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オリジナルか らアルゴ リズム とともにある 「ソース」ヘ
ーーー常に変化していくデジタル画像を捉えるための枠組みの転換
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1.「 オリジナル」の写真を保存
Instagramは Facebookに 11億 円で買収 された ことで も話題 になった代 表的 な写真 モ
バ イルアプ リである。その特徴 は正方形に トリミングされた画像に好みのフイルターをか
け ることで、誰 もが手軽 に雰囲気のある写真 をつ くれる ところにある。その Instagram
の設定に「元の写真を保存」、
英語 だと「Save origin』

PhotOs」

とい う項 目がある。デフォ

ル トだと「オン」になっているので撮影 した写真にフイルター をかけたものと「元の写真」
が残 され、「オフJに する とフィルター をかけた写真が Instagramに 投稿 され共有 される。
「元 の写真 を保存」 とい う設定を「オリジナル/コ ピー」 とい う複製技術 と密接に関係 し
た問題 として考えると興味深い。設定が「オフ」のときは元の写真が消えているのだか ら、
フイルター をかけたものが「オリジナル」 となるのだろうか。 ヤヽ
や、オリジナルは消えた
かもしれないが、確かに一度 は存在 したものなのだか ら、フィルターをかけた写真 は「オ
リジナル」ではな く「 コピー」 だと言 うこともできる。 どちらなのだろ うか。
ヴァルター・ベ ンヤ ミンは『複製技術時代 の芸術どのなかで「オリジナルの もつ
ここ〉的性質が、オリジナルの真正さとい う概念を形づ くる

1」

(い

ま―

としているが、Instagram

い ま―ここ)で 撮影 されたばか りのオリジナルが設定次第で即座に消去 され
においては 〈
る。Instagramが 写真 アプリであることを考えると、そこで産み出されるのは複製技術に
基づいた「 コピー」であるから、もともと「オリジナルの真正 さ」はないともい える。そ
うだとしても、設定 ひとつで「オリジナル」が消去 されるとい う状況は、ベ ンヤ ミンも想
定で きなか ったほど「オリジナル」 とい う言葉が軽 く扱 われている状況 ではないだろ うか。
いや、 コンピュー タとともにある社会 はジャン・ボー ドリヤールが予測 したように「オリ
ジナルな きコピー」 である「シミュラー クル」 で溢れてい るのだか ら2、 「 ォリジナル」
を問題にすること自体が既に時代遅れなのではないかとい う指摘 もあ りえ よう。 しか し、
ではなぜ Instagramは 「オリジナル」 とい う語 を使ってい るのか。「オリジナルの写真 を
保存Jと い う短 い フレーズ はインター ネッ トが当た り前 になった今、
「 シミュラー クル」
で亡 きものにされた「オリジナル」が戻ってきたことを示 しているのではないだろ うか。
「オリジナルJと い う語 を用 いているもうひとつ例 をあげよう。美術批評家 のボリス ・
グロイスは「画像か ら画像 ファイルヘーーーそ してその逆へ :デ ジタル化 してい く時代 の
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アー ト」において、 コンピュー タがディスプレイに表示 している画像 は「 コピー」であ り、
その「オリジナル」はそれ自体 を見 ることができない「画像 ファイル」だと書 く3。 そ して、
画像 ファイルが見えないからこそ「画像の表示」 とい う出来事が「オリジナル」 となると
4。
している それはグロイスが画像 ファイルと画像 とのあいだには「オリジナルとコピー」

とい うよ りも、楽譜に基づいた演奏な どに似た一回限 りのパ フォーマンス的な関係がある
と考えるからである5。 グロィスは「オリジナルJと い う語 の意味を微妙に変えているで
はないか、あるいは、オリジナルを見ることができないのであればそれは「シミュラー ク
ル」 と同 じではないかとも言 うことができる。 しか し、グロイスの論考で注 目すべ きなの
は「オリジナルJの 意味を問 うことではな くInstagramの 場合 と同様に コンピュー タに
よってつ くられた画像に「オリジナル」 とい う語が与えられているとい うことなのである。

2.ア ルゴ リズム とともあるソース
この節では、画像 を捉える視点をフォルムからアルゴリズムに転換すると「真正さを形
づ くるJと ベ ンヤ ミンが指摘 し、ボー ドリヤールが亡 きものに した「オリジナル」ではな
く、アルゴリズムとともにある「 ソースJと い うあたらしい存在が現れることを示す。
ケネス・ ゴール ドス ミスは 『非創造的な書 き方』 で、絵を描 くことにとって写真が大 き
な影響 を与えたように、イ ンターネッ トが文章を書 くことの性質を変える としている6。
その理由はコンピュー タの OSが 何百万行のテキス トで書かれていた り、画面上の画像や
音楽、そ してテキス トもまた「言語Jで 構成 されているか らである7。 ゴ̲ル ドス ミスは
インターネットとともにあるテキス トを論 じるが、そこには 」
PEG画 像が正常に表示 され
ずに文字化けすることや、シェクス ピアの画像を文字列で表示 させその文字を操作 して画
像 を変形 させるといった画像 と文字が表裏一体 となった例が数多 く示 されてい る。イン
ターネット以前 も、 コンピュー タが表示す る画像 は文字 としても表示 できたが、文字 とし
ても表示できる画像が これほどまでに流通 したのはイ ンターネットによるところが大 きい。
複製技術 のもとでテキス トはテキス トとして、画像は画像 として コピー され続けたのだが、
この 2つ の異なるメディア iテ キス トと画像 とが密着 した状態で コンピュータやスマー ト
フォンのデイスプレイに表示 されている。「デジタル画像 とは何か」 とい う議論 はし尽 く
された感はあるが、インターネットを当た り前に使 うようになリスマー トフォンで画像を
撮影・共有す るようになった今 だか らこそ、 ゴール ドス ミスが「画像」を「文字列Jと し
て表示 して考察を行 いあらたなテキス ト論 を提示 したように、「文字列Jと して も表示 さ
れる「画像」 とい う複製技術 ではあ り得ない観点からデジタル画像を改めて考える必要が
ある。
画像 は文字列にな り、文字列は画像になる。 ここで「画像Jと 「文字列」を結びつ けて
い るものはなんであろ うか。画像 ファイルを画像 ビュー ア・ァプリケー シ ョンで開 くと
「画像」になり、テキス トエデイタ・アプリケーションで開 くと「文字列」 で表示 される。
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これらの見え方 は全 く似ていない。 しか し、元は 1つ のデー タである。 コンピュー タがつ
くる情報の流れのなかで、1つ のデー タは「信号⇔デー タ⇔文字⇔画像」 とい う複数の見
え方を示す。 ゴール ドス ミスは「バ グ」 として扱 われていた「文字列」を 1つ の表現 とし
て注 目した。 もともと「文字列」はバ グではな く、
画像の別の見え方 であったのだか らゴー
ル ドス ミスの認識は正 しいのだが、ここには大 きな転換がある。なぜなら「画像 」を見 た
い人にとって、それを「文字列Jで 見ることは同 じものの もうひとつ の見え方ではな く、
やは り「間違 った」見え方だか らである。「バ グ」 として認識 されるものを「正 しい」 も
のとして認識するためには考え方を変える必要がある。
メディアアーティス トの藤幡正樹 はコンピュータ・グラフイックスのバ グ取 りの作業 を
していたときに「考えられるすべ てのアル ゴリズムが、 ここでは実行可能なのだい うこと
が、はつきりしている8」 として、
「バ グ=間 違 い」ではな く、バ グもまた実行可能なアル
ゴ リズムによって導 き出されたひとつの表現 だと見なす ようなった。そ して「アル ゴリズ
ミックに美のことを考えてみることによって対象の新 しい領域 を見ることがで きる9」 と
書 く。アルゴリズ ミックな見方のもとでは「画像」における「バ グ」と見なされていた「文
字列」 も実行可能なアルゴリズムが示す複数の見え方のひとつ とされるのである。
だがここで問題 となるのが、藤幡による「アルゴ リズム中心に世界を眺める」 とい う提
案が 10年 以上前の「アル ゴ リズ ミック・ ビューテイーJと 題 されたエ ッセイに書かれて
いることである。藤幡の提案は未だに有効なのだろうか、それ とももうすでに期限が切れ
て しまったのだろうか。結論か ら言えば、アル ゴリズム的に世界を眺めることで生 じる認
識 の変化の可能性は汲み尽 くされていない。それどころか芸術の世界 に限れば、藤幡の指
摘 自体 を忘れて しまい、ベ ンヤ ミンか らボー ドリヤールヘ といたる複製技術 に基づいた世
Ю
界 の見方を更新で きない ままだったといえる 。 しか し、 コンピュータの処理能力の拡大
とインターネットの一般化に よって「アル ゴリズムか ら世界を眺める」 ことに多 くの人が
再 び注 目しだ している。そのひとりが「アル ゴリズム」中心 の世界認識によって「美」の
枠組みを広げ ようとしている美学者の秋庭史典である。秋庭は自然計算などの科学のなか
に「美」を位置づ けるために人間中心のカ ン ト的枠組みの美学から「情報の流れとしての
・ 。そ して、その移行のた
世界」を捉えるライプニ ッツ的枠組みの美学へ の移行 を試みる
めの道具立ての変化が「 フォルムからアルゴリズムヘ の転換」である。
ここには、道具立ての大 きな変化があるのです。それは、 フォルムの類似性 による
分類判断 を基 に したカ ン ト的枠組みか ら、動的秩 序 を可能にす る仕組みの記号 によ
る表現 とその探求 とい うまった く別 の枠組 みへ の転換、一言 で言 えば、フォルムか
らアル ゴ リズムヘ の転i央 なのです ψ。

秋庭の「フォルムからアルゴリズムヘの転↓
央―
」はインターネットやコンピュータに限定
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された ものではな く、それ らを含 んだ世 界その ものを情報の流れ と捉 える ものである。秋
庭 の考 えを矮小化 して しまうことになるか もしれないが、 この枠組 の転換 をゴー ル ドス ミ
スが「文字化 け」の例 で示す よ うに コンピュー タと向か い合 う ヒ トが組 み込 まれて い る
久 々に記号が変化 してい く情報 の流れに適用 してみたい。そ うす ると画像 と文字列 は似て
はい ない けれ ども、それ らはアル ゴ リズムとい う動的秩序 の もとでは同 じものの 2つ の状
態 として表現 されてい ると考 える ことで きる。 このことは、秋庭 による「情 報 の流れ とし
ての世界」における「美」 を考 えるための枠組みが、 コ ンピュー タとインター ネ ッ トが当
た り前 になった後 の「画像」 の性質 を考 える上でのス ター ト地点になることを示 してい る。
そ こで「フ ォルムの類似性 Jと い う複製技術 に基 づいた 固定的な関係か ら「動的秩序 を
可能にす る仕組み の記号 による表現 Jで あるア ルゴ リズム を中心 に した枠組み で、 コン
ピュー タがつ くりだす画像 の「オリジナル」 を捉 え直 してみたい。
コンピュー タが表示す る画像の「本体」 とされる電子基板 を流れる電子 信号 のパ ター ン
とデ イス プレイ上の画像 は似 ていない し、そ もそ も電気信号 は直接見 ることがで きない。
しか し、アル ゴ リズムによって電気信号 はデ ー タにな り、 さらにデ イス プレイ上の画像や
文字列へ と状 態 を次 々に変化 させ なが ら可視化 される。ボ ー ドリヤ ー ルはシ ミュ ラー クル
としての「画像 は断 じて、 いかなる現実 とも無関係

B」

としているが 、それはアル ゴ リズ

ムによってモデル化 された世 界 での画像 とテキス トの 関係 を誤認 してい ると考 え られる。
ボー ドリヤ ール は世界 を抽象化 したア ル ゴ リズムの文字列 と画像 を「類似 Jと い う観点か
ら捉 え、それ らが全 く似 てい ない がゆえにその 2つ の 関係 を切 り離 し、その結果、テキス
トと密接 に結 びつい た現実 と画像 とが全 く関係 ない と考 えるに至 ったのでは ないだろ うか。
実際 の ところ、アル ゴ リズムとと もにある画像は現実 との 関係 を一切失 ってはい ない。な
ぜ なら、アル ゴ リズムの もとでは画像 とテキス トとい う 2つ の異 なる状態が同一の現実 を
示すか らである。画像 とテキス トは似て い ないが、1つ のアル ゴ リズムが つ くる情報 の流
れによつて結 びつ け られる。類似性 の もとでは把握する ことがで きないが、秋庭 に従 って
「 フォルムか らアル ゴ リズムヘ 」 と枠組み を転換 して世 界 を眺めると、 目に見 える現 象か
らアルゴ リズム に沿 って行 われる状態遷 移 の流 れが見出される。その流 れには源があ り、
それ こそが Instagramの 制作者や グ ロイスが「オ リジナル」 と呼 ぶ ものなのである。
「類
似性 Jに もとづ く認識 の枠組 みでは「 オリジナルJを 消失 させたアルゴ リズムが、動的秩
序 に基づ く枠組み の もとでは「オ リジナル」 を復活 させ る。 アル ゴ リズム によって 2つ の
点が結 ばれると、その結果 として今度 は「 コピーJが 消滅す る。なぜな らここでデ ィス プ
レイに表示 されるのは コ ピーでは な く、アル ゴ リズム によってその状態 を遷移 させて いっ
たオリジナルだか らである。そ して、アル ゴ リズムはその規則 を変える ことで 、オリジナ
ルをどの よ うな状態 にで も変更する ことがで きる。情報の流れのなかでアル ゴ リズムとと
もに現れるのは常 に変化 し続 け るオ リジナ ル なのである。だが、
「常 に変化 し続 ける」 も
のを「 オリジナルJと 呼 んでいいの だろ うか。
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アル ゴリズムとともにあ り】
犬態遷移を繰 り返す ものは設定次第で「画像」にも「文字列」
にもなるような不定形なものである。その不定形 さはやは り「オリジナル」 とは言 い難い。
そ こで、 フォルムか らアル ゴリズムヘの枠組み転換後 に見出だせる「アルゴリズムととも
にあ り状態遷移 を繰 り返す不定形なもの」を「ソース」と呼 びたい。
「 ソース」は流れの「源」
とい う意味であるとともに、 コンピュー タ用語の「ソースコー ドJが 示す「 ヒ トが読 むこ
とがで きるコンピュー タ・コマ ン ドμ」 とい う意味や、
「 ソース コー ド」 で「 ソフ トウェ
アの改良や最適化、カス タマイズ、修復 などが行 われること 哨」 と密接 な関係 をもつ。
ソースは不可視 で潜在的なものではな く、 ソースコー ドのように一定 の手順 を踏めば可視
化されるものであ り、アル ゴリズムとい う一定の条件 の もとで「改良や最適化、カスタマ
イズ、修復」が行われ、別の状態への移行 を繰 り返す ものである。ソース コー ドはソース
が文字列 として表示 されている 1つ の状態であ り、 ソースはより広範囲な状態 を含んだも
のと言 うことがで きる。そ して最 も重要なのは、ソースはその存在 を単独 で示せないとい
うことである。 ソースはアルゴリズムの流れにあるときのみ現れる。つ まり、 ルールに基
づい た少な くとも2つ の状態 の あいだを遷移す るなかでソース は一 定 のかた ちを示す。
ソース は「源」なのだが、それはアルゴリズムとい う「流れ」があ ってはじめて姿をあら
わすのである。 フォルムからアル ゴリズムヘ と転換 した枠組みの もとでは、「オリジナル」
「 コピー」と呼 ばれる単独 の固定的な存在 はな くなり、アル ゴリズムとともにある
及び
「 ソー
ス」 と呼ぶべ き複数の状態 を遷移 してい く存在が現れるのである。
以下の節では、まず意図されずに再生されたエ ラー状態を表現 と考える「グリッチ」か
1980年 代生まれでインター
ら画像 を
「 ソースJと して捉える意識について考える。そ して、
ネッ トを当た り前に作品制作に用 いる作家による「ソース」 とい う言葉 の使 い方 の比較検
討 を行 いなが ら、オリジナルでもコピーで もない「ソース」 とい うあたらしい概念 の輪郭
を提示 してい く。

3.ソ ースを映 し込むグリッチ
いの
この節 では、プログラマーであ り映像作家 で もある ucnvの 作品 《
Turpentine》
考
Turpentine》 はグリッチ映像 とテキス トによって構成 される作 品 で ある。
察 を行 う。《

ucnvは 「グリッチJと い う現象を「グリッチとは、意図されてお らず予測 されていなかっ
た状態が再生装置に よって再生 されることである WJと 定義す る。 この定義 は画像がアル
ゴリズムによってつ くられ る「情報の流れ」のなかに組み込まれたソース になってい るこ
とを端的に示 している。なぜ なら、ucnvが 重要視する「再生装置」は始点 と終点のあい
だにあるものであ り、
「再生」 とい うアル ゴ リズムとともある ことによってデイス プレイ
上の映像 とデー タとい う2つ の状態がつ なが り、1つ のソースが現れると考えられるから
である。上記の定義が書かれた ucnvに よるテキス トを詳 しく見てい きたい。
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グリッチ と呼 ばれる状態 には、必ず再生装置が存在す る。そ してその とき、再生装
置 は意 図されていなかった像 を再生 してい る。再生不能ではないが、意図 されてい
る再生ではない状態。そ こでは、オリジナルの像 の再現 とい う、デ ー タやメデ ィア
が再生装 置に対 して依頼 した内容 は、デ ー タやメデ イアが破 損 してい るために正常
に伝達 されず、再生装置によつて意図か ら逸脱 した解釈 をされ、予測 されてい ない、
想定か らズ レた像が、あ らたに表出 してい る。グリッチ とは、オリジナルの像 の 中
に存在 してい なか った像が再 生装 置 によつて生成 されてい る状態である。そ ういっ
た意 味 で、グリッチは「再」生ではない

E。

「グリッチは「再」生ではない」 と書 かれるとき、そ こでは「 オ リジナル/コ ピー」 の
無効化が示唆 されて いる。画像 は「画像」の まま コンピュー タ内に保存 されて い るわ けで
はな く、画像が表示 されるまでには電気信号か らは じま リピクセルの集合 に至 るまでにア
ル ゴ リズムに基 づい た幾 つかの状態遷移 を経 るのだが、グリッチはその状態遷移 を挟作す
ることで もともと何 もなか った ところに画像 をつ くる。それ は大元 に鋳型の よ うな固定的
存在 としてオリジナルが存在 して、そ こか らある程度の「欠け」 などの想定内の変化の範
囲内で コピー をつ くる ことではない。

PEGや GIFと いつた画像 ファイルの フォーマ ッ トご とに
状態遷移 のアル ゴ リズ ムは 」
異な っている。画像 フォーマ ッ トのアル ゴ リズムによつて、電気信号が画像 デ ー タの状態
にされる。 このデータを再生装 置が読 み取 り、その フォーマ ッ トに合わせたデ ー タの解釈
を行 い、 ピクセルの集合 として画像 を表示す る。デイスプ レイに表示 される画像が同 じよ
うに見えるものであって も、それ らは画像 フォーマ ッ トが異 なってい ることもある。 つ ま
り、画像 フォーマ ッ トのアル ゴ リズム に枠付 け られたソースを再生装置 のアル ゴ リズムが
「信号 ◆ デ ー タ⇔文字 ⇔画像」 と変化 させ続けるのだが 、画像的には同一 で も、それ らを
文字列 の状態でみる とフォーマ ッ トごとに大 きく異 なるとい うことが起 こる。それは、ほ
とんど同 じ画像であ りなが ら属 して い る】
犬態遷移 の流れが異 なる ことを意味す る。 しか し、
普段 は画像 と文字列 とい う 2つ の状態 の こと も、それ らを生み出す状態遷移の流れ も意識
される ことはない。それゆえにグロイスがす
旨摘す るよ うに「見 えない オリジナ ル」か らコ
ピー されたように画像が生 じたように見 える。 しか し、ucnvは 再生装 置 と画像 フォーマ ッ
トの特性 に合わせて画像 デー タの文字列 にプ ログラムで厳密 な変更 を加 えて、 フォーマ ッ
トのアル ゴ リズム 自体 を可視 化 した像 をつ くりだす⑤それ は再生が想定 されて い た像 とは
全 く異なる ものにな り、そ こにアル ゴ リズム とともにある ソースの存在が見出され る。

Huryuv[フ ォーマ ッ トの名前 ]で は、若干様子が異 なる。 フレーム のデ ー タをそ
れぞれ、最初 の少量 のデ ー タを残 して削除 してみる。そ うした もの を再生 す ると、

PEGや GIF同 様 正 常 に表示 される。ただ、デ ー タが無 い部分 は空 白 と し
上部 は 」
36o
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て表示 されるのではな く、 コーデ ックのアル ゴ リズム によって補完 された、鮮烈 な
ピクセル コン トラス トを持 つ 図像 で満 たされる。上部 の少量 の正 常表示か らの影響
も若千見 られるが、色や像 は人 間に とって全 く意味 を見出せ ない、空 白 とい う意味
す ら見出せ ない ものになる。 ここで もまた、元のデー タに含 まれて い ない、意図 さ
れなかった色や形があ らたに生成 されてい る Ю。

「 コーデックのアル ゴリズムによって補完 された、鮮烈tな ピクセル コン トラス トを持つ
図像」 として可視化 されているのは、電子基板上の電子信号 の流れがアルゴ リズムに基づ
いて画像 として表示 される際に填め られる枠 であ り、フォーマ ッ トが定める状態遷移 の
ルールである。ucnvは 画像 フォーマ ッ トの遷移 の特性に基づいてデー タを変更す ること
によって、アル ゴリズム とい う「遷移」のルールそれ自体 をひとつの】
犬態 として提示す る。
そ こで生 じている状態遷移が示すのは、アル ゴリズムがあれば「元のデー タJと 呼 ばれる
ような固定的な存在に含 まれないところか らもソースが生 じるとい うことである。ucnv
はさらにテキス トをこのように続ける。
再生装置 に無があたえ られた と き、圧縮 アル ゴ リズム に従 ったデ コー ド処理が、本
来 の 意 味 や作 用 か ら逸 脱 した有 を発 生 させ る。Turpentineと い う文 字列 か ら
Internetと い う単語 を抽出するよ うな、無意味な連想ゲ ーム を再生装 置が行 な って

い るかの ようだ。そ こに出現 した ピクセルは本当は存在 して い ない。そ こに表示 さ
れるのは、 まるで再生装 置 の無意識 で ある 20。

「無」はアル ゴリズム に従って「有」 を発生 させる。それゆえに、 コンピュー タによる
画像においては「無」 とい う1つ の状態に とどまることがで きない。アル ゴ リズムがある
ところには必ず 2つ の異なる状態 とそれらのあいだで遷移が起 こ り、そ こにソースが存在
す るようになる。これまでソースは想定されていた画像 との類似 の具合が損なわれた場合、
それは「バ グ」 として処理 されてきた。対 して、ucnvは 「バ グ」 を「本来の意味や作用
か ら逸脱 した」 ものだといって「無」 とす るのではな く、アルゴリズムによって発生 した
ものと考える。そ して、それをソースの 1つ の状態 と認識 して作品とするのである。
Turpentine》 は映像 とテキス トから成 り立つ作品であるが、なぜテキス トが必要なの
《

だろうか。それはまだ映像だけでは、映像がアルゴリズムとともにあるソースの 1つ の状
態であることを理解するのが難 しいからである。それゆえにアルゴリズムの性質を説明し
たテキス トが必要であ り、その説明によって映像 を示 して い るアル ゴ リズム とともにある
ソース とい う存在 を捉 え られる よ うになるので ある。 グ リッチ に「再生装 置 の無意識」、
本論文的に言 えばグリッチに「 ソース」 を見 る時、その認識 を生み出す のは「 オ リジナ ル」
や「シ ミュ ラー クル」 を生み出 した類似 性 に基 づいた意識 ではな く、画像 を「信号 ⇔ デ ー
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夕⇔文字⇔画像」 と遷移 してい く流れのなかに位置づ けるアルゴリズム中心の意識なので
ある。

4.ソ ース とその状態遷移 における作品のあり方
この節 ではネ ットを中心に活躍 してい るふた りのアーテ イス ト、 ラフアエ ル・ ローゼ ン
ダールの作品提示 の仕方 と作品売買 の契約書、及 び、アーテ ィ・ヴィアー カン トの「 イメー
ジ・ オブジェ ク ト」 とい うプ ロジェク トか らソース とその状態遷移 における作 品の あ り方
を考 える。そこで示 されるのは枠組みの転換後 の作品 は動的秩序 の もとにあ り、ひとつ に
留 めることはで きない とい うことである。

4‑1.1つ のツースファイルから遷移 した2つ のファイルと3つ のオリジナル
ラフアエル・ローゼンダールはネットに多 くの作品を発表 してい るとともに、作品を掲
載 している「 ドメイン」を売 るとい う手法で「ネット上の作品を売 る」 とい う行為を成立
させた。 これは「 ドメイ ン名 は唯一の ものであ り、 コピー を偽造することがで きない 21」
とい うインターネットのルールに基づいている。例えば、《
falling

falling ocom》

(2011)22

とい う作品が置かれたウェブサイ トにい くと作品が見 られると同時にウェブブラウザの夕
ブの部分に「collection of hampus indwa11,falling falling com by rafael■
sound by gloumouthl」

ozendaal,2011

とオーナーの名前 と作品クレジッ トが記 されている。ここで興味

深いのは、作品が Hampus lndwalに 購入されているのにも関わらずネットで 自由に見る
ことがで きるとい う点である。その理由は作品売買の契約書にある 23。 そ こには
「作品オー
ナーはウェブサイ トをオ ンライ ンに残 し、みんながアクセスで きる状態にしておかなけれ
ばならない」 と書かれてお り、作品の購入者が作品を一人占めはできない ようになってい
る。それどころか ローゼンダールの作品を購入 しても唯一無二の「オリジナルJを 手にす
ることはできない。その ことが明記 されているのが「デー タの引渡 し」の項 目である。そ
こでは基本的に 3つ のファイルが引 き渡される と書かれている。
オ ンライ ンファイル :ウ ェブページを表示す るのに必要なもの
展示 ファイル :Macや PCで 展示 を行 うための もの
ソース ファイル :将 来、必要になるかもしれない修復 のための もの 24

ウェブ展示用の「オンラインファイル」 と美術館などでのインスタレーション展示用の
「展示 ファイル」は、最初から作品が 2種 類あることを意味 している。これら2つ の作品
がともに「オリジナルJな のか、それともどちらかが「オリジナルJな のだろうか。どち
らかが「オリジナルJだ と考えると、もう片方が「コピー」になることになる。そ うする
とローゼンダールは「 コピー」を作品購入者に引き渡 していることになる。それはおかし
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な ことである。ゆえに、 これ らは 2つ ともが同 じ作品のオリジナルだとい うことになる。
しか し、それもまたおか しなことである。 これは類似性 の枠組 みの もとで考えているか ら、
やや こ しいことになっている。

2つ の展示用のファイルの元 として「ソース ファイル」があ り、且つ、それが作品売買
の契約書に明記 されて、 コ レクターに引 き渡されているとい う事実が これら3つ のフアイ
ルの どれが「オリジナ ルJと して機能する ことになるのか とい う疑間に決着 をつ ける。
「 ソース ファイル」には作品が欠損 したときに、それを元に戻すために必要なプログラム
やデー タが入ってお り、 ソース コー ドと同 じように「改良や最適化、 カスタマ イズ、1笏 復
などが行われる場」 として機能す る。
「オ ンラインファイル」 と「展示用 ファイル」、 これ
ら2つ のファイルは「環境へ の最適化」 とい うアル ゴ リズム に基 づいて 1つ の「ソース
ファイル」か ら生 じた同 じものの 2つ の状態なのである。
「オ ンライ ンファイルJか 「展
示 ファイル」かの二者択一ではな く、そ こに「ソースファイル」が挿入され、それから2
つのファイルが派生 しているからこそ、それら2つ はともに「オリジナル」 とい う唯―の
固定的存在 ではないが、
「オリジナル」 として機能することがで きるのである。
1つ のソースか ら派生 した 2つ のファイルが さらに展開した例 として、川崎市民 ミュー
ジアムで開催 された展覧会「セカイがハ ンテ ンし、テイク」展で、 ローゼ ンダールが展示
していた 《
looking at something》

とい う作品を取 り上 げたい 25。 《
l。 。
king at something》

はインスタレーション展示だけでな く、いつ ものようにネッ トで も体験できる 26。 ヵ̲ソ
ルやタッチのイ ンタラクシヨンに応 じてブラウザに表示 されている天気が「晴れ」や「雨」、
「雷雨Jに 変 わるとい う作品である。ネ ット版 の作品はパ ソコ ンとスマー トフォンの両方
で体験 できるが、パ ソコン版にはカーソルがあるのに対 して、スマー トフォン版 ではカー
ソルはな くなっている。展示のイ ンス タレーション版 は 3つ の画面がプロジェクションさ
れていて、それぞれを映像 の正面に置かれた展示台上の「 トラックパ ッ ド」 で コン トロー
ルす るものであった 27。 このように《
looking at something》 は少な くとも3通 りのバージョ
ンをもつことにな り、それぞれの環境で作品の体験が異なっている。
筆者が「インターネッ ト・ リアリティ研究会」の一員 として参加 した展覧会の トークで、
ローゼ ンダールに作品の「オリジナルとコピー」について質問 をす る機会を得た。そのと
きに彼は「これがオリジナルである」 とい う意味での「オリジナル」 はな くて文脈によっ
て異なる体験がある と答え、そ して「作品 はガス状の もの」 と付け加えた 努。 この言葉 は
モクモクと噴出し続けてるガスをそれぞれの環境に入れると、そのつ どあらたな「かたち」
が現われて、それを体験 してい くような作品 と解釈できるのではないか。つ まり、パ ソコ
ン版、スマー トフォン版、インスタレーション版、 これらすべ てはひとつのソースがその
環境に合 わせたかたちで現われた作品であ り、それぞれの作品から生 じる体験 は異なるか
もしれないがそれらに優劣があるわけではな く、ひとつのソースか ら派生 したものとして
等価なのである。それは「ソースファイル」か ら状態遷移 した「展示ファイル」 と「オン
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ラインファイル」が環境 との関わ りでその状態をさらに微妙に変化 させて、
「パ ソコン版

/ス マー トフォン版/イ ンスタレーション版」 とい う「 3つ のオ リジナル」作品 として機
100king at something》
能 して い る状態 で ある① この こ とか ら 《

は「 オ リジナ ル な き

コピーJと して増殖する「シミュラー クル」ではな く、
「環境へ の最適化」 とい うアル ゴ
リズムを採用することで作品の形態を動的なものにしてい く「ソース」だ といえる。 ロー
ゼ ンダールの作品はその売買契約書 での文言 も含めて、
「 フォルムか らアル ゴ リズムヘJ
とい う枠組みとともにあるソース を強 く意識 した作品のあ り方を示 している。そ してそれ
は、作品を見 る者に対 してもソースに道応すること、つ まり複数の状態をもつ作品が提供
す るそれぞれの体験 を受け入れることを促すのである。

4‑2.イ

メージ・ オブジェク トから辿れるツース

アー テイ・ ヴイアー カン トの代表的な プ ロジェク ト「イメー ジ ・オブジ ェ ク トJは ギャ
ラリーでの特質的な「 オブジェ ク ト」の展示 とそれを撮影 した画像 を加工 した「イメー ジ」
か ら形成 される作 品 で ある

29。

「ィメー ジ・ オブジ ェ ク ト」 では、 まずは じめに写真加 工

ソフ トウェ アである Photoshopを 用 い て抽象的 で色 鮮やかな画像が つ くられ、それが ス
タイ ロ フォームにプリン トされ実体化 される。 ヴイアー カン トはス タイロ フォー ムの オブ
ジ ェ ク トをギ ャラリー に展示 し、その記録写真 を撮 影す る。通常 の作 品 ドキ ュメ ンテ ー
シ ョンで あれば、撮影 された写真がその ままギ ャラリー や作家の ウェ ブペー ジにア ップ
ロー ドされるのであるが、 ヴィアー カン トはその画像 を再 び PhotOshOpで 加 工 す る。そ
して、加工 した画像 をウェブ にアップす る。そのため、ギャラリーで見 たオブジェク トと
ウェブで見るイメー ジは異 なるもの となる。
ヴイアー カン トは「The lmage Ottect Posじ

Internet」

ス トとなるエ ッセイを書 き、PDFで 配布 して い る

30。

とい う自身の作品制作 のマ ニ フェ
このエ ッセイで ヴィアー カン トは、

ネ ッ トの画像 とギャラリーのオブジェク トとのあ いだ に優劣がないこ と、及 び「 イ ンター
ネッ トのあ とのオブジェク トには「オリジナル とコピー」 はな くなるだろう と主張す る 訊。
そ して、彼 は次の よ うに書 く。

た とえひ とつ のイメー ジや オブジ ェ ク トがその ソース まで辿 れる として も、その
ソース・オブジェ ク トの実体

(こ

れはその物質性 とその重要性 を意味す る)は 、 も

はやその コピーの どれ よ りもそ の存在が優 れて い るわけではない。動画 を撮影 し、
それをオブジェ ク トとして表現 した とき (例 えば、動画 をス タイロ フォームで彫刻
的に示す)、 私 はソース を見せるのではな く別 の方法で表現 して い ると考 えてい る。
ソースの ビデ オは存在する。 ソースの ビデオのアイデアは存在す る。 ところが 、オ
ブジェク トを例示 した方法は技術的デバ イス及 び用 語 としての「 ビデオ」で制作 さ
れた表現の基準 を守る こととそのオリジナルの必要性 の双方 を否定す る 32。
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ヴイアーカン トの言葉から彼 の作品 :ギ ャラリーに展示 されたオブジェク トとそれを記
録 した写真に手 を加えてネットに挙げられたイメージ、そのどちらかを「オリジナル」 と
す ることはで きない。ヴイアーカントが「 ソース」 と口
子ぶ ものは コピーに勝るもので もな
く、オリジナルであることも否定する存在 である。美術 ライターのブライアン・ ドロイ ト
クアーは「イメージ・オブジェク トJを ソフ トウェアによるアー トであ り、「デスク トッ
プ」「ウイン ドウ」 とい うメタファー を超えて、イ ンターフェイスの裏側 のテクノロジー
の論理へ と至 っていると指摘する 33。

ドロィ トクアーの言葉 はヴイアー カン トの作品が

「フォルムか らアル ゴ リズムヘ」 とい う枠組 みの転換 に基づいていることを示 してい る。
ヴイアーカン トはインター フェイス ・レベルでのメタファー とい う類似 の原理に基づいた
枠組みではな く、 コンピュー タを深層で作動させるアルゴリズムに基づいた枠組 で作品を
制作 しているのである。たから、ヴィアーカントのテキス トに書かれた「ソース」 は一見
コンピュー タと関係なさそうではあるが、 コンピュー タやアプリケーションの論理を決め
る「ソースコー ド」 と同 じように機能す るものだといえる。つ まり彼 の「ソース」は「改
良や最適化、 カスタマイズ、修復な どが行 われる場Jで あ り、同時に作品のプロセスがテ
キス トで説明されることで、プロジェク トを貫 く「イメージ 。オブジェク ト」 とい うひと
つのアル ゴリズムヘの意識がつ くられるのである。これ らの ことか ら、ヴィアーカン トの
作品はアル ゴリズムとともにあるソース と同 じ機能 をもつ ものになってお り、オリジナル
とコピーの区別な くネ ットヘ アップロー ドされ拡散 してい くと考えられる。
以上の ことから、ヴィアーカン トは「フォルムからアル ゴ リズムヘ」 とい う枠組み転す
奥
を実践 してい る作家 と言 うことができる。「イメー ジ・オブジェク ト」 とい うディスプレ
イ上のイメージと物質的なオブジェク ト、そ してテキス トか ら構成され るプロジェク ト自
体が、アル ゴリズムとともにあるソース とい うコンピュー タ上の画像 の特性 を物理的現実
のオブジェにまで拡張するためのアル ゴリズムだと考えられる。枠組みの転換 を示す よう
に、ヴイアーカン トはオブジェク トのかたちをイメージ上で減茶苦茶にしてい く。 フォル
ムによる類似性が著 しく破壊 されなが ら複数のイメージがつ くられウェブで拡散 されてい
く。それで もなお作品の一貫性がそれ らのイメー ジに残 るのはそこに「イメー ジ ,オ ブ
ジェク ト」 とい うヴイアーカントが設定 した状態遷移のアル ゴリズムが作用 しているか ら
である。アル ゴリズムとともにあるソースは コンピュー タのなかだけの存在ではな く、そ
の外部にまで拡張可能であることをヴィアーカントの「イメージ・オブジェク ト」 は示 し
ているのである。

5.生 産 システムの なかのツース
この節 では、ブラッ ド・ トルメルの「あ た らしい生産システム」論 を読み解 き、状態遷
移 を繰 り返す ソース をウェ ブサ ー ビス に応用 した例 を示す。 ブラ ッ ド・ トルメルはアー
ティス トで もあるが、 日々変 わってい くイ ンター ネ ッ ト環境 に対 して「最 もアップデ ー ト
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したJ論 考を書 くことがで きるライター とも評 される 34。 ここでは主に彼 のテキス トを追
いなが ら、ネット上の画像の状態遷移について考えてい く。
トルメルは「TumblrJを 「生産 システムJと してのイ ンターネットの代表的なものだ
と捉えている。Tumblrは 2007年 に開始 されたマ イクロブ ログサ ービスで、その特徴 は
「リブログ」 とい う行為にある。
「 リブログJと はネット上にあるテキス ト、画像、動画な
どほとんどすべ ての表現 を簡単に自分のブログに組み込む、簡単 にいえば「転載」を行 う
仕組みである。リブログするとは「オリジナル」を自分のブログに「 コピー」すると言 い
奥えることもできる。
↓
「オリジナル」を守るべ きひとつの固定化 された実体 として考える
現状の著作権の もとでは限 りなく黒に近い グレーであるリブログのシステムを、 トルメル
は「評価 システム」 だと考える 35。 ここには「 フォルムか らアル ゴリズムヘ」 とい う枠組
みの変換が起こっていると考えられる。枠組みの変換 を示唆する彼 の言葉 を論考「あたら
しい生産システム」からい くつか引用する。
参加者が 自分 の作品を生産 システムに入れる と、それはす ぐさまその ファイルをダ
ウ ンロー ドで きる人たちが使 うソースマ テ リアル になる 36。

生産 システムにい る人たちはこの文旅 [ポ ップカルチ ャー にお いて は作 品が流通 し
多 く見 られることに価値がある]に 置かれ たアー トにお いて切 って も切れない協 同
的性質 を認識 して い るため、「オ リジナ ル作 品」 をそのユニー クさを主張 した いが
ためにではな く、 ただ レスポ ンス を得 たいがために投稿す る 37。

ここで書かかれているように、ネ ットの生産システムに投稿 される「オリジナルJの 作
品は、それが唯一無二であることが重要ではな く、その投稿 によって「 レスポンス」が生
じて画像が改変された りしなが ら、より多 くネ ッ トに流通 してい くことが重要 とされる。
投稿 された画像や作品は「レスポ ンス」があって、つ まリリブログとい う機能のもとで他
の誰か/何 かと結 びついてはじめて「ソースマテリアル」になるのであって、何 も反応が
ない状態、つ まりどこにも結 びつかずに単独 のままではその存在 はない ものとされる。流
通 しなが ら関係をつ くってい くものこそが画像 であ り、複数の関係 のなかでひとつの画像
は「作品⇔作品ではないもの」「オリジナル⇔ コピー」な どとその状態を遷移 させてい く。
そ して、画像は状態遷移 を繰 り返すなかで「作品」や「オリジナル」 といった特権性が剥
奪 され、すべ ての画像が等 しくリブログ数で評価 されるようになる。Tumblrと い う「生
産システム」自体が「リブ ログ」とい う評価 システムを機能させるアル ゴリズムであ り、ネッ
ト上を流通 している画像を単独 の存在から複数の状態に遷移 してい くソースに変える。そ
して画像は Tumbrを 流通 してい くなかで他 の存在 と結 びつ きなが ら、その状態をシステ
ムの規則に沿 って変えてい く。Tumblrが 実装 した「リブログJと い う機能によってクリッ
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クひ とつ で画像 に様 々な関係 を結 びつ ける ことがで きるようにな ったことで、ネ ッ トの上
のすべ ての画像力刊犬態遷移 を行 ってい くソース とな り、それぞれが等価 な もの として扱 わ
れ、 さらに リブ ロ グを促す よ うにな り画像 の流通が更 に促 進 され るのであ る。 さ らに、

Tumblrは 画像 だけではな く、テキス トもチ ャッ トも動画 もといったネ ッ ト上 ほぼすべ て
の表現 を扱 う。 つ ま り、 リブ ログに代 表 される Tumbrの システム設計 には画像 を含 めた
ネッ ト上のすべ ての表現 をソース として捉 え直す仕組みが実装 されて い る と考 え られるの
である。

6.お わりに
これ までの考察 でアル ゴ リズム 中心 の枠組み で画像 を捉 えると、それは「 ソース」 と呼
ぶべ き複数の状態 を遷移 してい く存在 になって い ることを示 して きた。 イ ンター ネッ ト上
の画像 は確かに複製技術 の延長にある ものだが、従来の枠組 みで考 え続 けている とそ こに
生 じつつ ある画像 の あた らしい性 質 は捉 えることはで きな い。 コンピュー タとイ ン ター
ネ ッ トの登場 によるデジタル画像 の一般化 は「 オ リジナル/コ ピー」 ではな く状態遷移 の
もとで画像 を捉 えるとい う枠組みの転換 を迫 る ものなのである。
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