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１．序：ベルギー象徴派展により開封された世紀末美術

東西に文化の差や言葉の壁が已然として存在している。それにもかかわ

らず、美術において現在、国際間に流行や評価に、それほど大きな「時差」

が生じていないのはなぜであろうか。

美術が言葉の要らない造形芸術である点や、生死や愛など人間共通の問

題を多くテーマとしている点からでもあろう。しかし、それに付け加える

理由として、美術というメディア（表現媒体）と表現方法の持つ、いわば

「即効的波及力」が大きい点にあるのではないかと思われる。

19世紀末から 20世紀にかけて、多くの美術運動と新しい作家の出現

が、図版入りの刊行物の出版と、国際的に巡回する「展覧会」という形式

による発表により流布した点に注目したいのである。1

遠く離れた異国に行かずとも、刊行物の図版を入手することにより、ま

愛の二重像
　――ジャン・デルヴィルの《魂の愛》と
　　　ギュスターヴ・ドレの《パウロとフランチェスカ》

岡　部　昌　幸

「愛の喜びは愛することにある。そして人は相手に、抱かせる情熱によって
よりも、自分の思う抱く情熱によって幸福になるのである。」（ラ・ロシュフ
ーコー『箴言集』259、二宮フサ訳）
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た、巡回展により、経験できる西洋や異国があり、異国間の芸術上の交流

が生れるのである。場や人を介してではない、作品と、場合によっては図

版によって、芸術の交流と影響、新たな創造が誕生することが珍しくなく

なったのが、19世紀末から 20世紀にかけての特徴であったといえるので

はないであろうか。

したがって、一度もヨーロッパに行ったことのなかった萬鉄五郎（1885

─ 1927）が、渡欧した日本の近代画家の誰よりも先にピカソの「キュビ

スム（立体主義）」を日本に受容し、それだけでなく、その日本化にも成

功したと考えられるのは、美術というメディアの特殊な特質が大いに預か

っているに違いない。2

イメージは、粗悪な印刷によっても伝わるのであり、画集や作品集、な

お、それが展覧会場での実物との出会いであったなら、強烈な印象となっ

て、新しい想像・イメージを生み出していく。実際の作品によってではな

く、それが美術・絵画という芸術の、生々流転の生命のダイナミズムであ

る。近代美術の隆盛と急速な発展は、こうした背景があるのだと思われる。

絵画というイメージ表現
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が、国際共通言語、共通の価値観となって、一気

に波紋の輪を広げて伝わっていったのが、19世紀末以降のモダン・アー

トであったといえるだろう。

そうした特徴は、過去の美術史を顧みる「回顧展」という表現形式でも

同じことである。近代美術の興隆と数十年遅れて登場した、20世紀後半

からの回顧展の増大が、今度は世界中に新しい美術のブームをほとんど時

間差なく、流布することになった。アール・ヌーヴォーしかり、象徴主義

しかりである。20世紀後半とは、近代美術を顧みて、再構成する年代で

あったと位置づけられるのである。私もまた、そうした展覧会によって本

稿の着想を得たのであった。

1982年（昭和 57年）11月のことである。私は学生としての最終学年で

あったその年、日本で最初の本格的なベルギー象徴派展である「ベルギー

象徴派展──闇と光の神
ミステリー
秘──」展の展示を見たのであるが、その展覧会
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で、ある作品を見、直感的に気がつくことがあった。古いことであるが、

それについての小論をここで展開したい。

その展覧会が画期的であったのは、図録に掲載されたメッセージにも以

下のように、はっきりと書かれている。

　「ベルギー象徴派展はまぎれもなく最初の大規模な展覧会と呼ぶに

ふさわしいものですが、その理由として次の 2点があげられます。

　まず第一に、ベルギー象徴派の代表的芸術家たちが構想したデッサ

ン、彫刻、パステル画、油彩画、初めて約 120点も日本に紹介される

からです。象徴主義は、19世紀に、ブリュッセルとベルギー国フラ

ンス語共同体の全域を最上の世界的創造の現場のひとつならしめた芸

術・文学運動であります。また第二の理由としては、熱中覚めやらず、

再評価されつづけている一美学を、これほど完璧に、これほど忠実に、

概観したのはまったく初めてだからです。

　ウィリアム・ドゥグーヴ＝ド＝ヌンク、ジャン・デルヴィル、フェ

ルナン・クノップフ、グザヴィエ・メルリ、アントワーヌ・ウィールツ、

フェリシアン・ロップス、あるいはアルマン・ラッサンフォッスなど

の作家はおのおの独自の冒険を追求したのであって、美術通でなくて

も一目で、いわば「制作者のマーク」を認めることができるのです。

どの作家もひとつの全体的流れの中に位置づけられ、主な特徴として

は、理想性の崇拝、象徴、霊感、色彩的広がり、エロスとタナトスの

決定的体験といったものへの依拠にあるといえましょう。」（フィリッ

プ・ムロー、「ベルギー象徴派展──闇と光の神
ミステリー
秘──」展図録）3

　「19世紀末、ヨーロッパでは「象徴主義」が台頭し、中でもベルギ

ー象徴派は特異な位置を占めています。

　クノップフ、デルヴィルをはじめとする優れた画家たちが輩出し、

北方の精神風土に根ざした独自な象徴的表現を生みだしました。ベル
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ギーは地理的関係もありヨーロッパの最新の潮流が出会い、対決する

場ともなり、それがベルギーの象徴派運動に旺盛な活力を吹き込んだ

といえるでしょう。」（「ベルギー象徴派展──闇と光の神
ミステリー
秘──」展

図録あいさつ文）4

その後 30年近く、日本でベルギー象徴主義の全貌を紹介するこれ以上

の展覧会は、開かれていない。本国ベルギーでも、この展覧会の基礎とな

ったいくつかの象徴主義を回顧する展覧会以外、コンパクトにして要を得

たベルギー象徴派の展覧会は開かれていない。その後の展覧会は、この展

覧会の概要をさらに詳細に追った、たとえば倉智恒夫氏のベルギー象徴派

論など、各論的なものの広がりであった。日本では西澤信也氏による優れ

た先駆的研究が同時期に存在していたが、それ以外に研究は存在していな

かったも同然の状況であり、いかに、この日本での「ベルギー象徴派展─

─闇と光の神
ミステリー
秘──」展が画期的であったかが、30年というその時の流

れからうかがい知ることができるのである。5

この展覧会は日本でのベルギー象徴主義の理解を普及させるのに大いに

貢献した。このときに、多くの日本人美術愛好家に、ベルギー象徴派の画

家と作品に対する愛が生れたともいえる。そして私もまた、何かを感じた

のであった。その展示と、研究の契機が引き起こした、直感をもとに本稿

を進めていきたい。

２．ジャン・デルヴィルの《魂の愛》の意味するもの

私がその「ベルギー象徴派展──闇と光の神
ミステリー
秘──」展で圧倒された作

品がジャン・デルヴィルの《魂の愛》であった。（図 1）そして、それと

同時にその作品から、直感をも得たのである。

ジャン・デルヴィルの《魂の愛》は、会場でも目立つ最初の壁面に展示

されていた。一面青い画面に浮遊するかのように浮かぶ二人の裸体像。体
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図 1　ジャン・デルヴィル《魂の愛》（1900）
卵テンペラ・カンヴァス、238× 150 cm、ブリュッセル、イクセル美術館
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図 7　ジャン・デルヴィル《サタンの宝》（1895）
油彩・カンヴァス、258× 268 cm、ブリュッセル、王立美術館
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は重なっても、頭は背けられた二人。彼らの上には金色の渦巻く流れが広

がる。《魂の愛》。彼らの愛とは、何であるのだろうか。展覧会場の中でひ

ときわ目立つこの作品自身が、ベルギー象徴派の全体の象徴のようにも見

えていた。

この作品が最初に詳しく論じられたのも、その展覧会図録の解説によっ

てである。その解説を以下に記したい。

　「デルヴィルのあらゆる作品がそうであるように、この絵は、『二人だ

けの対話』のなかで彼が展開した哲学的、文学的理論を反映している。

「私」たちが愛、調和と命名するものは、統一にむけて融合してゆく二

つの枝以外のなにものでもない。愛とは、心理学においては二つの存在

の結合における補完的な引力として定義されうる。」（カトリーヌ・ド・

クロエス、東京近代美術館編、翻訳協力・芳川ゆかり、「作品解説」、『ベ

ルギー象徴派展図録』、1982年 11月、p.113.）6

執筆者のカトリーヌ・ド・クロエス女史は、ここで、理論家・著述家で

もあった画家デルヴィル自身による思想・理論を踏まえ、心理学が説く

「二つの存在の結合における補完的な引力」をデルヴィルがイメージ化、

絵画化したものだとする。そして、その二人の人物像が、愛を意味してい

ることを指摘した。これは、作家の思想、文学、哲学を絵画化した象徴主

義の美術の正当な、正攻法的な解釈といえる。そして、おおむね、作品は

その通りに描かれているように思える。

その後、この作品をめぐり示されてきた解釈も上記の理論に沿うもので

ある。10年余りのち、日本国内で編集された優れたデルヴィルの作品集

が出版されたが、その解説に以下のようにある。

「この作品は、色彩派ではなかったデルヴィルにしては色が少し艶やか

で、イタリアでの留学時にルネッサンス期の巨匠たちの絵画の中にある
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「優
グラツィア
美」を学んだあとが窺われ、デルヴィルの美の哲学は、ネオプラト

ニスム（美は神の貌
かお
から射す光）から発していることがわかる。完璧な

るハーモニーを奏でた構図の中で、何か原初的な世界を思わせる遠景を

背に、裸身の男女が青白いアストラル（霊体）のような気流の中から立

ち現われる。プラトンは『饗宴』の中で「愛とは、ゼウスが元来両性具

有者であった人間をその傲慢さ（神々への挑戦）のために、二つに引き

裂いた結果それらの半身が一つになろうとする引力のことである」と書

いている。デルヴィルはこれを「二つの存在の結合における補足し合う

引力」と定義している。そして絵の中で彫像のように目を閉じた半身の

中から全きものへの憧憬の光が、人間の傲慢さへの認識の感情が、補足

し合う愛の引力になって見事に描写されている。この作品はネオプラト

ニスム、マニエリスム、アール・ヌーヴォーが融合した美の結
マトリックス
晶体だ。」

（岩田信一、「作品解説」、『夢人館── 9　ジャン・デルヴィル』、岩崎

美術社、1995年 7月、p.68.）7

ここでは、デルヴィルの理論にネオプラトニスムの愛の思想を付け加え

て、考究されている。

デルヴィル自身は自著で、美しい形について述べ、それが「世界の創造

的な力の表現」、「思想（イデア）との結合」、「音響的波動のの創造」、「本

質的要素の結合」を示すものであることを書いている。8　デルヴィルの

思想、イデアリズムは、図像となって作品にこそ、現われている。彼がし

ばしば言及し理想とする「結合」というイデアが図像化されている作品が

《魂の愛》と考えられる。

ただし、そこには図像だけではなく、さまざまな思想も重ねられている

ように思える。

ネオプラトニスムは周知のようにルネサンス盛期に論じられた思想であ

る。その思想のもっとも有名な表現者はレオナルド・ダ・ヴィンチである

が、デルヴィルの作品にはそのレオナルドの作品の人物の表情と近似して
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いる人物像が多いことを、ここで指摘したい。

《期待》L＇attente（1903）の女性立像の神秘的とも不気味とも見える表情

（図 2）、《プラトンの学園》L＇Ecole de Platon（1898）の中央のプラトンを

囲む弟子たちは 12人いて、プラトンが腰掛ける横長の大理石の椅子など

の描写など、あきらかにレオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》を下

敷きにした美術史の伝統的図像を重ねた「二重像」であると、私は考える。

（図 3）そうした時期の最中に、《魂の愛》が描かれたのである。

そして、ルネッサンス期の巨匠たちの絵画の中にある「優
グラツィア
美」をデルヴ

ィルの理想との類似、影響の示唆も大変興味深い。「優
グラツィア
美」こそ、レオナ

ルドや盛期イタリア・ルネサンスの究極の理想美であった。ジャン・デル

ヴィルは、ブリュッセルの王立美術学校で大変優秀なおさめ、27歳のと

き、友人の勧めで、優秀な学生が選抜されるローマ賞に応募し、みごと受

賞して、3年ほどローマに留学している。技術が磨かれ、作風を追い求め

ていた 20代末に、イタリア、ローマで得たイタリアの古典美術の影響は

大きかったはずである、その直後の 30代初めの時代に描かれた《魂の愛》

は、そのイタリアの影響、「優
グラツィア
美」が純粋な形で現われていると考えられる。

さらに、この二人像が、アンドロギュノス（両性具有）のテーマであり

うるのは、ネオプラトニスムの思想の延長として考えられる。9

私が上記の解釈に加えるべきと考えるのは次の諸点である。

①　人物が十字架上のキリスト、つまり磔刑図に似ていること。それに

より、「愛の殉教」を表しているのではないかと考える。画面の構

図バランスや寸法なども、教会の礼拝図に似ている。つまり、新し

い思想を示すために、構図や表現などをあえて意図的に伝統的宗教

画の「枠組み」に重ねて構想されているのではないかと考える。

②　装飾性を強めていること。リアリズムでありながら、装飾に向かっ

ている。青い色、面は、日本画の群青のようであり、黄色い炎のよ

うな流れも、日本の仏画の光背のような装飾性を帯びた金箔を思わ
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せる。つまりジャポニスムや東洋思想との関連が指摘できる。日本

的要素があるとすれば、装飾性と象徴性を高める表現であったと考

えられる。

③　上記のように両性具有の理想を示したものとも考えられる。この点

でも、両性具有的性格をもった観音像や、東洋の神像との関連も示

すことができよう。

以上については適宜言及するが、別項のテーマに発展する大きな内容で

ある。特に日本との関係については、西澤信也氏がすでに言及されており、

ジャン・デルヴィルの長男オリヴィエ・デルヴィル氏の著作 Jean Delville 

peintre 1867 − 1953, Edition Laconti, 1984にも、西澤氏とのやり取りでの

言及が示されている。10

もちろん、ジャン・デルヴィルにについて、宗教や思想との関連に言及

するのであれば、当然ジャン・デルヴィル自身が 1890年代のベルギー本

国で、20人会などの活動を通じて薔薇十字会との関係を軸にしなければ

ならないが、近年では、ペラダンと薔薇十字会の研究のほかに、広く神秘

主義やオカルティズムの文脈のなかで捉えられている。11

 が、日本との関連は、ジャン・デルヴィルを単なるオカルティストと

は違う、神秘主義者として位置づけを強調するものであり、彼の「優
グラツィア
美」

の理想的な表現の追求に使われ、参考にされた要素でもあると考えたい。

彼にとっての神秘は、ルネサンス美術やレオナルド・ダ・ヴィンチととも

に、異国の日本美術にもあったのである。

《魂の愛》の背景にある雲に隠れる月の表現は、まるで日本画のようで

ある。（図 4）

《魂の愛》を描いた前後の時期に、デルヴィルはルネサンスから日本美

術にいたるまで、さまざまな美術の要素を取り入れていた、つまり一見遠

いように思われる美術や分野までにも興味を示し、自分の作品に取り入れ

ていたことをここで確認しておきたい。
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図 3　ジャン・デルヴィル《プラトンの学園》（1898）
油彩・カンヴァス、250× 605 cm、パリ、オルセー美術館

図 2　ジャン・デルヴィル《期待》（1903）
素描・紙、102× 44 cm、個人蔵
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図 1　
ジャン・デルヴィル《魂の愛》（1900）

図 5
ギュスターヴ・ドレ

《パウロとフランチェスカ》
（『神曲』より）（1868）
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図 4　
ジャン・デルヴィル《魂の愛》
（部分）

図 6
ジャン・デルヴィル《女性像習作》

素描・紙、個人蔵
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図 7　
ジャン・デルヴィル
《サタンの宝》（1895）

図 8
ギュスターヴ・ドレ
（『神曲』より）
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図 8　ジャン・デルヴィル《第 1回“理想主義美術展”ポスター》（1896）

図 9　ギュスターヴ・ドレ《天使》（『神曲』より）（部分）
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図 10　
ジャン・デルヴィル《自画像》
（1904）
素描・紙、35× 25.5 cm、個人蔵

図 11
ギュスターヴ・ドレ

《ダンテ肖像》
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図 13　ジャン・デルヴィル《さまよえる魂》（部分）（1942）
油彩・カンヴァス、個人蔵

図 14　ギュスターヴ・ドレ『神曲』より
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３．ギュスターヴ・ドレの『神曲』との類似と相反

しかし、私がもっとも、《魂の愛》に感じた直感とは上記の指摘とは違う、

造形的な類似である。それが、ギュスターヴ・ドレの『神曲』のなかの挿

絵の 1図であった。（図 5）ジャン・デルヴィルの《魂の愛》を見た瞬間、

この版画が相似形として、脳裏に浮かんで二重に見えたのである。

『神曲』のなかから、この場面の説明を以下に掲げる。ギュスターヴ・

ドレの『神曲』画集にも図版の下に添えられた跋文である。

　「我曰ふ、詩人よ、願はくはわらかのふたりに物言はん、彼等相連れ

てゆき、いと軽く風に乗るに似たり」（ダンテ『神曲─地獄─』七三－

七五、山川丙三郎訳、岩波書店、1952年、p.38）

図 12　グラスコー美術学校の学生たちに囲まれたジャン・デルヴィル
（1900～1905頃）
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空中に浮遊する二人の男女。「いと軽く風に乗るに似たり」というよう

に、ボリュームある男女の裸像が軽々しく空中に舞い上がっていく。魂の

昇華ともいえる場面、状況の画像である。

《魂の愛》とあまりにも似ている画像であり、テーマも同様の「愛の結合」

である。

もっとも、《魂の愛》には、女性の人物のエスキース（習作）（図 6）が

残されており、《魂の愛》の女性像に構図としては酷似している。しかし、

体の線はほぼこのエスキースをもとにしていると考えられるが、頭の向き

が正反対である。頭の構図は、ギュスターヴ・ドレの『神曲』の図によっ

ていることも間違いないように思われる。ジャン・デルヴィルはギュスタ

ーヴ・ドレのこの図を知っていて、それをもとに《魂の愛》を構想したの

ではないだろうか。

そして、興味深いのは、その主題である。『神曲』のこの場面は、不倫

の愛をテーマにして、人間の愛欲と宿命を描く「パウロとフランチェスカ」

であるからだ。

つまり、ジャン・デルヴィルの《魂の愛》では、「理想の愛」だが、そ

れのもとになったと考えられる《神曲》の挿図は、成してはならぬ「宿命

の愛」なのである。

私はこの発見を 1971年に詳細な研究書『ベルギーの象徴派』を出版し

た、元ブリュッセル王立近代美術館学芸員フランシーヌ＝マリー・ルグラ

ン女史に質問するため手紙を書き、その意見を求めた。

すると、すぐ返事が来て、「たしかにそうである。私は今まで気づかな

かった。」という丁寧な手紙をいただいた。

不思議に思えてならないのは、ギュスターヴ・ドレは 19世紀後半、母

国フランスだけでなく、イギリスやヨーロッパでもっとも流行画家となっ

た版画家・画家であったことである。そして、1868年に完成された 3部

の『神曲』は、その代表作であった。

二つの疑問が起きる。第 1に、なぜ、デルヴィルは非常に良く知られた
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作品を構図の下敷きにしたのであろうか。第 2に、なぜ、発表されてから、

私がルグラン女史に問い合わせるまで 80年余り、その相互関係が気づか

れ、発表されなかったのであろうかと。

ジャン・デルヴィルとギュスターヴ・ドレの関係にについて、さらに調

べてみた。すると、『神曲』のなかだけで、いくつもの類似を発見するこ

とができた。それを下記にいくつか挙げてみる。

①　デルヴィルの《サタンの宝》（1895）とドレの《スティクス　フィ

リッポ・アルジェンティ》（図 7、8）

②　デルヴィルの《第 1回“理想主義美術展ポスター》（1896）とドレ

の《天使》（図 8、9）

③　デルヴィルの《自画像》（1904）とドレの《ダンテ肖像》（図 10、11）

④　デルヴィルの《さまよえる魂》（1942）とドレ《パウロとフランチ

ェスカ》（図 13、14）

もちろん、《魂の愛》を考える場合、ギュスターヴ・ドレ以外の影響関

係を無視するわけにはいかない。たとえば、《魂の愛》完成前後に赴任し

たグラスゴー美術学校の学生たちとの集合写真（図 12）の背景には、16

世紀ルネサンス時代初めに発掘されて絶賛を浴びたヘレニズム時代の大理

石像《ラオコーン》の模造が見える。《ラオコーン》の動感をデルヴィル

は毎日のように見ていたことになる。《魂の愛》との関連も検討すべきで

あろう。

しかし、ドレの『神曲』との関連ほど、深いものはない。

デルヴィルがドレの挿絵を見ていた
0 0 0 0

可能性は、ほぼ 100パーセントに近

い。なぜなら、ギュスターヴ・ドレ（1832－ 1888）は、19世紀において、

もっとも人気の高い挿絵画家であったからである。

ドレの挿絵本は、同時代に特筆すべきものであった。バルザックの人気
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小説ほか、『パンタグリュエル』でよく知られたラブレー全集（1854）、セ

ルバンテスの『ドン・キホーテ』（1862）、ミルトンの『失楽園』（1865）や、

ペローの童話『マ・メール・ロワ』（1867）など、名作古典の原作にドレ

のわかりやすい挿絵が付けられ、ベストセラーかつロングセラーとなって

いた。また『十字軍』（1877）など、叙事詩的内容を壮大なスケールで描

いた諸作があるが、その代表は挿絵入り『聖書』（1869）である。ドレの『聖

書』は、発売当初から絶大な人気を持ち、150年経った現在においても普

及しているほどで、聖書の挿絵の歴史上、類例のない不朽の名作といえる。

同時に油彩画家としてドレは歴史画をサロンに次々と発表していった

が、それは、挿絵画家としてあまりにも有名になっていたので、そのイメ

ージを拭い去るため、躍起になって大作を制作したためとも考えられる。

ドレは油彩画家としても、ロマン派の流れのなかにある歴史画家、風景画

家として当時も名声を持ち、現在でも再評価されている。

ドレが挿絵画家として成功した背景には、19世紀半ばのジャーナリズ

ムの発展、特に絵入り雑誌、新聞の隆盛により、絵画としても優れた挿絵

の需要が起きたことに要因がある。そして、ドレは大構想の挿絵を大量に

制作するため 40人以上の彫版師を抱えた工房を持ち、その明暗の効果が

絶大で劇的な構図、緻密な描写、美しい人物像などで、大事件や文学の名

作をフランスにとどまらず国際的に大量に制作、発表していった。

こうしたドレの挿絵本の代表作の一つが、ダンテの『神曲』（1861～68）

であったのである。ドレの挿絵の意義をいくつか挙げてみると、

①　欧米はもとより広く国際的に知られていたこと。

②　大衆的かつ、子どもにも向けられた内容が多かったこと。

③　大部の古典名作を視覚化したこと。

④　一流の画家が模写するほどに、絵画の芸術的な質が高いこと。

などである。
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ドレが見事にまるで今日の映画や漫画のように視覚化した挿絵本の出

現、流布によって、今まで、通読できなかった大部、大巻の古典を多くの

読者が通読できるようになった。また、明暗（キアロスクーロ）の強調され

た壮大な構図と、迫真の写実力によって、多くの画家に刺激を与えた。た

とえば、ヴァン・ゴッホがドレの『ロンドン』のなかの監獄の図を忠実に油

彩画で模写した作品が有名である。こうした文学的なイメージ、幻視や、

異国の不思議な風物、信じられない風景や現実などを視覚化する力量を、

ドレが同時代のどの画家よりももっていたことは、否定することができない。

ドレとデルヴィルの世代差を考えると興味深い。ドレは 1832年にスト

ラスブールに生まれ、1888年パリに 56歳で没しており、その挿絵画家と

しての制作期は上述のように 1854から始まり、1860年代が全盛で、その

影響は没年の 1888年のころまでがもっとも大きかったと考えられる。い

っぽう、デルヴィルはフランス語圏のベルギー、ブリュッセル近郊のルー

ヴァンに 1867年生まれて、1953年ブリュッセルに 86歳で没している。

すると、デルヴィルの幼少期・少年時代は 1870年代から 1880年代前半と

なり、まさにデルヴィルは幼少期・少年時代をドレの挿絵本が全盛を極め

た時代に送ったことになる。デルヴィルはドレの挿絵によって育った世代

の、ドレの申し子であったといえるのである。デルヴィルはドレの挿絵を

知っていたことは間違いない。

つまり、デルヴィルがドレの『神曲』挿絵を意識していたかどうかは直

接立証できなくても、デルヴィルが子供時代、最初に絵画を見、意識した

ときに、すでにドレの強烈な視覚イメージがあったといえる。意識的か無

意識的かは別にして、デルヴィルの視覚表現にドレは存在していた。後年

デルヴィルがドレから意図的にイメージを借用したか以前の問題であった

ともいえる。

デルヴィルは世紀末美術において、《魂の愛》《サタンの宝》のような特

異な別世界のイメージの視覚化を確立した画家であった。そのイメージの

源泉にはドレのイメージが重ねられ、刷り込まれていた。
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しかし、その刷り込まれ、借用されたイメージのなかに、彼の特殊な精

神、個性、理想が神秘的な色彩とともに重ねられていた。

その後、彼は家を出、理想の愛を求めて愛人と住むことになるが、まる

で自身の近未来を予想していたかのような愛の宿命もまた、絵画の中に無

意識的に潜んでいたものかもしれない。
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