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アルテボーヴェラを手がかりとした美術教育への一考 

反消費主義及び反形式主義（アンチフォーマリズム）を中心に 
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〈キーワード〉アルテポ―ヴェラ，反消費主義，アンチフォーマリズム，芸術メディア  

  本論文は、60 年代にイタリアで興ったアルテポーヴェラという美術運動を取り

上げ、現代の美術教育が直面している経済化、形式化、権威化などの諸問題を乗

り越えるため、アルテポーヴェラから現代の美術教育へどのような可能性を引き

出せるのかを提言する論文である。まずアルテポーヴェラの起源及び理念を明確

にし、60 年代のイタリア及び世界の社会背景を明らかにした。最後は、アルテポ

ーヴェラと共通点が伺える中国の「厦門達達（シャーメンダダ）」という美術運

動を考察しながら、芸術の限界、反解釈的な美術教育観という二つの視点を中心

に、美術教育への提言を示した。 

ジュリオ・パオリーニ 1984《L'altra figura》ニューサウスウェールズ州立美術館所蔵、図 1 

http://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/349.1987.a-c/ 
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１．はじめに 

 1.1 課題の提示 

ハーバード大学教授マイケル・サンデル（Michael Sandel）は自身の著作『お金で買えない

もの １』の中で、世界中でもしすべてのものが売り出せるようになるならば、あるいはすべて

の物が金銭で売買できるようになるなら、現代の私たちは市場価値の侵蝕性を防ぐためにどの

ように工夫しなければならないのかという問題提起をおこなった。マイケル・サンデルは「わ

れわれは、ほぼあらゆるものが売買される時代に生きている。過去 30 年にわたり、市場―およ

び市場価値―が、かつてないほど生活を支配するようになってきた。２」と述べており、人間の

道徳感は市場に奪われており、すべての人々は資本に支配されていると指摘している。例えば、

毎晩 82 ドルを払えば監房のグレードを上げることができる、代理母は 6250 ドルで雇える、ア

メリカの移民権は 50 万ドル、有名な医者の電話番号は毎年 1500 ドル、二酸化炭素の排出権は

毎トン 18 ドル、商業広告として 1 回 777 ドルで自分のアートの展示ができる。 

このような消費主義が氾濫している現代社会の中では、貧困者たちは絶対的な弱者と言って

も過言ではない。加えてものの本来の意味までもが金銭に侵蝕されているといえる。芸術や教

育、マスコミ、外交、法律、選挙から軍事パレードなど戦争に至るまで、これらが金銭に支配

されているとしたら、全く無意味なものになってしまう。絶対的な「権力者 ３」にとって、金

銭は単なる数字としての意味しか持たないであろう。そのため、権力者たちに支配されている

世界に生きている私たちが自由の精神を守るためにどのように工夫すればよいのかということ

が本論文の課題である。 

 

1.2 美術教育に浮かび上がる問題 

 中国では農村部は都市部より経済的にかなり遅れている。この経済面の遅れは教育面におい

ても都市部の学校との間で著しい格差をもたらしており、学習を支援する教材、教具などの社

会資源が都市部と比較して十分に届かないといった状況がみられる ４。また、知識偏重、偏差

値至上という社会背景をもととしたいわゆる詰め込み教育によって、教科書や美術課程標準(学

習指導要領)が絶対的な権威を持った統制的教育政策のもとで策定されている ５。つまり学校で

美術教育を行うのか、行わないのか、あるいはどのような内容で行うのか、授業の流れをどう

するのかなどということは、すべて公的機関によって決められたものである。例えば、教科書

の編製、美術課程標準の制定、カリキュラム策定などによって支配されている。子どもたちは

ずっと支配されている受動的な立場に置かれていると言っても過言ではないであろう。 

ドイツの社会学者テオドール・ルートヴィヒ・アドルノ（Theodor Ludwig Adorno-Wiesengrund）

は、「人間は芸術から不自由な社会環境中の自由を与えられる」６と述べた。筆者は、現代アー

トがどうして現代社会の私たちが自由及び本心を守るための唯一の突破口であるのかを考えた

い。芸術は比較的に自由な存在だと考えられている。人間の思想は多かれ少なかれ外界に影響

されるかもしれないが、最終的な決定権を握っているのは自分自身しかいないのであろう。 

アメリカの芸術家ジョセフ・コスース（Joseph Kosuth）は、「デュシャン以降、すべての芸

術は、本質として概念的である。なぜなら芸術は概念的にしか存在していないからだ。芸術は
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単なる概念の中にしか存在していないためである ７」と述べた。コンセプチュアルアートは欧

米芸術界及び中国芸術界の主流になっているが、フォーマリズム（形式主義）を重視する美術

教育とはそこまで離れているわけではないのであろう。     

本論文は、コンセプチュアルアート及びアンチフォーマリズムを標榜したアルテポーヴェラ

という美術運動に絞って、美術教育が経済化、形式化などの問題を乗り越えるために、アルテ

ポーヴェラから現代の美術教育へどのような可能性を引き出せるのか考察していく。また、ア

ルテポーヴェラの特徴を参照してこれからの美術教育に提言していく。 

アルテポーヴェラは 20 世紀の重要な芸術流派の一つであり、アーティストたちは廃棄された

材料や非主流的な表現で当時のフォーマリズム及び消費主義を批判していた。命名者である美

術批評家ジェルマーノ・チェラント（Germano Celant）によると、アルテポーヴェラという美

術運動は個人と制度の対抗であり、個体としての私たちは伝統を尊重することに基づき、既存

の文化制度及び社会制度を懐疑しつつ、そして、まだ発生していないこと及び予見していない

ことを表現する運動である。要するにアルテポーヴェラという美術運動では、どこにでも制度

がある世界において、既存の制度に反抗するライフスタイルで生活することである ８。アルテ

ポーヴェラのアーティストたちは当時の主流の美術表現とは異なり、鉛、新聞紙、木材、石、

ロープなどの素材を頻繁に用いた。日常用品を通して見る者たちに既存の価値観及び社会制度

に対して反省させ、再考させるという意味をもっていた。 

本論文では、アルテポーヴェラの研究を通してアルテポーヴェラの起源及び理念を明らかに

し、60 年代のイタリア及び世界にみられた社会的背景を明らかにしていく。そして、アルテポ

ーヴェラに含まれる反資本主義及び反精神医学を取り上げて考察していきたい。また、アルテ

ポーヴェラを標榜したアーティストたちの作品の表現の特徴について明らかにしていく。その

後、作品と媒介の関係性を分析していく。さらにアルテポーヴェラと共通点が伺える中国の「厦

門達達（シャーメンダダ）」を取り上げて考察しながら、アルテポーヴェラから啓発されること

を述べていく。 

 

２.アルテボーヴェラとは 

2.1 アルテポーヴェラの起源及び理念 

「アルテポーヴェラとは日本語で「貧しい芸術」を意味し、批評家ジェルマーノ・チェラン

トが 1967 年から 71 年にかけて組織した一群の芸術家のゆるやかな結びつきを目指す。最年長

のマリオ·メルツ（Mario Merz）から最年少のジュゼッペ・ペノーネ（Giuseppe Penone）まで、

約 13 名の作家がこのグループの代表的な作家とみなされている ９」。アルテポーヴェラという

用語が最初に出現したのはイタリアのジェノヴァのベルテスカ画廊（Bertesca Gallery）であ

る。この画廊で「アルテポーヴェラ／Im 空間」という展覧会が開催された後、チェラントは『ア

ルテポーヴェラーゲリラ戦のためのノート』を国際的な美術雑誌『フラッシュ・アート』（Flash 

Art）に発表し、アルテポーヴェラと正式に命名された。 

チェラントが命名したアルテポーヴェラの「貧しい」という概念は、ポーランドの劇作家イ

ェジュイ・グロトフスキ（Jerzy Grotowsky）の「貧しい演劇」という用語から借用されたもの

とされている。「貧しい演劇」とは、彼が 1965 年に論考「貧しい演劇に向けて １０」のなかで提
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唱した演劇のあり方である。服装、化粧、文学、音楽、構図、建築、照明、演技などを総合し

たものを重視する既存の演劇のあり方を批判し、総合芸術を追いかけるのではなく、かならず

しも演劇的ではない余計な要素を排除し、単なる演劇として最も重要な要素（俳優と観客）を

残しておけば充分だと主張していた。そのため、「貧しい」という概念とは物質が足らないこと

や資源が乏しいことではなく、余計な要素がなく、要素を最小化すること及び最低限に抑える

ことである。 

アルテポーヴェラも同様であり、「貧しい」という意味は貧困層たちの芸術や貧困者の生活を

反映する芸術ではなく、既存のポップアート、オプアート、プライマリー・ストラクチュアズ

という「豊かな芸術」と対比されるものである。アルテポーヴェラの芸術家たちは、不用にな

った工業材料、よく見かけられる自然材料、あるいはよく人々に蔑ろにされている材料を芸術

媒介として伝統的な創作方法を批判しつつ、材料自身の意味を重視しながら、高雅な伝統美学

を覆すため、気ままで自由な創作方法を主張している。 

 

2.2 1960 年代のイタリアの社会背景及び世界 

一方、1960 年代のイタリアは、第二次世界大戦が終戦し、アメリカから経済援助を得て経済

の急速な発展を遂げる時期であった。イタリアは 1951 年から 1963 年にかけて貧困だった農業

国からグローバルな工業国に発展していった。この高度経済発展の時期は「奇跡の経済」（英語：

Italian economic miracle,イタリア語：Miracolo economico italiano）と呼ばれる。しかし、

1964 年以降、構造的には伝統的農業の解体、より直接的には 1969 年の労働攻勢による賃金の

上昇によって安価な労働力という条件が失われた。また、1973 年のオイル・ショックで、安価

な石油という高度成長を支えてきたもう一つの条件が失われたことに伴い、イタリア経済はイ

ンフレ、不況、失業率の増加に直面し、高度成長の時代は終わりを告げ、いわゆる「危機の時

代」を迎えることになった １１。イタリアでは、各界の人々を巻き込み、工場占拠やデモを行い、

全国各地で長期間にわたって抗議運動、暴力も含む示威行動を行った。1969 年にはこの抗議運

動が高揚期に達して、この一年は「熱い秋」と呼ばれた。 

1960 年代は資本主義の発展がもたらした貧富の差が拡大し、「消費至上」、「物質主義」、｢恐

慌｣、｢失業｣、｢労働問題｣といった社会問題が次々に生じた。アジアやアフリカ、北米、西欧、

北欧など広範な地域の人々が自由、民主、人権を追い求めるために、学生運動及び抗議運動が

多発した時期だといえる。当時の芸術家たちはこのような社会背景に基づき、作品を通して消

費主義が広範囲に浸透した社会問題を表現していた。社会の工業化が利己主義及び拝金主義を

もたらし、最初のアルテポーヴェラの多くの芸術家たちは鉄、廃材、石、布切れといった工業

廃材で現代の消費主義を批判しつつ、伝統芸術と現代社会の関係性を表現した。 

スイスの女性芸術家メレット・オッペンハイム（Meret Oppenheim）は、アルテポーヴェラの

一員ではないが、アルテポーヴェラの理念を凡庸な日常品で芸術作品を創造するという角度か

ら見ると、最初期に公表された作品は彼女の代表的な作品「私の乳母」図 2。彼女は紙、紐、フ

リルで装飾されたハイヒールを利用し、当時の女性たちが家事及び家庭に自由を奪われ、縛ら

れている実態を表現した。 
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メレット・オッペンハイム、1936、≪私の乳母≫図 2 

https://www.widewalls.ch/artists/meret-oppenheim 

 

一方、最初のアルテポーヴェラの展覧会はイタリアの工業中心及び経済中心といわれるトリ

ノとローマを中心として行われていた。第二次世界大戦の終戦後、トリノにはイタリア国内の

最大の民間企業グループが集まり、ヨーロッパの工場として発展した。トリノにフィアット・

オート社の本社及び主要工場と、著名な世界最大の工場といわれたリンゴット工場がある。そ

のため、大勢の芸術家はこのような実情に基づき、工業の廃棄品を素材として作品を創造した。

1950 年末、マリオ・メルツ（Mario Merz）とミケランジェロ・ピストレット（Michelangelo 

Pistoletto）はこの都市で展覧会を行った。1960 年から 1967 年に至るまで、アリギエロ・エ・

ボエッティ（Alighiero e Boetti）、ジョヴァンニ・アンセルモ（Giovanni Anselmo）、ピエロ

ジラルディ、（Piero Gilardi）マリサ・メルツ（Marisa Merz）、ジュリオ・パオリーニ（Giulio 

Paolini）、ジョゼッペ・ペノーネ（Giuseppe Penone）、ジルベルト・ゾリオ（Gilberto Zorio）

も続々と展覧会に参入した。1967 年にジェノヴァのベルテスカ画廊で「アルテポーヴェラ／Im

空間」展が開催された際、チェラントがこの運動を正式にアルテポーヴェラと命名した。彼は

「平凡な事物はもはや芸術の範囲に入ってきており、微小なものは人々の気に留められるよう

になってきた。物質の存在及びパフォーマンスはもはや芸術の一部になった １２」と述べてお

り、最初アルテポーヴェラは消費主義が溢れる社会に抵抗する芸術運動として主張していた。

そのため、アルテポーヴェラの起源は単なる当時のイタリアの社会環境と関連するだけでなく、

当時の反資本主義運動及び反消費主義運動とも関連性があるといえる。 

 

2.3 アルテポーヴェラの理論 

1960 年代のイタリアの哲学界はイマヌエル・カント（Immanuel Kant）とゲオルク・ヴィルヘ

ルム・フリードリヒ・ヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）の哲学理論への批判の声が

盛り上がっていた。また、18、19 世紀のヨーロッパで流行していたユートピア思想は、既に工

業化が進んでいる当時のイタリア社会にとって妨げになったといわれていた。このような背景
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に基づき、芸術の表現及び概念は単に絵画や彫刻、あるいは視覚芸術だけではなくなり、コン

セプチュアルアート、パフォマンースアート、モダニズムなど様々な表現形式が盛んになって

いた。中国の美術批評家黄篤が、「60 年代のイタリア哲学の方向性を理解するため、フランクフ

ルト学派の理論を検討しなければならない １３」と述べているように、マックス・ホルクハイマ

ー（Max Horkheimer）、テオドール・アドルノ（Theodor Ludwig Adorno-Wiesengrund）、ヘルベ

ルト・マルクーゼ（Herbert Marcuse）に代表されるフランクフルト学派は、1930 年代から 1950

年代までの間に社会への批評思想が直接に 60 年代の新左翼に影響を与えた。その後、ホルクハ

イマーとアドルノは 1947 年に共著の『啓蒙の弁証法 １４』を通して、理性と権力の関係性を明

らかにするとともに、ファシズム独裁制度の形成及び発展を分析した。 

 

2.3.1 アルテポーヴェラにおける反資本主義 

新左翼の代表人とされるマルクーゼ

は、ただ戦争に反対するだけでなく、すべ

ての理性及び制度も批判していた。彼は

特に資本階級の物質主義的なライフスタ

イルを厳しく否定しつつも、直接的に資

本主義社会の中で資本階級が労働階級を

抑圧すると資本階級が労働階級に抑圧さ

れるという矛盾を暴露した。このような

矛盾を踏まえてエロス解放論を提唱し、

その後、1955 年には『エロス的文明』を

出版した。彼は『エロス的文明』の中で、

資本主義社会において全く利益を与えら

れていない人 （々無産階級）しかこの不自

由な社会を自由な社会に変えられない、

すなわち、資本主義を絶対否定する人間

しか社会の主流になれない １５と述べた。

また彼は、エロスの解放は性欲の放任と

は異なるという、前者は長期的、全面

的かつ快楽的で様々な社会活動と一

緒に生じてくるものであり、一方、後

者の性欲の放任は短期的、部分的かつ

常に苦しみを伴うもので、社会を混乱させることだ １６と主張した。彼は、エロスを解放するこ

とのかなめは労働を解放することであり、人間を解放することこそ労働の解放であると述べた。

マルクーゼの思想は 1960 年代のフランスの学生運動に影響を与え、「五月革命」の重要な理論

となっている。 

 マルクーゼの資本主義に対する懐疑的かつ批判的な思想は 1960 年代のアルテポーヴェラに

直接的な影響を与えた。アルテポーヴェラの作家ルチアーノ·ファブロ（Luciano Fabro）は 1968

ルチアーノ·ファブ、1968、≪黄金のイタリア≫図 3 

https://www.contemporaryartlibrary.org/project/luciano-fabro-at-museo-

nacional-centro-de-arte-reina-sofia-madrid-8926 
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年に「黄金のイタリア」図 3 という名前のインスタレーション作品を発表した。池野絢子によ

ると、この作品では「金メッキを施したブロンズ製の長靴形が、逆さにされ天井から吊り下げ

られている。この作品には鉛やガラスで作られた複数のヴァリエーションが存在するが、それ

らは一様に「イタリア」の形態に特定の素材を賦与し、さらには向きを転換させられたオブジ

ェとして制作するのである。ファブロの「黄金のイタリア」は「イタリア」という地理的な場

所を表象しているのではない。むしろそれは、地図が表象する「イタリア」──その歴史や文

化──をこそ表象するのである。イデオロギーと結びついた記号としての「イタリア」を「も

の」にしてしまうことで、理念的なイメージとしての「イタリア」がまさしく虚構であること

を明るみに出すのである １７」。この作品は資本主義とともに、イタリアの南北経済格差問題と

いう社会問題を反映している。別のアルテポーヴェラ作家マリサ·メルツの作品「座りこみ」は

資本主義を批判し、また学生運動を支持する態度が表現されているといえる。 

                                                  

2.3.2 アルテポーヴェラにおける反精神医学 

アルテポーヴェラの作家たちは自由に創作することを提唱しつつ、自分の作品を通して人間

と社会の関係性を手探りで探求していた。特にアルテポーヴェラの理念としては、すべての支

配する手段、禁固する手段、あるいは独裁性を批判していた。 

アルテポーヴェラのこのような特徴は 1960 年代に興った「反精神医学」に影響されてい

る。1969 年、イタリアの精神科医フランコ・バザリア（Franco Basaglia）はゴリツィア精神

科病院で「民主的精神病医療法」を提唱した。その後、精神病患者を強制的に隔離・拘束した

りせずに、人間的なかかわりの中で治療を行うといった理念に傾くようになった。1960 年代

から 1970 年代にかけて、患者の人権を重視する治療理念が広く影響力を持った。「バザリアは

当時イギリスで行われていた治療共同体を参考に入院患者の自治組織を作るなど、精神科病院

の民主化を試みた。その結果、多くの患者が社会復帰を果たし、入院患者は 800 人から 300 人

ほどに減少した。１８」一方、精神科病院の解体は国政レベルでも進行し、法制度の整備も行

われた。「1968 年の法改正（マリオッティ法）で自由入院が導入され、地域精神保健センター

が設置されるようになった。1978 年にはイタリア精神科医療の方向性を大きく変える法律が

制定された。1998 年に精神科病院を閉鎖できない州への予算を 0.5％削減する法律が制定さ

れ、1999 年にはイタリア全土から公立精神科病院が完全になくなったことが宣言されるに至

った。１９」バザリアの「民主的精神病治療」という理念に基づき、精神病院はもとの患者を

隔離したり拘束したりするという場所から、開放的で浸透性があり、精神病患者たちと健常者

たちが互いに交流できる住宅団地のような存在になっていった。また、精神病患者を強制的に

拘束したり、隔離したりするという治療法及び強い抗精神病薬の使用という伝統的な治療方法

は、それらに対するイタリアの精神病学会による批判に伴い、精神病院と社会の境界線が次第

に薄れていった。「反精神医学運動」がこのように病院と社会の新しい関係性を構築したと言

うならば、アルテポーヴェラは生活と芸術の境界を取り除いたと言える。例えば、1969 年に

ギリシアで生まれたイタリアの芸術家ヤニス·クネリスは、アッティコ画廊の特設会場（地下

ガレージ）で、生きた馬 12 頭を並べた作品『無題』図 4 を発表した ２０。クネリスは、この作

品を通して芸術と生活の境界を無くし、両者は地続きでなければならないと主張した。また、
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この作品は「反精神医学」の理念を体現しており、この作品における馬と現実の生活の関係は

互いに浸透しあうという関係である。作品中の馬は孤立した個体ではなく、現実の生活の要素

としての側面が強い。更に、生きている馬を作品の媒介として画廊に導入する行為は、伝統的

な美学への再考を促すと言えるだろう。 

 

3.アルテポーヴェラのメディアについて 

3.1 アルテポーヴェラを標榜したアーティストたち 

 アルテポーヴェラは、伝統的な芸術表現と違い、素材や材料などを改造したり、新しい形

に変形したりするのではなく、材料及び素材を文化の符号として応用していく。本章ではアル

テポーヴェラを標榜した芸術家たちの作品の表現の特徴について明らかにしていく。その後、

アルテポーヴェラの作品と媒介の関係性を分析しつつ、「貧しい」素材によって、作品にどのよ

うな作用がもたらされているのかを検討していく。 

アルテポーヴェラを標榜した芸術家たちの作品の特徴は下記の通りである。 

 

ヤニス·クネリス、1969≪無題≫図 4 https://livedoor.blogimg.jp/nippon_art/imgs/d/f/df471fcf.jpg 
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本表は筆者が作成 

池野絢子『アルテポーヴェラ:戦後イタリアにおける芸術・生・政治』及び 

廖文超「語境、材料和方法――論中国当代芸術及び贫穷芸術的関連性」を参照 

 

アルテポーヴェラは、伝統的な芸術表現と違い、素材や材料などを改造したり、新しい形に

変形したりするのではなく、材料及び素材を文化の符号として応用していく。本章ではアルテ

ポーヴェラを標榜した芸術家たちの作品の表現の特徴について明らかにしていく。その後、ア

ルテポーヴェラの作品と媒介の関係性を分析しつつ、「貧しい」素材によって、作品にどのよう

な作用がもたらされているのかを検討していく。 

 

3.2 アルテポーヴェラのメディアについて 

上記の表によると、アルテポーヴェラの材料は 3 種類に分けられると考える。1 つ目は生き

物あるいは自然材料を利用する原生材料類、2 つ目は工業材料あるいは使用済みの材料を再利

芸術家の名前 生年 媒介,材料 作品の特徴 

ミケランジェロ・ピストレ

ット 

1933 年 古い服、鏡、日用品など 鏡面には見る人や周囲の空間が映り込み、二次元と三

次元が交錯する表現。 

マリオ・メルツ 1925 年 グラス、鉄、鋼、板石などの

自然材料 

イグルー（エスキモーの半円球の氷の家）をモチーフ

にしたもの、無限に展開する「フィボナッチ」という

数列をネオン管で表現するのが中心である。 

マリサ・メルツ 1926 年 織物、日用品、鉄線など アルテポーヴェラという美術運動における唯一の女性

であり、工芸品を含むより低い形態の芸術の使用、芸

術と生活の関係などを反映し続けた。 

ルチアーノ・ファブロ 1936 年 木、銅、鉛、有機ガラスなど

の工業材料 

自然の基本的な物理法則と対話しつつ鋼管を扱ういく

つかの作品を作った。 

ピアパオロカルゾラーリ 1943 年 植物、鉛、火、蝋などの自然

材料 

作品を通して、生存及び個人の記憶という概念を強調

する特徴がある。 

ピーノ・パスカーリ 1935 年 ブラス、毛布などの日常用品 環境をモチーフとして構成し、幻想的なイメージへ発

展させていく画風が特徴である。 

ヤニス・クネリス 1936 年 動物、木材、石炭、灰、鋼

板、血、生の肉、ガスバーナ

ーの炎、鉄板、コーヒー豆、

ジュート 

多様な素材を用いて、存在としての強度、エネルギー

を、素材自体から引き出そうとする特徴がある。 

アリギエロ・エ・ボエッテ

ィ 

1940 年 石膏、鉱物、有機グラスなど

の工業材料 

さまざまな分類システム（グリッド、地図など）およ

び非西洋の伝統と文化的慣習における偶然と秩序の関

係を表示する特徴がある。 

ジョヴァンニ・アンセルモ 1934 年 花崗岩、鉄線、野菜などの原

生材料 

自然材料を応用し、時間、空間、資源などの関係性を

表現する特徴がある。 

ジュリオ・パオリーニ 1940 年 文化象徴、古典彫刻、古典絵

画中のキャラクターなど 

古典的な彫刻あるいは絵画などを文化の符号として用

いるという特徴がある。 

ピエロジラルディ 1942 年 毛布、石、野菜などの自然材

料 

作品を通して政治を批判する特徴がある。 

ジルベルト・ゾリオ 1944 年 自然元素、化学の変化及び物

理変化など 

自然のプロセス、錬金術の変換、エネルギーの放出を

通して自然の魅力を示す特徴がある。 

ジュゼッペ・ペノーネ 1947 年 

 

木の枝、木の葉、粘土、金輪

などの自然材料 

作品を通して、自然界と人間、芸術的プロセスと自然

的プロセスとの間の詩的な関係を探求する特徴があ

る。 
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用する二次材料類、3 つ目は文化的なコンセプチュアルを作品の媒介として利用する文化材料

類である。原生材料類の代表的な芸術家は（マリオ・メルツ、ピアパオロカルゾラーリ、ヤニ

ス・クネリス、ジュゼッペ・ペノーネ）、二次材料類の代表的な芸術家は（マリサ・メルツ、ミ

ケランジェロ・ピストレット）、文化材料類の代表的な芸術家は（アンセルモ、ジュゼッペ・ペ

ノーネ）である。 

また、レディメイドの応用について、アルテポーヴェラとフランス 60 年代のヌーヴォー・レ

アリスムは非常に相似しており、二つとも既存のオプアート、ポップアートを批判している。

しかし、ヌーヴォー・レアリスムは既存の芸術の虚無性、あるいは理想的、空想的な考え方を

排斥し、芸術が現実に戻らなければならないと主張しているため、レディメイドを用いる時に

もの自身の性質や特徴を重視している。これに対しアルテポーヴェラは、レディメイドの意味

を重んじる。ものはただのものではなく文化の符号として考える必要がある。また、天然素材、

工業材料、動物素材を総合的に利用するのがアルテポーヴェラの独自の特徴だと考えられる。 

 

4.中国の現代アートへの影響及び価値 

 中国においては、1980 年代の「改革開放運動 ２１」に伴い、現代アートと呼ばれる作品や運動

が見られるようになった。85 美術新潮（1984 年-1989 年）という美術運動の間に中国の現代ア

ートは発展を遂げたと言える。中国の美術

界は欧米で誕生した現代アートの流れに

影響を受け、10 年の間に欧米近代の様々

な美術の流派を中国本土において実験し

た。この流れの中で、アルテポーヴェラも

一つの流派として中国の現代芸術家たち

に導入された。アルテポーヴェラの研究者

李悦悦は中国の現代アートの変遷に対し

て次のように述べている。「20 世紀、とり

わけ 90 年代の中国の社会及び中国の芸術

界では、個人主義及び個人の情感的な体験

などを強調するようになっており、芸術に

おける素材及び媒介の可能性を探ってい

た。（中略）90 年代の中国の芸術家でも、

芸術の関心は「個人」に移行していった。

すなわち、この時期の中国の芸術は伝統的

な「集団主義」の思想から抜け出し、個人

の生活、個人の感覚、体験などを重視する

「個人主義」の思想への転換期といえる
２２」。 

  黄永砯は中国の厦門達達美術運動を

立ち上げた芸術家である。彼は常に平凡なものや素朴なものなどを用いて中国道教思想及び自

黄永砯、1987、《中国美術史と現代美術史を洗濯機に入れて二分混ぜた》図 5 

https://www.sohu.com/a/348752801_227314 
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らの反合理主義を表現していた。例えば、1988 年に中国黄山で「85 美術新潮 ２３」の全国第二

回美術代表大会が開催されていたある会議において、各地域の代表たちが自分たちの地域の美

術学会が実験している芸術流派を発表しているにも拘らず、黄永砯は一人違った態度を取った。

彼は勝手に四枚の西洋美術史のスライドを映しつつ次のように述べる。「スライドで説明されて

いる内容は間違っているが、しかし、それは重要ではない。さらには前衛な作品か、自分の作

品か、中国の芸術家かということも全く重要ではない。この会議における目的はただスライド

を映すことだけだ ２４」と発言した。彼の代表的な作品と呼ばれたのは「中国美術史と現代美術

史を洗濯機に入れて二分混ぜた」図 5 という作品である。             

この作品の中で黄永砯は、中国美術史及び西洋美術史における権威的な著作を工業化の産物で

ある洗濯機に入れて二分間混ぜた。そして最後は二つの古典のかけらをガラスの表面に乗せて

自分のインスタレーションとして発表した。この作品を通して アルテポーヴェラの反合理主義

及び反資本主義という理念を垣間見ることができる。この工業化の社会において、理論と権威

は徐々に物質主義に侵蝕されているといえ、すべての理論は現代の消費社会を前にしては非常

に脆く弱い存在である。黄永砯の思想が表現されている「砂の銀行あるいは銀行の砂」図 6 と

いうインスタレーションは、砂を使い上海の伝統的な銀行の模型を制作したという作品である。

砂の不安定性と銀行という建築の耐久性を対比し、古典的なものは時間が経つに伴い徐々に忘

却されていくということを表現した。この作品を通して、ミケランジェロ・ピストレットの「ぼ

ろきれのヴィーナス」を連想することができるのであろう。 

 

黄永砅、2000、《砂の銀行あるいは銀行の砂》、図 6 House of Oracles に展示中、Courtesy of the artist and Gladstone Gallery 
https://www.artnetnews.cn/art-

world/zhongguodangdaiyishuzhongzuizhongyaodeyiyuanlvfayishujiahuangyongyinbingzaifaguobalicishi-121750 
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池野絢子によると、「ピストレットの「ぼろきれのヴィーナス」図 7 は、新古典主義の彫刻家

ベルテル·トーヴァルスンの「リンゴを持つヴェーナス」（1813-1816）をもとにした石膏模像と、

その前に積まれたぼろきれとの奇妙な対比関係から成り立つ作品である。（中略）古典的なもの

と現代的なもの、硬いものと柔らかいもの、そうした素材同士の異質性であったはずである。
２５」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.アルテポーヴェラがもたらした啓発 

5.1 生活と芸術の限界について 

これまで述べてきたアルテポーベラの芸術性を中国農村部の美術教育へ援用するために，ま

ず，その現状について触れておきたい。 

中国では、知識偏重及び学歴社会の考えが根強く、多い⼩中学校は進学率を⾼めるために、

美術授業を中⽌して、国語、算数などの⼊試試験が含まれている科⽬だけを中⼼として授業を

ミケランジェロ・ピストレット、1967、≪ぼろきれのヴィーナス≫ 

https://artsandculture.google.com/asset/venus-of-the-rags/VQFAb2mc5W507A?hl=zh-CN 
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⾏っている。（進学試験の中で、美術がない）この現状のため、一部の保護者達は私的民間美術

教育機関に頼るしかない。現在、中国都市部にある⺠間の美術機関は需要はあるが、学費は非

常に⾼いため、経済発展が劣っている農村部の⼦どもたちにとっては乗り越えることは困難な

壁である。また、社会美術教育においても、教育資源の分配が不均衡で、全国の⺠間の美術館

を例として、北京、シャンハイ、広州の美術館は全国の 72%を占めているにもかかわらず、重慶

市ではただ２％しかない ２６。そのように現在の中国農村部の⼈々にとって美術という文化は

未だ現実の⽣活とは距離があると言わざるを得ない。 

また、現在の芸術は、美術予備校の高額な学費、高額な画材費、豪華で立派な美術館、破格

の高値で競売された作品など雲の上というべき位置に置かれてしまった。 

芸術や美術教育は益々高額になっており、充分な金銭を持っていないと芸術を習うことはや

はり辞めた方がよいと考えている人は少なくない。 

芸術教育にはこのような背景があるため、教育資源が乏しい中国農村の子どもたちや貧困層

の人々にとって、現在の美術教育というものに触れる機会はないであろう。権力者たちが絶対

的な発言権と支配権を握っている限り、芸術及び美術教育は自由になれない。 

しかしながら、芸術は権力者、宗教、集団、政治などの独占品ではなく、すべての人々に属し

ていると考えられている。鶴見俊輔は芸術を純粋芸術（バレー、彫刻、電子音楽、絵画、詩、

文楽など）、大衆芸術（東をどり、ロカビリー、公園、流行歌、ポスター、大衆小説など）、限

界芸術（日常生活の身ぶり、遊び、求愛行為、家、結び方、墓、早口言葉、落書き、葬式、デ

モなど）２７ の三つに分けている。 

芸術は何かという問いを巡って様々な観点がある。オーディオブック（Thomas E. Wartenberg）

の著作『The Nature of Art ２８』（和訳：芸術とはなにか）によると 28 項目の観点がある。例

えば、芸術は真似ること、芸術は自由であること、芸術は表現すること、芸術は無定義である

ことなどである。1917 年、マルセル・デュシャン（Marcel Duchamp）は商店から磁器の男性用

小便器を買って R.Mutt という架空の人物のサインをして、ニューヨークのグランド・セントラ

ル・パレスで開催された独立芸術家協会の年次企画展覧会に出品しようとした。当時の独立芸

術家協会は「R.Mutt」という人がわからないため、「泉」は委員会から展示を拒否されてしまっ

た。独立芸術家協会が作品を受け入れる原則は、「芸術家が作品だと思うなら、手数料さえ払え

ば無審査で誰でも出品できる」規則である。この規則にも拘らず「泉」を拒否した。「泉」を拒

否したことは、「泉」を芸術作品として認めていないことを示しているといえるのであろう。そ

の後、デュシャンは独立芸術家協会の限界性を認識したので、同展覧会の実行委員長を辞任し、

退会した ２９。「泉」は代表的なアンチフォーマリズムの作品であり、デュシャンは自分の行動

で人々に対し、芸術は権力者たちに支配されるものではなく、客観的なものでもなく、自主的

な選択であると呼びかけた。人間と芸術の間の関係が、もともとの支配された受動的であった

立場から、相対的で自発的な立場へ転換された。これは、作品が作品であるのかどうか、また

芸術の境界線がどうであるかということは権威者たちが決めることではなく、作家自らが決定

権を持つべきことを示している。アルテポーヴェラをはじめとして 20 世紀初頭以降、芸術は必

ずしも高雅で複雑あるいは美しいものだけとは限らない思潮が広がっている。美術教育も同様

であり、必ずしも高価な絵の具で子どもたちにきれいな絵を描かせることや、技法、制作、作
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品のクオリティなどを重視することが重要とは限らず、子どもたちを自由に討論させたり、交

流させたりすることを通してオリジナリティのあるアイデアを出させる方が意味があるだろう。

さらに，次節でアルテポーベラ独自の特徴を踏まえながら中国の美術教育への提言をしていき

たい。 

 

5.2 中国おける美術教育への提言 

アルテポーヴェラは環境とお互いに浸透し合うという特徴を参考し、浸透性のある美術教育

環境を作ることは非常に大事である。美術教育は子どもたちの実際生活に戻し、社会文化と繋

げなければならなく、美術教育を行う前に、まずは美術教育の環境及び雰囲気を作るのは不可

欠だと考えられる。 

また、アルテポーヴェラの自然に戻るという還元主義的な理念は、現在の美術教育には参考

にする価値があると考えられる。例えば、地域の小学校は、地域文化により様々な建物の特徴

がある。へき地の小学校は、当地美しい自然環境及び自然資源などを有効的に利用すべきであ

る。浸透性のある美的な環境を作るため、子どもたちの活動の場所に、綺麗な植物などを植え、

廊下の回りの壁の見た目も工夫すべきだと考えられる。 

評価においては、アルテポーヴェラの反権威という精神を参考にする価値があると考えられ

る。例えば、教師からの一方的な評価ではなく、生徒自身による評価を組み込む考え方である。

子どもたちにお互いに討論させたり、相互評判させたりすることも評価の一つだと考えられる、

また、評価の範囲は子どもたちの作品だけではなく、子どもの授業中の態度や、状態なども大

事であり、特に、授業中に団結力、コミュニケーション力、表現力など、を総合的に評価すべ

きだと考えられる。子どもたちの作品に対して、構図、遠近法などの光学的な視点だけではな

く、作品のオリジナルがあるかどうかということも重要なポイントにしなければならないと考

えられる。 

教育内容の面では、写実中心の美術教育だけではなく、近現代のコンセプチュアルな美術も

積極的に取り上げるべきだと考えられる。アルテポーヴェラ多素材主義という特徴を参考し、

授業の実行場所は必ず学校の教室だけではないと考えられる。教師は美術館、図書館、博物館、

芸術家の研究室、芸術作業場、動物園、植物園、公園、遊園地、商店、団地、村等校外の課程

資源を広範的に利用すべきであり、多様な美術教育の活動を行うべきだと考えられる。また、

メディアについては、教師は自然資源（例えば自然の景色、自然材料等）と社会文化資源（例

えば文化活動、体育活動、お祝い、記念日、建築、歴史事件、物語、神話、劇作、民族及び民

間芸術、人類文化の遺物、文化遺産）を活用すれば、素晴らしい美術教育を行えよう。 

また、地域の実際現状を踏まえて、美術教育を実践することである。へき地や農村部の場合

は、当地の実際現状を考え、石、木、竹、土などの自然資源を有効的に利用して、面白い美術

授業が行えると言えよう。 

 

６.おわりに 

権力者及び資本に支配されている世界では、芸術はすでに標準化してしまうのである。本論

文では、アルテポーヴェラ作家たちが消費主義を批判するために創作してきた作品を取りあげ
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て分析した。芸術作品の核心は外在する形にではなく、内在する中身にあると考えられている。 

また、アルテポーヴェラ作家たちの作品のメディアを分析したことを通し、芸術メディアの豊

富性が分かった。美術教育中に、メディアの豊富性を保つように、美術活動を開催しようと考

えられる。芸術教育あるいは美術教育はエリート教育ではなく、すべての人々に与えられた普

通教育である。 

美術教育を普及化するために、作品の展示方法及び美術教育における「貧しい」メディアを

どのように応用すればよいのかということは今後の課題とする。 

 

A thought on art education with Artepo-Vera as a clue 
Focusing on anti-consumerism and anti-formalism 

 
Hu, Xi＊＊ 

Niigata University Graduate School of Contemporary Social Culture＊＊ 
 

This dissertation deals with the art movement called Arte Povera, which began in Italy 
in the 1960s, and aims to overcome the economization, formalization, and licensing issues 
facing contemporary art education. This paper proposes what possibilities can be brought 
to contemporary art education. 
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