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マクシミリアン・リュスとパリの表象

１　はじめに

　マクシミリアン・リュス（Maximilien Luce 1858-1941）は、新印象派を主導してきたスーラ

が1891年に亡くなって以降、シニャックとともにこのスタイルをもっともよく実践した画家とい

える（１）。新印象派の特徴である分割点描技法を基本とする様式を1890年代半ばまで採用し、そ

の後は独自の様式へと展開するものの、芸術、政治、思想などにおいて、スーラをはじめとする

新印象派の画家たちと多くを共有している。リュスが手がけた肖像画には、スーラ、シニャック、

ピサロ、クロス、フェネオンら新印象派を形成した主要な人びとが見出され、何より、彼らとの

交流の深さを物語るものだろう（２）。

　リュスの画題は幅広く、人物画については、上述した仲間たちの肖像のほか、労働者たちの日

常や働く姿への関心がとりわけ高い。風景画においては、シニャクからとくに学んだと思われる

海景や田園風景に加え、炭鉱を主題とした連作、工場のみえる景色、土木や建設の工事現場、戦

場、兵士たちがいる町中の様子等、独自の画題と視点を見出せる。

　なかでもパリの風景は、リュスが繰り返しとりあげた画題のひとつで、それらでは、昼だけで

はなく夜の情景が、またパリ中心部と周縁部の両方が描かれており、さまざまな視点と画家の興

味がうかがえる。リュスについては、新聞に数多くの挿絵を提供していたこと等から、どちらか

というと政治的背景のなかで炭鉱や工場、労働者といった主題に注意が向けられがちだ。しかし

実際には、自然風景やパリの町を描いた作品もまとまった連作を形成しており、重要な作品群と

いえるだろう（３）。何より新印象派の画家のなかでも、一番たくさんパリを描いた画家の１人で

あることに違いない。

　そこで本論では、パリを描いた一連の情景に焦点を当て検証することで、これらの絵の背景に

ある諸要素を指摘し、リュスのパリの表象について明らかにしていきたい。新印象派の画家たち

については、スーラ、シニャック以外にはこれまであまり詳しく論じられてきていないが、リュ

スが新印象派の画家たちと技法や思想を共有しながら制作していた点を考慮すると、リュスの作

品を検証することは、リュスだけはなく、スーラやシニャックの芸術をさらに理解し、新印象派

の活動全体を明らかにする一助となるとも考えられる。
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２　モンマルトルの眺望

　まずはリュスがいかにパリをとらえていったか、年代を追ってみていく。

　1887年はリュスが新印象派の画家たちと出会った重要な年である。この頃住んでいたのはモン

マルトルの丘の北側に位置するパリ18区、ヴァンサン・コンポワン通り９番。そのすぐ近くで描

かれた近所の風景が《モンマルトルのはずれ、シャンピオネ通り》（図１）だった（４）。

　タイトルになっているシャンピオネ通りは、画面中景をわずかに斜めに走る道で、道沿いに集

合住宅や家がみえる。前景手前を横切る道がダムレモン通り。フェンスで囲まれ、舗装がされて

いない。両方の道の間に挟まれた区域には畑や草地のような緑、そして粗末な小屋が並ぶ。遠景

には煙を出す煙突がみえ、工場があることがわかる。手前の道路には２人の労働者と子供の姿が

みえる。リュスは、２本の道路が画面右手で交差するあたりに住んでいたので、見慣れた光景だっ

ただろう。

　ここはパリ市の北の境界地区にあたる所で、工場や簡易な建物、労働者たちの姿が、地域の特

性を表わしている。向こうにみえるサン・ドニは、当時、工場地帯として発展しつつあり、パリ

周辺の他の地域同様、労働者たちの住む貧しい地区のひとつだった。リュスは本作において、そ

うした地域の雰囲気をよく伝えるが、同時に画面では、道がとてもきれいに整備され、まっすぐ

走っている様子が強調され描かれている。これらの通りは1850年代のおわりから60年代にかけて

新たに開発された新しい道で、パリの当時の大改造の一端を物語っている（５）。

　リュスはモンマルトルの丘のふもとにあったこの地から、1887年７月８日、丘の上のコルト通

り６番に引っ越す。《パリの風景、モンマルトルからの眺め》（図２）は、リュス自身のコルト通

図１　リュス《モンマルトルのはずれ、シャンピオネ通り》1887年
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りのアパルトマンからサン・ドニ方面を広くとらえた眺望と思われる。手前の半分以上にあたる

前景は、夏の陽射しのなか豊かな緑が輝く様子を、細かい点描がよく伝えている。画面上部、遠

景には、集合住宅等の建物の向こうに、たくさんの煙突と、そこからもくもくと湧き上がる煙が

目に入る。空には雲がリズミカルに浮かぶ。19世紀後半、サン・ドニには石鹸、ろうそく、ゴム、

クラッカーなどを生産する80ほどもの工場があり、まさに都市化・産業化・工業化に伴い新たに

出現した典型的なパリ郊外の地だった。

　ところでこれらの作品については、この頃同じくモンマルトルの丘に住んでいたファン・ゴッ

ホの作品とよく類似しているようにみえる。

　ファン・ゴッホは1886年３月パリに出てきてモンマルトルを活動の拠点とするが、《パリの眺

め》（図３）は同年６－７月頃、モンマルトルの丘よりパリ市内の眺望をとらえた１点だ（６）。遠

景にはパンテオンのドームを中心にノートルダム大聖堂やルーヴル宮がとらえられ、手前には折

り重なる屋根と数多くの煙突が描かれている。暗い色調には、いまだオランダ時代からの名残り

が強くうかがえよう。

　一方、翌1887年３－４月頃に描かれた《テオの部屋からの眺め》（図４）には、技法において

新たな展開が見出される（７）。本作は、当時弟とともに住んでいたルピック通りのアパルトマン

の窓からみたパリの市内の景色をとらえたもので、あきらかに点描を意識して描かれている。色

の使い方や点の置き方はまばらで、いまだぎこちなさが感じられるとはいえ、色彩は前作よりず

いぶん明るくなっているし、同じ大きさの細かいタッチが並んでいることから、点描を試みた実

験的一作といえよう（８）。

　リュスとファン・ゴッホが点描を採用するようになったのは、1886年５－６月の第８回印象派

図２　リュス《パリの風景、モンマルトルからの眺め》1887年頃
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展に続き、８－９月のアンデパンダン展に出品され話題となったスーラの《グランド・ジャット

島の日曜日の午後》の影響を受けてのことと考えられる。リュスは1887年３－５月のアンデパン

ダン展に《モンマルトルのはずれ、シャンピオネ通り》（図１）を出品。この際、シニャックと

出会い、以来、彼を通じ、新印象派の画家たちと交流を深めていくことになる。

　ファン・ゴッホもほぼ同じ頃点描を採用し始めた。1887年５月、パリ近郊のアニエールで撮影

された写真には、シニャックとともに２人の姿が写っており、その交流をよく示している。以上

を考慮すると1887年頃、リュスとファン・ゴッホとはモンマルトルの丘でごく近くに住んでいた

だけではなく、シニャックを介してつながりがあった可能性も高い。リュスの《モンマルトルか

らのパリの眺め》（図５）（９）は、画面左手に建物の一部が描かれ、ファン・ゴッホの《テオのア

パルトマンからの眺め》（図４）と構図においてさらに類似しているし、リュスの《モンマルト

ルのはずれ、シャンピオネ通り》（図１）の点景に添えられた郊外の道を行く人物は、ファン・ゴッ

ホが1887年６－７月に描いた《パリ境界の道》（図６）の道を歩く農民の姿もどこか彷彿させる。

また似ているのはモティーフや画題だけではなく、２人はともに、1887年の夏に点描手法を一段

と展開していることでも共通している。

　リュス（図５）とファン・ゴッホ（図６）の作品では両方とも、均一的点描が、軽やかに使わ

れているのが確認できる。とりわけリュスの作品においては、補色を中心とした色彩論的な配慮

がファン・ゴッホよりも高く見られ、色の使い方が多様である。鮮やかな緑はオレンジにより際

立たされ、点描の動きをうまく利用した表現にも長けており、点描の本来的目的である光彩表現

に成功しているといえよう。いずれにしても両者は、共通してこの時期点描手法を熱心に学んだ

図３　ファン・ゴッホ《パリの眺め》1886年（６－７月） 図４ 　ファン・ゴッホ《テオの部屋からの
眺め》1887年（３－４月）
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痕跡をみせている。リュスはのちに、ベルギー南部に位置する炭鉱の町シャルルロワで連作を手

がけるようになるが、その動機についてはヴェラーレンからの助言といった直接的動機もさるこ

とながら、ファン・ゴッホの影響があったと考えてもおかしくないだろうと考えられる（10）。

　なお、モンマルトルからの眺望を描いたリュス（図５）とゴッホの作品（図４）を比較すると、

リュスがアパルトマンの窓からみているのは郊外のサン・ドニ方面で、他方、ファン・ゴッホが

とらえたのはパリ市内であることから、それぞれ部屋からみえる方角が異なっていたのがわかる。

図６　ファン・ゴッホ《パリ境界の道》1887年（６－７月）

図５　リュス《モンマルトルからのパリの眺め》1887年
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ここで興味深いのは、自宅の窓からだけではなくモンマルトルの丘からとらえた眺望においても、

たがいに、窓からみえるのと同様の方向をむしろ好んで描いていることだ。同じ煙突のある風景

ながら、ファン・ゴッホはアパルトマンの煙突が無数に並ぶ風景を、リュスは工場の煙突が数多

くある風景をそれぞれ描いている（11）。リュスは1887年以降も、サン・ドニ方面の景色を描いて

おり、彼の関心が郊外の新興の工場地帯にとくに寄せられていたことを示している（12）。

３　ムフタール通り

　1889年、リュスはムフタール通りを主題に少なくとも２点の作品を制作している。ムフタール

通りはパリ５区セーヌ左岸にあり、ローマ時代の１世紀ごろから、現在も存在するパリの道のな

かでももっとも古い通りのひとつで、全長は約650メートル。今日では安価なレストランやカフェ、

酒場、食料店などがあり、パリの胃袋とも呼ばれる庶民的な場所だが、リュスの時代も、市が並

ぶ労働者たちの町だったようだ。

　《ムフタール通り》（図７）では、この通りのもつ特徴が、リュスの工夫された視点により、じ

つにたくみにとらえている（13）。ここではやや俯瞰的視点から、広場を手前に、通りの入口 / 出

口を中景に配し、通りを覗きみるような構図がとられているが、それは両脇を建物に挟まれたこ

の通りの細さを強調するものとなっていよう。通りには実際、相当の数の人びとが所せましと歩

図７　リュス《ムフタール通り》1889－90年
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いているようで奥の方は判別がつかない。一方、手前の広場では、大きく開けられた空間に、人

びとの姿がかなり具体的に描写されている。ところどころに置かれた仮設の台や荷馬車では、果

物などが売られ、男性、女性、子供ら、大半の人が買い物かごを手にする。両手に野菜をもって

立つ人、大きな荷物をぶら下げている人、買った物をかごに入れる人、商品を吟味する人、立ち

話をする人とさまざまだ。服装をよくみれば、青い作業着を着た男性や、労働者階級の女性が大

半だが、画面前景手前には帽子をかぶった、いわゆるブルジョワジーと思われる女性もワゴンを

みつめ立っている。市場として相当賑わっていた地域だったのだろう。

　同時期に描かれたもう１点の作品《サン・メダール教会》は、《ムフタール通り》より少し右

に視線を写し、通りの南端に位置する教会堂あたりを描いたものだ。前者の画面左手、後者の画

面右手の建物が同じなため、連続した風景をとらえていることがわかる。《サン・メダール教会》

においても、買い物に来た人たちの様子がそれぞれ具体的によくとらえられている（14）。

　これらの作品では、1887年以来、シニャックら新印象派の画家たちを通じて展開してきた点描

技法がすっかり洗練されたものとなっていることにも注目できる。リュスのタッチはスーラの点

描をかなりよく理解・吸収し、点は均一的に細かく同じリズムを刻んでおり、点の配色は暖色・

寒色が適度に織り交ぜられ、調和的構成への意識が高い。《ムフタール通り》では陰になった広

場と光を浴びた奥の建物の上部、《サン・メダール教会》では左の建物の落とす影と教会を包み

込む光とのコントラストを意識した描写も際立っており、主題と連携して、点描技法の駆使にお

おきな力を注いでいたことがうかがえる。

　ところでムフタール通りは、モンマルトル同様、リュスにとっては身近な、よく知る場所だっ

た。この通りにはアナキズムの新聞『ル・レヴォルテ Le Révolté（1887年９月以降ラ・レヴォル

タ La Révolta）』紙の事務所があり、リュスはしばしばこれに挿絵を提供していたため、訪れる

機会も少なくなかったからだ。同紙の有力な参加者であったエリゼ・ルクリュ（Élisée Reclus）

は、写真家ナダールに宛てた手紙で、「ムフタール地区の汚染された空気よりもきれいな空気を

吸いにパリを離れブリュッセルに行った」と話すほど、狭く暗い通りはコレラや結核の温床地と

して有名だったという（15）。

　とはいえリュスの作品では、町のそうした暗部を想起させるような要素はおよそみあたらない。

リュスは貧しい労働者へつねに眼差しを向けていたものの、ムフタール通りを描いた絵において

は、調和のとれた点描による光溢れる表現も相俟って、光彩のなか活気ある人びとの日常生活を

描いており、これらにみられるのは、活き活きとした人びとの姿にほかならない。

　ムフタール通りを描いてから数年を経た1895年から96年にかけて、リュスはふたたびモンマル

トルの南側に位置するアベス通りを舞台に、同じように人びとで賑わう活気ある町角の様相を何

点かの作品で描く。とりわけ《食料品店、アベス通り》（図８）は、買い物をする人や通行人、

行商人らを数多くとらえ、ムフタール通りを思わせる作品となっている。リュスはこの主題を描
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いているとき「人びとの動きを表わしたいが、難しく、まったくうまくいかないため機嫌が悪い」

と述べており、同主題へのこだわりを感じさせる（16）。

　このように通りを俯瞰した構図の絵を描いている同時代の画家としては、早くはモネ、さらに

はピサロがあげられよう。しかしながら、モネの絵では人びとはあいまいに点で表現されるばか

りで、むしろ都市における群集性や無名性が強調されていた（17）。ピサロはリュスが大きく影響

を受けた画家の１人だが、パリの町を俯瞰的に描くようになるのはおもに1890年代後半になって

からであり、リュスがムフタール通りを描いたころまだパリの連作を手がけていない。ピサロか

ら影響を受けたとすれば、《ジゾーの家禽市場》（図９）にみられるような、ジゾーの市場を舞台

とした一連の作品における活き活きとした人びとの姿と思われるが、これらは農村の市場を扱っ

たもので、俯瞰的構図や都市という主題とは無縁である（18）。

４　パリの夜景─ポン・ヌフ、ルーヴル宮、カルーゼル橋

　ムフタール通りを描いた1889年頃から、リュスがより多くの力を注いで展開したのは、パリ中

心部に取材した主題である。リュスはセーヌ川を含むシテ島あたりの景色を夕方から夜の時間帯

にかけて数年にわたり描いている。

　1889年作《エコル通り、パリ、夕方》（図10）は、セーヌ川とポン・ヌフ越しにルーヴル宮を

みた景色をとらえたもので、パリのスカイラインを構成する多数の煙突の背景に、陽が落ちる直

前の風景をとらえている。横長の画面の左右いっぱいに連なる無数の窓からは点々と明かりが漏

れ、川岸の道路沿いに灯る街灯の光は燃えるように輝き、画面中央に直線をなす。

　1890年作《ルーヴル宮とカルーゼル橋、夜の効果》（図11）は、ポン・ヌフからさらに目を先

に向け、同様に夕暮れ時のカルーゼル橋とルーヴル宮を描いた作品である。画面中央を横断する

カルーゼル橋には、一直線状に街灯が灯り、水面の反映とともに夕刻の景色を演出している。

図８　リュス《食料品店、アベス通り》1896年 図９　ピサロ《ジゾーの家禽市場》1885年
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1892年頃に制作された《ルーヴルとポン・ヌフ、夜、扇》（図12）は、さらに視野を上方にとっ

て広げ、ポン・ヌフからカルーゼル橋、ルーヴル宮までをも見晴らす。扇面の形をした紙に描か

れ、骨組みが入っていない扇の支持体が作り出す紙の折り線部分が、まるで空に放たれる線光の

ような効果をもたらし、夜景を際立たせている。

　以上にあげた作品で共通しているのは、いずれもシテ島からルーヴル宮辺りという狭い範囲の

図10　リュス《エコル通り、パリ、夕方》1889年

図11　リュス《ルーヴル宮とカルーゼル橋、夜の効果》1890年
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風景を、夕刻から夜という短い時間帯に収めていることだ。ロスラクは、パリ中心地をとらえた

リュスの連作については、簡単に解釈できないため、歴史家たちはこれらの作品について言及す

るのを避けてきたと指摘した上で、リュスのこれらの作品をルクリュに代表されるアナキズム思

想と結び付け、「左岸と右岸を結ぶ」、「誰にも平等に開かれた公的な場」、「すべての階級の人び

とが混ざり合う理想的都市の機能」を象徴するといった理由から解釈を試みている（19）。

　こうした解釈はなるほど興味深いものがあるが、しかしながらここでより注目したいのは、夜

景の描写に見出される点描である。ムフタール通りが日中の陽光をよく表現していたのに対し、

これらの作品には、まさに夕刻の光のみごとな饗宴が見出せよう。

　《エコル通り、パリ、夕方》（図10）においては、空の色調はいまだ比較的明るく、ピンク系の

薄い残光から、上部に行くに従い、薄い黄色、ブルーへと、色合いはおだやかに変化している。

画面全体に、薄明るい光彩がうかがえることから、夕陽が沈みかけた夕方の早い時間帯の情景だ

ろう。川岸の道路の街灯や建物の窓にすでに明かりは灯っているものの、建物や橋は、暗いニュ

アンスのなか、いまだその姿をまずまず判別できる状態にある。

　《ルーヴル宮とカルーゼル橋、夜の効果》（図11）では、前作に比し、空はより青味が濃くなり、

明暗のコントラストは増し、全体にさらにドラマティックな表情を帯びている。点描の構成にお

いても明確に対照的な色彩が目立つ。空は、地平線を染めるピンク系の色調から、上方に向かう

に従い、黄、緑、そして青へと変わるが、色合いの変化が激しい。画面手前左手の川岸と岸辺に

繋がれた船の部分は、他の部分よりもタッチの１点１点が大きく、勢いもあり、その色調も多様

であるため、ひときわ目が引かれる。そこでは赤やオレンジといった暖色系の色と、反対色であ

る紫や青、緑が同等に混在し、夜の闇と太陽の残光とが併存しているようにみえる。カルーゼル

橋とルーヴル宮はシルエットで平面的に表され、画面中央を占めるこれらの黒い塊が、橋の上に

灯る街灯の光を際立たせている。セーヌの水面は夕陽を反射し、橋の近くではかなり明るい黄色

や緑の点で表現され、暗闇のなかの光が眩い。同時に、右手前では、水面に反映した街灯の光は、

図12　リュス《ルーヴルとポン・ヌフ、夜、扇》1892年頃
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オレンジや黄色の暖色によって柱のように連なり、リズミカルに画面を彩っている。

　こうしてみると、リュスは、夕方から夜の時間を描くに際し、時間によって移り変わる異なる

ニュアンスに着目し、微妙な相違を点描の色彩や構成で描き分けているのがわかる。陽が沈む直

前の地平線を染める自然の光と、町に灯る人工的光とが織りなす、光のドラマ。リュスの関心は

もっぱらそこにあるようだ。

　点描で夕暮れ時の光をとらえたのは、しかしながら、リュスがはじめてではない。スーラは

1886年夏すでに《セーヌの河口、夕刻、オンフルール》で沈みゆく夕陽のなかに輝く海景を描い

ていたし（20）、翌1887年から取り組み始めた《サーカスの客寄せ》では、ガス灯の光による情景

描写を試みていた（21）。後者は1888年３月－５月の第４回アンデパンダン展に出品されており、

おそらくリュスの興味をとくに引いたのだろう。リュスがパリの夜景を手がけたのは、まさにこ

の頃からと思われ、1889年９－10月に開催された第５回アンデパンダン展には、《エコル通り、

パリ、夕方》（図10）を出品している（22）。これらの夜の光の表現には、暗い色調のなかにも、オ

レンジやブルーなど鮮やかで多彩な色彩が繊細に織り込まれており、リュスは何より、夜の都市

のスペクタクル的風景の描写と取り組んだものと考えられる。

　リュスの夜景表現への関心は、これで終わることなく、次いでロンドン、およびカマレの港の

風景にも活かされ、1895年から、ベルギーの炭鉱で描かれる本格的連作においてさらに応用され

ていく。

５　ノートルダム大聖堂のみえる風景

　夜のパリを描いてからおよそ10年後の1900年頃から数年間、リュスはふたたびシテ島の風景へ

と関心を向けるようになり繰り返し描く。しかしながらこの時リュスが関心をもって取りあげた

のは夜景やルーヴル宮方向の景観ではなく、反対側のノートル大聖堂がみえる昼の情景だった。

しかもこれらは、大聖堂のある風景というよりも、大聖堂の肖像といったほうがふさわしいほど、

大聖堂を主人公とし、大きな存在として扱ったものだ。近代的都市の人工的夜景から、一連の炭

鉱の風景を経て、なぜこの時期、リュスは中世の聖堂を取りあげるようになったのだろうか。

　《パリのノートルダム大聖堂》（図13）、《パリのノートルダム大聖堂、サン・ミッシェル通りか

らの眺め》（図14）、《サン・ミシェル通りとノートルダム大聖堂》（図15）にみられるよう、これ

らの連作において大聖堂はサン・ミッシェル通りの方向からとらえられ、たいてい、陽光を浴び

ている。

　《パリのノートルダム大聖堂、サン・ミッシェル通りからの眺め》（図14）はなかでもリュスが

この一連の大聖堂の肖像においてもっとも実現したかった要素が取り揃った作品と考えられる。

陽光は大聖堂を画面右手、つまり南側から照らし出し、大聖堂は明るい光のなか輝いてみえる。

パリのノートルダム大聖堂のファサード部分は、ほかの大聖堂の建物、たとえばモネが連作で描
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いたことで知られるルーアンの大聖堂に比してもあまり奥行をもたない、比較的平面的構造をし

ているにもかかわらず、ここでは、光の表現によって陰影がよく強調され描かれている。３つの

扉上部のタンパンの一部には画面のなかでも一番くっきりと陽が当たり強い色で描かれているた

め、画面中央という構図上の位置と色彩とによって、私たちの視線を引きつける。画面向かって

左側の建物の一部には、大聖堂の影が落ち、これらの建物からは、パリの空を突き刺すように、

煙突の細かい線が立っている。大聖堂手前の広場から橋にかけては、全体に青から紫色の色調が

支配的になっており、陰のなかにあることが示されていよう。こうして、ノートルダム大聖堂は、

光と影とを用いたドラマティックな演出によって、画面中央に堂々とそびえそびえ立つ姿が表わ

されている。

　大聖堂を際立たせるためのリュスの工夫はそれだけではない。ここでは多くの人びと、馬車、

乗合馬車など、活発な交通で賑わう様子が広場と橋に見出せる。本作をこの構図に近い場所で撮

影された当時の写真と比べてみると、じつはリュスの描く大聖堂は、かなりその大きさが強調さ

れて描かれているのがわかる（23）。実際にはノートルダム大聖堂のスケールは、この絵にみられ

るほど人や馬車と比べて大きくも高くもないのである。ノートルダム大聖堂をとらえた一連の連

作においてリュスは、この作品と同じように、大聖堂をより大きく、反対に人びとはより小さく

描き、その差異を際立たせ、大聖堂を威圧的で圧倒的な存在としてとらえたのだった。

　リュスのこれらの連作で想起されるのは、モネのルーアンの大聖堂連作である。1895年に展覧

されたモネの作品にリュスが関心を抱いたことは間違いないだろう。とはいえシニャックによれ

図13 　リュス《パリのノートルダム大
聖堂》1900年

図14 　《パリのノートルダム大聖堂、サン・ミッシェル通り
からの眺め》1901－04年
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ば、モネの作品にみられるような、建物の一部だけを切り取って示し、空や広場といった背景の

ない構図に、リュスはあまり感心しなかったようだ（24）。たしかにリュスも、大聖堂のある風景

において天候を描き分けることに興味をもっていたと思われる。しかし《パリのノートルダム大

聖堂》（図13）をみると、リュスの関心はモネのそれとは明らかに異なっていたようだ。この作

品では、陽光のなか輝く大聖堂がとらえられているのだが、よくみれば、前景の広場や橋の部分

の小さな人びとは、傘を持ち、雨のなかを歩いている。空をみると、雲の様子から、天気雨や、

急激な天候の変化の面白さをとらえようとしたとも想像できようが、しかしそれよりもリュスは、

むしろ大聖堂が陽光の中に光り輝き堂々と建つ姿を強調するために、光と雨という対立的情景を

設定したようにもみえる。図13や図14にみられるように、雨でなくとも、大聖堂の手前はいつも

影のなかにあって、光のなかに姿を現す大聖堂はひときわ目立つように工夫がされていた。すな

わち、同じ大聖堂を対象にしているとはいえ、モネが、大聖堂の建物が光と合体し多様な表情を

次々と生み出していく変化に焦点をあてて描いた視点とは、異なる表現といえよう。

　19世紀における中世の大聖堂に対する関心は、ユゴーの小説からヴィオレ・ル・デュックの修

復など、各分野に見出すことができる。リュスと近かったルクリュら思想家たちにとっても、中

世の聖堂を建てたいわゆる職人の生活や、彼らのギルドといった組織は、ある種の理想と考えら

れていたようだ。こうした文脈でとらえると、リュスが近代都市を描いた一方で、大聖堂を中心

にした主題を展開したとしても、不思議なことではない（25）。リュス以外にも、シニャック、デュ

ボワ・ピエら、新印象派のほかの画家たちの作品に教会堂を描いた作品は少なからず見出せる（26）。

　《サン・ミシェル通りとノートルダム大聖堂》（図15）は、以上のような文脈でみたとき、とく

にリュスの目的がよくわかる作品となっている。この作品では、遠景の光のなかにそびえ立つ

ノートルダム大聖堂がみえ、サン・ミッシェル通りには、ムフタール広場でみられたのと同様に、

人びとの具体的姿が、しっかりととらえられている。そこには、買い物かごを手にする労働者階

級の女性から、着飾ったブルジョワジー、さまざまな年齢の男女と、階級から性別までがたくみ

に混合して描かれていることから、意図的に、社会を象徴する人びとを構成したと考えられる。

　ところで、これら一連の作品でも注目したいのは、点描表現についてである。リュスは1890年

代半ば、一度点描技法から離れて印象派に近い作風へと戻っている。しかし1900年頃に制作され

たこれらの作品では点描がかなり復活しているのがわかる。習作ではほぼ点描だけでとらえられ

たものも見出せ、とくに陽光を浴びる大聖堂の部分は、点描が有効に使われている。神性で特別

な存在感の表象に、点描が必要だったのだろうか。いずれにしてもノートルダム大聖堂のみえる

一連の風景は、たんなる中世への回帰ではなく、理想とする中世の社会を象徴する大聖堂を中心

に示すことで、むしろ近代都市や社会の新しい理想の形を表現しようとしたものと思われる。
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６　レオミュール通り

　リュスの近代都市への関心は、レオミュール通りを主題とした何枚かの作品にはとりわけ顕著

に見出せる。リュスはヴェラーレンからレオミュール通りの工事について聞き、現場を訪れ、知

人のアパルトマンの部屋を交渉して借り、そこからみえる景色を５、６枚のスケッチでとらえ、

それをもとにアトリエで作品に仕上げたという（27）。

　レオミュール通りは、パリの中心部２区から３区にかけて、旧証券取引所からタンプル広場ま

でを東西に走る通りで、オスマンによりパリ大改造のひとつとして計画された典型的な通りだっ

た。計画の実施は1854年頃からはじまったものの、オスマンのほかの地区における大改造計画で

もしばしばみられたように、実現までには長い年月を要し、最終的に通りが貫通したのは1897年。

道路の開通にあたってはフェリックス・フォーレ大統領のもと大々的に式典が行われたが、開通

時には工事現場さながらの状態だったという。通りの完成のためには、小さな古い通りが多く消

えたことでも知られる（28）。こうした長期間にわたる大工事と、いわゆるスクラップ・アンド・

ビルドによる都市整備はオスマンの大改造計画を象徴するものとして画家の興味を何より引いた

のだろう。

　《レオミュール通りの貫通》（図16）は、何枚か確認できる作品のなかでも、もっともよく描か

れた最終作と考えられる。画面右下に「Luce96」のサインがあり、通りが開通する前年に制作

図15　リュス《サン・ミシェル通りとノートルダム大聖堂》1901年
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されている。この作品では、道幅こそ広く、すでに貫通され整っているようだが、足場もみえ全

体に雑然とした様子は、開通時にはまだ工事現場さながらだったという様子がよく伝わってくる。

遠くまで見晴らす視点は道路の長さを、道路を挟むように両脇に並び立つ建物は建築物の高さを

強調していよう。通りを往来する馬車や人びとは通りの広さを、そして活発な交通とスムーズな

流通を表わし、町の活気や賑わいがよく描かれている。リュスはここでも、ムフタール通りを描

いたときと同様に、年齢・性別等、なるべくいろいろな人びとが登場するように配慮して描きこ

んでいるようにみえる。買い物かごを手にする人、帽子をかぶった女性、シルクハットにステッ

キを持つ男性。手前左の一番目立つ場所には、ブルーの洋服に赤いベルトの労働者と思われる人

物、そして新聞を読みながらこちらを向いて立つ男性がみえる。

　この絵ではまた、足場の架けられた建物が多く目立ち、建物自体の工事中である様子がよく描

写されている。レオミュール通りには現在でも、道路開設と同時につくられていった多彩なファ

サードをみることができ、パリでも特別な通りであることを考えると興味深い。オスマンのパリ

大改造で推進された建物の統一化は、19世紀後半、整然とした近代的町並みを生み出したが、19

世紀も末になると、アールヌーヴォーの流行と同時に、建物の画一化が疑問視されるようになっ

た。より豊かなデザインを求め、1898年からパリでは「ファサードのコンクール」が1930年まで

毎年行われ、それはこのレオミュール通りにてまず始まり、次第にパリ全域に拡大されていった

ものだった。こうした試みは、20世紀の建築を予見する新しい鉄の素材を利用したデザインを、

次々生み出していったのである（29）。

　リュスの作品をみると、現実の情景を描いた絵ながら、まるでその事業を奨励するようにファ

図16　リュス《レオミュール通りの貫通》1896年
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サードの工事の様子が強調してとらえられているようにもみえる。ここでは絵の中央に、足場の

かかる建物が配置されるような構図が工夫されている。同様に、画面手前の左右にも、工事中の

建物が大きく置かれている。別の油彩画《レオミュール通り》（図17）では、左手前の工事中の

建物を大きく置いて強調した構図も見出せる（30）。

　こうしてみるとリュスの関心は、美しくきれいに整ったパリの情景というよりも、むしろ工事

中であるその過程自体にあったと考えられるだろう。たとえば《パリの解体工事》（図18）は、

画家の工事への興味を、より端的に示す作例といえる。ここでは、道はまだ整備される以前の、

掘り返されたままの状況で、描かれているのは一般の通行人ではなく、工事に携わる人びとの姿

である。

　ところでこれらの画面では、点描の使い方に差異が認められる。《レオミュール通り》では、

点描は陰を潜め、人物も含めむしろモネやルノワールに近いような素早いタッチで全体がとらえ

られている。ところが、《パリの解体工事》をみると、厳密な点描ではないとはいえ、点描の痕

跡は全体に認められ、この時期、点描がすっかり放棄されたわけではないことがわかる。

　1891年スーラが亡くなった後、多くの画家たちが点描主義から去っていったが、忠実な点描主

義者であったリュスもまた、この頃になると、点描に拘ることなくさまざまな手法を試みてみた

ものと思われる。

　工事現場や、工事現場で働く人への関心は、この後リュスにおいてさらなる展開をみせ、もっ

とも重要な主題へとなっていく。

図17　リュス《レオミュール通り》1896年 図18　リュス《パリの解体工事》1896年



509

マクシミリアン・リュスとパリの表象

７　工事現場としてのパリ

　レオミュール通りを描いてから10年後、ふたたびリュスは同じレオミュール通りを取りあげる。

《レオミュール通りの貫通》（図19）では、10年前同様に工事人たちの姿が描かれる。とはいえ、

ここでの視点は前作とはかなり異なっており、画面中央に荷を引く、あるいは押す労働者たちを

とらえ、肉体を駆使する労働自体の描写に、一層視線が集中している。前作では、たしかに労働

者たちの姿はあるものの、彼らの力強い作業自体が強調されるものではなかった。それに対し今

回は、建物の高さや道路の規模よりも、労働者たちの横へ荷を運ぶ作業そのものを強調しており、

そのため、画面自体を横長にとっている。

　こうした肉体労働者への興味は、1890年代半ばのすでに一連の工場を描いた作品でも表わされ

ていたが、20世紀に入り《杭打機》（図20）等でみられるように、土木工事現場での労働者の描

写へと移っている。そして、労働者の作業自体や労働する姿への関心は、もっと大規模な土木や

建設工事現場における主題へと広がっていくのである。具体的には、オスマン大通りやジュノ通

りといった大がかりな道路工事の現場、さらには、パッシー地区での巨大な建設現場の情景へと

展開する（31）。

　1907年《パッシーの建設現場》（図21）では、かなり深く掘削された土地、巨大な足場、何本

も立つクレーンといった工事現場の情景を通し、遠景には、青空に向かってそびえる高い建物群

がみえる。ここでは、画面手前左には、荷を運ぶための馬、青い作業着に赤いベルトという典型

的な作業着を着て柵に座る人がいる。その前では、木材を加工する人たち、階段を上ってくる人、

後ろ向きに柵から向こうの作業をみる人など、労働者たちが工事現場でみせる自然な姿が描かれ

る。工事中の建物や足場、クレーンなどが、画面に四角いマス目を多数生み出し、幾何学的リズ

図19　リュス《レオミュール通りの貫通》1906－08年
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ムを刻んでいる。左手のクレーンには、人がのぼる姿がみえる。中景や遠方では、労働者たちの

働く姿が、小さく簡単なタッチで示されている。

　何ということのない建設現場の情景がとらえられつつ、ここでは、建設の規模の大きさが強調

されているように思われる。点描はみられないものの、点描で学んだ有効な色彩対比による効果

図21　リュス《パッシーの建設現場》1907年

図20　リュス《杭打機》1902－03年
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は、あちらこちらで活かされており、画面全体では、明るい黄色系で整えられた地面や建物群に

対し、青い空が鮮やかな対比を放つような構成が見出せる。

　パッシー地区はこの当時、巨大な開発事業を行っていたことで知られるが、リュスはこの地域

に取材し、大きな工事現場の構造物のなかの小さな労働者の姿を主題に、似たような作品を繰り

返し描いている。

　以前には、完成した町の景観をとらえていたリュスだが、このように晩年になると、現在進行

形の大規模都市開発の情景を、それを担う工事人たちとともに描くことで、パリの新しい未来都

市を予想する作品へと展開したのである。マネをはじめとし、モネ、ルノワール、カイユボット

ら印象派の作品にも、パリに取材した都市風景画は多く見出せるし、彼らが1870年代後半になっ

て都心から郊外へと主題の主眼を移したずっとあとの時代になって、ピサロは1890年代、パリの

各所を連作という形でとらえている。リュスと同様に点描を採用した新印象派のクロス、アング

ラン、デュボワ・ピエらも、スーラやシニャックだけではなくパリを主題に描いた。とはいえ、

工事現場そのものをテーマにこれほどたくさん描いた画家はほかにはいない。建設現場や労働者

を描いた画家としては、レジェの登場をまたなければならず、これらの主題は、同時代的である

と同時に、とても先進的でもあったといえる。

８　おわりに

　リュスの描いたパリの情景をみてくると、モンマルトルのようなパリのはずれや、ムフタール

通りのように労働者を中心とした町から、シテ島やルーヴルあたりの中心部の公的な場、レオ

ミュール通りからパッシーの工事現場まで、とりあげた場所も多様なうえ、数も少なからず存在

する。主題の幅広さ、数からすると、リュスは19世紀後半の画家たちのなかでも、カイユボット

やピサロとともに都市をもっともよく描いた画家の１人ということができるだろう。

　事実1841年生まれのリュスは、ちょうど、オスマンによるパリの大都市整備の時代をともに生

きたのであり、いわばオスマンのパリ改造の証言者でもあった。とはいえパリの大改造と一口に

いっても、それは、つねに順調に実現されていったものではなかったようだ。たとえば、1870年

共和派が議会で力をもつと、公共事業にかかる経費が問題視され、オスマンは一時更迭される。

そしてオスマンの政策により高騰した地価や建設費のため、1870－90年は、建設ラッシュどころ

か、むしろ不況の時代にあったという。そのためオスマンにより計画された大通りが最終的に完

成をみるのは20世紀に入った1929年であり、かなりの時間を要したことになる。他方、「パリ改

造にかかわる工事は、巨大な失業対策として、10万人の労働者を食わしていた」ともいう（32）。

　こうしたオスマンの改革に関わる社会情勢は、リュスが晩年、工事現場を描くようになった関

心と合わせて考えると興味深いものがある。それはリュスという画家を、クールベの《石割り》

からはじまる一連のレアリスムの系譜に位置づけるとともに、アナキズム思想を反映した画家と
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して、政治的・思想的視点から読み解く一助となるかもしれない。しかしながら、リュスが、繊

細で緻密な点描のタッチと色彩論を駆使して描いたルーヴル宮付近の幻想的でロマンティックな

夜景や、輝く陽光のなかに浮かび上がるシテ島風景にみられる一連のパリの情景については、レ

アリスムからも、その政治的志向からも、十分に説明することは不可能だろう。パリの美しい都

市景観自体に対する、リュスの心からのオマージュ以上に、これを説明できるものはほかにない

のではないか。

　リュスの目に留まったのは、産業化により変貌しつつも、なお、のどかなパリの境界の地であ

るモンマルトルの風情、都市改造計画において貧困と不衛生の温床として槍玉にあげられながら

も庶民の日常生活を支える活気ある通りの情景、人工照明によって夜でも光輝くパリの夜景、大

がかりな工事の末に出現した巨大な通りにみられる圧倒的な賑わい、忙しく暮らす現代の人びと

を見守るようにそびえたつ中世の大聖堂がみえる風景、新しい技術により建てられる巨大な建築

群、そして、都市を実際につくる工事人たちの強くたくましい姿だった。リュスがパリの情景を

描いた作品でみせたのは、古いものへのノスタルジーだけでもなければ、新しいものばかりの賞

賛でもなかった。それらが混在しながら未来が作り出されていくなかで、つねに、彼の心の中心

にあったと思われるのは、町に暮らし町をつくる人びとだったのである。

　リュスは画業の最後まで、すべての作品において点描を厳密に採用し続けたわけではなかった。

しかし都市を描いた多くの作品において、スーラの点描にごく近い様式をみせているのは、彼が

もっとも忠実な分割点描主義の実践者の１人であり、また手法の意図についての理解者であった

ことを証明するものにほかならない。スーラの手がけた点描は、光彩を表現すると同時に、色彩

による理想的な調和世界を意図したものであったことを想起するなら（33）、リュスがパリの情景

とそこに暮らす人びとを描こうとしたとき、点描主義はほぼ完璧な理想的手法と思われたのだろ

う。そのため彼が最終的に点描を放棄したとしても、それは、ファン・ゴッホをはじめとする多

くの点描経験者同様、あくまでも点描主義の否定を意味するのではなく、その理想はリュスのな

かでより自分に見合った形に変容し活かされていったと考えられるのである。パッシーの工事現

場に見出された鮮やかな青と黄金色の調和は、まるで都市の明るい未来を予見するかのように輝

いており、点描を経てリュスが辿り着いた都市表象の到達点を示していよう。リュスにとってパ

リは、夜も昼も、路地から大通りまで、中世以来、人びとが自分たちの手で築き作り上げてきた

誇るべき都市であり、つねに眩いほどに光り輝いてみえていたのだろう。

（付記）本稿は JSPS 科研費26284025の助成を受けたものである。

図版リスト
図１　リュス《モンマルトルのはずれ、シャンピオネ通り》Terrain à Montmartre, Rue Championnet, 1887, Oil 
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on canvas, 45.5×81cm, Kröller Müller Museum（https://krollermuller.nl/en/maximilien-luce-region-of-
paris-view-from-montmartre）（2018年８月25日最終アクセス）
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vas, 46×65cm, Kröller Müller Museum（https://krollermuller.nl/en/maximilien-luce-outskirts-of-
montmartre-rue-championnet）（2018年８月25日最終アクセス）
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Museum, Amsterdam （Vincent van Gogh Foundation）（https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/
s0013V1962）（2018年８月25日最終アクセス）
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vate Collection, （http://art-vangogh.com/paris_158.html） （2018年８月25日最終アクセス）

図７　リュス《ムフタール通り》La Rue Mouffetard, 1889-1890, Oil on canvas, 80×64.8cm, Indianapolis Museum 
of Art, （https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/WLA_ima_La_Rue_Mouffetard.jpg）（2018
年８月25日最終アクセス）

図８　リュス《食料品店、アベス通り》Epicerie rue des Abbesses, 1896, 54×73cm, Musée du Petit Palais, 
Genève,（https://www.flickr.com/photos/repolco/21457642695） （2018年８月25日最終アクセス）

図９　ピサロ《ジゾーの家禽市場》Le marché à la voaille, Gisors,1885, Tempera and pastel on paper mounted on 
wood, 82.2×82.2cm, Museum of Fine Arts, Boston, （https://www.mfa.org/collections/object/poultry- 
market-at-gisors-33317）（2018年８月25日最終アクセス）

図10　リュス《エコル通り、パリ、夕方》Quai de l’école, Paris, soirée, 1889, Oil on canvas, 50.9×70cm, Private 
Collection, （http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=48611）（2018年８月25日最終アクセス）

図11　リュス《ルーヴル宮とカルーゼル橋、夜の効果》Le Louvre et Pont du Carrousel: effet de nuit, 1890, Oil 
on canvas, 65×81cm, Private Collection, （http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=48613）（2018
年８月25日最終アクセス）

図12　リュス《ルーヴルとポン・ヌフ、夜、扇》Le Louvre et le Pont-Neuf la nuit, éventail, c.1892, Oil and 
gouache on paper, 18.5×36.5cm, Musée d’Orsay, Paris, （http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/
catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=100466&cHash=15345223ff）（2018年８月25日最
終アクセス）

図13　リュス《パリのノートルダム大聖堂》Notre-Dame de Paris, 1900, Oil on canvas, 116×81.3cm, Private col-
lection, （https://www.wikiart.org/en/maximilien-luce/maximilien-luce-notre-dame-de-paris-1900-1900）
（2018年８月25日最終アクセス）

図14　リュス《パリのノートルダム大聖堂、サン・ミッシェル通りからの眺め》Notre-Dame de Paris, Vue du 
quai Saint-Michel, 1901-1904, Oil on canvas, 100×118.7cm, Private collection, （https://www.1000museums.
com/art_works/maximilien-luce-notre-dame-de-paris-vue-du-quai-saint-michel）（2018年８月25日最終アク
セス）

図15　リュス《サン・ミシェル通りとノートルダム大聖堂》Le quai Saint-Michel et Notre-Dame, 1901, Oil on 
canvas, 73×60cm, Musée d’Orsay, Paris, （https://en.wikipedia.org/wiki/The_Quai_Saint-Michel_and_
Notre-Dame#/media/File:Maximilien_Luce_-_The_Quai_Saint-Michel_and_Notre-Dame_-_Google_Art_
Project.jpg）（2018年８月25日最終アクセス）
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図16　リュス《レオミュール通りの貫通》Le percement de la rue Réaumur, 1896, Oil on canvas, 73×100cm, Pri-
vate collection, （https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_percement_de_la_rue_R%C3%A9aumur_
by_Maximilien_Luce,_1896.jpg）（2018年８月25日最終アクセス）

図17　リュス《レオミュール通り》La rue Réaumur, 1896, Oil on canvas, 65×50.2cm, Private collection, （https://
www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=32876）（2018年８月25日最終アクセス）

図18　リュス《パリの解体工事》Paris, démolitions, 1896, Oil on canvas, 80.9×64.8cm, Private collection, （https://
www.christies.com/img/LotImages/2017/NYR/2017_NYR_14186_0347_000（maximilien_luce_paris_demo 
litions）.jpg）（2018年８月25日最終アクセス）

図19　リュス《レオミュール通りの貫通》Le Percement de la rue Réaumur, Paris, 1906‒1908, Oil on canvas, 89.5
×139.7cm, Private collection, （https://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=65620）（2018年８月25
日最終アクセス）

図20　リュス《杭打機》Les batteurs de pieux, 1902-03, Oil on canvas, 154×196cm, Musée d’Orsay, Paris, 
（https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maximilien_Luce_-_Les_batteurs_de_pieux_entre_1902_et_1905.jpg） 
（2018年８月25日最終アクセス）

図21　リュス《パッシーの建設現場》Construction quai de Passy, 1907, Oil on canvas, 100×82cm, Musée de 
l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie, （https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maximilien_LUCE,_Construction_
quai_de_Passy,_1907,_mus%C3%A9e_de_l%27h%C3%B4tel-Dieu,_inv._98.04.16.JPG）（2018年８月25日最終
アクセス）
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