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アルフレッド・シスレー《ルーヴシエンヌの道》（油彩・カンヴァス、ベルギー王立美術館蔵）

ベルギー王立美術館コレクション
ベルギー近代絵画のあゆみ
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美術常設展



／鳥取県立博物館ニュース 2009 No.7�

企 画 展 ４月４日（土）～５月10日（日）

京の日本画
　

　794年の平安遷都から1868年の東
京遷都まで、およそ千年にわたり皇
都として繁栄し続けた京都は、日本
古来の様々な伝統と文化を生み出し
てきました。とりわけ絵画芸術にお
いては、狩野派や円山・四条派など
に代表されるように、江戸時代まで
その中心的役割を果たしてきた土地
として、他の都市とは異なる大きな
バックボーンを持っていました。そ
のため明治以降、力をつけつつあっ
た東京の画家たちの後追いをするの
ではなく、長い歴史の中で培われて
きた伝統を礎に、ゆるやかに独自の
表現を探求していきました。
　この度開催する企画展「京の日本
画」は、展覧会タイトルからも分か
るように、京都における日本画の流
れを紹介するものです。しかし、展
覧会の出品作に京都を代表する江
戸時代の絵師・円

まる

山
やま

応
おう

挙
きょ

の作品はあ
りません。これは普段何気なく使っ
ている「日本画」という言葉につい
て考えてみれば納得いただけると思
います。
　「日本画」とは、明治新政府の近
代化政策とも相まって急速に広まっ
た油絵を指す「洋画」に対し、やま
と絵や唐

から

絵
え

と呼ばれてきた旧来の東
洋絵画の素材と技法を用いた絵画
の総称として明治時代に確立した言
葉です。そのため「日本画」とは明
治以降の絵画にのみ使用するのが
一般的です。
　こうして生まれた「日本画」は、
明治時代以降、常に伝統的な日本絵
画と西洋の科学的な芸術観の間に
あって、継承と改革を繰り返しなが
ら発展してきました。これは伝統が
息づく古都京都を舞台に活躍した
画家たちもまた例外ではありません
でした。写生、つまりリアリティー
を重視してきた応挙の流れを汲む円
山・四条派の作風が、既に陰影表現
など一部西洋絵画技法を意識した

ものであったため、当初、京の
画家たちはこうした古来の伝統
的な技法に安泰していました。
しかし、徐々に社会の近代化の
勢いに押され、時代の求めに応
じ技法やモティーフに変化を持
たせた新しい日本画を模索し始
めます。なかでも、渡欧により
コローやターナーなどから西洋
絵画技法を摂取した竹

たけ

内
うち

栖
せい

鳳
ほう

が画壇に与えた影響は大きく、
若手画家を中心に日本画の革新
が一気に押し進められました。
その脈流は、京都を代表する新
進の絵画集団へと受け継がれ
ました。大正期に土

つち

田
だ

麦
ばく

僊
せん

や村
むら

上
かみ

華
か

岳
がく

などが中心となり京都を舞台に活
躍した「国画創作協会」は、西洋絵
画に見られる空間把握や実在感の
表現、鮮やかな色彩などをいかにし
て日本画に取り込んでいくかを追求
する一方で、旧来の日本絵画や中国
絵画にも目を向け、新しい日本画の
構築を目指しました。また、第二次
大戦後、山

やま

崎
さき

隆
たかし

や三
みかみまこと

上誠らによって
結成された「パンリアル美術協会」
は、第二次大戦後に伝統的な日本画
材に納まりきらない多種多様な材料
を使用するなど、従来の日本画の型
を破る作品を多く発表しました。
　本展では、京都画壇に関する屈
指のコレクションを有する京都国立
近代美術館に共催いただくととも
に、同様に京都画壇の多くの名作を
所蔵する京都市美術館の全面的な
ご協力のもと、両館のコレクション
を中心にご紹介します。雅な美人画
で知られる上

うえ

村
むら

松
しょう

園
えん

、その息子松
しょう

篁
こう

、最後の文人画家の富
とみ

岡
おか

鉄
てっ

斎
さい

、伝
統的な日本画から抽象まで描いた堂

どう

本
もと

印
いん

象
しょう

など、時代が移りゆく中、京
都を舞台に伝統と革新の間で大きく
揺れた画家たちをとりあげ、近代の
京都の日本画の歩みをたどり、その
変遷を紹介します。

　また、中
なか

島
しま

菜
さい

刀
とう

、八
や

百
お

谷
たに

冷
れい

泉
せん

、小
こ

早
ばや

川
かわ

秋
しゅう

聲
せい

、毛
もう

利
り

秋
しゅう

晃
こう

といった京都
でも活躍した鳥取出身の近代日本画
家の作品も併せてご紹介しますの
で、是非ご来館下さい。

（美術振興課　林野 雅人）

西山翠嶂《秣》（1920年、絹本着色、京都国立近代美術館蔵）

■会　期：４月４日（土）～５月10日（日）〔休館日：4月20日（月）〕
■会　場：２階　 第１・２・３特別展示室
■料　金：個人当日／600円
　　　　　個人前売・20名様以上の団体／400円
　　　　※次の方は無料です／大学生以下・70歳

以上・学校教育活動での引率者・障害の
ある方・要介護者等およびその介護者

■関連行事
○講演会「近代京都画壇の１００年」
　４月12日（日）14時～15時30分　講堂〈無料〉
　講　師：島田 康寬（立命館大学教授）
　定　員：250名（申込不要・先着順）
○アートセミナー「京都画壇と鳥取ゆかりの画家たち」
　５月３日（日）14時～15時30分　会議室〈無料〉
　講　師：林野 雅人（当館学芸員）
　定　員：40名（申込不要・先着順）
○アートシアター「お遊さま」
　監督：溝口健二、主演：田中絹代、昭和26年
　４月11日（土）14時～15時30分　講堂〈無料〉
　定　員：250名（申込不要・先着順）
○ギャラリートーク
　４月４日（土）、４月18日（土）、５月９日（土）
　　14時～14時30分　 企画展会場〈要入場料〉
○ワークショップ「日本画のひみつにせまろう！」
　４月25日（土）13時～16時　会議室〈無料〉
　講　師：岸本 章（日本画家）　
　定　員：20名　　対　象　小学４年生～一般
　申　込：県立博物館美術振興課（0857-26-8045）
　受付期間：4月11日～（定員になり次第締切）
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企 画 展 ７月��日（水）～８月�0日（日）

ベルギー王立美術館コレクション
ベ ル ギ ー 近 代 絵 画 の あ ゆ み

印象派からフォーヴへ　

　当館では今夏、ベルギー王国最
大かつ最高の美術館として評価の
高いベルギー王立美術館の優れた
収蔵品による、ベルギーを中心とし
た西洋の近代絵画の歩みを紹介す
る展覧会を開催します。
　ベルギー王国は、オランダ、フラ
ンス、ルクセンブルク、ドイツと国
境を隣接し、ドーバー海峡を隔てイ
ギリスとも隣り合う、ヨーロッパの
中央部に位置する立憲君主制の連
邦国家。国土は日本の四国の1.5倍
ほどですが、首都ブリュッセルには
欧州連合（EU）や北大西洋条約機
構（NATO）等、欧州の主要国際
機関の本部があり、「ヨーロッパの
心臓」「欧州の首都」とも呼ばれ、
ヨーロッパの中核を担う国として重
要な役割を果たしています。

　ブリュッセルの王宮近くにある王
立美術館は、古典部門と近代部門に
分かれ、初期フランドル絵画から現
代のベルギー絵画まで約2500点が
常設展示して公開されていますが、
収蔵点数は絵画、彫刻、デッサン等
2万点を超し充実したコレクション
を誇っています。
　ベルギーのフランドル地方は、かつ
て都市の経済的な繁栄を背景にフラ

ンドル絵画が隆盛し、ファン・ア
イクやブリューゲル、ルーベン
スなどが活躍しました。また、20
世紀ではシュルレアリスムのマ
グリットやデルヴォーなどの画
家もよく知られていますが、印象主義
を中心とした独立後のベルギー近代
絵画の流れを紹介されたことはあまり
ありませんでした。
　この展覧会では、王立美術館の優
れたコレクションから選りすぐりの
フランスおよびベルギーの近代絵
画69点により、フランスで起きた写
実主義、印象主義、新印象主義、
フォーヴィスム等の芸術運動を受容
しながらも並行して発展した、19世
紀から20世紀のベルギー近代絵画
の流れを紹介します。
　フランス絵画では、バルビゾン派の
カミーユ・コローとテオドール・ルソー、
写実主義のギュスターヴ・クールベ、
印象派のオーギュスト・ルノワールと
アルフレッド・シスレー、ポール・ゴー
ギャン、フォーヴィスムのアンリ・マ
ティスとピエール・ボナールなどの油
彩画作品を展示します。
　一方、ベルギーの主な出品作家で
は、ブリュッセル郊外のテルヴュー
レンで外光派的な風景画を描き印
象主義の先駆となったイリポート・
ブーランジェ。ベルギーの象徴主義
絵画の第一人者として脚光を浴び
たフェルナン・クノップフ。「ベル
ギー固有の印象主義」と評価された
ジェームズ・アンソール。新印象主
義の作品に接しベルギーの点描主
義の指導者となったテオ・ファン・
レイセルベルヘ。陽光のきらめきを
巧みに表現し、ベルギーにおける印
象主義の勝利を決定づけたとされる
エミール・クラウスなど。
　ベルギーの出品作家の中には目に
したことのない名前もあるかもしれ
ませんが、ベルギー王立美術館の所
蔵品がまとまって紹介されるこの機

会に、フランスの画家の作品ととも
に、ベルギーの近代美術を代表する
画家の作品をご鑑賞いただければと
思います。また、ミシェル・ドラゲ
王立美術館長からは、図版提示した
「ボナールの傑作《逆光の裸体》は
最後の館外出品となろう」との言葉
もあり、ぜひお見逃しなくご鑑賞い
ただければと思います。

（美術振興課　門脇 博）

■会　期：７月22日（水）～８月30日（日）　無休
■会　場：２階　第１･２特別展示室
■料　金：個人当日／1,000円
　　　　　個人前売・20名様以上の団体／800円
　　　　※次の方は無料です／大学生以下・70歳

以上・学校教育活動での引率者・障害の
ある方・要介護者等およびその介護者

■関連行事
○講演会「ベルギー近代絵画と印象派（仮題）」
　８月２日（日）14時～15時30分　講堂〈無料〉
　講　師：冨田 章（サントリーミュージアム〔天保山〕

主席学芸員）
　定　員：250名（申込不要・先着順）
○講演会「ベルギーの近代絵画について（仮題）」
　８月９日（日）14時～15時30分　講堂〈無料〉
　講　師：本江 邦夫（多摩美術大学教授）
　定　員：250名（申込不要・先着順）
○ギャラリートーク
　７月25日（土）、８月15日（土）、8月29日（土）
　 14時～14時30分　　企画展会場〈要入場料〉

ピエール・ボナール《逆光の裸体（オー・ド・トワレ）》
（1908年頃、油彩・カンヴァス、ベルギー王立美術館蔵）

ポール・ゴーギャン《牧場の中の会話、ポン＝ダヴァン》
（1888年、油彩・カンヴァス、ベルギー王立美術館蔵）

ベルギー王立美術館正面
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　JR倉吉駅からバスに乗り、中部総
合事務所前でバスを降ります。バス
通りを南西へ250mほど進み、信号の
ある交差点から北西へさらに250mほ
ど進むと小

お が も

鴨川にかかる巌城橋に着
きます。この橋の正面には緑の木々
におおわれ、山頂に城を模した小さ
な建物のある山が見えます。この山は
城
しろやま

山と呼ばれていて、室町時代に因
幡・伯耆の守護大名であった山名氏
が築いた田

た

内
うち

城
じょう

の跡です。
　巌城橋を渡ってすぐのこの山のふ
もとには、「南無阿弥陀佛」の文字が
深く彫られた、岩阿弥陀と呼ばれる岩
壁があります。この岩壁は、高さが5
～6mで柱状にそそり立ち、その下に
いると覆いかぶさってきそうで圧倒さ
れます。この岩壁を構成する岩石は、
鮮新世（約500万年～160万年前）の
溶岩で、城山を含む一帯に分布して

います。
　この岩阿弥
陀の左側には
城への登山口
があって、溶岩
の露頭が続い
ています。登山
道を登りながら、そばの岩石をよく見
ると、灰色の表面にたくさんの孔

あな

があ
ります。この孔は、火山ガスが抜け出
してできた晶

しょう

洞
どう

と呼ばれるもので、そ
の中にキラキラ輝く3～4mmほどの板
状の結晶が見られます。これは「金

きん

雲
うん

母
も

」で、普通はあまり産出すること
のない珍しい鉱物です。この場所と
同様な岩石が、山口県下関近くの六

む

連
つれ

島
じま

にもあり、「六連島の金雲母玄武
岩」の名称で国の天然記念物に指定
されていますが、この巌城の「金雲母
玄武岩」は、それにひけをとらず見事

なものです。この溶岩の正式な名前
はカンラン石粗面安山岩とされていま
すが、金雲母や緻密で多孔質な肉眼
的特徴から、一般には「金雲母玄武
岩」と呼ばれています。
　岩阿弥陀やその周辺は、信仰の場
所として地元の人たちが、手厚く保
護していますので、岩石や鉱物の採
集はできませんが、珍しい岩石です
ので近くをお立ち寄りの際には、岩阿
弥陀を拝んだ後で、じっくりと観察し
てみてはいかがでしょうか。

（学芸課　山口 勇人）

観 察 ガ

倉吉市巌
いわ

城
き

の「金
きん

雲
うん

母
も

玄
げん

武
ぶ

岩
がん

」
　

イ ド

　ダイセンクワガタは、大
だいせん

山山頂付
近の岩場に見られるミヤマクワガタ
の一品

ひんしゅ

種です。こういう書き方をす
ると、「大山周辺に変わったクワガタ
ムシがいるのだな」と思われるかも
しれませんが、ダイセンクワガタは
ゴマノハグサ科の植物です。クワガ
タソウという植物の仲間に、ミヤマ
クワガタという昆虫と同じ名前の植
物があるのです。
　同じ種

しゅ

でも地域ごとに形が異なる
場合、それぞれの地域に暮らすもの
を、「亜

あ

種
しゅ

」「変
へん

種
しゅ

」「品種」として区
別することがあります。亜種は種のレ
ベルに近い違いを、逆に品種はわず
かな違いを持つものを区別する階級
です。ミヤマクワガタは山ごとに形が

異なり、北海道以北のものと
本州のものがそれぞれ別の
亜種に、本州内のものがいくつもの品
種に分けられているのです。ダイセ
ンクワガタは、葉の縁

へり

のギザギザが
複雑（重

じゅう

鋸
きょ

歯
し

）で、花びらの外側の
萼
がく

片
へん

があまりとがらないことで他の品
種と区別されますが、研究者によっ
ては独自の分類群としては認めない
こともあります。
　植物は、一般に押し葉標本にさ
れ、当館にも３万点余りの押し葉標
本が保管されています。しかし、押
し葉は色が失われてしまいますし、
生きているときの形を保ってはいま
せん。最近はアクリル封

ふう

入
にゅう

標本とい
う、生きている時の色や形を保った

まま実物を保存する技術も発達して
きましたが、大きなものを作るのは
難しく、費用もかかります。そこで
展示には、実物の生きている時の姿
を再現したレプリカ（複製資料）を
つくることが一般的です。「どんな
に精巧に作ってもレプリカはレプリ
カ、実物ではない」というのは確か
ですが、本当に精巧なレプリカは、
研究者の監修のもと実物の姿を手間
暇かけて再現しています。当館の常
設展示室には、身近な植物や、ダイ
センクワガタなどの山陰の特徴的な
植物のレプリカが多数展示されてい
ます。 （学芸課　有川 智己）

資 料 紹

ダイセンクワガタ　

介

ダイセンクワガタPseudolysimachion schmidtianum subsp. 
senanense f. daisenense の押し葉標本（左）とレプリカ（右）
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