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ロベルト・マッタと P. D. ウスペンスキー

　1937年にパリのシュルレアリスムのグループに
加わった画家ロベルト・マッタ（Roberto Matta 
1911-2002）は、1938年夏、友人の画家ゴードン・
オンスロー＝フォードと共にブルターニュのトレ
ヴィニョンに滞在した。その際、彼らは様々な話題
について議論を交わし、その話題の一つにロシアの
神秘思想家ピョートル・デミアノヴィッチ・ウスペ
ンスキー（Pyotr Demianovich Uspenskii, Peter Demia-
novich Ouspensky 1878-1947）の 1912年の著作

『ターシャム・オルガヌム』⑴があった。オンスロー
＝フォードは後年、次のように述べている。

私たちはそのとき、ウスペンスキーの『ター
シャム・オルガヌム』を読んでいた。彼の時空
の概念や、異なる次元の意識を持った生物〔と
いうアイディア〕はとても刺激的だった。とは
いえ今では彼が作り出したそういった抽象的概
念が、現実には何一つ対応しないだろうという
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Abstract
　The Chilean painter Roberto Matta (1911-2002) became part of a French surrealist group in 1937. The follow-
ing year, Matta stayed at Trévignon with his painter friend, Gordon Onslow-Ford. They read and discussed 
Tertium Organum, written by the Russian philosopher P. D. Ousupensky (1878-1947). Onslow-Ford recalled, “we 
were then reading Tertium Organum by Ouspensky. His conception of space-time, and his creature’s conscious of 
different dimensions were very inspiring.” This current work examines the influence of Ouspensky on Matta’s 
paintings and thoughts.
　In his work titled “Psychological Morphology,” Matta described his paintings as graphics of movements and 
changes of psychological energy. Movements and changes become possible in time. Matta, however, described 
time as a metaphor of space: in essence Matta spatialized time in his paintings. This is the fourth dimension in 
Matta’s paintings. A common characteristic shared in a series of paintings Matta created from 1938 to 1944 is this 
fourth dimensional expression. Ouspensky’s ideals greatly influenced Matta’s paintings. Just before he wrote 
“Psychological Morphology,” as noted above, Matta read and discussed Ouspensky’s Tertium Organum with 
Onslow-Ford.
　In Tertium Organum, Ouspensky sought to resolve the Kantian problem of time and space. He described the 
fourth dimension as a geometric and psychological analogy between the first dimension and second dimension, 
and the second dimension and third dimension. According to Ouspensky, “time” in lower dimensions becomes 
“space” in higher dimensions. “Time” for man as a third dimensional being will become “space” in the fourth 
dimension. For Ouspensky, this is the spatialization of time in the fourth dimension for Ouspensky. Matta’s spatialization 
of time is influenced by this idea. This is evident when Matta spatialized time through space itself rather than the 
repeating and continuing of objects in space that characterized Marcel Duchamp and Óscal Domínguez.
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ことはわかっている。マッタは〔そのとき〕最
初の油彩に取り組んでいた⑵。

あるいは別の場所でも、次のように述べられている。

私たちは、旧トロカデロで観た数学的オブジェ
4 4 4 4 4 4 4

の展覧会や、ウスペンスキーの『ターシャム・
オルガヌム』、その一次元、二次元、三次元あ
るいは四次元の存在に関する理論に影響された
ことを覚えている⑶。

マッタがウスペンスキーから影響を受けていること
については、これまでにも言及がなされてきてい
る⑷。とはいえ、この問題について踏み込んだ考察
はなされていない。ウスペンスキーがマッタに与え
た影響については、おそらく様々な側面からの考察
が可能と考えられるが、本論では特に四次元⑸、あ
るいは時間の空間化という問題を焦点として考察を
行いたい⑹。

1．マッタにおける四次元的空間表現

　ロベルト・マッタはチリのサンティアゴに生ま
れ、サンティアゴ・カトリック大学で建築を学んだ
後、1933年、ヨーロッパに渡り、パリのル・コルビュ
ジエの事務所で仕事を得た。翌年末に訪れたスペイ
ンでは詩人ガルシア・ロルカに会い、1936年には
ロンドンでグロピウスやモホリ＝ナギの下で仕事を
している。1937年、パリに戻ったマッタは、万博
のスペイン館設営の仕事に携わり、この頃、イギリ
スから来たオンスロー＝フォードと知り合った。オ
ンスロー＝フォードに鼓舞されたマッタは、ロルカ
に貰った詩集を持ってダリに会いに行き、さらに
シュルレアリスムのリーダー、アンドレ・ブルトン
が経営するグラディーヴァ画廊を訪れた。ブルトン
はマッタのデッサンを絶賛し、即座にマッタをシュ
ルレアリストとして認めた。翌 1938年 1月から開
催されたシュルレアリスム国際展にマッタは 4点
のデッサンを出品、以後マッタはシュルレアリスム
絵画における新しい展開の中心的存在となる⑺。
　ブルトンはこの新しい展開について、1939年の
テクスト「シュルレアリスム絵画の最近の諸傾向」
において紹介している。そこではマッタら若い世代
の画家たちが、四次元の問題に取り組んでいること
が示唆されている。

〔……〕あえて科学の領域に踏み込むようなと
き、彼らの言語の正確さは多少あてにならなく
なるにしても、彼らに共通する根本的な渇望
が、三次元の宇宙を超出するということにある
のは否定できない。これは以前キュビスムの英
雄時代にライトモティーフのひとつをなしてい
た問題だが、アインシュタインによって時空

4 4

の
観念が物理学に導入されてから、いちだんと尖
鋭に提起されるようになったことを認めなけれ
ばならない。四次元宇宙を暗示するような表現
への要求は、とくにマッタ（複数の地平線をも
つ風景）や、オンスロー＝フォードにおいてき
わだっている。ドミンゲスも同様の関心につき
うごかされて、彫刻の領域でのすべての探求
を、いまやリトクロニック面

4 4 4 4 4 4 4 4

の獲得の上に据え
ている⑻。

　マッタが四次元的表現を志向していたことは、
1938年秋にブルトンの求めに応じて書かれた「心
理的形態学Morphologie psychologique」と題され
たテクストにおいて確認することができる⑼。そこ
でマッタは、自身が描くイメージを心的エネルギー
の運動や変化のグラフィックとして規定している。

全ての形態は、運動状態にある内的エネルギー
が環境によって創り出された障害に適応する結
果生じるグラフィックである。〔……〕。私が心
理的形態学と呼ぶものは、物体における諸エネ
ルギーの吸収と放出から生じる変化のグラ
フィックである。そこには心理的測地環境にお
ける対象の最初の外観から最終形態までの変化
が含まれる。

運動や変化を表現するということは、時間をどのよ
うに表現するかという問題と必然的に結びつく。運
動や変化は、時間において可能になるからである。
同テクストにおいてマッタは時間について次のよう
に述べる。

我々にとって時間という場は、大なり小なりの
スピードで生じる諸変化をリズミックに受け入
れるゼラチン状の液体に喩えることができるだ
ろう。
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ここでは時間が「ゼラチン状の液体」という空間的
比喩において捉えられている。さらにマッタは時間
と四次元の関係について次のように述べる。

対象がそこで変化する心理的‐時間環境の概念
は、回転し脈動して変化するユークリッド的空
間に喩えられる。〔……〕四次元とは変化が持
続する間に〔心理的‐時間環境が〕こうむるリ
スクのグラフィックであるだろう。

マッタにおける時間、「心理的‐時間環境」は、や
はり空間、つまり「変化するユークリッド的空間」
に喩えられるものであり、対象がそこで様々な変化
をすることにより「リスクのグラフィック」が創出
される。これがマッタにおける四次元である。言い
換えれば、マッタにおける四次元の問題は、時間の
空間化の問題として捉えることができる。
　勿論、絵画における時間の空間化は特別な事態で
はない。厳密に言えば、絵画は時間それ自体を表現
することはできない。そのために絵画において時間
は常に空間化されなければならない。こうした試
み、つまり絵画において時間を如何に表現するかと
いう問題は古くから存在する⑽。時間の空間化とい
う意味での四次元の問題、あるいは時空の問題はそ
の近代的なヴァリエーションとも言える。
　とはいえこの時間の空間化という観点は、言語化
することが非常に困難なマッタのイメージをどのよ
うに捉えるかを考える際に示唆を与えてくれる。特
に最初期の油彩の試みである 1938年の《欲望の形

態学》や、1939年の《インスケープ》、《心理的形
態学》〔図 1〕などの画面には、明確に判別できる
ような対象はなく、相互浸透する色彩だけがそこに
あるように見える。だが心理的形態学の観点に拠る
ならば、そこに見出すべきなのは、純粋な色彩の効
果や絵具の物質性ではなく、心理的、内的空間であ
り、空間化された心理的時間ないしは変化のイメー
ジなのである。
　実際、空間の問題は 1944年までのマッタの一連
の油彩作品を貫いている。幾つか例を挙げれば、
1940年の《岩たち》〔図 2〕では、画面下部を覆う
黄色と画面上部の青色の境界に、曖昧ではあるもの
の一種の地平線が生じており、《心理的形態学》な
どの作品に比べて空間の表出が意図されていること
がわかる。1941年から 1942年に制作された《ロク
ス・ソルス》〔図 3〕では、ブルトンが「シュルレ
アリスム絵画の最近の諸傾向」で指摘しているよう
な、複数の地平線や消失点のある複雑な空間が描き
出されている。1942年の《44年》〔図 4〕では赤と
黒の対比によって、蠢くような空間が描き出され、
そこに白い線で描かれた幾つもの矩形が傾きと奥行
きを暗示している。1944年の《エロスの眩暈》〔図
5〕では、暗い背景に浮き上がる様々な形態や楕円
形の軌道が無限の奥行きを想起させる。これらの作
品はいわば具象と非具象を混濁させたイメージと
なっており、これらを詳細に言語化することは非常
に困難だが、ここではさしあたり空間表現という共
通項に目を向けたい。これらの作品の空間表現は、
心理的形態学の問題系にあるものとして捉えること
ができる。一方で、1944年の《ガラス人間の科学、

〔図 1〕ロベルト・マッタ《心理的形態学》1939年、油彩、カンヴァス、89×115.3 cm、 個人蔵、パリ
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〔図 2〕 ロベルト・マッタ《岩たち》1940年、油彩、カンヴァス、95.2×151.1 cm、
ボルティモア近代美術館

〔図 4〕 ロベルト・マッタ《44年》1942年、油彩、カンヴァス、97×127 cm、
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz、National galerie、Berlin

〔図 3〕 ロベルト・マッタ《ロクス・ソルス》1941-1942年、油彩、カンヴァス、75×94.5 cm、
Collection Claudio Bruni Sakraischik、New York
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意識、忍耐》などの作品では、人間とも機械ともつ
かない奇妙な怪物たちが登場し、以後マッタの画面
を支配するようになる。こうしてマッタの絵画は次
の段階へ、マッタが言うところの「社会的形態学」
へと移行する。
　このようにマッタにおける四次元の問題は、心理
的形態学という観点から捉えることができる。そこ
で問題となっているのは、内的エネルギーの運動や
変化を描き出すことであり、それは時間を空間化し
て表現することに結びつく。1938年から 1944年ま
でのマッタの一連の油彩作品を貫く主要な要素はこ
うした意味での四次元的空間表現である。そして
マッタにおける四次元あるいは時間の空間化の特徴
は、マルセル・デュシャンやオスカル・ドミンゲス
における時間の空間化と比較することで明確になる。
　マッタは、1936年に『カイエ・ダール』誌に掲
載されたガブリエル・ビュッフェによるデュシャン
についての記事⑾によって、絵画に変化や時間を導
入することの可能性を認識した。「それは啓示だっ
た。つまり変化を描くことは可能だということが」
とマッタは後に述べている⑿。ビュッフェのテクス
ト自体はデュシャンのキャリアを概観するもので、
さほど特筆すべき点はない。むしろマッタに「啓示」
を与えたのは、デュシャンの 1912年の作品《階段
を降りる裸体 no.2》〔図 6〕の図版だったと推測で
きる。よく知られているように《階段を降りる裸体
no.2》は、対象を反復、連続して描くことで運動と
変化を空間的に表現している。またデュシャンが四
次元の問題に興味を持っていたことは 1967年に発

表された「ホワイト・ボックス」などから知ること
ができるが、当時マッタとデュシャンの間でこの問
題について話すことがあったかどうかについては確
証がない⒀。
　さらにブルトンが「シュルレアリスム絵画の最近
の諸傾向」で紹介しているドミンゲスによる「リト
クロニック面」も時間を空間化する手法である。同
テクストの註では、ドミンゲスとサバトによる次の
ようなテクストが引用されている。

〔図 5〕 ロベルト・マッタ《エロスの眩暈》1944年、油彩、カンヴァス、195.7×251.6 cm、
ニューヨーク近代美術館

〔図 6〕 マルセル・デュシャン《階段を降りる裸体 no.2》
1912年、油彩、カンヴァス、146× 89 cm、フィ
ラデルフィア美術館
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我々がリトクロニック
4 4 4 4 4 4 4

と呼んでいる幾つかの面
は、一種の時間の固体化を構成することによっ
て四次元の奇妙な世界へと窓を開くものである。
　しばらく何らかの三次元物体、たとえば一匹
のアフリカ・ライオンを、その生涯の任意の二
瞬間の間で想像してみよう。ライオン L0、つ
まり A=0であるような瞬間におけるライオン
と、モメント Lf、つまり最後の瞬間における
ライオンとの間には種々様々な様相と外形を呈
する無数のアフリカ・ライオンの列ができる。
今、あらゆる瞬間とあらゆる位置におけるライ
オンのあらゆる点によって作られる全体を考慮
し、それらを包み込む表面を線でつなげば、極
端に繊細でニュアンスに富んだ特性を持つ、一
個の包絡状スーパー・ライオン

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が得られるだろ
う。このような面に対して我々は、リトクロ
ニック面、つまり一種の固体状態における運動
あるいは空間と時間との混合結晶の包皮を形づ
くる面、という名を与える⒁。

リトクロニック面とは要するに、二つの任意の時点
の間における、対象のあらゆる形態をつなぎあわせ
た面ということになる。この手法は、発想としては
デュシャンの《階段を降りる裸体 no.2》に近い。
実際、ドミンゲスの 1939年の作品《リトクロニッ
クなエストカード》〔図 7〕は、文字通り、とどめ
を刺されるまでの闘牛の連続体を描いている。
　マッタもまた特にドローイング作品においては、

デュシャンやドミンゲスのように時間的な連続を空
間的な連続に置き換えたようなイメージが散見され
る。だが 1938年から 1944年にかけての一連の油
彩作品においては、対象の連続的描写よりも、むし
ろ漠然とした空間感覚、あるいは複雑に込み入った
空間構造の表出に重点が置かれている。そもそもこ
れらのイメージには明確に判別できるような対象が
存在しない、あるいはそうした対象を見分けること
は、完全に不可能ではないにしても非常に困難であ
る。
　勿論、マッタはデュシャンに大きな影響を受けて
おり、ドミンゲスともある程度まで四次元への興味
を共有していたと考えることは可能である。とはい
え、デュシャンやドミンゲスにおける時間の空間化
と、マッタにおける時間の空間化の手法には一定の
相違が認められる。デュシャンやドミンゲスは、空
間における対象の反復、連続、延長によって時間を
空間化する。これに対して、マッタは対象の運動を
可能にする空間それ自体の表現を通して時間を空間
化していると考えることができる。言い換えれば、
デュシャンやドミンゲスの焦点は対象にあり、マッ
タの焦点は空間にある。ブルトンが指摘しているよ
うな、マッタが描く複数の地平線はまさに空間を問
題化する要素である。また齊藤哲也はマッタのド
ローイングをマンガと比較しつつ分析した上で、油
彩作品におけるマッタの空間表現について次のよう
に述べている。

マッタの絵画のフレームは「マンガ的」という

〔図 7〕 オスカル・ドミンゲス《リトクロニックなエストカード》1939年、油彩、カンヴァス、
64.7× 91.5 cm、個人蔵
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より──伊藤〔剛〕がマンガと対置していた
「映画」とはあくまで違った意味で──「映画
的」なフレームであると言えるかもしれない。
映画のワン・ショット

4 4 4 4 4 4 4

と同様、マッタの絵画の
ワン・フレーム
4 4 4 4 4 4 4

は、ある空間（un espace）を
脱中心化して描くのではなく（それはキュビス
ムの絵画だ）、共通の尺度をもたないパースペ
クティヴに無理矢理共通の尺度を与えること
で、空間そのもの

4 4 4 4

（L’espace）を脱中心化し、
三次元の法則とは別の仕方で存在

4 4 4 4 4 4 4

する、ある異
空間を観者の目のまえに現前させるからであ
る。この、別のしかたで存在する異空間、マッ
タの言葉を借りるなら、それは一言で「四次元」
ということになるだろう⒂。

　このようにマッタにおける四次元、あるいは時間
の空間化は、空間表現の問題、あるいは三次元空間
の「脱中心化」に帰結する。ではウスペンスキーの
思想はこうしたマッタの四次元的空間表現とどのよ
うに結びつくのか。マッタとオンスロー＝フォード
が『ターシャム・オルガヌム』を通してウスペンス
キーの思想について議論したのは、マッタが油彩を
試みはじめた 1938年夏のことであり、「心理的形
態学」が書かれたのは同年秋のことである。こうし
た事実からも、マッタの四次元的空間表現にウスペ
ンスキーの思想が影響を及ぼしている可能性が推測
される。仮説は次のようなものである。マッタは四
次元が空間を通して表現可能になるという示唆をウ
スペンスキーから得た。何故なら、後述するように、
ウスペンスキーによれば、三次元における時間は四
次元においてまさに空間となるからである。
　以下、『ターシャム・オルガヌム』におけるウス
ペンスキーの思想を検討したい。

2． ウスペンスキーと『ターシャム・
オルガヌム』

　ピョートル・デミアノヴィッチ・ウスペンスキー
は、ロシアの神秘思想家ゲオルギィ・イワノヴィッ
チ・グルジェフの思想の紹介者として知られてい
る。一方でウスペンスキーはグルジェフに出会う以
前から自らの思想を発表しており、独立した思想家
としても評価されている。トレヴィニョンでマッタ
とオンスロー＝フォードの議論の的となった『ター
シャム・オルガヌム』はウスペンスキーの代表作で

ある。グルジェフはウスペンスキーに対して、『ター
シャム・オルガヌム』に書かれていることを全て理
解しているなら、自分はおじぎをし、教えを乞うだ
ろうと言ったという⒃。コリン・ウィルソンもまた
「ウスペンスキーはグルジェフに出会わなかったと
しても二十世紀のずばぬけて興味深い思想家になっ
ていたであろう」⒄と述べている。そして『ターシャ
ム・オルガヌム』の主要なモチーフとなっているの
が四次元空間の問題である。
　向山毅によれば⒅、19世紀後半から 20世紀初頭
にかけて四次元空間の問題は知的興味の対象であ
り、一種のブームを形成していた。1820年代から
非ユークリッド幾何学が発展し、これを受けて
1840年代には四次元空間あるいは n次元空間にお
ける幾何学研究が盛んになる。こうした流れの中で
四次元概念の大衆化が生じた。心霊主義者は超常現
象を四次元空間によって説明しようとし、二次元存
在が三次元世界を体験する E・A・アボットの小説
『フラットランド』（1884年）が大成功を収め、H・
G・ウェルズによる『タイムマシン』（1895年）以
降、四次元時空のタイムトラベルが SFの代表的主
題となった。さらに四次元空間を哲学的な実在と考
える思想家たちが現れる。この「超空間哲学者
hyperspace philosopher」（リンダ・ヘンダーソン）
たちは、空間を客観ではなく主観の形式とするカン
トの思想を逆手に取り、四次元空間を認識すること
による意識の拡張を試みた。最初の「超空間哲学者」
は、チャールズ・ハワード・ヒントンであり、ヒン
トンに大きな影響を受けたのがウスペンスキーであ
る。
　1878年にモスクワに生まれたウスペンスキーは、
画家であった母と、測量局の役人で数学者でもあっ
た父の下で育ち、文学、絵画、自然科学に興味を持
つようになった。18歳でギムナジウムを中途退学
した後、新聞記者、翻訳家となり、その後モスクワ
大学の聴講生にもなっている。1908年にエジプト
とトルコを旅行、1909年にはモスクワからサンク
ト・ペテルブルグに移る。翌年『四次元』⒆が出版
され、さらに 1912年に『ターシャム・オルガヌム』
が出版された。1915年、ウスペンスキーはグルジェ
フと出会い、その思想の影響下に入るが、1918年
にはグルジェフの許を去っている。そして 1921年、
ロンドンに居を定め、そこに自身のグループを形成
した。グルジェフとの関係はしばらく続いていたも
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のの、1924年に完全に断絶、その後ウスペンスキー
はロンドンと第二次大戦中のニューヨークで、グル
ジェフ的な「ワーク」の活動を続けたが、1947年
にこの世を去った。
　さて、ウスペンスキーの主著のタイトル「ター
シャム・オルガヌム」とは「第三の思考規範」の意
である。このタイトルの意図について、ウスペンス
キーは次のように述べる。

なぜならそれは我々にとって、アリストテレス
とベーコンの後に続く第三の道具あるいは第三
の思考原則であるから。最初のものは「オルガ
ノン（論理学）」であり、二番目のものは「ノ
ヴム・オルガヌム（新しい論理学）」であった。
しかし第三のものは最初のものよりも以前に存
在していた⒇。

ここで触れられているのは、アリストテレスとフラ
ンシス・ベーコンが定式化した論理学の基本公式で
ある。
　ウスペンスキーによれば、アリストテレスの公式
は次のようにまとめられる。「Aは Aである／ Aは
非 Aではない／すべては Aか非 Aかのどちらかで
ある」。フランシス・ベーコンは、このアリストテ
レスの公式に時間の幅を加えて更新した。ウスペン
スキーによれば次のようにまとめられる。「Aで
あったものは Aになる／非 Aであったものは非 A
になる／すべては Aか非 Aのどちらかになる」21。
ではアリストテレスとベーコンを踏まえて、ウスペ
ンスキーが提出する「第三の思考規範」とはどのよ
うなものか。ウスペンスキーは次のように述べる。

「ターシャム・オルガヌム」に含まれる公理は
我々の言語では定式化できない。しかし敢えて
それを定式化しようとすれば、不条理な印象を
与える。アリストテレスの公理の形式を借りて
表現すると、新しい論理学の根本的な公理は貧
しい地上の言語では次のように言えるかもしれ
ない。

　「Aは Aであると同時に非 Aである」

あるいは

　「すべてのものは Aであると同時に非 Aで
ある」。

または

　「すべてのものはすべてである」

　しかし実際にはこのような命題はまったくあ
り得ない。これは高次の論理学の公理ではな
く、概念によって高次の論理を表現しようとす
る試みに過ぎない。現実には高次の論理学の観
念は概念で表現することはできない。この表現
不可能性に突き当たるとき、それは我々が原因
の世界と接触していることを意味する22。

ウスペンスキーによれば、「原因の世界」、高次の世
界における論理学は三次元世界の言語では表現する
ことができない。敢えて表現すれば、Aと非 Aが
イコールで結ばれてしまうような不条理なものに
なってしまう。だがこの不条理性、非合理性こそが、
逆説的に、高次の世界に触れていることの証となり
うる。別の場所でウスペンスキーは次のように述べ
ている。

いま我々は、（通常の観点から見た）非合理性
は真実（実在世界）を知るために必要な条件で
あることを知った。これは非合理なものがすべ
て真であるということではなく、真に実在する
ものはすべて通常の観点からは非合理であると
いう意味である。
　我々は通常の論理をもっては真理に近づくこ
とはできないということを知り、これまでは到
達できなかった領域に踏み込むための「思考の
新しい道具」が可能であることがわかった23。

この非合理性をもってしか表現できないような真実
の世界、あるいは哲学的な意味における実在の世界
へと近づくための、「思考の新しい道具」を提示す
ることが『ターシャム・オルガヌム』の目的である。
そして、そのために重要な意味を持つのが四次元で
ある。

3．四次元における時間の空間化

　では『ターシャム・オルガヌム』における、ウス
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ペンスキーの四次元についての思想とはどのような
ものか。
　まずウスペンスキーは「最も難しいのは、我々は
何を知っており、何を知らないかを知ることであ
る」24と述べた上で、物質と運動に基づく物理学的
世界観を批判する。ウスペンスキーによれば、物質
と運動はお互いを定義し合う二つの未知の特質に過
ぎず、これらを既知のものとして哲学的探求の出発
点にすることはできない。代わりにウスペンスキー
が出発点とするのは「人間がその中で生きている世
界の存在と人間自身の中の意識の存在」であり、
「我々の内的生活と外的世界が対峙しているという
事実」である25。言い換えれば主観と客観の存在こ
そが唯一の既知のものである。そして主観と客観の
関係についてウスペンスキーはカントの思想を取り
挙げる。
　カントによれば、人間は時間と空間という主観の
形式によって現象としての世界を認識するのであ
り、時間と空間から切り離された物自体としての世
界は決して認識されえない。ウスペンスキーは、こ
のカントの命題が全く発展しないままであることを
指摘する。その理由は「ほとんどの人々がカントの
読み方を知らず、重要で本質的な部分を見逃して、
重要でない非本質的な部分に集中してきたためであ
る」。そして「実際は、カントは単に問題を提示し
ただけ」であり、「カントは謎を出したが、その答
えを与えなかった」とウスペンスキーは主張す
る26。こうしてカントの命題を一つの問題、謎とし
て受け入れた上で、ウスペンスキーは次のように述
べる。

四次元のアイデア
4 4 4 4 4 4 4 4

と一般的な高次元のアイデア
に関連して、空間と時間の問題を研究する新し
い方法を試みる中で、私はカントの問題を正し
く理解するための糸口を見出し、その解決を可
能にする方法のヒントを得た27。

カントの問題を解く鍵は、四次元あるいは高次元に
ある。
　そして、四次元を規定するためにウスペンスキー
が用いる主な手法は、アナロジー（類推）である。
一次元と二次元、二次元と三次元の関係とのアナロ
ジーによって、三次元と四次元の関係を考察するこ
とができる。

　まず幾何学的観点からすれば、点の運動の軌跡が
線（一次元）をなし、線の運動の軌跡が面（二次元）
をなし、面の運動の軌跡が立体（三次元）をなす。
とすれば、四次元は立体の運動の軌跡として考える
ことができる。別の言い方も可能である。線は無数
の点の集合であり、面は無数の線の集合であり、立
体は無数の面の集合である。とすれば、四次元は無
数の立体の集合として考えることができる。あるい
は、線は点によって分断され、面は線によって分断
され、立体は面によって分断される。とすれば、四
次元は立体によって分断されると考えることができ
る28。
　そして四次元が立体の運動の軌跡であると考える
場合、その運動は三次元空間の外へ向かう運動でな
ければならない。一次元空間外へ向かう線による運
動の軌跡が面であり、二次元空間外へ向かう面によ
る運動の軌跡が立体であるように。では三次元空間
外に広がる四次元の空間とは何か。ウスペンスキー
によれば、それは時間である。

〔……〕「過去」の中には、過去に「そうであっ
たもの」ばかりでなく、そうであり得たもの

4 4 4 4 4 4 4 4 4

も
含まれている。同様に、未来の中にはそうであ

4 4 4 4

り得るもの
4 4 4 4 4

も含まれている。
　過去も未来も、「決定されていない」という
点では同じである。過去も未来も同じようにそ
のあらゆる可能性と共に現存し、共に現在と同
時に存在している。
　時間という概念で我々は、出来事を序列通り
に分離し、様々な全体へと結びつける「距離」
のことを表している。この「距離」は三次元空
間の中には含まれない方向に延びている。この
方向が空間の中にあるとすれば、それは空間の
新しい広がりを意味する。

　この新しい広がり（すなわち時間）は、先の
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

議論の中で我々が四次元に求めたすべての要求
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を満たしてい
4 4 4 4 4 4

る
4 29。

このようにウスペンスキーは時間を四次元の空間と
して捉える。言い換えれば、ウスペンスキーは時間
を空間に包含する。そして、この観点を推し進める
ために、ウスペンスキーは次のような思考実験を行
う。
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　まず一次元世界を想像してみる。それは線の世界
である。一次元存在の視界は、点である。この点の
視界を三次元の物体が通過したとする。一次元存在
の視界には一時、点が出現し、消え去る。このとき
一次元存在は、何かあるものが出現し、存在し、消
滅したと考える。一次元存在は、この点の出現と消
滅という「運動」から、時間の観念を得る。
　次に二次元世界を想像してみる。それは面の世界
である。二次元存在の視界は、線である。それ故に
二次元存在は、角度という概念を知ることができな
い。角度という概念を知るには面の上から見ること
が必要だからである。とはいえ二次元平面上に三角
形や四角形が存在しうる以上、角度もまた存在す
る。では二次元存在は角度をどのように認識するの
か。ウスペンスキーの答えは「運動として」である。
　たとえば、二次元存在が四角形の一つの角に向き
合っているとする。二次元存在には角度が見えない
ので、目の前には一本の線が見えるだけである。だ
が近づくにつれ、一点は同じ場所にあり続けるが、
両側の他の点は後退しているように見える。外観上
には変化はないが、確実に何かが生じていることに
二次元存在は気付く。そして二次元存在はこれを運
動として捉えるのである。

彼は角度を「時間」と結びつけ、それを一時的
な現象──立体の状態の変化──つまり「運
動」とみなすだろう。角度がどうやって運動と
して感じられるかということを想像するのは
我々には困難である。しかしそれは必然であ
り、それ以外ではありえない30。

たとえば二次元存在が四角形の一辺に沿って動く
時、線は動かないが、角に達すると線は再び運動を
はじめることになる。ここで重要なことは、二次元
において運動として認識される角度が、三次元の観
点から見れば、空間の属性だということである。こ
れを三次元空間と四次元空間の関係に当てはめるな
らば、三次元における運動は、四次元における空間
の属性であるということになる。
　以上の思考実験は、幾何学的観点によるものであ
る。だがウスペンスキーはこれには満足せず、さら
に人間の心的構造の考察と、それに基づいたアナロ
ジーへと向かう。カントの命題に固執するならば、
空間は主観に備わった条件であり、その三次元性の

原因、さらに高次元世界の条件は、主観の心的構造
の内に求められなければならないからである。
　ウスペンスキーは、人間の心的構造を「感覚」「表
象」「概念」に階梯化して捉える。感覚とは外的世
界における何らかの変化の反映であり、表象とは感
覚の記憶のグループ、概念とは表象の記憶（もしく
はイメージ）のグループである。そして概念の形成
は、言葉の形成、言語の発生につながる。
　これを踏まえ、ウスペンスキーは次のような仮説
を立てる。

〔……〕かくして、カントの思想は以下の事実
を示すことによって実験的に証明することがで
きる。感覚だけを持つ存在にとって世界は一次

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

元であり、感覚と表象を持つ存在にとって世界
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

は二次元であり、概念や観念に加えて、高次の
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

知覚形態を有する者にとっては、世界は四次元
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

であ
4 4

る
4 31。

このように述べた上で、ウスペンスキーは動物の心
的構造を考察し、この仮説を有効なものとみなす。
ウスペンスキーによれば、カタツムリなどの下等生
物は一次元存在であり、二次元と三次元は時間の中
にある。また犬、猫、馬などの高等動物は二次元存
在であり、三次元は時間の中にある。そして人間は
三次元存在であり、四次元は時間の中にある。さら
に四次元存在においては、人間における時間は空間
に包含されるはずである。

〔……〕すべての存在はその空間感覚に包含さ
れるすべてのものを空間と感じ、それ以外のす
べてのもの、すなわち不完全にしか感知できな
いものをすべて時間と感じる。あるいはこう言
うこともできよう。すべての存在は、その空間
感覚を用いて、自分自身の外部の形態として表
象できるものを空間と感じ、形態として表象で
きないものを時間と感じるのである。すなわ
ち、時間は常に流動的な、一定でないものであ
り、不安定すぎていかなる形態でも表象するこ
とはできないとみなされる。一言で言えばこう
なる。
　空間感覚とは形態を表象化する能力であ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

る
4 32。

このように、ウスペンスキーにおける時間とは不完
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全な空間感覚である。ある次元における時間は、よ
り高い次元においては空間となるのであり、つま
り、人間が認識する三次元における時間とは、四次
元における空間なのである。
　そしてウスペンスキーの思想についてのここまで
の記述から、オンスロー＝フォードが言うところの
「彼の時空の概念や、異なる次元の意識を持った生
物〔というアイディア〕」や、「ウスペンスキーの
『ターシャム・オルガヌム』、その一次元、二次元、
三次元あるいは四次元の存在に関する理論」が何を
指しているのかは明らかである。一次元存在と二次
元存在は三次元存在と四次元存在の間にある関係を
アナロジーによって捉えるための思考実験の産物で
あり、ウスペンスキーの目的は、三次元存在の立場
から四次元存在あるいは高次元存在を規定すること
にある。そしてマッタにおける四次元の問題、ある
いは時間の空間化の問題もまた、ウスペンスキーの
思想から捉えることができる。
　既に述べたように、マッタは「心理的形態学」に
おいて、自身の描くイメージを、心的エネルギーの
運動や変化のグラフィックとして規定している。そ
して運動や変化は時間において可能になるが、絵画
によって時間を表現するためには、これを空間化せ
ざるをえない。マッタもまた「心理的形態学」では、
時間を空間的比喩によって表現している。一方で、
ここまで記述してきたように、ウスペンスキーの思
想において時間は、比喩ではなく実際に

4 4 4

空間なので
ある。より正確に言えば、三次元における時間は、
実際には四次元における空間である。こうしたウス
ペンスキーの思想が、マッタにおける四次元的空間
表現あるいは時間の空間化に示唆を与えたと考える
ことができる。既に述べたように、デュシャンやド
ミンゲスが、空間における

4 4 4 4 4 4

対象の連続によって時間
を空間化するのに対し、マッタは空間それ自体

4 4 4 4 4 4

の表
現を通して時間を空間化しようとしていると考えら
れるからである。つまり、マッタはウスペンスキー
から、四次元の表現が空間における対象ではなく空
間それ自体の表現を通して可能になるという示唆を
得た。だからこそマッタの油彩作品では複数の地平
線や消失点、複雑に組み合わされた平面や軌道の線
などによって、常に空間が問題化されているのであ
る。さらに、こうした三次元空間の「脱中心化」は、
既に見たようにウスペンスキーにおける四次元が三
次元における非合理性と結びついていることから解

釈できる。つまり、四次元的空間表現は、三次元空
間の非合理的表現を通して可能となるのである。
　マッタがウスペンスキーの時間についての思想に
影響を受けたことは、マッタによる次のような文章
からも確認できる。

一本の木のイメージとは、多かれ少なかれはっ
きりとまた優美に絵具の地の上に浮かび上がっ
ている樹の幹の周りの、群をなす緑のマッスな
どではない。私たちにとってそのイメージは、
実際には、種子、発芽、芽の先端の突然の開花、
惜しみなく分かたれる木陰、冬のある日に裸に
なった樹の表す限りない悲しみのイメージ等々
について私たちが知っている全てなのである33。

ウスペンスキーの四次元空間においては、三次元世
界における過去と未来が、空間として同時に存在す
る。それ故にマッタが述べるような木のイメージ、
発芽から落葉までの時間的変化を包含するような木
のイメージは四次元空間において可能となる。ウス
ペンスキーは次のように述べている。

与えられた対象、例えばある人体との関係にお
いて、我々の時間感覚がもっと完全であれば、
我々は時間の中でのその誕生から死までの全生
命を知覚できることであろう。そしてこの範囲
内では我々にとってそれは一定不変の量であろ
う34。

　そして最後に、「現実とは爆発的な痙攣の連続で
あり、この痙攣はリズムに従って脈動し回転する場
において形成される」35と述べるマッタのあくまで
動的な世界観と、全ての運動や変化が空間へと還元
されていくウスペンスキーの静的な世界観とは大き
な隔たりがあるように見える。このためマッタはあ
くまで四次元を表現するためのヒントをウスペンス
キーから得たのであって、ウスペンスキーの世界観
全体を受け入れたわけではないと考えることもでき
る。だが『ターシャム・オルガヌム』を締め括る次
のような一節を、マッタの心理的形態学、つまり心
的エネルギーの形態学の世界とそう遠くないものと
捉えることもまた可能ではないだろうか。

すべての基盤にある真の「運動」とは「思考の
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運動」である。真の「エネルギー」とは「意識
のエネルギー」である。そして真理そのものが
運動であり、それは決して休息することもなけ
れば、探求を終えることもない。
　思考の運動を拘束するすべてのものは虚偽で

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ある
4 4

。
　従って、思想の真の発展は、知識に向かって
最大限の可能性を追求する姿勢の中にあり、い
かなる既存の知識形態にも安住することを認め
ない努力の中にある。人生の意味は永遠の探求
の中にあり、ただ求めることによってのみ、新
たな現実を見出すことができるのである36。

結論

　以上、マッタにおける四次元的空間表現あるいは
時間の空間化について、ウスペンスキーの『ター
シャム・オルガヌム』における四次元空間の思想と
の関係から考察を行った。マッタは 1938年のテク
スト「心理的形態学」において自らが描くイメージ
を心的エネルギーの運動、変化のグラフィックとし
て規定している。運動や変化は時間において可能と
なるが、マッタは時間を空間的比喩において捉えて
おり、つまりマッタのイメージにおいて時間は空間
化される。これがマッタにおける四次元であり、
1938年から 1944年にかけて描かれた一連の油彩作
品の一つの特徴はこの四次元的空間表現にある。そ
して、この四次元的空間表現に影響を与えたと考え
られるのがウスペンスキーの四次元空間についての
思想である。オンスロー＝フォードの回想によれ
ば、「心理的形態学」が書かれる直前に、マッタと
オンスロー＝フォードはウスペンスキーの『ター
シャム・オルガヌム』について議論を交わしており、
そこから影響を受けている。
　ウスペンスキーは『ターシャム・オルガヌム』に
おいて、カントが時間と空間について提起した問題
を、四次元空間についての考察によって解決しよう
と試みる。一次元空間と二次元空間、二次元空間と
三次元空間の関係との、幾何学的、心理学的アナロ
ジーによってウスペンスキーは四次元空間を規定す
る。そしてウスペンスキーによれば、低次元の存在
にとっての時間は、高次元の存在にとっての空間と
なる。つまり、三次元の世界に生きる人間にとって
の時間は、四次元における空間となる。これがウス
ペンスキーにおける時間の空間化であり、マッタに

おける時間の空間化はこうした思想に一定の影響を
受けていると考えられる。マッタは、デュシャンや
ドミンゲスのように対象の反復、連続によって時間
の空間化を行うというよりも、むしろ空間それ自体
を通して四次元を表現しようとするからである。
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