アーカイブ的衝動
ハル・フォスター

こういうものを考えてみよう。段ボール、アル

コレクティヴ）
、上で触れたアーティストたちはそ

いる。たとえばゴードンはアルフレッド・ヒッチ

ミホイル、荷造り用テープなど日常業務に使わ

れだけすでに、近年のアートのなかで国際的に

コックやマーティン・スコセージ等々の映画作品

れる材料を寄せ集めて組み立てた、手作りの書

作動しているひとつのアーカイブ的衝動を指さ

を、極限まで速度を落として作りなおす 註1。こう

斎兼神棚といった趣きの仮設ディスプレイ。そ

している。この衝動はけっして目新しいもので

した源泉は大衆文化という史料体から引き出し

こには誰かしら急進的なアーティスト、著述家、

はなく、第二次大戦前もいろいろなかたちで活

てきたものなので、見る者にとって馴染み深く、

あるいは哲学者に捧げられたイメージやテク

発だった。この時期、作品に使える素材の源泉

ただちに読み解けるが、そうしておいて次に、

スト、証言がごたまぜに詰め込まれている。あ

の幅が、政治的な面でもテクノロジー的な面で

この読みやすさは攪乱される、あるいは新たな

るいは、英ケント州の沿岸に両大戦間に建設さ

も拡大したのである（ たとえばアレクサンドル・ロ

方向性を与えられる。とはいうものの、源泉が

れたものの、まもなく流行遅れの軍事テクノロ

トチェンコの写真ファイル、ジョン・ハートフィールド

よく知られていないものであることもある。そう

ジーとして打ち捨てられてしまった巨大な音声

のフォトモンタージュ、ハンナ・ヘッヒの 写 真アルバ

した源泉を呼び出してくるというのは、オルタ

受信機について手短に触れる映画。あるいは、

ム）
。大戦後の時期には、とりわけ他領域から

ナティブな知識を提示するとか、支配的な記憶

向こう見ずなスウェーデン人の気球乗りが19

横 領したイメージや、連 続生産フォーマットが

に対抗して別の記憶を召喚するといった身振り

世紀末に企てた北極探検についてさまざまな

共通語彙になったのにともなって、ふたたび息

である。わたしが本稿でフォーカスしていくの

媒体を通じてめぐらされる、言葉少なで曖昧な

を吹き返した（たとえばインディペンデント・グルー

はこの手の作品だ。

省察。あるいは、いまでは失われたアースワー

プの掲示板美学、ロバート・ラウシェンバーグの〈コ

ポストモダンの な か で、オリジナリティや 作

クの模型と、市民権運動期のスローガンそして

ンバイン〉、クリス・マルケルのエッセイ映 画、コンセ

者性といった概念は以前より複雑な仕方で理

／あるいは当時の伝説的ロックコンサートの録

プチュアル・アートの情報的構造、制度批判のドキュ

解されるようになったが、アーカイブからのサン

音とを並べてみせる泥臭いインスタレーション。

メンタリー的流儀、ダン・グレアムらのリサーチヴィデ

プリングの結果、この複雑化が極端に突き詰め

主題、見かけ、情 動作用こそバラバラだが、こ

オ作品、フェミニズム・アートによる写真の盗用）
。と

られることもある。たとえばふたりのフランス人

れらの作品 ̶それぞれスイス人トーマス・ヒ

はいうものの2000年代初頭、ひとつのアーカイ

アーティスト、ピエール・ユイグとフィリップ・パ

ルシュホルン、イギリス人女性タシタ・ディーン、

ブ的衝動がことのほか強力なかたちで回帰し

レーノが主導した共同プロジェクト
『機動隊な

デンマーク人ヨアヒム・コースター、アメリカ人

てきた。その規模たるや、独自な一傾向と見な

し、攻殻だけ』
（1999–2002）を考えてみよう。あ

サム・デュラントの手になるもの̶は、近代の

してもいいほどだった。

るとき日本のアニメ制作会社が、マイナー漫画

アート、哲学、歴史のなかの特定の人物像、物

この傾向を示す事例の一番目として、アーカ

キャラいくつかの著作権を売りに出すというこ

体、出来事を取り上げ、それを特異な仕方で探

イブ的アーティストたちは、多くの場合失われて

とがあり、ユイグとパレーノはそういった人物‐

査していく行為としてアート実践を捉える点が

しまっている、あるいは本来とはズレた場に追

記号をひとつ買い取った。
「アンリー AnnLee」

共通している。

いやられてしまっている歴史上の情報に惹きつ

という名の少女で、ふたりは複数の作品を通じ

具体例の数は増やそうと思えば何倍にでも

けられ、そうした対象を物理的に現前させよう

てこの絵 文字に精錬を加え、他のアーティスト

できるが（この流儀を実践している者たちを列挙

と試みる。この目的で彼らは、どこかで見つけ

たちを招待して同じような作業をさせた。プロ

するなら、たとえば以下を含めてもいいだろう。ヤ

てきたイメージや物体、テクストといった仕掛け

ジェクトは、パレーノのコメントによると
「動的な

エル・バルタナ、マシュー・バッキンガム、トム・バー、

を練り上げ、そのさいインスタレーションという

構造」に、複数のプロジェクトがつながった「連

ジェラード・バーン、ジェレミー・デラー、マーク・ダイ

フォーマットを好んで用いる。インスタレーショ

鎖」になった。同プロジェクトはまた、
「 或るコ

オン、スタン・ダグラス、オマー・ファスト、ジョアン・

ンは階層秩序をもたない空間として存在してい

ミュニティが、ひとつのイメージのなかに」̶

フォンクベルタ、
リアム・ギリック、ダグラス・ゴードン、

るが、問題のアーティストたちはこの性質をた

形成されていくひとつのイメージ・アーカイブ

レネー・グリーン、ピエール・ユイグ、ゾウイ・レオナル

くみに活用する。実践者のなかには、ダグラス・

「自分自身の姿を見出すというス
のなかに̶

ド、ジョサイヤ・マケルヘニー、クリスチャン・フィリッ

ゴードンのように「時間レディメイド」
、つまり任

トーリー」になった註2。フランスの批評家‐キュ

プ・ミュラー、フィリップ・パレーノ、ワリッド・ラード、

意の視覚物語をイメージ投映というかたちでサ

レーター、ニコラ・ブリオーはこの手のアートを

ダン・フォー、オトリス・グループ、ラックス・メディア・

ンプリングする方法への傾きを見せている者も

擁護して「ポストプロダクション」なる総称を与
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3

えている。問題のアートにおいては、上で触れ

アー カイブ的 アートが デー タベー スアート

たように、よそで見つけてきたイメージに対して

とは 違うの だとして、アーカイブ的 アートは

二次的操作が行われる点を強調した呼称であ

美 術館＝博物館にフォーカスしたアートとも区

る。とはいうものの「ポストプロダクション」とい

別される。たしかに〈アーキビストとしてのアー

う述語はまた、デジタル情報時代においてアー

ティスト〉という人物像は〈キュレーターとして

ト作品のステータスが変化したことを示唆して

のアーティスト〉という人物像のあとに出てくる

もいる ̶ デジタル情報はたしかにひとつの

ものではあり、アーカイブ的アーティストのなか

視覚的レディメイドとして現れることがしばしば

には引き続き収 集というカテゴリーをたくみに

だ。つまり、再加工し転送されるべき大量のデー

利用している者もいる。ただし彼らはミュージア

タとして現れるのである註3。こういった情報の

ムに対して、その表象としての秩 序＝領界とか

「目録作成」
「サ
秩序＝領界にみあうかたちで、

制度としての倫理とかを批判することには関心

ンプリング」
「シェア」を仕事の方法として用い

がない。ミュージアムは公共圏のなかの一貫性

るアーティストが増加した。

を備えたシステムではもはやなく、廃墟と化し

いま述べた点を考えると、アーカイブ的アー

てしまっているわけだが、一般的にアーカイブ

トにとって理想的な媒体とはインターネットとい

的アーティストたちはその事実を自明の前提と

うメガ‐アーカイブだ、ということになるかもし

して受け入れており、これみよがしに喧伝した

れない。じっさい2000年代には、アートを語る

り、あるいは憂鬱な面持ちでそれについて思考

さいに「プラットフォーム」とか「ステーション」

をめぐらしたりはしないし、彼らのなかには別

とかいった電子ネットワークを思わせる語が出

種の秩序づけ＝整理̶ミュージアムの内と外

てくるようになった。インターネットのレトリック

両方での̶を示唆する者もいる。この見地か

である「双 方向性」もまた、このころ広く浸透し

らすれば、アーカイブ的アートの方向性は「破

ていた註4。ただしアーカイブ的アートがこうした

壊的」よりは「創設的」
、
「 侵犯的」よりは「立法

「関係性」を目指したとして、そのさいに適用さ

的」であることが多い 註7。ただしアーカイブ的

れる実際の手段はたいていのばあい、ウェブ上

アートの最良の例は、以上のような対立も超

のインターフェイスに比べるとはるかに直接的

克するのだが。
〈アーキビストとしてのアーティ

で、たしかな手応えを備えたものである。この

スト〉はまた、
〈 民 族誌家としてのアーティスト〉

意味で、いま問題にしているアーカイブはデー

とも区別すべきである。後者がたいていのば

タベースではない。アーカイブは泥臭いまでに

あい、共 時態という枠組みのなかでフィールド

物質的、やっかいなまでに断片的であり、そうし

ワークを行い、さまざまなかたちの周縁的文化

たものであるがゆえに、マシンが再処理するの

に関心を寄せるのに対して、前者は通時態を軸

16mmフィルムループ、3分4秒。

ではなく人間が解釈することを要求する註5。こ

としてリサーチを行い、歴史のなかのマイナー

Joachim Koester, Message from Andrée, 2005 (detail).

ういったアートが扱うコンテンツはけっして無

な材料へと向かっていくからだ註8。

1 ヨアヒム・コースター《アンドレからの伝言》2005年（部分）。

16mm ﬁlm loop, 3 minutes 4 seconds.
Koester images © Joachim Koester.
Courtesy of the artist and Greene Naftali Gallery.
2 ダグラス・ゴードン《24時間サイコ》1993年（部分）。
ヴィデオインスタレーション。サイズ可変。
Douglas Gordon, 24 Hour Psycho, 1993 (detail).

差別・なんでもありではないが、アーカイブと

いま問題にしているアートがアーカイブ的で

いうもののコンテンツがすべからくそうである

あるというのは複数の意味においてだ。第一

ように、不確定なままにとどまりつづけるし、そ

に、正式のアーカイブではないところから材料

ういう仕方で提示されることも多い ̶ちょう

を引っぱってくるだけでなく、同時に非正式な

ど、いずれまた詳しく説明しますと約束する手

アーカイブを新たに生産し、そのさいに、こう

Video installation. Dimensions variable.

形、あるいは複数のシナリオを思い描いてみな

いった材料は〔意図して作ったのではなく〕よそ

©Studio lost but found / VG Bild-Kunst, Bonn 2014.

さいと誘いかける謎めいた合図とでもいったぐ

で見つけてきたものであると同時に構築されて

Courtesy of Studio lost but found. Photo Bert Ross.

あいだ註6。この点でいえば、アーカイブ的アー

おり、事実に即していると同時にフィクションで

トは既 存の素材に対する加工生産であるだけ

あり、公共的であると同時に私的である、と強調

でなく将来の作業に備える生産でもある。つま

してみせるからである。次に、ここでいうアーカ

り、こうしたアーティストたちは ̶アートにお

イブ的作品はまた、いまいったような材料を擬

アルフレッド・ヒッチコック監督『サイコ』
（1960）より。
From Psycho (1960), directed by Alfred Hitchcock
and distributed by Paramount Pictures.
© Universal City Studios.
3 ピエール・ユイグ《100万年王国》2001年（部分）。
アニメーション、6分。

いても歴史においても̶いったん始まりはし

似アーカイブ的ロジック、つまり引用と併置とい

たが実現に至らなかったもの、つまり未完のプ

う母型に即して配置することがしばしばで、か

ロジェクトに惹きつけられることが多い。だから

つアーカイブ的といっていいような建 築、つま

Animated ﬁlm, 6 minutes.

アーカイブ的アートはたいていのばあい複雑

りテクストとモノの複合体のなかで提示するこ

Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery.

な時間性を備えている。

とがある。そういうわけで、自身の方法に関して

Pierre Huyghe, One Million Kingdoms, 2001 (detail).
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ディーンは「収集」を語り、コースターは「比較」
、

であって、ヒルシュホルンの作業はそういう変

捧げている̶アーティストのオットー・フロイ

デュラントは「組みあわ せ」
、ヒルシュホルンは

容を記銘し、可能なばあいにはこういった主体

ントリッヒとピート・モンドリアン、作家のインゲ

「分岐」を語る̶そしてアーカイブ的アートに

‐客体関係を想像しなおすことにも向けられて

ボルク・バッハマンとレイモンド・カーヴァーで

いる。

ある。
〈祭壇〉にはしばしばキッチュな記念品や

は、じっさい雑草や「リゾーム」のように分岐し
ていくように見えるものが多い註9。ひょっとする

ヒルシュホルンは 公 共 空 間 へ の 介 入 を 行

とどんなアーカイブでもこんなふうに、互いにつ

い、公 共 空 間というこのカテゴリーが 今日な

示す感情の記号群が撒き散らされていて、
「［こ

ながりあったり分断されたりといった変身を繰

お機能しうるとすればそれはどのようにして

のようにして祀られるという栄誉を授けられた

り返しながら発達していくのかもしれない。アー

かを探 査 する。彼 のプロジェクトはその大 半

人々］が何か事故に巻き込まれて、偶然に死ぬ

カイブ的アートは、こういったプロセスを明るみ

が、小規模な物々交換や偶然のやり取りが行

こともあったかもしれない場所、歩道、街路、通

に出す役目も果たしている。
「実験室、倉庫、ス

われるさいの特定地域で日常的な形式を利用

りの角」に設置される註14。通りかかった人々（彼

タジオ空間、そうですね」とヒルシュホルンは述

している。たとえば道端のディスプレイ、市場

らが通りかかったということ自体、また別の意味での

べる。
「作品のなかでこういう形式を使って、運

の露店、案内スタンドなど ̶ いずれも決まっ

偶然の結果であることが多い）は、
これら質朴なが

動や終わりのない思考［…］のために場所を設

て自家製の品物や、改造した製品や、急ごしら

ら心のこもった記念行為を目撃し、感動したり、

奉納ロウソク等々、ファンが寄せる崇敬の念を

けてやりたいんです」註10。こういったところが

えのパンフレット等々を並べた設えである。よ

ばあいによってはしなかったりするよう誘いか

アーカイブの領野におけるアート実践だ。

く知られているとおり、ヒルシュホルンは自ら

けられている。

アーカイブ的アートは、効果の点でヒリヒリし

の実践の大部分を四つのカテゴリーに分けて

その名にふさわしく、
〈ニューススタンド〉は奉

「直接彫刻 direct sculpture 」
、
「 祭壇
おり̶

献的というよりむしろ情報的である。このばあ

ていることがあるが、意図の点でシニカルであ

altar 」
、
「ニューススタンド kiosk 」
、
「モニュメン

いヒルシュホルンはチューリヒ大学からの依頼

ることはめったにない。源泉に新たな動機づけ

ト monument 」 ̶、このいずれもが、突飛

で、四年間にわたって八点の作品を建立するこ

を与えて活き活きとしたものに変えるのであっ

ではあるが日常的なかたちでアーカイブ材料

とになったのであり、建てられた作品はそれぞ

て、これはポストモダンのパスティーシュにおい

に取り組む態度を顕にしている。

れ六ヶ月間、脳科学リサーチ・分子生物学研究

て支配的な、距離をおいた立場からの引用とは

〈直接彫刻〉は室内、多くは展覧会場に設置

院の構内に設置される取り決めだった。
〈ニュー

対照的だ。それだけでなく、アーカイブ的実践

された模型のかたちを取る傾向にある。最初

ススタンド〉もや はりアーティストや 作 家 に関

に関与するアーティストたちはしばしば、注意

の作品はパリで、ダイアナ妃が亡くなった場所

係していたが、選ばれたのはいずれも研究院

散漫に眺めていただけの者を積極的に議論に

に自発的にできあがった霊廟にヒントを得た

の活動とはおよそかけ離れた人々だった ̶

参加する者に仕立てることを目指す。ヒルシュ

ものだった。現地には〈自由〉に捧げられたモ

アーティストとして（ふたたび ）フロイントリッヒ、

ホルンには、パリでグラフィックデザイナーたち

ニュメントがすでに存在していたのだが、彼女

フェルナン・レジェ、エミール・ノルデ、メレット・

がつくっていた共産主義集合体の一員として

の死を悼む人々はこの陳腐なモニュメントを

オッペンハイム、リューボフ・ポポーヴァ、また作

働いていた経験があるが、上記のような見地か

コード化しなおし、ヒルシュホルンによれば、公

家として（ふたたび ）バッハマン、エマニュエル・

ら、アーティスト、作家、哲学者たちに捧げて自

式の一構造物を「正しいモニュメント」へと変形

ボーヴ、ローベルト・ヴァルザー。
〈ニュースス

分が作る間にあわせの構造体 ̶クルト・シュ

したのだった。なぜ「正しい」のかといえば「下

タンド〉は〈直接彫刻〉や〈祭壇〉と違い、あまり

ヴィッタースの強迫神経症的なメルツバウとグ

から発してきた」ものだからだと彼は言う。ヒル

「想定済みの荒らし行為」訳1 に対して開かれて

スタフ・クルーツィスの共産主義プロパガンダ・

シュホルンの〈直接彫刻〉もこれに関連した効

おらず、外見の面でも他に比べてずっとアーカ

ニューススタンド、その両方の性質を均等に分

果を狙っている。それは「現に支持体となって

イブらしい註15。ベニヤ板、段ボールといった材

けもっている̶を、情熱的な教育活動といっ

いるものが元来もっていた目的とは何の関係

料を釘やテープで貼りあわせて造られており、

たように見なしている。そこで提供される教え

もないメッセージ」を伝達すべく仕組まれてい

たいがい内側にはイメージ、テクスト、カセット

は、知識だけでなく愛にも関わるものでもある

て、これを逸脱的に使用 détournement してご

テープ、テレビ、
また家具など日常品がある。セ

「アイ
という註11。ヒルシュホルンが目指すのは、

らんと促すとりあえずの媒体として差し出され

ミナー室とクラブハウスをかけあわせたハイブ

デアを配信する」
、
「 活動を開放する」
、
「エネル

ており、書き込みなおされるべきものである。こ

リッドであり、言説と人々の交流の場というふ

ギーを放散する」
、この三つを同時に行うこと

の再記入に「署名する」
〔＝その主体となる〕の

たつの側面をあわせ持っている。

だ。さまざまに異なる観衆たちを、公共文化をオ

は「コミュニティ」じしんだ（〈直接彫刻〉の「直接」

ルタナティヴな仕方で記録するアーカイブに晒

が意味していることのひとつがこの点である） 。

してやり、両者の関係性に情動作用を充塡した
註12

註13

〈祭壇〉は〈直接彫刻〉の派生形であるように

最後の〈モニュメント〉は、や はりヒルシュホ
ルンが信奉する哲学者たちに捧げられたもので、
〈祭壇〉の奉献という面と
〈ニューススタンド〉の

。この面でヒルシュ

思える。それはごく慎ましいものであるである

情報という面を効果的に組みあわせている。ヒ

ホルンの作品は創設的なだけでなくリビドー的

と同時に奇想天外で、イメージとテクストを雑

ルシュホルンは四つの〈モニュメント〉̶対象

いと思っているのである

でもある。と同時に、先進資本主義の主体‐客

然とディスプレイしつつ、ヒルシュホルンにとっ

はスピノザ、バタイユ、ドゥルーズ、グラムシ̶

体関係は、今日リビドーに数えることのできるよ

て特別な重要性をもつ文化人たちを記念して

を制作しているが、いずれも、ふつう公式の記

うなものは何であれ変容させてしまっているの

みせる。彼はこれまでにこうした作品を四人に

念が行われるような場、たとえば広場や公園な
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4 トーマス・ヒルシュホルン《直接彫刻》1999年。
ミクストメディア。
Thomas Hirschhorn, Direct Sculpture, 1999.
Mixed media.
Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel.
5 トーマス・ヒルシュホルン《オットー・フロイントリッヒ祭壇》
1998年。ミクストメディア。
Thomas Hirschhorn, Otto Freundlich Altar, 1998.
Mixed media.
5

4

6 トーマス・ヒルシュホルン《インゲボルク・バッハマン・
ニューススタンド》
1999年。ミクストメディア。
Thomas Hirschhorn, Ingeborg Bachmann Kiosk, 1999.
Mixed media.
Courtesy of Hochbauamt des Kantons, Zürich.
7 トーマス・ヒルシュホルン《スピノザ・モニュメント》
1999年。
ミクストメディア。
Thomas Hirschhorn, Spinoza Monument, 1999.
Mixed media. Courtsey of the artist.

6

7

どからは一段階距離を設けたところに置かれ

ともある。
〈祭壇〉で扱われているアーティスト

分の特徴的手法なのだということをはっきり示

ている。そういうわけでスピノザ・モニュメント

のなかでは、モンドリアンの自省的抽象とフロ

している。ここでもまた彼は、クルーツィスふう

（1999）はアムステルダム、ただしその風俗街

イントリッヒの感情的表象再現は対極といって

の政治プロパガンダがもつ公共性＝広告性と、

いいし、
〈ニューススタンド〉が体現する立場は、

シュヴィッタースふうのアッサンブラージュがも

はアヴィニョン、ただし北アフリカ系住民が大

純粋主義者にして共産主義者だったフランス人

つ情熱＝受苦の両方を使役することを目指して

半 の 地 域。バタイユ・モニュメント
（2002）は

（レジェ）からナチ党に所属していた表現主義

いるのである註17。かつて前衛アートのなかで対

、ただしトル
カッセル（「ドクメンタXI」の会期中）

者のドイツ人（ノルデ）までと幅広い。とはいう

立としてあったものを抽象的に形骸化させて解

コ系住民が多数の街区。グラムシ・モニュメント

ものの、人物たちはすべて、政治の領域にさま

消してしまうというのではなくて、ヒルシュホル

（2013）はニューヨーク市ブロンクスの 低 所 得

ざま分岐していくような美的モデルを提案して

ンの目的は実効性重視だ。彼はこのように混合

者層用団地。こういった設置場所は適切だっ

いて、それは〈モニュメント〉の哲学者たちにも

した手段を適用することで観衆を刺戟し、アー
ト、文学、哲学の各分野における急進的実践に

に登 場した。ドゥルーズ・モニュメント
（2000）

た。やってくるゲストたる哲学者たちの急進的

当てはまり、おのおのヘゲモニー（グラムシ）か

な身分に、彼らを迎えるホストたるコミュニティ

ら侵犯（ バタイユ）までといったようにバラバラ

対して欲動を（再）充塡するよう仕向ける̶文

のマイナーな身分が呼応していて、両者が出会

な概念を包含する人々なのである。とすればこ

化的リビドー備給を引き起こそうというのであ

うことにより、ふだんは意味がひとつしかない

こでの主題たちに一貫しているのは、社会に変

る。そのさい基礎となるのは、そうするのが趣

構造を有し、ゆえに異なる立場のあいだに敵

容をもたらすコミットメントを行っていて、かつ

味のよいことであると公認されているとか、先

対関係（哲学的かつ政治的な、社会的そして経済的

その仕方が多様であるという、まさにその点だ。

端的な作品を読みこなす能力を備えていると

な）が存在するという事実を覆い隠すものであ

いかに相互矛盾的であろうと、どれもみな世界

か、あるいは批評のなかで正しいとされている

るモニュメントに一時的に新しい機能を与え、

を変えようとするビジョンなのであって、そのす

とかではなくて、この備給が政治的な使用‐価

ヘゲモニーに対抗するアーカイブへと作り変え

べてをつなぎあわせている、というかじっさい

値をもっている、かつその使用‐価値がアートへ

る可能性が示唆されている。そうしたアーカイ

にはリビドー備給しているのは、それぞれに対

の愛‐価値に駆動されているということだ註18。

ブを使えば、上記のような差異を明確に分節化

してヒルシュホルンが覚える「愛着」である。こ

ヒルシュホルンのプロジェクトには、どこかペー

することもできるかもしれない。

の愛着がヒルシュホルンの動機であり方法だ。

ター・ヴァイスの『抵抗の美学』
（1975– 81）を思

これらアーティスト、作家、哲学者たちのす

「つなぎあわせられないものどうしをつなぎあ

わせる部分がある。この小説でヴァイスは社会

べてに一貫しているのが何なのかは自明でな

わせること、アーティストとしてのわたしの仕事

に変容をもたらすコミットメントのありかたを

い。大部分は近代ヨーロッパ人だが、無名のこ

はまさしくそれである」註16。

思い描いてみせたのだった。1937年のベルリ

ともあれば正典的なこともあるし、秘教めいて

ヒルシュホルンはニューススタンドと祭 壇と

ンを舞台として同作品は、社会に身を投じ、懐

いることもあれば積極的に社会参加しているこ

いう術語で、情報と奉献を混ぜあわせるのが自

疑的な見地からヨーロッパ美術の歴史を学ん
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でいこうとたがいに指南しあう労働者たちのグ

らないようなひとつの世界を、ふたたびグロテ

このたった一点のドキュメントから出発して

ループを物語る。事例をひとつ挙げるなら、彼

スクな調子で指し示す̶情報が溢れ、生産物

《密航少女》は、思いがけない符合をいくつも

らはベルリン旧博物館所蔵のペルガモン神殿

が過剰供給されることで、沸き返ると同時に停

織り重なねながら、あたかもひとりでに、偶然

祭壇で用いられている古典的レトリックを脱構

滞してもいるような世界を。こうした〈ジャンクス

にまかせるかのようにして分岐を繰り返し、ひ

築する。この祭壇を「叩き、飛び散る石片を吸

ペース〉の感覚野をヒルシュホルンは「資本主

とつの史料体となっていく。まずディーンは、手

収し［…］自分たちの環境での経験の地平に取

義のゴミバケツ」と呼ぶ註21。それはそうなのだ

荷物がヒースロー空港で間違って処理された

が、ヒルシュホルンが強調するには、こういう監

ため、この写真を紛失してしまった（カバンはあ

ヒルシュホルンが関心を寄せているのは忘却

獄のバケツのなかであってさえ、急進的な人物

とになってダブリンで出てくる）
。ついでジーン・

の危機に晒された前衛の過去であって、ナチが

像を復元し、リビドー充塡の配線をやりなおす

ジーニー Jean Jeinnie について調査を進め

濫用した古典古代の伝統ではないし、彼の企て

ことは可能かもしれない ̶こうした「高度物

ていくと、彼女の名がいたるところにこだまし

の協働者となるのは意欲的に政治運動に関与

象化の現象学」は、いまでもなおユートピアの

ているのが耳に入ってきた ̶ジャン・ジュネ

註19

り込もうとする」のである

。言うまでもなく、

する者たちではなく注意散漫な観者であって、

可能性を垣間見せてくれる、あるいは少なくと

Jean Genet をめぐる会話のなかに、ポップソン

国際的アート通から地元の商店主、サッカー

も、いかに傷んで歪んだものであるにせよ、体

グ「ジーン・ジニー The Jean Genie」のなかに、

ファン、子供たちといったぐあいに、ばあいに

系的な変容を求める欲望を生み出すかもしれ

等々訳3。おしまいに、ステアホールに行って例

註22

よっては実に幅広い。だが、作品を差し向ける

ない

。たしかに、文化の残滓にこんなふうに

の遭難事件を調査していると、ディーンが同地

対象をこんなふうにシフトさせるというのは、文

リビドーを（ 再 ）備給するという動きは、それな

に滞在していたまさにその夜、港に面した崖の

化産業とスポーツのスペクタクルに支配され健

りのリスクをともなってはいる。反動的な、さら

上でひとりの若い女性が殺害された。

忘症に陥った現代社会のなかでなおも「抵抗

には先祖回帰的な展開に開かれてもいるから

《密航少女》は科学実験における不確定性

の美学」を関与的なものにしようというのなら、

だ。そういう展開のもっとも破局的な例がナチ

〈アー
原理にアートの分野で対応していて訳4、
キビストとしてのアーティスト〉たる作者を自ら

必要なことなのだ。だからこそ、構造は使い捨

スである。じっさい、ヴァイスが喚起しているナ

て、材料はキッチュ、参照対象はごたまぜ、証言

チ時代、エルンスト・ブロッホは、上記のように

のうちに巻き込んでいく。
「彼女の航海はリン

はファンレターめいたヒルシュホルン作品は、

右派が「非同時代的なもの das Ungleichzeitig

カーン港からファルマスへ向かうものだった」

わたしたちがどっぷり浸りきっている商品‐メ

」をあらためて動機づけようとしていることに対

とディーンは書く。

ディア‐エンタテイメント環境がいかに奇怪であ

して警鐘を鳴らした。だが同時にブロッホは、

るかを示唆しているようにみえる。作りなおし

左翼が文化の政治学という、このリビドー闘争

それは始まりと終わりをもっていたのであっ

新たな回路に流していくべきものとして存在し

の舞台を避ける道を選んだ結果、それはそれで

て、記録された時間の経過として存在する。

ているのは、使い捨てだったりキッチュだったり

巨大な代償を支払わねばならなかったと論じも

わたし自身の旅はそうした線としての物語に

註23

。ヒルシュホルンは、同じ指摘が今日で

するこうした要素でありエネルギーなのだ。一

した

言でいえば、
〔 ハーバーマスのように〕コミュニ

も当てはまると示唆している。

見つけた瞬間に始まったが、それ以後ずっと
あちこち蛇行しつづけており、地図のないリ

ケーション的理性の透明な媒体が存在してい
るなどといったふりをするのではなく、ヒルシュ

したがってはいない。それはわたしが写真を

ヒルシュホルンがそのアーカイブ的作品のな

サーチを通してすすめられ、はっきりとした

ホルンはむしろマスカルチャーという凝固して

かで急進的な人物像を復元しているとすれば、

目的地はない。それは今では、事実を虚構か

しまった言語を使って仕事をする。じじつヒル

タシタ・ディーンは自作で失われた魂たちを回想

ら分ける線に沿って歴史のなかへとわけい

シュホルンの仕事は先進的資本主義の〈セレブ

する。これは多様な媒体を用いて行われる̶

る通路となっていて、どこかわたしにとって

リティ‐産業複合体〉を逸脱的に使用すること

写真、黒板ドローイング、音声作品、またしばし

見覚えがある場所などではなく、偶然の介入

détournement をもくろむもので、この複合体

ば物語性のある「傍白 asides」を添えた短篇映

や叙事詩的な出会いから成る地下世界を通

をまるであべこべな preposterous 音域でリプ

画やヴィデオなど。ディーンは行き倒れたり流

り抜けていく旅に似ている。わたしのストー

レイしてみせる。プリンセス・ディー〔＝ダイアナ

行遅れになったりした人、物、場所に惹きつけ

リーは偶然の一致をめぐるストーリー、また、

妃〕にインゲボルク・バッハマンを、
〈アメリカン・

られることが多いが、そうした語りのひとつを

招き入れられたものとそうではないものをめ

ディーンは《密航少女》
（1994）で差し出してみ

ぐるストーリーである註24。

訳2

アイドル〉 にリューボフ・ポポーヴァをすげ替
註20

えるといったぐあいに

。

せている。上映時間8分の16ミリ映画で、
カラー

ヒルシュホルンは自 分 の 外 向 的アーカイブ

と白黒の両方で撮影され、物語的傍白が付さ

ある意味で、ディーンのアーカイブ的仕事は

に、制御不可能なかたちで成長していくものた

れている。ディーンは、1928年、
〈公爵夫人ツェ

アーカイブというものが行う仕事それじたいの

ちを並べてみせることがある。たいていはアル

ツィリエ〉号という名の、英国に向かう船に密航

アレゴリーとなっている ̶ 時としてメランコ

ミホイルでこしらえたこの形態たちは見たとこ

したジーン・ジーニーという名のオーストリア人

リックで、しばしば眩暈を生じさせ、つねに未完

ろ人間にも自然物にも似ておらず、有機的生命

少女の写真にたまたま出会ったのだった。同船

成であるような仕事としてのアーカイブ。だから

と無機的物質、生産と浪費、さらには欲望と死

はその後、デヴォン州沿岸のステアホール湾で

ディーンの仕事は、最も厳密な意味でのアレゴ

のあいだのきっちりした区別がもはや当てはま

座礁した。

リーを示唆してもいる。文学ジャンルとしてのア
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9
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8 タシタ・ディーン《密航少女》1994年（部分）。
16mmカラー＋白黒フィルム、光学式サウンド、8分。
Tacita Dean, Girl Stowaway, 1994 (detail).
16mm color and black and white ﬁlm, optical sound,
8 minutes.
Dean images © Tacita Dean. Courtesy of the artist,
Marian Goodman Gallery, and Frith Street Gallery.
9 タシタ・ディーン《海での失踪 I 》1996年（部分）。
16mmカラーアナモルフィックフィルム、
11

12

光学式サウンド、14分。
Tacita Dean, Disappearance at Sea I, 1996 (detail).
16mm color anamorphic ﬁlm, optical sound, 14 minutes.

レゴリーは、
「地下世界」に迷い込み、その世界

いだレースの公式委員たちはクロウハーストが先頭

を構成する謎に満ちた記号たちによって試練に

を走っているものと思っていた）
、ついで無線連絡

かけられるひとりの主体を取り上げるものだか

を絶った。まもなく彼は「
『時間狂』を病むように

らだ。とはいえここでの主体にとって導きとなっ

なった」
。航海日誌の記述は支離滅裂になり、し

てくれるのは、招き入れられた（ 招き入れられて

まいには「神と宇宙についての私的な論説」と

いない）偶然の一致以外にはない。
〔代表的アレ

化した。ディーンが推測をめぐらせるところでは、

ゴリーであるバニヤン『天路歴程』やダンテ『神

クロウハーストは「イギリスの海岸からわずか数

曲』とは異なり〕そのあとをついていくべき神や

百マイルのあたりで、ストップウォッチを持って

ウェルギリウスはおらず、歴史が解き明かされた

海に飛び込んだ」のではないかという註25。

り安定した文化が存在したりして頼りにできると

クロウハーストという史 料 体を、ディーンは

いうこともない。対象を読み解くにあたって用い

三本の短篇映画のなかで間接的に扱う。最

る慣習さえ、先へと進んでいくのにあわせてそ

初の二本、
《 海での失踪 I》と
《海での失踪 II》

の場その場でこしらえていかなければならない。

（1996, 1997）は そ れ ぞ れ ベリックとノー ザン

また別のフィルム＋テクスト作品でディーン

バーランドにある別々の灯台で撮影された。一

は、また別の発見＋喪失のストーリーを語る。こ

作目では、目もくらむ光のイメージと、水平線へ

れもまた、
「地図のないリサーチ」を含むもので

と開けた空っぽな眺めとが交代に現れる。二作

10 タシタ・ディーン《テンマス・エレクトロン》
2000年（部分）。
16mmカラーフィルム、光学式サウンド、7分。
Tacita Dean, Teignmouth Electron, 2000 (detail).
16mm color ﬁlm, optical sound, 7 minutes.
11 タシタ・ディーン《バブルハウス》1999年（部分）。
16mmカラーフィルム、光学式サウンド、7分。
Tacita Dean, Bubble House, 1999 (detail).
16mm color ﬁlm, optical sound, 7 minutes.
12 タシタ・ディーン《サウンドミラー》1999年（部分）。
16mm白黒フィルム、光学式サウンド、7分。
Tacita Dean, Sound Mirrors, 1999 (detail).
16mm black-and-white ﬁlm, optical sound, 7 minutes.

ある。ドナルド・クロウハーストという、事 業 に

目では、カメラは投光装置とともに回転するの

失敗したビジネスマンがいた。彼の出身地テン

で、海を連続的なパノラマとして提示する。一作

てみても、それは自分の機能とは食い違ってい

マスはデヴォン州の海岸沿いにある街で、観光

目では闇のとばりがゆっくりと降りてくる。二作

て、自分が属する世代に忘れられ、自分の生き

客からの注目を渇望していた。1968年、クロウ

目にはそもそも空虚しかない。

た時代に捨てられている」註26。とすれば、こうい

ハーストはゴールデングローブ・レースに出場し

三本目の映画《テンマス・エレクトロン》
（2000）

う瞑想が長々と繰り広げられるなかで「クロウ

た。世界初のノンストップ単独世界周遊航海を

では、ディーンはカリブ海のケイマンブラック島

ハースト」は、他者を自らのアーカイブへと引き

やってのける帆走者になりたいという欲望に駆

に赴き、問題の三胴船の残骸をドキュメントす

ずり込む語としてある。野心に燃えた或る街や

られたのである。だが帆走者も舟（テンマス・エ

る。同船は「戦車、あるいは動物の骨だけになっ

計画を誤った帆走者、形而上学的な船酔い、謎

レクトロン号と命名された三胴船）も準備ができて

た屍骸、あるいは今や絶滅してしまったばかで

めいた残り物を指し示すアーカイブへと。そして

おらず、クロウハーストははやばやと戦意を喪

かい動物が残していった外骨格とでもいった

ディーンは、もろもろの痕跡が織りなすこのテク

失した。航海日誌の記述を偽造し
（しばらくのあ

観」を呈しているとディーンは書く。
「どこをとっ

ストがさらに分岐していくにまかせる。ケイマン

アール issue 06 / 2016

37

ブラック島に滞在中、彼女はまた別の打ち棄て

にとっては1970年代的でディケンズ的、前史的

られた構造体にたまたま出くわし、地元民が「バ

でエリザベス朝的、第二次大戦であり未来的な

すところもある。ヒルシュホルンの場合とは違っ

ブルハウス」と呼ぶ、この、テンマス・エレクトロ

感じがする。とにかく現在のなかでは機能して

て、物象化の他者としてのユートピアではない。

ン号に「うってつけの相方」を、テクストを添え

いないのだ」註30。

たまた別の映画（1999）のなかでドキュメントす

ジョン」の内部には、同時にユートピアを仄めか

ディーンがアーカイブを用いて、根本的に異質

ある意味で、これらアーカイブ的事物 ̶テ

でありつねに未完成であるものとして過去を提

る。
〈バブルハウス〉は公金横領のかどで投獄さ

ンマス・エレクトロン号、
〈バブルハウス〉
、サウン

示する、そのことに付随して立ち現れるユートピ

れたあるフランス人男性が設計したもので、
「ハ

ドミラー、他にもまだまだある̶ はいずれも、

アである註37。

リケーンにうってつけの住居を予見した像」であ

失われてしまった瞬間を封じ込めた方舟の役割

り、
「 卵型で風に強く、法外かつ大胆で、シネマ

を果たしていて、それがたまたま発見されたと

スコープと同比率の、海を見わたす窓が備わっ

いったぐあいなのだ。そこで作品の〈いま・ここ〉

とフィクションを隔てる朦朧とした線に沿って歴

て」いる。ついに完成を迎えることのないまま長

は、未完の過去とふたたび開かれた未来とをつ

史のなかへと分け入っていく。彼の典型的な進

註31

ディーンに似てヨアヒム・コースターも、事実

らく放置され、今では廃墟となって「いつか別の

なぐ可能性を秘めた戸口として機能する

。乗

め方はこうだ。手はじめに、あまり知る人もない

時代から発せられた言明のように」そこに座り

り越えられてしまった時間たちへと精確に介入

ようなストーリーを取り上げる。このストーリー

込んでいる註27。

するというのは、ヴァルター・ベンヤミンの心を

は或る特定の場所に絡んだもので、何やら時間

ディーンがアーカイブによって復元する「失敗

捉えていた可能性でもあったが、
とはいえベンヤ

性がとぎれとぎれになっている、あるいは幾層

した未来主義のヴィジョン」の最後の例として、

ミンとは違って、メシアによる救済を仄めかすと

にもわたっている。そうしておいて次に、だいた

1928年から1930年にかけてケント州ダンジネ

いったところはディーンにはない。彼女が用いる

いは写真シークエンスや映画インスタレーショ

ス近くのデンジにコンクリートを使って建てられ

流行遅れの事物は、
「世俗的啓示」を一定程度

ンのかたちで、コースターはこのストーリーをひ

た巨大な「サウンドミラー」を考えてみよう。これ

与え、歴史の変化を照らしだしてくれはするもの

とつにはめあわせようとするが、すべてを解消

ら音声受信装置はヨーロッパ大陸からの空襲に

の、
ベンヤミンがそこに見いだせるのではと期待

してしまうところまでは決して行かない。何かし

備えた警報システムとして構想されたのだが、

したような「革命的エネルギー」を有してはいな

ら歴史的なアイロニーがひとつ存続し、これは

当初から破滅を運命づけられていた。音どうし

い註32。この観点からすれば、ディーンの仕事は

あとでまたさらに掘り下げていくこともできる。

を充分に区別しないので、
「まもなく放棄され、

ベンヤミンよりもW・G・ゼーバルトとのほうがつ

あるいは、何かしら本質的な謎がひとつあとに

レーダーに取って代わられた」
。ふたつの世界

ながりがある（ディーンはゼーバルトについて犀

とどまり、これを使って、わたしたちはどこまで

大戦のあいだ、異なるテクノロジーのモードの

利な文章を書いている）註33。ゼーバルトは近代

見、表象し、物語り、知ることができるのか、そ

あいだで行き倒れ、
「ミラーはボロボロと崩れて

世界を踏査するが、そこでの世界は歴史によっ

の限界をテストすることもできる。アーカイブ的

泥に沈みはじめた。今ではもう滅亡は避けられ

てかくも徹底的に荒廃させられているので、
「自

アートに関わる他の者たちに似て、コースター

註28

訳5

（写真によっては、こうしたコンクリー
ない」 。

然の後」の様相を呈するに至っている 。住人

もイメージにテクストを添えることが多いが、そ

ト製の巨大な残骸は古びたアースワークのよう

「反復の幻
たちは（著者ゼーバルト自身も含めて）

の役割は事実を伝えるキャプションというより、

に見えることもある。ディーンは今や行き倒れ

影」であり、
「かぎりない解放感」と同時に「底知

彼自身がさまざまな空間をマップ化し、自分が

状態に陥っているアースワークにも関心をそそ

れない憂鬱」を感じてもいる註34。こういった過

主題とする人やモノたちを「幽霊狩り」していく

られていて、ロバート・スミッソンの二作品、
《部

去の残滓たちは謎めいているが、ただし解決な

過程を想像的に描き出した説明文である註38。

《螺線形の
分的に埋められた木小屋》
（1970）と

き謎、まして救済などない謎である。さらにゼー

コースターはよく人里離れた地に旅し、ずっ

突堤》
（1970）に基づいた作品を数点つくってい

バルトは、記憶には対象を回復する力があると

と昔にいなくなってしまった人やなくなってし

る。スミッソンに魅了されている点はデュラント

する人文主義の決まり文句訳6さえ疑問視してみ

まったモノを主 題として捜 索を行う。19世 紀

註29

。
「この場所ならぬ場所に座り込

せる。
『移民たち』第一節の冒頭には、こういう

後半の探検家や、20世紀初頭のオカルト教祖

んでいる、これら奇妙な一体物たちが好きだ」と

両義的なエピグラフが置かれている。
「そして

や、1968年以降の急進主義者たちなど。これ

ディーンはサウンドミラーについて書く。彼女は

最後の残り物を記憶は破壊する」註35 訳7。ディー

もディーンに似て、彼はとくに、道半ばで挫折

「ユートピア」が字義的には「場所ならぬ場所

ンもまた、惨めにも打ち捨てられた世界を見わ

した（ 破滅を迎えた場合もある）冒険者たちに惹

らも同じだ

ou topos = no place 」であることを意識してい

たす（映画、ヴィデオ、写真作品では、これは文字ど

かれる。たとえば2000年制作の或る写真シー

る。モノリスたちはまた、ディーンにとっては「時

おり実行される）のだが、
とはいえ大部分におい

クエンスでは、北極圏カナダの町レゾリュート

間ならぬ時間」のなかに存在しているのでもあ

て、対象にメランコリックに固着することは回避

のストーリーを取り上げる。北西航路探検の時

る。ただし彼女にとって「場所ならぬ場所」
「時

する。こうした固着をゼーバルトは、救済という

代に始まり、冷戦期の政治を経て、整備計画担

間ならぬ時間」は同時に、場所と時間が複数存

幻想を拒否したことの代償として支払わなけれ

当者やイヌイットなどの居住者が対立する要求

在することを意味してもいる。
「ダンジネスのま

ばならなかったのだった。ディーンの仕事のリス

を唱える現在の不協和状態へと悪化していくス

わりの陸地は、わたしにはいつも古いものに感

クは違う。
「人間のおかす過ち」に、ロマン主義

トーリーだ。コースターが関心を寄せるのはレ

じられる。説明するのが不可能な感覚だ、とに

ふうに魅了されてしまうというリスクだ註36。ただ

ゾリュートのさまざまな境界線であり、それらは

かく
「非近代的」だという以外には［…］わたし

し、彼女が復元する「失敗した未来主義のヴィ

いまでは歴史的なものになっているのだが、他
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方、政治性を孕んでいることには変わりないの

れば、
「時間の尺度が混濁することほど教唆に

曖昧さを抱えることになる。離陸したばかりの

である訳8。

富んだことはない」註39。

気球を捉えた写真がアーカイブから引かれて

コースターはまたクリスティアニアも扱ってい

冒険家たちにフォーカスした作品のなかで

いるが、これは栄光に満ちた探査旅行という19

コースターは異なる複数の時間尺度を使用し、

世紀後半の夢̶世界はジュール・ヴェルヌ流

基地で、1971年、無政府主義者たちが不法居

歴史が仕掛けるさまざまなイタズラをハイライ

に、やすやすと制圧できるのだとする夢̶を

住を始め、自由〔＝自治〕都市を宣言した。
《擬

トしてみせる。
《ジョナサン・ハーカーの旅から》

示唆する。他方で映画はというと、露光により

る。彼の故郷コペンハーゲンにある〔元〕軍事

似夜景、クリスティアニア》
（1996）でコースター
はブルーのフィルター（日中の撮影で夜間のよう

（1897）の
（2003）でコースターは「ドラキュラ」

摩耗してしまった投瓶通信とでもいったふうに、

主人公〔ハーカー〕がたどった道のりをなぞりつ

自然事故の無慈悲、歴史上の出来事の解読不

な効果を出すために使われる） をかけて、
クリス

つボルゴ峠 訳10を越えるのだが、その先にある

可能性を指さす。

ティアニア内の異なる複数の場所を写真に撮

ものといえば、伝説に満ちた空想のトランシル

2000年代初頭から中盤にかけてコースター

り、タイトルを二分割して、以前基地だったとき

ヴァニアではなく、似たような家ばかり建ち並ぶ

が手がけた写真シークエンスに、それぞれ悪
名高いオカルト教祖と誉れ高い啓蒙哲学者を

訳9

の軍事的名称と、不法占拠者たちが新たにつけ

郊外やら、不法伐採やら、
〈ドラキュラ城〉と名づ

た名前の両方を使用し、そうすることで、クリス

けられた観光客向けホテルやら、安手で悪趣味

扱った二点があって、これらもまた、現代のさ

ティアニアがくぐりぬけた変容をイメージと言語

な現実ばかりである。同じように現実の諸空間

まざまな変容のただなかで歴史上の諸痕跡

の両面で指摘したのだった。ついで、マシュー・

と架空の主体を突き合わせるものとして《新た

がどのような意義をもつのかを、壊れたアレゴ

バッキンガムと共 同 制 作した5面スクリーンの

（2004）
な土地（たち）とミッション船長の物語》

ヴィデオインスタレーション《チューリップハウ

があり、そこでコースターは或る実際の場 ̶

（2005）で コースター は、シチリア島 の 町 チェ

スのサンドラ、またはどうやって自由都市で生き

オランダのフレーヴォラント̶ の写真に、ウィ

ファル近 郊 で オカルト教 祖アレイスター・クロ

るか》
（2001）では、コースターはアーカイブか

リアム・バロウズの小説『紅夜の都市』の登場

ウリー（1875–1947）と信 者 たちが 暮らしてい

訳11

。コー

リーのかたちで示している。
《魔術師たちの朝》

た家を探して歩き、その過程をドキュメントし

ら引っぱってきた白黒写真と現地で撮影したカ

人物を喚起する要素を組み合わせた

ラー映像を使って、架空の人物であるサンドラ

スターは歴史上の探検家も取り上げている。た

た。1923年、ムッソリーニの命令によって閉鎖

が画面外から語る声を通し、さまざまなトピック

とえばスウェーデンの科学者ニルス・A・E・ノル

されてから「テレマ僧院」は打ち棄てられてい

についてあれこれと熟考をめぐらせる。クリス

デンショルド。グリーンランドの氷冠の奥へと

たが、30年後、映画作家ケネス・アンガーによっ

ティアニアについて、コペンハーゲン全体につ

踏み入った最初のヨーロッパ人だ。失敗に終

て再発見された。性科学者アルフレッド・キン

いて、火薬の時代に甲冑はどのような運命をた

わった探検に魅了されるというのは実に北方

ジーの協力を得てアンガーは、クロウリーらの

どるかについて、ヘロインの興隆について、オオ

ロマン主義的であり
（カスパー・ダーヴィト・フリー

グループが壁に描いた絵が漆喰で塗り潰され

カミの衰退について、等々。同作はニーチェが

ドリヒの《氷海》
［1823–24］に描かれた遭難船を見

ていたのを突きとめ、覆いを剥がした。壁画は

言う意味で遠近法的だ。オーディエンスは次々

るがいい ）
、
《アンドレーからの伝言》
（2005）と

タントラの実践や性的儀式、ドラッグ使用を指

と提示されるバラバラな視点を、そのつどパッ

題された作品でコースターは、スウェーデンの

し示していた。このように「かつてこの場所を通

パッと選りわけていくことを強いられる。
《擬似

気球乗りS・A・アンドレーがクヌート・フレンケ

り過ぎた個人たちが置き去りにしていった物語

夜景》も《チューリップハウスのサンドラ》も、ク

ル、ニルス・ストリンドベリという年下の協力者

や考え」はコースターに豊かな材料を提供した

リスティアニアが 約 束して い た ユートピアと、

ふたりと企て、無惨な失敗に終わった極地探

が、同時にまた、解きほぐせない「結び目」を物

埃っぽいその現実の姿とを併置してみせており

検をめぐって省察を展開する。
「1897年7月11

語に作り出したりもした。ここでの「結び目」と

（こういった組みあわせ方はまたもディーンを思い

日、アンドレー、フレンケル、ストリンドベリはス

は視線を拒む暗がりとでもいったもので、これ

起こさせる）
、両者とも或る特殊なモンタージュを

ピッツベルゲン、ダンスコヤ島を飛び立った」と

をコースターは、落書きの残る室内と、雑草に

《擬似夜景》の二分割タイト
構造としている̶

コースターは物語る。
「気球で北極を一周する

覆われた外観（ 家を見つけ出すことじたいが難し

ルの場合は内部でのモンタージュ、
《 サンドラ》

目論見だった」註40。しかし気球ははやばやと墜

くなっていた）
、その両方を撮った写真を通じて

のインスタレーション空間の場合は観者や 展

落してしまい、三人の探検家は叢氷に閉ざされ

伝達する。とすればコースターがオカルトに関

示スペースを浸し包み込むモンタージュ。コー

た無人島で消息を絶った。33年後、露光したネ

心を寄せるのは、この occult という語の複数

スターはその作品すべてで、歴史を並列させて

ガフィルムを納めた箱が発見された。イメージ

の意味においてだ。第一に、クロウリーらのグ

提示するモデルを差し出すが、上記のモンター

を含んでいるものもあったが、大半は「ほとん

ループが行っていた儀式はじっさいオカルト的

ジュはこのモデルに形式面で類同している̶

ど抽象的で、黒いシミや引っかき傷や光の条痕

だった（壁画を見ると、魔術的だったり卑猥だったり

個々の作品の内部空間に、異なる複数の時間性

が充満して」いた。この「視覚的ノイズ」をもと

見るだにうさんくさかったりしたことがわかる）
。第

を折り重ねるのである。
「比較というこの単純な

にコースターは16ミリ短篇映画を制作し、
「語

二に、コースターがオカルトに関心をよせるの

行為を通せば、ほんとうに物質として時間をとら

ることのできるものとできないもの、ドキュメン

は、公式文化のただなかで（クロウリーらの活動

えることができる」とコースターは書く。あるい

トと取り違えとが区別できない黄昏の領域を指

がそうであるように）秘密裏に営まれる活動の一

は、多領域を横断するドイツの碩学アレクザン

さ」してみせた。とすれば「アンドレーからの伝

例だからだ。そして第三に、この一帯に近代性

ダー・クルーゲが或るとき用いた言い回しによ

言」は、コースターによる再記入を経て、根本に

が侵入してきたことで、歴史上の出来事が覆い
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14

隠された occlusion という事実がある（かつて

カオスとしての歴史を喚起する」とコースターは

は漁村だったチェファルはいまや「発展著しいビーチ

書く。
「休眠状態でそこにあるもの。過去の出来

サイドタウン」と化している）
。

事を説明するときは、整然とした単線的な物語

こういった何重にもわたる隠蔽 occulusion
は、写真シークエンス《カント散歩》
（2003）も主

が使われるけれども、そんな物語よりもはるか

15

13 ヨアヒム・コースター《擬似夜景、クリスティアニア》
1996年（部分）。
アルミニウムにタイプCプリント。65 x 98 cm.
Joachim Koester, Day for Night, Christiania, 1996
(detail). C-print on aluminum. 26 x 38 1/2 inches.

に強い潜勢力をもっているもの」註41。

題とするところだ。理性の哲学者カントはケー

近代性は歴史の痕跡を消去するが、そのさな

ニヒスベルクに暮らしたが、生涯の終わりに幻

かで複数の「宙吊り点」を生産する。そこでは、

覚に苦しんだ。その後、彼の生地たるこの街は

近代性の発達の仕方にはムラがあるというこ

14 ヨアヒム・コースター《魔術師たちの朝（悪夢の部屋#1）》
2005年。タイプCプリント。47.6 x 60.3 cm.
Joachim Koester, Morning of the Magicians (Room of
Nightmares #1), 2005. C-print. 18 1/2 x 23 1/2 inches.

さまざまな非理性の力によって滅茶苦茶にな

と、あるいはむしろ、近代性は、同じくムラのあ

る。1938年 の「 水 晶 の 夜 Kristallnacht 」訳12 に

る仕方で、実にしばしば廃墟へと退歩するのだ

さいしてはナチに非道な扱いを受け、1945年に

ということが露呈する。コースターを惹きつけて

英国空軍の爆撃で灰燼に帰したあと、ソ連に併

やまない「盲点」とはこうしたもののことだ。
「盲

合されてカリーニングラードと改称される（長年

点 blind spots 」は一種の矛盾語法で訳13、ふつ

スターリンの側近だったミハイル・カリーニンにちな

うは見過ごされているが、にもかかわらず何か

んだ名だ ）
。写真シークエンスでコースターは、

しら洞察を与えてくれるかもしれない場を示唆

カントが日課としていた散歩のコースをたどる

する（
『オックスフォード英語辞典』によれば、blind は

ことで、このようにたがいに絡まりあった複数の

「視覚または光を妨げるもの」であるだけでなく
「猟

《カント散歩》でコースターは、シチュアシオ

歴史を喚起する。だがここでも道すじを発見す

師が用いる隠れ場所」でもある）
。コースターにとっ

ニスムの「心理地理学」を喚起する。規則や理

ることは簡単ではなかった。
「今日いろいろなも

て、こうした点は安定しておらず、ありふれたも

性というよりは偶然や欲望を導きとして空間の

2003年（部分）。
15 ヨアヒム・コースター《カント散歩》
タイプCプリント。47.6 x 60.3 cm.
Joachim Koester, The Kant Walks, 2003 (detail).
C-print. 18 1/ 2 x 23 1/ 2 inches.

なるか、この両方に向けられている註42。

のの場所を見つけ出そうと思ったら、ケーニヒス

のと不気味なものとがふだんは見られないよう

なかをさまよい歩くという実践だ。ただしコース

ベルクの地図と、カリーニングラードの地図と、

な仕方で混ざりあっていて、歴史の無意識の日

ターにとってもっとも重要な参照対象はロバー

二枚の地図を重ねあわせる必要がある」とコー

常的なありようを示す徴候だ。ベンヤミンは或

ト・スミッソンの多次元旅行である（すでに見たと

スターは説く。しかも自分で歩いてみると、不発

るとき、ユジェーヌ・アジェは人 気のないパリの

おり、スミッソンは複数のアーカイブ的アーティストに
とってカギを握る人物だ）
。いくつかの点で、
カリー

弾が埋まったままになっていたり、戦後に建物

街路を、まるで犯行現場であるかのように撮る

、役
ができていたり
（廃墟と化しているものもある）

と言った。コースターも現場検証的な眼差しを

ニングラードへと赴くコースターはニュージャー

所が健忘症に陥っていたりして、またまた行手

持っているが、彼が提示する人通りの絶えたイ

ジー州パサーイクへと踏み込んでいくスミッソン

を遮られることになった。
《カント散歩》は、異な

メージは、資本主義のジャンクスペースとか、国

に似ている̶思いがけずモニュメントとなっ

るいくつもの場所が時間上で衝突しあう空閑地

家による抑圧とか、忘却一般といったかたちの

てしまった事物を探しているのである。そこでは

といったようなものを示唆する。この点でとくに

もとで、わたしたちにとっては馴染み深いものと

「歴史または時間が物質的に［なる］
」註43。また

多くを物語っているのは、ソ連時代の文化セン

なっている。写真に備わった特別な本性を利用

別のプロジェクト
《歴史たち》
（2005）でコース

ターを捉えた一枚の写真だ。1970年代初頭、

してコースターは、
「事物の「指標 index」
」が時

ターは、時間をそんなふうに物質として徴づけ

むかし城があった場所に新しく建てられたのだ

間のなかに浮かび上がってくる、そして時間の

るモニュメント群を探しに行き、スミッソン他の

が、城時代の地下道のせいで地盤が不安定だ

なかへとふたたび沈んでいく、その両方を把捉

アーティストたちが50年ほど前に撮影したいろ

ということになり、空っぽのまま、単に放置され

する。コースターが抱く二重の関心とはこうした

いろな現場を精確に複製する註44。自作が喚起

て荒廃した。
「まわり道、行き止まり、雑草に覆

もので、
「 歴史がいかにして物質化するか」
、そ

する歴史たちについてコースターがコメントす

われた街路、工業地区に埋もれた小さい城が、

して歴史がいかにして腐敗し謎めいた沈殿物と

るには、
「少なくともふたつの歴史がある。コン

40
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セプチュアル〔アート〕の写真のそれと、描写さ

回帰し、いっぽうで異なる複数の実践がエント

イグ・エルウッドらが設計したケーススタディ住

れている場所と出来事のそれと」
。後に残され

ロピー的に混ざりあう註49。デュラントは、戦後

宅の形姿に虐待を加える彫刻やコラージュを

た観者の役割は、提示された証拠を通じて、そ

アメリカ文化という史料体のなかでとくにふた

発表してもいる。彫刻はこうした住宅を、発泡ス

こで起きているさまざまな変化をあとづけるだ

つの時点に惹かれている。1940年と50年代の

チロールを核にダンボール、合板、プレクシグ

けでなく、たがいに照合してみることだ。

後期モダニズムデザイン、たとえばチャールズ

ラスで粗雑な模型に仕立てており、焦がしたり

コースターが「事物の指標」に向ける注意は

とレイ・イームズ、そして1960年代と70年代の

穴をくりぬいたり落書きをしたりしてある。さら

アレゴリー的で、ここでもまたベンヤミン、そし

初期ポストモダニズムアート、たとえばロバー

なる侮辱としてミニチュアのテレビを備えつけ、

てゼーバルトを思い出させるが、ただしディーン

。
ト・スミッソン（ここでもまたまた出てくるわけだ）

ゴミみたいな昼ドラやトーク番組を流している

に似てコースターも、前者が救済に対して抱い

今日、一番目の時点は遠く隔たっているように

模型もある註54。コラージュもまた、階級間の憎

た希望と、後者がメランコリーのなかで抱いた

見え、すでにさまざまなリサイクルの対象となっ

悪がえげつないかたちで噴出している様子を

諦念、その両方から相対的に自由である。この

ており、デュラントはオリジナルと反復の両方

描き出す。あるイメージでは、ジュリアス・シュ

点では『悪魔の盲点』のアレクザンダー・クルー

を批判的に捉える見通しを提供する。第二の

ルマンがケーニックの住宅を撮影した古典的

ゲのほうが、精神面でコースターに近い註45。ク

時点は今まさに歴史の仲間入りをしようという

な写真のなかに人物像がふたり登場してビー

ルーゲも事実とフィクションのあいだの境界が

閾に立っていて、そこには、或るとき〔このような

ルをガブ飲みしている〔Beer Bong (1994)〕。も

ぼやけたところを歩き、盲点に惹きつけられて

「閾」について〕ミシェル・フーコーが書いたよ

との写真のほうは、趣味の良さは日常を超越す

いる。そうした盲点は時として、歴史がどのよう

うに「まさに我々のものであることをやめたば

るといった夢想を喚起しているのだが、人物た

に転回したか、あるいはこれから先どのように

かりの言説」が含まれており、そういうものであ

ちのせいでこの効果は台なしである。また別

転回する可能性があるのかをわたしたちに明

るがゆえに、同時代の思考のなかの「隙間〔隔

のイメージでは、
〔同じくモダンなリヴィングに〕

かす註46。クルーゲにとって、こうした契機は悪

「わた
たり〕
」を示してくれるかもしれない註50。

ゴミみたいなパーティーガールがこちらに向

魔がうたた寝しているときに姿を現す。そういう

しは自分じしんが生まれた時代に構想された

かって尻をむき出しているのが貼り込まれてい

とき扉が半開きになっていて、
（ベンヤミンが希望

事物に惹きつけられることが本当に多い」と

て〔Modern Moon (1994)〕
、性など卒業しまし

した）救世主ではないにせよ、少なくとも変化の

ディーン（1965年生）はコメントしている。同じこ

たとすましこんでいる〔シュルマン／ケーニック

可能性が入ってくるかもしれない。コースター

とはディーンや彼の同世代にも当てはまる註51。

の〕世界のツンとした気取りをことごとく解体し

もまた、そういう役割を自作が果たすことを意

ただしデュラントのアーカイブ材料は、同僚た

てしまう註55。さらに別の作品でデュラントは、ミ

図している̶「潜勢的に可能な物語が繰り広

ちのそれに比べるともっと不安定であるように

ニチュアのトイレや下水配管のダイアグラムと、

げられる情景」という役割である註47。とはいう

思える。それは回復だけでなく、崩壊に対して

イームズの椅子、イケアの棚、ミニマリズムふう

ものの、クルーゲにおいてと同じくコースター

も開かれているようなのだ。

の箱を併置してみせる。ほとんど文字どおりの

においても、盲点とはあくまで悪魔のそれであ

ロサンジェルスを拠 点とするデュラントは、

意味で、彼は「グッドデザイン」に配管を施して

り、だから何でもいいが変化がわたしたちに訪

上で見た第一の時点を喚起するにあたり、南

plumb〔＝探りを入れて〕いるわけであり、そう

れるというとき、それが良い方向への変化であ

カリフォルニアと結 びつ いた典 型 的なデザイ

したデザインを体現するクリーンなモノたちに

るとは限らない。

ンを用い、このデザインに形 式主義の抑圧性

コントロール不可能な肉体を再接続してやり、

を見出して、それに対する攻撃的な応答を演

文化から他者を締め出そうとする封鎖の動きの

ディーンとコースターに似て、デュラントが使

じる註52。デュラントはかつて大工をしていたこ

電源をひっこ抜いてしまう。デュラントは、新旧

役する手段も実にさまざま ̶ドローイング、

とがあって、ひとつの階級闘争を舞台化して

のピカピカな〈住むための機械〉訳14 への復讐と

写真、コピーのコラージュ、彫刻、インスタレー

みせる。後期モダニズム建築は洗練をきわめ

いう幻想をいろいろと演出してみせているので

ション、音声、ヴィデオ̶だが、ディーンとコー

ていて、すでに大企業〔のオフィスビル〕かつ

ある註56。

スターが厳密な仕方で媒体を用いるのに対し、

郊外〔の高級邸宅〕と相場が決まっていた。こ

デュラントが取り上げる二番目の史 料体＝

デュラントは形式と形式のあいだにあるカオス

の時代様式が労働階級を排除していたこと

時点は一番目よりも幅が広く、1960年代後半

的な空間を積極的に活用する。加えてさらに、

はほとんど当然の前提であって、労働階級は

や70年代初頭の先進的アート、ロック文化、市

ディーンとコースターは源 泉を収集するさい綿

支 配階級に対する怨念を募らせることになっ

民権闘争を含みこんでいて、ここから取った記

密なのに対し、デュラントの材料サンプリングは

た。この両者のあいだの闘争がデュラントの

号を彼はしばしば組みあわせて使う。こうして

折衷的だ。じっさいミッドセンチュリーデザイン

主題である。かくして彼は、イームズのシェル

アーカイブを探査していくと、スミッソンが特権

から1960年代の社会アクティヴィズム、ロック

チェアといった家具を床に上下逆さまに置いた

的な符牒となる。ディーンとコースターに似て

ンロール史から今日の日曜大工文化といったよ

カラー写 真を提 出し
〔Chair #1–6 (1995)〕
、非

デュラントも、スミッソンを〈アーキビストとして

うに多岐にわたっているのである註48。

常に珍重されているこうした品々が「辱めを受

のアーティスト〉の初期の模範であると同時に、

デュラントは自らのアーカイブを、空間化され

けるべく支度されて」いるさまを示している註53。

ここで問題になっている史 料体のなかでカギ

た無意識というようなかたちで演出してみせる。

デュラントはまた、1945年から1966年にかけて

を握る項目と見なす。自作の一点、
《 風景アー

そこでは抑圧された内容が秩序を攪乱しつつ

リチャード・ノイトラ、ピエール・ケーニック、クレ

》
（2002）でデュラントは、
ト
（ エモリー・ダグラス）
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上下逆さまにした木を撮ったスミッソンによる

ば、区別を崩壊させてしまうエントロピーの作

写真シークエンスを、ブラックパンサー党のグラ

用を歴史の領野、スミッソン本人を含めた過去

フィックデザイナーを務めたエモリー・ダグラス

のさまざまな文化実践にまで拡げて適用する。

を間接的に象徴する要素と組みあわせる。他

スミッソンにとって砂場が表していたものを、

の作品でデュラントは《部分的に埋められた木

デュラントにとっては《部分的に埋められた木

小屋》を引用する。スミッソンが1970年1月、ケ

小屋》が表わすようになる。同作品はエントロ

ント州立大学に設営した作品である。ここでは

ピーをテーマとしているだけでなくその実例を

急進的なアート作品の模型が、警察権力による

提供してもいて、かつミクロな面̶1970年に

弾圧の記憶と混ぜあわされている̶スミッソ

部分的に埋められたあと木小屋は1975年に部

ンの作品のわずか数ヶ月あと、同じ構内で州兵

分的に焼失し、1984年に撤去された̶、そし

が四人の学生を殺害した事件のことだ。また、

てマクロな面̶木小屋は近年のアートと政治と

ロック文化のなかで「ユートピア」と
「ディストピ

を「部分的に埋められた」かたちで表わすアレ

ア」をそれぞれ間接的に象徴する出来事が、盛

ゴリー的なアーカイブとなる̶、両面での実

り上げた泥土に埋もれたスピーカーを通じて

例になっているからだ。デュラントは《部分的に

ウッドストックとアルタモント訳15 からの録 音を

埋められた木小屋》を「墓地と理解しました」と

註57

流すというかたちで暗示され、衝突する

。た

がいに方向性の食い違うこういった記号群が、

言う。ただしこの墓地は彼にとって肥沃な土壌
なのである註59。

このアーカイブ空間のなかでともに噴出するの

自作にデュラントは「うまくはたらかない弁証

だが、にもかかわらずそこで混合しもする。立

法、というか自分自身を否定してしまう弁証法

場の対立がぼやけて前進的アート、カウンター

を仕組む」ことが多い 註60。たとえばある作品

カルチャーの音楽、国家権力の実験的退化が

(1998)〕で
〔
《 四 元 場 ／ 連 想 的 ダイアグラム》

生じる。こういう仕方でデュラントは、ヴェトナ

は、ロザリンド・クラウスが30年以上前に提案

ム戦争時代の文化的‐政治的史 料体を粗描し

した「拡張された場における彫刻」を示す構造

てみせるだけでなく、そのアーカイブがマスメ

主義的マップに手なおしを加え、領域のカテゴ

ディアのごった煮へとエントロピー的に地滑り

リーとしてクラウスが書いた「風景」と
「建築」を

していくさまを指さすのである。
デュラントはスミッソン経由でエントロピーに

17

「歌詞」と
「ポップスター」に置き換える註61。こ
のパロディにはひとつの主張がともなっている。

たどり着く。スミッソンはエントロピーの基礎原

〔クラウスがそのダイアグラムを通じて記 述し

理を、有名な「モニュメントめぐり、ニュージャー

ようとした〕ポストモダニズムのアートという構

ジー州パサーイク」
（1967）で開陳していた。

16

造化された空間はしだいに退化していってい
る、という主張だ（デュラントのダイアグラムは「内

自分の心のなかの眼に、こういう光景を描
き出してみてほしい。砂場があって、いっぽ

ルチュラルスタディーズの時代におけるアート実践」

うに黒い砂、もういっぽうに白い砂というよ

などと名づけてもいいかもしれない）
。ひょっとする

うに［二分してある］。子どもをひとり連れて

とデュラントが暗に伝えようとしているのは、ポ

1995年。発泡スチロール、プレクシグラス、木、金属。

きて、砂場の中を時計回りに何百回も走ら

ストモダニズムの全盛期を画すこの〔クラウス

62.2 x 104.1 x 11.4cm

せる。しまいに砂は混ざり合ってグレイにな

によるダイアグラムの〕時点以降、弁証法は全

りはじめる。このあと子どもを反時計回りに

体として̶先進的アートのなかだけでなく文

走らせる。だが結果は最初の二分割が回復

化の歴史のどこをとっても̶ガタついてきて

されることではなくて、グレイさがいっそう増

おり、今日わたしたちは相対主義にはまりこん

し、エントロピーが増大することだ註58。

で、にっちもさっちも行かなくなっている、という

ほかにもいろいろあるなかで、スミッソンに

ことなのかもしれない。ひょっとすると彼はこの

とってエントロピーの役割とはなかんずく、アー

困難な状況をおおいに玩味しているのかもし

トにお いてはフォーマリズムが 設 定していた

れない。とはいうものの、デュラントのアーカイ

〔図／地、アート／非アートなどの〕区別、哲学

ブ的アートが暗に伝えていることはこれだけに

においては形而上学が設定していた〔主体／

とどまらない。彼の「まずい組みあわせ」はまた

客体、精神／物質などの〕対立を、完膚なきま

「連想的解釈のために場を設ける」役目も果た

でに論破することだった。デュラントはといえ

しているのであり、すべてがエントロピー的な
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破した場におけるインスタレーション」あるいは「カ

アーカイブ的衝動

An Archival Impulse

《廃屋 #4》
16 サム・デュラント

Sam Durant, Abandoned House #4, 1995. Foamcore,
plexiglass, wood, metal. 24 1/2 x 41 x 4 1/2 inches.
Durant images © Sam Durant. Courtesy of the artist
and Paula Cooper Gallery. Photo Brian Forrest.
《風景アート
（エモリー・ダグラス）》
17 サム・デュラント
2002年。タイプCプリント。127 x 152.4 cm.
Sam Durant, Landscape Art (Emory Douglas), 2002.
C-print. 50 x 60 inches. Photo Josh White.
18 サム・デュラント
《四元場／連想的ダイアグラム》
2002年。
紙に黒鉛。55.88 x 74.93 cm.
Sam Durant, Quaternary Field/Associative Diagram,
1998. Graphite on paper. 22 x 29 1/2 inches.

崩壊状態の観を呈しているときであっても、新

《ア
味で「没規範 anomie 的」なのでもない註64。

たなつなぎあわせを行うことは可能なのだと示

トラス》は源泉イメージの膨大な集成で、リヒ

てやろうという野心をもっていることの裏返し

唆している註62。

ターは自らのペインティングをしばしばここか

なのかもしれない ̶ 遅れて来たという性質

ているのは、ひょっとするとユートピアを実現し

ら汲み出しているが、ブクローによれば、あら

を、新たな生成変化という性質に転じてやろう、

「つなぎあわせられないものどうしをつなぎ

ゆる規則やロジックに抗するものなのだという

アート、文学、哲学、そして日常生活のなかの失

あわせ」ようとする意志。ヒルシュホルンが使う

（
「 anomie 」は ギリシャ 語 の anomia「 無 a +

敗したヴィジョンを回収してオルタナティヴな

この言い回しは、ここで論じてきた他のアーカ
イブ的アーティストたちにもしっくりくる。ただ

法〔規範〕nomia 」に由来する）
。これもまた、

種類の社会関係を描き出す可能なシナリオに

アーカイブ的アーティストたちの闘いとは違う。

変えてやろう、アーカイブという
〈場所ならぬ場

し重要なのは、これが全体化しようとする意志

〈断片的なもの〉のばあいと同じく、彼らは〈没

所〉を変容させてユートピアという新しい場所

ではないということだ。むしろそれは、ひたす

規範的なもの〉も前提条件として引き受けてい

にしてやろう、そういった野心を。ユートピアを

ら関係づけたいという願いである ̶ 間違っ

る、かつ、可能なら乗り越えようとする。この目

要求するという動きを、こんなふうに部分的に

た場所に置かれてしまっている過去を探査し、

的で彼らは、情動作用にもとづく新種の結びつ

復活させるのは意表を突いた振る舞いだ。つい

それを構成する痕跡のいくつかをたがいに照

け（どんなに部分的かつ暫定的なものにすぎないに

このあいだまでユートピア志向は、近代（主義）

らしあわせ、残っているもののうちで現在でも

せよ）をさまざま提案する。同時に、そうするこ

というプロジェクトのなかでも最も忌み嫌われ、

使えそうなのは何なのかを確かめたいという願

とが困難、時として不条理であることをも記銘

右派からは全体主義の強 制収容所だ、左派か

い。繰り返せば、こうした願い（ わたし自身のテ

するにしてもだ。

らは資本主義にもとづく白紙還元だと指弾され

／

タブラ・ラサ

アーカイブ的アートが偏っていたり、まるで

「発掘現場」を
ていた側面だったのだから註68。

点でさまざまに異なっている。ヒルシュホルン

あべこべ preposterous であったりさえするよ

「建設現場」に転じようとするこうした動きを歓

とデュラントはアヴァンギャルドとキッチュのか

うに見えることもあるのは、いまいった理由に

迎すべき理由は他にもうひとつある。歴史をト

クストのなかでも作動している）は主題や戦略の

註65

けあわせに重点を置いており、いっぽうディー

よる

。じっさい、この手の作品がつなぎあわ

ラウマ以上のものとして見ようとしないメランコ

ンとコースターはそういった括りからはこぼれ

せへの意志を示すさい、偏執狂の気味が覗くこ

リーの文化から離脱する動きが、そこでは示唆

落ちてしまうもののほうに引き寄せられる。ヒ

ともありうる̶だって偏執狂とは、むりやりつ

されているのである註69。

ルシュホルンとデュラントがつなぎあわせるば

なげあわせたりまずい仕方で組みあわせたり、

あい、その仕方は強引なことが多いが、ディー

自分だけの私的なアーカイブを作り上げたり、

ンとコースターのばあいはもろいことが多い、

地下世界で自分だけの覚え書きをしたためたり

等々。ともあれ、つなぎあわせへの意図ひとつ

し、その成果を観覧に供するといった実践以外

とっても、アーカイブ的 衝 動 が「アレゴリー的

の何だろうか註66。いっぽうで、こういった私的

衝動」とは違うものであることはわかる。後者

なアーカイブが公的アーカイブに疑問をつきつ

は、クレイグ・オーウェンスがポストモダニズム

けるということはたしかにある。私的なアーカイ

アートに見て取った特徴である（オーウェンスが

ブは、
〈シンボル的なもの〉の秩序全般を（ わず

念頭に置いていたのは、ラウシェンバーグからシェ

かなりとも）攪乱する倒錯的な企てと見なせるか

リー・レヴィーンに至るアーティストたちが、よそから

らだ。またいっぽうで私的なアーカイブは、
〈シ

註63

イメージを横領しているということだった） 。オー

ンボル的なもの〉の秩序が危機に陥っているの

ウェンスの見立てによれば、
〈アレゴリー的なも

だということを、あるいはまた、この法の作動

の〉とは断片性を本質とするモードであり、
〈シ

ぶりに重要な変化が起きているのだということ

ンボル的なもの〉に対置される。
〈シンボル的な

を、指さしている。フロイトにとって偏執狂者と

もの〉のほうは統合を目的としている（伝統的

は、不吉にも意味が枯渇してしまった世界に、

な対立図式だ）
。これに照らすと、カントが宣言

意味を投映する人のことだ（体系を構築しようと

した美的自律性は〈シンボル的なもの〉の側に

する哲学者は隠れ偏執狂者なのだ、というのがフロ

あることになり、クレメント・グリーンバーグが

イトの暗に言わんとするところである）
。これに似

了解していたかぎりでの「モダニズム絵画」も

てアーカイブ的アートも、文化の記憶が途絶え

そうだ。
〈シンボル的なもの〉の全体性をめぐる

てしまった、生産力ある伝統が欠落している、と

こうした論争は、アーカイブ的アーティストたち

いう感覚から立ち現れるものだったりするのだ

にとってはあまり重要でない。彼らにとって断

ろうか？ だって、こんなにしゃかりきになって

片的であることはあらかじめ与えられた前提だ

つなげあわせようとするのは、そもそも事物が

からである。それと同じで、本稿でいうアーカ

身の毛のよだつほどバラバラに見えるからに決

イブ的衝動は、ベンジャミン・ブクローがゲルハ

まっているではないか註67。

ルト・リヒターの《アトラス》に読み取ったような意

（訳：中野 勉）

アーカイブ的アートが偏執狂的次元を備え
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ティスト」石岡良治・星野太訳、
『表象』05（2011年）〕
9 ディーンは以下で「収集 collection 」を論じている。Tac-

1 Douglas Gordon in Hans Ulrich Obrist, Interviews,

18 ブクローは「新しいタイプの文化的価値」にちらりと触れ
ている。Buchloh, “Cult and Cargo,” 110.

ita Dean (Barcelona: Museu dʼArt Contemporani de

19 引用は『抵抗の美学』にユルゲン・ハーバーマスが付し

Barcelona, 2001). コースターは以下で「比較 compar-

た注釈である。Jürgen Habermas, “Die Moderne̶ein

2 Philippe Parreno in Obrist, Interviews, Volume 1,701.

ison 」に言及している。“Lazy Clairvoyants and Future

unvollendetes Projekt” (1980) in Die Moderne—ein

以下も参照。Tom McDonough, “No Ghost,” October,

Audiences: Joachim Koester in Conversation with

unvollendetes Projekt: Philosophisch-politische Aufsä-

no. 110 (Fall 2004).

Anders Kreuger,” Newspaper Jan Mot 43 / 44 (August

Voume 1 (Milan: Charta, 2003), 322.

3 以下を参照。Nicolas Bourriaud, Postproduction

2005).また「まずい組み合わせ bad combination 」とい

—La culture comme scénario: comment l’art repro-

うの はデュラント1995年 の 作 品 のタイトルで ある。
「リ

gramme le monde contemporain(Dijon: Presses du

ゾーム」を扱った古典的テクストは以下。Gilles Deleuze

réel, 2004).〔英訳が先に2002年に刊行された〕

tze 1977–1990 (Stuttgart: Reclam, 1990), 50.
〔ハーバーマス『近代 ̶未完のプロジェクト』三島憲一
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20 こういうわけでヒルシュホルンの戦略は、対象を模倣しつ

& Félix Guattari, Mille plateaux (Paris: Editions de

つ激化させるというダダが用いた戦略の現代版なのだ。

4 顕 著な例をふ たつを挙 げよう。2002年 度 のドクメンタ

Minuit, 1980).〔 ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ

ダダの戦略については本書第三章で取り上げる。
〔Fos-

（ディレクターはオクウィ・エンヴェゾー）は、世界各地で

『千のプラトー ̶資本主義と分裂症』上・中・下、宇野

ディスカッションの「プラットフォーム」を企画実現すると

邦一・小沢秋広・田中敏彦訳、河出文庫、2010年〕同書で

ter, Bad New Days, chap. 3.〕
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いう構想だった（カッセルでの展覧会はそうしたプラット
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(2000) とは〔ヒルシュホルンの〕一作品のタイトルで、高

フォームの最後のものであるにすぎなかった）。また2003

と非等質性の原理」をもっている点を特筆している。
「リ

級雑誌が詰まった巨大なクズカゴというものだった。Kü-

年度のヴェネツィア・ビエンナーレ（ディレクターはフラン

ゾームのどんな一点も他のどんな一点とでも接合されう

bel はまた監獄の房内便器を表わす語でもある。金融や

チェスコ・ボナーミ）は「ユートピアステーション」といった

るし、接合されるべきものである。これは一つの点、一つ

情報が絶えざる流れとしてあるような世界では、物象化と

セクションをフィーチャーしていた。
「双 方向性」というの

の秩序を固定する樹木ないし根とはたいへん違うところ

液状化とのあいだにほとんど対立はない（訳17）。この

は「関係性の美学」なる1998年のテクストでニコラ・ブリ

だ」Mille plateaux, 13.〔『千のプラトー』上、23頁〕

パラドクシカルな状態をヒルシュホルンは自身の躁病的

オーの提唱する同名の美学が目指すもののひとつであ

10 Thomas Hirschhorn, “Interview with Okwui Enwezor,”

ディスプレイの多くで喚起してみせる。ジャンクスペース

る。
〔Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle (Dijon:

in James Rondeau and Suzanne Ghez, eds., Jumbo

については以下を参照。Rem Koolhaas and Hal Foster,

Presses du réel, 1998)〕こうしたトレンドに対する批判と

Spoons and Big Cake (Chicago: Art Institute of Chica-

Junkspace with Running Room (London: Notting Hill

して以下を参照。Claire Bishop, “Antagonism and Rela-

go, 2000), 32. ガブリエル・オロスコの次の発言もこの

tional Aesthetics,” October, no. 110 (Fall 2004).
〔クレア・

文脈にはぴったりである。
「ぼくは「studio」という言葉

ビショップ「敵対性と関係性の美学」星野太訳、
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を文字通りの意味〔＝
「書斎」〕にとっています。生産の

「マスカルチャーにおける物象化とユートピア」の弁証

ための空間ではなくて、知のための時間という意味に」

法についてはフレドリック・ジェイムソンが著した同題の

5 レフ・マノヴィッチは以下でデータベースと物 語とが緊張

Gabriel Orozco in Obrist, Interviews, Volume 1, 646.こ

古 典 的テクストを参 照。Fredric Jameson, “Reiﬁcation

関係にあると論じている。Lev Manovich, The Language

こでもまた、取り上げてよさそうなアーティストは他にも

and Utopia in Mass Culture,” Social Text 1 (Winter

of New Media (Cambridge, MA: MIT Press, 2001),

大勢いるだろうし、わたしがじっさいに論じる作品にして
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シュホルンに関しては本書第四章でふたたび取り上げる。
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techapel Gallery, 2002).

Editions, 2013).
22 Buchloh, “Cargo and Cult,” 109.

よく知られ た

とマスカルチャーについて次のように指摘した。
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も資本主義の傷痕をもつと同時に、変革の諸要素をはら
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「創設

12 Hirschhorn in Obrist, Interviews, Volume 1, 396–399.
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この衝動は、デリダがアーカイブのなかに見ている破壊

んでいるのです［…］。両者はそれぞれ、完全な自由が
両極端に引き裂かれた半分なのです。むろんその二つ

ふたつの欲動がはたらいているさまを記述する。以下を

的エネルギーと緊張関係にある（註7参照）。

を足し算すれば済むわけではありませんけれども。その

参照。Jacques Derrida, Mal d’archive. Une Impression

13 Hirschhorn in Jumbo Spoons and Big Cake, 31.

一方を、別の一方のために犠牲にしてしまうのは、ロマ

freudienne (Paris: Editions Galilée, 1995).〔デリダ『アー

14 Ibid., 30.

ン主義的でしょう」ヴァルター・ベンヤミン宛書簡、1936

カイヴの病̶フロイトの印象』福本修訳、法政大学出版
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的」
「立法的」〕を用いて前衛の歴史のなかに相反するふ

114.

(Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1994), 171.〔『 ベンヤ

たつの命令がはたらいているさまを記述する。以下を参

16 Hirschhorn in Jumbo Spoons and Big Cake, 32; in

照。Thierry de Duve, et al., Jeff Wall (London: Phaidon

Obrist, 399. ヒルシュホルンが選びとる作家たちもかな

ミン／アドルノ往復書簡̶1928–1940』上、野村修訳、
森田團解説、みすず書房、2013年、203–204頁〕ヒルシュ

Press, 1996). アーカイブ的衝動は「アーカイブの病」と

り多様（スイスのヴァルザー、フランスのボーヴ、オースト

ホルンは、不具となったこれら片割れたちが今日呈する

どのように関係しているのか？ ひょっとするとアレクサン

リアのバッハマン、アメリカのカーヴァー）だが、いずれの

ドリアの図書館に似て、アーカイブというものはどれでも

作家も早逝したり
（ヴァルザーのケースでは）狂気に陥っ

23 以下を参照。Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit (1935).

様相の、ひとつのヴァージョンを差し出している。

大惨事（あるいはそういった出来事が振りかかるという脅

たりしている。ここでもふたたび未完成のプロジェクト、

〔エルンスト・ブロッホ『この時代の遺産』池田浩士訳、

威）に基礎を置いており、おのれが廃墟となることを避け

始まったが実現に至らなかったものたち、というわけだ。

られないがゆえに、その対抗策として差し出されるのかも

17 先行例はいくらもあるが、なかでもひょっとするといちば

水声社、2008年〕
24 Tacita Dean in Tacita Dean, 12.

しれない（訳16）。デリダにとってアーカイブの病とはもっ

ん含蓄に富んでいるのは、シュヴィッタースの《エロティッ

25 Ibid., 39.

と根深いもので、反復強迫や死の欲動と絡みあっている。

クな悲惨の大聖堂 Kathedrale des erotischen Elends 》

26 Ibid., 50.

8 以 下 の 拙 稿 を 参 照。Hal Foster, “Artist as Ethnogra-

かもしれない。これもまた一種のアーカイブで、公的領域

27 Ibid., 52. ディーンのアーカイブは、フーコーが「汚辱に

pher,” in The Return of the Real (Cambridge, MA: MIT

の残骸と私的なフェティッシュとを集めている（そしてまさ

塗れた人々の生」という総題のもとに探査した史料体を

Press, 1996).〔 ハル・フォスター「民 族誌家としてのアー

にこの両者の境界線を曖昧にする）からだ。

思い起こさせる。名もない主体たちにかかわる、1660年

44

アーカイブ的衝動

An Archival Impulse

から1760年にかけての「監獄や警察の文書、王への嘆

ナップショット」久 保 哲 司 訳、
『 ベンヤミン・コレクション

儀でもって、まず脇にずれて後ずさり。それは見せかけ

願書、監禁命令封印状」などを集成したものだ。こうした

1̶近代の意味』浅井編訳、ちくま学芸文庫、1995年〕

で、実のところ、けっこう速く前進する」
Günter Grass, Im

名もない unfamous 主体たちが汚辱に塗れる infamous

「ブルジョワジーの廃墟について語った最初の人はバ

Krebsgang (Göttingen: Steidl, 2002), 8–9.〔グラス『蟹

ことになったのは、ひとえに彼らが「権力と出くわしてし

ルザックである」とベンヤミンは「パリ̶十九世紀の首

の横歩き̶ヴィルヘルム・グストロフ号事件』池内紀

まった」がゆえだった。以下を参照。Michel Foucault,

都」
（1935年の梗概）で書いた。
「だがこの廃墟を見渡す

“La Vie des hommes infâmes” [1977], in Dits et écrits

ことは、シュルレアリスムによってはじめて可能となった。

II: 1976–1988 (Paris: Gallimard, 2001), 243, 240, 237.

前世紀〔十九世紀〕のさまざまな願望の象徴は、その表現

〔フーコー「汚辱に塗れた人々の生」丹生谷貴志訳、
『フー

である数々のモニュメントが崩壊しないうちに、生産力の

コー・コレクション6 ─生政治／統治』ちくま学芸文庫、

発展によって粉砕された」
Benjamin, “Paris, die Haupt-

2006年、215, 209頁（一部改変）〕

訳、集英社、2003年、11頁〕
38「幽霊狩り」はコースター本人の用語である。以下を参照。
Joachim Koester, “Lazy Clairvoyants and Future Audiences,” n.p.
39 Ibid.; Alexander Kluge, Die Lücke, die der Teufel läßt:

stadt des XIX. Jahrhunderts,” Gesammelte Schriften

im Umfeld des neuen Jahrhunderts (Frankfurt am

28 Dean in Tacita Dean, 54.

V-1, 59.〔「パリ̶十九世紀の首都」久保訳、
『 ベンヤ

Mein: Suhrkamp, 2005), 379. このように内部でモン

29 ルネー・グリーンも《部分的に埋められた木小屋》につ

ミン・コレクション1』355–356頁〕ここで問題になってい

タージュする手法はデジタル操作に依存していない。ゆ

いてのヴィデオを制 作している。以 下を参 照。Renée

る「願望の象徴」とは、自信の絶頂にあった19世紀ブル

えにイメージはドキュメントとしての効果をとどめている

Green, “Partially Buried,” October, no. 80 (Spring

ジョワジーが生み出した資本主義の驚異の数々を指し

（この効果じたいが疑問に付されることもあるかもしれ
ないが）。異なる時間どうしを併置した結果、一種「第三

1997). ヒルシュホルンが記念する人物の何人かがそう

ている。たとえば「パサージュと室内、博覧会場とパノラ

であるように、スミッソンもまた、ヒルシュホルン、ディー

マ」。百年近く経ったのち、これら構造物はシュルレアリ

の意味」
〔ロラン・バルト〕といったようなものが生まれる

ン、グリーンらにとっては、実現に至らなかったひとつの

ストたちを魅了することになる̶資本主義がさらなる

が、これはユイグなど、コースターと同世代のアーティス

始まりを代表している。
「彼〔スミッソン〕の作品は、わた

発展を遂げた結果、そのころにはすでに、こうしたモニュ

しがしょっちゅう滞在できるような、ひとつの概念的空間

メントは「夢の世界の残滓」、あるいはここでもふたたび

40 とくに断らないかぎり、コースターのテクストはすべて以

トたちが関心をよせるところである。

をわたしに許してくれる」とディーンはコメントする。
「時

「崩壊するまえにすでに廃墟となっている姿」に転じて

下 に 収 録。Joachim Koester, Messages from the Un-

間を越えた、信じられないような興奮、誘引力といったよ

いたのだった。ベンヤミンによれば、こうして流行遅れと

うな感じだ。当人とじかに丁々発止と言葉を交わして、相

なった空間に介入するという行為はシュルレアリストた

「第二次大戦後の痕跡がカリーニン
41 コースターは続ける。

手の考えやエネルギーが、作品を通じて伝達されてくる」

ちにとって、
〈古びたもの〉に閉じ込められている「革命的

グラードほど可視的になっているところは、ヨーロッパに

Tacita Dean, 61. この同じ一般アーカイブから、ディーン

エネルギー」を汲み出すことだった。上で触れたとおり

はない。ひとつの戦争からつきまとってくるものたち。来

は他のアーティストを引いてきてもいる。すなわちマル

今日のアーカイブ的アーティストたちにとって、流行遅れ

るべき世代の生や運命の形姿を定めた戦争から。わたし

セル・ブロータース、バス・ヤン・アデル、マリオ・メルツ。

seen (Lund: Lund Konsthall, 2006).

となったものは、シュルレアリストにとってそうだったのと

自身の生や運命もそうだ̶多くの人々と同じように「第

30 Dean in Tacita Dean, 54.

同じ力は有していない。実をいえば、自分たちが掘り起

三世代シンドローム」
（訳18）に侵されていて、いつでも

31 ひょっとするとこれらの 方 舟 は、映 画 作 家アレクサン

こしてくるさまざまな過去に対し（デュラントのように）相

引っぱられていっているような感じを持っている、どこか

ドル・ソクー ロフの『 ロシアの 方 舟 Russkij Kovcheg 』
（2002）
〔邦題『エルミタージュ幻想』〕に似通っているか
もしれない。ただしソクーロフがエルミタージュ宮という

反する感情を持っている者もいる。
33 以 下 を 参 照。Tacita Dean, “W. G. Sebald,” October,
no. 106 (Fall 2003).

空っぽの場所、
「言われないままになっていること」へと」
。
42 ここにはシュルレアリスムの小説中に挿入されている、し
ばしばごくありきたりな写真とつながる部分がある。以下

方舟を用いてロシアの歴史をひとつの全体として提示し

34 W. G. Sebald, Die Ringe des Saturn: Eine englische Wall-

を参照。Denis Hollier, “Précipités surréalistes (à lʼombre
du préﬁxe sur),” Les Cahiers du Musée National d’Art

たのと違って、ディーンは自分が語るストーリーを全体化

fahrt (Frankfurt am Main: Eichborn Verlag, 1995), 282,

しない̶むしろ正反対だ。或る示唆的なテクストのな

223, 279.〔W・G・ゼーバルト
『土星の環 ̶イギリス行

Moderne, no. 38 (hiver 1991).

かでマイケル・ニューマンはディーンの作品を、複数の媒

脚』鈴木仁子訳、白水社、2007年、223, 177, 221頁〕この

レ・ブルトンの〕
『ナジャ Nadja 』
（1928）のような小説では
「 指 標 的な記号〔＝本文中の写真〕は扉を半開きにして

オリエは 書く。
〔アンド

体、また複数の感覚のアーカイブとして論じている。以下

本のゼーバルトがディーンにいちばん近いように見える。

を参照。Michael Newman, “Medium and Event in the

35 W. G. Sebald, Die Ausgewanderten: vier lange Er-

Work of Tacita Dean,” in Tacita Dean (London: Tate

zählungen (Frankfurt am Main: Eichborn Verlag,

し、こないかもしれない」
“Précipités surréalistes,” 52.
43 Koester, “Lazy Clairvoyants and Future Audiences,” n.p.

おく。そこから〈賭ける明日〉が入場してくるかもしれない

以下に収録された諸テクストも理解に

1992), 5.〔W・G・ゼーバルト
『移民たち─四つの長い

役立つ。Tacita Dean: Seven Books (Paris: Musée dʼArt

物語』鈴木仁子訳、白水社、2005年、5頁〕このエピグ

Moderne de la Ville de Paris, 2003).「失敗した未来主

ラフに関しては以下を参照。Mark M. Anderson, “The

44 この作品では以下のような対象に降りかかった運命が示

義のビジョン」はヒルシュホルンが分断／つなぎあわせ

Edge of Darkness: On W. G. Sebald,” October, no.

される。スミッソンが1967年、パサーイクで目にしたゴー

を行うさいの一原理を指し示してもいる。
「わたしは彼

106 (Fall 2003).

ルデンコーチ・ダイナー（昔ながらの個人経営店だった

Britain, 2001).

らのあいだに、ありえるかもしれない戸口を開いたんで

36 Dean in Tacita Dean: Location (Basel: Museum für Ge-

スミッソンのテクストはこのあとの本文にも登場する。

のがダンキンドーナツに取って代わられている）。エド・

す」とヒルシュホルンは《ジャンボスプーンとビッグケー

genwartskunst, 2000), 25. 同じくロマン主義的なのは、

ルシェーが1965年『ロサンジェルスのアパートメントいく
つか Some Los Angeles Apartments 』でスナップした建

キ》に祀られている雑多な主体たちについて指摘してい

ディーン作品の挫折した人物像には、作者ディーン自身

る。
「リンクになっているのは失敗、いろいろなユートピ

の像と重なりあう部分が潜在的にあるという含みである。

アの失敗です［…］。ユートピアというものはけっしてうま

37 何はなくともディーンのアーカイブ的物 語は、世界が基

という粋な表札が「貸部屋あり」の横断幕に取って代わ

物のひとつ（正面にかかっていた「ファウンテンブルー」

くいかない。うまくいかないものということになっている。

本的にはすっかり区画整理されつくしてしまっているなか

られている）。ロバート・アダムスが1969年に撮った、コ

うまくいったら、もうユートピアではない」Hirschhorn in

で、なおもあてどなくさまよい歩く可能性を守りつづけて

ロラドスプリングスで建 設 中 の 規 格 住 宅（ 低 所 得 者 層

Jumbo Spoons and Big Cake, 35.

いるということはいえる。ディーンは自作が帯びる時間

の住む郊外が押し寄せてきている）。ベッヒャー夫妻が

32 以下を参照。Walter Benjamin, “Über den Begriff der

性のひとつを、旧東独のベルリンテレビ塔 Fernsehturm

1975年、ペンシルヴァニア州でドキュメントした巨 大 石

Geschichte” [1940], in Gesammelte Schriften I-2,

をめぐる2001年の「傍白」のなかで示唆して、
「後ろ向き

炭破砕設備（窓は割れ、線路にはカバノキが生えて、いま

ed. Hermann Schweppenhäuser & Rolf Tiedemann

に未来へ Backwards into the future 」と呼ぶ。この後

や前時代の遺物となっている）。ゴードン・マッタ‐クラー

(Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1991); “Der Surrealis-

ろ向きの運動は、ギュンター・グラスが2002年刊の小説

クが1973年、ニューヨーク市クイーンズ、ジャメイカ地区

mus. Die Letzte Momentaufnahme Der europäischen

のなかで実演してみせた「蟹の横歩き」を示唆するもの

でドキュメントした極小飛び地物件のひとつ（新たに生

Intelligenz” [1928], in Gesammelte Schriften II-1.〔ヴァ

だ。これはナチという過去が、徴候というかたちでいつ

け垣が付け加わった以外はまったく同じに見えるので、

ルター・ベンヤミン「歴史の概念について」浅井健二郎

までも残り続けていることを扱った小説だった。
「時代の

かえって怪しい─サイト‐スペシフィックなアートの「ド

訳、
「 シュルレアリスム̶ヨーロッパ知 識 人の最 新のス

行手を斜めによぎるのがいいのやら。こちらは蟹の流

キュメント」はすべて信頼に足るものなのだろうか？）。

アール issue 06 / 2016

45

マンハッタン東3丁目にかつて不動産王シャポルスキー

罪』五十嵐光二訳、平凡社、2011年〕
52 モダニズム建築に対するこういった攻撃には先例があり

ケ1971年の作品で取り上げられた建物のひとつ（以前

（たとえばトリスタン・ツァラやサルバドール・ダリ）、それ

は繁栄をきわめたシャポルスキー帝国だが、ハーケがド

がどういう政治的誘意性をもっているかはしばしば議論

第一に、アーカイブ的アートを、現代文化のすみずみま

キュメントしたなかで取り壊されずに残っているのはいま

の的となるところだ。ここでのデュラントはパロディと紙

で浸透している「記憶産業」
（たとえば記念碑の氾濫）と

やこの一棟のみ）。

一重である。

45『悪魔の盲点』とは以下の部分英語訳のタイトルである。
Kluge, Die Lücke, die der Teufel läßt. 原題を直訳すれば

病的な性質を帯びることがある。
67 以上の思弁はさらにふたつの点に関する思弁を誘う。

切り離すのは不可能だとしても、アーカイブ的アートは、

53 Michael Darling in Sam Durant, 14.

こういった産業はそれじたいとして健忘症的なものなの

54 デュラント─「ぼくの模型は造りがお粗末で、荒らされ

だ（ゼーバルトを思い出そう─「そして最後の残り物を

「悪魔が残した間隙」となる。
『悪魔の盲点』の或る箇所

ていて、メタメタです。これは、単に占拠してやるだけで、

でクルーゲは以下のような内的対話（訳19）を繰り広げ

建築がどういうダメージを受けることになるのかをアレゴ

いったアートはそれに対抗する別の記憶を実践すること

る。しかるべき部分を置き換えれば、コースターにも当て

リーとして表しているつもりなんです」
Ibid., 57.

を呼び求めている。第二に、アーカイブ的アートは両義的

はまるかもしれない。
「─この隠喩はどういう趣旨のものなんでしょうか？
あなたはドイツ文学者でいらっしゃいますけれども、な
ぜ歴史家の役を務めておられるんでしょうか？

記憶は破壊する」
）と示唆する。とすれば間接的に、こう

55 これらのコラージュはマーサ・ロズラーの《家庭に戦争を

な、脱構築的でさえあるようなかたちで、全般的な「アーカ

もってくる》と題された初期フォトモンタージュ群（1967–

イブ理性」
、つまり
「管理社会」と絡まりあっているのかも

72）を思い起こさせる。

しれない。そうした社会においてわたしたちの過去の行

56 これはスミッソンそしてマッタ‐クラークをモデルとして、
ま

動（診療記録、通関、政治への関与……）はアーカイブ化

たエヴァ・ヘッセからコーニリア・パーカーに至るフェミニ

されており、だからわたしたちが現在とる行動を監視した

いるんです。ひとつの時代がもうひとつの時代に滑り込

ズム・アートをモデルとして、ミニマリズムのロジックとモ

り、未来の振る舞いを予告したりすることが可能になって

んできている、という。

ダニズムデザインの両方を引っ掻き回す行為である。抑

いる。このようにネットワーク化された社会というものは

圧に対抗するこうした動きは《下敷きになっているものは

じっさい、分断されていると同時につなぎあわされている

解放されなければならない》とか《理解するために検査し

ように見えるから、アーカイブ的アートはこのパラドクシカ

─別々の出来事が並行しているということを示して

─気がつかないようなかたちで？
─同時代の証人のなかで気がついた人は誰もいな
かったですね」
Kluge, Die Lücke, 208.
46 アーカイブ的アートは指 示対象（訳20）に回帰している
面もあるし、指示対象を盲点として扱っている面もある。
アーカイブ的アートの難点がここにひとつ露呈している。
「いま展覧会に行くと、毎回作品にあわせなくちゃいけ
ない」とコースターはアンデシュ・クリーゲルとの対話で

た》
（1998）といったタイトルにスローガンとして示されて

ルな様相を擬態しているとみなしていいかもしれない（た

いるが、これもまたマイク・ケリーから借り受けたものだ。

とえばヒルシュホルンのディスプレイは情報の網を模造

57 以 下 を 参 照。James Meyer, “Impure Thoughts: The

したものに似ていることがある）
。アーカイブ的アートが、

Art of Sam Durant,” Artforum (April 2000).

一貫性がないと同時に体系的に見える秩序に偏執する

デュラントは関連する作品でローリング・ストーンズ、

のはそのせいかもしれない。上記のような「アーカイブ理

ニール・ヤング、ニルヴァーナをフィーチャーする。

性」の別々の段階についての別々の解説として以下を参

指摘する。
「その展覧会のマニュアルを見つけなくちゃい

58 Robert Smithson, “A Tour of Monuments of Passaic,

照。Allan Sekula, “The Body as Archive,” October, no.

けないし、じっさいマニュアルが必要なこともあるし、ぼく

New Jersey” (1967) in The Writings of Robert

39 (Winter 1986); Gilles Deleuze, “Post-scriptum sur les

は別にそれは悪いことだとは思わない」。認識論的な好

Smithson, ed. Nancy Holt (New York: New York

sociétés de contrôle,” in Pourparlers (Paris: Edition de

奇心はアーカイブ的アートにとってもっとも中心的な要素

University Press, 1979), 56–57.

といえる。ここに一篇のストーリーをかたちづくる断片が
あります、とアーカイブ的アートは言う。これらは、わたし

59 Durant in Sam Durant, 58. スミッソンもこの砂場につ
いて、ちらりと
「墓」と言っている。

たちが何を見、表象し、物語り、理解することができる（で

60 Ibid.

きない）のかをめぐって、これこれこういうことを教えてく

61 以 下 を 参 照。Rosalind Krauss, “Sculpture in the Ex-

れるかもしれません、
と。しかしそこから効果として生まれ

panded Field,” October, no. 8 (Spring 1979).〔ロザリン

るのは、しばしば認識論的ジレンマだ。わたし（観者）は

ド・E・クラウス「拡張された場における彫刻」
『オリジナリ

このストーリーに入っていって、苦労しいしいその謎めい

ティと反復─ロザリンド・クラウス美術評論集』小西信

たパズルを組み立てたいか？そうしなければならないの
だろうか？ 「ルールがわからないのにゲームに参加しな
くちゃいけないときほどうんざりさせられることはない」
とコースター は 認 める。Koester in “Lazy Clairvoyants

之訳、リブロポート、1994年〕
62 デュラントが1995年に書いた未公刊のステートメント。
以下に引用。Sam Durant, 14.
63 以 下 を 参 照。Craig Owens, “The Allegorical Impulse:
Notes toward a Theory of Postmodernism,” October,

and Future Audiences.”
47 Ibid.

nos. 12 and 13 (Spring and Summer 1980).〔クレイグ・

48 以下を参照。Michael Darling, “Sam Durantʼs Riddling

オーウェンス「アレゴリー的衝動─ポストモダニズムの

Zones,” in Darling, ed., Sam Durant (Los Angeles:

理論に向けて 第1部｜1・2」新藤淳訳・解題、
『ゲンロン』

Museum of Contemporary Art, 2002), 11. ダーリング

1・2（2015年12月・2016年3月）
（以下、順次同誌に分載

はこうした宇宙が、マイク・ケリーやジョン・ミラーが探求

予定）〕

したサブカルチャーに隣接するものであると記している。

64 以下を参照。Benjamin H. D. Buchloh, “Gerhard Rich-

Durant in Rita Gersting, “Interview with Sam Durant,”

terʼs Atlas: The Anomic Archive,” October, no. 88

49 in ibid., 62. 抑圧やエントロピーといったモデルのばあい
と同様に、デュラントはここでパロディと紙一重である。

(Spring 1999).
65 “Preposterous” はここで、
〈複数の時間性が交じり合って

50 Michel Foucault, L’Archéologie du savoir (Paris:

いる〉という意味でも使っている。
「前にあるもの the pre

Gallimard, 1969), 171–173.〔ミシェル・フーコー『 知の

」つまり
〈以前〉が「あとに来るもの the post 」つまり
〈以

考古学』慎改康之訳、河出文庫、2012年、249–251頁〕

後〉に接続されてしまっているということだ。以下の拙稿

51 Dean in October, no. 100 (Spring 2002): 26. こういっ

を 参 照。Hal Foster, “Preposterous Timing,” London

た1960年 代 回 帰 につ いては以 下 の 拙 稿を参 照。Hal

Review of Books, November 8, 2012. また本書終章も

Foster, “This Funeral Is for the Wrong Corpse,” Design
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ガース。こういう文学のなかでもアーカイブ的衝動は躁

らが所有していて、彼らの寡占を批判するハンス・ハー

参照。
〔Foster, “Coda,” Bad New Days.〕

and Crime (and Other Diatribes) (London: Verso, 2002).

66 アーカイブ的衝動は今日のフィクションにも見られる。た

〔 ハル・フォスター「葬儀にはまだ早 い」
『デザインと犯

とえば デイヴィッド・フォスター・ウォレス、デイヴ・エッ

アーカイブ的衝動

An Archival Impulse

Minuit, 1990).〔ジル・ドゥルーズ「追伸 ─管理社会に
ついて」
、
『記号と事件─1972–1990年の対話』宮林寛
訳、河出文庫、2007年〕
68 最 近 行 わ れ た手 厳しい 批 判として以 下を参 照。T. J.
Clark, “For a Left with No Future,” New Left Review 2:
74 (March/April 2012): 53–75.
69 Hirschhorn in Obrist, Interviews, Volume 1, 394.

訳者解題

訳註
1 「想定済みの荒らし行為 Planned vandalism 」はベン

12 1938年11月9–10日にドイツ各地でナチス主導のもとに

ジャミン・ブクローがヒルシュホルン論（原註15参照）で

行われた反ユダヤ暴動。その過程で割られた窓ガラスが

用いた語。ヒルシュホルンのディスプレイはしばしば路上

地面に散り、月明かりに輝く様子から「水晶の夜」と称さ

に設置されるため、
イタズラで構成要素をかっぱらわれた

れる。

り他のものと取り替えられたりすることが多いが、作者は
先刻承知なのだとブクローは言う。
2 American Idol は2002年に放送が始まったアメリカの人
気オーディション番組、また同番組から巣立ったタレント
のこと。
3 フランスの 作 家 ジャン・ジュネの 名 を英 語 読 み すると
「ジーン・ジニー」と聞こえる。
「The Jean Genie 」はデ

13 Spot は通常、何らかの面で異なっており、ゆえに周囲か
ら浮き立って見える「点」、またはそのようなものとして特
定の対象や箇所を目立たせる／に注目する行為を指す
ので、
「見えない blind 」という語とは本来「矛盾」する。
14〈住むための機械〉
Machine à habiter はル・コルビュジ
エが自身の住宅理念を定式化した概念として有名。ここ
ではモダニズム住宅建築デザイン全般を指す。

中野 勉

ここに訳 出したの は、初 め『オクトー バー』
2004年秋号に「アーカイブ的衝動」という表題
のもとに掲載された、アメリカの美術批評家／
美術史家ハル・フォスターによるエッセイであ
る。今やちょっとした古典的論文となっていて、
美術のみならず広く文化や記憶といった問題

イヴィッド・ボウイが1972年にリリースしたシングル盤だ

15 ウッドストック、アルタモントはどちらも1969年に開催さ

が、まさにジュネの名を（英語読みで）耳にしたことがひ

れた大規模な無料野外ロックフェスティヴァル。前者が

とつの発想源となって作曲された。

終始「愛と平和」の雰囲気のなかで進行したのに対し、後

2015年にはタイトルを「アーカイブ的」と短縮

者では乱闘が発生して死者を出す騒ぎとなった。

したうえでフォスターの著書『バッド・ニュー・デ

4 ここでフォスターが「不確定性原理」と呼んでいるのは、
厳密には「観察者効果」のことで、たとえば観測実験にお

16 Daniel Heller-Roazen, “Traditionʼs Destruction: On

いて、実験主体は自らが観測する対象に必ず何らかの影

the Library of Alexandria,” October, no. 100 (Spring

響を与えてしまうとする考え方。すなわち主客の完全な
分離はありえず、両者のあいだにはつねに何らかの相互
作用（一方による他方の「巻き込み」）が発生する。
5「自然の後 Nach der Natur 」はゼーバルトが1988年に
執筆した長篇散文詩のタイトル。

2002).

ほか、フォスターが2006年に発表したデンマー
ク人アーティスト、ヨアヒム・コースター論を組

この 概 念 は「 物 体 にする／なること
（Verdinglichung;
reiﬁcation）」という原義にふさわしく、
「硬化」のプロセス
として理解されていたといえる。しかし後期資本主義のも
とでは、物象化はむしろ「液体化」に近づいているという

History of Art as a Humanistic Discipline” [1940], in

のがここでのフォスターの論である。

学としての美術史」
『視覚芸術の意味』中森義宗・内藤

版にはいくつか軽微な書き換えが施されている

ジ・ルカーチが理論化したことで知られるが、そのさい

はとりわ けパノフスキーである。Erwin Panofsky, “The
Meaning in the Visual Arts (Chicago: University of

イズ』にひとつの章として再録された。この新

17「 物 象 化 」はマルクスによって用 いられ たあと、ジェル

6 フォスターが「人文主義」というとき念頭に置いているの

Chicago Press, 1955).〔アーウィン・パノフスキー「人文

をめぐる議論のなかで引用されることも多く、

18「第三世代シンドローム」とは、祖父母が体験したトラウ
マが、適切に解決されないまま（「言われないないまま」）
孫の世代に引き継がれること。

み込むことで大幅に拡充されている。邦訳にあ
たってはこの2015年版を底本とした。
本論文の初版以前にも、
「アーカイブ」という
語はすでにフォスターの仕事のなかで重要な
役割を果たしていた。その一例が2002年、や
はり
『オクトーバー』誌に掲載された「モダン・

19 フォスターは「 内 的 」対 話と呼んでいるが、クルーゲの

アートのアーカイブ」である*1。この論文は19

Foster, “Archives of Modern Art,” ch. 5 of Design and

原典では、新聞記者が或る日本人ドイツ文学者にインタ

世紀半ばから20世紀半ばまでの美術の理論と

Crime (and Other Diatribes) (London: Verso, 2002).〔ハ

ビューしている。

実践の歴史から三つの時点を選び出して考察

秀雄・清水忠訳、岩崎美術社、1971年〕以下も参照。Hal

ル・フォスター「モダン・アートのアーカイブ」
『デザインと
犯罪』五十嵐光二訳、平凡社、2011年〕

20 Referent [référent] とはソシュール言語学で、或る記号に
呼応する現実のこと。

し、同一の問題群、同一の言説秩序が、そのつ

7 マーク・M・アンダーソンは その ゼー バルト論（ 原 註35）

どかなりの変更を蒙りながらも、再帰してくるさ

で、このエピグラフのドイツ語原文 Zerstöret das Letzte /

まを示すというものだった。
「アーカイブ」は、こ

die Erinnerung nicht が相互に矛盾する複数の意味に理

の論文の段階では、
ミシェル・フーコーが『知の

解できることを指摘している。ここではフォスターの議論
が英訳（ゼーバルト自身の綿密な校閲を経ている）に依

考古学』
（1969）で行った有名な定義づけに依

拠していることに鑑み、英訳の解釈にしたがった。Sebald,

拠しながら、いまいったような言説の〈言説秩

The Emigrants, trans. Michael Hulse (New York: New

序〉の意味でもっぱら用いられていた*2。した

Directions, 1996), 1. ちなみに鈴木仁子氏による邦訳

がってそこでの議論は主として概念や歴史にか

（原註35参照）は「すべてを壊しても／記憶は残る」
8 1953年、カナダ政府がレゾリュートへの強制移住を開始
した背景には、北極圏において主権を確立しようとする目
論見があった。レゾリュートの歴史には他国との「境界線」
確定の欲望が当初から密接に関係していたわけである。
9 このようなフィルターを含め、擬似的に夜景を創り出すこ
とを目的とした映画技法を英語で Day for night 、フラン
ス語で Nuit américaine と呼ぶ。コースターは前者を目

かわるものだったといえる（ただしフォスターは、
上記の三つの時点が現在にも影響を及ぼしているこ
とに触れて論文をしめくくってはいる）
。

その二年後、フォスターはふたたび「アーカ
イブ」を取り上げるわけだが、そのさいこの概
念に与えられた課題は根本的に変わった。同

作のタイトルとしているわけだが、これらはそれぞれフラ

時代の美術のなかに浮上しつつあった或る種

ンソワ・トリュフォー監督による1973年の映画作品の英・

の傾向に注目し、その輪郭を際立たせるフレー

フランス語におけるタイトルでもある（邦題『アメリカの
夜』[1973] ）
10 作中でドラキュラ伯爵領（トランシルヴァニア）への玄関
口とされる。現在の呼称は「ティフツァ峠」。
11『シティーズ・オブ・ザ・レッド・ナイト』飯田隆昭訳、思潮社、
1988年

ムの役を果たすようになったのである。フォス
ターの見方では、この新傾向の最良の例はトー
マス・ヒルシュホルン、タシタ・ディーン、サム・
デュラントらであり、彼らはそれぞれ方法や関
心事は異なるものの、過去に取り憑かれ、歴史
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的データの収集と提示を作品の基礎とする点
が共通していた。ふたたびフーコーも（デリダ、
ベンヤミン等々の重要な論者たちと並んで）触れら

れてはいるが、ここでフォスターが「アーカイ

*1 同 誌2002年 冬 号 に載ったあと、同 年 出 版され た著 書
『デザインと犯罪』に再録された（五十嵐光二訳、平凡社、
2011年）
。
*2 フォスターは「モダン・アートのアーカイブ」での着想やフー
コーへの参照を、以下の論文で試験的に展開していた。

ブ」の語を用いたのは、彼の考察対象がそうす

“The Archive without Museums,” October, no. 77

ることを示唆した、さらには強いたからにほか

(summer 1996)

ならない。

*3 ボードレール「1846年のサロン」
『ボードレール批評1』阿
部良雄訳、ちくま学芸文庫、1999年、82頁。

フォスターはこんなふうに〈いま現在〉と取り

*4 フォスターが最近行った論争の例として、
『 バッド・ニュー・

組む点で定評があるが、彼にとってそうした取

デイズ』でのジャック・ランシエールやブリュノ・ラ・トゥー

り組みは単なる知的営みといったものでは決

ルに対する手厳しい反論がある。

してない。ボードレールのよく知られた定式を
借りるなら、それは「偏向的で、情熱的で、政治
的で」あり、
「排他的な観点、だが最も多くの地
平を開く観点に立って」なされる評定の試みな
のである*3。それゆえフォスターが、同じく現代

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

美術を論じる他の書き手と衝突するといったこ

ハル・フォスター

とも起こりうる。本論文ではオクウィ・エンヴェ
ゾー、ハンス・ウルリッヒ・オブリスト、ニコラ・ブ
リオーといった名が挙がっているが、必ずしも
好意的に触れられているとは言いがたい。
ただし、フォスターが論争というものそれじた

1955年シアトル生まれ。プリンストン大学美術史考古学科教
授。
『オクトーバー』誌編集委員。主な編著書に、
『反美学：ポス
トモダンの諸相』
（室井尚、吉岡洋訳、勁草書房、1987年）
、
『デ
ザインと犯罪』
（五十嵐光二訳、平凡社、2011年）
、
『アート建築
複合態』
（瀧本雅志訳、鹿島出版会、2014年）などがある。

いを目的とすることは稀であることは注意して
おく必要がある（必要なときはいさぎよく受けて立

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

つのも事実だが ） 。強いていえば、本論におい

中野 勉（なかの・つとむ）

*4

てフォスターが問題視しているのは、自分自身
の同僚や先行者、とくにクレイグ・オーウェンス
だ。オーウェンスやフォスター自身を含めた『オ
クトーバー』寄稿者たちがその確立に貢献した
ポストモダニズム批 評（ これ はデザイン、アート、
建築などの分野で、同じ呼称のもとに知られている
動向とはまったく別物である）は、1970年代後半

から80年代前半にかけてのアートや文化を読
み解くうえできわめて有効だったのだが、90年
代に入るとフォスターは急速にこの言説への不
満を強めていった。本論文でも随所で指摘され
ているとおり、ポストモダニズム批評が既成の
秩序を打破するものと同定した条件の多くが、
今やごく当然のものとなってしまっていて、絶え
ず変化する現代美術を適切に語るためには、
新たな理論化が必要だ̶こういったところが、
現在のフォスターの切実な感想なのである。新
著『バッド・ニュー・デイズ』を構成する他の各
「擬態的」
章（それぞれ「アブジェクト（おぞましい）」
「脆弱な」といった刺戟的なタイトルが付されてい
る）と並んで「アーカイブ的」は、この新たな理

論構築の一契機をなすものであり、こんにちの
先端的批評がどのような新方向を目指して進
んでいっているのかを指し示している。
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1972年生。美術翻訳。主な訳書にフォスター
『第一ポップ時代』
、
サルガド『わたしの土地から大地へ』
（ともに河出書房新社）
。

Consider a temporary display cobbled to-

and Raqs Media Collective, among others),

of ﬁlms by Alfred Hitchcock, Martin Scors-

gether out of workaday materials like foil

but the aforementioned artists are enough

ese, and others.*1 Drawn from the archives

and tape, and ﬁlled, like a homemade study-

to indicate an archival impulse at work, in-

of mass culture, these sources are familiar

shrine, with a chaotic array of images, texts,

ternationally, in recent art. Hardly new, this

enough to ensure a legibility that can then

and testimonials devoted to a radical artist,

impulse was active in different forms in the

be disturbed or redirected. Yet often, too, the

writer, or philosopher. Or a brief meditation

prewar period when the possible repertoire of

sources are obscure, retrieved in a gesture

in ﬁlm on the huge acoustic receivers built

artistic sources was extended both politically

of alternative knowledge or counter memory.

on the Kentish coast in England between

and technologically (e.g., the photo ﬁles of

Such work will be my focus here.

the world wars but soon abandoned as an

Alexander Rodchenko, the photomontages of

Sometimes, archival samplings push

outmoded piece of military technology. Or

John Heartﬁeld, the photo album of Hannah

the postmodernist complications of original-

an elliptical reﬂection in various mediums

Höch); and it was lively again in the postwar

ity and authorship to an extreme. Consider

on a doomed expedition to the North Pole

period, especially as appropriated images

the collaborative project No Ghost Just a

led by a foolhardy Swedish balloonist at the

and combinatory formats became common

Shell (1999–2002) led by Pierre Huyghe

end of the nineteenth century. Or a funky in-

idioms (e.g., the pinboard aesthetic of the

and Philippe Parreno. When a Japanese

stallation that juxtaposes a model of a lost

Independent Group, the Combines of Robert

animation company offered to sell some of

earthwork from 1970 with slogans from the

Rauschenberg, the essay ﬁlms of Chris Mark-

its minor manga characters, the two French

civil rights movement and recordings from

er and others, the informational structures

artists bought one such person-sign, a girl

the legendary rock concerts of the same pe-

of Conceptual art, the documentary modes

named “AnnLee,” elaborated this glyph in

riod. However disparate in subject, appear-

of institution critique, the research videos of

various pieces, and invited other artists to do

ance, and effect, these works̶by the Swiss

Dan Graham and others, the purloined pic-

the same. The project became “a dynamic

Thomas Hirschhorn, the English Tacita Dean,

tures of feminist art). Yet an archival impulse

structure,” Parreno commented, a “chain”

the Dane Joachim Koester, and the American

returned with special force in the early 2000s,

of projects; it also turned into “the story of a

Sam Durant, respectively̶share a model of

to the point where it could be considered a

community that ﬁnds itself in an image,” an

artistic practice as an idiosyncratic probing

distinctive tendency in its own right.

image archive in the making.*2 At the time,

In the ﬁrst instance, these archival artists

the critic-curator Nicolas Bourriaud cham-

are drawn to historical information that is lost

pioned such art under the rubric of “post-

These examples could be multiplied

or suppressed, and they seek to make it phys-

production,” which underscores the sec-

many times over (a list of practitioners in this

ically present once more. To this end they

ondary manipulations visited on such found

mode might also include Yael Bartana, Mat-

elaborate on the devices of the found image,

forms, yet the term suggests the changed

thew Buckingham, Tom Burr, Gerard Byrne,

object, and text, and often favor the installa-

status of the artwork in an age of digital

Moyra Davey, Jeremy Deller, Mark Dion,

tion format as they do so, the nonhierarchi-

information as well̶information that often

Stan Douglas, Omer Fast, Joan Fontcuberta,

cal spatiality of which they use to advantage.

appears as virtual readymades, as so much

Liam Gillick, Douglas Gordon, Renée Green,

Some practitioners, such as Douglas Gordon,

data to be reprocessed and sent on.*3 It is in

Pierre Huyghe, Zoe Leonard, Josiah McElhe-

gravitate toward “time readymades,” that is,

keeping with this order of information that

ny, Christian Philipp Müller, Philippe Parreno,

given visual narratives that are sampled in

many artists came to “inventory,” “sample,”

Walid Raad, Danh Vo, the Otolith Group,

image projections, as in his glacial versions

and “share” as ways of working.

into a particular ﬁgure, object, or event in
modern art, philosophy, or history.

An Archival Impulse
Hal FOSTER
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This last point might imply that the ideal

a synchronic register of ﬁeldwork, while the

with affect.*12 In this way his work is not only

medium of archival art is the mega-archive of

former turns to minor historical materials, on

institutive but also libidinal; at the same time

the Internet, and several terms that evoke the

a diachronic axis of research.*8

the subject-object relations of advanced cap-

electronic network, such as “platforms” and

The art at issue here is archival in a few

italism have transformed whatever counts as

“stations,” did appear in art parlance of the

senses. First, it not only draws on informal

libido today, and Hirschhorn works to regis-

2000s; the Internet rhetoric of “interactivity”

archives but also produces them, and does

ter this transformation and, where possible,

was also pervasive at the time.*4 However, in

so in a way that underscores the hybrid con-

to reimagine these relations as well.

most archival art, the actual means applied

dition of such materials as found and con-

Hirschhorn produces interventions in

to these relational ends are far more direct

structed, factual and ﬁctive, public and pri-

public space that probe how this category

and tactile than any Web interface. The ar-

vate. Then, too, this art often arranges these

might still function today. Many of his pro-

chives at issue here are not databases in this

materials according to a matrix of citation

jects play on vernacular forms of marginal

sense: they tend to be funkily material and

and juxtaposition, and sometimes presents

barter and incidental exchange, such as the

recalcitrantly fragmentary, and as such they

them in an architecture that can be called

street display, the market stall, and the infor-

call out for human interpretation, not ma-

archival: a complex of texts, images, and ob-

mation booth̶arrangements that typically

chinic processing.*5 Although the contents

jects. Thus, in terms of method, Dean speaks

feature homemade offerings, refashioned

of this art are hardly indiscriminant, they

of “collection,” Koester of “comparison,”

products, improvised pamphlets, and so

are often indeterminate, like the contents of

Durant of “combination,” and Hirschhorn of

on. As is well known, he has divided much

most archives, and often they are present-

“ ramiﬁcation”̶and much archival art does

of his practice into four categories̶“direct

ed in this fashion too̶as promissory notes

appear to ramify, through these operations,

sculptures,” “altars,” “kiosks,” and “monu-

for elaboration or as enigmatic prompts for

like a weed or a “rhizome.”

Perhaps all

ments”̶all of which manifest an engage-

scenarios.*6 In this regard archival art is as

archives develop in this way, through mu-

ment with archival materials that is both

much “preproduction” as it is “postproduc-

tations of connection and disconnection, a

eccentric and everyday.

tion,” that is, it is often drawn to unfulﬁlled

process that this art also serves to disclose.

The direct sculptures tend to be models

beginnings or incomplete projects̶in art

“Laboratory, storage, studio space, yes,”

placed in interiors, frequently in exhibition

and in history alike̶that might offer points

Hirschhorn remarks, “I want to use these

spaces. The ﬁrst piece was inspired by the

of departure again. Hence the complicated

forms in my work to make spaces for the

spontaneous shrine produced near the spot

temporality of much archival art.

movement and endlessness of thinking.”*10

in Paris where Princess Diana died; as her

Such is artistic practice in an archival ﬁeld.

mourners recoded the banal monument to

If archival art differs from database art,

*9

it is also distinct from art focused on the

liberty already at the site, they transformed

museum. Certainly, the ﬁgure of the artist as

Sometimes strained in effect, archival art

an ofﬁcial structure into a “just monument,”

archivist follows that of the artist as curator,

is rarely cynical in intent; its lively motiva-

according to Hirschhorn, precisely because

and some archival artists continue to play

tion of sources contrasts with the detached

it "issue[d] from below." His direct sculptures

on the notion of the collection. Yet they are

quotation prevalent in postmodern pastiche.

aim for a related effect: designed for “mes-

not as concerned with critiques of the rep-

Moreover, the artists involved in archival

sages that have nothing to do with the orig-

resentational order or institutional ethics of

practice often aim to fashion distracted view-

inal purpose of the actual support,” they are

the museum. That the museum is mostly ru-

ers into engaged discussants. In this regard,

offered as provisional mediums of détourne-

ined as a coherent system in a public sphere

Hirschhorn, who once worked in a commu-

ment, for acts of reinscription “signed by the

is generally assumed, not triumphantly pro-

nist collective of graphic designers in Paris,

community” (this is one meaning of “direct”

claimed or melancholically pondered; and

sees his makeshift dedications to artists, writ-

here).*13

some of these artists suggest other kinds

ers, and philosophers̶which partake equally

The altars stem from the direct sculptures.

of ordering both within this institution and

of the obsessive-compulsive Merzbau of Kurt

At once modest and outlandish, these motley

without. In this respect, the orientation of ar-

Schwitters and the agitprop kiosks of Gustav

displays of images and texts commemo-

chival art is more “institutive” than “destruc-

Klucis̶as a species of passionate pedagogy

rate cultural ﬁgures of special importance

tive,” more “legislative” than “transgressive,”

in which the lessons on offer concern love as

to Hirschhorn; he has dedicated four such

though the best examples overcome these

much as knowledge.*11 Hirschhorn seeks to

pieces̶to the artists Otto Freundlich and

oppositions as well.*7 The artist as archivist

“distribute ideas,” “liberate activity,” and “ra-

Piet Mondrian and the writers Ingeborg Bach-

should also be distinguished from the artist

diate energy” all at once: he wants to expose

mann and Raymond Carver. Often dotted with

as ethnographer: for the most part, the latter

different audiences to alternative archives of

kitschy mementoes, votive candles, and other

is concerned with marginal cultural forms, in

public culture, and to charge this relationship

emotive signs of fan worship, the altars are
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placed “in locations where [the honorees]

the host community, and the encounter thus

Widerstands (1975–81). Set in Berlin in 1937,

could have died by accident, by chance: on

suggested a temporary refunctioning of the

this novel tells of a group of engaged workers

a sidewalk, in the street, in a corner.”*14 Pas-

monument from a univocal structure that ob-

who coach each other in a skeptical history of

sersby, often accidental in another sense, are

scures antagonisms (philosophical, political,

European culture; in one instance they decon-

invited to witness these homely but heartfelt

social, and economic) to a counter-hegem-

struct the classical rhetoric of the Pergamon

acts of commemoration, and to be moved by

onic archive that might be used to articulate

Altar, whose “chips of stone ... they gather to-

them or not, as the case may be.

such differences.

gether and reassemble in their own milieu.”*19

As beﬁts the name, the kiosks are

The consistency of the artists, writers,

Of course, Hirschhorn is concerned not with

more informational than devotional. Here,

and philosophers selected by Hirschhorn is

the classical tradition abused by the Nazis,

Hirschhorn was commissioned by the Uni-

not obvious: though most are modern Euro-

but with an avant-garde past threatened with

versity of Zürich to erect eight works over

peans, they vary from obscure to canonical

oblivion; and his collaborators consist not

a four-year period, with each one installed

and from esoteric to engagé. Among the

of motivated members of a political move-

for six months within the Institute of Brain

artists of the altars, the reﬂexive abstractions

ment, but of distracted viewers who might

Research and Molecular Biology. Once more,

of Mondrian and the emotive representations

range from international art cognoscenti to

the kiosks are concerned with artists and

of Freundlich are nearly antipodal, while the

local merchants, children, and soccer fans.

writers, all removed from the activities of the

positions represented in the kiosks range

Yet such a shift in address is necessary if an

Institute: the artists Freundlich (again), Fer-

from a French Purist who was a Communist

“aesthetics of resistance” is to be made rel-

nand Léger, Emil Nolde, Meret Oppenheim,

(Léger) to a German Expressionist who be-

evant to an amnesiac society dominated by

and Liubov Popova; and the writers Bach-

longed to the Nazi Party (Nolde). However,

culture and sport industries. This is why his

mann (again), Emmanuel Bove, and Robert

all the ﬁgures propose aesthetic models with

work, with its throwaway structures, kitschy

Walser. Less open to “planned vandalism”

political ramiﬁcations, and the same is true

materials, jumbled references, and fan testi-

than the direct sculptures and the altars,

of the monument philosophers, who encom-

monials, often suggests a grotesquerie of our

the kiosks are also more archival in appear-

pass such disparate concepts as hegemony

immersive environment of commodities and

ance.

Made of plywood and cardboard

(Gramsci) and transgression (Bataille). The

media: such are the elements and energies

nailed and taped together, these structures

consistency of the subjects, then, lies in the

that exist to be reworked and rechanneled.

typically include images, texts, cassettes,

very diversity of their transformative commit-

In short, rather than pretend that a clear me-

and televisions, as well as furniture and other

ments̶so many visions, however contra-

dium of communicative reason exists today,

everyday objects, in a hybrid of the seminar

dictory, to change the world, all connected,

Hirschhorn works with the clotted nature of

room and the clubhouse that is both discur-

indeed cathected, by “the attachment”

mass-cultural languages. In effect, he aims

sive and social.

Hirschhorn feels for each one. This attach-

to détourne the celebrity-spectacle complex

Finally, the monuments, dedicated to

ment is both his motive and his method: “To

of advanced capitalism, which he replays in

philosophers also embraced by Hirschhorn,

connect what cannot be connected, this is

a preposterous key: Ingeborg Bachmann in

effectively combine the devotional aspect

exactly what my work as an artist is.” *16

lieu of Princess Di, Liubov Popova instead of

*15

of the altars and the informational aspect of

Hirschhorn announces his signal mix of

the kiosks. Hirschhorn executed four mon-

information and devotion in the terms kiosk

Sometimes, Hirschhorn lines his ex-

uments̶for Spinoza, Bataille, Deleuze, and

and altar; here again he aims to deploy both

troverted archives with runaway growths,

Gramsci̶placing each at a remove from the

the publicity of agitprop à la Klucis and the

which are often fashioned in aluminum foil.

usual sites of ofﬁcial commemoration such

passion of assemblage à la Schwitters.*17

Neither human nor natural in appearance,

as squares and parks. Thus the Spinoza mon-

Yet, rather than an academic resolution of

these forms point, again in a grotesque reg-

ument (1999) appeared in the red-light dis-

this avant-garde opposition, his purpose is

ister, to a world in which neat distinctions be-

trict of Amsterdam, the Deleuze monument

pragmatic: Hirschhorn applies these mixed

tween organic life and inorganic matter, pro-

(2000) in a mostly North African quarter of

means to incite his audience to (re)invest in

duction and waste, even desire and death,

Avignon, the Bataille monument (2002) in a

radical practices of art, literature, and philos-

no longer apply̶a world at once roiled and

American Idol, and so on.*20

largely Turkish neighborhood in Kassel, Ger-

ophy̶to produce a cultural cathexis based

arrested by information ﬂow and product

many (during documenta 11), and the Gram-

not on ofﬁcial taste, vanguard literacy, or crit-

glut. Hirschhorn calls this sensorium of junk-

sci monument (2013) in a Bronx housing pro-

ical correctness, but on political use driven

space “the capitalist garbage bucket.”*21 Yet

ject in New York City. These locations were

by artistic love.*18 In some ways, his project

he insists that, even within this prison pail,

ﬁtting: the radical status of the guest philos-

recalls the transformative commitment im-

radical ﬁgures might be recovered and libid-

opher corresponded to the marginal status of

agined by Peter Weiss in Die Aesthetik des

inal charges rewired, that this “phenomenol-
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ogy of advanced reiﬁcation” might still yield

Stowaway is an archive that implicates the

overboard with his chronometer, just a few

an intimation of utopian possibility, or at least

artist as archivist within it. “Her voyage was

hundred miles from the coast of Britain.”*25

a desire for systematic transformation, how-

from Port Lincoln to Falmouth,” Dean writes.

ever damaged or distorted that desire might

Dean treats the Crowhurst archive
obliquely in three short ﬁlms. The ﬁrst two,

be.*22 Certainly this move to (re)cathect cul-

It had a beginning and an end, and exists

Disappearance at Sea I and II (1996 and

tural remnants comes with its own risks: it is

as a recorded passage of time. My own

1997), were shot at different lighthouses in

also open to reactionary deployments, even

journey follows no such linear narrative.

Berwick and Northumberland. In the ﬁrst

atavistic ones, most catastrophically with the

It started at the moment I found the pho-

ﬁlm, blinding images of the lights alternate

Nazis. In fact, in the Nazi period evoked by

tograph but has meandered ever since,

with blank views onto the horizon; in the

Weiss, Ernst Bloch warned against Rightist

through unchartered research and to

second, the camera rotates with the lights

remotivations of “the nonsynchronous”; at

no obvious destination. It has become a

and so provides a continuous panorama of

the same time he argued that the Left opts

passage into history along the line that

the sea. In the ﬁrst ﬁlm darkness slowly de-

out of this libidinal arena of cultural politics

divides fact from ﬁction, and is more

scends; in the second there is only void to

at its own great cost.*23 Hirschhorn suggests

like a journey through an underworld of

begin with.

that this continues to be the case today.

chance intervention and epic encounter

In the third ﬁlm, Teignmouth Electron

than any place I recognize. My story is

(2000), Dean travels to Cayman Brac in the

If Hirschhorn recovers radical ﬁgures in his

about coincidence, and about what is

Caribbean to document the remains of the

archival work, Tacita Dean recalls lost souls

invited and what is not.*24

trimaran. It has “the look of a tank or the carcass of an animal or an exoskeleton left by

in hers, and she does so in a variety of
forms̶photographs, blackboard drawings,

In a sense, her archival work is an allegory

an arrant creature now extinct,” she writes.

sound pieces, and short ﬁlms and videos of-

of archival work̶sometimes melancholic,

“Whichever way, it is at odds with its func-

ten accompanied by narrative asides. Drawn

often vertiginous, always incomplete. It also

tion, forgotten by its generation and aban-

to mediums as well as people and places

suggests an allegory in the strict sense of the

doned by its time.”*26 In this extended medi-

that are stranded, outmoded, or otherwise

literary genre that often features a subject

tation, then, “Crowhurst” is a term that draws

sidelined, Dean offers one such account in

astray in a world of enigmatic signs that test

others into its archive one that points to an

Girl Stowaway (1994), an eight-minute 16mm

her. Here the subject has nothing but (un)in-

ambitious town, a misbegotten sailor, a met-

ﬁlm in color and black and white with a narra-

vited coincidence as a guide: no God or Virgil

aphysical seasickness, and an enigmatic rem-

tive aside. Dean happened on a photograph

to follow, no revealed history or stable culture

nant. And Dean lets this text of traces ramify

of an Australian girl named Jean Jeinnie,

to go by. Even the conventions of her reading

further. While on Cayman Brac she happens

who in 1928 stowed away on a ship named

have to be made up as she moves along.

on another derelict structure dubbed “the

The Herzogin Cecilie bound for England; the

In another ﬁlm-and-text piece, Dean tells

Bubble House” by locals, and documents

ship later wrecked at Starehole Bay on the

the story of another lost-and-found ﬁgure,

this “perfect companion” of the Teignmouth

Devon coast.

and it too involves “unchartered research.”

Electron in another short ﬁlm-and-text piece.

From this single document, Girl Stow-

Donald Crowhurst was a failed businessman

Designed by a Frenchman jailed for embez-

away develops as a tissue of coincidences,

from Teignmouth, a coastal town in Devon

zlement, the Bubble House is “a vision for

ramifying into an archive as though of its

hungry for tourist attention. In 1968 he en-

perfect hurricane housing, egg-shaped and

own aleatory accord. First Dean lost the pho-

tered the Golden Globe Race, driven by

resistant to wind, extravagant and daring,

tograph when her bag was mishandled at

the desire to be the ﬁrst sailor to complete

with its Cinemascope-proportioned windows

Heathrow Airport (it turned up later in Dub-

a solo voyage nonstop around the world.

that look out onto the sea.” Never completed

lin). Then, as she researched Jean Jeinnie,

Yet neither sailor nor boat, a trimaran chris-

and long deserted, it now sits in ruin “like a

she heard echoes of the name everywhere̶

tened Teignmouth Electron, was adequately

statement from another age.”*27

in a conversation about Jean Genet, in the

prepared, and Crowhurst quickly faltered:

Consider, as a ﬁnal example of a “failed

pop song “Jean Genie,” and so on. Finally,

he faked his log entries (for a time race ofﬁ-

futuristic vision” that Dean recovers archiv-

when she traveled to Starehole Bay to inves-

cials positioned him in the lead), then broke

ally, the immense “sound mirrors” built in

tigate the shipwreck, a girl was murdered on

off radio contact. Soon he “began to suffer

concrete at Denge near Dungeness in Kent

the harbor cliffs on the very night that Dean

from ʻtime-madness,ʼ” Dean tells us, and

between 1928 and 1930. Conceived as a

spent there.

his incoherent entries turned into a “private

warning system of air attack from the Con-

In an artistic equivalent of the uncer-

discourse on God and the Universe.” Even-

tinent, these acoustic receivers were faulty

tainty principle in scientiﬁc experiment, Girl

tually, Dean speculates, Crowhurst “jumped

from the start; they did not discriminate
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adequately among sounds, and “soon they

restorative power of memory; the ambiguous

as the borders that concern Koester have

were abandoned in favour of the radar.”

epigraph of the ﬁrst section of The Emigrants

become historical, they remain political.

Stranded between world wars and techno-

(1992) reads: “and the last remnants memory

Koester has also treated Christiania, a

logical modes, “the mirrors have begun to

destroys.”

Dean also looks out on a forlorn

former military base in his native Copenhagen

erode and subside into the mud: their demise

world, yet for the most part she avoids the

that was proclaimed a free city by anarchist

now inevitable.”*28 (In some photographs, the

melancholic ﬁxation that was the price that

squatters in 1971. In Day for Night, Christiania

concrete hulks resemble old earthworks, the

Sebald paid for his courageous refusal of re-

(1996) he photographed different sites with a

stranded status of which also intrigues Dean;

demptive illusion. The risk in her work is dif-

blue ﬁlter (used in ﬁlm to shoot night scenes

she has made a few pieces based on two

ferent: a romantic fascination with “human

during the day), split the titles between the

works by Robert Smithson, Partially Buried

failing.”*36 Yet, within the “failed futuristic

old military designations and the new squat-

Woodshed and Spiral Jetty, a fascination

visions” that she recovers archivally, there is

ter names, and so remarked the transfor-

*35

“I like these

also an intimation of the utopian̶not as the

mations of Christiania at the level of image

strange monoliths that sit in this no place,”

other of reiﬁcation, as in Hirschhorn, but as

and language alike. Then, in Sandra of the

Dean writes of the sound mirrors, no doubt

a concomitant of her archival presentation

Tuliphouse or How to Live in a Free State

aware that “no place” is the literal meaning

of the past as fundamentally heterogeneous

(2001), a ﬁve-screen video installation pro-

of “utopia.” They exist in a “no time” for her

and always incomplete.

duced with Matthew Buckingham, Koester

shared by Durant and others.)

*29

*37

too, though here “no place” and “no time”

used black-and-white photos drawn from

also mean a mulciplicity of both: “The land

Like Dean, Joachim Koester undertakes a

archives and color footage shot on location

around Dungeness always feels old to me:

passage into history along the hazy line that

in order to present, through the voiceover of

a feeling impossible to explain, other than it

separates fact from ﬁction. Typically, he be-

the ﬁctional Sandra, a range of ruminations

is just ʻunmodernʼ... To me it feels 1970s and

gins with an obscure story bound up with a

on such topics as Christiania, Copenhagen at

Dickensian, prehistoric and Elizabethan, Sec-

particular place, a sited tale that is somehow

large, the fate of armor in the age of gun-

ond World War and futuristic. It just doesn't

broken or layered in time. Then, usually in

powder, the rise of heroin, and the decline of

function in the now.”

a photo sequence or a ﬁlm installation, he

wolves. The piece is perspectival in a Nietzs-

In a sense, all of these archival objects̶

works to piece the story together, but never

chean sense, with the audience forced to

the Teignmouth Electron, the Bubble House,

to the point of resolution. A historical irony

sort out the disparate viewpoints on the ﬂy.

the sound mirrors, and there are many

persists, one that can be elaborated further,

Both works juxtapose the utopian promise

more̶serve as found arks of lost moments

or an essential enigma remains, one that can

of Christiania with its gritty actuality (such

in which the here-and-now of the work func-

be used to test the limits of what can be seen,

a combination again brings Dean to mind),

tions as a possible portal between an unﬁn-

represented, narrated, known. Like others

and both are structured through a particular

ished past and a reopened future.*31 The pos-

involved in archival art, Koester often accom-

kind of montage̶internal in the case of the

sibility of precise interventions in surpassed

panies his images with texts, but these serve

split-captioned photos of Day for Night, im-

times also captivated Walter Benjamin, yet

less as factual captions than as imaginative

mersive in the case of the installation space

Dean lacks his intimation of messianic re-

legends of his own mapping of spaces, his

of Sandra of the Tuliphouse. Such montage is

demption; and though her outmoded objects

own “ghost-hunting” of subjects.*38

the formal analogue of the parallactic model

*30

might offer a “profane illumination” into his-

Often Koester travels to far-ﬂung places

of history that Koester advances in all of his

torical change, they do not possess “the rev-

and investigates long-gone subjects, in-

work̶a folding of different temporalities

olutionary energies” that Benjamin hoped to

cluding late-nineteenth-century explorers,

within the space of each piece. “You can

ﬁnd there.*32 In this regard her work is afﬁned

early-twentieth-century occultists, and post-

really grasp time as a material through this

instead with W. G. Sebald, about whom Dean

1968 radicals. Again like Dean, he is espe-

simple act of comparison,” Koester writes;

has written incisively.*33 Sebald surveyed a

cially drawn to adventurers whose quests

or as the German polymath Alexander Kluge

modern world so devastated by history as to

have failed, sometimes disastrously so. For

once put it, “nothing is more instructive than

appear “after nature”; many of its inhabitants

example, in a 2000 photo sequence he takes

a confusion of time frames.”*39

(including the author) are “ghosts of repeti-

up the story of the Canadian arctic town of

In his works focused on adventurers,

tion” who seem at once “utterly liberated and

Resolute, which begins with the search for

Koester uses different time frames to high-

deeply despondent.”*34 These remnants are

the Northwest Passage, passes through the

light particular historical ruses. In From the

enigmatic, but they are enigmas without res-

politics of the Cold War, and deteriorates

Travel of Jonathan Harker (2003) he retraced

olution, let alone rescue. Sebald even ques-

with the discordant claims of planners, Inu-

the journey of the English protagonist of

tioned the humanist commonplace about the

its, and other residents in the present. Even

Dracula (1897) through the Borgo Pass, only
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to ﬁnd not the fantastic Transylvania of lore

early to middle 2000s, one concerning a no-

In his photo sequence Koester evokes these

but a tawdry reality of suburban tracts, ille-

torious ﬁgure of the occult, the other a cel-

intertwined histories through a tracing of the

gal logging, and a tourist hotel called Cas-

ebrated philosopher of the Enlightenment,

daily walks taken by Kant, yet here again the

tle Dracula. A similar sort of confrontation

Koester again produces broken allegories

path was not easy to discover. “One has to

between real spaces and ﬁctional subjects

about the signiﬁcance of historical traces

place two maps on top of each other, that

is produced in The New Land(s) and the

in the midst of modern transformations. In

of Königsberg and that of Kaliningrad, to ﬁnd

Tale of Captain Mission (2004), in which

Morning of the Magicians (2005) he docu-

the locations today,” Koester informs us, and

Koester combined photographs of an actu-

mented his search for the residence of the

then his own route was further disrupted by

al site̶Flevoland in the Netherlands̶with

occultist Aleister Crowley (1875–1947) and

unexploded bombs, postwar constructions

evocations of a character from the William

his followers outside the Sicilian town of

(some now in ruins), and ofﬁcial amnesia.

S. Burroughs novel Cities of the Red Night.

Cefalù. Closed by order of Mussolini in 1923,

The Kant Walks suggests a terrain vague of

Koester has taken up historical explorers

“The Abbey of Thelema” was abandoned

different spaces in temporal collision. Espe-

too, such as the Swedish scientist Nils A. E.

for more than thirty years, only to be redis-

cially telling in this respect is one image of a

Nordenskiöld, the ﬁrst European to venture

covered by the ﬁlmmaker Kenneth Anger;

Soviet cultural center constructed in the early

deep into the Greenland ice cap. Nothing is

supported by the sexologist Alfred Kinsey,

1970s on the site of an old castle. The castle

more redolent of Northern Romanticism than

Anger uncovered the original murals painted

tunnels made the new building unstable, so

a fascination with explorations gone awry

by the Crowley group, which point to tantric

it was simply left, unoccupied, to deteriorate.

(witness The Sea of Ice (1823–24) by Caspar

practices, sexual rites, and drug use. These

“Detours, dead ends, overgrown streets,

David Friedrich with its wrecked ship), and

“pieces of leftover narratives and ideas from

a small castle lost in an industrial quarter,

in a piece titled Message from Andrée (2005)

the individuals that once passed through this

evoked history as a chaos,” Koester writes,

Koester reﬂects on the doomed polar expedi-

place” provided Koester with rich material,

“a dormant presence far more potential than

tion of the Swedish balloonist S. A. Andrée

but it also presented him with a narrative

tidy linear narratives used to explain past

and his young associates Knut Fraenkel and

“knot,” an obscurity that he conveys with

events.” *41

Nils Strindberg. “On July 11th 1897,” Koester

photos both of the interior marked by grafﬁti

Even as modernity erases traces of his-

tells us, “Andrée, Fraenkel, and Strindberg

and of the exterior overgrown with brush (it

tory, it also produces “points of suspension”

took off from Danes Island, Spitsbergen,

proved difﬁcult even to ﬁnd the house). The

that expose its uneven development or,

with the intention of circumnavigating the

occult is thus the subject here in a few sens-

rather, its uneven devolution into so many

Yet the balloon

es of the word. First, the actual practices of

ruins. Such are the “blind spots” that intrigue

soon crashed, and the explorers vanished

the Crowley group were occult (the murals

Koester. An oxymoron of sorts, the term sug-

on a deserted island surrounded by pack ice.

suggest that they ranged from the magical

gests sites that, normally overlooked, might

Thirty-three years later a box of exposed neg-

through the ribald to the hokey). Second, the

still provide insights (the Oxford English Dic-

atives was found; some contained images,

occult interests Koester as an instance of a

tionary tell us that a blind is not only an “ob-

but most were “almost abstract, ﬁlled with

clandestine activity (such as that of the Crow-

struction to sight or light” but also a “screen

black stains, scratches, and streaks of light.”

ley group) within ofﬁcial culture. And, third,

for hunters”). For Koester these spots are un-

Our of this “visual noise” Koester produced

there is the occlusion of historical events by

settled, an unusual mix of the banal and the

a short 16mm ﬁlm, “pointing to the twilight

way of the modernity that has encroached

uncanny, symptomatic of an everyday kind

zone of what can be told and what cannot

on the site (once a ﬁshing village, Cefalù has

of historical unconscious. Benjamin once re-

be told, document and mistake.” As Koester

become a “booming beachside town”).

marked that Eugène Atget photographed his

North Pole in a balloon.”

*40

reinscribes it, then, “the message from An-

This multiple occlusion is also the subject

deserted Paris streets as if they were crime

drée” is fundamentally ambiguous: an archi-

of the photo sequence The Kant Walks (2003).

scenes, and Koester has a forensic gaze too,

val photo of the balloon just underway sug-

Kant lived in Königsberg, and at the end of

though the crimes in his unpopulated images

gests the late-nineteenth-century dream of

his life the philosopher of reason suffered

are the familiar ones of capitalist junkspace,

the glorious expedition̶that the world can

from hallucinations; subsequently his home-

state suppression, and general oblivion. He

be readily mastered à la Jules Verne̶while

town was also wracked by irrationalities:

uses the special nature of the photograph

the ﬁlm, like a message in a bottle worn away

brutalized by the Nazis in the Kristallnacht of

to seize “the ʻindexʼ of things” both as they

by exposure, points to an implacability in nat-

1938 and bombed to rubble by the Royal Air

emerge in time and as they fall back into it.

ural accidents as well as an indecipherability

Force in 1945, it was annexed by the Soviet

Such is his double interest in “how history

in historical events.

Union and renamed Kaliningrad (in honor of

materializes” and how it decays into enig-

the longtime Stalin associate Mikhail Kalinin).

matic precipitates.*42

In two other photo sequences from the
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In The Kant Walks Koester evokes the

rant exploits the chaotic space between his

and collages that abuse efﬁgies of the Case

Situationist practice of “psychogeography,”

forms. Moreover, where Dean and Koester

Study Houses designed by Richard Neutra,

a straying through a space guided by chance

are meticulous in their collection of sources,

Pierre Koenig, Craig Ellwood, and others

and desire rather than by rule and reason;

Durant is eclectic in his sampling of mate-

from 1945 to 1966. In the sculptures rough

but his more important reference is the mul-

rials, ranging as he does from mid-century

models of the houses, made of foamcore,

tidimensional traveling of Robert Smithson

design through 1960s political activism and

cardboard, plywood, and plexiglass, are

(a key ﬁgure, as we have seen, for several

rock-and-roll history to do-it-yourself culture

burned, gouged, and grafﬁtied; in a further

archival artists). In certain respects Koester

today.

class outrage some are also wired with min-

*48

journeys to Kaliningrad as Smithson ven-

Durant stages his archive as a spatial

iature televisions tuned to trashy soap operas

tured to Passaic, New Jersey̶in search of

unconscious where repressed histories re-

and talk shows.*54 His collages picture nasty

inadvertent monuments in which “history or

turn disruptively even as different practices

eruptions of class spite too: in one image

time [becomes] material.”*43 In another pro-

mix entropically.

He is drawn to two mo-

two beer-guzzlers appear in a classic Julius

ject, histories (2005), Koester seeks out this

ments within postwar American culture in

Shulman photograph of the Koenig House in

temporal marking through a precise replica-

particular: late modernist design of the 1940s

a way that ruins its dream of transcendental

tion of the sites photographed by Smithson

and 1950s, such as that of Charles and Ray

good taste; in another image a trashy party

*44

and other artists some ﬁve decades ago.

Eames, and early postmodernist art of the

girl is exposed in a way that undoes any

As Koester comments of the histories evoked

1960s and 1970s, such as that of Robert

pretense of a reﬁned world beyond sex.*55 In

in his piece, “There are at least two. That of

Smithson (who appears here yet again). To-

further pieces Durant juxtaposes miniature

conceptual photography, and that of the

day the ﬁrst moment appears distant, already

toilets and plumbing diagrams with Eames

place and events depicted.” The viewer is left

the object of various recyclings, and Durant

chairs, IKEA shelves, and Minimalist boxes:

not only to track but also to collate the vari-

offers a critical perspective on both the origi-

again, in near literal fashion he plumbs “good

ous changes through the evidence provided.

nal and its repetitions. The second moment is

design” and reconnects its clean avatars

The allegorical attention to “the index

on the threshold of history, and includes “dis-

with unruly bodies, as though to unplug its

of things” in Koester again recalls Benjamin

courses that have just ceased to be ours,” as

cultural blockages. In effect, Durant stages

as well as Sebald, but, like Dean, Koester is

Michel Foucault once wrote; as such it might

fantasies of revenge against pristine ma-

relatively free of both the redemptive hope

point to “gaps” in contemporary thought,

chines-for-living, both old and new.*56

of the former and the melancholic resigna-

gaps that might in turn be converted into be-

His second archival moment, more

tion of the latter. In this regard, he is closer in

ginnings.

“So often I am attracted to things

expansive than his ﬁrst, encompasses ad-

spirit to Alexander Kluge in The Devilʼ s Blind

conceived in the decade of my own birth,”

vanced art, rock culture, and civil rights

Spot.*45 Kluge also walks the blurred bor-

Dean (born in 1965) has commented, and

struggles of the late 1960s and early 1970s,

der between fact and ﬁction, and he too is

the same holds for Durant and others of this

the signs of which Durant often combines.

drawn to blind spots in which the turns that

generation too.

Yet his archival materials

In this archival probe, Smithson is a privi-

history has taken, and might still take, are

seem more unstable than those of his peers,

leged cipher; like Dean and Koester, Durant

sometimes revealed to us.*46 For Kluge, these

subject to collapse as much as to recovery.

regards him as both an early exemplar of

*49

*50

*51

moments appear when the devil is napping,

Based in Los Angeles, Durant evokes his

the artist as archivist and a key term in this

which leaves the door open, if not to the

ﬁrst moment through signature designs as-

period archive. In one work, Landscape Art

Messiah (as Benjamin hoped), at least to the

sociated with Southern California, acting out

(Emory Douglas) (2002), Durant combines

possibility of change. This is how Koester in-

an aggressive response to the repressive for-

a reference to a photo sequence by Smith-

tends his work to serve as well̶as “a scene

malism he ﬁnds there.*52 A onetime carpen-

son of upside-down trees with an allusion

Yet, in

ter, Durant stages a class struggle between

to Emory Douglas, a graphic designer who

Koester as in Kluge, the blind spots remain

the reﬁnements of late modernist architec-

served as minister of culture of the Black

the devilʼs, and so whatever change might

ture (at a time when it had become both cor-

Panthers. In other pieces Durant cites Partial-

befall us is not necessarily for the better.

porate and suburban) and the resentments of

ly Buried Woodshed, produced by Smithson

the working class (whose exclusion from this

at Kent State in January 1970; here a model

Like Dean and Koester, Sam Durant employs

period style was all but assumed). Thus he

of a radical artwork mixes with a memory

a variety of means̶drawings, photographs,

has produced color photographs that show

of an oppressive police force̶the killing of

Xerox collages, sculptures, installations,

prized pieces of the time, such as the Eames

the four students by National Guardsmen on

sound, and video̶but where Dean and

shell chair, upset on the ﬂoor, “primed for hu-

the same campus just a few months after

Koester are precise about their mediums, Du-

miliation.”*53 He has also shown sculptures

Woodshed was installed. Allusions to utopi-

for potential narratives to unfold.”

*47
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an and dystopian events in rock culture also

In one piece he revises the structuralist map

autonomy as proclaimed by Kant is on the side

collide as recordings from Woodstock and

of “sculpture in the expanded ﬁeld” proposed

of the symbolic, as is “modernist painting”

Altamont play through speakers buried in

by Rosalind Krauss over three decades ago,

as understood by Clement Greenberg. The

These divergent signs erupt

in which he substitutes, for her disciplinary

dispute with symbolic totalities of this sort

in this archival space, yet they are also con-

categories like “landscape” and “architec-

is not as important to archival artists, for

fused there: opposed positions blur in an ex-

ture,” pop-cultural markers like “song lyric”

whom the fragmentary is a given state of

perimental devolution of vanguard art, coun-

and “pop star.”*61 The parody comes with a

affairs. By the same token the archival im-

tercultural music, and state power. In this

point, which is the gradual collapse of the

pulse is also not “anomic” in the sense of the

way Durant not only sketches a cultural-po-

structured space of postmodernist art (his

Atlas of Gerhard Richter as read by Benjamin

litical archive of the civil rights and Viemam

diagram might be called “installation in the

Buchloh.*64 In his account, this vast compen-

War era but also points to its entropic slide

imploded ﬁeld” or “artistic practice in the age

dium of source images, which Richter has

into media mélange.

dirt mounds.

*57

of cultural studies”). Perhaps Durant implies

often tapped for his paintings, deﬁes all rule

Durant comes to entropy via Smithson,

that the dialectic at large̶not merely in ad-

and logic (“anomic” derives from the Greek

who offered this familiar exposé of its prin-

vanced art but in all of cultural history̶has

anomia, “without law”). This, too, is not the

ciples in his 1967 text “A Tour of the Monu-

faltered since that early moment of postmod-

ﬁght of archival artists: as with the fragmen-

ments of Passaic, New Jersey”:

ernism, and that we are mired in a stalled

tary, the anomic is assumed as a condition,

relativism today. Perhaps he relishes this pre-

one to work through where possible. To this

Picture in your mindʼs eye [a] sand box

dicament. Yet this is not the only implication

end they sometimes propose new orders of

[divided] in half with black sand on one

of his archival art: his “bad combinations”

affective association, however partial and

side and white sand on the other. We

also serve “to offer space for associative in-

provisional, even as they also register the

take a child and have him run hundreds

terpretation,” and they suggest that, even in

difﬁculty, at times the absurdity, of doing so.

of times clockwise in the box until the

an apparent condition of entropic decay, new

sand gets mixed and begins to turn grey;

connections can be made.*62

This is why archival art can appear tendentious, even preposterous.*65 In fact, its
will to connect can betray a hint of paranoia,

after that we have him run anti-clockwise, but the result will not be a restora-

The will “to connect what cannot be connect-

for what is paranoia if not a practice of forced

tion of the original division but a greater

ed”: this phrase from Hirschhorn suits the

connections, of my own private archive, of

degree of greyness and an increase of

others in archival art discussed here as well.

my own notes from the underground, put

entropy.

Importantly, however, this is not an impera-

on display?*66 On the one hand, these private

*58

tive to totalize; rather, it is simply a wish to

archives question public ones: they can be

Among other roles, entropy served Smithson

relate̶to probe a misplaced past, to collate

seen as perverse schemes that disturb (if

as a ﬁnal rebuttal both to formalist distinc-

some of its traces, to ascertain what remains

only slightly) the symbolic order at large. On

tions in art and to metaphysical oppositions

for the present. Again, this wish (which is

the other hand, they also point to a possible

in philosophy. For his part Durant extends its

active in my text too) varies in subject and

crisis in this order or, again, to an important

erosive action to the historical ﬁeld of cultural

strategy: Hirschhorn and Durant stress

change in its workings. For Freud the para-

practices that includes Smithson. What the

crossings of avant-garde and kitsch, while

noiac projects his meanings onto the world

sandbox was for Smithson, Partially Buried

Dean and Koester gravitate to ﬁgures who

precisely because it appears ominously

Woodshed becomes for Durant: it not only

fall outside these realms; the connections in

drained of all signiﬁcance (systematic phi-

thematizes entropy but also instantiates it,

Hirschhorn and Durant are often forced, in

losophers, he implied, are closet paranoiacs).

and does so both in a micrological sense̶

Dean and Koester often fragile, and so on.

Might archival art emerge out of a similar

partially buried in 1970, the woodshed was

Nevertheless, the will to connect is enough

sense of a failure in cultural memory, of a

partially burned in 1975, and totally removed

to distinguish this archival impulse from

default in productive traditions? For why else

in 1984̶and in a macrological sense̶the

“the allegorical impulse” that Craig Owens

connect things if they did not appear discon-

woodshed becomes an allegorical archive of

attributed, over three decades ago, to

nected in the ﬁrst place?*67

recent art and politics as “partially buried.” “I

postmodernist art (he had in mind the use of

Perhaps the paranoid dimension of

read it as a grave site,” Durant says of Par-

appropriated images from Rauschenberg to

archival art is the other side of its utopian

tially Buried Woodshed. Yet if it is a grave for

Sherrie Levine).*63 In his account the allegori-

ambition̶its desire to turn belatedness into

him, it is a fertile one for his work.*59

cal is a fragmentary mode, one pitted against

becomingness, to recoup failed visions in

Often Durant “sets up a false dialectic

the symbolic, which aims for integration (this is

art, literature, philosophy, and life into pos-

[that] doesnʼt work or [that] negates itself.”*60

a traditional opposition); in this light, aesthetic

sible scenarios for alternative kinds of social
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relations, to transform the no place of an
archive into the new place of a utopia. This
partial recovery of a utopian demand is un-

notes

Spoons and Big Cake (Chicago: Art Institute of Chicago,
2000), 32. This statement by Gabriel Orozco is also ap-

1 Douglas Gordon in Hans Ulrich Obrist,Interviews, Volume 1 (Milan: Charta, 2003), 322.

posite: “I take the word ʻstudioʼ literally, not as a space
of production but as a time of knowledge” (Obrist,

expected; not so long ago this was the most

2 Philippe Parreno in Obrist, Interviews, Volume 1, 701.

Interviews, Volume 1, 646). Again, many other artists

despised aspect of the modern(ist) project,

Also see Tom McDonough, “No Ghost,” October 110

could be considered here, and the archival is only one

condemned as totalitarian gulag on the Right

(Fall 2004).

and capitalist tabula rasa on the Left.*68 The
move in archival art to turn “excavation sites”

11 “I can say that I love them and their work uncondition-

play: How Art Reprograms the World, trans. Jeanine

ally,” Hirschhorn says of his commemorated ﬁgures

Herman (New York: Lukas & Sternberg, 2002).

(Jumbo Spoons and Big Cake, 30). I return to Hirschhorn

into “construction sites” is welcome in an-

4 To take two prominent examples of the time: The 2002

other way too: it suggests a shift away from a

documenta, directed by Okwui Enwezor, was conceived

melancholic culture that views the historical
as little more than the traumatic.*69

aspect of the work I do discuss.

3 See Nicolas Bourriaud, Postproduction: Culture as Screen-

in Chapter 4 [Hal Foster, Bad New Days: Art, Criticism,
Emergency (London: Verso, 2015), ch. 4].

in terms of “platforms” of discussion, staged around the

12 Hirschhorn in Obrist, Interviews, Volume 1, 396–9. This

world (the exhibition in Kassel was only the ﬁnal such

impulse is in tension with the destructive energy

platform), and the 2003 Venice Biennale, directed by

Derrida sees in the archive (see note 7).

Francesco Bonami, featured such sections as “Utopia

13 Hirschhorn in Jumbo Spoons and Big Cake, 31.

Station.” “ Interactivity” is an aim of “relational aesthet-

14 Ibid., 30.

ics” as propounded by Bourriaud in his 1998 text of that

15 Benjamin Buchloh, “Cargo and Cult: The Displays of

title. For a critique of these trends, see Claire Bishop,

Thomas Hirschhorn,” Artforum (November 2001): 114.

“Antagonism and Relational Aesthetics,” October 110

16 Hirschhorn in Jumbo Spoons and Big Cake, 32, and in

(Fall 2004).

Obrist, 399. His chosen writers̶the Swiss Walser, the

5 Lev Manovich discusses the tension between database

French Bove, the Austrian Bachmann, and the American

and narrative in The Language of New Media (Cam-

Carver̶also vary widely, yet each succumbed to a pre-

bridge, MA: MIT Press, 2001), 233–6.

mature death or (in the case of Walser) madness: here

6 Liam Gillick describes his work as “scenario-based”;

again are incomplete projects, unfulﬁlled beginnings.

positioned in “the gap between presentation and nar-

17 Perhaps of all precedents The Cathedral of Erotic Misery

ration,” it might also be called archival. See Liam Gillick,

of Schwitters is the most telling, for it too was a kind of

The Woodway (London: Whitechapel Gallery, 2002).

archive of public debris and private fetishes (one that

7 Jacques Derrida uses the ﬁrst pair of terms to describe
the opposed drives he sees at work in the concept of
the archive; see Archive Fever: A Freudian Impression,
trans. Eric Prenowitz (Chicago: University of Chicago

blurred this very distinction).
18 Buchloh alludes to “a new type of cultural value” in
“Cult and Cargo,” 110.
19 This is how Jürgen Habermas glosses the story in “Mo-

Press, 1996). Jeff Wall uses the second pair to describe

dernity̶An Incomplete Project,” in Hal Foster, ed., The

the opposed imperatives he sees at work in the histo-

Anti-Aesthetic (Seattle: Bay Press, 1983), 13.

ry of the avant-garde; see Thierry de Duve et al., Jeff

20 Thus Hirschhorn is a contemporary practitioner of the

Wall (London: Phaidon Press, 1996). How does the

Dadaist strategy of mimetic exacerbation I take up in

archival impulse relate to “archive fever”? Perhaps, like

Chapter 3 [Foster, Bad New Days, ch. 3].

the Library of Alexandria, any archive is founded on

21 Der kapitalistische Abfallkübel (2000) is the title of a

disaster (or its threat), pledged against a ruin it cannot

work that consists of a huge wastebasket stuffed with

forestall. For Derrida archive fever is even more pro-

glossy magazines; Kübel is also the word for the toilet

found, bound up with repetition-compulsion and the

in a prison cell. In a world of ﬁnancial ﬂux and informa-

death drive.

tion ﬂow, reiﬁcation is hardly opposed to liquefaction,

8 See my “Artist as Ethnographer” in The Return of the
Real (Cambridge, MA: MIT Press, 1996).
9 Dean discusses “collection” in Tacita Dean (Barcelona:
Museu d'Art Contemporani, 2001); Koester mentions

a paradoxical condition that Hirschhorn evokes in
many of his manic displays. On junkspace, see Rem
Koolhaas and Hal Foster, Junkspace with Running Room
(London: Notting Hill Editions, 2013).

“comparison” in “Lazy Clairvoyants and Future Audi-

22 Buchloh, “Cargo and Cult,” 109. On the dialectic of

ences: Joachim Koester in Conversation with Anders

“reiﬁcation and utopia in mass culture,” see the clas-

Kreuger,” Newspaper Jan Mot 43 / 44 (August 2005);

sic text of that title by Fredric Jameson in Social Text

and “bad combination” is the title of a 1995 work by

1 (Winter 1979); for his more recent reﬂections on the

Durant. The classic text on “the rhizome” is Gilles

subject see “Politics of Utopia,” New Left Review 2: 25

Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaus, trans.

(January/February 2004): 35–54. In a well-known state-

Brian Massurni (Minneapolis: University of Minnesota

ment, Theodor Adorno once remarked of modernism

Press, 1987). There they underscore its “principles of

and mass culture: “Both bear the stigmata of capital-

connection and heterogeneity”: “Any point of a rhi-

ism, both contain elements of change ... Both are town

zome can be connected to any other, and must be.

halves of an integral freedom, to which however they

This is very different from the tree or root, which plots

do not add up. It would be romantic to sacriﬁce one

a point, ﬁxes an order” (7).

to the other ...” (Letter of 18 March 1936 to Walter

10 Thomas Hirschhorn, “Interview with Okwui Enwezor,”

Benjamin in Aesthetics and Politics [London: New Left

in James Rondeau and Suzanne Ghez, eds, Jumbo

Books, 1977], 123). Hirschhorn offers one version of
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in question were the capitalist wonders of the

42 There is a connection here to the often banal photo-

23 See Ernst Bloch, Heritage of Our Times (1962), trans.

what these maimed halves look like today.

nineteenth-century bourgeoisie at the height of its

graphs that appear in Surrealist novels; see Denis

Neville and Stephen Plaice (Berkeley: University of

conﬁdence, such as “the arcades and interiors, the ex-

Hollier, “Surrealist Precipitates,” October 69 (Summer

California Press, 1991).

hibitions and panoramas.” These structures fascinated

1994). In novels like Nadja (1928), Hollier writes, “in-

24 Tacita Dean in Tacita Dean, 12.

the Surrealists nearly a century later̶when further

dexical signs leave doors ajar through which the de-

25 Ibid., 39.

capitalist development had turned them into “residues

main joueur, the gambling tomorrow, does or does not

26 Ibid., 50.

of a dream world” or, again, “rubble even before the

27 Ibid., 52. Her archives recall those probed by Michel

monuments which represented them had crumbled.”

Foucault under the rubric “The Life of Infamous Men”

For the Surrealists to intervene in these outmoded

(1977), a collection of “archives of conﬁnement, police,

spaces, according to Benjamin, was to tap “the revo-

44 Here we see what has befallen the Golden Coach Din-

petitions to the king and lettres de cachet” concerning

lutionary energies” trapped there. As noted above, the

er that Smithson saw in Passaic in 1967 (a Dunkinʼ

anonymous subjects who became (in)famous due to

outmoded for archival artists today does not possess

Donuts replaces the mom-and-pop place); a Los

“an encounrer with power” c. 1660–1760. See Meaghan

this same force; in fact some (like Durant) are conﬂict-

Angeles apartment Ed Ruscha snapped in his 1965

Morris and Paul Patton, eds, Michel Foucault: Power,

ed about the pasts they unearth.

photobook of the same (a “Now Leasing” banner re-

Truth, Strategy (Sydney: Feral Publications, 1979), 76–91.

28 Dean in Tacita Dean, 54.
29 Renée Green has also produced a video on Partially
Buried Woodshed; see “Partially Buried,” October 80

make its entry” (126).
43 Koester, “Lazy Clairvoyants and Future Audiences,”
n.p. The Smithson text returns below.

33 See Tacita Dean, “W. G. Sebald,” October 106 (Fall 2003).

places the snappy “Fountain Blu” sign on the facade);

34 W. G. Sebald, The Rings of Saturn, trans. Michael Hulse

a tract home under construction in Colorado Springs

(New York: New Directions, 1998), 237, 187, 234. Dean

photographed by Robert Adams in 1969 (the low-end

seems closest to the Sebald of this book.

suburb has encroached); a giant coal-breaker photo-

(Spring 1997). Like some of the ﬁgures commemorat-

35 W. G. Sebald, The Emigrants, trans. Michael Hulse

graphed by the Bechers in Pennsylvania in 1975 (it is

ed by Hirschhorn, Smithson represents another unful-

(New York: New Directions, 1996), 1. On this point, see

a relic now, with windows broken and birch trees in

ﬁlled beginning for these artists. “His work allows me

Mark M. Anderson, “The Edge of Darkness:

the train tracks); a curb in Jamaica, Queens, one of the

a conceptual space where I can often reside,” Dean

On W. G. Sebald,” October 106 (fall 2003).

pocket pieces of real estate documented by Gordon

comments. “Itʼs like an incredible excitement and at-

36 Dean in Tacita Dean: Location (Basel: Museum für

Matta-Clark in 1973 (except for new hedge, it looks

traction across time; a personal repartee with anotherʼs

Gegenwartskunst, 2000 ), 25. Also romantic is the im-

suspiciously the same̶can we trust all “documents”

thinking and energy communicated through their work”

plication of a partial doubling of her failed ﬁgures with

in site-speciﬁc art?); and a building on East 3rd Street

(Tacita Dean, 61). She has also cited other artists from

the ﬁgure of the artist.

in Manhattan once owned by Shapolsky et al., part

this same archive, among them Marcel Broodthaers,
Bas Jan Ader, and Mario Merz.

37 At the very least, her archival tales hold out the pos-

of the 1971 critique of that tenement lord by Hans

sibility of errance in an otherwise plotted world. Dean

Haacke (the structure is the only one from the docu-

30 Dean in Tacita Dean, 54.

suggests one aspect of the temporality of her work in

31 Perhaps they are arks in analogy with The Russian Ark

the subtitle of a 2001 aside concerning the old East

45 The Devilʼs Blind Spot is a partial translation of Die

(2002) of ﬁlmmaker Andrei Sokurov, yet Dean does

Berlin Fernsehturm: “Backwards into the Future.” This

Lücke, die der Teufel lässt (2003), which literally means

not totalize her histories as Sokurov does his̶on the

movement suggests “the crabwalk” performed by

“the gap left by the devil.” At one point in The Devil’s

contrary. In a suggestive text, Michael Newman dis-

Günter Grass in his 2002 novel of that title regarding

Blind Spot Kluge has this internal dialogue, which, with

cusses her work as an archive of senses as well as

the symptomatic persistence of the Nazi past: “Do I

the necessary transpositions, might apply to Koester

mediums; see his “Medium and Event in the Work of

have to sneak up on time in a crabwalk, seeming to go

as well:

Tacita Dean,” Tacita Dean (London: Tate Britain, 2001).

backward but actually scuttling sideways, and thereby

“̶And what do you mean by this metaphor? Why are

Also helpful are the texts included in Tacita Dean: Sev-

working my way forward fairly rapidly?” See Günter

you, a Germanist, acting as an historian?

en Books (Paris: Musée dʼart moderne de la ville de

Grass, Crabwalk, trans. Krishna Winston (New York:

̶It shows the parallelism of events. As one epoch

Paris, 2003). The notion of “failed futuristic visions”

Harcourt, 2003), 3.

overlaps with another.

points to a principle of dis/connection in Hirschhorn

38 “Ghost-hunting” is his term. See Joachim Koester,

too: “I opened possible doorways between them,” he

“Lazy Clairvoyants and Future Audiences,” n.p.

mented Shapolsky empire still standing).

̶Imperceptibly?
̶Well, none of the contemporary witnesses noticed

remarks of the disparate ﬁgures honored in Jumbo

39 Ibid.; Alexander Kluge, The Devilʼ s Blind Spot: Tales

Spoons and Big Cake. “The links are the failures, the

from the New Century, trans. Marrin Chalmers and

46 In one sense archival art returns to the referent; in an-

failures of utopias ... [A] utopia never works. It is not

Michael Hulse (New York: New Directions, 2004), 182.

other sense it treats that referent as a blind spot. There

supposed to. When it works, it is a utopia no longer”

This internal montage is not a function of digital manip-

is a rub here for this art. “If you go to a show now

(Jumbo Spoons and Big Cake, 35).

ulation; hence the image retains its documentary effect

you will have to adjust to the work each time,” Koester

32 See Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of

(even as that effect might also be questioned). The re-

remarks in his conversation with Anders Kreuger. “You

History” (1940) and “Surrealism: The Last Snapshot of

sult of the juxtaposition is a kind of “third meaning”

need to ﬁnd the manual for the show, and sometimes

the European Intelligentsia” (1928), in Hannah Arendt.

that also interests contemporaries such as Huyghe.

it does need a manual, and I donʼt see anything bad

ed., Illuminations (New York: Schocken Books, 1969);

40 Unless otherwise speciﬁed, all Koester texts can be

about that.” Archival art is all about epistemological

and Peter Demetz, ed., Reflections (New York: Harcourt

found in Joachim Koester, Messages from the Unseen

curiosity. Here are fragments of a story, it says; here

Brace Jovanovich, 1978). “Balzac was the ﬁrst to speak

(Lund: Lund Konsthall, 2006).

is what they might tell us about our (in)abilities to see,

of the ruins of the bourgeoisie,” Benjamin wrote in
“Paris,

58

41 Koester continues: “Nowhere in Europe are the traces

it.” (132)

represent, narrate, understand. But often the effect is

Capital of the Nineteenth Century” (Exposé

after World War Two more visible than in Kaliningrad.

rather an epistemological dilemma. Do I (the viewer)

of 1935). “But only Surrealism exposed them to view.

Hauntings from a war that shaped lives and destinies

want to enter this story and labor on its puzzle? Must I?

The development of the forces of production reduced

for generations to come. Including my own̶like

“Nothing in the world,” Koester acknowledges, “is

the wish symbols of the previous century to rubble

many, affected by the ʻthird generation syndrome,ʼ I

more boring than participating in a game when you

even before the monuments representing them had

have always felt as if I was pulled towards an empty

donʼt know the rules” (“Lazy Clairvoyants and Future

crumbled” (Reflections, 161). The “wish symbols”

space: ʻthat which has not been said.ʼ”

Audiences”).
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47 Ibid.

66 This speculation invites two others. First, even as archi-

48 See Michael Darling, “Sam Durant's Riddling Zones,”

val art cannot be separated from the recent “memory

in Michael Darling, ed., Sam Durant (Los Angeles: Mu-

industry” (e.g.,the profusion of memorials), it suggests

seum of Contemporary Art, 2002), 11. Darling notes

that this industry is amnesiac in its own way (recall

the adjacency of this universe to the subcultural worlds

67 Sebald: “and the last remnants memory destroys”).

Postface
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Indirectly, then, this art calls out for a practice of count-

Reprinted here is an essay by the American

49 Durant in Rita Gersting, “Interview with Sam Durant,”

er-memory. Second, archival art might be bound up,

in ibid., 62. As with the models of repression and en-

ambiguously, even deconstructively, with an “archive

art critic / historian Hal Foster, ﬁrst published

tropy, Durant borders on parody here.

reason” at large, that is, with a “society of control” in

explored by Mike Kelley and John Miller.

in the fall 2004 issue of October under the

50 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, trans.

which our past actions are archived (e.g., medical re-

title “An Archival Impulse.” Now a minor

A. M. Sheridan Smith (New York: Harper, 1976), 130–31.

cords, border crossings, political involvements) so that

classic frequently referenced not only in lit-

51 Dean in October 100 (Spring 2002): 26. On this return

our present activities can be surveilled and our future

to the 1960s, see my “This Funeral Is for the Wrong

erature on art but in broader discussions on

behaviors predicted. This networked world does ap-

Corpse,” Design and Crime (and Other Diatribes)

pear both disconnected and connected in a way that

(London: Verso, 2002).

culture and memory, the article reappeared

archival art might be taken to mimic (e.g., Hirschhorn

as a chapter in Fosterʼs 2015 book Bad New

52 This attack on modernist architecture has precedents

displays can resemble mock webs of information),

Days, with its title shortened to “Archival.”

(e.g., Tristan Tzara and Salvador Dalí), and its political

which might also bear on its paranoia vis-à-vis an order

In addition to several small revisions, this

valence is often problematic; here Durant borders on

that seems both chaotic and systemic. For different

parody.

accounts of different stages of “archive reason,” see

new version was signiﬁcantly expanded by

53 Michael Darling in Sam Durant, 14.

Allan Sekula, “The Body as Archive,” October 39 (Winter

incorporating the authorʼs 2006 text on the

54 Durant: “My models are poorly built, vandalized, and

1986), and Gilles Deleuze, “Postscript on the Societies

Danish artist Joachim Koester. The present

of Control,” October 59 (Winter 1992).

reprint is based on the same 2015 edition.

fucked up. This is meant as an allegory for the damage
done to architecture simply by occupying it” (ibid., 57).

68 For a recent excoriation see T. J. Clark, “For a Left with

55 These collages recall the early photomontages by Martha

No Future,” New Left Review 2: 74 (March/April 2012):

Rosler titled Bringing the War Home (1967–72).
56 This is a troubling of both modernist design and Mini-

53–75.
69 Hirschhorn in Obrist, Interviews, Volume 1, 394.

Prior to the first version of the present
essay, the term “archive” already played an
important role in Hal Fosterʼs work, notably in

malist logic on the model of Smithson and Matta-Clark

an article also published in October in 2002.*1

as well as feminist artists from Eva Hesse to Cornelia

“Archives of Modern Art” looked at three

Parker. Such a move of counter-repression, which is
programmatic in such titles as Whatʼ s Underneath

critical moments in the history of artistic the-

Must Be Released and Examined To Be Understood

ory and practice from the mid-nineteenth to

(1998), is also indebted to Kelley.

mid-twentieth century, pointing to the recur-

57 See James Meyer, “Impure Thoughts: The Art of Sam
Durant,” Artforum (April 2000). In related pieces Durant
features the Rolling Stones, Neil Young, and Nirvana.

rence of the same constellation of issues, or
discursive order, in those moments, although

58 Robert Smithson, The Writings of Robert Smithson,

each time with considerable modiﬁcations. It

ed. Nancy Holt (New York: New York University Press,

is primarily this order that “archive” designat-

1979), 56–7.

ed at this time, following Michel Foucaultʼs fa-

59 Durant in Sam Durant, 58. Smithson also alludes to his
sandbox as a grave.

mous deﬁnition of the term in his Archeology

60 Ibid.

of Knowledge (1969).*2 The discussion there

61 See Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded Field,”

was thus chiefly conceptual and historical,

October 8 (Spring 1979).
62 Durant in an unpublished statement of 1995 quoted in
Sam Durant, 14.
63 See Craig Owens, “The Allegorical Impulse: Notes toward a Theory of Postmodernism,” October 12 (Spring
1980): 67– 86; and 13 (Summer 1980): 59–80.
64 See Benjamin H. D. Buchloh, “Gerhard Richterʼs Atlas:
The Anomic Archive,” October 88 (Spring 1999).
65 I mean “preposterous” in the sense of mixed tempo-

although Foster did conclude his article by
noting how his chosen moments continue to
resonate in the present.
When Foster went back to “archive” two
years later, he put the concept to a radically
different task. Now it serves as a framing
device that allows him to isolate and focus

ralities too, of “the pre” or before conjoined with “the

on a certain tendency then emerging in

post” or after. See my “Preposterous Timing,” London

contemporary art, best exemplified to his

Review of Books, November 8, 2012, and the Coda

eyes by Thomas Hirschhorn, Tacita Dean,

[Foster, “Coda,” Bad New Days].
66 There is an archival impulse in recent ﬁction as well;

Sam Durant and others. Each distinct in

one thinks of Dave Eggers, Richard Powers, William

their methods and concerns, these artists,

Vollman, and David Foster Wallace, among others.

Foster argues, nevertheless share a partic-

Here too it sometimes takes on a manic quality.

ular obsession over the past, all predicating
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their respective works on collection and presentation of historical data. While Foucault
reappears brieﬂy (alongside Derrida, Benjamin
and other important commentators), here

*1 The essay appeared in the winter issue of that year, then
was reprinted in the book Design and Crime (London:
Verso, 2002).
*2 Foster had tried out his argument in this essay, as well
as the reference to Foucault, previously in “The Archive

the recourse to “ a r c h i ve ” i s s u g g e s t e d ,

without Museums,” October, no. 77 (summer 1996).

one might even say urged, by the object

*3 Charles Baudelaire, “The Salon of 1846” in The Mirror of

of inquiry itself.

Art: Critical Studies, trans. Jonathan Mayne (New York:
Doubleday, 1956), 41.

Such engagement with our own time, for

*4 For a recent instance of Fosterʼs polemic, see the tren-

which Foster has been justly celebrated, is

chant rebuttal of Jacques Rancière and Bruno Latour in

never a mere intellectual exercise for him.

“Post-critical?” also a chapter in Bad New Days.

“Partial, passionate and political,” to borrow
Baudelaireʼs famous formulation, it is an assessment “written from an exclusive point of
view, but a point of view that opens up the
widest horizons.”*3 For this reason, Foster
can sometimes enter into conflict with fellow commentators on contemporary art. In

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
Hal Foster
Townsend Martin Professor of Art and Archaeology at

“Archival” one notices the celebrated names

Pinceton University. A coeditor of October magazine, he is

like Okwui Enwezor, Hans-Ulrich Obrist, and

the editor of The Anti-Aesthetic and the author of Design

Nicolas Bourriaud, brought on in a not entirely favorable light.

and Crime, The Art-Architecture Complex and Bad New
Days, among other books.

It should be noted, however, that polemic
per se rarely if at all is the main goal for Foster

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

(even though he never shies away from it

NAKANO Tsutomu

either).*4 If anything here Foster takes issue

Translator specialized in art history and criticism. His recent

with his own peers and predecessors, Craig

publications include the Japanese versions of Hal Fosterʼs

Owens in particular. While critical postmod-

The First Pop Age and Sebastião Salgadoʼs autobiography

ernism (to be sharply distinguished from the
uncritical tendency in design, art and architecture known under this same rubric) was
immensely successful in making sense of art
and culture of the late 1970s to early 1980s,
the following decade saw Foster increasingly dissatisﬁed with this discourse, which
himself, Owens and other October contributors did so much to establish. As pointed
out in several passages of the present essay,
Foster strongly feels that many of the conditions that postmodernism identified as
subversive have become simple givens, and
new theorizations are called for to adequately account the ever-shifting conditions of
contemporary art. Along with other chapters
of Bad New Days (respectively given similarly provocative titles such as “Abject,” “Mimetic,” “Precarious”), “Archival” constitutes
one moment of this project, thus pointing
to the new directions in which advanced art
criticism today is moving.
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De ma terre à la Terre (both from Kawade Shobō Shinsha,
Tokyo).

