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顔はコミュニケーションの鏡
　顔という言葉から、すぐに「フェイスブック」（facebook）という言葉を思いおこす人も少なくないだろう。

「フェイスブック」は、いうまでもなく、いまや 20 億人の人を繋ぐソーシャルネットワークを運営する巨
大 IT 企業名だ。巨大企業を構成する最小単位が「顔」であり、その集合体が「フェイスブック」なのである。
つまり「顔」がフェイスブックになるには、顔がばらばらな状態ではダメで、顔と顔がネットワークにより
繋がり、共同性をもってはじめて、「顔」が形づくられるということである。その意味で、世界最大のソー
シャル・ネットワーク・システムが「顔」を看板に掲げているのはまことに興味深い。
　膨大なデータや巨大なシステムに呑みこまれ、人間の存在は芥子粒ほどにも矮小化し、今にも消滅する瀬
戸際にあって、「顔」によって人間が中核となるというのはきわめて逆説的でもある。その意味で、現代に
あっては薄い皮膚で蔽われた表面にすぎない「顔」こそが、人間とは何かを定義する、もっともわかりやす
い ID である。
　目の前にいる人を、写真と見くらべてみるとどこか違っている、という印象をもったことはないだろうか。
人は片時も同じ顔をしていない。ところが、写真では表情が固定され、生き生きとした動きが消えてしまう。
顔とは常に変化してやまない、定めなき形象であり、捉えたと思う次の瞬間には別の顔をまとう。顔は自律
的に変化するのではない。見る / 見られる関係において、微妙に変わるものだ。顔はコミュニケーションの
反映なのである。いや、コミュニケーションそのものである。顔は常に他者との関係によって形づくられる
のだ。
　美術の領域で顔をテーマにしてきたのが、「肖像」（自画像も含め、およそ人の顔をテーマにしたものを含
む）である。ここでは紙幅の関係もあり、日本でもよく知られている 17 世紀オランダの画家レンブラント

（1606 ～ 69）の自画像に焦点を絞って、「魂」が顔にどのようにあらわれるかを考えてみたい。

魂の自画像
　オランダのハーグにレンブラント最後の《自画像》（図 1）がある。1669 年、亡くなる年に描かれたものだ。
レンブラントは、仕事着姿で頭に白い帽子と赤い頭飾りをつけたまことに地味な装いで登場している。身体
は画面に斜に構え、顔を少しこちらに向けている。左上から射す
光で顔の左側は明るく照らしだされている。一方右側は薄い透明
な影でつつまれ、目は深い影に沈んでいる。
　ハーグのマウリッツハイス美術館でこの絵の前に立つたびに私
は、そこを去りがい気持ちに襲われる。一度その前を離れてから
きまってもう一度その絵の前に戻ってくる。この自画像のなにが
見るものをひきつけてやまないのだろうか。
　レンブラントの晩年の絵によくみられる細部にこだわらない、
早いタッチで描くその圧倒的な力量に魅惑されるのだろうか。粗
描きながら顔の特徴を的確にとらえる技量は、名人芸そのものだ。
たしかにその技量は私たちを驚かすに充分だ。しかし、それだけ
ではない。微かにアイライトの入った右目には何ものをも見ぬく
ような犀利な知性が宿り、影に沈みながら僅かにこちらを見てい

図 1　レンブラント、自画像、1669 年、マ
ウリッツハイス美術館、ハーグ
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る右目には内に秘められた静かな感情が感じられる。この柔和な右目と影で暗くなった左目とのコントラス
トは絶妙である。その結果として、見るものは、レンブラントの自画像にとらえようとしてとらえきれない
一人の人間の魂を感じるのである。
　この時代、両目をレンブラントのように描き分ける画家は希であった。17 世紀のオランダの肖像画を観
察すると、目の光彩まで写実的に描かれた作品は珍しくない。その技量には驚嘆させられるものの、そのた
め逆に顔のイメージが固定されてしまい、見るものは、描かれた人物の内側に揺曳する感情や息づかいをと
らえにくくなる憾みがある。私たちが、描かれた人物をじっと眺めながら、その人物と対話を重ねるように
うながすのは、その表情をとらえようとすることから始まる。その人の内面があらわれるのは表情であり、
表情をよみとる上で決定的な役割を担っているのが、目である。
　レンブラントの自画像は目の表情から、明るい面と暗い面が内面に渾然一体として存在していて、それが
見るものに人間的な深さを感じさせる。そこに輝いている人間性は、日々の生活の忙しさにかまけ、大切な
ものをどこかに置き去りにしてきたような現代人の日常に揺さぶりをかける。レンブラントの視線は普段忘
れてしまっていることを想いださせてくれるのだ。「人はどう生きたかではなく、こらからどう生きようと
しているのか」あるいは「人生でもっとも大切なことは何なのか」といった、根源的な問いが突きつけられ
るのである。
　私たちを魅惑するのは、この自画像が私たちの心をかき乱すと同時に、生きる勇気をも与えてくれるから
だ。口元に僅かに笑みを浮かべて穏やかな表情をした、老境の画家の落ちついた面持ちは慰めにみちている。
人生の山や谷などさまざまな経験を重ね、たどり着いた末の人を包みこむ温かさと、人を見下すような傲慢
さとは正反対の謙虚な表情は、だれもが避けて通れない老いについて、静かに語りかけてくるようだ。その
場を去りがたく感じるゆえんである。
　レンブラントの自画像のように魂を感じるということは、べつのいいかたをすればそこに唯一無二の個人
の存在を感じとるということにほかならない。それでは、描かれた顔に個人を見るようになるには、どのよ
うな歴史を辿ったのだろうか。

神から人間へ
　古代ギリシアのアクロポリスから出土した《ペプロスの少女》（図 2）を見てみよう。数多く発掘された
像の中でもひときわ際立っているのが、紀元前 6 世紀前半のこの少女である。ここで特に注目したいのが
表情だ。すっと立った落ちついた身振りの少女の顔は、口元に柔和な微笑みを湛えている。その微笑みはア
ルカイックスマイルと呼ばれ、見るものは、その澄みきった微笑みに精神の明澄さを感じとる。健全な精神
は健全な肉体に宿るとは、古代ギリシアのモットーであった。この少女像の穢れなき微笑みこそ、キリスト
教の原罪のような、個人が未生前から背負わされた苦悩を経験する以前の幸福な時代の人間の一時を表して
いると考えられた。
　しかし、こんにちの見方では、この奉納像の微笑みは、個としての人間の感情の発露ではなく、その時代
の理想型を表象していると考えられている。つまり、少女の顔は、
内面性をうかがわせる魂の窓ではなく、個人を超えた存在を映す
鏡として機能していたというわけだ。18 世紀の古典主義者にし
てギリシア美術史の産みの親でもあるヴィンケルマンが、ギリシ
ア美術の特質を「高貴な単純さと静謐な偉大さ」と言いあらわし
たことに通じている。
　リアリズムを基本におき外見と内面との一致を唱えるギリシア
思想から、外見と内面との不一致を旨とするキリスト教が支配す
る中世ヨーロッパの顔の典型はなんといってもキリストの顔であ
る。
　古代ギリシア・ローマの神々の世界からキリスト教が圧倒的
になると、描かれた顔にも大きな変化がみられる。8 世紀末から

図 2　ペプロスの少女、紀元前 540/30 頃、
アクロポリス美術館、アテネ
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9 世紀の初頭にキリスト教布教の最北部にあたるスコットランド西岸のアイオナ島で制作された世界でもっ
とも美しい 4 福音書の装飾写本の一つに『ケルズの書』がある。この中の一葉に「キリストの捕縛」（図 3）
がある。兵士によって左右の手を握られ自由を奪われたキリストが正面観で描かれている。両目を大きく見
開いているが、その表情からはなんら緊迫した状況は伝わってこない。キリスト教図像について知識のある
人ならともかく、いきなりこの絵を見せられたら、捕縛されたキリストがやがて磔刑へといたる「受難」の
始まりだとは見えない。
　古代末期の《ラオコーン群像》（図 4）と比較してみれば、違いは一目瞭然だろう。トロイ戦争の終局に
いたる「トロイの木馬」の計略を信託によって察知したラオコーンが、秘密の露見をおそれるギリシア側に
与する神々によって差し向けられた蛇によって息子ともども殺害される場面だ。古代世界とキリスト教世界
とにあらわれた表情の違いはいったい何に由来しているのだろうか。

図 3　キリストの捕縛『ケルズの書』9世紀
初期、トリニティ・カレッジダブリン

図４　ラオコーン群像、ヴァチカン美術館、ヴァチカン

　ギリシアの神々は、たしかに超人的である。しかし、オリンポスの神々の中でもっとも強大な神であった
ゼウスにあっても、その所業は、まるで人間と変わりがない。逆にいえば、スケールの違いはあれ、神の世
界は人間の世界の鏡なのである。人間世界から超越した世界は否定され
ている。だからこそ、神話の世界は人間と同じ現実世界の出来事と変わ
るところがない。それが、古代世界と初期キリスト教の美術にあらわれ
た顔の違いなのである。
　14 世紀、イタリアに発する文化運動であるルネサンスが顔の捉え方
にとって決定的な転換点となる。顔に個人の徴が刻まれるようになる。
個人を描く肖像画があらわれる。そのモデルとなったのが古代のメダル
や貨幣に刻まれた皇帝の肖像である。それらは、横顔で描かれていた。
レオネッロ・デステを描いたピサネッロ（1394 頃 ? ～ 1455）の肖像（図
5）を見てみよう。厳格な表情をしているレオネッロを真横から描いた
ものだ。宗教上の人物画ではなく、特定の個人の顔である。見開かれた
目、印象深い鼻、ぎゅっと真一文字に結ばれた唇から、きわめて意志の
強い、志操堅固な人物として表されていることがわかる。しかし顔の半
分しか描かれていないため、どのような人なのか、あまりよくわからな
い。この特徴は、おそらく統治者としての社会的な地位を体現する人物
としてデステを表現したからであろう。これは男性肖像ばかりに見られ
ることではない。

図 5　ピサネッロ、レオネッロ・デ
ステの肖像、　1441 頃、
カッラーラ美術館、　ベルガモ
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　アレッソ・バルドヴィネッティ（1426 頃～ 1499）の手になる《ある女性の肖像》（図 6）にもデステの
肖像と同じ特徴がはっきりあらわれている。ブルーの地を背景にして立つブロンドの女性は、一見しただけ
で忘れがたいほどの強い印象を見るものに与える。顔には微かに笑みを浮かべている。前を正視する目、高
い鼻、唇の赤、ブロンドの髪、真珠飾りでついた髪を束ねるバンドなどによって、女性の華やかさと気品が
醸しだされている。
　ここにあげた 2 点の肖像は、現代のスナップ写真と同じではない。男性肖像からは、剛毅、正義など統
治者としての責任を彷彿とさせる。一方、女性の肖像からは、貞節や礼節といった女性の美徳が思いおこさ
れる。宗教性から世俗性へ移行するなかで、顔に優先されるのは、個人性よりも社会性なのである。
　個人の顔への決定的な一歩は、古代の横顔で描くスタイルから、4 分の 3 正面スタイルを獲得したことに
始まる。4 分の 3 正面が採用されたもっとも印象的な作品として、初期フランドル絵画の巨匠ヤン・ファン・
エイク（1395 頃～ 1441）の手になる《ターバンを巻く自画像》（図 7）がある。こちらを射貫くような視
線を向ける画家の顔は道徳的な典型として描かれているわけではない。また中世に見られたように、神の聖
性を人間の顔を借りて表しているわけでもない。この自画像によって試みられているのは、神の方に顔を向
ける人間ではなく、鑑賞者に向けられた顔である。自画像から顔の新しいタイプが創造されていくのである。
　この領域に決定的な刻印を遺したのが、ドイツ・ルネサンス最大の画家アルブレヒト・デューラー（1471
～ 1528）である。その代表作でもある《自画像》（図 8）を見てみよう。2010 年から 11 年にかけて国立
西洋美術館で「アルブレヒト・デューラー版画・素描」展が開催されるなど、この画家についての理解は、
日本でもかなり浸透している。
　デューラーの自画像の前に立った人がまず圧倒されるのは、正面観で堂々と自信に溢れた姿で描かれてい
ることだ。そして両目はまっすぐ正面を見つめている。胸に当てられた右手（実際は左手）は人差し指で自
身を指しており、鑑賞者におのれに注目するように促している。顔の両側には、銘文、年記、モノグラム（組
み合わせ文字）が書きこまれている。それによれば、「ニュルンベルクのアルブレヒト・デューラー、自分
自身を 28 歳の年に不滅の色彩で描いた」と記されている。
　こんにちの私たちの感覚からすれば、真正面から対象を捉えるということにとくに違和感をおぼえること
はあるまい。それどころか各種の証明写真などは、正面向きでなければ、逆に正確に本人を特定できないと
して、不適切なものとみなされるだろう。しかし、デューラーがこの自画像を描いた時代は、正面観に対す

図 6　アレッソ・バルドヴィネッティ、
ある女性の肖像、ナショナル・ギャラリ
ー、ロンドン

図７　ヤン・ファン・エイク、自画像、
ナショナル・ギャラリー、ロンドン

図 8　アルブレヒト・デューラー、自画
像、1500 年、アルテ・ピナコテーク、
ミュンヘン
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る受け取り方がいまとはかなり異なっていた。先に紹介した「デイシス」の像に見るように、正面観はキリ
ストや神を表すものであった。人間の肖像を表すときには、横顔か 4 分の 3 正面で描かれるという不文律
があった。デューラーはこの常識を破り、みずからをキリストと重ねあわせたのである。肩までたらした髪
を真ん中でわけ、まっすぐにこちらを見つめる視線には、威圧するようなところは感じられないが、すべて
を見通すような透徹した知性がある。デューラーの自画像からは並外れた聡明さと確固たる決意が伝わって
くる。画家という生身の人間でありながら、それを超えた存在として描かれる。画家がみずからを創造者と
意識したとき、自分をキリストと重ねあわせ、その背後に神を見ていたのである。逆にいえば、その人らし
さを感じさせる顔が登場するのは、神の顔に個人性を刻印することからであった。顔の獲得こそが人間の誕
生の戦いでもあったということができる。
　神に捧げる芸術から個として自律する芸術家へと歩を進めるデューラーの精神を表す記念碑的な作品が
1514 年の年記のある銅版画《メレンコリアⅠ》（図 9）である。頭に月桂冠をいただき頬杖をついて考え
こむ浅黒い顔をした有翼の人物は、理想と現実のはざまの相克に引き裂かれる芸術家の苦悩を体現している。
デューラーはメランコリーに特有な浅黒い皮膚を陰影で表現している。中世の芸術家は神を称えるために作
品を制作していたが、神から自律していく芸術家の確立が、ルネサンス以降、近代を生きる芸術家の宿命で
あった。
　ここでいうメランコリーとは、よく知られているように、人間の
体質を分類した四つのタイプ――多血質、胆汁質、粘液質、憂鬱質（メ
ランコリー）――のひとつである。古代ギリシアにあっては、あら
ゆる人はこの 4 つのタイプのいずれかにあてはまるものとみなされ
ていた。この中でメランコリーは、人間嫌い、鬱状態、はては狂気
にまでいたる、異常な精神の兆候をあらわすような性質を持つもの
とされていた。この評価を一変させたのが、古代の哲学者アリスト
テレスであった。アリストテレスは、哲学や政治や詩、あるいはま
た技術であれ、これらの領域において並外れた才能を示す人はメラ
ンコリーである、というように述べることで、メランコリーを天才
の気質にかえたのである。
　メランコリーに自分を重ねデューラーを強く意識して、内面性を
表出する自画像の画家となったのがレンブラントである。　

レンブラント
　1606 年、レイデンの富裕な製粉業者の一家に生まれたレンブラ
ントは、最初から画家を志したわけではなかった。14 歳でオランダではもっとも古い名門のレイデン大学
に登録されている。あまりにも若年の大学進学に驚くかもしれないが、それは将来進学予定のものが事前登
録をしておく慣例によると思われる。おそらくレンブラントは法律家か官吏になるつもりであったのだろ
う。しかし、レンブラントの一家は、レイデンで起こった、カルヴァン派（プロテスタントの一派でその人
が救済されるか否かは、神によって決められているという予定説を唱える）とレモンストラント派（反カル
ヴァン主義を信奉する一派）の対立に巻きこまれ、敗者となったレモンストラント派の側にあったため、そ
のまま学業をつづけても出世の道は閉ざされていた。突然、進路を 180 度変更し、画家をめざすことにな
る背景にはそうした事情が考えられる。
　1624 年頃、画家になる修業をおえ、アムステルダムから郷里レイデンに帰還したレンブラントは、自立
した画家として制作にとりかかる。これとほとんど軌を一にして自画像を手がけている。最初は画中の事件
の傍観者として自身を描きこむ、いわゆる立会人の自画像を描いたレンブラントが、単独の自画像を手がけ
るのは、レイデンでの制作が佳境に入った 1628 年ころである。その一つにぼさぼさの髪の毛をした画家
が鏡の前に立った自分を四分の三正面で描いた《自画像》（図 10）がある。現在アムステルダム国立美術館
に所蔵されている。

図９　デューラー、メレンコリアⅠ、
銅版画
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　この自画像は、一見しただけではなんら特別の印象も残さないか
もしれない。しかし、近寄ってじっくり見てみると、不思議な作
品である。左手から強い光を受けて頬と背景が明るく照らし出され
ているのにたいして、鼻や両眼は半透明な影に覆われている。影の
中から浮かびあがるレンブラントの顔に感情を読みとることはでき
ず、ほとんど無表情といってよい。
　たしかに最初はそうした印象が強い。しかし、何度かじっくり見
ていくにしたがって、顔を影に覆われたレンブラントがなにも感じ
ないで、無気力な姿で私たちの前にいるのではないことに気づく。
強い光のあたった首筋やシャツに見られる絵具の盛り上がり。そし
てとくに目をひくのは、掻き落とし（絵の具がまだ乾ききらないう
ちに絵筆の柄などを使って引っ掻くように描く技法）で、絵具層を
削り取るようにしてカールのかかった頭髪を描きこんでいること
だ。重ね塗りや掻き落としという技法は、見るものに迫ってくるよ
うな視覚的な効果ばかりでなく、触覚的でもあり、髪の毛や肌や衣
服の物質感をつくりだしている。こうした絵画的な手法によって、
無表情にみえる顔の内側に、なにか激しい感情がたぎっていることを予感させるのである。
　レンブラントは、顔を陰影で覆う自画像を油彩画ばかりでなく、版画でも多数制作している。光と影それ
に絵具の筆触という副次的な手段によって個人の内面を浮かびあがらせているのである。このように静のな
かに動を表現する、もっというと目に微かにしか判別できない徴から、激しい内面の動きを見るものに感じ
とらせる描き方は、当時のオランダにあってもきわめて斬新であった。
　というのは、こうした手法は、人間の感情は行為や身振りによって誰の目にも誤解のないように適確かつ
明晰に表現されなくてはならない、というイタリア・ルネサンス美術で確立された常識をくつがえすもので
あったからだ。たとえば、よく知られているように、レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452 ～ 1519）の《最
後の晩餐》（図 11）を見ていただくとよくおわかりいただけるだろう。キリストがこの中に私を裏切るもの
がいると告げたとき、弟子たちに激しい動揺が走り蜂の巣をつついたような騒ぎになった。静かに運命を受
けいれるキリスト、恐怖や怒り、悲しみで騒然となる使徒たち、傲然たる態度でキリストを見つめるユダが
鮮やかな対照性をなすかたちで絵画化されている。そのため、人物の表情や動作の一つひとつやその組みあ
わせを丹念に観察することで、物語に含意されているものを深く理解できる仕掛けになっていたのである。

図 11　レオナルド・ダ・ヴィンチ、最後の晩餐、１４９０年代、
サンタ・マリア・デッラ・グラッツェ修道院、ミラノ

図 10　レンブラント、自画像、1628 頃、
アムステルダム国立美術館
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影から浮かびあがる天才の徴
しるし

　顔を影で覆ってしまえば、人相の判別がつきにくくなるばかりか、なによりも表情がわかりづらくなって
しまう。たとえば逆光で撮った人の顔の写真を思いうかべてみてはどうだろうか。顔は影になってしまう。
人相をあきらかにしたくない、またそうした効果をねらった場合は別だが、常識的に肖像写真としては論外
だ。これは明らかに意識的である。常識をくつがえす手法を用いてレンブラントは、なにを描きだそうとし
たのだろうか。つまり、影によって表情の細部を隠すことで、逆になにかを明らかにしようとしたのだろう
か。
　この謎を解明する貴重な証言がある。それは、1628 年冬、彼のアトリエを直接訪問した人物の手になる
ものだ。
　その訪問者とは、オランダ総督フレデリック・ヘンドリック（1574 ～ 1647）の秘書官コンスタンティン・
ハイヘンス（1596 ～ 1687）である。ハイヘンスは現代でいえば宰相と財務大臣を兼任するような権限を
もっており、新生オランダの国政の舵取りにも欠かせない人物であった。しかも当代きっての人文主義者で
芸術にも精通しており、総督コレクションのための芸術作品の購入にかんする裁量権をも握っていた。そん
なハイヘンスには、新しく誕生した国家は芸術によって他国と差別化されるべきであり、自国の芸術は古代
やイタリアの芸術にも匹敵するものになってほしいという強い願望があった。彼は『自伝』のなかで、オラ
ンダで活躍していた画家を 30 人あまりもあげており、レンブラントも鬼才として含まれていた。
　ハイヘンスによれば、レンブラントは狂気じみたほど仕事に没頭しており、そのためにおよそ若者らしく
なく、まるで老人のようであったという。ハイヘンスがレンブラントを評して狂気じみたといっているのは、
けっしてネガティブな意味ではなかった。「才能ある人には一種狂気じみたところがつきものだ」といって
いるからだ。むしろ、創造的な作品を生みだす積極的で肯定的な源泉とみなしていたのである。ハイヘンス
自身メランコリー症に苦しんでいただけに、他人のなかにその特徴を素早く見てとり、その長所も理解して
いたのであろう。
　芸術家レンブラントにとってこの気質は、みずからを天才として自覚しただけでなく、その徴として独自
の作品を制作させていく駆動力ともなった。人物を描くということは、外見を描くことではなく、絶えず変
化する魂を捉えることである。執拗なまでの観察力の源泉として、メランコリー気質はレンブラントにとっ
てポジティブに作用したのである。

感情の描写
　レンブラントの自画像に怒りや笑いといった直情的な感情をはっきりとあらわしているものがある。その
代表的な作品が 1630 年に制作された 4 枚の版画（図 12 ～ 15）である。すなわち、口を開けて叫んでい
るような自画像、目を大きく見開いて驚愕している自画像、怒りをふくんだ不機嫌な顔つきをした自画像、
笑う自画像である。
　感情をむき出しにした自画像は、鏡のなかの自分をじかに観察して描いたもので、人物の感情表現を研究
するための実験という性格ももっていた。物語画の登場人物の習作も兼ねていたのである。物語画こそがも
っとも高尚な絵画とみなされており、物語画を手がけることが画家としてのステイタスを確立する道であっ
たからだ。
　レンブラントはこうした物語の場面に際会したとき自分はどのように感じ、どのように振る舞うのか、と
いうことに独立した自画像を描きはじめる前から強い関心を持っていた。ごく初期の作品である《聖ステフ
ァノの石打ち》（図 16）にすでにそうした試みが見られる。ステファノはキリスト教徒として最初の殉教者
であった。群衆がステファノを殺害するために一斉に投石している。その左手の馬上の人はサウロ（のちの
パウロ）である。ステファノの背後から頭上に掲げた石を打ち下ろそうとしている処刑人の右手から殉教者
の方を振り返る若者（図 17）が見える。この若者こそレンブラント自身である。凄惨な殉教の現場の目撃
者としてなすすべもなくその場に踏みとどまっているレンブラント自身の姿である。しかし、たんなる傍観
者としてではなく、恐怖と惻隠の情で顔を引きつらせるレンブラントの表情は、圧倒的な臨場感をもって見
るものの注意を喚起する。
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　鑑賞者に深い感動を与えるような物語画を描くには、登場人物の性格や表情を彼らがおかれていた状況に
即して適切に描き分けなければならなかった。
　レンブラントは観察にもとづき自画像を描くことで、歴史的あるいは宗教的な場面に際会したとき、自分
ならばどう感じるだろうか、どう振る舞うだろうか、そのとき自分はどのような顔をしているのかを実演し
てみたのである。そうすることで見るものが同じように事件に立ち会い、ときに主人公が直面した状況を共
有することで、切羽詰まった緊迫感をじかに体験できるような瞬間を描いたのである。初期レンブラントの
傑作《十字架のキリスト》（図 18）で、虚空にむかって切実な叫びをあげるキリストの怒りと悲しみのない

図 12　レンブラント、叫ぶ自画像、1630 年

図 14　レンブラント、顔をしかめた自画像、1630 年

図 13　レンブラント、笑う自画像、1630 年

図 15　レンブラント、帽子をかぶり、口を開けた自画像、
1630 年
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交ぜになった哀切な表情は、版画に起こされたレンブラントの《自画像》（図 12）を彷彿とさせる。この内
面の葛藤からくる衝迫によって、鑑賞者の心にも深い悲しみが澎湃として起こる。レンブラントは十字架に
掛けられ処刑されるキリストと自画像とを重ねあわせることで、この凄惨な出来事が遠い過去の出来事とい
うのではなく、今画家自身もその場で目撃し、キリストの苦悩に触れているのであり、また鑑賞者にも「キ
リストの磔刑」を現実の事件として深く体験させるのである。レンブラントが自分自身をモデルにして感情
表現の研究をしていたのには必然性があったのである。
　レンブラントが採用した方法は、この時代に始まったものではもちろんない。古代の著述家ホラティウス

（前 65 ～ 8）の言葉がよく知られている。人は、相手が笑顔であれば微笑むし、泣き顔を見れば泣き出す。
だから、私を泣かせたいと思うなら、君自身がまず悲嘆にくれていなくてはならない、というものだ。レン
ブラント自身、少年の頃にラテン語学校で古代の著述にまじってホラティウスにも親しんでおり、この格言
を知っていたにちがいない。
　自分の経験にもとづいてそれをアップデートしていくという経
験主義的な発想は、レンブラントの時代にはすでに広く共有され
ていた。「私自身が私の書物の題材なのだ」という有名な言葉を
遺したのは、フランスの思想家モンテーニュ（1533 ～ 92）である。
彼は主著『エセー』の巻頭「読者に」で右に引いた言葉を述べて
いる。
　自分の生き方や気質の特徴といったまったく私的な世界を書き
連ねていくことで、何かの結論に達しようというのではなく、そ
の絶えず変化する自己のありさまを忠実に記述しようとしたので
ある。それは、自己を超越した世界に真実があり、普遍的なもの
に価値を見いだす態度とは正反対であった。日常のなかで考え、
感じることにこそ真実があるという確信である。自分の内側に耳
を傾け、情念の働きやさまざまな状況に処する自分自身を観察す
ることで、ときにはみずからが聖人のようだと思えることもあれ
ば、またある場合にはどうしようもないくらい愚かな存在である
ことを思い知らされる。それがいつわらざるおのれ自身の姿であ
るが、そうしたありのままの現実を受けいれることからしか人間
つまり、おのれを知ることはできないのである。

図 17　図 16の自画像部分

図 16　レンブラント、聖ステファノの石打ち、　1625 年、リヨン美術館

図 18　レンブラント、十字架のキリスト、
ル・マス・ダジュネ教区教会（フランス）
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　このように注意深く自分を考察することで、他人をもよく判断できるようになる。人の外面にあらわれた
ちょっとした表情からその内的な傾向を発見できるのである。そのもっともよい例として、若きレンブラン
トの評価を決定づけた《銀貨 30 枚を返すユダ》（図 19）がある。銀貨 30 枚とひきかえにキリストを祭司
に売り渡したユダが良心の呵責にさいなまれ、祭司長や長老に金を返す場面である。この絵のなかで鑑賞者
を魅了したのは、構図でもなければ、強烈な明暗法でもない。身を激しくよじって絶望するユダの姿である。
百万言を尽くしてユダの心境を説明するよりも、このユダの姿を一目見ることで、ユダの苦悩の深さがそれ
を見る私たちもその場に居合わせるようにまざまざと伝わってくる。
　このような意味で、16 世紀の後半になると、古典の最高峰と仰がれていたキケロ（前 106 ～前 43）の
著作を読むよりも、自分自身を研究することのほうが重要であり、研究に値したのである。つまり、こうし
た日常というこれまで顧みられなかった世界で活動する自己を探求することによって、はじめて知識の宝庫
に到達できると信じられるようになったのである。
　だが、そのためには、自分たちが経験した豊饒な世界をどのように利用するかという方法が必要となって
くる。その方法こそが、新しい学なのであった。未知の世界は、自分自身の内側にあり、その情念を探求す
ることがこれまでないがしろにされてきたという認識は、モンテーニュだけのものではない。
　17 世紀にはいると、「我思うゆえに我あり」という名言を発し、自己を起点に近代思想の礎を築いたデカ
ルト（1596 ～ 1650）に『情念論』（1649 年）という書物がある。そのなかで、古の賢人を批判している。
彼らは私たちのうちに感じる情念について、ごく僅かしか語っていない。だから人間の情念という主題につ
いて筆を起こさなくてはならない、というのである。
　文筆家や思想家は筆の力で自己の魂の姿をさまざまに描写するのに対して、画家は自画像を描くことでみ
ずからの魂を描きだしていくのである。
　モンテーニュやデカルトが執拗なまでに探求した自己の気質や特質を、レンブラントは文章によってでは
なく、絵に描くことで実践したのである。陰影を極端にまで強調したり、感情表現を駆使したりすることで、
目に見えない情念、つまり魂そのものを目に見えるように表出させたのである。
　絵画においてもっとも大切なものは、人の情念、すなわち、魂のかたちを目に見えるように描くことである。
そのことを、レンブラントの自画像はよくあらわしている。絵の目的は、何か物語の筋を伝えるとか、何か
の情報を伝達するとか、あるいは何か象徴的なものを表現する、というだけではなく、人間の魂のドラマを
伝えることでもある。つまり鑑賞者は、感情を通して人間の魂をまのあたりにすることで、画家と同じ体験
をすることができるのである。これこそが、目に見えないものが目に見えるようになることに驚異を感じた
17 世紀という時代の革新性でもあったのである。
　絵画に見られるレンブラントのこうした革新性は彼一人の功績ではない。《モナ・リザ》（図 20）を描い

図 19　レンブラント、銀貨 30枚を返すユダ、1629 年、個人蔵 図 20　ダ・ヴィンチ、モナ・リザ、ルーヴル美術館、パリ
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たダ・ヴィンチは、それまでモデルの肖似性といった外面を写しとり、人物の社会的な地位を表す公的な役
割を重視した肖像画から、人物の内面性を見るものに感じさせるように描きだす方向へ大きく一歩を踏み出
した。
　モデルの内面性を描くというのは、事物を目に見えるように描くこととは本質的に異なる。人の心そのも
のをかたちにあらわすことなどどだいできない話だ。ではどうするのか。モデルに人間の奥行きを感じるか
どうかはもっぱら見る側の判断によっている。見るものに、絵の中から何か掴めそうで掴めない、いわばな
にか底の見えない深さをそこはかとなく予感させるような表現が必要なのである。大気の存在を感じさせな
い明瞭な線による描写では、目に見えるものの視覚的な情報は伝えられるが、逆に目に見えないものを伝え
るには難がある。ダ・ヴィンチにとって、世界は神によって創造されたが、その創造された世界を表現する
のは画家の仕事であった。逆にいえば、画家の描き方に神の創造物は左右されているともいえるのである。
つまり、その意味で人間は神にも匹敵する存在となったのである。人間主義の昂まりが頂点に達した盛期ル
ネサンスにおいて、ダ・ヴィンチが試みた最大の事業は、目に見えない人間の内面性を絵に描くことで、神
をも凌駕しようとしたのである。目に見えない、人間の感情の起伏や魂の奥深さこそが、あらゆる被造物の
中で唯一神の似姿として造られた人間の尊厳の証明であった。そのための表現手段が、光と影が煙のように
溶けあう「スフマート」（ぼかし）と呼ばれる技法である。
　このぼかしの技法は、大気を感じさせることで距離感を描出するものであったが、肖像に用いられること
で人物の精神的な雰囲気をつくりだすのである。輪郭をあいまいにする陰影が、人物のもつ奥深さを見るも
のに感じさせることに役立つことをダ・ヴィンチは熟知していた。だからこそダ・ヴィンチは、肖像画を描
くのであれば、曇天か、夕暮れの時間を選ぶように画家たちに忠告していたのである。
　すでに述べたようにダ・ヴィンチの《最後の晩餐》の模写をおこなったレンブラントは、「顔は魂の劇場」
というダ・ヴィンチの衣鉢を受け継ぎ、発展させたのである。
　これまで述べてきたように、レンブラントは、けっして神の恩寵につつまれた幸福な人間としてではなく、
善悪の判断の根拠を個人に求め、その結果を個人が引き受ける、というあくまで自律した個人としてそこに
立ちあらわれている。いわば個人主義ともいえるもので、「公」よりも「個」にまなざしが向けられている
のである。私たちと同じ地平に立つ人間の内面を表現するレンブラントの自画像は、晩年になって突然あら
われたものではない。すでに若いときから一貫して自分自身の内なる声に耳を傾けていたレンブラントは、
自画像を通して人間の内面を表現しようとしていたのである。
　19 世紀後半からこのかた今日にいたるまで、「魂」を感じさせるレンブラントの自画像は、人間の奥深さ
を感性の働きに見ようとする人の心をとらえて離さないのである。
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