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日本の美術の発展には様々な要因が関
わってきました。技術的にも美学的に

も、日本美術は何世紀にもわたって中国の様
式と文化的発展の影響を受け、一部は朝鮮半
島経由で伝わりました。また、より新しくは、
西洋の技術と芸術的価値観からも影響を受け
ました。
しかし、この異文化からの理念と技術の

吸収の歴史によって生み出されたものは、固
有の美意識の表現であり、それは日本独自の
ものだったのです。

古代

最初に日本に住み着いた人々、縄文人（紀
元前約 1万～紀元前 300年頃）は土偶と呼ば
れる土の人形を作りましたが、その多くは女
性をかたどったものでした。その後、縄文人
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とは異なる民族を中核とする弥生人（紀元前
約 300～紀元 300年頃）が渡来し、弥生時代
の幕開けとなりました。この移住民は、銅製
の武器・青銅製の銅鐸・窯で焼いた土器など
を造りました。これに続く古墳（墳墓）時代
（300～ 710年頃）の典型的な工芸品は銅鏡、
および埴輪という土の像で、これは墳墓の周
囲に立てられました。
弥生時代に作られた銅鐸に描かれたシン

プルな線画や、古墳時代の古墳の内壁を飾る
壁画は、日本絵画の起源です。

仏教と中国の影響

絵画は 6世紀、支配階級が朝鮮・中国か
ら渡来した仏教と仏教文化に多大な関心を
寄せた時代に花開き始めました。7世紀末か
ら 8世紀初めにかけて残されている絵画は、

絵巻
12世紀の源氏物語絵巻の一
場面。11世紀の小説、源氏
物語の場面を描いたもの。
国宝
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埴輪
埴輪は 4～ 7世紀、日本
の支配者の巨大な墳墓（古
墳）の上および周囲に並
べられた無釉薬の土器
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中国六朝時代（222～ 589年）後期に発達し
た様式で描かれています。これらは仏陀の生
涯を描いたり、他の諸仏諸尊を描いたりした
ものでした。10世紀以降、絵画はますます
浄土信仰の影響を受けていきました。
支配階級が積極的に力を注いだため、6世

紀後半から 7世紀初めには様々な場所に寺や
修行の場が建てられました。有名なのは飛鳥
寺、四天王寺、法隆寺などです。これらの寺
院の内部、特に金堂その他の堂宇には、相当
数の仏教美術が収蔵されました。法隆寺金堂
の壁画はこの時代の最も重要な絵画です。ま
た、これらの寺院では、様々な如来・菩薩・
護法神などの像が見られます。中でも重要な
のは、法隆寺に納められた釈迦三尊像です。
平安時代（794～ 1185年）中頃までに、

大和絵と呼ばれる紛れもなく日本的な様式が
中国風の絵画に取って代わりました。大和絵
は京都周辺の風景を描いたもので、その初期
の例が襖絵や屏風絵に見られます。この国風
の新様式とともに二つの新しい絵画形態が生
まれました。絵草子、および絵入りの巻物（絵
巻）です。源氏物語絵巻（1120年頃）は最
も有名な絵巻です。

12世紀末には、政治権力は貴族階級から
武士階級にはっきりと移りましたが、貴族や
寺社の支配層にはなお莫大な富が残り、様々
な美術分野の後援者として影響力を発揮して
いました。鎌倉時代（1185～ 1333年）の「鎌
倉」という名称は、新政権が樹立された土地
の地名から取られたものですが、この時代に
は、主に二つの特徴的な傾向がありました。
一つは武士階級の好みを満足させるための写
実主義、そして美術における貴族の趣味を典
型的に表わした保守主義です。
写実主義は彫刻においてもっとも顕著に

現れています。写実的彫刻を創始した慶派の
中で最も著名な彫刻家である運慶には、その
練達の作品として名高い、東大寺山門仁王像
と、2人のインドの僧を写した興福寺の木彫、
無著・世親像があります。
禅宗は 13世紀に広まり、他宗派とはかな

り異なる建築・美術作品を生み出しました。

14世紀になると絵巻は水墨画に大きく道を
譲り、これが鎌倉と京都の支配的禅宗寺院に
根付きました。禅宗の画家や、さらに重要な
ことには彼らのパトロンが、中国の宋（960
～ 1279年）および元（1279～ 1368年）か
ら入ってきた簡素な白黒の様式に嗜好を示し
たのです。1400年代末までに、京都の禅宗
画家とそのパトロンたちは、水墨画と呼ばれ
る単彩の風景画への嗜好を発展させました。
このような禅宗画家の中に、中国に渡り、中
国の絵画を学んだ僧侶の雪舟がいます。

16世紀後半の絵画は狩野派の独壇場とな
りました。織田信長など強力な権力者の後援
を得たからです。これは襖絵や障壁画という
形態に最大の効果をもたらすための極彩色を
用いた様式でした。同派の最も傑出した人物
は狩野永徳です。狩野派はその影響力を保ち
続け、徳川将軍家のお抱え絵師という地位の
確立に成功しました。江戸中期に活躍した尾
形光琳も高名な狩野派の画家で、その知的な
構成と斬新な意匠で知られています。

江戸時代（1600～ 1868年）

徳川将軍家は 1600年に権力の座に着き、
経済的にも政治的にも日本に平和と安定をも
たらすことに成功しました。江戸（後の東京）
と京都の商人たちはその体制下で急速に富を
蓄え、文化活動を手中に収めるようになった
のです。
寛永期（1624～ 44年）という時期の絵画

には、京都の鴨川河畔の遊興地域に集まるあ
らゆる階層の人々が描かれています。同様の
地域が大坂や江戸にもあり、浮き世の奔放な
生き方を生み出しましたが、これがついには
浮世絵として知られる美術ジャンルで賞賛さ

銅製鍍金群像
摩耶夫人（右から 2人目）
の袖から生まれる仏陀誕
生の奇跡。7 世紀初頭。
高さ（摩耶夫人）17cm。
四十八体仏
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一方、ヨーロッパの絵画は江戸時代末に
多くの日本人画家に影響を与えました。円山
応挙、松村呉春、伊藤若冲などの主な画家は、
日本・中国・西欧的様式の視点を結合させま
した。

近代

日本の文化は明治時代にかなり劇的な変
化を遂げました。西欧の技術や政治理念の学
習が始まり、妥当と判断されれば、国家の政
策として取り入れられた時代です。この近代
化の過程で、西洋風の絵画が公式に認められ、
政府は多数の画家を海外へ留学させました。
伝統的な日本風と新しい洋風の絵画の対立

が数十年続いた後、大正時代（1912～ 26年）
は美術への西洋の影響が大幅に拡大した時
期となりました。梅原龍三郎や安井曾太郎と
いった画家が、ポール・セザンヌ、ピエール・
オーギュスト・ルノワール、カミーユ・ピサ
ロの様式を学び、これを推進したのです。
しかし第二次世界大戦前、安井と梅原は、

日本の洋画界の抱えるオリジナリティの欠
如とも言える性格を脱却しました。梅原はそ
の作品に日本風の要素を取り入れたことで
光彩を放ち、日本の他の洋画家に、独自の解
釈を重視させるこれまでとは逆方向の改革
を成し遂げました。
日本画の近代化は、安田靫彦、小林古径
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れるに至ります。これらの浮世絵はしばしば
遊郭や歌舞伎の舞台を題材とし、日本中で人
気を得ました。浮世絵は最初肉筆画で創られ
ましたが、18世紀初めまでに木版画作品が
最も一般的となりました。
初期の版画による浮世絵の中には、春画と

いう閨房指南書があり、これらの草紙・冊子
は非常にあからさまな性愛シーンを描いてい
ます。また、当代一流の娼婦の肖像のついた
解説入り絵草紙もあって、一般的には髪を洗
うなどのありふれた行為が描かれていました。
これらのシーンでは、娼婦たちのポーズや着
物の襞の流れなどが注目の的になりました。

17世紀の末までに浮世絵の中心地は京阪
から江戸に移り、歌舞伎役者の肖像がよく見
られる題材となりましたが、大衆には美人を
描いた浮世絵も大いに人気を博しました。

18世紀後半、浮世絵はその黄金期を迎え
ます。女性の美、特に鳥居清長の作品に現れ
るほっそりと優美な女性が、1780年代の主
要なテーマでした。1790年代以降、新しい
様式を次々と生み出していったのは、現在そ
の名を大変よく知られる画家たちでした。喜
多川歌麿、東州斎写楽、葛飾北斎、安藤広
重、歌川国芳などはそのほんの数例に過ぎま
せん。

19世紀末のヨーロッパの偉大な画家など
の一部の西欧人にとって、浮世絵は単にエキ
ゾチックな美術というに留まりませんでし
た。エドガー・ドガやヴィンセント・ヴァン・
ゴッホといった画家がその様式的な構成や遠
近法を借用し、色彩を利用したのです。自然
から頻繁にテーマを取り入れることは西洋美
術ではまれでしたが、画家のテーマの選択の
幅を広げることになりました。フランスの美
術家・ガラスデザイナーのエミール・ガレは、
花瓶の装飾に北斎の魚のスケッチを取り入れ
ています。
浮世絵は、当時の文化と常に密接な関わ

りを持ち、そこからテーマや活力を得ていた
ため、明治時代（1868～ 1912年）が到来し、
西欧化政策が採られ始めると、たちまち廃れ
てしまいました。

浮世絵版画
18世紀、喜多川歌麿の木版画
© Tokyo National Museum
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の指導の下で続きました。他の画家たちは一
般的な題材を取り上げ、より頻繁に展示を行
うことで、日本風絵画への関心を広げようと
しました。
西洋彫刻への真の関心に弾みがついたの

は 20世紀初頭、美術家たちが海外留学から
帰国した時からです。これらの彫刻家の代表
が荻原守衛で、オーギュスト・ロダンの様式
を取り入れ、日本彫刻近代化の先駆けとなり
ました。もう一人の大きな影響を及ぼした彫
刻家は高村光太郎です。彼は傑出した詩人で
もあり、ロダンの美術論を翻訳しました。
第二次世界大戦の不毛な歳月の後、日本

の美術は急速にその独自性を取り戻しまし
た。戦後の西欧美術の潮流はすぐさま日本に
受け入れられました。ポップアートやオプ・
アート、プライマリー・ストラクチャー、ミ
ニマル・アート、キネティック・アート、アッ
サンブラージュなどです。
日本の美術家は伝統的にそのヒントを異

文化の美術から得てきましたが、今では独
自性あるクリエーターとして、世界美術界

に貢献する者として、その独自性を表現して
います。数例を挙げましょう。岡本太郎は
1953年サン・パウロ・ビエンナーレと 1954
年ヴェネツィア・ビエンナーレで作品を発表
し、1970年に大阪で開催された万博のシン
ボル、「太陽の塔」をデザインしました。池
田満寿夫はエロティシズムとアイロニーに満
ちた多数の版画を発表、世界的な名声を確立
しています。池田は 1966年ヴェネツィア・
ビエンナーレでも版画部門の大賞を受賞しま
した。また、平山郁夫は幻想的なシルクロー
ドの風景を描いた作品で高い尊敬を受けてい
ます。いわさきちひろは子供のための絵を描
いた画家で、その子供の肖像は広く賞賛され
ています。彼女の作品はほとんどが絵本のた
めに描かれたもので、それらの絵本は 10か
国以上で出版されています。

水墨画
「天橋立図」と題する雪舟
等楊の風景画。同名の有
名な景勝地を描いたもの。
1501年頃。国宝
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