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はじめに

　サウンド・アートというカテゴリーの普及に寄与した『芸術家による音』（1990年）に
収録された論考「聾の世紀におけるオーディオ・アート」で、ダグラス・カーン（Douglas 

Kahn）は芸術写真に対する「芸術録音（art phonography）」について考察した1。現代美
術における録音の意義について考えるなら、ロバート・モリス（Robert Morris）の《作
られたときの音がする箱（Box with a sound of its own making）》（1961年、以下《音がす
る箱》と記す）はもっとも重要な作品のひとつだろう。この作品の外見は約25センチ四
方の木製の直方体である。その内部にはスピーカーが入れられており、モリスがこの箱
を制作したときの音、つまりノコギリやカナヅチで作業する音が再生される。そのため、
鑑賞者は制作過程と制作された客体を同時に知覚することになる2。この作品は60年代初
頭のモリスの活動において重要な位置にあるだけでなく、ミニマリズムの成立にも関わ
るとされてきた。
　20世紀以降、音を発する美術作品は数多く制作された。主なカテゴリーとしてはマル
セル・デュシャン（Marcel Duchamp）の《秘められた音に（With Hidden Noise）》（1916年）
やマン・レイ（Man Ray）の《不滅のオブジェ（破壊すべきオブジェ）（Indestructible Object 

(Object to Be Destroyed)）》（1923年）のような音を発するオブジェがある。また、ジャン・
ティンゲリー（Jean Tinguely）やタキス（Takis）らによるキネティック・スカルプチャー
があり、ルイジ・ルッソロ（Luigi Russolo）やバッシェ兄弟（François Baschet, Bernard 

Baschet）らの創作楽器もある。以上のような作品群と比較すると《音がする箱》の特徴
は録音と造形を組み合わせたことにあると言えそうだ。
　60年代のモリスの活動に関する重要な考察を発表したアネット・マイケルソン
（Annette Michelson）、モーリス・バージャー（Maurice Berger）、ロザリンド・クラウス
（Rosalind E.Krauss）らは、いずれも《音がする箱》を重視し、独自の解釈を与えてき
た。後に詳述するが、バージャーやクラウスらは、この作品がモリスのそれまでの作品
と、これ以降のいわゆるミニマリズムの作品をつなぐ蝶番の役割を果たしたと考えた。
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ただし、このような解釈ではこの作品が録音の利用という特徴をもつことがあまり考慮
されていない。関心の中心は箱から漏れる音である。
　そこで本論文は録音の利用に注目してモリスの《音がする箱》を考察する。そうする
ことで、これまでの考察とは異なる文脈からこの作品の意義を理解することが、本論文
の目標である。異なる文脈というのは、1950年代末から1960年代初頭にかけてのアメリ
カの美術と音楽の関係である。ジョン・ケージ（John Cage）がモリスのアトリエで《音
がする箱》を鑑賞したときのエピソードはよく知られている。しかし、先の論者はこの
作品の解釈にケージをほとんど関係づけていない。ケージとモリスはこの時期、文通を
する間柄だった。そして、たしかにケージは録音による複製を厳しく批判していたが、
一方で磁気テープを作曲に利用することを高く評価していた。そこで、録音という点か
らケージとモリスの姿勢を比較することで、実験音楽もしくはネオダダとミニマリズム
の関係、さらにこの時代のアメリカの美術と音楽の関係の一側面を理解できるのではな
いか。
  本論文は 3節からなる。第 1節はモリスの初期の活動やミニマリズムの展開における
《音がする箱》の意義を、モリス自身の説明やマイケルソン、マイケル・フリード（Michael 

Fried）らの批評にもとづいて整理する。第 2節は第 1節で浮かんだ論点をバージャー、
クラウス、セス・キム＝コーエン（Seth Kim-Cohen）の解釈を参照して検討する。第 3節
は視点を変え、ケージの音楽理論、録音理論にもとづく《音がする箱》の解釈を提案し、
これを第2節の議論と比較する。結論では《音がする箱》がケージとモリスの関係にとっ
て、ひいてはこの時代のアメリカの音楽と美術の関係にとって、いかなる意義をもって
いたかを考える。
　第 1節に入る前に、本論文における録音という語の使い方について断っておく。この
語は録音装置によって音を記録する活動を指すだけでなく、記録されて再生された音を
指すことや、レコードや磁気テープといった記録媒体を指すこともある。本論文の関心
は録音が美術や音楽の文脈のなかでどのような意義をもったのか理解することにあり、
録音活動の詳細を分析することではない。そのため、簡略化を優先し、これらの意味を
語の上では区別せず、この語を多義的なまま用いている。

第 1節　制作過程と鑑賞過程

　《音がする箱》を制作した前後のモリスの活動について、彼自身による詳細な説明があ
る。スミソニアン学術協会による「アメリカ芸術アーカイブ」の一環としてポール・カ
ミングス（Paul Cummings）が1968年に行ったインタビューである3。このなかでモリス
は過去を幼少時から振り返っている。
　1950年代後半、モリスはサンフランシスコでジャクソン・ポロック（Jackson Pollock）
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らの影響を受けて抽象絵画に取り組んでいた。この時期に彼が感じていたのは、客体と
しての芸術作品に対するフェティッシュへの疑念であり、制作過程と制作された客体と
しての絵画が分離してしまうという問題だった4。制作過程への関心から、彼はシモー
ン・フォーティ（Simone Forti）を通じて演劇にも関わるようになる。二人が参加した集
団にはダンサーもいれば音楽家もおり、さまざまな舞台装置が用意され、観客のいない
即興を繰り返していた。
　1960年から61年にかけてモリスはサンフランシスコとニューヨークを行き来し、結局
はニューヨークに移住した。このころ、彼は絵画の制作を完全に止め、映像を制作した
りパフォーマンスのプログラムを書いたりしながら、ハンター・カレッジで美術史を学
んだ。ケージと知り合ったのもこの時期で、二人は3年間に渡って手紙をやり取りした。
モリスの映像作品はチャンス・オペレーションを使用していた。
　彼が造形作品の制作を始めたのもこの時期だった。特に重要な出発点となったのは、
どちらも舞台と関わる 2作品、《音がする箱》と《柱（Column）》（1961年）である。《音
がする箱》はモリスがニューヨークに移住して初めて制作した作品だった。後にこの作
品はヘンリー・フリント（Henry Flynt）が開催したコンサートで披露された5。一方、
《柱》はラ・モンテ・ヤング（La Monte Young）が1962年に開催したコンサートでモリス
が演じた無題のパフォーマンスに使用された6。彼は底面約60センチ四方、高さ約250セ
ンチほどの《柱》を舞台に立てて設置し、3分30秒後に紐を使用して横に倒して、それ
から 3分30秒間倒れたままにした。当初はモリス自身が内部に入り、重心を傾けて倒す
つもりだったが、彼がリハーサルで負傷したために計画が変更された。
　モリスはこれら 2作品についてインタビューで次のように語った7。《音がする箱》は
箱の制作過程を録音することで、制作過程と制作された客体を完全に切り離してしまう。
そして、過程を文字通り明らかにする音を箱に入れることで、切り離した両者を結合す
る。彼はこうして絵画制作において直面した分離を解消することができた。一方、《柱》
は《音がする箱》とは異なる過程と関わっていた。その過程とは時間の流れる演劇的状
況である。
　モダニズム芸術に対する侵犯（transgression）という視点からこの時期のモリスの活
動を論じた、マイケルソンの論考「ロバート・モリス̶侵犯の美学」（1969年）でも、
これら 2作品の対比が重視されている。彼女は《音がする箱》と《柱》を、この時期の
モリスがたどった「二つの道」を代表する作品とみなした8。二つの道の作品群には一見
してわかるサイズの違いがある。
　《音がする箱》に代表される作品群は比較的小さい。《パフォーマー・スイッチ
（Performer Switch）》（1960年）は内部にスイッチがついた箱であり、蓋の裏にこのスイッ
チを入れろという指示が書かれてあるが、それに従っても何も起こらない。《カード・
ファイル（Card File）》（1962年）は壁に取りつけられたカード入れである。内部に置か
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れたカードには制作中に起きた出来事が日時と見出しとともに記してある。例えば、
カードを文房具店で買った、数日後になくしてしまったがまた見つかった、この作品に
ついて友人と議論した、というように。《泉（Fountain）》（1963年）は頭上の高さに吊る
されたブリキのバケツであり、内部に設置されたポンプによって水音が鳴る。これらの
作品はどれも制作過程が、また作品自体が変化する過程が強調されている。
　《泉》に明らかなように、こうした作品群の多くはデュシャンへのオマージュとして制
作された。《音がする箱》もまたデュシャンの《秘められた音に》との関係が指摘されて
きた9。この作品は上下を真鍮板で挟んでネジで固定した麻紐の糸玉であり、振ると糸玉
の芯の空間に何かが入っているとがわかる。中身を入れたのはウォルター・アレンズバー
グ（Walter Arensberg）であり、デュシャンもそれが何かを知らないという。手がかりは
作品から聞こえる音だけである。その原題（À Bruit Secret）は「秘密の避難所（abri 

secret）」の掛詞であり、鑑賞者に中身を探るよううながす。また、糸玉はギリシア神話
のラビリントスを連想させる。この作品と《音がする箱》に共通する特徴については、
次節で論じよう。
　一方、《柱》に代表される作品群は比較的大きく、舞台美術を思わせるものや、クラウ
スが「疑似-建築的」と呼ぶものがある10。前者は《無題（入口）（Untitled (Portal)）》（1961

年）、《柵（Barrier）》（1962年）、《車輪（Wheels）》（1963年）など、後者は《通路（Passageway）》
（1961年）、《無題（雲）（Untitled (Cloud)）》（1962年）、《無題（厚板）（Untitled (Slab)）》
（1962年）などである。これらの作品を前にした鑑賞者は、そのサイズとモリスが「ユニ
タリー・フォーム」と呼んだ形態のために、作品とその周囲の空間や自己の身体との関
係を意識するようになる。
　モリスは「彫刻についてのノート第2部」（1966年）で当時のミニマリズムの作品を、
諸部分の「内的関係」を作品の本質とするモダニズム芸術と対比した11。そして、「特定
の客体の内部だけに作品から受け取られるべきものがある」とするモダニズム芸術とは
異なり、ミニマリズムの作品は鑑賞者も含めた周囲の環境との関係、つまり作品が置か
れた状況こそに見るべきものがあると主張した12。モリスがこのように説明した作品の特
徴を、フリードは「芸術と客体性」（1967年）で「演劇性」と呼んだ。そして、彼はモダ
ニズム芸術を擁護する立場から、この特徴が芸術の意義を決定的に損なってしまうと批
判した13。
　作品の内部だけに受け取られるべきものがあるという発想に対するモリスの批判は、
彼の《Ｌ字型柱（L-Beams）》（1965年）に明確に見てとれる。この作品は同じものが 3点、
置き方を変えて展示された。ひとつは L 字が直立し、ひとつは横倒しになり、ひとつは
角が上を向いていた。こうした置き方がモリスにとって重要なのは、長辺約250センチと
いうサイズのために、別の置き方の作品が鑑賞者にとっては別の形態として経験される
からである。クラウスの言葉を借りれば、鑑賞者は三つの形態を同一のものと理解する
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ことできるかもしれないが、同一のものとして経験することはできない14。同じことが
《柱》のパフォーマンスにも言えるだろう。このパフォーマンスを見守る鑑賞者は、ちょ
うど中間点で生じた《柱》の形態の変化を経験したのである。
　フリードが演劇的と呼んだ作品にとっては鑑賞経験の持続、すなわち鑑賞過程が本質
的である15。なぜなら、作品とその外部の関係の永続的な変化こそが見るべきものだから
である。反対に、フリードによれば、彼が真の芸術とみなすモダニズム芸術の鑑賞では、
作品の内部がどの瞬間も完全にあらわれており、鑑賞者はそれを一瞬で理解するという。
ここで対比されているのは、過程を重視する鑑賞経験と瞬間を重視する鑑賞経験である。
　本節のここまでの議論をまとめよう。モリスのこの時期の活動には、過程をめぐる三
つの対比が認められる。ひとつは《音がする箱》に代表される小さいサイズの作品群と
関わる、制作における過程と客体の対比。次に《柱》に代表される大きいサイズの作品
群と関わる、鑑賞における過程と瞬間の対比。最後に《音がする箱》と《柱》の間、小
さいサイズと大きいサイズの作品群の間の、制作過程への関心と鑑賞過程への関心の対
比がある。モリスの1960年代の活動を追うと、小さいサイズの作品群は1964年ごろには
あまり制作されなくなり、大きい作品群はミニマリズムの典型として多くの論者の注目
を集めていく。そのせいかマイケルソンやジェイムズ・マイヤー（James Meyer）はモ
リスの関心が制作過程から鑑賞過程へと移ったと考えたようだ16。
　しかし、モリスの活動の展開をたどり、ミニマリズムの成立の経緯を探ろうとするな
らば、制作過程と鑑賞過程への関心を接合する必要があるだろう。そう考えたこれまで
の批評家は《音がする箱》にあらためて注目し、この作品が二つの過程を結びつける蝶
番となって、1950年代の抽象絵画から1960年代のミニマリズム彫刻に向かったモリスの
活動を跡づけられるのではないかと考えた。こうした議論では何よりも箱から漏れる音
に関心が寄せられた。

第 2節　制作と鑑賞を結ぶ音

　本節はマイケルソン以降の批評家が《音がする箱》をミニマリズムの演劇性といかに
結びつけたのかを見ていく。モリス自身やマイケルソンが区別した二つの過程、すなわ
ち制作過程と鑑賞過程の分離はどのように解消されるのか。バージャー、クラウス、キ
ム＝コーエンの解釈を順に見ていこう。

1）労働を表現する音
　バージャーの評論はモリスに関するそれまで解釈の片寄りに対する批判から始まる17。
彼によれば、マイケルソン以外の論者はモリスをミニマリズムの代表的作家としてのみ
論じ、1960年代の大きいサイズの作品群のみに議論を集中させてきた。そのため、それ
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以外の作品や同時代の政治的状況との関連が見過ごされてしまった。
　バージャーはモリスがモダニズム芸術に対抗して鑑賞過程を重視した背景に、ヘルベ
ルト・マルクーゼ（Herbert Marcuse）らを理論的支柱とする新左翼の台頭があると指摘
した。なぜなら、バージャーが参照するスタンリー・アロノウィッツ（Stanley Aronowitz）
によれば、モダニズムの価値観の根本には事物、商品の重視があるのに対して、新左翼
は過程、経験により高い価値を認めるからである18。《柱》に代表される作品群は事物、
客体としての作品自体よりも、それを鑑賞する過程を重視する。バージャーによれば、
こうした演劇性は作品に対する、および芸術家に対する鑑賞者の地位を引きあげ、芸術
を「多かれ少なかれ民主化する」ことになった19。
　一方、バージャーは《音がする箱》から聞こえるノコギリやカナヅチの音を芸術制作
が労働の一種であることの表現と解釈した20。それまで、モダニズム芸術の制作は神秘的
創造とされ、芸術家は一種の天才、英雄であるとされてきた。それに対して、《音がする
箱》の音が表現する芸術家の活動は平凡であり、産業社会に属している。ここで対比さ
れているのは制作過程と客体ではなく、創造としての制作と労働としての制作という、
制作の二つのあり方である。
　バージャーはこの労働としての芸術制作という発想の源を、モリスがフォーティを通
じて接した、ケージ、マース・カニンガム（Merce Cunningham）、アンナ・ハルプリン
（Anna Halprin）らのダンスに求めた。彼らの影響のもとで1962年に創設され、モリスと
フォーティも参加したジャドソン・ダンス・シアターは「タスク」と呼ばれる日常的、
反復的、受動的な振りつけを開拓した。一方、1960年代のモリスは芸術と労働や産業、
経済の関係を作品により明確に取り入れていった21。例えば、1964年のダンス作品《現場
（Site）》では、ドリルの音が鳴るなかで作業着のモリスが白い長方形の板を移動させた。
　バージャーの解釈によれば、《音がする箱》と《柱》に代表される作品群はどちらもモ
ダニズム的な芸術の地位を相対的に引きさげ、社会に属する労働や鑑賞者の意義を強調
する。この意味で、《音がする箱》は同時代の新左翼の思想を反映するとともに、《柱》
以降の演劇的な作品が登場する契機となったとされる。

2）内面のない声としての音
　クラウスは《音がする箱》をモリスが心身問題というテーマに取り組んだ最初の作品
とみなした。彼女によれば、《音がする箱》の箱のサイズはちょうど人間の頭蓋骨に近
い。そのために、箱から漏れる音はこの箱自体の記憶という印象を鑑賞者に与える22。つ
まり、箱が身体の、音が精神のメタファーとして理解されるのである23。
　クラウスの解釈において重要なのは、《音がする箱》の音としての精神がどんな精神な
のかということである。彼女は、肖像画や大理石の彫像を前にした鑑賞者が、素朴な心
身二元論の発想から、そこに思考や感情を読みとり、隠れた内面を思い浮かべるのを止
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めることはできないと指摘する。モダニズム芸術の抽象絵画も同様であり、その外見が
いかに無表情でも、鑑賞者はその内面を想像することができる。しかし、《音がする箱》
の内面を鑑賞者に伝える音は、箱がどうやって作られたのかをありのままに鑑賞者に晒
けだしてしまう24。いわば、この作品の内面はすべて外部から観察でき、何も隠すものが
なく、プライバシーをもたない。だからこそ、この作品は「特定の客体の内部だけに作
品から受け取られるべきものがある」モダニズム芸術に対して批判的な意義をもつので
ある。「この作品は主観的経験のプライバシーという観念をあざ笑うだけでなく、意識の
自律や自己完結といった主観性と結びつく他の観念を物真似し、からかっているように
見える」25。
　クラウスはこのような特権的内面の欠如という性格がモリスの作品に一貫して認めら
れると指摘する。小さいサイズの作品群では、Ｉ字型の蓋を開けるとモリスの裸体写真
があらわれる《Ｉボックス（I-Box）》（1962年）などにこの性格が明らかである。《柱》に
代表される作品群もまた、そのサイズと「ユニタリー・フォーム」によって、鑑賞者に
特権的内面を欠いているという印象をもたらす。そして、鑑賞者の関心を作品の内部で
はなく、外部との結びつきに向かわせる。クラウスは《音がする箱》をこのような特権
的内面の欠如の先駆けとみなし、ここにミニマリズムへの展開を見てとるのである26。
　クラウスが見いだしたのは非特権的な内面だったとはいえ、彼女の解釈における音と
内面の結びつき自体は、ウォルター・オング（Walter J. Ong）が「音の内部性」という
概念によって説明したものである27。オングによれば、音の感覚は他の感覚と比較して、
それを発する客体の内部と強く結びつく。なぜなら、聴覚以外の五感には主に客体の表
面の状態があらわれるのに対して、音には客体の内部構造があらわれるからである。だ
からこそ、声は人間の内面をもっともよく表現すると考えられていると、オングは主張
した28。
　20世紀以降に制作された音を発する造形作品のなかでも、キネティック・スカルプ
チャーや創作楽器の多くは音と形態や運動を強く結びつけようとし、その結びつきが外
部から見えるような造形が目指された。一方、デュシャンの《秘められた音に》や《音
がする箱》のような作品は、音源を作品の内部に隠すことで、音を通じて作品の内面を
示唆する。とはいえ、両作品は異なるやり方で鑑賞者がその内面にたどりつけないよう
にしている。前者は音源を完全に閉ざしてしまうことで、後者はすべてを晒けだしてし
まうことで。

3）拡張された状況としての音
　バージャーとクラウスはともに、音が文字通り明らかにするもの、すなわち《音がす
る箱》の制作過程と、制作された客体の関係に注目していた。それに対して、キム＝コー
エンは音がもつ特性を考慮して、この作品と演劇性を直接結びつける。
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　フリードの演劇性を論じながら、キム=コーエンはまずモリスが「彫刻についてのノート
第 2部」において「拡張された状況」という言葉を使用していることを指摘する。

　　いくつかの新しい作品は、ある種の客体が見られる環境こそに焦点をはっきり合わ
せることで、彫刻というものを拡張している。客体自体はこの新しい環境のなかに、
たんにさまざまな項のひとつとして、注意深く置かれる。［中略］拡張された状況に
おける項という役割を作品が保つようにするには、多くの点を考慮する必要がある
が、だからといって客体自体に対する関心が欠如しているわけではまったくない29。

彼によれば、この展開された状況とはフリードによって演劇的作品が置かれた環境とし
て論じられていたものに他ならない。
　キム＝コーエンが次に注目するのは《空白の形態（Blank Form）》（1960-61年）という
モリスのテキスト作品である30。この作品はヤングらが編集したフルクサスのメンバーの
作品を中心とする作品集『アンソロジー（An Anthology）』（1963年）に掲載される予定
だったが、モリスの判断で出版前に取りさげられたものである。ケージの「沈黙という
ものは存在しない」という有名な言葉を思わせる「主観的視点から見れば、無というも
のは存在しない」という文章から始まるこのテキスト作品は、宣言であると同時にイン
ストラクションでもある。末尾に記された「空白の形態」の彫刻の一例は《柱》そのも
のである31。
　この《空白の形態》のなかで、モリスは次のように書いている。

　　形態（もっとも広義のもの、すなわち状況）が知覚を超えて還元されることなく、
主体の知覚の場に置かれた客体であり続けるかぎりで、私がそれを芸術と呼べば、
主体はそれに多くの特別なかたちで反応する。私がそれを芸術と呼ばなければ、主
体は別のかたちで反応する。芸術とはもっぱら、人がそのなかで芸術であるという
意識のいくらかに反応するような態度をとる、ひとつの状況である32。

キム＝コーエンはここで述べられている「状況」こそが「彫刻についてのノート第2部」
で「展開された状況」と呼ばれたものの原型であると考える。この状況とは、鑑賞者の
知覚を超えることはないものの、鑑賞者が客体に対してさまざまに反応するための基礎
である。キム=コーエンの理解では、モリスはおそらく《柱》を制作する以前から、客体
としての芸術が置かれた状況と鑑賞者の結びつきに自覚的だった。
　そして、キム＝コーエンはモリスがこうした状況に対する認識をいち早く具体化した作
品こそが《音がする箱》であると考える。なぜなら、この作品が発する音は、鑑賞者が
客体との関係を意識するような状況を作りだすからである。
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　　音は鑑賞者を包みこむために、不可避的に環境を作りだす。この環境は同時に、あ
る相互作用の産物以外の何物でもない。この相互作用は観衆／聴衆と客体／音源の
間のものだけでなく、第 3の構成要素、すなわち状況も含んでいる 。

キム＝コーエンによれば、この状況は主体と客体、すなわち鑑賞者と箱をともに含みなが
ら、そのどちらにも還元されない。《音がする箱》が発する音の変化は常に「非意図的」
で、主体と客体の間で「中立」を保つため、それをふまえて鑑賞者と箱が関係を結べる
ような状況となりうるのである。彼はまた、キネティック・スカルプチャーや創作楽器
が発する音は客体と強く結びつきすぎているため、こうした中立性がなく、演劇性を支
える状況にはなりえないとも指摘している34。

　以上のように、バージャー、クラウス、キム＝コーエンはそれぞれの理由から《音がす
る箱》に、モリスの活動が制作過程の重視から鑑賞過程の重視へと向かう契機をみとめ
ることができた。3者を比較してみると、バージャーは音と過程としての労働の関係に、
クラウスは音と客体としての箱の関係に、キム＝コーエンは音と主体と客体をつなぐもの
としての状況の関係に注目したと言えるかもしれない。次節では3者のいずれとも異なる
視点からこの作品を鑑賞したと考えられる、ケージの解釈を検討する。

第 3節　客体の過程化

　ジャック・バーナム（Jack Burnham）との対話のなかで、モリスは《音がする箱》を
ケージに見せたときのエピソードを語った35。完成した同作品をニューヨークで最初に鑑
賞したのは彼だった。このとき、ケージが 3時間ほどの録音を最後までずっと座って聴
きとおしたので、モリスは強い印象を受けたという。1950年代末より手紙のやり取りを
していたケージとモリスには、たしかにいくつもの共通点があるように見える。フリー
ドもケージを演劇的な作家として言及していた36。しかし、ケージとモリスの共通点に見
えるものには検討の余地がある。本節では、まずケージの思想をまとめながら両者の共
通点を指摘し、次にブランデン・ジョセフ（Branden W. Joseph）の議論にもとづいて両
者の相違を考察する。最後にケージの視点からの《音がする箱》の解釈を提案し、前節
で参照した解釈と比較したい。
　ケージとモリスのもっとも明らかな共通点は反モダニズム芸術の姿勢であり、50年代
末に両者が親交を結んだのもこのためだろう。そして、両者のこの姿勢は、作品から受
け取られるべきものはその諸部分の関係を通じて表現されるという発想に対する批判と
いうかたちを取った。ケージは1940年代半ばより、音楽を作曲家の内面の思想や感情を
伝達する手段とみなす考えに疑いをもち、これを放棄するに至った37。彼はそれまでの作
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曲家の発想の根本に音自体とその間の関係という二元論があり、作曲家は後者を通じて
自身の内面を表現しようとしてきたと考える38。ケージはこれに対して、芸術は自然の作
動方式の模倣であるというアーナンダ・クーマラスワミー（Ananda Coomaraswamy）の
言葉を指針とした。ケージにとって自然現象は非二元論的であり、「多数の中心が融通無
碍の状態にある」とされる39。そして、彼は音と音の間にいかなる意図的な関係も与えな
いために、いわゆる不確定性の音楽と呼ばれる手法を探求した。
　1958年のダルムシュタットでの講演「過程としての作曲」で、ケージは過程と客体と
いう用語を対比させて以上のような自身の考えを説明した。過程とはいかなる関係もも
たない絶えざる変化であり、反対に客体とは部分の間の固定された関係から生まれるも
のとされる。この時期以降、過程と客体の対比はケージの思想を表現する主要な概念の
ひとつになり、彼はこの概念を使って社会問題にも積極的に意見していくようになる。
　また、ケージは1957年の講演「実験音楽」において、関係をもたない自然のあり方を
演劇と関係づけた。「私たちはここからどこに行くのか。演劇の方へ。この芸術は音楽よ
りも自然に似ている」 40。音楽と演劇の違いは一応、演劇が音以外のさまざまな活動や環
境も含むことにあると言えそうである。しかし、ケージは1952年の《水の音楽（Water 

Music）》で非音楽的活動を演奏に取りいれて以降、音楽と演劇の境界を取りはらってき
た41。彼は同年、ブラック・マウンテン・カレッジにおいて後に《シアター・ピース第1

番（Theatre Piece #1）》と呼ばれるパフォーマンスを上演し、さらにニューヨークに戻っ
て《4分33秒（4’ 33”）》を発表した。これらの作品は演奏者の活動だけでなく、鑑賞者の
活動や周囲の環境も固定された関係をもたない過程のなかに取りこんでいく。
　以上のような、作品の諸部分の関係に対する批判、過程と客体の対比、演劇との関係
はいずれもケージとモリスの共通点と言えそうである。これらに加えて、両者には環境
音の録音の利用という共通点もある。レコードに対するケージの厳しい批判を思えば意
外に感じられるかもしれないが、彼は録音装置を融通無碍な過程をもたらすための手段
として高く評価していた。たしかにケージは何度も聴き返せると思って聴いたレコード
音楽は客体に過ぎなくなると考えた。しかし、彼は先に言及した講演「実験音楽」にお
いて、磁気テープがこれまでの音楽的手法とは異なり、固定された関係を設けずに音を
操作できると指摘した42。
　ケージによれば、録音装置が音に関係をもたらさない理由は、音を分割せずに操作で
きるからである。それまでの手法では音を離散的にしか扱えなかったために、作曲家も
音を離散的なものとして認識していた。これに対して、未分割の音を記録できる録音装
置は、作曲家に固定された関係をもたずに変化し続ける音という認識をもたらす。また、
作曲家はミキシングやフィルタリング、スプライシングなどによって音を部分に分割せ
ずに変形することができる。このために、ケージは録音装置が自然の作動方式を明らか
にするだけでなく、その模倣にも利用できると考えた。
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　くり返すが、ケージとモリスには、作品から受け取られるべきものが諸部分の関係を
通じて表現されるという発想に対する批判、過程と客体の対比、演劇としての作品、環
境音の録音の使用といういくつもの共通点が認められるように見える。しかし、ここま
での説明のなかである程度は明らかかもしれないが、これらの論点を詳細に検討すると
むしろ両者の相違が浮かびあがる。
　ブランデン・ジョセフはケージとモリスの関係を 3年間続いた両者の手紙のやり取り
などを参照して考察し、両者の姿勢の隔たりを指摘した43。ジョセフが特に注目したの
は、ケージがモリスへの手紙に「生じることのほとんどは誰の心の内にもなかった」と
書いたことを受けて、モリスが「生じたことすべては皆の心の内にある」と返したこと
だった44。ケージの言葉は、関係を通じて認識することのできない過程としての音のあり
方について述べている。一方、モリスは演劇的作品を前にした鑑賞者の経験について
語っている。手紙のやり取りが終わると、モリスはケージと意識的に距離を取るように
なった。
　ジョセフはモリスの論考「制作の現象学についてのノート」（1970年）を、ケージに対
する「悪魔祓い」と表現した45。モリスはこの論考で、20世紀の芸術では作品の制作過程
と制作された客体の関係が次第に接近していったと主張する46。この接近には二つの手法
があった。ひとつは前もって作品の過程を構想し、それを自動的に実行するという手法
であり、デュシャンとケージがその代表者だった。もうひとつは与えられた環境、道具、
素材、身体を用いて、それらの性質に逆らわずに制作を展開するという手法であり、ポ
ロックがその代表者だった。モリスはこのように対比した上で、後者をより高く評価し
ている。
　ジョセフはケージとモリスの態度の違いを、反モダニズム芸術がとる二つの典型的な
態度の違いとみなした。彼によれば、1960年代の反モダニズム芸術、「ネオアヴァンギャ
ルド」の戦略は、制度から逃れて自由を得ようとするか、制度に留まって批判を続ける
かに分かれる47。ケージやアラン・カプロー（Allan Kaprow）は前者、モリスやロバート・
スミッソン（Robert Smithson）は後者の典型である。
　先にケージとモリスの共通点としてあげた点をもう一度詳細に見てみよう。モリスは
制作過程と制作された客体の分離を解消しようと試みていたが、ケージによる過程と客
体の区別はおそらく決して解消されないものだろう。ケージにとっての客体は静止した
事物だけではない。「西洋音楽の本質的な伝統の形式的側面に、例えば、客体としての全
体を時間のなかで提示することがある」48。反対に、後に説明するように、視覚がとらえ
る事物が過程とみなされることもある。さらに、彼は過程が客体化したり、客体が過程
化したりすることがあるとも語っていた49。これはモリスの区別には起こりえない。
　フリードがモリスの作品を演劇的と呼ぶのは、作品の諸部分の内的関係ではなく、作
品が周囲の環境と結ぶ関係が、つまり作品の外的関係が重視されるからである。一方、
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ケージが演劇的とみなす作品では「多数の中心が融通無碍の状態にある」ことが目指さ
れ、いかなる意図的な関係も重視されない。彼は鑑賞者が会場から出ていったり、予想
外の出来事が起きたりすることも受けいれようとしていた50。ケージとモリスはともに、
作品から受け取られるべきものが諸部分の関係を通じて表現されるという発想を批判し
たが、モリスは作品と外部が結ぶ関係を重視し、ケージはあらゆる意図的な関係を排除
しようとしたのである。
　それでは、ケージの視点からは《音がする箱》がどのように見えたのかを考えてみよ
う。ここで参照できるのは《音がする箱》が制作されたのと同じ1961年に発表された、
ケージの評論「ロバート・ラウシェンバーグについて、芸術家とその作品」である。彼
はこのなかで、「ラウシェンバーグの絵画は記憶できないと何度も思った。私はいつも彼
に『これは変えただろう』と聞いた。すると、見ている間にも、それが変化していくこ
とに気づいた」と記している51。すなわち、彼はラウシェンバーグの絵画を過程として見
ていたのである。モリスのオブジェも同じだったのではないか。
　ケージはラウシェンバーグが自身の絵画を過程として見せるために用いた手段を指摘
していく52。ラウシェンバーグは作品に周囲の環境の変化を取り入れるために、キャンバ
スに穴を開け、光を反射する表面を取りつけた。また、絵画に点滅するライトやラジオ
を取りつけた。彼は1959年に3台のラジオが取りつけられた絵画《放送（Broadcast）》を
制作しており、この作品は12台のラジオを使用するケージの《心象風景第四番
（Imaginary Landscape no.4）》（1951年）を思わせる。ケージは後者の初演を「純粋な過程
をもたらすことができた」と自己評価していた53。こうしたさまざまな手段は、いずれも
それ自体が変化する過程であるとともに、固定された関係に眼が向きがちな鑑賞者の
「見る習慣」に働きかける54。そして、静止した客体を過程に変えるのだ。
　ケージにとって《音がする箱》の録音には《放送》のラジオと同じような意義があっ
たのではないか。先に述べたとおり、ケージは録音装置が作曲家に過程としての音とい
う認識をもたらすとともに、自然を模倣する手段でもあると考えた。《音がする箱》の録
音は、モリスが箱の制作中に発したもので、意図的な関係をもたない。箱のなかのス
ピーカーはその音を分割せずに、過程のまま再生する。録音はそれ自体が過程であるだ
けでなく、鑑賞者の見る習慣に作用して、それなしでは客体としてしか見えないであろ
う箱を過程として見せていくのだろう。ケージは先の評論でただ待つことに何度も言及
していたが、これはモリスのアトリエでのエピソードを思わせる55。
　本節の最後に《音がする箱》の前節で取りあげた解釈とケージの視点にもとづく解釈
を比較しておく。キム＝コーエンはこの作品の音が、主体と客体を包みこむ中立的な状況
を作りだし、これを基盤に鑑賞者と作品が外的関係を結ぶと解釈した。これに対して、
ケージはいかなる意図的な関係も必要とは考えず、融通無碍な過程を重視する。ケージ
にとって《音がする箱》の録音はむしろ鑑賞者の見る習慣を変えるような作用をもつと
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考えられる。彼の解釈はこの作品の音に文字通りの意味をみとめるバージャーやクラウ
スの解釈ともやはり相容れないだろう。《音がする箱》を前にして聞こえる小さな音を、
制作過程をあらわす音として聞くか、聞き慣れない音として聞くか、解釈はこの選択に
応じて分かれていく。

結論

　本論文は《音がする箱》に関するモリス自身の説明やこれまでの解釈を参照し、この
作品に1950年代末の絵画制作から1960年代のミニマリズムへと至るモリスの活動におけ
る重要な蝶番としての役割をみとめた。次に、1950年代よりモリスと親交を結び、《音が
する箱》の鑑賞者になったケージの視点からこの作品がいかに解釈されるのかを検討し、
それを先の解釈と比較した。以上のように考察を進めてきたのは、ケージとモリスの関
係を通じて、この時代の実験音楽もしくはネオダダとミニマリズムの関係の、ひいては
アメリカにおける美術と音楽の関係の一側面を理解するためだった。
　ケージとモリスには反モダニズム芸術の姿勢を始めとするいくつかの共通点が認めら
れるが、それらを詳細に見ていくと両者の相違が理解できる。ここで時系列を考慮する
と、環境音の録音を使用した《音がする箱》は、ケージとモリスがもっとも接近した契
機であるともに、後にモリスがケージの影響から抜けだしていく契機でもあったと言え
るだろう。振り返ってみると、あたかもモリスがケージに可能なかぎり近づいたからこ
そ、両者の相違が明確になったかのように見える。録音の使用に注目することで、《音が
する箱》をめぐる両者のこのような関係が明らかになった。
　最後に、《音がする箱》がケージと袂を分かつ契機になった理由を考えてみたい。モリ
スは制作過程を録音した後に、制作された箱のなかにスピーカーを入れた。このことが
ケージとモリスの関係にとって重要な意味をもったと考えられる。なぜなら、ケージは
音に関係をもたらさないために、スピーカーを空間内に分散させたほうがよいと論じて
いたからである56。これに対して、モリスがスピーカーを閉ざされた空間内に設置したこ
とで、キム＝コーエンが論じたような客体を中心とする状況が形成され、鑑賞者と客体の
外的関係が強調された。クラウスが論じたような、声の内部性にもとづく内面のない声
という印象もここから生じた。モリスが空間内に分散していたスピーカーを箱に閉じこ
めたことで、ケージ的な演劇からフリード的な演劇への移行がうながされたのである。
　このようなモリスの手法のモデルとしてすぐに思い浮かぶのは、デュシャンの《秘め
られた音に》である。そこで、《音がする箱》をケージとデュシャンの影響が対立した作
品とみなすことができるかもしれない。しかし、このことを詳細に論じるにはモリス、
ミニマリズムとデュシャンの関係を考察する必要がある。本論文でこの問題をあつかう
余裕はないため、今後の課題としたい。
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Hidden Sound Recording: Robert Morris, Box with the 
Sound of Its Own Making

KANEKO, Tomotaro

 This essay attempts to understand an aspect of the relationship between art and music 
at the beginning of the sixties through focusing on the use of sound recording in Robert 
Morris’s Box with the Sound of Its Own Making (1961).
 Box with the Sound has been explained as one of the achievements of his early activities 
and the starting points of his Minimalism sculptures. According to an interview with Morris, 
this work is a solution to the problem of the separation between process of making and the 
object made, which he addressed in the late fifties. After this work, he produced a series of 
works, called minimalism sculpture, that emphasized the process of experiencing works of 
art. Taking this into account, critics have paid attention to the sound of Box with the Sound 
and regarded it as the moment of transition from process of making to that of experiencing. 
Thus, Box with the Sound has been interpreted as a work that shows the continuity of Morris’s 
activities.
 In contrast, this essay argues that considering this work in terms of sound recording reveals 
an aspect of both intersection and separation of art and music in that period. During the late 
fifties and the beginning of the sixties, Morris exchanged letters with John Cage who shared 
the attitude of anti-modernism with him. It is well known that Cage appreciated Box with the 
Sound. Around the same time, Cage developed his own argument about process of composing 
music and sound recording. Therefore, comparing Cage’s appreciation on sound recording 
with the interpretations of its use in Box with the Sound can clarify in detail the differences 
between the approaches of Cage and those of Morris. In considering the differences, it would 
appear that the contrast between the concepts of “theatre” in both is especially significant.


