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三木哲夫

展評 ｜ 野口玲一

町田市立国際版画美術館収蔵賞受賞作品┃

┃論文┃

はじめに
東京国際版画ビエンナーレ展は、1957（昭和 32）年

東京国際版画ビエンナーレ第 1 回展と
日本の現代版画の基底をめぐって

から 1979（昭和 54）年までの 22 年間に全 11 回にわ
たり隔年開催された国際版画展である。第 1 回展の一
部公募制の採用を除き招待制の展覧会であり、同展
が 1979 年第 11 回展で幕を閉じてから今年（2015）で
36 年が経つ。
同展は、大規模な国際版画展として 1955 年からス
ロヴェニア（旧ユーゴスラビア）で開催されているリュ

右澤康之

ブリアナ国際版画ビエンナーレ、1966 年からポーラン
ドのクラコウ市立美術館で開催されているクラコウ国
際版画ビエンナーレ（1994 年からトリエンナーレに移
行）
と並んで、世界的に評価の高い国際版画ビエンナー
レの一つであった。1950 年代から 1970 年代にかけて
は、世界の美術動向において版画・版画制作に多大な
関心が寄せられた時代であり、同展の図録にはその時
代の現代美術を代表するスターたちの名前を数多く散
見できる。同展の歴史は、
「版画」が近代以降の美術
史において最も重要視された時代と同期する。
また、数ある国際版画展のなかで、同展ほどメディ
アとしての「版画」
、
「版」概念について議論が交わされ、
その可能性と未来に進取果敢にアプローチし、版画
の意味を模索した展覧会は多くはなかったと推測でき
る。1960 年代には社会が大量生産、大量消費の時代を
迎え、イメージの複製性はアクチュアルに知覚の距離
を縮めた。芸術作品のオリジナル = 一点制作と、版画
のもつ複製性と複数性をめぐる問題に、知覚と思考の
再編成が再三要求される時代のプロセスに同展はあっ
た。美術が急速に複製性／複数性の思考をおびたかの
ように、
「版」概念の特性は美術の基本言語の基底の

絵画制作、編集デザインに従事

一部に位置した。この時の「版」概念の拡大は、1980

主な個展

年代以降のシミュレーショニズムの到来とシュミレー

1990 年

ニコルス州立大学（ルイジアナ , USA）

1991 年

国立ステファニアギャラリー（ブダペスト , ハンガリー）

1992 年

ギャラリー NOW（富山）

1993 年

KIDI Gallery
（KIDI PARSONS 金沢国際デザイン研究所 , 金沢）

2003 年

ギャラリー王山
（福井県立鯖江高等学校学生ホール , 福井）

2010 年

サウスイースタン大学ギャラリー
（ノースカロラナ , USA）

2013・14年 ギャルリー東京ユマニテ bis（東京）

ションの拡散を予見し、今日の美術にもつながっている。
アート・ワールド

現代版画展として戦後の美 術界に輝かしいスター
トを切った東京国際版画ビエンナーレ展は、第 1 回展
から第 4 回展頃までは字義通り世界的な美術展であ
り、絵画と彫刻が芸術（美術）を代表する時代にあっ
て、版画表現は絵画の国際的な動向に直結し、大きく
存在意義を示した。第 5 回展から第 8 回展は版画の黄
金時代と呼ばれた時期と重なる。ポップ・アートが登
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場し、
「版画概念の拡大」
「デザインと版画」などが大

ビエンナーレ展と 70 年代」があり、そこでは東京国

きな論点となった。この頃から世界各地でコンペティ

際版画ビエンナーレ展の全体像が概観され、充分な嚆

ション形式の国際版画ビエンナーレ展が設立され、
「国

矢となっている。

際版画展」というフレームが鮮明化し、
「国際版画展」
は固有の領域に歩みを進めた。また、1970 年前後は
モ ダ ン・ア ー ト

コンテンポラリー・アート

この稿では、東京国際版画ビエンナーレ第 1 回展と

近代美術から現 代 美 術 への移行期でもあり、国際的

日本の現代版画の基底について、学術的な論文を意図

な美術展の在り方が問われた時代でもあった。第 9 回

したものではないことをお断りした上で、ささやかな

展から第 11 回展は版画概念のさらなる拡大とともに、

試論を進めたい。

美術 = メディウムの残された可能性の一つとしての

まず、第 1 回展開催前の日本の美術状況についてそ

探求から、メディウムを超えた美術へと、版による表

のフェーズを確認し、その後、大まかなストーリーの

現は現代美術にスライドし交差して行く。精鋭化した

一端を把握する域をこえるものではないが、同展の開

「版」表現が飽和状態となり、その停滞から脱出する

催経緯と第 1 回展で主要な役割を果たした人物である

回答に辿り着けない印象を残し、東京国際版画ビエン

益田義信と久保貞次郎の立ち位置に視線を注ぎ、さら

ナーレ展は第 11 回展を最後に終了した。

に久保とデモクラート美術家協会、および同会出身の

いかなる展覧会も継続するための資金的な課題が

版画家に着目することで、今日の日本の現代版画の起

常に存在することはさておき、展覧会のあり方、可能

点となったとも位置付けできる第 1 回展が意味するも

性の探究を一定のところで留めおけば、安定的な継

のと、日本の現代版画の基底との関係について考察し

続運営も可能であったかもしれない。しかし、それは

たい。

平均値としての国際版画展やコンクール展の域を出
ないものになっていたであろうと推察できる。同展の
歴史は、版画概念と版画表現の可能性をめぐり、
「版
い ま

画」と「国際版画展」の現在なるものを果敢に模索し
オンゴーイング・プラクティス

1950 年代の日本の美術情況
第 1 回展開催前の日本の美術状況は、1951（昭和
26）年のサンフランシスコ講和条約調印で占領が解除

た実 践 の 道 筋でもあり、世界の国際版画展の歴史の

されたことが契機となり、戦後日本の美術の国際化が

なかで比類なき光彩を放ち、特異性を示したといえる。

始動した時期にあった。日本の美術界に次々と海外の
新しい美術動向が紹介され、この年、毎日新聞社主催

近年、日本の戦後美術史研究は急速な進展をみせ、

による日仏交換現代フランス美術展（サロン・ド・メ

戦後美術の中核を担った芸術家や前衛美術運動の再検

日本展）が開催され、1956（昭和 31）年には国立近代

証、また、批評家の言説やジャーナリズムが果たした

美術館（京橋）

役割の歴史的意義等の検討を加速させ、美術館学芸

ド・パリ」展が開かれた。1957（昭和 32）年にミシェ

員や研究者たちの努力により一定の成果を重ねてきて

ル・タピエ（1909–1987）が来日し、ブリジストン美術

いる。しかし、こと版画領域に関する研究は、残念な

館で「世界・現代芸術展」を企画。タピエ、サム・フ

がらいまだ充分な進捗があるとはいえない。筆者の知

ランシス（1923–1994）とともに来日したジョルジュ・

見に見落としも十分あり得るが、東京国際版画ビエン

マチュー（1921–2012）が白木屋（デパート）［4］のショー

ナーレ展をテーマとする研究は数少ない。論文では、

ウインドウで公開制作をおこなった。当時、フラン

桑原規子「戦後日本の版画の世界進出──占領期から

スで活動していた今井俊満（1928–2002）や堂本尚郎

東京国際版画ビエンナーレ創設まで」
（
『聖徳大学言語

（1928–2013）も紹介され、アンフォルメルが日本の美

［1］

文化研究所論叢』16, 2008） 、池田潤「東京国際版
画ビエンナーレ展からみる版の存在」
（
『大学版画学会
［2］

［3］

で「現代の版画：日本とエコール・

しろきや

術界に一大旋風を巻き起こした。
アンフォルメル、抽象表現主義など欧米の美術の受

などがあげられる。論文形式

容と並行し、1950 年代に入り日本の版画の国際舞台

以外のものでは『版画芸術』97 号での松山龍雄編集に

への進出も積極的に行われた。当時は、国際交流基

よる特集「現代版画の黄金時代

金の前身である国際文化振興会［5］が窓口となり、日

学会誌』No.40, 2011）
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検証・東京国際版画

本の版画は同会の支援を受け、1951 年の第 1 回サン

森田が 1951 年に創刊した雑誌『墨美』第 1 号では、
「書

パウロ・ビエンナーレ参加を皮切りに次々と国際展へ

道五十年史」とともにフランツ・クライン（1910–1962）

参加していった。翌 1952 年にスイスで開催された第

の特集も組まれた。森田はクラインのほか、ピエール・

［6］

2 回「白と黒」国際展覧会ルガノ

では、棟方志功

アレシンスキー（1927–）
、ピエール・スラージュ（1919–）

（1903–1975）と駒井哲郎（1920–1976）が優秀賞を受賞。

といったアンフォルメル、抽象表現主義の作家たちと親

棟方の 1955 年第 3 回サンパウロ・ビエンナーレ版画

交を深め、同誌はアンフォルメル、抽象表現主義に関

部門グランプリ、1956 年第 28 回ヴェネチア・ビエン

連したテキストを掲載し、海外からも注目された。

ナーレ版画部門大賞の連続受賞は日本美術界に大きな

前衛いけばなでは重森三鈴（1896–1975）
、勅使河原

衝撃を与えたと同時に、国内外に日本の再出発を強く

蒼風（1900–1979）らが活躍した。蒼風は 1955 年にパ

印象づけ、
「版画王国・日本」のイメージは強固なも

リ市主催による個展をバガデル宮殿で開催し、イタリ

のになって行った。

アの『ドムス』
、フランスの『オージュルデュイ』誌な

ただし、活況を呈したのは何も版画に限ったことで

どで大きく紹介された［9］。蒼風は戦後、米軍将校夫人

はない。その頃、美術の周縁領域とみなされていた前

らにいけばなを指導するなど駐留外国人との交流があ

衛陶芸や前衛書、前衛いけばなも同様に国際社会へ進

り、それが蒼風の 1952 年ニューヨーク個展以降の海

出していた。それら各分野の作品や作家は、版画と同

外での躍進につながった。

様に芸術（美術）作品・芸術家として海外で高く評価

日本の芸術家たちと占領期に駐留した欧米人との交

され、作家たちもそれを渇望していた。奇しくも、そ

流は、版画においては特に重要なファクターである。

ファイン・アート

れ以前は純粋美術から一段低く見られていたジャンル

例えば、欧米人版画コレクターと恩地孝四郎（1891–

が、戦後の国際的な檜舞台でこぞって華開いたわけで

1955）を中心とする創作版画の作家たちとの交流は、

ある。

日本の版画の積極的な海外紹介、1956（昭和 31）年の
［7］

が

CWAJ［10］現代版画展創設へと展開し、欧米人版画コ

フランス・チェルヌスキー美術館で開催され、宇野三

レクターが増えマーケットも拡大した。恩地との関わ

吾（1902–1988）
、林康夫（1928–）
、八木一夫（1918–1979）

りでいえば、1953（昭和 28）年に恩地の助言もあって、

らが出品。翌 1951 年にはイタリア・ファエンツァ国

阿部雄治が銀座並木通りに開廊した版画を専門とする

際陶芸美術館で日本部が創設され、日本から近藤悠三

阿部養精堂（現：養精堂画廊）が、国内外の日本の版

（1902–1985）
、六代清水六兵衛（1901–1980）
、石黒宗

画の需要に応えた。占領期に駐留した欧米人と日本の

磨（1893–1968）
、鈴木治（1926–2001）
、八木らの作品

版画家との交流については、桑原規子「恩地孝四郎の

前衛陶芸では、1950 年に「現代日本陶磁展」

［8］

を寄贈

。1957 年のミラノ・トリエンナーレ国際工芸

展では河井寛次郎（1890–1966）がグランプリを受賞

《萩原朔太郎像》をめぐって

─占領期における欧米

［11］

人コレクターと創作版画─」

に詳述されている。

した。
前 衛 書 で は、森 田 子 龍（1912–1998）
、井 上 有 一

1950 年代に注目をあつめた「現代版画」
「前衛陶芸」

（1916–1985）らが活躍。森田は 1953 年にパリのサロ

「前衛書」
「前衛いけばな」は、海外ではどのように見

ン・ド・オクトーブル、ニューヨーク近代美術館「日

られていたのだろうか。この問いに、これまで語られ

本の建築と書」展等にも出品している。書の展覧会と

てきた入射角で版画に比重をおくと、棟方らの活躍や

しては、1954 年にニューヨーク近代美術館において

「版画王国・日本」のイメージに気を奪われ陥穽に陥っ

「日本現代書展」
、1955 年にアムステルダム市立美術館

てしまう。美術評論家で第 1 回展事務局長であった富

で「現代日本の書・墨の芸術」展が開催されている。

永惣一（1902–1980）［12］が当時いくつかの雑誌に繰り

てしまゆうけい

サンパウロ・ビエンナーレには 1957 年に手 島右卿

返し書いたように［13］、1855 年のパリ万博に浮世絵が

（1901–1987）と井上、1959 年に比田井南谷（1912–1999）

陳列されたことや、浮世絵が印象派の画家たちに影響

と森田が出品。また、1959 年のドクメンタ展に手島、

をあたえたこと、1878（明治 11）年に渡仏した美術

井上がそれぞれ参加している。

商の林忠正（1853–1906）の活躍などにより、欧米人

17

には少なからず「版画の国」というイメージが形成さ

時代にも言えることだが、あらゆる出来事が同時に息

れていたのは事実であろう。ただし、彼らは必ずしも

づき渦巻いていたのである。東京国際版画ビエンナー

それらの物語やパラダイムに従順であったとはいえな

レ展第 1 回展図録の展覧会名外国語表記は仏語と英語

い。

の併記であり、それ以後は英語表記のみとなっている

タピエが具体美術協会の活動や作品群を日本のアン

ことにも、そうした情勢の反映を見てとれる。

フォルメルとして積極的に海外に紹介したように、彼
らは勅使河原蒼風のいけばなに前衛彫刻を見、森田子

第 1 回展開催

龍の書をアンフォルメルや抽象表現主義に通底する同

さて、ここで東京国際版画ビエンナーレ展開催の経

時代絵画ととらえていた。リフレクティブな考察をふ

緯と第 1 回展についてふれてみたい。同展の開催は、

まえ、
「版画王国・日本」の物語に支配された視線や、

サンパウロ・ビエンナーレ、ヴェネチア・ビエンナー

表象としてのエキゾチズムやオリエンタリズムの文脈

レなど国際展の委員を歴任し、海外の美術情勢に詳し

を超え、同時代のモダニズム表現とみなした。日本と

［14］
かった益田義信（1905–1990） が、読売新聞社に働

いう異なるカテゴリーの、理論的なモデルとして見て

きかけて実現したことは知られている。背景には 1951

いたと判断するのが妥当で、
「魅惑的な何か」を凌駕

年の第 1 回サンパウロ・ビエンナーレで日本が戦後初

したもの =「作品」として受容していたと考えるべき

の国際展参加を果たし、その後、海外での版画の活躍

であろう。

が続き、国内外で日本の版画ブームが高まったという
情勢にあり、国際的に日本をアピールするには版画が

そもそも、前提として戦勝国と敗戦国という立場の

最も有効であるという判断があった。1957（昭和 32）

違いはあっても、欧米諸国においても第二次世界大戦

年 6 月から 7 月にかけ、満を持して「第 1 回東京国際

をはさみ、美術のみならず、あらゆる事象は中断され、

版画ビエンナーレ展」が読売新聞社と国立近代美術館

戦後はその開放感と来る時代への期待に高揚感をとも

の共催により、建築家・村野藤吾（1891–1984）の設

なうスタートを切ったという点で日本と変わらなかっ

計で新築されたばかりの有楽町の読売会館内よみうり

たはずである。

ホールで開催された。国立近代美術館（京橋）では同

1950 年代は、アメリカがはじめて世界に影響を及ぼ

時開催として特別陳列「歌麿と北斎」展も開かれた。

した美術運動である抽象表現主義の圧倒的な勢いによ

第 1 回展から同展の主催美術館の担当館員として、

り、世界の美術の中心がパリからニューヨークへ移ろ

そして、同展終盤には国立国際美術館館長を務めなが

うとしており、フランスとアメリカが前衛美術の主導

ら運営の中心的存在の一人として関わってきた本間正

権を争う状況にあった。ルネッサンス期以降、永きに

義（1916–2001）［15］は、開催のいきさつを次のように

わたり美術の中心はイタリア、フランスがその王座を

回想している。

占めていたが、20 世紀に入りわずか 50 年余でアメリ

「益田義信氏の提唱により始まりました。……『日

カへ遷った。戦後のヘゲモニー争いとアヴァンギャル

本でも国際交流の場を持とう』と盛んに言われて

ド熱の渦中にあったことを思えば、この時期の激流を

ました。その国際交流ということに、国立近代美

理解できよう。

術館も深い関心を示し、さらに読売新聞社も、事

また、50 年代の半ばにはポップアートの萌芽が芽

業の一環として、国際展［16］を開催していた毎日

吹きはじめ、先鞭をつけたイギリスでは、1956 年にリ

新聞社に対抗する意味があったのでしょう。
」［17］

チャード・ハミルトン（1922–2011）が《Just what is it

また、前出の富永惣一は当時についての見解を下記

that makes today’s homes so different, so appealing?》を

のように述べている。

制作。その前年アメリカでは、ロバート・ラウシェン

「版画の長い間の伝統や、現代における国際的な

バーグ（1925–2008）とならんで当初ネオダダと呼ば

役割の大きい点は、日本美術の活動の中でも際

れた動向の代表的な芸術家の一人であるジャスパー・

立っている。そういう意味から、今回、版画の国

ジョーンズ（1930–）が《Flag》を描いている。いつの

際的な展覧会を企てられた訳である。即ち、昨年
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の受賞［18］は或る点において日本の版画の世界的

ないたいと願った結果であったと考えられる。国際版

な位置を確立したことでもあるので、これを記念

画ビエンナーレ展という形式の採用により、世界の版

すると同時に、更に進んでその活動を推進する為

画の現状を一堂に概観し、国際展としてのインフラの

に、日本が先頭に立つ決意を宣言したようなもの

形成と評価の獲得に成功した。

である。
」［19］

戦後の混乱期がようやく終わろうとしていた時代、

富永の発言は、いささか自国や日本の版画への誇り

日本ではじめての国際版画展が開催されたのであるか

と熱情に傾斜し過ぎている印象を受けないわけではな

ら、運営方針などを含め、開催前後に関係者間のさま

いが、概ね、当時の関係者の平均的な思いを語ったも

ざまな問題や軋轢も生じたわけだが、これについては

のとも言えよう。

前掲の桑原論文（桑原 , 2008）に詳しいので割愛する。
また、特筆すべき点として、全 11 回において展覧

第 1 回展は 29 カ国が参加。参加作家数は、日本側

会ポスターや図録のデザインに優秀なグラフィックデ

は版画界に功績のあった招待作家 43 名と一般公募入

ザイナーを起用し、注力していたことに着目したい。

選作家 61 名の 104 名。海外作家 143 名をあわせて計

第 1 回展当時の日本の展覧会図録の平均値を考慮すれ

247 名であった。海外作家には、実行委員会が推薦

ば画期的な取り組みであったし、毎回高い関心と評価

した作家と、実行委員会によって選出された各国の著

を獲得した。特に 1968 年第 6 回展の横尾忠則のデザ

名な評論家が推薦する作家へ、在日大公使館などの協

インは大きな反響を呼んだ。なお、図録のクオリティ

力を得て出品依頼をおこなっている。展示作品数は招

についてだが、基本的に展覧会の規模や重要度、予算

待部門・国内一般公募合計 827 点（海外 667 点・国内

などの事情により一律に比較はできない。海外の展覧

［20］

160 点）で

、当時の他の国際版画ビエンナーレで

の出品作品数が 300 〜 400 点程度であったことを鑑み

会図録の水準も 1960 年代以降刷新を続けたことを補
足しておく。

ると驚異的な作品数である。
「版画王国・日本」の威
信にかけて、世界に冠たる国際展をという関係者の意
気込みと同展への期待の結果であった。なお、第 1 回
展規約において参加作品の項目で、
「石版、銅版、木
版、セリグラフ（シルクスクリーン）などあらゆる版画」
と規定、4 版種を主とした版画のフレームが明確化さ
れた［21］。

益田義信の存在
同展の開催は、
「版画王国・日本」としてのプライ

東京国際版画ビエンナーレ展開催に尽力し奔走した

ドからだけではなく、また、受容する側から発信者側

益田義信についてふれたい。益田は 1950 年代、日本

への転換を希求するアプローチに終始していたわけで

が数々の国際展に参加をする際にコミッショナーを務

もない。日本の版画界に功績があった版画家への配慮

めたが、本来は画家である。祖父は三井物産、益田農

もしつつ、新時代の国際社会に積極的な参画を企図し

場

たコミュニケーションを、高速かつ高踏的にさえおこ

と称された「鈍翁」益田孝（1848–1938）であり、劇

［22］

の設立者として知られ、
「千利休以来の大茶人」
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作家・益田太郎冠者（1875–1953）を父に持つ。益田は、

践家であった。

1956（昭和 31）年のヴェネチア・ビエンナーレ日本

久保はエスペランティストでもあり、久保が 1935

館建設に際し、1955（昭和 30）年に外務省の要望に応

（昭和 10）年 12 月に宮崎で開催された日本エスペラン

じて政府に建設の資金を寄付した石橋正二郎（当時の

ト学会に特使として訪れたおりに、郷里宮崎でエスペ

ブリヂストン会長／ 1889–1976）とともに、日本館建

ラントを学んでいた瑛九と出会った［27］。理想に邁進

設に多大なる貢献と功績を残した人物でもある。日本

する年齢の近いふたりが盟友となったことは自然の成

政府が 1952（昭和 27）年に初めてヴェネチア・ビエ

り行きといえよう。翌 1936 年に紀伊國屋画廊で「瑛

ンナーレに公式参加した際、審査員として渡欧した梅

九フォトデッサン展」開催をオノサト・トシノブらと

原龍三郎に、梅原と師弟関係にもあった益田が副委員

支援している。

（陳列委員）として随行したことに端を発する。当時

瑛九を中心に大阪で結成されたデモクラート美術家

すでにイタリア政府から 1956 年までにパビリオンを

協会（1951–1957）には、泉茂（1922–1995）［28］、森啓

建設するよう日本の外務省に要請があったとはいえ、

（1922–）
、早川良雄（1917–2009）ら 10 名が創立会員

現地で日本館建設の必要性を痛感した益田が、帰国後

として参加した。デモクラートとはエスペラント語で
「民主主義者」を意味し、参加者は画家、デザイナー、

完成までの道筋をつけた。
その後、益田は東京国際版画ビエンナーレ展開催
くぼさだじろう

写真家、評論家など幅広く、自由と独立の精神を尊重

に向けて奔走するわけだが、それについて久保貞次郎

し、既存の美術集団や権威主義を否定、一切の公募展

（
『現代の眼』
（1909–1996）［23］は「世界の国際版画展」

に出品しないことを指針とした。結成の年、瑛九は埼
玉県浦和市（現：さいたま市）に転居。以後、同会は

145 号）で次のように書いている。
「そのまえの年［1956 年］
、北米シンシナッティの

東京と大阪を中心に展覧会開催や機関誌を発行するな

国際色彩石版ビエンナーレ［24］に参加し、会場を

ど活発な活動を展開し、後年、国際的に活躍する靉嘔

視察してきた益田義信が、読売の学芸部の海藤日

（1931–）
、池田満寿夫（1934–1997）
、磯辺行久（1936–）
、

出男を説き、さらに企画部の賛成をえて、版画の

河 原 温（1933–2014）
、細 江 英 公（1933–）
、吉 原 英 雄

さかんな日本でも国際的なビエンナーレをという

（1931–2007）［29］ら多数の芸術家を輩出。具体美術協

アイ・オー

よしはらひでお

ことになったのである。
」

会と並び、戦後の日本美術史に特記されるグループで

※［ ］内は筆者補足

ある。

米国視察から帰国した益田が、読売新聞社から東京

デモクラート出身の靉嘔、池田、磯辺、吉原。同会

国際版画ビエンナーレ展開催の承諾を得てから、わず

のメンバーではないが彼らと近い位置にいた同世代の

か 1 年余で展覧会は準備されたことになる。同時期、

加納光於（1933–）
、野中ユリ（1938–）らは、東京国

益田の奮励でカーネギー国際展［25］への日本の参加も

際版画ビエンナーレ展に複数回出品した日本人作家の

実現している。

上位を占めている。第 10 回展図録の巻末に第 1 回展
から第 10 回展までの出品者一覧表が掲載されており、

久保貞次郎とデモクラート

それに第 11 回展の記録を加算すると、最多出品の池

東京国際版画ビエンナーレ展第 1 回展を考察する上

田が 8 回、靉嘔・吉原・加納が 7 回、磯辺・野中が 6

で、欠くことのできないもう一人の人物に、全 11 回の

回であった。これは同展の本質を示す重要な一面であ

展覧会で委員などを歴任し、第 1 回展と第 4 回展では

り、同時に、彼らの作品が 1960 〜 70 年代の日本の現

国際審査員を務めた久保貞次郎がいる。久保は北川民

代版画の主調音を形成していったともいえる。その他

次（1894–1989）と出会い、1952（昭和 27）年に創造

の作家では深沢幸雄が 7 回、菅井汲と吉田政次がそれ

美育協会を創立。創造美育全国ゼミナールを開催した

ぞれ 6 回出品している。

［26］

ほか、1951（昭和 26）年に瑛九（1911–1960）

らが

彼らの躍進には久保の慈愛に満ちた後押しがあっ

結成したデモクラート美術家協会を支援。また、小コ

た。久保は 1966（昭和 41）年の第 33 回ヴェネツィア・

レクター運動でも知られる、強大な推進力を持った実

ビエンナーレでコミッショナーを務め、日本代表とし
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て靉嘔、池田満寿夫、オノサト・トシノブ
（1912–1986）
、

したことでも知られる。1970（昭和 45）年には京都市

篠田守男（1931–）を国際舞台に押し上げている。

立芸術大学助教授に就任。1978 年に教授となり、大学

池田は東京国際版画ビエンナーレ展開催の前年であ

で後進の指導、育成に力を注いだ。吉原教室からは井

る 1956（昭和 31）年の夏、久保・瑛九の二人と出会っ

田照一（1941–2006）をはじめとして、木村秀樹（1948–）
、

たことについて『私の調書』［30］に記している。

田中孝（1948–）
、安東菜々（1948–）
、中路規夫（1949–

「この会を機会にして久保氏と瑛九氏とへ急激に

2014）
、橋本文良（1949–）
、山本容子（1952–）
、出原司

私は接近していった。そしてその夏、山田温泉で

（1953–）など多数の版画家を輩出している。彼らの多

開催された創造美育の全国ゼミナールへ久保氏の

くは卒業後、おもに関西以西の芸術系大学で教鞭を

提案でアルバイトとしてやとわれ、はじめて創美

執っており、版画教育を支えてきた。現在では彼らの

なるものを知り、その運動と内容の実態を知るに

下で学んだ作家達が関西のおもな芸術系大学の大学版

至った。その経験はまったく私にとってとてつも

画教育の中核を担っている。

ない出来事だったといえる。そのゼミには瑛九を

吉原の歩みが関西の版画シーンと、関西の版画教

はじめアイ・オー、泉茂、加藤正、磯辺行久、吉

育の基盤を形成し、今日の大学版画教育の発展と、そ

原英雄などのデモクラート美術協会のメンバーが

こから巣立つ版画家、版画表現の現在にもつながって

参加し、私はその機会に瑛九に説得されてデモク

いる。なお、第 1 回展で新人賞を受賞したデモクラー

ラートのメンバーに正式に加盟させられ、さっそ

ト出身の泉茂も 1970 年に大阪芸術大学教授に就任し

くデモクラート主催の銅版画講習会に助手として

絵画指導にあたっていた。大阪芸術大学における版

かり出されたのであった。
」

画教育では、こちらも同じくデモクラート出身の森泰

同年、久保は瑛九の主唱により「よい絵を安く売る

もりやす

ふないゆたか

（1922–）
、船井裕（1932–2010）が担当していた。現在は、

会」を発足し、小コレクター運動をスタートさせた。

彼らの指導を受けた坪田政彦（1947–）が引き継いで

翌年の東京国際版画ビエンナーレ第 1 回展図録の巻末

いる。

テキスト「現代の版画」では、版種、作家の仕事、刷

ともすれば、固有の保守性に陥りやすい版画領域で

り師、版画展と組織など版画に関する基礎知識を紹介、

あるが、日本版画協会、関東圏の版画家が築き上げ

最後に「版画の頒布の組織」について簡略にしくみを

た日本の現代版画の流れとパラレルに、瑛九とデモク

［31］

解説している

。

ラート、靉嘔や池田満寿夫ら、そして吉原から現在へ
と、版画革新の系譜は連綿と続いている［32］。

吉原英雄とデモクラートの系譜
──関西版画シーンの形成

第 1 回展がもたらしたもの

デモクラート美術家協会において看過できない作家

ここまで、1950 年代の美術情況から吉原英雄までを

に吉原英雄がいる。吉原は日本を代表するリトグラフ

辿ってみた。東京国際版画ビエンナーレ展を概観する

の版画家であり、1960 年代にリトグラフとエッチング

場合、第 1 回展、および、60 年代と 70 年代という 2

を併用した画期的な発想による作品群で国際的な評価

つのディケードとの 3 つに区分し考察を進めることも

を確立した。版画による表現の可能性を追究する一方

可能であろう。この稿では第 1 回展が 1950 年代に開

で、初期から晩年まで絵画制作も継続し、画家として

催されたこと、全開催回で唯一の公募制の採用や、創

も多くの作品を残している。東京国際版画ビエンナー

立時特有の事情などにより、以後の展覧会との間に一

レ展では第 1 回展での公募入選と、第 3 回展から第 8

線を引いた訳ではない。国内外から大きな期待と注目

回展の計 7 回選出されており、1968（昭和 43）年の第

をあつめた第 1 回展には、世界各国から当時の一流画

6 回展では《シーソー I》が文部大臣賞を受賞した。

家の版画が出展され、文字通り国際的な現代美術展と

吉原は、靉嘔、池田満寿夫の活躍とは異なるかたち

なったことで、閉鎖性の強い日本の版画界を揺さぶっ

で、日本の版画史に大きな足跡を残した。版画家とし

た。先述したように、益田のひたむきな努力がインフ

ての活躍のみならず、関西を中心とした版画界を牽引

ラを整え、池田満寿夫を筆頭に久保とデモクラートの
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活動から育った、既存の版画団体とは無縁の版画家た
ちが登場し活躍。彼らが 60 年代以降の日本の現代版
画界を担って行った。池田は時代の寵児となり現代美
術のトップランナーとして脚光を浴び、現代版画は黄
金時代を迎えた。70 年代には版画表現がコンセプチャ
ルアートや映像へとベクトルを向け、現代美術に融合
する方向へアドバンスした。そうした 1960 年代から
1970 年代までの日本の現代版画のあらゆる基底を、
結果的には第 1 回展が用意したと言えるのではないで
あろうか。
ま た、あ え て 付 け 加 え る なら ば、久 保 と 瑛 九 の
1935 年の宮崎での会遇や、デモクラートの活動など

脚注
［1］ 丹念な調査研究に基づき、論題が示すとおり、戦後の日本の版画
発展に寄与した占領期の欧米人コレクターの存在と、国際舞台で
の日本の版画の活躍から東京国際版画ビエンナーレ展創設までの
過程を識見に描出している。なお、桑原は 2012 年に大著『恩地
孝四郎研究――版画のモダニズム』
（せりか書房）を刊行している。
［2］ 池田は版画家でもあり、版画制作者ならではの着眼から、全 11
回の展覧会における出品作品の版種別出品比率の推移を縦軸に
据え、同展の歴史を通見しようとする試みに独自の視点を提示
している。各回の版種別出品比率の変化に時代や作品動向の変
化を感知しつつ、同展がその時々に直面していた諸課題の把握
につなげようとした。
［3］ 文部省設置法（法律第 168 号）により、中央区京橋の旧日活本
社ビルの土地と建物を購入し、1952（昭和 27）年 12 月に日本
初の国立美術館として開館した。しかし、スペースが手狭で
あったため 1969（昭和 44）年 6 月千代田区北の丸公園に新館本

幾多の事象が、当時の創作版画運動や既存の版画団体

館（現：東京国立近代美術館）を開館。旧館は 1970（昭和 45）

の推移と同様に開闢の遠因となり、第 1 回展とその後

年 5 月、東京国立近代美術館フィルムセンターとして開館した。

に不可視な影響をもたらしたと言えなくはないのかも
しれない。
戦後日本の版画の歴史がいかなる検証と評価に帰趨
するかはおくとして、筆者は第 1 回展が戦後日本の版
画の行方と姿を決定付けたと考えている。

旧館は東京国際版画ビエンナーレ展第 1 回展では第二会場とし
て、1960 年第 2 回展〜 1968 年第 6 回展まで第一会場として使
用された。
［4］ 白木屋は東京都中央区日本橋一丁目にあった日本を代表した百
貨店の一つ。1967（昭和 42）年に商号・店名を「東急百貨店日
本橋店」に改称。1999（平成 11）年に閉店。
［5］ 国際文化振興会（略称：KBS）は 1934（昭和 9）年創設された
財団法人。1972（昭和 47）年に同会を母体に外務省所管の特

「版画」は今日においてさえ、時折ジャンルやヒエ

殊法人として国際交流基金（Japan Foundation）が設立された。
2003 年に独立行政法人国際交流基金となる。

ラルキーの問題に回収されてしまっているようにみえ

［6］「 白 と 黒 」 国 際 展 覧 会 ル ガ ノ（Mostra Internationale di Biancoe

る。戦後日本の美術史上、
「版画」と類同なるバック

Nero–Lugano）は通称 = ルガノ国際版画展、あるいはルガノ国際

グランドを持ち合わせているともとれる「陶芸」や「写

版画ビエンナーレとよばれ、1950–1968 年まで開催された。
［7］ 1950 年にフランス・チェルヌスキー美術館で開催された「現代

真」について思考するとき、近年、いつのまにか「写真」

日本陶磁展」は、現在では「現代日本陶芸展」と表記されるこ

だけがそこからすり抜けたように映る。
「版画」は「絵

とが通例である。しかし、本稿では当時の表記に多く見られた「現

画」と、
「陶芸」は「彫刻」との対峙の呪縛から逃れ
られないかのようである。1990 年代以降、国際的な写
真展が隆盛を極めている。それらの成功を思うとき、
東京国際版画ビエンナーレ展の先見性は、早すぎたト
ライアルであったと受け止めるべきなのだろうか。

代日本陶磁展」を採用することにした。
［8］ 樋田豊郎・稲賀繁美編「八木一夫年譜」『終わりきれない「近代」
─八木一夫とオブジェ焼』Arts and Culture Library 2（美学出版、
2008 年）p.260
［9］ 三頭谷鷹史「高まる国際評価」『複眼的美術論

前衛いけばなの

時代』美学叢書 01（美学出版、2003 年）pp.154–159
［10］CWAJ（The College Women’s Association of Japan）は、1949 年
に日本人留学生への渡航費援助を目的に College Women’s Club
of Tokyo として発足した。
［11］桑原規子「恩地孝四郎の《萩原朔太郎像》をめぐって

─占領

期における欧米人コレクターと創作版画─」（『日本近代版画の
海外紹介とその国際的評価に関する研究

─昭和初期から占領

期まで─』平成 17 〜 19 年度科学研究費（基盤研究（C））研究
報告書 , 2007 年）pp.14–31
［12］富永惣一（1905–1990）は東京生まれ。美術評論家。東京帝国大
学卒業。1929 年学習院大学教授。1954 年美術評論家連盟初代会
長。1959 年国立西洋美術館初代館長に就任。1970 年から 1973
年大阪万国博覧会美術館館長。東京国際版画ビエンナーレ展で
は第 1 回展より第 5 回展まで事務局長を務め、その後事務総長、
名誉委員、顧問を歴任した。
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［13］富永惣一「第 1 回東京国際版画ビエンナーレ展に寄せて」
『現代

抽象絵画を制作。1930 年代の初期シュルレアリスム運動期にフォ

の眼』31 号（国立近代美術館／近代美術協会、1957 年 6 月）p.6、

トグラム、フォトデッサンを展開。1936 年にフォトグラムの作

および、富永惣一「第一回東京国際版画ビエンナーレ展の主旨と

品集『眠りの理由』を刊行。後にエッチング、リトグラフ、油

意義について」
『美術手帖』128 号（美術出版社、1957 年）pp.2–3

彩制作を行う。エスペラントを学び、宮崎エスペラント会機関

［14］益田は 1905（明治 38）年東京生まれ。1927（昭和 2）年に第６

誌の印刷なども行った。泉茂や早川良雄らとともに 1951 年にデ

回国画創作協会展に入選し、梅原龍三郎（1888–1986）の知遇を

モクラート美術家協会を結成。創造美育協会にも参加。オノサ

得て以降師事。1928（昭和 3）年に慶應義塾大学を卒業。その

トトシノブとの親交も深かった。

後パリに３年間留学し帰国。1931（昭和 6）年から 1978（昭和

［27］ギャラリーときの忘れものブログ「久保貞次郎とヘンリー・ミ

53）年まで国画会に所属し画家としての活動を続けた。1949（昭

ラ ー 研 究 会 〜 臼 田 紘 」http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/

和 24）年には伊原宇三郎らと日本美術家連盟を組織。同年に設

archives/52924579.html、および、宮崎エスペラント会ホームペー

立されたアマチュア画家の愛好会『チャーチル会』の指南役で

ジ の 沿 革（ 年 表 ）http://sites.google.com/site/mijazakianoj/prini/

あったことでも知られる。1966（昭和 41）年にはユネスコの国
際造形芸術連盟会長も務めた。
［15］本間正義（1916–2001）は新潟県生まれ。美術評論家。東京帝国

historio を参照（2014 年 12 月 17 日最終確認）
［28］泉茂は大阪市生まれ。大阪市立工芸学校 ( 現：大阪市立工芸高校 )
を卒業。デモクラート美術家協会結成に参加。絵画制作と並行

大学卒業。専門は近代彫刻研究。東京国立近代美術館次長を経て、

し意欲的に版画作品にも取り組んだ。1957 年第１回東京国際版

1977 年から国立国際美術館長、1982 年から埼玉県立近代美術館

画ビエンナーレ展で新人奨励賞を受賞。1959 年からニューヨー

長、美術評論家連盟会長などを歴任した。サンパウロビエンナー

ク、1963 年から 1968 年までパリに滞在し、国内外の展覧会に

レ、現代日本美術展など国内外の主要美術展の審査員を務めた。

多数出品した。帰国後は大阪芸術大学美術学科教授に就任し後

［16］毎日新聞社により 1952 年から 1990 年まで開催された国際美術
展。1954 年からは日本人だけを対象とした「現代日本美術展」

進の指導にあたった。
［29］吉原英雄は広島県生まれ。1949 年大阪府立天王寺高等学校卒業。

と同展が隔年で交互に開かれた。当初は国別参加制度を採用。

1950 年大阪市立美術研究所修了。1954 年具体美術協会創立に参

1960 年代以降は通称「東京ビエンナーレ」と呼ばれた。1970 年

加。翌年退会しデモクラート美術家協会に参加、版画制作を始

の第 10 回展では国別参加制度、授賞制度を廃止しコミッショ

める。1967 年にサンパウロ・ビエンナーレ、1971 年インド・ト

ナー制度を採用。美術評論家・中原佑介企画による「人間と物質」

リエンナーレに参加。1968 年現代日本美術展優秀賞（69 年ブ

展が開催された。その後は同展が廃止されるまでコンクールを

リヂストン美術館賞）、1970 年芸術選奨文部大臣新人賞、1989

主体に継続された。

年山口源大賞、1992 年京都府文化賞功労賞、京都美術文化賞、

［17］本間正義・インタビュアー松山龍雄「インタビュー・本間正義
─東京国際版画ビエンナーレ展、20 年のてんまつ（特集現代版
画の黄金時代検証・東京国際版画ビエンナーレ展と 70 年代）」
『版
画芸術』97 号（阿部出版、1997 年 9 月）p.102
［18］棟方志功の 1956 年第 28 回ヴェネチア・ビエンナーレ版画部門
大賞受賞。
［19］前掲［11］に同じ。富永惣一「第 1 回東京国際版画ビエンナー
レ展に寄せて」『現代の眼』31 号
［20］参加国数・作品数などについては文献により若干のばらつきが

1995 年京都市文化功労者などを受賞。1996 年京都市立芸術大学
を退職、名誉教授となる。2002 年勲三等瑞宝章を受勲。
［30］池田満寿夫「私の調書

銅版画の出発─瑛九との出会い」
『私の

調書・私の技法』（美術出版社、1976 年）p.56
［31］久保は 1967（昭和 42）年の『現代の眼』146 号、pp.4–5 に「版
画の楽しみと小コレクター運動について」という一文も寄せて
いる。
［32］2000 年代に入り関西の現代版画の急進性や革新性は若干の翳
りを見せたかのように映ることがある。しかし、それは失速

ある（全回展同様）。第 1 回は 29 カ国・827 点という記録が多い。

というものではなく、版画や版画教育が成熟化し均質化に向

［21］
『第 1 回東京国際版画ビエンナーレ展』図録（読売新聞社、1957 年）

かったとみるべきであろう。2013（平成 25）年には「第 1 回

［22］益田農場（益田農事株式会社）は益田孝により 1922（大正 11）

PATinKyoto 京都版画トリエンナーレ」が開催された。

年 5 月に設立され、石垣山・中島、箱根、梅地、宇佐美など数
カ所に農場を設け、農事および農産物の加工品販売など多角的

参考文献

な事業を展開した。

・ 富永惣一「第 1 回東京国際版画ビエンナーレ展の主旨と意義につ

［23］久保は美術評論家で栃木県足利市生まれ。1933（昭和 8）年東
京帝国大学文学部教育学科卒業。1937（昭和 12）年東京帝国大
学大学院修了。1977（昭和 52）年から 1985（昭和 60）年まで
跡見学園短期大学学長、1986（昭和 61）年から 1993（平成 5）
年まで町田市立国際版画美術館初代館長などを歴任した。
［24］シンシナティ国際色彩石版ビエンナーレ（International Biennial
of Contemporary Color Lithography） は 1950 年 の 第 1 回 展 か ら
1958 年の第 5 回展まで開催された。
［25］カーネギー国際展（Carnegie International）は 1896 年からペンシル
ベニア州ピッツバーグで開催されている北米最古の現代美術展。
アンドリュー · カーネギーによって設立された。

いて」『美術手帖』128 号（美術出版社、1957 年 7 月）pp.2–3
・ 久保貞次郎「日本で見る世界の版画家たち」『みづゑ』669 号（美
術出版社、1961 年 1 月）
・ 久保貞次郎「世界の国際版画展」『現代の眼』145 号（国立近代美
術館／近代美術協会、1966 年 12 月）
・ 久保貞次郎／萩原英雄／池田満寿夫「東京国際版画ビエンナーレ
展への提言（座談会）」
『みづゑ』745 号（美術出版社、1967 年 2 月）
・ 中原佑介「新しい版画の新しくない展覧会──第７回東京国際
版画ビエンナーレ展を巡って」『芸術生活』259 号（芸術生活社、
1971 年 3 月）pp.64–67
・ 土屋悦郎［他］「年譜・戦後日本の版画（国際版画ビエンナーレ

［26］瑛九（えいきゅう：E–Q とも自署）本名、
杉田秀夫。宮崎県生まれ。

の現状（特集））」『美術手帖』389 号（美術出版社、1975 年 1 月）

画家、版画家、写真家。日本美術学校中退。前衛的・実験的作品、

・ 川合昭三「戦後版画 30 年目の危機（国際版画ビエンナーレの現状
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『美術手帖』389 号（美術出版社、1975 年 1 月）
・ 黒崎彰「揺れ動く世界の国際版画展（国際版画ビエンナーレの現
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）
」
『美術手帖』389 号（美術出版社、1975 年 1 月）
・ 乾由明「変貌する版画ビエンナーレ（国際版画ビエンナーレの現
状（特集）
）
」
『美術手帖』389 号（美術出版社、1975 年 1 月）
・ 市川政憲「第 10 回東京国際版画ビエンナーレ展」『現代の眼』
264 号（国立近代美術館／近代美術協会、1976 年 11 月）p.6
・ 本間正義「東京国際版画ビエンナーレ展 第 10 回展をむかえて」
『現
代の眼』265 号（国立近代美術館／近代美術協会、1976 年 12 月）
・ 池田満寿夫「ぼくの見た東京国際版画ビエンナーレ展」
『版画芸術』
17 号（阿部出版、1977 年春号）
「版画」と「写真」の間─第 10 回東京国際版画ビエンナー
・ 小川正隆「
レをふりかえって」
『版画芸術』17 号（阿部出版、1977 年春号）
・ たにあらた「第 11 回東京国際版画ビエンナーレ展」『美術手帖』
454 号（美術出版社、1979 年 9 月）pp.14–15
（東京書籍、1985 年）
・ 室伏哲郎『現代版画事典』
・ 藤井久栄「東京国際版画ビエンナーレ展」『昭和の文化遺産』第 4
巻洋画Ⅱ（ぎょうせい、1990 年）pp.132–135
・ 「特集：現代版画の 50 年─戦後版画史を検証する」『版画芸術』84
号（阿部出版、1994 年 5 月）pp.75–131
・ 正木基「東京国際版画ビエンナーレと版画概念の拡散」『戦後文
化の軌跡 1994–1995』展図録（目黒区美術館、1995 年）
・ 瀬尾典昭「状況と特質─「版画の 1970 年代」について／東京国際
版画ビエンナ－レについて」『版画の 1970 年代』展図録（渋谷区
立松濤美術館、1996 年）
「版画とデザイン」論争とは何だったのか？（特集
・ 瀬尾典昭「
現代版画の黄金時代

検証・東京国際版画ビエンナーレ展と 70

年代）
」
『版画芸術』97 号（阿部出版、1997 年）pp.88–93
「版画概念の拡大」とは何だったのか？（特集
・ 松山龍雄「
版画の黄金時代

現代

検証・東京国際版画ビエンナーレ展と 70 年代）」

『版画芸術』97 号（阿部出版、1997 年 9 月）pp.110–117
・ 都築千重子『コレクションのあゆみ 1952–2002 : 開館 50 周年記念』
（東京国立近代美術館編 . 東京国立近代美術館、2002 年）pp.25–27
・ 関西現代版画史編集委員会編『関西現代版画史』美学叢書 7（美
学出版、2007 年）
・ 樋田豊郎・稲賀繁美編『終わりきれない「近代」─八木一夫とオ
ブジェ焼』Arts and Culture Library 2（美学出版、2008 年）
・ 桑原規子「戦後日本の版画の世界進出─占領期から東京国際版画
ビエンナーレ創設まで」『聖徳大学言語文化研究所論叢』16（聖
徳大学、2008 年）pp.139–172
東京国際版画ビエンナーレ展図録
・ 『第 1 回東京国際版画ビエンナーレ展』図録（読売新聞社、
1957 年）
・ 『第 10 回東京国際版画ビエンナーレ展』図録（印象社、1976 年）
・ 『第 11 回東京国際版画ビエンナーレ展』図録（東京国立近代美術館、
1979 年）
オンライン文献
・ 東京国立近代美術館

過去の展覧会・1952–2006

美術館（本館）

http://www.momat.go.jp/Honkan/past_exhibitions.html（2014 年 12 月
15 日）
・ 京都国立近代美術館

展覧会・展覧会一覧／年報（過去の展覧会：

1966 ／ 1968 ／ 1970 ／ 1972 ／ 1974 ／ 1976）http://www.momak.
go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2014/（2014 年 12 月 15 日）
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