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無限またはクロー ド・ヴィアラ

無限 一― 。 ス ピノザの 言葉が想 い浮かぶ。
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か、ひ しめ く事物の中 に置 くほうがはるか に素晴 らしい。

このテー ブル この壁 、あの樹 木やそ この空気、人々家々、都市 と

空豆のような細胞のようなパター ン。 この単純 だが言 い当てよう

空と星々のす べてが無限を呼吸 している。世界が在るのではない、

のない不思議な曖昧さを持 つた形 自体 に、それ ほどの意味はあるま

無限が広が つているのだ。無限、 それ はイメー ジではない、ここの

い。おそ らく、 どんなもの にも成 りそ うな可変性を学んだ無規定な

空間がそのまま宇宙である ことだ。そ して空間の充満感 こそが無限

形な らざる形の要請が、 このようなパター ンを選んだ。それか らと

を喚起する。まさに無限とは、生の感覚であ りよろ こびの泉である。
私 は、べニス・ ビエ ンナー レ (19880夏 )で 、ク ロー ド 。ヴイアラ

でに気が遠 くなるほどの空豆

の作品を陳列 しているフランス 。パ ビリオンをうろつきなが ら、ふ

か らどれだけそれを描き足せ ば無限が尽きるというのか。無限とは、

とこんな ことを思 つた。

避 けがたい誘惑であ り生きる ことの こだわ りに違 いない。

いうもの は、運命的 にこのパター ンを引き受けたと言 つていい。す
(無

限)を 描 いてきた上 に、また これ

空豆のような、あるいは単純な細胞のようなパター ンが、布一面

表現 は、絶対的な 自由を夢みれ ばみるほど、今を生きる ことへの

に規則正 しく (?)、 無限に配列 されている。同 じパター ンの くりか

こだわ り、 つま り自己を限定 づ ける作業 となる。 ヴイアラにと つて

え しとはいえ、70年 代初め頃までは、スポ ンジか何かで単純な色を

はこれが時間の形なのだ。同形のパター ンの果 て しない くりかえ し

含ませて押 したような無機 的なス トイ ックな形跡だ つたのが、次第

(ズ ラ し)に 自己を縛 りつ ける ことによつて無限を指 し示す こと 自

に筆や複雑な色 の手描き による生気 に充ちた絵画 とな つてきた。特

体が、表現の パラ ドックス。今 日の無制限な欲望展開論 による変化

に最近 は、空豆状のパター ンの内部 は多様な色の動め く筆の走 りが

万能主義美学の蔓延するなかで、 シジフォスの神話 よろ しくヴイア

目立ち、パター ンの外部 にも勢いよ く色を塗 りた くつている。支持

ラの仕事 は、 ほとん ど無謀 にして壮絶な狂気にさえ映る。

体 はといえば、 いつか らか真さ らな布を避 けるように し、華やかな

イメー ジを出来るだけ最小限にする こと、絵づ らを展 開せず同形

カーテ ンや汚れたシーツ、古ぼけたテ ン トなど、そ この色や模様 に

反覆 に限る こと、表現を自己限定の行為 に止める こと。 つまるとこ

構わず、それ らを切 つた り繋 いだ りして用 いる。木枠 に張 らずひ ら

ろ、 これ は可能な限 り何も描かぬように描 くことである。それが無

ひ らのままの状態の布 に、例の絵 づ らをび つ しりと描き配べ るので

限か らの教えだろう。その意味で彼 は、カール・ アン ドレと共 に、

ある。

偉大な ミニ マル・ アーテ ィス トだ。カール ・ アン ドレの芸術もまた

描 くとはい つても、画面 は展開 しない。空豆模様の反覆 に近 いが 、

無限を命題 にしたものだが、その概念性の徹底化 に比べ 、 ヴイアラ

描 く勢 いのせ いかパター ンは微妙 にズ レつつの増殖だ。絵づ らは布

のそれ はよ り情念的で予感性 に富んでいる。南仏の画家のせ いか ヴ

を蝕んで広が り、やがては布の外の空間 を宇宙を浸蝕する。本枠 に

ィアラの作品は、観念の透 明度を増す ほどに、ますます生命の躍動

張 られたキ ヤンバスとは違 い、ひ らひ らの布は同形模様の反覆性 と

感が強 まつてゆ く。

相侯 つて、世界 との一層の連続感を呼び起す。このテー ブル この壁、

壁 を街 を覆 うようなあの巨大な作品 に出くわ す と、何か途方もな

あの家々やその空き間 と空気、都市も山河も星々も、何処までも宇

い視党が、まるで得体の知れぬ生きもののように、 見る者を鮮やか

宙のすべてが― つの 言葉 によつて濡れ浴れ、そ して無化される。ヴイ

な未 知の予感に駆 り立てるの である。

アラの作品は、それ 自体 と してよ りも、よ り広々 と した空間に飾る
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L'INFINI′ OU CLAUDE VIALLAT
Lee U一 fan
Infinio Le mot de Spinoza vient a
■tesprito cette
■a′ et puis cet air′
les
gens′
■es maisons′ la vil■ e et
■e cie■ avec ses
ёtoi■ es.。 . Tous respirent de
■tinfinio Non′ le mOnde
niest pas que■ que chose qui est′ simp■ ement′ car ■e
monde slё tend′ et tend a ■einfini. Llinfini′ nlest pas
seu■ ement une image′ c.est llespace dlici qui existe
■ :universo Et clest prё
te■ que■ dans
cisё ment ce
sentiment diabondante p■ ёnitude de ■lespace qui ёvente
et aё re ■Oinfinio En vё ritё ■linfini est a ■a fois
sensation de vie et source de toute
■a
コoie. c.est a
Bienna■ e de venise (ё tё ■988)que cette pens● e nous
assai■ lit a■ ors que nous dё ambu■ ions dans ■e Pavi■ ■on
table′ ce mur′ cet arbre′

fran9ais parmi des oeuvres de C■

aude Vial■

at。

■a fё ve des marais′ Ou si ■.on
cellu■ e schё matisё e′ staligne en bon ordre′
■ linfini sur toute
■a toi■ e.
(?)′ Ou du mOins a
Rё pё tition du meme motif sans doute′
mais dans ■aquelle
on constate une ёvo■ ution. si jusqulau dё but des annё es
soixante― dix on avait des marques′ stoiquement rё pё tё es

un motif rappelant

veut′

■a

a l.infini′ donnant a penser a l,Observateur que
ёponge de
■'artiste slё tait bornё a imbiber sa petite
coloris trё s rudimentaires pour llappliquer sur sa
ёvo■ ution progressant
toile′ on remarqua bttentOt une
vers des toiles pleines dianimation′
exё cutё es a la
brosse cette fois′
et en cou■ eurs beaucoup plus
ёlaborё es. Clest rё cemment surtout qulon commence a
remarquer que llintё rieur des motifs en fё ve des marais
commence a grOui■ ler dlune riche variё tё de coloris′
tandis que les contours sont puissamment sou■ ignё s en
couleurs ёnergiques. Quant au suppport′ i■ commence a
fu■ r ■a to■ ■e dro■

te et carree′

pour uti■ iser′ dё coup● s

et rapetassё s′ rideaux aux frais coloris et draps
crasseux′ toiles de tente Ocu■ ёes′ et autres′ sans se
soucier ■e moins du monde de leurs motifs prё exitants.
Puisque ■tartiste travai■ ■e sans cadre de bois′ ce sera
sur un tissu flottant ■ibrement donc qulil peindra′ en
les｀ faisant foisonner en de consciencieux a■ ignements′
ses thё or■ es de motifs fё v■ ers.

C.est un peu imprudemment que nous avons dit
est entendu qulune t911e de

‖peindFe‖ ′
puisqulil

ne donne lieu a aucun dё veloppemento Si on
ntest pas ёloignё de l:ё pistrophe de la fё ve des
mara■ S′ On constate tout de meme que′
dans
■'emportement du geste pictural′
le motif introduit
subrepticement des dё calages dans sa propagationo Ce
motif rё pё tё qui avait commencё par rOnger la toi■ e′ en
dё borde rapidement pour passer aux espaces
circonvoisins et bient6t a tout l.univers quli■ se met
en devoir dlё roder de ses inquiё tants affouil■ ements.
Tout diffё rent de ■a toile clouё e sur sOn cadre′ ■e
morceau de tissu flottant ■ibrement′ concurremment avec
le foisonnement dlun motif identique′
appe■ le
ev■ demment un sentiment de continuation′
ou de
perpё tuation c.est se■ on. Cette tab■ e′ こe mur′ ces
ma■ sons tout autour′ ces espaces v■ des et cet a■ r...
ces vi■ ■es′ f■ euves′ montagnes′ et puis ces myriades
dlё toi■ es au firmament. Ctest tout ■tunivers imbibё par
border partout
la magie dlun seul mot qui slen va dё
pour finalement se voir anihi■ 0. Une oeuvre de claude
Via■ ■at′ plus qu.en e■ le meme′ pare un espace encore
bien p■ us vaste′ mais ciest placё e au mi■ ieu des choses
qui jouent des coudes et se bouscu■ ent qule■ le devient

Via■ ■at

p■

us mervei■ leuse encore.

ules qui
Des motifs qui ressemblent a des cel■
memes ressemblent a des fё ves des maraiso IL n'y
a pas malice′ et s'il est imposSible de dё broui■ ■er
l'ё trange ambiguitё
de leur forme′ gageons quie■ le ne
doit pas avoir un sens bien particu■ ier. Probablement
que le choix de ce motif est tout simplement ■e produit
de ■a quete diune forme non stipulё e et chargё e de ne
prendre jamais forme tOut en
ёtant grOsse de tous
■es
changements poss■ b■ es qu■ en feront fina■ ement tout ce
que ■'on voudra. Disons que pour ■a suite′ ■.artiste se
charge de ■a responsabi■ itё de ce motif qulil va
assumer a ■a maniё re d'un destin. Outre quli■ a dё jさ
en prendre ■e
peint des fё ves des marais (1'infini)と
vertige′ combien va― t― il encore ■ui en fa■ ■oir aligner
pour ёpuiser ■linfini? Car ■linfini clest une tentation
difficilement ёvitab■ e′ aucun doute ■a― dessus′ il faut
y OOir ■Oexpression dtun acharnement a vivre.
elles―

P■

us on reve de

■ibertё abso■ ue′ p■ us ■.expression

:.11夕
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■ 'aujourdthui′
devient un acharnement a vivre
clest― さ―dire une tache limitative de soi. Et pOur
Claude Viallat clest la forme du temps. Dさ s lors que
llartiste se ligote′
s'enferme meme′
dans la
d・ un motif identique′
rё pё tition― dё calage illimitё
ce
fait meme de dё signer llinfini′ nlest― il pas paradoxe
de llexpression? Face a la prOpagation dlune esthё tique
du principe de llomnipotence des variations′ se10n la
ploiement
thё orie en faveur aujourdthui prOnant le dё
illimite des dё sirs′ le travail de Claude Via■ ■at′
participant du mythe de Sisyphe′ ref■ ёte jusque dans

dans sa folle tё mё ritё une sublime dё mence.

Ramener ■timage dans ses ■imites ■es p■ us ёtroites′
se borner a la rё itё ration du meme motif en veillant a
ne se la■ sser aller a nu■ dё veloppement sur ■a to■ le′

endiguer llexpression pour
■a borner a
■ eacte
dlautorestriction。 .. En dё finitive′ ■ lentreprise
revient a peindre′ certes′ mais en ne peignant rien du
tout′ autant que fa■ re se peut. Et ne sera■ t― ce pas ■さ
■a le9on de ■linfini? Dans ce sens′ Claude Vial■ at est′
avec Kar■ Andrё ′ un trё s grand artiste minimaliste. car
■lart de Kar■ Andrё aussi a pris ■9infini′ mais comparё
au jusqulauboutisme de son conceptualisme′
on sent tout
de suite que bouil■ onne chez C■ aude Via■ lat toute la
r■

chesse des sentiments et des premon■

tions.

serait― ce parce que C■ aude Viallat est un artiste
■es
du Midi de la France′
mais il semble que dans
oeuvres de cet artiste′ ■e sentiment de pu■ sation de
さ mesure que
vie devient de plus en plus fort′

stintensifie le degrё

de transparence de llidё

e.

Lorsquli■ rencontre une de Ces gigantesques oeuvres
qui peuvent couvir un mur′
une rue′ cette vislon
contra■ re au bon sens′ comme une chose v■ vante certes′

mais de nature dё fiant encore toute description′
le
spectateur se sent ёperonnё par une fra■ che premon■ tion
de ■tinconnu. (propos recueillis)
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1989
クロー ド・ ヴィアラは周知のように、南仏で生まれた。 ヴィアラ

70× 45

CF 4943

1989

60× 80

ュー 、カイルマ ンか らサ ン トロペ な ど、 この理想の地 は、 夏の光 と

の作品は、 ヴィンセ ン ト・ ヴァン・ ゴ ヽ
ンホがプロバ ンスの 海か ら離
｀
″
れた内陸部を、 東洋の旅 と表現 したような地方そ れ 自体 である。

極 限の色彩 にあふれ 、 ヴィンセ ン ト・ ヴアン・ ゴッホの発作的ヴィ

セザ ンヌも又 作品の成熟 を希 い、 この地 を選んだ。

され、調和 していつた……。

ジョンを生み 出 し、マチスは快楽の探索 にふ け り、彼 らの芸術が試

この地 における感 覚的欲望や、激昴、宮能の快楽の表現 は、宇宙
｀
″
のように、芸術の歴 史が、 環境 で左右されるとみる見方 は、
周矢日
一 面的で誤 りである。
しか し、 この 方法 は芸術作品に限 つていえば、芸術作品が 、ただ
フォルムの 中に しか存在 しないとする見方や 、社会的経済的な側面
とその結果だけで判断する見方 に比べると、優れているかも しれな

と作品 とを合体させ ようとする試みであ り、 目が眩むような対決 で
｀
″
ある。主題 はエデンの 園であ り、マチス流の 奢修 である。そ し
て、半世 紀をへ て、 この地 は、今、電化され、マル シャル・ レイス

(MAR丁 IAL RAYSttE)の 殺菌消毒 された理想的な 海水浴場 にな っ
ている。

い。様々な判断の仕方 には、それぞれ 長所 と短所があ り、絶対的な
ヴイアラが、 1974年 は南仏マルセイ ユ に、 1979年 以降、ニーム

方法 はな い。
ヴイアラについては、今まで沢山の解釈 がなされている。多 くは
彼を質感を追求する作家 と して紹介 し、 フランス美術の状況 におい
て 60年 〜 70年 代の中に組み入れ、その関係を分析 している。
しか し、対談や、多 くの記事を通 して、クロー ド・ ヴィアラが力

ヘ と帰還 してゆ くの はなぜ だろうか ?
ヴイアラが 帰還 してゆ くの は、
周知のように、スポール・ スル ファ
ス (Support surface)グ ループが、西洋的行為の絵画 につ いて理
論批判を活発 にや りだ した時期 である。

(Nime)出 身である こと、ラング ドック州の文

ベ ルナール・ セ ッソンは歴 史的感性的な 自己帰還の試み と して、

化 と田舎の伝説や闘牛 という儀 式を重ん じていることである。評論

ヴイアラの進展の し方を明解 にのべている。
｀
ヴイアラの原点への 帰還 と、自己の原点そのものへの 帰還 は、〈
現

説するの は、二 一ム

家達 は、誇張された作家の伝記 というものを疑 い、彼の芸術 に影響を
およば した このような インパク トをむ しろ避 けたいと思 つている。.1'

1982年 、ク ロー ド・ ヴィアラは次のように言 つている。
｀
二一ム にくる ことは、私 にとって必然であ った。 この地 では私 は
仕事 に集中することが このま しく、又子供 時代 に体 験 したもの、 闘
牛や、 ときわが しの灌木や、村の生 活な どを再び見 い出す ことがで
″
きた。 (2)

代派〉の絵画 に特有の非生産的な批評の領域 に足をふみ入れ ず に、
彼 は、芸術の原点へ と湖行を深めてゆ く。そ して、彼 は猟人の宇 宙
へ と入 つて ゆ く″ と。
原点か ら、芸術行為の本性を追求するため に、 彼の絵 は、ただ斬
新さだけに固執するアバ ン eギ ャル ドの舞台か ら遠ざか つて ゆく。

美術史家 にと り、 この源への 帰還が南 フランスであ ったというこ

ヴイアラにとって原点の人間とは、マチスの絵画 にみ られるよう
｀
″
な、最初の エ デ ンの 園の 快楽 と静寂 と奢修 に身をゆだねた人間

とは、大変 いみ深 い。なぜな らミデ ィ (南 仏 )は 彼の真の根源の場

ではな く、む しろ彼 は人類学の 講義で、む しろ正反対の ことを学ん

所 である。南 フランスは、西洋文明が、絵画だけに限 らず、あ らゆ

でいる。

るジヤンルで養分を養 つた神話的な神聖な場所 である。
ヴイアラにとって、 この地の魅力は、絶対的であ り、最後の地 と
もいえるであろう。

19世 紀以来、南仏 は、作家や画家達を魅 了 し、少 しづつ時 F85の ず
れがあ つたと しても、多 くの作家達が調和の とれた光を求めて集ま
つてきた。

彼 にとって、芸術 と歴史 は、実際に生きた ことであ り、体験 したこ
とである。ある いは又 、再び生きる こと、つま り、過去の芸術を 日常
的経験 と して体験する ことであ り、それが大きな位置を しめている。
マチスや ピカソと同様 に、カンタブ リア岩窟壁画や、オ ック地方
の陶工の芸術な どもその例 であろう。
ヴイアラの作品はあま り思弁 的ではな い。理論 とは、 日々の仕事

それ以来、芸 術家達 は多すぎる程 増え、彼 らのア トリエの エキ ゾ

の中か ら生 まれ、それ は絵画の肌 である色彩の錬 磨なのである。そ

チ ックなが らくたの山の 中に埋 もれて、神話的な東洋を夢みた。そ

して、その色彩 は、狩猟文化や、羊飼 いの 半遊牧生活や、動物の原

の東洋 とは、天 国は八一 レムのような雰囲気であるという東洋であ

始性 へ の挑戦 であ り、 一つの場所、 ―つの 国の魔術を塗 りこんだ、

つた。

最初の ヴアルール に結 びつ いた物質的な錬磨 である。

(幻

党的な東洋の ヴィジ ョン ーー 西 洋人の無意識の領域 で禁

圧 されたものが転移 できる場所 。 )地 中海沿岸の 二一スか らタンジ

CF 4949

1989

72× 115

CF 4948

マチスの遺産をうけつ いでいるといわれるヴイアラの作品が、明

ヴィアラのオブ ジエが微妙 で、もろ く、不安定なよう にみえると

確 に現れるの は、マルセイ ユ の滞在以後である。再発見 した南仏の

しても、実際 には、虚弱ではな い。罠や、狩人 の弓や、獣 を捕える

雰囲気の中か ら、それ らの作品が生 まれた。

猟師のか ん じきは、取扱 いが簡単 で、移動でき、 シンプルであるけ

初期 に、あ りあわせの材料 に描 いた絵 は、輪郭が不規則な つぎは

れ ど、効果的である。 又、折 りたたむ ことも出来、積み上 げた り、

ぎの帆布などを使 つてお り、形は様々な方向 に向いている。 (｀ 腐
″
敗の時期 とのちにはいわれた、 に じみや、散漫、不正確、流動的

持ち運 びもできる。

色彩 とな つている。 )

それ は、あ らゆる状況 に対応できるものである。
｀
ベル ナール・ セ ッソンが指摘 したように、 彼のキヤ ンバスはどこ

しか し、マル セイユ に滞在以降、優雅で富能的 で、阻疇された、
被覆力のある強烈な極彩色 とな り、す べ てをとりかえ した横 浴のイ
マー ジユとな つてあ らわれる……。
又、ピカソの作品との対話は、1979年 のは じめ、ダション (datlO∩

)

彼の絵 は、そのたびに新 しいヴイジ ョンをなげかける空間であ り、

にでも融 けこめるが、 しか し、キ ヤンバスを置 いたその場の秩序を
″(5)
撹乱する。そ して、あ らゆる秩序の合法性 に疑問符 をなげかける。
は じめ に、 ヴィアラの時間のずれ た南仏へ の帰還 についての べた。

の出品か ら再び活発 にな り、 ヴイアラは二―ム に帰 つてか ら、闘牛

実際、野獣派や マチス、ク レーや ピカソなどが、地中海沿岸 に滞在

に足 しげ く通 うようにな り、 ピカソとの よ り深 い結 びつきをみせて

して後 は、西洋人 にとつて、南仏や東洋 は、文明の理想の地 とは考

いる。 ミ ッシェル・ レリスが文学です ぐれた作品をみせたよう に、

え られな くな つた。もはや南や東洋 は、そ こに由来する多彩な文化

闘牛芸術 は、絵画の真の 目的をめ ざめさせ た。

が無視されて、そのかわ りに、今、西の方 へ傾き つつある効率的、

演 じる ことは、肉体的であれ、精神的であれ、 その ことに没頭す
る ことで、実際的な危険をともなう。絵画 と闘牛 は、 ヴイアラの認
か くつなが つている。奔放 さの中で彼がい つて
識の活動 と して、石ヽ
″
｀
いるように、絵画 とは 私の肉体の消耗 を計るため で しかない。

実用主義的、物質的、産業社会の計画的 で、 しかも完璧 に冷房化さ
″
｀
れた、 一種の通過 の径路 一一 よ くいえば バカ ンス の地 一― と
して しか見なされて いない。
ヴィアラは、ステラの コンピュータを利用 したような制作方法 に
よる芸術作品の流行は計画的 な利潤追求の固定観念 に支配されてい

ヴィアラの南仏は、河川や 丘や港 ではな く、透明で、拡が りのあ
る魔術的なもの であ り、そ こで水は大地 と空か ら作 られる。それ は、
内的なミデ ィであ り、乾燥 し、燃 えるようであ り、満ちる ことがな

る工業社会の プロ トタイプである と、真 つこうか ら対立する。
両者の見方 は、 シンメ トリーのイメー ジを背 中合 せ につ ける こと
が出来る程、あ ま りに対照的である。

い荒地のイメー ジに似 ている。おそ らく、そ こか ら、彼の仕事の特

ステラの様式の成功 は、 ヴイアラの考え方の 正 しさを証明 してい

異な リズムのある累積的執念が現れ て くる。彼 はいう。
｀
問題のすべ ては、私 を不安 にするまで充満する こと、つみ上 げた

る。彼の考え方は、逃避的 な ノスタル ジックな内省か ら生まれたも
のではな い。 む しろ、反対 に、批評の精神 と、彼の企図 に弾力性が

仕事の量が増大す る こと、である。 そ して、仕事を再開する ため に、

あると いうことを、提示 している。

ア トリエ をか らつぽに しな くてはな らな くなるまで蓄積する ことで
″(3)
ある。

その企図とは、人間性その もの に原則をおき、その原則 に結びつ
いているもの に、 自己 をささげるという ことである。
(サ ンテ・テイエンヌ美術館学芸員)

整理の つかない
□― ヌ川 に漂流 している流本の再生や、船の綱や、
布、粒状の石な ど)の 回収な どは、社会が生存 に
オブジ ェ(古 い漁網、
必要なものを失 うの ではないかという古めか しい恐怖を語 つている。

(1)し かし、この状況は特にベルナール・セッソンや、イヴ・ミッショーのテキ

しか し、 ヴィアラは、想像力や変化 や、行動を萎縮 させる不純な
｀
蓄財 を拒絶する。彼 は自らの芸術 につ いて 本質的 に流浪の民であ
″
る といつている。

(2)〈 グザビア 0ジ イラールとの対談〉

絵 を、本枠 でとめ、額 に入れ壁 にか けるようになる と、重 い装置
とな って しまい、それ はルネ ッサ ンス期の絵画であ り、む しろ、彼
〃
(4)、
ゝ
は、 絵具 と動物の皮 をもち歩 く という 原始社会の方法 を好んだ。

ストに考慮されている。
・ヴイアラカタログ、1982年
クロード

パリ ポンピドゥセンター から引用

(3)同 書に

炎〉
(4)(シ ャルタル・クレストとの対言

クロード・ヴイアラカタログ、1988年 〜89年

二一ム

(5)(ベ ルナール・セッソン、カトリーヌ・ミレとの対談〉
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Eχ だrlì ら1 2 expositions en plein air dans
lη ″
leSud dela France
Sぇppο rrs‐ S
,ARC,Mus6e d'art moderne dela
rliθ

Ville de Pa五 s

̀7ε

ε
Юc力 α
1971ス ε
rグ

Fournier,PaHs ̀S rra″

ι η,galeHe Jean
ゼ′
麟 グθ′

の

JJgε

ω,thё atre

Sィ ρ
ροrrs‐ S

de la Citё

lntemationale,

̀7ε

5 イ766
SゃpO″ ‐

Thё atre municipal,Nice
ObJigtt Mus6e Galliera,Pa五 s
re des Outaouais,lac
こ
わ
ル″″ だρお α 0 ご
̀cH宙
̀
des Castors
raS̀′

″れαたグ

/Jre Bjθ

̀Paris,Parc
Floral,PaHs
Fra″ cら Galerics
α
Jれ
cο れ
た ′οバ
Sご 犠rr
1972,Dο z̀α ″
̀

Nationales du Grand Palais,Paris
グ0ゲ o2α ガS,S01omon Ro Gug‐
/4 s″ 沼α ‐D ssθ ι

genhelrn Museunl,New‐ York

re de Nicc
F″ ε
̀,Thё
Expositions de plein air,1972‐ 1973,La〜lRocheuc,
Perpignan,Saint‐lEtienne,Toulouse,Montauban.¨

スψ な″ル″″
「gα だ̀̀
̀ε

j彪 ―
litをs,Musё e
Rι α
1973Rご α′

d'Art et d'Industrie,Saint―

Etienne
jJra夕 κ
s,Palais de la Bourse,Bordeaux
Regardc″ α

Srig4α ιexpOSition de plein air,Grasse
、
JJa ρ ′″,Adrede,&cne。
Lα 4eSSわ ″
「
̀s
1974 DO′た,Is″ α′
で,И αJJaち GalleHe La Bertesca,Gё nes
JJat Maison de la Culture,Renncs.
Saytο ら Иα
″ちPierre Matissc Gal―
力 〃α″″二Rθ αれ,И α′
屁7 ε
j′

̀ち
York
lery,New―
πj9夕
ι
″Fraれ ε
θθ
No′ ソ ρ ′″
,ρ ″

̀JJg

̀Jκ

d'Art et d'Industric,Saint―
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