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凛としながらも儚く消えゆく形と、鮮やかさと陰りが共存する色彩で、
自分にだけ見えた何か。自分のような何か。消えようとする情緒的事象を
抽象表現で画面に留める。

（佐野広章「不可視の情緒的事象を画面に留める」
企画展「桐生のアーティスト2022　NaturalMindandNaturalColorinKIRYU」に寄せられたテキストより）

ことば　135

佐野広章《hide in steam》2022年 木版（水性凸版）・和紙 90.0×70.0cm 作者蔵
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　大川美術館では、3 回目となる桐生ゆかりの
アーティストによるグループ展が開催されてい
る。8 名の作家と特別出品者からなる多彩な作
品をゆるやかに束ねているのは、展覧会名にも
なっているナチュラルマインド、ナチュラルカ
ラーというテーマである。桐生ゆかりの作家と
いっても、桐生との関わりは作家によってそれ
ぞれで、桐生で生まれ育った人もいれば、アト
リエを求めて移り住んだ人、就職を機に通うよ
うになった人もいる。自然豊かで古くから「織都」
として栄えた伝統を今も誇りをもって支える町、
桐生には、個性豊かなアーティストが現在も行
き来して、活気をもたらしているようにみえる。
今回は、インタビューで得た作家の言葉を交え、
2 名の作家を取り上げたい。

　難波多輝子は、21年前、夫で彫刻家の丸尾康弘
とともに、繊維産業遺産であるノコギリ屋根工
場をアトリエとして使うことになり、桐生に移
り住むようになったという。きっかけは偶然と
もとれるが、大学でデザイン、特にテキスタイ
ルに興味を持った難波にとって、桐生はあこが
れの地でもあったという。しかし気負いすぎる
ことなく、制作への向き合い方はごく自然体で
あった。日々の生活の中で、染や織による制作
は自分にとって工程が多すぎて継続が難しいと
感じると、自然に油彩やアクリルによる絵画の
制作に、また版画の表現へと移っていった。
　作品は、画面全体を淡い色合いで四角や三角
などの形が埋め尽くしている。幾何学的な形で
あるが、無機質な感じはなく、見る者が思い思
いに水や植物、道や畑など自然の風景を想像す
ることができる。《ゆめのはなし》というタイト
ルが並び、シリーズともとれるが、自身にとっ
ては何を描いているかはあまり問題ではなく、
構成や調和に関心がいくのだという。考えるこ
とが好きで、アクリルで描くときは下図を描か
ずに描き始め、ゴールが決まっているわけでも
ない。ひとつの作品を何年も描き続けることも
ある。会場には油彩画、アクリル画、版画などが
展示されているが、油彩画には不透明な絵の具

の厚みが感じられ、アクリル画には色の重なり
によってわずかな奥行きを感じさせる。若い作家
に触発されてかつてアクリルを使い始め、絵の
具が乾く速度が心地よかったが、最近は速すぎ
ると感じるようになり、再び油絵を手に取った
という。
　さらに、難波の木版画の表現には透明感がより
強く感じられ、小さな画面の中に作者の世界観
が率直に現れているように思う。下図なしに描
き始めるアクリルに対し、木版は、木を彫り版
を重ねる工程を経ながら一歩ずつ完成に近づいて
ゆく。技法にはあまりこだわりすぎず、しかし技
術の習熟の先の新たな可能性を取り入れながら、
日々考えることを文字ではなく絵で描く、作者が
長い間続けてきたそんな自然体の制作姿勢が見る
者にそこはかとない安心感をもたらすのかもしれ
ない。

　佐野広章は、木版による表現を追求し続けて
いる作家である。その過程で版画家・清宮質文
（1917-1991）の木版画に出会い、その多様な表現
に魅了され、一枚の絵を描くように版画を作る
ことを目指すようになる。埼玉県生まれで、桐
生大学短期大学部アート・デザイン学科で教え
始めたことがきっかけで桐生と関わることにな
る。都市部では人と人とがふれあう時間が長い
が、自然豊かな群馬では余白の時間が長く、自
分と向き合えるようになったという。佐野の抽
象世界は、人の形を変容させたものから次第に
果実や木の葉など自然をモチーフにするものに
変化していったようだ。桐生の空気を気持ちよ

「桐生のアーティスト2022」を訪れて 
神尾　玲子

難波多輝子《ゆめのはなし》
2020年 アクリル・カンヴァス 45.5×53.0cm
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く感じ、それが自身の作品に影響しているので
はないかと振り返る。
　会場は、大小の画面が壁いっぱいに配置され
て展示壁がまるごと作品になったような展示で
ある。真っ白の背景から不定形のシャープな形
が軽やかに踊り出し、鮮やかな色彩と共演して
いる。さまざまな技法や制約の多い版画と向き
合い、自分の中でルールを定め、その中ででき
ることをやりきるとの思いで作品を制作してい
るという。木版画は、摺りによって色を重ねて
も絵の具が盛り上がらず、透明感を失わない。
佐野によれば、版画は彫ること以上に摺ること
によって思い描く世界に近づくことができるの
だが、それには摺る際の水彩絵の具の水加減が
イメージを左右するのだという。

　こうして得た佐野特有の絵肌に今、変化の兆
しが見えている。最新作を見ると、これまでは
水底まで見通せるようだった透明な色彩の重な
りが、少し陰って霧がかったように感じられる。
画面は不定形から四角に戻り、線から面の表現
となってあいまいさや抽象性を増している。佐野
は一貫して生物が生まれて消えるさまを同時に
画面に表現しようとしてきたが、今や生物をつ
つみこむ空気に形を与えようとしているようだ。
自然は消えることなく画面の底に隠され、包み
込まれているようにみえる。作者に今後の展開
を聞いてみると、とけるような面の重なりを摺
りの水加減によって追求する一方で、抽象の中
にも形を感じさせるような表現にチャレンジし
てみたいという。画面には、不安よりも安堵感
とやさしさが感じられた。

（群馬県立館林美術館　学芸係長）

　2020 年からはじまった企画展「桐生のアーティ
スト」は、その名のとおり桐生出身、もしくは桐
生を拠点に活動をつづける作家を紹介している。
私自身が桐生出身ということもあり、毎回どんな
アーティストが参加しているか楽しみにしている。
　3 回目となる今年のテーマは「ナチュラルカ
ラー」で、自然と調和する色彩に注目して作家選
定がなされたという。本展覧会を観覧し、展示さ
れた作品のなかから、テキスタイルを中心に思っ
たことや感じたことを述べていきたい。
　冒頭部分では、特別出品として天然染色研究所
の田島勝博の仕事が紹介されている。以前、アー
ツ前橋で招聘したアーティストと一緒に天然染色
研究所を訪れ、染色体験をした。植物を煮詰め
て、媒染を加えて、小さなスカーフを染めた。乾
燥した植物を煮出すときの匂いや、媒染を加えた
ときに「パッ」と色が変わった瞬間の興奮を今で
も覚えている。そのときにも話していただいたの
が、展示で紹介している「外服」と「内服」とい
う話だった。江戸時代には、疱瘡（天然痘）は子
どもを育てる際にもっとも恐れられた病気であっ
た。疱瘡を軽く済ませるためには、紅色を使うの
がいいと信じられていたので、病気の子どもには
紅染めの衣を着せて、病室の入り口には紅染めの
のれんをかけ、紅色の玩具や絵本で遊ばせたとい
う。「草木の生命（いのち）を布が内服して、あ
らわした色を人が外服として身にまとう」との言
葉は、本展に出品している RIPPLEYōHINTEN
（以降、リップル洋品店）の制作にも通じるようだ。

テキスタイルを中心に思ったこと、感じたこと
「桐生のアーティスト2022 Natural Color and
　Natural Mind」展より 

辻　瑞生

佐野広章 展示風景

特別出品 天然染色研究所　展示風景
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　次に、土田好江の作品は群馬県展で知ってい
たが、直接お会いしたのは 2020 年のギャラリー
君香堂での三人展だった。この時もポリプロピ
レンのシリーズが展示されていたと記憶するが、
今回レビューを書かせていただくにあたり、改
めてお話を伺った。
　土田が染織をはじめたのは結婚後、子育てを
しながらの 30 代後半からで、最初は、群馬県
繊維試験場で武藤和夫の在職当時に指導を受け、
織物の基本を学んだ。3 年で一通りの工程を学
び着尺を仕上げるほどになったが、自身が制作
したいのはインテリアとしての織物、つまりタ
ペストリーの制作であると気づき、当時、テキ
スタイルプランナーの新井淳一も講師を務めて
いた大塚テキスタイルで聴講生として学んだ。そ
の後も、技術習得のため、京都にある川島テキ
スタイルの短期講習への参加、藍染めや草木染め
などを学びながら独自の道を模索した。2004 年
に開催された第５回有鄰館芸術祭・ファイバー
アート展「発光する布」展では、地元桐生を代
表して新井淳一とともに選出された。
　展示作品の《Raindrop》《Raindrop2022》は、
ポリプロピレンのテープを緯糸に使っており、
照明を受けて経糸の隙間から柔らかい光を放って
いる。県展で知事賞を受賞した 2000 年頃から使
用し始めたと言うが、きっかけは織始めのときに
太い糸の代わりに使用したのがはじまりという。
この素材は土田の特徴の一つといえる。

　また同構図の 5枚の織物を重ねた《スーパーク
レッセント》、《鶏頭》、《睡蓮》は、絣の美しさが
映える作品である。縦糸と横糸の交わりで柄を表
現する絣の、計算では生み出せない微妙な曖昧さ
とも言える「揺らぎ」が趣深い。また縦方向に
１本の直線が配され画面全体を引き締めている。
絣は膨大で細やかな工程を必要とするが、土田は
すべてを自分自身で行う。時間をかけて完成させ
る作品には、作家が目にする自然の色彩や風土が
優しい眼差しとともに織り込まれている。
　最後に、リップル洋品店は、夫の岩野開人が
染色、妻の岩野久美子がデザインを担当して

RIPPLE YōHINTEN《具体》
2022年 渋柿の発酵液・麻布　h.168.0cm

土田好江 展示風景
左から《Rain drop》2019年、《Rain drop 2022》2022年、《スーパークレッセント》2015年、《鶏頭》2013年、《睡蓮》2012年
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おり、ひとつの地域で織り、編み、染色加工など、
実に細かく複雑な分業工程ごとに専門の技術を
持つ織元や職人がいる。この３組も、その技術
を学び、制作してきた。産業は衰微しているが、
織都・桐生の技術や想いが受け継がれていると
思うと心強い。

（アーツ前橋学芸員）

　当館では 7月末より東海道五十三次をテーマと
した企画展を開催し、江戸時代の絵師歌川広重に
よる「狂歌入東海道」と大正時代の東京漫画会の
漫画家たちによる「東海道五十三次漫画絵巻」を
並べて紹介した。いずれの作品も当館の収蔵品で
あり、広重の浮世絵については開館当初からの
所蔵、東京漫画会の漫画絵巻については開館後
1995（平成 7）年度に購入したコレクションであ
る。また、展覧会の最後には特別出品として、桐
生市の藝術大使でもある現代美術家の山口晃によ
る東海道の出発点「日本橋」を描いた作品として、
「月刊モーニング・ツー」（講談社）にて掲載の
マンガ『趣都』より「日本橋ラプソディ」の中編
および後編その壱の原稿と、木版画《新東都名所
東海道中日本橋改》を展示した。本展はこれに
より、およそ 100 年ずつの時を隔てた江戸・大正・
現代の三つの時代の「名所」イメージをご覧いた
だくよう構成した。
　以下、展示室概要とイベントを紹介したのち、
三つの展示作品について記したい。

展示室概要
　展示室では、東海道の場面を 5 つに分け、作
品とともに地図上で地理的な位置を確認しなが
ら鑑賞できるように、各宿場を掲載した地図を
パネルにて展示した。地図には東海道のほか、
新幹線、高速道路も記載し、徒歩での江戸時代、
車での大正時代から交通手段が発達した現代の
交通網の変化もわかるようにした。また、桐生
の地で東海道展をするにあたり、最初の展示室

おり、現在は月はじめの７日間だけ開くアトリ
エショップを運営する制作ユニット。サイズも
色もデザインも一つずつ重なることがない 1 点
ものが特徴で、効率的で合理性を求めることな
く、衣服と人に寄り添った制作をしている。アー
ツ前橋のショップ mina で展示会が開催された
ことがあり、私も何着か見ていた。
　階段の踊り場に展示された、濃淡の違いのあ
る柿渋の麻の衣服が幾重にも掛けられた《具体》。
タイトルは、久美子が常々思考しながら制作して
いる気持ちを具現化したものとして、つけられた。
堅牢度が高く、防虫、防臭、防水などの効果から
古くから使用されてきた柿渋染の技法と、同じく
古くから着用されてきた麻を素材にすることで、
衣服の長い歴史への眼差しもうかがえる。
　《青の旅》は白地の衣服の上に、無数の青系の
糸でランダムに刺し子のような運針ともに33ヵ国
語の「青」を意味する単語が刺繍されている。開
人が染めた糸のほか、過去に旅した世界各地で出
会った糸など約 50 色の青糸が使われているとい
う。「青」と言っても、国や地域、文化によって
もイメージする「青」は違うだろうし、そもそも
私が網膜を通して見ている青と、他人が見ている
色は同じではない。この作品に限らず 4点の出品
作からは衣服も色も人間も、ひとつひとつ、ひと
りひとり同じでないということをストレートに
伝えている。

　おわりに、古くから織物の産地として栄えた
桐生には、織物の生産に必要な技術が集積して

歴史が交差するイメージの旅
展覧会報告「「東海道五十三次漫画絵巻」と
歌川広重 「狂歌入東海道」」

大谷　明子

RIPPLE YōHINTEN《青の旅》
2022年 藍、染料・綿糸、綿布 h. 112.0cm
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に貼り込んで写真を撮影し、その場で缶バッチ
にしてお持ち帰りいただいた。ワークショップ
終了後は、完成した一コマ漫画を成果物として
会期中廊下にて展示した。
　解説会についてはコロナウイルスの感染拡大
防止の観点から来場者を一箇所に集めての開催
はいまだむずかしい状況であった。そこで、夏
休み終盤の週末にあたる時期に小中学生を対象
として夏休み特別企画「学芸員とおはなしして
みよう！」を 3 日間に限り開催した。展示室内
に常駐する学芸員に、来場者が展示を見て気に
なったことなどを自由に質問したり話したりし
ていただいた。夏休み中の親子と会話する中で、
小中学生の展覧会の感想を直接伺える機会とも
なった。

広重と「狂歌入東海道」
　「東海道五十三次」の浮世絵で知られる歌川広重
（1797-1858）は、安藤徳太郎として江戸の八代
洲河岸定火消同心の家に生まれる。13 歳の時
に名を重右衛門と改め、15 歳で歌川豊広（1776-
1828）に師事し、歌川派の絵師として、師の豊広
と重右衛門から一字ずつとった「広重」の名を
与えられた。当時江戸庶民の間では旅行ブーム
が沸き起こり、さらに十返舎一九の滑稽本『東
海道中膝栗毛』によって東海道の旅が注目され
るようになる。広重は、保永堂より依頼をうけ
1833（天保 4）年《東海道五拾三次之内》を描
いたのが人気を博し、以後風景画の名手として
各地の名所や街道の景色を生涯にわたって描き
続ける。その数は東海道を扱った揃物だけでも
20 種類以上にのぼり、東海道の宿場を描いた街
道絵は、「保永堂版」「行書版」「狂歌入」などと

の前には日本橋から桐生への地図を設置し、ま
ずは頭の中で地図上を移動してもらい、展示室
からはじまる東海道のイメージの旅へとご案内
することとした。
　加えて、江戸時代には一大機業地として発達
していた当地、桐生市より天保期の通行手形も
お借りできたため、江戸時代の旅の参考として
古銭、古書店よりお借りした薬入れ、矢立など
の旅の携帯品とともに展示した。
　本展の終わりには、参考展示を設けて昭和期
作成の復刻版の浮世絵版画により、広重の有名
な「保永堂版」など大判 12 点の図像を紹介した。
本展の開催は夏休み期間中にあたり、授業で
木版画や江戸時代の町人文化として歌川広重の
浮世絵を習う小中学生を想定し、代表作の図像
や大判と中判の大きさの違いを確認できるよう
にした。

関連イベント
　会期中イベントとして、会期半ばに桐生大学
短期大学部アート・デザイン学科との連携で学
生による企画のワークショップ「みんなで漫画
の一コマを作ろう！」を開催した。オリジナル
のキャラクターと吹き出しを和紙に描き、拡大
した広重の浮世絵に貼って東海道五十三次の
浮世絵に入り込んだような一画面の漫画をつく
るという内容であった。画面にセリフとキャラ
クターを登場させ、浮世絵と漫画、アバターを
取り合わせた斬新な企画である。参加者はコピッ
クと呼ばれるマンガやイラストレーションの分
野でしばしば用いられる発色の良いアルコール
マーカーを用いて和紙に描いた。また、参加者
が作成したキャラクターをパネル化した浮世絵

桐生大学短期大学部アート・デザイン学科との連携ワーク
ショッップ「みんなで漫画の一コマを作ろう！」

地図（三島-島田）
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便宜的に通称を与え、区別されている。有名な
「保永堂版」から 10 年ほどあいて描かれたのが、
「狂歌入東海道」と呼ばれる天保後期（1840 年
頃）の中判のシリーズ《東海道五拾三次》、版元
は佐野屋喜兵衛である。狂歌とは江戸時代に流
行し、卑近通俗なことがらや諧謔を交えて読ま
れた和歌で、本作では東海道の各宿場が読み込
まれた歌が一図につき一首添えられる。狂歌は
広重自身もその名を「東海堂歌重」と号して嗜
み、狂歌本の挿絵など関連する仕事も手掛けた
ほか、「東路へ筆を残して旅の空西の御国の名と
ころを見む」の辞世の狂歌を残している。東海
道五十三次の揃物は、起点と終点に 53 の宿場を
描く通常全 55 図のところ、「狂歌入東海道」は
大判を半切した中判の紙を使い切るため、京都
をもう一図増やして偶数とした全 56 図になって
いる。画面は、狂歌を配することを想定し、上
部などに空間が広くとられ、人物も小さく、極
端な俯瞰などのない穏やかで繊細な画調が特徴
である。

東京漫画会と「東海道五十三次漫画絵巻」
　東京漫画会は、日本で初めての漫画家集団と
して岡本一平（1886-1948）を筆頭に 1915（大正 4）
年 6 月に結成された。同会員のほとんどは新聞
社に所属し漫画記者として活躍していた。また
多くが美術学校の出身でもあった。同会は、若
手漫画家たちの団結と漫画家という職業を世間
に宣伝することを目的として、「漫画祭」という
名のイベントのほか、漫画展覧会の開催、雑誌
の発行などにより注目を集め、漫画家たちの存
在を広く知らしめていった。その活動は 1923（大
正 12）年 3 月まで続き、日本漫画会に改組する。

　1921（大正 10）年、中央美術協会の企画で、
東京漫画会会員が現代の広重のつもりで車に
乗って東海道五十三次をスケッチして回り、そ
れをもとに肉筆画セットを販売する東海道自動
車旅行が計画される。この企画には読売新聞社
と朝香屋書店が後援し、会員 18 名が参加。参加
した漫画家は、在田稠、池田永治、池部鈞、
岡本一平、小川治平、幸内純一、近藤浩一路、
細木原青起、宍戸左行、清水対岳坊、下川凹天、
代田収一、中西立頃、服部亮英、前川千帆、
水島爾保布、森島直三、山田のぼるであった。
企画はあらかじめ通過の市町村に知らされてい
たため、一行は各地で大歓迎を受けつつ、賑や
かに旅をする。帰京後、会員たちはスケッチを
もとに水彩紀行漫画を一人 1 ～ 4 種、各 150 枚
ほど描き、巻物に装幀して販売されたのが上下
巻の「東海道五十三次漫画絵巻」である。
「東海道五十三次漫画絵巻」は 150 セット販売さ
れ、新聞・雑誌に広告を出して広く買い求めら
れた。本作はすべて肉筆画によるため、同じ作家
による同じ地を描いた画でも少しずつ異なって

歌川広重 《東海道五拾三次（狂歌入東海道）日本橋》
1840年頃　横中判錦絵

岡本一平 《東海道五十三次漫画絵巻 日本橋》
1921年  絵本彩色  24.7×33.0㎝

展示風景
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［企画展］
桐生のアーティスト2022 
Natural Mind and Natural Color in KIRYU

［企画展］
生誕 110 年記念　松本竣介デッサン５０

［特別出品］

私のなかの松本竣介 −堀江 栞、堀越達人−

［特集展示］
桐生のアーティストと山口 晃《ショッピングモール》
2023 年 1 月 14 日（土）～ 3月 12 日（日）

現在開催中の展覧会

次回展覧会のご案内

いる。一人が同じ図を 150 枚描くというその
数からも、制作は相当な忙しさだったと想像さ
れる。画家ごとの作風の違いもありつつ、共通
して簡略化した描写と自由でのびやかな線で一
気に描き上げられた画面は、肩の力の抜けたゆ
るさと表情豊かな人間描写のユーモアが味わい
である。当館所蔵の絵巻物は、一図ずつ額装さ
れているため、本展ではもう 1 セットの漫画絵
巻を個人よりお借りし、覗きケースにて巻物状
としても展示した。別のセットを並べることで、
肉筆画による違いや同一画家が変更を加えた作
例も比較して示した。例えば、日本橋や神奈川
を担当した岡本一平は同じ地でも描く事物や
構図、描写を変えている。

東海道を三つの時代でめぐる
　東海道五十三次の展覧会のなかでも本展の特
徴のひとつは、江戸時代の浮世絵と大正時代
の水彩漫画紀行を比較展示したことである。
「東海道五十三次」シリーズにて風景版画の名
手として躍り出た広重は、江戸時代以降、東海
道を描いた絵師は広重に限らなかったとはいえ、
後の時代の画家にも多く影響を与えてきた。先
に触れたように大正時代の「東海道五十三次漫
画絵巻」の企画もまたイメージの片隅に広重が
あった。二作品は大衆のための作品でもある。「狂
歌入東海道」は、江戸時代に身分を問わず流行
した狂歌が画に描きこまれたシリーズ、対する
「東海道五十三次漫画絵巻」は東海道の水彩紀行
となっており、画面に一言が添えられる。今回
の展示では、それぞれ狂歌、大正の漫画家たち
による筆文字を書き起こしてキャプションにて
示した。木版画と水彩、浮世絵と漫画は制作に
かかる工程や精巧さ、性質などは異なるもので
あるが、二つの時代の大衆に親しまれた東海道
のイメージと諧謔を味わうことができよう。
　特別出品の山口晃による日本橋をモチーフと
した作品では、ビルの間から、明治末期、大正
期からの石造りの日本橋、その上に現代の首都
高速道路、さらにそれらを跨いで江戸時代を思
わせる木造の太鼓橋が架けられる。日本橋がも

つ歴史とその姿が体現する重層性を独特のイ
メージとして描き出している。江戸と大正の東
海道を歩き終えた来場者がいま一度、緻密な画
面に吸い込まれるとともに、歴史が交差するイ
メージの旅へと迷い込んでいただければ幸いで
あった。

（当館学芸員）



［特集展示］
追悼：掛井 五郎（1930-2021）の版画作品
2022 年 10 月 8 日（土）～ 12 月 18 日（日）

展示風景　特別出品 山口 晃
（展示室風景の写真はすべて木暮伸也）


