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1111....ココココレレレレススススポポポポンンンンダダダダンンンンスススス

　アリエージュ（フランス）の絵画のある洞窟の住民は、絵と空間と音響との対応関係に対して、

鋭い意識を持っていたと音楽学者（グレゴリオ聖歌の専門家）イゴル・レズニコフが指摘している

——「歌の無い社会は存在しない。より正確にいえば、音を伴わない儀式や祭礼というものはない。

また、原始的な社会であればあるほど、視覚は敏感で、発声も豊かであるということが、ほぼ明ら

かになっている」（Iegor Reznikoff, Sur la dimension sonore des grottes à peintures du paléolithique,

Académie des sciences, T. 304, série II, No.3, 1987, p. 153）。

　洞窟の中に住んでいた部族は祭礼の歌を歌うために、一番響く場所を選んでいた。レズニコフに

よると、空間に特別な反響がある場所は 80％、絵画のある所である。このようなことから、人間

の本能には、聴覚情報と視覚情報を同時に扱う共感覚的な知覚があると考えられる。最も古い絵画

や祭礼の音楽が「芸術」として考えられていたかどうかは別な問題として、その一形態である洞窟

絵画は、とにかく音と空間との密接な関係を持っている証拠である。その密接な関係について哲学

者のミケル・デュフレンヌが、「プラティク」（実践）、またはその「プラティク」の結果というよ

りも、「コレスポンダンス」（調和、相応）が存在する場所は、むしろ「エサンス」（本質、実在）

の間であるのではないかと指摘している。意識の前感覚（pré-conscient）的な状態であって、その

状態は視覚と同時に聴覚であるという考えである（Mikel Dufrenne, L'oeil et l'oreille, Montréal,

L'Hexagone, 1987）。

　映像作家のピーター・クベルカが、そのような前・意識を生理的な面から分析し、「現象」とい



うのは常に視聴覚的に立ち現われると述べている。空気の中で起こる動きは必ず振動、いわゆる音

の振動を伴う。素材やものの間に摩擦や衝撃を伴う動きは、やはり視聴覚的な現象と言われる。そ

こでクベルカは、ある作品や現象の一つだけの様子を表わすよりも、同時に幾つかの感覚しうる複

数の様相とその様相の相互関係を、はっきり強調している。しかし、「実在」的だと思われる現象

は徐々に、特にルネッサンス以降、意識的に細分化され、それぞれの感覚を刺激する分野として定

着され、音楽が耳だけのために作られてしまい、絵画が目だけのために描かれているようになる。

にもかかわらず、歴史上、芸術の本来の「インターメディア」（ディック・ヒギンスの言葉）的な

性質を意識し続けた作家や学者は数多くいる。

　 たとえば古代ギリシアの場合、アリストテレスは『形而上学』の中でピタゴラス学派の哲学者

のことを述べている。それによると彼らは、「数と音楽と、天空の全体と部分と、宇宙の秩序との

一致」(A5-986a-3ss) を考察していた。他方で彼らに近いアルクマイオンは、ものは総て、相反

（白と黒、善と悪、苦と甘、など）から生まれるという原理を立てていたという (A5-986a-30ss)。

アリストテレスは、対極する性質や大きさの間には関連関係の原理があると考えていた。その両極

の間に、宇宙の秩序を形成する比例によって決定された中間体が存在する。宇宙の原理としての類

比というピタゴラス学派の理論によると、それぞれの秩序の間、それぞれの感覚でとらえられる現

象の間で、相互反響が起きるとされていた。

　そのような体系を求めて、ルネッサンス時代に、アルベルティ、レオナルドやアルチンボルド等

が色彩映写機（「クラヴサン・グラフィコ」という色彩オルガン）などによって建築と関連したス

ペクタクルを催し、色彩階と音階を一致させようとしていた。20 世紀に入ってから、カンディン

スキーはそのような共感覚思想を再発見し、しかも独自の解釈を提案した。また、音楽と深く関わ

り、音楽を視覚的に表現したり、作曲家とコラボレーションを行なったり、または音楽的な「時間」

を自分の絵画の重大な要素としてとらえたりする画家として、マティス、レジェ、ドローネ、クレ

ー、モンドリアン、グレーズやスーラージュなどといった名前が挙げられる。彼らはさまざまなコ

レスポンダンスを求め、絵画と音楽の共通の構造を見出すことを考えていた。そのことについては、

ジャン＝イヴ・ボスールの『音楽と造形美術』(Jean-Yves Bosseur, Musique et arts plastiques, Paris,



Minerve, 1998) やヘルガ・デ・ラ・モッテ＝ハバーの『音楽と造形美術』(Helga de la Motte-Haber, Musik

und Bildende Kunst, Laaber Verlag, Laaber, 1990) 等という充実した著作が参考になる。これらには造

形作家、画家、作曲家やインターメディア作家について幅広く論じられているので、ここではその

要約を試みるよりも、最もオリジナリティを含んでいると思われるアプローチを二、三、取りあげ

たいと思う。

2222.... ノノノノテテテテーーーーシシシショョョョンンンン

　ミュージック・ノテーション（音楽記譜法）の「起源」は恐らく、人類学者のアンドレ・ルロワ

＝グーランが言及しているような、紀元前 35000年頃の旧石器時代の洞窟内面に描かれていた「リ

ズムの象形」にまで遡れるであろう。音は発生されたとたんに消えてしまうが、それを視覚化し「定

着」することによって、自然音（旧石器時代の洞窟の絵画が示しているように、動物の声など）や

人間が構想した楽曲の保存と伝達は可能になったのである。視覚化し、記譜することで音が保存さ

れると同時に、ノテーションという視覚的な作品も、また別な楽曲（もとの楽曲の「バリエーショ

ン」）も生まれることになる。西洋音楽専用の五線音譜が成立するまで、グレゴリオ聖歌に使用さ

れていた音譜など、さまざまな形態のものが存在していた。また、地域によって五線音譜とはまっ

たく関係のないものも存在している。たとえば日本の声明（ルビ：しょうみょう）の記譜法にはさ

まざまな種類のものがあり、絵画（水墨画）か楽譜か区別できないほど美しいものもある。

　そういったことを意識し、音楽において視覚的な要素を次第に取り入れたり、ヴィジュアルな要

素を音楽のベースにしたりする作曲家は、特に 20世紀に入ってから少なくない。まずはエリック・

サティを取りあげるべきだろう。サティはさまざまな分野において独自の世界を展開させたが、な

かでも言葉によって音楽を拡張させたことは注目すべきことであろう。サティの楽譜を見ると、ま

るでカリグラフィのように思える。すべては本人の手書きで、音楽と、言葉と、そのタイポグラフ

ィは非常に精密に関連することが分かる。一般の楽譜にはまったく見られない、言葉やイラストレ

ーションによる指示が数多く並んでいる。しかもそのような指示はサティ自身の生活と密接な関係



を持ち、音楽的な次元のみならず、彼の芸術へのアプローチをさまざまな観点から提供しているこ

とも明らかである。それに対して我々のアプローチは常に未完成であることも認めなければならな

い。マン＝レイによると、サティは、その時代の目を持っている唯一の音楽家だった。確かに、サ

ティは文章の中でも、モネ、マネ、セザンヌ、ピカソ、ブラック等という画家への感謝を表わし、

それらの画家たちが提起した芸術の新しい道を、音楽家は参照すべきと述べている (Erik Satie,

Écrits, Paris, Champ libre, 1977, p. 37)。

　ジョン・ケージも、ノテーションの革命者として知られている。音楽にまったく新しい概念を次々

に導入すると同時に、それらの概念を、視覚的に表現、記譜していったのである。その意味でサテ

ィが開いた道を深め、さまざまな表示や指示によって音響的な要素以外のものも強調し、音楽とい

うものは、演奏者の（精神的な）態度によるもので、演奏者が自分の立場を充分考えたことによっ

て成り立つものだということが明らかになる。つまり、ここでは社会的な次元から逃げることはで

きず、演奏者は、作曲家の意図を完全に実現できず、しかも自分の行為に完全に責任を持つことが

必要だ、ということを意識するようになるのである。

　別なアプローチとしては、視覚的なもの、聴覚的なもの、詩的なものと同時に、各要素の相互関

係を深く注意する態度として、ドイツの作曲家ゲルハート・リュームのスタンスに注目すべきであ

ろう。彼は、自分の詩的な表現で、読む文章と聴く文章を区別している。同様に、読む音楽と聴く

音楽も区別できるだろう。リュームの「Visuelle Musik」の「楽譜」は、一つのテキストである同

時に、楽器でもある。音が紙と書物との衝撃によって起こされ、ノテーションは地震計のように微

妙な変動を記録する。その視覚的な音楽を、リュームが述べた「内面の耳」で感覚することにより、

絵と音の観念連想を行なうことができる。そこでは演奏という問題がなくなり、感動的な衝撃によ

ってデッサンを制作するという問題になる。彼はまた、製図板などの媒体に増幅し、鉛筆のさまざ

まな音を実験し、1976 年以降、鉛筆が起こす音響的な「ゴミ」(Abfälle) が録音され、それは

「Bleistiftmusik」（鉛筆音楽）と呼ばれる。そこでは、音と絵のどちらの現象が最初に現われるの

かも決めることができない。

　1984 年頃から、私もこのような視覚記号的な音響制作の方法を研究している。まず、さまざま



な音景（サウンドスケープ）を視覚記号的に転写する。そのノテーションというのは、音景を選ん

だ上でそれらのコラージュを制作するために重要な技法である。録音した音景を視覚化することに

よって作曲の構想はしやすくなるのである。一方、音景を転写する時、鉛筆や筆から出る音を聞く

ことは、書く行為に影響を与える。また逆に、鉛筆から出る音も一つの音景になるので、その音が

前の音に加わり、一種のフィードバックが行なわれる。鉛筆の動きを増幅し、その音を曲の一部と

して用いる。また、鉛筆の音を電子信号に変換し、曲全体に影響を与えるようにする——音高が自

動的に変換されたり、時間的に遅らされたりするのである。すると、リアルタイムで書く行為と聴

く行為が反応し合う。このように、さまざまな要素が相互に反応し、影響し合うことが可能になる

時、一種の「共感覚芸術」が実現されると言える。鉛筆の動きによって、音響的な作業は視覚的な

作業に影響を与える。逆に、手の動きは音源にもなり、音楽に変化を与える「トリッガー」（きっ

かけ）にもなる。そこでは、リュームの鉛筆音楽と同様に、音と絵のどちらが最初に現われるのか

も決めることができない。最終的にほとんど同時に実現されるのである。

3333.... アアアアククククシシシショョョョンンンン

　音楽を単に「音の芸術」として考えるのではなく、総合的な「時間芸術」としてとらえる作曲家

の一人として、ヘニング・クリスティアンセンを取りあげることができる。実験的な現代音楽の演

奏者として活動していた彼は、1962 年頃、フルクサスとの出会いによって、作曲と造形美術との

結合の実験を始めた。ヨーゼフ・ボイスに出会ってからさらに造形美術と音楽の同時上演（「パフ

ォーマンス」というよりも「アクション」）を中心に作品制作や作曲を考えるようになった。ここ

で「アクション」と「コンサート」を区別するとしたら、「アクション」というのは一人か複数の

アーティストが行なう総合的な行為であり、さまざまな素材や方法を同時に扱うことによって、一

定の時間の中で作品を（未）完成させるということになる。ボイスとのコラボレーションもそのよ

うなものだったが、彫刻家のビヨーン・ノーガードとの作品の中でも、音楽と、身体・物質による

アクションによってさまざまなマテリアル／素材を次々に扱い、一つの（音の）風景（ランドスケ

ープと同時にサウンドスケープ）を作り出している。



　クリスティアンセン自身は常に「音楽だけでは足りない！」というような宣言を元に、オブジェ

（ほとんどは緑色のもの）を制作し、アクションを行なう。それらのオブジェは音楽と関係するこ

ともあるが、音楽というよりも、ポエトリーの一種として、音楽と彫刻（オブジェやインスタレー

ション制作）などを展開している。複数の意味やイメージを持っているものの結合や組み合わせに

よって、新しいイメージを作り出す。すなわちコンセプトと、そのコンセプトが持っているイメー

ジと、そのコンセプトを表わしているオブジェ、それからそのコンセプトを表わしている言葉の組

み合わせによって作品が出来ていくのである。したがって、タイトルはとても大事な、基本的な要

素ともなる。なお、音楽、言葉及びオブジェにおいては、常に「アクション」が可能性として存在

している。つまり、音楽、言葉及びオブジェというのは、アクションの提案であり、アクションの

ための道具であり、アクションの記録である。また、政治／社会的な要素など、情報メディアに対

する態度や思想も、多くの場合は作品の一部となる。

　その意味でクリスティアンセンは、まず「ライブアーティスト」として活動している。音自体は

多くの場合、「Grundtape」というものに基づく。そういった「Grundtape」というのは彼が作曲した

複数の「opus」をコラージュ（リサイクル）したもので、アクション中にそれをさらに変形させる。

つまり、ベース (Grund) としてそのコラージュを使用しているが、演奏中に大抵もう一人の演奏

者がその「ライブ・リミックス」を行なうという形になるのだ。クリスティアンセンはその作業を

音楽家に完全に任せるのに対して、自分のアクションは、自分の声と「音の道具」（玩具、鳥笛な

ど）によってノイズ (Geräusch) や言葉を発することになる。そこでの問題は、音やオブジェを組

み合わせることというよりも、「時間」を組み合わせることなのである。音には何でも使用できる

が、問題は（時間の）フォルム（構造）であるということだ。

　ということで、クリスティアンセンのアクションにおいては、その場の時間を体験すること、感

じることは大事である。特に、時間が延長されるほど、逆に時間の流れは重要ではなくなり、その

流れを感じなくなる瞬間が大事とされる。したがって、環境の（非人間的な）音も、必然的に音楽

に取り入れられる。そのような意味で、60 年代から「Musik als Grün」（緑としての音楽）という

「エコロジカルな意識」を提案し、海、風、動物などという自然音を作曲に取り入れ、ライブ・イ



ベントの際、サウンドスケープの「運搬」という行為を行なことになるのだ。つまり、音楽は空間

の中で行なわれる事件だということも強調している。

　同様に、言語もすべて同じレベルでとらえる。単数より複数、一国より多国、という原則は当然

に取りあげられている。言語をさらに複雑にする志向も現われる。結局、カナリアの鳴き声に戻る

ことである——「Am Anfang war nicht das Wort, sondern ein Zwitschern」（「初めに言葉、ではなく、

さえずりがあった」）。ここでも、言語、自然の音、街の音、楽器の音、テキスト、ヴィジュアルな

要素などが同等に存在している。作曲家のヴィシュネグラスキーに捧げる四重奏曲「Nach

Wyschnegradsky」は、楽器としての演奏者ではなく、人間としての演奏者によって演奏される。演

奏しながら、彼らは言葉を発する。言葉に意味がときどき現われるにもかかわらず、いつの間にか

消してしまう。言葉の音色も意味も同じレベルにある。楽器は本来、動物の鳴き声から考えたもの

であると、クリスティアンセンが述べている。しかしながら、楽器が製作されることによって自然

界の音を聴く行為が次第に忘れられてきたことを強調している。クリスティアンセンはその意識を

取り戻そうとしている。

4444.... テテテテククククノノノノロロロロジジジジーーーー

　機械の美しさを讃えた未来派宣言は、1909 年 2 月 20 日に『フィガロ』紙に発表された。芸術

と近代的技術の融合の軌跡は、1910 年代にまで遡ることになる。ちょうど映画、写真、そしてキ

ネティックな彫刻が登場していた頃だ。それまで厳密に隔てられていた異なる芸術分野が、ヨーロ

ッパのダダイストやシュルレアリスト、構成主義の芸術家、そしてバウハウスの運動の影響によっ

て、ついに歩み寄り始めていた。そして建築やデザイン、家具、服飾、絵画、照明、音楽、演劇、

映画、写真などの問題が「相互補完性」という新しい光の下に見なおされることとなるのだ。

　戦前は、大々的に検閲が行なわれていた緊張した空気の中で、その動きは妨げられはしたが、こ

の種のコミュニケーションを励ます社会主義のメッセージに応えるアーティストもいた。規範通り

の芸術の間の「相互補完性」、つまり芸術の諸「ジャンル」の開放は、古典的な芸術分野の間隙で



創造し、混成の芸術を作り出すもので、20 世紀のアカデミズムの信奉者たちから疑いや敵意をも

って見られた。一例を挙げれば、エティエンヌ・スリオの「さまざまな芸術間のコレスポンダンス

（一致、調和、相応、対応）」という概念は、その論理がいかに慎重なものであっても、「良識ある」

人々の目には左派のイデオロギーを構成するものと映った。彼らは、自分たちにとって神聖な各分

野をごちゃ混ぜにする恐れのある概念をつかまえて、好き勝手に横滑りしていたのではないだろう

か。

　1967 年にアメリカでマイケル・フリードが『アートフォーラム』誌に書いた「芸術と客体性」

という論文は、意味のある論議だったといえるだろう。近代主義の代表的な理論家、クレメント・

グリーンバーグの弟子であるフリードは、ミニマリズムを攻撃し、混成芸術は半分魚、半分肉であ

るようなあいまいな作品を作って、通時的感覚様式を危険に陥れたり身体的な身振りにおとしめて

いると主張し、それは人間の感覚様式を、演劇、つまり「唯一の真実である抽象的本質を忘れた実

存的現前」の（頽廃的）混沌へと還元してしまうと説く。フリードは深刻な調子で続ける——「芸

術は、演劇的条件に近づくとたちまち頽廃する」(ed. Gregory Battcock, Minimal Art, a Critical

Anthology, New York, E. P. Dutton, 1968, p. 141)。

　にもかかわらず、1910 年代から未来派やダダなどによって行なわれてきた諸芸術の区分の否定

は、戦後はさらに活発に行なわれるようになる。たとえば日本の場合、モホイ・ナジ、カルダー、

ジョージー・ケペーシュに影響を受けて出発した「実験工房」のメンバーたちは、まもなく日本の

前衛芸術の代表者として認められる。「実験工房」から生み出された作品は、複数のカテゴリーを

混合したもので、一つの分野に入れることが本質的に不可能なものばかりであった。芸術は、さま

ざまな組み合わせを可能にするメディアと深く関わっていく。このような観点から見ると、山口勝

弘の作品はカテゴリーやジャンルに挑む「メディア・アート」の最初の例と言える。

　山口はとても明晰に芸術分野におけるメディアの有効性を示し、本質的な機能を表わす包括的な

用語、「イマジナリウム」という言葉に集約した。それは、イマジネーションが生まれることを可

能にする環境という意味である。初期の作品『ヴィトリーヌ』にすでにテクノロジーを垣間みるこ

とができる——二次元絵画を三次元の環境に変容しているのである。絵の上にモールグラスを重ね



ることで、見る者が位置を変えることを促し、一挙にさまざまな伝統に近づいた。ここで構成主義

が産んだキネティック・アートと、何世紀もの歴史を持つ日本の庭園という「環境芸術」との関係

の、再発見を薦めているのである。

5555----ココココンンンンピピピピュュュューーーータタタタのののの非非非非力力力力

　70 年代初めになると、電子テクノロジーが、たいへん単純なものからきわめて拡張的なものま

でさまざまな形態で、最も扱いやすい媒体として登場してくる。視聴覚メディアとしての「ビデオ」

は単に映像や光や音響装置として用いられるばかりでなく、モニター＋スピーカーの直方体は物質

的なものとして、つまり建築としても捉えられるようになった。映像と音をリアルタイムで伝える

ことができるため、「ビデオ」は科学の領域でも応用された。生体というミクロコスモスの、気管

や動脈を駆けめぐって医学に役立つ場合もあれば、宇宙探査機や人工衛星によって宇宙というマク

ロコスモスで活躍する場合もある。電波や特性Ｘ線発生用電子ビームの助けで映像を伝えることに

より、「ビデオ」は世界の目と耳となった。

　メタファーとしての攻撃にエネルギーを費やす必要などありはしない。焦点はむしろ、日常の意

識を変えてもっと豊かなものにすることである。それが山口らの態度とジョン・ケージの哲学との

共通点であろう。20 世紀の芸術家たちが芸術と技術を関連づけようと努力したのは、単に超高速

で産業社会が発展し、影響を蒙ったことによる必然性からではない。芸術家たちはよりよい社会の

ために「自我」を蘇らせるという誓いを積極的に表明したのである。未来派の推進者たちは機械の

速度について熱っぽく語っていた。今は、発明された存在が、私たちの環境と私たちを破壊するの

ではなくて助けてくれるよう、望むだけである。ジョン・ケージは科学技術について語るとき、常

にそのことを指摘し、科学技術は、機械の方がうまくできる仕事に私たちが時間を費やすのをやめ

るために発展するのが望ましい、と言っていた。しかしそれだけでは十分ではない。私たちは、コ

ンピュータに適した新しい仕事を作り出すべきであろう。

　ここで、1987年 12月 18日にジョン・ケージがドイツの映画作家、ヘニング・ローナーとの対



談で述べたことを引用したい。ケージはこのことに関して次のように語っている。

ケージ：私は、私自身の思考とか感情によってではなく、自然、私が理解した自然とその活動形態

との関わりによってこれまで作品を作ってきたし、これからもできるかぎり作っていきたいと思っ

ています。コンピュータの問題、『易の音楽』（「Music of Changes」）のような作品に現われている

問題は、コンピュータを使って作曲したのではないにしても、コンピュータが自然を模倣するもの

として存在することではなく、人間の思考方法を模倣するものとして存在することだと私には思わ

れます。コンピュータは、蛇に変えられた人間で、自分の尻尾をくわえているのです。コンピュー

タに対してするべきことは、私の考えでは、彼らを人間に似せることではなく、コンピュータと共

に仕事をしながら、彼らを自然なものにすることです。（……）人間は木を見ると、葉を全部同じ

物のようにひとまとめにして捉えます。しかし自然は一枚一枚の葉を異なったものとして分けて捉

えます。一つとして同じものはないのです。それなのに、記憶や理解したいという欲望が、全てを

人間にとって理解可能なものにしてしまいます。私たちがしなければならないのは、コンピュータ

を理解不能という状況の中に置くことです。

ローナー：それは恐らく、コンピュータが「自分の生を生きる」ことができるほど精密にならない

と無理で、そうなったら私たちはもう、コンピュータを理解できないんでしょうね。

ケージ：いいえ、そういうことではありません。そのような力をコンピュータが持ったら、コンピ

ュータは人間に近づくでしょう。そうではなくて、私たちはコンピュータが何一つ完成しないよう

にしなければならないんです。あるいは、少なくとも、コンピュータが毎回異なったものを完成し、

私たちがそれを使えるようにならなければなりません。

（"22708 types", An interview with Henning Lohner, in Interface, vol. 18, 1989）

　だから、コンピュータを、タオ（道教）の「無為」の条件に委ねなければならない。つまり、支



配する／支配されるという図式に無理に従わせるのをやめ、西田幾多郎や和辻哲郎が名付けた「主

体の論理」（デカルト風に言えば、「自然の主人にして支配者」）と決別しなければならない。芸術

の主権とは、テクノロジーに、つまりテクネのロゴスに、ラジカルな非力を与えることにあるので

はないだろうか。

6666.... ネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク

　これからの企業や経済の成長にとって、よりよい能率の実現とは何を前提とするのか。それは、

集中化と、構造の階級化ではなく、交流の中心を複数化することにある。同様に、コンピュータに

よる、視・聴覚的なアートの登場と普及をよく観察し、多くの作品の構想を見ると、やはりさまざ

まな技術における、ケージが指摘した「妨害無き相互浸透」を見ることができる。また、異なった

表現上の刺激を見出すこともできる。その現実を意識している作家にとって、作品を閉じた完結し

たものとするよりは、さまざまな芸術分野への解放を目指し、常に揺らしておきたい、拡散させた

い、と望んでいるようである。もはやたった一つの「中心」はなく、その代わりに複数の可動的で

多機能の中心が生まれている。これは、デジタルの一般化と呼応する。今後、作品が「完成」した

と言った場合、それは、ネットワークの中の動きに応じて常に柔軟に姿を変えることができるとい

うことを意味する。

　したがって、情報アートに関する最新の研究がネットワークの使用に関わってくるのも当然のこ

とである。この場合、ネットワークとはインターネットとその延長した形の一つであるワールド・

ワイド・ウェブ（www）を指す。主要な問題は、おそらく情報量が対数的に増えていく時代にお

ける芸術活動の意義であると思われる。しかし、意義が問題となりうるのは、コミュニケーション

が技術的レベルで、つまり、形態的レベルで機能した上でのことである。その時、意義が生まれる。

コミュニケーションのためのプログラムは、伝達のスピードや伝えられた情報の処理の点で効率性

を証明できなくてはならない。今日ほど芸術の機能が美学の型を示すことになく、コミュニケーシ

ョンの経済とエコロジーであった時代はなかった。そして、エレクトロニクスのネットワークは、



かつてないほど美学と経済の相互関係の場となっている。

　華厳宗の論理から派生した「妨害無き相互浸透」という概念は、西田幾多郎から西谷啓治、鈴木

大拙らの哲学者、またジョン・ケージらのアーティストによって見直されている。この概念は、出

発点を宗教におきながらも、上記の研究者らによって哲学の分野に取り込まれ、芸術の分野におい

ても大きな影響を及ぼす結果となった。「総合芸術」の作家たちはメディア・テクノロジーの文化

が必要としている革新の方法論を樹立することによって、「妨害無き相互浸透」という概念、すな

わち散在する個々、しかも離れられないこれらの各要素の既存の調和という事実の原理をまさに生

かし、証明し、明白にし、擁護していると思われる。この（メディア・テクノロジーの意味での）

コンピュータアートの展開により、歴史、時空を超えた同一性が現われていると言える。

--------------------------------------------
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