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Abstract

During World War II, Roberto Matta, a Chilean surrealist took refuge in New York, where he met a group of
young American artists who would come to be known as the Abstract Expressionists. He collaborated with them,
especially with Robert Motherwell, meeting them at his studio and conducted workshops about Automatism with
them.
In the previous studies, many scholars have discussed the importance of Surrealism in the formative years of
Abstract Expressionism. According to W. Rubin, a Modernist art historian, the style of Abstract Expressionists’
paintings was transformed from the representational forms to the semi-abstract “biomorphic” ones. Modernist
critics tend to restrict their discussion of this body of work to considerations of style, particularly that of automatic
drawing rather than considering its commonalities among subject matter like the unconscious. Consequently, critics have overlooked the shared working processes of Matta and Motherwell, and the conceptual kinship between
them that far exceeds the method of automatism.
This essay first illuminates the ways in which Matta and Motherwell both constructed their works in a gradual
process, overlapping layers of painted colors or pieces of paper, and creating figures and objects in the interactive
process of layering. Additionally, it locates their layering process and structure within contemporary discourses of
modern science in which both artists were interested. By exploring their texts in comparison with those of C. Einstein and A. N. Whitehead, this essay traces the art theory and philosophy inspired by the new discovery from
quantum mechanics. Moreover, it argues that Matta’s and Motherwell’s gradual working methods can be interpreted both as the “process” in which the internal energies of the artists and the external energies of their
environment interact organically. In doing so, this article presents the possibility of an alternative perspective for
the relationship between Surrealism and Abstract Expressionism other than the Modernist view of the stylistic
development.

はじめに
本稿は、第二次世界大戦中のニューヨークで交流をもった亡命シュルレアリストと抽象表現主義の作家に焦
点を当て、両者の制作手法と絵画構造を検討する。1940 年代はじめに何度かグループワークを行なったロベ
ルト・マッタとロバート・マザウェルの作品を取り上げ、彼らが画面に段階的に絵の具の層を塗り重ねるとい
う共通の制作手法によって作画を行っていることを示す。また、作家たちが上記の制作プロセスで共有する思
想的コンテクストを明らかにする。
従来の研究では、亡命シュルレアリストと抽象表現主義の画家たちの共通性と差異は主にオートマティスム
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と無意識の概念を軸に語られてきた。特に抽象表現主義の言説では、オートマティスムは自動デッサンによる
「無意識への接近方法」として一面的に捉えられる傾向にあり、アメリカの画家たちは自動デッサンの手法を
試みつつも、無意識下のイメージを描くシュルレアリスム絵画の影響からは脱するというモダニズム的な見方
が長く一般的であった⑴。言うまでもなく、グリーンバーグらのモダニズムは、具象対抽象、内容対形式、イ
リュージョニズム対媒体の固有性といった対立関係において前者に対し後者を真正な芸術として価値判断す
る。しかし現在の美術史では、クラウスの反グリーンバーグ的言説が顕著に示すように、シュルレアリスムと
抽象表現主義をモダニズム的な様式発展史のなかで語る正当性は疑問視されている⑵。したがって、1940 年
代前半のシュルレアリストと後に抽象表現主義と称されるアメリカ人画家の作品を、無意識の探求か純粋絵画
の探求かという単純化された枠組みに当てはめる方法は、現在では妥当とは言えないが、とはいえ両者の間に
本質的な共通性はあるのか、また本質的な共通性がありつつ、何かが大きく異なるとすれば何か、という問題
については未だに深く検討されないままであるように思われる。
本稿では、マッタとマザウェルの制作手法と作品の構造を、同時代の科学的知見をコンテクストとする「プ
ロセス」として新たに解釈することを試みる。両者の文章と作品と照らし合わせることで、彼らが共通して関
心を寄せていた量子力学や科学哲学の新たな知見が、彼らの世界観および絵画制作手法に結びついていること
を明らかにする。彼らにとって、絵画の生成は作者および環境との有機的な連続の過程である。層的な絵画構
造はそうした生成のシステムとして機能し、同時代の科学で示される一元的世界モデルを前提とする新たな表
現行為の実践であると結論する。

1．シュルレアリスムと抽象表現主義の接点と先行言説の諸問題
チリ出身のシュルレアリストであるマッタは、第二次世界大戦期の戦渦を逃れ 1939 年 9 月にオンスロー＝
フォードとともにフランスからアメリカに渡る。翌 1940 年にはジュリアン・レヴィ画廊のグループ展に参加
するなどニューヨークを拠点に活動した。同様にブルトン、マッソン、エルンスト、タンギーなど他のシュル
レアリストたちもニューヨークに亡命したが、彼らが地元の芸術家とは積極的な交流をもたなかったのに対
し、マッタはアメリカの若手画家たちと盛んに交流した。英語が堪能なマッタは、展覧会や共通の知人を通じ
てマザウェル、ブーサ、バジオテス、カムロウスキーといった後に抽象表現主義と呼ばれる画家たちと知り合
い、彼らとシュルレアリスムについて議論を重ねることで、シュルレアリスムと抽象表現主義の橋渡し役を
担った。彼らの交流に関しては、サイモンが 1968 年に行ったマッタ、ブーサ、マザウェルへのインタビュー
をはじめソーウィンによる調査によって詳細が示されている⑶。
アメリカ人画家のなかでも特にマッタと親交を結んだのはマザウェルであった。二人は 1941 年に当時マザ
ウェルがコロンビア大学で師事していた美術史家のシャピロを介して出会い、同年の夏にはともにメキシコへ
旅行し、同地に滞在中のヴォルフガング・パーレンを訪ねている。大学院で哲学を学び、フランスの象徴主義
文学に親しんでいたマザウェルは、マッタやパーレンとの議論を通じてシュルレアリスムの思想と芸術の知見
を深め、自身の芸術観を形成したのである。彼はまた、デュシャン、ブルトン、エルンストとアメリカの芸術
家デヴィッド・ヘアがニューヨークで立ち上げた雑誌『VVV』の編集に参加したほか、パーレンの雑誌『ディ
ン』でも翻訳や寄稿を行っている。
こうしたなか、マッタはニューヨークで新しい芸術家グループを結成して宣言を発表することを構想し、マ
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴ 代表的なものは以下。William S. Rubin, Dada, Surrealism, and Their Heritage, exh.cat. New York: Museum of Modern Art,

1968; Irving Sandler, The Triumph of American Painting: A History of Abstract Expressionism, New York: Harper and Row, 1977.
⑵ Rosalind Krauss, The Photographic Conditions of Surrealism, October, vol.19 (Winter 1981), pp.3-34; Krauss, The Optical Unconscious, Cambridge: MIT Press, 1994.
⑶ “Concerning the Beginning of The New York School: 1939-1943: An Interview with Peter Busa and Matta, Conducted by Sidney
Simon in Minneapolis in December 1966”, Art International, XI (Summer 1967), pp.17-20. 以下 Simon & Matta と略 ; “Concerning
the Beginning of The New York School : 1939-1943: An Interview with Robert Motherwell Conducted by Sidney Simon in New
York in January 1967”, Art International, XI (Summer 1967), pp.20-13. 以下 Simon & Motherwell と略 ; Martica Sawin, Surrealism
in Exile and the Beginning of the New York School, Cambridge: MIT Press, 1995.
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ザウェル、ブーサ、バジオテス、カムロウスキーらアメリカ人画家たちと自身のアトリエで会合を行うことを
発案する。会合は 1942 年から 43 年の冬の間に定期的に開かれ、マザウェルを通じてポロックも数回参加した。
この会合の内容もサイモンやソーウィンの先行研究で示されているが、参加者たちの回想は断片的で具体的な
内容は未だ不明瞭な点も多い。参加者によれば「優美な死骸」やオートマティスムによる詩作などが行われた
という⑷。サイモンとのインタビューでマッタは、「人間のイメージ（images of man）」といったテーマの試作
を各自が持ち寄り、そこに見いだされる「語彙」、つまりは固定化された観念や形式を破壊しようとしたと回
想する⑸。一方、マッタと同席してインタビューを受けたアメリカ人画家のブーサは、未だ政府の雇用促進局
（WPA）のもとで働いていた彼らにとって、自分自身の内部に豊かな世界が存在し、外界にそれを求める必要
はないとするマッタの考えがいかに触発的であったか語っている⑹。アメリカ人たちは亡命シュルレアリスト
の滞在以前から、『ミノトール』誌などを通じてシュルレアリスム絵画を知ってはいたが、マッタから直接的
に伝えられるオートマティスムの理論と実践は、これまで展示や図版を通じて親しんでいた現在進行中のモダ
ン・アートに芸術家として自ら参入する意識を芽生えさせたのである。しかしながら、次第にマッタとアメリ
カ人の間の齟齬が明らかとなり、会合をはじめとする交流は終わる。特にマザウェルとの不和は決定的で、ブ
ルトンを擁護しながらシュルレアリスム革命を説き続けるマッタに対し、反発するマザウェルは抽象的傾向の
強いコラージュ制作へと向かった。その一方マッタは 1943 年夏以降、これまで描いてきた「内景（inscape）」
と呼ばれる不定形な有機的形態による作品から、幾何学的な線や波形を用いた多空間的な表現へと移行する。
このように、亡命シュルレアリストのマッタと抽象表現主義の一部の画家たちは、短い期間ではあったが芸
術的実験や議論を通じた直接的交流をもったことが知られているが、両者の作品の共通性をめぐる議論に関し
ては、いまだに検討の余地が残されているように思われる。以下では、アメリカ側のシュルレアリスム受容を
めぐる先行研究の問題点を指摘する。多くの研究者は、抽象表現主義が 1940 年代前半の形成期においてシュ
ルレアリスムを受容したことを重視するが、ルービンのようなモダニズムの美術史家の議論では、とりわけ
マッソンやミロが用いた自動デッサンの導入に焦点が当てられる。ルービンは自動デッサンによるオートマ
ティスムが、キュビスムやフォーヴィスムの様式に束縛されていたアメリカ人画家たちの芸術観を解放する契
機となり、彼らをより自由で独自性のある絵画表現に向かわせたと考える⑺。たとえば 1940 年代前半のポロッ
クらの作品では、自動デッサンの導入によって、しばしば「バイオモルフィック」と形容される有機的な半具
象的形態が新たに登場するが、モダニズム的観点からす
ると、これらは 40 年代後半のオールオーヴァのドリッ
プ絵画への転換点と位置付けられる（図 1）
。
このようにモダニズム的言説の第一の傾向は、具象か
ら抽象へという様式発展史を前提に、シュルレアリスム
受容を自動デッサンの技法的導入としか見なさないとこ
ろにあるが、これは主題的共通性を軽視するという第二
の傾向にもつながる。抽象表現主義の画家たちがシュル
レアリスム絵画の文学的傾向を好まず、オートマティス
ムを何らかの図像に帰す手段ではなく、純粋な造形的実
験と見なしたということはしばしば主張される。実際、
先の会合でも、マッタがレオナルドの『絵画論』を引き
合いに出しつつ、絵の具やインクによる染みの偶発的な
フォルムからイメージを連想する実験を促したが、マザ
ウェルやポロックは、染みから特定の指示対象を見出す

図1

ポロック《夜の音》1944 年頃 カンヴァスに油
彩とパステル 109.2×116.8㎝ 個人蔵

──────────────────────────────────────────────────────────
⑷ Sawin, op. cit., pp.239-242.
⑸ Simon & Matta, p.18.
⑹ Ibid., p.19.
⑺ Rubin, op. cit., pp.180-82.
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図2

マッタ《夜の侵入》1941 年

カンヴァスに油彩 96.5×152.7㎝

サンフランシスコ近代美術館

ことを拒み、マッタを困惑させたという逸話も伝わる⑻。
抽象表現主義のシュルレアリスム受容を技法的、様式的側
面のみに限定することは、アメリカの画家たちがフロイト
をはじめとする無意識論の「図解者」であることを拒絶し、
自律的な絵画芸術を志したというモダニズム的な美術史を
形成するうえで重要である⑼。
だが 1970 年代以降に反モダニズム的な研究動向が起こ
り、抽象表現主義絵画の主題も検討されるようになると、
ポロックをはじめアメリカ人画家たちもまた、ユングの集
合的無意識論や元型の概念に共感を抱き、象徴的な図像を
描いていたことが明らかにされた⑽。一方、マッタの作品
もユングの集合的無意識論と関連づけられている。オンス
ロー＝フォードは、1941 年にニューヨークの聴衆に向け
て行なったシュルレアリスム美術の講演会で、完成したば
かりのマッタの《夜の侵入》（1941 年、図 2）を紹介し、

図3

この作品を「地殻の隆起」や「火山の爆発」という比喩で

ポロック《月女が円を切る》1943 年頃 カ
ンヴァスに油彩 109.5×104㎝ 国立近代
美術館 ポンピドゥー・センター

説明した上で、その主題は人間の意識に無意識が侵入する
場面（すなわち「内景」）であると語った⑾。葛藤し相互作用する意識と無意識というこの解釈は、ユングの
集合的無意識論の「統合」や「個性化」の理論に負っているが、同様のユング的テーマは、たとえばポロック
の《月女が円を切る》
（1943 年、図 3）の作品主題とも共通する。
以上のことから、シュルレアリスムと抽象表現主義の接点をめぐる先行研究は、モダニズム的な形式論かユ
ング的な主題解釈かに二分されがちであることが指摘できるだろう。稿者は、抽象表現主義の画家たちが、造
形的関心のみでシュルレアリストの技法を試みたとするモダニズム的な見方に懐疑的である。シュルレアリス
ムと抽象表現主義の関係性を考察するには、完成した作品の形態や構図のみを分析する従来の形式論の方法だ
──────────────────────────────────────────────────────────
⑻ Arthur C. Danto, “The ‘Original Creative Principle’: Motherwell and Psychic Automatism”, in David Rosand (ed.), Robert Moth⑼
⑽
⑾
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erwell on Paper: Drawings, Prints, Collages, New York: Harry N. Abrams, 1997, p.48.
Clement Greenberg, “Towards a Newer Laocoon”, Partisan Review, vol.VII, no.4 (July-August 1940), pp. 296-310.
代表的なものは以下。Judith Wolfe, “Jungian Aspect of Jackson Pollock’s Imagery”, Artforum (November 1972).
Sawin, op. cit., p.161.
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けでは不十分であり、作品の制作過程とそれを含む絵画の構造をより詳細に検討する必要があるように思われ
る。また同時に、作品中の対象を特定の概念や象徴体系の図像化としてのみとらえる従来の主題解釈にも同意
できない。その形象が何を意味するか、という問題からは離れ、シュルレアリスムと抽象表現主義の絵画構造
を成立させている共通のコンテクストを新たに探る必要があるだろう。

2．マッタ、マザウェルの制作手法と絵画の層的構造
シュルレアリムと抽象表現主義のあいだには自動デッサン以外にも制作手法の共通性があることはこれまで
あまり注目されてこなかった。以下では、なかでも相互的な知的交流があったマッタとマザウェルの制作手法
と絵画構造に新たな光を当て、従来のモダニズム的様式論や反モダニズム的主題解釈の言説では見落とされて
きた共通性について論じる。

1937 年にダリを介してシュルレアリスムに参加したマッタは、翌 1938 年に「心理的形態学」と題された文
章を執筆すると同時に、関連するタイトルの絵画連作を手がける。
《欲望の形態学》
（1938 年、図 4）は、そ
の連作の一枚である。この作品の制作過程について、盟友の画家オンスロー＝フォードは次のように証言する。
この絵画は 2 つの段階で制作された。
第一段階、カンヴァスに複数の色彩を乗せたパレットナイフを叩きつけ、絵の具を素早く動かすことから
始まり、その結果数分のあいだでオートマティックな下地が形作られた。
第二段階、オートマティックな下地は明晰に検討され、何日も何週間もかけて、主題が絵の中に出現し、
明るみにさらされ、最後に人物たちと物体たちの間のドラマの上演の場となる青い−空間−時間−物質の
ゼラチン状のフィールド（un champ gélatineux）が現れる⑿。
この証言をもとに作品を分析し、画家の制作過程を再構成すると次のようになるだろう。まず、パレットナ
イフを用いた素早いランダムな動作によって複数の絵の具を用いた下地層がまず作られる。次に、青を主体と
する色彩の層が上から重ねられる。この層は、画面上の大部分を覆うものである。また青に薄塗りで白や黄を
部分的に加えることで、層そのものが立体的に描かれる点も特徴的である。つまりこの層自体も一度に作り出
されているのではなく、複数の色彩の塗り重ねやぼかしによって重層的に構成されている。その結果、オンス
ロー＝フォードが「ゼラチン状」と表現する、流
動性と固体性をあわせもつような半透明の分厚い
層が形成される。
この層は、基本的には膜のように画面全体を覆
うが、同時に部分的な塗り残しをすることによっ
て、塗り残された箇所が対象の輪郭を形成する。
対象は、有機的なフォルムをもつものもあれば、
幾何学的なものも存在する。たとえば画面左側に
色彩層の塗り残しによって輪郭付けられた細長い
有機的形態があるが、赤を中心とするその内部の
色彩は、黄、青、白の絵の具が擦りつけられたよ
うな跡が見られることから、パレットナイフによ
る下地層の残存部ではないかと思われる。同様の
ことは画面右上、右下の対象についても言える。
したがってマッタの制作においては、パレット

図4

マッタ《欲望の形態学》1938 年 カンヴァスに油彩
73×92.1㎝ サンフランシスコ近代美術館

──────────────────────────────────────────────────────────
⑿ Gordon Onslow Ford, “Notes sur Matta et la peinture: 1937-1941”, in Alain Sayag, et al. (eds.), Matta, exh.cat. Paris: Centre
Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, 1985, p.29. 以下、Matta と略する。
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ナイフによる下地層と上層の色彩層を重ね合わせ
る過程において、対象とその形態が生じているこ
とがわかる。オンスロー＝フォードの記述によれ
ば、何週間もかかる作業のなかで、
「ゼラチン状
のフィールド」と、その内部でうごめくような
諸々の形象を、マッタは同時進行的に作り上げて
いくのである。空間構成と対象の成形を同時に行
う 手 法 は、 同 時 期 の ド ロ ー イ ン グ（
《無題》

1938、図 5）でも試みられているが、「心理的形
態学」のシリーズでは、パレットナイフの使用や
色彩の塗り重ねによって、フォルムの偶発的発生
がより際立っている。
また、
《心理的形態学》（1939 年、図 6）は、
塗り残しによるフォルムの成形に特化した試みで

図5

マッタ《無題》1938 年 紙にクレヨンとグラファイ
ト 45.7×52.2㎝ ピエール・マティス画廊

図6

マッタ《心理的形態学》1939 年
89×115.3㎝ 個人蔵

図7

マッタ《
（終わりのない女神）
》1940 年 紙にインク、
鉛筆、グアッシュ、蛍光塗料 24.2×31.8㎝ オンス
ロー = フォード所蔵

あろう。黄や青で作られた層の上から、さらに黒
に近い絵の具の層が塗り重ねられている。この黒
の層は、濃淡から対象を発生させるほか、対象の
輪郭を形成する役割も果たす。黒く塗りつぶされ
た面を加えることによって対象の不定形なフォル
ムを強調する手法は、インク、クレヨン、グアッ
シュなどを用いた紙の作品でも実践される
（図 7）
。
《岩々》（1940 年、図 8）のようなアメリカ到
着以降の作品は、北西部やメキシコなどを旅した
経験から、これまでより大地や火山といった自然
の風景や現象を連想させるが、画面構成上でも、
青と黄色の層が上下に塗り分けられるという新た
な特徴が見られる。このことから、画面の奥から
手前に向かって空間と対象が生成し変容する過程

カンヴァスに油彩

のほか、画面の上部と下部の境界上でも、生成と
変容の動きが見られるようになる。スミスとダー
トナルによれば、色彩の塗り重ねにはスポンジが
用いられているという⒀。この方法によって、色
彩層のグラデーションによる量感が増し、対象を
生成させるマッタの空間の有機的性質がより顕著
となっている。
次に、同時期のマザウェルの制作手法に着目す
る。マザウェルは、1941 年のマッタとのメキシ
コ旅行のころから本格的な絵画制作を開始した。
「メキシコ・スケッチブック」の素描（図 9）では、
まず自動デッサンのような連続的な線描が行わ
れ、次にその上から墨汁による線や面を加えると
いう手順で画面が構成されている。これらの墨汁
による帯は、それ自体で動きをもった有機物のよ
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図 8 マッタ《岩々》1940 年

カンヴァスに油彩 96.8×152.7㎝

図 9 マザウェル《メキシコのスケッチブック》1941 年

ボルティモア美術館

図 10 マザウェル《パンチョ・ビリャ 死と生》1943 年
グアッシュ、インク、油彩、装飾紙、色紙、和紙、
ベニヤ板、紙のボード 71.7×91.1㎝ ニューヨー
ク近代美術館

うである点、同時に線描によるフォルムを強調する面の役割も果たしている点から、彼がマッタの作品を参照
していることが推測できる。
マザウェルはその後、1942 年にペギー・グッゲンハイムの「今世紀の芸術」ギャラリーのコラージュ展に
参加したことをきっかけに、コラージュによる実験的作品を数多く制作した。マザウェルのコラージュへの傾
倒はマッタを困惑させ、両者の溝は決定的なものになったが、クラフトも指摘するように、実はマザウェルは
一連のコラージュ作品においても、マッタの段階的で多層的な手法を引き継いでいる⒁。例えば《パンチョ・
ビリャ

死と生》
（1943 年、図 10）のように、マザウェルのコラージュは、従来のコラージュのように任意

の形の紙片を絵画表面上に配置する方法というよりも、矩形の紙面を多層的に重ね合わせる方法で構成されて
──────────────────────────────────────────────────────────
⒀ Elizabeth A. T. Smith and Colette Dartnall, “ ‘Crushed Jewels, Air, Even Laughter’: Matta in the 1940s” in Matta in America:

Paintings and Drawings of the 1940s, exh.cat. Chicago: Museum of Contemporary Art Chicago, 2002, p.19.
Catherine Craft, An Audience of Artists: Dada, Neo-Dada, and the Emergence of Abstract Expressionism, Chicago: The University
of Chicago Press, 2012, pp.46-47. クラフトは主にダダとの関連からマザウェルのコラージュを論じている。

⒁
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図 11

マザウェル《マラルメの白鳥》1944 年
グアッシュ、クレヨン、厚紙に貼り付け
た紙によるコラージュ 110.5×90.2㎝
クリーヴランド美術館

図 12

マ ザ ウ ェ ル《 ス ペ イ ン の 監 獄（ 窓 ）》
1943-44 年 カンヴァスに油彩 132.7×
107㎝ 個人蔵

いく。また、重ねられるのは紙や板のような物的素材のみでなく、絵の具で平塗りされた色面や、ドットによ
る網状の面もまた同様に重ねられる。
《マラルメの白鳥》
（図 11）は、幾何学的形態をくり抜いた紙面の上か
らさらに絵の具の色面を重ねるという複雑な多層構造をもつ。
このように、マザウェルは、様々な媒体の平面をランダムに層状に重ね合わせることによって画面を構成す
る。そして多くの場合、その多層的構造の最上層に人のような対象が加えられることで作品は完成し、タイト
ルは最後につけられる。このコラージュの構造は、同じ頃の油彩画にも適用され、絵画は基本的に平塗りによ
る大小の矩形の平面の重なりによって構成される。例えば《スペインの監獄（窓）
》
（1943-44 年、図 12）では、
そうした面同士が層状に重なり合うなかで、窓を思わせるグリッド上の対象が生じ、そこに人間を思わせる対
象が描き出される。以上のように、1930 年代終わりから 42 年までのマッタ作品とマッタと出会って以降のマ
ザウェルの制作手法に目を向けると、両者の作品には段階的な制作過程による層的構造という共通性が見いだ
せる。

3．マッタとカール・アインシュタインのキュビスム論
以下では、マッタとマザウェルに共通して見られる層状の絵画構造を分析する。その際、従来の無意識論的
なアプローチではなく、別のコンテクストでの検討を試みる⒂。前章でみたマッタとマザウェルの制作手法は、
両者が関心を寄せていた物理学的なエネルギーや物体の生成プロセスに関する諸々の議論に関連するのではな
いか。マッタとマザウェルが当時共有していたエネルギー的世界観を明らかにし、絵画制作プロセスとの関連
を考察する。
パーキンソンは、
『シュルレアリスム、芸術と近代科学：相対性理論、量子力学、認識論』（2008 年）にお
いて、シュルレアリスムによる近代科学および哲学の受容について包括的に研究し、シュルレアリスムの理論
や作品を解釈する新たなコンテクストを構築した⒃。本稿は、この成果に基づき、マッタの言説と作品の新た
な解釈を試みる。パーキンソンは、同書第 5 章「量子力学と粒子物理学：マッタ、パーレン、エルンスト」で、
──────────────────────────────────────────────────────────
⒂ これまでの研究でもマッタの作品を「集合的無意識のエネルギー的な場」と解釈する長尾のように、従来の象徴的な無意識
観とは別の見方が提示されている。長尾天『イヴ・タンギー：アーチの増殖』水声社、2014 年、196-210 頁。
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マッタにおけるカール・アインシュタインの『ジョルジュ・ブラック』
（1934 年、以下『ブラック』と略する）
からの影響を指摘している。同時代のバシュラールやバタイユと同様、近代科学の成果を援用することで従来
の哲学思想の刷新を目指したアインシュタインは、『ブラック』において、量子力学をフロイトの精神分析と
融合させる独自の理論を展開しながらキュビスムの表象原理を論じる。つまり量子力学的な原子エネルギーの
非因果性や不均質性のモデルを適用し、物理学によって明らかになった自然界の構造の複雑性と、フロイトに
よって記述される個人のエゴを司る多数の媒介作用、すなわち「心的エネルギー」との間に並行関係を見いだ
す⒄。アインシュタインは、近代科学によって人間の精神を静的なものと捉える見方が覆され、もはや言語の
文法はそうした精神や社会構造の動的性質を記述できないと述べ、次のように続ける。
まさに量子理論によって、世界の継ぎはぎされた連続性がばらばらにされ、あらゆる古典科学の本質であ
る均質的な因果律が根本的に疑わしくなったのだ。今や、意識的な自己は自発的な行為へと下りていく入
り口である⒅。
アインシュタインは従来の「意識的な自己」や「境界づけられた主体」の確信、すなわち「外部の影響を受け
ることのない〈わたし〉」というものへの確信は放棄されるべきだと主張する。そしてキュビスム作品におけ
る「破壊された表面」は、新たな主体のモデルによって見いだされる新しい現実であり、量子力学の非連続性
の世界像とその前提を共有する。
パーキンソンは、マッタが上のようなアインシュタインの芸術論を自作で実践している点を指摘する。たと
えば 1944 年の《エロスの眩暈》
（図 13）に見られるような流動的な対象や空間の表現は、無意識の領域内の
象徴的イメージに量子力学的イメージ、つまり亜原子の世界と宇宙空間のイメージとが重ねられているのだと
解釈する⒆。しかし、作品の視覚的諸要素を科学的諸概念に対応させるこの解釈は、オンスロー＝フォードが

1941 年に行った無意識論的な図像的解釈の延長
線上を超え出ているものではなく、特に前章で見
たマッタの制作過程に鑑みると、マッタによるイ
メージをその形態的特徴から単に亜原子（エネル
ギー）と類比することはいささか表層的であると
思われる。本稿では、アインシュタインが『ブラッ
ク』において展開する認識論と心的プロセスの理
論を掘り下げ、マッタ自身の文章「心理的形態学」
との共通性を明らかにする。そうすることで、同
名の絵画シリーズの制作プロセスとの結びつきを
新たに指摘したい。
ドイツ出身の著述家、美術理論家アインシュタ
インは、1929 年にパリに移住しクレー、マッソ
ン、ミロらと親交する。またバタイユの『ドキュ
マン』にしばしば寄稿するなどシュルレアリスム

図 13 マッタ《エロスの眩暈》1944 年 カンヴァスに油彩
195.7×251.6㎝ ニューヨーク近代美術館

──────────────────────────────────────────────────────────
⒃ Gavin Parkinson, Surrealism, Art, and Modern Science: Relativity, Quantum Mechanics, Epistemology, New Haven: Yale Univer-

sity Press, 2008.
⒄ Ibid., pp.146-49.
⒅ Carl Einstein, Liliane Meffre (ed.), Jean-Loup Korzilius (trans.), Georges Braque, Bruxelles: Part de l'Œil, 2003, pp.75-76. 以下
Einstein (2003) と略。アインシュタインは 1931 年から 32 年にかけて同書をドイツ語で執筆したが、初版は Zipruth による以
下のフランス語訳で刊行された（未見）。Carl Einstein, Georges Braque, M. E. Zipruth (trans.), Paris: Editions des Chroniques du
jour, 1934. 本稿で参照した Einstein (2003) は、ドイツ語の原稿をもとに再編訳されたものである。
⒆ Parkinson, op. cit., p.152. パーキンソンはまた、マッタによる近代科学の援用は、前世代のシュルレアリストが錬金術のよう
な前近代的科学を援用したことへの対抗であるとも論じる。
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とは常に近い位置にいた。そうしたなか、彼はシュルレアリスムから得た洞察によってキュビスム論の見直し
をはかり『ブラック』の刊行に至る⒇。同書でまずアインシュタインは、キュビスムをはじめとする同時代的
芸術の役割を、
「ブルジョワ的現実の慣習を破壊する」ことだと規定する。「現実は、観念主義的な解釈可能な
マスの中で消散した。今や、重要なのはその時代遅れの現実の代替物を破壊し、その場所に論理的に正しい方
法で認められる事実を確立することである」と彼は書く 。このような「現実」の再編成への志向は、シュル
レアリスム運動においてブルトンが掲げる目的と共鳴するが、アインシュタインは、キュビスムこそが新たな
現実の創造を試みた最初の運動であると位置づけるのである。
アインシュタインにとってキュビスムの変革とはどのようなものだったのか。それは「見る」という行為そ
のものを変容させたことであるという。
私が思うに、キュビスムは、現実を視覚的な基準において再定義しようとした過去数世紀の努力のなかで、
最も重要なものだ。キュビストは原初的な直観を創り出し、見るという行為の力と構造を変容させた。そ
して新しい方法によって、諸々の対象から裏付けの乏しい不安定な量塊へと融解する世界の視覚的幻影
（la vision optique）を打ち立てたのである 。
彼によれば、現実世界を知覚的な現象として捉えることは誤りである。
「見る」という行為は、外界の現象を
単に知覚し解釈することではなく、
「心的プロセス」や「心的エネルギー」と呼ばれる複合的な機構と結びつ
きながら、現実を生成する行為なのである。この考え方は、哲学における伝統的な主客分離主義から離脱しよ
うとする立場の表明でもある。主体と外的世界の客体は、明確に分離しているのではなく、心的エネルギーの
変動するプロセスにおいて相互作用する関係にある。
「主体 / 客体」とは、変動するプロセスの最終段階を表
す概念に過ぎず、決して固定化された静的状態ではないというのがアインシュタインの世界観である 。この
モデルは、人間を含む物質世界全体を原子における電子のエネルギー作用と解釈する量子力学的世界観に基づ
く。従来の観念的二元論は、ミクロコスモスとマクロコスモスの並行関係を壊し、その関係から人間を自立さ
せようとする誤った見方であるとアインシュタインは主張する 。
では、キュビスム絵画は、見る行為において外的知覚と心的エネルギーをどのように融合させるのか。アイ
ンシュタインによれば、それは見る主体がその経験を視覚的器官に集中することで、いわば「狭窄（le rétré-

cissement）」の状態を作ることではじまるという。
いずれにせよ、見る者として統一性をもった人間は、最初非常に制限されている。そして彼の心的エネル
ギーが排他的に視覚的な経験のみに集中していると、意識をなす重要な複合が分散してしまい、器官の病
理学的な過負担が起こりはじめる。このことが暗に意味するのは、その人間の部分的な破壊であり、この
状態は恍惚とした自己の一体感（l’identification extatique）を促進する。この時はじめて狭窄した生きた
経験は、別の複合および別の知覚へと移動し、
「精神的な / 魂の婚礼」が祝される。つまり、諸感覚の象
徴的な結婚が実現するのだ。その時我々は全ての複合のなかで行為することに至る。視覚的経験は、心的
な織物（trame psychique）ともつれ合い、心的機構の機能的全体へと挿入される 。

──────────────────────────────────────────────────────────
⒇ アインシュタインのキュビスム解釈については以下も参照。Uwe Fleckner, “The Joy of Hallucination: On Carl Einstein and

the Art of Georges Braque”, in Georges Braque and the Cubist Still Life: 1928-1945, exh.cat. St. Louis: Mildred Lane Kemper Art
Museum, 2013, pp.52-73.
Einstein (2003), pp.32-36.
Ibid., p.32.
Ibid., p.54.
Ibid., p.31.
Ibid., p.57.
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アインシュタインはこの段階を「幻覚（hallucination）」ある
いは「非合理的視覚」と呼び、人間の心的構造の原初的な層
に位置づける。こうして得られる原初的層での知覚は、「も
のの静的なイメージをダイナミックな過程へと解体」す
る 。アインシュタインは、キュビスム期にはじまり、1930
年代に至るブラック作品における一連の対象の解体や再統合
を、そうした幻覚の所産と見なすのである（図 14）。

4．マッタの「心理的形態学」
ここからはマッタ自身による文章「心理的形態学（Mor-

phologie psycologique）」（1938 年）に目を向け、アインシュ
タインのブラック論との共通性を明らかにしたい。題名の示
す通り、同エッセイは「心的」な世界における物質の形態に
ついて述べたものである。同年開始された連作の一枚にこの
題名が付されていることからも、自作論と見なしてよいだろ
う。冒頭の部分で、マッタは次のように書く。「あらゆる形
態は、運動している内的エネルギーが、外的世界によって作
られる諸々の障害物に適応する結果として生じるグラフィッ

図 14 ブラック《マンドラ》1909-10 年 カン
ヴァスに油彩 71.1×55.9㎝ テート・
ギャラリー

クである 。
」アインシュタインと同様、マッタも絵画における形態を心的エネルギーとの関連で語ろうとし
ている。また、内的世界と外的世界を相互作用的でダイナミックな関係性として捉えるエネルギー的世界観も
共有していることがわかる。
「心理的に言えば、視覚的イメージの形態学とは、対象の形態学的な寿命のうち
一瞬に成立する理論上の区分けによる仕切り（coupes）に関するものにすぎない」という記述からも、視覚的
イメージの合理的正当性を否定するアインシュタインと同様の立場がうかがえる 。
さらにマッタは次のように続ける。
私が心理的形態学と呼ぶものは、物体における諸エネルギーの吸収と放出から生じる変容のグラフィック
である。そこには測地線的で心的な場所における対象の最初の外観から最終形態までの変容が含まれる 。
心的エネルギーの場では、物体は発生から「最終形態」に至る変容の過程を全て含む。これをマッタは「対象
の心理的生物学」と呼ぶが、アインシュタインもまた対象は生成し生育し死に至る有機体であるとの見方を示
し、対象は概念と結びつくと同時に硬直し、死の段階を迎えると述べた 。つまり両者の絵画論は、心的エネ
ルギーのプロセスを作動させ、そこで生成し変容する対象、すなわち特定のイメージや概念へと固着すること
のない「有機体としての対象」を画面上に現出させる試みであるという点で一致している。
上のような共通性に鑑みれば、マッタが同名のシリーズで展開する段階的で多層的な制作手法もまた、アイ
ンシュタインがブラック論で展開する新しいエネルギー的絵画モデルを、シュルレアリストとして引き継ぐ試
みと解釈することができる。彼は、自身の絵画において、心的エネルギーの過程で対象が変容する「心的 時
間的世界（un milieu psycologique-temps）
」を創造しようとしたと思われる。その世界は時間の流れを含む空
間であり、
「対象が瞬間から瞬間へと振動」する「旋回し、脈動する状態にあるユークリッド的空間」として
──────────────────────────────────────────────────────────

Ibid., p.57.
「心理的形態学」はマッタの手書き原稿であったが、オンスロー＝フォードが註 12 のエッセイに全文を掲載している。

Matta, p.30.
Ibid., p.30.
Ibid., p.30.
Einstein (2003), p.83.
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描き出される。また時間は、
「多かれ少なかれ速
度をもって生成する」対象の変容過程を「律動的
に受け入れるゼラチン状の水」のような世界とし
「ゼラチン」の比喩は、
て表現されるともいう 。
オンスロー＝フォードによる制作手法の記述にも
登場するが、マッタは流動性と固体性をあわせも
つような色彩の層に、一体化した「空間 時間
（espace-temps）
」を見いだしたのである 。
このように、マッタの絵の具層の役割はエネル
ギー的世界観に即した変容の空間 時間だといえ
る。だがそれは、彼のエネルギー的世界観の単な
るイメージ化ではない。アインシュタインのキュ
ビスム論に即して見れば、マッタの制作過程は、
画家自身の見る行為の過程が発生する空間 時間
でもある。最初のオートマティックな絵の具の塗

図 15 エルンスト《遊牧民の群れ》1927 年 カンヴァスに
油彩、グラッタージュ 114.9×146㎝ アムステル
ダム市立美術館

りつけや、その上から色彩の層を幾度も重ねる段階的な作業は、段階ごとに変容する画面を凝視することに
よって心的エネルギーを作動させる「幻覚」あるいは「非合理的知覚」の場なのである。
一般にキュビスム絵画では、人物や室内静物のように画家の目の前の対象が描かれる。そのためアインシュ
タインのキュビスム論においては、外的世界の知覚への心的エネルギーの進入が焦点化されている。心的エネ
ルギーとの融合によって、キュビスムではルネサンス以来の外的世界の表象が解体、融解するのである。一方
マッタの絵画制作においては、心的エネルギーの働きそのものが焦点化されている。ブラックが人物や静物に
向き合うのに対し、マッタは絵の具の層に向き合うことで幻覚の心的プロセスを作動させるのである。薄塗り
された絵の具の重なりを見る行為によって心的エネルギーに働きかけるこの方法は、定式化された対象の形態
を破壊するのではなく、いまだ定式化されない対象を生成させることを可能にする。これはアインシュタイン
の言う「絵画のエネルギー化」に向かう新たな手段であると言えるだろう 。
むろん、シュルレアリスムのコンテクストから見れば、マッタのこうした方法は、転写された素材の跡から
様々なイメージを浮かび上がらせるエルンストのフロッタージュやグラッタージュの継承ともいえる（図 15）
。
だがマッタは、知覚された対象が概念的表象となる以前の状況、すなわち生成し変容するエネルギー的過程に
より関心を抱いていた。さらに、マッタの形態は、アルプ、ミロ、タンギーらバイオモルフィズムの系譜上に
ある。しかし従来のそうした形態が概して静的イメージであるのに対し、マッタのイメージは過程の状態にあ
る動的なイメージである。これらは単に「動いて見える」イメージであるだけでなく、マッタは自身の絵画が、
見る者の知覚を通じてその心理的機構に働きかける作用をもつことを目指したのであろう。

5．マザウェルとプロセス哲学
以下では、マザウェルもマッタと同様、量子力学に基づくエネルギー的な世界観に基づき制作を行っていた
ことを示す。その際マザウェルが主に参照していたのはアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの哲学であっ
た。イギリス出身の数学者、哲学者であるホワイトヘッドは、1924 年からアメリカに渡りハーヴァード大学
で哲学を教えた。マザウェルはホワイトヘッドの熱心な読者であり、1937 年から 38 年かけてウェルズリー大
学で行われた連続講座に出席もしている 。マザウェルはマッタとパーレンとの交流のなかで互いの知見を交
──────────────────────────────────────────────────────────

Matta, p.30.
マッタによる時間の空間化および四次元の理論との関係は以下を参照。長尾天「ロベルト・マッタと P. D. ウスペンスキー：
四次元における時間の空間化をめぐって」『WASEDA RILAS JOURNAL』第 4 号、2016 年、109-121 頁。
Einstein (2003), p.79.「見ることは行為することである。そして見ることはまだ視覚化されていない現実を起動することを意
味する。
」
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換し、これまでシュルレアリストたちが親しんでこなかったホワイトヘッドの思想を彼らに紹介したという 。
ホワイトヘッドの思想は、量子力学が明らかにしたエネルギーの仕組みを一般化し高度に体系化したもので
ある。主著『過程と実在』（1929 年）では、独自の用語を展開しつつ、この体系が詳細に論じられているが、
その全容を把握し概略を述べることは稿者の能力を超えるため、本稿では主にホワイトヘッド研究者による解
説を頼りにマザウェルの言葉や作品との共通性を示したい 。量子力学では、あらゆる物は、エネルギーの流
れに還元され、エネルギーは電子や陽子といった素粒子によって構成される。ホワイトヘッドはこれを一般化
し、無機物、植物、動物、人間、そして神に至る、すべての経験の主体を作り出すものとして「現実的実質（actual

entity）」という概念を抽出し、一元的に適用した。つまり彼の哲学は、もともと素粒子に対応する概念であっ
た現実的実質の仕組みを人間の経験にも適用することで、伝統的な主客二元論を覆えそうとする、新たな「有
機体の哲学」である。またホワイトヘッドの思想は「プロセス哲学」とも呼ばれるが、これは現実的実質の概
念がそれ自身のうちに過程を含むことに由来する。
マザウェルは 1944 年、パーレンの雑誌『ディン』に「現代画家の世界」と題された文章を寄稿するが、そ
こには次のような人間観および絵画観が示されている。
絵画とは多くの現実のなかで、感受され形成されたひとつの現実である。1 枚の絵画に形を与えるのは、
可能な選択の範囲からなされた選択のパターンである。絵画の内容は、その絵画の性質に対するわれわれ
の反応である。その性質は形態によって感知可能なものとなる。この絵画の内容とは、感受する「身体
精神（body-and-mind）
」なのである。同様に、「身体 精神」とは、ひとつの現実の出来事、つまりは感覚
のある生き物と外的世界との相互作用である。動物的な自己（self）と外的世界の相互作用であるところ
の「身体 精神」こそが、現実そのものなのだ。こうした理由により、「精神（mind）」は、その媒体のう
ちのひとつにおいて自身を現実化させることにより、感受されたものである現実の本質を表現するのであ
る 。
精神と身体の複合体としての経験主体が、自らの外部の客体（与件）を感受し働きを開始することにより、自
己形成されひとつの現実を創り出すという考え方は、ホワイトヘッドのプロセス哲学を前提としている。「感
受（feeling）
」という言葉もまた、ホワイトヘッドが自己形成プロセスの最も原初的な働きとして定義する用
語である。つまりマザウェルにとって、絵画制作の過程とは、そうした自己形成の過程の実践的な具体化であっ
た。
この考え方は、マッタと同様、マザウェルを外的世界の対象にではなく、支持体と絵の具という媒体それ自
体へと向かわせた。同じ文章で、
「もし外的世界が経験の内容を与えないのであれば、自我が与えなければな
らない」と彼は書いている 。そしてマッタの段階的な制作過程を取り入れることによって、身体 精神のエ
ネルギーの変化と絵画上の変化を連動させようと試みたのである。
しかし、マッタとマザウェルには大きな相違点も存在する。これはとりわけマザウェルのコラージュ制作に
おいて顕著となる。第 2 章で見てきたように、マザウェルは 1943 年のコラージュ展への参加以降コラージュ
制作を継続するが、これが両者のあいだの齟齬を際立たせることとなる。前章で見たように、マッタは制作中
──────────────────────────────────────────────────────────

Daniel Belgrad, The Culture of Spontaneity: Improvisation and the Arts in Postwar America, Chicago: The University of Chicago
Press, 1998, p.127. ベルグラッドもマザウェルの制作行為とホワイトヘッドの哲学の関係性を指摘するが、詳細な検討はなさ
れていない。
マッタの反応は明らかではないが、パーレンはこれ以降自身の文章で何度かホワイトヘッドに言及するようになる。Amy
Winter, Wolfgang Paalen: Artist and Theorist of the Avan-Garde, Westport: Praeger Publishers, 2003, p.110.
アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド、山本誠作訳『過程と実在』
（ホワイトヘッド著作集 第 10-11 巻）
、松籟社、
1984-1985 年。解説は主に以下を参照。山本誠作『ホワイトヘッド『過程と実在』
：生命の躍動的前進を描く「有機体の哲学」』
昂洋書房、2011 年。
Robert Motherwell, “The Modern Painter’s World”, Dyn 6 (November 1944), p.12.
Ibid., pp.12-13.

153

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 6

の知覚経験における空間や対象の変化を重視したのに対し、マザウェルはコラージュの制作行為における、媒
体それ自体の変化の過程に価値を置いた。先のエッセイでも、
「絵画とは、そこで精神が自身を現実化するこ
とができる媒体である。つまり、思考の媒体である」と語っている 。
彼はまた、1946 年の別の文章でコラージュ制作の経験について次のように記述する。
世界の上で身体的に作用している感覚（sensation）が、パピエ・コレやコラージュの媒体ではとても強い。
われわれは切断し、選択し、移し替え、貼り付け、そして時にははぎ取ってやり直す。いずれにせよ、そ
のような関連をもつ構成体を形成し編成する行為は、表象の必要性、しばしばその意識を消すのである。
類似的な参照をすることなく、一連の行為は感覚を有している。なぜなら、それに関わるすべての決定は
究極的に感覚の基礎が作り出すからである 。
マッタのように、絵の具の塗り重ねによる層を「見る」行為によって、心的エネルギーによる知覚を作動させ
るのとは異なり、マザウェルは自らの手で紙の媒体を切り、支持体に重ねて配置していく作業を通じて「感覚
の基礎」におけるプロセス（つまりアインシュタインやマッタにおける心的プロセス）を立ち上げようとした。
先述のように、このプロセスはホワイトヘッドの経験論では感受と呼ばれるが、彼は現実的実質が自ら含みこ
むプロセスそのものを、より一般化して「合生（concrescence）」および「抱握（prehension）」と定義している。
以下、少し長くなるが現実的実質の構成要素である合生と抱握について述べたい。山本によれば、
「現実的
実質は［中略］それ自身の環境世界によって限定されると同時に、自らを限定しながら、言い換えると過去を
記憶として保持し、未来を予想しながら、被限定即能限定的に『新しさ』を創造していく」ものである 。ホ
ワイトヘッド自身は、
「現実的実質がいかにして生成するかが、その現実的実質が何であるかを構成している」
と述べる 。この現実的実質の過程、すなわち現実世界によって限定され、なおかつ自らを限定し自己生成す
る過程を合生といい、合生過程における現実的実質の働きが抱握と呼ばれる。
山本によれば、この合生と抱握の過程は、現実的実質を「存在するもの」としてのみ捉えるのではなく、む
しろ「成る 為す ある」という 3 つの相からなるものとして考えられるべきだという。第一の「成る」は、現
実的実質は与えられた多なる与件を、さしあたってまず自らへと感受するという「物的抱握」の相である。第
二の「為す」は、現実的物質が物的抱握による因果的な限定を超え出て自らを創り出す働きの相で、
「観念的
抱握」と呼ばれる。人間の場合、この相は、経験の主体として感受された与件を客体として表象し、思惟する
働きである。そして最後の「ある」は、
「満足」と呼ばれ、現実的実質が自己を創造し終わった最終相である。
ここで現実的物質は「実体」となり、後続する現実的実質の与件として「客体化 objectification」される。つ
まり、現実的実質はその過程において自らを実現し終わると、今度は、後続する別の現実的実質の与件となる。
このようにして、現実的実質は他の現実的実質へと移行していくのである 。
したがって、ホワイトヘッドの哲学では、経験の主体としての「わたし」は、最初から実体として「ある」
のではなく、「成る 為す ある」の過程の不断の連続によって構成される。マザウェルは、このようなホワイ
トヘッドの合生と抱握のプロセスをモデルにしながら、自身の絵画制作行為を、
「わたし」および「絵画」の
自己創造と客体化のプロセスとして捉えようとしたのではないか 。
後の 1949 年の文章「絵画の今をめぐる省察」において、彼は絵画制作における主体性と客体性について次
のように語る。
──────────────────────────────────────────────────────────

Ibid., p.12.
Motherwell, “Beyond the Aesthetic” (April 1946), in Stephanie Terenzio (ed.), The Collected Writings of Robert Motherwell, New
York: Oxford University Press, 1992, p. 37. 以下、Collected Writings と略。
山本、前掲書、29 頁。
ホワイトヘッド、前掲書、260 頁。
山本、前掲書、37–38 頁。
自我の客体化という問題は、マザウェルの文章でも語られる。Motherwell, “The Modern Painter’s World”, p.10.
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したがって画家は、カンヴァスで作業し、カンヴァス全体を感覚し、それが移行し変化し、そしてその平
面的な空洞つまり単なる広がりから現れ出る様子を見ていく過程で、絵画とは彼によって描かれるもので
はないという錯覚をおぼえるかもしれない。むしろ、絵画が彼を描いている、つまり、主体であるはずの
彼が客体であり、絵画のほうが彼よりも彼のことをよく知っているという錯覚を 。
彼の言葉をホワイトヘッドに照らして見れば、マザウェルの制作プロセスは、与件としてのカンヴァスを感受
し、これを客体として心的、身体的に思惟し変形し、それによって新たに出現するカンヴァス上の画面を、再
び与件として感受する、という過程の繰り返しである。そしてこの過程は、
「わたし」と外的環境の相互作用
であるところの「身体 精神」という出来事の具現化の過程であって、主体としての画家と客体としての絵画
という二元的な図式に当てはめることは不可能である。彼はまた、作品を「その制作の過程で自然のように作
ること、つまり石や壁のようにその最終的な形態が不可避なものとして作ること」を目指しているという 。
ホワイトヘッドが石のような無機物と人間の経験を、現実的実質という過程の単位で一元的に捉えたように、
マザウェルにとっても、作品制作のプロセスは、物理学的なエネルギーの過程と同様なのである。
以上で見てきたように、マッタとマザウェルは、同時代の科学哲学に根ざしたエネルギー的世界観を共有し
つつ、段階的な制作過程による層的構造の絵画制作を試みた。マッタは物理的エネルギーの機構を心的エネル
ギーの機構に援用し、新たな知覚のプロセスを立ち上げ、記述しようとした。だがこれに対し、マザウェルは
知覚的経験の記述には関心を持っていなかったと思われる。むしろ彼は、現実的実質の抱握のプロセス的原理
を、創造的な原理に適用しようとしたのではないか。彼は、媒体の変容のプロセスのなかで、主客の相互作用
による自己創造のプロセスを実践したのである。

おわりに
本稿は、これまで詳細に分析されることのなかったマッタとマザウェルの段階的な制作手法の共通性に焦点
を当て、両者のエネルギー的な世界観を明らかにしながら、層的構造をもつ彼らの作品の新たな解釈を提示し
た。まず、マッタの文章および作品をアインシュタインのキュビスム論に照らし合わせることで、画家が自身
の制作過程を、外的知覚と心理的エネルギーが融合するプロセスの発生装置と考えていたことがわかった。

1938 年から 42 年のマッタ作品における色彩の多層性と対象の形態の不定形な性質は、心的な知覚プロセスと
ともに生成し変容する時間と空間の表現だと解釈できる。
次に、マザウェルもまたマッタとの交流を通じて段階的制作手法と層的構造を用いるようになる。彼もまた
自身の作画行為によって、エネルギー的世界の具現化を目指したが、ホワイトヘッドの影響を強く受けていた
マザウェルは、作品制作のプロセスを物理学的なエネルギーの過程と同一視し、制作原理に適用した。マザウェ
ルは、主にコラージュ制作を通じて、ホワイトヘッドの抱握のプロセスをモデルにしながら、自身の絵画制作
行為を、
「わたし」および「絵画」の自己創造と客体化のプロセスとして捉えようとしたのである。
両者のこのアプローチの差異は、1950 年代初頭のアクション・ペインティング批評を経ることで、決定的
な分離に至ったと稿者は考える。1968 年のサイモンとのインタビューで、マザウェルはシュルレアリスムの
オートマティック・デッサンを「上の空のささいな落書き」と揶揄しつつ、抽象表現主義は絵筆に主導権を取
らせることで「システィーナ礼拝堂のスケールで」落書きをしたのだと自負している 。この発言は「アメリ
カのアクション・ペインターたち」
（1952 年）でローゼンバーグが強調した抽象表現主義の作画行為の身体的
でモニュメンタルな側面を、戦略的に引き継いでいるように見える。一方で、サイモンへのマッタの発言は、
アメリカ美術の行為論への批判がうかがえる。マッタは「行為とは必ずしも手によるものというわけではない」
──────────────────────────────────────────────────────────
Motherwell, “Reflections on Painting Now” (August 1949), in Collected Writings, p.66. この文章には、ホワイトヘッドからの引
用も含まれている。

Motherwell, “A Personal Expression” (March 1949), in Collected Writings, p.58.
Simon & Motherwell, p.23.
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と述べ、また次のように語る。
「私にとって、イメージは常に行為を表象しています。どういうわけか、私にとっ
てはイマジネーションの行為（the action of the imagination）のほうが、腕の行為よりも効力をもつもの、よ
」
り発達したものなのです 。
ローゼンバーグ的コンテクストからだけで見ると、マッタとマザウェルは制作行為に関する立場は全く異
なって見える。しかしながら本稿で明らかとなったように、両者の作品は、1930 年代から 40 年代初頭の時代
に、物理学の知見を援用したエネルギー的世界観という共通のコンテクストにおいて成立したことはより重視
されるべきではないだろうか。稿者は別稿で、ポロック作品にも同様の層的構造が一貫して存在することを明
らかにしている 。今後は、「アクション・ペインティング」論のみに回収しきれない、別の行為論の可能性
を検討していきたい。
〈図版出典〉
図 1、図 3：Kirk Varnedoe, et al., Jackson Pollock, exh. cat. Museum of Modern Art, 1998.
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