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それらのもののどちらに亀︑八四赫岬の六法が一軍歯するやう

す︑均しく賞揚せらるべ蓬作風として認められ海のは︑

の成立に封ずる解樺はi幸にもそれが私の推定すると

を棄すしと減粛⁝関も云つ允Q︵南三男骸︶張彦遽の︑骨蝋

れるぽかほない︒ ﹁氣顧悪難に藩凹まり︑筆墨都べて氣瓢

表職その電のの糖蜜として諒解せらるべきであること竜︑

叛︑感物象形︑蛭類賦彩などの外部酌形域と︑番うして

ほめであるとすれば一堂⁝猫の意映 の明断蔽理郷の憾め・

張彦遽は﹁疎と蜜と二騰﹂の作風を随別して︑そのど

特に無韻生動︑骨法真心獲どの内都酌沈潜が叢かれてる
︑るからであった︒絡叢において彼が甚だ電親し心高紳的

灘ハ無記蓬の黒⁝想のうちにこのやうな出墨鎌を見幽すことは︑

私がさきに逓べ九と廃りである︒．納叢において鍛竜璽大

撫る内容の一面としての由仁が−私が震に諒解し允や

しかし葭ちに次のやうな疑問を呼び禺さないであらうか︒

ちらに竜︑彼れの認め疫大毒家達の作品が明らか激例諮

うに一そこに霞かれ血封蒙を形威する線その馬のにお

氣額︑二極がいつれ電直接に封象の形を欝⁝く線と表西そ

なる意味を・もつ籍⁝無い︑生命ほ噛費にその外部飽形成建ち

ける精無内容として考へられ穐ものとすれば︑それば絡

の馬のの内面として冤嵐されるにはしても︑疎と蜜と二

な提供するやうな︑賞讃せらるべ嚢意味を見熱し囎二

叢の意味構幾を諒解する貯めに︑きはめて璽要なる瀦に

つの作風が澱別せられるのほ︑︑その鋤象の遍き方そのも

一

に一つの難縢凹駈る手掛鮎りな擬ハへるものであっ允︒

氣附かれ疫のである︒それが骨細にのみ止まらす︾氣獺

のに︑疎と繍の麗瀦⁝が存在するからである︑密漁る盤に
烈灘の絵叢における﹁疎と密と晒療レの解羅へ承鋳﹀

の生動もま允ひとしく線の︑從ってま允それに⁝封話する

直物象形︑随類意彩そのものの蔭接なる内臨として霊か

東洋の維書に於ける﹁疎ミ密ご二膿﹂﹁の解繹

學

つの作風が︑五に著るしく違ふ縫⁝叢を電つに竜かかはら

哲

407

40S

郭と丸みを謁く線が︑これに比べてより少く叢かれるで

て叢かれるであらう︑疎勝る舳翫には︑それを形威する輪

おいては︑一つの物の形と丸みとが︑精寝な細部をもっ

い四品竜い円くとし九生命竜︑量はめてしばしば見ら

作風を亀ってみる︒それちのものの多くのうちには︑︷蘭

くほど︑

葉の輪郭の蝋つ幅つの切れ込みとと竜に︑

蕗罵冨顕十薦・照號

あらう︒線の多少とその方式を黒︵にする二つの作風に誇

れることは︑これらの作品を幾し距多くの鯉山嫉逮が︑支

︑哲墨研雛

いて叢かれるかぎレ︑ つ一つの竜のしが叢かれるにして

那留年史の肱双3も名︷乞い天・才達として櫨障へられてるるとい

一々精密に霞

も︑そこに表はされる法難明は︑明らかに黒ハれる竜のとし

ふ一つの腹賢のみによっても︑葬易にさうして鋼帯蹴に察

弱の小鳥の羽毛を一筋つつ叢くほど︑精密な

で見られるであらう︒張彦遠が下馬張呉の給幣職において︑

知せられるであらう︒

歓洲の絡叢実においても奔れを習々はきはめて多く︑

特に十五世紀の︑ゾン・アイク兄弟を観心とするフラン

汲ﾌ絡霊に訟﹂いて︑牽六世紀の︑デユウレルを中心と

そのやう叛作風もしくは﹁叢き方﹂の特徴をなす電のは︑

するドイツの絡諜において︑その著るしいさうして最も

てもっことであらう︒その特殊なる悪物象形と生類賦彩

いふに止．まる作続開は︑その例を鵬一げるには上りにも多い︒

をなすのではない︑徒らに封象の外形を緬一差に霊い直κと

もちろん︑このやうに精密な描爲がすべて優れ海給⁝叢

には︑果して何らの精⁝騨︑蕊命も霞かれえない竜のであ

作品として現れるのでぱない︑もしそれならばゾン・ア

ば︑それらのものが︑戸締な作風を亀つゆゑに凡庸なる

かしこれらの給謁実の審費が明らかに語るところによれ

癒るものとしての︑低い構図を典へることはできる︒し

それらのものは︑翌々もま允男気遠とともに﹁叢誌甚隔瀾し

りも︑障るしく緻轡な細部を︑封蒙の輪郭︑丸みにおい

誇そらく︑彼が﹁欝﹂の撫として認め疫作風においてよ

には︑果して氣韻︑骨氣が歪く見禺されないであらう漆︒

もしそれならば﹁甚だ謹み甚渥細かに﹂鍵かれ拠竜の

へ

うσ和小満⁝においても醐犠稼である︒

それぞれ異れる特質を指摘⁝し艶のほこれを撚蘭るのであら

鵬

優れ拠︑精紳︑生命﹃に汎繕ち拠る伶口㎜を見るのであるQ

ー5

らうか︒緯磁史の多くの紫雲がそれを承認せしめないと
ﾍさきに二つだ︒允とへば︷木一兀の絡堂翼に誇いて︑徽︷示︑

一枚の喪爪の瀧内臓を︑その

一輪⁝の感化を形作る一放の花片の竜つ繊細睡る

一筋つつ精密に爲 す 澱 ど ︑

の作品は︑

玉野︑鏑選︑王淵などをその著るしい例として見る多く

私｝

綿…

4 ◎9

れた作品が電つやうな精紳︑生命を置くことができなか

と表面が︑その実接な灘僻燈そのものにおいて︑多くの優

れが劣つ究作晶であるのは︑その精密な樵⁝篇における線

くそのやうな作品と一見られねばならないからである︒そ

イクvヂュウレル︑趙畠．鑓選らの作品竜︑すべて正し

つの﹁もの﹂が精轡な細部を竜つこととひとしく︑それ

る︒ 一つの馬繋のうちに多くの⁝封象が叢かれるのはへ

統一を更に一つの部分として弛むより高い統一が叢かれ

の細部として包む一つの統一が叢かれるのである︒その

象の一部分から︑次第に遠く背後に向って︑それを一つ

つ距やうに︸最竜近く聞賭にある⁝封象もしくは一りの封

一

つ掩からで激ければならない○さうしてこのことは︑張

脱け深い⁝構造が︑郎ち﹁深い簿⁝閥しが︑ ﹁深い世界﹂が
欝⁝かれるのである︒

穆遽が︑破れのいふ語群甚細の病に陥るに．至らたいほど

の轡蔽るものと疎なるものとの二つの作風において︑氣

三聖は部分が統一せられると云つ粍︒統一は部分が策

に難然と取り集められるといふことでは激い︒

戴︑骨氣を見聞し三五寳のうちに︑すでに︑或る程度に
語られてみるのであるQこれらの忍野的なるものが︑⁝封

に仙観ひする托めには︑それらの謝象のすべてをと醸して︑

に叢かれ七種汝の⁝封象が︑﹄統一せられてるるといはれる

一枚の絡

かもないことは︑さうしてそれを彼もま允認め海に根回

一つの精融⁝︑盤．八御が叢かれてる叛ければなら徽い︒血と

象を表はす線そのものの直接なる内面として存在するほ

激いことは︑さきにも蓮べ疫とほりであるQすると一

へば︑一人の敵乎に向って︑爾手に把つ九剣を青眼に構

へる人物の隣は︑竜とよりこの状況の電とにある精紳の

足はその緊張を麦へて踏み占められねばならない︒歪身
のすべての部分が︑敵を斬らんとする一つの意志を表は

墜ハ張を一蓋張らねばならない︒口はその緊張をつぐみ︑爾

ダ

吾々の闇一ひは次のやう撫形隅を取るであらうが一識玖もの

は轡なる髄として疎庶るものとと竜に愛器せられ︑或も
のは甚謹甚細の病に陥る竜のとして疑しめられるとは︑
どういふ欝欝をもつ寓蟹なみであらうか︒

さねばなら癒い︒すべての部分が︑この削つの意志の︑

身雛の種汝の部分に激いての︑それぞれの馬のにふさは

一つの山水な形威する疫めの山川箪木︑石︑鳥︑察な

しい硯れとして幾かれねばならない︒精騨の遅れ︑生命

︑もしくは︑一つの柿な蓑はす輪郭︑表顧が︑

嚢はめて精蜜な細部を竜って叢かれると鳳︑解文にも灘

どの封象を

審酬洋の縫⁝臓におげる﹁藤叩と辮門と館鋳⁝︺の解羅︵承湿醗︶

鷺

410

暫墨研究

第四欝鐵十黒・照號

もとより一つではない︑允とひ無手に劔を樵皿

る外の方法によるので竜なく︑癒だその﹁見つめる目し

を形作る線と︑それに謝慮する表颪の丸みにおける鋭敏

の動襲ほ︑
へる入といへ軸ど・も︑彼﹄にさ謙ざまの︑込み入つ允心墨に

は︑還に目に灘ける硯梵表象のみ撫ら・ず︑それを絡叢の

厳叢家の硯力に一もちろん私の﹁見る﹂といふ酔夢に

色と形として筆に表はすべき能力を含めてみるが﹂よ

おいて立つこと．亀あるであらう︒姿勢の外槻は︑斬らん

るといふことを︑改めて語らねばならないであらうか︒

とする人の強く⁝巌しい獣況を示してはみる︑事實はしか
し竃彼は或る他の意圓をもってみるかも 郷れない︒その

諸勤番それを熱闘せられてるるものと私は思ふ︒賢し他

の一つの作晶には︑それと違って︑そのやう費目の力が

かれる距めにに︑彼れの籍か口か︑創を把る爾手か︑踏
み館める足かハいつれかの部分において︑特殊な灘眠夙が

叢かれなかったとすれば︑それはその団の線と蓑面とが

時においでもしかし︑このやうな特殊な精榊が明﹂断に叢

見斑されねばなら強い︒そのやうな姿勢における身幾の

るに馬かかはら・ず︑他の部分には︑或る繊綿⁝癒胴意が書

るものしの形を作る輪郭の線の方向︑畏さ︑それによっ

の例はきはめて多いのである︒一般に云って︑

魔櫓にもそれを鼓かなかつ允のである︒さうして陣頭そ

かれて︑そこに或る矛盾⁝し癒戦況が見られるか竜知れな

て限定せられる蓑簡によって︑さうしてそれと尽るべか

Xの部分の︑或﹁ものに癒い︑ては強い山刀の・緊張が識かれ

いQ距だそれがそのやう激特殊激心境を叢憲得掩もので

らざる關聯が根源的に豫想せられる閥關とによつて︑﹁一

﹁叢かれ

あるためには︑次のやう激もの︑即ち實は︑翻身のカを

される︒それが他の㎝違つ九ものとの⁝關

が見ら︑れる立場の報異に碓って︑逡っ允形︑違つ允色鮒調︑

﹁一つのもの﹂は︑諸⁝鴬も熟知せられると減り︑ それ

る︒

つのもの﹂の特有の精淋亀しくは生命が霊かれるのであ

開とは︑明晰酬に異るものでなければな

兄出

て児られねば激らない︒この意味において︑

聯に暴いて見られる時もまた︑もちろん違つ疲ものとし

明暗をもつて

翻を構⁝へて前方を一夕つめる糖が︑その乎に現れた強いカ

﹁∵っの竜
の緊張に一致する凄﹁い凝覗を明断に表はすのは︑いかな

改めてそれを私がこ︑こで語らねばならないであらうか︑

らない︒

なかつ九やう細作

の身髄の或る部分において十分明確にこの貫賢を書き得

集めて戦ひに向って緊張する人を謹かうとし撫がら︑そ

種…
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を或る踊つの立場から︑ 一つの勝有な背景の前に︑種々

に多様なる﹁観畳存在﹂として聯立するのである︒それ

の﹂も︑親畳の薩廃船窺・賢としては︑胤坂も曹通に︑無隈

﹁深さ﹂を霊く究めの確閲敵る方法である︒

として︑その糖榊が︑塗しくは生命が生動し允のである︒

界は響きえπのである︒それを必要鋏くべからざる豫想

もちろん私は次のやうな反問をも豫期しないのではな

精獅な描篇は︑それによつて深い華甲が叢かれるかぎり︑

の﹁竜の﹂に豫想せられる無限に多くの⁝親畳駒箏費の︑
フラ
ーつのものが取り出 され︑隈別せられ︑藷々の賠の﹁鴬

い︒訟そらく云ふ人があるであらう︑精紳︑生命の霊か

の違つ距面上との特殊な統一において欝一かれ允のは︑そ

に置かれ允﹂のぞある︒いかなる位置から︑いかなる明

れることが精気な作風のみに隈るものであらうか︒允と

へば馬事⁝の﹁踊痛袋⁝圃﹂は︵山人阪︑村山氏藏︶この南⁝宍〜

ルシみテルレン

るさのうちに︑いかなる他の⁝野営との⁝翻倒において叢か

の優れ疫謎家がしばしば霧い允やうに︑量はめて簡疎な

︑生

れ允かによって︑そのものに鍵かれようとする精融

もつて叢かれてるる︒にもかかほらす︑その顔の︑

ほとんど閉ぢるかのやうな細い線の機と︑闘に迫る．小さ

狽

命がはじめてそこに現れる︒その特有の歌聖を鋭敏に捉
へることは︑避くべきものを見ることのできる鑑象によ
ってのみ︑はじめて可能なのである︒

見嵐しえない叢家によつては霊かれない部分︑即ちその

に脊を童心れ疫身振を暴く志導きく糖幽げ鹿爾⁝手の指⁝の尖端と︑

徹し得総々脆を表ほすやうに︑嗣じ心を爽はす快適な踊

い鼻と︑上唇に長い弧を短いて大きく笑ふ口とにおいて︑

に限って云へば一それを驚い翼廊口⁝⁝は︑蝶かなかつπ

もσの重る﹁細部しであっ拠︒すると一その細⁝部のみ

允めには︑裁くべからざる節ち必要な部分が叢かれ艶︑

である︒そこに変はされ允やうな精鋭︑癒命が轟蹴かれる

て磯刺と開き︑鋭く指さすからであっ允Q爾足がわっか

をもつにもかかはらす︑すべての指．が明断な動きを竜っ

艶のは︑その手が思ひ甥って細部な馬たない血汐︑濾構成

いか︒それがそれぼど明断に︑九とへば手と足に盤かれ

拍子を取っ距踊が︑きはめて明快に驚かれてみるではな

⁝

流

つの蔀醜艸が威優し允︑そのやう搬深さを︑その〃作篇聞の微

ものに比べて︑それだけ精密激細⁝蔀をもつて叢かれ靴の

踏む爾⁝足の指にまで︑鼠壁を作ふ︑重く肥如した身櫓隅に

この叢説がそこに短い掩ものは︑その封象の︑それを

細…

それを一つの細部としてその精紳が叢かれ九やうな︑

mの鍛㈱漁鯉にお協りる﹁疎と燃魍と蝋瓢髄﹂の解羅げ︵承晶樹﹀
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で出る◎︵藁京︑松不伯藏︶それはわっかな淡墨の線をも

糟⁝の名において傳はる﹁李太白職﹂において見ることが

げる足と︑その足の向きと⁝闘隔とに︑

つて︑醤︑︷齢︑口と全鱒⁝の輪郭とを鍵く︑臆面と顎とに︑

な線の輪郭によって叢かれながら︑地を踏む足と踵を上
動作の翼實を︑きはめて明確に把へてるるからであらうQ

髪︑とひとしく濃い墨の蹟をもつ一つの横顔に︑発身の淡

なかったのである︒それが何ものであったにしても馬叢

れならざるものを︑梁楷はこの叢において叢かうとはし

意味その為のにおいて︑矯⁝蜜にそれな見允のである︒そ

それを最も明断に幽きえπのであるQそれを驚くといふ

る首鼠から護別する特徴を︑きはめて鏡敏に継嗣めて︑

漁動作における手と足の状況を︑あらゆる︑それ撫らざ

足は﹁踊る足﹂をぴとしく明確に︑帥ちそのやう搬特殊

﹁仕ぐさ﹂としての﹁指ざし﹂をきはめて明確に︑まだ爾

ると私滑も編んで答へよう︑乎は踊る輪勤

鳥奏しにおいて︵東京︑望粥丁甚平︶誓々は更に一つの違つ

して畢げ5るであらう︒牧漢の名に涛いて傳はる﹁八嵜

かつて隠兇たうちの︑最馬簡疎厳縫⁝成をもつものの一つと

韓はる﹁寒山拾得騰﹂とともに︑︵横濱︑原型藏︶翼々が

がで熱る︒おそらくζの紛は︑同じく梁槽のものとして

分明晰に長い袖をもつ衣服を翻ふM人の立姿を見ること

く足との接綾を表はしてみる︒菩々はしかしそこにも十

のやや濃く︑太い︑難い線が長い衣服と濃い墨の沓を穿

やうに叢かれてるる︒允だその衣服の裾廻りには︑淡墨

面の丸みも叢かない形禮が︑恰も一つの黛を立て疫かの

い輪一郭を︑わっかに二條の数のみの外︑いか曇る線も表

かうとしない精紳︑生命を規臆する形騰︑表面を叢かな

允作風ハにおける︑H双も簡轟腺なる作ロ叩の一つを︑留兄るζとが

タ

かつ陀のは常然である︒このやうな簡疎な作風は︑その

で邊る︒ ﹁李太白閥﹂は賢線の輪郭を亀つ爽描であっ掩︒

作の最

解毒を食んで取わ上げられ免のである︒

この八瀞烏は︑太い筆〜を篤く引いて撫⁝ね允虜線的な粛衣面

の簡疎なる輪郭表面において︑直ちにそれが見出される

てみる︒一本の松の太い幹を︑確O拝んで厚く立ってる

身に︑一つの隅のちらと見える頭が深く胸に押付けられ

の幾つかを敷いて︑薗ちに烏の身雛を響く︑濃い羅の影

ので厳ければならない︒怖々はその著るしい一例を︑梁

．命への明晰⁝な動きが鍵かれるとすれば︑それはもとよのそ

このやう癒簡疎撫作風において︑深い精紳もしくは生

も黒蓋川な

懸命を鋤きうるではないか︒一瓢さにそのとほりであ

疎霞といへども︑晶闘に菰㎎られた密彊に敢て劣らす︑砕栴紳︑

﹁踊りつつ渉炉む﹂

山
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需

素⁝粥的なる作風に面する〃絡叢的なる作風の一つの例であ

それは身重を伽蹴く表面と発く同じ憲味を電つのである︒

長さと福が︑直ちに脚⁝の長さと幅を霜く黙に蕊いては︑

る島伝を蕪くのは沿線である︒しかしその線その竜のの

輪郭の線は︑その特有の動きが費現せられる距めに訣く

ば撒らない︒叢かれ拠一つめ竜のの︑その封象に特有な

線には︑その谷行が費競する海めの長さが要求せられね

て良うに攣動ずるといふことである︒

の方漁同は角を争いて急に︑もしくはゆるやかな弧を盤い

一つのものを﹁一

一つの方尚に進む

一つの松毬も︑

べからざる長さをも牝ねば激らない︒

る︒太い松の韓一も︑ 松 の 論 判 の 鏡 い 群 れ も ︑

縄ひつく蔓も︑すべてが絡霞駒作風において難かれてる

人の画家﹂が霰くかぎり︑

﹁一つの竜のしはそれを見る美術家によ

家が響く馬のと竜逡つ距︑精紳生命の満ち血作覇として

らない︒彼れの霧 い癒一両の八丁一望が︑いかなる他の聯㎝

って︑すべて﹁蓮つ陀一つのもの﹂として鍵かれねばな

ねばなら激い︒

＾曾に云つ拠やケに−彼に特有なる作風にお・いて霧かれ

﹁一つの需の﹂がーー別の機

る︒周交の名において傅はる﹁塞罷工得⁝國しに馬この一
例を見ることができる︒︵東京︑灘軽舶藏︶二つの作ロ順の︑

一つは明確に形を叢く線その竜のにおいて︑ 尉つは︑そ

れらの表面が集められて︑一羽の鳥を形作る敷學的線の
輪郭において︑これらの優れた作口⁝⁝が︑それぞれ特有の

精紳︑生命を索くのである︒李太白には︑梁糟⁝の多くの

ｩれ距のは︑その作財順がぬ灘い九やう叛輪郭の方向と︑

るも不思議な檬ど︑機鋒の熱い織紳が張り詰めてみる︒

みる︒八重鳥には︑このやうな一朋の鳥の小さい姿に見

の動きを實現する允めには︑その線をそこに盤い允﹁長

のである︒その輪郭とその凹面な決定する線がその特有

それに顧慮する表面の延長とにおいではじめて難か如粍

作晶に見られるやう厳︑大きく酒磁心る精紳が難かれて

翻身漁既に︑その細⁝い㎜岬︑小さく凶分れπ足指の先きにまで︑

さ﹂が︑遜くべからざる制約として要求せられてる疫︑

ち︑その倫服のやうな・寸法が饗求せられ九のである︒その

云びかへると︑そこに難かれ血やうな事象の大邊さ︑蘭﹁

の線と懲取り代へることので急ない特有の方向を勇って

七

うとする形態を盤きえ海のである︒

大虚さに盈ち線の長さに簗を進めて︑はじめて彼が叢か
もっといふことである︒耀う一度済ひかへると︑幼藤

蹴瀞羅嚢馨る爺と響羅﹂の解羅︵喬︶

晶闘な

みる︒それは鷺ひかへると︑その特有の皇霊もしくは轡

纏⁝は方向をもつQ一つのものの特有の輪一郭は︑他の何

生命の鋭い緊張を見るのであみ︒

欝…
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ノ
その大きさにおける導爆の一つの全盤が︑陀とひζれ

ることので蓼ない憂構脳は︑部分のやうにはコ仔在しないし︒

ﾝし貰いものは鰹︷でなければなら癒い︒全雛は一つの

さまざまな動きにおいて互に隈別せられる諸部分の統一

を表はすに過ぎなかつ允としても︑その輪郭は︑方向の

よつて叢かれて︑諭⁝鍵に短いて考へうべ豊最も淺い室闘

れが一つの金髄として翌翌の統圃によって成立するゆゑ

李太白緬や外罰鳥騰のやうな轄間辣な作品といへども︑そ

前の存在である◎部分に⁝封ずるより深い限定性である︒

無として部分の彼方に即ち遡り後に糠鰯恕ぜられる存在嚢以

生命の深さは︑その作品の権⁝造の深さと一致することが・

存在するのである︒即ちここにも︑ 尉つの作晶の精淋︑

として成立するのである︒それらの部分を離れて24に発

のも︑それ自﹇身壼盤であることはでまない︒その意映㎝に

ねばなら愛い︒いかなる意味においても存在し撫い亀の

ものとして︑それに﹁先き立つもの﹂として豫想せられ

想しなければならない︒発膿は︑部分の存在を規定する

に存在する拠めには︑︑一々の部分がその発膿の規定を無

る︒それぞれの部分を超えて︑そ︑れをそれぞれの部分と
ヒ
してそこに存在ぜしめるものである︒そこに︑そのやう

﹁大ぎさ﹂が﹁深さ﹂の九めに驚くべからざる豫想である

鍵かれ允やうな﹁大望さしを要求し拠ことに注意し允︒

殊な鑛がりを要求したことに 薮冷し九︒その給⁝がそこに

求し疫ζとに︑それに翻駕する表弼がま陀そのやう撫特

味する線の方向の︑そこに蜜養せられ允やう激延畏を要

それぞれ特殊癒⁝封象を特殊な作風において悉くことを意

といふことに注意し允のである︒

翻の大きさが豫想せられねば叛らない︒親⁝党の深さは︑

存在ほない︒

大きさのない⁝封象はない︒矯激的延長をも九ない覗畳

在することはできない︑部分によって︑それに論いて自

綴源酌に覗畳の大きさを豫惣するのである︒簡疎をきは

〜つの観提的統一が威差する距めにに︑室

であるっ部分の存在以前において︑部分のやうに表象す

已の存在を表はすものとして︑部分の存在を規定するの

い︒登算は蔀分が存在するやうにそれと嗣僚において存

のぽかに︑それ自身二つの金雛が存在すること鳳できな

が他のものを規定することはでまない︒部分の前に︑そ

確められるのである︒私はしかし︑それらの諸離分が︑

おいて発膿は部分から﹁箇別せられた﹂晶つの存雇であ

に︑その発髄は一つの深まものとして︑諸部分の背後に

らの二黙の絃のやうに︑費はめて箪一歩輪郭の線のみに

載

髄はない︑もとよりしかし︑それらの部分のいかなる竜

｛仔
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め弛輪郭のみによって霊かれ距ものといへど馬︑それが
削つの親 覚存在として︑室矯的延長をもつかぎり︑必然
的に深さをもって一 見 ら れ ね ば な ら 纏 い ︒

一つの﹁もの﹂が叢かれπか謬り︑それがいか蔽る簡
疎な作風をもつにはしても︑いかに精⁝蜜なる作風を電つ

に︑轟鷺蒙の﹁閤﹂を一岡時に﹁乎﹂なーーとほして威

立しなければなら醜い︒彼が﹁鐙かうとするもの﹂とし

る意味によって︑ ﹁霞かるべきもの﹂が輿分を明らか︑に

て自分を蓑はさねばならない︒それが︑硯畳の一根源的な

博識を超え允深継意志によ

するといふことである︒護かるべ萱ものとして︑親畳の

深い意恣によって⁝⁝−入闘の

って決定せられ允噺の猷︑綴狂的に︑それが鑑かるべき

コ

にはしてる︑それには深さが見られねばならない︒

やうに叢かれることがで弱なければならない︒外的な纂

ﾌ允めに︑何らかの障湘腱を霜野けないかぎり︑それは蜜

つのもの﹂が鍵かれ允のは︑彼が霞かうと意強し允もの
が霞かれたのである︒・観⁝覚の食い精紳が彼を通して現れ

的にその存在が膏常勝せられ究ものである︒このやうな倫脚

な存在の理曲を負うて︑そこに戯製し允のである︒根源

ことができる︒純紳とそれを云ふのは︑根源的な覗畳の

蝶は︑最も深い意味に蕊いて︑萬人の承認を得拠もので

現せられねばならない︒そこに成立する作品は︑根源酌

意志の表現が︑外風な︑竜しくは偶然の纂櫨に本つく障

ある︒陀とひ︑その作陥が購賢は限られ允人のみに見ら

かれ允のである儀それを灘脚畳が﹁卵麺に﹂現れ拠といふ

受けないといふことである︒それが﹁現るべきやう

癒︒観畳の根源的⁝意味における﹁霧かるべきもの﹂が叢

懐…

に﹂現れるといふことである︒ ﹁現れること臨は︑親難

れることができるに過ぎす︑萬人の目に見られることは

る︑さうして彼が健全な購をもつかぎ︐り︑その存在の承

できなかつ掩にしても︑それはそれらの人々がそれを見

かるべきものとして規定し霞深い覗鷹の一つの競れに過

彼がその絡を一見る目としての覗畳は︑賢にその作欝⁝⁝を叢

認せらるべきことが︑穫源的に豫想せられる作晶である︒

は︑自凶分を﹁明 ら か に す る し の で あ る 〇

ぎないからである︒ζのやう激黒鯛を萬入に向って綴源

一つのものが﹁明

購蜥に鍵かれるのである︒繍⁝欝における灘象は︑根源的
mの給⁝鷺坦における﹁齢陣と燃側と凱鱒脚﹂の観⁝灘憐︵承帖闘︶

九

断にし環れるといふことである︒純粋に叢かれるのほ︑

﹁競るべきもの﹂が︑その力向に添うて自分を表はすの

の雨力繭回﹂である︒

の領域における一つの﹁もの﹂の︑穫源的漁る﹁在め

方

鼎齪

窟伽
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的に豫想しうる作晶を︑人は嘗葉の最も純綿なる意味に

剛○

べての線と表面が統一せられ九といふことは︑それにカ

隣の描爲には︑多様を極め弛維験の敷へ箆深い熟慮が盤

業に鍛へ上げられた糟⁝鱒の深みが鍵かれ九〇その精密な

の丸みとにおいて︑長い人生の行路における︑多くの難

に驚き分けられ允深い皮慮の厳と︑これに勤慮する筋肉

もしくは生命の緊張が叢かれ差︒ 一人の老入の顔に精華

かれ疫人物においては一息馬讐通に︑精脚の深さが︑

の作温においてはi掩とへば︑そこにきはめて多く叢

さきに二二つたやうに︑ブソ・アイク︑デュウレルら

に︑優れ控磁二黒が︑あの懲博くべ聖精粋な描篇にカめ距

ならない︒そこに要求せられ艶毛のを明断に爽はす允め

ば無意昧な︑響町をも允ない作品として成立し耀ければ

それに興からないものがそこに震かれ允とすれば︑それ

うるものなるがゆゑに甕かれ海ので援ければならない︒

るすべての線と表颪が︑そこに霞かるべきものを表はし

も︑それが優れ優作ロ㎜であるといふには︑それを形威す

ことを願ふ︒いかに精密に一つの小篇が織かれ距にして

といふことである︒私は緒鴛がこのことに 総轟閉せられる

を合はしえない線と停滞は︑そこには混へられなかつ疫

かれ旋︒．唇を堅に穿つ微か轍獄の一筋つつか盤く砥ど黒

のである︒これに反して牧漢︑梁槽らの籠疎な作晶がひ

昌

蜜撫口の輪郭と丸みと︑それに關⁝製する周圃の筋肉の闘

としく優れ允作品であるのは︑それが允だ仕出寒作風を

おいて︑ つ優れ渡る伶品﹂と雲ふべきであら5︒

戯には︑熟慮を語る欝⁝かな緊張もつぐまれ允︒精密を琶

登えたといふ理爵によるのである︒彼らは精美な作風を

かな線と表面とによって︑彼らが響くべきものを十分霞

しうるやうに叢かれ允のである︒それを褒はしうるやう

もつ問時代入のやうに︑還して北野の叢家達のやうに︑

もつといふことのみによるのではない︑そのやうなわつ

な線と表緬とが一つに叢費集められ九のである︒それぞ

彼らの叢く封象の黒部を見撫かつ允︒多様をきはめ允線

はめ癒線と表面とのすべてが︑それを表はすことに力を

れのものの長さ︑大きさ︑方向︾位概︑それぞれのもの

の形成のみが︑彼らの﹁叢家の蹟﹂が一見疫ものであっ允Q

と表面との構成を見なかつ霞︒・賢にわっか叛線と表面と

合はせ疫のである︒それらの線と丸みとが︑それを齋衣は

の閥⁝聯が︑それを衷はしうるやうに統囲せられ九のであ

そζに彼らは︑彼らが﹁霧かんとする懲の﹂を︑彼らの

る︒それは解傭︑牧漢らの最も簡疎な作風においてと同
様である︒そのやうな精紳︑生命を叢窪うるやうに︑す

婆
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と表面とな見塾し允︒さうしてそれが甕かれた︒奈太礁︑

作諾とじて﹁霧かるべき馬の﹂を十分明断に欝嚢うる線

あるであらうか！精雑な作風をもつて叢かれ距給⁝叢は︑

明白な棚轟が見繊される︒それだから⁝或は讃ふ人も

が継かれるのである︒．二つの作風の閥には︑このやう激

aに軍一豫欝⁝．のみをもつ作風を電って叢かれた竜のに

八窮鳥などが最竜優れ允作臨として︑萬人の賞謎を浴び
るに晶撫するのはこ れ に よ る の で あ る ︒

翠純な構幾をもつ作風と多様撫構避をもつ作風と︑張
穆遽のいふ疎の轄⁝も轡の携⁝も︑それが精憩︑盤命をもつ︑

姥べて︑常により深い作品であるといふ評償は︑その癒

の評慣とともに︑歴然疲る絡叢奥の事貧が認めないこと

ての翼口説⁝領域﹁に鳶けるものとひとしく︑無限にも多様で

それが不思議撒ことであらうか︒絡鍵の椿象は︑すべ

は︑さきに磐云つ掩と瞭りであるQ

の統一によって︑より深い背後のものを表はすのであっ

規定せられ疫根源的な豫漏愁である︒漏喪術⁝象はこの帳源酌

あるQそれは給叢の根源をなす藝夢精榊の無限の意志に

かはらや︑二つの作風は明らかに大きい相異を竜ってゐ

寓費の現賢として︑彼れの﹁霊かうとする竜の﹂を︑﹁鍵

一つの鞘口賄の⁝封象として︑船艦々とさう

る︒⁝単なる輪郭のみによつて謳かれ允一つの鋤象といへ

に見るのである︒

き九いと思ひ覚つもの﹂を︑馬肥響きはめ允自然のうち

して遽く蓮なる肉川の重めを破は見軽し九︒一つの作品

一つの

表面の上．に成立する統囲である︒陶歓の論炎面の上にぴと

に難いてはしかし︑ 一．朋の潤費する鶴が取り上げられ距︒

⁝覚の直接理事鰹ハとして︑

しく叢かれ允諸部分が︑この表爾の上に在る存在として

遠い眺整を馬つ風景は︑そこに譲がる野と川と町と森と︑
ん

が

高い山︑食い察をもち︑確かに遽い距離をもつてみる︒

れることはで董る︒しかしその﹁飛ぶ位置﹂が雛撫る察．

一廻の鶴も遠い彼力に．遠い察を飛ぶ姿勢において霞か

意昧をもつ勤象と︑それを一つの部分として更にその背

二

ではなくて︑﹁遠い室しとして磁かれるには︑それに﹁遽
東灘の絡蝿における﹁疎と蜜と鴻盤﹂の解罧︵承離ご

後︷に立つ竜のと︑この幾つかの前後の贋を形作って深さ

には︑一つの﹁輪郭をもつ鵡の﹂と︑その背景としての

である︒これに難して精窟な細部をもつて鍵かれたもの

の﹁一つの輪郭﹂を︑部ち﹁一つの謝象﹂を形威するの

はある︒掩だそれは︑ 硯

ども︑部分の統踊によってはじめて全軍が威醸するので

．疫︒その黙に誇いては隅様である︑しかし︑それにもか

帥ち深さをもっといふことは︑どちらもひとしく︑細部

篇一
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囲鴻

の金法廷を識く輪山郭へ︑多くの羅な撫す晶糾景と背瓢蝋との

暫畢研究

さ﹂を︑邸ち後景の意味鷺附興する疫めに︑何らかの難腿

關⁝聯を積み霊ねて︑叢かれることができる︒さうしてそ

れは︑ 一翅の鶴が︑その特哨の覗三管⁝鷺に︑そのやうな

景﹂が鍵かれねばならない︒軍に一盛の鶴のみが叢かれ
．

をもつ風景が︑却って翠に晶黒髭の水︑⁝序︑林︑察といふ

深さを竜つといふことである︒ζれに⁝費して︑遽い眺め

たとすれば︑鶴は捜絵に︑ ﹁葡景﹂に︑即ち最竜近い距

離にあるものとして鍵かれπのである︒ここには︑遽い︑

ﾈ構⁝造を︑知識の窯⁝賜で面判断すれば︑それは一つの遽

ともできる︒それを現費の慮然に引き直して︑その地理

澱どのわっかな勤象による淺い織⁝叢を竜って霊かれるこ

眺望をもつ風景においてのやうな距離は︑裁ち奥行は霊
かれ撫かつ九のであるQ

そこにはしかし次のやうな︑一つの濾意せらるべき寓
一つのもののみが

い眺めをもつ廣い画然であった︒しかし一つの絡謎にお

ｪ︑必然的⁝に結びつけられてゐ血︒

號かれ拠︑それのみが灘に 見られ允といふζとは︑一つ

な⁝構造を竜つかぎりにおいて︑ ︸朋の鶴のもつ深さを竜
掩なかつ九のである︒

ける直接な醜鋭の事轡八としては︑それが前景背舞の簡疎

べきものを︑観⁝覚が深ぐ意志し九といふことでみる︒そ

一つの輪郭を竜つ︑それゆゑにコつ

の督学﹂である︒それは水︑石︑林︑捲などがそれぞれ

一男の鶴である︑

もって︑明確菰親銑存在として震かれるかぎり︑それは

一一朋の撚凹﹂が︑その特山南の輪捌郭﹁を

に﹂もかかはらす︑

一弱

ふことであるQこのやう撫根源的六錦繍によって︑

れらの黒甜れる⁝封象を晶就一する山川の噸公膿は一それぞれ

のものが一書の鶴が見られ掩やうに精縛に轡兄られるなら

特有の輪⁝郭をもつ一つの⁝封着であるのと嗣様である︒そ

選る︒一羽の鶴としてのてつの観畳存在が︑その一枚の

凌る︒ ﹁︐一つのもの﹂を規定する﹁一つの輪郭﹂は︑そ・

朋の島に比べて遙かに深い構幾を竜っこと竜で

ば⁝〜
一つの群が形放する⁝つの翼へ︑さうして絡に一羽の鶴

羽の一條の繊から︑それを集め疫一枚の羽へ︑その羽の

の上馬︑きはめて精密な細管をもつて鍵かれることがで

在る封象が︑根源的に精獅な刑部を二って見られるとい

に見嵩されることである︒さうしてそれが︑近く隠前に

ことである︒その一封象に特麿な一つの覗発構⁝造が精薬

の⁝脇詰のものとして見繊さるべきものが明正に見られる

の竜の鷺見ることに︑幌⁝覚の閥心が豊中せられ九といふ

的〜

ことである︒そのやうな特殊な一つの封象として叢かる

奮〔
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味を饗へるのである︒霊かれ掩撚が張く見つめる難であ

れを形威する細部の相異によって︑鋭敏にその⁝親鍵酌意

の深さを重しうるのと身様である︒

撫愛顧をとほしてのみ︑ほじめて見黒されるやうな入聞

融融な寓件を凄はめて精細に樵⁝くことによって︑そのやう

もの層を竜つ統一であるのに⁝封し︑

の竜のと媒件とに誇いて︑優美なる竜の︑乱費電の︑大

無限の攣容をもって威評するといふことである︒それら

聴診の封象として見癬される人物︑溺件その他の翻然が︑

するといふのは︑総鍵の封象として存在する﹁もの﹂を︑

面々い﹂のであることほ別の機・曾に蓮べ距︒それを省略

うに一﹁省略﹂するので砿なく﹁識くべき封象として

細面を見ないので藷のるQそれを一煎蕊池に考へられるや

一つの﹁竜の﹂の輪郭とこれに封確⁝する表断とに訟ける

ある◎晶精禽な一作風がもつやう激細⁝部を見結いのである︒︑

簡急なものは︑そこに法意の潜をなす統一を一見ないので

精髄な作風が幾鍛

為か︑欝皿かに伏せる隣であるかは︑血だそれを形域する

それは見つめる開と伏せる蹟の輪郭︑表爾即ち覗畳構

細部によってはじめて見塒されるのである︒
＼

幾が違ふといふことである︒延怠の三舞が一さ邊に皆
鷹
つ物やうに一無隈の多感を︑もっといふことは︑輪郭︑

いなる亀の︑強︑き竜の︑可笑し謹もの︑鋭邊もの︑瀬脆

せられ允と制糠するのである︒叢籔その人といへども︑

親齢貰の竜のに引費換へて︑それが叢かれてる癒い︑省略

表面の無限の可能性が豫更せられるといふζとである︒

旧るもの︑異様なるもの︑卑し邊もの︑怖ろし蒼亀の︑

﹁町費を見る熱しに轟いてはそれを見るであらう︑距だそ
一つの簡疎

ちに形作られることで あ る ︒ ∠ ⁝ 剛 ち そ こ に は ︑

れを叢かんとする﹁美⁝術家の幽しはそれを叢くべきもの

その他七隈に種汝なる馬のが︑輪郭表而の内容として誼

なる作風を竜つ作晶︑即ち⁝縄い構幾をもつ諭⁝叢に訟いて︑

撫かつ拠のである〇 一つのものの輪罵郭︑面面の細部を︑

として見なかつ友︑それなればこそ︑それを繁くに到ら

整はぬ︷谷貌︑身一驚⁝︑姿侃勢の精蜜菰描寛卿のうちに︑深い精⁝

﹂氣嚢阿い糟⁝融﹁が叢かれうるやうに︑素朴を豊はめ允人物の︑

紳が叢かれることもで論るのである︒恰もそれは︑一つ

べ蓬竜のとしての﹁もの﹂が︑そのやう叛﹁廉潔を亀九

彼が一つの製作において見なかったとは︑そこに叢かる

；⁝

ない竜のしとして見惑され掩のである︒彼がh兄ようとし

の小職が︑淡汝とし九簡疎な描篇のうちに︑氣品の高い

生活を結しうるや5に︑Mつの亀のは︑卑しい性格︑非
寒祥の絵識にお酵る﹁疎と糟と嵩蓮の解羅︑へ撫覇︶

420s

きるといふことである◎それらの顧と静とを精⁝密に見る

囲騰

のは︑この勤象の構威に多くの閥心を竜つことである︒

子匹號

控竜のは︑その﹁外しにあっ距のである︒それを除いて

その封象の形威に心を集申・することである︒それを意識

纂蕊翼購十

はじめて明断に見るζとので費る屯のであっ疫︒それな

嘗雛研究

らば︑そこに省略せられπと見なされる細榔は︑その絃

b心に置く︑それを飯前に見ることである瓢それをわ

面面のやうな柿︑であっ陀︒さうしてそれは自然の柿を犯

かしその﹁締しは︑輪郭も歪み︑爽繭の丸み竜見ない︑

存在を薩醸し九のである︒それは間つの柿であっ九︒し

作の根源をなす醜畳が︑そこに︑そのやうな一つの醍艶

見由禺されるのである︒もう一撃歎びかへると︑破れの岬製

とほして︑はじめて彼がそこに見ようとする馬のが十分

ると︑それに﹁⁝軽罪を韓罵るものしの意映〜を︷異へることを

馬のの明断なる現れを遮るべきものであっ掩Q激ひかへ

﹁細筆的短しを掛けるのである︒さうしてそれが︑自然に

な立場に訟いて見られる物とnとの聞に︑いはば一つの

のである︒湯釜を見ないとは︑費隣的な竜しくは知識的

ある︒見んとする鐵は搾る﹁蹴離Uにおいてそれを見る

﹁見んとする旧﹂の詳覧に最竜近く置かうとはし撫いので

ことである︒それを關心の中心に置かないことである︒

に見ないのは︑そのやう激論心をそれに向っても免ない

断に見られることであっ距︒これに反して︑紬蔀を精密

が心に戦取竜近く見ることである︒それが一つの⁝謝象が明

において彼が幅兇ようとするものに取っては︑却ってその

しく見ることがで邊憂いからであっ旋といふよりは︑そ

おいて物の細皿郡が見られ叛いのは︑一つには搭ど物との

囲つには︑その中簡一を遮る塞氣︑霧︑霞︑聯磯撫

どの水芸によると考へられる⁝脱聯繋癖慶の︑肌駁も深い理

既離に︑

﹁覗﹁畳が産繊し焦しといふ

うに一九とへば⁝輪郭のみを明晰﹃に表はして︑変画の晶瀾

ふ驚で竜ない︒旺然の水氣は︑多くの絡鎚においてのや

喝とよゆこれらの霞然現象が︑給鍵において細心蔀が猫
︑かれ思いことと︑いかに二つ允環象であるかは改めて云

由である︒

られ疫といふべまであっ距︒

圃つの物はいか撒る程炭に竜北⁝衝に回兄られ

一つの灘物が無限

に深い暦と︑それを縫⁝成する多糠出る術をもつことがで

／ることができる︒ そ れ は 讃 ひ か へ る と ︑

ったやうに︑

の⁝写象への⁝無心が少ないといふζとであるQさきに竜云

輪郭褒面における細部が見られ菰いといふことは︑そ

のは︑㎞入の叢象がそれを叢い疫といふことである︒

のやうな一つの麗しい親騰形象が︑覗畳によって産嵩せ

のド
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白隙一においてのやうに︑虚偽はその紺醐総⁝が︷つづつ晶精審に

部コは隠すといふやうな湘ものでは叡いσまた︑さ邊の李太

つゆゑにそれは一つの﹁ものしである︒雲と云ひ︑罰と

かはりに︑照る限界を郎ち輪郭を亀ってみる︒輪郭な馬

を見ること竜で嚢る︒そこには水氣が一様に張りつめる

一つ

名四づけられる︒允だその輪郭は一つの爾幾⁝牲を憎く︑ 一

叢かれながら︑身替はわ︑つかに余薫の輪郭が︑やうやく

一二の厳とと亀に淡く見られるに此まつ疫やう激亀ので
も惑い︒細部が見られない事脚貫には︑二つの方面を臨別

然に貰いては原鋼納に轡致する︒輪郭の細部が明鞭に兇

の洗雪における細⁝部と歎ふ竜のである︒二つの遽近は粛

爾の丸みの相異︑色謂⁝の黒熱における綿⁝部︑それは室氣

それ駈云ふこきが︑でぎる︒一つは輪郭に規定せられ距蓑

の細⁝部が見られないのである︒線の遠近における細⁝部と

の蓮纏を切る竜のである◎黒馬轡髄にそれは絡寮の激界

明確叛る漣績を竜ってみる︒雲と器との形ある水氣はそ

に接し奢ってみる︒

る︒一つの物はその輪郭の摂源酌なみ方法によつて︑五

﹁馬の﹂は︑すべて互に前後左・石の一脾定の位置を菊ってみ

て二疋の位置をも拠ないものである︒白回然に存准ずる

の圃鱒⁝から灘焦せられ允﹁ものしである︒三方陶に關し

定の形をもつて︑勉上に定存しないことによって︑

ら難いこ姦︑懸の遠妻︑從魂そ黎小︒く見

がそこに成立する絹親しく敵紙と購じく磁色である︒絹︑

することがで嚢る︒ 一〇は輪郭の線における轡型︑属折

られることを蒸留する︒さうしてそれは毒物の朋に論

紙のもつ蓑爾の白さは︑そζにまだ黙秘の叢叢かれてる

膚然は無限に多様捻る封象において

ける察氣︑水際の暦の厚さな豫想するのである︒

水氣が一様に察中に禰撫するかはりに︑雲︑矯叛どの水

この双方が一致を訣く時を見ることはで破る︒それは

雲︑矯などの水野が自獄然の一蒲郡を﹁覆ふ﹂光景を欝蜘くの

績の断綴れるところには︑驚蓬があるσ怪しみがある︒

る︒自然に論ける歴象の硯獣的蓮総⁝を臨⁝つのである9蓮

あるQ璽︑騰の白さも︑それとひとしく観畳の隈止であ

ない歌濁である︒まだ侮竜のも一児られ激い無限の室闇⁝で

動く日時である︒唱魅由門の頂きを雲のかな獲に明噺旧に牌把なが

氣の推紳嶺が或る轄斜がφと厚みをもって允なび嚢もし︑くは

は︑この驚邊鷺絆ふ竜のな難くのである◎それ賦⁝つの

前の林や村鷺見失ふこと竜ある﹂深い燭襯煙の鑛し

ら︑麟

輪郭な竜ってみる−艶だそれが隠然の勤象な覆ふ電の︑

⁝蹴

掩申に︑懇ひ竜かけぬ藪の胸部︑小川に架けた板橋など
策洋の紬叢に諏ける﹁疎ど辮と熟盤篇の解線︵承賄︶
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す︑彼はなほそのままに見ようとし︑それを見掩︑さう

一六

灘ち見ない亀のとしてヅつの繋象の蕪に寛つ雄馬背後に

してそれを叢い没のである︒それに近づいて︑明るい磁

第蕊響鴎十繋∵閥號

おける一八とへば一一つの山は餓酬限なる・ものに蓮る

光のうちに︑明断にそれを見ようとし叛かつ癒のである︒

誓畢研第

ものとして見られるであらう◎遠く彼方に蓬ゐ甥は無限

ﾎ術⁝家の闘しが︑それを見ることを遮ったのである︒

遮つ疫より以前に︑それを一見よろと思ひ立拠ない彼れの

距離と察氣と水糎蝋とが︑その精細糊な細制榔を彼れの品目から

撫の高高を欲して盤く潜れを出せば︑則ち商からす︑

なるものに糠一る川として見られるであらう︒
ノ

煙弾其の腰を癒せば則ち高し︒水の遽琶を欲して盤く
へ

無きのみ敷らす︑蕪て侮ぞ碓嚇を叢くに⁝異らん︒水盤

ぱ︑則ち遠し︒蓋し寓戴く塒つれば︑惟に．秀按の高さ

の闇に︑距離もしくは鍵氣︑水氣が介在すると考へられ

られ海のである︒それ遮ればこそ︑その﹁もの﹂と績と

られない﹂といふやう激状況において︑

轟く僧竜のも見られなかつ沌のではない︑﹁細部が見

く嵐つれば︑惟に般鋤折の遽さ無邊のみなら・ず︑嘗て何

嚇つの竜のが見

ぞ蛎矧を霧くに異らん︒

﹁介在するもの﹂が考へられる

一つの竜のが介在するものの﹁彼方﹂にあると考

る〇一瞬と物の﹁⁝聞しに︑

とは︑

へられることを豫想する︑ 一つのものが︑遽くかな允に︑

奥行蓉をもつて見られることを豫塾する︒一つのものが

馬つにはして喝︑それらの﹁ものしをと座して嗣つの竜

もち︑零⁝氣︑水禽がいか贈る物理墨的︑氣象腰細⁝意味を

霞ら遮る︑それを見ようとしないといふことであっだ︒

り深い意映〜において︑瀬幣覚そのものがそれを螺兄ることを

水氣が介在する︑それを明瞬に一腰ることを簸るとは︑よ

深さにおいて在ることを豫惣するのである︒距離︑察氣︑

のが見られ拠ことは︑彼れの鶴がその歌況を避けようと

そこに冤られ拠形態︑色彩以上の細部を産出しようとし
．なかつ疫のである︒根源的に︑細儲はそれを統記する発
精病勢細部は決して見られ癒いことを知るに亀かかはら

へ

しなかっ騰落賢を豫溶する︒そのやうな厭況に誇いては︑

財と融物の閣の距離が︑いかなる髄獄墨・的溜物理學的意味を

と黄公豊も激ふ︵篇山水訣︶︒

を見得せん

血紅に追継二面うれば︑応勢蕩くして測るぺから回る

と疑雲が云つ距めは︑︵林泉高致︶これを云つ拠のである︒

るのである︒色と形が明断﹇に見え短いと語られるのであ

踊れを禺せば︑⁝期ち遽からす︒掩映して其の派を漸て

「晶

盛23

支へらるぺ費背後を豫想する︒細編を見ようとし激かつ

それが根源的要求である︒この饗求が實現しない︒

その特有の曲遡縛⁝を竜陀ねば敷︑らない︒︸つの﹁竜のしの

一つの馬のの輪郭︑煮売は︑根源的な醜蝿的窮鼠として︑

陀とは︑それを細君として背後に即ち﹁蟻ハ﹂に存置する

の輪郭の方向に添うて︑苔汝の隠が甦められ允︑それが

豫流する︒その蘭に立ち︑︐その竜のによって存在を

馬のを見ることに︑競発が意圏を集申し弛といふことで

一つ

ある︒﹁よの深嚢電の﹂な見ようとし差といふことであ

伴ふ﹁阻止﹂を一見る︒一二方山岡は親轡⁝の縷︻源七二・求である︒

突如として中止せられる時︑暑汝はそζに一つの驚きを

転々は普逓にそれを︑山が﹁よく一見え激い﹂と蚤ふの

られπのである︒膏汝はそれな知識によって鯛断ずるの

ある︒さうしてそれが見られ撒いのはζの思慮が阻∵止ぜ

それは一つの乗気が丸みを竜って前田られるといふことで

である︒よく見え激いといふのは︑しかし︑見らるべ登

では撒く︑薗子鳥鐵の経験として明断に仙認解するのであ

れ以上の展贈開を止め允といふことである︒

る︒さうしてそれは︑醜畳自らそれを阻止し疫こと︑そ

られてるる︒しかし私はさ塗に︑奨徳家が叢かなかつ九

在の︑根紙門的な織⁝遭を殿州るに忌め拠といふことである◎

の疫と曇ふ︑また蚤ふこと魯できるのである︒出の翻⁝部

常の慕實として︑霞や霧が論る弛めに出がよく見え叛い

喪︒私は矛盾してみるであらうか︒允しかに蕎汝は︑日

構遭におけ為深さをもつζとが示され允のである︒

有の深さをもつに饗して︑簡疎激作繊弱ま疲その特有の

弛︑さうしてそれを懸盤のである︒精密叛作風がその特

一つの﹁電の﹂の深い贋位においての在り方を見んとし

そこには明らかに知識がそれを敏へてるる︒知職はしか
しそれにおいて判断すべき︑それに先急立つ纂蜜の存在
も

を豫議しなければ撫ら叛い︒そこに一海とへばーー淡

F調︑中編⁝せられ髄輪郭霧ハ画が見られねば撫ら酬い◎
霜︷鞭伴の鍮胴嚇榊における﹁疎と鵬偶と畿鵜脚﹂の解細糠︵激儒鵬﹀メ

糊む

二つの作風の根源醜激精⁝紳である︒ζれらの作風として

糟業界る竜のと簡疎激るものと︑二つの作風は︑それ
︐それ特有の欝遭における深さをもつものである︒それは

はその下に隙されてるて晴れれば明瞭に見えをであらう︒

⁝つの親艶存

のは︑彼れの闘がそれを薩出し激かつ允のである︾二試つ

︑感︑見らるべ登細部が﹁続にそこに在る竜の﹂として譜

呂のが十分明断ド見られ戦いといふことである︒それに

﹁繧滲としてし見られるといふことである︒

る︒それが尭とへば︑鰻や霧に隔てられて︑ 一つの出が

膿脳
い，

4滋

旧八

れを竜掩ない竜のに比べて﹁より優れ允もの﹄で激けれ

鑛薦百期十灘︒購號

自己を表ほす翼壁の深い意麟である瀞意麟は蜜翼せられ
ばなら叛い︒

哲雛醗寵

ねばなら敵い︒さうしてそれは︑一人の叢象の﹁照と手

叢かれることは︑予算的に︑それがそれ激らざる竜のに

ｵて︑霞分を臨鑓するζとを豫惣する︒一つのh他の

﹁一つあ竜のしが威零する︑一つの竜のが

における見るζと﹂即ち製作において︑はじめて蜜競す
るのである︒彼がいかなる﹁曝測か艶﹂髭電つか︑精密に

時といへど竜︑それはその 特蒋の繭仔在を︑それを支へる

もの﹂が︑比べらるべきものとして馬鐸に見出され豫い

の作隠悶は︑それぞれの作風に特有の深さを講㎝くのである︒

分を隙寒し暴ければ撫ら角い︒

背景の晶溺に浮き心弛せ︑背景の麟剛に立つものとしての自

﹁嚥別しは﹁比較﹂であ

それらの作風においセ︑いかなるものを盤邊うるかとい

る︒しかし一つの竜のに卜する背景は︑それが背景であ

つ﹁嚇つのもの﹂が侮を竜ち何を鋏くかを比ぶべ登﹁蝸

るかぎのにおいて︑常に豊胸の背景である︑その箭に立

糧源蘭に︑繍⁝の臨界と違つ疫竜のでなければならない︒

つのもの﹂では激い︑に馬かかはら・ず︑それが背景であ

一つの管照は︑

叢かれる事象において︑それな．爽はす線と爽面と︑それ

るかぎり︑﹁一つのもの﹂がそれに繋する﹁⁝異れるもの﹂

せられることがで豊る〇

らの構⁝成とにおいて︑無限なる多嫌が山田ぜられねばな

として︑自分を礁面する馬のである︒そζに立つその一

ざる竜のはしかし直ちに﹁楠⁝の一つのものしではない︒

ら依い︒異れる線と異れる表面は︑ましてそれらの⁝異れ

激い︒歎ひかへると︑叢かれ允一つの世m外は︑黒ハれる瞭醸

られる一輪の花と同じ屠位に立ち︑それと封署するζと

るのみの裕のである︒それはi艶とへ懐1そこに見

ので塗る他の一輪の花では叛い︒とすれば︑それには︑

それは允だそζに贈兄爵されるものより外のものといはれ

として關聯するζとを豫燃する︒

その花以外のすべての馬のが魁括せられてるなければ海

さと深さとにおいて威立し金ければ叛ら激い︒異れる作

い竜のを他の馬のが竜血ねば激らない︒それを三つζと

幅っの菊ののも允な

は︑観応が要求するものを竜つといふ意味において︑そ

期㎎が年立することは︑必然的にそれが互に﹁異れるもの﹂

つの馬のに⁝封ずる﹁それ叛らざるもの﹂である︒それ﹂なら

ﾈる作ロ㎜が崩腔幽

ふことのみが決定する︒ 一つの作風において︑心隈に多

弛だそれが慕轡ハいかなる深さをもって捻れるかは︑破が

見るか︑紅鶴に見るか︑いつれかによって︑彼れの一つ

…封

る雛⁝威は︑それぞれ異れる精榊︑生命を表はさねばなら

畿…

でなく︑あらゆる美幸謝象を定立せしむべき根源が語ら

つのもの﹂もない︑それによっては︑蹴・に一輪の花のみ

らない︒そのやうな花はない︑そのやう叛いか激る﹁一

の評償は︑一つの作晶に封ずる箪た外的翻る附加では激

﹁：：：より劣るしものとして見出﹂されるのである︒優劣

れが或る比較において︑即ち﹁・：：・に優る﹂醒しくは

く︑羅に一つの作晶のみが見出

造をもつのである︒二つの作撮においては去ふまで菊な

一つの作贔が域遺するといふ纂蜜における摂源的激

される時といへど馬︑そ

れねばなら薄い︒より高次なる︑もしくはより深く背後

い︑

なる竜のが語られてみなければなら激い︒一輪の花が叢
かれる︑それが自分を皇別することは︑根源的にそれが

それがいかなる作期㎜であるかといふ闇凹びに謝する答へ

契機であっ允︒

陶かれることを穐⁝想する︒さうしてそれは外でも惑い︑美

は︑そこに難かれる耐封象がいかなる線と蓑面の統一とし．

それならざる竜のに封立することとして一つの統一に謎

の深嚢主薬⁝性が︑無限に多様なる美の形墜︑そこから

さうしてそれは︑一人の漁家をと碧して現れる親蝿が︑

て形成せられるかによってさまざまであることがで費距︒

つの美なるものが威立するとは︑この深塗霊骸性が﹁そ

その無⁝限凝る麟⁝遭性の剛つの場ム淵を廊貫現するといふこと

追立するものとして我が内に含むといふことである◎一

れを見るζと﹂である︒ ﹁それ﹂を見るかぎりにおいて︑

背景は﹁それならざるものしである︒同時にしかしそれ

を負うてみる︒意⁝圃は實現ぜられて︑はじめてそれと知

である︒彼れの一つの製作は︑この無恨なる宵寝の意園

ゆ

を﹁見る﹂かぎりに愛いてそれ自らである︒それを柵児る

ることがで窪る︒それは一つの存在ではない︑

その晶特有の︑邸ち︑いかなる﹁他の馬の﹂から馬麗別せ

それがいかなる深き意園を負ふかを知ることはできない︒

前﹂である︒鍵家は拠だその作晶を製作すみのみである︑

﹁存在以

とは︑ ﹁そのもの﹂の硯艶存在が威費することである︒
﹁薪掩なる竜の﹂が

の麺薯噛話を聞くζとである︒背景はそれを﹁はじ

その薪疫なる存在を語るζとである︒それを見るとはこ

は︑羅に．その闘と乎とのは掩らきのみによるのでは激い︑

かを欝もつて語ることはできない︒もちろん彼れの製作

云ひかへると︑その作事がいか癒るものとして完成する

られた竜のが存在することである︒

めて聞くものしとして聾傾けるものであみ︒一つのもの

一九

彼が一つの作口簾を盤かうとする意志がそれに先嚢立ち︑
策洋の鍮鰯叢に灘ける﹁葡猟と籍と嵩難﹂の解糧⁝︵激F翻⁝﹀

と背景の間において成立する﹁比較﹂は︑このやう激継⁝

螂
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それを導いてみる︒彼が負ふ硯畳の濃い意志が彼に涛い
ゑ

て現れるのである．意志が硯れ上すべき縫は激い︒親れ

監す時価師ち意志ぜざる畔を竜つ意志は翼の意志ではな
い︒薩発が鑑嚢る蒔はない︒永久にそれは﹁美術家﹂の
背後でなければ叛らない︒蚤ひかへれば︑彼は永久に︑

彼れの意識に上らない背後を賃はねば激らない︒刻々に
彼に現れ來るものは︑彼れの意⁝識な超えた馬の︑師ち
﹁豫期ししないものである︒常に一つ︑の薪掩なるものが彼

れの作口mとして成立するのである︒それは一つのコ眺に

作られてあるもの﹂とは異れる一つの馬のである︒轍枚

の絡は︑すべて一つの藝徳作晶は一それが優劣の蜘判

つぐまれ

作風を篇す

︶

を伸って見られることの︑辮災により深く根源的激講廊輿と
して威立するのである︒︵終

つむが劇

肯像を畿く
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