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1

　1940 年代末、 若き奇才としてパリの画壇にデビューしたベ

ルナール ・ ビュフェの初期作品には、 孤独にそそり立つ人

間、 一度も満たされたことのないような空の器、 宙づりにされ

皮を剥がれた動物といったモチーフが、一貫して抑制された

トーンと、画面を削り取るような激しい線で描かれます。

　このようなビュフェ作品成立の背景には、疲弊した戦後フラ

ンスの混交する思想や文化芸術が生み出した爆発的エネ

ルギー、 政治的な文脈、 若き画家を熱狂的に支えた人々の

存在がありました。本展では、 こうした 1940 - 50 年代のビュ

フェ作品に改めて目を向けながら、 その表現がもっていた

「衝撃」とは何だったのかを探ります。

　当館の所蔵する貴重な初期ビュフェコレクションを、当時の

ポスターや映像資料とともに余すことなく見ていただけるまた

とない機会となります。美術界に彗星のごとく現れた青年画

家ビュフェと、その時代との共鳴を感じてください。

ベルナール・ビュフェ BUFFET, Bernard（1928－1999）
ビュフェが描いた黒い描線と抑制された色彩は、 第二次世界大戦後の不安感

や虚無感を描出し、 世界中の人々の共感を呼びました。 その虚飾を廃した人

物描写は、 当時の若者に多大な影響を及ぼしたサルトルの実存主義やカミュ

の不条理の思想の具現化として映り、 ビュフェ旋風を巻き起こしました。 具象

画壇の旗手となったビュフェはベルナール・ロルジュやアンドレ・ミノーとともに、

新具象派あるいはオムテモワン （証言者） と呼ばれ、 1950 年代半ばには日

本でも頻繁に紹介されました。 日本の美術界は抽象画全盛の季節を迎えてい

ましたが、 ビュフェの黒い直線と強烈な表現に衝撃を受けた芸術家は少なくあ

りませんでした。 以来、 半世紀以上の年月が流れましたが、 現代のアートシー

ンにおいてもビュフェの存在感はゆるぎないものとなっています。
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1948 年　画家ベルナール ・ ビュフェの登場

そう、 ある一人の大変若い青年、 昨日は顧みられなかったのに、 今日には未曾有の躍進で皆に知られるところとなっ

た青年が、 私たちからあまりに安全な絵画という慣習を奪ったのだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―ピエール ・ デカルグ （批評家）
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画家が初めて購入してもらった作品である 《肘をつく男》 （1947） をはじめ、

ビュフェ躍進のきっかけとなった作品を所蔵する当館コレクションですが、

実は本展が初期作品をまとめてお見せするはじめての機会となります。

1940 - 50 年代のビュフェ作品ならではの鋭い線と抑制された色とが作り

出す緊張感を展覧会場でご覧ください。

展覧会のハイライト

初期作品のみが一堂に会する初の展示

《 肘をつく男 》 （1947）

HIGHLIGHTS

資料から読み解く 1940 - 50 年代が見たビュフェ

本展では、 初期作品群を総覧すると同時に、 当時作家を取りまいていた言葉や貴重資料、 映像をあわせて展示いた

します。 1940 - 50 年代、 戦後の知識人たち、 アクティヴィストたち、 そして名もなき芸術家や若者たちがその熱気を

形成し、 ビュフェのデビューを目撃したパリ ・ サン＝ジェルマン＝デ＝プレ界隈。 その喧騒から距離を置き、 作家が初

期の代表作の制作に打ち込んだミストラル （フランス南東部に吹く地方風） 吹き荒れる南仏。 それぞれの地で作家が出

会った人々や思想、 作品は、 寡黙な青年画家ビュフェとその作品を語りだしてくれるでしょう。

平和主義者 ［パシフィスト］ になるに足るだけの勇気を持ち合わせていないとき、

私たちは兵士になる。 平和主義者はいつでもひとりぼっちである。 …口を開き、

「私たち」 という１人称複数形を使うとき、 彼は 「私たちは孤立している」 と言う

ことになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―ジャン ・ ジオノ （小説家）

1958 年　10 万人の入場を数えた画家 30 歳での 「回顧展」

これはそうそうなかったことだ。 絵画史のなかで、 これほど短期間で、 ベルナール・ビュフェ

が描いたものと同じくらい重要な作品を達成する、 ということは。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―レイモン ・ ナセンタ （ギャラリスト）

画集 『純粋の探究』 より （1953）

ポスター 「時代の証人画家展」 （1958）

1.

2.

1953 年　

戦後の表象としてのビュフェ作品 ： ジオノ 『純粋の探究』
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学芸員によるギャラリー ・ ツアー

日　　時 ： 開催期間中毎月第 4 日曜日　14:00 ～

　　　　　※12 月のみ 20 日 （日） に開催。 変更の際は随時美術館 HP 等でお知らせいたします。

会　　場 ： ベルナール ・ ビュフェ美術館展示室　　料　　金 ： 当日の入館料のみ

本展では、1940 - 50 年代の作品展示にあわせ、三人のゲストを迎えたトークイベントを開催。 より深く初期のビュフェ

作品について考える場をつくります。 当時ビュフェをとりまいていた交友関係、 思想の潮流、 そしてビュフェ以降の

美術作品という新たな視点から、 1940 - 50 年代のビュフェ作品をご覧いただく機会といたします。

初期ビュフェ作品をより深く考えるための 3つのトークイベント

※各トークイベント共通

会　場 ： ベルナール ・ ビュフェ美術館大展示室　　料　金 ： 当日の入館料のみ　　定　員 ： 各回 100 名程度 （要予約）

定期開催イベント

HIGHLIGHTS

●トークイベント2

ビュフェ以降の美術を

通してみるビュフェ

ゲスト：黒瀬陽平

2015年 10月 24日（土）13:30～

黒瀬陽平 （くろせ ・ ようへい）

1983 年生まれ。 美術家、 美術評論家。 東京

藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専

攻博士後期課程修了。アーティストグループ「カ

オス * ラウンジ」 を結成し、 展覧会やイベント

などをキュレーションしている。 主なキュレーショ

ン作品に 『破滅 * ラウンジ』 （2010）、 『カオス

* イグザイル』 （F/T11 主催作品、2011）、『キャ

ラクラッシュ！』 （2014） など。 著書に 『情報

社会の情念』 （NHK 出版、 2013）。

ビュフェの初期作品は戦後フランスを反映

した 「時代の証人」 であったと言われます。

では、 その作品は戦後 70 年たった今日

においてはどのようなアクチュアリティを

持っているのでしょうか。 初期ビュフェ作

品を、 現代美術の地平で語っていただき

ます。

3.

森功次 （もり ・ のりひで）　

1981 年、 福岡県生まれ。 東京大学大学院

博士課程単位取得退学。 現在は日本学術振

興会特別研究員 PD （山形大学）、 文星芸

術大学非常勤講師。 専門は美学芸術学。

共著に 『サルトル読本』 （法政大学出版局、

2015）、 『批評理論と社会理論 〈1〉』 （御茶

の水書房、2011）。 訳書にロバート・ステッカー

『分析美学入門』 （勁草書房、 2013） がある。

●トークイベント1

戦後の実存主義と芸術

人間の孤独で不安なあり方を描いたビュ

フェの初期作品は、 同時代の哲学者ジャ

ン＝ポール ・ サルトルの実存主義を体現

するものとされました。 戦後、 熱狂的に支

持された思想と芸術の結びつきは実際どの

ようなものだったのか、 サルトル研究の視

点からお話いただきます。

ゲスト：森功次

2015年 9月 20日（日）13:30～　

山本省 （やまもと ・ さとる）

1946 年兵庫県生まれ。 京都大学大学院博士

課程中退。 専門はフランス文学。 信州大学名

誉教授。 著書：『ジャン・ジオノ紀行』 （彩流社、

2006）、 『南仏プロヴァンスと信州の文学と自然』

（ほおずき書籍、 2009）、 『天性の小説家　ジャ

ン・ジオノ』（彩流社、2014）など。 訳書：ジャン・

ジオノ 『喜びは永遠に残る』 （河出書房新社、

2001）、 ジャン ・ ジオノ 『世界の歌』 （河出書

房新社、2005）、ジャン・ジオノ『丘』（岩波文庫、

2012） など。

●トークイベント3

ジャン・ジオノと

ベルナール・ビュフェ

パリの喧騒から遠く離れた南仏での暮らし

と小説家ジャン ・ ジオノとの出会いは、 50

年代前半のビュフェ作品形成になくてはな

らないものでした。 オート＝プロヴァンスの

自然をこよなく愛した孤独な平和主義者 ・

ジオノと若き画家の交流についてお聞きし

ます。

ゲスト：山本省

2015年 11月 3日（祝）13:30～　



【広報用画像資料】
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広報用にお使いいただける画像をご用意しています。

お申込み、お問い合わせにつきましては、次ページをご覧ください。

クレジット表記は各画像下の記載に統一してくださいますようお願いいたします。

《 肘をつく男 》　油彩　117×160cm　1947 《 ナンス 》　油彩 　114×46cm　1951

《 コンロのある静物、アイロンのある静物 》　油彩

表裏各 60×73cm　1948

IMAGES

ケノアのビュフェ



前ページ掲載の作品について画像資料 (デジタルデータのみ )をご用意しています。

ご希望の場合は□にチェック    を入れ、必要事項をご記入の上、FAX にて 055-987-5511 までお申し込みください。

お願い   ・クレジット表記は前ページ画像下の記載に統一してくださいますようお願いいたします。

         ・お手数ですが掲載誌一部をご送付ください。

         ・取材の際は事前に担当者までご一報くださいますようお願いいたします。

貴媒体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

掲載号　　　　　　　　　　　　　発売日 /放映日　　　　　　　年　　　　月　　　日

貴社名　　　　　　　　　　　　　ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Tel                                        Fax

E-mail                           

ご住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料お届け期限              　　　　   月　　　　日までにご希望　　　　　

【広報用画像資料申し込み用紙】

【お問い合せ】

展覧会担当：松岡（まつおか）

ベルナール･ビュフェ美術館

静岡県駿東郡長泉町東野クレマチスの丘 515-57

TEL 055-986-1300

info@bernard-buffet-museum.jp

FAX：055-987-5511
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【開催館情報】

開館時間

10：00－16：30（1 月）／ 10：00－17：00（2・3 月）

10：00－18：00（4 ～ 8 月）／ 10：00－17：00（9・10 月）

10：00－16：30（11・12 月）　

ご入館は閉館の 30 分前まで
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ベルナール・ビュフェ美術館

＜無料シャトルバス＞

行き　「三島駅北口（新幹線口）」発　⇒　「クレマチスガーデン」　⇒　「ベルナール・ビュフェ美術館」

40 40 40

40 40 40 40 40 40 40

00 00 00 00 00

分　 9  　1 0　 1 1　 1 2　 1 3　 1 4　 1 5　 1 6　 1 7時

平日

土日祝

帰り　「ベルナール・ビュフェ美術館」発　⇒　「三島駅北口（新幹線口）」

10 10 10

10 10 10 10 10 10 15

30 30 30 30

分　 9  　1 0　 1 1　 1 2　 1 3　 1 4　 1 5　 1 6　 1 7時

平日

土日祝

入 館 料

一般：1,000 円（900 円）

高・大学生：500 円（400 円）

小・中学生：無料

＊（　）内は 20 名様以上の団体割引

アクセス

◆お車の場合

　【東京方面】東名･裾野 I.C.→R246 経由、沼津方面へ 10 ㎞

　【名古屋方面】新東名･長泉沼津 I.C. または東名･沼津 I.C.→伊豆縦貫道 (無料区間 )へ

　長泉 I.C. 出口右折、R246 経由 7㎞

◆電車の場合

　JR 東海道線 [三島駅 ]下車

　北口 (3 番乗り場 )発　無料シャトルバスあり (所要時間 25 分 )

〒411-0931 静岡県長泉町東野クレマチスの丘 515-57　TEL 055-986-1300　FAX　055-987-5511

休 館 日

水曜日（祝休日の場合は翌日休み、4月 30日は開館）

【同時開催企画展】

ロベール ・ クートラス （1930 - 1985） はフランス、 パリ生まれの作家です。 「ビュフェと

1940 - 50 年代　不条理に対峙する絵画」 展会期中、当館企画展示室では、「ロベール・

クートラス　僕は小さな黄金の手を探す」 展が開催されます。 タロットカードのような小さな

画面の中に描かれ、 深い部分で私たちをとらえる、 クートラスの密やかな創造世界をあ

わせてご覧ください。

ロベール ・ クートラス　僕は小さな黄金の手を探す

2016 年 3 月 12 日 （土） -　8 月 30 日 （火）

FUTURE EXHIBITION AND GENERAL INFORMATIONS


