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凡　例

1地名、機関・組織名等、その他の固有名詞のカタカナ表記は、できるだけ原

語音に近づけるよう努めた。初出時に原語を添えた。

2　人名もカタカナ書きにして、きわめて著名な人物以外、必要と思われる限り、

初出時に原語を添えた。ただし邦訳からの引用は訳者の表記に従った。ハンガ

リー人の名は基本的に姓・名の順で記した。

3　美術作品名は≪　≫で、書物・雑誌・新聞名は『』で、また論文、新聞雑

誌記事は「」で示し、初出の際に原語を添えた。
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序論

第1飾　本研究の目的と意義

二十世紀美術の様々な実験は、目覚ましい科学技術の進歩を背景に繰

り広げられ、合理性、機能性を新しい価値観として受け入れ、芸術家も

当然のことながら科学技術を重視せざるを得なかった。この科学技術を

問題視し、自己の造形制作に積極的に取り込み、先駆的かつ総合的な仕

事をした芸術家にモホイ＝ナジ・ラースロー（Moholy－Nagy Lasz161895－

1946）がいた。

大衆、複製、メディア、発注芸術、構成、デザイン、機能、機械技術

という数々の「近代」のキーワードは、しばしばモホイ＝ナジの仕事に

っいても論じられてきた。いわゆる「ポストモダン」時代の芸術論では、

アートとテクノロジー、情報論の視点からモホイ＝ナジを先駆者として

位置づけている。彼の芸術はまさに「芸術の近代」が確立されようとす

る時代の中心に位置し、大きく視覚芸術の表現世界を揺さぶり、その発

展に寄与したのである。即ち彼の貢献とは映像と印刷メディアによる芸

術の民主化であり、複製と大量生産から生まれる芸術の新しい概念の確

立であった。それは、彼が徹底的に科学技術を取り組んだ結果であった。

無論、彼が生きた時代の科学技術は機械技術であり、1960年代以降テ

レビやコンピュータの登場を待って誕生してきた情報文化の時代の芸術

とは明らかに異なるのである。モホイ＝ナジの芸術がいわゆる「ポスト

モダン」の時代の芸術に通じる革新性と差異は、メディアの違いであり、

メディアに対する扱い方の問題である。例えば彼の1922年制作の発注芸

J
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術である≪電話絵画≫に端的に表れているように、芸術作品の創造の過

程において「コミュニケーション」の道具である電話（メディア）が芸

術の空間的拡張をもたらす重要な手段として使用されたということであ

る。これは技術の自律性によって、言い換えれば「情報」によって成立

する作品制作の方法論である。しかし、それを制作した当時のモホイ＝

ナジは、この「芸術と情報」の問題を始めから意図していたわけではな

く、この「情報」によって偶然に生まれたり、「情報」によって成立す

る芸術をよしとしていたというわけでもなかった。従ってモホイ＝ナジ

の芸術は、今日の情報化時代の芸術に通じる先駆的偉業であったにもか

かわらず、同時にそこには彼の限界もあったのである。

ではこれまでのモホイ＝ナジに関する言説をどう理解すべきか、彼の

主張する芸術理論とは何か、どのようにそれが形成され、その意義は二

十世紀芸術史にどう位置づけられるのか。この問いを解明するために、

これまで彼の造形概念が形成された時代、特に初期の活動に着目し研究

を進めてきた。しかし実際にモホイ＝ナジに関して調査していくと、彼

が置かれた世界は従来の西欧を中心にした近代美術史上でのみ語るには、

問題が複雑に交錯していると理解した。この複雑さはモホイ＝ナジが生

まれ育ったハンガリーという東欧の近代史、つまり西欧の近代とは異な

る東欧の近代の歴史に由来するのである。

ハンガリー近代史についてハンガリー研究家羽場欠尾子は、「東欧の

近代とは、西欧にたいする屈辱と願望の歴史である」注1と指摘した。「東

欧は、西の資本主義工業発展の農業後背地として構造的に利用されるこ

酎羽場久尾子『統合ヨーロッパの民族問題』講談社現代新書、1994年、

2

31頁。
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ととなり、その結果、農奴制は解体されず近代的に再編されて一九世紀

まで温存され」、そして「西欧がほぼ国民国家形成を完了した一九世紀

に、東欧のほとんどの国が逆に周辺諸大国の支配下におかれていった」注之

という。ハンガリーにおける「アヴァンギャルド運動」はこのような東

欧の近代化の過程で生じたイデオロギーと政治状況を背景に派生したの

であって、決して単なる芸術世界のみの運動ではなかった。民族自立を

意識した文化運動であり、階級闘争、社会批判を拳んだ社会運動であっ

た。

芸術において発生したアヴァンギャルドについて、ハンガリー経済史

家イヴァン・T・ベレンド（IvanTBerend）は、「社会的、政治的に後進

的な体制のもとでは、社会活動は、えてして間接的型のみ可能」であり、

「現状にたいする批判、現状を変革しようとする試みは、（略）芸術と

いうもっと抽象的な形式の中に比較的容易な自己表現のチャンス」を見

出すのであり、結果として「芸術における叛乱は、（略）それ自体が社

会批判なのである」と、説明している。注3

このようにみてくると、このハンガリーの近代美術運動をどのように

理解するのか、より広い社会・文化状況にどのように位置づけるか、ま

たそれは他国の近代美術と比較論述できるかという新たな課題があらわ

れてきた。なぜなら、このハンガリー近代芸術運動はこれまでの「近代

美術」の文脈では語られてこなかったのであり、モホイ＝ナジの造形概

釦羽場邦尾子、前掲書、30－31貢。

注3IvanT．Berend，乃eO兎jk2bDeOf血TqPe：ADhEeTPtetaLlonofhsLα血d叫ean

月払EoLy血LbejhthatfolLbeEwentlethceDE叩CambridgeUniversityPress，1986・イヴァン・
T・ベレンド著、河合秀和訳『ヨーロッパの危険地域、東欧革命の背景をさぐる』岩波

書店、1990年、46－47頁。

J
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念の形成の背景にこのハンガリーの近代芸術運動が深く関わっているか

らである。さらに述べれば、この両者の正しい認識と理解がなければ、

モホイ＝ナジのバウハウス以降の多岐にわたる芸術活動、これまで私た

ちが認識しているモホイ＝ナジ像を正しく理解することができないと考

えるのである。

事実モホイ＝ナジはハブスブルグ帝国の支配下にあったハンガリーに

生まれ、社会主義革命の経験からアヴァンギャルドの精神性を獲得した

のである。しかし革命の挫折から余儀なくされた亡命、そして亡命先の

西欧近代の社会的構造のなかで、彼は東欧の歴史的・文化的背景から成

立した「構成」の概念を形成していくのである。以上のことから本研究

の主要テーマで串る「ハンガリー『行動主義』芸術運動とモホイ＝ナジ

の関係」が設定された。これによってモホイ＝ナジの造形理論の解明と

同時に、広く多様な「芸術の近代」にまつわる問題を、東欧の近代美術

の代名詞とも言える「アヴァンギャルド運動」を通して理解可能である

と確信する。これが、本研究の目的である。

4
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第2節　先行研究の概要と課題

1　ハンガリー及び国際的研究

ハンガリー「行動主義」は、その直接の担い手であった芸術家たちの

死後に、未公開の作品、書簡他一次資料が発掘され、1970年代以降ハン

ガリーの研究者によって客観的研究対象となり、本格的研究が進められ

てきた。

ハンガリー科学アカデミー美術史研究所の近代美術史家サボ一・ユー

リア博士（Szab6Jdlia）は、「MA」の作家個々の活動を紹介しながら、

「行動主義」をひとつの芸術運動体としてとらえ、先駆的、かつ啓蒙的

研究をし、1971年概括的研究の『ハンガリー行動主義の歴史』江4　を発表

し、1981年詳細な資料分析をもとに『ハンガリー行動主義芸術：1915－

1927』往5　を著わした。この研究の特色は、「行動主義」芸術の変遷の過

程を、同時代のヨーロッパ芸術運動との影響関係から論じて、「行動主

義」のハンガリ」の近代美術史上の位置づけを試みただけでなく、政治、

文芸の領域との関連からその意義を立証した点にある0

作家研究としては、バイカイ・エーヴァ（叫by血a）のウィッツ・ベ

ーラ（Uitz Bela）研究、カシャーク美術館館長チャプラ一・フェレンツ

（CsaplarFerenc）とクルネル・エーヴァ（K6mer畠va）によるカシヤーク

（Kass独1両OS）研究等がある0特に「行動主義」芸術運動の中心的担い

手であったカシヤークについては、作家の白筆文献も多く、またその活

動が、文学、美術、政治上の活動の多岐にわたっていることから、様々

江．Szab6J以ia，A MbgyarakEivizmustBrlblete，AbdimiaKiad6，1971・

鋸Szab6Jdlia，A肋gyaraktivizmusm動aszete1915－1927，Corvina，1981・

∫
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な領域からの研究が進められている。

モホイ＝ナジ自筆の造形諭、教育論、社会哲学については、1970年に

リチャード・コステラネッ（RichardKostelanetz）によって英訳編集され、

出版された。注6　このアンソロジーは彼のほぼ全著作を収録してあり、彼

の造形を総合的に理解するための基礎資料である。

モホイ＝ナジに関する研究では構成主義芸術の研究者として国際的に

知られるパシュート・クリスティナ博士（PassuthKdsztina）が、1980年ベ

ンヤミンとの関連において視覚芸術について論じた論文と、その後彼の

生涯を概括した大著『モホイ＝ナジ』注7がある。この後者は、最初、ハ

ンガリー語で出版されたが、後に英語版がテームズ＆ハドソン出版社よ

り出版され、これによって彼の全貌が、日本を含め世界的に知られるよ

うになった。この研究は、二十世紀芸術史における構成主義の文脈から

モホイ＝ナジの芸術を意義づけたもので、その功績は大きく、1980年代

に論じられた映像論の立場からのモホイ＝ナジ論は、パシュートの研究

を基盤にしている。往8

ハンガリー国外の「行動主義」に関する研究としては、1977年パリに

移住したパシュートによって、逸早くフランスにおいてハンガリー「行

動主義」芸術の関係資料が紹介された結果、1979年に出版された『ハン

ガリー行動主割注9　がある。これは「行動主義」芸術家の活動を社会主

江6RidhardKostelanetz，Mohob，－NdgyAnAnEhology，DaCapo Press，NewYbrk，1970・

江7PassuthKrisztina，Mohoか－Nagy，Crovina，Budapest，1985・

注8例えば、Hight，EleanorMa聯retによる博士論文肋坤一助併√肋噸叩卸戚血
INewmsoh”inTnimarGema叩（HarvardUniversity，1986）がある。

注9chadesDautrey，Jwan－ClaudeGuerlain，LbctivismeHbngrois・Goutal－Da咄1979・

∂
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義革命との関連に据え、『MA』の主要記事と豊富な革命当時の写真によ

って、芸術運動のアヴァンギャルドの性格を浮き彫りにしている。そし

て急進的社会主義思想の詩人アディ・エンドレ（AdyEndre1877－1919）の

活動と文芸雑誌『ニュガト（Nyugat）』（1908年創刊）にハンガリー近代

芸術運動の出発があると規定し、その関係のうちに「行動主義」芸術運

動を捉え、その運動の出発を1910年とした。そして「行動主義」芸術家

が帰国する1926年をもって運動の終鳶とした。この年代区分は「行動主

義」運動を、単なる美術運動ではなく、社会主義思想の運動の一端とし

て位置づけたためである。

1980年代に入ると、サポーとパシュートによる啓蒙的性格の展覧会

≪ハンガリー・アヴァンギャルド展－グループ「8」と行動主義者達≫

展が、ロンドン、ローマ、パリそしてブダペシュトを巡回し、西欧にハ

ンガリー近代美術が紹介される機会となった。

ァメリカでは、1980年代以降5編のモホイ＝ナジに関する博士論文が

執筆されている往10　が、写真・映像諭、あるいはバウハウスとの関わりか

らの考察が主たる研究テーマであり、ハンガリー「行動主義」について

の研究、及び東欧という視点に基づく研究は未だなされていない0

カナダのオリバー・ポーター（01iver A．Ⅰ．Boter）は、アメリカ美術をハ

注10Moynihan，JeannePatricia，meiTtPuenceqftheBauhazLfOn
〟〝αdα〝e血cfZfb〃f〃めe

thlitedStates，NorthwestemUniversity，1980・Caton，J・H・，TheUhpianmsionqfMohob，一

肋紗ご花血0わ郡∫ocf咄α山鹿AⅦ〃嘲成一加αゆ通好血wr血gmガ肋加か一助紗0〃
themsu。IArts，PrincetonUniversity，1980．Margolin，Ⅵctor，Thetran申mationqfvision：Art

戚f加わg再〝血即妙C‘お面げdJ仰rder伽dc加〃如月日加如勧戚上血Jd肋加かー

肋餅1917－1933，TTleUnionforExperimentingCollegesandUniversities，1982・Hight・Eleanor

Margaret，Mohob，－Nbgy：mOtOgraqP妙andthe，Newmsion〝in肋imarGennaTy，Harvard

University，1986・Kaplan，LouisPerry，L血ldMbho＆－Nbgy：biqgrqphicalwritings・Universityof

Chicago，1988・
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ンガリー近代美術との関係から捉え、研究論文を発表している注11。ボー

ターは1956年革命の亡命ハンガリー人の両親をもつフリー・キュレータ

ーで、近年はハンガリー研究者との共同企画による展覧会を組織してい

る。

以上述べたように、これまでのハンガリー「行動主義」に関しての研

究は、第一段階として、行動主義芸術家の軌跡を辿ることから始まり、

第二段階として、ハンガリー美術史における位置づげ、第三段階として、

ヨーロッパ全体のアヴァンギャルド芸術運動との関わり、さらに他国へ

の影響と発展について進められてきたが、1989年の体制転換を機に、こ

れまで国内、あるいはごく限られた範囲でしか見ることができなかった

資料、作品が比較的白由に公開されるようになり、ハンガリー国外での

研究は進展しつつある。同時に、東欧の二十世紀美術の見直しを図ろう

とする動きがあらわれ、ハンガリーを含め旧社会主義国（東欧諸国）の

美術展がハンガリー国外でも開催されるようになった。近年では、サン

タ・バーバラ美術館（カリフォルニア）開催の≪激動に立つ：ハンガリ

ーアヴァンギャルドの画家たち1908－1930≫（1991年3月16日－5月11日）注12

が、ハンガリーとアメリカ、カナダの関係者との共同企画で行われた。

この展覧会に合わせて出版されたカタログでは、テーマごとの論文に加

え1908年から30年までの活動年表と豊富な図版が掲載されていて、英文

によるハンガリー近代美術の概説書としての編集を意図したものと理解

できる。

軌Botar，01iver，DocumentsonLdsz16Moholy－Nagy，mLngaribnStudiesRevie叫VOl・15，

no．1，1988．

it12S．M．Mansbached．，SLandinginthe詑mpest：PainterTqfLhemLngarianAtmLl肋rde1908－

1930，¶leSantaBad）araMuseumofAれCalifomia，1991・
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1994年にはボンで、中・東欧の二十世紀芸術を一同に展示した最大規

模の≪ヨーロッパ・ヨーロッパ≫旺13　が開催された。この展覧会では東欧

の芸術をほぼ網羅しており、東欧の芸術をヨーロッパ地域全体において

理解しようとする意図が表われている。それは社会主義国家形成の時代

に勃興したアヴァンギャルド運動が、社会主義が崩壊した今日において

どのような意味があるのか、という視点に立つと言えるものである。

2　日本における研究と本研究の課題

ハンガリー国内及び国際的研究に対して、日本における研究は、ハン

ガリー「行動主義」については皆無に近く、モホイ＝ナジについては一

面的理解に止まっていると言える。

ハンガリー「行動主義」については、村山が帰国後著した『現在の芸

術と未来の芸術』江14　の中で、カシャークの宣言文「絵画建築」を抄訳

し紹介注15し、構成主義を「文明史的な運動」注16と捉えた。しかし彼はハ

ンガリーの「行動主義」芸術運動をロシア構成主義、オランダの「デ・

ステイル」の運動と区別なく理解していた。

構成主義及びモホイ＝ナジの受容史としては同時代的な紹介として、

1922年にベルリンに留学した村山知義とバウハウスを訪問した仲田定之

助によるモホイ＝ナジの写真諭が最も早い。村山と仲田は、モホイ＝ナ

ジの写真論を評価し、それが起爆剤となってその多大な影響力をうけて

注13励r呼α，血r甲〝ノ肋∫血かゐ馴鹿r′血・dW′嘲de玩〟行毎ト〟〝d仇励r甲β，

16．Oktober1994．

釦村山知義『現在の芸術と未来の芸術』長隆舎書店、大正13年。

注15村山知義、前掲書、254－か6貢。

注1‘村山知義、前掲書、224頁。

タ
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大正から昭和にかけて新興写真運動は展開する。1930年代には、バウハ

ウスを巡るデザインの領域においてモホイ＝ナジの芸術論が論じられた。

写真とデザインにみる受容と展開の歴史は、構成的写真家および、バウ

ハウスの教師というモホイ＝ナジ像を映しだしている。

ここに結論として明らかなことは、現在に至るまで日本では「行動主

義」は勿論のこと、ハンガリーの近代芸術については全くと言得るほど

に研究されていないという事実である。それはハンガリーに限らず、ロ

シアを除く東欧の近代芸術が、これまで研究の対象とされてこなかった

からであり、モホイ＝ナジ研究にしても日本ではこれまでモホイ＝ナジ

が近代写真、キネディック・アート、ライト・アートの先駆者として美

術史に位置づけられてきたのは、常に西欧の美術史の文脈から位置づけ

られたものであって、モホイ＝ナジの芸術を東欧のアヴァンギャルド芸

術の一端と認識しないからである。従来のモホイ＝ナジ研究は、西欧美

術史の文脈におけるモホイ＝ナジ像に依拠しているのである。このため、

一例を挙げれば、日本においてはモホイ＝ナジの初期活動と『MA』との

関わりは不透明であり、しばしば、モホイ＝ナジがグループ「MA」の創

設者であるかのような誤解即　が生じている。

以上述べた先行研究から残された課題は、第一には、ハンガリー「行

動主義」が一つの芸術運動として成立していく発展的過程で、「行動主

義」から「構成主義」へ変貌していく事実の造形的、思想的側面の境界

が曖昧にされている点を解明することである。変容の転機となった背景、

注17利光功は『バグハウスー歴史と理念』（美術出版社、1970年）の中で、「匹仇

の友人と『今日（MA）』集団を結成」と記した。また同様に宮島久雄は『東欧を知る
事典』（平凡社、1993年）のなかのモホイ＝ナジの項目において「1917年ブダペストで
〈MA〉　グループを結成」と記した。
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さらに結果として生じたハンガリー行動主義に見る「構成」と、ロシア

の構成主義と相違点を明確に立証することにより、「行動主義」芸術の

もつ性格がより特徴づけられると考える。

第二は、モホイ＝ナジ芸術とハンガリー「行動主義」との関係を明ら

かにし、彼の「行動主義」に対する見解を考察することである。なぜな

ら、モホイ＝ナジは「行動主義」の思想を受けて構成主義の芸術家とし

て独白の理論を構築するのであり、この部分の考察を除いては彼の造形

理論を正しく理解することができないと考えるからである。この二点が

本研究の課題である。
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第3節　考察対象

1　ハンガリー「行動主義」について

ハンガリー「行動主義（Aktivizmus）」とは、第1次世界大戦勃発後の

1915年、カシャーク・ラヨッシュ（KassakIAjos1887－1967）編集の雑誌『A

Ⅷ［』（行動）とその改題誌『MA』（今日）を中心にしてハンガリー国

内で、また、1920年以後はウィーン、ついでベルリンを中心に展開され

た革新的芸術運動の呼称である。

「行動主義」の名称は、ベルリンのフランツ・プフェムフェルト

（FtanzPftmftrt）編集の雑誌『ディ・アクツイオーン（DieAktion）』（行

動）を引用して、1915年カシヤークが創刊した文学と芸術の雑誌『A

Ⅵ汀刊に由来する。実際に芸術家自らが自分達の活動を「行動主義」と

名乗るのは、1919年2月20日のMAサークルでカシヤークが「行動主義」

と題した講演を行ったのか最初ではあるが、すでに1916年3月　rATm』

第10号において「プログラム」と題した未来派的宣言文を掲載し、伝統

との断絶、既成概念の否定という「アヴァンギャルド」性を唱った。し

たがって芸術をひとつの「主義」として、また過激なアヴァンギャルド

性をもった運動体としての起りがすでに、『A Tm』の発刊時にあると

規定できる。

第一次世界大戦末期のハブスブルク帝国崩壊直後に蜂起した1918年10

月革命（ブルジョワ民主主義革命）から1919年革命の結果成立した政権

であるハンガリー＝タナーチ共和国（Thna岱kdztarsasag）の誕生期に、「行

動主義」運動は頂点に達する。大戦中の彼等の活動が、反戦の主張と階

級闘争という体制への「反逆」という意味でのアヴァンギャルドであっ
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たのに対し、革命後のこの時期には、社会に向けて指導的役割を演じる

アヴァンギャルドへと変貌していった。事実「行動主義」芸術家を含む

ほとんどの芸術家は政府の文化政策に奉仕している。後述するいわゆる

芸術公認論争をめぐるカシャークの「クン・ベーラへの手紙」や、モホ

イ＝ナジの初期素描の政府買い上げは、「行動主義」芸術家のハンガリ

ー＝タナーチ共和国の文化政策との関係から生まれてきたのである。

本論文では1919年革命の経緯と実際にどのような活動が展開されたか

を、史実に基づき多角的な視点から考察し、それが芸術史においてどの

ような意味があり、また芸術家にとって革命に関わるとはどういう意味

をもっていたのかを論証する。

ハンガリー初の社会主義政権は133日で挫折し、行動主義芸術家はウィ

ーンへ、またある者はそこを経由してワイマール、ベルリンへと亡命す

る。カシヤークは、1920年5月1日亡命地ウィーンで『MA』を復刊する。

ベルリン、ワイマールに亡命しそこを拠点に活動した作家たち、特にモ

ホイ＝ナジやぺリ・ラースロー、モルナール・フオルカシュは、中欧の

芸術、つまりベルリン・ダダ、デ・ステイル、バウハウス及びロシア構

成主義と接触し、イデオロギー的性格を脱し芸術を目的とした構築、創

造、総合の段階へ大きく飛躍する。これはウィーンにとどまったカシャ

ークらにも影響を与える。こう・して国外における活動の過程で、ハンガ

リー「行動主義」芸術家連は次第に「行動主義」に代って「構成主義」

を提唱するようになる。

この転換の契機となったのが、1922年5月28日　－31日のデュッセルド

ルフ国際革新芸術家会議（KongressderhtemationaleFortshrittlicherK血Stler
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DGSSeldorf）と同年8月25日のワイマール構成主義者会議

（KonstruktivistischenⅥもimar）であった。この際、ハンガリー「構成主義」

作家は数多くの宣言、声明文を発表した。これは、同時代的に展開した

ロシア構成主義とデ・ステイル、そしてバウハウスの運動がダイナミッ

クに交差して、一つの芸術の様式を形づくる動きの中でのハンガリー側

の立場の表明であったと理解できる。自国にいた時は作詩を主たる表現

手段としていたカシャークは亡命時代より絵画を制作し、モホイ＝ナジ

は表現主義的具象絵画から構成的抽象の造形へと転じた。

本論文ではこのような作家の変容と転期を、1922年の国際的規模で拡

大した各国のアヴァンギャルド運動との関連のうちに捉え、近代芸術の

特徴的様相をこの1922年のモホイ＝ナジを中心に彼をめぐる動きの中で

考察する。

1925年7月15日『MA』の廃刊と同時にそれまでの『MA』を中心とした

運動体は解体に進み、芸術家はそれぞれの方向をめざして分散していく。

それは、1919年革命の時代の芸術家が共有していた目的が希薄になった

ためである。1926年カシャークは帰国し、『MA』の後継となる雑誌『ド

クメントゥム（Dokumentum）』を出版するが、カシヤーク周辺の若い作

家達が前衛芸術から離れていき、第6号で廃刊となる。

また、行動主義のメンバーであったボルトニク・シャーンドルは、

1928年バウハウス式のデザイン学校ムーへイ（M払ely）を設立し、商業

経済活動を背景としたデザインへと方向転換していく。そして、モホイ

＝ナジは、1922年の出版活動（カシャークとの共著、宣言文への著名）

や展覧会にみられたハンガリー行動主義芸術家との協力関係が、1923年
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のバウハウス招聴以降薄れ、1928年のバウハウスを去る時点でカシャー

クらハンガリー帰国者との交流を閉ざすのである。よって、この1928年

に端的に現われる芸術家各々の動向をもって「行動主義」芸術運動は終

蔦すると見なし、本論文の考察対象は1915年から1927年までとする。

2　モホイ＝ナジとハンガリー「行動主義」

モホイ＝ナジとハンガリー「行動主義」芸術運動との相互関係を考察

するにあたり、「モホイ＝ナジはハンガリーの芸術家であるか、あるい

は、たまたまハンガリーに生まれた芸術家であるのか」という、素朴な

疑問が生じる。両大戦の間の時代に生きた芸術家の多くは、様々な要因

から国を移動し、その過程で改名、国籍変更そして制作上の変容という

経験を大なり小なり経ている。そしてこれら芸術家個々の文化的宗教的

背景から形成された思想や感性は、他国の環境や文化との摩擦をバネと

して、新しい創造的活力となって開花する場合もある。モホイ＝ナジも

例外ではなく、彼の作品はハンガリー時代（1895－1919）に培ったアヴ

ァンギャルド的性格の表現主義的表現から、1920年以降の亡命地のベル

リンで、ワイマールのバウハウスで、しだいに構成主義の造形へと変容

していく。変容は、「構成主義は視覚の社会主義である」注18　と記した

1922年5月彼の最初のヴィジョンを示した論文「構成主義と無産階級」の

中にすでに見ることができる。この点でモホイ＝ナジは「構成主義」の

作家である。

モホイ＝ナジと他のハンガリー「行動主義」芸術家との異なる点は、

注18KonstruktivismusundProletariat，MA，1922，mquS．
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非物質的素材である「光」を造形要素とした点であり、「光」を光学機

器（カメラ）による機械的描写手段、およびモーターによる可動装置の

使用によって、科学技術時代の新しい視覚を形成したことにある。これ

は、ベルリン時代からバウハウス時代の近代的都市環境と大衆文化から

発展させた写真の芸術理論であり、まさに近代の特徴的な視覚芸術を確

立したのである。

本論文では、1922年のベルリン時代と1923年以降のバウハウス時代の

モホイ＝ナジの活動の変遷を、彼の表現された作品と、著作にみられる

造形理論の両面から、その根底にある理念を考察する。その結果と、モ

ホイ＝ナジとハンガリー「行動主義」の密接な関係を照らし合わせるこ

とにより、ハンガリー芸術家であると同時に国際的芸術家モホイ＝ナジ

の近代美術史上の位置づげの再検討といわゆる東欧近代美術史の再検討

がされ得ると信じる。
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第4節　本研究の方法と構成

1　研究の方法

研究の方法は、史実に基づき実証的に検証することを第一とし、でき

る限り一次資料にあたった。ハンガリー人研究者による研究を参考にす

る場合は、客観的なデータ、視点に基づくものに限って参考にし、現地

での資料収集、及び調査を行った。特にアヴァンギャルド運動が、社会

主義革命と呼応して展開していることから、同時代の政治に関連する刊

行物を重視し、芸術家の文化活動に関する事実をあらい出し、「行動主

義」芸術家グループと政治との関係を考察した。その上で作品について

の分析を行った。

「行動主義」芸術家、及びモホイ＝ナジの作品については、芸術運動

の流れの中で、特に重要と思われるものについてのみ扱うこととした。

ただし、モホイ＝ナジのハンガリー時代の初期素描については、これま

で日本において未公開のため図版をもって紹介し、さらに詩、短編小説

についても和訳を付した。アヴァンギャルド作家の宣言文にらいても同

様に、重要と思われるものは全文和訳を付した。

モホイ＝ナジの活動のうちバウハウスにおける教育活動等、すでに研

究が進んでいる点については本研究では扱わず、ハンガリー「行動主義」

芸術運動との関わりについてのみ焦点を絞り、彼の造形理論の基盤に「行

動主義」から培った理論があることを立証した。
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2　論文の構成について

本論文は「序論」ならびに【第1部　ハンガリー「行動主義」芸術運

動：前期】【第2部　ハンガリー「行動主義」芸術運動：後期】および

「結論」で構成した。これは研究方法において、歴史的時間を縦軸とし、

政治的、社会的事象と国際的芸術運動の2つを横軸と設定したためであ

る。

「序論」では、本研究の目的と意義、ならびに先行研究の概要と課題

を提示し、モホイ＝ナジの芸術観をハンガリーのアヴァンギャルド芸術

運動との関係のうちに捉えるべきであることを説いた。

【第1部　ハンガリー「行動主義」芸術運動：前期】では、一九世紀

末から二十世紀初頭のハンガリーの近代美術の動きを踏まえた上で、「行

動主義」運動誕生の経緯、そして革命期を経過して、担い手である作家

達の亡命までの期間、すなわち1915年から1919年の活動の全貌を多角的

に史実に基づき詳述した。特に「行動主義」運動の中心的活動家である

カシャーク・ラヨシュについては一節を設け、革命的芸術運動に傾倒し

ていく過程を中心に論じた。そして彼が発刊した雑誌『ATm』と『MA』

の性格とグループ「MA」の活動のようすについて述べた。

前期の運動の特徴は、ハンガリー革命と共和国時代の活動に端的に表

れており、政治と直結したアヴァンギャルド性が芸術の目的と表現を規

定していることを論述した。そしてそれが芸術史においてどのような意

味があり、また芸術家にとって革命に関わるとはどういう意味をもって

いたのかを論証した。

第1部において、モホイ＝ナジのハンガリー時代（1895－1919）につい
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ては、生い立ちから少年時代の文学活動、そして第一次世界大戦中から

画家として誕生までを初期作品（詩、素描）を中心に人物像を究明した。

そして「行動主義」芸術家モホイ＝ナジが誕生する経緯を客観的事実か

ら分析し、彼の芸術観形成の背景となる、精神的、思想的出発点を「行

動主義」芸術運動にあると結論づけた。

【第2部　ハンガリー「行動主義」芸術運動：後期】では、1920年か

ら27年まで、即ち芸術家の亡命以後の活動から運動体としてのグループ

の解体までを扱い、表現の変容と芸術運動としての発展の過程を考察し、

「行動主義」芸術家が1920年代の国際的なアヴァンギャルド芸術運動に

重要な役割を果たしたことを諭証した。そしてこの発展に寄与したのが

モホイ＝ナジであり、カシャークとの関係、雑誌『MA』への参加を中心

に両者の関係を論述した。

第2部で中心となるのは、ハンガリー芸術家達の国際的なアヴァンギ

ャルド運動へと発展していく過程で「構成主義」への移行を実証的に論

述した。またモホイ＝ナジの芸術と他の構成主義作家との相違点を、彼

の作品と著作から分析し、それが近代美術史においてどのような位置に

あるのかを論考した。特にモホイ＝ナジが総合造形理論を確立するにあ

たって多大な影響を受けたダダイズム、ロシア構成主義との影響関係を

解明し、その結果彼が「行動主義」を越えて、独白の視覚芸術を創造す

る過程を明確にした。

「結論」では本研究のまとめとして、モホイ＝ナジ芸術の今日的意義

を検討し、彼が「近代」を越える芸術の方向を定めたことを結論づけた。
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粛J章　モネイ＝ナジの′lンガリー時代二　はガーナ卯4

第1章　モホイ＝ナジのハンガリー時代：1895＿1914

本章ではモホイ＝ナジの人物像のより深い理解のために、画家以前の

時代、すなわち人格形成期にあたる幼少年時代の彼の活動と彼を取り巻

く環境について述べる。そして同時代のハンガリーの近代美術の状況を

照らしあわせ、時代背景を明確にする。

第1節　画家以前のモホイ＝ナジ

一般に、モホリ＝ナギあるいはモホイ＝ナジとして知られている人の

名は、Moholy－NagyLisz16である。マジャール語音は、「モホイ＝ナジュ・

ラースロー」注19　であり、本論ではモホイ＝ナジ・ラースローと表記し、

幼年期をラースロー、芸術家としての改名後をモホイ＝ナジとする。尚、

ハンガリーでは日本と同じく姓・名の服で呼称する。

ラースローは、父親のヴァイス・リポート（Ⅵゐiszupdt1860－？）と母親

のシュトレン・カロリン（Stren Karolin1872－1945）との間に1895年7月20

日に出生した。ラースローには兄イェネー（Jen61891－？）、弟アーコシュ

（Akos1897－1938）とシャーンドル（Sandor）、妹のジュジャ（Zsuzsa）

がいたが、シャーンドルとジュジャは幼い頃亡くなった。彼の出生時の

本姓は、父親の姓を受け継ぎヴァイスであった。従って本名はヴァイス・

ラースロー（Ⅵたiszuszld）である。

注19Moholyの発音については語源に基づくものと、慣例に基づくものと2通りに分

かれる。「Mohol村の出身」という意味を表す場合、通常は「っ」ではなくトi」を使
う。ただしトy」を使うこともしばしばあり、その場合には、発音が子音の「1」と重な
って、「リ」と発音する。しかし「ly」は通常マジャール語で「イ」と発音することか
ら、現在ハンガリーでは「モホイ」と呼ばれてる。ただし、モホイ＝ナジはベルリン移

住後、ドイツ語の発音にあわせて自ら「リ」と発音したと言われている。
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第7章　モネイ＝ナジの′lンガリー時代二　才β∬一柑74

出生地は、ハンガリー南部のバーチ・ボドログ県バヤ郡バーチボルシ

ョード村のほぼ中心に位置する現在のバイチ＝ジリンスキー・エンドロ

ー通り4番地（B再CSy－ZsilinzskyEndr6u．4）である。（図1）ハンガリー国

が複数の民族から構成されているとおり、当時バーチボルショード村も

マジャール人の他、ドイツ人、スロヴァキア人、セルビア人そしてユダ

ヤ人らが住んでいた。注罰　また父親の宗教はこの地では少数のユダヤ教で

あり、一方母親はギリシャ正教徒であった。ヴァイス家の家庭が宗教上

の習慣をどれほど守り、それがラースローの人格形成に影響を与えたか

を知ることは難しいが、しかし彼がユダヤ人であったことが、少なから

ず後の彼の運命を左右する要因であったことは確かである。

ヴァイス・ラースローの改姓は、彼が2歳の時、父親が賭事に失敗し

失踪したことに起因する。兄のイェネーはドイツの親戚に預けられ、彼

は弟のアーコシュと共に母親の実家モホル（Mohol）村注21に移り住んだこ

とが、後の改姓でMoholyが加えられる要因となる。

いま一つの姓Nagyは、失踪した父に代わって後見人となった母方の叔

父ナジ・グスタフ（Nagy Gusztav）の姓を受けたものであり、ラースロー

は14歳の1909年まで、叔父の姓を加えてナジ・ヴァイス・ラースローと

称していた。一家はこのナジ氏の住むハンガリー第二の都市セゲドに

1905年秋、ラースローのギムナジウム（現在のRadn6tiMikl6sGimn孟zium）

注加バーチボルショード村の人口は1900年現在で1933人、うちマジャール人1322、ド

イツ人445、スロヴァキア人3、セルビア人9、その他が144人である。また宗教人口の内

訳ではカソリック1890人、ギリシャ正教9人、ルター派4人、カルビン派12人、ユダヤ教

18人であった。A肋紗αrbrα∽0れ痴れ成〝勿∬血は血J卯0如，Budapest，1902，180－181・
0ld．

注21モホル村はセゲドから南へおよそ55Km、ティサ川の西側に位置し、現在のユー

ゴスラビア領にある。
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粛7章　モネイ＝ナジの′＼ンガリー時代二　は好一柑74

入学を期に、セゲド市ブスタセリ通り4番地（Szeged Pusztaszeriu．4）に

越した。注22（図2）

父姓を省きNagy LASZld　とするのかその翌年であることは、雑誌『現代

Jelenkor』の執筆記録から確かめられる。つまり雑誌『現代』の執筆者記

録によれば、ラースローは1917年から18年3月（1巻1号－　4号）まで

NagyLAsz16注かと署名し、18年4月（1巻5号）より、出身地“Mohol”を

姓に加え“MoholyNagy usz16”と改名していることがわかる。最終的に

Moholy－Nagy Lasz16　と名乗るのは、1918年4月、その時彼は4年間の兵役

を終えたばかりの22歳であった。

モホイ＝ナジが幼少年時代過ごしたモホル村は、時代錯誤的封建制の

残る村で、「あらゆることに因襲的な村人たちは夫が妻を捨てたのだと、

まるでわけのわからないことを言ったり、またラースローに向かって、

おまえの父親は家族を捨てた悪い奴だと嘲笑したりした。」注24　夫の失

踪により母親は宗教に心を傾け、幼いラースローは一家の不幸を背負っ

た母親に対して優しく強い愛情をもつようになった。17歳の時、彼は母

親への愛を詩に歌い『セゲド日報』（SzegediNaplo）に発表し、注25この

注記ギムナジウムにおいて彼は国語、ラテン語、ドイツ語、ギリシャ語、歴史、文学、

数学、音楽、体育を学び、入学当初よりたいへん優秀な成績で授業料を免除されたとい

われている。　P6terLAsz16，1meYbungofMoholy－Nagy，NbwmLngaribnQuaterbiVOl．13，
no．46，1972，p．63．

注刀二十世紀現代ハンガリー詩人にナジ・ラースロー（NagyL由zl61925－1978）と、
もう一人のナジ・ラースロー（1927－？）がおり、彼等の作品としばしば混同される。

蜘SibylMoholy－Nagy，Mohob，－Nbgy－Experimentintotality，hrper＆Brothers，New

Ybrk，1950，p．5．シビル・モホリ＝ナギ著、下島正夫、高取利尚訳『モホイ＝ナギ総合へ
の実験』ダヴィッド社、1973年、23貢。

注かNagyLasz16，Anyam，Szegedi物．lo，1912december3・，1・01d・（資料Iト③）
この時点では、姓はNagyであった。
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粛J章　モネイ＝ナジの′1ンガリー時代ニ　相田－柑74

後、文芸雑誌『現代』（Jelenkor）に自伝とも言える幼少年時代の家族の

生活についての短編小説「出会い」（恥1封kozas）を投稿した。注加

本当に悲しかった。自分の父親ではなく他人が親切で水浴場に連れ

てってくれるなんて。つまり僕らには父親はいなかった。（中略）

母さんとお祖母さんは父について一度も話したことがない。

アーコシュがたくさんのまだ青いすももをいっぺんに食べた時、お祖

母さんはアーコシュに向かって、

「お前の父親みたいに、お前も浮浪者になりたいのかい」と、一度

叱ったことがある。

これがすべてだった。僕らは父が本当に浮浪者なんだと思った。そ

の時僕らは驚いた。だって、僕らは王子で、母の家族のところに厄介

になっているだけなんだとアーコシュと考えていたものだから。

（資料II－③】．）

小説の中の話とは言え父親の帰りをただひたすらに待つ母親と厳しい

祖母、そして離れ離れになった兄弟の会話から、ヴァイス家の苦悩が想

像できる。こうした少年時代を背景に、ラースローは不屈の精神を持ち、

目的のために誠心誠意情熱を傾けノる人間に成長していった。白身喪失や

不安、その反動から生じる強い反発心、自己実現の強い欲求、これがラ

ースローに文学の世界を開き、白己の精神世界を芸術という手段によっ

て社会化する方法を獲得させたのであった。12歳より詩を書き、16歳で

雑誌に発表し、「将来はドストエフスキーのような作家を目標に思って

注26MoholyNagyLasz16，Thlalkozas，Jelenkor，1918，46vf・5sz・，38－141・01d・
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粛7章　モネイ＝ナジの′＼ンガリー時代こ　すβお一柑74

いた」注27という。

新聞、雑誌に発表されたモホイ＝ナジの作品は以下の6点が現存する。

［詩・短編小説］

「愛の詩（Szerelmesverseket…）」『セゲド日報』1911年11月5日（日）

「母（Any孟m）」　　　　　　『セゲド日報』1912年12月3日（火）

「マーリシュ（Maris）」　　　　『現代』1巻1号、1917年11月

「勝利の首（Adaidalmasnyak）」『現代』1巻3－4号、1918年2月

「外国の秘密の電報（IdegentitkoksGrg6nydr6gakint）」　〝

「出会い（職lalkozas）」　　　　『現代』1巻5号、1918年4月

（資料Il－③）

以上のことから、少年時代のモホイ＝ナジは文学の世界に憧れを抱き、

詩によって白己表現の道を歩もうとしていたことがわかる。そして彼の

文学への傾倒は、後の第一次世界大戦中の従軍生活においてより強いも

のとなった。後に妻シビルはモホイ＝ナジの生涯の記録を綴った著書『モ

ホイ＝ナジ：総合への実験』の中で、「このとき、彼の心のうちの不安

と孤独感から彼を救出するものは、詩の世界一つまり狂暴な自我を調和

のとれた、より高度な普遍的状態に変容さすことだった。」と、述べて

いる。実際にモホイ＝ナジは1917年の陸軍病院での闘病生活中、そして

帰還後、セゲド時代の恩師で雑誌『ニュガト（西方）』（Nyugat）の文筆

家バピッチ・ミハーイ（Babits Mihaly1883－1941）に7通の書簡を送り、

姓27szab6Jdlia，TTlebeginnlngOfLasz16Moholy－Nagy，Anunkowncorrespondence，肋W

肋間α血〝妙α庸鳩vol・16，nO．57，1975，pp．189－190．
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詩作の意思を伝えている。（資料ll一一一一④）

このようなモホイ＝ナジの幼少年時代から青年期の文学への関心と才

能が、後の豊かな執筆活動への原動力となっていると考えられる。造形

活動の傍ら書かれた百編余りの造形諭、教育論、社会哲学に関する論文

や宣言文は、考えを整理し、まとめそしてその考えを社会化するための

手段であり、これによって彼は自己のバランスを保っていたのである。
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第2節　ハンガリー近代美術の胎動

モホイ＝ナジが生まれた頃のハンガリーの美術界は、パリやミュンヘ

ンのアカデミーで学んだ画家が自国に戻り、西欧の近代美術の動向を伝

えると同時に、白国の自然や風土の中でそれをどう自分たちのものとし

て表現できるかを模索していた時代であった。モホイ＝ナジ誕生の翌年

1896年に、ハンガリーのトランシルヴァこア地方のナジバ一二ヤに美術

学校が設立され、その学校を中心に画家達のコロニーが誕生した。そし

て以後ナジバ一二ヤのコロニーがハンガリーの近代美術の発祥の地とし

て多くの優れた画家を誕生させ、彼らによって新印象主義、フォーブの

グループが結成された。これらのグループはやがて首都ブダペシュトの

画家や思想家達と連携をして、ハンガリーの近代美術運動を推し進めて

していくのである。この運動の核となったのが「ニョルツァク（8）」

（NyoIcak）と呼ばれるグループであり、このグループに参加していた画

家ティハニー・ラヨシュと音楽家バルトーク・ベーラがカシャークのグ

ループ「MA」へ加わっていくのである。

以下は、ナジバ一二ヤ派、グループ「8」について特に具体的に画家

と彼らの活動内容、そして彼らをとりまく社会的環境についてそれぞれ

述べる。

1　ナジバ一二ヤの画家

ハンガリー近代美術の発祥の地であるトランシルヴァニア地方（マジ

ャール語ではエルデーイ）は、第一次世界大戦の敗北の結果1920年6月4

日に連合国との間で結ばれたトリアノン条約によってルーマニアに併合
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粛日章　モネイ＝ナジのハンガリー時代二　は鉱一相川

された。注罰　ハンガリー人はこの地方を現在でもマジャール語で「エル

デーイ」という。この響きに現代のハンガリーの国民はノスタルジーを

抱かずにはおれない。それは事実今世紀初頭までまさにハンガリー国の

一部として存在した地域であり、ある者は国境の向こうに今尚住む親族

に想いを馳せ、歴史の運命が与えた深い陰影を見るのである。また実際

ハンガリー国内には見ることのできない景観豊かな美しいこの地の自然

への憧れも相侯っているであろう。

トランシルヴァニアが抱えた歴史には、常に近接大国による支配の繰

り返しと、この地に住む民族間の支配関係に起因する問題が存在してい

た。かつて十六世紀にハンガリーがオスマントルコの支配下におかれた

時代、ここは独立の公国として白治が認められていた。しかし十七世紀

後半にハンガリーがトルコ支配から解放されると同時にハブスブルグ家

のオーストリア帝国の統治下に置かれ、そして十九世紀後半にハンガリ

ーがオーストリアから政治的自治権を獲得すると、今度はハンガリー王

国に編入される。注29　そして第一次大戦後、即ちハンガリー近代美術がこ

の地を発祥に生まれ成立し、それに続くアヴァンギャルドの運動が胎動

した直後、ルーマニアに併合されるのである。（図工）この多民族の共存

法認トリアノン条約によって失った領土は、トランシルヴァニア地方の他に、南ハン

ガリーがユーゴスラビアに、スロヴァキアとルテニアがチェコスロヴァキアに、ブルゲ

ンラントがオーストリアにそれぞれ割譲され、ハンガリーは全領土の71％を失った。

江291867年ハブスブルク帝国との条約「安協（Kiegyez6S／Ausgleich）」によって、マ

ジャール人が帝国内のスラブ民族を支配するオーストリア＝ハンガリー二重帝国

（Habsburg－MagyarMonarchia）となった。これによってハンガリーは政治的に完全に自治

権を獲得し、帝国の一翼を担いながら、国内のドイツ人、スロヴァキア人、ユダヤ人に

対して言語的文化的同化を進めた。この条約で一九世紀中葉の独立戦争で分離されてい

たトランシルヴァニア地方（現在ルーマニア領中北部）は再びハンガリーに編入され、

第一次世界大戦終結後ルーマニアに併合されるまでハンガリー領となる。
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と近接大国による支配の歴史を持つ地域、いわばハンガリーでありなが

ら、ハンガリーとは言いがたい特殊な歴史を持つ地域に、今世紀のハン

ガリー近代美術の骨格となる優れた美術作品が生まれたのである。
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第7章　モネイ＝デジのハンガリー脾代二　は好一柑74

1896年、トランシルヴァこア地方北部のナジバ一二ヤ（Nagybanya）注30

にミュンヘンから戻ったシモン・ホローシ（Simon Holl6sy1857－1918）

は、フェレンチ・カーロイ（Ferenczy Karoly1862－1917）、レーティ・イ

シュトバーン（R6ti Istvan）そしてトルマ・ヤーノシュ（norma J去nos

1870－1937）と共に美術学校を開校した。発足当時、学生、教師併せて49

名がおり、その大半はブダペシュト、ペーチ、セゲドなどのハンガリー

各地から、またイタリア、ロシア、ポーランド、ドイツ、ニューヨーク

からも画学生が集まっていた。江31

当初十年間のこの学校の画風は、一九世紀主流であった歴史画ではな

く、フェレンチ・カーロイに代表されるように、白然主義、特に外光派

の影響を反映した傾向にあった。ミュンヘンそしてパリから帰国した画

家達が同時代の西欧の方法論を移入したのである。この方法論に基づい

て、彼らは白国の風土をどのように措くのかを課題とした。フェレンチ・

カーロイは、日常的な光景を戸外の光と影の織りなす透き通る空気の中

で措いた。彼は後期印象派は理解していなかった。そればかりか、ゴー

ギャンについて半ば軽蔑的な口調で言及したという。注32

今世紀に入り新しく加わった第二世代は、むしろゴーギャン、ゴッホ

そしてセザンヌを尊敬し、特に1906年から10年にかけてフォーヴィズム

の特徴の強い作品を数多く制作した。（図3）この動向は当時のパリの美

術界の先端をいくフォーヴィズムの直接的な波及であり、十年後にはナ

轡ル，マニア名はバーヤ・マーレ（BaiaMare）。

h31R6tiIstvan，Anagybd卸almHvdsztelq），KulturadeKiad6，1994，163－164．old．

2t32Szab6Jdlia，Nagyb血ya6sazeur6paimiiveszetiiranyzatok，Nbgyb如′a，Missionart

ga16ria，1992，21．01d・
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君日章　モネイ＝ナジの′＼ンガリー時代二　ほお－柑74

ジバ一二ヤは国際的レベルの芸術家村として発展する。この背景として

第一に、1905年にパリで開催された「フォーヴ」展がアカデミー・ジュ

リアンに留学中のガリンベルディ・シャーンドル（GalimbertiSandor1883－

1915）、ヴィルモシュ・ベルロット・チャバ（Ⅵlmos Perlrott Csaba1880－

1955）らに影響を与えたことが挙げられる。第二は、1908年にマティス

が私立学校を開校し、そこにナジバ一二ヤ出身のヴァレーリア・デーネ

シュ（ⅦedaD血es1877－1915）らが学んだことである。彼らは、サロン・

ドートンヌそしてアンデパンダン展に出品して、十分な実力を付けて帰

国し、またあるものはパリとハンガリーの双方を発表の場とした。

シモン・ホローシに師事し外光派の作品を制作していたイヴァーニ・

グルンヴァルド・ベーラ（IvanyiGrGnwaldB6la）は、1907年から自然主義

的な傾向を捨てフォーヴィズムの作品を制作し、マティスの学校にも出

入りするようになった。また最もフォーヴィズムに影響を受けた画家ツ

ォーベル・ベーラ（Cz6belBela1883－1976）は、最初ナジバ一二ヤに学び、

1902年からミュンヘン・アカデミーで、1904年からはパリのアカデミー・

ジュリアンに出席し、1905年のサロン・ドートンヌにも出品した。翌

1906年再びナジバ一二ヤに戻ると、新印象主義のグループ「Neos」（Neo

－Impressionists）を結成するのである。

こうしてナジバ一二ヤは、ハンガリー美術界に西欧の近代美術を移入

し、自国の美術の近代化に重要な役割を果たす画家達の砦として、また

西欧と東欧の美術界を繋ぐパイプラインとして、第一次大戦後トランシ

ルヴァこアがルーマニアに併合された後も存続した。注33

注33ナジバ一二ヤのコロニーは現在も、画家、彫刻家が住み、制作及び発表の場とし

ている。
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粛日章　モネイ＝ナジの′＼ンガリー時代二　ほお一柑74

この芸術家村がこのように優れた画家達を吸引する理由は、単にそこ

に画学校があるというばかりではなく、この地方の魅力ある自然が自然

主義、外光派の画家にとって飽くことのない題材を提供したことにあっ

た。（図4）

2　グループ「8」

ハンガリー近代美術はナジバ一二ヤばかりではなく、世紀転換期に驚

異的に大都市として成長したハブスブルグ帝国の都ブダペシュトにも当

然のことながら生まれていた。1910年頃になるとナジバ一二ヤの画家達

は、ブダペシュトの若手画家と合流してグループを結成し、自主企画の

展覧会活動を行うようになる。

その指導的役割を果たした人物にケルンシュトク・カーロイ（Kemstok

Karoly1873－1940）がいた。彼はブダぺシュトの工芸美術アカデミー卒業

後、ミュンヘンのアカデミー及びパリのアカデミー・ジュリアンに学ん

だ画家で急進的な社会主義思想の持ち主であった。1905年頃から彼のア

トリエには詩人のアディ・エンドレ（AdyEndre1877－1919）や知識人、画

家が集まるが、その中に4人の画家、即ちナジバ一二ヤのツイガ一二・

デジェー（CziganyDezs61883－1937）（図5）、パリから帰国したマールフ

ィ・ウドン（M血坤dddn1878－1959）（図▲6）、ポール・ベルクラン（Pdr

Bertalan1880－1964）（図7）、ティハ二・ラヨシュ（Tihanyi叫OS1885－1938）

（図8）がいた。

この4人の画家は1907年10月ハンガリー印象主義・自然主義グループ
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第7章　モネイニナジの′lンガリー時代　ほほ5－柑74

「M由NK」（MagyarImpresszionistak6sNaturalistak）注34を結成し、翌1908

年ナショナル・サロンで第1回「MI畠NK」展を、1909年2－3月に第2回

展を開催した。この展覧会の後、グループはパリから帰国したオルバー

ン・デジェー（OfbanDezs61884－1986）、そして「Neos」のツオーベル・

ベーラを加え、グループ「ケレシェーク（Keres6k）」（探求者）を結成

する。彼らは12月クこュヴェシュ・カールマーン（K6nyvesKa血血）のサ

ロンで第1回グループ展を開催する。

この時期、特に彼らがセザンヌあるいはフォーヴィズムの表現を好ん

で用いるのは、絵画における科学的秩序の希求と社会に対する意識から

生まれたものである。グループのリーダーであるケルンシュトクの大胆

な筆触と色彩による画面構成は、色彩を絵画の対象から解放し、色その

ものを自立させた。（図9）またティハ二はジプシーや労働者など社会の

下層階級の人々をセザンヌの解釈に基づいて措いた。（図10）彼らは「自

分達の意思の表現として純粋な関係が表出された芸術的形態を発見する

ならば、白分達の芸術が時代を変えることになるのだと信じていた。」

彼らにとって絵画の創造とは、対象を如何に捉えるか、どのような世

界観を描くのかという問題であり、それは彼らがハンガリー社会の現実

に対する問いから発生した。

この傾向は他の芸術領域においても同時に起こっていた。例えばパル

跡MI畠NKは、マジャール語で「私達のもの」の意味があり、新しい時代の新し美術

が自分たちのものであることを、同時に表明したものと言える。

江35szab6Jdlia，IdeasandProgrammes‥ThePhiユosophicalBackgrroundoftheHungarian

avant－garde，The助ngarianavan柳fd：meeightandtheActivists，HaywardGallery，London，
1980，p．9
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粛日章　モネイ＝ナジの′＼ンガリー膵代∵　795－柑74

トーク・ベーラ（Bart6k B6la1881－1945）は1905年から民族音楽を体系的

に研究し、アジアに起源をもつハンガリーの旋律をヨーロッパのそれに

取り入れ作曲した。彼の音楽はヨーロッパ的なものと民族的なものの調

和と対立という問題意識から生まれたのであり、まさに古い美と理想に

対する攻撃であった。こうした美術や音楽の傾向は、まさしくハンガリ

ーの芸術における近代の問題と直結しており、民主主義の思想をもつ知

識人に共通の意識に基づくものであった。

このような思想が生まれる背景として、まずここで、ハンガリーが一

九世紀以来の階級構造を持つ半封建社会であったことを認識しなければ

ならない。つまり全人口の1％に満たない大土地所有貴族と新興の有産

貴族、そしてその間に政治上の役割を担っていたジェントリ（dzsentri）

と呼ばれる階級構造と彼らの排外的な国粋主義的思想が支配していたと

いうことである。このような封建社会の変革を望む動きは、世紀転換期

以降、東欧全体の民主主義を要求する動きと呼応して、ハンガリーにお

いてもブルジョワジーを基盤とする層を中心に、西欧の自由主義・民主

主義を導入し、反動的なハンガリー封建制を崩そうとする急進的な動き

が強まっていた。注36

この運動を支える具体的な組織として第一に、1901年に設立された社

会科学協会（T畠rsadalomtudomanyiTarsasag）と、その機関誌『フサディク・

サーザド（二十世紀）』（HuszadikSz孟zad）を中心とした急進的知識人グ

ループがあった。第二は、1908年創刊の雑誌『こユガト（西方）』

往36羽場発尾子『ハンガリー革命史研究一束欧におけるナショナリズムと社会主義』
勤等書房、1989年、95頁。
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粛日章　モネイ＝ナジの′＼ンガリー時代二　は好一柑74・

（Nyugat）注37の詩人寄稿者達であるアディ・エンドレ（AdyEndre1877－

1919）ら自由主義者、社会主義者達である。第三に、「白由思想ハンガ

リー協会」（Szabadgondolkod6kMagyarorszagiEgyesGlet6）の枝組織として

1908年11月22日に発足した白由で科学的な学問を求めた「ガリレイ・サ

ークル」（Galileik6r）注38　であった。このサークルを支えた思想家の中に

哲学者ルカーチ・ジョルジュ（LukacsGy6rgy1885－1971）がいた。ルカー

チはグループ「ケレシェーク」の画家ケルンシュトクと交流しており江39、、

言うなれば「ケレシェーク」の画家はこのガリレイ・サークルから生ま

れる進歩的思想を、芸術において実践しようとしたのである。注40

1910年1月9日ケルンシュトクはガリレイ・サークルで「探求の芸術」

（Kutat6MGvgszet）と題して「ケレシェーク」について講演し、近代美術

の意義を表明した。注41この時ルカーチ・ジョルジュは「道は決裂した」

（Az utal（elvaltak）と題した講演を行い、美学的視点から印象主義を越え

る新しい絵画の方向を示唆した。注42

注37『ニュガト』は1908年刊行され、1941年までハンガリーの文学革命に指導的役割
を果たした。ハンガリーの排外的国粋主義に反対し、ヨーロッパ的ハンガリーを唱道す
る立場を取っていた。現代ハンガリーを代表する小説家モーリツ・ジグモンド、詩人ア
ディ・エンドレ、バピッチ・ミハーイなどが寄稿していた。

注38発足時256名のメンバーがおり、まもなく医師、哲学者と法律家のグループが組
織され、後に技術者と化学者のグループもできた。運営を毎学期ごと新しく選出した。
T6moryMarta，tHvizekeTddrokA Galileikdrt∂rめノIete，Budapest，1960，42・01d・

注39銀行家であったルカーチの父親ヨージェフ・セゲディ・ルカーチは、芸術家のパ

トロンでもあり、カーロイの作品をコレクションしていた。S・A・Mansbach，

Revolutionaryengagements：neHungarianAvant－Garde，Standinginthetempest：PainteYSqfthe

mTqarianAvantl（逝rdb1908－1930・SantaBarbaraMuseumofArt，California，1991，P・85・

注40ケルンシュトク・カーロイは1912年雑誌『フサディク・サーザド（二十世紀）』

に「芸術家の社会的役割」（AmGveszt丘rsadallniszerepe）と題した記事を寄稿している。

肋㍊αd止∫Z血滋，1912．3，337－3800ld．

注4リわ辺り278．01d．

江42この講演は雑誌『ニュガト』に収録され、ルカーチの初期の美学を理解する上で

も大変重要である。
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粛7卓　モネイ＝ナジの′＼ンガリー辟代　ほほ5－柑74

この講演の中で彼は以下のように印象主義絵画を批判し、同時にケル

ンシュトクら「ケレシェーク」の絵画の重要性について強調した。

ケルンシュトク・カーロイと彼の友人にとって、彼らがこれまでも

のの感じ方、見方を、最も明白に、力強く芸術的に表現してきたこと

におそらく最大の重要性がある。

（中略）秩序と価値の芸術は構築される芸術である。印象主義は装飾

的表面にすべてを変えてしまった。－　建築さえもが、そして印象主義

は何も伝えなければ、具体的なものは何も表現しないのであるから色

彩、線そして言葉に、喜びを与えることや感覚を引き出す効果によっ

てのみ価値を与えた。（中略）色彩や言葉、調子や線はいつの時にお

いても表現手段とだけなり得る。しかし、表現手段は今実際に表現の

手段のみで、目的や到達点ではないのだ。印象主義は常に表現の可能

性の発見という立場にあった。（中略）印象主義は常に目的地に到達

し得るような援助を伴う構えを整えたにすぎないのである。（中略）

新しい芸術は全体創造の芸術、すべての道へ向かうもの、深遠な芸術

なのである。注43（資料卜一刀）

このようにルカーチは、印象主義絵画が「色彩、線そして言葉に、喜

びを与えることや感覚を引き出す効果によってのみ価値を与えた」ので

あり、それは「表現手段としてのみ」あると批判した。さらに彼はケル

ンシュトクらの絵画について、「ものの感じ方、見方を、最も明白に、

法43LukAcsGy6rgy，AzutakelvAltak，坤ugat，1910，SZ・190－19301d・
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君日章　モネイ＝ナジの′＼ンガリー時代：7βガー柑74

力強く芸術的に表現」し、「物事の本質」を創造する芸術であると、評

価したのであった。彼によれば、「新しい芸術は全体創造の芸術」でな

ければならなかったのである。

こうしてルカーチの思想的指導のもと、グループ「ケレシェーク」は

翌1911年、グループ名を「ニョルツァク（8）」（NyoIcak）と改名し、4

－5月ナショナル・サロンにて第2回展を、11－12月に同会場にて第3回

展を開催した。しかし、第3回展を以て最終回となる。

グループとしての活動はわずか2年足らずに終わったが、その理由と

しては、それぞれの画家が非常に実力のある優れた画家であり、グルー

プとして活動を共にする必要がなかったことが考えられる。例えばツオ

ーベルは年間の大半をパリで過ごし、展覧会のみ参加していた。

彼らは単に進歩的な知識人の間だけで評価されていただけではなく、

1915年サンフランシスコで開催の「パナマー太平洋万博」展に、兵役に

ついていたオルバーンとオランダにいたツオーベルを除いて全員が出品

したことから察せられるように、彼らが間違いなくハンガリーの近代美

術を代表する画家として美術界で高い評価を受けていた。

彼らが築いた近代美術は、1915年に開始されるより急進的な「行動主

義」運動の基盤となった。「8」のメンバーでは唯一ティハニーが「MA」

グループと関係をもち、1918年「MA」主催による個展が開催された。ま

た1919年の共和国政府の政権下では、ケルンシュトク・カーロイ、ベレ

二・ローベルト、ポール・ベルクランが政府の仕事に関与し、彼らの

美的創造を社会改革において実践したのであった。

以上述べた画家とグループのそれぞれの関係をまとめると、図
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11「ハンガリー近代美術における作家とグループの流れ」に表すことが

できる。これが、「行動主義」芸術運動台頭以前の美術状況であり、モ

ホイ＝ナジが画家として成長を遂げる以前の美術状況である。

jg
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粛2貴　君一次世界大筋とアヴァンギャルドニ柑プふ柑

第2章　第一次世界大戦とアヴァンギャルド：1915－18

本章では第一次世界大戦勃発後、文学を中心にして興った美術、音楽、

演劇を含む文芸の革新運動「行動主義」について、その始まりである

1915年から第一次世界大戦終結の1918年までの期間を扱う。「行動主義」

運動がその重鎮であるカシャーク・ラヨシュの個人的活動に端を発して

いることから、特にカシャークの人物については本章において独立して

述べることとする。またこの期間は、モホイ＝ナジの従軍時代であり、

彼が画家として出発するに至るまでの経緯を明らかにする。

第1飾　カシヤーク・ラヨシュ

カシヤーク・ラヨシュ（Kassakl頑OS1887－1967）は1887年3月21日、ハ

ンガリー北部の町エールシェクーイヴァール（畠rse旭jv畠r、現在スロヴァ

キア領、ノヴェーザームキNov6－Zhky）に薬剤師のアシスタントを勤め

るスロヴァキア人の父親と洗濯婦のマジャール人の母親の息子として生

まれた。エールシェクーイヴァールは、南のマジャール、北のスロヴァ

キアの2つの言語と文化の境界に位置し、工業と農業、手工芸の合流す

る地域であった。この環境が彼の精神世界にどれほどの痕跡を残してい

るかを明らかにすることは難しいが、「言語を主とした表現世界にスロ

ヴァキア語の調子が消えなかった」帥　のみならず、同時代のアヴァンガ

ルド芸術家と同様、例えばトランシルバニア地方出身の音楽家バルトー

ク・ベーラがハンガリー民族音楽に触発されて現代的ハンガリー音楽を

確立したように、またルーマニア出身のコンスタンティン・ブランクー

a44TbmasStrraus，励ss鹿，GalerieGmurzynska，K6ln，

40
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君2卓　君一次世界大殿とアヴァンギャルドニ　柑ナふブβ

シ（ConstantinBrancusi1876－1957）が故郷の村の伝統的形態から発想を得

たように、カシャークの精神的基盤に民族の自覚が全くなかったとは思

えない。少なくとも第一次世界大戦後の祖国ハンガリーの硬直した状況

へのカシャークの批判は、2つの民族にまたがる文化と習慣から生まれ

たものと言えるのではないだろうか。

カシャークはスロヴァキアの伝統への興味と手工芸への憧れから、初

等教育を中退し錠前工の見習いとなる。しかし、青春時代を過ごした田

園風景は工業化によってしだいに不穏な都市化した風景と変容していき、

彼も田舎の安逸さより新興産業の機械生産工場に魅力を感じるようにな

り、錠前工の見習いを辞めてハンガリー北部の町ジュール（Gy6r）に移

り住んだ。彼がそこで出会ったものは、当時組織されつつあった社会民

主組織の活動であり労働組合の集会やストライキであった。大衆演説は

「己の人生の認識に努めようとする若者」注45　にとって大変魅力的であっ

たに違いない。ジュールでの経験はカシャークに闘争心と向上心を育て、

そして「自己の倫理を日々の態度に表わす」師　といった革命家としての

人格形成に大きな影響を与えたのである。

1904年カシヤークはブダぺシュトの郊外にある労働者階級の居住区ア

ンジャルフェルド（AngyalRild）注47に移住し近くの工場に勤める。新たな

都会生活を通じて近代文学に開眼し美的視野を広げた。ジュール時代同

様、労働組合の運動に参加する一方、市街のあちこちにある作家や知識

注4リ鋸A，p・21・

注亜肋最．

注47後にカシャークはここアンジャルフェルドの労働者の生活をテーマにした詩

．一BnekAngyalf61db61日坤ugat，19152．848．01d．と小説4ngyaybhi，1958，MagyarHelikonを執
筆した。
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人たちが出入りするカフェを訪れた注480そこで討論される近代哲学や社

会科学が、教育を受けていないカシヤークにとって必ずしも理解された

とは思えないが、革新的な思想家たちのリベラルな雰囲気や西欧の新鮮

な情報に全く触発されなかったとは言えないであろう0またハンガリー

の革新的傾向をもつ知識人に権威を与えていたガリレイ・サークルにお

いて、第一次世界大戦後カシヤークは講演を行っている0近代文学への

深い怪傑と反逆的精神をもった「革命」的指導者としての素地は、こう

した環境から形成されたのである。

二十世紀初頭のアヴァンギャルド運動自体が、詩人による言語表現か

ら生まれたことを併せ考えるなら、イタリア未来派のマリネッティ、ロ

シア・アヴァンギャルドのマヤコフスキー、ダダのトリスタン・ツアラ

といった詩人たちの美学上の貢献また社会運動への発展の歴史と同様に、

ヵシヤークが言語表現を楯に後述する手段によってハンガリーの芸術世

界を扇動していく方法論は、以上の背景によって育ったのである〇十九

世紀以来のハンガリーにおける詩人は、民族独立の戦いの歴史における

愛国詩人ぺテーフイ・シヤーンドル（Pe亜Sandor1823－1849）のように、

常に偉大なる英雄であり予言的指導者であった0カシャークが労働運動

を通して身につけた自己表現、そして生まれながらのボヘミアン的な性

格によって詩人として形成されたことは当然であると思われる0

それではカシャークの文学と美術に対する見識と独創性は何に由来す

るのであろうか。本格的に作詩活動を開始する1914年以前の彼の軌跡を

たどる中で、彼のフランス美術に対する理解と意識を知る上で非常に興

帥Tbm由St汀auもqP．Cれp．25・
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味深い事柄がある。それは1909年春のパリへの放浪の旅である。その時

の様子は後の1957年に出版された白伝小説『ある男の一生』（Egy ember

。lt。）の中で詳しく述べられているが、それによれば、おおよそ以下のよ

うな旅であった。

カシャークはポジョこュPozsony（現在のブラチスラバBratislava）から

ウィーン近くの街まで船で行き、そこから徒歩でドイツを経緯しパリへ

向かった。当時のフランス美術界は、セザンヌとゴーギャンによるフォ

ーヴィズムとキュビズムが興り、ピカソは青の時代を経て初期キュビス

ムの直線的表現の時代にいた。しかし言語上の障害に加え、美学上の基

礎的知識が欠けている彼にとって、パリの美術界で何が起きているのか

を理解することが難かしく、したがって「これらの影響を受けたいとは

思わなかった」江49。カシャークは帰りの汽車の切符をオーストリ＝ハン

ガリー大使館に頼まなければならないほどに経済的にも困窮していた0

そして疎外感と失望のあまりパリを去った。

カシヤークにとってフランスの旅はフランス美術の理解を深めたとい

うよりも、むしろ、それと自分との距離を確認したと見る方が安当であ

ろう。未来派の運動や、ベルリンの「デア・シュトルム」（Der Sturm）

周辺の表現主義運動を知り、それらの文芸運動に近づいたのは、帰国後、

雑誌『こユガト』を通じてである。そしてハンガリー全体が帝国からの

独立運動の激化と戦争の色が濃くなる時期に、再び闘争者としての自覚

を深めていく。

1914年カシャークは作詩活動を開始し、1938年まで当時ハンガリーの

注49Szab6Jdlia，‖Kass andthe

no．106，1987，p．117・

IntemationalAvant－Garde一一，me月山喝arianQuarterか，VOl・28，
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文学世界の主流としてその地位にあった雑誌『こユガト』に寄稿する。

1915年処女詩集として知られる「ワーグナー的叙事詩」（Eposz　Ⅵ包gner

M誠2勾論弧）を発表した。この時、『ニュガト』のメンバーでもある批評

家のコストラー二・デジェー（KosztolanyiDesz61885－1936）脚が「ハンガ

リーに表現主義が登場した」注51と評価したことによってカシャークは自

他共に認めるハンガリーの詩人となった。しかしカシャークはこの評判

に満足することなく、まもなく彼らを批判する立場をとり、『こユガト』

を否定する目的で1915年『ATm』巷発刊することになる。こうして「行

動主義」芸術運動の活動の基盤となった雑誌『ATm』と『MA』は、カ

シャークの一連の文学活動から誕生するのである。

注50コストラー二・デジェーは早くからベルリンの「デア・シュトルム」を拠点をと

した表現主義の活動に共感し、1910年より15年までの間他のハンガリーの作家数人と共

に『デア・シュトルム』誌に寄稿していた文筆家である。コストラーこの他に投稿して

いた作家は、KarinthyFrigyes，TGm6rkenyIstvれM6riCzZsigmond，SziniGyulaがいた。

GeorgB丑山1，助WrLhI俺肋undLkrSturm，DuMontBuchverlag，K6ln，1983・

出】Szab6Jdlia，qP・Cit・，P・118・
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第2節　前衛雑誌rATETTJとrMAJ

l rATETTJ

第一次世界大戦2年目の1915年11月1日、この日、多くの宣言を世に送

り出し、文学と芸術の革新運動を先導した雑誌『A Tm』（図11）が発刊

された。編集者カシヤーク・ラヨシュと彼に賛同する若き作家たちは、

雑誌『こユガト』を一九世紀的であると批判し、同時代の社会問題に立

脚した文学と美術のための雑誌として『AⅥm』を出版したのである。

そのため、発刊当初から反戦と階級闘争を訴える左翼的傾向にあった。

『A Tm』の名称「行動」については序論で述べたように、もともと

ベルリンの前衛文学雑誌『ディ・アクツイオーン』（行動）に由来する

のだが、1910年代当時、ベルリンの文壇を賑わせた雑誌のもう一つのに

ヘアヴァルト・ヴァルデンの『デア・シュトルム』があった。ドイツ表

現主義の文学と美術運動はこの2大柱によって推し進められていたが、

後者が「言語芸術」という純芸術理論を推し進めていたのに対し、前者

は「文学・芸術における表現主義的な様式とか形式といった問題よりも、

むしろ時代にたいする政治的アンガージュマンに重点をおいて」注52　いた。

っまり『ディ・アクツイオーン』は、1911年2月の創刊当初の副題「自由

な政治と文学のための雑誌」に主張されるように「革命的な文学運動を

革新的な政治のために利用とする」注53　意図があった。従って、戦争勃発

後は戦場からの詩を掲載して、積極的に反戦の姿勢をとり続けた。この

ような『ディ・アクツイオーン』の急進的な文化革新的志向に対してカ

注免高木久雄訳編『表現主義の理論と連動：

年、243頁。

注53同前、236頁。

4∫

ドイツ表現主義5』河出書房新社、1972



君2卓　粛一次世界大筋とアヴァンギャルド二　才97ふ柑

シヤークが共感し、そのタイトル及び編集を手本としたことは十分に考

え得るし、後に自らの運動を「行動主義」と呼んだことの由来は、この

『ディ・アクツイオーン』に帰するとみてよいのである。

『A Tm』は、実質上カシャークによって編集されていたが、創刊号

によせて、彼ではなくサボ一・デジェー（Szab6Dezs61879－1945）が序文

を書いている。このことは、当時すでに社会派作家として知名度を得て

いたサボーの評価を得ることで、雑誌の水準を示すために、カシヤーク

がサボーを担ぎ出したと考えられる。カシヤークはこの経緯について、

「すでに長い期間サボ一・デジェーと手紙によって交流していたが、実

際に手紙を交す前から彼を知っていた。なぜなら私は彼のティサ・イシ

ュトバーン首相（TiszaIstvan1861－1918）にあてた勇敢な手紙で、彼を注

目するようになり、精神的門人となったからだ」注54と回想している。

『A Tm』の内容は、サボーが序文で述べた美学上の信条によっで性

格づけられたと理解できる。以下はその抄訳である。

今、寄り集まって来た幾人かの若い作家たちは、文学の雑誌をハン

ガリーにおいて刊行する。（中略）大虐殺がすべての熟慮を精神の闘

争から奪うのだろうか？（中略）多くの死の後、偉大なる生が文学

において生まれる。まもなく戦争で死んだ者たち－歴史的特権階級－

のように、美学主義は死ぬのである。文学はかつての若い自然主義者

たちのように、すべての生が一丸となるよう切望する。（中略）芸術

と文学の美学は死んだのだ。それは今が初めてのことではなく、おそ

注封　Kass丘k叫OS，dz izmusoktBrtbtete，MegvetSk6nyvkiad6，1972，171・Old・

4∂
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らく今後も長く死んだままである。芸術のための芸術は少しずつ、そ

の色合が失われていくであろう。芸術家、作家は再び労働のなかで労

働者になり、戦闘のなかで兵士となるのである。注55

『ATm』は、初版500部、第2号より1000部に増冊され、注56廃刊とな

る1916年9月20日までの約二年間、隔週全17号を出版した。カシヤークの

他、『こユガト』の作家から『A Tm』に転向したロズヴァーニ・ヴィ

ルモシュ（RozvanyⅥlmos）、音楽家バルトークと関係のあったジェルジ

ェ・マーチャーシュ（Gy6rgy M丘tyeas）、ハンガノー社会民主党（A

MagyarorszagiSzoci畠IdemokrataPart）の機関誌『ネープサヴァ（人民の声）』

（N6pszava）と関係のあるコミャート・アラダール（Ko画atAbdar）、ガ

リレイ・サークルのメンバーである詩人レンジェル・ヨージェフ

（LengyelJ6zsef）、美術家ネメシュ・ロンぺ－ルト・ヨージェフ（Nemes

hmp6rthJ6zsef）、カシヤークの義兄ウィッツ・ベーラ（Uitz Bela）、舞

台芸術家マーツア・ヤーノシュ（MaczaJanos）が主たる寄稿者であった。

カシヤークは『ATETr』第10号に「プログラム」（Progrramm）注57と

題した宣言文を発表した。これは、伝統と詩の形式を否定した「新しい

文学は～」で始まる1～12項目を唱ったものである。それには、「将

来の機械技術への発展」において「急進的経済と政治運動との関係の機

能をもたなければならない」とある。注58「新しい文学は、創造力の賞賛

注55d詑′ら1915，nOVemberl．

鋸‘恥masStraus，励ss成，GalerieGmurzymSka，K6ln，1975，P・31・

注57A花札1916m丘rciuS20．1－3．0ld．

江58d花fら甲．Cれ
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者である」という、この鋭く力強い表現主義的な宣言文は、カシャーク

の「個人的な精神の解放」であり、カシャークのその後何十年にわたる

活動の最初のアウトラインを示している。注59

『A Tm』は第一次世界大戦が激化するにしたがい、その内容におい

て左翼的傾向を強めていった。1916年13号（5月発行）から装丁のデザイ

ンには戦争を暗示するように飛行機が登場する。それは未来派における

機械賛美と異なり、現実社会の憂鬱さの象徴としてである。また外国作

家の作品も紹介するようになった。15号（1916年7月1日発行）には、イ

タリア未来派のマリネッティの詩「シューイ＋サグ」（Sdly＋Szag）が掲

載された。ハンガリーにおける最も早い未来派の紹介は、1910年バビッ

ツ・ミハーイ（BabitsMihaly）による雑誌『ニュガト』掲載のマリネッテ

ィとパオロ・ブッツイ（Paolo Buzzi）の著作『航空機』（Aeroplanok）に

ついての記事「未来主義」（Fbturizmus）ii60であるが、マリネッティの詩

のハンガリー語訳が掲載されたのはこれが最初である。

また国外作家の作品はすでに創刊号において、アポリネール

（GuillaumeApollinaire）の詩「聖マリアの音楽家」が翻訳されたが、続く

16号（1916年8月1日発行）は、「国際号」と題してカンディンスキーら

ドイツ、イタリア、フランス、ベルギー、ロシア、そしてイギリスの詩

人らの詩文による特集号であった。注61ヵシャークはこのようにして、国

際主義の路線を固めていった。

脚Szab6J以ia，qP・Cit・，P・119・

it60BabitsMihAly，Futurizmus，坤ugat，36vf．7sz．，1910丘prilisl．487－488．0】d．

注61掲載作家はカンディンスキーの他、LudwigRubiner（ドイツ），LiberoAltomare，N．

Kulbin（ロシア），ArcBbasev，IvdnMestrovic（ロシア），EmilⅥrhaeren，GeorgesDuhamel，

PaulFort（フランス），ⅠkmardShaw（イギリス）。
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第一次世界大戦において、ドイツーオーストリア同盟側の一員として参

戦している戟況の中で、カシヤーク白身が回想するように「敵国の芸術

家の作品を出版することは、大胆な歩であった」。注62　大戦の拡大と長期

化による疲弊、ハンガリー国内の少数諸民族の不満、そして展望のない

閉塞状況の中でも、なおも戦闘続行を表明する首相ティサ・イシュトバ

ーンと最高指導部にとって、大胆不敵ともとれる特集を組む『A Tm』

は標的とされた。そして続く17号（1916年9月20日発行）「撰詩号」（図12）

をもって、検閲のため廃刊となった。注63

2　　rMAJ

1916年11月15日カシャークは雑誌『MA』（今日）を発行した。一時休

刊となる1919年7月までの約3年間に、31名のハンガリー人と24名の外国

人が寄稿し、小説17点、評論14点、絵画24点そして音楽（楽譜）3点を

紹介した。この間『MA』は単なる雑誌のタイトルではなく、ハンガリー・

アヴァンギャルド芸術運動そのものの代名詞となった。

カシャークは『MA』について、「『ATm』発行禁止の後、私たちは

過度に検閲の目を注意するようになり、雑誌の傾向を隠すために第一号

で「ポスターと新しい絵画」（Aplakatesazdjftsteszet）と題し、表向き

美術雑誌であるようにして、検閲の目をごまかした」脚　と発刊当時の状

況について語っている。カシャークは「ポスターと新しい絵画」の中で

注＆KassAkL可OS，呼・Cff・，18401d・

注の1916年12月3日ガリレイ・サークルにおける講演。この講演の内容については、

『MA』1巻2号に掲載。

帥Kass丘kLajos，Azizmusoktdrtblete，MegvetSk8nyvkiad6，1972，206・01d・
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粛2章　粛一次世界大成とアヴァンギャルドニ　柑ナふ柑

以下のように自らの芸術観を述べた。

芸術と人はばらばらに意見を選ぶのでない。そして芸術作品の批評

を通してのみ＜2つの生＞の形式におけるヴィジョンが客観的結果を

与え得るのである。（中略）人間が物質的なそして強く社会的な存在

であるがゆえに常に外的世界の影響下にあることは認めよう。だが一

一（ここで古典的な決定論から我々は離れるのだ）一一それでもなお、

すべての事物の上位にあるという［人間の］精神的な優越性は、その

［外的な］影響の最低でも50％を阻止するような可能性を、強制され

た生き方をできるだけ意識的なものへ、独立したものへと修正する可

能性を人間に与えるのだ。

この理論は精神的要因としての人間に当てはまる。そして人間の

最高点としての芸術家には何倍もの意味で有効なのである。注65

そしてポスターについては、「優れたポスターはいつもラジカリズムが

特徴に現れている。優れたポスターは純粋芸術作品のように無条件に楽

しめ、鑑賞し得るものである！」と述べ　ポスターを美術の一分野として

位置づけた。

創刊号の表紙はチェコキュビストのヴィンツェンズ・ベネシ（Vh品適

B。n謎）のリノカットで、内容はウィッツ・ベーラの素描、詩、短編小説

で構成した。寄稿者にはレンジェル・ヨージェフ、レーチ・イレーン、

注65KassakLA30S，‖Aplakataz可festeszetM，MA，1916，1ev・1sz・，201d・

∫β
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ジェルジ・マーチャーシュ、コミャート・アラダール、フェヘール・シ

ャーンドール、オシュヴァース・フェレンツ、マーツア・ヤーノシュの

名が見られる。このうちジェルジ・マーチャーシュとコミャート・アラ

ダール、ウィッツ・ベーラは『A Tm』の時代の編集仲間であり、第2

巻7号からはこの二人とカシャークの三人による責任編集となった。

雑誌町MA』の性格はタイトル『今日』が意味するように、旧弊なもの

を攻撃し現代文学と芸術、広くは現代社会の諸問題における急進的見解

を標横することを目的としていた。それは第1巻を発行してまもない

1916年12月3日に行われたガリレイ・サークルにおけるカシャークの講演

の内容からも窺うことができる。

私たちは、すでに総合的な生活を知っています。私たちは世界におい

てすべての者を抑圧している責務を感じています。ですから最も美しい

生の形式のために社会と芸術における闘争を終りまで戦うことを望むの

です獅

こうして『ATm』の後継として発行された『MA』は、カシャークを

中心とするアヴァンギャルド作家達の活動の基盤として、廃刊となる

1925年まで彼らの活動と共にその内容と性格を少しずつ変えながら継続

された。

注66Kass放し可OS，HSzint6tikusirodalomH，MA，16vl2sz・，1916
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第3節　グループ「MA」の作家と活動

雑誌『MA』発刊後ほぼ1年が経過すると、カシャークは「MA」の名

のもとに、美術展やマティネを企画したり、出版組織の発足など幅広い

文化活動を展開させていった。それらは1917年秋から行われ、しだいに

rMA」は単なる雑誌名ではなく、カシャークを中心としたアヴァンギャ

ルド芸術家のグループ名として彼等の活動を意味するものとなっていっ

た。『MA』の寄稿者や活動に参加した者たちが必ずしも固定したグルー

プのメンバーというわけではなく、その参加は流動的であった。そのた

め次第に雑誌発刊時よりも多くの若い芸術家や国外の作家が参加し、

『MA』を通して実験的な試みが繰り広げられた。

1「MA」による展覧会と美術

1917年10月14日「MA」企画第一回絵画展「マーティシュ・テウチ・ヤ

ーノシュ　コレクション展」注67が催された。（図13－14）即ち「MA」企画

展の第一回展はグループ展ではなく、マーティシュ・テウチ・ヤーノシ

ュ（MattisTt。tSChJanos1884－1960）の個展であった。トランシルバニアの

ブラッショー出身のマーティシュは、1902年ブダぺシュト美術工芸学校

を卒業後、ミュンヘンで彫刻を学び、さらにパリに移住の後、1913年か

らはベルリンの「デア・シュトルム」ギャラリーの展覧会に参加するな

どのキャリアをもつ国際的な美術家であった。1917年2月より『MA』誌

上で作品を発表していたが、展覧会での発表は初めてであった0

注‘7会場は『MA』の出版所と同じ、ブダぺシュト、ヴィ

入場料1コルナ、10時から4時まで。〟」，Zevf・12sz・，1917・

∫2
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カシャークは展覧会カタログにおいて、「『MA』の大いなる力として

のマーティシュ・テウチ・ヤーノシュは、ハンガリー絵画界における新

人である。（中略）浮遊している色彩は純粋で、機能している線は絵画

空間において、コスモスを超えてリズムを構成する」即　とマーティシュ

の作品（図15）を好評した。

以後「MA」展は不定期に開催され、以下に列記するように1919年まで

に8回開催された。

1917年12月第2回展　マーティシュ・テウチ・ヤーノシュ展

1918年9月第3回展　「MA」展

出品作家：画家ケメ二・ヤーノシュ、ネメシュ・ロンペールト・

ヨジェフ、マーテシュ・テウチ・ヤーノシュ、ルトカイ・ジェル

ジ、ギュラーチ・ラヨシュ、ウィッツ・ベーラ、ボルトニク・シ

ャーンドル、ディネル・デーネシュ・レゼェ一、シャドル・ヤー

ノシュ、ポハチェク・エデ、彫刻家パーツァイ・パール、シュパ

ンゲル・フェレンツェ、ゲルゲイ・シヤーンドル

10月第4回展　ティハニー・ラヨシュ　コレクション

11月第5回展　マーティシュ・テウチ・ヤーノシュ　コレクション、

ゲルゲイ・シャーンドル彫刻展

12月第6回展　ガリンベルティ・シャーンドル、

G．デーネシュ・ヴァレーリア　2人展

1919年1月第7回展　「MA」グラフィック展

3月第8回展　メジェシュ・ラースロー　コレクション展

注68Kass丘k叫OS，M孟ttisTbutschJ血osKatalogus畠b61，MA，26vf・12sz・，1917・

∫j
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このような「M射企画の展覧会の意義は、単に革新的傾向をもつ新人

芸術家に作品発表の場を提供するというだけではなく、第3回展のデモ

ンストラクティヴ展にみられるように、「MA」の宣伝でもあったことは

明らかである。そして1918年第一次世界大戦末期、カシャークが自負す

るように「このグループが一般の安協的風潮に逆らって独白に進んでい

る」往69ことを意味していた。

「MA」展に参加した美術家のうち、マーティシュ・テウチ・ヤーノシ

ュの他、カシャークの義兄にあたるウィッツ・ベーラ、そして1918年か

らはボルトこク・シャーンドル（Bortnyik Sandor1893－1976）が参加して

グループの主力メンバーとして、カシャ．－クに協力した。ウィッツの作

品は、当時ハンガリーの近代美術の主流であったフォーヴィズムの表現

方法によるもので、労働者階層の人々や身近な人物を主たる対象として

措いた。色彩はどれも共通してやや暗く、イエロー・オーカー、コバル

ト・ブルーの力強い筆触による直線的で単純な構図である。（図16）彼の

作品は同じ労働者階層の人々を措いたティハ二・ラヨシュのセザンヌ風

の画風とも、フォーブの作家ケルンシュトク・カーロイの色彩豊かな表

現とも異なっている。

一方のボルトニク・シヤーンドルはトランシルバニアから1910年にブ

ダぺシュトに移住、1913年からケルンシュトク・カーロイに師事し絵画

を学んだ。初期油彩画≪6人のコンポジション≫（1918）（図17）では、

キュビズムの手法によって、対象を単純化、平面化し、後にこれを発展

させて、リノリウム版画を制作した。これらの直線的で白黒のコントラ

注69Kass丘kLdos，A一▼MAHdemonstrativkiallit孟sdhoz，MA，36vf・8－9sz・，1918・

∫4
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ストが美しい構図の版画は、1918年から19年に雑誌『MA』の表紙に登場

した。（図18）また1919年の亡命後は無機的な画面空間の作品を制作し、

1920年代後半にはポスターのデザインを手掛け、ハンガリーの商業デザ

インの分野に大きな貢献をした。彼は一つの表現スタイルに留まること

なく、常に新しいスタイルを自ら探求していた。

グループ「MA」はそもそもグループ「8」のような美術家による集団

ではなく、それぞれ独立した活動家が展覧会に参加していた。従って、

あるひとつの流派や美術の表現スタイルというものを標模してはいなか

ったのである。この点において、同じく文芸運動から始まった未来派が

スピードの美学に基づいて鋭い直線や、動きの表現としての多重化した

形態表現を好んで用い、ひとつの共通のスタイルを作り上げたものとは

異なるのである。ただひとつ「M現に参加した画家連に共通する表現ス

タイルがあるとすれば、当時ハンガリー美術界の主流であったフォーヴ

ィズムの影響を受け継ぎ、強さと激しさを感じさせる筆触が特徴と言え

る。それは雑誌『MA』の表紙タイトル「MA」の文字にも象徴的に表れ

ており、そのダイナミックな動きのある文字が雑誌の革新的性格を強調

している。この『MA』の文字と表紙のレイアウトは、創刊の1916年から

廃刊の1925年までの10年間に、大きく3回変わる。（資料Ⅰ－3）これは

グループ「MA」の造形上の表現の変容と共に顕著に表れているのである。

2　「MA」出版

カシャークは雑誌『MA』の発刊と同時に、名詩選集『新しい詩人の本』

とシンゲル・ヘンリック（Shinger Hemik）による『世界観』（パンフレ
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ット）注70を出版する。雑誌『MA』の裏表紙の広告によると、その後1919

年までに「MA出版」として以下の本、作品集を発行した。

1917年8月　ガルダ・ヨージェフ『だれかが彼等と演じる』（ドラマ）

1917年10月　コミャート・アラダール『叫び』（詩集）

マーティシュ・テウチ『リノカット作品集』

12月　マーツア・ヤーノシュ『モダン・ハンガリードラマ』

カシャーク・ラヨシュ『ワーグナー的叙事詩』（詩集）

『神の子羊』（3つの劇）

『哀悼』（小説）

マーティシュ・テウチ『リノカット作品集』

1918年10月　マーツア・ヤーノシュ『舞台のためのプロパガンダ』

11月　カシヤーク・ラヨシュ『カラブレスの素晴しいコブ』（小説）

1919年1月　セールパール・アールパール『表明』（詩集）

2月　パルタ・シャーンドル『赤旗』（詩集）

3月　カハーナ・モーゼシュ『宇宙』（詩集）

4月　ギョーム・アポリネール『立体派という名の絵画研究』

5月　へヴェシ・イヴァーン

『未来派、立体派、表現派についての研究』

これらの出版物の広告欄において気づくことは、1917年マーティシュ

による展覧会の後、雑誌『MA』の裏表紙にベルリンの「ディ・アクツイ

オーン」及び「デア・シュトルム」出版の書籍リストが掲載されている

ことである。すでに定評のあるこの2つのグループは、雑誌の編集のみ

ならず作家の出版活動を支援していた。ヴァルデン経営の「デア・シュ

注70MA，16vf．1sz．，1916novembeェ
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トルム」画廊では、カンディンスキーら表現主義芸術家を世に送りだし

た。この2つのドイツの芸術活動グループとの交流は、同時代的に芸術

とイデオロギーの運動が、三者それぞれの精神世界を共有し、互いに情

報を交換し合ったのは当然の成りゆきと思える。「デア・シュトルム」

画廊との交流にしても、おそらくマーティシュが、「MA」展以前にすで

にそこで作品発表を経験していることから、彼を通じて交流が始まった

ものと予想される。

『ディ・アクツイオーン』誌との関係について言えば、1916年に文学、

美術批評家でヒューマニストのルートヴィヒ・ルビナー（Ludwig Rubiner

1881－1920）が、反戦の立場から執筆した著作『中心にいる人間』（Der

MenschinderMitte）を「ディ・アクツイオーン」から出版し、それまでの

表現主義的文学、美術の雑誌から、左派的傾向を強めていく。軌　この動

向を看て取ったカシャークが、自らのグループ「MA」の宣伝として、「デ

ィ・アクツイオーン」出版物を『MA』に掲載するようになったと考えら

れる。そしてカシヤークは、上記の2つのグループと同様な方向性をも

って、「MA」をハンガリーを代表する進歩的な芸術家の運動体へと発展

させたのである。

3　「MA」によるマチネー

1917年12月9日午前11時、音楽アカデミー小ホールで第一回「MA」に

よるマチネーが催された。『MA』第3巻1号掲載の案内によれば、第1

注71J62efForkas，Kass放叫OS6sanemetaktivizmus，Somogy，156vf・2sz・，1987・

∫7



粛2貴　君」次世界大成とアヴァンギャルドご　柑7ふ柑

部はヘレシ・ピロシュカのピアノとバルトーク、シェーンベルク、ブシ

ョニ作曲のコンサートに始まり、第2部に「モダン舞台」のメンバーで

ある俳優ゲレールト・ラヨシュによるカシャークの詩の朗読、同じく「モ

ダン舞台」のウルメシ・アこコ一によるウイヴァリ・エルジの散文を使

ったパフォーマンス、そしてカシャークの妻シモン・ヨラーンとジ土ル

ジ・マーチャーシュによるパフォーマンス、そして第3部はカシヤーク

の講演とコミャート・アダールとレンジェル・ヨジェフによる詩の朗読、

マーツア・ヤーノシュによる社会状況についての講演、という音楽と文

学の構成であった。

このマチネーの反響については、現存する資料からは詳細は明らかで

はない。しかし上記の内容から考えられることは、このマチネーがひと

っにはサークルとしての交流の場であったこと、いまひとつは文学、音

楽、さらに演劇といった領域を超えた総合的な芸術の試みであったこと

である。またこのような催しが1917年の第一回を以後1920年のウィーン

における「MAの夕べ」まで全く行われなかったことを考慮すれば、この

時点では、マチネーが計画性をもった「MA」の活動の中心ではなかった

とみることができる。

その後マチネーは1919年革命に前後して、性格、内容を変化させなが

ら、1920年以降は亡命地ウィーンで、またベルリン、プラハで巡回イヴ

ェントへと発展していくのである。

∫β
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第4節　モホイ＝ナジの初期素描と画家としての出発

1　第一次世界大戦と戦場からの葉書

1913年秋、モホイ＝ナジはエトベシュ・ローラーンド大学（通称ブダ

ぺシュト大学、1635年創立）法学部に入学し、ギムナジウム時代の親友バ

チ・イムレ（BachImre1895－1966）と共にブダぺシュト市ケレティ・カー

ロイ通り25番地（KeletiKarolyu．25）で共同生活を始めた。（参考図版1）

しかし、彼は学業の成果を挙げることも、学生生活を謳歌することもで

きなかった。翌1914年ヨーロッパ全土を巻き込む第一次世界大戦が勃発

し、ハンガリーはドイツ・オーストリア同盟国側の一員として参戦した

からである。

モホイ＝ナジも多くの若者にもれず入隊した。1915年5月13日イタリア

は協商国側に立ち、アルプス南面のイソンツオ川沿いで3年間の激戦が

繰り広げられた。1915～16年モホイ＝ナジの軍隊はこの前線にいた。注乃

1916年の暮れイタリアでの激戦地において、彼の砲兵部隊は全滅し、彼

は親指を砕かれ、急速に伝染する病気に感染しながらも脱出し、その後

数ヵ月間オデッサ（Odessa）の陸軍病院に入院した。酢

この闘病生活を期に、モホイ＝ナジは生の記録として、自画像を、傷

っいた戦友を、そして飢えた人々や娼婦を、白分が目にするありのまま

の世界を絵にした。日記のようなこれらの絵は、軍隊で支給される葉書

に措かれ、親友のバッハ・イムレとへヴェシ・イヴァーン（HevesyIv血）

ii72SibylMoholy－Nagy， 甲．れp．8．シビル・モホリ＝ナギ、下島正夫、高取利尚訳、
前掲書、慧頁。

注731917年12月2日付けの葉書には、モホイ＝ナジが、東部戦線地である現在のポー
ランド領ガリツイア（Galicia）にいたとの記述があり、野戦病院で療養後、移動したこ
とが認められる。

∫夕



粛2貴　君一次世界大腰とアヴァンギャルドご　柑Jふ78

に送られた。因みに、へヴェシ・イヴァーンの元には420枚の葉書が送ら

れたという。往74　現在確認できるものは、ハンガリー国立美術館、ハン

ガリー国立ギャラリー、ハットバン市美術館の他個人蔵を含め124点にの

ぼる。（図19－34）

これらの1917年から19年の初期素描は、画家であればだれもが手の訓

練として、また対象の捉え方の演習として、日常的に行うものである。

このスケッチについてモホイ＝ナジは、「何枚かを友達に送った。友達

は喜んでくれたし、私も誉められて嬉しかった。スケッチは、ほんの気

晴らしと思っていたが、もっと、日常的な仕事となっていた。」注75　と、

後に作家ネーメト・アンクル（Neme血Antal1892－1965）に宛てた書簡で

述べている。

初期素描からは、絵画の基本的な要素である線、色彩そして、画面構

成、対象の把握という課題に取り組み、しだいに技術が洗練されていく

過程が見てとれる。例えば、17年に措かれたポートレイトの多くは、鉛

筆で措いた輪郭線とその内側をパステルによって対象の固有色を着彩し

ているにとどまっているが、19年の作品では、対象の形態や量感、そし

て動きを勢いのある線で表現している。注冒すへきことは、ほとんどの

ポートレイトが、〈洗濯女〉　〈鋸を引く人〉　〈かがむ兵士〉　〈肘をつい

ている兵士〉などにみられるように、一瞬の動作の中に対象を描き出し

ており、後の彼の視覚芸術に対する独白な視点、つまり「動的空間にお

牲74Szab6Jdlia，Anunkowncorrespondence；乃emLngarianQuarterb与VOl．16，nO・57，1975，

p．191．

注75MollOly－NagyleveleN6methAntalnak，MTAMもviszettartenetiKutat6csoportadatt適ban

Van．

60



粛2卓　粛一次世界大麿とアヴァンギャルドニ　柑Jふ柑

けるヴィジョン」がこれらごく初期の素描にすでに認められることであ

る。

こうして、モホイ＝ナジは陸軍病院での生活の後、言葉による表現世

界から、自分を取り巻く生の世界を視覚的に措写し表現する視覚芸術の

領域へ向かっていった。

2　造形への理解

1918年から19年にかけ、モホイ＝ナジは、葉書に措いたスケッチの他

に何点かの素描を措いている。それらは同時期の「MA」の作家達の革新

的な表現、例えばウィッツ・ベーラの力強い線をもつフォーヴィズムの

絵画や、ボルトニク・シャーンドルのキュビスム的画面構成に比べて、

明らかに写実に基づく自然主義的技法によるものである。この段階にお

いてモホイ＝ナジは、「フォービスムやキュービズム、表現派、それに

未来派といった表現の、現代絵画の表面的な混沌に怖れをなして、ルネ

ッサンスの画家たちの『手がたい』価値に注意を向けた」注76　と、後に回

想しているように、必ずしも、当時の前衛芸術を積極的に受け入れたと

は言えない。彼が前衛絵画を理解し、自己の表現手段を獲得するまでに

は、いくつかの実験的段階を経らなければならなかった。

1920年代に始まる幾何学的な形態による画面構成に到達する前に、モ

ホイ＝ナジは線による空間把握の問題を追求していた。1945年に自らの

芸術的発展の背景について述べたエッセイ「ある芸術家の要約」では、

この線の問題についての取り組みを彼は次のように記している。

ii76Lasz16Moholy－Nagy，TneNewⅥsion1928女，urthrevisededition1949and Abstractof

mA血st．『ザ　ニュー　ヴィジョン』大森忠行訳、ダヴィッド杜、1967年144頁。
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線だけであらゆるものを表現する私の問題を通じて、特にそれを強

調する刺激的経験があった。三次元的表現の試みで、普通では線を使

わないところに、補助線を用いたのである。その結果は、新しい問題

にぴったりした、独白の空間的性質の複雑なネットワークだった。（中

略）ある情緒的な性質を、線の経験が素描にあたえているのを見た。

私は、私の線で、身体や顔や風景などの分析を試みたのだが、結果は

分析的な意図を越え、私の手からすりぬけて行ったのである。抑

この線の研究について「三次元的表現の試みで、普通では線を使わな

いところに、補助線を用いた」という試みは、4点の風景画に明確に表

われている。1917から1919年までに制作されたこれらの作品は、鉛筆、

水彩あるいはクレヨンで措かれ、同時期の試行錯誤の結果が認められる。

まず、クレヨンで描いた≪有刺鉄線のある風景≫2点のうち1点は、建

造物の写実的表現の上に、有刺鉄線の不気味な刺のある線が画面全体を

覆い、それは本来有刺鉄線のない空にまで広がっている。もう一方の作

品は、家や大地は強いストロークの太い線にほぼ塗りつぶされ、不穏な

空気を漂わせている。（図35）

続く水彩≪ハンガリーの風景≫（図36）では、建物を暗示する形態と色

面分割された大地の単純形態が、もはや前作の写実的な描画を越え、引

かれた線が与える性質以上に、画面空間に有機的な躍動感を与えている。

この作品においてモホイ＝ナジは、単純形態による対象の抽象化と画面

注刀L．モホイ＝ナジ、前掲書、146頁。
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構成という問題へと発展していくのか理解できる。

1919年の鉛筆画では、直線的で単純な形態の建造物と、隆起した大地

の波の曲線が対照的に配置されている。さらに油彩画≪家のある風景≫

（図37）は、その成り立ちにおいて、明らかに前作の風景を発展させたも

のに見える。ここには黒い輪郭線をもつ幾何学的形態の家並みと丘が措

かれ、キュビズムの対象の分析と画面構成に近づいたことが明らかに認

められる。こうして線の探求から始まり、モホイ＝ナジは画面構成の研

究へと課題を発展させた。1920年に制作される抽象形態のコンポジショ

ンは、こうした背景から生み出されたと言えるのである。

3　モホイ＝ナジのデビュー

モホイ＝ナジは1918年12月ナショナルサロン芸術協会（Nemzeti szalon

mGv6szetiegyesBlet）主催の「冬展（T61iKiallitas）」への参加し、初めて公

的な発表の場において画家として登場した。

ハンガリー科学アカデミー美術史研究所資料館所蔵の「冬展」のカタ

ログには、モホイ＝ナジが出品していた記録がある0（資料Ⅱ－2）注78

出品作品は3点で、そのタイトル≪肖像（M．Z．訂dgpe）≫水彩、800コ

ロナ、≪トンネル（彪alag正）≫油彩、850コロナ、≪風景（職）≫水彩、

800コロナ、が記されているだけで、実作品は現存しない。現存する資料

の限りでは、この展覧会の規模、出品作家等の内容がいまひとつ明らか

ではなく、モホイ＝ナジがこの展覧会に出品することになった経緯につ

いても、現在までの研究では把握できていない。しかし確言できること

江78d〃emzeJfぶZαわ〝r♂～ 勧助成励ぬJWJ湖，13．0ld．展示番号154－156番
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は、1917年の戦場からの帰還後わずか1年足らずで、彼は明らかに画家

として出発したのであり、そのデビューはグループ「MA」の展覧会では

なく、ナショナルサロン芸術協会においてである、ということである。

亡命までのハンガリー時代のモホイ＝ナジの美術活動をみると、彼と

「MA」との間には、後のベルリン時代にみられたほどの密接な関係はな

かった。「行動主義」作家たちが『MA』を中心に活動を展開した第一次

大戦の時期には、彼は塑壕と野戦病院で過ごしており、「MA」グループ

の中ではカシャークやウィッツより8歳若く、美術家としてのキャリア

も彼ら程にはなかったからである。当時のモホイ＝ナジを語るものとし

て以下の手紙がある。

それはモホイ＝ナジがギムナジウム時代の親友イムレの兄で当時銀行

員であったバッハ・アルトゥール（BachArtdr1891－1926）に充てた1918年

7月2日付けの手紙で、そこには、「MA」の画家であるウィッツのアトリ

エを訪問した際の印象が書かれ、モホイ＝ナジのウィッツの絵に対する

意見を知るものとして興味深いものがある。

「親愛なるアルトゥール、

昨日の午後、僕はウィッツ・ベーラを訪問したのだが、そこには素晴し

い絵画があった。僕はそれらの値段について尋ねた。

僕は3点の絵画を選んだ。そのスケッチを同封する。（僕が措いたも

ので、ウィッツによるものではない。そこで目に止まったもの。）

油彩［1番］には、僕は全くそれに魅了されてしまった。君が見たら

きっと君も気にいるだろう。彼はそれに800コロナの値をつけた。
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［2番］は、インクと茶色の油絵の具で措かれていた。（これと、［3

番］の僕のスケッチは、よくない。急いでやったものだから。）

膝に子供をおいて、坐っている女、そして女は子供の髪を撫でている。

彼はこれに500の値段をつけた。それで、もっときれいな、より完壁な同

じジャンルのインク画を額屋で見た。坐っている女の。僕はそれの方が

もっと気に入った。それは800コロナだった。

3番は、小さな風景画の油絵。それはウィッツの昨年の秀作。これは500

コロナ。

君がここに来れば、特にインクと茶色の絵の具で描かれた素晴しい多

くの絵が観られるだろう。目下、彼はこれらの作品で彼の問題の解決を

試みている。

君がもっと作品を購入する場合には、まけてくれるだろう。貧しい人

にはお金が必要だから。

よろしく、

ラッツイ」注79

この手紙によれば、ウィッツの作品をモホイ＝ナジはスケッチし、そ

れをアルトゥールに送ったと認められる。ここで重要なことは、モホイ

＝ナジが実際にウィッツのアトリエを訪問し、1918年の力強い輪郭線で

措かれた表現主義的な作品に感銘を受け、作品価格を尋ねたという事実

である。

こうしてモホイ＝ナジは、「MA」の作家や彼らの活動に興味を示し彼

87，P6terLdsz16，Moholy－Nagypalyakezd6sehez，nSZa崎，1971，11sz・，1039－10970】d・
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らを通じて、美術への理解を深めていったのである。これを裏付けるよ

うに、後に彼が伝記作家アンクル・ネーメト（Antal N6meth）に充てた

1924年7月18日付けの以下の手紙からも知ることができる。

MAの定期的な展覧会やMAの知的活動を通じて、百分なりの美術の価

値規準を獲得した。ウィッツやネメシュ・ロンペールトとの討論を通じ

て、自分の誤りを明らかにしたり、中途半端な考えを完全なものにする

ことができた。この時期私は、全財産を画集に費やし、すべての時間を

絵画の勉強に当てた。古いものから新しいものまで、白分が出会ったも

のすべてを勉強した。こうして1920年まで、私の仕事は、MAの影響のも

とで試みられた。絵画や彫刻、そして他の造形において自分の個性を発

展し始めたのは、1920年以降であった。蜘

このように、1918年当時のモホイ＝ナジは「MA」の作家と言うには、

時期尚早という感は否めない。事実『MA』の誌上にも、1917年以降の

「MA」展にもモホイ＝ナジは参加してはいなかった。モホイ＝ナジがグ

ループ「MA」の一員として登場するのは、後述する1919年革命後である。

ここに結論として明らかなことは、第一にこれまで日本でしばしば述

べられた「モホイ＝ナジがグループ『MA』を結成した」ということは、

全くの誤解であること、第二にモホイ＝ナジは「MA」の活動に参加する

以前にナショナル・サロンの展覧会に出品していること、そして第三に

「MA」の活動を通じて造形への理解を深めていったことである。

注80Szab6Jdlia，TheBeginnlngOfLasz16Moholy－Nagy，AnUnkownCorrespondence，New

助J聯rん∽抄Jβr励■加vol．16，m0．57，pp189－190・
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第3章　ハンガリー革命とアヴァンギャルド芸術運動：1919

本章では第一次世界大戦末期、ハブスブルク帝国崩壊直後に起きた

1918－1919年のハンガリー革命及びその政権における芸術家の活動につ

いて論じる。ハンガリー革命は1918年10月30日に起きた革命と、その政

権（カーロイ政権）崩壊後の1919年3月21日に達成されたハンガリー＝タ

ナーチ政権（恥n畠∝k8力むsasag）との2段階からなり、芸術家が何らかの

形で政府の政策及び文化活動に関わるのは、第2次の革命政権、すなわ

ちハンガリー＝タナーチ共和国の時期である。

ハンガリー革命はグループ「8」の画家、「MA」の作家を含め急進的

志向の芸術家に多くの創造的エネルギーを与えた。即ち、この「社会革

命」は「芸術の革命」でもあった。この創造的な活動の正しい理解のた

めに、本章の初めに歴史的、社会的背景について一瞥する。

第1飾　ハンガリー革命と「行動主義」芸術家

11919年革命と「行動主義」の成立

1917年11月7日（露暦10月25日）に勃発したロシア革命の達成と講和宣

言は、ハンガリー国内においても大きな関心と共感を呼び、1918年に入

るとブダペシュト市内で反戦ストライキと暴動が相次いで起こった。10

月25日進歩的貴族カーロイ＝ミハーイ（Karolyi Mihaly）がブルジョワ反

対派および社会民主党と共にハンガリー国民議会を結成した。同月30日

ブダぺシュトに暴動が発生し、翌31日クーデターが勃発してカーロイは

首相に任命される。その翌日、前首相のティサが暗殺された。11月13日
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ハブスブルグ帝国皇帝カール（KarlI）がハンガリーの支配権を放棄して、

翌年の1月カーロイ政権が樹立された。これがいわゆる「ブルジョア民

主主義革命」または「ハンガリー10月革命」である。

一方、ロシア革命の影響から、ロシアでハンガリー人捕虜たちによる

共産主義者グループが結成され、10月革命の勃発後、共産主義グループ

の指導部にいたクン・ベーラ（KunBgla）とロシア革命を当地で経験した

兵士が帰国して、急進的知識人と共にハンガリー共産党を結成しロシア

に続く「社会主義革命」を主張する。

1919年2月20日ブダペシュト市内で失業者の大規模なデモ隊と警察隊が

衝突し、クン他共産党指導者の大部分が逮捕、投獄される。3月20日連合

軍がトランシルヴァニア全域へのルーマニア軍進駐を通告し、カーロイ

政権は内閣総辞職へと追い込まれた。翌21日社会民主党は、獄中のクン・

ベーラら共産党指導者と交渉して合同協定を作成し、社会主義政権「ハ

ンガリー＝タナーチ共和国沌血acsk弛むsas亘g）」の樹立を宣言した。

共和国成立によってクン・ベーラは解放され、外務人民委員としてソ

ビエト＝ロシアにならい、企業の国営化、土地改革を行った。しかし農

業労働者層を中心にした革命に対する不満の拡大、通貨価値の急速な下

落と工業生産の低下が起因して、反革命勢力による暴動が拡大した。4月

にはルーマニア軍とチェコスロヴァキア軍の攻撃が始まり8月、ついにブ

ダぺシュトがルーマニア軍に占領され、クン・ベーラは失脚、こうして
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新革命政府はわずか133日間に終わった。注81

この1918年から19年の革命の期間、国中が革命の興奮で沸き上がる中、

カシャークらグループ「MA」の芸術家は、政治的革命に自分達も積極的

に参加し革命の成功へと導こうとした。彼らは世界大戦終結後から政治

的プロパガンダの集会を行なった。それは革命に対するグループ「MA」

の意思表明の場であり、この時期のグループの性格を如実に物語ってい

る。

例えば、カシヤークは1918年別冊『MA：イデオロギー号』（A MA

vnagn62Cti kB16nszama）を発行し、これと同時に講演会を行った0注82講

演会はロシアの1917年革命を受けて、「資本主義と共産主義の芸術」、

また「芸術と共産主義」といった内容であった。また翌1919年の革命政

権樹立後の5月には、別冊町MA：1919年5月デモンストラティヴ号：革命

下の人民万歳！』（K6szdntBnkemberaforradalomban！）（図38）を発行し、

同様にこれと平行して講演会脚が行われた。

こうして展覧会やマチネーを開催していたグループの活動は、単に作

品発表の場をもつというのではなく、革命に対する共通の理解をはかり、

社会運動と直接結び付いた芸術の運動であることを明確に表明する方向

へと中心をおいたのである。つまり社会に対して「行動すること」その

江81革命史については、主に以下の研究を参考にした。ErvinPamlinyi（ed．），AHistory

ofHungary；Corvina，Budapest，1973．邦訳‥田代文雄／鹿島正裕『ハンガリー史』恒文社、
1980年。Mbgyaro頑tBrtbzetel／8kBtet・Abd血IiaiKiad6，Budapest，1988・羽場欠尾子『ハ

ンガリー革命史研究：東欧におけるナショナリズムと社会主義』勤草書房、1989年0
平田武「戦問期ハンガリー政府党体制の成立過程（1919－1922年）」『社会科学研究』
（東京大学）第44巻3号、1992年12月。

醜Szab6Jdlia，AMbgyaraktivizmusmav如et：1915－1927・Corvina，1981，7701d・

経る3プログラム：5月2日（金）夕方6時30分より、音楽アカデミー大コンサートホー

ルにて、革命参加者と青年労働者のためのプロパガンダ講演会。
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ものが目的化されたのであった。

1919年2月20日カシャークは、「MA」サークルにおいて「行動主義」

（Aktivizmus）と題した講演を行い、自らの芸術を「行動主義」と命名し

た。カシャークはこの言葉を以下のように説明する。

行動主義は、私たち社会運動における新しい術語であります。ハン

ガリー語に置き換えるとこのようになるでしょう：

直接の行為。私はさらなるそして包括的重要性をもって抑圧された人々

が、ただ白らの脈をもってのみ変わり得るような民衆の自発性と無防

備の社会の生のコントロールのために、説明したいのであります。こ

の風潮において、熟考のすえにブダペシュト行動主義グループが結成

されました。そしてこの目的性をもって行動主義グループはさらなる

運動を、すべての制度と独裁を、燃え尽きる個々の革命のために開始

することを望みます。脚

ここにハンガリー「行動主義」が誕生した。そしてカシャークは1919

年3月21日のハンガリー革命の達成直後の翌4月号から、雑誌『MA』の

サブタイトルを以下のように変更した。

第1巻1号一第4巻1号（1916年11月－1919年1月）

「文学と美術のための雑誌」（Irodalmi6skipz6m苗viszeti放）ly6irat）

第4巻2－3号（1919年2－3月）

「行動主義芸術のための雑誌」（Aktivistam量V6szetifbly6irat）

帥Kass畠kLdos，Aktivizmus，MA，46vf．4sz．，1919，dprilis．
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第4巻4－8号（1919年4－7月）

「行動主義芸術と社会のための雑誌」（Aktivista mnveszeti6s tarsadalmi

hlyd血t）

また1919年6月には1日と15日の2回発刊されている。このことはハン

ガリー革命がグループ「MA」に与えた影響の大きさを、言い換えれば

「MA」の芸術家が革命と呼応して活動を展開したことを如実に物語って

いる。しかしグループ「MA」の活動は、必ずしも政府の文化政策と共通

の見解をもっていたという訳ではなかった。カシャークらは「行動主義」

の名の下に政治に関与し、その過激なアヴァンギャルド性故に問題を引

き起こしていた。以下では、「行動主義」芸術運動と政治の関係につい

て、またタナーチ共和国の文化政策の下で、実際に芸術家達がどのよう

な活動を行ったかについて述べる。

2　芸術と政治

タナーチ共和国のクン・ベーラを党首とする共産党の基盤となってい

たのは、第一次世界大戦とロシア革命の影響下で成長した左派社会民主

主義者、革命的社会主義者とロシア帰りの共産主義者であった。左派反

対派としての立場をとっていたカシヤークら「MA」は、タナーチ政権樹

立以前から共産党と関係をもっていた。注851918年24日「ハンガリー共産

党（Kommunist孟k MagyarorszagiP叫a）」が設立されると、カシャークは

注5羽場欠尾子、前掲書、333－334貢。
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共産党による政権獲得を支持する活動をより活発に行った0注鎚　この時期

グループrMA」の活動は、社会主義革命に向けての闘争を目的とし、雑

誌『MA』は、青年労働者を鼓舞するための情報誌となった。グループ

rMA」の行う扇動的な集会はいつも成功に終わったという。注87しかし、

彼等の言動は政治に関する個人的な解釈であり、しかも具体的な方策を

持っていなかった。カシヤークは3月21日タナーチ共和国樹立が宣言され

ると、ごく初期の段階でその成功を高く見込み、共産主義の独裁的な野

心をもって、「行動主義」という名のもと自分達のグループこそが新し

い社会にふさわしい芸術家であるかのように、作家や文化人の間で倣慢

な態度をとるようになった。

タナーチ共和国樹立の翌日、即ち3月22日と23日、共産党青年労働者同

盟の作家たちは集会を開いた。これを機に劇作家モルナール・フェレン

ッ（M。lnalFer。nCe1878－1952）、町ニュガト』の編集長バビッツ・ミハー

イ（BabitsMihaly1883－1941）、モーリツ・ジグモンド（MdriCzZsigmond

1879－1942）、カシヤークを含む15人のメンバー鯛からなる作家の評議会

が編成され、新政権下で共産主義の文化の方向をどのように押し進める

かについて話合われた。そして3月25日『ヴィラーグ』（Ⅵlag）誌上にそ

騨カシヤークは1918年12月20日、社会民主党（MSZDP）から枝分かれした共産党青

年労働者同盟（ⅢMSZ）のその大望と本質において一致した声明「さらなる我々の道に
おいて」（Tbvabbamagunku卵n）を『MA』に発表した。SvedI・isz16，Kass独1両OSesa

Th丘csk6ztarsasigiqds毎imozgalma，AzMSZMPkB甲Ontibizotts卸P身ttdrtbletiinEketblek

J的，dirakz，1974，206vf・Budapest，163・01d⊥　Kass蝕埼OS，rIbvdbbamagunk呵れMA，3ivf・
12．sz．1918，138．0ld．

牲87SvedLasz16，R）id，168．0ld．

注射この時のメンバーは、BartaLajos，NagyLajos，OsvdtErn6，Kass紬Lajos，Halasi

Andor，R6V6szn三1a，Bir6Lajos，Frany6Zoltan，Rozv血yⅥlmost，GallovichK血oly；Molll丘r

Ference，M6riczZsigmondo，HeltaiJen6，BabitMihaly，KarinthyFrigyesであった0

臓止，168．0ld．
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のメンバーを発表した。

これに対してカシャークは、グループ「MA」のメンバーがいないことを

不満として、翌26日『ヴィラーグ』誌に対して以下の手紙を送りつけた。

信頼なる編集者様！

ヴィラーグ新聞火曜版を、私もタナーチ共和国の作家と呼ばれる組織

の一員として読みました。謹んで以下のことを掲載して頂きたく申し

上げます。

私は上記の委員会を知っていますが、私の同意なく選出されたもの

ですので、事後この報を知りましたことを、私自身の主義主張に基づ

き、ここに早速表明します。

敬具

カシヤーク・ラヨシュ注89

このようにしてカシャークは印刷メディアを通じて、グループ「MA」

が共産党の独裁的作家組織であることを主張するのであるが、評議会の

作家達がカシャーク以外の「MA」の作家を組織委員にしなかったことは、

彼等の実験的アヴァンギャルド芸術を必ずしも理解していたというわけ

ではなかったと考えられる。

カシャークは「MA」グループとの連名で、これとほぼ同時に以下のチ

ラシを印刷した。

注89Azir6kaTh畠csk6zt畠rsasagban．ml吻1919，m丘rcius25・
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革命家たちよ！

時代が君たちを生み出した。君たちは選ばれた！（略）

階級革命に平行して、我々の新しい芸術、新しいモラル、新しい生活

の形式を表した文化は破壊されない。今、すでに強化した信頼によっ

て、君たちの生活の光を灯せ。君たちの生活、新しい人々の自由、モ

ニュメンタルな生活を！共産主義者の文化を！　プロレタリアート

たちよ！（略）脚

カシャークは、このように熱狂的に青年労働者に対して呼びかけるの

であるが、共産主義の文化を築くための具体的な方針については、全く

述べていないのである。むしろこの挑発的書簡と印刷物の目的は、自分

たちが革命政府の公認の芸術家になることにあった。

またここで注目すべき重要な点は、この誌面にある以下の連名につい

てである。

作家：

バルク・シャーンドル　へベシ・イヴァン　　カハーナ・モーゼシュ

クドラーク・ラヨシュ　カーダール・エルジ　マーツァ・ヤーノシュ

レイテル・ローベルト　セールパール・アールパード

ゥーイヴァーリ・エルジ

美術家：

蜘ParttartenetiIntezetArchivum，Rpgy，Budapest．SvedLdsz16，”Kass孟kI頑OS6sa

恥Il畠csk6ztasas毎i帥S毎imozgalma一一，AzMSZMPkdq，OntibizotEs卸pLkttBrlbletiintkeEblek

βかJnm吼1974，m丘rcius20evf．，168－169．0ld．
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ボルトニク・シャーンドル　　　　ゲルゲイ・シヤーンドル

マーチィシュ・テウチ・ヤーノシュ　メジェシュ・ラースロー

モホイ＝ナジ・ラースロー　　　　パーツァイ・パール

ルツァイ・パール　　　　　　　　シュパンゲル・フェレンツ

ウィッツ・ベーラ

俳優：

ぺ－リ・ラースロー　シモン・ヨラーン　ヴィクトル・ラヨッシュ江91

ここに明らかであるように、モホイ＝ナジは冊A」の美術家として署

名している。彼は1918年に帰還し、美術家として創作活動を開始したば

かりであったが、早くも1919年3月において、「M現の関係者としての

場を明確に示したのである。つまりモホイ＝ナジが初めてグループ

rMA」との関係を見せたのが、この芸術公認問題をめぐっての声明文で

あり、芸術の表現において共通点があったいうよりも、むしろ政治と芸

術の在り方について、共通の問題意識があったと言えるのである0

カシャークが芸術公認の要求を表明した数日後、「MA」のメンバーの

一人ウィッツ・ベーラはプロレタリア独裁を主張し、1919年4月10日付け

『赤色新聞』誌上において「独裁が必要！」であると、以下のように明

言した。

絵画という芸術においても、今日の我々の社会システムに必要である

注仇Jわfd
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ように独裁が必要である。絵画という芸術においても、革命的芸術家

たちは反動的芸術家やブルジョア的改良の人道主義的世界観と対立す

る。ブルジョア的改良主義的人道主義は最も反動的な芸術家以上に悪

である。なぜならば、彼らがぐずぐず改革していることにより、革命

により打ち負かされ弱まった反動的な芸術家と世界観が再び強化する

時間を与えてしまうからだ。（中略）世界観の新たな強化によってす

でに衰退した保守的美術を追いやるのだ。プロレタリア独裁には、社

会革命の世界観をもつ芸術が必要であろう。脚

カシャークとウィッツにみられる「MA」グループの動きに対して、ル

カーチ・ジェルジは政府の共産主義文学に対する基本原理を表明した通

告声明を、以下のように『赤色新聞』に発表した。

雑誌『MA』は、教育人民委員会の公認の機関誌ではなく、そして今

後もなり得ない。『MA』の周囲に集まった作家と彼等の芸術的傾向と

は、教育人民委員会は、他のすべての名誉ある誠実な芸術家の心情と

比べてそれ以上にも、それ以下にも関係を持たない。（中略）

教育人民委員会はいかなる傾向、あるいはいかなる党派の文学をも

公的には支持しない。『共産主義者』の文化綱領は、単に良い文学と

悪い文学を区別するだけであり、社会主義者でなかったことで、シェ

ークスピアやゲーテを排除したりはしない。しかし、我々は社会主義

の名を以て、素人芸を芸術に持ち込むつもりはない。『共産主義』の

枇Uitzula，7－Diktatdrakell！日，V∂rBs【旗密，1919，孟pri1islO，80ld．
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文化綱領は、最も高レベルの、そして最も純粋な芸術をプロレタリア

ートのために提供すること、そして政治的手段によって荒廃した論説

一詩によって本来の味わいを損なうことを許さないこと、である0政

治は単に手段であり、文化が目的なのである。旺93

この声明で表明されたように、ルカーチの文化・芸術の政策は寛容で

はあるが、基本的には伝統を重んじ、アヴァンギャルドに対しては「素

人芸」と見なし無理解であった。この後の6月14日、全国党大会第二日目

においてルカーチは、「ブルジョワジーの精神的暴力組織、教育、新聞

を自由に活動するままに放置することを許してはならない。これらは、

プロレタリアートの組織に変えていかなければならない。また、そこに

おいて、プロレタリアート以外の視点に正当性を与えることを許しては

ならない。」脚　と演説した。この中で彼が指摘したブルジョワジーの組

織とは、rMA」を指している。そして、クンの見解もルカーチと同様の

立場にあり、「カシヤークとそのグループによって代表されるアヴァン

ギャルド的な方向性を、ブルジョワ的デカダンスと同一視」往95し、「MA」

グループを批判した。

カシャークはこの批判に対して、クンの自分たちの活動に対する理解

に疑いをもち、『MA』の活動の経緯を説明した公開状「芸術の名のもと

にクン・ベーラへの手紙」（LeV61KunBilahozam缶veszetneveben）を即日

綴り、翌15日の『MA』誌上に掲載し、公然と抗議する0（図39）

蜘Luk畠csGy6rgy，‖Felvilagositasul一㌧VbrdstHs忽 1919孟prilis18，4・01d・

脚ケぺツイ・ベーラ、羽場欠亀子訳、前掲書、43－44頁。

脚前掲書、44頁。
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「親愛なる同志クン！（中略）これまで『知的』芸術と呼ばれてきた

消極的な美学の緩慢な潮流と、私たちの行動の精神を表現したものとを、

最初に区別しておきたいのです。」と述べ、カシャークは、自分たちの

アヴァンギャルド芸術は、ブルジョワ的「高級文化」ではないことを強

調し、この手紙を出すことは「自分たち白身のためではなく、革命のた

め」緋にあるのだと主張する。そして「厳しい戦時下の中での『MA』の

運動の勇敢な立場」注97を表明した。

カシャークは革命政府を支持し、共和国議会の文化政策には積極的な

協力の姿勢をみせるが、政府の文化・芸術への干渉に対しては、批判的

であり自由であるべきだと主張していた。しかし一方でカシャークは極

端な左翼的偏向を示し、政府公認の芸術という立場に立とうとしていた

のである。実際にルカーチが晩年、「コミューンの公認詩人でいること

がカシャークの名誉欲だった」注98　と述べているように、カシャーク白身

は「政府の文化・芸術への干渉」を非難する一方で矛盾した様相を見せ

たのである。つまり争点は、芸術の社会的責任をめぐって、本来権力支

配を受けない白由な個々人の精神的世界である芸術と、文化の基盤を作

る政治との関係を問うことにあった。ここには、本来社会構造のアウト

サイダーであるアヴァンギャルドがその指導性を極端に突き進めた場合、

新たに支配構造が生まれるという矛盾が露呈されているのである。

注96Kass孟k叫OS，LevelKunBdahozam苗veszetnev6ben，M，46vf．7sz．，1919j血ius・

脚Kass丘kL可OS，qP・Cit・，256・01d・

蜘1969年に収録されたインタビューの中でルカーチは「カシヤークの文学作品に特

別の敬意を感じたことは一度もなかった」と述べている。ジェルジ・ルカーチ、イシュ
トヴァーン・エルシ編、池田浩士訳、前掲書、113頁。
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3　タナーチ共和国の文化政策と芸術家の諸活動

i　ルカーチ・ジェルジの文化政策

1919年3月21日、ハンガリー＝タナーチ共和国樹立が宣言されると、ル

カーチ・ジェルジ（hk孟csGy6rgy）脚は教育人民委員代理注100に任命され、

プロレタリア独裁の厳しい理念を文化領域において徹底した。この時期、

革命的芸術家がどのような活動をし、社会的文化的貢献を果たしたかは、

タナーチ共和国の文化政策、直接的にはルカーチの思想に拠るところが

大きい。そしてこの間題は、ハンガリーの近代のイデオロギー的、文化

的精神世界の諸問題に関与している。ここでは具体的に実行された政策

及び芸術家の活動を述べる。

全国党大会第2日目においてルカーチは、「ブルジョワジーの精神的

暴力組織、教育、新聞を自由に活動するままに放置することを許しては

ならない。また、そこにおいてプロレタリアート以外の視点に正当性を

与えることを許してはならない。」注101と演説し、文化を労働者階級の手

中にする理想を表明している。このプロレタリア主導の構想を実現させ

るために、改革を熱望する知識人を指導陣の中に取り込み、このスケー

ルの大きい改革をわずか4カ月半で押し進めた。ルカーチは後にこの文

蜘ルカーチが共産党に転向したのは、大戦終結直後のことである。中央権力敗北に
伴うハブスブルグ体制の崩壊の結果、1918年11月16日、以前の野党指導者ミハーイ・カ
ーロイを首班として、ハンガリー共和国が樹立された。その翌日、ロシアで捕虜になっ
ていた共産主義者クン・ベーラと数人の同志が、共産党を組織する目的でブダペストに

到着した。1918年11月24日、共産党が結成され、ルカーチは12月2日に入党した。Georg
H．R．Parkinson：GeorgLuk丘cs．青木順、針谷寛訳『ルカーチ』1983年未来社。

注100この時、教育人民委員は社会民主党理論誌の「社会主義」のかつての編集長ジグ
モンド・クンフイであった。

注101K6匹∝i髄la，山々血ブタJ如皿，指頭如eJ椚f助e椚Je，1979・ケぺツイ・ベーラ「1919年
におけるルカーチ」『ルカーチとハンガリー』未来社、1989年、44頁。
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化政策について回想し、以下のように語っている。

芸術諸部門の指導は、人民委員部によって任命された芸術監督局が

引き受け、ここでは最良の人たちが活動した。音楽監督局ではバルト

ーク・ベーラ、ドホナ一二・エルネ一、コダーイ・ゾルターンが、美

術の領域ではケルンシュトク・カーロイ、ベレー二・ローベルト、ポ

ール・ベルクラン、フェレンツ・ベ一二、フェレンツ・ノエーミが働

いた。また、文学監督局には、『こユガト』に始まり、最若年グルー

プーカシャーク・ラヨッシュとデーリ・ティボールのことを考えてい

るのだが－いたる全作家が参加した。進歩的急進的文化運動全体がタ

ナーチ共和国の文化政策に奉仕した。注102

このような文化政策の一端としてプロレタリア美術工房

（Proletarkepz6maveszeti tanmdhely）の設立があげられる。共和国政府は5

月1日付け『赤色新聞』に美術工房についての広告を出した。

芸術人民委員会は、プロレタリア美術工房を才能のある青年労働者

のために設立する。学生のうちからさし当たり20人から30人の最も優

秀な者が常に工房で働く予定である。したがって、他のいかなる仕事

に従事する必要もない。残りの学生は当面ここでは白由である。夜間

の授業を受講することになる。工房は美術家ウィッツ・ベーラが学長

江10ZA取Il畠csk6ztarsas卑gkultdrpolitik勾a，肋gyariroddlom－magyarkultt2m，Budapest，1970，

626－6300ld．ルカーチ・ジェルジ「タナーチ共和国の文化政策」丸山珪一訳『ルカーチと
ハンガリー』未来社、1989年、192頁。
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として運営にあたる。絵画の授業はロンペールト・ヨージェフが、彫

刻の授業はメジェシイ・フェレンツが担当する。3人とも芸術の才能

があり、労働者から身を立てた。学校の教室はアンドラーシ・ジュラ

伯のドナ河畔の宮殿になる予定。注103

工房設立の目的は、ここから生まれる画家や彫刻家たちの文化活動に

おける技術面、精神面における貢献にあった。注104また指導者の名前から、

工房における指導内容は「行動主義」芸術の傾向にあったと言える0こ

のように流派を越えて、画家チョントバーリ（Co血γ血y）を除くほとんど

の革新的芸術家が政府の仕事に関わったのであった。注105

ii　政治ポスター

教育人民委員会ポスター部では、『ネープサヴァ』のグラフィックデ

ザインを担当していたビロー・ミハーイ（BirdMm叫1886－1948）が責任

指導した。ビロー・ミハーイは、ヴィラーゴシュシヤーグ出版社

（Ⅵlagoss尋gKiad6）の編集長で、『ネープサヴァ』で働いていた兄のビロ

ー・デジェーを通して、この雑誌に労働者を代弁をするポスター（図40）

を措き、労働者の階級闘争運動の鼓舞に努めた。1918年から19年にかけ

て制作されたビローのポスターには赤いフリジア帽子（フランス革命の

時、共和政体の象徴となった自由の帽子）をかぶった労働者が登場し、

注my∂触り∫身，1919mかSl，6・01d・

it104PassuthKrisztina，JサOIcakFbs鹿zete，Corvina，1967，12901d・

帥美術大学の教授には、チョーク・イシュトバrン（Cs6kIstv血）、ポール・ベル

タラン（P血加血an）、ヴェドレシュ・マールク（Ⅵ血闇M独）が任命された0肋紗βr
7℃〟血だ略8／1．k6t．，249．dd
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デモクラシーを叫ぶ。例えば≪共和政体を！（K傲沈むsas毎Ot！）≫（図41）

と銘うったポスターには、この男がハブスブルグの王座を倒している。

また、≪さらば！オーストリア＝ハンガリー帝国　（Bdcsdztat6　halotti

6nekazosztr孟k－magyarmOnarChiaftlett）≫では、双頭の鷲（ハブスブルグ家

の象徴）を棺に納め、また1919年3月21日の革命をテーマにした≪悪党め！

これがお前らの望みか？（Bitangok！E加akartdtok？）≫では、ベルサイユ

条約の結果と協商国側の高圧的態度に対する新革命政府の意志表明を赤

い男の手によって表現している。

また、グループ「8」の作家ポール・ベルクランはセザンヌ風ヒーロ

ーの人体と表現主義的な背景を組み合わせた≪万国プロレタリアートよ、

団結せよ！≫（Ⅵlagproletadai，egyS坤tek！）（図42）を措いた。ダイナミッ

クに画面に翻る赤い旗と画面上部の赤い文字とが視覚的効果を高め、メ

ッセージ性の強い表現となっている。

一方「MA」のウィッツ・ベーラは効果的な画面構成によって民衆の支

持を仰ぐように、ポスター≪赤軍兵士、進め！≫（V6r6sKatonak，E16re！）

（図43）を措いた。画面の兵士の体型は規格化され、顔は表情を極端に省

略し、遠方から進軍している様子が明解に認識される。武装した4人の

兵士を先頭に終わりなく続く軍団は、現実の大衆に向かって社会変革の

士気を促している。画面全体が白と黒に色調で抑えられ、共産主義を象

徴する赤色のボールド体文字が力強く映えている。この力強いメッセー

ジをもったポスターは、縦横123×180cmの巨大サイズによって街路の壁

を覆い尽くし、そのことによって都市環境そのものを変革したのであっ

た。（図44）
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この状況に対して、美学者であり批評家であるヘベシ・イヴァーン

（HevesyIv血1893－1966）は、メッセージ性の強いグラフィックを美術の

一分野として位置付け、「新しい絵画はモニュメント的で、宣伝的で行

動的であり、ドラマティックな強さと単純さは、街頭ではまさにポスタ

ーとなって出ていかなければならない」注106と論説した。

以上のことから、カシヤークが1916年『MA』発刊の際「ポスターと新

しい美術」の中で述べたポスターの目的を美術家白身が認識し、革命と

共に現実化したのである。

ではこのような政治ポスターは、ハンガリーのデザイン史上どのよう

に位置づけられるであろうか。

ヨーロッパにおいては18世紀末リトグラフが開発され、19世紀にはフ

ランスを中心にロートレックやミュッシャ、ジュール・シェレといった

画家によって視覚的効果を狙った絵と文字を構成した作品が制作された0

それらはタブローに基づいた版画ではなかった。大衆を対象にした複製

芸術そのものであって、つまり商業経済生活における需要から生まれた

「ポスター」という美術の一ジャンルを形成した。一方ハンガリーにお

いては、世紀転換期にブダぺシュト観光広告のためにポスターが制作さ

れてはいるものの、それらは文字を書き込んだ貼紙のようであり、フラ

ンスのそれのようにメッセージを強調するために対象の平面化、簡略化

といった近代デザインの特徴は薄い。むしろ「大衆」を対象とし、より

メッセージ性の強調された近代的作品は、革命期アヴァンギャルド画家

によって制作された政治的グラフィックに見ることができるのである0

注106HevesyIvh，Azqjplakdt，MA，4ev・5sz・，1919・
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さらにこの政治ポスターをハンガリーのグラフィック作品の造形上の

展開から考察するならば、後述する1920年代後期のバウハウス様式に刺

激された商業ポスターの前身であり、また目的性においては、1989年の

体制転換前後に数多く制作された政治ポスターの源流といえよう。

iii　メーデーの街頭装飾

1919年5月1日メーデーの日、ヴァーゴー・ヨージェフ（Ⅴ毎dJdぉef）

は、プロパガンダのポスターの他、建築、彫刻による60～70点の街頭の

装飾を計画した。ブダペシュト市内の19世紀の歴史的建造物には赤い垂

れ幕が掛けられ、門やアーチは、直線的なオベリスク、ピラミッド、球

体に改造された。（図45）例えば英雄広場の半円形のプランを措くコリン

ト様式の列柱、その柱の間にはハンガリー黄金時代を築いた英雄達の像

が立ち並んでいたが、それらを覆い隠すかのように赤い壁が建造された。

広場中央の勝利の像は直線的なオベリスクとなり、前方には労働者を抱

擁する白いマルクスの像が掲げられた。また、市内の広場には栄光の象

徴であるピラミッドが設置されて頂には後の共産党のシンボルとなった

赤い星が置かれ、軍旗にはハンマーと鋤のサインが登場した。（図46）こ

の日、街頭装飾には、ロシアの10月革命のフェスティバルの4分の1に

相当する四百万コロナが費やされたと言われている。注107

タナーチ共和国では誰もがあらゆることが可能であり、理想を現実化

しうると信じていた。ルカーチ自身「根本的に新しい世界を築きあげる

注107szabo－MarosiJulia，lHungarianPo】iticalChangesin1918－1919：Evolutionand

RevolutionintheArtsandPolitics：27bcongr由htematLonald臨めrire鹿IArtSLrasbourgi

1992，p．126．

β4



君3卓　′1ンガリー革命とアヴァンギャルド芸術運動　柑柑

のだ」と考えていた。注108　このユートピア的雰囲気と革命の興奮が生み出

したエネルギー、そしてこの1919年、一時的にブダぺシュト市内の広場

を飾った幾何学的形態の革命のための記念碑や地球を模した球体は、タ

ナーチ共和国挫折後の亡命先で生まれたアヴァンギャルド芸術家たちの

作品の基本構想に生かされることとなる。例えば、カシャークの≪絵画

建築≫の草案、モルナール・フオルカッシュの≪赤いキューブの家≫、

モホイ＝ナジの≪球体劇場≫デザインは、いずれもメーデーの日の街頭

装飾から霊感を得たものである。

iv　国有芸術作品展覧会

ルカーチは、すべての文化遺産及び図書館、美術館、劇場などの文化

施設の国有化政策の一環として、美術史家、美術館職員に依頼して、ハ

ンガリー国内にある私蔵美術品の調査を行い、国内外の現代作家の現代

作家の作品を購入した。この政策は、「資本主義の特徴である芸術家と

芸術との商品的性格の排除」苧109　という目的に基づいて実施されたもので

あった。これら国有化した美術作品は、ムーチャルノック美術館

（MBcsrnok）開催の「国有芸術作品展覧会」によって一般に公開された。

この展覧会の内容の詳細を明らかにすることは難しいが、現存する資

料として1919年6月15日（日）付け新聞『ネープサヴァ』と6月18日（水）

付け共産党機関誌『赤色新聞吊こおいて、唯一概要を知ることができる。

『ネープサヴァ』の記事によれば、6月14日午後5時ムーチャルノック

注1鵬ルカーチ・ジェルジ、前掲書、193真。

珪1個ジェルジ・ルカーチ、イシュトヴァーン・エルシ編、池田浩士訳『生きられた思
想一対話による自伝』白水社、1983年、108頁。
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美術館にて行われた開会式でルカーチは、「最も価値ある美術作品を国

有化することが重要であると考える。過去の反社会主義の時代のモニュ

メント、偉大なる遺産を所有し、それらを次の世代に受け継がなければ

ならない。」江110　と展覧会の目的を述べ開会を宣言したとある。展覧会の

会期は記していないが、作品総数715点の大規模な展覧会であった。しか

も社会主義美術作品ではなく、ハンガリー国内外の16世紀から現代まで

の絵画、彫刻作品が展示されたのである。出品作家については、フラン

ス印象派のクールベ、マネ、モネ、ドラクロワ、シスレー、ピサロ、ル

ノワール、ドーミ工、イギリス画家ローレンツ、ボニングトン、ターナ

ー、また、レンブラント、ルーベンス、ゴヤ、そしてハンガリーの画家

としては19世紀の巨匠パール・ラースロー（P孟lusz161846－1879）、ムン

カーチ・ミハーイ（Munkacsy Mihaly1844－1900）、メーゼイ・ゲーザ

（Mesz61y G6za　1844－1887）、バラバーシュ・ミクローシュ（Barabas

Mklds1810－1893）、ロッツ・カーロイ（bkKaroly1833－1904）の名が前

述の『ネープサヴァ』の記事から認められる。

この時、モホイ＝ナジの1919年制作の素描≪女の頭（N6i呵）≫（図47）、

≪ヴェシェロヴスキー・フェレンツの肖像（Ⅵ屯selovszky Ferenc Portr句a）

≫（図48）、≪地方（呵呵爪ban）≫（図49）、≪座る男（016琵戒）≫（図50）

の4点が政府に買い上げられた。事実上これがモホイ＝ナジの画家とし

てのデビューであった。現在、これらの作品はブダぺシュトのハンガリ

ー国立ギャラリーに所蔵されている。

注110M品由zet－Irodalom：AK6ztulajdonba孟tvettmiit血gyakki511itasa，N勿SZaVq1919，junius

15，8．0ld．
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第2飾　モホイ＝ナジの「MA」への参加

モホイ＝ナジは1919年革命成立後の5月15日、自分の将来についての心

の内を手帳に記した。

戦争中、そしていまもなお、それ以上に、ぼくは社会への責任を感

じている。良心は始終ぼくに問いかける。この革命の時期に画家にな

ることは正しいことかと。すべての人間が全くのところ食うことの問

題に頭をかかえている時に、ぼくだけが芸術の特権を求めてていいの

か。

過去数百年の間、芸術と現実とは共通のものがなかった。芸術を創

造する個人的な満足は、大衆の幸福に寄与することはなかった。

ぼくは長い汽車旅行で多くの男女といろいろ話し、食べものの他に

なにが必要なのか分かった。ぼくはようやく動物的な幸福という意味

が、はっきりと把握できた。そしていまや、もし、もっとも適切な方

向へ自分の一番すぐれた才能を向けるとすれば　－　そうすることの

意義とぼくの人生を誠実に、完全に、把握しようとすれば　－　そう

すれば、画家になることが正しいのだ。光、色彩、形態を通してぼく

の生命、創造力を企投することが、ぼくの資質なのだ。ぼくは画家と

して生涯を捧げることができる。江111

こうしてモホイ＝ナジは、大戟後から革命時代に画家としての生き方

を方向づけた。彼は「MA」の活動や画家達との交流を通じて、自己の表

注111SibylMoholy－Nagy，甲．CiL，P．12．シビル・モホイ＝ナジ、前掲書、27－28頁。
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現を獲得していくのである。具体的に作品における転機が、1920年以後

ベルリン時代までのわずかな期間に見ることができる。

彼は生涯を通じて数少ない風景画を1918年から19年に制作した。それ

らの作品にみられる表現は、段階を踏みながら確実な変容を見せている。

特に1918年と19年の作品を比較すると、そこには大きな発展が認められ

る。例えば第2章で述べた≪家のある風景≫（1919）では、前年制作の

≪ブダの丘≫（図51）で描いたオリーブ・グリーンの曲線的な丘を再び措

いているものの、その形態はより単純化、パターン化され、白壁と茶褐

色の屋根の家は太く力強い輪郭で囲まれ、その色彩のコントラストを強

調している。さらに単純化された矩形の家々は前後に入り組み、単純で

あると同時に動きのある空間を措いている。

この作品に特徴的な形態の単純化、パターン化してさらにそれらを組

み合わせる表現は、グループ「MA」の画家ボルトニクの平面的な群像画

に共通性を認めることができる。例えば1918年に制作されたボルトニク

の油彩画≪6人のコンポジション≫は、キュビズムの手法によって抽象

化された人物をより平面化し、太い直線の輪郭によってパターン化して

おり、モホイ＝ナジの作品に新しく試みられた手法はこのボルトこクの

絵画表現に非常に類似しているのである。

モホイ＝ナジは日常的な題材を記録していた1918年以前の素描から発

展して、純粋に造形上の問題一色彩、線、面をどう扱い、絵画空間をど

う措くかという問題に取り組み始めたのである。そしてここで彼が兄い

だした表現は、感情や情念を表出する表現主義的描写ではなく、彼の目

の前に広がるハンガリーの大地を、世界を、抽象化し構成する絵画であ

gg
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った。つまり、ハンガリー行動主義が目指した「新しい世界観の構築」

というスローガンに対応する絵画であり、1920年に彼がベルリンで大き

な飛躍を遂げる第一歩は、「MA」の影響のもとで培った芸術観の具体化

であると言える。

では1919年のタナーチ共和国時代に、モホイ＝ナジは政府の文化政策

に関係して、芸術家としての活動をしたのであろうか。

実際のところ、彼は芸術的才能を公的活動に奉仕することはなく、無

論カシャークやウィッツのような指導的立場にはなかった。それは美術

家としての経験が浅いということよりも、むしろ共産党の指導者に受け

入れられなかったことが要因であったという。妻シビルによれば「ベラ・

クンが憎むべき束縛を打壊し、ハンガリー＝タナーチ政権を宣言した時、

モホイは、多くの同世代の仲間と一緒に、彼の姿に新しい救世主をみた。

若者特有の情熱をもって、モホイは、自分白身と芸術とを共産主義政権

に投げ出し、進んでその指導に当たろうとした。しかし彼は受け入れら

れなかった。」注112というのである。

タナーチ共和国時代、プロレタリアート美術工房の設立にみられるよ

うに、共産主義を支持し階級闘争を成功させれば、無産者階級も教育を

受けることができ、だれもが労働と幸福を享受できると、行動主義芸術

家達は楽観視していた。だが、モホイ＝ナジは革命の沸き立つエネルギ

ーに単に同調するのではなく、むしろ政府の政策に対しては批判的であ

り、客観的に社会の変化を見据えていた。彼は民族対立、搾取といった

社会矛盾を露呈した世界大戦をその前線で4年間体験し、また数百年も

注11ユシビル・モホイ＝ナジ、前掲書、認頁。
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の間、ハブスブルグ帝国に支配され、同時に国内にあっては他民族を支

配してきたマジャール人国家の二重支配構造の社会問題が、単に階級闘

争だけで解決できるものではないと理解していた。地主階級の生まれで

あるモホイ＝ナジは、軍隊においても士官の地位にあり、同時にユダヤ

系出身であったことから、革命時代党の指導者からは疑いを持たれ、ま

た不満のはけ口をユダヤ人排斥に向けた人々の視線を受けなければなら

なかった。

モホイ＝ナジはタナーチ共和国成立のちょうど一年後、即ち1920年3

月21日、亡命中のウィーンで革命に対する意見を記した。

革命の指導者たちは、切なる民衆の精神的、物質的な要求を解決す

るかわりに、歴史的唯物論や、中立地帯とか国力とかに大わらわであ

った。なんという矛盾だ！付け焼き刃の革命で、彼らは革命の真の

意味を忘れた。生活内部の革命を推進させることを忘れた。文化につ

いてもなおざりにした。彼らの革命は“革命的変革’’ではなかった。

彼らの共産主義経済の姿は新たな生産供給のシステムではなかった。

それは単に生産供給について決定する権力の変更にすぎなかった。こ

の実利的な共産主義は、企業合同、企業組合組織、国家保証、国家保

護そして絶対的な国家指導者の階級制度などを根拠とした資本主義の

別の姿である。注113

これがモホイ＝ナジの革命に対する見解であった。そして彼の共和国

凱3シビル・モホイ＝ナジ、前掲書、29貢。
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政府に対しては、すでに前節でふれたように、グループ「MA」が政府公

認の要求を申し出た際、他のメンバーと共に署名しており、ほぼ彼らと

同じ立場をとっていたものと考えられる。即ち「MA」との関係がこの共

和国政権下の数カ月の期間に生まれ、そして1919年の暮れには「MA」の

芸術家の一人として認められるまでに成長したのである。それはモホイ

＝ナジのハンガリー時代最後の展覧会が「MA」のメンバーの一人である

ゲルゲイ・シャーンドル（GergelySandor1889－1932）との2人展であった

ことからも、両者の関係を見ることができる。

2　セゲドにおける2人展

革命の挫折後反革命勢力が政権を握ると、モホイ＝ナジはギムナジウ

ム時代を過ごした南部の都市セゲドへ戻った。セゲドではフランス軍占

領下にあり反革命「国民軍」が組織され、「MA」と関係のあるモホイ＝

ナジにとってはむしろ危険な場所であるにもかかわらず彼が移住したの

は、青年時代の思い出の地であり、同時にグループ「MA」と自分とを繋

いでおくためである。

セゲドでは1918年12月29日「MA」プロパガンダのための地方における

最初のマチネーが行われ、この地ではグループ「MA」の彫刻家ゲルゲイ・

シャーンドルが1917年以来制作活動をしていた。トランシルバニア地方

バーシャールヘイ（Vasarhely）出身のゲルゲイは、工芸美術学校を卒業後、

1912年から14年までミュンヘンで彫刻を学び、1918年9月の第3回「MA」

展に出品するという経験を持つ作家であった。この1918年のマチネーの

際には、「MA」のメンバーで詩人のユハース・ジュラ（Juh孟szGyla1883－

タブ
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1937）がオープニングの挨拶として「MAの道と目的（AMA叫a由cqa）」

と題する講演注114を行ったのだが、彼はこの講演の中でゲルゲイについて

「ゲルゲイの造形は、最終的な単純化という最新の表現によって、基本

的形態を絶対的芸術へと統合させる」注115　と述べ、この彫刻家の単純で、

バルカンの風土を想い起こさせる量感のある抽象彫刻を賞賛している。

このような土地柄故に、モホイ＝ナジが移住の土地として選択したので

ある。

モホイ＝ナジはタナーチ共和国の崩壊した1919年8月1日、セゲドに戻

るとその日ゲルゲイに会い、彼のアトリエの隣に部屋（ギゼラ広場4番

Gizellat6r4．現在のJ6kai通り11番）を借りて、ゲルゲイのアトリエを共

同の仕事場とした。そこにはユハース・ジュラをはじめとする「MA」の

メンバーが常に出入りしていたという。江116

1919年11月1－5日、このアトリエを会場にモホイ＝ナジとゲルゲイは

二人展を開催した。（図52）これはモホイ＝ナジにとってハンガリー時代

最後の作品発表であり、同時に「MA」の芸術家として世に登場した最初

の展覧会であったと言える。

しかし展覧会と言っても、会期わずか5日間、会場は自宅であり、想

像するにその規模は小さなものと思われる。この展覧会の内容について

は、カタログ、会場風景写真等の資料は現存しておらず、新聞批評の情

報から推測する他はない。

注114JuhaszGyula，AMA叫a6scqa，MA，4・ivf・1・SZ・1919janu血

江n5乃fd

Bl16peterL由zl6，TheyoungyearsofMoholy－Nagy，〃釧mLngarianQuarteゆ，VOl・13，nO・46，

1972，p．70．

タ2



粛3章　′lンガリー革命とアヴァンギャルド芸術遅効二　柑柑

10月31日付け『セゲドとその地方新聞』で詩人ユハース・ジュラはこ

の2人展について展評し、以下のような過大な評価を記した。

かつてない、ヨーロッパ的レベルの重要な芸術が、私たちの街に、

この片田舎の、セゲドのアトリエに出現したことを宣言しなければな

らない。最も純粋で、最も厳しい今日の芸術家の努力の素晴しい勇敢

さと力強い表出を、観衆はここに観る。そして高いレベルの感覚と精

神を持った観衆は、芸術家に対する敬意を表し、彼等の才能と勇気の

前に脱帽するだろう。注117

数日後、この詩人は11月4日付け『南ハンガリー新聞』において、再び

論評した。

これらの芸術作品すべての新しい精神と新しい形態は等しく新しい視

点と魂を必要とする。すなわちここでは、古い知識など何の硬にも立

たない。クラシックな、そしてロマンティックな流派の知識などでは

不十分である。自然主義者や印象主義者のドグマでさえ十分ではない。

なぜならこれは全く新しい芸術であり、印象主義を超越している。エ

ジプトやネグロの造形に、また日本の絵画や色彩の文化に戻らなけれ

ばならないような新しい芸術である。新興の世界の精神は、この若く、

たくましく、そして勇敢な芸術に浮揚している。つまり、これらの線、

色彩、内容と形態は、明確に定義されたものではなく、すでにそれ白

軌7助曙edゐy肋，1919，Oktdber31．
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ら主張されたものとしての生き生きとした力強い芸術と密接な関係が

ある。それはバルトーク・ベーラの音楽に浮揚しているような、ある

いはウォルト・ホイットマンの自由詩の中の歌やペリクレスの時代も

しくはルネッサンスの時代と同じくらいラジカルであり、またそれは

疑いもなく、地球の芸術的トーンを刷新するような芸術と密接に関係

しているのである。注118

この論評を分析するにあたり、これが多分に「MA」の宣伝であったこ

とを加味しなければならない。実際に展示された作品と展評を照らし合

わせてみるならば、この時点でのモホイ＝ナジの作品は、具象に基づい

た表現主義の絵画の域を脱してはおらず、ゲルゲイの彫刻においてもキ

ュビスムの傾向の見られる作風であり、ユハース・ジュラの論評は過剰

なまでに急進的とも受け取れる。そのことは、当時のハンガリーの芸術

界においては、表現主義の絵画やキュビスムの彫刻はまさに前衛であり、

それらの傾向が社会的、歴史的な評価の定まらない時代の「行動主義」

芸術の表現であったと理解できる。

前述したように、展覧会内容は不明で、出品点数もはっきりしないが、

アポロ一・フェレンツ（Apr6Ferenc）の研究注119によれば、次真に列記し

た作品が展示されていたという。

注118Ddbnagyarorsz密，1919，nOVember4．

注119Apr6Ferenc，Moholy－NagyLisz166sGergelyS血dor1919－eSSZegedikiallitasa，

〟gv血eJ，166vf．3sz．，1975，34－35．0ld．
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モホイ＝ナジの作品

≪自画像（bnarck6p）≫

≪座る労働者（018munk丘S）≫

≪フィッシュホフ・アーゴタのポートレイト（FischhofAgotaportr句a）≫

≪モーラ（Mdra）≫

≪手芸をする女（K丘zimunk五感n8）≫

ゲルゲイ・シヤーンドルの作品

≪タブ（取bu）≫（図53）

≪彼の肖像（dnportre）≫

≪トルソー（Tbrsd）≫

≪ユハース・ジュラのポートレート（J油虫zGylapo血6）≫

≪母と子供（Anya6sgyermeke）≫

≪ダンサー（T血cosn6）≫

≪モホイ＝ナジのレリーフ（Moholy－NagyLdsz16－Plakett）≫（図54）

こうしてモホイ＝ナジは、ゲルゲイとの2人展によって確実に「MA」

の作家として活動し、亡命後はハンガリー「行動主義」芸術家の代表と

して国際舞台に登場するのである。
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第3節　革命の挫折と亡命

本章第1節では、社会主義革命と共和国の時期において、行動主義芸

術家がどのように社会参加をし、その結果どのような新しい芸術が誕生

したかを考察してきた。しかしこのダイナミックな活動も、革命の挫折

によって終息されられる。1919年暮、革命政府政治家や知識人と同様に

「MA」の作家は活動の危機のみならず生命の危険に追い込まれ、国外へ

逃亡する。従来の美術史研究では歴史的認識の不足から、この亡命につ

いてしばしば社会主義政権下において逃亡したと解釈している。注120　した

がってここで彼等が亡命に追い込まれた状況を正確に把握するためにハ

ンガリー革命史を一瞥する。

1919年8月1日のクン・ベーラ失脚後、反革命的、反ユダヤ的、反マル

クス主義の右翼急進派によって、共和国成立前に戻そうとする動きが起

こってくる。即ち8月2日、右派社会民主主義者ジュラ・パイドルを首

相とする「労働組合政府」が成立し、私有財産制の復活と共産党員逮捕

の秘密指令が発せられる。しかし4日後の8月6日、ルーマニア軍の支

持を受けたフリードリヒ・イシュトヴァーンのクーデターによって「労

働組合政府」は倒される。フリードリヒ政府はフランス軍占領下にあっ

た南部の都市セゲドで将校や下士官を中心に組織された反革命「国民軍」

と連絡をとり、その首都帰還をうながした。「国民軍」最高指導者の旧

オーストリア・ハンガリー帝国海軍提督ホルティー・ミクローシュは政

府によって全軍の最高指導者に任命される。翌1920年1月、テロルの中で

注1加利光功は、モホイ＝ナジ著、利光功訳『バウハウス叢書：絵画・写真・映画』（中
央公論美術出版社、）の訳者あとがきの中で「ハンガリア革命後の共産主義政権下に絶

望して生国を離れ」と記した。
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「国民投票」が行われた。その結果3月1日にハンガリーは再び「王国」

となって、ホルティは摂政に就任、以後25年間にわたるファシスト独裁

が始まるのである。注121国民軍は評議会共和国・赤軍に関与した者を探し

出して死刑にし、革命参加者あるいはその疑惑をかけられた者は逮捕、

強制収容され、注122　8月以降3ヵ月間だけで白色テロルによって殺害され

た者は5千人、逮捕され強制収容所に拘禁された者は7万人に及び、亡

命者は10万人を数えたという。江123

以上の史実から明らかになるように、カシャークはじめ『MA』の作家

たちの亡命は、例えばカシャークとクンの間にみられるような、社会主

義政権下の作家間の抗争からではなく、社会主義政権崩壊後の反革命勢

力による左翼陣営への弾圧、迫害から逃れるために国外へ亡命したので

あった。カシャークの場合、彼は当局によって検挙され、身の危険を察

した妻ヨラーンの必死の努力によって一旦自宅に戻り、まもなくドナウ

川を運航する船に身を隠しウィーンに向かって逃亡した。注124

一方モホイ＝ナジはセゲドの展覧会の後、同じくウィーンへ不法出国し

た。この亡命の正確な日を知ることは難しいが、外国からの最初の手紙

とされる1919年12月8日付けのベーリー家（B叫）にあてた手紙注125の消印

から推測して、11月5日以降12月上旬にかけて出国したと認められる。こ

れをもって24年間のモホイ＝ナジのハンガリー時代が終った。

如1池田浩士『ルカーチとこの時代』平凡社、1975年、16－17頁。

酎迫平田武、前掲書、13貢。

注m肋紗〟mJ吻J∂〟血eJe，8／1・k6t・，397・Old・

注以beCongdon，放fJe戚助cfdJ乃0〃g址助郷r加ど〝fe〃∝加kf〝Gem叩α房d描かぬ

1919－1933・PrincetonUniversityPress，NewJersey1991，PP・139－140・

注125passuthKrisztina，丸正通ob，一喝汐，Moholy－Nagyels61eveleazemigr孟ci6b61，1985，

359．0ld．
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第2部　ハンガリー「行動主義」芸術運動：後期



粛4章　ダダとの厨わり二は和一gJ

第4章　ダダとの関わり：1920－21

挫折と喪失の不幸な亡命は、結果的に「行動主義」芸術家の個々の資

質を伸ばすこととなった。ウィーン経由でベルリンに移住したモホイ＝

ナジは、そこで出会ったベルリン・ダダのシュヴィックースに触発され、

ハンガリー時代の表現主義的な作品から、大都会ベルリンの機械的で近

代都市のイメージをモチーフにした絵画や機械部品のアッサンブラージ

ュを制作するようになる。また彼は当時ベルリンに集中していたヨーロ

ッパ各国の前衛芸術の動向をウィーンのカシャークらに伝え、その結果、

カシャークもダダ的な視覚的イメージの詩を唱うようになる。同時に雑

誌『MA』は、モホイ＝ナジによる新しい芸術の情報によって、国際的な

芸術雑誌として飛躍的に発展する。

本章では、亡命後のハンガリー「行動主義」の変容の過程を明らかに

し、モホイ＝ナジが新しい環境の中でどのように新しい造形を思索した

かを考察する。

第1飾　ベルリンのモホイ＝ナジ

1　戦後ベルリンの美術状況

モホイ＝ナジがウィーン経由でベルリンに着いたのは、1920年であっ

た。その頃のドイツは第一次大戦の敗北に加え、ロシア帝国の解体と革

命、オーストリア＝ハンガリー帝国の崩壊という近接大国の急速な変化

の余波を受け、伝統的価値規範が揺らぎ新旧文化の対立が先鋭化してい

た。
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粛4章　ダダとの厨わりこす且紺一2才

1918年革命の高揚から労働評議会や軍事評議会にならって画家、建築

家、音楽家が結集し、11年には「芸術労働評議会」（AfbeitstratfdrKunst）

と「11月グループ」（NovembergruPPe）が結成され、革命後の社会に対応

する新しい芸術を創造しようと芸術の民主化を唱った。前者の評議会は

マックス・タウトの呼びかけで建築家オットー・バルトニング、ワルタ

ー・グロピウス、エーリッヒ・メンデルゾーンと画家のエルンスト・ヘ

ッケル、彫刻家ルドルフ・ベーリングが結集し、これにセザール・クラ

イン、マックス・ペヒシュタイン、カール・シュミット・ロットルフ、

ライオネル・ファイこンガ一、ゲルハルト・マルクスが加わった。注l加

1919年2月タウトが退陣した後は、グロピウスが引き継ぎ、「偉大な建

築の旗印をもとに諸芸術の統合を目指すことを目的」注127　とし、建築家の

彼らは建築活動の公共的性格の承認、各種のアカデミーの解体、芸術・

建築教育に対する国家の干渉の排除、民衆教育の場としての美術館の活

性化、芸術に無価値な記念碑や建造物の撤去、芸術育成のための法的機

関の設置などを要求した。注128

「11月グループ」はセザール・クラインとマックス・ぺヒシュタイン

がラジカルな芸術家達に加入を呼びかけ、「芸術労働評議会」のメンバ

ーであるグロピウスやメンデルゾーンらの他オットー・ディクス、ジョ

ージ・グロス、オットー・ナーゲル、ルドルフ・シュリヒクーや批評家

アドルフ・ベーネが参加した。このグループの方針も先の「評議会」と

注126Lexikonder肋nst，Freiburg，1987，VOl・1，S・232・

注127Ibid．S．233．

注以平井正、岩村行雄、木村靖二『ワイマール文化』有斐閣選書、1987年、114－115
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粛4章　ダダとのノ習わり二才且紺一27

基本的には変わるものではなく、芸術を民衆の手に取り戻そうとする芸

術民主化の理念に基づいている。往129

しかし両者とも長続きはせず、1920年には「11月グループ」の左翼メ

ンバーであるオットー・ディクスとグロスらが、この「11月グループ」

を「単に展覧会を主催するグループになりさがった」として脱退し、「デ

イ一・コムーネ」を結成する。注130　一方の「芸術労働評議会」も1921年

には経済的難局をむかえ、5月には早くも解散してしまった。

以上のドイツの芸術家による動向は、第3章で考察したハンガリーの

1919年に共和国政府がプロレタリアート独裁政策の下で進めた芸術と文

化に関する改革とその目的に共通点が認められる。ドイツの場合、芸術

家達が自らが評議会つまりレーテを結成し創作の自主管理を始めたこと、

例えば「絵を措いた場合、その絵はレーテで共同管理し、それが売れれ

ば売上金をレーテに預託して共同で分配する」注131などの社会主義構想を

芸術家白身の手で実践した点は異なる。とは言え、こうしたドイツの芸

術界の状況は、ハンガリーと同様に芸術の領域に直接政治性を持ち込む

傾向にあったと見て差し支えないであろう。しかし異邦者であり革命の

挫折に悔恨の思いを寄せるモホイ＝ナジは、新たな居住地ドイツでこの

芸術家集団にすぐには飛び込んではいけなかった。彼はどのグループに

も属さず、政治的活動から距離を置いた。またそうすることで何ものに

も縛られることもなく、客観的にそして白由に白紙の状態から出発でき

たとも言える。1920年5月26日付けのへヴェシ・イヴァーン宛ての手紙で、

注∽同前、115頁。

鋸刃同前、117－118頁。

注131池田浩士『ルカーチとこの時代』平凡社、236貢。
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粛4章　ダダとの厨わりH且2β一27

「今、僕はたった一人でヨーロッパ全体の中に立っている。」往132　と孤独

な心の内を書いているが、この環境から将来を透視し得る芸術の創造の

理念を確立するのである。

2　「行動主義」を越えて

モホイ＝ナジは出国後の1919年からベルリン到着後の1921年にかけて、

「行動主義」的傾向の絵画から次第に幾何学的抽象形態の構成へと画風

を変化させた。この時期、彼の作品にはダダの表現、特にシュヴィック

ースの表現に類似した文字を措いた絵画やコラージュが認められる。タ

イトルに「ダダ」と名付けた素描≪ダダ・コンポジション≫（1920）

（図55）には、直線と弧の他、「LAPJ「ELEGJ「A」の文字が活字風に

不規則に画かれている。それぞれの文字に意味はなく、シュヴィックー

スの詩「アンナ・ブルーメ」のように言葉遊びを視覚化したものと言え

る。また≪メルツ絵画≫のように廃物を貼り付け、そこに無意味な文字

を組み合わせたコラージュを試みている。確かにこれらの作品には、ダ

ダイストの影響を認めることができるが、単に彼らの表現を模倣するこ

とでモホイ＝ナジが新しい表現を獲得したわけではない。

1919年から21年までの作品を年代を追って分析する時、そこに段階を

経た非常に様々な表現の変容と試作の痕跡が見てとれるのである。この

変容の過程を考察することは、1922年をもって確立される彼独白の構成

主義理論の理解につながると考える。モホイ＝ナジにとって過渡期にあ

たるこの時期の様々な表現は、「行動主義」を乗り越えて自らの表現を

如2Moholy－NagyL由Z16，LevelHevesyIv血hoz，ハンガリー科学アカデミー美術史研究
所資料館、MKC－C－1．52／37．
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粛4章　ダダとの厨わり二は20－2才

獲得するための実験であったと言えるのである。

彼が行った新しい試みは、以下の三つの傾向に分類することができる。

第一は文字を絵画の一要素として取り入れたことであり、第二は形態の

単純化と抽象化であり、第三は素材の探求であった。

第一の文字を措いた最も初期の作品として、1919年制作の水彩画≪Y≫

（図56）が挙げられるが、この作品でモホイ＝ナジは水道管、ランプ、動

物、麦のイメージを並置し、画面上部に大きな「Y」の活字を重ねている。

彼は1920年から21年にかけてこの手法をさらに発展させ、近代的都市ベ

ルリンのイメージ、即ち鉄橋や鉄道、機械部品に文字や数字を組み合わ

せた絵画を制作する。例えば油彩画≪大車輪≫（1920－21）（図57）には、

画面中央のメーターのイメージを中心に車輪、「5」「PJ「MN」の文

字が配置され、イメージ画と文字とを同一画面上に等価に扱っている。

そしてこの都会的なイメージの合成画は、やがてイメージは写真に、

手書きの文字は活字にかわり、写真映像と文字によるイメージの複合に

よって、映画のシナリオや本のデザインへと発展するのである。

また彼は文字の形態そのものを構成した作品を制作している。名前「L

MOHOLY」を構成した油彩画≪黄色の円盤≫（1919－20）（図58）は具象的

イメージを措かず、アルファベット「MJ「HJ「LJ「Y」の直線的形態

と円形の「0」のみによって構成されており、無駄のない洗練された構成

は、モホイ＝ナジの初期タイポグラフィーの秀作と言える。

次に彼は第二の試みとして、形態の単純化と抽象化を行っている。ハ

ンガリー時代に「行動主義」の影響の下で措いた対象の単純化をさらに

進め、ついに幾何学的抽象形態へと還元させた。この極端な単純化の表
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昇4章　ダダとの厨わりこ相打一2丁

現は≪ハンガリーの平原≫（1920－21）（図59）に端的に表れており、この

作品において彼は直線による画面構成、即ち完全な抽象絵画に到達する

のである。

さらに彼は幾何学的な構成と同時に、印刷物を画面に貼り付けたコラ

ージュ作品を制作し、素材の材質をどう描くかという問題に取り組むよ

うになる。例えば≪タワー≫（1921）（図60）において、個々の幾何学的

な形態をドットや波線で措き、あたかも異なる素材の帯が重層している

かのような描画を試みる。その後彼は描画材料に代わる木片や印刷物、

機械部品のコラージュ作品へとこの素材の探求を発展させた。この代表

的な作品に≪h　のあるコンストラクション≫（1921）（図61）がある。こ

れには機械部品、糸巻、針金を支持体の木片に接着し、さらにアルファ

ベット「h」の文字を措いてある。彼はこのコラージュの制作を通じて、

金属やガラスの質感、特に光を反射する滑らかな表面に興味を抱き、次

に光そのものを描きたいと考えるようになるのである。そして彼の最初

の構成主義的絵画≪ガラス建築≫（1922）（図62）は、この素材の探求、

つまり光の透明性の表現から誕生したものである。

モホイ＝ナジは著作『ある芸術家の要約』の中で、コラージュの制作

を始めた頃を以下のように回想している。

この時期の私の絵の多くは、産業的なベルリンの風景の影響を示し

ている。写真的な眼で現す現実的な投影はなかったが、取り外された

部分品を集め、私自身の機械テクノロジーの説明として造りあげた、

より新しい構造であった。やがてこうしたとりはずされた部分品が私
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粛4卓　ダダとの厨わり∴協和一2才

の絵に現れる。

私は散歩の途中で、機械部品のスクラップやスクリュウーやボルト

など、メカニカルな遺物を見つけた。それらを板に縛り、粘着し、釘

づげにし、素描と彩色で結合させた。この方法で、正面と側面との真

の空間関係を作り出し、さらにより強烈な色彩的効果も出せるように

思われた。構成された実際の物に降り注ぐ光は、いかなる絵画的な組

み合わせよりも、生き生きと色彩を明るくする。私はガラスや金属で

作る構成や寄せ集めを計画した。注133

彼がこの中で述べている「ガラスや金属で作る構成や寄せ集め」とは、

1921年制作の金属の立体作品（図63）であり、この作品に至ってはもはや

廃物の寄せ集めではなく、金属を切断、加工、構成した造形作品である。

実際にモホイ＝ナジが制作した機械部品のコラージュ作品は数少なく、

このわずかな作品は素材の探求のための試作であったといえる。

以上、モホイ＝ナジの実験的制作を三つの傾向に分類し考察したが、

彼がこのような表現の変容を押し進めた背景には、近代都市ベルリンの

環境が大きく影響していた。モホイ＝ナジが日常的に目にしたものは、

ハンガリー時代に措いた田園風景とは一転して、電線、鉄道、大規模工

場といった都市風景であった。雑誌や新聞の活字は日常生活に大量に入

り込み、活字を措くことは都市の象徴として、機械部品と同様な意味を

もっているのである。

この時期、評論家カーライは彼の表現上の変容を指摘し、以下の論評

江】33LMoholy－Nagy，乃e晦wtbjoL7at7dAbsLmcEofanAl・血F，NewYork，1949，

大森忠行訳『新しい視覚－ある芸術家の要約』ダヴィッド社、1967年、152貢。
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粛4卓　ダダとの厨わり二は和一2ナ

を『MA』の1921年9月号「モホイ＝ナジ特集」（図64）に発表した。

モホイ＝ナジの芸術は、両極端な振幅の中にある。つまりキュビズ

ムとダダイズムに関連しており、組織的にこれらを正反対に統一する

ことによって、彼は機械に従属した現代人の世界を告知する。

形態に関して明らかなことは、彼は同心円的にあるいは、非中心的

に構成していることで、これら正反対の実体に連結しようと努力する。

それらの作品の場合、避けがたいものを指し示すために距離を置い

た諸物体の記念碑性において、強い意志と原理が証明する。（中略）

他のダダイズムの手中にあっては、社会的倫理的な批評の残忍な武器

を操作するが、モホイ＝ナジの芸術においては、大都会や近代技術の

無数の運動と形態の可能性を操作している。事実から感じられる歓喜

は新たな世界の突然の発見なのであり、太陽や宇宙に広がるヴィジョ

ンの踊り、笑う若さなのである。注134

上記のカーライの評論に指摘されるように、モホイ＝ナジの表現は、

「行動主義」の時代のキュビズム的表現からダダ的なイメージの複合へ

と両者を揺れ動きながら移行していったのである。その表現の変容の過

程において、「大都会や近代技術の無数の運動と形態」がモホイ＝ナジ

にとって重要な創造の源泉であった。つまり彼が置かれている現代一機

械文明の社会、それをいかに措くかがモホイ＝ナジが大都市ベルリンの

環境で兄いだした彼白身の課題なのである。

紳K孟11aiEm6，Moholy－Nagy，MA，66vf．9sz．，1921，3．0ld．
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粛4章　ダダとの厨わり二は20－2才

第2飾　ウィーンのカシヤーク

1　「MA」の活動

I　『MA』復活

疲労の末、カシャークはウィーンに到着した。まもなく妻ヨラーンと

子供たちも移民し、街はずれの13区アマリエン通り（Analien Strasse）に

小さな借家を見つけた。子供たちは一時的な慈善組織の施設に預けられ、

ヨラーンは夫の芸術活動を援助するために俳優としてのキャリアを捨て、

まるで奴隷のように働いたという。江135

カシャークは『MA』の復刊を是が非でも実現したかった。カシャーク

に賛同、協力したのは、「行動主義」の信奉者ウィッツ・ベーラと、カ

シャークの妹で詩人のウイヴァーリ・エルジ（Ujv孟riErzsi）と彼女の夫バ

ルク・シャーンドル（BartaS血dor1897－1938）、そして演劇家マーツァ・

ヤーノシュで、ウィッツとバルクは編集に携わった。そして、アマリエ

ン通り26番地に事務所を構え、少人数で経済的にも窮乏した悪環境のも

と、ようやく1920年5月1日メーデーに『MA』は再刊された。

『MA』ウィーン第1－2合併号は、マーチシュ・テウチ・ヤーノシュ

の憂鬱な雰囲気のある抽象絵画が表紙を飾り、カシャークはハンガリー

とドイツの同士へ向かって、「万国の芸術家へ！（An　die K也nstler aller

l点nder！）」とハンガリー語とドイツ語の2カ国語で呼びかけた。

階級に対する思想において、自分白身を人間に変えたいという望み

注135beCongdon，放地肌抽商用叫的日加押通前腕批血由れ肋間叩離山血血

1919－1933，PrincetonUniversityPress，1991，P．140・
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第4章　ダダとの厨わりこす且28－2才

は達成できなかった。実行の中、孤独な行動的芸術家の叫びのために、

兄弟の言葉で。注目せよ。（略）

新しい芸術の本質は、悲劇的な時代の結果であり、労働者の時代の

反映である。新しい芸術家は抑圧のおろかさと、支配者たちの商業投

機に、人間性をめざめさせる。（略）

すべての反伝統の革命に生きよ！責任ある集団の一員としての個人

に生きよ！概念の独裁に生きよ！

ハンガリー行動主義者の名のもとに

ウィーン1920年4月15日　注136

カシャークは、続く第3号にハンガリー本国へ向けて「ハンガリーの

青年労働者への手紙（Levilamagyarorszagiiqumunk孟sokhoz！）」を掲載し

た。

時は満ちた。私たちは（革命が）達成された日にお互いに知り合っ

た。そして今、明日に向かって私たちは兄弟同志のように、言葉のも

つ救済の力でもって話すことができるではないか。

ウィーン1920年5月　注137

カシャークは祖国から排斥されても、その連絡を絶つことは望まなか

ったのである。こうして、行動主義者たちはウィーン到着後わずか4ヵ

月で『M剋を再刊した。1920年の誌面にあるカシャークの革命の体験を

注班MA，56vf．1－2sz．，1920，mかSl，1－3．01d・

往137〟リ，56vf．3sz．，1920，juniusl，2－3．0ld．
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第4章　ダダとの厨わり∴愉和一2才

綴った短編小説「1919年叙事詩（1919卓posz）」やバルク・シャーンドル

の「吊された人（Akasztottember）」、そして「革命の兵士遷仏Forradalom

Harcosainak）」などに革命に燃えた日々の、政権崩壊の生々しい記憶の断

片が刻まれている。寄稿者は「B・B・，C・C・，D・D・，E・E・，F・F・，H・H・，J・J・」

といった記号で印刷し、本名を名乗らなかった。美術に貢を割く余裕は

まだなかった。印刷の設備面、経費面の困難に加え、なによりも「MA」

の芸術家が分散してしまったことが大きな要因であろう。1920年の『MA』

は7月以降第6巻（11月）まで一時休刊となる。

ii　パルタ・シヤーンドルとカシヤークのダダ的詩

モホイ＝ナジによって伝えられたベルリンのダダの動向は、ウィーン

在住のカシャークら「MA」のメンバーに強い衝撃を与えた。彼らは、シ

ュヴィックースの「創造」の概念と、破壊的、攻撃的な「ダダの夕べ」

が示した「芸術の破壊と創造」に、政治的闘争に代わる文化の闘争とし

ての「行動主義」の方向を兄い出したのである。

カシャークは『M剋第6巻第3号でシュヴィックース特集を組んだ。

それには≪メルツ絵画≫3点、ハノーファーのクリストフ・シュペンゲ

マンによる≪メルツ絵画≫の批評と、シュヴィックースによる記事「メ

ルツ劇場」、「いかに私が油彩画に満足しないか」、そしてダダ的音声

詩「アンナ・ブルーメ」のハンガリー語訳を掲載している。そしてカシ

ャークのダダ的素描が表紙を飾り、バルク・シャーンドルの音声と視覚

的効果を狙った詩が登場する。

JOg
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粛4章　ダダとの厨わり∴相打－27

ミンデンキ　ダラールヤ　ア

メガエート！l

メルト：

フイジカイ　ハラール　ヴィターバン　アルールマラードニ

フイジカイ　ハラール　ヒンニ　エルヒンニ　ヴァラミト

フィジカイ　ハラール　イガザト　アドニ

フィジカイ　ハラール　イガズシャーゴカット

フェルエーレッズニ

フィジカイ　ハラール　レーセー　ヴァールニ

ァ　フェルド　レーセーヴェー　ヴァジュ　ヒテク　レセーヴェー■

メルト：

1．）a．）b．）C．）d・）1・）

エーン　アクティヴ　フラ　ヴァジョク

エ－ン／ユ：

軋）血）g．）血．）広丘・）

エーン　ネム　アカロク　ハラング　アラー　ケルルニ

ヴァン：

ニンチ　コレクテイヴ　テット

ナップ

フオスフオル　セーン　ェーシュ　レヴェグー

ヴァン

ケーミア

！ェ＿ン　エールルト　ヴァジョク

江138MA，66vf．3sz．，1921，januれ1・Old・

JJO

注138



第4章　ダダとの蘭わりこ相打一2才

誰もが　苦しめる

自分自身を！I

なぜなら：

肉体は　亡び　論争の中で　敗北する

肉体は　亡び　信じる　信じようとする　何かを

肉体は　亡び　真実を　与える

肉体は　亡び　事実を

察する

肉体は　亡び　部分に　別れる

土の　一部になるか　あるいは　確信の　一部になるかだ■

なぜなら：

1．）a．）b．）C．）d．）1・）

私は　闘争する　屍
そして：

も．）血．）g．）h．）csと）

私は　行きたくないのだ　鐘の　下に

集団の　行動は　ない

あるのは：

陽

暁の明星

石炭　と　空気が

化学が
ある

私は　狂人　である

ノ　jHリ



粛4章　ダダとの蘭わりニ相打一27

ここで注目したいのは、大小の文字の配置に強弱をもたせた、バルク・

シャーンドルの詩は、一見ダダの詩のようであるが、「肉体は亡び、真

実を与える」「私は闘争する屍」という言葉の裏には、行動主義の理念

が現れている。シュヴィックースのダダ的詩「アンナ・ブルーメ」のよ

うな「無意味」の言葉遊びはなく、声明文としての確固たるメッセージ

が込められている。

ダダのもつ純粋な言葉によるイメージの世界を視覚的な表現世界と結

び付け発展させたのは、カシャークであった。彼はダダ的詩を第7巻2

号（1922年1月）において発表した。

アンナ

アンナーチ

カーム　　　アズ

ウ　ル
メグイェレント　ア　ヴィゼック　フェルェト

エーシュ　ケシェル　ヴェシェン　●

シ　ィ　ール

この詩では、様々な大きさの文字を縦横斜め、そして逆さまに配置し、

単語や文字を句から独立させ画面に構成している。それらの視覚要素は

動きを伴って印刷の頁に生命を吹き込み、読者白身が見て感じることを

促している。
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Kass益kLajos，M4，76vf．2sz．，1922januar1．，19．old・
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粛4章　ダダとの厨わりこ相打一2才

この後カシャークは、彼の自伝的な詩「馬は死に小鳥は飛び出すAld

meghalis madarak kir6pBlnek」を書き、1922年10月ネーメト・アンドル

（N6methAndor）と共に発行した雑誌『2×2』（創刊号のみに終わる）

に発表する。

そのとき時間が‘‘いなないだ’艶鵡のように羽を開けたのだ

だから赤い門が開いたのだ＊顔に黒いダイアが埋め込まれていて

困り果てて子どもを3人連れていた僕の愛人と＊工場の煙突の下　に

座っていた＊明日は曲線だと僕らには分かっていた＊ホ・ジュ　ップ

ホ・ジュップ＊カシカ　行ってしまうのね　あたしは舞台　の上と

ナードレル氏の画き散らかしものの中でひからぴてしまう　のねと言

った＊そうだろう＊そうだろう＊（略）注139

この詩では、句読点の代わりに星印を挿入し、また大文字と数字を散

りばめた絵画的な効果を狙っていることに気づく。そして読者はカシャ

ーク白身の鮮明な体験を、視覚的イメージの世界の中で想像し、感じる

のである。こうしてカシャークは、形式に捕らわれない白由な詩をダダ

から学び、タイポグラフィーへと発展させたのである。

また1918年の「ダダの夕べ」を企画しベルリン・ダダの旗揚げをした

張本人であるリヒャルト・ヒュルゼンヴェックについては、シュヴィク

ースのメルツについての記事よりも、やや遅れて第6巻5号（1921年3

月）に詩「ファ（払）」が、第7巻4号（1922年3月）において、「ダ

it139Kass独Ⅰ頑OS，A16meghalesamadarakkir6pblnek，2x2，深谷志寿訳「馬は死に、

は飛び出す」
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君4章　ダダとの厨わり二才且紺－27

ダイズム」宣言注140のハンガリー語訳が登場するのである。

iii　「MAの夕べ」

カシヤークは、1920年10月16日と11月13日に「MAの夕べ」を開催した。

第1回目はウィーンのコンサート・ホールにおいて、第2回目は、ケル

トネル（K紬n。r）通り4番地の部屋が会場となった。これは1917年12月

にハンガリー国内で開催した音楽と文学のマチネー以来、およそ3年ぶ

りの興行である。

この1920年の興行については、雑誌『MA』にプログラムや広告等の掲

載はなく、これまでの研究では不明な点が多い。第1回「MAの夕べ」で

は、カシヤークによるオープニング・スピーチとシュヴィックース、ア

ルプ、ツァラの詩の朗読の他ハンガリーの若い作家によるリサイタルが

行なわれたという。注141ヵシヤークの妻シモン・ヨラーンは、シュヴィッ

クースの最も代表的な詩「アンナ・ブルーメ」をハンガリー語で暗話し

た際、観客は彼女のリードのような声によって催眠術にかけられたよう

に魅了されたという。注142

翌年の1921年『MA』には第三回マチネーの案内が掲載してある。

MA　文学

音楽

講演

第3回ウィーンの

マチネー

翫40RichardHuelsenbeck，Dadaizmus，MA，76vl4sz・，

蜘1’mm丘sStraus，qP．Ck，p・91・

注1化し㍑Congdon，呼・CfJ・，p・143・

JJ∫

1922，m血ciⅥS15．



粛4章　ダダとのノ習わり∴相打一gJ

10月第1週

行動主義

表現主義

ダダ

内容は上記のように「行動主義、表現主義、ダダ」であるが、具体的

なプログラムは現在のところ明確ではない。

このように、ウィーンに残った行動主義芸術家たちは、ヒュルゼンペ

ックによる「ダダの夕べ」に倣い、「MAの夕べ」をウィーンで開催した

が、その内容よりも亡命先で不法の活動を実施したという事実に注目し

たい。このパフォーマンスがグループの結束を強める集まりとして、ま

た活動場を失ったメンバーそれぞれの表現の場であり、何よりカシャー

ク自身にとっては革命による挫折感と喪失感から自分白身を救う格好の

場であった。彼は「お気に入りのカフェで自分の取り巻き連中に対し、

予言者江143のような振る舞いで救済者のメッセージの熱弁を振っていた」

注144　と言われるように、白分のカリスマ的存在を誇示するためにも、この

パフォーマンスは重要であった。

翌1922年には、カシャークはグループ「MA」によるイベントをプラハ、

ベルリンで開催し活動の範囲を拡大していく。3月16日プラハにてグル

ープ「M叫による「ダダのイベント」が開催された。この時の参加者は、

彼の他に妻ヨラーンと妹エルジ、その夫バルク・シャーンドル、スロヴ

ァキア出身のクドラーク・ラヨシュ（Kudはk叫OS）、トランシルバニア

江143ボルトニクは、愛国心ある信奉者の前で福音を説く

予言者≫（1922年）を描いた。

法相beCongdon，叩・C止，p・146・

JJ∂

カシヤークのポートレイト≪
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出身のレイク一・ローベルト（Reiter R6bert）、チェコ人フレンティシェ

ク・シピツァー（Ffantisek Spitzer）、イタリア人リベロ・アルトマーレ

（Libero Altomare）そしてダダイストのハンス・アルプとヒュルゼンペッ

ク、シュヴィックースが加わった。この日は、ダダイストによる詩の朗

読とバルク・シヤーンドルによる演劇的デモンストレーションが行われ

た。帥㍉この後、一行は3月19日と26日にカッサ（Kassa）で、24日にはウ

グヴァール（Ugv血）で「MAの夕べ」を開催した。

こうして、かつてハンガリー国内において政治的闘争に向けた活動の

勢いを、ウィーンにおいては芸術活動へと転換し、さらにダダイストと

の共演をもって国外へと活動範囲を拡大していったのである。

iv　画集rホリゾントJシリーズ

1921年カシャークは、『MA』出版の一端として、革新的芸術家の画集

『ホリゾント：アマチュア・図書館』（Horizont：amat6rk6nyvtar）をシリ

ーズで出版する。4月、シリーズ第1号として登場したのは『アルキペ

ンコ』であった。4月号『MA』の裏表紙の広告によると、カシャークが

予定した作家はアルキペンコに続いてヒュルゼンペックーグロス、シュ

ヴィックース、アポリネール、ツァラ、クレー、マリネッティ、そして

ロシア、チェコ、及びイギリスの新人であった。注146ロシアとチェコそれ

にイギリスについては、具体的な作家は未定であったと思われる。しか

し、実際には企画倒れで、シリーズ第2号として実現化したのは『モホ

注145Csapl畠Ferenc，励ss戌az血r4paiAvantgdfdmozgalmakban：

Mzizeumゐarchルum，Budapest，1994・

注146肋，66vf．6sz．，1921，益pri1is・

717

ブタ76－ユタ28，励∫∫e〟た
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イ＝ナジ』の画集であり、3号以下出版されなかった。実現できなかっ

た要因については、経費面の問題や印刷のための原稿が入手できなかっ

た等推察し得る。しかし、実現しなかったとはいえ重要なことは、企画

段階で選出した作家が、すべてハンガリーの作家ではなく、ヨーロッパ

の広範な地域の様々な革新的芸術家であった点である。

これらの作家が予定された経緯として以下の事情が考えられる。カシ

ャークがまず第一に、情報収集の窓口として協力を要請したのはチュー

リッヒのダダ・グループ、中でもトリスタン・ツァラ（nistanTzara1896－

1963）であった。カシヤークとツァラとの関係は、1920年12月6日にカ

シヤークがチューバノッヒのダダ・グループ宛に送った一通の書簡に始ま

り、多くの寄稿者を募るための協力を要請する書簡を送っている。往147

一例を挙げれば、1921年『ホリゾント』編集にあたり6月頃（5月下

旬から6月にかけて）に送った書簡によると、カシャークはアルプに関

する資料が入手できたこと、またツァラに彼の演劇作品について資料を

依頼していることが認められる。

これに対してツァラは、6月12日付けで2点の作品を同封した返事を

送る。カシャークは、一週間後の19日、『MA』の最新号3冊とホリゾン

ト・シリーズ第1号町アルキペンコ』を送り、このシリーズでツァラの

号を特集出版する意向を示した。またカシャークはイギリスの新人作家

やアメリカ人作家の作品を送るようにツァラに依頼している。

1921年12月16日付けのツァラ宛の書簡でカシヤークは、「私は、オリ

ジナル作品を含む国際的雑誌をハンガリー語訳を付けて、出版しようと

注耶Qap故Feremc，叩・Cれ18－20・01d・
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考えています。同様にドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、ロシア語

に翻訳した文章を掲載します。これは季刊誌として出版し、大変美しい

装幌になるでしょう。協力者は、最も革新的傾向の（ツァラ、ピカビア、

アルプ、シュヴィックース、エヴォラ、ロドチェンコ、リヴァス、フイ

ドプロ、ヒュルゼンペックなど）代表者たちになるでしょう。」と述べ

ている。

こうした、カシャークとツァラの連絡は1923年まで続き、この過程で

カシャークは『MA』を国際的な前衛雑誌とする構想を固めていく。

ツァラと協力関係を結んだカシャークは、1922年ツァラの演劇作品『ダ

ダ：ガス心臓（G去zSziv）』（図65）をウィーンで出版した。この時、カシ

ャークは表紙をデザインし、ガスパー・エンドレ（GasparEndre）注148がハ

ンガリー語に翻訳した。

2年後の1924年には、プレーズ・サンドラール（Blaise Cendrars1889－

1961）のフランス語で書かれた「ネグロの詩」がハンガリー語訳『ネー

ゲル・アントローギア』（N6gerAnto16gia）（図66）として「MA」から出

版された。

カシヤークは、チューリッヒ・ダダとの密接な関係によって入手した

数々の作家作品、写真、印刷物を『MA』の誌面で紹介すると同時に、

『MA』そのものを国際的な前衛芸術雑誌に発展させ、また諸外国の最新

の芸術作品による出版物の構想を、モホイ＝ナジとの共著『新しい芸術

家の書』へと結集させる。

注148ガスパー・エンドレは、

語学者である。

『MA』掲載のすべての外国語記事の翻訳を担当した言

JJ夕
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3　モホイ＝ナジの雑誌rMAJへの責献

ダダの影響を受けた行動主義者達は、ハンガリー国外の芸術運動につ

いて積極的に編集していく。この後この『MA』が、その雑誌名を『国際

的行動主義者の芸術雑誌』（Intemationalisaktivistamav6szetibly6irat）と改

名する1922年10月までの期間、国外作家の論文、評論、美術作品の特集

を組んだ。1921年から22年までに掲載された美術特集は、以下に列記す

るように国外作家の紹介が増えている。

1921年2月6巻4号　ア一ドルフ・ベーネ「芸術と革命」『芸術の回帰』より

3月　5号　ハンガリー作家（カシャーク、モホイ＝ナジ、ボルトニク、

4月　6号

6月　7号

8月　8号

9月　9号

11月7巻1号

1922年1月　2号

マーティシュ）

アルキペンコ特集

グロス特集

ヴィキング・エッグリング特集

モホイ＝ナジ特集

カシャーク特集

キュビズム特集（ピカソ、レジェ、グレーズ）

2月　3号　イワン・プニーとパリ会議特集

3月　4号　アルプ特集、カシャーク「絵画建築宣言」

コヴァーチ・カールマーン「新しいパフォーマー」

5月7巻5－6号　モホイ＝ナジ（表紙）、ラウル・ハウスマン、シュレンマ‾、

カシヤーク、リップシッツ、ピカビア、モホイ＝ナジ、

J．J．P．アウト、ベルナート・アウレール、バウマイスター

ドゥースブルフ、リシツキー、マン・レイ、モンドリアン、

グレーズ、フサール・ビルモッシュ

写真（ニューヨーク航空写真、アメリカ最大規模の格納庫、

橋の構成、コンクリートの家、モダン機械）

エルネ一・カーライ「技術と構成芸術」

N．ブーニン「夕トリンのガラスタワー」

7月　7号　モンドリアン、ドゥースブルフ特集
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8月　8号ドユセルドルフ革新芸術家会議特集

以上の編集上の変化に着目すれば、1919年以前ではグループ「MA」の

作家の作品又はハンガリー国内作家の作品を掲載したに留まっていた編

集から、1921年4月のアルキペンコ特集以後国外の作家の作品が掲載され、

国際性豊かな編集に変貌することが認められる。

この1921年4月号の裏表紙には、ベルリンの編集者代表としてのモホ

イ＝ナジの名前が掲載されている。このことから、国外の芸術家の特集

を組むに至った背景に、モホイ＝ナジの協力があったと言える。彼が編

集したのは、アルキペンコ、グロス、そしてヴィキング・エッグリング

特集であり、カシャークは、モホイ＝ナジを通じてベルリンから送られ

てくる雑誌や記事のハンガリー語訳、また作品写真を『MA』に掲載した

のであった。

このように『MA』が国際的な雑誌に発展したもうひとつの要因は、亡

命によって「M利のメンバーがドイツ、スロヴァキア、ユーゴスラビア

へと国外の諸都市に分散したことが挙げられる。つまりヨーロッパの新

しい美術の情報を得、またそれを雑誌『MA』を通じて各地に伝えること

が可能となったのである。編集に協力したのはモホイ＝ナジの他、第4

巻7号（1921年6月）よりチェコスロヴァキアの都市ルチェネッ

（hcenec）の編集代表としてクドラーク・ラーヨシュ（Kudlak L勾OS）、

翌月の8号からは、東スロヴァキアの都市コシチ（Kossice）にマーツア・

ヤーノシュが、ユーゴスラヴィアのザグレブ（Zagreb）にはB・トキン（B・

¶）kh）が編集代表となり、ウィーンで出版した『MA』は旧ハンガリー領
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土の各都市にも販売網を広げ、国際的な芸術情報誌として成長していく。
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粛古妻　構成主義との厨わりこす彪ク

第5章　構成主義との関わり：1922

第1飾　カシヤークの「絵画建築」宣言と構成的絵画

1「絵画建築」宣言について

1921年カシヤークは、彼自身の造語による宣言文「ケープアーヒテク

トゥーラ（K6parchitektdra）」（意味は絵画建築0以後「絵画建築」と表記

する）（資料‖－1）を発表した。これは同年9月、「MA」出版から7点の

リノカット作品を含む小冊子として出版され、翌年1922年『MA』8巻4

号（3月15日発刊）誌上に宣言文のみが掲載された。

芸術家による宣言は、今世紀の芸術運動においてとりわけ特徴的局面

と言える。マリネッティによる『未来派宣言』（1909）に始まり、ヒュルゼ

ンペックの『ダダイズム宣言』（1918）、テオ・ファン・ドゥースブルクら

の『デ・ステイル宣言』（1921）、ナウム・ガボとアントワーヌ・ペブスナ

ーの『リアリズム宣言』（1920）、アレクセイ・ガンの『構成主義』（1922）

と、ヨーロッパの広範な地域で宣言文が発表された。これらの宣言は、

芸術とはどうあるべきか、創造活動はどのような意義があるのか、とい

う問題意識から生まれた社会的視座に基づく論考である。

カシヤークによる『絵画建築』宣言は、ハンガリー行動主義芸術家が

立体主義、表現主義とダダイズムそしてロシアにおけるアヴァンギャル

ド芸術運動と接触した結果到達した芸術観であり、そこから生まれた宣

言である。従ってこの宣言もまた1920年代前期のハンガリー「行動主義」

運動を代弁するものとして、また運動の成果として捉えるならば、美術

の表現様式や技術上の改革の提唱としてではなく、宇宙観、世界観の主
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張として理解されなければならない。

カシャークは、宣言の冒頭において、人間の生の問題としての芸術の

在り方を主張した。

芸術打倒！芸術万歳！

（略）

我々は普通の人間的存在となるために、超人の域まで欲望を拡げな

ければならない、なぜなら、それに向かってのびている道で、是非と

も超人の域まで達しなければいけないのだから0この道を行こうとす

る人だけが、世界観をもった人間になれる0科学理論としてのマルク

ス主義は、世界観として機能することはできない0

芸術は世界観である。

一人の創造は生であり、一方生は世界観における物質化である0芸術

は創造であり、ゆえに最も完全な生なのだ。（略）

今日の芸術家は、ひとつの世界観を持った存在として、もう一度、啓

示として彼の芸術を表すのである。

世界のイメージではなく、その本質を。

建築。

新秩序の総合。

美術においては、（形態についての専門分野のどれかひとつでも正し

いものは、全体を創造するものとしての芸術それ自体にとっても正し

いと、私は強調する）。（略）

世界観をもつ芸術家は何でも創造できる0
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創造作品は構成的善なる行動である。

構成は建築である。

絶対絵画は『絵画一建築』である。

「絵画建築」の造形概念は、カシヤークが銘々した造形用語ではあっ

たが、それは同時にハンガリー「行動主義」芸術家に共通する造形の在

り方でもあった。そして1921年には絵画のある一つのスタイルを示すも

のとして「行動主義」の画家達に受け入れられ、例えばボルトニクも自

らの非対象絵画に≪絵画建築≫（1921）（図67）の題名をつけたのである0

2　ロシア・アヴァンギャルドの影響

1921から22年のモホイ＝ナジ、ペーリ、カシャークそしてボルトニク

の一連の作品に共通する構成的絵画、即ち建築的三次元空間を措いた幾

何学的抽象絵画は、「行動主義」芸術家の制作上の大きな転換である0

そしていずれの作家も、ロシア・アヴァンギャルド作家との交流を通じ

て彼らの造形を敏感に感じとり、その影響下で制作されている0

「行動主義」芸術家の中でもぺ－リ・ラースローは、いち早くロシア

を訪れロシア構成主義に触発された作品を制作した0彼は1920年のロシ

ァ滞在を期に構成的レリーフの制作を開始するのである0その作品は多

角的透視図法による空間の捻れや歪みを追求したもので、その後建築的

要素をより強く導入し、≪空間構成≫（Raumkonstruktion）シリーズを制

作した。（図68）もともと石工であった彼にとって、三次元的空間把握や

コンクリートを素材としたテクスチャーの表現方法は、彼自身の体質か
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ら生まれたもので、その単純で美しくしかもダイナミックな構成は、形

態と空間の関係を深く追究したものの高次の純粋さが感じられる0彼は

1922年にモホイ＝ナジとデア・シュトルム画廊で二人展を開催し、以後

1928年まで当画廊で発表活動を続ける。

次にロシア・アヴァンギャルド芸術の情報を伝えたのは、ウィッツで

あった。彼は1921年6月22日－7月12日開催の「第三インターナショナル」

会議に出席し注149、帰国後モスクワの「構成主義展」についての報告をし

た。ウィッツのこの報告は、翌年3月発刊されるコミヤート・アラダール

編集の雑誌『統一』に投稿したのだが、このウィッツの持ち帰った「構

成主義展」の情報から、カシヤークがロシア構成主義芸術を知ったので

ある。なぜなら、カシヤークが実際にロシア・アヴァンギャルドの作品

を目にするのは、1922年11月ベルリンでの「MA夕べ」開催のために当地

を訪問した際、ファン・ディーメン画廊にて開催中の「第一回ロシア展」

が最初であり、この時に彼はマレーヴィチ、夕トリン、ロドチェンコら

の実作を見るのであった。このことから、彼がハンガリー国内では全く

絵画作品の制作に関わらなかったにもかかわらず、1921年「絵画建築」

宣言の発表と共にその宣言を具体化する絵画≪絵画建築≫シリーズの制

作を開始する経緯が、ウィッツを通じて知り得た情報に基づくものであ

ったことが明らかである。

さらにカシャークがロシア・アヴァンギャルドに注目していたと考え

られるのは、彼が1922年10月に発行した雑誌『2×2』においてである0

即ち、雑誌タイトル『2×2』は明らかにモスクワの「5×5」展を意

注149B可kayEva， UitzBaa，GondolatKiad6，Budapest，1974，
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識したものであり、この点からもロシア・アヴァンギャルドのカシヤー

クへの強い影響が証明されるのである。

表現上の両者の関係については、カシヤークの絵画≪絵画建築≫は近

代建築の透視図のようであり、リシツキーの構築的な三次元空間に共通

している。しかも絵画と建築という二つの芸術領域を一つにして、新し

い造形言語を生み出したのは、ラーザリ・M・リシツキー（EleaZar

MarkovichLissitzky1890－1941）であった01919年リシツキーは、「絵画と

建築の乗り換え駅」という言葉で自己の造形概念を表現し、『プロウン

。p。。托Tu yCTaH。BneHM（yTBepmaeHH兄）HOBOrO』（「（芸

術における）新しきもの定立プロジェクト」の意）と作品に名付けた。

しかし、言葉の上では確かに共通の「建築」という用語が使われてい

るが、カシャークの絵画「絵画建築」とマレーヴィッチの「絶対絵画」

と、そしてリシツキーの「プロウン」を比較するならば、それぞれが幾

何学的形態による構成にも関わらず、制作の背景、絵画表現に違いが認

められる。マレーヴィッチが非対象の「絶対絵画」に到達するまでには、

≪モスクワの英国人≫（1914）に代表されるようなキュビズムと未来派の造

形の研究が背景にある。注150　また建築家であったリシツキーは、マレー

ヴィッチの示唆を受け、絵画空間に軸測投影法的ヴォリュームを与え、

その結果建築的鳥轍図のような平面作品を生み出すに至ったのである。

カシャークにおいては、彼が≪絵画建築≫に至るまでに、例えば対象

をどう措き、表現するのかといった造形上の研究の痕跡はなく、未来派、

注1501924－27年マレーヴィッチは、レニングラー ドの国立芸術文化研究所において、シ

ユプレマテイズムを色彩、形態、構図、構造の視覚的特徴について、史的、文化的発達
の文脈から分析研究した。22のチャートを制作し、立体派と未来派との関係においてシ
ュプレマテイズムを位置づけた。
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表現主義、キュビズムの各造形上の問題を自分の問題として取り組んだ

経験もない。1922年制作の≪絵画建築≫は、円、矩形、直線といった造

形要素が二次元に折り重なるように配置された抽象的コンポジション（図

69）であるか、又建築的投影図（図70）である。このように見てくると、カ

シヤークが措いた≪絵画建築≫は、非常に観念的で精神的な理想を措い

たものであり、造形上の課題に取り組んだ結果獲得した表現ではなかっ

たと言える。≪絵画建築≫が観念的で精神的な理想像であるとするなら

ば、カシャークが唐突に絵画制作を始めたことの背景に、社会主義革命

を達成したロシアに対する憧れや、あるいは白らの世界像を目に見える

形で表現したいという欲求があったとも考えられる。それを証明するか

のように、1926年再び祖国に帰ったカシャークは、視覚的な表現ではな

く言語による表現世界へ戻るのである。

もう一人の≪絵画建築≫制作者ボルトこクは、1922年にカシャークが

「絵画建築」宣言を発表した際、同タイトルのシリーズ水彩3点を制作

した。これらは、円や矩形が重層する構図をもつが三次元の立体表現は

なく、幾何学的形態による平面構成に留まっている。つまりボルトニク

は構成的抽象絵画の一つの試みとして≪絵画建築≫を制作したのであり、

むしろ彼独白の表現は≪新しいアダム≫（1924）（図71）に代表されるよ

うに、浮遊する幾何学的形態と人物描写によって静寂な宇宙的空間が漂

う美しい絵画空間の創造にあった。

モホイ＝ナジはロシアのアヴァンギャルド芸術を知り、廃物のコラー

ジュに替わって、幾何学的構成の作品を制作するようになる。彼にロシ

ア・アヴァンギャルドの情報を提供したのは、同じユダヤ系出身のリシ
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ツキーであった。ベルリンでのロシア展の企画のために1921年当地に滞

在したリシツキーは、モホイ＝ナジの仕事場で共に作品のアイディアを

話合い計画を練り、常に的確にモホイ＝ナジにアイディアを示したとい

う。往151

1921年から22年制作の作品には、いくつかのロシアの作家の影響を認

められる。まずモホイ＝ナジが作品のタイトルに「建築」という言葉を

使ったのは、1922年制作の≪ガラス建築≫である。実際にこの作品が最

初にして最後であり、これ以降「建築」に替わり「コンポジション」と

いう語が一連の絵画に当てられている。ベルリンに到着した頃措いた機

械部品や都市風景を想起する鉄橋等の構造物のイメージはなくなり、幾

何学的形態の組み合わせによる純粋に非対象の抽象絵画を制作するよう

になる。油彩画≪コンポジション≫シリーズ（図72）には、正方形、半透

明の矩形、十字形が登場し、マレーヴィッチの初期絶対絵画、続いてリ

シツキーの≪プロウン≫に類似した建築的構成に近づいていく。

彫刻作品においては、タトリンの直接的影響が表れている。即ち立体

造形≪ニッケル彫刻≫（図73）及び≪木彫≫（図74）は、垂直方向へ伸びる

柱を持ち、前者においては金属の帯が螺旋状に上昇している。この回転

運動と上下運動を合わせ持つ構造体は、1922年に措いた≪動的な構成シ

ステム（総合劇場のためのデザイン）≫（1922－1928）（図75）についても

同様であり、タトリンの「第三インターナショナルのための記念碑」を

想起させるのである。またロドチェンコやガボが立体作品を台座から解

放し、マッスやボリュームの代わりに空気や光を透過する緊張感のある

a15lSophieLissitzky－KBppers，EILissiEzbJ，TYlameSandHudson，1968，P．24．
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造形作品を制作したが、モホイ＝ナジが「透明」のアイディアを造形作

品に実現させる時、彼らの構成から霊感を得たと言える。

もともとモホイ＝ナジが美術という領域で目的とした表現は、特定の

事物や個人的、内面的な感情に重きを置いたのではなかった。彼の関心

は自己を取りまく現実をどう解釈するかにあり、現状を未来に向かって

どう変革できるかが重要であった。人間の身体の理想美を追求するアカ

デミズムに対しては全く興味を抱くことはなかった。また彼ばかりでは

なく「行動主義」芸術家の多くがそうであったように、非常に観念的な

世界観の創造を根幹としていた。

このことは、彼が同時代のベルリンのアヴァンギャルドの一翼である

表現主義美術の手段を取らなかったことにも通じる。カンディンスキー

やココシュカらの表現主義からは影響を受けなかったのである。

3　「行動主義」から「構成主義」へ

カーライ・エルネー（Kallai Em61890－1954）は、ベルリンに移住しウ

ィーン在住のカシャークらハンガリー「行動主義」芸術家に同時代の革

新芸術運動の情報を送り、理論的指導者として多大な貢献を果たした批

評家である。彼はハンガリー芸術家ばかりでなく、当時ベルリンを舞台

に活動を展開したリシツキーやジョージ・グロス、マレーヴィチらの批

評を書く一方で、モホイ＝ナジと共に1928年から1929年の期間、バウハ

ウスの雑誌を編集した指導者の一人である。ハンガリー行動主義が国際

的な構成主義芸術に傾倒し、自らの芸術を構成主義に移行する過程は、

カーライの評論から窺い知ることができる。また、カーライの表現主義
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や構成主義芸術についての解釈は、当時のひとつのハンガリー行動主義

作家の、他国の前衛芸術運動に対する見方であるとも言えるのである。

1921年から22年1月まで、カーライは、マーチャーシュ・ペーテル

（M卸孟s P鮎r）のペンネームでrMA』に投稿している。1921年から1927

年までにカーライが執筆した評論はモホイ＝ナジやカシャークについて

の評論をはじめ25ある。その中で、ドイツ表現主義に対する否定的批

評を1921年6月と8月連載の「新しい芸術」（q M6veszet）において以下

のように発表した。

表現主義周辺に繁茂している芸術的文学は、ただ形式と洗練化にお

けるキャッチワードのひとつであった。実際に、晩年のマネあるいは

モネやシャニックの絵画を、あるいは、芸術的観点からは比較できな

いほど弱々しいリーバーマンやスレーフォークトのただうわべの印象

だけを刺激している受動性に対して、ドローネあるいはカンディンス

キーとフランツ・マック、ノルデ、ヘッケルと他の表現主義者たちは、

精神的にまた深い倫理は、燃えるような暑い日に、高まりを見せるの

だと言うのだ。しかし、統合と倫理が表現主義において、兄いだせる

ということは、この文脈においてのみ、どうにか維持することができ

るのである。（中略）

しかし、表現主義の破綻は一表現の諸価値が絶対に必要であるとい

う仮定にある。表現主義者はそこに最大の確信を、そこには何も建設

しないことがすでに明らかであり、あるいは、私たちはデザインされ
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た不合理を、もう何も研究する必要はないのである。私たちは、すで

に表現主義は死んだということがわかっている。葬り去るかもしれな

い。注152（傍点は著者）

このようにカーライは述べ、集団的社会生活にふさわしい芸術の形態

は建築的構成にあり、表現主義は「なにも建設（エピート）しない」の

でもはや過去の芸術となったと結論づけている。さらに彼は「集団的形

態は、集団の法と論理とを意味するのであるから、常に各集団の関係の

上にその社会全体の構成が作られる。（略）カシャークの絵画建築にお

いては、厳しい力と共に、集団的小市民性が表れている。」注153と述べ、

カシャークの「絵画建築」に新しい芸術の表現を兄いだしている。

彼はこの理論をさらに発展させ、1922年構成的芸術について論じた「構

成的芸術の社会的・理知的展望」（AKonstruktivmav6szettarsadalmies

szellemitavlatai）を発表する。彼によれば、構成的芸術は「すべての要素

において力強く、建築的秩序へ集約される社会生活の展望へ向かい」そ

して「幾何学的形態は構成的秩序のために」あるのである。注154

換言すれば、カーライの主張する「構成的芸術」とは、芸術の諸分野

を統合した建築に集約されるのであり、それは社会生活の秩序を目的と

した芸術でなければならないのである。この社会秩序を根本に据える理

念は、先述したカシャークの「絵画建築」宣言に象徴されるのである。

注152MatyasPeter匹al】aiErna），qMuveszet，MA，66vf．7sz．，1921．

注153K畠11aiErna，Kassik，MA，76vf．1sz．，1921．

注154KallaiEm6，AKonstruktivm苗V6szettirsadalmiesszel】emit丘vlati，MA，76vf．8sz．，

1922．
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第2節　機械技術と芸術

1　タイポグラフィーと幾何学的抽象形態

第6巻5号（1921年3月）より、『MA』はサブタイトルを「行動主義

の雑誌」と改題した。表紙には、カシャークの幾何学的抽象形態による

構成的なデザインが登場する。（図版－3rMA』の表紙デザインの変遷）標題

『MA』のそれまでの表現主義的な輪郭のレタリングは、本号以降、直線

的ですっきりした輪郭をもつレタリングに変わる。また朱色のMAの文字

と図柄の黒とのコントラストが美しい2色刷り印刷となる。このデザイ

ンは、同時代のオランダ構成主義の雑誌『デ・ステイル』の表紙のテオ・

ファン・ドゥースブルフによるボールド体のNBの赤い文字の上にDE

STIJLの黒い文字を重ねたタイポグラフィーに類似している。（図76）

こうして『MA』の装帳は、創刊以来の表現主義の傾向から、以後構成

主義へと移行していったのであるが、同時にこの変化は、雑誌の内容と

作家達の作品の変化を如実に表している。つまり、カシャークは言葉に

よる詩の表現世界に視覚的表現を導入し、タイポグラフィーの作品を制

作するのであるが、その制作過程と発展の様子がここに見て取れるので

ある。

例えばこの第6巻5号の『MA』にはモホイ＝ナジの構成的抽象画が登

場する。かつてハンガリー革命の際にレーニンの肖像や労働者を単純化

し、革命を啓発する画面づくりをしていたボルトニク・シャーンドルの

素描にも、輸、アルファベット（B）、数字（1）、直線と円が、構成要

素として登場していることである。
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第7巻2号（1922年1月）のクリスマス号では、MAの二文字を斜めに

配置し、年月の「1922」「1」と記号的な＜と●を水平と垂直に、

また住所の文字は弧を措き、装飾の一部となっている。このカシャーク

のタイポグラフィーの仕事は、1921年に始まる≪絵画建築≫の制作と平

行してその画面づくりの過程で生まれ、平面構成へと発展させた結果と

言える。このように作家の画風が幾何学的構成の作品への変容に伴い、

雑誌『MA』も、表現主義的傾向から構成主義的傾向の雑誌へと変容して

いくのである。

2　機械技術と芸術

新たに「行動主義の雑誌」と改題した『MA』には、機械技術と芸術の

問題を論じた論文が掲載されるようになる。その主な論考に、アツェー

ル・パール（Ac61　Pil）の「集団的運動（映画一機械学）」（Kollektive

mozgas，Kino－Mechanika）とカーライ・エルネーの「技術と構成的芸術」

（Tbclmika6skonstruktivm苗vgszet）がある。この両者の論文は「行動主義」

芸術家達の機械技術に対する認識を示したものであり、また1921から22

年にかけて彼らが亡命によって獲得した芸術観であると言える。

アツェール・パールの論文は1921年3月に発表され、カーライ・エル

ネーやモホイ＝ナジによる機械芸術論に先立つものであり、ハンガリー

「行動主義」が「構成主義」に飛躍する過渡期のある一つの見地である。

彼はこのエッセイの中で、機械から誘発された「運動」の問題を社会的、

集団的な視点から論じている。

彼によれば「生活への機械技術化の促進により、この四半世紀、客体
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化した運動のメカニズムを獲得した」が、「この大変速い道具は、例え

ば絵画における“芸術’’のように、運動によって機械学を哀しはしなか

った。」と述べている。そしてアツェール・パールは「機械学は文化の

普遍的な変革化の手段である」から「集団の中で強調しなければならな

い」と主張し、機械を作品制作に関係づけるというよりも、むしろ社会

の変革において一つの有効な手段として位置づけたのである。つまり、

彼の機械についての見解は「集団」を尊重する社会的構造にあり、個の

表現として芸術家が生み出す絵画のように、機械が芸術作品としてある

のではないというのである。機械技術による社会的波及が問題なのであ

って、機械化された個人の作品を問題にはしていないのである。この点

において、後述するカーライの芸術観と共通の立場に立つものと考える。

カーライは論文「技術と構成的芸術」を、アツェール・パールの論文

のほぼ一年後、即ち1922年5月『MA』第7巻5－6合併号に発表した。

彼はこの中で芸術の創造における機械技術の影響について言及し、「絵

画建築の基礎は機械技術による制作によって、工芸と精神の表明の統一

を図るであろう。このような密接した周辺に、機械から自由な精神の構

築が高く浮上し、また新しさから技術面に戻る。工芸の構造関係におい

ても、現実社会の基点に到達する。」注155と述べた。

っまりカーライは機械に価値を兄いだし、機械技術による制作に新し

い芸術の構造が生まれると説いている。彼の機械に対する見地は、未来

派が機械の速度を賛美し、機械の形態そのものに美的価値を置いたもの

とは異なる。彼が機械技術に価値を置いているのは、技術が芸術作品の

江155K丘11ai Ern6，Tbchnikaeskonstruktivm苗veszet，MA，76vf・7sz・1922mqus，7－9・01d・
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制作や方法論を変え、またそれによって新たに生み出された芸術が社会

の構造や人の生活を活性化させるからであり、その活性化の根源に機械

技術があると述べているのである。彼によれば、この芸術を取り巻く社

会的構造が「構成的芸術」であり、換言すればこれがハンガリー「行動

主義」の目的とする「構成」であると言える。

3「動的一構成的エネルギーシステム」－モホイ＝ナジとカーライ

バイタルな構成は、生の表現であり、全ての人類、宇宙の進化の原

理である。今それを芸術におきかえるならば、動的一構成的エネルギ

ーシステムによる空間の活性化を意味する。（中略）

静的な素材構成（素材と形態の諸関係）の代わりに、ダイナミック

な構成（活力ある構成的諸関係、力の諸関係）が組織されなければな

らない。注156（資料卜1）

1922年12月、モホイ＝ナジとカーライは『デア・シュトルム』誌上に

ダイナミックな構成芸術を唱った宣言「動的一構成的エネルギーシステ

ム」（Dynamisch－konstruktives Kraftsystem）を発表した。これはハンガリ

ー「行動主義」芸術家がロシア構成主義とデ・ステイルの影響を受け、

到達した新しい芸術の概念の表出であり、この短く力強い宣言文に込め

られた「エネルギー・システム」こそが、モホイ＝ナジの「構成」と他

注156Moholy－NagyLasz16，KemenyAlfred，Dynamisch－konstruktivesKraftSyStem，肋Sturm，

Bedin，1922，Heft．12．
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の構成主義芸術との相違点を示すものであると言える。

実際にこの宣言文の基本構想がモホイ＝ナジよるものか、あるいはカ

ーライによるものか明確に特定できないのだが、ここで重要なことは、

1922年において二人が共通の芸術観を「構成」という言葉に込めて発表

していることである。カーライは前節で考察したようにベルリンに移住

した「MA」のメンバーの中でも特に社会主義的考え方の持ち主であり、

彼は芸術を集団的社会生活との関係において捉えていた。即ち、近代的

機械技術の発展と共に台頭した大衆のための芸術は、彼らの生産活動、

社会生活にふさわしいものでなければならず、彼らの生活をより活性化

するための芸術的環境の創造が必要であると信じていた。一方のモホイ

＝ナジは機械技術を造形作品に導入し、機械による運動のエネルギーが

人に新しい視覚の発見を促すものと考えていた。

では、具体的に彼らが主張する「動的一構成的エネルギー・システム」

とはどのような芸術をさすのであろうか。

前章でモホイ＝ナジの絵画表現における変容を考察したように、1922

年において、彼の絵画は幾何学的抽象形態による構成的絵画に到達して

いた。円、矩形による画面構成は、シュプレマティズムの影響を強く反

映していたが、むしろモホイ＝ナジにおいては光の性質、即ち「透明性」

の表現に重点が置かれていた。従って彼はキャンバスに光を措くことか

ら、やがて光そのものを素材として、空間全体を構成する造形表現を展

開するのである。モホイ＝ナジが構想し措いた≪動的な構成システム（総

合劇場のためのデザイン）≫（1922－1928）は、「動的一構成的エネルギ

ー・システム」の理論を図解したものであり、またキネティック彫刻≪

737



第5章　構成主義との厨わりこす躍

光・空間・調節器≫（図77・78）は、この芸術理論を具体化するための装置

であった。この立体作品は8年の歳月をかけて制作され、彼の様々な造

形上の実験一素材、構成、運動、光一の結果であり総合でもある。

≪光・空間・調節器≫は、縦、横、高さが70×70×151cmで、プラステ

ィック、ガラス、金網、金属板、スクリュウの素材が中心の回転軸から

それぞれ1200づつ三方に張り出した羽根に複雑に取り付けてある。そし

てモーターによって35秒間に一回転の可動と、同時に三方の回転軸を持

つ羽根が作動し、各部品はゆっくりと、また小刻みに回転しながら、絡

み合い、緊張し合い、優雅でダイナミックな空間を生む。円、球、矩形

の幾何学形態は、運動のエネルギーによって生気を与えられ、生きて呼

吸するかのごとく有機的な形態へと変容していく。

このように見てくると、彼らが宣言文に掲げた「静的な素材構成（素

材と形態の諸関係）の代わりに、ダイナミックな構成（活力ある構成的

諸関係、力の諸関係）が組織されなければならない」という主張は、ま

さにモホイ＝ナジの≪光・空間・調節器≫によって実現化されたと結論

づけることができる。

モホイ＝ナジとカーライが目的とした芸術は、人間を包む空間をそのも

のを創造空間と考え、人の動きに対応して作用する造形を目指している

のである。彼らが理想とする芸術は、生物としての人間の生を活性化さ

せるものであり、視覚、聴覚、運動感覚などの機能を備えた人間の生を

満足させるものでなければならないのである。モホイ＝ナジはこの後、

形態と運動、音、光、色、香りの総合を目指した「ある機械的曲芸のた

めの総譜草案」（1925）をバウハウス叢書第4巻『バウハウスの舞台』
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蒼古章　構成主義との厨わり二才躍

の中で発表するが、これはまさに「動的一構成的エネルギー・システム」

の理論を舞台芸術へ発展させたものであり、この動的な空間の構成こそ

が、ロシア構成主義やデ・ステイルの構成と明確に区別されるモホイ＝

ナジの「構成」なのである。
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蒼古章　構成主寿との蘭わり二才躍

第3節　r新しい芸術家の書J　－モホイ＝ナジとカシャーク

1　発刊まで

ハンガリー時代にはほとんど協力関係のなかったカシャークとモホイ

＝ナジではあるが、亡命後は互いに急速に接近していった。この二人を

比較すると、生まれも育ちも性格も全く正反対であり、ハンガリー革命

を通じた芸術による闘争がなければ、それぞれが異なる道を歩んでいた

はずである。モホイ＝ナジの生涯を通じて、カシャークと共同作業にあ

たったのは1922年のベルリン時代である。前節で考察したように、モホ

イ＝ナジは当時ベルリンに集中していた各国の前衛芸術の情報をウィー

ンに送り、『MA』の編集に関わるようになる。『MA』に掲載された立

体主義や表現主義、そしてロシアやオランダの構成主義の記事はモホイ

＝ナジによってもたらされたのであり、1921年以降『MA』が国際的な雑

誌と発展する裏に、彼の功績を無視することはできない。

1922年9月、この二人による共著『新しい芸術家の書』（q Mav由zek

K6nyve）（図79）が誕生したのも、こうした協力関係の表れのひとつであ

る。この本が出版される経緯について、カシャークは以下のように回想

している。

1921年、ウィーンに住んでいた頃、革新的な芸術が焦点となってい

たベルリンにいた。彼（モホイ＝ナジ）にはベルリンに有力な個人的

知人がいて文通が可能であった。こうして彼は、本の押し絵のための

資料収集を引き受けた。編集は共同で行った。僕は序文を書き、タイ

ポグラフィーと表紙を措いた。アンソロジーの題名は『新しい芸術家
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粛古妻　構成主義とのノ習わり：柑22

の書』であり、1922年にハンガリー語とドイツ語で、またアメリカで

出版した。注157

出版に関してモホイ＝ナジの側は非常に積極的であった。彼は1922年

2月22日付けのカシャーク宛の手紙で以下のように出版を催促している。

親愛なるカシャーク、

ここに数枚のロシアの写真があります（6点）。僕らは2－3日の

うちに記事を送るつもりでいます。その前にロシア語から翻訳しなけ

ればなりません。この記事はイリア・エレンブルグが書いたものです。

他に、たった今ヘリコン（He故on）社から出版されたロシアの本があ

ります。大変興味深い本でこれも数日中に送ります。エスプリ・ヌー

ボー（フランスの雑誌）をまだ送っていません－でも、前年の号を全

部、その代わりとして送りました。

彼等はそれらの号を送ってこなかったのです。もし、これ以上待たな

ければならないのなら、苦情を言うつもりです。なんとか載せたいと

思うのですが。

タトリン：第3インターナショナルのためのモニュメントの製作で、

写真の上部左から出ている線は、削除する必要があります。

プニーの号は、まだ手元に届いていません。

（中略）

注157ァメリカでの出版出版について、カシャーク自身は出版されたと述べているが、

実際には成功しなかった。Kass放し可OSesMoholy－NagyL由zld，助Cゐ肋“ergが那fJer，1922，

K6merEva，rePrintedSwitzerland，1991・
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僕はクレーについて返事を待っています。

そして、あのアンソロジーがいつ出版されるのか、全く聞いていませ

ん、そのためにだれもが僕に聞いてくるし、僕の方はわからないので、

彼等は変な目で見ます。

アンソロジーのために僕の資料から何を選ぶつもりなのかを、少なく

とも4－5回は君に尋ねている筈ですが。

心から、君の成功を祈っている。

モホイ＝ナジ

追伸：ハウスマンの陳腐な表現は一僕はそう思うのだが一掲載できな

いと思う。注158

以上のカシヤークの回想とモホイ＝ナジの手紙から、『新しい芸術家

の書』は、モホイ＝ナジが集めた国外作家の作品写真や雑誌記事等の資

料をカシャークが選定・編集し、ウィーンで「MA」の名で出版したもの

と認められる。実際にカシャークが刊行したのは9月であり、ユリウス・

フイツシェル・ゲメリ・イェネー（JuliusFischerG6m6riJen6）というハン

ガリーの詩人が出版元となり、ウィーンで、続いてベルリンで出版した。

カシャークが上記の回想の中で、出版の場所について「アメリカ」と述

べているが、実際には実現しなかったのである。注159

では、二人がこの本の構想を立てたのはいつ頃であろうか。モホイ＝

注158PassuthKrisztina，Moholy－NagyleveleKassakLajosnak，Mohob，－NdgnTnamesan

Hudson，1985，p．389．

注159Kass畠kLdosesMoholy－NagyLiasz16，BuchNtuerKanstler，1922：K6merEva，rePrinted

Switzerland，1991．
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粛古書　構成主義との厨わり二才躍

ナジの手紙によれば、1922年2月22日には彼はすでにカシャークへ編集

に必要な写真や資料を送っており、さらにこの本に掲載のモホイ＝ナジ

の作品3点は1921年の制作のものであることから、おそらく、1921年の

冬から22年にかけて、出版の計画されたと推定できる。しかし実際の出

版までに、少なくとも半年以上の時間がかかっている。

また注意すべきことは、『新しい芸術家の書』の序文にカシャークが

5月31日付けをもって宣言文を記載したことである。実際の発行が9月

であるにも関わらず、彼が5月31日の日付を記したことは重要な意味を

もっていると考える。なぜなら、1922年5月にはデュッセルドルフにて

「第一回デュッセルドルフ国際美術展」（1．Intemationale Kunstausstellung

msseldorf）が開催ざれ、この展覧会にあわせて29日から30日に革新芸術

家による国際会議がもたれている。（この会議については、第6章で考察する）

しかし、カシヤーク他ウィーンの「MA」の作家達はこの展覧会にも会

議にも出席できなかったのであり、彼が31日に筆をとっていることとと

併せ考えるならば、カシャークの宣言文はこのデュッセルドルフの国際

会議に寄せたハンガリー「行動主義」の声明文であると言える。同時に

本の内容は、カシャークの宣言以外には文章は掲載されておらず、豊富

な写真とヨーロッパ各国の前衛芸術家の作品から構成されていることか

ら、視覚的宣言書としての意味を兼ね備えていると言える。

2　内容について

『新しい芸術家の書』は、カシャークによる宣言文と87貢にわたる図

版で編集され、63作家の85作品の他、高圧線鉄塔や航空写真の都市の風
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粛5卓　構成主義との厨わり二は22

景写真や飛行機、発電器、自動車といった近代技術を代表する写真が21

点掲載されている。

l　カシヤークの宣言文

『新しい芸術家の書』の冒頭においてカシャークは、力強く、そして

熱狂的に芸術創造を説いた。

t　扇動政治家の演説と、甘美な世界に生きている美学者の溜息との

ただ中で、大衆に向かいこの本を著し、単純明瞭に以下に書く、見よ‥

（中略）

すべての創造活動はより高次な力の発露である。

芸術は創造活動の至上の形式である。

（中略）

芸術は世界調和のための基本的な力の構成要素であり、あらゆる時代

の代表的精神は、この力を適切な形で探し求めなければならない。

（資料Il－①）

4貢にわたる長いこの宣言文は、各々の時代における人間の創造的自

我と芸術の関係について論じている。即ちカシャークによれば「人間の

創造的自我が神の力に薄れる時代には、芸術は受動的で、献身的で、叙

事詩的であり」、また「信仰の喪失の時代には、芸術はでたらめになっ

た」という。そして現代においては「自然科学的思考が神から人間を解

放し、人間は世界における自分の位置を認識した」のである。彼は結論
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として、現代という時代にあって、人の自己目的性はますます意識的に

なり、新しい人間を表現する傾向にあると述べる。そこで芸術の新しい

傾向、即ち二十世紀に誕生した様々な芸術の「主義（イズム）」一未来

派、表現主義、キュビズム、ダダイズムについて論じるのである。

カシャークによれば、未来派も表現主義も、またキュビズムやダダイ

ズムも過去の産物である。つまり未来派は「方向のない勢い、威力のな

い結末」であり、表現主義については「すぐに達成され、たいした反対

もないままに衰退した芸術運動」、また立体派は「形態と内容の価値あ

る統一だと認められた現代における最初の芸術家の傾向である」と評価

しながらも「色あせてしまった」と述べている。そしてダダの破壊の結

果「新しい建設のために土台が残った」と述べる。最後にカシヤークは、

「我々の時代は構成的時代」であると結論づけるのであるが、構成主義

の芸術そのものについては論じていないのである。このことは、彼がこ

の宣言で最も主張するものは、現代という新しい時代を理解し、新しい

芸術の向かうべき方向を示すことであって、「構成主義」を提唱したの

ではないということを意味している。換言すれば、二十世紀という現代

社会の最大の問題である戦争と革命が人間相互の無理解と分裂から生ま

れたのであり、芸術もそれぞれの「主義」を主張し、分裂するのではな

く、統合し構築する方向へ向かうべきだと主張するのである。従ってカ

シヤークが述べる構成的の意味は、芸術のスタイルとしての「構成主義」

っまりデ・ステイルやロシア構成主義ではないと言える。彼の言葉を使

うならば「世界の調和」あるいは「世界の統一」なのである0
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粛5章　構成主寿との厨わり二才躍

以上の視点から『新しい芸術家の書』をカシャークの宣言文の内容と

掲載の写真及び作家作品とを対応させて見ると、現代社会の様相とそこ

から誕生した現代芸術の進化を理解することができる。宣言文は決して

図版と無関係に記載されているのではなく、図版もまた掲載服と内容に

おいて、宣言文の結論に到達すべく、選定・分類収録されたのである。

この意味において、宣言文以下の図版は「視覚的宣言」であると言える。

ii　図版について

カシャークとモホイ＝ナジが選定した図版は、絵画、彫刻、建築、音

楽、映画の領域から63作家の85作品と現代を象徴する写真21点である。

前項で考察したとおり、カシャークとモホイ＝ナジは二十世紀芸術の新

しい傾向を歴史的・文化的文脈から概観するために、．未来派、表現主義、

キュビズム、ダダイズム、そして構成主義のそれぞれのカテゴリーに分

類し、芸術の進化とも言うべき流れを示したのである。

ここに掲載の作品写真は、ベルリンの『Der Strum』、『Kunstblatt』、

『Dada』、『Gegenstand』、マリク（Malik）出版、オランダの『DeSt鋼、

フランスの『cicerone』、『L－Esprit Nouveau』、ハンガリーの『MA』の

他、9つの美術、機械技術雑誌から選出しそれぞれの出典を記している。

この本の最大の特徴として、芸術作品と同様に発電器やカメラ、自動

車等に重きを置き貢をさいていることである。彼らがまず最初に示した

のは送電線の写真であり、続いて映画用カメラ、ニューヨークの航空写

真、レーシングカーであった。このことは、二人が芸術作品の誕生の背

景に機械技術の発展があることを認識し、芸術と技術の関係を重要視し
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たためと考えられる。そして機械技術文明の下に誕生した未来派を古典

的美学からの解放であるとし、エネルギーと速度の礼賛を措いたポッチ

ョ一二とルッソロの躍動感溢れる油絵を最初に掲載した。ポッチョ一二

の油彩画の下にダイナミズムの象徴としての発電器を提示し、発電器か

ら受けるイメージによって、より明確に作品の主題が読み取れるのであ

る。（図80）

未来派の次には表現主義が続くものとしてカンディンスキーの油彩画

「白い楕円」（1919）の他マルクの作品が選ばれているが、その次には

ァルプの「レリーフ」やドローネーの「エッフェル塔」（1910）があり、

未来派のダイナミズムを受け継いでいるものとして、その後のシャガー

ルやクレー、カンペンドンクの作品と区別される。これらは表現的な傾

向にある作家で、必ずしも表現主義という狭い範噂でまとめてはいない

のである。

次にカシヤークとモホイ＝ナジは巨大工場の写真を掲載し、その力強

い構築性を示した。それは絵画空間の構築性に関係するものとして、次

に分類されるキュビズムの作品は総合的時代を掲載している。カシャー

クは宣言文の中でキュビズムについて「形態と内容の価値ある統一」と

述べていることから、キュビズムが視覚芸術の根本的な法則を確立した

ものと認識していたのである。ピカソ、ブラックのパピエ・コレの絵画

画面には単純な形態のイメージが構成、統合されて重層化した空間が形

成されている。さらにこれらの作品と次貢のファイこンガーの直線的で

様式化されたキュビズムとは非常に対比的であり、それを強調するため

に直線が何重にも続くシュトットガルドの鉄道駅の写真を印刷したもの
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と考えられる。

このキュビズムの形態の追究から発展して、単純化、幾何学化へ向か

った例として、レリーフ作品と平面作品を掲載した。前者の傾向にはペ

ーリの「空間構成」とシュレンマーのレリーフ「バウプラスティク」

（1919）、バウマイスターの「レリーフ　Ml」（1921）を、後者の例で

はオーザンファン、ジャンヌレを挙げている。しかしカシヤークとモホ

イ＝ナジは、絵画がこうした純粋な形態の追究へ向かうばかりではなく、

一方で人間の精神的内面世界の表現でもあると認識していた。ヰリコと

グロスの人体を無機的形態に措いた形而上絵画を取り上げて、純粋に形

態の構成へと向かう傾向の作品と対比している。また、同じく対象を幾

何学的形態へと単純化し措いたレジェについては、画面上の機械的イメ

ージに実際の機械の写真を照らし合わせ、両者の関連の内に機械と芸術

表現の関係を読み取ろうとしている。そもそもカシヤークとモホイ＝ナ

ジは、現代の芸術作品に機械技術の強い影響を実感していたが、これを

繰り返し証明するかのごとく、機械のイメージに制作の霊感を得たクド

ラークの円と直線による幾何学的抽象形態の構成をベンチレーターの映

像と共に掲載した。このように二人によれば、キュビズムの形態の追究

に始まる抽象化の表現が、多様な発展を遂げ、その過程において、機械

のイメージが作家の創造行為と密接に関わっていると認識したのである0

形態の単純化は、一つには平面化の方向へと向っている。平面的に措

かれたイメージを合成する作品の例としてシュルヴァージュを、さらに

機械のイメージを合成した例として、ダダイストのピカビアとマン・レ

イの作品をあつかっている。そして機械の直接的表現ばかりではなく、
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機械文明がもたらした荒廃した現代社会の様相を描いたグロスの素描も

現代という時代の表現として重要であると考えていた。ダダの作品は上

記の他、シュヴィックースのコラージュ「貴婦人のためのコンストラク

ション」（1919）と「メルツ建築」（1920）を掲載している。ダダイス

トが措いたものは元来美の概念からほど遠いと思われていた機械であり、

人間の醜い部分であり、あるいは機械の廃物そのものであった。そうし

たダダイストの行為が、古い価値観－ブルジョワの美学を破壊するもの

とカシャークとモホイ＝ナジは信じていたのであり、この破壊のエネル

ギーによってこそ、はじめて新しい世界の構築が始まると考えていた。

これを証明するためにダダに続くものとして彼らが選んだものは、構

成主義であり、中でも建設的な仕事を成した夕トリンであった。ダダの

「破壊」と夕トリンの「構築」の概念をここで対比しているのである。

しかし、彼等はロシア構成主義とシュプレマティズム、デ・ステイルの

構成とを「主義」の違いで区分するのではなく、タトリンの次には垂直・

水平の中に世界を還元したモンドリアン、マレーヴィッチ、ドゥースブ

ルフの平面的構成と、同じく水平・垂直を強調したP・アウトの建築作品を

掲載した。続いてこの絵画空間と建築空間を見事に合流させ「建築的絵

画」を措いたリシツキーの「プロウン1D」（1921）が登場する。

そしてこの構成主義を継承するものとして自分達の構成があると考え、

ここにモホイ＝ナジの1921年制作の「コンポジション」、「ニッケル彫

刻」と最新作の平面構成の3点を、カシャークは「絵画建築」を掲載し

た。二人の作品からは、夕トリン、ロドチェンコ、シュプレマティズム

の系譜が明確に示されているのである。しかし、ここで注目すべきは、
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蒼古章　構成主寿との厨わり二才膨

自分達の作品の後にハンス・リヒクーとエッゲリングの抽象映画を掲載

していることである。即ちハンガリーの構成主義が、現代芸術の流れの

中で最も新しい傾向とは考えていなかったのである。さらにハンス・リ

ヒクーとエッゲリングの作品の前貢に航空機の映像を挿入している。こ

の航空機は、速度が人間に新しい視覚をもたらしたことを象徴している

のであり、つまり視覚芸術が「時間」との統合の上で「抽象映画」とい

う新しい芸術を誕生させたことを示しているのである。つまり、二十世

紀芸術は機械技術の発展と共に「抽象」へ「構成」へと進化し、「時間」

という全く新しい概念と結合した時、動きを伴う視覚芸術　－「映画」へ

と向かうと主張しているのである。

以上の考察からここに結論として明らかなことは、ハンガリー構成主

義は、シュプレマティズム、ロシア構成主義、デ・ステイルの構成の系

譜にあるものだが、一つの「主義」として他と区別される芸術のスタイ

ルではないということである。この本においてカシャークとモホイ＝ナ

ジが強調している点は、二十世紀芸術が進化し発展する過程で、細分化

グループ化の傾向にある芸術の運動が互いに対立するのではなく、それ

ぞれの関係のうちに統合へ向かうことが重要であり、この統合への向か

うことこそが、ハンガリー構成主義の芸術運動そのものであるという点

である。

3　r新しい芸術家の書」の意義

前項において『新しい芸術の割の内容を考察したが、この本の最大

の特色は未来派、表現主義、キュビズム、ダダイズム、ロシア構成主義
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君古書　構成主義との蘭わりニJ躍

及びデ・ステイルの代表的作家の作品を選集し、宣言文と図版から二十

世紀芸術運動を概観した点である。このように非常に広い地域の様々な

芸術運動を一冊の本にまとめることを可能にしたのも、それぞれの作品

が芸術雑誌に視覚的情報として印刷されていたからであり、モホイ＝ナ

ジは、『DeStijl』や『LT EspritNouveau』等の印刷メディアを通じて、他

国の芸術を知り、雑誌の映像を通じてそれらの芸術を理解したのである。

さらにモホイ＝ナジとカシャークは、収録した情報を選び編集し、それ

を再び映像情報として印刷メディアを使って、第二の情報としての『新

しい芸術の書』を送ったのである。従ってこの本には文章が少なく、ほ

とんどが図版で構成されているのも、彼らが映像の力、映像が物語る情

報を重要視したためと考える。この文脈において、『新しい芸術家の書』

は二十世紀が抱えた情報と映像の重要な問題を内包しており、これがこ

の本の意義である。

このように映像によって現代芸術を概観した本には、『新しい芸術家

の書』の他にリシツキーとアルプによる『Kunstismen』がある。この

『Kunstismen』と『新しい芸術家の書』を比較するならば、出版の方法や

内容について、即ち、複数の都市での出版や同時代の革新的作品の紹介、

さらに貢のレイアウトにおいて共通性が認められ、前者は『新しい芸術

家の書』を意識し出版したと見ることができる。ここで両者を比較する

ことにより、『新しい芸術家の書』の性格を明確にしたい。

リシツキーとアルプは、1925年にチューリッヒ、ミュンヘン、そして

ライプチヒで『Kunstismen』を出版するのだが、彼らは1914年から1924年

までの10年間の芸術の「イズム」を体系化し、それらを代表する作家の
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粛古妻　構成主寿との厨わり∴偶冴

作品と、独・仏・英の三力国語による宣言文を掲載した。複数の言語で

印刷したのは『Kunstismen』を国際的な本として位置づけるためであった

と言える。宣言文に続く図版貢には小見出しを設け、現代芸術の流れを

それぞれの「イズム」に基づき明確に打ち出している。その際、現代芸

術の基点を1914年に置き、表現主義、未来派、キュビズム、抽象主義、

形而上主義、シュプレマティズム、ダダ、純粋主義、新造形主義、メル

ツ、コンプレショニズム、プロウン、ヴェリズム、構成主義、そして映

画の服に現在から過去へ遡りながら現代芸術を概観している。

これに対し『新しい芸術家の書』は、それぞれの「イズム」の見出し

は特に設けず、読者が貢の配列、前後の作品から理解できるように編集

してある。即ち、前者は現代芸術における「イズム」を重要視し、各作

品をある表現方法の一傾向として捉えようとしている。このことは、

『Kunstismen』と『新しい芸術家の書』の出版に3年間の開きがあり、こ

の間、それぞれ表現のスタイルや作家の主義主張の輪郭がより鮮明に整

ったためとも考えられるが、むしろモホイ＝ナジとカシャークは、芸術

作品がある一つの「イズム」として必ずしも明確な境界を引いて区別さ

れるものではなく、それぞれの表現スタイルが相互に関連し合い発展し

たことを強調していると考えたい。なぜなら『新しい芸術家の書』では、

作品のみならず時代を象徴する機械や都市の写真も掲載してあり、芸術

創造は先人の創造を負いつつ同時代の創造活動と共にあり、同時に時代

性を大きく反映していることを説いているからである。

モホイ＝ナジは1926年論文「“イズム”か芸術か？」の中で「“イズ

ム”という言葉は、今日の専門用語の中で、きわめて重要な役割を演じ

J∫2



倉吉卓　構成主寿との厨わりこす躍

ている。だが、実際にはイズムなどというものは何もないのである。白

分たちの作品を、その時代に生まれた一般的な前提から作り出す個々の

芸術家の個々の作品しかないのである。（中略）すべての‘‘イズム’’も

また、時代の一部である内在的な形態の意志の撤密な個人的解釈にすぎ

ない。」注畑と述べている。つまり『新しい芸術家の書』においてモホイ

＝ナジが各作品にそれぞれの「イズム」を明示しなかったのは、「何々

イズム」という大前提のもとで作家の純粋で根本的な視覚表現上の努力

が隠れてしまうことや個人的な解釈による作品批評を避けたためと考え

る。

さらに貢のレイアウトに注目すれば、両者とも誌面には作品解説や説

明のような記述は一切なく、ただ制作者名だけが小さく添付されている

ことに気づく。双方とも誌上展覧会のカタログとしての機能を兼ね備え

ていると見ることができるが、「イズム」に基づいて現代芸術を分類し、

読者を教示する編集方法と、作品を取り巻いている社会的、文化的側面

の映像によって現代芸術の理解を促そうとする方法の違いが、それぞれ

の本のデザインにも表れている。即ち『Kunstismen』では直線とゴシック

体の数字が貢のアクセントとして置かれ、表紙の赤と黒のタイポグラフ

ィーによってロシア構成主義的な装帳を施しているのであるが、これに

対して『新しい芸術家の書』は構成主義の作家による雑誌や著書に特徴

的な棒線と記号的イラストによるデザインはなく、賛沢にとられた余白

はあたかもギャラリーの白い壁のようであり、頁をめくる度に室内を移

動するかのようである。

往湖Moholy－NagyLasz16，日Isms一一orA沼，mVOSVOCO，VOl・5，nO・8－9，1926，Leipzig・Hans

M．Wingler，乃eBauha描，¶leMITPress，1969，P・115・
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ではモホイ＝ナジにとって『新しい芸術家の書』はどのように位置づ

けることができるであろうか。彼は刊行の翌年、各国の現代的視点をも

っ専門家の執筆協力の上で、30のテーマによる小冊子の刊行を企画して

いた。以下が、その企画の内容である。

シリーズのための暫定的プログラム

1論考：構成主義

2　新しい生活一構築

3　新しい創造において（特集号）

4　新しい創造において（一般）

5　写真

映画、新しい映画一脚本

6　新しい広告（写真と映画も）

7　教育の新しい論点

8　構成的生態学

新しい医学の進歩の眺望（自然的組織的治療）

9　雑誌傾向の概観

新しく正しい雑誌のための示唆

10　現代概説（1908－1923）

11政治特集号

12　経済特集号

13　科学特集号

14　技術特集号

15　芸術特集号

16　組織（最重要号のうちの一つ）

17　芸術とプロパガンダ

18　建築と絵画

19　アメリカとヨーロッパ

アメリカ主義とヨーロッパ主義

20　大陸間の関係

構成的地誌
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21至る所束（世界の宝庫）

22　音楽。メカニカル・スピーチとゲーム機械

電気的ショウ

音、光、形、運動、香の総合。

劇場、サーカス。

23　建築（公的、私的、船などの建造物）

24　新しい物理と化学にふさわしいガラスと他の素材の問題

が　芸術の工房の仕事　絵画

様々な素材による構成

26　独自の言語による文学：ロシア語

人々：ドイツ人

ハンガリー人

フランス人

アメリカ人　など

世界の言語

構成的言語学

27　宗教、哲学、形而上学

認　近代の創造的運動の起源

イタリーにおける

フランスにおける

ロシアにおける

オランダにおける　など

29　新しい発明（実用機能の）

30　ユートピア

30項目の第1巻「論考：構成主義」は、ベルリン在住のリシツキーと

ナウム・ガポの協力によって大方作成され、さらに1923年12月18日付け

のアレクサンダー・ロドチェンコ宛書簡の中で、ロシアから構成主義に

ついての短い文章を求めたのである。（資料Ⅱ－1）

この冊子は結局出版されなかったが、企画した30の項目は、絵画、建
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築、写真、映画、音楽、広告など造形領域の他、社会生活や教育、さら

にヨーロッパとアメリカの問題など、多角的な分野から現代芸術を捉え

るようとする壮大な計画であったことが改めて理解できる。

このように見てくると、この出版計画はグロピウスとの共同編集によ

るバウハウス叢書の前身であり、その土台となったのが『新しい芸術家

の書』であったと言える。モホイ＝ナジ著作のバウハウス叢書第8巻『絵

画・写真・映画』（1925）やバウハウスの予備課程の教育内容をまとめ

た第14巻『材料から建築へ』（1928）は、この本の余波と見なすことが

できる。従って、『新しい芸術家の書』はモホイ＝ナジの全仕事の中で

重要な位置にあり、近代社会の多様な様相を総合的に解釈し、論考する

彼の理論家としての才覚の最初の現れであったことの意味は重大である。

さらに、モホイ＝ナジとハンガリー「行動主義」との関係という視点

からこの本の意義を述べるならば、彼がカシャークと最も強い協力関係

にあったのは、『新しい芸術家の書』の出版を通じてである。亡命以前

のモホイ＝ナジは、「行動主義」の芸術運動へほとんど参加していなか

ったのであるが、共同出版というカシャークとの共同作業が二人の関係

を強力にした。それは出版の時期と場所において、共同作業の重要性を

示している。

前項でこの本が、宣言文と図版による編集内容から視覚的宣言書であ

ることを述べたが、出版された1922年は、革新的芸術家が一同に会し交

流を深め、それぞれが宣言を掲げていた。この1922年という二十世紀芸

術史において大変重要な時期に、『新しい芸術家の書』はベルリンとブ

ダぺシュトで出版された。さらに構想の段階ではアメリカでの出版も企
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図されていたのであり、その点でこの本はハンガリーの立場から世界に

向けて発した宣言であった。それは大変美しく、しかも力強く世界の統

合を呼びかけたシュプレヒコールであり、モホイ＝ナジが亡命後はじめ

てカシャークと共同で作り上げた偉業であった。ここに、モホイ＝ナジ

とハンガリー「行動主義」との重要な関係が証明されたのである。
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第6章　「行動主義」芸術運動の発展とその後：1922－27

本章では、ハンガリー「行動主義」芸術家のヨーロッパにおける活動

について述べ、この芸術運動の国際的拡大と発展を考察する。そして発

展の過程における作家個々人の変貌について、またそれによって引き起

こされたグループの解散と運動の解体について、その意味を考察する。

第1飾　国際的アヴァンギャルド芸術運動への発展

1922年11月11日、カシャークは初めてのベルリン旅行へ出かける。こ

れは、当地のモホイ＝ナジとカーライ・エルネーが彼のためにベルリン

の作家達との交流の場を設定したもので、デア・シュトルム画廊を案内

され、また、モホイ＝ナジのアトリエを訪れた。

この時彼は、モホイ＝ナジを通じてデア・シュトルムのヘアヴァルト・

ヴァルデン、リシツキー、アルキペンコ、ジョージ・グロス、ハンス・

リヒクー、ラウール・ハウスマン、パウル・クレー、そして留学中の村

山知義を紹介された。そして、11月21日デア・シュトルムの一室で「MA

の文学の夕べ」開催の運びとなった。会はカーライのドイツ語によるス

ピーチで始まり、ヨラーンがシュヴィックースとヒュルゼンヴェックと

アルプの詩を朗読した。カシャークは自作の詩3編を朗読した。こうし

てカシャークとヴァルデンとの関係が生まれ、その結果カシャークの「絵

画建築」が雑誌『デア・シュトルム』13巻11号（1922年）の表紙に登場

することになった。

またカシャークらのベルリン滞在中、ファン・ディーメン画廊におい
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粛6章　「行動主義ノ芸術遅効の発展とその綬こす躍－27

て「第1回ロシア展」が開催されており、カシャークはマレーヴィッチ、

タトリン、ロドチェンコらのシュプレマティズムや構成主義の実作品を

ここで初めて目にする。非対象の絵画や、構築、建設といった建築的イ

メージのレリーフや彫刻に、ハンガリー「行動主義」芸術家が共感しな

いはずはなかった。カシャークはウィーンに戻ると、早速『MA』第8巻

2－3合併号（12月）に展覧会の報告「ベルリンのロシア展」を書いた。

2　デュッセルドルフ「革新芸術家」会議をめぐる論争

孤立と疎外の亡命生活から漸く活動を再開し、国際的な芸術の動向に

刺激を受けながら、新しい創造の活力を兄いだした「行動主義」芸術家

達であったが、亡命者であることの疎外感を味わう出来事が再び起きた。

前衛芸術の国際的な一大イベントである「第1回デュッセルドルフ国際

美術展」（1・htemationaleKunstausstellung Ddsseldorf）に参加できなかっ

たことである。

1922年5月28日－7月3日、「若きラインラント」グループが組織し、ベ

ルリンの「11月グループ」、「ドレスデン分離派」、ドレスデンの創造

者たち」、ベルリンの「シュトルム」、ミュンヘンの「新分離派」そし

て「ダムシュタット分離派」が参加し、ドイツを含めて19カ国344作家の

812作品が展示された大規模な展覧会は、フランス、ベルギー、オランダ、

イタリア、スイス、ドイツ、ロシア、スペインからの前衛芸術家を一堂

に集め、さらに「日本未来派」も出品したという画期的なものであった。

注161

餌1五十殿利治『大正期新興美術運動の研究』スカイドア、1995年、387－390頁。
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この展覧会に出品したハンガリー作家は、「デア・シュトルム」で発

表していたモホイ＝ナジとぺ－リ、そしてグループ「8」のチョベール・

ベーラで、ウィーンのカシャークはじめ他の「MA」の作家は参加してい

ない。

また展覧会に併せて5月29日から31日、国際会議（Kongress der

IntemationaleFortshrittlicherKGnstlerDGSSeldorf）が開催され、その席で「国

際革新的芸術家同盟」（Unionintemationaler fbrtschrittlicherK血Stler）の創

設をめぐってドイツの構成主義、デ・ステイル、ダダのグループがそれ

ぞれの主義主張を述べ過激な論争となった。リシツキーとハンス・リヒ

クーは「国際革新的芸術家同盟」の草案に反対し、そこへドゥースブル

フが加わり、「構成主義芸術家の国際部会の声明」を『デ・ステイル』

誌に発表した。ここに発表された声明は以下の通りで、ルーマニア、ス

カンディナビアのグループも含まれている。

・「グループ‘総合’の宣言」イワン・プニー、カール・ツァリト、アルノ

ルド・ズールカール

・「デュッセルドルフ革新芸術家宣言」リシツキー、イリア・エレンブルグ

・「ルーマニア、スイス、スカンディナビア、ドイツの構成主義者

の宣言」

ハンス・リヒタ一、ブラウマン、ヴィッキング・エッゲリング、ヤンコ

・「デ・ステイルの宣言」ドゥースブルフ注162

これらの宣言全文は、ハンガリー語に翻訳されて『MA』第7巻第8号

注16之かe∫仰，Kongres－Nummer，1922，Ⅴ・nO・4・
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（8月号）に掲載された。しかしこの会議についてのハンガリー行動主

義側の反応はと言えば、必ずしも好意的に受け入れたというものではな

かった。なぜなら自分達が不法出国した身であり経済的またパスポート

不所持等の理由によって、この会議に参加できなかったことが第一に不

満であった。カシャークらは『MA』誌上で「第1回デュッセルドルフ国

際会議によせて」（HHalad6M責V6szekHdBsseldorfielsdkongresszusahoz）と

題して、白分たちが会議に出席できなかったことの理由を述べ、そして

争点となった「革新芸術家同盟」創設に対しての反対声明とそれに代わ

る「革命的世界観の創造の国際組織」の設立を提唱するのである。彼ら

の言い分はこうである。

私たちハンガリー「行動主義」芸術家は、これまで3年間祖国から

追放され生きてきた。そしてこの物質的、周囲を取りまく技術的な障

害のために、デュセルドルフ「革新芸術家」会議に参加できなかった。

私たちの見解を以下の通り表明する。

Iでは会議の早急な召集に関して、またIlでは革命家の創造的宣言

が共通でより強力な協力関係について述べる。

t

デ・ステイルの第4号に掲載された会議の報告に対する私たちの反

対意見を表明する。

彼らは個々の独立した個性的芸術家の価値観の相違を強調し、一方、

私たちは現実的視点から人の生を見る。なぜなら私たちは、人は独立
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した社会の構成要素であるということを知っているから。（中略）会

議について、私たちはまず芸術家という特別な人間ではなく、普通の

人間として以下のことを述べるのである。（中略）

私たちの立場は、創造において階級による相違はなく、平等であり、

ただ権力に反対しているだけである。なぜなら、生の最上の形式の実

現化を望むような組織のために、すべては今日行われている創造を（科

学者、技術者、芸術家など）動員する必要がある。

私たちは、「革新的芸術家」の統一ではなく、革命的世界観の創造

の国際組織の設立を願うのである。

その組織は、「革命的世界観の創造の国際組織」（A　forradalmi

vilagszm16etBalkot6knemzetk6ziszerveZete）と名付けることを提案する。

会議で取り上げた芸術一哲学と芸術の技術についての問題は私たちの

問題でもあり、『ゲーゲンシュタント』のハンス・リヒクーと『デ・

ステイル』グループの問題提起に私たちも同様な考えがある。

Il

「革命的世界観の創造の国際組織」の設立のための考案

1．メンバーは、全領域の団体の最下部の二人の代理者とする。その者

は、全労働団体からなる展望をもっていること。

課題：物質的精神的資源の集中。すべての可能な新陳代謝は完壁な集

団主義と最高の価値をもつものにおいて保証する。

課題達成のために、諸問題を指摘し、仕事として応ずる；仕事の場の

設定；価値あることを広告し、普及させる（会議、機関誌、講演会、
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展覧会など）

2．第1の各領域の異なるグループは、イニシアチブをもつマネージャ

ーの委員会に諮るだけでなく、直接の関係をもって連絡を取り合うこ

ととする。江163

ここで「MA」グループが提案した「革命的世界観の創造の国際組織」

については、構成主義者の芸術労働組織を設立した1920年代のロシアと

同様に、芸術家が現実社会に奉仕することを唱導しているが、集中的組

織のもとで生産的芸術をすすめたロシアのグループの動きとは目的を異

とする。例えば、ロシアの＜構成主義者第1労働グループ＞が「芸術部

門を社会化し、芸術を現在の社会現実に適用されるように努め」往164たの

に対し、「MA」グループは必ずしも応用芸術の領域ではなく、教育、科

学技術、芸術というより広い領域を示しており、印刷や労働衣、日用品

等の具体的な生産部門ではない。このことは、ハンガリー「行動主義」

が芸術を「革命的世界観の創造」と標模しなから、創造の具体的なプラ

ンをもっていないためと考える。つまり1919年に誕生した社会主義政権

が非常に短命に終わっために、ウィッツのプロレタリア芸術工房もカシ

ャークの作家の組織も充分に実践できなかったのであり、革命の挫折と

と共に理念のみが残ったことに依るのである。ここにハンガリー「行動

主義」運動の限界がある。

この後「MA」グループは、声明文を『デ・ステイル』に送り、ドゥー

注163All丘S女）glal孟saaHHalad6MBviszek■一曲sse】dornels6kongresszusahoz，〟A，7・Vf・8・SZ・，

1922，auguSZh乱

注油J．E．ボウルト編著、川端香男里、望月哲男、西中村浩訳『ロシア・アヴァンギャ
ルド芸術』岩波書店、278一班4頁。
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スブルフは8月号で掲載した。注165　この時の声明文に著名したのは、カシ

ャークを筆頭にバルク・アレクサンダー（シャーンドルのドイツ名）、

ガースパール・アンドレ（アンドラーシュのドイツ名）、カーライ・エ

ルンスト（エルネーのドイツ名）、クドラーク・ルードリッヒ（ラヨッ

シュのドイツ名）、マーツァ・ヨハン（ヤーノシュのドイツ名）、シモ

ン・ヨラーン、ウイバリ・エルザベス（エルジのドイツ名）モホイ＝ナ

ジの9名であった。

この連署の中にモホイ＝ナジの名があるが、実際にこの声明に対して

同意したか、その真意は確かではない。なぜなら、第一に彼は展覧会に

出品していること、第二に他のハンガリー作家であるペーリの署名がな

いことである。カシャークが一方的にベルリンのモホイ＝ナジらに連絡

をとらないまま名前を使ったことも大いに考え得るので、この声明は、

ウィーン在住の行動主義者たちの会議運営への抗議であると考えたい。

そして会議の争点となった「同盟」については、結局声明文を公表した

に止まりハンガリー側の提案も懸案となった。

この論争の間、「MA」グループはドゥースブルフと連帯を強め、『デ・

ステイル』の7月号ではハンガリー特集を組むこととなった。まず、表

紙には、ぺ－リ・ラースローの建築的構成が印刷され、モホイ＝ナジの

論文「生産一再生産」（Produkion－Reproduktion）と、カシャークの≪絵

画建築≫が3点掲載された。さらに、カシャークとモホイ＝ナジ共著の

『新しい芸術家の割が、デ・ステイルを通じてハーグで販売されるよ

うになったのである。

注165かe∫坤，V．nO．4，1922，ApLpp・61－64・
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3　ワイマール「ダダー構成主義者」会議

1922年、ワイマールでも、オランダ構成主義グループが積極的に活動

を始め、8月22日から9月15日には、ヨーゼフ・ザッハマン（Jozef

Zaclmam）のアトリエで、彼とマックス・ブルヒャルツ（MaxBurchartz）、

ヴァルター・デクセル（WhlterDexel）、カール・ベーター・レール（Karl

PeterR8hl）のグループが構成主義展を開催した。

一方のドゥースブルフはデュセルドルフの会議の後、ワイマールでオ

ランダ構成主義の啓蒙に努めた。この会議で「革新的芸術家同盟」の結

成をめぐり、リヒクーらダダイストがドゥースブルフの立場と共通する

反対声明を発表したことから、両者が歩み寄り「構成主義インターナシ

ョナル創造的労働共同体」（KonstruktivistischenIntemationale sch6pftrische

Arbeitsgemeinschafl　以下K・Ⅰ・と略述する）の創設を提唱するのである。そし

て彼らはこの「K．Ⅰ．」宣言を1922年8月号の『デ・ステイル』誌上で公表

し、「国際革新的芸術家同盟」との分離を断固主張し、さらにワイマー

ルで9月25日に会議を開催するよう取り決めた。注166　こうして9月「国際

構成主義・ダダ会議」（IntemationaalCongresvanKonstruktivistenenDadain

Ⅵもimar）がワイマールのホテル・フェルステンホフ（FBrstenhof）で開催

された。

この会議では「K．Ⅰ．」について討議される予定であったが、実際には真

剣な議論はされずダダイストのパフォーマンスに終わった。この会議に

ハンガリー構成主義代表として出席したモホイ＝ナジは、この会議の模

江166Kai－UweHemken，MussdieneueKunstdenMassendienen？ZurUtopieundWirklichkeit

der．Konstruktivistischeninternationale▼，KI．：RbnstruktLvistischenhZternationaleSch帥rLTChe

Arbeitsgemeinsch坤1922－1927tkqpienfkreineeufq励che肋Itur，KunstsammlungNordrhein・
Ⅵbsth1enD鮎seldorf，1992，S．62．
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棟を以下のように述べている。

ヴァイマルに着いたところ、非常に驚いたことには、そこにはハン

ス・アルプやトリスタン・ツイラのダダイストたちも来ていた。その

ため、主催者のドゥースブルフに対する抗議が起こった。当時われわ

れは、構成主義者の新しい見解に比べて、ダダイズムのほうは破壊的

で古臭いものだと、思っていたからである。

ドゥースブルフは強烈な個性の持ち主で、かれはこの騒動を静めた。

そして、ゲストたちは受け入れられた。意気阻喪した若い純粋なメン

バーたちは徐々に引き下がり、そのため大会はダダのパフォーマンス

へと変わっていった。当時われわれは、ドゥースブルフ自身が構成主

義者であると同時にダダイストで、Ⅰ．K．ボンセットというペンネームで

ダダの詩を書いていたのを知らなかったのである。注167

この会議の出席者は、ダダのハンス・リヒクー、ツァラ、二一二・ス

ミス、ハンス・アルプ、デ・ステイルのグループではマックス・ブルヒ

ャルツ、アレクス・レール、ハリー・シャイベ、ハンス・フォーゲル、

カール・ベーター・レール、ロッテ・ブルヒャルツ、ドゥースブルフ夫

妻、コルネリス・エーステレン、ベルンハルト・シュトゥルツコップ7、

リシツキー、モホイ＝ナジ夫妻、アルフレッド・ケメ一二であった。

会議の結果、ドゥースブルフはダダイストの音声詩を用いて「構成的

詩」を考案し、1923年、Ⅰ．K．ボンセット（Bonset）の名でライデンで雑誌

江l‘7L．Moholy－Nagy，mSioninmotion，1947，P．315．L・モホイ＝ナジ、阿部公正訳「ヴ

ィジョン・イン・モーション」『SD』1983年10号95頁。
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『メカノ』（M丘cano）を創刊する。彼は言語上の語法、タイポグラフィ

ーをダダ的「破壊」の方法を借用して構成し、風刺的な挿絵を載せる。

雑誌『メカノ』はバウハウスの厳粛な態度を冷笑する目的で出版した注1側

と言われているが、それは当時ドゥースブルフがワイマールで私塾を開

校し、そこにバウハウスの学生たちも出入りしていたにも関わらず、バ

ウハウスからは全く無視されていた状況が背景にある。

モホイ＝ナジとカーライにとってこの会議は、ドゥースブルフとも連

帯を強め、より広い国際的なネットワークの必要性を実感するものとし

て意義があった。また他のドイツに移住したペーリや後述するモルナー

ル・フオルカシュも、同時代の国際的な芸術活動に参加する機会が多く、

機会あるごとにそれを生かして自らの創作を大きく飛躍させた。その傍

らでウィーン在住のカシャークらとは次第に活動の基盤を異とし、彼ら

との共通理解が失われていったのである。

4　モルナール・フオルカシュの「K．U．R．I」宣言

ドゥースブルフに強い影響を受けたハンガリー芸術家に、モルナール・

フオルカシュ（Moln畠rrFarkas1897－1945）がいた。彼はバウハウスの建築

科の生徒で、またグロピウスの事務所でも働いていたが、そこのスタッ

フとバウハウスのセルヴィア入学生仲間とで、1922年12月構成派グルー

プ「K．U．R．Ⅰ．」を設立し、翌年の4月15日セルビア北部、ポイボディナ自

治州の州都ノヴィサドでチュカ・ゾルターン（Csuka Zoltan）編集の芸術

注168StephenBann，meDocumen徳qf20Lh－CenturyArt：ThetraditionqfCbnstructivism，

¶lameSandHudson，London，1974，P．109・
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新聞旺T』（道）に声明文を発表する。注169

「K．U．R．Ⅰ．」の言葉の由来は、Konstrukt壬V構成的、Utilitarius　実用的、

Racion孟Iis合理主義的、Intemationalis　国際的の単語頭文字からなる造語で、

宣言の目標も文字通りの意味を標模していた。宣言文は、「l分析」と

「ll総合」の2項からなり、未来派、表現主義、ダダ、キュビズムのモ

ダン・アートを概観し、グループ「K．U．R．Ⅰ．」はこれらに続く二十世紀芸

術の方向を構成主義へと定めたのであった。この系統的解釈の方法論は、

カシャークの「絵画建築宣言」やカ「ライの論評に非常に似ており、こ

こにハンガリー「行動主義」運動が国際的に拡張していく過程が表れて

いる。そしてこの宣言にはモルナール・フオルカシュを含むハンガリー

人4人の他、ドイツ人のクルト・シュミット、チェコスロヴァキア、オ

ーストリア、エストニアそしてトルコ出身者の17名の構成主義芸術家が

署名注170している点からも構成主義が地域的広がりをもって、同時代の芸

術家に受け入れられていったことが裏付けられる。

注169UT，Novisad，1923，26vf．1．sz．2．01d．

脚0『OT』の署名には、以下の名前がある。Moln6rFarkas，Ste蝕IHemik，JohannHugo，

Ⅵ崩ningerAndor（MagyarOrSZ毎），KurtSchmidt，OttoUmbehr，PaulHebere，WhlterMenzel，

ⅥねIterHer喝er，FrahmHess】er，OttoKiihler（Deutschland），HeinrichKocll，R・Kossnik

（CehosIvakei），Georg取llscher（Ausztria），RudolfParis（Estland），SemichRusztem（Tiirkei），L

Cacinovic
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第2飾　アヴァンギャルド芸術運動の拡大

1　国際版rMAJ

雑誌『MA』はデュセルドルフの国際会議特集号の次の第8巻1号

（1922年10月15日発行）より装帳を大判に替え、サブタイトルを『国際

行動主義芸術のための雑誌』と変更する。第1貢にカシャークは「絵画

建築」宣言をドイツ語に翻訳して掲載した。この時彼はドイツ名のルー

トヴィヒ・カシャーク（Ludwig Kassak）と記した。「国際組織」設立の

声明文の際もそうであるが、彼らがしばしばドイツ名を名乗る理由は、

マジャール語がヨーロッパの諸外国との自由な交流を阻んでいると考え

たためである。ドイツ語のできるモホイ＝ナジやカーライ、またロシア

語のできるウィツやマーツァと異なりカシャークは外国語ができなかっ

たという。自分たちの活動をより国際的舞台で注目されるには、外国人

の理解しやすいドイツ語で表現する必要があった。

1923年3月には『特別号：ドイツ語版』を発行する。これには、ベルリ

ンのゲルト・カデン、デーリ・ティボル、ワイマールのカール・ベータ

ー・レール、ハンス・リヒクーの作品の他アドルフ・ベーネが寄稿者で

あった。こうして『MA』は、掲載内容にあわせて発表の言語にも国際性

を強く打ち出していった。

この傾向は翌年より顕著となる。1924年9月ウィーンで開催されたフリ

ードリヒ・キースラー（FfederickJ．Kiesler）による「国際音楽演劇祭」

に併せて、別冊『MA：音楽・演劇号』を発行した。これには、表紙に独

仏語の表題を用いて、原語の記事を編集した。これは、「国際音楽演劇

祭」に集まる外国人の観客に対する方策であったとも考えられるが、い
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ずれにしてもこの編集は国際的な芸術の情報誌としての存在を内外に示

す目的にあったことは明らかである。

同誌の内容は以下のように様々なジャンルの前衛芸術家による舞台芸

術に関する論考及び作品である。

カシャーク：「新しい舞台芸術について」（独語）

マリネッティ：「反心理学的抽象演劇」（伊語）

リシツキー：「電気仕掛けの機械ショー」（独語）

プランポリーこ：「ダイナミックな未来派映画」（仏語）

ヘアヴァルト・ヴァルデン：「芸術的現象としての舞台」（独語）

シュヴィックース：「メルツ舞台」（独語）

シュトケン・シュミット：「音楽の機械化」

フェルナン・レジェ：バレエ≪天地創造≫のための舞台衣装

映画≪人でなしの女≫のためのセット

モホイ＝ナジ：映画≪大都会のダイナミズム≫のシナリオ（洪語）

モホイ＝ナジの映画≪大都会のダイナミズム≫（ANagyvarosdinamik勾a）

のための視覚的シナリオ（図81）　については、この号が初公開である。

これはダダ的タイポグラフィーと完全抽象形態による映像イメージを絵

画的な配置をもって構成したもので、ところどころに言葉遊びを取り入

れ、音声と視覚の総合的効果を狙っている。挿入した矢印記号はダイナ

ミックな構成を意味し、主題の大都会の喧嘆を観る者に連想させる。こ

の方法はダダの破壊的詩というよりも、むしろその用法を利用しながら

言葉と音を構成するドゥースブルフの構成的詩に近いと言える。
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この別冊号の内容においてさらに注目すべきは、ハンガリー作家によ

る舞台芸術に関する紹介が全くないことである。唯一映画領域をモホイ

＝ナジが試みているが、これは実際の都市の光景を撮影するもので、撮

影用のセットを必要としない。「M現の作家達にとって、大がかりな装

置や建築物の建設は亡命生活故に物質的、経済的に困難であったためと

考えられる。建築を学んだモルナール・フオルカシュが創作プランを現

実化するのは、帰国後のハンガリーにおいてであり、空間構成を追求し

たボルトこクも、シュヴィックースのように建築（メルツ建築）へと表

現を発展させることができず、結局はグラフィックの領域に止まらざる

を得なかったのである。

2　国際前衛雑誌とrMAJの交流

『MA』は、上記の号よりヨーロッパの前衛芸術雑誌の広告を載せ、自

らの国際性を強調する。『MA』が広告した雑誌は、『デア・シュトルム』、

『ディ・アクツイオーン』、『デ・ステイル』の他、ベルリンの『Der

Gegener』、『G』、ワイマールの『Micano』、ブリュッセルの咤aIra』、

ノヴィサドの柏T』、ザグレブの陀enit』、パリの『LIEspritNouveau』、

町hⅥedesLettres』、『clarte』、リヨンの『Manom6tre』、ローマの

『Noi』、コペンハーゲンの『pressen』、アントワープの『HetOverzicht』、

ブカレストの『contimporanul』、ウッジのWBlok』、プラハの『Disk』、

ニューヨーク『Secession』、『Broom』、東京の『MAVO』であった。

これらの雑誌とカシャークの関わりについて、一例を挙げると、以下

の雑誌が彼の「絵画建築」を表紙のデザインとして取り上げた。
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『zenit』（1922年6月号）（図82）

『secession』（1922年7月号）（図83）

『デア・シュトルム』（1922年11月号）（図84）

『contimporanul』（1924年9月号）（図85）

また、ポーランドの雑誌『Blok』第6－7合併号（1924年）は、「ハンガ

リー文学について」（Uwagi0LiteratuIZeⅥ軸ierski可）と題して『MA』の

紹介をした。注171　このように、カシャークは東・中欧のみならずヨーロ

ッパ全域に渡る広範な地域とのネットワークを築いたのであった。

さらに注目すべき点は、上記の『Blok』の裏表紙には村山知義編集の

『MAVO』の広告（図86－87）が掲載されている。実際に村山知義とポーラン

ドの作家との間に直接的交流があったとは認められないが、これは1920

年代中葉の芸術運動が築いたネットワークが、これまで述べてきたハン

ガリーとドイツに限ることではなく、東中欧から日本までを含む非常に

広範囲な運動の結果成し得たものであると理解できる。以上の点から、

『MA』はこの世界的規模での前衛芸術運動の一端を担う重要な役目を果

たしたのであり、その功績は近代美術史上に十分評価されるべきもので

あると考える。

牲171この記事では、アヴァンギャルド作家ではないベルナート・アウレール

（Bem畠thAnr61）も含まれており、必ずしも正確な情報を伝えたというわけではなかった。

A・Gaspar，Uwagi0LiteraturzeⅥ屯gierski可，BLOK，No・6－7・
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第3節　「行動主義」連動の終焉

1　「MA」の分裂

1922年に入ると行動主義作家達はそれぞれに雑誌を編集する。このこ

とは、行動主義作家の活動の拠点がそれぞれ異なることと、移住先で他

国の芸術家達との交流の結果、個々に新しい表現を兄い出し、もはや一

つのグループとしては共通理解を持つことができなくなったためである。

またこのように運動体が分散していく背景には、一つにはグループの中

心であったカシャークの横柄なやり方に、それまで重心となって協力し

た義兄弟のバルクやウィッツが脱会していったことも要因としてあった。

以下に述べる少数グループあるいは個人的の雑誌は、1922年を節目に

ほぼ同時期に創刊されたが、長くは続かず1年余りに廃刊となる。

i r統一：文学と芸術の雑誌J（Egys鴎）（図88）

1922年3月－1923年7月、発行地：ウィーン（第4号以降ベルリン）、編

集：コミヤート・アラダール、ウィッツ・ベーラ

カシャークの義弟ウィツは、カシャークが政治的現実から離れたとし

て、『統一』をコミヤート・アダールと編集するために、1922年2月

「MA」サークルを離れた。もう一方の編集者コミヤート・アラダール

（KomjatAladar）は1919年3月にヘヴェシ・ギュラ（HevesiGyula）と共

に科学と文化の雑誌『インターナショナル』（Intemationale）を編集して

いたが、これはもともと左翼的傾向の雑誌で、6月には「共産主義者の

雑誌」とサブタイトルを変更し、その性格を明らかにした。このグルー

プにウィッツが加わり、新しい雑誌を作ったのである。『統一』が共産
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主義の傾向にあることは裏表紙に記載の「共産主義者の雑誌」からも明

確である。

この雑誌は始めウィーンで創刊したが、1923年には事務所をベルリン

に移転し、ベルリン在住のハンガリー作家、すなわちカーライ・エルネ

一、ケメ一子・アフルレード、ペーリ・ラースローそしてモホイ＝ナジ

が編集に加わり、2月10日第4号を発行する。

この中でモホイ＝ナジらは、デ・ステイルの「構成主義」と共産主義

のイデオロギーから生まれた構成主義との差異を述べた「宣言」

（Nyilatkozat）を発表し、ペーリはプロレタリアート文化の視点から述べ

た「プロレタリア芸術」（Prolet去r m名V6szet）を寄稿した。そしてウィッ

ツは、1921年のモスクワの「構成主義展」についての報告と共に「ロシ

アの芸術状況」を伝えた。これはモスクワの1921年6月22日－7月12日開

催の「第三インターナショナル」会議に出席し構成主義作家展覧会を組

織した際の情報に基づくもので、以後、ウィッツはソ連の芸術家との連

携を深めていく。注172掲載の写真には、ステンベルグ、イオガンソン、ガ

ボ、プルサコフの作品が選ばれた。続く第3号では、マレーヴィチの宣

言「シュプレマティズム」のハンガリー語訳がある。また批評家ケメ一

二・アルフレードも、第4号に「ベルリンのロシア展」の報告をしてい

る。ハンガリーにおけるシュプレマティズム及びロシア構成主義につい

ての本格的な紹介はこれが最初であると言える。

ロシンガー・アンドル（RosingerAndor）は、第2号（1922年7月）の

中で、「『MA』の革命のイデオロギー」と題するエッセイを書き、

珪1乃B可kayEva，UiLzBda，GondolatKiad6，Budapest，1974，111・01d・
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『MA』グループを非難した。そして第3号でコミャートとウィッツが

「『MA』の思想は小市民的アナーキストであって、反革命的である」と

カシャークを非難した。注173　これによって『統一』は『MA』と完全に対

立する立場を表明したのである。

ii r吊される男：世界の社会主義者のための文化機関誌」（Akasztott Ember）

1922年11月－1923年2月、発行地：ウィーン、編集：バルク・シャーン

ドル

この雑誌は、わずか3回の発行に終わった。マーツア・ヤーノシュ、

ウィッツ・ベーラが投稿している。この第3－4合併号では、モホイ＝

ナジの論文「新しい社会と新しい形態の問題」（Az可tartalom es az匂

わma problem勾孟ml）が掲載された。この声明は、モホイ＝ナジの亡命後

著した最も早い論文で、社会主義思想に基づく芸術の理念を述べた代表

的著作である。

iii r現代J（Kortars）「科学、芸術と技術の教育雑誌」

1923年9月－1924年9月、発行地：ウィーン、編集：カシャーク

カシャークは『MA』の国際版として評論誌を発刊するが、内容は『MA』

と全く同じであり表紙の装帳が変更されたにすぎない。

注1乃V丘lasza一一MA．一一nak，Ebs恕3．sz．，1922，SePtember，15－16．old・
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iv r2×2J「新しい芸術の雑誌」1922年10月

発行地：ウィーン、編集：カシヤーク、ネーメト・アンドル

編集者のネーネト・アンドル（N6methAndor）は、ウィーンで大使館員

として一時期勤務した経験を持つ人物で、『ウィーンのハンガリー新聞』

（B6csiMagyarUjs五g）の一員であった。

編集では、前半の32貢をネーメトが、後半の33から64頁までをカシャ

ークが各々責任編集とした。ネーメト担当の貢では、社会主義作家のデ

ーリ・ティボールやバラージュ・ベーラのほか、ハンガリーの文筆家の

詩による構成に対して、カシャーク担当の貢では、ジャン・コクトーや

アウグスト・ストラムの詩に、ジャン・エプスタインのフロイト諭、ア

レクサンダー・ロドチェンコの素描によって構成し、さらにマーツァ・

ヤーノシュによるロシア通信の欄とフランス、ドイツ、イギリスの情報

覧が含まれ、国際的な文芸雑誌として性格づけた。

カシャークは、この中で前章で述べた自伝的な詩「馬は死に、小鳥は

飛び出す」を発表した。この雑誌は第1号と銘打ちながら、第2号は発

行されなかった。

以上のことから雑誌『統一』と『吊される男』はカシヤークに対抗す

る目的で発行したことは明らかであり、カシャークが『MA』をハンガリ

ー「行動主義」作家ではなく西欧の芸術を紹介するための情報誌にして

しまったことに対して、他のメンバーがそこから独立して自らの思想の

発表の場を開拓していったのである。一方のカシャークは雑誌『MA』の

発刊を継続させるための努力をするのである。
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2　行動主義芸術家の帰国と移住

雑誌『MA』は国際アヴァンギャルド雑誌としての地位を築いたが、

1924年の別冊発行の後、活動の拠点をウィーンからブダペシュトへ戻ど

そうとする動きが急激にみられた。カシャークは1925年1月第10巻第1

号を発行した後、4月ブダペシュト改訂版として『365』を創刊した。

そして6月ついに『MA』最終号及び『365』第2号を同時にウィーン

とブダペシュトで同時に発行し、これをもって『A Tm』発刊以来10年

間、常に革命家達の活動の基盤として、声明を発信し続けた『MA』は廃

刊となった。

最終号はそれが終わりであることを物語るように、全く別の表情を持

つ装櫨となった。1922年の第8巻以来の大判サイズは再びA4サイズに戻り、

朱色のMAの二文字は青色に、タイポグラフィーと幾何学的形態の組み合

わせによる斬新で大胆な表紙のデザインは、平凡な建築と絵画の写真に

よる構成となる。廃刊と同時に、グループとして芸術運動を続行する意

義そのものが失われることを予告するかのごとくであった。

1925年3月22日グループ「MA」は最後のパフォーマンス『第1回ドイ

ツ・プロパガンダの夕べ』（図89－90）を開催した。注174　第1回と唱いなが

らも第2回は開催されなかった。もはや「行動主義」のメンバーは出演

しなかった。

ちょうどこの頃ハンガリーでは地下闘争の制約が除かれ、1924年秋に

ii174会場：SchwarzwaldschuleHerrengasselO．講堂、出演者：NemethAndor，G血ther

Hadank，MiriamSchnabel－Hoenich，LeoHalpern，PaulEmerich，MyraZyperowitsch，Hans

SuCIlny．
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は19年革命の亡命者の帰国に関して緩和措置がとられた。また1925年4月

14日「ハンガリー社会主義労働者党」（Magyarorszeagi Szocialista

Munk孟spart略称MSZMP）が合法的に結成され、再び労働運動が復活する0

注175　これらを背景に、「行動主義」芸術家達は帰国の途に着き始める。し

かしある者は移住地で芸術活動を続け、またあるものはソ連へ向かう。

すなわち主要作家のその後の活動をみると、以下の通りである。

1926年11月、カシャークと妻ヨラーンはブダペシュトに戻る。翌月カ

シヤークは批評誌『ドクメントゥム』（Dokumentum）を創刊するが第5

号で廃刊とし、自伝『ある男の一生』（Egyember6let）に取り掛かる。

ボルトニクは1925年かつて『MA』の編集部があったチェコスロヴァキ

アの都市カッサへ向かい、そこにしばらく滞在の後1926年ブダぺシュト

に戻る。そして2月メントール書店で展覧会を開催する。同時期に帰国

したモルナールも3月バウハウス時代の作品を同書店を会場にして発表

する。

グループ「MA」の中でもマルクス主義者であったマーツァ、バルク、

そしてウィッツはソ連に移住する。マーツァは舞台芸術家として、雑誌

『A Tm』の創刊時よりグループの活動に協力し、亡命後チェコスロヴ

ァキアに移住してからも、当地で『MA』の活動を支援し『MA』の国際

的ネットワーク化に労をとった。だが、1923年6月モスクワに移住し、

1926年にはロシア語による『現代ヨーロッパの芸術』（HCr（yCCTBO

coBPEMEHHO内　EBPOnbI）を出版する。注176　その後社会科学研

究所「RANION」に招聴され、1928年にはモスクワ大学美術史の教授とな

注175MbgyaroT㍊密t∂rtblete8／1，AkadimiaiKiad6，Budapest，534・01d・

注176M孟cZSaJanos，Legenda由Tbvek，Corvina，1972・
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り、また「10月」グループに参加して、美術史に関する幅広い研究と著

述活動に従事する。

バルクは『吊される男』を1923年2月廃刊した後、翌年の1924年には

ハンガリー共産党に入党して、25年からはソ連に移り、そこで亡命ハン

ガリー共産主義作家と文学と社会の雑誌『新しい声』（q Hang）を1938

年に編集創刊する。

1921年1月のモスクワ訪問以来、当地の作家と関係をもったウィッツ

は1924年から26年までパリへ、その後1926年10月ソ連邦に移住した0

1928年アレクセイ・ガン、ロドチェンコらと共に「10月」のメンバーと

なり応用芸術に携わる。

ベルリンのカーライはハンガリー近代美術の理論書『新しいハンガリ

ー絵画』（OjMagyarPiktdra1900－1925）をベルリンで出版し、1935年に帰

周する。ペーリはロンドンに渡り、モホイ＝ナジは1923年にバウハウス

に招聴されて以来活動の拠点をワイマールに、そして1925年のデッサウ

移転と共に移住し1928年までその地に止まった。

以上述べたように、1925年の雑誌『MA』の廃刊とそれに前後する作家達

の帰国と移住によって、グループ「MA」の解散は決定的となったのであ

る。

3　造形上の変貌

ハンガリー「行動主義」が芸術上の運動体として意味を失い、またグ

ループとしての結束が崩れた原因は、本節の冒頭で述べたようにカシャ

ークをめぐる人間関係のみではなく、作家各々の造形上の問題意識の変
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容に起因する。1922年を境に「行動主義」が国際主義の時代に移行し、

その過程で獲得した様々な表現によって彼らも新たな創造を生み出すの

である。その造形上の違いは、前衛運動を進展させるためのグループの

方向性をおのずと変化させた。

「行動主義」の主要作家をその作品と活動の傾向で分類すると、大き

く3つのタイプに分かれる。第一は、雑誌『A Tm』創刊当時からの主

要メンバーで最も左翼的傾向にあったマーツァとウィッツのソ連へ移住

した者達である。第二は、ワイマールに移住し、帰国後バウハウスの造

形教育を取り入れたグラフィックの学校を創設するボルトこクである。

第三は、純粋芸術を追求したペーリとモホイ＝ナジであり、二人共活動

の拠点を生涯外国に置いた。

第一の作家に共通するのは、芸術と政治の直接的関係があると信じて

いたことであり、マーツァとウィッツは自分達の理想を具現化できる社

会を求めてソ連へ移住し、また「10月」の活動に参加していくのである0

もともとウィッツは人物描写を主たる題材としたフォーヴィズムの絵画

を制作していたが、1921年のロシア訪問を期に≪ロシア・イコンの分析

≫シリーズ（図91）と題した幾何学的形態による抽象絵画を制作する。そ

れらの作品では、線や色面のバランスといった絵画空間を追求してはい

るが、あくまでも絵画の構成要素は観念的世界観を象徴化し図解したも

のとなっている。彼によれば、ピラミッド型の等辺三角形は下部に奴隷

が、頂点には暴君がいる階級社会の構造を示している。

このウィッツの絵画を評価していたのか一方のマーツァであった0彼

も社会主義の理想を実現化するために1923年にソ連に移住するのである

JgO



粛6章　「行励主義J芸術遅効の発展とその礫こす損⊥27

が、1926年の著作『現代ヨーロッパの芸術』の中で、モダン・アートの

ほとんどの形式の雅量のなさを非難した。また行動主義の運動に対して

は「A Tmは小市民的な人道主義であり平和主義とアナーキストの逸脱

した道を行っている」注177　と述べ、カシヤークを非難する。さらにウィッ

ツとマーツァが1928年に参加した「10月」では、「モホイ＝ナジのよう

な『抽象的な』写真が斥けられ、写真の価値はその『現実性』である」

注178　とされており、このことからもモホイ＝ナジのように純粋造形を追求

する作家とはたもとを頒つのであった。

第二のボルトニクは、ハンガリー時代はキュビズム的グラフィック作

品を制作していた画家であり、雑誌『MA』の表紙にはしばしば彼の作品

が登場していた。1922年にカシャークが「絵画建築」宣言を発表し建築

的構成的絵画を制作した際、ボルトこクも同タイトルのシリーズを制作

した。このボルトニクがカシャークから離れていくのは、ワイマールの

バウハウスの活動を知ることによって、彼が1919年の革命時代に抱いて

いたプロレタリアートのための文化創造という理念を、経済生活におい

て実現化させようとしたことにある。その実践において彼が選択した芸

術は、純粋美術ではなく商業美術であり、パートナーとして援助を求め

たのは、バウハウスに学んだ経験のあるモルナール・フオルカシュであ

って、もはやカシャークではなかった。

ボルトこクが大きな変貌を遂げたこと、またカシヤークの芸術運動と

路線を異にしたことは、帰国後の彼の活動、即ち1928年のグラフィック・

睦177M畠czaJ血os，Magyaraktivistak，102・Old・

注】7リ．E．ボウルト編著、川端香男里、望月哲男、西中村浩訳、「10月一芸術労働協

会宣言」の写真部門の綱領（1930年）、『ロシア・アヴァンギャルド芸術‥理論と批評
1902－34』岩波書店、1988年、314貢。
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デザイン学校「ムーへイ（工房）」（M抽ely）創設に端的に表れている。

（「ムーへイ」については、次項「行動主義のその後の展開」で詳しく述べる。）

第三の作家達であるモホイ＝ナジとペーリについては、亡命後政治的活

動から離れ純粋に造形芸術を探求し、国際的な作家として生涯活動の拠

点を国外に置いた。

ぺ－リは1922年にモホイ＝ナジとデア・シュトルム画廊で二人展開催

以後、28年まで当画廊で発表活動を続ける。発表当初から構成主義の作

品を制作してきたこと、またデア・シュトルム画廊での成功によってウ

ィーン在住の「行動主義」作家達とおのずと距離ができた。

一方のモホイ＝ナジは、新興の機械技術の導入によって芸術の社会化

を追求した。それは概念を図式化するものでもなく、個人的な感情や感

覚を表出する表現ではなかった。またボルトこクのような商業美術の方

向ではなく、純粋に芸術そのものの在り様を問い直すものであった0な

ぜなら、彼は芸術こそが社会構造の基盤にあり、人々を社会を活性化す

ることのできる力であると考えていたからである。換言すればそれは彼

がハンガリー「行動主義」の思想から獲得した芸術観であり、即ち芸術

の民主化なのである。これまで考察したように、1919年ハンガリー革命

の際に「行動主義」芸術家が芸術の運動を社会運動と結びつけて革命を

標横したのは、文化の「所有」を特権階級から大衆の手に移行させるこ

とであった。それが彼らの主張した社会主義であり、モホイ＝ナジが「行

動主義」から学んだ芸術観であった。しかし、「行動主義」はあくまで

もハンガリー国の歴史的文脈から生まれた運動であったことから、結果
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的に「行動主義」芸術運動は、ヨーロッパの芸術運動にはなり得なかっ

たのである。従ってモホイ＝ナジが芸術理念を実践する際に、「行動主

義」を越えて、近代科学と技術の統合によって普遍性をもった芸術へ向

かったのである。例えば資本主義社会における「生産」（制作）の問題

を「再生産」（複製）という視点から造形制作において実践し「複製芸

術」を生み出した。故に概念だけを掲げ、実践的でないカシャークの「行

動主義」とは根本的に異なるのである。モホイ＝ナジは、1923年以降、

写真、キネティクな造形、ステージ・デザイン、印刷と出版等の活動で

理論と実践を積み、結果的に「行動主義」を超越したのであった。

以上述べたように「行動主義」作家個々の造形論が確立され、それぞ

れの指針に従って歩み出したことが、グループとしての終焉を迎えたの

である。雑誌『MA』の廃刊は解散の引き金というよりも、必然的に訪れ

た解散がそうさせたのである。

そして運動の終わりは、帰国した作家、即ちボルトこクとカシャーク

の後の動向に明確に表れている。
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第4飾　「行動主義」運動のその後

1　ハンガリー・バウハウス「ムーへイ」

ボルトニクは亡命先ワイマールから1926年に帰国し、2年後の1928年

ブダペシュトにグラフィックデザインの私立学校「ムーへイ（工房）」

（M肋ely）を開校する。この学校は1938年まで継続した0

ハンガリーでは1924年夏頃の通貨の安定注179が商業的プロパガンダを活

発にし、商業美術学校を開校するのは時期的にも比較的好都合であった0

経済活動の活性化に伴い需要を刺激する広告の目的が強調され、芸術性

の高い作品を印刷した雑誌を数多く生み出した。1927年から30年代にか

けて出版されたデザイン関係の刊行物は、『新大地』（q F61d）（図92）、

『マジャール・・グラフイカ』（Magyar Gra批a）（図93）、『商業生活』

（Rekldm6let）、『ボスタ～』（Plakat）（図94）、『ハンガリー工芸』

（MagyarIparmdveszet）、『ハンガリー芸術』（MagyarMGveszet）、『グ

ラフィック批評』（GrafikaiSzemle）、『空間と形』（T6resForma）、『新

しい色』（OjSzin）（図95）がある。

ヮィマール在任中、ボルトニクは実際にバウハウスの学生でもなけれ

ば、教師でもなかったが、ドイツ人の芸術家やハンガリー入学生のモル

ナールや教師のモホイ＝ナジと密接な関係を通じて、彼らのアイディア

を十分に吸収した。近代的な形態の創造を模索していたボルトこクにと

って、バウハウスでの数々の造形の実験は、直接彼の画面構成に影響を

与えたのである。それは、彼が創立したデザイン学校「ムーへイ」の洗

注179戦争中か らのインフレは革命の勝利後破局的様相を呈し、 1924年春までに、1コ

ロナ金貨が紙幣1万6300コロナにまで跳ね上がった○ついに国際連盟の借款を受け、関税
規制を導入するなどして、1924年夏頃までに経済生活はしばらく回復した0パムレ一二・
ェルヴィン編、田代文雄、鹿島正裕訳『ハンガリー史』恒文社、1980年、206－207五〇
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練された近代デザインの作品に表れている。彼は帰国後、ハンガリーで

バウハウスの理論の実践を試みたのである。

彼は1929年、雑誌『商業生活』第7号に以下の広告を出した。1928年

の開校時には規模の小さい私立学校であったために、学校案内等の資料

はなく、授業内容等についてはこの広告以外に確認する手がかりはない。

ボルトこクの学校は、現代的広告の教育によって行われる。形態、

空間、色彩、そして構成。何かをスケッチし、実用的職業のあらゆ

る種類のポスターを制作する。これまで週6時間の夜間コースのみ

であったが、9月からは志願者数によって半日のコースも設置する。

夜間授業：月・水・金　7‥00－9：00

毎月第2木曜夜は理論：美術史、複製方法論

この後に出したチラシでは、ハンガリー・バウハウス（magyarbauhaus）

ムーへイと銘打ち、ヘルベルト・バイヤーによって生み出されたバウハ

ウスの典型的なユニバーサル書体によって学校案内が印刷されている。

ハンガリー　バウハウス

．払rrJnも宵

現代的造形一理論と実践

ダムヤナヒ通り32番

電話：ヨージェフ　392－63

開校10月15日

案内書を請求してください

Jg∫



第6卓　「行動主義J芸術運動の発展とその庸二は22－27

教育：午前の部　週24時間

午後の部　週15時間

建築の授業（将来的構想），週2時間　江1射

この学校の教師陣には、ボルトニク（グラフィック・広告）の他ロンカ

イ・アンクル（造形）、メゼイ・エデン博士（基礎技術）、ヘヴェシィ・

イヴァーン（美術史・映画）、ツイネール・アリス、コヴァーチ・カー

ルーマン（広告心理学）、リゲティ・パール（建築・文化史）、モルナ

ール・フオルカシュ（建築基礎）がいた。注181

この顔ぶれから、ここでは素描や絵画の他に建築や文化史、そして心理

学の理論も教えていたことがわかる。

学生については、名簿等の記録が残されていないことから正確な数や

メンバーを把握することができない。ボルトこクの記憶によれば、120名

以上の学生が学んだと言われている。注182学生の中には、後にフランスで

活躍したヴィクトル・ヴァザレリー（ⅥctorⅥsarely）（本名：ヴァーシャ

ールヘイ・ゲーゼー　Vas孟rheyiGy6Z6）や、1950年代終わりまでグラフィ

ック・アーティストとして仕事をしたチェミッキー・ティハメール

（CsemiczkyTiham6r1904－1960）がいた。

こうしてボルトこクの学校は、バウハウスから帰国したモルナール・

フオルカシュの協力により、モダン・デザインのポスターを制作し、実

際に印刷の注文をとった。靴墨、タバコ、コーヒーや石炭会社のための

注180BortnyikS血dorcenten血iumki丘llitasa，Pet誠IrodalmiMdzeum，Budapest，1993・nOV・－

dec．

注181BakosKatalin，彪els6magyarGebrauchsgraphiker－Bo血yikSandormGhelte6S

－▼M仙ely－，一e，巧〟βV血だり993，nOV．11．0ld．

注旭ユBakosKatalin，呼．Cpリ78．01d．
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広告がここで印刷された。（図96－97）

帰国後のボルトニクの仕事からは、1920年前後のハンガリー時代に彼

が制作した宇宙的空間のある画面構成はみられない。1927年にクマーシ

ュ・アラダール、レメニク・ジグモンドと創刊した雑誌『新大地』のグ

ループと活動を共にし、同時期に帰国したカシャークのグループ『ムン

カ（仕事）』（munka）との交流はなかった。1928年の時点で彼は活動の

方向を商業美術へと定めたのである。

そして「行動主義」芸術家が1920年前後に掲げていたプロレタリアー

トのための文化創造という目的は、ボルトニクにとって大衆文化の創造

という次元は同じであっても、社会状況そのものが変化した時点におい

て、その意味は自ずと変わっていったのである。

2　社会の変化とアヴァンギャルドーカシヤークのその後の活動

力シャークが6年の亡命生活から帰った1926年には、19年革命の亡命

者の帰国に対して緩和措置が捉えたおかげで、政治的弾圧を受ける危険

はもはやなかった。この時期ハンガリー社会は、「保守主義者の小市民

的民主主義と工場労働者の成長によって増強した社会主義の意見が対立

し、一方で小作農に対する圧制の農業問題が日々の運動を生じさせてい

た。」注1831919年革命敗北以来非合法とされていた共産党も復活したが、

党員の処刑と亡命によって革命時ほどの勢力を持つことはなかった。

もはや芸術家が政治に直接的な発言権をもつことが難しく、カシャー

クは、かつての共和国時代の階級闘争を主軸とした社会主義の活動とも、

江湖AczelGeza，AMunkaindulasaesazlranyreg6nyek，tqか血，1987mqus，58．0ld．
●　　ノ
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ウィーンで繰り広げた国際的なアヴァンギャルド芸術運動の活動とも異

なる全く新しい方法をもって、自国で活動の基盤を新たに築かなければ

ならなかったのである。彼は帰国後まもなく、『MA』の再版として『ド

クメントゥム』を創刊するが第5号で廃刊となる。この出版が失敗に終

わった主たる要因は、前節で触れたように、グループ「MA」のメンバー

が解散したこと、それによって彼らを通じて獲得していた国外の芸術の

情報が途絶えたことであり、国際的なネットワークを背景に成熟した国

際的アヴァンギャルドの芸術雑誌の編集が不可能になったためである。

続いて1928年9月、カシャークは批評雑誌『ムンカ（munka）』（仕事）

副題「芸術と社会についてのリポート」を創刊し、再び文学活動を開始

する。この雑誌は以後1939年7月までの11年間に全11巻65号を発行した。

創刊にあたり、かつての協力者であるモホイ＝ナジがフォトグラムを、

デッサウ・バウハウスに移住したカーライ・エルネーが評論「S班us？」（様

式）を、ヘルベルト・バイヤーが「タイポグラフィーとプロパガンダの

手段」を寄稿した。しかし実際に『ムンカ』の運営の主たる推進力とな

ったのは彼らではなく、社会主義労働者党の若者達であった。すなわち

ファルシュ・エルヴィン（FalusErvin）、グロー・ラヨシュ（Gr6LBjos）、

ユシュタシュ・パール（Justus Pal）、ナーダシュ・エンドレ（N dass

Endre）、バログ・ヴィルマ（Balogh　　Ⅵlma）、サーント・ローベルト

（Sz血tdRdbe鵬）であった。

この雑誌の性格は、副題「芸術と社会についてのリポート」にあるよ

うに芸術のみの情報誌ではなはなく、編集においてハンガリーの労働者

の生活についての統計報告、例えば3人家族の一週間の平均消費につい
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ての統計注184　なども掲載した。また誌面のレイアウトは、『MA』の特徴

であったタイポグラフィーと写真による構成主義的なモダンデザインは

なく、平凡な活字だけになった。この点で、同時期に出版されたボルト

こクによるグラフィック・デザインの雑誌『新大地』や『マジャール・

グラフイカ』などの洗練されたモダンデザインとは、全ぐ性格を異にし

たことが明らかである。

こうして開始されたカシヤークの『ムンカ』は、1930年には、副題を

「社会主義者のための社会と芸術のリポート」（Szocialista t孟rszdalmiis

m苗veszeti besz五m016）に変更し、32年には「文化レポート」

（Kulturbeszaam016）と改題された。これは1929年の世界恐慌の余波を受

け、ハンガリーの国内政治が急進的右派勢力によって次第にファシズム

に傾倒していく中で、再び社会主義の立場を表明していることが困難に

なったためである。1933年1月ヒトラーがドイツの政権を握ると、ハンガ

リーは1918年に失った領土の再獲得をめぐってドイツとも緊密な結合を

強いられ、1939年3月ナチス＝ドイツがチェコスロヴァキアを併合すると

同時に、ハンガリーは旧領土のルテニアを占領した。続いて4月には国際

連盟を脱退しドイツと協力体制をもって第二次世界大戦に突入していく

のであった。このように国際的な緊張が高まる中で、芸術家は政治に対

して黙する他はなかったのである。

この雑誌『ムンカ』を中心にしたカシャークの活動は、『MA』の時代

のような演劇や音楽の夕べも展覧会も開催されず、出版が唯一の社会的

文化活動であったと言える。このような1920年代末から30年代のカシャ

注184Magyarmunk畠sstatisztika，肋nka，1・6vf・1・SZ・，1928szeptember，17－18・01d・
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ークの活動からは、ハンガリー「行動主義」の時代の先端を行くアヴァ

ンギャルド性は見られない。そして国際的な芸術の動向からも孤立して

いくのであった。これ故ハンガリー「行動主義」芸術運動は、前節で述

べた1927年までの活動をもって終鳶したと見ることができる。
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第7章　モホイ＝ナジー総合造形理論の確立に向かって

：1922－27

本章では、ハンガリー「行動主義」芸術運動から獲得した芸術の概念

を実践し、モホイ＝ナジがハンガリーの芸術家であることを越えてヨー

ロッパの芸術家に成長していく過程を考察する。

第1節　生産一再生産

1　フォトグラムールチア・シュルツとの共同作業

異邦者モホイ＝ナジにとって新しい居住地ベルリンで最も重要な人物

は、最初の妻ルチア・シュルツ（LuciaSchulz1894－1989）であった。

彼女は1894年にチェコスロヴァキアの首都プラハに生まれ、高校では

ドイツ語、英語を学び、1912年プラハ大学に入学、美術史と哲学を学ん

だ。当時の女性としては大変進歩的な知識人であった。注185モホイ＝ナジ

と出会った1920年には、ベルリンの「ローヴォルト」（Rowohlt）出版社

で編集の仕事に携わっていた。1921年1月18日二人は結婚する。

ルチアによれば、モホイ＝ナジがベルリンでの生活を始めた頃、彼の

不完全なドイツ語を直し、カメラの扱いから写真の技術までを教えたの

は他ならぬ自分であったと言う。注186ヵメラは当時ヨーロッパで最も使用

されていた大型の18×24cmの乾板カメラであった。

モホイ＝ナジがバウハウスのマイスターに任命された時、彼女は「白

姓185RolfSachsse，LuciaMohoか助uha描PbEqgr頑n，BauhausArchiv，Berlin，1995，S・163・

牲186hciaMoholy，Mbho＆－NbgyMbrgbzaZ肋tes，ScherpeVbrlagKrefbld，1972，PP・54－56・
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粛7卓　モホイ＝ナジー据合造形理諸の確立に向かって二は診27

分の哲学の研究をやめ、二人を待ち受けている新しい環境で視覚的アプ

ローチに向かうことを決心した」と言う。注1871923年にワイマールに移住

した時、彼女はその土地の写真スタジオで見習いとして働き、その後、

写真技術の向上のために、1925年からはライプチヒにあるグラフィック・

ァヵデミー（AkademiefdrGraphischeKBnsteundBuchgewefbe）に入学して

写真を学んだ。二人は昼間それぞれの仕事をし、夜仮設の暗室で写真の

実験を続けた。二人の人物の横顔が重なるフォトグラム注188は、その時撮

影されたものである。（図98）

モホイ＝ナジは1922年から1925年にかけて数々の写真撮影及び理論上

の研究を行っているが、バウハウスにおける写真活動に注目するならば、

実際には写真の指導や研究は行われなかったのである。彼らは1926年デ

ッサウに建設された教員用住居に移るまで適当な仕事場は持っておらず、

バウハウスに設置された暗室は、モホイ＝ナジの写真の実験ではなく、

学校のすべての教育活動、実践の記録のために、つまり美術、デザイン

そして建築作品の撮影という写真家ルチアのために用意された。往189これ

までのバウハウスの写真をめぐる言説において、モホイ＝ナジの写真領

域での目覚ましい成果故に、彼がバウハウスで写真の実験を行い、指導

を行っていたかのように語られているが、これは一面的理解であると言

える。実際にバウハウスに写真科が置かれたのはモホイ＝ナジが去った

後の1929年春からバウハウスが閉鎖される1933年夏までで、数学者であ

注18リbfd，p．61．

帥近年の研究では、この作品は二人の合作という見方も生まれているoRolfSachsse，

LuciaMohob，Bauhaus－Fbfogr頑n，Bauhaus一山ChiY，Berlin，1995・S・72・

注189LuciaMoholy，乃id・，P・61・
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君7章　モネイ＝ナジーガ合造形理務の藤立に向かって∵■　目指惣一27

り写真家のワルター・ペーテルハンス（％lter Peterhans）がその指導にあ

たったのである。注190ルチアは当事者としてその全体像を伝えるために以

下のように語っている。

彼（モホイ＝ナジ）はタイポグラフィーと写真との関係に取り組み、

たしかに写真の実験を活気づけはしたが、実際には写真教室の設立も、

指導もしていません。写真教室が1929年に設立された頃には、すでに

グロピウスらと共にバウハウスを去っていたのです。注191

以上述べたように写真家ルチアの活動注192から、彼女はモホイ＝ナジの

映像表現に大いなる刺激を与えたものと察し得るが、ここで彼らがどの

ような発想、経緯からフォトグラムを開発したかを考察し、モホイ＝ナ

ジの映像表現の根幹となる思想に迫りたい。

モホイ＝ナジとルチアがフォトグラムの制作を始める以前に、1918年

クリスチャン・シャド（ChriStianSchad1894－1982）はこの種の写真、つま

りカメラを使わない写真を制作していた。後に彼は、自分の名前をとっ

てこれをシャドグラムと名付けた。一万1921年にマン・レイが、そして

1930年には瑛九も自発的にこの技法を開発し、それぞれレイヨグラム、

フォトデッサンと名称したのである。しかし、ルチアとモホイ＝ナジは、

彼等とはそもそも制作上の発想が異なるのである。

江19OHansM・Wingler，乃e助uhaLLT，TheMITPress，1969，P・498・

蜘ルチア・モホイ＝ナジ、向井周太郎、山下仁、大友千加子訳「解釈の問題」『季
刊武蔵野美術』No．79，1990年、55－56頁。

翫氾近年写真家としてのルチアの評価が高まり、1995年1月ベルリンのバウハウス資
料館においてルチアの写真展が開催された。
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第7章　モネイ＝ナジー鷹合造形理論の確立に向かって二は22－27

彼らとモホイ＝ナジの作品との相違は、前者はイメージの表出が主た

る目的であるのに対して、彼のフォトグラムは光そのものを凝縮させて

いることに意図がある。（図99）例えば、マン・レイは被写体から具体的

な意味を剥ぎ取ったオブジェとして櫛、鍵の像を転写しているので、制

作に使われた被写体の正体はある程度予想がつく。色や量感、使用目的

などのオブジェに付随するあらゆる要素から純粋に形象のみを抽出し、

それを白と黒の対比の中に抽象化するのである。

これに対してモホイ＝ナジの場合には、感光紙の上に置かれた物体を

予想することができない。ここでは何を措いているのか、何を撮影した

のかがここでは問題なのではなく、深い漆黒の空間に走る閃光を、一瞬

にして燃焼した光の断片を固定することが目的である。白いその陰影は

見る者にドラマチックな情動的体験を与えるのである。人は光が任意の

物体を介して反射や透過の作用が生じた際、光を認識するのである。モ

ホイ＝ナジは光の凝結のために科学的な実験を行った。

光の反射あるいは吸収によって環境に機械的に反応するような感光

板を用いる代わりに、私はレンズや鏡を用いたり、また光や水、池、

酸のような流動体、水晶、金属、ガラス、薄織物を通過させることで

その反応の調節を試みた。このことはフィルターをかけたり、反射や

屈折する光をスクリーンに直接あてることを意味している。つまり写

真に撮ること。光の効果はスクリーン上でなく、感光板上に直接投影
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することができる。注193

モホイ＝ナジはこのように述べ、フォトグラムの目的は光を直接定着

することにあると主張した。しかしここで問題とすべきは、芸術史を新

たに切り開いたこの先駆的仕事が、どのような思想から生まれたかであ

る。ここで、フォトグラムを共に研究したルチアの言及は、考察の手が

かりとして重要な意味を持つ。彼女は、それが芸術の「生産一再生産」

の問題から発生した結果であったと以下のように述べている。

1922年の夏、ルーン山（Rh6n）を散歩していた時、私たちは、生産

対再生産という対立から生ずる諸問題について話合った。そしてフォ

トグラムによってこの間題の解決方法を導き出した。注194

彼らがここで述べている「生産」とは、即ち芸術における「創造」を

指し、「生産対再生産という対立から生ずる諸問題」とは、「芸術の真

の創造とは何か」という問いである。従来、芸術作品とみなされる絵画

や彫刻は芸術家の目や手の痕跡として、いわば芸術家の目や手の延長か

ら生み出される創造であり、彼の美的感覚と熟練による結果と見なされ

てきた。これに対して、創造行為としての制作過程に機械技術を導入す

ることは芸術と対立する行為であり、それは真の創造ではなくなると考

えられたのである。つまり、機械技術は大量生産品のための方法である

注193Moholy－NagyI丘由Z16，Light－aMediumofPlasticExpression，Broom，VOl・4，nO・4，

1923．ReprintedbyRichardKostelanetz，Mbhob，－NdgyDocumenEaryMbnog′叩SinMbdbmArt，

1970，pp．117－118・

注194LuciaMoholy，qP・Cit・，P・59・
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粛7卓　モネイ＝ナジー照合造形理論の確立に向かって∵■目指惣一27

から、機械による生産は芸術作品ではないのである。このような考え方

に対して、ルチアとモホイ＝ナジは芸術の真の創造とは、時代の新しい

価値を導くのものであり、社会の動きに対応するものでなけらばならな

いと考えていた。つまり彼等は二十世紀は機械技術と共に歩むべき時代

であることを実感し、ならば機械技術によって制作することは、決して

芸術の創造行為とかけ離れたものではなく、むしろ機械技術を導入する

ことこそが、新しい時代の創造であると見なしていたのである。このよ

うに考えた時、機械によって制作する芸術が「再生産」ではなく、「生

産」に変わるのは、どのようなプロセスによればいいのかという課題に

直面したのである。そこで彼らが結論として到達したのが、写真の化学

的作用によるフォトグラムであった。それは、一回限りの光の絵画であ

った。

モホイ＝ナジはこの制作における「生産一再生産」理論を短い論文に

まとめ、『デ・ステイル』誌上で発表した。最近の研究ではこの論文が

ルチアとの共著であるという見方も生まれている。注195

この中でモホイ＝ナジは、フォトグラムによってどのように生産の問

題が解決できるかを以下のように説明した。

芸術は実際に、（中略）既知と未知の視覚的、聴覚的、そして他の

機能の現象との間にさらに発展する新しい関係をもたらそうと試み、

そしてこれを機能的器官の作用に受け入れようとする。

注195『デ ステイル』の寄稿者の名はモホイ＝ナジだけであるが、RolfSachsseの研

究によれば、この論文がシビルとの共著であるとされている。RolfSachsse，血血肋加か
BauhaLLT－Pbtogr頑n，Bauhaus－Archiv；Berlin，1995・S・72・
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機能的器官は、絶えずそれぞれの新しい感受性に従う新しい印象を

求めるというのが、人間の特別な特徴である。これが新しい実験を永

遠に必要とする理由である。この点から、創造的活動はこれまで知

られざる新しい関係を生産することにおいてのみ有効である。（中

略）これまでは唯一再生産の目的のためだけに使われてきた装置（手

段）を、生産的目的と同様に使うことのできるものへと転換するよう

に努力しなければならない。（中略）

写真の領域において再評価する場合には、写真（臭化銀）板の感光

性を利用しなければならない。私たちは、私たち白身によって鏡やレ

ンズ装置によって形成した様々な光の現象（光の戯れの瞬間）を感知

し、固定するのである。注196

写真は、自然や人物などのある対象物を写し取る手段であった。その

意味で写真は自然なり人物なりの複製、つまり再生産されたものであっ

た。そこで複製（再生産）ではなく、創造（生産）のためにカメラを使

用するために、写真の本来もつ機能をより純粋に活用し、被写体のない

写真を生み出そうというのである。その結果、純粋に非物質的素材であ

る「光」を造形の媒体とし、光そのものを凝固させるために、感光板の

光を感知する作用を利用するというのである。これがモホイ＝ナジが提

示した「生産」である。

彼の提言はあくまでも、人間の感覚器官がその能力を最大限に機能し、

そしてそれらを統合することで、新しい生産が生まれるというのである。

P19‘L．Moholy－Nagy，Produktion－Reproduktion，上おSE妨SeJ・nO・7，1922，S・97－101・
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その場合、これまで再生産の目的に使用してきた機械技術を芸術の制作

の場に利用することを主張するのである。後にモホイ＝ナジは「私の写

真的実験、とくにフォトグラムは、完全な技術上の機械化が、本質的な

創造の危険を招かないという確信を与えてくれた」往1卯　と述べているのは、

この創造の問題を指している。

この後、彼は機械化された絵画の制作の実験を行い、結果として今世

紀最初の発注芸術を誕生させた。それは同時に複数のオリジナル作品の

生産をも意味したのであり、機械時代の大量生産社会にふさわしい芸術

の美学を実証したのであった。

2　生産と発注制作

伝統的な手による制作が価値を置いていた時代、オリジナル作品であ

ることの意味は、完成された作品にサインを記入する行為によって本物

であることの証明と、もともとの作家によって造られたという有り難さ

の価値を付加する。サインの有無が芸術作品の価値判断の規準となり、

作家の手づくりであることの意味が創造行為を神聖なものと信用させる

のである。

この「オリジナル」と「サイン」の問題に挑戦したのは、ダダイスト

のマルセル・デュシャンであった。彼は1914年、デパートで購入した填

乾燥機に署名し、物体に付随している機能や意味を剥奪し、芸術作品の

創造行為そのものを否定した。レディメイド作品の誕生である。この場

合、芸術作品とはほど遠いものであると考えられていた機械産業の大量

江即モホイ＝ナジ、大森忠行訳、前掲書、61頁。
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君7章　モネイ＝ナジー躍合造形理論の確立に向かって∵■相は各々7

生産品は、作家の署名という行為によって、「本物」のレディーメイド

作品が成立するのである。機械技術時代が芸術の領域にもたらした最大

の原理は、制作が手作業から機械に替わって行われる、つまり生産の条

件とそれによって生まれた作品の内容の変化である。モホイ＝ナジは未

来を展望して、以下のように述べた。

ある日、イーゼル絵画が、この急激に機械化された視覚芸術に、条

件つきの降伏をしなければならないようなことが起こるかもしれない。

手の絵画は、その歴史的な重要性を守るだろうが、遅かれ早かれ、そ

の独占を失うことになるだろう。産業時代にあっては芸術と非芸術、

手のクラフトマンシップと機械的なテクノロジーの間の差異はまもな

く完全な一体となる。牲198

彼は、一九世紀以降急速に進展した資本主義的生産の体系が、芸術の

領域においても伝達や享受だけでなく、生産の体系をも変え得ると直感

した。つまり芸術作品の創造過程に機械産業的制作の方法論を導入する

ことによって、新しい表現が生まれるばかりでなく、芸術の概念そのも

のを変え得ると信じたのであり、その論理を発注制作という方法論をも

って実践した。

1922年、モホイ＝ナジは5点のエナメル絵画≪電話絵画≫シリーズを

制作し、2年後の1924年にシュトルム画廊でこのうち3点の≪Eml≫、≪

EmZ≫（図100）、≪Em3≫を発表する。それは手仕事を自明とする作品制

江198同前、61頁。
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粛7章　モホイ＝ナジー廊合造形厚岸の確立に向かって二は22－27

作のタブーを破‘り、芸術における生産の意味を新たに示したものであっ

た。その方法とは、電話を介して制作を指示し、工場で絵画作品を制作

するものであった。つまり方眼紙とカラーチャートを使って、作品の構

成要素を測定可能な単位に置き換え、通信システム上に記号として情報

を送るという方法をとったのである。

彼はこの時の様子を、以下のように説明している。

1922年に私は陶器エナメルの絵を5枚（確認できる作品は3点であ

る）看板工場に発注した。私は工場のカラーチャートを持っていた、

そしてグラフ・ペーパーに絵のスケッチをした。一方の電話先で工場

の管理者が、方眼に分割された同じ種類の紙を持っていた。私は正確

な位置に口述した型を置いた。江199

このような生産手段は「情報」が造る造形という意味において大変興

味深い。前述したように、この場合の生産はフォトグラム制作の際と同

様に、再生産の手段としてのみ利用していた技術を新しい創造のために

活用しているのであり、機械生産の方法は複製品を生むのではなく、「複

数のオリジナル作品」の生産という点で、後述するベンヤミンの複製芸

術論を超越していると考える。

さらにこの作品の重要な点は、工場での機械生産というばかりでなく、

電話という通信システムを使用したことにある。なぜなら電話を介すこ

とは、情報の発信から着信までのプロセス自体が作品の成立を大きく決

注1竹同前、161貢。
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第7章　モネイ＝ナジー据合造形理論の確立に向かってこ旭だ－27

定することにつながるのであり、送られた情報の正確さ如何によっては

完成作品が作家の意図したものと異なる可能性もあり得る。完成作品が

情報発信の段階と異なるのは結果的に作品としては失敗であるわけだが、

仮に予定と異なる作品になったとしても、それも「情報」による作品制

作の方法と考えるならば、そこには全く新しい芸術の在り方が生まれる0

実際にこの「情報」と芸術の関わりについて、モホイ＝ナジ白身は著

作の上で何も言及していない。また≪電話絵画≫は制作の2年後初めて

発表しており、制作後まもなく発表するモホイ＝ナジからすれば、彼自

身がこの作品の位置づけを思案していたとも推測できる。また≪電話絵

画≫の制作が、フォトグラムと同様に芸術における「生産」とは何かと

いう問いを基点としていることもあり、おそらく制作した時点では、彼

自身が「情報」の問題について意識していなかったものと考えられる0

だが、1922年において「情報」という概念が芽生えたことの意義は大き

く、それを実際に作品制作で示したモホイ＝ナジの大胆な実験は、現代

芸術における「情報」による芸術創造に布石を置いたのであり、この点

において≪電話絵画≫は、モホイ＝ナジの初期代表作として大変重要で

ある。

3　ヴァルター・ベンヤミンの複製芸術論とモホイ＝ナジ

これまでモホイ＝ナジの写真、映画作品におけるテクノロジーとの問

題について、同時代の思想家ヴァルター・ベンヤミン（Ⅵねlter BeIかmin

1892＿1940）の一九世紀以降の芸術に複製技術のもたらした意味について

の論述『複製技術の時代における芸術作品』（1936年）との関係におい

2（〃



粛7卓　モネイ＝ナジー廊合造形理論の確立に向かって二は22－27

てしばしば言及される。脚0

ベンヤミンは、芸術作品の本物という概念、すなわちオリジナルの一

回限りという性格を「アウラ」と定義し、「複製技術のすすんだ時代の

なかでほろびていくものは作品のもつアウラである」と指摘した。彼に

よれば、「複製技術は、複製の対象を伝統の領域からひきはなしてしま

うのである。複製技術は一回かぎりの作品のかわりに同一の作品を大量

に出現させるし、こうしてつくられた複製品をそれぞれ特殊な状況のも

とにある受け手のほうに近づけることによって、一種のアクチュアリテ

ィを生み出している」のである。脚1

この論点は、技術の転換によってもたらされた芸術の生産条件の変容

と、その結果の文化の大量生産システムと大衆化について、アヴァンギ

ャルド芸術家達が古い生産（創造）いわゆる「芸術のための芸術」を否

定し、産業資本主義的生産様式による芸術生産の拡大と技術の発達に伴

う創造システムの変化を達成したことについて、それをいかに理解する

かという点にある。これはほぼ同時期にモホイ＝ナジが論文「生産一再

生産」の中で解明を試みた問題と共通している。実際に1920年後半から

30年代初期にかけて頻繁に交際のあった脚2　といわれるモホイ＝ナジとベ

ンヤミンが、同時に解明を試みていたのも不思議ではない。

しかし≪電話絵画≫は前項で考察したように、複製可能な機械技術を

注200KrisztinaPassuth，Moholy－Nagyetl愉lterBerかmin，lthhierT”EhLMusieNbtionaldArt

肋鹿川ちParis，VOl．5，1980．■398－409．

蜘1ヴァルター・ベンヤミン、高木久雄、高原宏平訳『複製技御寺代における芸術作
品』晶文社、14貢。

江202TneodorWAdorl10，Uber肋IlerBeTtiamin HbnluSgegebeYlululmitA〃merkungeTI

VefTehenvonRoげnedbmann，SuhrkampⅥrlag，ErsteAn鮎ge，1970・テオドール・W・アド
ルノ、大久保健治訳『ヴァルター・ベンヤミン』河出書房、1991年、101貢。
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粛7章　モホイ＝ナジー照合造形理論の蕗立に向かって二才損－27

導入し工場生産された作品ではあるが、大小3点の絵画はそれぞれがオ

リジナル作品であり複製ではないのである。無論、オリジナルではある

が美の礼拝的価値はない。むしろ、芸術作品として展示する行為に意義

がある。

またフォトグラムは、感光ガラス板に凝結させたまさに一回限りの光

の現象を捉えた写真である。モホイ＝ナジとルチアは、フォトグラムを

カメラで複写してオリジナルのネガフィルムを残している。妙3現在美術

館で見る彼のフォトグラム作品は、オリジナルネガからのプリントであ

り、その意味においては複製であるが、同時にこの複製は彼らがプリン

トしたオリジナル写真でもあると言える。フォトグラムは、光と物質と

感光作用という化学技術そのものが作品を成立させているのである。そ

の制作過程で光の現象の現場に居あわせ、その光の現象を体験すること

と、それを撮影したフォトグラム作品は同一ではない。光の絵画とも呼

べるフォトグラムは、その技術に内在する方法あるいは法則というもの

によってアウラが生み出されるのである。

映画についてはどうだろうか。ベンヤミンは「アウラは、俳優が『い

ま』『ここに』いるという一回性と結びついていた。舞台のうえのマク

ベスをつつんでいるアウラは、生身の観客にとって、このマクベスを演

じる俳優がもつアウラから切りはなすことができない。スタジオでの撮

影がもつ独自性は、しかし、観客の位置に機械装置が据えつけられると

いう点にある。こうして俳優をつつむアウラは、必然的に消滅し、それ

と同時に俳優が演じる劇中の人物をつつむアウラも消滅する。」と説明

注203LuciaMoholy）qP・Cit・，P・62・
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する。これに対してモホイ＝ナジは映画がその特殊な技術であるトリッ

ク、クローズアップ、モンタージュそして運動の総合的構成によって、

現実の再現ではない映画としての白立性を提唱している。機械技術がそ

のものによって成り立つ映画は、例えばヴィッキング・エッグリングや

ハンス・リヒクーの絶対映画も、ベンヤミンの指摘するアウラが消滅す

る映画とは根本的な相違がある。このように考えると、ベンヤミンの理

論は必ずしもモホイ＝ナジの場合適応できるとは言えないのである。

この間題について、ベンヤミンの理解者であるテオドール・W・アドル

ノ（TneodorW Adom0）は1936年3月18日付けのベンヤミンへ宛てた手紙

注餅の中で、「アウラ的なるものが消滅するのは単に技術的再生可能性に

よるのではなく、とりわけそれ白身の自律的形式法則による」往訪5　として、

異論を述べている。この場合の自律的形式法則による芸術作品とはモホ

イ＝ナジの作品を通じて述べてきたような「それ白身のテクノロジーに

よって計画された芸術作品」抑6を指している。モホイ＝ナジが提唱する

映画は、まさにそれ自体の技術によって成立している芸術である。

以上のことからベンヤミンの理論は、技術が芸術作品に与えるある一

面的影響関係のうちに解釈した理論であると言わざるを得ないであろう。

そしてモホイ＝ナジは理論と実践によって全く新しい芸術を創造したの

であり、先駆者として二十世紀芸術史に偉大な功績を残したと言える。

注204TYleOdorWAdorn0，UberVhlterBedamin HerausgegebenundmitAnmerkungen

versehenvonRolfTiedemann，SuhrkampVtrlag，ErsteAn鮎ge，1970・テオドpル・W・ア

ドルノ、大久保健治訳『ヴァルター・ベンヤミン』河出書房、1991年、132－141頁。

注が同前、135－136貢。

注が同前、138頁。
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第7章　モネイ＝ナジー超合造形理論の確立に向かってご柑22－27

第2飾　新しい視覚と表現

1　バラージュ・ベーラの映像論とモホイ＝ナジ

モホイ＝ナジが1925年（草稿は1924年夏に書かれた）科学的に客観的

な視覚としての視覚芸術論『絵画・写真・映画』をバウハウス叢書の第

8巻として出版する前年、即ち1924年彼と同じ亡命ハンガリー人の思想

家、劇作家、映画批評家であるバラージュ・ベーラ（Baはzs Bela188牛

1949）は無声映画を美学的に捉えた芸術論『視覚的人間』（Der sichtbare

Nknsch）をウィーンで出版した。この著作はモホイ＝ナジとほぼ同時期

に書かれたもので、ベルリンで二人は会合してはいるものの、特にこの

時二人が討論したとかどちらかが参考にしたという事実関係はない。し

かし両者の理論にはハンガリーの近代美学に共通の対象に対する客観性、

機械を通した視覚的な認識の方法論そして新しい芸術としての写真・映

画という視覚芸術が文化に果たす役割という視点があると考えられる。

バラージュについて若干の経歴を辿ると」本名をヘルベルト・バウア

（He正妃れBauer）と言い、青年時代はベルリンとパリで哲学を学び、詩、

戯曲の創作をしていた。バルトークのオペラ≪青髭公の城≫（1911年）

は、彼の台本をもとに作曲されたものである。1919年のタナーチ共和国

の時代には、教育人民委員部の演劇局長として文化改革に関与していた。

また1915年から16年にかけて、民主主義的思想を持つ青年哲学者のサー

クルが、毎週日曜日ごとに彼の自宅で開かれていた。通称「日曜サーク

ル」（Ⅵsamap k6r）と呼ばれたこの会には、ルカーチやマンハイム、フ

ォガラシなどの哲学者に加え音楽家コダーイ・ゾルターンとバルトー

ク・ベーラなども参加し、美学理論や芸術作品に関わる問題が議論され
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昇7章　モネイ＝ナジーガ合造形理論の確立に向かってこ柑22－27

た。脚7ここでの話題に映画が挙げられていたか判明できないが、ルカー

チが1913年『フランクフルター・ツァイトング』に論文「映画美学考」

を発表していることを勘案すると全くこの種の話題がないとも言えない0

当時のブダペシュトの映画ブームを考慮すると推測し得る。

1900年前後のブダぺシュトでは、映画は他のヨーロッパの都市よりも

急速に発展したと言われている。すなわち、フランスのリュミエール兄

弟が映画を発明したのは1895年のことで、ブダペストで初めて映画が上

映されたのは1896年4月、これはパリのカフェでリュミエール兄弟が上映

してからほんの数カ月後のことである。初の上映はブダぺシュトのエル

ジェーベト環状通りにオープンしたばかりのロイヤル・ホテルのカフェ

であった。その後1899年11月、ブダペシュトに最初の常設映画館ができ

た。興行主は小さなカフェのオーナーだった。

1907年にハンガリー語の新語「モジ（Mozi）」（Mozi　はmozg6kepek

s血haz。活動写真劇場の略語、映画ではなく◆、映画館を指す）が、ハンガ

リー作家ヘルタイ・イェネ一によって作られた。これはアメリカで「ム

ーヴィー」という言葉が最初に使われた1908年よりも一年早いのである0

このような時代状況から、1920年代のモンタージュ理論の基盤である

ェィゼンシュタインの作品脚9が生まれる以前のごく早い時期に、ブダぺ

シュトでは1907年を前後して映画について議論され、「新しい芸術とし

注抑秋元律郎『マンハイム ：亡命知識人の思想』ミネルヴァ書房、61頁。

注208JohnLukacs，Bu頻，e－J1900：AmsEoricalIbrLrailqfaCitymdhsCulture，Ⅵ屯idenftld＆

NicoIson，1988．早稲田みか訳『ブダペストの世紀末』白水社、1991年、224－225五〇

注即エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』のベルリンの初公開は1926年である0
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粛7章　モホイ＝ナジー廊含造形浬巌の確立に向かってこ旭だ一27

ての映画」という視点が生まれていたと言うことができる。

しかし、実際にバラージュが映画に本格的に携わるようになるのは亡

命後のウィーン時代からであり、急速に進む資本主義とそこから生まれ

た表現主義映画が隆盛を極めていた。『視覚的人間』はこうした背景か

ら生まれた。

『視覚的人間』の冒頭で彼は、「見える精神はかくして読まれる精神

に変わり、視覚の文化は概念の文化に変わった。この変化が生の相貌を

一般に大きく変えてしまったことは周知の通りである。今や一つの別の

機械文化をあらたに視覚的なものの方に転回させ、人間に新しい顔つき

を与えはじめている。この機械はシネマトグラフイー（活動写真）と呼

ばれる。印刷術と同じく、それは人間の精神の生産物を複製し普及する

ための技術的装置であるが、それが人間文化に及ぼす影響は印刷術にく

らべて勝るとも劣るものではないだろう。十注210　と述べ、映画は概念的文

化から視覚的文化への転換であると主張する。

この著作の中で彼はクローズ・アップの技法の有効性を指摘し、カメ

ラによる新しい視覚の原理がいかに人の認識を拡張するかを説明する。

また映像の配列、テンポ、パッサージュ、リフレイン、映像の方向等構

成の問題について言及しているが、これは単に技法の解説ではなく、「新

しい表現方法である映画をはっきりと理論的に捉えておかないと、これ

から変わっていく人間、とりわけ人間の感覚の変化をとらえそこねてし

まうことになる」という基本的な考え方に基づき、映画という新しい芸

蜘0ベラ・バラージュ、佐々木基一、高村宏訳『視覚的人間』岩波文庫、
27－28真。
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弟■7卓　モネイ＝ナジー虎合造形理轟の碇立に向かって二はa㌢27

術によって、「逆に人間の新しい感覚、感性を創り出す」のであると主

張する。注211

このバラージュの人間の新しい視覚の開発によって生み出された新し

い芸術が、逆に人間の感覚にフィードバックするという理論は、モホイ

＝ナジが基本理論として明示した「生産」の問題と重ね併せて考えるこ

とが可能である。つまり、モホイ＝ナジは、人間を感覚器官の総合体と

見なし、それぞれの感覚は常に新しい感受性を求め、この感受性を引き

出し得るものを真の創造であると規定した。彼は、これを「生産」とい

う言葉で説明し、芸術の「生産」はこれまで再生産でしか使われない機

械技術を持ち込むことで、全く新しい生産が生まれると考えたのである。

モホイ＝ナジはこのような視点から写真、映画の制作を行ったのであり、

バラージュの述べる視覚の拡張理論と共通の基盤に立つものであったの

である。

2　映画r大都市のダイナミズムJの草稿

モホイ＝ナジは、1921年から22年にかけて大都市ベルリンの生の躍動

感を追究してスピードとリズム、クローズアップの表現を駆使した映画

≪大都市のダイナミズム≫（ANagyvarosdinamik軸）を考案した。これは

考案に留まり、後においても実際に製作されることはなく、誌上発表し

たシナリオのみが残されている。草稿から3年後の1925年、『MA』「国

際音楽と演劇号」に発表し、さらにそれを修正して同年バウハウス叢書

第8巻『絵画・写真・映画』に収録した。（図101）

軌l池田浩士、前掲書、231頁。
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粛7章　モネイ＝ナジー脛合造形渾務の確立に向かってこ柑22⊥27

『MA』誌のハンガリー語版には撮影方法を示す映像の抽象的素描画が

あることから、これが最初の構想段階のものと判明できる。このシナリ

オは、詩的雰囲気とタイポグラフィーの視覚的効果を合わせ持ち、ちょ

うどダダに影響を受けたカシヤークの音声言語詩のように、撮影方法と

被写体を説明する大小の言葉とを配置してある。被写体は、都市を象徴

する建造物や工場、路面電車、自動車、トラック、バス、自転車の乗り

物、群衆、女の足が選ばれ、その合間に観衆の不意を突くように、檻の

中の虎や、ジャズバンド、水が挿入される。これらの映像は、実際にカ

メラで撮影したものではなく、カメラの方向と雰囲気を線で記号化して

いる。文字「TEMP（う」は、その速度の強弱を示すように拡大、縮小が繰

り返されている。

モホイ＝ナジはこの映画について「何かを教えるのでもなく、道穂を

説くのでも、物語を語るのでもない；それは視覚的に、ただ視覚的にの

み作用するはずだ。視覚的なものの諸要素はそこにおいて論理的に相互

に結びついている訳ではない；にもかかわらずそれらは写真的・視覚的

関係を通じて時空間的出来事の生きた関連をつくりあげ、観衆を積極的

に都市のダイナミズムに引き入れる。」往212　と説明している。即ち彼にと

っての映画は演劇的、文学的表現を必要とせず、純粋に視覚的効果と運

動のみが重要な要素であった。

彼よりも早く視覚造形に運動の概念を導入したのは、スウェーデン人

ヴィキング・エッグリング（Ⅵking Eggering1880－1925）で、彼は完全な

単純形態の連続運動を撮影している。モホイ＝ナジとの共同編集による

軌Zモホリ＝ナギ、利光功訳、前掲書、116頁。
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粛7卓　モネイ＝ナジー潜倉造形普請の確立に向かって二柑22－27

『MA』（1921年8月号）には、エッグリング特集号として映画≪対角線

交響曲≫の連続絵画の他、論文「運動芸術についての原理的解釈」（Elvi

坤egetesekamozg6mGv6szetr61）注213を大々的に掲載している0また『絵画・

写真・映画』の中で、モホイ＝ナジは、エッグリングを「これまでの美

学をひっくり返す重要な時間の問題を学問的に厳密に定式化した」注214と

して高く評価している。また、1922年出版の『新しい芸術家の割の最

後の貢がハンス・リヒクーとエッゲリングの「抽象映画」であったこと

は、第5章で述べた通りである。

この動的な映像の表現としての映画、すなわち演劇的方法によらない

映像の表現として理論的に図解したものが、このシナリオであり、その

意味でこれはモホイ＝ナジの映画観を示した素描であると言える。

これに対し、バウハウス叢書『絵画・写真・映画』に掲載したシナリ

オには、基本的にその内容は変わらないものの、イメージ画であった抽

象的映像部分には具体的な写真が入り、映像の水平・垂直の直線とタイ

ポグラフィーによってより洗練され、バウハウスの印刷物に特徴的なデ

ザインへと変容している。即ちここには、彼のデザインが『MA』のスタ

イルからバウハウスのスタイルへ変容したことが明確に読みとれるので

ある。

3　r絵画・写真・映画J

モホイ＝ナジの代表的著作『絵画・写真・映画』（Malerei，Photographie，

Fi血）は第5葦で考察したように『新しい芸術家の割の出版後、モホイ

注3〟」，6evf．8sz．，1921，105－10601d・

齢4同前、17頁。
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＝ナジが30項目の芸術書編集の構想に基づき1924年に草稿をまとめ、グ

ロピウスとの共同作業によって翌1925年バウハウス叢書として刊行した

ものである。

この著作は、光学機器の活用による「新しい視覚の形成」を提唱した

機械芸術論の先駆的理論書としてこれまで高い評価を受け、半世紀以上

経た今日でも映像メディアと芸術の関係を論じる際に、しばしば取り上

げられている。注215　例えばヴァルター・ベンヤミンは、モホイ＝ナジの

言葉「機械的で技術的な手段だけを用いるであろう新しい視覚的造形」

往216を引用してアヴァンギャルド写真の芸術性を述べている。その他の論

述も、機械技術と芸術の関連、つまり写真によって人間の視覚が拡大さ

れ、それによって新しい芸術が生まれる点を指摘している。日本に最も

早くモホイ＝ナジの写真諭を紹介した仲田定之助は、論文「芸術写真の

新傾向－モホイー＝ナギーの近著から」の中で、「写真が本来、科学に

立脚した新しい器機、新しい制作方法の発明に基づくものであること」

注217　を強調し、モホイ＝ナジの理論を引用して、印象主義に追随した芸術

写真（ビクトリアリズム）を批判し、時代に適応した新しい美学を樹立

せよと声高く説いたのである。

約5わが国では、大正期新興写真運動において絶大なる影響力をもって本著作が受け
入れられ、1930年には扇田漸（本名：森芳太郎）によっていち早く翻訳された。井口寿
乃『モホイ＝ナジの総合造形理念と構成主義』（筑波大学修士論文、1993年）

近年の研究では、ドイツ時代のモホイ＝ナジの写真についての論じたEleanorM・
Higlltの博士論文『モホイ＝ナジ：ワイマールにおける写真と新しい視覚』（Moholy－

Nagy：PhotographyandthenewvisioninWeimarGermany）1986年がある。日本ではモダニ
ズムと機械芸術について論じた吉横健『メディア時代の芸術』1992年がある。

蜘6ヴァルター・ベンヤミン田窪清秀、野村修訳「写真小史」『複製技術時代の芸術』
晶文社、1970年、89貢。

蜘7仲田定之助「写真芸術の新傾向－モホイー＝ナギーの近著から」『アサヒカメ
ラ』第3巻10号、1926年10月号、363頁。
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『絵画・写真・映画』は、フォトグラム、フォトモンタージュ、レン

トゲン写真や様々な技法の実作に基づいた写真分析を含んでいるために、

写真研究書として捉えられている。しかし、それ以上にこの本で彼が強

調していることは視覚芸術全体に関わる法則であり、「総合芸術作品」

（Gesamtkunstwerk）についてである。彼によれば、「いかなる材料、い

かなる領域も他の材料、他の領域の特性から評価されうるものではなく、

絵画もしくは視覚造形一般は他の何ものにも依存しない特殊法則と課題

を有する」江218のである。この本では一貫して光と空間と動力学を強調し、

「これら特有の法則性とそれ特有の特殊性に従って形成される」注219作品

が次の時代の主要な課題となると主張する。従って彼にとっての絵画は、

従来の素材の制約を越えたエナメル、セルロイドの使用によって光の色

彩関係を創造する。写真は絵画に従属するのではなく、カメラ眼（Foto

血ge）に従って人間の眼を超越する空間描写をし、映画はそれ自体を成立

させる白律的なものとしてカメラのレンズと時間、運動によって形成さ

れなければならないのである。すなわち「総合的」とは、細分化した要

素の合計ではなく、「すべてを包括する全体作品（生）へ向けてすべて

の生の契機がみずから構築していく綜合」注記0なのである。この「綜合」

が芸術を創り出す「新しい関連」であり、それを「生産」するときにの

み、その造形は価値があるという。

以上モホイ＝ナジの『絵画・写真・映画』に著された造形理論は、そ

の後の造形活動全体を総括するものであり、晩年の著作『ヴィジョン・

軌8モホリ＝ナギ、利光功訳『絵画・写真・映画』中央公論美術出版社、14頁。

軌9同前、15頁。

注甜同前。
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イン・モーション』と並び、初期における最も重要な著作としての意義

がある。
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第3節　「対称一非対称」の構成

1　モホイ＝ナジに対するシュプレマテイスト批評

モホイ＝ナジが1922年以降、幾何学的抽象形態の構成へと表現上の変

容を遂げる過程で、彼はシュプレマティストとしての評価を得るように

なる。例えば、1924年パウル・F・シュミット（PaulF．Schmidt）は『クン

ストブラット』（Kunstblatt）誌上で「モホイ＝ナジがシュプレマティズ

ムを代表している」と評した。この記事は、モホイ＝ナジの円、矩形、

直線が重なる絵画が、一見マレーヴィッチやリシツキーの構成に類似し

ていることから、当時シュプレマティズムの絵画と区別されることなく

認められたことの一例である。この記事に対してハンガリーの批評家ケ

メ一二・アルフレッドは、「モホイ＝ナジはシュプレマティストではな

い」として以下のように反論した。

クンストブラット3月号に、パウル・F・シュミット（PaulF・Shimidt）

は構成主義の記事の中で、『とりわけシュプレマティズムをモホリ＝

ナジが代表している』と書いている。それに対して明確にさせないと

いけないのだが、モホリ＝ナジはシュプレマティズムとは全く関係が

ない。シュプレマティズムとは、ロシアの芸術家マレーヴィッチの仕

事であり、ごく最近の西欧の芸術運動に属するのものである。シュプ

レマティズムにおいて、創造力、内なる造形の必然性は最大限に達し

ている。注221

注221Kem6nyAlfred，Bemerkungen，肋nstblatt，1924・
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ケメ一二は1922年にモホイ＝ナジと共に宣言「動的一構成的エネルギ

ーシステム」を考案した批評家であるが、このようモホイ＝ナジのシュ

プレマテストとしての評価を断固否定した。それに続く辛辣な酷評は、

あからさまな彼に対する個人的攻撃としか理解できない。

しかし、モホリ＝ナジにおいては造形の必然性は創造力の最小限で

あって、非創造的美学と外面的な、頭で考えついた空虚の最大限であ

る。構成主義を不当なプロパガンダに利用してきたモホリ＝ナジが、

すでに1919年にロシアでシュプレマティズムが終わってしまっている

のに、1924年シュプレマティストとして登場してきたのは奇妙なこと

だ。折衷主義者、模倣者であるモホリ＝ナジは、シュプレマティズム

と同様に西欧の新しい構成主義の成果にも関わること少ない。決定的

な構成主義者たちは技術時代の要求、そして経済性と精密さを推し進

める時代の要請を満たしている。だが、モホリ＝ナジは乏しい知性の

表面的な組織フェティシズムのみを代表している一経済性や精密さ抜

きの。注記2

ケメ一二がモホイ＝ナジの作品を「模倣」と「折衷」であると解した

のは、一つには作品の表現様式がマレーヴィッチやリシツキーのそれに

類似していることが要因であり、その点のみを指摘してモホイ＝ナジが

造形上の構造的問題とした光の性質には全く論考なされていないことは

一面的な解釈と言わざるを得ない。1922年制作の作品には、確かに水平・

拉辺乃fd
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垂直の構図が認められるが、しだいに抽象形態を配置、構成する際、彼

が基本的に行った方法はマレーヴィッチの鳥轍的空間構成ともリシツキ

ーのプロウンとも異なる構成のコンセプトが認められる。そのコンセプ

トとは「対称と非対称」であり、それを基本に絵画、写真、フォトモン

タージュ、フォトコラージュの画面構成を行っているのである。モホイ

＝ナジの作品をこの視点から分析すると、明らかにシュプレマティズム

ともプロウンとも、またデ・ステイルの平面構成とも異なる表現に気づ

くのである。

2　対称一非対称の構成

モホイ＝ナジの絵画及び写真、フォトコラージュ作品についてその構

成の点から分析すると、明らかにシュプレマティズムやデ・ステイルの

構成主義とは異なる造形上の視点を認めることができる。その相違点と

は、彼の作品には共通して「対称一非対称」のアイディアに基づく構図

がある点である。以下では彼が制作過程でこの間題にどう取り組み、ど

う表現したかを作品分析を通じて考察する。

i絵画空間における形態配置

1922年から8年の歳月をかけて完成したキネティック彫刻≪光・空

間・調節器≫（図A）は、透過性、反射性のある素材プラスティックやガラ

ス、鏡面スティール、金網を用い、モーターで35秒間に1回転するよう

に設計してある。中心の回転軸と共に、周囲に仕掛けられた回転軸によ

27∂
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って、羽根、スクリュー、球体が回転運動する。この作品と油彩画　≪コ

ンポジションAXX≫（1924－1926）（図B）を比べてみると、後者は明らか

に≪光・空間・調節器≫の制作過程で生起したイメージの絵画化である

と言える。

図　A 図　B

すなわち、筆者は図Cl、C2を作成し、これを使って≪コンポジション

AXX≫の画面構成を説明すれば、まず、画面中央に向かって垂直・水平

の線を引いてみる。この水平線と垂直線は、画面を4分割し、大小2つ

の円が上下に配置され、一つは左手上に、もう一つは右下に位置する。

（この場合、小円の軸はやや中心へ入り込む）大円は画面の水平線に接

する位置に置かれる。円の表面には、完全対称を避けて水平と垂直の透

明な帯が重なっている。さらに大小2つの矩形のそれぞれの辺を延長し

てみると、その消失点の位置から各円に接する面ができる。半透明に描
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くことから、これらの矩形が絵画空間に奥行きを与えている。このよう

な幾何学的秩序に基づく構成によって、観者は三次元空間に浮遊する球

体とそれに接する平面を想起する。

さらに、≪光・空間・調節器≫の主軸を回転させるように、≪コンポ

ジションAXX≫の画面中央に引いた線を軸に1800　回転させてみる。する

と2つの円はそれぞれ裏返しとなり、完全に対称の構図となる。（図CZ）

こうして、幾何学的な法則をもつ画面構成は、対称性を基本に、綺画空

間において非対称の形態配置によって、リズムと奥行きを与えている。

≪コンポジションAXX≫は、単に三次元空間の構成を二次元に置き換

えたというだけではなく、彼はこれによって彼の主張する動的空間にお

けるヴィジョンに立脚した造形法を提示したのである。つまり対象物を

一点の視点から捉えるのではなく、多角的視点、あらゆる角度、時空間

の把握、認識、及びそれによってその間に生ずる相互関係による現象を

理解しようとする試みである。油彩画はその一例であると言える。
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iiフォトコラージュ

ネガとポジフィルムの反転映像は、「対照」であると同時に重ね合わ

せることができるという意味において「対称」である。モホイ＝ナジは

ネガからのプリントと同時に反転させたポジフィルムからの写真を制作

している。ネガとポジ写真は白と黒が反転し、日常的な映像に非日常的

なインパクトを与える。彼はこの対照性と映像の対称性を生かしたフォ

トコラージュ作品を残している。

フォトコラージュ≪ジェラシー≫（1924－27）（図D）はこの視覚的効果

と単純な画面配置による一例である。画面構成は、左手奥のポジフィル

ムの人物と同一の切り抜かれた人物の影が対比され、しかもこの影は画

面手前の女性像とは彼女の影のように重なる。背景となる黒と白の矩形

は、絵画空間の距離を示し、左奥の白抜きの人物像から手前の女性像に

引かれた線は、二つの異なる造形要素を結び付けている。ここでフォト

コラージュに映像の対称性が効果的に導入されているのである。

図　D
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iii写真

写真の撮影においても、意識的に「対称一非対称」の構図がとられる。

写真≪ホテルのテラス≫（1928）（図E）は、見慣れた水平方向の遠近法

ではなく、傭観、仰観などの新しい視点からの撮影を試みた作品の一例

として、画面構成に独自性が表れている。対象が画面上で「対称」とな

るようフレームを決定している。通路の縁は左上方から、右下方に向か

って画面を二分割している。画面手前の敷石の白い面と後方生け垣の黒

い面は、この通路の線に対してそれぞれ平行に位置して対称の構図とな

り、歩いている二人の人物はベンチに座る二人の人物に対して平行に位

置している。

図　E
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以上の絵画及びフォトコラージュ、写真作品の分析から、モホイ＝ナ

ジの造形意識として「対称一非対称」のアイディアが基本となっている

ことが明らかになった。このことは、彼が生涯一貫して追求した造形へ

の問い、つまり構成の基本要素が動的状態においてどのような緊張関係

にあるかという問いの視覚化であり、この点においてシュプレマティズ

ムの画面構成上を単に引用したのではないと言える。そしてモホイ＝ナ

ジの構成とデ・ステイルの構成との相違点が、この画面構成の点におい

ても明らかである。さらに、カシャークの平面構成である≪絵画建築≫

とも、画面構成の点において異なっておりここにモホイ＝ナジの独自性

が表れていると言える。
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第4飾　芸術の統合

前節までの考察により「生産一再生産」理論は、彼のすべての創造活

動の基盤となっていることが明らかとなった。この理論は換言すれば、

機械技術社会の新しい次元を探ることであった。同時代の芸術家の多く

はモホイ＝ナジと同様、機械技術との関連のうちに芸術創造を唱ったが、

彼の独自性は光を造形の素材として扱った点にある。光は、質量や重量

のないエネルギーであり、それ自体では手で触れることのできないもの

であるが、人間の感覚器官、特に視覚に様々な刺激を与える。光のエネ

ルギーの大きさ、動き、そして広がりが環境を創り、その新しい環境の

中で人間は再び新しい視覚を自ら発見するのである。つまり、彼の目指

すところは、光や空間、運動が「特有の法則性に従って形成される」総

合芸術の確立にあったと言える。

この場合の総合とは、生物学（人間の感覚器官、特に視覚）、物理学

（光、運動）をそれぞれの関連のうちに統合することである。言うなれ

ば、モホイ＝ナジの主張する総合の理論は、単に幾何学的抽象形態を組

み合わせたり、様々な素材を総合した造形を指しているのではなく、ま

た絵画や彫刻、写真、建築といった芸術の分野を総合するという意味で

もないのである。芸術の創造の過程において、生物としての人間と自然

科学、社会科学を総合的に関係づけることが重要であり、それがモホイ

＝ナジの総合造形の理論である。

このような「総合造形」理論がいつ確立されたかは、彼の主要な著作

が執筆された時期から判断できる。「生産一再生産」、「動的一構成的

エネルギー・システム」はともに1922年に書かれ、「光一造形表現とし
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てのメディア」は1923年3月に発表された。このことから、1922年には

後の活動のアウトラインは、すでに確立されたものと言える。1922年の

ハンガリー「行動主義」としての活動の記念碑『新しい芸術家の書』の

中でカシャークとモホイ＝ナジが、二十世紀芸術の様々な表現を社会的

事象との関連の内に捉え、細分化された各国の芸術運動、流派を分化す

るのではなく、統合して捉えようとしたことは、芸術の流派はやがて「総

合」されるであろうことを暗示していた。モホイ＝ナジ白身の芸術は、

それらの芸術の流れを継承しつつ統合する方向を示したのであった。

そして重要なことは、この「総合造形」の思想が彼の精神的成長の背

景、歴史の大きな変動期に身を置いた状況からくる価値観に深く関係し

ていることである。即ちそれは変化や進化、変わりゆくものをよしとす

る歴史観であり、芸術がある一人の天才的所産であってその天才の内面

世界を共有する一部の特権階級のものであるとするような芸術観を否定

し、大衆のための芸術、即ち芸術の民主化を目指したのである。そして

芸術の民主化の方法は、芸術の生成を資本主義社会の発展が生み出す大

量生産との関連のうちに捉えることが基盤となっている。これはハンガ

リー「行動主義」作家が抱いた志向性であり、その意味で彼はその精神

を受け継いでいるのである。モホイ＝ナジが「構成主義は視覚の社会主

義である」と述べたのは、こうした思想に基づくものであり、その場合

の社会主義とは、政治的な意味ではなく、芸術の生産（創造）とその価

値の置き方を指しているのである。「総合造形」はこの社会的関係の中

で成り立つのである。
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結論

1ハンガリー「行動主義」とモホイ＝ナジについて

世紀転換期、自国の近代化、民主化の遅れを白覚した知識人達による

社会改革が、第一次世界大戦を契機に一気にブルジョワ革命と社会主義

革命という形で表れた0敗戦と二度の革命の結果、ハンガリー社会の伝

統的価値観は根底から崩れ、新しい社会建設に向けて誰もがその可能性

を夢見ていた。急激な資本主義化によって台頭したプロレタリアートは、

文化の中心となるべく発言力を増大していった0

ハンガリー「行動主義」芸術運動は、この社会変動の真っ直中にあっ

て、因習的旧体制を批判し、新しさを希求する雰囲気の中に集まった若

者のグループの文化革命運動であった0それは活動の母体となった雑誌

『MA』とそこに集まった革新的傾向をもつ若者のグループによる芸術運

動であることから、「行動主義」はグループ「MA」の活動そのものであ

る。本論で考察したように、「MA」は雑誌タイトルが意味するように、

旧弊なものを攻撃し現代文学と芸術、広くは現代社会の諸問題における

急進的見解を標模することを目的としていた0彼らは「今日」の名のも

とに美術展やマティネの企画、出版組織の発足など幅広い文化活動を展

開し、その過程でrMA」は単なる雑誌名ではなく、カシヤークを中心と

したアヴァンギャルド芸術家のグループ名として彼等の活動を意味する

ものとなっていった。

もともとハンガリー「行動主義」のグループは、キュビズムや未来派

のようにあるひとつの表現上の様式を形成していたのではなく、むしろ、
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そのような芸術の様式に対して反逆したのであり、因習的旧体制を批判

し、新しさを希求する雰囲気の中に集まった若者達の集まりであった0

小説、詩、演劇、美術、音楽の幅広い領域を貫いて改革を叫びながら運

動を興し、新しさを標模することそのものを目的としていた0従って、

個々の作家が社会環境の変化で次第に作風が変容し、新しい時代に合う

作品を生みだしたのは白明のことであった0

その契機となったのが、第一に191時3月に達成された革命であり、そ

の結果誕生した夕トチ共和国の時代の活動である0芸術家が政治と直

接関係をもち、プロレタリア独裁の厳しい理念を進めた政府の文化政策

の下で社会的諸活動に責献する0このように芸術家が具体的に社会活動

に関与した運動は、ロシア「生産主義」の運動に近いものである0この

点で未来派やキュビズムのように表現上のあるスタイルを強調する流派

ではなく、社会運臥また文化運動としての「行動主義」の特徴があら

ゎれているのである0しかもこの芸術運動はハンガリーという東欧の近

代化の文脈から生まれたいわば民族運動でもあり、この点で「行動主義」

が国境を越えてヨーロッパの芸術運動にはならなかったのである0

活動の第二の転機は、タナーチ共和国の崩壊に伴う亡命であった0

rM鋸のメンバーはウィーン、ベルリン、ワイマール、ルチェエツ（チ

ェコスロヴァキア）、コシチ（スロヴァキア）、ザグレブ（ユーゴスラ

ヴィア）、モスクワへと東中欧の広範な地域へ拡散し、その結果「MA」

の国際的ネットワークの拡大につながった0この亡命がグループ「MA」

の個々の作家に与えたものは、信念の実現のための模索と国際的動向か

ら吸収した新たな表現方法であった0それは1922年に前後したダダ、ロ
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シア構成主義、デ・ステイル、バウハウスの運動との交流であり、特に

ベルリンを舞台に革新的な芸術家達のダイナミックな創造活動が「行動

主義」作家達を触発し、ハンガリーの芸術からヨーロッパに通じる芸術

表現へと道を開いたのである0彼らは1922年を境に大きく表現スタイル

を変容させるのであった0その端的な例はモホイ＝ナジであり、彼はこ

の年、生涯を貫く「総合造形」の理論を確立し、理論に基づく実践によ

って世界のモホイ＝ナジとして成長する0彼とハンガリー「行動主義」

は、この亡命後の1921年から22年にかけて最も重要な協力関係にあり、

モホイ＝ナジはrMA」の発展に寄与するのであった0両者の絆は『新し

い芸術家の割となって実を結び、その出現は奇跡とも言うべく美しく、

そして価値がある。

しかしモホイ＝ナジが1923年バウハウスという別の芸術革命の運動体

を兄いだした段階で、ハンガリー「行動主義」という名の下の闘争は彼

にとって意味を成さなくなる0事実、彼は論文を雑誌『MA』ではなく、

『デア・シュトルム』、『デ・ステイル』、『ブルーム』に発表するの

である。なぜなら、彼はもはやハンガリーの芸術の革命家でなく、ヨー

ロッパ文化史全体へ向けての改革に向かって歩みだしたからである0こ

こに「ヨーロッパ」というマスクをつけた、一般によく知られているモ

ホイ＝ナジが出現するのである0しかし、第3、第4、第5章で述べた

ハンガリー「行動主義」運動への参加なくしては、バウハウス時代そし

てその後の「ヨーロッパのモホイ＝ナジ」は存在しないのである0従っ

て、ハンガリー「行動主義」運動との関わりを無視してモホイ＝ナジの

創造活動とその言説を考察、論述することは誤りである0
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2　ハンガリー「行動主義」の二十世紀芸術史における位置

二十世紀初頭のハンガリーの芸術家が置かれた状況は、イデオロギー

と政治が錯綜し前代未聞の激動の時代であった0急激な資本主義の発達

とそこから端を発する第一次世界大戦、そして敗戦と領土の七割の割譲、

社会主義国家の建設と挫折、ここでは芸術家の課題はまさに政治であっ

た。

しかし両大戦間の芸術家たちの目覚ましい展開に比して、第二次大戦

後のハンガ巨が歩んだ社会主義の時代においては、アヴァンギャルド

芸術は危険思想として迫害された0そして1989年の体制転換以後資本主

義路線を歩み始めたハンガリーにおいて、今日アヴァンギャルドは社会

主義の芸術として好ましくないもの、あるいは、あれは間違いであった

という考え方も一般には生まれている0社会主義は間違いであったから、

「研究してどうなる」といった風潮さえある0しかし社会主義の破綻し

た今日だからこそ、あの時代の芸術家が成し遂げようとしたことが何で

ぁり、いかなる意義があるのかを解明しなければならない0歴史の過去

に隠し、置き去るのではなく、今日的視点からそれを直視しなければ、

発展はないからである。

序論で述べたように、束欧という地域を研究の対象とした意義は、ハ

ンガリーに限らず、社会主義革命と同時に展開した束中欧諸国のアヴァ

ンギャルド芸術運動が、二十世紀の芸術の指針を示した重要な創造活動

であったからで、またこれまでの二十世紀芸術史の研究において盲点と

なっていたからである0例えばポーランドにおいても、構成的作品がロ

シア構成主義の影響下で制作され、グループa・r・が中心となって『Blok』

227



庶　務

『Praesens』などの優れた雑誌が誕生した歴史があるが、この芸術運動の

研究は日本においては、未だ本格的研究がなされていない。

以上を踏まえ、ハンガリー「行動主義」を二十世紀初頭の社会主義革

命とともに成立し展開したアヴァンギャルド運動の一端としてとらえ、

西欧の芸術運動との関連を紐解いたことが本研究の意義である0なぜな

ら芸術を社会・文化運動のうちに捉え、芸術作品を社会的所産として捉

ぇる視点は、作品とその作品に隠された意味を理解する上で大変重要で

ぁり、これまでの作品分析に重点をおいたハンガリー国内の美術史研究

においても、また日本においても新しい見解であると考える0

さらに本論での考察結果から、ハンガリー「行動主義」芸術は西欧と

ロシアの広範な地域との交流をもって、二十世紀芸術史において新しい

芸術創造に大きな貢献を残したことが明らかとなった0さらにハンガリ

ーという歴史的にも、民族的にも非常に特殊な国が、特に二十世紀の芸

術に先駆的業績を成した作家を多く生み出したことをつけ加えておきた

例えばバウハウスの活動に参加し、現代芸術の発展に寄与したハンガ

リー人はモホイ＝ナジの他に、バウハウスを代表する家具デザイナーで

ぁり後にハーバード大学の教授となったマルセル・プロイヤー、建築家

モルナール・フオルカシュ、批評家カーライ・エルネーがいた0また視

覚芸術の領域では、マサチューセッツ工科大学高等視覚研究所で視覚芸

術の新しい領域を切り開いたジョルジュ・ケペシュ、マジャール・バウ

ハウスの学生であったヴィクトル・ヴァザレリ、モホイ＝ナジの総合造

形を引き継ぐこコラ・シェフェール、写真家アンドレ・ケルテス、先駆
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的映画理論『視覚的人間』のバラージュ・ベーラもハンガリー人である0

また≪第三の男≫の製作者アレキサンダー・コルグはハンガリー1919年

革命の映画指導者コルグ・シャンドールである。このように実に多くの

芸術家が、革命とその後に続くハンガリーの現代芸術運動から誕生する

のであり、この点からもその原点となった「行動主義」芸術運動の意義

は大きいのであり評価すべきである。

3　モホイ＝ナジ芸術の今日的意義

「社会における芸術家の機能の一つは、感情の組織の中に地層を重ね

ていくこと、石垣を積み上げていくことにある。すなわち彼独特の手段

で感覚を記録していくこと、彼の同時代人の精神的な生に、方向づけと

ともに構造や洗練も与えていくことである。生物学的機能の未知の領域

に入りこみ、工業社会の新しい次元を探り、新しい発見物を情緒的な定

位に翻訳することは、今日の芸術家の義務である。」注記3

モホイ＝ナジは、彼の死後出版された著作『ヴィジョン・イン・モー

ション』の中で、このように芸術観を記した。彼によれば、社会におい

て芸術家の創造行為はあらゆる領域を関連づけ、均衡のとれた活動を営

ませなければならず、そのために芸術家は彼の直観力を社会的文脈にお

いて貢献しなければならないという。この芸術観は、長年の創造活動の

経験から到達した信条であると同時に、彼が芸術家として出発した時点

から予言したものである。つまりハンガリー時代に培った芸術観に帰す

るのである。

牲以モホイ＝ナジ、「社会のなかの芸術家」、ハンス・M・ウィングラー編著、バウ

ハウス翻訳委員会『バウハウス』造型社、1969年、218頁。
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モホイ＝ナジが芸術活動の初期においてハンガリー・アヴァンギャル

ド芸術家達から学び、彼らとの芸術運動のうちに成長したことは、本論

で考察した結果明らかとなった。しかし、ハンガリーの芸術家から世界

の芸術家と飛躍する段階で、「行動主義」の他の芸術家とは決定的に違

う点は、時代を決定づけた機械技術を直視し、制作の強固な武器とした

ことであり、その文脈において創造の意味を問いに付した結果にある。

彼が過去との決別を宣言したことは、二十世紀芸術史が抱えた大きな課

題に取り組むことであった。つまり十九世紀との決別を決定したものは、

機械技術の発達によって大量生産が圧倒的に生活や文化を支配し、機械

美と機能美が新たな美の範鳴となったことにある。芸術家の多くが機械

との対決を迫られ、おのずと作品に機械的要素を取り入れたのである。

機械を礼賛した未来派から始まり、機械の運動を絵画に取り入れたヴィ

ッキング・エッゲリングとハンス・リヒクーの抽象映画が誕生し、そし

て建築そのものが動く構造を創造したタトリンがいた。モホイ＝ナジは

これらの試みを自己の制作活動で実験し消化した。機械産業が生みだす

新しい素材、鉄、プラスティック、モーター、そして非物質的素材であ

る光までもすべて制作の素材とした。制作の手段は工場で実験し、動く

彫刻は環境空間を造るものとして置いた。こうして造型の素材、制作方

法のみならず、生物、科学、光学の近代科学を関連づけ、社会的文脈の

上でそれを総合したのである。これがモホイ＝ナジの提示した「総合造

形」であった。

この「総合造形」に到達した段階で、彼はハンガリー「行動主義」を

超越し、全く新しい芸術を打ち出したのであった。それは、現代芸術で
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は当然のごとく行われている発注芸術であり、芸術作品の大量生産であ

り、非物質的空間の創造である。言い換えると、これらは、それ白身の

技術によって計画された芸術作品、つまり、技術の自律性が決定する作

品である。この二十世紀芸術の先駆的偉業はモホイ＝ナジによって開拓

されたと結論づけることができる。

そしてこのモホイ＝ナジの偉業は、本論文で論述したハンガリー「行

動主義」芸術運動とバウハウス時代以前のベルリンでの活動を通して形

成されたのである。今日一般にライト・アート、キネティック・アート

の先駆者と言われるモホイ＝ナジ像もこの時期に誕生を見るのである。

ハンガリー革命の際、ルカーチは「プロレタリアートは過去の偉大な芸

術に学べ」と述べたが、モホイ＝ナジは、未来を展望する産業技術社会

から新しい創造を発見したのであった。

近代以後の芸術、いわゆる「ポスト・モダン」と呼ばれる芸術作品に

おいては、コンピュータをはじめマルチ・メディアの技術それ白身によ

って決定され成立する作品が制作されている。それらの作品は人間の新

しい知覚に反応し、また知覚を呼び覚まし、さらに社会に向かって新し

い価値を生み出している。また作品は、その成り立ちにおいて技術や情

報、社会、環境に多面的かつ総合的に関わっているのであり、現代芸術

は少なからずその創造の根源にモホイ＝ナジの芸術を継承しているので

ある。ゆえに私たちは彼の芸術を過去の偉業として近代芸術の歴史に置

き去るのではなく、今日もなお現代芸術を理解するための重要な鍵を提

供していると認識しなければならない。この文脈において、モホイ＝ナ
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ジの今日的意義があると考える。

本論文では、現代芸術の先駆者モホイ＝ナジがどのような時代状況の

下で出現したかを考察するために、1915年から1927年までの初期とその

時代のハンガリー・アヴァンギャルド運動に重点を置き、モホイ＝ナジ

が「総合造形理論」の確立に向かうまでを論述した0このため、史実の

実証的叙述に力点を置き、彼の造形理論そのものについて、またその理

論に基づく制作（作品）について十分論述できなかった。これらについ

ては、稿を新たに「バウハウス時代以後」とテーマを設定して考察、論

述したい。これが今後の研究課題である。
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