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抽象／具象の対立を超えた絵画の運動性。セシリ
ー・ブラウン「The end is a new start」展レビ
ュー
By: Ryo Sawayama | February 15, 2022
セシリー・ブラウンは、ロンドンに生ま
れ、1990年代半ばからはニューヨークに居
住し活動してきた作家である。本展は、画
家の仕事を紹介する、
日本では初の個展と
なる。
ブラウンについては、その絵画に見られる
「抽象と具象の中間性」が繰り返し指摘さ
れてきた。実際、それは画家自身が幾度と
なく強調してきたことでもあった。画家は、
「抽象と具象のあいだの空間に入ろうとし
てきた 」
（＊1）そして
「具象が抽象に変わり
始める瞬間 」
（＊2）をとらえようとしてきた
と語る。
おそらく、抽象／具象という様式論的な弁
別を偽の対立として退けるブラウンの絵画
は、その絵画が、絵画を描くプロセスその
ものを重視することと深く関与している。当
然のことながら、絵画は、瞬時につくられる
ものではない。それは、持続的な制作の時
The chagrin of the skinnymalinks, 2017-21, 58.4 × 73.7 × 4 cm © the artist, courtesy of the
間と運動のなか、すなわち、無数の筆触を
artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo. Photo: Genevieve Hanson
画面に降り注いでいくプロセスのなかにあ
る。その過程で、無数のイメージが立ち現れては消えていく。絵画を描くことは、認識可能なイメージの生成と消滅、
物質とイメージの明滅的な交換のただなかに画家の身体を深く沈めることである。
知られるように、
ブラウンは、抽象表現主義の画家ウィレム・デ・クーニングを絵画史上の重要な先行者のひとりに挙
げている。デ・クーニングもまた、具象／抽象の様式論的弁別を偽の問題として退け、両者を往還するスタイルを貫
いたことで知られる画家だ。
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抽象絵画の旗手としての評価を不動のものとしていたデ・クーニングは、1953年春に「女」
シリーズを発表し具象に
回帰した。それは、デ・クーニングとともに当時の抽象絵画の動向を牽引していたジャクソン・ポロックら、当時のアメ
リカの美術界に大きな衝撃を与えた。
「今日の世界では、顔を描くことは不可能だ」
と語る批評家のクレメント・グリ
ーンバーグに対し、画家は「その通り、そして描かないことも不可能だ」
と応えたという逸話が知られている
（＊3）。
ひとつの様式、方法から逃走するデ・クーニングの絵画は、その描画プロセスと不可分の関係にある。
《女Ⅰ》
（195052）は2年間描き続けられた。それはイメージを同一のキャンバスに上塗りし
（同時に溶解し）続けていく終わりのな
いプロセスとともにあった。あるいはそれは、1枚の絵画のなかに、無数の絵画（つまり、無数の女）が重層的に畳み
込まれていることを示していた。デ・クーニングの絵画は、イメージがイメージに食い破られる、終わりのないプロセ
スに貫かれていた。
その意味で、
ブラウンの絵画は、デ・クーニングを経由して、むしろ初期のデ・クーニングの絵画形成に不可欠な役割
を果たし、たがいに問題を共有していた、
アーシル・ゴーキーとの絵画史的な連関も感じさせる。かたちづくられた
形態が絶えず外部空間に流出すると同時に、そのことによって、様々な形態が動的ネットワークを形成するゴーキー
の画面は、絵画がひとつの運動体であり、イメージもまた、たえず画面のなかで生成−崩壊するものであることを示
す。抽象／具象の弁別、対立から逃れるデ・クーニングやゴーキーの絵画は、ゆえに、彼らの絵画に潜在する
「運動」
そのものに対応していた。
おそらく、
この問題と関連するのが、
ブラウンが、初期に繰り返し描いた「うさぎ（バニー）」のモチーフである。
これは
ウィトゲンシュタインが用いた有名な「うさぎ−あひる」の錯視像を参照したものであるが、彼女は、
このモチーフを
ジャスパー・ジョーンズの作品を通して意識し始めたと述べる。
「うさぎ−あひる」の二重映像を参照したことからも理
解されるように、
ブラウンは、一貫して、あるイメージがほかのイメージに侵食され覆される、イメージの揺動的な性
質そのものに憑かれていた。
ブラウンは、多くの場合、
自身の絵画に過去の絵画作品などの具体的な画像ソースがあることを明らかにしている。
したがって、彼女の絵画は、繊細に統御されたイメージの群れの緻密な絡み合いがやがて溶解し、画面が炸裂的な
印象をもつ抽象（非形象）へと変貌する絵画の瓦解的かつ力動的な推進力（driving force）そのものをまず観者に提
示し、かつ、それを観者に追体験させることが眼目となっているように思われる。
そのような点において、
ブラウンの絵画もまた、映像的である———と言う以前に、そもそもブラウンの制作は、映像
とともに開始されたのだった。キャリアの最初期に、
ブラウンは、性交の情景を描く水彩画アニメーション《Four Letter Heaven》
（1995）を制作している。
この時点で彼女は、1枚の絵がつぎつぎにほかの絵に侵食され、複数のイメー
ジが交配的に連鎖するという意味において、
アニメーションで描かれる性的リビドーと、描画プロセスに内在する衝
動的な運動性が交差する地点に深い関心を持っていたと言ってよいだろう。
ブラウンはその後も、ポルノグラフィーを画像ソースにするなどして、男女の性的な交わりを執拗に反復することに
なる。
ブラウンによれば、
「性交は推進力（driving force）」
である
（＊4）。無数の筆触、色彩が混じり合い、具象的なイ
メージを出発点としながら、画面が抽象へと至るブラウンの絵画における抽象と具象の交錯は、イメージの肉体的
なもつれ、性的な交配、あるいは肉体的な葛藤や暴力の隠喩を内在的な「力」
とする。
ブラッシュ・ストロークと呼ば
れる男性的で力強い筆触によって
「女」をねじ伏るように描き
（デ・クーニング）、精液や尿を撒き散らすかのように絵
筆を振り回す（ポロック）抽象表現主義のマチズモに潜む絵画の暴力性（ないし性的衝動）を、
ブラウンは、告発的に
ではなく、むしろ自身の絵画に転用、奪還することによってあらためて主題化するかのように見える。
ブラウンの絵画
に見られるのは、たんなる影響関係ではなく、むしろ、過去の男性作家たちとの対決ともとらえられるような、美術史
的な緊張関係である。
このとき、
ブラウンの絵画における描画運動と無数の肉体が絡み合う図像の主題系は、顕密
に連動し合う関係にある。
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「難破船」
という主題
本展でブラウンは、テオドール・ジェリコーやウジェーヌ・ドラクロワ、そしてウィリアム・エッティらによって多く手がけ
られた「難破船」の主題を参照源としたという。
難破船を描くことは、船という形象が、水という不定的な物質の威力によってなすすべもなく瓦解し、崩壊する、その
様を描くことである。
ドラクロワやジェリコーら、ロマン主義の画家たちの絵画に見られるのは、そのような筆触とイ
メージの劇的な緊張関係の高まりだ。そもそも、筆触と色彩のドラスティックな強調によって、断片化されたイメー
ジがほかの場所と融合、連続するように、様々なイメージの輪郭が解かれ、決壊し、相互貫入するブラウンの絵画は、
そもそも難破船のモチーフと親和性があったはずだ。
ブラウンが参照したエッティの《セイレーンたちとユリシーズ》
（1837）は、それに屈すれば肉体的な死をまねくセイレーンたちと、死の際でそれに抵抗する男たち、そしてすでに
力尽きた男の屍体の群れを描く。エッティの作品は、複数の異質な性、複数の肉体の抗争的な関係に焦点を当てて
きたブラウンの絵画との歴史的な連関を形成するだろう。
本展でブラウンが施した技術的実験もまた、
こうした問題のうえでとらえることができる。
ブラウンは、絵画の最初の
層を、複数の同一サイズのキャンバスに高い精度の印刷技術を使って転写し、そこから複数の絵画を同時並行的に
制作した。いずれの作品も、
これまでのブラウンの絵画と同じく、無数の半−身体的なイメージがもつれ合い、非形象
的な画面を作り出している。異なる画面のあいだで、
ときとして、ほとんど同じ箇所に類似する図像が嵌め込まれるこ
とから確認されるように、異なるキャンバスは、それぞれに分岐しながらも連携している。
ここで彼女が観者に提示しようとしているのは、ひとつの画面から派生する、複数の展開可能性である。結果として、
観者には、第一層から、異なる、だが、たがいに連関する複数の画面の生成を見届けること、逆に、複数の絵画面の
下層にある共通する第一層に遡行すること、
という2つのタスクが生じる。それは、すでに述べたように、
ブラウンの
絵画が、絵画が絵画として生成されるその運動、映像的とも形容しうる、内在的な推進力（driving force）をこそ、提示
しようとしてきたことと結びついている。
本作に限らず、本展において、その問題は、絶えず瓦解し様々な場所を漂流しながらその都度作り直され航海を続け
るアルゴ船のような難破船の「旅路」
と、絵画がその描画生成のプロセスにおいてたどるキャンバス内の「旅路」
とい
う2つの道行き
（オデュッセイア＝苦難の旅路）を同時に見せることに結びついている。
《セイレーンたちとユリシー
ズ》は、ホメロスの『オデュッセイア』を原典とする。
『オデュッセイア』に登場するのは、そのような瓦解を繰り返しな
がら旅を続ける難破船であり、ユリシーズ（オデュッセウス）はそのような旅を見届けている。
＊1──Cecily Brown cited Dodie Kazanjian, “Fleshing It Out,” Vogue 189, no.2 (February 1999): p.253.
＊2──「ARTIST PICK UP セシリー・ブラウン 山本浩貴＝聞き手」
『美術手帖』2022年2月号、135頁。
＊3──Thomas B. Hess, Willem de Kooning (New York: Museum of Modern Art, 1968), p.74.
＊4──Brown in an interview with Odili Donald Odita, “Cecily Brown: Goya, Vogue, and
the Politics of Abstraction,” Flash Art 33, no.215 (November-December
2000): p.74.
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The Mobility of Paintings That Transcend the Dichotomy of Abstraction / Figuration: A Review of Cecily
Brown’s “The end is a new start”
Cecily Brown's first solo exhibition in Japan, “The end is a new start,” was held from October 22, 2021 to
January 15, 2022, at Blum & Poe Tokyo. Critic Ryo Sawayama discusses this exhibition, which presents
twelve new works that forge new pictorial experiments for her thirty-year career.
By: Ryo Sawayama
Pollock, de Kooning... A showdown with painters of the past
Cecily Brown is an artist who was born in London and has lived and worked in New York since the mid1990s. This is the first solo exhibition in Japan to introduce her work.
The “intermediary between abstraction and figuration” has been repeatedly pointed out in Brown’s
paintings. In fact, it was also something that the painter herself has repeatedly emphasized. She says she has
tried to capture “the space between the abstract and concrete”1 and “the moment when figuration begins to
turn into abstraction.”2
Perhaps Brown's paintings, which eschew the stylistic distinction of abstraction versus figuration as a false
contrast, are deeply engaged with an emphasis on the process of painting itself. Naturally, paintings are not
created instantly. They are rooted in the process of continuous production through time and movement—
that is, the process of applying innumerable brushstrokes to the surface. In this process, countless images
appear and disappear. Painting is the painter immersing her body in the midst of the generation and
disappearance of recognizable images, the flickering exchange of matter and images.
As is well known, Brown cites the abstract expressionist Willem de Kooning as one of the key predecessors
in the history of painting. De Kooning is also a painter known for rejecting the stylistic discrimination of
figuration versus abstraction and committing to moving back and forth between the two.
De Kooning, renowned as a flag bearer of abstract painting, returned to figuration with the release of the
Woman series in the spring of 1953. It had a great impact on the American art world at the time, including
Jackson Pollock, who along with de Kooning was leading the trend of abstract painting. There is an anecdote
when the critic Clement Greenberg once said, “In today's world, it is impossible to paint a face,” the artist
replied, “that’s right and it is impossible not to paint it.”3
De Kooning's paintings, which elude any single style or method, are inseparably related to the painting
process. Woman I (1950–52) continued to be painted for two years. It was the result of an endless process of
overpainting (while simultaneously dissolving) the image on the same canvas. It showed that in a single
painting, innumerable paintings (that is, innumerable females) were embedded in its layers. De Kooning's
paintings went through an unending process in which the image was eroded by the image.
In that sense, in Brown's paintings one can feel a historical connection via de Kooning with the paintings of
Arshile Gorky, who played an integral role in the formation of de Kooning's early paintings and shared similar
concerns. In Gorky’s work—where crafted forms ceaselessly flow out toward the external space, leading to
various forms creating a dynamic network—the painting is a moving body, and the image is also constantly
alternating between being generated and collapsing within the composition. The paintings of de Kooning and
Gorky, which avoid the distinction between abstraction and figuration, therefore correspond to the

“movement” itself that is latent in their paintings.
Perhaps related to this issue is Brown's early recurring “bunny” motif. It refers to the famous “Rabbit-Duck”
illusion used by Wittgenstein—she has stated that she began to consider this motif through Jasper Johns’
work. As can be seen from the reference to the double image of “Rabbit-Duck,” Brown consistently
channeled the wavering nature of the image, in which one image is eroded and overturned by another.
Brown often reveals that her paintings have concrete image sources, such as past paintings. Therefore, her
painting is a destructive and dynamic promotion of the painting, in which the intricate entanglement of a
group of delicately controlled images eventually dissolves and the pictorial scene transforms into a (nonfigurative) abstraction. It seems that the aim is to first present the explosive driving force itself to the viewer
and then let the viewer relive it.
In that respect, Brown's paintings are also visual—in the first place, Brown’s production began with the
visuals. At the beginning of her career, Brown produced a watercolor animation, Four Letter Heaven (1995),
which depicts a scene of sexual intercourse. At this point, in the sense that one picture is eroded by another,
and multiple images are interchained with each other, one can say that she was deeply interested in the
intersection of the sexual libido portrayed in the animation and the impulsive nature of the painting process.
Thereafter Brown continued to return to sexual intercourse between men and women, such as by using
pornography as an image source. According to Brown, “sexual intercourse is a driving force.”4 The
intersection of abstraction and figuration in Brown's paintings, in which the scene starts from a concrete
image and becomes abstracted through a mixture of countless brush strokes and colors, is the physical
entanglement, sexual reproduction, or physical body of the image. The metaphor of conflict and violence is
the intrinsic “power.” Through the masculine and powerful thing we call a brush stroke, the “woman” is
twisted (in de Kooning) and the paintbrush is swung around as if sprinkling semen and urine (in Pollock).
Rather than taking an accusatory stance against them, it seems that Brown re-purposes the machismo and
violence (or sexual impulse) of their paintings through diversion and reiteration in her own paintings. What is
seen in Brown's paintings is not a relation of influence, but rather an art historical confrontation with male
artists of the past. At this time, the subject of innumerable bodies and the painterly movement in Brown's
painting are intertwined in a close interlocking relationship.
“Shipwrecks” as subject
In this exhibition, Brown is said to have referred to the theme of “shipwrecks,” which was often studied by
Théodore Géricault, Eugène Delacroix, and William Etty.
To paint a shipwreck is to depict the image of a ship in a state of collapse, collapsing under the power of the
indefinite substance of water. What is seen in the works of Romantic painters such as Delacroix and
Géricault is the dramatic increase in tension between such brushstrokes and images. Brown's paintings—in
which fragmented images are fused and made continuous with other places in the painting through her
drastic emphasis of brush strokes and colors, and the outlines of various images that unravel, break, and
intrude into each other—surely have an affinity with the motif of shipwrecks. Brown refers to Etty's The
Sirens and Ulysses (1837), which describes sirens leading sailors to their physical death providing they
succumbed to them, the men who put up resistance at the time of death, and the corpses of the men who
were already overcome. Etty's work forms a historic link with Brown's paintings, which have focused on
multiple heterogeneous sexes and multiple physical conflicting relationships.
These issues can also be seen in the technical experiments performed by Brown in this exhibition. Brown

transferred the first layer of the painting to multiple canvases of the same size using high-precision printing
techniques, from which she produced multiple paintings in parallel. In each of these works, like Brown's other
paintings to date, innumerable semi-physical images are entwined to create a non-figurative scene. The
different canvases are bifurcated but coordinated, as evidenced by the occasional iconography that
resembles almost the same place between different scenes. What she is trying to present to the viewer here
is multiple possibilities derived from one scene. As a result, two tasks arise: the viewer sees the generation of
multiple scenes that are different but related to each other and, conversely, returns to the common first
layer underneath the multiple scenes. This is linked to the fact that Brown's paintings, as already mentioned,
seek to present the inherent driving force that one can describe as the movement in which a painting is
generated as a painting.
Not limited to this work, in this exhibition, Brown’s concern is the “journey” of a shipwreck, which is
constantly being destroyed and drifting apart while being remade and sailing each time, like an Argonaut’s
ship, as well as the “journey” within the canvas of a painting being generated through the painterly process—
which is itself linked to the notion of an Odyssey being a journey of hardship. The Sirens and Ulysses is
based on Homer's The Odyssey. What appears in The Odyssey is a shipwreck that continues its journey
while repeating such collapse, and the journey that Ulysses (Odysseus) sees therein.
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