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　 私たちは日々大量の情報に囲まれて生きています。そしてテレビはも

ちろん、インターネット上にも大量の映像情報があふれています。また

みなさん自身も携帯電話やスマートフォンを持ち、カメラ機能を使って

写真や動画を撮影し、それをメールで友達に送ったり、ブログで公開し

たり、インターネット上に投稿して他の人と共有したりと、ますます

「映像メディア」と個人との関係が深くなってきています。 

　 写真もビデオもボタンひとつ押しさえすれば誰にでも手にできる時代

ですが、「映像メディア」の特性を正しく理解することで、私たちの持

つ豊かな映像文化を受け取り、私たちがそれを育み、そして発信してい

けるようになるはずなのです。 

　 それでは「映像メディア」について「美術」の目から考えてみること

にしましょう。 
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はじめに 

映像メディア表現とは 

　「映像メディア表現」は、少し前まで
の美術の授業では扱われてこなかった、

新しい学習項目です。具体的に言えば、

写真とアニメーションや動画などを使っ

た美術表現のことを指します。 

　うつろいゆく「光の像」を印画紙など

に写して定着させる技術、それが写真で

す。目の前に広がる風景を、熟練した画

家の手に頼らずそのまま写し取りたいと

いう思いが写真の発明につながったので

す。また、絵画の中で描かれた物語を実

際に動かして、演劇のような「時間」を

表現してみたいという発想はアニメーシ

ョンの誕生に結びつきます。 

　写真もアニメーションも、視覚や光学

の研究が進んだ19世紀の大発明です。

写真の技術が進歩し高速度での連続撮影

が可能になると、写真とアニメーション

技術を組み合わせた映画となります。そ

れが今から約100年前、20世紀目前の出

来事です。 

　 

(写真1)　写真集『自然の鉛筆』より「開いた扉」
　1844～46年　W.H.F タルボット（イギリス）
　東京都写真美術館蔵 

世界初の写真集。カロタイプという新しい方法で
複数の写真がプリント可能になりました。 

(写真2) ヘリオシネグラフ（手前）　19世紀 
東京都写真美術館蔵 

連続した絵のついた円盤を回し、すきまをのぞく
と絵が動いて見えるアニメーションの原型。
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表現１　身の回りを撮る

�
 生徒作品　写真を撮る人がどんな「まなざし」をもっているのかを考えてみましょう。 

　写真を撮るという行為は、皆さんにと

って初めての体験ではないはずです。 

だれもが手軽に撮れる写真。それでは

「写真とは何か」という少し難しい問い

を投げかけてみることにします。 

　ここで皆さんと同じ通信制高校の生徒

が撮った写真作品を見てみましょう。与

えられた課題は「身の回りを撮る」で

す。自分で撮影した写真をプリントし、

テーマを整理して写真集としてまとめま

す。日常を見つめたあなた自身の写真か

ら、自分と他者との関係、そして自分が

社会や自然にどう向き合っているのかが

見えてくることでしょう。 

　「写真とは何か」について、この課題

を通して皆さん自身で考えてみてくださ

い。 



映像メディア表現

□制作の前に 

•まずはカメラを手にとる 

　皆さんの中には、ふだんからデジタル

カメラを持ち歩いている人も、携帯電話

のカメラすらほとんど使ったことがない

人もいるでしょう。実はカメラは「記

念」を残すだけの道具ではありません。

自分の日常を見つめ直す機械、それがカ

メラです。起動する→シャッターを押す

→プレビューを見る。まずはその方法だ

け確認しておきましょう。 

□制作過程 
１　テーマは？ 
　最初からすんなりとテーマが決まる人

は、少ないのではないでしょうか。とり

あえず自分の机の上でもリビングルーム

の花びんにでもカメラを向け、シャッタ

ーを切りましょう。違う方向（アングル

といいます）からも撮ってみましょう。 

　逆にテーマが決まっているならば、迷

わずどんどんと撮り進めます。自分の学

校や職場での一日、家族や友人の紹介で

も。撮影場所を先に決めるのもいいでし

ょう。特別な場所でなくても、近所の公

園や卒業した小学校でもOKです。あく

までも自分の日常を見つめ直すことが今

回の目的です。 

まずはシャッターを切ってみよう。 

違うアングルから。縦でも横でも。 

２　写真を撮りためて整理する 
　画用紙のサイズから考えると最終的に

は5枚程度あれば十分なのですが、皆さ

んは少なくても10～15枚ぐらいは撮影

するようにしましょう。 

用意するもの 
• デジタルカメラやカメラ機能が付い
た携帯電話、スマートフォンなど 

• 画用紙（八つ切り） 

• 両面テープ 

• 必要に応じてはさみ、ペンなど
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　撮った写真は、もう一度すべてを再生

します。ゆっくりと1枚ずつ見返すこと

で、今まで気づかなかった自分の興味や

関心が見えてくると思います。また、撮

った写真をパソコンに取り込めるなら、

画像を色々な角度から見比べることがで

きるでしょう。 

小さな喜びを見つけることも 

　テーマがしぼられてきたら、それに合

う写真だけを選び出します。最初に設定

したテーマと変わってしまってもかまい

ません。今度はその視点から対象（被写

体といいます）を見つめ直しましょう。

もう少し撮りたいと思ったらしめたもの

です。 

３　プリントをする 
　 選んだ写真をプリント*します。プリ

ントサービスをするカメラ店があります

ので探してみましょう。また自分でパソ

コンから印刷してもいいでしょう。 
＊プリントはＬサイズ（89mm×127mm）

ぐらいが適当です。 

４　画用紙の上に構成する 
　 今回の課題は写真1枚ずつではなく、

複数の写真でテーマを表現します。もう

一度はじめの生徒作品を確認しましょ

う。(学習書 p.67参照)  

 次に机の上にプリントした写真を広

げ、眺めてみましょう。右に置いたり左

に置いたりして、自分が伝えたいイメー

ジが一番表現できる写真の位置と組み合

わせを探ります。ここでも必要に応じて

写真の取捨選択をします。また、思い切

って写真の一部をはさみで切り取っても

よいかもしれません。あいまいなイメー

ジがシャープに見えることもあります。 

　画用紙の上で最終的な構成を決め、両

面テープを使って写真を固定します。必

要に応じて、ペンなどで文字や絵などを

描き加えてもかまいません。 

５　完成 
　出来上がった作品、これが皆さんの日

常、そして身の回りの風景です。そこに

はみなさん自身の「まなざし」があるは

ずです。 

　教科書p.66～p67をあらためて見てみ

ましょう。写真の持つ表現の魅力をより

強く感じられるようになったのではない

でしょうか。さて、「写真とは何か」に

ついて皆さんの答えは見つかりました

か。 



映像メディア表現

表現２　写真について考える 

□写真とは (教科書p.66-67) 

１　写真という言葉 
　 写真という言葉は中国語に由来し、

「真を写したもの」という意味です。一

方、英語では写真をphotographといい

ます。photoは「光」、graphは「書い

たものや記録したもの」を意味します。

つまり単純に「光で記録したもの」が

photographです。英語には「真実」と

いう意味合いは含まれていないようで

す。 

　 1829年にフランスで発明された写真

は、短期間で改良を重ね、その技術は鎖

国中の日本にも持ち込まれました。本物

さながらにものを写しとるその発明品

に、当時の日本人は「写真」という言葉

がふさわしいと考えたのでしょう。 

　現在の私たちも、例えは「証拠写真」

という言葉があるように、写真が真実を

語ると思いがちです。でもコンピュータ

世代のみなさんなら、画像編集によって

写真が真実を偽る可能性があるというこ

とを理解できるはずです。逆に「写真」

における「真」とは何かという問いかけ

もできるかもしれません。 

２　まなざし　ー写真に写るものー 

　もう一度生徒の写真を見てみましょう

(学習書p.67参照)。アジサイの花、電線や

信号機、昼の空や夕方の空や雲、自分の

足でしょうか...。だれもがふだん目にす

る光景ばかりです。そこで、こんなこと

を考えてみてください。 

　 あなたとあなた以外の人では、Aさん

のことを「違うまなざし」から見ていま

す。写真にはそれが必ず写ります。あな

たがAさんと親しければ、あなたはAさ

んからとびきりの笑顔を引き出すことで

しょう。他の人はその写真のAさんの表

情におどろくかもしれません。それがあ

なた自身の「まなざし」なのです。 

　アジサイの花も信号機もその撮影する

人の「まなざし」が写っているというこ

　ここにあなたの友達のAさんの写真
があるとします。この写真に「写っ
ている」のはAさんです。さて、あな
たが撮ったAさんの写真と他の人が
Aさんを撮った写真を比べてみま
す。ふたつの写真はどこが違うので
しょうか。 
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とができます。写真を撮る時も見る時

も、この「まなざし」について考えるこ

とはとても大切なのです。 

３　切り取ること　ー時間と空間 
　カメラでシャッターを切る。それが写

真を撮るという行為です。フィルムでも

デジタルカメラでも、シャッターで一瞬

の光を切り取り、画像をそこに定着させ

ます。 

　ある出来事の決定的瞬間を捉えるにし

ても、じっくりと構図を決めて対象を撮

影するにしても、写真は基本的に「ある

時間」を「切り取る」ものなのです。連

続した時間の流れの中からあなたの「ま

なざし」によって日常を切り離したも

の。それが写真です。 

　写真にはもうひとつ「切り取る」もの

があります。ファインダーからのぞく、

あるいはモニターの液晶画面で確認する

ことは、写真の「写し取る範囲」を決め

ることで、つまり、広い世界の中から一

部分だけ四角く「切り取る」（フレーミ

ングといいます）行為といえます。 

　たとえば友達と旅行に行って、同じ場

所で写真を撮ったとしても、それぞれの

捉え方は全く違うものになるでしょう。

それはあなたと他の人とでは、その風景

の中からどこを「切り取る」かの考え方

や感じ方が異なるからです。それが「ま

なざし」ですね。 

　あなたの「まなざし」を写真として他

の人によりよく伝えるために、その時間

や空間の「切り取り方」を工夫してみて

ください。 

□まとめ 
　携帯電話やデジタルカメラでシャッタ

ーボタンを押しただけでは「写真」には

ならないということがわかりましたか。

自分が自分の「まなざし」について意識

すること、自分が大きな世界の中からど

の瞬間とどの場所を「切り取る」のかを

意識すること。それが「写真について」

考えるということなのです。 

　あなたの「まなざし」自体を鍛えるこ

と。ふだんから身の回りのことや社会の

出来事に興味を持つこと、あるいは疑問

を持つこと。写真が「美術」としての力

を持ち始めるのはこの瞬間からです。 

どの瞬間と場所を切り取るのか、自分の「まなざ

し」とは何か、を考えて見ましょう。 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表現３　映像の過去から未来へ 

□アニメーション(教科書p.68-69参
照) 

　アニメーションとは何でしょうか。テ

レビで見るアニメ？　でもこれからお話

しするアニメーションは、私たちが知っ

ているテレビアニメより少し広い意味が

あります。 

　 アニメーション（animation）は魂を

意味するアニマ（anima）という言葉が

語源で、本来動かないものに魂を与えて

動かすという意味です。それはみなさん

も教科書にいたずら書きをしたかもしれ

ない、あのパラパラ漫画のようなもので

す。ページの端をパラパラとめくると絵

が動き出します。本来動くはずのない絵

が、どうして動いて見えるのでしょう

か。 

１　なぜ「動く」のか 
　ヘリオシネグラフ(学習書p.66参照)や右

のゾートロープは19世紀にはやった玩具

です。回転をあたえることによって絵が

動いて見えます。ひとつの絵と次の絵に

は連続した人の動きが描かれています

が、ひとつひとつのコマのすき間をうめ

るのは、人間の目の持つ残像現象という

機能です。 

　残像現象とは、網膜に一度映った像が

完全に消えてしまうまでに少し時間がか

かることを言います。目が次の像を捉え

たときにも、ひとつ前の像は網膜に記憶

されたままなので、人間の目は二つの像

を連続した動きとして認識します。アニ

メーションや映画は1秒間に24コマ、ビ

デオでは1秒間に30コマも動かすため、

私たちの目には、あたかもものがスムー

ズに動いているように見えるのです。 

ゾートロープ　1880年頃 
東京都写真美術館像 
スリット付きの円筒から回転した連続絵をのぞき
ます。ヘリオシネグラフの改良型で、一度に何人
もで楽しめます。 

２　動きによって「表現」すること 
　 アニメーションでは、透明なシート
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（セル）にひとコマずつ絵を描いて動き

を表現したり、粘土（クレイ）などで作

った人形を少しずつ動かしてひとコマず

つ撮影するなど、さまざまな方法を用い

ます。また、現在ではアニメーション制

作にデジタル技術が広く採り入れられて

います。「動く」というアニメーション

の基本的な仕組みによって、人間の芸術

表現の幅が格段に広がりました。 

　絵画も写真も、多くの場合その場面の

中でひとつの物語を表現します。例えば

レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩

餐」を見てみましょう。  

「最後の晩餐」1495～98年 
レオナルド・ダ・ヴィンチ（イタリア）　 サン
タ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院蔵（ミラ
ノ）　 

聖書の一瞬の場面を描いて生き生きとした物語を
表現しています。絵画としての工夫を見つけまし
ょう。 

　この絵はイエス・キリストが弟子とと

もに最後の食事をする場面で、「この中

で私を裏切るものがいる」というイエス

の言葉に弟子たち全員が動揺するさまを

描いています。それぞれの人物の心情ま

でもがそこに表現されていますが、映画

やテレビドラマのような演出とは異なり

ます。  

　 絵画のように動かないメディアによっ

て表現できる物語もありますし、一方で

アニメーションや映画の特徴である「動

き」を利用することで、従来とは別の形

で物語を展開させることもできます。ひ

とつの額縁の中の物語に時間軸を加えた

ことで、「映像メディア」が 「新しい

表現」としての可能性を持ち始めまし

た。 

　アニメーションの分野では多くの日本

人が世界的に活躍しています。日本人は

独自の感性をもってアニメーションにさ

らなる命を吹き込み、新たな表現にまで

高めたと言うことができます。 

□イメージの映写 
　ところで皆さんは影絵で遊んだことは

ありますか。手の形を組み合わせ、後ろ

から当てた光にかざしてイヌやキツネの

影を壁に映したり、そんな遊びをしたこ

とがあるでしょう。 

　中国や東南アジアなどでも人型を使っ

た影絵の伝統があり、神事として影絵が

行われる地域もたくさんあります。ま

た、19世紀のイギリスでは次のページ

のファンタスマゴリという、幻灯機で魔

術的なイメージを映写する娯楽がはやり

ました。 
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　影絵や映画のように暗闇の中でイメー

ジを体験するのと、テレビやビデオの受

像機にイメージを映すのとでは、私たち

が受ける印象はかなり違うでしょう。 

　また、プロジェクター（映写機）を使

えば、イメージ自体の縮尺を自由に変え

られますし、天井や建物の外壁など平ら

でない面にもイメージを映写できます。

映像で空間自体を演出することによっ

て、見る人の感覚に日常の経験とは違っ

た広がりを与えることができます。 

　影絵のようにイメージを映写する技術

を美術に取り入れることによって、絵画

や彫刻、また写真とも違う新たな芸術表

現の可能性が開けてきたのです。 

ファンタスマゴリ 
18世紀末にフランスで発明された幽霊ショー。映
写機を効果的に使って暗闇の中で骸骨や亡霊など
を見せました。 

まとめ　ーやってみよう 

　「映像メディア」という新しい表現技

術も、実はパラパラ漫画や影絵のような

単純な、一見したところ古臭く思えるよ

うな技術をもとにしています。そしてそ

のメディアの基本に立ち返って考えるこ

とこそが、多くの人の心をつかむ新しい

表現を生み出します。 

　映像について興味を持った人は、以下

の課題について取り組んでみてくださ

い。 

 

１　パラパラ漫画や影絵など簡単な
手法を用いて自由に作品をつくりま
しょう。 
２　教科書の中の絵画や写真をひと
つを選び、その場面で何が起きてい
るのかを想像し、ストーリーを考え
ましょう。 
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鑑賞１　写真を読む 

「ウエスト・ヴァージニア州、スコッツ・ラン、オウマ 」 　1935年　 
ベン・シャーン （アメリカ）　 ハーバード大学付属フォッグ美術館蔵 （ボストン） 
　 

□ベン・シャーン 
　 上の写真を見てください。これはベ

ン・シャーンというアメリカの画家が撮

影したものです。「アメリカの」といい

ましたが、ベン・シャーンは1898年帝

政ロシア領リトアニアに生まれ、1906

年、8歳のときに迫害をのがれニューヨ

ークに移り住みました。つまり移民です

ね。アメリカは建国以来多くの移民によ

ってつくられた国なのです。 

１　この写真には「何が」写っています
か。まずは皆さんの目でじっくり見てく
ださい。 
　 若い男の人ばかり5人が、道端の低い

縁石に並んで腰掛けています。皆帽子を

かぶり、 スーツを着ている人もいて、

それぞれの人がおしゃれを楽しんでいる

ように見えます。背景の左側には2階建

ての建物とその手前に枝葉（プラタナス

のように見えます）が、画面の中央から

右側にかけての敷地内に家が2軒と背の
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高い木が数本、植え込み、その手前に葉

が落ちたやや背の低い木が1本、そんな

ところでしょうか。 

２　では、男の人たちはこの場所で何を
しているのでしょうか。 
　この男の人たちは互いに顔見知りなの

でしょうか。左の2人と右の3人はそれ

ぞれ同じ方向を向いて座っています。あ

ごに手を当てて何を思っているのでしょ

う。何かを待っている？ なんだか長い

時間ここに座っているようにも見えま

す。自分たちが写真に撮られていること

には気づいていないようです。 

　 
３　次に写真のキャプションを確認して
みましょう。 
　キャプションとは、その作品のタイト
ルや制作年（撮影年）、作者の名前やそ

の作品を所蔵する美術館などが書かれた

情報のことです。「ウエスト・ヴァージ

ニア州、スコッツ・ラン、オウマ」とい

うのがこの写真のタイトルです。ウエス

ト・ヴァージニアはアパラチア山脈の中

にあるアメリカ東部の州、スコッツ・ラ

ンは炭鉱で栄えた町です。 

　 ところが、1929年ニューヨーク証券

取引所で株価が大暴落し、世界規模で景

気が後退しました（それを、世界恐慌と

呼びます）。第一次世界大戦後、好調だ

ったアメリカの経済は崩壊、特に地方で

は小作農が土地を失い、また戦時の重工

業を支えてきた炭鉱町でも失業者は増

え、貧困対策はアメリカにとって大きな

課題でした。 

　 ローズヴェルト大統領はニュー・ディ

ール政策として公共事業を強化し、不況

を乗り切ろうとしました。画家や写真家

にも雇用対策が行われ、ベン・シャーン

は1935年に再殖民局（後の農業安定

局）の写真家*として、地方の惨状とそ

の復興を伝える写真を撮る仕事を始めま

した。そのときここ炭鉱町スコッツ・ラ

ンで、ベン・シャーンによって撮影され

た1枚がこの写真です。  

　炭鉱で働く労働者たちも、多くは移民

の出でしたが、不況にあえぎ、過酷な労

働を強いられていたことでしょう。そん

な状況下でも人々がたくましく生きてい

る姿を、自身も移民であるベン・シャー

ンは共感を持って見つめていたのではな

いでしょうか。それがこの写真を撮った

ベン・シャーンの「まなざし」なので

す。 

*ウォーカー・エヴァンス (教科書p.67参照) 

ら有名な写真家もこのプロジェクトに参加し

ています。 
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「W.P.A.サンデー」　1939年 　ベン・シャーン（アメリカ） 　福島県立美術館蔵 

４　もうひとつ、今度はベン・シャーン
が描いた絵画を見てみましょう。 
　 皆さんも、すぐにこの絵が先の写真

（学習書p.75参照）をもとに描かれてい

ることに気づくはずです。同じ作者のこ

の土地に生きる男たちへの「まなざし」

をさらに深く読み解いてみましょう。 

　まずは背景を見比べます。家屋は形を

変え、樹木や植え込みは省略され、どん

よりとした空だけが広く描かれていま

す。この時代の不安を背負っているので

しょうか。絵画ですから作品の意図がよ

り明快です。 

　電信柱（もしかしたら中央手前にあっ

た木？）のポスターにはWo r k t o 

Prevent Accidentと書かれています。

「事故を避けて働こう」つまり「安全第

一」ということでしょうか。ここは炭鉱

の町でしたね。それに対して男の人たち

は、写真とほぼ同じように描かれていま

す。表情は少し誇張されてコミカルな感

じがするでしょうか。 

　タイトルのW.P.A.はニュー・ディール

政策の公共事業促進局、Work Projects 

Administrationの略。そして「安全第

一」のポスターの頭文字でもあります

ね。サンデーはもちろん日曜日。炭鉱で

汗を流して働く彼らの待ちに待った休

日。いったい彼らは何を見て、何をして

いるところだったのでしょうか。それは
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皆さんの想像にお任せします。 
鑑賞2　映像メディアと日本美術 

　私たちには目に映るイメージを自らの

イマジネーション（想像力）によって表

現してきた長い歴史があります。(教科書

p.70-71参照)ここで、私たち日本人がイ

メージをどのように記述し、表現してき

たのか、改めて見直してみましょう。 

　近代化によって西洋諸国から大量の情

報が日本にもたらされましたが、そこに

至るまでの間、私たちは中国や朝鮮半島

からの影響を受けつつも、彼らともまた

違う独特なイメージのとらえ方と表現手

法を追求してきました。 

　例えば、日本の絵画の形式のひとつに

「源氏物語絵巻」や「鳥獣人物戯画」に

代表される絵巻物があります。和紙を横

方向につないで長い画面を作り（全体で

10メートル以上の長さにもなりま

す）、ひとつの場面ごとに巻き取りなが

ら読み進めるようにできています。英語

では絵巻物のことをpicture scroll（ス

クロールする絵）といいます。 

　また屏風という形式の装飾的な絵画が

安土桃山から江戸時代にかけて多く制作

されました。パネル数枚をつなぎ合わ

せ、折りたためるように作られていま

す。屏風のことは英語で f o l d i n g 

screen（折りたたみ式スクリーン）と呼

びます。 

　スクロールやスクリーンという言葉は

今ではコンピュータでも使用されます。

映像を映すモニター画面のことをスクリ

ーンといい、ウィンドウの表示領域を移

動させることをスクロールといいます。 

　このように、日本の古い絵画形式は、

西洋的なものの考え方と比べ「映像的」

で、かつ新鮮で驚きに満ちたものだった

ことがわかります。 (教科書p. 30-31参照) 

□風神雷神図屏風　俵屋宗達 
(教科書p.28-29参照) 

　右ページの国宝「風神雷神図屏風」の

作者、俵屋宗達は江戸時代初期に活躍し

た絵師です。数々の傑作を残している宗

達ですが、生没年など詳しいことは知ら

れていません。 

　 「風神雷神図」は文字通り「風の神

様」と「雷の神様」を描いた絵のことで

す。昔から仏教美術では風神と雷神を対

にして取り上げています。さて、皆さん

にはどちらが風神でどちらが雷神かわか

るでしょうか。 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 「風神雷神図屏風」 17世紀前半　俵屋宗達　建仁寺蔵 京都国立博物館寄託 

１　屏風の形式について 
　屏風は使わないときには折りたたんで

収納し、使うときには自立するように角

度をつけて開きます。この《風神雷神

図》は、二つ折りになる右側の「風神」

（右隻）と左側の「雷神」（左隻）を対

にして置きます。この形式を二曲一双の

屏風と呼びます。 

二曲一双のイメージ 

２　屏風が置かれる空間 
　 もともと屏風は和室の畳に立てて置

き、私たちはそれを座って見るのが前提

ですから、絵師はその視点の高さや置か

れる状況などを考えて制作しています。

陽の光のうつろいに合わせ、朝、昼、

夕、刻々と変化する絵の表情を計算して

描かれることさえあります。 

　西洋絵画は額縁の内部に空間を作るの

に対し、日本の屏風はそれ自体が空間の

演出を考えて制作されます。屏風とはな

かなか興味深いメディアですね。 

３　「風神雷神図屏風」を見る　 
　ここからは、展覧会で宗達の「風神雷

神図屏風」を実際に目にしたときのこと

をお話ししていきます。みなさんも目の

前にこの屏風があるのを想像しながら読

み進めてください。 

　この「風神雷神図屏風」は床から一段

高い位置に台座をすえ、その上に立てて
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置かれていました。そこで、床に座った

ときの目線になるように、少し腰をかが

めて眺めることにしました。 

　これは二曲一双の屏風ですから、右側

と左側に風神と雷神二つのスクリーン

（屏風）が並んでいることになります。

(学習書p.79参照) 正面から屏風を見る

と、二曲の折り目によって空間はへこん

でいるのですが、実際には、風神・雷神

それぞれの像がスクリーンの手前に浮か

び上がり、あたかも雲に乗って飛びまわ

っているかのようです。この絵は金箔が

貼られた画面の上に描かれているので、

風神と雷神だけがその背景から視覚的に

切り離されて動いて見えるわけです。 

４　絵は動きを表現するか 
　確かにこれは頭の中で勝手に作り出し

たイメージで、「動いて見える」という

ことにすぎません。しかしこの「風神雷

神図」が二曲一双の屏風でなく同じ大き

さの1枚の絵だったとしたら、その絵の

見え方はかなり変わってくるはずなので

す。 

　風神と雷神が二つの別々のスクリーン

（屏風）に描かれることで、個々の時間

と空間から自由になれます。あたかも大

きな液晶テレビが2台あって風神と雷神

の映像を別々に映しているかのように見

えてきます。実際の置かれた距離以上の

広い空間の中で、雲に乗って自由に駆け

めぐる風神と雷神のイメージが湧いてき

ませんか。 

５　見えないものは見えるのか 
　人間の視覚と想像力の関係は不思議な
もので、その「動き」によってさらに感

覚は刺激されます。私たちの目は屏風に

描かれた「天上」の風神と雷神の姿を見

ているのですが、しばらくすると私たち

の想像力によって、今度は画面に見えな

い「地上」の様子までもが、五感を通し

てリアルに浮かび上がってきます。たと

えばこんな感じに。 

...江戸の町並み。急に風向きが変わり、

雨の匂いがし始める。空はにわかに黒い

曇におおわれ大粒の雨が降り注ぎ、雨に

追われた町衆が軒下に駆け込む。そして

稲妻が光ったかと思うと割れるような雷

鳴が「ドン」と地表に響き渡り、子供た

ちは思わずおへそを押さえる...。 

　そんな光景が、屏風を開くとともに始

まり、そしてパタンと閉じられると何事

もなかったかのように終わるのです。屏

風という形式で描かれた絵画作品を通し

て、ダイナミックな時間の流れが、まる

でひとつの映像作品をみるかのように私

たちにも感じられたのではないでしょう

か。 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学習のまとめ 

　「映像メディア表現」について、私た
ちは写真と、アニメーションや映像など

の「動き」を表現するメディアを通して

学んできました。 

　 鑑賞1で見たベン・シャーンの

「W.P.A.サンデー」という水彩画(学習

書p.77参照)は、福島県立美術館に所蔵さ

れています。福島といえば2011年の大

きな災害と事故で、今なお復興のさなか

にあります。実はベン・シャーンは、

1954年に南太平洋で行われた水爆実験

で死の灰を浴びたマグロ漁船「第五福竜

丸」の事件など、社会的問題を取り上げ

た作品も多く描いています。 

　優れた美術作品には、たとえそれが何

百年も前の古いものでも、今の私たちに

とって大切なものが必ず描かれていま

す。ベン・シャーンの作品の優しく強い

「まなざし」からも、きっと今の私たち

が必要とする「何か」を見つけることが

できるでしょう。 

　また鑑賞２(学習書p.78参照)で見た俵屋

宗達の「風神雷神図屏風」をはじめ、日

本にも素晴らしい美術と文化がありま

す。それらは現代のアニメーションや映

像表現、美術表現のなかで生き続けてい

るとともに、現代の私たちに向けた過去

からのメッセージでもあります。 

　 皆さんが高校を卒業し大人になった

時、自分自身が必要とする「何か」を自

分の目で探し出せるようになって欲しい

と思っています。そのために私たちの周

りには美術館があり美術作品があり、

「映像メディア」があるのです。 

　私たちの持つ豊かな映像文化を受け取

り、私たちがそれを育み、そして発信し

ていくこと。それが現代に生きる私たち

の課題ではないでしょうか。 

「なぜ？」1961年　ベン・シャーン（アメリカ）
大川美術館蔵　 

第五福竜丸の無線長、久保山愛吉氏の死を悼んで
描かれた。 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