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	 わたしはこれまで〈意識〉のリアリティともの
、、
のリアリティを、次元はちがえど、

同時に在るべきもの、いや在らなければならないものとして考えてきました。だか

ら、どちらか一方のリアリティが否定されることは、別のひとつをも否定されると

いわざるを得ません。そして、さらにはそのリアリティを存続させている、わたし

がかかわっているあらゆる状況も問題になってくるでしょう。個々の〈意識〉の放

散する状況というか、行き届く範囲は時間や広さにかんがみてもそんなに多くない

はずですから、ある個人が非常にプライベートな意味で自分をながめられる状況は、

単なる客観的な〈認識〉の領域とは違った次元と考えなければならない。もし〈意

識〉の流れ
、、
が感じられ始めたならことさら〈物体〉をとおして表現しなくても、そ

れは社会あるいは個人の制度の離脱を目ざしたなにか
、、、

であると思われます。	

	 ところで、われわれはなんだか正体のわからないなにか
、、、

に、文学とか科学とか芸

術だとかの文脈をあてはめて考えなければ、その真なるものが考えられないという

事実を始発点として、もの
、、
や状況をながめているのが現状ではないでしょうか。本

来は〈文学〉が〈科学〉とよばれても、〈科学〉が〈美術〉とよばれてもいっこうに

さしつかえがないことはすでに明らかなことです。	

	 「造形物をつくる
、、、

」、「絵をえがく
、、、

」などのつくる
、、、

、えがく
、、、

についても〈意識〉を

もとにして考えると奇妙なものです。〈意識〉の流れ
、、
のなかでは、すでにつくる

、、、
から

始まって、つくられた
、、、、、

、またえがく
、、、

から始まって、えがかれた
、、、、、

情景が出来上がって

しまっているのに、動作に連関させて一からはじめようとするのはどうしてでしょ

うか。この事実はこれまでの美術が〈見ること〉から始まる〈絶対の神話〉の上に

建てられていた世界だったのに、なんらかの作用で、もう絶対でも神話でもなくな

り、〈見ること〉が美術に限定するまでもなく、ただ方法論の一端をになうにすぎな

くなった証左だと思われなくない。そして〈見ること〉の衰退にいれかわって、〈動

作する〉ということが〈見ること〉の性格を含んで表面化してきたと感じるのは、

わたしだけでなく、さらに〈動作する〉流れに沿って、もの
、、
の在る観念が自立して

きたと解釈しても誤りではないと思われます。〈意識〉の流れ
、、
ともの
、、
の自立とは切っ

ても切れない縁で結ばれてあるといえます。ここでいう〈動作する〉という意味は、

人の側の一方的なもの
、、
へ対する条件とか制限ということではない。むしろ、もの

、、
で

あるそのことが条件であり制限であることです。	

	 人のすることは、事物主体の世界では逆転した意味をもつといえなくもない。こ

れまでの〈見ること〉は、この逆転する世界を知覚することの拒否を含んでいたよ

うに見うけられます。もの
、、
であるという事実が逆転の世界そのものであり、もの

、、
の

リアリティをあからさまにするのは、逆転の世界の状況
、、
を論理の上でも、モラルの

上でもあらわにすることであると同時に、人中心の世界のひとつの体系の崩壊、お

よびモラルの変換と異次元のシステムの萌芽をも見ることではないでしょうか。現

在のコンセプチュアル・アート、ランド・アート（通称）とよばれる仕事における

決定的な欠陥は、実作物としてもちいようとする事物が、実作者の条件、意図をみ

たすためのもの
、、
ではなく、ものであるそのことが条件であり、制約である事実をな

いがしろにしている点でしょう。十全なるもの
、、
の十全なる条件としてのもの

、、
は、逆

に頭脳プレーにたよる表現とプロセスを抑制しているといわなければなりません。	



	 仮に、実際手を加えられて〈物体〉が純粋にもの
、、
のレベルであるとしても、それ

がどんな場合においても〈意識〉の流れでつくられた
、、、、、

、えがかれた
、、、、、

ものよりはるか

に狭小で粗雑であることにまちがいがない。それは当然のことと思われます。とい

うのも、つくる
、、、

、えがく
、、、

という識作用は〈意識〉の領分ではなく、〈認識〉を主体と

する対〈物体〉への作用と考えられるからです。ここでは〈事物〉の制度の変化が

重要であって、変化が〈識〉の変化にまでおよぶとは考えられない。だから逆に、

実作者はつくる
、、、

、えがく
、、、

に依りどころの根拠を持ち得るのでしょう。つくる
、、、

、えが
、、

く
、
に固執すればするほど、〈意識〉と離反した類概念だけで解釈される〈物体〉のヒ

エラルキーを支える部位を確立するにすぎない。	

	 そうかといって、〈意識〉のなかにつくりあげる
、、、、、、

というような〈識性〉がないかと

いうと、そうではないのです。ただ、そこでは実作する〈識性〉そのものが〈意

識〉なのであり、本体であるといえます。〈イロ〉や〈カタチ〉で表わされる〈物

体〉は、もともと対象になっていない。ですからそこでは〈無〉なるもの
、、
が〈識

性〉の本性（属性でなく）といわなければならなくなる。では、〈無〉である〈意

識〉が知覚するものはなんなのか、ひいては支えるものはなんなのかということで

す。それは在るべくして在るもの
、、
や状況
、、
であるといえます。また人々が、いやでも

強引に感知しなければならなかったもの
、、
や状況
、、
といってもさしつかえありません。

もしこれが理解されたとなれば、人々の事物の取捨選択における一時停滞する状態

は必要でなくなるでしょう。このことはもの
、、
ともの
、、
が差別されるプロセスが否定さ

れることを意味しているのですが、われわれが見ているものはすべて属性や現象に

すぎない、という人がいれば、それを否定し得ないのもまた事実です。実際、外界

の目に見える範囲内では、〈物体〉や出来事の大部分は属性や現象として成り立って

いるほうが多いかも知れません。が、考えてみても属性や現象が独立してそれだけ

が顕在していると思うのはおかしいことです。現象や属性を表象している本体が必

ずあるはずだし、また現象や属性それ自体が本体となっている場合もあると思われ

ますが、その場合には、別の意味で現象や属性を考えなければならないでしょう。	

	 たとえば、水の様態について考えるならば、水は自然のままでは高い所から低い

所へ流れ、リンゴやエンピツをもつように手で握ることができない。さらに〈カタ

チ〉ある器のなかになんの抵抗もなく満たすことができるし、冷たいということも

現象であり、属性なのです。しかしながらそれらの事項は水を語り、知覚するとき

の本体（本質）でもあるわけですから、水の場合は現象や属性がそのもの
、、
の本体と

考えてもいいわけです。	

	 このように水にかぎらず石とか炎といったものでも、現象や属性と本体を切り離

して考えては、それ自体が〈物体〉としても、もの
、、
としても、成り立たなくなって

しまう〈意識〉の場があります。それでもすべての現象や属性が本体と結びつくと

は限りませんから個々の存在物について注意を要します。それは時々次のような、

〈物体〉の〈イロ〉や〈カタチ〉をメディアにした〈視覚〉のイリュージョンを目

的とする現象についてです。なぜ注意を要するかといえば、この現象は始めから与

える側（実作者）と与えられる側（観客）とがある文脈の上で設定され、与える側

のつくる
、、、

志向性のみによってひきおこされる事態（錯覚）にすぎないからです。こ

れらの虚構の対象を見て与えられる側がほんとう
、、、、

のことと思い込む事態も、また錯

覚といわなければならなく、これら二者の立場の違いによって、思考される錯覚の

くい違いが、メディアに使用された〈物体〉の現象と混同されているだけであると

思われなくありません。この現象については、架空の現象の現象といったほうがい

いでしょう。こう考えるのも現象が視覚の直視性をだますたぐいの事実なので、仕



組まれた場の人の関係がある約束のもとに動かなければ、そのような架空のことさ

え架空として受けとられないのではないかという疑問があるゆえです。錯覚の場で

用いられるもの
、、
はもの
、、
でなく必然的に〈物体〉でなければならないわけだから、わ

たしが容認する〈現象〉（もの
、、
であるための現象）とは、いわゆる水と油のような関

係で、共に論じようとすること自体おかしいのかもしれません。	

	 もしも架空の現象の現象という認識だけしか考えられないとすると、わたしが考

えるもの
、、
や状況
、、
のトータルな〈意識〉が、〈現象〉、〈ある事実〉、〈本体〉というよう

に分離した様態を保っているように見うけられ、どちらかが主体になり、どちらか

が客体にならなければ、ある実在がとらえられない、と考えられてしまうおそれが

あります。ひいては現象にかかわる〈意識〉の〈無なるもの〉のイデアの論拠も失

われかねないでしょう。	

	 ここで考えるかぎり、本体（本質）から現象が、現象から本体が生じてきたり、

時間や空間のズレによって認識が可能になるような実体性は、リアルにあるもの
、、
、

あるいは状況
、、
とはいいがたいと思われます。	

	

	 	 	 	 *		

	

	 〈意識〉のリアリティ（現在性）が、もの
、、
や状況
、、
のリアリティ（全体性）に直結

するか否か、認定する前に、次の事柄をまず考える必要があります。始めに〈識〉

とよばれる心理をリアルな〈意識〉として、自己が自覚しようとするとき、外界に

あるもの
、、
や状況
、、
が介在する事実をさけられないのはどうしてなのかということ。こ

のことにひとつの解答を得ていなければ、次に進めないような気がします。	

	 仮に概念化された世界のみを土台にし、その上に成り立つ思念を〈観念〉という

ことばでよんでいるとすれば、〈識〉がなんらかの影響で〈意識〉に転化し、それが

より具体性を必要とする場合、外界のもの
、、
や状況
、、
がどのようにその〈意識〉にみが

きをかけていくのか。予測すれば、〈意識〉は、通常、〈識〉それ自体として、個有
、、

化とは無関係に、目まぐるしい変転に終わってしまうと思われます。もしそれだけ

に終わってしまえば、リアリティを欲した〈意識〉は、〈観念〉の遊びだね、といわ

れてもしかたがないかも知れません。人は他人の頭を断ち割って、のぞくことはで

きないから、考えている事実が、外界に在るもの
、、
や状況
、、
の在る事実と密着して伝え

られてくるなにかを感知して判断しなければならないのもごく自然でしょう。非常

に知識欲の旺盛な、分析好きの人々にとって、伝えられてくるなにかを始めから

〈表現〉とか、〈表象〉といった意味あるものと解釈するのはさけられないとしても、

一方に知識や認識などがあっても、どうしようもないもの
、、
や状況
、、
があることを知っ

ていて損はないと思われます。伝えられてくるなにかに〈表現〉や〈表象〉や意味

がないんだと考えることよりも、意味がないこと自体が問題になるべきです。〈表

現〉や〈表象〉されるもの
、、
などはなく、意味もないということが徹底されれば、も

、

の
、
や状況
、、
のリアリティはおのずから自然の内に見えてくるのかも知れません。同時

に場所における〈意識〉のリアリティとはどんな流れであったのか、もの
、、
や実体
、、
の

方からはっきりしてくるということでもあるでしょう。	

	 人のなかに〈識〉の流れ
、、
は、生きている限りつづくでしょうが、〈意識〉とよばれ

る〈識〉の流れは永遠に持続するものでないから、不変とはいえず、それゆえリア

リティを具現化しているもの
、、
や状況
、、
についても一面では不変でないといえるかも知

れない。わたしにはもの
、、
や状況
、、
が不変であるか、不変でないかという判断の仕方が



実作するメリットとして、自己内部にかかわってくるゆえに、どうしてもさけられ

ないプロセスがあるような気がします。	

	 特定の〈意識〉のそれ自体のリアリティを定着させるためには、もの
、、
や状況
、、
にた

よらねばならない必然を負っていて、いわば〈意識〉が外界に在るもの
、、
や状況
、、
に依

存するかたち、あるいは他のプロセスがさらに別のプロセスに依存して在るといえ

るような状態が立ち現われてくると考えられなくもない。もの
、、
や状況
、、
は始めからそ

のようによばれる実体として在るはずのものでなく、ふつうには〈物体〉とか〈事

象〉とか〈現象〉とよばれる物象ですが、それらが〈意識〉の流れ
、、
と作用し合って、

もの
、、
や状況
、、
といわれる存在体が目にみえてくるように思われます。〈意識〉の流れ

、、
を

よりリアルにする必要から、もの
、、
や状況
、、
と依存し合うかたちになるわけです。ただ

誤解されてはこまるのは、このもの
、、
や状況
、、
は単に〈意識〉の表象のメディアである

という意味ではないのです。たとえばトリ
、、
の双翼のように、本体を浮かび上がらせ

るのに必要であると同様の解釈を基に、〈意識〉の流れ
、、
ともの
、、
や状況
、、
のふたつが共通

の因果律の線上になければならないといえることです。ここで述べている〈識〉の

流れ
、、
の全般には、ふた通りの強い志向性をおびたメリットの流れ

、、
があります。一方

は〈知識〉とか、〈認識〉などの虚構のシステムを主なメリットとした〈識〉があり、

もう一方には、〈自己意識〉とか〈潜在意識〉とよばれる、事実を根本とする〈識〉

があると考えられます。今問題にしているのはこの後者の〈意識〉についてです。

これは〈識〉自体が独立し現に今、流れて在る
、、、、、

という自覚で成り立っている〈識〉

であるといえましょう。だから〈識〉それ自体はすでに完結したメリットとしてあ

り、それによってことさら外界の〈物体〉や〈現象〉をどうこうしたり、たよりに

する必然はないと思われるのです。〈意識〉が依存する外界のものや状況は、単にメ

ディアであるといえないにもかかわらず、なぜか〈意識〉のリアリティをよりリア

ルにするために、もの
、、
や状況
、、
に依存しなければなりません。そのためには三つの理

由が考えられます。	

	 ひとつは〈識〉全体にかかわる問題として、虚構であるにしても、事実であるに

しても、具体性が必要であること。〈識〉の内でも〈意識〉は、他の〈識〉の流れ
、、
全

体に対して、また、人が歩きまわる天然自然の状況に対しても、もっとも中立を保

ち得る立場にあると思われ、偏見も少ないと考えられます。	

	 ふたつめは、〈意識〉のリアリティと、もの
、、
や状況
、、
のリアリティを区別する問題で

なく、根源のリアリティとしてひとつの流れであるという理由からです。本来リア

リティというものは、〈実有〉（知覚されなくても不変としてある世界）から〈実在〉

（知覚されて初めて見えてくるものの世界、これは不変ではないと思われますが）

へコロモガエしたときに表出するなにかであるといえるかも知れません。	

	 また、〈見えるもの
、、
〉と〈見えないもの

、、
〉の両方を等量、等質、等距離にもってい

て、見えない領域のもの
、、
にかかわる〈識〉がリアルな〈意識〉であり、見える領域

のもの
、、
にかかわるリアリティがもの

、、
や状況
、、
そのものと同一の様相をしているといえ

なくもない。だからリアリティというのは、〈意識〉ともの
、、
や状況
、、
のトータルな存在

の事実として実証されなければならないものなのです。	

	 三つめの理由としては、もしも〈識〉の流れ
、、
がある人の頭のなかだけにあるとき

突然生じ、完結し、消滅してしまうものであるとすると、それは〈無〉から〈有〉

を生じる矛盾を認めなければならず、始めから論理を組み立てられないと思われる

のです。一歩しりぞいて、ここに〈有〉として具現化してくるものがあるとするな



ら、現実に在るなにものか
、、、、、

が根拠にならなければならないでしょう。つまり〈有な

るもの〉が〈在るもの〉から生じると考えるのは自然だと思われます。外界にある

なにものか
、、、、、

から、きっかけを得て、〈意識〉は血肉を与えられ、異相の性格をはらん

だ流れ
、、
を形成し拡大し、ついには逆に外界にその特殊なリアリティを含んだ〈意

識〉がばらまかれるというように、〈これまでの認知過程〉を逆行する過程であるの

かも知れません。それに呼応してもの
、、
や状況
、、
もさらにあらたなリアリティを含むこ

とが可能になる起点を生み出せるでしょう。前述のなにものか
、、、、、

というのは、もちろ

んもの
、、
や状況
、、
（この場合虚構性を主とするものや、すでに制度化された概念物など

も含んだところの）のことに他ならない。	

	 以上三つの理由によって、もの
、、
や状況
、、
が〈意識〉の単なるメディアとはならず、

たがいに依存し合うイデアルな場を開示するであろうと語ってきたのですが、要は

むしろなによりも先に依存し合っている場の考え方がなければ、〈意識〉ももの
、、
や状
、

況
、
もそれぞれに独立した自体として感知され、ひとつの決定的な論理を組み立てる

根本にはなり得ないと思われることです。	

	 仮に芸術意識というものがあり、それによる芸術作品（俗に）が実際にあるとす

れば、そして芸術作品に芸術的な価値（この意味は、今もってわたしにはわからな

いのですが）についてアレヤコレヤいいながら現物を手に入れることに窮々として

いる人々（いちがいに非難することはできないのですが）の根本における誤謬は、

芸術
、、
にも芸術作品

、、、、
にも、もともと少しも価値がなかったことに気づかなかった点で

はないかと考えられます。すなわち芸術意識も芸術作品も人のものと分別し、ラン

クづける〈識〉のメディアにすぎないのですから、芸術
、、
とよばれるものの発生の当

初の理念とは相反する成り行きのものであるといわなければなりません。それゆえ

分別の〈識〉の流れ
、、
が、別のかたちで別のものに作用していたなら、どうなってい

ただろうかと思わないわけにいかないのです。	

	 さて、〈依存するかたち〉としか〈意識〉ともの
、、
や状況
、、
の関連の仕方をいい表わし

得なかったのですが、〈意識〉は人のなかにあり、もの
、、
や状況
、、
は天然自然の存在態と

してあり、いうなれば人が、もの
、、
や状況
、、
とよばれる自然に依存するかたちという風

にいいなおせるかも知れません。しかし、つねに人と自然の依存するかたちだけの

表象が問題となるはずはないのですから、別のタイプの依存するかたちがあると推

定してもさしつかえないでしょう。そう考えると、おおまかにいってそこにふたつ

の様態がひっかかってきます。ひとつは人が人に依存するかたち、すなわち〈意

識〉が他人の〈識〉の流れ
、、
に依存するかたちです。ふたつめはもの

、、
や状況
、、
が、他の

もの
、、
や状況
、、
に依存するかたちです。これは同種同士も異種同士もあるだろうし、単

数同士も複数同士もあります。前者の場合は、わたしがここで特に語る必要はない

と思われます。考え、語らなければならないのは後者についてであり、そのことは

とりもなおさずわたし自身も、他のもの
、、
や状況
、、
から依存されるものとしての立場を

自覚させられることでもあるからです。	

	 これまで、あるもの
、、
や状況
、、
が、他のもの

、、
や状況
、、
に依存するかたち、いや依存して

いた在り様について、われわれは〈関係〉ということばで便宜上いい表わしていた

ように思います。しかるにこの〈関係〉ということばの意味合いがたいへん広範な

領域におよび、現在だけでなく、過去や未来にまでおよぶ概念であり、それゆえ全

体に抽象的な様態にならざるを得なかったのではないでしょうか。だからもの
、、
や状
、

況
、
を支えるブランチ（これは中心点とは異なるものです）がはっきり見えていなか



ったといえるかも知れません。ここでいう〈依存する〉という理念は、ブランチを

厳密に定め、切り口を明確にしていく性格も含まれています。また、時間的なレベ

ルにおいても現時点が（もちろん動いていくのですが）、より重視されてくるもので

す。なにが、なにに、どのようにして〈依存する〉のかという問いは、当然出てく

るものとして、その発想が〈物体〉と〈物体〉との〈関係律〉を念頭において考え

られる場合は正当でしょう。しかし、〈依存する〉様態においては、なにが、なにに

という文脈をあてはめることができません。〈関係律〉における主と従というような

認識はないからです。その上、現実に状況を現出していないのに前もってそこに見

えてくるであろう事物の構造をわかってしまっている
、、、、、、、、、、

というのは、不可能なワザと

しかいわざるを得ないのです。〈依存するかたち〉においては、依存し合ってはじめ

て現在する状況
、、
を問題にするべきであるけれども、〈物体〉と〈物体〉とが〈関係〉

し合って現出する一定の状況のみに執着するようなプロセスはもっていないのです。

本来もの
、、
はそれぞれ不測の独自の状況をかかえていると思われ、それらが相互に

〈依存する〉とすれば、接点はものであっても、背後にそれぞれの状況をしたがえ

ているでしょう。現実に〈依存するかたち〉とは状況
、、
と状況
、、
とがまじり合っている

処を考えた方が正しいかも知れません。	

	 〈関係律〉においては、〈物体〉と〈物体〉とのかかわっている構造へ向かう志向

性が大だと思われますが、〈依存するかたち〉では、状況が展開していくことへのあ

る種の条件づけと共に、その状況への視野の構造が重要視されていると考えられま

す。〈関係〉の構造を解明するのに〈関係律〉をテキストにするように、〈依存する

かたち〉のために〈依存律〉（これはまったくの造語であるが）をあてはめるわけに

いきません。というのは、〈依存律〉は、不測の状況が依存し合って、初めて知覚さ

れる様態から提出される事柄だからです。そのため〈関係律〉による因果関係と同

じような弁法は成り立たない。また〈依存するかたち〉においては、現実に依存し

合っている状況をその前提としているのであり、依存し合うために原因が必要とは

思われない。原因がなければ結果があるはずはないでしょう。仮に状況の統一とか

調和に向かう途上に、〈依存するかたち〉があると考えるのもおかしい。状況
、、
はいろ

いろな次元の違いゆえに、依存し合わなければならないとするほうが妥当でしょう。

ただ、異次元の総和というのであれば、別の解釈ができるかも知れない。	

	 〈依存するかたち〉とは、もの
、、
や状況
、、
が、永久不変でないもの

、、、、、、、、、
や状況
、、
として、実

在そのものの具体性を持続させるかたちであるといえます。	

	 便宜上これまで〈依存するかたち〉というように述べてきましたが、もちろんも
、

の
、
や状況
、、
に依存するための定まった〈かたち

、、、
〉があるはずもないから、かたちを想

起してアプローチを試みようとしても無理があると思われます。ここでは〈依存す

る〉状況同士の接し方と、その位置の始原性とを考える必要があります。たぶんこ

の依存する状況の内には、あらゆる種々の場（広がり）に至る無数の要件がつまっ

ているといってよいでしょう。	
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初出：	『「菅木志雄──まなざしの周辺」展図録』1990年、東高現代美術館	
	


