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アメリカン・リアリズムに迫る 

―アンドリュー・ワイエスゆかりの地を巡って― 
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アンドリュー・ワイエス（Andrew Wyeth,1917―2009）は現代を代表するアメリカン・

リアリズムの画家である。アメリカ東部の田園風景を詩情豊かに描き、優れた技術と際

立った個性により広く知られた。 

アメリカ美術においてワイエスを語るとき、必ずと言ってよいほど「特異な画家」と記

される。それは、移り変わる美術界の動向に自ら一線を引き、慣れ親しんだ土地だけを描

き続けた画家だからである。彼は生まれ故郷のペンシルベニア州と夏の家のあるメイン州

を規則的に行き来する限定的な環境で生涯を過ごし、幼い頃から慣れ親しんだ風景やその

土地に住む身近な人々を作品の対象とした。 

本研究旅行では、アメリカ美術の大枠からその特異性に迫ることを目的とした。ペンシ

ルベニア州フィラデルフィアとニューヨーク州ニューヨーク市での調査を元に、伝統的な

アメリカ美術を熟考し、アメリカン・リアリズムに迫る。他のリアリズム画家とワイエス

を比較することで、アメリカ美術における位置づけ考察した。また、画家ゆかりの地であ

るペンシルベニア州チャッズ・フォードとメイン州クッシングもあわせて調査した。両地

域では、画家や作品への理解を深化させることができた。 

（487 字） 
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はじめに 

 

⚫ 研究旅行要旨・目的 

アンドリュー・ワイエス（Andrew Wyeth,1917―2009）は現代を代表するアメリカ

ン・リアリズムの画家である。アメリカ東部の田園風景を詩情豊かに描き、優れた写

実力と際立った個性により広く知られた。国民的画家とも評されるほど人気を博し、

多くの支持者を得ている。 

彼が最も精力的に活動した 20 世紀後半は、アメリカ史だけでなく、美術史におい

ても著しく変化した時代であった。アートの中心はパリからニューヨークへと移り、

ポップ・アートやミニマル・アートを中心とする前衛的な美術が広く知れ渡った。そ

のような中、ワイエスは生まれ故郷のペンシルベニア州と、夏の家のあるメイン州を

規則的に行き来する限定的な環境で生涯のほとんどを過ごした。作品の対象としたの

は、幼い頃から慣れ親しんだ風景や日常で目にした光景、その土地に住む身近な人々

である。それらを幼少期に父・N.C ワイエス（Newell Convers Wyeth,1882－1945，

以下 N.C）から教え込まれた、対象の本質を捉える鋭い観察眼と徹底した写実主義を

もって描き続けた。変わりゆく美術界の動向とは一線を画し、自らのスタイルを守り

続けたのである。それゆえに、アメリカ美術においてワイエスを語るとき、必ずと

いってよいほど「特異な画家」と記される。 

本研究旅行では、その特異性について、アメリカ美術の大枠から考察することを目

指した。ペンシルベニア州フィラデルフィアとニューヨーク州ニューヨーク市での調

査を元に、伝統的なアメリカ美術を熟考し、アメリカン・リアリズムに迫りたい。他

のリアリズム画家と比較することで、アメリカ美術におけるワイエスの独自性を明ら

かにできる。さらに、ペンシルベニア州チャッズ・フォードとメイン州クッシングで

は、ワイエスゆかりの地を訪ねた。彼が生涯のほぼすべてを捧げた両地域は、ワイエ

スや作品を理解する上で非常に重要な場である。同時に、画家として、ひとりの人間

として、強く影響を受けた父とも関係の深い土地である。この 2 つの地域での調査に

より、画家とその作品について理解を深化させることも本研究旅行の大きな目的であ

る。 

2019 年度に提出予定の卒業論文の執筆にあたり、現時点で卒業論文のテーマを「表

象されるアメリカ―アンドリュー・ワイエスにみるアメリカ人のアイデンティティ

―」としている。今回の研究で得た情報や資料、知識を反映させ、よりよい論文の執

筆に繋げたい。  
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⚫ 研究調査地 

アメリカ合衆国…メイン州（クッシング、ロックランド）、ペンシルベニア州（フィ

ラデルフィア、チャッズ・フォード）、ニューヨーク州（ニューヨーク市） 
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⚫ 旅行実施日程 

 

出発日   2019 年   ９月 ２日 

帰着日   2019 年  9 月 18 日 

旅行日数（発着日含む） 

17 日間 

 行先・滞在地 行動・調査内容 

第１日目 

9/2（月） 

福岡→香港 福岡空港 17：10 

→香港国際空港 19：15 

第２日目 

9/3（火） 

香港 

→ニューヨーク州 

香港国際空港 9：15 

→ジョン・F・ケネディ国際空港 13：10 

第 3 日目 

9/4（水） 

ニューヨーク州 

→メイン州 

移動 

第４日目 

9/5（木） 

メイン州 

（クッシング） 

オルソン・ハウス 

第５日目 

9/6（金） 

メイン州 

（ロックランド） 

ワイエス・スタディ・センター 

第 6 日目 

9/7（土） 

メイン州 

（ロックランド） 

ファーンズワース美術館 

第 7 日目 

9/8（日） 

メイン州 

→ペンシルベニア州 

移動 

第 8 日目 

9/9（月） 

ペンシルベニア州 

（フィラデルフィア） 

資料収集 

第 9 日目 

9/10（火） 

ペンシルベニア州 

（チャッズ・フォード） 

ブランディワイン・リヴァー美術館 

第 10 日目 

9/11（水） 

ペンシルベニア州 

（チャッズ・フォード） 

ワイエスのスタジオ 

N.C のスタジオ／ワイエスの家 

カーナーの農場 

第 11 日目 

9/12（木） 

ペンシルベニア州 

（フィラデルフィア） 

→ニューヨーク州 

ペンシルベニア美術アカデミー1 

移動 

第 12 日目 

9/13（金） 

ニューヨーク州 

（ニューヨーク市） 

メトロポリタン美術館 

  

 

1 ペンシルベニア美術アカデミーは第 9 日目の 9 月 10 日（月）（現地時間）に訪問予定で

あったが、休館日だったため、ニューヨーク州移動前に日程を振り替えて訪問した。 
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第 13 日目 

9/14（土） 

ニューヨーク州 

（ニューヨーク市） 

ホイットニー美術館 

第 14 日目 

9/15（日） 

ニューヨーク州 

（ニューヨーク市） 

マクベスギャラリー跡地2 

第 15・16 日目 

9/16（火） 

ニューヨーク州 

→バンクーバー 

→香港 

ジョン・F・ケネディ国際空港 21：50 

→バンクーバー国際空港 0：50 

→香港国際空港 6：45（＋1 日） 

第 17 日目 

9/17（水） 

香港→福岡 香港国際空港 10：50 

→福岡空港 14：00 

 

  

 

2 マクベスギャラリーはワイエスが初めて個展を開いたギャラリーである。2 章で記述す

る。 
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第１章 アメリカ美術の系譜 

 本章では、アメリカ美術の流れにおいてリアリズムがどのように位置づけられているかを

論述する。また、アメリカ美術の発展を担ったペンシルベニア美術アカデミー（Pennsylvania 

Academy of Fine Arts）について、滞在したフィラルフィアとの関連を綴る。 

 

第1節 アメリカ美術におけるリアリズム 

肖像画の時代から 19 世紀の絵画 

 アメリカ美術は 18 世紀の肖像画に始まる。東部沿岸の植民地で描かれた稚拙で原始的な

肖像画には、素朴さのなかに周囲のものを直視するリアリズムがすでに存在した。この時代

を代表するギルバート・スチュアートは、1776 年の独立宣言に続く独立戦争の英雄像や歴

史画を描き、独立期の叙事詩をうたったことで知られる。スチュアートは対象を直接観察し、

本質を捉えることを試みた。自然主義的な立場をとった点で、新古典主義に続くロマン主義

絵画を受け継いだ従来の画家とは異なっていた。3 

その後、19 世紀になると写真技術の登場により肖像画は次第に衰退していく。この頃ア

メリカはまだ独自の文化と呼べるものを持っておらず、絵画を描く際もヨーロッパの技法を

用いた。ハドソン・リヴァーの代表的画家であったトマス・コールもヨーロッパで培われた

美学概念とロマン主義によってハドソン川流域の自然を崇高な風景として描いる。4加えて、

ハドソン・リヴァー派とは対を成すリュミニスト（映光派）と呼ばれる風俗画家たちは、普

通の人々の日常風景を、素朴かつ写実的に描いた。5 

 

「アメリカン・リアリズム」の登場と発展 

 本格的にアメリカン・リアリズムとよばれる動きが登場したのは南北戦争後である。ロマ

ン主義から自然主義絵画による新しいジャンルの展開には大きく 3 つの要因がある。第 1 に

アメリカが産業を中核とする資本主義社会の路線を一挙に拡大してきたこと、第 2 に新しい

テクノロジーの出現によって社会機構に変革が生じたこと、第 3 に南北戦争中にアメリカに

輸入されたダーウィニズムの影響がある。さらにヨーロッパからリアリズム芸術が輸入され

たのもこの時である。ウィンスロー・ホーマーとトマス・エイキンズは旧来のアメリカ美術

に対する意識の変化をもたらした存在として代表される。前者は明快な客観描写を用いてア

メリカの自然を描き、後者は徹底したリアリズムをもって知的中流階級の状況をとらえた。

 

3 桑原住雄 『アメリカ絵画の系譜』美術出版社、1977 年、37 頁参照。 

4 小林剛 『アメリカン・リアリズムの系譜——トマス・エイキンズからハイパーリアリズ

ムまで』関西大学出版部、2014 年、38－43 頁参照。 

5 桑原住雄、前掲書、46 頁参照。 
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特にエイキンズは、芸術の中なかに知的な計算と分析を導入し、その手段として解剖学と写

真を用いた。6 

 19 世紀末から 20 世紀初頭のアメリカ美術は美しさよりも真実を追究することに傾倒す

る。ロバート・ヘンライを中心として展開された「ジ・エイト」は、都市の日常生活を対象

に下層階級の人々を写実的に描いた。この直後、アーモリー・ショウの到来により、一時ヨー

ロッパのモダニズムがアメリカ美術を席巻した。しかし、WPA（公共事業促進局）の連邦

美術計画に支えられ、リアリズムの流れが途絶えることはなかった。第 1 次世界大戦後、モ

ダニズムの力が失われたとき、写実様式は更なる高まりをみせる。アメリカン・シーンと呼

ばれるグループもこの時に登場した。アーモリー・ショー以前の写実様式と比べ、アメリカ

ン・シーンの画家たちはより鋭い視点で社会を見つめ、画家個人と社会との関係を作品の中

に反映した。また、いくつかのグループに分けられる点も特徴である。その中の一派である

リージョナリズム（地方主義）は、愛国主義と反モダニズムの結合によって生まれた。7他

方、社会的リアリズムと呼ばれる都市部の労働運動や社会改革運動と連動した動きは、社会

の現実を直接的に表現し社会改革を目指すという革新主義的意図が含まれていた。8 

 

抽象表現主義から 1960 年代以降 

 抽象表現主義の登場により、アメリカは初めてヨーロッパの美術から脱却し、アメリカ自

身の絵画を獲得したといわれる。1930 年代末にニューヨークを中心に新しい抽象絵画の模

索が始められ、1947 年から 53 年にわたる 7 年間に全盛期を迎えた。ここでキュビズムと

シュルレアリスムが果たした役割は大きい。烈しいインパクトや直接的な表現性、空間の巨

大さはアメリカ現代絵画の特徴としてその後に続く様々な美術様式の指標となった。9その

後抽象表現主義は、第 2 次世界大戦のアート・シーンが資本主義によりマーケット化するに

つれ、ポップ・アートへと大きく方向性を変える。10しかし、抽象表現主義がアメリカの絵

画として国内外で承認された 1960 年代頃から反動が起こる。中でも、ベトナム戦争を背景

としてハイパーリアリズムが新しい思潮として現われた。都市生活や日常風景を、写真技術

を媒介とし、感情を排して表現した。11 

 

第2節 発展の地フィラデルフィア——ペンシルベニア美術アカデミーを訪ねて 

 

6 同書、72－78 頁参照。 

7 同書、84－90 頁参照。 

8 小林剛、前掲書、38－43 頁参照。 

9 桑原住雄、前掲書、122－130 頁参照。 

10 小林剛、前掲書、2014 年、231 頁参照。 

11 桑原住雄 『桑原住雄美術論集——アメリカ編』沖積舎、1996 年、11 頁参照。 
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 ペンシルベニア州はウィリアム・ペンによって拓かれ、独立宣言と憲法採択の町である。

その中心地フィラデルフィアは 1780 年から 90 年まで合衆国の首都が置かれ、1860 年代ま

でボストンと並んでアメリカ最大の文化都市として栄えた。アメリカの歴史において首都が

設置された数少ない都市としても認知されている。 

同時にアメリカ美術、そしてアメリカン・リアリズムが発展した地として無視できない場

所でもある。1805 年、この地にアメリカ最古の美術アカデミーとなるペンシルベニア美術

アカデミーが創設された。当時アメリカの美術環境は西欧に大きな遅れをとっており、美術

館や美術学校の創設も進んでいなかった。そのため、優秀な画家はヨーロッパへ渡った。純

粋なアメリカ人画家を輩出されず、競争のない環境で美術の進歩が遅れる原因にもなってい

た。そこで政治家兼軍人であり博物学者であり、画家としても活躍したチャールズ・ピール

が筆頭となり、文化施設の創設が掲げられるようになる。ピールはアメリカを発展させるた

めに学問と芸術の発展が不可欠であると考えた。また、時代背景には産業や科学に対する発

展の気運が高まると同時に、啓蒙思想が拡大し、古い考えを打破しようとする思潮が広がっ

たことが挙げられる。12 

 ペンシルベニア美術アカデミーは設立以降、アメリカ美術に名を残す著名な画家を多く輩

出している。ハドソン・リヴァー派の中心人物となったトマス・コール、印象派画家として

知られるメアリー・カサット、ジ・エイドとしてアメリカン・リアリズムの基礎を築いたロ

バート・ヘンライなど、現代では著名な画家たちがこのアカデミーで学んだ。そして、フィ

ラデルフィアで最もアメリカン・リアリズムの躍進に貢献した人物にトマス・エイキンズが

挙げられる。アカデミーで学び、写真技術を積極的に作品制作に利用した。また、解剖学や

科学分野に対する興味関心を絵画に反映させている。慣習や伝統に従った表現技法ではなく、

直接現実と向き合う真のリアリズムを追求した。 

エイキンズはアカデミーを卒業した後に教鞭を執り、多くの生徒を育てることに尽力した。

急進的な考えの持ち主であったため、後に問題を起こしアカデミーを去ることになるが後世

に与えた影響も大きい。彼は伝統的なギリシア・ローマ彫刻の複製やヨーロッパの名画の模

倣を通じた教育ではなく、写真という新しい技術を通じて人間の動きを細かに分析すること

で、直接的に現実を再現する手法を教えた。このような姿勢や写真技術の活用は後のアメリ

カン・リアリズム画家たちに受け継がれ、リアリズム絵画の指標となった。13また、教育制

度においても革新的であり、女性差別が当然のようにあった 1876 年には女性美術家の入学

を認めた。 

 現在、ペンシルベニア美術アカデミーは学校と美術館の 2 つに区分されている。学校で

は、絵画や彫刻など多彩なジャンルを多くの学生が学び、著名な美術学校として名を連ねて

いる。一方、美術館は豊富なコレクションのもと一般に公開されている。館内の展示はアメ

 

12 津上久三『画家たちのアメリカ』新潮社、2000 年、27－72 頁参照。 

13 小林剛、前掲書、78 頁参照。 
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リカ美術の流れに沿って行われていた。アメリカ美術における主要な画家の作品はもちろん、

2000 年代以降に制作されたものも多く購入、展示されており、今も作品の収集に積極的に

力を入れている印象があった。作品群はアカデミーとペンシルベニア出身者のものが集中し

ているようである。14また、同館は 1975 年にアメリカ合衆国国定歴史建造物として登録さ

れた。（図 1） 

 

  

 

14 津上久三、前掲書、27－72 頁参照。 
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第２章 ゆかりの地を巡って 

ワイエスは生涯ペンシルベニア州チャッズ・フォードとメイン州クッシング付近の２つの

地域を規則的に行き来し、作品制作に打ち込んだ。同じ場所で同じモチーフを描き続けるこ

とについて、ワイエスは「描くものが同じであるかどうか、私にとってほとんど問題になら

ない。描くものが同じであっても、それから生まれる啓示は常に違ってくる。」と述べてい

る。15つまり、ワイエスにとって目前の景色や人、事物はただのモチーフではなく、自らの

視点と情感をもってはじめて描くべき対象となるのである。 

このようにワイエスを感化した両地域はどのような場所であるのか。そして、どのような

風景や人物が作者の制作意欲を刺激したのだろうか。作者や作品の原点を訪れた。現地調査

において、両州にあるワイエスゆかりの地はそれぞれファーンズワース美術館、ブランディ

ワイン・リヴァー美術館の管理下にあった。そのため、一般の人が許可なく訪問することが

できなかった。そこで各美術館で開催している見学ツアーに予約し、参加している。加えて、

ニューヨーク州にあるマクベスギャラリー跡地を訪問した。当地はワイエスが初めて個展を

開き成功を収めたギャラリーである。併せて記述したい。 

 

第１節 ペンシルベニア州チャッズ・フォード 

概要 

 フィラデルフィアから車で 1 時間弱に位置する。チャッズ・フォードの重要性は大きく２

つある。1 つは、アメリカの歴史において意義ある地である。もう１つはワイエスとその一

族が根差している地である。 

 まず歴史的背景であるが、チャッズ・フォード周辺とブランディワイン川は独立戦争の一

部として「ブランディワイン川の戦い」の舞台となった。1777 年 9 月にジョージ・ワシン

トン率いる大陸軍とウィリアム・ハウ将軍率いるイギリス軍による戦闘が繰り広げられた。

アメリカの歴史がヨーロッパに比べて比較的短いことから、アメリカ人にとって独立戦争は

きわめて重要な意味を持つ出来事とされる。そのため、独立戦争時に大きな戦いの舞台となっ

た地は、アメリカの歴史を象徴する地としてよく保存される。16チャッズ・フォードも例外

ではなく、1917 年にワイエスが生まれて以降ほとんど変化していない。現在はブランディ

ワイン・リヴァー美術館を含む地域一帯の保存活動が行われている。17当地を訪ねた際には

保存活動の一環と思われる独立戦争を彷彿させるモニュメントを美術館付近で見かけた。（図

２） 

 

15 桑原住雄『桑原住雄美術論集——アメリカ編』沖積舎、1996 年、149 頁。 

16 高橋秀治『アンドリュー・ワイエス作品集』東京美術、2017 年、17 頁参照。 

17 同書、40 頁参照。 
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 さらにチャッズ・フォードには「ブランディワイン・ヘリテージ」と呼ばれる画家たちの

系譜がある。この呼称はハワード・パイル18に始まり、N.C、ワイエス、そしてワイエスの

息子ジェイミーまでを示している。いずれもアメリカでは著名なアーティストとして知られ

ている。 

ワイエス一家がチャッズ・フォードに縁を持ったきっかけには、イラストレーターだった

父 N.C にある。1908 年、N.C は結婚を機に安定した生活と静かな仕事場を求めてこの地に

越してきた。かつてイラストレーションに従事したハワード・パイルの夏季学校が開かれた

場所であったことが定住の決め手となった。また、生まれ故郷であるボストン郊外のニード

ハムと似た環境でもあった。19以降、N.C と家族はチャッズ・フォードに基盤を築いていく。

ワイエス家の家系図を見ると分かるが、一家は多くの画家を輩出したアーティスト・ファミ

リーである。姉のヘンリエットとキャロラインは、ワイエスと同様、父の教えを受け画家と

なった。また、ヘンリエットと結婚したピーター・ハードはワイエスにテンペラの技法を教

えた画家である。さらに、キャロラインは画家でブランディワイン・リヴァー美術館の初代

館長であるジョージ・ウェイマスと結婚した。そして、ワイエスの息子ジェイミーも画家と

なり、祖父と父の作風を受け継ぎつつ、独自の世界観を展開した作風で知られている。20（図

３） 

独立戦争と同様、チャッズ・フォードではワイエス家 3 代を中心に「ブランディワイン・

ヘリテージ」を重要視しているようである。美術館での作品はもちろん、ワイエスゆかりの

建物や地域は美術館の管理下に保存されている。今回訪れることができたのは、一般公開さ

れているワイエスのスタジオ、N.C のスタジオ、カーナーの牧場である。以下、それぞれ訪

問した施設について記述する。 

 

ワイエスのスタジオ 

 1940 年にワイエスが購入して以降、亡くなるまでの約 70 年間作品制作の場として利用さ

れた。またスタジオとしてのみ利用しただけでなく、妻ベッツィと長い時間を過ごした家で

もあった。（図 4）見学可能だった場所は 1 階のキッチンと玄関、書斎、大広間、アトリエ

である。今回、一番の目的としていたアトリエは、ワイエスが使っていた状態を可能な限り

保っているとのことで、まだ作業途中のような空間があった。暗い色調の作品が多い中、ア

トリエに設けられた窓から日光が多く差し込み、明るい雰囲気が印象的だった。（図 5）チェ

 

18  ハワード・パイル（Howard Pyle，1853－1911）は近代を代表するイラストレーター

として活躍した。「アメリカン・イラストレーションの父」とも評される。N.C をはじめ

後継者の指導にも力を入れた。 

19 村木 明『アメリカ近代美術の展開——コマーシャル・アートの黄金時代を築いた作家

たち』美術公論社、1978 年、105 頁参照。 

20 高橋秀治、前掲書、148 頁参照。 
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ストやテーブルには絵の具や絵筆など、ワイエスが愛用していた道具も残されている。（図

6）ワイエスはよくテンペラを用いて作品を制作したが、原料の卵をスーパーやコンビニで

入手していた。アトリエに残されていた卵のパッケージがアメリカで有名なコンビニチェー

ンである Wawa のものだったため、一緒にツアーに参加したアメリカ人の見学者はかなり親

近感を抱いたようである。 

見学中、アトリエの他に興味深かった場所として書斎がある。アメリカ美術に関する書籍

や同年代の画家たちの作品集と共に日本語のものを数点見かけた。（図 7）ワイエスは、日

本人の芸術に対する鋭い感性と深い洞察力、作品の本質を捉える精神性に着目した。そして、

自分の作品に理解を示してくれることを実感していた。21その思いの通り、日本はアメリカ

に次いでワイエスの愛好家が多い国である。理由として、作品が日本には見られない自然主

義的写実であること、「もののあわれ」に通じるメランコリックな詩情が感じられること、

作品が内包する精神的雰囲気の 3 点が指摘されている。22これらを物語るのが展覧会の開催

数である。ヨーロッパでは過去 7 回の開催であるのに対し、日本ではデパートや画廊での開

催も含め 18 回行われている。23日本との繋がりを感じる一方、ワイエスがアメリカ以外で

どのように評価されているか考察できる場所であった。 

 

カーナーの牧場 

 カール・カーナーはチャッズ・フォードでの作品に繰り返し登場する人物の 1 人である。

ドイツ系移民であり、妻アンナと共に 1920 年代初頭にペンシルベニアへ移住し、苦労の末

に農場を開いた。夫妻はワイエスの生家の近隣で暮らしていたため、必然的に交流を持つよ

うになる。 

カールはワイエスに多大な着想を与える「モチーフ」の 1 人であった。農夫として過酷な

労働を行う姿に、裕福で苦労のない生活を送ってきた自身とは正反対の存在として敬意を感

じていた。また、第 1 次世界大戦でドイツ軍の砲手を務めた経験がワイエスに＜生と死＞を

対比させる存在として魅了した。さらに、ワイエスはカールに対し父の存在を重ねていた。

1945 年に N.C を踏切事故で亡くなって以降、カールを題材とした作品の中に父の面影を追

い求めて描くことが多くなった。 

現地ではカーナー家にまつわる地点として、カーナー夫妻の自宅（図 8）と農作業用の小

屋（図 9）、遠くからであるが「カーナーズ・ヒル」（図 10）と呼ばれる丘陵を見学した。

チャッズ・フォードの中でも多くの作品が手掛けられている場所であり、また「アメリカの

 

21 高橋秀治、前掲書、186 頁参照。 

22 津上久三、前掲書、362 頁参照。 

23 愛知県立美術館『アンドリュー・ワイエス展カタログ』1995 年、273－284 頁参照。津

上久三、前掲書、362 頁参照。高橋秀治、前掲書、194－196 頁参照。1917 年～2017 年の

年表資料に基づく。 
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牧場は大規模」という勝手な想像から広大な土地を予測していたが、実際はそれほどの広さ

は感じられない。限定的な画家という評価をされることに納得できる地であった。そして、

ワイエスが同じ土地を繰り返し描き、同じ風景から異なる情感を得たことを実感した。 

 

N.C のスタジオ 

 N.C はチャッズ・フォードへ移った際農家の家を借り、アトリエとして改装した。ワイエ

スは幼少期から頻繁に父のスタジオに足を運び、15 歳の頃から本格的に絵画の技術を受け

ている。N.C に多大な影響を受けたワイエスであるが、スタジオの様子は父と子で異なる点

が多くある。ワイエスのスタジオではキッチンや広間など生活空間が見られたのに対し、N.C

のスタジオは絵を描くことにフォーカスした文字通り「作業場」であった。アトリエ内には

部屋を仕切るものはなく、かなり広々とした空間となっていた。画材やキャンバスはもちろ

んのこと、帆船の模型や銃、ヘルメットなど N.C 作品に多く登場するモチーフが部屋のあ

らゆる場所に置かれている。（図 11）ここもワイエスのスタジオ内とは違った様子である。

また、壁には十字架が掛けられており、N.C が敬虔なピューリタンであったことを示してい

る。24(図 12) 

 両者のアトリエに相違点が見られる理由はおそらく 2 つある。1 つはブランディワイン・

リヴァー美術館での展示を見比べていて感じたことでもあるが、N.C はワイエスより大きい

サイズの作品を手掛けることが多かった点にある。もう 1 つは、父と息子の職業に関連があ

ると考える。慣れ親しんだものを写実的に描いたワイエスはより日常に近い環境で作品制作

をすることが望ましかった。しかし、物語風景を彩るイラストレーションを描いた N.C は

想像に没頭できる空間が望まれたのではないか。それ故にアトリエに求める雰囲気を変える

必要があった。 

 

第２節 メイン州クッシング 

概要 

 メイン州はアメリカ合衆国東海岸最北の州であり、カナダと国境を接する。「バケーショ

ンランド」の別称を持ち、毎年アメリカやカナダの各地から多くの観光客が避暑を目的とし

て訪れる。また、ワイエスに限らず、ウィンスロー・ホーマーやエドワード・ホッパーをは

じめとする画家たちが作品を手掛けるために訪れた州でもある。今回滞在したロックランド

の街でも、ファーンズワース美術館を中心として街中に多くの芸術作品やアーティスト活動

を後押しする風潮が見られた。 

 ワイエスがメイン州と深く関係を持つことになったきっかけも父N.Cにあった。1920 年、

N.C は画家仲間のシドニー・チェイス（Sidney M. Chase）と共同でポート・クライドに別

 

24 津上久三、前掲書、342 頁参照。 



15 

 

荘を購入した。25以降、「エイト・ベルズ」と呼ばれるこの別荘に、毎年一家で訪れることが

習わしとなった。代替わりしてもサマーハウスとして利用され、2009 年に亡くなるまでワ

イエスは足を運んでいる。また、「エイト・ベルズ」の他にも州各地に拠点を置き、アトリ

エを構え、島を購入している。1 か所に留まり続けるのではなく、様々な場所を描いた点で

ペンシルベニア州と異なる。 

 しかし、身近な風景を描きながらこの地で暮らす人々と交流を持ち、作品の題材としたこ

とは両州に共通している。メイン州では、シリ・エリクソン26やウォルター・アンダーソン

27などが代表的なモデルとされる。最も有名な人物がクリスティーナ・オルソンである。今

回は、代表作≪クリスティーナの世界≫（1948 年）のモデルとなったクッシングの「オル

ソン・ハウス」を訪れた。 

 

オルソン・ハウス 

 オルソン・ハウスはロックランドから中心部から車で 30 分ほどに位置する。木々やなだ

らかな平野に囲まれた静かな場所に建っていた。作品ではクリスティーナとオルソン・ハウ

スの距離が強調されていたためか、想定していたより随分小さく感じた。（図 13）周辺には

民家や他の建築物はなく、家の前も一本道しかないため隠れ家のような印象を受ける。 

家の内部に入ると、かなり古く劣化が進んでいる印象だった。作品と照らし合わせたとき

に、痛んだ部分や扉の傷まで再現されていることが分かり。そのため、ワイエスが写実描写

に優れていることを実感した。近くにある納屋があり、こちらも作品のモチーフとして登場

するため見学を試みたが、外観しか見ることができなかった。（図 14） 

オルソン・ハウスの向かい側には小道があり、辿っていくと奥まった場所に墓地がある。

アルヴァロとクリスティーナ、そしてワイエスがここに眠っている。（図 15）生まれ育った

チャッズ・フォードではなく、短い夏の間しか過ごすことのなかったクッシングに作者の墓

地があることを不思議に感じる。オルソン家とワイエスがそれだけ親密な間柄であり、ワイ

エスがクッシングに強く思いを馳せていたことが窺える。ここでオルソン家とワイエスの関

係をみてみたい。 

 

オルソン家 

 作品のモデルとなったクリスティーナは 1893 年に誕生し、その翌年に弟のアルヴァロが

生まれた。クリスティーナは身体に障害があり、年齢を重ねるごとに手足が不自由になった。

 

25 Cf. Jessica May, N. C. Wyeth: New Perspective (Connecticut, United States: Yale 

University Press, 2019), pp. 62-63. 

26 クッシング近郊で知り合い、モデルを務める。クリスティーナが「滅びの象徴」である

のに対し、シリは「生命の象徴」として多く描かれた。 

27 メイン州で漁師をしていた。10 代の頃から知り合い 1987 年に亡くなるまで描かれた。 
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アルヴァロは姉を支えながら家事をこなしていた。しかし、生計を立てられるような仕事に

従事できなかったため、オルソン家は貧しい暮らしを強いられた。 

 オルソン家とワイエスが交流を持つようになったきっかはワイエスの妻であるベッツィ・

ジェームズにある。1939 年にベッツィの紹介でワイエスは初めてオルソン家を訪ねた。ク

リスティーナとベッツィはかねてより親しい間柄であり、ベッツィは自分の友人に対してワ

イエスがどのような反応を示すかで、その人となりを見極めようとしたようである。それ以

降、ワイエスとオルソン家は親交を深め、家を出入りする関係になった。 

ワイエスはオルソン・ハウスそのものに感化されただけでなく、確固たる意志を持ち強い

自尊心を兼ね備えたクリスティーナと、逆境の中でつましく生きるアルヴァロの両者に魅了

された。また、年々衰えていくクリスティーナの様子や、誰も住むことのなくなったオルソ

ン・ハウスから生命の終わりを予感させる「滅びの象徴」としてワイエスの生死観が反映さ

れた作品を手掛けている。 

 1967 年にアルヴァロが亡くなるまで、姉弟はオルソン・ハウスで生活を続けた。住人が

いなくなった後も、ワイエスはしばらくオルソン・ハウスを描き続けている。その後オーク

ションにかけられ、約 20 年で何人かの所有者を経由した後、アップル社の元 CEO ジョン・

スカリー夫妻に買い取られた。1991 年に夫妻によってファーンズワース美術館に寄付され、

現在まで同美術館に管理されている。2003 年にはアメリカ合衆国連邦議会によって国定文

化財史跡保存建造物に指定された。28 

 

第３節 ニューヨーク州マクベスギャラリー跡地 

 マクベスギャラリーは 1892 年、ウィリアム・マクベスによって立ち上げられた。アーティ

ストやアートコミュニティを組織し、支援したことで知られる。当時、ニューヨークの有力

なギャラリーはヨーロッパの絵画かアメリカの伝統的な絵画にしか興味を示さなかった。そ

のような中、アメリカ人によるモダニズム絵画を積極的に取り扱うことで知られていた。2920

世紀におけるアメリカン・リアリズムの基礎を築いたロバート・ヘンライを中心とする「ジ・

エイト」が初めてグループ展を開催されたのもこのギャラリーである。 

 ワイエスが初めて個展を開いたのは 1937 年の夏、20 歳のときだった。この時、アメリカ

は大恐慌の最中にあり、画家の多くは絵で生計を立てられる状況になかった。30それにも関

わらず、出展した作品 23 点が完売となるほど個展は大成功を収めた。この「第 1 回アンド

リュー・ワイエス水彩画展」の後、ほぼ 2 年おきにマクベスギャラリーで個展を開催するこ

ととなり、着実にキャリアを積み上げた。1939 年に第 2 回、41 年に第 3 回と続いた後、43

 

28 高橋秀治、前掲書、100－122 頁参照。 

29 津上久三、前掲書、290 頁参照。 

30 同書、338－339 頁参照。 
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年に「アンドリュー・ワイエス テンペラ・水彩画展」と名前を変えて、同個展名で 45 年に

再び開かれる。さらに「アンドリュー・ワイエス展」の名前で 48 年から 50 年、53 年まで

続いた。水彩画家として出発したワイエスが、リアリズム画家として移り行く様子がマクベ

スギャラリーでの個展名の変化から見て取れる。また≪クリスティーナの世界≫がニューヨー

ク近代美術館に購入された際もマクベスが仲介役となっている。ギャラリーはワイエスにとっ

て、アーティストとしての成功を支えた場所であると言えるだろう。 

 ギャラリーの場所は時代によって少しずつ位置を変えている。31メトロポリタン美術館で

得た情報と津上久三『画家たちのアメリカ』を照らし合わせて調べたところ、ワイエスの個

展が開かれたときの住所は東 57 丁目（11E 57th St，New York）である。実際に足を運ぶと

高級ブランドが立ち並ぶ 5 番街の中心に位置しており、ギャラリーの面影は感じられない。

周辺を撮影したが、写真がテナントの著作権に触れる可能性があるため掲載を控えることと

する。 

  

  

 

31 1906 年まで 5 番街 27 丁目、1908 年は 5 番街 40 丁目に位置していた。 
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第３章 アメリカン・リアリズムにおけるワイエス 

 アメリカ美術におけるワイエスの位置づけは書籍により記述のされ方が少しずつ異なる。

アメリカン・シーンを描く画家、ハイパーリアリスト、リージョナリストなど様々であるが、

明確に分類されない。しかし、決まって目にするのは「特異」または「例外」という文字で

ある。ワイエスがアメリカ美術においてこのように記される理由はなぜか。他のリアリズム

の画家たちと比較しながら論じたい。 

 まず、エドウィン・チャーチやトマス・コールなどハドソン・リヴァー派との関連である。

彼らはロマン派の影響を受け、ハドソン渓谷やナイアガラ瀑布、キャッツキル山脈など新世

界の雄大な自然を好んで描いた。両者は「自然」を題材に、写実的に描いた点で共通してい

る。しかし、ハドソン・リヴァー派の画家たちが圧倒的な景観を描き崇高な感情を喚起した

のに対し、ワイエスは限定された地域を繰り返し描いている。対象となったチャッズ・フォー

ドやクッシングといったアメリカの田園風景をもとにした作品は、崇高の観念とはかけ離れ

た素朴な景色である。32また、「限定された」という点ではトマス・エイキンズとの類似が見

られる。エイキンズの絵画では、慣れ親しんだ周りの場所や直接交流のある固有名をもった

人物が取り上げられた。33緻密な再現描写を追求した点でも両者は共通している。だが、エ

イキンズが重視したのは直接的に現実を再現する技法であった。他方、ワイエスは人物に物

語性をもたせ作品を描いている点で異なる。そして、最も多くの関連を指摘される人物がウィ

ンスロー・ホーマーである。アメリカには水彩画の伝統があり、その中でホーマーはきわめ

て重要な画家とされている。同じメイン州にスタジオを構え、海岸の風景を描いたこともワ

イエスと共通する。特に初期水彩画作品は、色彩や筆遣いの面で関連して語られる。34その

ため、ホーマーの正当な後継者されることがある。35 

 しかし、ワイエスはホーマーに影響を受けたことを認めながらも、他のリアリズム画家を

含めその関連を否定している。「精神的な意味を持って抽象画であり、それらを、リアリズ

ムを通して描いている」と語るように、自らを写実画家であるだけでなく抽象画家とも考え

た。36さらに「もしリアリズムと抽象を融合して一体のものとすることができれば、素晴ら

しい何かを手に入れることができる」と語った。このような意識の中で制作するワイエスは

より表現主義的な立場に立っているともいえる。37 

このように、ワイエスは様々な側面を持ち合わせているためアメリカ美術の中で明確に位

 

32 愛知県立美術館、前掲書、224 頁参照。 

33 小林剛、前掲書、70 頁参照。 

34 高橋秀治、前掲書、7 頁参照。 

35 愛知県立美術館、前掲書、216 頁参照。 

36 同書、225 頁参照。 

37 同書、225 頁参照。 
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置付けることは難しい。他の画家と共通点がありながら、同時に相反する点も持ち合わせて

いるため「特異」や「例外」と表記されるのではないか。 
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おわりに 

 

 本研究旅行ではアメリカン・リアリズムの系譜をたどり、その上でワイエスの特異性を明

らかにすることを目的とした。第 1 章では、アメリカ美術の流れを踏まえアメリカン・リア

リズムについて論述した。第2章では、ワイエスのルーツである土地について報告している。

そして第 3 章では、1 章、2 章を踏まえ、ワイエスとリアリズムの関係を考察した。研究旅

行全体を通して、直接アメリカ美術に触れ、実際にワイエスゆかりの地を見学できたことで

卒業論文にも繋がる意義ある研究旅行にできたと感じている。 

しかし、旅行中、課題や困難もあった。ここで本研究旅行の反省点を２つ挙げたい。まず、

画家ゆかりの地において、制限された時間と環境の中で調査し行動することに難しさを感じ

た。ツアーで参加し、かつ見学施設が国指定の文化財であったため、他の参加者や決められ

た範囲に配慮しながら素早く調査をする必要があった。しかし、スムーズに事を運ぶことが

できなかったことも多い。特に事前に予定していた対象を全て写真に収めることが出来なかっ

た点には心残りがある。そして、美術館での調査では何らかの指標が必要だったのではと感

じている。書籍と照らし合わせ、記述や作品集と答え合わせをしているような時間が長かっ

た。適切な鑑賞の在り方を模索することもまた、研究の一環であったと反省する。各美術館

では出来る限り、ただ作品を眺めるだけにならないよう、キャプションや作品の並びに注意

を払っての鑑賞を努めた。 

しかし、思いがけない成果を得たこともある。特に、ブランディワイン・リヴァー美術館

での見学ツアーや各美術館でワイエス作品を鑑賞するアメリカの人々と交流を持った。ワイ

エスに対する思いや考えを聞けたことにより、作品からアメリカ人のアイデンティティを考

察するための示唆を得たと確信している。彼らがワイエスの作品について語るとき、皆口を

揃えて「シンプル」という単語を言葉にした。この「シンプル」に対する考えは、ワイエス

の素朴な風景を題材とした作品を見たままに述べているようである。しかし、この言葉の裏

側には反文明、反物質主義に対する理想が関係しているように思われる。 

これには 1960 年代という時代が特にキーワードになってくるだろう。この時代アメリカ

美術において大量消費社会をテーマとしたポップ・アートが喧伝されている。また、美術概

念の多様化が進み、コンセプチュアル・アートを軸に人間と物質の根源を探る動きがみられ

た。社会の動向においては、エネルギー危機や環境危機により、ヒトとモノとの付き合い方

が客観視されたときであった。それにより、物質主義と贅沢に対する抵抗として「シンプル

ライフ」に対する理想や憧れが高まった。38ワイエスの作品はアメリカ人にとっての精神的

な理想を見せてくれる。そのことが「シンプル」という言葉に反映されていたのではないか。 

 

38 デイヴィット・E・シャイ 『シンプルライフ：もうひとつのアメリカ精神史』（小池和

子訳）、勁草書房、1987 年、369－372 頁参照。 
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また、作品を鑑賞する人々について気付いたことが 2 つある。第 1 に、ほとんどが比較的

年齢の高い白人層であった点である。今回、メイン州とペンシルベニア州のワイエスに関連

する施設を計 5 日間訪れた。その期間、若い人はほぼ見かけず、また白人以外の人種は 2 人

程度であった。第 2 に、ワイエス作品を好む人々は東部に多い点である。調査にはチャッズ・

フォードで研究した 2 日間、ブランディワイン・リヴァー美術館の駐車場で車のナンバープ

レートを定期的に確認した。最も多かったのがペンシルベニア州であり、その他デラウェア

州、メリーランド州、ヴァージニア州、コネチカット州、ニューヨーク州など東部 13 州を

中心とした地域がほとんどであった。 

これらのデータは体感的なものである。またナンバープレートの調査においても、期間が

短く同時刻に計ったものではないため、正式な統計とは言えない。しかし、ワイエスの作品

を好む人々が東部 13 州の高齢白人層に多いことは決して偶然ではないだろう。これらの州

はかつて 13 植民地であり、独立戦争後にアメリカ合衆国として独立した州である。作品を

鑑賞する人々にとって、建国時代にまでさかのぼる清教徒的な考えをワイエスの世界観を通

じ、感じている根拠になるのではないか。39そして、サラダ・ボウル論が提唱される今日の

アメリカには多種多様な価値観が存在する。そのため、今後アイデンティティを考える上で、

民族集団それぞれの価値観に注視しながら考察を進める必要があると感じる。 

以上の反省と展望を含め研究を終了する。今後は現地で得た資料を大いに活用し、旅行中

の気づきに熟考を重ね、ワイエスやアメリカ人のアイデンティティに対する考えを深めてい

きたい。 

  

 

39 高橋秀治、前掲書、2 頁参照。 
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⚫ 図版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：ペンシルベニア美術アカデミー外観、

フィラデルフィア 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

図2：独立戦争を彷彿させるモニュメント、

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 10 日、筆者撮影 

図 3：ワイエス家の家系図 

ワイエス・スタディ・センター、 

2019 年 9 月６日、筆者撮影 
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図4：ワイエスのスタジオ アトリエ外観、

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

図5：ワイエスのスタジオ アトリエ内観①、

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

図6：ワイエスのスタジオ アトリエ内観②、

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

図 7：ワイエスのスタジオ 書斎の本棚 

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

本報告書の参考文献にも利用した 

『アンドリュー・ワイエス展カタログ』 

が下段に並んでいる。 
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図 11：N.C のスタジオ① 

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

図 8：カーナー夫妻の家、 

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

 

図 9：カーナーの牧場 納屋付近、 

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

≪仔牛≫（1960 年）と同じ構図から撮影 

図 10：カーナーズ・ヒル、 

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 
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図 12：N.C のスタジオ② 

チャッズ・フォード、 

2019 年 9 月 11 日、筆者撮影 

図 13：オルソン・ハウス外観、 

クッシング、2019 年 9 月 5 日、筆者撮影 

≪クリスティーナの世界≫と同じ角度からの眺望 

図 14：オルソン・ハウス 納屋 

クッシング、 

2019 年 9 月５日、筆者撮影 

図 15：ワイエスの墓 

クッシング、 

2019 年 9 月 5 日、筆者撮影 
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