鑑賞ツアー

ツアー 9 風景

1 岩山の風景の中の
聖ヒエロニムス
1515－24年（推定）
ヨアヒム・パテニール
の作とされる。
（活動期1515年、
1524年頃没）
ルーム 14

2 ミッデルハルニス
の並木道
1689年
メインデルト・
ホッベマ
（1638年－1709年）
ルーム 21

3 ステーン城の風景
1636年（推定）
ペーテル・パウル・
ルーベンス
（1577年－1640年）
ルーム 29

4 干草車

1821年
ジョン・コンスタブル
（1776年－1837年）
ルーム 34

館内断面図（上）を見れば、ツアーで訪れる展示室の位置がわか
る。風景の描写は、宗教画と神話画の背景としてルネッサンス期
からが見られるが、土地と水の景観が独自に題材にされ始めたの
は17世紀である。しかし取るに足らないとして扱われ、芸術家
にも観者にとっても絵画界に挑戦を意味しなかった。一方、
偉大な風景画家の業績には異なる事実が示唆される。風景画は
信仰への理解を深め、国民の特性を確立する役割を果たした。低い地位しか得ていなか
った風景画は、画家が大胆に技法を試せる分野でもあった。
ツアー 9 – ステップ 1
正面玄関から開始、まっすぐに中央ホールまで進む。左に曲がり、まっすぐに進みルーム12に向
かう。ルーム 11に入り、ルーム14に入室する。
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5 テムズ川とウエスト
ミンスター寺院
1871年頃
クロード・オスカー・
モネ
（1840年－1926年）
ルーム 43

豆知識
多くの風景画家は前
景に茶色系、中央部
分に緑色系、そして
風景の中で最も遠方
に当たる部分に青色
系を塗り、絵画に距
離感を与えた。この
基本的な色彩分布が
された例に留意した
い。多くの画家がい
ろいろな作品で応用
している。

ルーム 14

ヨアヒム・パテニール（推定）（活動期 1515年、1524年頃没）
オーク板に油彩、36.2 x 34.3 cm

•

高みから見下ろすパノラ
マ、広大な景観と神の創
造する世界が果てしなく
続く。

ツアー 9 風景

《岩山の風景の中の聖ヒエロニムス》1515－24年（推定）

巡礼者が修道院を
目指して険しい岩
壁を登っている。
ライオンは聖ヒエロ
ニムスの属性となっ
た。聖ヒエロニムス
像にはライオンが描
かれるのが通例で、
ヒエロニムスの勇気
と信心を想わせる。

この絵画の素晴らしさはどこに？
画面の大半が風景描写である初期のパネ
ル画。空にそびえる岩の尖峰と前景の洞
窟を、差し込む光が際立たせ、想像の光
景が繰り広げられる。
題材はなに？
風景が作品の大部分を占めているが、4世
紀に実在した聖ヒエロニムスを描いた絵
画である。長年の間、隠遁者として荒野
に身を置いたが、荒涼たる岩山が光景を
再現する。聖ヒエロニムスは前景の洞窟
で腰をかけ、ライオンの前足から棘を抜
いてやっている。恐怖心のなさと親切心
が、ライオンの永遠なる忠誠心で報われ
る。中央の場面では、後で起きる物語が
繰り広げられる。聖ヒエロニムスの修道
院で、ライオンは薪を運ぶための修道
僧のロバを見張る番をさせられる。ロバ
は、ライオンが眠っている隙に、商人に
盗まれてしまう。しかしライオンは、商
人の隊商に捉えられていたロバを見つけ
騒ぐ。その後、泥棒は修道院の院長に跪
いて許しを乞うのである。

•

•
どんな技法が使われた？
想像で作り上げられた風景は、画家がお
そらく石や苔を間近に観察したスケッチ
を応用したのであろう。パテニールの工
房では、複数の画家が制作に関わったと
考えられる。当時、絵画制作は商売で、
やり手の芸術家は大工房を営み、大量に
注文制作をこなしていた。
鑑賞ツアーに選ばれた理由は？
厳密に言うと宗教画であるが、パテニー
ルはパノラマ景観を描くのに多大な興味
を持っていたのが明らかだ。そして風景
は、聖ヒエロニムスを語るのに中心的な
役割を果たす。岩山の景観は、聖人が選
んだ困難な人生の道のりを効果的に表現
する。元来、作品は左側の幅がより広く
取られていた。同時代に描かれた同様の
絵画から推測すると、聖ヒエロニムスが
身を置く険しい岩山との対照として、安
泰な生活を示す平坦で肥沃な土地が描か
れる予定だったらしい。

盗みを働いた商人の許し
を請う姿が極めて小さく
描かれている。盗まれた
ロバを取り戻し、ライオ
ンは修道僧に信頼性を証
明した。

ヨアヒム・パテニール
•1480年頃、ディナン
またはブーヴィーニ
ュに生まれる。
•1515年、アントワー
プの聖ルカ画家組合
の親方として登録さ
れる。
•1520年代には、アン
トワープで弟子を何
人か擁し工房を営ん
だとされる。
•ネーデルラントで風
景画を手掛けた最初
の画家で、風景要素
と劇的景観を組み合
わせた幻想とも言え
るパノラマ画世界風
景（Weltlandschaft）の
起案者でもある。
•絵画制作の数はごく
わずかで、パテニー
ルの署名入り絵画は5
点のみが現存。推定
•1524年10月5日以前に
、アントワープにて
没する。

ツアー 9 – ステップ 2
ルーム29に行って、まっすぐにルーム28を通り25に進む。左に曲がりルーム24に入り、まっすぐにルーム
18に進み、ルーム19に入る。右に曲がり、まっすぐにルーム20を通り抜け、ルーム21に入室する。
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鑑賞ツアー

ルーム 21

《ミッデルハルニスの並木道》1689年
メインデルト・ホッベマ（1638年－1709年）
カンヴァスに油彩、103.5 x 141 cm

並木の形状が人物像
に集まる。構図的に
象徴としても、人間
が風景の中心に据え
られる。

マストと波止場の設備
が見える。ミッデルハ
ルニスには港もあり、
住民は土地だけでなく
海も有効に使った。
前景の木2本は消さ
れ修正が加えられ
た。前景の構図を
分割しすぎたため
であろう。

メインデルト・
ホッベマ
•1638年、アムステル
ダムにメインデルト
・ルベルツとして生
まれるが、後にホッ
ベマと改姓する。
•1660年頃、ヤコープ
・ファン・ロイスダ
ールに師事する。
•陽光が差し込む森林
の風景に特化する。
•特に雲や木の葉から
陽光が透過し照らす
様子など、光の変化
がもたらす効果を描
くのに熟達する。
•1668年、名誉あるア
ムステルダム市のワ
イン収税員職に就い
て以降、画家として
の活動は減少する。
•1709年に没する。

•
•
•

この絵画の素晴らしさはどこに？
樹木により一気に絵画の中へと引き込ま
れる。ホッベマは平凡で日常的なオラン
ダの田舎を、劇的な情景に変える。
題材はなに？
ポプラ並木道は、ミッデルハルニス村に
通じる。人間と自然が調和し共存する風
景を、慎重に観察した眺めである。ホッ
ベマは自然林や前景左の野生低木の茂み
と、画面の左後方と道の反対側に見える
人間が耕した畑を、意図的に対比させ描
いている。排水路が想い起させるのは、
オランダが海水を排した干拓地で創意工
夫と技術開発の努力である。働く人と余
暇を楽しむ人、両方が描かれているが、
実際のところ土地は人々すべてが培った
豊かで特別なものだ。しかし基本的には
神の創造であると、立派な教会の尖塔が
語りかける。人は神からの授かり物を、
単に最大限に生かしただけである。

肥沃な土地が大切に耕
作されている。刈り込
む人物が描かれる。

どんな技法が使われた？
ホッベマは一点透視法を使い、木々の線
描の焦点を構図の中央に据えた。実際の
景観も、ほぼ作品の通りに現存する。地
理的に正確で、画家が実際に見た風景が
描かれたと言える。しかし、ホッベマは
効果を得るため的確に編集したのも確か
だ。前景には木がもう2本あったが、塗り
つぶされている。
鑑賞ツアーに選ばれた理由は？
17世紀のオランダで、とりわけ風景画は重
要な分野であった。スペインから独立を勝
ち取るため、悲惨な戦争は何十年も続き、
1609年にオランダ共和国ができた。独立が
法的に認められたのはずっと後の1648年で
ある。当然であるが、国民は自国への誇り
に湧き、写実性の高い風景画で祝った。厳
しい戦時下も、後に平和がもたらす富をオ
ランダが享受した時代でも、ホッベマの絵
画のような作品は、オランダ人が国民性を
構築するのを促進した。

ツアー 9 – ステップ 3
ルーム18から、まっすぐにルーム22に進む。左に曲がりルーム23を通ってルーム24に行き、左に
曲がりルーム25に入る。まっすぐにルーム28に向かい、ルーム29に入室する。
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ルーム 29

ペーテル・パウル・ルーベンス（1577年－1640年）
オーク板に油彩、131.2 x 229.2 cm

•

戦略的に位置
付けられた木
々の茂み、目
を絵画の中に
引き込むよう
に描かれる。
15世紀の領主
邸。描かれる
人物はルーベ
ンス自身、年
の離れた若い
2番目の妻、
子供たちの一
人を連れた乳
母であると考
えられる。

ツアー 9 風景

《ステーン城の風景》1636年（推定）

•

この絵画の素晴らしさはどこに？
景観には、溢れ出る純然たる豊かさが感
じられる。ルーベンス自身が所有する領
地を、自らの楽しみのためだけに描いた
作品。
題材はなに？
ステーン城はアントワープ近郊の荘園
で、長期間の画家ならびに使節としての
公的任務から退職したルーベンスは、こ
の土地を1635年に購入した。二番目の妻
と小さい子供たちと暮らしたこの地を愛
し、何時間も散歩し余暇を過ごした。ル
ーベンスは作品を、実際に所有していた
領地よりも広く描いている。パノラマ的
な景観には、ついに裕福な領主になった
自分を誇りに思う画家の気持ちが表れて
いる。丸々としたヤマウズラなどの猟鳥
や乳牛の群も生息する豊かな土地でもあ
る。二人の使用人たちが荷馬車一杯の生
産物を市場に運ぼうとする傍らで、荘園
領主と領主夫人は、ただ単に景色に見と
れている。野生の鳥が飛び立ち、自由の
精神を強調する。太陽が昇り、新しい時
代への幕開け（おそらくルーベンスの退
職後の生活）を示唆する。

•

粗い筆致で白を
強調し、水面を
示唆する。

狩人と狩猟犬
が、獲物を捕
らえる準備を
する。

•

どんな技法が使われた？
ルーベンスは当初、構図の中心に家を位
置付け、非常に私的な光景をより小さい
絵画として仕上げるつもりだった。パネ
ル画は最初、切れ端であったろう3枚の
小さな厚板で作られていた。自身のため
の絵画制作には倹約したのである。しか
し構想が広がるにつれ、パネル画も大き
くなった。最終的には17枚の異なるオー
ク板をつなぎ合わせ、絵の支持体を作っ
た。ルーベンスは油彩を、比較的のびの
びと表現深い筆使いで、硬い輪郭線の代
わりに色と光を使い形態を描いた。
鑑賞ツアーに選ばれた理由は？
表現が豊かな風景画である。ルーベン
スは、自然の偉容に陶酔する感覚を綴っ
た、ヴァージルの田園詩ゲオルギカなど
の詩を読んでいた。ステーン城に覚える
驚愕と楽観を、画家は感動を持ち描きた
かったのだろう。また同作品は、ツアー
の次なる風景画にも影響を与える。ジョ
ン・コンスタブルは、パトロンであるジ
ョージ･ボーモント卿邸宅で朝食の際に、
この絵に頻繁に見とれていたのだ。

ツアー 9 – ステップ 4
ルーム30から、まっすぐにルーム32に進み、ルーム33に入る。右に曲がりルーム34に入室する。

ペーテル・パウル・
ルーベンス
•1577年、ドイツの
ジーゲンに生まれる
が、アントワープで
修業する。
•古典的な芸術と文学
の教育を受ける。欧
州諸国の宮殿に宮廷
画家として仕える。
王侯貴族級のパトロ
ンを賛美するよう
な、壮大で寓話的な
絵画に仕立て上げた
作品も多い。他に祭
壇画、歴史画、神話
画、肖像画、風景画
と、あらゆる分野で
活動した。
•壁掛け、挿絵、華麗な
装飾をデザインした。
•大勢の弟子と助手を
擁し、その中にはア
ントニー・ヴァン・
ダイクもいた。
•1640年、アントワー
プにて没する。
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鑑賞ツアー

ルーム 34

《干草車》1821年
ジョン・コンスタブル（1776年－1837年）
カンヴァスに油彩、130.2 x 185.4 cm

小さなタッチで干し
草作業する農民が描
かれる。コンスタブ
ルは、厳しい農作業
の様子を滅多に大き
く描写しなかった。

ウィリー・ロット
の小屋を、コンス
タブルは何点かの
絵画に描いた。

•

•

赤で色付けられた
馬具が、視線を構
図の中央に誘う。

•

この絵画の素晴らしさはどこに？
英国の風景画で、最も有名な絵画の1つに
数えられる。理想的な田園風景は、多く
の人に愛される。しかし制作当初は急
進的な作品であり、ロイヤル・アカデミ
ーが掲げる伝統的な視野に挑むものであ
った。
ジョン・コンスタブル
•1776年、サフォーク
州イーストベルゴッ
トに生まれる。
•ゲインズバラや、オ
ランダ風景画家のヤ
コープ・ファン・ロ
イスダールなどに影
響を受ける。
•1824年、干草車がパリ
のサロンで金賞を受賞
する。しかし1829
年、ロイヤル・アカデ
ミー会員に選出される
まで、英国における知
名度は低かった。風景
画の講演をしたが、そ
れほど有名にはならな
かった。
•英国の絵画史上、最
も重要な画家として
の地位が確固となっ
たのは、画家が死去
した1837年以降であ
る。
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犬が構図のバランス
をとる。樽も描かれ
ていたが、塗りつぶ
された。絵具の一部
が透明になり、樽が
透けて見えるように
なった。

題材はなに？
「干草車（Hay Wain）」と呼ばれる農作業
用の荷馬車が、サフォークを流れるスト
ウ川を渡る。車輪の金属部分を冷やすた
め、あるいは馬を休ませるため、一時止
まったのであろうか。荷馬車は、風景右
の畑に斑点で描かれた干し草作業の人た
ちとの間を行き来する。近郊の村に持ち
帰る水を汲みに来た女、そして魚釣りを
する少年がいる。コンスタブルは、自分
の故郷にある風景を意識的に理想化し描
いた。サフォークの農村地帯は農民にと
り、完璧さからはほど遠かった。失業と
貧困が、積みわらへの放火など抗議運動
へと農民を追いやり、コンスタブルも状
況を知っていた。作品には古き良き昔へ
の望郷の念と、将来も幸運が再び訪れる
よう、希望が込められているのだろう。

どんな技法が使われた？
コンスタブルは戸外でスケッチ画を描き、
後にアトリエで完成作品に仕上げた。地理
的な素描に手を加え理想化し、見なれた風
景に変える。油絵具をはじいたり、軽く
塗ったりして、きらきらした水面を強調し
た。当時、こうした効果は粗野で未完成で
あるとの評価がされた。
鑑賞ツアーに選ばれた理由は？
英国風景を代表する絵画である反面、1821
年には挑発的な作品と見なされた。コン
スタブルは、広大な景観を何点も続けて
作品にした（個々の作品は素描を元に慎
重な構図で制作）。風景画の地位を低い
とした、当時の見解に挑んだ。特定の
風景を描くより、自然の本質を捉え、知
的にまた芸術的に充実していると証明す
るのが目標であった。しかし、コンスタ
ブルの技法を酷評する向きもあった。そ
して、作品はフランスにてのみ絶賛を浴
び、先駆的な芸術家に影響を与え、続く
印象派への刺激となった。

ツアー 9 – ステップ 5
ルーム41まで行って、左に曲がり、ルーム43に入室する。

クロード・オスカー・モネ（1840年－1926年）
カンヴァスに油彩、47 x 72.5 cm

主眼は重要な建造
物ではない。風景
の焦点は、あくま
でも大気効果を絵
具で捉えようとの
試みだ。

•
ウエストミンス
ター橋が地平線
を作る。

•
ほとんど抽象的
な桟橋の暗い線
描、そして水面
でバラバラにな
る反射の様相。

この絵画の素晴らしさはどこに？
既に蒸気船の時代ではなくなったが、今
でも心揺さぶるテムズ川の情景である。
漠然とした背景に浮かび上がる国会議事
堂を見事に捉えた、モネの秀逸作と言え
よう。
題材はなに？
霧が景観を包み込んだ日のテムズ川の印
象である。モネは大気中の粒子に光が差
し込む様を愛し、「霧がなければ、ロン
ドンは美しくない」と断言した。1870年
に普仏戦争を逃れ、英国に移った。ロン
ドンでは、現代生活の描写と大気効果を
捉えて描くことへの関心が、刺激的に満
たされた。サヴォイホテルの部屋に滞在
し、煙を出してテムズ川を往来する曳航
船や荷船を、モネは何時間も観察した。
当時、新しく建造されたヴィクトリア・
エンバンクメントのプロムナード（右側）
をよく散歩し、河畔を訪れる人混みも観
察した。

ここで「風景」ツアーは終了。

•

ツアー 9 風景

ルーム 43

《テムズ川とウエストミンスター寺院》1871年頃

ヴィクトリア・
エンバンクメン
トは、以前の河
岸に代わるもの
で、散歩する人
々に洗練された
プロムナードを
提供する。

•

どんな技法が使われた？
モネは、できる限り野外で絵を制作しよ
うとした。ロンドンにおける同作品の場
合、部屋に隣接するバルコニーに座って
描いた。短く途切れたような筆致は、水
面の反射を表わす。後方の建物は慎重に
計算された灰色で覆い隠されている。
鑑賞ツアーに選ばれた理由は？
19世紀後半までに、風景画がどのくらい
進歩したかを示す作品である。モネは作
品を、宗教または神話の物語へ関連させ
る、あるいは国家遺産について立派な意
見表明させる必要はないと考えた。著名
な建物は、単にロンドンの空気を描く口
実に過ぎず、抑え込まれた光は、建造物
の表面を優しく跳ね返る。よく知られる
風景を組み入れ、有名なビッグベン時計
台を描いた。しかし垂直線が、幾何学的
な粗い格子である前景の木桟橋にかかる
状態に注目する。風景はモネにある創造
力に満ちた課題と革新的な技法を、跳ね
上げる媒体だ。

クロード・オスカー・
モネ
•1840年に生まれる。
•1856年頃、ユジェー
ヌ・ブーダンに出会
い、en plein-air
（「自然から」）
（注：戸外で描く）
を知る。
•1864年、パリでシャ
ルル・グレールの工
房に入り、ルノワー
ル、シスレー、バジ
ーユに出会う。
•1870年–01年、普仏戦
争の兵役を逃れロン
ドンに移る。
•1871年–78年、アルジ
ャントゥイユに暮ら
したが、多くの印象
派画家を惹きつける
ことになった。
•1874年、最初の印象派
展を共同企画する。
•1886年、ジヴェルニー
に落ち着き、有名な睡
蓮の連作を描く。
•1926年、ジヴェルニ
ーにて没する。
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