」と言われた［後略］〉）。犠牲と復活（関連テキスト＝ヨハネによる福音書
12:24〈はっきり言っておく。一粒の麦は，地に落ちて死ななければ，一粒のままである。だが，死ねば，多くの実を結ぶ。〉）。
並行関係を成す。
降誕地ベツレヘム（原義が「パンの家」）。
藁（ワラ）：地面にあちこち散る。
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花の絵の系譜の読解的鑑賞

黄金の線（光の比喩/関連テキスト 1 ＝ヨハネによる福音書 8:12〈イエスは再び言われた。「わたしは世の光である。わたしに従
う者は暗闇の中を歩かず，命の光を持つ。」〉/ 2 ＝ヨハネによる福音書 9:5〈わたしは，世にいる間，世の光である。〉）。

ち復活（永遠の命のイメージ）へと鑑賞者を導く。そこ

を構成した」 と説く。光琳には板橋を付加した姉妹編

を学習者（日本の中学生）に摑んで貰えたら嬉しい。

的大型屛風もある。「八橋図屛風（メトロポリタン美術

図像学的解釈のリレーが織り上げる主題領野は広く，
自由解釈の主体的参入により作品把握が一層進展できる。
（2）
「燕子花図屛風」のテキスト準拠型鑑賞

24

館蔵）」（図 7）がそうだ。「八橋蒔絵螺鈿硯箱（18 世紀/
★14

東京国立博物館蔵/国宝）」

も同種発想による。授業で

はこれらを参考作例としたい。

さて，「燕子花図屛風」の読み方は上記とは異なる。

燕子花は物語喚起装置と解せる。が，物語を知ってお

ここで適用すべきメソッドとは，絵が依拠した話を画面

らぬと本装置は発動せず，燕子花が現前するだけで，絵

に還流させ，イメージ・テキスト間の相互交流を礎に絵

を読む醍醐味を味わえなくなる。よって，この場合は，

を読み解くテキスト準拠型鑑賞である。

当該節の国語科に倣う学び（延いては国語・美術両科の

尤も「ポルティナーリ祭壇画」中央図の中心主題たる

合科的連携）が要請されよう。

キリスト降誕を理解するには，ルカによる福音書 2:1–7

一節には，「か・き・つ・ば・た」五文字を句頭に配

（図 5 参照）が予備知識として要請される。一見唐突な

す折句（表 3 参照），「唐衣着つつなれにしつましあれば

右端に集う男達も，羊飼いと天使の話を綴る，続く 8–20

はるばるきぬる旅をしぞ思ふ（在原業平）」が登場する。

を読むと合点が行く。その詳細は拙稿

21

を参照願う。

「燕子花図屛風」を前に（特に実物に対峙するなら），

ここに到る時，沼沢地の長閑な拡がりの内に，燕子花が
1 本鮮烈に出現する様が脳裡に浮かぶ。そして，その想

観者は光琳の意匠感覚の冴えや絵筆の統御能力の高さに

像的視覚像を媒介に歌が絵の内に溶け始め，燕子花しか

圧倒され，中学生も同質的感慨を抱くであろう。琳派研

ない画面に『伊勢物語』第九段の情景が見え始める感覚

究の碩学，山根も，「花も葉もまことに颯爽としており，

が誘われる。前川誠郎は，当事情に関し，「技巧の限り

開放的で，単純明快な美に輝く」 と誉め，型も使う花

を尽した在原業平の歌が，物語性を一切排除した画面の

群の「繰りかえしが軽快な構図のリズムを増幅し，金・

奥に在って，私たちはこの燕子花を三河のくに八橋のほ

緑青・群青の色彩のリズムと唱和して，花の一大円舞曲

とりに咲いている花として理解する」 と記す。

22

を奏でているのはみごとというほかない」 と絶讃した。
23

造形美ベースの視覚的享受を終局地とする鑑賞もあろ
う。が，本稿が目指すのは，絵を独立的に扱う絵画鑑賞
でなく，背景に隠れた話が絵と嵌入し合う立体的な読解

25

絵と話を繫ぐ道筋が八橋の水流 8 本の如く伸び始め
る。この体験的総体が本鑑賞授業の学習成果となると考
える。
本節最後に，前述の『伊勢物語』第九段〈三河国八橋〉

的鑑賞である。知られる通り，「燕子花図屛風」は『伊

の場面を極少要素で表す仕方が，光琳も得意とした染織

勢物語』第九段〈三河国八橋〉の一節を想源的典拠とす

分野と関わりの深い点も指摘しておきたい。

る。よって，本節把握も絡めた絵の堪能の仕方を考察し

振袖・能装束・歌舞伎衣裳等は文様の宝庫である。禽

たい。
★13

当該節概略を先ず示す（全文は図 6 参照） 。京から
武蔵国に向かう男が，旅の途次，三河国（現愛知県西部）
の八橋（水流に沿って板橋を八つ架けた沼沢地）で，燕
子花の魅力的群生を眺め，歌を詠み，妻を思慕し，望郷
の念募り，涙する話である。が，絵には旅人も水辺風景
も板橋もない。光琳は描写要素を切り詰めた。山根は当
事情を踏まえ，「この屛風では主題の一つである橋を
いっさい省略し，花の群の大小・疎密・高低のみで画面

そのころ，皇帝アウグストゥスから全領土の住民に，登録をせよとの勅令が出
た。これは，キリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民
登録である。人々は皆，登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフ
もダビデの家に属し，その血筋であったので，ガリラヤの町ナザレから，ユダ
ヤのベツレヘムというダビデの町へ上って行った。身ごもっていた，いいなず
けのマリアと一緒に登録するためである。ところが，彼らがベツレヘムにいる
うちに，マリアは月が満ちて，初めての子を産み，布にくるんで飼い葉桶に寝
かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。

図 5：
「ルカによる福音書」
2 章 1–7 節
（
『新約聖書』
［新共同訳，pp. 52–53］
）
* ファン・デル・フースが描く降誕図の依拠記事（他に聖女ビルギッタ
の瞑想記録，『ヤコブの原福音書』，『黄金伝説』も参照）。

昔，男ありけり。その男，身をえうなきものに思ひなして，京にはあらじ，東
の方に住むべき国求めにとて行きけり。もとより友とする人，一人二人して行
きけり。道知れる人もなくて，まどひ行きけり。/三河の国八橋といふ所にいた
りぬ。そこを八橋といひけるは，水ゆく川の蜘蛛手なれば，橋を八つ渡せるに
よりてなむ，八橋といひける。その沢のほとりの木のかげに下りゐて，かれい
ひ（乾飯［筆者補記］）食ひけり。その沢に，かきつばたいとおもしろく咲き
たり。それを見て，ある人いはく，「かきつばた，といふ五文字を句のかみに
すゑて，旅の心をよめ」と言ひければ，よめる。/唐衣（からごろも）着（き）
つつなれにしつましあればはるばるきぬる旅（たび）をしぞ思ふ（四角囲い：
筆者）/とよめりければ，皆人，かれいひの上に涙落としてほとびにけり。

図 6：『伊勢物語』第九段（東下り）序盤〈三河国八橋〉
* 尾形光琳「燕子花図屛風」の想源。四角囲いの五語を繫ぐと，「かきつ
はた」が出現（折句）。鈴木日出男，2013，『伊勢物語評解』筑摩書房，
pp. 32–34 より転記。

図 7：尾形光琳「八橋図屛風」宝永 6（1709）年以降 六曲一双屛風
各隻 163.7 × 352.4 cm（含額装：各隻 179.1 × 371.5 cm）ニュー
ヨーク，メトロポリタン美術館
画像出典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/
Yatsuhashi-zu_By%C5%8Dbu_by_K%C5%8Drin_Ogata_%28171-14%29.
jpg
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表 3：「かきつばた/IRISES」を詠み込む折句（acrostic）の日英比較
（翻訳：ジョン T. カーペンター）
* 句頭の五語が連結し，「かきつばた/IRISES」を成す。
㊧『伊勢物語』第九段序盤〈三河国八橋〉収載の在原業平の歌
㊨出典：メトロポリタン美術館 HP，http://www.metmuseum.org/toah/
works-of-art/53.7.1-2/
（2016 年 9 月 3 日アクセス）
からごろも
きつつなれにし
つましあれば
はるばるきぬる
たびをしぞおもふ

- 在原業平

I wear robes with well-worn hems,
Reminding me of my dear wife
I fondly think of always,
So as my sojourn stretches on tabi
Ever farther from home,
Sadness fills my thoughts.
-Trans. John T. Carpenter

図 8：〈受胎告知〉「ポルティナーリ祭壇画」閉扉状態
画像出典：Margaret L. Koster, 2008, Hugo van der Goes and the
Procedures of Art and Salvation, Harvey Miller Publishers (an imprint
of Brepols Publishers), London/Turnhout, p. 67.

獣魚介蟲類から花・植物・風景的要素，日用品類まで図

な語意複数の錯綜的連鎖の内に多角的・自律的に進む側

案化され，古典文学と連なる文様も数多い。その中に限

面は，3-4 ⑴で検討した「ポルティナーリ祭壇画」花の

定的モチーフで原典を連想させる文様がある。並木誠士

場面の図像学的解釈と近似する。敷衍すると，多種要素

監修『日本の伝統文様』では，その類を「留守文様」と

の理解が有機的に結び付き合う中で，トータルな主題理

呼び，
「たとえば『源氏物語』では，御所車と夕顔で「夕

解が多角的に進む点が両者の特質と認識する。

顔」の砧を，紅葉と太鼓で「紅葉賀」の砧を，『伊勢物
語』では，八橋と燕子花で第九段を暗示させる」 と説く。
26

4

8 段階で構成する授業計画

吉兆紋初め，文様にも図像学的体系が認められる。設
定次第では，図像学的読解を敷く鑑賞授業も可能である。
（3）二作の類似点・相違点と比較鑑賞
東西比較は読解面・形式面の二方向で行うが，本稿で
重点的に論察したのは前者なので，初めに形式面を補う。

構想した題材は，東西二作比較鑑賞を中心に置く計 8
段階で成るよう設計した。
授業は，

1

概要説明 →

ングアップ）→

3

2

簡単な表現活動（ウォーミ

予備的鑑賞 →

4

東西比較鑑賞 1（形

東西比較鑑賞 2（読解的鑑賞）→

「ポルティナーリ祭壇画」は折畳式三幅対で，画布＋

式面）→

木枠の通常の様態と異なり，パネル 3 枚を蝶番で留め，

の総括 →

両翼が観音開きとなり，閉扉時は壁龕設置像と見紛うグ

動概略は時系列で整理した図 9 で補足願う）。

5

7

拡大的鑑賞 →

8

6

二作鑑賞

補足（制作課題）と進む（活

リザイユの聖告図（図 8）を披露する。高さ約 2.5 m，

入口でアイリスを調べ植物学的見地から理解を深め

開扉時横幅は 6 m 近くまで達し，物質的在り様が強烈だ。

る。その後，いきなり鑑賞に入らず，通学路の道端，公

「燕子花図屛風」も負けておらず互角の存在感を示す。

園，校内花壇，近隣菖蒲園等に咲く花の簡易な観察彩描

高さ約 1.5 m，六曲一双全長は 7 m を優に越す。計 12 扇

を試みる（当時期，美術室には活け花を飾りたい）
。続

がジグザグ型に聳える様は圧巻だ（本作も通例的ディスプ

いて身の周りにアイリスをあしらう美術工芸品類がない

レーを逸脱）
。金箔地に大振りの花と葉が達者な筆捌きで

か調べ，見付けた品々を一覧化させる。因に，花札「菖

勢いよく出現した時の臨場感が今も力強く伝わってくる。

蒲に八橋」も『伊勢物語』第九段〈三河国八橋〉を踏ま

上記規模的壮大さと花の対照は，両作共通の特徴だ。

える。源がアイリスか百合で二説ぶつかる「フルール・

形式面と関わる他事項については，図 9 に示す授業計

ド・リス（王権的象徴）」もこの機に取り上げたい。

画 8 段階第 4 項を参照願う。
意味連合的働きによるイメージの総合的構築を補足し
ておく。3-4 ⑵に接続する特質をここでは扱う。
片桐洋一は，業平が歌を作り込むのに駆使した修辞技
法を 4 項目に括り，「①折句―か・き・つ・は・たの五

次段階で東西二作比較（パート 1：形式面/パート 2：
読解的鑑賞）に入る。パート 2 は，二作共，自由解釈で
弾みを付け，「ポルティナーリ祭壇画」は図像学的読解，
「燕子花図屛風」はテキスト準拠型鑑賞を主に読解を進
める。続く段階で，両学習成果を交叉・統括。

文字を句の頭に詠み込む。②枕詞―「韓衣」（衣の美称）

次に拡大的鑑賞段階に入る。ここは西洋と日本の関連

が「きつつ」の「き（着）
」にかかる。③縁語―「衣」の

参考作例鑑賞で構成する（示範諸例は図 9 で確認願う）。

縁で，「着る」「萎る」「褄」「張る」が縁語関係にある。

アイリス他，陶製壺・花瓶に活けた多種切り花を見事

④掛詞（懸詞）―「馴れ―萎れ」「妻―褄」「遥々―張々」

に描く，ヤン・ブリューゲル（父）の花卉画は必見と認

「来―春」を掛ける」 と解説した。
27

詩想の具体化や詠まれた場面の顕現が，上に見るよう

94

花の絵の系譜の読解的鑑賞

識する。特に小林が，「ともあれ，全部で五八種類あま
り，変種や色の違いを入れれば七二種に上る花を，青と

1．〔概要説明〕
花の絵の系譜の東西比較，共通主題としてのアイリス（燕子花［カキツバタ］）に関し概述。
時間的余裕があれば，アヤメ類（アヤメ科アヤメ属多年草諸種）を図鑑・事典類またはインターネットで調べる。
2．〔簡単な表現活動（ウォーミングアップ）〕
｛素描・淡彩課題｝時期的には 5 月，校庭・花壇（可能なら公園・通学路）等に咲くアヤメ類を観察し，鉛筆・色鉛筆・筆ペン・水彩絵の具等でスケッチ。
3．〔予備的鑑賞〕
日本の中学生の観点から，アヤメ類をあしらう身近な作品例を見付ける（教師からも例示）。
花札から 5 月の花「菖蒲（アヤメ）」の札計 4 枚（中でも板橋が加わる〈菖蒲に八橋〉），また，公家の伝統的家紋から杜若紋諸例を提示。
西洋で有名なアイリス（百合と解す立場もあるが）を象った紋章，「フルール・ド・リス」も参照。
4．〔東西比較鑑賞1（形式面）：ヒューホ・ファン・デル・フース「ポルティナーリ祭壇画」vs. 尾形光琳「燕花子屛風」〕
折畳式祭壇画（三幅対）vs. 屛風（六曲一双）の仕組・構造を知る。
・左右両翼の観音開きによる開扉（表画）・閉扉（裏画）両状態の交替
・紙製蝶番による接扇（画面連結）とジグザグ型展示
共通主題「アイリス＆燕子花」を柱に，写実主義的様式 vs. 装飾的様式，細密描写 vs. 図案的簡略化の花の絵の二様態を楽しむ。
画材的特性に着目し，彫塑的陰影賦彩・材質感再現に優れる古典的油彩技法 vs. 金箔地に岩絵の具（群青・緑青 2 種）を膠液で溶き塗る仕方を知る。
5．〔東西比較鑑賞2（読解的鑑賞）：花の絵を読む〕
花の意味を考える（花言葉から入るのも一案）。
花の絵の言語的背景を知り，絵と言語の相補・連携・協働的関係の面白さに気付く。
「ポルティナーリ祭壇画」中央図最前景に登場する花々（アイリス含め計 5 種の花）の意味（キリスト教図像学的解読）を学ぶ。
想源となる 2 種テキスト，『新約聖書』「ルカによる福音書」2 章 1-20 節 vs.『伊勢物語』第九段（東下り）序盤〈三河国八橋〉を知る。
6．〔二作鑑賞の総括〕
1. ～ 5. 各段階で得られる学習成果をポートフォリオで整理・蓄積・構造化する過程を経て後，ワークシートに東西二作に関する感想・意見を書く。
記述内容を基に発表し合う時間を設ける。
7．〔拡大的鑑賞〕
東西のアヤメ類を基調とする造形表現を堪能する。
・西洋の作例：ヤン・ブリューゲル（父）の花卉画，ゴッホのアイリスの絵（サン＝レミ療養期），パット・ステア「夜の聖歌」連作（1970 年代初頭）
・日本の作例：光琳の「八橋図屛風（1709 年以降）
」と「八橋蒔絵螺鈿硯箱（18 世紀/木製漆塗［蒔絵＋螺鈿］/国宝）
」
，酒井抱一「五月 燕子花に鷭図（1823［文政 6］年/
十二ヶ月花鳥図/宮内庁三の丸尚蔵館蔵）」，葛飾北斎「諸国名橋奇覧/三河の八ツ橋の古図（1831 年頃）」，「流水杜若模様振袖（19 世紀/女子美術大学蔵［鐘紡旧蔵］）」，
「薄浅葱縮緬地杜若八橋模様染縫小袖（江戸時代/国立民俗歴史博物館蔵）」，佐竹曙山「燕子花にナイフ図（18 世紀/秋田市立千秋美術館蔵）」，燕子花をあしらう本家
西尾八ッ橋（京都）『チョコレート八ッ橋』紙箱（パッケージ・デザインの例）
8．〔補足（制作課題）〕
｛ポスター課題｝例えば全国市町村あやめサミット連絡協議会関係首長会議開催記念行事ポスターを制作する。

図 9：8 段階の授業計画（鑑賞題材『見よう！読もう！東西の花の絵』）* 想定対象：中学生

黄色の補色関係を巧みに利用しつつ，扇状に整えた」

28

と書く，「アイリスのある花束（1606 年頃/ウィーン美
★15

術史美術館蔵）」（図 10）

は必ず紹介したい。

日本からは，尾形光琳「八橋図団扇（江戸時代/畠山
記念館蔵）」，尾形乾山「八橋図（江戸中期/文化庁蔵）」
等も加え，『伊勢物語』第九段〈三河国八橋〉を使う琳
派系譜諸作を集中的に提示したい。
表現領域との連接を考慮し，締め括りに菖蒲祭開催ポ
スター制作を補足的に設けてみた。

5

まとめ

図 10：ヤン・ブリューゲル（父/Jan Brueghel der Ältere）
「アイリスの
ある花束」1606 年頃 板，油彩 51 × 40 cm ウィーン，美術史美術館
画 像 出 典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Jan_
Bruegel_%28I%29_-_Bouquet_of_Flowers_in_a_Ceramic_Vase.jpg

また，アイリスをキーワードに美術工芸諸分野・各種
デザイン・建築等を繫ぎ，それらで一通り連結鑑賞を行っ

「美術を通した国際理解」の理念を咀嚼し，異文化・
自文化間の違いを認める寛容な態度も培い，美術を主要

て後，上掲二作の読解・比較を行う方途も検討したい。
最大の課題は，検証授業

★16

を実施し，有効価値も問

媒介とした国際理解（本稿の場合，東西［日本⇄西洋］

題点も知り得た上で，授業内容の修正・改善に励むこと

理解）を促し得る鑑賞題材を諸観点より考えてきた。

と痛感する。実現に向け，授業計画を一層精緻化したい。

今回，題材実現を目指し選んだ学習材とは，折畳式三
幅対，六曲一双と，特異な仕組構造で成る 2 点，ファン・
デル・フース「ポルティナーリ祭壇画」と尾形光琳「燕
子花図屛風」である。両者を主幹的・共通的主題たるア
イリス or 燕子花で連結し，前者を図像学的読解メソッ
ド，後者をテキスト準拠型鑑賞メソッドを使って読む中
で，東西二作が太く多様な線で結ばれ，学習者の往還的
文化把握が熟すような下準備的教材研究を進展させた。
今後は『伊勢物語』第九段〈三河国八橋〉と似る話が
西洋にもあるか調べ，調査成果を題材構想に活かしたい。

［付記］
本研究に当たり，日本学術振興会の平成 28 年度科学研究費助成事業（学

術研究助成基金助成金（基盤研究🄒）「「美術を通した西洋理解」を推進
する読解ベース型鑑賞指導メソッドの研究と題材構築」（課題番号
JP16K04679）の援助を受けた。
［註］
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同，同頁。
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同，p. 513
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