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本邦初、ベルナール・ビュフェ作品集
世界で唯一のベルナール・ビュフェ美術館コレクションから
代表作約100点を収録する待望の画集

A4横判、変型
192頁、ハードカバー
ブックデザイン：山本誠
言語：日本語・英語
価格：本体 2,800円＋税
ISBN：978-4-904257-18-0
発行：ベルナール・ビュフェ美術館
発売：NOHARA

〈寄稿〉
赤瀬川原平（作家／画家）
加藤周一（文芸評論家）
杉戸洋（画家）
椹木野衣（美術評論家）
堀江敏幸（作家）
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画集『ベルナール・ビュフェ　1945‒1999』

戦後のパリで20歳という若さで華々しくデビューし、黒い描線と抑圧
された色彩表現で時代の体現者と評されたビュフェ。
世界唯一の個人美術館が、静岡県長泉町にあります。
その2000点を誇るコレクションの中から、代表作を収録した日本初の
作品集を刊行いたします。
絵を描くことに人生のすべてを捧げたビュフェの時代ごとの変遷を追い
ながら、5人の顕学・表現者による論考を紹介いたします。
初期から晩年まで55年の画業から、時代が要請したもの、象徴ともい
える強い筆致がもたらす世界、題材にみられる挑戦、批評を受け続け孤
独を抱えた日々―多様な視点からビュフェ世界の魅力を紐解きます。

現代においてなお影響力を持ち続けるビュフェですが、現在画集出版物
はなく、本書は代表作とその生涯を紹介する初の作品集となります。

2014年 4月 12日（土）発売予定
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展覧会名 ｜ ベルナール・ビュフェ　1945‒1999
会　　期 ｜ 2014年 4月 12日 (土 ) ‒ 2015年 6月 14日 (日 )
主　　催 ｜ ベルナール・ビュフェ美術館
協　　力 ｜ スルガ銀行

開館時間 ｜ 10:00-18:00 (4-8月)、10:00-17:00 (9,10,2,3月)、10:00-16:30 (11-1月)　
                 ＊入館は閉館の30分前まで
休  館  日｜ 水曜日 〈4月 30日（水）、8月 13日（水）は開館〉、年末年始
入  館  料 ｜ 大人 1000円（900円）、高・大学生 500円（400円）、小・中学生無料  ＊（　）内は団体料金
会　　場 ｜ ベルナール･ビュフェ美術館　

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　www.buffet-museum.jp

概       要｜ ベルナール・ビュフェ（1928-1999）は、1948年にフランス画壇にデビューして以来、戦
後のアートシーンに他に類をみない足跡を残しています。
かつて、評論家の加藤周一氏が「ビュフェの時代はわれわれの時代である」と断言したよう
に 1960 年代にはモノクロームの色調による初期作品群は虚無と不安が蔓延した時代の
告発と映りました。新しい世紀を迎え、情報が溢れ、価値観が多様化している現代において
ビュフェの芸術は今を生きる人々にどのように見えているのでしょうか？ そしていかな
る解釈が生まれているのでしょうか？
本展覧会では、画集「ベルナール・ビュフェ 1945-1999」の寄稿者、赤瀬川原平、加藤周一、
杉戸洋、椹木野衣、堀江敏幸の言葉を鑑賞の手がかりとしてベルナール・ビュフェ作品の
魅力と創作の真意を探究いたします。

《内省》1969年

ベルナール・ビュフェ（1928–1999）が描いた黒い直線と抑制された色彩による
表現は、第二次世界大戦後のフランス画壇において、不安感や虚無感の描出と映
り、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、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。その後、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（証人者）と呼ばれ、
1950 年代半ば以降には日本でも頻繁に紹介されています。当時、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悲惨主義の表
現は数多くの芸術家に大きな影響を及ぼしました。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その作品群は異彩を放っています。
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アルベール・カミュの言葉を用いれば、ありのままのわれわれが不条
理な存在だという意味で、ビュフェの画面は不条理な存在の画面であ
る。私は彼の人物の顔をみる。これほど身につまされることはない。われ
われは同じ時代に生きているのだ。

〈加藤周一〉

ほとんどモノクロームの暗い画面に、細く引っ掻いたような線が乱れて
走る。絵を仕上げるというより、画面を汚すような、いまの言葉の「自傷
行為」にもつながるような線の存在が不可解で、緊張した。

〈赤瀬川原平〉

ひと気のない街だなんて、誰がいったのだろう？ 彼の都市はいるはずの
人々があえて消し去られた世界なのだ。その舞台美術に役者は不要な
のである。

〈堀江敏幸〉

パレットを覗きみるかのように最も写実的に深く作者の心象心理が表
に表れているのが海のシリーズ。線らしきものは海の水平線くらいで、あ
の個性的な輪郭線で描き起こせるようなモチーフも何も入れずに筆とナ
イフのタッチだけで描いた海。

〈杉戸洋〉

そこでは、立ち尽くす人たちにはもう筋肉さえ備わっていない。張りつめ
た朱の肉や体液さえ失い、乾いた骨だけになっても、なお眼光だけはら
んらんと輝かせ、ギロリとなにかを睨みつけている。おそろしい絵という
ほかない。　

〈椹木野衣〉

《裸の男と暖炉》1947年

《コンコルド広場》1955年

《海》1966年
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《死 16》1999年
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ベルナール・ビュフェ美術館では別館2Fにて「21世紀アートプロジェクト」を開催します。

佐々木愛　Four Songs
2014年 4月 12日（土） – 7月 8日（火）
現代美術と人をつなぐ21世紀アートプロジェクトの第一弾。
美術作家･佐々木愛は 2005 年から世界各地を巡り、その
土地に滞在し、出会った風景や神話からイメージを想起し
二次元に還元してきました。身近な素材を使用したインスタ
レーションやペインティングを制作発表し、近年では詩人と
の共作による「Walking」プロジェクトや砂糖による繊細な
ウォールペインティングなど、感性の赴くままに軽やかに新し
いフィールドを開拓しています。
本展覧会では、佐々木愛の表現世界を媒体や手法によって
4つの “Song” に分けて展示し、作家のつむぎだす世界を
広くご紹介いたします。

佐々木愛「Walking」より、2011年

〈ギャラリートーク〉
学芸員が会場で作品解説を行います。
毎月第4日曜日（6月、12月を除く）14：00から30分程度
会場：ベルナール・ビュフェ美術館
申込不要（当日の観覧券をお持ちの上、美術館エントランス
にお集まり下さい。）

〈アクセス〉
◎車：【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：JR東海道線 [三島駅 ]下車、北口 (3番乗り場 )発、
 無料シャトルバス終点下車 (所要時間 25分 )

ベルナール･ビュフェ美術館
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
www.buffet-museum.jp

〈クレマチスの丘・展覧会情報〉
◎ヴァンジ彫刻庭園美術館「イケムラレイコ PIOON」
　（2014年 4月 20日‒10月 14日）

◎IZU PHOTO MUSEUM
　「増山たづ子　すべて写真になる日まで」 （‒7月 27日）

News Release
Musée Bernard Buffet

5



〈広報用画像〉　次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（レ）を入れ、必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

◎お願い
・クレジット表記は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。
・ご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。

【お問い合せ】
展覧会担当：木村由香
ベルナール・ビュフェ美術館
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
buffet@clematis-no-oka.co.jp

■貴媒体名 ■掲載号

■発売日／放映日　　 　　　年　　　　月　　　　日 ■貴社名

■ご担当者様 ■TEL

■FAX ■E-MAIL 

■資料お届け期限　　　 　　年　　　　月　　　　日

1 2

3 4 5

□ 1《内省》油彩、1969年

□ 2《皮を剥がれた人体》油彩、1964年

□ 3《狂女：死者の顔をした二人》油彩、1970年

□ 4《二つのテーブル》油彩、1949年

□ 5《海》油彩、1966年

FAX 055-987-5511

Press Images
Musée Bernard Buffet




