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
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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
編訳、岩波現代文庫、2000年、38頁〕
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& 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

1979).〔 ジェイムソン「大衆文化における物象化とユー
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も、アーカイブ的なものは複数の側面のうちのひとつに
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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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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

15 Benjamin Buchloh, “Cargo and Cult: The Displays
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「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
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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？）。
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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）
。

