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2009 年度・研究旅行奨励制度 【個人旅行】 

 

名 前 

 

藤本ゆう記 

 

研究テーマ 

 

アール・ヌーヴォーから見る、芸術と実用

性 

 

目的地 

 

国 名        地域・都市名 

フランス 

ベルギー 

ナンシー 

ブリュッセル 

 

研究旅行の目的 

今回の私の研究旅行の目的地は二つある。フランスのナンシーとベルギーの

ブリュッセルである。まず、アール・ヌーヴォー発祥の地といわれるナンシー

の「アール・ヌーヴォー美術館」で様々なアール・ヌーヴォーの作品を見るこ

とと、出来たら工房を訪ね、歴史的でしかも現代的に行われている、その製作

過程を見学することにある。ブリュッセルでは、アール・ヌーヴォー様式の建

築物がよく残っているので、その外観と内装の関係を考えたい。 

私は造形芸術一般に関心を持っているが、今回は、いわゆる絵画・彫刻など

の純粋芸術ではなく、私が最も興味を持つ、美と実用がうまく調和しているア

ール・ヌーヴォー様式の基本的な形態とその実践的製作過程を見学することに

よって、ウィリアム・モリスのいう「アーツ・アンド・クラフツ」と呼ばれる

芸術と実用性のあり方が、どのような関係なのかを確認したい、と思っている。

また、いわゆる世紀末芸術の中心に位置するアール・ヌーヴォー様式は 19世紀

末から 20世紀初頭までのヨーロッパの社会情勢に深くかかわっていることを、

授業や書物で習ったが、それを単なる知識でなく、実際に見学し、体験するこ

とによって、日本の美術とアール・ヌーヴォーの関係（ジャポニズム）なども

含め、それが実際どのようなものであったか、またそれが現在でもどのように

継承され、維持されているのかを、自分の眼で確かめてみたい。 

パリでもアール・ヌーヴォーに関する見学や情報収集を行うが、拠点はナン

シーとブリュッセルである。ナンシーはその発祥の地ということに加え、そこ

ではアール・ヌーヴォー様式は過去の遺産ではなく、今でも実際に作られ使わ

れている身近なものとして存在している。ブリュッセルでも当時の建築が今で

も生活の場として、現代建築と調和して都市空間を形成している。芸術が生活

に密接に関係しているところがアール・ヌーヴォー様式の特徴であり、そのこ

とが重要と思われる。そこを見てきたい。 

期待される成果 

アール・ヌーヴォーは絵画や彫刻と違って「純粋芸術」ではない。だから実
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際に工房などを見ることが大切になってくる。建築物は現在も使われている一

般住宅も数多く、アール・ヌーヴォーは生活の中にとけ込んでいると思われる

ので、実際に生きた芸術を目にすることで芸術と実用性の関係を体感的に知る

ことができるだろう。また、アール・ヌーヴォー特有の“装飾”は機能上なく

てもいいもの。しかし今もなお人の手によって維持され、継承されている。過

去の遺物ではなく、現在でも製作されている現場へ行き、目にすることができ

る、さらにアール・ヌーヴォーという有機的曲線を持たせることで生命感を持

ったものだからこそ実際に行く価値があり、芸術の持つ意味を考えることで、

人と芸術の関係が見えてくると考える。 

 

旅行日程表 

2009 年 8月 30 日 ～ 9月 5 日  [７日間 ] 

    滞在地               行 動 

第１日目 

8 月 30日 

Paris ・オルセー美術館 

・メトロの入り口 4 ケ所 

・16T Avenue Mozart Castel Berange など 16 区の建

築物 

第２日目 

8 月 31日 

Paris 

→Nancy 

・商工会議所など中心街にある建築物９ケ所 

・ナンシー美術館 

第３日目 

9 月 1 日 

Nancy ・工房見学（atelier bassinot） 

・ドーム工房 

・ナンシー派美術館近辺の建築物９ケ所 

第４日目 

9 月 2 日 

Nancy 

→

Bruxelles 

・レオポルド・デジル界隈のヴァイセン・ビュルンガ

ー邸など８ヶ所（ナンシー） 

第５日目 

9 月 3 日 

Bruxelles ・オルタ美術館とその周辺シャトラン地区 

・アノン邸などブルッグマン地区 など 15 カ所 

第６日目 

9 月 4 日 

Bruxelles ・ポール・コーシーの自宅兼アトリエ 

・楽器博物館 など 

第７日目 

9 月 5 日 

Bruxelles ・ソルヴェイ邸 

・タッセル邸などバイイ地区 

備考 

ナンシーでは主にガレに見られるような装飾品を、ブリュッセルではオルタに

はじまる多くの建築物を中心に見ていく。工房を見つけたらその都度見学させ

てもらいたいと思う。 
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【報告書】 

 

アール・ヌーヴォーから見る芸術と実用性 

藤本ゆう記 

 

  

はじめに 

今回私は芸術と実用性の関係性を考えるにあたって、アール・ヌーヴォーを切り口に

見ていくことにした。それは、民衆の生活に溶け込んだ「美」はどのような意味合いを

もっていたのだろうか、機能上は不必要である装飾の役割とはいかなるものなのだろう

か、という問いにアール・ヌーヴォーは最もふさわしい出口を与えてくれると考えたか

らだ。 

その研究の目的地は主に 2つ、フランスのナンシーとベルギーのブリュッセルである。

まず、アール・ヌーヴォー発祥の地といわれるナンシーではナンシーの「アール・ヌー

ヴォー美術館」でさまざまな作品を観ること、さらに工房を訪ね、歴史的でしかも現代

的に行われているその製作過程を見学することである。ブリュッセルはアール・ヌーヴ

ォー様式の建築がよく残っているので、その外観と内装の関係を考えたい。 

 私は造形芸術一般に関心をもっているが、今回はいわゆる絵画・彫刻などの純粋芸術

ではなく、私が最も興味をもつ「美と用」がうまく融合しているアール・ヌーヴォー様

式の基本的な形態とその実践的製作過程の見学よって、ウィリアム・モリスのいう「ア

ーツ・アンド・クラフツ」と呼ばれる芸術と実用性のあり方が、どのような関係なのか

を確認したいと思う。また、いわゆる世紀末芸術の中心に位置するアール・ヌーヴォー

様式は 19世紀末から 20世紀初頭までのヨーロッパの社会情勢に深くかかわっているこ

とを授業や書物で習ったが、それを単なる知識でなく実際に見学し体験することによっ

て、日本の美術とアール・ヌーヴォーの関係（ジャポニスム）なども含め、それが実際

どのようなものであったのか、またそれが現在でもどのように継承され維持されている

のかを自分の眼で確かめることを目的とした。 

 研究の見学や情報収集はパリのほか、主にナンシーではガラス工芸品、ブリュッセル

では建築を中心に行った。ナンシーはその発祥の地ということに加え、アール・ヌーヴ

ォー様式は過ぎ去った過去の遺物ではなく、今でも実際に作られ使われている身近なも

のとして存在してもいるし、ブリュッセルでは当時の建築が今でも生活の場として、現

代建築と調和して都市空間を形成している。芸術が生活と密接に関係しているところが

アール・ヌーヴォー様式の特徴であり、そのことが重要だと思われるので、そこを意識

していきたい。 
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１．Paris 

まずパリにてエクトール・ギマールの建築を見て回った。ギマールの建築といえばメ

トロの入り口が有名だろう。パリ市内のメトロの入り口は４パターン程あり、今でもい

くつかの駅でギマールのものを見ることができる。私が出会った最初のアール・ヌーヴ

ォーもこれだった。滑らかな曲線を描いた鉄柱はどれも深緑色で統一されており、モチ

ーフが植物ということと色彩の効果で、まるで植物そのものだった。看板の文字もギマ

ール自身によるものである。私はアール・ヌーヴォー様式とその他の圧倒的な違いは生

命感であるとこのとき既に感じた。 

    

Abbesses駅（Hector Guimard）1900           castel berange (Hector Guimard)1897-1898  

同じくギマール作のカステル・ベランジェはパリ 16 区の閑静な高級住宅街に位置す

る。ここ 16 区にはいくつものギマールの建築物が残っていて、カステル・ベランジェ

を含めたそのどれもが現在もなお使用されている。このとき初めてアール・ヌーヴォー

様式の建築物を見たが、アール・ヌーヴォーの芸術家の手にかかればすべてが芸術品と

なることを知った。扉や窓枠や取っ手はもちろん、通気溝や排水管、出窓の底など一見

しただけでは気づかないだろうところまで装飾が施されていた。 



 5 

     

 しかしこれらの細部に到るまでの装飾を除いて、少なくとも 16 区の建築物には全て

装飾が施されている。では、アール・ヌーヴォー様式であることはその他の建築物と何

が違っているのだろうか。それは可能な限り装飾をすることで芸術とは縁のなかった、

ただの実用品としての排水管に、見られることの価値を与えたことだろうか。しかし何

のために？この過剰とも言える装飾は私たちにどのような意味を与えているのだろう。 

 つぎにパリではオルセー美術館も訪れた。ここにはアール・ヌーヴォーの作品が芸術

運動のひとつとして、しかしひとつの時代と同じようにその他の芸術運動とは一線を引

いたように数多く展示してある。そして家具や床や絵画や食器やアクセサリーや置物…

アール・ヌーヴォーの多様性を目の当たりにした。 

     
（Emile Galle）                service à thé（Paul Follot）1877 

アール・ヌーヴォー特有の曲線を用いたデザインは素材が何であれ同じように温かみ

のある女性らしい流れが見てとれる。そうでないものは一言で言うと日本風であった。

ガレの作品に見られるようなジャポニスムというより、もっと日本味を感じるものが多

くあったのだ。ジャポニスムのいわゆる平面構成の画面や自然のモチーフなどはもちろ

ん、一般的に日本で見られるような陶器がアール・ヌーヴォーとして展示してあったこ

とには驚いた。またジャポニスムの浮世絵から影響を受けた平面構成はリトグラフなど

アルフォンス・ミュシャなどで有名だが、テーブルや棚の面にも応用されていたことは

初めて知った。装飾芸術協会にある装飾芸術美術館でも同様のテーブルがあり、椅子な

ども素材は全て木で統一されていた。木という素材と木目を活かした作風がより日本的

にさせていると感じた。 
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Vase（Auguste Delaherche）1908                     bibliothéque（Rupert Carabin）1890 

 ルペール・カラバンの書棚は芸術としての彫刻が先なのか、書棚が先なのか分から

ないほどの作品だ。中央の取っ手には鼠が這っていて、その横の取っ手は葉っぱに絡み

ついた蛇である。上部にある女性像は中央が「真実」、左右が「科学」と「情熱」を表

しており、下部にある６つの頭部は「無知」「虚栄」「吝嗇」「不節制」「怒り」「愚

鈍」といった様々な「悪徳」を表しているという。さらに手前に彫られてある２人の女

性は「印刷」と「版画」だそうだ。 

『旧来の枠組みの中で理想化され、高次の意味を与えられて精神化されることによっ

て大芸術に取り込まれてきた、見られる対象としての女性の身体は、ここでは書棚に付

与されることによって、家具を大芸術に引き上げる印をなしているのである。』(ⅰ) 

この書棚における芸術と実用の融合は、書棚を単なる書棚としての価値だけでなく、

応用芸術のここでいう大芸術に対するある意味で挑発もはらんでいただろう。 

またアール・ヌーヴォーにおいて女性はよくモチーフとなった。それはアール・ヌー

ヴォー以前からもずっとそうであったが、アール・ヌーヴォーの芸術家たちが描く場は

なにもキャンバス上ではない。応用といわれる場所にこれまで大芸術の伝統を支えてき

た女性像をあえて用いることで応用芸術の引き上げを狙っていたという側面もあるの

だ。 

 

２．Nancy 

ナンシーでは街のいたるところにアール・ヌーヴォー調の字体で描かれた看板を目に

した。また多くが一軒家ということもあり、建築もパリとは違った持ち味をしていた。

ギマールの建築と比べると装飾が具体的に、大胆さが増している気がした。クレディ・

リヨネ銀行は白と水色を基調とした造りで、葉っぱ・茎・花がそれぞれ具体的に装飾さ

れてあり、それらは建物を覆う鉄装飾の一部となり、むき出しの鉄筋と一体化している。

アール・ヌーヴォー様式では曲線を用いるため、窓や扉のガラスは一手間加えられてほ

とんどが丸みを帯びている。そしてガラスの装飾としてステンドグラスもアール・ヌー

ヴォー様式ではよく見かける。この建物も同様にステンドグラスが用いられ、窓や扉の
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枠などは木でできている。 

花をモチーフとしたギマールの「ベランダの羽目板」やルイ・マジョレルの鉄装飾、

家具や内装に多いのは木を使ったもので、石は外観に使われることが多かった。その他

ガラスなど、素材は多様でありながらアール・ヌーヴォー様式は素材の如何を問わず全

てをねじ曲げ、特有の動きをもたせていた。 

アール・ヌーヴォーの芸術家たちは『素材の本性よりも個人的なヴィジョンを優先す

ることを主張しようとした。アール・ヌーヴォーの芸術家たちにとって、素材は想像力

の入れ物に過ぎなかった。』(ⅱ)とあるように、それは彼らの手にかかればどんなもの

でさえ芸術にすることができた、といえるだろう。 

     
Banque du Crédit Lyonnais（フェリシアン・セザール）1901   Villa Majorelle（アンリ・ソヴァージュ） 

（鉄装飾：ルイ・マジョレル）1901-1902 

 ナンシーはアール・ヌーヴォー発祥の地と言われるだけあって、現在でも日常的にア

ール・ヌーヴォーに触れることができる。そしてナンシーといえばやはりエミール・ガ

レやドーム兄弟などに始まるガラス工芸だろう。現在かつての工房はなくなってしまっ

たが、ドーム兄弟から受け継がれるクリスタルの老舗Ｄａｕｍの工房店舗は今もナンシ

ーで稼動中だ。ナンシー美術館ではドームのコレクションを見ることができる。 

今回のテーマである芸術と実用性を考えるにあたって、ガラス工芸品が一番「用」と

「美」が融合されたものとしてわかりやすいかもしれない。例えば「Eglantine（野ば

らのランプ）」にとってはランプとしての役割があってこその野ばらの装飾なのだろう

か。ではそうであったなら装飾はなくてもいいのか？しかしそれではこのランプである

必要性はない。この装飾のランプだからこそ価値がある。私たちはモノを購入するとき、

機能性と同じレベルで芸術性を求めていることは言うまでもない。しかしガレの「茸の

ランプ」などアール・ヌーヴォーの芸術性というのは実用するにあたって不必要なとこ

ろの細部まで手が加えられている。単なる置物としても十分な美的価値があるこれらは、

実用性ありきの芸術ではないのだろう。そこでまずアーツ・アンド・クラフツとの関係
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を見ていきたい。 

 かつて応用芸術は絵画や彫刻に劣るものと見なされていた。そこでイギリスのウィリ

アム・モリスは応用芸術を大芸術のレベルへと引き上げ、『万人のための芸術』を目指

した。産業革命以来大量生産により粗悪になった実用品に芸術性を、職人による手工業

の推奨をしたアーツ・アンド・クラフツでは１つの作品を１人で仕上げていくことを理

想とした。このアーツ・アンド・クラフツの流れを受けたアール・ヌーヴォーもカラバ

ンの書棚を見てわかるように大芸術へのレベルアップなどは同じであった。しかしアー

ル・ヌーヴォーとアーツ・アンド・クラフツの決定的な違いが１つある。『万人のため

の芸術』そして「芸術が多くの人の下へいきわたる」ことを目指したアール・ヌーヴォ

ーにとって大量生産は合理的な方法だったのだ。結果、アーツ・アンド・クラフツの作

品らはどうしても高価になってしまうため金持ちのための嗜好品となったという。 

アール・ヌーヴォーの大量生産の目的は芸術が多くの人の下へいきわたることであり、

その方法として「芸術」に「実用性」を付与したのだと考えた。だから実用性ありきの

芸術ではなく、芸術性ありきの実用品であるに違いない。 

       
Eglantine（Daum frère）1900 頃         Daum：ゴム製の型          Daum：石膏を削る 

 その他、ドームの工房に訪れたがその製作を実際に見学することはできなかった。し

かし工房の１階でも作品を販売しており、そこでは製作過程でのそれぞれの段階の展示

と映像を見ることができた。ドームのクリスタルは一般的な膨らましてつくるガラスの

技法とは違っていた。 

まずデッサンしたものを石膏に形作り、ゴムでその型をとる。つぎにその型の中に蝋

を流し込み、再度形作る。この形が完成形となるため細部を削り、耐熱性の石膏で型を

とる。そしてそれを熱し、中の蝋を溶かしだす。仕上がった石膏の型の中に細かく砕か

れたクリスタルの破片を入れるが、この時の色彩の配合具合で仕上がりの配色やグラデ

ーションを調節できる。そして 1000°にまで達する熱さで約 10 日間かけて製作する。

その後周りの大まかな石膏を削り落して水で洗い、さらに細かなところの石膏を落とし

て磨き上げる。 

以上の作業を経て１つの作品ができあがるわけだが、一度作ったゴム製の型に蝋を流

し込めば全く同じものとはいかないが複製が可能だ。このようにして手作りの工芸品で
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ありながら大量生産を行っている。それはガレも同様で、制作は分業体制で行っていた。

芸術と実用をあわせ持つものは必ずしも消費者がいて、使用されなければ意味がない。

そのためには大量生産は不可避であり、効率を上げるため分業に至ったことは自然な流

れである。しかしこれはアール・ヌーヴォーが産業という側面ではアーツ・アンド・ク

ラフツとは真っ向から対立しているということが分かる。 

     
もうひとつ、私はステンドグラスの工房「atelier bassinot」を訪れた。ステンド

グラスといえばゴシック建築を思うが、アール・ヌーヴォーでもよく取り上げられたひ

とつである。工房の主人は製作過程を見学させてくれた上に、親切にもこれまでの作品

や使用している様々なガラスを見させてくれ、ステンドグラスやガラスの説明もしてく

れた。ステンドグラスは日本ではほとんど見られないがフランス、特にナンシーでは多

くの家やホテルに使われているようだ。ここでは制作と修復を行っており、アール・デ

コ調のステンドグラスの制作と教会の割れたステンドグラスの修復作業を見学できた。

この工房は４人で作業をしている小さなところだった。 

ステンドグラスはガラスに型紙をのせてカッターのようなもので傷をつけて割り、そ

れをパズルのように合わせ、溶かした鉄でつなげて制作していく。それだけでなくガラ

スを割った後、ステンドグラスで使うガラスは色が層になってついているため酸で表面

を溶かして模様を入れたり、絵を描いたりする。だいたいひとつの作品を仕上げるのに

2 日程でできるという。 

修復作業は割れてなくなってしまった所を元の写真を見ながらデッサンし再度制作

する。まだ残っている部分は汚れを落とし結合していた。 
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アール・ヌーヴォー様式 1896        修復作業                

またステンドグラスに使うガラスは様々な質や模様があった。中でもよく見かける表

面が平面でないものは、膨らませて丸みを帯びたガラスの上下・縦を切り１枚のガラス

に広げて作っている。それゆえムラのないガラスと違い、気泡が入っていたり表面に厚

みのムラができたりすることで光の屈折を変え、美しさを増していた。しかしこのガラ

スを作っている所はほとんどなく、フランスで１ヶ所、ドイツで１ヶ所…という現状だ

そうだ。そしてこの技法で作られたガラスは１枚作るのに５人ほどの人手を必要とする

らしく、400€/1㎡もする。（最も高価なものは 500€/1㎡）アメリカンと呼ばれるマー

ブル柄もあり、それは 150～200€/1 ㎡である。人の手が加わるほど高価になるのは避

けられないことだと実感した。さらにここでも分業して制作していたが完全に手作業で

あった。ドームのクリスタルもそうであるし、芸術は機械ではなく人の手で作り出した

ものを指すのだと思った。しかしそうなるとやはり高価になるため芸術は民衆的ではな

く、ブルジョワ的なものということになってしまう。どのようにして民衆のための芸術

を目指したのだろうか。 

 

３．Bruxelles 

 ブリュッセルは今でもアール・ヌーヴォー様式の建築が数多く残っている都市である。

またこれまで見てきた建築とは違い、壁画を用いたものが多くあった。それら壁画はも

ちろんアール・ヌーヴォー調の平面構成の絵である。さらに市内を走っているトラムの

全ての駅、そのほか広告や街灯までもが同様の深緑色をしたアール・ヌーヴォー様式で

統一されていた。パリやナンシーに比べ、建築においてはブリュッセルが最も生活に密

着しているように感じられた。さらに装飾は細かく、植物や女性がモチーフなのは変わ

らないが、モチーフの形が歪められることなくそのまま建築と融合していることが多い

ところがブリュッセルの建築の特徴だった。 
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Les anciens Établissements“Old England”       Hôtel du peintre René Janssens 

（Paul Saintenoy）1898-1899               （Paul Hankar）1898 

アール・ヌーヴォーの目指したものは『これまでの歴史的な様式の折衷主義から脱し

た、新しい、きわだって現代的なデザインの様式を発見しようとつとめた。自然の形態

へと立ち戻ることによって、彼らは、すでに生命を失っていた過去の様式の規範に対す

る強力な対抗手段を見出したのである。』(ⅲ)とも言われている。これまでの建築同様、

植物の蔓のようで自然を連想させる用所は多くあった。また壁画を用いた建築はアー

ル・ヌーヴォーのもの以外では見られなかったので確かに「新しい現代的なデザイン」

であったのだろう。一回きりの作品である壁画というものはアーツ・アンド・クラフツ

に似た性質をもっていると思う。 

  ヴィクトル・オルタの自宅兼アトリエは現在オルタ美術館として内装を公開してい

る。外観は 2色使いのシンプルな印象で、波打つ鉄筋は繊細に装飾してある。しかし何

よりも隈なく施された内装はアール・ヌーヴォーの集大成といっても過言ではないだろ

う。足を踏み入れるなり床はモザイク装飾、階段の手すりや天井の隅など全てが丸みを

帯び、暖房具やバスタブすらオルタ自身によるものだった。天井の一部はステンドグラ

スとなりガラス自体がカーブを描いている。見るもの全てがアール・ヌーヴォー様式で

あり、しかしそれらは独立しているのではなく滑らかな曲線が呼応し合いひとつの作品

となっていた。 
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Maison privée et atelier de Victor Horta       maison-atelier de Paul Cauchie 

（Victor Horta）1898-1901              （Paul Cauchie）1905 

 ポール・コーシィーの自宅兼アトリエも現在は内装を公開しており、さらにガイドを

してもらった。これら壁画は一度すべて白く塗られたという。この家の住人であり建築

家であったコーシィーの死後、売却するために万人受けしないという理由でこの壁画は

遺族により白く塗られたのだが、その後長い年月を経て修復された。内装にも上部に壁

画が用いられ、下部には日本の浮世絵の波の絵から影響を受けたという模様で装飾され

ていた。さらに壁画に描かれた女性はかんざしをつけ、何か分からないが日本から影響

を受けたという弦楽器を弾いていた。ここではそのようにジャポニスムが顕著に表れて

いた。 

   
maison-atelier de Paul Cauchie：内装、壁の上部と下部の一部  アール・ヌーヴォー様式のチョコレート屋さん 

 また室内に入ることで見えてきたものは、外の光だった。ステンドグラスは外観では

その美しさは分からない。室内から見てこそ美しいと思えるし、ステンドグラスは自然

の光を感じることができるものだと思った。コーシーは室内から見る外の景色を意識し

ていたという。その窓ガラスはステンドグラス工房で見たものと同様の厚みにムラのあ

るもので、まるで陽炎のように映って見えた。 

 

４．アール・ヌーヴォーの成果  

 今回パリ・ナンシー・ブリュッセルとそれぞれのアール・ヌーヴォーを研究し、この

芸術様式は決して貴族のものなどではなく、日常にありふれた民衆のためのものであっ
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たと実感できた。ナンシーはかつてロココが花開いた町でもあるが、それは貴族のもの

であったため、現在も町で生きているのはアール・ヌーヴォーであった。 

 純粋芸術ではない、応用芸術は芸術と実用性が一体化したものである。応用芸術とは

どこにでもあるもので、誰でも接することができる芸術、常に接している芸術といえる

だろう。しかしその性質が貴族の豪邸や宮殿、教会を飾る芸術と違い民衆の生活に溶け

込んでいることでレベルの低いものだと思われてきた。だがそうではない。アール・ヌ

ーヴォーは自然のもつ有機的な曲線を使うという特有の装飾をすることで新しいデザ

インを確立し、そうすることで芸術の価値を上げているのだろう。そしてその表現場所

が多岐にわたったのは実用性が芸術を万人の下へ行きわたらせるための手段であった

と考えられる。 

 また、アール・ヌーヴォーは産業化した芸術でもあるわけで、当然このようなことが

言われていた。 

（芸術が）『産業と結びつき、実用性と結びつき、「大衆化」することによって「芸

術が産業に飲み込まれてしまう」ことを警戒する。（省略）芸術には産業に結びつく市

場や工場とは対極の「静穏、沈黙、孤立した純粋な雰囲気」が必要であり、芸術とは「詩

であり、創造性であり、霊感、高貴、感動、優美」なのである。』(ⅳ) 

 このように危惧されつつも、芸術は産業と結びつかなければ民衆の手に届かせること

はできない。ステンドグラスの話のように、手の込んだガラスは高価であり、それを使

っての作品はさらに高価になる。それを回避するためにも産業との融合は必須であるの

だ。そして現在、芸術（デザイン）と産業は密接に結びついている。機械による大量生

産にも芸術性を加えることで産業が活性化するという違った意味合いを持っているだ

ろう。しかし現在は、芸術は万人の下にあるといっていいだろう。かつてのように純粋

芸術と応用芸術のどちらが劣っているかなんて考えることもない。美術館に行けばアー

ル・ヌーヴォーは銘を打って展示してある。 

 過剰なまでの細部にこだわった装飾は実用性のみを見るならば全くの無意味である。

しかしアール・ヌーヴォーを見ていくことで、私はこう思った。全てにおける装飾は枯

れない花であって、実用性はそれを私たちの下に置いておくための花瓶といったところ

ではないだろうか。また、それはどちらか一方でも成り立つが、どちらもあった方がい

い。このことを芸術と実用性をさまざまな所で融合させたことで教えてくれたアール・

ヌーヴォーはその後の可能性を大きく広げてくれた。 
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