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SUMMARY

The Contemporary Chinese Art, which was said to begin in the 1970s and to be required 
by critics rather than artists, has developed its own art style and revealed a wide variety 
of expression methods．Researches have paid much attention to the three topics, “realism”, 
“form beauty and abstract beauty”, and “self-expression”．This paper attempts to analyze the 
influence of the discourses written at the time by critics and artists, investigating especially on 
the Luo Zhongli’s Father．When this oil painting was open to public, turbulent dispute about 
its aesthetic values occurred．In this paper, I will discuss the Father in the light of realism, 
one of three mentioned above．I would like to show the interaction between artists and critics 
of that time, which would have had great importance on the subsequent development of 
Contemporary Chinese Art．

研究ノート

Realism after the “Cultural Revolution”: 
on Luo Zhongli’s Father

LIU Lijie
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研究ノート

「文化革命」後のリアリズム
　―羅中立《父親》の表現とその批評

劉　　　李　杰　LIU Lijie

はじめに

　羅
ロー・

中
チョン

立
リ

の《父親》という作品がある。この絵画
は中国現代美術史の激動期に制作され、発表された。
　中国現代美術にとって、1978 年から 1989 年まで
はきわめて重要な転換期である。この時期、作品形
態として古典的なものから現代風のものが入り乱
れ、それに対する反応も、敵対的なものから、歓迎
するものまで、複数の意見や要素が混在していた。
つまり様々な流派や思想がこの転換期に並存してい
たのである。
　この時代に生活しているすべての人は、それらうち
はたしてどれを選択するかという難しい問題に直面し
ていた。しかも、どの選択をしようとも、正しい答え
にたどり着くことはほとんど不可能であっただろう。
芸術観と表現について言えば、人々は集産性と現代
性を重視したかつての姿勢から転じ、個人の価値観
を中心とする文化のあり方を模索し始めた。
　1978 年はまた、中国社会にとって歴史の終焉と
始まりを意味している。言い換えれば、「左傾化」１

という理念の過ちを修正する一方で、「混乱をしず
めて正常に戻す」という文脈と解放思想が新たな歴
史を築くと期待されていた。さらに重要なのは、中
国共産党が階級闘争を綱領としたかつての方針を転
換したことで、新たに経済建設が中心的課題となっ
た。その転換の節目となったのが、第 11 回中央委
員会第 3 回総会である。
　誤解のないよう確認しておきたいのは、1978 年
をこの論文での節目としたが、それはあくまで、目
安となる時代区分にすぎない。ある特定の年を境と
して、その前後でまったく異なる様相に転じるとい
うことは現実的には考えにくい。また、それと同じ
く、1978 年前後で中国も完全に変化したわけでは

なかった。もちろんこの年以降の社会文化のありか
たも、それまでの時代の継続であり、その変化は一
種の漸進的過程にあると考えるのが妥当であろう。
このことを前提としたうえで、本論文は、1978 年を、
時代変化を予兆する時期と見なすことにする。特に
芸術（とその批評）に注目すると、1978 年におい
てこそ、変化の兆しをはっきりと看て取ることがで
きるからである。
　そのことを象徴するのは、1978 年 4 月、雑誌『美
術 』 に 発 表 さ れ た 辛

シン・

冰
ビン

茅
マウ

の 評 論 文「『 美 術 』
一九七六年＜創刊語＞必須批判」である。それをきっ
かけに、中国国内の美術を牽引してきた「四人組」２

の影響が否定された。編集者であった辛は、雑誌『美
術』が果たすべき役割は、「四人組」の影響を一掃
することだと考えた。
　このような状況に加えて、欧米から文学や哲学、
美術作品の事例が一斉に導入されることによって、
多くの批評家や芸術家たちが、それら新情報に基づ
く激しい論争を展開した。こうした複雑な事情が、
新たな中国美術の兆候を生み出した。1970 年代末
より本格的に発した中国現代美術は、特に批評家か
らの評論によってさらに活性化し、多様な表現スタ
イルが現れた。
　そのうち、これまでの研究のなかで注目されてき
た主題は、リアリズムの問題、形式美と抽象的の美
の問題、自己表現の問題の三点であった。本論文は、
リアリズムの問題に関わっている。冒頭で紹介した

《父親》、さらには中国現代美術史にとって「リアリ
ズム論争」は極めて重要な事件だと考えられる。実
際、雑誌メディアを媒介とした、批評家と芸術家と
の意見交換論争が、これほど全国に大きな影響を与
えたことはかつてなかった。
　本稿はリアリズムと言う視点から《父親》という
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ようになり、自己感情、生活情緒を表現し始めた。
このことが、社会主義リアリズムからの芸術家たち
の覚醒を示している。その代表例が、「傷跡絵画」
と「郷土リアリズム」と称される作品群である。
　その時期において、特に 1978 年から 1981 年まで、
中国の社会文化生活は現に、大きな転機を経験した。
この転機は、リアリズム表現をそれまで重視してき
た美術界のなかで、さまざまな意見を巻き起こした。
これ以降、中国美術批評と芸術理論が幅広く関わる
論争が始まった。その時代気運のなかで羅

ロー・

中
チョン

立
リ

の
《父親》【図２】が発表された。
　羅中立の《父親》は「郷土リアリズム」の代表作
とされる。この語は、1984 年 12 月の雑誌『美術』
に初めて登場した。それが中国芸術研究院の水

スイ・

天
テン

中
チュウ

が書いた「郷土リアリズムに関する思考」におい
てである。ただ、ここで強調しておきたいのは、「郷
土リアリズム」という語が定着する以前、《父親》
は「傷跡絵画」という言葉で分類されていた、とい
う事実である。「傷跡絵画」および「郷土リアリズム」
はつまり、その時代固有の批評概念だと考えられる
が、両者は明らかに、いくつかの点で異なっている。
よってそれぞれを区別して検証する必要がある。ま
ずは「傷跡絵画」の由来について説明していこう。
　1978 年 8 月、上海の画報『文匯報』にて廬

ル・

新
シン

華
フア

の中編小説『傷跡』が発表された。この小説に見ら
れる現実への批判的意識は感情的表現を伴ってい
た。「傷跡絵画」とは何かを理解するうえで、廬の
以下の言葉は有益である。「現実に対する批判は極
めて大きな感情的な色彩と直感性を帯び、「文革」
の現実を再現することを通じて、一つの世代に残し
た生理的な傷を明らかにする」６。

作品を対象として考察を進める。当時の芸術家と批
評家がどのような影響を与え合ったかを明らかにす
る。第一章では「郷土リアリズム」の代表作とした

《父親》作品の時代背景を雑誌『美術』の関連評論
文を通して理解する。第二章では、邵養德と邵大箴
の論争に即して、創作動機、内容と形式、社会性の
三つの論点から、当時の批評家の評論が芸術家並び
にその作品にもたらした作用を分析しながら、《父
親》とその時代的文脈のなかに位置づける。

1．羅中立《父親》の誕生

1.1　新たな表現―――
「傷跡絵画」から「郷土リアリズム」

　1978 年 12 月 18 日から 22 日まで、第 11 回中央委
員会第3回総会３が北京で開かれた。この会議では「左
傾化」という理念の過ちを修正し、「両個凡是」４―
―すなわち、毛沢東の決定と指示を遵守せよという
スローガン――の束縛を突破して、党のマルクス路
線が再確認されたと言われる。この会議ではまた、

「思想開放、実事求是、団結一致」の指導方針が示
された。このことが改革の幕開けを告げたのである。
　これに呼応して、美術の世界にも新しい流れが入
り込んできた。例えば、「華東地方の六県一市 30 周
年美術展覧鑑賞会」は「第 11 回中央委員会第 3 回
総会」公報について討論を実施した。その結果、「偉
大な変革のために美しい絵画を創作する」、「人民万
歳を叫ぶ」といった芸術精神が共有された。芸術創
作は硬直化した政治性を打ち破るべく、「千人一面」、

「紅・光・亮」、「高・大・全」５といった「文革」期
の理念は偽りのものとして批判されるようになっ
た。一例を挙げると、陳

チン・

衍
イェ

寧
ニン

の《毛主席が広東の農
村を視察する》は、「高・大・全」の理念を示す代
表作と言われている【図１】。それに対して、当時
の芸術家たちは現実生活の中にある美に関心を払う

【図１】： 陳衍寧《毛主席が広東の農村を視察する》
172.5×294.5cm、油彩、1972年

【図2】：羅中立《父親》
216×152cm、油彩、1980年、中国美術館
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ようになった。このように、創作と鑑賞の両面での
様式の違いが、中国のリアリズム美術にとって重要
な転換をもたらした。

1.2　新時代から生まれた作品
　ここで「郷土リアリズム」に当たる具体的な作例
をいくつか紹介しておこう。
　中国の芸術には農民のイメージは頻繁に見られ
る。20 世紀の美術に限っても、1950 年から 1970 年
までの間、農民はイデオロギー的な階級性を帯びた
ものとして、絵画にたびたび登場した。また、絵の
中で新たな人生を取り戻していく様子もよく見られ
る。例えば、李

リ・

樺
ファ

の《地主を清算》【図５】、高
コウ・

潮
チョウ

の
《協同化の道を歩む》【図６】、王

オウ・

式
シ

廓
コウ

の《血の衣》
【図７】などがそれにあたる。「文化革命」後、「農民」
が芸術作品のモチーフとして復帰してきたが、以前
とは違い、農民はもはや因習的なイデオロギーでは
なく、家族、兄弟、友人のようなイメージで描かれ
るようになった。

　この文学に対応する傷跡絵画の代表作と考えられ
るのは、陳

チン・

宣
シウン

明
ミン

、 劉
リュウ・

宇
イウ

廉
レン

、李
リ・

斌
ビン

達
ダ

の共作の連環画
《楓》【図３】である。この作品は「文革の現実」を
再現し、作家たち、あるいは同じ世代の人たちの心
の傷を露わした。また、「傷跡絵画」は当時の生活
の複雑性に注目し、芸術は生活を如実に表現しなけ
ればならないことを体現した。続いて 1980 年、二
つの美術作品が芸術界の注目を集めた。それは、羅
中立の《父親》と陳

チン・

丹
ダン

青
チン

の《チベットシリーズ》で
ある【図４】。二人は農民と少数民族の題材を、新
たな手法で表現したことによって、長期的な文革様
式と傷跡絵画における創作パターンを再考させるこ
とになった。
　さて、「郷土リアリズム」の作品である《父親》
について、批評家たちはどんな分析したのか考察し
ていこう。そもそも「郷土リアリズム」とは何なの
か。「郷土リアリズム」は 1980 年から 1984 年まで
続き、郷土の古き良き風情とその土地独特の民俗生
活を表現することを主題とし、少数民族を題材にし
た油絵も多数含まれる。また、「郷土リアリズム」は、
政治社会の改革開放と芸術家の思想解放の産物であ
り、芸術家たちが生活や人間に密着した視点から社
会問題を観察・対峙することで「現実」を表現でき
ることを示した。「郷土リアリズム」は短期間の出
来事だったが、その後のリアリズム美術全体の発展
にとってきわめて重要な意義を持っていた。
　さらに、「郷土リアリズム」の出現によって、壮
大な叙事と崇高さを強調する様式化された芸術のパ
ターンは時代遅れになっていった。農村、あるいは
そこに住む人々がありのままに描かれるとともに、
感情を伴う創作活動と鑑賞者の感受性が重視される

【図5】：李樺(Li Hua)《地主を清算》
20.1×27.2cm、木版画、1951年

【図3】：陳宣明、劉宇廉、李斌達《楓》の４
27.6×17.8cm、ガッシュ、1979年、中国美術館

【図4】：陳丹青の《チベットシリーズ》
80×52cm、油彩、1980年
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　この流れにおいてもっとも象徴的で重要な作品
が、羅中立の《父親》である。
　1980 年の第 2 回全国青年美術展で、当時四川美
術学院に在籍していた羅中立の《父親》は金賞を受
賞した。そのことをきっかけに、作品は雑誌『美術』
の表紙に掲載され、一気に注目を集めた【図８】。
中国現代美術史において、大きな節目となるこの作
品は、生活の紆余曲折を経験した貧しい老人を対象
に、ハイパー・リアリズム７の手法が用いられ、細
部まで徹底して描かれた。
　ここで作家の経歴に触れておこう。1948 年、羅
中立は重慶郊外にある普通の労働者家庭に生まれ
た。市の郊外で暮らしていた羅中立は、子供の頃か
ら田舎で生活した経験もあり、農民の生活に関して
学ぶ機会も多かった。この経験があるからこそ、芸
術創作において農村に強い関心を示したと言える。
1960 年代から青年知識人による「上山下郷」運動
に関わり、1965 年には、羅中立は四川省達県の大
巴山で臨時教員として派遣された。そこで彼は、鄧

トウ・

開
カイ

選
セン

という老人の家に寄宿したという。《父親》の
モデルはこの老人である可能性が高い。1979 年、
雑誌『美術』の記事に掲載されたアメリカのハイ
パー・リアリズム画家、チャック・クロ−ズ（1940-
2021）の肖像画は羅中立に深い印象を与えた【図９】。
この技法をもとにしたのが《大巴山人》【図 10】で
ある。画面の中の老農夫は《父親》と同様に、先述

【図７】：王式廓《血の衣》
192×345cm、デッサン、1959年、中国国家博物館

【図9】：チャック・クロ−ズ《Susan》
255.3×228.6cm、アクリル、1971年

【図10】: 羅中立《大巴山人》
141×85cm、油彩、1980年

【図6】：高潮(Gao Chao)《協同化の道を歩む》
100×255cm、油彩、1959年、中国美術館

【図８】：《美術》雑誌
1981年第1期、《父親》表紙
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知っていた。だから「彼らのために叫びたい」、
これはこの絵に対して私が最初に考えたことであ
る。〔中略〕

　この逸話を経て、最後に《父親》というタイトル
が決まった。しかし、このタイトルに苦言を呈した
のが、批評家の 邵

シャオ・

養
ヤン

德
ト

であった。彼によると、作
家の取材や師との対話がこのタイトルを決定づけた
にもかかわらず、《父親》という言葉があまりに一
般的であるために、この作品に込められた内在的な
意味が汲み取りにくいのではないか、というのであ
る８。つまり、テーマと内容がうまくかみ合わない
という弊害がもたらされてしまった――これが邵養
德の見解である。当時は好意的な評価が多かったも
のの、《父親》について批判的な立場をとった批評
家の中でも、彼のタイトル批判はもっとも苛烈なも
のであった９。
　さらに、「創作、鑑賞、評論――《父親》を読む。
評論家との対談」（『美術』1981 年第 9 期）において、
邵養德はふたたび《父親》を批判したが、そのこと
に対して多くの反対意見が上った。つまり、《父親》
を支持する意見が実は多いことが明らかになりつつ
あったのである。《父親》に肯定的な評価を下す批
評のなかで、もっとも重要なのは、邵大箴の「《父親》
の評価について」（『美術』1981 年第 11 期）である。
その後さらに、邵養德は「《父親》の評価について
ふたたび――一般論的な見地から、邵大箴との対談」

（『美術』1982 年第 4 期）を発表した。このように、《父
親》についての討論は二人の評者の論争と化して
いった。
　その内容を見ていこう。なぜ《父親》がその時代
の中で重要な作品となるのか。まずは邵大箴の言葉
を引用しよう。
　
　  　「人糞を守る農民」から《父親》まで複雑、紆

余曲折、緻密な下準備、構想過程を経験したから
こそ、この絵が生まれたのだと、画家（羅中立）
は考えていた。したがって、「原型」と「作品の
イメージ」を混同してはならないのだ。羅中立が

《父親》のイメージを創作したのは、人糞を守る
農民からだけではなく、多くの農民の原型による
ものだった 10。

　
　また邵大箴はこう続ける――「芸術形象の創作に
は必然性が求められるが、それが生活の経験である
と言える。一方、偶然性もある。それは思いがけな

の鄧開選をモデルとしたとされる。細部描写はハイ
パー・リアリズムの緻密さで表現されている。その
後、第 2 回全国青年美術展で新しく創作した《父親》
が金賞を受賞したのは、先に述べた通りである。き
わめて重要なのは、公開以後、この作品について激
烈な論争が巻き起こったことである。

2．邵養德と邵大箴の論争

2.1　創作動機から分析 
　では、論争が内実はどのようなものだったのか。
その具体的な内容を見ていこう。
　1976 年から 1985 年までの時代、芸術が社会大衆
に影響を与える場は、美術館、専門雑誌、芸術画集
などだった。（東アジア人文情報学研究センターに
所蔵された）当時の中国雑誌に依拠すると、雑誌『美
術』に掲載された《父親》に言及した論文のなかで
大きな争点になったのは創作動機だったと考えられ
る。羅中立が農村を題材に選ぶのは、作者自身の青
年時代の実体験、農村生活に対する真摯な感情から
であった。そのことは、彼の創作活動において一貫
している。しかし羅中立は、第 2 回全国美術展に参
加することが決まった後、農民を題材にした作品を
制作しようとは思ったが、実際にそれをどのように
描くべきか、定まった考えを持ってはいなかった。
それについては、1981 年、雑誌『美術』の第 2 期に、
羅中立が、栗憲庭へ宛てた書簡形式の論考「＜私の
父親＞著者からの手紙」が掲載され、その中で彼は、
自分の創作動機と制作過程について、次のように述
べている。
　
　  　私はある推論から出発したのではない。元々そ

れほど多くの理念は持っていなかった。つまると
ころ、農民に対して長期にわたる強い感情の結果
であり、農民のために正直な話をしたいと思って
いた。〔中略〕私は最大の努力で自分の熟知して
いるすべてのことを表現する――つまり、すべて
農民の特質と細部、これが私の作画の全工程にお
いて唯一考えたことである。〔中略〕

　  　私が普段農民のことを知り、また農民と交流す
る以外に、この作品の発想は人糞（肥料として）
を守っている農民を見ることで始まった。重慶の
トイレは近隣の郡や農村に分けられ、他の生産す
る集団が人糞を盗むのを防ぐために、各トイレの
見張りによって農民達は守られている。〔中略〕
おとなしい農民はいつも被害に遭うことを私は
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く、暗く、渋い、ヘビースモーカーのような人物だ
と、邵養德は非難もしている 13。さらに畳みかける
ようして、彼は次のように述べている。農民たちが
言うには、《父親》は乞食のようでさえあり、画家
は農民の欠陥を表現している、と。つまり邵養德は、
醜いものを美しいと見なすのは病的心理であり、こ
の醜さを特徴として、画家は自分の才能を証明しよ
うとしている、と批判したのである。
　対する邵大箴は、美と醜について次のように考え
ている。新しい社会の到来を迎えつつある時代にお
いて、羅中立は、「年老いた農民の典型的な形象」
を描いている 14。彼はこの点ではっきりと邵養德に
対抗した。画面の人物が浅黒く、暗く、渋いのは、
この絵にとって強い造形的要素となり、労働者の堅
実で精悍な顔つきを表現している。これらの要素は
醜と同じではないし、このイメージには、内面的な
強さと美しさが含まれている。確かに《父親》の外
見は「優雅ではなく」、（紅・光・亮に象徴されるよ
うには）美しくないが、決して「醜く」、「奇異」で
もない。まして「生理的な欠陥」や「生活習慣の不
調」を示しているわけではない。
　この反対意見に対して、邵養德は次のように応酬
する。《父親》という肖像が、農村で一般的に描か
れてきた遺影の肖像の質に並ぶことはない、と。と
ころが、雑誌『美術』には、上述の展覧会の後、羅
中立を支持する農村部の鑑賞者たちから多くの意見
が届いたという。つまり、彼らは《父親》の形象に
親しみを感じていたのである。なぜなら、《父親》
はほかでもなく、農民の生活から生み出されたもの
であり、（邵養德が訴えたように）恥辱を感じるも
のでは決してないからである。このような形象は彼
らの内に感情の波を巻き起こして、自身の運命に対
する思考を誘発した。
　先の邵大箴の言葉は、《父親》の形式言語の核心
に迫る価値も鋭く指摘していた。つまり羅中立は、
西洋芸術スタイルを独自に研究し、それを画面に取
り入れていることを、邵大箴は見抜いていたのでは
ないだろうか。絵の題材に関して言えば、過去には
多くの場合、指導者の肖像画しか存在しなかった。
そうだとするなら、普通の農民を描写することには、
すべての「文革」期の絵画の様式を超越することが
求められたことになる。この方針に即した、農民の
表象という革新的な探求は、傷跡絵画から発展し、
郷土リアリズムでピークを迎えた。また、新時代の
ターニングポイントとなった《父親》は、当時の芸
術理論の水準において、以降議論されることになる

い刺激である。生活の経験は基礎であり、刺激はた
だの誘因である。生活経験の積み重ねがないと、単
なる一時的衝動や感受性が作品を深化させることは
ないだろう」11。邵大箴のこのような見方は、《父親》
を高く評価する人々の意見を代表していたと言える。
　上述の邵大箴の観点は、作品と個人生活の経験と
の重要性を強調していた。つまり、羅中立が農民に
関心を持つのは、社会的な責任感に依拠している。
　しかしながら、強調すべきは、農民を、このよう
に何も美化することなく表現することは、「文革」
期には考えられないことである。《父親》を代表す
るリアリズムの表現は、普通の農民生活を如実に描
写し、中国の農民の真の社会的地位を示したことで、
農民の生活状態を美化する「文革」期の傾向を打ち
破った。そのことは同時に、芸術家たちが「文革」
期における崇高な英雄主義というテーマから離脱し
ていったことも意味していた。言い換えれば、「紅・
光・亮」の様式を離れ、大胆で新しいものを求める
ことで、普通の人の生活と芸術表現にこそ宿ってい
る、リアリティが注目されることになったのである。

2.2　内容と形式から分析
　《父親》は 222×155cm の巨大なキャンバス・サ
イズで、ハイパー・リアリズムと呼びうるような技
法で、細かい描写で皺だらけの農民の顔を描き出し
た【図 11】。それに対して、鑑賞者たちは次のよう
に感想を語った。「この作品は、牛や羊のような、慈
しみのある善良な視線を鑑賞者に感じさせる。彼の
重苦しい息、静脈の鼓動、血液の流れ、彼の独特な
タバコ葉の味と汗の生臭さを、鑑賞者は嗅ぎ分け、
彼の皮膚の震えを感じ、細かい毛穴から滲み出た玉
の汗、そして裂けた唇が目に飛び込んでくる……」12。
　それゆえ《父親》が賞賛された原因は、主にその
表現方法が斬新で、その視覚的なインパクトが初め
て見る人に大きな衝撃を与えたことにあると、邵養
德は言う。しかしそう言いながらも、《父親》のイメー
ジはあまりにも醜くかつ消極的である。悲観的で失
望し、解放されない旧社会の農民の姿であり、浅黒

【図11】：羅中立《父親》一部分
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決定的に異なっている。つまり、羅中立に見出され
るのは、絵画創作における、彼自身と同世代の芸術
家に共通するある傾向であり、海外の芸術作品の影
響を全面的に受けた結果とは言えないのだ。もし仮
に両者が似ているように見えたとしても、それは、
構図にだけしかあてはまっていないのだ。
　ここに強調すべきなのは、羅中立が制作において、
チャック・クロ−ズのように質感と筆触を除去する
こともなければ、写真のような滑らかな質感を追求
することもなかった、ということだ。ただし質感と
筆触に関していえば、当時のソビエトの「リアリズ
ム」の影響を受けるかたちで、油絵の筆触と質感を
強化したと言えるだろう。具体的に言えば、両方の
相似において、《父親》はむしろ、ゲリ・コルジェ
フ（1925-2012）の作風によりいっそう近いと考え
るほうが妥当ではないだろうか。
　このように、邵大箴と邵養德が言及した美と醜、
形式と内容についての討論は、実のところ、リアリ
ズムの問題に深く関わっていた。何が本当のリアリ
ズム作品なのか。これは批評家と芸術家が模索して
いた問題である。この問題に対して羅中立は自分な
りに答えを出したとひとまずは言えるだろう。そして、
時間の試練を経た現在から見れば、《父親》が中国リ
アリズム絵画の大きな進歩だったのはたしかである。
　ここで注意すべきことがある。それは、リアリズ
ムという概念が含意しているものである。リアリズ
ム表現に関して言えば、1970 年代末までに、中国の
油 絵 界 で 流 行 し て い た の は、 マ ク シ モ フ（K.
M.Maksimov 1913-1993）やミルニコフ（A.A.Milnikov 
1919-2012）に代表されたスタイルだった【図 12】。

ほとんどすべての問題を含んでいた。たとえば、す
でに始まっていた「形式と内容」について議論のう
ち、《父親》の発表後、とくに形式の問題に関するそ
れは、《父親》がきっかけになって展開された。した
がって《父親》とは言わば、内容はもちろん、形式
の問題にも深く関わる作品であったと言える。この
ことに関連して、羅中立はインタビューで《父親》
の高い評価の理由について、次のように回顧した。

　  　形式面を見ると、大きいサイズが重要な原因か
もしれない。私は「文革」の偉人像を普通の人に
置き換えて、視覚的には以前とは違った形式を生
み出した。表現の方法においては、表現技法の追
求に対して、過去とは異なる手法を採用した。こ
の手法はちょうど、中国古来の審美観［伝統的な
写実技法を指す――引用者註］に合致しており、
人々が読み解くには支障がないようにしていたか
らこそ、観客は《父親》の深い意味を理解できた
のでしょう。内容については、普通の人の形象を
通して、この時代に対する理解を明らかにした 15。

　確かに羅中立は、アメリカのハイパー・リアリズ
ムに典型的な「精密描写」の特徴を参考にし、自分
の感情を効果的に表現した。しかし、「精密描写」
の背後にあるハイパー・リアリズムは、実際は社会
に対する関心を一切示さないという心理を伝えてい
ると思われる。つまり、ここで強調せねばならない
のは、アメリカのハイパー・リアリズムと、《父親》
のリアリズムとはまったく正反対である、というこ
とである。ハイパー・リアリズムの作品は本物そっ
くりに再現されてはいるものの、観客に対してはか
えって、どこか不可解な空虚さを与えることになる
だろう。
　どちらも人物の顔のクローズアップだが、羅中立
の《父親》はチャック・クロ−ズの絵とは違った創
作方法と社会文化的な意味を持っている。無論、羅
中立は制作に写真を用いたわけではなかった。それ
ゆえ、《父親》は実際の人の視覚から生まれたので
あって、カメラの眼からではないのである。他方、
チャック・クロ−ズの絵には、被写界深度をはじめ
として、写真による機械的な再現法に基づいている
と考えられる。すなわち、人物の顔から鼻、あごや
眉間などの位置が一番はっきりと描かれている一方
で、頬、耳や首などの部分がぼやけているのだ。
　羅中立とチャック・クロ−ズのハイパー・リアリ
ズムは、言うなれば画面処理に共通点があるものの、

【図12】：マクシモフ《Sashka tractor driver》
56×45cm、油彩、1954年
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重視されていったということだ。
　コルジェフの「厳粛リアリズム」は、まさにこの
ような文化背景のもとで創作が行われていた。1920
年代に生まれた世代として、彼は成長期に第二次世
界大戦を経験し、戦争は彼の心に深い印象を残し、
彼が何度も表現するテーマになっていた。例えば、

《戦争の爪痕》という作品【図 14】は、その傷で直接、
戦争の残酷を表現することによって人間性の強靭さ
と不屈さを表現していた。彼の画風は、芸術家の個
人的な成長過程と創作時の国家の歴史と社会を結び
つけた産物である。
　羅中立の《父親》も、コルジェフと同じように、「人」
ないしは「人間の本性」に対する画家本人の理解を
図示していた。しかし、このような理解は、芸術家
自身の生活経験に対する追憶に立脚したものであ
る。それによってはじめて、その追憶は「人間の本
性」を高揚させ、そこから生みだされた画家の芸術
は、変動激しい中国社会における確たる精神的な拠
り所になるのである。羅中立が「父親」を制作した
時代はまさに中国の改革開放の初期で、当時人道主
義な思潮は主要な流れとなり、美術界における理論
的な課題に影響を与えた。とりわけ、人間の価値を
肯定し、人間の本性を復活させること――その両方
を結合することが、理論的にも制作上も重要な課題
になっていた。その課題は、当時の芸術家たちの創
作の精神的な源となったのである。結果的に、彼ら
はきわめて具体的な芸術創作を実践し、それによっ
て生み出された作品はさらに、当時の人道主義思潮
に基づいて解釈されるという、相互作用が成立して
いたのである。

特に量塊表現や筆触が豊かで、シルバーグレーの
トーンに特徴がある。しかし、1970 年代末になると、
このスタイルは若い世代の油彩画家の中ではすでに
人気が薄れてしまっていた。青年画家たちは逆に、
コルジェフ（Gely Korzhev 1925-2012）の「新しい
リアリズム」に夢中になった【図 13】。その特徴は「無
骨な筆触、彩り豊かな色彩、浮き彫りに近い重厚で
豊かな効果」であるとされる。
　ソビエト美術史において、この種の絵画は「厳粛
リアリズム」と呼ばれた。それは 1960 年代のフル
シチョフの「雪解け」の時期に現れた。スターリン
時代の主流だった社会主義リアリズムと比べると、
この「厳粛リアリズム」は芸術形象の悲劇性をいっ
そう強調する。現実の生活にある苦しさや難しさを
直接に描写することを目指した。また、邵大箴は次
のように述べている。
　
　  　その［厳粛リアリズムを指す―引用者註］作品

は、普通の人の生活による苦難を表現し、画面上
の不自然な誇張に反対する。種々の色が入りま
じっていた肌理と重い色合いは、主題の厳粛さに
符合していた 16。

　  
　このように、「厳粛リアリズム」は当時のソビエ
ト美術思潮の変化が創作に反映されたものである。
1960 年代には、「雪解け」の時期が到来するにつれ
て、ソビエト美術界はいくつかの美術の基本問題に
ついて議論し、見直しを図った。つまり、1960 年
代以前に、ソビエト芸術における人間の描写は、個
人の英雄主義を強調し、個人が集団と国家のために
犠牲になる姿を描いていた。そして、1960 年代に
なってから、美術表現の中心は集団と社会の側から
徐々に個人に移行し、人間の価値と個性はますます

【図13】：コルジェフ《Lovers》
156×207cm、油彩、1959年、ロシアミュージアム

【図14】: コルジェフ《Traces of War》
200×150cm、油彩、1963-1964年
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は更に、農民に潜在する生産意欲を厳しく束縛した。
これに関連する当時の農村経済の具体的状況につい
て、『紅旗』（1982 年第 19 期）の記事は次のように
報告している 19。収入額によって全国の農村集団は
3 つに分けられる。農民の平均年収は 120 元の豊か
な集団が 3 分の 1 を占めていた。中等の集団は 3 分
の 1 を占めていた。平均年収が 60 元の集団も 3 分
の 1 だった。つまり、生活が貧しい、ないしは裕福
でない集団が、全体の３分の２を占めていた。
　このような状態が徐々に明らかになってくるにつ
れて、現状を変革し、貧困が原因で立ち遅れた状態
を脱却することが切望された。このことはまた、文
学はもちろん美術にも反映されていた。郷土文学が
郷土美術に先行するように、傷跡美術を導くのは傷
跡文学であった。両者に同じ理論の基礎を提供する
のは、1978 年から 1984 年まで続いた、人間の本性、
人道主義に関する討論であった。その討論は（鄧小
平の言う）「真理基準の討論」に続いて、中心的な
ものになった。
　羅中立の《父親》はちょうどこのために一つの例
示として、人の普遍的な価値を強調していたと言え
るだろう。そして、羅中立は従来の人道主義の原則
を単純になぞるわけではなく、歴史と共に発展して
いく新社会の精神を体現していた。

おわりに

　本稿では、《父親》を対象として、創作の目的、
過程、サイズ、構図、人物形象、形式と技法、受容
のありかた、政治的背景など、複数の視点による考
察を試みてきた。そのなかでもっとも重要な役割を
演じていたのは、当時の芸術家と批評家の関係性で
あった。彼らは相互に刺激しあい、影響を与えあっ
ていたのは明らかであろう。
　批評家たちの評論を分析すると、そこで主な問題
として取り上げられたのは、《父親》の創作動機、
内容と形式、社会性という３つのテーマであった。
それを介して明らかになったのは以下の点である。
第一に、主題に対する作家本人の立場が問われてい
たことである。つまり、農民の「現実」をいかに誠
実に作品に投影していたのか、という問題意識であ
る。農民たちの窮状をいったいどこまで描くべきな
のかは、政治的な側面を含む重要な問いだった。そ
れと関連して、次に明らかになったのは、サイズと
描写法の重要性である。それまでは政治上の偉人た
ちに用いられてきた巨大な画面に緻密な描写をもっ

2.3　社会性から分析
　《父親》についての第三の論点に移ろう。それは
この作品が内包する社会心理的な論点である。
　まず注目されるのは、「農民の苦しみ」というテー
マである。このことについても当時の論争が作品の
解釈に反映されている。その問題に対して、邵養德
は次のように述べている。

　  　人糞を守るという仕事が、苦しみをもたらすの
ではないからと言って、それに対して同情の気持
ちは必要ない。ある優越感を有する者だけが、彼
らのために叫ぶ。〔中略〕　旧社会の農民が、自分
たちのために人糞を守ることができない――この
ことに対して叫びをあげるべきであって、新社会
の農民が自分のために人糞を守ることに、ではな
いのだ 17。

　ここで「旧社会の農民」と呼ばれているのは、
「文革」期を生きた農民たちである。この批評はつ
まり、「旧社会の農民」を擁護する意図をもってい
たと言える。さらに、「叫びを誰に向けるのか」と
いう問題に関して別の論者の意見に耳を傾けてみよ
う。李

リ・

偉
ウェ

銘
ミン

は、「油絵《父親》について——邵養德
と相談」（『美術』1982 年第 1 期）につぎのように
述べた。

　  　旧社会には、農民の不幸な運命のために、怒り
をこめた「叫び」の訴えがあり、強い階級に対す
る恨みと圧迫に対する闘争の怒りを燃やしてい
る。新社会には、農民にあるべきではない貧困と
退歩のために「叫ぶ」のは、崇高な社会革命への
責任感からである。その責任感に鼓舞され、過去
の成果だけに囚われず、前進しながら経験を総括
する。社会主義事業を絶えず前進させるための情
熱的な叫びである。それゆえ、どんな「叫び」も、
私たちにとっては必要であり、まったく「余分」
なものではない 18。

　羅中立が農民のために、「叫び」としての《父親》
を制作したのは、現実から逸脱した抽象的な激情か
らではない。無数の生活経験に根ざした創作実践へ
の飛躍であり、人民の歴史におけるその時代固有の
価値を含んでいた。半世紀以来、中国の農民階級は
旧社会で苦しめられ、帝国主義、封建主義、官僚資
本主義と苦闘してきた。解放後、農村経済は緩やか
に発展してきた。また、10 年間の「文革」の災禍
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8 邵養德「創作、鑑賞、評論——《父親》を読む。評論

家と対談」『美術』1981 年第 9 期、56 頁。
9 同上。
10 邵大箴「《父親》の評価について」『美術』1981 年第 11 期、

17 頁。
11 同上。
12 羅中立「＜私の父親＞著者からの手紙」『美術』、1981

年第 2 期、4 頁。
13 邵養德「創作、鑑賞、評論——《父親》を読む。評論

家と対談」《美術》1981 年第 9 期、57 頁。
14 邵大箴「《父親》の評価について」『美術』1981 年第 11 期、

15 頁。
15 張桐瑀情系農桑—羅中立訪問と対談」『美術観察』2003

年第 10 期、34 頁。
16 邵大箴「発展中のソビエト美術史」『文芸研究』1985 年

第 3 期、125 頁。
17 邵養德「創作、鑑賞、評論——《父親》を読む。論家

と対談」『美術』、1981 年第 9 期、56 頁。
18   李偉銘「油絵《父親》について——邵養德と対談」『美術』、

1982 年第 1 期、48 頁。
19   紅旗雑誌とは、中国共産党の理論誌。1958 年創刊、1998

年に『求是』と改題。以下を参照。『紅旗』紅旗雑誌社、

1982 年第 19 期。
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