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本 に内在 す る力 の 人 間化
一 そ の 失 わ れた ダ イナ ミズム の救 出一

大島

清次
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「今 日の イギ リス美術」展 に展示 されて い た
ポー ル・ ニ アグの作 品群 を眺 め なが ら、 いつ
も私 は、フランスのシ ャ ンテ ィユ ィ・コンデ美

追 って い るの ではない。人 間 と木 とのあ る本
質的 なかかわ りの 問題 を意識 して い るの で あ

術館 に秘蔵 されて い るランプール兄 弟 が 制作
した と伝 え られ るあの有名 なベ リー公 の 「 い

る。 そのかかわ り方 の本質的 な問題、 それに
対 す る造形作家 と しての心的態 度 が 、普通 の
作家 と異 って い る、 とい うと ころに存在 の独

とも豪華 な時キ
寿書」 の場面 を、無意識 の うち
に想 い 出す癖 が ついて しまって い た。 15世 紀
の 国際 ゴシ ック様 式絵画 を代表 す るこの一連

面 白 さ、味 わ い を求め る とい った、見 るこ と
を通 じての静的 な鑑 賞 の対象 と して造形 を意

の細密画 の 中 の 「 3月 、労働」 と「10月 、種

識 して い るの でな く、木 を介 して人間が外界

lit、 8[冗 勇T五 宣 Iじ :言 襲農憩 憲 t、 昼

自性 が あ る。木 を加 工 して、 あ る形 の美 しさ、

え して い た もの ら しい。 と同時 に、 ど こで見

(自 然 )と どうかかわ るか、そのかかわ り方 の 、
土俗 的 も しくは民俗 的 な、 ひ い ては歴 史的 な
体験 の蓄積 を、 いか に して集約的 に、 あ るい

たのか記憶が定 かでないの だが 、 かつ て ヨー
ロ ッパ の どこかで使 つて い た木 製 の農機 具 の

は象徴 的 に、造形化 す ることが で きるか、 と
い うこ とを意識 して い る。

数 々の イ メージが甦 って くる。明 らか に日本
のそれ とはちが った形の イ メージ。私 たち 日
本人 とは本質的 に異 なる、しか し人間臭 い、あ

もう少 し現 実的 に、彼 の造形 に即 して言 え
ばこうい うことに なる。人 間 が 農作業 を通 じ
て大 地 に作動 して い くその際 の 、人間的力 を

るi種 の懐 しさを ともなった力の概念、 そ うい
った ものが 作 品 に込 め られて い る。 こ う した

増幅 させ るために、木 の持 つ 力 の可能性 を、
人間の手 や体 の機能 の延長線上 に結 びつ け、

ニ アグの造形 には、 イギ リス に住 んでイギ リ

これ を活用 して い こ うとす る きわめて人 間的

スの現代作家 と して海外 に紹介 され なが らな

な意識 の営 み、 つ ま り樹木 に内在 す る 自然 の

おイギ リス本来 の現代作家 とは どこか ちが っ
た、ルー マニア生 れの作 家 ら しい民族 的体質

力 を人間化 して い く意志 の働 きを造形化 しよ
うと して い る。 だが 、木 を本来 そ うい った対

みた い な ものが備 わ って い る、 とイギ リス人

象 と して人 間 が 見 つづ けて きた原初以来 の こ
の きわめ て人 間的 な力動的感覚 も、今 や周知

の評家 は言 うのだが 、私 たちには もちろんそ
こ までは理解が及 ばない。
ニ アグの木 を使 つた造形 は、言 うまで もな
く、 ヨー ロ ッパ の あ る種 の農機 具 の イ メージ
を甦 らせ るが 、 しか し古 い農機具 の形 を単 に

の ごと く完全 に消滅 して しまって い る。 たか
だか、 一種 のノスタルジ ック な感 傷 と して し
か残 って い ない。 その感傷 か ら、感覚の ダイ
ナ ミズム を救 出す るのが 、彼 の仕事 らしい。

HYPHEN ON RUG

90× 120× 222

EMPIRICAL HYPHEN

'77〜

'78

w00d.Rug.

111× 117× 229

'77〜

'78

WoOd.Alminum。

鮒

徊

I‖ ギ ■ 11■―
ROCKING HYPHEN

45× 64

Pencile

:nk, on paper.

栃鶉

熙

V:CTOR HYPHEN

72× 85× 38

w00d.Gesso.

DOUBLE HYPHEN
田

150× 184× 168

HEN

When the river f10ws up the bridge which
whi:ie:ul: II::'ti[Ilid::i::siriV:I:[:̲II:ullil::y
takes l■ ace and Ordinary rea■ ity becomes extra―
ordinary, as if a chi■ d cou■ d carry on his shou■ ders

his mother and his father.

It seelns this is often the caseo A diagonal
lared gate (of
tradit・ ■on)pointing the way accOrding■ yダ by the
same invitation it keeps the gate in piace (as a

ramp runs up to the front of a pi■

necessary obstac■ e)and at the same time shOws
a way Over.

Over, through and above are combined to get
you beyond into some writhing achievement。

(WHATtt HOW=班

π )The

equatiOn of'hyPhen'

Pau■
■982

Neagu

ふ轟駐 告fιL

Wood.Pine s Oak.

ASH HYPHEN

柵

46× 90× 36

'80

w00d.Ash,Elm.

Hyphen is my recufrent instrument of
wOrk as the p10ugh is fOr the farmer
COnceptually it relates the essence of the

earth tO the bOdy oflnan and to the ideas
Of the harvest。 .. the man knows that the
salt in the sOil and his planted seed wiu,

one day,becOme a round fruite As there
is a hierarchy Of quality: mineral,vege‐
table,animal,human― ―sO there is of or‐
ganisation in my geOmetry: triangle,rec‐
tangle, spiral,sphere.
F/●z̀″ ″bJttg rarr″

G4JL響 ,GttslF″

45× 64

'82

Pencile

2″
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念 上 ,そ れは地球 の抽 出物を人間 の体に ,そ
して収穫 の意 図に結 びつける ものだ。土 中 の
塩 とまかれ た種が ,い つか まるい実を結 ぶ こ
とを人 は知 ってい る。鉱物 ,植 物 ,動 物 ,人
間 とい う質 の ヒエ ラルキ ーが あ るよ うに ,私
の幾何学 には構成 の ヒエ ラルキ ーがある。す
なわ ち,三 角形 ,長 方形 ,螺 旋形 ,球 。一一―
・
ポール0ニ アグ
個展(1979年 グラスゴー,サ ード
アイ
・ギャラリー)の カタログより *
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ニアグの驚異的なエネルギ ーと力強い想像力
とに調和するルーマニア的な感受性が,彼 の
作品を,他 のイギ リ刀や西 ヨーロッパの同時
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代作家の ものか ら際立 たせている……。彼が
用 いてきた多様な手法や媒体は,西 ヨーロッ
パに一般的に見 られるものよ り,も っと全体
的で,総 体的で,総 括的な美術の原材料として
の役割を果た してきた。西 ヨーロッパでは,
多 くの作家が,く 選択分野〉の中で専門的に狭
い範囲を研究す る科学者のよ うに,ひ とつの
方法に固執 しているのだ.他 方では,ニ アグ
は新 しい経験とそれを取 り入れる新 しい方法
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