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はじめに
本研究の目標は、画家個人に焦点をあてた影響関係の考察によって、日本におけるアンフォ
ルメルの受容と当時の時代背景とを再考することにある。1956 年 12 月、人々は「アンフォルメル」
という耳新しい言葉とともに一連の作品群を目にした。人間の形態は著しく解体され、画面には
筆跡のなまなましい痕跡が残り、勢いづいた流動的な線が画面の大部分を占めていた。その激し
さは乱雑であり、混沌のなかから生じたエネルギーを人々に感じさせ、第二次世界大戦後の芸術
運動を示すにふさわしい作品群として認められた。このアンフォルメルを日本に紹介したミシェ
ル・タピエ（Michel Tapié, 1909-1987 年）は、作品の形式化を避けるために 1、その表現様式は
なにかを定義しなかった。来日時には日本の作家たちと積極的に交流し、彼らも新たなアンフォ
ルメルの作家として自身の展示に出品させた。フランスの批評家に認められ、一連の作品群に勇
気づけられたこともあり、1950 年代後半から 1960 年代にかけて、さまざまな分野でアンフォ
ルメルの影響が見られはじめる 2。タピエの自由奔放な活動と勢いのまま制作された模倣作を目に
し、日本の美術批評家たちはアンフォルメルをどう解釈すべきか、判断を急いだ。ちょうど同じ
ころ、写真を通してジャクソン・ポロック（Jackson Pollock, 1912-1956 年）の制作風景を知り、
日本の前衛書と欧米の絵画を比較検討する試みがなされていた 3 こともあり、アンフォルメルは
「不定形」「物質性」「流動性」「行為」といった言葉で解釈されていく。
近年アンフォルメルの研究に求められている姿勢と、本研究の目指すところは以下の通りで
ある。当時のアンフォルメルの解釈とその受容を今一度見直すことであり、そして、それは日本
や日本作家という固有の背景のもとに考察される必要がある。それは、西洋の中心を伝統とし、
周縁を模倣とする考え方をまず見直し、背景にある固有の関心や認識が見出されることに意義が
あるためである。本研究では調査対象を絵画作品に絞り、日本作家に影響を与えた画家にはアン
フォルメルの代表的 3 人といわれるジャン・フォートリエ（Jean Fautrier, 1898-1964 年）、ジャ
ン・デュビュッフェ（Jean Dubuffet, 1901-1985 年）、ヴォルス（Wols, 1913-1951 年）に限
定して考察をおこなった。
第 1 章ではアンフォルメルに関係する先行研究を見ていく。研究史を振り返りながら、今日
において、日本におけるアンフォルメルの受容を検討するために、作家個人に焦点を当てた研究
をおこなう意義について述べたい。第 2 章からは、日本におけるフォートリエ、デュビュッフェ、
ヴォルスの紹介状況について見ていく。3 人は多くの場合、その絵画に見られる厚塗りや物質感
という言葉によってまとめられてきた。しかし、ここでは主に展示された実作品の造形面に注目
し、制作背景や制作意図を明らかにすることで、それぞれの絵画における達成を検討したい。第
3 章では、日本人作家 3 人を取り上げて、個人の制作意図やその背景に注目しながら、その受容
について見ていく。影響を受けた期間とその影響の大きさの程度といった観点から分類し、当時
の受容の様相とそれぞれの作家の達成とを検証したい。そして、当時の日本作家の関心や認識の
なかに見出されたアンフォルメルを受容しうる素地が、日本という環境やその伝統から生じた可
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能性について検討する。結びとして、日本におけるアンフォルメルの受容を検討するためには、
まず作品における達成について検討し、そのうえで、同時代を見る必要があることを指摘する。
固有の背景のもとに、人々はアンフォルメルの絵画に対して複数の読み解きをした。受容はそれ
らのうえに成り立つものであるために、個人単位の受容を検討し、その後、日本におけるアンフォ
ルメルの受容の全体像を見直すことの必要性を提示したい。

第 1 章 アンフォルメル研究の概要
第 1 節 日本におけるアンフォルメルの評価について
まずは、そもそもアンフォルメルとはどのようなものであったのかについて、これまでの研
究の流れとともに概観しておこう。アンフォルメルは 1945 年に批評家であり蒐集家でもあった
ミシェル・タピエが構想した独自の美的概念であった 4。日本では 1953 年から画家や批評家を通
して伝わり、1956 年の「世界・今日の美術展 5」の開催とともに本格的に伝わる。タピエの提唱
したアンフォルメルの概念は、新しい時代にふさわしい新しい美学を創り出すために使用され
た 6。具体的には、位相幾何学に代表されるような当時の新しい考え方にふさわしく、従来の枠に
縛られない作品群に名前を与えようとしたのである。アンフォルメルには無限の広がりがあり、
かつ、従来の規範にとらわれないすべてのものがあるとタピエは考えていたようである。そのた
め、具体例として作家の名前を挙げてはいるものの、彼らがどのような特色で括られるのかにつ
いては、ほぼ発言を避けている 7。ほかにもタピエはアンフォルメルの概念を紹介しただけではな
く、アンフォルメルの作家であるジョルジュ・マチュー（Georges Mathieu, 1921-2012 年）と
ともに日本を訪れ、知り合いの日本人の作家や批評家から紹介されたグループや、いけばな、書
の分野で活躍する作家と交流をおこなった。また、アンフォルメルの概念にふさわしい日本の作
家を見つけると、賛辞を贈り、自身のコレクションの展覧会に出品させた。同時に来日したマ
チューは公開パフォーマンスをおこない、マスメディアを通して高い関心を集める。フランスの
批評家と作家の来日、いままで日の目を当てられなかった作品への注目、質の高い実作品の展示、
パフォーマンスによる即興性の高い公開制作、そのどれもが戦後直後の日本において 8、いかに強
い衝撃を与えるものだったのかは想像に難くない。
今日、アンフォルメルと日本と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、早い時期に渡欧し、ア
ンフォルメルの画家として活躍していた堂本尚郎（1928-2013 年）と今井俊満（1928-2002 年）、
そして、堂本の紹介によって、タピエと積極的に交流した具体美術協会 9 であろう。また、前衛
いけばなの勅使河原蒼風（1900-1979 年）は同じくタピエと交流し 10、書の分野では、書家の森
田子龍（1912-1998 年）が編集した『墨美』（1951 年 6 月創刊）が海外で広く読まれていたこ
ともあり、タピエやマチューらに影響を与えていたことが知られている 11。大きな動向としての
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アンフォルメルの影響は 1960 年代前半まで及び、さまざまなジャンルにおいて広がったことが
特徴的である。だが、影響を受けた画家の作品には、明らかにアンフォルメルの表面上の模倣が
目立ったものもあったため、その評価は否定的な傾向が強かった 12。当時の日本の美術批評家た
ちは、瞬く間に広がっていく新しい動向を解釈するために苦心する。その過程でアンフォルメル
という言葉は、表現様式や芸術論、芸術運動をも意味する言葉として定着する。日本におけるア
ンフォルメルの動向を再考するには、タピエや来日した作家の活動、展示された一連の作品群、
そして、タピエの打ち出したアンフォルメルの概念による影響といった複数の観点から見ていく
必要があり、時代とともにその解釈も変化していくことに留意しておきたい。
近年では、これらのアンフォルメルの解釈を再検討する試みがなされている。2017 年の「あ
の時みんな熱かった！アンフォルメルと日本の美術」展（京都国立近代美術館）13 はその一例
である。この展覧会は、アンフォルメル旋風が吹き荒れた一時期（1957-58 年）だけでなく、
1950 年代初頭から 60 年代半ばまでの広範囲な目で、アンフォルメルを見直したことが特徴的
であった 14。また、実際に約 100 点もの作品展示によって、視覚的に考察を試みている。一方、
美術批評に関しては、2007 年に出版された『美術批評と戦後美術』15 に詳しい。この本では、
1950 年代後半から継続しておこなわれてきたアンフォルメルの解釈について再検討がなされて
いる。日本で興ったアンフォルメルに対して、当時下された評価はあまりにも早急ではなかった
か。そのような見解が示されている 16。また、約 50 年の時を経たことによって、それぞれの作家
研究も格段に進んだ。作家の全体の生涯のなかでの、アンフォルメルの影響の位置付けが検討で
きるようになったのである。これは、海外の作家についても同じことがいえる。アンフォルメル
の作家の回顧展等が、日本でも積極的におこなわれるようになった。その一例として、2014 年
に開催された「ジャン・フォートリエ展」
（東京ステーションギャラリーほか）17 を取り上げたい。
アンフォルメルの代表的画家の一人であるジャン・フォートリエの本格的な回顧展であり、そ
こでは、約 100 点もの作品が出品された。数多くの作品が展示されたことも特徴的ではあるが、
日本におけるフォートリエの受容に関する論文が発表されたことは特記すべきだろう 18。いまま
での受容研究においては、動向という大きな視点からその影響を考察していたものがほとんどで
あった。しかしながら、作家個人を取り上げて、彼の作品が日本の作家に与えた影響を考察する
試みがなされた。このような受容研究は、アンフォルメルの文脈ではいままで皆無であったとい
える。また、単に影響関係の考察だけではなく、作家や地域に見られる固有の背景を踏まえつつ、
その価値判断をおこなっている。この論文に、近年の研究の要素が凝縮しているといっても過言
ではないだろう。
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第 2 節 アンフォルメルに関する近年の受容研究について
―具体美術協会を例に―
これまで日本におけるアンフォルメルの評価について概観してきた。さらに具体的な内容を
見るために、ここで具体美術協会［具体］を取り上げて近年の研究の一例を示したい。1954 年、
具体は吉原治良（1905-1972 年）をリーダーとして、17 名の若い作家たちによって結成され
た 19。吉原はメンバーに「今までになかった絵をかけ」と言い渡し、絶対に人のまねをしてはい
けないという方針のもと活動は開始される 20。結成直後の具体の活動は、自分たちの作品の図版
を掲載した冊子『具体』の発行であった。図版を大きく掲げて英文レジュメを付した『具体』誌
は、海外の美術関係者のもとへ発送された。このころ京都から『墨美』をグローバルに発信して
いた森田子龍と吉原の発想は似ており、2 人はしだいに情報を共有するようになる 21。冒頭で述べ
たように、後にアンフォルメルの解釈のもとになったポロックの写真（図 1）の掲載に至るので
ある。また、1955 年 8 月には、芦屋川の河畔松林で「真夏の太陽にいどむ野外モダンアート実
験展」に参加し、翌 1956 年 4 月と 7 月に同じく野外を用いた作品発表をおこなった。たとえば、
金山明（1924-2006 年）は 7 メートル四方の白い土台の中央に直径 30cm の赤い球を置いた《た
ま》（図 2）を制作し、元永定正（1922-2011 年）は色水の入ったポリエチレンの袋を樹間に張
り渡した《水》
（図 3）を制作している 22。尾崎信一郎（1962 年 -）氏はこのころの具体の野外展
について、以下の 2 点の特質をあげている。「第一に多く現地にある素材を用いて、現地で作品
が制作されること、第二に会期が終われば作品は廃棄され、作品の永続化が意図されていないこ
と 23」である。1957 年には「舞台を使用する具体美術」を発表するが、これもまた現地で作品を
構想するしかない過酷な発表の場を設定する吉原の試みの一つであった 24。このように振り返れ
ば、具体は美術や美術館の制度自体を見直すような試みをしていたといえる。しかし、同 57 年
8 月、タピエとの接触により、具体の制作は主に絵画作品へと方向を転じることになった（図 4）。
尾崎氏はタピエが彼らの作品を自身のコレクションとともに展示したことによって、具体の関心
が以前の場との関係性よりも誰の作品とともに展示されるかに移行したと述べる 25。具体の活動
はこれで幕を閉じたわけではなく、1965 年の 14 号まで発行される機関誌『具体』は、タピエ
の紹介によってさらに市場を広げていく 26。この機関誌は吉原の戦略の一つであり、美術界の中
心地からの距離を確実に意識した上でおこなわれた。具体をはじめて戦後美術史のなかで論じた
『GUTAI 周縁からの挑戦』を著したミン・ティアンポ（Ming Tiampo）氏によると、吉原は芸
術の〈周縁〉である日本において、その距離を逆手に取り機関誌を用いてオリジナリティーを追
求していた 27。具体の評価はアンフォルメルの画家としての活動やパフォーマンス芸術によるも
のだけでなく、芸術の〈周縁〉である日本という場を生かして、モダニズムを脱中心化したこと
にあると記されている 28。
具体に関する研究は多いため、ここでは特に尾崎氏の見解を取り上げて、近年の研究に求め
られる姿勢についてまとめたい。尾崎氏は具体の初期から 60 年代初頭の制作に注目し、「絵画
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が派生物とみなされ、アクションやオブジェが重視される 29」点に彼らの最上の達成を見ている。
これまでの展覧会においては、具体のさまざまな表現が通時的に検証されてきた。しかし、尾崎
氏は「水平的に概観するこのような立場に対して、私は絵画に向かうアクションやオブジェとい
う垂直の視点を導入し、最終的な結実である具体の絵画を同時代の絵画と比較することを提案し
たい 30」という。具体に関する近年の研究は、その活動の最上の達成がなにであったのかをまず
示している。そのうえで、時間的、地理的な差による枠組みをはずして評価をおこなう。これら
を参考にすると、近年の研究に求められる姿勢とは、まず作家の活動を全般的に知ったうえで、
その最上の達成はなにか、そして、それがいかにその時代において重要であったのかを検討する
姿勢だといえよう。これから具体と同時代の絵画作品を見ていくが、そのさいには、特に作家の
制作意図や造形上の達成を重視する。また、作家個人に焦点を当て、作家固有の感覚や制作背景
をより具体的に検討する。そのうえで、同時代の動向を新しい視点で再検討していきたい。次の
章では、まずは影響を与えた側の作品を見ていこう。アンフォルメルの代表的画家の 3 人、フォー
トリエ、デュビュッフェ、ヴォルスを取り上げて、彼らの 1950 年代から 1960 年代の紹介状況
をたどっていく。

（図 4）左：金山明のラジコンカーによる制作風景 1957 年頃 / 右：金山明《作品》ミクストメディ
ア・ビニール、180.0×278.5cm、1957 年、兵庫県立美術館蔵
（出典）ミン・ティアンポ『ＧＵＴＡＩ

周縁からの挑戦』三元社、2016 年、48 頁
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第2章

日本におけるフォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルスの紹介状況
これまで研究史を振り返り、本研究の位置付けについて見てきた。ここからは影響を与えた
側に設定したフォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルスに焦点を当てて、彼らの造形的な達成に
ついて考えていきたい。ここでは、実作品が展示された展覧会を中心に取り上げる。その前に、
受容を調査するにあたって展覧会を重視する理由について述べたい。受容を考察するさいには、
影響を与えた側と受けた側の両方を検討する。いつ日本の作家が 3 人の作品を見たのかについ
ては、作家によって時間差がある。さらに、美術雑誌等で情報が流通するようになると、いつで
もその情報を参照することができるため、その差は大きくなる。しかし、展覧会の開催と実作品
の展示は、時期が特定できることに加えて、比較的影響力が強かったものとして取り上げること
ができるだろう。そのような理由により、ここからはフォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルス
の実作品が展示された 1950 年代半ばを中心に取り上げる。
3 人の作品は
1956 年「世界・今日の美術展 31」と翌 1957 年「世界・現代芸術展 32」において、
アンフォルメルの作品として紹介された。それ以前にも、雑誌を通してフォートリエの作品は日
本に伝わっており 33、デュビュッフェは絵画作品が展示されていた 34。しかし、アンフォルメルの
画家として彼らが紹介され、かつ実作品が展示された点において、この展覧会の意義は大きい。
展覧会の開催にともない、3 人の作品はアンフォルメルの代表的な存在として語られた。それは
グループの代表としての認識ではなく、「画家の身体と絵具やカンヴァスなどの媒材との激しい
ぶつかりあいの痕跡を残した荒々しく物質感の強い絵画 35」としての理解であった 36。この傾向に
対して、メディアでの紹介状況をあげてその批評の推移を整理することや、「フォートリエ＝ア
ンフォルメル」という図式を一度切り離し、作品の造形的要素から検討し直すことは、これまで
にもおこなわれてきた試みである 37。これらの先行研究に倣い、造形的な側面から 3 人の絵画作
品における達成について考えていく。アンフォルメルの受容は背景的基盤なくしては語れないも
のではあるが、まずは展示された絵画作品が当時どのように観者の目に映ったのかを振り返って
みよう。
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第 1 節 フォートリエ「人質」連作と「オブジェ」連作
まずはフォートリエの作品を見ていこう。1956 年「世界・今日の美術展」では、
《人質》2 点と《裸
のプティット》の計 3 点が展示された（図 5）【口絵 1】。この後、《人質》はアンフォルメルを
代表する作品として頻繁に論じられるようになる 38。ここでは、フォートリエの絵画における達
成を検討するために、この絵の造形的な特徴について一度考えてみよう。まず目を引くのは、画
面中心の厚く盛り上げられた石膏である。その上にはかすかに筆跡、もしくは、石膏のしわが見
える。《人質》の 1 点には人物の目鼻や口を示すような線描がかろうじて見えるが、もう 1 点の
《人質》では石膏のしわか、描かれた線描かどうか判断し難い。いずれもなにを表象しているか
を示す手掛かりは、タイトルを除いて、ほぼないといえる。フォートリエの描く《人質》の特異
さは、同じ主題を扱ったものと比べるとより明確である。テオドール・ジェリコー（Théodore
Géricault, 1791-1824 年）の習作《切られた首の習作》
（図 6）を見てみよう。これはフランス・
ロマン主義を象徴する《メデューズ号の筏》の制作のためにおこなった習作の一つであり、画
家はリアリティーを追求するために処刑された犯罪者の首をアトリエに持ち込んでスケッチを
した 39。三次元の空間に置かれた首は、死してなお、生きていたころの面影を感じさせるほどに、
その人物の特徴を見事に描き出している。一方、フォートリエの《人質》では、対象は画面中央
に大きく描かれ、その現実的な空間性はないに等しい。比較的具体的な手がかりが描かれた作品
においてさえも、その匿名性は高い。いまにも崩れそうな紙の上には、光沢もなく、乾燥してこ
ぼれ落ちそうな石膏の塊と、黒の断片的な線、むらのある淡い色彩が描かれる。これらは「人質」
というタイトルの持つ強烈な政治的主張よりも、むしろ弱々しい印象を与えるのではないだろう
か。ジェリコーが習作を重ねて人間の本質に迫った感情の変化を描き出し、作品に迫真性を持た
せたのに対し、フォートリエは主題にそぐわない物質を絵画に取り入れることで、作品に曖昧さ
を残したようだ。しかし、この曖昧さこそが、フォートリエの作品のイメージを、人々の脳裏に
刻み込むようにさせる効果を発揮することになる。
山田由佳子（1980 年 -）氏によると、フォートリエは作品を展示するさいに、比較的具体的
なイメージを想起させるものと、抽象度の高い作品を並置させた 40（図 7）。抽象度の高い作品は、
その再現しているものはなにかを明らかにしない。たとえば、モンドリアンに代表されるような
抽象絵画は対象の形態がなくとも、構成によって画家の意図を語らしめていた。しかし、フォー
トリエの画面には、正面にほぼ画面全体を占める石膏が置かれており、構成について考える余地
を与えない。さらに、描かれたイメージは弱々しく、明確に切り取ることはできない。そのため、
観者はしだいに石膏や線、色彩といった画面上の物質に目を留めるようになる。これらは単なる
物質であって、それ以上の意味を持っていない。意味を持たない、つまり、非表象の絵画は人々
に困惑を与え、言葉では表現できないと感じさせた 41。すぐに結びつくイメージが与えられない
とき、観者はどうするか。自身の記憶や想像に頼るのである。フォートリエはこのような違和感
を喚起させることで、戦争のトラウマを想起させるよう試みた 42。ここまでは先行研究において
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（図 7）左：ルネ・ドゥルーアン画廊での「人質の連作：フォートリエの絵画と彫刻」展展示風景、1945
年 10 月 26 日 -11 月 17 日 / 右：シャトネ＝マラブリーのアトリエで仕事をするジャン・フォートリエ、
1955 年頃（撮影：ロベール・デャルヌ）
（出典）左：エティエンヌ・ダヴィド「厚塗りから「人質」へ（1938-1945 年）」『ジャン・フォートリエ展』東京ステー
ションギャラリー、2014 年、83 頁

/ 右：ジャン＝ポール・アムリーヌ「ジャン・フォートリエ、レアリスムからア

ンフォルメルへ：再創造のための破壊」『ジャン・フォートリエ展』東京ステーションギャラリー、2014 年、10 頁

見られる見解であるが、さらに付け加えると、この非表象の絵画は言葉にし難いために、よりいっ
そう「人質」や「戦争」といった象徴的な言葉に結びつけられたとは考えられないだろうか。つ
まり、絵画が人々に与えた繊細な感情は、言葉にできなかったために抽象度の高い言葉に収斂さ
れた。それは、フランスにおいては「人質」や「戦争」であり、日本においては「アンフォルメ
ル」であったのだと。作家自身が関与を否定したことにより、アンフォルメルと切り離して論じ
られるようになる 1959 年においても、美術評論家の富永惣一（1902-1980 年）がフォートリ
エの個展のカタログに「それはアンフォルメルと呼ぶより致し方のない映像である 43」と記して
いることは、そのことを象徴しているといえよう。
さて、1950 年代に日本に紹介されたフォートリエの実作品はこれだけではない。アンフォ
ルメルの話題性が落ち着きを見せていた 1959 年に、東京の南画廊でフォートリエの日本で初
となる個展が開催された。油彩 13 点、水彩 16 点、素描 4 点が展示され、このうち 4 点以外は
すべて新作であり、フォートリエ自身、力を入れて展示に臨んだようだ 44。出品作の「オブジェ」
連作はフォートリエ晩年の作品にあたる。ブリキ缶やコップといった身近な対象から、自然や色
彩といった抽象的な主題をも取り扱っているのが特徴だ。では、フォートリエの絵画における達
成とはどのようなものだったのだろうか。ここで一度、彼の制作手法に注目してみよう。フォー
トリエの独特な手法は、はじめは伝統的な油彩画への嫌悪感から出発した。山田氏によると、
フォートリエは 1920 年代中ごろから、顔料を吸収する紙に惹かれ、しだいにインク、水彩絵具、
グワッシュを用いるようになった 45。経済的理由のため一時期制作を中断するが、1940 年以降は
再開し、そのころには自身のオリジナルの手法を発明していた。ペースト状の白い絵具を分厚く
盛り上げ、それが乾かないうちに粉末状のパステルで色を付け、その上から水彩やグワッシュな
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どで線を描く。白いペースト状の絵具の層が乾いてはがれ落ちると、支持体の紙が見える仕組み
である。この物質の上に対象のイメージを描く手法は、実はそれまでにほかの画家も試みていた。
ジョルジュ・ブラック（Georges Braque, 1882-1963 年）は、1912 年にパピエ・コレ〔張り紙〕
の手法を用いたさいに、以下のような試みをしている。木目模様の壁紙、新聞といった物体を画
面に貼り付け、その上からデッサンや彩色をする。そうして、対象のイメージを描き出すと、透
き通るような空間が生まれることに彼は気づいた。ブラックはこの現象が、「色彩の形態からの
【口絵 2】
独立」であったという 46。「透き通るような空間」とはなにか。《パイプ、グラスと新聞》
を見てみよう。中心にあるグラスの青銅色の部分は、まるでグラスの質感を表しているかのよう
だ。また、黒い部分の上に描かれた弱々しい白い線は、グラスの輪郭についてかすかな情報を与
える。観者はこのグラスの現実的な形や質感を見出そうとし、黒で隠されたその部分を、その人
の記憶や想像によって補おうとする。そして、画面上に描かれた手掛かりと、想像で補う部分と
を交互に見るようになる。そのため、自然と特に中央のグラスに目が引きつけられる作品となっ
ている。ブラックはこの想像に委ねられる部分を、「透き通るような空間」と称したのではない
だろうか。
このブラックの試みに対して、フォートリエはどのような意図をもって制作したのだろうか。
一例に、個展出品作であった《雨》を見てみよう【口絵 3】。中心に石膏の塊がある。それは、
黄や緑のむらのある着色がなされている。その上の削ったような線は、背景にある線とつながっ
ている。ブラックの作品と比べると、奥行きの表現がほぼ見られないことがわかるだろう。ここ
では、「雨」という人々がよく知っている主題が、西洋の伝統の油彩画と比べると、水彩とパス
テル、石膏、紙といった低級な物質と乱暴な線によって描かれている。観者は「雨」という自分
のイメージをもってこの絵を見るが、絵からは、色と線によるほんの少しばかりの手掛かりしか
与えられない。ほかはすべて、画面上の物質が観者に突きつけられるのである。自身のイメージ
と画面上の物質との隔たりに困惑した観者は、よりいっそう「雨」を思い起こそうとする。そう
することで、極めて印象深い作品になる。フォートリエの達成は、材料や構図に含まれている伝
統的な意味を、それらを用いない、または工夫することで、画面上からできるかぎり排除し、た
だその対象を想起させる最低限の色や形を描き出したところにあるのではないだろうか。
これらの作品を人々はどのように解釈したのだろうか。まず、フランスにおいて「オブジェ」
連作は発表当初、絵画以前のものとして認識された。批評家アンドレ・ベルヌ＝ジョフロワ（André
Berne-Joffroy, 1915-2007 年）によると、「フォートリエのオブジェは取るに足らないものだと
人は言う。［中略］それらすべてはほとんどスケッチされていないか、下手にスケッチされてい
て、タイトルがなければ描かれたものが何であるのか理解することもできないかもしれない 47」。
しかし、そのような見解のなかで、「フォートリエが最近描いた絵画において示してみせたのは、
人間のみならず小さなオブジェの、本質に先立つ存在なのである」と彼は述べ、しだいにフォー
トリエの絵画の価値を高めていく。日本においては、ジョフロワの働きかけで、文学者たちが
フォートリエを支持した状態で個展開催に至ったため、人々に感動を持って迎えられたようだ。
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たとえば、岡本謙次郎（1919-2003 年）は「きれいで工芸品のたのしさが」あり、「芸術が生活
と、もう一度、結びつく一つの方向であるにちがいない 48」と、身近に存在する美とのつながり
を見出している。東野芳明（1930-2005 年）は、「それは抽象でも具象でもない、シワクチャ性
のイメージであり、原初的な状態にまで追い詰められた事物や人間の不思議な襞なのである 49」
と、事物の存在の複雑さを「シワクチャ性」と称し、ベルヌ＝ジョフロワのいう「本質に先立つ
存在」に近い見解を示している。複数の作品によって表現した「人質」連作とは異なり、
「オブジェ」
連作では単体であっても事物そのものの本質に迫るような表現だと人々に感じさせた。1959 年
ころに、フォートリエがアンフォルメルと距離をおいて語られるようになるのは、画家自身によ
るアンフォルメルの否定やアンフォルメルの話題性の落ち着きだけでなく、その作品自体が、言
葉を介さない物質による曖昧な表現だけでなく、さらに発達して、画面上の物質に対象の本質を
見出させる表現に至っていたことも理由の一つに考えられよう。

第 2 節 デュビュッフェと「美しいマチエール」
これまで、フォートリエの作品における造形的特色から、絵画における達成と、それによっ
て人々が受けた印象はどのようなものだったのかについて見てきた。「人質」連作と「オブジェ」
連作とで少しばかりその達成は異なっていたが、両方とも画面上のほぼ意味を持たない物質の効
果を生かして、人々に記憶をたどらせ、想像させることをうながす作品であったといえよう。こ
こからは、デュビュッフェの 1950 年代から 60 年代の絵画作品を見ていく。また、その絵画の
達成はなにであったのかに注目していこう。その前に一度、日本において 1950 年代から 60 年
代にかけて、どのような批評がなされていたのかについて簡単に触れておく。1957 年に、針生
一郎（1925-2010 年）は、アンフォルメルの作品について主体と客体の変動を見出している。
つまり、アンフォルメルの作品においては、作家が作品において表現するのではなく、素材が放
つイメージをそのまま画面に導入し、画面上の物質に表現させているという 50。この見解をさら
に発展させる形で、宮川淳（1933-1977 年）は有名な言、「問題は表現の新しい可能性であるよ
りも、表現概念そのものの価値転換 51」であると述べ、絵画よりも画面を構成する物質優位の状
況を指摘する。これにより、続く「反芸術 52」へと日本の美術批評は移行していく。つまり、針生
のいう主体と客体の変動は、日本の 1950 年代から 1960 年代の美術動向のなかで重要な鍵であ
るといえよう。これらのことを踏まえ、これからデュビュッフェの作品について、主体と客体の
変動はどのようになされていたのかについて見ていこう 53。
デュビュッフェは 1951 年に日本においてはじめて作品が展示された 54。このときの展示され
た《二重自画像》
（図 8）（1944 年作）は、一部の美術関係者に覚えられていたことが後の発言
から見られるため、極めて印象深い作品だったようだ 55。この作品はデュビュッフェが絵を描き
始めたころの作品であり、より正確にいうと、生涯の 3 度目にして絵を描くことに専心しよう
と心に定め、初めて絵を買う人が現れた時期の作品であった 56。一見、児童画のようではあるが、
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描かれたまなざしは厳しく、しっかりとこちらを見据えている。その両義性をはらんだ表現は不
気味さをも感じさせる。この作品が展示されて 5 年後の 1956 年には、《赤い男》（図 9）が展示
された。その人物すべてを覆う強烈な赤い色彩と、荒々しい画面の筆跡が特徴的である。瀧口修
造（1903-1979 年）は「ジャン・デュビュッフェの「赤い男」も烈しい表現的な作品である。［中
略］デュビュッフェの描く人物はほとんど戲画的なものだが、その奇異な色感と强烈なタッチか
ら發する實感は無類である 57」と、その画肌の力強さを指摘している。
デュビュッフェの絵は、批評家だけでなく画家の関心をも引いていたようだ。このころの興
味深い記事として、1958 年に洋画家の高橋忠弥（1912-2001 年）による「25 の技法 画家の条
件 58」を見てみよう。この記事では、海外、国内両方の画家たちの最新の絵画を取り扱い、マチエー
ルの制作方法を写真付きで紹介している。ここでは、原色図版によるデュビュッフェ《失楽の庭》
（図 10）が掲載された。図版を見ると、おそらくアサンブラージュ 59 による作品であると考えら
れる。彼は 1953 年 10 月から「型押しのアサンブラージュ」連作を制作していた 60。その技法は、
まず、リトグラフ用の転写紙のうえに、葉や糸の切れ端などの素材をモノタイプ〔一作刷り〕の
要領で型押しする。その後、それを思いのままに切り取り、寄せ集めて糊貼りする。そうしたも
のを、こんどは石版や亜鉛版の版面に転写して、黒インクで刷るというものである。高橋は解説
に「現代絵画はそろそろその膚で意見を示すようになってきた」と書き記し、デュビュッフェを「美
しいマチエール」の画家として取り上げている。黒く切り取られた紙は、まるで輪郭線のように
はっきりとしている。抑揚が程よくついており、その間からのぞく地の部分は、まるで地層のよ
うにさまざまな表情を見せる。
このように、画肌をつくるマチエールが人々の関心を引いていた例として、もう一つ記事を
取り上げたい。デュビュッフェに特徴的なこととして、彼の作品が紹介されるときには、思想と
関連して紹介がなされていたことがあげられる。1951 年に『美術手帖』に掲載された《黄銅の
風景》
（図 11）を見てみよう 61。細かいしわが全体に広がり、まるで敷き詰められた地面のように、
平坦な画面が描かれている。画面下半分は茶色の色彩で、上半分は白色の色彩で分割されている。
この作品は日本においてジャン＝ポール・サルトル（Jean-Paul Sartre、1905-1980 年）の実存
主義哲学と結びつけて語られた。実際、サルトルがデュビュッフェの作品に対して唯物主義を見
出すのは、この「精神の風景」連作の一つ前にあたる「ご婦人のからだ」連作においてであっ
た 62。デュビュッフェが身近なものに関心を抱いており、土の色などの方が、絵具の色彩よりも
ずっと効果的であることも同 51 年の別の記事に紹介された 63。デュビュッフェの作品では、対象
を見ている画家の目よりも、描かれている土やご婦人がその発言を語る。そこでは、画家がいか
に対象を見るのかよりも、描かれている物が、いかに強く人々に語りかけるかが重要となる。針
生がいう「この現実にむかって、あますところなく自己を客体化することに、たえる決意 64」の
必要性は、デュビュッフェの絵画においては、画家の目よりも、描かれた物が語る特異性を述べ
ていたのだと考えられよう。
では、デュビュッフェはどのような手法によって、この表現に至ったのだろうか。デュビュッ
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フェの評伝を著した末永照和（1931 年 -）氏は、その著作のなかで、材料と技法について詳細
に記述している 65。「ご婦人のからだ」連作【口絵 4】は、材料と技法とマチエールへのこだわり
にかわ

が見られる作品である。その制作方法は以下の通りである。まず、下地として、亜鉛白に膠、テ
レビン油、細かい砂を混ぜた厚塗り層を作る。それが乾く前に、リンシード・オイルで溶いた薄
い色の上塗りをし、さらに濃い色で上塗りを繰り返す。乾いた後には、全体をナイフで削って荒
い絵肌を作る。その上からナイフの先を突き立てて刻線のデッサンをする。そして、最後に土色
から褐色の色調で薄塗りをほどこす。油と砂で作られた厚塗り層であるため、まるで舗装に使用
されるアスファルトを想起させる画肌である。フォートリエの石膏と比べると、その盛り上がり
は薄く感じられる。かすかに見える下の層の色彩は補色効果をともない、画面に奥行きを持たせ
ている。デュビュッフェはこの作品において、西洋の伝統にあった美しい女性像を、ひどく醜く
描いている。そうすることで、美と醜、崇高と下劣を格差づける社会の認識への反発を示した。
さらに、デュビュッフェの作品に特徴的なものとして、画面全体に広がる細かなしわのよう
なものがある。これは、どのように制作されたのだろうか。「精神の風景」連作に含まれる《亡
霊たちのいる月の出》（図 12）の制作方法から見てみよう。これらの制作手順は次のようであっ
た。まずは、おもにハードボードと呼ばれる硬質の繊維板を用いて、堅固な土台とする。油絵具、
石膏、酸化亜鉛が含まれた樹脂分の多いワニスの絵具層は、油をはじき乾きがはやい。このうえ
に、薄い上塗りをかけると不思議な枝葉模様があらわれる。そうして、材料による変わった効果
を画面に取り入れていた。デュビュッフェは材料を実験し、その効果による偶然性を楽しんでい
るように見える一方で、そこから風景や石といったイメージを見出して作品に昇華させていたよ
うだ 66。後にイヴ = アラン・ボワ（Yve-Alain Bois, 1952 年 -）氏は、デュビュッフェの絵画を「そ
イ ン フ ォ ー ミ ン グ

れは形へと作り込む芸術なのであり、〔物質の中から〕人間の形象が立ち現れることに重きを置
く 67」ものであるとし、これこそアンフォルメルの絵画の特色だと指摘する。デュビュッフェは、
材料の効果によって生じた形態からなにか具象物を想像し、それらに付け加える形で刻線を描い
ている。作品には、材料の実験によって生じたしわのような形態が残る。それらは、おもしろい
が、とりとめのないものである。観者はデュビュッフェの絵を見て、しわのようなとりとめのな
い形から、なにか形象を思い起こす。デュビュッフェ自身もまた、制作時に材料からイメージを
得ていたことは興味深い点であろう。
これまでデュビュッフェの絵画について、日本における紹介状況と画家の制作手法とを見て
きた。デュビュッフェは、フォートリエと同じ画廊で、フォートリエのすぐ後に個展を開催した
うえ、画面には厚塗りが見られたことから同じような括りで語られることが多い 68。しかし、こ
れまで見てきたように、一口に厚塗りといっても画面上の表現やその手法は大きく異なる。デュ
ビュッフェの絵画における達成とは、どのようなものだったのだろうか。デュビュッフェは、格
差をもつ社会認識へ反発を示すために、制作をおこなっていた。また、自身にとってより身近な
ものに関心を抱き、材料から生じたイメージを重視していた。そのうえで、刻線や色彩によって
自身の観念を画面上に投影した。工程を重ねて創られる画肌の緻密さは、観者にいたるところで
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想像力を発揮させる。あたかも大地や地層のような作品は、その細かさに目を奪われ、画面に自
然と集中してしまうために、観者に安らぎを与えるのである。デュビュッフェもフォートリエと
同じく、伝統的に美しいとされてきた主題ではなく、身近な物質を画面に取り入れた。「ご婦人
のからだ」においては、美しい女性像を醜く描いた。しかし、フォートリエとは異なっていたの
は、画面上に取り入れる身近な物質へのこだわりがあったことだろう。それゆえ、画面全体を物
質が覆い尽くすような連作へ至った。主体と客体の問題に関しては、デュビュッフェの方がより
追求していたといえる。自画像制作や風景制作において見られることだが、そこでは、画家自身
が、描かれている物として画面のなかに完全に入ってしまっている。身近な素材の追求と、自分
自身をも見られている客体として理解すること、これらがデュビュッフェの絵画の達成であった
といえよう。

第 3 節 ヴォルスと自動筆記
さて、これまでフォートリエから順に、彼らの作品における達成について見てきた。フォー
トリエ、デュビュッフェは、厚塗りの絵画を描いた人物として、まとめられて認識されることが
多いが、その制作意図や手法は異なっていた。画面上に油絵具以外の物質を取り入れたことを取
り上げても、フォートリエは伝統的な技法からの脱却を、デュビュッフェは伝統的な格差への反
発と身近な素材へのこだわりという、それぞれ異なる関心を持っていた。それでは、アンフォ
ルメルの代表的 3 人のうちのもうひとりである、ヴォルスの作品とその達成とはどのようなも
のだったのだろうか。また、それはアンフォルメルの代表として同じくまとめられる他 2 人と、
どのような点で違いが見られるのだろうか。それに関して、その違いを端的に表している言葉を
ここで引用したい。「彼〔デュビュッフェ〕は、女を、化膿した薔薇として、咲き出た腺や内臓
として、ただひとつの管と、二つの乳房と、セックスの細い線とを持った、人の好い貧弱な動物
として、描いている。これは、女ならざるものだ。そのかずかずの神話をはぎとられた純粋な有
機体、無機物の表面でのただひとつの痙攣なのだ。ヴォルスも、最初はこのような道に入りこん
だが、彼はデュビュッフェの持っているような鋭利で強力な唯物主義によって支えられてはいな
い 69」。これは、今日でもヴォルスの基本文献にあたる、1964 年の南画廊個展のカタログに寄せ
られたサルトルの記述である。それでは、ヴォルスの目指した絵画の方向性について、日本で発
表されたヴォルスの先行研究をもとに考えていきたい。
1957 年「世界・現代芸術展」において、日本ではじめてヴォルスの油彩画《大きなパテ》（図
13）が展示された。黒の細かい線描が集積し、ちょうど画面中央が一番深く沈んでいるように
見える。比較的明るい部分は全体を見るとヒトデのような形態をしている。あたかも人体が黒の
線描によって、画面に括りつけられているかのようである。この激しい線描はフォートリエやデュ
ビュッフェよりも、むしろマチューの制作（図 14）に類似しているように思われないだろうか。
DIC 川村記念美術館でおこなわれた「ヴォルス――路上から宇宙へ」展に携わった光田由里（1962
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年 -）氏によると、マチューはヴォルスの油彩作品に感銘を受けて、流動的な線を描き始めたと
いう 70。しかし、ヴォルスだけでなく、書といったほかの影響も同時に受けていた。栗本高行（1984
年 -）氏は、その表現は絵画における新しい言語の想像であり、画面に意味や言語に類するもの
を持ち込むことへの猛烈な拒絶であったという 71。つまり、マチューはアンフォルメルをタピエ
の概念に基づいて、既成の造形語彙から脱却するという意味での不定形な芸術を目指したのであ
る。特定の形象と結びつくような象徴性はいっさい必要としないマチューの制作は、いかなる画
面上の形態もすべて具象物となりうるヴォルスの制作とは、根本から意図が異なっていたといえ
る。
ヴォルスの絵画の造形的特質を見ていく前に、彼がどのように制作をしていたのかについて
簡単に触れたい。ヴォルスの生涯は短く、そのうえ戦時中であったこともあり、常に金銭的に苦
しい状態であった。画面は比較的小さく、油彩の大きなものでも一辺約 150cm のものが最大で
あった。お金のかからない水彩や版画作品は自然と制作数が多くなる。また、それらはふと思い
立った時にすぐさま描けることも、彼の性格と合っていたようである。そのような理由で、ヴォ
ルスの画業を回顧するさいは、主に水彩が取り上げられる。千葉成夫（1946 年 -）氏は、初期
と比べて晩年には、ヴォルスの作品がしだいに抽象化していき、中心から周辺にかけて広がって
【口絵 5】。ヴォルスは形態の抽象化ではな
いくような表現に至ることを指摘している 72（図 15）
く、「現実の何か、ものや事から受けた「感覚」じたいを描こうとするところから生じている抽
象化 73」を試みていた。作品でははじめに観者の目が集中するのは、中心部の最も線や色彩の重
なりが集中した部分である。しだいにその周辺の浮遊しているような線描やしみに視線は移行す
る。対象そのものだけでなく、それにともなう周辺の空気や感覚に画家の関心があったといえよ
う。千葉氏はさらに続けて、ヴォルスの写真作品が絵画作品と参照可能なことを述べ、「おそら
く最初は順序が逆で、写真が先だった 74」と述べている。写真においては、日常に打ち捨てられ、
言葉に形容されないようなものを写し取っていた。写真を撮ったときには、その対象がなにであ
るかを認識するが、それがひとたび切り離されるとイメージのみが浮遊する。そこにあるのは実
態ではなく、表面であり、それはたんなる偶有的な瞬間の切り取りである。絵画にそのイメージ
が投影される時、その内容や充実している空間といったものは画家の内面性が大きく影響したの
だろう。
では、ヴォルスはどのように対象を見ていたのだろうか。サルトルはいう。「それにまた、芸
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

術家というものは眼が見えるのだろうか 75」。すなわち、「存在するとは、« 存在するものを見る
こと »」であると。これらの記述は、ヴォルスが「為すことではなく、存在し、信ずることだ」
と述べていることに基づいている。目の前にある対象をいかに解釈して表現するかに重きを置く
のではない。対象が存在しているという事実は、対象が存在しているという事実を見ていること
にほかならない。そのことを見出した時、見るものも見られているものも同じ立場だということ
に気づくようになる。事物が曖昧にしか捉えられないことは、夢見ることさえも具現化できるこ
とと等しい。それゆえ、「主体と客体というようなカテゴリーを破裂させる」とき、「想像上の事
18

物が紙の表面に露出してくる」のである。言い換えると、「彼は、外部の事物にもとづいておの
れを幻惑しているのだが、そのときそれらは彼にはおのれの自動筆記 76 の産物のように見える」
のである。この言葉が示すように、彼は 20 歳ごろ、戦前の肖像写真家として慎ましい生活を送っ
ていたころ、シュルレアリストたちと交流をしていた。また、29 歳ごろには、さらにこの主体
と客体の枠を解体させる態度を押し進めるようになる。対象がなにであるかを描くよりも、対
象が現れることが優先されるようになったのである。サルトルは感動をもってこう記している。
・

「物は、突如として立ち現れて、この情景〔対象が前景か、中景か、後景にあるのかどうか〕の
徹底的な不確定性を換起する」。この見解は、画面上に画家の目が投影されているのではなく、
物質が表現していることに注目し、自身を対象と同じ立場で見ることの必要性を強調した針生の
発想とよく似た見解とはいえないだろうか。冒頭で引用したサルトルの言葉にも見られたように、
デュビュッフェは主体と客体の変動を材料から発想を得ることでおこなったが、ヴォルスは自動
筆記からそこへ至ったのである。技法の違いは明らかであるにもかかわらず、制作意図や絵画の
観者への働きかけを見ると、方向性を同じくする達成であったことがうかがえる。
日本においてヴォルスは多くの場合、戦争とアルコールに翻弄され、悲しい死を遂げた人物
として語られてきた。しかしながら、人物像のみならず造形的な観点からヴォルスの達成を見て
いくことで、日本の作家に与えた影響について考察するさいに、作品分析を手掛かりに新たな見
解が見出せるのではないだろうか。日本におけるヴォルスの受容に関しては今後の課題が多い。
幸いにして 2013 年の生誕 100 年を記念し、ドイツを中心に展覧会が開催されており、最新の
研究のさらなる蓄積が期待される。また、数少ないヴォルス受容に関する研究についても、光
田氏はヴォルス作品の影響を受けて制作された映像作品について 77、関直子氏は作家自身がアン
フォルメルの影響を認めている磯辺行久（1935 年 -）のリトグラフについて記述している（図
16）78。関氏の論文にはヴォルスの影響については記されていないが、その造形上からは一部類似
する特徴が見られる。太い枠で閉じられてはいるものの、中心から周辺へと細かな丸が広がって
いくように描かれる白黒のリトグラフは、ヴォルスの銅版画の細部に見られる勢いのある線描を
想起させる。このように、絵画だけでなく、映像や版画といった複数の分野における受容の検討
をおこなうことで、日本におけるヴォルス受容に新たな見解を示すことができるだろう。

（図 16）左 : 城之内元晴《WOLS》18 分、1964-65 年（ヴォルス展（1964 年、南画廊）に出品されたヴォル
スの作品をコマ撮りした実験映画）/ 右： 磯辺行久《うごめく》リトグラフ、1959 年
（出典）『ヴォルス——路上から宇宙へ』DIC 川村記念美術館、2017 年、183 頁 / 右：関直子「一九五〇年代の版画における
一つの試み」『美術フォーラム 21』第 23 号、2011 年 5 月、160 頁
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第3章

受容調査

これまでフォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルスの 1950 年代から 1960 年代の作品の紹
介状況と、その造形的特質を中心に見てきた。厚塗りといった言葉でまとめられる彼らの作品は、
それぞれに制作方法が異なっていた。フォートリエは、言語を介さない物として、伝統的技法か
らはかけ離れた物質を画面に取り入れた。デュビュッフェは、身近な素材に対する関心と自身を
も客観的に直視することから、物質が画面全体に広がるような作風に至った。ヴォルスは、自動
筆記からはじまり、晩年には画家の存在よりも対象の存在が優先される画面を描き出した。制作
過程は異なるにもかかわらず、それぞれの作品において、絵画における主体と客体の変動が生じ
ていたことは興味深い点である。さて、ここからは影響を受けた側である日本作家を取り上げて、
日本における 3 人の受容について考えていきたい。
前置きに、今回の調査方法について述べたい。まず、同時代の日本作家を調査するさいに、
すでに試みられていた日本作家の分類を参考にした。主な 2 つを例にあげる。一つ目は、1960
年 4 月に『美術手帖』に掲載された「現代日本作家の方法 79」である。そこでは当時の日本作家
を 6 つの項目〔①具象的に発想して具象的に表現する。②具象的に発想して抽象的に表現する。③抽象的に発想し
て具象的に表現する。抽象的に発想して抽象的に表現する。④幻想的抽象 ⑤冷たい抽象 ⑥熱い抽象〕に分類して

いる。作品のなりたちと作品の造形から分類を試みている点は、本研究で目指すべき姿勢に近い
ものがあった。二つ目は、第 1 章で取り上げた「あの時みんな熱かった！アンフォルメルと日
本の美術」展（2017 年）であり、同じく作品の造形的特徴からの分類がおこなわれた 80。この分
類は、日本にアンフォルメルを受容しうる素地があったことを示す試みでもあり、受容のさらに
深い考察がなされている点が大変興味深い。そこでは 4 つの分類〔①アンフォルメルの絵画と書の親和
性があったこと、②縄文土器に見られる原始的、生命的なイメージの追求が、岡本太郎（1911-1996 年）に代表され
る美術作家たちに見られたこと、③アンフォルメルの絵画に見られる均質な画面構造や平板な画面空間は、日本の伝統
的な空間構成と近かったこと、④日本人独自の物質への感受性があったこと〕による考察がおこなわれた。こ

れと似た見解には、日本におけるフォートリエ受容に関する論文を発表した天野一夫（1959 年 -）
氏のものがある。天野氏は、フォートリエが受け入れやすかった理由に、この 1950 年代の時点
ですでに作家や批評家たちにあった物質への関心と、陶芸に代表されるような伝統的な感覚とを
あげている 81。
これらの分類に加える形で、当時の美術雑誌に掲載された展覧会評なども参照しながら、ア
ンフォルメルの受容の可能性がある当時の日本作家を探した。結果、計 100 名以上の名前があ
がった。これらの作家すべて調査するには、いくつかの点で困難が生じた。まず、その数の多さ
である。「アンフォルメル旋風」と称されたように、その影響がいかに大きかったかは、取り上
げられる作家の多さからもうかがえる。また、今日において資料が残っているかどうかも関係す
るため、手に入りやすい資料から検討を試みた。さらに調査を続けるうえで直面したのは、作家
がアンフォルメルの影響を受けたと判断する基準の問題であった。作家がアンフォルメルについ
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てなにか影響を受けた旨を述べているか、いないかをまず調べる。記述がなければ、アンフォル
メルの作品を見た可能性を検討しなければならない。さらに状況を複雑にしているのは、アンフォ
ルメルという概念であった。その造形的特質は「不定形」であり、本来言葉にしにくい概念であ
るうえ、日本においては第 1 章で見てきたように、その解釈は時代とともに変わってきた。作
家が語るアンフォルメルも、その作家自身のアンフォルメルの解釈であり、それぞれに内容に差
が見られた。また、ある作家の表現から受け継いで、自身の表現をする作家の存在もある。
最終的には、以下のように受容を検討することにした。まずは、特にフォートリエ、デュビュッ
フェ、ヴォルスから影響を受けた人物を探す。そのなかでも、自覚して影響を受けていたのか、
それとも無意識に影響を受けていたのかという影響に関する認知度によって分類をする。そして、
その影響が一時的だったのか、画業全体に関わる問題だったのかという影響の大きさに着目す
る。自然と先行研究に名前があがっている人物から見ていったが、ひとりの作家を調べるのに予
想以上に時間がかかった。その人物の生涯全体を一度概観するのが、容易ではなかったためであ
る。しかしながら、作家の生涯全体からアンフォルメルの影響はどの程度のものであったのかを
検討することにこそ、今日、当時の現象を振り返って検討する意義がある。これは、調査を進め
るにつれて確信に近いものとなった。今回事例として取り上げる人物は 3 人であり、数は少ない。
しかし、個人単位であっても、その生涯を通しての制作態度にその時代の特色を見ることができ
たのである。全体像が先行研究によって、ある程度明らかになっているために、個人単位の事例
から同時代の日本で見られた制作について見ることは、今後さらに必要とされるのではないだろ
うか。その上で、全体像を再検討することが目指すべき方向であろう。
前置きが長くなったが、これから取り上げる 3 人の日本作家は、特にフォートリエ、デュビュッ
フェの受容に関わる人物である。また、その影響の受け方、影響の大きさはそれぞれ異なる。た
とえば、難波田龍起（1905-1997 年）は、自身が影響を受けたことをはっきりと記録に残していた。
今回はそのなかでも特に技法の受容に着目し、数点の作品において影響が見られたものを例に取
り上げる。また、同じく影響を受けたことをはっきりと自覚して述べていた小野忠弘（1913-2001
年）は、晩年の 3 つの連作においてその影響が見られた。長く影響を受けた事例として取り上
げたい。そして、3 人目の麻生三郎（1913-2000 年）は、影響に関する言説を一切残していな
い画家である。影響について確認するすべがない事例といえる。しかしながら、同時代の交友関
係をもとに、彼の作品の画面上に不定形な形態が見られた理由について考えたい。そうして、断
定はできないが、無意識に影響を受けたか、または、影響を受けなくともその制作に至ったのか
について、検討していきたい。それでは順に、難波田の事例から見ていこう。
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第 1 節 フォートリエ受容、難波田龍起
ここからは、受容のなかでも画家自身がその影響を意識しており、かつ、影響が数点の作品
において見られた事例を取り上げる。その代表的な例として、難波田龍起 82 を見ていきたい〔作
品は【口絵 6】を参照〕。難波田はこれまでに、日本におけるアンフォルメルの受容の代表的な
例として、彼の 60 年代から 70 年代の作品がよく取り上げられきた。それは、それ以前の作品
と比べて、曲線の使用、全体をほぼ覆い尽くす大胆な画面構成といった特徴が見られるようになっ
たためである。そのきっかけのうちの一例として、フォートリエの南画廊個展からの影響が取り
上げられることもある 83。しかし、ここでは、難波田の 1960 年代の技法に対する態度に注目する
ことで、フォートリエ受容に新たな視点を取り入れたい。
難波田は、1960 年代、正確にいえば、1957 年から 1972 年まで、いままで使用したことの
なかった技法を取り入れて制作している。それは、具体的には蠟とエナメルの使用である。これ
らの素材の効果については、小林俊介（1966 年 -）氏によって、蠟は下地に混入されることで
半透明の効果を、エナメルは上層の色に使用され、両者の対比によって深みのある空間性を生む
（1962 年作）
【口絵
ことが指摘されている 84。なお、京都国立近代美術館で同時期の作品《相剋》
7】を確認したところ、上層にあるエナメル質の絵具の痕跡を明確に追うことができるほど、はっ
きりと他の色面や線描との素材の違いが認められた。小林氏は、なぜこの時期に彼がエナメルを
使用したのかを具体的には述べていない。しかし、ここには周辺作家からの影響が考えられよ
う。1950 年代末は、難波田の周辺の画家たちが、画面に新しい素材を取り入れる試みをしてい
た時期でもあった。たとえば、具体美術協会の田中敦子（1932-2005 年）、正延正俊（1911-1995
年）、そして前衛書の分野で活躍した井上有一（1916-1985 年）は作品にエナメルを使用してい
る。加藤瑞穂氏によると、田中や正延はエナメルを均質で滑らかな色面、かすれのない流麗な線
の実現のために使用した 85。彼らがエナメルを使用した 1960 年前後は、ちょうど「世界・今日の
美術展」（1956 年）の開催があった時期である。そこに難波田の作品が出品されていたことや、
彼がタピエの講演についての感想を残していることから、タピエが評価した具体美術協会の作品
を見た可能性は高い。また、栗本氏によると、井上有一は書の伝統に対する反抗のための身振り
としてエナメルを用いた 86。井上は、1957 年のサンパウロ・ビエンナーレに作品を出品しており、
同時代の美術界に見出された書家の存在を難波田は知っていたであろう。これら同時代の画家の
制作は、難波田に着想を得る機会が十分あったことを示している。
それでは、難波田にとってこれら新しい素材の使用はなんのために用いられたのだろうか。
画業において、彼が目指していたものから考えてみたい。小林氏によると、難波田は 1960 年の
《交錯》（図 17）に見られるような線描よりも筆触や色彩が強調されたために、画面を構成する
物質のみが目につく「壁」のような表現に行き着いてしまったという 87。彼の生涯を一望すると、
制作の姿勢はイメージの導入にあったことがうかがえる。画業を始めたころから、対象の内面性
や精神性を重視していた難波田は、「ギリシア」連作においてはあくまでも理想のギリシアを描
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き出した。抽象画に移行してもその着想源は現実にあり、都市化に
よる直線的な建物の建設や、自身の故郷である北海道の家といった
イメージが必ず付随している。晩年の、図と地が混在するような画
面全体に押し広げられた群像を描いた《原初的風景 B》においても、
人々の生死のイメージと、その呼吸するかのような奥行きの表現に
よるリズムとが存在している。難波田が 1960 年代においても、イ
メージを再び導入して空間性を創ろうとしたことは、生涯を通して
の制作姿勢とつなげると、十分考えられることである。たとえば、
《青
い陽》（1961 年作）（図 17）においては、エナメルの使用によって
滑らかで流動性のある黒の線が、下層の白くぼかされた色面の上に
重ねられることで、上層が手前、下層が奥といった空間の深みが描
き出される。その一方で、上層と下層の色が濃い青や黒で重ねられ
（図 17）上：《交錯》1960 年
/ 下：《青い陽》1961 年

る部分では、手前奥の判断がつかない。これらは流動的な線という
イメージによって、図と地を明確にする一方で、その境界線の一部

（出典）上下ともに：『今日の作家

は曖昧にする工夫と捉えることができよう。奥行きによる空間性が

難波田龍起展』東京国立近代美術

描き出されることで、「壁」のような画面の現前性に観者を導くの

館、1987 年

ではなく、むしろ、その曖昧さによって観者に想像させるような画
面を創り出したのである。

このような、1960 年代から 70 年代にかけての技法への関心は、1959 年に開催されたフォー
トリエの南画廊個展においても見出される。難波田はフォートリエの技法を、一時的ではあるが、
受容していたのである。正木基（1951 年 -）氏は、難波田が 60 年の現代画廊におけるデッサン
展において、粘着力の強いマチエールカラーの上に粉末にしたペンテルやパステルをかけたの
ち、ナイフでこすり着色する試みをしていたと述べている 88。この制作がフォートリエ展の影響
と考えられる理由は以下の 2 つである。一つ目には、1959 年のフォートリエ個展の直後に、こ
の展覧会が開催されたことがあげられる。時期的な観点から見ると、実験的に新しい技法を試
み、自身の制作に結びつくか試みた時期といえるだろう。二つ目に、絵具の上にパステルをのせ、
それらをこすって着色する方法は、フォートリエの作品に見られるものである。しかし、一見
するとフォートリエの作品はイメージを描いているようであっても、それは最低限の情報のみ
を提示することで、観者にイメージをすぐに思い浮かばせているためにそう見えるのであって、
画面上の物質はいわば「壁」のような表現に近い。また、フォートリエが扱う主題は、極めて普
遍的なイメージをともなうものが多い。そのため、技法によって個人的なイメージや空間性を画
面に取り入れたい難波田にとっては、方向性が合わない技法だったのではないだろうか。これ
まで見てきたように、この時代、難波田は蠟とエナメルを積極的に用いている。蠟による半透
明な層によって奥行きという空間性を、エナメルによる流動的な線によって躍動感というイメー
ジを表現することができるために、これらの技法を選択したと考えられる。まとめると、難波
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田は同時代の新しい技法に関心を抱きつつ、そのなかでも自身の表現に合うものを検討していた。
日本におけるアンフォルメルの受容において、難波田は、自覚的に影響を受けていた画家であっ
た。アンフォルメルに対しては、同時代の周りの作家の活動を広く見たうえで、特に技法に関し
て、新しい試みを積極的に受け入れる姿勢を見せていた。1960 年のこの時すでに 50 代であり、
戦前に一定の評価は確立していたものの、さらなる新しい表現を求めて、さまざまな方面からの
影響を受け入れていた画家といえるだろう。

第2節

デュビュッフェ受容、小野忠弘

これまで難波田のフォートリエ受容について検討しながら、一時的ではあるが、画家が意識
的に受容をおこなった事例を見てきた。それでは次に、比較的長い期間にわたって、受容がおこ
なわれた事例について考えていきたい。ここでは、小野忠弘〔作品は【口絵 8】を参照〕を取り
上げて、デュビュッフェから受けた影響を検討する。小野はデュビュッフェの制作態度を、自身
の課題として引き寄せて制作していたといえる。それは、1982 年に「< 生のまま > の芸術 ジャ
ン・デュビュッフェ展 89」（国立国際美術館）がおこなわれたさいに、小野がデュビュッフェの制
作について発言しており、その発言からは、小野がかなりデュビュッフェの手法に精通していた
ことがうかがえるためである。また、晩年の 3 つのシリーズにおける制作を見ると、デュビュッ
フェの技法をそのまま取り入れるのではなく、自身にとって親しみのある素材とはなにかを考え
ながら制作をしていた。一般的に小野は、1960 年代の画面上に絵具以外のさまざまな物質を取
り入れた作品にアンフォルメルの受容が考えられてきたが、さまざまな物質を画面上に取り入れ
る制作姿勢は、必ずしもアンフォルメルの影響のみに限定されるものではない 90。では、小野が
目指した画面上の創意工夫とはどのようなものだったのか。今回は特
に 70、80 年代の絵画作品に注目していきたい。
《タダの人》【口絵 9】は、一見してデュビュッフェの《ご婦人のか
らだ（「ぼさぼさ髪」）》【口絵 4】と類似する画面を描き出している。
1982 年の『芸術新潮』掲載記事 91 を見てみよう。そこでは、彼がかな
りデュビュッフェの作品について精通していたことがうかがえる。小
野はデュビュッフェ作品の中でも初期の作品を好み、その「手こずっ
たところから更に削っていって、負の面で完成させていくプロセスが
面白い」と「未完成の美 92」について評価している。この「未完成の美」
については、油彩作品について「下塗りのハレーションが浮いてきて、
非常に透明感のある画面になっている。濁っていない。そういう上手
さはサロン芸術にはないものだけれど、ただそれを完結させないよう
にしている。完結することのつまらなさを知っているのです」と述べ
ているように、その当時斬新であったはずの技法を用いつつも、それ

（図 18）上：
《砂漠劇場》
/ 下：《土の果実》
（出典）上下ともに：
『ジャ
ン・ デ ュ ビ ュ ッ フ ェ 展 :
「生のまま」の芸術』西武
美術館、1982 年
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に終始しないデュビュッフェ作品の魅力を指摘している。ほかにも「《砂漠劇場》（図 18）の足
跡がすごくいい。そして空間の捉え方が上手い。山羊や驢馬は描きかけみたいで、非常に親しみ
を覚えます」と粗末さや拙さに通じる線や形態についても評価をしている。技法に関しては、モ
ノクローム調で統一されることがしばしば注目される「地質学」シリーズの作品について、「《土
の果物》（図 18）はエポキシ樹脂を使っていて、硬化触媒を余分に加えると気泡が出てくる。そ
れをそのまま画面に出している」と使用した材料の生の痕跡を残している点に着目している。
このようにデュビュッフェのマチエールの質に高い評価を寄せている一方で、彼の作品から
はデュビュッフェの下塗りのハレーションによる透明感のある画面や、材料の生の痕跡を残して
いる様子は見られない。それでは、彼が目指した画肌の質とは何だったのだろうか。同じく 82
年の掲載記事を見ると、彼は日本の焼き物とデュビュッフェ作品を比較している。デュビュッフェ
の描く地塗りから感じられる暖かさは「日本のやきもののような軽い暖かさでは 93」ないと述べ、
デュッビュッフェがあくまでも創造のためにおこなう破壊は、全体を把握するための破壊であり、
その点が原始的なものを目指したにもかかわらず、縄文土器と比べて弱くなっている原因である
とも述べている。ここから見られる小野の姿勢について、70 年代から 80 年代の制作とともに
考えてみよう。この時期は、小野が自身の郷土への関心を抱いていた時期だといえる。1976 年
に彼は自分の生国青森を久しぶりに訪れ、自分の生まれた風土に執着を示しはじめる。1978 年
の「ホネイロの砂漠」連作では、以前とは一転して色数が少なくなる。画面に描かれる空を飛ん
でいるような人物像は、地面の引っかいたような長い線と合わさって、異星の空間を描き出して
いるように見える。80 年に近くなると人体は背景と色調が似通っていき、形態も背景の線と融
合していく。80 年からの「テラテラの曠野」連作では人体も背景もほどんど同じ色調で描かれ、
固く盛り上げられた絵具によって画面全体が覆われている。まるで画面を浮遊しているかのよう
な人体らしき小さな形態も、画面の左側には認められる。同年の「タダの人」連作は、
「テラテ
ラの曠野」連作を縦構図にしたような画面構図である。「テラテラの曠野」連作と比べると手や
頭などが付け加えられており、人物の形態を意識していることがうかがえる。
このようなシリーズの流れを見ると、一見して「タダの人」連作はデュビュッフェの《ご婦
人のからだ（「ぼさぼさ髪」）》と類似しているように見えるが、「テラテラの曠野」連作から継続
して、人物を背景の内部に取り込み、その大地自体が人物像に至ったかのようである。また、そ
のマチエールに関してデュビュッフェのものと比べると、彩度は高く、細かな線と、固く盛り上
げられた絵具によって作られている。小野が望んでいた質については、西宮絋（1941 年 -）氏
によると、能登の真脇遺跡から出土した壺から影響を受けており、小野は「この壺のような質感
を絵に画きたい」と望んでいたという 94。真脇遺跡は、1980 年に縄文時代の遺跡だと発見され、
その後 1982、83 年の 2 回にわたって発掘調査がなされた 95。小野が「テラテラの曠野」連作と「タ
ダの人」連作を描いた時期と一致する。また、1985 年に開催された「隕石・縄文・写楽の系譜
（福井県立美術館）には、参考出品として平安時代の「能登焼」が 3 点展示されて
小野忠弘展 96」
いた。この焼き物とは、おそらく平安時代末期に石川県能登半島の東北端、珠洲市で焼かれた珠
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洲焼だと考えられる（図 19）97。小野は、特有のたたき文から細かく短い
線を重ねる手法を思いついたのだと考えられる。しかし、先行研究では、
この時期の小野の技法についてあまり詳しくは記述されていない。その
ため、実際的にどのように描いたかについては今後の課題としたい。だが、
これらのことから、小野の制作は、あくまでも自身の郷土への関心から
出発していたことは明らかである。小野は、デュビュッフェ作品をよく
知っていたうえで、自身にとってより強いマチエールであると考えた「や
きものの質」を取り入れようとし、「ホネイロの砂漠」「テラテラの曠野」
「タダの人」と大きく 3 つの連作、約 100 点もの作品にわたってその追求
をおこなった。制作された絵画作品が集大成の大個展として発表された
ことからも、このシリーズで試みようとしたことが彼にとって重要な位
置を占めていたことがうかがえる。一見して、デュビュッフェの作品と
類似した形を画面に描いた小野は、デュビュッフェの制作について咀嚼
したうえで、自身の課題としては画肌の追求を試みていたのである。
これまで、小野忠弘のデュビュッフェ受容を取り上げて、比較的長く
受容がおこなわれた事例を見てきた。小野がデュビュッフェの制作に精
通していたのは、彼が長い間デュビュッフェの制作に関心を抱いていた

（図 19）（参考）
上：「 珠 洲 焼 大 壷 」 鎌
倉時代 / 下：部分拡大
（出典）野村泰三『陶磁用
語辞典』保育社、1978 年、
88 頁

ことを示している。また、
「タダの人」連作で形態が類似してはいたものの、その画肌はデュビュッ
フェのものとは異なっていたことは、あくまでも自身の課題がなにであるかを第一にして制作し
ていたことを表している。自身の追求すべき質について着想を得ていたからこそ、比較的長い期
間にわたって描き続けることができたのだと考えられよう。小野忠弘は先述の難波田龍起と同じ
く自由美術家協会員であったし、また、絵具に砂を混ぜる試みをはやくも 1930 年代におこなっ
ていた鳥海青児（1902-1972 年）は、自身の家によく招いていたほどの仲であった 98。今後、交
友関係を見ていくことで、当時どのようにアンフォルメルの受容とその伝播がおこなわれたのか
が、さらに具体的になっていくだろう。次章では、アンフォルメル受容に関して、影響はほとん
ど見られないと考えられてきた麻生三郎を取り上げるが、それこそ交友関係をもとに、意識的で
なくとも受容した可能性について検討していきたい。
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第 3 節 麻生三郎と無形なもの
これまで難波田、小野といったアンフォルメルの影響を自覚して取り入れていた画家を取り
上げてきた。自身の目指すべき方向と、アンフォルメルの作品に見られた試みとが近かったため
に、意欲的にそれらの作品を学んでいた側面がその制作には見られた。その一方で、アンフォル
メルの影響を受けた自覚もなく、そのような意図もないにもかかわらず、偶然にも似た表現に至っ
た事例はなかったのだろうか。これから見ていく麻生三郎〔作品は【口絵 10】を参照〕に関し
ては、アンフォルメルの受容はなかったというのが、これまでの通説であった。しかしながら、
平井章一（1962 年 -）氏は「あの時みんな熱かった！アンフォルメルと日本の美術」展において、
麻生の作品を画面全体に中心がない、均質な画面構造が見られる点において、アンフォルメルの
表現様式の先例として取り上げている 99。では、どのようにして彼はこの作風に至ったのだろう
か。今回は麻生の 1950 年代から 1960 年代の制作に着目して考えていきたい。
まず、麻生に関する先行研究では、彼の残した記述から、戦争体験をもとに制作をおこなっ
たと記されている。酒井忠康（1941 年 -）氏によると、麻生は使用する色彩に、「人が生きて
いくことをなにものかによっておしつぶされる恐れと怒りの色が混りこんでいる 100」と述べて
いる。また、「戦後のわたしの仕事はわたしの造形意識と、わたしの生活と肉体との間での、こ
のかかわりを克明に形態におきかえることだったし、それをわたくしのレアリズムと考えてい
る 101」という発言は、彼の制作が写実主義に則ったものであったことを示している。また、松本
透（1955 年 -）氏は麻生の 1950 年代後半の制作について、「人と人、人と現実、人と絵画の多
角的な関係性を何としてでも一個の複合体にまで取りまとめるものであった 102」と述べている。
このように、麻生の 1950 年代以降の制作に関しては、戦後の重圧的な空気について、また、多
角的な視点から対象が解体され、空間に入り混じっていく画面についての検討が多くなされてき
た。麻生の発言を読み解く研究が積極的になされている一方で、周辺の画家からの影響について
の考察は、検討の余地が多く残されているといえる。では、この時期に麻生は周りの画家から影
響を受けていたのだろうか。交友関係や彼が関心を抱いていた作家の作品をもとに考えていきた
い。
麻生の 1955 年頃の作品には、直立の人物の後景に建物が描か
れている。このきっかけとなった影響について、松本竣介（19121948 年）の《夕方》（図 20）を取り上げたい。麻生と松本は太
平洋美術学校のときからの仲であった。1948 年 6 月に松本が亡
くなったさいには、麻生が友人と奔走したため、11 月には早く
も遺作展が開催された。このときに、麻生が松本の全作品を見た
ことは確実である。松本の作品には前景に人物が並んでおり、人
物によって奥行きが描かれている点では異なるが、後景にある建
物を斜めから見る視点や、断片的な直線によって、それらの輪郭
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（ 図 20） 松 本 竣 介《 夕 方 》
1939 年、53.2×72.9cm
（出典）『松本竣介・舟越保武』
岩手県立美術館、2013 年

を形作っていく点は、麻生の《赤い空》（1955 年作）（図 21）に
描かれる建物と類似している。また、たとえば、《赤い空》の右
上にある太陽は、麻生が好んで展示を見ていたルオーの描く太陽
と似ている 103。このように、構図や主題には周辺からの影響を指
摘することができよう。では、対象へのまなざしや質感といった
ものに関して、まわりからの影響はなかったのだろうか。ここで
示したいのは、靉光（1907-1946 年）からの影響である。靉光と
は麻生 18 歳（1931 年）のころから交友が始まり、22 歳（1935
年）のときには井上長三郎（1906-1995 年）のアトリエでともに
デッサンをしている。また、30 歳（1943 年）ごろには新人画会
にともに参加し、翌年、靉光出征前日の送別会にも麻生は参加し
ている。個人的な関わりもあり、麻生の第一子が生まれたさいに
は、靉光は麻生宅を訪れていた。まさに、目の前でお互いの制作
態度を知り合い、また、ともに切磋琢磨していた仲だといえよう。
それでは、このように近しい関係の画家から、制作態度に影響を
受けることはなかったのだろうか。
そもそも、麻生がアンフォルメルとの関係がないと言われる

（図 21）上：麻生三郎《赤
い 空 》1955 年、40 号 /
下：ジョルジュ・ルオー《聖
書 の 風 景 》1953-56 年、
45.0×59.9cm
（出典）上：麻生マユ編『麻生
三郎 全油彩』中央公論美術出
版、2007 年 / 下：『出光コレク
ションによるルオー展』NHK
プロモーション、2005 年

理由は、麻生がリアリズムを貫いているためである。では、ここ
でリアリズム、つまり写実の立場をとっている限り、不定形とは
無関係であるのかについて考えてみたい。写実を突き詰めること
で、無形なものへ至る可能性を示すものに、興味深い岡﨑乾二郎
（1955 年 - ）氏の見解を見てみよう。岡崎氏は『抽象の力』
（2017 年）
において、「《無形なもの》という概念は日本でも、すでに岸田劉
生によっても発見されていた。岸田が発見した美学を戦争期に日
本で展開していたのは靉光だった 104」と述べている。では、岸田
劉生（1891-1929 年）の論を見てみよう。岸田は「写実論」にお
いて、写実とはものの外形をとらえたものではなく、その本質を
とらえたものだと述べている 105。岸田が追求する写実については、
「物体の正面から光線を与えて、影を作らぬと、その物体は厳し
い写実的画境を与えられる」のであり、「それに反し、そこに多

（図 22）
（参考）上：岸田劉生《冬

くの影を造るときはそこには厳しさのかわりにロマンチックな感 瓜茄子図》1926 年 / 下：李迪《紅
じが生じる」と影を使用する西洋の美術を写実的画境とは区別し 白芙蓉図》1197 年
「ところで東洋画法にあって
ている 106。写実を損なう例としては、
はその隈さえもあまり強く用いる時は画が下卑ると云っていまし
める事になっている。この画が下卑るというのは何の意味であろ
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（ 出 典 ） 上： 岡 﨑 乾 二 郎『 抽 象 の
力 』 豊 田 市 美 術 館、2017 年、26
頁 / 下： 東 京 国 立 博 物 館「 紅 白
芙 蓉 図 」（http://www.tnm.jp/
modules/r_collection/index.
php?controller=dtl&colid=TA137）、
2018 年 1 月 14 日 ア ク セ ス（「 研
究 情 報 ア ー カ イ ブ ズ 」（http://
webarchives.tnm.jp/）
）

（ 図 23） 左： 靉 光《 編 み 物 を
す る 女 》「 ロ ウ 画 」1934 年、
27.5×15.0cm / 右：靉光《眼
のある風景》1938 年、102.0
×193.5cm
（出典）左：『靉光展 : 生誕 100 年』
東京国立近代美術館ほか、2007 年
/ 右：岡崎乾二郎『抽象の力』豊田
市美術館、2017 年、51 頁

・

・

・

うか。［中略］画が現実的になる事なのである 107」と隈取のさいに「現実感」によって絵が損な
われる例を示している。それでは、彼のいう本質、すなわち写実の美とはなにか。岸田はその
最も特徴的な内容に「質の実感」、すなわち「触感の造形的表現 108」をあげる。形を超えたもの、
すなわち「質の実感」を彼は「無形」と呼ぶ 109。この写実の本質を表す例に、岸田は宋元写生画
を取り上げ、その細かな細部描写に深い共感を示している（図 22）110。まとめると、東洋画法に
おいて、写実とは、現実的になることを目指すのではなく、事物の形の正確さよりも、触感といっ
た生き生きとした質感が感じられることを目指すものだといえよう。おそらく、この宋元写生画
の細密な描写において、岡崎氏は靉光を引いたのだと考えられる。靉光は 1936 年頃から 1941
年にかけて、宋元写生画を学んでいた 111。また、1930 年代前半にはすでに、靉光は溶かしたロ
ウやクレヨンに岩彩を混ぜた技法を用いたロウ画において、細密描写を試みていた 112。《眼のあ
る風景》（1938 年作）（図 23）の制作時には、これらの経験が生かされていたことだろう 113。
麻生が宋元画を学んだという記録は残っておらず、この岸田の思想を知っていたかの判断は
できない。しかしながら、彼が写実を追求し、外見上の描写よりも、その触覚といった内実に迫っ
た可能性は否定できないだろう。では、この形よりも事物の質を重視する傾向は、西洋におい
ては見られなかったのだろうか。ここで岡崎氏の見解を取り上げたい。
が、言うまでもなく（1924 年のシュルレアリスム宣言に先立っていたが）超現実とい
う語を実際に劉生が使っていたように、岸田劉生の仕事は、サルバドール・ダリの『パン籠』
（1926）など超現実主義（シュルレアリスム）の出発点ともなる作品を先取りし、さらに
劉生が使用した《無形》という語が文字通り示しているままに、視覚に晒された表面の偶
有性を暴露しつつ背後あるいは周囲に隠された見えない領域こそを実体的なものとして提
示しようとするアンフォルムの美学 114——モランディの仕事に先行して存在し、ジャン・
フォートリエ（Jean Fautrier 1898-1964）、ルーチョ・フォンターナ（Lucio Fontana
1899-1968）によって展開される——に通じていた。
（岡崎乾二郎『抽象の力』豊田市美術館、
2017 年、36 頁）
なお、この「アンフォルムの美学」については、岡崎氏は別の箇所でこのように述べている。
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《アンフォルム》の美学は徹底して、その物質としての通約不可能性をこそ強調した。
それは理解不能、接続不能すなわち通約不可能なまったく別の回路としてそこにある。そ
れが思考し感じていたとしてもまったくそれは共感不可能である。
にもかかわらず、それは充実した量塊としてそこに否定しがたく実在する。こうした共
感できない領域の表現は、日本の新感覚派の作家たちとほぼ同じ世代であるジャン・フォー
トリエ（1898-1964）やルーチョ・フォンターナ（1899-1968）の 1940 年代の表現にそ
の嚆矢が見られた。フォートリエの表現には、〈視覚化された対象の周囲の非視覚的空間、
影や空虚を充実した実体として捉え触覚性を与える〉という特徴があった。（同上、54 頁）
岡崎氏のいう「〈視覚化された対象の周囲の非視覚的空間、影や空虚を充実した実体として捉
え触覚性を与える〉」特徴とは、見えない、または、ない空間が、まるで触れることができるか
のような質感をともなって描き出されることだといえる。岸田は、対象の形の正確性よりも、形
のない触覚性を描き出すことに意味を見出し、それを「無形」と呼んだ。一方で、フォートリエは、
形のない触覚性を描き出すことだけでなく、形のない事物にも触覚性を与えていたという。形の
ない事物に触覚性を与えていた点においては、靉光の《眼のある風景》の制作がまさにあげられ
よう。一見して、画面には橙色の空間と岩があるように見える。しかし、画面中心にある眼とそ
の隣のほんの小さな白い丸によって、こちらを見ている人物像が浮かび上がってくる。その人物
像を認めたとき、岩のような形態は突如として見えなくなる。つまり、本来ない空間が、この絵
ではまるで岩を触るかのような充実感をもって描き出されているのである。岩がいかに平面的で
あるかは、画面左部の横方向の筆の動きに表されている。これらの岩のような形態が、眼とその
顔が立ち現れたときには、まったく無意味な形態へと転換されることには、驚きを感じざるをえ
ない。
岸田や靉光は写実の追求から無形へと至り、フォートリエらは思考を介さない物質からアン
フォルムに至った。それぞれ過程こそ異なっているが、結果的に、形のないものの表現がなされ
ていることは興味深い。当時、麻生がこれらに影響を受けたのかどうかは断言はできない。しか
しながら、彼が影響をうけるに十分な環境が、周りに存在していたことをここで指摘しておきた
い。麻生三郎の影響関係の考察についてまとめよう。麻生が周辺の画家から影響を受けていた可
能性は十分にあったといえる。たとえアンフォルメルの画家たちから影響を受けなかったとして
も、靉光の影響から不定形な表現に移行した可能性はあるだろう。仮に靉光からの影響でなかっ
たとしても、彼が写実の追求によって画面全体が解体したことは十分に考えられる。試みに、麻
生の《燃える人》【口絵 11】を見てみよう。画面全体に複雑な関係性が見られ、情報量が非常に
多いことがわかる。まず、色彩は、橙や黄の下地に青や白が重なり、一見すると緑や茶の色のよ
うに思える。また、形態は、線という明瞭なものはないが、丸い塊がいたるところにあるようだ。
ときどき黒の細かな線描が、立ち現れては消えていく。だが、これほど複雑な画面も、描かれた
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青白い人物の悲惨な顔や体、点在する眼といった具体的な対象を、一度認めたとしよう。そのと
きから、均質な広がりを見せていたその画面が、奥行きをもって現れてくるのである。画面に描
かれた対象と対象との間の空間に、意味のある充実した空間が表されている点において、靉光や
フォートリエらの絵とはまた異なる解釈が必要ではあろう。しかし、たとえば、人体のどの部分
を最低限表せば、人体を描いたといえるのかについての探求は、まさしく、彼らのおこなった実
践と近かったといえるのではないだろうか。
麻生はアンフォルメルに対して、難波田や小野のように積極的に関わることはなく、本人も
その影響については記述を残していない。しかしながら、同時代を見ると、岸田や靉光に代表さ
れるような写実への追求は存在し、彼らの達成は、対象の質感や本質といった形あるものを超え
たものの表現であった。また、場所や時間の差は多少あるものの、フォートリエに代表されるよ
うな画家が空間を質量をともなって描き出した試みと、それらの表現は画面上で類似が見られる
ものであった。これらは影響を与えた側から受けた側の一方向の関係性ではなく、両方に同様の
素地が見られたために、受容が成り立っていたことを示しているといえるのではないだろうか。
最後に、その事例として、1958 年にすでに、フォートリエの《人質》に「本質」を描き出して
いると認めた見解があったことを示したい。第 2 章で触れたように、フォートリエの「オブジェ」
連作には事物の本質を描いたという見解があったが、「人質」連作に関しては、その表現に本質
を見出すような批評は当時ほとんど見られなかった。しかし、瀬木慎一（1931-2011 年）は、
「モ
ダンアート制作の鍵」（『アトリエ』第 373 号、1958 年 3 月）に、フォートリエの《人質》を取
り上げ、以下のように説明している。
人間の視覚活動が複雑多岐になるにつれて、われわれが発見した空間の領域もとらえが
たいほど多数の条件にみちているが、行きつくところは第一に単純性、そしてその単純性を
現すための強調、そしてその強調を可能にするための正確性、この三つの条件にすべてがし
ぼられる（「モダンアート制作の鍵」『アトリエ』第 373 号、1958 年 3 月、53 頁）

（図 24）左 : フォートリエ《人質》/ 中： ラッソー《作品》/
右：アールト「スツール 60」1932–1933
（出典）左、中：瀬木慎一「モダンアート制作の鍵」『アトリエ』第
373 号、1958 年 3 月、53 頁 / 右：MoMA「Alvar Aalto Stacking
Stools (model 60) 1932–1933」(https://www.moma.org/collection/
works/1882?artist_id=34&locale=ja&sov_referrer=artist)
2018 年 1 月 14 日アクセス
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ここでは、
「強調」の例としてフォートリエ《人質》、
「正確性」の例としてラッソー〔？〕《作
品》、
「単純性」の例としてアールト（Alvar Aalto、1898-1976 年）
《椅子》があげられている（図
24）。なぜここで《人質》に、
「強調」と書かれたのだろうか。おそらく、瀬木は、そのマチエー
ルに見られる誇張表現に目を留めたのだろう。単純性を表すには、洗練された本質のみを提示す
る必要がある。しかし、それを伝えるには、ある種の誇張という形を超えた表現の工夫もまた不
可欠である。瀬木の目には、フォートリエの《人質》が形を超えた表現によって、内容の本質を
描き出したものとして映ったのだと考えられよう。このように、瀬木の目に映ったことは、日本
において、絵画における写実の系譜にすでに見られるものであったために、起こりえたのだとは
考えられはしないだろうか 115。このように、西洋から影響を受けたものだけでなく、日本で受け
継がれてきたものを見ることではじめて、人々の見解にある背景や受容の成り立ちについて、考
えることができるのである。
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おわりに
これまで、日本におけるアンフォルメルの受容について考えるために、複数の画家を取り上
げて彼らの制作について見てきた。一見すると、その作品には物質への関心や不定形な表現が見
られたが、その制作意図や背景は明らかに異なるものであった。たとえば、第 1 章で取り上げ
た具体美術協会は、吉原の「物質は精神に同化しない。精神は物質を従属させない」という「具
体美術宣言 116」にはじまった。その活動の達成は、自己の精神を投影すべき絵画に反抗し、物質
や行為を第一義としたことにあった。その達成が、西洋という中心と比べて、先立っていたかど
うかが重要なのではない。なぜその達成に至ったのかを明らかにすることがより重要である。具
体は独創性を重視した活動からはじまり、その発信すべき場との距離を考えつつ、作品のあり方
を追求していた。その結果として、絵画、パフォーマンス、雑誌といったさまざまな作品の形態
が現れたのである。これらは結果として現れた作品には、その背景に、個人の制作意図やそこに
至るまでの過程があったことを示している。今回、取り上げた作家や作品に関しては、できる限
りその固有の背景を提示しようとしたが、それはその達成の検討に関わるものであった。
第 2 章では、影響を与えた側であるフォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルスの 3 人を取り
上げて、その絵画における達成はなにかを考えてきた。受容について話すとき、主題や表現様式
といったひと目見てわかるものがよく取り上げられる。しかしながら、絵画においては、見える
ものだけではなく、見ることによって人々がどのように感じたのかといった、見えないものも示
されるべきであろう。また、当時どのようにその作品が見られていたのかと、現在その作品はど
のように見られるのかは、実際的には異なるものである。作品が人々にどのように働きかけたの
かは、当時の批評や感想といった言葉にすべて表されるものではない。なるべく当時の批評を参
考にしつつも、自身の鑑賞体験に基づいて記述する部分があったことを述べておきたい。また、
3 人の絵画における達成についても指摘したが、それらは彼らの達成の一側面を指摘したにすぎ
ないものである。フォートリエは、今まで重視されてこなかった素材を用いて、その物質が言葉
を介さないという効果を絵画に取り入れた。デュビュッフェは、身近な素材へのこだわりから、
その物質が語るようにし、その効果は、社会における格差や、絵画における作者という幻想に反
抗を示すものであった。ヴォルスが対象を見るとき、それは見る者としてだけではなく、見られ
る者としても自身を捉えていた。そのために、描き出された画面は、必ずしも物質を強調したわ
けではなかったが、対象という物が存在し、作者の意図を感じさせないものであった。時代と
いう大きな視点から見ると、物質を絵画に取り入れる試みがあり、それは 3 人を取り上げても、
それぞれ異なる過程から創り出されていたのである。
第 3 章では、影響を受けた側である日本作家のうち、難波田龍起、小野忠弘、麻生三郎といっ
た 3 人を具体的に取り上げて、その事例からアンフォルメルの作品の読み解きと、背景にある
日本固有の環境や絵画における伝統といったものを探った。難波田はフォートリエから一時的に
技法に影響を受けたが、それは難波田の目指すべき方向と合わないものであった。難波田はエナ
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メルによる流動的な線や蠟による画面の重なりを創り出し、イメージや空間性を取り入れること
を重視していた。評価が高いという理由で技法を取り入れたのでは決してなく、自身の制作の方
向を探るための試みであったことを、この事例は示している。小野はデュビュッフェから影響を
受けており、それによって制作された作品は約 100 点にも及ぶ長い期間の受容であった。だが、
小野もまた自身の達成すべき試みがあり、だからこそ、長い期間にわたって作品を創り続けるこ
とができた。小野はデュビュッフェの作品に対して、すべて賞賛していたわけではない。むしろ、
自身の作品に取り入れるべきは、より強いと考えた焼き物の質であったために制作をおこなって
いたのである。受容がおこなわれるさいには、そこに必ず、その人物の批評精神がともなってい
ることは、画面上の表現様式を見るときにも見落としてはならない視点である。そして、最後に
取り上げた麻生は、その達成において、フォートリエらと近しい試みをおこなっていた。影響関
係がなくとも、その達成に類似性が見られることは、背景に似た関心やそこへ向かおうとする方
向性があったことを示している。麻生と交流した靉光や、思想として受け継がれたであろう岸田
劉生を取り上げて、その背景を探った。そこには、東洋画法において事物の形を超えて、まさに触っ
た時の感触までをも表現する姿勢に表されるような本質を描き出す試みがあったのである。この
見解を画家だけでなく批評家も持っていたことは、当時の人々にとっても受け入れられる表現で
あったことを示している。
受容は一方的な方向性では成り立たない。影響を与える側の働きかけと、受ける側の感受性
があってこそのものである。受容の結果であった作品は、アンフォルメルの作品に対する読み解
きが複数存在していたために、その表現は多様なものになったといえる。たとえば、フォートリ
エの「人質」連作や「オブジェ」連作は、その独特なマチエールが人々の関心を引きつけた。そ
のマチエールには、工芸的なたのしさが見出され、近しい感覚で人々は接することができた。そ
の一方で、その少ない要素によって事物を表す表現は、本質に迫った表現としても見出され、東
洋画法におけるつながりをも感じさせた。このような受容した画家の関心や認識に関しては、固
有の背景に基づいているために、その評価もそこに立脚するべきである。また、受容には、主題、
構図、着想といった項目があげられるが、特に思想といったものに影響を受けたときには、その
結果として表れるものはまったく違う表現であることもありうる。そのため、画面上の類似が認
められるからといって、必ずしも同じ達成であったとはいえず、同様に、画面上の類似がないか
らといっても、達成が近しい場合もあるのである。
動向全体を見ることは、もちろん重要である。しかし、今回の例に見られたように、作家個
人の達成を見ていくと、今までとは異なる位置付けが見出される。作家個人単位の調査が見直さ
れることで、結果として、日本におけるアンフォルメルの受容の全体像が、さらに広く、新しい
位置付けとともに見出されるのではないだろうか。もちろん長い目で見ていく必要はあるが、全
世界的に興った表現主義的な絵画運動が、忘れ去られて、物質や非表現的な制作がおこなわれて
いったのではなく、それらの絵画にすでに非表現の物質が取り入れられていたことは、改めて
見直すべきことであろう。今回は、1950 年代から 1960 年代の絵画に限定し、かつ、影響を与
34

えた側もフォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルス の 3 人に絞って調査をおこなった。しかし、
アンフォルメルの特徴はその影響の広がりにこそあったといえる。時代、ジャンル、国を超えて
受容されたアンフォルメルを、固有の背景の上に成り立つものとして、今後も長く広い目で見て
いきたい。
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シルヴァン・ルコンブル氏は、タピエの拒否した抽象絵画の形式化、すなわち抽象美術の伝統性については、

存在したとしても幾何学的抽象における形式的伝統であるという。タピエらの志したアンフォルメルの傾向とは、
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2
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ン展には、はやくもアンフォルメルの影響が顕著にあらわれていたという。だが、それらの作品がほんとうにア
ンフォルメルの影響によるものだったのかは検討の余地がある。瀧口修造が 1957 年に指摘し、宮川淳が 1963
年に整理したものを、千葉氏はこの本（1986 年）のなかで述べているが、当時の作品のなかには、模倣作品と
は別にアンフォルメルの一連の作品群によって勇気付けられて「鬱憤した表現意欲が行動に直結した」ことによっ
て制作されたものも含まれていた（同上、28 頁）。今日、各作家の回顧展等を見ると、決して作家本人はアンフォ
ルメルの模倣をしたわけではなかった場合の方がより多く見られる。また、失われた記録や作品も多く、当時の
すべての状況を振り返ることは難しい。作家の制作意図を踏まえて考えると、「アンフォルメルの影響が顕著に
あらわれていた」とは断言できないのが現状ではないだろうか。
3

尾崎信一郎「アンフォルメル」美術評論家連盟 編『美術批評と戦後美術』星雲社、2007 年、132-133 頁

4

平井章一「日本におけるアンフォルメルとその役割」『A feverish era: art informel and the expansion of

Japanese artistic expression in the 1950s and ‘60s』京都国立近代美術館、2016 年、6 頁
5 「世界・今日の美術展」
（朝日新聞社主催、東京・日本橋高島屋、1956 年 11 月 13 日 -25 日、のち大阪・高島屋（1957
年 1 月 15 日 -20 日）、京都、福岡・岩田屋ホール（3 月 5 日 -10 日）に巡回。
6

ミシェル・タピエ「別の美学について」『みづゑ』瀧口修造 訳、617 号、1956 年 10 月、28 頁

7

ミシェル・タピエ、岡本太郎、瀬木慎一「挑戦のための来日 ( 座談会 )」（『芸術新潮』第 9 巻第 5 号、1958

年 5 月、60 頁）を見ると、タピエのアンフォルメル観をうかがえる。瀬木が「〔アンフォルメルが既成のフォル
ムの破壊ということを主張するならば、〕藝術家はみなアンフォルメルです。問題は、そこから、その時代時代の、
つまり新しいフォルムを作つていくことが問題なんであつて、マチエール・プルミエル（マチエールの第一義性）
だけ問題にしたところで、それは藝術家の基本的態度以上のものでないのであつて、なにごともはじまりはしな
いでしよう」と発言したのに対し、タピエは「そんな通俗化された『アンフォルメル観』では通用しません。そ
れに、各時代がそれぞれのフォルムをもつなんてプリミティフなことを今頃いつていても仕様がないでしよう。
アンフォルメルとは、現在、フォルムが從來の一切のユークリッド幾何學的な枠を脫して普遍化されたというこ
となんです。ということは純粹の無法則狀態に投げだされたということではない。集合論にもとづく、以前にく
らべて無限に複雑な精密な法則が支配しているということだ」と述べる。タピエは続けて、具体例としてポロッ
クの抽象絵画にリズムを見出し、感受できるようになった現在の状況をあげる。これらの発言からは、アンフォ
ルメルが当時の状況を言い表すために用いられ、決してなにかのフォルムを表そうとして使用されたわけではな
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かったことがうかがえる。
8

平井 前掲論文［註 4］（8-10 頁）には、戦後直後の日本の状況が記されている。占領下では、海外との文化

的、経済的交流は制限されていたため、戦後パリの美術運動などの情報は入ってこなかった。「フランス絵画複
製展」（1948 年 1 月）では、カラー印刷された海外製の複製画を有料で見せるという展覧会であったにもかかわ
らず、京都に巡回した際には「開場前から入場者が列を作り、閉場すると若い美術家たちが弁当もちで画廊につ
めかけ、徹夜で模写した」（橋本喜三『京都と近代美術』京都書院、1982 年、177 頁）という。日本の若い作家
たちが、いかに海外の美術を学ぶことを切望していたのかがうかがえる。また、千葉成夫『現代美術逸脱史』（晶
文社、1986 年、16-22 頁）には、戦後直後の 10 年間に制作された作品の特徴について記されている。抽象画
家や前衛美術家のほとんどは、欧米の美術とその動向を規範として、人間の姿を想起させる具象的な絵画を描い
ていた。これは戦争記録画を写実的リアリズムで描いていたことにも見られる現象であり、その点において、彼
らは戦前からの発想の枠組をそのまま受け継いでいたといえる。これらの傾向は、河原温（1932(1933)-2014 年）
の「浴室」連作（1953-1954）に代表される作品によってしだいに改変されていく。戦争や敗戦が美術家に与え
たものはなにであったのかを明らかにしない状況があったことを示している。
9

1954 年 12 月、もと二科会の前衛グループ九室会のメンバーであった吉原治良と、17 名の若い作家たちによっ

て具体美術協会［具体］は結成された。吉原とほかのメンバーが事実上の師弟関係にあったことは、ほかの戦後
の美術運動には、ほとんど見られない具体の特徴といえる。グループ名は、
「抽象」や「具象」の概念に対抗して「具
体的」であろうとする意欲に由来した。1972 年の吉原の死を機に解散。
10 『草月とその時代 1945-1970』（芦屋市立美術博物館、千葉市美術館 編、1998 年、135 頁）には、タピエ
が初来日時（1957 年）に勅使河原蒼風を見出し、アンフォルメルに通じる作家として評価したことが記されて
いる。また、勅使河原は旧草月会館のホールのための作品制作をマチューに依頼している。白木屋の倉庫で制作
された 2×8m の大作《弘安の役》は草月会館の応接室に飾られた（同上、104 頁）。
11

栗本高行『墨痕 : 書芸術におけるモダニズムの胎動』森話社、2016 年、183, 213 頁

12

加藤瑞穂「日本におけるアンフォルメルの受容」『草月とその時代 1945-1970』芦屋市立美術博物館、千葉

市美術館編、1998 年、92-93 頁
13 「あの時みんな熱かった！ アンフォルメルと日本の美術（A feverish era: art informel and the expansion
of Japanese artistic expression in the 1950s and ‘60s）」京都国立近代美術館、2016 年 7 月 29 日 - 9 月 11
日
14

平井 前掲論文［註 4］（13-14 頁）には、展覧会の試みがはっきりと記されている。約 100 点もの作品が出

品されたが、そのうちタピエが評価した「公認の」作品は一部であり、多くは無数の「非公認」の美術家たちの
作品であった。そのうえ、出品されている作品の作者全員が、必ずしも自作へのアンフォルメルの影響を認めて
いるわけではない。展覧会において示した分類と美術家や作品の選択はひとつの試みに過ぎなかった。ここで平
井氏は「日本のアンフォルメルは、無数の『非公認』の美術家たちによって展開したといえる」と述べる。この
指摘が示すように、アンフォルメルは時に公ではない場所から広がった。作家が意図せずに影響を受けた場合も
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あっただろう。公的な見解と美術動向の内実とは、必ずしも一致しない場合がある。これこそが、時代を経ても
繰り返し検討すべき理由であろう。
15
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25

同上、62 頁

26

タピエの活動については（ミン・ティアンポ『ＧＵＴＡＩ

周縁からの挑戦』三元社、2016 年、115 頁）を参照。
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31 「世界・今日の美術展」
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デュビュッフェに加え、ヴォルスの作品も展示された。さらに、この展覧会ではタピエ来日の成果である日本人
作家の作品も多く展示された。アンフォルメル旋風のきっかけとなった展覧会である。
33

天野 前掲論文［註 18］（157 頁）を参照すると、フォートリエの作品は、1929 年ごろには評論家や画家の
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ら 40 年代には、画家本人の経済的困窮のため制作を一時期中止しており、
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なお、このころのフォートリエの作品は「黒の時代」と呼ばれ、背景の
黒が特徴的な作品を残している。たとえば、《兎の皮》（右図参照）を見て
みよう。この作品の 5 匹の吊られている兎のうち、中心にいる兎に注目し
てほしい。その首は濃い黒色で塗られており、その縁は輪郭線のようにはっ
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2014 年、67 頁

年 2 月〕に東京都美術館で開かれた第三回アンデパンダン展にはポロック、デュビュッフェ、マーク・トビーら
の作品が特別出品された」。なお、この時に展示されたのは《二重自画像》であった。
35

林道郎「アレゴリーとしての『人質』」（「MOT コレクション関連シンポジウム 現代美術史をいかに語るか

- クロニクル / アナクロニクル 採録」）
（『東京都現代美術館研究紀要 2011』2011 年、85 頁）を参照。そこでは、
具体の白髪一雄、嶋本昭三、元永定正やマチュー、サム・フランシス（1923-1994 年）らに見られる「画家の
身体と絵具やカンヴァスなどの媒材との激しいぶつかりあいの痕跡を残した荒々しく物質感の強い絵画」がアン
フォルメル風というイメージで受け止められていったと記されている。これが、フォートリエ、デュビュッフェ、
ヴォルスにも当てはまるのかについては、次の註に記載する。
36 （註 35 を参照）林氏の記述には、フォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルスの名前はあがってはいないが、
当時の記事を見ると 3 人も同じように語られていたことがわかる。たとえば、1957 年に書かれた「特集 現代作
家 150 人 欧米の画家と彫刻家」
（『美術手帖』第 120 号、1957 年 1 月）という記事を見てみよう。この記事では、
現代作家 150 人を取り上げて、事典のようにして紹介している。フォートリエに関しては、以下のように述べ
られている。
しかしその時代のいわゆる劇的なものこそ私には驚くべき内容と新しい表現で、ここに次の時代を生んで
くる地熱があったことが感じられた。つまり第二次大戦直後の暗澹としたパリの生活の底から自らこみあげ
てきた告白に外ならない。［中略］裸婦をモティーフにしているのだが、殊に後向きになっているのが、絵具
の盛りあげによってでてくる、たくましいマチエールとして造形の意味を示している。その中にこもる色彩
感のマットな感じは日本人にもすぐにも感じとられるもので、その時みせてくれた水墨のようなデッサンは
そのまま古い日本画に通じるものだった。つまり内面においてはげしく燃焼するものが造形の上できれいに
消化していく不思議な才能をもっている画家だ。
このように、「たくましいマチエール」といった表現は、林氏の見解に近い。なお、この記事を書いた富永惣一
（1902-1980 年）は、実際に画家のアトリエに訪問している。そのためか、アトリエでの体験を生き生きとした
文体で記している。また、デュビュッフェに関しては、同じ記事に以下のように記されている。
現代のフランス美術における最も重要な作家の一人で、新しいランフォルメルの作家の生みの親でもある。
殊に一九五〇年頃までの作品がもっとも彼の特質をあらわしたもので、積み重ねられた岩乗なマチエールは
パリの古壁のように汚く美しい。この強いマチエールの肌に児童画のような純朴な人間像を描くのである。
野性的であり、豪快であり、強烈でもある。この手応えの烈しい画面の各部分にこの時代の抵抗がひそんで
いるかのようで、強い人間の一つのレジスタンスを構成している。それは抽象でもなく、シュールでもない、
もっと直接にひびいてくる人間像である。それだから、中から押し出してくる表現には感動の烈しいものが
欝勃としてたびっている。
このように、表現の激しさへの注目は林氏の見解と近いだろう。なお、この記事にヴォルスの項目はなく、名前
のみがフォートリエの項目にあがっている。ヴォルスがアンフォルメルとして造形の特色を含めて記されている
例には、村木明「アンフォルメルは終ったか（2）」（『みづゑ』第 716 号、62 頁）を参照したい。
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アール・アンフォルメルの定義は余りにも広く、フォートリエからピュリー、スーラジュからシュネイデル、
ヴェドヴァからモルニ、マチューからリオペル、それにヴォルス、ポロック、アルトゥングといった作家た
ちまで含まれる。この場合、アンフォルメルは、記号とマチエールの表現という特質の上に基いたジェスチャー
の絵画であり、《即席》の絵画であり、瞬間に生まれる絵画である。
このように、マチエール、ジェスチャーは言い換えると物質、行為であり、林氏の見解と類似している。なお、
林氏はこの記述の後に、1960 年ごろの批評にも似た見解が見られることを記している。1956 年 12 月に吉原治
良の「具体美術宣言」（『芸術新潮』1956 年 12 月、202-204 頁）が発表されたことで、「精神と物質との対立し
たままの握手」という言葉が広まり、それが針生一郎「物質と人間」
（『みづゑ』第 618 号、1957 年 1 月、43-47 頁）
や宮川淳「アンフォルメル以後」（
『美術手帖』第 220 号、1963 年 5 月、86-95 頁）に影響した。個人的な見解
ではあるが、当時の批評家たちの視点は今日もなお受け継がれているように思う。
36

林 前掲論文［註 35］（86-88 頁）を参照。林氏はフォートリエの制作風景を取り上げて、彼が図工的感覚

で制作をしていることを指摘する。「人質」連作や「ヌード」連作では人の死の残酷さといった主題を扱って
いる一方で、そのマチエールに見られる魅力には、子供の泥いじりの快楽に相当するような主題と反転した内
容を含んでいる。その滑稽で俗っぽい感覚は、これ以前には東野芳明（1930-2005 年）がフロイト（Sigmund
Freud、1856-1939 年）を引き合いに出して触れていた（東野芳明「存在はシワクチャである―ジャン・フォー
トリエの作品―」『Fautrier』展冊子、南画廊、1959 年 11 月）。林氏はこの主題と技法が反転した意味を含んで
いる点について、今後さらに検討していく必要があると述べている。
37

たとえば、瀧口修造「世界・今日の美術展」（『藝術新潮』新潮社、1956 年 12 月、第 7 巻 12 号、67-68 頁）

には、以下のように記されている。
「人質」という小さな作品（2 點）と「裸體」のフォートリエはアンフォルメルへの路をひらいた人のよう
にいわれている。「人質」の連作はパリの占領中に描かれ、アンドレ・マルロオによつて一九四五年にその展
覽會が開かれたが、フランシス・ポンジュやマルセル・アルランといつた文人たちに深い感動をあたえ、タ
ピエもこの繪を見たとき、そこに「別のもの」を感じたといつている。垢じみたオークルの繪の塊りのなかに、
人間の像がすり切れた繩のような線でかろうじて浮ぶだけである。この繪具の塊りは人間を再現するためで
なく、むしろ人間を苛む傷痕のように見える。フォートリエ（一八九〇年生）はかつてグロメールやゴエル
グらと表現主義作家として知られていたが、永い沈默ののちにこの作品を發表したもので、決して新人では
ない。もちろんアンフォルメル派など夢にも思わなかつたろう。しかしアンフォルメル派の源流の一つがレ
ジスタンスの逼迫した時期に發しているのは意義ふかいことである。
このように、瀧口はフランスでのフォートリエの評価を詳しく知っていたようだ。また、1957 年にミシェル・
ラゴン『抽象芸術の冒険』（紀伊国屋書店）が出版され、その本のなかでは、フォートリエを賞賛する内容が記
述されている。フォートリエに関する記述は以下の頁に記されている（30, 32, 56, 58, 87-89, 95, 254 頁）。た
とえば、以下は「人質」展（1945 年）に対する記述である。
スペクタタール･デ･ザール

解放直後に現われたいくつかの美術雑誌のひとつ、『美術鑑賞者』を開けて見ると、そこには、ピカソに対
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する熱狂的な心酔と並んで、新しく、二人の画家が華々しく登場している。フランシス・ポンジュの紹介す
るフォートリエと、マルセル・アルランの紹介するデュビュッフェとがそれである。
フォートリエは、当時その展覧会『人質』を準備中であったが、フランシス・ポンジュは、次のような言葉
で彼を讃めている。『彼は、私の知るかぎり、ピカソ以来世界でももっとも革命的な画家である。……彼の堂々
たる企ては、過去に例を求めるなら、ミケランジェロの『奴隷』にまで遡らなければならないであろう』と。（『抽
象芸術の冒険』紀伊国屋書店、1957 年、30 頁）
ただし、著者ミシェル・ラゴンはフォートリエに物足りなさを感じていたようだ。「だが彼が、マチエールと
色彩についてきわめて鋭い感覚を持っており、その画布に優れた絵画を創りだすべきあらゆる素材を並べてくれ
ることは事実であるが、それでもやはりなにか物足りない感じが残ることは覆えない（ミシェル・ラゴン『抽象
芸術の冒険』紀伊国屋書店、1957 年、89 頁）」と後ろの頁で述べている。
これら瀧口やミシェル・ラゴンの見解は、フォートリエを戦争と結びつけて語る傾向の原因になったと考えら
れよう。なお、フランスでは具体的に、フォートリエの《人質》は「ドイツ軍の残虐行為の犠牲となったフラン
ス人の悲劇を刻印した作品」として理解されていた。その理由には、①個展開催の約 1 年前、オラドゥール＝シュ
ル＝グラヌ村で、フランス人の大量虐殺がおこなわれた事件を想起させる《オラドゥール》というタイトルの絵
画が同時に出品されていたこと、②対独協力者への粛清がおこなわれる只中で個展が開催されたこと、③対独の
抵抗運動であるレジスタンスを組織したアンドレ・マルローが、展覧会カタログにテキストを寄せたこと、④「人
質（otage）」というフランス語は、占領期において抵抗運動の報復としてドイツ軍に処刑されたフランス人を意
味していたことがあげられる（山田由佳子「ジャン・フォートリエと「人質」の連作 : 反復する画家」
『言語社会』
第 6 号、2012 年 3 月、210 頁）。
38

荒川裕子「ロマン主義の旗手、ジェリコー」『西洋美術館』小学館、1999 年、793 頁

39

山田由佳子「ジャン・フォートリエの「人質」の連作再考―― 顔のイメージとヴェロニカの聖顔布」『美學』

第 65(2) 号、2014 年 12 月、77-78 頁
41

フランスの詩人フランシス・ポンジュ（1899-1988 年）は、「人質」連作を見て、その違和感のある表現に

ついて「不器用なテクスト」と称した。正確にいうと、「『人質』の連作についての覚書」の序文で、「ここにあ
るのは奇妙で、暴力的で、不器用なテクストだ」と記した。この言葉は、フォートリエの絵画の画面上の物質に
言葉を与えることができなかった当時の人々の様子を物語っているといえよう。（同上、77 頁）（なお、山田氏
はポンジュの批評については、以下の文献を参照している。（Karen K. Butler, “Fautrier’s First Critics: André Malraux,
Jean Palhan, and Francis Ponge,” ex.cat.,Jean Fautrier 1898-1964, New Haven and London, Yale University Press, 2002, pp.3555; Karen K. Butler, “Jean Fautrier’s Resistance: painting, politecs and the French avant-garde, 1930-1955,” Ph.D. dissertation,
Columbia University, 2006. ））。
42

同上［註 39］、77 頁

43

以下、引用文。なおこの引用は、（「日本におけるフォートリエ批評・紹介」田中睛子 編『ジャン・フォー

トリエ展』東京ステーションギャラリー、2014 年、171 頁）を参照した。

42

〔1956 年にフォートリエの自宅で作品を見て〕私は吸い込まれる様に見入って、何とも返事のしようのな
い切迫した気持に包まれた。形があるようで無く、無い様である。いわば有形と無形の間を縫っていく独特
のイメージが、虚妄の空間の中で浮遊している。……それは確かに―つの生きた表現であり、一つの無垢な
発言であり、一つの慟哭でもあった。それはアンフォルメルと呼ぶより致し方のない映像である。というより、
アンフォルメルとはこのような生動の意想のことかと思うより致し方なかった。」「1945 年から 1952 年頃の
いわゆる「人質」の連作は、まさしくフォートリエの代表作であり、それはこの時代の体質を握りしめた稀
有な芸術である。こゝで一つの道が開けたのである。デュビュッフェゃヴォルスと共に彼がアンフォルメル
の前駆と云われる――彼自身が好むと好まざるに拘らず――のもそのためである。（富永惣一「フォートリエ
を迎えて」『Fautrier』展冊子、南画廊、1959 年 11 月、19-20 頁）
44

天野 前掲論文［註 18］、158 頁

45

山田由佳子「ジャン・フォートリエと「人質」の連作 : 反復する画家」『言語社会』第 6 号、2012 年 3 月

213 頁
46

本江邦夫「ジョルジュ・ブラック 大地の画家」『世界美術大全集』、西洋編 第 28 巻、小学館、1996 年、

81 頁
47

ジャン＝ポール・アムリーヌ「1945-1959 年：フォートリエはアンフォルメルか？」（『ジャン・フォー

トリエ展』東京ステーションギャラリー、2014 年、115 頁）を参照。なお、ジャン＝ポール・アムリーヌは
ベルヌ＝ジョフロワの引用を（André Berne-Joffroy, « Les objets de Fautrier », Paris, La Nouvelle Revue
Français, 1er mai 1955, pp.926-929.）から参照している。
48

岡本謙次郎「フォートリエ展 工芸品の楽しさ 軽快な速度とリズム」
『毎日新聞』、1959 年 11 月 27 日、第 9 面。

なお、この引用は、
（「日本におけるフォートリエ批評・紹介」田中睛子 編『ジャン・フォートリエ展』東京ステー
ションギャラリー、2014 年、172 頁）を参照した。
49

東野芳明「存在はシワクチャである―ジャン・フォートリエの作品―」『Fautrier』展冊子、南画廊、1959

年 11 月、12-15 頁。この引用は、同上、171 頁を参照。
50 『A feverish era: art informel and the expansion of Japanese artistic expression in the 1950s and ‘60s』
京都国立近代美術館、2016 年、108 頁 。針生の引用は、針生一郎「物質と人間」（『みづゑ』第 618 号、1957
年 1 月、45 頁）。
51

宮川淳「アンフォルメル以後」『美術手帖』第 220 号、1963 年 5 月、95 頁

52 「反芸術」アメリカ合衆国のネオダダ、フランスのヌーヴォー・レアリスムに代表される。日本では九州派、
ゼロ次元、ネオ・ダダイズム・オルガナイザー、ハイレッド・センターなどがあげられる。日常品や廃物を取り
入れた表現が特徴である。
53

なお、針生によるフォートリエやデュビュッフェに関する記述は以下の通り。針生はタピエの論をもとに、

フォートリエとデュビュッフェについて論じていた。

43

アンフォルメルの源流として、この派の指導者ミシェル・タピエは、1945 年にパリで個展をひらいた二
人の作家――フォートリエとデュビュッフェの名を、しばしばあげている。表現主義作家としての前歴をも
つフォートリエは、長い沈黙ののち、パリ占領下に描いた「人質」連作によって、アンドレ・マルロオに
みとめられたが、その個展は暗澹たる生活のなかにあった詩人、芸術家たちに、異様な感動をあたえたら
しい。そのうちの二点がこんどの展覧会に送られてきているが、歴史の運命によって眼にみえぬ変化をこ
うむった画布そのものといいたいような小品で、深い緑の上に木の葉のような形でひろがる厚い白の塊が、
パステル粉の突出や筆づかいの跡によって、かすかに人間の眼、鼻、口を感じさせるのだ。タピエはそこに、
伝統的な技巧とも、モダニスムの方法とも、まったく＜べつのもの＞の啓示をみ、＜もっとも悲劇的な呪術
性、もっとも理解しがたいもの、しかしもっとも汲みつくせぬ表現性をもったこれらの絵の前で、無関心
でいることは不可能だ＞とも語っている。こういう表現が人間をさいなむ苛烈な運命の力に直面しなけれ
ばならなかった、レジスタンス期の体験から生れていることは、アンフォルメルの思想的基盤を考える上で、
重要な意義をもつと思われる。［中略］
デュビュッフェもまた、戦争中にはじめて絵を描きだしたといわれ、はげしく挑発的な色彩、暴力的なタッ
チで、悪意にみちた人間の戯画化をつづける特異な作家である。タピエはかれについても、劃一的なモダ
ニスムを嘲笑する＜べつなもの＞をみとめ、同時に、その反人間的な表情の底には、きびしい禁欲の意志と、
偶然のフモールというべき魔術的なものがひそんでいることを指摘している。（ 針生一郎「物質と人間」
『み
づゑ』第 618 号、1957 年 1 月、44 頁）
54

1951 年 2 月に東京都美術館で開かれた「第三回日本アンデパンダン展」にデュビュッフェの作品は、展示

されていた（ 尾崎 前掲論文［註 3］、127 頁）。なお、中島小巻「日中韓におけるアンフォルメル様式の展開と
独自性」（『文化交渉 東アジア文化研究科院生論集 3』関西大学大学院東アジア文化研究科、2014 年 9 月、66 頁）
には、「日本では、1940 年代から、ジャン・デュビュッフェやハンス・アルトゥング、ポロックなどのアンフォ
ルメル様式の作家が紹介されていたし、」とあり、1940 年代のデュビュッフェに関する資料の存在が書かれてい
る。その資料については、今回の調査では発見されず、今後の課題として探していきたい。可能性として、滝口
修造の 1961 年の発言「僕がジャン・デュビュッフェという画家に興味をもちだしたのは、妙なことに、作品よ
りも先にガエタン・ピコンの『フランス現代文学の展望』（一九四九）という本に彼の書いた絵画論が掲載され
ているのを読んでからなんです」（滝口修造・大岡信「作家研究デュビュッフェの芸術 旣成の美学をこばむ「生
の芸術」」（『美術手帖』美術出版社、1961 年 11 月、196 号、65 頁））があるが、この本の調査についても今後
の課題としたい。
55

瀧口修造「〈現代作家〉ジャン・デュビュッフェ」『美術手帖』第 86 号、1954 年 10 月、28 頁

56

末永照和『ジャン・デュビュッフェ : 評伝 : アール・ブリュットの探求者 : Jean Dubuffet』( 青土社、2012 年、

21-22, 24-25, 35, 38-40, 44-46, 48-50, 60-62 頁 ) によると、デュビュッフェは、7 歳か 8 歳の頃から絵を描
いており、16 歳の時に美術学校の夜間課程に登録、翌年にはパリでアカデミー・ジュリアンに通う。ただ、こ
の頃は学ぶ意欲を失っていた。22 歳のとき一年の兵役により絵画を中断。その後、絵を再開するも、描き上げ
た絵が他人の影響から脱していないことに苦しむ。26 歳ごろ、祖父、祖母、そして父が他界したことがきっか
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けとなり、商売に専念するようになる。ワイン卸売会社を創業し、商売が順調になってきたころ、絵を描きたい
意欲が再び湧いてきた。32 歳、約 8 年ぶりに創作の時間を持つようになる。だが、4 年後、委託していた商売
が行き詰まり、自身名義の会社が深刻な負債を負ってしまう。第二次世界大戦前後はワイン輸送の手配に奔走す
る日々を送った。負債を返済し、商売が順調になると、ついに、ひたすら自分の気晴らしのために絵画に打ち込
みはじめた。1942 年、41 歳の秋のことである。翌年には絵を買いたいという人が現れる。あくまで自分と恋人
を楽しませるために描いていたもの、しかも、相手はル・コルビュジェ（Le Corbusier、1887-1965 年）。大物
芸術家から金銭をもらうわけにもいかず、そのときデュビュッフェは喜んで絵を献呈した。デュビュッフェが作
品を発表し、映画を売り出すのは、その 1 年後に批評家ジャン・ポーラン（Jean Paulhan、1884-1968 年）が
訪れ、さらには画廊を開いていたルネ・ドルーアン（René Drouin、1905-）が絵画を買い取ろうと、デュビュッ
フェにワインを注文したことがきっかけであった。この時期の作品こそ、7 年後の 1951 年 2 月第三回日本アン
デパンダン展に出品される《二重自画像》なのである。
57

瀧口修造「世界・今日の美術展」『芸術新潮』第 7(12) 号、1956 年 12 月

58

高橋忠弥「25 の技法 画家の条件」『アトリエ』1958 年 1 月、373 号

59

寄せ集めの意味。デュビュッフェは 1953 年ころ、蝶の翅を寄せ集め、糊づけし彩色も加えて、人物像や人

物のいる情景を作っていた。ピカソやブラックがキュビスムでおこなったコラージュとの違いを自覚して彼はこ
れを「アサンブラージュ」と名づけた。（末永 前掲書［註 56］、156-157 頁）
60

同上、157 頁

61

江川和彦「「黄銅の風景」解説」『美術手帖』第 86 号、1954 年 10 月、26-27 頁

62

末永 前掲書［註 56］、139, 142 頁

63

瀧口「〈現代作家〉ジャン・デュビュッフェ」［註 55］31 頁

64 『A feverish era: art informel and the expansion of Japanese artistic expression in the 1950s and ‘60s』
108 頁。針生の引用は針生一郎「物質と人間」（『みづゑ』第 618 号、1957 年 1 月、45 頁）。
65

この段落の記述はすべて、末永 前掲書［註 56］（139-145 頁）を参照した。

66

同上［註 56］、144-145 頁

67

イヴ = アラン・ボワ、ロザリンド・E・クラウス「否……アンフォルメルへの」
『アンフォルム 無形なものの事典』

加治屋健司、近藤學、高桑和巳訳、月曜社、2011 年、160 頁。なお、亀甲括弧は訳者による。
68

末永 前掲書［註 56］、148 頁

69

ジャン = ポール・サルトル「指と指ならざるもの」瀧口修造、ハフトマン・サルトル・ロッシェほか『ヴォ

ルス』瀧口修造、粟津則雄 訳、みすず書房、1964 年、49 頁
70

光田由里「ヴォルス

路上にいて星を知る」
『ヴォルス――路上から宇宙へ』DIC 川村記念美術館、2017 年、

155 頁
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71

栗本 前掲書［註 11］、216-217 頁

72

千葉成夫「さすらいのなかで――ヴォルスの生涯と作品」『ヴォルス――路上から宇宙へ』DIC 川村記念美

術館、2017 年、13 頁
73

同上、13 頁

74

同上［註 72］、13 頁

75

ジャン = ポール・サルトル 前掲論文［註 69］、42 頁。強調点は原文による。なお、この段落の引用はすべ

てこの論文の 44-47, 52 頁を参照している。強調点は原文による。
76

オートマティスムというシュルレアリスムの手法の一つ。あらかじめ書く内容を想定せずに、ものを書い

てみる。このことで意識的な状態でない自分を見いだす。（『西洋美術館』小学館、1999 年、981 頁）
77

光田 前掲論文［註 70］（158 頁）によると、ヴァン映画科学研究所の創立メンバーで実験映画の代表的作

家であった城之内元晴は、1964 年のヴォルスの南画廊個展中に、出品作品をコマ撮りし、実験映画《WOLS》
（1964-65 年）を制作していた。
78

関直子「一九五〇年代の版画における一つの試み」『美術フォーラム 21』第 23 号、2011 年 5 月、159-

163 頁
79

瀬木慎一、針生一郎「現代日本作家の方法」『美術手帖』第 172 号増刊、1960 年 4 月

80 『A feverish era: art informel and the expansion of Japanese artistic expression in the 1950s and ‘60s』
京都国立近代美術館、2016 年、32,60,82,108 頁
81

天野 前掲書［註 18］（163 頁）を参照。ここでは簡単に、1950 年代の批評上での物質への関心について記

しておく。この物質の関心が、1960 年以降の「反芸術」（註 51 を参照）につながっていく。まず、1954 年の
鶴岡政男の有名な言葉、「物を忘れて事を描こうとしている。絵というものは、一番、物で表現しなければなら
ないと思うのだ」（座談会「「事」ではなく「物」を描くということ」『美術批評』26 号、1954 年 3 月）にはじ
まり、吉原の「具体美術宣言」（（『芸術新潮』1956 年 12 月、202-204 頁）には「物質は精神に同化しない。精
神は物質を従属させない」と記された。東野も「戦後の新人たちの最も特異な点は、人間に対する不信、すべて
を物質化して見る非常な眼差しにある」（『美術批評』第 49 号、1956 年 1 月）と述べ、瀧口が「どこか主観的
感情のたんなるはけぐちを求めている、かなり低い表現主義的雰囲気が支配している……物質はもっともっと戦
うべき相手である」（「反芸術の波」『読売新聞』1960 年 3 月 4 日）と記している。これら物質への関心はしだ
いに「反芸術」という日常品や廃物を取り入れた表現へと移行していく。瀧口が有名な「方向を求めて鬱憤した
表現意欲がまず行動に直結しているので、アンフォルメルはその機縁になっているに過ぎないと思う」（「表現の
危機」『読売新聞』1957 年 3 月 1 日）と述べたことにより、アンフォルメル旋風のなかでも、模倣ではなく自
己表現だったとみなされた作家たちは、ほぼこの「反芸術」の制作姿勢として今日に至るまで解釈されている。
82

難波田の抽象表現主義〔アンフォルメル〕の受容を見るために、その作品変遷をここで見てみよう。なお、

難波田の作品で一般的によく取り上げられるのは、
《ヴィナスと少年》
（1936 年）、
《青い陽》
（1965 年）である。
《ヴィ
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ナスと少年》（1936 年）では、戦時下、画家であることの意義を問われた時代に、あくまでも憧れであったギリ
シア〔制作がそのまま生活であるような、安定した職能が得られることに対する憧れ〕を描き出した。三次元空
間に位置するような、現実的なギリシアは描かれない。そこでは、イメージが浮遊した空間に浮かぶのみである。
《コンポジション》
（1965 年）では、アンフォルメルの影響を受けて、滴りにじむような線が画面上に描かれる（『西
洋美術館』小学館、1999 年、1082-1083, 1110 頁を参照）
。
さて、難波田は 22 歳のころに絵画に専心するようになり、高村光太郎（1883-1956 年）の紹介から、川島理
一郎（1886-1971 年）の指導をうける。その頃の作品《王女之像》は、髪以外はほぼ橙色の彩度の差によって、
対象や背景は描かれている。明確な線が見えるのは、ほぼ顔の輪郭、首、肩の部分である。形態よりも、内面性
を重視する傾向はこの頃から見えていた。1930 年代は、「ギリシア」連作を描き、自由美術家協会などにも参加
していた。この自由美術家協会は抽象絵画や前衛写真に対しても開かれており、さまざまな実験的試みがなされ
ていた。1950 年代前半は、幾何学的抽象について学んだようだ。復興のための都市建設から発想を得て、固く
太い黒い線と、線の間をステンドグラスのように鮮やかな色彩で塗る《建物と樹木》のような絵を描く。また、
自身の出身が北海道だったこともあり、故郷を題材にした《北国の家》を描いた。そして、1956 年には《軌跡》
を制作する。画面を分割する黒く細い線は、抑揚がついており、画面に軽快さや動きをもたらしている。赤、青、
黄によってところどころ塗られた色面は、隙間なく塗られた部分とぼかし効果のある部分とがある。それらが組
み合わさり、奥行きや図と地の感覚が混同されるような画面を創り出している。難波田、51 歳のときの作である。
さらなる新しい展開はなにか、彼は考えていたことだろう。
この作品は、《世界・今日の美術展》に出品された。そこで、フォートリエやデュビュッフェらの作品を目に
するのである。難波田は、比較的、その旋風に対して落ち着きをもって見ていたといえる。アンフォルメルがも
たらした表現の変革についても認め、絵画そのものの解体がなされていることを受け止める発言を残している。
また、表面のスタイルだけの影響を受けることへの危惧も抱いていた。そのため、すぐさま影響を受けることは
なかった。だが、タピエの講演内容のなかで『別の芸術』については、その後も心に残ったようだ。1950 年代
末の作品には、曲線の線が見られ、画面上に動きが出てくる。1961 年の《青い陽》には、垂らしの線も見える。
1970 年代は、一見して垂らしの線はなくなる。画面分割する黒のかすかな線と、背景の赤、青、白のぼかされ
た線が、画面周縁へ向かって勢いを持って広がっていく。1970 年代末から 1980 年代は、ますます画面分割す
る黒い線描は消えていく。その色調の変化によって、奥行きを描き出している。この頃、2 人の息子が相次いで
亡くなってしまう。主題はしだいに、人の生死に関わるものに移行する。背景の青と手前を表す白のゆるやかな
色調のなかに、点在する黄色は画面下部から上へ上へと視線を誘導する。あたかも、多くの人々が生まれ、生きて、
死んで、上へと上がっていく一生を示すかのような作品である。なお、難波田は、1996 年に文化功労者として
顕彰を受けている。（参考文献：『形象の詩人

難波田龍起展』北海道立旭川美術館、1982 年 /『今日の作家

難

波田龍起展』東京国立近代美術館、1987 年 / 小林俊介『難波田龍起—「抽象」の生成』美術出版社、1998 年 /
『西洋美術館』小学館、1999 年、1110 頁）
83

難波田がフォートリエ展の感動を書き記しているために、フォートリエの影響を受けたと考える事例があ

る。たとえば、天野氏は以下のように述べている。以下、引用文。
むろん、彼らは直接的な影響関係を明瞭に表明しているわけではないし、時代状況として、物質的な志向
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はフォートリエ展以前から日本の美術界にはあった。ただし、戦前から独自の油彩作品を制作し、当時、南
画廊でも 1959 年から 61 年まで毎年個展をしていた難波田龍起（1905-1997）は、はっきりとその画業の中
でのフォートリエ展の強い影響を何度も記している。
南画廊で催された個展の作品を見ると、必ずしも熱い抽象とのみいいきれないものがあった。むしろ静中
の動といった東洋画のおもむきさえ、その透徹した静かな画面から感受された。よほど激烈で、文学的な
抵抗感の強い作品を想像していた人達には、むしろ意外の感を与えたのに違いない。だが一つのものを究
極に向かって推し進めている孤高の作家という印象はいなめなかった。今次の大戦に遭遇した人類の悲惨
な現実を直視して、そこに激しい人間解体の衝動が起こり、「人質」のごとき人間の皮膚そのものを感じさ
せるような画面がフォートリエによってつくられた。それはまことに独自なものであった（難波田龍起「抽
象絵画の理解のために⑨ 簡素な美、静中の動」『北海タイムズ』、1960 年 2 月 4 日〔難波田龍起『古代か
ら現代へ』造形社、1970 年収〕）。
このようにむしろ東洋画的なものを見た難波田は、そこから「初めて日本の水墨画というものに目覚めた
わけです（難波田龍起インタビュー（聞き手：大島清次）「わが「生の記録」」『難波田龍起展』カタログ、
1994 年 4 月）」と言う。それは何か？画家によれば、
「無限の空間の意識、若しくは宇宙感覚といったものが、
水墨画の世界を創造したのではないか（難波田龍起「水墨画と抽象絵画」『水墨美術大系』付録 5、講談社、
1973 年 11 月）
」と言う。流動的な内的イメージを描くフォートリエと水墨画の無限の空間との共通性を画家
は見たのである。難波田の絵画はそのときから変わった。1958 年頃までは明瞭な幾何学的線によって運動性
を示していたものが、この頃から細かな激しい線描の累積によって地と一体化して画面全体が激しく運動し、
結果的に深い空間が現れる。（天野 前掲書［註 18］、161 頁）
難波田は当時、水墨画研究をしており、1977 年の『水墨美術大系 第十二巻』の付録には、
「水墨画と抽象絵画」
という論文を書いている。そのため、もともと水墨画と抽象絵画への関心が画家にあり、フォートリエ展を見て、
なにか感想を抱き、着想を得たことがあった可能性は十分にある。しかしながら、天野氏のいう「流動的な内的
イメージを描くフォートリエ」については、深く考える必要があろう。フォートリエの絵画の達成が、言語を介
さない物質を提示することで、観者のイメージを強引にも引き出させるものであるなら、内的イメージを抱いた
のは難波田であって、フォートリエではない。たとえフォートリエが、「流動的な内的イメージ」についての着
想を難波田にもたらしていたとしても、難波田がフォートリエの作品の、どの造形的要素に共鳴したのかについ
ては、まだ解明されていないのではないだろうか。これについては、難波田の書いた「水墨画と抽象絵画」（『水
墨美術大系

第十二巻』付録 5、講談社、1977 年、1-3 頁）を読むとより明らかになる。難波田は、冒頭に「水

墨画は抽象の世界であるというと、反論も起こるかも知れないが、私はそのように考えている」と述べる。アン
フォルメルに関しても、難波田はこの態度を貫いており、最後の方で「〔蘆雪の〕「岩山白猿図屏風」は、やはり
宇宙的なひろがりをもっていて、アンフォルメルの最上の作品というべく、岩肌の墨色のトーンは実に深い」と、
空間全体を自由に把握する姿勢をアンフォルメルと表現しているようである。たしかに、フォートリエの《人質》
やデュビュッフェの《赤い人》について名前は出ているが、同時にタピエ、マチューらの見解を含めて、難波田
はアンフォルメルを理解している。彼は、ブラックが描くグラスの黒で隠された部分〔9 頁を参照〕のように、
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フォートリエの絵画の画面上の物質や、水墨画の余白といったものを、想像に委ねること＝現実的な絵画から意
識を外させることとして、「無限のひろがりを画面にもたせている」と考え、これらの共通点を見出したのかも
しれない。だが、これはもちろん憶測にすぎない。今後、フォートリエの作品のどの造形的要素に共鳴したのか
について、さらに深めるのであれば、難波田の水墨画研究についてより詳しく調べる必要があるだろう。今回は
技法面でのフォートリエ受容を考察したが、今後の課題としては、この難波田の水墨画研究があげられる。
84

小林俊介『難波田龍起―「抽象」の生成』美術出版社、1998 年、206,207 頁。以下、参照部分を引用する。
むしろ画面が静かに脈打つかのような、いわば “ 静のなかの動 ” ともいうべき揺らぎが画面を覆っている。
この微妙な振動は、下地の深い青色のなかに明滅するかのような明色の配置と、その上にエナメルの黒色が
浮遊するように施されることによって生じている。また、青色調の下地は蠟の混入によって半透明な効果を
生んでおり、上層のエナメルの濃色との対比で深みのある空間感を生んでいる。というよりもむしろ、蠟の
半透明な効果と相俟って浮遊的な空間を生み出している、といったほうが正確かもしれない。無論、浮遊的
といっても、先述のように、エナメルによる線はまったく地から乖離してしまっているのではなく、下地の
濃い部分と呼応しながら、むしろ下地と同化しつつあるようにも見える。このような画面が前後に震えてい
るかのような空間性は、一九七〇年代以後の難波田作品の展開を予告するものでもあった。
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以下、該当箇所を引用する。
田中は、円と線の絵画を描き始めた 1957 年当初から、合成樹脂エナメル塗料を素材として用いていた。
素材の選択に関しては、当時金山明がそれを用い始めたことに直接的な影響を受けたのだが、まもなくそれ
は田中にとって不可欠な素材となる。なぜなら合成樹脂エナメル塗料を用いれば、油彩よりもはるかに均質
で滑らかな色面、かすれのない流麗な線を実現できたからであり、それが田中の目指す表現に合致したから
である。（加藤瑞穂「境界の探索」『田中敦子

未知の美の探求 1954-2000』芦屋市立美術博物館、2001 年、

12 頁）
この他、1960 年代前半の大きな変化は絵の具の材質である。正延は専ら油彩を使用していたが、1962 年
から 1963 年にわたる時期にエナメルを取り入れ始め、1963 年には《作品 ’63・11》に代表されるようにエ
ナメルのみで描く手法が主流となる。過渡期の作例である二種の絵の具を用いた《作品》を見ると、タッチ
の形状自体は基本的に同じであってもマチエールが異なるために、各々の集合体の差異が視覚的にはっきり
と把握できる。具体的には、油彩はやや盛り上がり、筆のかすれがあるのに対して、エナメルは表面がより
滑らかでかすれた部分は見当たらない。正延が次第に前者から後者へと画材を変化させていったのは、前者
の重厚感よりも後者特有の流動性に力点を置いたからに相違ない。（加藤瑞穂「タッチがつくりだす新しい空
間――正延正俊個展（1965 年）での達成を考える――」『没後 20 年

具体の画家――正延正俊』西宮市大

谷記念美術館、2015 年、87 頁）
86

以下、該当箇所を引用する。
すなわち、書にとって聖なる素材である墨を、井上有一が工業塗料であるエナメルに入れ替えた瞬間の衝
撃を想像すると、理解が容易になるのだ。「墨に五彩あり」と古来の格言にある通り、現実には一色の内部で
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の諧調にすぎない墨色の内奥に、かえって無限の色彩を感覚させる想像的な効果があると説かれてきた。と
ころが、井上はエナメルを書に用いることで、この美意識を、破壊とは言わぬまでも、不安定なものにして
しまった。だからと言って、彼が代替肢となる美学的判断を、書の文脈に持ち込んだとも思えない。伝統に
対する反抗のための身振りがそうさせたのであって、エナメルの書線の内奥にどのような人間性や精神性が
盛り込まれていくかは、今後も含めて未知数なのである。唯一言えるのは、反墨色的思考を実現するための
手段として、エナメルという、何らかの象徴性になじんでいない現実世界のオブジェを、彼が選び出したと
いう事実だ。（栗本 前掲書［註 11］、184, 186 頁）
87

以下、該当箇所を引用。
いわば「生」のエネルギーが前面に押し出された結果、線的な構成という「近代」のイメージは、ついに
払拭されるに至ったのである。筆触が強調され、物質感を増した「地」のマチエールそのものが、いまや前
景化される。それは難波田のなかの生命的なもの、すなわち古代的なものの表出でもあった。
しかし、同時にそれは、難波田の作品に画面の物質化という危機を招くことになったのではないか。例えば、

〈交錯〉にみられるように、線によるイメージが後退し、筆触や色彩が前景化することによって、難波田は自
身の作品が “ 壁 ” のように見えてきたのではないだろうか。難波田が翌六一年になって絵具の「垂らし」を
導入するのも、それによって、イメージと空間を導入しようとしたからであるように思える。（小林 前掲書［註
84］、202,203 頁）
88

以下、該当箇所を引用。

「デッサン展」では線描によって人間の内部の心理の陰影を表象させようと、粘着力の強いマチエールカラー
をペインティングナイフの先で紙にたらし、粉末にしたペンテルやパステルをかけ、ナイフでこすり着色す
るという試みがなされた。（正木基「難波田龍起の画業を追って」『形象の詩人

難波田龍起展』北海道立旭

川美術館、1982 年、18 頁）
89 「< 生のまま > の芸術 ジャン・デュビュッフェ展」国立西洋美術館、1982 年 2 月 26 日～ 3 月 28 日
90

たとえば、小野が彫刻科出身であることは、絵画に物質感を取り入れようとしたことと関係しているだろう。

また、小野が油彩をはじめるきっかけとなった鳥海青児（1902-1972 年）は、油絵具の光沢を打ち消すために、
絵具以外の物質を画面に取り入れて制作していた。なお、鳥海の試みにはデュビュッフェと似た関心が見られる。
これは、アンフォルメル以前に、その制作に至る可能性があったことを示している。今回は、鳥海の調査にまで
至らなかったが、今後、小野の交友関係を調べる上でも、鳥海の制作は検討していきたい。該当箇所を以下に引
用する。
油絵具に砂を混ぜたり、油絵具から油を取りさってみたり、絵具の改造に苦心する様子が鳥海にあらわれた
のも、《紀南風景》や《信州の畠》のころからだといっていいと思う。絵具を砂粒状の物質に変え、描こうと
する対象の実在感を、絵具の物質感に置きかえて表現する試みが、繰りかえしおこなわれることになってきた。
（原田光『鳥海青児 絵を耕す』せりか書房、2015 年、163 頁）
絵具のかぎりをつくして、泥の大地を描いた絵は汚いか。とんでもない。そのざらつく表面は光を反射吸収し、
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微妙に色の変化をおこす。泥の大地はそもそもが複雑微妙な色の混合の自然のパレットではないか。だから
こそ、鳥海はそれにとりつかれ、それが描きたい。（同上、164 頁）
なお、この本の「三国行（一）」と「三国行（二）」には、小野忠弘の鳥海に関する思い出が記されている。
91

小野忠弘、横尾 茂「マチエールの思想 デュビュッフェ展」『芸術新潮』新潮社、1982 年 1 月、第 33 巻第

1 号。以下、この段落の引用はすべてこの記事による。
92

以下、引用文。「ヨーロッパには完成したもの、整ったものが正統の美であるという考え方がありますが、

ぼく自身も未完成の美に強く打たれますね。」（同上）
93

以下、引用全文。「「自動車のある風景」は地塗りが暖かい。日本のやきもののような軽い暖かさではなく、

ギリギリまでこねまわして、その結果出てきたような自由さを感じます。」（同上）［註 91］
94

以下、引用文。「あるいは能登の真脇遺跡のすぐ上部で採取された壺を睨みつづけて『この壺のような質感

を絵に画きたい』などと呟く。」（西宮 絋「寂寞体 – クラインの骨壺」『小野忠弘展』福井県立美術館、1985 年、
137 頁）。なお、小野の発言は、小野忠弘「平安地下陶器」（40 頁）からの引用。
95

真脇遺跡縄文館「遺跡の概要 真脇遺跡とは ?」（http://www.mawakiiseki.jp/guide.html）、2018 年 1 月

13 日アクセス
96 「小野忠弘展 : 隕石・縄文・写楽の系譜」福井県立美術館、1985 年 11 月 3 日～ 12 月 1 日
97

野村泰三『陶磁用語辞典』保育社、1978 年、88 頁

98

註 90 参照

99 『A feverish era: art informel and the expansion of Japanese artistic expression in the 1950s and ‘60s』
［註 80］82 頁
100

以下、参照部分を引用する。

ところが麻生さんは、ここでも造形の懐疑から解放されていない。この「母子」
［1959 年］には「赤い空」
［1955 年］
とはちがった「空間の質の変質」が感じられるというのである。人間をとらえる視点の拡散が心配となるから
である。一九六三年の「燃える人」は「戦争否定」の課題を絵画化（造形化）した自己実現の例とみていいと
思うが、この時期のベトナム反戦運動を含む世間の非人間化した集団（権威）に対して、麻生さんは距離をとっ
ている。［中略］
「戦後二十年になるが、わたしの絵具のなかには、人が生きていくことをなにものかによって
おしつぶされる恐れと怒りの色が混りこんでいる。個の生存否定の恐怖がある。それをいまも取りさることが
出来ない」（
「非人間になる集団」）と語っている。［中略］「戦前の仕事は殆んど戦災で焼失してしまって、自
分を証明するものがない。戦後のわたしの仕事はわたしの造形意識と、わたしの生活と肉体との間での、この
かかわりを克明に形態におきかえることだったし、それをわたくしのレアリズムと考えているが、今後もなが
くつづけなかればならぬ」と。ある意味で、これは麻生三郎の「造形の信条」と解してさしつかえないものと
なっている。（酒井忠康「麻生三郎に関する断章」麻生マユ編『麻生三郎 全油彩』中央公論美術出版、2007 年、
7 頁。なお、中括弧は筆者による。）

51

101

註 100 を参照

102

以下、引用全文。

――麻生三郎のリアリズムは、人と人、人と現実、人と絵画の多角的な関係性を何としてでも一個の複合体
にまで取りまとめるものであったが、1960 年代以降のリアリティーはかれにそれを許さなかったのだ、と。
いやむしろ、かれは、現実の多角複合が不可能であること自体をかたちにするような、次の段階のリアリズ
ムに向かったのだ、と。（松本透「麻生三郎のリアリズム絵画」『麻生三郎展』東京国立近代美術館、2010 年、
19 頁）
103

川原正二『麻生三郎論』
（川原正二、1965 年）には、麻生の関心を示す画家にルオーの名前があがっており、

ルオーの描くものと背景とを等価値に扱う手法が、麻生に影響を与えたという。これに関してはルオーの表現に
ついてのさらなる調査が必要であろう。この部分に関しては今後の課題としたい。
104

岡﨑乾二郎『抽象の力』豊田市美術館、2017 年、55 頁

105

岸田劉生「写実論」『岸田劉生美術思想集成 うごく劉生、西へ東へ 前編・異端の天才』書肆心水、2010 年、

220 頁
106

以下、引用全文を記す。
物体の正面から光線を与えて、影を作らぬと、その物体は厳しい写実的画境を与えられる。それに反し、

そこに多くの影を造るときはそこには厳しさのかわりにロマンチックな感じが生じる。
西洋の美術が多く、美を厳粛なる写実境に見出せず、ロマンチックなところに求めたのは、その材料が皮
想の如実感を出すに適し過ぎたが為ともう一つはその民族の科学的気凛に基するものという事が出来る。（岸
田劉生「東西の美術を論じて宋元の写生画に及ぶ」『岸田劉生美術思想集成 うごく劉生、西へ東へ 後編・「で
ろり」の味へ』書肆心水、2010 年、190 頁）
107

同上、189 頁。＊強調は原文による

108

岸田「写実論」［註 105］226 頁

109

以下、該当箇所の引用。
質の実感も無論、形を超えたものである。美である以上それは形ではない。只心に影ずる時も、又それが

表現される時も、形に宿るだけである。畢竟美とは形に宿る形以上の形である。かくて質の美は質の与える
美的精神的感動である点で更に深きものと同じく無形である。しかし、更に深き美術の域の美的感動はその
感じに於ては形に即さない。［中略］つまり、何が美しいというのではない。物の美ではない。作に籠る精神、
又は画因に宿る精神と言うてもよい。（岸田「写実論」［註 105］227 頁）
110

以下、該当箇所を引用。
かくの如き、厳しさとやさしさは、ともに宋元写生画の特徴であって、実に深い写実の妙諦と云わなければ

ならない。ことにその細かな細部の描法と技巧とは入神のものである。
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細かく描くという事は画道の邪であるかの如き概念がともすると人々の上にありがちであるが、しかし真の
写実境に於ける真の細部描写にはそういう人々の知らない深い妙域のあるのである。（岸田「東西の美術を論
じて宋元の写生画に及ぶ」［註 106］193 頁）
111

以下、該当箇所を引用。
靉光は、東洋画からの影響が表現様式にもうかがえる《シシ》や《ライオン》などの近作に加え、
「白描風」

の作品も出品。［中略］「凝りに凝つた畫面」という言葉からは、絵具を重ねては削る行為を繰り返し、重層
的に色彩を深めて画面を構成した《シシ》などが想起される。［中略］また、東洋画の研究を勧めた山路［商］
に対し、靉光は「東洋でも密画と疎画との対立がある、あなたが宗達から松竹梅の方向へ行くなら、私は宋
元画の方向で一手を編み出しましょう」と告げたとも記している。（藤崎綾「靉光と広島」
『生誕 100 年 靉光展』
東京国立近代美術館ほか、2007 年、19 頁）＊中括弧は筆者による
112

以下、該当箇所を引用。
しかしロウ画ではどうか。「面相のようなもので」「本当に細部まで」描くためには、画家はぐっと画面に近

づかねばならない。すると画面上の一点に集中したとき、全体の把握は困難となる。これらのロウ画が、息苦
しいまでの閉ざされた空間表現をとっているのは、粘り気のある材質のせいばかりではない。細部に集中し、
それを画面の隅から隅まで並行して描き進めていくという描写方法に由来するところが大なのである。（大谷
省吾「靉光、その眼の向かうところ」『生誕 100 年 靉光展』東京国立近代美術館ほか、2007 年、11-12 頁）
113 （同上、13 頁）以下引用文。
このような効果は、前述の「ダブルイメージ」を意識的に狙ったというよりも、存在そのもののリアリティ
を獲得するために、ひたすら対象を見つめ、描いては消す作業を徹底して繰り返すうちに、期せずして生み出
されたもののように思われる。写実を突き詰めた末に、突き抜けてしまった作品。だとすれば、
《眼のある風景》
はシュルレアリスムというよりも、むしろ「過剰なるレアリスム」と言った方がよい。
なお、《眼のある風景》においては、靉光が宋元写生画を学んでいた頃の描写方法〔画面
に近づき、細部を克明に描き出すことで、全体の一体感は崩れるものの、細部の現実感は
深みを増すというもの（右図参考）〕とは、異なっていたようである。時期が近いため、
関係がまったくないとは言えないものの、技法が異なるため、その効果はまた違うもので
あった可能性は否定できない。一部の見解には、《眼のある風景》を写実と見ないものも
ある。靉光の写実主義と不定形について、今回は岡崎氏や大谷氏の言を引いてきたが、今
後はさらにほかの研究者の見解を調べていきたい。

114

靉光《二重像》墨、紙、24.5×20.0cm、1941 年

（出典）『靉光展 : 生誕 100 年』東京国立近代美術館ほか、2007 年

アンフォルムは、アンフォルメルとは言葉こそ似ているが、異なる概念である。タピエもすでにあったア

ンフォルムの概念とは異なることを示すために、アンフォルメルと違う言葉で主張したという。アンフォルムの
概念については、『アンフォルム 無形なものの事典』を参照したい。これは、1996 年に開催された展覧会のカ
タログである。もともと、ジョルジュ・バタイユ（Georges Bataille、1897-1962 年）の提唱した「アンフォル
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ム」という概念について、美術史家・美術評論家のイヴ = アラン・ボワ（Yve-Alain Bois, 1952 年 -）氏とロザ
リンド・E・クラウス（Rosalind E. Krauss, 1941 年 -）氏が、主に 4 つの項目を立てて理論を展開した。アンフォ
ルムとアンフォルメルの違いは以下のように示されている。
第三に、フォートリエ、ヴォルス、デュビュッフェは実際にアンフォルメル芸術家である（おそらくはこ
の一派の中で唯一重要な画家たちである）、と論ずることができる。にもかかわらず、彼らの生産の中にはア
ンフォルムを作動させているものがある。これが私たちの立場だ。（イヴ = アラン・ボワ、ロザリンド・E・
クラウス「否……アンフォルメルへの」［註 67］、159 頁。太字は原文による）
イヴ＝アラン・ボア氏はフォートリエ、デュビュッフェ、ヴォルスをアンフォルメル芸術家であり、彼らの作
品がもたらすものの中にはアンフォルムを作動させているものがあるという。
デュビュッフェの生産の全体は、いま言及したわずかな例外を除けば、他のどの芸術家の作品よりも明瞭に、
イ ン フ ォ ー ミ ン グ

〔物質の中から〕
アンフォルメルとは何なのかを語っている。つまり、それは形へと作り込む芸術なのであり、
人間の形象が立ち現れることに重きを置く芸術なのだ。（同上［註 67］、160 頁、亀甲括弧は訳者による）
このように、アンフォルメル芸術は物質からイメージが現れることに重きを置く芸術であるという。デュビュッ
フェに関しては、第 2 章でも先述したように、画家自身もおこなっていた試みでもあった。一方で、アンフォル
ムは以下のように示されている。
そこで、彼〔バタイユ〕は「アンフォルム」を定義することを拒否する。「アンフォルム」はこれこれの意
デ

ク

ラ

セ

味をもつ形容詞であるのみならず、階級を落とす〔＝分類を乱す〕のに役立つ用語［……］だということになる」。
これは、私たちが引き合いに出すことができるような安定したモティーフや、象徴可能な主題や、特定の性
デ

ク

ラ

セ

質というよりもむしろ、階級を落とすという操作を可能にしてくれる用語である。それも、下落させるとと
もに、分類を乱す、という二重の意味での操作である。アンフォルムはそれ自体としては何でもなく、操作
パフォーマティヴ

上の存在でしかない。それは、卑猥な語と同じく行為遂行的なものであり、その暴力は、意味から生じると
いうより、この語を口にするという行為自体から生ずる。（イヴ = アラン・ボワ、ロザリンド・E・クラウス
「アンフォルム」の使用価値」『アンフォルム 無形なものの事典』加治屋健司、近藤學、高桑和巳訳、月曜社、
2011 年、18 頁、太字、中略は原文による、亀甲括弧は訳者による。なお、冒頭〔バタイユ〕のみは筆者による。）
このように、たとえば価値を下げたり、枠組みから外すといった操作を意味するアンフォルムと、アンフォル
メルは区別される。また、別の箇所では、
そしてサルトルは続ける。「かくして、絵は、まさに描かれた［絵として描かれた］対象であるところの非
現実的なものによって、時折（観者が想像的態度を取るたびごとに）訪れられる物質的対象と見なされるべ
きである」。抽象絵画でさえ現実的対象として知覚されることはない。美的に言えば、「想像的意識」が絵画
に投影する「非現実的対象」のみが存在するというわけだ。ここにあるのはバタイユが（可能なかぎり最も
辛辣なやり方で批判するために）「転換遊び」と呼んだものに他ならない。（イヴ = アラン・ボワ、ロザリンド・
E・クラウス「否……アンフォルメルへの」［註 67］、163 頁、中括弧は訳者による）
サルトルの引用、
「美的に言えば、
『想像的意識』が絵画に投影する『非現実的対象』のみが存在するというわけだ」
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とは、たとえば、フォートリエの作品を見て、画面上の物質と結びつく想像をし思いを馳せているときに、絵画
の働きかけによって、画面上にはただの無意味な物質しかないことに気づく、そのとき、「転換遊び」が生じる。
この絵画がイメージを内包するという幻想から、絵画が単なる平面以上のなにものでもないことを示す、この観
念が乱され、格下げされるこの瞬間の操作こそ、アンフォルムと呼ばれるものであるといえよう。岡崎氏がここ
でアンフォルメルではなくアンフォルムの美学と書いているのは、より拡大的な意味を持ち、かつ操作を意味す
るものとして示したかったためであると考えられる。
115

実際、瀬木慎―〈アンケート〉「世界・今日の美術展を観て C・批評家はこう考える」（『みづゑ』第 618 号、

1957 年 1 月、75-76 頁）には、「いまから 3 年前といえば、丁度、ぼく自身、リアリズム芸術の内面的基礎の
検討を―貫してこころみていた時期であり、世代の体験の共通性という点からも、ふかく共感するものがあった」
と書いており、写実主義について瀬木が研究していたことが、関係していたのだと考えられる。
116 「具体美術宣言」『芸術新潮』1956 年 12 月、202-204 頁
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