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ジンナーとヒュームの 

キュビスム受容に関する考察 
 

                                   阿藤 文子 
 

1. はじめに 

ヴィクトリア朝が終わりを告げ、新しい時代の到来を予感させた 20 世紀初頭、

イギリスで発行された週刊『ニューエイジ』誌1では、ヨーロッパでの新しい芸

術運動をどう捉え、どう受容し、芸術はどうあるべきかが主要論議の一つとな

っていた。特に、イギリス人画家ウォルター・シッカート（Walter Sickert, 

1860-1942）編集の「近代絵画（Modern Drawings）」シリーズと哲学者Ｔ・Ｅ・

ヒューム（T. E. Hulme, 1883-1917）編集の「現代絵画（Contemporary Drawings）」

シリーズとの競い合うような絵画掲載は象徴的である。これらのシリーズの理

論的支柱となったのが、前者は画家チャールズ･ジンナー（Charles Ginner, 

1878-1952）の評論「ネオ・リアリズム（Neo-Realism）」2 であり、後者はヒュー

ムの評論「近代芸術（Modern Art）」である。両評論の対立は、ヨーロッパから

の新しい芸術運動、特にキュビスム3評価の違いに如実に現れ、その受容の特質

を示している。 

『ニューエイジ』誌の芸術に関する先行研究には、ウォレス・マーティン

（Wallace Martin）、4 ロバート・スコールズ（Robert Scholes）、5 アン・アーディ

ス（Ann L. Ardis） 6 のものがあるが、あまり多くはない。また、ヒュームの評

論に関しては、独立してFurther Speculations 7  にまとめられており、比較的多く

の研究がある。8  いずれの研究も、モダニズムに視点を置いているが、前述し

たジンナーとヒュームの評論のキュビスム評価に焦点を絞ったものは見られな

い。 

そこで本稿は、両評論のキュビスム受容について考察し、『ニューエイジ』誌

に見られるキュビスム受容の特性を論じることを目的とする。まず、ジンナー

とヒューム各々のキュビスム評価を明らかにし、ピカソやブラックのめざした

本来のキュビスムと比較検討する。さらに、ジンナー、ヒュームがキュビスム
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を退けて標榜するそれぞれの芸術論の中に潜むイギリス人の心性を明らかにす

る。 

 

2. 「近代絵画」シリーズと「現代絵画」シリーズ 

初に、『ニューエイジ』誌上の「近代絵画」シリーズと「現代絵画」シリー

ズ掲載競争の展開を、イギリス美術界の動向を抑えながら辿りたい。 

1910 年末にロジャー・フライによる「後期印象派展」が開かれ、ヨーロッパ

からの新しい芸術が公開されると、それに刺激され、翌年初めシッカートを中

心にカムデン・タウン・グループが結成された。そこにはジンナー、スペンサ

ー･ゴア（Spencer Gore, 1878-1914）らが参加した。彼らは、皆パリで印象派や

ゴーギャン、ゴッホ、セザンヌなどの影響を受けて戻ってきた画家たちであっ

た。 

1912 年末にはフライによる「第 2 回後期印象派展」が開かれた。それは、キ

ュビスムの作品を含め、マチスとピカソを中心としたもので、イギリス部門に

は、ウィンダム･ルイス（Wyndham Lewis, 1882-1957）、エドワード・ワズワー

ス（Edward Wadsworth, 1889-1949）らの参加があった。彼らはヨーロッパの新

しい絵画に匹敵するものを描こうとし、「単純化と創造的なデザイン

（simplification and plastic design）が特徴的であった」と展覧会カタログに書か

れたが、9 「全般的な姿勢はフランスの新しさとは反対のものだった」とも評さ

れた。10

1913 年秋の「後期印象派と未来派展」では、さらにジェイコブ・エプスタイ

ン（Jacob Epstein, 1880-1959）、C・R・W・ネヴィンソン（C. R. W. Nevinson, 

1889-1946）、ジンナー、シッカートらが加わった。この展覧会は「才能は少な

く、傲慢さが多く感じられた」、また「単にキュビスムの形式を学んだだけの画

家もいた」などと批評された。11 同年末にカムデン･タウン・グループは、いく

つかの小さなグループを結合してロンドン･グループを結成し、エプスタイン、

デイヴィッド・ボンバーグ（David Bomberg, 1890-1957）らが新メンバーとして

加わった。この頃『ニューエイジ』誌は、エプスタインの絵画『削岩機（The 

Rock-Drill）』を掲載し、ヒュームは評論「エプスタイン氏と批評家たち（Mr. 

Epstein and the Critics）」でエプスタインの絵を評価しない批評家を痛烈に批判

した。 

1914 年初め、同誌では、シッカートが「近代絵画」と銘打って印象派の流れ
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を汲む絵画の連載を開始する。初回は、シッカート自身の描いた『エニド・バ

グノルドの肖像（Portrait of Miss Enid Bagnold）』で、同時にジンナーの評論「ネ

オ･リアリズム」が掲載された。その後同誌は、「近代絵画」シリーズとして、

シッカート、ジンナーらの絵画をほぼ毎週（3 月からは隔週で）掲載し、シリ

ーズは 4 月まで 14 回続いた。12  どの絵画も線描によるデッサン風の具象画で、

この時代の都市の風景、さまざまな人々の日常生活の光景が描かれていた。 

一方、ヒュームは、1 月に「近代絵画Ｉ グラフトン・グループ（Modern Art 

I. The Grafton Group）」、2 月に「近代絵画II 序論とネオ・リアリズム（Modern 

Art II. A Preface and Neo-Realism）」と、同誌に評論を連載した。3 月には、「近

代絵画III ロンドン・グループ（Modern Art III. The London Group）」を掲載し、

この頃初めて開催されたロンドン･グループ展について言及した。また、ヒュー

ムは、この評論に先立って、3 月中旬、キュビスムの影響を受けた絵画の連載

「現代絵画」シリーズの編集を始めた。初回作品はアンリ・ゴーディエ･ブルゼ

スカ（Henri Gaudier-Brzeska, 1891-1915）の『ダンサー』で、続いて、ボンバー

グ、W･ロバーツ（William Roberts, 1895-1980）、ネヴインソン、そしてワズワー

スの作品が隔週で順に掲載された。13 これらの絵画について論じたヒュームの

評論「現代絵画（Contemporary Drawings）」も掲載された。このシリーズの絵画

は、対象が単純化され、身体やその動きを表す曲線のみで描かれた人物、直線

や円などで描かれた人物群、面の分割・平面化がなされた人物や風景であった。 

3 月からは、シッカート編集の「近代絵画」シリーズと、ヒューム編集の「現

代絵画」シリーズの絵画が競い合うように毎週交替で掲載されたのである。ど

ちらもヨーロッパの芸術の影響を受けた新しい芸術を提示していたが、「近代絵

画」はこの時代の情景を描いた伝統的な具象画で、「現代絵画」はヒュームが抽

象的と呼ぶ絵画で、一見して全く異なるものであった。両シリーズの掲載競争

はそれぞれの芸術史観に基づく新しい芸術を明示し、その活発な動きを読者に

伝えた。さらに、改めて「近代」とは何か、「近代芸術」とはどういうものかを

考えさせる材料を提供したのである。 

 

3. ジンナーの「ネオ･リアリズム」とヒュームの「近代芸術」 

ジンナーの「ネオ･リアリズム」と、ヒュームの「近代芸術」は、それぞれ独

自の近代性を提示し、芸術史観でも真っ向から対立している。ネオ･リアリズム

を提唱するジンナーに対し、ヒュームは、幾何学的芸術が唯一発展する潮流で
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あると説いている。そして、セザンヌについては両者とも別々の観点から高く

評価しているが、キュビスムについては両者の評価が分かれるという事実に着

目する。そこで、まず、対立する両者の芸術史観を概観し、それぞれの視点で

のセザンヌ、キュビスムの評価を考察する。 

 

3.1 ジンナーとヒュームの芸術史観とセザンヌ評価 

ジンナーの標榜するネオ･リアリズムは、偉大なリアリズムの伝統を受け継い

でいる。このリアリズムは、「見たままを、見えたとおりに描写する」という写

実主義とは異なる。自然との親交から、それまでだれも観なかった新しい自然

の現実を抽出し、独自の表現力豊かな方法でその現実を解釈することを意味す

る。決して対象を見たとおりに写すのではなく、自然への探求、画家の独自の

視点や個性的な表現方法が求められている。いわば、自然と個性が必須要件と

なっている。 

ジンナーによれば、歴史は、リアリズムの発展と、形式の追随に囚われて芸

術衰退を招くアカデミズム14とを繰り返してきたという。セザンヌ、ゴーギャン、

ゴッホは、自然との直接の交わりにより、主観的芸術と自己表現を創り出すこ

とで印象派を進展させた。しかし、キュビスムなど、後期印象派とイギリスで

総称される新しい芸術運動15は、形式ばかりを追随する新しいアカデミズムで、

芸術を救うと叫ぶが破滅させる危険があると糾弾している。そして、このアカ

デミズムの破壊的流れに対抗すべきものがネオ･リアリズムであり、「自然の本

質的な探究を通し、その本質の創造的解釈をする」16（NA14.9:272）とジンナー

は主張する。 

他方、ヒュームは、芸術はリアリズム的でなくてはならないというジンナー

の前提が誤りであると非難する。そしてリアリズム的芸術に幾何学的、抽象的

芸術を対置する。「芸術には、幾何学的ないし抽象的芸術と、生命的・リアリズ

ム的芸術との 2 種類がある。そして両者は互いにその種類が絶対的に違ってい

る」（NA14.15:467、邦訳 175）17と、芸術の二項対立理論を展開している。また、

近代芸術運動は、後期印象派から分析的キュビスム、さらに構成的・幾何学的

芸術へと進展し、構成的・幾何学的芸術のみが発展の可能性を持つと論じてい

る。 

このように後期印象派以降の新しい芸術運動を否定的に見るジンナーと肯定

的に見るヒュームが、セザンヌに関しては共に高く評価している。 
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ジンナーは、まず、セザンヌをリアリストと言明している。セザンヌは、自

然をありのままに感じ、対象を単純化された色彩面に分割することで、その堅

固さ、深さの感覚を強く表現しているという。「『自然を円錐と、円筒と、球体

とによって扱うこと』という、よく引用される彼の言葉は、自然を単純化して

捉える彼の感覚の表現方法である」（NA14.9:271）と断言している。円錐、円筒、

球体などは、まさにそれまでだれもが観なかった自然の現実の抽出であり、そ

のように表現する方法は個性的である。ジンナーにとって、セザンヌは、純粋

なリアリストなのである。セザンヌは、あくまで自然を描こうと、自然に対峙

して、その奥にある、他の人が観なかった現実を観て、それを表現したとジン

ナーは捉えている。 

他方、ヒュームは、セザンヌの絵の中に、キュビスムに発展する要素である、

面の単純化、三次元形体の強調があると指摘している。この単純化は、ものを

単純な形体で見ることの表現方法と捉えている。ただし、セザンヌの「面の単

純化は受動的で･･･ある種の堅実性を全面的に再現しようという欲求に嚮導せ

られており」、体系化されているものではないとも捉えている。しかし、彼の「円

錐、円筒･･･」というような表現は、「創造的な創意の働きを明示しているので

あって、それはその程度においてリアリズムから離れて、抽象への傾向を明示

している」（NA14.15:468、邦訳 182）とも分析している。 

注目すべきは、ジンナーもヒュームもそれぞれの視点からセザンヌを評価し

ていることである。どちらも面の単純化に注目し、それをセザンヌの感覚、も

のの捉え方とみている。どちらもセザンヌが自然の堅固さ、深さを表現したい

という強い願望をもって自然を直視した結果だとしている。ジンナーは、それ

を自然の奥にあるものの発見であり、個性と判断し、ヒュームは、それをキュ

ビスムへの萌芽、抽象への傾向と捉えている。ジンナーの見方は、リアリズム

の画家の視点であり、ヒュームの見方は、抽象への展望を持つ批評家的視点で

ある。これは、セザンヌに両方の側面があった、両義性を持っていたと解釈で

きる。 実際、リアリズムからキュビスムへという歴史の動きがあったとすれば、

セザンヌは、両者の要素を持ち、リアリズムからキュビスムへの分岐点となっ

ていると言えよう。 

 

3.2 ジンナーとヒュームのキュビスム評価 

キュビスムについては、ジンナー、ヒュームの評価が分かれる。ジンナーは、
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キュビスムを、芸術を破壊する新しいアカデミズムとみなし非難している。「セ

ザンヌの後継者たちは、セザンヌの作品の表面的な面を模倣し、決まった型、

形式を作り出して、それに追随している、キュビスムもその発展したものであ

る」（NA14.9:271）という。つまり、キュビスムは、自然への本質的な探究をせ

ず、セザンヌの作品の表面的な形式を踏襲し発展させただけのものとみなして

いるのである。このキュビスムを、ピカソ、ブラックという創始者ではなく、

追随した芸術家たちの傾向と捉えれば、あながち極論とは言えない。実際、形

式追随のみに傾きがちな画家たちもいたようである。18自分の表現や創造のため

ではなく、それが前衛だからというだけのために単純化、図式化をし、結局、

創造性や審美性のない作品を描く画家もいただろうことは想像に難くない。し

かし、キュビスム本来の姿勢については、ピカソ等の真意を探るべきであり、

これは次節で検討する。 

他方、ヒュームは、キュビスムを幾何学的芸術へと発展する過渡期とみなし

ている。ヒューマニズムという「ルネサンス的態度は崩壊しつつあるという信

念」（NA14.15:467、邦訳 176）から出発するヒュームは、ヒューマニズムに対

応するリアリズム的芸術に対し、幾何学的芸術を唯一発展するものとみなして

いるからである。現下の新しい幾何学的芸術の出現19を、中世の教会芸術ビザン

チンモザイク以来の幾何学的芸術の再出現であり、ルネサンス崩壊の前触れと

みているのである。そして、ルネサンスには人文主義的姿勢、リアリズムが対

応し、近代には幾何学的芸術が対応すると分析している。 

しかし、このヒュームの理論は、「ルネサンス哲学に対する反発」（NA 

14.15:467、邦訳 176）を感じるヒューム自身の思想信条が大きく作用している。

その根底には、吉田が指摘したヒュームの宗教的信念、カトリック信仰20 がある

と思われる。ヒュームの芸術に関する考え方は、自分の宗教･哲学思想に基づき、

概念として築きあげられたものなのである。しかも、ルネサンス対近代、リア

リズム対幾何学的芸術という二項対立的思考からの考察なのである。 

また、ヒュームは、ジンナーへの反論として、新しい芸術運動は形式ではな

く、抽象を使っていると論じている。21 そして、抽象をリアリティから も遠

ざかったものとして位置づけている。リアリティからの第一歩が芸術家の自然

解釈であり、第二歩は、再現的要素を伴いつつ抽象を利用する芸術であると抽

象への傾向を示している。このリアリティから も遠ざかった抽象芸術が、幾

何学的芸術であり、第二歩がキュビスムを示唆していると思われる。 
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キュビスムについては、前述のように、面の単純化と三次元形体の強調があ

るとヒュームは捉えていた。そして、セザンヌの「細目に及んでいるだけ」の

「単純化と抽象」という「要素を[ピカソが]引き継いで、組織づけた」（NA 

14.15:468、邦訳 181）とピカソを評価している。さらに、ピカソの絵は、「面の

関係に関する限り、どのリアリズムの絵よりも、はるかにより多く自然への探

求があるのである。彼 [ピカソ] はあらかじめ強調せられていない関係を取り

出して、これを強調した」（NA14.15:469、邦訳 185）と論じ、ピカソの自然探

求の深さへの認識も示している。しかし、ヒュームにとって、キュビスムは、

あくまで幾何学的芸術への過渡期にすぎないのである。 

はたして、キュビスムは、幾何学的芸術へと向かう過渡期の芸術で、面の単

純化や三次元形体への強調を行った芸術であるのか。その問いに答えるには、

ピカソとブラックがどのような芸術観を持っていたかを確認する必要がある。 

 

3.3 ピカソ、ブラックの芸術観との比較 

エドワード・フライによると、ピカソと共にキュビスムを創始したと言われ

る ブラックは、「自然から喚起された情動を芸術に翻訳する」22という。また、

量、線、塊、重さなどによって新しい美しさを創りだし、その美しさによって

主観的印象を表現するという。このブラックの姿勢は、ジンナーのリアリズム

に通じるものがある。自然から喚起された情動を個性的な表現方法で表してい

る。リアリズムの必須要件である自然と個性を満たしているではないか。ジン

ナーがアカデミズム、形式の借用と非難したキュビスムが、実はリアリズムを

目指していたことになる。しかもブラックは、ジンナーが非難した、形式化に

よる退廃を注意喚起している。23 

さらに、リアリズムを追求したピカソとブラックは、遠近法（一点透視法）

に目を向け、そこに疑いの目を持った。「伝統的な一点透視法は、あまりに機械

的であり、ものの全体像を把握することはできない」24 一点からの視点では、

ものを十分に捉えることはできない。それは、必ずしも真実を表現するもので

はない。近づいて、別の方向から見て、初めてものの真実を知る。一点透視法

による絵画は、空間を平面に表現しようとした幻想の世界であることを知った

のである。そして、対象への限りない接近と視点の複数化を試みたのである。 

ピカソのこのような表現への奮闘を、親交のあった友人ガートルード･スタイ

ン（Gertrude Stein, 1874-1946）が詳述している。25 ピカソは、子どもが母親の顔
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を見るように対象を観察した。思いきって対象に限りなく接近して、対象を観

察する。そしてそれが一方向からの姿、対象の一部分にすぎないことを認識し、

他方からも観る。このような対象の認識の仕方、観察者の意識を表現しようと

した。これは、複数の視点を用いた描写法と言われる。これも対象（自然）を

観察することにこだわり、複数の視点での描写法を発見し、面が分割され、個

性的な表現方法となる。ジンナーの言うリアリズムの要件である自然と個性を

満たし、その流れにあると言える。自然を見ず、形式のみを追随したものでは

ないことも明らかである。 

複数の視点での描写法は、ルネサンス以来の遠近法（一点透視法）を否定し

たものである。遠近法に則ったリアリズムの否定、崩壊とも言える。ここに矛

盾する現象が起きていることに気づく。つまり、リアリズムを追求して、対象

に限りなく接近していったところ、視点の複数化が生じ、面の分割となり、リ

アリズムを破壊することになったのである。キュビスムにもリアリズムの追求

とその破壊という両義性が存在したのである。そして、遠近法の否定は、リア

リズムの絶対性を崩壊させたことで、その後の絵画に視点の自由、描写法の自

由をもたらしたと評価されている。26 今日視覚革命と評価される所以である。こ

のように革命的役割を担うキュビスムを、幾何学的芸術への単なる過渡期のも

のであるとみなせようか。 

さらに、対象との距離を零にするほど近く、しかもいろいろな方向から眺め

ることは、対象中心の も客観的な表現である。それに対し、遠近法は、一定

の視点に位置する人の見た世界であり、きわめて主観的、人間中心的である。

この意味で、ルネサンス以来の人間中心のヒューマニズムの否定となったとも

言われる。27 キュビスムは、このような、ものの見方の変革、その意識表現に

目的があったのである。ルネサンスの世界観が崩壊しつつあるというヒューム

の洞察は、ヒュームの標榜する幾何学的芸術の出現ではなく、キュビスムの出

現によって裏づけられていたと言えよう。 

実は、セザンヌの絵の中にも複数の視点で描かれたように見受けられるもの

がある。しかし、セザンヌは、「全体にパースペクティヴが与えられたならば、

ある物体、ある面のおのおのの側面が一つの中心点へ向かっていること」28とあ

くまで遠近法にこだわっていた。つまり、堅固さ、深さを表わそうとして、面

を単純化したように、自然を凝視している中で、複数の視点に似通った、もの

の見方、感覚に行き着いたようである。「私の場合、大変なのは、目が幹や土塊
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にくっついてしまうことだよ」、29「たとえばりんごや玉や頭には、ひとつの頂

点があって、その点は･･･我々の目に常に も接近している」30 などの発言から、

セザンヌは、複数の視点とは異なる、個々の対象と自分の目との接近の感覚を

描いたのではないか。セザンヌはあくまで自然の描写を目的としている。他方、

ピカソは複数の視点で見ること自体が目的で、対象（自然）を見て、その複数

の視点の意識を表現しようとしたのである。つまり、自然よりもその見方、様

式の表現に目的があったといえる。決して、ジンナーの言うようにセザンヌの

表面的な形式のみを追随したのではないのである。 

また、対象に限りなく接近し、また複数の視点から捉えて実体を追求したピ

カソは、ヒュームの言うように、単に単純化や、三次元形体への強調などの表

現を行ったということでもない。ジンナー、ヒューム共にピカソの究極のリア

リズムを見通せなかったと言えよう。 

 

3.4 ジンナーとヒュームに潜むイギリス人の心性 

さらに、ジンナーとヒュームの芸術論の、特にキュビスムに対する姿勢に潜

むイギリス人としての共通の心性を指摘したい。ヨーロッパから新しい芸術が

伝わってきたが、 終的に、自分達の芸術こそ次代を担うものであるという意

識である。 

ジンナーは、ネオ・リアリズムをヨーロッパの新しい芸術運動の「破壊的流

れに対抗すべきもの」（NA14.9:272）と明言し、ヨーロッパ文化への対抗心を如

実に表している。ネオ･リアリズムは、リアリズムの正統な後継者であり、さら

に、この時代の風景、都市、人々、日常生活などを表現することで、新時代の

本質を抽出し、時代の象徴的表現、未来への記録となっていると論じている。

描く対象に近代を見出したのである。実際、壮麗な建物の立つ大都市ロンドン

の寂寞たる夜景、音楽家の墓の荒涼たる風景、後姿でうつむいている女性、小

さい子どもも総出で市場で働く労働者一家、風呂敷包みを背負って佇む浮浪者

風の男、ベッドに腰掛けている着飾った中産階級風の女性などが描かれている。

産業革命をはじめ、近代の都市化などを 初に経験したイギリスでこそ、近代

都市や近代人の本質、その陰と陽を描くべき、また描けるという自負があった

のではないかと思われる。 

また、ヒュームは、近代には、後期印象派からキュビスムへ、そしてキュビ

スムを過渡期として、幾何学的芸術が発展すると位置づけた。これは、異文化
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への理解を示し、それを採り入れつつ、自国文化の優位性への期待と信頼が裏

に潜んでいるように思える。ヒュームの幾何学的芸術は、「機械と連想される、

もっと複雑なもの」、あるいは「機械的な形姿にもとづいた･･･構図」を持ち、

「時代の一般的傾向と密接に結びついており、したがって発展の可能性も含ま

れているもの」（NA14.21:661、邦訳 188-89）と次第に具体化されるようになる。

この機械への言及もイギリスの産業革命を連想させ、イギリスが時代の発展を

担ってきたという意識が窺える。また、エプスタインの作品を賞賛して、「私は

パリでもベルリンでも、このように遠慮しないで賞賛できる作品を見たことが

ない」（NA14.21:662、邦訳 193）と自国意識を露わにしている。 

両者とも、ヨーロッパでの新しい芸術運動を目の当たりにし、そのまま受容

するのではなく、自国意識が増幅されていることがわかる。逆にこの自国意識

がキュビスムなどヨーロッパからの新しい芸術運動の本来の価値を見通せなく

させ、それらを退けることになる一つの要因となったとも推測できる。そして、

この意識が具体的な芸術運動の域にまで達したのが、1910 年代にイギリスで興

ったヴォーティシズム運動であったと考えられる。実際、この運動の中心人物

のひとりであるエズラ・パウンドは、イギリスを文化的覚醒の中心31と位置づけ、

ヴォーティシズムを新しいルネサンスとみなしているのである。 

       

4. 終わりに 

 『ニューエイジ』誌での近代絵画論争の理論的支柱となったジンナーとヒュ

ームは、対照的な「近代」を主張していた。ジンナーは、リアリズムという偉

大な伝統に則りながら、描く対象に「近代」を見出した。ヒュームは、ルネサ

ンス以来の世界観が崩壊しているという信念のもと、ルネサンスのリアリズム

に替わる、新しい幾何学的芸術に「近代」を見出した。 

両者の対立は、ヨーロッパからの新しい芸術運動、特にキュビスム受容の違

いに明確に表れていた。ジンナーは、キュビスムを形式ばかりを追随し芸術衰

退を招くと非難し、ヒュームは、キュビスムを幾何学的芸術へと発展する過渡

期とみなした。彼らのキュビスム評価は、全く異なっていたが、共にピカソら

の本来のキュビスムのものの見方およびその革命的価値を認識してはいなかっ

た。ピカソらの、リアリズムを追求した結果の遠近法の否定、複数の視点での

描法の採用という視覚革命としての位置づけはなされなかった。 

この背景には、キュビスムに対抗して、もしくはキュビスムから抜け出して
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彼らが標榜するイギリスの芸術がキュビスムより優位性を持つとみなす意識が

あったと思われる。ジンナーは、ネオ･リアリズムに時代の象徴的表現としての

価値を置き、ヒュームは、幾何学的芸術がルネサンス以来のリアリズムに替わ

る抽象的芸術で、機械的な形を利用していることが近代と結びつくと主張した。

このように、ヨーロッパからの新しい芸術運動を受容する際、それをそのまま

受け入れるのではなく、それに対抗し、または、それを足場に独自の新しい芸

術を創ろうしたのである。これはイギリス人の自負心の表れであり、イギリス

でのキュビスム受容の特性であると思われる。そして、イギリス独自の芸術運

動と言われるヴォーティシズムへの原動力の一つとなったとも言える。 
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