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 もうかれこれ15年以上にわたって岡﨑乾二郎さんの文章を翻訳しつづけてきたが、そのあいだ英語にする

のがもっとも難しかった言葉がある。それはよりによってもっとも出現頻度の高い単語でもあった。そして、つねにテ

クストの周縁にのみ現れるという奇妙な特性を兼ね備えていた。「造形作家」というのがその言葉である。おそら

くたった一度を除いて主題的に論じられたことがないこの言葉が、岡﨑さんの文章の片隅にほとんどいつも登場す

ることには単純な理由がある。それは彼がプロフィールにおいて自分の肩書きとしてもっともよく使う呼称なのだ。

つまり、「岡﨑乾二郎」が自らの固有名を言い換えるときに使う名が「造形作家」だということである。すくなくとも、

それが翻訳を必要としない（ように見える）日本国内においては。なぜこのようなことが気になるかといえば、日本ない

し日本語の外でこの名をどう訳すかという問題は、いつもぼく自身の手にかかっていたからだ。そしてこの点に関し

て、ぼくはまったくもって自分が良い仕事をしたと思えない。

 問題は英語で「造形作家」に相当する言葉が見つからないことである。ストレートに訳したように見える

「creator of plastic arts」や「figurative arts」などは、その不恰好さに目をつぶったとしても、素材の性質や表現の内

容に力点を置くことで、「造形」という言葉が持つ能動的なニュアンスをないがしろにしてしまう呼び名だし、もっと

一般的な「sculptor」や「visual artist」などは特定のジャンルや知覚形式に肩書きを固定してしまうが、それこそ「造

形作家」という言葉がうまく回避していることなのだ。名詞として「形」や「形式」を意味する「form」という言葉は、

動詞として「形を造る」という意味を持つため使えそうだが、その行為の担い手を指す「formalist」はいかんせん「形

式主義者」という、手垢のこびりついた定訳のイメージを逃れられない。

 英語以外の言語に目を向ければ事態は異なる。たとえばパウル・クレーがよく知られたバウハウスでの講義

ノートのタイトル『Das bildnerische Denken』 01 に使用したドイツ語の形容詞「bildnerische」は「造形」にとても

近い言葉だし、岡﨑さんが若いころなんども読みかえしたにちがいない同じノートの和訳はじっさい『造形思考』と

題されている。それもそのはずで、「造形芸術」という名じたいがそもそもドイツ語の「bildende Kunst」の直訳とし

て、1873年のウィーン万国博覧会に際して造られた用語だったのだ（「美術」という言葉が「schöne Kunst」の直訳として造語さ

れたのと時を同じくして）。02 だからドイツ語圏においては、「造形」をめぐる思考の系譜が確認される。03 たとえば1790

年に出版された『判断力批判』の第51節目で、イマヌエル・カントは美術（schönen Künste）を「対話」とのアナロジーを

用いて三つに分類しているが、そこで「話すことの術」と「感覚の戯れの術」のあいだに挟まれた二つ目のカテゴリー

が「bildenden Künste」だった（そのサブカテゴリーとして建築と彫刻を含む「Plastik」［彫塑］と、絵画と造園術を含む「Malerei」［絵

画］が挙げられている）。04 また『判断力批判』と同年に『植物のメタモルフォーゼ』を著したゲーテは、その37年後のエッ

カーマンとの対話でカントの同じ本を薦めながらも「造形芸術に関しては不十分だ（die bildende Kunst aber unzulänglich 

behandelt hat）」とケチをつけているが05、そのこだわりは詩人が23歳のときに書いた建築論のなかに見つかる「芸術と

は美しくあるよりもずっと前に、形を造ることである（Die Kunst ist lange bildend, eh sie schön ist）」という一文から一貫してい

る。06 そして岡﨑さんが若いころよく言及していたアドルフ・フォン・ヒルデブラントが、『造形芸術における形の問題』

と訳されている『Das Problem der Form in der bildenden Kunst』を1893年に書いたのも、こうした豊かな議論の

土壌を踏まえてのことだった。07 

 だが「bildende Kunst」という言葉は、ひとたび英語に訳されるとその固有の姿を消してしまう。クレーのノート

の英語版は、タイトルがドイツ語とまったく違う『The Thinking Eye』になっているし、本文で「bildnerische」が出る

たびに訳者はそれを「pictorial」、「plastic」、「figurative」、「creative」などとさまざまに言い換えるのだが、そのどれ

もがもともとの単語のダイナミズムとメタ・ジャンル性を捉え損ねている。08 一事が万事この調子で、カントの訳者は

「bildenden Künste」が「知覚できるものを通じた理念の表現に関わる」という哲学者のせっかくの説明を読み飛ば

したかのように、それを「Visual Arts」と視覚に還元してしまっているし09、ゲーテの訳者は形が作られていく動的な

過程に対する詩人の生涯にわたる関心に気を留めることもなく、同じ言葉を「Plastic Arts」で済ませ10、ヒルデブラ

ントの本にしても英語のタイトルは『The Problem of Form in Painting and Sculpture』になってしまっている。11

 とはいえ、そのことで英訳者たちを批判するつもりはまったくない。ぼく自身も同じように、岡﨑さんが自分の

やってきたことを言語において総合するために選んだたったひとつの日本語の言葉にぴったりと合う英語の言葉を

求めては、言い換えに言い換えを重ねたあげく、けっきょく満足のいく訳語を見つけられなかったのだから。12 だが

翻訳家の仕事を最後のところで支えるのは、いつでも理想主義ではなく実用主義である。だから果てしない言葉

さがしに耽るより、ここらへんで問題に対するアプローチを変えて、「造形作家」という名が総合している内容じたい
4 4 4 4 4

を点検し、それを別のかたちで言い換えてみるべきかもしれない。  

  2

 

 岡﨑さんが携わってきた広範囲にわたる活動を束ねる名として「造形作家」がじつに優れた言葉であることは、

彼の作品を見てきた人にとっては自明のことだろう。洋服のパターン（型紙）から取られた形態を綿生地上でパッチワー

ク的に組み合わせた〈かたがみのかたち〉（1979年） cat. no. 001-003 や、ポリエチレン・ボードを一筆書きで切り分けたよ

うに見える形態のパネルを立体的に組み合わせ、見る角度によって表情を変えるキテレツな虫のように壁に張り付け

た〈あかさかみつけ〉シリーズ（1981年 –） cat. no. 000-000 のような初期のレリーフ作品において、すでにある方法が観察

できる。そのつどの素材の違いに関わらず、なんらかの「型」に基づいて作り出された複数の固有な「かたち」を組み合

わせ、もとの型には還元できない複数の固有な「かたち」をさらに高次元で造ること。それ以降も、やはりさまざまなか

たちとサイズの量塊が立体パズルのように組み合わせられ、そのつど異なる全体を構成する彫刻作品や、キャンバス

上に散りばめられた色とりどりの筆触の塊が拡大されたり、縮小されたり、複数のキャンバス間で交換されたりす

ることによって、見る者の目のなかで仮想的な面を何層も形成する絵画作品にいたるまで、そのつどのジャンルの

違いに関わらず、岡﨑さんの作品がいつも造形プロセスに焦点を当ててきたことを見てとるのはたやすい。
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 だが一口にジャンルの違いと言っても、岡﨑さんがこれまで世に送り出してきたものは、狭義の「作品」に限って

も、レリーフ、彫刻、漫画、映画、絵画、パブリック・アート、メディア・アート、建築、アースワーク、絵本、舞台美術、ロ

ボット、タイル、ポンチ絵など、フォーマットもスケールも驚くほど多様である。そしてそれに加えて、同じくらい広範な

題材についての批評や研究などの書き物、多くのパネル・ディスカッションやシンポジウム、キュレーション、そして教

育活動を、どれも副次的な活動と言えないほどの力量をもって行なってきた。これだけ多くのことを手際よく要約する

ことは至難の業である。

 とはいえ、抜け道はある。アメリカの抽象表現主義からポストミニマリズム、ルネサンスの大聖堂からブルータ

リズム建築、中国の水彩画から日本の造園術、ヌーヴェルバーグからニューヨーク・パンクにいたるまで、岡﨑さんは

自分が影響を受けてきたさまざまな時代と場所の美術や理論を精密に分析し、雄弁に語ってきたからだ。それゆ

え、彼がそうした前例をどのように読み解き、問題群としてまとめ、自分の活動のなかで使っているかを研究すること

は可能である。とりわけ近年は岡﨑さん自身が自らの活動を振り返り、それが大きな文脈とタイムラインのなかにど

う位置づけられるかについて語る機会が増えているし、それを「型」として（洋服のパターンのように）使えば、「1980年代

以降の日本あるいは世界において、岡﨑乾二郎がやったことが前例としてどう読み解けるのか」という、この文章を

書くにあたって編集側から提示されたお題にそれなりに応えることもできるだろう。

 しかしながら、「造形作家」という言葉に畳み込まれた多様性を、そうやって特定の時代と場所に位置づける

ことで翻訳しようという解決法には、単なるアウトプットの幅広さ以外にもうひとつ別の問題が立ちはだかる。それは

「造形」という概念の適用範囲（外延）ではなく、その内実（内包）に関わるため、より厄介な問題である。重要なのは岡

﨑さんが止めどなく作り出してきた魅惑的な形態は、実はそれ自体が目的ではないということだ。さきほども名前が

出たクレーやヒルデブラントのような芸術家、あるいはコーリン・ロウやアンリ・フォションのような歴史家の前例を参

照しながら、岡﨑さんが若いころから言い続けてきたのは、自分の一番の関心が作品を経験する人の頭のなかで

構成される「かたち」にあるということだった。つまり、それは外界にあるものではなく、知覚が捉えるバラバラな複数

の感覚与件を何らかの一貫性へと束ねる過程で立ち上がる知的な構成物である。そしてここでも翻訳はこんがらが

る。なぜなら、「形式／form」がしばしばそう思われているように、この「かたち」はそのつどの総合の行為の外に存在

するわけではないし、多くの「形態／shape」がそう思われているように、それ自体として見たり聞いたりすることはでき

ないからだ。そのため造形作家の仕事は、それぞれの人がこのような超感覚的な「かたち」を造れるように、感覚で

きる素材をうまくアレンジするという間接的な操作、言ってみれば遠隔操作
4 4 4 4

にもとづくことになる。だからこそ、それを

「Visual Arts」として視覚に還元するのも、「Plastic Arts」として素材に還元するのも、「Sculpture」としてジャンルに

還元するのも、端的に誤訳なのだ。

  3

 

 ぼくの知るかぎり、岡﨑さんが造形作家の役割について主題的に論じたことは一度しかなく、それは1995年に

開催されたキャスティング・アートの展覧会に際して書かれた文章においてのことだった。そこではいささか悲観的な

口調で次のように語られる
  

当たり前であるはずの、彫刻や造形という言葉ですら、いまでは当たり前ではなくなっている。［…］ 形はいっ

たいどこにあるのか。いまや造形作家はいなくなってしまった。形を作らないで、形を仄めかす術ばかりが

先行している。この術の特質は一言でいえば「何か」の全体から断片だけを切り取ってきて、全体があらわ

れるのをひたすら遅らせていくというやり方にある。唐突な切断、裏と表の関係をちぐはぐにする、ざらつい

た表面の加工、簡単にいえばミニマリズムの悪しき影響を受けた、結論先延ばし戦略である。

作家は、与えられた問題にたいして、はっきりとした答え、結論を明確に出すためにいるのだ。問題には曖昧

さも必要であるが、結論ではそれを解かなければならない。どちらが欠けても造形はなりたたない。その関係

が作品なのだ。そのためには、文章でいうところの、堅固な論旨、論理展開がなければならない。形上で論

理が展開するためには、あるひとつの物が、それがもともと属していた全体にだけ予定調和的に戻るのでは

なく（それをただ遅らせるために、のたりくたりとするのでもなく）、あるひとつの部分が他の部分に出会うことによって別

の全体を帰結することを起こさなければならない。彫刻において、雄型と鋳型は一対になって閉じているわ

けではない。ときには鋳型から抜かれたはずの雄型が、もともとそれが出てきたところの鋳型を作り替えてし

まうことが起こるのである。つまり形態は、形式を改変することによって、初めて強い形態たりえるのである。13
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 「造形」のこうした抽象的で理念的な性格は、1979年の〈かたがみのかたち〉から2018年の『抽象の力』にい

たる岡﨑さんの40年間におよぶ活動の多様性をつらぬく総合
4 4

の原理としてたしかに働いている。だがそれだけでは

ない。それはその多様性をそもそも生み出した拡張
4 4

の原理としても機能してきた。つまり「造形」は複数性を生成すると

ともに還元もする。この逆説的な特性はいくつかの経路において確認できる。一方で、他者の頭のなかで総合される

ことに目標を絞ることは、知覚形式、ジャンル、外在的な時間や空間などといった既存の区分にさほど囚われることも

惑わされることもなく、活動をフォーマットにおいてもスケールにおいても題材においても縦横無尽に展開することを

可能にした。すなわち、岡﨑さんの具体的なアウトプットの多様性は、そこで目指されているものの抽象性からもたら

される。外延の問題はこうして内包の問題にしっかりと結びついている。

 他方で、同じ目標は別種の越境行為を引き起こしてもきた。なぜなら遠隔操作の術を志すものは、言うまで

もなく「個人」という区分を乗り越えようとするからだ。ここから岡﨑さんの「教育」に対する熱心な取り組みが導

かれる。それは1980年代から教えはじめた自身の母校でもある横浜のBゼミ、1990年代に関わった灰塚アース

ワークプロジェクトのサマースクール、そして2000年代を通じて主導した四谷アート・ステュディウムでの諸活動に

顕著に見られるだろう。ゲーテが「造形芸術（bildende Kunst）」と精神の造形プロセスを描く「ビルドゥングス・ロマン
（Bildungsroman）」（直訳すると「造形小説」）を行き来したように、「他者の造形」としての教育が、造形作家の活動にとって

作品制作と同じくらいの重要性を帯びるのだ。

 「造形」を軸にしたこの二方向の拡張は、しかしながら「造形作家」を別のかたちで言い換えるというここでの

課題を二重の意味で困難にする。まず、多様性がそもそも社会的に押し付けられる外的な区分を前提としないこと

で獲得されたものであれば、ほとぼりが冷め、それを回顧する段階になって、「1980年代」や「日本」などといった時

空間の枠組みにあらためて位置づけようとすることは倒錯しているだろう。それは個別の造形行為を、それらがもとも

と切断しようとしていたものに還元する。そうすれば、なんだかんだ言ったものの結局のところ、ルネサンスはルネサ

ンス（あるいはヨーロッパ）に、アメリカ美術はアメリカに、bildende Kunstはドイツに、造形作家は日本に属することにな

るだろう。カエサルのものはカエサルに。すべてが本来の場所と時代に、すなわち現状維持のオーダーに差し戻され

る。「造形作家」はたしかに言い換えられるが、それはその総合の力を既存の媒介形式に委ねることによってである。

外延の問題は内包の問題を否定することで解かれる。だからこの道には困難が待ち構えている。

 「教育」はもちろん別のルートを辿る。教育された者は、岡﨑さんの前例を忠実になぞり、彼の総合を的確に

再現することで、産出された多様性とその産出の原理のあいだの結びつきを保持するだろう。しかしここでは困難が

ひっくり返る。外延と内包のあいだに亀裂が走っていることではなく、逆にそのあいだが「一対になって閉じて」しまっ

ていることが、言い換えようとする口を沈黙に追いやる。なぜなら、物分りがよければよいほど、岡﨑さんが行なって
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読むことはまたある種の造形行為であるから、テクストを書くことと作品を作ることの区分は（他者を教育することと同じよ

うに）曖昧になっていく。

 d ‖ 第一の危険は、かたちの実体化にある。差異を束ねるかたちがそのつどの造形プロセスを超えたところに

外在するという想定は、岡﨑さんのプロジェクトの核心にある間接性と暫定性を脅かす。それは読解を不要のものと

し、再読を不可能にすることで、他の総合を抑圧してしまう。このため、かたちを造ることと並行して、固定したかたち

の批判がずっと行なわれてきた。それは「かたち」と同じく、さまざまな名で言い換えられる。複数の名の交換を隠蔽す

る「固有名」（「芸術」を含む）、マレーヴィッチからグリーンバーグにいたるまでモダニストたちが直接示そうという欲望に

駆り立てられてきた表象形式の「基底面」（結局、寄る辺ない表象であるホームレス・リプレゼンテーションに行き着く）、単一の国家

という枠組みに個人を吸収することで差異を帳消しにする「ナショナリズム」や「ファシズム」（たとえば「日本」など）、同時

性の幻想のもと無関係な要素を束ねてしまう「同時代性」という観念（たとえば「1980年代」など」）、語り得ないものを軸に

した感情操作によってやはり個別の差異をかき消してしまう「センチメント」の効果（クリスチャン・ボルタンスキーのような芸術

家によって悪用される）。

 e ‖ このように蔓延する実体化への執拗な衝動に対して、かたちを絶え間なく置き換えることで、造形の一時

的な性格を強調することが求められる。用語はとめどなく言い換えられ、問題系は目まぐるしく移り変わり、作品は

休むことなく生産されなければならない。この戦略じたい、さまざまに言い換えられてきた。作品とは変数の代入を待

ち構える「関数」であり、いろいろな異なる状況に適応される「ことわざ」であり、コマの絶え間ない置き換えによって

運動を作り出す「映画」として考えられ、固定した楽譜からさまざまな形態を作り出す「演奏」になぞらえられる（クレー

はヴァイオリニストでもあった）。また、置き換えられるもの、言い換えられるもの、交換されるものは（「かたち」という名も含めて）

すべて与えられているレディメイドだが、個別的な置き換え、言い換え、交換のプロセスじたいは一回的であり、そこ

でのみ取り替えることのできないリアルな価値が生み出される。作品とは使われるものなのだ。

 f ‖ しかし第二の危険がここに潜む。なぜならある特定の「使用」が固定され、実体化されることはいつでも可

能だからだ。慣習として形式化された使用は、人の振る舞いをひとつの定められた型に矯正する教育的な装置と化

す（ジョン・ケージのことわざをここで思い出してもいい―「レコードは風景をだいなしにする」 14 ）。こうして「かたち」のダイナミズムは

硬直させられる。この実体化の第二の形態に対する批判は、『ルネサンス 経験の条件』の連載と同時期に、建築

史家の中谷礼仁さんとの往復書簡として執筆された『建築の解體新書』（1998年 –2001年）において集中的に論じら

れた。そこで扱われた題材は、輸入された漢字を日本語で読み下すために使用されたテニヲハという言語装置と、

同じように輸入された中国のビルディング・タイプを日本で使用するときに作られた回り廊下や縁側などの建築的しか

けとの相同性である。どちらの場合にも特定の使用法の固定化が、国家主義的な言説を呼び寄せてきた。輸入さ

れたレディメイドではなく、それを使うときの型にこそ「大和魂」（であれ「ドイツ精神」であれ）は宿る。この特定の例におい

て形式化されたのは異なる言語間の移動、すなわち翻訳だった。

  6

 

 以上のような形式的な総合を岡﨑さんはなんども他者に対しては行なってきたが、自分自身には対してはい

まだかつて行なったことがない。その理由は明らかである。たとえばこうしたチャート式のまとめを「パラダイム」という

用語で呼ぶことができる。日本語に直訳すれば「範型」や「範例」という意味になり、まさしくこの文章が答えようと

する「前例としての岡﨑乾二郎」という課題にそのまま当てはまる言葉である。またそれはとりわけここ数年、岡﨑さ

ん自身がよく使うようになったタームでもある。言語学で「パラダイム」と言えば、任意の動詞（たとえばドイツ語の「bilden」）

のすべての時制変化をまとめたチャートのことを指す。語順の規則性を司るシンタックスに対して、それは「言い換え

可能性」を統御する構造である。ゆえにトーマス・クーンは同じ言葉を、ある科学者集団にとって問題を発見し、解く

いることを岡﨑さんとは異なるかたちで総合することが難しくなるからだ。そしてそうであれば、他者が貧しい真似事

に興じるよりかは、岡﨑さん自身がそれを思う存分やったほうがいいという気にもなってくる。その場合、ぼくはいつも

どおり翻訳者に徹すればいい。つまり岡﨑のものは岡﨑に、というわけである。

  5

 

 この第二の困難の厄介さをより露わにする第三の拡張経路がある。「作品」と「教育」とともに、造形の逆説的

な特性は岡﨑さんが作家活動の初期から紡ぎ続けてきた「言説」においても作用している。この越境ルートにおい

ては、「造形」がトピックとして説明されるというより、他のトピックを題材としていわば実演されている。つまり、言葉

として現れるのではなく、むしろ他の言葉にいつも置き換えられることで、造形活動がそのつど行なわれているのだ。

じっさい、岡﨑さん自身が書いたテクストのなかに限れば、問題は「かたち」や「造形」の翻訳語が見つからないこと

ではなく、見つかりすぎることである。それは、「パターン」、「概念」、「存在感」、「かたちの印象」、「タイプ」、「モノのリ

アリティ」、「経験」、「超越論的主体」、「抽象」、などと絶え間なく言い換えられる。同時にこの言い換えの連鎖は、岡

﨑さんが誰であり何をしているかを明確に述べるプロフィールが置かれる欄外にまで越境してくることはない。つまり

例は多いが、それは境界のなかに据え置かれ、その周縁では依然として「造形作家」という呼称が安易な翻訳を拒

み続けている（より正確に言えば、「岡﨑乾二郎」という名が「造形作家」という名以外の翻訳を寄せ付けない、ということだ）。この言い

換えに抵抗する名のもとでさまざまな言い換えが行なわれ、学ばれるわけだから、これは教育の問題に直結する。

差し当たっては、教育的効果も鑑みて、総合できる部分を総合しておこう。

 

 a ‖ 精緻にかたちづくられた岡﨑さんの造形概念の根幹には一見するととてもシンプルな定理がある。直接的

な知覚はありえない。見るとは見立てることであり、何かを知覚するということは、つねに何か別のものとの関係におい

て知覚するということである。つまり、知覚とはすでに幾分かは造形の行為なのだ。このことは同時に、「かたち」が単

独の対象にとどまらず、つねに複数の対象のあいだの関係性という一段上の次元に関わることを意味する。こうして

焦点は素材から交点へ、像から比率へと論理階型のハシゴを登る。この上昇とその利点を解き明かす寓話的な例

はいくつも挙げられる。現世における非対称性がすべて解消される天国を信じたクエーカー教徒の実践や、右と左

との区別が次元をひとつ重ねなければ成立しないことを解き明かしたカントの左手性の議論。それらに共通する教

えは、あるレベルにおける差異はより高次のレベルにおいて交換可能となるということである。

 b ‖ かたちはそれゆえに差異を調停する。しかしその調停はつねに、ある個別な条件のもとに置かれた個別

な問題に対する特殊解として現れる。したがって、造形のプロセスは絶えずある局所に位置づけられており、一般

化することができない。他方で、知覚の間接性は時間、空間、スケールを超えて物事を結びつけもする。たとえば、

岡﨑さんが『ルネサンス 経験の条件』でブルネレスキの建築や、射影幾何学の原理や、アウグスティヌスやルルの

記憶術などを総合しながら論じたように、現在における「かたち」はすでにないものの「想起」と、いまだないものの

「予兆」を孕んでいる。また同様に、あるスケールにおける総合の結果は、いつでも他のスケールにおける総合の素

材となる。いずれにせよ、「かたち」にはつねに知覚されない無数の要素が影響を及ぼしているということだ。それは

積極的には潜在性や確率の問題として語られるし（晴れの日に潜在する30%の雨）、消極的には「いまここ」がつねに何か

を取りこぼしていること、そしてそれゆえに別の総合に開かれているということを意味する。

 c ‖ そこにあるものをそこにないものと結びつける知覚・造形プロセスは、記号から意味を抽出する「読解」のプ

ロセスになぞらえられる。その結果、世界は広い意味での言語によって織られ、原理的には解読可能なテクストとして

思い描かれる。表象形式は「記述形式」として分析しうるし、造形は「文章」に例えられる。いまだに読めない対象は

「アレゴリー」ないし「判じ絵」としてその読解可能性が担保される。そして造形行為がある種の読むことであるならば、
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  1

 

 再出発の手がかりとなる特定の言い換え
4 4 4 4

がひとつある。たとえば、1988年に行なわれた座談会で岡﨑さんは、ヒ

ルデブラントが彫刻に見出した可能性がキュビスムのような絵画に影響を及ぼしたことを指して、次のように言っている。

「論理構造が同じである以上、共通項はみな交換できるし、翻訳できる。［…］ 彫刻の可能性が絵画に翻訳されるこ

とによって絵画の構造を変えた。」 15  同じ年に書かれた、その名も「翻訳」 という短いテクストでは、論理構造が翻訳を

条件づけるのではなく、逆に翻訳によって共通の構造が発見されることが、活動の拡張原理として簡潔に語られる。

  

美術ってなんだろう／自分のことばを外国語に翻訳するとき、あらためて自分が何を言おうとしているの

かに気づくことがよくある／それまでの手慣れたメディアをいったん捨てて別のメディアに置き換えるとき、

自分の基本的な考え方がわかってくる／離れた点を結びながら自分のフィールドを広げていきたい／それ

が社会の中でどんな位置を占めるのか／それを考えながら仕事をしていくことじたいが美術 16

  

またその2年後に書かれた1980年代美術のパラダイムを振り返るエッセイでは、固有名としての「芸術」を解体する

方法が次のように処方される。 「翻訳できない名を固有名と呼ぶなら、『芸術』もまた固有名である（『聖書』のように）。し

かしそれは信用によってなりたつ。この信用が疑われたとき、ふたたび人はそれを判断可能な具体的対象へ翻訳され

ることを要求する。」 17  さらに2年後の1992年に書かれた「信仰のアレゴリー」では、フェルメールの方法の前提となる

考えを説明する際に、同じ言葉が（括弧のなかで）言い換えられる。 「リアリティの先験的ヒエラルキーを解消され、その

絵の中に並列された、たがいに独立した複数の記述の系列。その決定不能性の中から、なおかつ、リアリティが発生

するとするなら、そのリアリティは各々の表象の真実さではなく、その表象の使われ方すなわち、それぞれの表象の交

換（翻訳）という作業からしか発生しない。」 18  そして同じ年に行なわれた座談会では、デュシャンやケージの媒介者と

しての役割を語りながら、またしても同じ言葉が用いられる。 「優秀な媒介性自身は逆に美術にも音楽にもどこにも

回収され得ない。［…］ 翻訳じたいの質の高さは、もとのどちらの言語にも翻訳され得ない。」 19  これらの例すべてにお

いて、「翻訳」とは置き換え・交換であり、それは一方では個別のメディアに還元されない基本的な考えや共通の論理

構造―すなわち「かたち」―を明らかにし、他方では超越性を僭称する、実体化したかたちへの抵抗として機能

するとされている。なんのことはない。造形と言語の強い結びつきからして当たり前のことかもしれないが、「造形作

家」のありうべき翻訳のひとつは「翻訳家」だったのである。

  2

 

 じっさい岡﨑さんの教育活動の集大成とも呼べる四谷アート・ステュディウム（2004年 –2013年）で学生が学んだ

のは「翻訳」だった。ぼく自身が立ち上げのときから6年ほどに渡って関わったこの教育機関は、もともと近畿大学が

東京進出の拠点として設立したコミュニティーカレッジに端を発していた。そこで芸術ゼミを担当していた岡﨑さんと

そのクラスに集まった何人かの（熱心だが授業料を滞納もしていた）学生たちが発起し、2年目から施設を乗っ取るかたち

でオルタナティブな芸術の学校をつくったのだった。岡﨑さんがカリキュラムを考案し、彼の制作をサポートする「エ

ンガワ」（木原進によって率いられた）が施工会社とともに建物の一階にあった古いガレージを改造してギャラリーをつくり、

学生たちは自分が習いたい先生をあちこちから招待して学んだ。岡﨑さんが教える芸術理論ゼミと制作ゼミ（基礎と応

ための一般的な思考の枠組み、またそのために参照される見本例としての特定の業績を指すために使った。パラダ

イムはしたがって「言い換え可能性」の全領域を画定すると同時に、それに限界を設けてそれ以外の可能性を閉じ

る。それは多数のヴァリエーションがそこから生成可能なテンプレートであり、多数の服がそこから作成可能なパター

ンであり、多数の演奏がそこから産出可能な楽譜である。多数ではあるが、無数ではない。

 岡﨑さん自身の例は、しかしながら、それとは別の可能性を示している。造形作家の仕事は、つねに型から

引き出された形態を組み合わせながらも、その物質的起源に還元できない抽象的なかたちを造り出すことにあった

からだ。こうして、岡﨑さんが提示してきた多種多様な言い換えの例を模倣しながら、彼の作品や活動の詳細を分

析することの真の困難が浮かび上がる。この方法はそれ自体、ある特定の使用を固定したうえで「型」として用いる

という、岡﨑さん自身がくりかえし批判してきた手続きに重なり合うのだ。すなわち教育によって内面化された言い

換え可能性としてのパラダイムは、そのつどの言い換えをパターンの問題に転化してしまう。岡﨑さんの特異な実践

は、そこから多くのヴァリエーションが生成可能なチャートに差し戻される。造形プロセスはこうして慣習化される。

 この問題を明らかにする見本例が、他でもない「造形作家」という言葉、岡﨑さんのアウトプットの多様性を

総合し、それらの相互交換を可能にしつつ、それ自体としては執拗に翻訳（＝英訳）に抵抗する呼び名である。つまり

この言葉は岡﨑さんが批判し続けてきた意味における固有名の特徴を見事に兼ね備えている。上記のパラダイムに

従えば、こうした名における超越性の見かけを批判するためには、それを確定記述（諸々の具体的属性）に翻訳しなお

せばよかった。だがそうしてみた結果、行き着いたのは岡﨑さん自身の言い換えのパラディグマティックな閉鎖性だっ

た。それと同時に岡﨑さんの例はそこから抜け出す道も指し示している。つまり教育はここで分岐する。一方で個別

の造形の実践があり、他方でそれらを外から観察し、総合することで抽出される一般的なパターンがあるとすれば、

モデルとすべきは前者の方なのだ。そしてそのためには、過去を振り返る視点をできるかぎりスペシフィックな場所、

「1980年代」や「日本」よりもはるかに位置づけられた特定の時空間に絞って再出発する必要がある。焦点をできる

かぎり狭めること―それはぼくの場合、とりもなおさず、これらのことに対する自分自身の関与について思いをめぐ

らすことを意味する。

前の道に生い繁った雑草を刈って車でも通れるよう

にするために、何年も前から玄関に錆びついた草刈

り鎌が立てかけてある。確かなことはひとつである。

数字だけは嘘をつかぬ。未来を測るのではなく、時

間を測るのである。また見たこともない、けれど今日か

ならず芽を出し、あるいは花を咲かすはずの植物の

名まえを ひとつ残らず読みあげることができるのも、

手形がいつ満期になるのか書き留めている銀行家の

ように、小脇に抱えた楽譜にひかえているからです。

その樹が育ち実をつけるのは4年後のことでしょう。

For years now a rusty scythe has been propped 
up by the door, in order to chop down the weeds 
crowding the street out front so that a car might 
be able to pass. One thing is for certain. Numbers 
don’t lie. They do not measure the future, but 
they measure time. And the ability to read o� 
every single name of the yet unseen plants that are 
definitely supposed to sprout today, or otherwise 
flower, is because it is so noted on the sheet music 
carried under the arms, like the banker writing in 
the maturity date of a bill. It will probably take 
four years for the tree to grow and bear fruit.

1999

アクリル、カンヴァス

Acrylic, canvas
180×130×5cm

作家蔵

Collection of the Artist

双幅画、左幅

Left in Diptych
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断」と「反省的（総合的）判断」のちがいを例としてよく語っていた。すなわち、前者はある概念に内包された術語として

自動的に導き出される判断である（「車は走るものである」）のに対し、後者では概念に内包されていなかった新たな術語

が加えられることでなされる判断である（たとえばハイジャックにおいて「車は監禁するものである」になる）。反省的判断は経験に

よって概念を書き換えることを可能にすることで、特殊から普遍にいたる翻訳の経路を成立させる。岡﨑さんの整理

に従えば、これこそが芸術の機能だった。これはもちろん、パラダイムや型に還元されえないかたちをどう生み出すか

という問題系の言い換えである。

 しかし岡﨑さんはそれを単に理論として語ったのではなかった。語られることの内実よりも強く印象に残ったの

は、それを彼がどのように実演してみせたかということである。講評会やディスカッションの場において、岡﨑さんはみ

んなと同じデータに接しながら、誰も見えていなかった論点を鮮やかに抽出し、ユーモラスにそれを言い換えながら、

思ってもみなかったかたちでより普遍的な問題につなげていくのだった。教育的なインパクトとしては、語られる内容も

さることながら、このようなリアルタイムの造形術にこそみんな圧倒されていたように思う。岡﨑さんのこの能力はよく

知られており、たとえば古くからの親友である松浦寿夫さんは次のようにそれを言い表している。

  

岡﨑の話を聞いたことのある誰もが経験的によく知っているとおり、彼の話の最大の魅力は、それに身を

まかせると、自らの思考も高速化し、世界の光景が激変してしまうかのような快感を与えざるにはおかない

という点にあるだろう。あるいは、彼の著書、『ルネサンス 経験の条件』を開いてみれば、たとえば、ピエー

ル・フランカステルの『絵画と社会』からの引用とそれへの注釈を見出すことができる。そこで私は、フランカ

ステルの著書がかくも刺戟的に読みかえられる場面に立ち会い、自分は本当にこの著作を読んだといえる

のだろうかと自問せざるをえなかったのだが、他の岡﨑の読者の方 も々これと同じような経験をしたことは

なかっただろうか。22

  

つまるところ、閉じたように見えるパラダイムに対して、（いわゆる「現代美術」にありがちな）アイロニーに陥ることなく、もっと

も有効に抵抗できるのは、同じ限られたリソースを使いながら、まったく別の言い換えが可能であるということをじっ

さいに演じて見せることである。そしてこのことは、突き詰めると理論の問題でも、パラダイムの問題でもなく、リアル

タイムにおける翻訳の力量、すなわち通訳としての運動能力に関わっている。いま一度自分に引き寄せてこのことを

言い換えるのであれば、これは要するに「パフォーマンス」の問題である。

  4

 

 四谷アート・ステュディウムに長く在籍した学生の多くはある時期を境にパフォーマンス、もしくはパフォーマンス

的な要素を取り入れた作品を作るようになった。途中でNo Collectiveというパフォーマンス集団をでっちあげて、学

校の外で発表をするようになったぼく自身がなによりもそうだったが、自分のことを置いておいても類似の例には事

欠かない。在籍した学生のなかでもっとも優れた活動をしているアーティストに毎年与えられるマエストロ・グワント賞

の第一回目の受賞者は自らのパフォーマンスが中心となるインスタレーションを作っていた橋本聡だったし、そのあと

同じ賞を受賞した高嶋晋一もはじめは自分の身体とカメラの関係を素材とするビデオ作品を作っていたものの、いつ

しかライブ・パフォーマンスを作るようになっていった。岡﨑さんの応用ゼミの学生たちを中心に結成されたミルク倉

庫はモノが演じる仕掛けに基づく作品をつくり、最後のマエストロ・グワント賞を受賞した一人である高木生の作品は

「tnwh（てにをは）」というロック・バンドだった。

 こうした動向にはいくつかの理由が考えられる。ひとつは岡﨑さんとトリシャ・ブラウンとのコラボレーションが始

まったことにより、その歴史的背景となるジャドソン・チャーチを始めとする1960年代以降のダンスやパフォーマンス・

用）を軸に、建築、音楽、発明工作、身体芸術、ウェブデザイン、DTP、英語（最初は詩人の中保佐和子、それから演劇ディレ

クターのイェレナ・グラズマンと一緒にぼくが担当した）などのゼミやゲスト・レクチャーが毎日開講されるかたわら、併設された

ギャラリー・オブジェクティブ・コレラティブではさまざまな展示や企画がいつも同時に展開されている、とても忙しい学

校だった。また教育機関に加えて、そこはある種の工場としても構想されており、建物の最上階にあった研究室で

は、ぼくを含めた6、7人程度の「研究員」たちと岡﨑さんが中心となって雑誌（『アートティクトク』）や書籍などの制作と

出版、イベントの企画と開催、他の大学や研究機関とのコラボレーションなどを絶え間なく推し進めた。

 10年ほどにわたって、四谷アート・ステュディウムは教育・研究機関として大きな成功を収め、学生と話題を多く

集め、海外とのプロジェクトも順調に増え続けたが、2011年の大震災と原発事故の余波を受けるかたちで、2013年

に（自民党と太いパイプでつながった）近畿大学本部のはっきりとしないが間違いなく政治的な意向によって強制終了させ

られた。校舎じたいも、2020年のオリンピックを口実にした四ツ谷駅周辺の再開発の一環で、そのあとすぐに取り

壊されてしまった。すこし前に見に行ったら、辺り一帯が更地になっていた。

 四谷アート・ステュディウムの教育の根幹に「翻訳」があったと言っても20、もちろん自分が教えていた英語のクラ

スにおける文字通りの英語と日本語の交換を指しているわけではない（とはいえ、なぜこの芸術の学校に英語のクラスがあっ

たのかはそれとして重要な問題ではある）。そのような狭義の翻訳にとどまらず、この学校の教育は随所でものごとやジャン

ルや形式を、別のものごとやジャンルや形式に置き換える、広い意味での「翻訳力」を鍛え上げるレッスンに満ち溢

れていたということだ。まずそこに集まった学生や研究員たちは、岡﨑さんの活動の幅広さを反映するかのように、

やってきたことも、受けてきた教育も、年齢もバラバラだったから、表向きはみんな同じ日本語を使いながらも、その

あいだでのコミュニケーションはいつもある体系から別の体系への「翻訳」を必要としていた。岡﨑さんはよくウィトゲ

ンシュタインの「言語ゲーム」を引きながら、単一に見える言語がじっさいは用法によって複数の異なる言語に引き裂

かれていることを語った。ゼミの課題でも学生は「翻訳」の操作を学んだ。たとえば岡﨑さんの制作ゼミの演習のひ

とつは、ある事物（たとえばペットボトル）の構造を分析、抽出して、それをマッピングすることで別の事物（たとえば建築）を

作るというものだった。そして研究員たちが度重なる勉強会と徹夜を経て、執筆を分担しながら書いた『芸術の設

計』という本では、建築、音楽、ダンス、美術という四つのジャンルにおけるノーテーションを、それらに共通する三つ

の類型に即して分析した。21 そのように主題化されなくても、四谷ではどのような活動においても、自分の「ジャンル」

や「専門性」を飛び越えることが要求されていた。そして次第にみんな音楽のことを絵画を経由して考え、ダンスのこ

とを彫刻に引き寄せて語り、映画を建築になぞらえて論じ、造形芸術を言語に即して理解することを学んだ。

  3

 

 このような教育は二つのほとんど真逆の教えをもたらした。一方で、学生や研究員たちは問題をある程度まで

図式的に捉えて、まさに個別のジャンルや形式に還元されない基本的な考えや共通の論理構造を読むことを学ん

だ。絶え間ない言い換えは、翻訳を通しても残り続けるものを前景化し、それは自分たちがどこにいようと誰であろう

と関係のない普遍的な問題を扱っているという誇りまじりの自由の感覚と、どのような固定したポジションでも翻訳

できるという不遜な自信を植え付けた。

 だが同時に、他方では誰もが多かれ少なかれ翻訳してもしきれないものにこだわるようになった。このことはと

りわけ実際の作品を作ることに結びついていた。なぜなら制作という行為はかならず特定の条件によって規定され、

特定の時空間に位置づけられているからだ。言い換えれば、そのつどの翻訳はそれ自体としては翻訳を寄せつけな

い固有の出来事であるように感じられた。そしてそれを思い知らしめるかのように、四谷では誰もが手を動かして、

作品を作るように促された。

 岡﨑さんはそのころ、特殊と普遍をどうつなぐかという問題を、カントが『判断力批判』で提示した「分析的判
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 だが同時にこの複数性は、パフォーマンスがつねに「失敗する」かもしれないことを意味する。あるいは同じこと

だが、パフォーマーの予想とはまったく異なる仕方で「成功する」かもしれないことを意味する。つまり一時的に造形さ

れた「かたち＝リアリティ」は他者の頭で再現されないかもしれないし、まったく別の全体性が受け取られてしまうかも

しれない。したがって翻訳の可能性は、翻訳の不確定性とセットになっている。23  翻訳者が裏切り者でありうるなら

ば、裏切り者が翻訳者になってしまう恐れもあるわけだ。「いまここ」に回収されないことへのこだわりは、他の「いま

ここ」に勝手に位置づけられてしまうという不安に裏打ちされている。普遍性と特殊性への二通りの還元がパフォー

マンスに執拗に絡みつくのは、この根本的な不確定性を解消しようとする欲望の現れである。言い換えれば、位置

づけの問題とはつねに他者によって、しかもつねに遅れてくる他者（＝観客）によって位置づけられてしまうことである。

この時間的な非対称性ゆえに、岡﨑さんは自分自身についてのエッセイを、自分がこれまで他の人について書いてき

たようには書けなかった。造形作家の活動の背後には、こうして他者から造形されるという受動性の問題が待ち構

えている。翻訳家の不安とは自分が自分以外の手で翻訳されてしまうことにある。そして遠隔操作がつねにうまくい

くとはかぎらない。

  6

 

 ぼくの知るかぎり、岡﨑さんは少なくとも一度、こうした翻訳の不確定性に対する不安をおもむろに語ったこと

がある。それは1996年8月の『現代思想』臨時増刊号に掲載された「ゼロのポレミーク」というタイトルの談話で、こ

こで岡﨑さんは荒川修作の作品を題材として、それまでの自分のパラダイムにうまく回収できなさそうな話を延 と々

している。問題とされるのは、現世における差異が交換され、消去され、リセットされる地点を、たとえば「ブランク」

という概念で思い描いてしまう荒川の傾性である。岡﨑さんはこうした「ゼロの地平」の想定が結局のところ数学的

操作に基づいており、それゆえに時間の問題を捨象すること、つまり数には還元できない具体的な固有の身体とそ

の不可逆的な歴史を忘却しているとして批判する。そしてそのため荒川の作品におけるこのような考えの実現は、あ

る一定の物理的スケールまでしか有効ではなく、それを超えたレベルでは物質的な不可逆性が強く立ち上がり、

芸術家が思い描く抽象化の操作に抗うことが指摘される。むしろ世界は、そのような不可逆的な物質がかさぶたの

ように増え続けていき、差異が交換できなくなる過程が条件として組み込まれているのだ。「これは時間という問題

です」と、岡﨑さんは述べる。「ほとんどのものはある歴史的な事物、自分ではどうしようもないものとして積み重なっ

ていくんです」。24 歴史とはそれゆえに事後的な記号（言語）操作による反転を寄せつけない「ミスリーディングによる

取り返しのつかない過ちの歴史」―すなわち誤訳の歴史である。25 談話が終わりに近づくにつれ、「大きな問題で

す」、「難しい問題です」という嘆息めいた言葉がなんどもくりかえされる。26

 これは岡﨑さんにしては非常に不思議な発言である。そのつい1年前までは、超越性の見かけをまとう固有名

を数学的な関数とみなすことで翻訳の連鎖に引きずり込む戦略を読者に促し、そのすぐ1年後には世俗における差

異やまどろっこしい人間関係にもかかわらず、相互に矛盾するすべての条件を総合する理念的なポイントを見つけ出

すブルネレスキの天才を分析することになる造形作家が、ここでは位置づけられることの受動性を強調し、そのこと

がもたらす交換と言い換えの不可能性を結論づけている。1996年の岡﨑さんは直近の過去と未来の自分と齟齬を

きたしているように思われる。

 この齟齬の残響がそれから5年後の2001年に出版された『ルネサンス 経験の条件』の後書きに見つかる。そ

こで岡﨑さんはこの回想を主題とする本の執筆にいたる経路を回想している。
  

「経験の条件」というタイトルの一文を最初に発表したのは一九九五年 ［…］ ようやく続きを書き始めたの

は、三年あまりの時を経た一九九八年である。この間に何があったのか、書いても仕方がない。ただ世界の

アート研究が学校内で盛んになったことがある。もうひとつは、そのような流れを実制作に折り返すために、コレオグ

ラファーの山崎広太さんを講師に迎えた「身体／言語ゼミ」や、音楽家の足立智美さんによる「Musique Non Stop

ゼミ」が開講されたことが挙げられる。また人によっては、岡﨑さんがすでに開拓しているジャンルである絵画や彫刻

を避けようという（やや姑息な）判断が働いた結果だったのかもしれない。

 しかし自分のことを振り返ってみると、確かにトリシャとのプロジェクトには一番どっぷりと浸かって彼女のダンス・

カンパニーのツアーに数年間同行もしたし、周りの友人たちが作っている作品に参加したり、とりわけ英語のクラスを

一緒に教えていたイェレナ・グラズマンがそのころ作っていた演劇的なパフォーマンスに大きな影響を受けたりしたこ

とは確かだが、そもそも「パフォーマンス」の問題に囚われたのは、それこそが岡﨑さん自身の造形作家としての活

動の根幹にあり、それゆえに四谷における教育の大元にあるというおぼろげな直感があったからだった。つねに限

定され、位置づけられた「いまここ」から出発しながら、その局所性に還元されないリアリティを立ち上げる術として、

「パフォーマンス」は岡﨑さんが表立って語ることはあまりなかったが、教室やイベント、プロジェクトや私的な会話の

なかで絶えず身をもって示しつづけたことだった。

 もしこの言い換えが牽強付会にすぎるように思われるなら、英語で考えてみればいい。「Perform」とは、そもそ

も「徹底的に」や「完全に」といった意味を持つラテン語の接頭辞「Per」を、動詞としての「form」にくっつけた言葉で

ある。したがって「パフォーマー」の字義どおりの翻訳は、「結論を明確に出す造形作家」という岡﨑さんの自己規定

にぴったり重なるのだ。

  5

 

 四谷の学校を離れてから10年ほどのあいだに、世界のあちこちで音楽ともダンスとも演劇とも言える「パフォー

マンス」を作り続けてきた。そしてこの名のもとに取りまとめられる、一時的なリアリティの造形を特性とする作品に決

まってつきまとう二つの危険があることがわかってきた。正確に言えば、作品というよりも作品についての語り方に関わ

る問題である。ひとつは、そのつどのパフォーマンスを一般化された全体に還元してしまうことだ。同時代性、国、社

会、人種、文化的シーン、芸術家もしくは芸術家集団など、何らかのより大きなフレームに複数の個別の出来事が束

ねられ、それらの差異が消されてしまう危険であり、つまり「かたち」の実体化とパラダイムへの還元と同じルーティン

である。二つ目の危険は一つ目を逆転したものであり、パフォーマンスをそのつど固有の局所性に還元することであ

る。出来事は何にも代えがたい単独性をもってフェッティシュ化され、記録も言い換えも再演も―そして言うまでも

なく翻訳も―できないものとされる。

 第一の危険がすべてを一般性の次元に還元するとしたら、第二の危険はすべてを個別性の次元に還元する。

言うまでもなく、この二つは同じコインの表と裏であり、それらが共に取り逃がすのは、そのあいだで作動するパフォー

マンスそのもののメカニズムである。岡﨑さんがくりかえし行なってみせたように「いまここ」と思われている場にとどまり

ながらも、そこを別のリアリティとして造形する実践がパフォーマンスであるならば、このリアリティが結局のところ基づく

のは出来事の固有性（uniqueness）でも普遍性（universality）でもなく―共通の接頭辞（uni）が示すように、いずれにせよ

これらはそれぞれ「ひとつ」のものである―そ
4

れが他者と共有されていること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

からもたらされる複数性であるからだ。

パフォーマンスのもっともミニマムな定義として考えられるのは、誰かが他の誰かに対して行なう「いまここ」の造形だ

が、この次元ですでに一人以上であることがその作動原理に含まれている（たとえ自分自身に対して演じる場合でもこれはそう

である）。特殊から普遍へのカント的な翻訳はつねにこの意味での他者を通過する必要があり、それゆえに二つの極の

いずれにも還元できない。あるいは逆さまに、「言い換え」という行為が一回的であり、それを通じてのみ取り替えるこ

とのできないリアルな価値が生み出されるのだとしたら、それは「言い換え」という行為がかならず他者を巻き込むパ

フォーマンスだからだ。この意味で「パフォーマンス」は、「経験」と言い換えることもできる。
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る可能性はここにしかない。ワクチンさながら、弊害がそれじたい解決法に転じるわけである。ここで作動している不

確定性は、単なる翻訳の不確定性よりも混み入ったものだ。自分が行なったことが正しく翻訳されうるかどうかではな

く、たとえ自分自身が回収しえなくとも、他者によって訳されうることが問題になっているからだ。すなわち「正しさ」は

あらかじめ確定したものではなく、そのつどの翻訳によって生み出される。

 このことは、なぜそもそも新しい作品を作るのか、なぜ新しい文章を書くのか、なぜ絶え間なく言い換えるの

か、という問いに対する答えにもなっている。もしパラダイムがはじめから一貫しており、あらゆることはその決まった型

によって規定される言い換えのヴァリエーションにすぎないのだとしたら、あるいはどんな造形物であれ事後的に既存

の時空間に位置づけられてしまうのであれば、すべては時間の無駄である。しかしながら、そのつどの言い換えはま

さしく歴史的な事物として、自分ではどうしようもないかさぶたのように積み重なっていき、自分が確認できないところ

で予想もつかなかったような影響をもたらし、自分では理解のできない言語に翻訳されていく。こうして連なっていくの

は意図の実現の産物というよりも、意図の実現に向けたプロセスにおいて生み出される副産物である。それゆえに固

有の言い換え（作品そして身体）の輪郭を自覚することが倫理的な態度となる。言い換えれば、作品の閉鎖性が重要で

あるのは、それが作者の生の全体
4 4 4 4 4 4 4

性
4

から作品を切り離すからである。切り閉じることにこそ希望があるのだ。1996年

の岡﨑さんが提示した「ゼロのポレミーク」のいささか否定的な結論を、肯定的な教えに翻訳（誤訳）するとそうなる。
 本人が覚えているかどうかわからないが、10年以上も前のある晩、めずらしく酔っ払った岡﨑さんが絡んでき

たことがあった。売り言葉に買い言葉を交わしたのち、執拗にあることを聞かれたのを覚えている―「で、中井くん

は教育についてどう思うの？」それはそのころ岡﨑さんから投げかけられる質問の多くがそうであったように、本人が

すでに考え抜いた問いの答え合わせのように響き、ぼくは試されているように感じて、反抗心とともに答えを渋った。

しかし本当のことを言えば、そんなことを考えたことがなかったから答えられなかったのだ。それからの長い時間のほ

とんどをぼくは子どもを大方ひとりで育てることに費やしたが、折にふれてその問いは浮かんでは消え、すこしずつ答

えが形作られていった。それは一般化してしまえば、なんのことはない、単純な自明の理である。われわれは他者を

教育することで、自分とは異なる
4 4 4 4 4 4 4

生を造形し、そのことでいまとは異な
4 4 4 4 4 4

る
4

世界を（間接的に）造形する。これはもちろん

意図の問題ではない。類稀な造形作家が四半世紀前に教えたとおり、「これは時間という問題」である。こうして翻

訳の連鎖は曲がりなりにも続いていくのだ。

このエッセイを書くにあたって岡﨑さんの文章のアーカイブを共有してくれた（元）エ
ンガワの木原進さんに感謝する。字義どおりには「周縁」を意味する「エンガワ」が、
岡﨑さんの活動における諸 の々交換可能性を条件づけながら、「造形作家」という
名以上に置き換えの効かない固有性を持っていること、そしてそうであるがゆえに、

（「造形作家」と同じく）自然化してその機能が見過ごされがちであることを、ここではき

ちんと論じる余地がなかった。

［原文は英文。和文への訳出は著者による］

中で物事が成り立つことの複雑さと難解さが以前よりもはっきりとわかるようになったと思いたい。

  

その間に何があったのか岡﨑さん自身が書くのを渋っている以上、ここでやみくもに詮索することはしない。ただし

「ゼロのポレミーク」が書かされた1996年の夏が、岡﨑さんにとって大きな意味を持つ「アトピックサイト」展という大掛

かりな展覧会を共同キュレーションした時期とぴったり重なることは指摘しておいてもいいだろう。スケール的にもコン

セプト的にも並外れていた、東京を拠点とするこの展示は、完成した作品が陳列されるショーケースではなく、世界

から集まった40人以上のアーティストがそれぞれ展開する、展覧会として枠づけられた時空間を超える尺度と軌道を

もった活動に、人々が参加できる暫定的な窓口として構想されていた。それまで自分の作品において繰り広げてきた

方法論を拡大するかのように、キュレーターとしての岡﨑さんが考えたのは、単一の場（トポス）に還元できない複数の

出来事を一時的に総合することだった。そのためプロジェクトは、複数性を「ひとつのもの」として外から位置づけよう

とする欲望をはぐらかせ、解体する仕掛けに満ち溢れていたが、このことは展覧会を主催した東京都と、いつもなが

ら制度と芸術とその間で動く金銭を媒介する役割を担っていた広告代理店電通の理解が及ぶところではなかった。

そして彼らは介入し、極めて政治的にあらゆる作品が政治性をもたないことを要求し、それに従わないと思われる展示

を検閲した。

 同じ夏に語られた「ゼロのポレミーク」の議論は、こうして他者に暴力的に位置づけられてしまうことに対する岡

﨑さんの諍いとしてどうしても読めてしまう―あるいはそう誤読できる（岡﨑さん自身が批判してきた「同時性」というまやかし

の観念にあえて従えば）。しかしこの談話のなかで、そのような弊害に対する抵抗として提示されるのは、ずいぶんと悲観

的な見通しである。反転しえない誤読の連なりを、年を取って老いることの不可避性と重ね合わせたあと、岡﨑さんは

いつになく不本意であることを認めながら（「問題は相変わらず解決しないし［…］そもそも解決しようと思うこと自体が間違いなのかも

しれないんです」28 ）、「作品」という固有の境界を持つ単位の重要性と、自分の生をそのような作品として切り閉じること

を、かろうじての戦略として持ち出す。「敢えて古いメディア、古いトゥールに自己限定しておいた方が、かさぶたのような

世界に対して、防御、抵抗の可能性を残せるのではないか、とりあえずそこまで撤退しなければいけないのではない

かという感じがするんです」。29 つまり、個々の身体という輪郭に閉じこもるという、倫理的ではあるが消極的な実践の

勧めである。だが岡﨑さんのその後の活動を見れば、それとは異なる、もっと積極的な解決法を、語ることなく実践し

つづけてきたことがわかる。すなわち四谷アート・ステュディウムを中心とする教育活動に力を注ぐことであり、そうするこ

とで自分を位置づけるであろう他者を造形することである。こうして問題は教育に戻ってくる。

  7

 

 岡﨑さんから学んだ多くのことのなかのひとつに、作品の閉鎖性に関するレッスンがある。四谷アート・ステュディ

ウムの講評会では、みんなが作品を論じ合うときその作品を作ったアーティストは死んだ者として話すことを禁じられ

ることがしばしばあった。一度作られた作品は作者の手を離れる。それは一方で他者による読解がいかに自分の意

図とは食い違っていても訂正することが叶わないことを意味するが、他方で自分の思いもよらない読解が生まれる余

地がいつまでも残るということでもある。すなわち、作品は翻訳の可能性と不確定性に晒される。このレッスンを使っ

てみよう。

 1996年の岡﨑さんと1995年あるいは1997年（もしくは2019年でも何年でも）の岡﨑さんの違いは、「岡﨑乾二郎」

がやってきたことをひとつのパラダイムに収めるという目論見からすれば、総合すべき差異であるに違いない。しかしそ

うでない他者にとってそれは、それぞれ別 に々読み解き、翻訳することができる複数の「前例」である。このことは位置

づけの問題に対する逆説的な答えにもなっている。すなわち位置づけを被る対象の統一性が、他者を経由すること

で分裂し、複数化するのだ。そして個別のパフォーマンス（つまり言い換え）が、それを統御するとされるパラダイムを超え
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スピーチ・アクト理論、デイヴィッド・ルイスの可能世界論など）にも共通して見られる動向である。それはもちろんウィトゲンシュタインのパ

ラダイムをどのように拡張していくかという哲学の内輪問題に根付いているが、1960年代におけるパフォーマンスの流行とつなげるこ

とで、これまでのパフォーマンス・スタディーズにおいてすっかり慣習化した「パフォーマティビティー」に関わる言説の系譜（オースティン、
ジャック・デリダ、ミシェル・フーコー、ジュディス・バトラーなど）とは異なるパフォーマンスの理論化が構想できる。もし岡﨑さんのやった
ことを「同時代性」という側面から論じなければいけないとすれば、クワインやその弟子のデイヴィッドソン（「翻訳の不確定性」に対し
て、翻訳者は元のテクストが一貫しているという前提に立たなければいけないという「チャリティーの原則」を付け足した）の考えていたこ
ととの平行性を、「言語と造形」という観点から捉えると見通しがよくなるかもしれない。
24  岡﨑乾二郎「ゼロのポレミーク」『現代思想』1996年8月臨時増刊号、青土社、362– 363頁
25  同上、365頁
26  同上、366頁
27  『ルネサンス 経験の条件』文春学藝ライブラリー、文藝春秋、424頁
28  「ゼロのポレミーク」、363頁
29  同上

01  Paul Klee, Das bildnerische Denken (Basel: Schwabe & Co. Verlag, 1956)

02  詳細については北澤憲昭『眼の神殿：「美術」受容史ノート』（美術出版社、1989年）を参照のこと。しかし北澤は「美術」につ
いては、山本五郎の回想などを引きながら、それが万国博の出品区分の原語にあった「schöne Kunst」ないしは「Kunstgewerbe」（応
用美術）の訳語であることを検証しているが、同じ区分に含まれていた「bildende Kunst」については、それが「造形芸術」のことだとい
うそっけない説明で話を終わらせている。この問題は北澤がそもそもドイツ語圏における「schöne Kunst」と「bildende Kunst」の区分
をめぐるカントやゲーテ以来の議論を踏まえていないこと、つまり「美術」という言葉・概念を「日本（語）」における受容に限定して考え
ていることから生じている。こうした態度は“日本における「美術」の受容”という研究プログラムに照らし合わせて当然のことなのかも

しれないが、結果的に「美術」というカテゴリーじたいを温存させ、「造形芸術」と「美術」の関係を問いなおす機会を見失わせてしまっ
たように思われる。もちろんそこで視野の狭さを作り出しているのは、「美術」ではなく、「日本」（そしてそれに対置される「西洋」あるいは
「外国」）という枠の自明視である。

03  さらに辿れば、シャフツベリーなどの議論を経由してプロティノスやアリストテレスにおける「形式」の議論に行き着くし、その背
後に構えるのはもちろん、超感覚的なイデアの世界と感覚される自然世界をどう媒介するかというプラトンの問題である。この系譜にお

いて「形式」と訳されるのは、ギリシャ語における「eidos」であり、その英訳はほとんど一貫して「form」が用いられている。
04  Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2006), p. 211

05  Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens (Leipzig: F.A. Brockhaus, 1836), p. 353

1827年4月11日の対話より。またすぐあとでゲーテは、カントを知る前に『植物のメタモルフォーゼ』を書いたが、それが哲学者の教え
に合致していたことにあとから気づいた、とも述べている。

06  Johann Wolfgang von Goethe, “Von deutscher Baukunst (1772),” in: Goethes Werke, Bd. XII (Hamburg: Hamburger 

Ausgabe, 1960), S. 7–15

07  Adolf von Hildebrand, Das Problem der Form in der bildenden Kunst (Strassburg: Heitz & Mündel, 1893)

08  Paul Klee, Notebooks Volume 1: The Thinking Eye, translated by Ralph Manheim (London: Lund Humphries, 1961)

09  Immanuel Kant, The Critique of Judgement, translated by Werner S. Pluhar (Indianapolis, IN: Hackett Publishing, 1987), p. 191 

10  Goethe, Eckermann, Frédéric Jacob Soret, Conversations of Goethe with Eckermann and Soret, translated by John Oxenford 

(London: Smith, 1850), p. 393

11  Adolf von Hildebrand, The Problem of Form in Painting and Sculpture, translated by Max Friedrich Meyer (New York, NY: 

G. E. Stechert and Co., 1907)

12  1981年3月に岡﨑さんがはじめて開催した個展は「たてもののきもち」と題されており、これにはbuilding through construction

という英訳がついている。その38年後に岡﨑さんが回想したところによれば、これは当時読んでいたクレーの『造形思考』にヒントを得
て、建築における構築術と、その結果として造られる固有のキャラクターを持った建物＝形態との違いを言い表そうとした翻訳だった。

たしかにbuildingという英語はbildungsというドイツ語とうまく響き合う。
13  岡﨑乾二郎「キャスティング（鋳造）をやってみないか…」『CASTING ART ’95 KENJIRO OKAZAKI』（カタログ）T3 コレ

クションギャラリー

14  John Cage, For the Birds (Boston: Marion Boyars, 1981), p. 50

15  岡﨑乾二郎、峯村敏明、戸谷成雄、橋本夏夫「現代彫刻の新たな地平」『現代彫刻』100号、1988年3月、3頁
16  岡﨑乾二郎「翻訳」『美術手帖』1988年3月号、 美術出版社

これはまさにそのとおりで、そのためぼくはいつも日本語で文章を書くときはそれを英語に訳して点検し、英語で書くときは日本語に訳

して点検している。そうすることで、「自分が何を言おうとしているかに気づく」ということもあるが、同時にそれは、単一の言語の「いきお
い」や「雰囲気」に流されてしまうことから論旨を守ることにも役立つ。この文章もそうやって言語を行き来しながら書いているから、原
文は英語であり、同時に日本語でもある。

17  岡﨑乾二郎「80年代美術のプロブレマティック」『80’S』1990年7月、262頁
18  岡﨑乾二郎「信仰のアレゴリー」『ルネサンス 経験の条件』文春学藝ライブラリー、文藝春秋、2014年、376頁
19  岡﨑乾二郎、朝吹亮二、藤枝守「反芸術か、洗練か」『ミュージック・トゥデイ』17号、1992年、リブロポート、95頁
20  四谷アート・ステュディウムが閉校に追い込まれた直後に岡﨑さんはインタヴューに答えるかたちで彼が考案し、実践してきたカ
リキュラムを3つの軸にまとめている。「アッサンブラージュ」、「比例」、そして「サイバネティックス」。（岡﨑乾二郎「インタヴュー：われ、ま
たアート・ステュディウムに」https: //as-artandeducation-archive.tumblr.com/）もちろんそれはそれで有効なまとめ方だが、ここではあ

えて別の視点から振り返えることにする。

21  岡﨑乾二郎（編著）『芸術の設計―見る／作ることのアプリケーション』フィルムアート社、2007年
22  岡﨑乾二郎、松浦寿夫『絵画の準備を！』朝日出版社、2005年、421頁
23  「翻訳の不確定性」は、ウィラード・ヴァン・オーマン・クワインが1960年に出版された『ことばと対象』で論じたテーゼでもある。ク
ワインはこの他にも、「経験主義の二つのドグマ」において、カントの分析的判断と反省的（総合的）判断の区分が維持できないことを
示したり、ポパーの反証可能性が科学者のコミュニティーにおけるアドホックな修正によって退けられるというホーリズム論を提唱した

りと、岡﨑さんの実践に深く関わる哲学を繰り広げている。しかしもちろんこれは岡﨑さんがクワインから影響を受けているなどといっ
た皮相な話ではない（おそらく受けていないし、少なくとも彼がクワインについて何か言っているのを聞いたことがない）。むしろ重要な

のは、このようなクワインの思索が、分析哲学のなかに広い意味での「経験」ないしは「パフォーマンス」の位相を取り入れることで展開
されたことであり、それは同時期の他の分析哲学者（たとえばソール・クリプキの「規則」に関するパラドックス、ジョン・L・オースティンの
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  1
 
 In my time as a translator for Kenjiro Okazaki over the last fifteen years or so, the most di�cult word 
to render into English happened to be the most ubiquitous. It was also one that only resided in the periph-
ery of his writings: Zō-kei Sa-kka. For those who do not understand Japanese, zō-kei is a compound of “to 
create” and “shape /form” which, when coupled with another compound gei-jutsu (art), is usually translated 
as “the plastic arts” or “figurative arts.” Sa-kka, on the other hand, is a compound of “to make” and “house /
master” which together refers to “artist,” “author,” or “creator.” So the compound of these two compounds 
usually addresses an artist who makes plastic arts, and hence a sculptor or a visual artist.
 There is a simple reason why this word, which Okazaki has never discussed thematically except for 
perhaps once, nevertheless appears all over his published writings: it is the title he most often uses to label 
himself in his profiles. In other words, zō-kei sa-kka is the name “Kenjiro Okazaki” uses to paraphrase his 
own proper name̶ at least in Japan where names do not appear to need translation. I am well aware of 
this little fact because for most places outside of Japan or Japanese, it was up to me to decide on how to 
translate that name. And I am not at all proud of the job I did. 
 The problem is that there seems to be no English word that conveys the same, or even similar, 
meaning as zō-kei sa-kka. The straightforward “creator of plastic arts” or “maker of figurative arts” is a 
clumsy descriptor which places sole emphasis on the nature of the material, erasing the active sense of 
“form-making” inherent in the Japanese word. The more standard “sculptor” or “visual artist” is tethered 
to a specific genre or kind of art which is precisely what the original word avoids doing. When “form” is 
used as a verb, it does signify the act of “making form” and therefore matches zō-kei; but its derivative 
“formalist,” used to address the agent of this action, drags along a heavy baggage of connotations I’d rather 
leave behind.
 The situation is di�erent in languages other than English. For instance, the German word 
“bildnerische,” which Paul Klee used for the title of his well-known Bauhaus lecture notes (Das bildnerische 
Denken) fits nicely 01,  and is indeed translated as zō-kei in the Japanese version of the same book which 
Okazaki must have perused countless times in his younger days (Zō-kei Shi-kō ). But this is a matter of course 
since the word zō-kei gei-jutsu was originally created as a direct translation of the German word bildende Kunst 
when Japan participated in the Vienna World’s Fair of 1872 (simultaneously with the invention of the word 

Bi-jutsu as a direct translation of schönen Kunst. ) 02  That is why there is plenty of literature on zō-kei in German.03  
For instance, in The Critique of Judgement published in 1790, Immanuel Kant divided the fine arts ( schönen 
Künste) into three categories based on an analogy with speech, the second of which, placed between the art 
of speech and the art of beautiful play of sensations, he called bildenden Künste (with the subcategories of Plastik, 
which included architecture and sculpture, and Malerei, which included painting and landscape gardening). 04  
Johann Wolfgang von Goethe, who published his famous observations on The Metamorphosis of Plants in the 
same year as the third Critique, recommended Kant’s book to his young conversant Eckermann in his later 
years with the sole caveat that the philosopher wrote unsatisfactorily about bildende Kunst (“die bildende 
Kunst aber unzulanglich behandelt hat”) 05 ̶ a particular concern that can be traced back to a passage in an 
essay about German architecture that the poet wrote in his own youth: “Art is about making form, long 
before it is about being beautiful (Die Kunst ist lange bildend, eh sie schon ist).” 06  And it was amidst these 
well-cultivated grounds that Adolf von Hildebrand, another favorite author of Okazaki’s, had formulated 
Das Problem der Form in der bildende Kunst in 1893.07 
 But bildende Kunst gets lost in translation. Ralph Manheim adopts another title altogether for the 
painter’s lecture notes (The Thinking Eye), and throughout the book paraphrases the same term in various 
ways, none of which retains the crude dynamism and meta-genre implications of the original: “pictorial,” 
“figurative,” “creative,” and so on. 08  Other translators follow suit. Werner Pluhar bypasses the philosopher’s 
description of bildenden Kunste as “the arts of expressing ideas in sensible intuition” and reduces the category 
to “visual arts,” 09  while J. E. Spingarn neglects the poet’s concern for the process of formation by adhering 
to “plastic arts.” 10  As for Hildebrand’s book, Max Meyer and Robert Morris Ogden had quite simply 
rephrased its title as “The Problem of Form in Painting and Sculpture.” 11

 I do not mean to sound so critical, however. For I also found myself constantly exchanging one term 
after another without ever attaining a satisfying translation for the single word chosen by Okazaki to 
synthesize all the di�erent things he does.12  Perhaps we could all fault the imperfection of English as a 
language. But the task of the translator does not consist in the endless pursuit for a perfect word. We must 
all be pragmatists at the end of the day. It is high time that I approached the problem from another angle.

  2
 
 Zō-kei Sa-kka is indeed a good name that brings together many of the otherwise incredibly diverse 
activities Okazaki has engaged throughout the course of a productive career spanning over four decades. 
From his early work Katagami no Katachi [The Shape of a Pattern] (1979)̶ in which shapes taken from clothing 
patterns were patched together on large cotton fabrics cat. no. 001–003 ̶ or the Akasakamitsuke series (1981–)̶
in which di�erently shaped panels that appear to have been cut out from a unicursal line were composed 
into three-dimensional reliefs and stuck to the wall like strange insects cat. no. 005–010 ̶ a pattern can be 
observed, di�erences of material notwithstanding: multiple shapes created out of some pattern are assem-
bled to create unique shapes on a higher level. The reliefs of the early 1980s were followed by modular 
sculptures of the late 1980s in which masses of di�erent shapes and sizes could be arranged in di�erent 
ways to form di�erent wholes, and then by paintings of the 1990s and beyond in which colorful blocks of 
seemingly expressive brush strokes were enlarged, shrank, or exchanged within a single canvas or between 
several, to create a succession of virtual canvases in the eye of the beholder. 
 In short, Okazaki’s works have always focused explicitly on the active process of form-making 
whatever the genre they may appear to pertain̶which, by the way, are extraordinarily many, encompass-
ing everything from manga, film, public art, media art, architecture, earthworks, to picture books, stage 
props, dancing and drawing robots, tile art, and so on. The task of paraphrasing zō-kei sa-kka in any other 
form therefore appears daunting. Add to this the similarly vast corpus of writings on a wide variety of 
subjects and topics, the long list of curatorial endeavors, as well as all the years of pedagogical activity, 
none of which can be dismissed as peripheral given the amount of energy and resources dedicated, and the 
number of things to be synthesized seems to reach impossible heights. 
 There is, however, an easy way out. For Okazaki himself has masterfully analyzed and eloquently 
discussed the arts and theories he has been influenced by, from around the world and across the ages, from 
abstract expressionism to post-minimalism, from Renaissance-era cathedral domes to Brutalist architec-
ture, from Chinese Shan Shui paintings to Japanese landscape gardening, from La Nouvelle Vague films to 
New York punk music and Bob Dylan, and so on and so forth. Thus, it is always possible to study and learn 
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how he read, synthesized, and used these previous “examples” in his own works. This is even encouraged in 
the recent years, since Okazaki seems to be more and more engaged in the act of retrospect and synthesis 
himself, discussing how his activity can be situated in the larger context and timeline̶perhaps inevitably 
so, given his established status in his home country. So I could simply use Okazaki’s own example as a 
template̶ like a clothing pattern, as it were̶ and dutifully respond to the request from the editors of 
this catalog to portray Kenjiro Okazaki “as an example of how art and theory can be practiced in Japan as 
well as in the world after the 1980s.”
 But the solution of translating what Okazaki has been doing by situating the diversity of his output 
within a specific period and location runs into another problem, a problem that is more complex than the 
diversity in question since it has more to do with the very essence of zō-kei than its range of applicability̶
a matter of intension rather than extension, as they say in logic. For the attractive and brilliant shapes that 
Okazaki has tirelessly produced over the course of forty years were actually never an end in themselves. 
Instead, he has always maintained, citing the above examples of Klee or Hildebrand, or following the lead 
of historians like Colin Rowe or Henri Focillon, that his primary focus is in the katachi̶usually translated 
as “form” or “shape”̶ composed in the mind of the person experiencing the work. What the act of zō-kei 
aims to form, according to him, is neither here nor there, this nor that. It is rather an abstract intellectual 
synthesis carried out by the e�ort to bring the disparity of multiple sensory data into some (tentative) coher-
ency. And once again the standard translation fails, since unlike most “forms,” this mental construct does 
not exist outside each process of synthesis, and unlike most “shapes,” it cannot be seen or heard as such. As 
a corollary, the job of zō-kei sa-kka could be defined as that of arranging sensible materials to lure and 
trigger the viewers into (re)producing something supersensible on their own. It is an art of remote control. 
This is why the reduction of zō-kei to a particular sense (“visual arts”), a particular form of material (“plastic 
arts”), or a particular genre (“sculpture”), are all mistranslations.

  3
 
 As far as I know, there is only one occasion where Okazaki explicitly discussed the role of zō-kei sa-kka. 
This was in a short text written in 1995, which reads as follows:
  

Where is katachi? There are no zō-kei sa-kka’s anymore. What is everywhere instead is an art of 
alluding to katachi without making one. The essence of this art lies in the method of presenting 
only fragments from “some” whole and forever delaying the whole itself to appear. […] Simply put, 
it is the strategy of procrastinating conclusion developed under the bad influence of minimalism.
 An artist exists to give a clear answer, a definite conclusion to a given problem. The question can 
be ambiguous but the problem must be solved in the conclusion. The act of zō-kei needs both. The 
relationship between the two is the artwork. In order for this to be so, there must be a solid 
argument or logical development, as they say in terms of writing. In order for logic to develop via 
katachi, it is necessary for one thing to not simply return harmoniously to the whole that it origi-
nally pertained to (and much less to dilly-dally so that this return may be postponed), but for one part to 
encounter another so that a di�erent whole can be produced. In sculpture, the male and the casting 
molds do not form a paired closure. Sometimes the male mold that is derived from the casting mold 
remakes the latter from which it originally came out. That is to say, shape [kei-tai] becomes robust 
by altering form [keishiki]. 13

  4
 
 The abstract and conceptual nature of zō-kei is the principle of synthesis underlying the diversity of 
Okazaki’s output. At the same time, it has also functioned as the principle of expansion which generated 
the same diversity in the first place. In other words, zō-kei creates as well as reduces multiplicity. This 
paradoxical operation can be tracked on several fronts. Most apparently, the focus on creating what is 
synthesized in the other’s mind allowed Okazaki to broaden his works, both in terms of format as well as 
scale, without being too preoccupied about the established boundaries of genre, perception forms, or given 
frames of space and time. That is to say, the astonishing variety of all the concrete things he has made is 
directly correlated to the abstract status of what he is after. The problem of extension is thus coupled tightly 

with the problem of intention.
 But the same focus has also resulted in another form of cross-border migration since the art of remote 
control, by definition, aims to transcend the di�erence between one person and another. Hence, Okazaki’s 
passion for pedagogy, an activity he has devoted considerable time and energy throughout his career; first 
at B-semi, his alma mater in Yokohama where he started teaching in the late 1980s; then at the summer 
schools of the Haizuka Earthwork Projects which he became involved in the mid-1990s; and culminating 
with the alternative art school Yotsuya Art Studium which he founded in 2003 and directed for ten years 
since. Like Goethe who went from bildende Kunst to Bildungsroman and back, “education” as the zō-kei of 
others becomes at least as integral to the work of zō-kei sa-kka as the making of artworks.
 These two forms of expansion, however, each in its own way, make the task of paraphrasing zō-kei 
impossibly di�cult. For one thing, if the diversity of output was produced by not taking external, socially 
imposed frames for granted, it would certainly be perverse to situate it in retrospect, when all is said and 
done, within the same fixtures of time and space such as “the 1980’s” or “Japan.” That would amount to 
reducing the particular acts of synthesis into the very thing they were driven to dismiss in the first place. 
Then, Renaissance would pertain solely to Renaissance (or to Europe), American art to Americans, bildende 
Kunst to German, zō-kei sa-kka to Japanese̶ to render what is Caesar’s unto Caesar. Everything in its right 
place and time, which is to say following the norms of the status quo. Zō-kei sa-kka may be paraphrased 
alright, but only at the cost of delegating its own powers of synthesis to pre-established forms of mediation. 
The problem of extension is solved by negating the problem of intention. So there is trouble in that path.
Pedagogy takes another route. For the educated follows Okazaki’s examples and reproduces his syntheses, 
thereby preserving the coupling between the multiplicity produced and the mechanism of its production. 
But here the trouble is turned inside-out, so to speak: it is not the fissure between extension and intention 
but their “paired closure” that now makes the act of paraphrasing di�cult. The more one learns, the more 
di�cult it becomes to synthesize what Okazaki has been doing in any other way than his own. And if that 
is the case, it would certainly be best for the teacher to do the job rather than have students engage in a 
cheap imitation. I’d be happy to revert to my role as a translator. We ought to render what is Okazaki’s 
unto Okazaki.

  5
 
 There is a third form of expansion that brings home this second di�culty concerning education. 
Along with his works and pedagogy, the paradoxical operations of zō-kei can also observed at work in the 
discourse Okazaki has been consistently weaving since the early 1980s. Here, the principle of zō-kei is not 
so much discussed as a topic as performed using a variety of other topics as materials. The word is constant-
ly paraphrased and thereby enacted. Indeed, within the boundaries of Okazaki’s own writing, the problem 
is not that katachi has no translation but that it has too many: “pattern,” “concept,” “sense of presence,” “the 
impression of shape,” “type,” “the reality of object,” “experience,” “transcendental subjectivity,” “abstrac-
tion,” and so on. At the same time, this tireless substitution of terms never reaches beyond the margin 
where Okazaki’s profile states who he is and what he is doing in a clear, yet untranslatable wording̶ the 
sole o�cial translation of Okazaki’s own name: zō-kei sa-kka. The paraphrases along with their learning all 
take place under the rubric of a singular name in the periphery that itself resists being paraphrased. So a 
pattern can be observed: the same structure governs the problem of pedagogy as well. Let us then, for 
pedagogy’s sake, chart out what can be charted out. 
 
 a  ‖  At the basis of Okazaki’s intricately formed conception of zō-kei is a simple axiom: there is no 
such thing as an immediate perception; to see is to see as; to perceive something is always to perceive 
something in relation to something else. Perception is therefore already an act of zō-kei. This also means 
that the katachi thus created is never a single entity but always a manifold encompassing the relationship 
between several entities. One’s focus must climb up the ladder of logical types accordingly, from the points 
to their intersections, from the figures to their proportions. Okazaki’s writings are filled with parables that 
explain this ascension and its benefits: the Quaker’s faith in heaven above where all the asymmetries in this 
world would be annulled; Kant’s argument of the left hand that cannot be distinguished from the right 
unless one raised dimensions. The common moral of all these stories is that di�erences on one level can be 
solved and mutually exchanged on a higher level. 
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  6
 
 This kind of synthesis is something that Okazaki has done countless times to others but never to 
himself. And by doing so ourselves it becomes obvious why that is. One possible name for the chart above 
would be to call it a “paradigm,” which means “example” or “model”̶ the very status of “Kenjiro 
Okazaki” in this essay, and a term that he has been using a lot in the recent years as he endeavors to situate 
himself in the larger context of history. Linguists have used this word to address the chart of all possible 
conjugations of a given verb (e.g. the German “bilden”). Thomas Kuhn famously expanded its usage to refer 
to the general patterns of thought followed by a group of scientists to both discover and solve problems, or 
a particular scientific achievement that serves as an exemplary model for doing so. Paradigm thus defines 
the entire field of possible paraphrases while drawing its borders and excluding other possibilities. It is a 
template from which many variations can be produced, a pattern from which many clothes can be extract-
ed, a score from which many performances can be derived. Many, but no more than that. 
 Okazaki’s own examples, however, have taught us something else. For the zō-kei sa-kka has always 
used templates to derive shapes which he assembles to produce katachi’s that cannot be reduced to their 
material provenance. The task of paraphrasing Okazaki’s activities by synthesizing and reproducing his 
own paraphrases reaches a dead end because the lesson learned negates the endeavor: this method is itself 
based on the reification of particular forms of use which Okazaki has repeatedly warned his readers against. 
The more the student absorbs the paraphrases as a paradigm, the more each paraphrase turns into a 
pattern. The process of zō-kei thus ends up becoming a convention.
 The most exemplary model of this problem is none other than the term zō-kei sa-kka, the singular 
name that synthesizes the diversity of Okazaki’s output and enables their mutual exchange while itself 
resisting translation (at least to English). In other words, this word has all the attributes of a proper name 
Okazaki has repeatedly criticized. According to the paradigm above, the only way to dismantle the appear-
ance of transcendence in such a name was to translate it back to its definite descriptions. Yet that attempt 
has only led us to the paradigmatic closure of Okazaki’s own paraphrases. At the same time, his own 
examples also suggested a way out. So the pedagogy bifurcates. What we need to focus on is not the gener-
alized pattern of zō-kei but the specific acts thereof. And the only way to do so is to restart from somewhere 
much more specific, somewhere much more situated than “the 1980’s” or “Japan.” In my case, this also 
means reflecting on my own involvement in all this.

 b  ‖  Katachi thus resolves di�erences. On one hand it is important to note that this solution is a 
particular response to a particular set of problems under particular conditions. So the process of zō-kei is 
situated and cannot be generalized. On the other hand, the mediated nature of perception relates matters 
across time, space, and scale. For instance, a katachi in the present incorporates remembrance of things past 
as well as premonition of things yet to come̶ as Okazaki examined in his 2001 book Renaissance: The 
Condition of Experience using as his examples the architecture of Filippo Brunelleschi, the mathematics of 
projective geometry, or the art of memory as theorized by St. Augustine or Ramon Llull. Similarly, the 
product of synthesis on one scale becomes material for synthesis on another scale, for size is no matter for 
the mind. The components forming a katachi thus vary from the imperceptibly small to the imperceptibly 
large. In every case, what is not perceived in the here and now influences what is. Which is to say there is 
always more than what appears to be given; always, therefore, the possibility for new syntheses.
 c  ‖  The process of perceiving something in relation to something else can be regarded as an act of 
reading in a broad sense, the extraction of meaning from signs. This in turn makes the world appear as a 
text woven by language in the same broad sense. Forms of representation can then be analyzed as forms of 
description. Everything is potentially legible and what is not is only so at the moment, “allegories” and 
“rebuses” awaiting proper readership. And if the act of zō-kei is a form of reading, then the act of reading is 
a form of zō-kei. As with pedagogy, the boundary between writing a text and making a work blurs. 
 d  ‖  The first danger lies in the reification of katachi. The idea that the synthesizer of disparate 
elements exists out there, beyond the particular acts of zō-kei, runs counter to the mediated and tentative 
nature of Okazaki’s enterprise. It makes reading unnecessary and re-reading impossible, thus suppressing 
other potential forms. This is why, aside from making katachi, Okazaki has engaged in a continuous 
critique of what appears to be fixed versions of the very thing he makes. Like the many names of katachi, 
these counterparts have been constantly paraphrased: they are “proper names” whose apparent singularity 
occults the actual plurality of names ( for there must surely be other “Kenjiro Okazaki”s in the whole wide world); 
the “base support” of painting that modernists from Kazimir Malevich to Clement Greenberg wished to 
directly present (all of them ending up with one sort of “homeless representation” or another); “nationalism” or 
“fascism” which dismisses the di�erence between individuals by absorbing them under the rubric of a 
single nation (e.g., “Japan”); the false notion of “contemporaneity” which brings together unrelated elements 
using the illusion of synchronicity (e.g., “1980s”); or the mal-e�ects of “sentiment” which similarly erases 
particular di�erences through the manipulation of feelings often organized around something ine�able (and 
often exploited by artists like Christian Boltansky).
 e  ‖  There is an antidote to this ubiquitous and persistent impulse for reification: to foreground the 
tentative nature of zō-kei through the continuous process of replacing one katachi with another. Thus terms 
must be endlessly paraphrased, topics must be constantly switched, and works must always be produced 
anew. This strategy is itself paraphrased in many ways: a work is like a “mathematical function” awaiting 
the assignment of variables; a “proverb” that can be applied to many di�erent situations; a “film” which 
creates movement through a constant replacement of one frame for another; a “musical performance” which 
composes tentative forms out of seemingly static scores̶ it matters that Klee was also a violinist. The 
value lies not in what is replaced, exchanged, and paraphrased, for these are all “readymades” of one sort or 
another, but in the particular process of replacement, exchange, and paraphrase which is singular and 
irreplaceable. A work of art, therefore, must be used (i.e., performed).
 f  ‖  But a second danger lies here, for it is always possible for a particular use to become reified. 
And once a particular usage is thus fixed and formalized into a convention, it functions as a pedagogical 
apparatus that molds the behavior of people into one form and not the other (as John Cage once formulated, 
“records ruin the landscape.” ) 14  The dynamism of katachi is thus paralyzed. A fierce criticism against this 
second form of reification was undertaken in the series “The New Text on the Disassembling of 
Architecture” (1999 –2001), written in the form of correspondence with the architectural historian 
Norihito Nakatani. The central topic was the ideology built around the linguistic apparatus of teniwoha̶
Japanese particles which developed in the 9th century out of peripheral, auxiliary signs added to imported 
Chinese texts to indicate their reading order in Japanese̶ and its analogical correspondence with the 
assimilation of similarly imported Chinese building types within the system of Japanese architecture. In 
each case, the fixation of particular usage attracted a swarm of nationalist discourses like moths to a 
flame. Interestingly, what was reified in this particular example was translation, the attempt to move from 
one language to another.

まだ花も何もない形ばかりの庭の花壇をきつねは気

軽に通りぬけ、淡い色どりを瞬間与えてから、かすか

な痕を残していった。そこで武器はただひとつ辛抱で

した。畑の雑草を取るのではなく、もっと別のことに

使われるための。いったん逃げ隠れした鳥や蛇がま

た戻ってきて、それどころかある日ひょっこりそばまで

やってきてこちらをじっと眺めるようになるまで、狩人

のように身動きひとつせずに、自分が腰かけている

岩の一部となって坐りつづけていたのです。夜も昼も 

変わりなく囀ったのはあの鳥だけでしたね。

A fox passed freely through a flower bed in a token 
garden with no flowers or anything at all yet, and 
after imparting for a moment some pale colors, 
left, leaving a faint trace of itself. The only weapon 
there was patience. Not for weeding the field, but 
for other uses. Until the return of the birds and 
snakes that at one point ran and hid, and not only 
that but until that day when they happen to come 
very close and stare right this way, I sat motionless 
like a hunter, as if I was part of the rock upon 
which I sat. That was the only bird that ceaselessly 
chirped through day and night, wasn’t it.

1999

アクリル、カンヴァス

Acrylic, canvas
180×130×5cm

作家蔵

Collection of the Artist
2枚組（右）

Right panel, Diptych
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 Our school did well, attracting a lot of attention as well as students over the course of ten years before 
it was suddenly forced to shut down in 2014 by the university headquarters (tightly connected to the Japanese 
government) for unclear but presumably political reasons. Among other things, they appeared to not like 
the fact that many students, as well as lecturers, were participating in demonstrations that had become 
very active in the aftermath of the 2011 earthquake and nuclear power plant catastrophe. The school build-
ing, which originally belonged to the ruling Liberal Democratic Party of Japan, was quickly demolished 
after all the artists were driven out, as part of the gentrification process of the entire Yotsuya area for the 
upcoming 2020 Olympics. 
 By “translation” I am obviously not referring to the exchange of language in the English class I was 
co-teaching, although the inclusion of an English class in an art school is worth noting in itself (the deal was 
that we could teach anything we wanted as long as it was in English). What I mean to say is that the Yotsuya Art 
Studium was filled with lessons and exercises for training one’s ability to “translate” in a broader sense̶ to 
substitute, paraphrase, and exchange one thing, genre, or form into another. As if to reflect the director’s 
own wide range of activity, the students and researchers gathered there came from a variety of backgrounds, 
both in terms of discipline (encompassing visual art, sculpture, architecture, music, theater, dance, philosophy, 
criticism, etc.) as well as education ( from high school graduates to postgrads, and even lecturers at other universi-
ties). So translation from one form of language to another was a daily a�air, in spite of the apparent lingua 
franca of Japanese. Okazaki would often quote Wittgenstein’s concept of language game to explain how a 
seemingly singular language is always segmented into a multiplicity of languages according to usage. 
Translation was also what one learned in the seminars. A very popular exercise in Okazaki’s class was 
reading the structures of one object (say, a plastic bottle) and “mapping” it to create another object (say, a 
building). In the book Articulation of the Arts, co-written by the researchers and Okazaki via countless discus-
sions and endless all-nighters, we formulated a universal typology of notation that extended across music, 
dance, architecture, and the visual arts. Everyone was constantly encouraged to think beyond one’s special-
ized “genre” or “discipline,” and  sooner or later we all learned to paraphrase tirelessly, thinking about 
music in terms of painting, about dance in terms of architecture, about films in terms of sculpture, and 
about zō-kei in terms of language. 

  3
 
 This education resulted in two almost contrary lessons. On the one hand, we learned to read abstract 
patterns and logical structures that were not confined to any specific genre or form. The constant 
paraphrase indeed generated a position of the translator that appeared to belong to no single domain. 
Naturally, what foregrounded in our discussion was what survived translation, and this gave us a quick 
sense of pride that we were dealing with universal problems, accompanied by a naive confidence that any 
fixed position could be paraphrased into any other. 
 At the same time, however, we also became concerned about matters that seemed to resist translation. 
This surfaced particularly in connection to the making of actual works since each process of production 
was inevitably governed by very specific conditions, situated in a very specific time and place. And as if to 
bring this lesson home, we were all strongly encouraged to make “works” at Yotsuya Art Studium. Doing 
so indeed made us quite aware that each particular process of translation was a unique event that itself 
could not be translated.
 The translation between the specific and the universal was something Okazaki discussed often in those 
days, always citing the distinction between the two forms of judgment that Kant presented in The Critique of 
Judgement. According to his paraphrase, “determinative (or analytic) judgment” only admitted an attribute  
(or predicate) that is already contained in a given concept (“a car drives people”), whereas “reflective (or synthetic) 
judgment” connected a new attribute to a concept (“a car locks people in”̶ as in the case of hijack). The latter 
was more important because it allowed actual experience to rewrite a given concept, thus establishing a 
pathway from the specific to the universal. This, Okazaki lectured, was the essence of Art. It was yet another 
parable which explained the di�erence between the reified katachi and the tentative zō-kei, yet another 
example for always starting from the situatedness of empirical matters and aiming to arrive at a place 
irreducible to where one started from. 
 But Okazaki did not only theorize these matters. More impressive than what he preached was how he 
practiced what he preached. During discussions and critique sessions, Okazaki, exposed to the same 

  1
 

 There is one specific paraphrase which can be used as a tentative ground for this restart. During a 
discussion which took place back in 1988, Okazaki described how the potential of sculpture discovered by 
Hildebrand had influenced in turn the development of painting styles such as Cubism, summarizing his 
point in the following way:  “As long as the logical structure is the same, the common factors can all be 
exchanged and translated. […] Translating the possibilities of sculpture into painting changed the latter’s 
structure.” 15  In that same year he had also written a short text titled “Translation” in which the discovery 
of common structure was hailed as a principle of expansion:
  

What is art? /  It is often the case that you realize what you wanted to say when you translate 
your words into a foreign language /  You begin to understand your basic ways of thinking when 
you dispose of a familiar media and replace it with another /  I want to expand my field by 
connecting distant points /  What kind of position would it occupy in society? /  Art is to work 
while thinking about that 16

  
In another essay written two years later looking back at the paradigm of art in the decade that had just 
passed, Okazaki tutored the method of dismantling “Art” as a proper name: “If proper names are names 
that cannot be translated, ‘Art’ is also a proper name ( like ‘The Bible’ ). But it is only so because people trust 
it. If this trust is doubted, people will demand its translation back to concrete matter that can be properly 
judged.” 17  Another two years later, in an essay on Vermeer’s painting “The Allegory of Faith,” he again 
resorted to the same word (albeit in brackets), when analyzing the Dutch painter’s method:  “The multiple, 
mutually independent series of description are juxtaposed in the painting without any a priori hierarchy 
concerning their levels of reality. If any sense of reality is to emerge from within such indeterminacy, that 
reality cannot be grounded in the authenticity of each representation, but only in how they are used, which 
is to say the process of their exchange (translation).” 18  In another discussion held the same year, the same 
term was used to paraphrase the role that Marcel Duchamp or John Cage played:  “A brilliant mediator 
does not get reduced to art or music or any particular place. […] The quality of translation cannot be trans-
lated into any language.” 19   
 In all these examples, the word “translation” appears as an act of substitution and exchange which 
reveals the basic ideas or common structures that are irreducible to any particular media or genre, while 
also serving as a mode of resistance against all kinds of reified forms that claim themselves to be transcen-
dent. Perhaps a matter of course given the strong a�nity between zō-kei and language in Okazaki’s 
paradigm, but one possible translation of zō-kei sa-kka turns out to be none other than “translator.”

  2
 

 “Translation” was indeed what we learned at the Yotsuya Art Studium, the school Okazaki created 
back in 2004 where I was involved for about six years since its inception. The institution was originally a 
community college that Kinki University, whose headquarters are based in the Kansai area, had founded as 
their Tokyo satellite. Okazaki and several students including myself took over the establishment from its 
second year and converted it into an alternative art school. Okazaki designed the curriculum, his team 
Engawa, led by Susumu Kihara, renovated the old garage into a gallery, and we began inviting all sorts of 
people we wanted to study with. Centered around the “Art Practice” and “Art Theory” seminars taught by 
Okazaki, it was a busy school with classes of architecture, music, engineering, dance /performance, web 
design, DTP, and English which I co-taught, first with the poet Sawako Nakayasu and then with the 
theatre director Yelena Gluzman. There were many guest lectures, starting with a special presentation by 
Billy Klüver, the long-time president of Experiments in Art and Technology, and equally many exhibitions 
were held at the Gallery Objective Correlative on the first floor. In addition to all the pedagogical activities, 
the Yotsuya Art Studium was also conceived and ran as a factory of sorts, with a core group of six or seven 
“researchers” (again, myself included) led by Okazaki working on the publication of journals and books, 
organizing events, and developing collaborative projects with other institutions. 

  B
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material as everybody else, would notice details that no one else in the room had noticed, analyze the 
problem eloquently, and translate his analysis to universal issues in ways that we could not have anticipat-
ed. It was such virtuosic acts of zō-kei conducted in realtime that had an enormous pedagogical impact. 
Although I can only speak for myself, this ability of Okazaki’s was well-known among the people who 
knew him well, as his long-time friend and collaborator Hisao Matsuura once described elegantly:
  

As anyone who has heard Okazaki talk knows, the most attractive thing about what he says is 
how your own thoughts seem to speed up when you entrust yourself to it, enabling you to experi-
ence the utter thrill of seeing the world in drastically new ways. Or, if you open his book 
Renaissance: The Condition of Experience, you can find a quote from Pierre Francastel’s Peinture et Société 
along with Okazaki’s commentary which paraphrases Francastel’s work in such an exciting 
manner that I questioned myself if I had actually read the same book. I imagine other readers of 
Okazaki have gone through a similar experience. 20

  
The most e�ective way to counter a seemingly closed paradigm without falling into the easy trap of irony 
(as so many works of “contemporary art” do) is to actually demonstrate that other paraphrases are possible 
using the same resources at hand. Ultimately this has nothing to do with theory, and everything to do with 
one’s ability as an interpreter. It is an art of real-time translation, which I could yet again paraphrase using 
yet another word: “performance.”

  4
 

 Curiously, many students who spent time at the Yotsuya Art Studium ended up making performances 
or incorporating the problematics of performance into their work. I, for one, began going there having no 
interest at all in presenting something in front of an audience, and came out several years later with my own 
pseudo-troupe No Collective which fabricated performances that were not exactly music, dance, or theatre, yet 
all of those things combined. 
 But I was not the only one. The first Maestro Guant award which the school began to give annually to the 
most accomplished artist who had studied there went to Satoshi Hashimoto who was making a sort of perfor-
mance installations at the time; Shinichi Takashima, another winner of the same award, went from making 
video works which used his body as well as camera as material to making live performances which used his body 
in relation to physical things and language; the students of Okazaki’s “Art Practice” class later formed the group 
Milk Souko which created installations using objects which performed on their own; and one of the last winners 
of the Maestro Guant award was Arata Takagi, whose “work” was his rock band tnwh (teniwoha). 
 With the benefit of hindsight, I can speculate on some of the reasons behind this trend. For one thing, 
the collaboration between Okazaki and Trisha Brown triggered us to study the history of modern and 
postmodern dance, with a special focus on the Judson Church movement of the 1960s which Trisha took 
part in, as well as the parallel development of performance art. Soon afterwards, new performance-oriented 
classes like the “Body/ Language Seminar” taught by the choreographer Kota Yamasaki, or “Musique Non 
Stop Seminar” taught by the musician Tomomi Adachi were included in the curriculum to render what we 
had been studying back again into practice. There was also the influence of my colleague and then-partner 
Yelena Gluzman, an expat from New York who was very actively making works that combined elements of 
theatre and performance art, often casting her own students as well as other researchers. Performance 
naturally became the underlying focus of our English class which first dealt with the problem of reenact-
ment, and then with the films of Yvonne Rainer for the second year. It may have also been that some 
students simply opted for a genre that Okazaki had not worked on yet, turning away from paintings, sculp-
tures, and other forms of visual art where his dominance appeared to be loud and clear. 
 But there was something else as far as I was concerned. In addition to being immersed in the Trisha 
Brown collaboration to the extent that I ended up touring with her company for several years, as well as 
inspired by the works of people around me with whom I often collaborated̶ Satoshi, Shinichi, and especial-
ly Yelena̶my interest in performance was also grounded in a simple intuition: that the issue of perfor-
mance somehow lay at the root of Okazaki’s activities, and therefore at the basis of pedagogy at the Yotsuya 
Art Studium. As an art form that always started from the situatedness of the here and now, and aimed to 
synthesize an unforeseen reality that is irreducible to those conditions, “performance” was not so much what 
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therefore always the history of misreadings̶ of mistranslations̶ that cannot be amended by manipulat-
ing symbols ( i.e. language) in retrospect. “It’s a big problem,” the zō-kei sa-kka admits a number of times, 
“it’s a di�cult problem,” and one can almost hear him sigh. 23  
 This is quite an unusual thing for Okazaki to say, let alone lament. Just a year before, he had advised 
his readers to debunk the appearance of transcendence in proper names by treating them as mathematical 
functions that await translation. Just a year later, he would analyze Filippo Brunelleschi’s genius at discov-
ering the ideal point in every situation that could resolve all the contradictory conditions involved, in spite 
of sublunar di�erences and murky human relationships. In emphasizing the utter passivity of being situat-
ed and the sheer impossibility of substitution that ensues, Okazaki of summer 1996 appears to counter his 
own claim from both immediate past and future. 
 An echo of this anomaly is found in the afterword of Renaissance: The Condition of Experience published 
five years later in 2001, where Okazaki reminisces the particular steps he took to write the book: “It was in 
1995 that I first published an essay with the title ‘The Condition of Experience.’ [...] It was only three years 
later in 1998 that I finally started writing the sequel. It is pointless to explain what happened in the years 
between. I would like to simply think that I understand much better than ever before the complexity and 
di�culty of making things actually happen in the world.” 24

 What happened in the years between can be speculated. In August 1996, the same summer “The 
Polemic of Zero” was published, Okazaki co-curated the gigantic exhibition “Atopic Site.” A Herculean 
endeavor both in scale and concept, the Tokyo-based art fair was conceived not as a showcase of finished 
artworks but rather as a temporary show window which allowed people to access and participate in the 
activities of more than 40 artists from around the world whose scope and trajectory expanded beyond the 
delineated space and time of the exhibition. As if to magnify the method he had been developing for his 
own artworks, what Okazaki had designed as a curator was a tentative assembly of multiple series of events 
that could not be reduced to a singular topos̶ and hence, “a-topic.” The project was intricately formed to 
collapse the desire to situate the multiplicity as one thing, which became a problem in the eyes of the 
Tokyo metropolitan government who was sponsoring the event, as well as those of Dentsu, the mega ad 
agency who was mediating as usual the establishment and art and all the money in between. They thus 
intervened to suppress the radical nonconformity of the situation, demanding, quite politically, that all 
works should be devoid of politics, and censoring several works which refused to obey. 
 So perhaps the argument in “The Polemic of Zero” could be read (or misread) as an expression of 
Okazaki’s concurrent struggle against being situated by others. In the interview, the only antidote 
prescribed against this malady was a pessimistic one. After paraphrasing the problem of accumulated 
misreadings as the inevitability of growing senile and reaching the impossibility of synthesis, Okazaki very 
reluctantly̶“I don’t think this is the right solution” 25 ̶ opts for an awkward solution: to acknowledge 
the closure of one’s life in the form of an art work. But his subsequent activities demonstrate a di�erent 
solution that was never talked about but simply performed: to educate others who can situate him di�er-
ently. We thus return to the issue of pedagogy.

  7
 

 There is one thing I learned from Okazaki concerning the closure of art works. In the critique sessions 
at the Yotsuya Art Studium, it was usually the case that the artist who made the work was not allowed to 
talk while others discussed the work. The idea was that a work, once created, stood on its own, exposed to 
both the possibilities and indeterminacies of translation. Let me use this lesson. 
 The di�erence between what Okazaki made in 1996 and what he made in 1995 (or 2019 for that matter) 
might seem to require synthesis for those who wish “Kenjiro Okazaki” and his examples to be unified as 
one paradigm. But for others, they can be two separate materials that could be developed in di�erent ways. 
Strangely, this also serves as another antidote to the malady of being situated: to dissolve the very unit to 
be situated by foregrounding its own plurality through the multiplicity of connection with others. It is only 
through such lateral paths that individual performances can escape the fate of being reduced to a singular 
paradigm. Like vaccination, the malady itself turns into its own cure. The indeterminacy operating here is 
a bit more complex than the usual indeterminacy of translation. For what matters is not whether what one 
does is translated correctly, but whether what one does at one point that one’s later self can not synthesize is 
nonetheless translated by some other person. In other words, correctness is not something determined in 

Okazaki talked about, at least not that often, but what he demonstrated again and again in classrooms, at 
events, during projects, and in private conversations. It was what I was always an audience to.
If this paraphrase sounds too far-fetched, one may harken back to the old etymological roots of the word 
“perform,” a compound of the Latin prefix “per” meaning “thoroughly” or “completely,” and “form” as a verb. 
The literal translation of “performer” thus corresponds almost exactly to Okazaki’s self-definition: “A zō-kei 
sa-kka who provides definite answers to problems.” 

  5
 
 Having engaged myself in the experience of making performances over the last ten years since I left 
Yotsuya, I now see that there are two dangers concerning the extended family of ephemeral art brought 
together under this rubric, or more accurately the way people talk about them. The first stems from the 
desire to reduce each performance to a general whole. Whether it’s the notion of contemporaneity, country, 
social, racial, or cultural scene, artist or a group thereof, some larger frame encompasses the multiplicity 
of particular events, reducing the individual di�erences between them̶ the same tendency, that is, as the 
reification of katachi and the reduction to paradigms. The second danger is a reversal of the first, being 
rooted in the desire to reduce each performance to its specific locality. The single happenstance is 
fetishized as something so singular that it cannot be documented, paraphrased, or reenacted̶ and most 
certainly not translated. 
 The first danger reduces everything to generality and the second to particularity. These are two sides 
of the same coin, of course, and what they both fail to capture is the reality of performance that lies 
somewhere in between. For this reality is grounded neither in the uniqueness nor in the universality of 
happenstance̶ either case a matter of “one” thing, as indicated by their common prefix “uni”̶but in its 
sharedness with others and in its resulting plurality. The minimum definition of performance might be 
that it is something one does to another, and this already includes more than one person (even if one 
performed for oneself ). The Kantian translation from the specific to the universal must always go through 
the other and that is why it cannot be entirely reduced to either end of the two poles. If the act of 
paraphrase is the only thing that is real, singular, and irreplaceable, that is because it is a matter of perfor-
mance in this sense.
 But this plurality also means that performance can fail to meet the expectations of the performer, 
which is also to say that it can succeed in ways the performer never expected. The tentative katachi may not 
be reproduced in the other’s mind, or something entirely di�erent may be produced. The possibility of 
translation is thus coupled with the indeterminacy of translation. 21  If the translator can be a traitor, a 
traitor can also become a translator. The two dangers of reduction stem from the common desire to dissolve 
this fundamental instability. For being situated is always being situated by the other (“the audience,” so to 
speak) and always belatedly so. It is because of this asymmetry that Okazaki could not write an essay about 
himself as he has done countless times about other people. Behind every task of zō-kei sa-kka, lurks the 
problem of this radical passivity. The translator’s fear is that of being translated. And remote control may 
be wishful thinking. 

  6
 

 As far as I know, Okazaki has addressed this indeterminacy of translation at least on one occasion. This 
was in an interview from August 1996 titled “The Polemic of Zero,” where he used the works of Shusaku 
Arakawa as an example to talk about problems that did not seem to fit so well to his own paradigm. The 
forty-year old zō-kei sa-kka takes issues with Arakawa’s tendency to presuppose a site where worldly di�er-
ences can be exchanged, erased, and reset. This conception of “ground zero,” he argues, was based on an 
abstract mathematical operation that disregards time, which is to say the irreversible histories of specific, 
physical bodies that cannot be reduced to numbers. The embodiment of this idea in Arakawa’s work there-
fore succeeds only up to a certain physical scale, beyond which its realization (or performance) is hindered by 
the very nature of material involved which surpasses the artist’s e�ort of abstraction. As far as Okazaki is 
concerned, the world is conditioned by the irreversible proliferation of such irreducible di�erences that keep 
accumulating like scrubs. “This is the problem of time,” he summarizes, “most things belong to history, and 
they just layer up on top of one another without you being able to do anything about it.” 22   History is 
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advance, but something formulated through each act of translation.  
 The negative conclusion of “The Polemic of Zero” can thus be (mis)translated into a positive lesson. 
Each paraphrase proliferates and accumulates as irreversible matter, just like scrubs covering up the world, 
disseminating its influence in ways that the author did not anticipate, translated into languages he does not 
understand. What accrues across history are not so much the results of what one intended, but the 
by-products generated in the process of trying to realize what one intended. That is why the boundaries of 
each paraphrase must be acknowledged and the katachi formed must remain tentative, for untethered 
packets travel further than the ones tethered to a whole. The closure of works matters precisely because it 
detaches them from the closure of their author’s life. 
 I don’t know if he remembers this but there was one evening, more than ten years ago, when Kenjiro 
got drunk̶which is very rare since he almost never drinks̶ and started arguing with me. After several 
exchanges back and forth, I recall being asked again and again the same question: “So, what do you think 
about pedagogy?” As usual, it sounded like he was asking a question he already had the answer to. I felt 
tested, and in my frustration I refused to answer. But if I were to be honest, I did not answer because I did 
not have an answer. In the years since, most of which I spent raising a child, I carried the question with me. 
It would surface occasionally from time to time until an answer gradually took shape. It’s a simple truism 
if I were to render it into words: we educate others to form (zō-kei ) a di�erent being than ourselves so that 
they can form (zō-kei ) a di�erent world than the one we know. This is not a problem of intention. As the 
exceptional zō-kei sa-kka taught almost a quarter-century ago, “this is the problem of time.” The series of 
translation thus goes on, with warts and all, but with no end in sight.

Acknowledgment: I would like to thank Susumu Kihara of Engawa, 
the former-production company supporting Okazaki’s work, for 
sharing the archive of Okazaki’s writings without which this essay 
would not have been possible. I could not discuss in detail how 
Engawa, whose name translates literally to “periphery,” conditions the 
exchangeability of various matters within Okazaki’s activity, while 
itself being too singular to paraphrase (more so than the name zō-kei 
sa-kka), and how its function therefore tends to be naturalized and 
rendered invisible.
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