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これらを見ると，ホイジンガの歴史研究における芸

はじめに

術の位置や役割，あるいは可能性について言及してい
本稿は，オランダの歴史家であるヨハン・ホイジン
ガ(Johan

るものの，芸術観そのものについては述べていない。

Huizinga 1872‑1945)の芸術観について考

歴史家として大成したホイジンガに大きな影響を与え

察を試みるものである。ホイジンガといえば，歴史家

た芸術について，ホイジンガの芸術観そのものを取り

あるいは遊びの研究家として知られている。そのホイ

上げ，考察する視点がこれまで無かったのである。こ

ジンガについて，なぜ，彼の芸術観を明らかにし，考

のことからも，ホイジンガの芸術観について取り組む

察を行う意味があるのか。それは，ホイジンガの歴史

意味はある。

観，そして遊戯文化を捉える視点に，芸術に対する思

１．芸術に対するホイジンガの認識

いや，芸術に崇高な遊びの要素を見出そうとする姿勢
が見られるからである。ホイジンガの文化史研究を行

芸術に対するホイジンガの認識を明らかにする前

う上で，彼の芸術観に注目することは，ホイジンガの

に，歴史家であるホイジンガが芸術とどのような関わ

全体像を捉えるのに重要な視点である。そこで，ホイ

りをもっていたのか，また，自らの研究において，芸

ジンガの著作から芸術に関する内容をピックアップ

術をどのように捉えていたのかについて記すことにす

し，文化観との絡みで考察することにした。

る。

ところで,これまで行われてきたホイジンガ研究に，

ホイジンガが芸術に興味を示したのは幼少期からで

ホイジンガの芸術観に関するものはあったのだろう

あるが，フローニンヘン大学入学後，その興味・関心

か。

は，形となって表れた。芸術や文学に至上的な価値を

文化史への貢献という観点からホイジンガを捉えた

見出し，学問や科学を軽視する「80年代運動」の熱

Weintraubは，ホイジンガの偉天性を，その感受性と

烈な信奉者となったのである。芸術に埋没する中で学

芸術的手腕に見出している。ホイジンガは文化史を記

生時代を過ごしたホイジンガは，新聞を嫌い，政治や

述する際，その質を高めるために，社会全体のモード

科学に対して嫌悪感を抱いた。幼いころから絵が好き

としてのつかみ所のない事柄，例えば，美しい夢の探

だったホイジンガは，素描の腕前もかなりのものだっ

究，美学的なものに対する趣向，人間の気質などを芸

た。劇画的なタッチの早画きを得意とし，大学卒業後，

術から捉えた。(Weintraub

ハーレムの高校で歴史教師をしていたときは，あまり

1969, p.l5, 290)

堀米(1967)は，歴史における非合理的要素の役

の上手さに，日頃，授業で騒がしい生徒も沈黙したと

割を高く評価したホイジンガについて，単なる芸術的

いう。

直観にたよる非合理主義の歴史家と見るのは誤りで，

ホイジンガの素描は，画集『祖国の歴史』にまとめ

常に論理や概念の明晰性に対する追求を心がけていた

られているが，これを見れば，単なるデッサンではな

歴史家だと言及した。このことが最もよく現れた作品

く，そこに描かれた人物の衣服や装身具，室内の調度

が『中世の秋』だが，下村(1972)は，ホイジンガ

品，背景の町並みなどの細部が，実に克明に描きこま

が「芸術と文化の融合」を『中世の秋』で果たしたと

れていることに気づく（栗原1972,

述べた。また，栗原(1972)は，芸術におけるホイ

くホイジンガの姿勢は，真実を描くこと，特に，細部

ジンガの審美眼や様式感覚などの感受性は，ホイジン

を克明に描くことであづた。このような姿勢は，後の

ガの歴史感覚と同じものだといい，ホイジンガは芸術

ホイジンガの芸術観によく現れている。

への深い関心をもって歴史家になったが，その際ホイ

53頁）。事物を描

1895年から1897年にかけて，フローニンヘンで聞

ジンガは芸術史の研究に向かわず，歴史における美

かれた近代美術の展覧会は，ホイジンガの歴史研究に

的・直感的方法を重視するユニークな歴史観を提起す

よく登場する。ホイジンガにとって芸術は，単なる趣

ることによって，いわば芸術を通路とする歴史の研究

味の範囲を超えて,自身の研究領域に入り込んでいた。

に志向したと述べた。

彼の歴史を見る眼は，芸術に発する美的要素によると
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ころが大きい。芸術,特に絵画に対する関心の強さは，

たって緩やかで保守的であった。それらの芸術は，

歴史研究の中でも『歴史を描くこころ』(1905)や

努力と修練を積み，熟練した技巧が基準とされてき
た。しかし，この基準は，印象主義の登場によって

『中世の秋』(1919)に表れている。

放棄された。このことは，今世紀はじめから1920

1902年の夏にブルージュで開かれた古ネーデルラ
ント絵画の展覧会は，後のホイジンガに大きな影響を

年代にかけて，大衆を目当てとした滑稽な宣伝広告

与えた。このときの感銘が，ホイジンガの心を一気に

の流行をつくり出すことにつながった。(Huizinga

中世の世界へ向かわせた。

1935, p.l8)｣

1919年に出版された『中

ホイジンガは，近代芸術に悲観的であったことが分

世の秋』の原点は，ここにあると考えられる。事実，

かる。芸術だけではない。現代の文化全般が病に冒さ

「中世の秋」では，かなりの部分を中世絵画に割いて

れていると認識していた。だが，最もはっきりと病に

いる。
ホイジンガは，歴史研究の中で，時代に支配的な精

かかっていることが分かるのは，芸術の分野であると

神の習慣を芸術から捉えようとした。芸術で表現され

いう。病名は，印象主義。15世紀以来，'ヨーロッパ

たものは，その時代に生きた人々の感受性，思考性を

文化は√ある種の伝統を守りながら，ゆっくりと穏や

純粋に描き出していると考えたからである。時代のイ

かな変化を遂げてきた。それは，どの時代にも芸術に

メージをつかむには，記録文書のほかに，芸術から探

携わる者が，常に努力を怠らず，修練のもと，熟練し

り出せるとの発想である。ホイジンガは歴史家だが，

た技巧を身につけることが，ある意味でライセンスと

歴史を見る眼は形象的なものにあり，芸術の研究にか

なっていたとホイジンガは認識していた。そのため，

なりの力を注いだ。ホイジンガは,芸術の力をかりて，

現代に至るまで，どの芸術文化にも，時間をかけた見

時代の概念を描き出そうとしたのである。

事な技巧が共通して存在したとホイジンガは捉えてい
る。これが芸術作品の規準となっていたというのであ

例えば，中世後期の精神を捉えるのに，画家ファ
ン・アイクの作品を検討した。ファン・アイクの描い

る。だが，現代に至って急激な変化が起きた。修練や

た作品の題材，表現，描かれた人の表情から，時代の

熟練した技巧を必要としない印象主義が現れたのであ

精神を探ろうとしたのである。なぜ，時代の精神と芸

る。そして簡単に制作される滑稽な作品は，大衆をタ

術を結びつけたのか。芸術でなくても，年代記，覚書，

ーゲットにした宣伝広告に利用されるようになった。

日記などでよいはずである。実際，ホイジンガは，フ

ホイジンガは，このように近代芸術を受けとめてい

ロワーサルの年代記，サン＝ドン修道士の年代記，ジ

た。
さらにホイジンガは，近代芸術について次のように

ヤンモリネの年代記，オリビエ・ド・ラ・マルジュの
覚書，パリ一市民の日記をつかって，時代の精神を記

述べている。
｢絵画は，芸術の特性そのものに存在する，一定

した。しかし，ホイジンガは，それらより芸術に強い
関心をもっていた。彼の芸術を愛する心は，趣味に留

のレベルを保証する基準がない。彫刻は，基準があ

まらず，研究対象にまでなっていた。それは芸術が，

るものの，それが有効には機能していない。過去に

一部の領域を除き，感情，思想を自由に表現してきた

おいて絵画と彫刻は，全体として見れば一定のレベ

との確信からであった。公文書類が引き出す結論は政

ルに達し，芸術として健全さを保っていた。しかし，

治の合目的性であり，商取引文書から浮かび上がる世

19世紀の終わりからここ半世紀にわたって，それ

界は打算にたけた商人の姿であるとホイジンガはい

までの芸術から逸脱した，奇妙な作品が数多く現れ
た。それらは，一瞬の印象から即興的に作られるも

う。時代像をつくってきた力は，君侯，貴族，聖職者
とはいえない。時代に生きた庶民すべての生活感情，

のである。スノビズムによって芸術を見る力を喪失

考え方，ものの見方が，時代の精神の習慣をつくって

した者が,そのような作品の氾濫を許したのである。

きたと考えたのである。こうしたことから，ホイジン

印象主義の流行によって，これが芸術の偉大な一分

ガは芸術に強い興味・関心をもち，研究対象としたの

野として認められた後は，偽りの精神によって作ら

である。

れた似非芸術が大手を振って歩くようになった。こ
のことは，絵画において，多くの人を堕落させた。

では，芸術に対するホイジンガの認識はどのような

このような傾向は，芸術において，技巧を凝らした

ものだったのか。
ホイジンガの記述を丹念に調べると，近代芸術に関

職人技を隅に追いやり，よくわからない主張によっ

する内容が多く見られる。,そこで，近代芸術に関する

て芸術家の努力を見下した。本来，表現しようとす

ホイジンガの認識から芸術観を探ることにする。

るものは何もないのに，あるいは，あってもそれを
表現する能力がないのに,'感性とかやらによって作

「現代の文化が熱病に冒されていることをいうた
めに,何か精密な定規を使ってはっきりと示すなら。

品を作り，芸術家としてまかり通っている。人々は，

芸術の領域について見てみればよい。

それらの作品に観念や理念といったものが表現され

15世紀のイ

タリア芸術からロココの様式まで，芸術の変遷はい

ているという。しかし，その観念や理念については，
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賢明にも語られることはなかった。本当のところ，

ンガは次のようにいっている。

そのような作品には，ほとんどの場合，観念や理念

「最も悪い面から19世紀を見れば，次のように

は存在していないのだから。これらの愚かな作品は，

なる。時代の思想，社会の流れ，ほとんどすべてが，

1910年頃に，絵画とグラフィックの分野で流行に

社会生活のなかに遊びの因子が存在するという考え

のってピークに達した。芸術は空虚なものとなった

に逆らった。‥‥（中略）‥‥芸術と文学において，

のである。(Huizinga

ロマンチックな感覚が薄れてきたとき，新しく登場

1943b, pp.147‑148)」

ここでもホイジンガは，印象主義を，技巧を凝らし

したのは写実主義や自然主義であった。そして印象

た技が見られない即興的なものと評している。明らか

主義であった。これらの表現形式は，社会で広く支

に印象主義を，芸術のレベルに達していない，そして

配権を得たが，それまで文化の世界で花開いたどの

芸術の域から逸脱している奇怪なものと見ている。こ

表現形式よりも，遊びという観念から異質的なもの

のような芸術を認め，流行らせたのが，芸術を理解し

であった。(Huizinga

1938b, pp.282‑283)」

写実主義や自然主義は，産業革命以降の近代化が進

ていると勘違いしている高慢な評論家であった。そし
て，このことがそれまでの芸術を衰退させたと捉え

むなかで，非現実的なロマンティシズムを捨て，人生

た。

や社会をありのままに描写しようとした。写実主義絵

ホイジンガ白身，芸術に関しては若い頃からの興味

画は，高度な教養や洗練された感覚がなくても見てす

もあって，造詣が深く，歴史に次いで明るい分野であ

ぐに解る。農民のごく日常的な働く姿を描いたミレー

った。 19世紀以前の芸術に興味をもち，研究対象と

の絵を見たホイジンガは，おそらくあまりにも現実を

しての価値を見出していたホイジンガにとって，近代

捉えすぎていて，遊びの余地がほとんどないと感じた

芸術，特に印象主義の絵画は，個人的な興味に関わら

のであろう。芸術にしろ文学にしろ，文化にとって遊

ず，芸術として受け入れられるものではなかった。

びの因子は欠かせないというのがホイジンガの信念で
ある。それが19世紀以降になって，文化は極端に現

芸術に対するホイジンガの認識として見落としては
ならないのが，芸術の工業化，市場原理を受ける芸術

実社会から影響を受けるようになった。写実主義にみ

についてである。

られる芸術を，ホイジンガは現実社会から強い影響を

「芸術家というものは，独創性への欲望が，作品

受け，遊びの因子を失ったと認識したのである。（i）

を創造する衝動となっている。このことは，その時

ここまで芸術に対するホイジンガの認識をみてき

々において，珍しいもの，新しいものをつくり出す

た。そこで分かったことは，近代芸術のなかでも，特

欲求によって成し遂げられる。しかしこのことが，

に絵画の分野における新たな潮流を，ホイジンガは芸

芸術を印象主義の分野へと引きずりおろし，20世

術として受け入れることができなかづたことである。

紀に経験した奇怪な世界をつくってしまったのだ。

というより，拒絶感や嫌悪感さえ抱き，文化として認

現代社会においては，科学よりも芸術の方が，工業

めることができなかったという方が適当である。絵画

生産過程で有害な要素を受ける可能性が大きい，芸

についていえば，ホイジンガは19世紀前半以前の絵

術は，機械化，広告，センセーションの追求によっ

画に，芸術や文化の価値，あるべき姿を見出してい

て,市場原理の影響を受けずにはいられなくなった。

た。

芸術は，様々な技術・手段の発達によって，危害を
免れなくなったのである。(Huizinga

２．ホイジンガの文化観からみた芸術観

1938b,
なぜ，ホイジンガは近代芸術に対して批判的認識を

p.297)」
ホイジンガは，印象主義や理解できない奇怪な芸術

示したのか。これを解く鍵となるのがホイジンガの文

を批判したが，芸術と工業生産の結びつきに着目して

化観にあると考えた。そこでまず，ホイジンガが文化

いるところが新たな視点である。ホイジンガがこのよ

をどのように捉えていたのかを明らかにしておく。

うに述べたのは，それなりの背景があった。過去の美

歴史家と同時に文化史家でもあるホイジンガは，文

学に決別し，機械時代の新しい美に価値を見出そうと

化について多くを記した。しかし，文化そのものの定

する未来派の登場（1910年）であったよ彼らは現代

義というか，文化の概念については，はっきりと明言

社会における機械文明の勝利を，造形表現においても

していない。（2）その一方，『明日の影のなかに』で，

確認し，応用しようとしたのである。人間の感覚は機

文化を文化として成立するための基礎条件については

械によって変貌されてしまったことを前提とする未来

明確に記している。そこでホイジンガは，文化の基礎

派の芸術を，ホイジンガはどのような想いで見ていた

条件を三つあげた。

のだろうか。決して容認することはできなかったはず

第一一に，文化は，精神的価値と物質的価値のバラン

であるよ文化としての芸術が，近代文明に対して，つ

スが必要である。ここでいう精神的価値とは，霊的，

いに敗北を認めるようなものだからである。

知的，倫理的，美的分野の全てにわたる。そのため，
たとえ原始的な時代における粗野なものであっても，

また，遊びという観点から芸術を見た場合･，ホイジ
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物質的な価値に加えて，精神的な要素が存在すれば，

りも優先されたのである。だが，精神的な領域でも生

それを文化と見なすことができる。

産過剰は起きている。例えば，大量の出版物や，無規

ホイジンガがこのような両者のバランスをあげた理

制な芸術作品の創出などがそうである。誰もが思想め

由は，今日，文化と評されるものが，あまりにも物質

いたことを書くようになり，万人が芸術と称した作品

的価値に偏っていると考えたからであった。両者のバ

をつくるようになった。つまり，精神的な領域でも文

ランスがあってこそ，単なる物質的欲望の充足を超え

化と称するものが溢れかえっているのである。知名度

た，より高い次元のものとなるからである。

をあげるために，流行に飛びつく。宣伝を使って売り

第二に，文化は，努力を必要とする。それは個人の

上げを狙う。精神的領域が市場原理の影響を受け，量
の悪がはびこっている。

理想を超えた，共同体の理想に向かって努力されるも
のでなければならない。そして，努力は，常に安全と

努力についていえば，普遍的理想に向かっての努力

秩序を行為の条件とし，共同体の救済と恵みを目的と

が見られない。真理，正義，徳などの普遍的理想は横

する。

におかれ，私利私欲に駆られた利益追求のための努力

第三に，文化は，自然を支配することである。自然

は惜しまなくなっている。安全や秩序が，行為の前提
条件になっていない。

界に存在するものから，道具を使って生活を豊かにす
る，なにかしらを創り出すことが想定される。だが，

また，物質的自然については支配したが，人間的自

自然の支配は，単に自然界の物質的な支配のみをいう

然については支配されていない。物質的には，あらゆ

のではない。人間的自然，例えば，義務，タブー，慣

るところまで人間の手が入り，文明品が創り出された

習，礼儀作法など，人間が本来従わなければならない

が，人間的には，倫理・規律が尊守されているとはい

事柄を守り，人間を倫理的な存在として支配すること

えない。個人のレベルで支配できていないだけでなく，

もいう。自己に倫理的な規律を課すと，他者への奉仕

集団，社会のレベルでも倫理的に支配されていない。

の精神が生まれ，社会全体に倫理的価値が浸透する。

科学技術の進歩によって，物を作り出すことは上手に

このことが重要だとホイジンガは考えた。

なったが，人間の精神は，いまだ利己的なレベルに留

以上の三点が，文化の基礎条件であるが，これをま

まり，倫理・規律が浸透していない。このようにホイ
ジンガは認識していた。

とめると次のようになる。

ホイジンガが印象主義を酷評した理由，また，印象

｢社会において，制度としての文化は，物質的，倫
理的，精神的分野で，自然の支配が，もともとある状

主義以降の芸術についても似非芸術と評価した理由

態よりも，より高い，よりよい状態を創り出すときに

は，ここにあると考えられる。ホイジンガの文化観は，

存在する。そして，そこには精神的価値と物質的価値

前述した文化の基礎条件にある。ホイジンガは，ある

のバランスが求められる。何に目標を定めて創り出そ

ものが文化として認められるには，その条件として努

うとも，基本的には普遍的な理想が存在し，その普遍

力が必要だといっている。その努力は√芸術でいえば，

的な理想に向かって共同体の様々な活動が収束する。

修練や技巧ということになる。努力を怠った芸術家の

(Huizinga 1935, pp.32‑33)｣

作品を，ホイジンガは文化と認めることができなかっ

このようにホイジンガは記したうえで，今日の文化

た。多くの芸術家が堕落したというのは，努力を怠り，

を，文化の基礎条件に照らして判断すると，次のよう

安易な芸術作品を作って名を売ろうする者が多くなっ

な結論に達した。

たことに対する批判である。それと，普遍的な理想に

今日の文化に，物質的価値と精神的価値のバランス

向かっての努力が見られず，個人の感性や欲求に重点

はない。高度な科学技術を駆使して発明したものでも，

が置かれるようになったことに対する批判があった。

使う側にその能力がない。それは使用する技能のこと

ホイジンガによれば，彼らは，直感による即興的な表

をいっているのではない。使う側か，発明されたもの

現を重視して，芸術家の努力を見下したのである。あ

や生産されたものを，真に人類の平和や福祉，豊かな

たかも自分たちこそが芸術家であると自負している彼

社会生活に利用できないでいる。武器の開発と利用が

らには，表現能力も，表現しようとする内容もない。

そのよい例である。また，生産設備が発達したことで，

それなのに流行にのって，世間が芸術と認めているこ

大量生産が可能になり物が豊かになった反面，一方で

とに√ホイジンガは納得がいかなかったのである。

は，失業者が急増して，貧困のなか，精神を病んでい

ところで，そこまでホイジンガが酷評する印象主義

る。一つの事柄について，両者のバランスが保たれて

や，その後の芸術は，どのようなものだったのか。そ

いないというだけではない。物質的にも精神的にも，

れらの芸術は，ホイジンガがいうような性質のものだ

それぞれ生産過剰に陥っている。物質的な領域での生

ったのだろうか。

産過剰は，容易に想像できる。近代社会は，精神的価

近代社会では，文学や音楽と同じように，絵画の世

値よりも，物質的価値を重視してきた。物の豊かさや

界でも，時代を特徴づける代表的な文化が存在した。

利便性に対する欲求を満たすことが，精神的な高みよ

18世紀の終わりから19世紀のはじめにかけてギリシ
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ヤ文化の調和の世界を理想とした古典主義絵画，自由

ムを批判したホイジンガであるが，その先にはカンデ

奔放な感情表現と色彩を特徴とする19世紀前半のロ

ィンスキーやモンドリアンがいた。これらについてホ

マン主義絵画，

イジンガは，一様に，文化としての芸術の衰退を見て

日常の平凡な生活を生き生きと描く

19世紀半ばの写実主義絵画，自然の瞬間的な印象を

した。（4）

色彩や光の観察を通じて描こうとする19世紀末の印

また，ホイジンガは，芸術が機械文明と手を取り合

象主義絵画である。ホイジンガが批判した印象主義絵

い，市場原理に支配されることを批判したが，この流

画は,主観的印象を表現する絵画であり，マネやモネ，

れは近代社会において，もはや避けられなかった。芸

ゴーガンやゴッホなどの作品であった。ホイジンガは

術は，工芸品として利用されることになった。

祖国を同じにするゴッホでさえ，決して賞賛しなかっ

オランダではモンドリアンが新造形主義を立ち上げ

た。

ると，そのデザインは建築や家具に応用されたレモン

ホイジンガが印象主義絵画に共通する内容として批

ドリアンのデザインのように，人気があって売れるも

判したのは，色彩や画風，題材ではなかった。瞬間的

のは評価が上がった。芸術は，宣伝・広告に乗って，

な印象を直感で描くこと，主観性の強い表現，抽象に

その価値が市場で判断されるようになった。（6）売れ

隠されたよくわからない主張や観念，そしてなにより

る作品は，高度な複製技術によって，何処でも同じも

も，見た目に努力が見られないことであった。（3）

のが存在した。このことは，それまで芸術が，特定の

作品の制作過程において,努力があったかどうかは，

場所に，その時だけ存在するという，ある意味，神秘

本当のところわからない。一見，繊細な技法や熟練し

的で貴重な鑑賞経験を失わせることになった。複製技

た技が見られないとしても，その表現のなかには筆一

術の発達は，時に，本物よりも鮮やかに，そして大き

本のタッチに込められた努力があるかもしれない。も

な作品となって世界中に現れた。このような芸術の工

ちろんそこには表現しようとするなにかしらの観念あ

業化を，ホイジンガは文化の危機と捉えたのである。

るいは理念があるだろう。ただ，ホイジンガのいうよ

ところでホイジンガの文化観から芸術観を考える

うに，見方によっては，わけの分からない主張や観念

際，文化観を構成する重要な要素である「遊び」を忘

に映ってしまうのである。

れてはならない。ホイジンガの遊戯文化論は，芸術に

ホイジンガが愛した芸術は，中世とルネサンスの絵

ついても多くを語っているからである。

画，とりわけ宗教絵画であった。特に，ファンアイク

ホイジンガの遊戯文化論の核心は，美しく生きたい

やメムリンクなどに対する思い入れはかなりのもので

夢や崇高な理想が，「遊び」を通して表現されたとき，

あった。彼らの描いた宗教絵画には，神に対する畏敬

豊かな文化が創られたことにある。

の念と，聖なるものを表現することに対する全身全霊

これについて説明を加えるならば，次のようにな

をかけた純粋さと努力が見られた。それは，ロを疑う

る。

ばかりの繊細な技法に表れ，時間をかけて完成した絵

はじめにありきは，美しく生きたい夢や崇高な理想

画には，主観性や直感といった要素が著しく抑えられ

である。これがなければ形成される文化の質も期待で

ている。共同体が理想とするキリスト教の倫理・道徳

きない。人間として美しく生きたい夢，あるいは時代

といった普遍的内容がテーマとなっていたからであ

や社会に要請される崇高な理想，それが個人であれ集

る。つまり，ホイジンガのいうところの物質的価値

団であれ，普遍的な価値をもち，人々に受け入れられ

（技法）と精神的価値（倫理・道徳）が，一枚の絵に

支持されるような概念であればよい。

バランスよく調和していたのである。さらにいえば，

次に，これを表現する方法であるが，文化史の観点

人間的自然の克服，私利私欲を越えたところの義務律

からこれまで時代を代表する文化を見ると，そこには

への服従や奉仕の精神が見られたのである。これらの

共通して「遊び」という概念が存在する。というのは，

点において，自己主張や，主観・直感を強調する印象

夢や理想を現実の生活で実現するには様々な障害が多

主義絵画は，ホイジンガが自ら主張する文化の基礎条

すぎるからである。経済的障害，政治的障害，時代の

件に照らした場合，文化の高みを感じさせなかったの

ムード，時間的・空間的制限，偽善的な宗教的制約，

である。

荒れはてた社会や人々の荒んだ心など，実生活におい

ホイジンガが主張する直感の絵画や抽象の絵画，そ

ては障害が多すぎた。そこで遊びを通して，夢や理想

の中に込められたよくわからない観念は，印象主義の

を現実の生活で実践したのである。理想は遊びによっ

後に現れる新たな芸術において頂点に達した。それは，

て表に出てきたわけである。たとえそれが遊びの世界

ホイジンガの言葉をもってすれば，正確さ，観察と思

であっても，人々は決して夢や理想を捨て去ろうとは

考を全面放棄した直接の知覚と感動への没入による芸

しなかったのである。

術，規律の及ばない衝動によってつくられた芸術，認

ごこで忘れてはならないのが『ホモ・ルーデンス』

識を介さず生を直接表現する芸術であった(Huizinga

に記されている遊び論のなかの重要な観点，「文化を

1935,pp.l88・189) o表現主義，超現実主義，ダダイズ

創造する機能としての遊びと競い合い」である。遊び
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を面白くする要因のひとつにホイジンガは対立性また

た。近代芸術は，文化め形成過程で重要な役割を果た

は競争性をあげているが，この競い合いがより高いレ

す遊びから逸脱したのである。プロセスよりも結果を

ベルでの遊びを展開することになる。競い合いによっ

意識するようになり，遊びの純粋性や神聖さが芸術か

て得た勝利は，名誉，優越心，他者からの尊敬を得た

ら失われた。（7）

いという人間の欲求を満たす。そのためには，技術，

また，かつて芸術における自由な表現は，遊びであ

知識，熟練，努力，勇気などが求められる。競い合う

っても，普遍的な理想，倫理・道徳，作法といった秩

ことでより高いレベルの作品が創造されたり技術や知

序や規律が存在した。だが，近代芸術における自由な

識が生まれる。これが結果的に質の高い文化を創造す

表現は，これらの秩序や規律が曖昧になり，なんでも

ることにつながるのである。芸術，スポーツレ文学な

許されるといったムードが支配的になった。文化領域

ど様々な文化の領域において，この競い合いという要

の中で遊びの性格が強い芸術でも，秩序や規律が失わ

因が高い文化を創造してきた而も否定できない。

れれば，質の高い文化の創造は期待できない。

大切なのは，おはじき玉ではない，おはじき玉を取

豊かで質の高い芸術は，美しい夢や崇高な理想を表

るまでのプロセス，つまり遊びそのものである。遊び

現しようと夢中で遊んでいるうちに創造されるもので

そのものの中にのめり込む。言い換えれば，文化を創

なければならない。夢や理想が美しく崇高であればあ

り出しているときの世界にのめり込むことが大切なの

るほど，そして，それをよりよく表現しようと努力す

であって，完成した作品は結果である。結果は他者が

ればするほど，また，困難な課題に対して，制作者が

評価すればよいのであって，はじめから評価や報酬に

互いに競い合えば合うほど,質の高い芸術が生まれる。

心を奪われてはならない。勝者が得る報酬は二次的な

そのため，神に関する表現は，崇高で神聖な芸術が生

ものであって，決してそれを第一の目的においてはな

まれた。だが，近代芸術の多くは，個人の直観や感性

らない。報酬のみを目的とすると，神聖さ，純粋性が

の表現を重んじるようになった。それゆえ，つくられ

失われるからである。そうホイジンガは考えていた。

た作品は，ホイジンガにすれば決して豊かな文化，質

もうひとつ記しておくべきは，遊びには秩序やルー

の高い芸術にはならなかったのである。

ルがあることである。これを失うと，遊びは壊れてし

おわりに

まい美しさがなくなる。文化の形成過程における遊び
のなかで秩序やルールを考えるならば，それは道徳心

本稿は，ホイジンガの芸術観を√近代芸術に関する

や規律といったことになる。これを無視して作られた

記述をもとに，ホイジンガの文化観と遊戯文化論から

文化はいかがなものか。ホイジンガはナチスの時代を

考察した。

例に考えたが，道徳，倫理，人間性，規律を顧みずに

ホイジンガが愛した芸術は，ファン・アイクであり

作られた文化を決して評価しなかった。文化形成過程

メムリンクであり，教会芸術であった。そこには，聖

における遊びには，これらの秩序やルールを守ること

なるものを描くことに対する畏敬の念と惜しみない努

が大切なのである。

力が見られた。作品の物質的価値を意識せず，ただひ

では，ホイジンガの遊戯文化論から近代芸術を見た

たむきに崇高な精神を描こうとする態度は，ホイジン
ガにとって芸術のあるべき姿であった。こうした芸術

場合，どのようなことが考えられるのか。
芸術は，人間の夢や理想を表現できる格好の領域で

がホイジンガの芸術観を形成したが，そこには確固た

ある。憧れる情景や浸づてみたいムードなど，自分の

る信念があった。それは，自らが唱えた文化の基礎条

世界を思うままに表現できる。ただ，豊かな芸術の創

件と遊戯文化論であった。

造には，美しい夢や崇高な理想が必要である。これに

ホイジンガは文化の基礎条件に照らして近代芸術を

ついてホイジンガは，近代芸術の多くが，美しい夢や

見た場合，それを文化と認めることは困難だと判断し

崇高な理想をもっていないと捉えた。描かれている作

た。

品に，観念や理念はないというよあるのは，個人の直

ホイジンガにすれば，近代芸術には努力（修練･技

観や感性だが，これらは崇高な理想になりえない。と

巧）が見られなかった。その上，普遍的理想がないた

なれば，当然つくられた作品も，ホイジンガにすれば

め，芸術家は勝手な主義主張を作品に表現した。しそれ

質の低いものであったよ

は，即興的，一過性，感覚的に製作されているとホイ

夢や理想を表現する遊びについてはどうか。ホイジ

ジンガには映うた。また，物質的価値と精神的価値の

ンガは，近代芸術の多くが遊びと異質なものであると

バランスも見られない。熟練した技巧がないにも拘わ

捉えた。遊びは，本来，日常生活と離れたもので，利

らず,作品は商業主義にのって高値をつけた。芸術は，

害関係の及ばないものである。しかし，近代芸術は日

宣伝や流行に影響されるようになった。そこには，精

常生活との関わりを強く意識するようになり,坤には，

神の高みは見られない。よく=分からない主義があるだ

作品が投機対象となったり，製作する側にも作品の広

けであった。そして，タブー，慣習,十習俗，倫理など

告的価値や市場の流通性に影響を受けるものも現れ

を重んじる自然の支配（人間的自然の支配）もあやふ
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芸術とは一つの抽象なのだ。自然を前に夢想することによ

やになった。このような認識がホイジンガにあった。

り，自然から抽象を引き出したまえ。（二見1994,

また，遊戯文化論から近代芸術を考えれば，遊びの

23頁）」

これを読むと，ホイジンガがゴーガンらを嫌った理由が理

低俗化か起きていると捉えた。芸術における遊びの性

解できる。

格は，文化や精神といった領域よりも，経済や物質的

（4）マティスに代表されるフォーヴィズム，ピカソがその基礎

な領域との関係が強くなった。ホイジンガは，美しい

となったキュビズム，ダリやエルンストにみられる超現実主

夢や崇高な理想が，遊びを通して最もよく表現される

義などがそうである。また，ホイジンガはシャガールの絵に
生の直接表現を見ていた。

文化領域が芸術だと考えていた。豊かな芸術はこうし

（5）芸術のさまざまな異なった活動領域のあいだのあらゆる工

て創られてきた。しかし近代芸術に，そのような夢や

芸的原理と芸術的原理との調和を回復し，それらを新しい構

理想，真正の遊びはなかった。また，創作活動は自由

成という概念によってしっかりと結びつけようとすることを

であっても，規律や倫理をもち，利害関係が及んでは

目的として1919年に設立されたのが，ワイマールの国立バウ

ならない。ところが近代芸術は，なんでも許されると

ハウスであった（高階1993,

いう自由だけを主張した。そうした芸術に文化の高み

ザインと結びつき，工芸品への道を開いた。

163頁）。これによって芸術がデ

（6）このことについて，二見は次のようにいっている。

はなく，つくられた作品は，ホイジンガにすれば質の

芸術作品は，フィンセントの表現を借りれば『かっての

低いものだった。

チューリップ売買と同じような投機』の対象となり，一部

芸術は，遊び心をもちながらも，普遍的な理性をよ

の作品は『法外な高値』をつけられるようになった。高値

りどころとし，努力を必要とする。そして，誰が見て

を呼んだ作品は『ミレー，ドラクロア，コロー，ドービニ

も納得できる，一定レベルの倫理的・技術的基準をク

ー，デュプレ，その他少数の大家たち』のものだった。
（二見1994,

リヤーしていなければならない。個人の直観や感性は

12頁）

（7）ホイジンガは文化の本質にある遊びについて，「遊びは，

できる限り抑えて，創作活動が市場原理の影響を受け

物質的利害関係から離れている」といった(Huizinga

るようなことがあってはならないのである。

1938a,

p.13)。ここから考えるに，芸術が遊びを内包する真の文化

このような芸術観から，ホイジンガは，近代芸術に

として存在するためには，物質的利害関係から離れていなけ

対して厳しい批判を浴びせた。それは，近代芸術への

ればならない。この点で市場原理を受け，商業的要素をもつ

個人的な嫌悪感によるもので，偏った見方だという批

芸術は，ホイジンガにとって見れば，真の文化とは認められ

判もあろう。しかし，新しい時代の芸術を理解しよう

ないのである。

としなかったホイジンガの姿勢には，近代社会が物質
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