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ク■一ド・ヴイアラ展
CLAUDE VIALLA丁

1989年 9月 14日 -10月 14日

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。

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、

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

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

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

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

とこんなことを思つた。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ある。

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、

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

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

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

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、

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

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

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

李 萬換

か、ひしめく事物の中に置くほうがはるかに素晴らしい。

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

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

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

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

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

でに気が遠くなるほどの空豆 (無 限)を描いてきた上に、またこれ

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、

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。

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

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

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

(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

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

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

ラの仕事は、ほとんど無謀にして壮絶な狂気にさえ映る。

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

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

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

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、

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

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

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

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

感が強まつてゆく。

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

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

な未知の予感に駆り立てるのである。 (談 )
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L'INFINI′  OU CLAUDE VIALLAT

Lee U一 fan

Infinio Le mot de Spinoza vient a ■tesprito cette

table′  ce mur′  cet arbre′  ■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
te■  que■  dans ■:universo Et clest prё cisёment 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 コoie. c.est a ■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
fran9ais parmi des oeuvres de C■ aude Vial■ at。

un motif rappelant ■a fёve des marais′  Ou si ■.on

veut′  ■a cellu■ e schё matisё e′  staligne en bon ordre′
(?)′  Ou du mOins a ■linfini sur toute ■a toi■ e.

Rёpёtition du meme motif sans doute′  mais dans ■aquelle
on constate une ёvo■ ution. si jusqulau dё but des annёes
soixante― dix on avait des marques′  stoiquement rё pёtёes
a l.infini′  donnant a penser a l,Observateur que
■'artiste slё tait bornё  a imbiber sa petite ёponge de
coloris trё s rudimentaires pour llappliquer sur sa
toile′  on remarqua bttentOt une ёvo■ution progressant
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 thёor■ es de motifs fё v■ers.

C.est un peu imprudemment que nous avons dit
‖peindFe‖ ′ puisqulil est entendu qulune t911e de
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Via■ ■at 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 pёtё 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
la magie dlun seul mot qui slen va dё border partout
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
p■ us mervei■ leuse encore.

Des motifs qui ressemblent a des cel■ ules qui

elles― 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

peint des fё ves des marais (1'infini)と  en prendre ■e

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.

P■ us on reve de ■ibertё  abso■ ue′  p■us ■.expression
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devient un acharnement a vivre ■'aujourdthui′
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
rё pё tition― dё calage illimitё  d・ un motif identique′  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
thё orie en faveur aujourdthui prOnant le dё ploiement

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■  dёveloppement 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

du Midi de la France′  mais il semble que dans ■es

oeuvres de cet artiste′  ■e sentiment de pu■ sation de

vie devient de plus en plus fort′  さ mesure que
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)

(traduction de 」ean Campignon)
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」ACQ∪ ES BEAUFFE丁

ジャック・ボウフェ

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

の作品は、ヴィンセント・ヴァン・ゴ ンヽ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。

セザンヌも又作品の成熟を希い、この地を選んだ。

周矢日のように、芸術の歴史が、
｀
環境

″
で左右されるとみる見方は、

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

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

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

説するのは、二一ム (Nime)出身であること、ラングドック州の文

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

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)

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

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

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

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。

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

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

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

つた。 (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
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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

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

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

され、調和していつた……。

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

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。

ヴイアラが、 1974年は南仏マルセイユに、 1979年以降、ニーム

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。

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、

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

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。

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

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

でいる。

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

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

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

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、

最初のヴアルールに結びついた物質的な錬磨である。

1989  70× 45  CF 4943



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

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

雰囲気の中から、それらの作品が生まれた。

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

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

色彩となつている。)

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∩ )

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

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

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、

闘牛芸術は、絵画の真の目的をめざめさせた。

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

識の活動として、石ヽかくつながつている。奔放さの中で彼がいつて

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。

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

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

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

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、

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

ある。
″(3)

□―ヌ川に漂流している流本の再生や、船の綱や、整理のつかない

オブジェ(古い漁網、布、粒状の石など)の回収などは、社会が生存に

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。

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。

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

は、
ゝ
絵具と動物の皮をもち歩く

〃
という(4)、 原始社会の方法を好んだ。
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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

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

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

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、

持ち運びもできる。

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、

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

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

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。
″(5)

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。

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

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

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

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、

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

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。

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

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

あるということを、提示している。

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)

(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

ストに考慮されている。

(2)〈 グザビア 0ジ イラールとの対談〉

クロード・ヴイアラカタログ、1982年  パリ ポンピドゥセンター から引用

(3)同 書に

(4)(シ ャルタル・クレストとの対言炎〉

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〉

アート・プレス 1989年 1月
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