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―世紀末ウィーンの矛盾の中で―

早坂　若子 
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Ⅰ　序　論

「時代にはその芸術を　芸術にはその自由を」

私がこの言葉に出会ったのは今年の夏、ウィーンを訪れた時であった。芸術の

社会的役割に関心のある私にとって、この言葉が記されている建物の前から離れ

られなくなった。この建物こそ、グスタフ・クリムトをリーダーとして活躍した

芸術家グループ、分離派の展示館（図 1）である。分離派は世紀末ウィーンに大

きな影響を与えた。世紀末ウィーンとは、19世紀末に史上まれな文化の成熟を見

せたオーストリア＝ハンガリー帝国の首都ウィーンおよびそこで多分野にわたっ

て展開された文化の総称である。たとえば心理学の分野ではフロイト、劇作家の

ホフマンスタール、音楽ではシェーンベルクなどが世紀末を代表する人物である。

なぜ19世紀末のウィーンにおいてこのような文化現象が生まれたのであろうか。

カール ＝ショースキーは世紀末ウィーンが生まれた背景に自由主義文化の失敗を

あげる1）。自由主義がどのように世紀末ウィーンに影響を与えたのか。崩壊が本

当に世紀末ウィーン誕生のきっかけとなったのか。これが本論の問いの一つ目で

ある。また、分離派展示館の言葉にも書かれてある自由という言葉。二つ目の問

いとして、彼らの目指した自由とは何であったのかということも考察したい。と

りわけ自由主義をかかげ、政治の中で大きな力を持っていたブルジョア階級の求

めた自由との比較を試みる。この二つの問いから、芸術が社会のなかでどのよう

な役割を果たし得るのか、現代における芸術と社会の関係にも注目し考察をして

みたい。

まずは世紀末ウィーンの舞台、ウィーンの土地そのものについて説明する。次

に自由主義とは一体何なのか考えてみる。ウィーンの自由主義の誕生から衰退の

歴史、その文化を述べた後に、分離派の活動、具体的な事例としてクリムトが

ウィーン大学に依頼され描いた天井画を巡る事件を取り上げる。最後にクリムト

が自由主義の存在とその崩壊をどのように見たのかをまとめながら先に上げた二

つの問いに対しての考察をする。

Ⅱ　ウィーンの構造

クリムトや自由主義について触れる前に舞台となるウィーンについて論じる。
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今日、ウィーンはオーストリアの首都として知られているが、長い歴史の中で太

陽の沈まない国と呼ばれたハプスブルク帝国の首都としてヨーロッパにおける重

要な役割を担ってきた。元々 1世紀にローマ帝国の辺境を防御する軍事駐屯地と

して建設されたのがウィーンであった。12世紀に神聖ローマ帝国の下で新たに設

けられたオーストリア公爵領の首都としてバーべンベルク家の支配に置かれ、13

世紀末期にはハプスブルク家による統治が始まる。その軍事都市・要塞都市とし

ての役目は、1529年と1683年の二度にわたるトルコ軍の包囲攻撃が撃退されるま

では変わらなかった。ウィーン包囲ののち、都市人口の増加により、町の中に

リーニエという外柵が設けられた。ここに二重の防御施設が出来上がった。この

防御施設はしだいに軍事的意味合いから社会層を区別する指標になっていく。城

壁に囲まれた地域は王宮が存在し貴族や高級官僚、裕福な商人が住み、政治的に

は保守的であった。城壁とリーニエに囲まれた地域には様々な人が住んでいた。

畑やブドウ畑、農民や小営業者も住んでおり、また手工業者の数が増えていった。

彼らは政治的には進歩的とまではいかないが、城壁内に住んでいる者に批判的で

あった。そしてリーニエの外には工場などが置かれ、労働者が生活していた。プ

ロレタリアートと呼ばれた彼らは、リーニエ内の人々から流れ者として差別され

ていく。

注：筆者撮影

図 1 　分離派展示室
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この町の構造が大きな影響を与えるのは1848年の革命である。パリの革命を

きっかけにウィーンでも市民革命が勃発した。当時メッテルニヒを中心に帝国は

絶対主義体制を守っていた。彼は民族運動や自由主義運動の抑圧に力を入れてい

た。そのような政治体制に対し、リーニエ内の学生たちは自由主義の理念を胸に

憲法の制定、検閲の廃止などを要求した。対してプロレタリアートたちにとって

の革命はニュアンスが違っていた。彼らは肉屋を襲い、自分たちを解雇した工場

に放火するなどの事件が起きた。結局この革命は皇帝軍の勝利によって終わる。

しかしながらこの革命運動は皇帝側に恐怖を与えた。それはプロレタリアートの

出現である。これは市民階級にとっても同じく言えることであった。当時まだ発

言力の強かった軍部の提案により、市民と宮廷を守る新たな道路を作ることに

なった。それがリングシュトラーセ計画である。

ここからわかることはウィーンには町の構造の面から見ても社会層がはっきり

しており、自由主義の名の下での革命があったとはいえ、結局帝国側と寄り添う

市民層の姿が見られるということである。

Ⅲ　自由主義とは

自由主義については様々な思想家によって議論されてきた。自由主義の起源は

封建支配からの解放により、市民が自由な経済活動を行うことができるようにな

り、政治的発言権が強まっていった過程にある2）。

ロックは、個々の所有権こそ保障されるべきだと主張している。自然状態は本

来自然法によって自由・平等であるのだが、それを所有権の享受のため政府に委

託するという社会契約説から出発した議論をしている。立法権と行政権は政治的

権力でもあるが同時に国家を制限する要素だとしたうえで、抵抗権を擁護する。

また、ミルは政府だけではなく社会による個人の抑圧を指摘する。多数派の支配

を問題視し、自由を民主主義から独立させるべきだと主張した。

様々な自由主義に関する主張を紹介したが、ここで本論文における自由主義を

定義付ける。人権や個人的権利を保全するという意味での法の統治、社会と個人

に対する国家の介入の制限、そして経済的自由の保護を求める考えを自由主義と

する。
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Ⅳ　オーストリアの自由主義

1　新絶対主義時代　ブルジョア台頭への道

1848年の革命から60年代、本格的に自由主義が台頭するまでの時代を新絶対主

義時代という。この時代は、ある程度の政治的自由を保障し、農業改革による労

働力の増加に伴い資本主義的発達を促し、結果としてブルジョアの台頭を促すこ

とになる。

革命後、国内は荒れていた。ハプスブルク帝国内にはその領土の大きさゆえ、

民族問題が頻繁に発生していた。ポーランド貴族の不満、ハンガリーにおけるマ

ジャール人の不満も高まっていた。さらにはオーストリア内部でも貴族エリート

と中間層エリート、自由主義と保守主義、教権主義と反教権主義といったポスト

絶対主義をめぐる争いが起こっていた。新体制を打ち出すため、帝国は二つのど

ちらかを選択しなくてはならなかった。一つはドイツ人自由主義者に支持されて

いた自由主義体制であり、憲法・議会を置いたうえで中央集権による統治を行う

方法である。もう一つは、保守派の貴族に指示されていた連邦化を導入し地方自

治体制による統治することであった。

ハプスブルク家、最後の皇帝であるフランツ・ヨーゼフの目標はただ一つで

あった。それはハプスブルク家の権力の維持である。そこで彼は当初反自由主義

的態度を取っていた。1860年には「十月勅書」を出し、ハンガリー人保守派、連

邦主義者のボヘミア系オーストリア貴族との連帯により、憲法や自由主義者にか

たよらずに権力を維持するための政策を打ち出した。具体的にはハンガリー国会

と県行政を復活させ、オーストリアには身分制議会を設立し、貴族に指導による

連邦国家を作り出そうとした。中央では側近と帝国政府を運営し外交や軍事政策

といった共通事項を扱うことになっており、自らの権力を保持できるようにして

いた。しかし民族問題解決、国力向上のためには軍事力・経済力が必要となり、

経済力のある自由派を支持し、立憲主義体制を受け入れるしかなかった。61年に

は「二月憲法」を発布。領土内のハンガリーを除く地域をドイツ自由主義者の中

央集権者に組閣を依頼することにした。結果として、ドイツ人自由主義派が経済

のみならず政治においても強い力を持つようになる。しかしここで自由主義派に

とって環境が悪化する。まずはハンガリー問題がなかなか解決しないということ

である。ハンガリーでは中央集権的な官僚制に戻ったことにより、民族的反乱、
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租税不払い問題などが発生していた。またドイツ人自由派の力が強まった帝国議

会でチェコ・ポーランド人の議員がボイコットするようになる。さらには彼らが

軍事費を削減するよう要求したことによりフランツ・ヨーゼフは自由派に対する

対応を見直さざるを得なかった。フランツ・ヨーゼフは65年「二月憲法」を停止。

ハンガリー議会を復活させ、マジャール人に譲歩し、オーストリア自由主義者の

信頼を犠牲にすることにしたのである。しかし歴史は自由主義派を見捨てること

はなかった。1859年のイタリアでの後退、1866年の普墺戦争での敗北がそれであ

る。ハプスブルク帝国は、オーストリア＝ハンガリー二重帝国になることを余儀

なくされた。軍も皇帝も力を失った。二重帝国になってもなお、自由主義は好か

れ嫌われを繰り返しながらも、具体的な成果を得ることになる。67年、「アウス

グライヒ」をマジャール人指導層と結ぶ。ハンガリー王国は自治を回復し、オー

ストリアの残り半分に立憲主義的政府を置くことになる。フランツ・ヨーゼフは

ドイツ人自由派を嫌っており、憲法による統治も受け入れたくなかった。しかし

ドイツ人自由派は資金源であり、また教養の高さゆえヨーゼフは見捨てることが

できなかった。また皮肉にも自由派は中央集権国家の支持者であり権力をヨーゼ

フに与えたのである。フランツ・ヨーゼフは自由主義者なしではその権力を維持

することができなかった。67年には帝国議会下院で圧倒的多数派になった自由派

は法治国家を完成させていく。自由派を中心に発布された「十二月憲法」は、ド

イツ自由派に有利に働くような内容であり、他の民族グループの反感を買うのは

当然のことであったが、絶対主義打倒のために支持されたのである。

この革命から60年代にかけ、自由派は社会、あるいは皇帝に好まれ嫌われを繰

り返しながらも政治的な力をつけてきた。反発の中生き延びた自由主義は、しか

しながら旧体制への反感による支持、皇帝の権力維持の道具のために維持できた

に過ぎない。

2　自由主義による政策

自由主義の下で具体的にどのような政策が実現されてきたのであろう。経済的

な政策として、1850年の商工会議所の成立では彼ら独自の意見の表明を可能にし

た。53年には大銀行の創立。59年の営業令はツンフト制を廃止し届け出だけを義

務とする自由な営業を可能にした。また都市の基本的な部分を改革する政策とし

て、67年の国家基本法の発布、70年の結社の自由化により労働者にも政治的発言

の可能性が生まれた。さらに大規模な土木工事により飲料水により蔓延していた
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コレラに終止符を打ち、ドナウ河の流水調整工事により郊外の洪水問題を解決し

た。ソフトの面では新学校法を公布し、大学に研究と教授の自由を保障した。な

によりも彼らの業績として大きいのはオーストリアを法治国家にしたことである。

3　自由主義の政治的死

序文で書いたようにカール ＝ショースキーは自由主義文化の失敗が世紀末文化

を生んだと主張している。文化の話に入る前に、政治的に自由主義はどのように

力を失っていったのか見ていく。1873年の大恐慌により、商業を担ってきた市民

社会的信用は徐々に失われ、議員が倒産会社に関与していた面もあり政治的上昇

も終わる。79年以降自由主義が力を持つような内閣は現れることはなかった。

4　自由主義がたどり着いた世界観

オーストリア自由主義は保守的な側面を持っていた3）。たとえば自由主義「左

派」による民族運動であるが、これは自由主義とナショナリズムが結びつく出来

事であった。1882年に出されたリンツ綱領は、オーストリアとハンガリーによる

君主連合国の設立、国家条約によるドイツ帝国との同盟の強化、国定言語として

のドイツ語の使用などの民族主義的要求、さらに結社・集会・出版の自由および

選挙法の改革、労働者・農民の地位の確保や権利の保護など自由主義的要求が含

まれていた。また、シュタインヴェンダーは彼の政党「ドイツ国民党」において

かつての自由主義派の大部分を取り込み、過激な民主主義の立場をとるのである。

また自由主義論者の多くはユダヤ系であったため、自由主義崩壊後、反ユダヤ主

義が社会に広まっていった。そのよい例が95年のウィーン市長選挙における反ユ

ダヤ主義のルエガーの当選である。また自由主義体制の下で厳しい生活を強いら

れていたプロレタリアートも力をつけ、ウィーンには大衆政治の雰囲気が漂うこ

とになる。自由主義が元々持っていた矛盾、自由主義の社会の代償は新たな思想

を生んだ。

しかし一方でチェコ語の公的使用に反発し国内を混乱させたバデーニ危機を経

て、帝国は無政府状態におちいる。そこで相変わらず政治を握ったのは皇帝で

あった。実状としてはウィーンの政治は再び18世紀のような各省庁の官僚による

絶対主義に戻るのである。
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Ⅴ　自由主義の実状　文化と政治の交差点

1870年代後半まで、絶対君主制から革命を経て事実上自由主義が勝利し、市民

階級が権力を持っていたのは論じた通りである。文化が政治問題になった時、政

治も文化の問題となると言えるのであればリングシュトラーセから自由主義のど

んな社会的実状を読み取ることができるのであろうか。ここからは政治と文化両

方の視点から、世紀末ウィーンの自由主義を見ていく。

1　リングシュトラーセ計画から見る自由主義の文化

昨年（2015年）、リングシュトラーセ開通150年を迎えた。先にも述べたが、リ

ングシュトラーセは当初、軍用道路として作られることになった。しかしのちに

ブルジョア台頭の中で自由主義文化を象徴する通りになる。リングシュトラーセ

は70・80年代に建設ラッシュが起こった。そこにはシンボリックな建造物が建設

された。国会議事堂は議会主義のシンボルとしての古典ギリシャ様式、市庁舎は

地方自治としてのゴシック様式、大学は高度な学問レベルとしてのルネサンス様

式、劇場は演劇芸術の理念としての初期バロック様式であった。彼らの作り上げ

たリングシュトラーセは過去の様式で埋め尽くされ、貴族の文化に対抗するとい

うよりは、むしろ依存し、創造性を持ち合わせてはいなかった。開通当時発行さ

れたリングシュトラーセのパンフレットには次のような説明が書かれている。

「法と平和を通じて強く、芸術によって飾られて」4）。法治国家はオーストリア

自由主義の中核である。様々な芸術様式で飾り自分たちの文化をリングシュト

ラーセで表現しようとしたこともわかる。しかし一方で貴族の文化に寄り添い独

自の文化を持ち得なかったことも理解できるのである。

2　オーストリア自由主義と社会層

ドイツの作家ヘルマン・ケステンは著書『カフェの詩人たち』でカフェ文化を

分析している5）。ブルジョアが台頭してきたころのカフェは民主的施設であった。

市民層の社交の場として存在し、「開かれた空間」であった6）。この開かれた空

間作りは宮廷社会の閉鎖性との対抗関係を示すはずであった。しかし他方で労働

階級の居酒屋との対抗関係も示していた。開かれてはいたものの、上層と下層の

階級にとっては閉じられた場でもあった。このことは1848年の革命の経緯を思い
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出してみてもよくわかる。ウィーンでは自由主義を推し進めるブルジョアを中心

とする市民階級、宮廷、労働階級が相変わらずはっきりしていたことがわかる。

3　自由主義の社会的実状

以上から自由主義者の文化から読み取れる社会的実状を示す点を二点ほど挙げ

たい。それは時代の向き合い方と社会層である。まずは時代との向き合い方につ

いてである。彼らは本来政治的には絶対主義に反抗し新たな時代を作っていく立

場であったものの、その文化は貴族の文化を継承したものであった。リングシュ

トラーセ計画において新しく文化の担い手となったブルジョア市民は貴族の文化

を壊すというよりむしろ協調する形をとったのである。ここで見られるのは新た

な時代をつくる担い手としての革新的な自由主義者ではなく、貴族に寄り添う保

守的な姿である。次に社会層についてである。カフェ文化は彼らの閉じられた文

化を示した。旧体制に勝利した自由主義が、自由の名の下に社会を広げていった

ような印象は与える。しかしカフェやリングシュトラーセに見られる彼らの文化

は、過去への依存と閉じられた面を持つことがわかる。自由主義に見られる二つ

の特徴はそれぞれ社会における自由主義の矛盾を示すのである。

Ⅵ　世紀末ウィーンの起源　カール ＝ショースキーの説

ここで、本論の一つ目の問いのために、ショースキーが唱えた世紀末ウィーン

誕生についての説を紹介する。ショースキーは、世紀末ウィーン誕生は自由主義

文化の失敗に起因すると述べている。それが世紀末に「時代の危機に直面するた

めの知的装備」になった7）。彼によればオーストリアの自由主義は独特な特徴を

持つという。それは法の文化と優美の文化を持つということである。政治的には

法の支配に重点を置き、化学・教育・激しい労働を通じての社会の進歩を主張し

ていた。また、自由主義者は貴族の文化との同化を目指すその過程で唯美的、感

覚的な感性を身につけた。しかしこの二つの要素はそれぞれキリスト教的、反ユ

ダヤ的、社会主義的および民族主義的な大衆運動によりゆがめられることになる。

ショースキーは『Neue freie Presse』誌の記事を引用し「政治的啓蒙に必要な条

件がまだ作り出されないうちに文化に敵対する大衆が勝利を収めてしまった」8）

と自由派敗北における心理的反響を強調した。この脅威こそ「時代の危機に直面

するための知的装備」となり、自由主義文化を親世代に持つ者が世紀末ウィーン
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を作っていった。これが彼の提示する自由主義文化の失敗による世紀末ウィーン

誕生の説明である。自由主義文化の失敗が本当に世紀末ウィーンを生んだのか、

Ⅷからはクリムトを取り上げることにより芸術家の視点に立ち考察を続ける。

Ⅶ　分離派の運動

時代と階級を軸としたブルジョア中心の自由主義文化の中で、分離派という芸

術団体が誕生する。ウィーン芸術家連盟に疑問を持ったメンバーが分離、新たな

グループを作った。分離派の特徴をショースキーは三つ挙げている9）。一つ目は

既成の権威への反抗、二つ目は近代人の真理にその本質を示そうとしたこと、三

つ目は多忙な近代人に芸術によって避難所を与えようとしたことである。分離派

のメンバーたちの多くは自由主義文化の世代を親に持つ者たちだった。彼らは

Die Junge（若者たち）といわれ親世代の歴史主義、自由主義の矛盾に対抗した。

分離派の活動を開始する際の重要な点を二つ挙げたい。まず分離派の建物であ

る。先ほどのショースキーが述べていた避難所はまさにこの建物である。写真

（図 1）の通り、異教徒の礼拝堂のような建築は芸術の神殿と呼ばれた。二つ目

は分離派が発行する雑誌『ヴェルサクレム』である。ヴェルサクレムとは聖なる

春という意味で、これはローマ時代の物語に由来する。祖国が重大な危機に瀕し

た時、人々は次の春に生まれたすべての生き物を神にささげた、この春に生まれ

た人々が新しい政体を作り上げようと努力したという話である。私がこの二つを

取り上げた理由は先に述べた自由主義と文化が交差する二つの重要な要素をはら

んでいるからである。時代の捉え方と社会層がそれである。分離派の建物には

「時代にはその芸術を。芸術にはその自由を」と書かれている。また『ヴェルサ

クレム』には「富者のための芸術と貧者のための芸術との相違を知らない。芸術

は公共の富である。」と書かれている10）。芸術を公共の富にすること、時代に芸

術を与える自由を生み出すことを目標に、自由主義文化だけでなく自由主義、そ

してそれを支える社会そのものに真っ向に対抗していた様子がうかがえる。

Ⅷ　クリムトの天井画事件

分離派のリーダー、グスタフ・クリムト。クリムトの生涯を振り返る。元々自

由派中産階級より低い身分であったクリムトは大学で金属工芸を学び、卒業後、
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リングシュトラーセ計画が終盤に差し掛かるころに、ブルク劇場の装飾で活躍し

た（図 2）。そこで彼は社会的に才能を認められることになる。今でもクリムト

の装飾画はブルク劇場、ウィーン美術史美術館を訪れると見ることができるが、

当時は歴史画を描いていたことがわかる（図 3）。1873年に起こる経済危機で自

由主義は政治的に衰退していくのだが、その後クリムトは分離派を立ち上げる。

1　大学天井画事件11）

クリムトは1894年にウィーン大学から講堂の天井画の依頼を受け、画家マッ

チェとの共同で制作することが決定する。大学側の意向では、1848年の革命で軍

隊に大学の建物から教職員が追い出された経緯から、再建に伴い“自由主義の勝

利”を表したかったようだ。クリムトは学部天井画の哲学、医学、法学を担当し

た。1900年に発表した『哲学』は「ルネサンス様式の講堂の建物に合わない。」

と教授達から抗議されるものの、芸術評議会は好みの問題だとその意見を却下す

る。続く『医学』『法学』でだんだんと抗議がエスカレートしていく。その理由

は政治的な問題と密接に関わっているため、次の背景の節で詳しく説明する。政

治的問題にも広がったこの騒動で、結局クリムトは自分の絵を取り戻すべく、金

を返済し作品を自分のもとに返還させた。その後新聞や政治の世界で物議をかも

し、ついには内閣が介入して分離派の雑誌『ヴェルサクレム』の発行を禁止する

までに至る。

図 2 　ブルク劇場の内装 図 3 　クリムトのブルク劇場天井画

注：筆者撮影 注：筆者撮影
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2　背　景

この騒動に際し、クリムトの支持派、反対派がそれぞれいた。まずは反対派の

代表格として、ノイマン学長を紹介する。彼は「哲学が精密化学の中に心理を求

める時代に、哲学が漠然たる幻想的な構想として表現されるのはふさわしくな

い」とコメント。クリムトの『哲学』は社会性を回避していると判断された。彼

は合理主義の観点から、少数にしか理解され得ない暗く曖昧な象徴主義に反対し

たが、他方、自由主義的観点から言えば伝統的な保守的な人々と一緒にされてし

まうという危機感もあったようだ。ここには一人の人間のうちにも自由主義の矛

盾が垣間見え、葛藤があったことが読み取れる。擁護者としては、フランツ・ヴィ

クホーフが挙げられる。「魂の概念には深い生物的社会起源がある。教養のある

階級が学識の徒（二流の人物）に導かれて美を過去の作品と同化している。」と騒

動を批判した。三人目に紹介するのは擁護者であり結果的に批判的な態度に出た

文化相のヴィルヘルム ＝フォン ＝ハルターである。彼は古典学の教授をしていた。

当時、民族問題や他地域の言語政策をめぐる問題で政府が混迷していた。文化相

はこの状況を文化と経済によって立て直そうとした。多民族を一つの同じ芸術を

持つ民族として、芸術民族として統一するという目論みから、分離派を支持して

いく。この流れの中でクリムトの天井画も受理する。しかし大学天井画事件がも

たらしたのは先ほど書いたように文化的、政治的混乱や分裂であった。彼は当初、

クリムト反対派から圧力をかけられていたが、それでも擁護側に立っていた。し

かし、彼の政治的立場が危うくなると、文化省の権限を越えていると中立的な立

場に代わる。最終的にはクリムトを造形芸術アカデミーの教授に任命することに

反対し、また、反クリムトとして紹介したヨードルを工業大学の教授に任命する

などクリムトを裏切る行動に出る。

3　クリムトの想いとその挫折

クリムト自身は作品について語ることはしない人であったが、この絵の返還を

求める騒動の際のインタビューが残っている。「僕は戦わなくてはならない。重

要なのはオーストリアという国の文部省においての芸術に関する事柄の取り扱い

の仕方、処理の仕方に抵抗したい」。

クリムトはオーストリア自由主義を生涯肌で感じた人である。元々は自由主義

文化の象徴であるリングシュトラーセによりそのキャリアをスタートさせた。し
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かし親世代の芸術観、すなわち時代への認識、そして芸術の社会的位置に反抗し、

分離派での活動をスタートさせた。繰り返すが、そこでの重要な目標は芸術を公

共の富にすること、時代に芸術を与える自由を生み出すことであった。大学天井

画事件は、彼の分離派の活動がまさに自由主義文化を象徴するリングシュトラー

セ内部に侵入し挑戦する機会であった。結果として彼は様々な矛盾の中に巻き込

まれる。すなわち、大学教員たちが自由主義の勝利を主張する一方で保守的にな

らざるをえ得ず、芸術家の自由を制限せざるを得なかったこと。また、一時は民

族問題を抱えるオーストリア政府の解決の手段になるかと思われ擁護されたが、

結局社会的に混乱を招き、国民の分裂を招いたという理由と大臣の政治的立場の

理由から裏切られたということである。時代に芸術を与える自由は結局彼自身で

さえ手に入れることはできなかった。クリムトは大学天井画事件の後、政治と文

化が交差する場には現れなくなった。芸術が公共の富になることを目指したが、

結果として国民の分裂を生んだことも確かである。芸術品が公共の場に届くまで

には政治的プロセスをさけられなかったし、ましてやそこにその自由を議論する

ような余地はなかった。

Ⅸ　クリムトが見た自由主義とその崩壊

自由主義という名の下にウィーンという町は多くの矛盾を抱えてきたことがク

リムトの生涯、天井画事件を通して見るとわかる。クリムトたちが批判していた

自由主義における矛盾。市民階級による芸術は時代への依存をはらみ、開かれる

べき社会はブルジョア層の閉じられた空間による政治でもあった。市外地には

1848年に同じく貴族社会に反抗した労働階級が今も厳しい生活を強いられていた。

自由主義のいわば敵であるはずのハプスブルク家も自分の権力を守るために自由

派の求める立憲政治体制を引き受けざるを得なかったし、逆に彼らの中央集権へ

の欲求を利用した。帝国は自由主義という時代に依存することによってしか存続

することはできなかった。貴族、市民階級、労働階級という区切りがなくなるこ

ともなく、自由主義崩壊後のウィーンにおいては逆に、反ユダヤ主義やナショナ

リズムなどあらたな層を増やし、国民を分割していった。1900年には官僚による

内閣になり、1867年にスタートしたブルジョア内閣による立憲時代は完全に終わ

りを告げる。オーストリア自由主義は結果として18世紀の絶対主義、官僚主義の

政治に逆戻りする。
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Ⅹ　まとめ

1　ショースキーの説の再考

以上から序論で立てた問いに対し考察をしていく。そもそも自由主義文化は崩

壊したと言えるのか。ショースキーは、自由主義文化を作り上げた親世代への反

抗を分離派の活動の出発点としている。しかし、そうとは言い切れないことが、

分離派の活動とそれを通して見た社会状況により明らかになる。クリムトは自由

主義に基づいた社会と絶対主義の社会にどんな変化を見たのであろう。自由主義

は文化にせよ政治にせよ過去への依存なしには存在できなかった。それはリング

シュトラーセを見ても、ハプスブルク家に対する政治的な依存からも読み取れる。

フランツ・ヨーゼフにとっても自由主義は依存の対象であり、民族問題を抱えな

がら、自己の権威を守るために自由主義派の支持は必要であった。その自由主義

が崩壊への道に進んだ時でさえ、その自由主義は元々保守的な閉じられた性格を

持っていたためドイツナショナリズム、反ユダヤ主義へとつながった。彼にとっ

て時代は変化していなかった。自ら自由主義を肌で感じたクリムトは自由主義そ

のものに対する矛盾だけに焦点を当てていなかったはずである。

ウィーン自由主義を特徴付ける時代の捉え方と社会層。クリムトにとってその

二つは決して自由主義時代における特徴としてだけではなく、自由主義の台頭以

前もその政治的死の後も、ウィーン社会に変わらずあり続ける矛盾としてもとら

えた。よって彼の活動は自由主義や自由主義文化崩壊に出発点を置くというより

も、自由主義そしてそれを取り巻く社会の矛盾を起源としていると考えられる。

クリムトの反抗は世紀末ウィーンだけではなく、現代における社会と芸術の関係

を考える上での、根本的な問いを提示してくれる。これについては最終節で述べ

ることにする。

2　クリムトたちの自由と自由主義の自由

クリムトは芸術が公共の富になること、自由主義自体の矛盾だけでなく自由主

義を取り巻く社会全体の矛盾の克服を目指した。自由主義の下で広がる格差社会。

彼らはこれらの問題を直接芸術によって解決しようとしたわけではない。むしろ

それぞれが教養を高められるような芸術作品、社会を見る目を養う作品、心を豊

かにするような作品を社会に提示したかったのだと考えられる。直接的な改革で
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はなく、芸術を利益に左右される政治を超越した存在とした上で、社会の矛盾と

戦おうとした。他方、革命を期に登場したオーストリア自由主義。長い歴史を持

ち、ハプスブルク家に批判的な立場で対応することもあったが、依存し合い保守

的な運動につながることもあった。自由主義の勝利を掲げつつも、クリムトの絵

を却下せざるを得なかった大学。自由をうたっていたものの、国内の労働者の厳

しい生活に寄り添うことのなかった政治。自由主義の中にあらわれる矛盾を解決

することが自由主義者には求められた。彼らの自由は限られた世界の中での自由

であり、ほかの体制や思想に対する反抗によって支えられていたにすぎなかった。

自由の名の下でクリムトたちは常に社会の矛盾と戦おうとした。しかし一方で

自由主義者は自己の矛盾と戦ったのである。

クリムトが『聖なる春』のために描いた『ヌーダ・ウェリタス（裸の真理）』

（図 4）には次の言葉が書かれている。

「真理は炎であり、真理を語ることは輝き燃え盛ることである」12）

図 4 　クリムト『ヌーダ・ウェリタス』スケッチ（著者模写）
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そして女は鏡を持っている。これは真実を映す鏡と読み解くこともできる。こ

の絵は我々に問いかける。

「仮面をはがしたときに一体何が残るのであろう」

彼がはがした仮面の下には、歴史に依存するブルジョアたちの文化。自由主義

者と名乗った者によって行われた反ユダヤ運動、過激なドイツナショナリズム運

動。立憲君主制の中で偽装をこらし、君主制絶対主義を継続したハプスブルク家

の姿、そして立場により芸術運動の支援の是非を決める政治家・役人の姿があっ

た。鏡に映るのは自分たちの矛盾と戦う自由主義の姿だったかもしれない。

3　芸術の果たしうる社会的役割

確かにクリムトは時代に芸術を与える自由を獲得できなかったかもしれない。

しかしながら現代から見ればクリムトの作品や生涯をとおして、当時の時代を違

う角度から見ることが可能となることが本研究で明らかになった。クリムトが見

たもの、それは自由の名の下、自らの矛盾と戦っている自由主義の姿であった。

それ対し、クリムトは社会の矛盾と戦い、また芸術の社会的位置に対し反発をし

続けた。社会的政治的利益に芸術が左右されていたことは、自由主義の時代だけ

に限定されない根本的な社会と芸術の関係における問題だということが明らかに

なった。

確かに今日、一部の国家を除いてではあるが、政治によってある特定の芸術分

野や様式が保護されるということや、芸術が政治を美化するようなことはない。

しかし政治に芸術が選ばれることはなくとも、利益によって選ばれるという構図

は現代も変わっていないのではないであろうか。商業化に伴い、経済的利益にな

るような芸術作品しか選ばれないという状況が見受けられる。

たとえば、オーストリアやドイツなどの公立の劇場のオペラ上演において、政

府による予算の削減から、劇場でチームとして作品を作り、作品だけでなく、歌

手をも育ててきた劇場文化が一変、舞台装置の簡略化や既成の作品の上演が多く

なっている。また、集客のため、有名なゲストを呼ぶ傾向があり、作品そのもの

の価値が問われている。さらに、そのせいで世界の劇場には特定の歌手だけが登

場することになり、劇場で歌手を育てることがますます難しくなっている。

時代に芸術の自由を求めたのが分離派の運動であったが、現代社会の中で芸術

に自由を与えることはできているのであろうか。時代が変わっても、選択される

のは常に芸術のほうであるのであろうか。しかしそうだとしても、クリムトが世
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紀末ウィーンにおいて挑戦したように、文化と政治の交差点に立つことは意義の

あることだと考える。分離派は自由主義文化を批判するというよりは芸術と社会

の間に今も存在し続ける根本的な相互関係を我々に示した。流動性のある社会状

況や政治体制に対し、それらに超越した存在としての芸術でもって立ち向かった

という点で、彼らの挑戦は歴史的に意義があり、このような挑戦から現代の社会

と芸術の関係性を見直す必要性があるのではないだろうか。
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