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エジプト古王国第４王朝期の肖像彫刻に
おけるリアリズムの系譜

－妃の身代りの首・ラデデフの頭部・ゾルトの首・ア

ンクハフの胸像を貫く第三の流派の存在について－

小林正秀

TheSequenceoftheMostRealisticlもndency

intheEgyptianSculptureinthe

OldKingdom，DynastylV

－TheExistencecftheThirdSchool@℃''一

throughtheReserveHeadofWifeinBoston，theRadedef

HeadintheLouvre,ｔｈｅＳａｌｔＨｅａｄｉｎｔｈｅＬｏｕｖｒｅ，

ａｎｄｔｈｅＡｎｋ－ｈａｆＢｕｓｔｉｎＢｏｓｔｏｎ

Ｍ２目ahideKoBAYAsHI＊

（ReceivedAugust20，1984）

序言 凡例

＜アンクハプの胸像＞の孤絶性

先駆としてのくうデデフの頭部＞

く妃の身代りの首＞のリアリズムと骨相的類

似

リビア人の影

異民族のエジプト美術に及ぼせる影響

＜ソルトの首＞の位置

結語

1．エジプト王の王名は,主としてギリシャ読みに従った。

2．古代エジプトの年代には諸説があって一定せず，本

稿の論旨には直接関係もしないので一切省略した。

3．文中の引用章句・参照箇所に付したアルファベット

小文字と数字は，（本文を読み進める便宜上，以下に

一括した）参照・引用文献リストの対応する符号と該

当頁を表している。

*DepLofArtsandCrafts，ＣｏｌＬｏｆＥｄｕｃ.，

Univ・oftheRyukyus．
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<参照・引用文献〉 る。

また，上掲の参照・引用文献以外にも，例えば上掲

『世界の美術館』各巻中のエジプト美術に関する記述

・写真はじめ，日本において開催されたエジプト美術

展を含む各種展覧会図録中のエジプト美術に関する記

述・写真，及び各癒西洋美術史概説書・歴史書・美術

書一般のエジプト関連記述・写真等を参考とし，二

三の写真も複写転載させていただいたが，これも煩璃

にのぼるため，ここに紹介することは省かせていただ

いた。この点も併せて諸氏の御寛容を願うものであ

る。

aWilliamStevensonSmith：ＴＨＥＡＲＴＡＮＤ

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥＯＦＡＮＣＩＥＮＴＥＧＹＰＴ；

PelicanHistoryofArt，PenguinBooks，ＢａＬ

ｔｉｍｏｒｅ，1958．

hWilliamStevensonSmith：ＡＨＩＳＴＯＲＹＯＦ

ＥＧＹＰＴＩＡＮＳＣＵＬＰＴＵＲＥＡＮＤ・ＰＡＩＮＴＩＮＧ

ＩＮＴＨＥＯＬＤＫＩＮＧＤＯＭ；ＭｕｓｅｕｍｏｆＦｉｎｅ

Ａｒｔｓ，Boston，1949．

cKazimierzMichalowski：ＡＲＴＯＦＡＮＣＩＥＮＴ

ＥＧＹＰＴ；Abrams，London，１９６９．

．．ＫｕｒｔＬａｎｇｅａｎｄＭａｘＨｉｒｍｅｒ８ＥＧＹＰＴ－

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ・ＳＣＵＬＰＴＵＲＥ・PAINTINGi

PhaidonPress，London，1956.

e・Wil1iamStevensonSmith：ＡＮＣＩＥＮＴＥＧＹＰＴ

ａｓｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄｉｎＴＨＥＭＵＳＥＵＭＯＦＦＩＮＥ

ＡＲＴＳ；ＭｕｓｅｕｍBostonjl946

fAm6d6eOzenfant:Encyclop6diePhotographique

deEAｒｔ－ＬｅＭｕｓ６ｅｄｕＬｏuvrel;TEL，Paris’
1954．

gJacquesVandier：LaSculptureEgyptiennei

Paris，１９５４

hRendHuyghe（柳宗玄訳）：世界の美術館１－ル

ーヴル美術館Ｉ；講談社，東京，1965．

iStephanWaetzoldt（前川誠郎訳）；世界の美術館

２７－ベルリン美術館；講談社，東京』l97q

j・HorstWoldemarJanson（村田潔訳監修）：改訂

増補一美術の歴史一絵画・彫刻・建築；美術出版社，

東京，1971.

ｋ杉勇，屋形禎亮：大系世界の美術３－エジプト美術

；学習研究社，東京，1972.

1．鈴木八司：世界彫刻美術全集３－エジプト；小学館，
東京'1975.

4．文中で言及した彫刻作品の写真は，別丁に一括した。

彫刻であるため,特に主要な考察対象とした作品に関

しては』なるべく様様な角度からの写真を集めて組み，

一葉とした｡写真が不鮮明,或いは筆者が強調して伝

えたいものがある場合には,写真からの筆者のトレー

ス画を付した。それらの殆どは上掲の参照・引用文

献からの複写転載だが，その典拠に関しては煩瓊に

なるため逐一は記さなかった。との点,写真撮影者

ならびに版権保持者諸氏の御寛容を願うものであ

序言

合衆国のボストン美術館に，一点の瞠目すべき
Amk-haf

胸像ｶｬ所蔵されている。＜アンクハフの胸像＞と

呼ばれるこの古代エジプトの肖像彫刻（写真１）

は，従来から，それが位置しているエジプト古王

国時代の他の肖像彫刻に比しては無論のこと，全

エジプト彫刻史を通じて，最高の賛辞すら与えら

れて来た傑作である。

曰く，「その搬粥て鍵開な顔立ちは,フ
ォルムの個々の細部の精巧さと相俟って，この胸

像に，同時代の彫刻群の中でも特別な位置を与え
ｄ２９６

ているのである。」（Ｋ，ＬａｎｇｅａｎｄＭ・Hirmer）

｢その鮒なるlIf響?)ズムと肉付けの柔かさゆえ
に，アンクハフの頭部は，恐らく全エジプト彫刻

史を通じて比類がない」（WSSmithﾂｮﾆと。

そして，この作品のリアリズムに先行する作例

として，これまた従来から，ルーヴル美術館所蔵
Radeder

のくうデデフの頭部＞（写真２）カゼ挙げられて来

た。例えば，いま引用したエジプト美術史学の碩

学ＷＳ・ＳｍｉｔｈはⅢその名著（今日最も権威あるエ

ジプト美術史の概説的通史）の中で，次のように

述べている－「この赤褐色の胸像（＝アンクハ
softer

フの胸像のこと－９１用者）に現われている柔かい

閃将僻の微かな気配以上のものが,それより早く，
ルーヴル美術館所蔵の赤色石英岩のくうデデフの

ａｓｉｍｌＩａｚｔ｢cutｍｅｎ上

頭部＞に見出されよう。そこ}こは，よく似た処理
ａ０６３

ｶｾﾞ，頬や口の辺りにほどこされている」－と。

しかし，ここに－つの問題が生じて来る。それ

は，この二葉の写真（１，２）を比見してもわかる

－１２４－
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の線上に点々と作品が連鎖しているのである。こ

の，各段階の連鎖を合理的に整えることは，美術
テーマ

史学の一つの重要な主題である。

そして今，このエジプト古王国第４王朝期の肖

像彫刻におけるリアリズムの系譜一即ち，ラデ
ｌｉｎｋ

ﾃﾞﾌｶ､らアンクハフへのﾐ奥洲た連鎖の環電の空
隙の上に，忽然と浮かび上がって来るのが,ルー

Ｓａｌｔ

ｳﾞﾉﾚ美術館の名品＜ソノレトの首＞（写真３）であ
ｈＪ５４

る。この作品}よ，出土地点が不明なため}こ’従来

から，その制作年代の推定がいろいろと問題にさ

れて来た作品である。

本稿は，この＜ソルトの首＞こそが，当該＜ラ

デデフの頭部＞からくアンクハフの胸像＞へのリ

アリスティックな肖像表現の発展の途上にまさに

位置づけられることを，論証しようとするもので

あり，この＜ソルトの首＞の年代ｐモデル推定に

関する考察も含め，エジプト古王国第４王朝期の

肖像彫刻におけるリアリズムの系譜を，今一度，

再構成しようと試みたものである○

ように，第一に＜アンクハフの胸像＞のリアリズ

ムの，その余りの驚異的完成度，即ちその同時代

の作品群に対する完全なる孤絶性であり，従って

そこから必然的に生じてくるくうデデフの頭部＞

からくアンクハフの胸像＞へと至る発展のその余り

の飛躍……という問題である。換言すれば様式発

展の論理上，このラデデフ→アンクハフの線上の

中間に，納得のいく過渡的作品が必要となってく

るのである。

長い芸術の歴史の中では，人間の理解を越える

ような突出一すなわち，同時代の周辺の作品に

比して突然変異的に生ずる余りに傑出した芸術作

品一が存在しなかったわけではない。しかし芸

術のご発展史三は多くの場合－それは，芸術の全

史を通じてもそうであるし，ある限定された時代

と場所においてもそうであるが－図Ｉのような

段階を，ほぼ必然的に辿るものである。そしてそ

ノ
'
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（

二コ≧
＜アンクハフの胸像＞の孤絶性

、

、
、

～
、

０
１
｜

、
〉

ノ
ノ

ノ

この驚くべき迫真の－まさに＝生けるが如きミ

ーリアリティを待った作品に対する評価と史上

への位置づけは，既に序言でその一端を紹介した

通りであるが，筆者はここで，これまで必ずしも

十分に論議されてはこなかった－つの問題を提起

してみたい。

それは，一般的に言ってリアリズム(写実主義）
●●

というよりはアイデア'ﾉズム（理想化・類型化表
● ●●

現）をその表現特性とするエジプト肖像彫刻にあ
●

って,何故このような｢籍な畔Ｆ１ズムj\大
胆なリアリズムが可能だったのか？……という問

題である。

エジプト彫刻における「リアリズム」（所謂「」

付きの）は，常にどんな時代にあっても，ある限
●●●

界の中で，なししは或る他の要素との折衷の中で
●●●● ●●●●●●●●●●●●●

追求されたと言ってよＩ、。ごある限界の中で二と

は，例えば，王の権威を宣揚するところの神格化

・様式化の傾向の範囲内で－という意味であり，

その中で写実的・人間的な個性表現との総合・妥

協をはかったのである.=或る他の要素=とは，

ノ

一一

、

ｌ

〔

、 ／

芽崩

図Ｉ美術様式の｢発展」のシェーマ

1２５－
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と断定したのである。

筆者は，これらの見解に対して，次の私見を対

置させたい。それは－＝この胸像における迫真

のリアリズムは，Ｂ派のリアリスティックな傾向

からさえも，その程度においてかけ離れ，またそ

の質においても全く異なるものではないか＝－

というものである。

ところで従来，くアンクハプの胸像＞のリアリ

ズムと，同時代の王像における比較的リアルで柔

軟な肉付けを持った作品群（Ｂ派）のそれとの間

の程度と質の相違・隔絶の問題は，主として－

Ｈ=素材の違い二，或いはに)重王像と非・王（私

人）像の違いご－という単純な解釈で片づけら

れて来た。例えば，次のようにである。

Ｈ「ここ（＜アンクハフの胸像＞のこと－引

用者)には,l露ii詮Bの特徴と認められて来たり
meallBUc上endencIeBDoIHne9sofmodeUI・

アリスティックな傾向と肉付けの柔ら駅さ－も
っとも，それらは，ケフレンやミケリヌスの諸像

のような堅い素材の場合にはやや大まかになって
●●●●●●●●●●●●●、●●●●

いるのだが－が認められる。柔かい石灰岩なら，
●● ●●●●●●●●

肉付けのより一層十分な微妙さが，顔の各小平面
●●●● ●●●●

毎に達成されるのである｡」(W:SSmitlIW務点は
●●●●●

引用者）

しかしこういった説明は，十分ではないと言え

る。それは例えば，Ｄｒ、ReisnerがＡに帰属せし

めたカイロ美術館所蔵の有名な閃緑岩製の＜ケフ

レン王座像＞（写真４／左）と，Ｂに帰属せしめ

た同じくカイロ美術館所蔵のアラバスター製の

＜ケプレン王座像＞（写真４／右）とを比較した

時に明らかとなる。一体，最も硬い石材と言われ

る閃緑岩に刻まれた左と，それよりずつと軟い石

材たるアラバスターに刻まれた右との間に，いか

なる素材の硬軟からくる肉付けとリアリズムの差

異があると言うのだろうか？……いや，むしろ筆

者には，硬い石材を用いた左の方が遥かにリアル

で柔軟な肉付けに（つまりこちらの方がＢであり），

また軟い石材を用いた右の方が遇かに＝固くご硬

直した類型的表現（Ａの特質）の如<に見えるの

である。従って少くともこの両者の比較において

は，素材の硬軟による柔軟な肉付けやリアリズム

の度合の差という説明は通用しない－いや，そ

れどころか，そのようなある種の＝予断=をもっ

て作品に対する時，えてしてとんだ自己矛盾に，

例えば，後に詳述する第５王朝期の世俗主義や庶

民的出世主義であったり，或いは中王国期の自然

主義的な人間の苦悩に対する共感であったり，或

いはまたアマルナ時代の新感覚主義や甘美にして

一種頽廃的な杼惰性であり，サイス時代や末期王

朝期の現実主義……等食といったものである。

ところが，この＜アンクハフの胸像＞の極度の

リアリズムは，こうしたエジプト彫刻の一般的諸

原理を遇かに逸脱して－否，乗り越えて，そう

した余分なものを排除して，言わば純粋に造形的
●●●●●

な意味で'〕アI〕スティックなのだと言える。例え
”レズ▲

ぱ，一例を挙げれば，この胸像}こは，杼惰性とい

ったものが一切ない。つまりこの胸像のリアリズ

ムとは，（そのような表現が可能だとすれば）量軟

質＝のそれに対する＝硬質のそれ＝なのである。

このような異例の－全エジプト彫刻に対して

異例の－リアリズムは，その技術においても，

その発想においても，一体どのような背景から出

現し，どのような工人によって可能となったので

あろうか？……これが，筆者が提起し設定した問

題である。

この胸像は,鰐Ｉﾓﾂﾝ(艀ﾗ)王の治世に作
ｂ３８

られたと考えられている。Ｗ;Ｓ・Ｓｍｉｔｈの前任

者であったGAReisnerは,ケブレン王幽料
Mepkaura

ヌス（メンカウラ）王の神殿力、ら出土した王像の

特徴を要約して，当時の王家の工房に二人の異っ
ｂ３５

た資質を持った彫刻家が存在したと分析し７と。

即ち，より厳格な様式の中で制作したＡと，より

柔軟な肉付けをし，精確な肖像再現を得ようと努

力した本質的なリアリストとしてのＢ－の二人

である(図Ⅱの枠で囲った部分。但しＷＳ,Ｓｍｉｔｈ

がその著書で再録している個々の作品は，本稿の

論旨に直接関係しないので転載しなかった。詳し
い３５

<は原書を参照されたい）。Ｗ:Ｓ､ＳｍｉｔｈはＤｒ,

Reisnerのこの分類を受けついで，その適用範囲

を拡大し，この胸像には，彫刻家Ｂに認められる

リアリスティックな傾向と肉付けの柔軟さが認め

られるが故に，彫刻家Ｂの作品であると断定した。
Sncfem

そして彼は，Ａは恐らくスネフニル王から;!；;P:ﾌﾟ。
ｎｍ『ｕ

ス(クフ）王までの王家の工房の正統派的伝統の中の

－人であり,それに対してＢは，ケフレン王の治世よ

り数年前に（即ちトラデデフ王の治世に）興った

｢薪F綱熟鶏欝精櫛,の中に位置づけられる

－１２６－
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形容詞が付されておらず，従って先の所謂「王の

血筋の者たちに限られる」ところの「高位の者た

ち」とは異なる「第二の階層」，即ち後方で換言

されている「役人たち」を指していると思われる

-引用者)の肖像は，しばしば筒蝿畷雛も
包み隠さず表現したが，しかし芸術家たちは，ﾓ

ﾃﾞﾙの盤箇蝋を示すために;ﾂﾂIb繍則を
officialｓ

遵守するよう拘束されたのである－つまり，役

人たちは,綴や蝋者たちと同様に,片足を前
ｃｌＢ７

に蹴りLP６.鰯､けた姿勢で表わされた｡」
では，アンクハプの「階層」とは一体何かと言

えば，これがまさにMichalmrski言うところの十

分すぎるほど十分な「王の血筋の者」なのである。

即ち－「スネブェル王の息子の－人で，ケオプ
qEIdeBtSon，

ス王の死後にのみ『長子』の称号を用いた･･･…こ
ｅｂ３９

の時代の最も重要な人物の一人｣であり，「聖;;ｻﾞ
ﾍﾃﾌﾟﾍﾚｽの勢管援鍵……央欝こ撹笙量
Hetep-heTes

鐵鰯ら響蝋]幽'１Kのである。
然るに何故一Michalowskiの言によれば「王

の血筋の者」であるのに－あのような克明な年

齢の表現，醜いとも「肉体的な欠点」とも受けと

れる肌のたるみの表現までが，徹底して追求され

ているのであろうか……？

また，そのような高位の身分であるにも拘わら

ず何故に－Michalowskiの言う「カノンのあら

ゆる規則」，とりわけごポーズのカノンミとして

の常套的な姿勢（即ち「片足を前に出したり腰か

けた姿勢｣）－から逸脱し,全くの｢首YBtTF魁
設置形態で,かつ｢還糊な雛形式｣(写真5）
で表現されたのであろうか……？

そうなのである－この胸像の形態・形式は，

決して後世の切断などではなく，まさに制作され

た当初の原形そのものなのである。そのことは，

ＷＳSmithの，発見当時の状態を伝える次のよう

な記述によって証明されている。

「それ〈当該胸像＞は，〈三大ピラミッドを中

心としたギザの－大墓群域の＞東にある共同墓地
ｍａｓｔａｍ

中最大の規模をもつ同王子<アンクノ､フ＞のマス

タバ〈方形墳墓＞（Ｇ７５１０)の外部礼拝所で発見

された。同胸像は，－基の低い煉瓦造りの基台も

しくはベンチの前の，礼拝所の床の上に横たわっ

ていた。従ってこの胸像が，この構造物<基台も

しくはベンチ＞の上に立っていたであろうことは

即ち，作品から得られる真実・事実・現実とは反

対の機械的誤判に陥るという一つの危険性を例証

しているかのようにも思えるのである。

素材の硬軟の相違は，この問題（＝結果=）を

説明する根拠（=原因ご）にはならない｡－む

しろ菫原因二は`そうした素材の問題を超えた（或

いはそれ以前の）－つまり超素材的ないしは前
●●●●

素材的な－作家のリアリスティ.:'クな表現に対

する先験的な精神のあり農こそが真の原因なのだ
●●●●●●

と言えるのである。

ロＢ派の最良の作品のリアリズムや「柔かい

肉付け」の度合をもってしてもなおアンクハフの

それらに遠く及ばないのは何故か，という疑問に

対して次に出てくる解釈は，それが=王と王でな
StatuB

い人間（私人）の（ステークビスの）違い＝である

という解釈である。

即ち，前者にあっては，王の威厳を保つために

余りに過酷なあからさまなリアリズムは追求でき
●●●●●●

ず，後者において初めてそうした一切の制約をか

なぐり捨てて，自由に彫刻家が腕前を発揮できた

のだ－という解釈である。勿論こうした要素は

（素材の要素もそうだが)，リアリズムの質や程度

の差異に全く関係がないわけではないが，しかし

それだけで十分だとは言えないのである。

KMichalowddは，この問題に関して次のよう

に述べている。

「芸術家たちは,ﾖﾋﾞｻ耀篇一即ち,紙零蜑。
たちや高位の者たち（通常，王の血筋の者たちに

ａｌｌ上ｈｅ

限られる）－の肖像を制作する時}こ}ま，カノン
ｃ､１７３

脇鯛鯛HUを遵守するよう束縛されていた｡」
彼はここで｢鮒鵬魁｣を｢鱗!:粉Ｉｉｆ

ｉｌｉ膿魑」と限定し,そうでない人々，つまり
王との直接の血縁関係にない人食を｢欝空溌蘆.。
』湾艫瀦y゜として,第一の階層とは違った
表現のされ方をしていると説明している。そして，

その表現の差異（例えば，次の引用文に出てくる

｢雛搬駕ﾂﾞ｡わ表現がそれ)は,こういった対
象（モデル）の出身階層の差異によると断定して

いる。しかし彼は続けて，それでもなおかつ，王

族以下の階層を対象とした彫像もまた，エジプト

彫刻の諸々の「規範（芽ツン）」から抜け出るこ

とは許されなかったとも述べている。

「ご場hIj麗蕎戯の者たち（ここにはhighという
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十分に考えられることである。内部礼拝所は，－
３Ｇ忽α６

．個の巨大な『セノレダブ』〈被葬者の肖像を安置す

る穴蔵状の密室＞で塞がれていて，〈或いはひょ

っとすると＞この胸像は，今では失われてしまっ

た他の彫刻と一緒に，この打ち壊された『セルダ

プ』から引きずり出されたものかもしれない。こ

の胸像自体は，ある像の部分〈例えば全身像の上

半身＞を成していたようには決して見えない。胸

像は，平らにされた底面と，脇の下の直下で切ら

れた両腕を持ち,乳の少し下で切られた老翻な
ｂｕｓ上

胸像の形}こ非常に巧みにデザインされている。胸
ｆａｌｓｅｄｏｏｒ

像が自立していなし、で，偽の扉<見せかけの扉＞
と合体している例は二，三あるが，このアンクハ

ｅＸａＣこ

うの胸像のように厳密Iこ自立している像は他に例

がない。……（中略）……この胸像自体は，壁に

付着していたことを示す何らの痕跡も持ってはい

ないのである。このアンクハフの胸像によく似た

閨霊iﾂﾂl:彫像断片の唯一の類例が,ルーヴル美術
館にあるモデル不明の赤く塗られた頭部と肩部か

らなる興味深い胸像く＜ソルトの首＞＞である。私

は，この形態における類似は全くの偶然であり，ル

ーヴルのこの胸像風の形というのは，十中八九，あ

る普通の彫像（それを私は，あぐらをかく書記の

像だと提唱したい）から壊されて，目さわりな凹

凸を除去するために意図的に行なわれた現代のカ
レ38～３９

ツティングであると信じている。」（〈＞内}よ
引用者の補足註記である)。

こうして，従来の解釈では，特にこの胸像が持

つとのエジプト彫刻史上稀なる発想と形態の特異

性・革新性は，同時代の作品群からも，また周辺
の時代の作品群からも，関連づけて想像すること

が極めて難しいのである。

従来，この胸像と確実に同時代に年代づけられ

る非・王像彫刻が他にないために，例えばそれよ

りやや以前かほぼ同時代の作品と思われ，王子と

いう点では同位で素材も同じ石灰岩のく笑翻ヌ
王子座像＞（写真６）と特に関連づけて，そのリ

アリズムの土壌・背景が説明されて来た。或いは

また逆に，次の時代たる第５王朝期前半の一群の

神官.行政官たちの諸像一即ち,＜艀聯鑑
鎌門鑑｣）立像〉(写真7/①)，二体の＜ヲ
ＲａｎＭＣＩ

ノフェル立像＞（写真７／②③）そして力､の有名
Ｓｃｒｉｂｅ

な二体の＜書記座像＞（写爵逐７／④⑤)等一の

リアリズムを以って，逆算的に説明されたりもし

て来た。しかし，これらの諸像も，形式という点

では，いずれも何らかのミカノンの拘束言即ちミコ

ンヴェンショナルなポーズの類型=から免れては

いないのである。そして付言するならば，この全

体形式の類型性は，そこに盛り込まれるリアリズ

ムの内容と質と度合いを完全に規定（同化．支配）

してしまうのである。何故ならば，芸術作品とは

形式と内容の全体的な統一（均質化）であり，作

家もそのような均一な雰囲気の中に作品の完結性

を探求するのであり，従って例えば，これらの諸

像の場合，形式は極めて類型的だが，顔の表情は

不気味なまでにリアルであるといった状態を仮定

するならば,およそ古典期の芸術作品としての古典

的調和を著しく欠いた不安の形象とならざるを得

なくなるのである。従ってこれらの諸像の所謂

「」付きの「リアリズム」もアンクハフのそれ

に対しては比べようもないのである。

以上，＜アンクハフの胸像＞の，その－(1)技

術における（特に表層細部の微妙な表現に用いら
●●●●

れた漆喰による肉付けのそれ），(2)外形の極度の
●●

再現性における，(3)対象の内面・精神性・人格と

人間性の透徹した把握と表出における，１４)自立し

た形態（形式）の自然さ．ご新しさ二における，

(5)一切の理想化・類型化を排絶した点における…

…諸々の特徴は，そのｍ;lHiﾆなリアリズム」の，
周辺の作品群からの隔絶性と孤高性を雄弁に物語

って余りあるのである。そして，その真の=原因ご
●、

に関して従来の学説は殆ど沈黙して来たのである。

この＜アンクハフの胸像＞の孤絶性に関する検

討から導き出される筆者の結論は，従って次のよ
うなものである。即ち－

=Ｇ､Ａ・ReisnerとＷＳ､Smithが分類・識別し

たＡ，Ｂ両派の彫刻様式は，本質的かつ総合的な
視点から見ると，その理想主義・総合主義・形式

主義的表現において，実はそれほど際立った差異
はなく，むしろ分類するとすれば，これら両グル

ープのスタイルに明確に対立する全く別種のイデ

アとリアリズムの精神及び表現形式を持った第三
のグループ（流派）の存在こそを措定すべきであ

る。そして，このグループの現存する作例は，ケ

フレンの時代にあってはくアンクハフの胸像＞一
点である＝

－１２８－
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－というものである。

このような措定に立てば，Ｂ派の作品群とくア

ンクハフの胸像＞との間に横たわる大きな溝にも

一応の説明がつく（仮定的に納得がいく）し，第

４王朝期の彫刻作品を最も明快な様式相異によっ

て分類対比できるのである。勿論，筆者もまた，

Ａ，Ｂ両派の差異,即ち，「剛嚴糟な」作風と
してのＡと，「よ；鑿軟なIlf5作風としてのＢとい
う差異に関しては，その様式内差異という条件を

付す限り，特に異論はない。

く。－問題は，ルーヴルのそれである。

この頭部について筆者が強調したいことは，

Smithの言う｢萱坪榴鯛艇並iXF響figリア
「ealismh,３２

リズム」や，或し､}よまたRen6Huygheの言う｢気

塊」や「力強い生命感」，「きめの細かな性格描

写｣と｢生々とした鋭い写実性｣h魅きることなが
ら，この顔面が，見る者に何事かを訴えかけるか

のような，ある種の深い表情を鱗と縫えている
●●●●●｡●●

点である。それは，この顔面の右眉の眉間際が僅

かに欠損しているために，丁度，眉をひそめた表

情に見えることから生じる印象なのかもしれない

が，試みにその欠損部を覆ってみても，やはり，

多少印象は薄らぐとはいえ，どこかもの悲しげな

表情は完全には消え去らないのである。あたかも

世をすねたかのような，或いはまた若くして人の

世の苦しみを垣間見てしまったかのようなその表

情は，聞かん気の，不敵な相貌と相俟って，この

顔面に実に複雑な人間的奥行きを与えているので

ある。

このことは，第４王朝期の他の前後の王像（写

真４，８）－を見慣れた目には，まことに驚くべ

きことと言わざるを得ない。「神」として「生け

糊辮>ﾚｽ」として,或いは｢支配者.帝王」
として,常に理想化された傑鼬で腿符｣の

ｃｂｌ８７

存在として形象化さるべきファラオの顔面力《，

このような人間的・個別的・瞬間的な表情を表現

したということは驚くべきことである。顔の特徴

を表現することは，それほど珍らしいことではな

いが，表'屑を表現するということは，全エジプト

王像彫刻史を通じて極めて異例なことと言える。

この異例さば，従ってこの頭部が，ＡやＢとい

った微少な差異とは明らかに全く隔つた別の新し

い次元の発想と資質を持った流派の中に位置づけ

られるべきであることを雄弁に物語っているので

ある。

ところで，このラデデフと先のアンクハフの風

貌の間には一つのご骨相的類似＝があることは，

ＷＳ､Smithも指摘しているところである－「こ

のルーヴルのラデ夷ﾌ王の頭部は,ざi'１靴言え
ば（これは「偶然にも」という意味にもとれる言

aremaTkabNe

葉である－月|用者），アンクノ､プヘの一つの注目

すべきR魁のifii9iji鷲溌っている｣－と。
ｅｑｌ

どこが似ているかに関してIま，Smithは，先に

先駆としての＜ラデデフの頭部＞

従って，次に検討さるべき問題は､この＜アン

クハフの胸像＞の驚くべきリアリズムが,前後(特

に前）に何らの脈絡もなく達成されるはずはない

という当然の疑問であり，同時代にその出現を十

分に納得させる基盤がないとすれば，それ以前に，

独立した流派（Ｃ派とでも呼ぼうか）としての連

続性と系譜を証明するところの予兆としての萌芽

的作品，及び望むらくはその中間段階を示す過渡

的作品の存在と，それらの出現を準備した環境の

検索が問題となってくる。

この＜アンクハフの胸像＞のリアリズムを直接

的に予告・先WZする作品が，既に序言でＷ、Ｓ・

Smithの言を引用して述べたルーヴル美術館所蔵

のくうデデフの頭部＞（写真２）であることは，

とりあえず問題のないところである。

ＷＳ､Ｓｍｉｔｈは，この頭部を，前節の要約の中で

紹介した「新しい自然主義的精神」を担った彫刻

家Ｂの出発を飾る作品と見なしている。

「このグループの彫刻群（＜アンクハフの胸像＞

も含むＢの作品群一引用者）に，私は，二つの巨

大なラデデフ王の頭部も加えたい。この二つの頭

部は，ケフレン王の治世の数年前に，新しい自然
ｂ､３９

主義的精神の導入をt)たらした。」

ここで彼が挙げているもう一つの頭部とは，エ

ジプトのカイロ美術館が所蔵している白い冠をか

ぶり顔の下半分が欠けたそれ（蔵品NU35139）の

ことだが，筆者の見る限り，こちらの方は所謂通

常の王像に見られる常套的な理想化表現の枠組み

から脱しきっておらず，同列に諭すべき作品では

ないように思えるので，この考察の対象からは省

－１２９－
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頭部の如き印象を与えるのに対し，この首はまこ

とにソフトで=暖かい=のである。

＝描写の自然さ＝という特質は，特に，例えば

髪の生え際の処理に，はっきりと示されている。

他の＜身代りの首＞が，禿頭のものを除いては皆

ほぼ一様にくっきりとした段を型どって，まるで

ビックリと頭皮に付着した薄い草のヘルメットを

かぶってでもいるかのような類型的で概念的な表

現をしているのに対し，この首は，柔らかで自然

な移行を示している。
アーモソド

目の形屯)，他の首の類型的・様式的な巴旦杏形

ではなく，つぶらな形の個性的特徴を表現して

いる。また，眼病よけと美容のために孔雀石をす

りつぶした顔料を目の回りに塗った古代エジプト

特有の化粧の表現と思われる＝目の縁取り=もこ

の首にはない。

眉毛の表し方も，ＷＳ・SmithがＤｒ、Reisnerの

リストに付加・追記した眉表現の類型分類評語で

言えば｢多くの身代りの首に見うけら;KV:鵜｛爵
’6籍Wii鞠)な擢襟や浮き嚇糎鎧.鰹爾T；
或いは＝くっきりとした段＝で図式的に表すやり

万一ではなく，「ﾚﾏ盤か鑓笙襄１$]H諺iWiﾌﾞb蕊
ｍｏ応 ｂ､３５

もし<}ま「より印象主義的な肉付け」がここには

施されており，髪の生え際の処理同様，非常に自

然でソフトである。

珍らしく保存されている耳も（従って他の首の

それらと比較しようがないのだが，その全体の作

風から推測比較して），同様に極めてソフトで感

覚的な成形ぶりを示しているのである。

こうしたこれらの，他の＜身代りの首＞に比し

た時のこの首の特質は，既に見て来た後の時代､の

くうデデフの頭部＞やくアンクハフの胸像＞が示

した同時代の類型的作品群に対するあの隔絶した

特質とその関係に，程度の差こそ萌芽的ではある

が，極めて類似していると言えよう。

以上の点から筆者は，この＜妃の身代りの首＞

を，同時代の作品群から序々に隔っていったと思

えるあの第三の流派の作品と見なし，これを＜ラ

デデフの頭部＞からくアンクハフの胸像＞へと至

る系列の現存する最初の作品としてその出発点に

位置づけるものである。（図Ⅱ参照一つまりＷ；

Ｓ､Ｓｍｉｔｈの言で言うところの｢新しい自然主義的

精神の導入」は，くうデデフの頭部＞ではなく，

序言で引用したくラデデフの頭部＞に関する評言
ａＳ１ｍＩａｒ【meatｍｅｎｔ

の中で「よく似た処理ｶﾔ，頬や口の辺りiこほどこ

されている」と言っている通り，これは比見して

わかる如く，両者ともロ辺部が少し突き出ている

点を指していると思われる。しかし，果たしてこ

の骨相的類似は，Ｓｍｉｔｈの言うような「ついでに

言」うべき事柄，もしくは単なる「偶然」であろ

うか？－筆者はここに，第三の流派を解明（証

明）する重大な鍵が潜んでいると考えるのである。

＜妃の身代りの首＞のリアリズムと骨相的類似

この骨相的類似点を持った顔が，実は古王国第

４王朝期の肖像彫刻群の中にもう一つ存在するの

である。

それは，ラデデフの治世に先行する時代一即

ち，スネフェルからケオプスにかけてのある時期

一に帰せられる幾つかの＜雛b拐着>の中の
-つ,ボストン美術館所蔵の＜隠鵬Ｉ湾';'鵬〉
（写真９）である。

ＷＳSmithは，この首の特徴を次のように列

挙している。

「目は,どちらかと言えば鰍１２M&理され,眉
ｎｏ

鋼畿はなく，これら全ての首の中でも最も目
ｔｂＥｍＤｓｔ

遡糖(閏Uri:|ｷ鏑i鍔０１ﾂている獣紫臘｣b･鯖
上I蛇081漣Tunkno1mPrincG

「他の氏名不詳の王子のこの妃（Ｇ４４４０）}よ，

蘆i繼と大きく開いた鼻孔とふっくらとした頬を
，wUdenostTiIs fuIIcにe肋

もった戦没ﾋﾞｻﾞﾌﾟである。この彫刻}よ,特に目の
辺りの部分に,懲かで繼豐雑なjiEi鍵錬り

ｅ,３２

入れてし､る。」

ＷＳ・Ｓｍｉｔｈも指摘しているように，この作品

は他の多くのく身代りの首＞（写真１０）とは明確

に異った印象を持っている。それはどうやら，人

種的風貌が異なるということから来るものである

と同時に，この首が持つ描写の素直さ，自然さ，

そしてモデルに対する暖かい愛情から来るものの
①●●●り

ょうに筆者には思える。他の多くのく身代りの

首＞が，おおむね単純化された面処理を施し（そ

の点では非常にキューピックで力強い造形性を持

っており，現代の彫刻を見て来た我々には別の魅

力を感じさせるのだが……），類型化・様式化の

傾向から基本的には抜け出ず，そのために一種の

冷たく硬直した(ハードでソリッドな）マネキンの

－１３０－
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それより少し前の時代の，それを先駆するところ

のこの＜妃の身代りの首＞によってもたらされた

と考えるのである）。

ここで，……＜妃の身代りの首＞－くうデデ

フの頭部＞－＜アンクハフの胸像＞……と－線

上に連らねた時，そのリアリズムの技術的・質的

完成度が，それぞれの時代類型から次第にその度

合（距離）を増して隔絶していったこの三つの作

品が，=何故かくも共通する骨相的類似を示して

いるのか＝という前節の疑問に再びとらわれざる

を得ないのである｡－これは真実，単なる偶然
●●

の一致ないしは付随的な事実であろうか……。
●●●

ここで重要なことは，ラデデフの母が「リビア

人」であったという事実である。ここで我々は，

あのラデデフの顔立ちが，現存する第４王朝期の

諸王像に共通して見られる同じ顔立ち（写真４，

８）－即ち，第４王朝のご正統的王統（血統)＝

に一貫して受けつがれ保持されて来た遺伝的骨相

一とは，少々異なっていたことに初めて合点が

いくのである。言うまでもなく，子は，その父母

の形質を受けつぐわけだが，今，このラデデフの

父ケオプスの顔貌（写真８／①）とラデデフのそ

れ（写真２）とを比較した時，両者が殆ど似てい

ないことに気づく。つまり，彼の顔立ち，骨相的

特徴は，もっぱら，リビア人の母から受けついだ

ものなのだと言える。

ラデデフの，あの口辺部が少し突き出た骨相上

の特徴が，このリビア人の母から受けついだもの

－或いはリビア人一般に個有の人種的形質~

だとすれば，同様の骨相的類似を示すところのラ

デデフの叔父にあたるアンクハフの母もまた，リ

ビア人であった可能性が十分に推測されうるので

ある（そして付言するならば，あの＜妃の身代り

の首＞の妃も……）。

ここで思い浮んでくるのは，アンクハフが－

その胸像に見事に具現されて我女が窺い知れるよ

うに－あれほどのファラオたるに似つかわしい

王者としての堂汽たる威厳と風格を備えながら，

何故，自らが兄ケオプスの後を襲って王位に上ら

なかったのかという疑問である……まさにラデデ

フがそうしたように。これは主として第一に，両

者の性格_無論，肖像から受ける印象だが－

に由っていることと言えよう。即ち，ラデデフが，

かく血で彩られたご下克上員を実行したにふさわ

しい激しい気性と強烈な意志をその顔面に秘め，

どこか暗い陰鯵な蟠りをその表情に漂わせている

のに対し，アンクハフの方は，思慮深く調和に満

ちたどっしりとした落ち着きと，高い見識を窺わ

せる知性と老成ぶりを示しているからである。

しかしそれと同時に，第二には，この母親がリ

ビア人であったかもしれぬということが，重要に

関っていたのかもしれぬ。－周知のように，エ

ジプトの王家にあっては，母方の血統が非常に重
い１０６

んじられた゜カワプ→ラデデプ→アンクノ､プと三

人の妃になった王女へテプヘレスニ世の数奇な運

リビア人の影

ＷＳＳｍｉｔｈは，その通史の中で，ラデデフに

まつわるいくつかの事実を次のように記している。

それによると－「ラデデプは，ケオプスとその

第豐登fi筋間に生まれた子である｡彼はｷﾞｻﾞの
ＡｂｕＲｏａ曲

ｺﾞﾋ数マイルのアブ・ロアシュに自分のピラミッド

を建造したが，その事実の中には，第４王朝の平

穏を乱した』饗HDPi鵬薇暗示されている。ラデデ
CrownPrinceKn.Ｗａｂ

フの王位継承lま，皇太子カワプの死}こよるもので

あったようで，カワプの妻埒箪撫Lｽﾆ世はヲ
Hetep･he”３１

デデフら;鰹なった。このヘテフ･へレス－世の孫
娘は,カワプとの間にもうけた娘の艶>豊膠芋I;／
ｐ ｂｏｔｈｂｅＴｈ“band

ク三世同様，二人の夫に先立ｿとれてしまった。彼

女は，この娘をケフレンに鱗た｣a･既…云々とあ
る。

Smithの言うこの「第４王朝の平穏を乱した王

家の内紛」（また上記引用のすぐ後で述べている

「ケオプスが王妃たちの間にもうけた子どもたち

間の職嵩罰､v;『＝型が一体如何なるものであっ
たかに関する，血なまぐさいより衝撃的な事実を

含む別の知見が，Ｅ・DritonとJVandierの箸
＊１

書に記されていて，Ｋ・MichalowskiIよその内容

を参照・要約して次のように述べている。

「ラデデフは,全く鍬FWI二Xiii像を今日に残
している。（中略）今日の多くの歴史家は，彼が，

ケオプスとiii鰐ﾂi(ＩＩＢ母との間に生まれたケオプ
secondson

スの次男であると信じてし、る。彼}よ，エジプト人

の母から生まれた彼の兄,カワプを鰭した｣…
…と。
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命に象徴されているように，エジプトの王家では，

前王の王女の夫が次王の正統性を持ち，この王権

の正統性と王家の血の純潔を守るために，兄妹・

姉弟婚は通例であった（その慣例は，あの’古代

合したであろうことは十分に考えられる。そして

それは，ラデデフの更に以前に，彼の母や，あの

同じ骨相的類似をもつたく妃の身代りの首＞の妃

にまつわる非エジプト系の人々によって，既に土

壌としてもたらされていたのかもしれない。いず

れにせよ，この異民族，異人種の血の流入，ない

しはその文化的衝突の問題は，古王国第４王朝期

の肖像彫刻におけるリアリズムをめぐる諸問題を

考える上で，極めて重要な問題を投げかけている

ように筆者は思うのである。

ｴｼﾞﾌﾟﾄ最後の王朝でﾏｹﾄﾞﾆﾌn．臨眼ｔ)小
の征服王朝たる祭繩等イオス（アレキサンドロ
ス大王の－部将）王朝の悼尾を華麗に彩った女王
CIeopatTal瓜

クレオパトラ七世までもそうであった－彼女}よ

弟王（プトレマイオス十三世）と結婚した－ほ

ど根強いものであった）。

そういう王家にあってリビア人の第二王妃を母

とし，その容貌を受けついだラデデフは，恐らく，

全く似ていない王家の正統的血統を受けついだ父

や兄弟たちの差別と鱸の眼差しの中で,そして
父への愛の飢餓の中で，屈辱と'墳怒にまみれた多

感な自己形成を成したであろうことは十分想像に

難くない。それこそが，彼をして，兄を殺害し王

位と皇太子妃（王女すなわち王位）を墓奪横領す

るという血なまぐさい闘争に向かわせた原因であ

ったのかもしれぬ……。いずれにせよ，あの＜ラ

デデフの頭部＞が持つ，あの一種独得の＝鴎り=

と=暗鯵な表情言は，こうした推測されうる事情

と全く無関係とは言えないであろう。

人は迫害と逆境の中で(それに耐え得る人間は)，

繊細な神経と鋭い感受性，旺盛な問題意識と果断

な問題解決力，そして大いなる野心を培い身につ

けるが，同時に彼はまた，革新的な気風と進取の

気性，そして極めて現実的（リアリスティック）
●●●●●●●●

な精神の持ち主であったであろう。何故ならば，

重下克上ごとは，－種の政治的＝革新二であり，

政治的・行動的なミリアリズムーだからである。

そしてそれを成し遂げるためには，新しい技術と

手法，新しい理念と発想が開発され導入・採用さ

れなければならない。ラデデフのこのような気風

と精神が，当時の芸術の状況に対しても，ＷＬＳ

Smithの言う「新しい自然主義的精神の導入をも

たらし」，育成し，旧来の正統的・伝統的な類型

的・形式的・常套的芸術観~それは人生観にも

通じている－に鋭く対決したであろうこともま

た十分に想像に難くはないのである。

しかし何よりも，彼の非エジプト系の血が，非

エジプト的な精神風土，文化，発想と美意識を背

負って，正統エジプト文化に流入し，対立し，融

異民族のエジプト美術に及ぼせる影響

受動的な文化的敗北・屈服・追従・模倣として

の=植民地文化＝は別として，異民族の文化的精

神が，他の民族の伝統的・正統的な文化土壌に主

体的・能動的に流入・移植された時にい或いはま

たただ単に異民族が肖像彫刻のモデルとされただ
●●●●●●●●●●●●●●

けでも，そこに個有の民族的伝統とはかけ離れた

異色のリアリズム表現を生むという相互関係は，

エジプトの全肖像彫刻史を通じても，また広く世

界の芸術史一般にも認められることである。

その例を今，エジプト古代彫刻史に限ってみて

も，例えば中王国第１２王朝において,古王国の古

典主義的リアリズムが－一巡して上昇したレヴ

ェル（図Ｉの立体モデル参照）で－新しい形を

とって再生したとも言うべき自然主義的リアリズ
●●●●●

ムの諸王像（写真１１，１２）を見ても，そのことが

言える。

周知の通り中王国は，第４王朝期のケオプス，

ケフレン，ミケリヌスのあのギザの三大ピラミッ

ドに象徴される古王国の絶対的王権が瓦壊し，フ

ァラオの王権が弱まり，実権が各地に割拠した下

克上の群雄の手に移ったあの長い政治的混乱と社

会的不安の時代一「第一中間期」－の後を受

けて登場した，統一され再興された国家と回復さ

れた王権の時代である。しかし，その王権と国家

は，言うまでもなく，古王国のそれらとはもはや

同質のものではありえようがなかった。人は，永

遠にして不変不動のものと確信していた求心的な

中心がもろくも潰え去り，周辺に向って流れ出て

いくのを目の当りにして，それらが単に相対的・

流動的・一時的・個別的な移るい行く自然な現象
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の姿でしかないことを知ったのである。もはや無

邪気な人間信頼に満ちた黄金の＝古典古代＝は失

われた。

HWlJansonは，今日個人が成し得た最も優

れた包括的な美術全史の－書たるその名著の中で，

中王国の彫刻芸術の特質を，その最高傑作とも言
seBGsLTl3m

うべきこの第12王朝期の＜セソストリス三世の顔

面＞（ニューヨーク，メトロポリタン美術館所蔵

一写真11）一点に集約させて，次のように要約し

ている。

「神聖な王権の魔法の力はひとたび破れるとも

はや昔の効能を取り戻すことはなかった。そして

中王国のファラオの権威は，制度に基づくものと
●●●●●●●●●●●●●●●●の

いうよりはむしろ個人的な傾向をもってし､た｡(中
●●●●●●●●●●●

略）中王国の美術にはこの時代の不安な精神がよ
●●●●●

<反映してし､る。私たちはそれを特に図57の王の

肖像（＜顔面＞を指す－引用者）のような，第

12王朝を特徴づける新しいタイプの作品に発見す
●●●●●●

る。この奇妙に現代的な顔に初めて出くわすと本

当にびっくりする。古王国時代の静穏な落着きは
●●●●●●●

失われて，新しいlﾂﾞ<【元の自意識である沈思的で不
。●●。●●●●｡●●●●●●●●●●●●

安げな表現がとって代る。この断片の肖像は，王

たる体裁を奪われて，肉体的にも心理的にも厳し
●●●●●●●●

し､迫真の写実を示すので，ちょっと見ると，過去
●●●●●● ●●

の彫刻の伝統との繋がりが全く途切れたかのよう
●●●●●●●

に思える。ここにはエジプト美術の辛抱づよい別
● ●●●●●●●

な成果があり，それはローマやルネッサンスの肖
●●●

像の表現の中で生きつづけて行くように運命づけ

られていた｣’一`瀞点引用者)－と。
このJansonの評言（特に筆者が付した傍点の

部分）は，＜ラデデフの頭部＞にもそのまま当て

はまることである。つまりくうデデフの頭部＞が，

この中王国期の＝自然主義的リアリズム＝を，古

典主義の全体形式の中に先どりして含み込んでい

たという意味において，確かにＶＭＳ・Ｓｍｉｔｈの言

った「新しい自然主義的精神」という言葉は妥当
●●●●●●●

なのである。それ}よ，杉勇，屋形禎亮両氏が，こ

のセソストリス三世の他の作品(写真12/左上下）

も含む肖像に共通した特徴として，エジプト彫刻

史に異例の｢感櫛､粉表現が成されていると述べ
ていることからもわかる（つまりくうデデフの頭

部＞は，その点でも，明らかに中王国の自然主義

的リアリズムを先駆していたのである)。

しかしJansonの言う，この中王国期の「過去

の彫刻の伝統との繋がりが全く途切れたかのよう

に思える……エジプト美術の……別な成果｣＝｢厳

しい迫真の写実」は，単に中王国期の時代情況＝

「不安な精神」から生まれたばかりでなく（それ

もさることながら），この時代の偉大なファラオ

たち（特にこのセソストリス三世）が，上下エジ

プトを再統一したのみならず，南はヌピアからス

ーダンのハルトゥーム，北はパレスティナ等の異

民族の地にまで新たに版図を拡大（遠征＝武力交

易）し，また各地の隊商路を通じて積極的に異国

と文化的・経済的交流（通商＝平和交易）を行な

ったりしたことと決して無関係ではないのである。

また新王国第18王朝期の異色の傑作，ベルリン

美術館所蔵の小木彫品＜アメ擬寧ケ呈世妃幾
ｴの頭首〉(写真,3)は,この｢卑賎の町､し

１６２３０

<|よ「市民出身の婦人」と言われる王力己の顔貌の

ミ奇異なご特徴を，あからさまなリアリズムで刻

み出している｡材質は｢いちい｣あるいは｢黒適｝｡
ｉ､１５４

とt)言われ，その暗紫褐色の肌の色力､ら受ける印

象にも由るが，しかし何よりもその骨相上の特徴

から見て明らかにこの女性は，非エジプト系の異

人種（とりわけ黒色人種の可能性が渡い）か，少

くともその血をひく人間のように筆者には思える

のである。従って，この肌の色は，むしろモデル

の現実の肌の色に従った素材の選択もしくはその

忠実な再現である可能性が濃いと言える。（しか

し，このような推定・指摘は，奇妙なことにエジ

プト美術関係の文献の中で余り成されておらない

ようで,その点で木村愛二氏の奇鰯《説く主張に

は，ある程度うなずけるものがあるのである）。

いずれにせよ，ここに，異人種・異民族あるい

は少くとも異貌の持ち主をモデルにした肖像彫刻

と徹底したリアリズムとの間のある種の密接な関

係一即ち，ある民族の優れた芸術家がそれまで

の言わば＝身内二とは異なる異貌の異人種と出会

った時，今までの伝統的な造形語法では表現でき

えずに当惑し，或いはそれを表現しきろうと創造

意欲を触発されて，結果的に新たなリアリズムの

方向に向かわざるを得ないという，一般論として

もまた芸術家の特性としても十分に納得される関

係一が存在すると言えよう。

しかし何よりも，アメンヘテプ三世が，このよ
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うな卑賎の，異人と思われる女性を「正式の王妃
ｋ､230

.….､正妻」にするという「特筆すべきこと」を断行

し，まさに王妃の血統が重んじられるエジプト王

室の因習を打破して，人種的・身分的偏見にとら

われない革新性を示したという事実は，彼の時代

がまさに，第１8王朝すなわち新王国の始祖将足
スー世によるヒクソスのエジプトからの一掃，続

Ｔｈｕｔｍｅ８Ｕ

<トトメスー世のユーフラテス上流への逆襲と彼

の地からの多数の捕虜の連行（恐らくは芸術品や

工人も共に），更にトトメス三世の時代には18回

もの遠征によって，シリア，パレスティナを征服

し，ヒッタイトに北境し，第４爆布までナイルを

遡行した後をうけた，古代エジプト帝国の最盛期

であったこと……即ち，多種多様な民族文化を形

成していたことと無関係ではないのである。

そして，彼の後の－まさに彼とティエ（とい

うこの異色の組み合わせ)の子で古代エジプト史上

最も奇異なファラオーアメンヘテプ四世（後にア
ハkhemtsn

ケナテンと改称)の宮廷で花開いたアマノレナ芸術の，

全エジプト芸術に対するそのリアリズムの特異性

・革新性(写真14）も，このような背景によっての

み，初めて達成が可能であったと言えるだろう。

また，末期王朝時代の第25王朝期，ナイル上流

からの「エティオピア」征服王朝統治時代におけ

る一連のヌピア人の人種的特徴や年齢表現を追求

したリアリズムーカイロ美術館所蔵の＜メント
ＭＰ敏暉ｍｈ重

ウエムハトの頭胸部＞（写真15）｝こ代表されるそ

れ－もまた然りである。

また更に時代を下って第26王朝（サイス時代）

のリアリズムールーヴル美術館所蔵の＜神官の

頭部＞（写真16）やベルリン美術館所蔵の有名な
ＧＣｕＥｅｎＩＬａｄ,

＜司祭の頭首＞（写真17）に代表されるそれ￣

も，「エティオピア人」やリビア人がエジプトの王
●●●●● ●

位につく，或いはまたアッシリアの侵入を受け，
●●

また「この頃からデルタを中ＩＤにギリシャ人の…

大きな影響を｣｜翻るという政治的.軍事的･文
化的混乱（と同時にそれは異民族文化の流入・融

合でもある）の後に，エジプト人が再び王朝を再

興し，「芸術活動の分野でも復古主義｣】鱗げた
背景の中で，初めて納得されるのである。

このように，エジプトの彫刻史の中で，際立っ

たリアリズムが生れ出た各時代における異民族ｏ

異人種の文化的影響を並べてみた時，逆に，古王

国第４王朝期の肖像彫刻における古典的リアリズ

ムの中にもまた，強く，非エジプト的な民族の美

意識が，またその存在と介入が関係してくるよう

に筆者には思えてならないのである。

＜ソルトの首＞の位置

＜ラデデフの頭部＞がたとえ＜アンクハフの胸

像＞のリアリズムを先駆するものとは言え，この

両者の間にはやはり若干の開きがあると言える。

換言すれば，＜ラデデフの頭部＞には，未だその

古典主義的という意味での完成度と,今少しの｢肉

づけの柔らかさ」が足りないのである。従って，

ここに，その古典主義的完成度という意味での重求

心的な言，また，リアリズムの「柔かい肉づけ」

という意味での技術的・質的な発展途上段階（過

程）を示す，少くとももう一つの作例が求められ

るのである。

ＷＩＳ・Ｓｍｉｔｈは，そのモノグヲフの中で，この

二点について言及した後，ルーヴル美術館所蔵の

有名なくソルトの首＞（写真３）について，次の

ように述べている。

「＜艫勝騨増ﾙｰｳﾞﾙの＜書記座像>や二
体のくうノフェル像＞は，第５王朝の初期におけ

るこの（彫刻家Ｂの－引用者）伝統の継続を示

していると言えようが，不幸なことに，第４王朝

期で同様の傾向を示す織薗Ｈｆ適例は全く無い。
ルーヴルの胸像（＜ソルトの首＞を指す－引用

者）は，恐らく上述した第５王朝初期の彫像群に

属するものと思われるが，しかし，その＜アンク
ひと

ﾉ､フの胸像＞への類似は，（中略）ここで－議論
ｂ０３９～4O

するに足るものｶｾﾞある。」

Ｓｍｉｔｈがこのように，＜ソルトの首＞を第５王

朝期に年代推定しながら，なおも＜アンクハフの

胸像＞と並べて第４王朝の章の－項で考察した理

由は，十分に理解できる。従来この像が，第４王

朝期に年代推定されて来た理由もこの辺にあるの
である。

しかし最近では，この像を第18王朝のアマルナ

時代に置く説が有力なようである。ＷＩＳ・Ｓｍｉｔｈ

は，その註の中で，HMiiller-Feldmannの論

鎚挙げているが,Ren6Huygheは,この像を
第18王朝に置く簡単な論拠を次のように紹介して

－１３４－
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いる。－「この『サルトの頭』を古王国の作と

することには異説もある。（彼自身は（？）を付

して古王国に置いている－引用者）とくに耳たぶ

にあけられた穴は，おそらく耳飾りのためのもの

であり，これは第18王朝以前にはその例を見ない
ｈ,１５４

t)のである。」

しかし，このような「根拠」は，余りにも単純

な便宜論的機械論的解釈でしかない。ＷＳ､Ｓｍｉｔｈ

の言う如く｢この頭部をf#;if拶楊る艀澱雛，
ｂｏ４０

この職鵡裟蹴醗梛}こある｣－のであ
る（そして蛇足ながら一言付言するならば，人間

の感覚的.感応的な盤そのものを基盤とし鍵とし
たそのような様式判断の中にこそ，人文諸科学の

８ユース

中の詩女神たる美術史学の美術史学ｶﾆる所以と存

在理由が存すると言えるのである）。筆者も，そ

のような様式批判の見地に立って，この像を検討

してみたい。

第一に，まずこの像はどう見ても，その具備す

るところの＝古典的様式ごそれ自身において，第
●●●●●●●●●●

18王朝期アマノレナ様式の作品（写真14）とは思え

ないのである。様式の特徴から発散するこの像の

全体的な印象は，あくまで＝古典的＝である。ア

マルナ芸術の様式的特徴_ごエジプトのマニエ

リスムニとも言うべき－種病的な繊細さ，人体を

異様に歪曲したカノンの絶対化，マニエラ化，そ

してそれを自己目的化し自律的に生起・発展する

蛇状曲線への官能的な身の委ね……等の一切がこ

の像には無い。この像のリアリズムは，あくまで

古典的類型の節度の中で維持され，集中的・求心

的な緊迫したフォルムを示している。そしてその

リアルな個性描写と人間像の典型化，総合化，理

想化への志向の微妙なバランスを，あのまさに「古

典的」としか言いようのない周囲を圧倒する静識

感，荘重感が統一し支えているのである。

第二に，その精神において，この像を造った彫

刻家は何を目指していたか,という点である。＜ソ

ルトの首＞は明らかに，人間の偉大さ，尊厳を信

じ切ることによって，普遍的で永遠的な人間像の

創出を，その不動の固定を目指していると言える。

アマルナの一連の作品は，リアルな個性描写とい

う点では共通点を持ちながらも，終局においては

個別的・瞬間的な存在の表層を流れ去る仮象の美

の探求の中で，偉大で普遍的な=かくあるべき人

間の理想像の創出＝を中心から流し去ってしまっ

たと言える。彼らは人間を装飾的に扱い，いかな

る意味の哲学性も典型性もその作品に付与しなか

った。

第三には，骨相のタイプ，顔面各部の特徴の基

本類型が，両者の間で全然異っていることである。

＜ソルトの首＞は，突き出た頬骨から顎，口元

にかけての肉の落ちた輪郭や若干厚ぼつたい唇に，

確かにある種の病的な官能性を感じさせなくもな

いが，しかし，その骨格はガッシリと強靱で堅固

である。

目の形は，アマルナ芸術にあっては，所謂やや

重たげな＝超流線形＝，或いは一種の妖気を発散

する眼尻のつりあがった形を示すが，＜ソルトの

首＞にあっては，くっきりと見開かれた端正な形

をしている。

顎は，アマルナの彫像においては，細く先がと

がり，感覚的で繊細な丸みを帯び，斜めになった

細い首から情緒的に前方に流れ去るのが特徴だが，

くソルトの首＞では，首は垂直に立てられ，顎は

ぐっと引かれ，ガッシリとしておりご意志的ミー
●●●

何よりもこの性格特性がアマルナ作品にはない一

である。

耳のモデリング，つき方も，洗練された優美で

デリケートな感じではなく，どちらかというと武

骨な形であり，ガッチリとしている。

唇を横から見ると，アマルナの彫像はいずれも

柔かい丸みをもってやや翻転しているが，＜ソル

トの首＞は角ばった面処理が施されているという

相異がある。

以上の考察から，あくまでその「様式それ自身

の限りにおいて」という限定付きではあるが，筆

者が導き出した結論は，この＜ソルトの首＞とア

マルナ彫刻とが，やや図式的ながら，健康的←・病

的，求心的一拡散・流動的，量塊的一流線的，普

遍的一個別的，古典的一マニエリスム的……等々，

要するにその形式と精神内容において，対立する

概念として，即ち年代的には古王国一新王国とし

て，把握されるということである。

次にＷＳ・Ｓｍｉｔｈ等が主張する第５王朝前半説

に検討を加えてみたい（Michalowskiもその箸の

｢Ｉ灘iBi讃欝璽廠中で第５王朝の作品群に入れて
し鰯J1bndierはその小冊子で｢第４王朝か第

1３５－
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｣としてi､瞥艀）の追求と，５王朝の初め（Ｂ､ｃ2425年頃）」としていぢγ

ＷｌＳＳｍｉｔｈが第４王朝に年代推定しない唯一の

根拠は次のようなものらしい。

「しかしながら，正面から眺めた時のこの顔の

造作の左右ﾌﾞ;甥・iP1合いが,そうでなかったならば
さぞかし最高の肖像となっていたであろうこの作

品の価値を損ねている。それは，人をしてこの作

品を第４王朝期のものに見なすことを駕篭きせる
（ルーヴルのく書記座像＞のあの頭部を想起させ

るところの）出来映えのちェっとした，むらなの

である｡」（彼は，この一文に付した註Ｉの中で，

顔の左右非対称の一例として「両眼の大きさの違
い」を挙げている)｡b･40

しかし，このようなものは，筆者にとっては欠

点だとも疵だとも思えないのである。これは単な

る言いがかり－というよりは，他に様式判断の

妥当な基準を見出せないための，口実のための口

実に過ぎないと言える（この点に関して強いて言

うならば，それはくラデデフの頭部＞からくアン

クハフの胸像＞における古典主義的リアリズムの

完成に至る様式発展の上昇過程における過渡的・

途上的不十分さ，という一言で片付けられる問題

なのである）。

では，その=様式判断の妥当な基準ごとは何か？

……つまり第５王朝初期の一群の「私人像」（写

真７）に共通して認められうる様式特性とは何か
。

これらに共通する印象}よ，ある種の世俗的，通

俗的，功利的な庶民性である。二体の＜書記座像＞
には，仕事柄もあるだろうが，何か＝すばしっこ

そうな＝－悪く言えば，出世を狙いうかがうか

のような，狡滑な印象を受ける。＜村長の像＞も

リアルだが，ほのぼのとしたユーモアは十分感じ

させても，精神的な深さにおいて，何か物足りな

いように思える。＜ラノフェル像＞は，これら三

人よりも，ずっと知的な印象を与えるが，彼の知

性には，どこか冷い権威主義，エリート意識が感

じられる。ソルトやアンクハフ，ラデデフやあの

＜妃の身代りの首＞の妃に比して，これらは所謂

人間性における内面精神の偉大さや深さ，おおら

かさといったものを欠いているように思えるので

ある。そういった意味では，第５王朝期のこれら

の諸像は，より現実主義的な方向でのリアリズム

の追求と言える。一言うなれば，ご静謎なメラ

ンコリーーが欠如しているということになるかも
しれない。

こういった第５王朝期の諸像に特有の特徴は，

第５王朝の中頃あたりから，打算的な市民社会が
出現してくるといった社会的・経済的気運の精神

風土，時代精神の敏感な反映なのだと言えよう。

＜ソルトの首＞の与える印象は，著しく哲学的
であり，冥想的である。明らかに第５王朝期の私
人像の一群とは異なっているのである。

以上，筆者は，この作品が,＜ラデデフの頭部＞
が孕んでいた自然主義的なものへの傾斜というあ

●●●●●●●●●●●●●●●●

る種の危険性を克9日しながら，＜アンクハフの胸
鯵らああf鑿ﾘｱﾘｽﾞﾑ」「よりソフトなモ
デリング」という至高の到達点に向って大きく歩
を進めた途上の作例であり，結果的にはむしろ両
者の特質の最も見事な融合が成されているという

ふうに評価し，第５王朝初期の一群の私人像に含
めるべきではないと考えるものである。

結語

以上，本稿における筆者の結論を，要約して視
覚化すると，図Ⅱになる。これが本稿の結論であ
る。

最後に，この＜ソルトの首＞が一体誰の像であ

るかという考察を行ってみたい。Smithは，この

頭部断片の原形を｢あざ習翻､<鑑の像｣b里推
定していたわけだが，しかし私の推定は異なる。

既に述べたように，この像の持つ，その哲学的・

冥想的な気品は，世俗主義的な第５王朝期の書記

たちの表情とはずっとかけ離れた超俗性，高い知

性を感じさせる点で，もう少し上の知識層一神

官あるいは数学者・天文学者等のﾐ何らかの学者＝

ではないかと筆者は考える。

戦前のフランスの優れたモノクローム写真集に

付されたこの作品の解説には，次のような興味深

い暗示が記されている。

「この人物の,その翔學雛蓉貌は,メソポ
タミアの人々によってエジプトに蓋爾縦もたら

invaHionz mightbeaCcouxR蛇ｄｆＯｒ

された侵入の一つ}こよって説明されるかもしれな
『･

I､」－と。

■Ｇ◆●●ｏＯｂ●｡●●■●●｡●■Cら■D●●●●ＤＣ●■●●■■C●

－１３６－



小林：エジプト古王国第４王朝期の肖像彫刻におけるリアリズムの系譜

ＤｙｎＪＶ ideaTism ｒｅａ１ｉｇｍ

<￣う

R・h･…ndNofr･‘｜
Ｉ、
ＩX

ReserveHeads←杉＞ReserveHeadofWife
（inBoston）PrinceHemiunul

R………Ｈ－⑧.△…
（intheLouvre）

Sneferu

Cheops

Rededef ／

、Chephren

SaltＨｅａｄ

、
Ankh-hafBast

％

、、
X

、

、
、

Mycerinus

ShepseSkaf

ＤｙｎＶ

LibyanornotEgyptianlnfluenceEgyptian

図Ⅱ第４王朝期の肖像彫刻対照

ｌｅｓｐｅｕｐｌｅｓｄｅｌ'Orientm6diterran6en,Ⅱ；

Parisjl962

2、木村愛二：古代アフリカ・エジプト史への疑惑；鷹

脅房，東京，1974

3．HellmutMfiler-Feldmann:､ZeitshriftfUr

AgyptisheSpracheundAltertumskunde'，

ＩＸＸＩＶ，ｐｐｌ３２ｆｆ

ここにおいて，あの古代エジプト彫刻史の異例

のリアリズムを幾度となく重大に担ったかもしれ

ぬ非エジプト系諸民族への限りない空想が，再び

筆者に鰹てくるのである。
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写真１アンクハフの胸像
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汐

写真２ラデデフの頭部
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￥的一

写真３ ソルトの首
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蝋

写真４ケフレン王座像

（左／閃緑岩製，右／アラパスター製）

１４１
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写真５ルネッサンス以後の胸像表現の諸形態

（左から15世紀ドナテルロ（？），１６世紀ボローニャ派（？），1907年デスピオ，
1960年ジャコメツティ作）

写真６ヘミウヌ王子座像

1４２－
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ﾛⅢ田Ⅱ

欝蕊1JJFL鐵

写真７第５王朝期前半の神官・行政官たちの像

禦譜(:捌劇ﾂ:↓ﾉｰﾄﾂｸﾞﾋﾞの鰡蘆ﾌ…）

－１４３－



琉球大学教育学部紀要第２８集

霧

写真８第４王朝期の諸王像

一受け継がれた類型的・様式的理想化表現ならびに遺伝的骨相と，

その若干の帆発展史馴的変化（アンクハフ・ラデデフ像との違い)－

のｌ②匹

③ｌ④

－１４４－
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写真１０ 様々な「身代りの首塵
一

妃の身代りの首写真９

セソストリス三世の顔面写真１１

145
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写真１２中王国第12王朝期の王像に見られる自然主義的リアリズム

ワＭＪ同盟 のHEIPFR

－１４６－



小林：エジプト古王国第４王朝期の肖像彫刻におけるリアリズムの系譜

■■■

写真１３アメンヘテプ三世王妃ティエの頭首

写真１５メントゥエムハトの頭胸部

－１４７－
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ililiII

写真１４新王国第18王朝期アマルナ時代の諸像

－１４８－



小林：エジプト古王国第４王朝期の肖像彫刻におけるリアリズムの系譜

、執，

露露蕊蕊嚢ii1l111■し鰯

写真１６神官の頭部

写真１７司祭の頭首（通称「緑の頭首」）

-１４９－


