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■受賞記念講演会

1961年 からの創作 人生 を振 り返 って

ロイ ・リキテ ンス タイ ン

私は、このスライ ド・プ レゼンテーションにおいて、 自分の残 してきた作品の思想

の進化のいくつかを取 り.トげ、一つの制作が次の作品創造 をいかに導 き出 してきたか

について示そうと思います。また同時に、個々の作品の趣 旨や意味についてもコメン

トしたい と思います。

1960年 および61年 に私は、 ミッキー ・マウスや ドナル ド・ダックやそのほかの漫画

の登場人物を主題 に使った抽象表現主義の絵を描 いていました。

この素描は1960年 および61年 のペインティングによる作品以前の ものですが、それ
け

らと同種の ものであ ります。これは ドナル ド・ダックを表現 した ものであ ると同時

に、私の作品における抽 象主義の度合を示 しています。これ らの素描 を紹介す るの

は、私のこのスタイルで描いたペ インティングが もはや存在 しないからです。

ドナル ド・ダックや ミッキー ・マウスのペインテ ィング制作にあたって、アニメや

漫画雑誌に登場するかわいいキャラクターを参考にし、ドナル ド・ダックや ミッキー・
ユコ

マウスの感 じをつか もうとしました。ある日私は、当時のアー トの象徴、つまり厚塗

りや薄塗 り、またカ リグラフィック・ラインやそのほか40年 代、50年 代絵画 を特徴づ

ける手法をいっさい使わずに、漫画雑誌のイラス トそっくりの絵 を描 くことを思いつ

きました。そ して、実際の コミック・ス トリップを思い起 こさせ るような作品を描 く

ことに成功 しました。

これは私が1961年 に描いた、　「Look　Mickey」 という題のポップ・ペインテ ィング

第一作ですが、当時の主流であったスタイルか ら著 しくかけ離れていたことは もちろ
む

ん承知 していま した。なぜなら、ほ とんどあ らゆ るものが正当なアー トの主題 になり

うると考えられていたにもかかわ らず(ア ー トはいかなるアイデアか らでも作 り出せ

ると考えられていた)、 コマーシャル・アー ト、そ してとりわけ漫画は、この可能性の

一つ とは考えられてい ませんで した。私はこのアイデアを試すために、あたか も漫画

を印刷 したかの ような作品 を制作することにしました。そしてこの作品をア トリエに

架け、あれこれと考えをめ ぐらせてはみたものの、ついに私の目指 していた抽象主義

へ と戻 ることはで きませんで した。なぜ なら、この漫画を題材にしたペインティング

は、あま りに も厳 しい要求を突 きつけて くるように思えたか らです。 この新 しい試

み、漫画を題材に したペ インティングか らどのような ものが派生す るかについては、

よく理解 していました。後に、私はこの ような一連のペインティング作品は、クレス・

オルデンバーグやジム ・ダイン、アラン・カプ ローらハプニング ・ピープルの作品か

ら多 くの影響 を受けていることに気づ きま した。これ らのアーティス トの作品には、

アメ リカの広告 と商品があり、彼 らはキュービズムの影響か ら逃れようとしていたの
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A　 REVIEW　 OF　 MY　 WORK　 SINCE　 1961

Roy　 Lichtenstein

　 　 In　 this　 slide　 presentation　 I　hope　 to　 point　 out　 some　 of　 the　 progression　 of　 ideas

in　 my　 work;　 and　 show　 how　 one　 thing　 lead　 to　 another,　 if　one　 thing　 did,　 indeed,　 lead

to　 another.　 Also　 I'd　 like　 to　 tell　 you　 of　 some　 of　 the　 meaningsIintend　 to　 convey .

　 　 In　 1960　 and　 1961　 1　was　 working　 on　 abstract　 expressionist　 paintings　 using

Mickey　 Mouse　 and　 Donald　 Duck　 and　 other　 cartoon　 figures　 as　 subject.
り

　 　 This　 drawing,　 which　 IS　 done　 earlier　 than　 my　 1960　 and　 1961　 paintings,　 is

similar　 to　 these　 paintings.　 It　is　a　rendition　 of　 Donald　 Duck　 and　 it　shows　 the　 degree

of　 abstraction　 I　was　 working　 in.　 The　 reason　 rm　 showing　 these　 drawings　 rather

than　 a　painting　 is　 because　 the　 paintings　 I　did　 in　 this　 style　 no　 longer　 exist.

の

　 　 In　 order　 to　 make　 the　 Donald　 Duck　 and　 Mickey　 Mouse　 paintings,　 I　referred　 to

cartoons,　 little　 comic　 images,　 so　 I　would　 have　 some　 idea　 of　 how　 Donald　 Duck　 and

Mickey　 Mouse　 might　 Iook.　 It　occurred　 to　 me　 one　 day　 to　 do　 something　 that　 would

appear　 to　 be　 just　 the　 same　 as　 a　comic　 book　 i1|ustration　 without　 employing　 the　 then

current　 symbols　 of　 art:　 the　 thick　 and　 thin　 paint,　 the　 calligraphic　 Iine　 and　 all　 that

had　 become　 the　 hallmark　 of　 painting　 in　the　 40's　 and　 50's,　 I　would　 make　 marks　 that

would　 remind　 one　 ofa　 real　 comic　 strip.
ヨエ

　 　 This　 is　 the　 first　 Pop　 paintingIdid　 in　 1961　 called　 ``Look　 Mickey,"　 and　 of

course　 I　realized　 that　 this　 was　 a　 marked　 change　 from　 prevailing　 taste,　 because
,

although　 almost　 anything　 seemed　 to　 be　 fair　 subject　 matter　 for　 art,　 (there　 was　 a

feeling　 that　 art　 could　 be　 made　 from　 almost　 any　 idea),　 commercial　 art　 and

particularly　 cartooning　 were　 not　 considered　 to　 be　 one　 of　 those　 possibilities,　 I

adopted　 the　 idea　 of　 simulated　 cartoon　 printing　 just　 to　 try　 out　 the　 idea,Ihung　 this

work　 up　 in　 my　 studio　 to　 think　 about　 it,　but　 I　was　 unable　 to　 go　 back　 to　 abstraction
,

which　 had　 been　 my　 intention,　 because　 this　 cartoon　 painting　 just　 seemed　 too

demanding.　 I　understood　 some　 of　 the　 ramifications　 of　 these　 new　 cartoon　 paintings .

I　realized　 afterwards　 there　 were　 many　 influences　 on　 these　 paintings:　 the　 work　 of

Happening　 people　 like　 Claes　 Oldenburg,　 Jim　 Dine　 and　 A|lan　 Kaprow .　In　 these

artists'　 works　 there　 were　 American　 advertising　 and　 commercial　 objects　 and　 they

were　 trying　 to　 escape　 the　 influence　 of　 cubism.　 There　 were　 st川the　 remnants　 of

expressionism　 in　 their　 work　 but　 there　 was　 a　 tendency　 toward　 American　 or

vernacu|ar　 commercial　 representations　 of　 objects .　There　 are　 many　 other　 influ-

ences　 in　 my　 work,　 Stuart　 Davis,　 an　 American　 artist　 of　 the　 1920's,　 30's　 and　 40's,

who　 worked　 in　Paris　 and　 was　 a　Cubist.　 His　 cubism　 incorporated　 gas　 station　 signs

and　 other　 non・Parisian　 and　 definitely　 American　 subjects.　 There　 were　 many

examples　 of　 artists　 working　 with　 vernacular　 subjects.　 There　 was　 also　 the　 use　 of

common　 objects　 in　cubism,　 like　 theater　 tickets,　 wallpaper　 and　 newspapers,　 real　 or
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です。その作品にはまだ、表現rの 名残があ りましたが、アメ リカ的で時代性 を持

っている商業的具象主義の傾向がありました。また、私の作品には、1920年 代か ら30

年代 を経 て、40年代までにわたって活躍 したアメ リカのアーティス ト、スチュアー ト・

デ イヴ ィスの影響 も多く見られました。彼はパ リで作品を描 くキューピス トで した。

彼のキュービズムはガソ リンスタンドの看板、そのほか、パ リ風でないものや明らか

にアメリカ的な主題を取 り入れていました。その時代に特有の主題を使 ったアーティ

ス トの作品例はたくさんあ ります。また、キュービズムの作品は、実物 もしくは実物

に似せ たものの場合 もあ りますが、映画のチケッ トや壁紙、新聞 といったごくH常 的

な ものを題材 として取 り上げることもありました。デ ・クーニ ングの女性画では雑誌

か ら切 り取 られた唇が使われています。有 名なジャスパー ・ジ ョーンズの 「旗」の絵

やロバー ト・ラウシェンバーグの絵ではコーラの瓶が使われています。

そのとき私は、自分が特殊な種類の コマーシャル ・アー ト、特 に漫画で使われてい

る手法 を模倣するスタイルを作 り出 していることを理解 していました。漫画を描 く方

法 とは複写の技術にほかな りません。黒い線が色を一つずつ順 に印刷するという多重

印刷の難 しさを隠 しています。ハーフ トーンや50%の 赤や50%の 青を作 るのに点を使

うことは、アー トにおいて美学の問題 とされていることを、一見非常に無 感覚な数学

.上の問題に置き換えました。そこで もし、線描と色調の両 方を統合する作品が作 り出

せれば、たとえIE反対のスタイルで描かれていようと、それが まさに私が求めていた

ものでしょう。

この絵はポパイがプルー トを殴 っているところで、漫画に特有な要素以外に殴られ

ていることや星が見えるということ、また腕の動 きを示す明 らかなシンボルを使って
い

います。これ らの動作の シンボルは、実際には存在 しないものですが、私は非常に興

味をひかれま した。これは未来派が動 きを描こうとするのに通 じるものがあります。

このようなマークを含め、い くつかのある特定のマークを私が好んで使 うのは、それ

らが現実の ものではな く、アイデアの中にしか存在 しないものだか らです。

私 は可能なか ぎリ多 くの.主題 を網羅 したいと思 っていたので、戦争漫画や恋愛漫画
うひ

や単一の対象を描いたのが、この作品です。

この分野をすべて網羅.した理由はたくさんあ りますが、私はかな りの反論を巻き起

こす ような題材、つ まリ戦争中の人間、恋愛漫画(極 めて感情的な主題)を 、切 り離

した形で、技術的かつほ とんど.[学技 術の図面様式 ともいえるスタイルで描 くことに
り

興味があ りました。漫画雑誌 自体はこの手法 を採用 しています。
カ

私はテプ ティックをい くつか制作 しました。それは宗教画を思わせ る表現形式で
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simulated,　 in　 cubist　 works.　 There　 was　 the　 use　 of　 cut　 out　 lips　 from　 a　magazine　 in

a　 de　 Kooning　 woman　 painting.　 There　 were　 the　 famous　 Jasper　 Johns　 "Flag"

paintings,　 and　 Robert　 Rauschenburg's　 use　 of　 Coke　 Bottles.

　 　 Then　 I　understood　 that　 I　was　 creating　 a　style　 that　 mimicked　 a　particular　 kind

of　 commercial　 art,　 particularly　 those　 used　 in　cartoons .　Much　 of　 the　 way　 a　cartoon

is　drawn　 had　 to　 do　 with　 the　 mechanics　 of　 reproduction ,　The　 black　 lines　 hid　 the

difficulty　 printers　 had　 in　 registering　 different　 colors,　 which　 were　 printed　 one　 after

the　 other.　 The　 use　 of　 dots　 to　 produce　 half　 tones　 or　 50%　 red　 or　 50%　 blue
,　changed

what　 is　 in　 art　 an　 aesthetic　 problem　 into　 a　 seemingly　 insensitive　 mathematical

problem.　 So　 if　somehow　 I　could　 produce　 a　work　 that　 had　 a　mity　 of　 both　 drawlng

and　 tonality,　 but　 was　 done　 in　a　 style　 which　 signaled　 the　 exact　 opposite　 of　 that
,　it

would　 be　 just　 what　 I　was　 Iooking　 for.
の

　 　 This　 painting　 of　 Popeye　 hitting　 Bluto　 used,　 beside　 the　 obvious　 cartoon

elements,　 certain　 symbo|s　 for　 being　 hit,　 or　 seeing　 stars
,　or　 the　 movement　 of　 the

arm　 These　 signs　 for　 movement,　 which　 do　 not　 exist　 in　 nature
,　were　 of　 great

interest　 to　 me.　 This　 relates　 to　 the　 way　 the　 Futurists　 would　 have　 portrayed　 motion
,

There　 are　 certain　 marks,　 Iike　 these,　 that　 I　am　 fond　 of　 using　 because　 they　 have　 no

basis　 in　 reality,　 only　 in　 ideas.
ウユ

　 　 Itried　 to　 cover　 as　 many　 sublects　 asIcould,　 soIdid　 war　 comics　 and　 love

comics　 and　 single　 objects,ゆ
　 　 There　 were　 many　 reasons　 for　 covering　 all　 this　 territory,　 but　 I　was　 interested

in　 using　 highly　 charged　 materia1,　 1ike　 men　 at　 war　 and　 love　 comics
,　(highly

emotional　 subjects)　 in　 a　 very　 removed
,　technical,　 almost　 engineering　 drawing

style.　 Comic　 books,　 themselves,　 are　 done　 this　 way.
アじ

　 　 I　made　 several　 diptychs.　 It　is　a　form　 reminiscent　 of　religious　 paintings　 and　 of

course　 these　 paintings　 are　 anything　 but　 religious .
おナ

　 This　 painting　 shows　 an　 emotional　 quarrel　 between　 two　 people.　 When　 this

single　 frame　 of　 an　 ongoing　 story　 is　 isolated
,　and　 made　 into　 a　painting,　 it　exhibits

a　kind　 of　 absurdity　 that　 is　not　 often　 found　 in　 painting .　I　relished　 this　 oPPortunity

to　 portray　 subjects　 never　 before　 used　 in　 serious　 painting .
の

　 What　 I　was　 painting　 wasn't　 only　 from　 comic　 books,　 but　 was　 taken　 from　 any

simply　 drawn　 commercial　 advertising,　 where　 the　 means　 of　 reproducing　 it　were

highly　 limited.　 I　was　 attracted　 to　 things　 printed　 on　 cardboard　 boxes　 or　 other

material　 difficult　 to　 print　 on.　 It　interested　 me　 if　the　 original　 was　 done　 very　 small
,

so　 that　 when　 it　was　 enlarged,　 it　was　 crude .　I　wanted　 it　to　 look　 not　 very　 skillfu1,

and　 to　 have　 the　 colors　 be　 as　 simple　 as　 possible.　 At　 this　 timeIthinkIwas　 only
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すが、 もちろんこれらの絵は決 して宗教画ではあ りません。
お ト

この絵 は二人の人間の間の感情的な葛藤を表 しています。進行する話か らこの一

コマが切 り取 られ、描かれるとそれは絵画の中ではあまリ見かけない、ある種のばか

ばか しさを示 します。私は、今 までまじめな絵では使われたことのない 主題 を描 くこ

の機 会を楽 しみました。

私の描 いたものは、漫画雑誌か らだけでな く、14'1:する手段が非常に限定されてい
リタ

る単純明快に描かれた商業広告か らも題材 を取 り出 しています。私のliを 引いたの

は、ボール紙の箱やその他の印刷 しに くい材'質に印刷 された ものです。オ リジナルの

絵が非常に小さい場合、それを大きくすると絵が粗雑になることが私の餌 床を引きま

した。私 は、作品を・一兄技巧を凝 らした ものには見えないようにしたかったし、色 も

で きるかぎリシンプルにしました。この ときは黒とrL黄 色と赤 と青、それと緑 を少々

使っただけだ と思います。網点はます ます完全なもの となっていきました。お気づ き

のことと思いますが、それらは時間の経過 とともに大 きなものになり、私は網点を描

くとい う手段 を開発 してい きました。

「Golf　Ball」は、一.・つの物体を描いた もので、モンド|1ア ンの 「Plus　and　 Minus」
じくけ

の一つを思い起 こさせ ようとしたものです。いかなる背景 とも関係がない一つの物

体は、アー トが意味 を持つ と考えられていることへのアンチテーゼか もしれません。

もし、あなたがこれ らのマークの集 まりを「Golf　Ball」と考えるなら、あなたが心の

中でその物体に意味をり・えたのです。私が強調 したいのは、マークとマークのつなが

りが形を作っているということにあ りました。

当時私 は、絵それ 自体が一つの物体 と考えられるような作品に興味 を持 っていまし
い

た。つま り、i題 のサ イズお よび形が、作品のサイズおよび形 とまった く一一致すると

いうことです。この現象は、作品の長方形で、しかもキャンバス全体 を占め る大きさ

の ものを作品の}三題 としたときに、あらゆる段階で生 じるものです。これはほかのア

ーテ ィス トたちの抽象画や、いわゆるシェイプ ド・キャンヴァス、つまリ、形が長方

形でない作品、　 -ltgltJIフランク・ステラが制作 したようなキャンヴァスいっぱいに同

心円の色の帯が描 かれたような作品に兄 られ るものです。
ぬ

私は主題 として、現代の巨匠たちの作品 も使い始め ました。これはピカソの 「帽f

に花を飾 った.女」で1963年 のf1三品です。　Dl俗的あるいは、日常的な1三題 を使 うかわ り

に、アー トとして称賛 されるi題 を使 ったのです。表現 したかったのは、ピカソが有

名であるがゆえに平凡だ ということではあ りません。ピカソを'ド凡だ と思 うものなど

いません。私力端 いているものは、ピカソの一作品を漫画家が描 くような方法、ある
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いはあなたに絵を言葉で描写され るような方法で描 くことであ リ、それによって絵か

らピカソの作品に見られる微妙な部分 は失われますが、別の特性を持つようになりま

す。つ まりピカソの絵は私の擬似カー トゥーン・スタイル に置 き換えら松 それ自身

の特徴を身につけるのです。アーティス トがほかのアーテ ィス トの作品を自分のスタ

イルに置 き換えるのはよくあることです。

1964年 、漫画よりい くぷん後で、最後の象徴的な漫画 を描 いていた時期 と重な りま
エコリ

すが、私は風景にとりかか りました。描 き始めた風景は、漫画の背景か ら取 った もの

で した。漫画の背景 もまた、さらに静物、都市のスケッチ、室内の風景を生み出すの

です。
コリ

私はまた、　Rowloxと い う商標名の凹凸レンズのプラスチックを素材に使いました。

この素材!よ 見る人が動 くとそれ も動 くように見えるという特徴があります。人の 目

に映 るときに絶 えず動 き、その表情 を変化させ るように見える空や水を描 くのに、こ

のプラスチックは申し分ないように思 えました。それは風景画の制作には、極めてあ

りふれた手法だ と思えましたが、動 くことで現実味を増すように見える一方、その特

殊効果を生みだす素材 を使 っていると見ている人が知っているので、明らかに現実味

が減るように も見えました。
の

1965年 に、私はブラッシュス トロークを使い始め ました。最初のブラッシュス トロ

ークの作品は塀 を塗る男の漫画からとりました。漫画雑誌の漫画の中では、手や刷毛

そ して塀の ヒに刷 目跡が描かれていました。私はまず、その構図そのままを描 き、そ

して次に手 と刷毛 を取 り去 り、ブラッシュス トロークに焦点 を絞 ることに しました。

なぜな ら、ブ ラッシュス トロークはアー トにおいて歴史的に重要な ものだか らです。

ブラッシュス トロークはアー トのシンボル といって も過言ではあ りません。これ らの

ブラ ッシュス トロークの作品は、抽象表現主義にも類似 しています。

当然なが ら、絵の中に見られるブラッシュス トロークは、一種の豪快な酬 乍を伝え
ロじり

ます。 しか し、私の手にかかると、ブラッシュス トロークが豪快な動作の描写 とな り

ます。私が何 を描 くかと、私が どうやって描 くかの矛盾は鋭 いコン トラス トをな して

い ます。ブラッシュス トロークは、私の作 品に とって非常に重要 な もの にな りまし

た。私は後に漫画的な手法のブラッシュス トロークを使った り、時には、漫画的なブ

ラッシュス トロークと本物のブラッシュス トロークを組み合わせて静物画や人物画、

風景画 を描 きました。私にとって、ブラッシュス トロークは彫刻で も好んで用いるテ

ーマです。
サの

1967年 に、私はアール・デコを基調に した一群の作品を描 きました。同時 に、この
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using　 black　 and　 white,　 and　 yellow,　 red,　 blue　 and　 sometimes　 green.　 The　 dots

became　 more　 and　 more　 perfected.　 You　 will　 see　 them　 become　 larger　 as　 things　 go

on　 and　 I　develop　 different　 means　 of　 painting　 the　 dots.
ロモリ

"Golf　 Ball
,"　 a　 painting　 of　 a　 single　 object,　 is　 in亡ended　 to　 remind　 one　 of　 a

Mondrian　 "Plus　 and　 Minus"　 painting.　 A　 single　 object　 unrelated　 to　 any　 ground　 was

probably　 the　 antithesis　 of　 what　 was　 thought　 of　 as　 having　 art　 meaning.　 If　you　 think

of　 theses　 marks　 as　 a　 "Golf　 Bal1,"　 you　 have　 formed　 this　 object　 in　 your　 mind.　 My

emphasis　 was　 in　 forming　 the　 relationship　 of　 mark・to・mark.
ロリ

　 　 Then　 l　was　 interested　 in　doing　 works　 where　 the　 painting　 itself　 can　 be　 thought

of　 as　 an　 object;　 where　 the　 size　 and　 shape　 of　 the　 subject　 and　 the　 size　 and　 shape　 of

the　 painting　 are　 the　 same.　 This　 phenomenon　 happens　 in　various　 stages　 of　 my　 work

where　 the　 subject　 of　 the　 painting　 is　rectangular　 and　 occupies　 the　 entire　 canvas,　 so

you　 can　 consider　 the　 painting　 to　 be　 an　 object.　 This　 was　 being　 done　 in　the　 abstract

painting　 of　 other　 artists　 as　 weU,　 and　 in　 shaped　 canvas　 paintings,　 where　 the　 shape

was　 not　 rectangular,　 1ike　 certain　 Frank　 Stella　 paintings　 of　 the　 period
,　where　 the

canvases　 were　 filled　 with　 concentric　 bands　 of　 color.
ロヲ

　 　 I　also　 started　 to　 use　 the　 work　 of　 modern　 masters　 as　 subject　 matter.　 This　 is

Picasso's　 "Woman　 with　 Flowered　 Hat,"　 1963,　 Instead　 of　 using　 subject　 matter　 that

was　 considered　 vernacular,　 or　 everyday,　 I　used　 subject　 matter　 that　 was　 celebrated

as　 art.　 What　 I　wanted　 to　 express　 wasn't　 that　 Picasso　 was　 known　 and　 therefore

common　 place.　 Nobody　 thought　 of　 Picasso　 as　 common.　 What　 I　am　 painting　 is　 a

kind　 of　 Picasso　 done　 the　 way　 a　 cartoonist　 might　 do　 it,　or　 the　 way　 it　might　 be

described　 to　 you,　 so　 it　loses　 the　 subtleties　 of　 the　 Picasso,　 but　 it　takes　 on　 other

characteristics:　 the　 Picasso　 is　converted　 to　 my　 psuedo・cartoon　 style　 and　 takes　 on

a　character　 of　 its　own.　 Artists　 have　 often　 converted　 the　 work　 of　 other　 artists　 to

their　 own　 sty[e.
ロレ

　 　 [　started　 landscapes　 somewhat　 after　 the　 cartoons　 in　 l964,　 0verlapping　 in　time

with　 the　 last　 figurative　 cartoonIdid.　 The　 landscapesIstarted　 doing　 were　 taken

from　 the　 backgrounds　 of　 cartoons.　 Peripheral　 cartoon　 imagery　 also　 produced　 st川

lifes,　 cityscapes　 and　 interiors.
エい

　 　 I　also　 used　 a　 material　 called　 Rowlox,　 which　 is　 a　trade　 name　 for　 a　 lenticular

plastic,　 that　 has　 the　 characteristic　 that　 as　 you　 move　 it　seems　 to　 move;　 and　 these

pieces　 of　 plastic　 seemed　 perfect　 for　 sky　 and　 water,　 which　 seemed　 to　 move　 or

change　 their　 appearance　 constantly　 as　 you　 look　 at　 them.　 It　 seemed　 to　 be　 the

perfect　 quotidian　 way　 of　 producing　 the　 appearance　 of　 a　landscape　 that　 seemed,　 on

one　 hand,　 to　 be　 more　 real　 because　 it　moved,　 but　 obviously　 less　 real　 because　 you
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11)Composition　 I,　 1964

　 68"×56F'　 magna　 {}【l　canvas
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knew　 it　was　 made　 of　 a　material　 that　 produced　 this　 particular　 trick.
エらむ

　 　 In　 1965　 1　started　 to　 do　 brushstroke　 paintings.　 The　 first　 brushstroke　 painting

came　 from　 a　cartoon　 of　 a　 man　 painting　 a　fence.　 The　 cartoon　 in　 the　 comic　 book

depicted　 a　hand,　 a　paint　 brush　 and　 paint　 strokes　 on　 a　fence.　 I　did　 a　painting　 from

that　 and　 then　 decided　 to　 leave　 the　 hand　 and　 brush　 out　 of　 subsequent　 paintings　 and

to　 focus　 on　 the　 brushstroke,　 because　 brushstrokes　 have　 such　 an　 important　 history

in　art.　 Brushstrokes　 are　 almost　 a　symbol　 of　 art.　 These　 brushstroke　 paintings　 also

resembled　 Abstract　 Expressionism.
エむ

Of　 course　 visible　 brushstrokes　 in　 a　painting　 convey　 a　sense　 of　 grand　 ges亡ure,

But,　 in　 my　 hands,　 the　 brushstroke　 becomes　 a　depiction　 of　 a　grand　 gesture.　 So　 the

contradiction　 between　 what　 I'm　 portraying　 and　 how　 I　am　 portraying　 it　is　in　sharp

contrast.　 The　 brushstroke　 became　 very　 important　 for　 my　 work.　 I　later　 did　 stm

lifes,　 portraits　 and　 landscapes　 using　 cartoon　 brushstrokes,　 sometimes　 using　 a

combination　 of　 cartoon　 and　 real　 brushstrokes.　 The　 brushstroke　 is　also　 a　favorite

theme　 of　 my　 sculptures.
けし

　 　 In　 19671didagroup　 of　 works　 based　 on　 Art　 Deco.Idid　 sculptures　 of　 this

theme　 at　 the　 same　 time.　 Art　 Deco　 was　 somewhat　 prevalent　 in　 architecture　 and

home　 decoration　 during　 my　 childhood　 in　 the　 20's　 and　 30's.　 But　 I　think　 people　 were

more　 familiar　 with　 it　through　 elegant　 apartments　 portrayed　 in　 Hollywood　 movies

than　 they　 were　 in　their　 own　 surroundings.　 There　 were　 some　 Art　 Deco　 buildings　 in

New　 York　 City.　 It　might　 be　 known　 to　 people　 more　 through　 magazine　 reproduc・

tion.　 Very　 few　 people　 except　 for　 very　 stylish　 and　 rich　 people　 lived　 in　 Art　 Deco

environments,　 so　 I　don't　 think　 it　had　 an　 enormous　 influence.　 It　looked　 a　little　 like

Cubism　 for　 the　 home　 to　 me.　 [　saw　 in　 it　a　too　 rational　 quality　 that　 had　 an　 absurd

twist.　 In　 my　 mind,　 the　 point　 of　 Cubism　 and　 even　 art　 seem　 to　 be　 somewhat　 at　 odds

with　 the　 kind　 of　 geometric　 logic　 of　 Art　 Deco,　 which　 seemed　 too　 easily　 to　 fit　the

instruments,　 the　 T-squares　 and　 compasses,　 of　 the　 designers　 and　 architects,　 and

seemed　 to　 belie　 what　 cubism　 was　 really　 about.
ロれ

　 　 These　 are　 four　 separate　 canvases　 that　 fit　together.　 Each　 of　 the　 four　 are　 pretty

much　 the　 same;　 but　 I　[oved　 the　 problem　 of　 trying　 to　 make　 four　 almost　 identical

paintings　 into　 one　 painting.　 I　remember　 that　 repeated　 design　 was　 a　 school　 art

project　 I　had　 in　 the　 3rd　 or　 4th　 grade,　 which　 related　 well　 to　 the　 Art　 Deco・like　 work

I　was　 doing　 in　 1970.　 I　did　 a　 number　 of　 these　 paintings.　 The　 problem　 of　 whether

these　 works　 represent　 one　 painting　 or　 four　 paintings　 is　 largely　 a　semantic　 prob-

lem.　 This　 situation　 is　 pretty　 much　 the　 same　 in　 the　 up-coming　 paintings　 series.
ロの

　 　 This　 is　another　 example　 of　 a　painting　 that　 also　 becomes　 an　 object.　 This　 is　a
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■ 受賞記念講演会

テーマで彫刻 も作 りました。アール ・デコは私がf・佛1寺代だった20年 代、30年 代に建

築や室内装飾においてい くらか流行 しました。しか し、人々はそれらが 自分たちの周

囲にあったからとい うよりも、ハ リウッ ド映画の中の優雅なアパー トを通 して慣れ親

しんだ ようです。ニューヨーク市には、アール ・デコ調のビルがい くつかあ りまし

た。雑誌の写真を通 して、よ く知られているか もしれません。非常に流行に敏感な大

金持ち以外、アール ・デコに囲 まれて暮らす人はめったにいなかったから、アール ・

デコがそれほど大 きな影響 力を持 っていた とは思いません。それは私には 〈Cubism

for　the　home>　 (家庭川キ1ピ ズム)に 思 えました。 また私はアール ・デコに、ば

かげたひね りを有 した合理躯」す ぎる要素を兄いrt」1していました。私の考えでは、キュ

ービズムそ してアー トその ものが持つ特質は、アール ・デ コの幾何'7的 な論理とは相

容れないもののように思えます。アール ・デコは、デザイナーや建築家のT型 定規や

コンパスといった道具で簡ll1に描 くことがで き、キュービズムが本当はどんな ものな

のかを間違って伝えるような気が しました。
エの

これ らは4枚 の別々の キャンバスであ り、それ らがつなぎ合わされています。それ

ぞれはほとんど同 じものですが、私は4枚 の同 じような絵を一枚の絵に描 こうとする

課題が気に人っていました。反復模様は3年 生か4年 生の ときの学校 のX術 課題でし

たが、それは1970年 に描いたアール・デコ風の作品 と深 く関係 していたことを覚えて

います。私はこういう絵をい くつか描 きました。これらの作品が、一・枚の絵なのかそ

れとも4枚 の絵なのかという問題は、i三に意味論 上の問題です。やがて描 くことにな

る 〈ペインテ ィング〉 シリーズの絵についても同 じことが;;z.ま す。
まり

これは、1枚 の絵が つ の物体に もなるという、もう一一つの例です。 これはキャン

バス台の枠 とキャンバスを後ろか ら見た ときのキャンバ スの裏側の絵です。 もちろ

ん、これは絵のサイズと形 と同 じにならざるを得ません。これは、1960年 代における

抽象1三義アーティス トたちの シェイプ ド・キャンヴァスの絵に対するユーモラスな答

えです。私はさまざまなサイズの キャンバスの裏側を何枚か描 きました。キャンバス

の裏のシ リーズは、私のだ まし絵(ト ロンプ ・ルイユ)に 関係 しています。それ らは漫

画のスタイルで描かれているために、見る人をだまして、あたかもそれらが本物であ

るかのように思わせた りはしません。私はその後 もトロンプ ・ルイユのアイデアの作

品を描 き続けました。これ らは人の日をあざむいて、絵のi題 が本物であると思わせ

る、 よく使われ る漫画のジャンルです。
コぼけ

これ も、絵が一つの物体になるという例です。この絵は鏡を描いています。鏡の販

売カタログか ら鏡の絵 というアイデアが浮かんだのです。そこに載っている鏡は、ほ
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181Modular　 Painting　 with

　 Four　 Panels、 　1970

　 S4""×54"oil&magnao【lcan・

　　 VAS
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23)Cape　 Cod　 Still　 Life,　 1973

60"x74"　 oil　 &　 magna　 (川canvas
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EO)Mirrto「 　H,　 1971

72"×36"〔}i1&mngna【)n

　　 canvas
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portraya[　 of　 the　 back　 ofacanvas　 showing　 the　 stretcher　 frame　 and　 the　 canvas

from　 the　 back.　 Of　 course　 this　 would　 have　 to　 come　 out　 to　 be　 the　 size　 and　 shape　 of

a　 painting.　 It's　 a　 humorous　 answer　 to　 a　 shaped　 canvas　 paintings　 of　 Abstract

artists　 of　 the　 196⑪'s.　 Idid　 a　 number　 of　 canvas-backs　 in　 various　 sizes.　 The

canvas・back　 series　 are　 related　 to　 my　 trompe-roeil　 works.　 Because　 of　their　 cart()on

sty|e　 they　 dol1't　 fool　 anyone　 into　 thinking　 they　 are　 real.　 I　go　 oll　 with　 that　 trompe-

「oeihdea　 later.　 They　 are　 meant　 to　 be　 a　 cartoon　 of　 a　 famniar　 genre　 that　 is

supposed　 to　 fool　 the　 eye　 into　 thinking　 the　 painting's　 subject　 matter　 real.
コけ

　 　 Another　 example　 of　 the　 painting　 becoming　 a　 thing.　 This　 painting　 depicts　 a

mirr{}r.　 I　got　 the　 idea　 for　 mirror　 paintings　 from　 mirror　 sales　 catalogues,　 where

most　 of　 the　 work　 was　 done　 in　 air-brush.　 There　 is　 really　 no　 convincing　 way　 to

portray　 a　mirror,　 because　 a　 mirror　 simply　 reflects　 whaピsin　 front　 of　 it.　Cartoon.

ists　 have　 used　 diagonal　 lines　 and　 s[ash　 marks　 to　 tell　 us　 they　 are　 rendering　 a　mirr〔}r

and　 we　 have　 come　 to　 accept　 these　 symbols.　 Making　 a　 painting　 that　 is　 also　 an

oblect　 bridges,　 somewhat,　 the　 gap　 between　 painting　 and　 sculpture.　 I　did　 a　series

of　 "mirrors"　 around　 l97{}.　 Many　 times　 I　 photographed　 a　 magnifying　 mirror

because　 a　magnifying　 mirror,　 when　 it's　 out　 of　 focus,　 produces　 abstract　 shadows

and　 shapes　 which　 gave　 me　 ideas　 for　 the　 mirror　 paintings.　 I　am　 using　 graduated　 dot

as　 you　 can　 see,　 maybe　 for　 the　 first　 time,　 i,　 these　 works.
とけ

　 　 Here's　 a　four　 panel　 mirror　 that　 has　 many　 of　 the　 characteristics　 of　 the　 oval

mirror.　 I　tried　 to　 vary　 the　 panels　 to　 represent　 reflecti(ms　 of　 various　 things　 alld　 to

makea　 kind　 of　 geometric　 painting;　 one　 that　 could　 possibly　 be　 thought　 of　 asa

mirror　 and　 to　 continue　 the　 idea　 of　 the　 painting　 as　 an　 oblect.　 This　 painting,　 ill　my

mind,　 relates　 to　 minima[　 art　 and　 might　 remind　 one　 of　 an　 Ellsworth　 Kelly　 painting.
をの

I　also　 did　 a　 group　 of　 still　 lifes,　 in　 the　 early　 70's.　 This　 stil日ife　 has　 a　Matisse

fish　 bowl　 and　 it　has　 my　 "Golf　 Bal1"　 painting　 which　 I　did　 in　 1961.　 There　 are　 some

Matisse　 leaves　 and　 [emons　 and　 grapefruit.
との

　 　 This　 is　 "Cape　 Cod　 StiH　 Life,"　 which　 is　 painted　 after　 a　 certain　 genre　 that

Americans　 paint　 in　 Maine,　 Vermont　 and　 out　 on　 Cape　 Cod,　 where　 the　 st川lifes

contain　 loca|　 boating　 and　 fishing　 materials　 hke　 fish　 net,　 rope,　 lobsters,　 starfish

and　 seagulls.　 There　 are　 most　 likely　 thousands　 of　 these　 paintings　 being　 done　 in　 a

somewhat　 expressionist　 or　 abstract　 style.　 It　is　almostaschool　 of　 Its　 own.　 They

are　 often　 influenced　 by　 Picasso　 and　 Cubism.　 1'm　 interested　 in　 commenting　 on　 this

school　 of　 painting　 which　 is　so　 well　 intentioned　 and　 endearing　 but　 obvious　 and

highly　 influenced.
ヱい

　 　 This　 is　one　 of　 the　 trompe-reoil　 painting　 that　 I　alluded　 to　 earlier.　 Artists　 like



とん どがエアブラシで描かれていました。実際 鏡を描 くのに納得のいく方法はあ り

ませ ん。なぜなら、鏡はその正面にあるものをただ映すだけだか らです。漫画家は鏡

を描いているのだ とわかってもらうために、斜線やス ラッシュ ・マークを使 います

が、われわれはこういったシンボルを受け入れるようになっています。絵が一つの物

体 になるということは、絵 と彫刻の問のギャップを多少な りとも埋めるものです。私

は1970年 ごろに<Mirrors>の シ リーズを描 きました。私は何度 も拡大鏡の写真を撮

りました。 というのは、拡大鏡の焦点がずれると抽象的な影や形ができ、それが私に

鏡の絵を描 くためのアイデアを与一えて くれ るからです。私はこれ らの作品で初めて網

点 によるグラデーシ ョンを使っています。
コリ

ここにオーヴァル ・ミラーの特徴 を多く持つ、4枚 のパ ネル ・ミラーがあります。

私 はパネルを変化 させ ることで、さまざまな物 を映 しているように見せ、幾何学的な

絵 を制作 しようとしました。つ まり、そうしてできた絵はそれ自体が鏡 とみなすこと

がで きる、つまり、物体 としての絵 とい うアイデアの延長なのです。私の考 えでは、

この絵は ミニマル ・アー トに通 じるものがあ リ、エ リスワース ・ケ リーの絵の一つを

思わせ るものです。
どの

私 は また 、一 連 の 静物 画 の 作 品 を描 き ま した。 この 静 物 画 に は 、マ テ ィスの 金 魚 鉢

と私 の1961年 の 作 品 「Golf　Ball」 が描 か れ て い ます 。 マ テ ィスの 葉 と レ モ ン と グ レ

ー プ フル ー ツ もあ り ます
。

これ は 「Cape　 Cod　 Still　Life」　とい う作 【'1`'1で、 メ ー ン州 や バ ー モ ン ト州 そ して ケ

ヱめ
一プ コッ ド付近のアメ リカ人画家が描 くものに影響 されています

。 この静物画には

魚網やロープ、ロブスター、ヒ トデ、カモメといったその.-1地での舟遊 びや釣 りに関

係 したものが描かれています。表現.}三義や抽象主義のスタイルで描かれたこういう絵

は、まず間違いな く、無数にあるものと思われます。それ 自体が、一つの流派だとも

いえるのです。これらの絵にはよく、ピカソとキュービズムの影響が兄られます。私

はこの ように意図されているところが明 らかであり、人々の心を引きつける絵、しか

し、明 らかにほかからの影響 を強 く受けている絵を批評することに興味があるので

す。
どをロ

これは、先ほど少 し触れた、だまし絵(ト ロンプ ・ルイユ)の 絵の一つです。ウィリ

アム ・バーネットとジョン ・F・ ビー トの ようなアメ リカ人アーティス トは、このジ

ャンルで、平 らな壁に比較的二次元的な主題 を絵 に描いています。これらの絵は実物

その ものであるかの ように見え、見る人は絵に手を伸ばせば 本物に触れ ることがで

きるのではないか という感覚にとらわれ ます。だまし絵(ト ロンプ ・ルイユ)と 呼ばれ
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William　 Harnett　 and　 John　 F.　 Peto　 are　 Americans　 who　 have　 done　 paintings,　 in　 this

genre,　 of　 fairly　 two-dimensional　 subjects　 on　 flat　 walls.　 The　 paintings　 are　 extreme-

ly　 realistic　 looking　 and　 you　 get　 the　 feeling　 that　 you　 could　 really　 touch　 the　 objects

in　 the　 painting　 and　 that　 they　 would　 be　 real,　 therefore　 the　 name　 trompe-1'eoil .　Of

course　 my　 paintings　 wouldn't　 fool　 anyone.　 These　 are　 supposed　 to　 represent　 real

horseshoes　 and　 some　 paint　 brushes　 hanging　 from　 the　 wall,　 and　 bits　 of　 a　 Leger

reproduction,　 a　 playing　 card　 and　 some　 other　 objects.　 A　 little　 fly　 and　 a　 nail　 were

hallmarks　 of　 the　 trompe-1'eoi]　 school.
おナ

　 　 　In　 1974　 1did　 a　series　 of　 four　 large,　 about　 8'　 ×　 10',　 paintings　 of　 interiors　 of

artists　 studios.　 They　 were　 inspired　 by　 Matisse's　 paintings　 of　 his　 studio　 and　 this

one　 features　 the　 Matisse　 philodendron,　 the　 Moroccan　 pitcher　 and　 various　 other

"Matissian"　 objects
.　But　 some　 objects　 are　 from　 my　 earlier　 work.　 There　 is　 a

Europeanized　 Moroccan　 dancer　 which　 is　part　 Matisse　 and　 part　 cartoon .　There　 is

also　 one　 of　 my　 entablature　 paintings　 and　 an　 explosion,　 which　 I　had　 done　 both　 as

a　painting　 and　 as　 a　wall　 relief　 in　 porcelain　 enamel　 on　 steel.　 A　 kind　 of　 Matisse　 idea

of　 the　 artist's　 hand　 drawing　 on　 the　 picture　 is　at　 the　 lower　 right　 hand.　 And　 some

other　 works　 of　 mine　 are　 on　 the　 right　 hand　 side　 above　 the　 hand,　 The　 Moroccan

dancer　 is　the　 nearest　 thing工had　 come　 to　 painting　 a　nude　 or　 even　 a　full　 figure　 until

recently.
めト

　 　 This　 is　another　 example　 of　 artist's　 studio,　 this　 one　 includes　 "Look　 Mickey,"

my　 first　 pop　 painting.　 There　 is　 a　 mirror　 painting　 on　 the　 left　 and　 a　 Matisse

scu|pture-stand　 with　 a　 telephone.　 The　 telephone　 refers　 to　 an　 earlier　 painting　 of

mine.　 Also　 included　 is　a　 back　 of　 the　 canvas　 painting　 of　 mine
,　a　couch　 which　 I　did

as　 a　drawing　 in　 1961,　 a　painting　 that　 only　 contains　 a　balloon　 and　 words,　 and　 a　st川

life.　 I　like　 the　 idea　 of　 including　 in　 my　 paintings　 renditions　 of　 earlier　 paintings　 of

mine　 because　 they　 are　 really　 identical　 or　 could　 be　 identical　 with　 the　 original

paintings.　 In　 other　 words　 this　 "Look　 Mickey"　 is　 no　 different　 from　 my　 original

"Look　 Mick
ey."　 Most　 painters,　 when　 they　 depict　 their　 own　 ear|ier　 works　 in　 their

new　 paintings,　 as　 Matisse　 did,　 minimize　 the　 clarity　 of　 these　 depicted　 works

through　 modulation　 (which　 is　read　 as　 atmosphere)　 and　 simplification　 to　 gives　 you

a　 sense　 that　 you　 are　 at　 a　 distance　 from　 the　 work.　 By　 painting　 these　 paintings

within　 paintings　 just　 the　 way　 they　 were　 painted　 originally,　 there's　 no　 apparent

difference　 between　 the　 painting　 in　 the　 room　 and　 the　 painting　 itself,　 and　 that　 is

something　 that　 interests　 me.　 These　 Artist's　 Studio　 paintings　 have
,　as　 y皿shall　 see,

an　 influence　 on　 my　 Iater　 interior　 paintings.
エリ

Another　 off-shoot　 of　 Cubism　 was　 Futurism,　 and　 I　did　 work　 of　 Futurist　 art－
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るゆえんです。もちろん私の絵は、誰 もだ ますことはあ りません。ここには壁か らぶ

らさがった本物の蹄鉄 と伺本かの絵筆、レジェの絵の断片を描 き写 したもの、 トラン

プやそのほかの対象物が描かれています。小さなハエと釘は、 トロンプ ・ルイユ派の

特徴です。

1974年 に私;よ アーティス トのア トリエ内部を描いた、縦8フ ィー ト、横10フ ィー
めカ

トほどの4枚 の絵 を制作 しました。これはマテ ィスのア トリエの絵か らひらめいた

もので、この1枚 はマティスの観葉.植物 とモロッコの水差 し、そのほかのマティス風

のオブジェが特 徴 となっています。 しか し、オブ ジェの中には、私の初期の作品から

取った もの もあ ります。ヨーロッパ風の装いを したモロッコ人のダンサーには、マテ

ィス的な ところ と漫画的な ところがあ ります。このほかに私の　<entablature>　 と

〈explosion>　 もあります。その二つは絵 として も、またスチールの上に陶器のうわ

ぐす りを塗ったウォール ・レリーフとして も制作 しています。絵の中にアーティス ト

の手を描 きこむ というマテ ィスのアイデアは、右側の下のほうにあります。私のほか

の作品 も、右側の手の上 にあ ります。このモロッコ人のダンサーは、つい最近まで描

いていたヌー ド、あるいは全身像に最 も近いものです。
ゑもひ

これは　〈artist's　studio>の もう一一つの作例です。 これには、私の最初のポップ・

ペインテ ィングである 「Look　Mickey」 が描かれています。左に 〈mirror>の 絵が

あ り、電話の置いてあるマティスの彫刻台があ ります。電話は私の初期作品からの も

のです。またキャンバスの裏側の絵や、1961年 に描いたソファの ドローイング、文字

を書いたふ きだ しだけの絵や静物画 もあります。私は作品の中に自分の初期作品の描

写を含む とい うアイデアが気に人っていましたが、それらはもとの作品 とまった く同

じものであるか、あるいは同 じであるべ きだ と考えられるものだからです。言い換え

れば、この 「Look　Mickey」 は もとの 「Look　Mickey」 と何の違い もあ りませ

ん。たいていの作家は新 しい作品に自分の初期作品を描 くとき、例えばマティスがす

るように、ちょっとした変化(そ れは雰囲気で感 じられる)を 加えたり、単純化する

ことで過去の作品をあまり明瞭には描かず、見る人がその作品か ら少 し距離をおいて

いると感 じるようにするものです。これ らのペ インティングをオ リジナル作品を描い

たの と同 じ方法で描 くことによってのみ、絵の中の部屋にある作品 と、その作品自体

の間 に何 ら違いはな くな り、それ こそが、私が興味 を持 つ点 なのです。これ らの

〈Artist's　Studio>の 作ll占は、これ より後の くinterior>の 作品に影響 を与えている

こ とがおわか りになるで しょう。

キュービズムのもう一一つの支流は未来派であ り、私はカルロ ・カ ツラや ジノ・セヴ
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ists　such　 as　 Carlo　 Carra',　 Gino　 Severini　 and　 Giacomo　 Balla .　This　 is　"Edipse　 of

th・ 　S・n
z二;whi・hi・ag・aphi・ ・ep・e・ent・ti・n・faneclip・e,f・ ・mGiac・m・B・ll・.

　 　 This　 painting　 was　 done　 from　 the　 "Red　 Horseman"　 by　 Carlo　 Carra'　 done　 in

1913,　 which　 was　 a　Iittle　 gauche.　 Mine　 is　 a　fairly　 large　 painting
,　it　symbolizes　 the

sense　 of　 motion　 that　 effects　 the　 Cubism　 in　 futurism .　But　 I　think　 of　 futurism　 as

using　 Cubism　 for　 some　 other　 purposes .Ifeel　 the　 same　 way　 about　 art　 deco　 or

purism　 or　 vorticism.　 They　 all　 seeIned　 to　 be　 using　 a　 very　 important　 idea　 (an

lmportant　 perceptual　 change)　 for　 something　 a　bit　 more　 trivial
,　only　 because　 the

possibility　 was　 there　 to　 use　 it　that　 way.　 Futurism　 does　 show　 motion,　 but　 it　does

not　 show　 motion　 very　 well,　 painting　 is　not　 a　 time　 art .　But　 I　am　 interested　 in　 the

quirky　 results　 of　 those　 derivatives　 of　 Cubism　 and　 like　 to　 push　 this　 quirkiness

further　 toward　 the　 absurd .　I　 am　 also　 interested　 in　 the　 relationship　 between

d・pi・ti£ 戸'・ ・f　 m・v・menti・F・t・ ・i・mandi… 　 mic-st・ip・ ・

　 　 The　 entablature　 series　 was　 done　 from　 1971　 to　 1976.　 I　started　 with　 black　 and

white,　 very　 long　 entablatures,　 and　 progressed　 into　 these　 entablatures　 that　 have

some　 color　 and　 metallic　 and　 textural　 fields　 in　 them .　Once　 again　 these　 paintings

can　 be　 seen　 as　 objects,　 (rather　 than　 a　 picture　 with　 an　 object　 in　 it)　 in　 that　 the

entablature　 itself　 constitutes　 the　 whole　 painting .　 This　 series　 can　 also　 be　 seen　 to

represent,　 in　 a　humorous　 way,　 the　 establishment .　By　 establishment　 I　mean　 that　 the

reference　 in　 these　 entablature　 paintings　 was　 to　 the　 Greco-Roman　 tradition
,　which

permeates　 our　 art　 and　 culture.
いカ

　 　 The　 entablatures　 represent　 my　 response　 to　 Minimalism　 and　 the　 art　 of　 Donald

Judd　 and　 Kenneth　 Noland.　 It's　 my　 way　 of　 saying　 that　 the　 Greeks　 did　 repeated

motifs　 very　 early　 on,　 and　 I　am　 showing
,　in　a　humorous　 way,　 that　 Minimalism　 has

a　long　 history.　 In　 almost　 a|l　these　 works　 there　 is　a　light　 source　 coming　 from　 the

upperrght　 and　 causing　 shadows　 on　 the　 lower　 left　 of　 everything
,　it　 is　 just　 a

convent　 on　 that　 I　put　 into　 each　 painting　 for　 no　 particular　 reason
,　except　 that　 this

uniformity　 would　 seem　 uncreative .　My　 sources　 were　 photographs　 I　 took　 of

Neo-classical　 buildings　 on　 Wall　 Street
,　and　 my　 use　 of　 the　 order　 in　 which　 Greek

key,　 and　 other　 repeated　 themes
,　IS　 capricious　 and　 has　 little　 to　 do　 with　 real

entablatures,　 It　was　 essentially　 a　way　 of　 making　 a　 Minimalist　 painting　 that　 has　 a

classical　 reference.
ヨけ

　 　 Along　 with　 other　 still　lifes,　I　did　 a　series　 of　 paintings　 which　 I　call　 office

furniture　 still　 lifes　 which　 comes　 from　 ads　 for　 office　 equipment .　File　 folders,　 meta]

chairs,　 mechanica日amps　 and　 all　 kinds　 of　 uninteresting　 objects　 rendered　 in　 a

mechanical　 uninteresting　 way　 were　 the　 subjects　 of　 these　 still　 lifes
.　I　used　 a　slightly
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エアヌ

ェ リー 二 、 ジ ャ コモ ・バ ッラ の よ うな未 来派 の ア ー テ ィス トた ちの 作 品 を使 い ま した。

こ れ は ジ ャ コ モ ・バ ッ ラの作 品 か ら と っ たエ ク リプ ス(食)を 、 グ ラ フ ィ ッ クア ー トで

表現 した　「Eclipse　 of　the　Sun　 (日食)」 で す 。

こ の 作 品 は1913年 の カ ル ロ ・カ ツ ラ の 作 品 「Red　 Horseman」 を 使 っ て い ま す
どの

が、これはあまり洗練 されていません。私の作品のほうはかなリ大きな絵で、未来派

におけるキュービズムに影響 した躍動感を象徴化 しています。ところで、私は未来派

がキュービズムを もっとほかの目的のために使 うべ きだと考えています。アール ・デ

コや ピュリスムや渦巻派についても同 じことを感 じます。彼 らは皆、重要なアイデア

傾 要な知覚の変化)を 、そのとき、そのように使 えたからというだけで、ごくつま

らない もののために使 っているように兄えました。未来派は動きを描 きはするが、さ

ほどうま く描いているわけではあ りません。絵画 は時間の経過を・」くす芸術ではないか

らです。とはいえ私は、キュービズムか ら派生する気まぐれな成果に興味を持 ってい

るし、 もっと不条理な ものへ向かって、この気まぐれを追求するのは好きです。また

未来派 と漫画における動 きの描写に兄られる関係にも興味を持 ってい ます。
えりし

〈entablature>の 一 連 の 作111'1は1971年 か ら1976年 に か け て描 か れ ま した。 私 は非 常

に 長 い エ ン タプ ラ チ ャ ー を黒 と自 で描 き始 め ま した が 、や が て 、 それ ら を色 彩 や 金 属

光沢 や 質 感 を持 つ エ ン タブ ラ チ ャー へ と進 化 させ て い き ま した 。こ れ らの 作 品 もまた

(絵の 中 に描 か れ た物 体 を 見 て い る と い う よ り)物 体 そ の もの を 見 て い る気 に させ ま

す 。 とい うの も、 エ ン タプ ラチ ャ ー その もの が 絵 全 体 を構 成 して い るか らで す 。 ま

た 、 こ の シ リー ズ は 、ユ ー モ ラ ス な手 法 で エ ス タブ リ ッ シ ュ メ ン トを描 い て い る と も

1言え ます 。 エ ス タブ リ ッ シ ュ メ ン トに よ っ て 、私 が 意味 す るの;よ この エ ン タプ ラ チ

ャー の 絵 が 表 わ して い る もの が ギ リ シ ャ ・ロ ーマ の 伝 統 を示 唆 す る もの で あ り、 そ れ

が わ れ わ れ の ア ー トと文 化 に浸 透 して い る とい う こ となの で す 。

<entablature>の 作,'1【11群が 表 し て い る の は 、 ミニ マ ル ア ー トや ドナ ル ド ・ジ ャ ッ
ヌリ

ド、ケネス ・ノーラン ドのアー トに対する私の答えです。 これは、文様の繰 り返 し

が、昔、ギリシャ人たちによって描かれていたことから、 ミニマル ・アー トには長い

歴史があるということをユーモラスな方法で示す私な りの表現なのです。これ らの作

品1,にはほ とんどと言っていいほど、右.IJ;か ら射 して きて、あらゆるものの左下方に

影 を生 じさせ る光源が存在 していますが、この画－NEが 独創性のな さを表 していると

いう以外、たいした理由 もなく、それぞれの絵の中に取 り入れた、ただの慣例にすぎ

ません。題材には、ウォールス トリー トにある新古典1議 のビルディングを自分で撮

影 した写真を用いていますが、ギ リシャ鍵裂装飾やそのほかの反復 されるテーマのオ
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一 ダー(柱 式)は 思 い つ きで 使 っ た もの で 、 実 際 の エ ン タプ ラ チ ャ ー に は ほ とん ど関

係 あ りませ ん 。 こ れ は、 古 典 に,汲 す る ミニ マ ル ア ー ト式 絵 を描 く基 本 的 な 方法 で

す 。

ほ か の 静 物dilに 加 え て 、私 は　〈office　furniture　 still　lifes>　と 名づ け た ・.一連 の 作
じけ

1'lf,を描 きましたが、題材は事務川品の広 告か ら得ています。機械的で無1弱心な表現で

描いた書類ばさみやバイブ椅.f、卓上 ライ トなどの無味乾燥な物体がこれ らの静物画

の対象で した。私iよ わずかに色の異なるパ レッ トを使川 しました。灰色 といつ も使

う群青色 とは、違 う青 を使ったのです。絵の中の物体 と同 じようなお もしろ味のない

色を作ろうとしました。もちろん、そのおもしろ味のなさの中にお もしろさを描 きた

かったのは、言うまで もありません。

<the　office　still　lifes>とまったくの対照をなしているのが、1976年 後半か ら1979
ちり

年 にか け て 乎 が け た くシ ュー ル レア リス ト〉 の絵 で す 。 特 に 、 あ る シ ュー ル レア リス

トを取 りあ げ た わ け で な く、・一般 的 に シ ュ ー ル レア リス ム を扱 っ て い ます 。私 は 自分

の 過 去 の 作 品 の 中 か らい くつ か の 要素 、 例 えば ドラ イ ・ク リー ニ ン グの 広 告 の 中 の 男

物 の スー ツや シ ャツ 、 ネ ク タ イ を取 り出 し、ブ ラ ッ シ ュ ス トロー ク を こ こ で は 空 に浮

か ぶ 雲 と して使 い ま した。 漫 画 的 な頭 と髪 の 毛 を描 き、左 側 の楕Ilj形 が そ う なの で す

が 、 ア レ クサ ン ダー ・コー ル ダーの 落 、ll;きも少 し取 り入 れ ま した 。 ビー チ ボ ー ル は 、

シ ュー ル レア リス ム時 代 の ピカ ソの 絵 に私 の 「ビ ー チ ボ ー ル を持 つ 女の.r・」 を ミッ ク

ス した もの で 、右 ヒに い る リ}の鏡 の 頭 は、1976年 に描 い た 自画 像 に 似 せ ま した 。私 は

流 れ る よ う な曲 線 で 、 ヘ ン リー ・ム ー ア の彫 像 を薄 切 りに した よ うな 、 い くつ も穴 の

あ い た トル ソ も描 き ま した。〈シ ュー ル レア リス ト〉の 作 品 とい う雰 囲 気 を 醸 し11㌔す た

め に 、 現 実 に は あ りそ う もな い 要 素(こ の 作 品 に は 初 期 の完 成 して い な い 絵 や ギ リ シ

ャの 円 柱 まで あ る)を 混 ぜ 合 わ せ た の で す 。
わロ

これ は 〈シ ュ ー ル レア リス ト〉 の 作 品 の も う一 つ の 例 で す 。　 「Reclining　 Nude」

と ま っ た くlii|じ意 図 に よ る もの で 、左 の ジ ャ ケ ッ トの 中 に は何 もな い よ うに 見 え ます

が 、木 製 の 頭 部 が そ こか らf申び て い ます 。 その 木 製 の 頭 部 の 左 に ス イ ス チ ー ズ の 絵 が

あ ります 。私 は1961sト に初 め て ス イ ス チ ー ズ を描 い て い ます 。ス イ ス チ ー ズ を描 くと

きは 、 いつ も ジ ー ン ・ア ル プ の 絵 や 壁 の レ リー フ が 心 に浮 か び ます 。 様 式 化 した漫 画

風 の 頭 が.ヒ部 中 央 を 占め 、 ま た絵 の 右 側 の 真 ん 中 あ た りに暗 い影 が あ ります が 、 これ

は 「Reclining　 Nude」 にや や 似 て い ます 。.ド部`1映 に 見 え る ジ グザ グ状 の の 三 角 形

は、 後 に<imperfect　 paintings>と 発 展 して い く もの で 、 こ の シ リー ズ は 後 で 登 場

し ます 。 金 属 性 の 折 り畳 み椅.f・は くoffice　furniture　 still　lifes>　か ら取 り出 し ま し
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different　 color　 pallet.　 I　used　 grays　 and　 a　different　 blue　 than　 my　 usual　 ultramarine .

I　tried　 to　 make　 the　 colors　 as　 uninteresting　 as　 the　 objects.　 Of　 course,　 I　wanted　 the

painting　 to　 be　 interesting　 in　 it's　 uninterestingness.
ヨの

　 　 In　 stark　 contrast　 to　 the　 office　 still　 lifes　 were　 the　 surrealist　 paintings　 which

were　 done　 in　late　 1976　 to　 1979.　 They　 were　 of　 no　 particular　 surrealist,　 just　 surreal-

ism　 in　 general.Itook　 certain　 elements　 from　 paintingsIhad　 done　 in　 the　 past,　 a

man's　 suit,　 shirt　 and　 tie　 from　 a　 dry-cleaning　 ad　 and　 the　 brushstroke,　 here　 be巾g

used　 as　 a　cloud　 in　the　 sky.　 I　used　 parts　 of　 cartoon　 heads　 and　 hair,　 a　 little　 part　 of

an　 Alexander　 Calder　 scribble,　 which　 are　 those　 oval　 marks　 in　 the　 left .　The　 beach

ball　 is　from　 Picasso's　 surrealist　 period　 mixed　 with　 my　 "Girl　 with　 Beach　 Balr'　 and

a　mirror　 head　 on　 the　 man　 in　 the　 upper　 right,　 which　 is　like　 a　self　 portrait　 I　did　 in

1976.Iuseda　 flowing　 line　 to　 make　 a　 torso　 with　 ho[es　 through　 it　 like　 a　 slice

through　 a　Henry　 Moore　 sculpture.　 I　used　 a　mixture　 of　 improbable　 elements,　 (there

is　even　 a　early　 imperfect　 painting　 and　 a　Greek　 column　 in　 this　 work)
,　to　 give　 the

feeling　 of　 a　surrealist　 work.
れレ

　 　 This　 is　another　 example　 of　 a　 surrealist　 work.　 It　is　in　 much　 the　 same　 spirit　 as
"Rech

ning　 Nude,"　 the　 suit　 jacket　 at　 the　 left　 seems　 to　 have　 nothing　 in　 it ,　but　 then

it　has　 a　wooden　 head　 coming　 out　 it.　There　 appears　 to　 be　 a　picture　 of　 Swiss　 cheese

to　 the　 left　 of　 the　 wooden　 head.　 I　did　 my　 first　 depiction　 of　 Swiss　 cheese　 in　 l961.

Swiss　 cheese,　 the　 way　 I　draw　 it,　always　 reminds　 me　 of　 Jean　 Arp　 paintings　 or　 wall

reliefs.　 A　 very　 stylized　 cartoon　 head　 occupies　 the　 upper　 center,　 and　 there　 is　a　dark

figure　 in　the　 middle　 of　 the　 right　 hand　 side　 of　 the　 picture,　 which　 is　somewhat　 like

the　 "Reclining　 Nude."　 The　 zig　 zag　 triangles　 in　 the　 middle　 of　 the　 bottom　 of　 the

painting　 later　 become　 imperfect　 paintings,　 a　 series　 that　 I　wH|　 show　 you　 soon.

There　 IS　a　 metal　 folding　 chair　 from　 the　 office　 furniture　 still　 lifes　 series,　 These

works　 are　 something　 |ike　 the　 Artisビs　 Studio　 paintings　 in　 that　 they　 are　 [arge

compositions　 which　 include　 various　 images　 from　 various　 periods .
ごニの

　 　 This　 is　 another　 surrealist　 painting,　 "Stepping　 Out,　 1978,"　 in　 which　 I　have

mirror　 face　 with　 female　 eyes,　 mouth　 and　 hair　 and　 a　Leger　 figure　 on　 the　 right
,　but

they　 look　 as　 though　 theゾre　 are　 dressed　 to　 go　 somewhere,　 so　 it's　called　 "Stepping

Out."
おナ

　 　 ThenIturned　 to　 [ndian　 Surrealism,　 probably　 under　 the　 influence　 of　 Max

Ernst　 who　 did　 some　 Surrealist　 work　 that　 was　 related　 to　 the　 American　 west,　 and

featured　 certain　 Native　 American　 themes.　 I　did　 a　series　 in　 the　 l950's　 which　 use

Native　 American　 designs　 to　 make　 figures.　 These　 early　 paintings　 of　 mine　 were

more　 expressionist　 in　 character.　 In　 these　 paintings　 I　used　 the　 patterns　 from　 Indian
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た。 これ らの 作bは さ ま ざ まな 時 代 の さ ま ざ ま な イ メー ジ を 包 含 す る 大 きな 合 成 画 と

い う点 で 、　〈Artist　 Studio>の 絵 と同 様 の もの で す 。

こ れ は 「Stepping　 Out　 1978」　とい う、 〈シ ュー ル レア リス ト〉 の もう.・つ の 作 品
じり

で す 。 この 中 で 私 は 女性 の 日、 日、 そ して 髪 の 映 った 鏡 面 と、そ の 右側 に レ ジ ェの 肖

像 画 を配 置 して い ます が 、 それ らは ま る で 、 ど こか に 出 か け る ため 身 仕 度 を整 え て い

る よ うに 見 え るの で 「Stepping　 Out」 と1呼ば れ て い ます 。

当時 私 は 、 イ ンデ ィア ン ・シ コ.一ル レア リスム に傾 倒 して い き ま した が 、 そ れ は お

そ ら くア メ リカ 西 部 に関 す る もの や 、 ネ イテ ィブ ・ア メ リカ ン を テ ー マ に した シ ュ ー
け

ル レア リス トの作 品 を制 作 した マ ッ クス ・エ ル ン ス トの 影響 を受 け た か らで し ょ う。

1950イ ト代 に 、 私 は 、 ネ イ テ ィヴ ・ア メ リカ ンの デザ イ ン を使 っ て 形 を描 い た シ リー ズ

を 発 表 しま した 。 こ れ らの 初 期 作,1」Ilrは、 今 よ り も表現ii義 者 ら しい もの で す 。 そ の絵

の 中 で 、私 は イ ンデ ィア ンの1三布や 陶 器 な どの 模 様 を用 い て 、あ る種 の 形 を 表現 して

い ます 。左 側 に ・つ 、 そ して 右 側 に も う ・つ の 図 案 が あ り ます。 その 真 ん1に 向 か い

合 っ た二 つ の 顔 で す が 、そ れ は 左 右 対 称 で 中 央に 日が あ り、相 方 に 日が あ る よ うに 見

え ます 。.・ 方の 顔 は 木 で で き て い て 、 それ は斜 線 や 網 点 と と もに 私 の 好 む 組 成 で す 。
ちの

この 絵 も ま た、 イ ンデ ィア ンの モ チ ー フ か ら成 り 、"1って い ま す。 ネ イ テ ィヴ ・ア メ

リカ ンは 、 お 力:いに ほ とん ど接 触 を持 た な い の で 、 当 然 な が ら数 多 くの 種 族 と さ ま ざ

まの イ ンデ ィア ン ・デ ザ イ ンが あ りま す。 これ らの デ ザ イ ンや モ チ ー フ が 、 す べ て・一

枚 の絵 に詰 め 込 まれ て い る の は 、 それ らが ネ イテ ィヴ ・ア メ リカ ンのf乍ll"1「コ ン セプ ト

の.・つ を思 い起 こ させ る か らです 。テ ィー ヒ.一(イ ンデ ィア ンの テ ン ト小lt>)の 形 と編

み あ げ た ロ ー ブ が あ り、そ の い ち ば んLの 菱形 を頭 や 日 と して 思 い浮 か べ れ ば 、そ れ

は 人の 姿 に な ります 。 左 側 に あ る、 こ れ とは 別 の 人の 姿 は 木 で で き て い て 、 四 角 い|1

が あ る 本 質 的 な もの で す 。 これ らの ほ とん どの 作 品 は 、 ネ イ テ ィブ ・ア メ リカ ンの 陶

器 や 織 物 に 兄 られ る 図 案 を 人や 物 の 形 を描 くた め に使 って い ま す が 、本 来 は こ の よ う

な 描 き方 は され て い ませ ん 。

木版 画 を使 っ て ネ イ テ ィヴ ・ア メ リカ ンの テ ー マ を描 い て い た11渕 に 、 ドイ ツ表 現
の

1三義の作1も 木版lililで制作するべ きだ とい う考えが浮かびま した。 というわけでそ

の後、ドイツ表現ii義 に対する私な りの考えを表わす ・連の絵 と版画にとりかか りま

した。木版画調の絵を描 きたかったのです。私はなん とか して ドイツ表現i議 が持つ

渋味 と鋭い角度を表現 しようとしました。そ してより硬質に見えるようにと、点では

な く斜線をハーフ トーンの部分に用いたのです。

これは、 ドイツ表現i義 者の風景画のfll象を、同 じように硬い感 じで、やや 、'1二f層爪
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34)Stepping　 Oul、 　1978

R6"x7【rρoi1　 &　 【naglla　 o【l

　 camas

36)Two　 Figures　 with　 Teepee,

197970「'×60"uil&ma9【lsm1

　 ⊂a「1vas
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まの

の様式 を取 り入れて描いたものです。

ドイツ表現主義の作品を制作 しなが ら、私は 自分の絵に欠けているものの一つ は、
まリロ

プラッシュス トロークだ と思 いました。キューピス トか ら大 いに影響を受けて ると

はいえ、ブラッシュス トロークは ドイツ表現主義の顕著な特徴だ と思 ったのです。そ

れで私 は漫画風のブラ ッシュス トロー クを用いて、さまざまな絵 を描 き始め ました

が、この ときは、対象物 を描 くのにブラッシュス トロークを用いました。この作品の

中で、私は漫画風のブラッシュス トロークを用いて、リンゴとその周囲 を描写 しまし

た。

この絵は 「Woman」 　と呼ばれ、デ ・クーニングの 「Woman」 を題材 にしていま

すが、デ ・ク一二ングはその作品で女性 を描 くのにブラッシュス トロークを用いまし
イい

た。 しかし、彼の本当の目的は女性 を描 くことではな く、ペ インティング作品を完成

することだったのです。つまり、女性 を題材に しているというのはいいわけにすぎま

せん。そ して、私 も同 じ意図でこの作品を制作 しています。 これらが実は、ブラッシ

ュス トロークではないという事実が状況を一一転 させ、デ ・クーニ ングが描こうとした

もの とはまったく違うものを描 くことにな りました。これ らは苦労 して描かれたブラ

ッシュス トロークであ り、デ ・ク一二ングの自然さがあ りません。私の作品は自然さ

を表現 した ものです。

その次に、私は くPaintings>　 と1呼ばれるシリーズに移 り、二つあるいはそれ以.11
るり

の絵の一部を描いて、それ らをまとめて1枚 の絵 に しました。このシ リー ズの中で

は、たいてい様式的に異なる二つの作品を描 きました。この絵の場合、右に描かれて

いるのは一連の鏡で、左に描かれているのは純然たる抽 象画です。私の楽 しみは明ら

かに1枚 の絵 を描 いているのに、2枚 の絵を描いているような矛盾にあ ります。

これは2枚 合わせの絵の もう一つの例 で、左にあるのはピカソの素描からとったも
むト

ので、少 しだけ風景が描 き加えてあ ります。.ヒには雲、そ して空 と砂 ちしきものもあ

ります。 もう一方の絵の枠 は作品自体の中央近 くに配 された垂直の要素 となってい

て、その右側 に本物 と漫画風のブラッシュス トロー クで描かれた表現一セ義の抽象画の

一一部が見えます。

次に私は、〈landscapes　 and　seascapes>の シリーズを制作 し、やは リ自然 を描写
イの

す る た め に本 物 と漫 画 風 の ブ ラ ッ シ ュ ス トロー ク を使 って い ま した 。 しか し、何 よ り

も重 要 な の は、 ア ー トを描 写 す る こ とで す 。 この 作 品 で は 、水 平線.ヒの 日の 出 を描 い

て い ます 。

こ の 絵 は 「Mountain　 Village」 と11乎ば れ て い ます。 こ れ も風 景 画 で 、 本 物 と漫 画
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blankets　 or　 pottery　 to　 represent　 figures　 of　 some　 kind.　 There　 is　a　figure　 on　 the　 left

side　 and　 another　 on　 the　 right.　 In　 the　 middle　 there　 are　 two　 facing　 heads　 which　 are

symmetrical　 and　 seem　 to　 have　 a　mouth　 in　 the　 middle　 and　 eyes　 on　 either　 side.　 One

is　 made　 of　 wood　 which　 is　 becoming　 one　 of　 my　 favorite　 textures　 along　 with

diagonals　 and　 dots.
ヨぷ

　 　 Another　 example　 of　 a　 painting　 made　 from　 Indian　 motifs.　 Of　 course,　 there

were　 many　 tribes　 and　 many　 different　 kinds　 of　 Indian　 designs　 of　 native　 Americans

who　 had　 little　 contact　 with　 one　 another.　 These　 designs　 and　 motifs　 are　 all　piled　 into

one　 painting　 because　 they　 remind　 one　 of　 the　 concept　 of　 Native　 American　 work.

There's　 a　teepee　 shape,　 a　braided　 rope　 which　 makes　 a　figure　 if　you　 think　 of　 the

|ozenge　 shape　 at　 the　 top　 asa　 head　 or　 as　 an　 eye.　 There　 is　this　 other　 figure　 on　 the

left　 side　 which　 appears　 to　 be　 essential　 made　 of　 wood　 and　 has　 a　square　 eye.　 Most

of　 these　 use　 Native　 American　 designs　 from　 pottery　 or　 weaving　 to　 make　 figures

and　 objects　 not　 usually　 portrayed　 in　 this　 manner.
ヨれ

　 　 I　was　 doing　 Native　 American　 themes　 in　 prints　 using　 woodcut,　 and　 whne

doing　 this,　 it　occurred　 to　 me　 that　 l　should　 reany　 be　 making　 German　 Expressionist

work　 in　 woodcut.　 So　 after　 that　 I　started　 a　series　 of　 paintings　 and　 prints　 illustrat-

ing　 my　 conception　 of　 German　 Expressionist　 painting,　 I　wanted　 the　 paintings　 to

havea　 woodcut　 look.　 [was　 trying　 to　 get　 the　 severity　 and　 the　 sharp　 angles　 of

German　 Expressionism.　 And　 I　used　 diagonals　 lines　 in　 half-tone　 areas　 instead　 of

dots,　 just　 because　 they　 seem　 harder.
ゆセ

　 　 This　 is　an　 impression　 of　 a　German　 Expressionist　 Landscape　 done　 in　 the　 same

angular,　 somewhat　 cubist　 mode.
がり

　 　 In　 doing　 the　 German　 Expressionist　 work,Ithought　 one　 of　 the　 things　 my

paintings　 lacked　 were　 brushstrokes.　 I　thought　 brushstrokes　 to　 be　 a　 hallmark　 of

German　 expressionism,　 though　 there　 was　 a　heavy　 Cubist　 influence　 as　 well.　 Then

[　started　 various　 paintings　 using　 cartoon　 brushstrokes,　 only　 this　 time　 to　 portray

objects.　 [n　 this　 work　 I　 am　 using　 cartoon　 brushstrokes　 to　 portray　 app|es　 and

surrounding　 areas,
ヨの

　 This　 is　called　 "Woman,"　 from　 a　 de　 Kooning　 "Woman"　 in　 which　 de　 Kooning

used　 brushstrokes　 to　 portray　 a　woman;　 really　 to　 make　 a　painting,　 but　 his　 sublect

matter　 excuse　 was　 a　woman.　 1'm　 doing　 the　 same　 thing.　 The　 fact　 that　 these　 are　 not

reaUy　 brushstrokes　 changes　 the　 situation　 and　 it　says　 something　 entirely　 different

from　 what　 de　 Kooning　 was　 doing.　 These　 are　 laboriously　 made　 brushstrokes,　 and

have　 none　 of　 the　 spontaneity　 of　 a　 de　 Kooning　 painting.　 Mine　 is　 a　 depiction　 of

spontaneity.
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ヰけ

　 　 Then　 I　went　 into　 a　 group　 of　 paintings　 called　 "Paintings"　 series,　 where　 I

apparelltly　 portray　 parts　 of　 two　 or　 more　 paintings　 and　 put　 them　 together　 to　 makc

one　 painting.　 Ill　this　 series　 I　usua[ly　 paillted　 two　 stylistically　 different　 works.　 In

this　 case,　 the　 painting　 on　 the　 right　 is　a　series　 of　 mirrors　 and　 the　 painting　 on　 the

left　 is　a　pure　 abstraction.　 I　enloy　 the　 paradox　 of　 seemingly　 painting　 two　 paintings

while　 obviously　 painting　 one.
ヰリ

　 　 This　 is　another　 example　 of　 two　 paintings,　 there's　 a　painting　 on　 the　 left　 which

is　from　 a　Picasso　 drawing　 and　 it's　 in　 a　bit　 of　 a　|andscape.　 There　 are　 clouds　 oll　the

top,　 and　 a　kind　 of　 sky　 and　 sand.　 A　 picture-frame　 of　 the　 other　 painting　 is　a　vertical

element　 near　 the　 center　 of　 the　 paillting　 and　 on　 the　 right　 side　 you　 have　 part　 of　 an

expressionist　 abstraction　 made　 of　 real　 and　 cartoon　 brushstrokes.
の

　 　 Then　 I　did　 a　series　 of　 landscapes　 and　 seascapes,　 again　 using　 real　 and　 cartoon

brushstrokes　 t〔}　describe　 nature;　 but　 more　 importalltly　 to　 describe　 art.　 [n　 this　 case

I　portrayed　 a　 sunrise　 over　 water.
り

　 　 This　 painting　 is　cal|ed　 ``Mountain　 Village."　 It　is　a　landscape,　 again　 portrayed

ill　both　 real　 and　 cartoon　 brushstrokes.　 [　did　 a　series　 of　 prints　 and　 quite　 a　 long

series　 of　 paintings　 using　 both　 kinds　 of　 brushstrokes.ゆ
　 　 This　 is　"Laocoon,"　 which　 is　a　 fair[y　 large　 callvas,　 done　 from　 a　 wel1-known

sculpture　 from　 the　 Vatican　 collection　 in　 Rome.　 It　shows　 Laocoon　 and　 his　 two　 s(ms

beillg　 attacked　 by　 a　serpent.　 I　thought　 that　 all　 the　 cし1rvilinear　 movement　 of　 the

sculpture　 seemed　 to　 be　 in　 character　 with　 the　 brushstrokes　 I　was　 using.
りれ

　 　 We　 had　 hints　 before　 of　 what　 now　 became　 the　 Imperfect　 Paintings.　 I　did　 both

Perfect　 Paintings　 and　 Imperfect　 Paintings.　 In　 the　 Imperfect　 I)a　 ntings　 the　 line

goes　 out　 beyond　 the　 rectangle　 of　 the　 painting、 　as　 though　 I　 m　 ssed　 the　 edges

somehow.　 In　 the　 Perfect　 Paintings　 the　 line　 stops　 at　 the　 edge.　 The　 dea　 is　that　 you

can　 start　 with　 the　 line　 anywhere,　 and　 follow　 the　 line　 along,　 and　 draw　 all　the　 shapes

in　 the　 painting　 and　 return　 to　 the　 beginning.Iwas　 interested　 in　 this　 idea　 because

it　seemed　 to　 be　 the　 most　 meaningless　 way　 to　 make　 an　 abstraction.　 It　is　anothe1・

way　 to　 makea　 painting　 that　 is　 a　thing.　 It　 is　 also　 a　 play　 on　 shaped　 canvases,　 a

familiar　 genre　 of　 the　 l960's.
エの

This　 is　 a　 coHage　 for　 my　 painting　 the　 "Bauhaus　 Stairwaジ 　after　 Oskar

Schlemmer.　 His　 painting　 was　 done　 in　 1932.　 Some　 of　 the　 figures　 in　 my　 work　 are

from　 his　 costume　 designs　 for　 staged　 performances　 that　 he　 did　 in　the　 30's;　 and　 some

of　 the　 figures　 are　 similar　 to　 figures　 in　 his　 painting.Ididacouple　 of　 versions　 of

this　 work,　 one　 for　 a　 large　 painting,　 and　 one　 for　 a　mural　 (27　 feet×18　 feet)　 high,

which　 is　at　 the　 Creative　 Artist　 Agency　 in　 Los　 Angeles,　 California.　 This　 was　 an
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れし

風 の 両 方 の ブ ラ ッ シ ュ ス トロ ー ク を使 っ て描 き ま した。 私 は2種 類 の ブ ラ ッ シ ュ ス

トロー ク を 使 って 、一 連 の 版 画 と非 常 に 長 い間 描 き続 け た 絵 の シ リー ズ に取 り組 み ま

した 。

これ は 「Laocoon」 とい う、 か な り大 きな キ ャ ンバ ス の 作 品 で あ り、 ロー マ の ヴ ァ
おし

チカン所蔵の有名な彫像か ら題材を得た ものです。ラオコーンと彼の二人の息、子が

ヘビに襲われている場面 を表 しています。その彫像の曲線的な躍動感は、私が使 って

いたブラッシュス トロークの特徴に合致 しているように思 えたのです。

現在、〈Imperfect　 Paintings>の シリーズとなった作品群 については、先にそれと
ロけ

な く述 べ て い ます 。 私 は 、　〈Perfect　 Paintings>と 〈Imperfect　 Paintings>の 両 方

の シ リー ズ を描 き ま した 。<Imperfect>の 作111【1fでは 、私 が ま る で何 か の 間 違 い で 線 を

見 落 と した よ うに 四 角 い絵 か ら線 が はみ'1'1てい ます 。　〈Perfect>の 作ll,1'1では、 線 は き

ちん と縁 で 止 ま っ て い ます 。 この ア イ デ ア は 見 る 人が 線 の ど こか ら出 発 して も、そ の

線 を た ど り、絵 の 中 の す べ て の 形 を た ど り、元 の 位 置 に戻 る こ とが で き る とい う もの

で す 。 私 が この ア イデ ア に 興味 を持 っ た の は、 そ れ 力舳 象画 を描 くの に 、最 も無 意 味

な 方法 に思 え たか らで す 。 絵 を..一つ の 「もの 」 と して描 く、 も う・.・つ の 方法 で す。 そ

れ は、1960年 代 に はや っ た 「シ ェ イプ ト ・キ ャ ンヴ ァ ス」 の 分 野 を 利 用 して い ます 。

これ は 、 オ ス カ ー シ ュ レ ンマ ー の 作 品 を私 の 「Bauhaus　 Stairway」 とい う作 品
れレ

のためにコラー ジュしたものです。彼の絵は1932年 に描かれた ものです。作,'rlの 人

物の1に{よ1930年 代に彼が、舞台公演のために制作 した衣装デザインを引用 した も

のがあるし、また彼の作品の1の 人物に似た もの もあ ります。この作品で私は二つの

バージ ョンを制作 しました。一つは大判の絵画、もう一つはカリフォルニア州 ロサン

ゼルスのクリエ イティヴ ・アーテ ィス ト・エー ジェンシーに飾られている壁画(27フ

ィー ト×18フ ィー ト)です。これは当時、取 り組んでいた作品 とのコンテクス トには

まった く関係のないアイデアで した。しか し、私はこの1題 を仕 ヒげようという強い

衝動にか られていました。
れ ト

続いて私は、　〈Reflections>　 と呼ばれ るシリーズを描 きました。 ロバー ト・ラウシ

ェンバーグの版画 を撮影 しようとしたとき、それは始まりました。その版画はガラス

の下にあ り、窓からの明か りがガラスの表面に反射 し、うまく写真を撮ることがで き

ませんで した。このことから、とても有名な作品をガラスの.ドにおいて写真に撮 ると

いうアイデアが生まれ ました。反射によってその作品のほとんどが隠れてしまうので

すが、何力舗 かれているかはかろうじてわか ります。そこでこの乎法で2、3枚 撮 って

み ようとしましたが、写真家 としての腕はよくあ りませんで した。その後で、絵に同

172

Commemorative　 Lecutures

idea　 that　 was　 fairly　 out　 of　 the　 context　 of　 the　 workIwas　 doing　 at　 this　 time;　 but

I　had　 a　 very　 strong　 urge　 to　 follow　 through　 with　 this　 subject.
イけナ

　 　 After　 this　 I　did　 a　series　 of　 paintings　 called　 Reflections.　 It　started　 when　 I　tried

to　 photograph　 a　 print　 by　 Robert　 Rauschenberg,　 which　 was　 under　 glass.　 But　 the

light　 from　 a　window　 reflected　 on　 the　 surface　 of　 the　 glass　 and　 prevented　 me　 from

taking　 a　 good　 picture　 of　 it.　 But　 it　 gave　 me　 the　 idea　 of　 photographing　 fairly

wen-known　 works　 under　 glass,　 where　 the　 reflections　 would　 hide　 most　 of　 the　 work;

but　 you　 could　 still　 make　 out　 what　 the　 subject　 was.　 Well,　 I　tried　 to　 do　 a　 few

photographs　 in　 this　 manner;　 but　 I　am　 not　 much　 of　 photographer.　 Later　 the　 idea

occurred　 to　 me　 to　 do　 the　 same　 idea　 in　 painting;　 and　 I　started　 this　 series　 of

Reflections　 on　 various　 early　 works　 of　 mine.　 This　 is　 one　 of　 Wonder　 Woman,　 a

worked　 thatIwishedIhad　 done　 earlier.　 It　 portraysapainting　 under　 glass.　 It　 is

framed　 and　 the　 glass　 is　preventing　 you　 from　 seeing　 the　 painting.　 Of　 course　 the

reflections　 are　 just　 an　 excuse　 to　 make　 an　 abstract　 work,　 with　 the　 cartoon　 image

being　 supposedly　 partly　 hidden　 by　 the　 reflections.
らり

　 　 Another　 example　 of　 Reflections.　 It　 IS　 of　 "Dagwood,"　 a　 well　 know　 cartoon

figure　 in　 the　 United　 States.
コ

　 　 The　 subject　 of　 this　 reflections　 painting　 is　 a　 Picasso　 of　 1932,　 that's　 in　 the

collection　 of　 the　 museum　 of　 Modern　 Art　 in　 New　 York.　 I　decided　 to　 use　 this　 work

just　 becauseIlove　 the　 painting　 and　 because,　 as　 in　all　these　 worksIthoughtIcould

make　 an　 interesting　 and　 different　 work　 from　 it.
うけ

After　 the　 reflect沁ns,　 I　did　 a　 series　 of　 Interiors　 which　 were　 large　 paintings,

10×15　 feet　 more　 or　 less.　 These　 come　 partly　 from　 my　 earlier　 series　 of　 "Artist's

Studio"　 paintings　 from　 1973,　 Many　 of　 the　 layouts　 for　 the　 Interiors　 come　 from

advertisements　 in　 the　 yellow　 pages　 of　 the　 telephone　 book,　 and　 similar　 sources.

This　 painting　 features　 a　Hans　 Holbein　 portrait　 of　 Henry　 the　 VIII.　 The　 idea　 really

came　 from　 Jasper　 Johns　 who　 did　 his　 version　 of　 the　 Holbein.　 There's　 an　 Yves　 Klein

sponge　 sculpture　 which　 was　 done　 by　 impressing　 a　sponge　 dipped　 in　 paint　 on　 the

painting.　 There　 is　the　 "Discobolos,"　 the　 disc　 thrower,　 1eaving　 the　 painting　 on　 the

upper　 right;　 a　 very　 unlikely　 group　 of　 things　 for　 the　 same　 collector　 to　 collect,

particularly　 with　 the　 painting　 of　 the　 armchair,　 lamp　 and　 table.　 These　 interior

paintings,　 when　 viewed　 in　 real　 life,　 because　 of　 their　 size,　 give　 you　 the　 feeling　 that

you　 might　 be　 able　 to　 walk　 into　 the　 painting;
ロリ

　 　 On　 the　 other　 hand,　 the　 painting　 is　 so　 artificial　 in　 style　 that　 you　 know　 its

impossible.Ithink　 this　 is　 the　 reason　 one　 feels　 strange　 standing　 in　 front　 of　 the

actual　 work.
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じアイデアを生かす とい う考え力艀 かんだのです。そ して、さまざまな私の初期作品

を使って、この<Reflections>と いうシリーズに取 り組み始めたのです。 これは 「ワ

ンダーウーマン」の一つで、 もっと早期にこれをしてお くべ きだったと思っている作

品です。それは、ガラスの下の絵 を描いたものです。額に入っており、ガラスのせい

で、絵が見えに くくなっています。 もちろん反射 は、漫画の絵がそれによって部分的

に隠 されている抽象画を描 くための方便にすぎません。
ゆ

〈Reflections>の も う一 つ の例 で す 。 ア メ リカ で は誰 もが 知 っ て い る漫 画 の キ ャ ラ

ク タ ー 、 ダ グ ウ ッ ドの 絵 で す 。

こ の 〈Reflections>作 品 の 題 材 は1932年 の ピカ ソの作 品 か ら得 ま した が 、 これ は
のロ

現在ニュー ヨークの近代美術館所蔵 となっています。 この作品を使お うと決めた理

由は、単にこの絵が好きだった とい うこともありますが、このシリーズのすべての作

品同様、興味深 く、 しか も元の絵 とはまった く違 うものが作れると思 ったか らです。

〈Reflections>に 続いて、　<lnteriors>と いう10×15フ ィー ト前後の大 きな作品群
らしレ

を描 きました。これ らは部分的には、1973年 か ら描 き始めた私の初期シリーズである

〈Artist's　Studio>か ら生 まれたものです。　<lnterior>の 構図の多くは、イエロー

ページの広告やそれ と類似 した ものかちとっています。この絵はハンス ・ホルベイン

の描いたヘン リー8世 の 肖像画を特徴 としていますが、本当を言うと、このアイデア

は、ホルベインの作品を自分 なりの絵に したジャスパー ・ジ ョーンズの作品から生 ま

れたのです。この絵には、絵の具にひた したスポンジを押 しつけて作ったイヴ ・クラ

インのスポンジ彫刻があ ります。　「Discobolos」、円盤 を投げる男の像があ り、右上で

絵からはみ出 してい ます。これ らは同 じコレクターが集めるものにしては、ひどく不

釣 り合いで、特 にアームチェア とランプ とテーブルの絵はそうです。これ ら<lnterior>

シ リーズの作品は、実生活の中で見ると、そのサイズの大 きさの効果で、絵の中に入

っていけるか もしれないという感覚 を与えるのです。

前者に反 して、この絵はスタイルがあまりに人工的で、それがあり得ない とわか り
ロロ

ます 。 そ れ が 実 際 、 この 作 品 の 前 に 立 っ た と き に奇 妙 な感 じが す る理 由 だ と思 い ま

す 。

こ れ は、 か の 有 名 な ヴ ァ ン ・ゴ ッ ホ の 「The　 Artist's　 Room　 at　Arles,　 1888一
うの

1889」の絵葉書にならって描 いたものです。私は彼のために、少 しばか り部屋を片づ

けてあげました。彼が病院か ら帰 ってきたとき、私がシャツの しわを伸ば し、新 しい

家具を買い入れたの を知 ったらとて も幸せな気分になるで しょう。私の絵はどちらか

といえば大 きく、彼のは小 さい(29"×36")。 彼の絵のほうがずっと優れていますが、
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らヨナ

　 　 This　 was　 done　 after　 a　 postcard　 of　 the　 famous　 Van　 Gogh,　 "The　 Artist's　 Room

at　 Arles."　 1888-89.　 1've　 cleaned　 his　 room　 up　 a　 little　 bit　 for　 him;　 and　 he'n　 be　 very

happy　 when　 he　 gets　 home　 form　 the　 hospital　 to　 see　 that　 I've　 straightened　 his　 shirts

and　 bought　 some　 new　 furniture.　 Mine　 is　a　rather　 large　 painting　 and　 his　 is　rather

small　 (29"×36").　 His　 is　much　 better,　 but　 mine　 is　much　 bigger .　Of　 course　 my　 work

is　 an　 entirely　 different　 endeavor.　 This　 is　 the　 only　 interiorI　 have　 done　 from

another　 painting.　 I　think　 the　 contrast　 between　 my　 intention　 and　 Van　 Gogh's　 is　so

enormous　 that　 there　 is　humor　 in　 that　 difference.　 Ithink　 my　 principal　 interest　 is

the　 extreme　 difference　 in　 style.　 Where　 Van　 Gogh　 and　 his　 Post・Impressionist

influence　 is　so　 emotional,　 and　 feverish,　 and　 spontaneous;　 while　 my　 work　 is　 so

planned　 and　 premeditated,　 and　 painfuny　 worked　 out.　 To　 translate　 an　 artists　 work

into　 a　cartoon　 style　 says　 something .　It　seems　 to　 degrade　 the　 work　 by　 associating

it　with　 cheap　 reproduction.
きり

　 　 But,　 from　 my　 point　 of　VICW　 I　am　 translating　 the　 Van　 Gogh　 into　 my　 style,

which　 imitates　 cheap　 reproduction.　 I　think　 the　 process　 is　not　 so　 far　 from　 Picasso's

translations　 of　 Valesquez,　 where　 at　 the　 time　 they　 were　 done
,　Picasso's　 version

must　 have　 been　 seen　 as　 debasing　 the　 master .
うの

　 　 I　enjoy　 doing　 work　 where　 the　 meaning　 of　the　 subject　 outshines　 my　 simple

execution　 of　 the　 painting.　 I　am　 thinking　 of　 works　 like　 "The　 Great　 Pyramids
,"

1969.　 "Temple　 of　 ..　 ."　 1964,　 the　 Monet　 "Rouen　 Cathedrals
,"　 1969,　 etc.　 The

"Oval　 Office"　 is　o
ne　 of　 these.　 The　 "Oval　 Office,"　 in　 Washington,　 D.C .　where　 the

president　 SIPS,　 is　a　 formidable　 center　 of　 power.　 This　 endows　 the　 painting　 with　 an

exaggerated　 sense　 of　 awe,　 This　 is　another　 fairly　 large　 work(10　 1/2×13　 1/2　 feet)

the　 image　 was　 started　 around　 the　 l992　 presidential　 election ,　It　actually　 began　 as

a　poster　 to　 raise　 funds　 for　 the　 candidates.　 Then　 it　became　 a　print　 for　 the　 same

purpose,　 1ater　 it　becameapainting.　 This　 sequence　 is　in　 the　 reverse　 order　 of　 the

way　 I　usually　 do　 things.
うロ

　 　 1've　been　 doing　 a　series　 of　Nudes　 both　 in　paintings　 and　 printmaking,　 in　which

I've　 used　 a　 combination　 of　 light　 and　 shade　 and　 flat　 color　 areas .　It　is　like　 a　black

and　 white　 drawing　 only　 it　is　done　 in　 red　 and　 black　 to　 make　 the　 figure　 and　 some

surrounding　 things,　 then　 in　 certain　 areas　 I　have　 put　 flat　 unmodulated　 color　 areas

that　 are　 decidedly　 inconsistent　 with　 the　 Chiaroscuro .　This　 is　a　 painting　 of　 nudes

that　 is　supposed　 to　 echo　 ``Girl　 with　 Beach　 Ball"　 thatIdid　 in　 1961
,　butiビsan

entirely　 different　 composition.　 Large　 areas　 of　 these　 paintings　 have　 dots
,　graduat・

ed　 in　size,　 which　 represent　 Chiaroscuro.　 Other　 areas　 have　 unmodulated　 color .　This

inconsistency　 is　 rarely　 seen　 in　 painting,　 but　 it　 is　 something　 I'm　 interested　 in
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私の絵のほうがはるかに大 きい。1言うまで もな く、私の作品はまったく異なる努力を

しているのです。これはほかの絵から題材をとった唯一の<Interior>な のです。私

の目指す ものとヴァン・ゴッホの 目指す ものの差はあ まりに も大 きく、その相違がお

もしろさなのです。私の根本的な興味1よ スタイルの極端な違いなのです。ヴァン・

ゴッホと彼のポス ト印象派主義の影響 があまりに感情的、鮒1;的 かつ無意識的なのに

対 して、私の作品は計画的で、　lh前に工夫 され、痛いほど計算 されつ くしているので

す。芸術家の作品を漫画のスタイルに変換することで何かが表れてきます。作品を安

っぽい再現 に結びつけることで本米の作品の品位を落とすかもしれません。

しか し、私の意見では、私 は、ヴァン・ゴッホを自分のスタイルに変換 しているの

であ り、た しかにそれは安っぽ いイ1槻方法 を模倣 した ものですが、そのプロセスは、

ベラスケスの作品をピカソが自分のスタイルに変換 したものと、あまりかけ離れてい
コ ロレ

ない と思います。当時 ピカソの描 き換えたものは、きっと原作品をおとしめるもの と

して見なされた と私は考えています。

私は絵の1三題の持つ意味がたいへん素晴 らしく、できばえなど二の次になってしま
コリ

う よ うな 作 品 を描 くの が 好 きで す 。1969年 の 「The　 Great　 Pyramid」 、　1964年 の

「Temple　 of　Apollo」 、　 1969年 の モ ネの 「Rouen　 Cathedrals」 な どの 作1、1'1が頭 に

浮 か び ます 。　「Oval　 Office」 は そ うい っ たIIIの 一 作 で す 。 ワ シ ン トンD.C.で 大統 領 が

座 る 「Oval　 office」 は、 強 力 な権 力の 中心 で す 。 こ れ が 作 品 に 際 だ っ た畏 敬 の 念 を授

け て い るの で す。こ れ は1992年 の 大統 領 選 挙 の 頃 に ひ らめ い た イ メー ジ を一 つ の 極 め

て 大 きな作1'n'1(101/2×131/2フ ィー ト)に した もの で す 。 も と も と、 そ れ は 候 補 者

の た め の 基 金 を 募 る ポ ス ター で した 。そ れ が1同 じIl的 で 版 画 に な り、 あ とか ら絵 に な

りま した。 この 流 れ は 通 常 、 私 が と る 方法 と順 序 が 逆 で す。

私 は 〈Nudes>の シ リー ズ を、 絵 と版 画 の 両 方の 手 法 で 制 作 して お り、 そ の 中 で は
ミどきロ

光 と影の領域 と明暗のない色の領域の組み合わせを使いました。つ まり、白黒の線画

の ようにこの場合は、赤 と黒 を使って人物やそのまわりの ものを描 き、一定の部分に

キアロスクーロ画 とはIll反対の、色調の変化がないベ タ塗 りをしました。この絵は

〈Nudes>の 中で も、1961年 の 「ビーチボールを持つ 女の子」から生まれた一枚です

が、構成はまった く異なっています。これらの作品の大部分には大きさカ゚ "r? に々変化

していく網点で描かれてお り、それがキアロスクーロ画を表現 してい ます。それ以外

の部分には、変化のない色が塗 られています。このような矛盾は絵画の中ではめった

におUに かからないが、その探求こそ私が興味 を持 っているものであ り、心 に抱いて

いる芸術理念にほかな りません。　〈Nudes>は 私にとって新たなテーマなのです。以前
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に 〈Nudes>を 暗示する作品を数点制作 してはいますが、実際にシリーズとして描い

たものはありません。
らり

これは私の最新作の一つです。 ピカソのシュール レア リスムの小 さな作品群、1928

年 にGinardで 描かれた 「On　the　Beach」 をもとにしています。この絵 には、網点の

大 きさがグラデーションしている部分 と変調のない色の部分が同 じように混在 して

います。

exploring　 that　 is　the　 art　 idea　 I　have　 in　mind.　 Nudes　 are　 a　new　 theme　 for　 me .　I　have

produced　 a　 few　 possible　 hints　 of　 nudes　 earlier;　 but　 I　have　 never　 reaIly　 done　 a

series.
らの

　 　 This　 is　 one　 of　 my　 latest　 works.　 It　 refers　 to　 the　 group　 of　 small,　 Picasso,

surrealist　 paintings,　 "On　 the　 Beach"　 series　 done　 in　 1928　 at　 Ginard .　The　 same　 mix

of　 areas　 of　 graduated　 dot　 size　 and　 unmodulated　 color　 is　seen　 in　 this　 painting .
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