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・はじめに 
　砂漠は「空間」であり、「風土」である。「地域」であり、「環境」である。	

　そして概念である。すなわち「渇き」や「乾燥」、「荒涼さ」、「広大さ」、「無」である。「孤独」や

「死の予兆」といったイメージを抱く人もいるだろう。	

　砂漠に足を踏み入れた経験がない私たち多くの日本人、すなわちモンスーンの風土に住む人間にとって、

砂漠は、情報や概念だけで理解している空間だ。映画や絵画といった二次的な情報、芸術によって我々は砂

漠を知っているだけである。	

　強烈な日差しに照らされた砂の大地がどこまでも続く。彼方向こうに地平線が見える。	

　雲ひとつないしゃく熱の世界だが、夜になると氷点下近くまで冷え込む。吹き荒れる強風で舞う砂塵で目

を開けていられない。指標はなく方向感覚が失われてどっちに進めばいいかわからなくなる。	

　砂漠は人間が生存するには過酷すぎる自然環境だ。運悪く迷い込むと容赦ない飢えと渇きに苦しみ、やが

て死が訪れる。	

　多くの人が砂漠にこのような印象をもっているのではないだろうか。温暖な気候で、四季があり、水に困

らない日本に住んでいる私たちにとって、砂漠は馴染みのない世界だ。	

　砂漠化もよく耳にする言葉だ。環境の劣化が懸念される現代において、砂漠は環境問題を象徴する代名詞

のようだ。戦争や紛争が繰り返されてきた場所。民族紛争やテロリズムによる非人道的なおこないが続けら

れている場所だと捉える人も少なからずいるだろう。自分たちの生活や社会と直接的な繋がりをもたない砂

漠は想像しがたい場所である。	

　	

・砂漠と人類 
　人類の文明は砂漠で成立した。大きな河川沿いに栄えた灌漑文明の多くが乾燥した砂漠地帯に成立した。

ナイル川地域のエジプト文明はサハラ砂漠に、メソポタミア文明は「肥沃な三日月地帯」に始まり、チグリ

ス・ユーフラテス川沿いの砂漠地帯へと拡がっていった。いまだに解明が進んでいないインダス文明は砂漠

化が進んだ後も存続しつづけた。これらの文明は砂漠と密接な関係性をもっている。	☆	

　オーストラリアの砂漠に住む世界 古の民族アボリジニは原始時代と同じ生活様式をいまも続けている。

彼らが五万年という長期に渡って生き延びてこられたのは変わらない砂漠の環境あってこそだったという。	

　これらの例が示すように、我々人類はあえて砂漠に踏み込み砂漠地帯を生活圏にしてきた。	

　一神教の宗教も砂漠で生まれた。砂漠地帯に文明が成立したのと同じく、イスラーム教、ユダヤ教、キリ

スト教、ゾロアスター教といった宗教が砂漠地帯に成立した。ユダヤ教は古代エジプトを離れて約束の地カ

ナンにたどり着いたモーゼの伝説がその起源である。ユダヤ教から派生したキリスト教は、パレスチナ、シ

リア、エジプトなどの地中海東部の乾燥砂漠地帯で発展していった。アラビア半島の砂漠地帯で成立したイ

スラーム教は、中東から北アフリカ、サハラ砂漠、中央アジアの砂漠地帯へ拡大して、宗教であるだけでな

く、中東の砂漠地帯を強力に結びつける帝国的共同体のいしずえとして今日に至る。	

　世界 古の一神教といわれるゾロアスター教も乾燥した古代ペルシアの砂漠地帯に成立した。天国と地獄

という概念をいち早くもったゾロアスター教は後発の宗教に大きな影響を与えている。	

　インド発祥の仏教は、乾燥地帯と無関係の様に思えるが、ヒンドゥー教の普及にともないインドで衰退し

てから乾燥したガンダーラ地方で栄えた。さらにシルクロードのオアシスルートを東進する過程で発展を遂

げていく。	

　三世紀から四世紀にかけて勢力を持ったグノーシス主義は物質と霊の二元論を特徴とするが、地中海世界

を中心とするものとは別に、イランやメソポタミアの砂漠地帯で成立した。グノーシス主義は、人間は創造

主である神によって作り出されたのち、砂漠に置き去りにされたという宿命を抱えこんでいた。	☆	

　聖書には繰り返し「荒れ地」という言葉が登場する。西洋文明はキリスト教の砂漠神話を根底に据えて成

立しているといっていい。	

　そうでありながら、近代化された環境の中で暮らす我々、つまり人工化された住環境を当然と捉える現代

の多くの人間にとって、砂漠は通説的な過酷さと死を抱え込んだ荒れ地として捉えられている。	



・砂漠と芸術 
　砂漠は苛酷な荒れ地として恐れられる一方で人間を魅了してきた。未知への挑戦、名声を夢見る冒険家や、

砂に埋もれた陵墓の財宝をあさる者にとって砂漠は富と名声を与えてくれる場所であった。修道僧や荒地の

教父たちにとって砂漠は苦行の果てに福音を聞く場所であった。そして砂漠は芸術家にとって重要なモチー

フやテーマとなった。砂漠は小説家、詩人、画家、音楽家、彫刻家、映画作家にとって魅力的な場所であっ

た。独特の光と色彩、その広大さは、画家や写真家たちの重要なテーマや題材となってきた。環境をテーマ

としたランドアートの芸術家たちにとって、その空間はキャンバスそのものであった。	

　砂漠は人間の生き様を描く映画や小説の都合のよいロケーションとなった。デビッド・リン(一九〇八～

一九九一年)の『アラビアのロレンス』(一九六二年)では実在したイギリス将校の砂漠の戦いが描かれてい

たが、これらの映画で砂漠は生命を拒絶する過酷な場所でありながら、人間の躍動や生命力、あるいは情動

を表す恰好の場所であった。そして砂漠は聖書で知る聖なる神話を内包する場所として語られてきた。	

　本書は「砂漠に関わる芸術」を多面的に検証して、風土としての砂漠環境と芸術表象の関連性を読み解き

「砂漠の環境と芸術」について考察を行う。	

　人間にとって砂漠はどのような空間なのか。砂漠はどのように捉えられ表されてきたのか。あるいは、人

は砂漠をどのように想像したのか。人は砂漠から何を生みだしてきたのかを論考する。	

　本書で扱う芸術とは古代エジプト文明の美術、アボリジニの儀礼や絵画など、原始的な芸術、一八世紀オ

リエンタリストたちが東方を題材に描いた絵画、現代美術、ＳＦ映画で描かれるデス・フューチャー世界の

背景やロードムービー、 近のヴァーチャル・リアリティー（ＶＲ）のゲームまでを含む多種多様な芸術で

ある。	

　砂漠と関連性をもつ様々な芸術作品を成立させた時代的背景と環境的な影響について考察を行い、「砂漠

と芸術」というこれまで漠然としていてなかなか全貌が見えてこなかった「人類の創造と切り離せない砂漠

の環境」について多面的に考察していく。	

　その論点は「砂漠の環境的特性――風土は、どのような芸術を成立させたのか」であり、「砂漠はどのよ

うなものとして捉えられ、表されてきたのか」という、大きく二つに絞られる。つまり「砂漠が作りだした

芸術」と「芸術によって表された砂漠」である。この両面から「砂漠環境と芸術の相関関係」の検証を行う

ことで浮かび上がってくる「我々人間の感性の根底に潜む砂漠的創造力」について我々は論考を結ぶ。	

・風土と芸術 

　砂漠とは風土の区分けである。国や地勢図の区分ではなく、風土を区分けとして、本書は美術と表象文化

を捉える。 

　風土とは、土地の気候・気象・地形・地質・景観などの総称を表す概念である。風土は、人間の知覚や、

思考、あるいは文化の形成に多大な影響を与える。 

　倫理学者の和辻哲郎(一八八九～一九六〇年)は著書『風土――人間学的考察』(一九三五年)で世界の風土

を「モンスーン」「砂漠」「牧場」の三つにわけて人類の文明を論じた。 

　自然の恩恵に溢れている「モンスーン」気候の日本や東南アジアの人間にとって、自然は崇拝するか、絶

対視する対象である。豊かさを与えるだけでなく時に荒ぶる自然の中で生きる人間は自立性が弱く自然に対

して畏敬の念を抱き共存を願う思想を形成する。これと比べて「砂漠」の人間は過酷で敵対的な自然の中に

置かれているため、逆らいようのない絶対的な力をもった自然との対立から、支配的な存在としての「神」

を想像するようになる。一神教的世界観はそのような砂漠的風土によって生みだされた。一方でヨーロッパ

のような「牧場」の風土は「モンスーン」の様に恵みが豊かではないが「砂漠」ほど過酷でもない。そのた

め人間は理性を働かせれば自然は制御できるのだと考えるようになる。それゆえ「牧場」的な風土に住む人

間は理性と人間中心のヨーロッパ的思想を生みだしたのだと和辻は論じている。 ☆	



　本書は和辻が論じた『風土論』の三分類の一つ「砂漠」に焦点を結ぶ。風土と環境は、我々人間の文化や、

思想に大きな影響を及ぼしたが、それは人間の芸術的活動においても同様である。 

　芸術は（比較文化論的な）民族性や社会性の違いや、時代の違いで論じられるが、環境的影響も多分に受

けている。印象派の芸術家がアルルや南仏の村々に暮らして絵を描いたロマン主義は一般的に殺風景だと捉

えられるような場所であっても、自分が美しいと捉えた風景を描くべきだと考えたように、環境と風土は芸

術家たちになにかしらの霊性を与え作品を結ばせた。中東に滞在して旅人――越境者の眼差しを砂漠の国々

に結んだオリエンタリストたちや、砂漠に移り住んだ女性画家ジョージア・オキーフなど、砂漠の風土や環

境から影響を受けた芸術家とその作品が本書の重要な対象である。 

・環境と共生するための感性 

　現代社会において「環境」はもっとも重要なキーワードの一つである。 

　日本の国内では東日本大震災(三・一一)以降から環境は新たな社会問題となっていった。大地と人間の結

びつき、あるいは身体と環境の関係に人々の関心が寄せられている。それは七〇年代の公害問題の時期に叫

ばれていた環境の保全とは異なる。都市化されて、すべて制御されていると信じていた環境が、放射能によ

り汚染されてしまい、これまで信じられていた環境との関係性が失われてしまうと、やみくもに信じられて

きた環境との共生が改めて問われている。環境保全といった簡単なとりくみだけでは、人類と自然の共存は

存続できないという事態に我々はおかれている。 

　世界全体でみても科学汚染、無計画な大量製産と消費、戦争行為による環境の破壊。砂漠化や温暖化といっ

た環境問題が山積している。 

　土地の劣化が砂漠化を助長する。二酸化炭素放出による地球温暖化や、木を必要以上に切り倒す木材の過

剰供給や、家畜の無計画な放牧による草原の喪失、無計画な農耕地の拡大などといった人害が砂漠化の主な

原因である。砂漠化が進むアジア内陸部で発生した黄砂が風下にある中国の工場地帯で放出された有毒な物

質を含んで日本に降り注いでいる。これら一国だけでは到底解決できそうにない環境問題が山積している。 

・環境と芸術 
　芸術の分野でも環境を中心に据えた研究や批評が必要ではないだろうか。「土地から離れた生活を送る我々

はどのように環境を知覚しているのか、あるいは知覚すればよいのか」「現代の情報空間において、環境は

どのようにデザインされて認知されるのか」これらの芸術的課題が、環境と人間の感性をつなぐために新た

に模索されなければならない。そのためには表象における「図」の部分、すなわち主題(シンボル、イコン、

作者の意図)よりも、背景側の「地」である空間についての解析と理解が必要ではないだろうか。	

　情報や流通によって、場所の価値や地域性が失われていく現代において、あえて場所や風土に焦点を結び

文化や芸術を論じることでいったいなにが見えてくるか。土地の地脈を読むように風土や環境と芸術や文化

がどのような関連にあるのか検証することから、環境によって作り出されてきた芸術的創造の正体を明らか

にしていくのも本書の目的のひとつである。　	

　芸術には人間のものの見方や感じ方が深く関与している。前述したとおり、砂漠は人類文明や思想の根底

に横たわっている環境風土である。砂漠なしに人類の歴史は成立できなかったと断言してもいい。それほど

砂漠の環境は人類の文化や芸術に大きな影響を及ぼしてきた。　	

・砂漠芸術紀行の旅へ 



　風土・地域から芸術作品や芸術の活動、そして文化を読み解くことで獲得できる博物学的視座によって、

何が見えてくるのか、本書はそのような焦点を砂漠に向ける。 

　我々はこれから「砂漠芸術紀行」という旅に出発する。世界中の芸術と砂漠を巡る冒険の旅行である。 

　その旅の過程は古代エジプト、伝説のエデンの園、ＳＦ映画に描かれた未来の砂漠、一九世紀のエキゾチ

ジズムあふれる中東、現代のアラビア半島に突如現れた近代都市ドバイの街角、あるいはイランの砂漠地帯

をバスで横切るという具合に、砂漠にまつわる芸術を巡って、過去から未来へ、世界中の砂漠地帯を縦横無

尽に巡っていく。砂漠の芸術を巡る芸術人類学の冒険紀行として本書は砂漠を旅していく。　　　　　　 



第1章　砂漠と民族 



第1章　砂漠と民族 

1-1　地理学における砂漠 

・砂漠はどのような場所なのか 
　地球の大部分は乾燥した場所である。地理学的に定義される砂漠地帯とは、降水量が極端に少ない地域で

ある。年間の降水量が五〇〇ミリ以下しかない地域を乾燥地帯とする地勢図から読み解くと、地球全体の陸

地の大半が乾燥地帯になってしまう。地球表面の約七割が海で、残りの三割が陸地だと知られているが、陸

地全体の三割から四割もの場所が砂漠地帯だ。	

　アフリカ大陸からユーラシア大陸の中央部にかけて広大な乾燥地帯が横たわっている。サハラ砂漠から、

中東、中央アジアを経て、西域、モンゴル、中国に至るこの広大な砂漠地帯は、まるでそれぞれの大陸を、

西側から火で焦がした痕跡のように黄色と茶色の地帯が地球全体を覆っている。	

　オーストラリア大陸は全体の九〇％が乾燥地帯だ。南半球の南アメリカ大陸と、アフリカ大陸南部にも、

巨大な砂漠地帯がある。	

　反対に年間降水量か一〇〇〇ミリメートル以上ある湿潤な森林地域は、アフリカ、ユーラシア、そして南

北	アメリカ大陸の周辺部にしかない。アジア・モンスーン気候のアジア大陸の一部分と廻りの島々、西岸

海洋	性気候のヨーロッパ大陸、アフリカ大陸の赤道をまたいだ地域に広がる熱帯雨林がそれである。日本

も湿潤なアジア・モンスーン地帯の一部にあるが、地球環境全体から眺めてみると日本のような	多雨気候

な環境はけっして多くはない。	☆	

・土壌 
　砂だけに覆われた砂漠は地球上の砂漠地帯全体の五分の一程度で、それ以外は砂ではなくさまざまな土壌

で形成されている。	

　その土質はいくつかの種類に分類できる。一般的に知られる「砂(エルグ)の砂漠」は、岩石砂漠の周囲に

分布する砂礫で形成された砂漠地帯のことだ。砂とは二ミリ以下の粒状の砕屑物を指す。砂よりもずっと多

いのが「岩石砂漠(ハマダ)」の砂漠である。礫(ルビ：れき)と呼ばれる粒の大きさが二ミリ以上の岩石で覆

われている砂漠がもっとも広く地球上に分布している。砂でできた砂漠の代表のように思われがちな「サハ

ラ砂漠」も砂が拡がっているのは周辺地帯だけで、全体の八〇％は岩石で形成された砂漠である。アラビア

半島のイラン北部とイラン高原にある「カヴィール砂漠」や、自動車の直線レース「ボンネビル・スピード

ウェイ」で知られるアメリカ・ユタ州の「ボンネビル砂漠」は真っ白な「塩砂漠」だ。これらは海だった場

所が干上がって、塩が堆積してできた砂漠である。中央アジアとヨーロッパの間に拡がるカザフスタン、ウ

ズベキスタン、それにトルクメニスタンの一部を占める「キジルクム砂漠」のような「土砂漠」は、その名

の通り土が主成分の砂漠地帯である。	

　雨が降らないという気候条件が地勢としての砂漠の条件であるため、地表がすべて氷に閉ざされている「南

極大陸」も砂漠に分類される。地球で も広大な砂漠はサハラ砂漠ではなく南極大陸である。	

・砂漠の形成要因 

　砂漠が作り出される要因はいくつかに分類されるが、それは砂漠地域の緯度によって要因がほぼ決まって

いる。 

　「亜熱帯砂漠(中緯度砂漠)」は、緯度二〇～三〇度に分布している。亜熱帯高気圧帯の影響を受ける地帯

に発生する砂漠で、熱帯で生じた上昇気流が中緯度付近まで移動しないと下降しない性質をもっているため、

中間地帯には雨が降りにくくなる。サハラ砂漠の場合気流がアフリカ大陸赤道近くに拡がる密林地帯に雨を

与えた後、赤道の上下付近を飛び越えて、地中海地方に至ってようやく雨を与えるため、中東地域に位置す



るこの地帯が砂漠になった。南部アフリカの「カラハリ砂漠」、オーストラリア大陸の砂漠もこの条件下で

形成された。 

　「熱帯砂漠(海岸砂漠)」は緯度一〇～二〇度あたりの大陸西岸部に分布している。大陸の西側で発生する

赤道方向に向かう海の寒流の流れに沿った海岸線にできる砂漠で、寒流の上を通る風が水蒸気をほとんど含

まない性質のため、この非常に安定した大気では上昇気流が起こりにくく雨を降らせない。そのため周辺の

大陸地帯の海岸線沿いが砂漠化する。南米の「アタカマ砂漠」や、アフリカの「ナミブ砂漠」など海岸線に

沿って形成されるのがこの「熱帯砂漠」である。 

　「温帯砂漠」は南米の「パタゴニアの砂漠」など緯度三五～五〇度に形成される砂漠で、経度に関係なく、

地形によって形成される。大陸から太平洋へ抜けるのを阻むように列なる高い山脈から吹き込む卓越風の風

下にあたるこの地域は、下降気流地帯になるため非常に雨が降りにくく砂漠化する。 

　「内陸砂漠」はアジアの「ゴビ砂漠」や「タクラマカン砂漠」など、大陸奥地にできる砂漠地帯で、海か

らあまりに遠く離れすぎていて、水蒸気の供給量がきわめて少ない地域に形成される。 ☆	

・砂漠化 

　現在世界中で毎年六〇〇万ヘクタールの規模で砂漠は拡大を続けているといわれる。「砂漠化」は気候に

よる影響だけではなく人間の活動に伴う要素が大きい。居住人口が増加して生活用水の使用量が増え、農耕

プランテーションの拡大のため、過剰な地下水のくみ上げが行われるか、河川の水資源を限度を超えて利用

するといった人間の影響によってもたらされる。 

　熱帯雨林地帯では森林の過剰な伐採が原因となって土地の給水能力に悪影響が及ぼされて砂漠化が進んで

いる。そして二酸化炭素の吸収を行う森林の減少によって地球温暖化が推し進められて、砂漠化が進んでい

るといわれているのも周知のとおりである。それだけではなく気候変動や、家畜の過放牧による植物の減少、

過剰な焼畑農業の影響など、様々な要因によって砂漠化が進んでいる。　　 



1-2　遊牧民の芸術 

・砂漠の生活 

　歴史的に見てみると人類は湿潤な土地を離れ砂漠地帯へと移り住んでいった。砂漠は雨には恵まれないが、

地下に豊潤な水がある場所が少なくない。オアシスや井戸があれば水には困らない。それゆえ農耕に向いて

いる場所もある。砂漠に囲まれているオアシスは外敵が侵入しにくいという利点もある。乾燥した空気は清

潔で病原菌や細菌の蔓延が起こりにくいので快適で衛生的な生活が可能である。 

　そうでありながら太古から砂漠の人間は渇きと対峙する生活をおくってきた。待つだけでは水は得られな

い。砂漠の人間は永遠の定住を諦め、自然の脅威と戦いながら、草地や泉を求めて移動による生存を強いら

れた。草地や泉は部族間の争いの種になった。人々は生きるために自然だけでなく他の人間の脅威と戦わな

ければならなかった。それゆえ砂漠の人間は砂漠的な生活形態を成立させていった。すなわち、オアシスや

涌き水といった限られた水源を最大限活用しながら、絶対数が限られた動植物を絶やすことなく食料としつ

つ、他の部族集団との無用な争いを避けるため、砂漠に住む人々の多くが移動を基盤とする生活を成立させ

ていった。 

　彼ら遊牧民は砂漠で生きるため季節ごとの食材を求めて移動を続けた。その生活様式は独特の思想の基づ

く集団の論理感を成立させた。現在も続く砂漠の先住民たちの暮らしや、考え方には、人間が砂漠といかに

して共生してきたのかを知る多くの手がかりが伺える。 

　彼らの暮らしは生きた人類史そのものであり、その生活に溶け込んだ独特の「遊牧の芸術とデザイン」は

生きた歴史をいまに伝える生活に根ざした美術といった趣をもっている。 

・ベドウィン 

　アラビア半島の砂漠地帯に何千年もの昔から住んでいるベドウィン族は、ラクダを駆り、家畜の群ととも

に移動する遊牧民である。古くから戦闘集団としての厳格な部族の規範をもつベドウィンは部族への忠誠を

尊ぶ。アラブ世界に住むベドウィン族のほとんどが敬虔なイスラーム教徒である。ベドウィンこそアラブだ

と古い碑文や史料に記されていて、ベドウィンを意味するヘブライ語から「アラブ」という語が導かれたと

考えられている。多くのイスラーム教徒に見られる社会規範と同じく、ベドウィン族は厳格な行動規範、貞

節、名誉の尊重を優先的に重んじてきた。その価値基準が踏みにじられた場合には、死の償いが求められた。

　ベドウィンの文化には過酷な砂漠の環境で人間が暮らしていくなかで培われた芸術的な創意工夫が満ちて

いる。ベドウィンの伝統的な芸術は彼らが住むサウジアラビア、エジプト、シリア、イエメンなどの中東諸

国で手に入るありとあらゆる素材を使って作られる。 

　精巧に刺繍された服装品や絨毯といったテキスタイル、装飾された金属工芸品、儀式で使われる喫茶具、

香炉などの工芸品は、すべて遊牧生活のためにアレンジされていて、遊牧生活のための用品ゆえ再利用と持

ち運びのための工夫が伺える。コインで作られたジュエリー、ワイヤで修理された木製のボウル、人間の髪

の毛や、動物の革、蹄、骨を利用して作られた工芸品。陶器や筆記具に至るすべての生活用品が砂漠という



資源が限られた環境で手に入る天然素材を利用して作り出されてきた。彼らの生活用品には何世紀にもわたっ

て伝承されてきた自然環境の知識が息づいている。 

　古くから伝わるスティック手織機で作られるその独特な織物は伝統的な彼ら独特の文様パターンを表すよ

う織られる。女性たちが身につけるジュエリーなどの様々な調度品には、独特の記号性をもったパターンや

文様が表されている。素朴でありながら、神秘的であり、彼らが創造したものだとすぐに判別できる独自性

を兼ね備えている。寡黙さを伺わせるベドウィンの独自の芸術はアラブ全体を覆うエキゾテックさを代表し

ているといっていいほど強烈な印象を与える。 ☆	

・ベルベル人 

　北アフリカの広い地域に古くから住んでいるベルベル人は、チュニジア周辺から北アフリカ全域に拡散し

ているベルベル諸語を母語とする人々の総称で、一万年前から四千年前にこの地域に石器文化を築いた人々

の末裔であると考えられている。アラブ人がこの地域の多数を占めるようになった現在でも、一定のベルベ

ル人が遊牧生活を続けている。ベルベル人の男性は「タゲルムスト」と呼ばれる藍色のヴェールをまとう。

それゆえ彼らは「サハラの青い民」と呼ばれた。このヴェールは口からジン(邪悪なるもの) ☆が入るのを防

ぎ、相手に心を読まれないために巻かれる。モロッコでは多くのベルベル人が国家的排斥に晒され貧窮を増

している。石油採掘によって住居地域から追い出されて難民化した人も少なくない。 ☆	

　ベルベルの遊牧生活は繊維を織るのに非常に適している。彼らは放牧の自然のサイクルに従って水と避難

所を求めて家畜とともに移動を続ける。そのため毛糸や綿、および染色に使用される植物が豊富に確保でき

るので、手工芸業が伝統的に続けられてきた。 

　ベルベルの男は家畜を世話や砂漠の輸送に従事するが、女性たちは芸術と工芸品の担い手である。女性た

ちの手工芸品は古くから外貨獲得のための手段であった。女性たちは伝統的なキリム絨毯を伝承してきた。

その独特のタペストリーはそれぞれの部族ごとに受け継がれてきた特異性を表す幾何学文様が平織りの技法

で表さる。一部の部族の女性たちはダイヤモンドや三角形などの単純な図形の要素だけを使って、その独特

な文様を表す。文様の形態とパターン、製造方法は、古くからいっさい変化しないまま受け継がれていて、

その特徴は鉄器時代の地中海地域遺跡に刻まれていた文様と直接的な関係をもつと推測されている。モロッ

コにはスパンコールやフリンジをあしらった独特のベルベル装飾も伝えられている。 

　ベルベル族の女性たちが身につける宝飾品や化粧も、文化的・民族的アイデンティティの証しとなってい

る。シルバー、サンゴ、アンバー、ビーズを使用したネックレス、ヘッドドレス、ブレスレットの色とデザ

インには守護的な意味合いがある。 

　女性の豊饒さは土地の豊饒と深く関連をもつと信じられてきた。黒い炭を眉に塗る独特の化粧や顎と手首

に入れられる入れ墨も彼ら独特な思想や伝承の表れであった。(現在はイスラーム法で入れ墨が禁止されてし

まい三十歳未満の者に施されなくなっている)　ボディ・ペイントとして施されるヘナタトゥーは古くからア

ジアからアフリカに至る広域な地域で主に女性の装飾として用いられてきた。ベルベル人の女性はバラカ（聖

者たちに与えた超人的能力）をもつサフランやヘナを身体に引き寄せて注入する方法としてヘナタトゥーを

様々な儀式で用いる。 



・ゴビ砂漠とタフラマカン砂漠の遊牧民たち 

　ゴビ砂漠とタフラマカン砂漠には、古くからカザフ人、ウィグル人、モンゴル人が住んでいる。シルクロー

ドの要所であった「敦煌」や「ウルムチ」といったオアシス都市が栄えたゴビ砂漠は、内陸に位置していて

外部からの侵入が困難だったため、遊牧民たちの文化や生活が変わることなく維持され続けた。 

　歴史上もっとも大きな影響を世界に及ぼした遊牧民はモンゴル高原や中央アジアの騎馬民族であった。農

業に適さないモンゴルの高原では有史以来家畜の遊牧がおこなわれてきた。騎馬民族は北アジアのモンゴル

高原から中央アジア、イラン高原を超えて、現在のトルコ共和国があるヨーロッパとアジアの境アナトリア

半島を越えてヨーロッパのバルカン半島にまで派遣を拡げた。 

　十三世紀になるとテムジン(チンギス・カン)によって、モンゴルの様々な部族が統合された。チンギス・

カンは騎馬による強力な軍事力を背景に、一千二〇三年に高原中部のケレイト、一千二〇五年に高原西部の

ナイマンを滅ぼして、一二〇六年にモンゴル高原の全部族統合を成し遂げた。これ以降ウイグルを含むモン

ゴル帝国が成立する。遊牧民を中心とするこの大連合は十四世紀に入ってゆるやかに解体していき、モンゴ

ル帝国の皇帝位が絶えた一六三四年に滅亡する。 

　古代から伝統的に遊牧的牧畜が受け継がれてきたモンゴルであったが、元が崩壊した十七世紀から清朝に

よる内蒙古の開墾が始まり、草原地帯が開墾されて農地へと変えられ農耕が可能になると、大量の漢民族が

この地域に入植して、それまでどおりの遊牧生活の存続が難しくなった。さらに清代の時代から二十世紀初

頭の中華民国時代を経て、現在まで続く乱開墾によって内蒙古は砂漠ししてしまい、彼ら遊牧民族の生活が

脅かされている。その現状については第五章「人害の砂漠」で詳しく言及している。 

　彼らの中には移動式テント「ゲル」の生活をいまも続けているものもいる。ゲルは二千年前と変わらない

構造で建てられる。分厚いフェルトを外壁と屋根に使って覆いつくすゲルは、日中の暑さを遮り、零度以下

まで気温が下がるこの地域の夜でも内部を暖かく保つ。室内が刺繍や織物で飾られていたり、仮設の柱に美

しい彫刻が施されていたりする。現在ではゲルに発電機やパラボラアンテナが取り付けられていてオートバ

イが駐車されているなど、従来然の遊牧生活にも近代化の様子が窺える。 

・サン人 

　南アフリカ・ボツワナ共和国のカラハリ砂漠に居住するブッシュマンは、現在ではサン人またはコイサイ

人と呼ばれている。彼らは映画『ミラクル・ワールド・ブッシュマン』(一九八一年)で世界的に有名になっ

た。 

　世界最古の民族のひとつといわれる彼らは四十～五十人ぐらいの数家族の集団を形成して、狩猟採集を行

いながら砂漠地帯を移動する生活をしていた。わずかな所有物を共有して使用する質素な生活が彼らの信条

である。土地やものに対する所有意識や概念がなく、他の遊牧民と同じく素朴なキャラバンテントが彼らの

住居だ。簡単に設置と移動ができる独自のゲル半球状の草葺き小屋での共用生活が数十年前まで営なまれて

いたが、彼らが移動しながら住んでいた土地があとから入植してきた白人によって搾取されて、むりやり都

市定住を強いられてしまった。太古から続けられていた彼らの生活はすべて奪われて、一九八〇年代に撮影

された映画『ミラクルワールド・ブッシュマン』の様な姿はもう残っていない。 



　多くの岩絵がアフリカ南部カラハリ砂漠のボツナワ北西部で見つかっているが、そのほとんどがクン族の

祖先によって描かれたものだと推測されている。最古の岩絵は二万四千年前のもので、それらの岩絵には幾

何学模様、身体の部位が不釣り合いな人や、動物が表されている。この岩絵は太古のものだけでなく十九世

紀以降もクン族によって描き続けられていた。クン族の岩絵はシャーマンの霊的体験や意識変容状態(トラン

ス)を表しているものが多いとされる。彼らは岩絵の背後に霊的な世界があると信じていて、岩絵を通して精

霊が現れるのだと考えていた。 ☆	

・フラニ族 

　フラニ族はアフリカ北西部モーリタニアから東側中央アフリカに至る国々で古くから遊牧の生活を行って

いたが、現在は牧畜を営んでいるものが多い。フラニ族はベルベル人や、アラブ人、南アフリカのバントゥー

語族と異なる独特の言語体系をもった人々で、後述するアボリジニと同じく祖先から膨大な民話を伝承し続

けている。 

　ニジェールのフラニ族が集まる「ゲレウォール」は独特の美男子コンテストとして知られている。これは

伝統的なメイクと衣装で着飾った若い男たちが並んで飛び跳ねている中から女たちが嫁ぎ先となる相手を決

める儀式である。家族や一族だけで遊牧を行うフラニ族が、年に一度、雨季が明ける九月に集まる祭の中で

開催される。 

・インド・タール砂漠のラージャスターン人 

　インド北西部タール砂漠に住むラージャスターン人はブシュカル祭やラクダ市といった民族が集う祝祭に

色とりどりの衣裳をまとって集まる。彼らの集いもゲレオール同様に普段出会えない結婚相手を見つける場

となっている。神話や、悲劇の歌と踊り、蛇使い、マペット、曲芸師、美しい装飾の象とラクダが登場する

彼らの祝祭的な集いは、自分たちの民族の伝統を再確認する機能をもつ。ヨーロッパにまで拡がるロマ族――

ジプシーも彼らラージャスターン人が住む地域に起源をもっているといわれる。 

・アボリジニ 

　オーストラリアの砂漠に住むアボリジニは五万年前にオーストラリア大陸に船で渡りついた。男たちは猟

を行い、女は植物や穀物を採取する自給自足の生活を続けている。アボリジニは農耕を一切行わない狩猟採

集民族である。 

　世界でもっとも乾燥したオーストラリアの砂漠地帯で生きていくためには、どこに水場があるのかを的確

に知っていなければならない。彼等の水場は川ではなく、自然に出来たか、掘り起こすと湧き出てくる水た

まりである。祖先から受け継がれている彼らの伝統的な歌や踊りは、こうした水場の在処を的確に知らせ、

維持していく方法を伝承する要素をもっている。 

　アボリジニが描く岩絵や砂絵の多くは、砂漠における生命の豊かさと神聖さを表すのと同時に神話として

受け継がれてきた祖先の記憶を継承する機能をもつ。広大なオーストラリアの大陸に点在する彼らの芸術は、

地域によって表象の方法やスタイルに違いはあるが、精霊によって世界が創造されたとする創世神話の時代

や、祖先の精霊を「ドリーミング」という精神的概念によって語り伝えようとする共通点をもつ。 



　アボリジニの美術は単なる造形表現や芸術作品ではなく厳しい自然環境を生き抜くために必要不可欠な情

報を継承するためのメディアとして機能してきた。ドリーミングとは「夢」とは異なる概念を持っていて、

大地や生物など自然のあらゆるものから、創造の時代にもたらされた様々な痕跡を見つけて、それらを歌や

絵にすることで先祖から学ぼうとする行いであるとアボリジニは考えている。 

　アボリジニのペインティングのアートは大きく二種類に分類される。ひとつは中央オーストラリア砂漠地

帯で見られるドット・ペインティングと呼ばれる点描画で、もうひとつはダーウィン東部熱帯地方のアーネ

ムランドで見られるクロスハッチングの図法によるものだ。 

　歌や踊り、モザイク画や、ペインティングのすべてが神聖な儀式と密接な関連性をもっている。大地を開

き、聖なる祖先たちの創造力を呼び寄せ、自らの身体に聖なるパワーや、知恵を導き入れるために、すべて

のアボリジニ芸術は表される。文字を持たない彼らにとって、それらは地図であり、歴史を伝承するための

記述である。ドリーミングは古い時代から延々と受け継がれ伝承されてきた。それゆえ彼らの芸術は過去の

ものではなく現在もなお新しいスタイルに更新され続けている。そのため古い洞窟絵画や岩絵は新しく書き

換えられていく。 

・移動の文化人類学 

　これらの砂漠に居住する人々に共通するのは定住しない生活様式である。不毛の砂漠地帯において定住は

死である。それゆえ水を求めてオアシスや水脈を巡る移動が常套的な生活スタイルになった。モンゴルの放

牧では家畜が餌となる植物を食べ尽くして土地が枯れてしまわないように遊牧が行われた。定住は外敵とな

る他の部族との接触を発生させ生命の危険を含む衝突を増す可能性もあった。砂漠に住む者たちは互いに隣

接しすぎるのを避ける移動が生存のための生活様式であった。 

　伝統的な移動生活の様式は二十世紀以降から、様々な政治的理由や、産業的活動によって崩壊しつつある

が、現代であっても彼らが伝承してきた移動の生活と仮設の住宅は彼らの工芸品や民芸を決定づけた。内部

を美しく飾った「ゲル」のように持ち運び可能な住居は移動生活のために形成された芸術様式のひとつであ

るが、そのデザインや思想は現在のモバイル生活に通じるものがある。 

　オーストラリアのアボリジニが身体や地面に描くドローイングのような一回性の祝祭的身体表象、あるい

は民族衣裳や身体を飾る調度品がリサイクルされながら受け継がれていくのも遊牧の文化――移動する芸術

の共通点である。それらは抽象的な図像、単純な様式のものでありながら、乾燥した大気の光ゆえどれもカ

ラフルである。副装品として身体に取り付けられる貴金属や宝飾品も多くの共通性をもっているが、これら

の装飾品のいくつかは擦れあうことで独特な音を奏でる。この様なウエラブルな芸術に趣が置かれるのは定

まった住環境を彩る芸術が必要とされなかったためであろう。移動の生活は身にまとう美を成立させた。女

性たちが身にまとっている宝石や魔除けのヘンナ、アボリジニのように裸同然で暮らす人々が身体に施すボ

ディ・ペイント、そして祭礼で用いられる独特の化粧や衣装にもその特性が伺える。 

　砂漠の民族が太古から受け継いできた原始的な美術は、祖先の伝承を受け継ぐ表象であり、自身の民族的

宗教的アイデンティティを再確認する機能を強く伺わせる。ヘンナやフラニ族の「Gerewol(ゲレウォール)」

の化粧のような自身の身体を装飾する行為、あるいは民族衣装や同じ戒律に基づいた衣装を身にまとうとい



うのは、離れて暮らす同族同士の証しでもあるのだ。それは移動生活の中で伝承され続けた重みのない芸術

が果たす役割である。 ☆	
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・文明と砂漠 
　古代エジプト文明、古代メソポタミアの文明、古代インダス文明、黄河文明は、砂漠と密接な関連性をも

つ。	

　古代エジプト文明は農耕に適したナイル川沿いに栄えた。周りを広大な砂漠に囲まれているナイル川流域

は外敵の侵略を受けにくい自然のビオトープのような環境で、古代エジプトの文明は三千年にわたり存続し

た。	

　チグリス・ユーフラス川沿いに成立したメソポタミア文明は肥沃な三日月地帯と呼ばれる現在のシリア、

パレスチナから上流のイラン付近へと拡大していった。	

　多くが解明されていない古代インダス文明の遺跡は砂漠地帯に残されているが、インダス文明が砂漠化に

よって滅びたという根拠はない。むしろ砂漠化したあとも文明は栄えていた。	

　黄河文明(および長江流域の文明)も、エジプトのナイル川と同じく、黄河の流れによって下流に運ばれた

養分豊富な土壌を利用した農耕を行っていた。黄河の上流と中流域に広がる黄土高原は、森林伐採と過剰な

開墾によって森林や草原が失われ植生が破壊されてしまい、数千年に渡ってその土壌が流失してできた人為

的荒れ地である。黄河の茶色い巨大な河の色は大昔から土壌流失によって流れ出た土の色である。	☆	

　砂漠と人類の文明は切り離しようのない関係にある。砂漠の乾燥した風土がどのように人類の諸元的文明

や、その芸術に影響を与えたのか。そして砂漠から発祥したユダヤ教、キリスト教、イスラーム教といった

アブラハムの宗教に含まれる一神教の思想や説話は、砂漠と密接な関連性をもっている。	

　この章では古代エジプト文明と、イスラーム教やキリスト教の表象や美術などを検証しながら、砂漠の風

土が文明、宗教、芸術にどのような影響を与えたかについて考察する。	

 	

2-1　古代エジプト文明と美術 

・永遠・永続の保守性 

　古代エジプト文明の美術はきわめてユニークだ。その石造建造物はどれも異常なほど巨大である。 

　ピラミッドのシンプルな四角錐は強烈な印象を残す。どれほど時間が過ぎても「聖地は一ミリたりとも動

かない」と宗教学の植島啓司は書いていた。 ☆ピラミッドは消し去りようのない不滅不変のまま未来永劫

残りつづけてきた。ピラミッドは霊性的な印象と建造した人々の超大な力を表したまま現代に至る。 

　ナイル川流域に紀元前一万二千年頃から人々の定住が始まり、紀元前五千年頃に集落が形成された。古代

エジプト文明とは紀元前三千年頃に始まった第一王朝から紀元前三三二年にアレクサンドロス大王によって

滅ぼされるまでの時代を指す。この地域は古代から砂漠が広がっていたが、ナイル川流域の地域は居住に適

していた。毎年氾濫を起こすナイル川が農耕に適した肥えた土を下流へと拡げた。ナイル川の恩恵により砂

漠の真ん中でエジプトは繁栄を続けた。 

　美術や歴史に詳しくなくても、ピラミッドと同じく古代エジプトの美術は一見してそれだとわかるほどそ

の様式は特徴的だ。工芸、建築、その内部に納められた死者の棺や、スフィンクスなどの巨大な石像で知ら

れる彫刻、埋葬品、それらから伺い知る当時の服装、コブラやハゲタカといった王を表す紋章や記号、ヒエ

ログラフの象形文字など、古代エジプトの美術は紀元前五千年頃から西暦が始まる頃までという膨大な歴史



の中で、一切変わることなく不動・普遍のまま受け継がれていった。ナイル川に茂る睡蓮の花をモチーフに

壁画に描かれた模様は、転生や生命を表す唐草文様の原型となって世界中に拡がっていった。 

　エジプトの美術はどれも保守的で単純明快だ。二五〇〇に渡ってなにも変わらなかった。そのほとんどが

永遠性を最も重要なものとして作られている。人間の魂は死んだあとも再びミイラや像を通して存続される

と考えられていた。死後の住処であるピラミッドや棺は、どれも堅牢な造りである。古代エジプト人ほど「永

遠」という言葉を好んだ人々はいない。「太陽のごとく永遠に」、「永遠永劫に」、「永遠の生命」といっ

た言葉がいたるところに刻まれている。 ☆	

　レリーフや壁画として残る古代エジプトの絵画には、儀礼や建設作業の様子などが正面を向いた胴体に横

向きの顔と両足という人物の図で表されている。これらの図法には厳密なルールが決められていて、集団と

して描かれる群衆は上下左右にほどよくずらしつつ重ねて描く、地位の高い人物ほど大きく描かれる。古代

エジプト人たちは人間の見ための感覚的な把握よりも説明図的解釈の方がより明確に物事を表すと考えてい

た。その絵画は図面であり文字による記録に等しかった。 

　王の額にあしらわれたハゲワシやコブラが権力や支配者を表したように、すべての動物のモチーフは記号

的な意味と象徴性をもっている。それどころか視覚的に表しにくい大気、風、生命、安定、永続性といった

抽象的概念もなにかしらの形で表されている。それらの図像は象形文字のルーツとなった。 

　彫刻などの立体芸術は、比較的写実性をおびた造形物が造られているが、型(フォルム)に嵌（ルビ：はめ）

たような作品がほとんどで絵画と同じく均一的である。有名なツタンカーメン王の黄金仮面は純金の打ち出

しで作られた贅を凝らした造形物だが、その意匠から実在した人物や作者を知ることは不可能だ。建築にも

永遠に倒れることなく鎮座し続ける石像や石碑と同様の性質が伺える。どしっとしていてバランスが良く、

単純明快で均一的だ。すべての造形物に共通する細部にまったくこだわらない単純さや簡素さは力強さを感

じさせる。ピラミッド、神殿、オベリスクといった建築物からは幾何学への強い指向が伺える。ピラミッド

に覚える畏怖の念はうつろいや感情的な把握などをことごとく排除した幾何学的な特性による。 

　古代エジプトの表象における、強度な記号性と象徴性は色彩にまで及ぶ。古代エジプトはナイル川の沿岸

だけが巨大なビオトープのごとく栄え続けた。生物が住めるのはナイル川沿いの黒い色をした土の大地(ケメ

ト)の場所だけで、その外は不毛な赤い砂(デシェレト)が延々と続く死の砂漠であった。ナイル川が運んだ黒

い肥えた土の色と、外界の赤い砂漠の色は、「生」と「死」を明瞭に別ける色彩とされた。ケメトの「黒」

や、その豊穣な大地に生い茂る「緑」は「生命」や「再生」を象徴するシンボル・カラーであり、再生と復

活を司るオシリス神は緑や黒の肌で表された。古代エジプト人たちにとって通説的な肌の色の違いや個体差

などたいした問題ではなかった。 ☆	

・死の美術 

　エジプトの美術は、あの世にいる死者に捧げられる弔いの美術という特性をもっている。宮殿や祭殿や住

宅など、生きている人のために造られた建造物は、墓廟と比べて著しく規模が小さい。現世で使われる工芸

品なども残っているが、それらに施された意匠や装飾よりも、墓地に残る埋葬品の方が遙かに贅を尽くした

ものばかりである。 

　ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教といった一神教と異なり、古代エジプトの宗教は多くの神々を祀っ

た。太陽をはじめとする自然崇拝も行われていた。 



　ナイル川には涸れることなく命の水が流れ続け、川沿いの豊穣な土壌で作物が育ち続けた。雲ひとつない

空に太陽が登っては沈んで、夜になると満点の星空と月が輝いた。終わることも変わることもなく一年のサ

イクルで繰り返される自然現象の中で、古代エジプト人たちは永続と普遍に対して信仰にも似た認識をもっ

た。 

　自分たちが産まれるずっと前から砂漠に放置されていた死体はミイラ化して朽ち果てることなくそのまま

残り続けた。時間は人間の人生を超越する悠久の存在として捉えられた。 

　そのような環境の中で、いつしか古代エジプト人たちは自分たちと過去に生きた祖先と未来に生きる末裔

の生死感を一元的なものとして捉えるという独特の死生感をもつようになった。魂や精神はナイルや天体と

同じく普遍的なもので、死者は再び蘇るという再生と不死の観念が信じられた。 

　束の間の生が許されている自分たちがいる現世ではなく、死後に住む別の場所の方にこそ永遠の生が与え

られる。死後の世界の方がより重要な場所であると彼らは考えた。 

　砂漠の強烈な死は対極にある生に明瞭なコントラストを与えた。そして生と死は単純に訳隔てられるだけ

のものではないと考えられたのだ。 

　古代エジプトで一神教的な宗教は成立しなかった。その後の歴史に（直接的な）影響を与えるような宗教

観も生まれなかった。それは彼らが神よりも死者の存在の方がより重要だと捉えていたせいかもしれない。

短い人生や、繁栄を与えてくれる神々とは別に、死後の世界でどのような豊かさを享受できるかという思想

は、極楽浄土や天国に向けられる思想に近いのかもしれない。そのような場所はナイル川と太陽と月の運動

が繰り返される現世と同じく、神によって支配されて恣意的意思で替えられてしまうような場所だと考えら

れていなかった。 

　無くなったファラオの像や棺やミイラを死後のために残し、死者のための墓廟であるピラミッドを造るた

めに注がれたあの莫大なエネルギーは、神ではなく死者への祀りであった。あるいは死後も乾きや餓えに無

縁な世界に行きたいという思い――死を忌み嫌い遠ざけのではなく、理想化するといった思想によって古代

エジプトの創造は成立した。その思いはすべての古代エジプトの美術に宿っている。 



2-2　砂漠の唐草文様 

・ナイル川の植物モチーフ 

　「唐草の文様」は、砂漠地帯で生まれた。その起源は諸説あるが、古代エジプトにみられる弧線の植物文

様や帯状の渦文が唐草文様の起源と推測されている。 ☆	

　古代エジプトに豊穣をもたらしたナイル川の水辺に咲くロータスの花やパピルスは、豊穣のシンボルとし

て建築や工芸品に広く用いられていた。最初は簡単な紋章のようなものから始まり、やがてロータスの連続

文様として縁飾りなどに使われるようになった。さらにロータスの側面の形とロゼットの正面の花冠の形が

融合したパルメット唐草が作り出された。唐草はその後世界中に広がり、イスラームの美術に取り入れ、植

物の文様、さらに幾何学模様へと転用された。 

　唐草文様は、植物の特徴を保ちながら、より複雑にからみあう、細密で精緻な、連続パターンとなって、

空間を埋めつくすようなものへと変わっていき、ヨーロッパ、アジアへと拡散して、国や宗教による扱いや

デザインの違いをもつものになっていった。 

　ギリシャ、ローマ、ビザンチン、ゴシック、さらにアールヌーボー、そしてシルクロードを渡り、仏教美

術の装飾に強い影響を及ぼした唐草は、生命力・母性の象徴として、さらに潤いをもたらす文様として、世

界中に拡がっていった。 ☆　 

　唐草は、時代ごとにアレンジを変えて、進化するかのように、紀元前数千年前の砂漠から現在にいたるま

で、永遠に枯れることなく受け継がれ続けてきた。　 

　一八世紀に西洋社会で起きた産業革命はパリやロンドンといった巨大都市を誕生させたが、工業化ととも

に都市化が進み、人間の生活から自然が遠いていったこの時代に、ウイリアム・モリスの室内装飾や、アー

ルデコや、アールヌーボーのデザインで、唐草の文様は重要なモチーフとして取り入れられていった。 

　唐草文様は、不毛な砂漠空間に、潤いや自然の豊穣さを取り入れる装飾文様である。人工的で無機質にな

りがちな現代の都市生活の環境において、優美な自然を身の回りに配する意匠として、唐草はいたるところ

で用いられた。多くの人間がコンクリートの壁に閉ざされ、電子の光に照らされて生活している現代の人工

的な環境で、唐草は自然の象徴でありながら、装飾として潤いや活力を与える生命の意匠として、古代エジ

プトの時代と同じ機能を現在も果たしている。 

　永遠の生命、豊穣の土、豊穣の自然と、乾きを潤す冷たい水がもたらす幸福感という、人間にとって根源

的な喜びと願いを内包している唐草文様は、砂漠の人間が作り出したもっとも偉大な芸術のひとつである。

唐草は時代に伴い、これからも変遷を繰り返しながら、人類とともに永遠に再生され続けていくだろう。 

 	



2-3　イスラーム教の文化と美術 

・オアシスの涌き水 
　中東の砂漠地帯では地下水に恵まれたオアシスを中心として街ができる。どの街も地下深くから清らかな

水が湧き出している。イラン北部、キャヴィール砂漠とルート砂漠の交わるヤズドには、鳥葬の遺跡ダフマ

(沈黙の塔)や、アーテシュガーフ神殿など、ゾロアスター教の歴史が残る。ヤズド街の中心にあるジャー

メ・モスクの地下深くまで続く階段を降りていくと硫黄の匂いがする井戸があって、人間の世界の側から、

この井戸をのぞき込むと、砂の大地の下に流れている水脈の不思議さを想わずにはいられない。　	

　年に一、二回やってくる降雨によって川が突然現れて、すぐに消えてしまう。秋から冬の季節のイランの

川はどこも干上がっている。河底をむき出しにした枯れた川の形跡をよく見かける。ベルセポリス遺跡にほ

ど近い古都シラーズのコッシュック川にも水はなかった。エスファハーンの川もひび割れた河底を見せてい

た。中東の砂漠で水は大池から湧き出てくるのだ。	

　その昔「世界の半分」と称されたエスファハーンの街にあるアッバースィーは三〇〇年前に建造されたシ

ルクロードの商隊宿「キャラバンサライ」をそのまま利用して営業するホテルである。多くの廃墟化したキャ

ラバンサライ遺跡とは異なり、このホテルは当時の雰囲気をよく伝えているように感じる。その中庭はホテ

ルの外にあるスーク(市場)の喧騒や、寒暖の繰り返しでボロボロになった日干し煉瓦の町並みから隔絶され

ていて、それこそ楽園のような空間だ。数々の美しい花が咲き、碧々とした植物と、木々が整然と植えられ

ている。水路のように設けられた巨大な池と噴水が涼しさとやすらぎを与えてくれる。この砂漠の地では、

大地から湧き出る清らかな水だけが乾きの苦しみから人々を解放する。オアシスの沸き水だけが砂漠で命を

つなぐのだ。	

・イスラーム教と砂漠 
　イスラーム教とその文化はオアシスの存在を抜きに語ることができない。	

　砂漠で始まったイスラーム教は、砂漠と、オアシスと、泉にまつわる説話が多い。	

　すべてのイスラーム教徒は、「メッカへの巡礼」を一生に一度は行うべきとされる。巡礼者たちは、メッ

カのマスジト・アル＝ハラームの中庭にあるカアバ神殿の周りを七回歩く。さらにマスジド・アル・ハラー

ム内にあるサファーとマルワの丘の間を七回駆け足で往復する。これらの儀礼を終えたイスラーム教徒たち

は聖なるザムザムの泉で湧き水を飲んで、ボトルに詰めて持ち帰る。	

　ザムザムの泉は乾きに苦しみ水を探して砂漠をさまよった予言者アブラハムの二番目の妻ハガルと息子イ

シュマエルに神が与えた泉だと伝えられている。	☆　アブラハムの 初の妻サラの嫉妬から、二番目の妻

ハガルとその子供は砂漠に捨てられてしまう。(いくつか類型の説話があるが)ハガルが水を求めサファーと

マルワの間を七回巡り神に助けを求めて祈りを捧げると、天使が現れ、この場所に泉が湧いたのだと伝えら

れている。聖地マスジト・アル＝ハラームにはこの聖なる水がいまも湧き出ているのだ。イスラーム教の信

者は神より与えられたこの聖なるオアシスを目指して世界中からメッカを目指す。	

　予言者ムハンマドがメッカ郊外で六一〇年頃天使ジブリールより唯一神アッラーの啓示を受けたのを始ま

りとしてイスラーム教が成立した。	

　イスラームの文化は七世紀中頃に黄金時代を迎える。アッバース朝がバグダードを首都とした頃から、中

東アラブ地域を中心としてムスリムの共同体が拡大していった。ペルシア、バングラデシュ、トルコ、パキ

スタン、モンゴル、中国、インド、マレーシア、エジプト、インドネシア、フィリピン、東ローマ帝国、ス

ペイン(アンダルシア)、イタリア(シチリア)とバルカン半島、さらに西洋諸国に至る広範な地域でイスラー

ムの文化が大きな影響を与えるようになった。その広大な宗教的共同体は帝国的な繋がりとなって今日に至

る。	

・イスラーム美術 
　イスラーム美術とは、ムハンマドの時代から現代にかけてイスラーム教徒の君主が支配する地域で「コー

ラン」および「啓典クルアーン」	☆による規制や、イスラーム教の影響の中で作られた美術作品、または



イスラーム教徒に向けて作られた作品といった広い範囲のものを指す。イスラーム教の美術も前述のハッジ

と同じく砂漠による影響や関連性を強く伺わせるものが多い。とくにその思想を伝えるコーランの写本や、

祈りの場所であるモスクの建築様式や装飾は、砂漠で始まった宗教だからこそ培われたと考えられる独特の

性質が伺える。	

　一般的に偶像を嫌う性質があると知られるイスラームの美術は、その反面装飾性を尊ぶ傾向がある。	☆

文字による装飾と、繰り返される幾何学の文様と、植物の文様がイスラーム美術の代表的な装飾文様である。

「文字文様」、「植物文様」、「幾何学紋様」、イスラーム美術を特徴づけるこれらの三つの装飾モチーフ

が時代と地域を越えて発展を続けた。	

　｢文字の文様｣はコーランの装丁と一緒に洗練されていった。偶像を禁じたイスラームの世界では、神の言

葉はなにより美しいカリグラフィーで表すべきだとされた。同じく建築や工芸の分野でもコーランの文字を

あしらう文字装飾が成立していった。	

　「植物の文様」は、エジプト、古代ギリシャ、キリスト教美術にその起源があるとされるが、イスラーム

の世界でより高度なものになっていった。写本から建築までを含むすべての芸術作品で、植物の文様が広範

囲に使われている。一般的に「アラベスク」と呼ばれる蔓や草が連続して列なる文様がイスラームの芸術か

ら始まり、世界中の美術に影響を及ぼした。　	

　図形の繰り返しによって作り出される「幾何学紋様」は、神が創造した無限に拡がる世界を意識させる装

飾だといわれている。イスラームにおける幾何学紋様は、動物の図案や、陰陽の組み合わせのような、具体

物を図案化したものではなく、線と面と色彩によるパターン的な幾何学紋様のみが用いられる。イスラーム

世界では早くから数式を利用した作図が基礎とされていて、フリーハンドのものや、手業によるラインを活

かしたものがほとんど見当たらない。幾何学的な文様は他のイメージの周りに添えられるのではなく、幾何

学的な文様だけで主たるイメージが成立してしまうというのもイスラーム美術の特筆すべき特徴のひとつで

ある。	

・イスラーム建築 
　「建築」では、構造と外観と装飾において幾何学的な構造が多岐に渡って展開される。	

　建物構造として用いられながら、同時に装飾の効果をもつ代表がモスクの「ムカルナス」だ。窪みのよう

な要素が層を成して、繰り返し並んだ立体的な建築装飾で、単純な幾何学的要素を数種類繰り返したものが

多く見られる。煉瓦、石、漆喰、木などで作られるムカルナスは、簡単な式を繰り返して複雑さを形成する。

色鮮やかで荘厳である。	

　一〇世紀中ごろイラン北西部で発展したムカルナスの様式は、フラクタル図形や、入れ子構造のマンデン

ブローの図形のように、植物の構造や、土地や、気流など、自然に潜むマクロとミクロが入れ子状態でつな

がっているのを想わせる相似の構造や、宇宙の広がりといった神秘性を感じさせる。	

　ムカルナスとはアラビア語で鍾乳石の丸天井を意味する。炎天下の乾燥地帯で洞窟は潤いの湿度と静寂、

安全を与えてくれる空間であっただろう。ムカルナスと似た技法で作られる鍾乳石と親和性をもつデザイン

性を帯びた「モカラベ」も、モスクの建築に多く取り入れられている。	☆	

・荒地の人工美　　 
　モスクに施されるこれら繰り返しの幾何学的文様は、観る者を包み込み別の空間に入ったような感覚を生

み出す。それは体験型のインスタレーションのようなものだ。それらを体験するとＶＲの仮想現実空間や、

巨大な万華鏡の中に自分が迷い込んだような特異な感覚を覚える。イラン・エスファハーンにある、イマー

ム・モスク(一六三〇年)や、シェイフ・ロトフォッラー・モスク、ジャーメ・モスクの内部に広がる壮大な

幾何学文様の空間を体験したとき、目は日常の大きさの尺度から解き放たれて焦点を合わせる術を忘れ目眩

を覚える。そこは抽象的でありながら力強く荘厳な空間である。そして偶像なき宗教というイスラームの美

意識の真髄を理解するに至る。	

　モスクという幾何学的文様の空間に身を置くと、光の中にいるような礼拝的崇高さを信者でなくとも感じ

る。街の外に拡がる無の砂漠地帯から、人々の騒音と活気があふれるオアシスの街にたどり着き、煩雑で雑

然とした茶色い町の喧騒を抜けて辿り着いたモスクの内部は幾何学的な調和と法則に支配されている。神に



祈りを捧げるために用意されたこの静寂の空間に身を置くとき、自分自身の中に潜んでいた別の世界に気付

くような特異な感覚を覚える。	

　見渡す限り何もない砂漠のはるか彼方で太陽の光を反射してきらきらと輝くモスクのドームやミナレット

の塔	☆はなにも与えてくれない無情な自然と対峙する人間の世界――オアシスの村や街といった人工物を

強烈に印象付ける。砂漠では自然を模倣したオーガニックな美術よりも単調な数学的な形状や三角形や星形

などの幾何学の規則で成立した人工的な形の方が存在意義をもつ。人間が作り出した形、神が与えて人が読

み解いたこの図形は人工の術を強く訴求する。	☆　　　	

　文字・幾何学・植物といったイスラームの文様は無の砂漠で人工物と、制御され抑制された自然を強く印

象付けるが、同時に創造主である神の力と英知を理解させる。左右対称――シンメトリーの生き物の構造、

目や耳の配置、雄雌対象で成立する動物や植物の成長――生命あるものすべてに施され、受け継がれていく

らせん構造の神の基本的なデザインについての想像が膨らむ。これらの文様を建築の構造にまで施したイス

ラームの美術は偶像を用いることなくより抽象的でありながら明示的に世界を顕す。	

　茶褐色の砂の世界と相まみれないビビッドな色彩、照りつける光でハレーションをおこしそうな強烈な彩

度の色同志の組み合わせ、あるいは太陽のごとく輝く金色が砂漠では映える。それゆえこれらのイスラーム

の文様と芸術にはどれも強烈な彩色が施されている。	

　砂漠で成立したこのようなイスラームの美意識は、モンスーン風土の美術に散見される自然との調和や、

自然の模倣と真逆で、単調で抽象的である。	

　表音文字という意味をもつ記号、あるいは幾何学の数式と同じく、これらの図形は、概念的に人間や神を

表す。イスラームでは人工の側に美しさは存在しているのだ。	

　モスクの空間と同じく、前述したエスファハーンのアッバースィーホテルで見たキャラバンサライの人工

庭園の中にも同じように施されている。規則的な格子にそって流れる水路や、区画的に配置されている木々

がそうであるように、自然は廃されるか、制御される。あるいは人工的に作り出されるものなのだ。	

　イスラーム美術の特性は、砂漠という無を強いる自然に対抗する人工の造形をよしとする創造である。モ

スクはどこであろうと軽々と神の御許にまで移動するための人工の装置だ。モスクの中でメッカの方向に向

けて祈るとき、すべてのムスリムたちは、イスラーム教という論理的な宇宙にのみ存在している。祈りの時、

砂漠の砂や、生活のしがらみ、貧富の差すら消えてなくなる。祈りは砂漠の荒れ地を簡単に超えて神の御許

にまで届く。	

　イスラームの文化と美術は、砂漠から始まり、受け継がれ、ほとんどそのまま世界へと拡がっていった。	

その独特の芸術工学は砂漠的影響によって成立した特性を多くもっている。	

　	

 	



2-4　砂漠から始まった宗教 
・砂漠の唯一神 
　古代エジプト文明は死の砂漠地帯と永遠に続くナイル川沿いの豊穣さという明瞭なるコントラストの中で、

独特の文化と芸術を成立させた。砂漠で始まったイスラームの美術は無慈悲な自然に対立するような独特の

人工の美術を成立させた。	

　乾燥地帯で形成した砂漠的な人間の自然観と世界の捉え方、いいかえるなら砂漠の環境によって培われた

風土的な感性による独特の美意識と思想が、自然に軸足を置かない人工的な創造に価値を見いだした。	

　乾燥地帯を少人数のグループで移動しながら生活する遊牧民たちは、個人を捨てて全体を守る帰属意識と

同胞(部族)の絆によって数十世紀に渡り生きながらえてきた。運命論者である彼らは祖先をともにする血の

結びつきと、同じ神への忠誠を共にする同族集団である。彼らは自分たちと子孫の存続させて、敵を亡ぼし

て、疫病をのぞくという、安全と繁栄を与えてくれるものとして神を信じた。	☆	

　ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教、世界中で信仰される宗教のうち、仏教とヒンドゥ教を除くこれら

アブラハムの唯一神の宗教は中東の砂漠地帯にルーツをもつ。	

　ユダヤ教はモーセがヘブル人をエジプトから脱出させシナイ山で神ヤハウェと契約を結んだとされる紀元

前一二八〇年頃に始まったとされる。その後ナザレのイエスを救い主(予言者)として信じるキリスト教がユ

ダヤ教から分離した。さらに預言者ムハンマドを通じて人々に下されたクルアーン(コーラン)の教えと戒律

を説くイスラーム教が七世紀に始まる。	

　これら砂漠始原の神は衛生的であると共に道徳的であれと説く。すなわち命の持続と集団の規約を守るた

めの義務を課す。アブラハムとかかわるすべての男子に契約のしるしとして施された割礼や、小用後は水で

手を浄めよと戒めるハディース（イスラーム教の慣行）の規律は、どれも衛生的であれという倣わしであ

る。	☆	

「草も木もなく、倒れた動物の死体が肥やしとなって新たな芽が息吹くわけでもなく、ただ白い骨が残され

る。そのような砂漠地帯では輪廻の思想は成立しなかったのである。」	

引用：鈴木秀夫『森林の思想・砂漠の思想』ＮＨＫ出版/一九七八年/P85　☆	

　これら砂漠の宗教で世界は創造主が創ったと捉える。そして世界は永遠ではなく、天地創造に始まり終焉

へと一直線に進むという直線的な時間の中にあるとされる。これに対して温湿なモンスーンの風土に発達し

た仏教には始まりも終わりもない。永遠に流転していく円環的な世界の中で輪廻転生が繰り返されると説か

れている。	

・砂漠と信仰　 

「太初に言あり、言は神と偕にあり、言は神なりき。	

この言は太初に神とともに在り、萬の物これに由りて成り、	

成りたる物に一つとして之によらで成りたるはなし。	

之に生命あり、この生命は人の光なりき。	

光は暗黒に照る、而して暗黒は之を悟らざりき。」☆　	

引用：『新約聖書』（大正訳）ヨハネによる福音書/第一章第一節	

　「始めに言葉ありき」である。世界は神の声から始まる。言葉とはすなわち神であり、この世界の根源と

して神が存在していたのだと聖書は解く。	

　預言者たちはなにもない砂漠で神の言葉を聞いたと告白した。	

　聖書に記された「バベルの塔」は、紀元前六世紀頃にメソポタミア文明――バビロンのどこまでも続く平

らな土地で、より天に近い場所で神に祈ろうとして築かれたエ・テメン・アン・キのジッグラト(聖塔)の遺

跡をルーツとした逸話だと推測される。　	



　巨大な翼をもつ守護霊プラヴァシを祀るゾロアスター教の信者たちは、天に近い場所に、遺体を配置して

鳥葬を行った。	

　平坦でなにもない砂漠の大地は、天に対する思いとともに、天に近づこうとする意識を強くした。	

さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、“霊”に導かれて荒れ野に行かれた。	

そして四十日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。	

すると、誘惑する者が来て、イエスに言った。「神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどう

だ。」	

イエスはお答えになった。「『人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生き

る』／と書いてある。」	

新約聖書マタイ第四章一・十一節（新共同訳一九八七年）☆　	

　マタイの福音書「荒野の誘惑」である。公の宣教を開始する前にイエスはユダヤ人の砂漠で四十日と一晩

の絶食をする。この間にサタンが現れてイエスを誘惑しようとする。誘惑の舞台は「荒野」でなくてはなら

ないのだ。キリストの試練の場所となったこの荒れ地の様に、『聖書』には「荒れ野」――desertや

wildernessが散見される。	☆　荒野は聖書で重要な意味を持って繰り返し語られた。「荒れ地の誘惑」に

おけるキリストの試練とは、モーセに導かれてエジプトを脱出したイスラエルの民が荒野で遭ったできごと

であるとされる。	

　前述したとおりイスラーム教は荒れ地から涌き出た生命の泉を神の恵みとして感謝する。アブラハムの子

孫に与えられた約束の地カナンは「乳と蜜の流れる場所」という「楽園」として伝えられていた。	

　メソポタミア、シュメールの古い言葉で「生命」は「甘い水」	☆を意味するという。繰り返しとなる

が、なにもない砂漠から湧き出る水は命をつなぐ神の恩恵そのものであった。	

　	

・殉教のための砂漠 

　砂漠の人間たちによって人格神への信仰が生み出された ☆が、ヨーロッパは、おおよそ一世紀の初めに

この砂漠の人格神を知る。ローマ帝国に異教とされていたキリスト教が皇帝コンスタンティヌス一世によっ

て公認されて、キリスト教徒の迫害は終りを迎えた。するとそれまで苦難に満ちた現実から離れ、精神的な

安楽を求めて捧げられていた信仰は、精神の高揚と堕落しない自律した精神性を手に入れるための苦行や戒

律を重んじる信仰へと変わっていった。さらに都市環境ではもはや殉教はできないと考える者たちの中から、

精神の浄化を求めて自ら荒地に身をおく者が現れた。隠者の登場である。 

　砂漠から始まったキリスト教の信仰は再び荒地を必要とするようになった。西暦二七〇年から二七一年に

聖アントニウスによってエジプトに因循所が建てられて、砂漠での独居・禁欲の修行が行われるようになっ

て、殉教――犠牲という考えがこの頃から始まる。 

　これ以降キリスト教徒にとって砂漠は、自制、断食、祈り、禁欲生活のために回帰するべき場所となった。

砂漠に戻っていった「荒野の教父と教母」たちは、清貧、貞潔、服従、断食、祈りといった共同体のルール

を体現する者として後発の修道院生活の手本とされた。 ☆	

　砂漠の隠者『聖ヒエロニムス』の信仰が数多くの絵画や文学で表され、讃えらるように、修道院は教父教

母が修行した砂漠を再現する施設として機能した。すなわちそれらの施設は砂漠を模倣する装置であった。 

・砂漠とイマジネーション 
　中東に栄えた文明がどのように砂漠と関連性をもっていたか、そして砂漠の風土がどのように宗教的思想

を結ばせたのかについて、古代エジプトや、イスラーム教、さらにユダヤ教やキリスト教と砂漠の関連性に

ついて俯瞰してきた。	



　なにもない砂漠が人間のイマジネーションをかき立てる。想像力が強化されると言ってもいい。死んでし

まった者たちの霊や、ここにはいない家族や友人を強く思いだす。砂漠ではなにかしらの大きな存在に見ら

れているような感覚を憶える。砂漠の超自然的な覚醒について語る人も多い。	

　イスラームは神の存在は顕すべきものではないと捉えた。ユダヤ教とキリスト教では 初に言葉から始まっ

たと説いた。	

　ここにはいない他者や、ないものを回想する人間の想像力のところに神が現れた。	

　死者の霊や、超自然的な存在としての人格について思いを巡らすというのは、すべての人間が兼ね備えて

いるイマージナルな創造力であろう。この想像力は環境という外界の作用によって駆動する。砂漠は人間の

想像力を喚起させて、より多くの創造の機会を与えた。	

　砂漠始発の唯神教が砂漠を離れてヨーロッパに伝わると、神の存在を示す方法として、多くの芸術が誕生

した。前述の「荒れ地の誘惑」などの逸話が、絵画で表されるなど、ありとあらゆる芸術作品によって顕さ

れたのは周知の通りである。	

　繰り返しになるが、無は欠落しているものを想像させる。砂漠の乾きから想像を膨らませていた人間は、

さらに見えない概念を言葉や絵画、あるいはモスクのように体感する空間、美しいアラビア文字の写本によっ

て標した。	

　乾燥した砂漠の乾きは「死」を強烈に想わせたが、その対極にある「生」や、楽園や、オアシスの潤い、

神を際立たせた。	

　無そのものである砂漠は、神の存在を顕す独特の宗教的芸術の起点となった。砂漠から始まった古代の宗

教とその後の宗教美術は人類の歴史の源流となり現代に至る。　　　	

  



2-5　砂漠の抽象 

・静止した永遠――「抽象」 
　風土は思考を形成して芸術的態度を規定する。芸術の活動は環境によって導かれる。芸術は環境によって

成立するか、人間の身体の延長にある環境を模して成立する。	

　多くのモダンアートには、原始美術	☆的な抽象表現の影響が伺える。近代の西洋美術は西洋的な思想を

根底に抱えた表象的挑戦でありながら、アフリカの原始美術や古代文明から多大な影響を受けているが、本

書で扱ってきた砂漠環境で成立した古代の芸術からも多くの影響と恩恵を授けている。	

　ヴィルヘルム・ヴォリンガー(一九八一～一九六五年)は『抽象と感情移入――東洋芸術と西洋芸術』(一

九〇八年)で西洋的な美術を成立させている「感情移入」の美的意識に対して、東洋美術に伺える「抽象衝

動」の美意識という対立項について二〇世紀初頭に早熟な論考を行っている。	

　「感情移入」とは対象を意識することで所有を可能なものとしてしまう様式、すなわち美術作品に置き換

えることで美的対象として定義する行為である。対象に生命力を見いだし、自分自身を転移させる。逆説的

に捉えるなら客観化された自己を享受的に確認しようとする美的意識である。古典主義絵画にみられる自然

を写生する精神がこれに準ずる。	

　一方の「抽象衝動」はつかみどころのない混沌状態の世界に置かれている人間が、心の平静や普遍的な安

定を得るために、抽象的な法則性や幾何学性、単純さで対象を表そうとする芸術活動である。ヴォリンガー

はその要因を「衝動」という言葉で顕した。古代様式の美術や未開世界の美意識から導きだされた文様が、

抽象衝動によって成立した芸術である。ヴォリンガーはその代表的な例としてエジプトのピラミッドを挙げ

ている。	

　繰り返しとなるが「感情移入」とは外部に置かれた「自然」を美しいと捉え、（神話や遺跡などの歴史的

事実や伝承までを含む）対象を有機的で動的な生命として描こうとする芸術である。それは古代ギリシャか

ら始まり、ルネサンス時代、さらに新古典派へと続く西欧芸術の骨幹をなす美意識である。	

　しかし芸術はこれだけにとどまるものではない。主に中東、アフリカからアジアでは、対象や概念を無機

的なもの――静止して安定したものとして表そうと抽象化を行った。この美意識と表象の行為はイスラーム

の幾何学模様や古代エジプトの美術を含むアジア、アフリカの諸元的表象に散見される。	

　「抽象衝動」の芸術とは、厳しい自然環境の中で生きる人間、すなわち敵対的で、恩恵がない風土――流

動的で、混沌としていて捉えどころがなく、自己の生命と共生的共通項が認められない砂漠の過酷な環境に

よって成立する。あるいは捉えどころのないほど多様な生き物とエネルギーに溢れているジャングルや、四

季の移り変わりで、生命の存在が消え去る冬の死の世界から多湿で高温さで、生命力溢れる夏へと極端な変

化を見せるモンスーンの風土で成立する美意識である。それは自分をとりまく風土環境を理解可能なものと

して合理的に捉えて、理想的な世界として概念的に理解して、外部を均等化して不動のものに置き換えて定

着させる、または要約によって成立する芸術である。	

　外界に存在する様々な事象を、他の関連性やしがらみから解き放ち、絶対的なものとして、象徴的に表す

抽象の芸術行為は、世界を永遠永続の概念に置き換えるために、変化を繰り返す世界を静止させ、安定した

ものとして理解したいという欲求によって発動する「衝動」により、抽象の芸術は成立する。	☆　抽象化

の所産である幾何学の文様は自然主義の「感情移入」観念から見ると、生気に乏しく映るが、それは風土環

境によって培養された自然環境に向けられた感覚から成立した美意識だ。	☆	

　「感情移入」が自然賛歌的な美の享受――「我を忘れる」という陶酔にも喩えられる自己抛棄の感情に

よって「幸福感」を肯定しようとする芸術欲求であるのに対して、「抽象衝動」は人間の「不安」の側にも

芸術の欲求が成立するのだとヴォリンガーは論じている。すなわち「抽象衝動」とは風土環境へ向けられた

諦めの態度、絶望的な自然感によって導き出された芸術である。	☆	

　そのような芸術は平面に収束させる。対象を限りなく外界にあるそのままとして定着させる遠近法の絵画

や写真術とは異なり、優先的事実として読み取るべきものを主張するか、体現する表象では、平面の中に束

縛するかのように対象は身動き出来ないよう再構築される。彫刻の場合も煩わしいディテールは取り除かれ

て、立体でありながら単純でシンボリックな形状として表されるのだ。	



・敵対的風土環境の美学 
　古代エジプトの芸術と、砂漠始発のイスラームの芸術のほとんどは、この抽象の表象によって成立してい

る。絵画や彫像やピラミッドの建築において、変化や附加的な要素をすべて省略して、要約化した古代エジ

プトの芸術は、「抽象衝動」の真髄そのものであった。それは絶対的で不変的に続いた砂漠の風土世界が培っ

て成立した。世界を平面として捉えたイスラームの美術はモスクに集約される。すべてが平面的な抽象のパ

ターンで著されているモスクとは「抽象衝動」をもっとも体現できる空間である。幾何学の文様や記号、モ

ザイクのビット画像のように制御された図像と色彩で成立するモスクに身を置くとき、じわじわと現実感が

薄れて、やがて陶酔――「感情移入」の自然賛歌的な美の享受とは真逆といっていいような感覚が訪れる。

モスクは電気など一切使用しない仮想体験の空間として、知覚と精神を別の次元に再配置しようとする。	

　有機的なものへ向かう感情移入と異なり、抽象衝動は自然から独立して無機的な形態へと向かう。自然の

再現や模倣ではなく、象徴的な創造である。自然だけではなく「力」や「磁場」などを想像させるような、

宇宙や世界、または概念を代替えして理解させるのも抽象の芸術の特徴である。	☆　　　	

　二〇世紀初頭に発表されたヴォリンガーのこの論考は、当時のミュンヘン分離派、ブラウエ・ライター(青

騎士)といったロマン主義以降の芸術運動の動向に向けられた関心から「抽象」の根源を解明しようとする

試みであった。時を同じくしてピカソは『アビニヨンの娘たち』を一九〇七年の秋に描いている。アフリカ

の彫刻作品への興味から書かれたこの絵がキュビズム☆の萌芽となる。多くの芸術家が前述の野性的な原始

美術を制作のよりどころにしていた。アフリカからアジアの原始的な美術や、砂漠風土始原の芸術は、その

後の現代美術の指標・手本のひとつとなった。ヨーロッパでは第一次戦争の暗い体験の傷がいまだ癒やされ

ていない陰鬱な時代の空気を反映して、不安と恐怖を通底に抱えた新しい美術表現が次々と現れた。二〇世

紀の西洋社会は「抽象衝動」の芸術へとパラダイムの変換を迎えたのだ。	

  



第3章　夢見るヨーロッパ 



第3章　夢見るヨーロッパ 

3-1　オリエンタリストが描いた中東 

・ヨーロッパを魅了したオリエント 

　エドワード・ザイード(一九三五～二〇〇三年)はオリエンタリズム ☆誕生の発端としてナポレオンのエジ

プト遠征(一七九八～一八〇一年)と、その後二〇年の歳月を費やして編纂された『エジプト誌』(一八二三年)

の出版を挙げている。たしかに政治的な戦争侵略によって略奪収集された知見と資料をもとに学術的に記録

された『エジプト誌』は、それ以降のオリエンタリズム成立におおきな影響を与えた。 

　そうであったとしてもそれ以前から中東――オリエントは魅惑的なものとしてヨーロッパ全域で強い関心

を寄せられていた。西ヨーロッパを中心にテュルクリと呼ばれるトルコ趣味の美術や工芸が一六世紀から一

八世紀のロココ時代に流行していたし、一七八三年頃にモーツアルトはトルコ行進曲(ピアノソナタ第十一番

第三楽章)を作曲していて、トルココーヒーもすでに飲まれていた。その当時流行したファッションにもアラ

ビアン・スタイルやトルコ風が取り入れられていたという。一七〇四年にアントワーヌ・ガランの写本によ

り広くヨーロッパ全域に普及した『アラビアンナイト』も、これより古いチュービンゲンの写本が十五世紀

から広く知られていた 

　ザイードが指摘するエジプト誌が刊行される前後のパリはというと、空前のエジプト・ブームだったといっ

ていい。フランス革命で陥落したバスティーユ監獄の跡地は広場として市民に開放されていて、「再生の泉」

(一八一三～一八四六年)と名付けられたエジプトの影響を強く受けた泉が作られていた。ボナパルトの発案

で作られたこの泉の真ん中には二十四メートルもの大きさを誇る巨大な象の石像が建っていて、象には胸元

から水を流す女性の彫刻が取り付けられていたという。取り壊されて現在の七月革命記念塔になる前の様子

はヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』(一八百六二年)の中に描かれている。一九一六年開業のパリメ

トロ七号線と十四号線の交差駅はナポレオンのエジプト遠征の勝利を記念してピラミッド駅と名付けられて

現在に至る。一八三三年にムハンマド・アリーから寄贈されたルクソール神殿のオベリスクもコンコルド広

場の真ん中に設置されて現在に至る。この様なオリエントブームはパリに限られただけではなかった。ロン

ドンには一八五四年にアルハンブラ劇場が建造されているし、一八四九年にオープンしたコペンハーゲン中

央駅近隣にあるティボリ遊園地もオリエント様式の影響を強く伺せる。 

　ザイードが強い言葉で批判したオリエンタリズムとは、ナポレオンの時代の前からヨーロッパ全域に芽吹

いていた。ヨーロッパにとってオリエントとはキリスト教が始まった土地であり、異教の超大国オスマン帝

国という憧れと畏敬の対象でもあった。そして植民地化時代へと強度を増していくヨーロッパの政治的視座

は、蒸気のエネルギーと大型汽船の運行や鉄道路線の架設、さらに大航海時代の後に訪れた鉄道網の完備と

トーマスクック時刻表の発売(一八七三年)といったヨーロッパのツーリズム文化に後押しされて、東洋に向

けられたヨーロッパの好奇心は、政治のみならず、その後の世界を決定づけてしまうような強固な構造とし

て、オリエンタリズムを推し進められていった。 



・ロマン主義 

　古典・古代の美術を規範としてギリシア美術の模倣や中世と聖書の神話的主題を尊ぶ懐古的な「新古典主

義」が一八世紀中期から脈々と続いていた。しかし一九世紀初めごろになるとそのような保守的な美意識に

留まらないロマン主義の芸術家たちがフランスを中心とするヨーロッパ全域に現れた。 

　ロマン主義は自己の感受性と霊性を手がかりに新しい美の探求を行おうとした芸術家たちの活動である。

一般的な「美しさ」だけでなく「醜さ」までを含む新たな美的観念の追求がこの時期に始められた。彼らは

自分自身の感受性に訴えるものがあればその対象を「美」と捉えて画題とした。ロマン主義的美意識と思考

はそれ以降の美術領域を拡張するきっかけとなり、印象派をはじめとする現代に至る美術のありようを決定

づける大きな役割を果たした。 

　ロマン主義は新古典主義絵画で尊重されていたデッサンよりも人間の感覚に訴えかける色彩の効果を重要

な要素として捉え、色の響き合いや輝きに赴きを置いた。 

　そのようなロマン主義の芸術家の中から中東——オリエントに画題を求める芸術家たちが現れた。 

・オリエンタリストたち 

　東方世界を画題とした画家たちをロマン主義の範疇だけで定義するのは難しく、新古典派の流れを受け継

ぐ画家も含まれる。それゆえ新古典派とロマン主義の両方で「オリエンタリスト」として括られる。 

　これまでの西洋的絵画の論理やセオリーを超えた尺度でなければ解決できないような対象がオリエントに

はあった。デッサンの問題に収まるだけでなく、人物の動きなど、ダイナミックな表現を前提とした構図的

配慮が取り入れられ、より先駆的な作品がオリエントを題材として結ばれていった。 

　なによりロマン主義の芸術家たちにとってもっとも重要なテーマであった生命感や躍動感を感じさせる対

象が中東の明るい光の中に満ちあふれていた。　 

　中東に魅了された画家たちが描いたのは、主にエキセントリックなアジアの文化であった。ハーレムや愛

奴売買の競りに代表されるエロチシズム、中世以前の世界と変わらないままの人々であった。そして聖書に

書かれたキリストの時代以前から手つかずのまま放置されていたミトラ、 ピラミッド、スフィンクス、クレ

オパトラといった遺跡と神話の世界であった。 

「淫蕩(ルビ：いんとう)でありながら、優美さを兼ね備え、豪著(ルビ：ごうしゃ)にして残酷さに晒されてい

る運命的な宿命に苛まれた人々のすみかである」 ☆と稲賀繁美が書いた中東世界の文化と光と色彩に画家

たちは惹かれた。そのようなオリエンタリストたちに描けたものといえば、驚愕と支配的眼差しで、彼らが

注視した蛮族奴隷商人の営みという、他者の犯罪を借りて提示される性奴隷たちの赤裸々な裸体という風俗、

または聖書物語の手助けによって成立する歴史的聖地の風景描写であった。それが彼らの得意分野となって

しまい、「優美にして豪著」という魅惑的でありながら畏怖の念を抱かせるヨーロッパの固定概念を裏切ら

ないイメージを量産した。 

・砂漠はいかに描かれたか　 

　広大な砂漠の上にあった中東でありながら、本章が扱う砂漠が、オリエンタリストたちの画題となるのは

稀であった。オリエンタリストたちの「崇高さ」を讃えようとするヨーロッパの科学的空間理解の視点と、

その画術では中東の砂漠を描くのは至難の術だった。	



　『崇高と美の観念の起源』(エドマンド・バーク：一七五八年)や、『美と崇高の感情に関する観察』(イ

マヌエル・カント：一七六四年)で、外界に拡がる崇高さを認識したのち、いかにしてこれを描くかがヨー

ロッパ美術における重要なテーマとなった。さらにジョン・ラスキン(一八一九年～一九〇〇年)の論考を経

て風景画は一九世紀の主要な芸術創造のひとつとなっていた。そうでありながら中東地帯の荒涼とした砂漠

は彼らヨーロッパの芸術家たちにとって明確な美意識と焦点をむすべる空間ではなかった。一八世紀から一

九世紀の間に描かれたオリエント絵画で、サハラやアラビア半島の砂漠は背景として描かれているだけで、

砂漠自体が画題にされるのは稀であった。	

　オリエンタリストたちはどのように砂漠を捉えて描いたのか、いくつかの代表的な作品を挙げて検証して

みよう。	

　エジプトに暮らしたレオン・ベリー(一八二七～一八七七年)は、代表作『メッカへの巡礼』(一八六一年)

で巡礼地メッカへ向けて砂漠を越えて旅する巡礼者たちの姿を進行方向の手前から見るダイナミックな構図

で描いている。灼熱の太陽に照らされた巡礼のキャラバン隊、乾燥した空気ゆえ遠近感が乏しい砂漠独特の

空間性を意識して描いた良作である。ベリーはこの作品の他に砂漠を背景としたラクダや、キャラバン隊な

ど、なにげない現地の人々の生活の様を描いている。	

　ギュスターヴ・ギヨメ(一八四〇～一八八七年)も砂漠に明確な視点を結んでいる。代表作『サハラ砂漠』

(一八六七年)は画面中央にラクダの骨が配されていて、その遙か遠くに蜃気楼のようにおぼろげに霞むキャ

ラバン隊がサハラ砂漠を超えていく様子が描かれている。これは風俗や人物を題材とした他のオリエンタリ

ストの作品と異なり、荒涼とした砂漠自体が主題として扱われている特別な作品である。荒涼とした大地、

遙か遠くに地平線が見渡せる空虚な砂漠がみごとに描かれている。苛酷な荒れ地を越えて行くキャラバン隊

を待ち受けている死を暗示するかのように駱駝の死骸が手前にころがっている。この絵はまるで砂漠の怖さ

を讃えているかのようにも感じさせる。ギヨメは『エル・カンター峡谷で死に馬をむさぼり喰う犬たち』(一

八八三年)で荒地の谷に迷い込んで死に絶えた白馬の末路を描いている。また『サハラ砂漠における夕方の

祈り』(一八六三年)では、なにもない砂漠の真ん中で地面にひれ伏してメッカの方角に向けて祈るキャラバ

ン隊の姿を描いている。『ラグアット』(一八七九年)では、なにげないラグアットの街を著しつつ、砂漠の

生活――暑さと乾きを受け入れなければならない人々の生活が表されている。	

　キリストの生涯や失楽園といった聖書物語を数多く描いていたジェームズ・ティソ(一八三六～一九〇二

年)は繰り返し三度もパレスチナを訪れて、荒涼とした砂漠を背景として歴史物語を題材とした作品を描い

た。メシアの誕生を知ってエルサレムに向かう賢者たちの列隊を威厳に満ちた姿で描いた『東方三博士　マ

ギの旅』(一八九四年)はギヨメと同じくラクダの旅人を正面から捉えた構図で、荒涼とした岩地を意気揚々

と進む姿が表されている。	

　アルジェリア滞在の紀行文『サハラの夏』(一八五六年)と、チェニジアの滞在記『サヘルの一年』(一八

五八年)を書き、画家としてだけではなく小説や評論の分野でも活躍したウージェンヌ・フロマンタン(一八

二〇～一八七六年)も砂漠の絵を残している。	

　フロマンタンは『サハラの夏』で、砂漠を「一枚板のように平べったく単調な風土」と表した。	☆それ

はリアルに描こうとすればするほど絵にならない中東の風土に対する画家としての適切かつ神勅な捉え方で

あり、ヨーロッパ的美意識では描けない諦めの言葉である。	

　サハラ砂漠北端アルジェリアのオアシスの街ラグアットに住んだフロマンタンは、東方の知覚について、

より適切な指摘とともに、自身のヨーロッパ的知覚の負けを綴っている。	

　「人々が砂漠と呼ぶ、常にほとんど変わらない空と沈黙とあらゆる側面に静謐（ルビ：せいひつ）なる地

平とを備えた、驚愕すべきものの観念を与えるに欠けるところのない、何も無い荒涼とした国なのである。

（中略）こうしたもののすべてに、砂漠の上に昇り、丘陵の背後に沈んで行く、常に静かで焼き尽くすが如

き、光線を持たぬ太陽を除いては、（中略）ほとんど何の変化もなければ、偶発的な混乱もほとんどないの

である。（中略）眼は次第に、線の広がりの壮大さと何も無い空間と土地の殺風景な様に慣れて来る。だか

ら、それでもまだ何事かに驚くとすれば、それは同じようにほとんど変化しない物事が与える印象に感じや

すくなっていて、実際には も単純な情景を眼にすることで、同じように強く感動させられているためであ

る。」	

(引用：ウジェーヌ・フロマンタン『サハラの夏』川端	康夫(訳)/法政大学出版局/一九八八年/P162)	☆	



　砂漠に身をおくものだけが知る情景についての報告である。太陽が昇ると、目の前のすべてが灰色にかす

み、砂漠は平面に変貌してしまう。コントラストも失われ、(空気遠近法を可能とする)奥行きを、理解させ

る色の薄まりも、距離感も、さらには画家的な情動さえ失われてしまう、砂漠における知覚について、フロ

マンタンは的確な言葉を結んでいる。	

　このような的確な言葉を結んだフロマンタンでさえも、描けた砂漠はというと、他の画家たち同様で、あ

りもしないコントラストと、遠のく空間を淡さで表そうとするヨーロッパの劇的な絵空事、すなわち空間に

人物を配置して、手前にいる人物を主体として描く、ヨーロッパ的な絵画であった。	

　フロマンタンの代表作である『乾きの国』(一八六九年頃)は、砂漠に迷いこんで、死んでいく人々を表そ

うとした力作である。生き倒れて、砂地の骨と化すか、ひからびた亡骸となろうとしている人々の姿が、ま

さに目の前で起きていることのように、残忍なほど冷静な眼差しによって克明に表している。しかしながら、

その構図はロマン主義絵画の出発点と目されたジェリコーの『メデューサ号の筏』(一八一九年)に倣うもの

で、死の際にある遊牧民が助けを乞うように手を天に向けてのばしている。	

　この絵の十年前にフロマンタンが描いた『エル・ラグアット通り』(一八五八/五九年)などの作品に見受

けられるように、実際の砂漠の日の向きや、光の落ち方にそぐわない陰影の付き方と、強調されたコントラ

ストで描かれた作品はどれも劇場で演じられているかのようである。それらの絵は役者による再現と書き割

りのような背景を思わせる。	

　それはフロマンタンだけでなく、前述したレオン・ベリーや、ギュスターブ・ギヨメ、ジェームス・ティ

ソの作品でも同様であった。	

　あえてフロマンタンの作品をもってこのような指摘をするのは、長期にわたる中東滞在の経験から、美術

と中東の環境を分析的に捉える随筆家でありながら画家というフロマンタンの能力をもってしても中東が描

けなかったという事実を改めて確認するためである。	

〈東方〉は常軌を逸している。(中略)何世紀にも亘って風景画が憩って(いこって)きた調和を転倒させる。

何も絵空事の〈東方〉のことを言っているのではない。この埃っぽく白々として、色づけば少々どぎつく、

形は堅牢(けんろう)で、縦にというよりはもっぱら横に素描され、きっぱりとして、弱まるところがなく、

ほとんど大気というものが感知できず、距離感に欠けたこの国のことをいっているのだ。	

引用：Eugène	Fromentin,	Une	Année	dans	le	Sable	/一八五二年/Oeuvres	completes/一九七九年/Ｐ126　

☆	

とフロマンタンは綴っている。	

　当時のヨーロッパ的価値観と表し方による絵画芸術の範疇では到底再現できない東方の光と空間について、

フロマンタンはため息とともにこれを記したのだろうか。	

　「偽りによる真実らしさ」	☆といえそうなオリエンタリストたちの作品には、東方に魅せられながら、

その愛すべき対象を描ききれなかった自らの技量や尺度の限界に対する苦悩と挫折感が伺える。それゆえ画

家たちは目の前の現実や空間を、アレンジと加工によって欧州風味といえるような味付けに変えて、ヨーロッ

パのサロン、パトロン、絵画購入者たちの口に合うものへと作り替える輸入業者のような、あるいはヨーロッ

パ的な注視行為を代表するという身上を引き受けたのであった。	

　ザイードが指摘する悪しきオリエンタリズムの西洋的の意識――不気味なもの、異質なものとして、東洋

のイメージを決定的なものにした画家ジャン・レオン・ジェローム(一八二四～一九〇四年)も多くの砂漠の

作品を残している。	

　ジェロームといえば美しい裸の白人女性がアラブの男たちによって売買される『カイロの奴隷市場』(一

八六六年)や、『蛇使いと少年』(一八七〇年)で、巨ヘビが巻き付く裸の少年を群れをなして見ている有閑

アラブ男性たちの視点を借りて、ヨーロッパで流通可能な性表現にいとも簡単に仕立てなおして、図像商品

として流布させた画家であったジェロームの手にかかると砂漠でさえ、おとぎ話の絵に作り変えられた。	



　繰り返し同じ構図で描かれた『岩の上のライオン』(一八八五年)は、岩の上で孤高のライオンが荒野を見

つめている絵画である。『見つめる虎』(一八八八年)では眼下に広がる砂漠を行進する軍隊を獲物として見

定めているかのように見下ろしている虎の姿が劇的な遠近法の効果で表されている。『スフィンクスとナポ

レオン』(一九六七/六八年)ではスフィンクス像と独りで向かい合う騎乗のボナパルトが描かれている。『二

つの脅威』(一八八三年)では砂漠に沈みゆく落陽を見つめるライオンの姿が描かれているが、これも前述の

虎と同じく、手前のライオンと遠くに沈みゆく落日を劇的な遠近法で捉えた作品である。	

　これらのジェローム作品で、砂漠は戦うべき相手、壮大なもの、絶望の荒野として表されている。これに

対峙する野獣や英雄は、理想的な力強さの象徴として、わかりやすく配置されている。	

　ここに挙げた画家たちにとって、砂漠はきちんと知覚して描ける対象ではなかった。砂漠の環境の特種な

色彩と空間は、前述のフロマンタンの告白にある通り彼らの筆を困らせ続けた。それゆえ画家たちは砂漠を

物語として描いた。乾き、死、地獄絵図としての砂漠、勇敢に太刀打ちするか、あるいは運命にさいなまれ

て砂に飲み込まれていく人々の物語によって砂漠は表された。彼らオリエンタリストたちは人がいない砂漠

の風景を一枚も描けなかった。　	

・地上の眼差し　　　　 
　ヨーロッパは十字軍の遠征で、太刀打ちできないイスラームの高度な科学技術や軍事力を十五世紀に知る。

アラブの先駆的文明を散見したヨーロッパは、神学思想を残しつつ科学と人文主義を取り入れて、ルネサン

スへと世界観を変革させていった。ヨーロッパは自分たちの文明や思想に足りないものを補うように、宗教

中心の中世から人文科学の近代へと移行した。その要因のひとつがアラブ世界の新知であった。	

　ルネサンス 大の発明のひとつは、見る科学――「遠近法」である。オリエンタリストたちはこの科学的

眼差しでアジアを画面に捉え直そうとしたのだが、遠近法あるいはヨーロッパ的な合理主義の視覚では砂漠

は描けなかった。そのためキャンパスの 前列に主体的な図像を施す必要が生じた。	

　遠近法とはデカルトが「我思う故に我あり」と定義する人間が住まう自分自身というカメラに取り付けら

れた窓と等しい個人の目から望む世界の描写である。すなわち自己を中心として世界を固定しようとするデ

カルト的思考による眺望である。自分というカメラから覗き見たとき世界がどのように配置され、どれだけ

離れているかを科学的に見ることで、人間の知覚が再現できるのだと考えたヨーロッパは、見る思想と描く

技法を連結させた。ルネサンスから五世紀もの時間が経過したのち、この見る科学と思想の呪縛に捉えられ

たままのオリエンタリストにとって、砂漠は描画どころか知覚さえできない空間だったのかもしれない。	

　思想が人間が物事や外界を見る根本を形成する。思想は見る尺度と方法の骨幹をなす。根本のところで人

は精神という霊的な存在であると説くヨーロッパ哲学の真髄――デカルトの思想は、個人主義を推し進めた

が、視覚や認識もこれに属している個別なものであると説くようなものであった。	

　辻茂はルネサンス以前の距離点がない透視図法を「天使の遠近法」、ルネサンス以降の距離点がある透視

図法を「地上の遠近法」として比較している。	

　「地上の遠近法」とは、個別の立ち位置から、それぞれの視点で故人が眺める視点、すなわち人の視点で

ある。一定の空間と時間をそこに居あわせた個人の目によって描く遠近法というヨーロッパ絵画の空間把握

は、デカルト的思想そのものだといっていい。	

　比べて神の存在の前で個人の定義を明瞭としないイスラームの思想は、人は「個人」ではなく「部族」の

構成要因であり「群」の一塊であると捉える。それゆえすべての人間が同一の視点を結んでいるという捉え

方の方が優先される。古代エジプトでは人間の眼による感性の違いなど重要ではなく、永続性な不変のもの

として視点が形成された。それは砂漠的風土が形成した眼差しといってもいい。遠近法の例でいうなら「天

使の遠近法」で俯瞰して見ているといった捉え方だといえるだろう。それは「他者と共有されている集団の

視点」という論理的知覚である。砂漠はそのような意識で眺める方がより理解可能な対象なのかもしれない。

いずれにせよ、デカルト的ヨーロッパ人たちが結んだ「地上の遠近法」の視点では、何も無い砂漠は図像が

結べない対象であった。それゆえオリエンタリストたちは繰り返し古代の物語や東方の風俗を手がかりとし

て、あるいは聖書の物語というヨーロッパの共通幻想を足がかりに、なにもない砂漠を背景に、幻のような

人物、あるいは「豪著(ごうしゃ)にして残酷な風俗」としての中東を量産し続けた。　　	



3-2　シュルレアリズム――精神の荒れ地へ 

　シュルレアリスムの画家たちの多くが砂漠を描いている。	

　サルバドール・ダリ、マックス・エルンスト、エドガー・エンデ、イヴ・タンギー、レメディオス・バロ、

レオノール・フィニといった画家たちの絵はなぜ砂漠なのか。	

・オートマティスム 
　シュルレアリスムは、アンドレ・ブルトン(一八九六～一九六六年)が一九二四年に発表した『シュルレア

リスム宣言』	☆によって始まった。	

「心の純粋な自動現象(オートマティスム)であり、それにもとづく記述、その他あらゆる方法を用いて、思

考の実際上の動きを表現しようとする企て、理性によって行使されるどんな制約もなく、美学上ないし道徳

上のどんな気づかいからもはなれた思考の書き取り。」	☆　	

引用：パトリック・ワルドベルグ『シュルレアリスム』巖谷國士	(翻訳)/河出文庫/一九九八年/P17	

　自動記述、自動現象を意味するオートマティスムとはもともとは生理学や心理学の用語で、意識の介在な

しに動作を行なってしまう現象を示す言葉であった。自動記述はシュルレアリスム運動の方法的原理の一つ

で、個人の意識や技術に依存することなく、できるだけ速く自動的に文章を書いたり、すばやく造形するこ

とで、理性による制御を排除して、意識下にあるイメージを記述しようとする方式であった。当初はシュル

レアリスム自体が自動記述を意味していたような時期もあった。	

　詩学の方法論である自動記述が、絵画のような美術においても可能かといった問題が、すぐに問われるよ

うになり、当初は何も予定しないまま手を動かすような「デッサン・オートマテック」(自動デッサン)が試

みられた。ジョアン・ミロ(一八九三年～一九八三年)の作品の多くがこの試みによって作りだされている。

そしてマックス・エルンスト(一八九一～一九七六年)が試みたコラージュやフロタージュが、自動記述に近

い成果を絵画表現で発生させると考えられるようになった。	☆　この他ではフランシス・ピカビア(一八七

九～一九五三年)のインクの染み、ジョン・アルプ(一八八六～一九六六年)のちぎり絵、オスカー・ドミン

ゲス(一九〇六～一九五七年)のデカルコマニーの表現などが美術的な自動記述の術とみなされた。	

・エルンストのコラージュ 
　マックス・エルンストは、コラージュやフロッタージュを利用して数多くの絵画作品を描いたが、その作

品は荒れ地や砂漠を彷彿させるものが多い。	

　パブロ・ピカソ(一八八一～一九七三年)とジョルジュ・ブラック(一九八二～一九六三年)による「パピエ・

コレ」から始まったとされる「コラージュ」を、エルンストは主観的構成の意図を持たない「意想外の組み

合わせ」を目的とした表現行為として取り入れた。	

　コラージュとはもともとフランス語で「糊付け」を意味する言葉だ。ありとあらゆる性質と根拠が異なる

イメージ同士の組み合わせにより偶然性と不可思議さをもった図像が作り出せる技法だ。既存の視覚的要素

の貼り合わせはドローイングや描写では産まれない独自の絵画的空間と図像同士の関係性を発生させる。	

　エルンストの代表作のひとつ『百頭女』(一九二九年)は小説でありながら画集的な体裁をもつ書籍で、合

計一四七枚のコラージュが全九章の物語として編纂されている。怪鳥の飛来、海を歩く巨人、気球船から落

下する男など、その作品はどれもドラマチックであり、異様であり、独特の印象を与える。コラージュによっ

て無関係な図像同士が張り合わされて並列されると、互いが反発しながら共存しているような不思議な印象

を生じさせる。	

　このような効果や概念は「デペイズマン」と呼ばれた。デペイズとは、追放、異国に移す、環境を変える

などに因んだ言葉で、事物を日常的な関係や認識の世界から追放して、異常な関係のなかに再配置すること

であり、いまだ想像されていなかったイメージの世界や風景を現出する方法あるいは概念である。	

　コラージュほどディペイズマンに適した技法はないだろう。「図」がもともとの居心地のよい「地」から

切りはなされて「別の地」へと配置変えされる。すなわち他者が作り出したなにかしらのイメージが、その



絵の規約から解き放されて、契約を失効して、脈略のない別の「図」や「地」と、むりやり結合させられる。

空間・時間・意味的に無関係だった「図」が「別の図」と張り合わされると、もとの因果関係性から逸脱す

る。「別の空間」へと配置換えされて、別の役割を与えられ、異なる関係性の一部へと作り替えられてしま

う。　	

　背景から切りはなされた図像が真っ白な紙や異なる風景の上に置かれるというのは、図の役割や意味付け

から暴力的に追放されて、白紙や居心地の悪い空間に置き去りにされる様なものである。このようなデペイ

ズマン的コラージュの効果は「砂漠」と親和性をもつように思う。裸にされて晒らされてしまうようなその

図像は、解剖されて切り出された内蔵が生きたままシャーレの上に貼り付けられているような状態に等しく

もある。コラージュは「砂漠のような無の場所に追放されて、野ざらしにされてしまった図像」といった残

酷な図像作成ではないか。	

　失楽園で安住の楽園から追い出されたアダムとイブや、砂漠に不時着した飛行機の乗客のように、特異な

条件に置かれることで、物事の本質や事態が露呈してしまう。または本来の資質や機能を喪失してしまい別

の性質を伺わせるかのように、神に見放されて孤立した男と女や、国籍や身分といった社会的規約をはぎ取

られた人間の様に、コラージュは物事の社会的規約を失効させ、位相を改めさせた状態で画像を提示する	

かのようだ。その行為は砂漠への追放ではないまでも、逸脱するはめをおわされた人間のようではないか。	

　エルンストは一九四一年に第二次大戦の戦火を逃れてアメリカに渡る。自分自身をヨーロッパからはぎ取

り、みずからをアメリカにコラージュしたニューヨークでデカルコマニー技法の傑作『雨後のヨーロッパⅡ』

(一九四一年)を完成させる。あの「腐ったまま、カラカラに干からびてしまった植物質の生き物のような風

景」とでもいいたくなるような荒地の大作である。その後画家ドロテア・タニング(一九一〇～二〇一二年)

と何度目かの結婚をしたエルンストはアリゾナの砂漠に落ち着いて、十年にわたり砂漠の暮らしを続けた。	

・ピエネーの向こう側 
　夢のような奇妙な世界を写実的な画風で描くサルバドール・ダリ(一九〇四～一九八九年)のシュルレアリ

ズム時期の作品は、そのほとんどが砂漠や砂浜を背景としている。ダリはもっとも大量の砂漠の絵を描いた

画家の一人だといっていい。炎天下の太陽の照り返しで全方向に光が回り込んでいる乾燥地帯のフラットな

光に覆われた砂漠を背景に、ダリはとろける時計やチーズなど、記号性にとんだ物体を写実的なタッチで描

いた。	

　ダリはスペインカタルーニャ州フィゲラスに産まれ育った。イベリア半島の付け根にある地中海沿いのフィ

ゲラスはフランスとスペインを地勢的に隔てるピレネー山脈の裾野の端にある。地中海の向こう側はアフリ

カ大陸だ。	

　フランスには「ピレネーを越えるとそこはアフリカ」という言葉がある。八世紀から十一世紀にかけて、

ピエネーの山脈はイスラーム勢力のヨーロッパ侵入を阻む自然の防壁として機能した。フランス側から見る

とピエネーの向こう側にあるスペインはアフリカ圏内の土地だった。古くからイスラームの影響を受けたス

ペインにはイスラームの勢力に統治されていた時代に建てられたアルハンブラ宮殿が残る。ここにイスラー

ムが君臨していた時代もあった。	

　スペインとポルトガルがあるイベリコ半島には荒涼とした黄色い岩肌の大地が拡がっている。試しにグー

グルマップの航空写真でスペインを見てみるといい。ピエネー山脈の南側ピズケー湾沿いの地帯に緑色の場

所があるが、それ以外は黄色い荒地が広がっていて植物がまばらに生えているのがよくわかる。	

　「ピエネーの向こう側はアフリカ」という言葉通り、ここはヨーロッパ大陸と異なるアフリカの乾燥した

砂漠地帯が海を越えて続く地域なのだ。スペインの乾燥地帯に暮らしたダリ、ピカソ、ゴヤ(一七四六～一

八二八年)、ベラスケス(一五九九～一六六〇年)といったスペインの芸術家たちはこの砂漠的な風景の中で

育った。この環境的な特徴が芸術家たちの作品に影響を与えたのは当然であろう。	

・カタルーニャ地方のトラウマ 
　ダリにとって砂漠は幼少期から見慣れた風景だった。生まれ育ったカタルーニャ地方は岩で覆われた大地

と奇妙なかたちの山並みが印象的な土地で、海岸には奇岩がそこら中にあった。	

　少年時代のダリは家族と共に夏を地中海の突き出た半島の港街カゲケスで過ごした。カダケスは古くブド

ウ栽培で栄えていたが害虫被害でブドウが全滅してしまい、ダリが訪れていた頃にはすっかり漁業の街になっ



ていた。ブドウ畑は失われてしまい、山肌がむきだしの荒涼とした風景がカダケスを覆っていた。カダケス

の半島の先端にあるクレウス岬には、強風の浸食によって作られた巨大な奇岩がそこらに転がっていて、こ

の奇妙な形の岩に少年ダリは夢中になった。雄鶏、ラクダ、鉄床、女性の胸など様々な形を連想させたこれ

ら奇岩のひとつで「鼻で支えられた下向きの顔のような岩」とダリが呼んだ岩は、後に重要な画題となる。

ダリはこの岩をモチーフとして『大自慰者(グレート・マスターベーター)』(一九二一年)をはじめ、いくつ

かの作品を描いている。	☆	

　ダリは様々なオブジェや奇形の人間の身体や動物を絵画の中に配置して、それらの物体がもつ記号的意味

や、それぞれの関係から派生する暗示的メッセージをつなぎあわせて作品を構成した。別な言い方をすれば、

絵画という演劇的な舞台あるいは展示台に西洋美術の写実イメージの役者たちを配置したのだ。この舞台上

の役者たちは一つの演目を演じているようでありながら実はまったく脈絡がなく反発しあう。あるいは相関

関係をもたない夢の物語が一枚の静止画にまとめられているかのように、コラージュと等しい状況をその写

実的な絵画空間の中に成立させていた。	

　そんなダリの舞台絵画の背景は常に砂漠であった。スペイン生まれのダリにとって、砂漠は日常的な風景

であった。それは彼の心象風景のもっとも広い部分を占めていたスペイン・アンダルシアの原風景であった。

この砂漠の舞台は非日常的な演劇的機能をもって、前述のディペイズマンと等しく、ダリをシュルレアリズ

ムの思想と付合させた。ダリの砂漠はシュルレアリズムの専用の劇場か、専用のロケ場所のようなものであっ

た。	

・心の砂漠地帯 
　詩や文芸の作家は世界を言葉に置き換える。言葉の列なりが芸術的な化学反応を作り出す。画家は世界を

二次元に変換して視覚の体験として提示する。色彩や線が生み出す情緒的な知覚の創造が画家の領域である。

エルンストにしろ、ダリにしろ、ミロにしろ、画家達は詩人たちが成し遂げてきた自動記述の実験や言葉の

イマジネーションを参照にしながら、独自の解釈と手法で超現実的な自意識の情景を描こうとした。この試

みにおいて砂漠はもっとも 適で不可欠な実験場所となった。	

　ではそのようなシュルレアリズムの砂漠とはいったいどこの砂漠だったのか。むろん生まれ育った地域や

定住した場所がモチーフになったのは前述してきたとおりである。しかし彼らは目の前にあるか、まぶたに

浮かぶ記憶の砂漠を描こうとしたわけではない。シュルレアリスムたちが顕したこの砂漠は現実世界ではな

く人間の精神世界に拡がる砂漠と呼ぶ方が適切だろう。人間の心の奥底にひろがる暗くて広大な砂漠である。

そこは無念無想のなにもない場所ようで、ふと人間が奇想すると、次から次に物や事象が現れては消えてい

く「無意識の砂漠」である。	

　シュルレアリスムの指導者ブルトンは一九歳の見習い軍医として第一次世界大戦(一九一四～一九一八年)

に動員されて、フランス・ナントの神経・精神センターで神経を病んだ兵士達の治療に当たっていた。ブル

トンはこの頃ジークムント・フロイト(一八五六～一九三九年)の多くの文献を読んで、人間の精神について

深い造詣を得たという。	

　人間の精神の井戸には止めどなく湧き出てくるイメージが貯えられていて、この心の源泉に飲み口をとり

つけるか、手動のポンプを使ってくみ出すと、創造的な心象が溢れだして、これまでにない前衛的な芸術が

可能になる。そのようなブルトンの発想を起点としてシュルレアリスムは始まった。	

　一九世紀の終わりにフロイトによって発見が報告された、この「深層心理の砂漠」は、二〇世紀の人間が

もっとも興味をもった砂漠であった。眼には見えない人間の無意識という心の砂漠がどのような場所なのか、

シュルレアリストの芸術家たちは丹念に探検を続けた。砂漠はこうしてまた新たに発見された。　	



第4章　アメリカの砂漠で 



第4章　アメリカの砂漠で 

4-1　ジョージア・オキーフ 

　二十世紀のアメリカを代表する女性画家のひとりジョージア・オキーフ(一八八七～一九八六年)は写実的

なディテールを保ちながら抽象画のように見える独特のスタイルで花や動物の骨や荒野を描いた。 

　彼女は一九二九年に始めてニューメキシコを訪れてこの地に広がる赤土色の砂漠の風景に心をとらわれて

繰り返し訪れるようになった。のちにサンタフェの北側にあるゴースト・ランチにアドビ(砂質粘土と藁(ル

ビ：わら)などの天然建材)の家と、冬と春を過ごすアビキュー村の家を買って定住した。それから九十八歳

で亡くなるまでの三七年間をこの地で暮らした。 

　 

・空から眺めた砂漠 

　一九世紀のヨーロッパの画家たちは手前と背景という前後関係がきちんと成立する構図で成立する遠近図

法で砂漠を描こうとしたが、ことごとく絵にできなかったのは前述した通りである。砂漠には前景となる

とっかかりがなく、その澄みきった空気は霞んでいく空気遠近法を成立させない。それゆえヨーロッパ的

な空間の認識と描画の常識で砂漠は描けなかった。　 

　オキーフはこの極めて難しい対象を違う視点で描いた。「空を飛んでいるような気分にさせられる景色」 

☆という感覚から霊感を得たオキーフはニューメキシコの砂漠の原野をまるで空から眺めているような独自

の視点と構図で描いてみせた。オキーフの風景画では遠景の山々は突き出ているような図像になって、本来

そこに見えていたはずの地平線が消え去る。まるで溶岩が流れながらゆっくり固まっていったようなその山々

の形状は長大な時間の経過を感じさせる。まるでベッドで寝ていた人の寝返りによって出来たシーツのシワ

やヒダのようにも見える。その風景画は砂漠の荒れた山々でありながら同時に有機的なものが放つデリケー

トさが漂う。 

　「抽象的」でありながら同時に有機的なパターンを見いだすようにして対象を描くオキーフのスタイルは

ニューメキシコの砂漠地帯に居住する以前から様々な画題で培われていた。彼女の風景画では山や谷、陰影、

光と影、色彩、あるいは輪郭線や、前景と後景といった要素のすべてが、まるで同等なものと見なされてい

るかのようだ。抽象画のようにも見えるその独特の風景画は、地上の荒れ地でありながら、擬人化されてい

るか、あるいは感情をもつ荒地のような絵だ。　 

　『ヒマラヤ杉と黒い丘陸、ニューメキシコ』(一九四一年)は丘と丘のあいだにある谷間を象徴的に描いた

絵で、下側にある杉の木がポイントとなって足の先から眺めている女性の体を彷彿させるような構図だ。こ

の絵は風景画でありながら人間の身体や母性を喚起させるデザインが施されているように見える。ふたつの

滑らかな丘陵が豊満な乳房のように盛り上がっていて、股間の様な谷間は太陽の影で隠れているかのように、

生態的な形状を彷彿させる。このようにオキーフの風景画はどれも抽象と具体の両端に位置する。それらの

絵は「生きた荒れ地の風景」と言えるような不思議な印象を与える。 



・砂漠の骨 

　砂漠地帯の大地に晒されたまま散らばっている動物の骨に強く魅せられていたオキーフは、骨を「私の砂

漠のシンボル」	☆と呼んで繰り返し描いた。それら骨の絵は死の象徴ではなく逆説的に生命力を表す作品

でもあったようだ。	

「不思議なことに私にとってそれらは、そこらを歩き回っている動物たちより、(骨の方が)もっと生きた存

在なのです――毛、眼、その他、諸々のものを備え、尻尾をピクピク動かしているような、骨たちは、広い

空っぽの、捉えようのない砂漠で、強烈に生きている何物かの中心に鋭く切り込んでいくように思えるので

す」☆　	

チャールズ・C・エルドリッジ『ジョージア・オキーフ人生と作品』道下匡子(訳)/河出書房新社/

一九九三年/P121	

とオキーフは語っている。	

　	

　荒地で死んでいった動物の骨は自然の過酷さを思わせる。しかしオキーフの描いた骨は死を表すだけでな

く、砂漠や政治、あるいは歴史と強い関連性で結びついていた。	

　世界各地で動物の頭蓋骨や骨は力や時間の経過を表す象徴であり、魔除けの力をもつものとして信じられ

てきた。	

　砂漠の国アメリカで牛頭骨(ブル・スカル)は、死を表すだけでなく生命の力を表す伝統的なシンボルだ。

牛骨は過酷な自然から生還するためのお守りであり縁起物とされる。死んだ牛が再び人間のために転生して

くるように牛骨はまじないとして家の玄関に飾られる。そして牛骨は猛牛を駆った力強い祖先の証しで

あった。カウボーイが追い掛けた牛は躍動と活力の象徴であり、荒れ地と戦った開拓民の象徴であった。そ

して牛骨は牧場主の富の象徴でさえあった。水牛の骨は命をつなぐ水を象徴した。誤解を怖れずにいうなら

これら動物の骨は広大な砂漠地帯が拡がるアメリカの自然と歴史と文化を表す紋章のようなものだ。オキー

フの作品タイトル『雄牛の頭蓋骨――赤、白、青』(一九三一年)から読み取れるように、砂漠に散らばる骨

はアメリカの国家や、過酷な砂漠を越えていった開拓者たちの歴史を表している。	

　オキーフは正面から見据えた牛の頭骨(トルソー)や、布の上に配置された骨という伝統的な構図の作品だ

けでなく、動物の頭骨と花を結びつけた作品も多く描いている。『御羊の頭とタチアオイ』(一九三五年)や

『遠くの近くから』(一九三七年)といった骨が砂漠の空に浮かぶ神秘的な作品も書いている。	

　一九四〇年代に入ると、白い骨のコンポジション(組み合わせ)による不思議な形態の作品や、さらに骨盤

の穴の向こうに拡がる夜の砂漠といった絵が繰り返し描かれるようになった。この「骨盤の風景」と称され

るシリーズは、青い月の明かりに照らし出された白い骨とその向こうに拡がる砂漠といった取り合わせが静

的で神秘的な印象を与える。空っぽの骨盤とその空虚な穴からのぞき見る枯れた砂漠は生涯子供を儲けなかっ

た女性作家の思いや、体調を崩した高齢の主人スティーグリッツとの関係が要因となっているのではないか

と推測された。	

　	

・心眼の風景 

　ジョージア・オキーフほどアメリカの砂漠を描き続けた女性はいない。人付き合いが苦手だと自ら語り、

二〇年間ほとんど外部との交流を経ってニューメキシコの砂漠で絵を描き続けた孤高の女性作家にとってゴー

ストランチの砂漠地帯は自分の庭のようなものであった。 ☆　彼女は自らが所有する庭園で花を摘むかの

ように牛骨を拾い、陽に陰っていく山並みを見つめ、静かに砂漠を描き続けた。紫がかった薄青色の空の下

に拡がっていた彼女の荒野は凜とした静寂に包まれていた。彼女が描いた岩山や砂漠の風景画は作者と同じ

く他者の介入など必要としていない品格を漂わせていた。その絵画作品が前述のオリエンタリストたちの砂

漠と異なり、砂漠の風景自体が絵の主体になっていた。そしてサロンなどの他者による同意をまったく必要



としなかった。オキーフの絵は砂漠の空間性や時間の方に主体が置かれていて、文化の物語ではなく、独自

のイマジネーションを依り代(ルビ：よりしろ)として自身の美意識や心象の定着のために作品は結ばれた。 

　ニューメキシコ州の荒々しいゴーストランチの土地を「ここはわたしの居場所。心が静かです。わたしの

皮膚がここの土地に近いと感じている」 ☆　とオキーフは自分自身の皮膚の感覚で環境を語る。環境を身

体的な相性で語ろうとするこの感性こそオキーフなのだ。観念や科学ではなく、人の目で見る遠近法よりも、

鳥となって土地を見下ろす想像力――風景をどう見るかよりも先に感覚にどう訴えかけてくるかを問う。「心

眼」といっていいような眼差しで、自分自身に訴えかけてくる外在を描こうとするこの姿勢によって、オキー

フの霊性に溢れた作品が生みだされた。オキーフというシャーマンによって荒れ地は人の美意識の側に引き

寄せられたのだ。 

　 



4-2　ビル・ヴィオラ 

・ジェリド湖の電子絵画 

　アメリカのヴィデオアートを代表する作家ビル・ヴィオラ(一九五一年～)は、七〇年代前半から

作家としてのキャリアをスタートした。『パッシング　死――ウィン・リー・ヴィオラの思い出

に』(一九九一年)や、『I	Do	Not	Know	What	It	Is	I	Am	Like――おのれは如何なるものかを譲らず』

(一九八六年)など、ヴィオラ初期作品には砂漠の風景が繰り返し登場した。	

　『Chott	el-Djerid(A	Portrait	in	Light	and	Heat)――ジェリド湖(光と熱に浮かぶポートレート)』(一

九七九年)	☆は、サハラ砂漠北部チュニジアのジェリド塩湖で撮影されたヴィデオアート作品である。	

　ジェリド湖はアフリカ大陸 大の塩湖で、この近辺で『スター・ウォーズ』も撮影されている。遠くから

見ると茶色の砂に見えるが、七千平方キロメートルもあるこの砂漠地帯に拡がっているのは塩だ。ジェリ

ド湖と呼ばれるが水で満たされることない。海に流れ出る流路も、水が注ぎ込む河川も無く、たまに訪れる

大雨のときにいくつかのワジ(涸れ川)に水が流れ込むだけだ。	

　ジェリド湖は砂漠の視覚現象を映像に記録する絶好の場所である。流れ込んだ雨水をはき出す水路を持た

ないジェリド湖では流れ込んだ水に塩が溶けてできた水たまりがたくさんある。池と呼んでよいほどの大き

さのこの水たまり群は、空の青が映り込んでそこだけ青色に見える。その周辺には白い塩と茶色の塩が混ざ

り合う不思議なまだら色の大地が拡がっている。抜けるような空の青が覆い尽くす赤や茶の砂地と、強烈な

太陽の光を照り返す白い砂の大地が独特の光景を作り出す。そして空から降り注ぐ灼熱の太陽光が、大地に

反射して発生する強烈な熱で光線が屈折されて歪んでしまうため、砂漠独特の視覚現象――蜃気楼が頻繁に

発生する。蜃気楼は密度の異なる大気の中を進む光が屈折して、物体が浮き上がって見えたり、逆さまに見

えたりする現象である。本来光は直進するだけだが、密度の異なる空気があると、より密度が高くて冷たい

空気の方へ進もうとする性質があるので、どこにあるのか解らない遠くの風景が空中に浮かび上がって見え

る。木々や砂丘が空中に浮かんでいたり、逆さまに見えたり、山や建物が陽炎効果によって揺れ動いてみえ

る。抽象的な色や形が解け合ったり、分離するという幻想的な光景が現れることもある。さらにジェリド湖

の独特の大気は遠くの物が近くに、近くにあるものが遠くにあるように感じさせるので、歩いている人物が

近寄ってきているのか遠ざかっているのかわからなくなるという。そして「逃げ水現象」と呼ばれる遠くに

水があるように見える現象がここでは頻繁に発生する。これは地鏡とも呼ばれる現象で、景色が地面に映っ

ているように見える。	

　ヴィオラの「ジェリド湖(光と熱に浮かぶポートレート)」は、これらの現象による現実離れした光景を望

遠レンズで記録した作品である。幻想的というよりも幻覚そのものが現れては消えていく映像作品と書く方

が的確かもしれない。まるで夢の中で見ている情景のような風景が、実写として記録されている。概視の記

憶を思い起こそうとしても、うまく心像が結べない心象風景のような情景、ロールシャッハの現象や、デカ

ルコマニーが、奥行きのある実空間の中で繰り広げられるようにも思える。	

　眼の前にあって、見えているものだけではなく、意識の中に浮かび上がってくる心象の風景、その内と外

の差異が崩壊して混ざり合っているような情景が、このヴィオラ作品では現実として表されている。自らを

縛りつけている我々の意識のしがらみや、逃げだしようのない物理的な重さの束縛から解き放されるような

視覚体験をジェリドの砂漠は体験させてくれる。	

・砂漠の覚醒　☆	

　多くの芸術家たちが砂漠に惹かれる理由のひとつが、現実離れした覚醒の体験ではないだろうか。砂漠は

我々人間が意識の深層にもつ潜在的な感覚や思いを立ちあげてくれる。砂漠はそのような体験を可能にする

空間だ。陶酔やトランスの状態に近い砂漠で経験した精神的体験がこれまで繰り返し報告されている。砂漠

が人智を越えた高揚感を与えてくれたと書くべきかもしれない。なにかしらの霊感に近い体験が、人間の意

識的な領域を越えて訪れたという報告、あるいはそのような体験を顕そうという芸術作品を目指した例も少

なくはない。砂漠は心身を開放してくれる空間として、多くの芸術家を魅了してきた。	



　ビル・ヴィオラに限らず、ヴィデオアートでは「死」や「幻」が繰り返し扱われてきた。それはヴィデオ

メディアに映像と音が記録されたとたんに、記録された存在が過去へと追いやられてしまい、もうここには

ない幻へと変換されるためだ。すべてを死へと変換してしまうのがヴィデオのメディア的な特性である。記

録されたものは、すでに亡くなってしまったとヴィデオの芸術は予兆する。そのため初期のヴィデオアート

作品では幽霊や死が繰り返し表された。ヴィデオアートはそのメディアの特性自体からして「メメント・モ

リ」な芸術であった。	

　ビル・ヴィオラの作品『Five	Angels	for	the	Millennium』(二〇〇一年)では水中にスローモーションの

人体が漂っていた。『The	Crossing』(一九九六年)では真っ暗の空間を歩く人物に土砂降りのような水のシャ

ワーが浴びせられる。その水の向こう側とこちら側は「彼岸」――向かい側の世界を感じさせていた。これ

ら生と死が重要なテーマとなっていた作品からも、ヴィデオ・メディアの特性を周知したビル・ヴィオラの

作家性が伺える。初期作品「ジェリド湖」もそのような幻影を顕した作品だ。	

　ヴィオラは人間の知覚と記憶の作用に深い興味をもちつづけてきた作家である。その思考はN・J・パイク

(一九三二～二〇〇六年)に代表される様なコンセプチュアル・アートやミニマル・アート、またはマスメディ

ア批判のヴィデオ・アートと明瞭な違いをもっている。	

　ヴィオラが作家活動の初期段階からこのようなテーマを見つけるきっかけとなったのは大学卒業後にキャ

ンプで訪れたデス・ヴァレーに近くの砂漠で起きた「知覚の覚醒」が発端だったという。	

　ヴィオラは砂漠で二つの経験をしたと話している。	

「自分が小さくなって、地球の表面にできた、とるにたらない黒い斑点になったような気がしたのです。い

つなんどき弾き飛ばされるかわからない、ちっぽけな虫けらのようなものです。あくまでも広い視野と比べ

て、自分の小ささが身に滲みました。」	

さらに、	

「次には自分の身体が長く伸びていきました。何かが視界に入ると、文字どおり自分の身体の一部がそれに

触ろうとして百キロ以上も伸びていく。目に見えるものが決して自己と切り離されたものではないことに、

こうして気づかされたのです」	

引用：森美術館展覧会カタログ『ビル・ヴィオラ　はつゆめ』二〇〇六年/P29	

――序文デヴィッド・エリオット	☆	

　世界の拡がりと自分自身の関係性は一元的なものではなく、人間の知覚と外界にある対象は、即物的に分

け隔てられているだけではなく、人間の感覚は認識や捉え方次第で、無限の可能性を秘めているのだといっ

た気づきを砂漠で得たのだとヴィオラは報告する。	

　多くの芸術家たちがこのような砂漠での覚醒について報告している。信憑性の判断は読者に委ねるしかな

いが、これも砂漠の魅力のひとつなのだ。人間が意識の深層にもっている潜在的な感覚や思いのようなもの

を覚醒させるような気づきを砂漠が与える。それを砂漠のメディア的な特性だといってもいいかもしれない。

　 



4-3　ランドアート 

・環境芸術の萌芽 

　二十世紀の芸術の歴史で、もっとも砂漠と深い関連性をもつのは六〇年代に始まるランドアートではない

だろうか。環境の問題や土地と人間の関係性についての問題意識を明確にもっていた初期のランドアートは

その名の通り、土地に働きかけて成立する芸術活動であった。それはアメリカの国土に拡がっている砂漠地

帯なしには成立しなかっただろう。	

　六〇年代のミニマル・アートから始まり、自然を素材とした「ランドアート」が六〇年代後半頃からアメ

リカを中心として始まる。その活動は当時のケネディとジョンソン政権によるアメリカ拡大主義に対する反

発、ベトナム戦争(一九六四～一九七四年)、米ソ冷戦、核戦争の不安といった時代の不審と苛立ちと、この

頃から一般的になっていった環境問題への意識が多分に繁栄されていた。	

　売買が困難で美術館やギャラリーに展示できないランドアートの作品は、既成秩序への反抗的な姿勢と自

然への回帰指向を兼ね備えていた。それゆえ学生扮装全盛期のフラワーチルドレン(ヒッピー)からも、好意

的に迎え入れられた。	

　一九六八年にニューヨークのドワン・ギャラリーで「アースワーク展」が開催された。ランドアートの始

まりとなったこの展覧会には主催者のロバート・スミッソンをはじめ、ロバート・モリス、ソル・ルウィッ

ト、カール・アンドレ、マイケル・ハイザーなど十四人の若い作家が参加した。	

　「アースワーク」という展覧会のタイトルは、大地そのものが作品になっていることを表しながら、ブラ

イアン・Ｗ・オールディス(一九二五～二〇一七年)のＳＦ小説のタイトルから借りたものであった。ＳＦ小

説『アースワーク』(一九六五年)が描く未来世界では、農土として使えるまともな土が貴重な価値をもって

いて、国家間で売り買いされている。食糧不足と深刻な環境汚染で人々は生存の危機に晒されているのだ。

この小説のタイトルをかざしたアースワーク展は当時のアメリカが抱えていた環境問題について明確な意思

を示していた。☆	

　初期のランドアート作品は、アメリカ国内の砂漠などの場所に印をつける、横切る、総計する、境界を引

くといった人的介在による「空間的な実践」の行動や、過程の結果を記録したものがほとんどで、作品は写

真や地図やテキストとしてギャラリーに展示された。	

　ランドアート作家たちは徹底的にシンプルさを追求した。それは同時代のミニマリズムと同調する活動で

ありながら、(アイデアやコンセプトが優先される性質を持つ)コンセプチュアル・アートとも親和性をもっ

ていた。そしてランドアートは彫刻や建築の延長であった。	

　作家たちには土地の人類学、民俗学、考古学上の関連性や環境の独自的特徴に対する読み解きに注意を払

う作者が多くいた。彼らは土地に刻印されている原住民の古代神話を象徴する岩絵やモニュメントといった

物的証拠と、現代の時勢を関連させるような手法で作品を作った。ランドアートは一見なんの変哲もない砂

漠が兼ね備えている見えざる意味や土地の歴史を表象しようとする企てでもあったのだ。そのため土地と人

間を結びつけている政治的な関係性を読み解き提示しようという趣旨の作品も数多く作られた。	

　歴史的に捉えるならランドアート作品の先例はもっと古くからあった。ハーバート・ベイヤー(一九〇〇

～一九八五年)は一九五五年にコロラド州アスペンに『Earth	Mound』を作っている。イサム・ノグチは第二

次世界大戦の経験や原子爆弾への危機感から、宇宙から眺められる規模の巨大な顔を砂漠に描いて人類が滅

亡した後も残りつづける『メモリアル・マン』と名付けたモニュメントを一九四七年に構想していた。	☆	

・砂漠を描く――砂漠に描かれた表象 

　砂漠と強い関係性をもつ初期のランドアート作品をいくつか列挙してみよう。 

　マイケル・ハイザー(一九四四年～)の『ダブル・ネガティブ』(一九六九年)はネバダ州ラスベガス近くの断

崖の丘を、ブルドーザーで掘った巨大な溝の作品であった。その大きさは長さ四五七メートル、幅三九メー

トル、深さ一五・二メートルに及ぶ。従来通りの積み上げる彫刻ではなく、取り除くことで成立するこの作



品は、喪失や無を表出させようとする試みであった。同じくハイザーの『劣化』(一九六八年)はネバダ州マ

サカーのドレイク・レイクの干上がった湖底を、一五八メートルに渡ってジグザグに掘った作品で、作者が

自分自身の手で掘ったこの穴が、時間の経過によって劣化して埋まっていく過程が、写真で記録されている。

環境への加工行為が風化により消えていく様子を提示しようとしたこの作品では、傷つけられた自然が自ら

の治癒力で回復していく課程が提示されていた。 

　音楽家で彫刻家のウォルター・デ・マリア(一九三五～二〇一三年)の『ライトニング・フィールド』(一九

七七年)は雷が多発するニューメキシコ州カトロン郡の砂漠地帯に四〇〇本のステンレス製のポールを一六〇

〇メートル×一〇〇〇メートル四方に格子状に建てた作品で、配置されたポールによって発生する雷も作品

の一部とされていた。『ラス・ベガス・ピース』(一九六九年)は広大な砂漠の大地に幅二・五メートルの溝

が一・六キロの長さの直線で東西南北に向けて四本掘られている作品で、上空から飛行機で見ると巨大な四

角い格子の中にいくつもの河川が流れているのがわかるほど巨大な作品だった。 

　ナンシー・ホルト(一九三八～二〇一四年)の『buried poems』(一九六九～一九七一年)はロバート・スミッ

ソンたち五名に捧げられたプライベートな詩篇を、真空容器に納めて砂漠に埋める作品で、詩を捧げられた

各人には見つけて掘り出すために必要な情報として地図が渡された。それぞれの地図には物理的な場所の情

報と、その場所の歴史、地形、動植物の生態に関する詳細な地勢図、写真、石や、植物の標本が同封されて

いた。『サン・トンネル』(一九七三～一九七六年)は四つのコンクリート製のトンネル(土管)が、砂漠に配

置されている作品で、作品は冬至と夏至の太陽の昇降に合わせて十字に配置されている。土管の上側には星

座に対応した穴が開けられていて、この穴を通して太陽や月の光が、記号やパターンのように変化しながら

土管内部に投射される。この様なホルトの作品には砂漠や地球の環境だけでなく宇宙と人間の繋がりといっ

た想念的なテーマが内包されていた。 

　ジェームズ・タレル(一九四三年～)のライフワーク『ローデン・クレーター』(一九七九年～)は今現在も四

〇年近くに渡って制作が続けられている。アリゾナ州フラッグスタッフの標高二千メートルを超える高地砂

漠地帯(ペインテッド・デザート)にある四〇万年前にできた噴火口を利用した作品で、直径三〇〇メートル、

高さ約二〇〇メートルの天然のクレーターの内部から、宇宙を眺める裸眼天文台を作るというプロジェクト

である。クレーターの底側から空を見あげると、火口に縁取られて空がドーム状に見える現象が体験できる

という。火口内部には太陽や月の軌道にあわせて十一の地下室や数百メートルにわたる地下トンネルが掘ら

れていて、差し込む光を体感するための様々な仕組みが施されている。前述のマイケル・ハイザーの『シ

ティ』(一九七二年～)もネバダ州の砂漠地帯ガーデン・バレーで現在制作が続けられている。コンクリート

と火山岩を組み合わせた天井がない建築物の内部に巨大な彫刻作品が置かれていて、外部の砂漠が高い壁面

で隔絶されているため、鑑賞者は空の下に拡がる閉ざされた空間の中で作品と対峙するよう仕向けられる。 

　アメリカの初期ランド・アート作品ではないが、砂漠の環境と強い結びつきをもつ特異な作品としてオー

ストラリアの『マリーマン』(？年)がある。ペルーの地上絵のように大地に描かれた巨大な人型で、大きさ

は二六〇〇メートルにも達する。南オーストラリア州の中央部にあるマリーの街から西へ六〇キロ行った砂

漠地帯にあるこのランドアート作品は、一九九八年に上空を飛ぶ飛行機から偶然発見された。この巨大な砂

漠のグラフティの作者はいまだにわかっていない。 



・砂漠の試行錯誤 

　アースワーク展に出展したハイザーの作品は土地を傷つける行為だと評論家から酷評され、ニューヨーク

のナチュラリストたちからも多くの批判が寄せられたという。 

　たしかに当初のランドアート作品の多くは巨大な砂場のように砂漠をブルドーザーで掘り起こして制作し

ているのだから破壊行為といわれても仕方がないように思える。当のハイザー自身も「ベトナム戦争のさな

かに、この手のものを始めた」「まるで世界の終わりが近づいているようだった。(中略)だから砂漠に出向

いて土でモノを作り始めたんだ」と、始まりが計画的ではなかったと語っている。 ☆ 

　アースワークというタイトルを掲げて未来の地球環境を懸念していた彼らだが、砂漠という孤立したアト

リエで試行錯誤と実験を繰り返して、前述のような作品の発表に至ったのだ。そうであるならば、作者自身

の経験を改めて再現して、記録を提示したという側面も伺える。 

　手垢にまみれた都市から離れて、未開の砂漠地帯にユートピア的空間を求めたともいえそうな彼らの風潮

について、批評家シドニー・テリアムはランドアート運動にはロマン主義的思考があると批判した。ヨーロッ

パの産業化と都市化が推し進められた時代に、しがらみから逃げ出すように自然の風景や中東世界に美的対

象を求めたロマン主義と、ランドアートには類似点があるとテリアムは指摘したのである。 ☆先に書いた

とおり当初のランドアートには、環境についての問題意識や既成秩序への反抗と自然への回帰指向が見受け

られる。それは産業革命を迎えたヨーロッパの都市部から脱出していったロマン主義の画家や、オリエンタ

リストたち、さらに第一次世界大戦の時代に兵士たちの傷ついた心を癒やそうとした若き医師ブルトンが戦

鍋での経験から始めたシュルレアリズムと同じく、ランドアートの芸術家たちはベトナム戦争や第二次世界

大戦以降の原子爆弾と環境破壊への不安と苛立ちから砂漠に向かった。近代化や都市化、戦後といった時代

の移り変わりに、このような砂漠の芸術が成立する。あるいはそのような時代の人々が砂漠に向かっていく

というのは興味深い。 

　それにしても土地代を払わなくても制作が可能な、砂漠という場所が国内にあったアメリカの地勢ゆえ、

ランドアートは成立したといっていいだろう。作家たちにとって砂漠の砂は無尽蔵に手に入る画材であった。

荒地は彼らの自由な実験の場所であった。誤解を恐れずに言うなら初期ランドアートは砂漠なしには成立し

なかった。 

　 

・大地の芸術――シャーマンの復活 

　ネーチャーライティングの作家エドワード・アビー(一九二七～一九八九年)は放浪の生涯を綴った代表作

『荒野、わが故郷』（一九七七年）の中で砂漠を含むアメリカの荒野についてこう語っている。 

「荒野周辺の境界線などというものは確かに人為的で身勝手で通俗きわまりないデッチあげだ。だが、いっ

たん境界線の内側に入れば、人為的なものなどたちまちにボロボロになることがわかるだろう。深く入り込

めば込むほど、長くいればいるほど、面白いものが見つかる――ときには生命を左右するほどおもしろいも

のが」☆ 

引用：エドワード・アビー『荒野、わが故郷(アメリカン・ネーチャー・ライブラリー)』野田研一(翻訳)/宝

島社/一九九五年/p29 



　アビーのこの言葉は示唆に満ちている。荒野とは人間の生命などみじんの価値もないと思えてしまうほど

過酷な場所なのだ。そこは脅威に満ちあふれているが、実際に奥底まで足を踏み入らなければ理解などでき

ない。「人為的なものなどたちまちにボロボロになる」という言い回しで言及されている自然の脅威とは、

ランドアートのハザードが『劣化』で表わそうとした砂漠の治癒力と同じもので、おそらく驚異的な自然の

威力を目のあたりにした者だけが知り得る畏怖と感動であろう。そのような経験によってランドアート作品

は作り出されたのだ。彼ら芸術家たちも『生命を左右するほどのおもしろいもの』を砂漠で経験したのであ

ろう。環境破壊だと弾圧する評論家や、エコロジストたちの推測など遙かに超えた、自然の猛威と復元力を、

アビーと同じくハザードをはじめとする砂漠のランドアート作家たちは身をもって知った。 

　砂漠に入っていった芸術家たちは、自らの体験を通して環境に問いかけ、戻ってきた答えを作品として表

そうとした。それは環境との対話といってもいい。大地の声を訊くといわれるネイティブ・アメリカのシャー

マンの様に、ランドアートの作家たちは環境の言葉を聴こうとした。あるいは自然のメッセージを聞くため

の装置となる作品を提示した。しかしながらロマン主義と切り捨てた批評家シドニー・テリアムと同様に、

当時のアメリカ社会はこの先駆的な芸術による呪術行為を受容しきれなかったのかもしれない。七〇年代に

入って、より活発になった環境保護運動と歩調をあわせるようになったランドアートは光、エネルギー、成

長、重力といった自然に内在するエネルギーやポエテックなものを捉え直そうとするプロジェクトが主流に

なっていき、それらの作品では人為的な影響を可能な限り自然に与えない配慮がなされるようになっていっ

た。環境はありのまま提示されるようになっていった。この流れの中でランドアートが扱う環境も砂漠から

他へと変わっていった。 

　これまで書いてきた当初のランドアートは、建築や彫刻に近い性質ももっていた。それらの作品は象徴的

で強い印象を放っていた。「ときには生命を左右するほどおもしろいものが見つかる」とエドワード・アビー

が書いたとおり、死ぬほどおもしろい環境で、作者自身の体験でもあった歴史的な事実を大地に刻印する初

期のランドアートは、芸術の歴史において特異な出来事であった。ここでは環境の保全についての論は結ば

ないが、すくなくとも時代の焦りと不安から、砂漠に分け入った作家たちは、自らの叫びや、想いを、砂漠

に傷として刻印した。別の言い方をするなら彼らは社会的矛盾（パラドックス）をミニマルな傷として砂漠

に刻みこんだのでいたのだ。 

　 



4-4　砂漠と写真芸術 

・光の真実 

　写真は世界を目で見るものに置き換えた。世界各地で記録された初期の風景写真は「ダゲール式観光旅

行」 ☆といったタイトルで出版され好評を博した。それまで絵や文字や噂で知るだけだった世界は写真とし

て流布するものになった。誇張や嘘や噂で語られていた世界は、写真によって直接目で見る身体により近い

ものとして受容されるようになった。 

　写真が印刷や書籍流通と深く結び付き、鉄道や蒸気船の交通網によってカメラを抱えた写真家たちが東洋、

アメリカ、アフリカ、秘境、遺跡、さらに戦地へと赴くようになった時期から、世界は写真の目によって捉

えられるものになっていった。 ☆ 

　写真は絵画的な芸術であるのと同時にドキュメンタリーの性質をもつ。ロマン主義やオリエンタリストた

ちによる絵画、あるいはコンセプチュアル・アートとしてのランドアート作品がもつ社会的問題の定義や示

威的な提示と異なり、見る者の身体的感覚に直接訴えかける写真は、独自の解釈を可能とする特性をもつ。

なにより写真は即時的な理解――直感的認識を最大限可能とした。 

・アメリカの写真と砂漠 
　砂漠や秘境――自然は写真が誕生した時代から恰好の被写体であった。アメリカではアルフレッド・ス

ティーグリッツ(一八六四年～一九四六年)の影響を強く受けたグループf/64の写真家たちが、レンズの絞り

を 低値に定めた大判カメラで撮影した鮮明な印象のストレートフォトグラフィで注目を集めた。グループ

の中心的存在のひとりアンセル・アダムス(一九〇二年～一九八四年)が撮影したカリフォルニア州ヨセミテ

渓谷の写真に代表されるように、彼らはアメリカの雄大な自然を独自の見解で写真に納めていった。	

　グループf／64がアメリカ、サンフランシスコを中心とする西海岸で実践されたのは偶然ではないように

思う。西海岸側の乾燥した環境の光と色彩が、ヨーロッパの風土と異なるアメリカ独特の美意識と写真術を

結び、この国ならではといえる写真が成立した。アメリカの乾燥した砂漠の環境は、後述するニューカラー

でも同様の影響を果たした。	

　乾燥した砂漠の空気は、独特の光を生み出す。画家だけでなく写真家にとっても砂漠は魅力的な被写体で

あった。光によって浮かび上がる高低の砂丘を人の裸体の凹凸にも似た魅力的なフォルムとして捉え、風が

作り出した風紋を人間の皮膚や皺のように見つめる写真家、あるいは砂漠地帯に棲む人々――農民たちの生

活を記録するドキュメンタリーの写真も、アメリカの砂漠的環境と密接な関連性をもっている。	

　ここではアメリカの写真の歴史から砂漠と深い関係性がある写真家を取り上げてアメリカの写真芸術と砂

漠について考察する。	

□ドロシア・ラング 
　政府機関ＦＳＡ(農業安定局)は、世界恐慌の時代に、ニューディール政策の広報活動として、農業地帯の

現状を写真に記録して広く知らしめるＦＳＡプロジェクトを一九三五年に立ち上げた。写真の雄弁さを充分

に理解していた歴史記録部の責任者ロイ・ストライカーは、アメリカの現状を記録するため多くの写真家を

アメリカ各地に派遣した。	

　ＦＳＡプロジェクトに参加した女性写真家のひとりドロシア・ラング(一八九五～一九六六年)は西部乾燥

地帯の貧しい人々を精力的に撮影した。代表作として知られる「移住労働者の母子」(一九三六年)や、荒れ

地にまっすぐ延びる国道を写した「ロード・ウエスト」(一九九三八年)、夫である農業経済学者ポール・テ

イラーのテキストと彼女の写真による写真集『出アメリカ記(ルビ：アメリカン・エクソダス)』(一九三九



年)は世界恐慌の時代に、中西部全体で起きた砂漠化現象で離農に追い込まれた農民たちが、土地を捨てカ

リフォルニアに移住していった事実を克明に表していた。	

　映画『インターステラー』(二〇一四年)で描かれていた植物を枯死させる砂嵐と同じく、一九三〇年代後

半に中西部グレートプレーンズの平原で「ダストボウル」と呼ばれる砂嵐が断続的に発生した。ダストボウ

ルは第一次世界大戦以降の無計画な農地開拓によって引き起こされた人災で、肥沃な農土に過剰なスキ込み

が繰り返されて、土地が乾燥荒廃したあげくに起きた気象変動であった。空に舞い上がったダストボウルの

土埃は大陸の真ん中から、遠く離れたシカゴにまで飛来したという。この砂漠化現象によってテキサス州、

アーカンソー州、オクラホマ州で三五〇万人もの農民が土地を捨てて西海岸へと移り住まなければならない

事態に追い込まれた。	

　離農家族の旅を描いたスタインベック(一九〇二-一九六八年)の小説『怒りの葡萄』(一九三九年)は、ジョ

ン・フォード(一八九四～一九七三年)によって一九四〇年に映画化された。フォードはラングの写真を参考

にこの映画を制作したという。	

　ラングは砂漠を記録したのではない。むしろ砂漠から離れていった人々や、荒地に取り残された人たちに

カメラを向けている。その写真には人為の砂漠化が引き起こした未曾有の災害、被害にあった被害者の苦悩

が記録されている。ラングをはじめとするＦＳＡの写真家たちが撮影したこれらの写真は、目の前で進行し

ていく「人害による砂漠化」を、人類史上始めて写真で記録したのである。 ☆	

　 

□リチャード・ミズラック――カラー写真のトポグラフィー(地勢図) 

　一九七〇年代にカラー写真は実用化が進んだ。写真芸術の世界ではニューヨーク近代美術館(MoMA)で七

六年に開催されたウィリアム・エグルストン(一九三九年～)の個展をかわきりに、多くの写真家たちがカラー

写真に取り組むようになった。それから四年後の一九八〇年に開催されたカラー写真の展覧会「ザ・ニュー・

カラー・フォトグラフィ」で、カラーによる写真表現の可能性と多様性は広く知られるようになった。 ☆	

　ウィリアム・エグルストン、スティーブン・ショア、ジョン・ファール、レン・ジェンシェルといったカラー

の写真家たちは、この展覧会によって「ニュー・カラー」と呼ばれるようになった。彼らの写真作品は

「ニュー・アメリカン・ルミニズム」という、もうひとつの名称が与えられるほど、効果的な光の印象を結

んでいた。 

　明るい光と澄んだ大気によって鮮明な像を結ぶ砂漠の環境は、このようなカラー写真のかっこうの被写体

になった。 ☆ニュー・カラーの写真家のひとりリチャード・ミズラック(一九四九年～)は砂漠そのものを被

写体とした。代表作『デザート・カンタス』(一九八八年)は人間の介入によって傷ついた砂漠の姿を記録し

た写真集である。砂漠は生命を寄せ付けない残酷で普遍的な場所だと思われがちだが、実際にはクルマを使っ

てだれもが踏み入ることができる場所になっている。そこは踏み荒らされ、汚染され、掘り返され、搾取さ

れ、破壊される空間である。 

　人間の介在によって破壊されている砂漠の姿は時間をかけて気をつけて観察しない限り見えてこない。ミ

ズラックの写真は自然讃歌的な眼差しとは異なる視点を砂漠に結んでいた。ランドアートの作家が大地への

介入と同時に自然環境の復元力を提示しようとしたのと似ているが、そうでありながら自然の自立的な復元

能力だけではもはや復活できない砂漠の惨状をミズラックは冷静に表していた。クルマの走行、コンクリー

トの道路による大地の分断、動物の死体廃棄、火を放たれ、水を流し込まれ、廃棄物の投棄場所にされてし

まった砂漠の惨状がこの写真集に綴られている。☆ しかし傷つけられてしまっても砂漠は美しさを保ち続け

ている。人間の理解や捉え方を超越した砂漠について思考を促すかのように、砂漠の事件や人害の結果が大



型カメラによって克明に記録されている。その写真を目にするとき、あたかも砂漠に独りで立っている時の

ように、その光景は砂漠をより身近なものへと引き寄せて見せてくれる。 

□抽象的な砂漠と流線的な身体の荒野――エドワード・ウェストンとベレッタ・ウェストン 

　エドワード・ウェストン(一八八六～一九五八年)と息子のベレッタ・ウェストン(一九一一～一九九三年)

による写真集『デューン』(二〇〇三年)は、彼ら親子が撮影した砂漠の写真が編纂された写真集だ。 

　｢グループf／64｣の創設メンバーのひとりであった父エドワードはストレート写真の総明記に活躍した写

真家で、自然光を活かしたハイキーなモノクロ写真で、肖像、ヌード、静物、風景を情緒的でありながらク

リアな印象で撮影した。貝殻や野菜といった自然物の質感と形状を明瞭に提示するそのスタイルは、自然賛

美的でありながら、同時に冷静なリアリズムへの指向を伺わせる。一九三〇年代の後半から砂漠や断崖といっ

た荒涼とした風景を撮影するようになった。砂丘の形状が顕す独特な形状、有機的な風紋のディテール、荒々

しい岩肌をさらす崖のマチエールなど、風景でありながら抽象的図像の様にも見えるその作品は、絵画的な

感性とものごとの本質を冷静に提示しようとする写真家特有のリアリスティックな視座の共存を伺わせる。 

☆	

　父親から写真家としての素養と思想の両方を引き継いだ息子のベレッタ・ウィストンも、父エドワードと

同じく砂漠の写真をたくさん発表している。父と同じく具体と抽象の挾間で揺れ動くような物質の表情を提

示するのを得意とする写真家で、ガラスの破片、壁面の亀裂、水のきらめき、砂漠の起伏と風紋が生み出す

模様などを対象とした作品を残している。写真集『white sands』(初版一九四九年、再編集版一九七五年)で

はサンフランシスコ、ニューメキシコ、ユタ、オレゴン、メキシコの砂漠を撮影した写真がまとめられてい

る。 

　ベレッタは七〇年代後半にプールの水の中で女性のヌードを写す『アンダー・ウォーター・ヌードシリー

ズ』(一九七九年)に取り組んでいる。真っ暗な水の中を漂う女性の裸体に揺れ動く水の波紋によって太陽の

光がカクテルライトのようにまとわりついている水中のヌード写真である。真っ暗な水の中に女体の流線的

な肢体が浮き上がるこの写真は、それまでベレッタが撮影していた砂漠の写真と親和性が認められる。真っ

暗な世界を漂う流線状の肢体はまるで深宇宙に漂う生きた惑星のような特殊な塊に見える。それは砂漠の静

寂の中で命あるものが放つきらめき☆――活力のイメージである。我々人間の目は生き物の形状や人体の形

を本能的に見分けようとするが、この水中のヌード写真もそのような人間の直感に訴えかける。その裸体は

ベレッタが撮った砂漠の写真に見られる有機的なフォルムや質感と同じく、我々に生命の美を訴求する。 

　暗闇に浮かび上がるたわわな肢体の曲線を描き出す、このまばゆい光は彼ら親子が撮影した砂漠に降り注

ぐ西海岸カリフォルニアの光である。彼らのハイコントラストな砂漠の写真には雲一つない。常に黒々とし

た晴天か、真っ白にとんだ空が写る。乾燥した西海岸の砂漠地帯にふりそそぐ太陽の光と熱が、機械の眼で

受け止められ印画紙に焼き付けられている。それは乾燥した西海岸の光が可能とした写真であった。 

　 

□豪火で焼かれる砂漠――マイケル・ライト 
　マイケル・ライト(一九六三年～)の『100	Suns』(二〇〇三年)は一九四五年から一九六二年までの間にア

メリカが砂漠と海で行なった核実験の記録写真百枚を編纂した写真集だ。むろんこれは砂漠を対象として撮



影された写真ではないが、核実験の閃光で照らし出されたニューメキシコやネバダの砂漠地帯の姿がそこに

残されている。	

　おそらくこれほど広大で劇的な砂漠の写真もないだろう。そうでありながら広大なはずの砂漠がまるで箱

庭の様に見えてしまうくらい、核の炎も巨大だ。先に挙げたミズラックが捉えた傷つけられた砂漠の姿と同

じく、ここでも砂漠は破壊されている。しかしその規模は比べようがないほど存大で、砂漠が瞬(ルビ：ま

たた)く間に破壊され汚染されていくのが記録されている。	

　我々人類は砂漠を思念の場所としてきた。前述の通り宗教は砂漠で始まった。そのことを踏まえてこの写

真集を見るなら、人類が科学の神を砂漠で改めて創造しているという妄想が膨らむ。あるいはこの巨大な炎

で焼かれている砂漠はもう一つのアースワークなのかもしれない。	

　マイケル・ライトは一九九九年にアポロ十一号の月面着陸三〇周年を記念した写真集『Full	Moon――フ

ルムーン』をＮＡＳＡの協力を得て発表している。この写真集には宇宙飛行士が月面で撮影した一二九枚の

写真が掲載されている。月もまた砂漠である。アメリカによる新しい砂漠の開拓を記録したこの『フルムー

ン』と、核実験の写真集『100	Suns』は、共に科学の力で人類が新たな砂漠を切り開こうとした二〇世紀を

記録している。	

・機械の目で記録された砂漠 

　ラング、ミズラック、ライトは砂漠に残された人の痕跡を顕した。ラングは荒れ地で途方にくれている人々

を記録した。ライトは原子爆弾によって砂漠に巨大な傷が刻まれていく瞬間を写真集でまとめた。ミズラッ

クはウエルネス(原野)の砂漠が人の介入によって細やかに傷ついていく様を顕していた。 

　機械の眼で外界を捉える写真はそれ以上に環境を露呈しようとする。写真は人に知覚されないようなこま

やかな痕跡や、消失してしまった過去や、なくなったものの痕跡を提示するメディアである。ランドアート

の芸術家たちにとって写真はもっとも不可欠な提示方法であった。写真という科学と芸術がなければ、私た

ちの環境に向けた意識もずいぶんと違っていただろう。 

　デリケートでフラジャイルな環境――簡単に壊れてしまう農土や、自然にしか描けない有機的な曲線や風

紋が、写真という「自然の鉛筆」によって顕された。受動的でなにも語りかけてこない砂漠は、これらの写

真によって、それまで我々が知り得なかった表情を見せた。 

　 



4-5　アメリカの砂漠芸術の現在 

・バーニングマン・フェスティバル　 

　『バーニングマン』はネバダ州リノ市から約一五〇キロ北北東に位置するブラックロック砂漠の乾湖地帯

で、毎年八月の最終月曜日から九月の第一月曜日までの一週間をかけて開催されるイベントだ。八〇年代に

数人のトラヴァーたちが集まるアンダーグラウンド・イベントから始まり、三〇年が経過した現在では数万

人の参加者が世界各地から集まる一大イベントになっている。 

　参加者は何もない塩類平原に街を作り共同生活を営み、会期終了と同時に架設の街はすべて解体されて、

もとのなにもない砂漠に戻される。ブラック・ロック・シティ(ＢＲＣ)と呼ばれるこの街の総面積は約四・

五平方キロメートルで、会期中の一週間にだけ五万人以上の参加者がこの街で暮らす。 

　開催地ブラックロック砂漠は標高一キロ以上の山岳地帯にある塩砂漠で、サボテンすら生えない過酷なこ

の環境だ。ここではサソリやゴキブリも生息できない。イベントが開催される八月から九月上旬の最高気温

は摂氏三五度に達するが、夜は摂氏四度程度まで冷え込む。大気が極度に乾燥しているので、水分を補給し

続けていないとすぐに脱水症状になってしまう。台風のような砂嵐が街全体を襲うことも多く、粉塵防護の

ゴーグルがなければ目を開けていられないし呼吸も困難だという。外部から地形学的に遮断されているこの

場所では携帯電話の電波どころか一般のテレビやラジオも受信できない。 

　イベントが開始された八六年以降から参加者が増え続けている。現在では日本語の専用のWebサイトから

参加申し込みが可能だ。参加者はブラックロック・シティの市民として自らの手で設営したテントやキャン

ピングカーに居住しなければならない。劣悪な砂漠環境で生きていくためには隣人同志の助け合いが不可欠

で、貨幣流通や売買は忌むべきで、見返りを求めない「贈与の経済」だけで成立する共同体が目標とされる。

　バーニングマンには大小多数のインスタレーション作品が設置され、様々なアート活動が繰り広げられる。

絵画や彫刻の制作、舞踊、サーカス、演劇、ライブ・パフォーマンス、音楽、アートカーやミュータント・

ビークルと呼ばれるデコレーションを施した自動車、巨大なスピーカーを装備したトラックを利用したレイ

ブ・パーティ－など、昼夜を問わず様々な催しが続く。自らの身体を飾る者や独特のコスチュームで参加す

る者も多い。一週間に渡るイベントの最後の夜にはバーニングマンの象徴として街の中心に立てられている

「ザ・マン」と呼ばれる人型の造形物が燃やされてフィナーレを飾る。 

　砂漠の過酷さで人間は浄化されるのだろうか。一年に一週間だけ現れる六〇年台のフラワーチルドレンた

ちが目指した理想郷のようなバーニングマンに毎年多くの人がリピーターとして戻ってくるという。 

・サルベージ・マウンテン 

　カリフォルニア州パームスプリングスから南に一三〇キロ離れたコロラド砂漠に『サルベージ・マウンテ

ン』と命名された極彩色な丘がある。一般的にヴィジョナリー・エンビローメント・アート（展望的環境芸

術作品） ☆と称される芸術作品やフォークアート ☆の一つである。 

　煉瓦用の泥や粘土に藁を混ぜ合わせて砂山の表面を覆ってペンキで彩色したこの砂漠の丘は、まるで巨大

なデコレーションケーキのようにカラフルだ。丘の頂上には十字架が立てられていて、いたるところに聖書



の言葉やイエスを讃えるメッセージが書かれている。砂漠で啓示的な霊感を得たという人は少なくないが、

この巨大なインスタレーション作品も神の啓示を受けたというレオナード・ナイトがトラックで寝起きしな

がら約三〇年の日々をかけてひとりで作り上げたものだ。 

　この付近にはアートコミュニティ『East Jesus』 ☆がある。ここには廃材を使った様々な作品が配置され

ている。これらの作品は砂漠という土地所有の概念が比較的ゆるやかで自由に往来できるという場所で成立

した作品といっていいだろう。 

　 

・ルシード・ステッド 

　コロラド砂漠のサルベージ・マウンテンから北へクルマで二時間ほど進んだカリフォルニア州のジョシュ

ア・ツリーの砂漠地帯にフィリップ・スミスⅢの『ルシード・ステッド(Lucid	Stead)』 ☆がある。古い廃

屋に鏡やＬＥＤライト、制御デバイスを取り付けた建築インスタレーション作品だ。日中は家の四方向取り

付けられた鏡に廻りの砂漠が映り込んで、建物が風景に溶け込むようなイリュージョンが作り出される。夜

になると様々な人工色を発するLEDの光で真っ暗な砂漠の中に家屋が浮かびあがる。この地域出身のフィ

リップ・スミスⅢはこの作品の他にも多くの鏡のオブジェを砂漠に並べた『circle of land and sky』 ☆と

いう作品などを制作している。 

・砂漠のプラダ 

　テキサス州の田舎町マーファ ☆はジェームス・ディーンの遺作映画『ジャイアンツ』(一九五六年)のロ

ケ地として知られる。ミニマリズムの巨匠ドナルド・ジャッド(一九二八～一九九四年)が一九七二年にここ

に移住して自身の作品を含む現代アート作品を展示する軍用施設を利用した広大な美術館が作ってから、マー

ファは年間数万人もの人が訪れる現代アートのコミュニティーとして活気を呈している。	

　マーファからほんの少しだけルート９０を進むと、砂漠の道沿いにインガー・ドラグゼットとミッシェ

ル・エラムグリーンの二人によるアート・プロジェクト『Prada	Marfa――プラダ・マーファ店』(二〇〇五

年) ☆がある。そのタイトルの通りだれも来ない砂漠の真ん中でプラダの店舗が営業している。店員不在の

店舗の中には(プラダから協賛を得て提供された)あの高価な商品が陳列されている。看板広告を啓示しては

ならないという州の法律に対抗して現在は店舗ではなく博物館として再登録して存続しているこのプラダ・

マーファは盗難や破壊やラクガキにもめげず、法律や人間の欲望や商品の価値といった様々な社会的問題を

露呈させる作品として展示が続けられている。	

・ボーンヤード・プロジェクト 

　米アリゾナ州ツーソンの砂漠地帯にあるデイビス・モンサン空軍基地には二六〇〇エーカーの敷地に四二

〇〇機もの軍用航空機が廃棄されている。『ボーンヤード・プロジェクト』(二〇一〇年～)は、芸術家たち

を招聘して、この廃材飛行機をキャンバスとしてグラフィティ作品を制作してもらうプロジェクトだ。ペイ

ントされる飛行機は第二次世界大戦で使用されていた軍用機だ。この歴史的な遺物を砂漠の環境は錆びない

まま保管し続けている。古代エジプトやタクラマカン砂漠のミイラ｢小河の美女｣	☆と同じく、飛行機や車

という現代の機械の遺産が砂漠で保存されている。	



・キャデラック・ランチとルート66 
　『キャデラック・ランチ』(一九七四年)はテキサス州の田舎町アマリロの郊外に配置された彫刻作品だ。

一〇台の古いキャデラックが地面に突き刺さっているこのユニークな作品はダグ・ミッチェルズ、チップ・

ロード、ハドソン・マルケスによって作られた。	

　グーグルマップでキャデラック・ランチを検索すると、すぐ近くにマザー・ロードの名で呼ばれる旧国道

ルート６６号が通っているのがわかる。西に進めばニューメキシコ州で、さらに二〇〇キロ先にはラスベガ

スとサンタフェがあり、 果てはカリフォルニアである。	☆	

　ジョン・スタインベックの小説『怒りの葡萄』はルート６６を辿ってカリフォルニアに向かう離農一家の

物語だ。偏見や貧困から脱出して夢の西海岸に離農一家を運んだこの道は六〇年代にシボレー・コルベット

に乗った二人の若者が冒険を求めてアメリカ中を旅するテレビドラマ『ルート６６』によって再び脚光を浴

びた。現在でもシボレー・コルベットとルート６６はアメリカ人の旅情を誘う。	

　アメリカの歴史や時代の指標であったこの大陸横断道路は高速道路の発達により一九八五年にその役目を

終えて廃線となった。(詳細は映画『カーズ』の項目で述べる)	

　キャデラックにしろ、コルベットにしろ、クルマはアメリカの砂漠を渡っていくための船だ。キャデラッ

クランチはルート６６を西へと進む途中で力尽きてしまった車の墓標、あるいは西海岸に辿りつく途中で息

絶えたクルマの死骸のように思える。(画家オキーフが好んで描いた)砂漠の獣骨と同じく、前のめりに地面

に突き刺さっている鉄馬の死骸は、大量生産やモータリゼーション、そしてアメリカ大陸を西の果てまで進

もうとした人々を冷笑しているかのようである。	

・砂漠のアメリカ 
　オキーフや、ランドアートや、ニューカラーといった、アメリカの芸術家たちは自分たちが住むアメリカ

の砂漠に興味をもった。その中にはアメリカの先住民たちの、環境へむけた思想や意識、伝承などを手がか

りとしながら、砂漠と深い関連性がある作品を制作した者もいた。ランドアートの項でも触れたが、ナン

シー・ホルトをはじめとする芸術家たちが、場所がもつ考古学上の関連性や、その土地に古くから棲む人々

たちの神話や伝統に注意を払った。芸術家たちは自分自身の感覚や美意識で、砂漠を捉えようと試た。ある

いはビル・ヴィオラのように砂漠に身を置いて得た覚醒を手がかりに砂漠に分け入って作品を作った。	

　それまでの欧州的美意識、目の前に拡がる風景を書き写すという、空間を美術作品に置き換えることで、

美的対象として捉える古典主義絵画の写生精神ではなく、環境の声を訊きとり、共鳴する自分自身の感性を

重ね合わせようとする試み、あるいは環境自体を捉ることから時代や社会を問おうとした。オキーフの様に

砂漠の風土がみせるデリケートな表情と、それから想起する自分自身の心象を重ねる芸術家もいた。	

　アメリカの砂漠は彼ら芸術家たちのルーツと深く結びつきをもっていた。母国の乾いた大地は自分自身の

身体や独自性と密接に繋がっていた。それゆえ彼らにとって土地と人間の結びつきは必然的なテーマであっ

た。	

　アメリカは砂漠の国だ。一八九〇年にアメリカ政府がフロンティアの消滅を宣言してから、僅か百年余り

の間に、ここに挙げた数限りない芸術が作り出された。そのほとんどはアメリカに移り住んだ移民たちの子

孫たちによってつく出された砂漠の国の住人たちによる芸術である。中東に越境したオリエンタリストたち

や、砂漠を奇想したシュルレアリストたちが夢見た異境ではなく、生まれた時から自国の足下に拡がってい

た大地を表そうという想いによって成立した芸術であった。	

 	



第5章　砂漠と映画 



第5章　砂漠の映画 

5-1　西部劇映画 

　アメリカの「西部劇映画」（ウエスタン・ムービー）とは、フロンティア・ストリップと呼ばれるノース

ダコタからテキサスの間にある南北六つの州で、西部開拓時代に起きた出来事を題材とした映画である。西

部という地理的な位相と、開拓時代という時代に限定して作られたこのアメリカの時代劇は、アメリカ映画

における一大カテゴリーとして二〇世紀初頭から繰り返し制作が続けられていたが、一九六〇年代以降になっ

て衰退した。しかし現代も西部劇映画と呼ぶべき映画作品が脈々と製作されているし、その後の映画に多く

の影響を与えた。それだけでなく西部劇映画が描いた、歴史や、正義や、倫理感は、アメリカの国民性や政

治的態度にまで深く関連性をもっている。	

・荒野の英雄たち 
　映画史における 初の西部劇映画は『大列車強盗』(一九〇三年)だといわれる。アクション・シーンを多

分に盛り込んだ作品でエドウィン・S・ポーター(一八七〇～一九四一年)が一人で監督・製作・撮影を行っ

た。アメリカ映画史上初めて本格的なプロットを持った映画作品であり、書き割背景のセット撮影が主流だっ

た時代に初めてロケーション撮影を行った映画であった。	

　その後トーキーが普及するとジョン・フォード監督(一八九四～一九七三年)の『駅馬車』(一九二三年)な

どアクション映画としての西部劇映画が次々と発表された。	☆	

　荒野を馬で駆ける正義のガンマン、逆境に立ち向かうタフガイ、自己犠牲の精神、勧善懲悪、友情と敬愛、

ならず者たちとのガン・ファイト、荒野の決闘、駅馬車、銀行強盗、騎兵隊、先住民・インディアンの抗

争・・・　西部劇はそのような題材を繰り返し表象した。	

　それらの物語では勇気と米国的個人主義が強調され、集団的暴力や強奪といった無法者に反発する正義と

勇気が勝利する。自由奔放だが自己責任の強い男が主人公である。おきまりのストーリーといえば地域に危

険を及ぼす無法者やインディアンに対抗して自ら法の番人となった主人公が悪者たちに死の制裁を加えて、

開拓者たちが救われるという流れである。そのような西部劇の物語には『ＯＫ牧場の決闘』に登場した保安

官ワイアットアープたちとクラントン兄弟の抗争など、史実を模して実在した人物や場所を描く作品が少な

くない。	

　西部劇は人々を魅了する。開拓時代のノスタルジーを彷彿させる。「古きよきアメリカ」である。なによ

り一九世紀の開拓者精神は現代もアメリカで称えられ続けている。西部劇の主人公たちは精神的象徴になっ

ている。アメリカの建国と国土拡大を成し遂げた先人たちを賛美する国策エンターテイメント映画という性

格を西部劇はもっている。	

・ジョン・フォード・ポイントから望む荒野 
　『わが谷は緑なりき』(一九四一年)、『静かなる男』(一九五二年)などで知られるジョン・フォード監督

はアリゾナ州モニュメント・バレーの砂漠地帯を頻繁にロケ地に用いた。フォードは『駅馬車』(一九二三

年)以降のほとんどの西部劇作品を、モニュメント・バレーで撮影している。	

　彼が繰り返しカメラを設置した場所は「ジョン・フォード・ポイント」と呼ばれていて、モニュメント・

バレーを一望できる観光ポイントになっている。ここから一望する荒野の風景は、だれもが知る西部劇映画

の背景そのものだ。「アメリカの歴史を代表する風景」といっていいほど、その広大な砂漠の眺望は映画の

中にある故郷――血のつながりをもたない祖先たちが切り開いた大地を表象する風景として、アメリカの歴

史に焼き付けられている。もちろんすべてのアメリカ人の祖先が西部開拓に従事したわけではないし、実際

にこの風景を見たわけではない。そうであったとしても、ジョン・フォード・ポイントから見渡すこの荒涼

とした風景は日本人にとっての富士山のように、自分たちの国を代表するものとして込まれた風景なのだ。	



　故郷を後にして新大陸に移り住んだ移民達の末裔たちにとって、西部劇は本来の故郷とすり替えて、懐か

しめるようなもの。それは映画の中にある祖国だ。それは思い出ではなく、パトリズム(愛国心)によって代

替えされる故郷なのかもしれない。	☆	

・消えたグレート・アメリカン・デザート 
　アメリカ史の研究者ウォルター・P・ウェップは論文『アメリカの西部――永遠の蜃気楼』で、「西部の

特質は砂漠である」と明確に述べている。ウェップは西部を砂漠の諸州と砂漠縁辺諸の州に分けながら、も

ともとこれらの州を含めた地域が「大アメリカ砂漠(グレート・アメリカン・デザート)」という名称で呼ば

れていたと指摘している。一八三五年頃のアメリカの学校教科書で当たり前に使われていたこのアメリカの

名をかざした砂漠は、南北戦争以降から、その名称が使われなくなり、名前を失うことで存在自体が消され

てしまった。アメリカ文学の研究者鶴谷寿は『西部開拓博物誌』	☆の中で砂漠という荒涼としていて、死

を予感させる言葉が西部開拓の妨げになると考えて、意図的にこのような名称を使わなくなったのではない

かと推測している。	

　現在アメリカ西部すべての地域的特徴を砂漠とする捉え方はない。しかし、そうであったとしても西部開

拓とは紛れもなく砂漠との戦いであったのだ。開拓者たちは砂漠を超えて西を目指した。「ゴー・ウエスト」

である。	

・荒野を手なづけたアメリカの独自性 
　英語のフロンティアは「 前線」と同時に「新天地」を意味する言葉だ。自分たちの土地を手に入れよう

と西部開拓に従事した人たちにとってフロンティアは実に魅力的な言葉だっただろう。ヨーロッパからアメ

リカへ渡った移民たちにとって、フロンティアは新天地アメリカと同じ響をもって聞こえたに違いない。	

　西部開拓時代のフロンティア・ラインは、インディアン支配地域を征服して西海岸側へと移動していった。

そしてスー族に勝利した「ウーンデッド･ニーの虐殺」が起きた一八九〇年に、アメリカ政府は「インディ

アン掃討の終了」と「フロンティアの消滅」	☆を宣言する。それはアメリカ合衆国の独立一〇〇周年を記

念してフランスから贈呈された「自由の女神像」が自由と民主主義の象徴として、この国の東側の玄関口

ニューヨークに建造された一八八六年から四年後の出来事であった。広大なアメリカ大陸の東側では建国一

〇〇年を祝い、西側では騎兵隊による先住民を虐殺が行われていた。	☆	

　歴史家のフレデリック・ターナー(一八六一年～一九三二年)は、著作『アメリカ史におけるフロンティア

の意義』(一九二〇年)の中で、フロンティアと合衆国の民主主義・国民性の関連性について分析を行ってい

る。	

「特異でごつごつしたアメリカの独自性が形成されたのは、開拓者の文明と荒野の荒々しさとが出遭ったと

きに起こった。このことで新しいタイプの市民が生まれた。すなわち荒野を手なづける力のある者や荒野が

力と個性を与えた者だ。」☆	

引用：フレデリック・ターナー『アメリカ史におけるフロンティアの意義』ワシントン大学/一九二〇年	

　荒野と出会うことで力と独自性を手に入れた開拓者たちの精神それこそ力によって成立したアメリカの独

自性である。存大なる意志の力と、肉体的な力、たゆまぬ努力と、大地を掘り起こす筋力と精神力を美徳と

するアメリカの国民性が開拓の時代に形成された。「力」とは「暴力」でもあった。インディアンや無法者

という彼らのコミュニティを脅かす外敵に立ち向かうバイオレンスの力でもあった。この防衛の力を勧善懲

悪の世界感で描く西部劇映画では、敵対者との戦いや自主性と意志の力で荒地を開拓する強い精神――フロ

ンティア・スピリットを常にテーマとして内包していた。それはアメリカの国家成立の礎（ルビ：いしず

え）、この国の独自性そのものだった。前述してきたとおり西部劇の表象はこのアメリカのナショナリズム

やアイデンティティと密接な繋がりをもつ。それは砂漠によって培われた。	☆	



・カウボーイ――荒野の牛追い男たち 
　西部劇映画の正義のヒーローはカウボーイと呼ばれる男たちであった。ロングドライブ	☆で牛を引き連

れて荒野を移動する過酷な仕事に従事する労働者たちが、いつのまにか西部の荒野を生きる人々を表象する

シンボルになっていった。	

　カウボーイが発生したのは一八三六年頃とされる。南北戦争以前の一八四〇年代後半ゴールド・ラッシュ

の頃になると、西部で成功した牧場主やカウボーイたちの話が新聞や小説で取り上げられるようになって、

この噂を聞きつけた男たちが各地から集まり、富と名声を求めてカウボーイになったという。	

　実際には映画に描かれているような白人だけではなく、メキシコ人や黒人や(日本人を含む)黄色人種のカ

ウボーイも多かった。ゴールド・ラッシュ時期の食料不足、戦争中の軍への食糧供給、南北戦争以降は東部

で牛の値段が高騰したため大量の牛を東部に運ぶ荷役を彼らカウボーイが引き受けた。しかし南北戦争(一

八六一～一八六五年)が終結して鉄道網が完備されると、それまで数ヶ月かかっていた牛の移動が数日で済

むようになりカウボーイの仕事は不要となった。	

　テレビドラマ『ローハイド』(一九五九～一九六五年)で牛を追って荒野を進むクリント・イーストウッド

(一九三〇年～)演じるカウボーイが活躍した時代は意外と短かった。時代の変化、有刺鉄線による牧場の成

立、鉄道網の完備によって、わずか三〇年余りで彼ら牛追いたちの仕事はなくなった。	

　しかし安い賃金で過酷な重労働を続ける牛追いたちがいなくなった後も、西部の開拓を表すヒーローとし

て、彼らカウボーイたちは荒野を進む孤高の開拓精神のシンボルとして語り続けられた。カウボーイはアメ

リカの文化と歴史を代表するものとして、いまでも世界的に有名である。西部劇、ガンマン、フロンティア

はいまもカウボーイに集約されて語り続けられている。	

　アメリカでは大統領選が行われる年は西部劇がヒットするといわれる。強いアメリカのリーダーを選ぶと

きカウボーイの姿が改めて再確認される。それはアメリカ国民の原点回帰なのかもしれない。大統領選で候

補者はみなカウボーイハットを被った姿を披露する。彼らはアメリカ国民が求めるアメリカ的なもの、強さ

と自主性をもつ者だと、自らカーボーイに扮してアピールする。二人のブッシュ、ルーズベルト、アイゼン

ハワー、レーガンと、多くの大統領がカウボーイ的であった。彼らはウエスタン・スタイルの大統領と呼ば

れた。	☆	

　「その言葉を口ずさむのは、ふるさとを遠く離れた移民者たち、そして、許されざる荒野を西へ進んでいっ

た開拓者たち。Yes	we	can」初の黒人大統領となったバラク・オバマ(一九六一年～)が大統領候補選で口に

した言葉である。	

　西部劇に限らずアメリカの映画が世界的に支持される理由はなにか。分かりやすさや、勧善懲悪の痛快さ

だといってしまえば元も子もない。そのようなエンターティメント性や高度な映画の技術力、さらに作品の

根底にある文学的な構造だけでなく、フロンティアの時代に環境によって培われたアメリカ独自性と同じく、

環境に根ざしたその物語特性の魅力によるところも多いのではないか。西部劇とか環境の映画なのだ。	

　勧善懲悪はアクション映画を娯楽にして楽しむための必修要素である。砂漠的の野蛮さと戦って、土地を

拡張しようとする開拓者の正義という、環境に根ざしたこの勧善懲悪の物語は、国粋娯楽映画である西部劇

映画の必修条件であった。それこそ映画という空間と時間を表す芸術表現において、もっとも的確なアドバ

ンテージを獲得する性質であった。環境映画としての西部劇の構造は、アメリカ映画の根底でいまも強度を

保つための雛形となっている。西部劇映画を根底として、あるいは反面教師として、その後のアメリカ映画

は独特の発展を遂げていった。	

　それはアメリカという砂漠に建国された国の力強さでであった。風土論の和辻哲朗は、砂漠的人間の要素

として「戦闘的な性質と同時に砂漠が人間の結束を生む」	☆と指摘していた。西部劇映画の要素のひとつ

がまさにこれではないだろうか。世界でもっとも砂漠的である西部劇は、戦闘的な人間の結束や戦闘の様相

を繰り返し描いた。その姿勢は現在のマーベルコミックの映画化作品など、現代のアメリカ映画にぶれるこ

となく受け継がれている。	



5-2　マカロニ・ウエスタン 

・ダーティ・ヒーロー 
　高潔なる正義の味方を主人公に据えるアメリカの西部劇は根本的な矛盾を常にはらんでいた。勧善懲悪と

いいながら、人権も法もお構いなく死の制裁を加える正義である。白人至上主義、排他主義をして自分たち

の正義を肯定する彼らによって土地を奪われ駆逐される先住民――インディアンの描き方も批判の対象となっ

ていった。	

　そのようなアメリカン・ヒーローの対局で、人間くさく薄汚れた男たちが活躍する「マカロニ・ウエスタ

ン」と呼ばれるイタリア制作の西部劇映画が六〇年代中盤頃に登場する。(日本ではマカロニだが、西洋諸

国ではスパゲティ・ウエスタンの俗称で知られている。)	

　当時はまだ無名だったクリント・イーストウッド(一九三〇年～)を主役として、黒澤明(一九一〇年～一

九八九年)の『用心棒』(一九六一年)を無許可でリメイクしたセルジオ・レオーネ(一九二九～一九八九年)

の『荒野の用心棒』(一九六四年)がアメリカで大ヒットしてから、マカロニ・ウエスタンは世界的に興行収

益を見込まれる映画として成長していった。	

　マカロニ・ウエスタンには娯楽的なストーリーと殺伐で残忍な演出がこれでもか盛り込まれた。既成のア

メリカ的ヒーロー像の反対を行くマカロニ・ウエスタンは強烈なアンチ・ヒーローを次々と造り出した。棺

桶を引きずりながら砂漠を放浪する賞金稼ぎ、口のきけない主人公、盲目のガンマン、聖職者のガンマン、

連れ去られた妻を連れ戻すために復讐に燃えるガンマン・・・　ありとあらゆるダーティー・ヒーローが登

場した。暴力的なシーンが多く、激しいガン・ファイトが売り物のマカロニ・ウエスタンは、本家アメリカ

では作れない斬新さで世界的に人気を博した。一九六〇年代の中盤から一九七〇年代にかけて五〇〇本以上

にのぼる作品が量産されたが、七〇年代に入るとそのような企画も行き詰まってしまい人気は下火になって

いった。	

・タベルナス砂漠 
　マカロニ・ウエスタンは、スペインのタベルナ砂漠とメキシコのデュランゴが主な撮影場所であったスペ

イン南部アルメニアにある「タベルナス砂漠」はヨーロッパ唯一の砂漠地帯で、多くのマカロニ・ウエスタ

ンの映画が撮影された映画村が廃墟となって残っている。『続・夕陽のガンマン』(一九六七年)や『荒野の

用心棒』(一九六四年)といった映画のほかに、『クレオパトラ』(一九六三年)や『ベン・ハー』(一九六〇

年)、『アラビアのロレンス』を含む二〇〇本以上の砂漠映画がここで撮影された。阿部寛と上戸彩主演の

日本映画『テルマエ・ロマエ』(二〇一二年)もタベルナス砂漠で撮影されている。	☆　　	

・ドン・キホーテの映画 
　アメリカの西部劇映画が拳銃を提げた騎士物語だとするなら、これに反目する滑稽さと猥雑さのマカロニ・

ウエスタンは、聖人君主的な騎士とはほど遠い俗人を寓話的に捉えるといった赴きがあった。	

　ミゲル・デ・セルバンテス(一五四七～一六一六年)が書いた『ドン・キホーテ』(一六〇五年)は、一七世

紀初頭にヨーロッパ全土で流行していた騎士道物語を読み過ぎて妄想に陥った下級貴族の老人が、自らを伝

説の騎士と思い込み「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」(ラ・マンチャの騎士・キホーテ卿)と名乗って

痩せこけ馬ロシナンテと従者サンチョ・パンサを引きつれて遍歴の旅に出る物語だ。物語の舞台となってい

るラ・マンチャ地方はタベルナ砂漠から首都マドリードに向けて二〇〇キロほど北上した辺りにある。ここ

も大部分は乾燥スペイン（España	seca）と呼ばれる内陸の砂漠的風土の土地だ。	

　『ドン・キホーテ』は、主人公の不条理かつ、突拍子もない言動の数々が愉快な小説だ。貴族とはいえド

ン・キホーテ老人の貧しい生活ぶりは庶民が共感できるものであったし、なにより年老いてから夢と希望を

求めて憧れの騎士に扮して旅を続ける老人の姿は多くの人に笑いと感動を与える。四世紀も前に出版された

この小説はいまも世界中で読まれていて、聖書に次ぐ世界的ベストセラーといわれている。	

　『ドン・キホーテ』をはじめとする「ピカレスク小説」が一六～一七世紀にヨーロッパの辺境国スペイン

を中心として流行したのは当時ヨーロッパ全域で普及していた騎士道小説への反動からだという。	



『ドン・キホーテ』をマカロニ・ウエスタンと同列と捉えるのはいささか乱暴すぎるが、アメリカ西部劇の

成人君主的なヒーローへの反発から、ダーティー・ヒーローのマカロニ・ウエスタンが支持されていったと

いうのは類似している。騎士道物語や牧人小説が描く理想主義、楽園主義文学の興隆の傍らで、頭角を現し

たピカレスク小説は、無法者や嫌われ者でありながら人間味溢れる悪者たちが暴れるマカロニ・ウエスタン

と同じ磁場が働いて成立したのではないか。	

　マテオ・アレマンの『ピカロ：グスマン・デ・アルファラーチェの生涯』の「ピカロ」により、悪者と訳

されてしまいがちだが、この「ピカロ小説」のピカロとは、悪人ではなく嫌われ者である。生きるためにや

むなく罪を犯して逃亡と放浪を身上とする不運の人々の姿が描かれる。それは社会から嫌われ、神から見捨

てられ、荒野を徘徊する人々の物語なのだ。	

　荒野に住まなければならない運命を背負わされた人間がピサロの主人公だ。それは今も昔も変わることな

く、心のどこかで憧れてしまう社会から逸脱して自由に生きる人生を体現する物語であった。作者セルバン

テスが借金を踏み倒して収監されていた刑務所の中で『ドン・キホーテ』の物語を構想したというのも興味

深い逸話である。	☆	

　プロレスであれば正統派レスラーと悪役レスラーのように、アメリカの正義の味方と、六〇年代に不況と

社会不安に苛まれていたイタリアのマカロニ・ウエスタンのダーティ・ヒーローの両方が揃い、それらが融

合しながら以降の映画に影響を与えていった。次の項で扱う典型的なアメリカの西部劇の後に登場するアメ

リカン・ニューシネマのテーマ性や物語の形式の中に、そのようなピサロ小説との融合が散見できる。それ

らの映画もこれまで前述してきたとおり、砂漠の国アメリカ的環境の特性によって成立した映画だ。	



5-3　荒野を移動する――ロバからロケットへ 

・ポスト西部劇映画 
　西部劇映画の勧善懲悪ストーリーは常に矛盾をはらんでいたし、史実とほど遠い物語に対する反発や批判

も少なくなかった。一九五〇年代から始まった公民権運動で人権意識が高まるとインディアンや黒人の描き

方も批判されるようになった。さらに六〇年代になってジョン・F・ケネディによって人種差別の撤廃が進

められると、それまでの製作コードが通用しなくなっていった。　	

　七〇年代直前になるとベトナム戦争の影響もあって、反体制的な人間の心情を綴ろうとする「アメリカン・

ニューシネマ」が台頭しはじめる。	

　西部開拓時代を描いた作品では、それまでの勧善懲悪、白人至上主義、紋切り型の興行主義とは異なり、

実在したギャング、ブッチ・キャシディとサンダンス・キッドの友情と恋を描いたジョージ・ロイ・ヒル(一

九二二～二〇〇二年)の『明日に向かって撃て』(一九六九年)や、英雄カスター将軍の敗北と無残な死をイ

ンディアンに育てられた白人青年を主人公として描くダスティン・ホフマン(一九三七年～)主演の『小さな

巨人』(一九七〇年)や、被害者である先住民の立場から虐殺事件を描いた『ソルジャー・ブルー』(一九七

〇年)といった作品が作られるようになった。物語はすり替えられたが、これらの新しい西部劇が語られる

環境は変わることなく荒れ地だった。	

・荒野を疾走する鉄馬 
　一九世紀の西部開拓時代が終わり、砂漠に道が整備されるようになると、これまで騎兵隊やガンマンたち

が乗っていた馬や幌馬車は自動車へと置き換えられていった。開拓の時代を終えた二〇世紀のアメリカの荒

野を描く映画で重要な役割を演じていたのは、馬ではなくクルマだった。そしてアメリカの映画産業はその

広大な国土と荒れ地の環境で「カーチェイス」という高速で移動していくアクション――事件を表象するよ

うになった。	

　一九三〇年代前半の世界恐慌時代に実在したギャング、ボニー＆クライドの半生を描いた『俺たちに明日

はない』(一九六七年)では国道が荒地の彼方までまっすぐ延びていて、パトカーに追われてクルマで逃げる

銀行強盗の姿が描かれた。アメリカンニューシネマに限らず二〇世紀を描いた砂漠映画では移動装置である

クルマが大きな役割を果たした。二〇世紀中盤以降のアメリカの閉塞感を、砂漠を舞台にして描いたアメリ

カンニューシネマの名作『『バニシング・ポイント』(一九七〇年)も、クルマなしには成立しない映画だっ

た。	

・『バニシング・ポイント』――抜け出せないアメリカの閉塞感 
　なにもない砂漠の彼方先に地平線がある。乾燥した空気で遠近感が乏しい荒野の果てにある地平線が大地

と空を二分している。地平線までまっすぐ続いている道の消失点に向けて進んでいっても、どこにも辿り着

けない。自分が進むだけ彼方先にある消失点がもっと遠くに逃げていく。どこまで行って消失点にはたどり

着けない。車道が整備されて誕生した道路のバニシング・ポイント(消失点)は、モータリゼーションの時代

に登場した新しい荒れ地の風景である。それは辿り着けない場所や、堂々巡りのままの人生を表象する。	

　リチャード・C・サラフィアン監督(一九三〇～二〇一三年)による『バニシング・ポイント』(一九七〇年)

はたどり着けない砂漠の彼方に向けて走り続けていくクルマの姿によって時代の閉塞感が描かれていた。	

　クルマの長距離輸送を生業とするコワロフスキーが「白の1970年型ダッジ・チャレンジャー」を、コロラ

ド州デンバーからサンフランシスコまで十五時間以内に届けるというささいな賭けから物語は始まる。	

　コワロフスキーはスピード違反をきっかけに警察に追跡されて砂漠に逃げ込む。砂漠の真ん中で方向を見

失った白のダッジレーサーは砂漠の大地にタイヤ痕を地平線の先まで刻んでいく。迷走を繰り返して再び自

らの走行の痕跡を横切ると、迷走により刻印された二つのタイヤ痕が巨大な十字架のように交差する。まる

でランドアート作品のようだ。このタイヤ跡が地平線の彼方まで伸びて、荒野の彼方先に新たなバニシング・

ポイントを作り出す。コワロフスキーのこれまでの人生と同じく堂々巡りの砂漠の出口は見つからない。た

だこれまでの迷走の経路が地面に刻み込まれ残されていくだけである。	



　届けなければならないクルマはカーチェースでボロボロになっている。もし賭けに勝ったとしてもその代

償は大きすぎる。もはや彼にとって賭けや仕事などどうでもいいのだろう。砂漠から抜け出して警察の捜査

網を突破できたにせよ、 後には不名誉な栄光と大きな代償が待ち受けている。それでも何かに駆り立てて

られるか引き寄せられるようにコワロフスキーは走り続ける。主人公の感情や想いについて映画は一切説明

しない。	

　『バニシング・ポイント』は、マジック・レアリズム的寓話のような映画だ。デンバーから十五時間で西

海岸に到達できる時代、白馬でなく白いスポーツカーを駈る男は、西部劇の悪役の末路と同じく、死へと続

く砂漠の道を辿る。狂気と自暴によって、彼が死に至る時間は、交通網の整備と自動車の速度によって十五

時間にまで短縮されてしまった。	

　ラジオ、自動車、州警察、ヘリコプター、出てくるものはすべて現代的である。しかし主人公コワロフス

キーが砂漠で出会う人々はみな暗示的な神話世界の住人達のようである。砂漠の隠者のような老人は悪の化

身である毒蛇を売って小銭を稼いでいる。神に報われることはなかったと諦めたヒッピーの予言者は「もう

蛇はいらない」と叫び、自分たちの教会に大量の毒蛇を放つ。バイクにまたがる裸の女、黒いクルマでレー

スを挑んでくる老人、さらに盲目のラジオDJ・・・	

　時々フラッシュバックするかのようにコワロフスキーの回想が挿入される。国のために戦った海兵隊時代、

負け続けたレーサー時代、恋人の死・・・追憶と対をなすような不可思議な登場人物たちは現れては消えて

いく。この寓話的な登場人物たちと追憶シーンはアメリカ市民の諦観と挫折感を含蓄するかのようである。　	

・移動と文明 
　砂漠の人類はロバから水がなくても数日間の距離の移動を可能とするラクダを家畜化して移動距離を伸ば

した。ラクダは砂の海の船としてソロモンの王国に経済的繁栄もたらす貿易の要であった。長大なシルクロー

ドの交易を成立させたのもラクダであった。ロバ、ラクダ、馬といった動物エネルギーは、石炭や石油によっ

て得られる火力エネルギーに置き換えられた。蒸気機関車、汽船、クルマや飛行機が、それまでの移動の速

度と物量を塗り替えていった。言うまでもなくこの後に続く飛行機やロケットまでを含む移動テクノロジー

の発展と利用は、古代から現代に至るまで、常に人類の貿易と流通の歴史、戦争、植民地支配を行う覇権国

家の成立など、ありとあらゆる人類の歴史と深い関連性をもっている。	

　映画だけでなく、人類史に刻まれているありとあらゆる砂漠の物語はほとんどが移動の物語である。　	

遊牧民の生活がそうであるように、砂漠の環境では一箇所にとどまっていると死んでしまう。人は砂漠で移

動を強いられる。それゆえ砂漠の物語はモーゼの時代から移動の話であった。そして人の足で踏み込むこと

が困難な砂漠の移動には必ず馬やクルマが必要となった。	

　移動がなければ成立しない騎士の冒険物語にも馬という移動のための動物が欠かせない。騎士物語の風刺

であったドン・キホーテ老人が痩せこけたドンキーに乗っていたのは偶然ではない・それが馬と騎士の冒険

物語をもじっていたからだ。	

　蛇足となるが、ゲームの画面の中で繰り広げられる騎士の冒険を語るロールプレイング・ゲームでも主人

公たちは移動を続ける。しかしデジタルの騎士たちは馬を必要としない。何人かのパーティーがぞろぞろと

連なって歩いていく。これから先の時代で語られる騎士物語では、馬の存在は忘れられてしまうのだろうか。

ドン・キホーテ老人や、トルコ民話のナスレッディン・ホジャ	☆やイエス・キリストはロバに、三蔵法師	

☆は馬に乗って、砂漠を越えていった。もう一度言うが、砂漠の物語とは移動の物語なのだ。	

・フロンティアを求めて　 

　飛行機乗りたちが老いてから再び宇宙に飛び立っていく映画『スペース・カウボーイ』(二〇〇〇年)は、

アメリカの宇宙開拓を綴ったトム・ウルフ(一九三一年～)のドキュメンタリー小説を原作とした映画『ライ

ト・スタッフ』(一九八三年)の続編のような映画であった。『ライト・スタッフ』には宇宙飛行士に撰ばれ

なかった男がモハーベ砂漠の空軍基地から戦闘機で飛び立ち成層圏までたどり着こうとする幻想的なシーン

があったが、『スペース・カウボーイ』は戦闘機で宇宙へ行こうとして砂漠に墜落するシーンから物語が始

まる。彼らが若かった頃に流行ったフランク・シナトラの名曲『私を月に連れてって』――“Fly Me To The 



Moon” ☆が流れるラストシーンは月にたどり着いた老パイロットの姿で終わる。この曲をシナトラが発表

した一九六〇年代のアメリカはアポロ計画の真只中だった。『月に連れて行って貰いたいの』というこの曲

の歌詞は宇宙開発時代のテーマソングのようであった。そしてアポロ10号・11号によって人類が月に持ち込

んだ最初の楽曲となった。　 

　月は人類がたどり着いたもっとも遠い砂漠である。 

・宇宙の砂漠へ 

　リュミエール兄弟が一八九五年に映画を発明したとたん、映画はすぐに珍しい異国世界を紹介する役割を

担う。それは交通機関が未整備で、異国への旅行がきわめて高価で危険だった時代の「目の代替旅行」であっ

た。観客たちは映画館の暗闇に備え付けられた椅子に座って冒険の旅を愉しんだ。	

　ジュール・ヴェルヌ(一八二八～一九〇五年)の小説をもとに、ジョルジュ・メリエス(一八六一～一九三

八年)によって映画化された月の荒地が舞台の世界初のＳＦ映画『月世界旅行』(一九〇二年)もそのような

時代の精神を反映していた。美しい女性たちに見送られて紳士たちはロケットに乗り込んで、地球外の冒険

旅行に向かう。この史上初の冒険映画『月世界旅行』でも、ロケットという乗り物によって冒険は実現化さ

れる。	

　アポロ計画によって人類は六〇年代の終わりに「偉大な一歩」	☆を月の砂漠に残したが、アメリカが宇

宙の荒野へたどり着いたこの六〇年代に西部劇映画のフロンティアも宇宙へと拡張された。現在も延々と続

く『スター・トレック』のテレビ放送が一九六六年に開始される。そのオープニングはいまも同じ台詞で始

まる。	

「宇宙、それは人類に残された 後の開拓地である。そこには人類の想像を絶する新しい文明、新しい生命

が待ち受けているに違いない。これは人類 初の試みとして五年間の調査飛行に飛び立った宇宙船、U.S.S.

エンタープライズ号の驚異に満ちた物語である。」	

　まるで「明白な神意」	☆と同じようなこの台詞を旗印として、宇宙戦艦エンタープライズ号はいまも宇

宙を進み続けている。　	

　繰り返しとなるが砂漠の物語は移動の話だ。乗り物が重要な役割を果たす。そして乗り物によって人類は

砂漠と結びついてきた。ラクダがいないシルクロードや、馬のいない西部開拓は成立しない。	

　人類は乗り物によって未開の荒れ地に踏み入り、その新たなる空間をフロンティアとして、活動圏内を拡

張した。フロンテイアに向かう冒険物語と乗り物は切り離せられない関係にある。	

　これからも人類は映画と現実の両方でフロンティアを見つけ開拓をつづけるだろうが、乗り物によって強

化されて人間は始めて冒険を可能とする。砂漠の映画では乗り物が重要なアイテムであるだけでなく、乗り

物によって人間が拡張されるのである。これによりはじめて見えてくる人間の情動や困惑が文学的な対象の

ひとつとなった。映画はこの乗り物で拡張された人間に焦点を結んだ。	☆	

 	



5-4　ローカルタウン 

・田舎街の映画 
　アメリカは孤立した街の集合体である。西部劇で描かれたドッジシティやトゥームストーンと同じく、広

大な荒野に大小の街が点在する。孤立した街同士が道で繋がり、群となり、州となり、アメリカ合衆国全体

を成立させる。	

　アメリカの映画は都市(シティ)と田舎(ローカル)に二分して捉えられると映画評論家のスタンリー・J・

ソロモンは『ビヨンド・フォーミュラー――アメリカ－映画の分類』で示している。	☆　	

　閉ざされたローカルタウンで起きる事件を扱う保安官の活躍を描いた西部劇は、まさしくローカルタウン

の映画だ。ローカルタウンの映画では舞台となった街のコミュニティー自体が映画の重要な要素となってい

る。	

・ローカルタウン・ホラー 
　ローカルタウンを、ネズミの大群や、未知の生物体、ゾンビ、人喰いスライム、宇宙人、殺人鬼が襲撃す

るパニックホラー映画は、閉じた小さな街の条件をもっともうまく活かした映画のひとつである。	

　被害に遭うのは逃げ出せない閉ざされた田舎街だ。外部への通信が遮断されて助けが呼べない。隣町まで

クルマで数時間かかるので州警察や軍の救助を待っていると手遅れになる・・・　そのため市民は自ら結束

して事件に立ち向かう。自らの命は自分たちで守るというのが、アメリカの閉ざされた街でおきた事件に立

ち向かうための 後の手段なのだ。	

　外界からおしよせてくる不安や恐怖を描く『ローカルタウン・ホラー』とでも名付けられそうな映画であ

る。アルフレッド・ヒッチコック(一八九九～一九八〇年)『鳥』(一九六三年)や、スティーヴン・スピル

バーグ(一九四六年～)	☆	の『ジョーズ』(一九七五年)の物語は、自分たちの平和な生活は自衛によって保

たれるという西部開拓時代に熟成された筋書きを上書きしている。それは西部劇映画で何度も繰り返し描か

れたアメリカ独自の映画ジャンルなのだ。	

　砂漠や山岳地帯や連なる森林といった環境がローカルタウンを成立させる。ソロモンがいうローカルの映

画は、すべてなんらかの事情によって運命的な出来事の渦中に置かれた人間の物語である。	

　この閉ざされた街を舞台とした映画は西部劇に限らず、アメリカ映画そのものの特性を成立させた。閉ざ

された街の映画は、前述した「移動」と対をなすように、環境ありきで成立する物語である。これも砂漠の

アメリカという特異な国土環境の中で、西部劇の延長線上で培われてきた映画のジャンルなのだ。	

・開拓と独立の荒野 

　アメリカの田舎街の大事件は、地球規模のパニック巨編に置き換えられた。Ｈ・Ｇ・ウェルズ(一八六六

～一九四六年)のＳＦ小説『宇宙戦争』(一八九八年)や、オーソン・ウエルズのラジオドラマ『火星人襲来』

(一九三八年)、あるいは『マーズ・アタック』(一九九六年)や、エリア55にこもって巨大な宇宙船の侵略か

ら地球を奪還しようと戦う『インデペンデンス・デイ』(一九九六年)と、その続編(二〇一六年)といった映

画は、守るべきローカルタウンがアメリカ全土へ、さらに地球全体へと置き換えられた映画である。宇宙人

の攻撃で国家の存続が脅かされる時、インディアンに襲撃される西部劇のローカルタウンや砦と同じく、勇

敢な保安官大統領の呼びかけでアメリカ市民が一致団結して戦う。西部劇映画が過去のものになってしまっ

た現在であっても、自分たちの土地は自衛して守るという物語は、これら「拡大されたローカルの映画」で

受け継がれている。荒野の開拓と自衛の物語が拡大され、焼き直されるように、地球規模の災害、宇宙から

の侵略、あるいはテロの脅威を描く現在のブロックバスター映画は、根本的なところで砂漠の西部を舞台と

した西部劇映画の拡大版という性格をもつ。これらの映画の根底にもアメリカの風土や環境が生成した砂漠

的国民性が潜んでいるのだ。外部からやってくる他者に向けられるローカルタウン特有の不安によってこれ

らの映画は成立する。	

・ロンサム・カウボーイとローカルタウン 



　ヴィム・ヴェンダースの『アメリカ、家族のいる風景』(二〇〇五年)は、サム・シェパード演じる落ち目

の映画スターが砂漠で西部劇映画を撮影している途中で仕事を放り出して馬で逃げ出してしまうシーンから

始まる。カーボーイ姿の撮影コスチュームを老人と交換した彼は三〇年ぶりに母親が一人で暮らす中西部の

小さな街に戻る。再会した母親からもう二〇年も昔にある女性から子供を身ごもって生んだと連絡があった

と知らされて、亡くなった父親の古い車にのって、その女性が住む西部の街ビュートに向かう。	

　自分がまだ若かったころ西部劇の撮影で訪れた街である。街のバーには若かりし頃の自分が主演した映画

のポスターが当時のまま貼ってある。時間が止まっているような田舎街だ。だから大昔の恋人や会ったこと

のないまま成人している息子とも、あまりにも簡単に再開できてしまう。	

　息子は急に現れた実の父に戸惑い、どうしていいのか分からず荒れ狂う。父親もそんな息子とどう接して

いいのか途方にくれる。そこについ 近母親を亡くしたばかりだと話す同じくあったこともない実の娘が母

親の骨壺を抱えて彼の目の前に現れる。	

　バスや古いクルマで主人公が通過する街や、家族と再会を果たすビュートの街は、すべて砂漠に点在する

変哲もないアメリカの田舎町である。映画は典型的な中西部の国道沿いを進みながら、初老の男の孤独と、

初から失われたままで会うことすらないままの家族について語る。	

　ビュートはヴェンダースが敬愛する小説家ダシール・ハメットの探偵小説『血の収穫』(一九二〇年)に登

場する犯罪の街ポイズンヴィルのモデルとなった街だ。小説の中で主人公がギャング同士を相打ちにさせて

難局をのりきる下りは、作者ハメットがニューヨークの探偵事務所に勤めていた時分に、炭坑夫たちの労働

ストを防止させる仕事のため、この地を訪れた時の経験に基づいて書かれた。ヴェンダースはこのハメット

の逸話を知ってビュートを訪れた。	

「あの一九七八年の春、ぼくはビュートに数日間滞在し、それまで見たどの町とも違うその姿にすっかり魅

せられてしまった。ルール工業地帯、ニューヨーク、アルプス山麓地方、そのほかのあらゆるものを寄せ集

めたような、ナンセンス極まり無い光景がそこにはあった。ぼくが育った、あの「ボット(鍋底)」と呼ばれ

るルール地方から出現したかのような、もう創業を停止した坑道、巻き上げ塔あるいは鉱山の堅坑。標高二

〇〇〇メートルに近いこの高原に、一九世紀から二〇世紀にかけて建てられたブロードウェイさながらの高

層建築。そしてその背後に、雪をかぶったロッキー山脈の山頂が書き割りのようにそびえ立っているのだ。

町全体が神からも世界からも見捨てられたゴーストタウンのようだった。」☆	

引用：サム・シェパード&ヴィム・ヴェンダース『アメリカ、家族のいる風景』オフシャル・フォト・ブッ

ク収録、ヴィム・ヴェンダース『「ビュートフル」な町』より	

　ニューヨークさながらの古めかしい高層建築物がそのまま残っていて、町のいたるところに巨大な空き地

がひろがっている。その背景には手つかずの自然、広大な山脈がひろがっている。アメリカの歴史の中で仕

組まれたような間違いが見て取れるような風景である。砂漠の真ん中でゴーストタウンになる寸前でかろう

じて生き残っているようなこの田舎町の風景を背景に、ヴェンダースは家族の物語によって、アメリカを顕

そうとした。	

　映画の中のロンサム・カウボーイは本来であれば荒野に向かって旅立つ。しかしサム・シェパード演じる

この映画の主人公は映画の途中でまだ見ぬ家族がいる砂漠の街に向けてクルマを走らせて帰って行く。帰り

つく場所は閑散としているようで、レトロな建物と同じく人間の存在や繋がりが温存されているアメリカの

ローカルタウンであった。	

・『カーズ』――車のゴーストタウン 
　擬人化されたクルマの世界を描いたＣＧアニメーション映画『カーズ』(二〇〇六年)も、ちいさな砂漠の

街が舞台だ。カリフォルニアで開催されるグランプリ・レースに出場するはずだったエリート・スポーツカー

が東海岸から大陸を越えてカリフォルニアに向かう途中で、専用トレーラーから落ちて旧道ルート66に迷い

込んで、砂漠の街にたどり着く。	

　ルート66は一九三八年にアメリカで 初に全線が舗装された大陸横断道路で、全体的に平坦な地形でト

ラック輸送に適していた。アメリカの背骨マザーズロードと呼ばれ、アメリカの発展を促進し続けた。一九

八四年に州間高速道路40号線が完成すると、その役目を終えて廃道になった。小説『怒りの葡萄』では三〇



年代の貧しい農民達がカリフォルニアに向かう道として描かれていた。第二次大戦の時代は軍用品を運ぶ幹

線道だった。五〇年代はロサンゼルスに押しよせるバカンス客が通る道として栄えた。六三年から始まった

テレビドラマ『ルート66』のタイトルになったこの国道はアメリカ大陸とモータリゼーションを象徴する特

別な道だった。しかし、点在するローカルタウンを経由しないで目的地に到達できる高速道路の波及によっ

て、その輝かしい歴史は終りを迎えた。	

　『カーズ』の主人公が迷い込んだのはそんな廃道沿いの寂れた街であった。壊してしまった道の舗装作業

を課せられた主人公は何度もこの街から脱走しようとするのだがその立地ゆえ抜け出せない。ガソリンが足

りないのだ。	

　街から望む荒野には前述のアート作品『キャデラック・ランチ』の形をした山がそびえ立っている。巨大

なクルマの死骸が化石化したような山並みは、絶滅した恐竜のごとく無用となった古き良きアメリカと、巨

大なアメリカ車、その大量生産の終焉を象徴するようなあの野外彫刻である。	

　閉ざされた田舎の町を舞台としたCGアニメ映画『カーズ』も、二一世紀のポスト・ウエスタン映画のひと

つに加えていいだろう。『バニシング・ポイント』のコワルスキーは砂漠の中で迷走し続けていたが、『カー

ズ』はその逆だ。クルマの主人公は迷走もできないまま荒野にとり残されている。取り残されて身動きがで

きないのは主人公だけでない。街とその住人たちすべてがこの砂漠の中に置き去りにされている。	

　主人公ライトニング・マックィーンはこの時代の変化に取り残されて荒野で孤立したまま死をまっている

ローカルタウンで大切なものを理解して成功を手に入れる。しかしそのハッピーエンドはあまりに非現実的

な夢物語であった。街の先にそびえるキャデラック・ランチの山並みの様に、死んでしまったクルマたちが

夢見る古き良き時代の再来、ゴーストタウンの蘇生のようなその幸福なエンディングは、あまりに出来過ぎ

のハッピーエンドであった。	☆	



5-5　デス・フューチャー 

・奇想された未来 
　末期的な未来世界を空想する小説は古く一九世紀からあった。『フランケンシュタイン』(一八一九年)を

匿名で書いたゴシック小説作家メアリー・シェリー(一七九七～一八五一年)は疫病で人類が死に絶えた世界

に生き残った 後の人間の絶望を描く『 後の人間』を一八二六年に出版している。リチャード・ジェフリー

ズ(一八四八～一八八七年)が書いた『ロンドンのその後』(一八八五年)や、未来へ時間旅行を行うＨ・Ｇ・

ウェルズの『タイム・マシン』(一八九五年)も終末的な世界を描いた小説だった。	

　第二次世界大戦後の一九五〇年代から、科学技術の進歩が及ぼす悪影響、社会主義、全体主義的な管理社

会への懸念を扱ったＳＦ小説や映画がたくさん登場した。第三次世界大戦の核攻撃で北半球が壊滅してしまっ

た未来を描くネビル・シュート(一八九九～一九六〇年)の小説『渚にて』(一九五七年)はグレゴリー・ペッ

ク(一九一六～二〇〇三年)主演で一九六九年に映画化されている。ジョージ・オーウエル(一九〇三～一九

五〇年)の小説『一九八四年』(一九五〇年)も一九五六年と一九八四年に繰り返し映画化されていて、いま

でも多くの人々から人気が高い。	

・未来の砂漠 
　文明社会が崩壊した世界を描いたデス・フューチャー映画の多くは砂漠化した世界だ。世界が崩壊したの

ちに訪れるのは、文明や社会だけでなく山や河の環境までもが失われてしまったなにもない無の砂漠風景だ。

　ピエール・ブール(一九一二年～一九九四年)の小説を原作とする映画『猿の惑星』(一九六八年：シリー

ズ全五作の第一作目)では、宇宙飛行士たちが不時着した未明の惑星が舞台で、彼らは不時着した砂漠地帯

から延々と歩いて緑地にたどり着いて言葉をもたない未開の人間たちと遭遇する。そこに現れた人間狩りの

猿人たちに捕まって、ここが猿に支配されている惑星だと知る。映画の 後では生き残った宇宙飛行士テイ

ラー(チャールトン・ヘストン)が猿人の世界から逃れて砂漠の世界に逃げこむ。そこでテーラーが目にする

のは遠い宇宙の果てにあると信じていた故郷地球にあるはずの建造物の朽ち果てた姿だった。彼がたどり着

いた猿の惑星は人間が滅びた後に猿に支配されてしまった未来の地球だった。	

　日本のアニメ映画『風の谷のナウシカ』(一九八四年)もデス・フューチャーの未来を描く映画だ。戦争で

世界が焼き尽くされてから千年が経過していて、気象環境と生態系のバランスが完全に壊れてしまい、ほと

んどの大地が干上がって砂漠化している。あるいは有毒なガスを発生する粘菌と毒植物に覆われた腐海と呼

ばれる森が拡がっていて、人々は数少ない生存可能な場所でほそぼそと暮らしている。	

　オーストラリアのアクション映画『マッドマックス』(一九七九年)のデス・フューチャー世界は暴走族が

走りまわっていた。妻子を殺害された警官のマックスがスーパーチャージャーを搭載したチューンナップの

特殊車両を駆って暴走族一味に復讐する。第二作『マッドマックスⅡ』(一九八〇年)では世界大戦の影響に

よって法治国家すべてが崩壊した未来世界が舞台になっていた。枯渇した石油エネルギーを巡り凶悪な暴徒

と化した悪人たちが砂漠の荒野で油の争奪を繰り広げている。三五年後の続編『マッドマックス、怒りのサ

ンダーロード』(二〇一五年)の世界も核戦争で放射能を帯び砂漠化した終末世界で、武装カルト教団の首領

が暴力で水と油を牛耳っていた。『マッドマックスⅡ』から多大な影響を受けた日本のテレビアニメ『北斗

の拳』(一九八四年)も核の使用で荒土と化した世界を描いていた。そこでは国家が崩壊していて暴力がすべ

てを支配しているのだ。	

　『ザ・ウォーカー』(二〇一〇年)の終末的未来は、字が読める人間がほとんどいなくなった文盲の世界で

ある。学問的知識と同じく道徳や倫理感の伝承が無くなった未来世界で人々は消費と強奪する以外に生きて

いく術がない。カニバリズムが横行している。「西へ向かえ」という啓示に従い人類の幸福と文明復興を左

右する重要な本を運ぶため、主人公は廃墟と化したアメリカ大陸を歩いて横断する。	

　風景描写が興味深い。大きく分けてふたつに分類できる。ひとつは破壊されて荒廃化した都市が風化して

しまったステレオタイプの文明崩壊後の廃墟である。もう一方はアメリカ映画で普段見かけるような荒涼と

したアメリカの風景である。終末を迎えたのちもそのまま残る砂漠のアスファルトの道ではクルマによる追

跡のシーンが展開される。荒れ地の一軒家では老夫婦が慎ましい生活をしている。それらの描写は現在私た



ちが住んでいる世界の風景となんら変わらない。それゆえこの映画で描かれている未来は特異なフィクショ

ンの絵空事ではなく、我々の現実と繋がっている明日の物語のように思える。	

　旧ソビエト連邦時代に制作されたゲオルギー・ダネリヤ監督(一九三〇～)の映画『不思議惑星キン・ザ・

ザ』(一九八六年)は、社会の矛盾と滑稽さを描いたソ連のデストピア・コメディー映画で、いまでも世界中

のファンから絶大な人気を得ている。間違えて他の砂漠惑星にワープしてしまった二人のロシア人の体験を

通して、我々人間の文明や現代社会が抱えている不条理を皮肉る異色のデストピア映画だ。人間の思い込み

で作り上げられた社会通念で成立している砂漠の世界が舞台で、すべての人間が排他的で利己的だ。それゆ

え高度なテクノロジーやテレパシーの超能力を使いこなせるのに、だれも幸せになれない。不条理な人種差

別や社会規約により虐げられる男はなにもない砂漠の真ん中で自ら檻の中に入り下手な芸をみせて舌銭を稼

ぐ決まりだ。砂漠の砂地を飛ばなくなった飛行船を押していく男たち・・・　それらのシーンはシュルレア

リズムの絵画や、ピーテル・ブリューゲルの寓話のような絵画を思わせる。『惑星キン・ザ・ザ』は未来の

地球を描くのではないが、当時のソ連だけでなく、現代社会が倫理感や社会通念において望まない未来に向

かうかもしれないという予兆を与える。　	

・『二〇〇一年宇宙の旅』と『猿の惑星』――未来と過去 
　スタンリー・キューブリック(一九二八～一九九九年)の『二〇〇一年宇宙の旅』(一九六八年)の、エピソー

ド「人類の夜明け」で描かれていたのは未来の砂漠ではなく、人間に進化する前の猿人達が住む太古の砂漠

だ。猿人たちが暮らす荒涼とした砂漠に黒い石板の物体「モノリス」が出現する。怖々とこの謎の物体に触っ

た猿人が動物の骨を道具として使うようになる。道具を使い敵や獣を倒して、多くの食物を手に入れられる

ようになるのだ。猿人が地面に落ちていた骨で獣の頭骨を粉々に破壊してその骨を空に放り投げると、宙を

舞った骨が一瞬で未来の宇宙船に置き換えられる。砂漠の猿人から宇宙を旅する人類の未来へ繋がる映画史

に残るこの有名なシーンは、猿の手に握られていた骨から始まる人類の進化と文明を象徴する。	

　前述した『猿の惑星』と『二〇〇一年宇宙の旅』は同じ一九六八年に公開されている。「人類の夜明け」

で描かれた猿人と、人類滅亡後の世界を支配する猿人が登場するこの二本の映画は対をなす。一方が砂漠で

人類が始まったと暗示する映画で、もう一方では人間の世界が滅びたのち、宇宙から帰還した人類 後のア

ダムがイブをつれて砂漠へと戻っていく。	

　この二つの映画が六〇年代終わりの同じ年に公開されたのは偶然ではない。一九六八年はサハラ砂漠でフ

ランスによる水爆実験が行われ、アポロ８号が月を周回して月の裏側の写真撮影に成功する。人類はこの翌

年月面に降り立つ。核戦争の不安は宇宙にまで拡張された。ニューヨークのドゥワン・ギャラリーでは前述

したアース・ワークの萌芽「アースワーク展」開かれた。プラハの春が起こり、冷戦の代理戦争であったベ

トナム戦争は泥沼化の一途を辿った。旧正月（テト）の一月二九日に南ベトナム軍とアメリカ軍に対して大

規模な一斉攻撃が行われて、南ベトナム解放民族戦線のゲリラ兵わずか二〇人によってサイゴンのアメリカ

大使館が占拠される。三月にはウィリアム・カリー中尉が率いる小隊が無抵抗の村民五〇四人を無差別に虐

殺するソンミ村虐殺事件が発生して、アメリカ国内で反戦運動が激化する。キング牧師とケネディが暗殺さ

れたのもこの一九六八年であった。	

　核戦争と世界崩壊の危機が囁かれ、時代が暗い方に向かっているように感じられていたこの時代に、これ

から失われてしまう人類の未来を予兆する猿人に支配された砂漠の映画と、武器・道具の使用を覚え、殺害

の進化に歓喜する砂漠の猿人の映画という、人類の始まりと終わりを顕す二つの歴史的な砂漠映画が誕生し

た。人類が誕生した始まりの砂漠と、これから進んでいく望まない未来を表す二つの「砂漠の猿」が登場す

る映画が、この年に公開されている。	

・終末の予兆 
　ここに列挙したデス・フューチャーの映画――『不思議惑星キン・ザ・ザ』と『二〇〇一年宇宙の旅』を

除く砂漠を背景としたデス・フューチャー映画は、どれもが核兵器による地球規模の殺戮の後に訪れる世界

を描いた映画で、生き残ってしまった人間の陰惨な人生が描かれる。	

　この様な終末不安とその後にやってくる砂漠環境のイメージは、一九四五年から一九八九年まで続いた冷

戦の時代に作られた。アメリカ合衆国とソビエト連邦という超大国同士によって引き起こされた世界規模の

戦争不安、威力を増して繰り返し全人類を滅ぼせるだけの膨大な核所有量で米ソがパワーバランスを競って



いた時代に作り出された終末のイメージである。広島や長崎を記録した写真や、ベトナム戦争、後にマイケ

ル・ナイトが編纂してまとめるこの時代に繰り返された核実験の写真や、テレビの映像によって、だれもが

明瞭な核戦争の恐怖を抱いていた。	

　暴力がはびこる週末後の世界とは、無秩序が覆う非論理的世界である。戦争の勝者も敗者も存在しない。

これらのデス・フューチャー映画では一切世界戦争の勝者と敗者について触れない。破壊の結果だけが残さ

れているのだ。	

　終末世界の砂漠イメージは、核実験の記録や、それまでの戦争と比べものにならないほど膨大かつ克明に

記録された第二次世界大戦とベトナム戦争の映像的トラウマによって成立した。 初に砂漠の終末を顕した

デス・フューチャー映画は不明である。しかしこのような砂漠のイメージが四〇年代以降から始まる核の恐

怖によってもたらされたのだとすれば、やはり四〇年台以降にはじまったのだろう。シュルレアリズムや、

ランド・アートに戦争の影響があったと書いたが、二〇世紀の核の恐怖や冷戦の不安が牽引力となって、デ

ス・フューチャー世界の映画や小説が次々と創造されたのも同じような理由であろう。	

　終末世界の物語はキリスト教の「 後の審判」や『新約聖書』の「ヨハネの黙示録」に標された天災など、

世界各地で古代から伝承されている神話・終末論・予言にその始まりが見られる。もとから砂漠は荒廃と死

を予兆させる。祖先が見つけた砂に埋もれた太古の遺跡は過去に滅びた文明を襲った審判や崩壊を想わせる

のに充分だったのかもしれない。	

　古代遺跡と規模こそ違うがアメリカ西部の砂漠地帯には多くのゴースト・タウンが残されている。砂漠は

滅びの空間であり、死を彷彿させるが、一方で死を保存する。死は腐ることなく存続され続ける。デス・

フューチャー世界の砂漠とは、地球規模に拡大された巨大な西部のゴースト・タウンだ。そして西部劇映画

で繰り返し描かれていた無法地帯である。デス・フューチャーの世界は西部劇に見る荒地の野蛮が地球全体

を内包している世界だ。そう捉えるならデス・フューチャーの砂漠映画とは、巨大化した未来の西部劇映画

のようなものだ。	

・西部劇の惑星	

　『スター・ウォーズ』(一九七七年～)シリーズの舞台は常に砂漠だ。この壮大な宇宙の物語の始まりはダー

スベーダーになる宿命を背負った主人公アナキン・スカイウォーカーの惑星「タトゥイーン」での誕生だ。

物語は世代を超えて進んでいくのだが、つねに砂漠の惑星を起点として進んでいく。	

　惑星タトゥイーンは、次のように説明されている。　　　	

　古い植民者の言い伝えがある。巨大なその二つの太陽をもろに見るよりも、その太陽に焼かれたタトゥイー

ンの大地をじっと見つめるほうが早く眼をやられてしまうと・・・　果てしもない荒れ地は、それほど照り

返しがきついのだった。しかし、その猛烈な太陽光の直下、太古に干上がった海の底でも生命を維持するこ

とは可能だったし、事実、生命は存在していた。たったひとつの事柄がそれを可能にしていたのである。水

の呼びもどしである。	

　しかし、人間が生きていくため――と限定すれば、タトゥイーンの水はぎりぎりいっぱいもいいところだっ

た。大気の湿度が低く、容易なことでは雨や霧は生じないのである。しかし、その抜けるような青空からな

んとか水を搾りださなければならない。なんとか絞り出して、乾ききった地上へひきずりおろさなければな

らないのだ。☆	

引用：ジョージ・ルーカス『スター・ウォーズ』野田昌宏翻訳/角川文庫/一九七八年/P25	

　タトゥイーンは銀河系の中心部から遠く離れた辺境宙域に位置する。	タトゥI	、タトゥIIと名付けられ

た二つの太陽の周囲を約三〇四日周期で公転している。太陽から遠く離れているが海洋は干上がっていて地

表のほとんどが砂漠だ。	

　発見された当初は多くの鉱物資源が埋蔵されているといわれ大勢の入植者たちが押し寄せた。しかし有用

な鉱物資源がほとんど存在しないことが判ると人々は去っていった。しかし、脱出資金がなくて残るしかな

い入植者は大気から抽出した水を使用する農民や、その農作物を商う商人になっていった。荒野には原住民

のサンドピープルやジャワズなどが住んでいる。	



　開拓が諦められてからは宇宙交易の中継地点として利用されるようになったが、宇宙の 果てにあるこの

見捨てられた惑星に密輸業者、賞金稼ぎ、犯罪者等が集まるようになって治安は悪化した。奴隷制度も堂々

とまかり通っている。ここに宮殿を構える犯罪組織の首領ジャバ・ザ・ハットが実質的に惑星全体を支配し

ていて警察は機能していない。	

　アナキン・スカイウォーカーとその息子ルーク・スカイウォーカーの故郷惑星として、世界中の人々に知

られているこの架空の砂漠惑星の設定には、西部劇の要素が散見できる。ガンマン、銃の早撃ち、ギャンブ

ラー、襲われる農民、砂漠の遊牧民、原住民、地下資源に夢を託して集まる入植者たちの話はゴールドラッ

シュを想わせる。第4作『ニュー・ホープ』で、ルークとベンがハンソロを雇うモス・アイズリー宇宙港に

ある西部のサルーンのような店はならず者たちの巣窟だ。	

　実際のアメリカ西部はその発展の過程と地理的影響から様々な人種と文化がぶつかり合う場所であった。

インド（インディア）を目指して大西洋を西回りに航海したクリストファー・コロンブス（一四五一年頃～

一五〇六年）のアメリカ海域到達をはじまりとして、アメリカ大陸に白人が入植して、のちに黒人が奴隷と

して連れてこられた。西部劇の舞台となった太平洋側にある西海岸はヨーロッパから眺めればオリエントと

繋がっている場所で、のちに日本や中国という東洋人たちがおしよせてきた。いわゆるアメリカ的人種のる

つぼである。人種、国籍、宗教、歴史が異なる人々が集う混沌とした文化がアメリカの西側で形成されていっ

た。西海岸にカウンターカルチャーが成立するようになったのも、「気」や、日本の「禅」といった東洋的

思想が盛んになって、ヒッピーのカルチャーに取り込まれていったのも、スチーブン・ジョブス(一九五五

～二〇一一年)のアップルに代表されるシリコンバレーのコンピューターのカルチャーやインターネット関

連ビジネスの台頭も、そのような西海岸の文化と無縁ではない。	

　アメリカのスペイン領フロリダの買収(一八一九年)、メキシコ領テキサスのテキサス共和国樹立からアメ

リカへの併合(一八四五年)、アメリカとスペインから独立革命を経て独立したメキシコ合衆国間の戦争(一

八四六～一八四八年)、西部開拓だけではなく、これらの地勢的事件を経てアメリカの領土は西海岸にまで

達して北米大陸の合州国が成立した。スペイン領メキシコからテキサスへと持ち込まれたカウボーイの文化

はスペイン的特徴を色濃く残しているが、アメリカ西部の文化は砂漠風土にラテンや東洋や、ネイティブイ

ンディアンや、白人の文化がおりかさなっている。	

　もしアメリカの西部開拓が上手くいかなかったら、アメリカ西海岸は惑星タトゥイーンのような場所になっ

ていたのかもしれない。そう考えてみると惑星タトゥイーンはアメリカという砂漠国のデズフューチャーの

ようだ。	

　『スター・ウォーズ』はこれまで書いてきた砂漠の国アメリカの映画史を内包しようとした娯楽映画だ。

一般的にＳＦ映画として括られてしまうが、戦争映画、西部劇、海賊、ラブロマンス、政治、神話といった

ありとあらゆる要素が混在している。	

　作者のジョージ・ルーカス(一九四四年～)は、ベトナム戦争以降のアメリカン・ニューシネマの時代に、

以前のアメリカ的娯楽映画の要素を意識的に取り入れたスペース・オペラ映画を構想した。 初は古典コミッ

ク『フラッシュ・ゴードン』の映画化を企画していたが実現できなかった。同様の設定を取り入れた映画『ス

ター・ウォーズ』を自ら執筆した。ルーカスはサンフランシスコから内陸側に一〇〇キロのカリフォルニア

州モデストに生まれて、西海岸の文化の中で育ち、カリフォルニア大学で映画を学んでいる。『スター・

ウォーズ』が西海岸の文化的特徴をそのまま宇宙に置き換えたような世界として成立しているのとルーカス

の出目は無関係ではない。	☆	

・騎士物語と救世主神話	

　タトゥイーンの西部劇世界で始まるこの物語は、宇宙へと舞台を移してからは騎士物語の性質が色濃い。	

　『スター・ウォーズ』は黒澤明の『隠し砦の三悪人』(一九五八年)を参考にしたというのは周知の通りで

ある。黒澤映画と同様に『スター・ウォーズ』の物語は、物語制作のメソッドとして知られるロシア・フォ

ルマリズムの昔話の構造と機能に忠実である。物語は貴族的性質を備えた若者の喪失感――父性の欠落から

始まる。冒険に旅立つと侍従――ハンソロとチューバッカの協力と提供された呪具ミレニアムファルコン号

によって、敵対する帝国軍とダース・ベイダーがいるデススターに行き着く。ダムゼル・イン・ディストレ

ス(囚われの姫)のレイア姫を救出して帰還するが、追手に追われる・・・　　	



　このストーリーは中世騎士物語を根底に抱えているのだ。本題と外れるため『昔話の形態学』（一九二八

年）についての説明は省略するしかないが、簡単に言うなら「行って帰る」という移動の構造で形成される

囚われの姫を救い出す騎士物語の代表的な構造に忠実なプロットが守られていて、「移動」によって物語は

進んで行く。その始まりは砂漠という絶望的欠落の場所だ。砂漠は新訳聖書で語られた予言者キリストの誕

生や、モーゼが四〇年にも及ぶ苦悩と試練によって神託を得て約束の地にたどり着く「出エジプト記」など

神の声を訊く場所である。アナキンの母親の処女懐胎、オビワン・ケノービは荒野の隠者であり、怒りにま

かせて砂漠の原住民を皆殺しにするアナキンは悪魔の誘惑に負けた『聖アントニウス』のようだ。	☆	

　そうでありながら『スター・ウォーズ』のルーツは一九二〇年代にアメリカで流行した安手の西部劇映画

「ホース・オペラ」から派生した「スペース・オペラ」と呼ばれた一九三〇年代末の宇宙冒険映画であると

いう。怪物、裸の女、ロケット、宇宙船、なんでもありのＢ級宇宙冒険活劇である。	

　『スター・ウォーズ』はキリスト宗教世界の神話、騎士物語、そして西部劇映画である。さらに前述した

アメリカ西部という過去をデス・フューチャー世界として描く映画的特性を内包している。これらの特徴か

ら見て、もっとも砂漠と親和性が深い映画のひとつといっていいだろう。	



5-6　ホラーと墜落　　 

・ミイラ 
　映画はその特性によって多くのスターやアイコンと同様にキャラクターを生み出してきた。ゴジラやゾン

ビといったモンスターは映画的なキャラクターである。それらは放射能や不死の腐肉を象徴する。	

　ミイラも映画ならではモンスターだ。一九三二年に制作された『ミイラ再生』は、『フランケンシュタイ

ン』(一九三一年)や『吸血鬼ドラキュラ』(一九三一年)と並ぶ、二〇世紀の三大モンスターのひとつミイラ

男が初めて映画に登場した作品で、大英博物館の遺跡調査団により発掘された古代の高僧イムホテプのミイ

ラが現代に蘇るというストーリーだ。この映画は一九二一年に世界的な話題となったツタンカーメン王墓の

発掘を題材として制作された。死体が長期間保存されているというだけで充分気味が悪いが、実際にツタン

カーメン王墓を発掘したカーナヴォン卿を始め、多くの発掘者達が次々と謎の変死を遂げて、古代エジプト

の王家の呪いといった当時の風評がミイラ男に強力な不吉さを与えた。	

　「ミイラ再生」は包帯をぐるぐる巻きされて棺に閉じ込められていたミイラが生き返り、古代の女王とそっ

くりなイギリス人女性を殺して自分自身の完全な復活を果たそうとする物語だ。これ以降不気味な包帯男が

襲ってくるというミイラのキャラクターが定番化して、我々は包帯男をミイラと呼ぶようになった。	

　本物のミイラとはずいぶんかけ離れてしまっているが、古代の死体が襲いかかってくるというのは確かに

怖い。砂に埋められて眠っていた古代エジプトの呪いが蘇るという恐怖のアイコンとして、ミイラ男はモン

スター映画の殿堂入りキャラクターとなった。	

　「ミイラ再生」の高僧イムホテップ役は怪優ボリス・カーロフ(一八八七年～一九六九年)が演じている。

すでに『フランケンシュタイン』の無言の怪物役で人気を博していたカーロフは目の周りを黒く隈取りする

というアラブの悪人メイクをこの映画で披露した。この目の隈取りメイクはこれ以降悪者アラブ人イメージ

の定番化となっていく。モーゼの十戒が書かれた石板を納めた「聖櫃」を追う『レイダース/失われたアー

ク《聖櫃》』(一九八一年)や、古代都市ペトラへたどり着く『インディ・ジョーンズ/ 後の聖戦』(一九八

九年)などで、隈メイクのアラブ人は脈々と受け継がれた。この隈取りアラブ人のイメージは映画が作り温

存しつづけている悪しきオリエンタリズムの一つである。	

　ドル箱映画となったミイラホラーは『ミイラの復活』(一九四〇年)を始め後継四作が作られた。それらの

作品は続編ものではなくすべて独立した作品であった。さらに『ザ・マミー』(一九五九年)､『The	Curse	

of	the	Mummy's	Tomb――邦題怪奇ミイラ』(一九六四年)など、多くのリメイク作品や関連作品が作られて

いる。ミイラ誕生から七〇年後の『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』(一九九九年)では、ミイラの恐怖が

派手なＣＧの演出で蘇った。ベドウィンの襲撃、砂地に巣くう人食い昆虫、地震、砂嵐、邪教の集団、サソ

リといった、誰もが知る砂漠の恐怖が加えられるだけでなく、出エジプト記に印された災いや、死者の書と

いった中東の古代ミステリーまでが巧妙に組み合わされていた。二〇一七年には第一作と同じ『マミー』の

タイトルで新作が公開される。この作品の高僧イムホテップは美しい女性ミイラだ。	

　ドラキュラのヴァン・ヘルシング教授や、死体から人造人間を造り出す科学者ヘンリー・フランケンシュ

タインと同じく、ミイラ映画にはオカルトの権威ミュラー博士という学者が登場する。モンスター映画は常

に超自然と科学の対峙――怪奇現象と科学者の戦いを描く映画である。そして人間と科学が幸運にもかろう

じて自然に勝利して終わる。その不明瞭な終わり方は超自然の驚異や怖さをより鮮明に印象づける。この様

式がミイラ映画にも巧妙に取り入れられている。　	

・土と命 

　死体を葬る大地は、死と永遠の眠りの場所だ。そして大地は種をはぐくみ、稔（ルビ：みのり）を与えて

くれる。土や砂や泥は命と深いつながりを持つ神秘的なものとして古くから捉えられてきた。	

　ヨーロッパ(ドイツ)では古くから寝付かない子供に砂男(サンドマン)が魔法の砂を眼に入れにくると脅さ

れていた。砂が入ると眼が開けられなくなって睡魔にとりつかれるといわれた。E・T・A・ホフマンはサン

ドマンを題材として怪奇小説『砂男』を書いている。	



　カレル・チャペックは戯曲『R.U.R.』(一九二〇年)で「ロボット」という言葉を創り出したが、チャペッ

クの故郷チェコにはユダヤ教のラビが泥をこねて作った泥の人形が動き出す「ゴーレム」の伝説が受け継が

れている。ゴーレムはヘブライ語で「胎児」を意味する。	

　『旧約聖書』で 初の人間アダムが土から作り出される話もそうだ。生命は土から作り出され、洞窟は子

宮に捉えられた。地熱にまつわる伝承や神話など大地と生命が繋がる伝承が世界中にある。　	

　砂の墓から蘇るミイラ男は、眠りから醒めると怪力の大男となって暴れ、やがて呪いが解かれると崩れ落

ちて塵と化して風に舞って消えていく。ゴーレムも呪いが失われると乾いた砂となって崩れ落ちる。	

　人類は大地と生命の創造を結びつけてきた。魂の入れ物である身体は死を迎えると土へと帰る。	

　地面から蘇る強力な力と強靱な恨みと、砂漠に眠る古代エジプトというミステリーと結びついてミイラ男

というキャラクターが成立した。　	

・飛行機の不時着　 
　エルストン・トレヴァーの小説を原作とする映画『飛べ!フェニックス』(一九六五年)はサハラ砂漠に双

銅機が不時着する物語だ。乗員たちは双銅機の壊れていない片方のエンジンと機体のパーツを組み合わせて

単発機を造って砂漠から飛び立ち生還しようとする。二〇〇四年に『フライト・オブ・フェニックス』(二

〇〇四年)としてリメイクされているが、このリメイク版はモンゴルのゴビ砂漠が舞台となっていた。石油

会社から掘削中の油田が閉鎖されて、解雇されてしまった失意の男女が乗り合わせた輸送飛行機が墜落する。

彼らは生還したとしても行き先を失っている。彼らの砂漠からの脱出は、同時に失意の底から這い出そうと

する物語でもあるのだ。	

　『スカイパニック・恐怖の不時着飛行』	☆(一九七二年)は世界中で繰り返し放送されたアメリカABCが制

作したテレビ映画で、両親と息子とそのガールフレンドの四名がセスナ機でニューメキシコの砂漠に不時着

する。彼らは炎天下の砂漠で滑走路を作りセスナ機で脱出しようとするのだが、息子がセスナ機のラジオを

つけたまま寝てしまいバッテリーがあがってエンジンがかからなくなる。父親は不屈の精神で家族を導き全

員で脱出に成功する。　	

　遭難と生還は砂漠映画の定番である。苛酷な自然を生き抜いて生還する物語である。それは生きることの

意味や人間の尊厳を顕す。密室劇ならぬ辺境劇とでもいうべき映画だ。死がじわじわと近づいてくる極限状

態から脱けだすために、人はどっちに進んで歩いて行くか、あるいは留まって助けを待つか選択をしなけれ

ばならない。ここに挙げた映画の遭難者たちは墜落した飛行機で再び飛び立ち、死の世界から生還しなけれ

ば助からないといった境遇に置かれていた。それゆえ選択だけではなく団結が必要となる。身勝手な人間が

助からないというのは脱出劇ドラマの常であるが、生存に向けた執念と、犠牲的精神、隣人への愛情の大き

さ、さらに「運」が生還の必修要素となる。	

　『フライト・オブ・フェニックス』の乗員たちは、 初は救助を待つのが 善とパイロットに従う。ただ

待つだけで水や食料を消費しながらただ過ぎ去る日々の中、コスト削減のために採掘所を閉鎖して自分たち

を解雇した会社が救出費用を割くわけがないと考えるようになる。乗員たちはみなこれまで失敗だらけだっ

た人生を悔やんでいたが、生還のために再び立ち向かう決意をもって結束するのだ。無駄な努力をして死ん

でいくだけだというものがいれば、生きていくためにはせめて希望が欲しいと答えるものがいる。なにかし

ていないと気が落ち着かないというのはこういうときなのだろう。	

　『スカイパニック』のラストは、けがによって操縦桿を握れない父親が、操縦経験のない息子に飛行機を

滑走させて砂漠から飛び立とうとする。テイクオフに失敗すれば滑走路をつくってきたこれまでの苦労がす

べて無駄となって生還の道はたたれてしまうのだ。家族の運命を背負わされた青年に大きなプレッシャーが

のしかかる。この難局は青年が大人になるための通過儀礼である。そしてそれまで不仲だった父子がお互い

を認め合うきっかけになるのだ。	

　ともに不屈の精神力、決断、協力によって生還は成し遂げらる。	

　隠者たちが死を覚悟して踏み入れた試練の砂漠を飛行機で飛び越えようとして運悪く墜落すると、点から

点で移動するはずの飛行の装置が鉄の棺桶になる。地続きの面となって立ちはだかる砂の世界で人は渇きに

苦しみながら人間世界のありがたさを知る。自然に恐怖しながら、点と線で捉えていた飛行という人間の交

通がどれほど都合よくできていたのか、彼らは砂の大地で想う。	☆	



・サン＝テグジュペリの『星の王子さま』 
　小説『星の王子さま』(一九四三年)はサハラ砂漠に不時着した小型機の操縦士と遠い宇宙からやってきた

不思議な少年のやりとりを描いた寓話で、一九七四年に映画化された。	

　この物語はパイロットだったサン＝テグジュペリ(一九〇〇～一九四四年)は時分自身の砂漠の遭難経験を

もとに書かれている。テグジュペリのリビア砂漠不時着体験は随筆『人間と土地』(一九三九年)の「第七章

砂漠のまん中で」に綴られている。テグジュペリが操縦していた飛行機がベンガジとカイロの間に拡がる砂

漠に墜落して、食料と水も尽きて飛行機の機体についた夜露を集めて飲み、寒さと乾きに絶えながら昼夜を

かけて助けを求めて歩き続け、もう助からないと覚悟を決めた直後に、偶然通りかかったベトウィンによっ

て奇跡的に救出されるのだ。	

「さようなら、ぼくが愛した者たちよ、人間の肉体が、三日飲まずに生きがたいとしても、それはぼくの罪

ではない。ぼくもじつは知らなかった、自分がかほどまで、泉に囚(ルビ：とら)われだとは。ぼくは、疑わ

なかった、自分に、こんなにわずかな自治しか許されていないとは。普通、人は信じている、人間は自由な

ものだと……。普通、人は見ずにいる、人間を井戸につなぐ縄(ルビ：なわ)、臍(ルビ：へそ)の緒のように、

人間を大地の腹につなぐその縄を。井戸から一歩遠ざかったら、人間は死んでしまう。」☆	

引用：サン＝テグジュペリ『人間の土地』渋谷豊(翻訳)/新潮文庫/一九三九年/P188――第七章「砂漠のま

ん中で」より	

　科学によって砂漠を支配しようと試みてきた人間は砂漠の真ん中に取り残されて、自分の脆さと人間の生

活のありがたさを知る。喋ることもできないほど乾いたとき、人間は始めて自分自身の内なる命を自明なも

のとして理解するのだ。これらの映画で砂漠は、人間の生命、孤独、生き方を映し出すためのうってつけの

場所(環境)であった。	☆	

 	



5-7　ロードムービー 

・流浪の旅 
　世界 古の文学作品といわれる『ギルガメシュ叙事詩』や、イスラエルにたどり着くモーゼの『出エジプ

ト記』、三蔵法師と三神仙が天竺を目指す『西遊記』といった、苦難の旅を成し遂げた勇敢な王や予言者や、

信仰心を体現した僧侶の物語が、後生に語り次がれている。ロードムービーはこのような貴人・英雄や、聖

人の物語――折口学で貴種流離譚(ルビ：キシュリュウリタン)と呼ばれる物語とは一線を画く。	

　ロードムービーとは一般庶民の旅、流浪の経験を描く映画であり、旅の結果は成長や即位ではなく、もと

いた場所に帰ってくるだけか、流浪の旅の途中で物語が終わる、あるいは帰れないまま客死する。どちらか

というとロードムービーは結果よりも過程に重きが置かれる映画である。	

　ロードムービーは一九六〇年代頃から映画のジャンルとして確立した。デニス・ホッパー(一九三六～二

〇一〇年)の『イージー・ライダー』(一九六九年)、アーサー・ペン『俺たちに明日はない』(一九六七年)、

スティーブン・スピルバーグ『激突！』(一九七三年)などの映画で主人公が辿る旅の過程が描かれた。	

　砂漠は人間に移動を課す。進まないままとどまっていれば死が待ち受けている。紀元前から繰り返されて

きたアボリジニやベドウィンの遊牧民の生活がそうであるように、砂漠の人間は移動による生存を常として

きた。前述した墜落遭難で砂漠に迷い込んだ人間も移動が強いられるが。砂漠とロードムービーは親和性を

もつ。ここにあげた砂漠のロードムービーは、行き着くべき所や、帰るべき場所はわかっていても、どうす

れば帰れるのか、そこにたどり着けるのかわからないまま砂漠で迷っている人々。道に探している人々の物

語である。そして彼ら自身の人生の迷いや心の迷いが砂漠の徘徊という形で表象されている映画である。	

・ヴィム・ヴェンダースの砂漠で途方に暮れる男　 
　赤い帽子を被ったスーツ姿の男が空っぽの水入れを手に荒れ地の向こうから歩いてくる。どこから来てど

こへいくのかわからない男が荒野を延々と歩いている。ヴィム・ヴェンダース『パリ・テキサス』(一九八

四年)の冒頭シーンだ。砂漠、スーツ、赤い野球帽というその姿からいったい何を想像すればいいのか。荒

野の彼方に彼が帰るべき場所があるようには思えない。やがて疲れ果てた男は倒れてしまい保護される。男

は自らの素性を話そうとしない。搬送先の医者は男がもっていた名刺の番号に電話をかけてみた。ロサンジェ

ルスに住む実の弟ウォルトが出た。放浪の男トラビスは四年前に失踪したままで、弟ウォルトの家には七歳

になる息子が預けられていた。	

　トラビスは保護されてウォルトの家に息子と居候する。彼と息子の置いて去っていった妻ジェーンから息

子宛にいつも送金があると知って、トラビスは息子と一緒に妻を探しにいく。妻がいつも送金してくるヒュー

ストンの銀行で彼女を見つけて後を付けると、妻ジェーンはマジックミラーで仕切られた個室の中で男性相

手にピープ・ショウを見せるクラブで働いていた。　	

　主人公トラビスは砂漠にセールと書かれた看板が立っている一枚のポラロイド写真をずっと大切に持って

いる。それは彼が通信販売で購入したテキサス州パリの郊外の土地の写真だ。『パリ・テキサス』、それは

子供の頃トラビスを捨てて出ていった母親の生まれ故郷の名前だ。トラビスの父親はいつも「自分の妻はパ

リ出身だ」と人に自慢しているうちに、自分の嘘を信じてしまい、妻が本当にパリ出身だと妄想するように

なった。そんな父の狂おうしい思いに耐えきれなくなって、母が家を出て行ってしまいトラビスの家庭は崩

壊した。トラビス本人も母親のトラウマゆえ妻を愛しすぎた。束縛に耐えられなくなった妻もトラビスから

離れていってしまった。その絶望からトラビスは放浪生活に身を置いていたのだ。	

パリ・テキサスとは、彼の心の中にある母親、妻、家族といった、愛すべきものを象徴するが、辿り着けな

い場所である。そこは戻ることが出来ない未明の出発点だ。それゆえトラビスは砂漠を放浪しつづけるしか

なかった。どこから来てどこに向かっているのか、映画が 初に問いかけていた問いの答えは、この辿り着

けないパリ・テキサスなのだ。	☆	

　しかしトラビスが辿り着いた美しい妻がいる場所は、ヒューストンの郊外の辺鄙なビルの中に作られたピー

プショーの部屋だった。それは荒野の街の郊外に作られた張りぼての楽園である。トラビスが望んでいた帰

るべき場所は、こうしてあまりに悲しいものとして顕される。	



　そこは 初から辿り着けない場所であり、帰れない場所だった。一方通行にしか分かち合えないマジック

ミラーの覗き部屋である。向かうべき場所には辿り着けないとわかった主人公トラビスは、妻と息子を引き

合わせてから再び映画の冒頭と同じ砂漠の中へと消えていく。行き所を見失った者にとって、出口を入り口

も見つからない砂漠は恰好の居場所となるのだろうか。	

・ホドロフスキーの『エル・トポ』　 
　SF大河小説『デューン』(一九六五年)の映画化を企画していたアンドレイ・ホドロフスキー(一九二九年

～)の伝説的なカルト映画『エル・トポ』(一九七一年)は、マカロニ・ウエスタンの体裁をとりながら、砂

漠の冒険を通して主人公が覚醒していくストーリーはロードムービー的である。寓話的物語の断片が継ぎ合

わされる映画で、政治・宗教・思想・差別・ヒエラルキー、エディプス・コンプレックス、誘惑と堕落、ア

メリカ資本主義への失望など多面的なテーマが内包される。	

　埋める、掘る、掘り進む…『エル・トポ』ほど、大地にまつわる人間の行為を表した映画は他にないだろ

う。少年が亡き母の写真を砂漠に埋めるシーンから映画は始まる。埋葬、菊池寛の小説『恩讐の彼方に』(一

九一九年)の影響を受けたと思われるトンネルの掘削。酒場サルーンの床下に隠されている淫売の岩窟。冒

頭から終わりまで人間と大地の関係が延と暗示される。	

　もぐら(エルトポ)は、指標のない大地の暗闇の中で、もがき苦しみながら掘り進み、やがて外の世界に辿

り着くが、太陽の真理へと到達して世界が自明のものとなったとたん、まばゆい光で失明するという逸話が

映画の冒頭で語られる。	

　空と地中が逆になって、明るいが残酷で、暗いけれど目を凝らせば幸福が霞んで見えてくるような映画だ。

オルフェウスの冥府下り	☆や、黄泉の国にイザナミを迎えに行く古事記の物語	☆、地底の冥界で神通力を

封じられるメソポタミア神話の女王イナンカの物語	☆のように、地中では正義と悪が逆転してしまう。尊

しい輝きが暗さに沈んでしまい、悪しきものが滑稽で猥雑なものとしてあからさまになって愉快にさえ思え

てくる。あるいは暗闇に差し込む閃光が残像を残すように、きらめきの光は暗闇の中でこそ強い印象を残す。

そして常に明るい光に照らされている砂漠では、悪意や不道徳さの方が光沢を帯びた美しさを見せつける。	

　英雄の流浪譚をネガポジ逆転したようなその物語は、生と死がとなり合わせにあるのか、光と暗闇が反転

しているかのような、砂漠の世界感でなければ描けないのかもしれない。『エル・トポ』は、ラテンアメリ

カのクレオールの芸術――マジック・リアリズムの文学作品と同じく、砂漠が自明なものとしてさらけ出し

てしまう人間の本質や感性を露呈させようとする映画だ。	☆　　	

・『シェルタリング・スカイ』 
　ポール・ボウルズ(一九一〇～一九九九年)の小説『極地の空』(一九四九年)はベルナルド・ベルトリッチ

(一九四〇年～)の『シェルタリング・スカイ』(一九九〇年)として映画化された。ポートとキットの夫婦は

友人のターナーと一緒にニューヨークから北アフリカに旅行する。二人はこの旅行でこじれた夫婦仲を解消

したいと望んでいたが、しかし過酷で野蛮なサハラの砂漠は、夫婦が望んでいた理知的な解決など与えてく

れない。いわゆるハッピーエンドは訪れない。関係の変容、あるいは自己の社会的規約からの開放と死が彼

らに与えられる。	

　映画の前半は白人たちの滑稽さと愚かさが坦々と描かれる。夫婦はささいなことで反目しあう。しかし砂

漠の広大な空間に包まれて感動と同時に怖れを抱くと夫婦は互いの身体を寄せ合い慰め合う。彼らは自分た

ちを取り巻いている世界への畏敬とともに、想像しようもない未明のものが自分たちを守っていると語り合

う。しかし夫婦で共有された思いはあっというまに消え失せてしまい、無自覚に互いを傷つけあう夫婦の旅

が退屈と憂鬱とともにだらだらと続いく。	

　サハラを越える途中で夫のポールが病のため客死する。その 期はあまりにあっけない。遺された妻のキッ

トは異様な心身の衝動に駆られてアラブ人隊商の男に身をまかせる。連れ去られて囲われた先で彼女を待っ

ていたのは異境の文化の中で虐げられる生活だった。やがて保護されたキットと友人ターナーは再会するが、

これまでの経験で精神を病み別人と化してしまったキットの姿にターナーは言葉を失う。	



　人生の儚さと人間の弱さについて物語は淡々と語る。有限の生は、限りを知り、絶望の果て、回想する時

になってようやく理解できるのだ。人生とは取り返しが付かなくなって初めて価値をもつと語る原作者ボロ

ウズ自身の言葉で映画は終わる。	☆	

　この映画で描かれている砂漠は大きく前半と後半で、まったく異なる見え方で描かれているように思う。

前半は西洋人がその身勝手な眼差しで見ている砂漠である。手前と奥を分けた構図のカメラワーク、舗装さ

れた道路を壊れかけのバスが走り、夫が死ぬ廃墟のような岩戸、それらは旅行者である西洋人の視点でみた

砂漠の風景である。この砂漠には猥雑さや荒さが含まれている。砂埃が舞い、しみこんだ汚れが太陽の光で

赤裸々に浮かび上がっているような砂漠である。これに比べて夫が死んで途方に暮れていた妻がベトウィン

のキャラバンの男に身をまかして、どこに連れて行かれるかもわからないまま、つまり自己を捨て、覚悟し

たのではない緩やかな死を受け入れてからの砂漠は、恐ろしいくらい美しく、生き生きとしている。それは

ベトウィンの生活や人生から眺めた風景、あたりまえのものとしてそこにある、人生と繋がりをもった砂漠

である。詳細さと全体の両方を兼ね備えた砂漠の描写である。前半後半とも意図的に作り出された映画的情

景であるのはいうまでもない。旅行者としてではなく砂漠の一部、砂漠と連なる人間になってから、その眼

に写った風景なのだろうか、時間が静止したまま、いや砂漠本来の時間と空間の有り様に併せて捉えられた

映像は見ていると引き込まれそうな恐ろしい魅力をもっている。	

・ナーセル・へミールの『バーバ・アジーズ：Bab’ Aziz』 
　チュニジア出身のナーセル・へミール(一九四八～)の『バーバ・アジーズ：Bab’	Aziz』(二〇〇四年)は、

盲人の老人が幼い孫娘に手を引かせて砂漠の果てで行われる修道僧の集まりに向けて旅をする物語だ。砂漠

の旅の途中で老人は美しいペルシャの言葉で数々の物語を語る。砂地に書き表されて風でかき消されていく

文字のように、いくつもの逸話が現れては消えていくような映画だ。	

　絵民族衣装、ダンス、音楽、空間的に計算された美術セットや、色とりどりの衣装をきた登場人物たち、

すべてが絵に描いたような美しい。ナーセル・へミールの映画は、史実や現実的な精度よりも、各シーンの

美的なバランスや構図に 大限の注意が払われていて、現実離れした異国情調が漂う。若くしてフランスに

渡り、フランスで暮らした監督である。そのため母国チェニジアを描いていてもどこかよそよそしい。ター

セム・シン(一九五一年～)の『ザ・セル』(二〇〇〇年)同様で、どこかミュージックヴィデオの演出のよう

な空々しさを感じさせる。そうでありながら詩的な美意識を前面に押し出した映画であるのは間違いない。

へミールの砂漠は縦構図で描かれる。登場人物たちは幾重にもつらなっている高低差のある砂の丘や階段を

登り降りするように歩いて行く。そして砂漠もこの構成に合わせた構図の中に納められるため、他の映画で

は見慣れない特異な表情をみせる。その砂漠の描写は西洋的でありながらエスニックといった不思議さを内

包していて興味深い。	☆	

・砂漠のみちゆき 
　マカロニ・ウエスタンとピカレスク小説の親和性についてはすでに書いたとおりだが、マカロニ・ウエス

タンもロードムービーに内包される性質をもつ映画だといっていいだろう。神に見捨てられて、人間の世界

を離れる宿命に置かれたアウトローたちもまた荒地を徘徊する人生を受け入れている。	

　命を弄ぶ(もてあそぶ)砂漠を放浪するアンチヒーロー『エルトポ』や、脆い夫婦の末路を描く『シェルタ

リング・スカイ』といった放浪の主人公たちはみな、生に対してペシミステックである。運命論者か、無自

覚な弱さ、または強さを求めるゆえの代償である死に寛容なのだ。	

　ヴァニタス絵画	☆のように、砂漠のロードムービーは、人間のもろさと、はかない運命について著す。

彼らの行き先には死が不吉な影をおとす。しかし、そのような映画の構造の中におかれている放浪の旅人た

ちは旅の中で自分自身を知るのだ。	

　多くの砂漠のロードムービーで、人はなにもない砂漠にぽつんと小さく配置される。この孤立した人の構

図は印象的だ。儚くて小さな人間の姿は、可憐な小さな花や、一瞬で消え去る落日のように、小さくて儚

い。	☆	

　 



5-8　ニコラス・ローグ 

・ローグの砂漠映画 
　美しいオーストラリアの砂漠が舞台のロードムービー『美しき冒険旅行』(一九七一年)を監督したニコラ

ス・ローグ(一九二八年～)は多くの作品で砂漠と深いつながりを持つ。デビッド・ボウイ(一九四七年～二

〇一六年)主演の『地球に落ちてきた男』(一九七六年)は砂漠化に瀕した惑星から地球にやってきた男の物

語だ。『錆びた黄金』(一九八三年)は一五年のあいだ（とるつめ）北極で孤独な探索を行い、金鉱を発見し

て莫大な財産を手にいれた男の物語である。ローグは『アラビアのロレンス』(一九六三年)の撮影監督とい

う経歴ももっている。	

　ニコラス・ローグの『美しき冒険旅行』(一九七一年)はオーストラリアの砂漠を舞台とした映画で、原題

の『WALKABOUT』は徒歩による旅行を意味すると同時にオーストラリアの原住民アボリジニの社会で少年に

課せられる伝統的な放浪儀礼を表す言葉である。	

　砂漠で無理心中しようとした父親から逃れた十四歳の少女とその弟が帰り道もわからず死にそうになって

いたところで、言葉が通じないアボリジニの少年と出会う。少女とたちは放浪儀礼の途中にあるこの少年と

一緒に砂漠の旅を続けてやがて自分たちが住む街――文明社会へ帰っていく。	

　この映画は言葉がほとんど聞こえない。目の前で火にまみれて死んでいく父親を見ても、咽の渇きと暑さ

で死にかけていても、会話は限定的だ。登場人物までが砂漠の一部のようだ。なりゆきが淡々と描かれる。	

　子供たちは砂漠を超えて湖にたどり着く。砂漠の儀礼を終えて、思春期から大人へと変わる直前の少年と

少女が、みずみずしさを取り戻し、互いの美しい裸体をさらす。そして青春の旅を終えたアボリジニの少年

は白人の少女へ恋心を告白するが、すぐに哀しい別れが訪れる。	

・『奥地』――オーストラリアの荒れ地 
　アボリジニの少年と放浪する白人少女を演じたジェニー・アガター(一九五二年～)はその映画の制作を振

り返ってこう語っている。	

私の『WALKABOUT――美しき冒険旅行』との思い出は、思春期から大人への移行期にさしかかっていた当時

の私自身と似た、“あの少女”の旅とつながっています。撮影開始前、シドニー・ノーランが描いた『奥地』

(Outback)と題された絵画をニコラス・ローグが私に見せ、この絵について長いこと二人で語り合いました。

ほとんど理解できなかったけれど。彼は真剣で情熱的、私は何か重要なものの一部になるのだと気付きまし

た。エドワード・ボンドの脚本は的確で詩的です。私たちはシドニーから奥地へ、椰子の木がそびえた緑あ

ふれる谷間から不毛の砂丘へ移動しました。半日がかりの登山の後に手にしたその地の雄大さ。乾いた河床

で睡眠をとり早起きをして浴びた、あの特別な朝の光り。子供向けのすばらしい絵本のように、それぞれの

ロケ地が、それぞれのシーンの真髄を表現しています。草原を吹き抜ける風のささやき、さらさら音を立て

て岩場を走るトカゲ。ひっそりと静まり返った荒野では、かすかな音が拡張して聴こえます。突然鳴りだす

ラジオの音など衝撃です。ジョン・バリーの音楽はこの肥沃な音楽を実に見事に奏でています。」☆	

引用：『WALKABOUT――美しき冒険旅行』公式サイトより　	

　風、トカゲと、アガタ―は音について繰り返し言及してから「かすかな音が拡張され肥沃な音楽になる」

と荒野で知る特殊な感覚について話す。この忘れがたい風景の数々の記憶こそ『WALKABOUT――美しき冒険

旅行』で描かれた砂漠の魅力だ。無音の世界で聞く生きものの音、呼吸、囁き、足音、それら些細な音は命

の証しである。自然の中では、ほんのわずかな風にも風向きや湿り気といった大地の気配が潜んでいる。そ

の微妙な変化を知るためには小さな物への気づきがなければならない。世界や空間に対する優しさという言

葉が相応しいかもしれない。この自然への気遣いを手に入れることがWALKABOUT（放浪儀礼）の目的ではな

いか。このセンチメンタルな旅は自然を知る感性を磨く修行なのだ。	

　それは大人になる過程で歩いていかなければならない出口も到達点も見えない成長の旅と重なる。センチ

メンタルな旅は十代という年代に訪れる精神と身体の成長に必要な旅だ。思春期の時期に通らなければなら



ない大人へと続く見えない道は、人生のロードムービーのごとく目的地よりも課程が重要なのだ。アボリジ

ニはこの青春のみちゆきを砂漠の放浪儀礼として太古から行ってきた。若さによってのみ確認可能となる世

界の姿がローグがこの映画で描こうとした重要なテーマのひとつなのだ。	

　ローグがアガター見せたオーストラリアの画家シドニー・ノーラン(一九一七～一九九二年)が描いた『奥

地――OUTBACK』(一九五〇年)は何もない赤い荒地が空中の高い位置から描かれている砂漠の風景画だ。巨

大な樹の皮のような岩山が地の果てまで延々と続いている。この絵は子供たちが超えていく荒地の鳥瞰図の

ようである。	

　この作品に描かれている荒々しい大地はまるで巨大な木彫作品のようにもみえる。このような巨大な大地

の木彫があるとすれば、その作者は創世者神なのか。『奥地』は世界の創造ついて思いをめぐらせるのと同

時に人間の小ささを想わせる。	

　作者シドニー・ノーランはオーストラリアの風景や開拓史をテーマとした具象的な絵画作品で知られる画

家だ。開拓期のオーストラリアに実在した伝説的ギャング、ネッド・ケリー（一八五五～一八八〇年）を描

いた『ケリー＆ホース』シリーズが有名だ。ネッド・ケリーがトレードマークの鉄兜をつけて馬で荒野を行

く姿が牧歌的なタッチで描かれている。これもロードムービー的な性質をもつ絵画作品だ。	

　ネッド・ケリーはアイルランドから流刑された囚人の父親をもつオーストラリアの移民の中でも 下層に

属していたため過酷な生活を強いられていた。馬泥棒の罪で家族もろとも刑務所に入れられたのを契機にブッ

シュ・レンジャーになった。辺境のギャングとも称されるブッシュ・レンジャーは荒れ地に潜む流浪の盗賊

である。キースは盗んだ金を貧しい庶民に分け与える義賊で、民衆から英雄視されていたため、逮捕されて

死刑が決まると多くの嘆願署名が集まったという。	

　ケリーは現在でもオーストラリアの開拓と独立精神を象徴するヒーローとして神話化されている。「ケリー

のように勇敢に」（as	game	as	Ned	Kelly）という言葉が一般的な表現となっているほどオーストラリアで

知名度が高い。権力に反抗したケリーの生涯は映画『ケリー・ザ・ギャング』（二〇〇三年）などで紹介さ

れている。	

　『WALKABOUT――美しき冒険旅行』で、アボリジニの少年役を演じたデビッド・ガルピリル(一九五三

年～)は、オーストラリア・カカドゥ国立公園北東で伝統的なアボリジニの生活様式の中で育った。ガルピリ

ルは『WALKABOUT――美しき冒険旅行』から三〇年たって制作された『裸足の1500マイル』(二〇〇二

年)に出演している。原住民の白人同化政策によりアボリジニと白人の混血少女三人が母親から引き離されて

西オーストラリアパースにある先住民居留地にむりやり収容されるが、施設を抜け出して一五〇〇マイル離

れた故郷まで九〇日間砂漠を歩いて帰ってきたという、一九三〇年代に実際に起きた事件を題材にした映画

で、ガルピリルは少女達を執拗に追跡して施設に連れ戻そうとする追跡者役という役を演じている。 

　『美しき冒険旅行』と同じく『裸足の1500マイル』もオーストラリアの紅い砂漠を子供達が歩いて行く映

画だ。ロードムービーというが、砂漠にロード（道）はない。ランドマークもない。子供たちの指標は戻る

べき故郷であり家であり母である。歩いて行く子供たちにとって砂漠の雄大な風景も、地平線に落ちていく

美しい夕日も、オアシスも感慨の対象ではない。子供たちは自分たちの身の丈にあった小さなもの、たとえ

ばトカゲや虫や石ころに目を向ける。大人が語る大自然の壮大な風景に子供達は価値など感じていない。映

画では子供たちが見ている砂漠の中の小さなっものに焦点が結ばれる。 ☆　　 

・欠落と憂鬱――ニコラス・ローグと環境映画 

　ニコラス・ローグは人間が抱え込んでいる絶望や孤独を環境と結びつけて描く。あるいは人の世界と荒野

という極対位置する世界を行き来した人間を表した。	

　『美しき冒険旅行』のアガターは生還してから退屈な人生を送る。もう荒野には戻れない。しかし自分が

暮らす豊かで快適な生活よりも、死が隣り合わせにあった過酷な砂漠で知った感覚が纏わり付いたままで、

憂鬱が大人になった後も彼女を支配している。	



　人間は生存のために自然すら社会化してきた。しかし依然として生存は成果ではない。それゆえ生き延び

て都市という人工のエデンに戻って来た彼女は受肉の苦悩と同じく煉瓦の壁によって象徴された心身の社会

化を無自覚にも受け入れて、ただ過ぎていくだけの余生に甘んじる。死と隣り合わせの荒野の快感をトラウ

マのように背負い込んだ彼女にとって、壁の檻や結婚で暗示される自らが帰属する文化とへの帰属は死に等

しいほどの退屈なものかもしれない。記憶は時間をもたない。それゆえアガターという戻って来たロビンソ

ン・クルーソーは、いまだに過去の芳醇な荒れ地を想い、途方に暮れているのだ。 

　アボリジニの世界では世界と共生するアニミズムの獲得を成長の過程で負わせるが、我々西洋的社会では

思春期の果てに主観を抑圧する術を身につけようと律する。アガターはその両端の振り幅の中に置かれたて

しまったのか。神話の世界に帰りたいと心が願う。しかし重みのある身体はしがらみゆえ自身の心を許容し

ようとしない。 

　無理心中を計った父親によって姉弟は文明の楽園から追放されて砂漠で死にかけていた。再び都市という

エデンに戻るというのはアボリジニの徘徊儀礼と同じ図式である。しかし戻ってきてみると、むしろ徘徊し

ていた砂漠の方がずっと満ちあふれていた場所だったと、彼女は後悔する。 

　偶然砂漠の徘徊儀礼を経験してしまう少女によって、文明の世界に住んでいる我々が見落としている文明

の矛盾が告発された。 

 	



5-9　砂漠と戦争 

・戦いを飲み込む砂の大地 
　デビッド・リン監督、ニコラス・ローグ撮影の『アラビアのロレンス』(一九六二年)ほど、美しくて雄大

な砂漠の映画はないだろう。メッカの太守(シャリーフ)フサイン・イブン・アリーが起こした「アラブ反乱」

(一九一六年～一九一八年)、すなわちアラブ民族がオスマン帝国の支配から独立してアデンからアレッポに

至る南北アラブ統一国家の樹立を目指した戦いに尽力した実在のイギリス陸軍将校トマス・エドワード・ロ

レンスを主人公とした戦争映画だ。	

　劇中でイギリスの新聞記者から砂漠の良いところはなにかと訊かれたロレンスが「清潔さだ」と答えるシー

ンがある。なにもない砂漠は生さえも否定する。病原菌と同じく人間も生存できない。砂漠は人間の尊厳や

政治的な思惑さえ飲み込んで浄化してしまうのだ。地表で繰り広げられている人間の争いなど関係なく、砂

の大地は悠久のままなにも変わらない。	

　ロレンスは争いに身を挺しながら人間社会のはかなさについて砂漠で考えたのか。有史以来人類は砂漠で

戦争を繰り返してきた。埋蔵資源の利権をめぐる中東での紛争、民族・宗教・思想的な対立のため人は砂漠

で争いを続けた。砂漠の戦争は何度も映画の題材として描かれてきた。	

　ハンフリー・ボガート(一八九九～一九五七年)主演の『サハラ戦車隊』(一九四三年)は実際の第二次世界

大戦のさなかに制作された戦争映画だ。北アフリカ戦線でドイツ軍の総攻撃で敗走するアメリカ軍の部隊か

ら戦車「ルル・ベル」号がはぐれて孤立してしまう。乗組員たちは喉の渇きに耐えながら孤独な戦いを続け

るが、とうとう多勢のドイツ軍に包囲されてしまい、絶体絶命の危機に追い込まれる。しかし渇きに耐えき

れなくなったドイツ兵たちが井戸に水を求めて投降して九死に一生を得る。イギリス作家P・C・レン(一八

七五～一九四一年)が一九二四年に発表した小説を元とする『ボー・ジェスト』(一九三九年)はフランス外

人部隊に加わったジェスト三兄弟の姿を描く映画で、『サハラ戦車隊』同じく砂漠の攻防戦が印象にのこる。

『モロッコ』(一九三〇年)では出兵していく兵士の後を追って裸足で砂漠を歩いていくマレーネ・ディート

リヒ(一九〇一～一九九二年)の姿が印象的だ。この映画でゲイリー・クーパー(一九〇一～一九六一年)が演

じた女たらしで破天荒なトム・ブラウンも『ボー・ジェスト』と同じフランス外人部隊の所属の兵士だ。近

年ではトム・ハーディ(一九七七年～)主演の『フランス外人部隊――アルジェリアの戦狼たち』(二〇〇二

年)もそうだが、砂漠のフランス傭兵部隊を描くこれらの戦争映画はフランスの植民地化政策というフラン

スと中東の関係があってこそ成立した。	

　時代や戦争の理由など関係なく、兵士たちの映画はどれも単純な物語だ。ロレンスが語った砂漠の清潔さ

というシンプルさが、死と隣り合わせにある彼らの物語をより明瞭にする。人間の生命や尊厳、国策も民族

の気負いのすべてが砂の大地に飲み込まれていく。しかし悠久の砂漠は延々と変わりなく続く。	

　戦争映画が戦士の葛藤を描くのはいつの時代もかわらない。二一世紀の戦争映画『ハート・ロッカー』(二

〇〇九年)では砂漠で爆弾処理を行うアメリカ兵の姿を描かれた。クリント・イーストウッドの『アメリカ

ン・スナイパー』(二〇一四年)ではイラク戦争に四度従軍した実在のスナイパークリス・カイル(一九七四

～二〇一三年)の自伝『ネイビー・シールズ 強の狙撃手』(二〇一二年)を原作として中東の戦争で心を病

んでいく英雄の姿が描かれていた。娯楽アクション大作『アイアンマン』(二〇〇八年)はアフガニスタンで

テロリストの捕虜となってしまった兵器製造企業のCEOトニー・スタークが自分の会社が製造する兵器がゲ

リラの手に渡り殺人に使われている事実を知って軍需産業ビジネスから撤退を決意するが、その傍ら犯罪者

やテロリストと戦うため私費を投じてアーマースーツ(アイアンマン)の開発に着手する。	

　これらアメリカの派兵を題材にした映画で、砂漠の戦地は艱難(ルビ：かんなん)なく往来できる場所とし

て描かれる。そしてモバイル通信のテクノロジーによって兵士たちはアメリカの作戦本部や家族といつも繋

がっている。そこには派兵国家アメリカの現代の戦術が色濃く反映されている。砂漠ですらアメリカは往々

と行き来して戦う場所なのである。兵士とアメリカは常に繋がっている。これらの映画では電話やSNSとい

う現代の通信メディア―が他者の土地であるはずの砂漠をいとも簡単につなげているのだ。オリエントの地

勢図はこれまで通り偏頗(ルビ：へんぱ)なる地図として改めて書き換えられていくのだろうか。コミュニケー

ションの時代にこれらの映画が新しいオリエンタリズムを精製していく。	



・『ティンブクトゥ――禁じられた歌声』 
　西アフリカマリ共和国のティンブクトゥはニジェール川が中流域で大きく流れを湾曲する位置する。トゥ

アレグ族の街として知られるティンブクトゥは十三世紀マリ帝国の頃から繁栄が始まって、かっては、一〇

万人以上の人口をかかえる都市だったヨーロッパから「黄金郷」と呼ばれるほど豊かな街で、アラブ・ムス

リムの学者たちが往来する学術都市としても知られていた。しかし交易形態の変化によって一六世紀以降か

ら衰退が始まり二〇〇〇年代に入ると人口は五万人にまで減少した。パリ・ダカール・ラリーの通過地で、

多くの観光客が訪れる世界遺産に登録される観光地だったティンブクトゥは二〇一二年にイスラーム系過激

派のジハーディストに占拠されて、残されていた聖墓のほとんどが破壊されてしまった。	

　映画『ティンブクトゥ』(邦題『禁じられた歌声』二〇一四年)はイスラーム系過激派に圧制された暮らし

を強いられる住民たちと圧制者たちの両方を描く映画だ。イスラーム法「シャリーア」の徹底尊守が義務づ

けられていて、女性は腕の露出を禁止されている。歌、笑い声、たばこ、音楽、サッカーなど、あらゆる享

楽も制限されている。禁を破った者は、公開処刑、鞭打ち、石打ち、手足の切断の刑に処される。キダーン

一家はそんな街の生活を諦めて郊外の川沿いで平穏に暮らしていたが、飼っていた牛が殺されてしまい隣人

を殺めてしまったキンダーソは公開処刑に処される。この映画で興味深いのは過激派たちの描き方だ。アメ

リカや欧州の映画で描かれる狂信的なイスラーム原理主義者たちではなく、自らの行いに不安や迷いをもつ

心ある人として彼らは描かれている。公用語であるフランス語を使っていたり、隣人に対して温厚であった

りするシーンもある。残酷さと人間らしさが共存する同じ人間として彼ら原理主義者たちが描かれている。	

　そしてなによりもマリの風景が素晴らしい。二〇世紀の戦鍋――悲惨な占領下で暮らす市民の生活を描く

映画ではあるが、砂漠、サバンナ、干し煉瓦の家々といった映画の背景となっている風景がとても美しい。	

・『シリア・モナムール』 
　二一世紀に入って、戦争と戦禍の状況も大きく変わった。現在も続くシリア内戦のさなか一〇〇〇人のシ

リア人が携帯電話やスマートフォンで撮影したフッテージ映像を集めて制作したオサーマ・モハンメド(一

九五四年～)のドキュメンタリー映画『シリア・モナムール』(二〇一四年)は自撮り(セルフィ)の戦争映画

といった表現がふさわしい。	

　二〇〇〇年代初頭のアメリカによるバクダッド空爆(二〇〇三年)を報じる映像は、まるでヴィデオ・ゲー

ムの様だと言われていた。遠くから遠隔操作されて命中するミサイルの被弾に死んでいく敵の姿はなかった。

　『シリア・モナムール』の映像はその逆だ。どこから飛んできたのかわからないミサイルによって崩れ落

ちる街や、銃弾が飛び交う中を逃げ惑う市民や死体が転がっている様子が撮影されている。そこに敵の姿は

写らない。ただ破壊され、殺される人たちの姿――それぞれのモバイルの目で撮影された、目前で起きてい

る戦争が映し出されている。	

　拷問されるシーンもそうだ。殴られる側の姿はあっても、兵士の背中が写るだけで、危害を加えている人

物の顔は写らない。撮影しながら殴っているその暴力の主がカメラマンなのだ。	

　いったいなにが起きているのか理解不能である。戦争の全体を知ることがどれほど難しいのか、皆目見当

がつかない。すべての当事者――被害者側にも加害者側にも理解出来ないまま、泥沼化しているシリアの内

情が、画質の悪いぶれた映像の中に浮かび上がってくる。	

　『シリア・モナムール』は簡単には終わりそうもない常燈化した戦争状態の細部をただかいまみているだ

けのような戦争映画である。ドキュメンタリーの呈をとっているが、これはまぎれもない戦争映画だ。世界

中の人が手にしている携帯電話やモバイルフォン越しに見えてくる我々の時代の戦争をこの映画は示してい

る。	

　モバイルフォン動画拡散により事実が多面的になったポスト情報化社会の世界状況はネットワークの中で

より複雑化している。新しい戦争――テロや内紛といった戦禍が、憎しみや哀しみの連鎖により永続的に続

いていくという戦争のしがらみをこの新しいドキュメンタリー映画は示唆している。	

　この映画の中に記録されている破壊されて荒地と化したシリアの街並みは現在進行中のリアルなデストピ

アのようだ。我々が生きているこの世界でだれもが自分のモバイルフォンでデストピア映画の撮影が可能に

なっている。　	



5-10　人害の砂漠 

・モンゴルの砂漠化 
　ここ五〇年の間で内モンゴルの草原地帯の面積の半分以上が砂漠化してしまい、塩害や地下水の枯渇も深

刻な問題となっている。	☆	

　その原因は時代に翻弄されてきたモンゴルの歴史や、漢民族の大量流入、無計画な乱開発、生態系の破壊

という人害による自然環境の悪化である。	

　内モンゴル自治区は中国共産党員となったモンゴル族ウランフ(一九〇六～一九八八年)の勢力によって一

九四七年に成立した。一九六〇年台中盤の文化大革命の時代に起きた内モンゴル人民革命党粛清事件で数十

万人ものモンゴル人が粛清されて、ウランフたちが失脚すると中国共産党によるモンゴル支配が強化された。

それ以降漢民族が大量に移入して爆発的な人口増加が起きてしまい、乱開墾と過放牧が推し進められて、そ

れまでモンゴル自治区に拡がっていた草原の生態環境は壊滅的に破壊されて砂漠化が進んだ。	

・内モンゴル自治区の環境映画　 
　モンゴル生まれの漢族の監督王全安(一九六五年～)の『トゥヤーの結婚』(二〇〇六年)は、内モンゴルの

荒野に住むトゥヤーが、事故で下半身不随となった夫とまだ幼い子供たちを育てるために、子供達だけでな

く別れる夫の面倒も見てもらえるという条件で再婚相手を探す物語だ。彼らが住んでいた草原は砂礫を含む

乾燥した大地になってしまった。もう家畜に充分な餌が与えられないため牧畜では生計がたたない。井戸も

干上がってしまい飲み水を得るためダイナマイトを使った命がけの井戸掘りが繰り返されるが、いくら掘っ

ても水は出てこなかった。モンゴル相撲の英雄だった夫はダイナマイト井戸掘りに失敗して大けがを負い歩

けなくなってしまい、ツーヤーは片道三〇キロの道のりを毎日ラクダで水汲みに行かなければならない。	

☆	

　内モンゴル自治区ホルチン地方の牧畜民家庭に生まれたニンツァイが監督主演した映画『白い馬の季節』

(二〇〇五年)は中国政府の悪政によって遊牧の文化が失われ、民族の誇りまで捨てなければならないモンゴ

ルの現状を辛酸に描く。映画は砂埃が舞う砂漠で狂ったように雨乞いの歌を唄い踊る老人の姿から始まる	

　周りの遊牧民たちが次々と草原の暮らしを諦めて街へと引っ越していく中で、主人公のウルゲンは遊牧民

の生活をあきらめきれないでいた。幼い息子の将来のためにも老馬を売って町へ引っ越そうと妻が懇願して

もウルゲンは差し迫った現実を受け入れようとしない。「馬上で生まれ馬上で死ぬ」といわれた騎馬民族モ

ンゴル族にとって馬を手放すのは文化を放棄するのと同じだと頑なに考えている。	

　ウルゲンは牧草地を求め例年より早く秋営地に移動するが、たどり着いた草原は政府によって自然保護区

に指定されていて放牧が禁じられていた。いままで通り放牧を行おうと土地を囲う鉄条網を壊そうとしたウ

ルゲンは言葉も通じない漢族の労働者たちに袋だたきにされて逮捕される。	

　モンゴルの砂漠化に対して中国政府は生態環境保護を目的として、自然保護区の拡大、草原の回復、放牧

の禁止、他地域への移住など、さまざまな対策を講じている。しかし砂漠化を阻止する政策によって内モン

ゴル牧畜民の伝統的な暮らしが壊滅的な状況にあるのだ。	

　映画のラストシーンでウルゲンは白い愛馬を野に放ち、モンゴルの民族服を捨てて、草原を後にとぼとぼ

と街へ歩いていく。解き放たれた老いた馬はどこかへと消えていくが、砂漠化したモンゴルの草原で生きる

術もない馬の運命は決まっている。	

　砂漠化とその人為的原因、悪政についてふたつの映画は一切触れようとしない。それはモンゴルの環境に

関する政治的メッセージをもった映画が、中国の支配下に置かれている内モンゴル自治区で成立しないから

だろうと容易に想像出来る。カメラは近視眼的に登場人物たちを追うが、広角で荒れ果てた大地を写して砂

漠化した状況を語ろうとはしない。むしろ彼ら家族を取り巻いている悲劇は、運の悪さで訪れた出来事のよ

うに描かれている。これらの映画は「小さな家庭の出来事から、滅亡に瀕する伝統的な遊牧民文化への試行

と無限な愛を展開している」	☆のだ。	

・文化の砂漠化 



　『トゥヤーの結婚』の撮影は内モンゴル自治区アラシャ盟で行われている。映画の内容その通りの砂漠化

が進んでいる地域である。中国政府は環境保護を目的として、遊牧民を強制的に都市部に移住させる「生態

移民」という政策をこの地域で推進している。諦めて自主的に遊牧の生活をやめるもの、あるいは政策によっ

て強制的に土地からは離されてしまう者もいる。この映画でトゥヤー役を演じたユー・ナン以外は全員アラ

シャ盟の遊牧民だ。アラシャ盟の住人たちも生態移民政策によって撮影後まもなく強制的に移住させられて

事実上解体したという。劇中で描かれていた結婚式のシーンや、求婚のシーンなど民俗学的にも重要な価値

をもつと思われる独特な慣習や、記録された風景はもう二度と再現できないものとなってしまうだろう。	

　砂漠化がもたらすのは、二酸化炭素の増加による温暖化や、食料問題、さらに住環境の変化だけではない。

これらの映画が示すとおり、古来より受け継がれてきた文化の破壊を及ぼすのである。砂漠化してしまうの

は自然環境だけでない。	

　和辻哲朗が論じたアジアモンスーンの風土、あるいは中央アジア内陸の風土の一部分が、和辻の時代から

百年も立たない短い時間で崩壊していく。それは二〇世紀から始まった新しい風土、それまでの砂漠ではな

い新たな砂漠――「人害の砂漠」と呼ぶべき風土なのかもしれない。	☆	

 	



5-11　映画と砂漠の環境 

・エジソンから遠く逃れて 
　アメリカ映画は乾燥した西海岸側にあるハリウッドで作られる。なぜカリフォルニア州ロサンジェルス市

に映画の都ハリウッドが誕生したのか。	

　自ら映画製作会社を経営していた映画の発明者トーマス・エジソン(一八四七～一九三一年)は活況を呈し

ていた映画産業を管理下に置いて、より多くの利益を得ようとモーション・ピクチャー・パテント・カンパ

ニー「映画特許会社」と命名したトラストを一九〇八年に成立させる。エジソン・トラストと呼ばれたこの

団体はそれまでアメリカ市場を席巻していたヨーロッパ映画の侵入を阻み国内の映画製作と配給を独占して

いった。	

　この市場独占はアメリカ映画の質的な向上と競争力を高め、国内の配給・上映方式を標準化するという効

果をあげた。その一方でみかじめ☆料ともいえる暴利の取りたてを行い、トラストに加入していない業者や

独立系の映画会社を苦しい経営に迫いこんでいった。この状況に絶えかねたエジソンに反目する映画制作者

たちは当時映画産業の中心地であったニューヨーク州やニュージャージー州を離れて西海岸に移転していっ

た。この映画産業のエクソダスともいえる西海岸への移転でロスアンジェルスに辿り着いた映画制作者たち

がその後のアメリカ映画産業を担うハリウッドを成立させる。	

　一年中晴天が続くカリフォルニア州南部の環境は光を必要とする映画撮影に恩恵をもたらした。滅多に雨

が降らない砂漠は年間を通してロケ撮影を可能とした。前述のジョン・フォードが好んで撮影を行ったモニュ

メント・バレーも西海岸のハリウッドからアクセスしやすかった。誤解を恐れずに言うならハリウッドと近

隣の砂漠地帯がなければ我々が知る西部劇映画も成立しなかったのではないだろうか。砂漠だけでなくジャ

ングルや海岸など、西海岸側には様々なロケ地があった。そして東海岸に比べて賃金が安かった。こうして

発明王エジソンが支配する東海岸から逃れおおせた映画人たちによってハリウッドという映画の都が西海岸

の乾燥地帯に栄えた。　	

・映画と移民 

　映画は人工の蜃気楼のようなものだ。映画は生活に疲れた人たちに潤いをもたらした。活劇とよばれたこ

の娯楽は、美しい女性、恋愛、家族の幸せ、何不自由ない楽園生活といったイメージに溢れていた。映画の

潤いは世界各地からアメリカに渡ってきた貧しい移民たちにとって、仕事が終わったあとの短い時間の間に

安価に手に入る潤いと安らぎであった。全盛期のハリウッド映画は移民――ディアスポラたちの渇きと疲れ

を癒やしてくれるフィルム仕掛けのオアシスのようなものだった。欧州からアメリカへ、さらにニューヨー

クから西海岸の砂漠地帯まで、大陸を横断していった移民の末裔であった映画制作者たちは、この観客たち

の渇きを周知していて、もっとも的確な娯楽と夢を彼らに提供した。まだ英語をきちんと介さない移民労働

者たちにとって、無声映画の物語はわかりやすかっただろう。故郷や母国語から切り離されて、行き場を失っ

てしまった移民たちにとって、映画がまだ言葉を持っていなかったのは幸いだったかもしれない。	

　エジプト王のようなエジソンから逃れてハリウッドで成功した映画会社の多くがロシアのユダヤ系移民の

子孫たちの会社だった。ボクロム(ロシアで行われたユダヤ人排斥と集団的殺害)を逃れてアメリカに渡って

きた貧しいユダヤ人の末裔たちが作り上げた映画の都ハリウッドがその後の世界市場を席巻していったのは

周知の通りである。	☆	

　中東の遊牧民ベドウィンは二〇世紀の後半に都市に定着していった。その一方で二〇世紀は大量の難民や

移民が祖国を離れていった時代であった。同じ頃日本では多くの人々が田舎から離れて都市部へ移り住んで、

都市部に人工が集中した。故郷や、民族や、宗教といった、自己同一性(アイデンティティーとナショナリ

ティ)が世界中で不明瞭となっていったこの時代に、根無し草と化した人々は映画の中に自己を見いだそう

とした。概視感を感じさせる映画という人工の光は、世界中のディアスポラたちのために、安らぎと非日常

の体験を映画館の暗闇に写し出す。そこに映された幻の故郷、友人達、家族、美しい恋人たちの姿を見るた

め人々は映画館に通った。繰り返して書くが、20世紀の時代を生きた人々にとって映画館は渇いた心を癒や

してくれる人工のオアシスだった。	



・映画の環境表象 
　この章ではもっとも砂漠的映画であり、その後の映画芸術に多大な影響を及ぼした西部劇から、砂漠と映

画の関連性の検証をはじめた。アメリカという砂漠の国で成立した西部劇が、どれほど多くの砂漠的な表象

を成立させてきたかについて繰り返し書いた。	

　世界初の西部劇映画といわれる『大列車強盗』(一九〇三年)はアメリカ映画で初めて本格的なプロットを

持った映画作品であった。駅に忍び込んで列車を止めさせた強盗が金を奪い乗っ取った機関車から馬へと乗

り換えて逃げる。これを警官が馬で追跡して発見して銃撃戦によって強盗は皆殺しにされる。	

これこそ乗り物を変えながら場所を移動していくという移動の視覚――映画的スペクタクルの萌芽であった。

そしてこの映画は、その後の映画史で作り出された騎乗の銃撃や自動車の追跡シーンへと繋がる、アクショ

ンシーンの萌芽となった。劇場と同じ書き割り背景が当たり前だった時代に、場所を変えながら撮影すると

いう先駆的なロケーションシステムを取り入れたこの映画のすべてのショットは遠景から全体を見通すよう

に撮影されていた。『大列車強盗』は、アクションシーン、馬や蒸気機関車といった乗り物が介在する移動

の描写、風景と環境の中に置かれた人間、悪と正義の対立といった、それこそ娯楽映画に必要とされる構成

要素のほとんどを掌握した作品であった。映画のダイナミズムを発動するための要素をこれでもかと組み込

んだこの映画がのちに西部劇になる。西部劇という映画がその後の映画とアメリカの国民性に多大な影響を

及ぼしたのはこれまで述べてきたとおりである。	

　環境を移動しながら描写するのは、もっとも映画的特性である。メリエスによる 初のＳＦ映画が「月世

界の冒険旅行」であったのも同じ理由で偶然ではない。	

　映画の中で環境と人間が結びつくと、映画はより適切な性質をもつようになった。すなわち環境に依存し

ながら人間のドラマを表すという構成を根底として、映画は我々が知る今日の姿へと再び産まれ変わったの

だ。	

　環境表象と物語の映画理論が成立すると、映画は極めてきめ細やかに人間の情動を描き始めるようになっ

た。国や土地や時代背景によって限定された空間で人生の断片を描く映画は、状況の中で人間がどのように

対応するかを描く。ロケーション自体は(実のところ)セットでもブルーバックのＣＧ合成でも構わないが、

そうであったとしても映画の物語は舞台となる「環境」を必要とする。映画は場所ありきの芸術である。	

　生を描くための死、愛を描くための別れのように、砂漠の環境は人間の本質を描くための恰好の舞台となっ

た。さらに砂漠の環境は、西部劇や、カー・チェイスシーンや、ローカルタウンムービーといったアメリカ

的な映画の成立に重要な役割を果たした。もしアメリカが国土に巨大な砂漠地帯を抱えていなかったら、ハ

リウッドという乾燥した砂漠地帯がなかったなら、アメリカ映画の歴史はまったく違っていただろう。	☆	

・キャデラック・ランチとルート66 
　『キャデラック・ランチ』(一九七四年)はテキサス州の田舎町アマリロの郊外に配置された彫刻作品だ。

一〇台の古いキャデラックが地面に突き刺さっているこのユニークな作品はダグ・ミッチェルズ、チップ・

ロード、ハドソン・マルケスによって作られた。	

　グーグルマップでキャデラック・ランチを検索すると、すぐ近くにマザー・ロードの名で呼ばれる旧国道

ルート６６号が通っているのがわかる。西に進めばニューメキシコ州で、さらに二〇〇キロ先にはラスベガ

スとサンタフェがあり、 果てはカリフォルニアである。	☆	

　ジョン・スタインベックの小説『怒りの葡萄』はルート６６を辿ってカリフォルニアに向かう離農一家の

物語だ。偏見や貧困から脱出して夢の西海岸に離農一家を運んだこの道は六〇年代にシボレー・コルベット

に乗った二人の若者が冒険を求めてアメリカ中を旅するテレビドラマ『ルート６６』によって再び脚光を浴

びた。現在でもシボレー・コルベットとルート６６はアメリカ人の旅情を誘う。	

　アメリカの歴史や時代の指標であったこの大陸横断道路は高速道路の発達により一九八五年にその役目を

終えて廃線となった。(詳細は映画『カーズ』の項目で述べた)	



　キャデラックにしろ、コルベットにしろ、クルマはアメリカの砂漠を渡っていくための船だ。キャデラッ

クランチはルート６６を西へと進む途中で力尽きてしまった車の墓標、あるいは西海岸に辿りつく途中で息

絶えたクルマの死骸のように思える。(画家オキーフが好んで描いた)砂漠の獣骨と同じく、前のめりに地面

に突き刺さっている鉄馬の死骸は、大量生産やモータリゼーション、そしてアメリカ大陸を西の果てまで進

もうとした人々を冷笑しているかのようである。	



第6章　日本と砂漠 



第6章　日本と砂漠 

6-1　日本の風土と砂漠 
・日本の自然観と美意識 
　知辻哲郎は著書「風土」(一九三五年)において、人間の住む風土を日本も含むモンスーン、砂漠、牧場に

分けて風土と文化、思想の関連について論考した。その中で青々とした日本の山々と比べて殺風景な砂漠の

大地を「山の骨」と称している。表皮としての草木や樹木がない砂漠の大地は日本の風土の規準からすると

皮や肉がそぎ落とされた骨だけの存在のようだと知辻は書いている。モンスーンとはもともとアラビア語で

季節を意味する「マウスィム」に由来する言葉である。日本の風土は四季折々に印象を変えていく。日本人

はそこから情緒的な感性をはぐくみ、日本的あるいはアジア的な百花繚乱の狂おうしい植物の様や、秋の日

だまりに燃える紅葉といった風情を芸術に取り込んできた。	☆	

　日本は砂漠を知らない。豊かな自然に恵まれたこの国は中国から伝えられた文献から砂漠を知った。サハ

ラはアラビア語で「砂漠」と「荒野」を意味する。ゴビもモンゴル語で「砂漠」や「乾燥した土地」や「礫

が広がる草原」を意味する。「サハラ砂漠」「ゴビ砂漠」と慣用的に同じ意味の語を重ねて呼ぶほど日本は

砂漠と縁遠かった。	

・荒れ地――異界と地獄信仰 
　砂漠がない日本にも荒野と呼ばれる居住を阻む場所がある。魑魅魍魎(ルビ：ちみもうりょう)	☆が巣く

う不毛の荒野、あるいは火山である。日本の文化や宗教は荒ぶる自然環境を恐れの対象と捉えてきた。	

　「地獄谷」と呼ばれる北海道登別市の爆裂火口跡、神奈川県の箱根火山の巨大な崩壊地「大涌谷」、長崎

県雲仙普賢岳の「雲仙地獄」、富山県の「立山地獄」、青森県下北半島外輪山の霊場「恐山」など、岩の地

面から硫黄が噴き出すような場所は異世界と人間の世界が連なる場所、異界・冥界の入り口として怖れられ

てきた。それらは古くから「地獄」と呼ばれる忌み嫌われる一方で、極楽浄土に行き着けない不遇の死者た

ちを供養できる地獄信仰の場所であり霊場であった。	☆	

　「三途の川」あるいは「賽の河原」を想わせる場所も日本各地に点在する。恐山に流れる正津川、群馬県

利根川水系支流の小河川(さんずがわ)、千葉県長南町の三途川などである。此岸(現世)と彼岸(あの世)を分

ける境目に流れる三途の川とは、もともと仏典に由来する民間信仰から奇想され、四世紀頃に成立したとさ

れる。仏教経典のひとつ『金光明経』(ルビ：こんこうみょうきょう)（スヴァルナ・プラバーサ・スートラ）

にも三途川の記述が見られる。	☆「この経、よく地獄餓鬼畜生の諸河をして焦乾枯渇せしむ」と記載があ

る。地獄・餓鬼・畜生の三悪道を指して三途川と称する。	☆	

・河川と砂浜 
　河原は人が住めない絶世の空間として嫌われてきた。筆者の世代は「お前は川で拾ってきた」という話を

子供の頃に聞かされた。河原は子供が捨てられる場所だと信じられていた。（昔は実際に捨てられていた）

河川は鬼が住む向こう側――犀の河原を想わせる場所として忌み嫌われた。「河原乞食」とは中世の時代に

社会的にさげすまされた人々を表す言葉であったが、江戸時代の頃から流浪の人々、旅芸人といった社会的

階層に属性を持たない人々を卑しめて呼ぶ俗称になっていった。	

　河川はなくてはならない水源であるが居住には適さない。ごろごろした石とやっかいな砂と湿気である。

豪雨によって毎回地形を変える不便で危険な河原も、悪しき世界に繋がる吉凶の場所として捉えられた。そ

のような民間信仰や迷信から河原に居をかまえなければならない弱者がさげすまれたのだろう。	☆	

　羽衣伝説が残る静岡の三保の松原をはじめ、日本の海岸沿いの砂浜には、多くの伝説や説話が残されてい

る。竜宮城に行く浦島太郎の話しかりである。考えてみると海に囲まれ日本を訪れる異人、稀人（ルビ：ま

れびと）、未知なるものが上陸できる場所、流れ着く場所は、波の穏やかな砂浜だったのではないか。海沿

いの砂浜は、異界、異人たちと遭遇する場所であり、海を越えて旅立つための出発の場所でもあっただろう。

それゆえ、天女や浦島太郎など砂浜に多くの伝説、神話、昔話が残ったのではないか。	



　河川、火山、砂浜、そこは荒地と等しく、日本人にとって特別な空間とされてきた。生と死、あの世とこ

の世、神と人の境界と目された場所であった。	

・砂利と塩 
　日本の神社の参道には砂や砂利が引き詰められる。湿度が高い日本では家屋の廻りに湿気対策のドライエ

リアが儲けられて、雑草避けを目的として砂利敷が轢かれる。砂利轢きは多湿なモンスーン風土ならではと

いえそうな建築構造であり、宗教施設を始めとする日本独自の建築様式を成立させた。	

「洗練されるほどに、砂の形は小さく、そして細かくなり、色はどんどん白くなる。大量の白砂を調達する

ことは難しいから、海の黒い石で、できれば玉砂利でとなる。砂丘でも近くにあれば簡単であるが、それが

かなわない場合には、大事な所だけに白砂が撒かれる。」☆	

引用：稲村公望著『黒潮文明論』郵研社刊/二〇〇四年――「お白州」は黒潮の思い出である	

　多くの神社で見られる白い砂利は、神聖な神社仏閣の社から悪しきものを遠ざけるために轢かれる。秩序

を乱し、災いをもたらすケガレ――死や疫病、あるいは怨念や呪いといった忌まわしいもの、不浄なものを

祓い遠ざけるため、そのような思いが込められたのではないか。	☆	

　「お白砂」も日本独自の砂の文化だ。	☆江戸時代の奉行所では公平さと神聖さを象徴する白い砂利が引

き詰められた砂利敷で裁判・取り調べが行われた。テレビの時代劇でよく見る町奉行所の砂利敷である。こ

れは閻魔大王が審判を下す三途の川を模したもので、生前に悪いことをすると地獄に落とされるという迷信

から裁判の権威性と、正当性の強化を狙っていたのだと思われる。	

　実際のお白州には、突棒・刺股・拷問用の石が原告・被告への威嚇効果として置かれていたらしいが、こ

れらの拷問具は実際に使用するものではなくあくまで演出だったという。時代劇で見るような野外でなく屋

根が架けられるか屋内の土間に砂利が敷いてあるのが一般的なお白洲だった。	

　お白洲は審判の場所であるのと同時に断罪の場所を指す言葉でもあったという。河原や浜辺の砂地に儲け

られた処刑の首切り処刑場もお白砂と呼ばれていた。お白洲は罪の咎め浄化する場所であった。	

　浄化作用があるとされた白砂利は塩にも通じる。日本の神道と仏教で塩は汚れや穢れをよせつけない聖な

る力をもつものとして様々な神事に使われてきた。	☆　祭壇に供えられ、相撲の土俵を清めるなど、塩は

日本の神事に欠かせない聖なるものだ。	

　生命の維持に欠かせない塩は古くから食品の保存に使われてきた。塩は水や湿気が運んでくる細菌や病原

菌の侵入を防ぎ、防腐の効果をもつ。	

・枯山水と禅の思想 
　日本庭園様式のひとつ「枯山水」は、水や植物を用いないで、石や砂で山水の風景を表す。白砂や小石を

敷いて水面に見立て、砂に付けられた砂紋で水の流れを表現する。この抽象的な庭園様式は京都の禅宗寺院

で用いられて室町時代に成立した。中国の山水画の世界を模した庭だとする説もある。	

　代表的な枯山水のひとつ「方丈庭園」(史跡・特別名勝「龍安寺の石庭」)は、幅二二メートル奥行一〇

メートルほどの敷地に、白砂が敷き詰められ、箒(ルビ：ほうき)で砂紋が付けられている。そこに一五個の

石組が置かれている。無造作に置かれているように見える石だが、どこから眺めても必ず一個の石が他の石

に隠れて見えない仕組みになっている。庭は塀に囲まれている。	

　相阿弥の作庭だと伝わるが、作者・作庭年代・表現意図ともに、諸説あって定かではない。	

　一般的には、白砂は大海を表し、岩はそこに浮かぶ島々、というよりも山だといわれている。そうである

ならここに表される世界は実に壮大な海原である。我々は巨大なジオラマ空間を天空から眺める視点で世界

を俯瞰していることになる。	

　枯山水という言葉の語源には数々の説が存在しているが、緑の山と水の流れが涸れ果てて生気が失われて、

すべてが死んでしまった後の情景と捉えるのも可能だ。私にはこの庭が風紋を刻み込んだ砂漠に見える。坂

口安吾(一九〇六年～一九五五年)も、同じくこの庭から砂漠と落日を想像している。	



「龍安寺の石庭が何を表現しようとしているか。如何なる観念を結びつけようとしているか。タウトは修学

院離宮の書院の黒白の壁紙を絶讃し、滝の音の表現だと言っているが、こういう苦しい説明までして観賞の

ツジツマ	を合せなければならないというのは、なさけない。謹し林泉や茶室というものは禅坊主の悟りと

同じことで、	禅的な仮説の上に建設された空中楼閣なのである。(中略)	

　龍安寺の石庭がどのような深い孤独やサビを表現し、深遠な禅機に通じていても構わない。石の配置が如

何なる	観念や思想に結びつくかも問題ではないのだ。要するに、	我々が濫しない海の無限なる郷愁や砂漠

の大いなる落日を思い、石庭の与える感動がそれに及ばざる時には、遠慮なく石庭を黙殺すればいいのであ

る。」☆　	

引用：坂口安吾『日本文化私観』グーグルブック/一九四二年――『日本文化私観――坂口安吾エッセイ選』

(講談社文芸文庫――現代日本のエッセイ)講談社/一九九六年	

　禅的な問いかけ自体に、この庭の本質はあるのだと坂口は強い口調で論じている。表象ではなく見る者が

どのような赴きや感慨をもったか。そこにこの庭の価値があるのだから、それをとやかく立証する必要など

ないと坂口は説いている。	

　枯山水の庭というと、一般的にここであげているような白い砂が引き詰められて、箒目(ルビ：ほうきめ)

がつけられている庭を思い出すだろが、これは方丈庭園の中のひとつ方丈南庭といって寺院の南側に作られ

る庭である。方丈南庭はもともと晋山という儀式の時に使われる庭で、観賞用の庭ではなく、人々が歩いて

踏み入る庭だったようだ。それが歴史の変化に合わせて儀式では使わない鑑賞のための庭、我々が知る現在

の枯山水の庭へと変わっていったのだという。それなら、引き詰められている白砂は不浄の汚れなき空間を

表す清めの白い砂を想わせる。もともとは前述の神社仏閣に引かれる玉砂利と同じような目的をもつのでは

ないか。	☆そして飛び石にならない石が山で、砂が海や水を表しているというのは、不自然で後付けされ

た説明に思えてならない。	

　方丈庭園は壁で終わる。油を練り込んだその赤土色の壁は落陽に染まった西の空のような壁だ。砂庭の果

てが地平線で、その先に西の夕焼け空のように赤土色の壁が配されている。この壁の効果を考えると、坂口

の指摘と同じく、方丈庭園は砂漠のようなもので――壁は赤く燃える西の空と地平線を顕しているのではな

いか。	

　座禅の瞑想を基本として、心の平安を目指す禅の精神的な修行のために、枯山水の庭は作られたという説、

あるいは修行により会得された無の境地を庭園という空間で表したのだと捉える説もある。どちらにせよ、

この庭が壮大な大海原だというのはやはり納得できない。	

　方丈庭園は室町時代という消失と造営が繰り返された戦乱の時代に成立していく。建物と敷地の都合から

水が引けなくなってしまったという事情から、枯山水の庭が派生したという説もあるが、殺伐とした戦乱の

時代に、これほどまでに潤いを嫌い、研ぎ澄まされた意匠が好まれて、発展していったというのは興味深

い。	☆	

　達磨大使(?～五二八年)によってインドから中国に伝えられた禅は、唐から宋にかけて発展して明の時代

に衰退する。日本に純粋な禅宗が伝えられたのは鎌倉時代であった。室町時代になって幕府とともに京都が

禅の本拠地になる。その時代の流れの中で、枯山水の庭園だけでなく、五山文学や水墨画という禅僧による

文化と芸術が盛んになっていった。能の創始者である観阿弥と、幽玄の美意識を作り出した世阿弥も、禅の

影響を大きく受けているといわれる。	

　禅は、「無の文化」「無の芸術」と呼ばれる。禅において「無」は「ない」という否定であり、同時に

「ある」という肯定でもある。「肯定をもって否定する」という意味である。たとえば禅の影響を受けて発

展した「墨絵」は、色を否定しながら色彩を使わずに表す色の表現を目指そうとする。	

　「余白」や、能における「間」といった積極的に作り出される空白は、禅の文化と芸術の特筆すべき特

色である。「禅の庭」や「禅画」は、ことのほか余白を大切なものと捉えた。	☆　	

　日本固有の美意識や文化に様々な影響を及ぼした禅は、枯山水という独特の砂と石の庭園を造り出したが、

そこにはイスラーム寺院に施されている様な抽象的で幾何学的な文様が刻印される。座禅における瞑想を基

本として、心の平安を目指す禅は、精神的な修行を深めてくための理想的空間として庭を表した。あるいは

修行により会得された境地を、庭という造形芸術に置き換えていった。	



　それにしても不思議な庭だ。本来水である場所が砂である。枯れて底面が見えているのではなく、水自

体が砂で表されている。波紋や流れが立体的に描かれている。この情景は理解しようのない深い矛盾のなか

にある。見る者を迷い込ませるようでありながら、完全に静止した時間の中に留まり続けているような感覚

を与えてくれる。ただ石と砂が拡がるだけの、時間が静止した世界である。水面にはよどみすらない。高速

度シャッターで撮影されたモノクロの写真の中に浮かび上がる自然の姿のようだ。生の時間が静止している。

生と死が表裏一体で漠然と顕されているようでありながら悠々とした世界が小宇宙となって目の前に拡がっ

ている。	

・日本の砂漠的思想 

　地獄信仰、神道と仏教の祭礼、禅の思想から成立した枯山水の庭や砂に関するしきたりは、仏教や密教を

根底に置きながら、日本の風土と日本的感性によって創造された砂漠の模倣だ。　	

　穢れ(ルビ：けが)の概念はヒンドゥー教から仏教へと混入されて、奈良時代後期から平安時代にかけて日

本で広まったという。穢れの排除は「無」の禅の思想だけでなく、日本的な「ミニマリズム」にも関連性を

伺わせる。日本の豊かな自然を成立させている多湿さは、豊穣な発酵とともに、猥雑で凶賊（ルビ：きょう

ぞく）な腐敗をもたらす。それゆえモンスーン風土の日本は概念の砂漠と、不浄の反対にある乾きを需要し

た。見たこともない砂漠は、地獄や極楽という空想の世界――観念的な環境として、その独特の思想や文化

に取り入れられていった。 初に書いたとおり、日本は砂漠を知らない。しかし知らなかったからこそ、仏

教や地獄信仰といった思想の中で、日本は砂漠を生成した。それは砂漠が風土や環境であるだけでなく、哲

学的概念やしきたりとして必要とされたからである。	



6-2　黒澤明の荒野 

・黒澤明の荒野 
　黒澤明(一九一〇年～一九八九年)は神に見放されて孤立した人間を描き続けた映画作家だ。もがき苦しみ

ながら生きようと奮闘する人間の姿は凛々しいが、その一方で絶対的な自身のエゴと孤独を引き受けなけれ

ばならない。それゆえ痛々しくも滑稽である。	

　黒澤映画に共通するテーマのひとつが「神の沈黙」である。黒澤はフョードル・ドストエフスキー(一八

二一～一八八一年)の小説を題材としながら映画を作り続けた。黒澤映画の荒野とは、ドフトエフスキー的

な人物――すなわち神々から見捨てられた状態に置かれている人々である。	☆	

ドフトエフスキーの『白痴』(一八六八年)を原作とした『白痴』(一九五一年)では、原作で描かれていた十

九世紀の混迷したロシアが、第二次世界大戦終戦直後の混乱した日本に置き換えられていた。『天国と地獄』

(一九六三年)の誘拐犯は『罪と罰』(一九六三年)で、高利貸しの老女を殺す貧乏学生ラスコリニコフのイメー

ジである。	☆レフ・トルストイ(一八六二～一九一〇年)の『イワン・イリイチの死』(一八八六年)を根底

とした『生きる』(一九五二年)では、卑屈な老公務員渡辺が癌の宣告を受けて絶望したのち、余命を賭けて

奮闘する晩年が描かれていた。ドストエフスキーの『貧しき人々』で親子ほど年の離れた女と交わす文通か

ら人生の意味を見い出すマカール・ヂェーヴシキンと同じく、若い女性との交流をきっかけに老年主人公は

生きる目的を見つけて、絶望の日々に終止符をうって短い余命の間に犠牲的精神を燃えあがらせる。その姿

は『白痴』で描かれていたドストエフスキー的「善良」なる人間像そのものだと指摘された。『羅生門』(一

九五〇年)では芥川龍之介(一八九二～一九二七年)原作の『藪の中』(一九二二年)で起きた事件を裁くお白

州で語られる様々な証言をもとに「ドフトエフスキー的な真と存在、世界のなりたちの非一義性」が表され

た。	☆登場人物たちは、妻、夫に裏切られ、他者を裏切るか、他者に裏切られる、あるいは自分自身の身

上に絶望する。『生きものの記録』(一九五五年)では「水爆への恐怖」にとりつかれた老人が神への懐疑を

抱きながら、いかに自己の博愛的人間性を保てるかを自問しつづける。	☆『七人の侍』(一九五四年)で

は、運に見捨てられて、剣の道、出世、主人への奉公といった、自分が望んでいた道を見失った侍たちが、

喪失した目的とすり替えた対象として百姓の村を守る。	☆	

・荒れ地の絶望――『隠し砦の三悪人』 
　黒澤の映画ではそのような「神に見捨てられた人々」が「殺風景な場所」に配置される。彼らが置かれて

いる境遇が劇的な廃墟空間を背景として、強度をもって描かれる。神に見放された人々の身上を象徴的に表

すための背景として、ロケーションが重要な要素となる。ここでは荒野の風景が作品の重要な要素となって

いる『隠し砦の三悪人』(一九五八年)を例として挙げる。	

　映画の冒頭で二人の百姓がとぼとぼと疲労困憊して荒れ地を歩いている。廻りには死体が転がり、いまだ

に煙がくすぶっている。戦乱の世である。命からがら逃げてきた彼らの足どりは重い。安堵感もつかのま、

急に現れた武士たちの争いに巻き込まれて再び逃げださなければならない。	

　人がいない山の中なら、いくさもないだろうと、二人はごつごつとした石ころが転がる枯れた川に沿って

山の中へと入っていく。その途中で金の延べ棒を見つける。もっとあるに違いないと欲に駆られ、山深い地

獄谷にある隠し砦にたどり着く。砦といっても岩山に掘っ立て小屋が一つあるだけだ。草も木もないその風

景は見る者を絶望的な気持ちにさせる。	

　荒野の中を逃げ続けて、疲れ果てている百姓たちは、まさしく前述のドフトエフスキー的な人間である。

救われない身上の彼らが殺伐とした荒れ地に配置される。どこにも抜け出せない彼らの切迫した状況が荒れ

地によって明瞭にされる。疲労困憊で腹を空かせている。まるで地獄の餓鬼のようである。それでも金に目

がくらんで荒れ地を歩き続けている卑しさが際立つ。しかし同時に彼らの活力、躍動感も感じられる。『ス

ター・ウォーズ』のＣ―３ＰＯとＲ２―Ｄ２のモデルとなった滑稽な百姓コンビの太平と又七は、この娯楽

性が強い映画の狂言回しの役割だ。意地汚く利己的なこの道化たちの人生はなにひとつ上手くいかない。彼

らは運に見放されたまま生涯を終える一般庶民の代表である。度胸もなければ、なにひとつ才覚がない彼ら

は生まれついてのちんけな小悪人だ。	



　もうひとりの登場人物、屈強な足腰の侍大将真壁六郎太も、この不毛の大地を背景に、その筋肉質の身体、

血色のよい顔だち、肉体と精神の強靱さが強調される。しかし侍の真壁もまた神から見放された人間だ。国

が落城したのち残党となって荒地に身を潜めているこの侍大将にはもう一人の家来さえいない。家臣を見捨

て、妹を身代わりに差し出し、重臣らを置き去りにして、世継ぎの姫と莫大な金をもって単独でお家再興を

目論むのだから、この男こそ一番の極悪人といっていい。そしてこの身の上故、百姓二人を騙して重い金を

運ばせるしかもはや策がない。真壁は二人の百姓以上に神に見捨てられて孤立してしまった人間なのだ。　	

　戦乱の荒れ地を越えて金塊を運んでいく彼ら三悪人の逃避行がこの映画の大筋である。荒れ地から往来が

盛んな街道、宿場町を経て、湿潤な森に至ると、とうとう敵に囲まれ捕まってしまう。しかし危機一髪、難

を逃れる。広角のショットで映し出された青々とした山の方へと馬が駆けていく。金塊を乗せて疾走する馬

が進むその先には豊かなる別世界が拡がる。潤いにあふれた緑の山並みである。が拡がっている。荒れ地か

ら約束された幸福の場所へ向けて物語は進んでいく。到達点として金塊を背負った馬が坂道を駆け下りて辿

り着くのは、いまだ他者の手垢にそまらないままの緑の土地――生命と希望を予感させるのどかで牧歌的な

場所である。	

・荒れ地のロケ地 
　人間が住む場所から遠く離れた地獄の入り口のような場所が常に黒沢映画の舞台――ロケーションである。

なにひとつセットが配置されていない現代舞踊の舞台が、もっとも人間の身体を明瞭に見せてくれるのと同

じく、黒澤の映画は荒地に人を配置する。	☆	

　天気待ちのため製作予算が二倍にふくれあがった逸話など、黒澤の視覚的完成度のこだわりはよく知られ

るところであるし、ロケーション探しやセット製作など、空間の作りこみと撮影に関する逸話が数多く残さ

れている。　	

　『隠し砦の三悪人』は兵庫県西宮市・有馬街道・蓬莱峡の岩地で撮影された。静岡県の御殿場にある富

士山麓の大演習地で撮影された『夢』にも砂漠的な荒地が登場する。『乱』(一九八五年)は大分県飯田高原

で撮影された。人間が住む場所から遠く離れた、地獄や、あの世のような場所で、黒澤の物語は撮影された。

その場所はいつも遠近感にとぼしく、とらえどころがない。あえて無記名な場所性を担保したかのようであっ

た。それら黒澤の背景は雄大でありながら寡黙であり多くを語らない。	☆神の沈黙と同じく、荒れ地の背

景も、何も語りかけてこないのだ。	

・荒野の侍と西部劇の共通性 
　『用心棒』(一九六一年)や『七人の侍』といった時代劇の主人公は忠義を尽くす侍ではなく、家臣制度か

らはじき出されてしまった浪人である。彼らは―根無し草となって、侍の本懐とされる忠義を全うできない

人々である。荒野をさまよう定めとなった侍たちはマカロニウエスタンのアンチヒーローと類似性をもって

いる。　	

　彼らは正義感ではなく、それぞれ独自の運命に苛まれて、了解しないまま事件を解決する。そのため悪が

一掃されて宿場町に平和が訪れ、野武士がいなくなって、それまでの生活が復活する。浪人たちによって救

われた人がいたとしても、自分自身の命を賭けてなし遂げた彼らの目的は、治安の復活ではない。救われな

いままの自分自身が生き残るだけである。事件が解決して泥と砂埃にまみれたままだった物語の舞台（農村

や宿場）に、潤いが取り戻される中、彼らは荒野へと消えていく。	

　古くから世界中で伝承された神話的英雄の苦難の冒険の物語や、多くの騎士物語の構成にも通じる話型を

根底としながら、見捨てられて虐げられる人生を引き受けつつ、自由に生きている浪人たちを主人公に据え

ることで、黒澤の映画は痛快でありながら、庶民的な共感を与える。それゆえ開拓時代のアメリカの荒野と

いう無法地帯を舞台とした西部劇と同じく、戦乱の戦国時代の辺境の村や、江戸時代後半に幕府の取り締ま

りがいきとどかない博徒や無宿人が往来する関東近隣八州といった場所を舞台として、黒澤は浪人たちを主

人公とした映画を作った。その映画は西部劇と親和性をもつ。だれもが共感できる普遍的なテーマを娯楽映

画の中で扱おうとした黒澤の映画は国際的な評価を得た。映画で描かれた三船敏郎演じる孤高のアンチヒー

ローは本来の侍とかけ離れている。この黒澤的な侍によって日本の侍が世界的に人気を得たのは周知の通り

である。砂埃が舞う荒野にたたずむ孤高の剣の達人という侍のイメージ、それこそ黒澤映画によって作り出



されて世界的に流布していった日本的なアンチヒーローだった。それらはセルジオ・レオーネを通じて「荒

れ地の英雄」として世界的なアイコンとなって、その後の映画に多くの影響を与えた。	



 	

6-3　日本の砂漠芸術 

・安部公房の『砂の女』 
　安部公房(一九二四～一九九三年)の小説『砂の女』(一九六二年)は人間社会の束縛と自由についての寓話

である。砂に拘束されながら反面的に保たれてしまうという、人間の自律性と流動的な人間の思考について

暗喩的に語ろうとする。不条理な砂の世界に、女とともに幽閉された男は、ここに残った方がずっと有意義

で自分が幸福だと考えて、自分のすべてを捨てて幽閉を受け入れる。『砂の女』は勅使河原宏(一九二七年

～二〇〇一年)の演出で一九六四年に映画化された。	

『砂の女』の主人公はある時「けっきょく世界は砂みたいなものじゃないか……砂ってやつは、静止してい

る状態じゃ、なかなかその本質はつかめない」とも言っているが、このように定着を拒否し、あくまでも流

動し、生成し続けるものとして「世界」を見ようとする志向は、安部公房を一生とらえていた。ほとんど一

種の固定観念だったのではないだろうか。(中略)砂漠のようなものとして世界を見ること。おそらく安部公

房は一生、この固定観念に忠実であろうとしたのだ。」☆	

引用：安部公房『砂漠の思想』講談社――現代日本のエッセイ/一九九三年/沼野充義「解説　人と作品」/

P414	

　安部公房は砂漠という人為を超えた存在こそ、人間世界の対局あるいは人間の思考を反対側から見るため

にかかせないものであると捉えていた。砂漠は太陽の光であり、空気であり重力でもあるといった大前提の

様な存在、あるいは人間の反応を見る上でもっとも効果的な試薬のようなものであり、さらに「砂」とは、

我々の周りにあるとらえどころのないものすべてであると安部公房は考えていた。	

「砂」というのは、むろん、女のことであり、男のことであり、そしてそれらを含む、このとらえがたい現

代のすべてにほかありません。だが、小説を書きあげても、「砂」はまだ私をとらえたまま、はなしてくれ

ようとしませんでした。☆	

引用：安部公房「砂のなかの現実」――映画『砂の女』パンフレット/一九六四年	

　安部公房ほど「砂漠」に執拗なこだわりを持ち続けた芸術家はいない。安部公房はもっとも人間とかけ離

れたものとされる砂漠から人間的な「思想」を構築しようとした奇想の作家である。	

　安部公房は一九二四年(大正一三年)に東京府に生まれ、翌年一九二五年に家族と共に満州に渡り奉天市

(現・瀋陽市)で幼少期を過ごして、一六歳(一九四〇年)の時に日本に帰国した。瀋陽市は中国遼寧省の省都

で、町の外には荒涼とした砂漠が拡がっていた。五〇キロ先には内モンゴル自治区との境界線があり、そこ

から先は本格的な砂漠地帯だ。	

　砂漠は安部にとって砂漠は想像する場所ではなく、現実的な場所――自分自身を取り巻く環境そのもので

あり、目の前に横たわる歴然とした空間であった。	

　民族、政治、あるいは時代がどのように移り変わろうと、人間が自分たちの世界にどのような価値を置い

たとしても、人間の文明や歴史など遙かに超越した存在として、砂漠は常に自分の目の前に横たわっていて、

いつ何時でも世界すら飲み込んでしまうように、目に見えない速度と大きさで、足の下に潜む宇宙のような

存在として、安部公房は砂漠を捉えていた。	☆	

　初期に書かれた『けものたちは故郷を目指す』(一九五七年)には、旧満州の半砂漠地帯で安部公房が見た

原風景である砂の風土について言及している。物語は砂丘に建てられた友人少年の母の墓について語る。骨

が埋められている場所では砂漠が毎年三〇センチ移動していく。いつの日か砂漠がこの母親の墓を飲み込ん

でしまい、さらに数百年後には砂と共にどこかに運ばれていった骨がむきだしになり、だれかに発見される

だろうと安部公房は砂の移動と時間について想う。砂漠は人の生だけでなく死さえも飲み込んで移動しつづ

ける。	☆	



　人間が関わることで成立しているはずの世界、あるいは人間の認知や概念の対象であるはずのこの世界や

社会的を紐解くために有効な抽象的な概念ではなく、より即物的なものとして世界を理解するために、砂の

肌触りと砂漠の空間にこそ、世界だけでなく人間そのものを顕せるものとして、安部公房は砂漠を生涯のテー

マとして捉えていた。	☆	

・植田正治と砂丘 
　植田正治(一九一三年～二〇〇〇年)は鳥取の砂丘を背景として人物写真を撮り続けた。被写体である人物

をオブジェやマネキンのように扱いながら背景と余白に緊張感をもたせた写真を得意とした。	

　自前の衣裳を着た人々が、日常的な素顔で、ポーズを取り、絵画的な構図におさまっている代表作『パパ

とママとコドモたち』(一九四九年：鳥取県伯耆町立植田正治写真美術館蔵)はシュルレアリズムの絵画のよ

うな印象を与えながら、どこかユーモラスである。日常風景として背景にあるはずの生活が欠落した人々、

自明な世界から絵空事のような世界へと解放された人々が、なにもない砂地で外光につつまれている。	

　植田が人物写真の背景になっている空と大地だけの砂丘の環境は自然のホリゾント空間である。砂丘にコ

ラージュされているような「図」の人々が、居場所を失ったままはにかんで笑っている。標本箱に留められ

てしまったか、水槽や、箱庭といった人工空間のような、区切られた構図の中に配置されて、役割を与えら

れて演じてはいるが、居心地悪が悪くて困っているようにも伺えるが、それが愛くるしくも感じる。	

　土門拳が主張した「非演出の絶対スナップ」によるドキュメンタリー調の写真が主流だった五〇年代であっ

ても、植田は自分が好む「演出する写真」の手法を貫いた。砂丘は植田がこだわった絵画的な写真表現のた

めに不可欠な空間であった。無国籍な砂丘は植田写真の特性を担保した。	

　植田の砂丘写真はモードという言葉がふさわしいスタイリッシュさも兼ね備えていた。背景から切り取ら

れたその身体を眺めるとき、砂丘は標本箱やジオラマと等しく、視る者に客観的な視座を提供した。	

・松本零士の宇宙西部劇砂丘 
　漫画家の松本零士(一九三八年～)はマカロニ・ウエスタンのポンチョ姿の日本男児が宇宙の荒野を放浪し

て大人の男に成長していく作品を描いた。松本が描く宇宙の惑星はアメリカのフロンティア時代のローカル

タウンそのもので、それぞれの惑星は無法地帯で、哀しい物語が旅人を待ち受けている。	

　松本零士はその長いキャリアの初期に『大四畳半惑星』(一九七〇年)を書いている。志を抱いて九州から

上京してきた青年が、安アパート「第三下宿荘」に住んで、いつか大物になろうと奮闘するのだが、報われ

ないまま無為な日々を過ごす。そんなダメ男を優しく包み込んでくれるのが隣室に住む中年ヤクザの情婦

ジュンという家出娘だ。『大四畳半惑星』というタイトルが示すとおり、東京という殺伐としたフロンティ

アに上京してきた貧しい青年が経験する孤独や挫折や絶望が、四畳半下宿の惑星を舞台に描かれる。この作

品で描かれたテーマは、メーテルと青年が宇宙のフロンティアを旅していく『銀河鉄道９９９』に再配置さ

れる。都会という荒野で無情に過ぎていく青年期の放浪を乗り越えていく日々、それは移動しない青春の冒

険物語だ。この人生の青春期に獲得したテーマがその後の松本零士作品に通底している。	

　西崎義展原(一九三四～二〇一〇年)と松本零士によるテレビアニメ作品『宇宙戦艦ヤマト』(一九七四年)

では、謎の異星人国家ガミラス帝国による宇宙からの無差別攻撃によって、すべての海が蒸発して地球は赤

茶けた姿を晒している。放射能汚染で地上の生物が死滅してしまい、人類は地下都市で存亡の危機に瀕して

いる。地球の危機を救うべく干上がった海底に残されていた戦艦「大和」が秘密裏に改造されて宇宙に旅立っ

ていく。オープニングタイトルでは、放射能に汚染され砂漠化した海から朽ち果てた戦艦が蘇生したかのよ

うに錆びた鉄の殻をぬぐい捨てた宇宙戦艦が宇宙へと旅立っていく。このシーンは見る者に鮮烈な印象を与

えた。	

・日本の砂漠的芸術の奥底――宗教観が導き出した砂漠 
　黒澤明、阿部公房、植田正治、松本零士という砂漠と親和性をもつ日本の作家について書いてきた。彼ら

以外にも砂漠的な芸術を作り出している日本の作家が大勢いる。民間伝承の棄老伝説を題材として深沢七郎

(一九一四～一九八七年)の小説『楢山節考』(一九五六年)は、木下惠介版(一九五八年)、今村昌平版(一九

八三年)と繰り返し映画化されている。デス・フューチャー映画『風の谷のナウシカ』(一九八四年)で崩壊



した未来を描いた宮崎駿(一九四一年～)はサン＝テグジュペリから多大な影響を受けたアニメ作家で「ジブ

リ」とはイタリア語でサハラ砂漠に吹く熱風を意味する。	☆	

・砂漠の力 
　シュルレアリズムや、トルストイ、サン＝テグジュペリや、マカロニ・ウエスタン。それらを手がかりに

日本の芸術家たちは砂漠や荒地を表した。在住していた中国の砂漠地帯や、寒村の姥捨ての山の伝承、戦争

体験も、彼らの砂漠的作品に大きな影響をもたらしている。	

　日本に砂漠はない。同じくサン＝テグジュペリの生まれ育ったフランスにも、マカロニ・ウエスタンのイ

タリアにも砂漠はない。そうでありながら世界中の芸術家たちが砂漠、あるいは荒野をテーマにしている。	

　砂漠には心を躍らせるなにかが潜んでいる。それは日本の芸術家たちにとって同じだ。砂漠が芸術家たち

になにかしらの霊性を与える。人間の本質や、世界と人間の関係性を表そうとするとき、安部公房と同じ様

に彼らも砂漠を必要とした。モンスーンの日本であっても砂漠は様々な形で芸術作品に描かれてきた。	



6-4　シルクロードと日本の砂漠思想 

・シルクロード 
　西側のコンスタンチノープル(ビザンティウム)やローマと東側の長安や洛陽を結ぶシルクロードの陸路ルー

トは、大きく分けて「オアシス・ルート」と「草原ルート」のふたつに分けられる。オアシスを経由しなが

ら砂漠を進む「オアシス・ルート」は、タクラマカン砂漠、天山山脈、崑崙(ルビ：こんろん)山脈、パミー

ル高原、カラクム・キジルクム砂漠(大インド砂漠)、ヒンドゥークシュ山脈といった荒地を通るルートで、

しゃく熱の砂漠地帯、寒風吹き荒れる荒れ野、濁流渦巻く渓谷、断崖断崖の岩壁といった自然の猛威と難所

が続くルートだった。もう片方の「草原ルート」はゆるやかな道だが、遊牧騎馬民族が占拠する地域を延々

と進まなければならないルートで、途中に都市や町がなく、水や食料などの物資補給が難しかった。	

　三蔵法師など、多くの人々が命の危機をかえりみず挑んだ旅は、ほとんどが「オアシス・ルート」の方だっ

た。「オアシス・ルート」には流水や湧泉に恵まれた大小のオアシスがあって、このオアシス都市を経由す

ることで東西交通が成立した。荒涼とした荒野をよそに、オアシスには豊富な水と、緑の木々、農地や果樹

園があった。それらオアシスの都市は東西貿易の商隊がもたらす財によって栄えた。城門や城壁で護られた

城郭の中は様々な民族の往来で賑わい活気にみちたていた。	☆	

　	

・仏教の東漸 
　仏教は約二五〇〇年前(紀元前五世紀)にインド北部ガンジス川中流域で釈迦によって提唱された宗教であ

る。仏教は自然崇拝や民族宗教などの原始宗教をルーツに持たない。当時のインドには支配階級であるバラ

モンとは別にサマナ(沙門)と呼ばれた自由な立場の思想家や出家がいたらしく、仏教は彼等のような文化人

の思想を出発点として成立した。	

　発生当初の仏教はそれまでの盲信的な原始的宗教から脱しようとした。都市国家が成立して、新たな社会

不安が増大し始めるたこの時代になると、従来のアニミズム的宗教や、個別の民族が信仰していた伝統的な

宗教では解決できない問題が多くなった。それは医学、農業、経済などが急速に合理化へと発達し始めた時

期とも一致する。社会科学と自然科学の台頭、他民族化、国際化、都市化など、現在のグローバリゼーショ

ンと同じく都市集中型の市場経済が成立して、さらに科学が発展すると、それまで信じられていた哲学や思

想が機能不全になっていった。そのような状況の中で仏教が誕生して拡がっていった。	

　当時のガンジス河中流域は肥沃な平原地帯で砂漠ではなかった。だから仏教の萌芽は砂漠と関連性をもた

ない。しかし、インドで仏教が衰退すると、乾燥したガンジス川周辺に仏教はその思想的地場を移動させた。

さらに中国や日本に伝わる過程でシルクロードの砂漠地帯を経由していく。仏教はタクラマカン砂漠のオア

シス都市を経由して徐々に東方へと伝播していった。	

　西に栄えたキリスト教も砂漠と乾燥した地中海沿岸に拡がっていったが、東に栄えた仏教は東南アジアの

湿潤な森林地帯から始まり、やがて乾燥した東方内陸地帯へ拡がっていった。キリスト教と仏教はそれぞれ

砂漠的・森林的思考の極として形成された違いをもつが、仏教は伝播の過程で砂漠による影響を強く受けた。

・仏教の道とセリンディア 
　中国と日本に伝来した仏教はそのほとんどが「大乗仏教」である。大乗仏教は出家至上主義の「小乗仏教」

が妻子や財産を捨てて出家した僧だけが真の苦悩を克服して解脱できるという戒律を重んじるのと異なる民

間信仰の仏教である。救済されるのを出家だけと限定する小乗仏教と異なり、広く民衆までも救うという仏

教思想である。「一切衆生悉有仏性(ルビ：いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」――生きとし生けるも

のはすべて仏陀になる可能性(仏性)をもっていると説く大乗仏教は、民衆の支持が得やすく、布教・伝道の

スピードも早かった。	

　シルクロードを経由した物品や情報と一緒に仏教も中国へ伝わっていった。そして二世紀の後半に仏教の

教典が中国語に翻訳されたのを起点として中国全土に仏教が拡がる。遅れて六世紀半ば五三八年に日本に仏

教が伝わった。仏教は中国から直接伝わるのではなく朝鮮半島を経由して日本に伝わった。	☆	



　仏教の東漸によってシルクロードのオアシス・ルートは西トルキスタンから中国にまで続く「仏教の道」

となった。至るところに釈迦の表象があり、仏の遺跡があり、仏教の僧侶がいた。この砂漠の道沿いの人々

は民族・人種・言語に関わらず仏教徒になっていった。	

「オアシス・シルクロード」は何よりも「仏教求道」の道であったと言ってよい。そこでは仏教徒たちが、

絶え間なく山を越え、谷を渡り、砂漠を横切って、仏跡を訪ね、伽藍に詣（ルビ：もう）で、各地でさまざ

まな民族や文化に接しながら仏教の一切平等・色即是空の叡智、広大無辺な宇宙論的信仰の世界を歩み進ん

だ。そうしてそれが無数の仏窟・仏像となって今に遺されているのである」☆	

引用：工藤達男『シルクロード・仏教美術伝来の道――シルクロード大文明展』奈良県立美術館/一九八八

年/P21	

　シルクロードの要所敦煌の断崖絶壁には、仏僧たちが瞑想や勤行(ルビ：ごんぎょう)のために設けた石窟

寺院「莫高窟(ルビ：ばっこうくつ)」が残されている。莫高窟は西暦三六六年から開掘が始まり終わること

なく掘られ続けられて、千年後の一四世紀には一千を超える石窟が残されていた。それぞれのアーチ状の天

井や壁面には、何百という美しい壁画や彫刻が施された仏教壁が遺されている。この寺院窟は仏僧たちの瞑

想の場であり、西洋の教会と同じく文盲の者たちに仏教思想を伝える装置として機能した。	☆	

　仏教壁の菩薩はインドの王子として描かれている。豊穣や淨土を表す豊かな植物のイメージが残されてい

て、「アプサラス」という天界の水の精を描いたものも多い。それらの図像は儒教、道教、マニ教、ゾロア

スター教、ネストリウス派といった他教が混合されたものも多く見うけられる。さまざまな人種、肌の色の

信者たちが仏教の儀式に加わっている様子が伺える絵もある。それらの絵は人種や宗教的違いに寛容であっ

た当時の様子を伝える。	

　イギリスの探検家マーク・オーレル・スタイン(一八六二～一九四三年)は一九〇七年に敦煌で秘密の洞窟

を発見した。その洞窟からは数々の写本と一緒に、当時の状態を留めた多くの絹や、紙に描かれた多くの絵

画、織物など五万点が見つかった。写本はサンスクリット語、チベット語、ルーン文字、中国語、ウイグル

語、ソグド語	☆などで著されていて、当時の状態を留めた絵画には、ギリシャ・ローマ風の芸術の影響が

このような極東の仏教美術までに拡がっていた様子が伺える。	

　スタインはこの様なヘレニズムの影響をもつ仏教芸術を「セリンディア」と名づけた。ギリシャ風のゆっ

たりとした着衣、仏像におけるアルカイック・スマイル、フリキア帽子、ローマの四頭立ての馬車など、西

洋的な美意識と表象が、この遠いアジアの辺境の地まで色濃く影響を及ぼしていたのをセリンディアの美術

品は示していた。	

　このようなシルクロードを経由したローマ・ギリシャ風の影響をもつ仏教美術は、中国や日本にも多くの

影響を与えている。中国だけでなく日本の神仏も、これらシルクロードの砂漠地帯を経由して伝わった表象

から強い影響を受けている。	

　セレンディアのスタイルは「水」という乾きの対局を印象づける。着衣のシワやドレープに見られる風や

水流を想起させる潤いのイメージである。そして「アルカイック・スマイル」や砂漠発祥の「唐草や植物の

文様」といった豊穣さを印象づけるイメージが散見される。それらは仏がいるここではない別の世界――枯

れない潤いが永遠に続く天上の楽園、穢れのない光の国「淨土」を彷彿させるイメージだ。	

・「天」と観念の砂漠 
　 初に釈迦が説いた小乗仏教はビルマやタイといった東南アジアに拡がり根付いていった。前述したとお

り日本や中国では大乗仏教が伝わっていった。小乗仏教は実在した釈迦を崇拝して模範とするが、対して大

乗仏教は仏が崇拝の対象である。つまり人間ではなくて、神としての仏が崇拝の対象である。これは唯一絶

対的な存在である神を崇拝するキリスト教やイスラーム教と共通性をもつ。	

「わたしは、ひょっとしたら、仏教を伝えたシルクロードの砂漠に住む民族が、仏教の仏に(大乗仏教で崇

められる)ような〈絶対者〉にしたのではないか・・・と、ひそかに思っています。砂漠に生きる人間は、(中

東砂漠の人間がキリスト教やイスラーム教を生み出したように)絶対的な指導者に絶対服従します。その性

格が、絶対的なほとけへの崇拝をつくりだしたのではないか」☆	



引用：ひろさちや『シルクロード物語』鈴木出版/一九九〇年/P152	

　仏教の捉え方や思想に、砂漠の民の価値観や解釈が付け加えられて、今日の大乗仏教の基礎を形成したと、

ひろさちやは推論する。セリンディアと同じく、仏教がシルクロードを伝播していく課程で、再編され混合

して、オリジナルとは異なる表象や理解を成立させた。さらに遠い中東の砂漠の地から中国にも伝っていた

キリスト教やイスラーム教も東漸する仏教に影響をもたらしたかもしれない。いずれにせよ、大乗仏教が砂

漠のオアシス・ルートを通って、ゆっくりと中国と日本に持ち込まれていく課程で、シルクロードの砂漠地

帯に住む人々の感性や改変の影響を受けたというのは間違いない。	

　鈴木秀夫(一九三二年～二〇一一年)も、日本の宗教は「砂漠化された特異性」をもっているとして同様の

指摘をしている。	

　それまで、日本では、自然霊に対する呪術的な崇拝が続いていたが、「論語」の到来によって、はじめて

「天」の概念が日本に伝わった。「天」は古代中国の諸神のうち至上神としての上帝神に、のちの時代につ

けられた称号で、モンゴル人のテングリ、ブリヤート人のテンゲリと同系の言葉であろうが、もちろん、そ

のもとの意味は「天空」のことである。(中略)この「天」というものは、われわれの運命を司るもの万物を

動かしているものというイメージのものであろう。	

それは森林の仏教の如来よりは、砂漠のキリスト教の神に近い。(中略)運命を司るものを「天」という一つ

の言葉で表現するところが、事実上(砂漠で栄えたユダヤ教をはじめとする宗教と同じ)一神教であるという

理由である。☆	

引用：鈴木秀夫『砂漠の思想・森林の思想』日本放送出版協会/一九七八年/P104	

　　「お天道様がみている」「お天道様に申し訳がつかない」という言い回しがそうであるように、神が天

空から見下ろしているというのは、天空の下に世界があって、天空から誰かが見ているという世界観である。

シルクロードのオアシス・ルートの上には広大な空があった。空はなによりも強大な神の存在を想像させた。

この「天」という砂漠的概念が日本に根付いたのだと鈴木は書いている。日本には仏教と神道の二つの宗教

が両立しているが、その両方に共通しているのがこの天に関連する意識だ。	

　さらに砂漠的思想を含んだ仏教の影響によって「真言密教」という「言葉」の持つ神秘的な力に頼る呪術

と仏教の融合が起きたと鈴木は指摘している。口で唱える仏の言葉、すなわち「始めに言葉ありき」☆　

(『新約聖書』ヨハネによる福音書/第一章)と同じなのだ。	

　そして仏教におけるもっとも砂漠的なものが「浄土宗」であると鈴木は続ける。浄土とは「浄められた国

土」である。それは塩や砂で穢れを防ごうとする日本の宗教的な観念と同じく、人はそこに辿り着くことで、

仏教の根源的世界感である輪廻から開放されるという思想である。あるいは輪廻から切り離されたた者だけ

が行き着ける淨土を崇めようとする信仰である。この浄土の概念はユダヤ教やキリスト教、根源的には古代

エジプトの思想からの影響が仏教に後から付け加えられたのではないだろうか。	

　浄められた大地とは神の国である。漠々とした砂漠から脱出して辿り着けきたいと願う約束の土地――極

楽浄土（楽園）である。そして淨土という言葉は無味乾燥としていて病原菌すら生息できない清潔な砂の砂

漠そのものを思い起こさせる。そして日本独特の「無」の概念で語られてきた精神世界とも深く関連性をもっ

ているのではないだろうか。それは前述したお白洲や清めの塩とも無関係ではないだろう。	

　遮るものがない太陽の光が砂地に反射してまるで光の中にいるような感覚を神社に引き詰められた白い敷

石で覚えたことがある。日本の寺院仏閣が再現しようとしたのは、そのような砂漠で光に包まれている感覚

なのだろうか。	

　虚無や枯山水などで表される独特の砂漠的幻想が日本で生成された。地獄に向けられた俗宗的思想も、深

いところで砂漠的空想と繋がりをもつのかもしれない。	

　観念の砂漠が日本の文化思想の古層に潜んでいる。モンスーン気候の中で生まれ育った我々日本人にとっ

て、この仮想の砂漠は必要不可欠なものとして常に無意識的領域におかれ続けていた。それは信仰や思想や

宗教美術、環境へ向けられた意識、さらに多くの芸術家たちの仕事にも影響をおよぼしたであろう。日本的

な砂漠は海辺に拡がる砂浜でもあった。天女が降りたる砂の白浜に多くの神話が残る。そして外界を隔てて

いる大海原の潮流や、硫黄の匂いが充満した火山の地獄谷から、日本は砂漠や荒野を代替えした。	



　日本の観念の砂漠は正体を知られることなく、砂漠と呼ばれないまま、荒地や、白砂や、砂浜や、塩といっ

たものに潜んでいる。天という概念で神を崇め、神社で手を合わせ天に拝する。砂漠のジオラマのような枯

山水や神社仏閣の宗教建築の白い砂利しかりである。日本人、日本の芸術作品や映画の奥底に、創造や代替

えによる数々の観念的砂漠が潜んでいる。	
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第7章　砂漠と人類 
7-1 環境と心的外傷 

・人間の創造力  
　古代エジプト人は繰り返される太陽と月の動きや、毎年のナイル川の氾濫で与えられる肥土の恵によって、

自然を司る見えざる者の意志と力に思いを巡らせつつ、死後を尊ぶ思想を根底に据えた共同体と、その美意

識による文化を成立させた。彼らの霊性的価値は抽象的な概念として繰り返し表象され続けた。彼らが使っ

た象形図形は文字となった。記述は技術と科学と思想を後世へと伝承した。科学と信仰を同じ位相で捉えて

いた古代エジプト人は莫大なエネルギーを費やして、人為のすべてを芸術と神事に集約して、後生の世に伝

承ようとした彼らはピラミッドの建築にその思想を表した。	

　信仰と科学のあいだに境界をひくのは難しいが、あまりにも過酷な砂漠の自然環境は人間の主観的な理解

を育む。それゆえ人間は観察的視座に立って自然を眺めるしかなく科学的な理解を結んだ。客観的に自然に

対峙しなければならない宿命を負った人は外部に向けて崇拝や畏敬の念を一度は結ぶのだが、自然を科学的

に理解しようとする思考とともに、世界は創造主の真理を中心として成立しているという認識の獲得に至る。

　そのようにして科学と宗教の両方が中東の砂漠で萌芽した。歴史的には科学的思考を（牧場の風土環境と

される）ヨーロッパに譲ることになったとしても、科学と宗教の両立は砂漠から始まった。砂漠は我々の文

明のいしずえであった。文明が成立していくためには、砂漠の環境と人類の想像力の結合が必要だった。	

　文明は無の大地で、制御できない自然に反目して、そうではないもの――人文と科学を明瞭な言語で表し、

人間のものとしていくことだ。科学と芸術と宗教は人間のイマジネーションの力で強くつなぎ合わされてい

て、そのどれかひとつが欠落しても文明は成立しなかったのではないだろうか。	

　人間の想像力は不思議だ。見えないものや、理解できないものを恐れ、同時に愉しみ、無いものを想像力

で補完してしまう。この人間的な習性が見えざる自然の力に人格を与え、イメージとして表し、さらに自ら

が表したはずの表象を再び中心に据えて、はんすうするように世界を人間的感性で理解しようとする。文字

による記述と理解――伝承もこの人間的習性ゆえ成立したのではないか。	☆	

・タナトス 
　砂が目や気管に入る不快感、そのザワザワとした感触もそうだが、砂漠は触れられる世界だ。	☆砂とい

う物質が満遍なく世界を覆い尽くしている。砂は空気や湿気に包まれるのとはまったく違う感覚で我々の身

体と世界を結びつける。	

　それは水の中に身を置くときに感じる開放感――自分自身の重さから解放されて、人間と同じ成分である

水に包まれて感じる開放感とまったく逆の閉塞感でありながら、同時にこの世界のすべてから突き放されて

どこにも属しようもない孤立感を得る。そして世界と隔壁として存在する命の水袋である自分自身という物

理的な生を理解する。	

　砂漠は捉えどこがない。破壊されながら、その同じ砂の量で創造されていく。変容していくと表すべき流

動的な世界である。そのスピードと変容の様子は人間の知覚や感覚ではとうてい理解出来ない。我々は否定

されているような不安とともに、世界からはじき出されながら、同時に飲み込まれていくような矛盾の中で

自己と外的世界の関係を体得したかのような思いを抱くのである。　　	

　不確かで不明でありながら、すべてを即物的に捉えるしかない。別の言い方をすれば、すべては即物的に

理解可能なものとして把握可能になるのだ。	

砂漠は人間に心的外傷(トラウマ)を与えて、精神を束縛するような空間でもあるのだ。この砂漠独特の空間

的機能が、これまで述べてきた砂漠の芸術を成立させるもっとも重要な要因のひとつである。	

　「死」を想起するような、敵いようのない環境に身を置くと、その対局にあるはずの「生」が重大なもの

として立ち現れる。古代の芸術であれ、砂漠始原の一神教の神話であれ、ロマン主義の絵画に表された奴隷

売買の記録であれ、環境を著しく表象する西部劇の映画も同様で、生は死によって明瞭に立ち現れる。砂漠

の環境が我々生あるものに、もっととも重要な命題を問いかける。	



　環境によってテーマが与えられてしまうかのように、芸術や文化において、同様の命題を砂漠がなげかけ

る。タナトス――死の誘惑は、絶望や不安のみならず、死を予感させる風景を目の前にする時、あるいは容

易に死が予兆される時、死を遠のけるための自制的な意識として訪れる。それこそ砂漠の機能なのかもしれ

ない。	

・地平線とパノラマ　　 
地平線は二重の空間性をはらんでいる。遠方の世界に人は惹かれ、地平の先へと進もうとするが、しかしだ

れもそこには到達できない。先に進むだけ地平線もそれだけ後方へと退いていく。我々は地平線に接近する

ことができないのだ。砂漠を進む人はどれだけ進んでいっても同一の地平線の中に閉じ込められている。広

大な牢獄といってもいい。地平線は超えられない広大な牢獄であり、諦めて進まなければならないという絶

対的な世界感を人に強いる。砂漠に踏み込んだ旅人と、砂漠に棲む人間の感性を同じものとして扱うのは妥

当ではないが、そうであったとしても、遊牧民にオアシスの水を求める移動を強いる砂漠は、住人にすら同

様の世界感を成立させる。	

　しかし地平線は人間を限界づけると同じく、世界の果てへと進んでいける広さを示している。地平線とは、

単に目の前に見えているだけのもの、この人間の世界にあるだけでなく、むしろ「非現実的」なもの、観念

的で仮想的な存在として我々の目の前に浮かび上がっている。地平線は絶望的な世界感を我々に強いるが、

その一方で地平線がないなら、世界はいっそう貧弱で、むしろこの世界を世界として人間が認識するための

もっとも重要な要素の欠落をうけいれることになる。そう言えるだけ、地平線とは人間の側に帰属している

のだ。	☆	

　砂漠的世界の骨幹を表す地平線という独特の空間性は、人の美意識や時空の理解を形成する重要な要素で

ある。地平線によって代表される砂漠の空間は、距離感や、遠近法では認識できない空間の認識を形成する。

　鈴木秀夫は『森林の思考　砂漠の思考』(一九七八年)で、森林に生きる人間は地上の視点で世界を認識す

るが、砂漠の人間は天空から眺める視点で世界を把握すると書いた。	☆	

　この違いは西洋世界の都市景観やパノラマの視覚を提供するヨーロッパ的空間の認識に反映されている。

平坦かつなだらかな土壌にあるヨーロッパの町は外から眺めるか、上空から見下ろすと美しい。一定の建築

様式の建物が歴史的に成立した町並みに沿って規則正しく並んでいる。すなわち天空から世界を把握する視

点によって都市が成立しているのだ。	

　これに対して日本やモンスーンのアジアでは，上から観て美しいと思える町は少ないが、中に入ると綺麗

に配列されていて、情緒豊かな風情を感じさせる。すなわち森林の視点と同じく全体ではなく、部分に美意

識が宿る。その代表的な建造物は庭であり神社仏閣といった公共施設の建築であろう。	

　さらにヨーロッパ――天空の視点はパロラマとジオラマという視覚概念を歴史的に育んできた。スイス、

ルツェルンの｢ブルバキ・パノラマ館｣や、ドイツ、ライプツィヒにある三六〇度の巨大なパノラマ景観画を

展示する「ライプティヒ・パノメーター（Panometer	Leipzig）」など、世界の全体を見渡そうとする視覚

の欲望が古くからヨーロッパで受容されてきた。この全体を見ようとする思想と視覚的意識は、多岐にわた

りヨーロッパに根付いていた。ベンサムが考案した「パノプチコン」	☆もそうだが、史上初めて実用的な

写真技術を完成させたルイ・ジャック・マンデ・ダゲール(一七八七～一八五一年)が写真の研究を行うまで

舞台背景とパノラマを描く画家で、ジオラマ作家として活躍していたという事実、さらに写真創生期の写真

家ナダール(一八二〇～一九一〇年)が気球乗りで、気球で世界初の空中撮影(一八五八年)を行い真上からの

視点で見たパリ市街の写真が当時のパリ市民から大反響を得たというのも、鈴木が指摘した「天空から眺め

る視点」と深く繋がりを持っている。写真の発明に繋がる西洋の視覚的欲求を体現した芸術家・発明家がも

ともとパノラマ指向の人間であったというのは偶然ではない。	

　その世界の把握が正しいかどうか――無事に死なないで砂漠を越えて目的地に辿り着けるか、先見的達観、

あるいは生死を賭けた絶対的な信念が常に問われる砂漠の風土は、曖昧ではなく絶対的で明瞭な結論を先に

求める。西洋的な思想――結果がわかる 後まで進むという実践的指向が砂漠的風土により育まれる。むろ

んそのような思考は芸術の分野にも影響を与えた。それゆえ「諸行無常」「色即是空」といった東洋的な世



界感をよしとする芸術は西洋には成立しなかった。生に謳歌するか、人間の世界、人工を中心に据えた芸術

が砂漠から始まった西洋で指向された。	

・乾きのトラウマ 
　地平線の例もそうであるように、人間は環境から切り離されて生存できない。人間の感性や知性が体感や

知覚を要因として成立するように、居心地のよしあしに関係なく、環境は常に我々を包み込んでいて離さな

い。我々は環境と繋がり、環境の一部として自身の生を容認する。それゆえ環境が我々の美意識や自己認識

を決定づける。	

　我々人間はサボテンの様にトゲがなく内部に水を蓄えて乾燥に耐えることができない。蛇の生命力や、太

陽光から身を守る甲殻虫のような堅さも持たない。ゆえに環境に対する感性を備えた我々人間は常に死の運

命を引き受けなければならない存在であると自身を知るのみである。	

　グノーシス主義者たちは自分たちを取り巻く環境や世界から、自らの宇宙的起源を想い、同時に自分たち

人間のイメージを規定していた。	☆自分たちは天使たちによって作り出されたが、その不出来さゆえ早生

まれの胎児のように砂漠に放棄されてしまった未熟児のようなものだと自身の受肉を悲観していた。	☆彼

らは反宇宙的二元論において、否定的な秩序が存在するこの世界は悪の宇宙、狂った世界であり、とうてい

受け入れようのないものだと捉えていた。世界を一方向の終焉に向かっていると捉えるキリスト教の中で異

端とされたグノーシス主義は、すでに審判は下されているといった終焉についての認識を持っていた。その

思想はギリシャ美術の理想の身体や、セレンディアの仏教美術や唐草の文様に繋がるみずみずしく豊かな自

然崇拝や、アントロポモルフィズム（神人同形思想）的美意識の正反対である。　	

　過去に滅び去った異端の宗教を引き合いにだすまでもない。西部劇が独立心旺盛な孤高の教父を描きなが

ら、暴力の温床である荒れ地という救いようのない世界に暴力的な神が救いをさしのべてくれるといった似

非神話を描く映画であるように、あるいはドフトエフスキーを根底に同様の見捨てられた人々を描く黒澤明

の映画がそうであるように、我々はいまでもグノーシス主義的な世界と、脆弱な自分の身体を、なにかしら

の砂漠で確認し続けているのだ。	

　土から作り出されたアダムと同じく、生命は種子を育む大地から現れ、死によって再び大地へと戻る。人

間の歴史を飲み込んできた砂漠は、生を与えず、ただ死を埋没させるのみである。しかし、それゆえ深くて

暗い過去の蓄積――冥界の存在を思わせた。砂漠の時間は過去にあって、先に向かって進んで行かない。	

　前述したとおり地平線から我々は逃れられないが、地平線はイマジネーションの源のように我々を誘う。

安部公房は「けっきょく世界は砂みたいなものじゃないか」	☆と『砂の女』で書いていた。定着を拒否し

流動していく砂漠こそ人間の世界をもっとも観念的に表すと安部公房は捉えていた。　　　	

　和辻哲郎は砂漠の本質は「乾燥」であり、砂漠の生活は「乾き」そのものであると書いたが、この乾きは

キリストとその教父たちの苦行となった。どこにもたどり着けない水平線に囲まれ、絶対的な静寂の中で、

人はだれしも修行僧と等しい悟りや覚醒を得る可能性をもつ。古代の灌漑文明や農耕、統制国家、地勢学だ

けでなく、思想や宗教が誕生した砂漠で、人間は抽象の表象や文字、そして様々な芸術を成立させた。本書

で扱ってきた砂漠芸術のほぼすべてが、人間的感性によって眺めた外界を描きながら、自身の内的な精神の

表象であった。多くの砂漠の映画は、なにもない荒れ地で裸同然に赤裸々に露呈してしまう人間の本質を表

そうとする物語であった。	

　西洋という脱砂漠後の文明は、科学によって人工のエデン	☆を成立させようともくろみを続けた。人類

の歴史は砂漠から抜けだして楽園に辿り着こうという思いによって突き動かされて現代に至る。しかし西洋

の文明はキリスト教という東洋――砂漠の乾きを伝える神話を根底に据えている。人類は絶対的で普遍的な

過酷さを抱え込んだままである。砂漠に置かれていた人間という弱い生き物が、その感性の中に備えている

「生と死の挾間で問う美意識」や、無の中で発動される「自分自身の存在」を繰り返し確認するため、人は

砂漠を必要としてきた。砂漠的風土環境は我々の芸術工学の骨幹をなしている。砂漠は人類とその芸術を動

かすゼンマイ装置のように、芸術と文化の根底で機動している。	

 	



7-2　砂漠芸術の未来系 

・テクノロジーと新しい風土 
　和辻哲郎が『風土』(一九三五年)で、三つの異なる風土を論じてから八〇年以上が経過した。風土と環境

が劇的に変化するには短い時間のようでだが、この一〇〇年の間にオゾン層の現象や、地球温暖化、砂漠化、

環境の悪化といった様々な環境問題が発生した。おそらく人類がこれまで経験したことがない環境の変化が

20世紀以降に起きた。世界規模でおきている環境の変化を我々は知るようになった。環境とはいま居る場所

の問題として捉えられるだけではなく、地球規模で捉えられるものとなった。砂漠化もすべての人類の行く

末を脅かす深刻な問題として知られている。	☆	

　我々人間の住環境も二〇世紀の間に大きく変化した。先進国に限らず多くの国々で都市に住居する人が増

えた。都市と田舎という住環境の二極化はあるが、田舎に住んでいようとエアー・コンディショニングが整

備され、通信環境と交通システムが施された住環境に多くの人間が暮らしている。この居住環境の変化、そ

してマクルーハンが予言した情報化や、物流システムの整備によって、我々人類が暮らす世界は二〇世紀か

ら激変した。風土と我々人間の関係も大きく変わった。我々の風土に対する態度や捉え方は和辻の時代と同

じではない。風土という言葉よりも、環境という言葉の方よりふさわしいかもしれないが、都市という新し

い環境、あるいは都市という人工の風土の中に多くの人間が生活している。	

　先に挙げた地球規模で懸念される環境破壊もそうだが、我々は現代の情報ネットワークによって世界を捉

えているのだが、このビットの世界すらも考えようによれば、もうひとつの環境であり、電子の風土だとい

えるのかもしれない。住環境の変化と情報環境の発達は、我々にこれまでとは異なる風土の概念を促す。	

　いまではだれもが当たり前のように使用しているＧＰＳ(グローバル・ポジショニング・システム：全地

球測位システム)は、アメリカ合衆国が軍事用に打ち上げたＧＰＳ衛星からの信号を受信機で受け取り現在

位置を知るシステムで、一九八三年の大韓航空機撃墜事件の発生から民間機の安全な航行のために非軍事的

な用途でも使えるようになった。現在ではカーナビや各個人がもつモバイルフォンに組み込まれていて、歩

行ナビゲーションやグーグルマップなど、地図情報サービスの利用に欠かせないテクノロジーである。	

　軌道上に打ち上げられた三〇個ほどの衛星コンステレーションで地球上の全域をカバーしているＧＰＳに

よって世界中の砂漠地帯もデジタルの情報に置き換えた。すなわち私たちが 果てにあると考えていた秘境

地帯や、未開の砂漠も、今日では地球上の地続きの場所として、これまでとは異なる認識で捉えられている。

身近になったという言い方が適切ではないとしても、数々の写真のイメージが添えられた体験談によって理

解される場所となっている。	

　「ドローン」という我々の新しい機械の眼も砂漠を含む地球上の環境をまんべんなく空撮している。この

空を飛ぶ新しい眼は、我々人間の大地の捉え方を改めさせていくテクノロジーのひとつである。グーグルアー

スが提供している衛星写真もそうだが、二一世紀の人類は天上から眺める神の視点か、あるいは幽体離脱し

て空中を漂うような眼差しで俯瞰しながら世界を眺めるようになった。砂漠も同様のテクノロジーによって

情報の中に存在する空間のひとつになっていくのだろう。先にナダールへと繋がる西洋的俯瞰の眼差しにつ

いて書いたが、我々人間はテクノロジーによって新しい視野を獲得して、それまでとは違う地理学で、環境

と風土の捉え方を改めようとしている。	

・仮想現実の砂漠 
　ダリの砂漠に置かれた顔の幽霊や溶けた時計を見て、自己の内部にある無意識の砂漠が発見されたように、

砂漠はこれまで繰り返し発見されてきた。本書で述べてきたとおり、戦争の度に砂漠と芸術は蜜月の時期を

迎えた。芸術が繰り返し人類と砂漠の関連性を改めてきたのだ。	

　現在ではヴァーチャル・リアリティや、オーグメント・リアリティーが電子の砂漠へと我々人間を誘う。

ヴァーチャルな体験を提供するゲームの世界にも仮想の砂漠空間が拡がっている。	

　現在はヴィデオ・ゲームやネットワークの中に新しい砂漠が創造されている。韓国のゲーム開発会社パー

ル・アビスが提供するオンライン・ロールプレイングゲーム『黒い砂漠』(二〇一五年)	☆、タイ・バンコ

クのフェニックス・スタジオが開発したオープンワールドの砂漠サバイバルゲーム『Dead	Sea』(二〇一五

年)	☆、株式会社ウィ・メディア・オンラインとNHNハンゲームが提供する『ICARUS	ONLINE」の中で展開さ



れている「不死の砂漠――眠らない大地と囚われの王女――」(二〇一五年)	☆、ソニー・コンピュータエ

ンタテインメントが配信するザッツゲーム・カンパニーが制作したオンライン・アドベンチャーゲーム『風

ノ旅ビト』(二〇一二年)	☆、あるいはデス・フューチャーの砂漠世界でヴァーチャルな銃撃戦を体験する

『Diesel	Express	VR』(二〇一七年)	☆といったゲームの世界で砂漠は体験する空間として存在する。	

　二一世紀に新しく発明されたこれらの砂漠はＣＧによって描かれる。仮想現実の体験する空間となってい

るものもある。このようなデジタルの体験を通して我々は従来とは異なる環境の知覚を獲得しようとしてい

るのだ。情報とテクノロジーによる仮想体験は、我々と環境の関係性をどのように変えていくのか、あるい

は今後どのような砂漠が描かれるのか、いまだ未明のままであるが、そのようなデジタルの環境表象が今後

の芸術やデザインにおいて徳目すべき発展を遂げていくのは確かだ。	

　仮想空間（ヴァーチャル・リアリティ）のコンテンツには、従来通りの主題の理解や、図像学の解釈が成

立しない。空間を覗いて視ている自分自身(ユーザー)が主体であり、空間――環境の表象と、その知覚体験

自体が表象の目的である。つまりこれまで地と図で成立していた図像学が改められて、背景であったはずの

地の方がより重要になる本来図であった主体は失われてしまい、ＶＲ体験者の知覚と認識に委ねられてしま

うような、新しい図像学が成立するのである。この新しいメディアの芸術はこれまでの絵画や映画と異なる

美学の論理と言説を必要とするだろう。	

　ＶＲは視覚者に孤独を強いる。ＶＲの空間にゴーグルで閉ざされて没入している体験者は必要以上に饒舌

となって自分が取り残していった周りの人々に自身の孤独な体験を伝えようとするか、その電子の孤独の環

境と冷静に対峙するかのどちらかであるが、この孤独の体験がどのような承認欲求を導き、さらに共有され

ていくのか、つまりＶＲの紀行文や冒険譚として語られるのか未明である。	

　そして砂漠のＶＲ体験はいったいどのような瞑想的効用を作り出すのであろうか。砂漠で隠者となって修

行をつんだ荒地の教父たちがそうであったように、だれもいない場所に身を置きたいと思う者にとって、こ

の仮想の荒れ地はどのような効能をもたらすのだろうか。荒地で死を隣り合わせに感じる方が「生」の意義

が理解できるというパラドックスは有史以来つきることなく続いてきた。乱暴な言い方を許してもらうなら、

彼らの宗教的な思念を深める行為とＶＲの仮想体験は類似性をもっている。二一世紀のテクノロジーによっ

て、砂漠の表象を超えて、体験へと置き換えられ、さらに人間の精神の奥底へと新たに創造されようとして

いる。	

・宇宙芸術とテロリストたちのメディア戦略 
　 後のフロンティアである宇宙へと一九五六年に船出した『スタートレック』の物語は宇宙の果てに向け

て、いまも開拓と探検を続けているが、現実の世界では芸術衛星「デスパッチ」	☆が二〇一三年に日本の

種子島から打ち上げられて深宇宙へ運ばれた。デスパッチはいまも深宇宙の果てにむけて飛び続けている。

この衛星による芸術も現代の砂漠的芸術のひとつである。デスパッチの飛行経路によって宇宙という新たな

砂漠に描かれていく一本の線は人類が簡単にはたどり着けない彼方へ延びる荒野への指標であり、そのプロ

ジェクトは新たなランドアート作品といった性質をもっている。	

　現代の情報テクノロジーは世界を身近なものに、人間の存在を世界へと拡張する。タリバン、イスラーム

ステイトといった原理主義たちが、中東の砂漠地帯を中心に集団的暴力行為やテロ行為を行っているが、彼

らの武器のひとつは情報メディアである。メディア・アクティビスト集団レインダンス・コーポレーション

の『ザ・ゲリラ・テレビジョン』(一九七四年)	☆や、マーシャル・マクルーハンの著書によって予言され

た未来のテレビメディア	☆は、YouTUBEを使いこなす彼らテロリストたちによって証明されてしまった。脱

エジプトから、十字軍の遠征、オスマン帝国の支配、アラブ解放戦線、中東戦争と、これまで繰り返されて

きた砂漠の抗争は解決されないまま情報ネットワークの空間へと拡張されている。本書が取り扱ってきた芸

術に関してさらに言及するなら、これまで作り上げられてきた、ありとあらゆる砂漠の芸術が破壊され、略

奪されている現状に置かれている。中東の紛争によって生命の危機に苛まれている人々と同じく、この地域

の文化や芸術は跡形もなく破壊されて喪失してしまう危機に常におかれている。	



・新しい砂漠と人間の知覚 
　グーグルアースは日々更新されて高精細化が進むデジタルの地球儀である。液晶画面の中にあるグーグル

の地球を回転させれば、世界はいとも簡単に見渡せる。しかしどれほどグローバルな世界になって、どれほ

ど膨大な情報が画面の中に集約されようと、我々人間の身体は大地の距離や時代の隔絶を飛び越えられない。

我々人間はこれまで以上に身体と空間の関係に対してより注意深くなくてはならなくなるだろう。人間は知

覚によって常に外界と繋がっている限り、我々は世界の一部として生きる宿命を負っている。世界や環境が

曖昧で、いま以上に捉えどころを失うなら、我々はいままで以上に環境と、その表象に向けてセンシティブ

である必要に迫られるのではないか。	

　芸術は精神に置かれていた未明なもの、人間の内部にある混沌としたものを理解可能なものへと変換する。

芸術は未明を自明なものへ、不明なものを人間の物事へと変換してきた。人は遠近法による風景画で三次元

の世界を二次元世界として表そうとした。世界を平面として捉えようというのは、時空を停めて把握しよう

という欲求の結果である。その一方で、混沌の世界に置かれていた人間が、心の平静や普遍的な安定を得る

ために抽象的な法則性や幾何学性、あるいは単純さを必要として、抽象を成立させたのも人間の精神的理解

という欲望によるものだ。	

　抽象と幾何学の表象効果は砂漠が発明したもっとも偉大な芸術工学のひとつだいっていいだろう。現代の

世界は図像と記号として情報という新たな二次元世界に置き換えられつつある。抽象の芸術は現在のグラ

フィックデザインやコンセプチュアル・アートなどに多大な影響を及ぼし、さらに今日の情報社会の有り様

にも大きな影響を与えている。それらも砂漠的芸術工学の影響と無縁ではない。	

　世界中と繋がり、混沌としていて、変化が嶮しく、捉えようがない流動的な現在の情報世界もまた砂漠的

な環境と類似性をもっているが、これから先に訪れる新たなる人間の芸術の衝動はいったいどのような表象

を作り出すのだろうか。それは社会を抽象化して砂漠として見ようとするものなのか。感情移入の対象であっ

たはずの自然環境が生活から遠のきつつある現在において、都市と情報の社会で暮らす我々にとって、抽象

するべき対象は社会や都市の方なのかもしれない。	

　我々人間は常に砂漠の乾きと戦いながら、同時に砂漠を必要としてきた。ＶＲの例がそうであるように、

情報の社会で砂漠はまた新しく構築されていく。	

・人工都市ドバイ 
　二〇一六年にドバイを訪れた時、新市街ブルジュ・ハリファ近辺を散策しようと昼下がりの時間に近くで

タクシーを降りた。しかし見渡してもまったく人がいない。見上げると巨大なガラスの通行チューブが延々

と続いていて、チューブがそれぞれの建築物に直接接続している。だれもがそのガラスチューブの通路を歩

いていて、車が行き交う外の世界には私しかいなかった。近代的な都市の風景が延々と続いているが、人が

まったくいない。私もガラスのチューブの中に入ろうとしたが、どれだけ歩いても入り口が見つからなくて、

車道沿いの埃っぽい道をメトロの駅まで延々と歩いた。	

　『City	of	Life』(二〇一〇年：UAE)は、アリ・エフ.モスタファ監督によるドバイの街を舞台としたアク

ション・ミステリー映画だ。登場人物たちがアラブの伝統的装束カンドーラを身に纏い、頭にゴドラをかぶっ

ていなければ、この映画の舞台がニューヨークやロンドンだと言われても疑わないかもしれない。舞台となっ

ているドバイの生活環境は砂漠の風土と切り離されていて、空調が行き届いた空間に人々は住んでいる。ガ

ラス張りのメトロが往来して、キンキンに冷えた水がコンビニで売られている。ドバイは世界でもっとも人

工的な快適さを提供する都市なのだ。	

　そんなドバイを舞台にしたこの映画は未来の都市生活を描いている。しかし人工的な都市生活を批判して

いるのではない。もともとアラブ世界の文化とは、荒々しくなにも与えてくれない砂漠と共存するのではな

く、どのようにして生存可能な人工世界を建造するかという科学の歴史であった。砂漠の人類が今後どのよ

うな発展を遂げていくのか、その答えが現在のドバイの街に散見される。	
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土地を想う 

・原爆と高度成長期の宅地開発 

　広島に原子爆弾が落とされて街と人が焼かれた。一瞬ですべてが瓦礫の荒野と化したのは私が生

まれるずっと前のことだった。 
　高度成長期のまっただ中で私は育った。人口の増加と、経済の発展で、廻りの環境が、ことごと

く変っていった。 
　当時の開発の様子は、テレビの中にもたくさん反映されていた。『ウルトラマン』では、荒ぶる

自然の化身としての怪獣が、文明の象徴である都市の模型セットを破壊していた。科学を顕す銀色

にジャパニーズ・レッドのラインが入ったヒーローが災害をもたらす自然を駆逐していた。そして

ブルドーザーで掘り起こされたばかりの荒地では『仮面ライダー』が蜘蛛やコウモリといった改造

手術で作り出されてはいるもののアミニズムを体現したようなショッカーの怪人たちを次々と葬り

さっていた。そのロケ地は山林を切り開いて掘り起こしたばかりの開発中の造成地であった。むき

出しの黒々とした湿った土である。そのような場所が日本中にあった。この空き地−−ボイド的空間

はその時代の子供たちの恰好の遊び場だった。その頃どろんこになって遊ぶとは野原を駆け回るの

ではなく、土地開発で掘り起こされた泥や土にまみれて遊ぶことだったのかもしれない。私もそん

な幼少期を過ごしていた。 

・足元に隠されていた荒野——東日本大震災 

　それから半世紀が経過した二〇一一年三月十一日に東日本大震災が日本を襲った。高度成長期か

ら埋め立てられて、築き上げられていた我々の人工の環境は地震と津波でいとも簡単に破壊されて

しまった。 
　色川武大は、東京での自身の戦争体験と桜島の近くで生活する人々の環境への認識の違いについ

て次のように書いている。 

　それというのも、あの桜島なんだ。あの大火山が、煙を吐いて、にょきッと眼の前にあ

るんだ。毎日、ドカーンビリビリ、と爆発音をたてる。市民はもう慣れっこになってる。 
　けれどもね。そういう自然が、いつも身近にあるんだよ。 
　東京なんか、舗装されて、ビルが林立して、人工の街だからね。いわゆる自然の地肌(じ

はだ)がみえないんだな。俺なんかの世代でさ、あの戦争のとき、焼け野原になって、ああ、

地面ってえものは泥なんだな、ということを目のあたりに見てしまったけれど、それ以後、

また人工の街になっちゃった。☆ 
引用：色川武大『うらおもて人生録』新潮文庫/一九六二年/P323——「桜島を眺めて——の

章」 

　三，一一(東日本大震災)で私たちが目にしたのは、戦争で焼け野原となった街の下から顔をだし

たと色川が書いたこの泥であり土だ。私たちが信じていた人工化された世界とは大地に貼り付けら

れた薄皮のようなものでしかなかった。その薄い人工の膜は地震で簡単に壊れてはぎ取られた。 
　砂漠や荒地は遠いところにあると考えていた。しかし、案外にも都市の膜を一枚めくるだけで荒

地が現れた。私たちの足下にも荒地があるという当たり前のことを我々はまたも忘れていた。 
　震災によって現れたこの泥と土と砂は、私が子供だった時代にブルドーザーで掘り返されたあの

山林の泥や土や砂だ。高度成長期に造成された私たちの遊び場であり、ヒーローが戦っていたあの

荒地であった。人工の皮膜の下に覆い隠されていたこの荒れ地は、もともと緑の野山であったが、



我々人間によって人間の大地へと開墾されてしまったのだ。そうであるなら、この泥や土は人によっ

て作り出された荒れ地といえるのかもしれない。 
　「自然は与えるが、同じように奪いかえす。」 
　それは火山の地熱と温暖なモンスーンの気候に恵まれたこの国の宿命である。それゆえ自然は豊

穣の神でありながら荒ぶる神として祭られてきた。我々の祖先が崇め祀ってきた自然——コンク

リートでマッピングされていただけの人間の土地の下に隠れていた荒野を我々はまた忘れていた。 
　戦争の傷跡、その後の国土開発、その果てに訪れた震災の崩壊を経た現代、先人達が思考してい

た人間と大地の関係はいまだに取り戻せないままであり、前よりも不確かなものになってしまった

ようだ。 

・旅を終えて 

　人類の歴史の始まりは東への移動であった。有史以前の人間はユーラシア大陸からベーリング海

峡を越えてアメリカ大陸を南下していった。アジアを進んだグループはインド洋を南下してオース

トラリア大陸へ渡っていった。 
　そして十五世紀半ばから十七世紀半ばまで続いた大航海時代のヨーロッパ人によってアフリカ・

アジア・アメリカ大陸へと大規模な航海が行われた。ポルトガルが東回り航路でインドに向かおう

とするのに対してコロンブスは西回りでインドに到達しようとしてアメリカ大陸に到達する。その

後のヨーロッパによるアメリカ大陸の植民地化支配、本書でも触れたアメリカ合衆国の建国や、大

西洋側から太平洋側へと砂漠を越えていった西部開拓の時代に至る。人類は地球を西まわりに進ん

で、やがてロスアンジェルスやサンフランシスコがある世界の 西に到達する。アメリカ大陸の西

の果てに至った人類はそこにハリウッドを築いて映画を作った。（さらにアメリカ大陸から月へと

人類は世界を拡張していった。） 
　砂漠と人類の関連性によって芸術を紐解こうとした本書の章立てが、この人類の移動の歴史と重

なっているのは偶然ではない。 
　本書の第一章で書いたとおり砂漠は大陸の南北の緯度二〇～三〇度か、緯度一〇～二〇度あたり

の西岸部に分布している。または海から遠く離れすぎていて水蒸気の供給量がきわめて少ない大陸

の奥側で成立する。アメリカの西部開拓がそうであったように、どの大陸を進んでも西に進めば砂

漠にぶつかる。極東の日本が日出る国だとすれば、砂漠が拡がる大陸の西はおおむね日が沈んでい

く場所である。 
　古代エジプトでは太陽が昇る東が生者の領域であり、陽が沈んでいく西は死者の領域とされた。

ナイル川の東岸に位置するカイロから隔てられた西岸側に位置するギザにピラミッドは建造されて

いる。ルクソールでは生者の領域であるナイルの東岸にカルナック神殿やルクソール神殿といった

遺跡があって、死の西岸側に拡がる荒涼とした砂漠地帯にハトシェプスト女王葬祭殿や王家の谷が

ある。王家の谷がある岩山や谷は紅い色をしている。夕刻になるとルクソールの赤い砂漠は夕日に

よって赤く染めていく。そして太陽が失われると暗黒の夜が訪れる。 
　何もない砂漠では太陽が昇る東と沈んでいく西を決定的に印象付ける。そして夕陽は明瞭なまで

に死を想起させる。生命が終わる瞬間に燃え上がるような赤に染まる砂漠から古代エジプト人たち

に生の領域の先に拡がる未明の冥界を想像したのだろうか。 
　西部劇のガンマンたちは西陽へと駆けていった。竜安寺の枯山水の石庭を囲こう西と南側の壁も

朱色だった。西へと向かうと砂漠が拡がっていて、赤い夕日がその先へと沈んでいく。 
　人類は壮大な歴史の中でなんども砂漠を越えていった。そして砂漠を想った。人類にとって砂漠

はなくてはならない空間であった。そして砂漠の環境がこれほどまでに多くの芸術に影響を与えて

きた。 
　西—西洋の文化や芸術の根底に、本書で論じた砂漠の過酷な自然に対する畏敬の念と、死生観に

類する運命論的理念が潜んでいる。それは西洋だけではなく大陸的思想である。それらは水の潤い

と緑拡がる山と河に恵まれ、四季折々に繊細な揺らめきを見せる豊かな自然に恵まれた日本で暮ら

す我々がもっとも理解できない。 



　地質学や美術史が専門でない自分がこのような砂漠と芸術に関する書籍を著いているのか、その

動機や理由は明確にしようがない。しかし私は砂漠を想わずにはいられないし、砂漠に突き動かさ

れた人々の創造に魅了され続けている。砂漠の芸術について興味をもって頂き、この拙い論考がほ

んの少しでも環境や風土と芸術をつなぐものとして役に立つなら嬉しく思う。 

　 後に本書の編集をご担当頂いた彩流社の林田こずえさんにこの場を借りて感謝を述べさせて頂

きたい。ありがとうございました。 

二〇一七年　佐々木成明 



佐々木成明（ささきなるあき） 
広島県出身。武蔵野美術大学大学院造形学部視覚伝達デザイン学科卒業。メディアアート作品を国内外

の美術館で発表するなどの活動と並行してゲーム、デジタルコンテンツ、プロモーションヴィデオ、Ｃ

Ｍ、舞台作品の映像化や舞台作品の映像演出などの分野でディレクターとしても活動。主な著作として

『映像情報学入門』オーム社/２００５年などがある。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コー

ス准教授。 



付録 



付録 

砂漠の所在 

　それぞれの大陸に拡がる砂漠とその特徴を列挙しておく。 

・中東とアフリカ 
　アラビア半島の「アラビア砂漠」は、西アジアに位置する。イエメンからペルシャ湾、オマーンからヨル

ダン、イラクにかけて広がる砂漠である。アラビア砂漠はおおきく三つの砂漠に分けられる。シリア、ヨル

ダン、イラク各国の内陸部にまたがる「シリア砂漠」、サウジアラビア北部の「ネフド砂漠」、南東部の「ル

ブ・アルハーン砂漠」という三つの砂漠である。	

　シリア砂漠には遊牧民ベドウィンの諸部族が古くから住んでいる。その多くの部族が今もこの地域の街や

オアシス周辺に作られた定住地に居住している。ステップ地帯と砂漠の複合した植生で、西はシリアのオロ

ンテス川の渓谷、東はシリアからイラクへ流れるユーフラテス川渓谷に至る。北はシリア北部の肥沃な草原・

森林へ至り、南側はアラビア半島内陸のネフド砂漠へとつながっている。	

　ネフド砂漠はアラビア語で砂礫の広がる地域を意味する。エルグと呼ばれる起伏の少ない土地に延々と三

日月状の砂丘が広がっている。サウジアラビア王国の北西部側で紅海沿岸のヒジャーズ地域に近隣した一部

の低地では麦や野菜、果実が実るオアシスがある。ヒジャーズにはマッカ(メッカ)とマディーナ(メディナ)

というイスラーム教の二大聖地がある。ヒジャーズはイスラーム帝国発祥の地であり、アラブおよびイスラー

ムにとって歴史的・宗教的・政治的に重要な場所である。 大の都市ジッダ(ジェッダ)の港は、二大聖地に

海から至る入口であると同時に政治的中心地として永く栄えてきた。	

　ルブ・アルハーン砂漠は、 近まで大部分が探検されていなかった秘境地帯だ。遊牧民ベドウィンもその

辺縁を移動するだけで踏み込まなかった。ルブアルハリは、地球上で も近寄りにくい環境の一つで、夏の

気温は 高で摂五十五度、夜は氷点下以下まで下がる過酷きわまりない気温が一年中続く。ここにはエッフェ

ル塔(三二四メートル)よりも高い砂丘の山並みが繰り替し続く地帯がある。	

　アフリカ大陸北部にある「サハラ砂漠」はアラビア語で、そのままの「砂漠」や「荒野」を意味する。西

端は大西洋に接し、エジプトとスーダンにある東側は紅海に面し、その先にアラビア半島を望む。北端はア

トラス山脈および地中海に接していて、スーダンとニジェール川が南の境である。南極大陸に次いで世界で

二番目の大きさのサハラ砂漠は、東西五六〇〇キロ、南北一七〇〇キロに渡って拡がっていて、面積は約一

〇〇〇万キロ平方である。この広さはアフリカ大陸の三分の一の面積で、アメリカ合衆国全体とほぼ同じ広

さである。サハラ砂漠にも遊牧民ベドウィンの諸部族が古くから住んでいる。もっとも豊富な資源は石油で、

北部のアルジェリアとリビアに豊富な石油の埋蔵が認められる。中央部のニジェール領アーリットにはウラ

ンの鉱床がある。北東部にはリビアン・グラスという天然ガラスが埋蔵されている。リビアン・グラスは古

代エジプト時代より宝石として珍重された。サハラ砂漠にはパルミラをはじめとする数々のオアシスがあり、

太古から砂漠をラクダで行く隊商の中継地となってきた。シリアの首都ダマスカスもオアシスとして栄えて

きた都市のひとつである。	

　南アフリカの「カラハリ砂漠」は、ボツワナからナミビア、南アフリカに拡がる砂漠地帯で、現地ボツワ

ナの言葉で「水の無い場所」を意味する。年間降水量が二五〇ミリ以上という、砂漠地帯としては少なくな

い雨が降る砂漠地帯で、ここにあるサバンナや国立公園には多くの野生動物が生息している。	

　南アフリカの「ナミブ砂漠」はナマ語で「広大な地域」を意味する。ナミビア沿岸からアンゴラにかけて

一六〇〇キロに渡って南北に拡がるこの砂漠は少なくとも五五〇〇万年前から存在している世界 古の砂漠

地帯である。ダイヤモンドの鉱山やウラン鉱石が採掘できるため多くの採掘場がある。	



・北米 
　北米大陸には「チワワ砂漠」、「ソノラ砂漠」(「ユマ砂漠」と「コロラド砂漠」を含む)、「モハーヴァ

砂漠」(「グレート・ベースン砂漠」と「ブラックロック砂漠」を含む)という三つの砂漠地帯がある。グレー

ト・ベースン砂漠をモハーヴァ砂漠と植生的に分けて四つの砂漠地帯として捉えられる場合もある。アメリ

カ合衆国の領土としてハワイ島南部ハワイ火山国立公園の一部でキラウエア火山の南西側の斜面に拡がる「カ

ウ砂漠」がある。	

　チワワ砂漠は米国とメキシコの間に拡がるシエラ・マドレ山脈の雨陰地帯に拡がっている。この地域は標

高が一五〇〇メートルと高いので、砂漠ではあるが涼しい気候で、多くの動物が生息している。名称はメキ

シコの州名に由来している。大部分がメキシコの西シエラ・マドレ山脈の東側に分布していて、北はアメリ

カ合衆国のテキサス州西部からニューメキシコ州南部まで拡がっている。面積はだいたい四五万平方キロメー

トルで、標高一五〇〇～一〇〇〇メートルの高原地帯のため高温になりにくい。北回帰線の近くであるが夏

の平均気温が摂氏三〇度以上にならない。年間降水量も多く、ほとんどの地域で年間の降水量が二〇〇ミリ

を超える。北端ニューメキシコ州にある「ホワイト・サンズ国定記念物」は石膏質の砂でできた白い砂丘と

して有名である。	☆	

　ソノラ砂漠は北米大陸でもっとも気温が高い砂漠地帯で、アリゾナ南西部からカリフォルニア州とメキシ

コの間に拡がっている。ここにはコヨーテ、ガラガラヘビ、ヒメコンドル、アメリカドクトカゲなど、アメ

リカの映画でよく見るアメリカ大陸の砂漠特有の生き物たちが生息している。	

　コロラド砂漠は、コロラド州西部、ニューメキシコ州北西部、ユタ州南東部、およびアリゾナ州北部にま

たがる広大なコロラド高原の砂漠地帯で「ソノラ砂漠」の一部と捉えられることも少なくない。ここには多

くの西部劇映画の舞台となったモニュメント・バレーがある。アリゾナ州の北東部には三畳紀前期に形成さ

れたチンル層の不気味なまだらな色の土地が広がっている地帯は、その色とりどりの岩山の様子からペイン

テッド砂漠と呼ばれている。ここには化石になった大木が砂漠に転がっている化石の森国立公園が含まれる。

この周辺ではインディアンの岩面彫刻(ペトログリフ)が数多く発見されている。	

　先住民モハーヴァ族の名にちなんだモハーヴァ砂漠はシエラ・ネバダ山脈の雨陰にある。「グランドキャ

ニオン」や「デス・ヴァレー」、鳴き砂で有名な「ケルソー砂丘」がモハーヴァ砂漠に含まれている。映画

『バグダッド・カフェ』(一九八七年)のロケ地であり、航空会社が手放した旅客機が数百機という数で保管

されているモハーヴァェ空港は、買い手が見つからない航空機がこの空港周辺で解体されて放置されていて、

旅客機の墓場とも呼ばれている。核実験の施設や「エリア51」などの軍事施設が点在するこの地帯はゴール

ドラッシュ以降出来ては消えた多くのゴーストタウンが存在する砂漠としても有名である。	

　モハーヴァ砂漠の一部とされるグレート・ベースン砂漠は、ロッキー山脈とシエラネバダ山脈の間にある

地形学的に広い乾燥した地域で「大いなる盆地」を意味する。ネバダ州の大部分とユタ州、カリフォルニア

州、アイダホ州、オレゴン州、ワイオミング州の一部を含む。ここにある「デスバレー」は現在全米の国立

公園の中で 大の広さで、その総面積は長野県とほぼ同じ広大な面積である。海へ注ぐ川がひとつもないこ

の地域は紀元前の頃まで水が豊富で、その頃はネヴァレス・スプリング族やメスキート・フラット族といっ

た先住民たちが多く居住していた。西暦元年ころから砂漠化が進んで、もともとの先住民たちがこの地から

離れていったのと入れ替わりに集団で狩猟を行い手工芸にも長けたサラトガ・スプリング族や、遊牧民族の

ティンビシャたちが移り住んだ。	

　「デスバレー(死の谷)」は、ゴールドラッシュの一八四九年に、カリフォルニア州にある金鉱地へ向かっ

ていたグループが近道をしようとしてこの谷に迷い込んで発見した。この谷で数週間さまよい続けた彼らの

数人が命を落としたのに由来して、ここは死の谷と名付けられた。一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて、

この地域で局所的なゴールドラッシュが幾度となく発生して、その度ごとにいくつもの街が生まれては消え

ていった。	

　ネバダ州のブラックロック砂漠も、グレート・ベースン砂漠の一部である。ロケット実験場や、地上速度

記録を出す場所として著名なボンネビル・ソルトフラッツは映画『世界 速のインディアン』(二〇〇五年)

の舞台となった。「バーニングマン・フェスティバル」がこの過酷な砂漠で毎年開催されている。	

　モハーヴァ砂漠の一部である「グレートソルトレーク砂漠」の砂は濃い塩分濃度のため白色をしている。　	



　西部劇の記述でも触れているが、一九四〇年代に推進された大陸を超えて西海岸側のカリフォルニアへ向

かう移民たちの四輪荷馬車ルートの代替路として選ばれたルートの大半がグレートソルトレーク砂漠の中を

通っていた。それゆえアメリカの西部開拓時代から重要な場所であった。現在ではその大部分が軍事用に使

用されていて、ヒル空軍基地やダグウェイ性能試験場などがある。	

・南米大陸	

「アタカマ砂漠」はペルーからチリまで南北三〇〇〇キロメートルに渡るアンデス山脈と太平洋の間に拡がっ

ているアンデス山脈の雨陰にあたる地帯であり、世界でもっとも南北に細長い砂漠である。(前述の中華人

民共和国新疆ウイグル自治区にある)タクラマカン砂漠と同じく、標高一〇〇〇メートルもの高地が海岸沿

いに隆起している盆地型高地砂漠で、火山、溶岩流、塩の平原、青緑色の湖など多様な風景がここで見られ

る。世界でもっとも雨が降らない場所のひとつとしても知られていて、二〇〇〇年間も乾燥が続いていたた

め千年以上前の植物が枯れたまま朽ち果てることなく残っている。	☆	

　ナスカの地上絵のような大きなものではないが五千もの地上絵が、ここに残されている。シュールレアリ

ズムの画家ダリの絵に描かれた風景に似た奇石が点在するため「ダリの砂漠」と呼ばれる地帯が有名で観光

地となっている。	

　ナスカの地上絵で知られるペルーのナスカ川とインヘニオ川に囲まれた乾燥した高原盆地も、砂漠に等し

く荒涼とした場所である。巨大な幾何学図形や動植物の絵がなぜ描かれたのかいまだに解明されていない。

その描画方法は乾燥した土地の性質が重要な役割をもっている。長い年月をかけてこの地帯の西方や東方の

比較的高い場所からの水の流れが土砂を運び続けたため、その細かな土砂は明るい黄白色をしていた。この

土は時々起きる大洪水によって運ばれてきた多量の石を含んだ土砂によって覆い被されたが、細かな土だけ

が風によって吹き飛ばされて比較的大粒の礫や岩石だけが残されていた。この岩石は夜の間に露に濡れ、日

中に焼け付くような太陽に照らされ続けたため表側が酸化して暗い赤褐色になっていた。ナスカの地上絵は、

この暗赤褐色の岩を幅一～二メートル、深さ二〇～三〇センチ程度取り除いて、その下にある明るい色の岩

石を露出させることで描かれている。過酷な砂漠の環境と風や土砂洪水が重なり合ってできた自然のキャン

パスに人の手が加えられて出来たナスカの地上絵は、紀元前二〇〇年から紀元後八〇〇年のナスカ文化の時

代から消えることなく残されている。	

　アルゼンチンからチリに拡がる「パタゴニア砂漠」は非常に乾燥した礫の砂漠で、(南極を除くと)世界の

もっとも南に位置する砂漠地帯である。アンデス山脈の尾根によって偏西風が遮られて形成された雨陰の砂

漠地帯で、アンデス山麓から大西洋岸まで広がっている。ほとんどが高原地帯で、東に向かって緩やかな傾

斜が続く。大西洋に接する地域は崖になっているカ所が多くみられる。標高は北部で一二〇〇～八〇〇メー

トル、南部で一〇〇〇～七〇〇メートルある高原砂漠地帯で、年降水量が多いところで二〇〇ミリくらいあ

るため草原がひろがっている。約九〇〇〇年前に描かれたネガティブ・ハンドの岩絵が残る「ラス・マノス

洞窟」も有名である。	

　南米にはこれらの他に「ラ・グアヒーラ砂漠」、「モンテ砂漠」、「タタコア砂漠」、砂漠特有の住居環

境を伺わせる建築物が見られるチャン・チャン遺跡などの多くの古代遺跡が残る「セチュラ砂漠」などがあ

る。	

・オーストラリア	

オーストラリアには「グレート・ヴィクトリア砂漠」、「グレート・サンディ砂漠」、「リトルサンディ砂

漠」、「タナミ砂漠」、「シンプソン砂漠」、「ギブソン砂漠」、「スタート・ストーニー砂漠」、「スト

レゼレッキ砂漠」「チラリ砂漠」「ペディルカ砂漠」の一〇箇所の砂漠地帯がある。	

　オーストラリアの砂漠地帯は合計で一四〇〇万平方キロメートルであり、オーストラリア大陸の三八パー

セントを占めている。砂漠はおもに西部および内陸部の低地に広がっている。またそれ以外にも低降水量、

高温の砂漠気候の地域が多く、砂漠地帯とされないまでもオーストラリア大陸全体の79%もの地域が乾燥地

帯に属している。オーストラリアは世界でもきわめて高い乾燥した地勢の大陸である。	

　グレートビクトリア砂漠は、オーストラリア南部にひろがる砂漠で東西約七〇〇キロメートルの広さがあ

る。砂丘や草原やいくつかの塩湖も含まれている夏の昼間の気温は摂氏三二～四〇°Cで、冬の気温も一八

～二三°Cと低くはない。雷鳴を伴った嵐がよく発生する。雨量がほとんど観測されない他の砂地帯と比べ



ると降水量が年間二〇〇から二五〇ミリほどあり、それなりに水が存在している。ここには先住民アボリジ

ニが多く暮らしている。	

　オーストラリア大陸にある世界で二番目に大きい一枚岩、世界遺産「ウルル」がここにある。ウルルとは

先住民であるアボリジニによる呼び名で、イギリスの探検家によって名付けられたエアーズロックも広く知

られた名称である。	

　グレートサンディ砂漠はオーストラリア北西の砂漠で、ピルバラ地域、キンバリー地域の岩石地帯の間の

平地に三六〇万平方キロメートルの広さだ。南東にはギブソン砂漠が隣接している。ウルルより大きく世界

大の一枚岩である「マウント・オーガスタス」がここにある。	

　リトルサンディ砂漠は西オーストラリア州、グレートサンディ砂漠の南にある砂漠で、グレートサンディ

砂漠に近くよく似ているが、グレートサンディ砂漠より小さいためリトルサンディ砂漠の名がつけられてい

る。	

　タナミ砂漠は、オーストラリアの中央部ノーザンテリトリーにある砂漠で、岩場が多く、小さな丘が点在

する地域である。二〇世紀に入るまで探検が進まなかったため 後の辺境のひとつであった。	

　シンプソン砂漠はオーストラリア中央部に位置する砂漠で、面積は一四三キロ平方キロメートルで、ノー

ザンテリトリー、サウスオーストラリア州、クイーンズランド州にまたがる。	

　ギブソン砂漠はオーストラリア西オーストラリア州にある砂漠で約二二〇平方キロメートルの広さである。

グレートサンディ砂漠とグレートビクトリア砂漠の間にあるこの砂漠の名前は一八七四年にこの地の横断を

試みて死亡した探検家アルフレッド・ギブソンの名に由来する。	

　スタートストーニー砂漠は南オーストラリア州北東部にある砂漠である。一八四四年にオーストラリア大

陸の中心点到達を試みたチャールズ・スタートにちなみ名づけられた。西にはシンプソン砂漠、南オースト

ラリア州のマーリーとクイーンズランド州のバーズビルとを結ぶバーズビル・トラック道路が通っている。	

・アジア	

　「ゴビ砂漠」は中国からモンゴル南部に拡がる弓状の砂漠地帯で、モンゴル語で「水の無い場所」や「半

砂漠」を意味する。ほとんどは礫と岩石で形成された砂漠地帯だ。五〇〇メートルもの高さがある星形の砂

丘で、神々の湖を意味する「バダイン・ジャラン砂漠」が、この中に含まれている。ここは世界でもっとも

高度が高い砂丘である。モンゴルのネメグト盆地地帯には、初期ほ乳類の化石や恐竜の卵、あるいは一〇万

年前の石器などが発見されている。モンゴル・オユ・トルゴイでは金と銅の巨大な鉱脈が見つかり、ここ数

年のあいだに無分別な採掘が進められ問題になっている。	

　中央アジア・トルクメニスタンの九〇パーセントを占める「カラクム砂漠」はトルクメン語で「黒い砂」

を意味する。典型的な大陸性気候で、温度の高低差が激しく、雨はここ一〇年の間に一度も観測されていな

い。ここに吹き荒れる強風によって吹き上げられた砂の堆積により作り出された巨大な尾根が延々と列なっ

ている。この三日月形の特徴的な砂丘バルハンはカラクム砂漠の特徴のひとつである。	

　「キズィル・クム砂漠」はカザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンにまたがる高原砂漠地帯で、

流動砂丘と岩石砂漠が拡がっている。ウズベク語で赤い砂という意味である。ここには金、ウラン、銅、ア

ルミ、銀、天然ガス、石油の豊かな鉱床があり、盛んに掘り起こされている。恐竜や小型の初期ほ乳類をは

じめとする白亜紀末期の化石が多く出土するのでも有名である。	

　「タクラマカン砂漠」は中国北西部のゴビ砂漠の西側に拡がる広大なタリム盆地にある。寒冷砂漠で、ア

ラビア語のウイグル語訳で「放置・放棄する――場所」を意味する。崑崙、パミール、天山という三つの山

脈によって南西北側が囲まれていて、北東側には海抜が低いトゥルファン盆地がある。ヨーロッパとアジア

を行き交うシルクロードの旅人たちはこの危険な砂漠地帯を避けながらオアシスを辿って往来していた。	

　インドの「タール砂漠」は「大インド砂漠」とも呼ばれている。パキスタンからインド北西部に拡がる砂

丘と岩石で形成された砂漠地帯である。この砂漠の名前は、ウルドゥ語に由来し「砂の尾根」を意味する。	

・南極大陸	

　極砂漠の「南極」は世界 大の砂漠である。もっとも風が強く、もっとも寒さが激しい過酷な場所である

南極では二〇一〇年に氷点下マイナス九三度もの低い温度が記録されている。	



・備考――砂漠の資源と新しい産業的な価値	

　砂漠は二〇世紀前盤まで経済的に価値のない神話的世界の廃虚だと捉えられてきたしかし現在では石油の

産出だけではなく多くの可能性を秘めた場所と考えられている。砂漠は石油だけでなく数々の資源や鉱石を

地下に埋蔵している。石炭、天然ガス、ウラン、ダイヤモンドなどがその代表的な資源である。そのような

埋蔵資源を国力の要とした中東の国々の国際社会における影響力や、資源の採掘権などで引き起こされる先

進国の駆け引きによる、紛争や政治的混乱や圧政、あるいは企業による非人道的な現地住民に対する行いと

いった問題が世界中の砂漠で起きている。	

　近年では太陽光を遮る雲ができにくい砂漠の気候と広大なスペースが太陽発電の可能性を秘めているとい

われ、様々な発電所計画が構想されている。	

　それら砂漠の資源や可能性はこれまで貧しかった国々の経済的発展に繋がるだろうが、それらの開発がひ

き起こす環境破壊の犠牲になっているのは、これまで通り砂漠に住む先住民たちであり、彼らにその利益の

恩恵はなかなか届かないままである。	



付録　世界砂漠マップ　	

モノクロ世界砂漠地図　(見開き2ページで掲載)	

	 参照：縄田浩志/篠田謙一『砂漠誌：人間・動物・植物が水を分かち合う知恵』東海大学出版部/二〇一四年　→	
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　　　　巖谷	國士『シュルレアリスムとは何か』筑摩書房/二〇〇二年　→	

　　　　ジャン=ルイ・ガイユマン『ダリ――シュルレアリスムを超えて』伊藤	俊治	(監修)遠藤	ゆかり(翻訳)/創元社/二〇〇六年　→	

　　　　サラーヌ・アレクサンドリアン『骰子の7の目　シュルレアリスムと画家叢書	

	 ――マックス・エルンスト』大岡	信	(翻訳)/	河出書房新社/二〇〇六年　→		

	 マックス・エルンスト『百頭女』巌谷	国士(翻訳)/河出文庫/一九九六年　→	

	 サルバドール・ダリ『わが秘められた生涯』足立	康(翻訳)/新潮社/一九八九年　→	

	 	 ――――	

	 チャールズ・C・エルドリッジ『ジョージア・オキーフ――人生と作品』道下	匡子(翻訳)/河出書房新社/一九九三年　→	

	 ビル・ヴィオラ『ビル・ヴィオラ　はつゆめ』森美術館・淡交社制作/淡交社/二〇〇六年　→	

	 ジェフリー・カストナー『ランドアートと環境アート』ファイドン/二〇〇五年　→	

	 ジョン・バーズレイ『アースワークの地平――環境芸術から都市空間まで』三谷	徹(翻訳)/鹿島出版会/一九九三年　→	

	 ロッカ・アレサンドロ『ナチュラル・アーキテクチャー』ビー・エヌ・エヌ新社/二〇〇八年　→	

	 イアン・ジェフリー『写真の読み方　初期から現代までの世界の大写真家67人』伊藤	俊治(監修)、内藤	憲吾(翻訳)/創元社/二〇一一年　→	

	 地球の歩き方編集室『地球の歩き方　アメリカ　二〇一三～二〇一四』ダイヤモンド社/二〇一三年　→	

　　　　多木	浩二・大島	洋編『世界の写真家101』新書館/一九九七年　→	

	 ロバート・フランク写真集『アメリカンズ』山形	浩生(翻訳)/JICC出版局/一九九三年　→	

	 リチャード・ミズラック『デザート・カントス』The	University	of	New	Mexico	Press/一九八七年　→	

	 ジョン・バージャー『イメージ――視覚とメディア』伊藤俊治(翻訳)/パルコ出版/一九八六年　→	

	 Dorothea・Lange写真集『A	Life	Beyond	Limits』W	W	Norton	&	Co	Inc	/二〇一〇年　→	

	 Michael・Light写真集『100	Suns』Knopf	American/二〇〇三年　→	

	 Director	Jock	Reynolds『What	Can	We	Believe	Where」	

	 Photographs	of	the	American	West/Yale	University	Gallery/二〇一〇年　→	

	 Edward	Weston、Brett	Weston、Kurt	Markus『Dune』Wild	Horse	Island	Pr/二〇〇三年　→	

	 地球の歩き方編集室『地球の歩き方　アメリカ　二〇一三～二〇一四』ダイヤモンド社/二〇一三年　→	

　　　　エドワード・アビー『荒野、わが故郷』野田	研一(翻訳)/宝島社/一九九五年　→	

　　　　エドワード・アビー『砂の楽園(シリーズ・ナチュラリストの本棚)』越智	道雄(翻訳)/東京書籍/一九九三年　→	

	 	 ――――	

	 フレデリック・ターナー『アメリカ史におけるフロンティアの意義』ワシントン大学/一九二〇年　→	

　　　　海野	弘『ワイルド・ウェスト物語』リブロポート/一九八二年　→	

	 高平	鳴海『図解フロンティア』新紀元社/二〇一四年　→	

	 鶴谷	寿『アメリカ西部開拓博物誌』PMC出版/一九九〇年　→	

	 鶴谷	寿『カウボーイの米国史』朝日新書/一九八九年　→	

	 芦原	伸『西部劇を読む事典』ＮＨＫ出版/二〇〇三年　→	

　　　　フィリップ・フレンチ『西部劇・夢の伝説』波多野	哲朗(翻訳)/フィルムアート社/一九七七年　→	

	 川本	徹『荒野のオデュッセイア――西部劇映画論』みすず書房/二〇一四年　→	

	 牧野	信一『西部劇通信』/Kindle版/二〇一四年　→	

	 スタンリー・J・ソロモン『ビヨンド・フォーミュラー　アメリカ映画の分類』Harcourt	College	Pub/一九七六年　→	

	 サム・シェパード、ヴィム・ヴェンダース『アメリカ、家族のいる風景』稲吉	明(翻訳)/ブルースインターアクションズ/二〇〇六年　→	

	 ヴィム・ヴェンダース『かつて…』宮下	誠(翻訳)/PARCO出版/一九九四年　→	

	 倉石	信乃他『失楽園　風景表現の近代　1870‐1945』大修館書店/二〇〇四年　→	

	 スタインベック『怒りの葡萄』(上下巻)/大久保	康雄(翻訳)/新潮文庫/一九六七年　→	

	 東	理夫『ルート66――アメリカ・マザーロードの歴史と旅』丸善/一九九七年　→	

	 村上	由見子『ハリウッド100年のアラブ――魔法のランプからテロリストまで	』朝日新聞社/二〇〇七年　→	

	 ジョージ・ルーカス『スター・ウォーズルーク・スカイウォーカーの冒険より』角川文庫/一九七八年　→	



	 小野俊太郎『スター・ウォーズの精神史』彩流社/二〇一五年	

　　　　サンディエゴ・メディア教育協会『スター・ウォーズ新約聖書』藤川	由美(翻訳)/アートブック本の森/二〇〇二年　→	

　　　　菊池	寛『恩讐の彼方に』Kindle版/二〇〇〇年　→	

	 ガブリエル・ガルシア=マルケス『エレンディラ』鼓	直、木村	栄一(翻訳)/筑摩書房/一九八八年　→	

　　　　パチェーコ・ホセ・エミリオ他『ラテンアメリカ五人集』安藤	哲行他(翻訳)/集英社文庫/二〇一一年　→	

	 サン=テグジュペリ『人間の土地』堀口	大学(翻訳)/新潮社/一九五五年　→	

	 サン=テグジュペリ『星の王子さま』河野	万里子(翻訳)/新潮文庫/二〇〇六年　→	

	 兵	軍『映画にみる自然環境問題の再考察と環境難民問題──モンゴルの環境を題材とした映画が問いかけるものとは』	

	 東洋大学大学院紀要四九号/二〇一〇年	

	 加藤	幹郎『映画の領分――映像と音響のポイエーシス』フィルムアート社/二〇〇二年　→	

	 	 ――――	

	 ルース・ベネディクト｢菊と刀｣長谷川	松治(翻訳)/講談社/二〇〇五年　→	

　　　　石田	瑞麿『日本人と地獄』講談社/二〇一三年　→	

　　　　中野	純『庶民に愛された地獄信仰の謎　小野小町は奪衣婆になったのか』講談社/二〇一〇年　→	

	 枡野	俊明『禅と禅芸術としての庭』毎日新聞社/二〇〇八年　→	

	 ＮＨＫ「美の壺」制作班『ＮＨＫ　美の壺　枯山水』ＮＨＫ出版/二〇〇八年　→	

	 坂口	安吾『現代日本のエッセイ――坂口安吾エッセイ選』講談社/一九九六年　→	

	 稲村	公望『黒潮文明論――ふるさとは心も姿も美しく』郵研社/二〇一二年　→	

	 江上	波夫『騎馬民族国家――日本古代史へのアプローチ』中公新書/一九九一年　→	

　　　　キネマ旬報社『キネマ旬報セレクション黒澤明』キネマ旬報社/二〇一〇年　→	

	 安部	公房『砂漠の思想』講談社文芸文庫――現代日本のエッセイ/一九九三年　→	

	 安部	公房『内なる辺境』中公文庫/一九七五年　→	

	 安部	公房『砂の女』新潮社/二〇〇三年　→	

	 花田	清輝『七;錯乱の論理　二つの世界』講談社/一九八九年　→	

	 安部	ヨリミ『スフィンクスは笑う』講談社/二〇一二年　→	

　　　　松本	零士『松本零士の世界　イラストアルバム　アニメージュ』徳間書店/一九七七　→	

　　　　東山	健吾『シルクロードの足跡――人物と遺跡からみる西域史』ＮＨＫライブラリー/日本放送出版協会/二〇〇四年　→	

　　　　工藤	達男『シルクロード・仏教美術伝来の道(シルクロード大文明展)』奈良県立美術館(編集)/一九八八　→	

　　　　ＮＨＫ取材班(編)、飯田	隆夫(写真)『写真集シルクロード――ローマへの道(4)	

	 雑誌『Pen(ペン)二〇一四年二月一日号　シルクロード』CCCメディアハウス/二〇一四年　→	

	 パキスタン・インド・イラン・イラク』日本放送出版/一九八三年　→	

	 N・ツルテム/吉田	左源二/蓮見	治雄/杉山	晃造『美術工芸(モンゴルの美術)』新人物往来社/一九八八年　→	

	 和田	正信『内モンゴルの草原日記』連合出版/一九九九年　→	

	 和田	正信『黄河幻想』連合出版/一九九八年　→	

　　　　ひろ	さちや『少欲のすすめ――仏教的生き方のすすめ』鈴木出版/一九九八年　→	

　　　　ひろ	さちや『地獄と極楽(仏教コミックス――ほとけさまの大宇宙)』鈴木出版/一九八九年　→	

　　　　ひろ	さちや『東漸する仏教――シルクロードから中国へ(仏教の歴史)』春秋社/一九八八年　→	

　　　　ひろ	さちや『敦煌物語――仏教を伝えた人と道(仏教コミックス)』鈴木出版/一九九七年　→	

　　　　ひろ	さちや『シルクロード物語(仏教コミックス――仏教を伝えた人と道)』鈴木出版/一九九〇年　→	

	 	 ――――	

	 ヴィルヘルム・ヴォリンガー『抽象と感情移入――東洋芸術と西洋芸術』草薙	正夫(翻訳)/岩波文庫/一九五三年　→	

　　　　ヴィルヘルム・ヴォリンガー『ゴシック美術形式論(美術名著選書7)』中野	勇(翻訳)/岩崎美術社/一九九八年　→	

	 ヘンリー・ミラー『南回帰線』河野	一郎(翻訳)/講談社/二〇〇一年　→	

	 	 ――――	

	 色川	武大『うらおもて人生録』/新潮文庫/一九七八年　→	

	 色川武大・阿佐田哲也『色川武大・阿佐田哲也エッセイズ〈1〉放浪』筑摩書房/二〇〇三年　→	

	 	 ――――	

　　　　J・M・G・ル・クレジオ『物質的恍惚』豊崎	光一(翻訳)/岩波書店/二〇一〇年　→	

	 J・M・G・ル・クレジオ『砂漠』望月	芳郎(翻訳)/河出書房新社/二〇〇九年　→	

	 ジョン・スタインベック『エデンの東　新訳版』土屋	政雄(翻訳)/早川文庫/二〇〇八年　→	

	 ジャック・ケルアック『オン・ザ・ロード』青山	南(翻訳)/河出出版/二〇一〇年　→	

	 トマス・ピンチョン『トマス・ピンチョン全小説　重力の虹』(上下巻)/佐藤	良明(翻訳)/二〇一四年　→	

　　　　コーマック・マッカーシー『血と暴力の国』黒原	敏行(翻訳)/扶桑社/二〇〇七年　→	

　　　　サン=テグジュペリ『夜間飛行』堀口	大學(翻訳)/新潮社/一九五六年　→	

	 今福	龍太『わたしたちは砂粒に還る』河出書房新社/二〇一五年　→	

	 浅田	彰、伊藤	俊治、四方田	犬彦『GS　たのしい知識No.3千のアジア』冬樹社/一九八五年　→	

	 鈴村	和成『ランボー砂漠を行く――アフリカ書簡の謎』岩波書店/二〇〇〇年　→	

　　　　スタニスワフ・レム『砂漠の惑星』飯田	規和(翻訳)/ハヤカワ文庫/一九七七年　→	

	 杉山	正明『遊牧民から見た世界史――民族も国境もこえて』日本経済新聞社/一九九七　→	

	 池内	紀『世紀末と楽園幻想』白水uブックス/一九九二年　→	

　　　　ジュリアン・ジェインズ『神々の沈黙――意識の誕生と文明の興亡』柴田	裕之(翻訳)/紀伊國屋書店/二〇〇五年　→	

	 ナセル・ケミル『歌う悪霊――北アフリカサエル地方の昔話から』エムル・オルン(イラスト)/シマダ・カンゾウ(翻訳)/小峰書店/二〇〇四年　→	

　　　　フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラはこう語った』秋山英夫、高橋健二(翻訳)/Kindle/二〇一五年　→	

　　　　松本	清張『火の路』文藝春秋/二〇〇九年　→	

　　　　小田	実『何でも見てやろう』講談社文庫/一九七九年　→	

 	



参照Ｗｅｂサイト	

	 ベドウィンの伝統芸術　Traditional	Arts	of	the	Bedouin	|	ExhibitsUSA　http://eusa.org/exhibition/traditional-arts-of-the-bedouin/　	

	 ヘンリー・ミラーと地平線　http://www.tabichina.com/hitsujikai/DAITI_1.HTM	

	 ナーセル・へミール監督『Wanderers	of	the	Desert』1984/チュニジア　https://vimeo.com/11964906	

	 地獄寺　http://karapaia.livedoor.biz/archives/52044238.html	

	 日本大百科全書(ニッポニカ)「イスラーム文化」　https://kotobank.jp/word/	

	 文明はなぜ砂漠地帯に発生したのか？　http://home.e08.itscom.net/21water/bunmei.htm	

	 ホピ族の予言　http://www.hopiartstrail.com	

	 アリ・エフ・モスタファ『City	of	Life』2015/UAE　http://www.cityoflifefilm.com/	

	 映画ティンブクトゥ　http://d.hatena.ne.jp/blackmovie/20150125/1422192869	

	 地球コレクション　http://uub.jp/nam/sakyu.html	

	 マカロニウエスタンの故郷スペイン荒野を行く　http://y-yasuda.net	

	 『WALKABOUT　美しき冒険旅行』公式サイト(日)　http://www.net-broadway.com/nsw/cine/walkabout/　	

	 『WALKABOUT　美しき冒険旅行』公式サイト(英)　https://www.walkaboutbars.co.uk	

	 エコクリティシズム研究学会　ホームページ　http://www.ses-japan.org/aboutus.html	

	 フレデリック・ターナー『アメリカ史におけるフロンティアの意義』ワシントン大学/1920　	

	 The	Frontier	in	American	History	by	Frederick	Jackson	Turner　→　→　→　→	

	 The	Culture	and	Arts	of	Morocco	and	the	Berbers	(PDF)　https://cmes.arizona.edu/sites/cmes.arizona.edu	　→	

	 	

 	



砂漠芸術論――砂漠によって創造された芸術を巡る芸術人類学の冒険	

	 佐々木成明	

	 二〇一七年一〇月二五日	

	 	 	 	 	


