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SUMMARY

This paper is a sequel to “A study of UEMAE Chiyu : His Life and 7 Artwork Styles” 
published in the “Journal of Kyoto Seika University” No. 54．Uemae Chiyu （1920-2018） is an 
artist who was active in Kobe, Japan．He also worked as crane operator in the factory．The 
author takes into consideration his artworks from 1953 to early 1960s, along with his diary 
and photographs．His artworks made of matchsticks were one of distinctive styles．Previous 
studies have pointed out that these are an effect of the movement Art Informal．Investigating 
the diary, the author found that not only “Gutai” Art influenced by Informel, but also his 
working at the factory had great importance for his artistic activity.

The study also refers to some characteristics of photograph taken by Uemae．Compared 
with photographic works by Kitasono Katue （1902-1978）, it is said that his photoprints has 
similarities with those of Kitasono．This study concludes that photography is also crucial for 
the artist, and for his art production.

研究ノート

A study of UEMAE Chiyu :
His Artworks, Diary and Photographs

MURATA Nozomi
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研究ノート

上前智祐研究（２）
―日記と写真から見た作品―

村　田　のぞみ　MURATA Nozomi

　第 6 期　  1992 年頃〜1996 年頃　四角形の構成に
よる油彩の《油》

　第 7 期　1990 年代後半〜　　多色多様な作風

　本研究は、作品第 2 期から第 4 期にあたる、1953
年から 1960 年代前半に焦点を当て、その様式変化
のきっかけを彼の日記や写真を通して述べたもので
ある。
　上前は、吉原治良（1905-1972）をリーダーとして
戦後関西を拠点に活動した前衛美術集団「具体美術
協会」のメンバーであり、1954 年のグループの結成
から 1972 年の解散までの約 18 年の間所属を続けた、
数少ないメンバーのひとりでもあった。上前の作品は、
激しい身体性を伴わず、またパフォーマンス作品を
手がけることがなかったため、当時から注目を浴び
ることは少なかったが、近年では、「具体」のもう一
つの側面として紹介される機会が増えている。
　ここで、上前の第 1 期から第 4 期までの作品につ
いて簡単に述べておく。1940 年代から 1953 年の第
1 期では、主に油絵具とキャンバスによる具象絵画
が制作されていた【図１】。それまでは独学で美術
を学んでいたが、1947 年の「第二紀会」第 1 回展
に入選をきっかけに、京都の関西美術院にて黒田重
太郎（1887-1970）に指導を受けるようになる。
　やがて抽象絵画に関心を持った上前は、1952 年
に神戸で開催された「第 2 回現代美術家クレパス展」
における吉原治良の抽象作品を偶然目にする。そし
て 1953 年に、上前は吉原宅を訪問して指導を受け
るようになり、作品は具象から抽象へと移行する。
この 1953 年から 1957 年頃の作品が第 2 期の作品で
あり、筆やペインティングナイフを用いて、油絵具
の点や線の筆触を一面に敷き詰めた絵画などが制作
された【図２】。

１章　はじめに

　本稿は、昨年度の『京都精華大学紀要』第 54 号
の「研究ノート」に投稿した、「上前智祐研究―そ
の生涯と作品について―」の続編である。
　上前智祐（1920-2018）は、現在の京都府京丹後
市に生まれた美術作家であり、戦後の日本で関西を
拠点に活動した人物である。本稿は上前の作品を、
彼の遺した日記や写真と照合した研究である。彼の
作品には、油絵具の点や線の筆触を執拗なほどに重
ねた絵画、マッチの軸などを塗料や接着剤と混ぜて
板やキャンバスに積み上げた作品、糸を布にひたす
ら縫い重ねた《縫い》やその立体作品、版画などが
存在する。また上前は、旺盛な制作と並行して、川
崎重工業の造船工場や鋳造工場において、クレーン
マンとして勤務を続けていた人物である。上前は自
作について「職人の様にコツコツと入念に仕上げる
手仕事」と述べている〔上前 1988：18〕。これらの
作品は、使用された素材や形態は異なるが、素材や
行為を繰り返し積む、重ねるという点で共通してい
る。昨年度の『京都精華大学紀要』第 54 号の「研
究ノート」では、「上前智祐研究―その生涯と作品
について―」として、上前の生涯の作品には、以下
のように大きく 7 つの様式変化があること述べた。

　第 1 期　1940 年代〜1953 年　具象絵画
　第 2 期　1953 年〜1957 年頃　点の抽象絵画
　第 3 期　  1958 年〜1960 年代前半　マッチの軸に

よる絵画
　第 4 期　  1960 年代後半〜1979 年代後半　細密化

した点や線の絵画、立体作品
　第 5 期　  1975 年〜1991 年頃　《縫》、版画、《縫

立体》
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にしたものが多く、部分的に白や黄土色が使用され
る作品も確認できる。マッチ軸を大量に乗せた大作
は、大人 4、5 人でないと運べないほどの重さであっ
たという〔笹木 2012：9〕。この第 3 期の作品は、
第 1 期や 2 期と比較すると大型の作品がいくつも制
作されている。それはおそらく住居や制作スペース
の拡大と、「具体展」などに大型の作品を展示する
ためであったと思われる。
　ここで、上前の当時の暮らしぶりと制作環境に触
れておこう。1950 年から 1951 年 10 月までは、兵
庫県美嚢郡の 3 畳間に妻と２人で暮らし、のちに長
男を加えた 3 人で生活する〔上前 1985：90〕。それ
からは、神戸市東垂水区にある「千鳥荘」に移り、

　1958 年からの 1960 年代前半の第 3 期では、マッ
チ軸を油絵具や塗料と混ぜて画面に盛り上げた作品
が制作される【図３】。【図３】の作品は、マッチの
軸と粘りの強い塗料を混ぜ合わせて板に盛り上げた
作品で、画面全体は煤色であるが、下層部が赤色に
着色され、積み上げられたマッチの軸の隙間からそ
の色彩が垣間見えるようになっている。上前の日記
の記述において、マッチ軸の使用が初めて確認され
るのは 1956 年であるが、現在確認できるマッチ軸
による初期の作品は 1958 年以降に制作されたもの
である。そのことが、第 3 期の開始時期を 1958 年
と定める根拠である。
　1960 年代後半の作品第 4 期では、筆やペインティ
ングナイフを使用した、点や線の筆触を重ねる絵画
へと回帰する【図４】。制作方法としては、第 2 期
の作品と似通っているが、点や線のタッチがより細
かく敷き詰められるようになっている。
　第 3 期における作品の色彩は、灰色や赤色を基調

図１：上前智祐《舞鶴港の夕景》
60×80cm、油彩、キャンバス、1947年

〔出典：『集合と稠密のコスモロジー 上前智祐図録』大阪府財団法
人大阪府文化振興財団、1999年、15頁〕

図3：上前智祐《作品》1960年、マッチ棒、塗料、板、芦屋市立
美術博物館蔵、筆者撮影

図２：上前智祐《作品（緑・黄・赤・点描）》80×117cm、油彩、
キャンバス、1956年〔出典：『集合と稠密のコスモロジー　上前
智祐図録』大阪府財団法人大阪府文化振興財団、1999年、20頁〕

図4：上前智祐《作品（黄・点描）》
115×85cm、油彩、布、1968年〔出典：『集合と稠密のコス
モロジー　上前智祐図録』大阪府財団法人大阪府文化振興財団、
1999年、37頁〕
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され、俗に言う「アンフォルメル旋風」が巻き起こっ
た時期とされている。1957 年の第 9 回読売アンデ
パンダン展では、アンフォルメル風の画面を厚く盛
り上げた抽象絵画が大量に出品されたと述べられて
いる〔千葉 1986：27〕。タピエが提唱した「アンフォ
ルメル」は、明瞭な形態のない造形を特徴とし、外
面的な特徴は無いものとされたが、彼が取り上げた
作品は、画面を厚く盛り上げた作風が多いことから、
そのように認識されたのであろう。
　同時期における上前の第 3 期の作品は、マッチ軸
などを画面に厚く盛るという特徴を持ち、この時期
の上前作品について木村重信は、いわゆる「オー
ト・パート」（厚塗り）的な作品だと述べた〔木村
1999：4〕。確かに上前は、「具体」で行われたタピ
エの参加する作品批評会へ参加し、タピエの存在を
強く意識していた。しかし、上前の日記によると、
彼の作品に影響を及ぼしたのはアンフォルメルだけ
でなく、彼自身の環境が強く影響していることが分
かる。今までの研究では、上前の作品において、彼
が勤務した工場の影響が指摘されてきたが、本稿で
は、上前が撮影した写真を介してその影響を確認し
ていく。
　現在、神戸市垂水区舞子坂にある上前の住居とア
トリエ、作品倉庫は、一般財団法人上前智祐記念財
団によって管理されている。現地調査の際に、上前
智祐の次男である上前祐二氏から上前の撮影した写
真があることを聞き、財団の許可を得て写真の研究
を行うことができた。上前の写真調査は、管見では
初めての試みである。近年の上前研究では、彼の日
記が編纂刊行されたことによって、当時の制作状況
や作品変化の詳細が分かるようになった。この日記
を元に書かれた上前の自伝『自画道』は、「具体」
の結成時期の特定に参照される程に重要な記録であ
る。しかし、上前の日記自体の研究や、日記や彼の
残した資料に基づいた上前の作品調査は現在着手さ
れたばかりである。そこで本研究では、上前の日記
の記述と、彼が生前撮りためていた写真を手がかり
として、上前作品を作品制作における影響や因果関
係を明らかにし、彼の実態に基づいた作品の研究を
行うことを目的とする。

２章　日記と写真から見えてくるもの

上前と「具体」の関わり
　上前は 1947 年から 2010 年まで、64 年間日記を
記しており、中塚宏行の編集で『上前日記』として

1960 年まで居住する。この「千鳥荘」は上前の勤
務先の川崎重工業の家族寮であった。その８畳１間
の寮部屋に妻や上前の母、長男の 4 人暮らしで暮ら
し、その後子どもが 2 人生まれ、最大 6 人で暮らし
ていた。また、「千鳥荘」には複数の寮が建ち並び、
上前は、その建物の間にある広い空き地を大作の制
作場として活用していた【図５】〔上前 1985：111-
112〕。上前は、その場所でのマッチ軸の制作方法に
ついてこう述べている。「四隅に石炭箱を置き、自
作のパネルを載せて制作、雨の日はビニールシート
を掛け、風で飛ばされないよう固定した。白・黒・
赤のペンキは一斗罐入りを使用した。マッチ軸とオ
ガ屑をのりで混ぜて、新聞紙をまるめて土台にした
上に置き、定着してから新聞紙を抜くなどして、納
得するまで何度も塗り重ねた。作品が平坦すぎると、
着衣のカッターシャツを白ペンキに突っこみ、画面
中央に投げ込んだ」〔笹木 2012：9〕。このように野
外での制作スペースの確保によって、大作の制作が
可能になったのだと思われる。
　その後の 1956 年に上前は、垂水区舞子坂の 100
坪の山林を購入し、自らの手で整地作業を行う。
1960 年頃にようやく自宅が完成し、数年後にアト
リエを建設している。上前は生涯をこの舞子の家で
過ごした。その住居やアトリエは現存している。
　上前のマッチ軸の作品が制作された時期の「具体」
では、1957 年 7 月にミシェル・タピエが初来日す
るなどの大きな変化が起きていた。それ以降、「具体」
はタピエと交流を続け、「新しい絵画・世界展―ア
ンフォルメルと具体―（高島屋・京都・1958 年）」
などの国際展の参加や、1958 年のニューヨークの
マーサ・ジャクソン・ギャラリーでの「具体」グルー
プ展の開催など、飛躍的に活動範囲を拡大していっ
た。この頃の日本美術界での大きな出来事としては、
1956 年 11 月に東京「世界・今日の作家展」が開催

図5：上前の写真（千鳥荘での上前の制作現場）〔出典：上前智祐
『ある人への返書』共同出版印刷、1998年、18頁〕
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刊行された。日記で散見されるのは、彼の作品が「具
体」において思う様な評価が得られず、また吉原の
指導が抑圧的であることに疑問を感じ、幾度も「具
体」の退会を考えていたという記述である。「具体」
において吉原の存在は絶対的であったことはよく語
られるが、吉原と上前の関係については、「具体」
結成時から軋轢が生じていたことが分かる。
　例えば、1957 年にタピエが「具体」を訪ねた際
の作品批評会について、上前が述べるには、タピエ
らは興味深く上前の作品を見ていたにもかかわら
ず、吉原は彼らに作品批評を求めなかったどころか、
作家名も告げなかったという。後日、吉原は、「タ
ピエは、君の作品を見て何と言った『これはただの
点描だ』と一言しただけではないか」と上前に語り、
続けて、「僕は誰よりも観る眼をもっている。阿部
氏〔阿部展也 ‐ 引用者〕に見出されて、嬉しいと
言うことは、僕の気持を解って呉れていない」、「い
ま具体は大変なんだよ。君のようにちっぽけな気持
ちで、こせこせした行動をしてもらっては困まる」
などと小言を述べたという。それに対して上前は、

「タピエが『これは唯の点描だ』と決め付けたのは
嘘だ」、「僕が他展に出品することは面白くないと先
生は思っているようだ」とし、また、他の「具体」
メンバーが吉原の推薦によって「具体」誌やメディ
アに取り上げられることに対して、「僕は具体展で
は取り上げられることはなかった」と記している〔上
前 2019：82-83〕。
　「具体」以外での上前作品の評価はというと、
1956 年の東京での具体展では、美術評論家の富永
惣 一（1902-1980）、 京 都 の 現 美 展 で は 阿 部 展 也

（1913-1971）が彼の作品に注目したことが日記に記
されている。翌年、上前は、阿部の紹介によって東
京都中央区にある養清堂画廊において、当時モダン
アート協会の彫刻家であった広井力（1925-）との
２人展を開催している。上前の日記では、その２人
展に美術評論家の瀬木慎一（1931-2011）や徳大寺
公英（1919-?）、前衛詩人の北園克衛（1902-1978）
などが来廊したと記されているから、当時、一定の
注目を集めた展覧会であったと推測される〔上前
2019：73-74〕。
　上前と吉原との関係の軋みを表す象徴的な出来事
は、1958 年に吉原が上前の東京での個展を中止さ
せたことであろう。この個展は、先述の養清堂画廊
にて開催される予定であり、上前が阿部に依頼して
開催が決まった展覧会であった。しかし、「具体」
以外での活動を快く思わなかった吉原は、個展を中

止するよう上前に告げる。そして上前は、自身が事
故で手紙も書けないほど負傷したという嘘の手紙を
嶋本昭三（1928-2013）に代筆してもらい、個展を取
り下げたのであった。他方で、上前は当時を回想し
て、このような状況の中でも「具体」には他の前衛
美術団体にはない魅力があったとも述べている〔上
前 1985：348〕。しかし、上前は阿部展也へ宛てた手
紙の中で、「非具象作品でなんとか個展が開ける様
になったのは、吉原先生の賜ものです。ですが吉原
先生と僕の考えて歩むことは大きく異なっていると
思います。又具体が僕のすべてだと思っていません」
と記していた〔上前 1985：249〕。このように、上前
にとって「具体」への所属や吉原の存在は、時に彼
の評価や活動の妨げともなっていた。いずれにせよ、
彼は「具体」での活動のみに重点を置いたわけでは
なかったのである。
　そのような状況において、上前は「具体」以外の
芦屋市美術展やモダンアート展に出品を続け、1956
年と 1957 年では、「喫茶 DON」という美術喫茶店
での 3 度の個展を開催する。彼は作品制作と並行し
て、工場勤務と自宅建設のための整地作業を自らの
手で行っていたため、その生活は多忙を極めたと想
像できる。そのような生活状況において複数の展覧
会に出品すること、つまり「具体」の価値観とは異
なる場所で活動することは、上前の作品制作のため
に必要だったのではないだろうか。また、制作継続
のために経済的な支えとなった工場勤務は、やがて
彼の作品展開に大きく関与していく。そのことは、
上前の自伝において述べられてきたが、次章では、
新たに上前の撮影した写真という視点を加えて、こ
れらが作品に及ぼした影響について述べていく。加
えてここで、上前の写真と彼が従事した職業につい
て確認していく。

上前写真と職業について
　現在、上前のアトリエには、作品や読んだ書籍、
上前のメモやスケッチ、手紙や展覧会の案内状など
の大量の資料が残されている。その中でも数多く残
されているものは、上前が撮影したネガフィルムや
紙焼きした写真、ビデオフィルムである。写された
対象は、家族や友人、生活圏内や旅行先の景色など
の個人的な内容のものから、上前や「具体」作家の
作品、「具体展」の会場風景など様々である。これ
らの写真は、主に自伝における文章の補足として掲
載されたが、作品として展示されることはなかった
と思われる。
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とができると考えている。上前の写真は、作品に直
接像を結ぶものではなく、作品には及ばないものと
見なされたことから、現在まで研究に至らなかった
のでなないかと推測される。しかし、上前の写真か
らは、作品には表面化しなかった、彼の作家として
の関心さえも読み取れるのではないだろうか。

3章　上前の写真に見られる特徴とその影響

調査対象について
　上前の撮影した写真は、現状、２つの箱に分けて
保存され、撮影時期が早期のものと近年のものにお
およそ二分して保管されている。早期の写真に分類
された写真の大半は、6 × 6cm の印画紙に現像さ
れている。上前の自伝には、作品をカラーで現像し
た写真などが掲載されているが、今回調査した写真
は全て白黒であった。また、これらの写真は、小さ
な袋に分けて封入され、それぞれ撮影場所や撮影対
象ごとに合計 31 種類に分類されている。そのうち
の 11 個の袋には表面に見出しが記入され、その他
は無記入である。その見出しの文字から、上前の手
によって記入、整理されたものと思われるが、分類
が行われた時期は定かではない。
　本章の調査対象は、見出しに「写真作品」、「僕と
美術関係」「環境」「横浜」「家族　仲間」と記入さ
れた５袋と、無記入のもの６袋の合計 11 袋、写真
の枚数は合計 445 枚である。この数量は、上前が生
涯に撮影した写真の中では 5 分の１ほどと思われ
る。今回調査した写真の半数以上は印画紙の裏面に
撮影年月日が記入されており、撮影時期は 1955 年
から 1962 年である【図６】。中には裏面に使用した
カメラの機種やフィルムの種類、シャッタースピー
ド、絞りの数値、天候まで丁寧に記入されている。
他にも勤務先の忘年会の光景や、旅行先の風景のよ

　上前は撮影という行為について、「感動をうける
ものは何でもカメラでスケッチする」と述べていた

〔上前 1998：59〕。上前の写真には、彼の勤務先であ
る工場の光景が多数撮影されていることから、特に
工場の造形に興味を持っていたと言えるだろう。し
かし、「上前さんの絵はいつも画面一杯に、鋳型、
型ワクなど雑然とした地上のものが描かれている」
と新聞記事で評されたことに対し、「工場のあるも
のを描いたかの様な記事を見ると不満だった」と述
べたことから、工場にある光景や造形自体をそのま
ま作品に描いていたのではなかったと言える〔上前
1988：38〕。また、「作品と違って写真や言葉では表
現できないものがある」と述べたように、彼は、作
品とは異なる媒体として写真を扱っていたことが分
かる〔上前 1998：59〕。
　ここで、上前が就いた仕事の変遷について確認し
ておく。小学校卒業間際の 1932 年から染織関係の
奉公やクリーニング店、港湾労働などに従事し、戦
中は舞鶴海軍経理部に勤務、出兵、戦後は日本通運
に就職し、塩の荷造りを行っていた。1949 年から
1970 年は、川崎重工業の神戸工場のクレーンマン
として勤務している。そこで造船や鋳造、ディーゼ
ル工作などの複数の部門に所属したようだが、勤務
歴の詳細は分かっていない。
　川崎重工業を退社した後の 1970 年からは、豊中
や六甲の絵画教室で子どもに絵を教える。それ以降
は、再びクレーンマンとして定年まで働き、1974
年からは野村工業の神戸製鋼所、1977 年から 1980
年までは丸島工業に勤務していた。上前は、神戸製
鋼所で見た工場構内の造形美に感銘を受け、それを

「造形大学」と呼んでいた。そこでの写真は、写真
集『思い出―神戸の灘浜にて―』として自費出版し
ている。そして「具体後に、『縫い』の立体を、創
作したのは、膨大な『鉄鋼』業のなかから生まれた」
のように、神戸製鋼所で見たものが作品に影響を与
えたと述べている〔上前 1995：５〕。
　また、それ以前の職業と作品の関係について上前
は、「造形に関しては、放浪前の染織関係、戦後になっ
て、造船所の鋳造、そして製鋼所と言う、作業現場
を点々としてきたことです」と、彼の携わった職業
が作品に影響を与えたことが記されている〔上前
1998：7〕。
　日記や自伝では、工場での作業内容について記述
はあるが、それがどのように作品へ影響をもたらし
たのかは述べられていない。上前の写真に着目する
ことで、彼の川崎重工業勤務時期の眼差しを知るこ 図6：上前の写真の裏面
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たであろう」と記している〔上前 1988：20〕。これ
らのことから、この記事は上前の制作を奮い立た
せるものであったと同時に、自身が労働者であり
作家であるという、他人とは異なる境遇で制作し
ていることを強く自覚させるものであったと言え
るだろう。そして、彼自身と彼を取り巻く工場と
いう環境を、まるで鏡に映った自分を観察するか
のように、カメラの使用を始めたのではないだろ
うか。
　この新聞記事が発刊された１ヶ月程後に、日記に
おいて作品の使用素材の変化が確認できる。1955
年 8 月 31 日に作品の地塗りにコールタールを使用
している。コールタールとは、石炭を加工して得ら
れる黒または茶褐色の液状物質であり、勤務先の工
場でも馴染みのある素材だったと思われる。また前
章でも触れたように、翌年 1 月 16 日には、マッチ
の軸の使用が日記において初めて確認できる。上前
は、マッチの軸による作品について、「『鋳造』の製
品過程については、その知識によって、マッチの軸
による大作が生じた。特に芦屋市立美術博物館にあ
る作品は、そうであった。（中略）僕の生活過程によっ
てその時その時得た知識又は感動などが、自然に表
現されてきた」と述べ、工場という環境が、新しく
マッチの軸の使用を導き、作品変化をもたらしたこ
とが分かる〔上前 1998：99〕。
　このように、上前は、工場労働者でもあることの
特異性を自覚し、自身や環境を観察するためにカメ
ラの使用を始め、また、タールやマッチ軸という素
材を導入することによって、自らの環境を作品に反
映させたと考えられる。

北園克衛からの影響と「喫茶DON」
　次に上前写真の特徴について確認していく。先述
したように、彼は写真をいくつかのカテゴリーに分
け、それぞれに見出しが付けられて保管されている
が、ここでは「写真作品」に分類された写真につい
て確認する。「作品」と題される分類は他に無いこ
とから、これらの写真は、上前にとって特別な写真
であったと言えるだろう。
　「写真作品」には、工場内の機械や作業現場を撮
影したものが多く分類され、他に建築物の壁の一部
や、葦や蓮などの植物を切り取った構図のものが含
まれている。36 枚ある写真のうち、31 枚は撮影時
期が記入され、1956 年のものが 7 枚、1957 年が 13 枚、
1958 年が 5 枚、1959 年のものが 5 枚であり、1957
年の写真が多く含まれている。

うな写真などが存在するが、人物や場所の特定が困
難なため今回の調査対象には含めていない。

写真撮影のきっかけ
　日記や自伝によると、上前は 1955 年 11 月 24 日
に初めてカメラを購入し、その種類は、中古のプリ
モ二眼レフであったことが分かる。それから 2 後日
の 11 月 26 日の日記では、「写真についてのあらゆ
る知識を得て変わったものを写したいと思う」と記
され、上前が写真に対して特別関心を寄せていたこ
とが伺える〔上前 2018：62〕。
　上前は、写真撮影を開始するきっかけについて
一切述べていない。ただし、その契機の一つとし
て考えられるのは、1955 年 7 月 22 日に発刊された

「生活から生れる　モダン・アート」と題された朝
日新聞の記事である。この新聞記事の発刊は、カ
メラ購入の約 3 ヶ月前であり、上前が初めてメディ
アに掲載されたものである。この記事は、上前の
日記や自伝にも引用されていることから、彼がこ
の内容に注目していたことが伺える。上前による
と、これは当時の朝日新聞記者である十河巌（1904-
1982）のインタビューを元にした記事であり、そ
こでは、「四、五十尺もある天井をすべるクレーン
操縦台でハンドルを握りしめ、ひと抱え半もある
ルツボを引っ掛けては自由自在に広い工場中を運
搬する。蒸し殺されるような暑苦しさ…川崎重工
業のクレーンの運転台でハンドルを握るのは運転
手、神戸市垂水町千鳥寮、上前智祐さん（三五）だ」

〔十河 1955〕と上前が紹介されている。同記事では
上前を含めて5名の人物紹介がされている。例えば、
大阪市立美術館の守衛を勤めながら抽象絵画を制
作する陰山光義（生没年不詳）や、婦人既成服卸
店の手伝いや主婦を行いながら、時間を見つけて
は制作を行うモダンアート協会の西原昭子（生没
年不詳）などが取り上げられている。いずれの人
物も、守衛や主婦などという「思いもよらない職
業人の生活」から着想を得て、抽象絵画・立体作
品を制作する人物が特集されていた。上前も例に
もれず、鋳造工場という一見美術とは結びつき難
い印象の職種に就きながら作家活動を行う存在と
して大きく紹介されている。このことについて上
前は、「『素人』だとか『労働者』という様な記事
には一向に頓着しなかった。むしろ新聞に僕の名
前の出ることは喜びでありそれが励ましにもなっ
た」と記している〔上前 1988：38〕。さらに、「こ
の記事が出なかったら自伝書を出すことはなかっ
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識し、数ある来場者の中でも特筆する人物であった
と伺える。また、同年の 4 月 20 日の日記では、上
前が機関誌『VOU』の存在を知る記述がある。こ
れは VOU が発行したもので、北園が撮影した写真
が初めて掲載されたのは、1956 年 12 月の『VOU』
53 号であった【図９】。この頃の北園の造形写真の
特徴は、「多くは真上あるいは真横から撮影され、
画面に奥行きを持たない。見る者に 90 度の角度し
か与えない垂直の写真」と述べられている〔金澤
2002：75〕。上前は、土門拳やロバート・キャパといっ
た写真家の名を挙げることはあるが、他の写真家や
影響ついては語っておらず、ましてや北園の影響に
ついては一切述べていない。しかし、この真上ある
いは真横からという北園写真の視点は、上前の写真
のアングルと類似しており、上前が北園の写真を参
考にした可能性は大いに考えられる。さらに加える
なら、しばらく後に撮られた上前の写真【図 10】は、
北園写真を意識した構図のように感じられる。
　また、この「VOU 形象展」の開催場所や、上前

　これらに見られる上前写真の特徴は、建物や物体
を真正面から撮影した写真だという点である。例え
ば【図７】は、建物の二階以上の場所から電線を撮
影したものであるが、【図８】の撮影ポイントから
横にずれ、電線を真正面から捉えた構図となってい
る。このような特徴は、1957 年以降の写真に顕著
に表れている。
　この変化の境となる 1957 年の上前の日記を確認
したところ、4 月 9 日に「VOU 形象展」の案内パ
ンフレットが挿入されていたことが分かる〔上前
2019：76〕。この VOU の主宰は、前衛詩人で写真
家の北園克衛であり、日記の注釈によると、北園も
参加した展覧会であることが分かる。上前がこの展
覧会を観たかは定かではない。しかし、同年 2 月の
上前の日記には、北園が上前の養清堂画廊での２人
展に来廊したことが記され、上前は北園の存在を認

図7：上前の写真（裏面に1957.8.7、サクラSS、8.  
1/50と記載）

図8：上前の写真（裏面に1957.8.7、サクラSS、8.  
1/50と記載）

図9：北園克衛《作品》（『VOU』53号1956年12月号掲
載作品）〔出典：金澤一志『カバンの中の月夜　北園克衛
の造形詩』国書刊行会、2002年、77頁〕

図10：上前の写真（裏面にリコーフレックスダイ
ヤ、フジSS、3.5×1/50と記載）
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ら写すことによって空間や距離は圧縮したもの、あ
るいは、物質が凝固したものだと考えられるだろう。
この「写真作品」の撮影期には、マッチ軸を厚く盛っ
た制作が行われたが、それからしばらくの 1961 年
からは、油絵具の点と線による平面作品が制作され
ていた。このマッチ軸の厚みのある集積は、写真に
よる発見を介して、平面の点や線に還元されていっ
たようにも思えるのである。
　このように、工場を観察するための方法として採
用された写真撮影は、やがて、物質や空間を圧縮す
るための方法として扱われるようになっていったの
ではないだろうか。
　また、「写真作品」が撮影された 20 年程後の、
1974 年から 1978 年の間に撮影された野村工業の工
場構内の写真【図 14】では、上前がクレーンボッ
クスから工場を撮影した写真が掲載されている。こ
こでは、地上から数十メートルの高さから撮影され、
両橋にあるクレーンの窓枠によってその光景はトリ
ミングされている。これと同様に、「写真作品」が

が雑誌『VOU』の存在を知ったのは、いずれも「喫
茶 DON」と呼ばれる場所であった。上前の日記に
よると、それは神戸元町にあった美術喫茶店のよう
である。上前は 1956 から 1957 年の間、この場所で
三度個展を開催し、そのうちの 1957 年 5 月の個展
の際には、評論家の瀬木慎一を囲む座談会が開催さ
れている。上前は、「喫茶 DON」での個展開催につ
いて「具体」メンバーに宣伝できなかったと述べた
ことから、「具体」とは直接関わりがなく、かつ「具
体」を超えた場所であった可能性が高い。また、
1957 年 8 月の日記では、「具体もいよいよ世界から
注目を浴びている様である」と「具体」の躍進を感
じながらも、同年 9 月 6 日には、「変わったよい作品
が出来ると具体に出すのを惜しむようになる、個展
の時に出したい」と記されている〔上前 2019：80-
81〕。この時期の個展は、「喫茶 DON」で開催され
たもののみであり、この場所での交流関係は、上前
にとって非常に重要なものであったことが分かる。

写真から作品へ
　「写真作品」に分類された写真は、大きく３つの
傾向がある。一つは【図 11】のように造船工場の
鉄骨という、形態の大小はあるが、内部に空間を持
つ構造物を写したタイプのもの。二つ目は、【図
12】のように、本来は手前の樹木と奥に位置する建
物が、両者とも同一平面上に位置するように見える
ような距離感が失われた写真である。そして、【図
13】のように、おそらく勤務先の工場にて撮影され
たと思しき、塊状の物質が映し出されたタイプのも
のである。上前は作品の意図について「如何に凝縮
的に、平面又は立体として固定的に定着し得られる
かである」と述べている〔上前 1988：21〕。「写真
作品」に見られる共通点は文字通り、対象を正面か

図11：上前の写真（裏面記載なし）

図13：上前の写真（裏面にフジ3S、3.5×1/2、
1957.11.6と記載）

図12：上前の写真（裏面に1957.9.1、フジSSS、
8×1/100と記載）
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は、1955 年の朝日新聞の記事である可能性を指摘
して、上前が、工場という自身を取り巻く環境を写
真観察によって作品に取り入れ、そのことが使用す
る素材の変化をもたらした可能性があると述べた。
また、数ある写真の中で、特に上前が「写真作品」
に分類した 1957 年以降の写真に着目すると、それ
らには対象物を真正面から撮影する特徴があること
を確認した。その構図の類似や、上前の日記にその
名前が記されていることから、上前の写真は、北園
克衛の写真の影響を受けている可能性について述べ
た。この正面からの撮影方法はいわば、物体の持つ
距離や空間を圧縮して把握することではないだろう
か。それは、上前が自伝において述べた、「凝縮的
に画面に定着させる」という絵画・立体作品に対す
る考えと一致するのではないだろか。「具体」や「具
体」以外の場所、工場という複数の環境に属したこ
と、写真を通した北園克衛の影響を通じて、さらに
は、写真によって新たな眼差しを獲得したことに
よって、上前の作品は発展していったと言えるので
はないだろうか。
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出版印刷、1988 年。

・  上前 1998：上前智祐『ある人への返書』共同出版印刷、

1998 年。

・  上前 2010：上前智祐『思い出　―神戸の灘浜にて―』
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撮影された川崎重工業の勤務時期では、上前は地上
から約 12 〜 15m の高さにあるクレーンを運転して
いたことが記されている【図 15】〔十河 1955〕。極
端に高い視点から見下ろすことで、巨大な工場の造
形はパースが強くかかって見え、それをクレーンの
フレームが切り取るように見えたと想像できる。ク
レーンからの視点も、彼の写真の構図に作用したと
も言えるのではないだろうか。

４章　おわりに　テキストやイメージから見た上前像

　本稿では、上前智祐の 1953 年から 1960 年代前半
の作品について、当時の彼の日記と撮影写真に基づ
いて、当時の上前の状況や、複製図版に見られる特
徴とその影響について確認してきた。上前の日記に
は、上前と吉原治良の間に何度も軋轢が生じていた
ことや、コツコツと仕上げる上前の作品は、「具体」
では正当に評価されないと感じていたことが数多く
記されていた。また吉原から、個展の中止などの活
動の抑制を強いられたことが記されていた。当時の
上前にとって、「具体」に所属し続けることは、他
の前衛美術団体にはない魅力を感じる場所であった
が、時に、上前の評価の妨げとなっていた。そのた
め上前は、モダンアート展や芦屋市展、「喫茶
DON」という、「具体」の価値観とは異なる場所で
の活動を続けたと考えられる。また、今までの研究
では、上前のマッチ軸による作品はアンフォルメル
による影響と述べられてきた。しかし上前は、それ
に加えて、上前の勤務先である工場という環境が影
響していたということを述べていた。
　 3 章では、1955 年から 1962 年に撮影された上前
の写真について確認し、撮影のきっかけとなったの

図15：川崎重工業のクレーン
操縦台（右上の人物が上前）〔出
典：「生活から生れる　モダン・
アート」朝日新聞、1955年7
月22日夕刊〕

図14：上前の写真（野村工業から「神鋼」のクレンに乗る　クレ
ンの窓からみた風景と記載）、〔出典：上前智祐『孤立の道』共同
出版印刷、1995年、11頁〕
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