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手塚愛子は絵画を探求するなかで織物に着目し、その解体と再構築という独自の手法を用いた作

品が国内外で高い評価を受けてきました。近年ベルリンを拠点に活動し、スパイラルガーデン（東京）

で12年ぶりの大規模個展となる本展では、日本と西欧、美術と工芸、近代と現代、過去と現在、それ

ぞれの出会いあるいは分岐についての考察から生まれた新作を発表します。

江戸末期、日本から西欧への輸出品として重宝された薩摩ボタンをモチーフにした《必要性と振る
舞い（薩摩ボタンへの考察）》、明治期に織られたテーブルクロスを現代に蘇らせる《京都で織りな
おし》、洋装を初めて取り入れたことでも知られる昭憲皇太后の大礼服のデザインに着想を得た
《親愛なる忘却へ（美子皇后について）》、レンブラントの《夜警》とインド更紗を引用した《華の闇
（夜警）》。いずれの新作も、京都服飾文化研究財団、川島織物セルコン、共立女子大学博物館、テキ
スタイル博物館・テキスタイルラボ（ティルブルフ、オランダ）との協働によって制作されました。

ヒエラルキーがいまだに存在する芸術の領域において「工芸的」「装飾的」とも見なされる手法を用
いながら、しなやかにそしてしたたかに、モダニズム美術あるいは近代それ自体を検討し、わたしたち

に問いを投げかける手塚愛子の新たな展開にぜひご期待ください。
＊本展は五島記念文化賞新人賞における成果発表展として東急財団（旧：五島記念文化財団）より助成を受け実施いたします。

Aiko Tezuka
Born in 1976 in Tokyo, Aiko Tezuka graduated from Musashino Art University with 
an MA and Kyoto City University of Arts with a PhD in oil painting. Her recent 
exhibitions were held at Tokyo Metropolitan Art Museum, Fukuoka Art Museum, 
The National Art Center Tokyo, Hyōgo Prefectural Museum of Art, Toyota 
Municipal Museum of Art, Textile Museum (Tilburg, the Netherlands), Johann 
Jacobs Museum (Zürich, Switzerland), National Museum of Modern and 
Contemporary Art (Seoul, South Korea), Turner Contemporary (Margate, UK), 
Museum für Asiatische Kunst (Berlin, Germany), and Museum für Kunst und 
Gewerbe (Hamburg, Germany).

Aiko Tezuka’s art, which employs the unique method of deconstructing and reconstructing textiles, has 
been highly acclaimed both in Japan and overseas. This is her first solo exhibition in 12 years at Spiral 
Garden, Tokyo. All her new works have been produced in collaboration with the Kyoto Costume 
Institute, Kawashima Selkon Textiles, Kyoritsu Women's University Museum, and Textile Museum, the 
Netherlands. This exhibition has been sponsored by The Tokyu Foundation and aims to present the 
outcome of the Goto Memorial Culture Award for Newcomers.

［関連イベント］
オープニングレセプション  
2019年9月3日［火］ 19:00-21:00
スパイラルガーデン（スパイラル 1F）
登壇者‖手塚愛子（アーティスト）、
正路佐知子（キュレーター、福岡市美術館）
＊オプニングレセプション内で手塚愛子と本展監修
の正路佐知子氏のトークイベント（19:00-20:00）を
開催致します。一般の方もご来場いただけます。

̶
アーティストトーク
2019年9月8日［日］ 15:00-16:00
スパイラルガーデン（スパイラル 1F）
※事前申込み不要。直接会場までお越しください。

美しい時代へ ̶ 東急グループ

スパイラルガーデン（東京都港区南青山 5-6-23 スパイラル 1F）
お問い合わせ先‖03-3498-1171（スパイラル代表）
Spiral Garden (Spiral 1F) 5-6-23Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo
Inquiries: 03-3498-1171 (Spiral) 

［織物製作］
株式会社川島織物セルコン
テキスタイル博物館・テキスタイルラボ（ティルブルグ、オランダ）、
ユディット・ペスケンス（同館、織物専門技師）

［マント縫製仕様］
奥山陽太、久保南子

［展示施工］
square4

［ボタン参考資料］
萩塚治子『アンティークボタンの世界』柏書店松原、2006年
大隈浩『ボタン博物館』東方出版、2002年

［制作アシスタント］
遠藤涼、蔵美佳子、上野友幸、齋藤美沙、
ハンネ・ヴォーゲラス、永谷早紀

［テキスト］
「『自分自身が針と糸になる』 ̶ 手塚愛子の手法と思考」
正路佐知子（キュレーター、福岡市美術館）
翻訳‖矢田雅芸（和文英訳）
̶
「織り交ぜられた芸術と歴史：手塚愛子による『レンブラント×更紗』
プロジェクトに寄せて」
チンリン・ワン（キュレーター、アムステルダム国立美術館）
翻訳‖三上真理子（英文和訳）

［印刷物デザイン］
尾中俊介（Calamari Inc.）

［Fabric Development and Production］
Kawashima Selkon Textiles Co., Ltd. - Kyoto, Japan
TextielMuseum | TextielLab - Tilburg, the Netherlands.
Product Developer: Judith Peskens (TextielMuseum | TextielLab)

［Mantle tailor work］
Yota Okuyama, Minako Kubo

［Display］
square4

［References of Buttons］
Hagizuka, Haruko, The World of Antique Buttons, Kashiwa Shoten 
Matsubara, 2006
Okuma, Hiroshi, Button Museum, Tohoshuppan, 2002

［Production Assistant］
Ryo Endo, Mikako Kura, Tomoyuki Ueno, Misa Saito
Hanne Vogelaers, Saki Nagatani

［Texts］
“Becoming a Thread and a Needle” - Aiko Tezuka's thought and method
by Sachiko Shoji (Curator, Fukuoka Art Museum, Japan)

translated by Masaki Yada (Japanese to English)

̶
Art and History Intertwined: On Aiko Tezuka’s Project Rembrandt x Chintz
by Ching-Ling Wang (Curator, the Rijksmuseum - Amsterdam, the Netherlands)

translated by Mariko Mikami (English to Japanese)

［Design of printed matter］
Shunsuke Onaka (Calamari Inc.)

［同時開催］
手塚愛子個展 「Flowery Obscurity 華の闇」 
MA2 Gallery（東京都渋谷区恵比寿3-3-8）
2019年9月7日－28日｜12:00-19:00（休廊：日・月曜、祝日）

̶
手塚愛子個展 「Dear Oblivion 親愛なる忘却へ」 
Galerie Michael Janssen（Potsdamer Straße 63, 10785 Berlin, Germany） 
2019年9月14日－11月16日｜11:00-18:00（休廊：日・月曜、祝日）

1. レンブラントの《夜警》：「失敗作」と誤解

オランダ絵画の巨匠レンブラント・ファン・レイン（1606～1669年）

といえば、誰もがまず思い浮かべるのは、アムステルダム国立美

術館所蔵の大作《夜警》であろう。美術館にとって掛け替えのな
い最重要作品であるばかりでなく、レンブラントの最高傑作とも

考えられている。

今でこそ最高の声誉を博するこのレンブラントの作品であるが、

発表当初の評判はあまり良いものとは言えなかった。1639年初

冬、フランス・バニング・コック隊長とその市民自警団の隊員18名

は、自分たちの集団肖像画の制作をレンブラントに依頼した。火

縄銃手組合集会場の大広間の壁を飾るためだ。しかし、1642

年、遂にこの絵画が公開されたとき、意外なことに、依頼主から

過度の熱狂を持って受け入れられることはなかった。期待されて

いたのは、芸術家の独創的な解釈に基づく芸術作品ではなく、自

身の尊厳の精確な記録であった。つまり、隊員それぞれの肖像

が、ただ立派に描かれてさえいれば良かった。それにもかかわら

ず、この絵画には尊厳も再現性もほとんど見当たらないと一般的

に認知されてしまった。描かれた人物のほとんどは、身体の半分

が隠れていたり、背景に溶け込んでいたり、あるいは陰で顔が見

えなかったためである。さらに分が悪いことに、レンブラントは当

初の注文通り18人の肖像画を描く代わりに、構図の美しさを優

先させ場面をより盛り上げるために脇役をでっち上げ、実に31人

もの人物を画中に描き込んでいた。顧客である隊員たちは、これ

を実証する記録はないものの、《夜警》の仕上がりに不満を持っ
ていたと考えられている。一部の砲兵、例えば陰に隠れていた

り、あるいは部分的にしか描かれていない砲兵は特に不愉快

だったと想像できよう。《夜警》の完成後、何年にも渡りレンブラン
トが肖像画の注文を受けなかったことは驚くべきことではない。

レンブラントの依頼主は不満を残していたようだが、本作は、今日

では西洋美術史における傑作の中でも最上の作品と考えられて

いる。レンブラントは本作を、物語の深みが潜在する演劇的な歴

史画のように描き上げた。作品の完成度の高さは、ドラマチック

な場面へと観る者を惹きつける。隊長が腕を上げ指令を飛ばし、

太鼓が殴打され、火縄銃が装填され、そして引き金が引かれる。

こうして一つの複雑な場面が築き上げられ、光と陰の効果によっ

て空間に深みが与えられ、古典的な背景、すなわち歴史画に対

抗するようなバロック風の動きが画中に持ち込まれた。レンブラン

トは、集団肖像画の人物に動作を与えた最初の画家であった。市

警団の隊員たちは太鼓に合わせて行進を始め、今にも出動しそ

うな姿勢を見せている。この画家は、光の扱い方に関しても、類を

見ないものがあった。絵画のタイトル《夜警》は画家自身が付けた
ものではなく、むしろ全くの誤解から生まれたものである。〔このタ

イトルがつけられた〕19世紀までに、キャンバスはあまりに黒ずみ、

薄汚れてしまったため、夜間パトロールをする市警団、つまり「夜
警」の様子を表現した絵画であると考えられてしまった。ところ
が、キャンバスの黒ずみが除去されると、市警団が立っているの

は、日中の光が射し込む暗い室内であることが明らかになった

のだ。

2. レンブラントのインドと日本

レンブラントをインドや日本と関連づけることはどちらかといえば

珍しいことだが、しかし、実のところ、この画家の「驚異の部屋」〔分
野を問わず世界各地の珍品が集められ陳列された部屋〕の中には、イン

ド、中国、そして日本を含む東洋の蒐集品が並んでいた。とりわけ

この画家は、ムガル朝時代の細密画に夢中になっていたようだ。

レンブラントの所有品目録の1656年7月25日の項目に「珍妙な細
密画が多数掲載の画集」という記述が見られる。これはムガル朝
の細密画を言及したものと考えられている。レンブラントが他の

芸術家の作品を模写することはほとんどなかったが、彼が所有し

ていたムガル朝時代の細密画に関しては、25枚からなる一連の

忠実な模写が行なわれたことが確認されている。

アムステルダム国立美術館のコレクションには、1656年から

1658年にかけてレンブラントがムガル朝の細密画から模写し

た3枚のスケッチがあるが、例えば《ムガル皇帝 ジャハーンギー

ル》（注１）のように３枚とも和紙に描かれていることは特筆すべきこ
とだ。17世紀のオランダ人画家にとって、和紙は馴染みないもの

ではなく、例えばヘラクレス・セーヘルス（1589～1638年）など、レ

ンブラント以外の芸術家でも、和紙を使って版画制作に取り組ん

でいたことがわかっている。

3. インド更紗のオランダと日本

更紗とは、木版あるいは手描きで施された花模様などの文様で

知られるインド産の木綿の布地のことである。オランダ東インド会

社（VOC）の交易によって、大量の更紗がインドからヨーロッパに

もたらされ、更には、ペルシャ〔現イラン〕、シャム〔現タイ〕、インドネシ

ア、中国、そして日本へと広域に渡り流通していった。更紗は、

ヨーロッパでは、衣服の生産だけなく、室内装飾においても重要

な役割を果たした。輸入された更紗の異国風な文様は、ヨーロッ

パで瞬く間に採用され（そして改変され）、次第にヨーロッパからの

注文が、インドでの生産にまで影響を及ぼすようになった。更紗

がヨーロッパ全体で人気を博すのは時間の問題だった。富裕層

の間では、更紗を用いた室内装飾が評判となり、各地の城や宮

殿でも用いられるほどになった。

更紗を作る工程は複雑だった。まず、木綿に〔染色の色が定着しにく

い素材であるため〕様 な々油脂を用いた一連の処理が繰り返し施さ

れる。木綿が染色できる状態になったら、染料毎に異なる工程が

踏まれる。濃い色彩や〔染料を発色・定着させるために化学反応を起こ

させる薬剤である〕媒染剤は、文様が彫刻された木版で布に直接

押捺されたり、あるいは筆にて手描きで施された。デザインによっ

ては文様の特定の部分の染色を防ぐために蝋が用いられること

もあった。

日本の鎖国政策によって1641年以降はオランダと中国のみが長

崎での交易を許可され、この状態は1854年まで続いた。オラン

ダ東インド会社を通してインド更紗は日本にも紹介され、異国風

情溢れる織物として珍重された。茶人からは茶道具を包むため

の「名物裂」として重宝された。掛軸の表装に用いられたり、着物
に仕立てられることすらあった。こうしてインド更紗は江戸時代

の日本の染織生産にも影響を与えた。日本風の更紗が作られた

だけでなく、友禅染など、名高い郷土の伝統的な染織産業をも刺

激した。他方で、更紗はヨーロッパでの染織生産にも影響を与

え、銅版の捺染機で刷られた布地は19世紀の代表的な工業製

品の一つとなった。興味深いことに、鎖国以降の日本は近代化を

歓迎し、急な方向転換と大量生産の流れは、人 の々暮らしを大き

く変容させ、その影響は、今日までなお残り続けている。

4. 手塚愛子の「レンブラント×更紗」

手塚愛子のアートプロジェクト「レンブラント×更紗」は、オランダ

の巨匠レンブラントへのオマージュとして展開される。2019年は

レンブラント没後350周年であるが、手塚は、オランダと日本の交

易による結びつきに糸口を見つけつつ、歴史ある更紗とオランダ

黄金時代を象徴するレンブラントの《夜警》を流用した特別なタ
ペストリーをデザインした。

現在進行中のこのプロジェクトからはこれまでに2つの作品が生

まれた。一つ目は、手塚によってデザインされたタペストリー《華の
闇（夜警）》である［fig.3］。《夜警》の画面上を覆っていた暗い空間
が、アムステルダム国立美術館の所蔵品を中心に選ばれた色鮮や

かなインド更紗によって埋め尽くされている（注２）。このタペストリー

を、レンブラントの傑作と歴史的な更紗のコラージュとみなすこと

もできよう。両者は溶け合って一つの芸術作品を織りなしている。

絵画と織物は、美術と工芸に区別して捉えられる向きがあるた

め、両者に対する価値認識には隔たりがあろう。《夜警》の当初の
注文時には、依頼主である市警団の18人それぞれが100ギル

ダーを支払ったとされている。ところが当時は、タペストリーのよう

な織物の方がよほど高級品であった。手塚の作品は、美術と工

芸の区別という問題に果敢に挑んでいると言えよう。「17世紀に

は、日々 の暮らしの中で絵画と織物は共存しており、互いに影響

を及ぼし合う関係だったのではないだろうか。」こう手塚は推察
する。事実、17世紀には、重要な芸術家は折に触れてタペスト

リーのデザインも手がけていたのであり、ペーテル・パウル・ルー

ベンス（1577～1640年）はその最たる例である。

手塚の本タペストリー作品において、晴れやかな色のインド更紗

は、あたかもオランダ東インド会社の海外での繁栄を象徴するか

のように、絵画上の光となった。オランダ黄金時代には、錯覚を起

こさせるだまし絵のようなカーテンが、絵画の新たなモチーフとし

て扱われるようになったが、1646年という年号と署名が並んで書

き込まれたカッセルにあるレンブラントの《カーテンのある聖家
族》は、このモチーフを擁するオランダ絵画の最初のものと考え
られている（注３）。手塚のタペストリー作品において、画面の暗い部

分を埋め尽くしている更紗は、一見すると、あたかもレンブラント

によって設えられた舞台幕のように見える。しかし手塚のタペスト

リーの更紗は、本物の更紗ではない。レンブラントのカーテンが

本物のカーテンではなく画中に描かれたものであるように、手塚

の更紗は、タペストリーとして織り込まれたものである。こうして手

塚は作品の中で美術の歴史的なモチーフと戯れるのだ。

もう一つの作品は、織り込まれたタペストリーの経糸を作家が自

ら解き、更に織り直したものだ。タペストリーを織る過程、そして織

り直す過程は、歴史の構築、そして再構築の過程をみなすことが

できるだろう。それならば、タペストリーの経糸を解いていく過程

は、歴史の脱構築と言えよう。

手塚の「レンブラント×更紗」プロジェクトは、作家特有の芸術的
弁証法の賜物だと私は考える。レンブラントの絵画とオランダ黄

金時代における東インド会社の海外交易、オランダと日本の通商

関係、そしてインド更紗という異なる要素が、統合され、見事芸術

作品へと昇華されているのである。手塚はこう語る。「よく思い出
せない私の祖先たちの前近代的な記憶とその断絶、西洋との混

血状態を受け入れざるを得ない場所から、今まで見たこともない

ものを作りたいと思う。そしてその「新しいもの」は、純粋にオリジ
ナルである必要もないかもしれない、とも。」歴史を経糸に、芸術
を緯糸に見なすなら、手塚の作品には、作家自らの手によって、

芸術と歴史が織り交ぜられていると言えよう。

手塚愛子｜Dear Oblivion 親愛なる忘却へ
Aiko Tezuka｜Dear Oblivion
2019年9月4日［水］̶ 18日［水］｜11:00-20:00｜会期中無休｜入場無料

スパイラルガーデン（スパイラル1F）

[In conjunction with]

Aiko Tezuka: Flowery Obscurity
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̶
Aiko Tezuka: Dear Oblivion
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過去と現在を織りなおす

手塚愛子は学生時代、絵画の探求のなかから織物に着目し、そ

の解体と再構築という独自の手法を編みだした。それは当初、経

糸と緯糸を組み織ることで多様な模様を描く織物を、絵具層で

構成される絵画に見立てるという目的から生まれたかもしれな

い。しかしながら糸をほどいてゆくことで、描き、織られた時間を

たどりなおすことは、物理的な構造だけでなく、それを形作ってき

た制度や歴史に目を向けることでもあった。織物から糸をほどき、

再構成し、刺繍する行為は、過去の出来事と現在を、あるいはそ

こに流れる時間を織りなおし、編みなおし、観る者に視覚的触覚

的に伝える試みとも言い換えられる。

たとえば2014年に発表された「Certainty / Entropy（確実性と

エントロピー）」のシリーズでは、手塚がデザインし、オランダ・ティル
ブルフのテキスタイル博物館テキスタイルラボの技術者によって

織られた織物が用いられている［fig.1］。地には20世紀プラナカン

（シンガポール）、18世紀インド、16世紀イギリス、8世紀日本におい

て作られた伝統的な織物や装飾文様が引用され、その層のなか

に現代人にとって馴染み深いシンボルマークが忍びこむ。今では

「装飾」と分類される伝統的な織物文様と、現代社会における記
号は、どちらも人間の欲望、願望、注意喚起、権力等を広く示すた

めのものでもあった。混沌を描く織物が手塚の手によってほどか

れ、文様もシンボルも溶解し、シンプルな糸へと還元されている。

2018年に発表された《Do you remember me – I was about 

to forget》［fig.2］では、明治時代にハワイに移住し砂糖農園に入

植した日本人の姿が、やわらかく光を通すオーガンジーに機械刺

繍された。欧米人によってハワイは大規模にプランテーション化

され、日本人を含む多くのアジア人が新天地を求めハワイに赴い

ていた。彼らは財を成したら帰国するつもりだったが、現実は安

い労働力として厳しい条件下での労働を強いられ、彼の地を離

れることは能わなかった。ガラス窓での展示を意図した本作は、

薄い布や刺繍の奥に広がる現在の此処の風景と、ハワイ、そして

日本人移民の姿が重なりながら、記憶と忘却の間を揺れ動く。

本展で初公開となる手塚愛子の新作のうちの1点、《華の闇（夜
警）》［fig.3］では、17世紀オランダの画家レンブラント・ファン・レイン

の《夜警》が引用される。夜警という通称は、実の主題には「警邏
もなければ、夜もない」1にもかかわらず、巧みな光と闇の描写に

魅入られた人の感動を伝えるが、《華の闇（夜警）》は、《夜警》の
画像からフォトショップ（画像編集ソフト）が機械的に黒＝闇と識別し

た箇所が、インド発祥の捺染布「更紗」に描かれた異国情緒あふ
れる茜色の花模様に置き換わっている。花 を々追いかければ、オ

ランダ東インド会社（Verenigde Oost-Indische Compagnie: VOC）

のマークも読み取れよう。《夜警》が描かれた時代、VOCが独占

したアジア貿易において、インド南東部コロマンデルで製造され

た更紗は各地で特に好まれた。VOCはコロマンデルの地方領

主や染織技術集団と契約を結び、多くの更紗を作らせたという。

その更紗は大航海時代に交易アイテムとして海を渡り、インドネ

シア、フランス、イギリス、オランダ、そして日本でも愛された。美術

史上に燦然と輝く巨匠の名画と、美術の文脈からは排除された

が多くの人を魅了し当時世界経済に不可欠であった染織。同時

代に生まれた絵画と染織が同一面に共存する本作もまた、手塚

がデザインをし、テキスタイル博物館のラボで織られた。

モダニズムと日本

現代美術の領域において既製の織物を自覚的に用いてきた手

塚は、美術と工芸（工業／産業）または装飾という領域の関係につ

いても考察を続けてきた。織物と絵画は、どちらも人間が作り出し

た表現、形態であり、制作にかける途方もない時間や労力を要

し、そこに描出される絵柄は観る者を魅了し、啓蒙し、あるいは所

有者の権力を披瀝するために用いられてきたという点で共通点が

ある（「織物」が衣服等生活に用いられる場合も同様の指摘は可能だろう）。

そして日本において美術と工芸が分化してゆくのは、「美術」とい
う概念が輸入された明治時代のことだった2。

ところで明治に入る前年の1867（慶応3）年、パリで行われた万国

博覧会に日本から江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩が出品をしていた。

この時注目を集めたのが、薩摩藩が満を持して出品した薩摩ボ

タンであったという［ref.1］。直径わずか数センチの高価な白薩摩地

に、日本情緒あふれる風景や着物姿の女性が美しく絵付けされ

たこの華やかな陶製ボタンは、輸出先のジャポニズムブームに目

をつけ、西欧の期待する伝統的な日本イメージが意識的に盛り

込まれている3。当時、ボタンは日本の着物には不要な装飾品で

あった。海外に向けセルフ・オリエンタリズムを演じるありようは、

西欧との出会い間もない近代日本の状況をよく表わしている。

新作《必要性と振る舞い（薩摩ボタンへの考察）》［fig.4］で手塚が

デザインした織物は、2009年の作品《落ちる絵》や2013年の

《Ghost I Met》でも引用されていた飛鳥時代の刺繍による帳、
天寿国繍帳が下敷きにされ、その上に水月観音菩薩半跏像の

襞、その襞の間から薩摩ボタンが覗く。7世紀の刺繍織物、13世

紀の彫像、19世紀の西欧への輸出用装飾品という複数の時代

の造形物をレイヤー構造に編集してゆく繊細な作業ののち、デ

ザインデータは織り機用に変換される。手塚は、技術者とともに画

像ピクセルと糸一本一本を比較しながら、思い描いた画を織物

に表わすべく画像を調整し、この織物を織り上げた。

本作において薩摩ボタンの対称を成すのは、ヨーロッパの造形

によるレイヤーである。イタリアの大理石彫像の衣服の襞からは、

薩摩ボタン制作時に参照されたであろう、本家本元の、18～19

世紀のヨーロッパボタンが覗く。

出会いなおしと織りなおし

本展の新作の制作は、株式会社ワコール（日本での個展会場となる

スパイラルの親会社にあたる）の出捐により設立された研究機関の

公益財団法人京都服飾文化研究財団（KCI）の協力を得ている。

KCIから提供されたコレクション目録のなかから、手塚は収蔵さ

れて間もない一枚の織物に注目した。それは京都の老舗織物

会社である川島織物（現・株式会社川島織物セルコン）によって、

1905-1925年頃に織られたとされるテーブルクロスである。手塚

がこの織物に惹かれたのには大きく2つの理由があるだろう。ま

ず、本品が明治期に織られたものであること。そして、川島織物セ

ルコンは手塚が2008年の作品《層の機》、《層の絵－縫合》（東京
都現代美術館所蔵）、2013年の作品《Ghost I met》の制作に際
し、協力を仰いだ会社であることだ。

江戸末期の1843（天保14）年、初代川島甚兵衛によって呉服悉

皆業として開業した川島織物は、二代目川島甚兵衛によって大き

くその活動を展開させた。二代目甚兵衛は1886（明治19）年の欧

州視察のなかでゴブラン織の調査を行い、綴織の技術向上に生

かした。翌年には「皇居御造営御用織物の調整」の特命を受け、
1888（明治21）年には明治宮殿の室内装飾を供している。それは

日本国内で初の室内装飾業であったという4。

KCI所蔵のテーブルクロスの制作年および発表年についての詳

細は明らかではないが、同種のテーブルクロスの万国博覧会へ

の出品歴から、1900年代初頭の作ではないかと考えられてい

る。テーブルクロス自体、欧化政策のなかでテーブルマナーととも

に日本にもたらされたものだが、二代目甚兵衛は1900年のパリ

万国博覧会よりテーブルクロスを含む室内装飾専用の織物一式

の製作・発表を開始している。川島は「呉服だけでは伝わりにくい
大きくても精緻である技術力」を世界に顕示するために万国博
覧会等のイベント出品用として室内装飾織物を重視していたこ

とが先行研究において指摘されている。

100年以上前に京都の老舗・川島織物によって織られたテーブ

ルクロスが、京都の服飾研究機関のKCIに所蔵され、同じく京都

に本拠を置くワコールによって設立されたスパイラルでの個展で

発表する作品を準備していたという機運。手塚は川島織物セル

コンに、このテーブルクロスの再製作を持ちかけた。それは時を

隔てた手織りと機械織りという技術の再会とも言えるだろう。ほ

ぼ原寸大で再現された本展出品作《京都で織りなおし》［fig.5］は、

手塚が引き寄せた奇跡のような出会いと、明治期の日本の「美術
工芸」のありよう、すなわち美術と工芸の技術革新と対西欧への
両義的態度を振り返る、コンセプチュアルな作品である。

表と裏、その揺れ動き

1869（明治2）年、200年余りにわたる鎖国ののち開国した日本。

世界の中心たる西欧諸国と対等にある日本をアピールするため、

明治政府は西欧の価値観に自らを適合させてゆく欧化政策をと

る。劣等扱いをされぬよう、植民地化されぬよう、統治体制はもち

ろん外観や習慣に至るまであらゆる欧化が急務とされた。たとえ

ば、それまで天皇が単独で応じていた儀式や外国要人との会見

にも、西洋式に1872（明治5）年から美子皇后が同席するようにな

る［ref.2］。加えて服装も、「権力としての列強に日本の『文明』を説
明し説得するという国際政治の延長線上」5にあった6。

1873（明治6）年、「各国帝王の服制を斟酌して」天皇は断髪をし、
西洋式の軍服を正装とした。宮中の女性の服装は十二単の略装

といった公家の伝統的な装束だったが、男性の服制更改に10数

年遅れて、1886（明治19）年6月23日、宮内大臣であった伊藤博

文から婦人服制についての通達が皇族や大臣他に向け出され

る。皇后は同年7月28日に洋服を着用、同月30日には初めて公の

場で洋装を披露する。1887（明治20）年１月17日には皇后から女

性の洋装を奨励する「思召書」が内閣各大臣、勅任官、華族に下
された7。女性の洋装化に頑なに反対した天皇と比べ、「国ノ為メ
ナレハ何ニテモ可到」と述べたという皇后の態度は、わたしたち
の目には時の変化を見据えた先進的且つやわらかい「新しいタ
イプの近代的皇后像」として映る。1883（明治16）年にはすでに

欧化政策の一環として、外国からの国賓や外交官との社交場で

ある鹿鳴館が落成しており、のちに鹿鳴館スタイルと呼ばれるよ

うな洋装は一部で取り入れられていたが、洋服をまとった皇后の

姿は、日本の社会に大きな影響力があったことは疑いない。最も

知られている美子皇后の洋服は、おそらく明治末期の新年朝賀

に着用したとされる大礼服／マントー・ド・クール（共立女子大学博
物館所蔵）［ref.3］だろう8。深い緑のビロード地に大中小の菊が見事

に刺繍された生地には、すべて国産の素材と技術が用いられて

いるという。それは洋装化にあたり皇后が願ったことでもあった。

時代に翻弄されながらも覚悟を持って自ら進んで変化に応じた

美子皇后。手塚は、近代日本の女性の洋装化をめぐり皇后が置

かれた状況に思いを馳せ、大礼服のデザインを解体し、ちょうど

宮中の洋装化から間もない時期に皇后が詠まれた2首とともに

再構成し、テキスタイル博物館テキスタイルラボで重厚感ある織

物《親愛なる忘却へ（美子皇后について）》［fig.6］を織り上げた。

「外国のまじらひ広くなるままにおくれじとおもふことぞそひゆく」
　（外交が深くなればなるほど、遅れまい、追いかけねばと思う）

「水はうつはにしたがひてそのさまざまになりぬなり」
　（水は入る器の形によってさまざまに形を変える）

当時、皇后の心の内はいかがなものだっただろう。この2首の歌

は必ずしも、直接欧化政策や洋装化についてのみ言及したもの

ではないが9、不安や躊躇、あるいは焦りといった揺れ動く心持を

も読み込むこともできる。

手塚愛子の手法

既製布の糸を気の遠くなるような手作業によって引き抜きダイナ

ミックなインスタレーションへと変容させる手塚の作品は観る者を

惹きつけてきた。手塚はヒエラルキーがいまだに存在する芸術の

領域において工芸的装飾的と位置付けられる手法を用いなが

ら、しなやかにそしてしたたかに、モダニズム美術あるいは近代そ

れ自体を考察し、わたしたちに問いかける。

本展のために用意された新作においては、手塚愛子の作品の代

名詞とも言える織物の糸を解き再構成し、刺繍を施す手仕事的

軌跡が必ずしもすべてに見られるわけではない。しかしながら、

織物のデザイン段階において、手塚は「自分自身が針と糸になる
ような感覚」を味わったと語る10。今回新たに織られた織物の厚

み、技術者との協働作業のなかで適切に選択されたさまざまな

質感の糸の波や重なりは、物理的にほどかれる前から、絵画と織

物すなわち美術と工芸を、日本と西欧を、近代と現代を、一度解

き、再検討し、編みなおす手塚の思考そのものを体現していると

いえよう。

手塚は本展覧会のタイトルを「親愛なる忘却へ」とした。過去を、
歴史を振り返る時、わたしたちはその記憶を、痕跡をたどる。しか

しながら、記憶と忘却は合わせ鏡のようなもので、記憶の背後に

は忘却された何ものかが必ず存在する。だからアクセス可能な

過去の痕跡だけではなく、不可視の忘却にも意識を向けたいと

いう手塚の真摯な願いがこの言葉には表われている。忘却をめ

ぐる物語はときに痛みを伴う。無意識の忘却もあれば、不可避の

忘却もある。記憶を手繰り寄せるなかで、歴史を振り返るなかで、

忘却に気づいたとき、それを美化し取り戻そうとするのではなく、

その事例を生んだ状況を改めて見つめ、批判的に考察し、その

過程を共有してゆくことが求められている。

手塚愛子作品

［fig.1］ 《Certainty / Entropy 
(Peranakan 2)》、2014年、解かれた織
物（作家によるデザイン）、木枠、H.76 x 
W.71.5 cm、撮影：Edward Hendricks

［fig.2］ 《Do you remember me – I 
was about to forget》（部分）、2018年、
布に機械刺繍、H.388 x W.187 cm（イ
ンスタレーション）、布サイズ 各 H.35 x 
W.32 cm、10枚組、撮影：Carla Peca 
(Johann Jacobs Museum, Zürich)

［fig.3］ 《華の闇（夜警）》、2019年、ジャ
カード織（作家によるデザイン、多色の
縦糸）、アクリル、綿、ウール、H.130 x 
W.175 cm、織物制作：テキスタイル博
物館（ティルブルフ、オランダ）、織物制
作担当者：ユディット・ペスケンス（テキス
タイル博物館、ティルブルフ、オランダ）、
チンリン・ワン（アムステルダム国立美術
館キュレーター）とのコラボレーション作
品、撮影：Lepkowski Studios, Berlin

［fig.4］ 《必要性と振る舞い（薩摩ボタン
への考察）-03》、2019年、ジャカード織
（作家によるデザイン、多色の縦糸、アク
リル、綿）、H.154 x W.146 cm、織物制
作：テキスタイル博物館（ティルブルフ、
オランダ）、織物制作担当者：ユディット・
ペスケンス（テキスタイル博物館、ティル
ブルフ、オランダ）、撮影：Lepkowski 
Studios, Berlin

［fig.5］ 《京都で織りなおし》、2019年、
多色織（EPOTEX）、H.182 x W.175 
cm、織物制作：川島織物セルコン、撮
影：川島織物セルコン

［fig.6］ 《親愛なる忘却へ（美子皇后に
ついて）》（織物部分）、2019年、ジャカー
ド織（作家によるデザイン、多色の縦糸、
アクリル、綿）、織物制作：テキスタイル博
物館（ティルブルフ、オランダ）、織物制
作担当者：ユディット・ペスケンス（テキス
タイル博物館、ティルブルフ、オランダ）、
撮影：Lepkowski Studios, Berlin
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[fig.1] Certainty / Entropy (Peranakan 
2), 2014, unravelled fabric designed by 
the artist with coloured weft threads, 
wooden frame, H.76 x W.71.5 cm, 
photo: Edward Hendricks

[fig.2] Do you remember me – I was 
about to forget (detail), 2018, machine 
embroidery on cloth, H.388 x W.187 
cm (installation size), fabric size H.35 x 
W.32 cm each, set of 10, photo: Carla 
Peca (Johann Jacobs Museum, Zürich)

[fig.3] Flowery Obscurity (The Night 
Watch), 2019 Jacquard weaving 
designed by the artist with coloured 
warp threads (materials of the threads 
are acrylic, cotton and wool), H.130 x 
W.175 cm, Fabric development and 
production by TextielMuseum | 
TextielLab - Tilburg, the Netherlands, 
product developer is Judith Peskens 
(TextielMuseum | TextielLab), 
collaboration with Ching-Ling Wang 
(Curator of Chinese art, Rijksmuseum 
- Amsterdam, the Netherlands),photo: 
Lepkowski Studios, Berlin

[fig.4] A Study of Necessity (Satsuma- 
Buttons and Self-Orientalism) - 03, 
2019, Jacquard weaving designed by 
the artist with coloured warp threads 
(materials of the threads are acrylic and 
cotton), H.154 x W.146 cm, Fabric 
development and production by 
TextielMuseum | TextielLab - Tilburg, 
the Netherlands, product developer is 
Judith Peskens (TextielMuseum | 
TextielLab), photo: Lepkowski Studios, 
Berlin

[fig.5] Rewoven in Kyoto, After 100 
years, 2019, Multicolor Weaving 
“EPOTEX”, H.182 x W.175 cm, 
Fabric development and production by 
Kawashima Selkon Textiles, photo: 
Kawashima Selkon Textiles

[fig.6] Dear Oblivion (A Study of 
Empress Haruko) (detail), 2019 
Jacquard weaving designed by the artist 
with coloured warp threads (materials 
of the threads are acrylic and cotton), 
Fabric development and production by 
TextielMuseum | TextielLab - Tilburg, 
the Netherlands, product developer is 
Judith Peskens (TextielMuseum | 
TextielLab), photo: Lepkowski Studios, 
Berlin

1. レンブラントの《夜警》：「失敗作」と誤解

オランダ絵画の巨匠レンブラント・ファン・レイン（1606～1669年）

といえば、誰もがまず思い浮かべるのは、アムステルダム国立美

術館所蔵の大作《夜警》であろう。美術館にとって掛け替えのな
い最重要作品であるばかりでなく、レンブラントの最高傑作とも

考えられている。

今でこそ最高の声誉を博するこのレンブラントの作品であるが、

発表当初の評判はあまり良いものとは言えなかった。1639年初

冬、フランス・バニング・コック隊長とその市民自警団の隊員18名

は、自分たちの集団肖像画の制作をレンブラントに依頼した。火

縄銃手組合集会場の大広間の壁を飾るためだ。しかし、1642

年、遂にこの絵画が公開されたとき、意外なことに、依頼主から

過度の熱狂を持って受け入れられることはなかった。期待されて

いたのは、芸術家の独創的な解釈に基づく芸術作品ではなく、自

身の尊厳の精確な記録であった。つまり、隊員それぞれの肖像

が、ただ立派に描かれてさえいれば良かった。それにもかかわら

ず、この絵画には尊厳も再現性もほとんど見当たらないと一般的

に認知されてしまった。描かれた人物のほとんどは、身体の半分

が隠れていたり、背景に溶け込んでいたり、あるいは陰で顔が見

えなかったためである。さらに分が悪いことに、レンブラントは当

初の注文通り18人の肖像画を描く代わりに、構図の美しさを優

先させ場面をより盛り上げるために脇役をでっち上げ、実に31人

もの人物を画中に描き込んでいた。顧客である隊員たちは、これ

を実証する記録はないものの、《夜警》の仕上がりに不満を持っ
ていたと考えられている。一部の砲兵、例えば陰に隠れていた

り、あるいは部分的にしか描かれていない砲兵は特に不愉快

だったと想像できよう。《夜警》の完成後、何年にも渡りレンブラン
トが肖像画の注文を受けなかったことは驚くべきことではない。

レンブラントの依頼主は不満を残していたようだが、本作は、今日

では西洋美術史における傑作の中でも最上の作品と考えられて

いる。レンブラントは本作を、物語の深みが潜在する演劇的な歴

史画のように描き上げた。作品の完成度の高さは、ドラマチック

な場面へと観る者を惹きつける。隊長が腕を上げ指令を飛ばし、

太鼓が殴打され、火縄銃が装填され、そして引き金が引かれる。

こうして一つの複雑な場面が築き上げられ、光と陰の効果によっ

て空間に深みが与えられ、古典的な背景、すなわち歴史画に対

抗するようなバロック風の動きが画中に持ち込まれた。レンブラン

トは、集団肖像画の人物に動作を与えた最初の画家であった。市

警団の隊員たちは太鼓に合わせて行進を始め、今にも出動しそ

うな姿勢を見せている。この画家は、光の扱い方に関しても、類を

見ないものがあった。絵画のタイトル《夜警》は画家自身が付けた
ものではなく、むしろ全くの誤解から生まれたものである。〔このタ

イトルがつけられた〕19世紀までに、キャンバスはあまりに黒ずみ、

薄汚れてしまったため、夜間パトロールをする市警団、つまり「夜
警」の様子を表現した絵画であると考えられてしまった。ところ
が、キャンバスの黒ずみが除去されると、市警団が立っているの

は、日中の光が射し込む暗い室内であることが明らかになった

のだ。

2. レンブラントのインドと日本

レンブラントをインドや日本と関連づけることはどちらかといえば

珍しいことだが、しかし、実のところ、この画家の「驚異の部屋」〔分
野を問わず世界各地の珍品が集められ陳列された部屋〕の中には、イン

ド、中国、そして日本を含む東洋の蒐集品が並んでいた。とりわけ

この画家は、ムガル朝時代の細密画に夢中になっていたようだ。

レンブラントの所有品目録の1656年7月25日の項目に「珍妙な細
密画が多数掲載の画集」という記述が見られる。これはムガル朝
の細密画を言及したものと考えられている。レンブラントが他の

芸術家の作品を模写することはほとんどなかったが、彼が所有し

ていたムガル朝時代の細密画に関しては、25枚からなる一連の

忠実な模写が行なわれたことが確認されている。

アムステルダム国立美術館のコレクションには、1656年から

1658年にかけてレンブラントがムガル朝の細密画から模写し

た3枚のスケッチがあるが、例えば《ムガル皇帝 ジャハーンギー

ル》（注１）のように３枚とも和紙に描かれていることは特筆すべきこ
とだ。17世紀のオランダ人画家にとって、和紙は馴染みないもの

ではなく、例えばヘラクレス・セーヘルス（1589～1638年）など、レ

ンブラント以外の芸術家でも、和紙を使って版画制作に取り組ん

でいたことがわかっている。

3. インド更紗のオランダと日本

更紗とは、木版あるいは手描きで施された花模様などの文様で

知られるインド産の木綿の布地のことである。オランダ東インド会

社（VOC）の交易によって、大量の更紗がインドからヨーロッパに

もたらされ、更には、ペルシャ〔現イラン〕、シャム〔現タイ〕、インドネシ

ア、中国、そして日本へと広域に渡り流通していった。更紗は、

ヨーロッパでは、衣服の生産だけなく、室内装飾においても重要

な役割を果たした。輸入された更紗の異国風な文様は、ヨーロッ

パで瞬く間に採用され（そして改変され）、次第にヨーロッパからの

注文が、インドでの生産にまで影響を及ぼすようになった。更紗

がヨーロッパ全体で人気を博すのは時間の問題だった。富裕層

の間では、更紗を用いた室内装飾が評判となり、各地の城や宮

殿でも用いられるほどになった。

更紗を作る工程は複雑だった。まず、木綿に〔染色の色が定着しにく

い素材であるため〕様 な々油脂を用いた一連の処理が繰り返し施さ

れる。木綿が染色できる状態になったら、染料毎に異なる工程が

踏まれる。濃い色彩や〔染料を発色・定着させるために化学反応を起こ

させる薬剤である〕媒染剤は、文様が彫刻された木版で布に直接

押捺されたり、あるいは筆にて手描きで施された。デザインによっ

ては文様の特定の部分の染色を防ぐために蝋が用いられること

もあった。

日本の鎖国政策によって1641年以降はオランダと中国のみが長

崎での交易を許可され、この状態は1854年まで続いた。オラン

ダ東インド会社を通してインド更紗は日本にも紹介され、異国風

情溢れる織物として珍重された。茶人からは茶道具を包むため

の「名物裂」として重宝された。掛軸の表装に用いられたり、着物
に仕立てられることすらあった。こうしてインド更紗は江戸時代

の日本の染織生産にも影響を与えた。日本風の更紗が作られた

だけでなく、友禅染など、名高い郷土の伝統的な染織産業をも刺

激した。他方で、更紗はヨーロッパでの染織生産にも影響を与

え、銅版の捺染機で刷られた布地は19世紀の代表的な工業製

品の一つとなった。興味深いことに、鎖国以降の日本は近代化を

歓迎し、急な方向転換と大量生産の流れは、人 の々暮らしを大き

く変容させ、その影響は、今日までなお残り続けている。

4. 手塚愛子の「レンブラント×更紗」

手塚愛子のアートプロジェクト「レンブラント×更紗」は、オランダ

の巨匠レンブラントへのオマージュとして展開される。2019年は

レンブラント没後350周年であるが、手塚は、オランダと日本の交

易による結びつきに糸口を見つけつつ、歴史ある更紗とオランダ

黄金時代を象徴するレンブラントの《夜警》を流用した特別なタ
ペストリーをデザインした。

現在進行中のこのプロジェクトからはこれまでに2つの作品が生

まれた。一つ目は、手塚によってデザインされたタペストリー《華の
闇（夜警）》である［fig.3］。《夜警》の画面上を覆っていた暗い空間
が、アムステルダム国立美術館の所蔵品を中心に選ばれた色鮮や

かなインド更紗によって埋め尽くされている（注２）。このタペストリー

を、レンブラントの傑作と歴史的な更紗のコラージュとみなすこと

もできよう。両者は溶け合って一つの芸術作品を織りなしている。

絵画と織物は、美術と工芸に区別して捉えられる向きがあるた

め、両者に対する価値認識には隔たりがあろう。《夜警》の当初の
注文時には、依頼主である市警団の18人それぞれが100ギル

ダーを支払ったとされている。ところが当時は、タペストリーのよう

な織物の方がよほど高級品であった。手塚の作品は、美術と工

芸の区別という問題に果敢に挑んでいると言えよう。「17世紀に

は、日々 の暮らしの中で絵画と織物は共存しており、互いに影響

を及ぼし合う関係だったのではないだろうか。」こう手塚は推察
する。事実、17世紀には、重要な芸術家は折に触れてタペスト

リーのデザインも手がけていたのであり、ペーテル・パウル・ルー

ベンス（1577～1640年）はその最たる例である。

手塚の本タペストリー作品において、晴れやかな色のインド更紗

は、あたかもオランダ東インド会社の海外での繁栄を象徴するか

のように、絵画上の光となった。オランダ黄金時代には、錯覚を起

こさせるだまし絵のようなカーテンが、絵画の新たなモチーフとし

て扱われるようになったが、1646年という年号と署名が並んで書

き込まれたカッセルにあるレンブラントの《カーテンのある聖家
族》は、このモチーフを擁するオランダ絵画の最初のものと考え
られている（注３）。手塚のタペストリー作品において、画面の暗い部

分を埋め尽くしている更紗は、一見すると、あたかもレンブラント

によって設えられた舞台幕のように見える。しかし手塚のタペスト

リーの更紗は、本物の更紗ではない。レンブラントのカーテンが

本物のカーテンではなく画中に描かれたものであるように、手塚

の更紗は、タペストリーとして織り込まれたものである。こうして手

塚は作品の中で美術の歴史的なモチーフと戯れるのだ。

もう一つの作品は、織り込まれたタペストリーの経糸を作家が自

ら解き、更に織り直したものだ。タペストリーを織る過程、そして織

り直す過程は、歴史の構築、そして再構築の過程をみなすことが

できるだろう。それならば、タペストリーの経糸を解いていく過程

は、歴史の脱構築と言えよう。

手塚の「レンブラント×更紗」プロジェクトは、作家特有の芸術的
弁証法の賜物だと私は考える。レンブラントの絵画とオランダ黄

金時代における東インド会社の海外交易、オランダと日本の通商

関係、そしてインド更紗という異なる要素が、統合され、見事芸術

作品へと昇華されているのである。手塚はこう語る。「よく思い出
せない私の祖先たちの前近代的な記憶とその断絶、西洋との混

血状態を受け入れざるを得ない場所から、今まで見たこともない

ものを作りたいと思う。そしてその「新しいもの」は、純粋にオリジ
ナルである必要もないかもしれない、とも。」歴史を経糸に、芸術
を緯糸に見なすなら、手塚の作品には、作家自らの手によって、

芸術と歴史が織り交ぜられていると言えよう。
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過去と現在を織りなおす

手塚愛子は学生時代、絵画の探求のなかから織物に着目し、そ

の解体と再構築という独自の手法を編みだした。それは当初、経

糸と緯糸を組み織ることで多様な模様を描く織物を、絵具層で

構成される絵画に見立てるという目的から生まれたかもしれな

い。しかしながら糸をほどいてゆくことで、描き、織られた時間を

たどりなおすことは、物理的な構造だけでなく、それを形作ってき

た制度や歴史に目を向けることでもあった。織物から糸をほどき、

再構成し、刺繍する行為は、過去の出来事と現在を、あるいはそ

こに流れる時間を織りなおし、編みなおし、観る者に視覚的触覚

的に伝える試みとも言い換えられる。

たとえば2014年に発表された「Certainty / Entropy（確実性と

エントロピー）」のシリーズでは、手塚がデザインし、オランダ・ティル
ブルフのテキスタイル博物館テキスタイルラボの技術者によって

織られた織物が用いられている［fig.1］。地には20世紀プラナカン

（シンガポール）、18世紀インド、16世紀イギリス、8世紀日本におい

て作られた伝統的な織物や装飾文様が引用され、その層のなか

に現代人にとって馴染み深いシンボルマークが忍びこむ。今では

「装飾」と分類される伝統的な織物文様と、現代社会における記
号は、どちらも人間の欲望、願望、注意喚起、権力等を広く示すた

めのものでもあった。混沌を描く織物が手塚の手によってほどか

れ、文様もシンボルも溶解し、シンプルな糸へと還元されている。

2018年に発表された《Do you remember me – I was about 

to forget》［fig.2］では、明治時代にハワイに移住し砂糖農園に入

植した日本人の姿が、やわらかく光を通すオーガンジーに機械刺

繍された。欧米人によってハワイは大規模にプランテーション化

され、日本人を含む多くのアジア人が新天地を求めハワイに赴い

ていた。彼らは財を成したら帰国するつもりだったが、現実は安

い労働力として厳しい条件下での労働を強いられ、彼の地を離

れることは能わなかった。ガラス窓での展示を意図した本作は、

薄い布や刺繍の奥に広がる現在の此処の風景と、ハワイ、そして

日本人移民の姿が重なりながら、記憶と忘却の間を揺れ動く。

本展で初公開となる手塚愛子の新作のうちの1点、《華の闇（夜
警）》［fig.3］では、17世紀オランダの画家レンブラント・ファン・レイン

の《夜警》が引用される。夜警という通称は、実の主題には「警邏
もなければ、夜もない」1にもかかわらず、巧みな光と闇の描写に

魅入られた人の感動を伝えるが、《華の闇（夜警）》は、《夜警》の
画像からフォトショップ（画像編集ソフト）が機械的に黒＝闇と識別し

た箇所が、インド発祥の捺染布「更紗」に描かれた異国情緒あふ
れる茜色の花模様に置き換わっている。花 を々追いかければ、オ

ランダ東インド会社（Verenigde Oost-Indische Compagnie: VOC）

のマークも読み取れよう。《夜警》が描かれた時代、VOCが独占

したアジア貿易において、インド南東部コロマンデルで製造され

た更紗は各地で特に好まれた。VOCはコロマンデルの地方領

主や染織技術集団と契約を結び、多くの更紗を作らせたという。

その更紗は大航海時代に交易アイテムとして海を渡り、インドネ

シア、フランス、イギリス、オランダ、そして日本でも愛された。美術

史上に燦然と輝く巨匠の名画と、美術の文脈からは排除された

が多くの人を魅了し当時世界経済に不可欠であった染織。同時

代に生まれた絵画と染織が同一面に共存する本作もまた、手塚

がデザインをし、テキスタイル博物館のラボで織られた。

モダニズムと日本

現代美術の領域において既製の織物を自覚的に用いてきた手

塚は、美術と工芸（工業／産業）または装飾という領域の関係につ

いても考察を続けてきた。織物と絵画は、どちらも人間が作り出し

た表現、形態であり、制作にかける途方もない時間や労力を要

し、そこに描出される絵柄は観る者を魅了し、啓蒙し、あるいは所

有者の権力を披瀝するために用いられてきたという点で共通点が

ある（「織物」が衣服等生活に用いられる場合も同様の指摘は可能だろう）。

そして日本において美術と工芸が分化してゆくのは、「美術」とい
う概念が輸入された明治時代のことだった2。

ところで明治に入る前年の1867（慶応3）年、パリで行われた万国

博覧会に日本から江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩が出品をしていた。

この時注目を集めたのが、薩摩藩が満を持して出品した薩摩ボ

タンであったという［ref.1］。直径わずか数センチの高価な白薩摩地

に、日本情緒あふれる風景や着物姿の女性が美しく絵付けされ

たこの華やかな陶製ボタンは、輸出先のジャポニズムブームに目

をつけ、西欧の期待する伝統的な日本イメージが意識的に盛り

込まれている3。当時、ボタンは日本の着物には不要な装飾品で

あった。海外に向けセルフ・オリエンタリズムを演じるありようは、

西欧との出会い間もない近代日本の状況をよく表わしている。

新作《必要性と振る舞い（薩摩ボタンへの考察）》［fig.4］で手塚が

デザインした織物は、2009年の作品《落ちる絵》や2013年の

《Ghost I Met》でも引用されていた飛鳥時代の刺繍による帳、
天寿国繍帳が下敷きにされ、その上に水月観音菩薩半跏像の

襞、その襞の間から薩摩ボタンが覗く。7世紀の刺繍織物、13世

紀の彫像、19世紀の西欧への輸出用装飾品という複数の時代

の造形物をレイヤー構造に編集してゆく繊細な作業ののち、デ

ザインデータは織り機用に変換される。手塚は、技術者とともに画

像ピクセルと糸一本一本を比較しながら、思い描いた画を織物

に表わすべく画像を調整し、この織物を織り上げた。

本作において薩摩ボタンの対称を成すのは、ヨーロッパの造形

によるレイヤーである。イタリアの大理石彫像の衣服の襞からは、

薩摩ボタン制作時に参照されたであろう、本家本元の、18～19

世紀のヨーロッパボタンが覗く。

出会いなおしと織りなおし

本展の新作の制作は、株式会社ワコール（日本での個展会場となる

スパイラルの親会社にあたる）の出捐により設立された研究機関の

公益財団法人京都服飾文化研究財団（KCI）の協力を得ている。

KCIから提供されたコレクション目録のなかから、手塚は収蔵さ

れて間もない一枚の織物に注目した。それは京都の老舗織物

会社である川島織物（現・株式会社川島織物セルコン）によって、

1905-1925年頃に織られたとされるテーブルクロスである。手塚

がこの織物に惹かれたのには大きく2つの理由があるだろう。ま

ず、本品が明治期に織られたものであること。そして、川島織物セ

ルコンは手塚が2008年の作品《層の機》、《層の絵－縫合》（東京
都現代美術館所蔵）、2013年の作品《Ghost I met》の制作に際
し、協力を仰いだ会社であることだ。

江戸末期の1843（天保14）年、初代川島甚兵衛によって呉服悉

皆業として開業した川島織物は、二代目川島甚兵衛によって大き

くその活動を展開させた。二代目甚兵衛は1886（明治19）年の欧

州視察のなかでゴブラン織の調査を行い、綴織の技術向上に生

かした。翌年には「皇居御造営御用織物の調整」の特命を受け、
1888（明治21）年には明治宮殿の室内装飾を供している。それは

日本国内で初の室内装飾業であったという4。

KCI所蔵のテーブルクロスの制作年および発表年についての詳

細は明らかではないが、同種のテーブルクロスの万国博覧会へ

の出品歴から、1900年代初頭の作ではないかと考えられてい

る。テーブルクロス自体、欧化政策のなかでテーブルマナーととも

に日本にもたらされたものだが、二代目甚兵衛は1900年のパリ

万国博覧会よりテーブルクロスを含む室内装飾専用の織物一式

の製作・発表を開始している。川島は「呉服だけでは伝わりにくい
大きくても精緻である技術力」を世界に顕示するために万国博
覧会等のイベント出品用として室内装飾織物を重視していたこ

とが先行研究において指摘されている。

100年以上前に京都の老舗・川島織物によって織られたテーブ

ルクロスが、京都の服飾研究機関のKCIに所蔵され、同じく京都

に本拠を置くワコールによって設立されたスパイラルでの個展で

発表する作品を準備していたという機運。手塚は川島織物セル

コンに、このテーブルクロスの再製作を持ちかけた。それは時を

隔てた手織りと機械織りという技術の再会とも言えるだろう。ほ

ぼ原寸大で再現された本展出品作《京都で織りなおし》［fig.5］は、

手塚が引き寄せた奇跡のような出会いと、明治期の日本の「美術
工芸」のありよう、すなわち美術と工芸の技術革新と対西欧への
両義的態度を振り返る、コンセプチュアルな作品である。

表と裏、その揺れ動き

1869（明治2）年、200年余りにわたる鎖国ののち開国した日本。

世界の中心たる西欧諸国と対等にある日本をアピールするため、

明治政府は西欧の価値観に自らを適合させてゆく欧化政策をと

る。劣等扱いをされぬよう、植民地化されぬよう、統治体制はもち

ろん外観や習慣に至るまであらゆる欧化が急務とされた。たとえ

ば、それまで天皇が単独で応じていた儀式や外国要人との会見

にも、西洋式に1872（明治5）年から美子皇后が同席するようにな

る［ref.2］。加えて服装も、「権力としての列強に日本の『文明』を説
明し説得するという国際政治の延長線上」5にあった6。

1873（明治6）年、「各国帝王の服制を斟酌して」天皇は断髪をし、
西洋式の軍服を正装とした。宮中の女性の服装は十二単の略装

といった公家の伝統的な装束だったが、男性の服制更改に10数

年遅れて、1886（明治19）年6月23日、宮内大臣であった伊藤博

文から婦人服制についての通達が皇族や大臣他に向け出され

る。皇后は同年7月28日に洋服を着用、同月30日には初めて公の

場で洋装を披露する。1887（明治20）年１月17日には皇后から女

性の洋装を奨励する「思召書」が内閣各大臣、勅任官、華族に下
された7。女性の洋装化に頑なに反対した天皇と比べ、「国ノ為メ
ナレハ何ニテモ可到」と述べたという皇后の態度は、わたしたち
の目には時の変化を見据えた先進的且つやわらかい「新しいタ
イプの近代的皇后像」として映る。1883（明治16）年にはすでに

欧化政策の一環として、外国からの国賓や外交官との社交場で

ある鹿鳴館が落成しており、のちに鹿鳴館スタイルと呼ばれるよ

うな洋装は一部で取り入れられていたが、洋服をまとった皇后の

姿は、日本の社会に大きな影響力があったことは疑いない。最も

知られている美子皇后の洋服は、おそらく明治末期の新年朝賀

に着用したとされる大礼服／マントー・ド・クール（共立女子大学博
物館所蔵）［ref.3］だろう8。深い緑のビロード地に大中小の菊が見事

に刺繍された生地には、すべて国産の素材と技術が用いられて

いるという。それは洋装化にあたり皇后が願ったことでもあった。

時代に翻弄されながらも覚悟を持って自ら進んで変化に応じた

美子皇后。手塚は、近代日本の女性の洋装化をめぐり皇后が置

かれた状況に思いを馳せ、大礼服のデザインを解体し、ちょうど

宮中の洋装化から間もない時期に皇后が詠まれた2首とともに

再構成し、テキスタイル博物館テキスタイルラボで重厚感ある織

物《親愛なる忘却へ（美子皇后について）》［fig.6］を織り上げた。

「外国のまじらひ広くなるままにおくれじとおもふことぞそひゆく」
　（外交が深くなればなるほど、遅れまい、追いかけねばと思う）

「水はうつはにしたがひてそのさまざまになりぬなり」
　（水は入る器の形によってさまざまに形を変える）

当時、皇后の心の内はいかがなものだっただろう。この2首の歌

は必ずしも、直接欧化政策や洋装化についてのみ言及したもの

ではないが9、不安や躊躇、あるいは焦りといった揺れ動く心持を

も読み込むこともできる。

手塚愛子の手法

既製布の糸を気の遠くなるような手作業によって引き抜きダイナ

ミックなインスタレーションへと変容させる手塚の作品は観る者を

惹きつけてきた。手塚はヒエラルキーがいまだに存在する芸術の

領域において工芸的装飾的と位置付けられる手法を用いなが

ら、しなやかにそしてしたたかに、モダニズム美術あるいは近代そ

れ自体を考察し、わたしたちに問いかける。

本展のために用意された新作においては、手塚愛子の作品の代

名詞とも言える織物の糸を解き再構成し、刺繍を施す手仕事的

軌跡が必ずしもすべてに見られるわけではない。しかしながら、

織物のデザイン段階において、手塚は「自分自身が針と糸になる
ような感覚」を味わったと語る10。今回新たに織られた織物の厚

み、技術者との協働作業のなかで適切に選択されたさまざまな

質感の糸の波や重なりは、物理的にほどかれる前から、絵画と織

物すなわち美術と工芸を、日本と西欧を、近代と現代を、一度解

き、再検討し、編みなおす手塚の思考そのものを体現していると

いえよう。

手塚は本展覧会のタイトルを「親愛なる忘却へ」とした。過去を、
歴史を振り返る時、わたしたちはその記憶を、痕跡をたどる。しか

しながら、記憶と忘却は合わせ鏡のようなもので、記憶の背後に

は忘却された何ものかが必ず存在する。だからアクセス可能な

過去の痕跡だけではなく、不可視の忘却にも意識を向けたいと

いう手塚の真摯な願いがこの言葉には表われている。忘却をめ

ぐる物語はときに痛みを伴う。無意識の忘却もあれば、不可避の

忘却もある。記憶を手繰り寄せるなかで、歴史を振り返るなかで、

忘却に気づいたとき、それを美化し取り戻そうとするのではなく、

その事例を生んだ状況を改めて見つめ、批判的に考察し、その

過程を共有してゆくことが求められている。
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1 ホルスト・K・ヘルソン『巨匠の名画 レンブラント 夜警』前田耕作訳、美術出版社、
1975年、p.7
2 北澤憲昭『境界の美術史 「美術」形成ノート』ブリュッケ、2000年
3 薩摩ボタンについては以下の展覧会カタログを参照。『モードのジャポニスム』京都服
飾文化研究財団、1996年、p.72；横浜美術館・京都服飾文化研究財団編『ファッション
とアート 麗しき東西交流』六曜社、2017年
4 二代目川島甚兵衛の活動については以下を参照した。小倉一夫事務所編『錬技抄 

川島織物一四五年史』川島織物、１989年；山田由希代「近代京都における絵画と織物
工芸との関係：二代川島甚兵衛の企画力をめぐって」『美学』2004年55巻5号、
pp.28-41；平光睦子『「工芸」と「美術」のあいだ』晃洋書房、2017年、pp.83-123
5 坂本一登『伊藤博文と明治国家形成 「宮中」の制度化と立憲制の導入』吉川弘文
館、1991年、p.258
6 近代国家の建設にあたり、明治政府が皇后に期待した役割やその表象分析につい
ては、若桑みどり『皇后の肖像　昭憲皇太后の表象と女性の国民化』筑摩書房、2001

年を参照。
7 当初、天皇は女性の洋装に反対しており、伊藤博文は皇后宮夫香川敬三を通じて、
宮中の女性の洋装化の説得があった。皇后は当初から「国ノ為メナレハ何ニテモ可到」
との態度であったというが、天皇は依然拒否していたという。説得を重ね、同年6月に天
皇も折れたという。柗居宏枝「昭憲皇后の大礼服発注をめぐる対独外交」『人間文化
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Weaving the Past and the Present
As a student, Aiko Tezuka came to focus on textiles in the quest for a new 
painterly language and developed her own method of deconstructing and 
reconstructing the pre-existing notion of painting. Initially, her unique 
method may have been the mere outgrowth of the process to analogize 
weaving warps and wefts to paintings, as the former interlaces an array of 
patterns, while the latter consists of layers of paint, somewhat analogously. 
However, as it turned out, by unraveling the yarns, not only did it mean 
tracing back the time that it took to weave, thereby looking at the physical 
structure, but also examining the institutions, society and history that 
shaped the fabric. In other words, the act of unraveling, i.e., pulling threads 
out of a ‘ready-made’ textile, and reconstructing it by embroidering with 
the pulled out threads can be seen as an attempt to weave the past and the 
present, a particular moment that flows then and there, entwine them, and 
visually and tactilely convey the entire process to the viewer.
For example, in the series Certainty: Entropy [fig.1] exhibited in 2014, 
Tezuka used a textile designed by herself, which was woven by a 
technician in the lab in the Textile Museum in Tilburg, the Netherlands. 
In the background, traditional textiles and decorative patterns made in 
the 20th-century Peranakan (present-day Singapore), the 18th-century India, 
the 16th-century England, and the 8th-century Japan are referenced, and 
symbols familiar to the modern audience are also sprinkled across those 
layers. The traditional textile patterns, now labeled as “decorative”, and 
the symbols that flood our modern society are intended to indicate 
memories and a variety of human emotions, such as desires, aspirations, 
reminiscences, and the relentless pursuit of power. The fabric that 
encapsulates chaos is disentwined by Tezuka’s hand, and the patterns and 
symbols are dissolved and returned to the original state of yarns.
In the work Do you remember me – I was about to forget [fig.2] unveiled in 
2018, a Japanese figure who moved to Hawaii and settled in a sugar 
plantation there during the Meiji era was machine-embroidered on soft 
organdy, which allows light to gently percolate through. By Western 
colonizers, many parts of Hawaii were turned into plantations, and a large 
number of Asians including Japanese immigrated to Hawaii in search of a 
new land to work and prosper. They intended to return home once they 
made money, but in reality, they were forced to work under harsh 
conditions as cheap labor, and thus they were never able to leave the land. 
Intended to be displayed on a glass window, this work oscillates between 
memories and oblivion, while the scenery of its surroundings, a Hawaiian 
landscape and the figure of the Japanese immigrant ambivalently overlap, 
spreading boundlessly underneath the surface of a thin laced cloth.
One of Tezuka’s new works shown for the first time in this exhibition, 
Flowery Obscurity (The Night Watch) [fig.3], refers to the masterpiece The 
Night Watch by 17th-century Dutch master Rembrandt van Rein. 
Although the title The Night Watch, which the painting is widely known 
as today, is, in truth, an eponym of the less known fact that by the time it 
was titled as such, the painting had been darkened by layers of dirt and 
varnish, even though the painting did not originally depict a night scene.1 
Nonetheless, the immense painting by the Dutch master reveals the 
delicate depiction of light and darkness that have enthralled viewers over 
centuries. Meanwhile, in Tezuka’s Flowery Obscurity (The Night Watch), 
parts of the image of The Night Watch, where Photoshop (image editing 

software) mechanically perceived as black, i.e., darkish, have been replaced 
with the exotic floral patterns that appear on Indian “Sarasa” textiles. 
Also, if a viewer follows the floral patterns, the logo of the Dutch East 
India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie: VOC) can be found. 
Around the time that The Night Watch was painted, the Asian trade was 
monopolized by VOC, and Indian textiles manufactured in the 
Coromandel Coast region, southeastern India, were particularly popular 
among Europeans. For this reason, VOC has contracted with the regional 
lords and local textile craftsmen in order to produce a lot of Indian 
Sarasa. The Indian Sarasa crossed the oceans as popular trading items 
during the age of the Great Voyages and was loved by Indonesians, the 
French, the British, the Dutch, and Japanese. 
There is a curious dualism between the old master that had left an 
indelible mark in the history of art and the dyed textiles that were then 
excluded from the context of art, even though the latter, in fact, 
enchanted many people and played an essential part in the world 
economy at that time. This work, referring to the time in which paintings 
and dyed fabrics co-existed, albeit in parallel, was also designed by Tezuka 
and woven at the Textile Museum Lab in Tilburg.

Modernism and Japan
Tezuka has consciously used prefabricated textiles in the context of 
contemporary art, whereby she has investigated the relationships between 
art and craft, industrialization and industry, and fine art and decorative 
art. Textiles and paintings are both forms of human expressions that 
require tremendous time and effort to produce. Within various patterns 
created there, common threads are found, which mesmerize and 
enlighten viewers, but, at that same time, ostentatiously display the power 

of rulers. Similarly, in a case where textiles were used as clothes in daily 
life, the same can be said, as clothing bore heterogeneous functions and 
meanings. And in Japan, it was during the Meiji period when art and 
crafts parted their ways and began to be treated differently, which 
coincided with the time when the concept of “fine art” was imported 
from the West.2

In the meantime, the year before entering the Meiji era, from Japan, the 
Edo Shogunate, the Satsuma domain, and the Saga domain were 
exhibiting at the International Exposition of 1867 in Paris. Allegedly, it 
was the Satsuma buttons [ref.1] submitted proudly by the Satsuma domain 
that attracted much attention of Western visitors. The gorgeous ceramic 
buttons with the diameter of just a few centimeters are swathed in 
beautifully rendered Japanese landscapes and women in kimonos 
exquisitely painted on precious white Satsuma clay. In the light of the 
‘Japonism’ boom spreading across its export destinations in the West, the 
traditional Japanese image that Western Europeans expected was 
consciously conveyed and fabricated.3 At that time, buttons were rather 
redundant embellishments for kimonos in Japan. The Satsuma buttons 
illustrate the way in which Japan consciously played self-orientalism to 
satisfy the expectation of Western Europeans, and simultaneously, it 
underlines the recentness of the situation where Modern Japan had only 
come in contact with Western Europe not long ago.
Tezuka’s new work A Study of Necessity (Satsuma-Buttons and 
Self-Orientalism) [fig.4] is a textile designed by the artist with reference to 
the oldest known example of embroidery in Japan made during the Asuka 
period, namely the Tenjukoku Shūchō Mandala, appearing in the 
background, which was also referenced in her previous works, such as 
Falling Painting (2009) and Ghost I Met (2013). On top of that, the Satsuma 
button is visible from between the ridges of the Suigetsu (Water-Moon) 
Kannon half-stone statue. The images of objects spanning several 
centuries, such as 7th century embroidery fabrics, 13th century statues, and 
19th century ornaments exported to Western Europe, were carefully edited 
into a multi-layered image. After then, the design data was converted into 
a format for the use of weaving machines. Together with the technician, 
Tezuka attentively compared the image pixels with threads one by one, 
adjusting the image to be rendered on the fabric, before it was finally 
woven. In this work, the Satsuma-button has been starkly contrasted with 
the formal sensibility of Europeans. From gaps created between the walls 
of the drapes of Italian marble statues, the original 18th and 19th-century 
European buttons appear, which Japanese craftsmen must have closely 
studied when producing the Satsuma buttons.

Meeting Again and Weaving Again
The production of her new works presented in this exhibition has been 
sponsored by the Kyoto Costume Institute (KCI), an incorporated 
research institute, founded by Wacoal Co., Ltd. Her solo exhibition will 
concurrently take place at a venue in Japan called Spiral, which is also a 
subsidiary of Wacoal Co., Ltd. Within the collection inventory provided 
by KCI, Tezuka paid particular heed to a piece of fabric that had just 
been acquired. It is a tablecloth that is believed to be woven around 
1905-1925 by Kawashima Textile (present Kawashima SelkonTextiles), a 
well-established textile company based in Kyoto. There are two main 
reasons why Tezuka was drawn to this fabric. First, this piece was woven 
in the Meiji period. And Kawashima SelkonTextiles was the company 
that Tezuka sought cooperation from for producing the 2008 work Loom 
of Layers, Picture of Layers – Sewn Together (held in Tokyo Metropolitan Art 

Museum Collection) and the 2013 work Ghost I Met.
Kawashima Textile was founded by Kawashima Jinbei I in 1843 in the 
late Edo period, operating initially as a kimono dealer and providing 
various kinds of kimono-related services. The business was further 
developed by Kawashima Jinbei II, the eldest son of Kawashima Jinbei I. 
Jinbei II conducted extensive research into Gobelin tapestries during his 
visit to Europe in 1886, which subsequently allowed him to improve 
Japanese textile production methods and make a significant contribution 
in the advancement of techniques in hand-woven brocade. In the 
following year, he received the special order to design inside the Imperial 
Palace and completed the interior decoration of the Meiji Palace in 1888. 
It was probably the first interior design and upholstery project carried out 
on such a large scale in Japan.4

Although it is not clear as to the details of the tablecloth held in the KCI 
collection, the piece is assumed to be produced in the early 1900s, based 
analogously on the exhibition record of the same kind of tablecloths 
exhibited at the World Expo. While tablecloths were introduced to Japan 
together with table manners as a part of various Westernization policies, 
Jinbei II began producing and presenting a set of fabrics made exclusively 
for interior decoration purposes including tablecloths from the 1900 Paris 
World Expo onwards. In addition to that, the previously conducted 
research has pointed out that Kawashima Jinbei II focused on the interior 
decoration textiles specifically for international exhibitions such as the 
World Expo in order to show the world technical prowess and minuteness 

of Japanese craftsmanship and his company in large-size interior textiles, 
which were difficult be seen in relatively small kimono fabrics.
A tablecloth made over 100 years ago by Kawashima Textile, a 
well-established Kyoto-based company, has been acquired by KCI, a 
clothing research institute in Kyoto, and coincidentally, Tezuka was 
preparing her new works around the same time, which were to be 
presented in her upcoming solo exhibition at Spiral founded by Wacoal, 
also based in Kyoto. Tezuka requested Kawashima Selkon Textiles the 
remaking of the tablecloth. It was meant to be the reunion of different 
technologies that were developed centuries apart, namely hand weaving 
and machine weaving. Thanks to the miraculous encounter brought 
about by Tezuka, the work Re-woven in Kyoto [fig.5], which has been 
reproduced almost in full size, is a conceptual art piece that reflects back 
upon the state of art and craft in Japan during the Meiji period, which 
encompassed technological innovation of art and craft on one hand and 
the dualistic attitude towards Western Europe on the other. 

Front and back, toing and froing
In 1869, Japan finally ended over 200 years of self-imposed seclusion. In 
order to show that Japan was equal to its Western counterparts that were, 
at that time, the center of the world, the Meiji government adopted 
various Westernization policies, lending itself to the values of Western 
Europe. In order not to be treated as inferior or to be colonized, rapid 
Westernization was carried out with utmost urgency, which included 
reforming the system of government and abandoning traditional fashion 
and customs. For example, following the Western custom, from 1872 
onwards, Empress Shōken (Haruko) [ref.2] also attended ceremonies and 
official meetings with key figures from Western countries that the 
Emperor had previously appeared alone. In addition, clothing was viewed 
as an extension of international politics, aiming at presenting Japan as a 
prominent and advanced civilization comparable to the powerful 
European countries.5 6  
In 1873, the emperor shortened his hair and began to wear a 
Western-style military uniform as formal clothing. In the Imperial Court, 
aristocratic women had traditionally worn a casual version of 
twelve-layered ceremonial kimono, which had long been worn by 
courtiers. However, on June 23, 1886, 10 years after the change of men’s 
formal dress code, Minister of the Imperial Household then Hirobumi Itō 
notified the royal family, ministers and others of women’s new formal 
dress code. On July 28 of the same year, the Empress wore Western 
clothes, and two days later, she presented herself in Western clothes in the 
public for the first time. On January 17, 1887, the Empress sent out her 
‘declaration statement’ to the Cabinet Ministerial Secretary, Secretary of 
State and Han Chinese, promoting Western clothes for ladies.7 
Contrary to the Emperor who persistently opposed the Westernization of 
women’s clothes, the Empress' stance was characterized as her alleged 
remark, “for my country, I would do anything”, presenting herself as a 
new type of empress who was modern, progressive and flexible in the 
light of the rapid and radical socio-political transformation taking place 
in Japan then. By 1883, as part of the Europeanization policy, the 
Rokumei-kan Pavilion had already been completed, which provided the 
primary location for foreign state guests and diplomats to engage in 
international diplomacy, and by then, Western-style clothing had in part 
already been adopted by the many, which later came to be called the 
“Rokumei-kan style”. However, nothing had more influence on Japanese 
society than the appearance of the Empress being wrapped in Western 
clothes. The most well-known Empress Shōken’s clothes are probably the 
court dress / Manteau de Cour (currently held in Kyoritsu Women’s University 

Museum Collection) [ref.3], which is said to have been worn on the occasion of 
the New Year Morning Greeting in the late Meiji period.8 Allegedly, only 
domestic materials and techniques are used for the fabric, where large, 
medium and small chrysanthemums are finely embroidered on deep 
green velvet fabric. It seems also to testify the Empress’ quiet yet 
endearing wish to preserve elements of the diminishing Japanese culture 
in the midst of rapid and extensive Westernization.
Empress Shōken was a unique individual who actively embraced change 
with strong conviction and self-belief despite being at the mercy of the 
time. Empathizing with the situation in which the Empress was placed in 
relation to the Westernization of women’s clothing in Modern Japan, 
Tezuka attentively took apart the design of the court dress and redesigned 
it with the two pieces of Tanka poems composed by the Empress soon 
after the Westernization of women’s dresses at the Imperial Court.  Later, 
the design was materialized into the magnificent fabric at the Textile 
Museum Lab in Tilburg and has been titled Dear Oblivion (A Study of 
Empress Haruko) [fig.6]. The Tanka poems read:

“As the exchange with foreign cultures frequents,
a sense of urgency not to lag behind them grows.”
(As diplomatic relations with foreign countries deepen, a sense of urgency to 

not lag behind them and to catch up with them intensifies.)

“Water becomes the form of a vessel,
as it conforms to its shape.”
(Depending on the shapes of containers, the shape of water alters capriciously.)

What was it like inside the mind of the Empress at that time?
Although the two pieces of Tanka do not necessarily refer directly to the 
Europeanization policies or the Westernization of clothing, they, 
nonetheless, convey the senses of hesitation, anxiety, and uneasiness that 
she must have experienced then.9

Aiko Tezuka’s method
Over the years, Tezuka’s artworks have captivated viewers, which 
transform prefabricated textiles into dynamic installations by 
painstakingly pulling out threads from them one by one by hand. Tezuka 
examines Modern art and Modernity itself and poses questions both 
elegantly and craftily by using a technique that is positioned as craft-like 
and decorative in the realm of art where the aforementioned hierarchy 
still persists.
In her new works produced for this exhibition, the trajectories of her 
handwork that characterized her previous work, such as unraveling textile 
threads and embroidering, the hallmark of Tezuka’s artistic lexicon, are 
not necessarily discernible to an extensive degree. However, when 
designing the textiles, Tezuka experienced, as she recounted, “the feeling 
of myself becoming a thread and a needle”.10 It can be said that the 
thickness of the newly woven fabric on this occasion encompasses 
patterns, textures, and layering that have been carefully chosen by her in 
collaboration with the textile technician with utmost care, attentiveness 
and thoughtfulness, and during the course of her creative and 
investigative endeavor, each and every thread woven into the fabric has 
embodied Tezuka’s thought on deconstructing, re-examining and 
reconstructing relationships between Japan and Western Europe, Modern 
and Contemporary, i.e., the present, and art and craft, which may have 
begun even before the fabric was physically liberated.
Tezuka named the title of this exhibition Dear Oblivion. When we look 
back on the past we tend to simply trace our retrievable memories. 
However, memories and oblivion are like two sides of the same coin, and 
there is always something forgotten behind retrievable memories. Hence, 
the word reflects Tezuka’s sincere aspiration to cast our attention on not 
only the traces of the past that are accessible but also unobtrusive 
moments that have long descended into oblivion. Untold stories that 
have been fallen into oblivion are sometimes painful. There is both 
unintended and intended reduction of certain events to obscurity. While 
recalling one’s memories and looking back at history, one may notice 
moments and events lost into oblivion. In such instances, instead of 
glorifying and idealizing them upon recollecting, it is vital to re-examine 
the situations, in which the events occurred, critically reflect on them, 
and share the process of the exploration with the wider public.   

1. レンブラントの《夜警》：「失敗作」と誤解

オランダ絵画の巨匠レンブラント・ファン・レイン（1606～1669年）

といえば、誰もがまず思い浮かべるのは、アムステルダム国立美

術館所蔵の大作《夜警》であろう。美術館にとって掛け替えのな
い最重要作品であるばかりでなく、レンブラントの最高傑作とも

考えられている。

今でこそ最高の声誉を博するこのレンブラントの作品であるが、

発表当初の評判はあまり良いものとは言えなかった。1639年初

冬、フランス・バニング・コック隊長とその市民自警団の隊員18名

は、自分たちの集団肖像画の制作をレンブラントに依頼した。火

縄銃手組合集会場の大広間の壁を飾るためだ。しかし、1642

年、遂にこの絵画が公開されたとき、意外なことに、依頼主から

過度の熱狂を持って受け入れられることはなかった。期待されて

いたのは、芸術家の独創的な解釈に基づく芸術作品ではなく、自

身の尊厳の精確な記録であった。つまり、隊員それぞれの肖像

が、ただ立派に描かれてさえいれば良かった。それにもかかわら

ず、この絵画には尊厳も再現性もほとんど見当たらないと一般的

に認知されてしまった。描かれた人物のほとんどは、身体の半分

が隠れていたり、背景に溶け込んでいたり、あるいは陰で顔が見

えなかったためである。さらに分が悪いことに、レンブラントは当

初の注文通り18人の肖像画を描く代わりに、構図の美しさを優

先させ場面をより盛り上げるために脇役をでっち上げ、実に31人

もの人物を画中に描き込んでいた。顧客である隊員たちは、これ

を実証する記録はないものの、《夜警》の仕上がりに不満を持っ
ていたと考えられている。一部の砲兵、例えば陰に隠れていた

り、あるいは部分的にしか描かれていない砲兵は特に不愉快

だったと想像できよう。《夜警》の完成後、何年にも渡りレンブラン
トが肖像画の注文を受けなかったことは驚くべきことではない。

レンブラントの依頼主は不満を残していたようだが、本作は、今日

では西洋美術史における傑作の中でも最上の作品と考えられて

いる。レンブラントは本作を、物語の深みが潜在する演劇的な歴

史画のように描き上げた。作品の完成度の高さは、ドラマチック

な場面へと観る者を惹きつける。隊長が腕を上げ指令を飛ばし、

太鼓が殴打され、火縄銃が装填され、そして引き金が引かれる。

こうして一つの複雑な場面が築き上げられ、光と陰の効果によっ

て空間に深みが与えられ、古典的な背景、すなわち歴史画に対

抗するようなバロック風の動きが画中に持ち込まれた。レンブラン

トは、集団肖像画の人物に動作を与えた最初の画家であった。市

警団の隊員たちは太鼓に合わせて行進を始め、今にも出動しそ

うな姿勢を見せている。この画家は、光の扱い方に関しても、類を

見ないものがあった。絵画のタイトル《夜警》は画家自身が付けた
ものではなく、むしろ全くの誤解から生まれたものである。〔このタ

イトルがつけられた〕19世紀までに、キャンバスはあまりに黒ずみ、

薄汚れてしまったため、夜間パトロールをする市警団、つまり「夜
警」の様子を表現した絵画であると考えられてしまった。ところ
が、キャンバスの黒ずみが除去されると、市警団が立っているの

は、日中の光が射し込む暗い室内であることが明らかになった

のだ。

2. レンブラントのインドと日本

レンブラントをインドや日本と関連づけることはどちらかといえば

珍しいことだが、しかし、実のところ、この画家の「驚異の部屋」〔分
野を問わず世界各地の珍品が集められ陳列された部屋〕の中には、イン

ド、中国、そして日本を含む東洋の蒐集品が並んでいた。とりわけ

この画家は、ムガル朝時代の細密画に夢中になっていたようだ。

レンブラントの所有品目録の1656年7月25日の項目に「珍妙な細
密画が多数掲載の画集」という記述が見られる。これはムガル朝
の細密画を言及したものと考えられている。レンブラントが他の

芸術家の作品を模写することはほとんどなかったが、彼が所有し

ていたムガル朝時代の細密画に関しては、25枚からなる一連の

忠実な模写が行なわれたことが確認されている。

アムステルダム国立美術館のコレクションには、1656年から

1658年にかけてレンブラントがムガル朝の細密画から模写し

た3枚のスケッチがあるが、例えば《ムガル皇帝 ジャハーンギー

ル》（注１）のように３枚とも和紙に描かれていることは特筆すべきこ
とだ。17世紀のオランダ人画家にとって、和紙は馴染みないもの

ではなく、例えばヘラクレス・セーヘルス（1589～1638年）など、レ

ンブラント以外の芸術家でも、和紙を使って版画制作に取り組ん

でいたことがわかっている。

3. インド更紗のオランダと日本

更紗とは、木版あるいは手描きで施された花模様などの文様で

知られるインド産の木綿の布地のことである。オランダ東インド会

社（VOC）の交易によって、大量の更紗がインドからヨーロッパに

もたらされ、更には、ペルシャ〔現イラン〕、シャム〔現タイ〕、インドネシ

ア、中国、そして日本へと広域に渡り流通していった。更紗は、

ヨーロッパでは、衣服の生産だけなく、室内装飾においても重要

な役割を果たした。輸入された更紗の異国風な文様は、ヨーロッ

パで瞬く間に採用され（そして改変され）、次第にヨーロッパからの

注文が、インドでの生産にまで影響を及ぼすようになった。更紗

がヨーロッパ全体で人気を博すのは時間の問題だった。富裕層

の間では、更紗を用いた室内装飾が評判となり、各地の城や宮

殿でも用いられるほどになった。

更紗を作る工程は複雑だった。まず、木綿に〔染色の色が定着しにく

い素材であるため〕様 な々油脂を用いた一連の処理が繰り返し施さ

れる。木綿が染色できる状態になったら、染料毎に異なる工程が

踏まれる。濃い色彩や〔染料を発色・定着させるために化学反応を起こ

させる薬剤である〕媒染剤は、文様が彫刻された木版で布に直接

押捺されたり、あるいは筆にて手描きで施された。デザインによっ

ては文様の特定の部分の染色を防ぐために蝋が用いられること

もあった。

日本の鎖国政策によって1641年以降はオランダと中国のみが長

崎での交易を許可され、この状態は1854年まで続いた。オラン

ダ東インド会社を通してインド更紗は日本にも紹介され、異国風

情溢れる織物として珍重された。茶人からは茶道具を包むため

の「名物裂」として重宝された。掛軸の表装に用いられたり、着物
に仕立てられることすらあった。こうしてインド更紗は江戸時代

の日本の染織生産にも影響を与えた。日本風の更紗が作られた

だけでなく、友禅染など、名高い郷土の伝統的な染織産業をも刺

激した。他方で、更紗はヨーロッパでの染織生産にも影響を与

え、銅版の捺染機で刷られた布地は19世紀の代表的な工業製

品の一つとなった。興味深いことに、鎖国以降の日本は近代化を

歓迎し、急な方向転換と大量生産の流れは、人 の々暮らしを大き

く変容させ、その影響は、今日までなお残り続けている。

4. 手塚愛子の「レンブラント×更紗」

手塚愛子のアートプロジェクト「レンブラント×更紗」は、オランダ

の巨匠レンブラントへのオマージュとして展開される。2019年は

レンブラント没後350周年であるが、手塚は、オランダと日本の交

易による結びつきに糸口を見つけつつ、歴史ある更紗とオランダ

黄金時代を象徴するレンブラントの《夜警》を流用した特別なタ
ペストリーをデザインした。

現在進行中のこのプロジェクトからはこれまでに2つの作品が生

まれた。一つ目は、手塚によってデザインされたタペストリー《華の
闇（夜警）》である［fig.3］。《夜警》の画面上を覆っていた暗い空間
が、アムステルダム国立美術館の所蔵品を中心に選ばれた色鮮や

かなインド更紗によって埋め尽くされている（注２）。このタペストリー

を、レンブラントの傑作と歴史的な更紗のコラージュとみなすこと

もできよう。両者は溶け合って一つの芸術作品を織りなしている。

絵画と織物は、美術と工芸に区別して捉えられる向きがあるた

め、両者に対する価値認識には隔たりがあろう。《夜警》の当初の
注文時には、依頼主である市警団の18人それぞれが100ギル

ダーを支払ったとされている。ところが当時は、タペストリーのよう

な織物の方がよほど高級品であった。手塚の作品は、美術と工

芸の区別という問題に果敢に挑んでいると言えよう。「17世紀に

は、日々 の暮らしの中で絵画と織物は共存しており、互いに影響

を及ぼし合う関係だったのではないだろうか。」こう手塚は推察
する。事実、17世紀には、重要な芸術家は折に触れてタペスト

リーのデザインも手がけていたのであり、ペーテル・パウル・ルー

ベンス（1577～1640年）はその最たる例である。

手塚の本タペストリー作品において、晴れやかな色のインド更紗

は、あたかもオランダ東インド会社の海外での繁栄を象徴するか

のように、絵画上の光となった。オランダ黄金時代には、錯覚を起

こさせるだまし絵のようなカーテンが、絵画の新たなモチーフとし

て扱われるようになったが、1646年という年号と署名が並んで書

き込まれたカッセルにあるレンブラントの《カーテンのある聖家
族》は、このモチーフを擁するオランダ絵画の最初のものと考え
られている（注３）。手塚のタペストリー作品において、画面の暗い部

分を埋め尽くしている更紗は、一見すると、あたかもレンブラント

によって設えられた舞台幕のように見える。しかし手塚のタペスト

リーの更紗は、本物の更紗ではない。レンブラントのカーテンが

本物のカーテンではなく画中に描かれたものであるように、手塚

の更紗は、タペストリーとして織り込まれたものである。こうして手

塚は作品の中で美術の歴史的なモチーフと戯れるのだ。

もう一つの作品は、織り込まれたタペストリーの経糸を作家が自

ら解き、更に織り直したものだ。タペストリーを織る過程、そして織

り直す過程は、歴史の構築、そして再構築の過程をみなすことが

できるだろう。それならば、タペストリーの経糸を解いていく過程

は、歴史の脱構築と言えよう。

手塚の「レンブラント×更紗」プロジェクトは、作家特有の芸術的
弁証法の賜物だと私は考える。レンブラントの絵画とオランダ黄

金時代における東インド会社の海外交易、オランダと日本の通商

関係、そしてインド更紗という異なる要素が、統合され、見事芸術

作品へと昇華されているのである。手塚はこう語る。「よく思い出
せない私の祖先たちの前近代的な記憶とその断絶、西洋との混

血状態を受け入れざるを得ない場所から、今まで見たこともない

ものを作りたいと思う。そしてその「新しいもの」は、純粋にオリジ
ナルである必要もないかもしれない、とも。」歴史を経糸に、芸術
を緯糸に見なすなら、手塚の作品には、作家自らの手によって、

芸術と歴史が織り交ぜられていると言えよう。
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Weaving the Past and the Present
As a student, Aiko Tezuka came to focus on textiles in the quest for a new 
painterly language and developed her own method of deconstructing and 
reconstructing the pre-existing notion of painting. Initially, her unique 
method may have been the mere outgrowth of the process to analogize 
weaving warps and wefts to paintings, as the former interlaces an array of 
patterns, while the latter consists of layers of paint, somewhat analogously. 
However, as it turned out, by unraveling the yarns, not only did it mean 
tracing back the time that it took to weave, thereby looking at the physical 
structure, but also examining the institutions, society and history that 
shaped the fabric. In other words, the act of unraveling, i.e., pulling threads 
out of a ‘ready-made’ textile, and reconstructing it by embroidering with 
the pulled out threads can be seen as an attempt to weave the past and the 
present, a particular moment that flows then and there, entwine them, and 
visually and tactilely convey the entire process to the viewer.
For example, in the series Certainty: Entropy [fig.1] exhibited in 2014, 
Tezuka used a textile designed by herself, which was woven by a 
technician in the lab in the Textile Museum in Tilburg, the Netherlands. 
In the background, traditional textiles and decorative patterns made in 
the 20th-century Peranakan (present-day Singapore), the 18th-century India, 
the 16th-century England, and the 8th-century Japan are referenced, and 
symbols familiar to the modern audience are also sprinkled across those 
layers. The traditional textile patterns, now labeled as “decorative”, and 
the symbols that flood our modern society are intended to indicate 
memories and a variety of human emotions, such as desires, aspirations, 
reminiscences, and the relentless pursuit of power. The fabric that 
encapsulates chaos is disentwined by Tezuka’s hand, and the patterns and 
symbols are dissolved and returned to the original state of yarns.
In the work Do you remember me – I was about to forget [fig.2] unveiled in 
2018, a Japanese figure who moved to Hawaii and settled in a sugar 
plantation there during the Meiji era was machine-embroidered on soft 
organdy, which allows light to gently percolate through. By Western 
colonizers, many parts of Hawaii were turned into plantations, and a large 
number of Asians including Japanese immigrated to Hawaii in search of a 
new land to work and prosper. They intended to return home once they 
made money, but in reality, they were forced to work under harsh 
conditions as cheap labor, and thus they were never able to leave the land. 
Intended to be displayed on a glass window, this work oscillates between 
memories and oblivion, while the scenery of its surroundings, a Hawaiian 
landscape and the figure of the Japanese immigrant ambivalently overlap, 
spreading boundlessly underneath the surface of a thin laced cloth.
One of Tezuka’s new works shown for the first time in this exhibition, 
Flowery Obscurity (The Night Watch) [fig.3], refers to the masterpiece The 
Night Watch by 17th-century Dutch master Rembrandt van Rein. 
Although the title The Night Watch, which the painting is widely known 
as today, is, in truth, an eponym of the less known fact that by the time it 
was titled as such, the painting had been darkened by layers of dirt and 
varnish, even though the painting did not originally depict a night scene.1 
Nonetheless, the immense painting by the Dutch master reveals the 
delicate depiction of light and darkness that have enthralled viewers over 
centuries. Meanwhile, in Tezuka’s Flowery Obscurity (The Night Watch), 
parts of the image of The Night Watch, where Photoshop (image editing 

software) mechanically perceived as black, i.e., darkish, have been replaced 
with the exotic floral patterns that appear on Indian “Sarasa” textiles. 
Also, if a viewer follows the floral patterns, the logo of the Dutch East 
India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie: VOC) can be found. 
Around the time that The Night Watch was painted, the Asian trade was 
monopolized by VOC, and Indian textiles manufactured in the 
Coromandel Coast region, southeastern India, were particularly popular 
among Europeans. For this reason, VOC has contracted with the regional 
lords and local textile craftsmen in order to produce a lot of Indian 
Sarasa. The Indian Sarasa crossed the oceans as popular trading items 
during the age of the Great Voyages and was loved by Indonesians, the 
French, the British, the Dutch, and Japanese. 
There is a curious dualism between the old master that had left an 
indelible mark in the history of art and the dyed textiles that were then 
excluded from the context of art, even though the latter, in fact, 
enchanted many people and played an essential part in the world 
economy at that time. This work, referring to the time in which paintings 
and dyed fabrics co-existed, albeit in parallel, was also designed by Tezuka 
and woven at the Textile Museum Lab in Tilburg.

Modernism and Japan
Tezuka has consciously used prefabricated textiles in the context of 
contemporary art, whereby she has investigated the relationships between 
art and craft, industrialization and industry, and fine art and decorative 
art. Textiles and paintings are both forms of human expressions that 
require tremendous time and effort to produce. Within various patterns 
created there, common threads are found, which mesmerize and 
enlighten viewers, but, at that same time, ostentatiously display the power 

of rulers. Similarly, in a case where textiles were used as clothes in daily 
life, the same can be said, as clothing bore heterogeneous functions and 
meanings. And in Japan, it was during the Meiji period when art and 
crafts parted their ways and began to be treated differently, which 
coincided with the time when the concept of “fine art” was imported 
from the West.2

In the meantime, the year before entering the Meiji era, from Japan, the 
Edo Shogunate, the Satsuma domain, and the Saga domain were 
exhibiting at the International Exposition of 1867 in Paris. Allegedly, it 
was the Satsuma buttons [ref.1] submitted proudly by the Satsuma domain 
that attracted much attention of Western visitors. The gorgeous ceramic 
buttons with the diameter of just a few centimeters are swathed in 
beautifully rendered Japanese landscapes and women in kimonos 
exquisitely painted on precious white Satsuma clay. In the light of the 
‘Japonism’ boom spreading across its export destinations in the West, the 
traditional Japanese image that Western Europeans expected was 
consciously conveyed and fabricated.3 At that time, buttons were rather 
redundant embellishments for kimonos in Japan. The Satsuma buttons 
illustrate the way in which Japan consciously played self-orientalism to 
satisfy the expectation of Western Europeans, and simultaneously, it 
underlines the recentness of the situation where Modern Japan had only 
come in contact with Western Europe not long ago.
Tezuka’s new work A Study of Necessity (Satsuma-Buttons and 
Self-Orientalism) [fig.4] is a textile designed by the artist with reference to 
the oldest known example of embroidery in Japan made during the Asuka 
period, namely the Tenjukoku Shūchō Mandala, appearing in the 
background, which was also referenced in her previous works, such as 
Falling Painting (2009) and Ghost I Met (2013). On top of that, the Satsuma 
button is visible from between the ridges of the Suigetsu (Water-Moon) 
Kannon half-stone statue. The images of objects spanning several 
centuries, such as 7th century embroidery fabrics, 13th century statues, and 
19th century ornaments exported to Western Europe, were carefully edited 
into a multi-layered image. After then, the design data was converted into 
a format for the use of weaving machines. Together with the technician, 
Tezuka attentively compared the image pixels with threads one by one, 
adjusting the image to be rendered on the fabric, before it was finally 
woven. In this work, the Satsuma-button has been starkly contrasted with 
the formal sensibility of Europeans. From gaps created between the walls 
of the drapes of Italian marble statues, the original 18th and 19th-century 
European buttons appear, which Japanese craftsmen must have closely 
studied when producing the Satsuma buttons.

Meeting Again and Weaving Again
The production of her new works presented in this exhibition has been 
sponsored by the Kyoto Costume Institute (KCI), an incorporated 
research institute, founded by Wacoal Co., Ltd. Her solo exhibition will 
concurrently take place at a venue in Japan called Spiral, which is also a 
subsidiary of Wacoal Co., Ltd. Within the collection inventory provided 
by KCI, Tezuka paid particular heed to a piece of fabric that had just 
been acquired. It is a tablecloth that is believed to be woven around 
1905-1925 by Kawashima Textile (present Kawashima SelkonTextiles), a 
well-established textile company based in Kyoto. There are two main 
reasons why Tezuka was drawn to this fabric. First, this piece was woven 
in the Meiji period. And Kawashima SelkonTextiles was the company 
that Tezuka sought cooperation from for producing the 2008 work Loom 
of Layers, Picture of Layers – Sewn Together (held in Tokyo Metropolitan Art 

Museum Collection) and the 2013 work Ghost I Met.
Kawashima Textile was founded by Kawashima Jinbei I in 1843 in the 
late Edo period, operating initially as a kimono dealer and providing 
various kinds of kimono-related services. The business was further 
developed by Kawashima Jinbei II, the eldest son of Kawashima Jinbei I. 
Jinbei II conducted extensive research into Gobelin tapestries during his 
visit to Europe in 1886, which subsequently allowed him to improve 
Japanese textile production methods and make a significant contribution 
in the advancement of techniques in hand-woven brocade. In the 
following year, he received the special order to design inside the Imperial 
Palace and completed the interior decoration of the Meiji Palace in 1888. 
It was probably the first interior design and upholstery project carried out 
on such a large scale in Japan.4

Although it is not clear as to the details of the tablecloth held in the KCI 
collection, the piece is assumed to be produced in the early 1900s, based 
analogously on the exhibition record of the same kind of tablecloths 
exhibited at the World Expo. While tablecloths were introduced to Japan 
together with table manners as a part of various Westernization policies, 
Jinbei II began producing and presenting a set of fabrics made exclusively 
for interior decoration purposes including tablecloths from the 1900 Paris 
World Expo onwards. In addition to that, the previously conducted 
research has pointed out that Kawashima Jinbei II focused on the interior 
decoration textiles specifically for international exhibitions such as the 
World Expo in order to show the world technical prowess and minuteness 

of Japanese craftsmanship and his company in large-size interior textiles, 
which were difficult be seen in relatively small kimono fabrics.
A tablecloth made over 100 years ago by Kawashima Textile, a 
well-established Kyoto-based company, has been acquired by KCI, a 
clothing research institute in Kyoto, and coincidentally, Tezuka was 
preparing her new works around the same time, which were to be 
presented in her upcoming solo exhibition at Spiral founded by Wacoal, 
also based in Kyoto. Tezuka requested Kawashima Selkon Textiles the 
remaking of the tablecloth. It was meant to be the reunion of different 
technologies that were developed centuries apart, namely hand weaving 
and machine weaving. Thanks to the miraculous encounter brought 
about by Tezuka, the work Re-woven in Kyoto [fig.5], which has been 
reproduced almost in full size, is a conceptual art piece that reflects back 
upon the state of art and craft in Japan during the Meiji period, which 
encompassed technological innovation of art and craft on one hand and 
the dualistic attitude towards Western Europe on the other. 

Front and back, toing and froing
In 1869, Japan finally ended over 200 years of self-imposed seclusion. In 
order to show that Japan was equal to its Western counterparts that were, 
at that time, the center of the world, the Meiji government adopted 
various Westernization policies, lending itself to the values of Western 
Europe. In order not to be treated as inferior or to be colonized, rapid 
Westernization was carried out with utmost urgency, which included 
reforming the system of government and abandoning traditional fashion 
and customs. For example, following the Western custom, from 1872 
onwards, Empress Shōken (Haruko) [ref.2] also attended ceremonies and 
official meetings with key figures from Western countries that the 
Emperor had previously appeared alone. In addition, clothing was viewed 
as an extension of international politics, aiming at presenting Japan as a 
prominent and advanced civilization comparable to the powerful 
European countries.5 6  
In 1873, the emperor shortened his hair and began to wear a 
Western-style military uniform as formal clothing. In the Imperial Court, 
aristocratic women had traditionally worn a casual version of 
twelve-layered ceremonial kimono, which had long been worn by 
courtiers. However, on June 23, 1886, 10 years after the change of men’s 
formal dress code, Minister of the Imperial Household then Hirobumi Itō 
notified the royal family, ministers and others of women’s new formal 
dress code. On July 28 of the same year, the Empress wore Western 
clothes, and two days later, she presented herself in Western clothes in the 
public for the first time. On January 17, 1887, the Empress sent out her 
‘declaration statement’ to the Cabinet Ministerial Secretary, Secretary of 
State and Han Chinese, promoting Western clothes for ladies.7 
Contrary to the Emperor who persistently opposed the Westernization of 
women’s clothes, the Empress' stance was characterized as her alleged 
remark, “for my country, I would do anything”, presenting herself as a 
new type of empress who was modern, progressive and flexible in the 
light of the rapid and radical socio-political transformation taking place 
in Japan then. By 1883, as part of the Europeanization policy, the 
Rokumei-kan Pavilion had already been completed, which provided the 
primary location for foreign state guests and diplomats to engage in 
international diplomacy, and by then, Western-style clothing had in part 
already been adopted by the many, which later came to be called the 
“Rokumei-kan style”. However, nothing had more influence on Japanese 
society than the appearance of the Empress being wrapped in Western 
clothes. The most well-known Empress Shōken’s clothes are probably the 
court dress / Manteau de Cour (currently held in Kyoritsu Women’s University 

Museum Collection) [ref.3], which is said to have been worn on the occasion of 
the New Year Morning Greeting in the late Meiji period.8 Allegedly, only 
domestic materials and techniques are used for the fabric, where large, 
medium and small chrysanthemums are finely embroidered on deep 
green velvet fabric. It seems also to testify the Empress’ quiet yet 
endearing wish to preserve elements of the diminishing Japanese culture 
in the midst of rapid and extensive Westernization.
Empress Shōken was a unique individual who actively embraced change 
with strong conviction and self-belief despite being at the mercy of the 
time. Empathizing with the situation in which the Empress was placed in 
relation to the Westernization of women’s clothing in Modern Japan, 
Tezuka attentively took apart the design of the court dress and redesigned 
it with the two pieces of Tanka poems composed by the Empress soon 
after the Westernization of women’s dresses at the Imperial Court.  Later, 
the design was materialized into the magnificent fabric at the Textile 
Museum Lab in Tilburg and has been titled Dear Oblivion (A Study of 
Empress Haruko) [fig.6]. The Tanka poems read:

“As the exchange with foreign cultures frequents,
a sense of urgency not to lag behind them grows.”
(As diplomatic relations with foreign countries deepen, a sense of urgency to 

not lag behind them and to catch up with them intensifies.)

“Water becomes the form of a vessel,
as it conforms to its shape.”
(Depending on the shapes of containers, the shape of water alters capriciously.)

What was it like inside the mind of the Empress at that time?
Although the two pieces of Tanka do not necessarily refer directly to the 
Europeanization policies or the Westernization of clothing, they, 
nonetheless, convey the senses of hesitation, anxiety, and uneasiness that 
she must have experienced then.9

Aiko Tezuka’s method
Over the years, Tezuka’s artworks have captivated viewers, which 
transform prefabricated textiles into dynamic installations by 
painstakingly pulling out threads from them one by one by hand. Tezuka 
examines Modern art and Modernity itself and poses questions both 
elegantly and craftily by using a technique that is positioned as craft-like 
and decorative in the realm of art where the aforementioned hierarchy 
still persists.
In her new works produced for this exhibition, the trajectories of her 
handwork that characterized her previous work, such as unraveling textile 
threads and embroidering, the hallmark of Tezuka’s artistic lexicon, are 
not necessarily discernible to an extensive degree. However, when 
designing the textiles, Tezuka experienced, as she recounted, “the feeling 
of myself becoming a thread and a needle”.10 It can be said that the 
thickness of the newly woven fabric on this occasion encompasses 
patterns, textures, and layering that have been carefully chosen by her in 
collaboration with the textile technician with utmost care, attentiveness 
and thoughtfulness, and during the course of her creative and 
investigative endeavor, each and every thread woven into the fabric has 
embodied Tezuka’s thought on deconstructing, re-examining and 
reconstructing relationships between Japan and Western Europe, Modern 
and Contemporary, i.e., the present, and art and craft, which may have 
begun even before the fabric was physically liberated.
Tezuka named the title of this exhibition Dear Oblivion. When we look 
back on the past we tend to simply trace our retrievable memories. 
However, memories and oblivion are like two sides of the same coin, and 
there is always something forgotten behind retrievable memories. Hence, 
the word reflects Tezuka’s sincere aspiration to cast our attention on not 
only the traces of the past that are accessible but also unobtrusive 
moments that have long descended into oblivion. Untold stories that 
have been fallen into oblivion are sometimes painful. There is both 
unintended and intended reduction of certain events to obscurity. While 
recalling one’s memories and looking back at history, one may notice 
moments and events lost into oblivion. In such instances, instead of 
glorifying and idealizing them upon recollecting, it is vital to re-examine 
the situations, in which the events occurred, critically reflect on them, 
and share the process of the exploration with the wider public.   

1. レンブラントの《夜警》：「失敗作」と誤解

オランダ絵画の巨匠レンブラント・ファン・レイン（1606～1669年）

といえば、誰もがまず思い浮かべるのは、アムステルダム国立美

術館所蔵の大作《夜警》であろう。美術館にとって掛け替えのな
い最重要作品であるばかりでなく、レンブラントの最高傑作とも

考えられている。

今でこそ最高の声誉を博するこのレンブラントの作品であるが、

発表当初の評判はあまり良いものとは言えなかった。1639年初

冬、フランス・バニング・コック隊長とその市民自警団の隊員18名

は、自分たちの集団肖像画の制作をレンブラントに依頼した。火

縄銃手組合集会場の大広間の壁を飾るためだ。しかし、1642

年、遂にこの絵画が公開されたとき、意外なことに、依頼主から

過度の熱狂を持って受け入れられることはなかった。期待されて

いたのは、芸術家の独創的な解釈に基づく芸術作品ではなく、自

身の尊厳の精確な記録であった。つまり、隊員それぞれの肖像

が、ただ立派に描かれてさえいれば良かった。それにもかかわら

ず、この絵画には尊厳も再現性もほとんど見当たらないと一般的

に認知されてしまった。描かれた人物のほとんどは、身体の半分

が隠れていたり、背景に溶け込んでいたり、あるいは陰で顔が見

えなかったためである。さらに分が悪いことに、レンブラントは当

初の注文通り18人の肖像画を描く代わりに、構図の美しさを優

先させ場面をより盛り上げるために脇役をでっち上げ、実に31人

もの人物を画中に描き込んでいた。顧客である隊員たちは、これ

を実証する記録はないものの、《夜警》の仕上がりに不満を持っ
ていたと考えられている。一部の砲兵、例えば陰に隠れていた

り、あるいは部分的にしか描かれていない砲兵は特に不愉快

だったと想像できよう。《夜警》の完成後、何年にも渡りレンブラン
トが肖像画の注文を受けなかったことは驚くべきことではない。

レンブラントの依頼主は不満を残していたようだが、本作は、今日

では西洋美術史における傑作の中でも最上の作品と考えられて

いる。レンブラントは本作を、物語の深みが潜在する演劇的な歴

史画のように描き上げた。作品の完成度の高さは、ドラマチック

な場面へと観る者を惹きつける。隊長が腕を上げ指令を飛ばし、

太鼓が殴打され、火縄銃が装填され、そして引き金が引かれる。

こうして一つの複雑な場面が築き上げられ、光と陰の効果によっ

て空間に深みが与えられ、古典的な背景、すなわち歴史画に対

抗するようなバロック風の動きが画中に持ち込まれた。レンブラン

トは、集団肖像画の人物に動作を与えた最初の画家であった。市

警団の隊員たちは太鼓に合わせて行進を始め、今にも出動しそ

うな姿勢を見せている。この画家は、光の扱い方に関しても、類を

見ないものがあった。絵画のタイトル《夜警》は画家自身が付けた
ものではなく、むしろ全くの誤解から生まれたものである。〔このタ

イトルがつけられた〕19世紀までに、キャンバスはあまりに黒ずみ、

薄汚れてしまったため、夜間パトロールをする市警団、つまり「夜
警」の様子を表現した絵画であると考えられてしまった。ところ
が、キャンバスの黒ずみが除去されると、市警団が立っているの

は、日中の光が射し込む暗い室内であることが明らかになった

のだ。

2. レンブラントのインドと日本

レンブラントをインドや日本と関連づけることはどちらかといえば

珍しいことだが、しかし、実のところ、この画家の「驚異の部屋」〔分
野を問わず世界各地の珍品が集められ陳列された部屋〕の中には、イン

ド、中国、そして日本を含む東洋の蒐集品が並んでいた。とりわけ

この画家は、ムガル朝時代の細密画に夢中になっていたようだ。

レンブラントの所有品目録の1656年7月25日の項目に「珍妙な細
密画が多数掲載の画集」という記述が見られる。これはムガル朝
の細密画を言及したものと考えられている。レンブラントが他の

芸術家の作品を模写することはほとんどなかったが、彼が所有し

ていたムガル朝時代の細密画に関しては、25枚からなる一連の

忠実な模写が行なわれたことが確認されている。

アムステルダム国立美術館のコレクションには、1656年から

1658年にかけてレンブラントがムガル朝の細密画から模写し

た3枚のスケッチがあるが、例えば《ムガル皇帝 ジャハーンギー

ル》（注１）のように３枚とも和紙に描かれていることは特筆すべきこ
とだ。17世紀のオランダ人画家にとって、和紙は馴染みないもの

ではなく、例えばヘラクレス・セーヘルス（1589～1638年）など、レ

ンブラント以外の芸術家でも、和紙を使って版画制作に取り組ん

でいたことがわかっている。

3. インド更紗のオランダと日本

更紗とは、木版あるいは手描きで施された花模様などの文様で

知られるインド産の木綿の布地のことである。オランダ東インド会

社（VOC）の交易によって、大量の更紗がインドからヨーロッパに

もたらされ、更には、ペルシャ〔現イラン〕、シャム〔現タイ〕、インドネシ

ア、中国、そして日本へと広域に渡り流通していった。更紗は、

ヨーロッパでは、衣服の生産だけなく、室内装飾においても重要

な役割を果たした。輸入された更紗の異国風な文様は、ヨーロッ

パで瞬く間に採用され（そして改変され）、次第にヨーロッパからの

注文が、インドでの生産にまで影響を及ぼすようになった。更紗

がヨーロッパ全体で人気を博すのは時間の問題だった。富裕層

の間では、更紗を用いた室内装飾が評判となり、各地の城や宮

殿でも用いられるほどになった。

更紗を作る工程は複雑だった。まず、木綿に〔染色の色が定着しにく

い素材であるため〕様 な々油脂を用いた一連の処理が繰り返し施さ

れる。木綿が染色できる状態になったら、染料毎に異なる工程が

踏まれる。濃い色彩や〔染料を発色・定着させるために化学反応を起こ

させる薬剤である〕媒染剤は、文様が彫刻された木版で布に直接

押捺されたり、あるいは筆にて手描きで施された。デザインによっ

ては文様の特定の部分の染色を防ぐために蝋が用いられること

もあった。

日本の鎖国政策によって1641年以降はオランダと中国のみが長

崎での交易を許可され、この状態は1854年まで続いた。オラン

ダ東インド会社を通してインド更紗は日本にも紹介され、異国風

情溢れる織物として珍重された。茶人からは茶道具を包むため

の「名物裂」として重宝された。掛軸の表装に用いられたり、着物
に仕立てられることすらあった。こうしてインド更紗は江戸時代

の日本の染織生産にも影響を与えた。日本風の更紗が作られた

だけでなく、友禅染など、名高い郷土の伝統的な染織産業をも刺

激した。他方で、更紗はヨーロッパでの染織生産にも影響を与

え、銅版の捺染機で刷られた布地は19世紀の代表的な工業製

品の一つとなった。興味深いことに、鎖国以降の日本は近代化を

歓迎し、急な方向転換と大量生産の流れは、人 の々暮らしを大き

く変容させ、その影響は、今日までなお残り続けている。

4. 手塚愛子の「レンブラント×更紗」

手塚愛子のアートプロジェクト「レンブラント×更紗」は、オランダ

の巨匠レンブラントへのオマージュとして展開される。2019年は

レンブラント没後350周年であるが、手塚は、オランダと日本の交

易による結びつきに糸口を見つけつつ、歴史ある更紗とオランダ

黄金時代を象徴するレンブラントの《夜警》を流用した特別なタ
ペストリーをデザインした。

現在進行中のこのプロジェクトからはこれまでに2つの作品が生

まれた。一つ目は、手塚によってデザインされたタペストリー《華の
闇（夜警）》である［fig.3］。《夜警》の画面上を覆っていた暗い空間
が、アムステルダム国立美術館の所蔵品を中心に選ばれた色鮮や

かなインド更紗によって埋め尽くされている（注２）。このタペストリー

を、レンブラントの傑作と歴史的な更紗のコラージュとみなすこと

もできよう。両者は溶け合って一つの芸術作品を織りなしている。

絵画と織物は、美術と工芸に区別して捉えられる向きがあるた

め、両者に対する価値認識には隔たりがあろう。《夜警》の当初の
注文時には、依頼主である市警団の18人それぞれが100ギル

ダーを支払ったとされている。ところが当時は、タペストリーのよう

な織物の方がよほど高級品であった。手塚の作品は、美術と工

芸の区別という問題に果敢に挑んでいると言えよう。「17世紀に

は、日々 の暮らしの中で絵画と織物は共存しており、互いに影響

を及ぼし合う関係だったのではないだろうか。」こう手塚は推察
する。事実、17世紀には、重要な芸術家は折に触れてタペスト

リーのデザインも手がけていたのであり、ペーテル・パウル・ルー

ベンス（1577～1640年）はその最たる例である。

手塚の本タペストリー作品において、晴れやかな色のインド更紗

は、あたかもオランダ東インド会社の海外での繁栄を象徴するか

のように、絵画上の光となった。オランダ黄金時代には、錯覚を起

こさせるだまし絵のようなカーテンが、絵画の新たなモチーフとし

て扱われるようになったが、1646年という年号と署名が並んで書

き込まれたカッセルにあるレンブラントの《カーテンのある聖家
族》は、このモチーフを擁するオランダ絵画の最初のものと考え
られている（注３）。手塚のタペストリー作品において、画面の暗い部

分を埋め尽くしている更紗は、一見すると、あたかもレンブラント

によって設えられた舞台幕のように見える。しかし手塚のタペスト

リーの更紗は、本物の更紗ではない。レンブラントのカーテンが

本物のカーテンではなく画中に描かれたものであるように、手塚

の更紗は、タペストリーとして織り込まれたものである。こうして手

塚は作品の中で美術の歴史的なモチーフと戯れるのだ。

もう一つの作品は、織り込まれたタペストリーの経糸を作家が自

ら解き、更に織り直したものだ。タペストリーを織る過程、そして織

り直す過程は、歴史の構築、そして再構築の過程をみなすことが

できるだろう。それならば、タペストリーの経糸を解いていく過程

は、歴史の脱構築と言えよう。

手塚の「レンブラント×更紗」プロジェクトは、作家特有の芸術的
弁証法の賜物だと私は考える。レンブラントの絵画とオランダ黄

金時代における東インド会社の海外交易、オランダと日本の通商

関係、そしてインド更紗という異なる要素が、統合され、見事芸術

作品へと昇華されているのである。手塚はこう語る。「よく思い出
せない私の祖先たちの前近代的な記憶とその断絶、西洋との混

血状態を受け入れざるを得ない場所から、今まで見たこともない

ものを作りたいと思う。そしてその「新しいもの」は、純粋にオリジ
ナルである必要もないかもしれない、とも。」歴史を経糸に、芸術
を緯糸に見なすなら、手塚の作品には、作家自らの手によって、

芸術と歴史が織り交ぜられていると言えよう。
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1.  Rembrandt’s The Night Watch: A ‘Failed’ Masterpiece and a 
Misunderstanding

When one thinks of the Dutch master Rembrandt van Rijn (1606-1669), 
his monumental work The Night Watch in the collection of the 
Rijksmuseum, Amsterdam would probably spring to his or her mind. The 
painting is considered not only the most precious and important work in 
the museum collection but also the artist’s magnum opus. 

Despite that, this most celebrated Rembrandt’s work was not so well 
received in the wake of its completion. In the early winter of 1639, the 
Civilian Company of Captain Frans Banninck Cocq commissioned 
Rembrandt to produce a group portrait of 18 people, and the painting 
was planned to be hung in the banquet hall of the Kloveniersdoelen 
(Arquebusiers Assembly Hall). When the commissioned piece was finally 
unveiled in 1642, much to his surprise, the artist did not meet with an 
overly enthusiastic reception from his clients. What they had expected 
was more of the accurate documentation of their dignity than a work of 
art with the artist’s creative interpretation. That is to say, each of them 
simply wanted to have his portrait painted in a respectable manner. 
Nonetheless, it was generally agreed that there was little dignity or 
accurate representation found in the painting, since most of the figures 
depicted in the painting were either half concealed, fading into the 
background, or having their faces painted in shade. To make matters 
worse, instead of painting the eighteen people as originally requested, 
Rembrandt had rendered thirty-one figures in his painting, adding extra 
ones purely for aesthetic and compositional purposes and intending to 
liven up the scene. The militiamen, the customers, were supposedly 
dissatisfied with the final outcome, although there is no concrete record 
of confirming this. It is conceivable, however, that some of the gunmen, 
for instance, those portrayed in shade or only partially, may have been 
particularly displeased with the image. It was no surprising that after 
completing The Night Watch Rembrandt rarely received portrait 
commissions for many years. 

Although Rembrandt’s clients may not have been happy with the work, 
today the painting is considered one of the finest pieces ever created even 
among the so-called masterpieces in the history of European art. 
Rembrandt executed this picture as a theatrical history painting with 
much depth latent in its content. The arresting quality of the painting 
pulls the viewer into the dramatic scene, where the captain raises his arm, 
giving a command, the beat of a drum is reverberating, the rifle is loaded, 
and the triggered is caulked. Rembrandt built up a complex scene, giving 
depth to the space with light and shade and staging Baroque movements 
against a classical backdrop. Rembrandt was the first artist to depict 
figures in action in a group portrait, showing the civic guardsmen taking 
ownership of their duties and marching to the drumbeat. His 
manipulation of light was also unprecedented. Be that as it may, the title 
of the painting, The Night Watch, was not given by Rembrandt but rather 
derived from a pure misunderstanding. By the 19th century, the canvas 
had become so darkened and dirty that it was thought to represent a 
‘night watch’, a group of militiamen on night patrol. After the canvas was 
cleaned up, however, it became clear that the guards were standing in a 
dark interior illuminated by beams of daylight.

2.  Rembrandt with India & Japan

It is rather unusual to associate Rembrandt with India, or Japan for that 
matter, but the truth is that in his cabinet of curiosities, there were 
objects from the Orient, including goods of Indian, Chinese and Japanese 
origin. He was particularly fascinated by miniature paintings from the 
Mughal court of India. In the inventory that catalogues his belongings, 
an entry on July 25, 1656 reads, “a ditto [art book] full of curious 
miniature drawings.” This would probably have referred to these Mughal 
miniatures. While he hardly ever made faithful copies of other artists’ 
works, he did make a series of copies, twenty-five to be precise, of the 
Mughal miniatures that he owned.

In the Rijksmuseum collection, there are three sketches made by 
Rembrandt during 1656-1658, which he copied from these Mughal 
miniatures, and most strikingly these sketches were all drawn on Japanese 
paper, for example, The Mughal Emperor Jahangir (*1). Japanese paper was 
not unfamiliar to Dutch artists in the 17th century, and it was not only 
Rembrandt who used it but also other artists. For example, Hercules 
Segers (1589-1638) made prints with Japanese paper.

3.  Indian Chintz with the Netherlands and Japan

Chintz refers to the cotton fabric that was woodblock printed and 
hand-painted with designs featuring flowers and other patterns produced 
in India. Imported by the Dutch East Indian Company (VOC), chintz 
arrived in Europe in vast quantities and was also widely distributed in 
Persia, Siam, Indonesia, China, and Japan. In Europe, it was not only 
made into clothing but also played an important role in interior 
decoration. The exotic motifs of imported chintz were quickly adopted 
(and adapted) in Europe, and in turn, commissions from Europeans 
influenced its production in India. In no time, the popularity of chintz 
spread all over Europe. Decorating interiors with chintz was popular 
among the wealthy, and it was also used in castles and palaces.

The process of making chintz was complicated. First, the cotton was 
subjected to a repeated sequence of treatments with various oils and fats. 
Once the cotton was ready to be dyed, each color was applied in a 
separate step. Some thick colors and mordants were directly printed with 
carved woodblocks or applied with a brush. To preserve specific areas of 
the design, wax was used as a dye resist. 

After 1641, Japan’s national isolation policy (sokoku 鎖国) allowed only 
the Dutch and Chinese to trade in Nagasaki until 1854. Through the 
Dutch VOC, Indian chintz was brought into Japan, where it was 
cherished as an exotic textile. In Japan, it was called sarasa (更紗) and 
widely used among devotees of the tea ceremony to wrap artifacts used 
during tea ceremonies and called meibutsugire (名物裂). It was also used 
to mount scroll paintings and was even made into kimonos during the 
Edo period (1603-1868). The Indian chintz also inspired the Japanese 
textile production. Not only was chintz made into the Japanese style, but 
also it stimulated the local traditional textile industry, including the 
famous yūzen-dyeing. Meanwhile, chintz also influenced the textile 
production in Europe, and the copperplate machine printed fabric had 
become iconic products in the 19th century. Interestingly, after the 
isolation policy, Japan welcomed the country’s modernization, and the 
rapid transformation and mass production changed the way people lived, 
and the impact has lasted even until today.  

4.  Aiko Tezuka’s Rembrandt x Chintz

Aiko Tezuka’s art project Rembrandt x Chintz is intended to pay homage 
to the Dutch master Rembrandt. 2019 marks the 350th anniversary of 
Rembrandt’s death. Finding a thread in the history of the commerce-driven 
interchange between the Netherlands and Japan, Aiko Tezuka designed a 
special tapestry appropriating the historical chintz and Rembrandt’s The 
Night Watch, the iconic painting of the Dutch Golden Age. 

This ongoing project has so far yielded two works. One is a tapestry, 
Flowery Obscurity (The Night Watch) , designed by Aiko Tezuka [fig.3]. On 
the tapestry, the colorful Indian chintz fabrics (mostly chosen from the 

collection of the Rijksmuseum) fill the dark areas of The Night Watch (*2). In 
other words, the tapestry can also be seen as a collage of Rembrandt’s 
masterpiece and the historical chintz, and together, they merged into a 
new artwork. 

One tends to divide painting and textile into high-art and craft, hence the 
perceived values are different. In the original commission of The Night 
Watch, each of the 18 members of the company paid ƒ100 to have their 
portraits painted, however, at that time, the cost of a tapestry would have 
been much higher. Aiko Tezuka’s work tackles the issue of differentiating 
between fine art and craft. She once stated, “I would assume that 
paintings and textiles were actually treated equally in people’s daily life in 
the 17th century and influencing each other.” In fact, in the 17th century, 
important artists occasionally worked on tapestry designs, and the most 
notable one was Peter Paul Rubens (1577-1640). 

In this work, the brightly colored Indian chintz became the light in the 
painting, which symbolized the profitable overseas trade of the Dutch 
VOC. The illusionistic curtain was a novel motif for painters during the 
Dutch Golden Age. Rembrandt’s Holy Family with a Curtain in Kassel, 
signed and dated 1646, is the earliest dated Dutch painting to bear this 
motif (*3). At first glance, the chintz that fills the dark areas looks almost 
like the curtain on a stage that was set up by Rembrandt. But the chintz 
here is not the real chintz. It is woven on a tapestry, like the curtain in 
Rembrandt’s painting, which is not a real curtain but painted on canvas. 
Here, Aiko Tezuka plays this art historical motif in her work.

In another work of hers, Aiko Tezuka untied the warp threads of a woven 
tapestry and re-wove them. The process of weaving and re-weaving can be 

considered akin to the process of constructing and re-constructing 
history, while the process of untying the threads can be seen as a process 
of de-constructing history. 

I see Aiko Tezuka’s art project Rembrandt x Chintz as her artistic dialectic 
between Rembrandt’s work, the overseas trade of VOC in the Dutch 
Golden Age, the relationship between the Netherlands and Japan, and the 
Indian chintz. Aiko Tezuka stated, “Accepting the rupture of the cultural 
lineage, I decided to embrace the cultural hybridization between the West 
and the East in order to create something new upon that which is neither 
original nor firmly fixed.” In her works, art and history are intertwined. 
One could perhaps see history as the warp and art as the weft, and by 
Aiko Tezuka’s hand, they are woven together.

1. レンブラントの《夜警》：「失敗作」と誤解

オランダ絵画の巨匠レンブラント・ファン・レイン（1606～1669年）

といえば、誰もがまず思い浮かべるのは、アムステルダム国立美

術館所蔵の大作《夜警》であろう。美術館にとって掛け替えのな
い最重要作品であるばかりでなく、レンブラントの最高傑作とも

考えられている。

今でこそ最高の声誉を博するこのレンブラントの作品であるが、

発表当初の評判はあまり良いものとは言えなかった。1639年初

冬、フランス・バニング・コック隊長とその市民自警団の隊員18名

は、自分たちの集団肖像画の制作をレンブラントに依頼した。火

縄銃手組合集会場の大広間の壁を飾るためだ。しかし、1642

年、遂にこの絵画が公開されたとき、意外なことに、依頼主から

過度の熱狂を持って受け入れられることはなかった。期待されて

いたのは、芸術家の独創的な解釈に基づく芸術作品ではなく、自

身の尊厳の精確な記録であった。つまり、隊員それぞれの肖像

が、ただ立派に描かれてさえいれば良かった。それにもかかわら

ず、この絵画には尊厳も再現性もほとんど見当たらないと一般的

に認知されてしまった。描かれた人物のほとんどは、身体の半分

が隠れていたり、背景に溶け込んでいたり、あるいは陰で顔が見

えなかったためである。さらに分が悪いことに、レンブラントは当

初の注文通り18人の肖像画を描く代わりに、構図の美しさを優

先させ場面をより盛り上げるために脇役をでっち上げ、実に31人

もの人物を画中に描き込んでいた。顧客である隊員たちは、これ

を実証する記録はないものの、《夜警》の仕上がりに不満を持っ
ていたと考えられている。一部の砲兵、例えば陰に隠れていた

り、あるいは部分的にしか描かれていない砲兵は特に不愉快

だったと想像できよう。《夜警》の完成後、何年にも渡りレンブラン
トが肖像画の注文を受けなかったことは驚くべきことではない。

レンブラントの依頼主は不満を残していたようだが、本作は、今日

では西洋美術史における傑作の中でも最上の作品と考えられて

いる。レンブラントは本作を、物語の深みが潜在する演劇的な歴

史画のように描き上げた。作品の完成度の高さは、ドラマチック

な場面へと観る者を惹きつける。隊長が腕を上げ指令を飛ばし、

太鼓が殴打され、火縄銃が装填され、そして引き金が引かれる。

こうして一つの複雑な場面が築き上げられ、光と陰の効果によっ

て空間に深みが与えられ、古典的な背景、すなわち歴史画に対

抗するようなバロック風の動きが画中に持ち込まれた。レンブラン

トは、集団肖像画の人物に動作を与えた最初の画家であった。市

警団の隊員たちは太鼓に合わせて行進を始め、今にも出動しそ

うな姿勢を見せている。この画家は、光の扱い方に関しても、類を

見ないものがあった。絵画のタイトル《夜警》は画家自身が付けた
ものではなく、むしろ全くの誤解から生まれたものである。〔このタ

イトルがつけられた〕19世紀までに、キャンバスはあまりに黒ずみ、

薄汚れてしまったため、夜間パトロールをする市警団、つまり「夜
警」の様子を表現した絵画であると考えられてしまった。ところ
が、キャンバスの黒ずみが除去されると、市警団が立っているの

は、日中の光が射し込む暗い室内であることが明らかになった

のだ。

2. レンブラントのインドと日本

レンブラントをインドや日本と関連づけることはどちらかといえば

珍しいことだが、しかし、実のところ、この画家の「驚異の部屋」〔分
野を問わず世界各地の珍品が集められ陳列された部屋〕の中には、イン

ド、中国、そして日本を含む東洋の蒐集品が並んでいた。とりわけ

この画家は、ムガル朝時代の細密画に夢中になっていたようだ。

レンブラントの所有品目録の1656年7月25日の項目に「珍妙な細
密画が多数掲載の画集」という記述が見られる。これはムガル朝
の細密画を言及したものと考えられている。レンブラントが他の

芸術家の作品を模写することはほとんどなかったが、彼が所有し

ていたムガル朝時代の細密画に関しては、25枚からなる一連の

忠実な模写が行なわれたことが確認されている。

アムステルダム国立美術館のコレクションには、1656年から

1658年にかけてレンブラントがムガル朝の細密画から模写し

た3枚のスケッチがあるが、例えば《ムガル皇帝 ジャハーンギー

ル》（注１）のように３枚とも和紙に描かれていることは特筆すべきこ
とだ。17世紀のオランダ人画家にとって、和紙は馴染みないもの

ではなく、例えばヘラクレス・セーヘルス（1589～1638年）など、レ

ンブラント以外の芸術家でも、和紙を使って版画制作に取り組ん

でいたことがわかっている。

3. インド更紗のオランダと日本

更紗とは、木版あるいは手描きで施された花模様などの文様で

知られるインド産の木綿の布地のことである。オランダ東インド会

社（VOC）の交易によって、大量の更紗がインドからヨーロッパに

もたらされ、更には、ペルシャ〔現イラン〕、シャム〔現タイ〕、インドネシ

ア、中国、そして日本へと広域に渡り流通していった。更紗は、

ヨーロッパでは、衣服の生産だけなく、室内装飾においても重要

な役割を果たした。輸入された更紗の異国風な文様は、ヨーロッ

パで瞬く間に採用され（そして改変され）、次第にヨーロッパからの

注文が、インドでの生産にまで影響を及ぼすようになった。更紗

がヨーロッパ全体で人気を博すのは時間の問題だった。富裕層

の間では、更紗を用いた室内装飾が評判となり、各地の城や宮

殿でも用いられるほどになった。

更紗を作る工程は複雑だった。まず、木綿に〔染色の色が定着しにく

い素材であるため〕様 な々油脂を用いた一連の処理が繰り返し施さ

れる。木綿が染色できる状態になったら、染料毎に異なる工程が

踏まれる。濃い色彩や〔染料を発色・定着させるために化学反応を起こ

させる薬剤である〕媒染剤は、文様が彫刻された木版で布に直接

押捺されたり、あるいは筆にて手描きで施された。デザインによっ

ては文様の特定の部分の染色を防ぐために蝋が用いられること

もあった。

日本の鎖国政策によって1641年以降はオランダと中国のみが長

崎での交易を許可され、この状態は1854年まで続いた。オラン

ダ東インド会社を通してインド更紗は日本にも紹介され、異国風

情溢れる織物として珍重された。茶人からは茶道具を包むため

の「名物裂」として重宝された。掛軸の表装に用いられたり、着物
に仕立てられることすらあった。こうしてインド更紗は江戸時代

の日本の染織生産にも影響を与えた。日本風の更紗が作られた

だけでなく、友禅染など、名高い郷土の伝統的な染織産業をも刺

激した。他方で、更紗はヨーロッパでの染織生産にも影響を与

え、銅版の捺染機で刷られた布地は19世紀の代表的な工業製

品の一つとなった。興味深いことに、鎖国以降の日本は近代化を

歓迎し、急な方向転換と大量生産の流れは、人 の々暮らしを大き

く変容させ、その影響は、今日までなお残り続けている。

4. 手塚愛子の「レンブラント×更紗」

手塚愛子のアートプロジェクト「レンブラント×更紗」は、オランダ

の巨匠レンブラントへのオマージュとして展開される。2019年は

レンブラント没後350周年であるが、手塚は、オランダと日本の交

易による結びつきに糸口を見つけつつ、歴史ある更紗とオランダ

黄金時代を象徴するレンブラントの《夜警》を流用した特別なタ
ペストリーをデザインした。

現在進行中のこのプロジェクトからはこれまでに2つの作品が生

まれた。一つ目は、手塚によってデザインされたタペストリー《華の
闇（夜警）》である［fig.3］。《夜警》の画面上を覆っていた暗い空間
が、アムステルダム国立美術館の所蔵品を中心に選ばれた色鮮や

かなインド更紗によって埋め尽くされている（注２）。このタペストリー

を、レンブラントの傑作と歴史的な更紗のコラージュとみなすこと

もできよう。両者は溶け合って一つの芸術作品を織りなしている。

絵画と織物は、美術と工芸に区別して捉えられる向きがあるた

め、両者に対する価値認識には隔たりがあろう。《夜警》の当初の
注文時には、依頼主である市警団の18人それぞれが100ギル

ダーを支払ったとされている。ところが当時は、タペストリーのよう

な織物の方がよほど高級品であった。手塚の作品は、美術と工

芸の区別という問題に果敢に挑んでいると言えよう。「17世紀に

は、日々 の暮らしの中で絵画と織物は共存しており、互いに影響

を及ぼし合う関係だったのではないだろうか。」こう手塚は推察
する。事実、17世紀には、重要な芸術家は折に触れてタペスト

リーのデザインも手がけていたのであり、ペーテル・パウル・ルー

ベンス（1577～1640年）はその最たる例である。

手塚の本タペストリー作品において、晴れやかな色のインド更紗

は、あたかもオランダ東インド会社の海外での繁栄を象徴するか

のように、絵画上の光となった。オランダ黄金時代には、錯覚を起

こさせるだまし絵のようなカーテンが、絵画の新たなモチーフとし

て扱われるようになったが、1646年という年号と署名が並んで書

き込まれたカッセルにあるレンブラントの《カーテンのある聖家
族》は、このモチーフを擁するオランダ絵画の最初のものと考え
られている（注３）。手塚のタペストリー作品において、画面の暗い部

分を埋め尽くしている更紗は、一見すると、あたかもレンブラント

によって設えられた舞台幕のように見える。しかし手塚のタペスト

リーの更紗は、本物の更紗ではない。レンブラントのカーテンが

本物のカーテンではなく画中に描かれたものであるように、手塚

の更紗は、タペストリーとして織り込まれたものである。こうして手

塚は作品の中で美術の歴史的なモチーフと戯れるのだ。

もう一つの作品は、織り込まれたタペストリーの経糸を作家が自

ら解き、更に織り直したものだ。タペストリーを織る過程、そして織

り直す過程は、歴史の構築、そして再構築の過程をみなすことが

できるだろう。それならば、タペストリーの経糸を解いていく過程

は、歴史の脱構築と言えよう。

手塚の「レンブラント×更紗」プロジェクトは、作家特有の芸術的
弁証法の賜物だと私は考える。レンブラントの絵画とオランダ黄

金時代における東インド会社の海外交易、オランダと日本の通商

関係、そしてインド更紗という異なる要素が、統合され、見事芸術

作品へと昇華されているのである。手塚はこう語る。「よく思い出
せない私の祖先たちの前近代的な記憶とその断絶、西洋との混

血状態を受け入れざるを得ない場所から、今まで見たこともない

ものを作りたいと思う。そしてその「新しいもの」は、純粋にオリジ
ナルである必要もないかもしれない、とも。」歴史を経糸に、芸術
を緯糸に見なすなら、手塚の作品には、作家自らの手によって、

芸術と歴史が織り交ぜられていると言えよう。

アプロプリエイト

イリュージョン

たて

よこ

ほど

̶
（注１） レンブラント・ファン・レイン《ムガル皇帝 ジャハーンギール》1656年、和紙にイン
ク、18.3 x 12 cm、アムステルダム国立美術館蔵
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-T-1961-82（アクセス日：2019年7

月11日）
（注２） 正路佐知子「「自分自身が針と糸になる」̶ ̶手塚愛子の手法と思考」を参照され
たい。
（注３） レンブラント・ファン・レイン《カーテンのある聖家族》1646年、木板に油彩、46.5 x 

69 cm、ヴィルヘルムスヘーエ城絵画館蔵（カッセル）
https://altemeister.museum-kassel.de/33765/ （アクセス日：2019年7月11日）

※〔　　〕内は全て訳者注

（翻訳：三上真理子）
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1.  Rembrandt’s The Night Watch: A ‘Failed’ Masterpiece and a 
Misunderstanding

When one thinks of the Dutch master Rembrandt van Rijn (1606-1669), 
his monumental work The Night Watch in the collection of the 
Rijksmuseum, Amsterdam would probably spring to his or her mind. The 
painting is considered not only the most precious and important work in 
the museum collection but also the artist’s magnum opus. 

Despite that, this most celebrated Rembrandt’s work was not so well 
received in the wake of its completion. In the early winter of 1639, the 
Civilian Company of Captain Frans Banninck Cocq commissioned 
Rembrandt to produce a group portrait of 18 people, and the painting 
was planned to be hung in the banquet hall of the Kloveniersdoelen 
(Arquebusiers Assembly Hall). When the commissioned piece was finally 
unveiled in 1642, much to his surprise, the artist did not meet with an 
overly enthusiastic reception from his clients. What they had expected 
was more of the accurate documentation of their dignity than a work of 
art with the artist’s creative interpretation. That is to say, each of them 
simply wanted to have his portrait painted in a respectable manner. 
Nonetheless, it was generally agreed that there was little dignity or 
accurate representation found in the painting, since most of the figures 
depicted in the painting were either half concealed, fading into the 
background, or having their faces painted in shade. To make matters 
worse, instead of painting the eighteen people as originally requested, 
Rembrandt had rendered thirty-one figures in his painting, adding extra 
ones purely for aesthetic and compositional purposes and intending to 
liven up the scene. The militiamen, the customers, were supposedly 
dissatisfied with the final outcome, although there is no concrete record 
of confirming this. It is conceivable, however, that some of the gunmen, 
for instance, those portrayed in shade or only partially, may have been 
particularly displeased with the image. It was no surprising that after 
completing The Night Watch Rembrandt rarely received portrait 
commissions for many years. 

Although Rembrandt’s clients may not have been happy with the work, 
today the painting is considered one of the finest pieces ever created even 
among the so-called masterpieces in the history of European art. 
Rembrandt executed this picture as a theatrical history painting with 
much depth latent in its content. The arresting quality of the painting 
pulls the viewer into the dramatic scene, where the captain raises his arm, 
giving a command, the beat of a drum is reverberating, the rifle is loaded, 
and the triggered is caulked. Rembrandt built up a complex scene, giving 
depth to the space with light and shade and staging Baroque movements 
against a classical backdrop. Rembrandt was the first artist to depict 
figures in action in a group portrait, showing the civic guardsmen taking 
ownership of their duties and marching to the drumbeat. His 
manipulation of light was also unprecedented. Be that as it may, the title 
of the painting, The Night Watch, was not given by Rembrandt but rather 
derived from a pure misunderstanding. By the 19th century, the canvas 
had become so darkened and dirty that it was thought to represent a 
‘night watch’, a group of militiamen on night patrol. After the canvas was 
cleaned up, however, it became clear that the guards were standing in a 
dark interior illuminated by beams of daylight.

2.  Rembrandt with India & Japan

It is rather unusual to associate Rembrandt with India, or Japan for that 
matter, but the truth is that in his cabinet of curiosities, there were 
objects from the Orient, including goods of Indian, Chinese and Japanese 
origin. He was particularly fascinated by miniature paintings from the 
Mughal court of India. In the inventory that catalogues his belongings, 
an entry on July 25, 1656 reads, “a ditto [art book] full of curious 
miniature drawings.” This would probably have referred to these Mughal 
miniatures. While he hardly ever made faithful copies of other artists’ 
works, he did make a series of copies, twenty-five to be precise, of the 
Mughal miniatures that he owned.

In the Rijksmuseum collection, there are three sketches made by 
Rembrandt during 1656-1658, which he copied from these Mughal 
miniatures, and most strikingly these sketches were all drawn on Japanese 
paper, for example, The Mughal Emperor Jahangir (*1). Japanese paper was 
not unfamiliar to Dutch artists in the 17th century, and it was not only 
Rembrandt who used it but also other artists. For example, Hercules 
Segers (1589-1638) made prints with Japanese paper.

3.  Indian Chintz with the Netherlands and Japan

Chintz refers to the cotton fabric that was woodblock printed and 
hand-painted with designs featuring flowers and other patterns produced 
in India. Imported by the Dutch East Indian Company (VOC), chintz 
arrived in Europe in vast quantities and was also widely distributed in 
Persia, Siam, Indonesia, China, and Japan. In Europe, it was not only 
made into clothing but also played an important role in interior 
decoration. The exotic motifs of imported chintz were quickly adopted 
(and adapted) in Europe, and in turn, commissions from Europeans 
influenced its production in India. In no time, the popularity of chintz 
spread all over Europe. Decorating interiors with chintz was popular 
among the wealthy, and it was also used in castles and palaces.

The process of making chintz was complicated. First, the cotton was 
subjected to a repeated sequence of treatments with various oils and fats. 
Once the cotton was ready to be dyed, each color was applied in a 
separate step. Some thick colors and mordants were directly printed with 
carved woodblocks or applied with a brush. To preserve specific areas of 
the design, wax was used as a dye resist. 

After 1641, Japan’s national isolation policy (sokoku 鎖国) allowed only 
the Dutch and Chinese to trade in Nagasaki until 1854. Through the 
Dutch VOC, Indian chintz was brought into Japan, where it was 
cherished as an exotic textile. In Japan, it was called sarasa (更紗) and 
widely used among devotees of the tea ceremony to wrap artifacts used 
during tea ceremonies and called meibutsugire (名物裂). It was also used 
to mount scroll paintings and was even made into kimonos during the 
Edo period (1603-1868). The Indian chintz also inspired the Japanese 
textile production. Not only was chintz made into the Japanese style, but 
also it stimulated the local traditional textile industry, including the 
famous yūzen-dyeing. Meanwhile, chintz also influenced the textile 
production in Europe, and the copperplate machine printed fabric had 
become iconic products in the 19th century. Interestingly, after the 
isolation policy, Japan welcomed the country’s modernization, and the 
rapid transformation and mass production changed the way people lived, 
and the impact has lasted even until today.  

4.  Aiko Tezuka’s Rembrandt x Chintz

Aiko Tezuka’s art project Rembrandt x Chintz is intended to pay homage 
to the Dutch master Rembrandt. 2019 marks the 350th anniversary of 
Rembrandt’s death. Finding a thread in the history of the commerce-driven 
interchange between the Netherlands and Japan, Aiko Tezuka designed a 
special tapestry appropriating the historical chintz and Rembrandt’s The 
Night Watch, the iconic painting of the Dutch Golden Age. 

This ongoing project has so far yielded two works. One is a tapestry, 
Flowery Obscurity (The Night Watch) , designed by Aiko Tezuka [fig.3]. On 
the tapestry, the colorful Indian chintz fabrics (mostly chosen from the 

collection of the Rijksmuseum) fill the dark areas of The Night Watch (*2). In 
other words, the tapestry can also be seen as a collage of Rembrandt’s 
masterpiece and the historical chintz, and together, they merged into a 
new artwork. 

One tends to divide painting and textile into high-art and craft, hence the 
perceived values are different. In the original commission of The Night 
Watch, each of the 18 members of the company paid ƒ100 to have their 
portraits painted, however, at that time, the cost of a tapestry would have 
been much higher. Aiko Tezuka’s work tackles the issue of differentiating 
between fine art and craft. She once stated, “I would assume that 
paintings and textiles were actually treated equally in people’s daily life in 
the 17th century and influencing each other.” In fact, in the 17th century, 
important artists occasionally worked on tapestry designs, and the most 
notable one was Peter Paul Rubens (1577-1640). 

In this work, the brightly colored Indian chintz became the light in the 
painting, which symbolized the profitable overseas trade of the Dutch 
VOC. The illusionistic curtain was a novel motif for painters during the 
Dutch Golden Age. Rembrandt’s Holy Family with a Curtain in Kassel, 
signed and dated 1646, is the earliest dated Dutch painting to bear this 
motif (*3). At first glance, the chintz that fills the dark areas looks almost 
like the curtain on a stage that was set up by Rembrandt. But the chintz 
here is not the real chintz. It is woven on a tapestry, like the curtain in 
Rembrandt’s painting, which is not a real curtain but painted on canvas. 
Here, Aiko Tezuka plays this art historical motif in her work.

In another work of hers, Aiko Tezuka untied the warp threads of a woven 
tapestry and re-wove them. The process of weaving and re-weaving can be 

considered akin to the process of constructing and re-constructing 
history, while the process of untying the threads can be seen as a process 
of de-constructing history. 

I see Aiko Tezuka’s art project Rembrandt x Chintz as her artistic dialectic 
between Rembrandt’s work, the overseas trade of VOC in the Dutch 
Golden Age, the relationship between the Netherlands and Japan, and the 
Indian chintz. Aiko Tezuka stated, “Accepting the rupture of the cultural 
lineage, I decided to embrace the cultural hybridization between the West 
and the East in order to create something new upon that which is neither 
original nor firmly fixed.” In her works, art and history are intertwined. 
One could perhaps see history as the warp and art as the weft, and by 
Aiko Tezuka’s hand, they are woven together.

1. レンブラントの《夜警》：「失敗作」と誤解

オランダ絵画の巨匠レンブラント・ファン・レイン（1606～1669年）

といえば、誰もがまず思い浮かべるのは、アムステルダム国立美

術館所蔵の大作《夜警》であろう。美術館にとって掛け替えのな
い最重要作品であるばかりでなく、レンブラントの最高傑作とも

考えられている。

今でこそ最高の声誉を博するこのレンブラントの作品であるが、

発表当初の評判はあまり良いものとは言えなかった。1639年初

冬、フランス・バニング・コック隊長とその市民自警団の隊員18名

は、自分たちの集団肖像画の制作をレンブラントに依頼した。火

縄銃手組合集会場の大広間の壁を飾るためだ。しかし、1642

年、遂にこの絵画が公開されたとき、意外なことに、依頼主から

過度の熱狂を持って受け入れられることはなかった。期待されて

いたのは、芸術家の独創的な解釈に基づく芸術作品ではなく、自

身の尊厳の精確な記録であった。つまり、隊員それぞれの肖像

が、ただ立派に描かれてさえいれば良かった。それにもかかわら

ず、この絵画には尊厳も再現性もほとんど見当たらないと一般的

に認知されてしまった。描かれた人物のほとんどは、身体の半分

が隠れていたり、背景に溶け込んでいたり、あるいは陰で顔が見

えなかったためである。さらに分が悪いことに、レンブラントは当

初の注文通り18人の肖像画を描く代わりに、構図の美しさを優

先させ場面をより盛り上げるために脇役をでっち上げ、実に31人

もの人物を画中に描き込んでいた。顧客である隊員たちは、これ

を実証する記録はないものの、《夜警》の仕上がりに不満を持っ
ていたと考えられている。一部の砲兵、例えば陰に隠れていた

り、あるいは部分的にしか描かれていない砲兵は特に不愉快

だったと想像できよう。《夜警》の完成後、何年にも渡りレンブラン
トが肖像画の注文を受けなかったことは驚くべきことではない。

レンブラントの依頼主は不満を残していたようだが、本作は、今日

では西洋美術史における傑作の中でも最上の作品と考えられて

いる。レンブラントは本作を、物語の深みが潜在する演劇的な歴

史画のように描き上げた。作品の完成度の高さは、ドラマチック

な場面へと観る者を惹きつける。隊長が腕を上げ指令を飛ばし、

太鼓が殴打され、火縄銃が装填され、そして引き金が引かれる。

こうして一つの複雑な場面が築き上げられ、光と陰の効果によっ

て空間に深みが与えられ、古典的な背景、すなわち歴史画に対

抗するようなバロック風の動きが画中に持ち込まれた。レンブラン

トは、集団肖像画の人物に動作を与えた最初の画家であった。市

警団の隊員たちは太鼓に合わせて行進を始め、今にも出動しそ

うな姿勢を見せている。この画家は、光の扱い方に関しても、類を

見ないものがあった。絵画のタイトル《夜警》は画家自身が付けた
ものではなく、むしろ全くの誤解から生まれたものである。〔このタ

イトルがつけられた〕19世紀までに、キャンバスはあまりに黒ずみ、

薄汚れてしまったため、夜間パトロールをする市警団、つまり「夜
警」の様子を表現した絵画であると考えられてしまった。ところ
が、キャンバスの黒ずみが除去されると、市警団が立っているの

は、日中の光が射し込む暗い室内であることが明らかになった

のだ。

2. レンブラントのインドと日本

レンブラントをインドや日本と関連づけることはどちらかといえば

珍しいことだが、しかし、実のところ、この画家の「驚異の部屋」〔分
野を問わず世界各地の珍品が集められ陳列された部屋〕の中には、イン

ド、中国、そして日本を含む東洋の蒐集品が並んでいた。とりわけ

この画家は、ムガル朝時代の細密画に夢中になっていたようだ。

レンブラントの所有品目録の1656年7月25日の項目に「珍妙な細
密画が多数掲載の画集」という記述が見られる。これはムガル朝
の細密画を言及したものと考えられている。レンブラントが他の

芸術家の作品を模写することはほとんどなかったが、彼が所有し

ていたムガル朝時代の細密画に関しては、25枚からなる一連の

忠実な模写が行なわれたことが確認されている。

アムステルダム国立美術館のコレクションには、1656年から

1658年にかけてレンブラントがムガル朝の細密画から模写し

た3枚のスケッチがあるが、例えば《ムガル皇帝 ジャハーンギー

ル》（注１）のように３枚とも和紙に描かれていることは特筆すべきこ
とだ。17世紀のオランダ人画家にとって、和紙は馴染みないもの

ではなく、例えばヘラクレス・セーヘルス（1589～1638年）など、レ

ンブラント以外の芸術家でも、和紙を使って版画制作に取り組ん

でいたことがわかっている。

3. インド更紗のオランダと日本

更紗とは、木版あるいは手描きで施された花模様などの文様で

知られるインド産の木綿の布地のことである。オランダ東インド会

社（VOC）の交易によって、大量の更紗がインドからヨーロッパに

もたらされ、更には、ペルシャ〔現イラン〕、シャム〔現タイ〕、インドネシ

ア、中国、そして日本へと広域に渡り流通していった。更紗は、

ヨーロッパでは、衣服の生産だけなく、室内装飾においても重要

な役割を果たした。輸入された更紗の異国風な文様は、ヨーロッ

パで瞬く間に採用され（そして改変され）、次第にヨーロッパからの

注文が、インドでの生産にまで影響を及ぼすようになった。更紗

がヨーロッパ全体で人気を博すのは時間の問題だった。富裕層

の間では、更紗を用いた室内装飾が評判となり、各地の城や宮

殿でも用いられるほどになった。

更紗を作る工程は複雑だった。まず、木綿に〔染色の色が定着しにく

い素材であるため〕様 な々油脂を用いた一連の処理が繰り返し施さ

れる。木綿が染色できる状態になったら、染料毎に異なる工程が

踏まれる。濃い色彩や〔染料を発色・定着させるために化学反応を起こ

させる薬剤である〕媒染剤は、文様が彫刻された木版で布に直接

押捺されたり、あるいは筆にて手描きで施された。デザインによっ

ては文様の特定の部分の染色を防ぐために蝋が用いられること

もあった。

日本の鎖国政策によって1641年以降はオランダと中国のみが長

崎での交易を許可され、この状態は1854年まで続いた。オラン

ダ東インド会社を通してインド更紗は日本にも紹介され、異国風

情溢れる織物として珍重された。茶人からは茶道具を包むため

の「名物裂」として重宝された。掛軸の表装に用いられたり、着物
に仕立てられることすらあった。こうしてインド更紗は江戸時代

の日本の染織生産にも影響を与えた。日本風の更紗が作られた

だけでなく、友禅染など、名高い郷土の伝統的な染織産業をも刺

激した。他方で、更紗はヨーロッパでの染織生産にも影響を与

え、銅版の捺染機で刷られた布地は19世紀の代表的な工業製

品の一つとなった。興味深いことに、鎖国以降の日本は近代化を

歓迎し、急な方向転換と大量生産の流れは、人 の々暮らしを大き

く変容させ、その影響は、今日までなお残り続けている。

4. 手塚愛子の「レンブラント×更紗」

手塚愛子のアートプロジェクト「レンブラント×更紗」は、オランダ

の巨匠レンブラントへのオマージュとして展開される。2019年は

レンブラント没後350周年であるが、手塚は、オランダと日本の交

易による結びつきに糸口を見つけつつ、歴史ある更紗とオランダ

黄金時代を象徴するレンブラントの《夜警》を流用した特別なタ
ペストリーをデザインした。

現在進行中のこのプロジェクトからはこれまでに2つの作品が生

まれた。一つ目は、手塚によってデザインされたタペストリー《華の
闇（夜警）》である［fig.3］。《夜警》の画面上を覆っていた暗い空間
が、アムステルダム国立美術館の所蔵品を中心に選ばれた色鮮や

かなインド更紗によって埋め尽くされている（注２）。このタペストリー

を、レンブラントの傑作と歴史的な更紗のコラージュとみなすこと

もできよう。両者は溶け合って一つの芸術作品を織りなしている。

絵画と織物は、美術と工芸に区別して捉えられる向きがあるた

め、両者に対する価値認識には隔たりがあろう。《夜警》の当初の
注文時には、依頼主である市警団の18人それぞれが100ギル

ダーを支払ったとされている。ところが当時は、タペストリーのよう

な織物の方がよほど高級品であった。手塚の作品は、美術と工

芸の区別という問題に果敢に挑んでいると言えよう。「17世紀に

は、日々 の暮らしの中で絵画と織物は共存しており、互いに影響

を及ぼし合う関係だったのではないだろうか。」こう手塚は推察
する。事実、17世紀には、重要な芸術家は折に触れてタペスト

リーのデザインも手がけていたのであり、ペーテル・パウル・ルー

ベンス（1577～1640年）はその最たる例である。

手塚の本タペストリー作品において、晴れやかな色のインド更紗

は、あたかもオランダ東インド会社の海外での繁栄を象徴するか

のように、絵画上の光となった。オランダ黄金時代には、錯覚を起

こさせるだまし絵のようなカーテンが、絵画の新たなモチーフとし

て扱われるようになったが、1646年という年号と署名が並んで書

き込まれたカッセルにあるレンブラントの《カーテンのある聖家
族》は、このモチーフを擁するオランダ絵画の最初のものと考え
られている（注３）。手塚のタペストリー作品において、画面の暗い部

分を埋め尽くしている更紗は、一見すると、あたかもレンブラント

によって設えられた舞台幕のように見える。しかし手塚のタペスト

リーの更紗は、本物の更紗ではない。レンブラントのカーテンが

本物のカーテンではなく画中に描かれたものであるように、手塚

の更紗は、タペストリーとして織り込まれたものである。こうして手

塚は作品の中で美術の歴史的なモチーフと戯れるのだ。

もう一つの作品は、織り込まれたタペストリーの経糸を作家が自

ら解き、更に織り直したものだ。タペストリーを織る過程、そして織

り直す過程は、歴史の構築、そして再構築の過程をみなすことが

できるだろう。それならば、タペストリーの経糸を解いていく過程

は、歴史の脱構築と言えよう。

手塚の「レンブラント×更紗」プロジェクトは、作家特有の芸術的
弁証法の賜物だと私は考える。レンブラントの絵画とオランダ黄

金時代における東インド会社の海外交易、オランダと日本の通商

関係、そしてインド更紗という異なる要素が、統合され、見事芸術

作品へと昇華されているのである。手塚はこう語る。「よく思い出
せない私の祖先たちの前近代的な記憶とその断絶、西洋との混

血状態を受け入れざるを得ない場所から、今まで見たこともない

ものを作りたいと思う。そしてその「新しいもの」は、純粋にオリジ
ナルである必要もないかもしれない、とも。」歴史を経糸に、芸術
を緯糸に見なすなら、手塚の作品には、作家自らの手によって、

芸術と歴史が織り交ぜられていると言えよう。
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［ref.1］ 《ボタン》、1900年頃、日本製、
京都服飾文化研究財団蔵、
撮影：林雅之

［ref.2］ グイード・モリナーリ《昭憲皇太
后肖像》、1897年、油彩・キャンバス、
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［ref.3］ 《昭憲皇太后着用大礼服》、
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Reference Images

[ref.1] Buttons, c. 1900, Japan, 
Collection of The Kyoto Costume 
Institute, photo: Masayuki Hayashi

[ref.2] Guido Molinari, Portrait of the 
Meiji empress dowager, 1897, oil on 
canvas, Collection of Tokyo 
Metropolitan Teien Art Museum

[ref.3] Court Dress (Manteau de Cour), 
worn by Empress, Collection of 
Kyoritsu Women’s University Museum

製作風景

［p.2下段左より］
・ 《必要性と振る舞い（薩摩ボタンへの
考察）》オリジナルデータ編集作業
・ テキスタイルラボでの《華の闇（夜
警）》織構造制作作業
・テキスタイルラボでの《華の闇（夜警）》
糸選び作業
・テキスタイルラボでの《親愛なる忘却へ
（美子皇后について）》カラーパレット作
成作業

［p.11下段左より］
・テキスタイルラボでの 《必要性と振る
舞い（薩摩ボタンへの考察）》カラーパ
レット織り確認作業
・テキスタイルラボでの 《華の闇（夜
警）》試し織り
・川島織物セルコンでの《京都で織りな
おし》製作
・テキスタイルラボでの《必要性と振る舞
い（薩摩ボタンへの考察）》製作

Production Process

[p.2 bottom, left to right]
- Image editing of A Study of Necessity 
(Satsuma-Buttons and Self-Orientalism)
- Developing the structure of Flowery 
Obscurity (The Night Watch) for the 
loom at the TextielLab
- Selecting the threads for Flowery 
Obscurity (The Night Watch) at the 
TextielLab
- Editing the color-palette for Dear 
Oblivion (A Study of Empress Haruko) at 
the TextielLab

[p.11 bottom, left to right]
- Checking the color palette of A Study 
of Necessity (Satsuma-Buttons and 
Self-Orientalism) at the TextielLab
- Test weaving of Flowery Obscurity 
(The Night Watch) at the TextielLab
- Weaving Rewoven in Kyoto, After 100 
years at Kawashima Selkon TextielLab
- Weaving A Study of Necessity 
(Satsuma-Buttons and Self-Orientalism) 
at the TextielLab

［fig.5］

［fig.6］

［ref.1］ ［ref.2］ ［ref.3］

—
*1 The Mughal Emperor Jahangir, Rembrandt van Rijn, 1656, ink on Japanese paper, 18.3 x 
12 cm, Rijksmuseum, Amsterdam 
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-T-1961-82 (accessed on July 11, 2019)
*2 See also Sachiko Shoji’s “Becoming a Thread and a Needle” - Aiko Tezuka’s thought and 
method
*3 Holy Family with a Curtain, Rembrandt van Rijn, 1646, oil on wood, 46.5 x 69 cm, 
Schloss Wilhelmshöhe, Kassel https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-T-1961-82 
(accessed on July 11, 2019)
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