
大西愛子
長谷川 栄

【特別対談】

長：�大西先生は岡山にお住まいですが、
なぜだか年中お会いしている感じが
しますね。昨年10月、銀座での展覧会
パーティーでも楽しく過ごせました。

大：�私は長谷川先生のお写真を、芸術の
神様としてお守りのように肌身離さ
ず持ち歩いております。ですから、
先生に毎日、お会いしている気がし
ます。初めてお目にかかった時のこ
とは、今でも鮮明に覚えています。
にこやかな笑顔で「私と友達にな
ると絵が上手になりますよ」とおっ
しゃってくださって。フランスのシュ
バリエ芸術文化勲章を叙勲された偉
大な先生が、独学のものにも分け隔
てなく優しく接してくださり、とて
も嬉しく、感激いたしました。

長：�この度、大西先生は今年の日中国交
正常化40周年を記念し、中国側から
中國書法研究院客員教授として認定
されたそうですね。誠におめでとう
ございます。重ねてパリの画廊連盟

からも金獅子大賞を受賞されたとお
聞きしました。国際的な画家として、
これからもがんばってください。

大：大変光栄です。有難うございます。
長：�昨年11月に岡山で一大個展を開かれ
ました。残念ながら伺うことができ
ませんでしたが、大盛況だったとの
こと。個展の様子を詳しく聞かせて

もらえますか。
大：�芸術が好きで、描くことが好きで、
ただそれだけで全身全霊をかけて開
いた個展です。

長：どのような会場だったのですか。
大：�岡山駅西口の向かいにある『岡山市
デジタルミュージアム』です。展示
スペースは400平米ほど。会期は昨
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年11月25日から30日の６日間でした。
長：�初めての個展で400平米の会場です
か。それは、凄いですね。普通でし
たら、気後れしそうです。大西先生
はとても芯が強くていらっしゃるの
でしょう。個展のテーマは。

大：�テーマは『美しき日本の心象風景―
日本再考―』。日本の伝統的な美術
の素晴らしさ、日本人の自然美に対
して最高に研ぎ澄まされた感性を再
考し、日本古来の画材を用いて自由
な描き方で表現しようと試みまし
た。金屏風や日本画、日本画瓢箪工
芸、そして刺子など88点を展示いた
しました。また、全国から集めまし
た人間国宝作の和紙や岩絵具の原石
なども紹介しました。

長：�大変な反響だったと聞いています。
大：�長谷川先生をはじめ芸術に携わる先
生方に、私の個展に関心を持ってい
ただき、お褒めの言葉をいただき、
涙が出るほど嬉しかったです。

長：�大きな会場に、大きな屏風などを展
示する作業は大変でしたでしょう。

大：�はい、ほんとに大変でした。展示の
仕方にもこだわりました。大きさの
違う絵を交互に並べるなど個性のあ
る展示で、できるだけ見飽きられな
いよう工夫いたしました。朝早くか
ら夜９時半近くまで２日間かけて、
10人がかりで展示作業をしました。

長：�初個展でそこまでされるとは、凄い
の一言です。出品作品を写真で見せ
ていただきましたが、どれもよく描
けていますね。

大：�身に余るお言葉、ありがとうござい
ます。屏風は、搬入業者が取りに来
る日の明け方３時半頃まで描いてい
たんですのよ。

長：�観にいらした方々からの評判は、ど
うでしたか。

大：�友人というか私にとって天女のよう
な医師の伊達零子先生、京都の日本
画家の藤岡雅人先生、主人の同僚の
北川文夫先生、全日本愛瓢会名誉会
長様・会長様・岡山支部会員様、主
人の知人・共同研究者・大学の先
輩・学友、私の知人・同級生、それ

絵を描いているか、寝ているか、食べ
ているか。食事は主人に買ってきて
もらったおにぎり。寝ている間も、絵
を描いている夢を見ていました（笑）。

長：�完全に絵に集中するために、特殊な
環境に身をおかれたわけですね。

大：�屏風の大きさは210センチ×420セン
チ。私のアトリエは広い窓があり大
変明るいので、金箔の輝きと反射に
どうさ液を３回引いていても眩暈が
しました。雨戸を閉めて照明の明る
さを調節して、やっと落ち着いて描
けるようになりました。また、その
画面の大きさに圧倒されてすぐには
描けませんでした。

長：�ああ、そうでしょうね。大きな空間
を目の前にしたら、気の弱い人なら
描き始められないですよ。

大：�英会話の指導のためにアトリエに来
られる英国人で備前焼作家のクリス
先生が、部屋がどんなに一杯になっ
ていても座るところさえあれば、英
会話を教え、私の絵を見て「僕は貴
女の絵を見ていると巨匠ミロが旅行
しながら初めて描いた絵のような気
がして大変好きです。」と、よく励
ましてくださいました。

長：�最初の一本目の線を引くのは、相当
な決意がいったでしょう。

大：�下書きの草稿紙に描いたあと、それ
を栖鳳紙に清書しました。それを金
屏風にチャコペーパで写しました。
したがいまして、下書き、清書、金
屏風への写し、金屏風の墨書き、彩
色の手順で書きました。結局、同じ
絵を５回描いたことになります。下
図の栖鳳紙も展示しました。友人の
藤岡雅人先生が彩色の前にアトリエ
に見に来てくださり、彩色について
アドバイスをくださいました。

長：�完成までにどれくらいかかりました
か。

大：�６曲１双の屏風を清書して仕上げる
までに家事は一切せず半年近くかか
りました。

長：屏風の作品のタイトルは。
大：�『豊穣の秋に夢中』です。屏風に描
いた白鳥は、岡山城のお濠の白鳥で

に多数の見知らぬ方々がご参加くだ
さりました。岡山大脳外科医師で大
変忙しい息子も駆けつけてくれまし
た。多くの方々に私の作品を見てい
ただけほんとうに幸せでした。絵を
見て感動して思わず握手をしたり、
私を抱きしめたりして涙をこぼして
下さる方々も数人いらっしゃいまし
た。ありがたくて、ありがたくて。
伊達零子先生より次の感想をいただ
きました。‘ユニークな個展’、‘活
き活きとした発想力’、‘温かさに溢
れて’、‘ワクワクする素敵な時間’・・

長：�大西先生の絵は、丁寧に一心不乱に
描いているのが見て取れます。それ
で、観る人の心を動かすのでしょう。

心を込めて一途に描いていらっしゃ
るのが伝わるのでしょうね。個展を
開かれたことで、描く対象の見方も
さらにデリケートになったり、鋭く
なったりされたことでしょう。個展
を観に来られた方々から気という力
をもらい、絵がどんどん上達されて
いるんじゃないですか。

大：�ありがとうございます。
長：�屏風という大作を創るのは、さぞか
し大変だったことでしょう。

大：屏風を手掛けたのは初めてでした。
長：創り方をどこかで学ばれたのですか。
大：�独学です。屏風を創っている間は、
一切の日常生活から自分を切り離し
ました。洗濯や料理など家事もせず、

展示風景2

友人達に囲まれる大西愛子、ドレス姿はオペラ歌手西村玲光様（蝶々夫人など熱唱）、少女は佐竹真生子様（琴の名手）

「ああ善き哉、鴛鴦の道」日本画 50号

「照月梅」（Prunier en fleur au claire de lune）日本画　20号
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す。80枚ほど写真を撮ってきて描き
ました。草花は私のうちの庭に咲い
ているもの。夏の野のユリ、秋のシュ
ウカイドウやリンドウ、冬の瓢箪の
返り咲きの花など四季の花を描きま
した。小春日和に季節を間違って、
翌日には霜が降りるかもしれないの
に咲く返り咲きの花の姿には、胸を
打たれるものがあり、とても好きな
んです。

長：�他の国に比べて、日本は四季の移り
変わりの変化が大きく、かつデリ
ケートですよね。

大：�個展のテーマのサブタイトルに日本
再考と付けましたのは、長谷川先生

れていて、なんともユーモラスで。
私も鳥獣戯画は大好きです。

長：�私は鳥獣戯画の絵巻物をすべて模写
したことがあるんですよ。また、ル
ノアールの名画はたくさんあります
が、実際に南フランスのルノアール
の庭を訪ねましたら、いろいろな花
木があって、その庭の環境というの
が油絵の中に出ているんですね。芸
術家にとって、やはり環境というの
は大事だなと。大西先生は、いい環
境にいらっしゃるので、植物に対す
る感じ方、受け止め方が素晴らしい
のでしょう。特に、紅梅を描いた絵
はいいですね。

大：�庭に咲く父の形見の紅梅が月の光を
浴びているさまなど、四季折々の梅
の姿を思いのままに描きました。

長：�私は抽象芸術が専門ですが、植物か

がおっしゃるように四季の移り変わ
りに対する日本人の感受性など、古
典も含め日本の良さをしっかり考え
てみようとの思いです。

長：�大西先生は広い庭のあるお宅で、常
に季節を感じられていいですね。京
都の高山寺にある、有名な墨絵の鳥
獣戯画をご存知だと思います。蛙や
兎などの動物、そして背景に植物が
描かれていますが、高山寺に行きま
したら、ああ、これを描いたのかと
納得しました。

大：�蛙など動物の表情が活き活きと描か

「初めて手掛けた屏風など88点を400平米の会
場に展示しました。今秋はパリでの個展を予
定しています」（大西）

ら教わることは多いので、若い頃に
草月流に入って生け花を学んでいた
ことがあるんですよ。師範の門札ま
でいただき、本来ならば弟子に教え
なければならない立場なわけです
が、一度も教えることはありません
でした。芸術家として植物から感じ
ることを養うために草月流に通った
わけですからね。

大：�私は幼い頃から、植物や動物が大好
きで、特に植物や動物と人間との関
わりに興味を持っていました。例え
ば、草花の妖精ですとか、鶴の恩返し
の夕鶴ですとか、小泉八雲の怪談で
すとか。カボチャを好きなのは、味が
好きとかではなくて、シンデレラ姫
の物語の馬車だからなんです（笑）。

長：�童話的なもの、アニミズムなものが
お好きなんですね。この間、フラン
スのブールジュという街に行きまし
たら、川に野生の白鳥がたくさんい
ましてね。その光景を見ていると、
現実を離れたような感じを受けまし
た。大西先生は絵に描く対象でなく
ても、幻想のように生命を彩るもの
を感じたり、童話的ものを感じ取っ
たり、ギリシャ神話に出てくる光景
を連想できるわけなんですね。とて
もユニークでナイーブな感性をお持
ちでいらっしゃる。芸術家として、
素晴らしいことです。

大：�植物や動物を見ていると、人間より
も四季折々の感受性が強いのではと
思うことがたびたびございます。私
は雨戸を閉めて誰とも付き合わず金
屏風に絵を描いていたとき、間もな
く蝶になる青虫坊やの妖精、白鳥、
瓢箪、庭に溢れる一木一草の全てが
妖精となって部屋に入ってきて「私
はここよ」とか蝶になる前の青虫坊
やだって口を開けて大変可愛く笑っ
て、一所懸命ポーズをとって私に教

えてくれたので、心が嬉しくぽっと
しました。妖精達もお絵描きを手
伝ったので皆様にお礼申し上げてい
ます。しかし、芥川龍之介の作品「地
獄變」において主人公の天才画家秀
次はいつも雨戸を閉め霊狐に囲まれ
て絵を描いた話を思い出して鳥肌が
たったときもあります。

長：�そうですか。フランスの国立ミュー
ジアムで、『はかれるもの、はかれ
ないもの展』という展覧会が開かれ
ているのを観に行ったのですが、と
ても興味深かったですよ。

大：�「はかれるもの」、「はかれないもの」
ですか。

長：�はかれるものというのは、何グラム
とか、何メートルとか計測できるも

「岡山での個展は大変な盛況ぶりだったそう
ですね。屏風、瓢箪工芸、鮮やかな色使いの
小品と、どれも素晴らしい」（長谷川）

大西愛子　Aiko Ohnishi
岡山県在住。同志社大英文科卒、生き物文化誌学
会員・講演・ワークショップ、NPO全日本愛瓢会
運営委員・亀龍名人、サロン・ブラン委員、日仏
現美世界展受賞、仏美術賞展個展部門推、瓢箪工
芸全日本会長賞4回、モナコ芸祭マルクセザール・
スコット賞他受賞、国民文化祭日本画展入選、ア
ート・オン・キャピタル招出（仏・グランパレ）、
上野の森美術館「自然を描く展」入選、長谷川栄
監修「2011最も注目するアーティストin銀座」展
出品、’11岡山市デジタルミュージアムにて個展

「五色椿」日本画 10号

長谷川 栄　Sakae Hasegawa
東京藝術大学工芸科卒、東京国立博物館名誉館員、
大阪造幣局国際コインデザインコンクール審査委
員、国際美術評論家連盟会員、行動美術協会彫刻
部会員、フランス・シュバリエ芸術文化勲章叙勲、
石橋犀水、尾上柴舟に師事、現在日本書道教育学
会顧問、’09 ～’11パリ・サロン・レアリテ・ヌー
ヴェル招待出品、美術館学著書多数刊行、『美術
館学ツーリズム』鹿児島出版会など

「日本画富士山桜花文瓢箪」
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日本の四季シリーズ（冬）「雪こんこ」日本画 50号日本の四季シリーズ（夏）「夏の夜の夢」日本画 50号

日本の四季シリーズ（春）「小鳥達の幻想」日本画 30号 日本の四季シリーズ（秋）「胎蔵界に遊ぶ天女」日本画 50号 「日本画芥子文瓢箪」「日本画紫陽花文瓢箪」

「日本画夏の夜の夢文瓢箪」 「日本画桜花鴛鴦文瓢箪」
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の。一方、はかれないものというの
は、人の気持ちだったり、数字で表さ
れないもののこと。大西先生の植物
や動物に対する気持ち、感じ方はい
いですね。そういう心で感じたまま
に描いていらっしゃるから、いい絵
が仕上がるのでしょう。それに、絵
の中にストーリーが感じられます。

大：ありがとうございます。
長：�大作の屏風もいいですが、コントラ
ストの強い、例えば赤色と青色を隣
り合わせることを捕色といいます
が、小品も捕色など現代的なセンス
が出ていて見事です。個展では作品
をぜひ売ってほしいという方が多く
いたでしょう。

大：�そうだとよいのですが‥。
長：�瓢箪に絵を描かれている作品もいい
ですね。

大：日本画瓢箪工芸と呼んでいます。
長：�大西先生は全日本愛瓢会運営委員を
されているそうですが、全日本愛瓢
会とは。

大：�1975年に奈良県明日香村豊浦で設立
会議を開き、1976年に第１回総会が
明日香村公民館で開催されました。
第１代会長は安部男也氏です。誌名
「愛瓢」の揮毫と発刊の言葉は法隆
寺管長　間中定泉猊下です。現在は
内閣府NPO法人です。名誉総裁は秋
篠宮文仁親王殿下が務められておら
れます。会は全国規模で会員数は約
1000名です。20歳代のころ奈良県明
日香村をよく散歩しましたが、そこ
に可愛い瓢箪が売られていて、購入
しました。

長：どのような活動を。
大：�毎年、総会・展示会を各県支部持ち
回りで開催しています。平成23年度
は山口県防府市、平成24年度はいよ
いよ岡山市で開催されます。参加者
人数は毎年全国から300名ほど参加
され、出品作品は350点ほどです。
この会は人物、経験、技術を評価し
段位を認定しています。段位は初段
から10段まで、その上位に鶴鳳名人、
亀龍名人、玉勲名人、があります。
私は亀龍名人です。

焼・陶器・ガラス作品等も参考出品
される予定です。

長：�初めての大きな個展が終わって、ま
た個展をやりたいという意欲を持た
れていますか。

大：�はい、意欲が一杯です。個展ではあ
りませんが、私は全日本愛瓢会の運
営委員で岡山県支部の副会長ですか
ら、なんとかして全国の会員の皆様
に喜んでいただけるよう岡山大会を
成功させたい気持ちで一杯です。ま
た、11月にはパリの画廊からのお誘
いで個展を開催する予定です。

長：パリでの個展ですか。いいですね。
大：�フランスの展覧会場グラン・パレ
で私の作品を観たという画廊の方
から、「パリで個展をやりませんか」
というフランス語と日本語で書かれ

たお手紙をいただきました。「展示
の準備やパーティなどこちらで全部
やりますから、絵だけ持ってきても
らえばいい」と。

長：�それは、幸運だ。素晴らしいですね。
いつ頃、開催する予定ですか。

大：今年の11月にと思っております。
長：実現するといいですね。
大：�ありがとうございます。権威のある
ご立派な先生に、いつもご指導いた
だき心から感謝しております。どう
かパリの個展においてもご指導賜り
ますようお願いいたします。

長：�はい。お役に立てればと思います。
いつも芸術家としての大西先生を応
援し、支えてくれるご主人がいらっ
しゃるので心強いでしょう。

大：�主人は大学教授をしているのです
が、収入の多くを私の芸術のために
使ってくれています。それを家族が
許してくれているというか、あきれ
ているところもあるのでしょうけれ
ど（笑）。ひな祭りの日に私宛てに
60色の岩絵具が届いたんですね。差
出人が明記されていなかったので、
知らない人からの贈り物は受け取れ
ないと拒否しようとしていました
ら、なんと贈ってくれたのは息子
だったんです。本当にびっくりしま
したが、嬉しかったです。

長：�家族が理解を示してくれるというこ
とは、芸術家にとって何より幸せな
ことです。一家が全力をあげて支援
してくれているのだから、大西先生
は巨匠にならなくてはね。

大：�息子は独立し、主人の母、私の両親
を16年間在宅介護で看取りましたの
で、これからの人生の血潮はすべて
芸術にかけたいと思っております。

長：�それはいい。最近の研究で、芸術に
打ち込むのは身体にもいいことがわ
かったそうですよ。

大：�これから絵を描いていく上で、アド
バイスをいただけますでしょうか。

長：�名品をどんどん観ること。京都の寺
の襖絵など国宝級のものをね。例え
ば、熱海のMOA美術館で尾形光琳
の国宝『紅白梅図屏風』を一日中、
じっくり観たり。また、古い絵の載っ
た図録を丁寧に見るのもいい。そこ
に出ている絵を真似するというので
はなく、円山派とか狩野派など、自
分でしっかり勉強することです。

大：�わかりました。これからも謙虚な気
持ちでしっかり勉強します。今日は
お忙しいところお時間いただき、あ
りがとうございました。

長：�ぜひともパリの個展も全日本愛瓢会
岡山大会も成功させてください。

長：�段位を上げるために、競って素晴ら
しい瓢箪を作るというわけですね。
それぞれが育てた瓢箪を持ち寄る品
評会なのですか。

大：�この会の一番大切な目的は、世界平
和への祈りだと私は思っています。
いろいろな目的をもって出品しま
す。例えば、瓢箪を元に人類の大陸
移動説を研究する学者が出品、農産
物として瓢箪を出品、生涯学習の成
果として出品、芸術作品として絵、
彫刻、研ぎ出し、螺鈿、等さまざま
な技法の作品を出品します。しかし、
いろいろな賞があり、勿論受賞しま
すと大喜びしますので、確かに作品
の素晴らしさを競う品評会と言えな
くもないですが・・ま～、わきあい
あいという感じです。

長：�自然のままの瓢箪の表面に、絵を描
かれるのですね。立体に描くのは難
しくないですか。

大：�一つも難しいことなどございませ
ん。瓢箪の形に合った絵を描くのは、
凄く楽しいです。

長：�女性のウエストのくびれのように細
くなっている部分があって、難しそ
うですけれど。どれも鮮やかな色使
いの豪華な作品ですね。日本画瓢箪
工芸を手掛けるようになられたの
は、いつ頃からですか。

大：�８年ほど前からです。まず胡粉で下
書きをし、しっかり乾いてから岩絵
具で彩色していきます。平面に描く
のと違って、岩絵具が垂れてきてし
まうので気をつけなければなりませ
ん。立体に描くことで、平面に描く
ときの勉強になっています。日本画
瓢箪工芸はとっても楽しい。ぜひ、
みなさんにも瓢箪に絵を描いてみて
ほしいですね。

長：�新しい日本画瓢箪工芸の作品も楽し
みです。

大：�瓢箪が描かれている作品ということ
で、金屏風「豊穣の秋に夢中」、日
本画50号「夏瓢々」・「胎蔵界に遊ぶ
天女」・「夏の夜の夢」を歓迎のモニュ
メントとして展示する予定です。ま
た、人間国宝作家の瓢箪型の備前

第37回全日本愛瓢会総会・展示会岡山大会を
６月７日～８日に個展と同じ岡山市デジタル
ミュージアムで開催します。（大西）

六曲一隻金屏風「豊穣の秋に夢中」日本画 210×420

「夏飄々」日本画 50号

対談後に行われた『中國書法研究院客員教授選抜展』に於い
て認定証を授与された大西愛子
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