集団行為「郊外への旅」研究
――テクスト・写真・地図――
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1.序論
1-1.問題提起
本論は、ソヴィエト時代にパフォーマンス・アートの活動を始めた、「集団行為」
（Коллективные действия）と呼ばれるグループの作品についての分析である。この分析
の背景には、現代美術における記録をめぐる問題がある。この問題について理解するため
には、集団行為の批評者として知られるボリス・グロイスのアート・ドキュメンテーショ
ン論「生政治時代の芸術――芸術作品からアート・ドキュメンテーションへ」をまずは参
照する必要があるだろう。
芸術に寄せられる関心は、現在では作品そのものにだけ向けられるわけではなくなった。
ボリス・グロイスが述べているように、近年では芸術の記録（アート・ドキュメンテーシ
ョン）に大きな関心が寄せられている1。独立した芸術そのものに価値を見出すことはまれ
で、記録以外にも観客との関係性が重要なファクターとなっている。本論で取り組むのは、
この芸術の記録と観客との関係性という二つの問題の接点である。
グロイスの議論は、アート・ドキュメンテーションが完成した芸術作品を記録するもの
ではなく、ある生の形式を記録するものとなっているということを明かす。グロイスは、
「ア
ート・ドキュメンテーションは、この記録という手段以外の方法では決して表現されえな
いであろう芸術活動を指し示す、唯一可能なもの」2だと述べる。ここで芸術活動として挙
げられているのは、
「日常生活への複雑で多様な芸術的介入、入り組んで手間のかかる議論
と分析のプロセス、非日常的な生活環境の創出、さまざまな文化や環境における芸術受容
についての芸術的な探求、政治的動機による芸術行為など」3である。これらの芸術活動は
何らかの物体の形で自らを表明できず、したがって記録によってしか提示され得ない。物
体としての芸術作品が存在しない以上、芸術と生とを分離することは不可能であり、ここ
に記録された生としての芸術が誕生することになる。グロイスの見解では、アート・ドキ
ュメンテーションは「生きたものがどのように人工物に置換され、人工物が適切な物語に
よって生きたものとなりうるかを示す」4活動なのである。つまり、生と死の区別は対象が
本質的に抱えている性質によって決定されるのではなく、妥当と思われる物語性によって
始めて獲得されるものだということである。そこでは生と死の境界がその都度決定されて
いるのだ。
彼が語っているのは、芸術を記録するものとしてのアート・ドキュメンテーションでは
なく、生を記録するものとしてのドキュメンテーション・アートであると言っても問題な
いだろう。このことは、彼がアート・ドキュメンテーションの例として挙げている作品の
論じ方からも明白だ。たとえば、彼が挙げているアーティストの一人に集団行為のリーダ
1
2
3
4

グロイス, p.114
Ibid., p.115
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Ibid., p.119
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ーであるアンドレイ・モナストゥイルスキイがいる。グロイスが指摘しているのは、集団
行為の活動が雪原の上で行われているために、それがマレーヴィチのシュプレマティスム
における白を想起させるということである5。マレーヴィチの絵画を現実の生のコンテクス
トへと書き込むものとして集団行為の活動は参照されているのだが、ここでグロイスの関
心は「芸術を記録によって生の芸術へと転換すること」6にあり、ここで名指されている芸
術とはマレーヴィチのものなのである。ここでは芸術の記録について論じるはずが、いつ
の間にか記録としての芸術へと話題がすり替わっている。集団行為の活動は、一般の観客
に公開されるものではなく、彼らの記録集である「郊外への旅」
（Поездки за город）によ
って始めて世に出るものとなっている。そのため、仮にそれが記録としての芸術になって
いるとしても、彼らの活動の記録そのものがいかにして伝えられ得るのかを問うことなし
には、アート・ドキュメンテーションの例として集団行為の活動を挙げることはできない
だろう。
グロイスによる具体的なパフォーマンスの取り扱い方は、芸術が生と結合し記録される
という構造を捉えたものであるが、個々のパフォーマンスの性質がこの構造へと還元され
てしまっているようにも見える。グロイスは記録による説話的な生の形成について説明す
る際に、映画『ブレードランナー』を引き合いに出している7。この映画においては、登場
する人造人間それぞれに、出自を証明する捏造写真が用意されていることによって、彼ら
は歴史に書きこまれ、連続的な生を獲得するという。しかし、この「家族の肖像やかつて
滞在した場所といった捏造写真」8は、それだけで「家族の肖像」9であったり「かつて滞在
した場所」10であったりすることが判別可能なわけではない。そこには、それらを同定し配
置し直す物語が同居しているはずである。グロイスはこれらの要素をひとくくりに説話や
物語と呼んでいるが、これらの要素は物語性にのみ還元可能なものなのだろうか。これら
の写真が、なにものであるか分からない身元不明の状態に陥ったとしたらどうだろう。そ
ういった事態が引き起こされずに済んでいるのは、共同体的な措定によって成立する物語
性のおかげである。
『ブレードランナー』でいえば、レプリカントの製造主が植え付けた記
憶によって、これらの写真はポートレートや思い出の場所の写真として同定することが可
能になっている。写真は、レプリカントたちの連続性を客観的に保証する唯一の証拠であ
るように見えるが、それは植え付けられた記憶による補正なしには機能しないのだ。
『ブレ
ードランナー』について、グロイスは以下のように締めくくっている。
自然物と人工物の間に、客観的に確定可能で「リアル」な区別を付けようとする主人公の探求は、結

Ibid.
Ibid., p.121
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8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
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局のところ無効なものであることが明らかになる。なぜなら、すでに述べたとおり、この区別は物語
のなかでのみ可能なものだからだ。11

注目しなければならないのは、客観的な区別を付けようとした主人公は、その試みが無
効なものであるということを知るが、だからといって物語的規定に身を任せるわけではな
いということだ。物語性による生の規定を受け入れているのは、あくまでもレプリカント
である。彼らは、植え付けられた記憶と彼らが当事者であるという事実によって、疑念を
挟まずに写真という記録を自己同一性の物語性に回収することができた。だが、当事者で
はない主人公は、この区別を導く物語性の影響の外にいるのである。
グロイスの見落としは、レプリカントに働く写真の効果と主人公に働く写真の効果を混
同したことにある。この混同は、芸術の記録においても観察される。グロイスの言う芸術
がここで生の記録であるのだとしても、その生は鑑賞者の生ではない。レプリカントの場
合に物語性を担保していた植え付けられた記憶に相当するものが存在しないため、鑑賞者
はこの生の歴史への書き込みに対してフラットな視点を保つ。グロイスに従えば、生を歴
史へと書きこむ記録は、それが物語であるだけで生きたものと死んだものを区別すること
に成功することになる。レプリカントの場合にはそれで問題ないだろう。当事者にとって
は、どの物語による同定を選択するかが最も重要な問題なのだから。だが、当事者として
の切迫感を持たない鑑賞者にとっては、物語による同定は必ずしも成されなければならな
いものではない。むしろ、レプリカントの捏造写真でいっぱいになった部屋を見る者が抱
く複雑な感情こそが、アート・ドキュメンテーションに付随するものだろう。連続性を担
保する物語は、それが外部を参照しない限りにおいて機能するものである。主観としての
植え付けられた記憶と、客観としての捏造写真の間で閉ざされたサイクルは、それを外部
から観察する主体が現れることで疑問にさらされる。このような外部者にとって、物語は
必然的な説得力を伴ったものではないのであり、この疑問の下にいかなる関係が形成され
るのかが問われるべきだろう。この写真が記憶として歴史に書き込まれているのは、それ
を担保する物語によってであるが、その物語は無批判的に受容されてしかるべきなのだろ
うか。
この物語による規定は生の歴史への書き込みの時間的側面を保証するものだが、グロイ
スが空間的側面を担うものとして挙げているのがインスタレーションである。グロイスは、
インスタレーションは「物語が時間の次元で果たすことを空間の次元で果たす行為」12であ
るとしている。インスタレーションは、人工物としてのアート・ドキュメンテーションを
固有の場に再配置することによって、人工物を生きたものにすることに貢献しているとい
うのだ。だが、
『ブレードランナー』における写真の効力を担保していたのが植え付けられ
た記憶であったのと同じように、このインスタレーションの効力もまた、所与のものでは
11
12

Ibid.
Ibid., p.122
14

ない。
インスタレーションの磁場については、クレア・ビショップの論考「敵対と関係性の美
学」を参照したい。タイトルからも明白だが、この論考はニコラ・ブリオーの『関係性の
美学』に対する応答として書かれたものである。ビショップは『関係性の美学』をここで
痛烈に批判している。ビショップによる批判の要点は以下の通りである。ブリオーによっ
て称揚されるリレーショナル・アートは、
「相互主観的な出会いを打ちたてようと試みてい
る」13のだが、ブリオーにとって重要なのは関係性が樹立されることそれ自体であり、「関
係の性質が検討されたり、問いに付されたりすることはない」14。作品の構造が民主的であ
ることが旗印となり、いかなる関係性であれそれが成立した時点で民主的で有効なものと
されているのだ。しかしながら、ブリオーによって挙げられているリクリット・ティラヴ
ァーニャやリアム・ギリックの作品において発生しているのは、民主的な関係性ではなく、
排除を前提として成り立っているに過ぎない。リクリット・ティラヴァーニャはカレーを
ふるまうパフォーマンスで有名だが、ここで果たされる出会いは、それがギャラリーで開
催されるという事実からも分かるように美術業界内でのものでしかない。リアム・ギリッ
クの初期作品である「ピンボード・プロジェクト」は、
「使用説明書、掲示板にピン留めさ
れる可能性のある物品、部数限定の専門誌の定期購読案内」15などが貼られた掲示板である。
しかしながら、ギリックの掲示板が民主的だと主張される根拠であるこれらの要素の変更
可能性は、作品を所有している人々にだけ許されたものである。つまり、ブリオーにとっ
ては民主的に見える構造が存在すれば十分なのであり、ビショップが問題視しているのは、
構造の内部の諸要素の関係性が、誰のために、どのようにして、なぜ作り出されるのかと
いう問題が意図的に無視されていることなのだ。
ビショップによって提出されたこの問いは、グロイスのアート・ドキュメンテーション
においても同様のことを指摘できる射程を持っている。ビショップがティラヴァーニャと
ギリックの作品について疑義を呈した箇所がそのままアート・ドキュメンテーションへの
問いとなるだろう。すなわち、ティラヴァーニャのパフォーマンスを検討する際に提出さ
れた、その作品が前提としている共同体性への疑問は、インスタレーションの場がそうし
た美術業界に対してしか開かれていないことへの疑いのまなざしとなる。もちろん、イン
スタレーションが美術業界に属するものであるということは当然のことである。だが問題
なのは、アート・ドキュメンテーションが披露される場として、インスタレーション以外
の場が想定されていない点だろう。アート・ドキュメンテーションが「状況とコンテクス
トに応じた新たな場を設定」16するものであるならば、状況とコンテクストが最初から美術
業界に限定されていることは、アート・ドキュメンテーションの可能性を狭めはしないだ
ろうか。
『ブレードランナー』における捏造写真の真正性を担保しているのは植え付けられ
13
14
15
16

ビショップ, p.77
Ibid., p.89
Ibid., p.82
グロイス, op.cit, p.124
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た記憶であったが、コンテクストが美術業界のものへと限定されてしまうならば、この植
え付けられた記憶と同じ役割を美術のコンテクストは果たすことになるだろう。そこから
生まれるのはアイデンティティを求める切迫感であり、アート・ドキュメンテーションは
安易な物語性へと回収される危険性を孕んだものとなる。実際、
「関係性の美学」という物
語も、このような切迫性を背景として生まれてきたものである可能性もあるだろう。ギリ
ックに対して提出された問いとは、掲示板作品についてのものだった。この掲示板の所有
権の問題もまた、インスタレーションの場と関わってくるものだと思われる。グロイスは、
アート・ドキュメンテーションやインスタレーションは「デザインする」17ものだと述べて
いるが、鑑賞者はそのデザインに口出しする権利を与えられてはいない。グロイスの視線
はあくまでアート・ドキュメンテーション、インスタレーションのデザインへと向けられ
ており、その産物がどのように受け取られ得るのかという、臨床的な観点が抜け落ちてい
る。このことは、ビショップがブリオーに対して指摘しているのと同じように、グロイス
の形式主義的な問題点を浮かび上がらせる。アート・ドキュメンテーションは、それが記
録という形式を持っているという理由だけで、記録される対象を生きたものに変化させる
ことができるのだろうか。実存の歴史への書き込みは、それが観察された時点で生死が決
定されるのではない。鑑賞者による臨床的脳死診断を経て、はじめてそれは生きたものと
も死んだものとも呼び得るものになるのではないだろうか。
アート・ドキュメンテーションは、記録された時点でその役目を終えるものではない。
その記録を鑑賞する者が果たす役割を考慮すると、記録による変容とでも呼び得るような
問題系について思考することが可能になる。再度グロイスの論点を確認しよう。彼は論の
結末として、アート・ドキュメンテーションの効用を以下のように規定している。
そうした作品は、現代を拒絶するかわりに、状況とコンテクストに応じた新たな場を設定し、そこに
自らを書き込む戦略をデザインすることで、人工物を生あるものに、反復可能なものを反復不可能な
ものに変容させるのである。18

グロイスは、アート・ドキュメンテーションにおいて生じているのは変容だと述べる。
この変容という用語は、芸術史上においてアート・ドキュメンテーションに対する考察を
加速させたパフォーマンス・アートを巡る論考において多用されるものである。パフォー
マンス研究においては、脚本的な研究との決別という歴史もあいまって、長らくパフォー
マンスの記録を論じることは忌避されてきたが、グロイスが物語っているのはまさにパフ
ォーマンスの記録の変容なのであり、グロイスの視点からだけでは到達し得ない、生死を
判定する役割を持った観察者について論じる上で、パフォーマンス研究の蓄積は非常に有
用なものであるように思われる。パフォーマンス研究の泰斗、リチャード・シェクナーに
17
18

Ibid.
Ibid.
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よる指摘で興味深いのは、変容を西洋美学における観客による批評と結びつけている点で
ある。シェクナーは欧米演劇における観客と演技者の関係の出発点として、ギリシャ演劇
を挙げる。ギリシャ演劇においては、劇詩人と俳優は審判としての観客によって批評され
ていた。
観客／審判／批評家と演技者／劇作家／その他関係者は完全に絶縁された状態で対峙する。この基本
的な対立がアーティストを勝者か敗者に変容させる「評価」の蓄積を生む。繰り返すが、過去二〇年
の実験演劇の多くは、観客参加、環境演劇、集団創造などの手法によって、この苦しみからの解放を
目指してきた。19

シェクナーは、参加者と観客が峻別されていることこそが、勝敗という変容を参加者にも
たらす根源であることを指摘する。この競争性からの脱却を目指すシェクナーのいうとこ
ろの 1960 年代以降の実験演劇は、
「ギリシャから出発した欧米の美学は競争原理にしたが
っている」20のだとすれば、まさに欧米の美学から脱却しようとする試みに他ならない。し
かしながらこのことは、同時にパフォーマンスの自閉性を示しもする。パフォーマンスは、
外部としての観客を締め出すことで成り立っている。パフォーマンスにおける観客は、ギ
リシャ演劇以来の判定者ではなく、参加者としてパフォーマンスの構成員となっている。
エリカ・フィッシャー＝リヒテが唱える演技者と観客の間のフィードバック構造21にしても、
観客が持つ判定能力を喪失させた概念であると考えることすら可能である。なぜなら、彼
らがどれだけ装いを美しくしようとも、演技者と観客を分けている時点で非対称的な力関
係は生まれており、観客はそこで演技者に対する想像的同一化を果たすことしかできなく
なってしまうことは目に見えているのだから。ギリシャ演劇において勝敗を決定していた
観客とは違い、また演技者への想像的同一化を果たす観客とも異なった、それでいてパフ
ォーマンスに対して外部に立つ、パフォーマンスを歴史に書き込むための記録を閲覧する
主体についての思考が求められているように思われる。そうでなければ、外部を持たない
自閉した循環システムとしてのパフォーマンスは、まさに外部が存在しないことによって
いかなる変容も想像的なものでしかありえなくなってしまう。パフォーマンスの内側にお
いてもたらされると錯覚される変容ではなく、パフォーマンスの記録を閲覧する者が判断
する変容の可能性こそが探られなければならない。
以上のことから、本論が提起する問いは以下のようなものとなる。第一に、主に『ブレ

シェクナー, p.97
Ibid., p.96
21 たとえば、フィッシャー＝リヒテは『パフォーマンスの美学』において役割交換につい
て論じている箇所で、
「役割交換とは、主体／客体関係における力動化や永続的な動態化の
原動力であり、俳優と観客の行動や態度が相互に影響し合うオートポイエーシス的フィー
ドバック循環を探求するためには、とりわけ最適の要素である」と述べている。[フィッシ
ャー＝リヒテ, p.58]
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ードランナー』の分析を検討する際に挙げられた、捏造写真と植え付けられた記憶の問題。
すなわち、アイデンティティへの切迫や、美術業界の維持という強迫観念を抜きにした場
合、写真などのイメージとしてのアート・ドキュメンテーションは物語性によって一方的
に規定されるだけなのだろうかという問いである。この問題において重要なのは、物語が
操作するのが時間だということだ。そのため、物語性とイメージの相互作用について論じ
る際には、そこで生じてくる時間意識が重要なトピックとなることだろう。第二の問題は、
空間的なものである。グロイスの論がインスタレーションのみを前提とすることによって
必然的に美術業界維持への強迫観念を抱えてしまうことについては上で述べた。したがっ
て、インスタレーション以外の記録の場が提案されねばならない。これは、インスタレー
ションという場に取り込まれ当事者にならずに、いかなる強迫観念や切迫感を抱えずに記
録の生死を判断するということである。美術業界的な場（美術館、ギャラリー、また屋外
であってもパブリックアートのための美的空間なども含め）から距離を置くことにより、
予定調和的な生の判断、物語の正当化を避けることができるのだ。第三の問題は、第二の
問題と連動した、記録を閲覧する者としての観客の判断力についてである。リアム・ギリ
ックについてのグロイスの見解を検討した箇所で述べた通り、閲覧者は所有者とは違って
記録に対する変更権を持たない。したがって、グロイスが言うように生の形式をデザイン
することは不可能である代わりに、閲覧者に可能なのは記録が語りかけてくる物語の真正
性を判断することだけである。シェクナーが述べたギリシャ演劇における観客の場合は、
観客の判断が詩人や俳優の運命を分かつため、直接的な形で影響力を持っていた。しかし、
現代においては、パフォーマンスが観客を参加者として取り込んだことによって、判断の
能力が託されているのは記録の閲覧者となり、閲覧者の判断はほとんど影響力を及ぼさな
い。注意しておきたいのは、ここで対象となっているのはパフォーマンスの参加者として
の観客のことではなく、記録の閲覧者だということである。参加者としての観客が持つ影
響は、もちろんそれがパフォーマンスを構成する要素そのものだからなのであるが、依然
大きいと言って差し支えないだろう。この影響力を持たない閲覧者が判断を下す時、グロ
イスが述べるように「人工物を生あるものに、反復可能なものを反復不可能なものに変容
させる」22効果が発生することもあるだろう。だが、この変容は共同体によって担保された
ものではなく、閲覧者個人にとってのものである。むしろここで変容しているのは、記録
の閲覧者自身なのではないだろうか。イメージとの拮抗という疑念を挟みつつ、物語られ
た記録の生死、そして成否を判定するという作業自体が閲覧者にもたらす効果とは何だろ
うか。アート・ドキュメンテーションが、そのような判断の技としてアートであるのだと
すれば、閲覧者に生じるだろうその判断について臨床的に検討していくことによって、芸
術、パフォーマンス、記録を巡る議論に一石を投じることが出来るだろう。

22

グロイス, op.cit, p.124
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1-2.研究対象
1-1 で提出された問題を検討していくにあたって、本論ではロシアの現代アートグループ
「集団行為」を対象とする。集団行為についてはグロイスがすでに紹介していたが、彼は
実質集団行為のパフォーマンスが雪原の上で行われており、それがマレーヴィチを彷彿と
させるということしか述べていない。本論が集団行為の活動を対象とするのは、それが 1-1
で掲げられた問題意識に対する回答を模索するにあたって有効な具体例になると思われる
からである。
集団行為の活動は、パフォーマンス・アートの中でも独特のものである。彼らの活動の
独創性は、それが郊外の森や草原などで行われていたことにあるのではない。たとえば、
ソヴィエトで同時期に活動したパフォーマンス・グループ「巣」(Гнездо)など、人気のない
野外でのパフォーマンスを行うアーティストは存在していた。彼らの独創性は、彼らの活
動を記録した記録集である「郊外への旅」にある。グロイスは芸術の記録について論じて
おきながらこの「郊外への旅」の存在を無視していたが、集団行為について語るのであれ
ば「郊外への旅」に触れないわけにはいかない。彼らが行ってきたアクションは、基本的
にはここに収録されており、現在では 11 巻までが刊行され、12 巻分に相当するアクション
が実行されつつある。この記録集に特徴的なのは、第一にテクストの豊饒さである。集団
行為についての言説の多くは、このテクスト体としての「郊外への旅」への言及に費やさ
れてきた。しかしながら、
「郊外への旅」における要素はテクストだけではない。そこには、
写真、地図、グラフなどの様々な媒体が同居しているのだ。これらの要素を無視するのは、
物語性による対象の同定への強迫観念をさらけ出す結果を呈するだけだろう。第一の問題、
すなわちアート・ドキュメンテーションにおける物語性と時間性の問題を探求するにあた
って、
「郊外への旅」におけるテクスト以外の諸要素に注目することは有益であるように思
われる。
「郊外への旅」はまた、第二・第三の問題とも関係する。つまり、
「郊外への旅」はイン
スタレーションとは異なった記録の場を作り出すことに成功しているのではないだろうか。
その空間とは、読者としての閲覧者の空間である。
「郊外への旅」の閲覧者は、たとえば集
団行為展における記録インスタレーションの鑑賞者とは違って、より自由な立場で記録を
眺めることになる。彼は全くもって当事者ではないし、このアーカイブに対していかなる
権利も与えられていない。この権力を制限された非当事者空間において、
「郊外への旅」閲
覧者が判定し、また彼に引き起こされる変容とはいかなるものであるかを検証することは、
芸術における記録の生政治が構造のみに注視し無視してきた記録と閲覧者の関係について
の探求の一ページとなると同時に、パフォーマンス研究において疎んじられてきた記録に
おいて生じるパフォーマティヴィティについて考察するための貢献ともなるだろう。注意
しておきたいのは、この閲覧者としての読者という主体は、記録や記憶を扱う全てのアー
トにおいて発生するわけではないということである。ジグルドソンやボルタンスキーらに
よるアートもまた、集団行為と同じようにアーカイブを構成するアートであると言うこと
19

ができる。しかし、彼らが作り出しているのは、グロイスが論じた内容がそのまま当ては
まるような記録としての芸術であり、決して芸術の記録としてのアーカイブが創出されて
いるわけではない。記録としての芸術は、記録することがその内実の全てであるが、芸術
の記録はその可読性を問題とする。集団行為の独自性は、芸術の記録としての芸術とでも
言えるような閲覧者を視野に入れたアーカイブを作り出したことにあるのだ。

1-3.先行研究批判
集団行為についての先行研究は多くない。よく知られている文献にボリス・グロイスの
「モスクワ・ロマンティック・コンセプチュアリズム」(Московский романтический
концептуализм)やエカテリーナ・ボブリンスカヤの『コンセプチュアリズム』
(Концептуализм)、エカテリーナ・ジョーゴチの『20世紀ロシア美術』における記述、ま
た近年の著作ではJackson, Matthew Jesseの”The Experimental Group”等があるが、これ
らはすべて概論的なものであり、取り上げられているアクションも片手で数えられるほど
である。モスクワ・コンセプチュアリズムを漠然と概観する文章は多く存在するが、集団
行為の活動を詳細に吟味したものは非常に少ないのだ。研究論文でその全体を集団行為の
分析に捧げているものは、私の知る限りOctavian Esanuの“Transition in Post-Soviet
Art:“Collective Actions” Before and After 1989”しか存在しない。Esanu論文は量・質共に
集団行為を巡る文献の中で最良のものだと思われるが、彼の論文にも手の届いていないと
ころがある。一つは、時系列の取り扱いの問題である。論文のタイトルにもあるように、
彼の論は社会的な変化を背景にして論じているため、どうしても時間モデルが限定されて
しまう。1989年以前の社会主義期、1989年から1995年までの変動期、そして1995年以降の
資本主義期と、経済の移り変わりによる社会システムの変化に合わせた形で集団行為の変
化を描き出そうとするため、かえって個々のアクションのそういった時間性を無視した働
きは死角となってしまう。たとえば、アクション「図書館」シリーズは、アクション81「図
書館」、アクション105「図書館2005」、アクション111「図書館2007（球頭）」から成り
立っている一連のアクションだが、このアクション群における時間について、Esanu論文の
アプローチは有効な議論とはならないだろう。「図書館2007（球頭）」のアクションの記
述は、この時間性をよく表している。
（「図書館2007」は、その行為が埋められた本のある小さな草原で行われた「図書館2005」やアク
ション「袋」「時計を使ったアクション」と同様に、1997年のアクション「図書館」の続きであるこ
とが念頭に置かれるべきである。そのようにして、アクション「図書館」は10年続いてきたのだ）23

このアクションはキエヴィ・ゴルキ草原で行われたものである。この「10年続いてきた」
時間は、社会的な変動の影響下にはなく、あるいは実際には集団行為の活動がその影響下
23

「郊外への旅」
（以下 Пзг と略す）, 2009, p.419
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にあったとしても、アクションの内部の論理においては意図的にその影響は捨象されてい
るとみてよいだろう。この「10年」は象徴的な意味を含めた時間ではなく、そこに刻み込
まれているのはその大地の表面で行われてきたアクションの記憶だけである。このアクシ
ョンで問題になっているのは、行われてきたアクションの記憶と現在がどのような関係を
取り結ぶのかということである。
さらに言えば、「郊外への旅」の読者が存在する時空間もこの関係の中に組み込まれて
いることは指摘しなければならない。アクション「118」はインターネット上で行われたア
クションであり、通常の理解における行為の場を持たない。だが見方を変えてみると、ア
クションの場はスクリーン上とそれを眺める閲覧者の間であると言える。電子メディアを
介したアクションや記録の効果も、Esanu論文で対象になっていない論点だ。
論証のスタイルについても指摘しておきたい。Esanuは集団行為のアクションを、集団行
為の用語によって説明しようとする。
『モスクワ・コンセプチュアリズム用語辞典』(Словарь
терминов московской концептуальной школы)や「郊外への旅」の談話部分に収録され
ている、集団行為やカバコフ等の他の芸術家たちの言葉を解釈してアクションで起きてい
る事態に適用していくことで、アクションの解明を目指そうという姿勢だ。実際、この営
みによって、彼らの韜晦的な言語について理解を深めることが可能になっている。しかし、
ある言語のネイティヴ・スピーカーがその言語の構造について必ずしも多くを知っている
わけではない。インド英語のようにその言語を公用語にしても、英語圏へと参入すること
は可能になるだろうが、それは英語の構造を理解することではない。論文においても同様
のことが言えるだろう。集団行為の大きな特徴である膨大なテクストは自己言及の能力に
よって、集団行為について書かれた外部のテクストをアーカイブにおける新たな「コメン
タリー」として吸収する。集団行為「について」書かれたテクストが、いつのまにか集団
行為「の」テクストと化すのだ。紹介と概論以外の集団行為についての文献が著しく少な
いのは、当事者以外が集団行為について論じようとすると彼らのコミュニティに入って行
かざるをえず、そのため文章が当事者たちによる回想へと近づいていってしまうからでは
ないだろうか。適切な距離を保ち、彼らの言語ではない方法で彼らの活動について記述し
なければならない。社会状況によって全てを説明するのでもなく、作家論的立場から芸術
家の言葉を反復するのでもなく、我々が彼らのアクションと向かい合うのはいかなる環境
においてであるのかを検証しなければならない。
アクションのコーディネーターでもなく観客でもない「郊外への旅」読者が触れるのは、
「郊外への旅」とレートフやザハーロフのサイトである。したがって、これらのアーカイ
ブとアクションの関係、アーカイブと読者との関係がいかなるものであるかについて語ら
れるべきではないだろうか。アーカイブとしての「郊外への旅」に注目したのがザイツェ
ヴァである。彼女は自身の博士論文«Художественная стратегия московской
концептуальной школы, 1970-е — 2000-е: проблемы, поиски, перспективы»において、
モスクワ・コンセプチュアリズムの活動を「芸術の自治」という観点から論じている。そ
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の中で彼女は、集団行為についても節を割いている。彼女の言う自治とは、あらゆる解釈
から自由であることによって、解釈共同体として働いている社会的制約から逃れているこ
とを指している。
そのヒエラルキーからの独立という性格からして、アーカイブは「空虚なシニフィアン」として規定
可能な物である。その豊かな内容物は、一つの名称の下に名指し得ない。アーカイブとは、その周囲
に様々な構造体を作り出すことが可能でありながら、それ自体は空虚なものとして残る中心である。
それは自らの言説を押しつけず、多様な意味と戦略の発展を押しつぶさない。まさにこれこそが「集
団行為」の活動において実現されていたものなのだ。24

「郊外への旅」をテクストや資料が等価物として集積され形成される空虚な中心だとみ
なすザイツェヴァの見解は非常に興味深い。ザイツェヴァの理解における「郊外への旅」
は、原理的に解釈のヒエラルキーを認めないものである。彼女の議論において意図されて
いるものは、主に芸術と政治のコンテクストの差異を脱構築することだが、「郊外への旅」
というアーカイブに保存されているのは諸種のテクストだけではない。ザイツェヴァの議
論を突き詰めていくならば、この解釈の平等はテクスト、写真、映像、音声などの各種メ
ディア間のヒエラルキーをも解体するものであるのかという問いが現れてくることになる。
また、彼女は解釈のヒエラルキーからの解放について論じる際、具体的にそれがどう「郊
外への旅」の中で実行されているのかについては記述していない。そのため、彼女の議論
を支持しつつ、個別具体的な検証がなされるべきだろう。その際、解釈の平等がもたらす
のは芸術の立ち位置の確保に過ぎないのかという問いも考慮されて然るべきだ。政治や芸
術についてのテクストが並置される環境を作り上げることで、芸術を他のものと同じレベ
ルの存在として打ち出すことが「芸術の自治」の戦略なのだとすると、逆説的にこの戦略
はヒエラルキーを抱えることになる。すなわち、芸術の内部の論理が、外部への戦略に従
属することになってしまう。
Esanuもザイツェヴァも、集団行為の活動を非常にマクロな視点でとらえてきたが、これ
まで述べてきたように、マクロな視点からは抜け落ちてしまう内部の論理がある。これま
で行われてこなかった、ミクロな視点から集団行為の活動を検討する作業が求められてい
るように思われる。
本論の中心的な課題は、まず「郊外への旅」を読み込むことにある。集団行為について
はこれまで少なくない量の文章が書かれてきたが、1-3 で詳述したように彼らの活動が十全
に捉えられてきたと言うことは難しい。だが、指針となり得るのはザイツェヴァの指摘で
はないかと思われる。つまり、各種のテクストが同等に扱われ集積されたものであるアー
カイブとしての「郊外への旅」が、芸術の自治に寄与しているという指摘である。1-2 でも
指摘したが、このザイツェヴァの見解に付け加えられるべき視点は 2 つある。一つ目は、
24

Зайцева, p.144
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並置されているものはテクストだけではないということ。そこから、テクスト以外の装置
が等しく取り扱われているのか、そうだとすればその結果としてどのような帰結が引き起
こされるのかという問いが提出される。二つ目は、
「芸術の自治」そのものについての問い
である。種類を問わないテクストの等価性によって成されるのは、本当に芸術の自治なの
か。ザイツェヴァが描き出す理想の自治構造体としての「郊外への旅」は、実際の所胡散
臭く見える。その理由は、その自治を可能にするのが閉鎖性に過ぎないからである。一冊
の書物に様々なテクストが持ち込まれ、それが序列を作ることなく並列されているからと
言って、政治や芸術自体が等価になるわけでは全くない。では、芸術の自治という大仰な
目的を掲げないとすれば、平等な資料群が可能にするのは一体どんな状態だと見なすこと
ができるのか。
ザイツェヴァの論に対する一つ目の問いは、1-1 で提出した記録における物語性と時間性
についての問題に対する回答を準備するものとなるだろう。
「郊外への旅」において、テク
スト以外の諸要素間の関係性はどのように構成されているのか。それらの間に序列は存在
するのか。それらは単に並置されているのか、それとも有機的な関係を取り結んでいるの
か。これらの問いを念頭に置きながらテクストや写真などの個別具体的な対象を検討する
ことで、芸術の記録における物語性の専制を暴くことが出来るだろう。「芸術の自治」は芸
術内部の論理によって果たされ得るのだろうかという二つ目の問いは、一つ目の問いへの
回答から導き出されるものとなる。ザイツェヴァによる指摘もまた、グロイスの見解と同
様に、その考察が及んでいるのはアーカイブが完成した時点までであり、閲覧者という主
体に対する意識は欠如している。だが、
「芸術の自治」という芸術そのもの、さらには政治
までを含めた構造を主語にした変容が、記録が成立することだけで成し遂げられないこと
は自明のことである。したがって、芸術の記録が効果を及ぼし得る範囲における変容が考
えられる必要がある。そこで成し遂げられるのは、美術業界のコンテクストが強要する物
語性へと反抗する、
「閲覧者の自治」である。作品・パフォーマンスへの想像的同一化を果
たすだけの主体ではなく、また勝敗を決する判断を下す審査員としての主体でもなく、当
事者ではない対象についての判断を自らのものとして引き受ける主体についての考察を提
出することが、本論の芸術史に対する寄与となるだろう。

1-4.論述の構成
本論の構成は以下のようになっている。
2 章では、
「郊外への旅」におけるテクストを取り扱う。
「郊外への旅」にはアクションの
記述、コメンタリー、対話など様々なテクストが散りばめられているが、ここで注目する
のはアクションの記述と呼ばれるものであり、これは誰がいつどこで何をいかにして行っ
たかを記述する、
「郊外への旅」の中心的要素である。このアクションの記述が、必ずしも
アクションの記録において特権的な位置を占めているのではないことを明らかにするのが
2 章の目的である。アクションの記述の特権性が否定されると、記録におけるテクスト以外
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の諸要素の関係性に注目することが必要となる。
3 章はこのテクスト以外の要素を取り扱ったものとなる。ここで最初に取り上げられるの
は写真である。記録としての写真は、テクストとは異なった特徴を備えている。記録にお
けるテクストとは異なった写真の特徴、すなわち連続体としての更新可能性や複数の主体
の共出現を明るみに出すことで、時間的契機が大きな役割を果たさない芸術の記録が可能
であることが理解される。
上記の写真による記録の特質を検討することで、3 章におけるもう一つの重要な指摘が引
き出される。それは、テクストや写真によって空間感覚が形成されるということである。
この空間は、アクションが行われた現実の空間にも記録の空間にも属するものではなく、
想像的な空間化によって創出されたものである。この空間化能力は写真が専有するもので
はないが、テクストの場合には閲覧者の空間とは間接的に関わり、写真の場合にはより直
接的に閲覧者を巻き込むものであると感覚されるものだ。
この空間化が行われる際に、特殊な役割を果たしていると思われるのが地図である。ア
クションや記録において地図が使用される場合、空間化、すなわち諸要素の関係付けによ
る想像的な空間把握が行われるにあたって、地図は関係性をポインティングすることによ
って書きこまれるための無地の空間性を担保するものではないだろうか。3 章の末尾で提起
されたこの問いについて記述したのが 4 章である。
予想される結論を予め述べておこう。記録においてアクションの記述というテクストの
特権性が否定されることで、テクスト以外の写真や地図等の媒体が記録において果たす役
割が明らかになる。その効果とは、時間的契機によって隠されていた記録における空間の
問題である。記録は、グロイスが述べたようにインスタレーションにおいて空間に定位さ
れることでその役割を終えるわけではなく、その記録の閲覧者の空間と、閲覧者の意識に
おいて構成される想像的な空間に跨って定位されるものである。

2.テクストの滑走
2 章では、
「郊外への旅」において主要な要素であると見なされているテクストについて
考察する。2-1 ではテクスト間の相互参照性を見てとる。2-1-1 ではまず、アクションとア
クションの間に時間的・物語的順序があることをアクション「スローガン」シリーズの初
期のものを通して確認する。それに対して 2-1-2 では、同じくアクション「スローガン」シ
リーズの中から後期作品を扱っていながらも、2-1-1 で確認した物語的契機がスムーズには
機能しなくなる地点が存在することを見出すことに努める。その地点とは、テクスト以外
の要素が記録において読者に働きかけるところであり、そこでは時間的・物語的順序が攪
乱されている。2-2 では、2-1 と異なった道筋からテクストの特権性を否定する。ここで注
目するのは異本としての記録である。すなわち、記録はその本質として一回性の欠如が挙
げられるために、何度でも更新することが可能である。2-2-1 ではまず、この更新可能性に
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よって、アクションの記述が伝える内実が変化する様を見る。このことは、アクションの
内実というものが現実の空間で行われた一回性によって決定されるものではなく、記述に
よってその都度構成されるという点でグロイスの議論と一致するものであるが、完全に符
合するものではない。2-2-2 では、記録が写真や文字列だけでも成立するという事実から、
アクションの記録におけるメディアの等価性を指摘する。これらのことを通して、2 章では
記録におけるテクストの特権性が否定され、必ずしも記録において時間的・物語的契機が
支配的ではないことを示す。

2-1.送付性・注釈性
2-1-1.テクスト間のクロノロジカルな異化作用
集団行為の、特に前期の大きな特徴は膨大なテクストが織りなすシステムにある。これ
までその事実は指摘されてきたが、このテクストの体系がどのような性質を持っているか
を明らかにした研究は少ない。この事態は、テクストの体系が閉じたシステムとして完成
されているために、対象に過度に接近するとその言説自体がシステムに取り込まれてしま
うことから発生しているように思われる。そこで、対象に完全に寄り添うことはせずに、
限定された切り口からこのテクストの問題を炙り出すことに努めたい。使用する切り口は、
1)送付性・注釈性、2)異本性の 2 つである。結論を先に述べるとすれば、これらの観点から
浮かび上がってくるのは、テクストが自身の効果の果てに、テクストの外部を指示するよ
うになるということである。閉じた体系の中で、テクストは互いを参照し合いながら、歯
止めなく滑り落ちていく。しかしながら、滑り落ちたテクストは、結局のところイメージ
の海に漂着することになるのだ。
2-1 では、送付・注釈性について検討する。最も明瞭な形でこの性格が現れているのは、
後にシリーズ化していくアクション「スローガン 1977」と「スローガン 1978」だろう。ど
ちらも最初期に行われ、
「郊外への旅」第 1 巻に所収されているアクションである。「スロ
ーガン 1977」のアクションの記述を引用する。
木々を隔てる丘の上に、白い文字で「何も文句はないし、すべていいと思う。ここに来たことは一度
もなく、この場所について何も知らないのだが（A.モナストゥイルスキイの本『何も起こっていない』
からの引用）
」と書かれた赤い布（10m×1m）が吊るされた。25

書かれた言葉がすでにして引用であることからも、このアクションはそれだけで自律的
に存在するものではないことが理解できる。このアクションは、翌年に行われたアクショ
ン「スローガン 1978」と直接的な関係を持っている。「スローガン 1978」のアクションの
記述は以下の通りである。
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Пзг, 1998, p.26
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「ここに来たことは一度もなく、この場所について何も知らないと、何故私は自分に嘘をついたのだ
ろう ――実際、ここは他のあらゆる場所と同じではないか、ただそれをより鋭く感じ、より深くわか
らなくなるだけだ」と白い文字で書かれた暗い青色の布（12m×1m）が川岸に掛けられた。26

「スローガン 1978」において布に書かれた文章は、「スローガン 1977」の文章に呼応す
るものである。ここでは「スローガン 1977」の発話者が、反省を込めて新たに語りなおし
ている様をうかがうことができる。この文章が指し示している場所の任意性は、実際にこ
れらのアクションが行われた場所にも現れている。
「スローガン 1977」が行われたのはフィ
ルサノフカ駅周辺だが、
「スローガン 1978」はズヴェニーゴロドである。「ここは他のあら
ゆる場所と同じ」と発話者が述べているように、これらの文章中に登場する「ここ」は代
替可能だ。あるいは、発話者が語っている「ここ」とは、現実のフィルサノフカやズヴェ
ニーゴロドとは無関係である可能性もある。だがいずれにしても指摘しておくべきは、「ス
ローガン 1978」は「スローガン 1977」への応答として機能しており、後者は前者に依存し
ているということである。
「スローガン 1977」
「スローガン 1978」と続いたスローガンシリーズの系列は、さらに
続く予定であった。
「スローガン 1978」が行われてから 2 ヶ月後、
「僕は君をある時間待っ
て去った。君は自分で道を知っている。僕に会いたいのなら、来て」と書かれた布が掛け
られるという、スローガンシリーズに連なるアクションが行われたが、このアクションは
「郊外への旅」第 1 巻に採録されなかった。このアクションは、20 年の時を経てアクショ
ン「失敗のスローガン 1978-2008」として、
「郊外への旅」第 10 巻に採録されることにな
る。このアクションが第 1 巻に採録されなかった理由を、モナストゥイルスキイは、
「この
スローガンはスローガン 78 の 2 カ月後に作られ、この『リズム』
、すなわちこの時間的距
離が、スローガンシリーズ全体にとって完全に間違った（短すぎる）ものだと分かった」27
からであり、
「このスローガンの≪失敗≫は、このアクションの記述が編集されず、したが
って、
「郊外への旅」第 1 巻に含まれなかったことによって、78 年に≪修正≫された」28と
述べている。
アクションが行われる間隔が短すぎるという理由で採録されなかったアクションが、20
年の時間の経過によって再度アクションとして収録されるという事態は、このアクション
の内実がどこにあるのかを如実に表している。「スローガン 1977」「スローガン 1978」「失
敗のスローガン」におけるアクションの内実とは、何らかの形で差異を作り出すことにあ
る。77 年と 78 年の間では、書かれた文章間の関係が差異を作り出し、
「失敗のスローガン」
は 20 年経ってから第 10 巻に挿入されることで、別のコンテクストへと投げ込まれ、異化
を果たしているのだ。この異化は、集団行為の様々なアクションに見受けられる要素であ
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る。異化が起きるためには過去の堆積が必要であり、この堆積へとアクセスし、自らもま
たそれに取り込まれることによって、次の異化への可能性を残し続けてきたのだ。
スローガンシリーズがアクションのタイトルに年号を含むものであることが示唆するよ
うに、アクション間での異化が果たされるためには、クロノロジカルな送付性・注釈性が
無ければならないということを指摘しておきたい。2-1-1 ではこれまで、クロノロジカルな
時間意識に沿って展開するアクション間でのテクストの送付性・注釈性について考察して
きた。しかし、集団行為のアクションの中には、クロノロジカルな時間に従わずに機能す
る送付性・注釈性を有したものが存在する。2-1-2 では、この非クロノロジカルな時間にお
ける送付性・注釈性について検討し、2-1-1 ではテクストの運動において重要な役割を果た
していた差異が、それを支える時間を失った時にどのような変容を遂げるのかを観察した
い。

2-1-2.テクストとしてのアクションの記述の特権性の崩壊
サビナ・ヘンスゲンは 2007 年に、アテネにおいて個人アクションを行った。以下は「郊
外への旅」に記された、そのアクションの記述である。
聖なる山アクロポリスの麓の塀のところで、窓枠に集団行為のアクション「スローガン

1986」のフ

クロウとスコップの写真が掛けられた。29

ここでヘンスゲンが行った行為自体は、パフォーマンスの内実となっていない。通常で
あれば行った行為自体が意味されるものになるのだが、ヘンスゲンが行った行為はアクシ
ョン「スローガン 1986」を指し示す行為であり、その意味でパフォーマンスを構成する媒
体となっている。それでは、指示されているアクション「スローガン 1986」とはどのよう
なアクションだろうか。
1986 年 10 月 19 日、
カリストヴォのヴォリャ川岸の断崖の端に、モナストゥイルスキイ、
パニトコフ、キゼヴァリテル、コンスタンチノヴァ、ナホヴァが集合した。彼らは地面の
上に大きな地図を敷き広げ、その地図の中のソヴィエトの部分を黒く塗った。その後、カ
バコフのイラストを基にした型板を使って地図からフクロウと犬の黒い輪郭を切り抜き、
それらを金銀の小さな星や円で飾った。彼らはこれらを埋める場所を「秘密」と呼び、「秘
密」の場所が含まれるように写真を撮ってから、穴を掘り始めた。犬がまず敷かれ、その
上に土が敷き詰められ、さらにフクロウが置かれた。フクロウの目の部分に二つの中国灯
がはめ込まれ、赤いガラスがかぶせられた透明なガラスがその上に置かれた。赤いガラス
は灯りを隠すために使われた。
「秘密」が埋葬された後、さらに写真が撮影されたが、その
写真は「秘密」を背にして撮られたため、「秘密」は写っていなかった。赤い灯りが点いた
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まま、彼らはその場を去った。30
以上が「スローガン 1986」の概要だが、一読してわかるようにここには通常の理解にお
ける「スローガン」は存在していない。これ以前にも「スローガン」と名付けられたアク
ションは存在していたが31、それらには通常の意味におけるスローガンが存在していた。こ
の「存在しないスローガン」を理解するためには、モナストゥイルスキイがアクションの
記述で「新しいスローガンはキゼヴァリテルのヤクーツクのスローガンの後に来る次の一
歩となるであろうものだった」32と述べているように、
「スローガン 1986」の直近のスロー
ガンシリーズである「G. キゼヴァリテルに」（スローガン 1980）を参照する必要がある。
アクション「G. キゼヴァリテルに」の記述テクストは以下の通りである。
春、野原のはじで、木と木の間にキゼヴァリテルによって白い布（950cm×80cm）が掛けられ、そこ
には赤い文字の文があった。33

アクション「スローガン 1977」と「スローガン 1978」において、スローガンに何と書い
てあったのか明示されていたのとは異なり、ここでは何かが書いてあったことは示されて
いるのだが、そこに何と書いてあったかは記述されていない。アクションを行ったキゼヴ
ァリテルの談話を見ても、種明かしがされるわけではない。キゼヴァリテルにとっても、
「郊
外への旅」の読者にとっても、スローガンの内実は把握されないまま残るのである。
「スロ
ーガン 1986」はこの「G. キゼヴァリテルに」の「次の一歩」なのだから、分かりやすい
形でスローガンが存在しないどころか、スローガンが存在しないという事態も納得できる
ものだ。それ以前のスローガンシリーズにおいては、スローガンを見るという行為がアク
ションの最も重要な構成要素となっていたわけだが、
「スローガン 1986」においてはその構
造が根本から変更されている。スローガンというテクストがアクションにおいて占める位
置が変わっているのだ。
「
『スローガン』が『不可視性』へと消え行く場所の風景を単に写
真に撮ること」[Пзг, 1998, p.517]が「スローガン 1986」の内実であり、スローガンは完全
な不可視として在り、アクションにおいて存在しない。
このスローガンは、しかしながら、存在する。モナストゥイルスキイは、
「この存在しな
いスローガンを、
「郊外への旅」第 4 巻序文だとすることを提案した」34と述べている。
「ス
ローガン 1986」においてスローガンの位置を占めているのは、この序文だということにな
る。
「記号性を剥奪された時空間的出来事としてのアクション」35について記述しているこ
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以上、Пзг, 1998, p.517 からの要約
«Лозунг – 1977», «Лозунг – 1978», «Г. Кизевальтеру.»(Лозунг – 1980)
Пзг, 1998, p.35
Ibid.
Ibid., p.517
Ibid.
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の序文は、
「スローガン 1986」のアクションの内実と直接的関連を持つとは言い難い36。よ
り正確に言えば、
「スローガン 1986」の側から第 4 巻序文を指し示すことは不可能だろう。
そのため、アクションと序文が無関係であると言うこともできない。このアクションと「ス
ローガン」の位置関係は、スローガンが序文であるということに尽きる。比喩的な意味で
はなく、まさに第 4 巻序文はそれが序文であるということによって、アクション「スロー
ガン 1986」に対する関係性を保持しているのである。アクションの記述に添付された一見
不可解な図も、このことを念頭におけば理解可能なものとなる。
図 1 は「スローガン 1986」付属の構成プランである。中心の「風景 2（埋葬後）
」を取り
囲む円形の線として「対象-枠 1（序文のテクスト）
」があり、さらにその外側に「風景 1（埋
葬前）
」の領域があり、
「対象-枠 2（<スローガン>の内実の政治的、エコロジー的、そして
『魔術的』側面」が輪郭として全体を包含している。さらに、
「風景 1」の領域内に「秘密」
の埋葬場所がある。上述した「スローガン 1986」のアクションの記述に、写真撮影の要素
は埋葬前と埋葬後に一度ずつ組み込まれている。埋葬前に撮影された写真には「秘密」の
埋葬場所が写っているとアクションの記述には書かれているが、一方で埋葬後の写真はこ
の場所に背を向けて撮影されたため、「秘密」は写り込んでいない。
「秘密」の有無に関して言えば、この図はアクションの内実としっかりと一致している
と言える。問題は「対象-枠」の方である。
「対象-枠 2」の方は、アクションが抱える外的コ
ンテクストとして理解することが出来るが、
「対象-枠 1」つまり「郊外への旅」第 4 巻序文
がどうしてこの位置に配置されることになるのか、アクションの内実を追うだけでは整合
性を持って説明することができない。もちろん、第 4 巻序文で語られているアクションに
おける観察者の状態と照らし合わせてこの図を紐解くこともできるだろう。それでも、ア
クションの内実から序文との強い関連性を汲み取ることは不可能だ。したがって、アクシ
ョンの内実から関連性を拾い上げる試みは断念されなければならない。この図とアクショ
ンの記述は、どちらが先行するということはなく、等しくアクションを表すものとなって
いる。
「アクションの記述→図」という順序から自由になれば、
「対象-枠」という一見不明瞭な
用語も理解可能であるように思われる。序文やアクションの内容の「政治的、エコロジー
的、そして魔術的側面」が対象であり枠であるという記述は、対象がそのまま枠であると
いう見解を導く。アクション「キゼヴァリテルに」を例にとってみると、
「キゼヴァリテル
に」では見えないスローガンを見ることがアクションの内実となっていたわけだが、この
「見えないスローガン」という対象自体がアクションを規定する枠となっているのである。
「見えないスローガン」はアクションにおいて眼差される対象としてありながら、同時に

4 巻序文においては、アクションの体験者の心理的過程において、
「分裂した我」が「時
空間的境界」としてのみ感じられることが述べられている。
「風景」や「風景性」といった
用語が使用されているが、
「スローガン 1986」で撮影された風景から、これらの用語を導き
出すことは不可能だろう。
36第
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「スローガンが見えない」という状況そのものとしてアクションの枠となっている。
この観点から「スローガン 1986」のアクションの記述と図を解釈するならば、
「スローガ
ン 1986」はどのように書き換えられるだろうか。まず、
「風景」に付されている 1 と 2 と
いう数字は、「秘密」を中心とした時間的な契機とみなしてよいだろう。「対象-枠」の方は
というと、時間的契機ではなく、意識化された空間における配置図として読み取ることが
できる。
「風景 1」から「風景 2」への移行は、すなわち「対象-枠 1」から「対象-枠 2」へ
の移行である。
「風景 1」を特徴づけるのは何よりも「秘密」の現前だ。この「秘密」によ
って、
「対象-枠 2」は志向され、同時に「風景 1」を決定づける。最たるものは、犬やフク
ロウの素材となったソ連の地図だ。一方、「秘密」を埋葬し終えた後に撮られた「風景 2」
は、既に「対象-枠 2」を直接志向することはない。
「風景 2」においては、
「秘密」の場が写
っていないということが肝要である。「風景 1」は「秘密」の場がある写真であり、それが
故に「対象-枠 2」という外的なコンテクストを引き出すことになっていた。
「風景 2」にお
いては「秘密」の不在によって美的経験の対象を喪失し、そこに現れているのはまさに風
景のみである。
実際、出来事をその純粋に主体-客体関係の検討にまで減縮した結果、我々はある観察者を発見するの
だが、彼は、彼がそれによって取り巻かれている時空間における美学的現象としての主体と、彼から
「空虚な行為」によって隠されている美学的現象としての客体の間で「ゆらめくいている」。 [...]そ
ういうわけで、我々の言説の心理化された平野の見地からすると、この主体-客体の横断、ゆらめきの
場所においては、観察者の意識は時空間としてのみ活性化され、その意識は自分自身にとって対象と
なり、すなわち存在論化される。37

これは「郊外への旅」第 4 巻序文からの引用であるが、ここで言い表されていることは
「風景 2」と一致するものだ。美学的現象の客体であるところの「秘密」が埋葬によって隠
され、背を向けて撮影することになった結果、この風景の視野においては美学的客体へと
到達しようとする主体のみが時空間として把握される。
「スローガン 1986」のアクションの
記述において第 4 巻序文は「記号性を剥奪された時空間について」語られたものとされて
いるが、ここでいう「記号性」とは「風景 2」に相当するものだと言うことができるだろう。
つまり、自らを対象とする分裂した意識-物としての観察者の外へと向かう象徴性のことで
ある。このように第 4 巻序文は、アクションの最中には決して到達し得ない対象として措
定されつつも、ドキュメンテーションの段階ではアクションの枠組みを際立たせるものと
して機能し始めるのだ。
これまで記述してきた図とアクションの記述との関連性は、「アクションの記述→図」と
いう構図が否定されていることから見出されたものだということを再度確認したい。アク
ションの記述と図とは、同じ対象 X を表す異なる表現なのである。そうであるとすれば、
37

Пзг, 1998, p.450
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コメンタリーもまた、従属的な立場を占めるものではないということになる。「スローガン
1968」にはモナストゥイルスキイとナホヴァのコメンタリーが付されているが、ここでは
モナストゥイルスキイのコメンタリーを取り上げる。
モナストゥイルスキイはある日、夜中に騒音と足音で目を覚ました。酔っ払った一行が
階段を上の階から降りていくところだったのだ。彼らは通りに出て、フクロウの真似をし
て声をあげ始めたところ、今度は犬の鳴き声が聞こえてきた。犬をけしかけようと男の一
人がわんわん吠えていたが、最終的には一行は消え去り、静かになった。モナストゥイル
スキイは寝入ったが、すぐさまフクロウと犬の声真似で再び起こされることになる。この
経験をもとにして、
「スローガン 1968」ではフクロウと犬が素材として使われることになる。
アクションの最中に、モナストゥイルスキイはイリーナ・ナホヴァにコートを貸してい
た。だが、帰り道でモナストゥイルスキイとパニトコフはナホヴァ達を見失ってしまう。
駅に戻ってみると、すでにナホヴァ達は去ってしまった後だった。モナストゥイルスキイ
が貸したコートの中には、家の鍵が入っていた。モナストゥイルスキイはパニトコフのと
ころに行こうとしたが、ナホヴァに電話をしてみると、彼女はコートをキゼヴァリテルに
渡したことが判明する。キゼヴァリテルのもとへタクシーで行くと、コートは回収され、
モナストゥイルスキイは無事帰宅した。38
このコメンタリーによる記述からうかがえるのは、「スローガン 1986」の意匠の出自と、
モナストゥイルスキイ自身による送付性の体現である。ゴーゴリの『外套』のようにコー
トを探し回るモナストゥイルスキイの運動、テクストの流動は、まさに幽霊を生み出す。
ヴァールブルク-ユベルマンに連なって言えば、この記号の幽霊は我々にまで到達し、残存
しようとするのである。
しかし、このテクストの再現のない感染増殖は、あくまでテクストに特権的な地位を認
めた場合にのみ起こりうる現象だろう。我々が何気なく参照したつもりでいた「風景」を
よく見てみれば、
「秘密」の場所が写っているか否かは、アクションの記述と図に記された
ものを真に受けたからそう信じ込んでいるだけなのではないかという疑問に見舞われる。
「風景 1」では右下に「秘密」の場所が見えるとされているが、この写真は穴を掘る前に撮
られたのだから、この写真に写っている範囲内に実際に穴が掘られたかどうかは不明であ
るし、
「風景 2」の断崖一歩手前の位地に「秘密」の場所が入り込んでいるかもしれない。
写真はあたかもテクストの侵犯にあらがうかのようにイメージを呈示する。モスクワ・コ
ンセプチュアリズムの特徴はテクストの重層性だと言われる。しかし、そもそもカバコフ
においてテクストとイラストが等価に機能するところからその独自の創作は始まったので
あり、また集団行為においてはテクストが圧倒的に支配的だったのは前期までである。我々
は、テクストとイメージの関係性を精査しないことには先に進めないだろう。次章では、
「郊
外への旅」におけるこのイメージの機能について検討する。

38

以上、コメンタリーより要約。[Пзг, 1998, pp.520-521]
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2-2.異本性
ここで「異本性」として指摘したいのは、
「郊外への旅」がいかに編集を行い、自らの秩
序に従ってそれらを改訂しているのかという問題である。「郊外への旅」の各巻をまとめて
出版したものは、1998 年版と 2009 年版があるが、
「郊外への旅」という名前こそ付されて
いないものの、セルゲイ・レートフが運営するサイト「モスクワ・コンセプチュアリズム」
内の集団行為のページも、
「郊外への旅」の独自のヴァージョンであると見なすことが可能
だ。2-2 節では、1998 年版と 2009 年版、また書籍版とインターネット版を比較し、それら
の異動を指摘することで「郊外への旅」が抱えるイメージとテクストの問題の端緒を捉え
ることを試みたい。

2-2-1.アクションの記述と内実の可変性
ここでは、2000 年に行われ、
「郊外への旅」第 8 巻に所収されているアクション「漁師」
を取り上げる。ここで注目したいのは、実際に行われたアクションそのものではなく、ア
クションの記述によって成されるアクションの内実の確定についてである。アクション「漁
師」についての記述は、書籍版「郊外への旅」に記載されたものとレートフのサイトに掲
載されたものとで大きく異なる。まずはレートフのサイトにおけるアクションの記述を全
文引用する。
AM と NP の 2 つのテープレコーダーに、テープを同時に聴いた場合にやりとりの順序が保たれるよ
うな形で対話が録音された。片方のテープレコーダーが鳴っている時、もう片方は「黙って」いて、
逆もまた然りという具合である。のちの雪原でのアクションの際には、これら 2 つのテープレコーダ
ーは対話を再生している状態でそりに乗せられて、観客グループの前で向かい合わせに野を横切るよ
うに引っぱられた。そりの上のテープレコーダーにつなげたロープ（野原の幅は 400m）を引くオー
ガナイザーたちは、観客から右手と左手の森の中にいた。片方のそりは青色で、左から右へと野を横
切った（観客から見て）。それより少し観客の近くを赤いそりが（右から左へ）青いそりと平行に走
った。観客から近い方のそりが通るラインまでの距離はだいたい 10ｍだった（遠い方までの距離は
15-17ｍ）。
その後、
アクションで使われた 2 つのテープの断片が事実記録として観客たちに配られた。
それ以外にも、観客の前の野原のそりが通るラインを超えてさらに遠くへ行ったところに、観客には
見えない陶器の漁師の像が立っていて、その像は観客とオーガナイザーたちが野を去った後も行為の
場に残された。39

この記述は、最小限に情報が抑えられたものだ。これに対して、
「郊外への旅」に載せら
れたアクションの記述は、膨大な情報を含んだものになっている。分量だけでも、こちら
のヴァージョンは 70 行もあり、サイト版との相違は明確である。記述の詳細さが異なって
いるだけであれば大きな影響はないが、この二つの間には情報として決定的なずれがある
39

http://conceptualism.letov.ru/KD-actions-87.html (2012/11/29 参照)
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ことが指摘されなければならないだろう。中心的だと思われるずれは二点ある。一つ目は、
モナストゥイルスキイとパニトコフの対話が録音された時のものだ。サイト版では単に「録
音された」と書かれているだけだが、
「郊外への旅」においてはこの部分も詳細に記述され
ている。その中で目を引くのは、一方の「録音」モードからもう一方の「再生」モードへ
と移る際の正確さを保つことができず、そのずれをコンピューターによって修正したとい
う部分である。40この失敗と修正という二つの要素が入ってくることによって、アクション
「漁師」にはさらに「デジタル／アナログ」という対立項も導入されることになる。
デジタル化とシンクロ化の後で、トラックは再びアナログ媒体へアウトプットされ、それらは（テー
プの入ったカセットの形で）2000 年 3 月 20 日に行われたアクション「漁師」の二番目の、野原の部
分において（観客たちを伴って）使用された。41

レートフのサイトにおいては「録音された」と記述されている部分に隠された様々な要
素が明らかになることで、アクションにおいてこの「録音」が占める立ち位置が変動する。
「郊外への旅」のアクションの記述でいみじくも一文目に書かれているように、
「このアク
ションは二つの部分から成り立っていた」ということが理解され、「録音」はアクションの
ための単なる準備段階ではないとわかる。
二点目は、漁師像の可視性の変化である。レートフのサイト版のアクションの記述の最終
部には、遠方に「観客には見えない陶器の漁師の像が立ってい」たと記されている。ここ
では単に漁師像が置いてあったことが示唆されるだけで、観客たちと漁師像がアクション
においてどのような関係性にあったのかは示されていない。一方、
「郊外への旅」において
は事情が違ってくる。以下は「郊外への旅」版のアクションの記述の最終部である。
その後観客たちは双眼鏡でこのフィギュアそのものを見るように勧められたが、この像はアクション
が始まる前に観客たちの立ち位置のほぼ向かい側の雪原に設置されたものだった。観客たちの位置か
らの距離は、そりの動線を越えて 80-100 メートルだった（セラミック像の高さは 20 センチメートル
であり、観客たちがいる場所からは裸眼では見ることが不可能であった）。観客たちとオーガナイザ
ーたちが行為の場から離れた後、この像は野原に残された。42

レートフのサイト版とは異なって、ここでは観客たちと漁師像との間の関係性が明確に
呈示されている。すなわち、観客たちはこの像を見ようとしたのである。この見るという
動作は双眼鏡によるものであり、裸眼によってではない。したがって、この像は「裸眼で
は見ることが不可能」な大きさ、距離を有するものであるが、実際には双眼鏡によって見

40
41
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Пзг, 2009, pp.178-179
Ibid, p.179
Ibid, p.180
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ることが可能になっている。サイト版と「郊外への旅」版では、記述の相違が漁師像の可
視性の反転をもたらしている。このことによって、読者が獲得するアクションの内実は大
きく変化することになる。記述によるアクションの内実の変化は、
「郊外への旅」が実際に
行われたアクションそのものから離れ、独自の存在と化しているという事実を証明するも
のだが、アクションそのものからの乖離がさらに際立った形で現れてくることもある。次
節ではアクション「双子座」を通してこの乖離について検討したい。

2-2-2.アクションの記述におけるメディアの等価性
「郊外への旅」第 1 巻に採録されたアクション「双子座」は、実際には行われなかった
アクションである。しかしながら、このアクションが行われなかったという事実には、ア
クションの記述だけでは到達することができない。むしろアクションの記述は、このアク
ションは実際に行われたものだと主張するものである。アクションの記述には、それが行
われた日付まで記入されている。1998 年版43、2009 年版44、2011 年版45共に「モスクワ州、
サヴョーロフスカヤ鉄道、≪キエヴィ・ゴルキ≫村周辺の野原。1979 年 5 月 6 日」と記載
されているのだ。その代わり、
「ドキュメンテーション」と題された補足的資料集の「双子
座」の項に、
「注釈：アクション≪双子座≫はこの本に掲載された、唯一の実現しなかった
アクションである」46と注記が載せられている。だが、2009 年版では事情が異なる。2009
年版「郊外への旅」では、6 巻から 11 巻までの期間の文章が中心的に収録されており、1
巻から 5 巻までのアクションについては、そのアクションの記述のみが掲載されている。
そのため、2009 年版の「郊外への旅」においては、アクション「双子座」が実行されなか
ったものであるということは読みとれない。また、レートフのサイトにおいては、アクシ
ョン「双子座」についての記述自体が存在しない。しかしながら、このことは 2009 年版「郊
外への旅」やレートフのサイトが嘘をついているということを示すものではない。2009 年
版「郊外への旅」もレートフのサイトも、どちらも正しく集団行為のアクションに対する
記述を構成している。諸種の「郊外への旅」やレートフのサイトは、それぞれアクション
を記述する異本として成立しているのである。
アクション「漁師」においては同じアクションに対する情報量の違いによって、アクシ
ョンの内実が変化することが観察されたが、アクション「双子座」の場合は記述によって
アクションの存在の有無自体が変化してしまう。アクションの記述は、それがどのような
ものであってもアクションの記述としての地位は揺るがず、アクションそのものに対して
決定的に優位にあり、アクションの内容をその都度確定するものであるように思われるが、
アクションの記述が可変性を有するが故に、アクションの記述はその位置を脅かされる。
アクション 61「北西のハンガー」は、アクションの記述の問題を突きつけてくるアクシ
43
44
45
46

Пзг, 1998, p.31
Пзг, 2009, p.572
Пзг1, 2011, p.31
Пзг, 1998, p.39 / Пзг, 2011, p.45
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ョンだ。アクション「北西のハンガー」は「郊外への旅」1998 年版、2009 年版、そしてレ
ートフのサイトに掲載されている。2009 年版とレートフのサイトにおいては、アクション
の記述に相当するものが存在せず、モナストゥイルスキイが写った「北西のハンガー」の
写真が載せられているだけである。この写真には「「郊外への旅」第 5 巻序文参照」47とい
う説明が付けられている。第 5 巻序文を参照すると、モナストゥイルスキイとキゼヴァリ
テルがこの「北西のハンガー」付近を探索した時の回想を読むことができる。従って、こ
の第 5 巻序文がアクションの内実を指示していると言えるわけだが、「郊外への旅」1998
年版においてはこの指示が機能していない。
「郊外への旅」1998 年版の「北西のハンガー」
の記述は、
「北西のハンガー」という文字がページの中央に置かれているだけである。ここ
では、アクションの記述の立ち位置が奇妙なことになっている。
「郊外への旅」2009 年版と
レートフのサイトにおいては、写真がアクションの記述の位置を占めており、そこから参
照先へと飛ぶことでアクションの内実を詳しく知る構造になっていた。しかしながら、1998
年版においてはアクションの記述から第 5 巻序文への指示が機能していないため、アクシ
ョン「北西のハンガー」の内実を示すのは「北西のハンガー」という文字だけであるとい
う自己反復が生じている。1998 年版と、2009 年版とレートフのサイト版との間には、同じ
アクションを巡る記述でありながら、重なるところがない。全く同じアクションに対する
全く異なった記録が、等しくアクションの記述として成立しているのだ。
「双子座」においては、アクションの記述への注釈の有無によって、アクションの内実
が大きく変化し、またアクションの記述自体、編集操作によって異本によっては存在しな
い扱いになっていることが明らかになった。一方、
「北西のハンガー」においては、異本に
よって全く異なった記述が成立していることが判明した。これらのことから導き出される
のは、アクションの記述は、アクションの内実に対する距離の近さによって優位性が保た
れるものではなく、アクションの内実を説明するものでなくてもよい、ということである。
アクションの記述がアクションの内実を説明するものでなくてよいということは、アクシ
ョンの内実を示すものがアクションの記述であるとは言えないということでもある。その
ため、
「北西のハンガー」について記述した「郊外への旅」第 5 巻序文を、アクションの記
述として扱うことはできず、
「郊外への旅」2009 年版とレートフのサイトにおける「北西の
ハンガー」のアクションの記録は、モナストゥイルスキイが写ったハンガーでの写真だけ
である。
このアクションの記述の揺らぎ、すなわちアクションの記述が「北西のハンガー」とい
うタイトルと同一の文字列だけでも写真だけでも成立するという事実は、アクションの記
述におけるメディアの等価性を明らかにする。節の締めくくりとして、この等価性を体現
していると思われるアクション 72「プローラでの凧揚げ」を挙げる。このアクションは、
バルト海に浮かぶドイツ最大の島であるリューゲン島にあるプローラで、凧揚げをすると
いうものである。このアクションの内容については、これ以上説明することができない。
47

Пзг, 2009, p.635
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その理由はアクションの記述にある。このアクション「プローラでの凧揚げ」の記述文は、
対話によって構成されている。通常のアクションの記述であれば明記してある、アクショ
ンがどのように行われたかという情報が、この対話からは取得しにくい。なぜなら、この
対話はアクション「プローラでの凧揚げ」がプローラで行われた意義について、またプロ
ーラという土地の持つ歴史について語っているものだからである。この対話から読み取れ
るのは、ナチスによって計画された巨大保養施設という歴史を持つ場所でアクションを行
うことによって、プローラの歴史性を脱構築するというアクションの効用であり、他のア
クションの記述と同じような、アクションの詳細についての描写を期待して読むと肩透か
しを食らう。このアクションの記述としての対話の横に並べられた写真もまた、アクショ
ンの詳細を開示することはない。この写真は、モナストゥイルスキイが空を見上げており、
空には小さな点として凧らしきものが飛んでいるというものである。この赤い小さな物体
を凧だと認識するためには、背景知識が必要である。なぜなら、小さな物体はその大きさ
のために形象が明瞭でなく、さらに背景に写っているものは空だけであるからである。こ
のアクションが本当にプローラで行われたのかどうかも、この写真からは判別することが
できない。この物体と凧を同定するために必要な情報はタイトルと配置によって提供され
ているが、アクションの記述によっては決定づけられていない。したがってアクションの
記述と写真は、アクションの内実に対する距離において同じレベルにある。
アクションの記述は、記述的テクスト（Описательный текст）という用語によって不可
避的に文章を想起してしまいがちだが、メディアと程度を問わずアクションの内実を表す
媒体であると言えよう。従って、アクションの記述について論じるのであれば、無条件に
イメージをテクストに従属させることなく、そこに掲載されたイメージの分析が行われな
ければならないのだ。

3.テクストと写真イメージの循環
2 章での指摘を受けて、3 章では記録においてテクスト以外の要素が支配的であったり、
テクストと拮抗していたりするケースについて検討する。3 章では主に写真イメージを取り
扱い、そこからテクストのみによる記録の時間的構造化とは異なった形での記録の在り方
を模索する。3-1 では、2-2-1 で指摘した記録の更新可能性が、写真イメージの場合には大
いに発揮されていることを示す。つまり、写真はテクストとは違い、アーカイブ化される
際に個々の写真の独立性が際立たない形で配置される。3-1 では、改訂に伴って追加される
個々の写真によるアクションの内実の変更を確認する。写真イメージによる情報は追加さ
れ続けるが、同じ場所に配置されることによって、あたかも始めから一つの連続体を構成
していたかのように写真は振る舞うのだ。3-2-1 ではそれとは逆に、一枚の写真に潜む複数
の主体について記述する。これらの主体は、それが写真という時間的契機を所与のものと
して与えられていない媒体の中に現れることによって、記録の閲覧者をも記録の中に引き
36

ずり込む。すなわち、記録による空間化が行われているのだ。この空間は、アクションが
現実に行われた空間とも、閲覧者が存在する空間とも異なる、一定の想像された空間感覚
を引き起こす。この空間感覚は、元々閲覧者と必然的な関係を持つものでもなければ、写
真イメージに限定されたものでもない。したがって、3-2-2 ではテクストによって発生する
空間化について論じ、自分たちと直接に関係を持たない場所で発生するこの空間に対して
観客や閲覧者は関係を取り結ぶことが可能なのかを問う。この問いから引き出されるのは、
実際にアクションが行われた空間との距離の如何に関わらずアクションと関わりを持つこ
とが可能であるということであると同時に、現実の空間であれ記録の空間であれ想像の空
間であれ、それが配置されていれば必然的に関わりが生じるということである。このこと
は、グロイスが指摘するインスタレーションによる一回性の付与という考え方を推し進め
た帰結と考えることができる。しかしながら、この配置による関係性の付与という過程を
経ずに関係性を保持しているように思われる媒体がある。それが地図である。3-3 では、配
置によって付与された関係性だけでなく、地図によって新たな想像的な関係性がアクショ
ンの諸要素に与えられる可能性について検討する。

3-1.写真イメージの更新可能性
写真イメージがテクストに対して優位に働いている例として、ここではアクション 5「玉」
を検討したい。アクション「玉」は「郊外への旅」第 1 巻収められたものである。
「玉」の
アクションの記述を引用する。
色更紗で玉のカバー（直径 4 メートル）が縫いあげられた。その後、森で、6 時間のあいだ、雨の中
を、われわれは風船を膨らまし、それらを更紗のカバーに詰め込んだ。その作業の後、＜玉＞の中に
スイッチを入れた状態の電鈴をセットし、出来上がった干し草を積み上げたような形のものをクリャ
ジマ川に流した。48

ここで注目すべきは、「玉」に対する描写である。「玉」は二回とも単数形の«шар»で表現
されている。従って、この「玉」とはその内部に風船をつめこまれた巨大な球体であるこ
とがわかる。一方、
「風船」の方は、«воздушные шарики»と書かれ、複数であることが明
示されている。しかしながら、風船が複数であることが分かっても、それがどれほどの規
模であるかはカバーに対して与えられた「直径 4 メートル」という記述から想像するしか
ない。この情報を提供するのが写真である。
「郊外への旅」第 1 巻の写真ページに置かれた
「玉」の写真を参照すると、そこには 30 個以上の風船が置かれている。49
さらに、
「郊外への旅」第 1 巻 2011 年版を参照すると、より多くの情報が取得可能であ

48
49

Пзг, 1998, p.26
Пзг, 1998, p.64 と p.65 の間に挟まれた写真ページの 5 枚目。
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る。第 1 巻 2011 年版においてアクション「玉」に充てられた写真は 33 枚ある。501998 年
版と比べて最初に目につくのは色だ。カラー写真が掲載されることによって、アクション
の記述とモノクロ写真では判別不可能であった風船の色が判明する。これらの風船は、赤
青黄で彩られたものだったのだ。色彩情報については、風船を包むカバーの色も知ること
ができる。カバーは、それぞれ地に水玉という複合的配色になっているものの、遠くから
見ると赤青黄の 3 色のラインの連なりから成っているように見える。この 3 色によって風
船の配色が決定されただろうことは想像に難くない。さらに写真は我々の想像力を刺激す
る。これらの写真の内には、ぶれているものが二つある。この二つの写真においては、風
船のカバーが赤一色に染まっているように見える。モノクロ写真だけでは、そしてカラー
写真であってもぶれのない写真であれば、このような効果を得ることはできないだろう。
風船を膨らませた方法についても新しく知るところがある。これらの写真の内には、風
船を膨らませるためにポンプが使われている様子が写っているものがある。彼らが風船を
膨らませてカバーに詰め込むという作業を行った地点と、それが流されたクリャジマ川と
の間にどれほどの距離があったのかも不明であった事項だが、作業地点から延々と広がる
森の光景を見ると、川からある程度距離のある地点であったことが推測される。
これらの写真によって明らかにされるアクションの内実は、アクションの記述が与える
情報量よりもはるかに多い。だが、アクションの写真に特徴的なのは量そのものではなく、
その量を可能にしている情報の更新可能性だろう。テクストも同様に後から情報を更新す
ることは可能だが、その場合、テクストは新しいテクストとして採録される。それに対し
て写真は、新しい写真も古い写真も最新版で同じ写真の項に置かれるのだ。テクストは厳
密に区別され配置されるが、写真はそれが新しい写真であれ古い写真であれ一体化した写
真イメージを構成し、この写真イメージはいくらでも更新可能である。テクストはその都
度新しいテクストによる分節をアーカイブに残すが、写真はその都度写真イメージへと統
合されるのみである。ここで「玉」という最初期のアクションを取り上げたのは、この性
質が近年のアクションと比べて良く現れていると思われたからだ。近年のアクションはま
ずレートフのサイトに公開されることからも写真イメージの増殖は自明なものとなってお
り、その特異さが目立たなくなっているのだ。

3-2.テクストと写真イメージにおける空間化
3-2-1.記録における空間化
この写真イメージの無時間的増殖は何も写真一枚ごとに起こるとは限らないため、アク
ションの記述に対して特権的な位置を占め得る。イメージがテクストを撹乱するのである。
ここで取り上げるのは、モナストゥイルスキイによって企画されたアクション「西方へ
の旅」51である。以下、「郊外への旅」第 10 巻に収録されたアクションの記録を引用する。
50
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Пзг1, 2011, pp.208-231
«Путешествие на запад»とは『西遊記』のロシア語訳と同じであり、モナストゥイルス
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集団行為の図書館の本が埋められている森の空き地の北西の一部で、地面に長さ 50 メートルの暗い
赤色のロープの端が置かれた。ロープ自体は、参加者たちの森の奥への移動にともなって、ふさわし
い木が見つかるまで地面の上をほどかれていき、その木の幹には 10×15 センチのガラス付きのフレー
ムが固定されており、その中には作曲家・音楽学者のエゴン・ヴェレスの紫を背景にしたポートレー
トと、その上に白い文字で記された「彼らは何人かの若く歯の壮健なカフカス人だった。小便臭く汚
れた片隅で立ち往生させて、彼らは堅固な半円になって私を取り囲んだ」
（ロストフの作家 Iu.Z.イヴ
ァーノフ-ミリューヒンの 1995 年の長編小説『大聖堂広場』からの引用）文があった。
その後、ポートレートの入ったフレームは長さ 10 メートルの赤いビロード帯を巻きつけられ、こ
の巻き付けられた箇所には本のある森へと続くロープの端が結びつけられた。アクションが始まる前
に、参加者たちは森の中央に地面深く固定された鉄製の亀が完全に水に濡れていることを明らかにし
た。アクションは V.ザハーロフ、Iu.レイデルマン、A.モナストゥイルスキイの 4 回の集の中の最終
回として実行された（レイデルマンによって行われたアクションは「ジマ・ブラインの 15 回目のパ
フォーマンス」、ザハーロフのアクションは「ウズベク人たちは我々に、所有権に従い我々に所属す
るところのもの、つまりキエヴィ・ゴルキ草原を返還する」と名づけられていた）
。52

このアクションにおいて注目したいのは、アクションの記述と対応しない形で増殖する
写真イメージである。このアクションに対する記録は、
「郊外への旅」2009 年版、『カピト
ン』
、そしてレートフのサイトと三種類存在するが、ここでは『カピトン』とレートフのサ
イトに共通して掲載されている一つの写真について言及する。写真 1 がそれである。この
写真において顕わになっているエゴン・ヴェレスの顔は、「郊外への旅」2009 年度版第 10
巻では不明だったものだ。ここでは 2-2 で示された異本性が明らかになっていると言うべき
だが、この異本によって形成されるのは無時間的イメージ連続体である。この写真が特異
なのは、この写真が公開されることによって二つのイメージが同時に生起するからだ。第
一に、当然のこととして、エゴン・ヴェレスの顔が。そして第二に、偶然写り込んでしま
った、カメラを構えたレイデルマンの頭部である。ここではエゴン・ヴェレスの顔とレイ
デルマンの頭部は同時に現れ、時間的構造を無に帰すことに成功している。つまり、通常
であればアクションの記述における「ポートレートが掛けられた」という内実を伝えるた
めに写真が使用されるわけだが、ここではその写真が「レイデルマンがこの写真を撮った」
ということまで伝えている。レイデルマンが写り込んだことで、この写真はアクションの
記述が伝えるようなエゴン・ヴェレスのポートレートではなく、エゴン・ヴェレスとレイ
デルマンのポートレートを作り出しているのだ。この状況を鑑みると、エゴン・ヴェレス
キイは明らかにこれになぞってタイトルを命名しているが、ここでは直訳した。このアク
ションにはモナストゥイルスキイの名が冠されており、彼によって考案されているが、全
体としてはモナストゥイルスキイ、レイデルマン、ザハーロフから成るグループ「カピト
ン」の枠内で行われたものである。
52 Пзг, 2009, p.514
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の小説からの引用文がこの写真が無かった場合には想像できないような意味を持ち始める。
実際に、
「彼らは何人か」だったのだ。エゴン・ヴェレス、ユーリイ・レイデルマン、そし
てこの写真を見る者。ヴェレスがこちらを見ている。レイデルマンは彼を撮影する。この
撮影するレイデルマンが同時にカメラを持ってこちらを向いているフレームの中のレイデ
ルマンとなる。この視線を受け止めるのが写真を見る者である。もちろん、順番はどうな
ってもいい。何せ、この写り込んだレイデルマンが、ガラスに貼られたシールであっても
おかしくはないのだから。いずれにしても重要なのは、ヴェレスとレイデルマン、レイデ
ルマンと写真を見る者が、各々見ているものは違うとはいえ、二重に向き合っているとい
う構造である。小説の引用において示された、取り囲まれた「私」がテクストの語り手そ
のもののことであるのだとすれば、囲まれているのはこのテクストだ。レイデルマンの頭
部が入り込むことによって、このフレーム内でのバランスは大きく崩れる。ヴェレスのポ
ートレートとテクストの間にあった間隔が埋められ、フレーム内のほとんどの場所を写真
イメージが占めることになるのだ。こうしてテクストは追いやられる。だが、赤いビロー
ドが巻きつけられ、ヴェレスのポートレートもレイデルマンの頭部も無くなると（写真 2）
テクストのみが存在するようになり、小説『大聖堂広場』のコンテクストが前景に現れる
ようになる。しかし、手で赤いビロードがこじ開けられ、ヴェレスの肖像が再び顕わにな
る時（写真 3）
、そこにはイヴァーノフ-ミリューヒンのテクストもレイデルマンの頭部もな
く、ヴェレスのイメージが存在するだけである。最終的にはこのヴェレスのイメージ上に
も赤いビロードがかけられ（写真 4）
、テクストもイメージも消尽する。フレーム上のガラ
スにも傷が入り、何かしら終わりを予感させるものとなっている。
ヴェレスのポートレートにおいては、テクストとイメージは同一平面上にありながら、
「こちら側」としてのレイデルマンと観客を想定することで、写真イメージの空間の奥行
きを作り、アクション内部の論理が変更されていた。このテクストとイメージによる空間
の構築は、ここではイメージが主体になって行われていたが、その位置をテクストが占め
ることも可能である。これらによって構築された空間が興味深いのは、この空間に取り込
まれた諸要素は必然的に関係づけられることになるという点である。撮影する人としての
レイデルマンも観客も、アクションの記述のみではアクションの内実に組み込まれること
はないが、テクストとイメージの循環に参加することによって、アクションと切っても切
り離せない関係を取り結ぶようになるのだ。

3-2-2.アクションにおける空間化
この空間性は、いつでもヴェレスのポートレートのように我々を直接に取り込むわけで
はない。では、我々と切り離された場所で起こる空間性に対して、我々はどのように関係
づけられることが可能なのだろうか。ここではアクション 103「ムラノヴォ-サファリノ」
を例にとって考えてみたい。
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ムラノヴォに到着し、N.パニトコフは黒いフェルトブーツを履いた。左足のフェルトブーツには、
黒い布地が巻き付けられていた。右足のフェルトブーツには外側に、テクストの入ったラミネート・
プリントが貼り付けられていた。紙の大きさは 3.6×11 センチメートルで、このテクストは 1951 年版
大ソヴィエト百科事典の第六巻（「ボトシャニ」から「球夥玄武岩」まで）の「木材移送機」項の結
部を成す 8 行であった。
S.ロマシコと A.モナストゥイルスキイを連れて雪に覆われた丘へ登ると、N.パニトコフは（テクスト
の付いた）右のフェルトブーツを脱ぎ、その代わりに黒い布地が巻かれた灰色のフェルトブーツを履
いた。
テクストの付いた黒いフェルトブーツをムラノヴォの丘の上に置き去り、一行は車に乗って（ムラ
ノヴォから東へ 5 キロの距離にある）サファリノ村へと移動した。
サファリノで N.パニトコフは左足の黒いフェルトブーツの黒い布地を取り、外側に貼りつけられたラ
ミネート・プリントを見えるようにした。
そのラミネート・プリントにはテクスト（紙の大きさは 11×19
センチ）と写真が付いており、それは大ソヴィエト百科事典の「木材移送機」の項の中心部であった。
観客たちから 50 メートルほど離れて雪原を行ったところで、
（C.R.と A.M.を連れた）N.パニトコ
フはテクストと写真の付いた左足の黒いフェルトブーツを脱ぎ、それを雪原上に置き去り、その代わ
りに第二の灰色のフェルトブーツを履いた。
雪原から観客たちの元へと戻ると、N.パニトコフは右足の灰色のフェルトブーツから黒い布地を取り
（その下には何も貼り付けられていなかった）、そのようにして両足とも灰色のフェルトブーツを履
いていることが明らかになった。
その後、観客たち（V.ザハーロフ、S.シタール、I.クリーク、V.レイキン）にはアクションの写真が
配布された。これは、娘と踊る L.I.ブレジネフが写った写真（6.5×9.3 センチ）であり、そこには鉄
道の車輪に翼が生えた形の黄金のアクセサリーのイメージが 3 つコラージュされていた。

モスクワ州、ムラノヴォ屋敷-サファリノ村。2004 年 12 月 5 日。参加者：A.モナストゥイルスキ
イ、N.パニトコフ、S.ロマシコ、M.スムニナ、D.ノヴゴロドヴァ（ビデオ）
。53

このアクションで私が注目したいのは、観客たちの位置である。パニトコフは二度、左
右のフェルトブーツを脱いで放置しているが、この作業はロマシコとモナストゥイルスキ
イだけを伴って行われている。スムニナとノヴゴロドヴァにとっては、このアクションの
中心的要素であるフェルトブーツに貼られたプリントの開示とその放置は知り得ない項目
である。放置された二つのフェルトブーツには、そのどちらにも大ソヴィエト百科事典か
らとられた「木材移送機」の頁が貼られている。これらのフェルトブーツはムラノヴォと
サファリノという離れた地点に放置されているが、その間の関係は双子のように密接だと
いうことだ。ここでも二つの面が関係づけられることで、表象による空間化が行われてい
るが、
「西方への旅」の場合とは異なって、この空間に我々が取りこまれることはない。程
53
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度は違うが、アクションの主要な部分となっているこの空間に触れ得ないという点で、我々
「郊外への旅」読者とアクションにおける観客たちの位置は近似している。では、この観
客たちがアクションの内実に触れることが出来ないのかと問われればそうではない。観客
たちにとっても、アクションは十全に成立していなければならないはずだ。このことから
明らかになるのは、アクションの内実とは一つの固定されたものではないということであ
る。アクション「ムラノヴォ-サファリノ」から、いくつものアクションの内実が抽出され
ることには、いささかの問題も存在しない。さらには、これらの抽出されたアクションの
内実の間に、優劣が存在するわけでもない。なぜなら、もしモナストゥイルスキイ、ロマ
シコ、パニトコフが体験したアクションの内実が唯一絶対のものなのであれば、我々はど
うやってもこのアクションに触れることが出来ないからである。パフォーマンスに対する
現前中心主義は否定されなければならない。パフォーマンスを構成する媒体とは、アクシ
ョンの内実を一対一対応で観客に明け渡すものではないということが明らかになる。アク
ションの内実とは、紅茶のようなものであり、パフォーマンスの行為そのものは、最初の
一滴である。それに対して、パフォーマンスの記録は出がらしの位置にあるのではないか。
最初の一滴は最も濃く、何度も入れ直した出がらしの味は薄い。しかし、どちらも同じ紅
茶であることに変わりはないのだ。さらにポットをコンテクストだと考えて、この紅茶的
な装置全体のことをパフォーマンスを構成する媒体だと捉えると、パフォーマンスをめぐ
る議論の通りがよくなるように思われる。紅茶は自分で入れてもよいし、誰かに入れても
らって運んできてもらってもいいのだ。いずれの場合においても、紅茶は紅茶である。
モナストゥイルスキイ、ロマシコ、パニトコフにとってのアクションの内実の特権性が
否定されると、我々「郊外への旅」読者もアクションの参加者候補に名を連ねることにな
る。しかし、彼らオーガナイザーたちと我々読者の体験を同位置に据えるのは無理がある
だろう。オーガナイザーたちにとってのアクションの内実は、観客たち、そして「郊外へ
の旅」読者にとってのアクションの内実を生み出すための土壌となっている。特権性はな
いが、時間的因果的に先行はしているのである。先行しているのであれば特権的ではない
のかという指摘は当たらない。たしかにオーガナイザーたちのアクションの内実がなけれ
ば「郊外への旅」読者にとってのアクションの内実は生まれないが、逆もまた然りである
から。我々は遡ることしか出来ないが、この遡行は時間性・因果性を無視したものだ。我々
は、
「郊外への旅」の好きなページを読むことができる。
しかしながら、この因果性というものはいかにして獲得されたものなのだろうか。観客
たちにしてもアクションの記述にしても写真にしても、最初にオーガナイザーたちによっ
て行われた行為の内実について志向しているという点にしか、その因果性の担保はない。
しかしながら、この志向性という観点も妥当ではない。大ソヴィエト百科事典の項目は集
団行為のアクションを志向しているだろうか。関係性を担保しているのは、実際にそれが
アクションの場に置かれたというコンテクストだけである。このアクション内部のコンテ
クストへの配置を経ずにアクションとの関係性を持っているのが、地図である。場所性は、
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アクションへの証言という観点から見て疑わしい表象というものに属していながら、もっ
とも疑わしくなく見えるものである。地図の場合、証言可能性・表象不可能性は問われな
い。そして、地図はアクションの参加者にも先だって、アクションが行われた場所をすで
に示しているということから、アクションとの関わりを主張する。
ブレジネフが娘と踊っている。ブレジネフと娘の向き合った胴体の間には、翼の付いた
車輪がある。ブレジネフと娘の間には血縁上強い結びつきがあり、この車輪はそれを象徴
していると言えるが、同時に翼が与えられることでこの関係性が霧消するイメージも同時
に打ち出されているとも言える。では、その緊密な関係性が消え去った後に残るものは何
だろう。それは、画面右側、ブレジネフの背後の椅子に座る、中年女性である。この女性
が何者であるかについて、我々は何も述べることが出来ない。それでも、彼女がこの時こ
の場所に同席していたことは間違いないのである。そうだとすれば、この写真から彼女の
イメージを認識しないことは、この写真に対する不誠実と取られ得るのではないだろうか。
この中年女性は何を表しているのか。彼女のイメージから読み取ることが出来るのは、せ
いぜいこの場所に他の誰かがいたという事実に過ぎない。しかしながら、他の誰かがいた
かもしれないという認識が生じることによって、この写真は、はじめて実際にブレジネフ
が踊った空間を参照するようになるのである。記憶と場所を可能にすること、それが中年
女性の効力である。彼女は、循環する関係性を表象するブレジネフと娘のイメージと同居
しながら、その表象が代替することによって我々の目には隠されてしまった、ダンスフロ
アへの記憶を呼び起こす、蝶番のような役割を果たしている。表象の背後に隠された我々
に解釈を許さないイメージ、それが場所への記憶を書きこむためのボタンとなっている。
地図は、まさにこの中年女性のような存在としてあるのではないだろうか。写真のこの
後景は、
「翼」によって独立したレイヤーとしての位相を得たブレジネフと娘を除いて、す
べて一枚の場所を示す板になる。印象的なのは、3 つの「翼」の 2 つ目より上の、写真上部
の背景である。睦みあう二人の上半身の背後は、完全な白になっている。おそらくは壁だ
ろうと予測されるこの白は、肖像画の背景のようにくっきりと二人の姿を映し出す。白は
そこで、二人を描き出すためだけに存在しており、ブレジネフとその娘というテクストと、
それに一致するイメージの表象の透明な支持体となっている。一方、
「翼」の 2 つ目より下
部を構成する要素は不透明だ。後景下部における要素は、椅子、床、中年女性、そしてブ
レジネフと娘の下半身である。前景に浮き出る表象とそれを支える後景の支持体という構
図がはっきりとしていた上部と比べると、下部は曖昧模糊としている。ブレジネフと娘の
身体について言うならば、3 つの「翼」によってつなぎとめられた腹部は密着しているが、
頭部と脚部はお互いに間隔がある。頭部においては結びあうその視線と、また視線にのみ
注目を向けさせることを可能にする後景の効力によって緊密性が維持されていた。脚部は
そうではない。目を写真の底部に向けると、彼らの足は床の上に立っており、その床をつ
たっていくと椅子に突きあたる。右側では、椅子が作る暗闇と完全に同化した中年女性の
足が現れる。中年女性の体に沿って上部へ視線を移すと、そこには突如として白い無が出
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現し、無の中を漂流した視線は再度睦みあう二人の頭部へと戻って行くことになる。この
視線の運動を象徴的に読み込むならば、透明な無を背景として安定する表象の循環は、表
象を支えるこの支持体が透明性を失うと共に立体性を喪失し背景と同化して行き、最終的
にはメビウスの輪のように表象と支持体との間での循環を構成するということになろう。
だが、重要なのは、この路線が二つに分岐していることだろう。我々はそれをほぼ同時に
知覚するけれども、片方は中年女性を通じて白へと回帰するが、片方は椅子の時点で停止
することになる。これは、支持体としての場所性が、うまく表象との関係を取り結ぶこと
が容易ではないことを示していると言えるのではないだろうか。次節以降では、この支持
体として地図が有効であるのかどうかを論じることにする。

3-3.支持体としての地図
アクション 102「スタンド新聞」は、まさしく前節で述べたような循環を体現したアクシ
ョンである。以下、アクションの記述の一部を引用する。
木々の間、野原の端と端にお互い向き合うようにして二つのパネルが掛けられた（パネル間の距離は
約 600 メートル）
。100×100 センチの大きさの第一のパネルには、
「キエヴィ・ゴルキ草原における観
客たちの配置図」が掛けられ、そこにはこの野原で行われた全てのアクションの他に、このアクショ
ン「スタンド新聞」も表示されていた。白い文字で「キエヴィ・ゴルキ草原のスタンド新聞№102」
と書かれた第二のパネル（黒い色の、160×115 センチの大きさ）には、以下の資料群が掛けられた（こ
のパネルは 77 年に集団行為のアクション「喜劇」が行われた場所に掛けられた）
。54

ここで「以下の資料群」として挙げられている資料は、総計 11 枚ある（写真 11）
。この
うち 8 枚は大ソヴィエト百科事典からとられており、残りの 3 枚は、キエヴィ・ゴルキ草
原の地図、アクション「喜劇」の記述、小説の断片である。大ソヴィエト百科事典からと
られた 8 枚は森林に関係するものが多いが、中にはジョリオ＝キュリーのポートレートや
アメリカの食品会社 Swift & Company についての記事のように、キエヴィ・ゴルキ草原と
何ら接点を見いだせないようなものもある。しかしながら、これらの全ては同一平面上に
置かれ、何かしらの連関を持たせられているように見える。この中で、直接アクション「ス
タンド新聞」との関係を持っているのはアクション「喜劇」の記述と、キエヴィ・ゴルキ
草原の地図である。アクション「喜劇」が行われた場所に「スタンド新聞」の片側のパネ
ルは設置されているわけだが、当該アクションと関わりを持つ過去のアクションへの指示
ということで、アクション「喜劇」の関係性は一段劣ったものとなる。それに比べて、キ
エヴィ・ゴルキ草原の地図はアクションが行われた空間そのものを指示しているため、最
も関係性の強い資料であると言えるだろう。これらの資料は、キエヴィ・ゴルキ草原を媒
介にして、資料同士でも関連を持ち始める。木や草原が写っている写真は、あたかもそれ
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がキエヴィ・ゴルキ草原のものであるかのようであるし、「記念碑の破片が見つかった場所
から 1.5 キロ行ったところで、地下 20 メートルにおいて長い石に似た対象が見つかった。
地表へと引きぬかれたその『石』は、石灰層におおわれた鉛棺であることが分かった」55と
書かれた G.マルトゥイノフの小説『奈落からの客』の引用にしても、この内容は実に集団
行為のアクションで行われそうなものである。
「ムラノヴォ-サファリノ」においてもそうだ
ったが、ある行為が行われた地点と他の地点が関係づけられること、また地中に何かを埋
める／掘り出すという行為は集団行為に特徴的なことである。これらのつながりを提供し
ているのは地図ではないだろうか。これらの写真やテクストは、当然のことだが、場所を
前提として機能している。ここにキエヴィ・ゴルキ草原の地図が与えられることで、観客
が立っている場所もそこであるということも相まって、この前提とされている場所とキエ
ヴィ・ゴルキ草原がリンクするのだ。
これらと向かい合って置かれているのは、観客たちの配置図である（図 2）。この配置図
は、第一のパネルにおける地図と同様、キエヴィ・ゴルキ草原を指示するものだ。しかし、
地図とは違って、この配置図にはアクションの記録が書き込まれており、アクションの記
憶と連携した形での場所を表している。この配置図にはアクションの記述にも書かれてい
る通り、
「スタンド新聞」のパネルの位置も書きこまれている。これを見ると、パネルの位
置は中央ではなく、右側に偏っていることが分かる。さらにこの配置図を注視すると、一
つ目のパネルを示す記号の近くに「野の反対側を参照」と書かれていることに気付く。こ
の文章の上には、第二のパネルの方角へ伸びた点線矢印が置かれている。この矢印は、パ
ネルの第一、第二という順序が記述上暫定的に与えられたものではなく、意味的連関を持
っているということを示しているととってよいだろう。
第一のパネルと第二のパネルはどのような関係を取り結ぶのだろうか。ここでも地図に
注目してみたい。第二のパネル、すなわちキエヴィ・ゴルキ草原における観客たちの配置
図が主として指し示しているのは、観客たちの配置であってキエヴィ・ゴルキ草原自体の
形状ではない。その証拠に、草原の輪郭はひどく曖昧に描写されている。つまり、ここで
は観客たちの配置が前景に出ており、草原自体は後景に退いている。この後景の草原自体
についての認識を提供しているのが、第一のパネルにおける地図である。この地図がある
からこそ、配置図では不可能な、アクションの空間を現実に位置付けるという行為が可能
になるのだ。
第一のパネルにおける地図は、テクストや写真によって構成される第一のパネルの表象
群に属していながら、第二の配置図をイメージする上での基盤となっている。それでは、
この第一のパネルと第二のパネルが地図を媒介として接続されることで、何が起こってい
ると言うことが可能だろうか。それは、表象を支える支持体としての場所性を与えている
のが地図だということではないか。われわれは普段、表象にせよ記憶にせよ、それを場所
性が支えていることをまるで意識していない。地図とは、記憶づけられる前の、無色の場
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所性について考慮することを可能にするものなのだ。無色の場所性は、本質的に、いかな
る表象や記憶とも関係を取り結ぶ可能性を保持している。忘れてはならないのは、この作
用が実現するにあたって、現実の場所性も機能しているということである。整理すると、
このアクションの主要な要素は 1)テクストや写真の表象群、2)表象群と隣接した地図、3)
地図によって志向されるところの記憶としての配置図、4)そして 2 と 3 の間を占める現実
の空間なのだ。1 には無関係なものも含まれており、その妥当性を与えるのは地図が示す場
所性である。さらに、この無関係なものとつながりを保った地図は、地図が示すところの
場所性に対する記憶である配置図を指示し、その過程で現実の野が経由される。場所性は 3
つある。あらゆる可能性を保持した、それがためにいかなる表象とも結合可能である場所
性、特定の記憶と結びついた現勢化したものとしての場所性、そして現在進行形の「いま・
ここ」としての場所性だ。これら 3 つの場所性が、一つの線分によって結ばれ、そして何
より回帰してくることが肝要である。だが、正確にはこの回帰は出発点へ向けられたもの
ではない。そのさらに前の地点へ、草原の外へと向けられている。
第一のパネルは「観客たちの入口」近くにあり、第二のパネルを設置したあと、参加者
たちは同じ場所から出て行っただろうことが予測される。彼らは、パネルを設置し終わっ
た後、第一のパネルの下へと再びやってくるのである。ここで重要なのは、戻ってきた観
客たちは第一のパネルへと真っすぐ戻ってくるのではなく、おおよその方向としては同じ
方向を目指しながら、キエヴィ・ゴルキ草原から出ていくということだ。集団行為のアク
ションにおいては、始まりと終わりが明示されないことが特徴の一つとなっている。した
がって、パネルを設置し終えた時点がアクションの終わりであるということは出来ない。
しかしながら、我々はアクションの記述の始まりと終わりをアクションの始まりと終わり
だと認識してしまいがちである。キエヴィ・ゴルキ草原から出て行ったアクションの動線
と、これらのパネル間での循環がいかなる連関を保ち得るのか、考察されねばならない。
ここで論じてきたのはアクション内部での地図の効果だが、それは「郊外への旅」上で
の我々との関係にも適用されるのだろうか。次章では『郊外の旅』における地図と場所性、
テクストや写真の表象との問題を考えてみよう。

4.地図の役割
4 章は、3-3 で注目した地図の機能に捧げられたものである。3-3 ではアクションの内部
で地図が果たす役割について考察したが、4 章では記録における地図の効果について検討す
る。4-1 では、地図が写真イメージと同じようにテクストだけでは得られない情報を抱え、
またアクションの内実の表現だけには収まらないそれ自体の表面性を獲得していることを
指摘する。4-2 は、4-1 で示されたアクションの内実と地図表面の情報が完全には一致しな
いということが、よりラディカルな形で示されているケースについて記述したものである。
4-2-1 では、地図において「想像上の補助線」が引かれていることを確認し、地図が現実を
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更新していることを理解する。4-2-2 では、記録に使用されている地図がテクストによって
指示されている場所と異なった地域のものであることを指摘し、そのことによってこの無
関係なはずの地域が記録の空間感覚によって把握され、関係するものへと変化することを
示す。4-3 は、地図を使用したヴァーチャル・アクションについて述べたものである。地図、
テクスト、写真、音源、アニメーション、そして外部サイトが隣り合って配置されている
このアクションにおいて特徴的なのは、これらの諸要素の連鎖が地図から始まり、終着点
にはウィキペディアのページやゲーム、またウェブカメラによる画像・映像サイトへのリ
ンクも用意されている点である。だが、これらの特殊な媒体のみを挙げるのは公平ではな
い。終着点に、これらの特殊な対象ではなく集団行為の記録が置かれているものもある。
この二通りの結末が用意されていることは、本来であれば無関係なものを関係づける運動
と、時間的空間的論理に従った連関を持つものだけを関係づける運動との二つの道を閲覧
者の前に差し出しているように思われる。忘れてはならないのは、この二つの選択肢の共
存が可能になっているのは、アクションの現実の空間と記録の空間双方に跨りつつ、どち
らの論理にも支配されない地図独自の関係性が始めに置かれているからだということであ
る。直接的にアクションの内実を指し示すテクストや写真イメージなどの記録が置かれれ
ば強い連関を生み出す選択肢が前景化し、全く関係のない資料が置かれれば際限の無い関
係付けが前景化するだろう。地図は、この二つの道をつなぐ蝶番としてあることが明らか
になる。

4-1.地図のファクトゥーラ
2002 年に行われた「郊外への旅」第 8 巻所収のアクション「83」では、アクションが開
始される以前にすでに地図が使われている。以下はアクション「83」のアクションの記述
である。
冬の森で、ノイズに周波数を合わせたラジオが 10 個木々に掛けられ、放置された。
アクションのための場所は GPS12XL(Garmin)を使って地図によって決められた。つまり地図上で、
キエヴィ・ゴルキ草原の北の方に位置する森林ブロックの番号を示す 83 という「数字の下に」
（それ
以外にも、
「83」は 2002 年 4 月までは KD のアクション全体のリストにおいて、このアクションの
順序番号だった。7 巻序文参照）
。
観客たち（11 人）とアクションの主催者たちはアクションの場所までスキーでやってきていた。56

ここでは、アクションがどこで行われるのかを決める段階で、地図が使われている。ア
クションの通し番号と、森のブロックを示す番号が一致したことから、キエヴィ・ゴルキ
草原の北の森が選ばれたであろうことが推測される。
「郊外への旅」第 8 巻の巻末に入れられているアクション「83」の地図（図 3）は、この
56
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アクションが行われたキエヴィ・ゴルキ草原北方の森の地図だが、ここには赤い線でナビ
ゲーターの跡が書き込まれている。彼らは「アクションの場所までスキーで」到着したの
であるが、それはナビゲーターを使用してのことだったのだ。ここでは赤い線で書かれた
通った道のほかに、その各所に黄色い地に黒文字で書かれたポイントの名前と思われる文
字が書かれている。この地図は基本的にアクションの記述を補足するものとして機能して
いるが、アクションの記述には「ANGARI」
「P-VHOD」
「STOLBR」「POLANA」
「«83»」
「UGOL-2」と書かれたマークについて説明する記述は存在しない。
「P-VHOD」
「STOLBR」
「POLANA」「UGOL-2」はそれぞれ「入口」「柱」「小草原」「角」といった、スキーでの
走行中に遭遇するようなものを示しているが、
「ハンガー」だけは「郊外への旅」第 5 巻所
収のアクション「北西のハンガー」を指示しており、アクションの記述の枠を超えた情報
を呈示していると言えるだろう。また、このルートを示す赤いラインはキエヴィ・ゴルキ
草原から投げかけられた投げ縄の図のようにも見え、記述に対する補足以上の情報を我々
に与えていることは間違いないように思われる。3 章ではアクションの記述に対して写真イ
メージが等価なものとして自己主張する様を見たが、ここでも地図が、単なる記述に対す
る補足ではなくそれ自体アクションの内実を何らかの形で表すものとして現れていること
が認められる。
次に、同様に「郊外への旅」第 8 巻に所収され、地図が用いられているアクション
「14:07-15:13」のアクションの記述を引用する。
森の中の草原で、地面の上に文字盤を上にして丸時計が置かれた。
時計にボビンに巻かれた白いロープ（長さは 1 キロ以上）の端を結びつけ、録音を入れ（テープレ
コーダーはロマシコの背中のリュックサックに入っていた）観客たち（19 人）とアクションのコーデ
ィネーターたちは、ボビンからロープをほどきながら（ロープが地面の上で張った状態になるように、
一定の間隔ごとに樹幹に巻き付けられた）森を越えて移動した。テープは、極地探検隊員たちの論文
のテクストから出来た一連の録音と、テープの終わりを飾るハイデガーの論文『存在と時間』の断片
の録音から成り立っていた。
森に沿って 400 メートルほど移動したところでグループは停止し、アクションの主催者たちも同じ
ロープを使って、ロープを二つの木の間に張り、再生し続けているテープレコーダーを地面の上（150
センチの高さ）に掛けた。彼らは前もってそれを白い毛皮から出来た小箱に入れてあった。
その後、テープレコーダー付きの小箱に黒い糸の端を結びつけ、モナストゥイルスキイは、ボビン
から糸をほどいてそれを木々の周囲に巻き付けながら、観客たちがテープレコーダーの下へ残された
場所から約 200 メートルの距離に位置する森中の空地帯の方へと森を通って行った。空地帯の端に生
えている二本の木の間で、M.K.も手伝って A.M.はその糸上にガラス付きの枠（6.5×9 センチ）に入
ったハイデガーの小さな肖像を掛けた。その後、肖像の裏側に黒いマーカーペンで「39-52」という
数字が書かれていた（「39」はリスト「KD の場所」におけるアクション「図書館」の場所番号であ
り、そこでは時計が掛けられた。
「52」は予定されたアクションの終了場所）
。
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A.M.と M.K.が観客の下に戻ってきた後（テープはクレンケリのテクストを再生し続けていた）
、グ
ループ全員は森を越えて奥へと移動した。同様にロープをボビンからほどきながら（テープレコーダ
ーは森の中に掛かり、そして観客がもう聞こえないゾーンに行っても再生し続けるまま残された）
。
キエヴィ・ゴルキの隣（その南東に位置する）の草原の縁に出て（森を横切る道は全部で 1 キロほ
どだった）
、アクションの主催者たちはこのロープ上に木の上に二番目の丸時計（直径 42 センチ）を
掛けたのだが、彼らはそれを草原の方向に対して文字盤を傾いた状態で、一つ目の時計よりはるかに
高く地面の上に配置したのだった。
さらに約 100 メートル（時計に結び付けられた）草原を横切って遠くへロープを巻き取り、オーガ
ナイザーたちは観客たちにアクションの写真を配った。
『「ゲオルギイ・セドーフ」の漂流船での 27
カ月』という本からの二枚の曲げられた写真が配られたのだ。草原に横たわるロープは断片へと切断
され、この断片によってこれらの二つの写真は、極地探検隊員たちの人生から切り抜かれた場面と結
び付けられもするのだった。
写真が配布された後、アクションの名前の第二の部分が書き取られた。つまり、第二の部分は「15
時 13 分」で、第一の部分は「14 時 07 分」だったが、第一のものは第一の時計によって、テープが
入れられ森を横切ってロープを持って移動するのが始まった時に決定されたのだった。
すでにアクションが終わった後、空地帯に沿って戻ってきて、観客たちはハイデガーの肖像のとこ
ろにとどまった。そこでは、アクションの参加者全員の集合写真が撮られた（テープにおけるハイデ
ガーのテクストは観客たちにはアクセスできないものだった。というのも、それが再生されている時、
彼らはテープレコーダーが掛かっている場所からすでに遠く離れた場所にいたからだ）
。
アクションの全ての物体は行為の場所に残された。57

このアクションにも地図が付されている（図 4）
。ここでも観客と主催者たちの通ったル
ートが線で示され、
「テープレコーダー」
「ハイデガー」
「時計 1」
「時計 2」という文字が書
かれている。この「ハイデガー」は、アクションの中で掛けられたハイデガーの肖像の位
置を示しているのだが、アクション 99「スローガン 2003」は、このハイデガーの肖像を掛
ける部分を抜き出して個別のアクションとして扱ったものである。
この地図は何の変哲もない記録地図であるように見える。しかし、ここでも単なる記録
としての従属物ではなく、地図は自らの存在感をアピールしているように思われる。とい
うのも、ここでは地図に直接観客と主催者たちが通ったルートが書き込まれているのでは
なく、アクションが行われた森の部分が緑色に塗り潰され、その上にルートが書かれてい
るからである。実に微細な差だが、このことによって、彼らが実際に通った道は地図上の
ルートと一致しなくなる。もっとも、地図も最初から現実とのずれを抱え込んでいるのだ
が、それでも残る「地図は現実に対応している」という思い込みを塗り潰しは抹消する。
そこでは塗り潰しという空虚な背景
によって、ルートを示す線自体の動きが強調されている。
57
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これらのアクションによって萌芽を見せた、1)記述に従属しない情報を与えるものとして
の地図と 2)地図そのものによって顕わになるファクトゥーラは、以後のアクションにおい
てさらに独自の発展を遂げることになる。

4-2.現実と地図の乖離
4-2-1.想像上の補助線
前節で提起したアクションにおける地図性をより詳しく検討するために、アクション 113
「横断」を精査することにする。このアクションで大きな役割を果たしているのは、これ
まで行われてきた集団行為のアクションであり、これらのアクションの記憶を媒介する場
としてのロシーヌィ島とその地図そのものでもある。以下がアクションの記述である。
ロシーヌィ島の森の端で（1981 年に集団行為のアクション「暗い場所」の草稿ヴァージョンが行
われた場所で）、レイデルマンは手に抱えた鉄製の写真フレームと一緒に写真に写ることを指示され
た。その写真フレームの中には、写真の代わりに黒いサークルが挿入されていた（写真フレーム自体
はバラ色の孔雀の形に作られていた）
。
その後、ヤウザ河畔の木の中に、川の方を向いて、白い文字で「113」と書かれた、地は暗緑色の
直径 70 センチの鉄製のサークルが掛けられた。
ヤウザ川の流れに沿って下流に、パイプから出来た技術橋まで行き（ここには 1991 年に、アクシ
ョン 62「円花飾り」の石膏の円花飾りが掛けられた）
、レイデルマンとシタールは橋の真ん中に同様
に 70 センチの白いサークルをかけたが、この表面には「62」と、裏面には「円花飾り」の全景にレ
イデルマンが墓場で撮った写真がモンタージュされたものが描かれていた。
その後、彼らは 1992 年にアクション 65「授与」が行われた場所に移動した。そこでマカレーヴィ
チとエラーギナは 2 つのコラージュを渡された。それはガラス付きの枠に収まった 20×30 センチのも
ので、コンピューターゲーム「ウィザードリィⅦ」のスクリーンショットから出来ていた。AM は 1993
年にこのゲームで遊び、この年の 5 月に再びプレイし始めたのだった。彼はパーティーのメンバーを
「ザハーロフ」
「レイデル」
「パニトク」
「AM」
「マカール」
「エラーギナ」と名づけていた。
IM に渡されたコラージュには、キャラクター「マカール」
（レベル 11）のポートレート、特徴づけ、
そして装備のスクリーンショットがはめ込まれ、その装備欄にはレイデルマンが墓「MG の沈黙」で
撮った写真と白いサークルに包まれた数字「62」がモンタージュされており、左にはアクション「暗
い場所」の白黒写真が番号「25」とモンタージュされてはめ込まれていた。
EE に渡されたコラージュには、同様の写真と数字「65」が付されたキャラクター「エラーギナ」
（レベル 11）の分析表がはめ込まれ、その左には、アクション「暗い場所」の別の写真と数字「25」
が入れられていた。
コラージュを渡された後、グループは森の奥へと入って行った。そこでは、木々の内の一つに二番
目の鉄製の写真フレームが掛けられており、それは絢爛な孔雀の形で、ウィザードリィⅦの登場人物
（ある場所では「ニルヴァーナ」、ある場所では「スフィンクス」と呼ばれていた）の円形の像が挿
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入されていた。その後で、レイデルマンは隣の木のある小沼の泥土の中で長いタオルを塗り潰し、こ
の汚れた黒いぼろ布で隠れるように、それで写真フレームを包むよう指示された。
その後この木から近くの丘で、AM はレイデルマンに、グーグルアース（ヤウザ周辺）から撮った
この土地全体の地図を手渡した。そこには文字付きのサークルで集団行為のアクションが行われた場
所が示されており、その中にはあらかじめ「113」の数字付きのサークルが組み込まれていた。この
場所、つまりヤウザ河畔は、この番号が付いた鉄製のサークルが掛けられた場所であった。
このようにして行為の場には二つのサークルが残された。
「113」という数字の付いた鉄製の緑のも
のが川岸に、白い「62」とフォトコラージュがついたものが川の上に、そして丸いメタリックフォト
フレーム「孔雀」
（
「ニルヴァーナ-スフィンクス」付き）は森の中の木に取り付けられた黒いぼろ布の
下に。58

アクションの記述を読むと分かるように、アクション「横断 2」は過去のアクションが行
われた場所と内容をなぞるようにして構成されている。集合場所はアクション 25「暗い場
所」が行われた場所であり、
「113」のサークルを木の中に掛けた後に訪れる場所はアクシ
ョン 62「円花飾り」が行われた場所である。さらに彼らはアクション 65「授与」が行われ
た場所に移動し、最終的にはアクション 25「暗い場所」とアクション 65「授与」が行われ
た地点を結ぶ直線の中点にあたる森林中で、孔雀が描かれた写真フレームを黒い布で包み、
そこから少し動いた丘でモナストゥイルスキイにグーグルアースから取られた付近の地図
を渡されアクションは終了する。
アクション「横断 2」では過去のアクションの記憶が忠実になぞられているわけではなく、
むしろ積極的に歪められていると言うことが可能である。まず、アクション 62「円花飾り」
への関係性を見てみると、この場所で吊るされているサークルの裏側に入れられたコラー
ジュは、
「円花飾り」の際に撮られた写真を異化する存在としてあることがわかる。また、
アクション 65「授与」への異化はより過激なものとなっている。エラーギナに渡されたコ
ラージュを例にとってみれば、左側にはアクション「暗い場所」の写真とその番号である
25 が合成されたものが、中央と右側にはウィザードリィのプレイ画面とレイデルマンの墓
地での写真、そしてアクション「授与」の番号である 65 が合成されたものが置かれている。
25 の方は、
「暗い場所」の写真にしかるべく挿入されているため問題はないが、65 の方は
ウィザードリィの壁にはめ込まれ、あたかもゲーム内のステータスやダメージ表示のよう
に居座っている。アクション 65 の数字であったものが、ゲーム内の論理の回収されていっ
ているのだ。
このような歪曲は、グーグルアースからとられた地図（図 5）上でより一層深度を深めて
いる。アクションの記述に沿って参加者たちの移動の軌跡を追っていくと、
25→113→62→65→「孔雀スフィンクス」→「孔雀スフィンクス」近くの丘という順番にな
っていることがわかる。一方、グーグルアースの地図には、これらのアクション番号と「孔
58
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雀スフィンクス」を結んだ線が台形状の形をしている。アクションの記述には、レイデル
マンが「孔雀スフィンクス」を黒い布で覆った後、その近くの丘でこの地図を受け取った
ところまでしか書かれていない。つまり、地図上の「孔雀スフィンクス」と数字 25 の間の
線は想像上の補助線なのである。
アクションの数字の段階で、徐々に過去に行われた内容との異化は行われてきたが、移
動した事実が記録されていない線が地図上に引かれることで、アクションの内実は過去へ
の追悼から完全に脱却する。
「台形を作る」ことがアクションの内実に盛り込まれていると
「郊外への旅」読者は感じるだろう。前節で述べた、1)記述に従属しない情報を与えるもの
としての地図と 2)地図そのものによって顕わになるファクトゥーラはここでも同様に現れ
ているとみてよい。この線が補助線である限り、アクションの記述のみでは「台形」とい
う形には到達し得ず、この「台形」は視覚的イメージとして「郊外への旅」読者へアクシ
ョンの内実を新たに展開する。この「台形」を図として意識した時、それらを構成する点
である数字が意味するものについては注意が及ばなくなり、これらは後景に遠のき地とし
て機能することになる。アクションの記録は通常、歴史的時間意識に彩られたものだが、
グーグルアースやウィザードリィの画面上に映し出されたサークルとしてのアクションの
記録は、過去とのつながりが限りなく希釈され、地図上での生を獲得して、新たな形象を
我々の前に見せてくれるのだ。アクションの記述や写真はアクションの内実をそのまま反
映していると我々は信じ込みがちであるが、実際は現実から切り離され、
「郊外への旅」内
部の論理に従ってアクションの内実をそれぞれが構成するものである。ここでは、現実と
の対応という問題が重要性を喪失していき、本来であればアクションに対して二次的なマ
テリアルに過ぎないものたちの間での関係性に焦点が当てられるのだ。この現実からの遠
ざかりは、同じく「郊外への旅」第 10 巻に入ったアクション 117「空虚な遠方」でより顕
著に現れることになる。

4-2-2.地図・記述・写真の分裂
アクション 117「空虚な遠方」のアクションの記述は以下の通りである。
列車に乗車した後、我々は観客たちに以下のように上書きされた封筒を配る。

郊外への旅
1983 年 5 月 15 日。
前もって参加していただいたことを感謝する。
「集団行為」
。

今度は、これらの観客たちの封筒に、上書き付きの厚紙が入れられる。
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草原に囲まれた道を 100 メートル行き、パニトコフは観客たちに気付かれないように遠くへ、草原
の中に入り停止する。
この時、我々の誰かが道に沿って移動する観客たちのグループを止め、厚紙に時間を書き込み

我々の一人が遠くに------時間

観客たちに厚紙を配る。

観客への厚紙の配布が終わるころ、パニトコフはグループへと近寄り、観客たちに時間を書き込ん
だ別の厚紙を配る。

到着------時間

これらの厚紙を配り終えたのち、グループは道に沿ってさらに移動する。彼らが動き始めるとすぐ
に、パニトコフは手に赤い糸の端を持ちその場に残り、一方ロマシコは水色の風車を持っていた。そ
の風車にはこの赤い糸（500 メートル）が巻きつけられており、彼は観客たちのグループと共に移動
し、糸をほどいていった。
この距離（500 メートル）の範囲内で遠方に誰かしら見知らぬ人々が現れなければ、その時はエラ
ーギナがグループを止め、次の厚紙を（時間を書いて）配る。

空虚な遠方------時間

ロマシコはこれと同時に別の厚紙を配る。

500
通行--------メートル

この 500 メートルを通行する範囲内で遠方に見知らぬ人々が見えた場合には、異なる厚紙が配布さ
れる。

遠方の見知らぬ人々------時間
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またロマシコは同様に厚紙を配るが、そこには異なるメートル（グループから遠方に現れた見知ら
ぬ人々までのだいたいの距離）が書き入れてある。

300
通行--------メートル

これらの厚紙と一緒に、厚紙「空虚な遠方」も配られることになるが、この書き込みは赤いフェル
トペンで十文字に消されている。
これらの厚紙が配られた後、我々の内の誰かがテープレコーダーを入れる。そのテープレコーダー
からは「パニトコフが遅れた」と響いてくる。観客たちが振り向き、彼らから遠いところに立ってい
るパニトコフを見るとすぐに、彼は観客たちに近寄ってきて厚紙を配る。

待っている
我々の一人が遠くに-2--------------------何をしているか

モナストゥイルスキイは、パニトコフが観客たちのグループの方へ動き出したのとまさに同時に、
道に沿ってさらに先へ行き、グループから 50-80 メートル離れた。
パニトコフによる厚紙の配布の後、エラーギナはテープレコーダーを再生し、そこでは「モナスト
ゥイルスキイが待っている……待っている……待っている……」等々の言葉が 5 分間にわたって流れ
る。
グループがモナストゥイルスキイの元へ行くことを決め、彼に近寄ると、彼は厚紙を配る。

待っていた----------, 待機時間を記入して。
分

その後オーガナイザーの内の誰かが観客たちに最後の厚紙（サイズの大きい正方形のもの）を配
る：59

このアクションはサブタイトルに「プロジェクト」と書かれており、その名の通りこの
記述は実際に行われたアクションの記述ではない。あくまで計画そのものの記述である。
1983 年のものであるため、移動・配布・記入といった集団行為におなじみの要素が目立つ
59

Пзг, 2009, pp.457-459 この「最後の厚紙」については写真 12 を参照。
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アクションとなっているが、このアクションにおいてはこれらの要素が問題なのではない。
行われなかったアクションにも関わらず記載されている観客たちの一覧と、行われなかっ
たにも関わらず何らかの機能を果たしている地図こそがこのアクションの内実を成すもの
となっているのだ。
アクションの観客として挙げられている人物は全部で 14 人だが、これらの人物はアクシ
ョンを体験したわけではない。彼らは、アクションを体験する予定だった人物たちでもな
い。アクションのプロジェクトの記述に続く、観客たちの一覧の下には「集団行為 ,
1983-2009」60と書かれているが、彼らが参加予定の人物であったなら、この部分は単に
「1989」でよいはずである。彼らは、現実においてこのアクションを体験するわけではな
いが、それでも観客として存在しているのである。しかしこのことは、亡霊的な観客性と
は何ら関係を持たない。容易に想像されるのは、ここで名前を挙げられている観客たちが
過去にこのアクションが行われた場所（ロブニャ61）で他のアクションに携わっていたケー
スである。だが、レートフのサイトにおけるこのアクションのページを見ると、この考え
はすぐに否定される。レートフのサイトでは、このプロジェクトの記述の下に、
「アクショ
ンの観客たち」と題されて観客たちの名前と写真がそれぞれセットになって載せられてい
る。この写真はしかし、アクション 117「空虚な遠方」の場所ロブニャで撮影されたものだ
けではない。ホーリン、ディデンコ、ブガヤン、ロシャーリ、ミトゥーリチ、シドロフの
写真は室内で撮影されたものと推測される62。ヴィシュニェフスキイの写真はアクション 2
「リーブリッヒ」の際のものであろうし、シバノワの写真もアクション 12「行為の場」が
行われた時に撮られたのだろう。ゴロホフスキイとプリゴフの写真がアクション 33「ロシ
アの世界」のものであることは明白である。アリチュークの写真は、
「アクションの観客た
ち」の一覧に表示されているものはアクション 77「ネガ」のものだが、それをクリックす
るとアリチュークの他の写真に飛ぶようになっている。
「リーブリッヒ」はイズマイロフス
キイ公園で、
「行為の場」
「ロシアの世界」「ネガ」はキオヴィ・ゴルキの草原で行われてい
る。キエヴィ・ゴルキ草原へはロブニャ駅から出発するため、「行為の場」
「ロシアの世界」
「ネガ」は「空虚な遠方」の場と非常に近い地点で行われていたとみなすこともできるが、
「空虚な遠方」はキオヴィ・ゴルキの草原地帯そのもので行われるわけではないため、ま
ったく同じ場所であるとは言えない。結局のところ、これらの「アクションの観客たち」
はアクションの場との直接的関わりを持つものではないのである。しかしながら、この「ア
クションの観客たち」がアクション「空虚な遠方」と完全に関係がないと言うことは不可
能である。「アクションの観客たち」はこちらを向き、見ている。これらの写真の人物は、
当たり前のことながら、撮られた当時の時空間における対象を眺めているのだが、我々は

Пзг, 2009, p.460
「最後の厚紙」には、このアクションの場所がロブニャ駅周辺であることが書かれてい
る。
62 ホーリンの写真はアクション 67「I.ホーリンに」に使用されたものである。
60
61
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これらの写真に見られているという感覚を受ける。実際のところ、この感覚が肝要なので
ある。見られている感覚は、我々鑑賞者を媒体として、写真の視線をアクションのコンテ
クストへと誘うのだ。
一方、アクションの地図（図 6）においては、この感覚を引き起こさない写真と図像が置
かれている。3 人の女性とウィリアムスである。ゲームのキャラ風にデザインされた女性の
画像が、計画文の中に書かれている見知らぬ人々を模していることは明瞭である。問題な
のは、彼女らが現れているということそれ自体だ。計画文では、見知らぬ人々が出現する
かどうかは分からず、その出現はアクションの実行の際の偶然に左右される部分だった。
この地図の存在によって、アクション「空虚な遠方」における見知らぬ人々は、出現する
ことになるのだ。
アクションの記述が存在せず、計画文のみがあることによって、地図は思いの外決定的
な効力を発揮する。次に注目したいのは、アクション 98「14:07-15:13」の地図において緑
色の塗りつぶしに注目したのと同じように、この地図平面自体の特徴である。中央を斜め
に横切る道の上には 500 とメートルと書かれているが、ここには観客たちの移動ルートを
示す赤い線が引かれている。おそらくマウスによって書かれたこの線は、途中からあから
さまに弱々しく折れ曲がり、真っすぐ引かれていない。あくまでアクションの現実という
観念を捨てずに言えば、この線の揺れは観客たちの移動の際の微細なずれを表していると
言えるし、アクションの現実を棄却する立場から言えば線分としてのこの揺れそれ自体が
地図を単なるアクションへの従属物から逸脱させていると言うこともできるだろう。だが
どちらにせよ、このルートの揺れはこの地図に刻み込まれたものとして定着する。
ウィリアムスとは土壌学者・農学者であったヴァシーリイ・ロベルトヴィチ・ウィリア
ムスのことを指しているが、彼の肖像画と名前は地図の右下に設けられた赤線で囲まれた
黄色の楕円内に置かれている。なぜウィリアムスがここに置かれているかと言えば、ロブ
ニャにはウィリアムス記念飼料研究所が位置しているからだ。この研究所はキエヴィ・ゴ
ルキ草原の北東に存在しており、研究所周辺には草原が広がっているため、アクションは
この草原で行われる予定だったのだろう。だが、実際のところ、ウィリアムスはフェイク
である。彼の肖像と名前は、この地図がロブニャの、キエヴィ・ゴルキ周辺のものである
と錯覚させるための道具なのである。地図の左下に小さく記載された「北緯 52 度 57 分 56．
33 秒, 西経 1 度 03 分 17．21 秒」が問題である。この経度緯度が示す地点は、モスクワ
のロブニャではなく、イギリスはノッティンガム近郊のカールトン周辺の農地なのだ。計
画文に載せられた「最後の厚紙」に書かれた「ロブニャ」という位置情報によって、我々
はこの地図をロブニャのものだと解釈してしまうように誘導されているのだ。
この地図がカールトンの地図だということが判明すると、我々は奇妙な状態に置かれる
ことになる。地図はイギリスのものなのだから、アクション「空虚な遠方」とは何ら関係
がないはずである。しかし、我々はこの地図をもはや関係ないものとは考えられなくなっ
てしまう。この効果を発揮しているのは、3 人の女性、ルートを示す赤いライン、そしてウ
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ィリアムスの肖像だろう。カールトンの地図はアクションと関係付けられたものとして現
れてくる。アクションに付けられた「空虚な遠方」というタイトルは、当初は草原の遠方
のことを指していたのだが、この地図を加味して考えればイギリスのことを指していると
解釈することができるだろう。アクションの計画文においては全く接点を持たない空虚な
ものであったイギリスのカールトンが、様々な肉付けを経て「郊外への旅」に位置を得て
いるのだ。
この肉付けと定位をよりラディカルに徹底させたのが、次節で検討するアクション「118」
である。だが、次節に移る前にアクション 113「横断 2」とアクション 117「空虚な遠方」
における諸要素の関係を整理しておこう。「横断 2」においては、想像上の補助線が引かれ
ることにより地図における図形がそのものとして現れ、点を成す数字も元のアクションと
の繋がりを失っていった。そこで明らかになったのはアクションという現実を中心として
ではなく、むしろ地図を空虚な繋ぎ目として結晶化する『郊外の旅』の諸要素の在り様だ
った。一方、
「空虚な遠方」においては、まずもって現実に行われたアクションが存在しな
い。このことによって地図はより役割を増し、想像された現実とでも呼ぶべきアクション
の内実を作り出す。さらに、アクションの想像された現実に観客として参与するのは視線
を抱えた写真たちである。この想像された現実を構成しているのは我々「郊外への旅」の
読者であり、実質、アクションの身体性は我々読者の身体性でしかない。パフォーマンス
研究においては身体の共在ばかりが取り沙汰され、メディアを介した効果について否定さ
れることが多いが、マクルーハンのメディア論を引くまでもなく、現前の美学によって肯
定される身体の共在にしても、何かしらを媒介しなければいけないという点でメディア経
験と根底は同じである。現前とメディア経験の大きな違いの一つは、前者は否応なく対象
と関係づけられるのに対して、後者は関係付けを選択できるという点だ。つまり、好きな
時に対象から離れることができるし、同様に任意に対象に触れることもできる。この関係
付けの選択という特徴を無視してアクションのメディアを媒介した受容を論じることは、
パフォーマンス研究という枠組みを狭める結果しか導かないだろう。
アクション 117「空虚な遠方」においては、アクションの地図・記述・写真（観客たち）
が完全に分裂している。ここでは地図とテクスト・イメージは時に関係し時に関係しない。
関係の有無の選択はひとえに解釈者に委ねられているのだが、それは我々に関係すること
と関係しないことの能力が与えられているということである。次節では本論の締めくくり
として、この能力を巡る問題について検討したい。

4-3.結合の選択
アクション「118」は、通し番号そのものがタイトルとなっているアクションである。こ
のことは示唆的だ。アクションの記述や写真イメージと同様に、タイトルもまたアクショ
ンの内実を表す記号の一つである。
「118」以前のアクションで、アクションの記述がない
アクション、写真がないアクション、地図がないアクションは存在してきたが、タイトル
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もまたそれらと同等に欠けることが可能だということだろう。アクション「118」を理解す
る上で、このことは不可欠なように思われる。アクション「118」においても、アクション
の内実を志向する諸要素の関係性が転覆されているのだ。
アクション「118」は、インターネット上のアクションである。セルゲイ・レートフの「モ
スクワ・コンセプチュアリズム」というサイトの集団行為のアクション一覧のページから
「118」のページに飛ぶと、6 つのグーグル・マップから取られた地図が置かれており、そ
れぞれには「118」と黒字で書かれた白い円が大きく書き込まれている。何も指示はないが、
それぞれの地図をクリックして個別の地図のページに飛び、「118」が書いてある円の部分
をクリックすると、そこから様々な画像やテクスト、サイトへと移動することが出来るよ
うになっている。以下は、
「地図の出入口」と題されたページに置かれた解説文である。
S.レートフのために作られたヴァーチャル・アクション。アクション「横断 2」
（木に掛けられた鉄
製のサークルにおける「113」という数字）の要素と同様に、シリーズ「KD の地図」を基にしてい
る。このシリーズでは、宇宙から撮影されたグーグル・マップの上に、
（アクションの順序を示す番
号の）数字の付いたサークルが、その対応するアクションが行われた場所に置かれている。
ここでは、
「118」と数字の付いた白いサークルが、1)チーストゥイエ・プルドィー並木のグリボエ
ードフ記念碑（モスクワ）2)ワイマール（西ドイツ）3)クレムリン（モスクワ）4)ラヴェンナ（イタ
リア）5)VDNKh の「養兎業」パビリオン（モスクワ）6)ロブニャのウィリアムス記念飼料研究所に
置かれた。
1――グリボエードフ記念碑――トゥターエフでのイコン行進のシーン。この右下の部分には、
Altötting の Gnadenkapelle 教会の断片のイメージを伴った写真-ボタンがはめ込まれている――トゥ
ターエフにおける行進の写真がマインツ近郊のアウトバーンに設置されたウェブカメラからのスキ
ャン画像に入れられているコラージュ――このウェブカメラ自体のサイト。
2――ワイマール――アクション「横断 2」
（秋）の数字「113」付きのサークルの写真――晩秋に撮ら
れた同じサークル――冬のサークル――アクションの日に撮られた夏のサークル――ファソス島（ギリ
シャ）のウェブカメラのサイト。
3――クレムリン――コンピューターのフラッシュゲーム「アリーナ」
。
4――ラヴェンナ――シルミオーネ（湖を望む）のウェブカメラのサイト。
5――VDNKh――「VDNKh のスキゾ分析的研究」のメニュー。これは、1985 年の VDNKh（パビ
リオン「コスモス」の雄牛と丸天井付きのパビリオンを望む）の白黒写真であり、4 つのフォトボタ
ンが付いている。
A)「雄牛」ボタン――A.M.と N.P.による 1987 年のパビリオン「肉産業」の階段での雄牛への「礼
拝」のシーン（写真はシュテファン・アンドレ）――1987 年のメラヒトヴァ通りの N.P.の家での S.
ヴォルコフの誕生日から撮られたビデオ録画の断片（V.S.と A.M によるヴォルコフへの「進物」のテ
クスト「500 ルーブルの羊たち」の S.アヌフリエフによる朗読）
；
B)「花瓶」のボタン（その後焼失したパビリオン「PTU」に立っていた巨大な花瓶の下での A.M.
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と N.P. 写真はシュテファン・アンドレ）――「体育とスポーツの研究」と書かれた 1989 年の写真（ツ
ァンデラの家のバルコニーで。M.チュイコフ, S.アヌフリエフ, A.M. P.ペッペルシテイン, 写真は
S.Kh.）――パビリオン「体育とスポーツ」での V.ソローキン――ソローキンのテクスト「マルティン・
アレクセーヴィチ」を 1985 年に A.M.が読んだ録音（プレーヤーは、バルィビノ村の地図の上）
；
V)「兎」ボタン（写真はシュテファン・アンドレ、1987 年、A.M.がパビリオン「養兎業」の彫像
の台脚からドア・シールを取り出している。これはその後彼の作品「びん」に使われている）――1987
年の彫像自体の写真――マムレーエフの「カーチャへの手紙」の本人朗読の録音、録音は I.ホーリン
のコレクションから出た 70 年代のもの（プレーヤーは、1987 年の A.M が撮った、パビリオン「養
兎業」のマネキンたちに毛皮外套を着せた「祭壇」の写真）
；
G)「黄金の穂」ボタン（VDNKh の噴水の写真）――90 年代のカラー写真：雄牛付きのパビリオン、
パビリオン「コスモス」の丸屋根、そして噴水「黄金の穂」を望んで――A.M.のテクスト「VDNKh――
世界の首都」
。
6――この地図には二つの出入り口がある。
「キエヴィ・ゴルキ草原」という書き付けからは――アク
ション「第三案」の写真――映画「シンドバッドの七回目の旅」の断片からとったサイクロプスの姿
が写ったコマ――この映画の断片のビデオ（サイクロプスのシーン）
。二番目の出入り口は「118」の
数字と共にあり、ウィリアムス記念飼料研究所の敷地に置かれている。メニューには M.スムニナが
2000 年に作った 4 つのアニメを伴ったボタンが付いている。1)ウサギとウィリアムスのポートレー
ト、2)アクション「第三案」とその録音、3)「玄奘の旅」、4）「蚊たち」
（A.M.の図「調和した現実」
から飛び立つ蚊の幼虫たちの絵）
。
このほか、このアクション「118」へのコメンタリーから、コメンタリーに挟みこまれた 4 つのフ
ォト-ボタンがあり、次の出入り口のセクエンツィアが存在する：
A）
「兎」ボタン（2000 年に撮られた、パビリオン「養兎業」の中の兎付きプラカードの写真）――
同パビリオンの「祭壇」
「外套」、1987 年 A.M.の写真（「祭壇」の全舞台が撮影されたが、マムレー
エフの録音への出入り口に使われたのはこの舞台の断片だけだった）
；
B)「焼失したパビリオン＜狩猟＞」
（2005 年の写真、このパビリオンの保存された彫像とその向こ
うの土の山）――このパビリオンの 90 年代の写真
V)「ラヴェンナのダンテ廟」ボタン――ラヴェンナのテオドリック霊廟の写真――「テオドリックの
石棺の中の A.M.」
（側面）――同じ場所で、前方から（1994 年 S.Kh による写真）――ウィキペディア
の「ガッラ・プラキディア廟堂」のページ―；
G)「ゲーテとシラーの棺」ボタン――ゲーテとシラーの廟とワイマールのマグダラのマリアの写真
（それらの間にはの長司祭サビニンの墓）――サビニンの墓石の写真――アラスカの飛行場のウェブカ
メラのサイト。
アクション「118」のサイトのメインページには、「KD の地図」へのリンクがあり、数字――アク
ションの順序数字――付きのサークルが置かれたそれぞれの地図からは、対応するアクションの記述
へのリンクが出ている。同じ場所に KD のアクションの「補足地図」
（26 枚）が置かれているが、そ
こからアクションへのリンクが出ている。
「プローラ」と「ブートヴォ」の地図からは、アクション
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へジャンプするサークルの他に、対応するウィキペディアのページへのリンクもある。「ロシーヌィ
島」の地図には、3 角測量塔（2000 年代の集団行為のロシーヌィ島の教唆者・扇動者）へと飛ぶフォ
ト-ボタンが置かれている。地図の中には、
「デドフスク」の地図が置かれているが、ここでは KD の
アクションは行われていない。ここには 3 つのリンクがある：「デドフスク」という言葉からはアク
ション「ロシアの世界」のビデオのコマへのリンク。その下部にはこのアクション「デドフスク駅ま
での列車……」の録音のプレーヤーが置かれている。
（このコマの兎の絵から、10 巻の序文のこの録
音について記述されている部分へ行くことが出来る）。二つ目のリンクは、アクション「ロシアの世
界」の写真（地図に「ラピュタ」の形ではめ込まれている）
、このアクションの記述へ。第三のフォ
ト-ボタン（甲虫の表）からは、昆虫学のサイト「甲虫たちと昆虫学者たち」へ。
「補足の地図」はアクション「118」の枠内で作られた。
アクションは「ワイマール」の時間軸に沿って公開された（このテクストが本に印刷されるころま
でに、この路線の、一連の「113」の数字付きサークルの追加の写真が作られた。2009 年 2 月 7 日、
2009 年 2 月 21 日）
。その後 3 月 22 日の写真が追加された（一方 2 月 7 日のものは削除された）
。4
月 11 日には、サークルが木から落ちたことが明らかになった。その後で、4 月 12 日の写真が追加さ
れたが、それらのうち最後のもの（トラムで、前方座席の背もたれに白いサークルに書かれた 119 が
ある）からはアクション「移動 3」へのリンクが追加され、
「ワイマール」ラインは閉じられた。

http://conceptualism.letov.ru/118/KD-actions-118.html

2009 年 1 月

A.モナストゥイルスキイ、S.レートフ（M.スムニナも参加）63

このアクションは、
「ヴァーチャル・アクション」であると書かれている。この「ヴァー
チャル」がいかなる意味で使用されているのかを考慮するにあたって、その理由をこのア
クションがインターネット上で行われていることだけに帰すことは賢明とは言えないだろ
う。私はここで、この「ヴァーチャル」を「潜在的な」という意味として解釈する。何が
潜勢しているのかと言えば、次節で述べた関係づけることと関係づけないことの能力とい
うことになろう。関係づけないことは、関係づけることの潜勢力ではなく、関係づけるこ
とと等しく可能性である。このアクションにおいては、未だ可能態としての関係づけるこ
とも関係づけないことも行われていない状態が、潜勢力として地図に宿っているように思
われる。以下ではアクションの内容を紐解きながら、順次検討していきたい。
アクション「118」では、クリックによって生じる地図からテクスト／イメージへの移行
が大きな特徴となっている。この移行は二つのタイプに分けられるように思われる。第一
のものは、「グリボエードフ」「ワイマール」「クレムリン」「ラヴェンナ」の地図に該当す
63

Пзг, 2009, pp.461-465
60

る。第二のものは、
「VDNKh」
「キエヴィ・ゴルキ草原」である。移行の第一のタイプにお
いては前後の関連は希薄であり、第二のタイプにおいては関係が密接であると仮定して論
を進めたい。
アクション「118」のページの一番上にある地図が「グリボエードフ記念碑」だ。グリボ
エードフ記念碑は、モスクワ中心部のチーストゥイエ・プルドゥイー駅近くにあり、この
地域をグーグル・マップから抽出したものが第一の地図として利用されている。この地図
に記されている「118」と書かれた円をクリックすると、トゥターエフで行われたイコン行
進の写真へとジャンプすることになる。この写真の右下にはめこまれているアルトエッテ
ィングの Gnadenkapelle（恩寵礼拝堂）の小さな写真をクリックすると、今度はマインツ
近郊のアウトバーンに設置されたウェブカメラから撮られた画像へとジャンプし、そこに
は先のイコン行進の写真がコラージュされている。さらにこの写真の任意の場所をクリッ
クすると、ウェブカメラ自体のサイトへと飛ぶ。
第一の地図「グリボエードフ記念碑」では以上のように移行が生じているが、これらの
各項目の間の関連性は薄い。グリボエードフ記念碑とトゥターエフのイコン行進をとって
みても、このイコン行進はヤロスラヴリ-トゥターエフ間で行われるものであり、グリボエ
ードフ像を経由するものではない。イコン行進と恩寵礼拝堂の写真は、イコンを介して関
係していると言える。だが、アルトエッティングとマインツは同じドイツとはいえ遠く隔
たっており、直接の関連はない。イコン行進と教会の間には関連を読み取れるものの、そ
れ以外ではイメージとリンク先のつながりを感じ取ることは難しい。この移行におけるつ
ながりの希薄さが、移行の第一のタイプである。
第三の地図「クレムリン」と第四の地図「ラヴェンナ」では、より直接的に移行の第一
のタイプの特質が現れている。
「クレムリン」では、
「118」の数字をクリックすると、フラ
ッシュゲーム「アリーナ」のページに飛ばされ、そこでこの系列は終了する。
「ラヴェンナ」
では、
「118」をクリックするとシルミオーネのウェブカメラのサイトに飛び、
「クレムリン」
と同様 1 回のクリックでこの系列は終わる。第一の地図における場合よりも、簡潔にペー
ジ間の無関係性が際立っていると言えるだろう。
第二の地図「ワイマール」も、移行のタイプによる説明が可能だ。ここで最初に置かれ
ているのはドイツのワイマール周辺の地図である。ここでも「118」と書かれた円をクリッ
クすると他のページに飛ぶのだが、行先はアクション 113 の際に撮影された写真である。
これらのアクション 113 の写真群の最後の写真をクリックすると、最後にギリシャのファ
ソス島のウェブカメラによる画像を写すサイトへとジャンプすることになる。アクション
113 の写真群は当然連綿とした関係性を持ったものであるが、ワイマールの地図とアクショ
ン 113 の写真群、アクション 113 の写真群とファソス島には必然的関連は認められない。
従って、第二の地図で生じているのも基本的には移行の第一のタイプである。
また、アクションの途中でこのアクション「113」の写真は追加されていったことは指摘
されて然るべきだろう。このことによる大きな変更点は、アクション 119「移動 3」へのリ
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ンクが途中で追加されたことにある。このリンクが追加される以前は、移行の流れはワイ
マールからアクション 113、そしてファソス島へと流れるものであった。このリンクが追加
されたことにより、流れは二分され、アクション 119 への分岐路が生まれる。さらに、ア
クション 119 のページの下部には、キエヴィ・ゴルキ草原の航空写真が置かれており、そ
こには「113」と書かれた緑の円を中心に、六角形を形成するような形で「81」
「93」
「98」
「106」
「111」
「119」と書かれた白い円が配置されている。これらの内 119 以外は、その番
号に対応したアクションのページへとジャンプするリンクが仕込まれており、それらのア
クションは全てキエヴィ・ゴルキ草原周辺で行われたものである。一方、中心に据えられ
た 119 をクリックすると、原子番号 119 番ウンウントリウム（仮称）について記述した外
部サイトへと移動するようになっている。
このパターンにおいては、移行元と移行先の関連が皆無であるわけではない。6 つの白い
円が指示するアクションはどれもこの地図が示している場所の付近で行われたものである
し、ウンウントリウムにしても 119 という数字のつながりによって最低限の関連は保持さ
れている。
「ワイマール」の途中で生じたこちらのルートに関しては、移行の第二のタイプ、
すなわち関連の強い移行であると言って差し支えないだろう。
第二の地図「ワイマール」においては、移行の第一のタイプと第二のタイプが選択しと
して同居し、それが途中で分岐していることが重要だと思われる。そして、この同居と分
岐は第二の地図だけではなく、アクション「118」全体の構成に見られる性質である。
第五の地図「VDNKh」は、集団行為と深い関係を持つ VDNKh のパビリオンの写真にリ
ンクしている。ここから 4 つ分岐があるが、そのどれもが移行の第二のタイプによって進
行しており、集団行為と VDNKh にまつわる様々な事象が展開している。
第六の地図は、キエヴィ・ゴルキ草原周辺の地図である。この地図には二つのルートが
あり、一つは「キエヴィ・ゴルキ草原」と書かれた部分から、もう一つは「118」の数字か
らジャンプすることができる。
「キエヴィ・ゴルキ草原」のルートは、アクション「第三案」
の写真までは移行の第二のタイプによって進行するが、その後サイクロプスへとジャンプ
する際は第一のタイプに切り替わる。「118」の方も、おおむね第二のタイプによって展開
するが、
「118」から進んだ先での 4 つの分岐の内の一つ「玄奘の旅」だけは前後の直接的
な関わりを持たない。
例外はあるものの、第一から第四の地図において支配的なのは第一の原理であり、第五
の地図と第六の地図では第二の原理が支配的だということが出来るだろう。だが、この二
つのそれぞれの特質よりも、これらが同一の地図から生まれることが問題である。アクシ
ョン「118」が明らかにしているのは、上記の移行の性質ではなく、移行-分岐の可能性と、
その土壌となっている地図の潜勢力である。アクション「118」における 6 つの地図は、移
行-分岐を生み出す潜勢力を宿しているが、展開されていくイメージのための土壌としての
機能が強調されるあまり、その表面に浮き出たそれ自身のイメージ・テクストは潜在的な
ものにとどまる。しかしながら、地図においてはそれ自身のイメージ・テクストが肝要な
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のではない。地図において重要なのは、自らがアクションの内実を表現することではなく、
記録における諸要素の間での蝶番として機能することである。アクション「118」における
地図は、その後に続く諸要素の連関への基盤を生み出していると言えるが、この連関の可
能性が保証されているのは後方に対してだけではない。無地の場所性を提供することによ
って諸要素の結合の可能性を切り開くのが地図の役割であるとすれば、記録の閲覧者の存
在も無地の場所性に書き込まれ得る。この無地の場所性とは、リアム・ギリックの掲示板
のようなものである。そこにはあらゆるものを貼りつけることが出来、民主的な構造が保
たれている。しかしながら、ギリックの掲示板との決定的な違いは、この配置、書き込み
をする権利が所有者に専有されているわけではないということである。この想像された場
所性に対し、記録において展開される諸要素を結びつけるかどうかは閲覧者に委ねられて
いる。この結合の選択肢として提示されているのが、上述の移行の第一のタイプと第二の
タイプだと言えるだろう。第一のタイプが示しているのは、結合の対象を可能な限り開く
ことであり、第二のタイプが示しているのは関連度の高いもの同士を結合させることによ
って、結合の濃度を高めることである。だが、この二つの道は永遠に交差しないわけでは
ない。示唆的なのは、第四の地図から始まるラヴェンナの系列である。この系列は、上で
述べたように、ラヴェンナの地図をクリックするとシルミオーネの風景を写すウェブカメ
ラのサイトへとジャンプするものだが、ここで注目したいのはモナストゥイルスキイによ
るコメンタリーが作り出す関係性である。モナストゥイルスキイのコメンタリーに配置さ
れている「ラヴェンナのダンテ廟」ボタンを押すとテオドリック霊廟での写真が三枚続き、
最終的にはウィキペディアにおけるガッラ・プラキディア廟堂のページへと移動すること
になる。ラヴェンナの系列は、アクションの本体においては以降の第一のタイプに属する
ものであったが、コメンタリーにおいては第二のタイプの性格が付与されている。すなわ
ち、ラヴェンナにおける霊廟というテーマによって、ダンテの墓、テオドリック廟、そし
てガッラ・プラキディア廟堂は移行の第一のタイプによって結合されていると見なすこと
ができる。この移行の第一のタイプと第二のタイプの混合物が到着する先にある、ウィキ
ペディアという無数のリンクによって構成された存在は、一見すると無限に開かれた結合
体であるようにも思われるが、カテゴリや関連項目といった分節無しに成立しえないとい
う点で、結合濃度の調節を体現するものでもある。閲覧者の視線が、自身を起点として地
図を経由し、移行の第一のタイプと第二のタイプによる展開を経験し、ウィキペディアの
ページへと辿り着くこの構図は、地図によって生起する無地の場所性における移行の展開
が、現実の生と直接的な関わりを持つことを象徴しているように思われる。グロイスが述
べたような生政治のデザインは、当然のことながらアートの鑑賞者にはアクセス不可能な
ものであるが、集団行為の「郊外への旅」が鑑賞者に対して可能にしているのは、判定者
として関連付けの技芸に触れることで、自らの生の連続性がいかに構成され、いかに構成
され得ないのか、一時的にその滞留地点に赴くことなのではないだろうか。
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5.結論
序論で掲げた問題意識に立ち戻って回答することで、論をしめくくりたい。
第一の問いは、記録における時間性・物語性についてのものであった。この問題につい
ては 2 章で取り扱ったが、テクスト以外の諸要素の効力を考慮すれば、アクションの記録
においてテクストは必ずしも特権的な地位を占めるわけではないことが確認された。
このことを受けて論じられているのが 3 章である。ここではまず、2 章で取り上げられた
テクスト以外の諸要素の一つとして、写真イメージに注目した。写真イメージは、それが
記録される際に無時間的連続体を構成するという事実によってテクストが示す時間性・物
語性に対して抵抗する。この無時間性という特徴によって、テクストの場合には直線的な
運動として生起していた各要素間での関連性が、往還可能な二つの地点の間の距離となり、
これらの地点を結んだ結果生じるのは空間意識であることが論じられた。この記録による
空間化が、序論における第二の問い、すなわち記録が空間に書き込まれる場の問題につい
ての回答である。この空間化は閲覧者の意識において行われるものであるため、記録の閲
覧者を当事者として組み込むが、そこにはいかなる同定のための強迫観念が生じることも
ない。閲覧者は中立的な立場で、ただ記録へと関係づけられるのだ。
この閲覧者と記録空間の関係付けが行われるにあたって、最も中立的な形で両者を結び
付けるのが地図である。4 章では記録における地図の役割について論じた。ここではまず、
記録における諸要素間のつながりのための基盤を提供するものとして地図を描き出した。
ここから理解されるのは、共通の場に配置されることで与えられる強制的な連関性よりも
先に、無地の場所性を提供することで地図は能動的に諸要素を結びつける可能性を秘めて
いるということである。しかしながら、この結びつきはあくまでも潜在的なものであり、
実際にそれらが関係づけられるのは閲覧者の意識においてである。従って、この関係付け
の判断は閲覧者に委ねられているのだ。
これらのことから引き出される結論として、集団行為の「郊外への旅」においては、序
論で述べられたような生きたものと死んだもの、正しいものと間違っているもの、自分自
身のものと自分自身のものでないものを、「デザインする」のではなく、判断するプロセス
が体現されていると言えるだろう。それは構造による規定の否定ではなく、他人から与え
られた説話的規定に対して、それを引きうけつつ生き直すための境界領域への一時的な、
しかしながら本質的な滞留を与えてくれるものである。
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