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概要
本論文は、ユダヤ教徒であるマルク・シャガール（Marc Chagall, 1887-1985）が、
近現代のユダヤ人芸術家とは異なり、キリスト教の信徒共同体のために宗教的建築
物を装飾したことをシャガール独自のハシディズムの世界観から説明する。さらに
初期のユダヤ・モティーフの絵画についても同じ世界観によって描いたことを示す。
シャガールはフランス帰国時代にキリスト教の聖堂を装飾し、キリスト像を描い
た。そのうち、ランス大聖堂やコルデリエル礼拝堂や聖シュテファン教会の作品で
は、幼児キリストの像に光輪が描かれなかったのに対して、磔刑像には光輪が描か
れた。ユダヤ人画家の制作としてそれはどういう意味をもつのであろうか？
シャガールがユダヤ教徒であることを考えれば、シャガールが描いたキリスト像
は、聖書の中の出来事を画面上に再現した説話的（ナラティヴ）なものであって、
礼拝的なものではないということになる。旧約聖書の十戒の第二戒に対して、キリ
スト教美術では神の受肉を根拠としてイコンが神の肖像画として可能となったの
に対し、ユダヤ教美術ではその成立の根拠となる神の受肉がなかったからである。
従って、本来、ユダヤ教徒の描くキリスト像は、神の世界と礼拝者をつなぐ役割を
持たない。
しかし、シャガールのキリスト像はシャガールにとって神の世界と人間の世界を
つなぐ媒体となり得る。その根拠として、あらゆるものに神が宿るというハシディ
ズムの考え方を1963年のシカゴ大学社会思想委員会主催の講演においてシャガー
ルは述べた。
さらにシャガールは、キリスト教徒のための礼拝堂において神が宿る作品の精神
的（礼拝的）な内容を人々に伝えることができると述べた。つまり、キリスト教信
徒共同体のための宗教的建築物においてユダヤ教の信仰の内容も伝えることが可
能だと考えたので、シャガールは、ユダヤ教徒としてキリスト教の聖堂を多数装飾
することができたのである。
1963年の講演内容を念頭において回想録を読み直すと、シャガールが、地上のあ
らゆる物に神が宿るという考え方を幼年時代から持ち続けていたことがわかる。あ
らゆる物に神が宿ると考えたので、シャガールは、《ロシアとロバとその他のもの
たちへ》（1911-12年）において、ユダヤ教とキリスト教の区別なく、キリスト教の
聖堂の屋根にダヴィデの星を描くことができた。
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しかし前衛詩人であるブレーズ・サンドラール（Blaise Cendrars, 1887-1961）とギ
ヨーム・アポリネール（Guillaume Apollinaire, 1880-1918）は、《ロシアとロバとそ
の他のものたちへ》を含めたシャガールの初期作品を高く評価しつつも、十字架や
磔刑像やダヴィデの星からその本来の意味を剥奪し、それらが他の現世的なモティ
ーフと混在していると解釈した。シャガール自身もその評価を容認した。さらに
1940年代にアンドレ・ブルトン（André Breton, 1896-1966）が亡命先のアメリカにお
いてシャガールをシュルレアリストとして認めた時も、サンドラールとアポリネー
ルによる1910年代の評価を参考にしていた。
ひるがえって、1920 年代の日本ではシュルレアリスムそのものに関する情報が充
分そろわず、様々に解釈されていた。この状況下で外山卯三郎（1903-1980 年）は、
作品における幻想性を根拠として、ブルトンに先駆けて 1928 年にシャガールをシ
ュルレアリストとして紹介した。そして、シャガールの作品と川口軌外（1892-1966
年）や中山巍（1893-1978 年）や飯田操朗（1908-1936 年）の作品との図像上の影響
関係においても、シュルレアリスムとは関わりのない水準でこれらの前衛芸術家が
シャガール作品の人物像を模写したに過ぎなかったのである。

序章 問題提起：キリスト教信徒共同体のための聖堂装飾
第一節 ユダヤ人画家シャガール
フランスを代表する画家であるマルク・シャガール（Marc Chagall, 1887-1985）は、
20 世紀美術史における巨匠の１人である。フランスの国民詩人ラ・フォンテーヌの
寓話（Les fables de La Fontaine）の挿絵1やパリのオペラ座のための天井画2はフラン

1

1926 年に、シャガールは、画商アンブロワーズ・ヴォラール（Ambroise Vollard, 1867-1939）

から、ジャン・ド・ラ・フォンテーヌの『寓話』の挿絵（エッチング）制作の依頼を受け
た（Duchen 1998, p.183, 邦訳 186 頁）。この作品は、ヴォラールが倉庫の奥深くにしまいこ
んだので、長い間出版されず、1952 年になってやっと、テリアド（Teriade, 本名 Efstratios
Eleftheriades, 1897-1983）によって出版された（Duchen 1998, p.186, 邦訳 188 頁）。
2

1963 年、当時の文化相アンドレ・マルローがこのオペラ座の天井画の制作をシャガール

に依頼した。天井画を新しくする事業はオペラ座全体の改修工事の一環として行われた。
シャガールはこの天井画のために模型を 2 つ制作し、シャルル・ド・ゴールとアンドレ・
マルローがこの 2 つのうち 1 つを選び出した。シャガールは、ドビュッシー、ラヴェル、
ムソルグスキー、チャイコフスキー、モーツァルトらの作品の主題をもとにバレエやオペ

3

スを代表する作品として名高い。シャガールの作品は現在でもフランス国内外で親
しまれている。一般的に、シャガールの作品の魅力は、フランスを舞台として、花
や恋人達や動物が明るい色彩で描かれていることにあると思われる。
しかし、本論文が問題にするのはこのようなシャガール像ではない。シャガール
がフランスの市民権を獲得したのは 1937 年になってからのことである。シャガー
ルは、ロシア語を話し、ロシア語を書くロシア人であると同時に、ハシディズムと
いうユダヤ教神秘的敬虔主義的思想を持ち、家庭ではイディッシュ語を話すユダヤ
人でもあった。シャガールがユダヤ人であるということはシャガールの生活を脅か
した。東欧では 19 世紀からポグロムが発生していたので、ユダヤ人に対する虐殺
や暴力や略奪の脅威は常にシャガールにつきまとっていた。また、ユダヤ人には
様々な制限が課せられていた。例えば、革命前までは、ユダヤ人が居留域外で居住
するには正式な許可証が必要だった。シャガールはこの許可証を入手することがで
きなかったことが原因で、ペテルブルグで一度留置所に入れられたことがあった3。
さらに、シャガールがユダヤ人であることは、ロシアにおいては制作活動を妨げ
る要因となることがあった。例えば、回想録によれば、シャガールが〈芸術世界（Мир
искусства）〉展に送った作品数点が展示されなかった4。この時、シャガールの作
品は、「芸術世界」の関係者のアパートに留められていた。作品がこのように扱わ
れた理由は、シャガールがユダヤ人であるからだとシャガールは回想している5。
このような出来事を紹介すると、のどかな作品を描くフランス人画家としてのシ
ャガール像が迫害に苦しんだロシアのユダヤ人画家としての像に転換するかもし
れない。しかし、シャガールが受けた差別や迫害のみに注目すると、シャガールの
生き方も、作品の功績も見落としてしまう。
そもそも、日常生活においてシャガールは常に他の民族から迫害を受けていたわ
けではなかった。また、シャガールは、信教や民族、国籍にかかわらず友人を作り、
アメリカ亡命時代にはユダヤ教徒ではないヴァージニア・ハガード（Virginia
Haggard, 生没年不明）と暮らした。そして、フランス帰国時代にはユダヤ教徒とし
てキリスト教の信徒共同体のために聖堂を装飾し、そこでキリスト像を描いている。
ラの場面を描いた（Sorlier 1989, pp.155-161, 邦訳 171-179 頁）。シャガールが制作したオペ
ラ座の天井画の主題について佐藤 2013 を参照。
3

Chagall 1931, pp.128-130.（邦訳 120-122 頁。）

4

Chagall 1931, pp.156-157.（邦訳 150 頁。）

5

Chagall 1931, pp.156-157.（邦訳 150 頁。）
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このキリスト像は主に２種類に分けることができる。1 つがユダヤ人殉教者とし
てのキリスト像である。タブロー作品ではシャガールと同時代のユダヤ人芸術家が
同様にユダヤ人の殉教主題の磔刑像を含む作品を制作している。その代表的な研究
者が後述するマイゼルスである。もう 1 つのキリスト像は神の世界と人間の世界を
つなぐ媒体となり得るキリスト像である。この像については、後述するアプチンス
カヤによる先行研究がある。
第二節 代表的なシャガール研究
シャガール作品の代表的な研究書は、フランツ・マイヤー（Franz Meyer, 生没年
不明）によるカタログ（1961 年刊行）である。マイヤーがこのカタログを執筆した
目的は、東洋的な雰囲気や幻想的な題材を強調する評価や解釈に対し、包括的にシ
ャガールの作品を理解するため、シャガール作品の根源と発展を明らかにすること
にあった6。このカタログの特徴は、ロシア時代から 1960 年頃までのシャガールの
活動を記録していることと、多くの図版を時期ごとに分けて掲載していることであ
る。磔刑像を含む作品については、マイヤーは、磔刑像はユダヤ人としてのキリス
トの像であり、神としての像ではないと捉えている7。
マイヤーによるカタログの問題点は、シャガールの存命中に出版されたことにあ
る。このため、マイヤーによるカタログ出版後に出版された回想録や評伝の内容は
マイヤーのカタログには含まれなかった。また、1961年のカタログ出版後のシャガ
ールの重要な発言やキリスト教の信徒共同体のための聖堂の装飾についてマイヤ
ーは書くことができなかった。シャガールのステンドグラス作品は、ユダヤ教徒に
よる作品として重要な問題を持つにもかかわらず、マイヤー以後も総合的な研究は
行われていない8。
マイヤーのカタログ出版後に発表された代表的な回想録と評伝は3点ある。シャ
ガールの妻ヴァージニア・ハガード（Virginia Haggard, 生没年不明）が1986年に出
版した回想録『シャガールとの日々‐語られなかった七年間（My Life with Chagall）』

6

Meyer 1961, S.9.

7

Meyer 1961, S.19.

8

例えば、マルトーによるカタログは、シャガールが制作したステンドグラスのうち、一

部の作品のみ紹介している（Marteau 1972）。シャガールが装飾した主要な聖堂の平面図に
ついては『シャガール展』2013 を参照。
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がそのうちの一つである。ハガードはこの回想録に、シャガールが述べた宗教思想

やシャガールの作品制作にかかわる出来事を記した。1989年にシャルル・ソルリエ
（Charles Sorlier, 生没年不明）が出版した回想録『わが師シャガール（Chagall, le
Patron）』10も同様に重要な資料である。ソルリエは石版画の刷師であり、シャガー
ルの親友でもあった。ソルリエはこの回想録に、シャガールの作品制作にかかわる
出来事やシャガールが述べた言葉を記した。1989年に作家シドニー・アレグザンダ
ー（Sidney Alexander, 生年不明）が出版した評伝『マルク・シャガール（Marc
Chagall-An intimate Biography）』11では、アレグザンダーは作品解釈はせず、マイヤ
ーのカタログ出版後のシャガールの活動を主に記した。ただし、シャガールがキリ
スト教徒のための聖堂を装飾したことについては、一部の作品のみを紹介したにと
どまる。それはハガードやソルリエによる回想録においても同様である。
これらの代表的な回想録と評伝に加えて、シャガールが描いたキリスト像に関す
る先行研究がある。ユダヤ人芸術家がユダヤ人殉教を主題として描いた作品に関し
ては、マイゼルスによる『叙述と解釈‐視覚芸術へのホロコーストの影響（Depiction
and interpretation–The Influence of the Holocaust on the Visual Arts）』12（1993 年）が
代表的である。この研究書においてマイゼルスは、シャガールによる磔刑像を含む
作品について、他のユダヤ人芸術家による同系列の作品とともに考察した。シャガ

9

Haggard 1986.
シャガールの家族による回想録としては、シャガールの最初の妻ベラもイディッシュ語

で書いた回想録を 1947 年に出版している（マルシェッソー2002、107 頁）。ベラは、主に、
幼年時代の家庭での生活とシャガールとの出会いについて記しているので、ハガードによ
る回想とは異なり、シャガールの作品制作についてはほとんど書いていない（ベラ・シャ
ガール 1995）
。
ベラの回想録のほか、シャガールとハガードの息子マクニール（David McNeil,
1946-）による回想録が 2003 年に出版された。その邦訳は 2009 年に出版された（マクニー
ル 2009）。
10

Sorlier 1989.

11

Alexander 1989.
アレグザンダー以外では、2008 年に、ヴォルシュレガーがシャガール評伝を出版してい

る。その邦訳は 2013 年に出版された。アレグザンダーによる評伝と比較すると、ヴォルシ
ュレガーによる評伝は、シャガール発ベラ宛書簡やバクスト（Лев Самойлович Бакст（наст.
фам. Розенберг）, 1866-1924）宛書簡等の未刊行の書簡について記しているのが特徴的であ
る。また、ヴォルシュレガーによる評伝では、註釈がついているので、先行研究とヴォル
シュレガー独自の貢献を見分けることが容易である（ヴォルシュレガー2013）
。
12

Maisels 1993.

6

ールによる磔刑像を含む作品については、マイゼルスによる『ユダヤ美術誌（Journal
of Jewish Art）』13所載論文14と『ユダヤ美術（Jewish Art）』誌所載論文15も代表的
である。これらの論文において、マイゼルスは、ユダヤ人殉教主題の磔刑像を含む
作品について考察している。
このように、マイヤーがカタログを出版した 1961 年から現在に至るまで、主に
ユダヤ人としての磔刑像が論じられてきた。その中で、アプチンスカヤだけが『マ
ルク・シャガール－芸術家の肖像（Марк Шагал-Портрет художника）』第一章16に
おいて宗教哲学者であるソロヴィヨフ（Владимир Сергеевич Соловьёв, 1853-1900）
の思想とシャガールのキリスト像を関連づけた。
アプチンスカヤが『マルク・シャガール‐芸術家の肖像』を執筆し、1995 年に出
版した背景として、ロシア国内ではシャガールの作品が充分に研究されていないと
いう状況があった。シャガールが西欧と東欧両方で暮らしていたことを考えると、
シャガールの研究も西欧と東欧の両方で等しく進んでいるかのような錯覚に陥る。
実際は、西欧でシャガール研究書や画集が多数出版されているのに対し、東欧では
シャガールについて充分に研究されてこなかった。シャガールはロシアで自分の作
品が認められなかったこと、また、生活条件が悪化したことから亡命し、後にフラ
ンス国籍を取得したので、ロシアを否定した芸術家とみなされる可能性がある。特
にソ連時代には言論や出版の規制が厳しかったので、亡命芸術家であるシャガール
を研究することも、研究成果を発表することも難しかったと思われる。ある程度自
由に研究することができる環境が整うのを待たなければならなかったはずである。
その環境が整い始めた頃に後述するアレクサンドル・カーメンスキーが研究書を出
版した。アプチンスカヤによる『マルク・シャガール‐芸術家の肖像』はその後の
出版となる。
『マルク・シャガール‐芸術家の肖像』以前のロシアにおける代表的なシャガー
ル研究としては、1918 年に芸術批評家であるアブラム・エフロス（Абрам Маркович
Эфрос, 1886-1954）とヤーコヴ・トゥーゲンドホリド（Яков Александрович
13

ユダヤ美術研究の中心的な機関誌である『ユダヤ美術誌（Journal of Jewish Art）』の題

名は 1986/87 年 12/13（合併）巻から『ユダヤ美術（Jewish Art）』に変更された。2005 年
からは『アルス・ユダイカ（Ars Judaica）』の題名で刊行されている。
14

Maisels 1982.

15

Maisels 1995/1996.

16

Апчинская 1995, стр.7-13.
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Тугендхольд, 生年不明、1928 年没）が『マルク・シャガールの芸術（Искусство Марка
Шагала）』17を出版している。『マルク・シャガールの芸術』においてエフロスと
トゥーゲンドホリド各々は、シャガール作品から受ける感想について書いた。この
時、エフロスは、シャガールの作品の幻想的な要素をユダヤ神秘主義思想と結び付
けた18ものの、その明確な根拠は示さなかった。
エフロスとトゥーゲンドホリドが『マルク・シャガールの芸術』を出版してから
70 年近く経ってようやく、カーメンスキーがシャガール研究書を 1988 年に出版し
た19。カーメンスキーによる『シャガール‐ロシアとソヴィエト時代 1907-1922 年』
はシャガールのロシア時代に焦点をあてたことや、シャガールが制作した手書きの
詩やインタビュー内容を付録したことが特徴的である。このような資料はマイヤー
によるカタログを補うが、カーメンスキーの研究がマイヤーによる研究を常に補う
ことができるわけではない。例えば、シャガールがペン（Юрий Моисеевич Пэн,
1854-1937）やバクスト（Лев Самойлович Бакст（наст. фам. Розенберг）, 1866-1924）
から受けた教育内容などはマイヤーの方が詳しく説明しているので、この点につい
て本論文ではマイヤーによる研究書を引用した。
このように、ロシアではシャガール研究が充分に行われない中、1995 年にアプチ
ンスカヤが『マルク・シャガール‐芸術家の肖像』を出版した。この研究書におい
てアプチンスカヤは、シャガールの作品をシャガールの世界観と結び付けて考察し
ている。
シャガールがユダヤ教徒であり、ユダヤ教では像を造ることが禁止されているこ
とについて、アプチンスカヤは、ユダヤ文化において装飾的な芸術が発達していた
ことや近代において解放ユダヤ人はしばしば偉大な画家あるいは彫刻家となった
ことを喚起した。その中でのシャガールの特徴は、ユダヤの宗教的伝統において偶
像崇拝反対運動を内部から克服したかのようにして芸術家となったことにあると
アプチンスカヤは述べた。その時のシャガールのユダヤ的な考え方として、アプチ
ンスカヤはソロヴィヨフによる著作「ユダヤ人社会とキリスト教問題（Еврейство и
17

Efros and Tugendhold 1918.

18

Efros and Tugendhold 1918, pp.192-193.

19

カーメンスキー『シャガール‐ロシアとソヴィエト時代 1907-1922 年』は、フランス語

版、ドイツ語版、英語版（Kamensky 1989）があるが、初出は 1988 年に出版されたフラン
ス語版（Alexandre Kamenski, Chagall: periode russe et sovietique 1907-1922, traduit du russe par
Joëlle Aubert-Yong, Paris: Editions du Regard, 1988）だと思われる。
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христианский вопрос）」（1884 年執筆）を引用している。アプチンスカヤによる引
用は短すぎるので、ここでは長めに紹介する。
自らの宗教を信じるユダヤ人は、神の精神性や人間の精神の神性を完
全に認めるので、これらの最高の原理を、その物質的な現れ、その肉体
的形や外見、その極限の最後の実現から分けられず、分けようともしな
かった。あらゆるイデーとあらゆる理想のためにユダヤ人は可視的で感
知できる具体化や善行の結果を欲する。このため、ユダヤ人は、現実を
支配することができない理想や、現実において実現できない理想を認め
なかった。ユダヤ人は最上の精神的真理を認めることができ、そして認
める用意ができている。しかし、それはその真理の現実的な実行を見て
感じる時だけである。ユダヤ人は不可視のものを信じる（なぜならあら
ゆる信仰は不可視のものに対する信仰だからである）が、ユダヤ人はこ
の不可視のものが可視になり、さらに、自分の力になることを欲する。
すなわち、ユダヤ人は精神を信じる。しかし、それはあらゆる物質的な
ものに入り込み、精神の殻や道具として物質を使用するような精神に限
られる。
Евреи, верные своей религии, вполне признавая духовность Божества и
божественность человеческого духа, не умели и не хотели отделять эти
высшие начала от их материального выражения, от их телесной формы и
оболочки, от их крайнего и конечного осуществления. Для всякой идеи и
всякого идеала еврей требует видимого и осязательного воплощения и
благотворного результата; еврей не хочет признавать такого идеала, который
не в силах покорить себе действительность и в ней воплотиться; еврей
способен и готов признать самую высочайшую духовную истину, но только
с тем, чтобы видеть и ощущать ее реальное действие. Он верит в невидимое
(ибо всякая вера есть вера в невидимое), но хочет, чтобы это невидимое
стало видимым и проявило бы свою силу; он верит в дух, но только в такой,
который проникает все материальное, который пользуется материей как
своей оболочкой и своим орудием.20

20

Соловьёв 1884, стр.20-21.
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このように、ソロヴィヨフはユダヤ教において精神を物質で表すことを肯定して
いる。その根拠は「ユダヤ人社会とキリスト教問題」では明らかにされていないが、
ソフィアによるものと考えられる。
ユダヤ教において偶像崇拝反対運動を克服する過程を説明するにあたり、ユダヤ
人の著作ではなく、ソロヴィヨフの著作をアプチンスカヤが用いた理由は、ソロヴ
ィヨフが帝政末期にユダヤ人を擁護していた21こと、また、ソロヴィヨフの影響力
が強かったことを喚起するためだと思われる。
その上で、アプチンスカヤは、シャガールの使命が精神を目に見える形で示し、
精神と物質を統合することであるという可能性について述べた。この見解はそれま
での研究にはみられない重要なものである。なぜ重要かというと、このアプチンス
カヤの視点によって、シャガールがユダヤ教を信仰しながらも、神の世界と人間の
世界をつなぎ得るキリスト像を描いたことが説明できるからである。
しかし研究の問題点として、精神を物質で表わすことに関してシャガールがどの
ように考えていたのか、また、どのような作品においてシャガールが精神と物質を
統合したかについてアプチンスカヤは述べなかった。
こうした先行研究の状況をふまえ、本論文第一部では、シャガールがキリスト教
の聖堂を装飾した経緯を説明する。その際に、1963 年のシカゴ大学社会思想委員会
主催の講演においてシャガールが精神と物質の統合について述べたこと、また、キ
リスト教の信徒共同体のための宗教的建築物においてユダヤ教の信仰の内容も伝
えることができると述べたことを指摘する。さらにこの講演で述べたシャガール独
自のハシディズムの世界観をシャガールが幼年時代から持っていたこと、また、こ
の世界観によって初期作品を制作していたことを示す。
本論文第二部では、シャガール独自のハシディズムの世界観によってシャガール
が描いた初期作品がどのように西欧の画檀に受け容れられたかをたどり、シャガー
ルとシュルレアリスムとの複雑な関係を整理する。さらに日本におけるシュルレア
リスムの受容においてブルトン（André Breton, 1896-1966）による認定以前から、シ
ャガールがシュルレアリストとして紹介されていたことを明らかにする。

21

赤尾 2007、43-50 頁。
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第一部 作品制作
第一章 ロシア時代
シャガールが画家となることを決めたのは、学校に通っている時のことだった。
当時、シャガールはデッサンという行為が何を意味するのかわからないまま、デッ
サンに夢中になっていた22。シャガールはクラスメートに敵愾心を燃やし、本の挿
絵の複製を作った23。この時点では、シャガールは画家というものがどのような職
業であるかをまだ知らなかった。ある日、シャガールの友人が家に遊びに来て、シ
ャガールが描いた複製画を見ると、感嘆し、「君は本当の芸術家なんだね」と言っ
た。芸術家とは何であるか、誰が芸術家であるのか、シャガール自身は芸術家にな
る可能性があるのか、とシャガールは友人に質問した。友人は答えなかったが、シ
ャガールは、すぐに、ヴィテプスク市のどこかで見た看板を思い出した。それは、
ユーリー・ペン（Юрий Моисеевич Пэн, 1854-1937）の画塾の看板だった。シャガ
ールは、ペンの画塾に入りさえすれば、自分も芸術家になれると考えた24。母親は
シャガールを店員や会計係や写真師にするつもりだったが、シャガールは画家にな
りたいという希望を母親に述べた。シャガールは、ペンの画塾に通って、そこでの
一定の課程を修了しさえすれば一人前の芸術家になれると考えた25。これが当時、
シャガールが画家について理解していることの全てだった。回想録によれば、シャ
ガールが生まれ育ったヴィテプスク、つまりユダヤ人居留域内では、芸術家という
言葉は全く口にされず、縁遠い言葉だった。このため、シャガール自身もあえて芸
術家という言葉を使うことはできなかった26。芸術家について詳しく知らないのは

22

Chagall 1931, p.82.（邦訳 73 頁。）

23

Chagall 1931, pp.84-85.（邦訳 75 頁。）

24

Chagall 1931, pp.85-86.（邦訳 76 頁。）

25

Chagall 1931, pp.87-88.（邦訳 77-78 頁。）

26

Chagall 1931, p.85.（邦訳 76 頁。）
ロシアでは、ペン以外にも、マルク・アントコリスキー（Марк Матвеевич Антокольский,

1843-1902）やイサーク・レヴィタン（Исаак Ильич Левитан, 1860-1900）やレオニード・パ
ステルナーク（Леонид Осипович Пастернак, 1862-1945）らユダヤ人芸術家が活動していた。
このため、芸術家という言葉をヴィテプスクの住民が口にするのを一度も聞いたことがな
かったとシャガールが回想したのは誇張であり、自らの不運な生まれを脚色する目的でそ
のように主張したのではないかとデュシェンは述べている（Duchen 1998, p.21, 邦訳 21 頁）。
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シャガールの母親も同様だった。画家になるため、ペンの画塾に通いたいとシャガ
ールが言った時、シャガールの母親は、画家であるイリヤ・レーピン（Илья Эфимович
Репин, 1844-1930）と自分の兄が親しくしていたことから、兄の意見を参考にし、
検討したうえで、シャガールがペンの画塾に通うことを認めている27。その後、シ
ャガールはデッサンをペンに見せに行き、学校に通うことを許可された。
このように、シャガールの回想によれば、シャガールとその家族、そしてシャガ
ールが住む町での芸術家に関する知識と理解は限られていた。その根本的な原因は、
ユダヤ文化において像を造ることが禁じられているからだった。シャガールがユダ
ヤ教徒である以上、作品制作にあたり、モーセの十戒の第二戒をめぐる問題が生じ
る。なぜユダヤ人が絵を描くことができるのか、それは旧約聖書で禁じられている
ではないか、という問題である。
旧約聖書「出エジプト記」第二十章では、像を造ることを禁じているが、この戒
めをシャガールは知っていた。シャガールは、幼年時代、叔父の肖像を描くことに
ついて、「もし私が叔父を描くとしたら。神様はそれをお許しにならない。罪です
（Si je me mettais à le dessiner? Dieu ne le permet pas. Péché.）」と感じていたことを回
想している28。
しかし、シャガールはこの問題を解決しないまま芸術活動を続けた。それは、ユ
ーデリ・ペンというユダヤ人芸術家が既に存在したからであり、ペン以前にもロシ
アではユダヤ人芸術家が芸術アカデミーで学び、活躍していたからである。そうし
た前例があったので、シャガールは第二戒にことさらに縛られる必要はなかった。
シャガール以前のユダヤ人芸術家とその家族は、第二戒に直面し、深刻に悩む度
合が大きかった。例えば、ユダヤ人として初めてペテルブルグの芸術アカデミーで
学んだ移動派（Передвижники）の芸術家マルク・アントコリスキー（Марк Матвеевич
Антокольский, 1843-1902）は、像を刻むことの罪を幼い頃からつきつけられた。ヴ
ィリナ（現在のヴィリニュス）生まれのアントコリスキー29は、幼い頃から粘土や
木彫りによる造形に興味があり、芸術家としての教養を身につけたいと考えていた。
しかし、アントコリスキーの父親は、神への冒涜を理由として、アントコリスキー
が絵を描くことや像を造ることを非難し、アントコリスキーを叩くことで作品制作
27

Sorlier 1989, p.34.（邦訳 22 頁。）

28

Chagall 1931, p.44.（邦訳 30 頁。）

29

アントコリスキーの生涯と制作作品について Lewbin 1974, pp.19-58 及び Кузнецова 1986

及び Glants 2010 を参照。
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を止めさせようとした30。家庭において子供が美術作品を制作することを親が禁じ
るというのは、シャガールの師であるユーデリ・ペンの場合も同様であった。ペン
の母親は、ペンが絵を描くことに理解を示さず、ペンを叩いていた31。シャガール
の先達にあたるユダヤ人芸術家は、第二戒に背くことの罪深さを家庭で教わったの
である。
アントコリスキーは、父親の配慮でモール職人の徒弟となり、その後は木彫師の
工房で働いた。ある時、偶然制作したファン・ダイクの《キリストと聖母》の木彫
による複製が町中で評判となり、これをきっかけとして、ヴィリナの主知事の妻の
支援を受け、ペテルブルグに移住した。そして、聴講生として芸術アカデミーで学
ぶことを許可された。
アカデミーで学んでいた 1864 年に、アントコリスキーは、身近なユダヤ人の生
活を主題にした《ユダヤの洋服家》
（図 1）を制作した。モデルとなった老人は、視
力が衰えているようである。針に糸を通すのが困難なので、窓枠から身を乗り出し、
太陽の光のもとで、針の穴をよく見ようとしている。ユダヤ人が着用する帽子をか
ぶっているので、この老人がユダヤ人であることがわかる。この作品がアカデミー
の展覧会に出品されると、アントコリスキーはアカデミー総裁から抗議を受けた。
その理由は、アントコリスキーが古代ギリシアの英雄ではなく、身近な労働者の像
を制作したからだった。
一方、批評家かつ移動派（Передвижники）の代弁者であるウラジーミル・スタ
ーソフ（Владимир Васильевич Стасов, 1824-1906）は、アントコリスキーの《ユダ
ヤの洋服家》を高く評価した32。スターソフは少数民族の文化向上を推奨していた
ので、ユダヤ人の生活が主題である《ユダヤの洋服家》を称えた。アントコリスキ
ーの作品が、その主題の現実らしさを鑑賞者に伝えることができるということをス

30

Glants 2010, pp.6-7.
アントコリスキーとペンの親は、子供が絵を描いたり、像を造ったりすることは禁じた

が、
窓枠職人や看板職人の徒弟となることは許可した
（Кузнецова 1986, стр.9 及び Казовский
2001, стр.14）。つまり、無名の職工として、限られた目的のために活動するのであれば、
像を描くことや刻むことがアントコリスキーやペンには許されていたのである。
31

Пэн 2006, стр.6. Пэн 2006 はカタログであるが、6 頁部分の著者名は記載されていない。

Пэн 2006 の編者名（V. N. クウチェレンコと I. P. ホロドワ）は本論文の文献一覧に記した。
32

Стасов 1871.
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ターソフは評価した33。このような作品が新しい時代のロシア芸術に貢献するとス
ターソフは考えた。
アントコリスキーがアカデミーで学ぶ間に《ユダヤの洋服家》が評価されていた
ので、アカデミーで学ぶ生徒達はアントコリスキーに注目していた。そうした時に、
後の移動派の画家となるイリヤ・レーピン（Илья Эфимович Репин, 1844-1930）が
アントコリスキーと出会った。レーピンは芸術アカデミーの彫刻科の授業でアント
コリスキーと初めて出会い、その作品を初めて見て感動し、アントコリスキーと親
しくしようとした。ある程度親しくなった後に、アントコリスキーに対して、レー
ピンはユダヤ教における第二戒について質問している。レーピンの回想では、当時
のアカデミー関係者がユダヤ美術に対して持つ考え方やその偏見が示された。また、
そうした考え方や偏見に対してアントコリスキーがどのように考えて、どのように
対応していたかが記されている。
別の日の朝、興味深い見知らぬ人間（引用者注：アントコリスキーのこと）
が授業に来るまでの間に、私（引用者注：レーピンのこと）はクラスメート
に尋ねた。「あの外国人（引用者注：アントコリスキーのこと）は誰だ？」
クラスメート達は微笑んで目配せし合った。「外国人？・・・ヴィリナ（引
用者注：現在のヴィリニュス）出身のユダヤ人だよ。才能があるそうだ。小
さな木彫りの《ユダヤの洋服家》を既に出品している。その作品が新聞で報
道されて、評価されて、観賞者がおしかけているよ」「本当にキリスト教徒
に改宗していないユダヤ人なのか？」私（引用者注：レーピンのこと）は驚
いた。「もちろん改宗するに決まっている。ユダヤ教では彫刻することすら
許されていないんだから。アントコリスキーは芸術作品の制作をあきらめる
ことはできないだろう。『あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはなら
ない』んだ」
幼年時代、私（引用者注：レーピンのこと）は、ユダヤの少年兵（引用者
注：кантонист、強制的に軍事教練を受けさせられた兵士）やユダヤの子供達
がキリスト教徒に改宗するよう強制されるのを見ていた。私達が所有する屯
田兵のための土地に何がしかのユダヤ人が些細な贈答品を持ってやってき
た時にはいつも、私の母はユダヤ人の非業の死をひどく悲しみ、キリスト教

33

Стасов 1872, стр.236.
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を受け容れるよう熱心に説得した。「改宗の主題についてこの聡明なユダヤ
人（引用者注：アントコリスキーのこと）と話してみたい」私はそう考えた。
「しかし、この話題は慎重に話さなければ・・・」アントコリスキーと話す
たびに私とアントコリスキーの共感は深まり、私達はますます親しくなった。
「造形芸術に対するユダヤ人の宗教的な態度をどのように評価しますか」あ
る日、私はアントコリスキーに訊ねた。「ユダヤ教は私の芸術活動の妨げに
はならないでしょう。ユダヤ教徒の幸福のために芸術活動をすることだって
できます」アントコリスキーは気高い態度で、目に決意をみなぎらせて話し
続けた。
「私はユダヤ教徒であり、永遠にユダヤ教徒であり続けます」
「一体
どうしてそれができるのですか。磔刑像を作っていると、たった今おっしゃ
っていたではありませんか。それが本当にユダヤ教に則しているのですか」
私は指摘した。「全てのキリスト教徒同様、あなた方のキリストの出自をお
忘れですね。キリストの教えの半分はユダヤ教の『タルムード（引用者注：
律法学者の口伝とその説明を集めたもの）』にあります。私はその教えをあ
なた方のキリストの教え以上に崇拝していることを打ち明けなければなり
ません。だってキリストはユダヤ人だったのですから。それに、もしかした
ら、人類へのキリストの愛以上の何かがあるかもしれません」アントコリス
キーの力強い目が涙で光った。「私はキリストの生涯を主題として作品をい
くつか作ることを計画しています」アントコリスキーは幾分秘密めかして言
った。「私の計画では、この作品の主題をユダヤ人の生涯の主題に入れ替え
るつもりです。今、私は、スペインのユダヤ人の歴史を学んでいます。異端
審問とユダヤ人迫害の時代の歴史です」34

レーピンとアカデミーで学ぶ生徒の会話では、アントコリスキーがユダヤ教徒で
あるにもかかわらず、第二戒に背いて像を造っていることを問題としている。アカ
デミーの生徒は、ユダヤ教の掟を守らないユダヤ人がいるはずはないと考えており、
アントコリスキーが像を刻んでいる以上、ユダヤ教に背いているのだから、近いう
ちにキリスト教徒に改宗するはずだと考えた。この考えをレーピンは妥当だと理解
34

Феликс 1982, cтр.36-37.
レーピンとアントコリスキーがアカデミーで親しくしていたことはレーピンの回想録に

記されている（Репин 2002, cтр.198-207）が、引用部分の会話は 2002 年版には記されてい
ない。
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したようである。レーピンは、幼年時代に母親がユダヤ人に改宗を勧めていたこと
を思い出し、アントコリスキーが改宗したのかどうか、また、改宗していないのな
らばユダヤ教の教義に従いながら芸術作品を制作することの矛盾をどのように解
消したのか、そうした疑問を言葉を選んだうえでアントコリスキーに直接尋ねた。
レーピンの質問に対して、アントコリスキーは、信仰と美術作品を作ることは矛盾
しないで欲しいという希望を述べただけで、それ以上のことをレーピンと議論する
ことはできなかった。当時はまだユダヤ美術の研究が確立していなかったので、ア
ントコリスキーもレーピンも、ユダヤ人がモーセの十戒の第二戒を守りつつ、像を
造ることがなぜ矛盾しないのか説明することができなかった。
今日ではユダヤ美術研究が進んでいるので、その説明をすることが可能である。
ユダヤ美術研究が進んだ理由について、グッドマンは、20世紀にユダヤ美術史の関
心が高まった要因を3点挙げている。1点目は、1920-30年代に、紀元3世紀中葉のシ
ナゴーグと紀元6世紀のシナゴーグのモザイクが発見されたことである。その各々
はドゥーラ・エウローポスの町とベト・アルファの町で発見された。ドゥーラ・エ
ウローポスのシナゴーグは壁画を備えていた。これらの発見により、ユダヤ人共同
体において芸術作品が作られていたことが明らかになった。2点目は、1948年にイ
スラエル国家が誕生し、イスラエルが国民的な美術を求めたことである。ドゥー
ラ・エウローポスとベト・アルファ以外のシナゴーグの具象的な舗床モザイクも発
見されたことにより、ドゥーラ・エウローポスとベト・アルファの作品が例外では
ないことが明らかになった。これらの発掘品を納めるために博物館が造られた。ま
た、ユダヤ美術と考古学を教え、調査するために、美術史学と考古学の講座が新設
された。20世紀にユダヤ美術史の関心が高まった要因の3点目は、アーウィン・グ
ッドイナフが『ギリシア・ローマ時代のユダヤのシンボル（Jewish Symbols in the
Greco-Roman Period）』（1988年刊行）において膨大なユダヤ美術の作品を提示した
ことだった35。
このようにユダヤ美術研究が発展した要因を指摘するとともに、グッドマンは、
ユダヤ美術研究において混乱が起きていることについて述べた。その１つがユダヤ
美術の定義の仕方である。ユダヤ美術は、民族や国家という用語で定義することが
できない多様な美術であり、ユダヤ美術史は、古代西アジア文化やギリシア・ロー
マ世界やイスラム教やキリスト教文明の歴史でもある。このため、ユダヤ美術はよ

35

グッドマン 2000、133-134 頁。
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り大きなコンテクストと関連付けて研究する必要性がある36。ユダヤ美術研究にお
いて生じているもう１つの混乱はモーセの十戒の第二戒の位置付けについてであ
る。近年に至るまでユダヤ美術については、ユダヤ人からも非ユダヤ人からも、ユ
ダヤ人には視覚芸術の天分がないとみなされてきた37。しかし、近年の研究によれ
ば、聖書原義どおりの唯一無二の第二戒というものはなかった38。ユダヤ文化では、
第二戒に対する多様な意見が現れた。美術に対するユダヤ人の態度は、ユダヤ人が
居住していた非ユダヤのギリシア・ローマ39やササン朝ペルシアやキリスト教やイ

36

ユダヤ教（Judaism）とキリスト教の境界を定めることがキリスト教美学にとって重要

な関心事となったこと、また、その結果として、ユダヤ教（Judaism）がキリスト教美術に
とって重要となったことについて、デイヴィド・ニレンベルグが「キリスト教美術の中の
ユダヤ教」で考察している（Nirenberg 2011, pp.387-427）。ニレンベルグの著作が掲載され
た論文集『キリスト教美術の中のユダヤ教（Judaism and Christian art: aesthetic anxieties from
the catacombs to colonialism）
』において各々の著者は、次の共通目的をもって論文を書いた。
それは、キリスト教美術においてユダヤ教はどのような役割を果たしたのか、また、それ
がどのようなキリスト教美術の作品となったのかを明らかにするという目的である。
37

カルマン・ブランドは、『美術なきユダヤ人』において、近代のユダヤ人が反イコン主

義（aniconism）であるとみなされたことについて考察している。ブランドは、ユダヤ美術
に関する近代の思想（discourse）の形成の前提には、ユダヤ人の同化とそれ以前からの反
セム主義があったと述べた。ブランドによれば、19 世紀から 20 世紀初頭のドイツ語話者
（Germanophone）は、ユダヤ人が根本的に反イメージ主義であると認めていた。ユダヤ美
術があることを認める者はわずかだった（Bland 2000, p.33）
。
また、マーガレット・オーリンは、『美術なき民族』（Olin 2001）においてユダヤ人が
視覚芸術を持たないという偏見が 19-20 世紀に強くなったことを明らかにした。そして、
この考え方を批評家や芸術家が覆し、克服しようとしたこと、あるいは、この考え方の範
囲内で活動しようとしたことを明らかにしている。オーリンが取り上げる事例は、エルサ
レムのベザレル美術工芸学校が民族アイデンティティーを促進した出来事や、ドゥーラ・
エウローポスのシナゴーグが 20 世紀に発見された出来事等である（Olin 2001）。
38

カルマン・ブランドは、中世のユダヤ知識人が聖書で定められた制限をどのように理解

していたかについて考察している（Bland 2000, p.9）
。
39

スティーヴン・ファインは、『ギリシア・ローマ世界における美術とユダヤ教』（Fine

2005）においてユダヤ美術が古くからあったと主張している。ファインによれば、イタリ
アやドイツやイギリスでは、各々の国の美術（National Art）があるように、ユダヤ美術
（National Art）も存在する。ドゥーラ・エウローポスの壁画があるように、また、中世の
ヘブライ語の写本があるように、また、モディリアーニやシャガールのような近代の画家
がいるように、ユダヤ美術は古くから存在するとファインは述べた（Fine 2005, pp.8-9）。
ファインは、『ギリシア・ローマ世界における美術とユダヤ教』においてユダヤ美術が古
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スラム教社会における美術に対する態度との相互作用によって条件づけられた。ユ
ダヤ人が新しい社会へと巻き込まれる度に、第二戒に対する再評価と再解釈が求め
られたのである40。つまり、ユダヤ人共同体とユダヤ人共同体を取り巻く社会との
相互関係が第二戒の再評価と再解釈を求め41、第二戒の解釈次第42では、像を刻むこ
とが戒めに逆らうことにはならなかった。
ユダヤ人がどのような時代にどのような作品を制作したかについては、グッドマ
ンが古代から現代に至る時代区分に従って概観している。このうち、19世紀以降の
区分はアントコリスキーにあてはまるものである。ユダヤ美術は2世紀の終わりか
ら7世紀に至るローマ・ビザンティン時代、8-9世紀のイスラム時代、13-15世紀のキ
リスト教中世の時代を経て18世紀まで続いた。これらは非ユダヤ社会の内部で組織
化されたユダヤ人社会で産み出された美術であり、シナゴーグやシナゴーグ絵画や
彩色写本といった宗教儀式に関わる美術である43。そうした作品は、無名の職人に
よるものが多く、ルネサンスのような人間賛歌としての芸術や芸術のための芸術と
いう概念は疑いをもって見られた44。ところが、19世紀になるとユダヤ人芸術家の
芸術に対する姿勢が大きく変化した。グッドマンによれば、19世紀以降は、ユダヤ
人芸術家は法的に定められたユダヤ人共同体の支配から自由の身になり、或る特定
の国家の一国民として、私的で個人的な感情や信仰や宗教の習慣等を描いた45。
旧約聖書「出エジプト記」第二十章の戒めに対して、キリスト教美術では神の受
肉を根拠としてイコンが神の肖像画として可能となった 46のに対し、ユダヤ教美術
ではその成立の根拠となる神の受肉がなく、人間と神の世界が断絶したままの状態

代において少数派あるいは民族的な（ethnic）美術だったという前提のもと、ギリシア・ロ
ーマ時代のユダヤ人がどのように作品を作ったかを明らかにしている。
40

グッドマン 2000、135-136 頁。

41

グッドマン 2000、142 頁。

42

例えば、12 世紀の哲学者でラビであるマイモニデスは、繊維の中に織り込まれるなど

して制作された像は許されるとした（有木 2007、27 頁）。
43

グッドマン 2000、136-142 頁。

44

Duchen 1998, p.18.（邦訳 18 頁。）

45

グッドマン 2000、142 頁。
関連研究として、リチャード・コーエンは、『ユダヤのイコン：近代の西洋における美

術と社会』において 19 世紀末にユダヤ人芸術家が同化に伴うジレンマにどのように直面し
たかについて考察している（Cohen 1998, pp.221-222）。
46

鐸木 2013、232-236 頁。
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でユダヤ人は視覚芸術を発展させたのである。
アントコリスキーの場合も同様だった。アントコリスキーは、19 世紀の多くのユ
ダヤ人芸術家と同様に、ユダヤ人共同体から離れ、作品制作を禁じる者から離れる
ことによって芸術作品を作った。アカデミーでは、レーピンとアカデミーの生徒の
会話にみられるように、アントコリスキーが作品を制作することについて疑問を持
つ者はいたが、アントコリスキーが作品を制作することに反対する者はいなかった。
アントコリスキーとレーピンとアカデミーの生徒は、ユダヤ文化における視覚芸
術の発展の過程を知らなかった。このため、アントコリスキーがユダヤ教の教義を
守りながら作品を制作することがなぜ矛盾しないかについて、その理由を誰も説明
することができなかった。一方、キリストの像を作ることについては、アントコリ
スキーは根拠を示したうえでレーピンに反論している。レーピンは、磔刑像が礼拝
目的のための像であるとみなし、アントコリスキーが聖像を作ることがユダヤ教の
教えと矛盾すると指摘した。ユダヤ教は神の子としてのキリストの存在を認めない
から、ユダヤ教徒であるアントコリスキーが礼拝目的のキリスト像を作るはずはな
いとレーピンは考えた。レーピンの指摘に対して、アントコリスキーは、歴史上実
在したユダヤ人としてのキリスト像ならば、ユダヤ教徒が作っても問題はないと主
張した。キリストがユダヤ人であるという主張は、アントコリスキーが独自で考え
出したのではなく、当時西洋で定着しつつあった考え方だった。
アントコリスキーがキリスト像を制作した背景の一つとして、マイゼルスは、
18-19世紀にキリストがユダヤ人であると主張されたことを挙げている。マイゼルス
によれば、1778年にヘルマン・ライマルス（Hermann Samuel Reimarus, 1694-1768）
の著作『イエスとイエスの弟子達の目的（The aims of Jesus and his Disciples）』が出
版された。ライマルスはイエスが歴史上存在した人物であり、法律を遵守するユダ
ヤ人であると考えていた。ライマルスの後にはモーゼス・メンデルスゾーン（Moses
Mendelssohn, 1729-1786）が1770-71年に『エルサレム』でキリストがユダヤ人であ
ったことと、キリストがユダヤ教の法規を守ったことを主張した。この時期から、
キリスト教徒とユダヤ教徒の作家がフィクションあるいは神学的な著作において
キリストがユダヤ人であることを強調した。そのうち、最も重要な著作がダーフィ
ット・シュトラウス（David Friedrich Strauss, 1808-1874）の『イエスの生涯』（1835
年）だった。シュトラウスもイエスを歴史上実在した人物としてとらえていた。同
様の考え方を、ユダヤ人歴史家ハインリッヒ・グレーツ（Heinrich Graetz, 1817-1891）
19

の『最古代から現代に至るユダヤ人の歴史（Geschichte der Juden von den altesten Zeiten
bis auf die Gegenwart）』11巻本（1853-75年）とアブラハム・ガイガー（Abraham Geiger,
1810-1874）の『ユダヤ教とその歴史』（1864年）が示した。グレーツもガイガーも
キリストが律法を遵守するユダヤ人であることを強調した47。
キリストがユダヤ人であることは、今日では明白に思われるかもしれないが、マ
イゼルスによれば、キリストがユダヤ人であることが主張され始めた頃には、プロ
テスタントとカトリック教徒双方を憤慨させた。エルネスト・ルナン（Ernest Renan,
1823-1892）は『イエス伝（Vie de Jésus）』
（1863年）においてキリストがユダヤ人で
あることを書き、騒動を起こした。キリストがユダヤ人であるという考え方に対し、
1899年にヒューストン・チェンバレン（Houston Chamberlain, 1855-1927）は、『19
世紀の基礎』においてイエスがアーリア人であり、ユダヤ人ではないと反論した。
チェンバレンの主張に対し、ユリウス・ヴェルハウゼン（Julius Wellhausen, 1844-1918）
は、1905年の著作『三人の伝道者の紹介（Einleitung in die drei ersten Evangelien）』
でイエスはキリスト教徒ではなく、ユダヤ人だったと述べた48。
このように、18-19世紀にユダヤ人としてキリストをとらえる見方49があったから
こそ、先に挙げたレーピンとの会話においてアントコリスキーは、キリストとその
教えを重視すると述べたのである。

47

Maisels 1982, pp.92-93.

48

Maisels 1982, p.93.

49

キリストを歴史上実在した人物であるととらえる見方は、ユダヤ人芸術家にのみ影響を

与えたのではなく、19 世紀の西洋においてキリスト教世界の芸術家が芸術家自身の存在や
考え方を投影するためにキリスト像を用いた背景となった。シャガールが幾つかの作品に
おいてキリストと自己を同一化したことの前例として、マイゼルスは、ゴーギャンの《ゲ
ッセマネのキリストとしての自画像》（1889 年）とアンソール（1860-1949 年）の《この
人を見よ（Ecce Homo）》（1891 年）を挙げている（Maisels 1982, p.100）。
アンソールが自己神話としてキリスト像を用いたことについては、龍野 1998 及び龍野
1999 を参照。例えば、《この人を見よ（キリストと批評家たち）》（1891 年）においてア
ンソールは、批評家に批判される自分自身をキリストの受難に重ね合わせた（龍野 1999、
44-45 頁、50 頁（註 89）及び龍野 1998、47 頁）。龍野 1999 は、アンソールがブリュッセ
ルの前衛芸術団体「二十人会」の同僚画家クノップフ（1858-1921 年）の支持者たちとの対
立の発端となった書簡の文言を、それが指示する批評家ヴェラーレンとゾラのテクストと
の関連の中で読み直し、ベルギー前衛絵画檀の内部において印象主義の意味が大きく変わ
る中で、アンソールが直面していた問題と、この問題に対するアンソールの意識を明らか
にしている。アンソールの活動は、ユダヤ美術とは直接関係しないものの、アンソールが
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アントコリスキーは、
《ユダヤの洋服家》で成功を収めた後、
《吝嗇家》
（1865年）
制作によりアカデミーで表彰され、1871年には《イワン雷帝》（図2）を制作した。
この作品は、国内では、皇帝やアカデミー総裁そしてスターソフやクラムスコイ
（Иван Никоваевич Крамской, 1837-1887）らによって絶賛され、国外ではロンドン
の国際展覧会に出品された。
スターソフによって作品が評価され、国内外で成功を収めたものの、ペテルブル
グでの低い気温のためアントコリスキーの健康状態は悪化した。アントコリスキー
は温暖な気候の土地に移り住まなければならなくなった。ポグロムや反セム主義者
による攻撃的発言を避ける意図もあったので、アントコリスキーは 1871 年に気温
の高いイタリアに移住した。イタリアで、アントコリスキーは、
《ピョートル一世》
や《ソクラテス》や《スピノザ》を制作した。また、これらの作品と並行して《エ
ッケ・ホモ》（1876 年）（図 3）の制作を開始した。
アントコリスキーは、キリストを歴史上実在したユダヤ人ととらえたうえで、
《エ
ッケ・ホモ》を制作した50。このキリスト像は、顔の横に巻き毛があり、ユダヤの
縁なし帽をかぶり、古代ユダヤ人の服装をしている51。ユダヤ人であることを強調
したキリスト像をアントコリスキーが制作した動機は、1871 年にオデッサで発生し
たポグロムを批判するためだった52。
《エッケ・ホモ》の大理石像とブロンズ像は1878年のパリ万博に出品され、高い
評価を受けた。その結果、アントコリスキーはレジオンドヌール勲章を受章し、パ
リ芸術アカデミー会員に選出された。
一方、ロシアでは、《エッケ・ホモ》はスターソフによって批判された53。スタ
ーソフにとって、ユダヤ人がキリストの像を用いることは問題とはならなかった。
スターソフが問題としたのは、キリストを題材とすることに新しさがないこと、キ
リストがうなだれ、自信を持たず、弱々しいので、制作者が《エッケ・ホモ》で何
を訴えたいのか観者に伝わりにくいこと、主題が《異端審問》（1868年）
（図4）や

自己神話としてキリスト像を用いることの背景は、ユダヤ人芸術家によるキリスト像の制
作の大きな背景（18-19 世紀にイエスが歴史上の人物であるとキリスト教徒及びユダヤ教徒
によって示されたこと）と共有できると思われる。
50

Maisels 1982, pp.92-93 及び Maisels 1993, p.178.

51

Maisels 1982, pp.93-94 及び Rajner 1990/91, pp.112-113.

52

Maisels 1982, p.95 及び Rajner 1990/91, pp.113-114.

53

Стасов 1878, стр.367-368.
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《イワン雷帝》（1871年）のような劇的な事件ではないということだった。これら
の傾向はロシアで活動していた頃のアントコリスキーの作品には見られなかった
として、スターソフはアントコリスキーを厳しく批判した。他方、キリストがユダ
ヤ的な服装をしていることは、彫刻作品としては新しい試みであると評価した54。
アントコリスキーがキリストを実在のユダヤ人と捉えたこと、また、キリストが
ユダヤ人であることを強調する像を作ったこと、この像で反セム主義に対する抗議
を示したことをシャガールも行うことになる。
シャガールはアントコリスキーと知り合うことはなかったが、シャガールのユダ
ヤ人後援者であるギンツブルグ男爵（Давид Горациевич Гинцбург, 1857-1910）は、
シャガールがアントコリスキーのような大芸術家となることを望んでいた55。また、
政治家であり、シャガールの支援者であり、シャガールの作品を初めて買った顧客
でもある56ヴィナヴェル（Максим Моисеевич Винавер, 1863-1926）は、シャガール
が第二のアントコリスキーとなることを望んでいた。
第二のアントコリスキーになるようにと支援者がシャガールに望んだのは、シャ
ガールがペテルブルグに移住して、画家としての訓練をある程度積んだ後のことだ
った。ペテルブルグ移住以前、ヴィテプスクでは、シャガールは芸術家が何を意味
するのかも知らなかった。学校での授業をきっかけとして、デッサンを楽しんでい
たに過ぎない。シャガールに素質があることを認め、芸術家とは何であるかを自分
自身の行動で示し、シャガールを指導したのはユーリー・ペンだった。ペンはアン
トコリスキーと同様に芸術アカデミーで学んだユダヤ人芸術家だった。
ペンが芸術家になることをを目指したきっかけは、幼い頃に制作した伝統的なユ
ダヤ美術の作品や、地域の住民や将官やコサック兵の肖像画の出来が良かったこと
だった。その才能が、ドヴィンスク（Двинск）（現在のラトヴィアのダウガフピル
ス（Даугавпилс））のペン家の遠縁に伝わった。この家では寄木細工の床の彩色や
看板制作を行っていた。このペン家遠縁の看板かき職人の徒弟となるため、1867
年末にペンはドヴィンスクに移り住んだ。ドヴィンスクでペンは文化的中心である
プンピャンスキー（Пумпянский）家と知り合いになった。プンピャンスキー家で、
ペンはペテルブルグの芸術アカデミーで学ぶ生徒と出会った。そして、専門的な訓

54

Стасов 1878, стр.368.

55

Chagall 1931, p.123.（邦訳 116 頁。）

56

Chagall 1931, pp.146-148.（邦訳 139-141 頁。）
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練を受けた芸術家になりたいというペンの希望が強くなった。ペンは 1879 年にペ
テルブルグに移住し、アカデミーで学ぶための試験を受けた。1 度目は試験に落ち
たが、当時アカデミーで学んでいたユダヤ人の生徒から試験対策支援を受け、1880
年にアカデミーに通う事が出来るようになった57。
ペンは 1886 年にアカデミーの研究コースを修了した後にノヴォ・アレクサンド
ロフスク（Ново-Александровск）
（現在のラトヴィアのザラサイ（Зарасай））に戻っ
た。その後、ドヴィンスク、リガに移り住み、1891 年には、クレイツブルグ（Крейцбург）
（現在のラトヴィアのクルウストピルス（Крустпилс））に移住し、そこで 5 年間暮
らした。クレイツブルグで、ペンは写真をもとに肖像画を制作する仕事を主に請け
負った。ペンはクレイツブルグを出た後にペテルブルグに住むことを考え、そこで
永住するための権利を獲得した。その頃、ヴィテプスクでは、ペンの親友と恩人が
ペンの長年の夢をかなえようと、画塾を創設することを知事に願い出ていた。許可
が降りると、ペンはヴィテプスクに移り住み、1897 年 12 月に画塾を開いた58。この
時、シャガールはまだ 10 歳だった。ペンの画塾に通うようになるのは 1906 年、シ
ャガールが 19 歳になってからのことである59。
ペンが画塾を開いていた頃のヴィテプスクにおけるユダヤ人の生活は平穏とは
言い難かった。ヴィテプスクはユダヤ人居留域内に位置していたので、ユダヤ教徒
の住民が多く、1885 年にはヴィテプスクの人口の半数以上がユダヤ教徒だった。そ
れは、ペンが画塾を創設した 1897 年も同様だった60。ユダヤ人居留域は、ポーラン
ド分割に伴い、18 世紀初頭にロシア帝国の一部となった時に設けられていた。19-20
世紀には東欧ではユダヤ人に対する虐殺や暴力や略奪が起きており、1904-05 年に
は、ヴィテプスクでも犠牲者数が数十名規模のポグロムが発生した61。
ヴィテプスクでは就学の面でユダヤ人に制限が設けられていた。シャガールの回
想によれば、ユダヤ人が公立の学校に通うことは許可されていなかった。そこで、

57

Казовский, 2001, cтр.14-19.

58

Казовский, 2001, cтр.24-27.

59

シャガールはペンのもとでほぼ 2 ヶ月間学んだと回想している（Chagall 1931, p.92, 邦訳

83 頁）が、同時に、毎月授業料５ルーブルを父親から受け取ったと回想しているので、実
際は 2 ヶ月以上ペンの画塾に通った可能性があることが指摘されている（Harshav 2004,
pp.171-172）。
60

Иоффе 2004, cтр.28.

61

Maisels 1995/1996, p.79, 註 45。
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シャガールの母親は、シャガールが公立の学校に通うことができるように賄賂を準
備した62。この学校で、シャガールはデッサンの授業を受けたことをきっかけとし
て芸術家になることを志すようになった。そして、ペンの画塾を訪ねて、デッサン
の出来を見てもらった結果、画塾に通うことを許された。
ヴィテプスクにはペンの画塾の他に類似施設がなかったので、ペンの画塾には約
100 名の学生が通った。学生は主にユダヤ人だった。学生の中には、リシツキー
（Лазарь Маркович Лисицкий, 1890-1941）やザッキン（Осип Алексеевич Цадкин,
1890-1967）やユドーヴィン（Соломон Юдовин, 1892-1954）らがいた。この画塾は、
後にシャガールがヴィテプスクに芸術学校（Витебское Художественное Училище）
を創設する 1918 年まで開かれていた63。
画塾では、ペンは幾何学を教えたり、石膏像や静物画等の制作方法を教えたりし
ていた。その間、ペンはユダヤ芸術の問題に取り組んでいた。1902 年にはペンはペ
テルブルグのユダヤ人芸術家サークルに参加し、民族のための芸術について議論し
ている。また、ペンの生徒によれば、授業にはシオニズムの雑誌である『東と西（Ost
und West）』誌が教材として用いられていた64。
ペンの作品の特徴は、ユダヤ人の生活を描くことだった（図 5）（図 6）。ペンの
画塾に通っていた頃にシャガールも、一般人の日常生活を題材に採った《籠を持つ
老女》（1906-07 年）（図 7）を制作している65。
ペンの画塾で学んだ後、ペンの生徒の一人がペテルブルグに行くことをシャガー
ルに提案した。この生徒は、ヴィテプスクではなく、大都市ペテルブルグで名声と
富を得るべきだとシャガールに勧めた。シャガールはこの誘いにのって、ユダヤ人
居住域外であるペテルブルグに移り住む準備を始めた。シャガールの父親は、シャ
ガールがペテルブルグに入ることができるように、商品受け渡しのためペテルブル
グに立ち入るという暫定証明書を入手した。この証明書を持ち、シャガールはペテ
ルブルグに移住した66。それは一時的に有効な証明書であり、長期住むために必要

62

Chagall 1931, pp.78-79.（邦訳 68-69 頁。）

63

Пэн 2006, cтр.160-163（巻末年表）.
革命後には、ペンは、シャガールの招きを受けて、シャガールが校長を務める芸術学校

で教師として勤務した。
64

Казовский 2001, cтр.25-28.

65

Meyer 1961, S.44.

66

Duchen 1998, p.28.（邦訳 28 頁。）
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な許可証を手に入れないままペテルブルグに移住したので、シャガールはしばらく
の間、証明書を持たないことの問題に悩まされた。そのうち、裕福な家の召使とし
てペテルブルグに住むことのできるよう登録することができたが、肝心の許可証を
遂行していなかったので拘束されたこともあった。後にシャガールは、看板描きに
弟子入りすることで、滞在許可証を入手するために必要な資格を手に入れた67。
シャガールは、ペテルブルグ滞在許可証の入手にも苦労したが、画塾や画学校に
通うことにも苦労した。シャガールは高等学校卒業資格を持っていなかったので、
芸術アカデミーを受験することができなかった。また、シュタイグリッツ男爵
（Baron von Steiglitz）の美術工芸学校の入試に落ちてしまった。そこで、シャガー
ル は 、 難関度 の低い 帝室 美術 振興協 会付属 美術学 校 （Школа Императорского
Общества поощрения художеств）に通うことにした。この学校でシャガールは奨学
生となり、さらに、ギンツブルグ男爵から短期支援を受け、学んだ68。シャガール
はこの美術学校でしばらくの間学んでいたが、教師の一人からデッサンの稚拙さを
指摘されたことと、デッサンの稚拙さをシャガールが奨学生であることと関連付け
られたことに我慢できず、この美術学校を辞めてしまった69。その後、シャガール
は、1908 年に風俗画家であるザイデンベルグ（Савелий Зайденберг, 1862-没年不明）
の画塾に数ヶ月間通った。この画塾にも満足できなかったシャガールは、他のより
よい画塾を探した70。ちょうどその頃、ペテルブルグでは、バクストが勤務するズ
ヴァンツェヴァ学校（Школа Званцевой）が有名になり始めていた。シャガールの
回想によれば、この学校は、帝室美術振興協会付属美術学校（Школа Императорского
Общества поощрения художеств）からも、アカデミーからもかけ離れた学校で、西
欧の息吹が活気づいている唯一の学校だった71。
バクストがズヴァンツェヴァ学校に務めるようになったのは、1906 年にモスクワ
からペテルブルグにズヴァンツェヴァ学校が移転するにあたり、出資者であるズヴ
ァンツェヴァが評判の高いバクストとドブジンスキー（Мстислав Валерианович
Добужинский, 1875-1957）を教師として招いたからだった。バクストは、自分自身
の方法で学生を教育することや、業務の分担等についてズヴァンツェヴァと取り決
67

Duchen 1998, p.30.（邦訳 30 頁。）

68

Duchen 1998, pp.30-31.（邦訳 30-31 頁。）

69

Chagall 1931, p.132.（邦訳 124 頁。）

70

Duchen 1998, p.31.（邦訳 31 頁。）

71

Chagall 1931, p.132.（邦訳 124 頁。）
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めをした。授業は 1906 年 12 月から始まった72。
シャガールはこのズヴァンツェヴァ学校に通いたいと思い、かつてヴィテプスク
でペンに会いに行った時のように、それまでに制作した作品を持って、バクストの
家を訪問した。バクストは、シャガールの作品の出来はぞんざいではあるものの、
才能はあるとシャガールを励ました73。そして、シャガールは、バクストの学校に
通うことを許された。
バクストは週に一度学校に訪れ、その間に仕上がった生徒の作品を見た。習作の
出来が悪い場合、生徒はバクストから強い叱責を受けた。シャガールも、バクスト
の授業の厳しさに耐えかね、一度挫折して、３カ月もの間、授業を欠席した。その
後、シャガールは反省して再びバクストの指導を受けた74。
教育者として、バクストが生徒に課した課題は、形態の簡略化や色彩の強化等だ
った75。バクストはシャガールが作品にユダヤ人を描くことについて反対はしなか
った。屋根の上でヴァイオリンを弾くユダヤ人が描かれた《死者》（1908年）（図
8）は、ズヴァンツェヴァ学校（Школа Званцевой）の教育の成果を披露するための
展覧会に出品された。
《死者》については、イディッシュ語慣用句を目に見えるようにして描いたこと
が先行研究で指摘されている。人気のない通りは、イディッシュ語で表すと「死の
通り」となることから連想して、シャガールが通りに死者を配置した可能性がある
ことが先行研究で指摘された76。さらに、《死者》において死体の傍で女性が両手
をあげている様子は、シャガールが幼い頃見た次の光景に対応している77。
ある朝、それも日の出のだいぶまえに、急に窓の下の通りで叫び声が起こ
った。私は夜燈の微かな閃きにひとりの女が寂しい街を横切るのを認めた。
彼女は夫を助けに来てくれるように、両手をふって呻き、まだ眠っている
人々に哀願している。まるで私や、ベッドに腹ばいに眠っている従妹が、瀕
死の人を癒し、助けることができるかのように。彼女はさらに遠くに走る。
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Брук 2005, стр.64-65.

73

Chagall 1931, pp.132-135.（邦訳 124-127 頁。）
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Chagall 1931, pp.137-139.（邦訳 129-130 頁。）
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Брук 2005, cтр.68.

76

Maisels 1978, pp.77-78 及び Duchen 1998, pp.26-28（邦訳 26-28 頁）。

77

Duchen 1998, pp.26-28（邦訳 26-28 頁）参照。
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彼女は自分の夫の傍にただひとりでいるのが恐ろしかったのだ。（中略）
死体はおごそかに、すでに地面に置かれ、顔は六本のロウソクで照らされ
ている。
やがて、人々は死者を搬び出す。（三輪、村上訳）78

シャガールがイディッシュ語慣用句を可視化したことを認めたのは、《死者》を
制作した 1908 年から 50 年近く経ってからのことである。1957 年に詩人で批評家で
あり、翻訳家でもあるロディティ（Edouard Roditi, 1910-1998）がシャガールにイン
タビュー79した時に、シャガールは、かつてイディッシュ語慣用句を可視化したこ
とについて次のように述べた。

ロディティ：「私の友人の一人であり、イスラエルの美術批評家であるハイ
ム・ガムゾウが、あなたがイディッシュ語慣用句とフォークロアに関するブ
リューゲルであると主張しています。ガムゾウは、あなたが作品の細部に一
般的なイディッシュ語慣用句と諺を描いたのを大量に確認したと言ってい
ます」
シャガール：「しかし、かつてブリューゲルがしたように、意識的に慣用句
や諺を描くということはしていません。それに、各々の細部が互いに異なる
諺を示すような絵を系統立てて構成したこともありません。私が描いた慣用
句や諺全ては実際に一般的だったのです。何千人もの一般人がこの慣用句や
諺を毎日使いました。そうした人々の考えを描くために、私もまた、慣用句
や諺を使いました。馭者がこれらの比喩を用いる場合、その言葉に文学性は
78

Chagall 1931, pp.97-98.（邦訳 88-90 頁。）

79

ロディティは、20 世紀の美術の歴史的な展開を明らかにするために、シャガールやミ

ロやココシュカ等 12 名の芸術家にインタビューを行った（Roditi 1980）。ロディティは、
シャガールについては、ロシア的な背景に興味を持ってインタビューを行っている（Roditi
1980, p.5）。
ロディティによるインタビュー内容の一部をヴィヴィアン・マンが『視覚芸術に関する
ユダヤのテキスト』に掲載した（Mann 2000, pp.147-148）。
ユダヤ人がユダヤ美術やユダヤ人芸術家に関して書いたテキストを紹介することを目的
として、マンは、『視覚芸術に関するユダヤのテキスト』を編集した。ロディティがイン
タビューを行った 1957 年には既に、シャガールは国際的に著名な芸術家となっていたこと
をマンは指摘した（Mann 2000, p.147）。
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全くありません。ヴィテプスクのユダヤ人居留域出身で、貧しい労働者の息
子である私が比喩を用いる場合も同様です。そのような場合、私の芸術がア
ネクドートに基づくわけではないのです。私が自分自身を表すとすぐに芸術
家になったという事実が私の絵を文学的にするというだけなのではありま
せんか。おそらく無意識のうちに、幼年時代に私を取り巻く全ての人々がそ
うしたように」80
シャガールは、《死者》で行ったのと同様に、パリ留学時代にもイディッシュ語
慣用句を可視化した作品を描くことになる。
シャガールが《死者》をズヴァンツェヴァ学校（Школа Званцевой）展に出品し
た頃、バクストはパリに行くことになった。シャガールが同行を願い出たところ、
バクストは、シャガールがバレエ・リュッス（Ballet Russes）の舞台装飾を手伝う
ことを同行の条件とした81。しかし、シャガールは、舞台装飾の助手としての役割
を果たすことが出来なかったので、結局、バクストと一緒にパリに行くことができ
なかった。それでも、パリに行きたかったシャガールは、ヴィナヴェルから支援を
受けることで、パリに留学することになる82。
ヴィテプスクで暮らしていた時期からペテルブルグに移住した時期にかけて、シ
ャガールがペンとバクスト各々に師事した期間は短かった。しかし、シャガールが
芸術家という職業を選択するために、また、ユダヤ的な作品を制作するために、ペ
ンとバクストから直接指導を受けたことの意義は大きかった。ユダヤ人の風俗を写
実的に描き、シオニズムの雑誌『東と西（Ost und West）』を教材として用いるペン
に師事したことは、シャガールが後にユダヤ的主題の作品を発展した要因となる。
一方、バクストのもとでは、作品制作について、形態の簡略化や色彩の強化等に主
眼が置かれた。主題についてはユダヤ人の風俗を描くことが許されていた。この指
導が、後にシャガールがユダヤ的主題の大作を制作する要因となる。それはパリ留
学以後のことであり、ロシア時代にはまだ、シャガールは、ペンとバクスト各々か
ら芸術家としての素質を認めてもらい、各々に師事するだけで精一杯だった。作品
の売れ行きは悪く、かろうじて、ヴィナヴェルがシャガールの作品を 2 点購入した

80

Mann 2000, p.148.

81

Chagall 1931, p.139.（邦訳 130-131 頁。）

82

Chagall 1931, p.148.（邦訳 140-141 頁。）

インタビュー内容の全文は Roditi, 1980, pp.9-31 を参照。
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程度だった83。その状態で、シャガールは、第二のアントコリスキーとなるように
と期待を寄せられつつ、パリに向かった。
シャガールは、1910 年にパリに着いた当初、モンパルナスで部屋を借りた。そし
て、アカデミー・ド・ラ・ショーミエールとアカデミー・ド・ラ・パレットのクラ
スに通った。シャガールはこのアカデミー・ド・ラ・パレットでキュビスムの作品
に接した84。シャガールは、ルーヴル美術館を訪れたり、サロン・ドートンヌ展や
アンデパンダン展等の展覧会を訪れたりした。また、デュラン＝リュエル（Paul
Durand-Ruel, 1831-1922 ）や アレク サンドル・ベルネーム （Alexandre Bernheim,
1839-1915）やカーンワイラー（Daniel-Henry Kahnweiler, 1884-1979）やヴォラール
（Ambroise Vollard, 1867-1939）といった前衛芸術家の作品を扱う画商達の店で作品
をのぞき見てまわった。この頃、シャガールはまだヴォラールと知り合っていなか
った。シャガールはヴォラールの店に特に惹かれたが、ヴォラールに対して恐怖感
を抱き、店に入るのをあきらめている85。シャガールは、美術館や画商の店で展示
されている作品を見て回りながら、作品制作に打ち込んだ。
パリにいる間、シャガールは、かつての師であるバクストと再会した。ペテルブ
ルグにいた頃は、シャガールは、バクストのもとで順調に活動していたわけではな
かった。シャガールは、バクストの厳しい指導に一度挫折していた。また、不器用
であることから、バレエ・リュッス（Ballet Russes）の舞台装飾の助手を務めるこ
とができず86、バクストと一緒にパリに来ることができなかった。しかし、パリで
は、バクストは、シャガールのアトリエにある作品を見て、「今、君の色彩は歌っ
ている（Maintenant, m’a-t-il dit, vos couleurs chantent）」87と評価した。
バクストがシャガールのアトリエでどの作品を見たのかは明らかではないが、こ
の時期のシャガールの代表的な作品は、《私と村》（1911 年）（図 9）88、《ロシ
アとロバとその他のものたちへ》（1911-12 年）（図 10）、《聖なる馭者（The Holy
Carter）》（1911-12 年）（図 11）、《ゴルゴダ》（1912 年）（図 12）である。

83

Chagall 1931, p.147.（邦訳 139 頁。）

84

Duchen 1998, pp.47-49.（邦訳 47-49 頁。）

85

Duchen 1998, p.50.（邦訳 50 頁。）

86

Alexander 1989, pp.114-115.（邦訳 120-121 頁。）

87

Chagall 1931, p.157.（邦訳 151 頁。）

88

《私と村》（ニューヨーク近代美術館所蔵）と同主題あるいは同構図の作品は、グワッ

シュを含め、6 点あることが先行研究で明らかにされた（奥村まき 2008）。
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これらの作品の主な問題は、シャガールが《私と村》（1911 年）で十字架のペン
ダントを身につけたユダヤ人を描き、《ロシアとロバとその他のものたちへ》
（1911-12 年）や《聖なる馭者》（1911-12 年）でロシア正教の聖堂の屋根にダヴィ
デの星を描き、《ゴルゴダ》（1912 年）で磔刑像を描いたことである。
《私と村》（1911 年）は、シャガールがパリにおいて故郷ヴィテプスクをふりか
えって制作した作品である。シャガールは画面前景に制帽をつけた自画像と自画像
に向かい合う雌牛を描き、画面後景にロシア正教の聖堂を描いた。《私と村》の問
題は、画中のシャガールが十字架のペンダントを身につけていることである。ダヴ
ィデの星のついた指輪をつけることで、シャガールは自分自身がユダヤ人であるこ
とを強調している。それと同時に十字架をつけているので、画中のシャガールの宗
教的なアイデンティティーが揺らいでいるかのような印象を作品を観る者に与え
る。
シャガールは、生涯ユダヤ教を信仰したが、キリスト教への改宗を考えたことが
あったとしてもおかしくないと思われる状況があった。ヴィテプスクでのユダヤ人
の生活は、時折危険と困難を伴っていた。先に挙げたように、ヴィテプスクでは犠
牲者数十名規模のポグロムが発生していた89。また、学校がロシア人とユダヤ人で
は区別されるなど、シャガールは自分がユダヤ人であることを意識せざるを得なか
った。この状況を背景として、また、作品制作当時の悩みを動機として、シャガー
ルは、自分の運命をキリストの運命と重ね合わせた。《私と村》制作当時、シャガ
ールが悩んでいたのは、〈青年同盟（Союз молодежи）〉グループ内でシャガールの
作品が隅の暗いところに展示されていたことや、ペテルブルグの〈芸術世界（Мир
искусства）〉展に送った作品数点が展示されなかったことだった。シャガールはこ
れらの出来事がシャガールがユダヤ人であるため起きたと考えていた90。また、シ
ャガールは、作品の手法だけではなく、他の面にも芸術の価値を探し求めていた91。
絵が売れないこと92についても、
《私と村》制作時期にシャガールは悩んでいた。シ
ャガールは《私と村》の十字架でこのような悩みを示したと思われる。
シャガールが 1909-1910 年にロシアで制作した詩集「1909-1910 年、私の幼年時代、
私の愛、私の通りとなじみのある空」（原綴不明。ハルシャフによる英訳では
89

Maisels 1995/1996, p.79, 註 45。

90

Chagall 1931, pp.156-157.（邦訳 150 頁。）

91

Chagall 1931, p.151.（邦訳 145 頁。）

92

Chagall 1931, p.154.（邦訳 148 頁。）
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「1909-1910, my poems of my childhood, my love, my streets and familiar sky」）93の一篇
においても、シャガールは自分自身を磔刑像に感傷的に重ね合わせている。
私は君（私の最愛の人）に向かって歩く
（君の）昨日の沈黙の筋を通り抜けて
つかの間のためらいの通り道で
ここで私は悲しんでいる。
青い丸い天井
上にキリストがいるように
私はキリストの主要な教え子
縦並びで（掛かり）、私たちは孤独だ
永遠に
その朝から私は割り当てられた
十字架の上での私の近い将来の運命を

I walk towards you［my beloved］
Through the thread of［your］yesterday’s silence

93

「1909-1910 年、私の幼年時代、私の愛、私の通りとなじみのある空（1909-1910, my poems

of my childhood, my love, my streets and familiar sky）
」
（未刊行、原綴不明）は、ロシア語によ
る手書きの詩集である。そのうちの 2 篇のみ、ハルシャフが英訳し、紹介している（Harshav
2004, pp.191-192）。ハルシャフによれば、シャガールが留学先のパリからロシアに一時帰国
している間に、ブレーズ・サンドラール（Blaise Cendrars, 1887-1961）がシャガールの部屋
で絵画作品と共にこの詩集を見つけ、そのままサンドラールが預かることになった。後に、
ブレーズ・サンドラールの娘であるミリアム・サンドラール（Miriam Cendrars）がこの詩
集を所有した（Harshav 2004, p.190）。
当初、シャガールは妹の結婚式に出席するため、また、婚約者ベラに会うため、一時帰国
の予定で 1914 年にロシアに戻った（Alexander 1989, pp.151-152, 邦訳 162-163 頁）
。しかし、
ロシア革命が勃発したので、シャガールは、1922 年に亡命するまでソ連に留まった。その
間、シャガールが住んでいた部屋にあったシャガールの作品は全て行方不明となった。行
方不明となった作品について、批評家であるギュスターヴ・コキオ（Gustave Coquiot,
1865-1926）が購入した作品の中には、その真贋証明書にサンドラールが署名したものがあ
った。サンドラールがシャガールに無断で作品を売却したという証拠はないものの、1960
年に画商エーメ・マーグ（Aimé Maeght, 1906-1981）が仲立ちして再会するまでの間、シャ
ガールとサンドラールは絶交したままだった（Alexander 1989, p.267, 邦訳 283-284 頁）。
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On the path of momentary hesitations
Here I am sad.
The blue cupolas
As above Christ
I am his high pupil
［Hanging］ in tandem, we are lonely
Forever.
From the morning I was assigned
My early destiny on the Cross.94
この詩と同様に、シャガールは、《私と村》の自画像に十字架をつけることで、
シャガール自身の悩みをキリストの運命に重ね合わせたと思われる。
《私と村》では、画中のシャガールが十字架のペンダントとダヴィデの星の指輪
を身につけたのに対して、同時期制作の《ロシアとロバとその他のものたちへ》で
は、ロシア正教の聖堂の屋根にダヴィデの星が描かれた。
《ロシアとロバとその他のものたちへ》では、ヴィテプスクの家屋の屋根の上に
赤い牛が立ち、その牛の乳を小さな動物と人間が直接飲んでいる。その近くにいる
農婦の首は胴体から離れ、その首は暗い空中に浮かんでいる。マイゼルスによれば、
シャガールが農婦の首を胴体から切り離して描いたのは、「頭部が飛んでいる」あ
るいは「頭部が運び去られている」というイディッシュ語慣用句を可視化するため
だった。これらの慣用句の意味は、心がさまよっているという意味や幻想を見ると
いう意味である95。《ロシアとロバとその他のものたちへ》では、農婦は、屋根の
上で牛が子供に乳を与えているのを見て、その光景を幻想だと考えた。この状況を
表すために、シャガールは、農婦の首を切り離して描いたのである。
さらに、マイゼルスは、シャガールがベイリス事件発生時に《ロシアとロバとそ
の他のものたちへ》を制作したことを指摘した。ベイリス事件とは、メンデル・ベ
イリス（Менахем Мендель Бейлис, 1874-1934）という名前のユダヤ人が、宗教儀式

94

Harshav 2004, p.192.

95

Maisels 1978, p. 84 及び Maisels 1995/1996, p.92.
シャガールの作品におけるイディッシュ語の可視化について圀府寺 2011、21-44 頁も参

照。
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のためにキリスト教徒の子供を殺したという疑いをかけられて1911年に逮捕され
た事件であり、ベイリスは1913年に釈放された96。
マイゼルスによれば、赤い牛は、ユダヤ文化において形骸化した宗教儀式を意味
する。このことが、ベイリスにかけられた嫌疑、つまり、宗教儀式のためにキリス
ト教徒の子供を殺すということが不合理であることを示す。さらに、農婦の服につ
いた複数の丸い模様は、中世においてユダヤ人に着用が義務付けられたバッヂを想
起させるとマイゼルスは述べた97。
キリスト教の聖堂にダヴィデの星が描かれたことについては、マイゼルスは、ユ
ダヤ人が宗教儀式のためにキリスト教徒の子供を殺すという迷信と関連付けた98。
マイゼルスは詳しい説明はしていないが、キリスト教の教会がユダヤ人を冤罪から
救うことができなかったことを非難するために、シャガールが聖堂にダヴィデの星
を描いたと述べたいのかもしれない。
このように、《ロシアとロバとその他のものたちへ》においてシャガールがキリ
スト教の聖堂にダヴィデの星を描いたことは充分に説明することができない一方
で、シャガールが農婦の首を斬って描いたことや、赤い牛を描いた理由は、イディ
ッシュ語慣用句やベイリス事件を念頭に置くことで、ある程度まで説明可能である。
《ロシアとロバとその他のものたちへ》と同年に制作された《聖なる馭者》では、
画中の人物像と人物像が座るベンチは上下逆さまになっている99。画中の人物は、
その髪型が巻き毛であることと、手にしているメモに「シャガール（Chagall）」「マ
ルク（Marc）」「パリ（Paris）」と書かれている100（図13）ことから、シャガール
自身であることがわかる。ベンチに腰掛けたシャガールは頭を地平線に接するよう
にして上体を後ろに大きくそらしている。シャガールは地平線上の家屋の間にキリ
スト教の聖堂を描き、その屋根にダヴィデの星を描いた。
マイゼルスは、《聖なる馭者》がイディッシュ語慣用句「頭を地面に向けて、両
足は修道院へ向かう」を想起させると述べた。この慣用句は、ユダヤ教徒がキリス

96

Duchen 1998, p.90.（邦訳 90-91 頁。）

97

Maisels 1995/1996, p.92.

98

Maisels 1995/1996, p.92.

99

《聖なる馭者》は、1914 年にベルリンのシュトゥルム画廊でヴァルデンが上下逆さま

に展示して以来、その向きで展示することにシャガールが同意した（Meyer1961, S.163）。
100

圀府寺 2011、33 頁。
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ト教に改宗しようとしていることを意味する101。この場合も、《ロシアとロバとそ
の他のものたちへ》と同様に、作品の一部のみがイディッシュ語慣用句と関連づけ
られるのであって、全体像は不明である。シャガールがキリスト教の聖堂にダヴィ
デの星を描いた理由も説明できない。
《私と村》や《ロシアとロバとその他のものたちへ》や《聖なる馭者》以外の作
品として、シャガールは、パリ留学時代に聖書の物語主題の作品を描いた。それが
《聖母子》（1911 年）（図 14）や《ゴルゴダ》（1912 年）である。シャガールは、
《ゴルゴダ》制作以前に、その原型にあたる《磔刑》（1908 年）（図 15）を制作
していた。それはシャガールが初めて描いた磔刑像を含む作品だった。
《磔刑》と
《ゴルゴダ》の構図はほぼ等しいが、両者の間の相違点として、《磔刑》では、幼
児がシャガールであることがプレートで強調されていた。マイゼルスが指摘すると
おり、《磔刑》では、シャガールは、プレート上部に「マルク」とヘブライ文字で
シャガールの名前を書いた102。
この作品では、プレートにマルクと書かれていることと、磔にされた子供の髪の
毛が巻き毛であることから、この子供がシャガールであることが判断できる。シャ
ガールがキリストではなくシャガール自身を描いた理由は、詩集「1909-1910 年、
私の幼年時代、私の愛、私の通りとなじみのある空」で表したように、当時の境遇
や悩みを磔にされるキリストの運命に重ねて強調するためだったと思われる。
一方、
《ゴルゴダ》
（1912 年）では、シャガールは、プレートも巻き毛も描いてい
ない。《磔刑》と《ゴルゴダ》では、キリストになぞらえる対象が異なるようであ
る。問題となるのは、《ゴルゴダ》制作の動機と作品の主題にこめられた意味であ
る。
101

Maisels 1978, p.82.

イディッシュ語慣用句「頭を地面に向けて、両足は修道院へ向か

う」の可視化について、ユダヤ人としての自覚を保ちながらキリスト教世界に入り、そこ
で生きていくことを自分の強みであり利点であるとシャガールが考えたと角 2012 はとら
えた（角 2012、179-180 頁）
。それならば、キリスト教の聖堂はキリスト教の聖堂らしく描
けばよいのであって、キリスト教の聖堂にダヴィデの星がついていることは説明できない。
十字架とダヴィデの星は別々の宗教を示すので、シャガールからみて異文化であるキリス
ト教徒のための聖堂に、ダヴィデの星を描くことがどうして可能なのか、という疑問が起
きる。
102

シャガールは、プレート上部に「マルク」とヘブライ文字でシャガールの名前を書き

（Maisels 1995/1996, p.74）、そのすぐ下に、ギリシア語で「ユダヤの王」と書いた（Meyer 1961,
S.91）
。
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マイゼルスは、《ゴルゴダ》制作の間接的な動機として、ロシア国内で起きてい
たポグロムの他に、ベイリス事件を挙げている103。《ゴルゴダ》で磔にされている
のが子供であることについては、マイゼルスは、照応する図像としてロシア正教の
『聖人伝（Жития святых）』に記された聖人ガブリエルの像を挙げた。ユダヤ人が
儀式のためにキリスト教徒の子供をさらって殺すという捏造された罪は、マイゼル
スの指摘によれば、東欧では 17 世紀に広まった。ガブリエルは、1690 年、6 歳の
時に誘拐され、血液が全て流れるまで釘とナイフで拷問され、その後磔にされたと
いわれている。その後、1755 年にガブリエルは聖者の列に加えられ、ガブリエルの
遺体はスルツク（Слуцк）市の聖三位一体修道院に収められた104。ロシアでベイリ
ス事件について報道された時には、この聖人ガブリエルの主題がしばしば想起され
ていた105。
《ゴルゴダ》にはいまだに不明な点が多い106ものの、マイゼルスの先行研究によ
って、シャガールの全作品に占める位置が明らかになった。反セム主義に対する批
判を示す《ゴルゴダ》をシャガールは 1930 年代から発展させる。そして、第二次
世界大戦前後にはユダヤ人殉教を主題とする磔刑像を含む作品を制作することに
なる。
《ゴルゴダ》はその前身となる作品だった。このため、
《ゴルゴダ》はシャガ
ールの全作品において重要な位置を占める。しかも、《ゴルゴダ》は、ブレーズ・
サンドラール（Blaise Cendrars, 1887-1961）によって評価され、この評価がシャガー
ルの芸術活動にとって大きな意味を持つことになる。
サンドラールに評価された作品は、この《ゴルゴダ》（1912 年）や、既に記した
《私と村》（1911 年）や《ロシアとロバとその他のものたちへ》（1911-12 年）や
《聖なる馭者》（1911-12 年）等だった。
シャガールがサンドラールと知り合ったきっかけは、シャガールが下宿先を変え
たことだった。シャガールはパリ到着時には間借りをしていたが、1 年近く経つと、
ラ・リュッシュ（La Ruche）と呼ばれる建物に引っ越した107。この建物には、様々
な国出身の芸術家や政治活動家や詩人が住んでいた。ユダヤ人芸術家の数も多く、
シャガール以外では、ハイム・スーティン（Хаим Сутин, 1893-1943）、ミハイル・
103

Maisels 1995/1996, p.86.

104

Maisels 1995/1996, p.83.

105

Maisels 1995/1996, p.83.

106

《ゴルゴダ》の解釈について圀府寺 2011、145-158 頁を参照。

107

Duchen 1998, p.57.（邦訳 53-57 頁。）
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キコイン（Михаил Кикоин, 1892-1968）、ジャック・リプシッツ（Jacques Lipchitz,
1891-1973）、オシップ・ザッキン（Осип Алексеевич Цадкин, 1890-1967）らが住ん
でいた。政治家では、レーニン（Владимир Ильич Ленин, 1870-1924）やアナトリー・
ルナチャルスキー（Анатолий Васильевич Луначарский, 1875-1933）がラ・リュッシ
ュに住み、詩人では、アンドレ・サルモン（André Salmon, 1881-1969）やブレーズ・
サンドラールらが住んでいた108。ルナチャルスキーと出会ったことは、革命後のロ
シアにおいてシャガールにとって大きな意味を持つことになる。そして、サンドラ
ールと出会ったことは、パリの前衛芸術界でシャガールが認められるきっかけとな
る。
サンドラールは、シャガールと親しくなった後、シャガールをアポリネール
（Guillaume Apollinaire, 1880-1918）に紹介した。アポリネールもサンドラールと同
様にシャガールの初期作品を高く評価し、当時既に国際的評価を得ていた画商ヘル
ヴェルト・ヴァルデン（Herwarth Walden, 1879-1941）にシャガールを紹介した109。
ヴァルデンはデア・シュトゥルム（Der Sturm）画廊と同名の雑誌を出版し、表現主
義を推し進めていた110。シャガールは、ヴァルデンと知り合った後、1913 年 9 月開
催の第一回秋のサロンに《ロシアとロバとその他のものたちへ》と《わが婚約者に
捧ぐ》と《ゴルゴダ》の 3 点を出品し、雑誌『デア・シュトゥルム（Der Sturm）
』
にも挿絵を掲載した。その結果、シャガールの世評が高くなった。
パリで作品を制作し、前衛詩人たちと交流を持ちつつも、シャガールは、ロシア
で開催される展覧会に作品を送付していた。シャガールは、まず、
〈青年同盟（Союз
молодежи）
〉第二回展覧会（1911 年 4 月開催）に作品を出品した111。その後、1911
年 11 月に、シャガールはペテルブルグの〈芸術世界（Мир искусства）〉展開催者あ
てに《家の内部（誕生）》
（1911 年）
（図 16）と《部屋（室内Ⅱ）》
（1911 年）
（図 17）
と《死者》（1908 年）あるいは《死者》（1908 年）と同構図の作品を送付した（図
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Duchen 1998, p.59.（邦訳 58-59 頁。）
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Duchen 1998, p.85.（邦訳 85-89 頁。）

110

キュビスムを推し進めたカーンワイラー（Daniel-Henry Kahnweiler, 1884-1979）もシャ

ガールとかかわりがあった可能性があるが、シャガールがカーンワイラーの画廊でドラン
（André Derain, 1880-1954）やフアン・グリス（Juan Gris, 1887-1927）の作品を見たことだ
けが回想録で確認できる（Chagall 1931, p.170, 邦訳 164 頁）。
111

Шагал 2005, стр.28.
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18）112。これらの作品のうち、
《死者》のみ 1912 年 1 月に開催された〈芸術世界（Мир
искусства）〉展で展示された 113。《死者》は〈芸術世界〉展で展示された後、1912
年 3-4 月に〈驢馬の尻尾（Ослиный хвост）〉展で展示された114。
〈驢馬の尻尾（Ослиный
хвост）〉展はロシア絵画の独自性を表明することを意図した展覧会だった115。この
展覧会においてシャガールの作品《死者》は、特徴のある遠近法と、死者が通りに
横たえられ、その周りに枝状燭台が置かれていることによって注目を集めた116。し
かし、シャガールはロシア絵画の独自性ではなく、パリの芸術が最も大事だと考え
ていた。このため、ロシア・アヴァンギャルドにおいてシャガールは遅れを取るこ
とになり、この遅れはロシア帰国時代に顕著となる。
パリ留学中にシャガールがロシアへの一時帰国を考えたのは、妹の結婚式に出席
するためだった。また、恋人のベラに久しぶりに会うためだった117。当初、シャガ
ールはすぐにパリに戻るつもりだったので、ラ・リュッシュに作品を置いたままに
してヴィテプスクに帰った。この時、シャガールは、ヴィテプスクの価値を新たに
見出した。それは、シャガールが故郷ヴィテプスクを描いた《私と村》（1911 年）
や《ロシアとロバとその他のものたちへ》（1911-12 年）等の作品がサンドラール
とアポリネールによって高く評価されたこと、また、外国の大都会で生活したこと
によって、シャガール自身がそれまでとは別の角度からヴィテプスクを見るように
なったことによると思われる。シャガールはパリからヴィテプスクに向かう途中の
駅で次のように考えたことを回想している。

そうだ、もうロシアだったのだ。
私はロシアをさえよく理解していないのだ。
知っているといえるだろうか？ノヴゴロド、ロストフ、キエフはどこにある
んだろう？
一体どこにあるんだ？
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1911 年 11 月 14 日付シャガール発 K.V.カンダウロフ（〈芸術世界（Мир искусства）〉

展関係者）宛書簡（Шагал 1988, стр.316-317.）
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Ян Брук 2008, cтр.25.
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Шагал 2005, стр.31.
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Gray 1986, p.133.
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Alexander 1989, p.198.（邦訳 212 頁。）
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Duchen 1998, p. 91.（邦訳 92 頁。）
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私ときたらペテルブルグ、モスクワ、リョズノの郊外とヴィテプスクしか見
ていなかった。
そのヴィテプスクの町はことさら特別のところだ。奇怪な町、不幸な町、退
屈な町であった。
この町には若い娘たちが大勢いた。だが暇も機知もなかったので、私は近づ
くことはできなかった。
幾十幾百のシナゴーグ、多くの肉屋と沢山の通行人。
それでは、これがロシアだったのか？
私がふたたび見出したのは、私の町、私のものだけだった。
そこへ私は心をおどらせて帰るのだ。
1914 年のヴィテプスクの連作を描いたのはその頃なのだ。私は眼に触れるも
のは何でも描いた。私は私の窓から見て描いた。絵具箱を持って通りを歩くこ
とは決してしなかった。
私は一つの垣、一本の棒杭、床、一脚の椅子で満足した。118
この回想のとおり、シャガールは、ヴィテプスクを舞台とする作品を制作した。
その際、《世界の外のどこへでも》（1915年）（図19）に見られるように、また、パ
リ留学中に《私と村》（1911年）や《ロシアとロバとその他のものたちへ》（1911-12
年）等で描いていたように、シャガールはキリスト教の聖堂の十字架を風景の一部
として描いた。このようなヴィテプスクの目印としての十字架をシャガールは後も
繰り返し描くようになる。
1915年にシャガールはベラと結婚した。そして、翌年には長女イダが生まれた。
この頃、シャガールは、ベラとイダを描いたり、イディッシュの文学作品の挿絵制
作を引き受けたりした。また、1917年まで、シャガールは、数多くの前衛美術展に
参加し、画廊で作品を展示した119。
1917年にロシア革命が起こると、ユダヤ人をとりまく環境とユダヤ文化やユダヤ
芸術の地位は大きく変化した。ロシア革命後のソヴィエト政府は、ユダヤ人を含め
て少数民族への差別を廃止した120。また、ソヴィエト政府は、それまで地位の低か
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Chagall 1931, p.174.（邦訳 168-169 頁。）

119

Duchen 1998, pp.108-112.（邦訳 108-112 頁。）

120

Duchen 1998, p.118.（ 邦訳 118 頁。）
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ったイディッシュ語を保護する政策をとったので、イディッシュ語による出版や学
校教育や演劇活動などが活性化した。詩人や小説家や文学評論家が創設したイディ
ッシュ文化向上のための文化同盟（Культур-Лиги）には後にシャガールも参加した
121

。

1918年にシャガールは、ラ・リュッシュで知り合っていたルナチャルスキー（人
民教育委員会々長）の協力により、芸術人民委員に任命され、委員として精力的な
活動を開始した。
同年に、芸術評論家であるアブラム・エフロス（Абрам Маркович Эфрос, 1886-1954）
とヤーコヴ・トゥーゲンドホリド（Яков Александрович Тугендхольд, 生年不明、1928
年没）がロシア初のシャガール論を出版した122。
芸術人民委員に任命され、また、シャガール論が出版されたものの、ヴィテプス
クにおけるシャガールの芸術活動の勢いは衰えていった。それは、シャガールが芸
術人民委員として作品制作以外の業務をこなさなければならなかったということ
もあるが、何よりも、シャガールが前衛中心主義思想を持たなかったからだった。
パリ留学時に次のような疑問を持ったことをシャガールは回想録に書いている。
私の芸術は、おそらくは常識からはずれた芸術であり、燃え上がる水星で
あり、画布の上にほとばしり出た私の青い魂なのだと私は考えていた。
「自然主義、印象主義、写実的なキュビスム、くたばれ」
これらが私を悲しませ、束縛した。
すべての問題‐量塊性、遠近法、セザンヌ、アフリカ彫刻‐が話題になっ
た。
どこに行くのか。手法の賛歌をうたい、フォルマリスムを崇めるこの時代
は何か。
われわれの狂気こそ迎えられるべきだ。
贖罪の水浴。上っ面だけではない根本的な革命。
私を幻想的と呼ばないでほしい。反対に私はレアリストなのだ。私は現世
を愛している。123
121

カゾフスキーによれば、シャガールは文化同盟モスクワ支部のメンバーだった

（Казовский 2003, стр.140）。
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Efros and Tugendhold 1918.
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Chagall 1931, p.163.（邦訳 156-157 頁。）
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シャガールがこのように考えたのは、シャガールが作品制作を通じて人間を救済
することを目指していたからである。シャガールは次のように回想録に記している。
肝心なことは芸術だ。絵だ、誰も描かない絵だ。
だが、それはどんな絵だ？神さまが、いやだれだっていいが、私の画面に私
のためいきを、祈りや悲しみのためいきを、救済や再生の祈りをふき込むこと
のできる力を与えてくれるだろう。
L’ essentiel, c’est l’art, la peinture, une peinture différente de celle que tout le
monde fait.
Mais laquelle ? Dieu, ou je ne sais plus qui, me donnera-t-il la force de pouvoir
souffler dans mes toiles mon soupir, soupir de la prière et de la tristesse, la prière du
salut, de la renaissance ? 124
このように人間の救済のための作品制作を目指したことと関連して、シャガール
は、バクストら芸術世界（Мир искусства）の参加者が時流に追随したと考え、回
想録においてバクストらを批判した。この時、シャガールは、スターソフによる民
族芸術擁護にも時流に追従するという問題があったと考えた。
バクストとめぐりあったことを忘れることは決してできないだろう。
つつみ隠さずに言うが、彼の芸術の何物かは私とは異質のままであろう。
バクストの芸術の欠点は、おそらくバクストのせいではなく、彼もその一
員であった芸術団体「芸術世界」にあったのだ。その団体では、様式化、芸
術至上主義、俗受けするあらゆる種類の形式、マニエリスムが栄えていた。
その団体にとっては、現代芸術の革命家たち‐セザンヌ、マネ、モネ、マテ
ィス等々‐はただ一時的な流行の発起人にすぎなかったのである。
有名なロシアの批評家スターソフについてもそうではなかったろうか。彼
は、時流にあったその国民的、人種学的予言に眩惑し、分別を失い、同時代
の芸術家の道を誤らせていた。125
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Chagall 1931, p.103.（邦訳 94 頁。）
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Chagall 1931, pp.135-136.（邦訳 127-128 頁。）
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このように、作品制作の態度として、時流にあわせて主題や手法を限定する度合
いが強いと、そうして制作される作品はやがて形骸化してしまうとシャガールは考
えたのである。
時流にあわせることのできない芸術観のため、シャガールは、革命直後のロシア
における主流の芸術に貢献することができなかった。革命直後、ロシアでは、社会
的有用性のある芸術が主流となっていた。その有用性は政治的なメッセージを周知
させることにあった126。1918年の革命記念日に、ペテルブルグでは人民教育委員会
造形美術局々長であるナタン・アリトマン（Натан Исаевич Альтман, 1889-1970）が
かつての冬宮前の広場を未来派風のデザインで装飾し、ヴィテプスクではシャガー
ルが街路を装飾した。この時、政治的メッセージが伝わるような装飾をすることが
望まれていたのだが、シャガールはそのような作品を制作しなかった。シャガール
によるプロレタリア芸術の定義では、政治的メッセージを伝えることを目的としな
いからだった。それがどのように特徴的であるかは、アリトマンによるプロレタリ
ア芸術の定義と比較することで判断され得る。
アリトマンとシャガールは同時期に前衛的な作品を制作して活躍していたが、プ
ロレタリア芸術の定義の仕方は各々で異なっていた。アリトマンが1919年に発表し
たプロレタリア芸術の定義によれば、未来派の手法だけがプロレタリアートの芸術
にふさわしかった。未来派の作品において、絵画の各部分はその他の部分と結びつ
くことによってのみ意味を持つので、未来派の作品が集団的であるという点で集団
的なプロレタリアートにふさわしいとアリトマンは考えた127。
一方、シャガールは、プロレタリア芸術の定義にあたり、特定の手法をプロレタ
リアートに結び付けることはしなかった。シャガールは主題もモティーフも特定せ
ず、作品の受容者層も考慮しなかった。1918年の革命記念日の街路装飾にあたり、
シャガールは街路に緑の牛や馬を描いたが、これらは鑑賞者にとって革命とは直接
関係のないモティーフだった。このため、ヴィテプスクの住民は、この作品がプロ
レタリア芸術であることの根拠を説明するようシャガールに求めた。また、コミュ
ニストは、緑の牛や馬がマルクスにもレーニンにも関係がないとしてシャガールを
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五十殿 1991、133 頁。
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ナタン・アリトマン著、武隈喜一・訳「『未来派』とプロレタリア芸術」『コミュー

ンの芸術』2 号、1918 年 12 月 15 日（五十殿 1991、155-157 頁）。
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非難した。こうした非難に対し、シャガールは、1919年に「プロレタリア芸術はプ
ロレタリアートのための芸術でもプロレタリアートに関する芸術でもなく、プロレ
タリアートの芸術家による芸術」128であると発表した。この定義では、主題やモテ
ィーフや手法にかかわる指定がなかった。当時主流だった社会的有用性のある芸術
に則して主題やモティーフや手法を限定すると、そうして制作される作品はやがて
形骸化してしまうとシャガールが危惧したのだと思われる。そこで、シャガールは、
プロレタリアートが描いた作品であれば、主題やモティーフや手法がどのようなも
のであろうと、全てプロレタリア芸術になると定義づけた。その結果、シャガール
による街路装飾の作品は、シャガールの考えではプロレタリア芸術であるにもかか
わらず、肝心のプロレタリアートから理解されなかった。
プロレタリア芸術の定義において受容者層を問題としない姿勢は、後述するよう
に、シャガールがユダヤ美術を定義する時にも見られる。この時、シャガールと受
容者層重視のユダヤ美術観を持つユダヤ人の間で意見が分かれ、議論が起きている。
シャガールが作品制作を通じて人間を救済することを目指していたことに話を戻
すと、この目標を持っていたので、シャガールは前衛芸術の発展を作品制作の目的
とすることはなかった。このことは作品の上でも確認できる。シャガールは前衛芸
術の手法を必要に応じて部分的に取り入れるだけで、自ら前衛芸術を発展させるこ
とはなかった。《窓辺の横顔》（1918年）（図20）がその一例である129。この作品で
は、シャガールはモティーフの一部のみを幾何学的な形態で描いた。このようなシ
ャガールの制作態度と作品は、シャガールがヴィテプスク芸術学校（Витебское
Художественное Училище）から追放された要因となった。シャガールは、1918年
から芸術学校の校長を務め、運営に力を尽くしていたが、この芸術学校にマレーヴ
ィチ（Казимир Северинович Малевич, 1878-1935）が着任すると学校の芸術上の立
場が二極に分かれた。そして、シャガールは無対象芸術派に敗北し、学校を追い出
された。
ヴィテプスクを去った後、シャガールは、1920 年からモスクワで活動し、アブラ
ム・エフロスの誘いにより、モスクワの国立ユダヤ劇場の活動に参加した。そして
壁画《ユダヤ劇場への入城》（1920 年）（図 21）を制作した。

128

マルク・シャガール「ヴィテプスクからの書簡」『コミューンの芸術』1918 年 12 月

23 日（Kamensky 1989, p.274 に再録）。
129

Duchen 1998, p.133.（邦訳 133 頁。）
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その後、シャガールは、政府の教育機関によって孤児院に派遣され、そこで孤児
に絵を教えた。そのうち、生活条件が極端に悪化した。シャガールは、「ロシア帝
国も、ソヴィエト・ロシアも私を必要としていないのだ。私は彼らに理解されない
異邦人なのだ」130と考え、1922 年に亡命した。

第二章

西欧時代

第一節 ユダヤ人殉教者としてのキリスト像
シャガールは、ルナチャルスキーの協力でビザとパスポートを手に入れた。また、
友人達の助けにより、ロシアを出国し、1922 年 5 月にベルリンに到着した131。ベル
リン滞在期（1922-1923 年）にシャガールはシオニストの芸術家シュトゥルック
（Herman Struck, 1876-1944）のもとで版画の技術を学び、版画集『わが回想（Ma Vie）』
を制作している。 この時期、シャガールは、ペンのもとで読んでいた『東と西（Ost
und West）』誌に再び接したと思われる。この雑誌には 1900 年代初頭、マルティン・
ブーバー（Martin Buber, 1878-1965）の初期芸術論が掲載されていた。そのうちの一
つ「パレスチナ発見（Die Entdeckung von Palästina）」（1905 年）においてブーバー
は、シュトゥルックの聖地主題の作品にユダヤ的な固有性を認めていた。
1896 年にテオドール・ヘルツェル（Theodor Herzl, 1860-1904）が『ユダヤ人国家』
を刊行し、1897 年には第一回シオニスト会議が開かれ、パレスチナ郷土建設が決議
された。この間にヘルツェルは文化的シオニズムの活動を奨励し、ブーバーをはじ
めとする知識人や芸術家がヘルツェルに協力していた。ブーバーはこのシオニズム
運動において 1900 年代に芸術論を 5 点執筆し、発表した。シオニズム芸術につい
て、ブーバーの初期芸術論は重要な指針を示した。それが「ユダヤ文化復興（Jüdische
Renaissance）」
（1901 年）132、
「レッサー・ウーリー（Lesser Ury）」
（1901 年）133、
「ユ
ダヤ芸術について（Von jüdischer Kunst）」
（1901 年）134、
「芸術とユダヤ教（Kunst und
Judentum）」（1902 年）135、「パレスチナ発見（Die Entdeckung von Palästina）」（1905
130

Chagall 1939, p.251.（邦訳 249 頁。）

131

Duchen 1998, p.156.（ 邦訳 156 頁。）
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Buber “Jüdische Renaissance” 1901.

133

Buber “Lesser Ury”1901.

134

Buber 1920.

135

Buber 1902.
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年）136である。
これらの初期芸術論を時系列順に簡単に紹介すると、まず、「ユダヤ文化復興」
では、ブーバーはユダヤの国民的な文化運動の必要性について述べた。次に、「レ
ッサー・ウーリー」ではブーバーはシオニズムにおけるユダヤ芸術を定義している。
ブーバーによれば、ナショナル・アートには土地と共同体が必要であり、ユダヤ芸
術が成り立つ条件は国土と共同体である137。このため、ブーバーはユダヤ芸術が存
在しないと述べる一方で、ユダヤ人の芸術家が存在することについて、レッサー・
ウーリー（Lesser Ury, 1861-1931）の経歴とその作品数点を挙げて述べている。「ユ
ダヤ芸術について」は、1901 年に開かれた第 5 回シオニズム会議におけるブーバー
の報告である。ブーバーはこの報告において、「レッサー・ウーリー」で述べたの
と同様に、ユダヤ芸術が成り立つ条件が国土と共同体であるとして、国土と共同体
の必要性について述べている。「芸術とユダヤ教」は、『ユダヤ人芸術家（Jüdische
Künstler）
』（1903 年）の序文として初出した138芸術論である。この著作では、ブー
バーは、造形芸術の文化を全く持たなかったユダヤ人が造形芸術を制作するに至っ
た過程を説明している。「パレスチナ発見」では、ブーバーは、シオニストの芸術
家シュトゥルックによる聖地主題の作品のユダヤ的固有性について述べている。
ブーバーは、「パレスチナ発見」においてエルサレムがどのように描かれるべき
か、その理想像となる作品を提示した。それがシュトゥルックによる《エルサレム》
（図 22）である。ブーバーは、《エルサレム》について、「技術は良く発揮されて
いるが、決定的なのは見ることのできる一つの真のユダヤ美術である。あるユダヤ
的気質の媒体が見られることにより、シュトゥルックはユダヤの土地を実際に我々
に与えている」139と評価して、《エルサレム》にはユダヤ的気質が見られることを
指摘した。さらに、1904 年 10 月 13 日付ブーバー発シュトゥルック宛書簡140におい
136

Buber 1905.

137

Mann 2000, pp.144-146 は「レッサー・ウーリー」の英訳を一部掲載している。その邦

訳及び解題は、竹口 2000、172-173 頁を参照。
138

「芸術とユダヤ教」の執筆は 1902 年であり、
『ユダヤ人芸術家（Jüdische Künstler）』
（1903

年）の序文として初出した（Buber 1980, S.26）。
『ユダヤ人芸術家』にブーバーは「レッサ
ー・ウーリー」を載せている（Buber 1980, S.16）。
139

Buber 1905, S.130.

140

Buber 1972, S.227.
同書簡を『視覚芸術に関するユダヤのテキスト』でヴィヴィアン・マンが英訳している

（Mann 2000, p.146）。

44

てブーバーは「これまでパレスチナとして描かれたものはすべて〈東洋的〉な様式
で、あらゆる燃えるような色彩で描かれました。あなたのエッチングと線画では
我々の感情の土地が初めて明らかにされました」と述べている。つまり、《エルサ
レム》には、他の芸術家による作品にはみられない、ユダヤ的な固有性があった。
それはシュトゥルック以外の芸術家による聖地主題の作品と比べることで明らか
になる。
シュトゥルックのほか、シオニズムの理念を作品にわかりやすく示したユダヤ人
芸術家として、エフライム・リリエン（Ephraim Moses Lilien, 1874-1939）を一例と
して挙げることができる。シオニストであるリリエンによる作品（図 23）では、黒
い服装のユダヤ人やゲットーや聖地等により、シオニズムの理念が作品を観る者に
伝わる。一方、シュトゥルックによる《エルサレム》は実際の景色を再現しただけ
である。実際の景色として聖地を描いた作品をユダヤ的な固有性があると評価する
ことはできない。なぜなら、シュトゥルックに限らず、聖地の実際の景色は、18-19
世紀のキリスト教徒の芸術家も再現していたからである。
聖地はユダヤ人にとって永遠なる神が自然的時間・空間の中に限定された形を取
って顕れた啓示の場である。ユダヤ教から派生したキリスト教においてもエルサレ
ムが特別な地であることに変わりはない。例えば、ラファエル前派運動に参加した
画家であるホルマン・ハント（William Holman Hunt, 1827-1910）は、エルサレムを
キリスト教復権と中世以前の信仰回帰の象徴として描いた。また、オリエンタリス
ムの文脈では、聖地が後進的で植民地的な異国の土地として、征服すべき異質の土
地として、欧米諸国の芸術家によって描かれた。
オリエンタリスムの画家は、緯度の高い国から緯度の低い国へと訪れたので、見
慣れない土地における極めて強い日差しを描くために、原色を多用し、明暗の対照
を際立たせた。水彩画による作品では明暗の対照はさほど目立たないが、油彩画で
はカンヴァス上の油に光が反射するので、明暗の対照がより際立つ。
明暗の対象が際立つ例がハントによる《スケープゴート》（1854-5, 1858 年）（図
24）である。モノクロームで明暗の対照が弱いシュトゥルックによる《エルサレム》
とは異なり、《スケープゴート》は原色による明暗の対照が極めて強く、あたかも
網膜に直接太陽の光が照りつけるかのようである。
ブーバーはこのような色彩に注目していた。ブーバーによれば、オリエンタリス
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ムの画家が描いたエルサレムは、
「東洋的な様式で、あらゆる燃えるような色彩」141
あるいは「赤く燃える豊かな色彩」142で描かれたので、パレスチナを「ユダヤ的と
みなすこと」143ができない。つまり、原色が多用され、明暗の対照が際立つ結果、
聖地の風景画が見慣れないものとなり、ユダヤ人に郷愁を喚起しないのである。一
方、シュトゥルックによる《エルサレム》では、明暗の精妙な諧調の表現技法に力
点が置かれている144。この技法によって、ブーバーは、《エルサレム》がユダヤ人
の郷愁を誘うと考えた145のである。
さらに、《エルサレム》には、色彩以外に、オリエンタリスムの作品と構図上の
差異がみられる。シュトゥルックの《エルサレム》のように、聖地の都市を見はら
すような構図は、その一例として、エドワード・リア（Edward Lear, 1812-1888）が
《オリーヴ山からのエルサレムの眺め、日の出》
（1859 年）
（図 25）で描いている。
リアの作品では、都市そのものが画面中央から外れ、右上に配置された。また、画
面前景の岩山が大きく描かれたので、エルサレムが乾燥した荒地であるかのような
印象を与える。さらにリアの作品では、画中の人物二人のうち、一人は城壁の方を
眺めているが、もう一人は鑑賞者の方を向いているので、鑑賞者の視線が分散され
る。画中の人物はアラビア人の衣服を着ているので、この作品の聖地がユダヤ以外
の文化の土地であるかのような印象を鑑賞者に与える。一方、シュトゥルックの《エ
ルサレム》では画面前景に大きな樹木が二本配置され、エルサレムが緑豊かな土地
であるかのように描かれている。また、人物は描かれていないので、鑑賞者の視線
は固定される。このような構図上の相違も、ブーバーがシュトゥルックの作品に強
い関心を抱いた理由の１つだと思われる。
このように、シュトゥルックの作品《エルサレム》とオリエンタリスムの聖地主
題の作品の間には色彩と構図の相違があり、特に色彩については、ユダヤ的な固有
性があるとして、ブーバーによって高く評価されていた。

141

Buber 1905, S.127.

142

Buber 1905, S.129.

143

Buber 1905, S.129.
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シュトゥルックによる作品には明暗の対照をおさえた作品が多く、この点は《エルサ

レム》に限らない。シュトゥルックが執筆した教本（Struck 1920）の挿絵と『パレスチナ
紀行』（Adolf Friedman 1904）に掲載された聖地主題の作品を参照。
145

Buber 1905, S.127.
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シュトゥルックの弟子であるシャガールは、シオニストとして活動したことはな
いが、後年、イスラエルから記念碑的な作品を受注した時に、オリエンタリスムの
作品とは異なる構図で、聖地の名所を親しみやすく描いた。聖地を異国的に描くの
ではなく、ユダヤの土地として描くにあたり、シャガールには、ブーバーによるシ
ュトゥルック評価という指針があったのである。
ベルリン滞在期からフランス移住時代にかけて、シュトゥルックに師事したこと
の他に、重要な出来事として、シャガールはユダヤ美術の定義を試みた。そのきっ
かけは、1930 年にシャガールがヴォラール（Ambroise Vollard, 1867-1939）から『聖
書』の挿絵を受注したことだった。当時、ヴォラールはラ・フォンテーヌの寓話（Les
fables de La Fontaine）の挿絵制作と並行してシャガールが新しい本の制作にとりか
かることを望み、様々な提案を示した。この提案に対し、シャガールは旧約聖書の
挿絵を制作することを決心した146。同年にシャガールは、テル・アヴィヴ市長ディ
ゼンゴッフ（Meir Dizengoff, 1861-1937）とパリで出会い147、新美術館設立委員会委
員となることを承知した。『聖書』挿絵の制作もあったので、シャガールはディゼ
ンゴッフのパレスチナ旅行招待に応じることになった。この 1931 年 3-6 月のパレス
チナ旅行はシャガールにとって初の聖地旅行だった148。
このパレスチナ旅行中に、テル・アヴィヴ美術館が所蔵すべき作品の方針につい
て、シャガールとディゼンゴッフの間で意見が別れた。テル・アヴィヴ美術館では
作品を購入する必要があった。シャガールは、委員の職務上、美術館設立のために
どのような作品がふさわしいか提言した。シャガールは、イスラエルス（Josef Israels,
1824-1911）やマックス・リーバーマン（Max Liebermann, 1847-1935）やピサロ（Camille
Pissarro, 1930-1903）やモディリアーニ（Amedeo Clemente Modigliani, 1884-1920）や
パスキン（Jules Pascin, 1885-1930）らの高い水準の作品を購入して展示することを
主張した。しかし、テル・アヴィヴ委員会は、ユダヤ人の肖像や石膏像などを購入

146

Meyer 1961, S.383.

147

初代テル・アヴィヴ市長であるディゼンゴッフは、テル・アヴィヴ市美術館設立の資

金集めのためにパリを訪れていた。この時にシャガールと出会った（Maisels 1997/1998,
p.513）。
148

シャガールは、旅行後に制作した聖書挿絵の構図の一部を、後に聖書主題の油彩画や

ステンドグラスにおいて繰り返して描いた。『聖書』挿絵は、1939 年にヴォラールの死に
より出版計画が頓挫したものの、制作は続行され、1952 年に完成し、1956 年にテリアド
（Teriade, 本名 Efstratios Eleftheriades, 1897-1983）によって出版された。
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することを望んだ149。
この蒐集品をめぐる意見の相違を含めて、聖地旅行に関するインタビューが行わ
れ、その内容と関連書簡がシオニズムの雑誌『夜明け（Рассвет）』（1931 年 6 月
14 日発行）に掲載された150。シャガールにとって、良いユダヤ美術とは、有名なユ
ダヤ人の肖像画なのではなく、どのように、誰によってそれが制作されたのかが重
要だった151。シャガールの考えに対して、ディゼンゴッフは、蒐集すべきユダヤ美
術の定義に、ユダヤの主題に関する作品と有名なユダヤ人が描かれた作品も加える
意向を明らかにした152。両者の意見が対立した結果、シャガールは委員代表を辞任
した153。蒐集品をめぐるシャガールによる主張と辞任に対して、ディゼンゴッフは
柔軟な対応を示した。1932 年 5 月 2 日付のディゼンゴッフ発シャガール宛書簡によ
れば、結局、テル・アヴィヴ美術館は、シャガールの主張に従い、30-50 点の作品
の購入を検討し直している154。
このように、シャガールによるユダヤ美術の定義では、制作者がユダヤ人である
こと、高い技術を持つことが要件であり、シャガールは作品の主題や様式とユダヤ
性を結びつけることはしなかった。ソ連邦においてプロレタリア美術を定義した時
と同じように、ユダヤ美術の定義においても、シャガールは受容者層を考慮しなか
った。このため、テル・アヴィヴ委員会側と意見が分かれてしまった。シャガール
によるユダヤ美術の定義は、近代的で個人的である。シャガールが受容者層を考慮
する意志を述べたのは、1963 年になってからのことである。1963 年に至るまでの
間に、シャガールは、大戦と家族の死を経験することになる。
1933 年、ナチス政権の成立以後、シャガールを取り巻く状況が悪化した。シャガ
ールはフランスに住んでいたものの、ヴィテプスクで人民委員を務めたことを理由
にフランス市民権を拒否された。さらに、1937 年には、ミュンヘンで開催された退

149

Mann 2000, pp.161-162.

150

『夜明け（Рассвет）』に掲載されたインタビュー内容の一部をヴィヴィアン・マンが

『視覚芸術に関するユダヤのテキスト』に掲載した（Mann 2000, pp.162-163）。同インタビ
ュー記事の全文をハルシャフが英訳している（Harshav 2004, pp.375-377）。このハルシャフ
の英訳をマンは用いた（Mann 2000, p.207）。
151

Harshav 2004, p.377.

152

Harshav 2004, p.381.

153

Mann 2000, pp.161-162.
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Mann 2000, p.163.
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廃美術
（Entartete Kunst）展でシャガールの油彩画 2 点と水彩画 2 点が展示された155。
ナチスによるユダヤ人に対する迫害が深刻化する中、1930年代後半からシャガー
ルは磔刑像を含む作品で危機的な状況を描いた。《白い磔刑》（1938年）（図26）
や《殉教者》（1940年）（図27）や《十字架降下》（1940年）（図28）では、ユダ
ヤ教徒の礼拝用の肩がけをつけた磔刑像や逃げるユダヤ人が強調された。アントコ
リスキーがキリストを実在のユダヤ人と捉えたこと、また、キリストがユダヤ人で
あることを強調する像を作ったこと、キリスト像で反セム主義に対する抗議を示し
たことを受け継いで、シャガールはユダヤ人の殉教を磔刑像で示したのである。
このようなキリスト像を描きつつ、シャガールはパリにとどまっていたが、1940
年初頭のドイツ軍による北フランス侵略と占領の直前に、シャガール一家はプロヴ
ァンスの町ゴルドに避難せざるを得なくなった。1940年末には、米国緊急救援委員
会とニューヨーク近代美術館がシャガールに亡命支援を申し出た。それでも、シャ
ガールは米国に亡命することを決心できず、一旦支援の申し出を断った。しかし、
反ユダヤ法が可決され、市民権が奪われたので、シャガール夫妻は1941年4月にマ
ルセイユに移動した。マルセイユのホテルでシャガールは拘束されたが、米国緊急
救援委員会の助けで解放された。シャガール夫妻は、5月7日にスペイン経由でリス
ボンに着き、ニューヨークへ出帆した。シャガールの娘夫妻も、シャガールの作品
の発送手続きをした後に米国に渡った156。
シャガール一家は、間一髪のところで死の危険から逃れた。とはいえ、シャガー
ルの妹達や友人はソ連やフランスにとどまっており、連絡する手段も限られていた。
シャガールにとって、大切な人間の安否がろくにわからなかった。こうした状況が
あったので、アメリカに亡命している間（1941-1948年）にシャガールのキリスト観
はそれまでのキリスト観から変化したと考えられる。
時代をさかのぼってシャガールのキリスト観の変化をはじめからたどると、ロシ
ア時代には、シャガールは、「1909-1910年、私の幼年時代、私の愛、私の通りとな
じみのある空」において自分自身を磔刑像に重ね合わせていた。
また、ロシア帰国時代の1914年には、シャガールは実在したユダヤ人としてキリ
ストをとらえていた。1914年にシャガールは、住むべき場所や芸術の指針について
相談するためラビのもとに出かけた。シャガールは、
「聖書に書かれているとおり、
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Duchen 1998, p.224.（邦訳 224 頁。）

156

Duchen 1998, pp.236-238.（邦訳 235-238 頁。）
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イスラエルの民が確かに神に選ばれた民であるのかどうか、ラビに尋ねたかった。
さらに、長い間私を困惑させていた金髪の姿のキリストについてラビがどう思って
いるか知りたかった」157と回想録に書いている。シャガールはキリストを描くにあ
たり、髪の色を暗い色で描くべきか、金色で描くべきか迷っていたと思われる。結
局、シャガールは、キリストを描く時はいつもその髪の色を暗く描いた。18-19世紀
のキリスト＝ユダヤ人の論争を反映して、アントコリスキーがユダヤ人としてのキ
リストを強調するために《エッケ・ホモ》のキリストの側頭部に巻いた髪をつけた
ことと同様に、シャガールは、キリストを実在したユダヤ人として描くためにキリ
ストの髪の毛を暗い色で描いたのだと思われる。
フランス移住時代の 1931 年も同様にシャガールは、キリストを歴史上実在した
人物としてとらえている。シャガールは、パレスチナ旅行中にテル・アヴィヴ美術
館の蒐集品をめぐり、市長ディゼンゴッフと意見が分かれていたが、その内容と関
連書簡が、先に挙げたシオニズムの雑誌『夜明け（Рассвет）』（1931 年 6 月 14 日
発行）に掲載されていた158。この記事においてシャガールは、次のように述べた。
質問者：（イスラエルにおいて未来への意気込みや新しいものの渇望と、
大昔に形骸化した過去の栄光とが対立しているとシャガールが感じたこと
について）特にエルサレムでそう感じたのではありませんか。
シャガール：エルサレムですか。エルサレムでは、そこからさらに続く道
は全くないと感じるでしょう・・・ヤギやアラブ人が通る狭い道や、赤や青
や緑色の服を来たユダヤ人が嘆きの壁に向かう路地では、キリストがそう遠
くない昔、歩いたのだと感じました・・・エルサレムでは、ユダヤ教とキリ
スト教が一つの宗教であることを感じるでしょう。完全に一つだったのです
から。その後、悪魔が来て、ユダヤ教とキリスト教に完全に切り裂いて、分
けてしまったのです・・・過去にエルサレムで極めて力強い文化が育ったこ
とを感じるでしょう。この文化が復活するよう運命づけられているならば、
この文化は地球上で最も豊かな文化の一つとなるでしょう。私は決して排外
主義者ではありませんけれどもそう申し上げます・・・しかし、エルサレム
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Chagall 1931, p.186.（邦訳 181 頁。）
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の残り全てに‐エドウィン・サミュエル（Edwin Samuel, 生没年不明）159に
すすめられて行ったオマール・モスクや聖なる名所に私は興味が持てないま
までした‐詩人かつ預言者としてのキリストに非常に興味があるにもかか
わらず・・・結局、2 か月半の間、私は至るところに行き、サフェドやハイ
ファや居留地に泊りました。
This must be felt especially in Jerusalem?
Jerusalem? In this city you feel that from here there is no more road further… I felt
that in these narrow streets, with their goats and Arabs, in the alleys where red, blue,
and green Jews are going now to the Wailing Wall‐Christ walked not long ago…
Here you can feel how Judaism and Christianity are one family‐for it was one
whole‐and then came some devils, tore it all apart and divided… You feel what a
powerful culture grew here in the past… If it is destined to be resurrected, it will be
one of the richest on earth‐I am saying that, though I am not at all a chauvinist… Yet
all the rest in Jerusalem‐the Omar Mosque, where Edwin Samuel made me go, and
the Holy places‐in spite of my great interest in Christ as a poet and prophetic
figure‐left me indifferent… After all, in two and a half months I traveled
everywhere and lived in Safed, in Haifa, in the settlements…160
一方、アメリカに亡命している間に制作した詩「絵画」
（1940-45 年）では、シャ
ガールは、再び自分自身を磔刑像に重ね合わせた。詩「絵画」を制作した 1940-45
年の間に、シャガールは、
《十字架に掛けられた人々》
（1944 年）
（図 29）等を制作
している。

絵画
私の太陽が夜に輝きさえすれば
私は眠る－様々な色に染まって
絵でできた寝台で
君の足が私の口に入り

159

在パレスチナ初代英国高等弁務官の息子（Maurice Friedman 1991, p.200）。
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Harshav 2004, p.376.
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私を押しつぶし、苦しめる
私は起きる、新しい 1 日の苦しみのうちに
まだ描かれていない
まだ絵具で塗りたくられていない
希望とともに
私は駆け上る
乾いた絵筆に向かって
そしてイエスのように磔にされる
画架に打ちこまれた釘で

私は終わったのか
私の絵は仕上がったのか
全ては輝き、ほとばしり、走る
待て、もうひと塗り
そこに－黒い絵具を
ここに－赤、青が広がり、
私を落ち着かせる
私の声が聞こえるか、息絶えた寝台、
乾いた草よ。
私の過ぎ去った愛、
私に新しく訪れた愛、
きいてくれ
私は君の魂の上で動く、
おまえの腹の上で－
私は君の歳月の静けさを飲む
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私は君の月を飲みこんだ
君の無垢の夢を、
君の天使になるために
前と同じように君を見守るために

The Painting

If only my sun had shone at night.
I sleep – steeped in colors,
In a bed of paintings,
Your foot in my mouth
Presses me, tortures me.

I awake in pain
Of a new day, with hopes
Not yet painted,
Not yet daubed with paint.

I run up
To my dry brushes,
And I’m crucified like Jesus
With nails pounded in the easel.

Am I finished?
Is my picture done?
Everything shines, flows, runs.

Stop, one more daub,
Over there – black paint,
Here – red, blue, spread out,
Calmed me.
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Can you hear me – my dead bed,
My dry grass?
My departed love,
My new found love,
Listen to me.

I move over your soul,
Over your belly –
I drink the calm of your years.

I swallowed your moon,
The dream of your innocence,
To become your angel,
To watch you as before.161
また、
「絵画」制作と同時期の 1940-45 年に制作した「その日はどこに」では、シ
ャガールはユダヤ人殉教者をキリストの像で表した。
キリストの顔をしたユダヤ人が通りすぎる
彼は叫ぶ、禍が私たちにふりかかる
いそいで穴の中に身を隠そう、と
私たちは身をかがめて戦うだろう

頭陀袋を持った物乞いが走る
私たちはただ日々の糧をかせごうと思っただけだ
神よ、どこに居るのですか、死が前進する
降りて私たちに訓戒を授けて下さい
161

英訳

Harshav 2004, pp.614-616.

「絵画」の邦訳として Duchen 1998, 邦訳 265-272 頁を参照。
また、
「絵画」と同内容の「もし私の太陽が」も参照（Chagall 1975, pp.14-18, 邦訳 プロヴ
ォワユール 1985、258 頁）
。
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白い肩掛けをまとった老人が
詩篇の書を持ったまま倒れる
彼の目には悲惨が溢れている
神よ、この者に生命をお返し下さい

後生です、あなたの民を立ち直らせて下さい
あなたが、あなたの民を選び祝福した
あの日はどこにいったのでしょう
私たちに未来をひらいてくれる
箱舟の鳩はどこにいったのでしょう
（太田、幸福訳）

OÙ EST LE JOUR

Passe un Juif au visage de Christ
Il crie: le fléau sur nous
Courons nous cacher dans les fosses
Nous nous battrons courbés

Un mendiant court avec sa besace
Nous ne voulions que gagner notre pain
Où es-tu, Dieu? La mort avance
Descends et dis-nous un sermon

Un vieillard dans son châle blanc
Tombe avec son livre de psaumes
La misère lui coule des yeux
Rends-lui la vie, mon Dieu

Pitié. Relève ton peuple
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Où est le jour où tu l’as élu et béni
Où est la colombe de l’Arche
Qui nous ouvre l’avenir162
さらに、1944 年にはシャガールはキリストの教えの重要さについて述べた。ニュ
ーヨーク近代美術館学芸員であるジェイムズ・ジョンソン・スウィーニー（James
Johnson Sweeney, 1900-1986）が、戦争とナチズムのため米国に避難した著名な芸術
家としてシャガールに質問した時の発言である。ロシアにおけるナショナリズムと
民族主義の均衡のとり方に関する質問への回答中にシャガールは、「私にとって、
キリストは偉大な詩人でした。その詩的な教えは現代の世界では忘れ去られてしま
っています」163と述べた。その時の質問と回答のやりとりが『パルチザン・レヴュ
ー（Partisan Review）』誌に次のように掲載された。
スウィーニー：あなたが「芸術は国際的だが芸術家は国内的であるべき」
としばしば仰っているのを知っています。それにも拘らず、ロシアに 8 年間
滞在した後、1922 年に出国した時、あなたが生まれた国－もはやロシア帝国
ではなくソヴィエト連邦となっていましたが－はあなたを必要としていな
いということがわかりました。あなたは、「ロシア帝国やソヴィエト連邦の
人間にとって私は理解することができない人間であり、よそ者なのだ」164と
はっきり述べています。このことはあなたがナショナリズムよりも人種主義
をより重要と考えていること、また、ヴィテプスクにおいてすら、ユダヤ人
としてあなたはよそ者だったことを示しているのではありませんか。
シャガール：人種？いいえ、全く。私はロシアを出た時と同様にヴィテプ
スク生まれの者としてロシアやロシアの大地といっそう親しくなっていま
した。しかし、1910 年に私がそこから離れたロシアの地方の芸術の理想に接
した時と同様に、芸術家として、私は新政府の公的、美学的なイデオロギー
に対して自分がよそ者であると感じました。その時、私はパリが必要である
162

Chagall 1975, pp.81-82.（邦訳 プロヴォワユール 1985、259 頁。）
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Sweeney 1944, p.91.
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シャガールは、ソ連で芸術活動がはかどらず、その芸術が認められなかったことの結

果として「ロシア帝国も、ソヴィエト・ロシアも私を必要としていないのだ。私は彼らに
理解されない異邦人なのだ」と回想した（Chagall 1931, p.251, 邦訳 249 頁）と思われる。
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と判断したのです。私の芸術の根源的な大地はヴィテプスクでしたが、木の
ように、私の芸術は水としてのパリが必要でした。それがなければ枯れて死
んでしまっていたでしょう。ロシアは民衆芸術と宗教芸術の２つのロシア生
まれの伝統を持っていました。私は理性だけの芸術ではなく、大地の芸術を
必要としていました。私は極めて幸運なことに一般民衆の出でした。私は常
に民衆芸術を愛していましたが、民衆芸術に満足はできませんでした。民衆
芸術はあまりにも排他的でした。文明の洗練を締め出したのです。私は洗練
された表し方や文化を好むことをいつも宣言していました。私が生まれた国
の洗練された芸術は宗教芸術でした。私はイコンの伝統の数点の名作、例え
ばルブリョフの作品の質を理解しました。しかし、それは根本的に宗教芸術
であり、私は決して信心深くはありませんでした165。その上、信仰は、私が
知っている世界では全く重要ではないと感じました。ちょうど、今日もそう
であるように思われます。私にとって、キリストは偉大な詩人でした。その
詩的な教えは現代の世界では忘れ去られてしまっています。洗練された表し
方とこの世の芸術を組み合わせるにはパリの生命をもたらす水を求めなけ
ればならないと感じました。
Sweeney. － I know you have frequently stated ‘art is international, but the
artist ought to be national.’ Nevertheless, on your return from Russia in 1922 after an
eight years’ sojourn there you came to the realization that your native land － the
Soviet no more than Imperial Russia － had no need of you. You stated ‘ To them I am
incomprehensible, a foreigner.’ Does this mean that you regard racism as more
important than nationalism and that you, as a Jew, were a foreigner even in Vitebsk?
Chagall. － “Race? Not at all. As a native of Vitebsk I was still as close to
Russia and to the soil as the say I left. But as an artist I felt myself just as much a
stranger to the official, aesthetic ideology of the new government as I had been to the
provincial art ideals of the Russia I left in 1910. At that time I decided I needed Paris.
The root-soil of my art was Vitebsk, but like a tree, my art needed Paris like water,
otherwise it would wither and die. Russia had two native traditions of art, the popular
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ユダヤ教には食事規定があり、例えば、反芻しない豚を食べることは一般的に禁止さ

れているが、シャガールは幼い頃に豚肉のソーセージを隠れて買って食べるなどして、戒
律を遵守したわけではなかったと親友に話している（Sorlier 1989, p.29, 邦訳 16 頁）。

57

and the religious. I wanted an art of the soil, not one uniquely of the head. I had the
good luck to spring from the people. But popular art － which I always love for that
matter － did not satisfy me, It is too exclusive. It excludes the refinements of
civilization. I have always had a pronounced taste for refined expression, for culture.
The refined art of my native land was a religious art, I saw the quality of a few great
productions of the icon tradition － Rublev’s work, for example. But this was
fundamentally a religious art and I am not, and never have been, religious. Moreover,
I felt religion meant little in the world that I knew, even as it seems to mean little today.
For me Christ was a great poet, the teaching of whose poetry has been forgotten by
the modern world. To achieve the combination of refined expression with an art of the
earth, I felt I had to seek the vitalizing waters of Paris. 166
このように、シャガールは、キリストを詩人かつ預言者としてとらえるとともに、
キリストの教えが忘れられていると述べた。
その後、1946 年 3 月、シカゴ大学の教員である歴史学者ジョン・ネフ（John Nef,
1899-1988）の招きにより、シカゴ大学の社会思想委員会167で行われた講演でもシャ
ガールは同様の発言をしている。この講演においてシャガールは、キリストは偉大
な詩人であり、その教えは忘れ去られてしまっていると次のように述べた。
ロシアは 2 つの芸術の伝統、つまり、民衆芸術と宗教芸術を持っていまし
た。私は理性だけの芸術ではなく、大地の芸術を必要としていました。私は極
めて幸運なことに一般民衆の出でした。私は常に民衆芸術が好きでしたが、民
衆芸術に満足はできませんでした。民衆芸術はあまりにも排他的でした。文明
の洗練を締め出したのです。それに、私は洗練された表し方や文化に対する明
確な好みを常に持っていました。私が生まれた国の洗練された芸術は宗教芸術
でした。私はイコンの伝統の幾つかの偉大な創作品、例えば、ルブリョフの作
品の質を理解しました。しかし、それは本質的に宗教的、ロシア正教的な芸術
なので、私には不慣れなままでした。私にとって、キリストは偉大な詩人であ
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（Frank Knight, 1885-1972）らが学際的な研究と学生の学習のために組織した。
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り、その詩的な教えは現代の世界では忘れ去られてしまっています。洗練され
た表し方とこの世の芸術を融合させるにはパリの泉から源泉を汲まなければ
ならないと感じました。
Russia had two artistic traditions of art: the popular and the religious. I wanted
an art of the soil, not an art solely of the head. I had the good fortune to be born of the
people; but popular art, although I always liked it, did not satisfy me. It was too
exclusive. It excludes the refinements of civilization. And I have always had a
decided taste for refined expression, for culture. The refined art of my native country
was religious art. I recognized the quality of some great creations of the icon tradition
－ for example, the work of Rublev. But this was essentially a religious, an orthodox,
art; and, as such, it remained strange to me. For me, Christ was a great poet whose
poetical teaching had been forgotten by the modern world.
In order to achieve a fusion of refined expression with an art of the earth, I felt
that I had to draw from the source spring of Paris. 168
これらのシャガールが述べた言葉をまとめると、シャガールは、1910-20 年代は
自己を投影するための像としてキリストをとらえていた。1930 年代になると、シャ
ガールは、詩人かつ預言者としてキリストを理解し、1940 年代には、それまでのキ
リスト観に加え、ユダヤ人殉教者を磔刑像と重ねあわせた。また、キリスト教世界
においてキリストの教えが忘れられたことを強調した。キリストを歴史上実在した
人物とみなす考え方は、アントコリスキーのキリスト観を引き継ぐものだった。シ
ャガールが 1940 年代にユダヤ人殉教者を磔刑像と重ね合わせたことと、キリスト
教世界においてキリストの教えが忘れられていると述べたその内容は、《十字架に
掛けられた人々》（1944 年）等の磔刑像を含む作品の主題となった。
同主題の作品について、ナチス政権樹立後のフランス移住時代（1933-1941年）の
磔刑像を含む作品と1942年以後の同主題系列の作品を比較する169と、前者と後者の
間に差異が認められる。その差異の要因として、1942年にアメリカではナチスによ
るユダヤ人大量虐殺の報道が本格化しており、同年11月以降にナチスによるユダヤ
168

Chagall 1947, p.22.
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シャガールと作品の鑑賞者の意識の変化を考えれば、1942年以前の米国における同主

題系列の作品も比較すべきではあるが、1941年の米国亡命から1942年までの間にシャガー
ルが制作した作品数が少ないので、比較に至らなかった。
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人絶滅計画の試みが公表されていた170。この時期の前と後ではユダヤ人殉教に対す
るシャガールと作品鑑賞者の意識が変化したと思われる。
例えば、
《殉教者》
（1940 年）を《十字架に掛けられた人々》
（1944 年）と比較す
ると、村の通りが画面奥から前景に向かって広がり、通りには磔にされた像が配置
されているという構図上の共通点がある。相違点としては、シャガールは《殉教者》
では磔にされたキリストを描いたのに対し、《十字架に掛けられた人々》では、磔
にされた大勢の一般のユダヤ人を描き、人間と動物の死体も描いたので、
《殉教者》
よりも《十字架に掛けられた人々》の方が凄惨さが強調される。
別の例として、
《革命》
（1937 年）
（図 30）と《革命》をもとに制作された三部作
《レジスタンス》
（1937/48 年）
（図 31）、
《復活》
（1937/48 年）
（図 32）、
《解放》
（1937/48/52
年）（図 33）の間にも変化が認められる。
《革命》制作の背景には、ドイツ、イタリア、スペインにおけるファシズムの台
頭やスペイン内戦の勃発やフランス人民戦線の形成があった。マイヤーが指摘した
ように、知識人と芸術家が政治に関心を高める中、シャガールは社会主義政権下で
の自分の経験を提示するために《革命》を制作した171のである。
シャガールは、《革命》で革命と平和が直結せず、武力と芸術も直結しないこと
を次のように示した。シャガールは、画面左に赤軍の戦いを描いたのに対し、画面
右側には楽団の平和な生活を描いている。そして、画面中央でアクロバットをする
労働者が革命ないし武力と芸術ないし平和の間の均衡をとることが難しいことを
示している。それはロシア帰国時代の経験だった。当時、シャガールは、プロレタ
リア芸術を制作者個人のための芸術と定義し、主題や様式に関する社会的有用性を
考慮しなかったので、革命記念日のための芸術作品はヴィテプスクの住民から理解
されなかった。シャガールはその経験をもとに《革命》を制作したのである。
さらにシャガールは、《革命》の主題が鑑賞者に伝わり難いことを知人に指摘さ
れたことをきっかけとして172、《革命》の構図の一部を抜き出して、新たに三部作
を作り出した。
《革命》と三部作《レジスタンス》（1937/48年）、《復活》（1937/48年）、《解放》
（1937/48/52年）の間の相違は、主に赤軍の描き方にある。シャガールは、《革命》
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では、血を流し、倒れる人物や死人や銃剣を持つ一般人や兵士を多く描いたのに対
し、《レジスタンス》では背景を赤色にして流血の様子を目立たせず、銃剣を持つ
人物を減らす代わりに、荷物を持って移動する人物を多く描いている。また、肩を
組む兵士や歓喜する兵士の姿を帯状の黄色の線で強調した。《復活》では、武器を
構える人物は描かず、微笑む一般人を描いた。このように、三部作においてシャガ
ールが赤軍を肯定的に描いたのは、ソ連がナチスに勝利したことにより、アメリカ
におけるユダヤ人のソ連に対する見方が変化したからだと思われる。シャガールも、
1945年5月にニューヨークの左翼の集会（第二次世界大戦終結の祝賀会）における
演説でソ連を高く評価した。この演説で、シャガールは、ホロコースト後のユダヤ
の復興となる三原則を提案した。それは、ソ連に目を向けること、団結すること、
米と露と仏がユダヤの創造性と文化の強さを作り、ユダヤ人が人道的かつ物理的に
一体となることだった173。この原則にみられるように、ソ連を高く評価したことが
三部作において赤軍を肯定的に描くことにつながったと思われる。
赤軍の描き方のほか、《革命》から三部作《レジスタンス》《復活》《解放》に至
る重要な変化は、シャガールが三部作各々に磔刑像を描き込んだことである。《革
命》画面中央の机上で片手逆立ちをする人物は、《レジスタンス》や《復活》では
磔刑像に代わった。この磔刑像がユダヤ人の殉教者を示すことは、キリストの像が
ユダヤ教徒の礼拝用の肩がけを身に付けていることから判断できる。一方、
《解放》
では、シャガールはキリスト像を画面左上に小さく描いたので、このキリスト像が
ユダヤ人殉教者であるかどうかは判然としない。《解放》は、その題名が示すとお
り、ユダヤ人が戦禍やポグロムから解放された場面を描いたので、ユダヤ人の殉教
を《レジスタンス》や《復活》ほどには強調する必要がなかった可能性がある。
《革命》から三部作《レジスタンス》
《復活》
《解放》制作に至る他の特徴として、
画中のシャガール像が変化した。《革命》では画中のシャガールは画面右側で画布
に向かっていた。一方、《レジスタンス》と《復活》では横たわるシャガール、上
下逆さまで絵筆を掲げるシャガールがそれぞれ配置された。他方、《解放》では、
シャガールの像はカンヴァスに向かって絵を描いている。このため、《解放》つま
りユダヤ人がナチスから解放された段階でシャガールが芸術活動に専念できるこ
とが強調される。
このように、シャガールは、《革命》から《レジスタンス》《復活》《解放》を制
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Harshav 2003, pp.102-104.
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作するにあたり、場面をロシア革命から第二次世界大戦に変化させた。シャガール
は、《革命》における赤軍（武力）と芸術（平和）の対立という図式を作りなおし
て、
《レジスタンス》で赤軍によるユダヤ人解放を描き、
《復活》で磔刑像によるユ
ダヤ人犠牲者の追悼を描き、《解放》で平和な世界における芸術活動を強調してい
る。
ナチス政権樹立後のフランス移住時代（1933-1941 年）にシャガールが描いた磔
刑像を含む作品と 1942 年以降に制作した同主題系列作品の比較例として、
《天使の
墜落》
（1924 年）
（図 34）、
（1923-1933 年）
（図 35）、
（1934 年）
（図 36）、
（1923-1947
年）（図 37）の時代毎の変化も挙げることができる。
まず、寸法の拡大として、1924年版は25×33cmだったのに対し、1933年版では
148×166.1cmと3倍以上の大きさになった。さらに、1947年版では148×265cmとなり、
1933年版よりも横に長い構図となった。
次に、モティーフが増加する。シャガールは1924年版では落ちる天使とトーラー
を持って逃げるユダヤ人のみを描いたのに対し、1933年版と1947年版では、杖を持
つ人物や壁時計や蝋燭や村の家屋やヴァイオリンを弾く動物や満月を描いた。さら
に、全てのモティーフを満月を中心として円を描くように配置したので画面に安定
感が生じた。
さらに、逃げるユダヤ人の動作が変化している。1924年版ではシャガールは堕ち
る天使から遠去かろうとしてトーラーを持って逃げるユダヤ人を描いたのに対し、
1933年版と1947年版では、立ち止まってトーラーを広げ、その文章を指し示すユダ
ヤ人を描いた。
また、天使の表情も変化した。1924年版と1933年版及び1934年版ではシャガール
は天使の両目を描いているのに対して、1947年版では天使の顔を背けて描いたので、
天使の目が片目しかないかのように見える。この天使は口を開き、戦争の悲惨さを
叫んでいるかのようである。
1934年以降の作品ではシャガールは母子像を描き加え、1947年版ではさらに磔刑
像を描き加えたことも重要である。シャガールは、1947年版では、母子像を天使の
翼に重ねるようにして描き、磔刑像を画面のやや後方に描いた。この磔刑像はユダ
ヤ教徒の礼拝用の肩がけを身につけ、ユダヤ人殉教者の追悼を示している。母子像
は戦争の被害者を示し得るが、1934年版の母子像のようには逃げようとせず、たた
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ずんでいる。これは、大戦終結に伴い、ユダヤ人がナチスから逃れる必要がなくな
ったことによると思われる。
このように、ナチス政権樹立後のフランス移住時代（1933-1941年）の磔刑像を含
む作品と、ナチスによる大量虐殺公表後の同主題系列作品との間には相違が認めら
れた。後者では、シャガールは、磔にされた一般のユダヤ人を描いたり、死体や、
ユダヤ教徒の礼拝用の肩がけを身につけた磔刑像を描くことで、ユダヤ人が犠牲と
なったことを強調した。磔刑像にかかわる変化は、アメリカ亡命時代におけるシャ
ガールのキリスト観の変化と連動していた。シャガールは、磔刑像によってユダヤ
人殉教者を強調するとともに、キリストの教えを示した。その示し方は、アントコ
リスキーによる《エッケ・ホモ》に連なるものであった。
シャガールのキリスト観と磔刑像を含む作品が時代や戦局にあわせて変化した
ように、アメリカ亡命時代には、母子像の描き方も変化していた。その傾向として、
ナチス政権樹立（1933年）以前はポグロムあるいは第一次世界大戦を背景として、
放浪する母子像174をシャガールは描いていた。1933年以降は戦場で子を抱いて逃げ
る母親を主に描いた。大戦中は逃げる母子像あるいは死んで横たわる母子像をシャ
ガールは描いたが、大戦後はこの横たわる母子像がたたずむ母子像にとって代わっ
た。また、子供あるいは母親の頭上に光輪を描くことが特徴的となった。
時期ごとの例を挙げると、ペテルブルグ滞在中（1908-1910年）には《逃亡》
（1909
年）で幼児を抱いて歩く母親をシャガールは描いた。パリ留学時代（1910-1914年）
には《母子》
（図38）で父親と離れ離れになる母子を描き、ロシア帰国時代（1914-1922
年）には《放浪者》（1914年）（図39）で子を連れて放浪する母親を描いた。同時
期に《窓辺のベラとイダ》（1916年）（図40）でシャガールの妻子を描いている。
ベルリン滞在期（1922-1923年）からナチス政権樹立前のフランス移住時代である
1923-1933年にかけては、シャガールは母子像を含む作品はほとんど制作していない。
ナチス政権樹立後のフランス移住時代（1933-1941年）に制作した母子像を含む作
品としては、シャガールは、《家の前の家族》（1930年代後半）（図41）で幼児を抱
いて座る母親を描き、
《白い磔刑》
（1938年）では幼児を抱いて逃げる母親を描いた。
アメリカ亡命時代の1941-1948年には、《黄色い磔刑》（1943年）（図42）で子を抱
いて逃げる母親を描き、
《十字架に掛けられた人々》
（1944年）では死んで横たわる
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ユダヤ人芸術家によるホロコースト主題の作品において母子像が主要な像だったこと

についてマイゼルスが考察している（Maisels 1993, pp.140-143）。
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母子を描いた。《聖母とソリ》（1947年）（図43）では、シャガールは、逃げる母子
像としては初めて子どもの頭上に光輪を描いた。
アメリカ亡命時代には、シャガールは、逃げることをやめた母子像も描いた。
《革
命》
（1937年）では母子像は描かなかったのに対し、
《革命》をもとに制作した《レ
ジスタンス》
（1948年）と《復活》
（1948年）と《解放》
（1952年）では、それぞれ、
子を抱いて歩く母親、磔刑像に向かって片手を差し出す母親とその子供、子供を抱
いてたたずむ母親を描いた。
《天使の墜落》
（1947年版）でも同様に、子を抱いてた
たずむ母親を描き、母親あるいは子供の頭上に光輪を描いた。シャガールはこのよ
うな光輪の描き方を後のステンドグラス作品で強調することになる。フランス帰国
時代（1948年以降）のタブロー作品では、例えば、
《ヴァンスをめぐる想い》
（1955
年）
（図44）において子を抱いてたたずむ母親を描いた。この作品では、
《聖母とソ
リ》
（1947年）とは対象的に、母親の頭上にのみ光輪を描いた。
《母性》
（1958/59年）
（図45）では子供の頭上に光輪を描いている。これらの作品に対して、《戦争》
（1964-66年）（図46）では再び子を抱いて逃げる母親が描いたが、光輪は描かなか
った。
母子像に関するシャガール作品全体の傾向をアメリカ亡命時代の特徴を中心に
まとめると、ナチス政権樹立（1933年）以前は、ポグロムあるいは第一次世界大戦
を背景にシャガールは放浪する母子像を描いた。1933年以降は戦場で子を抱いて逃
げる母親を主に描き、アメリカ亡命中もこの傾向を続けた。そして、《十字架に掛
けられた人々》（1944年）では、死んで横たわる母子を初めて描いた。さらに《聖
母とソリ》（1947年）では、雪の中を子を抱いて逃げる裸足の母親を描いた。この
作品では子供に光輪があるので、罪のない子供が犠牲となったことが強調された。
一方、
《天使の墜落》
（1947年版）では、シャガールは大戦を想起させる磔刑像を描
く一方で、逃げずにたたずむ母子像を描いた。これは、大戦終結に伴い母子像が作
品で担う役割が変化したからである。戦争が終わり、ユダヤ人はもはやナチスから
逃げる必要がなくなった。それはシャガールも同様であり、
《天使の墜落》
（1947年
版）制作時には、避難先のアメリカからフランスに戻る段階になっていた。
1948年近くになると、ハガードによれば、美術界の戦争亡命者たちであるレジェ
（Fernand Léger, 1881-1955）やザッキン（Осип Алексеевич Цадкин, 1890-1967）や
オザンファン（Amédée Ozenfant, 1886-1966）やブルトン（André Breton, 1896-1966）
やタンギー（Raymond Georges Yves Tanguy, 1900-1955）やセリグマン（Kurt Seligmann,
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1900-1962）らは既にフランスに帰国していた。シャガールの長女イダもフランスに
戻っていた。イダは、シャガールが早くフランスに帰国しなければ、画商が設定す
るシャガールの高い地位を他の芸術家に奪われてしまうとシャガールをせきたて
た175。シャガールは、ニューヨークでは、ユダヤ系ロシア人との交友を深め、同じ
亡命者として同じ望郷の念を分け合うことができた176。また、ニューヨークのキャ
ッツ・キル山地での隠遁生活を気に入っていた177。このため、米国から離れがたい
気持ちはあったものの、シャガールは、1948年8月にハガードを連れてフランスに
帰国した178。
第二節 イスラエルのための作品
フランス帰国時代はシャガールにとって国際的な名声が高まった時代だった。シ
ャガールは既に著名な芸術家となっており、公の機関がシャガールに記念碑的な作
品を注文し始めた。
1960-62 年にシャガールはエルサレムのハダッサ・ヘブライ大学医療センター付
属シナゴーグ（Synagogue of the Hadassah-Hebrew University Medical Center）のため
のステンドグラス（イスラエル 12 部族）（図 47、図 48）を制作した。依頼主はハ
ダッサ（米国シオニスト女性団体）の米国総長（National President of Hadassah in the
U.S.）であるミリアム・フロイント（Miriam Freund, 生没年不明）博士とエルサレ
ムのハダッサ・ヘブライ大学附属医療センターの建築士ヨゼフ・ノイフェルト
（Joseph Neufeld, 生没年不明）である。フロイントとノイフェルトは、後述するメ
ッス大聖堂のステンドグラスをパリ展示で見たことをきっかけに、医療センター地
下のシナゴーグのための 12 枚の窓の制作をシャガールに依頼した。
ユダヤ教の正統派はシナゴーグに人間の姿を描きだすことを禁じている 179ので、
シャガールは、イスラエルの12部族を動物で表した180。シナゴーグの窓に、シャガ
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Haggard 1986, p.77.（邦訳 126 頁。）
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Haggard 1986, p.75.（邦訳 122 頁。）
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Haggard 1986, p.79.（邦訳 129 頁。）
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Haggard 1986, p.81.（邦訳 132 頁。）
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シャガールの長男であるダヴィッド・マクニール（David McNeil, 1946-）によれば、シ

ャガールは、神の姿に似た人間の像を描いていたので、正統派の信者たちといざこざをよ
く起こした。また、ダヴィッドがシャガールの浅浮き彫りの作品をエルサレムの旧市街に
贈ったところ、関係者は作品の周りに安全ガラスを設置した。関係者の説明によると、極
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ールは、ルベン、シメオン、ベニヤミン、ダン、ユダ、ゼブルン、レビ、ナフタリ、
ヨセフ、ガド、アシェル、イサカルの各部族を描き、ヘブライ語で部族名を記した。
また、角笛やダヴィデの星等のユダヤ教の象徴も各々のステンドグラスに描いた181。
シャガールは、このステンドグラス制作後、除幕式に出席するため1962年にイスラ
エルに旅行した。この時の旅行はシャガールにとって失望が大きかった。窓がとり
つけられる病院が無骨な建物だということがわかったからだった。シャガールはテ
ル・アヴィヴの公の場で怒りを示し、イスラエルの人々との間に軋轢が生じた182。
このシナゴーグのステンドグラスの他に、シャガールは、ユダヤ人共同体のため
の記念碑的な作品として、イスラエル国会議事堂（Knesett）のためのタピスリとモ
ザイク画183の図案を制作した。
タピスリ作品は三部作であり、シャガールは３つの主題の図案を作った。それは、
《エルサレム入城》（1964、1968年）（図49）と《出エジプト》（1964年）（図50）
と《イザヤの預言》（1964-67年）（図51）である。シャガールはこれらの図案を第
2次中東戦争（1956-57年）と第3次中東戦争（1967年）の狭間に制作しており、ホロ
コーストの犠牲者ではなく、次に挙げるように、聖地の賛美や神との契約や聖地に
おける平和を強調した。
まず、《エルサレム入城》では、シャガールは聖地の賛美を強調した。画面上部
の円の中には太陽に照らされるエルサレムの城壁を描いた。城内では、ダヴィデ王、
イスラエルの人々、楽士が豊穣を喜び、音楽を楽しんでいる。
次に、《出エジプト》では、シャガールは聖地における神との契約と平和を強調
した。1952-56年制作の聖書挿絵版画《出エジプト》（図52）や1952-66年制作の油
彩画《出エジプト》（図53）と比較すると、タピスリ作品の構図の特徴が明確にな
る。シャガールは聖書版画の《出エジプト》ではモーセが画面右から左へ向かって
人々を導く様子を描いた。また、油彩画では、構図上、画面上方に位置する磔刑像
の近くに消失点が置かれているので、イスラエルの人々が磔刑像がある場所から鑑
賞者側に向かって歩いてくるかのような錯覚を鑑賞者に与える。一方、タピスリで

端な強硬派が作品にインクをかける危険性があるので、安全ガラスで作品を保護したとの
ことだった（マクニール 2009、125 頁）。
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Duchen 1998, pp.299-301.（邦訳 301 頁。）Meyer 1961, S.580 も参照。
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Meyer 1961, S.580。
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Alexander 1989, p.470（邦訳 502 頁）及び Haggard 1986, p.147（邦訳 249-250 頁）
。
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先行研究として Maisels 1939 参照。
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は、画面手前のモーセとダヴィデ王の位置から聖地を俯瞰する構図なので、預言者
と同じ位置から聖地を見渡すかのような印象を鑑賞者が受ける。
また、油彩画《出エジプト》とタピスリ《出エジプト》各々におけるモティーフ
の差異として、油彩画では国外に亡命するための船や燃える家屋や磔刑像が第二次
世界大戦を想起させるのに対し、タピスリ作品ではシャガールはこれらのモティー
フを描かなかった。その代わり、タピスリでは、律法を示すモーセや琴を弾くダヴ
ィデ王や微笑むイスラエルの人々を描くことで聖地における神との契約と平和を
強調している。版画作品の《出エジプト》においても同様に戦争の場面は描いてい
ないが、これはシャガールが聖書版画を旧約聖書の物語に即して制作したからであ
る。
その他の特徴として、シャガールは、タピスリ作品では画面上方に金の仔牛を描
いたものの、石版を砕くモーセの代わりに律法を示すモーセを描くことによって人
間の信仰の深さを強調した。
最後に、タピスリ《イザヤの預言》では、シャガールは聖地における平和の到来
を描いた。《イザヤの預言》はニューヨーク国連ビルのためのステンドグラス《平
和》（1964年）（図54）とほぼ同構図だが、《平和》ではコンゴ動乱時のハマーシ
ョールド（Dag Hammarskjöld, 1905-1961）ら事故死者を悼む184ための像として磔刑
像と十字架降下の場面を描いたのに対し、《イザヤの預言》ではキリスト像を描か
なかった。1963年の習作の段階では、シャガールは十字架降下を描くことを予定し
ていた（図55）が、その後、十字架降下の場面をヤコブの夢の場面に変更した。こ
れは、注文主がイスラエルなので、キリストの像を描くことをシャガールが避けた
からだと思われる。
シャガールはイスラエル国会議事堂（Knesett）のためのモザイク画《嘆きの壁》
（1966 年）（図 56、図 57）も同時期に制作しており、同作品では嘆きの壁がイス
ラエルの名所であることを強調した。
シャガールは、国会議事堂のための《嘆きの壁》以前に同主題のタブロー作品を
制作していた。これらの作品をオリエンタリスムの画家による同主題の作品と比較
すると、シャガールによる《嘆きの壁》主題作品の特徴が明らかになる。ジェロー
ム（Jean-Léon Gérôme, 1824-1904）による《嘆きの壁》（1876 年）（図 58）やバウエ
ルンファイント（Gustav Bauernfeind, 1848-1904）による《エルサレムの嘆きの壁で
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Alexander 1989, p.475.（邦訳 508 頁。）
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の信仰の嘆き》（1890 年）（図 59）やヴェレシャーギン（Василий Васильевич
Верещагин, 1842-1904）による《ソロモンの壁》（1884-1885 年）（図 60）では、構
図上、縦の比率が大きく、消失点が画面の外に置かれているので、安定感が欠如し
た状態になる。結果的に、《嘆きの壁》は、鑑賞者にとって、威圧的かつ馴染みに
くいように感じられる。さらに、ジェロームとバウエルンファイントによる作品で
は、画中の人物が上を高く見上げているので、鑑賞者の視線も上へと誘導される。
しかし、壁の上に空がないため閉塞感が強くなる。また、ヴェレシャーギンによる
《ソロモンの壁》では、画面下方の狭い通りに人々がひしめきあって座り込んでい
る。このため、人々の小ささに比べて壁の高さや大きさが際立つ。その結果、嘆き
の壁そのものが画中の人々と作品の鑑賞者の前にそびえ立つような威圧感を与え
る。
一方、シャガールによる油彩画《嘆きの壁》（1931 年）（図 61）185や同主題の油
彩画（1932 年）
（図 62）では構図は正方形に近い。画中の人物はうつむいているの
で、鑑賞者の視線も下に誘導される。また、壁の上の空間が広く開けているので、
閉塞感はほとんどない。特にモザイク画では壁の上の空間がより広く開けているの
で、鑑賞者に解放感をもたらす。オリエンタリスムの画家が聖地の異質さを強調し
たのに対し、シャガールは鑑賞者にとって親しみやすい名所として《嘆きの壁》を
描いたのである。
シャガールは、タピスリ作品では聖地の賛美や神との契約や聖地における平和を
強調し、 モザイク画では嘆きの壁がイスラエルの名所であることを強調した。それ
は、シャガールがイスラエルを重視し、中東戦争の動向を注視していたからだった。
シャガールが聖地を重視していたことは、詩「船」186（1955-1960年制作）から判断
185

シャガールは、パレスチナ訪問（1931 年 3-6 月）中に嘆きの壁を訪れた。シャガール

のパレスチナ訪問前の 1929 年 8 月にはアラブ人によるユダヤ人に対するポグロムが起きて
いたことをマイゼルスが指摘した。このポグロムにより、133 名のユダヤ人死者と 339 名の
ユダヤ人負傷者が出た。また、シャガールがパレスチナ訪問計画を立てている時期の 1931
年 2 月に英国のマクドナルド首相がユダヤ人のパレスチナ移民制限政策を変更する書簡を
発表した。このようなアラブ人とユダヤ人の土地をめぐる争いと政策があったので、シオ
ニストではないシャガールもユダヤ移民の心情を共有したとマイゼルスは指摘した
（Maisels 1997/1998, p.529）
。
186

「船」の初出不明。

（英訳）Harshav 2004, p.755.
（仏訳）Chagall 1975, pp.85-86.
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できる。この詩において、シャガールは、自分自身の亡命とユダヤ民族の受難とを
重ね、救済を約束するイスラエルを賛美した。また、中東戦争については、シャガ
ールは、第3次中東戦争勃発時に事態を憂慮する書簡を『金の鎖（）די גָאלדענע קײט
（Di
Goldene Keyt）』187誌に送付した188。シャガールが聖地を重視する姿勢は、国会議事
堂のためのタピスリとモザイク画で示されていたのである。聖地を異国的に描くの
ではなく、親しみやすく描くことは、シャガールの師シュトゥルックが《エルサレ
ム》で既に行っていた。その意味で、シャガールの聖地主題の作品は、シュトゥル
ックの作品を継承した。
第三節

神の子としてのキリスト像

フランス帰国時代（1948-1978 年）にシャガールは、フランス人芸術家としてフ
ランスのためにステンドグラスを制作した189。
1952-70年にシャガールはフランスのロレーヌ地方（Lorrain）のメッス（Mets）に
おけるサン・テティエンヌ大聖堂（Cathedral St.Etienne）（大聖堂平面図、図63）の
ためにステンドグラス（図64、図65、図66）を制作し、寄贈した190。

187

『黄金の鎖』は文芸と社会のためのイディッシュ語の季刊誌であり、イスラエルの労

働組合によって 1948 年から 1996 年まで公的に発行された。
188

Harshav 2003, pp.168-169. ただし、シャガールの政治的な立場は曖昧だった。イスラエ

ルは生涯重視したものの、1973 年頃には中東戦争について中立的な考え方を示した。シャ
ガールの中立的な立場について、友人ソルリエが次のように回想している。
シャガールが起き上がったので、その後、二人で色々なことをしゃべった。話がた
またまユダヤとアラブの対立問題に及んだところ、シャガールはしゃべろうとする私
（引用者注：ソルリエのこと）を遮って言った。
「その話はやめておくれ。兄弟同士が殺しあいをしているのだ。どちらもアブラハ
ムの息子だというのに。この私の老いぼれた心は引き裂かれ、血の涙を流しているの
だよ。だからもうその話はやめにしよう」（石井訳）（Sorlier 1989, pp.190-191. 邦訳
215 頁。）
このように、晩年には、シャガールは、イスラエル人とアラブ人は共生すべき民族同士
であると考えた。
189

拙稿梶原 2009 は、タブローにおけるシャガールの磔刑像とシャガールがキリスト教の

聖堂を装飾したことに関する考察が不十分だったので、本論文で整理した。
190

シャガールは報酬の受取を辞退している（Baal-Teshuva 1998, p.244）。
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依頼主は仏歴史的建造物担当局とメッス大聖堂の建築士長である191。シャガール
と親交のあったバール＝テシューヴァによれば、当時、シャガールは、制作を依頼
したのがカトリック教会ではなく、仏政府であることを指摘した192。つまり、シャ
ガールは、カトリック教会からの聖堂装飾の依頼にユダヤ人として応じることには
問題があると感じたけれども、フランス政府からの注文に対して、フランス人芸術
家として応じることには問題がないと考えたのである。
シャガールがフランス人芸術家としてサン・テティエンヌ大聖堂を装飾したこと
は、フランスの勝利を強調する役割を果たすこととなった。この大聖堂が位置する
メッスそのものがフランスの勝利の象徴だったからである。
メッスは普仏戦争（1870-71 年）後にドイツ領に併合された後、第一次世界大戦
末までドイツ領となり、また、第二次世界大戦中には一時ドイツの占領下に置かれ
た。そして戦後、戦勝国であるフランスがメッスを奪い返した。この領土に位置す
る大聖堂をフランス人芸術家であるシャガールがフランスから依頼を受けて装飾
したのである。
シャガールによるサン・テティエンヌ大聖堂のステンドグラスの構想は、全体と
して救済と大戦の終結を想起させる。
まず、北の窓（1963 年）は、原罪と救済を想起させる。シャガールは、左のラン
セットから右のランセットに向かって、人類創造、アダムとイヴ、イヴの誘惑、楽
園追放を描いた。人類創造の場面には磔刑像と聖母子を描き、ランセットの上に設
置された窓には、天使、鳥、羊、魚、天体、石版を受け取るモーセ、祈る人々を描
いた。
次に、祭壇寄りの北の窓（1960 年）は、信仰の深さと救済を想起させる。シャガ
ールは、左のランセットから右のランセットに向かって、イサクの犠牲、天使と戦
うヤコブ、ヤコブの夢、モーセと燃える柴を描き、ランセットの上に設置された窓
には箱舟から鳩を放つノアや母子像を含む人々やノアと虹を描いた。
そして、祭壇に最も近い北の窓（1960年）は、神の賛美と大戦の終結を想起させ
る。シャガールは、左のランセットから右のランセットに向かって、石版を受け取
るモーセ、琴を弾くダヴィデと音楽を楽しむ人々、鳥に乗ったシャガールとヴィテ
191

Harshav 2004, pp.858-859.

192

Baal-Teshuva 1998, p.244.
また、シャガールは、ユダヤ人が 13 世紀の大聖堂に聖書の主題を描くよう依頼されたこ

とを名誉であると考えたので、この仕事を引き受けた（Baal-Teshuva 1998, p.244）。
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プスクに向かう人々とエレミヤを描いた。ランセットの上に設置された窓には、聖
句箱をつけた磔刑像と天使と天体と羊と鳥を描いている。
これらの窓のうち、北の窓における磔刑像と聖母子像の並置（図 67）が特徴的で
ある。母と子の像の各々の頭上にシャガールは光輪を描いた。磔刑像と聖母子像の
並置については、先行するタブロー作品として、クジマ・ペトロフ＝ヴォトキン
（Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, 1878-1939）193による《嘆きの聖母》（1914-15
年）（図 68）がある。《嘆きの聖母》では，ヴォトキンは画面前景に両手を広げて
嘆く聖母を描き、この聖母を挟んで画面後景左に聖母子を描き、画面後景右に磔刑
像を描いた。このように、磔刑像と聖母子の並置の前例となる作品をロシア・アヴ
ァンギャルドの画家が制作していた。
サン・テティエンヌ大聖堂ステンドグラスのもう一つの特徴は、祭壇に最も近い
北の窓においてエルサレムとヴィテプスクが並置（図 69、図 70）されていること
である。描かれた土地がヴィテプスクであることは、ロシア正教の聖堂があること
から判断できる。ロシア正教の聖堂をヴィテプスクの印として描くことは、シャガ
ールが初期作品から行っていたことである。パリ留学時代に、シャガールは望郷の
対象としてヴィテプスクを描いていた。同様に、サン・テティエンヌ大聖堂でもヴ
ィテプスクを人々が帰る場所として描いた。このヴィテプスクに帰る人々を花束を
持つシャガールが祝福している194。第二次世界大戦後に、亡命ロシア人あるいは亡
命ユダヤ人がヴィテプスクに無事帰ろうとするのをシャガールが祝福しているか
のようである。あるいは、ヴィテプスクに帰りたかった人々の願いを絵の中で実現
させたかのようである。
このように、シャガールによるステンドグラスの構想は、全体として救済と大戦
の終結を想起させる。そして、大戦の終結はフランスの勝利を想起させたのである。
フランス人芸術家としてフランスのためにステンドグラスを制作した例として、
サン・テティエンヌ大聖堂以外では、シャガールは、1971-72 年にニースの「マル
ク・シャガール聖書の言葉」国立美術館（Musèe national message biblique Marc Chagall）
におけるコンサート・ホールのステンドグラス《天地創造》（1971-72 年）（図 71、
193

ヴォトキンは、1908 年以降にペテルブルグで活動し、
〈金羊毛（Золотое руно）
〉展や

芸術運動である「芸術世界（Мир искусства）」に参加している。
194

画中のシャガールは鳥に乗っている。鳥に乗る人間の像は、先行研究により、15 世紀

ユダヤ古文書の細密装飾画《雄鶏に乗った天使》と照応関係にあることが指摘されている
（Апчинская 1990, cтр.91）。
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図 72）を制作し、寄贈した。シャガールは、《人類の創造》（1956-58 年）（図 73）
《イサクの犠牲》（1960-66 年）（図 74）《雅歌》5 部作（1957-66 年）等、「聖書
の言葉」連作作品（油彩画）全 17 点を同館に寄贈した195。また、同館はタピスリ
やモザイク画も所蔵している。
サン・テティエンヌ大聖堂や「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館につ
いては、シャガールは、これらの建物をフランス人芸術家としてフランスのために
装飾したが、より問題となるのは、シャガールがユダヤ教徒としてキリスト教信徒
共同体のためにキリスト教の聖堂を装飾した事例である。最初にシャガールが手掛
けたのは、ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教会（Eglise Notre-Dame de Toute
Grace）の装飾だった。
1956-57年に、シャガールは、フランスのオート・サヴォワ（Haute Savoire）のア
ッシー（Assy）におけるノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教会のためにス
テンドグラス（図75、図76）と大理石浮き彫り（図77、図78）と陶板画196（1956年）
（図79）を制作し、寄贈した。ステンドグラス2点では天使の像を描き、大理石浅
浮き彫り2点では鳥と鹿の像を描いた197。陶板画（1956年）の主題は《紅海を渡る》
である。いずれの作品も教会附属の洗礼堂に設置された198。
聖堂装飾の依頼主はクチュリエ（Marie-Alain Couturier, 1897-1954）神父199とドヴ
ェミー（Jean Devémy, 1896-1981）神父200である。クチュリエ神父はユダヤ人である

195

作品の配置状況は『シャガール展』2013、353 頁を参照。

196

シャガールによる陶芸作品の全般的な傾向として、1949年から1972年までの間に、皿

や盆や板や壺や陶板など220点以上の陶芸作品を制作している。聖書の物語に着想を得た作
品においても、それ以外の作品においても、過去に制作した版画作品や油彩画の図像を用
いて制作されたものが多い。壁を飾るための陶板画の制作は1950年以降に行っており、最
初は4-6枚の小板から成る作品を制作していた（Forestier 1990, pp.10-19, 邦訳9-19頁）。この
ような傾向においてノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教会のための作品は、宗教
的な主題であること、壁面装飾のための多数の陶板（90枚）から成る作品であることがそ
の特徴である。
197

詩篇 42-2、124-7。

198

平面図は『シャガール展』2013、350 頁を参照。

199

クチュリエ神父は 1948 年からマティス（Henri Matisse, 1869-1954）によるヴァンスの

ロザリオ礼拝堂の設計と装飾に協力していた（関 1991 及び関 2009）。
200

クチュリエ神父没後のドヴェミー神父とシャガールの往復書簡についてブーシェ 2013

参照。
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シャガールにこそ洗礼堂を装飾してほしいと考えていた201。装飾には、シャガール
の他に、ボナール（Pierre Bonnard, 1867-1947）やルオー（Georges Rouault, 1871-1958）
やマティス（Henri Matisse, 1869-1954）やブラック（Georges Braque, 1882-1963）や
レジェ（Fernand Léger, 1881-1955）やジェルメーヌ・リシエ（Germaine Richier,
1902-1959）やジャン・バザン（Jean Bazaine, 1904-2001）やリプシッツ（Jacques Lipchitz,
1891-1973）やジャン・リュルサ（Jean Lurçat, 1892-1966）が協力していた202。
シャガールは、ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教会洗礼堂の装飾を引
き受けると、同胞のユダヤ人に対して罪を犯したように感じるのではないかと心配
していた203。また、聖職者が一般人に対してシャガールの絵をキリスト教的に説明
すると困る、とシャガールは述べていた204。このような心配事について、シャガー
ルはユダヤ人の名士やラビに相談し、キリスト教徒のための洗礼堂を装飾すること
について反対はされていないという感触をつかんだ205。当時のイスラエルの大統領
であるワイツマン（Chaim Weizmann, 1874-1952）にも手紙で相談したところ、洗礼
堂を装飾するかどうかの判断はシャガールに委ねられた206。
結局、シャガールは、陶板画の下部に「全ての宗教の自由の名において(Au nom de
la Liberté de toutes les religions)」という献辞（図80）を入れることで、ユダヤ教徒が
キリスト教の聖堂のために作品を献呈することを説明した。また、陶板画《紅海を
渡る》では、磔刑像がユダヤ教徒の礼拝用の肩がけをつけていることと、作品の主
題により、第二次世界大戦においてユダヤ人が敵から逃れ、聖地に到着したことを
強調している。
ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教会洗礼堂の装飾の後には、シャガー
ルは 1964-66 年にニューヨークのポカンティコ・ヒルのユニオン教会（Union Church
of Pocantico Hill）のためにステンドグラスを制作している（窓の配置 図 81）。依
頼主はデイヴィッド・ロックフェラー（David Rockefeller, 1915-）である。依頼時に、
ロックフェラーはマティスに匹敵する芸術家を探していた。当時マティスは既に死
亡しており、注文することができなかったからである。その時に、ロックフェラー

201

Haggard 1986, p.128.（邦訳 217 頁。）

202

Meyer 1961, S.573.

203

Haggard 1986, p.128.（邦訳 218 頁。）

204

Haggard 1986, p.128.（邦訳218頁。）

205

Haggard 1986, p.128.（邦訳 218 頁。）

206

Alexander 1989, p.464.（邦訳 496 頁。）
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は、ルーヴル美術館でシャガールのシナゴーグステンドグラスを観て、シャガール
に作品制作を依頼することを決心した207。
作品は、《善きサマリア人》（図82）、《磔刑》、《ヨエル》、《エリヤ》、《ダ
ニエル》、《ケルビム》、《エゼキエル》、《エレミヤ》、《イザヤ》の合計9枚
（図83）である。9枚の作品のうち、《善きサマリア人》は依頼主の父親であるジ
ョン・ロックフェラー（John Davison Rockefeller, Jr. 1874-1960）を悼んで制作され
た。シャガールはジョン・ロックフェラーについて広範な調査を行い、《善きサマ
リア人》の主題を選択した。同主題はジョン・ロックフェラーが気に入っていた挿
話であり、慈善事業にも取り組んでいた208。一方、《磔刑》（図84）はマイケル・
ロックフェラー（Michael Rockefeller, 1938-1961）を悼んで制作された。《善きサマ
リア人》と《磔刑》ではシャガールは磔刑像を描いたが、ユダヤ教徒の礼拝用の肩
がけは描かなかった。《ケルビム》の磔刑像も同様に、キリスト像はユダヤ教徒の
礼拝用の肩がけを身につけていない。注文主の目的が家族の死を悼むことだったの
で、ユダヤ人殉教を強調する必要がなかったからである。
ユニオン教会装飾の後には、シャガールは1967-74年にイギリスのチュードリー
（Tudeley）村における諸聖徒教会（All Saints Church）209のためのステンドグラス
（図85）を制作した。依頼主はチュードリーを所有するヘンリー・ド・アヴィグド
ル－ゴールドシュミット（Sir Henry d’Avigdor-Goldsmid, 1909-1976）である。ヘン
リーはユダヤ教徒であり、妻と娘サラ（Sarah d’Avigdor-Goldsmid, 生年不明、1963
年没）はイングランド教会信者だった。ヘンリーは、亡くなった娘サラを追悼する
ためシャガールに教会の装飾を依頼した。サラが生前にシャガールのシナゴーグス
テンドグラス展覧会に訪れていた210ことが依頼の動機になったと思われる。この作
品ではシャガールは磔刑像を描いたが、ユニオン教会のためのステンドグラスと同
様に、ユダヤ教徒の礼拝用の肩がけは描かなかった。注文主の制作目的が注文主の
家族の追悼であり、ユダヤ人殉教の追悼ではなかったからである。
その後、1969-70年にシャガールはチューリッヒのフラウミュンスター教会
（Fraumünster-Kirche）のためにステンドグラス（図86、図87）を制作した。

207

Rockefeller 2003, pp.186-187.（邦訳 243-244 頁。）

208
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注文主は主任司祭であるペーター・フォーゲルザンガー（Peter Vogelsanger, 生没
年不明）である。フォーゲルザンガーは、1967年にチューリッヒのクンストハウス
で開かれたシャガール展において、シナゴーグのためのステンドグラスの一部と習
作を観た。このことが制作依頼の動機となった。シャガールは、当時、ヴァチカン
からもオーディエンス・ホールのステンドグラス制作を依頼されていたが、その制
作は断った。チューリヒが実用性一点張りの都市なので、フラウミュンスター教会
を装飾する方に制作意欲がわき、このためヴァチカンからの依頼は断ったとシャガ
ールはフォーゲルザンガーに述べている211。
高額の謝礼は準備できないことにシャガールが同意したうえで、フォーゲルザン
ガーは予算を立てた。予算の内訳は、それまでに既に集まっていた資金と、教会や
市や州が出処の資金と、有志による寄付だった212。
この作品の構想213は、全体として救済を想起させる。北の窓の構想は預言者中心
である。上から下に向かって、シャガールと動物（図88）、エレミヤ、天に昇るエ
リヤ、エリシャをシャガールは描いた。東側左の窓の構想はヤコブ中心である。上
から下に向かってヤコブの梯子、天使と戦うヤコブ、ヤコブを描いている。東側中
央の窓の構想はキリスト中心であり、上から下に向かって、磔刑像、エッサイの樹
の上の聖母子、エッサイを描いた。東側右の窓の構想はシオン中心である。上から
下に向かって、天体、角笛を吹く天使、ダヴィデの塔、琴を弾くダヴィデを描いて
いる。南側の窓の構想は律法中心である。上から下に向かって、石版を示すモーセ、
十字架を運ぶキリスト、イザヤ書第十一章の狼と羊と子供と蛇、セラフィム、イザ
ヤを描いた。
これら5枚の窓のうち、シャガールが1枚全てをシオンに関わる構想のために用い
たことが特徴的である。その制作の背景には第3次中東戦争（1967年）及びその後
の消耗戦争（-1970年）があった。
フラウミュンスター教会装飾の後には、1973-74年にシャガールは、フランスのラ
ンス（Reims）におけるノートル・ダム大聖堂（Notre-Dame Cathedral）（平面図、
図89）のためのステンドグラス（図90）を制作した。注文主である聖堂の愛好家と
シャンパーニュ・アルデンヌ地方の建築連盟が1973年にシャガールに作品制作を依
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Vogelsanger 1971, S.6.
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Vogelsanger 1971, S.8.
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Vogelsanger-de Roche 1971, S.30-42 参照。
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頼した214。大聖堂は1914年に爆撃を受け、全壊寸前となった。その後、長年に渡り、
復興作業が行われていた。
構想215は、全体として救済を想起させる。シャガールは、左の窓（図91）の左の
ランセットには、上から下に向かって、祈る人々、琴を弾くダヴィデ、サウルを描
き、右のランセットには、上から下に向かって、エッサイの樹の上の聖母子、ソロ
モン、眠るエッサイを描いた。ランセットの上に設置された窓では、エゼキエルを
中心として、イザヤ、ヨブ、モーセ、ダニエル、エレミヤ、ヨナを描き、その上に
メノラー（7枝の燭台）と天使を配置した。
中央の窓（図92）の左のランセットには、上から下に向かって、キリストの昇天、
十字架降下、イサクの犠牲、イサクを祝福するアブラハム、ヤコブの夢の場面を描
き、右のランセットには、上から下に向かって、キリストの磔とキリストに手を差
し伸べる母子像、アブラハムとメルキゼデク、マムレでのアブラハムと三人の天使、
神に語りかけられるアブラハムを描いた。ランセットの上に設置された窓には天体
と精霊を配置し、その上に神の手を配置した。
右の窓（図93）の左のランセットでは、上から下に向かって、善きサマリア人、
聖ルイ、聖ルイの戴冠式を描き、右のランセットでは、上から下に向かって、マタ
イ第13章の種をまく人のたとえ、シャルル7世の戴冠式に参列するジャンヌ・ダル
ク、クロヴィスⅠ世に洗礼を施す聖レミギウスを描いた。ランセットの上に設置さ
れた窓には、過越祭の子羊を中心として、ヨハネ、マルコ、マタイ、ルカの象徴を
配置し、その上に剣、王冠、月桂樹を配置した。
聖ルイを描いた窓については、シャガールは、ジャンヌ・ダルクとフランスの王
を描くことがキリストと預言者を描くことよりも難しかったと次のように親友ソ
ルリエに述べた。

私は引き受けるべきではなかった。フランス王家の大聖堂・・・ランス・・・
成功するのだろうか。
新しくステンドグラスを制作するにあたり、非常に困ったのは、ジャン
ヌ・ダルクとフランスの王たちを描くことだった。キリストや預言者たちは
私の魂に強く結びついているので全く楽に感じたが、聖ルイとアブラハムを
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Pacoud-Rème 2000, p.44.

215

Guerlin 2005 参照。
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どのように共存させるかわからなかった。そこで、この窓に「善きサマリア
人」を描くことを考えた。
Je n’aurais pas dû accepter... La cathédrale des rois de France... Reims... Est-ce
que je vais réussir?
Dans ces nouveaux vitraux, j’avais une grande difficulté: représenter Jeanne d’Arc
et les rois de France. Le Christ et les Prophètes sont tellement attachés à mon âme que
je me sentais parfaitement à l’aise, mais je ne voyais pas comment faire cohabiter
Saint-Louis avec Abraham. Alors, j’ai eu l’idée de faire figurer sur cette fenêtre “Le
bon Samaritain”.216
この時に、シャガールがキリストはシャガールの魂と強く結び付いていると述べ
たことが重要である。ノートル・ダム大聖堂のための作品における磔刑像と母子像
（図94）の位置関係が特徴的であり、また、磔刑像の描き方もそれまでの作品とは
異なるからである。《復活》
（1948年版）や《解放》
（1948/52年版）や《天使の墜落》
（1947年版）等のタブロー作品では、十字架が据え付けられた場所と母子像が立つ
場所が異なるのに対し、ノートル・ダム大聖堂のための作品や後述するコルデリエ
ル礼拝堂の作品では、母子像は十字架の隣に配置される。さらに、シャガールは幼
児の像に光輪を描かなかったのに対し、磔刑像の頭上には光輪を描くことで、幼児
が人間であるのに対し、磔にされたキリストが神であることを強調した。
ランス大聖堂装飾の後、シャガールは、イギリスのサセックス（Sussex）州チチ
ェスター（Chichester）における聖三位一体大聖堂（Cathedral of the Holy Trinity）の
ためのステンドグラス（図95、図96）（詩篇主題）を1977-78年に制作した。依頼主
は司祭（Dean）のハッセー（Hussey, 生没年不明）である。シャガールが制作した
シナゴーグのためのステンドグラスをルーヴル美術館で見たことが注文の動機だ
った。ハッセーはチチェスターの測量士かつ建築士であるロバート・ポッター
（Robert Potter, 生没年不明）と協議した後にシャガールの妻に書簡を送った。シャ
ガールの承認後、ハッセーは総会から許可をとりつけた。総費用は20,000ポンドだ
った。その内訳は、シャガールとステンドグラス職人シャルル・マルク（Charles Marq,
生没年不明）に各々8,000ポンド、それまで教会に設置されていた石造物の修理と改
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Sorlier 1989, p.191.（邦訳 215-216 頁。）
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修に1,500ポンドだった。残りは輸送費等必要経費である。チャリティーの不足分は
ハッセーの私財でまかなわれた217。
その後、1976-78年には、シャガールは、フランスのロレーヌ（Lorrain）地方サー
ルブール（Sarrebourg）におけるコルデリエル礼拝堂（La Chapelle des Cordeliers）
（図
97）のためにステンドグラス（図98）を制作した。注文主は首相でコルデリエル副
市長であるピエール・メッスメル（Pierre Messmer, 1916-2007）だった。当時、礼拝
堂は老朽化のため再建築する必要があった。この時、建築士長がシャガールに窓の
制作を依頼することをメッスメルに提案した218。寄進者はコルデリエル友の会と地
方自治体とサールブールの住民と近郊の者だった219。
作品の構想は、全体として、救済を想起させる。シャガールは、画面中央に知恵
の樹を想起させる植物を描き、その植物の中にアダムとイヴと蛇を描いた。植物の
周囲には、左下から、エルサレム入城の場面、アブラハムと三人の天使、磔刑像と
母子像を描き、画面中央上部に山上の説教の場面、画面右に石版、その下にセラフ
ィム、イザヤの預言、イザヤを描いた。植物の根の近くにはサールブールらしき都
市（図99）を描いている。シャガールは、タブロー作品においても記念碑的な作品
においてもヴィテプスクを描く時にはその目印としてロシア教会の聖堂を描くこ
とが多かった。同様に、エッフェル塔をパリの目印として、ダヴィデの塔をエルサ
レムの目印として描くことが多い。コルデリエル礼拝堂では、このような目印とな
る聖堂やエッフェル塔を描いていないので、シャガールは、ヴィテプスクやパリで
はなく、寄進者が住むサールブールを描いたと思われる。
コルデリエル礼拝堂の作品の最も重要な特徴は、シャガールが磔にされたキリス
トを神の子として描いたことである。この作品の制作時に、シャガールは、キリス
トが神聖なので、その顔をどのように描くべきか不安であると述べ、さらに、光輪
の有無によって、キリストを人間あるいは神の子として描き分けると親友ソルリエ
（Charles Sorlier, 生没年不明）に次のように述べた。
翌朝、私（引用者注：シャルル・ソルリエのこと）はかなり早く起きたの
で、シャガールはまだアトリエに降りてきていなかった。ヴァヴァ（引用者
217

Foster 2002, p.14.
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礼拝堂内に設置された説明文（2008 年）。礼拝堂は現在はミュージアムとして公開さ

れている。
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L'Hôte 1996, p.15.

78

注：シャガールの妻）が私に言った。
「シャルル、私は疲れ切りました。ほとんど眠っていません。マルクは一
睡もせず、少なくとも十回は起き上がりました。どうしてそんなに神経質に
なっているのかわかりません」
シャガールがアトリエにやって来た。
「そうです、一秒も眠っていないのですよ。一晩中考えていました・・・
考えていました・・・今日はステンドグラスにキリストの顔を描かなければ
ならないと。キリストの顔をぞんざいに描いてはならないではありませんか。
キリストは神聖です。あなたや私のように貧しい人間ではありますが、キリ
ストです・・・それを感じ取ることができるように描かなければなりません。
非常に難しく、ほとんど不可能です・・・それで眠ることができなかったの
です」
殉教者のイメージで伝えたいと願っている深い宗教的な感情をどのよう
に描くべきかわからないという恐れと、聖書で厳しく禁じられている神の姿
を描くという恐れのため、シャガールはこの磔刑像を描くという考えによっ
て自分が実際に動揺していると感じたが、作品は見事に成功した。このステ
ンドグラスには「山上の説教」の場面も描かれている。シャガールはこの時
も同じ恐れを味わった。
「気をつけなければ・・・キリストの顔だ・・・再び・・・サン・シュル
ピス教会を真似してはいけない」
シャガールは描いたばかりの光輪をぼろきれで不機嫌に消した。
「いいや！光輪はなしだ。まだ一人の貧しい人間で完全に神の子というわ
けではない。光輪を描くと盲信的になる。取り除くことだ・・・取り除くこ
とだ・・・」
Le lendemain matin, je m’étais levé assez tôt et Chagall n’était pas encore
descendu à l’atelier. Sa femme me dit:
« Charles, je suis épuisée, je n’ai presque pas dormi. Marc n’a pas fermé l’œil, il
s’est levé au moins dix fois. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi nerveux.»
Le Patron arriva.
« Vous savez, je n’ai pas eu une seconde de repos. Toute la nuit j’ai pensé... J’ai
pensé... Je dois peindre aujourd’hui, sur le vitrail, le visage du Christ. Vous savez,
79

avec le Christ on n’a pas le droit de faire n’importe quoi. Il est sacré. C’est un pauvre
homme comme vous, comme moi, mais c’est le Christ... Il faut faire sentir cela. C’est
très difficile, presque impossible... Alors je n’ai pas pu dormir.»
La crainte de ne pas savoir exprimer le sentiment profondément religieux qu’il
souhaitait transmettre à l’image du martyr et la crainte de représenter la figure de
Dieu, ce qui est formellement condamné par la Bible, faisaient qu’il se sentait
véritablement bouleversé à l’idée de peindre cette Crucifixion qu’il réussit néanmoins
magistralement. Sur ce vitrail figure également la scéne du Sermon sur la montagne.
Il se retrouva dans la même angoisse.
« Attention... Le visage du Christ... encore...il ne faut pas faire Saint-Sulpice...»
Rageusement, il effaça d’un coup de chiffon l’auréole qu’il venait de dessiner:
« Non! Pas d’auréole, ce n’est encore qu’un pauvre homme... Pas tout à fait le
fils de Dieu. L’auréole, ça fait bondieuserie. Supprimer... Supprimer...»220
実際の作品では、エルサレム入城の場面（図100）と山上の説教の場面（図101）
においてシャガールはキリストの頭上に光輪らしきものを描いているが、黄色で彩
色したのは磔刑像の光輪（図102）のみである。
コルデリエル礼拝堂の装飾の後、1976年末から1984年にかけて、シャガールはド
イツのマインツ（Mainz）における聖シュテファン教会（Sankt Stephan）（平面図、
図103）のためのステンドグラス（図104、図105）を制作した。南東の窓はマイン
ツ市自治体が寄進者であり、北の窓は、コメルツ銀行、ドイツ銀行、ドレスナー銀
行、ラインラント＝プファルツ州立銀行、マインツ貯蓄銀行が寄進者である221。注
文主は教区司祭のクラウス・マイヤー（Kraus Mayer, 生没年不明）である。教会は
1857年に近所の火薬庫が爆発した時に打撃を受けたうえ、第二次世界大戦時に被災
した。その後、復興作業が進められていた。
クラウス・マイヤーによれば、シャガールの窓はフランスとドイツの友情の印で
あり、平和の印であり、ユダヤ教徒とキリスト教徒の絆の目に見える証だった 222。
サン・テティエンヌ大聖堂装飾の場合は、フランスの依頼でシャガールがフランス
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人芸術家としてメッスに位置する教会を装飾した結果、作品がフランスの勝利を強
調した。一方、聖シュテファン大聖堂装飾の場合は、キリスト教聖職者の依頼でシ
ャガールがユダヤ人芸術家としてドイツに位置する教会を装飾した結果、注文主は
作品を大戦後のユダヤ教徒とキリスト教徒の絆とみなしたのである。
作品の構想223は、全体としては信仰と原罪と救済を想起させる。主要な窓として、
シャガールは、東の左の窓では、上から下に向かって、子を望むサラ、誌篇128の
場面、イサクの求婚、預言者デボラ、楽園のアダムとイヴを描き、中央の窓では、
上から下に向かって、律法の板を民に示すモーセ、ヤコブの夢、イサクの犠牲、ソ
ドムへ向かうアブラハム、3人の天使を迎えるアブラハムを描き、右の窓では、上
から下に向かって、磔刑像と母子像、音楽をかなでるダヴィデ、預言者エリヤ、箱
舟から鳩を放つノアと動物と母子像を含む人々、人類創造を描いている。
これらの作品のうち、磔刑像付近に配置された母子像（図106）が特徴的である。
シャガールは、コルデリエル礼拝堂の作品と同様に、幼児の像に光輪を描かなかっ
たのに対し、磔刑像の頭上には光輪を描いた。このため、幼児が人間であるのに対
し、磔にされたキリストが神であることが強調された。ランス大聖堂でも同様に、
光輪のない幼児が人間であるのに対し、頭上に光輪のある磔刑像が神であることが
強調されている。このような描き方により、シャガールは、磔にされた時点でキリ
ストが神となることを強調した。
シャガールがユダヤ教徒であることを考えれば、光輪のついたキリストを描くこ
とは、聖書の中の出来事を画面上に再現しただけということになる。なぜなら、ユ
ダヤ教徒にとって、神の世界と人間の世界は断絶しているはずであり、キリスト像
は神の世界と礼拝者をつなぐ役割を持ち得ないからである。しかし、シャガールの
キリスト像は、物語図像ではなく、神の世界と人間の世界をつなぐ可能性がある。
その根拠をシャガールは 1963 年に講演で述べた。それは、神が人間の身体や魂に
宿るという考え方だった。シャガールが神の世界と人間の世界が接すると考えたこ
とと関連して、ブーバーが 1910 年代にハシディズムにおいて神と人間が一体化す
ることを発表していた。
ここで、ハシディズムとは一体何であるのかが再び問題となる。1910 年代にブー
バーはどのような文脈で神と人間の一体化について述べていたのか、1963 年のシャ
ガールの発言はどのようなものであったのかについて考察しなければならない。
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第三章 シャガールの神秘主義思想と作品
第一節 ハシディズムによる芸術の成立
ハシディズム運動は、イスラエル・ベン・エリエゼル（Israel ben Eliezer, 1700-1760）
が創始した神秘的敬虔主義的運動である。ユダヤ神秘主義の歴史におけるハシディ
ズムの主な特徴は、ショーレム（Gershom Scholem, 1897-1982）によれば、次のとお
りである224。まず、ハシディズムでは、知識ではなく、宗教的な熱意を重んじる。
次に、ハシディズムは社会的組織化をもたらす。民衆はツァディーク（義人）を民
衆の指導者かつ共同体の中心として、この指導者の知ではなく、生きて在ることに
宗教的な価値を認める。そして、ハシディズムの思想から個人の倫理的な価値が生
じる。
さらに、ハシディズムの神秘的な理論はカバリストの思想に由来する。カバラー
とは、「伝承」を意味し、神や世界について受け継がれた秘義として、ユダヤ思想
において展開された神秘説のことである225。ハシディズムの運動では、カバラーの
観念がユダヤ人の日常生活に入り込んでいる。その顕著な例の一つが神の世界創造
における「神の火花」の思想226である。神的実体である「神の火花」は世界の底に
落ち込み、事物や生物の殻のなかに閉じ込められる。この火花を、閉じ込められた
「殻」から解放し、再び上方に高めることが人間に課せられた使命とされる。この
ような特徴を持つハシディズムをシャガールは独自に発展させた。
ハシディズムに関する主要な研究は、ブーバーとショーレムによる研究が代表的
である。それまで正統的なユダヤ思想から逸脱し、非ユダヤ的とされていたハシデ
ィズムをブーバーとショーレムは学問の分野でとりあげた。ただし、ブーバーとシ
ョーレムのハシディズム研究の到達点は異なっていた。ブーバーは哲学史において
ハシディズムがどのような意義を持つかを示した。そのハシディズム研究は、ショ
ーレムによる研究とは異なり、必ずしも歴史学や宗教史に基づくものではない。一
方、ショーレムは、ハシディズムの研究史においてカバラーの歴史と思想を体系化
し、カバラーを正統な学問分野として確立させた。このため、カバラーの思想をシ
ャガールの作品と結び付けて論じる時には、ショーレムの著作を引用する方がより

224

Scholem 1980, S.377.（邦訳 456 頁。）

225

Scholem 1980, S.22.（邦訳 31-32 頁。）

226

Scholem 1980, S.291-295, 367-368.（邦訳 351-356、444-445 頁。）
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わかりやすくなると思われる。
しかし、カバラーにかかわる思想をシャガールの作品と結び付ける場合であって
も、ユダヤ教における美術の成立について論じる時には、ブーバーの初期芸術論を
引用しなければならない。ブーバーは、1910 年代に、「芸術とユダヤ教（Kunst und
Judentum）」 227においてハシディズムの祈りにより神と人間が一体化することを特
別な例として述べたからである。「芸術とユダヤ教」では、ユダヤ芸術のあり方が
古代ギリシアに起源を持つ西欧芸術のあり方とは異なることが次のように強調さ
れる。
まず、「古代のユダヤ人は像の芸術を全く持たない」228。また、「ユダヤ人は唯
一無二の単体の物を把握することはできない。ユダヤ人はギリシア人のように完成
した形象物を観ることはできない」229。さらに、「ユダヤ人は自然の原形を把握す
ることができないので、建築は最高のものとはならない」230。このため、「ユダヤ
人は離散により新しい自然に接し、自然を把握するための素質が芽生えつつも、ユ
ダヤの伝統によりその素質が発展することはなかった」231。さらに、「人間の肉体
は軽蔑すべきである。美は未知の価値である。観ることは罪である。芸術は罪であ
る。教育によりあらゆる創造性は初期の形成段階でおさえつけられる」232。ハシデ
ィズムでは、「人間の肉体は世界の祈りとなり、美は神の光となり、観ることは神
との一体化になる」233が、「ハシディズムによる創造はユダヤ人の人種的本質の止
揚ではない」234。ユダヤ人全般としては、ユダヤ人には「相対主義を通じて造形芸
術がもたらされるだろう。ユダヤ人は経験するための一定の像の慣習を血筋に持た
ずに形象物を構想、創造し始めた」235とブーバーは述べた。
このように、ブーバーによれば、ユダヤ人はユダヤの神を離散した先の文化（単
体の物の把握と自然の原形の把握と神に属す美の把握）と同じく相対的にとらえる

227

Buber 1902.

228

Buber 1902, S.245.

229

同、247 頁。

230

同、248 頁。

231

同、249 頁。

232

同、250 頁。

233

同、250-251 頁。

234

同、251 頁。

235

同、252 頁。
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ことにより、造形芸術の作品を造ることができる。他方、相対主義によらずに神に
属す美を把握する特殊な例として、ブーバーは、ハシディズムの祈りにより神と人
間が一体化することを根拠とし、人間が神に属す美を把握し、罪のない状態で芸術
活動を行い得ることについて述べた。
この特殊なユダヤ美術の成立について述べた先行研究を時系列順に挙げると、ギ
ルヤ・シュミット著『マルティン・ブーバーの形成期：ドイツ文化からユダヤの再
生まで、1897-1909 年（Martin Buber's formative years: from German culture to Jewish
renewal, 1897-1909）』
（1995 年）236、カルマン・ブランド著『美術なきユダヤ人（The
Artless Jew）』
（2000 年）237、マーガレット・オーリン著『美術なき民族（The Nation
without Art）』（2001 年）238がある239。これらの研究のうち、ブランドは、ブーバー
が初期芸術論を書いた当時のドイツの思想的な背景を説明したうえで、ブーバーの
初期芸術論について述べた。ブランドは、カントとヘーゲルによる反イコン主義
（aniconism）を紹介し、さらに、ハイネ（Heinrich Heine, 1796-1856）を筆頭とする
知識人がユダヤ人の反イコン主義（aniconism）を認めていたことを紹介した240。ブ
ランドによると、19 世紀には次のような状況があった。
236

シュミットは、『マルティン・ブーバーの形成期：ドイツ文化からユダヤの再生まで、

1897-1909 年』において 1897-1909 年の間のブーバーの活動が重要であると述べた（Schmidt
1995, p.1）。シュミットによれば、シオニズムの活動においてブーバーは、ユダヤ人が視
覚芸術を持つと示すことがユダヤの再生になると信じた。また、ハシディズムが神と人間
をつなぐ役割を担うと解釈した（Schmidt 1995, pp.74-75）。
237

Bland 1999, pp.55-57 及び Bland 2000.
Bland 1999 の内容は Bland 2000, pp.13-32 とほぼ同一である。Bland 1999 が掲載された論

文集『近・現代美術史におけるユダヤ人のアイデンティティー』では、各々の著者は、美
術史においてユダヤ知識人の果たした役割を明らかにすることを目的として、また、ユダ
ヤ知識人の著作にみられるユダヤ人としてのアイデンティティーについて考察することを
目的として論文を執筆した。
『近・現代美術史におけるユダヤ人のアイデンティティー』の
書評は田中 2000 を参照。
238

ブーバーの初期芸術論について、オーリンは、ブーバーが近代ユダヤ美術を擁護した

最初の代弁者であることと、ハシディズムについて公の場で初めて論じた知識人であるこ
とを指摘している（Olin 2001, p.103）。また、シオニズムではなく、ハシディズムが救い
主（redeemer）の役割を果たしたとブーバーが繰り返し主張していたことをオーリンは指
摘した（Olin 2001, p.110）。
239

ブーバーの初期芸術論を一部紹介した先行研究として Kampf 1990, p.15 及び Kampf 2005

を参照。
240

Bland 2000, pp.15-20.
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1849 年に作曲家リヒャルト・ワーグナー（Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883）は、
『未来の芸術作品（Das Kunstwerk der Zukunft）』を出版し、古代ギリシア人をワー
グナーと同時代のユダヤ人と比べた。ワーグナーは、ギリシア人が視覚芸術の作品
を制作することができたことを称賛する一方で、19 世紀のユダヤ人が商業的で実用
的な価値のためだけに芸術作品を制作し、評価したことを嘆いた。1850 年には、ワ
ーグナーは、人種差別的な『音楽におけるユダヤ性（Das Judenthum in der Musik）』
を出版した。『音楽におけるユダヤ性』は、1869 年に再版され、反セム主義思想を
強めた。反セム主義は 19 世紀末の西洋において高まっていた。このような人種差
別に対して、ユダヤ人が持つユダヤ人としての自意識が強くなり、シオニズム運動
が活性化した。その結果、ユダヤ美術の作品の制作と蒐集が進み、ユダヤ美術の作
品が公の場で展示された。また、ユダヤ人は視覚芸術の分野で価値あるものを制作
する能力がないという主張に対して、医師で哲学者であるザロモン・ルードヴィ
ヒ・シュタインハイム（Salomon Ludwig Steinheim, 1789-1866）はヘブライ語彩色写
本の教訓的機能と信仰の機能を紹介した。また、哲学者であるヘルマン・コーエン
（Hermann Cohen, 1842-1918）は、ユダヤの宗教建築物の精神的な正当性を強調し
た。それでもなお、人種的反セム主義とユダヤ美術に関する新しい議論が必要だっ
た。この新しい議論を展開した知識人の一人がブーバーだった241。ブランドは次の
ようにブーバーを紹介している。
ブーバーは、1903 年に『ユダヤ人芸術家（Jüdische Künstler）』242を編集し、そこ
に序文243とレッサー・ウーリー（Lesser Ury, 1861-1931）論を載せた。この序文にお
いて、ブーバーは、視覚芸術の分野におけるユダヤ人の弱い立場を認め、ユダヤ人
の創造性の欠如の原因を明らかにした。ブーバーによれば、ユダヤ人は、ユダヤ民
族の性質のゆえに「古代のユダヤ人が視覚芸術を全く持たなかった（Daß der Jude des
Altertums keine Bildkunst hatte）」244ものの、人種的性質は「最終的なものではなく、

241

Bland 2000, pp.26-28.

242

Buber 1902, S.245-252.

243

ブランドは、ブーバーの『ユダヤ人芸術家』を引用するにあたり、註をつけていない

ので、その補足にあたり、本論文では「芸術とユダヤ教（Kunst und Judentum）
」の該当箇
所を記す。ブーバーは「芸術とユダヤ教（Kunst und Judentum）
」を 1902 年に執筆しており、
この「芸術とユダヤ教」と同じ内容の文章を『ユダヤ人芸術家（Jüdische Künstler）
』
（1903
年）の序文として掲載している（Buber 1980, S.26）
。
244

Buber 1902, S.245.
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遡及すべきものでもなく、それは、土地と気候の諸条件、共同体の経済的、社会的
構造、生活の様式と歴史的な運命が生んだものである（Allerdings soll man nicht
vergessen, daß diese Rasseneigenschaften nicht etwas Letztes und nicht weiter
Zurückführbares sind, sondern nur das Produkt des Bodens und seiner klimatischen
Bedingungen, der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Gemeinschaft, der
Lebensformen und des historischen Schicksals）」245。さらに、ブーバーは、ユダヤ人
居住域内の離散ユダヤ人の生活様式について考察した。中世においては、ユダヤ人
に創造的な衝動が芽生えた段階で、律法がこの衝動を押し殺した。律法により、
「人
間の肉体は軽蔑すべきである。美は知ることのできない価値である。観ることは罪
である。芸術は罪である（Der Menschenleib ist verächtlich. Schönheit ist ein unbekannter
Wert. Schauen ist Sünde. Kunst ist Sünde）」246とブーバーは述べた。しかし、ブーバ
ーは、ハシディズムの神秘の力が打開策となることを信じていた。ブーバーにとっ
て、ハシディズムは「新しいユダヤ教の誕生（Der Chassidismus ist die Geburt des neuen
Judentums.）」247であり、ハシディズムにおいて「人間の肉体は世界の祈りとなり、
美は神の光となり、観ることは神との一体化になる（Der Menschenleib wird die
Andacht der Welt, die Schönheit ein Strahl Gottes, das Schauen eine Vereinigung mit Gott）」
248

と述べている。

このように、ブーバーは、ハシディズムの神秘的な力によって離散ユダヤ人に視
覚芸術を制作する道が開かれていると述べた。「ユダヤ教においてハシディズムに
より創造が可能となることは新しい段階に過ぎず、ユダヤ人の人種的本質の止揚
（Aufhebung）ではない（Doch ist dieses Werden nur eine neue Phase, nicht eine
Aufhebung des jüdischen Rassenwesens.）」249とブーバーは考えた。結論としては、
245

Buber 1902, S.245.

246

Buber 1902, S.250.

247

Buber 1902, S.250.

248

Buber 1902, S.250-251.
ブランドは序文の該当箇所を次のように紹介し、英訳している。
For Buber, Hasidism“was the birth of the new Judaism”in which “human body was‘marvelous’

rather than contemptible;”“beauty an emanation from God, beholding a unification with God;”［and］
“love” rather than“law, the goal of life.”（Bland 2000, p.29.）
249

Buber 1902, S.251.
ブランドは「弁証法的無効化」という語を用いてブーバー論文を次のように英訳してい

る。
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ユダヤ視覚芸術の制作は始まったばかりなので、ユダヤ視覚芸術を体系化するより
は見守った方が良いとブーバーは述べた250。
このように、ブランドは、ブーバーがハシディズムの祈りにより神と人間が一体
化すると考えたことについて、ブーバーの言葉を引用しながら述べた。ブランドと
同様に、シュミットとオーリンも、ハシディズムの祈りにより神と人間が一体化す
るとブーバーが考えたことについて書いた251。
このようなブーバーの考え方は、ブーバーが認めたとおり、ユダヤ教においては
特殊である。旧約聖書によれば、神の世界と人間の世界は接し得ないからである。
それにもかかわらず、神の世界と人間の世界がつながるという特殊な考え方をシャ
ガールも持っていた。そしてこの考えを発表した。シャガールは神が人間の身体や
魂に宿ることについて述べるにあたり、体系的な説明はできなかったので、便宜上、
化学という言葉を用いた。シャガールが化学という言葉を用いて公の場で神が人間
に宿ることについて述べたのは一度だけだと思われる。
シャガールが化学という言葉を芸術に関連付けて初めて用いたのは1935年3月の
ベヌア（Александр Николаевич Бенуа, 1870-1960年）あて書簡252においてだった。
In modernity, Buber argued,“the essence of the Jewish race was merely entering a new phase, not
undergoing a dialectical nullification［Aufhebung］.”（Bland 2000, p.29.）
For Buber, Hasidism“was the birth of the new Judaism”in which “human body was‘marvelous’ rather
than contemptible;”“beauty an emanation from God, beholding a unification with God;”［and］“love”
rather than“law, the goal of life.”（Bland 2000, p.29.）
250
251

Bland 2000, pp.28-29.
シュミットは、ハシディズムが「新しいユダヤ教の誕生」（Buber 1902, S.250）であり、

ハシディズムにおいて「人間の肉体は世界の祈りとなり、美は神の光となり、観ることは
神との一体化になる」（Buber 1902, S.250-251）とブーバーが述べたことを指摘している
（Schmidt 1995, p.74）。シュミットは該当箇所を次のように紹介した。
“Hasidism was the birth of a new Judaism,” most miraculously so because the human body once
more became “the miracle of the world,” beauty became “an emanation of God,” and vision once
more became “a unification with God.”（Schmidt 1995, p.74.）
また、オーリンは、
「芸術とユダヤ教」の該当箇所を次のように紹介した。
As an agent of Jewish spiritual rebirth, it initiated a restructuring of the Jewish faith that enabled
Jews to view the human body as the “devotion of the world….Vision became union with God.”（Olin
2001, pp.110-111.）
252

ベヌアが書いた論文に感謝の意を示すため、シャガールがベヌア宛に送付した書簡。

ロシア国立文学芸術公文書館所蔵。『シャガール：巨匠の帰還』1998 年、320-321 頁に再
録（Шагал 1988, стр.320-321）。
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この時、シャガールは化学という言葉を芸術を理解するための基準として用いた。
次にシャガールが化学という言葉を用いたのは1958年3月のシカゴ大学社会思想委
員会主催の講演においてだった。シャガールはネフの招待により、「芸術と生命」
という題の講演を行った253。この講演で、シャガールは絵画を包括的に評価するた
めの要素として化学という言葉を用いた。その後、1960年のエラスムス賞受賞時の
スピーチ254では、作品の色彩と造形あるいは自然の偉大さにかかわる要素をシャガ
ールは化学と形容した。このように、1935-60年の間、シャガールは芸術作品を鑑賞
するための要素や作品を構成する要素を化学と呼んでいた。
その後、1963 年 5 月 2 日から 4 日にかけてシャガールはシカゴ大学社会思想委員
会の招きで現代芸術の問題について講演を行った。この時に、シャガールはハシデ
ィズムの神の火花の思想を化学という言葉を用いて述べた。シャガールはこの講演
内容と同じ文章をイディッシュ語で書き、1964 年に『黄金の鎖（）די גָאלדענע קײט
（Di
Goldene Keyt）』誌に寄稿した。『黄金の鎖』はイスラエルの労働組合による公的な
出版物である。そのような公の出版物においてシャガールは、自然と物質と人間の
集中力がもたらす神が真正の芸術の源であり、 かつ、神は人間の身体や魂に内在す
ると述べたのである255。

印象主義の後、キュビスムの世界が訪れました。その世界は、物質の幾何
学的な地下室に私達を導きました。結局、抽象は細かい要素と物質の世界に
私たちを導きました。このようにして、私達はより狭くなる音域とサイズを
理解します。引き続き、常に発展する縮小化に向かう印象を受けるでしょう。
何が起こったのでしょうか。私たちの生命の荷物において何が真性であるか
253

Harshav 2003, pp.126-138（英語のタイプライター打ち原稿）.

シャガールは英語を話

さないので、この原稿は関係者が英訳したものであると思われる。
254

Harshav 2003, pp.138-141.

255

1963 年のシャガールの講演内容は、重要であるにもかかわらず、その内容に注目した

研究者は、ミルチヤ・エリアーデ（Mircea Eliade, 1907-1986）とベンジャミン・ハルシャフ
（Benjamin Harshav, 生年不明）だけである。
エリアーデは、宗教と芸術の相互関係を探究する『象徴と芸術の宗教学』においてシャ
ガールによる 1963 年の講演の一部を引用した。エリアーデは、シャガールが自然の神秘と
聖性を再発見した芸術家であると述べた（エリアーデ 2005、157-159 頁）
。ハルシャフは、
シ ャ ガ ー ル の 講 演 と 同 内 容 の イ デ ィ ッ シ ュ 語 原 稿 の 英 訳 を 行 っ た （ Harshav 2003,
pp.147-151）
。
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を見てみましょう。
私達が生まれた瞬間から世界は私達に属していて、私達の生命のまさに始
まりからその準備をしているように思われます。約二千年の間、エネルギー
の貯蓄は私達を養い、支え、生命の一定の内容を私達にもたらしてきました。
しかし、この一世紀の間にエネルギーの貯蓄にひびが入り、その要素がばら
ばらに落ち始めました。
神、遠近法、色彩、聖書、形、線、伝統、いわゆるヒューマニズムの理論、
愛、忠誠、家族、流派、教育、預言者、そしてキリストその人が。
おそらくかつて私は懐疑的だったのではないでしょうか。私は上下さかさ
まの絵を制作しました。私は人物像の首を切り落とし、人物を細かく切りま
した。そのような像は私の絵の中で空中に浮いていました。その全ては、独
特の遠近法、絵画の独特な構成、独特なフォルマリスムの名の下で描かれま
した。
そして、自然のまさに小さな要素を通じて、私達が原子そのものに近づい
た瞬間まで、私達の世界は、次第に小さくなっていくようでした。その世界
では、私達取るに足らない者が宙に浮き、私達の本性の小さな要素にしがみ
ついていました。
自然のこのいわゆる科学的な制御は詩の源泉を制御し、魂を空にするので
はないでしょうか。自然を科学的に制御することによって、人間は平穏さと
純粋に物理的な休息をも失うのではないでしょうか。この全てによって、人
間は、生命と創造の道徳的な概念の系統を失うのではないでしょうか。
化学について、真正の色について、そして真正さの指標としての絵画の要
素について、近年、私はしばしば話しています。
真正の色と真正の要素は、モラルや哲学の内容と同様に、あらゆる技術的
な可能性を内包することを特別鋭い見方によって理解することができます。
モラルの危機がある場合、色の危機もありますし、モラルの素材の危機、
生命の危機、言葉の諸要素の危機、音の危機、芸術と生命を構成する全ての
要素の危機もあります。
絵画が多様な色で描かれている場合であっても、また、その中に何か特別
のものを見出す場合であっても、見出さない場合であっても、たくさんの言
葉や音がそこにある場合でも、まだそのことがその作品が真正な作品である
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ということを意味するわけではありません。
私の考えでは、チマブエの色彩と題材そのものがビザンティン美術におけ
る改革を促進しました。同様に、ジョットの、チマブエとは異なるが、同様
に完全に真正な色彩が－この真正という語を私は化学の観点から強調しま
すが－異なる種類の精神的、芸術的改革を促進しました。ちょうど、後にマ
ザッチオや他の芸術家が行ったように・・・。
繰り返しますが、この変化をもたらしたのは、世界観ではなく、文学的あ
るいは象徴的な問題でもなく、血そのものであり、自然、対象物、そして人
間の集中力がもたらす化学なのです。あらゆる領域でこのように真正である
ことの概念が認められます。
どのようにこの化学が生まれ、強くなるのでしょうか。この化学を通じて
芸術作品が作られます。この化学が世界と生命の真の概念なのです。
化学は愛とある自然な態度の諸要素で成り立っています。この自然な態度
は、ちょうど自然そのものと同様に、悪や憎しみや宗教と政治に対する無関
心に耐えることができません・・・。
例えば、私達が魂によって聖書を深く理解する場合、それは何よりもまず、
化学的にさえ、聖書が世界中で最も偉大な芸術作品であり、地球上で最も高
い生命の理想を含んでいるからです。
聖書の他にも化学の真髄が現れ、新しい世界観としてのその真髄に、生命
の新しい光としてのその真髄に人類が従うことを願います。
これらのわずかな言葉で、私達の歴史の多様な他の価値観を明らかにでき
ると言うつもりはありません。
しかし、この化学がどこか科学的な実験室や工場で見られると考える人は
間違っています。アトリエで化学を学ぶことができると考えたり、あるいは、
理論によって学ぶことができると考える人も間違っています。
そうではなく、化学は私達の中にあり、私達の手の中にあり、私達の魂の
中にあります。化学は私達の中に内在すると同時に教育の成果でもあります。
一般的な瞑想に留まらないよう、今私が何をしているのかをお話ししまし
ょう。
私はある建物のために計画した聖書シリーズを続けるつもりです。この建
物は、教会でも美術館でもありません。それは私がお話した、新しい造形的
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で精神的（礼拝的）な内容を人々が求めるための場所です。私達の中にこれ
を求める人がいると思われます。おそらく、今日はあなた方で、明日は別の
。・・・方でしょう
נָאכן אימּפרעסיָאניזמ איז דערשינען די קוביסטישע װעלט װָאס הָאט אונדז ארַײנגעפירט אין די
געָאמעטרישע אונטערגרונטן
ֿפון די זַאכן .דערנָאך הָאט אונדז די ַאבסטרַאקציע געֿפירט אין ַא
װעחט ֿפון די קלײנטשיקע עלעמענטן און ֿפון מַאטעריע.
ַאזוי זעט מען דעם די ַאּפַאזָאן און די מָאסן ֿפון דער סצענע װָאס װערט ַאלץ ענצער און ענגער .גײענדיק
ַאזוי װַײטער הָאט מען דעם אַײנדרוק ַאז מען גײט צו ַא ּכסדרדיקן ּפרָאגרעסיװן אַײנשרומּפ .װָאס זשע
הָאט ּפַאסירט? לָאמיר זען װָאס איז אױטענטיש אין אונדזער לעבנס-בַאגַאזש.
די וועלט געהערט צו אונדז ֿפון דעם מָאמענט ווָאס מיר װערן געבױרן אין אונדז דַאכט זיך ַאז מיר
זענען צוגעגרײט צו איר ֿפונעם ָאנהײב ָאן ֿפון אונדזער לעבן.
בערך צװײ טויזנט יָאר הָאט ַא רעזערװ ֿפון ענערגיע אונדז דערנערט、 אונטערגעשטיצט、 אונדז
געגעבן ַא געװיסן אינהַאלט אין לעבןָ .אבער במשך ֿפונעם לעצטן יָארהונדערט איז איו ָאט דעם רעזערװ
געשַאֿפן געװָארן ַא ריס .הָאבן זַײנן עלעמענטן ָאנגעהױבן ֿפונַאנדערֿפַאלן.
גָאט、 די ּפערסּפעקטיװ、 דער קָאליר、 דער ּתנך、 די ֿפָארעם、 די ליניעם、 די טרַאדיציעם、
די ַאזוי גערוֿפענע הומַאניסטישע טעָאריעס、 די ליבע、 די איבערגעגעבנקײט、 די משּפחה、 די
שול、 די דערצי ִונג、 די נביאים、 און קריסטוס ַאלײן.
אֿפשר בין איך ַא מָאל געװען סקעּפטיש? כ'הָאב
געמַאכט בילדער אויף קאַּפויער.כ'הָאב אָּפגעשניטן קעּפ ֿפון מַײנע ּפַארשוינען、זײ צעשניטן אןיף
שטיקער און זײ זענען אויף מַײנע בילדער ַארומגעֿפלויגן אין דער לוֿפטן .דָאס ַאלץ אין נָאמען ֿפון ַאן
ַאנדער ּפערסּפעקטיװ、ַאן ַאנדערער קָאנסטרוקציע ֿפון בילדער、 און ַאן ַאנדער ֿפָארמַאליזם.
און ביסלעכװַײז איז אונדזער װעלט אונדז דערשינען װי ַא
קלײנע װעלט、 אין װעלכער מיר קלײנע מענטשן װימלען ַארןם、
ָאנכ ַאּפנדיק זיך אין די קלײנע עלעמענטן ֿפון אונדזער נַאטור、 ביזן
מָאמענט װען מיר הָאבן、 דורך גַאנץ קלײנע עלעמענטן ֿפון דער
נַאטור、 זיך דערנענטערט צו דעם ַאטָאם גוֿפא.
ָאט דָאס װיסנשַאֿפטלעכע、 ַאזוי צו זָאגן、 בַאהערשן די נַאטור-צי בַאגרענעצט אס ניט דעם קװַאל
ֿפון ּפָאעזיא、 צי לײדיקט עס אויס די נשמה? צי נעמט עס ניט ַאװעק בַײ מענטשן די רוי ִקײט、 ַאֿפילו
די רײן ֿפיזישע רו? צי נעמט ָאט דָאס ַאלץ ניט ַאװעק בַײם
מָארַאלישן בַאגריף ֿפון לעבן און ֿפון שַאֿפן?
ָארגַאניזם דעם ַ
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במשך ֿפון די לעצטע יָארן הָאב איך

ָאֿפט גערעדט װעגן דער
כעמיע、 װעגן אויטענטישן קָאליר און װעגן דער מָאלערישער מַאטעריע װי װעגן ַא טערמָאמעטער ֿפון
אויטענטישקײט.
ַא בַאזונדער שַארף אויג קען זען、 ַאז ַאן אויטענטישער קָאליר און ַאן אויטענטישע מַאטעריע
ַאנטהַאלטן במילא אין זיך יעדע
טעכנישע מעגלעכקײט װי אויך דעם מָארַאלישן און ֿפילָאסָאֿפישן
אינהַאלט.
אויב עס איןז דָא ַא מָארַאלישער קריזןס איז אויך דָא ַא קריזיס ֿפון קָאליר、 ֿפון דעם מָארַאלישן
מַאטעריַאל、 ֿפונעם בלוט、 און ֿפון די עלעםענטן ֿפונעם װָארט、 ֿפונעם קלַאנג、 ֿפון ַאלץ ֿפון װָאס
עס איז געבויט די קונסט און אויך דָאס לעבן.
און אויב ַאֿפילו ס'װעלן זַײן אויף ַא בילד בערג מיט ֿפַארבן、 אויב מען װעט דָארט זען ָאדער ניט זען
עּפעס ַא זַאך、 אויב עס װעט זַײן ַא סך װערטער אין ַא סך קלַאנגאן-הײסט עס נָאך ניט、 ַאז דָאס װערק
װעט זַײן אויך אויטענטיש.
לויט מַײן מײנונג、 הָאבן דער קָאליר און די מַאטעריע ֿפון טשימַאבוע ֿפַאר זיך גוֿפא שוין געהַאט
ַארויסגערוֿפן ַאן איבערקערעניש אין דער קונסט ֿפון דער ביזַאנטישער עּפָאכעּ .פונקט ַאזוי הָאט ַאן ַאנדער
און איך שטרַײך אונטער דָאס װָארט ֿפון  -קָאליר ֿפון דזשיָאט ָא、 אויך ַא דורך און דורך אויטענטישער
 כעמישן קוקװינקלַארויסגערוֿפן ַאן ַאנדערע מָארַאלישע און קינסטלערישע איבערקערענישּ .פונקט װי שּפעטער הָאט אס
געטָאן מָאזַאטשיָא און נָאך ַאנדערע...
איך זָאג נָאך ַא מָאל :ניט דער װעלטבַאנעם、 ד''ה ַא ליטערַארישע ָאדער סימבָאלישע זַאך、 ברענגט
די דָאזיקע ֿפַארענדערונג、 נָאר דָאס בלוט גוֿפא、 ַא בַאשטימטע כעמיע ֿפון דער נַאטור、 ֿפון די זַאכן
און ֿפון דעם מענטשלעכן ַארַײנטרַאכטן ַאלײן .מען קען זען די דָאזיקע קָאנצעּפציע ֿפון דער
אויטענטישקײט אויף ַאלע גאביטן.
װי ַאזוי איז געבוירן געװָארן、 װי ַאזוי בויט זיך אויף ָאט די כעמיע װָאס דורך איר װערט געשַאֿפן די
קונסט、 דער אמתער בַאנעם ֿפון דער װעלט און ֿפון דעם לעבן?
זי בַאשטײט ֿפון עלעמענטן ֿפון ליבע און ֿפון ַא בַאשטימטער נַאטירלעכקײט、 װי די נאטור גוֿפא װָאס
ֿפַארטרָאגט ניט ניט קײן שינאה、 ניט קײן גלַײכגילט...
אויב、 למשל、 מיר װערן ֿפארכ ַאּפט ביז די טיֿפענישן ֿפון דער נשמה ֿפון ּתנך、 איז דָאס דער עיקר
דערֿפַאר、 װָאס ַאֿפילו כעמיש איז דער ּתנך דַאס גרעסטע קונסטװערק אין דער װעלט װָאס איז ּכולל אין
זיך דעם העכסטן לעבנט-אידעַאל אויק אונדזער ּפלַאנעט.
זָאל קומען ַאן ַאנדער כעמישער גאון、 און די מענטשהײט װעט אים נָאכגײן װי נָאך ַא נַײעם
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.װעלטבַאנעם、 װי נָאך ַא נַײעם ליכט אין לעבן
איך ּפרעטענדיר ניט דורך ָאט די עטלעכע װערטער אַײך צו ַאנטּפלעקו די ֿפַארשײדענע ַאנדערע
.װערטן ֿפון אונדזער געשיכטע
עס הָאבן ָא טעות די װָאס מײנען、 ַאז ָאט די כעמיע קען מען געֿפינען ערגעץ װּו אין די
װיסנשַאֿפטלעכע לַאבָארַאטָאריעס、 אין ַא ֿפַאבריק、 ָאדער מען קען זיך עס אויסלערנען אין ַאטעליעס
.ָאדער ֿפון טעָאריעס
נײן、 זי איז אין אונדז、 אין אונדזערע הענט、 אין אונדזערע נשמות、 זי איז אין אונדז
.אַײנגעבוירן און איז אויך דער רעזולטַאט ֿפון ַא דערצי ִונג
ּכדי ניט צו בלַײבן בלויז בַײ ַאלגעמײנע בַאטרַאכטונגען、 װיל איך אַײך דערצײלן װָאס איך טו
:איצטער
איך קלַײב זיך װַײטער ֿפירן די ביבלישע סעריע、 בַאשטימט ֿפַאר ַא בנין – ניט קײן קירך、 ניט קײן
מוזײ – ַאן ָארט ֿפַאר מענטשן װָאס זוכן ָאט דעם נַײעם ּפלַאסטישן גַײסטאינהַאלט、 װָאס איך הָאב װעגן
 מיר דַאכט זיך、 ַאז עס זענען דָא צװישן אונד.אים גערעדט
... אֿפשר הַײנט איר、 מָארגן – ַאנדערע.מענטשן װָאס זוכן דָאס
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After impressionism came the Cubist world which led us into the geometrical
underground of things. Afterward, abstraction led us into a world of tiny elements and
matter, Thus we see the diapason and the size of the stage growing narrower and
narrower. Going on, you have the impression that you are going toward a constantly
progressive shrinking. What did happen? Let us see what is authentic in our
life-baggage.
The world belongs to us from the moment we are born, and it seems to us that we are
prepared for it from the very beginning of our life.
For about two thousand years, a reservoir of energy has nourished us, supported us,
given us a certain content in life. But in the last century, a crack has opened in that
reservoir. And its elements have begun to fall apart.
God, perspective, color, the Bible, form, lines, traditions, the so-called humanistic
theories, love, loyalty, family, school, education, the Prophets, and Christ himself.
Perhaps I was once skeptical? I made pictures topsy-turvy. I decapitated my
characters, cut them to pieces, and in my paintings they hovered in the air. All this in the
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name of a different perspective, a different construction of paintings, and a different
formalism.
And gradually our world appeared to us as a small world where we small people
hover in the air, grasping onto the small elements of our nature, until the moment when,
through very small elements of nature, we approached the atom itself.
This so-called scientific control of nature - doesn’t it limit the source of poetry,
doesn’t it empty the soul? Doesn’t it deprive man of calm, even of purely physical rest?
Doesn’t all this deprive the organism of the moral concept of life and creation?
In recent years, I have often spoken about the chemistry, about authentic color, and
about the painterly matter as a barometer of authenticity.
A particularly sharp eye can see that an authentic color and an authentic matter
contain in themselves every technical possibility as well as the moral and philosophical
content.
If there is a moral crisis, there is also a crisis of color, of the moral material, the blood,
and of the elements of the word, of sound, of all the components of art and life as well.
And even if you may have mountains of color in a painting, if you see something
there or not, if there are lots of words and sounds - it does not yet mean that the work is
also authentic.
In my opinion, the color and the matter of Cimabue itself stimulated an upheaval in
the art of the Byzantine period. In the same way, another color of Giotto, also absolutely
authentic - and I emphasize this word from a chemical point of view – stimulated a
different moral and artistic upheaval. Just as later, it was done by Masaccio and others…
I repeat: it is not the world view, that is a literary or symbolic issue, that brings this
change, but the blood itself, a certain chemistry of nature, objects and human
concentration itself. You can see the conception of this authenticity in all domains.
How was it born, how is it built up, this chemistry through which art is created, the
true conception of the world and of life?
It consists of elements of love and of a certain natural attitude, just as nature itself
which cannot stand evil, hatred, indifference…
If, for example, we are seized to the quick by the soul of the Bible, it is primarily
because, even chemically, the Bible is the greatest work of art in the world, which
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includes the highest life-ideal on our planet.
Let another chemical genius come, and humanity will follow him as a new world
view, a new light in life.
I don’t pretend in these few words to reveal to you the various other values of our
history.
But those who think this chemistry can be found somewhere in scientific laboratories,
in a factory are mistaken, nor can you learn it in ateliers or from theories.
No, it is in us, in our hands, in our souls, it is both inherent in us and the result of
education.
Not to remain with general meditations, will tell you what I am doing now:
I intend to continue the biblical series planned for a building – not a church, not a
museum – a place for people seeking this new plastic spiritual content I talked about. It
seems to me that there are people among us seeking it. Perhaps today you, tomorrow –
others…257
このように、シャガールは、自然と物質と人間の集中力がもたらす神が真正の芸
術の源であり、 かつ、神は人間の身体や魂に内在すると述べたのである。シャガー
ルがこのような神秘主義思想を持っていたことについて、ハガードも次のように指
摘している。

シャガールは物質の生命やその振動や変容について本能的な理解を示した。
シャガールはその自発的な作用を尊重し、それを粗略に扱うことはなかった。
そして、まるで道教徒のように、自分の使う材料の中に潜む神秘を探り、それ
と調和をとって仕事をしたので、結果としてシャガールの作品は自然に匹敵し
得るものとなったのである。シャガールがよくやっていた有名なテストは、絵
を草の中に置いたり、木に立てかけたりするもので、そうやってその絵が持ち
こたえることができるかどうか確かめてみたのである。これは、良い絵は真正
で生きた物質からできているというシャガールの考えを実証すると共に、絵の
中には欠くことのできない「化学的な」性質があるというシャガールの大事な
理論を説明するものでもあった。つまり、神秘的な要素が存在し、この神秘的
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な要素がなければ、絵画は純粋な物質の領域を超えて純粋な創造の領域に入っ
て行くことができず、また、この神秘的な要素がなければ、絵画は「生きた新
しい物」になることもできないということをシャガールは言いたかったのであ
る。この神秘的な要素は、生きた一枚の薄い織物のようだった。
He had an intrinsic understanding for the life of matter, for its vibrations and
transformations. He respected its autonomous behavior and never abused it. Like a
Taoist craftman, he sought the mystery that lived in his material, and worked in harmony
with it. The result is that his works can stand a comparison with nature. His famous test
consisted of setting a picture in the grass or against a tree, to see if it held its own. It
illustrated his idea that a good painting is made of authentic, living substances and
explained his pet theory of the indispensable “chemical” quality of a painting. What he
meant was that there is a mysterious element, without which a painting cannot rise
above the realm of pure matter into the realm of pure creation, without which it cannot
become a new living thing. That element is like a piece of living tissue. 258
絵画の素材や自然には神が宿っており、良い絵に備わる神は、自然に備わる神と
調和がとれるとシャガールが考えていたことがわかる。
シャガールは、神が自然や人間の身体や魂に宿ることの他に、作品を設置する公
共空間について 1963 年の講演で重要な事を述べていた。新しい造形的で精神的（礼
拝的）な内容を人々が求めるための場所とシャガールが考えたのは、ヴァンスのシ
ャペル・ドゥ・カルヴェール（Chapelle du Calvaire）だったと思われる。シャペル・
ドゥ・カルヴェールは、シナゴーグではなく、キリスト教徒のための礼拝堂である。
シャガールがキリスト教の礼拝堂の装飾を計画し始めたのは 1950 年のことであ
る。この年からシャガールは聖書シリーズを準備し、ヴァンスの礼拝堂にこのシリ
ーズ作品を設置する計画を立てていた259。シャガールには聖書主題の大規模な作品
を制作したいという願いがあり、かつて制作した聖書主題の作品に手を加えたり、
同主題の作品を新しく制作し始めたりした。シャガールは、作品の宗教的な性格に
敬意を払ってもらえるような特別な建物に作品を設置することを希望していた260。
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その願いは、パドヴァでジョットの作品を観たり、また、フィレンツェでフラ・ア
ンジェリコを観たことがきっかけとなっていた261。ヴァンスで既に礼拝堂を装飾し
ていたマティス262への対抗心もあったと思われる。
このような事情から、シャガールは、ヴァンスで既に使用されなくなっていた「白
い悔悛者の礼拝堂（Chapelle des Pénitents Blancs）」を見つけ出し、その装飾を行う
ことをヴァンスの教区司祭に申し出た。交渉は何ヶ月もの間進展しなかった。ハガ
ードによれば、教区司祭がニースの大司教から返事を引き伸ばすように指示されて
いたからである263。
シャガールがどのような制作意図をもっていたにせよ、ユダヤ教徒にキリスト教
の聖堂装飾を依頼あるいは許可することは、第二次世界大戦後のユダヤ教徒とキリ
スト教徒の和平を象徴する行為となり得る。例えば、ドイツのマインツ（Mainz）
における聖シュテファン教会（Sankt Stephan）の装飾を依頼したクラウス・マイヤ
ー（Kraus Mayer, 生没年不明）は、シャガールの窓はフランスとドイツの友情の印
であり、ユダヤ教徒とキリスト教徒の絆の目に見える証であると述べた264。このよ
うな事情があったので、ヴァンスにおいてシャガールが聖堂装飾の許可を取り付け
ることは短期間では難しかったと思われる265。
司祭から許可をとりつけることができなかったシャガールは、「白い悔悛者の礼
拝堂」の代わりに、シャペル・ドゥ・カルヴェール（Chapelle du Calvaire）を再建
し、装飾する計画を立てた。しかし、この計画についても、司教から許可がおりず、
結局、ヴァンスの礼拝堂をシャガールが装飾することはなかった。
シャペル・ドゥ・カルヴェールの装飾のための構想は、1973 年にニースに建てら
れる「聖書の言葉」美術館で実現されることになる266。この「聖書の言葉」美術館
の創設によって、全ての宗教を包括的な神秘的哲学にまとめることのできるような、
ある種類の宗教的建築物（a sort of temple where all the religions would be brought
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together in an all-embracing mystical philosophy）が実現されたとハガードは考えた267。
ヴァンスでは許可がおりなかったこととは対照的に、アッシー（Assy）における
教会の装飾については、シャガールは 1950 年以前にドミニコ会のクチュリエ神父
による働きかけにより、教会を装飾する約束をして268、1957 年には陶板壁画１枚と
ステンドグラス２枚と大理石の浅浮き彫り 2 点を教会に寄進している。このアッシ
ーの教会を含め、シャガールはいくつものキリスト教の教会や礼拝堂の装飾を引き
受けた。
シャガールは、キリスト教に関わる建物を装飾する時も、ユダヤ教に関わる建物
を装飾する時も、制作態度が常に真摯だった。このことについて、シャガールの友
人ソルリエが次のように証言している。

シャガールはよく私に打ち明けていた。
「私は信者なんかじゃないよ」
こんなふうに私に打ち明けたシャガールという人は、決して礼拝に通ったり
はしなかったが、心の底からの神秘主義者だった。
「もし神が存在するとすれば、その神はすべての人にとって等しく同じ神であ
るはずだ」
シナゴーグを装飾する時でも、またそれがプロテスタントの教会であっても、
カトリックの大聖堂であっても、その熱の入れ方にはなんら違いはなかった。
常に永遠なるものと光を求め続け、決してひとつの教義に凝り固まることはな
かった。
Le Patron m’a souvent confié:
《 Vous savez, je ne suis pas croyant! 》
Cette déclaration fut faite par un homme qui ne pratiquait aucun culte mais qui était
profondément mystique.
《 S’il existe un Dieu, disait-il, il est le même pour tous. 》
Il décora avec la même ferveur synagogue, temples et cathédrales. Dirigeant
toujours sa quête vers l’Infini et vers la Lumière, il ne s’en laissa jamais imposer par
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une doctorine. 269
シャガールがキリスト教徒のための教会も熱心に装飾したのは、キリスト教の聖
堂において神が宿る作品の精神的（礼拝的）な内容を人々に伝えることができると
シャガールが考えていたからである。前述のとおり、シャガールは、ヴァンスのシ
ャペル・ドゥ・カルヴェールが新しい造形的で精神的（礼拝的）な内容を人々が求
めるための場所となると考えた。この時、シャガールは、作品制作にあたり、受容
者を考慮していた。
それ以前のシャガールの考え方を振り返ると、1930 年代のシャガールによるユダ
ヤ美術の定義では、ユダヤ芸術は制作者がユダヤ人であること、高い技術を持つこ
とが要件だった。この時はシャガールは受容者層をまだ考慮していなかったので、
テル・アヴィヴ美術館関係者側と意見が分かれていた。その後、1963 年の講演で述
べたように、シャガールは作品の受容者との精神的（礼拝的）な内容の共有を考え
るようになったのである。
しかし、神が宿る作品の精神的（礼拝的）な内容をユダヤ人がキリスト教信徒共
同体の宗教的建築物において伝達することができると考えたり、キリスト教信徒共
同体の宗教的建築物のためにキリスト像を描いたりすることは、ハシディズムの文
化をよく知る人間にとっても、理解することが難しかったと思われる。
例えば、ブーバーは、初期芸術論においても、その後の著作においても、ハシデ
ィズムの内容をキリスト教徒のための聖堂で伝えることができるとは述べておら
ず、また、ユダヤ人がキリスト像を描いてよいとも述べなかった。ハシディズムに
対する考え方がブーバーとシャガールの間で異なることについて、ブーバーはフリ
ードマン（Maurice Friedman, 1921-）宛の書簡において次のように書いた。フリード
マンは、米国におけるブーバーの紹介者である。
「私はシャガールに心から称賛をおくりますが、彼の〈ハシディズム〉は私の
ハシディズムとは異なるので、一緒にしないほうがいいと思うのです」270
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ブーバーがこの書簡を書いた 1956 年頃271に、シャガールは、フランスのオート・
サヴォワ（Haute Savoire）のアッシー（Assy）におけるノートル・ダム・ド・トゥ
ート・グラース教会の装飾をユダヤ人として行っていた。この行為を指して、ブー
バーは、シャガールのハシディズムが自分のハシディズムとは異なると考えた可能
性がある。あるいは、1956 年以前の作品においてシャガールは、ブーバーとは異な
るハシディズムを展開して作品を制作していたのではないか。
第二節 初期作品再考
シャガールは回想録において現世における死者の魂の存在について頻繁に述べ
ていた。神の火花の思想の一端である魂の輪廻（Seelenwanderung）の思想をカバリ
ストが信じていたように、シャガールは死者の魂を重視していた。
身体から分離する魂は、本来、ヘブライズムにはみられない思想である。トレモ
ンタンによれば、ヘブル語は霊魂‐肉体の二分法を知らないので、魂を非肉体化さ
れた事象だとは考えない。ヘブル語で魂とは人間のことである。人間が魂を持つと
言ってはならないのであって、人間は魂であると言わなければならない272。
しかし、ハシディズムは、ユダヤ教でありながらも、身体から分離する魂を重視
した。ハシディズムはカバラー思想を受け継いでおり、このカバラー思想は神話を
取り入れていたからである。ショーレムによれば、16 世紀のカバリストの一派273は
輪廻（Seelenwanderung）の存在を信じていた。それはもともと勧善懲悪的な戒めだ
った。この輪廻において神の掟を全うした魂は輪廻の法則から解放される。しかし、
人間の魂がこの課題をなし負えない場合、魂は動物や植物や石などに転生する。人
間が動物や植物や石などに転生した場合、その動物や植物や石は自分がどのように
転生するのか、どのようにすれば救済してもらえるのか、その方法がわからない。
これが輪廻転生において魂に与えられた報いである274。このような輪廻の性質がプ
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リミティヴな考え方であることは、ショーレム自身が認めている275。つまり、ハシ
ディズムは、ユダヤ人がかつて否定したはずの原始的な思想に戻っているのである。
同様の思想を持つシャガールにとって、死後、人間の魂は現実の世界に留まるも
のであった。シャガールは回想録で次のように述べている。

どんなタオルも、牝山羊や老人に化けはしないし、陰気な物影もひとつとし
て凍った窓ガラスから忍び込んでこないだろう。
客間にある背の高い、くもった鏡も、もう私を怖がらせはしない。
客間の隅々や框の襞には、ずっとまえに亡くなった先祖の魂や、若い娘たち
の微笑が深くのこっている。（三輪、村上訳）
Aucun essuie-main ne se transformera en bouc et en vieillard et à travers la vitre
gelée aucune figure sépulcrale ne se glissera.
La glace du salon, haute et sombre ne m’effrayera plus.
Dans ses coins et dans les replis de son cadre, les âmes de parents morts depuis
longtemps, les sourires de jeunes filles demeurent contenus. 276
また、シャガールの考えでは、死者の魂が生者の世界に長くにとどまることがあ
る。
母が亡くなってからなんと月日が流れたことか。
どこにいるのです、お母さん。天国に、それともこの世にいるのかしら。（三
輪、村上訳）
Tant d’années se sont écoulées, depuis qu’elle est morte!
Où es-tu, maintenant, petite mére? Au ciel, sur la terre?277
同様に、シャガールによれば、死者の魂が亡霊として生者の世界に現れることが
ある。
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夜。寒い夜。家は眠っている。
突然通りに面して、死んだ祖母シャーナの影が、音を立てて小さな自在窓を
閉めながら、こういう。「娘よ、こんなに寒いのにどうして窓を開けっ放しに
しておくのか？」（三輪、村上訳）
Nuit. Froid d’hiver. La maison dort.
Soudain, du côté de la rue, la silhouette de feu la grand’mère Chana referme avec
bruit le petit vasistas, en disant: 《Ma fille, pourquoi, par ce froid-là, laisses-tu la fenêtre
ouverte?》278
さらに、シャガールによれば、生者の世界に留まる死者の魂は、生きている者の
首を絞め、苦しめることがある。しかし、そのような死者の魂を通じて神に祈るこ
とが可能となる。
そよぐ青葉。両親たちの墓石。あなたたちの墓。垣根。濁った川。優しい祈
り。なにもかも私の前にある。
ことばはない。すべてがあなたたちの想い出となって、私の中に入り込み、
動き回り、飛翔している。
青ざめて痩せたあなたたちの手、干からびた骸骨が私の喉をしめる。
誰が祈るのでしょうか。
わずかばかりの幸福や喜びを得るために、あなたたちに、あなたたちを通じ
て神にどんなふうに願えば良いのでしょう。
Frôlement de verdures. Vos pierres. Vos tombes. Haies, rivière trouble, prières
apaisées, tout cela est devant moi.
Point de mots. Tout se cache en moi, se tord et plane comme votre souvenir.
Pâleur, maigreur de vos mains, vos squelettes desséchés me serrent la gorge.
Qui prier?
Comment vous implorer, implorer Dieu par vous pour un morceau de bonheur, de
joie?279
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また、シャガールの思想では、死者が生者のように苦しみ、再び死に至るという
ことさえ起こる。
墓の傍では草が枯れている。墓地の文字は小さな穴があき、湿っていて読み
とれない。墓地は涙をのみ、死人は窒息し、傷つき、再び滅びる。―墓の上で
涙を流してはいけないのだ。子どもの墓の上に泣き伏してはいけないのだ。
Au pied des tombes l’herbe sèche; les traces se perdent, poreuses, humides. La terre
tombale boit les larmes et chacun des morts étouffe et meurt pour la seconde fois. ― Il
ne faut pas pleurer sur les tombes. Il ne faut pas s’allonger sur les tombes d’enfants.280
さらに、神が地上のあらゆる生き物に宿る結果、あらゆる生き物の魂が神聖な魂
となる。シャガールは次のように述べた。
個人的には、私は科学的な傾向は芸術にとって喜ぶべきものとは思わない。
印象主義もキュビスムも私には無縁だ。
芸術はとくに魂のありかたなのだと私には思われる。
すべての人の魂は神聖なもので、地上どこにでもいるすべての動物の魂は
神聖だ。
Personnellement, je ne crois pas que la tendance scientifique soit heureuse pour
l’art.
Impressionnisme et cubisme me sont étrangers.
L’ art me semble être surtout un état d âme.
L’ âme de tous est sainte, de tous les bipèdes sur tous les points de la terre. 281
このように、シャガールは、輪廻思想に基づいて人間や動物の魂を重視していた。
輪廻という、本来ユダヤ教にはみられないはずの思想を含めて、ハシディズムの世
界観は、シャガールが両親と祖父から受け継いだものだった。「私の芸術が、家族
の生活に何の役割も演じなかったにしろ、家族の生活とその独自さは私の芸術に大

280

Chagall 1931, p.96.（邦訳 88 頁。）

281

Chagall 1931, p.168.（邦訳 162 頁。）
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きな影響を与えている」282とシャガールは回想録に記した。家族の生活の独自さと
は、信仰の篤さのことだった。
シャガールの回想録によれば、祖父と両親は敬虔なハシディズムの信者だった。
シャガールの祖父はシナゴーグで壁画を制作した職人であり283、母親はシナゴーグ
で生涯の4分の1もの時間を過ごし284、父親は毎朝シナゴーグに通っていた285。シャ
ガールの祖父と両親の信仰の篤さ、そして、信仰と結び付いた生活がシャガールの
芸術に影響を与えたのである。
死者の魂や転生については、シャガールと同時代のイディッシュ文学でも書かれ
ていた。その代表的な作品はアンスキー（Ан-ский. наст. имя и фам. Шлойме-Зайнвл
Раппопорт, 1863-1920）による『ディブック（死霊）』286とアイザック・バシェヴィ
ス・シンガー（Isaac Bashevis Singer, 1904-1991）による『父の法廷』とショーレム・
アッシュ（Шолом Аш, 1880-1957）による『ナザレの男』である。アンスキーの『デ
ィブック』は、花嫁が死後の世界で恋人と再会するという話である。アンスキーは
シャガールだけが『ディブック』を演出できると考えた287。それは、死者の魂につ
いて、アンスキーとシャガールが同じ考え方を持っていたからだと思われる。
シンガーは『父の法廷』の「がちょうが悲鳴を上げるのは」288において死者の魂
や動物に生まれ変わった人間の魂289について次のように書いている。

282

Chagall 1931, p.37.（邦訳 23 頁。)

283

Chagall 1931, p.233.（邦訳 230 頁。）

284

Chagall 1931, p.28.（邦訳 14 頁。）

285

Chagall 1931, p.46.（邦訳 33 頁。）

286

アンスキー1930、481-540 頁。
アンスキーによる『ディブック』の主題が輪廻転生であること、また、シャガールが『デ

ィブック』の物語をユダヤ劇場のための作品で描いたことを樋上 2003 が指摘している（樋
上 2003、206 頁）。
287

Chagall 1931, p.242.（邦訳 239 頁。）アンスキーはシャガールに『ディブック』の舞台

装飾を頼んだものの、結局、装飾をしたのはナタン・アリトマン（Натан Альтман, 1889-1970）
だった（Duchen 1998, p.153, 邦訳 153 頁）。『ディブック』を上演したハビマー座は、イス
ラエル建国の後にはテル・アヴィヴで国立劇場として再建された（堀江 1999、12-13 頁）。
288

シンガーの父親はラビであり、非合理主義的な思想を持っていたのに対して、母親は

合理主義的な考え方を持っていた。「ガチョウが悲鳴を上げるのは」では、死んだはずの
ガチョウ同士をぶつけると鳴くことについて、シンガーの父親はこれを超常現象ととらえ
た。一方、シンガーの母親は、ガチョウから気管を取り除くことでこの問題を解決した。
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わが家には、生きている者の身体にとり憑く死者の霊や、動物に生まれ変わ
る魂や、お化け屋敷や、悪魔にとり憑かれた地下室などについての言い伝えが
あった。父がそういったことを話すのは、まず第一に興味があったから、そし
て第二には大都市ではよく子供が道を踏みはずしたからだった。子供というの
はどこにでも行き、何でも見て、神を冒瀆する本を読んだりするものだから、
この世界にはまだ不思議な力が働いていることを、時々思い出させる必要があ
ったからだった。
In our Home there was always talk about spirits of the dead that possess the bodies of
the living, souls reincarnated as animals, houses inhabited by hobgoblins, cellars
haunted by demons. My father spoke of these things, first of all because he was
interested in them, and second because in a big city children so easily go astray. They go
everywhere, see everything, read profane books. It is necessary to remind them from
time to time that there are still mysterious forces at work in the world. 290
このように生まれ変わる魂についてシンガーが書いたのと同様に、アッシュも
『ナザレの男』（1939 年発表）の冒頭で、転生した後の人間の前世の記憶について
次のように書いている。
私たちの生存を支えている大切な能力は、記憶力ではなく、忘却力である。
魂の輪廻の言い伝えが真実ならば、魂は肉体から肉体へと移動する際に、忘却
の海をくぐることになっている。この輪廻は、ユダヤ人の考えでは、忘却の天
使がつかさどっている。しかし、忘却の天使にだってわれわれの前世の記憶を
消し忘れることがありうる。そうなると、われわれは別の人生の記憶の破片に
とりまかれて生きることになる。
Not the power to remember, but its very opposite, the power to forget, is a necessary
condition of our existence. If the lore of the transmigration of souls is a true one, then
289

有木 2002 は「ガチョウが悲鳴を上げるのは」にみられるハシディズムの輪廻思想とシ

ャガールの思想の共通点を指摘した（有木 2002、150、153、160 頁）。有木 2002 は、輪廻
をはじめとするハシディズムの世界観をシャガールが持っていたことについて、また、そ
の世界観が観覧車や車輪で示されたことについて述べている。角 2008、83-87 頁も参照。
290

Singer 1966, p.11.（邦訳 32 頁。）
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these, between their exchange of bodies, must pass through the sea of forgetfulness.
According to the Jewish view we make the transition under the overlordship of the
Angel of Forgetfulness. But it sometimes happens that the Angel of Forgetfulness
forgets to remove from our memories the records of the former world; and then our
senses are haunted by fragmentary recollections of another life. 291
このように、アンスキーとシンガーとアッシュは死者の魂やその転生について文
学作品で書いていた。そしてシャガールも妻ベラの死後292に《街の魂》（1945 年）
（図 107）でベラの魂を描いた。
《街の魂》では街路の上に磔刑像を含む画中画とこの画中画を制作するシャガー
ルの姿が描かれている。画中のシャガールの隣では女性が鶏を抱きしめている。画
中のシャガールの後頭部にはシャガールのものとは別の骨格の顔がついている。こ
のため、シャガールの頭から魂の頭部が外に出ようとしているかのような印象を鑑
賞者に与える。あるいはシャガールに入り込んだ他者の魂がシャガールから現れ出
たかのような印象を与える。
画中のシャガールが二つの顔を持つことに関連する研究として、ライナーは、
1910 年代のシャガールの作品における人物像とロシア象徴主義の中心的な雑誌『金
羊毛（Золотое руно）』誌 1908 年第 2 号に掲載された挿絵（図 108）の人物像との
照応関係を指摘している293。この『金羊毛』誌に掲載された挿絵の人物像には《街
の魂》と同様に顔が二つあるので、《街の魂》のシャガールの像の源泉の一つとな
った可能性がある。
《街の魂》のシャガールの後頭部についている緑色の顔は、その前方に位置する
女性像を見つめている。この女性像は花嫁衣装らしき白い服を着ている。その服の
裾は街路の奥に配置されたトーラーに向かってのびているので、女性がトーラーの

291

Asch 1939, p.3.（邦訳 149 頁。）

292

1944 年 9 月、ニューヨークの北部の山中で夏を過ごしていた時に、それまで健康だっ

たベラが突然倒れた。倒れたのは、連鎖球菌に感染したことが原因だった。当時は戦時中
であり、ペニシリンの使用は軍関係者に限られていたので、シャガールはこれを入手する
ことができなかった。容態が悪化してからわずか数日のうちにベラは亡くなった。ベラの
突然の死に衝撃を受けたシャガールは、しばらく作品を制作することができなくなった
（Alexander 1989, pp.361-366, 邦訳 387-391 頁）。
293

Rajner 2008, pp.64-65.
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中に消えるかのようである。あるいは、トーラーからこの女性が現れたかのようで
ある。この女性の顔は画中の生きている人間とは異なり、白く、その眼窩はおちく
ぼんでいる。ハガードによれば、シャガールは、ベラとハガードの間で板挟みにな
り、自分には二つの顔があると感じたことを《街の魂》で示した294。また、ハガー
ドによれば、シャガールは、妻ベラが死んだ後もその魂が生きてシャガールを見守
っていると信じていた295ので、シャガールは《街の魂》でベラの亡霊と自分自身の
像を描いたと思われる。
《街の魂》で描かれた女性像がベラであることは、女性像が花嫁衣装らしき服を
着ていることも根拠となる。シャガールは、ベラとの結婚式を題材として頻繁に作
品を制作していたからである。ベラが生きている間は、例えば、《二重像》（1925
年）（図 109）で花嫁姿のベラを描いていた。ベラの死後、《街の魂》（1945 年）で
死者の魂として描かれた花嫁ベラの像は、1948-49 年の第 1 次中東戦争を契機とし
てさらに新しい役割を担った。次に挙げる 1950 年の詩『イスラエルへ』では、シ
ャガールがイスラエルにつれていく花嫁 296 がイスラエルにとって聖なる花嫁とな
る。
私の民が火に焼かれるままにした神に祈るべきなのか／それとも炎の像で
神を描くべきなのか／新しいユダヤ人を立ち上げ/私の民と共に闘わせるべき
なのか
私の目は常に嘆くべきなのか／だから涙が川に落ちるのか／私の悲しみを
近寄らせたくない／イスラエルの岸に私が泳いでいく時には
そして私の疲れた足が砂を探し求める／私は花嫁の手を引きましょう／イ
スラエルにとって彼女に会うことは空の聖なる花嫁に会うこと／私が花嫁と
最後のユダヤの夢を見るように
Should I pray to God, Who led my people into the fire, / Or should I paint Him in
image of flame? / Shall I rise up a new Jew / And go fight along with my race? /
Should my eyes lament without a halt, / So the tears drown in a river? / I won’t let my
294

Haggard 1986, p.32.（邦訳 38-39 頁。）

295

Haggard 1986, p.57.（邦訳 77-78 頁。）

296

詩「イスラエルへ」を制作した 1950 年には、ベラは既に他界し、シャガールはハガー

ドと暮らしていた。このため、「イスラエルへ」の花嫁はベラの魂とハガードの魂の両方
を示す可能性がある。
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grief approach / When I swim to your shore. /
And when my weary foot gropes the sand – / I shall lead my bride by the hand. / For
you to see her – the holy bride in the sky, / As I will dream with her our last dream. 297
このように、シャガールは、詩において花嫁姿のベラの像を寓意的擬人像として
扱うようになった。花嫁がイスラエルにとって聖なる女性となり得るので、シャガ
ールはこの女性像を教義にかかわる聖なる女性像と考えていたと思われる。このよ
うな特別な女性像について、シャガールは、ロシア象徴主義の文学と絵画における
救済をもたらす女性像298に接していた。現実の世界に救済をもたらす女性の礼賛は、
19 世紀にソロヴィヨフ（Владимир Сергеевич Соловьёв, 1853-1900）299がソフィア（知
恵）300論を発展させたこと301に始まる。ソロヴィヨフのソフィア論を受けて、ソロ
ヴィヨフの弟子フロレンスキー（Павел Александрович Флоренский, 1882-1937）が
ソフィアを擬人化302したイコンを紹介している303。また、ソロヴィヨフの影響を受
けた詩人アレクサンドル・ブローク（Александр Александрович Блок, 1880-1921）
がブロークの妻メンデレーエワを世界の変貌をもたらす神秘の女性ソフィアにな
297

Harshav 2004, pp.753-755.

ハルシェフによれば、シャガールはこの詩をイディッシュ

語で書いた。初出不明。
298

19-20 世紀の転換期においてロシア象徴主義時代の文学と絵画では、人間の救済と女性

の美徳を示す女性像が発達した。その理由について福間「ロシヤ象徴主義絵画における『永
遠の女性』像」2000、69 頁を参照。
299

ウラジーミル・ソロヴィヨフは宗教哲学者、詩人、評論家である。ソロヴィヨフの日

本での主要な先行研究として、御子柴 1892 と谷 1990 を参照。
300

知恵の理論（Sophiologie）は、旧約聖書（箴言、シラ書、バルク書、知恵の書）に始

まり、西欧や正教会の教会史の伝承において父なる神と並んで女性として具現された（デ
ィンツェルバッハー2000、278 頁）。
301

ソロヴィヨフが発展させたソフィア論は、その弟子達ブルガーコフ（Сергей Николаевич

Булгаков, 1871-1944）
、ベルジャーエフ（Николай Александрович Бердяев, 1874-1948）
、フロ
レンスキー（Павел Александрович Флоренский, 1882-1937）に受け継がれる（ディンツェ
ルバッハー2000、278 頁）とともに、ロシア象徴主義運動に大きな影響を与えた。
302

カバラーにおいても、世界に内在する神の女性的要素が永遠に女性的なるものの象徴

として述べられた（Scholem 1980, S.249-251, 邦訳 301-303 頁）。カバラーにおける世界に内
在する神の女性的要素に注目したシャガール作品先行研究として、有木 2007、57-59 頁及
び小岸 2009 を参照。また、アプチンスカヤは、ユダヤ教における神の女性的要素がシャガ
ールの《雅歌》で示されたと述べている（アプチンスカヤ 2005、146 頁）
。
303

Флоренский 1982（執筆は 1914 年）, стр.373, 375, 377, 380.
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ぞらえ、この女性像を題材に詩集『うるわしの淑女（Стихи о Прекрасной Даме）』
304

（1901-02 年執筆、1904 年刊行）を制作している。さらにその数年後には、ロシ

ア象徴主義の画家パーヴェル・クズネツォフ（Павел Варфоломеевич Кузнецов,
1878-1968）がソフィアに着想を得て、《青い噴水》（1905-06 年)（図 110）で女性
像を描いた305。さらにその数年後に、ブロークを敬愛していた306シャガールが《ベ
ラ》（1909 年）（図 111）を制作した。この作品では、ベラがブロークの詩集『う
るわしの淑女』を持っている。
ライナーが指摘するとおり、
《ベラ》では、画中のベラの鼻の大きさが誇張され、
頭にスプーンを飾っているので、《ベラ》は戯画であるような印象を鑑賞者に与え
る307。このため、シャガールはこの作品におけるベラの像を教義にかかわる聖なる
女性像としては描かなかったと思われる。
一方、先に挙げた 1950 年の詩『イスラエルへ』では、シャガールはベラの像を
イスラエルのための聖なる像として表した。この詩では、シャガールが花嫁をイス
ラエルに連れて行くことで花嫁が聖なる花嫁となったのであって、女性像だけでは
イスラエルの聖なる像となることはできなかった。『イスラエルへ』制作後の絵画
作品においても、シャガールは、花嫁の像を花婿の像とひとそろいにして配置する
ことで女性像に特別な意味を与えた。
例えば、《掟の板を割るモーセ》（1955-56 年）（図 112）では、信仰の重要さが花
嫁と花婿の像で可視化された308。《掟の板を割るモーセ》で、シャガールは、金の
牛の像で霊的姦淫を示し、花嫁花婿の像309で信仰の重要さを示した。その源泉は、

304
305

Блок 2004, стр.26-81.
クズネツォフ作《青い噴水》
（1905）の少女の像にソフィアが投影されたことについて

福間「ロシヤ象徴主義絵画における『永遠の女性』像」2000 及び福間「二十世紀初頭にお
けるロシアの象徴主義運動と神秘主義‐〈青薔薇〉運動を中心として‐」2000 を参照。
306

Chagall 1931, p.141.（邦訳 133 頁。）

307

Rajner 1995/1996, p.45.

308

Rotermund 1970 は、《掟の板を割るモーセ》の花嫁花婿が預言者ホセアによる不幸

な夫婦関係の可視化であることを指摘した（Rotermund 1970, S.85-86, 邦訳 102-103 頁）。旧
約聖書では、ホセア書の他、イザヤ書においても、神と人間の関係が婚礼でたとえられ、
雅歌の愛の詩はキリスト教花嫁神秘主義において用いられる（ディンツェルバッハー2000、
334 頁）
。
309

シャガールは結婚式の場面を描く時、《掟の板を割るモーセ》のように、花嫁を赤い

天蓋の下に配置することが多い。シャガール自身が同様の天蓋の下でベラと結婚式を挙げ
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旧約聖書において預言者ホセアが偶像崇拝の罪を不幸な夫婦関係になぞらえたこ
とにある（『ホセア書』第 1-3 章）。シャガールは、イスラエルから受注したタピス
リ《エルサレム入城》
（1964,68 年）においても花嫁と花婿の像を描くことで、イス
ラエルの信仰の深さを示した。このように、シャガールは、花嫁の像を《街の魂》
（1945 年）では死者の魂として描き、後の作品では教義にかかわる特別な像として
描いた。
ハシディズムにおける輪廻思想に戻ると、シャガールの作品にはもう１つ重要な
描き方がみられる。それは、人間の立場を引き下げ、動物の立場を引き上げて描く
方法である。
《私と村》（1911 年）では、人間の身体をあたかも人間のものではないかのよう
に描くことで、シャガールは、対峙する動物の立場を人間よりも高いかのように描
いた。シャガールが《私と村》の前景に描いた自画像の目は、網膜が暗く、光彩は
白く、かつ、瞳孔が不明瞭である。一方、画中のシャガールと対峙する牛の目の網
膜は白く、光彩は黒い。このため、画中のシャガールの目よりも、牛の目の方がよ
り人間の目に近いかのような印象を鑑賞者に与える。つまり、《私と村》では、人
間の目があたかも人間の目ではないかのように、逆に、動物の目があたかも人間の
目であるかのような錯覚を鑑賞者に与えている。このような目の彩色方法は、ピカ
ソ（Pablo Picasso, 1881-1973）の作品に着想を得た310と思われる。例えば、《アヴィ
ニョンの娘たち》のための習作（1907 年）（図 113）等でピカソは人間の網膜を暗
く描いている。シャガールは、魂の輪廻を信じていたことから、人間の魂を重視す
るとともに、《私と村》において人間と動物を同等の生物として描いたのである。
死者の魂や人間と動物の対等な立場の重視は、ハシディズムにおける神の火花の
思想に由来するが、シャガール独自のハシディズムの世界観によってシャガールが
描いたのが聖地エルサレムと故郷ヴィテプスクの併置だった。ユダヤ人にとって、
聖地は神が顕れた啓示の場である。一方、シャガールは、1963 年の講演で述べたと
おり、神があらゆる物に宿り、聖地以外の場所で神に接することが可能であると考
えた。その結果、シャガールにとって思い入れの強いヴィテプスクが聖地と一体化
することが可能となった。シャガールは晩年に次のように述べている。
ており（Chagall 1931, pp.179-181, 邦訳 174-175 頁）、その思い出をなぞったからだと思わ
れる。
310

シャガールはパリに出てきた当初、ピカソの作品を強く意識し、アポリネールを通じ

てピカソに面会を申し込んだ（Chagall 1931, p.167, 邦訳 161 頁）
。
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どのようにして、生まれ故郷ヴィテプスクの空気や土、そして、追放の数
千年がエルサレムの空気や土に溶け込んで、すっかり一体となってしまって
いるのだろう。私が制作にとりかかる時に私を導くのが私自身の手ではなく、
私の両親の貧しい手であるということは私だけが想像できる。また、今はこ
の世にいないが、本当はもっと生きていたかった、あるいは生きていられた
はずのたくさんの人々が、目を閉じ、唇を動かそうともしないで、私の後ろ
にひしめきあって静かな息づかいをしていると、私だけが想像できる。あな
たたちのゲットーでの悲劇的で命を賭した抵抗は、私が描く花々や動物や火
の色の中に混じり込んでいるのかもしれない。
Comment l’air, comment la terre de Vitebsk, ma ville natale, comment les milliers
d’années de Galouth se trouvent-ils mêlés à l’air et à la terre de Jérusalem? Comment
aurais-je pu imaginer que, dans mon travail, je ne serais pas conduit par mes mains à
moi, avec leurs couleurs, mais par les pauvres mains de mes parents et que derrière
moi se bousculeraient et murmureraient d’autres encore, yeux clos et lèvres muettes
qui voulaient prendre aussi place dans la vie. Il me semble que vos mouvements de
résistance dans les ghettos tragiques et héroïques, se sont trouvés mêlés à mes fleurs,
à mes bêtes, à mes couleurs de feu. 311
エルサレムとヴィテプスクが溶け込んで一体となると考えて、シャガールは二つ
の土地を接するようにして描いた。シャガールの作品においてエルサレムと接する
頻度が高い土地はヴィテプスクである。ヴィテプスクはシャガールが生まれ育った
土地であり、ソ連から亡命した後もシャガールにとって重要な場所であり続けた。
第二次世界大戦中には、シャガールはナチスからヴィテプスクが取り戻されたこと
を喜び、戦後には、フランスの勝利を象徴するサン・テティエンヌ大聖堂のステン
ドグラスにエルサレムとヴィテプスクを併置して描いた。
シャガールはこのような異なる土地の併置を、タブロー作品では、例えば、《雅
歌Ⅲ》（1960 年）（図 114）で描いた。《雅歌Ⅲ》では、シャガールは聖地を舞台
とする作品の中でヴァンスと逆さまのヴィテプスクを互いに接するようにして描

311

Sorlier 1989, p.112.（邦訳 116-117 頁。）

111

いている（図 115）312。
シャガールは独自のハシディズムの世界観によって聖地エルサレムと故郷ヴィ
テプスクの併置を描く一方で、ユダヤ教にかかわる物語の挿絵としての作品も制作
した。その作品が《アポリネール礼賛》（1911-12 年）（図 116）である。《アポリネ
ール礼賛》について、シャガールがオルフィスムの擬似幾何学的な円形モティーフ
を用いてカバラーの物語を描いたことが先行研究で指摘されている。先行研究によ
れば、神が世界の創造に先だって、自己自身の内部へと撤退する過程において神的
閃光が発せられる。この光を受容する容器がもろかったことから、閃光の衝撃で容
器が砕け散り、四散した容器の破片に閃光が付着する。シャガールの円はこの容器
を示している313。
《アポリネール礼賛》については、シャガールが『タルムード（律法学者の口伝
とその説明を集めたもの）』やミドラシュ314の物語をシャガールがオルフィスムの
形態を用いて描いたことも先行研究で指摘されている。先行研究によれば、円の中
央に配置された人物像が原罪を犯したアダムとイヴを示し、円に書いた数字、9、0、
1 あるいは 11 という数字は、アダムとイヴが楽園を追放される直前の秒読み状態に
あることを表す。シャガールは、人類創造から原罪、そして楽園追放の物語を『タ
ルムード』の解釈に従って描いたのである315。また、デュシェンによれば、ミドラ
シュの物語では 1 日が 12 時間であり、そのそれぞれの時間が物語の 1 つの段階を
示している。シャガールが選んだのはアダムとイヴが樹の実を食べてはいけないと
禁じられた時間である 9 時と、2 人が掟に背いた時間である 10 時と 2 人が裁かれる
時間である 11 時だった316。このように、シャガールは《アポリネール礼賛》にお
いてユダヤ教にかかわる物語の挿絵を描いたのである。
死者の魂や人間と動物の対等な立場をシャガールがハシディズムの世界観によ
って描いていたことを踏まえて回想録を読み直すと、回想録においてシャガールが
生命を持たない物をあたかも生きているかのように書いていたことに気づく。

312

Mira Friedman 1997/1998, pp.553-557. Friedman 1997/1998 は、聖地舞台の作品における

聖地の特徴について述べた。
313

樋上 2003、200 頁。Meyer 1961, S.161 も参照。

314

ミドラシュは、旧約聖書中の章句についての短い解説である（樋上 2002、73 頁）。

315

Maisels 1978, pp.88-89. 樋上 2002、72-73 頁及び樋上 2003、200 頁及び樋上 2011、61-62

頁も参照。
316

Duchen 1998, pp.71-73.（邦訳 71-73 頁。）
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私の星たち、やさしい星たち。学校まで見送ってくれたし、帰って来るま
で通りで待っててくれる。やさしい星たち、許しておくれ。私はおまえたち
をめまいのしそうな高い空に寂しく残しっぱなしにしてしまった！（三輪、
村上訳）
Ce sont mes étoiles, mes douces; elles m’accompagnent à l’école et m’attendent
dans la rue jusqu’à ce que je revienne. Pauvres, excusez-moi. Je vous ai laissées
seules sur une hauteur si vertigineuse!317
まもなくロウソクは月の方に昇り、ほどなく月はとぶように私たちの腕の
中に降りてくる。
道さえもお祈りをしている。家々は泣いている。（三輪、村上訳）
Tantôt la bougie monte vers la lune, tantôt la lune vers nos bras descend en volant.
La route elle-même prie. Les maisons pleurent. 318
シャガールは、地上のあらゆる物に神が宿るという考え方を幼年時代から持ち続
けていたのである。ここで、もう一度、パリ留学時代の代表作品《ロシアとロバと
その他のものたちへ》（1911-12年）を見ると、キリスト教の聖堂にダヴィデの星を
描くことがなぜ可能だったのかが理解できる。あらゆる物に神が宿ると考えたので、
シャガールは、《ロシアとロバとその他のものたちへ》においてユダヤ教とキリス
ト教の区別なく、ロシア正教の聖堂の屋根にダヴィデの星を描くことができたので
ある。そのうえで、シャガールは、作品のモティーフに反セム主義への抗議をこめ
ることもあれば、イディッシュ語の慣用句を可視化することもあった。
シャガールが地上のあらゆる物に神が宿ると考えていたことを踏まえて、もう一
度晩年のステンドグラス作品を見ると、ランス大聖堂とコルデリエル礼拝堂と聖シ
ュテファン教会でシャガールが描いた磔刑像が神の世界と人間の世界をつなぎ得
ることに気づく。地上のあらゆる物に神が宿るのだから、キリストの像が天と地を
つなぐ可能性が生じるのである。

317

Chagall 1931, p.21.（邦訳 7 頁。）

318

Chagall 1931, p.68.（邦訳 57 頁。）
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第二部
第四章

シュルレアリストとしてのシャガールの受容
西欧

パリ留学時代にシャガールの名前を宣伝し、作品の評価を高めたのは、前衛詩人
ブレーズ・サンドラール（Blaise Cendrars, 1887-1961）とギョーム・アポリネール
（Guillaume Apollinaire, 1880-1918）である。この二人の人脈と宣伝によって、シャ
ガールの作品が注目されるようになった。
ラ・リュッシュに住んでいたサンドラールは、同じ建物に住むシャガールの部屋
を訪れ、そこにある絵を高く評価した319。サンドラールはロシア語を話したので、
当時フランス語が苦手だったシャガールには意思の疎通が図りやすく、親しくなる
のも早かった。サンドラールはシャガールの部屋にあった作品に感銘を受け、《私
と村》
（1911 年）や《ロシアとロバとその他のものたちへ》（1911-12 年）や《聖な
る馭者》（1911-12 年）等の主要な作品に題名をつけた320。シャガールは、これら
の作品に、キリスト教世界を示す十字架とユダヤ教世界を示すダヴィデの星を描い
ていた。サンドラールはこの十字架と星から本来の意味を剥奪し、それらが他の現
世的なモティーフと混在していると解釈した。このことを示すのがサンドラールに
よる詩『アトリエ』
（1913 年 10 月）と『マルク・シャガール』
（1913 年 10 月）321で
ある。
『アトリエ』と『マルク・シャガール』に先立ち、1913 年 8 月にサンドラールが
制作した『新聞』
（1913 年 8 月）では「キリスト」という単語から本来の意味が徐々
に奪われ、他の現世的な単語や語句と同列に扱われていることがわかる。

『新聞』
（抜粋）
キリスト

/ 生涯

/ 私はあなたに最も想いを寄せている

私の絵は私を苦しませる

/

私はあまりに情熱的で

/

全てはオレンジ色

319

Chagall 1931, pp.164-165.（邦訳 158-159 頁。）

320

Haggard 1986, p.32（邦訳 39 頁）及び Sorlier 1989, p.59（邦訳 52 頁）。

321

『アトリエ』と『マルク・シャガール』は 1913 年に『デア・シュトゥルム』誌に掲載

された。その後、1918/19 年に『アトリエ』と『マルク・シャガール』のドイツ語訳が同誌
に掲載された（Cendrars “Atelier” 1913 及び Cendrars “Marc Chagall” 1913）
。

114

だ。
私は悲しい一日を過ごす 私の友達を想うために / そして新聞を読むため
に

/ キリスト

才能

/ 偉大な新聞の中で磔にされた生涯を伸ばした腕でもつ

ロケット

/

/

沸騰

/

/

嘆き。

/

人は落ちる飛行機について語る。

雑誌

/

人は自ら話したがる

/ それは私。
殉教

/

火

/

新聞の小説

/

叫ばな

/

ければならない
私は他人

/ 敏感すぎる

Christ / La vie / Voilà ce que j’ai fouillé
Mes peintures me font mal / Je suis trop passionné / Tout est orangé.
J’ai passé une triste journée à penser à mes amis / Et à lire le journal / Christ / Vie
crucifiée dans le journal grand ouvert que je tiens les bras tendus / Envergures / Fusées /
Ebullition / Cris. / On dirait un aéroplane qui tombe. / C’est moi.
Passion / Feu / Roman-feuilleton / Journal / On a beau ne pas vouloir parler de
soi-même / Il faut parfois crier
Je suis l’autre / Trop sensible322
『新聞』と同様に、『アトリエ』と『マルク・シャガール』においても「キリス
ト」という単語はその本来の意味を失っている。

『アトリエ』
（抜粋）
稲妻の巨大なクレーンが大音響をたてて天空の運搬船をからにし 雷鳴を運
ぶ荷車をぶちまけると
ト

/

分割された太陽

リュス・ボレル

雑多なものが落ちてくる

/
/

屋根

/ 狂気、冬

/

/

/

夢遊病の山羊たち

桃みたいに割れた天才

コサック兵、キリス
/

狼憑き

/

ペト

/ ロートレアモン

/ シャガール
Quand les grues gigantesques des eclairs vident les péniches du ciel à grand fracas et
déversent des bannes de tonnerre / Il en tombe / Pêle-mêle / Des cosaques le Christ un
soleil en décomposition / Des toits / Des somnambules des chèvres / Un lycanthrope /

322

Cendrars 1986, p.25.
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Pétrus Borel / La folie l’hiver / Un génie fendu comme une pêche / Lautréamont /
Chagall 323
『マルク・シャガール』
（抜粋）
彼の目は尻についている

/

そして突然それはあなたの肖像

/

それは読

者であるあなた / それは私 / それは彼 / それは彼の婚約者 / それは
角の食料品屋 / 牛飼女 / 産婆 / 血の嗚咽があがり / 新生児が産湯を
使う

/

狂気の空

キリスト、それは彼

/ 近代への入口
/

/

螺旋状の塔

/

手

彼は子供時代を十字架上で過ごし

/

キリスト

/

/ 毎日自殺を繰

り返す
Il a les yeux au cul / Et tout à coup c’est votre portrait / C’est toi lecteur / C’est moi /
C’est lui / C’est sa fiancée / C’est l’épicier du coin / La vachère / La sage-femme / Il y a
des baquets de sang / On y lave les nouveaux-nés / Des ciels de folie / Bouches de
modernité / La Tour en tire-bouchon / Des mains / Le Christ. / Le Christ c’est lui / Il a
passé son enfance sur la Croix / Il se suicide tous les jours 324
サンドラールによる詩『新聞』にみられるように、サンドラールはキリストとい
うモティーフに宗教的な意味を与えることも剥奪することもどちらも可能だった。
そのうえで、サンドラールは、『アトリエ』においてキリストに宗教的な意味がな
いかのように「コサック兵、キリスト／分割された太陽／屋根」と書いていた。
また、
『マルク・シャガール』では、サンドラールは、
「螺旋状の塔／手／キリス
ト／キリスト、それは彼／彼は子供時代を十字架上で過ごし／毎日自殺を繰り返す」
と、磔刑像が宗教的な意味を持たないのかのように表している。さらに、サンドラ
ールは、『マルク・シャガール』において「彼は眠る／彼は目覚める／突然、描き
始める／教会をひっつかんでそれで絵を描く／牡牛をひっつかんでそれで絵を描
く（Il dort / Il est éveillé / Tout à coup il peint / Il prend une église et peint avec une église /
Il prend une vache et peint avec une vache）」325と、教会にも宗教的な意味がないかの

323

Cendrars “Atelier” 1913.

324

Cendrars “Marc Chagall” 1913.

325

Cendrars “Marc Chagall” 1913.
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ように表した。
このように、サンドラールは、シャガールの作品におけるダヴィデの星が描かれ
た教会や十字架や磔刑像からその本来の意味を剥奪し、ほかの現世的なモティーフ
と混在していると解釈したのである。
シャガールは、サンドラールと知り合ってしばらくした後、アポリネールと知り
合った。アポリネールは、シャガールのアトリエに訪れ、シャガールの作品を見た
とき、「シュルナチュレ！」と叫んでいる326。これが、1918 年に発表された「ティ
レジアの乳房」で「シュルレアリスム」という語になり、ブルトンによって採択さ
れることになる。
アポリネールは、シャガールのアトリエを訪れた翌日、シャガールに手紙と詩『赤
い渦』を献じた。『赤い渦』は後に『赤い一日』と改題され、『カリグラム』では
『ヨーロッパを横切って』と改題されたが、内容は同じである。
『ヨーロッパを横切って』では、語句の中の一部の単語が意味上不適切であった
り、あるいは、文同士、語句同士の意味上の関連性がないため、全体として統一さ
れた意味を持たない印象を与える。
『ヨーロッパを横切って』
ch 氏に
ロットソージュよ
きみの深紅色の顔きみの水上機にも変わる複葉機 / クンセイのニシンの泳
ぎまわる円型のきみの家

/ ぼくには瞼の鍵が必要である

らはパナド氏に出会った

/ このことでぼくらは安心である

幸運にもぼく

/
/

古い友人

D・・・・・・君 きみには何が見えるか / 90 か 324 か空中の一人の男かそ
の母の胎をすかして見つめている一匹の仔牛であるか
ぼくは長いこと街道に探した / 多くの眼が街道のほとりに閉ざされていて
/ 風に柳の植込みが泣く
めなさい

/ 眼を開けよ

ともかく見つめなさい

開けよ

開けよ

開けよ

/ 老人は洗面器で足を洗う

/ 見つ

/ 〈あると

きぼくは何が欲しいのと言われるのを聞いたことがあった〉 / ぼくはきみら
の子供時代を思い出して泣き出す
そして他ならぬきみはおそろしい紫色をぼくに見せるのである

326

Chagall 1931, p.169.（邦訳 163 頁。）
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一台の車のあるあの小さな絵が ある日のことを思い出させた / うす紫黄
青緑そして赤の断片でつくられた日 / その日ぼくは牝犬を連れ魅力的な煙突
とともに田舎へ行った / それらももはやない きみはきみの小さな葦笛を失
くした

/ 煙突は遠くでロシアの煙草を吸っている

って吠えている
りかかった

/ ランプの芯も尽きて

/ 牝犬はリラの花に向

/ ドレスの上にリラの花びらが散

/ サンダルの側に金の指輪が二つ

/ 太陽に火を点けられた

/

だがきみの髪は電車のポールの先端である / たくさんの色の小さな火花をま
とって

ヨーロッパを横切って（飯島訳）
À TRAVERS L’ EUROPE
A M.Ch.

ROTSOGE
Ton visage écarlate ton biplan transformable en hydroplan / Ta maison ronde où il
nage un hareng saur / Il me faut la clef des paupières / Heureusement que nous avons
vu M. Panado / Et nous sommes tranquilles de ce côté-là / Qu’est-ce que tu vois mon
vieux M. D... / 90 ou 324 un homme en l’air un veau qui regarde à travers le ventre de
sa mère
J’ai cherché longtemps sur les routes / Tant d’yeux sont clos au bord des routes / Le
vent fait pleurer les saussaies / Ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre / Regarde mais
regarde donc / Le vieux se lave les pieds dans la cuvette / Una volta ho inteso dire
Chè vuoi / Je me mis à pleurer en me souvenant de vos enfances

Et toi tu me montres un violet èpouvantable
Ce petit tableau où il y a une voiture m’a rappelé le jour / Un jour fait de morceaux
mauves jaunes bleus verts et rouges / Où je m’en allais à la campagne avec une
charmante cheminée tenant sa chienne en laisse / Il n’y en a plus tu n’as plus ton petit
mirliton / La cheminée fume loin de moi des cigarettes russes / La chienne aboie
contre les lilas / La veilleuse est consumée / Sur la robe ont chu des pétales / Deux
118

anneaux d’or près des sandales / Au soleil se sont allumés / Mais tes cheveux sont le
trolley / A travers l’Europe vêtue de petits feux multicolores 327
先に挙げたサンドラールによる詩と同様に、
『ヨーロッパを横切って』では、各々
のモティーフはそれが本来担う意味を失い、無秩序に並んでいる。このことから、
アポリネールもサンドラールと同様に、シャガールの作品における十字架や磔刑像
やダヴィデの星からその本来の意味を剥奪し、ほかの現世的なモティーフと同質の
ものとみなしたと思われる。
このような評価は、十字架や磔刑像をキリスト教の象徴として描いたシャガール
の真意とは異なっていた。しかし、作品が売れないシャガールにとって、サンドラ
ールとアポリネールによる芸術宣伝は有益であり、十字架や磔刑像の本来の意味は
取り沙汰されなかった。シャガール自身がサンドラールとアポリネールらによる解
釈を受け入れていたのである。
当時、アポリネールによる宣伝効果は高かったうえ、アポリネールは、シャガー
ルを画商ヘルヴァルト・ヴァルデン（Herwarth Walden, 1879-1941）に紹介した。こ
れをきっかけに、シャガールは、1913 年 9 月開催の第一回秋のサロンに《ロシアと
ロバとその他のものたちへ》
（1911-12 年）と《わが婚約者に捧ぐ》
（1911 年）と《ゴ
ルゴダ》
（1912 年）の 3 点を出品し、雑誌『デア・シュトゥルム（Der Sturm）』にも
挿絵を掲載することができた。
サンドラールとアポリネールによる宣伝に対する返礼として、シャガールは、
《ア
ポリネール礼賛》（1911-12 年）を制作した。《アポリネール礼賛》ではシャガール
はユダヤ教にかかわる物語を描いていたが、この物語とはかかわりなく、画面左下
にハートを描いた。そしてこのハートの周りにサンドラールとアポリネールの名前
を書くことで作品宣伝に対する感謝を示したのである。
1920 年代になると、シュルレアリスムの芸術家がシャガールの初期作品に注目し
始めた。ポール・エリュアール（Paul Éluard, 1895-1952）とガラ・エリュアール（Gala
Éluard, 1894-1982）とマックス・エルンスト（Max Ernst, 1891-1976）にはシャガー
ルのパリ留学時代の作品が原則的にシュルレアリスムと一致し、シュルレアリスム
を先取りするかのように見えた。このため、エリュアールらは、シュルレアリスム
の運動に参加するよう、シャガールに呼びかけた。しかし、シャガールは参加を拒
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否した。エリュアールらは、シャガールに参加を拒否された後、シャガールを神秘
主義者であるとして、新しい作品を批判し始めた328。
シャガールはシュルレアリストではないと判断されたので、シュルレアリスムの
主要な機関紙ではシャガールについて論じられることはなかった。1920-30 年代の
シ ュ ル レ ア リ ス ム の 主 要 な 機 関 紙 や 著 作 と し て は 、『 リ テ ラ チ ュ ー ル
（ LITTÉRATURE ）』 誌 （ 1919-21 年 ） 329 や 『 シ ュ ル レ ア リ ス ム の 革 命 （ LA
RÉVOLUTION SURRÉALISTE）』誌（1924-29 年）330や『ミノトール（MINOTAURE）
』
誌（1933-39 年）331や『シュルレアリスム簡約辞典（Dictionnaire Abrégé du Surréalisme）
』
（1938 年）332が出版されているが、
『シュルレアリスムの革命』誌の全号を通して、
また、『シュルレアリスム簡約辞典』においてシャガールについては述べられなか
った。『リテラチュール』誌や『ミノトール』誌でも同様に、シャガールに注意が
向けられることはほとんどなかった。
『リテラチュール』誌 1921 年 3 月 18 号では、滑稽な人物や物についての投票結
果の表333にシャガールの名前が載った。しかし、シャガールの占める順位は低いの
で、シャガールが注目される度合いも低かったと思われる。
『ミノトール』誌 1933 年 3-4 号では、シャガールが表現主義あるいはシュルレア
リスムの芸術家として、ピカソ（Pablo Picasso, 1881-1973）、カンペンドンク（Heinrich
Campendonk, 1889-1957）、クレー（Paul Klee, 1879-1940）、エルンスト（Max Ernst,
1891-1976）、ダリ（Salvador Dali, 1904-1989）とともに紹介された334。しかし、具
体的な作品名については述べられていないので、シャガールが表現主義あるいはシ
ュルレアリスムどちらの作品を制作したとみなされていたのか、あるいは両方の作
品を制作したとみなされていたのか、この記事から判断することはできない。
『ミノトール』誌同号では、「人生におけるパリとの出会いはどのようなものか」
「その予感があったかどうか」というアンケートをブルトンとエリュアールが実施
し、シャガールによる回答を同号に載せた。シャガールはパリでアポリネールと出
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会ったことについて述べたが、アポリネールと出会ったことがシャガールがシュル
レアリスムの一員であることを示すわけではなかった。
このように、シュルレアリスムの全盛期にはシュルレアリスムの主要な機関紙に
おけるシャガールの注目度は低く、シャガールがシュルレアリストとして正式に認
められることもなかった。
ブルトンがシャガールを評価するようになったのは、シャガールとブルトンが米
国に亡命した後335のことだった。1940 年前後にナチスの迫害を逃れるため、ブルト
ンを含めた文学者や芸術家達がニューヨークに亡命すると、それまで西欧美術を受
容していたアメリカがシュルレアリスムの中心地に変わった。ブルトンはこの国で
シュルレアリスム陣営の強化を開始した。ブルトンは、1941 年に「シュルレアリス
ム芸術の発生と展望（Genèse et perspective artistiques du surréalisme）」を執筆した。
この著作において、ブルトンは、1941 年までのシュルレアリスムとその周辺の芸術
の状況について説明する中で、ピカソ、カンディンスキー（Василий Васильевич
Кандинский, 1866-1944）、デュシャン（Marcel Duchamp, 1887-1968）、ピカビア
（Francis-Marie Martinez de Picabia, 1879-1953）、キリコ（Giorgio de Chirico, 1888-1978）、
マッソン（André Masson, 1896-1987）、タンギー（Raymond Georges Yves Tanguy,
1900-1955）、マグリット（René François Ghislain Magritte, 1898-1967）、ブローネル
（Victor Brauner, 1903-1966）、ケイ・セージ（Kay Sage, 1898-1963）、ヘイター（Stanley
William Hayter, 1901-1988）、エロルド（Jacques Herold, 1910-1987）、マッタ（Roberto
Matta, 1911-2002）、オンスロウ‐フォード（Gordon Onslow Ford, 1912-2003）を評
価した。また、詩人によるシャガールに対する神秘主義者としての非難を撤回し、
シャガールをシュルレアリストとして新たに認めた。

詩と造形芸術との融合をなしとげようとする運動‐ダダ、シュルレアリス
ム‐の初期に、長いあいだシャガールをじゅうぶんに評価しないでいたこと
は、ひとつの重大な欠落だった。詩人たち自身、彼には多くを負っている‐
アポリネールは、今世紀のおそらくもっとも自由な詩である「ヨーロッパを
よこぎって」の着想を彼から得ているし、『シベリア横断鉄道の散文』のサ
ンドラールもそうだし、マヤコフスキーやエセーニンまでも、きわめて高い
調子で彼をよびおこしている。詩の側からの抗議があらわれるのは、シャガ
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ールに神秘主義の嫌疑がかけられて以後のことにすぎず、それもおそらく部
分的にしか根拠がない（20 年代から 30 年代にいたる時期には、そうした嫌
疑は致命的な効果をもっていたのだが）。こんにちではシャガールの作品を
もっと公平に位置づけることができる。彼の全面的な抒情の爆発は 1911 年
のものだ。その瞬間から、隠喩はただひとり彼の力で、現代絵画へのほこら
かな入場を画したのである。前々からランボーが準備していた空間的プラン
の転覆を完了させるために、同時にまた物体を重力や引力の法則から解きは
なつために、四元素や自然三界の境界を打ちたおすために、シャガールにお
けるこの隠喩は、みずからの造型の支えを、一挙に入眠時のイメージと直感
的（あるいは美学的）イメージのうちに発見する。後者はあとになってよう
やく描かれることになるものだが、シャガールはこれにあらゆる性格をふり
あてることができた。こうした作品ほど断乎として魔術的なものはなにひと
つなかった。そのすばらしいプリズムの色あいは現代の苦悩をとりはらい変
形させながら、自然のなかで快楽原則を明らかに示しているもの、たとえば
愛の花々を、愛の言葉を、昔ながらの無邪気さのままに保ちつづけている。
（粟津、巌谷、大岡、松浦、宮川訳）
Ce fut longtemps une grave lacune, à l’origine des mouvements ‐ Dada,
surréalisme‐qui vont opérer la fusion de la poésie et des arts plastiques, de rendre
incomplètement justice à Chagall. Les poètes eux-mêmes lui doivent beaucoup‐
Apollinaire, à qui il a inspiré le poème peutêtre le plus libre de ce siècle: 《 À travers
l’Europe 》, le Cendrars de La prose du Transsibérien, il n’est pas jusqu’à Maïakovski
et Essénine dont ne l’évoquent les plus hauts accents paroxystiques. La résistance du
côté poétique n’est venue qu’ensuite, à partir d’une suspicion de mysticisme jetée sur
Chagall et sans doute partiellement fondée（ dans les années 20 à 30 une telle
suspicion avait un effet rédhibitoire）. Aujourd’hui l’œuvre de Chagall peut être située
avec plus d’équité. Sa totale explosion lyrique date de 1911. C’est de cet instant que la
métaphore, avec lui seul, marque son entrée triomphale dans la peinture moderne.
Pour consommer le bouleversement des plans spatiaux préparé de longue main par
Rimbaud et en même temps affranchir l’objet des lois de la pesanteur, de la gravité,
abattre la barrière des éléments et des règnes, chez Chagall cette métaphore se
découvre d’emblée un support plastique dans l’image hypnagogique et dans l’image
122

eidétique（ou esthésique）, laquelle ne devait être décrite que plus tard, avec tous les
caractères que Chagall a su lui attribuer. Il n’a rien été de plus résolument magique
que cette œuvre, dont les admirables couleurs de prisme emportent et transfigurent le
tourment moderne, tout en réservant l’ancienne ingénuité à l’expression de ce qui
dans la nature proclame le principe du plaisir: les fleurs et les expressions de
l’amour.336
シャガールはブルトンによるこの賛辞を名誉に感じた。ハガードによれば、ニュ
ーヨークではブルトンの名声が高かったからである。そしてシャガールとブルトン
は親しくなった。しかし、シャガールは自分とシュルレアリスムには共通するとこ
ろは少しもないと思っていた337。シャガールは、ブルトンによってシュルレアリス
トとして認められた 2 年後の 1943 年に米国マウント・ホリヨーク大学（Mount
Holyoke College）における講演で、オートマティスムが技法に頼り過ぎていること
を批判するとともに、神秘主義思想を次のように肯定した。かつてシャガールはエ
リュアールらによって神秘主義者であると批判されていたが、公の場で、シャガー
ルは、神秘主義思想を高く評価したのである。

意識的な方法としてのオートマティスムがオートマティスムを生みだす
ことをおそれています。そしてルネサンスの写実主義時代の技法が衰退して
いると考えても良ければ、シュルレアリスムのオートマティスムがいくぶん、
むきだしになるように思われます・・・
ある人々が「神秘的」という言葉におそれを抱いていることは間違ってい
ます。そうした人々は、「神秘的」という言葉にギリシア正教の意味を過度
に宗教的に与えています。この神秘的という語から、陳腐でカビのはえた外
観を取り除かねばなりません。純粋で高尚でけがれのない形のうちに、この
言葉をとらえなければなりません。
「神秘的！」
・・・何度も私はこの言葉を投げつけられました‐かつて「文
学的」だと非難されたように。しかし、神秘的な要素がなければ、この世に
は、偉大な絵画も、偉大な詩も、あるいは社会的な大きな動きさえも全く存
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在することができないのではないでしょうか。神秘や感覚や理性の力を奪い
とられると、個人的なものであれ、社会的なものであれ、生命あるものは全
て、弱って死んでしまうのではないでしょうか。こう申し上げるのはつらい
ことですが、フランスをほとんど破滅させたのは、神秘性が欠けていたから
なのに、神秘主義を批判することは誤っています。しかし、神秘主義の持つ
様々な性質は区別すべきです。今起きている戦争は、誤解された神秘主義や
悪と残酷さのために用いられた神秘主義やナチズムによって用いられてい
る神秘主義が勝利する最終的な到達点なのではないでしょうか・・・
Je crains, en effet, qu’en tant que méthode consciente, l’automatisme n’engendre
l’automatisme. Et si j’avais l’impression que l’époque réaliste de la renaissance
technique fût sur le déclin, alors l’automatisme du Surréalisme me paraîtrait quelque
peu dénudé...
C’est à tort que certains ont peur du mot « mystique », qu’ils lui donnent une
couleur trop religieusement orthodoxe. Il faut arracher à ce terme son extérieur désuet,
moisi; il faut le prendre dans sa forme pure, haute, intacte. Mystique !... Combien de
fois m’a-t-on jeté ce mot à la figure, comme autrefois on me reprochait d’être «
littéraire » ! Mais sans mystique, existerait-il au monde un seul grand tableau, un seul
grand poème, ou même un seul grand mouvement social ? Chaque organisme‐
individuel ou social‐privé de la force de la mystique, du sentiment, de la raison, ne
se fane-t-il pas, ne meurt-il pas ? Avec douleur je me répondais à moi-même: on a tort
de s’acharner sur la mystique, c’est précisément le manque de mystique qui a failli
perdre la France. Il faut distinguer entre différents caractères de la mystique. Et
justement cette guerre doit avoir pour but final la victoire sur une mystique mal
comprise, exploitée pour le mal, cruelle et unilatérale, la mystique de l’enemi... 338
さらに、シャガールは、自分がシュルレアリストであることを否定した。1944
年にスウィーニー（James Johnson Sweeney, 1900-1986）が行った会見において、シ
ャガールは、作品制作時にオートマティスムの手法とフロイトの理論を用いないの
で、自分はシュルレアリストではないと述べた339。後に、シャガールが親友ソルリ
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エに語った内容によれば、シャガールは、当初はシュルレアリスムの前身にあたる
芸術とシャガールの作品に共通点があると考えていた。しかし、シャガールはオー
トマティスムに疑問を抱き、自分の作品がシュルレアリスムに属していないという
結論に至ったことを親友ソルリエに述べた。

1922 年にはまだ、芸術におけるシュールレアリスムがどのようなものである
かを充分に知らなかったので、私は彼らの主張の内に、1908 年頃から 1914 年
頃まで、私がおぼろげに、そしてひそかに感じていたのと共通する点を見出だ
すことができたと考えていた。しかしそのうち、なぜ、あのオートマティスム
（自動記述）なるものを宣言する必要があるのだろうかと私は疑問に思いはじ
めた。
私の絵の構成がいかに幻想的に、あるいは非論理的に見えるからといって、
私の絵をあの〈オートマティスム〉と一緒くたにされてはたまったものではな
い。（石井訳）
N’ayant pas fait encore, en 1922, ample connaissance avec leur art, j’avais
l’impression de retrouver en eux ce que j’avais senti obscurément, et en même temps
secrètement, de 1908 à 1914. Mais pourquoi, me disais-je, proclamer ce soi-disant
automatisme?
Quelque fantastique ou illogique que puisse paraître la construction de mes
tableaux, je serais effrayé de les concevoir avec un mélange d’“automaisme”. 340
後にシュルレアリストとなる芸術家の作品と共通するとシャガールが感じたの
は、本来無関係であるはずの要素を並列することだった。シャガールは、フランス
帰国時代に親友ソルリエに次のように述べた。
「私は造形美術における非論理性というものは、それなりに価値があり、当
然求められてしかるべきことだと思っていた。テーマはその後で、おのずと分
かってくるものなのだ。そればかりか、矛盾が理性を呼び覚ますことだってあ
る。非論理的であるがゆえに、真実の一部が引き寄せられ、見えてくるという
ことも充分にありうることだ。人生は人を笑わせておきながら同時に泣かせる
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こともできる。絵のどこか一部分だけが、他の別の部分と取り替えられてしま
ったり、また、すでに精神的な中身をもって、それぞれに独自なものとして存
在している、本来無関係なはずの要素同士が並列されたりするというのは、と
ても良いことだと思う。シュールレアリストたちはこれらの要素をオートマテ
ィスムによって集めようとし（しかもまずいことに、例として余り本質的でな
い要素をひいてきてしまっているようだが）、私は同じことを、絵をどのよう
に構成していくかというはっきりとした自分の意思と、興味に基づいてやって
いるだけなのだ。したがって私の芸術とシュールレアリスム文学の間には、い
かなる接点もない。したがってまた、文学のテーマに影響されたり、また象徴
的に何かを仄めかされたりしたこともまったくないといってよい。（石井訳）
《 J’avais une volonté d’illogisme plastique. Les thèmes se redécouvrent aprés. De
même, la contradiction réveille la raison. L’illogisme peut rapprocher de la vérité. La
vie fait rire et pleurer à la fois. Il est bon de pouvoir prendre un morceau de tableau pour
un autre et de juxtaposer les éléments qui ont déjà leur contenu spirituel et leur existence.
Les surréalistes ont réuni ces éléments par automatisme（et ils introduisent
malheureusement des éléments non essentiels）, moi, c’est par volonté et par intérêt de
construction. Il n’y a donc aucun contact entre mon art et la littérature. Il n’ y a donc ni
influence de thème littéraire, ni allusion symbolique.
（中略）今でも、私が一番心惹かれるのは、形や精神の中の目に見えない部分
なのである。それを非論理的な部分と呼ぶこともできるかもしれない。いずれ
にしろ、そういう存在を抜きにしては、目に見える外の世界は決して完成した
とは言えない。だからといって、私が幻想的なものに訴えようとしているわけ
ではないことも分かってもらえると思う。意識的、自発的に幻想的であろうと
する芸術など、私にはまったく縁のないものなのだ」（石井訳）
A l’heure actuelle encore, ce qui m’a toujours le plus tenté, c’est le côté invisible,
soi-disant illogique de la forme et de l’esprit sans lequel la vérité extérieure pour moi
n’est pas complète. Ceci ne signifie pas que je fasse appel au fantastique. L’art
consciemment, volontairement fantastique, m’est étranger. 》341
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このシャガールの言葉をパリ留学時代の作品《ロシアとロバとその他のものたち
へ》（1911-12年）に照らし合わせると、次のように説明することができる。シャガ
ールにとって、十字架はキリスト教の象徴であり、ダヴィデの星はユダヤ教の象徴
だった。ところが、サンドラールは、十字架とダヴィデの星各々から本来の意味を
取り去り、他の現世的なモティーフと混在していると解釈した。この齟齬はその後
も続いた。1920年代にはシャガールはオートマティスムに違和感を覚え、シュルレ
アリスムの運動に参加しなかった。そして1940年代にブルトンがシャガールをシュ
ルレアリストとして認めた時も、シャガールは、自分の作品とオートマティスムと
は接点がないと考えていた。
とはいえ、アメリカでは亡命者同士で協力せざるを得ない状況があった。シャガ
ールは英語を話さず342、他の多くの亡命者と同様にアメリカになじむことができな
かった。このような状況を背景として、シャガールはブルトンの活動に協力した。
1941 年にはブルトンは「シュルレアリスム芸術の発生と展望（Genèse et perspective
artistiques du surréalisme）」の挿絵としてシャガールの《時は岸辺のない河》
（1930-39
年）（図 117）を掲載した。そして 1942 年 10-11 月には〈シュルレアリスムの最初
の記念文書（First Papers of Surrealism）〉展にシャガールは《ロシアとロバとその
他のものたちへ》（1911-12 年）を出品した343。同展の中心となる作品はデュシャ
ンによる木綿の撚糸の展示だった。デュシャンはリード・マンション（Reid Mansion）
の大部屋に糸を張りめぐらせた。この展示場において、シャガールの作品《ロシア
とロバとその他のものたちへ》は、部屋の中央通路の端のピアノの上の目立つ場所
に展示された344。《ロシアとロバとその他のものたちへ》が出品され、目立つ場所
に展示された理由は、この作品を 1910 年代にサンドラールがたたえ、その題名を
つけていたからだと思われる。
〈シュルレアリスムの最初の記念文書〉展に《ロシアとロバとその他のものたち
へ》が展示された後、1943 年には、ブルトンが助言者として関わった『トリプル・
ヴェー（VVV）』誌特別号に《エッフェル塔》（図 118）が掲載された345。また、
同年には「ある神話の遺物と、発展あるいは形成中の神話（De la survivance de certains
mythes et de quelques autres mythes en croissance ou en formation）」に《世界の外のど
342

Sorlier 1989, p.121.（邦訳 127 頁。）

343

Kachur 2001, p.176.

344

Kachur 2001, p.176.

345

Harshav 2004, p.540.
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こへでも》（1915 年）が掲載された346。さらに、1957 年には『魔術的芸術（L’Art
magique）』347に《誕生》（1911 年）（図 119）が挿絵として用いられた。この作
品が選ばれた理由は、作品の光景がサンドラールが 1910 年代にシャガールを讃え
た詩『マルク・シャガール』の内容に近かったからだと思われる。『マルク・シャ
ガール』では、サンドラールは「産婆
使う

/

狂気の空

/

/

血の嗚咽があがり

/

新生児が産湯を

近代への入口」（抜粋）348 と表していた。《誕生》（1911

年）でも、シャガールは新生児と産湯の入った桶を描いている。
サンドラールとアポリネールによる1910年代の評価を参考にしたうえで、ブルト
ンはシャガールをシュルレアリストとして認め、シャガールと協力していたのであ
る。

第五章

日本

１．日本におけるシャガール紹介の歴史
日本において、美術雑誌上でシャガールの作品が最初に紹介されたのは 1923 年
のことだった。
日本におけるシャガール紹介の歴史について、先行研究349とこれに関連する文献
表350を補足しながらその内容を時系列に沿って挙げると、1923（大正 12）年 6 月に
フホン・ウエグマン（原綴及び訳者名不明）が『中央美術』に「今日のドイツ美術」
351

という題で記事を載せた。ウエグマンによる記事の文中 3 点の挿絵のうち 2 点が

シャガールのデッサンであり、先行研究によれば、これが日本の美術雑誌における
シャガール作品の最初の紹介だった352。次に、1923（大正 12 年）9 月にテオドール・
ダウヴレル（Theodor Däubler, 1876-1934）が「シャガールの画と其の心境」を『中
央美術』に掲載した353。

346

Breton “De la survivance de certains mythes et de quelques autres mythes en croissance ou en

formation” 2008, p.131.
347

Breton 1991, p.81.（邦訳 81 頁。）

348

Cendrars “Marc Chagall” 1913, S.183.

349

五十嵐「シャガールと日本」1998 及び越野 2003。

350

五十嵐「日本でのシャガール文献」1998、140-145 頁。

351

ウエグマン 1923、112-122 頁。

352

五十嵐「シャガールと日本」1998、12 頁。

353

ダウヴレル 1923。
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同 1923 年に蒐集家である宗像久敬（1889-1970 年）がベルリンのシャガールの家
を訪ねている。この時、宗像は『わが生涯（Ma Vie）』挿絵完成についてシャガー
ルと語り合った。宗像はこの時の模様を 30 年後に回想として『藝術新潮』に掲載
した354。この記事では、ドイツ表現主義から無対象絵画にすすんだ画家カンディン
スキー（Василий Васильевич Кандинский, 1866-1944）とクレー（Paul Klee, 1879-1940）
とモホリ＝ナジ（László Moholy-Nagy, 1895-1946）らの流れにシャガールを位置付け
ている。
翌年 1924 年 12 月に東京で報知新聞主催の〈北欧新興美術展覧会〉が開催され、
カンディンスキーやホドラー（Ferdinand Hodler, 1853-1918）等による 97 点の作品が
出品された。この展覧会はフランス以外の国の芸術家の出品作品を表現派として展
示した展覧会であり、その模様を仲田定之助（1888-1970 年）が「北欧展を報ず」
という題で『報知新聞』
（1924 年 12 月 6 日付）で伝えている355。同展覧会にシャガ
ールはエッチング作品『わが生涯（Ma Vie）』20 点を出品した。これが日本におけ
るシャガール作品の初の展示だった356。
翌年 1925 年には、印象主義と立体未来主義と表現主義の段階を通過した画家と
してシャガールを紹介する記事が『中央美術』に掲載された357。
翌年 1926（大正 15）年 2 月には『アトリエ』誌上で日本の美術雑誌で初めて本
格的なシャガール特集が組まれた。この号に寄稿した中原實（1893-1990 年）は、
シャガールをフォーヴィスムの代表的画家として紹介した358。このシャガール特集
号では、仲田定之助と村山知義（1901-1977 年）がシャガールがユダヤ人芸術家で
あることを強調して紹介した359。これは、仲田と村山がユダヤ人の前衛芸術家が活
躍していた時期にドイツに滞在していたからだと思われる。
同年 1926（大正 15）年 5 月には、『みづゑ』誌上において里見勝蔵（1895-1981
年）がシャガールをフランスの画家として紹介した360。同年には、シャガールの作
品から受ける印象についてギュスターヴ・コキオ（Gustave Coquiot, 1865-1926）が

354

宗像 1953。

355

仲田 1924。

356

五十嵐「シャガールと日本」1998、13 頁。

357

ウイッツ 1925。

358

中原 1926、23 頁。

359

仲田 1926 及び村山 1926 年。

360

里見 1926、225-230 頁。
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書いた文章が『日仏芸術』に掲載された361。
２．外山によるシュルレアリストとしてのシャガール紹介
日本では、シャガールの作品が美術雑誌上で紹介された 1923 年の 5 年後に、は
やくもシャガールがシュルレアリストとして紹介された。それは 1928 年 8 月のこ
とだった。外山卯三郎（1903-1980 年）がシャガールをシュルレアリスムの中心的
な画家として紹介した。この時、外山は、シュルレアリスムを新鮮な夢の様に楽し
い芸術的な運動であると次のように紹介している。
シュール・リアリズムとは一種超現実派で、ダダイズムが有していた様な
思想から、その破壊的な又否定的なところを消却した、新鮮な夢の様に楽し
い、而も最も最近の芸術的な運動である。アンドレ・ブレトンは言っている
「シュールリアリズム・吾々の発明でなく、又より漠然たる批評の言葉であ
るに止ることも出来た。此の言葉は、吾々に依って適切な意味に用いられる
様になった。その言葉に対して夢の状態（現在その境界を限定するに甚だ困
難な夢の状態）に非常に相似するところの生理的自動性をあてはめることに
吾々は同意した。私は此処にある個人的観察を入れることの許可を望む」と。
此の様にしてフロイドの精神分析学を基礎とした様な理論の上に新な芸術
運動が生れて来た。362

さらに、外山は、シュルレアリスムを幻想的な世界を表す芸術運動ととらえ、シ
ャガールの作品における幻想性を根拠にシャガールをシュルレアリスムの作家で
あるとみなした。

シュールリアリズムはまことにシアガールィの様であり、マルクイ・シア
ガールィはまことに美事なシュールリアリズムの世界を有している。私達が
シュールリアリズムの詩を読む時、それはまことにシアガールィの繪の世界
である。彼の繪に見出される幻想の世界こそは、シュールリアリストの詩人
達の幻想の世界である。（中略）

361

コキオ 1927、215-218 頁。

362

外山 1928、21 頁。
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まことに彼こそは千年も古い楢太人の神秘の物語と幻想とを有する幻の
画家である。彼の敏腕はその画面に数々の生活とその楽しき追憶と希望と憧
れとを、唯だ人々を恍惚とさせる程、魔術をもって物語るのである。ゴルド
ンはバクストと共に欧州を驚かせたスラブ精神であると言っている。まこと
に彼はスラブの土地から芽を出したシュールリアリズムの奇花であり珍花
である。（中略）
シュールリアリズムの詩人たちは何を話さうとしているのであるか？彼
等は何を夢見ているのであるか、此の夢、此のシュールリアリズムの夢こそ
は、画家シアガールィの夢である。彼の「村と私」「室内」「私達の漂泊人」
「花と女/二人の肖像」是等凡ては彼の夢であり、幻である。（中略）
然し彼はルソウの子供らしさには返らない、もっと数百年もの古いスラブ
の物語を話し、もっと超現実的な幻想の世界に遊ぶことが出来る。彼の唇は
どこの空を飛び廻って人々に接吻するか、又彼の手足はその胴を離れて自由
に歩くことが出来るのである。まことにマルクイ・シアガールィこそまこと
によきシュールリアリストである。363
このように外山がシャガールをシュルレアリストとして紹介したことに対し、
1929 年 2 月、福嶋繁太郎（1895-1960 年）がエルンストとの会話を根拠に反論した364。
此頃日本でも、ちょいちょいシュールリアリスト（Sur Réaliste）の事を雑
誌等で見ますが、全体何何イズム等と名稱するのは、批評家が便宜上、勝手
に附ける事で、明に定義する事は困難な事です。シュールリアリストと、云
われて居る人達の画から概括して考えてみる外はありません。シュールリア
リストと云われている画家の中で注目す可きは、ショアン・ミロー（Joan Miro）
とマックス・エルンスト（Max Ernst）とです。
（註）中央美術で外山氏は、シャガルをシュールレアリストとして論じて居
られましたけれども、巴里では、シュールレアリストとしてシャガルを考え
て居りません。マックス・エルンストにきいてみましたが、彼はシュールリ
アリストではないと云いましたから、多分たしかでせう。

363

外山 1928、30-32 頁。

364

福嶋 1929 年、20-21 頁。
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この福嶋の反論を受け、1929 年 4 月に外山はシャガールがシュルレアリストであ
ると紹介したことの誤りを認め、シャガールを次のように「ヌーボウ・フォービス
ト」と紹介し直している。

私達が現在のフランス、又は欧州美術界の最も新しい、溌剌とした運動を
探すならば、ヌーボウ・フォービズムとシュールレアリズムの二つに指を屈
しなければなるまい。前者はフォービズムら生れ出た最も新鮮な芸術運動で
あり、シュールレアリズムはキュービズムとダダイズムから生れた恐る可き
新時代の子である。前者のヌーボウ・フォービズムに就いては、先月の本誌
に述べたからここでは略することを許されたい。又シュールレアリズムに就
いても亦、昨年の八月にその一例として、マルク・シアガールの絵画を紹介
した。然しこれはシュールレアリズム的精神の作家として、又シュールレア
リズム的幻想の作家として最も優れているためであって、彼シアガールを全
くシュールレアリストと定めるためではなかった。厳密な言葉で述べるなら
ば、シアガールは優れたシュールレアリズムの精神に恵まれた、ヌーボウ・
フォービストであると見ることが出来る。此の様にシアガールは、一つのカ
テゴリイに規定するにはあまりにも自由な精神に恵まれ過ぎているからで
ある。此の意味から、私達は次に純然としたシュールレアリストを紹介して
見たい。言葉を換えるならば、シアガールがシュールレアリスティク・ヌー
ボウ・フォービストであると言うならば、ピュール・シュールレアリストは
誰れであるか？と言う疑問が起るからである。私が本文の表題を「ユーバア
レアリステン」としたのは、シュールレアリストの独逸名であり、昨年本誌
に述べた「シュールレアリズム」と混同をさけるためであることを附記して
おきたい。365
このように、外山は、シャガールがシュールレアリズムの精神に恵まれた、ヌー
ボウ・フォービストである」と紹介した。

３．外山以後のシャガール紹介

365

外山 1929、2-3 頁。
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外山によるシャガール紹介の後、1930 年 1 月に『アトリエ』誌で日本における初
期のシュルレアリスム特集が組まれ、シャガールの作品も紹介された。当時、日本
では海外のシュルレアリスムの情報が不足していたので、執筆者の捉えるシュルレ
アリスムの概念は一致していなかった。例えば、中山紀元（生没年不明）は、東郷
青児（1897-1978 年）や福澤一郎（1898-1992 年）や野間仁根（1901-1979 年）や阿
部金剛（1900-1968 年）や古賀春江（1895-1933 年）等の作品をシュルレアリスムに
属すとみなした366ものの、東郷自身は、自分はシュルレアリスムの画家も知らず、
作者も観たことはないと述べている367。シャガールの作品に関しては、《わが婚約
者に捧ぐ》（1911 年）の習作（水彩）が川口によって掲載された。川口はこの作品
の感想を巻頭に掲載したものの、《わが婚約者に捧ぐ》をシュルレアリスムの作品
とはとらえなかった368。同号で、川口は、芸術作品をモダニスムの流派によって範
疇分けすることを否定している369。
同年 1930 年に中山がシャガール論を発表した370。同年 1930 年 6 月、峰岸義一
（1900-1985 年）がパリで巴里東京新興美術同盟成立のきっかけとなる日仏新興美
術交歓の会を結成し、巴里東京新興美術同盟の前身である第三形而同盟を成立させ
た。この件は読売新聞で報道された371。この時、シャガールは「シュールレアリズ
ムの祖」として紹介されたが、その理由は述べられていない。その翌月の 1930 年 7
月に、峰岸義一は、シャガールの作品が文学的かつ幻想的であることを根拠に、シ
ャガールの作品がシュルレアリスムの思潮の上にあると次のように述べた。

マルク・シャガールはシュール・レアリストというべきであろうか？と云
ふ問題を耳にしたことがあるが、彼は、そのイズムに加盟はしていないが、
その作画内容をよく考究するときは、超現実主義の特徴である文学的な、猶
幻想的な思惟を読むことが出来る。
要するに、アンドレブルトンと云ふ伊太利の未来派の鼓吹者詩人マリネッ
ティと丁度同じような超現実派の指揮官と、一緒に歩かないだけのことで、

366

アトリエ 1930、17 頁。

367

アトリエ 1930、73 頁。

368

アトリエ 1930、巻頭（頁数記載なし）。

369

アトリエ 1930、72 頁。

370

中山 1930。

371

「第三形而同盟成立」1930。
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彼の思想が、斯うした新興思潮の上にあることは、あらゆる意味から首肯出
来るものである。372
翌月、1930 年 10 月に神原泰（1898-1997 年）がシャガールがシュルレアリストで
あるとみなされていることに対して次のように異論を唱えた。

ブルトンは超現実主義の画家としてピカソ、ブラック、キリコ、ピカビア、
エルンスト、レイ、マッソン、ミロ、タンギー、アルプを数え、他の人々は
クレー、カッラ、プニ、オッピ、シュピイス、ダールスコーク、バビイ其他
やシャガールさへも数える（シャガールを数えるには全然同感できない）
。373

神原によるシャガール評価の後に日本では〈巴里東京新興美術同盟展〉でシャガ
ールの作品が紹介された。〈巴里東京新興美術同盟展〉は 1932 年から 1933 年にか
けて、東京を中心として全国 8 か所で開催された。同展覧会は、シュルレアリスム
やキュビスム等のフランス前衛美術を紹介した展覧会だった。同展覧会について、
川路柳虹（1888-1959 年）は、ピカソ、ミロ（Joan Miró i Ferrà, 1893-1983）、タンギ
ー（Raymond Georges Yves Tanguy, 1900-1955）、キリコ（Giorgio de Chirico, 1888-1978）、
サ ヴ ィ ニ オ （ Alberto Savinio, 1891-1952 ）、フラ ンシス・ロ ー ズ （ Francis Rose,
1909-1979）、ピエール・ロワ（Pierre Roy, 1880-1950）をシュルレアリストととらえ、
タンギーやミロやエルンストの出品作をシュルレアリスムの作品であると紹介し
た374。一方、シャガールの出品作《主人の昼食を運ぶ犬》（水彩画）（図 120）につ
いては、シュルレアリスムの作品としてではなく、「自然派写実派」の作品として
紹介した375。川路と同様に、森口多里（1892-1984 年）も、《主人の昼食を運ぶ犬》
をシュルレアリスムの作品とは捉えず、写実的な水彩画であると次のように評価し
た。
芸術上必ずしも 1＋1＝2 ではないと考へ、現実と空想との境界を撤廃した画
家に更にロシア人のマルク・シャガールがある。彼の画境には超現実主義と共
372

峰岸 1930。

373

神原 1930、15 頁。

374

川路 1933、17 頁。

375

川路 1933、18 頁。
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通するところのものが多いが、この展覧会には比較的穏健な写実的な水彩画
《主人の昼食を運ぶ犬》を出している。しかし、その派手な色の使ひこなしに
は他の追従を許さぬものがある。376
このように、〈巴里東京新興美術同盟展〉では、シャガールの作品はシュルレア
リスムの作品とはみなされなかった。
同展覧会の開催と同年の 1932 年には、外山卯三郎によって日本で初めてシャガ
ール画集が発行された377。翌年 1933 年には『シャガール自叙伝（Ma Vie）
』378が出
版され、シャガールの知名度が上がった。
４．日本の芸術家によるシャガール作品の模写
シュルレアリスムの情報が不足していたことを背景として、1928 年に外山はシャ
ガールをシュルレアリストとして誤って紹介していた。そして、シャガールの作品
と日本の前衛芸術家の作品の図像上の関係においても、シャガールが描いた人物像
が川口軌外（1892-1966 年）と中山巍（1893-1978 年）と飯田操朗（1908-1936 年）
らによって模写されたに過ぎなかった。
川口については、シャガール作《灰色の恋人たち》
（1916-17 年）
（図 121）におけ
るベラの肖像を川口が《ボヘミアン》
（1928 年）
（図 122）で描いたことが先行研究
で指摘されている379。川口は滞欧中に《灰色の恋人たち》の原画を見たか、あるい
は、1926 年の『アトリエ』誌に掲載された《灰色の恋人たち》380を見て、ベラの像
を模写したと思われる。
《ボヘミアン》の女性像の服装の細部は、
《灰色の恋人たち》
のものとは異なるが、この服装の相違については、シャガールが《白い襟のベラ》
（1917 年）（図 123）で描いたベラのドレスを川口が《ボヘミアン》で描いたと思
われる。川口がシャガールの作品を模写した動機は、1927 年頃にシャガールのアト
リエを訪問した時、そこで観た作品に感銘を受けたことにあった。川口はシャガー
ルの「画は画商や展覧会で見たのみだったから、彼に会ひ、親しく其のアトリエで

376

森口 1933、8-9 頁。

377

外山 1932。

378

Chagall 1931（中山訳）.

379

奥村泰彦 2004、24 頁。

380

シャガールの油彩画《灰色の恋人たち》は 1926 年に『アトリエ』に掲載された（辻 1926、

33 頁）。
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画を見ることが出来たのは、その後私に異様な感銘を興へたことは確かである」381
と後年に述べている。
中山については、シャガールの作品《老船長》（図 124）を 1928 年頃に中山が模
写した（図 125）ことが先行研究で指摘されている382。この作品を制作することに
なったきっかけは、里見がシャガール作品を購入するよう中山に依頼したことにあ
った383。中山は帰国後に、次のように記している。
数年前のことであるが、日本にいる里見君からシァガルの絵を一枚買ってほ
しいと言ふ手紙を受けとった。適当な絵はないかと探していたが、ある日某画
商で《老船長》の絵を発見した。かねて私もシァガルの絵が非常に好きで、作
品は見ていたが一度会って見たいと思った。そこでこの画商の女主人に紹介を
求めると心よく承諾してくれた。384
この時購入した《老船長》をもとに、中山は作品の模写を制作したと思われる。
飯田については、1931 年と 1933 年に『新洋画研究』誌と『洋画研究』誌各々に
掲載されたシャガール作《アクロバット》（図 126）を飯田が模写した（図 127）
ことが明らかにされている385。
このように、シャガールの作品と日本の前衛芸術家の作品の図像上の影響関係を
指摘できる作品の数はわずかであり、川口、中山、飯田がシュルレアリスムとは関
わりのない水準でシャガールの作品の人物像を模写したにとどまったのである。

381
382

川口 1952、105 頁。
『中山巍‐岡山県立美術館自主企画特別展』1999、49 頁及び柳沢 2001 及び越野 2003、

57 頁。
383

『中山巍‐岡山県立美術館自主企画特別展』1999、49 頁。

384

中山 1933、59 頁。

385

平瀬 1996、9 頁及び速水 2009、280 頁。

136

結論
ユダヤ教徒であるシャガールは、パリ留学時代、《私と村》（1911 年）で十字架
のペンダントを身につけたユダヤ人を描き、
《ロシアとロバとその他のものたちへ》
（1911-12 年）でダヴィデの星が貼り付けられたロシア正教の聖堂を描いていた。
また後にキリスト教の聖堂を複数装飾した。
シャガールが《私と村》を制作した背景として、シャガールがロシアで生活して
いた1904-05年にヴィテプスクでポグロムが起きていた。また、学校がロシア人とユ
ダヤ人では区別されるなど、シャガールは自分がユダヤ人であることを意識せざる
を得なかった。この状況を背景として、また、作品制作当時の悩みを動機として、
シャガールは、自分の運命をキリストの運命に重ね合わせた。
《私と村》制作当時、
シャガールが悩んでいたのは、〈青年同盟（Союз молодежи）〉展で人種差別を受け
たことや絵が売れないことなどについてだった。こうした悩みをシャガールは《私
と村》において画中のシャガールが十字架のペンダントを身につけることで示した。
《私と村》と同時期に制作した《ゴルゴダ》（1912年）では、シャガールは、宗
教儀式のためにキリスト教徒の子供を殺したかどで逮捕されたベイリスの無罪を
主張するために磔刑像を描いた。
この反セム主義に対する批判を示す《ゴルゴダ》をシャガールは 1930 年代から
発展させ、第二次世界大戦前後にはユダヤ人殉教を主題とする磔刑像を含む作品を
制作した。それが《白い磔刑》（1938 年）や《殉教者》（1940 年）や《十字架降
下》（1940 年）等である。ナチスによるユダヤ人に対する迫害が深刻化する中で、
これらの作品においてシャガールは、ユダヤ人殉教者をキリストの像に重ねて描い
た。かつてアントコリスキーがキリストを実在のユダヤ人と捉えたこと、また、キ
リストがユダヤ人であることを強調する像を作ったこと、キリスト像で反セム主義
に対する抗議を示したことを受け継いで、シャガールもユダヤ人の殉教を磔刑像で
示したのである。
このように、《私と村》や《ゴルゴダ》では、ユダヤ教徒であるシャガールが十
字架や磔刑像を描いた状況と描かれた像の意味が明らかであるのに対して、《ロシ
アとロバとその他のものたちへ》（1911-12年）では、キリスト教徒のための聖堂に
ダヴィデの星を描くことが可能となった理由は当初は不明だった。この問題を解く
手がかりはシャガールの回想録と1963年のシカゴ大学社会思想委員会主催の講演
にあった。この講演では、シャガールが描いたキリスト像が神の世界と人間の世界
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をつなぐ媒体となり得る根拠が述べられた。また、シャガールがユダヤ教徒として
キリスト教徒のための宗教的建築物を装飾し得た理由が述べられた。
フランス帰国時代（1948-1978年）にシャガールは、ユダヤ教徒としてキリスト教
徒のための聖堂を装飾しており、特に、ランス大聖堂やコルデリエル礼拝堂や聖シ
ュテファン教会の作品では、光輪のない幼児が人間であるのに対し、頭上に光輪の
ある磔刑像が神を示すことをシャガールは強調していた。シャガールがユダヤ教徒
であることを考えれば、この光輪のついたキリスト像は、聖書の中の出来事を画面
上に再現した説話的（ナラティヴ）なものであって、礼拝的なものではないという
ことになる。旧約聖書『出エジプト記』第二十章の戒めに対して、キリスト教美術
では神の受肉を根拠としてイコンが神の肖像画として可能となったのに対し、ユダ
ヤ教美術ではその成立の根拠となる神の受肉がなかったからである。神の世界と人
間の世界が断絶したままの状態で、ユダヤ人は、第二戒を再解釈することによって、
視覚芸術を発展させていた。従って、本来、ユダヤ教徒の描くキリスト像は、神の
世界と礼拝者をつなぐ役割を持ち得ない。
しかし、ランス大聖堂とコルデリエル礼拝堂と聖シュテファン教会でシャガール
が描いたキリスト像は、説話的（ナラティヴ）な図像ではなく、神の世界を人間の
世界とつなぐ可能性がある。その根拠をシャガールは1963年に講演で述べたが、神
の世界と人間の世界がつながることについては、シャガールだけが公の場で述べた
のではなく、1910年代にブーバーがハシディズムにおける神と人間の一体化の思想
を紹介していた。
ブーバーは、シオニズム芸術論において、ユダヤ人はユダヤの神を離散した先の
文化（単体の物の把握、自然の原形の把握、神に属す美の把握）と同じく相対的に
とらえることにより、造形芸術の作品を造ることができると述べた。他方、相対主
義によらずに神に属す美を把握する特殊な例として、ブーバーは、ハシディズムの
祈りにより神と人間が一体化することを根拠とし、人間が神に属す美を把握し、罪
のない状態で芸術活動を行い得ることについて述べていたのである。
ブーバーがハシディズムの祈りによる神と人間の一体化を特殊な例として述べ
たのに対し、シャガールは、神が物質にあることが真正の芸術に必要であると 1963
年のシカゴ大学社会思想委員会主催の講演において発表した。シャガールは、自然
と物質と人間の集中力がもたらす神が真正の芸術の源であり、 かつ、神は、人間の
身体や魂に内在していると述べた。
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さらに、この講演のなかで、シャガールは、キリスト教徒のための礼拝堂におい
て神が宿る作品の精神的（礼拝的）な内容を人々に伝えることができると述べた。
キリスト教信徒共同体の宗教的建築物においてユダヤ教の信仰の内容も伝えるこ
とができると考えたので、シャガールは、ユダヤ教徒としてキリスト教の聖堂を多
数装飾することができた。
1963年の講演内容を念頭において回想録を読み直すと、シャガールが生命を持た
ない物をあたかも生きているかのように書いていたことに気づく。シャガールは、
地上のあらゆる物に神が宿るという考え方を幼年時代から持ち続けていたのであ
る。
シャガールが地上のあらゆる物に神が宿ると考えていたことを踏まえると、パリ
留学時代の代表作品《ロシアとロバとその他のものたちへ》
（1911-12年）において、
シャガールがキリスト教の聖堂にダヴィデの星を描くことがなぜ可能だったのか
が理解できる。キリスト教徒のための聖堂にも、ダヴィデの星にも神が宿るからこ
そ、シャガールは、ユダヤ教とキリスト教の区別なく、キリスト教の聖堂の屋根に
ダヴィデの星を描くことができたのである。
このような特徴を持つ《ロシアとロバとその他のものたちへ》をはじめとする初
期作品をサンドラールとアポリネールは高く評価しつつも、作品で描かれた十字架
やダヴィデの星からその本来の意味を取り去り、他の現世的なモティーフと混在し
ていると解釈した。
さらに、シャガールの初期作品がシュルレアリスムを先取りするかのように見え
たので、1920年代にエリュアール夫妻とエルンストはシュルレアリスムの運動に参
加するようシャガールに呼びかけた。しかし、シャガールは、オートマティスムの
手法を用いていないので参加を拒否した。その後、エリュアール夫妻とエルンスト
はシャガールを神秘主義者であるとして、新しい作品を批判した。
この批判をブルトンが取り下げ、シャガールをシュルレアリストとして新たに認
めたのは1941年になってからのことだった。この時、ブルトンはサンドラールとア
ポリネールによるシャガール評価を参考にした。ブルトンの評価に対して、シャガ
ールは自分がシュルレアリストではないと考えていたものの、亡命者同士で協力せ
ざるを得ない状況があり、シュルレアリスムの活動に参加した。そのうち、特徴的
な協力として、1942年開催の〈シュルレアリスムの最初の記念文書〉展には1910年
代にサンドラールとアポリネールがたたえた初期作品である《ロシアとロバとその
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他のものたちへ》を出品した。さらに、1957年にブルトンは『魔術的芸術（L’Art
magique）』の挿絵として《誕生》を掲載した。この作品が選ばれた理由は、作品
の光景が、かつてサンドラールがシャガールを讃えた詩の内容に近かったからであ
る。このように、シャガールの作品における十字架やダヴィデの星からその本来の
意味を取り去り、他の現世的なモティーフと混在していると解釈するサンドラール
とアポリネールの評価を参考にした上で、ブルトンはシャガールをシュルレアリス
トとして認め、かつ、シャガールと協力して活動した。
ひるがえって、1920 年代の日本では、シュルレアリスムそのものに関する情報が
充分そろわず、シュルレアリスムの受容が混乱していた。このような状況のもとで、
作品における幻想性を根拠に、シャガールは早くも 1928 年に外山卯三郎によって
シュルレアリスムの画家として紹介された。そして、シャガールの作品と川口軌外
や中山巍や飯田操朗の作品との図像上の影響関係においても、シュルレアリスムと
は関わりのない水準でこれらの前衛芸術家がシャガール作品の人物像を模写した
に過ぎなかったのである。
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161

マルク・シャガール《死者》1908 年頃 カンヴァス・油彩 68.2×86cm
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Meyer 1961, Kat.369.
マルク・シャガール《天使の墜落》1923-1933 年 カンヴァス・油彩
図

35

148×166cm 所蔵先不明
Meyer 1961, Kat.613.
マルク・シャガール《天使の墜落》1934 年 水彩 37×48.5cm 所蔵

図

36

先不明
Maisels 1993, List of Illustrations No.62.
マルク・シャガール《天使の墜落》1923-1947 年 カンヴァス・油彩
148×265cm バーゼル市立美術館蔵

図

37

インゴ・F・ヴァルター、ライナー・メッツガー編、はまみつお訳『マ
ルク・シャガール－詩としての絵画』ベネディクト・タッシェン出
版、1993 年、74 頁。
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マルク・シャガール《母子》パリ留学時代 紙・インク、水彩 26.5×21cm
図

38

個人蔵
Meyer 1961, Kat.122.
マルク・シャガール《放浪者》1914 年 紙・インク、白色顔料 22.3×17.2cm

図

39

トレチャコフ美術館蔵
『シャガール展』目録、西日本新聞社、2002 年、86 頁。
マルク・シャガール《窓辺のベラとイダ》1916 年

図

40

厚紙・油彩

56.5×45.0cm 個人蔵
『マルク・シャガール展』目録、日本テレビ放送網、2002 年、58 頁。
マルク・シャガール《家の前の家族》1930 年代後半

図

41

ュ、パステル

紙・グワッシ

52×67.3cm 個人蔵

Meyer 1961, Kat.658.
マルク・シャガール《黄色い磔刑》1943 年 カンヴァス・油彩 140×101cm
図

42

ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、国立近代美術館蔵
『マルク・シャガール展』目録、日本テレビ放送網、2002 年、91 頁。
マルク・シャガール《聖母とソリ》1947 年 カンヴァス・油彩 97×80cm
アムステルダム市立美術館蔵

図

43

インゴ・F・ヴァルター、ライナー・メッツガー編、はまみつお訳『マ
ルク・シャガール‐詩としての絵画』ベネディクト・タッシェン出
版、1993 年、75 頁。
マルク・シャガール《ヴァンスをめぐる想い》1955-57 年

図

44

油彩

161×131cm マーグ財団蔵
『シャガール展』図録、新潟青年会議所、1984 年、図版 5。
マルク・シャガール《母性》1950 年代後半 紙・グワッシュ 40.5×50.5cm

図

45

個人蔵
Meyer 1961, Kat.987.
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マルク・シャガール《戦争》1964-66 年 カンヴァス・油彩 163×231cm
図

46

チューリヒ美術館蔵
Duchen 1998, p.317.
エルサレムのハダッサ・ヘブライ大学医療センター付属シナゴーグ

図

47

窓の配置
Marteau 1972, p.66.
マルク・シャガール

図

エルサレムのハダッサ・ヘブライ大学医療セ

ンター付属シナゴーグのためのステンドグラス
48

1960-62 年

各

338×251cm
Baal-Teshuva 1998, pp.246-247.
マルク・シャガール（デザイン）《エルサレム入城》1964、1968 年

図

49

ゴブリン

15'7"×17'4"（約 478.5×528.3cm）

Maisels 1939, pp.68-69.
マルク・シャガール（デザイン）《出エジプト》1964 年
図

50

ゴブリン

15'7"×29'8"（約 478.5×908.3cm）
Maisels 1939, pp.42-44.
マルク・シャガール（デザイン）《イザヤの預言》1964-67 年 ゴブ

図

51

リン

15'7"×17'6"（約 478.5×533.4cm）

Maisels 1939, pp.84-85.
マルク・シャガール『聖書』1956 年刊行、1931-32 年、1952-56 年制
図

作
52

モンヴァル紙・エッチング

24.1×32.0cm

『シャガール展‐Marc Chagall and Jewish Mysticism‐』谷口事務所、
2007 年、80 頁。
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マルク・シャガール《出エジプト》1952/66 年
図

53

カンヴァス・油彩

130.0×162.3cm ジョルジュ・ポンピドゥ・センター蔵
『マルク・シャガール展』目録、日本テレビ放送網、2002 年、113
頁。
マルク・シャガール 国連ビルのためのステンドグラス 1960-62 年

図

54

約 450×350cm
Baal-Teshuva 1998, p.245.

図

マルク・シャガール《イザヤの預言》習作
55

Maisels 1939, p.91.
マルク・シャガール《嘆きの壁》1966 年

図

56

1963 年

イスラエル国会議事堂の

ためのモザイク画
Maisels 1939, p.115.
マルク・シャガール《嘆きの壁》部分図

図

57

議事堂のためのモザイク画

1966 年

イスラエル国会

300×285cm

Шагал 2005, стр.148.
ジャン＝レオン・ジェローム《嘆きの壁》1876 年
図

ヴァス・油彩
58

93×72cm

カン

個人蔵

Gerald M. Ackerman, La vie et l'œuvre de Jean-Léon Gérôme, Paris: ACR
édition, 1986, p.104.
グスタフ・バウエルンファイント《エルサレムの嘆きの壁での信仰
の嘆き》1890 年

図

59

カンヴァス・油彩

193.5×98cm 個人蔵

The Orientalists, Delacroix to Matisse: European painters in
North Africa and the Near East, ed. by Mary Anne Stevens, London: Royal
Academy of Arts in association with Weidenfeld and Nicolson, 1984, p.93.
No.2.
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ワシーリー・ヴェレシャーギン《ソロモンの壁》1884-1885 年 詳細
図

不明
60

Аркадий Кудря, Верещагин, Москва: Молодая Гвардия, 2010（図版掲
載頁の頁番号記載なし）.
マルク・シャガール《エルサレム、嘆きの壁》1931 年 カンヴァス・

図

61

油彩

100×82cm 個人蔵

Шагал 2005, кат.126.
マルク・シャガール《嘆きの壁》1932 年 カンヴァス・油彩 73×92cm
図

62

テル・アヴィヴ美術館
Duchen 1998, p.211.
メッス サン・テティエンヌ大聖堂

図

63

平面図

Philippe Hiegel, The stained-glass windows of Metz cathedral, transl. by Ray
Beaumont-Craggs, Metz, 1993, p.4.
マルク・シャガール

メッス サン・テティエンヌ大聖堂ステンド

グラス 北側翼廊の窓 1963 年 平面図 19 の位置に設置 各々のラ
図

64

ンセットのサイズ 355×90cm
Philippe Hiegel, The stained-glass windows of Metz cathedral, transl. by Ray
Beaumont-Craggs, Metz, 1993, p.15.
ランセットサイズ出典：Marteau 1972, p.27.
マルク・シャガール

メッス サン・テティエンヌ大聖堂ステンド

グラス 北側翼廊の窓 1960 年 平面図 25 の位置に設置 各々のラ
図

65

ンセットのサイズ 362×92cm
Philippe Hiegel, The stained-glass windows of Metz cathedral, transl. by Ray
Beaumont-Craggs, Metz, 1993, p.25.
ランセットサイズ出典：Marteau 1972, p.27.
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マルク・シャガール

メッス サン・テティエンヌ大聖堂ステンド

グラス 北側翼廊の窓 1960 年 平面図 26 の位置に設置 エレミヤ
図

66

が描かれた右のランセットのみ 364×101cm、他 2 枚は 362×101cm
Philippe Hiegel, The stained-glass windows of Metz cathedral, transl. by Ray
Beaumont-Craggs, Metz, 1993, p.26.
ランセットサイズ出典：Marteau 1972, p.27.
マルク・シャガール

図

67

グラス

メッス サン・テティエンヌ大聖堂ステンド

北側翼廊の窓

部分図

1963 年

平面図 19 の位置に設置

著者撮影（2009 年）
クジマ・ペトロフ‐ヴォトキン《嘆きの聖母》1914-15 年 カンヴァ
図

ス・油彩
68

100.2×110cm 国立ロシア美術館蔵

50 художник-Щедевры русской живописи, Выпуск 20, Москва: Де
Агостини, 2011, стр.5.
マルク・シャガール

図

グラス
69

メッス サン・テティエンヌ大聖堂ステンド

北側翼廊の窓

部分図

1960 年

平面図 26 の位置に設置

Philippe Hiegel, The stained-glass windows of Metz cathedral, transl. by
Ray Beaumont-Craggs, Metz, 1993, p.26.
マルク・シャガール

図

70

グラス習作

メッス サン・テティエンヌ大聖堂ステンド

部分図

Marteau 1972, p.33.
マルク・シャガール「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館
図

71

コンサート・ホールのステンドグラス

1971-72 年

Baal-Teshuva 1998, p.249.
マルク・シャガール「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館
図

72

コンサート・ホールのステンドグラス
Pacoud-Rème 2000, pp.42-43.
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習作

マルク・シャガール《人類の創造》1956-58 年
図

73

カンヴァス・油彩

300×200cm 「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館蔵
Duchen 1998, p.310.
マルク・シャガール《イサクの犠牲》1960-66 年 カンヴァス・油彩

図

74

230.5×235cm 「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館蔵
『ラ ミューズ』第 13 号、講談社、1992 年、16 頁。
マルク・シャガール

図

75

ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教

会のステンドグラス 1957 年
Marteau 1972, p.18.

図

76

マルク・シャガール

ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教

会のステンドグラス

1957 年

Marteau 1972, p.23.
マルク・シャガール
図

会洗礼堂の装飾
77

ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教

大理石浮き彫り

60×110cm

シャルル・ソルリエ著、瀬木慎一・訳『シャガール・陶器と彫刻』
求龍堂、1974 年、52 頁。
マルク・シャガール

図

会洗礼堂の装飾
78

ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教

大理石浮き彫り

60×110cm

シャルル・ソルリエ著、瀬木慎一・訳『シャガール・陶器と彫刻』
求龍堂、1974 年、52 頁。
マルク・シャガール

図

79

ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教

会洗礼堂の装飾 《紅海を渡る》1956 年 陶板画 90 枚組 307×231cm
シャルル・ソルリエ著、瀬木慎一・訳『シャガール・陶器と彫刻』
求龍堂、1974 年、51 頁。
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マルク・シャガール
図

会洗礼堂の装飾
80

ノートル・ダム・ド・トゥート・グラース教

《紅海を渡る》部分図

1956 年

陶板画 90 枚組

シャルル・ソルリエ著、瀬木慎一・訳『シャガール・陶器と彫刻』
求龍堂、1974 年、51 頁。

図

ポカンティコ・ヒルのユニオン教会
81

Marteau 1972, p.98.
マルク・シャガール

図

窓の配置

ポカンティコ・ヒルのユニオン教会のための

ステンドグラス《善きサマリア人》1964 年
82

447×278cm

Baal-Teshuva 1998, p.251.
制作年についてはマルトー参照（Marteau 1972, p.99）。
マルク・シャガール

図

83

ポカンティコ・ヒルのユニオン教会のための

ステンドグラス 1964-66 年 《磔刑》のみ 457×279cm、他 148×118cm
Baal-Teshuva 1998, p.250.
制作年についてはマルトー参照（Marteau 1972, p.99）。
マルク・シャガール

図

ポカンティコ・ヒルのユニオン教会のための

ステンドグラス《磔刑》1966 年
84

457×279cm

Baal-Teshuva 1998, p.250.
制作年についてはマルトー参照（Marteau1972, p.99）。
マルク・シャガール

図

年
85

チューデレイの諸聖徒教会の内陣の窓

1967

324×190cm

Chagall Glass at Chichester and Tudeley, ed. by Paul Foster, Chichester:
University College Chichester, 2002, p.70.
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マルク・シャガール

チューリッヒのフラウミュンスター教会ステ

ンドグラス 1969-70 年 北の窓（預言者中心）978×95cm、東側左の
図

窓（ヤコブ中心）925×98cm、東側中央の窓（キリスト中心）
86

1122×130cm、東側右の窓（シオン中心）925×100cm、南側の窓（律
法中心）977×96cm。
Vogelsanger-de Roche 1971, pp.10-11.
マルク・シャガール

図

87

ンドグラス

チューリッヒのフラウミュンスター教会ステ

1969-70 年

Ingrid Riedel, Marc Chagalls Grüner Christus, Olten: Walter, 1985.
マルク・シャガール
図

88

ンドグラス

チューリッヒのフラウミュンスター教会ステ

1969-70 年

北の窓

部分図

Vogelsanger-de Roche 1971、添付資料。
ランスのノートル・ダム大聖堂
図

89

平面図

Patrick Demouy, Rheims Cathedral, transl. by Monique Dumond and André
Le Coz, Saint Ouen: La Goélette, 1999, p.6.
マルク・シャガール

図

90

ステンドグラス

ランスのノートル・ダム大聖堂

正面祭壇の

1973-74 年

著者撮影（2009 年）
マルク・シャガール
図

91

ステンドグラス

ランスのノートル・ダム大聖堂

正面祭壇の

1973-74 年

Guerlin 2005, p.19.
マルク・シャガール
図

92

ステンドグラス

ランスのノートル・ダム大聖堂

1973-74 年

Guerlin 2005, p.15.
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正面祭壇の

マルク・シャガール
図

93

ステンドグラス

ランスのノートル・ダム大聖堂

正面祭壇の

1973-74 年

Guerlin 2005, p.23.
マルク・シャガール
図

94

ステンドグラス

ランスのノートル・ダム大聖堂

部分図

正面祭檀の

1973-74 年

著者撮影（2009 年）
マルク・シャガール
図

ラス
95

チチェスターの聖三位一体大聖堂ステンドグ

1977-78 年

Chagall Glass at Chichester and Tudeley, University College Chichester,
2002, p.18.
マルク・シャガール

図

ラス
96

1977-78 年

チチェスターの聖三位一体大聖堂ステンドグ

習作

Chagall Glass at Chichester and Tudeley, University College Chichester,
2002, p.13.

図

サールブールのコルデリエル礼拝堂
97

著者撮影（2009 年）
マルク・シャガール

図

98

グラス

1976-78 年

サールブールのコルデリエル礼拝堂ステンド
1200×750cm

L'Hôte 1996, p.12.
マルク・シャガール
図

99

コルデリエル礼拝堂ステンドグラス

部分図

コルデリエル礼拝堂ステンドグラス

部分図

1976-78 年
L'Hôte 1996, p.12.
マルク・シャガール

図 100 1976-78 年
L'Hôte 1996, p.54.
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マルク・シャガール

コルデリエル礼拝堂ステンドグラス

部分図

コルデリエル礼拝堂ステンドグラス

部分図

図 101 1976-78 年
L'Hôte 1996, p.52.
マルク・シャガール
図 102 1976-78 年
L'Hôte 1996, p.56.

図 103

マインツの聖シュテファン教会

平面図

Mayer 2009, S.4.
マルク・シャガール

図 104 ス

マインツの聖シュテファン教会ステンドグラ

1976-1984 年

著者撮影（2012 年）
マルク・シャガール

マインツの聖シュテファン教会ステンドグラ

図 105 ス 1976-1984 年
Mayer 2009, S.31.
マルク・シャガール
図 106

側の窓

部分図

マインツの聖シュテファン教会

正面祭檀右

1976-1984 年

Klaus Mayer, Ich stelle meinen Bogen in die Wolken-Die Chagall-Fenster zu
St.Stephan in Mainz, Bd.2, Würzburg: Echter Verlag, 1979, S.63.
マルク・シャガール《街の魂》1945 年 カンヴァス・油彩 107.0×82.0cm

図 107

ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、 国立近代美術館蔵
『マルク・シャガール展』目録、日本テレビ放送網、2002 年、100
頁。

図 108

エドゥアルド・ストロレイ《ロシアの勝利》1979 年
Rajner 2008, p.65.
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所蔵先不明。

マルク・シャガール《二重像》1924 年 カンヴァス・油彩 130.0×100.0cm
図 109

名古屋市美術館蔵
『シャガール展‐Marc Chagall and Jewish Mysticism‐』目録、谷口事
務所、2007 年、53 頁。
パーヴェル・クズネツォフ 《青い噴水》 1905-06 年 カンヴァス・

図 110 テンペラ

127×131cm トレチャコフ美術館蔵

Михаил Киселев, Павел Кузнецов, Москва: Белый Город, 2002, стр.13.
マルク・シャガール《ベラ》1909 年
図 111 ク、ペン

ベージュ色の紙・褐色のイン

16.4×12.3cm プーシキン美術館蔵

Шагал 2005, стр.89.
マルク・シャガール《掟の板を割るモーセ》1955-56 年

紙・油彩

図 112 228×152cm ヴァルラフ・リヒャルツ美術館蔵
Meyer 1961, S.551.
パブロ・ピカソ《アヴィニョンの娘たち》のための習作 1907 年 カ
ンヴァス・油彩 65×58cm ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、国
図 113

立近代美術館蔵
カーステン＝ペーター・ヴァルンケ著、マリコ・ナカノ訳、インゴ・
Ｆ・ヴァルター編『ピカソ』タッシェン・ジャパン、2007 年、157
頁。
マルク・シャガール《雅歌Ⅲ》1960 年 布に貼った紙・油彩 149×210cm

図 114 「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館蔵
『ラ ミューズ』第 13 号、講談社、1992 年、27 頁。
マルク・シャガール《雅歌Ⅲ》部分図
図 115 彩

1960 年

布に貼った紙・油

149×210cm 「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館蔵

著者撮影（2009 年）
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マルク・シャガール《アポリネール礼賛》1911-12 年

カンヴァス・

油彩、金銀粉 200×189.5cm アイントホーフェン市立ファン・アッ
図 116

ベ美術館蔵
インゴ・F・ヴァルター、ライナー・メッツガー編、はまみつお訳『マ
ルク・シャガール－詩としての絵画』ベネディクト・タッシェン出
版、1993 年、26 頁。
マルク・シャガール《時は岸辺のない河》1939 年

図 117 彩

カンヴァス・油

192.1×151.4cm ニューヨーク近代美術館蔵

Duchen 1998, p.236.

図 118

マルク・シャガール《エッフェル塔》手彩色エッチング
Harshav 2004, p.540.
マルク・シャガール《誕生》1911 年

カンヴァス・油彩

46×36cm

図 119 個人蔵
Breton 1991 邦訳 81 頁。

図 120

マルク・シャガール《主人の昼食を運ぶ犬》
森口多里・編『巴里新興絵画選集』平凡社、1933 年、10 頁。

マルク・シャガール《灰色の恋人たち》1916-17 年 カンヴァスに貼
図 121

ったボール紙・油彩 69×49cm ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、
国立近代美術館蔵
『マルク・シャガール展』目録、日本テレビ放送網、2002 年、60 頁。
川口軌外《ボヘミアン》1928 年

図 122

カンヴァス・油彩

116.5×80.3cm

和歌山県立近代美術館蔵
『川口軌外展：ある洋画家の軌跡』和歌山県立近代美術館編、1999
年、35 頁。
マルク・シャガール《白い襟のベラ》1917 年

カンヴァス・油彩

図 123 149×72cm ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、国立近代美術館蔵
インゴ・F・ヴァルター、ライナー・メッツガー編、はまみつお訳『マ
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ルク・シャガール－詩としての絵画』ベネディクト・タッシェン出
版、1993 年、43 頁。

図 124

マルク・シャガール《老船長》『読売新聞』1948 年 3 月 12 日、朝刊
2 面。
中山巍《マルク・シャガール模写

図 125 ス・油彩

船長の顔》1928 年頃

カンヴァ

39.0×26.0cm 個人蔵

『中山巍‐岡山県立美術館自主企画特別展』1999、49 頁、図版 55。
マルク・シャガール《アクロバット》1926-27 年 カンヴァス・油彩
図 126 116×90cm 個人蔵
Meyer 1961, S.357.
飯田操朗《デッサン》紙（裏に裸婦）・コンテ

28.7×21.2cm

図 127 『飯田操朗と前衛の時代展』姫路市立美術館・編、朝日新聞社、1996
年、図版 76。
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