
 

 

芸術表現における「自己」の地位の一考察 

－近年の自作を中心に－ 

'Myself' as subject matter in artistic expression : with a focus on my artworks in recent years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中丸彩希 

Ayaki Nakamaru 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

はじめに 

芸術表現の一つに「自己表現」と呼ばれるものがある。「自己表現」とは表記の通り、「自

己」を芸術世界において「表現」という名の行為として表出することを意味する。だが「自

己表現」と一言で表しても、表現対象である「自己」の定義や「自己」を表出させる作家の

意図は表現により変容するため、その意味合いは多様となる。そのため、「情動」という内

的現象に焦点をあてた表現主義や、「夢」という深層心理を反映させたシュルレアリスム、

既存の芸術システムの「外部」として区分されているアウトサイダー・アートなど、様々な

表現に対して「自己表現」と呼ぶことが可能となる。つまり「自己表現」とは、多種多様な

「自己」、それに対峙する作家の意図が生み出した表現の総称なのである。 

本論考では芸術作品として提示された「自己表現」に焦点をあて、そこに秘められた作家

の目的を辿り、そこに実在する「自己」について考察していく。方法として、近年の筆者の

作品を「自己表現」の事例として挙げる。筆者は日常を過ごす自身、つまりは「自己」を主

題とし制作を続けている。「自己」を表現に置き換えることにより、そこから他者とのつな

がりを得ようと試みているのである(図 1・２・３)。自作については、また後に詳しく記す

こととする。本論考では、自作を軸に検討を行っていくと共に、フランスの文学者、ポール・

ヴァレリー(Paul Valéry、1871－1945 年)の提示した「表現」の在り方を一基準として設け

る。この基準と自作における「自己」の表出結果を、また結果に至るまでの経緯を照らし合

わし、ときに表現主義やシュルレアリスムなどの自作以外の「表現」と比較しながら考察を

進める。それにより、芸術表現における「自己」の一面が顕在化されることを期待する。 

 

 

 

 

 

 図 1・２・３ 《冷めたシーツ》(2019) 
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第 1 章 芸術表現における「自己」 

第１節 「自己」の性質 

「自己」とは何か。この問いは、様々な分野において考えられ、そして投げかけられてき

た。「自己」とは起伏する情動や欲を指し示すのか。はたまた、他者の中から自身の存在を

しめす境界線、証のことなのか。同様の問いであっても、それがどの事象に対して論じてい

るのかにより結論が変容する。そのため大前提として、本論考では自作における「自己」を

基点として定めることを、改めてここに宣言しておく必要があるだろう。基点を定めた上で、

まずは「自己」とはどのようなものなのか、その性質について「自己」を作品主題とする理

由を基に検討していこう。 

 自作においては一貫して「自己」と呼ばれるものを主題としている。「自己」を主題とす

る理由は 2 点ある。 

理由の１点目は、日常生活を過ごす自身という存在を一つの事象として俯瞰して捉える

ため。そしてこの一つの事象こそ、自作における「自己」である。 

日常生活を送る上で、「自己」に対し意識を向け続けることは不可能に近い。自身の思考

を、情動を、社会における地位を、休むことなくして捉え続けることは困難であろう。「自

己」を一つの事象として捉えるためには、何かしらのきっかけが必要である。言い換えれば、

なにかきっかけがありはじめて、「自己」を認識するともいえる。つまり「自己」とは、確

実に存在するにも関わらず、常に認識することができない対象なのである。このことから、

「自己」とは潜在的な存在であるということができるであろう。 

文学者ポール・ヴァレリーは身体に関する論考の中で、日常を過ごしている実在的領域に

おいて潜在的で認識不可能な対象を「第四の身体」1と呼んだ。ヴァレリーは、魂などの潜

在的領域にある認識不可能な対象を「第四の身体」と呼ぶことにより化肉2をつくり、実在

的領域に反映することを可能にしたのである3。この行為は、潜在的存在の虚像を実在的領

域に生み出すことにより、その潜在的存在に対して考察するきっかけを生み出したともい

えるであろう。このヴァレリーの論考は、自作において「自己」を主題とする理由に相似し

ている。自作では潜在的な「自己」を認識するために、「芸術作品」という化肉を与え実在

的領域に反映させる。そして「芸術作品」の制作というきっかけを通し、「芸術作品」とい

う化肉から「自己」との対峙を試みているのである。 

しかし、「自己」に化肉を与える手段として、芸術表現の他に日記などの自己完結型の手

段がある。それにも関らず、なぜ「芸術作品」の制作という手段をとっているのか。この答

えは理由 2 点目に含まれている。 

「自己」を主題とする理由２点目は、「自己」という事象を捉えるという行為に「他者」

を介入させるためである。「自己」に「芸術作品」という化肉を与えることにより、化肉を
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通じ、「自己」と対峙することが可能となった。だが、それだけで「自己」と対峙している

というのは難がある。なぜなら、対象である「自己」とは作家と同じ心理的個体に属してい

るからである。二重人格や多重人格でない限り、「自己」を作家である自身と完全に切り離

し、俯瞰することは難しい。どんなに客観的視点で自身を分析し、それを「芸術作品」とし

ても限度がある。この問題を改善するためには、おのずと「他者」という外的要因が必要と

なるのである。 

前述したヴァレリーの論考の中に、「第四の身体」とあわせて「第二の身体」というもの

がある。この「第二の身体」とは、外の視線に対する外見的な身体のことを示す。鏡に映る

姿や、他者の描いた自画像がこれに値する。自作において、この「第二の身体」は重要な役

目を担っている。自作では、まず「自己」の化肉である「芸術作品」を鑑賞者などの「他者」

に提示する。そして、鑑賞行為として「芸術作品」、つまりは作家の「自己」と対峙する「他

者」を自身の「自己」が映り込んだ「鏡」として扱うのである。つまりは「他者」に映り込

んでいる「芸術作品」、そこに潜む作家の「自己」を確認することにより、作家としてのま

なざしだけでなく、そこに「他者」という圧倒的客観性を保持したまなざしをも介在させ、

「自己」を認識することができるのである。 

「他者」を通じて「自己」を認識する行為は山中で熊と出会い、逃げ出した後に「熊と出

会ってしまい、怖かった」などと他者に話し、「自分は怖かったのだ」と結果として認識す

ることに相似している4。熊と出会った瞬間は、こわばって動けない、逃げだすという反応

がまず身体に生じるであろう。恐怖や失望などを抱いていようと、熊に出会った瞬間、それ

自体を認識してはいない5。つまり、その体験を他者に語ることによって、事後的に恐怖と

いう認識をつくりだしているのである。同じように、「自己」を「芸術作品」という化肉に

当てはめようと、先述の通り自身の領域内だけでは「自己」に対する認識に限度がある。外

の領域に表出させ、「他者」というまなざしを通じてはじめて認識する「自己」の一面が存

在するのである。 

以上のことから、「自己」が全貌を把握できない潜在的存在であること、その全貌をとら

えるために「他者」を介在させる必要があることがわかった。この結果は妥当のものといえ

る。なぜなら、捉えようとしている「自己」とは「他者」などの外的要因があるが故にうま

れる要素ともいえるからだからである。「穢れ」があるが故に「純粋」という価値がうまれ

るように、または「内」と定義づけることにより「外」という領域ができるように、「自己」

とはそれと対する対象がいてはじめて気づきを得るのである。つまり「自己」の全貌を捉え

る際、それを独立した事象として認識してはならない。「自己」について考察していくため

には、「自己」と相対する「他者」という対象を考慮にいれることが必要不可欠なのである。

それ故、もとより作家自身だけでなく、芸術という社会に、それを鑑賞する「他者」に時代

をも超え効力を示す性質をもつ「芸術作品」は「自己」を捉えることに適しているといえよ

う。 
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第２節 「自己」と「他者」の関係性 

潜在的で、認識するために「他者」という外的要素が必須な「自己」という存在。この「自

己」を主題としている自作において、おのずと「他者」、つまりは鑑賞者に提示する過程を

も重要な要素となる。では、その過程において「自己」と「他者」はどのような関係で成り

立っているのか。ここから、文学者ポール・ヴァレリーの「作者」と「読者」、「作品」の関

係性の考えを参考にしながら考察していきたい。 

ヴァレリーは文学において「作者から読者へ」という、読者を受け身とし、作品への信仰

や自己の破棄をおのずと要求する「伝達形式」に異議を唱えた。なぜならヴァレリーは、他

者といるように自身といるという「自己意識化」が制作における条件と考え、読者の視点を

排除するどころかむしろ積極的に必要としたからである6。読者を受動的な位置から開放し、

「行為」させるという「伝達」に代わる、作者と読者のあるべき関係。ヴァレリーはそれを

〈生産者(producteur)〉－〈作品(œuvre)〉－〈消費者(consommateur)〉という 3 つの項か

ら成る図式で説明している7。〈生産者〉と〈消費者〉という市場経済の用語を使用すること

により、作者と読者を本質的に切り離された 2 つのシステムとしたのである。それにより、

「作品」を前にした生産者と、「作品」を前にした消費者というまったく切り離された 2 つ

の事実ができあがる8。「作品」を〈生産者〉のメッセージを〈消費者〉へと「伝達」する媒

介項としてではなく、〈生産者〉と〈消費者〉を結びつけつつ両者の間に割り込み、別のシ

ステムとして成立させる「媒介＝切断項」9とすることにより、読者の受動的な立場からの

開放を目指したのである。 

ヴァレリーはこの「媒介＝切断項」としての「作品」を〈装置(machine)〉10と呼んだ。〈装

置〉とは、作者からも読者から自律し、その外部に決められた特定の機能を作動させる構成

物である。〈装置〉の機能の働きは、読者に行為をさせることを目的とする。読者は作者か

ら切り離されたところで「作品」、つまりは〈装置〉と向き合い、〈装置〉の仕掛けにより「活

動」を行う。ヴァレリーが要求した読者の消費活動は、「作品」の価値をつくりだすという、

〈消費者〉による生産行為
、、、、

である。伝達の形式が信仰や自己の破棄を求めていたのに対し、

この三項図式が要求するのは読者の積極的な協力であり、受動的な承認より、能動的意味合

いの強い「抵抗」なのである11。 

作者はこの三項図式を実践するにあたり、消費システムとして要求するような〈装置〉を

厳密に計算し、構築する。そして読者は〈消費者〉という立場のもと、〈装置〉の仕掛けに

より、その価値を積極的に作り出す生産者となる。ヴァレリーにとって〈装置〉としての「作

品」は、この三項図式を成立させる重要な核であり、「作品」の完成度は、鑑賞者に消費活

動を行わせる〈装置〉の完成度であった。 

前章で記した通り、「自己」を主題として自作を制作している理由は「他者」を介して「自

己」を捉えるためである。その目的を達するために、「他者」を介在させる性質をもつ「芸
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術作品」を活用しているにすぎない。つまり自作において重要なのは、創りあげた「芸術作

品」そのものの価値ではなく、「芸術作品」をきっかけとしておこる現象なのである。現象

をおこす過程には、「他者」が「芸術作品」に秘められた「自己」に対し抱いた思考・情動

が必須となる。この要因は、ヴァレリーの提示した読者の消費活動とも言い換えることがで

きるであろう。つまり、自作において鑑賞者に要求していることは、作家自身が認識してい

る「自己」への同調ではなく、能動的に新たな一面を示す抵抗なのである。そのため自作に

おける完成度は、ヴァレリーの〈装置〉としての「作品」のように、「他者」をいかに活動

させたか否かが鍵となる。そして〈装置〉として機能が成功してはじめて、「自己」を捉え

るという目的が達せられるのである。 

ヴァレリーが提示した「作者」のように、〈装置〉としての機能をもつ作品をつくりあげ

る作家。「読者」のように、能動的に新たな価値をうみだす「他者」。そして両者の「媒介＝

切断項」となる「芸術作品」。文学作品と視覚芸術作品という違いがあるものの、この３つ

の項により、自作も成立している。そして主軸となる「自己」は、各３つの項に異なる意味

合いで存在する。作家と同じ心理的個体に属し、主題とされる潜在的な「自己」。「他者」に

よって一面を開示される「自己」。「芸術作品」として実在的領域に反映される「自己」の虚

像。作家は「自己」を捉えるために、「芸術作品」という虚像をつくり、そして「他者」の

まなざしを介し「自己」の新たな一面を認識する。即ち、ここで新たな意味合いの「自己」

が生まれるのである。そしてこの新たな「自己」もまた、次なる「芸術作品」となり更新さ

れていく。つまり「自己」は新たな一面を生みながら、３つの項を循環しているのである。

そして「他者」とは、「自己」を認識するための通過点でありながら、その認識に一番影響

を与えている存在なのである。このことから、自作を「他者」の能動的な活動を促す〈装置〉

とすることが必須であるとわかるであろう。 

 

第２章 ２０世紀以降の芸術と「自己」 

 ここまで自作において主題としている「自己」の性質について、そして「自己」をどのよ

うな形式で顕在化しているのかについて考察してきた。本章では「自己」を顕在させる行程

である「表現」に焦点をあてていきたい。まずは、自己を主題や媒体として使用した 20 世

紀以降の表現を事例として挙げ、自作との相違点を明確にする。そしてその相違点から、ポ

ール・ヴァレリーの提示した〈装置〉としての自己表現について考察していく。 

 

第１節 ２０世紀前半の自己表現 

ここでは「自己」を題材としている表現の代表として、20 世紀初頭の表現主義とシュル

レアリスムを例として挙げていきたい。 
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表現主義という用語は、時の経過と共に、幻想的、熱狂的、神秘的、天上的、内面的、情

熱的といった性格をもつあらゆる芸術形式を指す言葉となった12。表現主義はその創作の源

に現実を情感的かつ精神的に把握しようとする傾向をもつ芸術、また表現のなかで色彩と

形態を激しく誇張するような芸術を意味する。表現主義は単なる現実の模倣を放棄し、ほと

ばしる色彩、情熱のタッチを身上とするような、作家の内面を吐露するものであった13。表

現主義において、あらゆる抽象化は一般化として働く。現実のありのままの姿に変形を加え

られた大規模な構成は、色彩、形態、線などがそれぞれ自律した表現価値になることによっ

て決定されたのである14。そこには作家が体験を通じ認識した、表面的な外皮に隠されてい

る人間や事物の本質があらわになっている。 

スペインのサルバドール・ダリ(Salvador Dalí、1904－1989 年)らが代表とされるシュル

レアリスム。シュルレアリスムは、夢や幻想などの非合理な潜在意識を、フロイトの精神分

析の諸発見に照らし合わせ、絵画の古典技法を用いて表現した。それらの表現は、日常の論

理のどんな禁制にも抗して、想像力の全的回復をめざすところにあった。精神の深処にある

純粋な自動現象を作品とすることにより、思考の真の働きを表そうとしたのである15。シュ

ルレアリスム絵画は、夢と現実という全く矛盾するものを絶対的現実、超現実として画面へ

と反映させた16。記憶に眠るイメージや夢の象徴をモチーフとし、時間や空間を変容させ不

確かにすることによって幻覚的光景を描き出し、その意図を成功させたのである。 

「自己」という内的存在を主題としている自作。この「自己」には嫉妬や欲情、不安、愛

おしさなど、様々な強い情動が内包されている。だが自作の目的は、表現主義のようにこの

強い情動そのものを表現として吐露することではない。自作において重要なのは、主題とし

ている「自己」と、それを俯瞰したまなざしで対峙すること。その目的を達するために、自

身に潜在する「自己」を自身から切り離し、一つの事象として「芸術作品」というかたちに

再構築しているのである。潜在する「自己」を再構築することは、シュルレアリスムが幻覚

的光景をつくりだすために、夢と現実を再構築したことに相似しているであろう。だがシュ

ルレアリスムが表現した潜在意識と違い、自作における「自己」とは、日常生活において「他

者」を意識した上で生じる行動心理学的要素をも内在させる。要するに、自作における「自

己」とはシュルレアリスムの絶対的現実、超現実という高次元的なものではなく、日常生活

を過ごす現実的な事象なのである。これはシュルレアリスムと自作における決定的な相違

点といえる。自作における「自己表現」とは、「作家」という肩書きをもつ者の「日常」と

いう現実に潜む内的存在を表現しているということを、改めてここに記しておこう。 

 

第２節 〈装置〉としての自己表現 

第１項 オノ・ヨーコとマリーナ・アブラモヴィッチ 
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日常生活に密接した「自己」は、年齢や性別、社会的地位などを起因とした事象も内包対

象となる。これらの事象を問う表現は、２０世紀以降の芸術史に数多く存在する。平和活動

や音楽、創作活動で知られる前衛芸術家、オノ・ヨーコ(1933 年－)によるパフォーマンス、

《カット・ピース》(1964)もこれに値する一例としてあげることができるであろう。 

《カット・ピース》は日本人であるオノがニューヨークで行ったパフォーマンスである

(図 4)。オノは舞台上に静かに正座し、ハサミを置き、観客にオノが着ている服を切り取る

ように伝える17。服を切られながらオノは、冷静にただ座っていた18。その行為は、女性に

対して向けられる視線の比喩であり、見ることの欲望と、そこに内在する攻撃性についての

批判的考察を、観客にうながすものであった19。 

この作品は「オノ・ヨーコが欧米で行った」という点が、重要な鍵といえよう。「まだ無

名の東洋人の若い女性作家」という幾重もの意味で社会的弱者が行うことにより、その対比

である社会的強者を露呈する。つまり、パフォーマンスを目の当たりにした鑑賞者は、作家

自身ではなく、その背景にある問題へまでと意識を向けることができるのである。この構図

は、鑑賞者がパフォーマンスの進行につれ「作家の身体」を問題が投影された「物体」とし

て捉えることによって生まれる。 

この現象がより明瞭に表れているものが、ユーゴスラビアのパフォーマンス・アーティス

ト、マリーナ・アブラモヴィッチ(Marina Abramović、1946 年－)の《リズム０》(1974)で

ある(図 5)。 

このパフォーマンスに際して次のようなインストラクションが提示された。「テーブルの

上に 72 個の物体があります、人は望むままに私の体の上でそれを使うことができます。私

は物体です。この上演中、私はすべての責任を負います。」20そして会場のテーブルには、大

小の鎖やベルト、鞭、鳥の羽でできたはたき、ロウソク、拳銃などが置かれていた。6 時間

続いたこのパフォーマンス中、アブラモヴィッチは鑑賞者によって上半身が脱がされ、乳房

に薔薇の花びらが貼られ、腹には赤い色で文字が書かれ、銃口をも向けられた21。 

インストラクションに「私は物体です」という言葉を残していることからもわかるように、

アブラモヴィッチは「作家の身体」を「物体」として捉えられることをパフォーマンスの要

として求めた。そこには、作家と鑑賞者の関係の臨界点を探るという意図がひめられていた。

そして、そのことが結果として、鑑賞者の暴力的行為を導いたのである。 

オノやアブラモヴィッチのように、自身の身体を「物体」と化す行為は、ヴァレリーの示

した〈装置〉としての機能を果たしているとも言い換えることができる。オノの身体は国籍

や女性という社会属性について、アブラモヴィッチの身体は作家と鑑賞者の関係性につい

て他者に意識させる働きをした。要するに、作品をきっかけとし、鑑賞者を外的要素に対し

て能動的姿勢になるよう導いたのである。この構図は「芸術作品」をきっかけとし、「鑑賞

者」に「自己」を意識させるという自作の構図とも類似しているといえる。彼女たちと自作

の構図における相違点を挙げるならば、「作品」が「鑑賞者」へと働きかけたその先にある。 
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図 5 マリーナ・アブラモヴィッチ《リズム 0》(1974) 

彼女たちが自身の身体をきっかけに鑑賞者を外的要素という広域へと導くのに対し、自

作では広域へと導いた鑑賞者を再度「自己」へと呼び戻す。本論考の第 1 章第 2 節で記し

たように、自作は「作家」と「鑑賞者」、「芸術作品」の３つの項を「自己」が循環すること

で成立しているのである。それが故に、「鑑賞者」の意識を外的要素へと完全に向けさせる

ことはできない。つまり、自作において「作家」は「鑑賞者」の行為に対してある一定の規

定を設けているといえる。この「鑑賞者」の活動経路の違いこそ、オノやアブラモヴィッチ

と自作との相違点である。 

ヴァレリーは〈装置〉としての詩作について「チェスゲーム」に例えている22。その中で

ヴァレリーは、自身をゲームの「プレイヤー」、詩の中の登場人物を「駒」として見立て、

読者をチェス盤の傍らにいる「観戦客」と位置づけた23。あくまで読者は「観戦客」として、

いかなるゲームが展開されるのか、「読み取る」という能動的姿勢でゲームと向き合う存在

なのである。 

オノやアブラモヴィッチはパフォーマンスの際、「鑑賞者」に能動的姿勢になり「芸術作

品」に携わることを促す。だが彼女たちは「作家」と「鑑賞者」、「芸術作品」という根本的

構図を崩すことはない。あくまでも「鑑賞者」の能動的姿勢は外的要素へと導くためのきっ

かけであり、「芸術作品」の要素としながらも、そのものに組み入れることが目的ではない

のである。これはゲームの渦中を見守り、その行く末に思考を巡らす「チェスゲーム」の「観

戦客」と同意といえるであろう。それに対し自作では、「鑑賞者」に進行する「チェスゲー

ム」に、「芸術作品」に口を添えることを要求する。自作にとって「鑑賞者」は、「芸術作品」

に組み入れるべき存在なのである。つまり、オノやアブラモヴィッチと自作との相違点は、

〈装置〉と自作との相違点ともいえるのである。 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 4 オノ・ヨーコ《カット・ピース》(1964) 
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第 2 項 ソフィ・カル 

自作における「自己表現」とは、内的存在を吐露するでも、高次元的に内的存在を表現す

るでも、日常生活において抱いた問いを外的要素として昇華するでもない。自作は、日常生

活において抱く「自己」の諸問題に対し、他者に意見を求める行為に等しい。つまり〈装置〉

に近しい構図でありながらも、その構図の恩恵は「作家」に主軸があるのである。ここから

は、「作家」が「芸術作品」から見返りを求めるということについて、フランスの作家、ソ

フィ・カル(Sophie Calle、1953 年－)を参考にしながら考察していこう。 

カルの作品《ヴェネツィア組曲》(1980)は、カルが尾行したひとりの男性が映し出された

写真作品である(図 6)。この「尾行」は制作の一環としてされたものではなく、カルのパリ

で感じていた孤独の時間を埋めるための単なるゲームにすぎなかった24。《ヴェネツィア組

曲》は、「尾行」がプライバシーの侵害だと責め立てられた後にはじめて、「芸術作品」とし

て世にだされたのである。カルは事後的に「芸術作品」としたことを「告解の形」に等しい

と述べている25。つまり《ヴェネツィア組曲》を通じカルは、カトリックの贖罪司の代わり

に椅子に座って耳を傾けてくれる人、つまり鑑賞者に向かって告白しているのである26。こ

のことから、カルが他者依存、他力本願的ということが垣間見られる。だが一方で、カルの

作品には他者に相対するはずの「ソフィ・カル」という「自己」そのものが即物的に存在し

ない。そこにあるのは、カルのまなざしで捉えたであろう現実、つまり虚構に近しい過去で

ある。それ故、カルの「芸術作品」と対峙した際、まるでカルの視点を覗き見ているような

感覚にとらわれる。つまり「鑑賞」という行為そのものが、カルの「自己」との接点となる

のである。そしてカルの「自己」と重なっていくに連れ、カルの「個人的」な情動や行為と

いう認識は薄れ、カルが好奇心を向けた対象者へと焦点が向けられるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自己」を満たすための行為の形跡、記録を「表現」に置き換え、他者に記録時の「自己」

図 6 ソフィ・カル《ヴェネツィア組曲》(1980) 
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の対象者と対峙させることは、「芸術作品」をきっかけとして「鑑賞者」に新たな視点を与

える行為に等しい。いうまでもなく、カルの「芸術作品」もまたヴァレリーの示した〈装置〉

に相似しているのである。カルの作品が〈装置〉となる所以は、作中の「他者の存在」にあ

るであろう。《ヴェネツィア組曲》以外の作品においても、カルは他者を表現の主要素とし

て取り入れる。「同じベッドを共有した複数の他者からのアンケート」や「拾ったアドレス

帳に記載された人々に出会った記録」、「盲目のひとに尋ねた最後の景色の話」。カルの好奇

心の対象である他者を表現の中心として配置することにより、カルの好奇心、つまり「自己」

は「芸術作品」とする際の媒介へと変換される。それにより「自己」を露呈するという伝達

表現を避け、耳を傾けてくれる人、鑑賞者に告白することが可能となる。その結果、カルは

「赦しをえる」という成果を得るのである。 

 「芸術作品」を通じ「自己」を満たし、「自己」に対する赦しを得るカルにとって、「芸術

作品」とは、自己救済をする処置に等しい。またこれは、カルにとって「芸術作品」が日常

生活と密接であるともいえる。だからこそ、「カルの自己」を追体験させるという「芸術作

品」の機能の効力が発揮できるともいうことができるのである。 

 

第３節 自作における自己表現 

本節では、20 世紀以降の芸術表現における自己表現の一例として自作をあげたい。本論

考の第 1 章第 1 節において、一貫して主題を「自己」とする所以として、「自己」を捉え

るためであると述べた。つまり自作における自己表現とは、「他者」を介し「自己」を認

識する自己確認、「芸術作品」を介し他者から「自己」の承認を得るという要素を併せ持

つ「自己の存在証明」ともいうことができる。このことから、自作の制作意義はソフィ・

カルの「自己の救済的処置」に近しいといえよう。つまりカルと同様に自作は、日常生活

を過ごす自身に密接であり、また日常生活において「自己」と相対する「他者」が要とな

るのである。 

日常生活において「自己」に相対する「他者」を、表現媒介として扱った展覧会として

「territory」27を実施した。この展覧会では、実際に自身に届いた手紙を再構築し、鑑賞者

が読めるよう展示した（図 7）。そこに陳列された手紙は、日常生活において届いたものと

同様の内容を、相手の字体に似せながら便箋に書き写したものである（図 8・9）。展示さ

れた手紙の送り主、相手は様々である。親や恋人、友人、後輩、同僚、元恋人など、日常

生活において接する人々を対象とした。それ故、受け取った手紙をそのまま展示するので

はなく、再構築して展示するという処置をとった。手紙を受け取った「自己」が属する

「日常生活」とは違う、一種の虚構ともいえる「展覧会」という場にあわせるためであ

る。 
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図 8・9 送り主の字体を真似て書き写した手紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この展覧会では、「日常生活において接する人々」を介し、それらに相対する「自己」

と対峙することができる。ここでいう「自己」とはスイスの心理学者、C・G・ユング

(Carl Gustav Jung、1875－1961 年)が提唱した「ペルソナ」28とも言い換えることができ

るであろう。なぜなら、親に向けた子どもとしての「自己」と恋人に向けた女としての

「自己」、友人に向けた仲間としての「自己」はそれぞれ少なからず異なるからである。

この外界へと向けた「自己」の立ち替わりは、無意識に生じる。故に、それぞれに向け手

紙を書くと、「自己」の立ち替わりが自然に手紙の内容へと反映され、それに対する返信

もその「自己」に合わせて記される。そして、その結果である陳列された手紙を読んだ鑑

賞者は、それぞれの「自己」を重ね合わせ、総体的な人物像を想像することが可能となる

のである。 

改めて記すが、自作は「自己確認」と「他者からの承認」によって意義が達成される。

そのため、「鑑賞者」を介して主題とされる「自己」と再度対峙しなくてはならない。そ

のことから、この展覧会では「手紙を送る」という行為を販売することとした。鑑賞者を

「鑑賞する」という傍観者的立ち位置から、陳列されている「自己」と直接対峙するとい

う立ち位置へと招き入れたのである。これは〈装置〉としての仕組みに組み入れたともい

える。ここでいう〈装置〉とは展覧会自体を指し示す。〈装置〉の機能により、手紙に、

図 7 展覧会風景 
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そこに潜む「自己」に関心を寄せる鑑賞者。販売は、その後の鑑賞者の行為の選択肢を増

やすだけでなく、その場の「作家」と「鑑賞者」という関係を切断し、新たな関係を築か

せる効力をもつ。そして、その新たな関係性は「芸術作品」となり、また別の他者へと働

きかけるのである。 

「自己の存在証明」のための自己表現といっても、その表現方法を模索する際、その大

半は「他者」が意識される。なぜなら鑑賞者の「思い描く」という行為を妨げず、作中に

潜む「自己」が自然と際立つためには、展示方法や即物的表現などに対し普遍性が必要だ

からである。これは作家としての「自己」を削ぎ落とす行為に等しい。自作における「作

家」とは、〈装置〉が機能するために、題材となる「自己」と鑑賞者となる「他者」を調

整する管理者的立ち位置なのである。 

管理者としての「作家」、他者を組み入れる〈装置〉の働きをする「芸術作品」、「自己

に関心を寄せる「鑑賞者」。この 3 つの項が揃ってはじめて「自己の存在証明」としての

自己表現が成立する。そしてこの「自己の存在証明」としての自己表現は、他者を組み入

れ、新たなかたちへと変容しながら循環していくのである。 

 

おわりに 

本論考では、芸術表現にみられる「自己」の地位について、「自己」を主題とする自作

を軸としながら考察した。 

考察するにあたり、第 1 章で「自己」が内的領域に潜在するものであること、それ故、

その姿を捉えるために「他者」などの外的領域要素が必要であることを自作の制作意義か

ら導き出し、前提として定めた。 

第 2 章では、芸術表現としての「自己」に焦点をあてた。文学者ポール・ヴァレリーの

思想である〈装置〉としての「作品」の在り方を参考にしながら、表現を「作家」と「鑑

賞者」「芸術作品」という独立した 3 つの項として捉え、その関係性について考察した。

方法として２０世紀以降の表現を例に挙げ、それらと自作の相似点、相違点を明らかにす

ることにより、自作における自己表現を顕在化した。それにより、「芸術作品」をきっか

けに「他者」を自身の「自己」に介在させ、そこから「自己」を自己確認し、また他者か

ら「自己」への承認を得るという「自己の存在証明」としての自己表現の仕組みが明らか

となった。 

「自己の存在証明」としての自己表現で鍵となるのが「他者」という外的要素である。

今後、芸術表現における「自己」の研究を進めていくためには、この「自己」に相対する

「他者」についてより考察する必要であろう。「自己」と「他者」、それぞれの地位をさら

に明らかにすることにより、それらの対象にむけられた芸術表現をより明解に捉えること

が可能となると考える。 
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・図 6：Sophie Calle『Double Game』violet (1998)  p.102. 
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