
藤田嗣治 渡仏 100周年記念 

レオナール・フジタとパリ 1913－1931 
Léonard Foujita 1913-1931: Le Centenaire de son arrivée à Paris 
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パリを震わせた異邦人――裸婦と猫の画家、素晴らしき乳白色 

【プレスリリースのお問合せ】展覧会担当：山本  広報担当：鈴木・大庭 
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 今からちょうど 100 年前の 1913 年、藤田嗣治（レオナール=ツグハル・フジタ、

1886-1968）は画家を志してフランスへ渡りました。芸術の都パリに世界中から詩人や

音楽家、画家たちが集まり、モンパルナスのカフェで芸術談義が繰り広げられていた

時代、若き日の藤田もその狂騒に飛び込み、自らの芸術を探求したのです。 

 ピカソやルソーの作品を目の当たりにし、モディリアーニらの画家仲間たちと親し

く交わっては刺激を受けた藤田がたどり着いたのは、なめらかな白い地塗りの上に細

く繊細な墨線を駆使する描法でした。裸婦や猫の描かれた独特の絵肌は、「乳白色の地」

と称賛され、西洋と日本の伝統を融合させたとして高い評価を受けました。こうして

サロン・ドートンヌでの発表やフランスをはじめとする各国での個展などを通じて国

際的画家としての活躍が始まります。 

 本展は、藤田が初めて渡仏した 1913 年からラテンアメリカへと旅立つ 1931 年まで

に焦点をあて、フランスおよび日本各地から集められた作品約 100 点により構成され

ます。初公開を含む絵画や書簡などの資料によって、エコール・ド・パリの寵児「フ

ジタ」誕生までの軌跡と、その黄金期の名作をご紹介すると同時に、パスキンやキス

リング、ローランサンら藤田と時代を分かち合った芸術家たちの作品をあわせて展示

し、幾多の才能を世に送り出した往時のパリの雰囲気もお届けいたします。 

  

開催概要 

会期 ：2013 年 4月 20日（土）―6月 23日（日） 

休館日 ：月曜日  

開館時間：午前 10時―午後 7時（展示室入場は閉館 30分前まで） 

観覧料 ：一般 1200（1000）円、大高生・70歳以上 800（600）円 

  中学生以下無料 
  ＊（ ）内は前売りおよび 20名以上の団体料金 

  ＊障害者手帳等をご持参の方および介助に必要な方は無料  

前売券：3月 6日（水）から 4月 19日（金）まで販売 
 販売箇所：静岡市美術館、チケットぴあ（Pコード：765-563）、ローソンチケット 

 （Lコード：47129）、セブンチケット（セブンコード：021-228）、谷島屋呉服町本 

 店、戸田書店静岡本店、戸田書店城北店、江崎書店パルシェ店、MARUZEN＆ジュンク 

 堂書店新静岡店 

［主催］静岡市美術館 指定管理者（公財）静岡市文化振興財団、静岡新聞社・静岡放送 

［特別協賛］セキスイハイム東海 ［後援］静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、在日フランス大使館 アンスティチュ・フ 

 ランセ日本、静岡日仏協会 ［協力］日本航空 ［企画協力］株式会社ブレーントラスト 

 

［図版キャプション］ 

《裸婦》1923年 油彩・カンヴァス フォール美術館 （C）ADAGP, Paris &JASPAR, Tokyo, 2013 

***** 

 

※ただし 4月 29日（月・祝）、5月 6日（月・祝）は開館、 
 5月 7日（火）は休館 
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本展の見どころ  
 
（１）フランス側監修者として、藤田嗣治の全作品集の編著者であるシルヴィ・ビ

ュイッソン氏を迎え、その全面協力のもと、国内外の個人蔵作品が多数出品されて

います。この機を逃したら再会の難しい珠玉の作品群で構成された展覧会です。 

 

（２）1931年までの藤田に注目した本展では、初公開となる初期の絵画作品や初渡

仏時の書簡を展示。これまであまり知られていなかった巨匠の若き日の素顔に触れ

ることができます。 

 

（３）藤田嗣治の最初の充実期、1920年代の裸婦の傑作を多数含みます。「乳白色の

地」と讃えられた絵肌の魅力を、ぜひ実物で体感してください。 

 

（４）今日では忘れられた日本人画家も含め、藤田と時代を分かち合った画家たち

の作品も紹介。狂乱の時代
レ ザ ネ フ ォ ー ル

と呼ばれる、両大戦間の時代の空気をもお伝えします。 

 

©photo Dora Kallmus, tous droits réservés pour les ayant-droits éventuels 

藤田嗣治について 

（レオナール=ツグハル・フジタ、1886-1968） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1886（明治 19）年東京生まれ。東京美術学校を卒業

後、1913年に渡仏。パリで自らの芸術を模索した藤田

は、1919年のサロン・ドートンヌで出品した 6点すべ

てが入選し、閉会後に会員に推されるという快挙をな

しとげる。やがて乳白色の地塗と墨の細い線描を特色

とする作風を確立、一躍エコール・ド・パリの寵児と

なり、国際的画家として活躍した。 

 1931年、藤田はパリを離れブラジルへ渡航し、中南

米の旅を経て 1933年に日本へ帰国。第二次世界大戦

の勃発によりパリには戻れず、戦時中には戦争画も描

いた。戦後は日本を離れフランス国籍を取得、カトリ

ックの洗礼を受ける。洗礼名「レオナール」は敬愛す

る画家レオナルド・ダ・ヴィンチにちなんだという。

戦後は、得意とする裸婦像に加え、子どもを描いた一

連の作品や宗教画にも力を注ぎ、1968年、療養先のチ

ューリッヒの病院で生涯を閉じた。 
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※著作権の関係上、本リリースに掲載できない作品図版が多数ございます。お手数です
がチラシの画像をご参照ください。 
 
※各章のタイトルは 2013年 2月時点での仮題です。内容の変更はありませんが、タイ
トルの表記（青字の部分）が多少変更になる可能性がございます。 

 

作品紹介 

◎《自画像》1910年、油彩・カンヴァス、東京藝術大学（チラシ中面図版参照） 

 藤田は東京美術学校の卒業制作にこの自画像など 3点を制作しました。藤田の回顧に 

よれば、教授の黒田清輝はそれらを皆の前で悪い例として説明したといいます。黒を効か

せた色彩感覚が師・黒田には評価されなかったのでしょうか。 

 ※静岡、熊本のみの出品。 

 

展覧会構成と主な作品 

 

 

 

 

 

第 I章 渡仏以前―画家への道 

 幼いころから絵が好きだった藤田は、フランスでの絵画修業を望んでいましたが、東京美術学

校で油彩画を学ぶことになりました。その背景には、陸軍軍医である父の上官だった森鷗外のす

すめがあったといいます。1910年に美術学校を卒業しましたが、文部省美術展覧会に 3年連続で

落選するなど不遇でした。 

 しかし 1913年、いよいよフランスへ渡り、芸術の都での探求が始まります。前年に結婚した妻

のとみを日本に残して単身の渡仏でした。この章では、初公開となる渡仏以前の油彩画や、東京

美術学校の卒業制作である《自画像》などを展示、若き日の藤田像を浮き彫りにします。 

 

 

  

     

 

 

 

  

藤田嗣治と妻・とみ 

豆知識：藤田と静岡 

藤田家は江戸時代から代々、駿河田中

藩（現在の静岡県藤枝市）の藩主・本多

家に仕えていました。藤田嗣治の父・嗣

章（つぐあきら）は藩校日知館（にっちか

ん）に通ったといいます。 

明治維新後、嗣章は陸軍軍医となり、藤

田嗣治は父の勤務地の東京で生まれま

した。世界のフジタ、父祖の系譜をたどる

と、実は静岡にもゆかりがあるのです。 
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フランス行きの船上にて 
（1913年） 

作品紹介 

 ◎妻・とみへの手紙 1913-14年 

 パリで親友になった画家・川島理一郎のこと、彼の影響でギリシャ・ダンスを始めたことや、

ルーヴル美術館で古代ギリシャ、エジプト美術の模写をしていることなど、無名時代の藤田の様

子が生き生きと伝わる手紙群です。 

 第一次世界大戦のためフランスと日本に引き裂かれた藤田ととみは離婚。別の人生を歩むこと

になりました。それから 70年近くを経た 1980年代に、1913年から 1916年にかけての 179通も

の藤田の書簡がとみの実家から発見され、研究・翻刻が続けられてきました。2004年には「パリ

留学初期の藤田嗣治研究会」により翻刻が完了しましたが、実物が展示公開されるのは本展が初

めてです。 

 

 ◎《レイニャックの眺め》1915年 油彩・カンヴァス 個人蔵（チラシ中面図版参照） 

 1915年 6月、藤田は川島理一郎とともにフランス南西部のドルドーニュ地方レ・ゼジーにある

マルザックの古城で暮らすことになりました。パリに住む伯爵から、自分の持つマルザック城と

レイニャック城の管理を任されたためだといいます。《レイニャックの眺め》はこの時期に描か

れたものです。 

第 II章 模索の時代―パリの潮流の中で 

 この章では、模索期の藤田を伝える絵画や書簡などをご紹

介します。 

 藤田は、パリの街の様子や体験したこと、芸術への熱い思

いなどを詳細に記した手紙を何通も妻・とみに書き送りまし

た。レイモンド・ダンカンの「ギリシャ古代精神への回帰」

の思想に共鳴して、ギリシャ・ダンスを習ったり、ルーヴル

美術館に通ってはエジプトやギリシャの美術を模写するな

どし、西洋美術の源流から学ぼうとしたことが手紙からうか

がわれます。 

 一方で、1914年 2月頃、当時の美術の最先端を走るキュビ

スム時代のピカソに会い、そのアトリエでアンリ・ルソーの

絵画を見せられて衝撃を受けるなど、藤田はさまざまな刺激

を受け、自分らしい絵画を求めて努力を重ねました。そんな中、

第一次世界大戦が勃発し、日本からの送金も途絶えるなど苦しい生活を強いられることになりま

したが、パリ郊外やロンドンで戦火を避け、帰国することなく藤田は絵画修業を続けました。 
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作品紹介 

◎《花に水を遣る若い女》1917年 水彩・紙 個人蔵（チラシ中面図版参照） 

 背景を塗りつぶした浅い空間に、細長く引き伸ばされたプロポーションの女性が描か

れています。平面的な画面構成や人物の手つきなどが浮世絵を思わせる一方で、端正な

横顔の描写は古代ギリシャの壺絵や初期ルネサンスの壁画などを連想させます。西洋と

東洋の特質を融合させた藤田の特長をよく示す優美な一点です。 

 

モンパルナスのカフェ・ロトンドにて、
キスリング（右端）らと。1920年頃 

第 III章 成功への階段―パリ美術界へのデビュー 

 第一次大戦も終局に向かいつつあった 1917年、藤田はパリのシェロン画廊と契約、相変わら

ずの貧乏生活でしたが、ようやく作品によって収入を得るようになりました。藤田は、この頃か

らパリのカフェ・ロトンドで知り合った女性、フェルナンド・バレーと暮らし始めたといいます。

翌 1918年には第一次大戦の休戦条約が成立、つかの間の狂騒の時代の幕開けとともに、成功への

第一歩を踏み出したのです。 

 モディリアーニやスーティン、キスリングなどエコール・ド・パリの画家たちと親しく交流し、

モンパルナスのカフェに夜ごと繰り出す華々しいパフォーマンスの一方で、自室に帰ってからは

明け方まで制作に取り組む日々でした。 

 この時期の藤田は、細長く引き伸ばされたメランコリックな人物像と、どこかアンリ・ルソー

を思わせるもの寂しい郊外風景をしばしば描いています。素朴でありながら繊細な作品は、日本

的な要素と西洋的な要素を融合したと評価され、1919年のサロン・ドートンヌでは出品した 6点

すべてが入選、閉会後に会員に推される快挙をなしとげました。 

 この章では、1917年から 20年までの水彩画を中心に、画壇での一歩を踏み出した藤田の作品

をご覧いただきます。 
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アトリエの藤田とユキ（1927年頃） 

第 IV章 栄光の時代―エコール・ド・パリの寵児 

 1921年のサロン・ドートンヌに藤田は 3点の油彩画を出品しました。乳白色の絵肌と繊細な線

描による藤田独自のスタイルがこの時には確立されており、とりわけ、背景の黒に裸婦の白が引

き立つ裸婦像は、「藤田のマネのオランピアだ」と評判を呼び、大変な好評を持って迎えられまし

た。この章では、藤田の最初の充実期である 1920年代の名品の数々を紹介します。 

 誰も描いたことがないような裸婦を描きたいと願った藤田は「われわれの祖、春信、歌麿など

は婦人の肌を描き出した。僕も日本人である以上、これら先人の轍をふんで人間の肌をかく事に

気づいた。〔中略〕やわらかい、押せばへこむような皮膚を通して画のもっとも重大な条件である

『質』をかく事にした。」と語っています。 

 こうした作風を支えたのが「乳白色の地」と讃えられた、藤田独自の地塗りでした。藤田は、

既成のカンヴァスを使用せずに、目の細かい麻布を木枠に貼り、鉛白や石膏、タルクなどを溶い

た独自の地塗りを工夫していました。その制作法については藤田自身が秘伝としていたこともあ

り、長らく謎とされてきましたが、今日、修復時の分析や藤田のアトリエの写真などを手掛かり

として、保存科学や修復の専門家により徐々に明らかにされつつあります。 

 藤田は、1923年、ベルギー出身のリュシー・バドゥと出会いました。翌年藤田はフェルナンド・

バレーと離婚しバドゥと結婚しました。藤田は美しい肌を持つ彼女を「ユキ」と名付けしばしば

作品のモデルにしました（チラシ図版《横たわる女》など）。また、エコール・ド・パリの画家た

ちのミューズだったモンパルナスの女王「キキ」も藤田のためにモデルをつとめています。 

  

豆知識：藤田と猫 

裸婦と猫の画家として知られる藤田ですが、

本格的に猫を描くようになったのは 1920 年

代に入ってからです。パリの路上で拾った猫

を飼い始め、モデルのいない暇々に眺めては

描いたのがきっかけだったといいます。「猫

を友達にする訳は、猫は野獣性と家畜性との

二つの性質を持っているので、そこが面白い

と思うのである」「私はよく猫を描く。画室

にいる時モデルがないと猫を描くのである。

サイン代わりに猫を描くこともある。」と藤

田は語っています。 
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作品紹介 

◎《横たわる裸婦》1922年 油彩・カンヴァス ニーム美術館 

 白いシーツの上の白い裸婦と黒い背景の組み合わせは、1921年に藤田が初めて発表した裸

婦像と共通しています。背景の黒が裸婦の肌の白さを引き立てるとともに、色数の少ない構成

が繊細な線描の効果を高めています。この線は、面相筆に墨をつけて描かれています。 

 

◎《裸婦》1923年 油彩・カンヴァス フォール美術館（チラシ外面図版参照） 

 背景は布地によって閉ざされ、浅い空間に裸婦が浮きあがって見えます。2種類の布地の細

かい模様の描写が見事ですが、やわらかい裸婦の肌の質感もまたこの作品の見どころと言えま

す。本作品はあまり修復の手が入っておらず、制作当初の質感をより忠実に伝えているといわ

れる名作です。 

 

◎《五人の裸婦》1923年 油彩・カンヴァス 東京国立近代美術館 

（チラシ中面図版参照）※静岡・熊本のみの出品 

 カーテンとベッドを背景に 5人の裸婦が横に一列に並ぶ構図で描かれています。奥行を感じ

させない浅い空間に配置された裸婦たちは、触覚（布を持つ）、聴覚（耳を触る）、味覚（口を

指す）、嗅覚（犬を連れる）、残りの中央の女性が視覚を表し、五感の寓意になっているという

説もあります。裸婦たちの輝く肌の質感だけでなく、裸婦を取り囲む布地（フォール美術館所

蔵の《裸婦》と同じものも描かれています）や床板の木目の描写など、藤田の卓越した表現力

がうかがわれる一点です。1923年のサロン・ドートンヌ出品作。 

 

第 V章 新たなる旅立ち―マドレーヌとともに 

 1925年にはレジオン＝ドヌール勲章を受章、26年にはフランス国家が作品を買上げリュクサ

ンブール美術館に収蔵されるなどの栄誉を受けました。肖像画をはじめ作品注文も増え人気画家

としての地位を確立し、1929年には東京へ一時帰国し、渡米してニューヨークやシカゴでも個展

を開くなど国際的に活躍しました。一方、私生活では、後にユキの夫となる詩人・ロベール・デ

スノスの存在もあって、次第に妻ユキとの仲は行き詰まり、マドレーヌ・ルクーが藤田の新しい

恋人となりました。藤田は 1931年、マドレーヌとともにブラジルへと出発します。この転機の背

景には、1929年にアメリカから始まった世界恐慌後の重苦しい世相や私生活での苦しみといった

要因がありましたが、画業に新しい展開を求めての旅立ちでもありました。 
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作品紹介 

◎《マドレーヌの肖像》1931年 水彩・紙 個人蔵（チラシ中面図版参照） 

 繊細で闊達な線描と淡彩により、カールした髪や端正な面差しなどマドレーヌの特徴が良く

とらえられています。肌のつやと立体感を感じさせる薄墨のぼかしなど、藤田の技法の円熟が

感じられる肖像画です。 

 

◎《眠れる女》1931年 油彩・カンヴァス 公益財団法人 平野政吉美術財団 

（チラシ中面図版参照） 

黒い背景に白い裸婦、そして猫。藤田のトレードマークともいえるモチーフと技法による作品

です。乳白色の地による裸婦の表現が洗練の極みにあることがうかがわれますが、藤田はさら

なる展開を求め、中南米の旅へと出発したのでした。 

 

 

■藤田が交友した芸術家たち 

 藤田はパリに到着したばかりのころ、ピカソのアトリエでアンリ・ルソーの作品を見せられ、

大きな衝撃を受けました。また、モディリアーニやスーティンらとともに南仏に旅行した際、晩

年のルノワールのアトリエを訪ね、リューマチで冒された手に筆を包帯でくくりつけて描く画伯

の制作態度に感銘を受けたといいます。 

 藤田の住んだモンパルナスには世界中から多くの芸術家たちが集まりました。出身地の特徴を

生かしながら個性を競い合った彼らは、後にエコール・ド・パリ（パリ派）と呼ばれました。こ

のコーナーでは、若き日の藤田と時代を分かち合った芸術家たちを紹介し、藤田を育んだパリの

雰囲気をお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このコーナーに含まれる主な芸術家たち 
 
アメデオ・モディリアーニ（チラシ参照） 
シャイム・スーティン 
 イタリア出身のモディリアーニとロシア（現・ベラル
ーシ）出身のスーティンは、藤田の貧乏時代に苦労を共
にした画家仲間です。メランコリックな女性像で知られ
るモディリアーニ、激しい筆致のゆがんだ静物画や人物
画で知られるスーティン。個性を追求する姿勢は当時の
藤田とも重なります。 
 
ジュール・パスキン（チラシ参照） 
 モディリアーニと並びフジタが「親友」と呼んだパス
キンは、ブルガリア出身です。「真珠母色」と称される色
調の人物像で知られた画家ですが、制作と私生活をめぐ
る葛藤のうちに 1930年に自殺しました。 
 
キスリング（チラシ参照） 
 ポーランド出身のキスリングは 1913年頃からモンパ
ルナスにアトリエを構えており、彼のアトリエはモンパ
ルナスの芸術家たちの社交場でもありました。モンパル
ナスのキキなどをモデルに、丸みを帯びた豊麗な人物像
をよく描きました。 
 

 
アンドレ・サルモン 
 サルモンは詩人、美術批評家で、
藤田が 1917年にパリで初個展を開
いた際にはパンフレットに序文を
寄せています。彼はフォーヴィス
ムやキュビスムを擁護した当時の
パリで最も活躍していた批評家で
した。 
 
板東敏雄 
 徳島県出身の坂東は第一次大戦
後に渡仏、はじめ藤田のもとに身
を寄せました。1920年代にフラン
スで画家として生計を立てられた
数少ない日本人画家の一人であっ
たといいます。その後、日本に帰
国せずフランスに永住したため、
今日我が国では忘れられた画家と
なっています。 
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関連行事（詳細はチラシ参照） 

 

（１）本展監修者による特別記念講演会 

「レオナール・フジタ 

 ――渡仏 100年を記念して パリに受け入れられ、

賞賛を集めたフジタ 」事前申込制 

※フランス語による講演（逐次通訳がつきます） 

日時：4月 20日（土）午後 2 時から 

講師：シルヴィ・ビュイッソン氏（美術史家・本展フランス

側監修者） 

 

（２）スライドトーク＆ギャラリーツアー  

事前申込制 

日時：4月 20日（土）午前 9 時から 

講師：村上哲氏（熊本県立美術館学芸課主幹・本展日

本側企画・監修者） 

 

（３）記念講演会 

「フジタ――第一次大戦直前から狂乱の 20 年代の

パリを生き抜いた日本人画家」事前申込制 

日時：6月 1日（土）午後 2時から 

講師：林洋子氏（京都造形芸術大学准教授） 

 

（４）ギャラリートーク 申込不要 

日時：5月 18日（土）、6月 15日（土） 

 

 

（５）しずびチビッこプログラム 事前申込制 

日時：5 月 25 日（土）①午前 10 時 30 分～12 時 ②

午後 2時～3時 30分 

対象：2歳以上の未就学児 各 10名 

参加料：子ども１人につき 500円  

※保護者は要観覧券 

 

 

【シズオカ×カンヌウィーク 2013 連動企画】 

◎Shizubi シネマアワー vol.8 「猫」 チケット制 

①日時：5月 4日（土・祝） 

「ティファニーで朝食を」 (ブレイク・エドワーズ監督、

1961年、アメリカ、114分) 

②日時：6月 8日（土） 

「ネコを探して」(ミリアム・トネロット監督、2009 年、フラン

ス、89分) 

③日時：6月 9日（日） 

「こねこ」(イワン・ポポフ監督、1996年、ロシア、84分) 

 

いずれも 

時間：午後 3時から（開場 2 時 30分） 

参加料：500 円／チケット販売：4 月 10 日（水）から当

館受付にて販売（定員になり次第販売終了） 

企画協力：（株）サールナートホール

[参考] 巡回会場・会期 

静岡県・静岡市美術館  2013年 4月 20日—6月 23日（正味 57日間） 

熊本県・熊本県立美術館  2013年 7月 2日—8月 25日  

福岡県・北九州市立美術館 2013年 8月 31日—10月 20日  

京都府・美術館「えき」KYOTO  2013年 10月 25日—12月 1日  

秋田県・新秋田県立美術館  2013年 12月 7日—2014年 2月 2日 

岡山県・岡山県立美術館  2014年 2月 21日-4月 6日 


