
ビデオ彫刻『モレルの発明J の解剖学
山口勝弘

1 990年に日本で幻の書と言われていたアドルフォ・ビオイ・カサーレスの「モレル

の発明j が、清水徹と牛島信明の手によって翻訳されました。この本を初めて読んだ私

は、この発明に現代のメディア時代の予言を読みとると同時にその作品化を考えていま

した。翌、 1 9 9 1 年にそれを作ることになった私は、単なる映像メディアによって作

るのではなく、建物のイメージの中に映像を装置化することにしました。すでに 198

8年に建築に言及した 3 つのビデオ彫刻を作っていました.中でもそれらの作品で私は

石造建築の古典的形態からアーチとコラムという名称を引用すると同時に、それらの作

品にビデオ映像をはめ込みました.その時私はそれぞれの建築の存在している環境をま

ず 2篇の詩に表しその詩に基づいて映像を作りました。

ビデオ彫刻「アーチj について次のような詩を作りました。

Arch 

物質のコミュニケーション

支え合う石

上昇しつつ下降する力

雲を迎え

人を送る

穣を送り

鳥を迎える

束の閉

往還を

燕が身を醸す

時間の停止場

重力の中心

The communication of material 

Mutually suppo同ive blocks 

Powerboth 同sing and descending 

Meeting clouds 

Seeing people 0背

Farewell to fog 

Meeting birds 

In a moment 

Over the street 

Swallows turn in mid-flight 

Pausing point of time 

Center of gravity 

この詩ではアーチにおける石の塊が栂互に支え合う技術的なイメージとアーチの中を通

り抜ける人びとや鳥たちの視覚的なイメージを象徴化しています。

そしてつくられた映像は、これらの言語によるイメージの単なる説明ではなく、時間と

動きを伴った映像による新しい言及を行なったのです。

つまりこの作品にとって彫刻的な形態は、アーチの存在を物質的に指示するためのもの

であり、詩はまさに物質的存在と歴史的イメージを含んだ言語のよるメタファーであり、

映像はそれら 2 つへのコメンタリーであるということができます。「コラムJ についても

全く閉じ意図に基づいていることは間違いありません。
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Column  

円柱の舞台 A ∞lumn with a stage 

ゆらめく光 Glimmering lights 

通り過ぎる風の渦 Passing whirls of wind 

人びとの会話 People talking together 

虫の音 Sounds of insects 

冷気 Cold air 

熱気 Hot air 

崩壊のきしみ Cfi伺king of de説ruction

足音 Sounds of footsteps 

遠ざかる町 A town leaves 

柱の影で In the shadow of the column 

つまりこれらのビデオ彫刻は建築と映像と言葉の相互関係によって提示されている作品

ですから、それらの相互作用の中で観客は、 3つのレベルでのイメージの作用を受けと

り、その上で主題である「アーチJ や rコラム」についてのマルチメディア的なリテラ

シーを手に入れることになるのです。

1 9 9 1 年に発表した『モレルの発明』の場合は、カサーレスの小説が、まず言語によっ

て書かれていること、そしてその中で言語によって映像による現実世界のイメージが書

かれていること。この 2 つの条件が前提になっているため、明らかに「アーチJ や「コ

ラムJ の場合とは違う条件によって作品化が行なわれたのです。

まず私は神殿風の建築的イメージを想定しましたが、その神殿の背景に映像を設置する

と同時に、その神殿のコラムを透明な円柱にしました。この透明な円柱を通して映像を

見せることにしたのです。

この案は私が 1 950年代に制作していた rゥ。ィトリーヌ」という連作と同じような視

覚的効果の構造に基づいているのです。

そこで少しこの「ヴィトリーヌ」の構造と視覚的効果について説明したいと思います。

rヴィトリーヌj という名称は 1 9 5 1 年にこの作品の第 1 作を詩人の瀧口修造の家に

もってゆきました.彼はすぐにこれは絵画でも彫刻でもない作品だから、マルセル・デ、ユ

シャンがカルダーの動く彫刻に「モビールj という名称を与えたのと同じように何か名

称を考えましようといわれました。そして「ヴィトリーヌJ という名称をつけて下さっ

たのです。

この「ヴィトリーヌJ という作品を考えだした動機は、直接的には 1 950年前後読ん

でいたモホリ・ナジの光線絵画の理論的論考の影響であり、間接的には私が少年時代に

夢中になって作っていた小型の 3 次元的なパノラマ装置から来ていると思います。
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このヴィトリーヌという作品は、一般的な絵画のもっている構造、つまりキャンパスの

上に油絵具で描かれたイメージが乗っている関係をバラバラに分けて、次のような視覚

的効果を生みだす構造に変換したものです。

図で見れば分かるように、イメージはすべて透明な複数のガラス板によって発生するよ

うになっています。ここでイメージの発生という言葉を使いましたが、確かにイメージ

は支持体であるキャンパスに固着しているのではなく、観客の視線の動きによって発生

するのです。つまり前面に設置されている凹凸のタテヨコのレンズ効果を生みだすガラ

ス面の光学的な作用によるものです。その後方のガラス面とさらに後のガラス面、もし

くは背景の平面に描かれた抽象的形態が屈折し、変形し、勤いて見えるのです。また中

空の箱の中に捕かれた抽象的形態は、作品の外から表面を通って入ってくる光によって

後方に実際の影を投げかけて、三次元的な空間の効果をさらに強調します。つまりこの

rヴィトリーヌ』というのは観客の視線の動きによってイリュージョンを発生させる装置

という言い方のほうが当たっているものでした.

rモレルの発明J の神殿風の 2 列の円柱を透明にしたのは、「ヴィトリーヌJ と同じよう

に、しかももっと大きなイルージョンを発生させる目的によるものでした。さらにこの

場合は、ビデオ映像をイリュージョン化し、直接肉眼で見るモニターテレビの映像が円

柱の中に入り込んだり、それを巻き込んだりしながら延々と映り続けてゆくのです。ま

た 1 台のビデオカメラが作品の前に立った観客の姿を撮し取り、モニターテレビの中に

映しだしますが、この観客のイメージさえも、いつの間にか円柱の中にからめ取られて

作品のイリュージョンになってしまうのです。

以上が 1 9 9 1 年の「モレルの発明J の構造と視覚的効果についての解剖ですが、今回

の作品は fバベルの図書館J というタイトルの展覧会の中に組み入れられているもので

す。したがってカサーレスの「モレルの発明J は、ポルヘスの「パベルの図書館J との

関係性の中に位置づけられているものです。これについては展覧会のカタログの中にも、

言及されているわけです。

しかし作者としては、この機会にモニターテレビに映し出された映像の内容を、新しい

ヴァージョンとして作り直すことにしました。

そもそもカサーレスとポルヘスは当時、というのは 1 940年頃プエノスアイレスで親

密な交流があり、おそらく書物と図書館問題や、記憶と記録の問題などについても話題

にしていたものと想像されます。

なぜならモレルによる発明そのものが、テレビジョンの発明を前提とした装置の発展形

であり、その頃テレビジョンは映像史の技術的未来像として世界的に議論が起こってい

た時代でもあったのです。
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建築家フレデリック・キースラーは、すでに 1 923年のカレル・チャペックのロポッ

ト劇 rR. U. RJ の舞台の上で、初めて映画の上映とテレビの原理を利用しています。

私がここでテレビの原理を利用したといったのは、通信的な方法として舞台裏の鏡を利

用して、遠くの人間を映し出していたからである。やがて 1 929 年、彼がニューヨー

クを活動の拠点てして間もなく「現代のショウウインドウとストアフロント』というタ

イトルの著書で新しい視聴覚メディアが現代のショウウインドウの中に、どのような影

響をもたらすかについて述べております。

テレビが時代のファッション情報を流す f今日のウインドウj としての利用、ショウウイ

ンドウの中の巻上げスクリーン上に、都会の歩行者のためにテレビニュースが流される

という利用、また 1 930年前後には家庭の中の壁画上に映し出される遠隔地のミュー

ジアムからの名作をリアルタイムに上映するTelemuseumの構想を提案しています。

さて私の「モレルの発明J が 1 9 9 1 年に発表された後、 1 994年に「山口勝弘リフ

レクション 1958:1994J が開かれました。ここでも前作と殆ど同じ構造と視覚

的効果をもった装置を用いましたが、今回の展覧会の最初の動機が 1 968年に発表さ

れて以来展示されなかったヴィトリーヌ「風景j を 26 年ぶりに発表することでした。し

かしこの 26 年間にビデオ技術が実用化され、小型のビデオカメラが登場してきました。

そこで過去と現在の作品を、あたかも合わせ鏡のような関係によって「見るJ という方

法を考えたのです.そこで会場に 2 つの作品を向かい合わせに展示し、ヴィトリーヌ「風

景J のガラスの表面を手lこもったCCDカメラで撮影しながら、その映像がもう一方の

装置上に映しだされるようにしました。

ここで明白になることは、 1 958年のウ@ィトリーヌは肉眼によってのみ見られていた

のですが、 1 994 年のわれわれはCCDカメラを通して見られるものになったこと、そ

して肉眼では晃えない映像化されたイメージとして見られるようになったことです。し

かもリアルタイムでインタラクティヴな方法で見えるということは、過去の作品を人聞

にとっての新しい視覚像として見ているということになるわけで、いわば人聞は第 3 の

眼をもったことになるわけです。そういう意味でわれわれは、過去と現在の問に宙吊り

になっている状態でリフレクションを経験していることになるのです。モレルの発明で

は現実がそっくりそのままに記録され再現されることが描かれていました。芸術作品の

場合は時聞がたてば次の発明によって改めて見宣されてしまうという現実に、われわれ

は出会うのです。

私がかつて考えていた rイマジナリュウムJ では、世界の異なった場所の出来事や作品

を相互に交換させるという方法を中心として考えていたのですが、それはいま人工衛星

やインターネットによってほぼ実現可能です.一方この「リフレクションJ で使った方

法では、また違ったことを考えさせるのです。つまり空間的な同時性という水平的な時

間に対して、過去と現在という垂直的な時間の同時性におけるメディアの意味を考えて

いるのです。
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またこの展覧会では、観客はカメラの切替えによってもう一つの用意された映像データ

ベースを眺めることができます。このデータベースは 1 8-1 9 世紀に用いられていた

機械技術の直線的で固い形態の世界映像と、人間の身体の各部分の曲面的形態の世界映

像と、くらげの自由自在な変形の形態映像からなっています。もちろんこのデータベー

スは博物館的な意味をもって作られたものではなく、あくまでも形態のもっている意味

を、考え楽しむためのものですから、芸術的なデータベースだということができます。

こうしてカサーレスの『モレルの発明J はその後私の中でさまざまなメデ、ィアの意味の

変容を伴って表現されてきているのです。

さてこのカサーレスの書物の中で想像された未来技術は、当の審物そのものの将来の運

命をも計り知ることになったとしても不思議ではないのです。特にこの『モレルの発明』

の発表は、 1 940年に出版されたポルヘスの「パベルの図書館J が執筆されていた時

期でもあったからです.

こうした経緯を考えて、私は新しいヴァージョンの映像化に着手するため、改めて記憶

術や図書館やペンヤミンなどのテクストを読み直すことにしました。結局こうした読書

は文字によるテクストの研究であると同時に、書物の中に挿入された図像の意味とその

役割にまで遡行する考察に結びつくのでした。それと同時にこの新しいヴァージョンの

中で映像化される図像の選択に結びついていく問題でもあったのです。 1 9 9 1 年のfモ

レルの発明J における映像の選択が、前年に勃発した湾岸戦争の図像に焦点を置いたも

のだったのですが、今回は文字や書物の発生史や記憶術と建築との関係、図書館という

巨大装置とそのイメージの奥に秘められている記録の集積など、それらの引用された図

像が加えられました.考古学的な図像に対して、現代のニュースと呼ばれる情報メディ

アの中に登場してくる図像とのアッサンブラージュによる方法をとったのです。そこで

これらのアッサンブラージュによる図像が右から左へ、左から右へ、スクロールされ続

けてゆくのは、どんな働きと意味をもっているのでしょうか.この作品の前にいる観客

はまるで神殿風の装置をもった中で、何本もの絵巻物を眺めているように思うかもしれ

ません。

そして同時に次のような幾つかの間題を考え始めることでしょう。第 1 の問題は、書物

そのものの完結性、あるいは物理的な限定性についてであります。それは無限に増殖し

続ける書物に対して、ポルヘスも言及しているような「砂の本j という 1 冊の書物の存

在の可能性と不可能性の問題でもあります。すなわち私の『モレルの発明」という作品

の中で、上映される映像は無限に加算されてゆくことも可能であるし、それは作品その

ものの非完結性を意味することでもあります。また現代のマスメディアが排出し続けて

いる記録された映像の保存にもかかわる問題でもあります。

第 2 の問題は、映像を利用した芸術作品の観賞の問題であります。観賞ということは当

然観賞者と観賞行為にかかわる問題です。第 1 に述べられた完結性と非完結性という問
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題は観賞行為における「時間J の問題であります。つまり映像内容が、リアルタイムに

未来へ向かつて無限に続いているとすれば、観賞者にとって作晶とは、常にある瞬間に

存在するものでしかないのでしょうか。われわれがかつて頭脳の中に情報を記憶してお

くために考えだしてきた様々な記憶術の歴史と同じように、観賞という行為も時間的に

限定されているのです。でなければわれわれは限りない記憶に生きるだけの人聞になっ

てしまい想起という時間を失ってしまうのです.

これらの問題こそが、すべてポルヘスとカサーレスが考察し、書き遣してきた問題の本

質的な点でもあります.ということは私の作ろうとした映像によるヴァージョンはこう

した問題についての思考のための挿絵(イラストレーション)であるかもしれないので

す。たしかに作品の中での図像はモニターテレビから発する光を通して光り輝いている

のです。かつて営々と作られていた写本にほどこされた彩飾模様や飾字のようにイルミ

ネーションされた図像であります。人類が歴史の記述や記録の方法として、いまなお文

字を併用している限り、つまりカサーレスの中のモレルの発明のようにすべての現実が

直ちに映像化されてしまうような時代に至るまでは、こうした視覚的な要素は限られた

図像によって、イルミネー卜されて人びとの自をそば立たせていたのです。私が関心を

もち続けてきた「モレルの発明j は 1 9 9 1 年以来少なくとも 3回の解釈を通して変化

してきました.芸術作品とその発表の方法というものが視覚的なメディア化の中でどの

ように変貌してきたかを考えてみたわけですが、これは本そのものや、図書館のあり方

にも関連している問題だと思います。芸術作品の役割は私にとって記録だけのものでも

なく、記憶だけのものでもないと思います。

こうした芸術作品によって場の記憶が、われわれの心の中にかき立てるものになってい

るのではないでしょうか。かつて建築や家がヨーロッパでも中国でも、日本でも記憶術

に結びついていた場であったのに、現代の都市や家は、記憶の宿りょうのない均質化と

普遍化の波に洗われてます。こうした時代の中で、芸術の中に現われてくる建築や家や、

場合によってはインスタレーションという行為そのものの中でも、記憶や思い出という

ものが、唯一宿りうる場としての存在意味があるのではないでしょうか。
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