
Les Faux-Monnayeurs & Katanuki
by Whatever Press
ー「贋金つかい」と「カタヌキ遊び」ー

/////「形式の形式」の作成 /////

========================================================================
＜カタヌキのルール＞
カタヌキを通じて♥を倍増させる

A　１♥でカタヌキ菓子と交換する（手に入れる）
B　道具を使い、カタを抜く
C　成功すれば♥が増え、失敗すれば♥を失う(ラムネになる）
D　♥はカタヌキを通じて、♥をつくり出す

＜禁止事項＞
・濡らしてはダメ
・別のところにもっていくのはダメ
========================================================================

＜イントロダクション＞

私たちは今回のプレゼンテーションにあたり、D♥Yの趣旨に照らし合わせて、「カタヌキ遊び」という１
つの道具と「Autoprogettanizione」「家庭の工作」『贋金つかい』の３つの題材を使うことにした。道
具としてはカタヌキを使用する。原料を砂糖とする食べられるこの菓子での遊びを軸に、下記の３つの題
材から原理を抽出し、そこに適用していく。オリジナルなものは作成せずに、既存の材料だけの組み合わ
せでまったく別の意味上の操作を行ってみる。見えがかりとしては、カタヌキを媒介にD♥Yの独自通貨で
ある♥（アイ）で♥（アイ）を増やすことがコンセプトとなる。

題材の１つ目は、印刷された仕様書を配布／販売することで、消費者自身が組み立てることのできる家具
制作の試みであるエンツォ・マーリの「Autoprogettazione」（セルフデザイン）である。マーリによっ
て70年代に行われたこのプロジェクトは、最近再び注目を浴びており、2009年には英国のAAスクール
で、「Autoprogettazione Revised」（セルフデザイン「改訂版」）という名前で、複数名のデザイナー
による再解釈としての展示が行われている。この展示には、エンツォ・マーリ自身のほか、マルティノ・
ガンパーをはじめとする９名のデザイナーが参加しており、彼らがデザインした家具の仕様書はWEB上で
PDFを手に入れることができる。http://www.aaschool.ac.uk/Downloads/
Autoprogettazione_Revisited_instructions_web.pdf。

題材の２つ目は、60年代に英国発のDIYという言葉に「日曜大工」という言葉を当てたKAKグループに所
属していた秋岡芳夫の試みを「家庭の工作」誌をもとに再発掘する。「日曜大工」という言葉は、その使
い勝手の良さからその後、一般的な言葉として定着したわけだが、KAKや彼らの活動のその実態はまだあ
まりみえてこない。いち早く仕様書の配布によって、庶民の安価な形で家具供給を考えていた彼らの活動
は、海外の事例を引くまでもなくすでに日本でも行われていた。今回のプロジェクトで題材として参考に
することで、今後その活動をトレースするきっかけとしたい。

３つ目の題材は、フランスの作家であるアンドレ・ジイドによる小説『贋金つかい』である。貨幣を題材
に交換や流通の原理を考える小説家の物語である。実験的な作品で知られるジイドが、唯一幻想小説とし
て認める作品だ。この物語は劇中劇として入れ子構造をなし、ここ最近小説や映画で取り上げられている
ことも多い「仮想化した現実」や「現実化した仮想」という、双方向に入れ子状態となる構造や提喩的
（シネクドキ）な関係を理解するための題材としてもふさわしい。今回、プロジェクト名「Les Faux-
Monnayeurs」はこの作品のフランス語名から取った。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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＜プロセスの解説＞

１
エンツォ・マーリのAutoprogettazioneと秋岡芳夫のKAKによる「日曜大工」の試みの敷衍　
内容　→　家具の仕様書を配布することで、完成品を購入するのではなく、消費者自らが組み立てる

背景１：（配布側の意図）　制作・流通コストの削減→安価を実現（双方）
背景２：（消費者のメリット）結果として、生産の仕組みを理解する
↓
Whatever Pressによる解釈と適用方法
「カタヌキ遊び／手がかり・道具としての形式の再発見」

目に見える「きっかけ」＝「カタ」

私たちはかつて祭の場で人々のたまり場となっていた「カタヌキ遊び」を、この度エンツォ・マーリや秋
岡芳夫による家具制作（DIYや日曜大工）での、「型」としての仕様書の配布／販売によって消費者が自
ら組み立てる仕組みと同じ役割をもつモノとして見なしてみたい。このような仕組みは一般に洋服の型紙
という形で馴染み深いが、「印刷物という形で仕様書を複製し配布することが、結果としてモノを生み出
す」ことは、「書物で記述されたことが人々の解釈によって自由に現実をつくる」ことと同じ図式で捉え
てみることができる。その意味では、とてもコンセプチュアルな試みであったといえる。

家具制作の場合は、配布される仕様書を見て木材や金具といった材料を集める必要が出てくる。しかし、
カタヌキでは、菓子を材料としたカカシや動物などの絵柄の「型」を使用するため、材料はその場で完結
するという点で敷居が低い。使用されるカタヌキ菓子は、絵柄を参加者が千枚通し（キリや画鋲の場合も
ある）で削ることで完成する。何もない自由な状態から何かを考え出すのではなく、ある程度の枠組みの
事前設定（＝カタ）が目に見える「きっかけ」となり、参加者の創意工夫を促す仕組みとなっている。

型を抜くことで完成する絵柄は、家具のように生活の中で使用できるものではない。しかし、細部の処理
や態度によって絵柄の成功・不成功がはっきりとわかれる。カタヌキ菓子では、「掘る」という作業から
絵を「つくる」ことへシフトする体験によって、行為自体の中から自然と技術の存在を学ぶことができ
る。これは単に「目的」のある技術を会得するのでなく、技術の仕組みを理解することである。手を使
い、模写や複写を通じて、対象となる物事の奥底に流れる原理やコンテクストを学ぶことにも近い。しか
も美術のデッサンほど敷居は高いものではなく、「型を抜く」このシンプルな行為を通じて、単に対象を
見るだけ、つまりモノを知る・買うだけでは、描くこともつくることできないことが次第にわかってくる
はずだ。手を加えなければ、それは単なるお菓子の「板」のままにすぎない。

目には見えない「カタチ」の「式」

ここで伝達されるもののは、ものの見方や認識、そしてつくるための雛形としての「形式」である。その
意味で形式とは、目的の限定される規律訓練型の「型」ではなく、建築家の菊竹清訓のいう「かた」やル
イス・カーンのいう「Form」にあたるものともいえる。カーンはこの「形式」（＝Form）を「かたち
（形態）それ自身の中に、すでに使いかた（機能）が含まれている」と説明した。建築批評家の川添登
は、このカーンのFormについてその著書『デザインとは何か』（1960年）のなかで、「ハコも椅子にな
る」と言い換えた。木製の箱はモノを入れることができるが、同時に座ることもできる。ここで「形式」
とは、そうしたカタチ以前に内在している目には見えない共通するある種の「式」を指している。それに
よって消費者は「内容」を単になすがままに受容するだけでなく、「形式」を参加者自らの身体を通じて
実感することによって、その先に自ら「内容」をつくり、「目的」を満たすことが想定される。このこと
は、金銭という窓口のみを通じて、生産者都合のモノを受容するほかない現在の私たちの「満たされな
さ」と重ねてみることができるかもしれない。なぜならば、この「満たされなさ」は、つくるという技術
やその原理である「形式」にアクセスできないがゆえに、すでにあるものを受け入れざるを得ないことか
ら発生すると見ることもできるからだ。

モノやサービスを自分なりにカスタマイズできる選択肢やカラーバリエーションなどは、今日たしかに増
えている。しかし、手がかりなしのまま選ぶ対象が増えるだけでは、むしろ迷ってしまう。情報が増えす
ぎて選択できない現代の状況も同じことかもしれない。これは多忙や手軽さを理由に事物の結果だけを求
め、インデックスだけでそれ自体を享受してきた気になってしまうことがもたらした反動ともいえる。そ
の意味では、かつてDIYや日曜大工の底にあった視点は、いざ自らやってみよう（つくろう）とした時に
選択肢の多さに由来する「とまどい」から抜け出し、要素を統合し再編集する手がかり（＝道具）として
の「形式」の再発見でもあった。だがひとたびその「形式」、つまり「やり方」さえ手にしていれば、そ
の道具を使い、目的や内容は参加者が生活者として各自設定するだけでよいのだ。「カタ」がもつ「道具
としての形式」は、別の言葉に置き換えば、認識と出力の間に横たわる媒介としての自在な道具、つまり



「関数」ともいえるだろう。

やってみないと（何が）わからないのか

だが、今回２日間というわずかな期間で、カタヌキの本格的な技術の習得やその伝達はむずかしい。そこ
でカタを通じてその形式を習得せずとも、あくまで各自の目的や内容にあわせて使用できる形式（生活者
として必要な道具）に類するものが、遊びの奥にあることを再発見してみたい。カタヌキ自体はその成果
物も技術も日常生活では何の役にも立たないものである。それゆえ、ここではカタを抜くのが目的なので
はなく、遊びそれ自体の中にある形式の原理、そしてその先に生まれる♥の交換の原理を知ることを仮に
目的と設定してみたい。カタヌキでは、特に達成やルール理解のための説明書きは用意されず、カタ自体
がその「やり方」を内在している。人は「カタ」を通じて作業をすすめる中で、その奥に「形式」の内在
を知るのである。よって、俗に言われる「やってみなければわからない」という言葉が表しているのは、
「やってみなければ、『やり方』（＝形式）を手にすることができない」と言い換えることができる（し
かし、やってみたからといって必ずしもわかるわけでもない）。失敗する中で発見することをその都度
フィードバックしていくことで、「やり方」を発見し形成していく。この意味でカタヌキはゲームではな
く、行為の中から「やり方」を理解する「遊び」に属し、であるがゆえに「道具としての形式」の再発見
のための装置として、はかなくともふさわしいツールなのである。「道具としての形式」とはすなわち身
体に刻まれる「方法」、つまり「手法」のことである。

「道具」から「内容としての形式」へ

Whatever Pressでは、私たちが幼少期に祭りで慣れ親しんだカタヌキ遊びを通じて、この「道具として
の形式」の存在をあらためて考え伝えてみたい。これによって、Whatever Pressの編集的な試みの一端
を示すだけでなく、D♥Yというイベント自体が、いわゆるその場でつくる作業を公開し、できたものを販
売するといったショーではなく、バリエーションだけを増やし、客の好みにつくり手が合わせてサービス
を提供するクラフトイベントでもなく、むしろ「形式という道具」の再発見を通じて、それをテコにつく
り手と参加者が立場を入れ替え、双方がつながる「関数」を目指した編集的な場であることが見えてくる
はずだ。その意味では、私たちが以前から関心を深めてきた「概念的な」現代美術や建築デザインの話題
とも当然つながってくる。特に、ここ20年の主要な動きである一連のオランダデザインや英国を中心とし
た美術の「形式」を重視するコンセプチュアルな運動の側面の論点は、当然ここにフォーカスされるだろ
う。またフェリックス・ゴンザレス・トレスなどに代表される参加型のアートを記述したニコラ・ブリ
オーの著書『関係性の美学』で取り上げられる作品を、単にサービス化したアート（エンターテイメント
化したアート）という否定的な意味ではなく、「道具としての形式」の先にある、「形式のための形式」
つまり「内容としての形式」の実体化の伝達を行う形式美（フォーマリズム）の観点から、次にその議論
を敷衍して進めてみることが可能なはずである。

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

２
アンドレ・ジイドの「贋金つかい」と印刷／発行による編集・出版行為との敷衍
内容　→　劇中劇の構造により、物語を反転させる

背景１：紙切れとインクの貨幣（紙幣）が交換の媒介物になる仕組み
背景２：物語を成立させるための形式自体を問い直す外部視点
↓
Whatever Pressによる解釈と適用方法
「♥を材料に♥を増やす（つくる）／形式のための形式の自己言及的な実体化」

つくらずに何かをつくる

私たちがD♥Yに招待され、その場で何かを参加者と一緒につくるという課題を前にしたとき、まずははた
して何ができるだろうかという問題に向きあうことになった。編集やグラフィックデザインは、いわゆる
生活のレベルで利用者の用に供するものは生み出しづらく、その点で手芸や料理といった目に見える「手
に職」を私たちはもたない。はたしてテーブルを訪れる人たちに面と向かいインタビューをしたところで
喜ばれるだろうか？　編集者は、町の写真館のように、読者一人ひとりに合わせてカスタムメイドで何か
を生むのを得意としない。ましてや人生相談にのれる占い師のような存在でもない。だが、すでにあるも
のを集めてなにか別のものを「つくり出している」という実感だけはある。それはたしかに目に見えづら
い。では、いったい編集やデザインとは何をつくり出しているのだろうか。今回の試みは、そこを明らか
にすることが出発点となった。



どこまでいっても「中身」がない

そのときに、目には見えない、いわゆる実体のない身近な価値として、貨幣の存在があった。Whatever 
Pressでしばしば話題に出ていたアンドレ・ジイドの『贋金つかい』や、ピエール・クロソウスキーの
『生きた貨幣』で描かれるように、貨幣はそれ自体では生活の用を満たせない仮想の存在である。それは
何かに交換してはじめて何者か（何物か）になる。そもそも貨幣は、金や銀や銅が原料であったように、
かつてそれらを複製することが不可能であるがゆえに成立していた。金を原料とした貨幣（純度の高い小
判など）が絶対的な価値によって支えられていたことに比べ、現在の貨幣はそれ自体が紙にインクをのせ
たものにすぎない。金ならば大恐慌が起きても価値を失わないで済むかもしれないが、紙幣は印刷物でし
かないという点で単なる紙くずになってしまう相対的な価値しかもたない。米国発の金融恐慌が蓋を開け
たら、金融商品の組み合わせのほかそれを支える実体をもなかったことは、現在の私たちにいまだしこり
を残している事実である。しかしますます、私たちの身の回りのものは紙という実体を奪われ、貨幣と同
様に数字という仮想のものへ置き換えられていっている（これは数字にすぎず実態をもたない「情報」と
も換言できる）。ここ最近、表立った出来事ばかりでなく、その現象の背後で生成する基底や物質性への
関心の深まりは、そんな手づかみのできない仮想への不安にもとづいているのかもしれない。では、印刷
物でしかない貨幣の基底、つまり何が貨幣として存在させているのだろうか。

「内容」をもたない「器」

貨幣（紙幣）と同様に印刷によってつくられる書物や雑誌は、俗に素材を集め、内容をつくり、それらが
部数に応じて複製され販売されている。そのとき内容をのせる土台として紙が存在し、その上でデザイン
が施され印刷がされ製本される。そこでは紙面や誌面に登場する人物の視点や主題を表象する文字や写
真、その配置や集合の組み合わせが内容であり、内容自体が価値をもっていると見なされている。内容を
複製すれば、それは価値を増やすことになるが、ニーズがなければ単なる紙くずである。つまり、商品
（機械的な生産の原理で生み出されるモノ・コト）と肩を並べることで、本は内容自体で価格が決定しな
くなりつつあるように見える。貨幣と同様の相対価値のレベルにのせられてしまうと、内容以外の諸力学
によって価値が決まるため、たとえば同じ2000円の本が、かたや10年かたや1年で書かれたものといっ
たことが生じてしまう場面に遭遇する。労働に還元はできないこれらの内容の質的な部分は価格には反映
されにくい。しかし一方で、労働の量（手間暇⇔効率）に還元できない位相で物事を考えることができな
ければ、現状は前へと進んでいかない。

貨幣にはいわゆる本のような内容はない。なぜならば、それ自体では何の生活の用や娯楽に供しないから
である。燃やしたり、汚れをそれで拭いてみたところでは、紙としての機能の使用でしかなく、貨幣のも
つ機能を使ったことにはならない。その意味では、貨幣は限りなく形式のみに準じた印刷物であることが
わかるだろう。貨幣それ自体をいくら見つめたところで、内容となるものは見えてこない。あるのは、数
字によって差のつけられた絵柄のみである。だからといって絵柄が内容になるわけではない。絵柄をいく
ら複製や模造したところで、貨幣としての価値は失われるだけである。その意味で貨幣とは、何らかの限
定された目的である「内容」をもつものではなく、「形式」を目に見えるカタチに落としただけのものに
すぎない。同じ印刷・複製物にもかかわらず、本には内容にもとづいた形式があるが、貨幣は形式しかも
たない。たとえば電子マネーを観察するとき、そこでは紙はもはや存在せず、あるのは数字だけである。
数字はその性質からして、いくらそれを見ても実体をもたない存在である。１＋１＝２という式を見たと
きに、１が単に量を示し、しかし、何の量かを示すのかわからないように、その意味で、現在の貨幣（紙
幣）とは、「形式」のみを実体化した存在なのである。カタヌキ菓子もまた、形式に目に見える絵柄とい
うカタを与えたにしかすぎないという意味で、本よりは貨幣（紙幣）に近い。さらにカタ（型）によって
複製されているという点では、「紙幣」というよりは「貨幣」を類推させる。

「器」のための「器」

では、純粋に「形式」のみの存在である貨幣とはどういうものだろうか。数字は実体をもたない、あくま
で観念上の（＝仮想の）存在である。しかし、であるがゆえに、貨幣は目的をもたず利用者自体の自由な
用に供することができる。このことは、カタヌキ遊びの意味の説明で見せた、「道具としての形式」のあ
り方そのものである。カタヌキは、カタを抜くことによって、参加者がそこに内在する原理を発見し、自
らの原理として目的を叶えることができるものであった。そのとき発見したのは、菓子がもつ素材の特質
や千枚通しという道具のもつ物質としての特質が、その統合する原理となる「形式」を構成していたとい
うことである。家具制作であれば、仕様書（カタ）の底にうずもれる「形式」が、素材となる木材や金
具、組み立てるためのドライバーなどから成果物の統合を媒介する「関数」として、文字通り機能してい
た（関数は英語でfunction）。そのとき、「つくる」ことは、その原理を知ること／見つけることだっ
た。つまり、物質それぞれの存在が生み出す諸抵抗をどう決定するか、という原理が「つくる」ことには
含まれていたといえる。ここで「形式」とは、すでに述べたとおり、字面のまま「形を生み出すための
式」となる。



貨幣における形式には、物質的な抵抗は働かないように見える。もはや貨幣の使用において、そもそもの
「式」を用いて、カタチを生み出すことを行使している実感はもてない。しかし、もし仮に人々は貨幣を
使い、その形式としての数字に実体を与えようとするとき、何らかの内容を生産していると見るならば、
その時にはやはり、カタヌキにおける技術や物質の起点のようなものとして形式が働き、何かが統合され
て生み出されているはずである。そこにこそ、貨幣を貨幣たらしめている基底が存在している。これ以上
は経済の範疇になるために深入りはしないが、あえて推測すれば、それは目には見えない、国家間の緒力
や信用、材料や労働や情報や生産物、そして人々の技術や欲求を材料に、カタチとして統合するための原
理、つまり諸生産の「形式」を行使する「形式」、つまり「形式のための形式」が備わっているにちがい
ない。完全に相対化してしまうということは、限定されない有象無象が変数としてとめどなく働いてしま
うということである。であるがゆえに、相対化された量の力学によって押し返され、私たちは貨幣の使用
によって、必要なモノを生産している実感をもてない。ただ単に設えられた商品やサービスと交換してい
るという実感しかもてない。

a(x+y)=♥(x+y)

D♥Yをはじめとする独自の生産圏における独自通貨の働きとは、あらためて純粋形式としての貨幣が、使
用者自らの用に供するところのものを生産するように、状況をもう一度引き戻すことにあるのかもしれな
い。そうすれば、目に見える範囲で用意されている、目に見える変数のなかで、その「形式」を行使して
いることが実感できる。参加する人々は、それぞれの出店者のもつ「形式」（とその目に見えるカタ）を
通じて、生活者のまま「生産者」へとシフトするための手がかり（＝原理）を知る。これと同じ仕組みで
理解すれば、独自貨幣である♥（アイ）の使用によって、貨幣がもつ形式（＝カタ）を使うことは、その
まま生産を再組織するための原理を知る（＝実感する）ことになる。この独自通貨である♥は、この場で
行使できる能力となる「形式」に目に見えるカタチを与えた存在である。そのことは、このD♥Yという
ネーミングにも端的に現れている。つまり、♥を通じて、DOとYOUがつながるというということは、ax
+ay=a(x+y)という関数式において、xとyを媒介する「係数」aを♥（アイ）が表しているということだ。
なるほど、aはxとyの公約数かもしれないが、しかし同時に、aはxとyそれぞれに両者に共通する連結子
（つながり）でもある。♥という独自通貨は、それぞれのDOが内在する「形式」を束ねる「形式の形
式」として、愛の表象であるハート「♥」を使い、親しみやすい形で実体を与えられた。そして、この諸
関係を行使する「形式の形式」のデザイン、つまり「形式」のもつ「関係性」の範囲を規定し再分節を行
うことは、俗に「編集」と呼ばれるものの原理を投影（reflection）しているようにしか見えない。

このようにD♥Yの原理や仕組みを定義する中で、そもそも私たちに当初与えられた課題に向きあってみた
い。すでに私たちがやるべきことは、このイベントに対して、reflectiveに♥のもつ「形式の形式」の原理
を目に見えるカタチで取り出し、しかもそれを参加者がつくることができるものとして提示すればよいこ
とが見えてきた。前章で分析したカタヌキ菓子はその意味では、この「形式の形式」である独自通貨♥の
代替物であり、カタヌキ遊びによって、その原理となる形式に触れることのできるツールなのである。参
加者は、字義通り独自通貨である♥そのものをつくることはできない。それを印刷し複製したところで、
それは利用価値のないものを増やすことにしかならないばかりか、その場を単に混乱させることでしかな
い。『贋金つかい』を字義通りやっても意味はないのである。そもそも貨幣をつくるということの原理
は、それを印刷するのではなく、使える貨幣の数字自体が増えるということである。カタヌキはその前後
で、成功した場合には貨幣が増える。それは、メタなレベルで貨幣を製造することである。カタヌキはそ
れを堀り、カタを抜くことで、ある意味、その前後間を媒介する貨幣製造の形式原理に手を使い直に触れ
られるものである。カタヌキ菓子自体が貨幣と同様に内容をもたないことは、それを抜いたところで、は
かない絵柄が完成するだけであり、それは飾ることも生活の用に供することもできないことからも自明で
ある。つまり、カタヌキの絵柄は、単に数字を難易度で親しみやすく表象しているだけであり、その意味
で、カタヌキ菓子もまた「諸生産」の「形式の形式」を表象する。しかもカタヌキはフィジカルな形を与
えられているものの、♥の中継地点にすぎない無色透明な純然たる媒介物なのである。

「交換」×「変換」≒「無変換」

あらためて俯瞰してみれば、D♥Yという場は、私たちの見るところでは、成果物自体が目的というより
は、参加する人たちが「つくる」という行為を通じて「モノ」（＝カタチ）と「貨幣」の形式を知る、
「二つの形式が混じり合う場」なのであった。そのとき外部の現金と独自通貨の♥の交換が行われる場が
「換金所」ならば、♥とモノが交換される場がさまざまな形式を揃える「各ブース」である。この二つの
交換、それは「変換」ともいえるが、この変換のための「二つの形式が混じり合う」交差に、私たちは
「質」の変換を介在せずに、ひたすら「量」の変換（ある意味、無変換）に徹することよって、ひとまず
それが何なのか取り出してみたい。「形式の形式」のためのさらなる「形式」として、純粋な形で「霊媒
的な存在」（マルセル・デュシャン）として、私たちのブースを機能させる。媒介の前後で、♥は♥を生
み出すしかない自己言及的な（トートロジカルな）装置である。カタヌキが間に介在するものの、何かほ
かのものを生みだすわけではない。これによって、この剥きだしの形式がシンプルに可視化される。会場
で来場者が半端に残してしまう１♥（アイ）で遊べるように工夫をしているが、カタヌキが失敗しても、



もともと使う道のないものである。成功すればそこで増えた♥によって再び、会場へと舞い戻ることがで
きる繋留点となる。そのとき♥は、カタヌキを経由し、使用できる量へと再生する。

こうした「形式のための形式」といったトートロジカルな原理は、コンセプチュアルなアートのもつ一側
面であるフォーマリズムを支えている。フォーマリズムとは誤解されがちだが、「形態の反復」ではなく
「形式の反復」によって、何か別の目的を設定して内容を生み出すための「道具としての形式」となるこ
とを回避し、「形式それ自体が内容」となることを意味する。形態の反復のみに目を奪われれば、フォー
マリズム＝ミニマリズムと誤解されるが、そうではないはずだ。既存の事物の組み合わせで何かをつくる
というレディメイドやファウンドオブジェの流れの中では、「形式」の「抽出」と「再適用」というある
種「ものの見方」による操作、「形式の形式」の作成によって、物事の「順列を組み換えていく」原理が
ある。であるがゆえにカタチ自体をつくる／つくらないという位相を超えた枠組みへと移っていくことが
できる。シュルレアリズムからシミュレーショニズム、そして「関係性の美学」などのアート作品が、コ
ンセプチュアルと呼ばれるのは、この目に見えない「形式の形式」を作成しカタチを与えているからであ
る。

これまで見てきたように、「形式」とは、目的を内在しないことで、それを使う人に「開かれている」も
のだ。しかし、純粋形式である貨幣自体は範囲や分節をもたない仮想の「形式の形式」の原理であること
によって、むしろ出入口１つにしてしまうという点で閉じたものになってしまった。編集とは「形式の形
式」を扱う、そもそもがコンセプチュアルな「形式」である。しかし、貨幣に比べれば、適用範囲の再分
節化を行うという点において、カタチを与えるための形式として機能しやすい。その意味では、すでに述
べた労働の量に還元されない、しかし基底のない仮想でもない、別の位相で考えるための手立てとして有
効である。それは諸ジャンルで編集的な試みが多くなされていることから見て取れる。

何もつくらずに何かをつくる

今回は「カタヌキ遊び」というこの既存の遊びをそのままこの場にもってくるという実験によって、貨幣
の性質である「形式の形式」の枠組みに当てはめ、シンプルに♥の前後の媒介する関数とすることで、そ
の意味の変容を逆説的に見てみた。当初与えられた、何もつくれないにもかかわらず、何かをつくってい
るという編集の逆説は、結局のところ、仮想を仮想のまま、カタチのあるものとして根拠付けようとする
ことから生じるものである。しかしそれを回避しては、結局のところ量の問題もしくは基底のない仮想に
飲み込まれてしまうのである。ここまで文字として記述することで、そのことはひとまず認識の上でカタ
チは与えられた。ここまでの記述を実際に適用するべく、「カタヌキ遊び」に興じながら、その次の段階
を考えていきたい。
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