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マッソンとミロのオートマティスム

はじめに

　本稿は、アンドレ・マッソン（André Masson 1896-1987）のオートマティスムを研究する一環として、初期
のシュルレアリスムに参加したふたりの画家、マッソンとジョアン・ミロ（Joan Miró 1893-1983）の 1920年
代の絵画実践を分析し、シュルレアリスムの美術におけるオートマティスムの概念と実践の関係を探るもので
ある。
　アンドレ・ブルトン（André Breton 1896-1966）は『シュルレアリスム宣言』（1924）（以下『宣言』と記す）
の中で、オートマティスムという語を用いてシュルレアリスムを定義した。この運動の初期には、「オートマ
ティスム」と「シュルレアリスム」のそれぞれの語は、ほぼ同義としてメンバーに用いられていた⑴。しかし
ながら時の経過とともに、シュルレアリスムの美術におけるオートマティスムは、コラージュという実践と対
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Abstract
　This article aims to demonstrate automatism in Surrealist art in the 1920s by analyzing the plastic practices of 
two painters, André Masson (1896-1987) and Joan Miró (1893-1983), both of whom have been classified as auto-
matic painters. For this analysis, the automatism theory as elaborated by André Breton (1896-1966) has been 
referred to.
　Masson first created drawings on paper from offhand scribbles and then developed another method of sand 
paintings by pouring action of liquid glue and sand on canvas. In these two methods of plastic automatism, 
besides abandoning the traditional representation of real object, the painter tried to capture latent images from the 
accumulation of scribbled lines as well as from accidental and formless stains from glue and sand. Although 
Masson’s practices appear to be consistent with the surrealism automatism theory, Breton has never explicitly 
mentioned Masson’s sand paintings in his texts.
　On the other hand, Miró, who also wanted to move on from traditional paintings, placed lines and forms on 
canvas that could function as signs or words. This semiotic juxtaposition of plastic elements has an affinity with a 
collage technique, which gives surrealist poets an advantage over automatism. Nevertheless, Miró temporarily 
turned to Masson-like automatism in 1931, and steadily after the 1970s.
　The above analysis reveals the singularity of Masson’s automatic practices in the 1920s. Therefore, his automa-
tism can be used as a model to clarify automatism in surrealist art. The next task will be to determine the reason 
for Breton’s indifference toward Masson’s sand painting. The opposing concept of verticality versus horizontality 
could be a clue, as the poet considers a painting as a window that is vertically set to show him imaginative views, 
while the painter’s works evoke a horizontal ground below human feet because of the materiality of sand.
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立するものとして語られるようになる。ブルトンが、運動の主要概念をオートマティスムとしながらも、絵画
実践にかんする言説ではコラージュを優位に置いていた点は、先行研究で指摘されている。シュルレアリスム
の美術におけるこの問題を取り上げようとするとき、オートマティスムとはどんなものであるのかという前提
が必要となる。しかし、コラージュについては切り取った断片を貼り合わせて再構成する手法だと明快に説明
できるのに対して、オートマティスムについては同様の明快さで示すことは容易ではない。先行研究において
も曖昧さを含みながら提示されており、決定的な捉え方には至っていないと考える。
　そこで本稿では「オートマティスム」の画家とみなされているマッソンとミロを取り上げ、彼らのオートマ
ティスムの実践をできる限り具体的に提示することを目的とする⑵。
　まず、美術批評および美術史的視点でふたりの画家の位置を確認し、次に、両者がシュルレアリスムに参加
するまでの経緯と創作を確認する。そのうえで、運動に参加したのちの両者それぞれの作品と制作プロセスを、
オートマティスムをめぐるブルトンの言説を参照しながら検討する。これらの作業によって、シュルレアリス
ム初期に実践された美術におけるオートマティスムがどのようなものであったかをより明確に提示することを
試みる。

1．「オートマティスム」の画家という位置づけ

　ブルトンは『宣言』の中で、オートマティスムという語でシュルレアリスムを定義し、シュルレアリスムの
詩を作成する複数の方法を例示している。しかし絵画におけるオートマティスムがどのようなものであるのか
については、『宣言』以降もブルトンは明確に示さなかった。それゆえ、この運動の美術領域は、異なる方法
で作られた絵画を包含しながら発展していく。1930年代、絵画をはじめとするシュルレアリスム美術は、ヨー
ロッパの伝統的な美術批評からみても無視できない存在となる。さらに第二次世界大戦以降には、アメリカ抽
象表現主義の発生にも影響を及ぼすようになる。その道程で、多くの画家による様々な実践が行われた結果、
シュルレアリスムの絵画の様式は著しく多様となる。
　20世紀半ば以降、美術批評および美術史の分野において、シュルレアリスムの絵画を歴史的に位置づける
ために、その様式を総合的に定義する試みが行われてきた。しかし、ひとつの概念で定義することは容易では
なく、概してふたつの軸を立てて分類することで総体を説明する方法が採られてきた。たとえばクレメント・
グリーンバーグは、画家の制作においてオートマティスムが主要か副次的かによってふたつに分けた。オート
マティスムを一次的要因とする画家たちとしてマッソンとミロを分類し評価する一方、二次的要因とする画家
たちを批判した⑶。ウィリアム・ルービンは、「オートマティスム的／抽象的」と「アカデミック／イリュージョ
ニスム的」という二極を立て、前者にマッソンとミロを、後者にダリやマグリットを分類した。そのうえで、
いずれの極も「純粋絵画」に対立する「ポエジーの絵画」の創作であり、つねに「隠喩的」であると主張した⑷。
ロザリンド・クラウスが述べているように、ルービンが提示した二分法は、もともとブルトンをはじめシュル
レアリストたちが示していたフロイト的シュルレアリスム理論の双極、すなわち「オートマティスム」と「夢」
に対応している⑸。この二分法は結局のところ、1920年代のシュルレアリスム運動のメンバーの間で、既に

──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　中田健太郎『アンドレ・ブルトンにおけるオートマティスムの概念とその変遷』、東京大学学位論文、博士（学術）、2015、

p. 55.
⑵　本稿では、オートマティスムの純粋性を問うことはしない。純粋かどうか、言い換えれば加筆や訂正のない所産かどうかを
問うのではなく、オートマティスムという語と関連してどのような美術実践が行われたかを検討する。また、オートマティス
ムを明確に提示する目的のもと、作品の主題の分析より画家の制作プロセスの分析を優先する。なお本稿における欧文文献の
引用は拙訳を用い、参考にした既訳を括弧内に記す。
⑶　Clement Greenberg, « Surrealist Painting », The collected essays and criticism, ed. by John O’Brian, The University of Chicago 

Press, vol. 1, 1986, p. 227（初出は The Nation, 12 and 19 August 1944）.
⑷　William Rubin, « Toward a Critical Framework », in Artforum, vol. 5, no.1, September 1966, pp. 36-37.
⑸　Rosalind E. Krauss, « The Photographic Conditions of Surrealism », The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist 

Myths, The MIT Press, 1986, pp. 91-92（「シュルレアリスムの写真的条件」『アヴァンギャルドのオリジナリティ モダニズムの
神話』、谷川渥、小西信之訳、月曜社、2021、p. 142）.
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認識されていたものである。
　マッソンとミロは、いずれの二分法においても「オートマティスム」の側に分類されている。けれども、両
者の作品には顕著な共通性、あるいは差異があるのだろうか。また、ブルトンのオートマティスム概念とどの
ように関わっているのか。
　次の節では、両者のオートマティスムを検討する前段階として、それぞれがシュルレアリスムと接点をもつ
までの背景を確認する。

2．シュルレアリスムと出会うまで：1920年代前半

　マッソンとミロが並列して語られる別な理由として、かつて両者が同じ住所──パリ 15区のブロメ通り 45
番地──にアトリエを構えていた事実を挙げることができるだろう。この場所で生じたシュルレアリスムをめ
ぐる数々の逸話の中で、マッソンとミロは主な登場人物となっている。
　マッソンとミロは 1921年の春⑹、マックス・ジャコブを通じて知り合った。そしてまもなく、偶然にも隣
り合ったアトリエを借りることになる。
　マッソンは 1921年冬に越してきて、1926年春まで使用した⑺。ミロは 1921年春から 1925年終わりまで、
毎年の数カ月を⑻、このアトリエでの制作に費やした。ブルトンがフォンテーヌ通りを拠点として、のちにシュ
ルレアリスムと呼ばれるグループを築こうとしていた頃、ブロメ通りでは、壁一枚で隣接したアトリエでふた
りの画家が制作に励んでいた。マッソンやミロと生涯にわたり親交を結ぶミシェル・レリスは、ふたつのアト
リエをこう書いている。

　ふたつのアトリエは──慎ましく細心な独身者によっていつも申し分なく片付けられている方のアトリ
エよりも、特にマッソン夫妻と小さな娘が住む方のアトリエはより一層『ボヘミアン』的であった──私
に差し出されたのは、仲間ならいつでも迎え入れてもらえる（と私には思えた）場所であり、その場にい
ても、没頭する創作者たちの毎日に意義を与えている仕事を全く邪魔することがない、芸術と生活との境
界がない場所に見えた⑼。

　まもなくマッソンのアトリエに同世代の詩人や画家が集まるようになる。1922年夏、ジャン・デビュッフェ
はジョルジュ・ランブールを、ロラン・チュアルはレリスを連れてくる。同年 11月にエリー・ラスコーに紹
介されて以来、アントナン・アルトーはこのアトリエに通うひとりとなる⑽。レリスは、初めての詩集『シミュ
ラクル Simulacre』（1925）のほとんどをマッソンが仕事する傍らで書く⑾。1924年 12月、レリスが連れてき
たジョルジュ・バタイユは、マッソンが 1919年から 1921年にかけて描いていたエロティックなデッサンや
水彩に魅了される⑿。ブロメ通りに集う人々の輪に、当然ながらミロも加わっていく。
　やがて 1924年 9月末⒀、『宣言』の刊行を目前にしたブルトンが、マッソンのアトリエを初めて訪問する。
ランブールいわく、マッソンは「歌姫のように、優雅な物腰の詩人によって言い寄られるままになる」のであ

──────────────────────────────────────────────────────────
⑹　両者が出会う時期については異なる記述もみられるが、本稿は以下に準拠した。Cf. Camille Morando, « Biographie », in 

André Masson : Catalogue raisonné de l'œuvre peint, 1919-1941, v. 3, Vaumarcus, ArtAcatos, 2010, p. 34.
⑺　1926年 5月以降翌年 3月までマッソンは南仏のサナリー・シュル・メールで制作を行う。Ibid., p. 80.
⑻　1920年代ミロはパリ、バルセロナ、モントロイグを移動しており、概ね毎年の前半をパリで、後半をモントロイグで制作
していた。Cf. « Chronology compiled by Anne Umland », in Joan Miró, ed. by Carolyn Lanchner, exh. cat., New York, The 
Museum of Modern Art, 1993, pp. 322-324.
⑼　Michel Leiris, « 45, rue Blomet » Zébrage, Gallimard, 1992, pp. 219-220.
⑽　Camille Morando, op. cit., pp. 44-46.
⑾　Ibid., p. 64. レリスのこの詩集はマッソンのリトグラフ 7点とともに、カーンワイラーの手によりシモン画廊から刊行された。
⑿　Ibid., p. 62.
⒀　ブルトンはマッソン本人と知り合う前に、1924年 2月 25日から 3月 8日までシモン画廊で開催された個展で油彩作品《四
元素》（1923-1924）を購入している。Ibid., pp. 54-56.
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る⒁。こうした経緯で、ふたりの画家をはじめブロメ通りの常連たちはブルトンの運動に参加することになる。
　以上を背景として当時、両者の創作はどのようなものだったのか。それぞれの画家の発言とともに作品を確
認する。
　マッソンは当時、キュビスムの影響下から逃れることを課題としていた。彼にとってキュビスムは「回避で
きないムーブメント」であったという。「カントの哲学のようなもので、その先へ行きたいなら入りこまなく
てはならない」と発言している⒂。契約した画商がキュビスムの擁護者であるダニエル=アンリ・カーンワイ
ラーであったことも一因だろう。実際、1920年代前半の彼の油彩には、モチーフの選択や画面構成だけでな
く抑制された色彩や細かい筆触などにもキュビスムの影響がみられる〔図 1〕。カーンワイラー、そしてのち
にグリーンバーグが認める⒃ように、マッソンはまずキュビスムを十分に吸収した。そのうえで 1923年頃、
非常に飛躍した方法で脱キュビスムを企てた。その方法とは、のちにオートマティスムと呼ばれるデッサンで
ある。それまで行っていたようなエロティックなポーズをとる人体を再現＝表象するペン画デッサンではな
く、自らの内的なイメージを外的に示そうとするものでもなく、スピードに任せた殴り書きの様相から、おの
ずと、何らかの形象の現れをもたらそうとする線画である。〔図 2〕を見ると、尻や太腿、女性の胸部、男性
器の他、陰部や傷を想わせる線の溜りなどが点在し、ところどころに指を揃えた手が添えられている。具体的
な形を結んでいないその他の線は、何かが流れる様子や、リズミカルな動きや震えを表すように思われる。
　マッソンは、現実の事物を再現＝表象することから大胆に離れただけでなく、絵画制作における一切の計画
性を放棄し、さらには「自分を空にして」すなわちみずからの理性を外した状態で描こうとした⒄。ブルトン
に出会ったのち、マッソンは確信をもって、このデッサンの方法をオートマティスムと呼ぶようになる。
　他方ミロは、むしろダダの影響を受けている。「1917年、私がピカビアたちに揺さぶられたのは、造形的な
問題の中に閉じこもることを拒否し、そうした問題を皮肉っていたからだ⒅」と晩年のミロは述べている。

──────────────────────────────────────────────────────────
⒁　Georges Limbour, « Préface », in André Masson, Entretiens avec Georges Charbonnier, Julliard, 1958, p. 16（『シュールレアリス
ムの体験』、大槻鉄男訳、昭森社、1969、p. 260）.
⒂　André Masson, Vagabond du surréalisme, Présentation de Gilbert Brownstone, Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1975, p. 20.
⒃　Clement Greenberg, « Review of an Exhibition of André Masson », op. cit., p. 99（The Nation, 7 March 1942）.
⒄　André Masson, Vagabond du surréalisme, op. cit., pp. 80-81.

図 1　 マッソン《室内の男》1923-1924年、
カンヴァスに油彩、92.3 x 65 cm、
ポンピドゥセンター、パリ

図 2 　 マッソン《デッサン・オートマティッ
ク》1923年、紙にインク、26.5 x 20 cm、 
Archives Galerie Louise Leiris
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1917年にダダの雑誌『391』がバルセロナで発行され、ピカビアを
知ったことはミロにとって重要な「一撃」だった。1920年代後半
から生涯にわたり繰り返される有名なミロの言葉「絵画の殺害⒆」
も、ダダの否定性と関連しているだろう。しかし、そうした発言と
は裏腹に、1923年頃までのミロの創作は、眼前の自然や事物を描
写するという伝統的な描き方を出発点としている⒇。ただし、描写
から得た事物の形象を、拡大や縮小の操作によって誇張したり省略
したりして、唐突にタブローに配置する�。〔図 3〕遠近法的空間
の関係性を無視して唐突に形象を配置するのは、子供の頃にカタロ
ニアで見たロマネスク美術の影響と言われている。とはいえ、ミロ
が目指していたのは、「造形的な問題の中に閉じこもることを拒否」
することであり、「絵画の殺害」である。誇張や省略を行うとして
も結局、元となる形象を現実の事物を描写する行為から得ているこ
とが問題となる。現実の事物の再現＝表象行為といかにして手を切
るかがミロの課題であったと考えられる。
　以上、シュルレアリスムに参加する前のマッソンとミロを辿っ
た。マッソンがのちにオートマティスムと呼ばれる線画に乗り出す
一方、ミロにはオートマティスムに接続する考えや実践はまだみられない。このあと、それぞれの画家のオー
トマティスムを探っていく。

3．シュルレアリスムに参加したのちに：1920年代後半

（1）マッソンのオートマティスム：形象の現れを企てるデッサンと砂絵
　まず、シュルレアリスムの活動と並行して、マッソンのオートマティスムを具体的に検討していく。
　機関誌である『シュルレアリスム革命』誌には、創刊号から数号にわたり、マッソンによるデッサンや油彩
の図版がみられる�。創刊号では、マックス・モリーズのテクスト「魅惑された目」にマッソンのデッサンが
添えられている。モリーズは、シュルレアリスムの思想はブルトンとスーポーの実験的な詩作『磁場』（1920）
に集約されると述べたうえで、オートマティックな絵画の可能性を以下のように示唆している。

いずれにせよ、素早く描かれた未発達のデッサンは唯一、この種の表現に適している。──あるいは──
これこそ真のシュルレアリストの行為に関わるものなのだが──形や色は、物体にならずに済まされ、あ
らゆる予謀から逃れた法則、現れると同時に形成されてはほどかれるという法則に従って組織される�。

　モリーズはオートマティスムという語を用いていないが、「素早く描かれた未発達のデッサン」、「あらゆる
予謀から逃れた法則」という言葉はマッソンのオートマティックなデッサンを指し示しているように思われ
る。モリーズは、夢を再現するイリュージョニスティックな絵画より、オートマティスムによる絵画を優位に

──────────────────────────────────────────────────────────
⒅　Joan Miró, Ceci est la couleur de mes rêves : entretiens avec Georges Raillard, Éditions du Seuil, 1977, p. 19（『ミロとの対話』、
朝吹由紀子訳、美術公論社、1978、p. 22）.
⒆　この言葉の初出については以下にて詳しく提示されている。Cf.副田一穂「〈夢の絵画〉から『絵画の殺害』へ──ジョアン・
ミロとシュルレアリスム」『愛知県美術館研究紀要』（15）、2009年、pp. 5-33.

⒇　Joan Miró, Ceci est la couleur de mes rêves, op. cit., pp. 57-58（前掲書、pp. 72-73）.
㉑　Françoise Levaillant, « Miró et Masson au regard du surréalisme : Éphémérides des années 20. Le jeu des choses »、日仏美術学
会会報、第 15号、1995、p. 12.
㉒　マッソンの図版は『シュルレアリスム革命』誌の第 1号から第 11号に計 19点（デッサン 11点、油彩 5点、砂絵 3点）が
掲載されている。これはマックス・エルンストの計 18点を超え、最多である。
㉓　Max Morise, « Les yeux enchantés », in La Révolution Surréaliste, Éditions Jean-Michel Place, 1975, p. 27.

図 3　 ミロ《室内（農婦）》1922-1923年、
カンヴァスに油彩、81 x 65.5 cm、
ポンピドゥセンター、パリ



186

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 9

置こうとしている。そうしたモリーズの論を裏付けるかのようにマッソンのデッサンが配置されている。〔図
4〕マッソンが脱キュビスムを目指して実践し始めたデッサンは、このページにレイアウトされたことにより、
オートマティスムによる絵画の一例としての役割を担うことになる。
　実は、このデッサンは天地が逆にレイアウトされている。シュルレアリスム研究所の日報ノートによると�、
1924年 11月 10日にブルトンとアラゴンがマッソンのデッサンを受け取り、その後印刷用の版が作られるが、
この版はなぜか逆さまに配置されて印刷されてしまう。12月 16日、仕上がった創刊号を受け取ったポール・
エリュアールが、図版が逆さまであることに気づく。確かに天地を逆にしてみると、階段など建築の一部や幾
何学的形態の中に、女性の裸体を想わせる断片的な形象を見いだすことができる。〔図 5〕編集を代表してピ
エール・ナヴィルがマッソンにお詫びの手紙を書く。マッソンはナヴィルの詫び状に対して以下のように返信
している。

逆さまにレイアウトされたデッサンのことでどうか謝らないでください。それはあなたの落度では全くあ
りませんし、逆というのは、デッサンについてなら、その裏側のことです�。

　マッソンは、詫びる必要はないと伝えている。それに続く部分はどのような意味なのか明確に捉えることは
難しいが、デッサンの天地が逆になったことをさほど問題にしていないと考えられる。マッソンによると、彼
のオートマティックなデッサンはその後も、逆さに展示されたり掲載されたりしていたという�。

図 4　 マックス・モリーズのテクスト「魅惑された目」、『シュルレア
リスム革命』誌第 1号（1924年 12月 1日）、pp. 26-27

図 5　 マッソンのデッサン・オー
トマティック（正位置）

　デッサンの上下感覚が希薄である点をふまえ、マッソンの言説を追いながら、彼のオートマティックなデッ
サンの制作プロセスを辿ってみよう。
　まず、マッソンのオートマティックなデッサンは、「一切の先験的な考えをもたず」、「30秒から 1分程度で」
素早く仕上げるペン画である�。そして以下のように説明されている。

──────────────────────────────────────────────────────────
㉔　ルヴァイアンによる『シュルレアリスム革命』誌の記録書類（ジャック・ドゥーセ図書館に保管）およびシュルレアリスム
研究所日報ノートの分析を参照した。Cf. André Masson, Le rebelle du surréalisme, Écrits, éd. par Françoise Will-Levaillant, Her-
mann, 1976, p. 57.

㉕　Pierre Naville, Le Temps du Surréel, Éditions Galilée, 1977, p. 449（『超現実の時代』、家根谷泰史訳、みすず書房、1991、p. 
361）.
㉖　André Masson, Vagabond du surréalisme, op. cit., p. 87.
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　とても速く描くと、デッサンは霊媒的になる。無意識による口述のようなものだ。意識的な考えが介入
したり動作を命じたりしないためには、手はかなり速くなくてはならない。なぜなら動作は、完全に自由
で、あらかじめの考えをもたず、批判的な判断をしないものであるべきだからだ。［…］イメージがやっ
て来たら、それを遠ざけるのではなく、つかむ。私の手が走るのと同時に、イメージが出現する感覚がす
る。けれどもデッサンが仕上がったらそのイメージが見えるのであって、それまでは見えない。もし、イ
メージが現れないうちに線を描くのを止めて、初期段階のままにしたら、単なる殴り書きになるだろう。
もっとも、いつも殴り書きによって始まるのだが�。

　マッソンは、みずからがデッサンする過程を、霊媒が霊に従って口述をする過程にたとえている。マッソン
の描く線は、画家本人の意志によらずに繰り出されているということになる。その状態を可能にするためには、
手を素早く動かす必要がある。画家の意識や批評を逃れて繰り出され集積した線は、殴り書きの様相となる。
マッソンはその様相から何らかのイメージを感知し、紙の上に定着させようとする。たとえるなら、ノイズの
中からメロディを聞き分けるような行為と考えられる�。さらにマッソンは以下のように述べる。

描き始めにおいてはほぼ上も下もないが、無意識に、私は停止するのだった。それは、これ以上先に進め
ないとわかるときなのである。そこに構成的な考えは一切ない�。

　マッソンのオートマティックなデッサンは、デスク上に水平に置いた紙に行われる。つまり文字を筆記する
のと同じ状態に紙が置かれている。ただし、デッサンの天地は決まっていない。無意識で描かれる途中に、紙
が回転する可能性があるが、構わずに線描は続けられる。つまり、彼のオートマティックなデッサンは天地が
あいまいなまま生成されている。最終的なデッサンの天地は線描が停止するときに決定される。しかし、線描
の停止は、必ずしも画家の意志で行われるのではないと解釈できる。マッソンは、デッサンの過程でイメージ
が出現するのを待ち望んでいるのであって、最終的な天地についてはどのように着地しようと構わないのであ
る。
　こうしたマッソンの実践は、ブルトンの『宣言』で示されたオートマティスム、すなわち「理性によって行
使されるどんな統制もなく、美学上および道徳上のどんな懸念からも離れた思考の書き取り�」にかなり合致
しているように見える。しかしながら、マッソンはシュルレアリスムのメンバーとの造形的な好みの違いを指
摘する。

彼ら［=シュルレアリストたち］の好みは、より「苦心の跡が見える」タブローやデッサン──つまり停
止したものだ。［…］より「凝った」ものは、より静止したものとなり、私にとっては、シュルレアリス
ムからより離れたものとなる�。

　マッソンは、みずからのオートマティックなデッサンが、シュルレアリストたちが期待していたものと異

──────────────────────────────────────────────────────────
㉗　Ibid., p. 82, 89.
㉘　Ibid., p. 81.
㉙　1941年のテクスト「シュルレアリスム芸術の発生と展望」で、ブルトンは「律動的統一」という概念を提示するとともに、
鳥の巣の構造と比較しつつ「メロディ」に言及している。Cf. André Breton, « Genèse et perspective artistiques du Surréalisme », 
Écrits sur l’art et autres textes, Œuvres complètes IV, Gallimard, 2008, pp. 430-432（「シュルレアリスム芸術の発生と展望」、『シュ
ルレアリスムと絵画』、瀧口修造、巖谷國士監修、粟津則雄、巖谷國士、大岡信、松浦寿輝、宮川淳訳、人文書院、1997、pp. 
90-91）.

㉚　André Masson, Vagabond du surréalisme, op. cit., p. 87.
㉛　André Breton « Manifeste du surréalisme », Œuvres complètes I, Gallimard, 1988, p. 328（『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』、
巖谷國士訳、岩波書店、1992、p. 46）.

㉜　André Masson, « Propos sur le Surréalisme », Le rebelle du surréalisme, op.cit., p. 35.
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なっていたことを述べている�。この違いについては、彼がデッサンするときの手の動きやスピードなど、動
的で身体的な要素と関係すると仮定でき、別の議論へと向かう動機となる。しかしここでは指摘にとどめ、マッ
ソンのオートマティスムを検討する本稿の作業に戻りたい。
　マッソンのオートマティスムの探究はその後、紙上のデッサンからカンヴァス作品へと移行し、より動的で
身体的になる。油彩のカンヴァスでは、紙上のデッサンと同様の手の動きやスピードをもたらすことができな
いというディレンマに直面したマッソンは、1926年、南仏のサナリー・シュル・メールでの制作中に砂絵と
いう方法を着想する。

　まずはカンヴァスの断片、あるいは下塗りしていないカンヴァスで覆った木枠を平らに置くことから始
めた。その上に調整した液状の糊をまき散らすと、その糊の溜りはレオナルド・ダ・ヴィンチの壁の様相
となった。それから砂をまいて、分散や溜りができるようさらに絵を揺さぶったり、ときにはペインティ
ングナイフでかき集めたりした。すると、何の意味もないけれど、何かを呼び起こしうるものが得られた�。

　マッソンは、デスク上から床へと作業の場を移す。床に置いたカンヴァスに液体糊を投げ、砂を投げる。そ
の行為によって偶発的にカンヴァスに定着した不定形、すなわち壁の染みの様相を、与えられたものとして受
け入れ、何らかのイメージを見いだし、線や色を加えていく。「レオナルド・ダ・ヴィンチの壁の様相」とは、
レオナルドが『絵画の書』に記した教えを指している。壁の染みや暖炉の灰や雲や小川を凝視すると何かを見
いだすことができる。そのようにして創意を鍛えよ、とレオナルドは弟子に説いた、というものである�。
　実際に《砂の上に描かれた魚》という題の砂絵〔図 6〕を見てみると、カンヴァス上に砂がまだらに、無秩
序に堆積し、その上から濃褐色の線で魚あるいは鳥の頭や尾らしきものが描かれている。中心に心臓を想わせ
る形がある。赤色の斑点や色面が血を表すとみられ、傷ついた生き物たちの瀕死の鼓動を想わせる。下方の血
の溜りに対して、上方には青い部分があるが、力なく消えていく煙
のように見える。そこから左手下方へと目を移すと、砂面に震えの
ような跡や暗く濁った影がある。全体として濃褐色の線も、赤や青
の色面も重量感はなく浮遊しているようだが、どこか不穏な印象を
もたらす。オートマティックなデッサンでは裸体の断片などエロ
ティックな要素がみられたが、砂絵では戦いや死が暗示されている。
　マッソンの砂絵の制作方法は、複数の特異性をもつ。イーゼルで
はなく床に支持体を水平に置いたこと、砂や糊など画材ではない材
料を用いたこと、投げる、あるいは撒くといった身体的行為から導
かれる、重力と偶発性に委ねた造形であることなどである。伝統的
な絵画制作から逸脱した実践であり、ジャクソン・ポロックをはじ
めとするアメリカ抽象表現主義を予感させる点で 20世紀初頭の美
術における重要な例と言える。
　マッソンの画商カーンワイラーは砂絵を高く評価し、南仏にいる
マッソンに手紙を書いている。「これらの絵画がすばらしいのは確
かで、私自身、見れば見るほど好きになる。ピカソも、昨日画廊に
掛けられている一点を見て、最大にほめていた。とてもとても美し
いと認めていた�」。一方、シュルレアリストたちはマッソンの砂
──────────────────────────────────────────────────────────
㉝　Idem. マッソンは後年、停止や静止を「固定性」という性質と捉え、批判する。エルンストのコラージュを「固定を求める、
つまりはイメージのイメージ

4 4 4 4 4 4 4 4 4

だ」と主張し、ダリをはじめとするイリュージョニスティックな絵画を「夢のカラー写真」、「グ
レヴァン蝋人形館の美学」と述べている。
㉞　Jean-Paul Clébert, Mythologie d’André Masson, Pierre Cailler, Genève, 1971, p. 34.
㉟　レオナルド・ダ・ヴィンチ『絵画の書』、斎藤泰弘訳、岩波書店、2014、p. 75.

図 6　 マッソン《砂の上に描かれた魚》
1926-1927年、カンヴァスに油彩と
砂、100 x 73 cm、ベルン美術館
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絵に対して冷淡である。ブルトンは一度もマッソンの砂絵に言及することはなく�、アラゴンはコラージュの
一種と解釈し、マッソンはそれに反駁している�。
　以上でみたマッソンにおけるオートマティスム、すなわちオートマティックなデッサンと砂絵の特性をまと
めると、以下のように言えるだろう。目の前のモデルやモチーフを再現＝表象することや、絵画のために予備
的作業を重ねることから全く離れた造形方法である。マッソンは、殴り書きの線の集積から、あるいは砂と糊
によって偶発的に生じる染みから現われ出る潜在的なイメージを感知し、支持体に定着させようとした。さら
にその行為を霊媒にたとえ、ひとつながりの作業としてよどみなく行おうとした。
　マッソンの実践は、ブルトンのオートマティスム概念と重なるように思われる。けれども、1920年代を通
してブルトンがマッソンのオートマティスムをはっきりと語ることはなかった。ブルトンは『シュルレアリス
ムと絵画』（1928）でマッソンを論じる際、オートマティスムの語を用いていない。その語はたった一度、ミ
ロを論じる際に用いられている。オートマティスムの実践者だったマッソンがおそらく望んでいたはずの「純
粋なオートマティスムに」「ただ描くためだけに、身をゆだねるという欲望」という言葉は、ミロのものとし
て提示されている�。ブルトンはマッソンの創作を「知性の化学」と述べて称賛するが、その称賛の焦点は、
創作活動というよりも画家としての在り方に向けられている。

（2）ミロのオートマティスム：周到な準備作業を棄てた先にある「絵画の殺害」
　次に、ミロのオートマティスムを探っていく。既にみたように、1920年代前半のミロの創作にはオートマ
ティックな面は見当たらなかった。ミロの制作プロセスにかんしては、詳細に分析を行った先行研究がある。
それらを参照しながら、ミロがいつ、どのように、オートマティックな制作へと乗り出すのかを検討する。
　ミロの制作は、事物の描写から始まり、誇張あるいは省略した形を遠近法的空間の関係性を無視して画面に
配置していくものだった。くわえて画面構成があらかじめ構造化されている。キャロリン・ランチナーによる
と�、ミロは《農園》（1921-1922）や《アルルカンの謝肉祭》（1924-1925）では縦横斜めを走るグリッド、《耕
された土地》（1923-1924）では縦の等間隔のグリッドで絵画画面を分割し、それにもとづいて形を配置して
いる。計算された画面構成にもとづき、ひとつの油彩作品に何カ月もの時間をかけるミロの制作は、オートマ
ティスムから遠いところにある。
　ロザリンド・クラウスは、1925年初め以降ミロの制作がスピードアップする点とともに、彼の描く線が「描
写することから離れ、別のものになる�」点を指摘する。ミロはこの頃から、それまでの密度を感じさせる塗
り方ではなく、極端な薄塗りを行い、塗りむらを残したままの地を作り始める。その地の上に、非常に用心深
く、極細の線を描くようになる。たとえば《カタロニア農夫の頭》（1925）〔図 7〕では、十字に描かれた線で
ある。その線は、方角と同時に農夫の身体あるいは顔を示す。他の作品では、矢印となった線や点線が、事物
の輪郭ではなく動きや位置を表したり、文字や言葉となって書き込まれたりする。つまりミロの線は、記号と
して働くようになる。記号となる線や形の配置によって、ミロは現実の事物を再現＝表象することからついに
解放される。

──────────────────────────────────────────────────────────
㊱　Dotation Louise et Michel Leiris : collection Kahnweiler-Leiris, cat. exp., Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national d’art 

moderne, 1984, p. 135. 1927年 1月 11日付カーンワイラーからマッソンへの手紙。
㊲　ロザリンド・クラウスとイヴ=アラン・ボワによる「アンフォルム」論において、水平性は垂直性を蝕む性質をもつと論じら
れている。本稿では十分に論じることができないが、絵画を窓とみるブルトンがマッソンが床で行った実践を語らなかったこ
とと水平性・垂直性の議論は無関係ではないと考える。Cf. Yve-Alain Bois et Rosalind Krauss, L’Informe : Mode d’emploi, Paris, 
Éditions du Centre Pompidou, 1996（『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）.

㊳　André Masson, Vagabond du surréalisme, op. cit., p. 112.
㊴　André Breton, « Le Surréalisme et la peinture », Écrits sur l’art et autres textes, Œuvres complètes IV, op. cit., p. 394（『シュルレ
アリスムと絵画』、前掲書、p. 61）.
㊵　Carolyn Lanchner, « Peinture-Poésie, It’s Logic and Logistics », in Joan Miró, op. cit., 1993, pp. 20-23.
㊶　Rosalind Krauss, « Magnetic fields: The structure », in Joan Miró: Magnetic Fields, exh. cat., New York, The Solomon R. Gug-

genheim Foundation, 1972, pp. 13-14.
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　ミロの線の記号的な使用は、ブロメ通りで育んだ詩人たちの交流と
無関係ではない。彼は 1924年 8月 10日付のレリスへの手紙で、詩
人が何らかの言葉や音声から出発するように、木という素材に見いだ
した何らかの「与えられた形」から出発するシリーズを作ったと伝え
ている�。詩人の「言葉」と画家の「形」を等価とみなすこのミロの
考えは、ブルトンがエルンストのコラージュを言語モデルで評したこ
とを想起させる。ブルトンは、コラージュで貼り合わせる造形的断片
をひとつの言葉とみなし、「あらかじめ考えた意図をできる限り回避
して」「ばらばらな対象を、もとの秩序とは別な秩序で組み立てる」�

と述べた。この時期のミロはまだ本格的にコラージュに取り組んでい
ないとはいえ、彼の絵画における線の性質、形の配置の仕方、言語と
造形の間に見いだしたアナロジー関係は、オートマティスムというよ
りエルンストのコラージュに近いように思われる。
　しかしながら、1925年のミロの作品には、オートマティックに描
かれたのではないかと思わせる見かけがある。たとえば《世界の誕生》
（1925）〔図 8〕を見ると、薄塗りされた地に、夥しく雫の流れ落ちる
跡がある。また、不定形の塗りむらが点在し、曖昧な暗さを作ってい
る。その上に配置されたたどたどしい線、円や三角形の色面は、雫や塗りむらなどの偶発的要素を含んだ地に
反応して描き出されたものなのか。マッソンは砂絵において、レオナルドの教えに従うかのように、偶発的に
作られた地の様相をみつめ、潜在的イメージを取り出そうとした。同様に、ミロも偶発的に作られた地に反応
して造形を行ったのだろうか。この問いに対する答えは、予備ドローイングの存在によって明らかとなる〔図
9〕。ランチナーが指摘するように、「偶発性を受け入れるように地が作られている」にもかかわらず、ミロは、
あらかじめ予備ドローイングで計画した構成を「無傷なまま」カンヴァスに移している�。ミロの周到な計画
性は、偶発的な地に左右されてはいないことがわかる。

図 8　 ミロ《世界の誕生》1925年、カン
ヴァスに油彩、250.8 x 200 cm、
ニューヨーク近代美術館

図 9　 《世界の誕生》の予備ド
ローイング、紙に鉛筆、 
26.4 x 19.8 cm、FJM701

図 7　 ミロ《カタロニア農夫の頭》1925
年、カンヴァスに油彩、92.4 x  
73 cm、テイト、ロンドン

──────────────────────────────────────────────────────────
㊷　Joan Miró, Écrits et entretiens, éd. par Margit Rowell, Galerie Lelong, 1995, p. 97. ローウェルは、この手紙でミロが初めて、
偶発や染みや汚れによって想像力が喚起されることに言及したと指摘する。Cf. ibid., p. 329.
㊸　André Breton, « Le Surréalisme et la peinture », op. cit., pp. 379-380（前掲書、p. 48）.
㊹　Carolyn Lanchner, Joan Miró, New York, The Museum of Modern Art, 2008, p. 14.
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　ミロが抽象絵画に最も近づく 1930年の《絵画》と題したシリーズではどうだろうか。バタイユは当時のミ
ロの創作をこう記している。「ミロ自身、絵画を『殺害』したいと公言していたように、分解は、いくつかの
不定形の染みしか残らないまでに推し進められた。［…］今日、絵画の中には、どんな失敗なのかもわからな
い跡だけが残っている�」。バタイユがこのテクストとともに『ドキュマン』誌に掲載した作品〔図 10〕は、
異なる色で塗りつぶした大小 3つの円のみが配置されている。極めて抽象的であり、周縁には偶発的な滲みを
見いだせるが、この作品にも予備ドローイングが存在している�。
　ミロがついに予備ドローイングを放棄するのは、アングル紙に油彩で描いた 1931年の抽象絵画シリーズで
ある〔図 11〕。ミロにしては珍しく骨太な印象を与える作品群であり、同時期のコラージュ作品が築いた功績
の陰で目立たぬ存在となっている。太くくっきりとした直線や曲線、大小の円や半円の塗りつぶしで構成され
た図形とともに、刷毛で塗られたようないくつかの色面が点在している。そして 1930年の《絵画》シリーズ
とは異なり、具体的な題名がつけられている。このアングル紙のシリーズについて画家本人は後年こう語って
いる。

「絵画を殺害したい」という考えに憑りつかれていた頃、こんなものを描いた。時代遅れの芸術や絵画に
ついての古い概念を根こそぎ破壊したかった。より純粋で、より真実の、それまでとは別な絵画を再生し
たいためだったから、建設的な「犯罪」だ。［…］当時の作品はこの絵画のように、予備的デッサンなし
に作られた。紙を取り、筆を湿らせ、無意識なモチーフを黒で描いた。私はマティスが言っていたこと
──手に導かれるままにすること──を正確に、シュルレアリストたちよりももっと本質的な方法で行っ
た。それから、色を配置した�。

　ミロはマティスの名を挙げ、シュルレアリスムよりも本質的な方法を採ったと述べている。マティスはシュ
ルレアリスムと関係をもたなかったが、無意識に着目し、手に導かれるように描きたいと希求した画家のうち

図 10　 ミロ《絵画》1930年、カンヴァスに油彩、150.5 x 
225 cm、メニル・コレクション、ヒューストン

図 11　 ミロ《散歩する女》1931年、アン
グル紙に油彩、71 x 61 cm、個人蔵

──────────────────────────────────────────────────────────
㊺　Georges Bataille, « Joan Miró : Peintures récentes » in Documents, 2 (1930, No 7), Éditions Jean-Michel Place, 1991, p. 399（『バ
タイユ著作集 11 ドキュマン』、片山正樹訳、二見書房、1974、pp. 154-155）.
㊻　Carolyn Lanchner, Joan Miró, op. cit., 1993, p. 396.
㊼　Joan Miró, Écrits et entretiens, op. cit., pp. 309-310. 1978年ルイス・パルマニエによるインタビュー。
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のひとりである�。重要なのは、ここでミロが「無意識」に言及しながら語った制作手法は、マッソンのオー
トマティスムに類推し得ることである。ただしミロはこの制作方法を、1970年代半ばになるまで保留する�。
つまり晩年になってようやく、予備ドローイングなしに「トランス状態で」「身ぶりに任せて」描いたり�、
油絵具で濁ったテレピン油をカンヴァスに投げ捨て、できた染みを出発点として描いたりする�。この時点で
ついにミロは、マッソンと同様にオートマティスムの実践者となる。
　以上を振り返ってみると、1920年代のミロの実践において、オートマティスムと言える部分は少ない。現
実の再現＝表象から離れたとはいえ、絵画制作にひもづく予備的作業を省くことなく、記号として働く線や形
を知的な選択に基づいて配置するという造形だからである。しかし、彼は「絵画の殺害」を目指していた。そ
の言葉が意味するのは、まさに即興性や偶発性を伴なうオートマティスムと呼ばれる実践だと考えられる。

4．おわりに

　マッソンとミロのオートマティスムを明確に示すことを目的として、彼らの 1920年代の実践を辿り、以下
の内容を確認した。
　美術批評および美術史の文脈でオートマティスムの画家とされるマッソンとミロは、ブロメ通りの隣接した
アトリエを使用し、キュビスムあるいはダダの影響を受けながらもそれらの乗り越えを目指していた。当時の
両者の造形プロセスには明らかな違いがある。
　マッソンは、即興的な殴り書きから、あるいは糊と砂による偶発的な染みの様相から、潜在的なイメージが
現れることを企て、デッサンや砂絵を作った。そして、これらの実践をオートマティスムと呼んだ。彼のオー
トマティスムを端的に述べるならば、線の集積や染みから造形する方法である。つまり、現実を範とする再現
＝表象を棄て、支持体の上に存在する偶発的要素から何らかのイメージの現れを感知する方法である。
　他方、ミロの造形は、あらかじめ計算された画面構成に言語的・記号的な要素を配置することから、コラー
ジュの造形実践と親縁性がある。詩作と絵画制作とのアナロジーに重きを置いた 1920年代のブルトンおよび
メンバーたちの考えに近い。けれどもミロが述べる「絵画の殺害」は、既存の芸術概念や造形的問題と訣別し、
別な「絵画の再生」を実現することを意味している。記号的な線や形を配置する造形の先へと進もうとしたミ
ロは、1931年には一時的に、そして 1970年代半ば以降には継続的に、即興性や偶発性を伴なう造形方法を採っ
た。ミロはオートマティスムという語を用いていないが、彼が時間をかけて到達した造形方法は、マッソンの
オートマティスムの実践と重なると考える。
　以上から、1920年代においてオートマティスムと呼ばれる造形方法を自覚的に行っていたのはマッソンの
みであり、彼の特異性が明らかになる。そして、シュルレアリスムの美術におけるオートマティスムについて
明確に語るためには、マッソンが 1920年代に行った実践がひとつの指針となる。実際、彼のオートマティッ
クなデッサンは、シュルレアリスム・グループの中で、絵画的オートマティスムの実践のひとつとして一定の
理解を得ていたと考えられる。しかし砂絵にかんしては理解を得たとは言い難い。ブルトンはマッソンの砂絵
に言及することはなかったのである。
　それはなぜかという問いがここで浮上する。この答えを、マッソンの砂絵の性質において探ることができる
かもしれない。マッソンの砂絵は、床の上に水平に置かれて制作された。鑑賞する際には壁面に垂直に掛けら
れるとはいえ、画面を覆う砂の物質性が、かつて置かれていた床面、つまり人間の足よりも下の水平面である
地面を呼び起こす。ブルトンは「私には絵画を窓としてみなす以外、不可能だ�」と述べていた。ブルトンに

──────────────────────────────────────────────────────────
㊽　マティスのモデル兼制作助手であったリディア・デレクトルスカヤは、マティスがみずからのデッサンする様子を「霊媒の
ように」と言及したことを記している。Cf. Lydia Delectorskaya, Henri Matisse, Contre vents et marées : Peinture et livres illus-
trés de 1939 à 1943, Éditions Irus et Vincent Hansma, 1996, p. 203.
㊾　Carolyn Lanchner, Joan Miró, op. cit., 1993, pp. 45-55.
㊿　Joan Miró, Écrits et entretiens, op. cit., p. 299. 1970年マルギット・ローウェルによる未発表のインタビュー。
�　Joan Miró, Ceci est la couleur de mes rêves, op. cit., p. 129（前掲書、p. 165）.
�　André Breton, « Le Surréalisme et la peinture », op. cit., p. 351（『シュルレアリスムと絵画』、前掲書、p. 16）.
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とって絵画は「見渡す限りの」眺めを見させるために垂直に立てられるべきであり、また、その絵画は詩人の
想像的世界へと開かれた窓であるべきだとすれば、マッソンの砂絵はそれらの条件から外れた性質なのではな
いか。マッソンのオートマティスムの水平性が、いかなる文脈や広がりをもつのかを明らかにすることが次の
課題となるだろう。
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