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はじめに 

 

 ロシア美術は⻄欧の美術と⽐べると作品の知名度では劣るように思えるが、中世の聖像

画（イコン）や近代の移動派絵画など、ロシアの歴史に根ざした特徴的な芸術品が多く存

在する。その中でも私が感銘を受け興味をそそられた作品が、ニコライ・ゲーの『最後の

晩餐』である。晩餐中にイエスがユダによる裏切りを預⾔する福⾳書の⼀場⾯を題材とし

た絵画は多く存在しているが、この画家の描く『最後の晩餐』では、変わった構図でユダ

の離反が描かれている。これについては後に詳細を述べていきたい。 

 この『最後の晩餐』を発端として興味を持ち調べていくうち、この画家が思ったよりも

ずっとアグレッシブに⽣き、当時の鑑賞者の間にも賛否を巻き起こす⼒作を多く残してい

ることが分かったので、それらについて詳しく述べる前に、ゲーについて紹介をしてい

く。 

 ニコライ・ニコラエヴィチ・ゲー（1831-1894）はフランス系ロシア貴族の家系として

ロシア帝国のウクライナにほど近いヴォロネジにて⽣まれた。ゲーはキエフのギムナジウ

ム（中等教育機関の総称）と⼤学で学んだのち、1850 年に帝国芸術アカデミーに⼊学

し、新古典主義画家として出発する。その後優秀な成績で卒業した彼は奨学⾦を得て

1860 年からイタリアに移り住むが、⾃らの表現に限界を感じチェルニーヒウに隠遁し

た。その後⽂豪レフ・トルストイに触発され、再度聖書を主題とした絵画を⼿がけるよう

になるがそのタッチは⼀度筆を折る前のものよりずっと内⾯描写に富むものとなった。 

 彼は作品を制作する上で、初期から新古典主義のロシア⼈芸術家であるカール・ブリュ

ーロフやアンドレイェヴィチ・イワーノフに傾倒し、同時にオランダの画家レンブラン

ト・ファン・レインの作⾵に⼤きく影響を受けている1。 

 宗教画の代表作は『最後の晩餐』や『真理とは何か？』、『ゴルゴダの丘』などの福⾳書

の物語を基にしたものが多い。宗教画の他に、『⽂豪トルストイの肖像』など、ポートレ

ートを⾮常に多く描いた画家でもある。この画家は宗教画を描くにあたって、イエスを等

⾝⼤の⼈間として扱い、画⾯に描く際には、神々しさや超⾃然的要素を排除した。 

 ゲーは⾮常に多くの絵画を描きあげている。彼の死後、⻑男によって 116点の絵画やス

ケッチ、素描などの習作がパーヴェル・トレチャコフのコレクションに寄贈された2。加

えて⾏⽅不明になっていた作品の⼀部が 1970 年代に⼊ってスイスでコレクターに偶然購

⼊された。作品の帰属が明らかになったその後、2011 年にトレチャコフ美術館がそれら

の美術品を購⼊する契約が締結したばかりである3。 
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 また、彼はその作品に帝政ロシアの深刻な社会・政治的内容を盛り込んだ移動派画家と

しても知られている。後に記述するが、彼の私⽣活においても当時のロシアの社会に関す

る問題意識を持っていたようである。先ほど肖像画の例として挙げたロシアの⽂豪トルス

トイと交友関係を持ち、この⽂豪はゲーの思想⾯に⼤きく影響を与えている。 

 本研究ではこうしたゲーの思想や当時の情勢に注⽬し、彼の制作物、特に宗教画に焦点

を当て、これら作品に⽤いた技法や図像学における特異性、彼の作品に登場する⼈物の⼼

理描写について考察を⾏っていく。 
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第１章 ロシアの写実主義 

 

１ ロシアにおける聖像画とリアリズムへの⼀歩 

 ゲーの⼿がけた絵画とリアリズムの関係について述べる前に、まずはロシアで発⽣した

最初のリアリズムへの取り組みについて紹介したい。 

 ロシアにおける絵画の歴史は聖像画（イコン）と呼ばれる宗教画と共に始まる。正確に

は、ロシア美術の起源は 4〜5 世紀、現在のウクライナ東⽅で⽣活していた東スラヴ族の

美術作品まで遡るが、これらは原始的なシンボルや単純な幾何学的⽂様で表された刺繍な

どであるため、ここでは中世の聖像画を絵画における美術史の出発点とする。 

 聖像画は中世にギリシャ正教とともにヴィザンチンからルーシ（ロシアの古称）に渡来

し、ロシアの⼈々の⽣活に馴染むところとなった。最古の聖像画はキエフ・ルーシ時代に

描かれた『ウスチュグの受胎告知』である（11〜12 世紀 トレチャコフ美術館）。聖像画

はイエス・キリスト、聖⺟⼦、使徒、預⾔者、殉教者、聖職者、またその他の宗教上の⼈

物像であり、獣や蛇は⼈間に敵対する反キリスト教勢⼒のシンボルとみなされた4。聖像

画にはギリシャ語で⼿本や規則を意味する「カノン」と呼ばれる描き⽅のルールがあり、

⼈物の纏う布の⾊や服の形状、その顔にもかくあるべき⼿本があった。そんな中で聖⼈を

そこにいるように、⽣⾝の⼈間のように描くことは⾮難を受けるようなことであった。5

聖像画を拝む⼈々にとっては、聖像画は精神世界であり、⽇常世界とは⼀線を画する神の

世界に住まう聖⼈を⾁体的に描くことは、⼈間の俗世に貶める⾏為と同じであったためで

ある。 

 ところが１７世紀のモスクワの宮殿で聖像画家として働いていたウシャコーフは、鏡が

その前にあるものをそっくりそのまま映すように、⽣活をありのままに伝えるべきだと主

張した。そして、純粋な精神的な美には⽋けるものの、天使や聖⼈を⽣き写しのように描

いて⾁体の丸みや量感を伝えるよう試みた。また、ウシャコーフの友⼈で、皇帝の聖像画

家であったヨシフ・ウラジーミロフも、キリストや聖⺟の姿を「⽣⾝の⼈間のように描

き」、「忘却されぬよう現世の皇帝たちの肖像画を描いている」⻄欧の名匠に倣おうと呼び

かけた6。このウシャコーフらの取り組みによって従来の聖像画のルールからの脱却が図

られる。少なくとも聖像画においては、これは初めてのロシア絵画における写実主義への

⼀歩と⾔えるだろう。 
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２ 19 世紀のリアリズム 

 芸術におけるリアリズムは初めに 19 世紀半ばのヨーロッパで起こった。ヨーロッパで

の活動の中⼼にいたのはギュスターヴ・クールベやジャン・フランソワ・ミレーといった

⼈物であった。彼らもまた、それまでのアカデミックな芸術を脱した当時では⾰新的な絵

画を描いたことで有名である。その⼀例を紹介したい。 

 
図 1 ギュスターヴ・クールベ『オルナンの埋葬』1850年 

油彩・画布 315.4×668cm パリ オルセー美術館 

 

 クールベは『オルナンの埋葬』という絵画で当時のフランスにおける歴史画への「古代

の神々や英雄、殉教者、帝王などを理想化された姿で描いた格調⾼いもの」という認識を

覆した。ここに描かれているのはオルナンという⽥舎町の葬式に集まってきた名も無い

⼈々である。彼はその無名な主題をまるで歴史上の⼤事件のように扱い、巨⼤な画⾯に描

き、そしてそれを「歴史画」と称することで当時のフランス美術へのアイロニーを表した

のである。 

 ⼀⽅、ゲーが⽣きた 19 世紀のロシアは、劣悪な農奴制がロシアの発展にとっていよい

よ⼤きな問題となり、農奴解放へと⺠衆の運動が起こるなど、動乱の社会であった。

1828年から 1829年にかけて 85件もの農⺠による反乱があり、1855年から 1861年にか

けては 474件にも及んだ7。そんな中、1856年にクリミア戦争でロシアが敗北したことが

きっかけとなり、皇帝アレクサンドル 2 世によって 1861 年に農奴解放令が発布される。

農奴らは農地を無償で分与されたわけではなく、農地の買い戻し⾦として決して軽くはな

い債務を負うこととなった。その上、割り与えられた⼟地は領主の保留地となった⼟地以

外の痩せた⼟地であったため勅令が下されたしばらく後まで農⺠たちの⽣活は却って苦し



 6 

くなり、解放令の内容に不満を抱いた農⺠によって暴動が各地で起こった8。結局は貴族

本意の改⾰だったのである。 

 そうした死滅しつつある古い農奴制社会との闘争に⽴ち上がり始めていた⺠衆の気運は

ロシアの⽂学と芸術にも及び、ドブロリューホフやチェルヌイシェフスキーなどインテリ

ゲンチヤの代表たちは写実主義⽂学と芸術を提唱した9。ここでは写実というのはモチー

フをあたかも写真のように描くということに留まらない。⺠衆の⽣活や情勢を克明に描く

ことにその真髄があった。 

 進歩的思潮はゲーが卒業をした帝国芸術アカデミー内の学⽣らにも広がり、⼤学⽣や美

術家が毎週集って当⾯の社会問題について論ずる「アカデミーの⾦曜会」が世間の関⼼を

引いた。しかし、1863 年の絵画コンクール参加者のグループが、当時の社会問題を暗⽰

した絵画を扱えるように提出した「コンクール主題の⾃由選択に関する要望書」を、危険

思想を問題視する保守的な芸術アカデミー側は握りつぶしたのだ。その上でコンクールの

主題を 2 つに限定した。1 つは「歴史画の主題はスカンジナビアの神話ヴァルハラにする

こと」。もう 1 つは「⾵俗画の主題は農奴の解放とすること」。この主題の限定は、ロシア

の⺠衆意識とは縁のない空想の世界を画壇に持ち込み、上からの農奴解放を理想化するこ

とを狙ってのことであった10。 

 国内の美術市場独占や古びた保守的体制に対して、遠回しに反⾻を⽰していたワシーリ

ー・ペローフ、イリヤ・レーピン、イワン・クラムスコイをはじめとした 14 ⼈のコンク

ール参加者たちは、上記の出来事をきっかけに出品を拒否し、芸術アカデミーからの退学

を宣⾔した11。そしてアカデミーから独⽴して⽣きていくために、画家の⽣活協同組合を

⽴ち上げ、これが後の「移動展覧会協会」、通称移動派となる。こうして 19 世紀後半のロ

シア美術は、個⼈主義に根ざしたジャーナリスティックな⺠衆芸術としてのリアリズム

と、古典的出来事やギリシア・ローマ神話由来の普遍的美を追求するお上公認のアカデミ

ズムとの、2 つの流派に分かれるところとなった12。 

 リアリズムにおいて、移動派を設⽴した⼀⼈であるゲーを含めた移動展の出品者たちは

⾵俗画、⾵景画、歴史画と分野は違えども、社会の⽚隅に⽣きる⼈々の⼩さな幸せを、あ

るいはそこにふと⾒出した真の美しさを描くことに努めた。いわば⼀種のジャーナリズム

である。移動派の作品の多くはコレクターであるパーヴェル・トレチャコフの「ロシア国

内の画派の始まりとその発展の様を保存する」という意志のもとに集められ、現在トレチ

ャコフ美術館に所蔵されている13。この移動展は 1870 年から 1923 年にかけて 48 回開催

されるが、この展覧会でゲーは⾵俗画よりは主に宗教的主題を画題に選んで制作と発表を
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⾏った。それら作品にも 19 世紀ロシア美術のリアリズムが⽣きている。 

 ゲーが最初にリアリズムに傾倒し始めたのは帝国芸術アカデミーの卒業後にヨーロッパ

を巡っていた頃だと思われる。しかしゲーの特異であるところは、リアリズムを⾵俗画や

歴史画ではなく、宗教画という最もセンシティブな分野で発揮したという点である。ゲー

はその作品を移動展覧会にも度々出品したが、あまりに挑戦的なものであったために、ゲ

ーの肖像画における技巧を⾼く評価していたパーヴェル・トレチャコフも宗教画に関して

は買い取りを拒否するほど理解に苦しんだという14。いかにして、ゲーがそのような宗教

観を持つに⾄ったか、何が彼の技巧に影響を与えたかを次章で述べていく。 

  



 8 

 

第２章 ゲーの制作において⼟壌となったもの 

１ レンブラントに影響を受けたゲーの作⾵ 

 ゲーは画家として初期に、エルミタージュ美術館に展⽰されていたレンブラントの作品

に初めて出会って以来、その作品は後年まで彼の芸術的探究の道標となった15。 

 レンブラント・ファン・レイン（1606-1669）はカラヴァッジオ派の強烈な明暗技法の

影響を受けた画家である。彼はスペイン統治下のオランダ、ライデンに⽣まれ、スワーネ

ンブルフのアトリエで 3年ほど絵画の基礎を学び、アムステルダムに出てオランダ最⼤の

歴史画家と称されていたラストマンに師事した。レンブラントのコントラストの強い明暗

法と緻密な描写の特⾊は、ゲーの画法に⼤きな影響を与えることになる。 

 また、レンブラントは絵画の制作において、常に物語の本質を表現しようと努め、⾼い

評価を得ていた。レンブラントが進出をして仕事をこなし始めた当時のオランダでは、集

団肖像画が 100年の伝統を持っていたが、各⼈物それぞれに威厳を持たせようとするあま

り、却って没個性で動きのない違和感のある絵となっていた（図 2）。そこでレンブラン

トが依頼を受け描いた集団肖像画の『テュルプ博⼠の解剖学講義』は、「解剖の講義」と

いう主題を前⾯に押し出して描くために敢えて解剖を⾏うテュルプ博⼠（図 3右端）に焦

点を当てた威厳ある描写を⾏う。その他の⼈物に関しては講義を聴く熱⼼な姿を描くこと

でそれぞれに独⾃の個性を持たせたことで、⾼い評価を得た。 

図 2『デルフトのファン・デル・メール博⼠の解剖講義』1617年 

ミヒール・ファン・ミーレフェルト 

油彩・画布 146.5×202cm デルフト プリンセンホフ博物館 
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図 3『テュルプ博⼠の解剖学講義』1632年 レンブラント・ファン・レイン 

油彩・画布 216.5×169.5cm デン・ハーグ マウリッツハイス美術館 

 

 他にも、福⾳書の物語を題材とした絵画を残しているが、⼼の動きをひたすら追求し、

物語の諸場⾯を表現するために、背景や着⾐といった詳細の描写よりも、物語の本質であ

る中⼼⼈物に焦点を合わせることによって、より⼒強い物語の表現にこだわりを⾒せた。 

 ゲーの作品にもレンブラントの絵画のようなコントラストの⾼さや迫⼒のあるタッチと

いった共通点が多く⾒られる。それだけでなく、レンブラントの登場⼈物同⼠に関係性を

持たせた⼼理描写もまた、ゲーの福⾳書を題材とした絵画における、鋭い⼼理的洞察を通

した豊かな内⾯描写の元となっているのではないだろうか。 
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２ ゲーが描くイエスを⼈たらしめた要因 

 宗教画においてゲーの描くイエス像は極めて庶⺠的であり、超⼈的な神性を感じること

がない。彼にとって何がイエスを純然とした⼀平⺠たらしめたのか。それはゲーがイタリ

ア在住中に⾃⾝の作品制作の芯を求めて⼿に取ったダーフィト・シュトラウスの主著『イ

エスの⽣涯』である16。ドイツの神学者であり、哲学者であるダーフィト・シュトラウス

（1808-1874）が 27 歳で著した『イエスの⽣涯』は、彼の著書では 4 つの福⾳書の記述

をそれぞれ⽐較し、現実的な観点でイエスの歩んだ⼈⽣を検証した上で、福⾳書における

超⾃然的な出来事や奇跡に疑問を呈しその史実性を否定し、イエスの奇跡を含めた⽣涯を

あくまで「神話」として捉える解釈を提唱したのだ。 

 シュトラウスは『イエスの⽣涯』にて、在来の種々の聖書解釈の⽅式を説明した。この

時代に問題となっていたのは「合理主義者たちによる⾃然的説明⽅式」と、それと対峙す

る伝統的な教会の解釈である「超⾃然主義的説明⽅式」である。17 世紀ごろまでは後者

の説明⽅式が教会によって承認されてきたが、それ以降は前者が台頭する。そして著作内

で、新たにここに神話という概念を導⼊したのである。それは正しき⼀平⺠として⽣きて

死んでいったイエスの⽣涯にユダヤの神話が当てはめられたという主張だ17。 

 このシュトラウスの著作はゲーの宗教観に⼀本の折れない軸を与えた。そしてそれがイ

エスの⼈⽣を描く際に、極限まで奇跡を起こす描写などの超⾃然的要素や曖昧な神々しさ

を排除するようになった⼀因になったと考える。 

 シュトラウスのように福⾳書について従来の「イエスの起こした奇跡を史実と⾒做す」

解釈を脱する傾向は同時代に他にも⾒られ、フランスの宗教史家であるジョゼフ・エルネ

スト・ルナン（1823-1892）もその代表的な⼀⼈である。ルナンもまた『イエス伝』を⼿

がけており、これもシュトラウスと同じようにイエスの神性を認めず、⼈間イエスの⽣涯

の実証的な研究を標榜したものである。彼は、1862 年にコレージュ・ド・フランスのヘ

ブライ語教授として迎えられたが、その開講の辞でイエスを「⽐類なき⼈間」と呼んだた

めに 8年の停職処分を受けたという18。 

 こういったイエスの神性を排除し⼀⼈の信⼼深い⼈間として扱う考え⽅は 19 世紀当時

ではかなり顰蹙を買うものではあったが、それでも着実にその思想は広まっていたようで

ある。 
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３ 貧しく質素な⽣活と信念 

 ゲーがイタリアで⼿がけ、1863 年に持ち帰って発表した『最後の晩餐』が物語るよう

に、ゲーの宗教観、特に当時のキリスト教のあり⽅への考え⽅は⾮常に懐疑的であり、ゲ

ーの⽴ち位置は無神論者のそれと同じであった。また、⾮常に反⾻精神が強く、『最後の

晩餐』がアカデミーで⾼く評価され、教授の地位が与えられたが、彼はアカデミズムに束

縛されることを嫌い、これを跳ね除け再びイタリアへ赴いた19。故に続いてゲーが発表し

た『ゲッセマネの園』や『復活の告知』などといった宗教画は、『最後の晩餐』で得た注

⽬や評価の⾼さとは裏腹に世間的には成功せず、時にはひどい悪評を受けた。また、当時

のロシアにおける過酷な検閲制度によって彼の作品は度々公開を禁⽌された。そうした中

で彼は失意のうちに 1876 年から暫くの間制作から遠のき（と⾔ってもこの間にも作品は

残しているのだが）、ウクライナのチェルニーヒウに隠棲することになる20。 

 隠遁する際に、ゲーはイタリアで平和な⼀⽣を美術と共に過ごすことも考えたが、圧政

に苦しむ彼の同国⺠を後にして、安寧を他国に求めることをよしとしなかった。武⼒によ

って政府に抵抗することをせずとも、彼は抑圧されている同国⺠と運命を共にすることを

選んだ21。 

 そして彼はこの清貧なる⽣活の中で 1880 年に『慈悲』という作品を残している。これ

は貴婦⼈が⽚⼿に銀の柄杓を取って、乞⾷の体(てい)をした⼀貧者に⼀杯の冷⽔を恵んで

いるさまを描いたもので、恵みを施されている者の⾯持ちには、ゲーが理想とするイエス

の容貌があったという22。しかし、この後トルストイの思想に触れ、この絵画に⼀時的で

しかない慈善⾏為の⼀⾯を⾒つけ、それを後世に伝えてしまうことを恐れたゲーが破棄し

てしまった23ために現在ではその画⾯を⾒ることができない。 

 しかし、正直な労働から来る粗⾷によって清浄な良⼼を養うことを⽬的としたゲーの⽣

活は、同国⺠と運命を共にするという動機の違いはあったにせよ、結果的にはイエスの清

貧であることの教えを実践することでもあった。そして後の作品にその精神性を落とし込

むことができたのではないだろうか。 
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４ ⽂豪トルストイとの交友に⾒るゲーの制作に対する考え 

 ところでゲーの描く宗教を題材とした絵画について、彼の思想を絡めて考察するにあた

って外せない重要⼈物がいる。19 世紀ロシアの⽂豪であるレフ・トルストイである。彼

はゲーのキリスト教観に⼤きく影響を与えただけでなく、トルストイ⾃⾝もまた、ゲーの

精神性に引きつけられ芸術家としての彼をもまた⾼く評価していたのである。その様⼦は

両者の⽂通でのやりとりを記録した『トルストイ対ゲエ ⼈⽣の⼗字路』という⽂献で確

認することができる。 

 ⽥舎に隠退した 6 年ほど後の 1882 年にゲーはとある新聞に掲載されていたトルストイ

の『モスクワ⽇記』を読み、その内容に深く感動し、ゲー⾃⾝の考えが正しかったことを

確信した。そして同じ思想を持つこの⼈物に会うためすぐさまモスクワへと出かけていっ

たのである。ゲーの⼿記によれば『モスクワ⽇記』では、モスクワの地下街を訪ね、不幸

な⼈々に会ったトルストイが「貧しき⼈々に対する我々の愛が⾜りないということ、これ

がその⼈々の貧しさの原因である。」と記述されていたという。そして対⾯を遂げた両者

は後々まで家族ぐるみで⽂通をするほどの深い友好関係を築いた24。 

 ゲーはトルストイの思想に出会うことでそれまでの⾏き詰まりから脱し、トルストイの

⽬を満⾜させることができればそれで良いと思うようにまでなった。それでも芸術観の領

域では誰にも譲れない⾒解をもっていた。というのもトルストイはゲーの描くイエスの⾵

貌には⼼からは同意できなかったという。それに対するゲーの考えはこうである。「⼈間

の顔の美しさというのは⼀点の⾮の打ちどころもないように釣り合いのとれた場所にある

のではない。または、厳かな表情にあるのでもない。本当の美しさを作るものは、その⼈

間の魂の状態である。⽣理的には最も格好の悪い⼈間であっても、彼の魂が偉⼤な思想を

追求している時には誰よりも美しく⾒える。」25 

 次章では彼の宗教画を中⼼に、彼が初期から晩年にかけてどのようにリアリズムと関わ

ったのか作品の考察と併せて論じていきたい。 
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第３章 ゲーの絵画とその賛否、作⾵の変遷 

 

１ 初期の絵画に込められた思想 

 ゲーが画家として初期に描いた『最後の晩餐』からは他にはない独創的な画⾯の構成

と、現実に則した描写へのこだわりを⾒ることができる。 

図 4 ニコライ・ゲー『最後の晩餐』 1863年 

油彩・画布 282×382cm サンクト・ペテルブルク ロシア美術館 

 

これは、ユダによる裏切りを預⾔した有名な福⾳書の場⾯を描いたものであるが、ダイ

ナミックな登場⼈物の動きと物語の決定的瞬間をレンブラントに影響を受けたと思われる

ハイコントラストで鮮烈に描いたことで、ゲーの宗教画の中でも有名な作品である。芸術

アカデミー評議会で「素晴らしい才能と強い感情表現」として⾼い評価を得た。 

 ゲーはこれを描くにあたって、当時ロンドンに政治亡命していた帝政ロシアの作家であ

るアレクサンドル・ゲルツェンの肖像写真（図 5）を参考にした。ゲルツェンは 19 世紀

後半のロシアにおいて、農奴解放令の実現に影響を与えた作家の⼀⼈であり、「ロシア社

会主義の⽗」と呼ばれている。ゲーの描いたイエスの顔は、1861年にロシア最初の写真

家と⾔われるセルゲイ・レヴィツキーが撮影したゲルツェンの肖像写真に基づいているも
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のであった。写真のゲルツェンがとっている姿勢がゲーの描いたイエスのそれを同じであ

ることがわかる。そして⽴ち去るユダを、驚きと怒りを露わにした表情で⾒やるペテロ

（図 4右から⼆番⽬）の顔は、ゲー本⼈のものだという26。図 6 の肖像写真を⾒ると、彼

が描いた『最後の晩餐』のペテロによく似ていることがわかる。彼⾃⾝による明⾔こそ無

かったが、この件について、この絵画の発表の暫く後にゲーは「50年代を意識的に⽣き

た者は、イスカンデル（ゲルツェンのペンネーム）の作品を読んで、喜びを味わわずには

いられなかった。我々は、⾃⼰の発展を彼に追うところが多い。彼の思想や志向は、我々

を勇気づけた。」と、ゲルツェンへの賞賛の⾔葉を述べている27。使徒ペテロのイエスへ

の熱い信奉と、⾃らがゲルツェンに向けた尊敬の念とを重ねているのである。 

図 5（左）アレクサンドル・ゲルツェンの肖像写真 1860年 

セルゲイ・ルヴォヴィチ・レヴィツキー撮影 

図 6（右）ニコライ・ゲーの肖像写真 1860年代 トレチャコフ美術館 

 

 この絵画の主な画⾯の特徴として、まずは、歴史画でありながらも物語のみに着⽬せ

ず、時代考証に基づく⾵俗の再現もなされているという点である。それについては、同じ

場⾯を描いたレオナルド・ダヴィンチの『最後の晩餐』（図 7）の構図と⽐較して述べて

いこう。 
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図 7 レオナルド・ダヴィンチ『最後の晩餐』 1495-1498年 

壁画 420×910cm ミラノ サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院 

 

 図 7 ではイエスをはじめとした弟⼦たちは皆が⻑テーブルで⾷事をし、席についた状

態となっている。対して図 4 では、イエスが着席でなく、テーブルの横に⽤意された寝

台に横たわり肘枕をついて、⾝体的にリラックスした姿勢をとっている。これは実際にイ

エスが⽣きていた紀元前後の時代にイスラエルでとられていた⾷事のスタイルで、6 世紀

の『最後の晩餐』（図 8）を⾒ると、イエスと弟⼦たちが古代ギリシア・ローマの⾷事習

慣に従って⻑椅⼦に寝そべっていることがわかる。 

図 8（左）『最後の晩餐』６世紀 

モザイク ラヴェンナ、サンタポリナーレ聖堂 「最古の最後の晩餐図像」 

図 9（右）ニコライ・ゲー『最後の晩餐 習作』 1862年 

インク・紙 10.5×14.5cm ウクライナ ドネプロペトロフスク美術館 
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 福⾳書を主題とした場⾯を描くにあたっても時代考証に基づいた画⾯作りを意識する点

において、物語を神話のように古典的になぞるのみにあらず、イエスの⼈⽣を現実に存在

したものとして表現しようという意欲がこの時からすでに認められる。 

 次に、登場⼈物の描き⽅についてであるが、レオナルドの『最後の晩餐』ではイエスや

使徒が同じ主張の強さになるよう描かれ、イエスを画⾯の真ん中、消失点がある位置に配

置することで主⼈公として周りの使徒との差別化を図っている。この描き⽅は登場⼈物全

員の顔が等しく⾒えるように構成されるので集合写真のような印象を受ける。レオナルド

の卓越した透視図法の描写を除けば、これは宗教画の構図としては⼀般的なものである。

それと対照的にゲーの絵画（図 4）では、イエスとユダの関係が⼀⽬でわかるように描か

れ、イエスの愛したヨハネ（図 4左端）と憤怒の表情で⽴ち上がるペテロ以外の使徒た

ちは画⾯の奥で空気に溶け込むようにひしめき合っている。ゲーは弟⼦⼀⼈⼀⼈を象徴的

に描くよりも、私たち観る者があたかもその場⾯に出くわしたような臨場感と空気感を出

すことに⼒を尽くしていたように感じられる。また、この絵は画⾯に写る⼀⼈⼀⼈の視線

や表情によってお互いの関係性が窺えるように描かれている。外套をまとい歩き去ってい

くユダ（図 4右端）の表情は、⾷卓の光を背にしているために影になっておりほとんど

確認することができない。しかし直接表情は⾒えずとも、その⽴ち去っていく動きから感

じられる悠々とした様は、ユダを決して卑怯で⼩物な⼈間には⾒せていない。ただ⾦に⽬

が眩んで師を売っただけの裏切り者と⾔い切るには収まらないユダ独⾃の思惑を感じさせ

られる。 ゲーの『最後の晩餐 習作』を⾒ると、この時点ですでにユダの姿は⿊々とし

て描かれている（図 9 中⼼）ことから、後ろ向きかどうかの差こそあれどこのユダの特

徴的な姿は構想の段階から決まっていたようである。⼀⽅、⾷卓に横たわり、肘枕をつい

て瞑想するイエス(図 4左から 2番⽬)は眉を顰め、受難の予感に苦悩しており、イエスと

ユダの思想の決裂と両者の決別があったように思わせられる。対等な⼈間同⼠の決別とし

て最後の晩餐を描いたゲーの画⾵は、移動派結成以前から既にヨーロッパでの留学にて獲

得したリアリズムの思想に根ざしていると⾔っていいだろう。 
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２ 再び筆をとったゲー 

 『真理とは何か？』（図 10）は、絵を再び描き始めて 10 年ほど経った時に⼿がけたも

ので、第 18回移動展覧会に出品された。初期に描かれた『最後の晩餐』（図 4）と⽐べる

と筆跡がはっきりと残った⼤雑把とも⾔える画⾯になっているが、その代わりに⼈物の配

置や光と影の構成によって、観る者により強烈な印象を与えられるようになっている。 

図 10『真理とは何か？』 1890年 

油彩・画布 233×171cm モスクワ  トレチャコフ美術館 

 

 この絵画は、最後の晩餐で裏切りを預⾔したのち、ローマの総督であるローマ⼈ポンテ

ィオ・ピラトの前に引き出されたイエスが彼と問答をする場⾯を描いたものだ。この総督

にとっては浮浪者同然であるイエスの説く真理などは⾺⽿東⾵であり、聞くに値しないも

のだ。それでもイエスは⾃分の教えの本当の意味を話し始める。しかしピラトは⽿をもか

さず、「真理とは何か」と捨て台詞を残して⽴ち去る。ゲーはその⾔葉を作品の題名にし

た。ここに描かれたイエス（図 10右）は、古典的な彼への解釈（若く⾒⽬麗しい男で美
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しいカールの施された⻑髪、表情は激しい感情を露わにしない）とは程遠く、汚らしいぼ

ろ布をまとったボサボサ髪の痩せた男として描かれており、反対に尋問をするピラト（図

10左）は清潔で質の良さそうなハリのある布をその肥えた⾝にまとい、何より宗教画上

の⽴場にふさわしいとは⾔えない⼿前の位置に置かれている。しかし、旧約聖書「イザヤ

書」では「⾒るべき⾯影はなく（中略）輝かしい⾵格も、好ましい容姿もない」(イザヤ 

53 章 2節)と⾔及されており、この描写はむしろ現実に則したものと⾔える。 

 みすぼらしく、光の当たらない影に隠れてしまっているユダヤの貧⺠イエスと、⽇の下

に堂々と佇む富めるローマの総督ピラトは、社会の下層と上層、奴隷化されたユダヤと征

服者ローマという対⽐を表している。そしてゲーはそこに苦しい⽣活を強いられた農⺠た

ちとその⽀配層を重ねて⾒たのだろう。 

 また、この画⾯においてピラトは懐疑思想と貴族的エゴイズムを代表しているが、その

⼀⽅で、福⾳書記者の証⾔によればピラトはイエスの無罪を知っていたとされる（ヨハネ

13 章 38節）。結局は⺠衆を満⾜させるために死刑判決を認めたが、⼗字架につけろと叫

ぶ⼈々に対してイエスの無罪を名⾔すらしたという（ヨハネ 19 章 6節）。このことか

ら、この主題を描く上で抑圧的で弾圧的な政治のあり⽅への対抗を⽪⾁的に表現したこと

の他に、疲れ果て⾒窄らしい姿を晒しても正しい⾏いをしているという信念でついにはピ

ラトに無罪を認めさせたイエスのように、政府からの弾圧を受けても変⾰を求めてやまな

い⺠衆の強さとその動きが最終的には成果を実らせることを確信し、表現しようと試みた

のではないか。 

このような彼の意図を以ってして描かれたこの場⾯は、案の定批評家や閲覧者の間で賛

否を呼び（尤も賛成派は⼀部であった）、サンクトペテルブルクの知事の命令によってこ

の作品は展⽰会より外され、ロシアでの公開は禁⽌となった。その後、ゲーと親交のあっ

たレフ・トルストイの緊急の要請によってパーヴェル・トレチャコフがこれを⼿に⼊れた
28。 

 しかしロシアを放逐されたこの絵はドイツ諸⽅で展⽰され、その⾄るところで賞賛され

るところとなる。特にハンブルグでは労働者によって 4000 ルーブルもの募⾦がされ、ゲ

ーに贈られた29。ゲーの絵画に込めた意図は国境を超えて苦境にあえぐ下層衆⺠を感激さ

せたのである。 
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３ ユダの良⼼ 

 これは⾃らの師であるイエスを銀貨 30 枚で売ったユダを描いたものである。既に裏切

りは⾏われ、ユダは⾃責の念に苦しみつつ暗い路地に⽴ち尽くして、番⼈に牽かれていく

イエス（図 11 右端）を⾒送っている。⽉の光はユダの曲がった背を冷たく照らし、強い

哀愁をも感じさせる。 

 この作品の題名が「良⼼」である通り、ユダは罪のない師を売ったことを良⼼が強く咎

めているのであろう。マタイによる福⾳書では、この後にユダはイエスが罪に定められた

のを⾒て後悔し、銀貨 30 枚を祭司⻑、⻑⽼に返して「私は罪のない⼈の⾎を売るような

ことをして、罪を犯した」と⾔ったが、それに対して祭司らは「我々の知ったことか。⾃

分で始末するがよい。」と返し、ユダは⾸を吊って死んだのである（マタイ 27 章 3-5

節）。 

 この絵画はゲーが制作に復帰してから計画的に描いていた宗教画シリーズの⼀つであ

り、このユダの姿もキリスト教を解釈にするにあたって、彼が表現したかったことの⼀つ

であろう。単純に悪しきは打ち負かされ滅びるものではなく、⼀⾒悪に映るものも絶えず

内省を繰り返していることを⽰唆しているように思える。 

 
図 11『良⼼、ユダ』 1891年 

油彩・画布 149×210cm モスクワ トレチャコフ美術館 
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４ 死を⽬前にしたイエス 

 これはピラトによって死刑を宣告され、⼆⼈の盗⼈とともにゴルゴダの丘で執⾏の時を

待つイエスを描いたものである。イエスは⾃⾝の教えが理解されなかったこと、⻑く苦痛

な死の予感に深い絶望をあらわにし（図 12 中⼼）、⾃らを死刑に追いやった無知なる⺠衆

への赦しを神に乞う。そして罪を悔い改め悲しみに暮れる盗⼈（図 12 右）に天国⼊りを

預⾔する福⾳書の⼀場⾯である。反対に、悔い改めない盗⼈（図 12 左）はイエスに向か

って「お前が本当にキリストなら⾃⾝を救って俺たちも救ってみせろ」と要求をしている

のである。 

図 12『ゴルゴダの丘』 1893年 

油彩・画布 222.4×191.8cm モスクワ  トレチャコフ美術館 

 

 シュトラウスの『イエスの⽣涯』には次のような記述がある。「ヴォルフェンビュッテ

ルの断⽚」の著者30によれば、イエスは弟⼦に⾃⾝の死についての預⾔はしておらず、受

難と磔刑による死の特徴は、ユダヤ⼈によって後付けで「⼈類の原罪を背負って死ぬ」メ
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シアの概念に受け⼊れられたという31。この説がゲーの作品制作の理念に反映されていた

とすれば、この画⾯に描かれているイエスの表情に対して「メシアとしての役割を負わさ

れる以前の、⼈間として死を⽬の前にしたイエスの恐怖」という解釈ができるようになる

のではないか。 

 ゲーが『ゴルゴダの丘』を⼿がけたのは晩年のことで、ゲーはこの頃イエスの磔刑を描

くことに執⼼していた。これもその試みの⼀環で作られたものなのであろう。この頃には

彼の残す筆跡は初期にも増してコントラストが強く、加えて⾚と彩度の⾼い緑といった対

照的な⾊を使うことを恐れていない。それによって⽬の前の事象の凄惨さを直接的に物語

る。画⾯の中⼼に描き込まれたイエスは圧倒的な存在感を放っているが、それ以外の罪状

書きを持った⼈間や野次⾺であろう⺠衆の姿は極々簡易的に描かれていることがわかるだ

ろう。また、刑の実⾏を宣⾔するように⼗字架に向けられた軍団の⼀⼈の⼿のみが画⾯の

左端に描かれている。この画⾯の中では、刑を執⾏する⼈間や野次を⾶ばす⺠衆の罪深さ

ではなく、あくまでもイエスの深い悲哀や死の淵に⽴たされた盗⼈らの⼼の葛藤に視線が

いくようになっている。 

 Wikipedia32によればこの作品は未完成のままで終わったとされているが、私個⼈はゲ

ーが完成を諦めたというより、この未完全な状態が画⾯から余計な緻密性を排除し、相対

的にイエスの苦悩が鮮烈に感じられるように仕向けていると考える。というのも、彼はこ

の他にも、このような未完成にも⾒える絵画を複数残しているが、その多くは本番のため

の習作であり、このようなスケッチのように⾒える絵画が作者の⽣きているうちに公に出

回ることはなく、イエスの磔刑を描くにあたってそれが彼の意に沿わない出来損ないの作

品であれば敢えて残すことなく破棄していた33ためである。 

 1880 年代からのゲーが描く絵は、写実的というよりは、⼤胆なまでに⼤きなストロー

クと刺激的な⾊使いによって純粋に内⾯の活動を表現していることが特徴的である。こう

した⼈間の内⾯や精神の動き、神秘性を象徴的に表現しようとするスタイルは 19 世紀末

にフランスで起こり、20 世紀初頭のロシアにまで輸出され⾏われていた芸術運動で、「象

徴主義」と呼ばれている。 
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５ 磔刑図へのこだわり 

 ゲーはキリストの磔刑を何枚にもわたって描いた。媒体は油彩画から⽊炭スケッチま

で、その種類も構図も様々だが、どの作品も共通して⼀般的に⾒られる磔刑図の神々しさ

とはかけ離れた⽣々しい死を描いている。晩年の短期間に多数の磔刑図を⼿がけ続けたこ

とから、ゲーには磔刑への特別強いこだわりがあったことが感じられる。1894 年にはゲ

ー⾃⾝も満⾜のいく出来だと評した34『磔刑』の最後の作品（図 17）が出来上がったが、

残念なことに今では消息が不明になっており⽩⿊の写真が残されているのみである。この

磔刑だけが他のものと違って処されたものたちが⾜を地⾯につけた形式になっているが、

これはゲーが磔刑図に取り組んでいた際にトルストイより当時のイエスと盗⼈が受けた処

刑の形式がそうであったという旨の知らせが届いたからである35。 

 磔刑図はどれもキリストの苦悶する表情を克明に描いたもので、その苦悶を表さんとし

たスケッチの描写には泥臭さすら感じられる。どの作品のイエスも⼀様に⾝なりはほとん

ど裸といっていいほど粗末で、ものによっては神の死に際には⾒えないほど無様な姿に描

かれた。これは死に際まで堂々とした姿で描かれているイエス像や、死を理想化して描く

ように仕向けてきた美術界の規範への強いアンチテーゼともとれる。 

図 13（左）『磔刑』1892年 

油彩・画布 278×223cm パリ オルセー美術館 

図 14（右）『磔にされたキリストの頭部-“磔刑”のための習作-』1893年 

油彩・画布 63×49.8cm キエフ ロシアンアート美術館 
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 しかしゲーの描く磔刑図では、その死に際したイエスのそばに必ずといっていいほど、

「罪を悔い改めた」盗⼈がついている。図 13 の磔刑では、磔にされ苦悶するイエスに、

奥で同じく磔にされている盗⼈（画⾯左）が悲壮にくれた視線を投げかけている。また、

図 15 の『キリストと盗⼈ 習作』では、⼆⼈はお互いに視線を交わし合い、最期の瞬間

を共にしているように⾒える。⼀般的に描かれる磔刑図では、盗⼈はイエスと同じように

⼗字架に掲げられるが、ゲーの作品のようにお互いがアイコンタクトを取るなど関係性が

窺えるような描写よりは、中⼼にイエスを配置したその両端に添え物のように存在してい

ることが多い。ゲーの最後の傑作である 1894 年の『磔刑』では、息を既に引き取ったイ

エスを隣の盗⼈（図 17 左）が恐怖と驚きの形相でもって凝視している。ゲーは 1894 年

の『磔刑』（図 17）についてこう⾔い表している。「（前略）彼（盗⼈）はその⽣涯に於い

て、今初めて⼀⼈の⼈間を愛したのだ。初めて愛するということを知ったのだ。そして同

時に⼜、彼の中へ⽣活と愛と真理とを燃え⽴たせてくれたキリスト、即ち彼にとって最も

貴重なものを失おうとしているのだ。（後略）」36 

図 15（左）『キリストと盗⼈ 習作』1893年 

油彩・画布 70.5×96cm キエフ ロシアンアート美術館 

図 16（右）『キリストの頭部』 1893年 

⽊炭・紙 58.7×46.5cm モスクワ トレチャコフ美術館 

 

 ゲーはゴルゴダで死刑執⾏を待つ間の盗⼈とイエスのやりとりに注⽬し、そこに⼀種の

絆（愛）が形成されたことを⾒出したのだ。そしてその光景に凄惨さだけではなく、苦境
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の中にも内⾯の豊かなやりとりを描くことである種の⼈の尊さを⽣み出しているようにも

思える。 

 ゲーは何枚も試⾏錯誤を重ねた磔刑図の習作を⽣み出すことで、神々しさという分厚い

⾁をイエスの宗教画から削いだ結果、彼の罪深い⺠衆への純粋な悲しみと苦しみを崇⾼な

精神性として顕現させてきた。これはひたすら現実的な描写に焦点を合わせて絵画を⼿が

けていた初期のゲーの作品と⽐べると、現実的描写が⼀周回ってイエスに⼀種の神々しさ

を与えているという印象を受ける。 

 また、⾃らの死期が迫ったということも相まって、イエスの死の瞬間を反復的に描くこ

とで、聖⼈の殉職という意味合いを持った死として以外に、⽣命の終わりそのものを理解

しようとしたのかもしれない。晩年になってゲーは⾃らの⽬指す絵画の⾼みへと到達し得

たように感じられる。 

 
図 17『磔刑』（写真）1894年 

油彩・画布 196×245cm 所在不明 写真はニコライ・ゲーの息⼦が所有していたもの 
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結論 

 ゲーは肖像画を始めとして現存するだけでも⾮常に多くの作品を残しているが、彼の作

品の最⼤の特異性はその宗教画にあり、アグレッシブなまでの正直さである。リアリズム

の潮流の中で、政治的、社会的メッセージ性を込めた作品は多く存在したが、彼ほどその

メッセージ性を宗教画に写し出した者はいないと感じる。 

 彼は 19 世紀初めまでの従来のアカデミックな芸術に反発して起こったリアリズムの精

神をイタリアへの留学中に獲得したと考えられ、その後もロシアの専制政治に積極的に異

を唱えたゲルツェンや、ゲーと同じくリアリズムによる作品を展開していたトルストイに

⼤いに賛同し、トルストイとは深い親交を持った友として相互に影響し合いながらその思

想を作品に反映した。その後は晩年に向かっていくに伴って写実主義であった作⾵に変化

が⽣じ、内⾯の活動をより反映した象徴主義的な創作へと移⾏した。イエスの⽣涯におい

て極限まで⽬に⾒える崇⾼さや奇跡を排除し⽬に⾒えない部分でイエスの精神を再現しよ

うと試みたゲーの作⾵は、晩年にはそのタッチでイエスの悲嘆にくれる姿にすら崇⾼なる

精神性を付与することに成功したようである。 

 絵画の技法も描く上での思想も多様化した現代においては、政治や社会的への挑戦的な

メッセージが込められた作品でも、ものによっては⼀定の批判を受けることはあれども、

国によって作品ごと圧殺されるようなことは、少なくともこの⽇本ではないだろう。しか

しそのように⽐較的表現の⾃由が約束された現代に⽣きる私たちの⽬にすら、ゲーの描い

た聖書を題材とした絵画の数々、その中でも『最後の晩餐』や『磔刑』シリーズは⾮常に

アグレッシブに⾒え、ショッキングですらある。しかしそこにゲーが込めた意図はいつで

も苦境にあえぐ同胞たちへの愛であり、そこには徹底した⾮暴⼒の意思があった。また、

ゲーは⾃⾝がその同胞らより恵まれていることを⾃覚し、いかに同国⺠に働きかけるかを

模索していたのだ。そしてゲーはそのような⾃⾝の思想を落とし込んだ⼀連の宗教画を⼀

⼈でも多くの⺠衆の⽬へと届けることを信念として、1894 年に亡くなるその時まで精⼒

的に活動をしていたのである。 
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