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『ユーゲント』風とは何か
──フローラルスタイルのイラストとその構図についての一考察──

古

田

香

織

０．はじめに
1896 年ミュンヘンにて創刊された総合芸術誌『ユーゲント』が、ユーゲントシュティール
という芸術運動の名の由来となった雑誌であることはよく知られている。そこに見られる優雅
な曲線や力強い直線によって表された植物や動物、女性や子供、風景などのイラスト1）は、毎
週発刊されるこの雑誌とともに、ユーゲントシュティールの特徴として、絵画に携わる者だけ
でなく広く一般層にも受け入れられていった。
「ユーゲントシュティール」という語の出自については、1897 年にライプツィヒで開催され
た “ザクセン・テューリンゲン展覧会” に登場したという説が有力である。Simon はそこに出
展された作品への『ユーゲント』からの影響についての記事が 1897 年のベルリンの雑誌『ア
「ユー
トリエ』に掲載されており、また 1905 年の „Meyers Großes Konversations-Lexikon“ には、
ゲントシュティール」が 1897 年の「ライプツィヒにおける展覧会で登場した表現である」と
記載されているという2）。また、針貝は、1897 年にミュンヘンの王立ガラス宮において開催さ
れた “第７回国際美術展” における小芸術部門の展示にユーゲントシュティールが出現したと
「エンデルによるデザインの、宮廷アトリエ・エルヴィラの
述べ、第 25 室の展示について、
ファサード装飾を想起させるようなフリーズ装飾や、鞭がしなるようなダイナミックなカーテ
ンの文様は初期ユーゲントシュティルの好例だが、（中略）この部屋は、後に「現代の子供部
屋」（Kinderstube der Moderne）と呼ばれ、ミュンヘン・ユーゲントシュティルの出発点とみ
3）
と述べており、少なくともユーゲントシュティールがどのようなス
なされるようになった」

タイルのことを指し示す表現であるのかは、1897 年というこの年にその原点を見出すことが
できそうである4）。
ユーゲントシュティールが登場した背景には様々な要因が挙げられるが、ミュンヘン分離派
に始まる種々の芸術運動が掲げた、„Der Neue Stil“（新様式）を追求し創造するという、時代
の要求から必然的に生まれ出たコンセプトを見逃すことはできない。例えば、マドセン
（Stephan Tschudi Madsen）は、この頃一貫してその根底に流れていた動きについて以下のよう
に述べている。
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今や終わりに近づきつつある 19 世紀の一切の古いもの、すり切れた思想を払拭しようと
する要請に刺激されて生まれてきた欲求、
「新しいもの」に対するあくなき欲求がそれで
5）
ある。

この時代、すなわち 19 世紀末はまた芸術誌の黄金時代でもあった。
『ユーゲント』はそのよ
うな黄金時代に相次いで創刊された他の雑誌と同様、上で述べたような新様式の追求と創造を
その基本理念としていた。それは、人間が作り出した作品の全てが、作品と装飾の調和を悟る
ことによって美しい様式、真に芸術的なものに成ることができ、
『ユーゲント』はそれを受け
入れ、実践するのだという、
『ユーゲント』の編者ゲオルク・ヒルト（Georg Hirth）の持つ一
『ユーゲント』における装飾性へとつながるものであった
種の芸術観6）に通じたものであり、
と言えよう。言い換えれば、この『ユーゲント』における装飾性とは調和に基づくものであ
り、物語や詩、音楽や工芸などの様々な分野と装飾との融合が互いに矛盾なく調和していなく
てはならないのであり、そしてこれがユーゲントシュティールという様式を作り出しているの
4

4

だと考えられる。
『ユーゲント』には、はじめに述べたような複数の題材がモチーフとして取り上げられ、さ
まざまなジャンルにおいて色々な形で描かれている。ここでいうモチーフとは主題となるテー
マ／内容をいい、ジャンルとは、詩や論説、物語などの言語テキストによる文芸や、表紙や挿
絵、風刺画あるいは楽譜や広告などをいう7）。どのようなモチーフであっても、どのジャンル
においても、
『ユーゲント』においては、それぞれが装飾の役目を担うデコラティヴなイラス
トと自然に融合し、調和しつつ一体となった空間を作り上げている。
本稿では、そのような『ユーゲント』の装飾性について、“優雅な曲線や力強い直線” と
いった表面的な描写だけではなく、そこから読み取れる『ユーゲント』のさらなる特色につい
て考えてみたい。以下ではまず、
『ユーゲント』におけるユーゲントシュティールの特徴の一
つである “優雅な曲線” が多用されることについて、「自然と融合していく身体」というテー
マのもとに考察し、そして、
『ユーゲント』のイラストによって表現されるその装飾の持つ意
味を、特に植物のモチーフを用いたイラストに焦点を当てて追求し、
『ユーゲント』における
ユーゲントシュティールの本質を抽出することを試みたい。

１．曲線描写が作り出す「自然と融合していく身体」
『ユーゲント』は、それ自身が謳っているように、「芸術と生活のための」週刊誌であり、芸
術の分野だけでなく、日常生活のおよそ目に映る全ての事柄が、場面が、物が、人物が、その
題材となった。そのイラストが表すテーマを見れば、その時の人々の関心事や生活の様子を容
易に推測することができる。創刊年によく見られる軍人のイラストからは、デンマーク戦争、
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晋墺戦争、普仏戦争などを経験しドイツ帝国成立を迎えた 19 世紀のドイツの歴史が見えてく
る。高級官僚や将校、ユンカーなどの様々な行いを皮肉たっぷりに描いた諷刺画も多々ある。
写真も含めて、肖像画のような人物像も描かれている。また、１ページ全体に市民層の生活
ぶりを描いたイラストからはその時に流行したものが読み取れる。例えば、その頃自転車やス
ケートなどが流行し、そしてそのような場所への女性の進出が盛んであったことがわかる。ま
た、着飾った女性が描かれれば、当時の多くの女性が憧れ、こぞって取り入れたファッション
の傾向もわかる。他の雑誌と比べて目を引く『ユーゲント』の特徴である広告のページについ
て言えば、初期の『ユーゲント』のそのページは、展覧会やオークションなどのイベントや、
書籍販売について、あるいは開業医の情報を提供する場として機能しており、文字情報の方が
多くイラストは少ないが、版を重ねるうちに、チョコレートやアルコール類などの嗜好品、洋
服などの広告がイラスト入りで増えていく。
上に挙げたようなイラストはしかし、生活の様子を伝えるという情報伝達としての性格が強
く、装飾というキーワードはあまり当てはまらない。冬のコートを扱う “Fritz Schulze 洋品店”
の広告の枠に見られるような、イラスト全体を囲むように装飾が施されたものがないわけでは
ないが、ここからはユーゲントシュティールという様式は十分には見えてこない。ユーゲント
シュティールとしてのイラストは、そのほとんどが物語や詩や音楽（楽譜）などの芸術作品の
装飾として、あるいはその内容を描いたものとして、そして文字通り各号の表紙を飾るものと
して登場している。そしてそれらのユーゲントシュティール、すなわち『ユーゲント』に見ら
れるような『ユーゲント』風のシュティール（スタイル）は、非常に特徴的な視覚的表現に
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よって成立している。
ユーゲントシュティールに限らず、それ以前に起こった芸術運動であるアーツ・アンド・ク
ラフツ運動においても、また国を越えたアール・ヌーヴォーにおいても、そこに見られる典型
的な模様は植物の茎や葉が描き出す曲線である。曲線で描かれた植物がシンメトリーにあるい
はアシンメトリーに配置され、植物がそこで葉や茎を伸ばして成長していくかのような図柄が
多く見られる。もちろん『ユーゲント』のイラストにもそのような曲線的な描写が多々認めら
れ、
『ユーゲント』に見られる視覚的表現の典型的な様相であると言って良いだろう。
ところで長谷川は、ユーゲントシュティールの特徴として、
「自然と融合していく身体」を
まず挙げている8）。ここでいう「自然」とは植物の茎や葉、水の流れによって描き出される曲
線や揺れるような線描写のことである。そして「身体」とは主に女性の身体であり、特にその
髪の毛の流れや衣服の襞や袖、そして裾の線描写のことである。「自然」と「身体」の二者の
融合を可能にしているのは、まさにその自然の線描写に見られる曲線であり、それは丸みを帯
びた弧を描くような線を描いて女性の身体や髪の毛、衣服にまとわりつき、一体化していく。
長谷川は、この一体化の様子を、「溶け込む」あるいは「溶解していく」という表現9）を用い
て説明し、
「そもそも身体は自然と乖離してはならない存在であり、その自然の象徴としての
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波や植物やさまざまな有機的な形態を身体になぞらえて思想として表現していることがわか
「自然」と「身体」の融合は、あるいはまた「溶解」せずとも、絵の中の
る」10）と述べている。
女性を額縁が囲い込むように、植物が女性を囲い込むことで表現されている場合もある。
ところで、長谷川はさらに、
「自然と融合していく身体」の背景にはドイツのロマン主義の
時代の身体像が関わっていると指摘している11）。長谷川は、ロマン主義の特徴について以下の
ようにまとめている。

18 世紀に都市が成熟し始めると、人々は人間性の疎外を感じるようになった。そして自
らを自然や空想的な世界観に結びつけて、宇宙的調和世界を求めたのがロマン主義という
時代精神である。この世界とは分割できない普遍的生命の統一体であり、その中での人間
という存在は宇宙の調和的世界の一部であり、他の植物や動物やあらゆる自然と生命的秩
序を共有し融合を目指しているものとして考えられた。こうした理由のため、技術や知性
といったものからできるだけ遠ざかり、非合理的で謎めいたものに傾倒し、感情や直感の
中に幸福を探究したのであった。12）
人間が、他の植物や動物やあらゆる自然と生命的秩序を共有し融合を目指している、すなわち
自然との統一体という融合を目指したというこの時代の考え方が、
『ユーゲント』に限らず、

19 世紀末の芸術運動に少なからず影響を与えていることは確かなことだろう。また、このよ
うな「ロマン主義の理想世界を体現するものこそ、女性の身体であると解釈され（中略）女性
13）
のであるならば、
『ユーゲント』
は自然と一体化されて、ロマン主義的世界の象徴となった」

において自然と融合していく身体として女性の身体が好んで用いられたことの要因がロマン主
義であるということも容易に理解できる。さらに長谷川は、次のようにも指摘している。
ロマン主義の世界では生命が生き生きとして生気を帯び、芸術と人間生活と宇宙が調和の
とれた世界を構築している。そこは水の精や妖精が住み、混沌とした社会から隔離され
た、美の支配する純粋な生の世界なのである。14）
ロマン主義が構築した「芸術と人間生活と宇宙が調和のとれた世界」に住む妖精たち、それ
は、ロマン派バレエのシルフィードやジゼルなど幻想の世界に登場する妖精たちなのかもしれ
ない。妖精たちは常に若く美しい女性の姿をしている。その上、舞台の上でのシルフィードは
柔らかいチュールを重ねたロマンティックチュチュ15）を身につけ、しなやかに円を描いて魅惑
的に踊る。ジゼルもまた重ねられた長めのチュチュの襞が広げられて半弧を描き、それが閉じ
られればその襞は水の流れのように揺れる。小倉が指摘したその頃の「純粋で精神的なものを
追求しようとする「天使的傾向」16）と言われる流れ」は、高橋によればその追求が「ロマン派
（4）
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バレエの重要な要素の一つとなっていた」17）という。そしてそのような「天使的傾向」を表現
することに大きな役割を担っていた要素の一つがチュチュであったと思われる。すなわち、長
谷川の指摘を含めてまとめれば、芸術と人間生活と宇宙が調和のとれた世界、純粋で精神的な
ものが追求される美の支配する純粋な生の世界は、チュチュの持つような曲線的な美しさとそ
の曲線によって描かれる柔らかい流れによって表現されたのだと言えよう。つまり『ユーゲン
ト』における “女性” は、長谷川が指摘するようなロマン主義を背景として、その世界を表現
するために自然と一体化されてその象徴となり、「花に囲まれ、純粋無垢な存在として純粋な
18）
るのである。そして『ユーゲント』におけ
愛に生きる理想世界の主人公として、演出され」
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る “女性” というのは、胸の丸みやお腹から太ももにかけての曲がりくねった体のラインなど
の生物学的な曲線がその題材となるのではなく、ロマン派バレエで用いられたロマンティック
チュチュやその美しさを最大限に引き出すダンスの動きが生み出す曲線によって表現される。
本節の最初で述べたように、
『ユーゲント』に見られる情報伝達の部分には、そのような理想
世界のヒロインの姿はなく、社会の表舞台への女性の進出を反映するような記事やイラスト、
テーマが多くみられ、そこに描かれている女性達は、何かからの抑圧から解放されたその自由
を楽しむ姿の女性達である19）。しかし一方で、イラストに登場する女性の多くは、上で述べた
ように、身体そのものではなく、長い髪の毛が作り出す曲線や、身にまとう衣装が織りなす曲
線が前面に押し出され、それが植物の持つ曲線と融合するという構図の中に身を置いて、自然
と一体化している。
曲線による線描写は、以上見てきたように、
『ユーゲント』のイラストにおいて「自然と融
合していく身体」を演出する最大の要素である。自然を代表する植物にも身体として認識され
る女性にも共通に見られる特徴である曲線は「自然と融合していく身体」を表現するために欠
くことのできない視覚的表現であり、同時に、
『ユーゲント』風のスタイルを代表する表現方
法なのである。

２．
『ユーゲント』風とは何か ―フローラルスタイル―
ユーゲントシュティールとは、１．で言及したように 『
“ ユーゲント』風のスタイル” と言い
換えることができる。その第一の特徴は、上で述べたような曲線描写という視覚的表現である
が、『ユーゲント』風のスタイル、すなわち『ユーゲント』におけるユーゲントシュティール
とは何かということについては、そのような曲線描写だけを以って語ることはできない。
まず、ユーゲントシュティールのイラストの傾向のおおよその流れについて述べたマドセン
の以下の文を見てみよう。
この様式（ユーゲントシュティール）は本質的に平面的装飾として発展しており、例え
（5）
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ばエックマンの作品に見られるように、特に植物的なものを好んでいる。これと並んで、
ダイナミックで構成的な側面に重点を置いた構造的、象徴的傾向があるが、これはヴァ
ン・ド・ヴェルドがその仲介者となった。その後は主にオーストリアの影響で、構成的、
幾何学的傾向が優勢を占めている。時代的にも、ドイツのユーゲントシュティルをこのよ
うに二分することは可能である。すなわち、まず最初に花模様様式が栄え、それが 1900
20）
年ごろから、より構成的傾向に道を譲っていくのである。

つまり、ユーゲントシュティールはおよそ 1900 年を境にそのスタイルを二分することができ、

1900 年以前は植物モチーフが支配的であり、1900 年以後はより構成的で抽象的な側面がそれ
に代わっていくのである。
またマドセンは、上にあげた引用でも名前が出ているが、ドイツのアールヌーヴォー
（German Art Nouveau、すなわちユーゲントシュティール）の代表的な画家としてエックマン
（Otto Eckmann, 1865‒1902）の名を挙げ、エックマンを “floral artist” として位置付けて、エッ
クマンのイラストが『ユーゲント』の本質的な特色の全てを象徴していると指摘している21）。
つまり、
『ユーゲント』における植物描写の代表的なイラストレーターとしてのエックマンの
イラストを見れば、
『ユーゲント』風とは何かを見て取ることができると考えられる。エック
マンのイラストは “floral”「フローラル」という形容詞で表されるが、この様式は、“花模様様
式” と訳されたり、また 「
“ フローラ」のユーゲントシュティール” と訳されたりしている22）。
本稿では英語の表記の “floral style” から、エックマンを代表とする植物をモチーフとしたその
画風を「フローラルスタイル」と呼ぶことにする。エックマンのこのフローラルスタイルの確
立は、もともと風景画家であったエックマンが植物の研究を通して習得したものであるが、そ
れはまず、1896 年の『パン』に掲載されたヴィネット23）から始まっていた24）。また、エック
マンをはじめとするフローラルスタイルのイラストを主に描く画家たちをここでは「フローラ
リスト」と呼ぶことにする25）。
以上のようなことを前提に、以下では初版から 1900 年頃までの『ユーゲント』に見られる
フローラルスタイルに焦点を当て、その特徴を具体的に探ることを通して、『ユーゲント』風
4
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4

とはどのようなものであるのかについて考察する。

３．フローラルスタイルの構図について
まずフローラルスタイルのイラストの特徴として挙げられるのは、本稿の冒頭で述べたよう
に、あるいは１．で言及したように、曲線を最大に活用した線描写である。植物は、その茎
や枝や葉が根元から伸びていく様が曲線で描かれ、柔らかさ、優美さ、しなやかさなどが表現
されている。しかし、
『ユーゲント』においては、このような曲線描写と並んで、イラストの
（6）

『ユーゲント』風とは何か（古田）

291

配置の仕方、つまりその構図が実は非常に特徴的なのであって、
『ユーゲント』風と言われる
スタイルを確立する大きな要素になっているものと思われる。以下では図版の例を用いて、そ
のような植物の曲線描写がどのような構図の中に実践されているのかを見てみよう。
エックマンのイラストといえば、図版１26）に見られるチューリップのイラストがその性格
を最もよく表していると言えるだろう。花の茎や葉が花と一緒に取り囲む「五月」という題名
「これに対して、その
の詩は井戸田の解釈によれば「現実の閉塞した状況を暗示して」27）おり、
状況を打ち砕き「自由」をもたらす新しい生命の誕生が、植物の描写によって予感されてい
28）
のだという。このイラストが直接「ユーゲントシュティール」という名の由来になったわ
る」

けではないが、ここに描かれている「生命力」が『ユーゲント』のフローラルスタイルのイラス
トに共通してみられるテーマとなり、ひいては『ユーゲント』全体のコンセプトとして解釈さ
れうる要素であることは間違いないだろう。マドセンは、先にあげたエックマンがデザインし
た『パン』のヴィネットについて「両側に萌え出ずる茎の動きの中に、自然の芽生えの力強さ
29）
というが、エックマンが植物描写に傾倒していった一つの理由がここに、
を伝えようとした」

つまり、植物の芽吹きに感じられる生命力の強さへの敬意や感動にあるのではないだろうか。
また、このイラストのもう一つの特徴は、それがこのページの中でその空間を閉じていると
いうことである。つまりは、作品を取り囲む「フレーム」（額縁）として描かれているという
ことであり、特にこのフレームスタイルは詩と融合させて用いられることが多い。図版 ２に
おいてはさらにそのフレームスタイルが顕著に描かれている。そこでは、下中央から右と左に
分かれた茎が螺旋を描くように緩やかに絡み合いながら上へと伸びていき、両側の頂上ではナ
デシコに似た花のつぼみが描かれ、上中央では開花した花が向き合い、互いに伸ばした雌しべ
が出会うことによって空間が閉じ、全体としてシンメトリーに描かれた植物のフレームが完成
している。図版３はその取り囲み方が少し変則的ではあるが、バラの花がその茎を反時計回

図版１ /1896/ Nr.18-S.278

図版２ /1896/ Nr.27-S.426
（7）

図版３ /1896/ Nr.13-S.200
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りに右上に一気に伸ばし、一番上に到達した後は左に伸びて右下から時計回りに伸びてきた茎
とつながることによって「幸福」というタイトルの詩を取り囲んでしまう。図版１、図版２、
図版３のどれも、曲線で描かれた植物が詩という作品の額縁となり、一つの額装を完成させ
ている。その際植物は、作品を引き立たせながらも、装飾としての主張もし、そして作品と一
体化している。
しかし、エックマンのフローラルスタイルには異なる様相を示すものも多く、エックマンを
代表とするフローラルスタイルはその構図の違いによって主に４つのタイプに分けることが
できる。一つ目は上にあげたように作品の額縁となる “フレームタイプ” である。二つ目は
“Ｔの構図”、三つ目は “Ｉの構図”、四つ目は “コの字型タイプ” である30）。
“Ｔの構図” とは、例えば図版４のようなイラストである。グロリオサに似た花が、ここで
は下からまっすぐ上にその茎を伸ばし、頂上に咲く花を軸として左右に茎や葉と花を揺らして
いる。図版５においてもブバリア（あるいは桜草？）のような植物が根元からまずまっすぐ
に上へその茎や葉を伸ばし、花はつぼみのまま上へと向かって行き、頂上に達したあとはやは
り左右に花が流れ、そこで花を咲かせている。図版６でも、その植物は下から螺旋状に上に
伸びたあと左右へとその茎あるいは葉を緩やかに流している。図版４、図版５、図版６に見
られるような全体としてアルファベットのＴをイメージさせる “Ｔの構図” となっているこ
のような描き方は少なくなく、むしろエックマンはフレームスタイルよりもこの構図を好んで
いたのではないかと思われる。
また、全体として下から上へ向かう植物が描かれるアルファベットのＩをイメージさせる
三つ目のタイプの “Ｉの構図” もよく見られる。図版７ではシクラメンが下から身を起こし、
その葉が下方で揺れ、真ん中からつぼみを伴った花がさらに上方へと向かっている。図版 ８
では、細い枝から直接花を咲かせている直物が、下から上へと向かって伸びていき、一番上に

図版４ /1896/ Nr.48-S.780

図版５ /1897/ Nr. 26-S.430
（8）

図版６ /1897/ Nr. 10-S.154
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図版７ /1896/ Nr.17-S.295

図版８ /1897/ Nr. 12-S.192
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図版９ /1897/ Nr. 12-S.191

はまっすぐ上を向いたつぼみが描かれている。図版９では、そこに花は見られず、茎と葉だ
けが描かれているが、やはり下から茎が一直線に上へ向かい、その下部で、真ん中で、そして
上部で葉が、まるで花が開くように描かれ、その葉先はやはりまっすぐ上を向いている。さら
にここでは、ウラジロのように葉の表と裏とのコントラストがはっきりと描かれ、それがその
葉が螺旋状に茎に絡みついているかのような効果を演出している。
エックマンの “Ｔの構図” や “Ｉの構図” に共通して見られることは、そこに描かれる植
物が下から上へと伸びていく様が描かれていることであり、そのイラストを見る者に、あたか
も今目の前で頭をもたげた花のつぼみが茎や葉を煽動して空へと向かってぐんぐん伸びていく
かのような様子を想像させることである。そこにはもちろん植物の生命力の強さが感じられる
が、あるいはまた、それを描くフローラリストたちがそれ以前の芸術の殻を破り、自由を謳歌
しながら新しい世界へと飛び出していく勢いをも読み取ることができないだろうか。そこでは
空間は閉じてはおらず、
『ユーゲント』の外へとその空間は開かれている。
四つ目のタイプの “コの字型タイプ” とは、四角の一辺が閉じられていない構図をいう。逆
向きのタイプも、門構えのようなタイプもここに含む。例えば、図版 10 31）のようなものがそれ
である。ここでは、その出発点は左側の下部であり、そこから一方は下部に沿って右に、他方
は上に伸びて頂上で右に折れている。細長い葉柄は縦に勢いよく伸び、右に折れた後は下部で
も上部でも葉をなるべく遠くへ伸ばそうとしているかのようである。そして、一つだけこちら
を向いている花に自由へと向かう決意が感じられる。図版 11 では他の植物のイラストによく
見られるような根の存在は消されており、茎がまるで踊るように軽やかに体を起こし、上へと
伸びていく。その茎に散りばめられたように咲く小さな花々も、頂上で密集し、詩のテーマで
あるハートのオブジェを支えている。図版 12 は棘のある太い茎に絡みつくように細い葉柄や
葉や花が描かれている。それは、左下から上へ伸びた葉柄だけがさらに頂上の中央にかかって
（9）
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図版 10 /1896/ Nr.1+2-S.26

図版11 /1896/ Nr. 25-S.397

図版 12 /1896/ Nr.34-S.545

反対側へ伸び、そこから右下へと降りてくる。ここでは太い茎の主張が強く、また棘も非常に
鋭く描かれているが、そこに螺旋状に絡みつく葉柄の先にある朝顔のような花と葉がその柔ら
かな線で棘を撫で、棘の痛々しさを覆ってしまうかのように描かれている。この “コの字型タ
イプ” の構図では、花や葉や茎は、他のタイプのそれと同じく上方や左右へと伸びていく様が
描かれているが、例えば図版 11 や図版 12 にはそのまま外へと飛び出すための空間はない。し
かし、安定したコの字の構図は、そこに描かれている植物（や動物）の動きをしっかりと支え、
そこには閉塞感はない。花も茎も葉も、そして蝶も、安心して伸びていき、そして舞っている。
また、エックマンが図版８や図版 11 に見られるように、好んで蝶を一緒に描いていること
は注目に値する32）。そこでは蝶は植物の流れに沿って飛ぶ、あるいは、植物がたどり着いた先
で待ち受けているが、これは動くことのできない植物の代わりに外の空間へと飛び立っていく
ための演出である。また図版 11 では、まるでそこに音楽が鳴り響いているかのように、蝶が皆
軽やかに舞っている。
ところで、このような傾向を持つフローラルスタイルのイラストを描いたのは、実はエック
マンだけではない。
『ユーゲント』の創刊年の翌年より、他のフローラリストたちのイラスト
が目立つようになっており、特に 1898 年の『ユーゲント』には多く見られる。彼らは、もち
ろんエックマンのイラストに影響を受け、エックマンのそれと似たような構図のイラストを寄
せている。
ハオシュタイン（P. Haustein）が描いたカラー（サトイモ科の植物）のイラスト（図版 13）
は、その根っこが真ん中にあり、そこから伸びた葉と花が一つずつ詩を囲んでいる。シンメト
リーのように対置され、しかし実はアシンメトリーなその構図は、空間を閉じてしまうフレー
ムスタイルにあって、ユーモラスな動きを感じさせ、今にも花がその茎を上へと伸ばし、この
ページから飛び出して行きそうな勢いも感じる。ヴィンマー（A. Wimmer）の図版 14 では花
（10）
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図版 13 /1898/ Nr.2-S.24

図版14 /1898/ Nr.14-S.218
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図版 15 /1898/ Nr.14-S.236

瓶の中から伸びゆくひなげしと思われる花が描かれている。その後ろにはこの植物を型にはめ
ようとする枠が描かれているが、ひなげしの葉や花やつぼみはその枠からはみ出しており、そ
れ に よ っ て こ の 花 の 生 命 力 の た く ま し さ が 逆 に 強 調 さ れ て い る。 ウ ッ ベ ロ ー デ（O.

Ubbelohde）の描いたフレームスタイル（図版 15）は、一見すると花も葉も茎も直線的に描か
れており、これまでのフローラルスタイルとは少し印象が異なり、エックマンのフレームスタ
イルとは違い、植物がこのページの枠には収まらず、その外に向かって伸びている様が見て取
れ、空間は閉じているようで実は閉じてはいない。カスパーリ（G. Caspari）の描く花（図版

16）は、イラストでは見えない下方の根元から、茎を緩やかな曲線を用いながらしかしまっ
すぐ上方へ描いている。下から上へ伸びる茎の先にある花々はまだ完全に開いていないものも
開き切ったものもなぜか下方を向いている。がしかし、茎の勢いに乗って、これからその頭を
もたげようとしているかのような動きが十分感じられる。ルーズ（M. Loose）は松の花と葉を
絶妙に組み合わせ、両側にシンメトリーに対置させている（図版 17）。上からぶら下がるよう
に描かれているのは雌花であろうか。雌花は葉から顔をのぞかせ、そのまま何かを待っている
ようである。他のイラストの花とは趣が異なり、この雌花はじっとしている。がしかし、やが
て風が吹き、その風を受けて花粉を飛ばしていく。花粉は雌花から飛び出し外へと拡散してい
く。子孫を残し増やすという生命力とともに、自由を求めて外に飛び出していく様が感じられ
る。ブラウヒッチュ（M. v. Bruachitsch）による図版 18 に見られるような右下から上へ、それ
から左へという構図は珍しいタイプであり、このような線の流れはエックマンには見られな
い。しかし、“コの字型タイプ” の構図のバリエーションとしてここで取り上げる。“始めかぎ
括弧” をちょうど反対にしたような構図に置かれたゼラニウムの花と葉が右下から上へと伸
び、頂上に達すると花が左に流れている。このイラストは、図版 14 のように、後ろに置かれ
た型枠に沿ってその茎を伸ばしてはいるが、葉も花も途中で型枠から外へはみ出してしまって
（11）
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図版 16 /1898/ Nr.10-S.166

図版17 /1900/ Nr.17-S.285

図版 18 /1898/ Nr.22-S.363

いる。ただ図版 14 とは違って、花が自ら枠の中から外へ飛び出して行こうとしているのでは
なく、吹いてきた風の流れに乗っているかのようである。そしてその時、葉がしっかりと茎と
花を支えている。
以上見てきたように、フローラルスタイルのイラストでは、曲線描写を用いて植物の柔らか
さ、優美さ、しなやかさなどが表現され、その曲線美は装飾としての役割を十分果たしてい
る。しかしまた、フローラリストたちの様々な思いもそこには描かれている。イラストの中の
植物は、そこにある作品と同様、あるいは場合によっては作品以上に何かを主張している。そ
れは、一旦停止ボタンによって動きをストップさせられた植物が、それを見るものを捉えた途
端に再生ボタンが押されて動き出す動画のようにそこには活き活きとした画像が感じられる。
茎が伸び、葉がゆれ、花が首をもたげる。葉先が揺れ、雌しべが揺れる。時には蝶が舞い、
花々がその舞に合わせて歌い出す。そこには風が吹き、音楽が奏でられている。そこでは生命
力が讃えられ、また積極的に自由を求める姿が描かれている。
『ユーゲント』風というのは、
視覚的に捉えられる様相だけではなく、このような、イラストがそれを見る者に感じさせる印
象も含んでいる。
さらにここで、はじめに紹介した『ユーゲント』の編者であるヒルトの芸術観が思い出され
る。19 世紀末に求められた新様式の追求と創造は、ヒルトにとっては「真に芸術的なもの」
を求め、それを紹介することであった。そしてそれは、作品と装飾とが調和した融合に他なら
ない。フローラルスタイルの植物は、フローラリストたちの思いを背負いながらそれが装飾す
『ユーゲント』におけるフローラルスタイルは、そ
る作品との融合をも図ろうとしている33）。
れを見るものの心を和ませ、その優美さや力強さ、そして今まさに目の前で動かんとする描写
力に感嘆の声を上げさせ、複数の感覚を刺激する。──それが修飾する作品を決して損なうこ
となしに。
（12）
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４．おわりに
ユーゲントシュティールにしてもアール・ヌーヴォーにしても、その代表的な特徴というの
は一般に「曲線美」という言葉で表され、それは『ユーゲント』においては、植物の茎や葉や
花びら、女性の髪の毛や服の襞、白鳥やフラミンゴの首や足、魚の動き、水の流れ、リボンの
ような文字などによって表されている。“
『ユーゲント』風の” と言う時、それはそのようなモ
チーフに見られる曲線の使用を意味し、その線描写から得られる優雅さや緩やかさなどがその
特徴とされる。しかし、
『ユーゲント』風、というのはそれだけではない。それは、上で見て
きたように、エックマンを代表とするフローラリストたちがそこに表現しようとした、花や茎
や葉が勢いよく開いた空間に向かっていこうとする力強さであり、
『ユーゲント』の外へ飛び
立とうとする自由でもある。そしてそれは、その構図と描写力によって表現され、見るものに
様々な感覚を呼び起こしていくのである。
以上のように、本稿では、ユーゲントシュティールをはじめ、他の芸術運動にも共通して見
られるフローラルスタイルのイラストに焦点を絞り、そこに描かれている植物が、そこに描か
れているままの姿の他に、その構図を通してさらに物語るコノテーションを探った。そこにこ
そ、ユーゲントシュティールという名を導き出した『ユーゲント』の、そして『ユーゲント』
風のスタイルが見て取れるのではないだろうか。

注
１）本稿で用いる “イラスト” とは、図像によって描写される絵柄を広く意味し、図像そのものだけでなく、
詩や評説の装飾、文字表現なども含む、絵画的な視覚表現全般を指す。本来なら “イラストレーション”
とすべきところだが、本稿では日本語で一般に用いられている表現である “イラスト” を用いた。またそ
れに合わせて、『ユーゲント』に “イラスト” を寄せた芸術家たちを、挿絵画家ではなく “イラストレー
ター” と表した。
２）H.-U. Simon: „Jugendstil“, Springer-Verlag, 1971, pp. 17‒18. ただし、Simon は、同箇所において、この 1897

年説については疑念が残るとも述べている。
３）針貝綾：「第７回国際美術展と連合工房の創設：ミュンヘン手工芸連合工房史試論」『人文科学』長崎大
学教育学部紀要、vol. 71、2005、pp. 41‒47、引用：p. 43
４）一方、山本によれば、「ユーゲントシュティール」という言い方は 1899 年に生まれた名称であるという。
山本定祐：『世紀末ミュンヘン ユートピアの系譜』朝日選書 471、朝日新聞社、1993、p. 141
５）マドセン（S. T. Madsen）／高階秀爾・千足伸行訳『アール・ヌーヴォー』美術公論社、1989、p. 48
６）ヒルトの〈芸術観〉や以下の『ユーゲント』における〈装飾性〉については、拙稿にて詳しく論じてい
る：「『ユーゲント』─ „Der Neue Stil“ をめぐって─」『言語文化論集』33 巻１号、2011、pp. 111‒124
７）モチーフとジャンルについては、拙稿にて具体的にまとめてある：「視覚のコラージュ─『ユーゲント』
（die „Jugend“）における様々な融合─」『境界の消失と再生』2012、pp. 147‒166
８）長谷川章：『世紀末の都市と身体─芸術と空間あるいはユートピアの彼方へ─』ブリュッケ、2000、pp.
24‒27 を参照
９）前掲書、p. 25
（13）
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10）同上
11）長谷川はまた、他の国と比べてドイツのユーゲントシュティールには特異性があり、それが「自然に融合

していく身体」という特徴を作り出していると指摘し、そして、その遠因として当時の青年たちの社会的
運動をあげている（前掲書、pp. 25‒27）し、ユーゲントシュティールの世界観を形成したもう一つの要
因として、ロマン主義や神秘主義と結びついた民族主義的ナショナリズムを上げて、フィドゥスを例に挙

げ、そこには、「ロマン主義的な意味合いに加えて、古代ゲルマン民族の力強さを理想化した姿が描きこ
まれている」（前掲書、p. 28）と指摘している。この点についての議論は次回への課題としたい。

12）同、p. 26
13）同上
14）同上
15）ロマンティックチュチュとは、バレエで用いられる衣装で、釣り鐘型のスカート。チュチュ布が何枚も重

ねられて作られ、裾丈は膝とくるぶしとの間の長さである。
16）小倉孝誠：『〈女らしさ〉の文化史─性・モード・風俗─』中央公論新社、2006、p. 149
17）高橋由季子：「ロマン派バレエにおける女性ダンサーのイメージについて」『人文化学論集』（21）、学習
院大学大学院人文科学研究科、2012、p. 187
18）同上、傍点は古田による。
19）
『ユーゲント』におけるそのような自立した女性像については、拙稿にて言及している：「ドイツ総合芸術
誌『ユーゲント』（„die Jugend“）における女性像」『言語文化論集』37 巻２号、2016、pp. 81‒95
20）マドセン／高階・千足訳（1989）、p. 203、（ ）内は古田による。
21）S. T. Madsen: „The Art Nouveau Style: A Acomprehensive Guide with 264 Illustrations“, Courier Corporation,
1971, p. 250
22）“花模様様式”：マドセン／高階・千足訳（1989）、p. 203、“「 フローラ」のユーゲントシュティール”：
ホーフシュテッター／種村・池田訳（『ユーゲントシュティール絵画史─ヨーロッパのアール・ヌー
ボー─ 』 河 出 書 房 新 社、1990）、p. 195、 ま た „floral compositions“ と 表 さ れ る こ と も あ る : Gordon

Campbell (hrsg.) „The Grove encyclopedia of Decorative Arts“: vol. 1, p. 46
23）書物の扉、章頭・章尾などの小さな飾り模様、小さな可愛らしい（さし）絵のこと。
Weblio 辞書 : https://ejje.weblio.jp/content/vignette
24）Madsen（1971, p. 253) によれば、エックマンのそれは、別段新しいものではなく、というのも４〜５年前
にシュヴァーベ（Carlos Schwabe）がそれとよく似たものを生み出しているからだという。なお、この点
については、マドセン／高階・千足訳（1989、pp. 204‒205）に同様のことが書かれている。
25）花を売る花屋は普通フローラ、あるいはフローリストと呼ばれる。ここでは、その特徴を示すために、植
物のイラストを描く画家たちをフローラリスト（floral + ist）という造語で呼ぶことにする。
26）本 稿 の 図 版 は 全 て 以 下 か ら 引 用 し た： „Heidelberg historic literature ‒ digitized“（https://digi.ub.uniheidelberg.de/diglit）
なお、図版の下に記載しているのは、図版の番号とその出処を示している。例えば、図版 １ /1896/
Nr.18-S.278 というのは、この１番の図版が記載されているのが、1896 年刊行の 18 号、278 ページ、とい
うことである。
27）井戸田総一郎：「雑誌『ユーゲント』の魅力─言葉・デザイン・図像─」（図書館特別資料紹介）『明治大
学図書紀要』９号、2005、p. 3
28）同上
29）Madsen（1971), p. 253
30）残念ながら、すべてのイラストを４つに分類することはできず、ここで挙げた４つのタイプには入らな

いものもあるが、そのほとんどが単発的な構図となっている。ただし、短冊形（短冊の中にイラストが収
まるタイプ）については一考の余地があるが、これは多分にジャポニスムの影響と思われ、別の機会に論

じることとし、その詳細については今回は言及しない。
31）エックマンは、このイラストに “辺縁” と記載している。
32）今回は例としてあげてはいないが、トンボや魚なども植物と一緒に描かれている。
（14）

『ユーゲント』風とは何か（古田）

299

33）本稿では、イラストが挿入された作品（詩や物語などの文字テクスト）の細かい解釈には至っていない
が、さらにイラストに託された意味を探るためには、作品自体の分析が必要であることは言うまでもな
い。この点についてはさらなる課題としたい。

キーワード：ユーゲントシュティール、『ユーゲント』
、世紀末芸術運動、世紀末美術

（15）

300

名古屋大学人文学研究論集 第３号

Abstract

“Jugendstil” and the Art Journal “Jugend”:
Floral Style Illustrations and its Layout
Kaori Furuta
An artistic movement in Germany from about 1895 until about 1910 was called “Jugendstil” which took
its name from the art journal “Jugend” founded by the German artist George Hirth. Many graphic artists
produced illustrations for this journal, and one of the most important artist was Otto Eckmann. The style of
his graphic illustrations were often inspired by nature, plants and flowers, and it was called “floral style”, whose
illustrations combined sinuous curves. These Jugendstil-illustrations in the floral style showed us the vitality of
plants which was similar to the French Art Nouveau, but the artists tried to break out of its mold and discover
a new style. This paper is intended to describe the meaning of the “floral style” and the porpose of the graphic
artists (floalist) with their illustrations of plants.
Keywords: Jugendstil, Kunstzeitschrift “Jugend”, Fin de siècle
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