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Ⅳ 「人文学フィールドワーカー養成プログラム」調査報告

戦後ドイツ美術における「物質性」について
──アンゼルム・キーファーを中心とした作品及び文献資料の現地調査

野 中 祐美子

１．はじめに

美学美術史学専門

博士後期課程１年

た。仮にあったとしても論議の主たる目的にではな
く，付随的な考察の域を出ないものである。ところ

20 世紀美術は様々な素材を取り入れ，それまでに

が，20 世紀以降の美術作品の動向に目をやれば，い

ないほど多様な表現形式を展開していった。20 世紀

かに素材と作品の意味や機能との関係性が密接なもの

初頭キュビスムにおいて，新聞紙や壁紙といった画材

であったかは周知の通りであろう。加えて，キーファ

とは異なる素材が絵画の構成要素の一部となり，それ

ーを中心とした戦後ドイツに生まれ育った芸術家たち

以降，廃材や日用品，工業製品，砂や草花などあらゆ

の多くは，それまでの抽象的な芸術表現からは離れ，

るものが美術作品を作り上げる素材として取り入れら

具体的で内容のある作品を制作するようになった。そ

れるようになった。筆者が研究対象としている戦後ド

こには素材である「物質性」の現われも一つの重要な

イ ツ を 代 表 す る 芸 術 家 ア ン ゼ ル ム・ キ ー フ ァ ー

特質として考えられる。筆者は，修士論文においてキ

（1945‒）も，このような20世紀以降の美術に特徴的

ーファーにとって最も特徴的な素材である「鉛」に注

な物質を作品の主要な構成要素とする作家である。キ

目し，鉛の意味や機能，そしてそれによる作品と鑑賞

ーファー作品における形態の展開は，絵画や版画，彫

者との関係性についての論を展開した。本調査におい

刻に留まらず，本やインスタレーションにまで及び，

て，修士論文での成果を今後さらに発展し，深めてい

そのいずれにも物質が採用されている。キーファーは

くために，国内で見ることができる最も新しい作品

1977年に初めて絵画の中に鉛を取り入れ，1980 年に

（1995 年，国立国際美術館蔵）以降の重要な
《星空》

砂を，翌 81年には藁を貼付けるようになった。その

作品，及び最新の展覧会，そして文献等を調査するこ

後，80年代‒90年代における絵画作品は物質の介入と

とで，現在までのキーファーの作品の傾向をおおまか

共に成長していくかのように，大きさやヴォリューム

にではあるが，把握することが可能であると考えてい

は増し，形態的にも造形的にも物質性が強化されてい

る。

った。キーファーの絵画を前にすると，まずはそのス
ケールの大きさに驚かされ，描かれたモティーフに困
惑し，物質があからさまに絵画面を支配するその様子

２．調査目的

に圧倒される。さらに，描かれた，あるいは表現され

本調査の目的は，ロンドンのホワイト・キューヴ画

た対象と，取り入れられた物質との関係性の不確かさ

廊で開催されたキーファーの展覧会（
『Karfunkelfee

に，観者は作品の前から離れることができなくなる。

and The Fertile Crescent』展）をはじめ，テート・モダ

キーファーの扱う物質は鉛，藁，砂，灰，女性の髪，

ンのキーファー専用の展示室，2007 年にルーヴル美

枯 れ た 植 物， ひ ま わ り と そ の 種， 既 存 の オ ブ ジ ェ

術館に常設展示作品として制作された作品等，近作品

（物）
，あるいは鉛で作られたオブジェが主流である。

及び最新作品を実際に調査し近年の作品における素材

また，近年ではコンクリートを使用した大規模な作品

や表現方法の詳細な調査を行うことで，それまでの傾

も展開され，キーファーの扱う物質の多様化はいまだ

向との類似や差異，関係性を見出し，キーファーの作

衰えるところを知らない。これらキーファー芸術を構

品全体を把握することである。現在，日本国内に所蔵

成する物質は作品の持つ重く陰鬱な雰囲気を助長し促

されているキーファー作品は最も新しいものでも

進させているようにも見える。

1995 年制作のものであり，その後の彼の目覚ましい

このように多様な表現形式を有するキーファー作品

展開における一連の作品は残念ながら見ることができ

において，現在までのところその特異な素材に注目し

ない。本調査は，美術史研究の基本であり且つ重要な

た研究は，意外なほどわずかにしかなされてこなかっ

研究段階の一つである実作品の調査を，最新作品及び
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近作品の中でも特に注目すべき作品を調査すること

28日 国立図書館にて文献調査，タデウス・ロパッ

で，95年以降の作品の動向を実作品に即して検討す

ク画廊にて調査打ち合わせ

る基本段階と位置づけたい。さらに，日本においてキ

イヴォン・ランヴェール画廊，ルーヴル美術

ーファー展が開催されたのは 1993年が最後であり，
いわばそれ以後のキーファーの展開を展覧会というか

館にて作品調査
29日 国立図書館にて文献調査，タデウス・ロパッ

たちによって日本で紹介する機会は全くなかったし，
上述したように作品収集も 1996年を最後になされて

ク画廊にて作品・文献調査
30日 国立図書館，タデウス・ロパック画廊にて文

いない。このことからも，本調査が最新のキーファー
の動向と作品の変遷を追うための重要なものとなるこ

献調査
31日 ポンピドゥー・センター図書館にて文献・資

とも視野に入れている。併せて，日本において入手困

料調査

難な資料及び情報を収集するためフランス国立図書

カルティエ財団現代美術館にて作品調査

館，ポンピドゥー・センター図書館，画廊などで文献
調査を実施することである。さらに，画廊では聞き取

〔11 月〕
１日

り調査及び画像データの収集も依頼し，キーファー作
品のデータベース化をより完璧なものにすることも目

ルーヴル美術館にて作品調査，移動（パリ→
名古屋）

２日

名古屋着

的としている。
また，現代美術の主要都市であるロンドンやパリ

以上の行程に従い，作品調査と文献調査を実施し

で，キーファーと同時代の作家たちの発表する作品に

た。まず作品調査について具体的にその方法を記して

も目を向けることで，まさに「現在」の美術の動向を

おく。日本においてキーファーの作品を直接見ること

実見し，そこで多用されている素材や表現方法がキー

ができるのは 80 年代後半から 90 年代にかけての古い

ファーのそれとどのように相違，あるいは類似してい

作品ばかりである。その当時から約20 年が経過した

るのかを分析することを目的として調査を行った。

現在，キーファーの表現形式は大きく変化してきてい
るといえ，今回の調査では最新作及び近作の中でも特

３．調査方法

に重要なものをホワイト・キューヴ画廊，テート・モ
ダン，ルーヴル美術館等で実地調査した。調査の第一

調 査 期 間 は 2009年 10月 21日 か ら11 月 ２ 日 に か け

の 目 的 で あ る キ ー フ ァ ー の 個 展（
『Anselm Kiefer:

て，ロンドンとパリで行った。以下に調査日誌を掲載

Karfunkelfee and The Fertile Crescent』展）は世界的に

する。

有名なロンドンにある大型画廊，ホワイト・キューヴ

〔10月〕

画廊での個展であった。同画廊はロンドン市内の２ヶ

21日

移動日（名古屋→ロンドン）

所（Mason’s Yard/ Hoxton Square）にギャラリースペ

22日

ホ ワ イ ト・ キ ュ ー ヴ 画 廊（Mason’s Yard/

ースを設けており，キーファー展は両スペースで同時

Hoxton Square）

開催という大規模なものであった。展覧会へはロンド

ホワイト・チャペル・ギャラリーにて作品調

ン滞在中の開廊日は毎日通い，写真撮影及び調書をと

査，資料収集

る作業を繰り返した。また，今回の展覧会担当者とは

ホワイト・キューヴ画廊（Hoxton Square）

日程が合わずインタヴューができなかったことは非常

テート・モダン，リッソン画廊

に残念であった。ロンドンでは他にテート・モダンの

王立芸術院にて作品調査，資料収集

キーファーの展示室の調査を実施した。2006 年制作

ホワイト・キューヴ画廊（Mason’s Yard）

の《Palmsonntag》という壁２面を埋め尽くす平面作

ICA にて作品調査

品と展示室中央に置かれたオブジェから成るインスタ

ウォレス・コレクション，ホワイト・チャペ

レーション作品である。こちらは写真撮影が禁止され

23日

24日
25日

26日

ル・ギャラリー

ていたため画像資料はカタログを購入することで補

ICA にて作品調査，資料収集

い，調書取りに専念した。但し，展示室内は鑑賞スペ

サーチ・コレクションにて作品調査，移動

ースが規定されており，実際には作品にそれほど近づ

（ロンドン→パリ）
27日

国立図書館にて文献調査

くことができない状態での調査であり細部を具体的に
見ることができなかった。
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パリでは，2007年にルーヴル美術館の常設展示作

調査対象に簡単に触れておくこととする。

品として制作された３作品の調査を行った。１点は
2000年以降のキーファー作品に頻出する壁画形式の

4‒1

大きな絵画作品であり，残る２点もまた近年のキーフ

Anselm Kiefer: Karfunkelfee and The Fertile Crescent 展

ァーを代表する「ひまわり」や「本」をモティーフに

日本におけるキーファー受容は 1993 年のセゾン美

した立体作品である。３点は大階段室の３面のやや高

術館，京都国立近代美術館，広島市現代美術館を巡回

い位置に設置されており，鑑賞者は見上げて鑑賞する

する大規模な展覧会を最後に，まるで忘れ去られた作

ことを余儀なくされる。そのため写真撮影の際，正面

家のごとくそれ以降の彼の動向を追うような展覧会や

作品調査

からの撮影が困難であり，三脚も立てられない環境で

研究成果はみられない。唯一，国立国際美術館所蔵

あるなど，諸々の条件により苦労した。とはいえ，比

《星空》（1995）が1996 年にコレクションに加わった

較的近接して鑑賞することができたため，ホワイト・

ことが日本におけるキーファー作品紹介の最も新しい

キューヴ画廊での展示作品と併せて，近作品の技法の

例であるが，それ以降の変化し続けながらもそれまで

特色に直接触れることができそれ以前との比較検討に

の作品との関係性を常に維持しているキーファーにつ

とって有益な鑑賞体験と画像資料の収集を行うことが

いては知ることができないのが現状である。一方，欧

できたといえる。ルーヴル作品に関しては，作品制作

米に目を向ければ毎年のようにどこかで展覧会が開催

の経緯及び作品解説等が詳しく論じられた出版物が

されており，近年では2007 年の３月から９月にかけ

2007年に刊行されており，今回はそちらも入手する

てスペインのグッゲン・ハイム美術館ビルバオ館の５

ことができた。

周年記念展覧会，同年５月から７月にかけてパリのグ

次に文献調査の方法について記す。キーファーに限

ラン・パレでの大規模な回顧展，さらに 11 月にはル

らず現代作家に関する文献は比較的日本でも入手しや

ーヴル美術館への作品設置をはじめ，その後も画廊で

すくなってはいるが，それでもやはりキーファーが現

新作を発表するなど近年のキーファーの活躍には目覚

在，制作の拠点を置いているフランスを中心としたヨ

ましいものがある。そのような欧米諸国における受容

ーロッパには数多くの資料が存在している。今回の調

と日本におけるそれとの差については今後，受容論と

査では，フランス国立図書館，ポンピドゥー・センタ

いう視点で検討していかねばならないが，いずれにせ

ー図書館，そしてタデウス・ロパック画廊でキーファ

よキーファー研究を発展させていくためにはまず作家

ーに関する資料を閲覧し可能な限り複写した。また，

の展覧会を可能な限り抑えておくことは必須といえよ

ポンピドゥー・センター図書館ではルーヴル美術館所

う。

蔵作品の経緯やキーファーへのインタヴューなどを収

今回の調査はそのような動機の下，現代美術を扱う

録した画像資料も視聴することができ，作品が設置さ

世界的にも知名度の高いロンドンのホワイト・キュー

れるまでの様子やキーファーのスタジオの様子を初め

ヴ画廊での新作展（会期：2009 年10 月 16 日〜2009 年

て動画で確認し，作品の背景を伺う貴重な機会となっ

11 月 14 日）へ訪れることを目的の一つとした。同画

た。国立図書館では主に日本に流通しなかった著作や

廊はロンドン市内に２ヶ所の展示スペースを持ち，地

展覧会カタログの複写及び，DM やポスター，新聞記

下鉄で20 分ほど離れた距離に位置している。両スペ

事といったものを確認した。画廊では，最新のキーフ

ースを同時に同じ作家で展覧会を企画することは大変

ァーの展覧会カタログの複写及び購入をし，また画廊

稀なことであり，このことはキーファーが現代におい

が所蔵しているキーファーの画像資料のデータを譲っ

ていかに重要な作家であるかという指標にもなるだろ

ていただく交渉及びキーファー担当者へのインタヴュ

う。 ま ず は Mason’s Yard 会 場（Fig. 1） の 展 覧 会

ーも行った。さらに，各画廊や美術館等ではキーファ

『Karfunkelfee』展から見ていく（Fig. 2‒5）。地下１階

ーに関する資料を可能な限り購入し，資料収集に努め

と地上１階の２フロアー及び階段室を展示スペースと

た。

する Mason’s Yard 会場は，2006 年以降のキーファー
の平面作品に見られるようになった２面あるいは３面

４．調査結果

のガラス・ケースに入った形式をとる森を主題にした
シリーズである。後述するが，キーファーがこのよう

それぞれの作品及び文献資料に関する詳細な検討は

な形式で作品を発表し始めたのはテート・モダンに所

今後の課題とするため，ここでは展覧会の報告と主な

蔵されている《Palmsonntag》以降である。作品はイ
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Fig. 2

Fig. 1

リュージョン的な奥行き表現が見られる絵画平面の手
前に，実際に絵画面からガラスまでの約 30cm の厚み
の中に棘や植物，オブジェといったあらゆるものが収
納されている（Fig. 3‒4）
。2006年以降このガラス・ケ
ースの方法を取るようになってから，それまでの素材

Fig. 3

を直接絵画面に貼付けたり掛けたりするなどして固定
していたところから，今回の作品のようにガラス・ケ
ース内に置くだけでも展示可能となったことから，キ
ーファーの扱う素材はさらにヴォリュームや種類に多
様性が出てきたように感じる。このような表現方法に
おける新しい側面に対して，一方でキーファーが初期
作品から繰り返し使い続けているモティーフや素材が
未だ使用されていることも重要である。鉛の本，鉛の
飛行機，衣服はもちろんのこと，コンクリートで作ら
れたタワーのミニチュア版や写真のネガ（過去の作品

Fig. 4

に出て来たいくつかのイメージを写したもの）など，
新作の中にいくつもの過去の作品との繋がりを連想さ
せるイメージが挿入されている。これは，キーファー
がこれまでも繰り返し取り組んで来た方法でもある。
また，展覧会のタイトルにもなっている ʻKarfunkelfeeʼ
は戦後のオーストリアの詩人インゲボーク・ベックマ
ンの作品からきているという点なども，これまでのキ
ーファーの手法に則ったものである1）。キーファーの
新作というのは，全くの新しい造形表現やテーマでは
なく，これまでの何十年もの活動の積み重ねにより出
来上がっており，おそらく本作品もこれまでの作品と
合わせてさらなる展開を見せている点に注目し，その
絵画の分析をしていく必要性があるだろう。
また，階段室に展示されていた１枚の写真作品《20
年の孤独》（Fig. 5）であるが，これは近づいてよく観

Fig. 5
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Fig. 7

Fig. 6

察すると複数の紙が重ねられ，その上にさらに何枚も
の写真が重ねられた重層構造による作品である。ここ
10年近く，キーファーは同タイトルの作品を制作し
てきているがそのいずれも本作品のように「重ねる」
ことが重要な概念となっている。また，本作品は過去
に制作された立体作品の《20 年の孤独》を写真にと
ったものを分解しばらばらにして，再度重ねて貼り直
している。タイトルにおいても制作方法においても，
そして作品自体の構造においても，
「反復性」と「重
層性」の連続によって成り立っている。このようにキ
ーファーの特徴の一つを新作展示において十分に確認
することができた。
次に Hoxton Square 会場（Fig. 6）であるが，こちら
のシリーズはキーファーが15年前にインド旅行の際

Fig. 8

に訪れた田舎の煉瓦工場でインスピレーションを得て
以来描き続けている，煉瓦をモティーフとしたシリー
ズの新作展であった。Hoxton Square 会場は１階と２
階に展示スペースがあり１階の３面の各壁に１点ずつ
３点の巨大な絵画が掛けられており，中央の絵画は絵
画空間内外をつなぐように砕かれた陶器の壺が絵画に
貼付けられ，さらに会場内の床に散りばめられ展示空
間全体が作品の持つ雰囲気で覆われているようであっ
た（Fig. 7‒9）。筆者はキーファーの展覧会を見るのは
今回が初めてであったが，図版だけではこのような空
間を含んだ作品の力を感じることは不可能だったこと
だ ろ う。 ま た， 同 会 場 の 展 覧 会 タ イ ト ル は『The
Fertile Crescent』
，かつてジェームス・ヘンリー・ブレ

Fig. 9

ステッドが「肥沃の半月弧」と呼んだ文明の萌芽とみ

それを忘れないために芸術を通してその意志を表明す

なされた古代オリエントの中心地を指す用語が引用さ

るような作品を制作してきた。しかしながら，その行

れている。キーファーの画業を追ってみると 1960 年

為が90 年代後半からは徐々に人類史という大きなテ

代のデビュー当時はナチス・ドイツやヒトラーへの，

ーマへとシフトしていくようになる。キーファーは現

そして戦争という人類の犯した過ちへの批判と同時に

在という立ち位置から過去との関係や連続性を常に考
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えているのである。今回の展覧会も間違いなくそうし
たキーファーの芸術観に基づくものであろうが，作品
の個々の詳細な分析や，またそこに使われている素材
やその表現方法が作品の内容とどのような関係を構成
しているのかは，今後の課題としたい。
ホワイト・キューヴ画廊での展覧会を訪れて作品や
展示方法以外で特筆すべき点として挙げられるのは，
鑑賞者の作品に対する姿勢であろう。平日から休日ま
で筆者は毎日画廊に通っていたが，いずれの日も来客
は途絶えることなく大盛況の展覧会だったといえる。
特に筆者が驚いたのは，年齢層の幅広さと彼らの鑑賞
時間の長さであった。おそらく高校生や大学生の授業
の一貫であろう団体に一日に何組も出くわしたし，中
年層から老年層まで多くの人々がキーファーの作品を

Fig. 10

頑なに拒んできたこれまでのキーファーの絵画作品を

鑑賞し，作品の前で議論し，メモを取る鑑賞者も大勢

考慮するならば，作品の保存や展示のことを意識した

いた。こうした鑑賞者数やその熱心な鑑賞態度につい

「額縁」とは全く異なる意図がそこには働いているこ

て画廊のスタッフに訪ねると，キーファーは人気があ

とだろう。また空間全体に目をやれば，本作品は壁２

るからという答えが返ってきた。日本でこのような会

面全体を利用してこのようなフレームに入った絵画が

場風景を見ることはほとんどないだけに，ヨーロッパ

敷き詰められており，その手前に巨大なヤシの木が横

の美術鑑賞のレベルの高さを体験したように思うし，

になって置かれている。21 世紀に入ってからのキー

またキーファーの作品がそれだけ鑑賞者を惹き付ける

ファーはこのように空間全体を利用した大規模な作品

力と魅力を備えたものであることも再認識した。

が一段と増加してきているといえ，作品の巨大化とそ

また，本展覧会担当者とは，筆者の帰国後にようや

の表現方法と内容との関係も十分に考えていかなけれ

く連絡を取り合うことができたため，現地で担当者へ

ばならないだろう。さらに，本作品と同年に制作され

のインタヴューはできなかったが，今後電子メールな

た《 ケ シ の 記 憶 》 と い う 作 品 が あ る が， 両 作 品 は

どで情報や資料の提供を申請していきたいと考えてい

2007 年のグラン・パレでの回顧展で同時に発表され，

る。さらに，今回の展覧会は２会場に分かれた２つの

様式上は対作品のようにも考えられる両作品の関係を

大きな主題の下，展示空間が作られていたが，この

探るには，そこで使われている素材と主題の関係，及

「同時開催」に目をむけ，両展覧会のあいだの関連性

びそれらと表現方法との関係を追及していかなければ

についても今後検討していく必要があるだろう。

ならない。今回の調査で本作品を実見したことで，こ
ういった大規模なインスタレーション作品を前にした

テート・モダン《Palmsonntag》

とき，作品の細部，特に上部はほとんど見ることが不

ロンドンにある国立美術館の現代美術部門であるテ

可能であることを確認した。このような体験からもお

ート・モダンには，キーファーの作品は11点所蔵さ

そらく，作品の根底に流れている意味や機能を浮彫り

れている。その中でも最も大規模で素材が多用されて

にすることができるのではないだろうか。

いる作品が本作品である。先に簡単に触れたように本
作品は 2006年に発表され，その後テート・モダンに

ルーヴル美術館《Athanor》
《Hortus conclus》
《Danaé》

入った作品である（Fig. 10）
。今回のホワイト・キュ

テート・モダンの作品が21 世紀に入ってからのキ

ーヴ画廊 Mason’s Yard 会場での作品のスタイルの端

ーファーのスタイルの一つであるとするならば，ルー

緒的な作品ともいえる。本作品と今回の展覧会の作品

ヴル作品はまた別の文脈に位置づけられるだろう。こ

との関係性については今後の課題とするが，特にガラ

れらの作品はルーヴル美術館のエジプト・コレクショ

ス・フレームに入れて多様な素材をそこに収納すると

ンとアッシリア・コレクションの間にある大階段室に

いうスタイルに注目し，こうした表現方法を取ること

展示されているのだが（Fig. 11），キーファー自身が

の意味を検討していきたい。それはまるで，額縁に入

この場所を選び作品を設置したようである2）。2007 年

れられた絵画のようでもあるが，額縁で縁取ることを

11 月に本作品は公開され，20 世紀初頭のジョルジュ・
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

ブラック以来の現代美術家のルーヴル入りということ

ーファーは建築内での作品制作が増加しており，教会

で大きな話題を呼んだことでも記憶に新しい。

内に設置する作品もほぼこのルーヴルと同じフォーマ

３点のうち唯一の絵画作品である《Athanor》（Fig.

ットで制作している。作品に近づくには建築環境上の

12）は 90年代後半から継続しているシリーズである。

制約のため限界はあるものの，比較的接近して見るこ

キーファー自身の自画像でもある横たわる人物の腹部

とが可能であった。全体は油絵具を圧塗りで仕上げ，

から植物が伸び，画面全体にひまわりの種が散りばめ

まるで岩壁のような凹凸した表面をみせている。しか

られている。日本国内にも同シリーズの作品が国立国

し，よく観察するとそこには金や銀，ひまわりの種な

際美術館に所蔵されており，作品タイトルは《星空》

どが散りばめられ見る角度や太陽の位置によってその

とつけられている。また，国立国際美術館版は縦長の

見え方が異なる作品でもある。本作品が設置されてい

長方形のフォーマット（340×280cm）を取るが，ル

る階段室はルーヴル美術館の西側に位置し，大きな窓

ーヴル版は上部がアーチ状になっている。これはおそ

ガラスから光が差し込んでくる場所でもあり，またそ

らく建築形式に合わせたものと考えられる。近年，キ

こに様々な物質が取り込まれていることも併せて，時
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間帯によって作品の見え方が大きく異なることも特徴

Köln, 1999）を入手することができたことは，今後の

といえるのではないだろうか。キーファー自身がこの

研究に大きく活かされることが期待できる。キーファ

展示場所を選択したこともあり，このような光の効果

ーの素材に関しては多くの研究者が指摘はしてきたも

と作品との関係も考慮した可能性もあるだろう。

のの，掘り下げた研究はほとんどなされていない。そ

他の２点（Fig. 13‒14）についてはどうだろうか。
絵画作品が中央に設置され，その両側壁にこれら立体

のような状況においても本書は極めて重要な研究書で
あるといえるだろう。

作品が設置されているが，一方は鉛の本の上にひまわ

ポンピドゥー・センター図書館では主に映像資料を

りのオブジェが１本立てられたもので，もう一方は石

視聴した。一つはルーヴル美術館所蔵作品の経緯と制

膏の塊に数本の枯れたひまわりが立てられている。

作風景及び設置風景，キーファーやルーヴル美術館現

「本」はキーファーの全制作過程を通して重要なモテ

代美術担当者へのインタヴューなどが収録されてい

ィーフであり，
「ひまわり」は90年代後半から横たわ

た。制作はほとんどがキーファーのアトリエで行わ

る人物像と共にキーファーの作品に頻出するモティー

れ，ほぼ完成された状態でルーヴルに運びこまれたよ

フの一つである。いわばルーヴル作品は 90年代以降

うである。いま一つは 2007 年の第１回 MONUMENTA

のキーファーにとって主要なモティーフ群から成る空

（モニュメンタ）におけるキーファー展をまとめた映

間を作り上げ，さらにそれがルーヴル美術館の古代コ

像資料であった。MONUMENTA とは 2007 年から開始

レクションのエリアに設置されたことも重要な意味を

されたパリのグラン・パレで催されるフランス政府主

担っていると考えられるだろう。近年の作品の巨大化

催の現代美術作家の個展のことであり，その第１回展

の一つの要因には，画廊や美術館のようなホワイト・

にキーファーが選ばれ，翌年はアメリカの彫刻家リチ

キューヴの空間とは異なる，建物自体に歴史や意味，

ャード・セラ，本年度はフランスの芸術家クリスチャ

機能が内包された空間での展示が相次いでいることも

ン・ボルタンスキーが選ばれるなど，現在世界的に活

考慮する必要があるだろう。

躍する蒼々たる作家たちが選ばれているようである。
キ ー フ ァ ー は 2007 年 の ５ 月 か ら ９ 月 に か け て

4‒2

文献調査

MONUMENTA での個展，同年 11 月にルーヴル美術館

文献調査は上述したようにフランス国立図書館，ポ

での作品公開と相次いでフランスでの活躍が見られる

ンピドゥー・センター図書館，タデウス・ロパック画

ようになったが，この背景にはフランス政府による文

廊を中心に行った。国立図書館では，キーファーのデ

化事業における国家的戦略もあると言われているよう

ビュー当時から各地で開催された展覧会や国際展，画

に4），キーファーをここまで取り上げるフランス政府

廊などの DM やポスター，新聞記事といったキーフ

の取り組みにも今後注目していかなければならないだ

ァーに関わる一連の出版物がまとめて保管されてお

ろう。

り，それらを丁寧に調査した。残念ながら複写は禁止

次に画廊での調査であるが，タデウス・ロパック画

されていたため画像資料として残すことはできなかっ

廊（Fig. 15）は1983 年にザルツブルクで始まり，1990

たが，ポスターや DM などにもキーファーのこだわ

年にパリにも拠点を拡大したヨーロッパを中心に特に

りが随所に垣間みられた点が非常に興味深かった。研

ドイツ，イタリア系の作家を扱う画廊である。本調査

究書を含むキーファーに関する出版物は毎年数冊ずつ

では MONUMENTA を始め，近年のフランス各地で

刊行されている。その中にはキーファー自身が監修を

開催されるキーファーの展覧会を支えているパリの画

したものもあるのだが，そうしたキーファーの監修に

廊において調査を実施した。事前にキーファーを担当

3）
であると考えられているよ
よるものは全て，
「作品」

しているスタッフのアレッサンドラ・ヴェラビタ氏と

うに，本という媒体を通してキーファーの世界観を発

連絡を取り合い，２日間の調査期間で画廊が所蔵して

表しているような内容となっている。そのような意識

いる資料を調査させてもらい，場合によっては複写も

はすでにデビュー当時から見られるものであったこと

させていただいた。画廊の資料は主にその規模は大小

が今回の貴重資料を調査することで確認することがで

様々な展覧会のカタログとキーファー作品の価格表と

きた。また，国立図書館ではいくつかの新しい文献に

いったものだった。顧客リスト等はもちろん見ること

加えて，筆者の研究対象であるキーファーの素材に特

はできなかったが，主に個人のコレクターが多いとの

化した数少ない研究書（Sabine Schutz, Anselm Kiefer:

ことだった。もちろん販売先には美術館などもある

Geschichte als Material, Arbeiten 1969–1983, Dumont,

が，圧倒的に個人コレクターによる購入が多いよう
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イルは変わらず，「表象の境界 / 限界」5）を現在もなお
模索しているように感じられる。キーファーの表現す
る絵画は従来の絵画を逸脱した絵画であるが，決して
絵画表象の衰退を目指しているのではない。彼は主題
といくつもの厳選された素材（＝物質）との組み合わ
せによって，絵画表象の境界/限界を問題にしている
のである。
このように，素材と表象の関係を追及している芸術
家は決してキーファー一人ではないだろう。現代の作
家たちは，過去の巨匠たちを習い，さらにそれらを乗
り越えるために，表象の限界を模索しているのであ
Fig. 15

る。その一つの重要な概念に，おそらく芸術作品にお
ける「物質性」という問題が取り上げられだろう。今

で，それには大変驚いた。キーファーの作品を個人で

回の調査では，主にキーファーの作品及び文献の調査

保管するのはスペースの問題や保存の問題など様々な

にのみ従事した結果となったが，本調査結果をこれか

問題が付随するように思われるため，そのあたりの調

ら更に吟味し，今後はキーファーが属する「戦後ドイ

査も今後実施していきたいと考えている。また画廊で

ツ美術」という大きな括りで，ナチス・ドイツの記憶

は，作品の画像データ収集の交渉をし，大量のデータ

を背負ったドイツ社会の中で生まれ育った作家たちに

であるため後日整理し郵送してもらうということに落

よる芸術作品に見られる特徴を，作品の内容だけでな

ち着いた。キーファーのカタログ・レゾネは出版され

く素材や表象形式に注目し，他の地域の同時代作家／

ておらず，未だその全貌が把握しきれていないのが現

作品との相違や類似に注目し，
「戦後ドイツ美術」と

状である。筆者はこれまで日本においてできる限りの

いう一つの美術史的領域の特質を浮彫りにしていきた

画像データを収集し整理してきたが，やはり個人コレ

い。

クターに渡ったものやキーファー個人が所蔵している

また，調査計画段階で予定に入れていたハンブルク

ものなど世界中に数多くの作品が分散しているため，

大学マテリアル・イコノグラフィー資料センターでの

そういった未公開の作品などのデータを比較的多く所

調査が今回は延期となったため，別の機会に訪れたい

蔵している画廊のデータを入手することで，キーファ

と考えている。同センターは，1945 年以降の美術作

ー作品のデータベースがより完璧なものとなるだろ

品における物質研究の資料収集及び国内外の研究者と

う。本報告書執筆の段階ではまだ画廊からのデータが

の共同研究を通して，美術史研究に新しい観点をもた

送られていないためその結果を今回は報告できない

らす目的で90 年代に設立された研究機関であり，筆

が，また別の機会に紹介するつもりである。

者の研究を補完し強化する資料等が得られると考えら
れる。幸いにもセンターの関係者とは今回の計画段階

５．おわりに
今回の調査では，筆者がこれまで実見することので

で連絡を取り合うことが可能となったため，今後も彼
らとは積極的に連絡を取り合い，情報の収集等に努め
ていきたい。

きなかったキーファーの1995年以降の作品及び，展
覧会の調査を実施することで，近年のキーファー作品
の特徴を把握することができた。また，素材を中心に
主題においても表現形式においても，決してそれらは
全く新しいスタイルのものではなく，どこかで過去の
自身の作品とのつながりを維持している面も垣間みら
れた。また，素材の使用は展覧会で発表された最新作
品において，これまで以上に多用されていたのも印象
的である。絵画作品と物質である素材との関係性を常
に追及しているキーファーであるが，現在もそのスタ
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