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SUMMARY
研究ノート

A study of Naobumi Seimiya : 
The characteristic of his woodblock prints

SUGIMOTO Nanae

Naobumi Seimiya （1917-1991） was an artist active during Japan’s post-war era．He was a 
woodblock printer who still interests as this day, and retrospective exhibitions about are often 
being held throughout Japan in his honor．

This report aims to demonstrate a detailed examination of the unique characteristic of the 
artist Seimiya’s printing method, by taking into account the entire body of his work he created 
in his lifetime.

This study was conducted at first by cataloguing Seimiya’s entire body of work．Then, 
based on this chronology, interpreting pieces of each era by comparing the techniques evolved 
over the years．Moreover, this study focuses on a piece titled “The Women who Carries the 
Fire”, which Seimiya produced four times in his career, with the same title and composition．

As a result, it became clear that there were two distinctive styles in Seimiya’s printing 
methods．His characteristic style became more prevalent in his later work．It can be said that 
Seimiya began consciously incorporating a more unique printing method in his later years．
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０．はじめに

　清
せいみや

宮質
なおぶみ

文（1917-1991）は東京府豊多摩郡（現・
東京都新宿区）に生まれた木版画家である。木版画
の他に水彩画、ガラス絵、モノタイプ（１）などを制
作しており、デザイン会社勤務などを経て 36 歳で
本格的に木版画の制作を始めている。
　約 40 年間の作家生涯で残した木版画は 129 種あ
ると言われており（２）、これは他の版画家と比べる
と寡作である。同年代に活躍した版画家棟方志功や
浜口陽三、駒井哲郎と比べ広く知られた作家ではな
いが、没後 30 年となる現在も日本各地で回顧展が
開催されるなど、根強く関心が寄せられている。
　清宮の版画の制作方法は、同年代の版画家とは異
なる特徴があった。例えば、前世紀半ば以降の多く
の版画家は、摺りを工房に任せることが一般的だっ
たが、清宮は自分自身で摺る事にこだわり、工房に
依頼する事はなかった。そのため版画のエディショ
ン（３）は極めて少なく、しかも同一エディション内
で摺り方や色を変えていることもしばしばあった。
現在では版画家が刷りを工房に依頼することは減少
傾向にある。そして、エディション内で摺り方が変
えられるということに関しては、現代でも過去にお
いてもほとんど見られない。
　また清宮の木版画には、これまで摺師であれば「失
敗」と見なして避けてきた対象である「にじみ」や

「かすれ」などの要素が頻繁に登場する。本稿では、
清宮の木版画に見られる摺りにどのような特徴が
あったのか、またそれが彼の作家生涯においてどの
ように変化してきたかということを見ていく。筆者
もまた木版技法で作品を制作してきており、制作に
おいて、にじみやかすれが出る摺り方はなるべく避
けるよう心がけてきた。しかし清宮作品を概観した

時、それらが多くの作品内に存在していたことに新
鮮さを感じた。清宮はこれらの要素を何らかの目的
を持って意図的に取り入れていたのだろうか。この
特徴的な摺り方は、清宮の木版作品に必要なもの
だったのだろうか。彼にとってそれはどのような重
要性をもちえたのか。これが本研究の発端となった
疑問点である。
　本研究ではまず、清宮の全作品及びその特徴を掴
むために全ての画像を一覧化し、その一覧を元に作
品の特徴、年代ごとの特徴を比較しながら解釈して
いった。本稿ではその作品の中から、清宮が生涯で
４度、同じタイトル、ほぼ同じ構図で制作した作品

《火を運ぶ女》を選んで、摺りの特徴に注目して年
代順に見ていく。

１．清宮の経歴と木版作品の特異性

　まず、彼の生涯を簡単に振り返っておこう。
　1917 年、清宮は画家の清宮彬

ひとし

（1886-1969）の長
男として生まれた。清宮彬は白馬会葵橋洋画研究所
で岸田劉生（1981-1929）と出会い、共にヒュウザ
ン会や草土社の結成に関わった。清宮が生まれた時
には、ポスターや装丁、そして当時流行していた版
画作品も制作していた。草土社の解消後には木版画
に専念し、1931 年には日本版画協会（４）の創立に参
加している。慶應義塾幼稚舎や中等部の美術教師も
勤め、木版の研究と資料収集に没頭した。清宮は、
父の活動や研究にまつわる画集などの貴重な資料を
いつでも手にする事ができる環境で育っている。（５）

　1935 年中学校を卒業後、清宮は小林萬
ま ん ご

吾（1870-
1947）が主宰する同舟社絵画研究所に入所し、駒井
哲郎（1920-1976）と出会う。駒井は、戦後美術界
においてまだマイナーな存在だった銅版画の普及に
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貢献した版画家であり、また東京藝術大学教授とし
て版画技術の教育にも尽力した。清宮と駒井はこの
出会いの後、生涯交友を続けている。
　1937 年、20 歳の清宮は東京美術学校（現・東京
藝術大学）に入学する。父のすすめで建築科を受験
するが不合格となり、第２希望の油画科に合格。藤
島武二（1867-1943）の教室で学んだ後、４年から
は駒井と共に田辺至（1886-1968）に学んだ。田辺
も銅版画を制作しており、1918 年の日本創作版画
協会（６）結成時のメンバーのひとりでもあった。
　1941 年、戦争勃発により 12 月に繰り上げ卒業と
なるところだったが卒業制作が間に合わず、翌年
３月に 25 歳で卒業している。同年、長野県上田中
学校（現・長野県上田高等学校）の美術教師とな
るが、1943 年 3 月に辞職、さらに翌年から東京三
田の慶應義塾工業学校の美術教師となるが、召集
されて陸軍歩兵部隊に入隊する。1945 年には東京
大空襲で実家が被災し、父の収集した版画資料や
自身の作品が焼失した。10 月に復員し、制作に打
ち込むため家族の疎開する福島県に行くが、弟妹
の進学のため、すぐに慶応義塾工業学校に復職。し
かしその仕事も 1949 年に辞め、商業デザインの制
作に従事、勤務を始めるが、この職も 1952 年に辞
した。以降、清宮が勤めに出ることはなく、極貧
の生活の中で作品を作っていことになる。
　清宮が本格的に作品を作り始めたのは 1953 年、
36 歳になってからの事であった。東京美術学校の
同級生によるグループ「ゲフ会」の結成に参加した
ことがきっかけとなった。木版画の制作を始めたの
もこの頃からである。同会には 1962 年の第 10 回展
まで版画、水彩画、ガラス絵などを出品している。
1954 年には春陽会第 31 回展（東京美術館）に初出品、
初入選する。以降清宮は春陽会に所属し、1974 年
の第 51 回展まで毎回出品を重ねている。1958 年、
48 歳で初個展を開催。翌年には同じく春陽会に出
品していた松井亮子と結婚する。1961 年、美術編
集者太田三吉に推薦され、開設予定の南天子画廊
オーナー青木一夫の訪問を受ける。以降、清宮は南
天子画廊で新作の発表を続けることになる。

木版作品について
　清宮が本格的に作品制作を開始した 50 年代の日
本は、版画家が次々と国際版画展でグランプリを受
賞し、日本でも国際的な版画展が開催されるなど、
国内で版画への関心が高まっていた（７）。その中で
清宮は、こうした潮流とは距離をおいて作品を制作

していたようである。例えば、同年代の多くの版画
家が会員となっていた日本版画協会には所属せず、
唯一所属していた春陽会も駒井の没後には退会して
いる。また洋画家野見山暁治（1920-）から、駒井
の後任として東京藝術大学教授着任を打診された
が、これを断っている（８）。
　これらの理由のひとつとして考えられるのは、木
版画の制作方法が当時の他の作家とはかなり異なる
ものだったということがある。
　清宮の木版画の特異性はふたつあり、ひとつがに
じみやかすれなど、「失敗作」と見なしうるような
要素を作品内に取り入れていることであり、もうひ
とつがエディションの制作方法である。
　先にも触れたように、清宮が版画作品を制作して
いた 50 年代、国内では版画への注目度が高まって
いた。60 年代に入るとポップアートが登場し、ア
メリカをはじめとして世界的に版画ブームが巻き起
こる。さらに経済が豊になりつつあった日本では、
版画作品を購入する消費者が増えたためほとんどの
作家は工房に依頼して 100 枚単位でエディションを
作っていたのである。しかしながら清宮はあくまで
自分で作品を摺ることにこだわっており、そのため
清宮のエディション数は当時の他の作家と比べて極
めて少ない。
　また、本来同一エディション内では同じ摺り方が
保持されなければならないが、清宮の場合は同一エ
ディションでありながら色や摺り方がまったく違
う場合がある。洋画家脇田和（1908-2005）は清宮
の木版画についてこう述べている――「清宮さんの
は普通の版画とは違うんだ。版を使って１枚ずつ描
く絵なんだ」、と（９）。清宮は常により良い摺りを目
指して、理想とする摺り上がりが実現できたものし
か作品として認めなかった。そのストイックな姿勢
が清宮の版画制作方法を異質なものにしていたと
いえる。にじみやかすれといった偶発的要素を取り
入れながらも、理想を追い求めることにも、ある種
の矛盾が感じられなくもない。こうした清宮の特徴
的な摺りを次章で具体的に見ていく。

２．清宮の摺りの特徴

　本章では、清宮が生涯に４回、同一タイトルで制
作した作品《火を運ぶ女》に注目し、清宮の木版作
品に見られる特徴的な摺り方が具体的にどのような
ものであったかということを記述していく。
　この４点の作品は構図がほぼ同じであり、清宮の
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れている。
　本作の特徴的な摺りに着目してみよう。この作品
では、炎の近くや人物の顔、身体、そして背後の壁
に引っ掻いた跡のようなものが確認できた。そして
この跡は３つの種類に分類することができた。ひと
つは、人物の背後に見られる暗い影のなかの白、あ
るいは黒の、細く鋭い線である【図２】。ふたつ目は、
炎の近くや人物の身体、顔などに見られる縦方向の
すじ状の跡である。この跡はひとつ目の跡と比べる
と淡くにじんでいる【図３】。そして最後が、画面右
下に見られる横方向のすじ状の黒い跡である【図４】。
　【図２】の部分をさらに観察してみよう。人物頭
部のすぐ後ろの跡は意図的に描かれたような黒、白
の線である。それに対して背後の壁の中に見られる
跡は、木の木目のようにも見える線であり、作家が
意図的に描いたのか、それとも版木が元々持ってい
た跡が偶然摺りとられたのか、判断が難しい。筆者
の経験から考えると、木の木目がこのようにはっき
りと摺りとられる事はほとんどない。木版画のひと
つの技術として、版木の木目を強調するために版木
を紙ヤスリや先端の鋭い道具で引っ掻くことがある
が、これはそのようにしてできた線のように見える。
　【図３】の箇所はどうだろうか。炎の周囲や人物

作家生涯の初期から後期にかけて、間歇的に制作さ
れている。そのため清宮の特徴的な摺り方の変遷を
見るに適した作品であると判断した。

《火を運ぶ女》（1957 年）
　最初に制作された《火を運ぶ女》【図１】は 1957
年のものである。本作は清宮の木版画の中ではもっ
とも初期に制作された作品のひとつである。
　基本的な構図は、後で見ていくほかの作品とほぼ
同じである。縦型の画面で、薄暗い背景の中央に人
物が立ち、炎を見つめている。炎が人物の顔と身体、
そして背景を浮かび上がらせ、人物の影を顔の上部
と身体の左側に作っている。青みがかった薄灰色の
背景の中で炎は淡い黄色に輝き、人物は背景の色よ
りわずかに明度の明るい土色をしている。
　この作品はいくつかの色を用いて作られている多
色木版画だが、ひとつの版のみを用いて制作されて
いる。本来、複数の色を使用するときは色ごとに版
を分ける場合が多いが、本作はひとつの版に直接絵
具をのせるという、絵を描く感覚に近い方法で作ら

図1：《火を運ぶ女》
30x24.2cm、木版、紙、1957年

図3：図1細部

図2：図１細部

図4：図1画面右下部分細部
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る。このことから、【図２】の跡は、清宮が版木に
手を加え、意図的に加工した跡である可能性が高い。
山中は現代木版画家としての立場から、一見失敗に
思えてしまうような清宮作品の画面上の摺りや彫り
は、作家の厳格な意図から来るものであると述べて
いる。例えば版木を引っ掻いたのは「マチエールの
変化」が欲しかった為であろうと推察しており、清
宮がこのようにマチエールを求めたのは大学で油絵
を学んだ事が影響しているのではないかと指摘して
いる。
　版木資料を見ると【図６】、木目が縦方向に走っ
ている。そのため、人物の身体や顔に見られる縦方
向の淡い跡は木目の跡である可能性が高い。また、
黒い線で表現されている目、口、手など輪郭部分は、
版木がうっすらと彫られている事も確認できる。こ
の部分は木版凹版技法で摺られているのである。木
版凹版摺りとは、イメージを三角刀など先のとがっ
た道具で彫り、凹んでいる部分にインクを詰めて摺
り取る手法である。彫られたイメージ部分以外に付
着してしまう余分なインクは、ヘラやスキージなど
を用いて取り除くのだが、その際に引っ掻いたよう
な跡が残る。【図３】部に見られる炎の周りのブラ
シの撫で跡は、そのようにしてできたものであると
推察される。手間がかかり、高い技術を要する木版
凹版技法を取り入れていることも清宮の木版作品の
特徴のひとつである。本来ならばプレス機を用いて、
強い圧力をかけて刷られることが多いが、それでは
清宮の求める摺りが実現できなかったため、清宮は
バレンを用いて人力のみで刷っていた。これに相当
な腕力が必要だったため、清宮は毎日の腕立てふせ
トレーニングを欠かさなかったという。
　また、本作の中心的な技法である水性木版技法で

の身体などに見られるにじんだ引っ掻き跡は【図２】
部ほど鮮明ではない。上で見てきた跡は版木をがり
がりと引っ掻いて写し取ったような、ドライポイン
ト（10）に近い線だったが、ここに見られる跡は表面
上をブラシで軽く撫でたかのような平面的な跡であ
る。
　【図４】部分の跡もまた、ブラシのストロークの
跡のように見える。しかし【図３】の跡の方がより
淡く、偶発的な要素のある摺りであるように思われ
る。【図４】の跡はまるで和紙に直接描いたかのよ
うであり、作者が意図的に表現した筆跡のように見
える。
　本作でもう１つ注目したい点は炎の部分に見られ
る斑点状の跡である【図５】。この炎は真ん中の一
番明るい部分が淡い朱色で摺られ、その周りが黄色
く摺られている。その黄色い部分に、背景の灰色が
薄く透けて、斑点状に摺られているのである。炎の
周りの灰色は、かすれやにじみなどのない均質な摺
り方で摺られているが、炎の中の灰色はあえてかす
れがちに摺られていることが図版から見てとれる。
清宮は生前「一瞬消え去る火花のような心の動きを
一つの実現として出現させたい」という言葉を残し
ている（11）。清宮は炎の中に斑点状の摺りを取り入
れる事によって、捉えがたい炎の形を出現させよう
としたのではないだろうか。
　では清宮は、いかにしてこれらの跡を摺っていた
のだろうか。以下にこれらの摺り方について具体的
に探っていきたい。清宮作品との共通性が語られる
事の多い現代版画家山中現（1954-）は、雑誌『版
画芸術』において、本作の版木を見ながらその技法
を探っている（12）。山中はこの版の人物の後ろのあ
たりに引っ掻いたような跡があることを確認してい

図5：図１拡大図
図6：図1《火を運ぶ女》版木
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と比べるとはっきりしていない点である。1957 年
バージョンの影は輪郭が明確だったが、本作では輪
郭が縁取られておらず、引っ掻いたような縦方向の
跡の中でぼかされている。
　また、1957 年バージョンでは作品の中に部分的
に見られた引っ掻き跡や斑点状の跡が、本作では画
面全体に広がっている。画面上部の黒く塗りつぶさ
れたような部分では見えにくいものの、炎に照らさ
れて下に向かうほどにだんだん明るくなっていく画
面の中ほどに、白地に黒く縦方向の掻き跡がある。
斑点状の跡もまた、特に炎の下部分からはっきりと
現れている。この縦方向の引っ掻き跡と斑点状のに
じみは無造作に混ざり合うように浮き出ていること
から、先述のごま摺り技法が用いられているだろう
と判断される。
　それに対して画面下部にある横方向の掻き跡は、
作為的であるように見える【図８】。黒い帯状の影
の中に２本の白い鋭い線が横方向に走っている。黒
い面にここまでシャープな白い線を作り出すために
は、版を先端の鋭い道具を使って傷つける必要があ
るだろう。それ故この跡は清宮が意図的に手を加え
たものであると推察される。
　この作品には、既に確認した白地に黒く浮き出る
斑点だけではなく、黒地に白の斑点もある。この斑
点は人物の首から頭部後ろの背景にかけて、首回り
を飾るかのようにランダムについている【図９】。暗
い背景にこのようにはっきりと小さな白い点を出す
ためには、版を作る段階で何らかの加工をしておく

は、刷
は け

毛と呼ばれる道具（13）を用いて顔料を版に伸
ばす。【図４】の黒いブラシストロークのような跡
は、刷毛で版木に絵具をのばす際に、あえて均等に
のばすのではなく、刷毛跡をそのまま残しているも
のなのではないだろうか。
　最後に、【図５】で確認した炎の中に見られるか
すれた斑点は、ごま摺り技法を用いて作られた跡で
あると推察される。ごま摺りとは水分やインクを通
常より多く、あるいは少なくすることによって、あ
えてかすれやにじみを作る技法である。清宮は、父
彬の存在のおかげで、子供の頃から木版画の作品や
知識に触れることができた。このことに鑑みると、
均質な摺り方をはじめ、にじみやかすれなどの多様
な摺りを使い分ける手法を早い段階から意識する
境遇にあったと考えても決して的外れではないだ
ろう。

《火を運ぶ女》（1960 年）
　２度目に制作された《火を運ぶ女》は残念なこと
に現存していない。これは南天子画廊での清宮の２
度目の個展に出品され、モノクロの複製図版が残さ
れているかぎりで、色やサイズなど不明点が多い。
　図版を見ると【図７】、1957 年バージョンと比べ
て画面がより暗く、人物の向きが反転し、身体のプ
ロポーションもより細長くなっているといった違い
があるものの、炎を持つ人物が画面中央に佇んでい
るという構図や場面設定はほぼ同じである。
　注目したい点はこの人物の影が最初のバージョン

図7：《火を運ぶ女》寸法不詳 1960 図9：図7拡大図

図8：図7 拡大図
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いなかった人物の顔周りが本作からより具体的に描
かれるようになる。例えばこれまで円形の穴のよう
にしか表現されていなかった目が、本作では上まぶ
たの線や黒目部分なども描かれるようになってい
る。さらに頭部には髪のような表現も見られる。
　本作は 1957 年バージョンと同じく１版のみを用
いて摺られており、その版に絵具を載せて摺る行為
を 10 回繰り返す「10 度摺り」によって完成されて
いる（14）。左下に記入されているエディションナン
バーを見ると、本作は 35 部のエディションが制作
されているようだが、実際に確認されているのは
17 部までである。筆者はこのエディションのうち 4
点の作品図版を確認した。この 4 点は摺り方がそれ
ぞれに変えられている。以下において、色、影の摺
り方、特徴的摺り方の順に見ていく。

必要があるだろう。例えば摺りの段階でこの部分の
絵具を拭き取ることで白い斑点を出そうとしても、
絵具が残ってしまうためこれほど白い斑点を浮かび
上がらせるのは困難である。この部分は、ニスを塗
ることによって絵具をはじかせるか、版を彫ること
によって表現している可能性が高い。

《火を運ぶ女》（1963 年）
　３点目の《火を運ぶ女》も、基本的にはこれまで
の作品と構図や場面設定が同じである。人物の向き
は 1960 年バージョンと同じで、プロポーションは
1957 年バージョンに近く、頭がやや大きい子供の
ような身体つきである。背後の壁に人物の影が投影
されている点も 1957 年バージョンとほぼ同じであ
る。しかしながら、これまで曖昧にしか表現されて

図10：「火を運ぶ女」6.5x5.5cm 1963

図12：「火を運ぶ女」6.5x5.5cm 1963

図11：「火を運ぶ女」6.5x5.5cm 1963
[出典『生誕100年 清宮質文 あの夕日の彼方へ』、2017年]

図13：「火を運ぶ女」6.5x5.5cm 1963
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エディションから輪郭をぼかしたことになる。また、
もともとなかった影が、何らかの理由で画面左上に
足されたということになる。つまり清宮はエディ
ションを摺っていく中で、あえて「特徴的な」摺り
を加えていったということになる。
　次に特徴的な摺り方を見ていきたい。画面左上の
影の摺り方は、まるで筆先につけた絵具をトントン
とたたいてつけたかのようなムラのある摺り方であ
る。他のエディションも同じように摺られているこ
とから、清宮はこのムラのある摺り方をあえて取り
入れていたことがわかる。本作には他に３カ所で斑
点状の跡を確認することができる。人物の頭部にあ
る毛髪のような黒い斑点と、首の部分に見られる首
飾りのような赤紫色の斑点、そして人物の頭部から
右上に向かって一直線状に３つほどついている白い
斑点である【図 14−17】それぞれの斑点模様につ
いて具体的に見ていきたい。
　人物の頭部にある毛髪のような黒い斑点は、人物
の顔を覆うかのようである。画面左上に見られた影
と同じく、筆先につけたインクを軽く画面に押し付
けたような、無造作な斑点模様である。エディショ
ンによって色あいが微妙に異なるが、位置と形はど
のエディションでもだいたい同じである。
　それに対して人物の首回りにある首飾りのような
赤紫色の斑点は、首飾りとして認識できるように作
為的に摺られていることがわかる。1960 年バージョ
ンの首まわりにある斑点と似ているが、そこでは作
為性が明らかではなく、人物の首付近に漂う白い斑
点は無造作に散っていた。それに対して本作の斑点
は均等に並び、ペンダントのように顔の真下に

　筆者が確認した４種のエディションは、炎の色以
外はすべてそれぞれ異なる色で摺られていた。例え
ば【図 10】は、暗い青色の背景に茶色に近い灰色
の人物が佇んでいるが、【図 11】では背景がより明
るいエメラルドグリーンになり、人物の色は白に近
い肌色で、背景色と同じ色の影がかかっている。【図
12】の背景色はその色が濁ったような渋い青緑色に
なり、人物の色もワントーン暗くなっている。【図
13】は【図 10】に近い濃い青色が背景で、人物は
白く、背景色よりワントーン明るい影がついている。
　影の摺り方はどうだろうか。【図 10】の影は左下
から人物のうしろを通って画面右に向かって、曲線
を描きながら少しずつ高くなって天井まで伸びてい
る。それに対して【図 11】【図 12】【図 13】の影は、
同じように画面左下から画面右側に向かって伸びて
いるが、その斜面は曲線を描かず、画面右側で壁に
沿って直角に曲がっている。そして天井へとくねく
ねとうねりながら這うように伸びている。影の輪郭
線は後で述べた３点の方がより曖昧である。また

【図 10】には見られなかったが、画面左上に暗い影
が存在している。
　エディションナンバーを見ると【図 10】が５枚
目に摺られたもので、【図 11】が 17 枚目、【図 12】【図
13】が作家蔵をあらわす「Ep.」という表記がつけ
られている。この「Ep.」が、正式なエディション
が作られた後に付されたものであると仮定すると、
本作はここで紹介した順番通り、【図 10】から【図
13】という順で摺られたことになる。この仮定が正
しいとすると、清宮は、この作品のエディションの
始めでは影をはっきりと摺っていたが、何枚目かの

図14：図10細部

図16：図12細部

図15：図11細部

図17：図13細部
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目と２枚目のエディション、およびエディション無
記名のもの、そして試作品の計 4 点の図版を確認し
た。
　これまでと同じ構図で人物は 1957 年バージョン
と同方向を向き、プロポーションもほぼ同じだが、
頭の大きさに対して身体が細い。目は 1963 年バー
ジョンと同じようにまぶたの線と黒目が描かれ、頭
部には毛髪のようなものがある。本作もまたエディ
ションによって摺り方が異なっている。色、影、特
徴的な摺り方の順に見ていきたい。
　まず色彩について考えていこう。試作【図 18】
では、青緑色や茶色、濃い紺色などがまだら状になっ
た背景に、黒い毛髪の人物が白く浮かび上がってい
る。エディション無記名【図 19】では、青みがな
くなり、薄茶色から焦げ茶色がまだら状になった背
景に、同じような黒い毛髪の人物が白く浮かび上
がっている。他方、エディションの１枚目、と２枚

チャームがついている。あるいは清宮作品の多くが
聖書から着想を得ていることに鑑みると、これはロ
ザリオなのかもしれない。
　最後に、人物の頭部付近の背景にある白い斑点は、
右上に向かって３箇所に見られる。この斑点はエ
ディションによってはほとんど消えてしまっている
ようなものもあるが、これもほぼ同じ位置にある。
このことからこの部分も意図的な制作で、版に手を
加えて表されている斑点であることがわかる。この
ような浮遊する白い斑点は、清宮の初期から後期作
品に頻出することも付け加えておきたい。

《火を運ぶ女》（1978 年）
　最後に制作された《火を運ぶ女》はどうだろうか。
エディションナンバーには 50 という記載があるが、
現存が確認されているのはそのうち 2 部のみである。
このように清宮は、設定したエディション数に満た
ない数しか摺らない事が多い。筆者はこのうち１枚

図18：《火を運ぶ女》11.3x9.9cm 1978

図20：《火を運ぶ女》11.3x9.9cm 1978

図19：《火を運ぶ女》11.3x9.9cm 1978

図21：《火を運ぶ女》11.3x9.9cm 1978
［出典『生誕100年 清宮質文 あの夕日の彼方へ』、2017年］
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清宮がこのようなマチエールの変化を求めたのは大
学で油絵を学んでいた経験があるからではないかと
推察した。
　斑点状の跡にはふたつの種類があることを確認し
た。ひとつは色面上の白い斑点、もうひとつは絵具
のにじみやかすれのような斑点である。前者は版を
彫るかニスを塗るかによって、後者はごま摺り技法
によって摺られたものであると考えられる。これら
の特徴的な摺りは、1957 年バージョンでは部分的
にのみ見られたが、1963 年以降は画面全体に見ら
れるようになった。つまり、均質な摺りからは意図
的にずらされた、独特の摺り方が清宮によって探求
されていたことがわかった。また、同一エディショ
ン内の摺り方の変化も見逃すことができない。1963
年バージョンでは４種のエディションを比較した。
それらは本来ならば同じ摺り方が維持されなければ
ならないが、清宮は背景の色や人物の影の摺り方を
変え、画面左上には影を付け足したり消したりして
いた。1978 年バージョンも同一エディション内で
摺り方を変化させていたことが確認された。
　このように、本稿では清宮が積極的に特徴的な摺
り方に挑戦していることがわかった。そのことは特
に本論で検討した《火を運ぶ女》の各作品により鮮
明に表れていると筆者は考えている。ただ検討を経
て、次のような疑問も浮かんできた。それは、実際
にこれらの特徴的な摺りを、どのような意図をもっ
て作品内に導こうとしていたのか、という疑問であ
る。この疑問を解くために、今後は清宮が生前に残
した制作控えなどのノートを主たる対象としてさら
に検討を進めていきたい（15）。

脚注
1 モノタイプは直接版にインクや油絵の具などで描画し、

紙にイメージを転写する版画技法。彫りなどの製版工程が

なく、同じ摺りができないため、他の版画技法のように複

数性がない１点作品となる。
2 清宮は、ひとつの作品であっても色や摺り方を変えた

複数のバリエイションを残している場合が多い。ここでは

そのようなバリエイションを含んだ作品を１「種」と数え

ている。
3 エディション（Edition）は「版」を意味する英語。こ

の場合は作家が定める版画の「限定部数」をあらわす。版

画作品を作る際、版画家は版画作品の価値を保持する事を

目的として限定部数を決める。そしてその限定部数を保証

するために、作品のエディション・ナンバー（限定部数の

うちの何枚目にあたる作品であるかを表す数字）を作品の

目【図 20】【図 21】はともに、背景のまだらがなく
なり、その中にほとんど灰色に近い薄い水色の人物
が浮かび上がっている。この人物の毛髪はこれまで
の２点のような黒髪ではなく茶色になっている。前
者２点では、炎による人物の影が、人物の背後左側
の壁にぼんやりと浮かんでいるが、後者２点では画
面全体が暗いため人物の影は確認できない。このよ
うに、試作・無記名のセットとエディション付きの
セットはまったく別の２作品のように摺られてい
る。
　続いて前者２作品の背景に見られるまだら状の影
に注目したい。このまだらは、画面の外側は暗く、
人物の周りだけが明るくなっている。そのため本作
を見る者は、炎に照らされて人物が暗闇の中から浮
かび上がっている様子を感じることができる。暗い
部分と明るい部分を分ける境目はグラデーションに
なっており、明るい部分のかたちは、何か特定のか
たちが表されているわけではなく、所々不定形に靄
がかっていると言えばいいだろうか。それはまるで
一瞬でかたちが変わる炎のありさまを表しているか
のようである。
　最後に付け加えておくと、1978 年作品すべてで、
縦方向の掻き跡と斑点状の跡を画面全体的に確認す
ることができる。つまり、1957 年バージョンで部
分的にしか見れなかった特徴的な摺り方が、本作お
いて画面全体広がっているのである。この時期のほ
かの清宮作品を見ると、画面縦方向か横方向のどち
らかに引っ掻いた跡が見られる作品が多い。それら
はところどころ斑点状のにじみが重複していること
からすると、ごま摺りを取り入れるなど、特別な摺
り方を取り入れる事によって作られた跡であると予
測することができる。

３．おわりに

　本稿では、清宮が生涯で 4 度制作した作品《火を
運ぶ女》を詳細に観察する事によって、清宮の木版
作品における特徴的な摺り方にはふたつの種類があ
ることを確認した。ひとつは引っ掻いたような跡、
もうひとつが斑点状の跡である。引っ掻いたような
跡は３つの種類に分けることができる。描かれたよ
うな鋭い線、版木の材質感を活かした木目の（よう
に見える）跡、そしてブラシのストロークの（よ
うな）跡である。鋭い線については、現代木版画家、
山中現が指摘したように、清宮自身が版木を引っ掻
いて意図的に取り入れていた可能性がある。山中は
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図版典拠
　特に注記のない場合、図版はすべて『清宮質文全版画集』

に依拠する。

『清宮質文全版画集』玲風書房、2010 年

『生誕 100 年 清宮質文 あの夕日の彼方へ』株式会社美術

出版社、2017 年

余白部分に記入する。
4 日本版画協会は、日本創作版画協会（1918 年結成）の

会員を中心とし、洋風版画会（1929 年結成）と無所属の

作家達が結集して 1931 年に発足した。
5 住田常生「彼方へ開かれたページ」、『生誕 100 年 清宮

質文 あの夕日の彼方へ』、2017 年、株式会社美術出版社、

9 頁。
6 日本創作版画協会は、版画の近代化を目指した美術団

体。1918 年に結成。創作版画とは、従来の浮世絵のよう

に絵師、彫師、摺師と分業して版画を制作するのではなく、

１人の作家がすべての工程を行う〈自画自刻自刷〉によっ

て制作された版画作品を指す。
7 1952 年、棟方志功と駒井哲郎がルガーノ白と黒国際展

で９人賞を受賞したことを皮切りに、1956 年には棟方が

第 28 回ヴェネツィア・ビエンナーレにおいて国際版画大

賞を受賞、翌年には銅版画の浜口陽三が第４回サンパウロ・

ビエンナーレで版画大賞を受賞した。以降、日本の版画家

は毎年のように国際展で最高賞を受賞した。これらを契機

に、1957 年には東京国際版画ビエンナーレ展が開催され

た。清宮は 1973 年にリュブリアナ国際版画ビエンナーレ

展に出品しているが受賞はしなかった。
8 野見山暁治「壜の中のひと」、『日本現代版画 清宮質文』、

玲風書房、1992、68 頁。
9 深澤幸雄、清宮質文『現代版画の視点　深澤幸雄の版

画対談』、阿部出版、2013。
10 ドライポイントは銅版画の技法のひとつ。銅板に先端

の細いニードルなどの道具でイメージを刻みつけ、凹んだ

部分にインクを詰めてイメージを刷り取る。刻まれた線の

両側にできた「まくれ」にもインクが絡み、独特のにじみ

のある描線が表現できる。
11 「清宮質文名品 55 選：木版画・モノタイプ・ガラス絵（清

宮質文：木版画の詩情）」、『版画芸術』、178 号、2017 年、

24 頁。
12 「清宮質文の版木から技法を探る」、『版画芸術』、178 号、

2017 年、49 頁。
13 木版画摺りの過程で、版上の絵具を均質にのばす為に

用いられる道具。一般的に馬のたてがみやしっぽの毛など

を用いて作られる事が多い。靴磨き用のブラシに似た形状

をした丸刷毛と、柄のついた手刷毛の２種類がある。
14 「全版画作品リスト」『清宮質文全版画集』玲風書房、

2010 年、209 頁
15 今回は十分に検討できなかったが、清宮が生前に残し

た制作控えと版木を参照し、技法的に作品の制作方法を

探った以下の論文が先ごろ発表された。佐野広章「清宮質

文研究―制作控と版木の考察―」、『版画学会』、第 49 号、

2021 年、56-65 頁。




