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オールオーヴァー様式における政治的無意識

はじめに

「ジャクソン・ポロックが氷を割った、ウィレム・
デ・クーニングのよく知られたフレーズだが、ジャ
ネット・ソーベルは間違いなくそれにひびを入れる
手助けをした」⑴

　本論で取り上げるジャネット・ソーベル（Janet 
Sobel、1894年 –1968年）は、1937年、43歳の時
に突如として絵を描き始めた女性の独習画家であ
る。1940年代の前半、彼女の作品は、ニューヨー
クのアートシーンに取り沙汰され、高い注目を集め

た。しかし、第 2次世界大戦が終わり、抽象表現主
義を筆頭に、美術の中心地がパリからニューヨーク
へと移行する過程で、その存在は完全に忘れ去られ
てしまうことになる。
　画家として注目された期間は短かったものの、
ソーベルの特筆すべき点は、ポロックが 1946年の
終わりに試み、抽象表現主義のはじまりとしても位
置づけられるオールオーヴァー様式に示唆を与えた
画家だったことがあげられる。なお、本論で用いる
「オールオーヴァー様式」とは、ドリッピングやポー
リングを用いて、カンヴァスの画面全体を、絵具で
覆い尽くす絵画の表現方法を指す。

オールオーヴァー様式における政治的無意識
── ジャネット・ソーベル《ヒロシマ》を通して ──
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Political unconsciousness in the All-over style: 
Concerning Janet Sobel’s “Hiroshima”

Taichi OSANA

Abstract
　This paper focuses on self-taught artist Janet Sobel (1894-1968). She was born in Ukraine and arrived at Ellis 
Island in New York City in 1908. She began drawing pictures at the age of 43. Importantly, she is known as a 
painter who attempted an “all-over painting” earlier than Jackson Pollock (1912-1956). Clement Greenberg 
(1909-1994), the most influential art critic in the 20th century, in his essay “‘American-type’ painting” cited 
Sobel’s work as the first instance of “all-over painting” he had seen. Greenberg recalls “Pollock (and I myself) 
admired these pictures rather furtively: they showed schematic little drawings of faces almost lost in a dense 
tracery of thin black lines lying over and under a mottled field of predominantly warm and translucent color. The 
effect̶and it was the first really “all-over” one that I had ever seen, since Tobey’s show came months later̶was 
strangely pleasing. Later on, Pollock admitted that these pictures had made an impression on him.”
　After the Second World War, Pollock was well known as a representative artist of Abstract Expressionism. In 
contrast, Sobel was completely forgotten in the postwar American art scene. Hence, I compare Pollock’s “all-over” 
style with Sobel’s. In the first chapter, I present an overview of Janet Sobel’s career, especially between 1943 and 
1947 when she was most active. In the second chapter, I survey previous research and indicate some problems. In 
the third chapter, I discuss the possibility of interpreting Pollock’s “all-over” style as a representation of the 
atomic bomb through Sobel’s work “Hiroshima” (1948). I conclude that the “all-over” style itself contains 
expressions of the nuclear era.

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 5



86

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 5

　両者の関係については、ポロックの最大の擁護者
であり、アメリカを代表する美術批評家クレメン
ト・グリーンバーグが、1958年に発表した「アメ
リカ型絵画」（初稿は 1955年）、および、1961年出
版の『芸術と文化』のなかで以下のように言及して
いる。

ポロックは一九四六年の晩夏に彼自身の最初の
「オールオーヴァーな」絵画を制作したが、しか
しトビーのホワイト・ライティングは見ていな
かった。そのポロックの絵画では、厚い絵具がペ
タペタと、またリボン状に施されていたが、これ
はその年の終わりには流動性のはねや滴りへと変
わっていくことになっていた。しかしながら遡る
こと一九四四年、ポロックはペギー・グッゲンハ
イムの画廊で展示された「プリミティヴ」画家の
ジャネット・ソーベル（彼女はブルックリンに住
む一主婦であったし、今でもそうである）による
一、二点の奇妙な絵画には注目していた。ポロッ
ク（そして私自身）は、幾分密かにこれらの絵画
を賞賛した。そこには小さな図式的な顔のドロー
イングが描かれていたが、それは、際立って暖か
い半透明な色彩のまだらな広がりの上や下にある
細い黒の線による、目の結んだ網目模様の中で消
えかかっていた。その効果──そう、トビーの展
覧会はその数ヶ月後に行われたのであるから、そ
れは私がそれまでに見た最初の真に「オールオー
ヴァーな」ものだったのである──は奇妙に魅力
的であった。後にポロックは、これらの絵画が彼
に一つの印象を与えていたことを告白した⑵。

　このようにグリーンバーグは、ポロックのオール
オーヴァー様式に対し、ソーベルの影響を指摘して
いるのである。ただし、この記述にはいくつか留意
すべき点がある。第一にペギー・グッゲンハイムの
画廊（今世紀の芸術画廊）で 1944年に開かれたい
ずれの展覧会にもソーベルが出品する機会はなかっ
たこと、第二に彼女のどの作品がポロックに示唆を
与えたのか定かでないことがあげられる。これらに
留意しつつも、ポロックとソーベルの接点を辿るこ
とは可能である。まず、当時彼女のオールオー
ヴァー様式による絵画で最も知られていた作品とし
て《ミュージック》［図 1］があげられる。この作
品は 1944年にアメリカ各地を巡回した「アメリカ

における抽象美術とシュルレアリスム美術」展に出
品されたのだが、この展覧会には、ポロックの作品
も含まれていたのである。したがって、この展覧会
を通して、ポロックがソーベルの作品に触れていた
可能性は極めて高いと言える。また、企画者シド
ニー・ジャニスが展覧会と同名のタイトルで出版し
た書籍にも、《ミュージック》はカラー図版で掲載
されている。つまり、グリーンバーグの記述を鵜呑
みにはできないものの、1944年にポロックがソー
ベルの作品を見る機会はあり、そこからオールオー
ヴァー様式の着想を得たことは間違いないのである。

　本論は、ジャクソン・ポロックによって戦後アメ
リカ美術の代名詞となったオールオーヴァー様式に
対し、この様式の創始者ジャネット・ソーベルを介
在させることによって、戦後アメリカ美術の文脈か
ら忘却された政治性に焦点を当てる試みである。第
1章では、ソーベルという比較的知名度が低い画家
に関する概要と、彼女が最も活躍していた 1943年
から 47年までの取り組みを概観し、当時いかに注
目を集める画家だったのかを確認する。第 2章で
は、これまでの研究史において、彼女がどのように
取り上げられてきたかを整理し、それらの議論に欠
けている問題点を提示する。第 3章では、ソーベル

図 1　  ジャネット・ソーベル《ミュージック》1944年、
油彩／カンヴァス、60.96× 44.45cm
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の《ヒロシマ》（1948年）を取り上げ、オールオー
ヴァー様式における政治性に迫っている。タイトル
からも明らかなとおり、この作品は原爆が投下され
た広島を題材にしている。オールオーヴァー様式を
用いたこの作品を補助線とすることによって、この
様式で名を馳せたポロックと、これを創始したソー
ベルとで、何が重なり、異なるのかを検討する。そ
の際、美術史家セルジュ・ギルボーが著した『いか
にニューヨークはモダン・アートの理念を盗んだ
か』を下敷きに議論を進める。これら一連の考察を
通して、オールオーヴァー様式それ自体が孕んでい
る核の時代という政治的無意識を明らかにすること
が本論の目的である。

第1章　ジャネット・ソーベルについて

第1節　画家としての出発点
　はじめに、簡単にジャネット・ソーベルの半生を
確認しておきたい。彼女の伝記を最初にまとめた美
術史家デボラ・ゴールドバーグによれば、ソーベル
は 1894年 5月 30日にウクライナのキエフ近郊エ
カテリノスラフの村に生まれたとされる。彼女の父
親はポグロムに遭い殺害され、その後 1908年に
なってから母親がソーベルと 2人の息子を連れて
アメリカに渡ったという。1910年、16歳のソーベ
ルは、彫刻家で金細工職人をしていたロシア移民の
マックス・ソーベルと結婚した。その後、2人の間
には 5人の子が誕生している。1947年にニュー
ジャージー州のプレーンフィールドに引っ越すま
で、ソーベルの一家はブルックリンで過ごした⑶。
　ソーベルが突如として絵を描き始めたのは、
1937年 43歳の時のことである。そのきっかけにつ
いて、美術史家ゲイル・レヴィンは以下の 2説をあ
げている。「一説目は、〔彼女の息子である〕ソルが
ニューヨークの教育連合で開かれた美術教室から持
ち帰った、いくつかの素描の上に描き始めたという
もの。もう一つは、まだ高校生だったソルが、アー
ト・ステューデンツ・リーグの奨学金を得たにもか
かわらず、彼女の望みとは裏腹に、進学を断念した
ときのことである。彼女が続けるよう説得したと
き、彼の伝えるところによると「そんなに芸術に興
味があるなら、なぜ自分で描かないんだ？」と非難
したことにあるという。いずれの説にせよ、ソルが
母親に絵筆と道具を提供し、触発したことに変わり
ない」⑷。

　彼女の初期の作品は、《未亡人》（1942年）［図 2］
に見られるように、アンリ・ルソーを嚆矢とするい
わゆる素朴派に類するものだった。当時のアメリカ
では、彼女のように絵画のアカデミックな教育を受
けずに、突如絵を描き始め、すぐさまアートシーン
に躍り出るという画家は決して稀ではなかった。そ
うした画家は当時プリミティヴや、独習画家、素朴
派と呼ばれ、1930年代半ばから 40年代半ばまで、
アートシーンを賑わせていたのである。このような
例に該当する同時代の画家として、モリス・ハー
シュフィールド（Morris Hirshfield, 1872–1946）が
挙げられる。彼は 65歳になって絵を描き始めたに
もかかわらず、8年後の 1943年にはニューヨーク
近代美術館で個展を勝ち取ったことで知られてい
る。ハーシュフィールドほどではないにしろ、ソー
ベルもまた、独習画家として注目された存在の一人
だったのである⑸。
　特に、1940年代に入ってからニューヨークの美
術界で彼らを後押ししたのが、ヨーロッパからアメ
リカに亡命していたマックス・エルンストやアンド
レ・ブルトンといったシュルレアリスト、そして、
戦後アメリカ美術の立役者として知られるコレク
ターのシドニー・ジャニスだった。「亡命中のシュ
ルレアリストはソーベルの才能に気づいた（マック
ス・エルンストだけでなく、シドニー・ジャニスに
手紙を書いたソーベルの息子ソルによって、彼らの

図 2　  ジャネット・ソーベル《未亡人》1942年頃、油
彩／カンヴァス、76.2× 60.96cm
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注意が向けられた）。ブルトンとエルンストは、〔中
略〕ソーベルの元を訪ねた。次に、エルンストはソー
ベルの作品を妻であるペギー・グッゲンハイムに紹
介した」⑹。こうした背景の下、彼女の作品はすぐ
さまニューヨークのアートシーンに受け入れられる
ことになったのである。

第2節　ニューヨークの美術界へ
　ソーベルの作品が初めて公の場に出たのは、地元
のブルックリン美術館で 1943年 1月 22日から 27
日にかけて開催された「第 27回ブルックリン在住
作家による年次展」（27th Annual Exhibition by 
Brooklyn Artists）である。当時のプレス・リリース
によれば、同展はブルックリン市民を対象とした公
募展だったことが確認できる⑺。その同じ年の 11
月 2日から 27日にかけてシカゴ・アーツ・クラブ
で開催された、シドニー・ジャニスによる企画展
「アメリカ人プリミティヴ絵画の 4世紀」展（Ameri-
can primitive painting of four centuries）にも、彼女
の作品が取り上げられている。そして、翌年 2月か
ら 12月にかけてアメリカ各地を巡回した先述の
「アメリカの抽象美術とシュルレアリスム美術」展
（Abstract and Surrealist Art in America）に参加して
いる。この展覧会もまた、ジャニスによって企画さ
れたものであり、当時の彼が独習画家をシュルレア
リスムとのつながりで評価することによって、モダ
ン・アートの文脈に結び付けようと試みていたこと
が窺える。彼は展覧会と同名の書籍『アメリカの抽
象美術とシュルレアリスム美術』⑻を出版しており、
その目次構成を見ると、「（1）20世紀ヨーロッパ絵
画における源泉、（2）20世紀絵画におけるアメリ
カ人先駆者、（3）アメリカ人抽象画家、（4）アメ
リカ人シュルレアリスム画家、（5）亡命芸術家によ
るアメリカ絵画」の 5章から成っていることがわか
る。ソーベルは（4）に含まれ、このカテゴリーに
はポロックはもちろんのこと、独習画家のモリス・
ハーシュフィールドも含まれている⑼。
　このように矢継ぎ早にグループ展に出品していた
ソーベルだったが、早くも最初の個展の機会が訪れ
ることになる。1944年 4月 4日から 5月 14日にか
けて、フェルナンド・プーマが運営していたプーマ
画廊において開催された「ジャネット・ソーベル」
（Janet Sobel）［図 3］展がそれである。絵を描き始
めてからわずか 6年目のことであった。同展カタロ

グの序文は、アメリカを代表する哲学者ジョン・
デューイが書いており、このことは彼女の個展に対
する注目度の高さを物語っている⑽。
　続く展示は、6月 12日から 7月 7日にかけて、
ペギー・グッゲンハイムが運営する今世紀の芸術画
廊で開かれた「女性」展（The Women）である⑾。
同展は 31人の女性画家を集めた企画展であり、そ
のメンバーの 1人にソーベルも含まれていた。当時
の展評によれば、「今季見た中でも、ジャネット・
ソーベルは、最も楽しげな色彩を表現する 1人であ
る」⑿という評価がなされている。その後、ペンシ
ルヴァニア・アカデミー・ファイン・アーツで
1946年 1月 19日から 2月 25日にかけて開催され
た「第 140回絵画と彫刻のアニュアル・エキシビ
ション」展（The 140th Annual Exhibition of Paint-
ing and Sculpture）、そして、同年 2月にデイヴィッ
ド・ポーター・ギャラリーで開催された「自己紹介　
絵画の予言、1950年」展（Personal Statement: A 
Painting Prophecy, 1950）と、立て続けに彼女の作
品は取り上げられていたのである。この「自己紹介」
展にはポロックや、ウィレム・デ・クーニングなど、
後の抽象表現主義の画家として知られるようになる
多数の画家が含まれていた。ポーターは、彼らのよ
うなアメリカ人画家による新しい美術動向を、5年
後の美術の主流として取り上げたのである⒀。その
1人にソーベルが選ばれていたことは、彼女の存在
がアメリカ美術の未来を担う存在として評価されて

図 3　  『ジャネット・ソーベル』（展覧会カタログ）、プー
マ画廊、1944年、フリック・コレクション所蔵



89

オールオーヴァー様式における政治的無意識

いたことを裏付けるものといえよう。その後、
1946年 1月 2日から 19日にかけて「ジャネット・
ソーベルによる絵画」展（Paintings by Janet 
Sobel）［図 4］と題された 2回目の個展が今世紀の
芸術画廊で開催されている。同展カタログはジャニ
スによる序論のほか、先述の『アメリカの抽象美術
とシュルレアリスム美術』同様、カラー図版で
《ミュージック》が掲載されている⒁。
　このようにソーベルは、短期間のうちに画家とし
て目覚ましい活躍を見せ、いずれの展覧会も注目を
集めた。最初の個展が開催された際には、「この 5
年間で、ソーベル氏は素朴なプリミティヴから実に
洗練した絵画に進歩した」⒂と好意的な評価が寄せ
られている。また、2回目の個展では『ニューヨー
クタイムズ』紙に取り上げられており、エドワー
ド・オールデン・ジューウェルが寄せた記事には、
「ペギー・グッゲンハイムの今世紀の芸術画廊で個
展が行われているジャネット・ソーベルは「プリミ
ティヴの作家」として歩み始め、今や抽象画家であ
る。彼女のプリミティヴィズムは真に純粋なもの
だったのか、はたまた、最初から狡猾な「いかさま
師」だったのかは議論となるだろう」⒃と、彼女の
技術的進歩に触れている。
　さらに、すでに先行研究で指摘されていることだ
が、1946年にアド・ラインハートが左翼系新聞

『PM』紙に載せた《アメリカにおけるモダン・アー
トの見方》［図 5］というイラストに、マーク・ト
ビーやウィリアム・ヘイター、アーシル・ゴーキー、
アンドレ・マッソンらとともにソーベルの名が記さ
れていることもあげておきたい。この作品は、モダ
ン・アートの系譜を大木に見立て、様々なイズムが
枝分かれしていく様子を描いたものであり、葉の部
分にはその代表的な画家の名が書かれている。ここ
にソーベルの名があることは、当時の彼女の位置づ
けが、紛れもなく後の抽象表現主義の画家と同等、
あるいは、それ以上の存在として注目されていたこ
とを示している。
　このように、ブルックリン美術館での最初の展示
から、わずか 3年足らずの間に、ソーベルは一躍脚
光を浴びる存在となったのである。しかし、今世紀
の芸術画廊での個展以降、アメリカのアートシーン
からはすっかり姿を消してしまうことになる。次章
では、これまでの先行研究を整理し、彼女に関して
どのように論じられているかを確認する。

第2章　ソーベルに関する研究史の整理

第1節　再評価の経緯
　第 2次大戦後、ソーベルに関する言説において、
最も重要なものは、本論の冒頭で触れたグリーン

図 4　  『ジャネット・ソーベルによる絵画』（展覧会カタ
ログ）、今世紀の芸術画廊、1946年、フリック・
コレクション所蔵

図 5　  アド・ラインハート《アメリカにおけるモダン・
アートの見方》『PM』紙（1946年 6月 2日発行）
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バーグによる言及である。しかし、それ以降、彼女
が再び脚光を浴びる機会はほとんどなかったと言え
る。ソーベルが亡くなる前年の 1967年に、ウィリ
アム・ルービンが「ジャクソン・ポロックと近代の
伝統」⒄のなかでわずかに触れているものの、本格
的な研究を生む契機とはならなかった。その後、抽
象表現主義を再考する文脈で、1989年から 1990年
にかけてロウ・アート・ミュージアムなどを巡回し
たジェフリー・ウェクスラーによる企画展⒅や、
1997年のアン・Ｅ・ギブソンによる著作⒆でも取
り上げられたが、作家研究が本格化することはな
かった。
　転機となったのは 2002年にガリー・スナイ
ダー・ファインアートで開催された回顧展であ
る⒇。同展の展覧会評は、本論の冒頭で引用した
『ニューヨークタイムズ』紙のほか、『アートフォー
ラム』誌、『アートニューズ』誌、『アートダイジェ
スト』誌21に取り上げられた。それらは総じてソー
ベルの功績を、ポロックに先んじてオールオー
ヴァー様式を試みた画家として評価した。

第2節　先行研究におけるソーベルの位置付け
　こうした背景を踏まえ、2003年に本格的な論考
が『ロービジョン』誌に掲載される。エドワード・
M・ゴメスによる「ジャネット・ソーベル──抽象
主義の先駆者、再発見されたアウトサイダー」22は、
ソーベルが作品制作にエナメル塗料や、クレヨンな
ど、多様なメディアを用いていることを取り上げ、
ひとえにオールオーヴァー様式の先駆者という枠組
みに限定させない視座を提示している。また、「今
日のアウトサイダーアートの枠組みにおけるソーベ
ルの再評価は、彼女が主に活動していた時期の主流
派と比較して、特異な位置付けにあることで一致し
ている。それはまたソーベルの多様な作品──民俗
的光景、花模様渦巻くイメージ、ミクストメディア
の試み、ドリップによるオールオーヴァーな抽象画
──に最適な呼称が見当たらない事実を反映してい
る」23という問題提起をしている。これは現在なお
課題として残る重要な指摘である。しかし、彼の論
は引用文の典拠が明記されておらず、記述の真偽を
検証できないという難点があった。
　続く論考は、2005年に『ウーマンズ・アート』
誌に掲載されたゲイル・レヴィンによる「ジャネッ
ト・ソーベル──プリミティヴィスト、シュルレア

リスト、抽象表現主義の画家」24である。同論は、
2002年にガリー・スナイダー・ファインアートで
開かれたソーベルの回顧展カタログに掲載されたテ
キストを改訂したものである。ソーベルが活躍して
いた当時の展覧会評や、関連文献が手際よく整理さ
れており、ソーベルに関する基礎文献と呼ぶことの
できる内容となっている。また、ソーベルがウクラ
イナからアメリカに渡ってきたユダヤ人であること
に触れており、彼女の作品にウクライナ民族美術
や、戦争の影響を見ている点は重要である。しかし、
ソーベルが戦後美術史から姿を消してしまった要因
について、「ニュージャージーでのソーベルの孤立
的状況、彼女の性、絵具アレルギーといった全てが、
それに続く無名時代の一因となった」25と結論付け
ているが、それ以外の要因を検討する余地はあるだ
ろう。なお、レヴィンの論では、《ミュージック》
の図版を《銀河系》［図 6］に取り違えていること
を指摘しておきたい。
　最新の研究として、サンドラ・ザルマンが 2015
年に『ウーマンズ・アート』誌に寄稿した「ジャネッ
ト・ソーベル──プリミティヴ・モダン、抽象表現

図 6　  ジャネット・ソーベル《銀河系》1945年、エナ
メル／カンヴァス、114× 75.9 cm、ニューヨーク
近代美術館
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主義の起源」26があげられる。冒頭部分で彼女はこ
のように論の目的を述べている。「本論では、ソー
ベルのプリミティヴィズムを、批評家や、キュレー
ター、芸術家が近代ヨーロッパ芸術の影響に立ち向
かい、独自のアメリカ・モダニズムを確立しようと
した世紀半ばにおけるアメリカ美術界の可能性と限
界の象徴として扱う」27と、当時のプリミティヴ画
家に対する曖昧なカテゴリーの問題に挑戦してい
る。特筆すべきは、ソーベルをオールオーヴァー様
式の先駆者として取り上げたグリーンバーグによる
言及を検証している点である。グリーンバーグが著
した「アメリカ型絵画」は、1955年に発表した初
稿と、1958年の改訂稿とで内容が異なっており、
特にポロックへの影響に言及した部分においては改
訂稿で初めてソーベルの名が登場するようになる。
その理由についてザルマンは、「確実にソーベルは
ポロックに影響を与えた。しかし、そのソーベルに
よる影響を遡及的に加えている点において、おそら
くグリーンバーグは、その影響が抽象表現主義の一
人〔マーク・〕トビーに帰するよりも、未熟で知名
度の低いソーベルであれば、〔ポロックのオリジナ
リティを〕脅かすことなく、より魅力的な物語とな
ると考えたはずである」28と述べている。この鋭い
指摘は、グリーンバーグがポロックのオリジナリ
ティを高めるために意図的にソーベルを取り上げた
事実を示すと同時に、彼女が戦後アメリカ美術にお
いて忘却された存在だったことを示している。
　これまでソーベルに関する研究史を振り返ってき
た。2002年以降再評価の機運が高まり、数本の論
文が出ているものの、いまだ詳細なモノグラフィ
や、カタログ・レゾネは編まれておらず、画業のす
べてを把握できないのが現状である。本章で取り上
げた論考の共通点としては、ポロックとソーベルの
つながり、特にオールオーヴァー様式への影響関係
に必ずと言っていいほど言及していることがあげら
れる。こうした言及の多くは、戦後アメリカ美術に
おけるポロックの成功を前提としたものである。し
かし、ソーベルをひとえにポロックに影響を与えた
画家として評価するだけでは、彼女が創始したオー
ルオーヴァー様式による絵画を表現手段の問題にの
み回収してしまい、彼女の絵画が提示している問題
を捨象してしまうことになる。より重要なことは、
表現の形式的な類似性にのみ着目するのではなく、
ソーベルの作品を通して、いかなる点がポロックと

重なり、異なるのかを明確にすることにある。次章
では、ソーベルが 1948年に描いた《ヒロシマ》を
手掛かりに、オールオーヴァー様式それ自体が孕む
問題を考察する。

第3章　  ジャネット・ソーベル《ヒロシマ》
を巡って

第1節　《ヒロシマ》を巡って
　ジャネット・ソーベルが 1944年に描いた
《ミュージック》は、ショスタコーヴィチが 1941
年に作曲した交響曲第 7番（通称「レニングラー
ド」）から着想を得た作品である。この楽曲は反ナ
チスを表明したものとして知られている。ソーベル
は作品の制作動機について、「《ミュージック》は、
戦争と虐殺によって引き裂かれた世界でショスタ
コーヴィチが創り出したミュージックに対する私の
印象である。ショスタコーヴィチはロシア人の力を
とらえ、その音楽は彼らに力を与えた。彼の音楽は
私を奮い立たせ、これらの感情を絵の中に表現しよ
うとした」29と述べている。父親をポグロムで喪い、
若い頃にアメリカへと渡らねばならなかったソーベ
ルにとって、第 2次世界大戦への関心が、そのまま
創作の引き金になったことは想像に難くない。
　ソーベルは決して戦争主題の絵画を多く残した画
家ではないが、《侵攻の日》［図 7］という「ノルマ
ンディー上陸作戦」を主題にした作品のように、
《ミュージック》以上に、戦争の凄惨さを直接的に
表現した作品を残している。1948年頃に制作され
た《ヒロシマ》［図 8］は、この延長線上に捉える

図 7　  ジャネット・ソーベル《侵攻の日》1944年、油
彩／カンヴァス、56.0× 71.1cm、ペンシルヴァニ
ア・アカデミー・オブ・ファイン・アーツ



92

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 5

ことができる作品である。この作品は、現在クリス
タル・ブリッジズ・ミュージアム・オブ・アメリカ
ン・アートに所蔵されており、同館の解説には「こ
のタイトルは、1945年にアメリカ軍が投下し、初
めて戦闘で用いられた原子爆弾によって荒廃した、
日本の都市を表している」30とある。つまり、この
絵画は原爆投下後の広島を描いた、いわば戦争画な
のである。
　この作品の注目すべき点は、画面全体に絵具を撒
き散らしたオールオーヴァー様式が用いられている
ことである。ただし、中央に顔のようなものが描か
れていることから、完全な抽象絵画ではない。しか
し、ソーベルが原爆投下という核兵器が引き起こし
た人類史上未曾有の大惨事を表現するために、この
様式を用いていることは注目に値する。なぜなら、
ここでのオールオーヴァー様式による表現は、画面
全体を覆いつくすという絵画表現を超えて、破壊さ

れた都市を提示するために用いられているからであ
る。このソーベルが提示したオールオーヴァー様式
と破壊との関連性、さらに言えば原爆との繋がりを
手がかりにすることによって、この様式と原爆との
関係について考察を進めていきたい。

第2節　  オールオーヴァー様式におけるポロック
とソーベルの差異

　美術史家セルジュ・ギルボーは、第 2次大戦後、
核の時代という新たな時代においては、「唯一抽象
美術だけが、人類の経験がもった新たな意味、すな
わち、完全なる崩壊についての信じ難い感覚を表現
できる」31という理解があったことを指摘している。
さらに、当時の『フォーチュン』誌や『ハーパース・
バザー』誌などを購読していた博識な読者は、その
ことを理解していたがために、ポロックによって
1946年以降多用されたオールオーヴァー様式によ
る絵画を受け入れる素地ができていたとしている。

これら最初の「オールオーヴァー」絵画は、公衆
の大多数には受け入れがたいものだった。なぜな
らそれらは単調で、無秩序なコンポジションをし
ていたからである。けれども、『フォーチュン』
誌のような雑誌の博識な読者は、それらが実際に
現代、すなわち、核の時代を表現したものだと理
解していた。ポロックの新たなスタイルは、絵画
の平面性がもつ完全性という「近代的」観念につ
いての注釈であると同時に、近代人が抱える幻想
や不安をめぐる言説となった32。

　ポロック自身もこの新しい時代における表現手段
の必要性を感じていたことは、1950年夏に行われ
たインタヴューからも窺える。

私は新しい欲求には新しい手法が必要だと考えて
います。現代美術の作家は、自分たちが考えてい
ることを表明するために、新しい方法論、新しい
手段を見つけ出したんだと思います。ルネサンス
文化はもちろんのこと、過去のいかなる文化の形
式をもってしても、現代という時代を、たとえば
飛行機や原爆やラジオを、その形式で絵画に表現
することは不可能なんじゃないでしょうか。つま
り、時代時代でそれぞれに合った手法が開発され
る、ということです33。

図 8　  ジャネット・ソーベル《ヒロシマ》1948年頃、
油彩／エナメル塗料／カンヴァス、151.1×
100.3cm、クリスタル・ブリッジズ・ミュージア
ム・オブ・アメリカン・アート
ⒸCrystal Bridges Museum of American Art, 
Bentonville, Arkansas, 2011.10. Photography by 
Edward C. Robison III.
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　この発言からは、彼が現代という時代を、「飛行
機や原爆やラジオ」の時代と認識していたこと、そ
して、その新たな時代を描き出すために、新たな表
現手法の必要性を感じていたことがわかる。つま
り、ポロックは現代を描くための手段として、オー
ルオーヴァー様式をもって応答したという推論が成
り立つのである。特に、ここで現代の象徴として 2
つ目にあげている「原爆」という言葉に注目したい。
なぜなら、飛行機やラジオはすでに戦前から実用さ
れており、第二次世界大戦に終止符を打ち、現代の
幕開けを決定づけたものこそ、原爆だからである。
この視座から、先に見たギルボーによる指摘と、ポ
ロックの発言とを照らし合わせると、作品の受容者
（知識層）と作者の間には、オールオーヴァー様式
による抽象絵画が、原爆の時代の代理表象として捉
えうる下地があったと言うことができる。さらに、
ギルボーの見解を見ていきたい。

ポロックによるこの注釈と言説の組み合わせは、
彼が特に賛美したジャネット・ソーベルという素
朴派の画家と彼の作品とを隔てる部分である。
ソーベルもまた、気まぐれな「オールオーヴァー」
様式を用いたが、そのコンポジションの間隙を
縫って、しかめつらした人の顔を──いわばシュ
ルレアリスム的な試みの遺物ともいうべきものを
──描き加えた。それは、ポロックがこれらの先
達の作品が持っていた神話的内容を保持しつつ
も、より創造的なモダニズムを志向するに際して
放棄したものだった34。

　ここでギルボーは、ポロックのオールオーヴァー
様式に対するソーベルの影響に触れつつも、両者を
隔てる要素として、画面に描かれた人物の顔（シュ
ルレアリスム的な試みの遺物）をあげている。この
指摘通り、ソーベルのオールオーヴァー様式による
作品には、無造作に引かれた線の合間を縫うように
人物の顔を描き込む特徴がある。ギルボーは、この
点を「シュルレアリスム的な試みの遺物」と解して
いるが、これには若干の注釈が必要となるだろう。
ここでギルボーが想定しているものの一例として、
シュルレアリスムの画家マックス・エルンストが、
アメリカ亡命中の 1942年に発明したオシレーショ
ン技法（Oscillation、振動の意）を取り上げたい。
　この技法は、液状の絵具で満たした缶を天井から

紐で吊るし、缶の底に穴を空け、床に敷いたカン
ヴァス上で旋回させるというものである。いわば自
動描画装置のようなものを設けることによって、エ
ルンストはその生成過程を眺めながら、連想した何
らかの形象を描き加えるのである35。この技法によ
る代表作として、《非ユークリッド幾何学的蠅の飛
翔に興味をそそられた若者》（1942-47）［図 9］が
あげられる。ここではオシレーションによって引か
れた線の間を縫うように、幾何学図形を思わせる顔
をした若者が描かれている。ソーベルは、エルンス
トと同じようにオシレーションを用いたわけではな
いが、無造作に引いた線の間に顔を描き込む点は類
似している。このオシレーションのみをもって
「シュルレアリスム的な試みの遺物」とは言えない
ものの、ギルボーの念頭に同様の試みが想定されて
いたことは間違いなく、そこからソーベルをシュル
レアリスム、ポロックを抽象と対比的に捉えたと考
えられるのである。

第3節　  オールオーヴァー様式における政治的無
意識

　前節で確認したとおり、ギルボーはポロックと
ソーベルを対比的に捉えていた。しかし、本節では

図 9　  マックス・エルンスト《非ユークリッド幾何学的
蝿の飛翔に興味をそそられた若者》1942-47年、
油彩／ラッカー／カンヴァス、82× 66cm、ベル
リン、ウーラ・アンド・ハイナー・ピーチュ・コ
レクション
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両者のオールオーヴァー様式に共通する部分に着目
したい。そのうえで、手掛かりとなるのが、第二次
大戦後まもなく、ソーベルが描いた《ヒロシマ》で
ある。そこで、再びギルボーのテキストに注目した
い。ギルボーは、ポロックが 1946年に制作した《微
光体》［図 10］について以下のように述べている。

《微光体》で、カンヴァス中央に描かれた色彩の
点々は、分厚い白の筆跡のグリッドによって生み
出された眩い表面の上に配されており、明るい黄
色の円の形象、すなわち太陽として理解可能なエ
ネルギーの中心を形成している。ポロックによっ
て示されたこの効果は、長時間太陽を見つめたこ
とによって生じるような──知覚の完全な崩壊へ
とつながる──幻惑の一種である。光による客体
と形式の寸断は、印象派によるいかなる達成より
も完璧で急進的だった。事物は、目に見えるもの
として表面において崩壊するのみならず、光が持
つ焼け付くような強烈な特質のために、その本質
において崩壊する。ポロックが描写しているもの
とは、単に強力であるだけではなく、破壊をもも
たらすエネルギーの源なのである。端的に言え
ば、そこに表されたものとは、太陽ではなく、そ
の等価物、すなわち、神話と化した原子爆弾なの

である36。

　ここでギルボーは《微光体》に描かれた黄色の円
の形象がもたらす視覚的効果を原子爆弾と解釈して
いる。ポロックの絵画に対しては、これまで「──
混沌──調和の完全な欠如──構造的構成の完全な
欠如──技巧の完全欠如、だが原始的──もう一
度、混沌」37や、「それが生み出す効果は平面そのも
のであり、〔中略〕戦争によって粉々になった都市、
おそらく広島である」38といった評価も、少なから
ずなされてきた。しかし、ギルボーが提示した黄色
の円を原子爆弾と解する点については疑問が残る。
なぜなら、画面に描かれた形象を象徴物に読み替え
てしまっては、核時代における唯一の表現手段とし
ての抽象絵画という地平を、ギルボー自ら矮小化さ
せてしまっているからである。おそらく、その要因
は彼が絵画の具体的な形象をもって、原爆の光景と
して読み解いてしまったことに起因している。
　本来、彼の主張は核時代における新たな表現様式
として抽象画を位置付けることにあったはずであ
る。それは決して絵画から象徴物を読み解く作業で
はなく、オールオーヴァーという様式それ自体の政
治性に目を向ける作業に向けられねばならなかった
はずである。この点を考える上で手掛かりとなるの
が、フレドリック・ジェイムソンが『政治的無意識』
で提示した「形式の内容」や「形式のイデオロギー」
といった概念である。ジェイムソンいわく、「形式
は、それ独自のイデオロギー的なメッセージを運ぶ
と考えるのである。となると、ここでいう内容や
メッセージは、作品そのものが伝達する明白な、顕
在的内容とは異なるものとなろう」39と述べている。
ジェイムソンによれば、形式それ自体を内容として
捉えることによって、作品に隠されたイデオロギー
を暴くことが可能になる。この読解をソーベルの
《ヒロシマ》を経由して捉え直すことによって、オー
ルオーヴァー様式を核時代の政治的無意識を孕んだ
形式のイデオロギーとして読み解く地平が開かれる
ことになる。すなわち、ソーベルの《ヒロシマ》は
内容と形式の双方において核時代の脅威を表現して
いる一方、ポロックの絵画はオールオーヴァーとい
う形式のなかに原爆の脅威を忍ばせたということで
ある。この差異にこそ、戦後アメリカ美術における
両者の立場を決定づけた要因があったと考えられる
のである。では最後に、ポロックのオールオー

図 10　  ジャクソン・ポロック《微光体》1946年、油彩
／カンヴァス、76.3× 61.6cm、ニューヨーク近
代美術館
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ヴァー様式の達成に対する批評の問題に触れておき
たい。

おわりに

　よく知られているように、ポロックとグリーン
バーグは、1943年の今世紀の芸術画廊の初個展か
ら、1951年頃まで緊密な関係にあった。この点に
ついて、川田都樹子は「とりわけ、ポロックの代表
的なスタイル──大画面、ドリッピング、オール・
オーヴァー、キアロスクーロなど、どれを取ってみ
ても、実はグリーンバーグの批評からヒントを得て
開花したものだと言える。〔中略〕ポロックのスタ
イルの完成は、この芸術家と批評家との共同によっ
て達成されたといっても過言ではあるまい」40と述
べている。この共同によって強化された批評こそ
フォーマリズムであり、それはポロックを旗手とす
る抽象表現主義を皮切りにアメリカ美術の覇権へと
つながる理論的後ろ盾となった。その出発点に据え
られたものこそ、オールオーヴァー様式による絵画
である。
　本論では、このオールオーヴァー様式を巡り、そ
の先駆者であるソーベルの《ヒロシマ》を議論の補
助線に考察を進めてきた。そこで明らかになったこ
とは、このオールオーヴァー様式それ自体が、核の
時代の表現という要素を孕んでいるということであ
る。この様式の先駆者であるソーベルが、なぜ戦後
美術の文脈から忘却されてしまったのか、その理由
についてはゲイル・レヴィンが 3つの要因を挙げて
いたが、この様式が孕む政治的な意味合いを露わに
する画家だったことも加えられるのではないだろう
か。実際、1940年初頭から半ばにかけて、ソーベ
ルの活動を後押ししていた画商シドニー・ジャニス
は、1948年に自らの画廊を設けたにもかかわらず、
彼女の個展を開くことはなかった。それは彼女の作
品が、戦後アメリカ美術の行く末に相反する道筋を
示していたからに他ならない。
　ソーベルの《ヒロシマ》は、芸術の自律に基づく、
フォーマリズム批評が強固な言説へと変質する最
中、オールオーヴァー様式の先駆者として、この手
法それ自体が核の時代を表現することを《ヒロシ
マ》をもって告発したのである。では、この文脈に
据えたオールオーヴァー様式をもって、いかに戦後
のアメリカ美術を問い直すことができるのか、この
点については稿を改めたい。
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