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神の死の肖像

　ジョルジョ・デ・キリコ（Giorgio de Chirico 1888-
1978）が描いたいわゆる形而上絵画のなかでも、
最もよく知られるものの一つが 1914年の作品《子
どもの脳》〔図 1〕である⑴。
　画面左側を覆う灰色のカーテンの向こう側に、小
太りではあるが筋肉質の中年男性が、裸のまま正面
を向き、目を閉じて佇んでいる。口髭と顎鬚をたく
わえた男性の頭はやや禿げ上がり、その肌は青白
く、閉じられた瞼からは長めの睫毛が伸びている。

男性の前には緑色の布を掛けられた机のようなもの
があり、その上には一冊の黄色い書物が置かれてい
る。閉じられた書物からは、赤いしおりが飛び出て
いる。男性の右後方には窓があり、そこから青空と
二つの建築物が垣間見える。一つは茶色い煙突のよ
うな建築物であり、もう一つはアーチ形と矩形の開
口部を持つ灰色の建築物である。
　このように画面を構成する要素は比較的少ない
が、この作品は少なくとも二人の人物に大きなイン
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Abstract
　One of the most famous works of Giorgio de Chirico (1888–1978), The Child’s Brain (1914), representing a 
naked man meditating with his eyes closed, has been interpreted as De Chirico’s father. This paper aims to con-
sider this picture as Friedrich Nietzsche (1844–1900) and to interpret it from the perspective of “the death of 
God.”
　The book represented in the foreground of this picture can be interpreted from the drawing for Still Life, Turin 
Spring (1914), in which the same book is titled the Adventures of Pinocchio. De Chirico related Pinocchio with 
Nietzsche’s Thus Spake Zarathustra in his manuscripts. Therefore, the book can be regarded as an attribute sug-
gesting the man in The Child’s Brain is Nietzsche.
　In Zarathustra, Nietzsche considered “child” as the supreme form of spirit. De Chirico’s The Fatal Temple 
(1914) depicted a “brain,” from which a straight line was drawn connected with a circle. For Nietzsche, the circle 
symbolized the eternal return. De Chirico also changed the title the Child’s Brain to Ghost, but from his text “On 
Metaphysical Art” (1919), we can understand that “Ghost” implies one who can accept the eternal return. Thus, 
both titles ̶ the Child’s Brain and Ghost ̶ can be connected with Nietzsche.
　According to Nietzsche, there is no “true world” behind the world. Essentially, this fact is the truth behind the 
world. When one opens the curtain in the left of The Child’s Brain, one peeks behind the world and Nietzsche, 
who notified “the death of God,” is there. Nietzsche identified himself with Christ and Dionysus in his madness 
and lived with an infinite interpretation of the world. “The death of God” denotes this absence of “true world” and 
this infinite interpretability of the word. From here, we can interpret the symbolism of the curtain in The Child’s 
Brain and the ambiguity of this picture.
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パクトを与えた。後のシュルレアリスムのリー
ダー、アンドレ・ブルトンは、走るバスのなかから
ポール・ギヨーム画廊のショーウィンドウに飾られ
ていたこの作品を垣間見ただけで、その魅力に引き

寄せられ、バスを降りて見入ったという。ブルトン
はこの作品を購入し、死ぬまで手元に置いた。後の
シュルレアリスムの画家イヴ・タンギーもまた全く
同じ経緯でこの作品を発見し、この経験によって画

〔図 1〕  ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》1914年、
油彩、カンヴァス、81.5× 65cm、ストックホル
ム近代美術館、ストックホルム

〔図 2〕  ジョルジョ・デ・キリコ《予言者》1916年、鉛筆、
紙、32× 24cm、個人蔵

〔図 4〕  ジョルジョ・デ・キリコ《詩人哲学者》1918年、
所蔵等不明

〔図 3〕  ジョルジョ・デ・キリコ《幽霊》1917-1918年、
油彩、カンヴァス、94× 78cm、個人蔵
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家となることを志した⑵。この作品の反響は、パブ
ロ・ピカソの《肘掛椅子の男性》（1910年代）や、
マックス・エルンストの《ピエタ、あるいは夜の革
命》（1923年）にも見出される⑶。どちらの作品に
も《子どもの脳》から取られたとおぼしき髭をたく
わえた男性像が描かれている。またこの男性像は、
他のデ・キリコ作品では、1916年のデッサン《予
言者》〔図 2〕⑷ や、1917年から 1918年にかけて制
作された《幽霊》〔図 3〕⑸、また 1918年の《詩人
哲学者》〔図 4〕⑹にも登場し、デ・キリコのイメー
ジのレパートリーの一部をなしていたことが知られ
ている⑺。
　以下に述べるように、先行言説は《子どもの脳》
を、主にデ・キリコの父、ナポレオン三世、ディオ
ニュソスとして解釈してきた。本論では筆者のこれ
までの研究を踏まえつつ、この作品をデ・キリコの
理論的根拠であったフリードリヒ・ニーチェ（Fried-
rich Nietzsche 1844-1900）との関係から捉えてみた
い。

1．先行言説

　ロバート・メルヴィルは、1940年の『ロンドン・
ビュレティン』誌第 18-20合併号に掲載されたテク
スト「天恵 ── 1911-1917」において《子どもの脳》
を「嫉妬深く、意地の悪い父親のイメージ」として
いる⑻。メルヴィルによれば、この作品は子ども、
つまりデ・キリコの視線による恐ろしい父親のイ
メージであり、その目が閉じられているのは、目が
開いていれば子どもは父親の目をまともに見ること
ができないからである。さらに画面手前の書物は母
親を表し、書物に挟まれたしおりは母親と父親の関
係を暗示しているとメルヴィルは指摘する。
　ジェイムズ・スラル・ソビーは、1941年の『初
期キリコ』において、メルヴィルの考察に倣いなが
ら《子どもの脳》をデ・キリコの父親の肖像として
いる⑼。さらにソビーは 1955年の『ジョルジョ・
デ・キリコ』において、書物としおりの関係を、父
親の欲望とそれに対する母親の服従を示すものと
し、ちょうど男性の股間にあたる位置に描かれたし
おりがこの見方を裏づけていると主張している⑽。
「作品全体がフロイト的な不安感に満ちている」と
述べられているように、ソビーの解釈はシュルレア
リストたちによるフロイト的なデ・キリコ観に拠っ
ている。

　メルヴィルやソビーの解釈は、おそらく《子ども
の脳》の所有者であったアンドレ・ブルトンの見解
に沿ったものと考えられる。ブルトンは、1954年
の「ロベール・アマドゥーへの手紙」において次の
ように述べている。

まだ自身の初期作品に宿るインスピレーション
を激しく否定していなかった頃、キリコはしつ
こく懇願されなくとも打ち明けてくれたもので
す。キリコはそこに、当時彼に「取り憑いてい
た」人物を描いたのですが、この人物は彼の父
とナポレオン三世が半ば混じりあった姿で現れ
たのです⑾。

ブルトンによれば、《子どもの脳》の人物は、デ・
キリコの父であると同時にナポレオン三世でもあ
る。『シュルレアリスムと絵画』（1928年）には、
デ・キリコがナポレオン三世とカヴールの幽霊に取
り憑かれていたことへの言及がある。

幽霊たち〔Les fantômes〕……。今日、この件
についてはひどくためらいがちに見えるもの
の、キリコはまだあの幽霊たちを忘れていない
と認めている。今はそうしてしまったことを後
悔しているはずだとしても、ある信頼感につき
動かされて、彼は私にその幽霊のうち二人の名
前を教えてくれた。それはナポレオン三世とカ
ヴールであり、彼はこの二人と一貫した交流を
続けている、と聞かされた⑿。

さらにブルトンは、デ・キリコにとって、「ナポレ
オン三世とカヴールのプロンビエールにおける立会
人なしの会見」（1858年 7月 21日）⒀が重要な意味
を持っていたと証言している。パオロ・バルダッチ
によれば、ギリシア生まれのイタリア人であった
デ・キリコと弟アンドレア（筆名アルベルト・サ
ヴィニオ）にとってイタリア統一の立役者カヴール
もまた象徴的な「父」だった。

カヴールはイタリア統一の「父」であり、その
文化的アイデンティティの創造者であった。キ
リコとサヴィニオは ── おそらくは祖国を持
たないという境遇のせいで ── そうした文化
的アイデンティティと一体化することを熱望し
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ていたのである⒁。

　デ・キリコの父のイメージは、イタリア統一の
「父」としてのカヴールを通してナポレオン三世と
結びつき、ナポレオン三世のイメージはさらにニー
チェを介してディオニュソスのイメージに結びつく
ことになる。デ・キリコの 1929年の小説『エブド
メロス』には次のような一節がある。

誰か
4 4

がもう一人、君のベンチに腰掛けている。
そう、この時代遅れのエレガントな服を着て、
その顔は漠然とナポレオン三世や《赤い百合》
〔1894年〕時代のアナトール・フランスの写真
を思い出させるこの紳士。ほくそ笑みながら君
を見つめているこの紳士。相変わらず彼、誘惑
者たる悪魔〔démon-tentateur〕だ⒂。

ここにある「誘惑者たる悪魔」という表現はニー
チェに由来する⒃。『善悪の彼岸』（1886年）にお
いてニーチェは次のように述べている（以下、ニー
チェからの引用はデ・キリコが参照したとされるフ
ランス語訳から筆者が訳出）。

あの偉大なる隠者〔ハーメルンの笛吹きのこ
と〕もそうであった心を操る天才、この誘惑者
たる神〔ce dieu tentateur〕、この良心という鼠
の誘拐者〔……〕たった今私が話したこの精神
こそ、神ディオニュソス

4 4 4 4 4 4 4

にほかならない。あの
力強く両義的な誘惑者たる神〔ce puissant dieu 
équivoque et tentateur〕、君たちがご存知のよう
に、かつて私は、畏敬と秘密をもってこの神に
処女作〔『悲劇の誕生』のこと〕を捧げたので
ある⒄。

つまり、デ・キリコの言う「誘惑者たる悪魔」は、
「誘惑者たる神」ディオニュソスなのである。
　さらにここからウィラード・ボーンは、ニーチェ
における「アポロン‐ディオニュソス」の二項対立
によって、《子どもの脳》を含むデ・キリコ作品の
象徴体系を一貫した形で示すことができると主張し
ている⒅。だがボーンは二項対立による図式的な解
釈を一般化し過ぎており、こうした抽象的な図式に
ついては実際のところ肯定することも否定すること
もできない。またボーンはニーチェの思想を主にそ

の処女作『悲劇の誕生』から捉えており、後の形而
上学の批判者としてのニーチェの思想とデ・キリコ
との関係を捉え切れているとは言えない。
　このように《子どもの脳》は、デ・キリコの父、
ナポレオン三世、ディオニュソスとして解釈されて
きた。本論は、《子どもの脳》が孕むこうした多義
性について、基本的に否定しない。しかしながら、
この作品の多義性それ自体について考えるために
は、もう少し別の解釈も可能と考える。また先行言
説の論拠は、主にブルトンの証言にあり、これを完
全に否定する必要はないとしても、《子どもの脳》
をデ・キリコ自身の作品やテクストから考察するこ
ともまた不可能ではない。本論において焦点となる
のは、既に述べたようにニーチェとの関係である。

2．ニーチェ

　まず《子どもの脳》に描かれた男性像について検
討してみたい。
　先行言説の通り、この人物像は、まずはナポレオ
ン三世のイメージを下敷きにしている可能性が高
い。デ・キリコが参照したイメージを完全に特定す
ることは難しいものの、たとえばカルト・ド・ヴィ
ジットと呼ばれる 19世紀半ばに流行した名刺判写
真によって流布したナポレオン三世のイメージ
〔図 5〕⒆、あるいはイポリット・フランドランのよ
く知られたナポレオン三世の肖像画（1861-63年）
〔図 6〕⒇などをデ・キリコは下敷きにした可能性が
ある。特にフランドランの肖像画は、《子どもの脳》
と幾つかの共通点を持つ。左手を腰の剣に、右手を
脇のテーブルに置いたその姿勢は、《子どもの脳》
のやや横に左腕を張り出した男性の姿勢と呼応す
る。因みにこれはカルト・ド・ヴィジットでもよく
見られる姿勢である。またフランドランの肖像画で
は、緑色の布に覆われたテーブルに書物が置かれ、
その後方にはカーテンが描かれている。この点も、
《子どもの脳》の前方の机もしくは台が（図版では
わかりにくいが）緑色の布に覆われていること、そ
の上に書物が置かれていること、画面左にカーテン
が描かれていることと対応している。フランドラン
の作品はヴェルサイユ宮殿に収められており、デ・
キリコがこの肖像画を目にした可能性はある。さら
にデ・キリコがパリにいた 1913年には、フレデリッ
ク・ロリエによる『皇帝の夢 ナポレオン三世の運
命と魂』と題されたナポレオン三世の評伝が出版さ
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れており、その表紙にはフランドランの肖像画が使
用されている〔図 7〕21。デ・キリコがこの著作を
手に取った可能性も否定できない。
　とはいえ《子どもの脳》には、ナポレオン三世の
イメージとの関連では説明できない要素が存在す
る。画面手前に置かれた書物に注目したい。同様の
書物のイメージは《静物、春のトリノ》（1914年）
〔図 8〕22、《詩人の運命》（1914年）〔図 9〕23など、
同時期のデ・キリコ作品に登場する。既に指摘され
ていることだが24、《静物、春のトリノ》に関する
習作を確認してみると、この書物がカルロ・コッ
ローディの 1883年の有名な著作『ピノッキオの冒
険』であることがわかる〔図 10〕25。そしてデ・キ
リコは、パリ時代（1911-1915年）の手稿において
『ピノッキオの冒険』をニーチェの『ツァラトゥス
トラはこう語った』（1883-1885年）と結びつけて
いる。

私は思い出す。ニーチェの永遠の作品『ツァラ
ツゥストラはこう語った』を読み終えた後、こ
の本の様々な部分に、ある印象をおぼえた。そ
の印象とは、私が子どものときに読んだ、イタ

〔図 5〕  ナポレオン三世のカルト・ド・ヴィジット、メ
イエル＆ピエルソン、年代不詳、10.5× 6cm、
筆者蔵

〔図 6〕  イポリット・フランドラン《フランス皇帝ナポ
レオン三世》1861-63年、油彩、カンヴァス、
212× 147cm、ヴェルサイユ宮殿美術館、ヴェル
サイユ

〔図 7〕  フレデリック・ロリエ『皇帝の夢 ナポレオン三
世の運命と魂』1913年（表紙）、23× 14cm、筆
者蔵



210

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 5

リア語で書かれた子ども用の本に既に感じとっ
ていたものだった。その本は『ピノッキオの冒
険』と題されていた。作品の深遠さを我々に啓
示する奇妙な類似である26。

そしてニーチェのフランス語訳が黄色い装丁で売ら
れていたことを考慮すれば、この書物をニーチェの
主著である『ツァラトゥストラはこう語った』とみ
なすことができる。
　またこのように考えれば、《静物、春のトリノ》
の画面構成が《子どもの脳》に類似していることに
注目できる。《静物、春のトリノ》では、画面手前
に黄色い書物が置かれ、その後ろにトリノの想像上
の風景が広がっている。中景に描かれた彫像の台座
には「TORINO」と書き込まれている。一方、《子
どもの脳》では、画面手前の書物の後ろに裸の男性
が佇んでいる。書物が置かれている机もしくは台の
色が違うとはいえ、あたかも《子どもの脳》に描か
れた人物の側から見た視界が《静物、春のトリノ》
であるかのようである。つまり、書物を中心にして
二つのイメージが向かい合っていると考えることが
できる。とすれば《子どもの脳》の人物はトリノに
いるということになる。そしてトリノは 1889年に
ニーチェが狂気に陥った地である27。
　ここから《子どもの脳》に描かれた男性像がニー
チェである可能性が生じる。画面手前の書物、つま
り『ツァラトゥストラはこう語った』は、この場合、
描かれた人物がニーチェであることを示す一種のア
トリビュートとみなすことができる。先行言説で挙

〔図 8〕 ジョルジョ・デ・キリコ《静物、春のトリノ》
1914年、油彩、カンヴァス、125× 102cm、個人蔵

〔図 10〕 ジョルジョ・デ・キリコ《習作》〔《静物、春の
トリノ》、《詩人の運命》、《祭日》に関係〕1914
年、ペン、紙、22× 17cm、ピカソ美術館、パリ

〔図 9〕 ジョルジョ・デ・キリコ《詩人の運命》1914年、
油彩、カンヴァス、88× 71cm、個人蔵
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げられているデ・キリコの父やナポレオン三世は、
直接的には『ツァラトゥストラはこう語った』とは
結びつかない。また同じく先行言説で言及されてい
るディオニュソスは確かにニーチェの思想を象徴す
るイメージだが、後述するように、トリノで狂気に
陥ったニーチェが自らをディオニュソスと同一化し
ていたことを考慮すれば、まずニーチェのイメージ
があり、そこにディオニュソスのイメージが重ね合
わされていると考えるべきではないか。このように
捉えれば、《子どもの脳》に描かれた空間がトリノ
である可能性を整合的に解釈することができるから
である。
　また既に述べたように《子どもの脳》と同系統の
作品は、「予言者」「幽霊」「詩人哲学者」と題され
ている。これらのうち「予言者」「詩人哲学者」と
いったタイトルは、鉄道技師であったデ・キリコの
父やナポレオン三世、ディオニュソスよりも、むし
ろニーチェに相応しい。哲学者ニーチェは「超人」
の予言者であり、『ツァラトゥストラはこう語った』
は一種の詩的テクストとも捉えることができる。さ
らに《子どもの脳》については、オディロン・ルド
ンの《目を閉じて》（1890年）〔図 11〕との関係も
指摘できるが、こうした瞑想的なイメージもデ・キ
リコにおいてニーチェと結びつくものである。デ・

キリコはメランコリーのポーズを取ったニーチェの
写真〔図 12〕を真似て自画像（1911年）〔図 13〕28

を制作していることが知られている。ここからデ・

〔図 11〕 オディロン・ルドン《目を閉じて》1890年、
油彩、カンヴァス、44× 36cm、オルセー美術館、
パリ

〔図 13〕 ジョルジョ・デ・キリコ《自画像》1911年、
油彩、カンヴァス、72.5× 55cm、個人蔵

〔図 12〕 ニーチェの肖像写真、ダニエル・アレヴィ『ニー
チェの生涯』（1910年）より、18× 11cm、筆者蔵
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キリコの思考において、ニーチェが瞑想的、思索的
なイメージによって捉えられていたことが確認でき
る。
　勿論、口髭や広い額といった最低限の特徴は一致
するとしても、肖似性という点からすれば《子ども
の脳》の男性像はニーチェとはそれほど似ていない
とも言える。ここではあくまで意味の側面から、こ
の男性像をニーチェのイメージとして捉えてみたい。

3．「子どもの脳」と「幽霊」

　次にタイトルについて考えてみたい。
　デ・キリコは「子どもの脳」というタイトルにつ
いて異議を唱えている。1924年 2月 10日のガラ・
エリュアールへの手紙では次のように述べられてい
る。

親愛なるマダム、貴方に隠すことはしません
が、《子どもの脳》というタイトルは私には気
に入りません。それにこのタイトルは私がつけ
たものではありませんし、私としてはあの作品
を《幽霊》〔Le Revenant〕と呼んでいます。あ
れはまさに幽霊なのです。もう一方のタイトル
〔「子どもの脳」のこと〕には不愉快なくらい狂
気じみたところや、外科手術のようなものを思
わせるところがありますが、そうしたことは私
の芸術の本質とは一切関係が無いのです29。

つまりデ・キリコによれば、《子どもの脳》の本当
のタイトルは「幽霊」であるということになる。確
かに《子どもの脳》と同系統の作品の一つは「幽霊」
と題されている。
　では「子どもの脳」というタイトルは、当時の画
商ポール・ギヨームによるものか、友人の詩人アポ
リネールによるものか、所有者であったブルトンに
よるものか、あるいはデ・キリコは後からこのタイ
トルを訂正しようと考えたのか30。この点について
確定するのは困難なため、ここでは「子どもの脳」
「幽霊」というタイトルがともにニーチェ的文脈か
ら解釈可能であることを示したい。
　まず「子どもの脳」について。脳というモチーフ
は、《子どもの脳》と同年の作品《運命の神殿》
〔図 14〕31に見出される。画面中央の黒板のような
パネルに、目を閉じた人物像とその脳が描かれてい
る。目を閉じた人物像というモチーフは、まさに《子
どもの脳》の人物像につながるものである。この人
物の脳から直線が引かれ、その先には円環が描かれ
ていることがわかる。そして円環は、ニーチェ思想
の核心の一つである永遠回帰を象徴するモチーフで
ある32。たとえば『ツァラトゥストラはこう語った』
の第三部の最後「七つの封印（あるいは、アルファ
とオメガの歌）」33と題された節では、七つの文章そ
れぞれに次の一節が織り込まれており、つまり七回
繰り返される。

〔図 14〕 ジョルジョ・デ・キリコ《運命の神殿》1914年、油彩、カンヴァ
ス、33.3× 41cm、フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア
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おお、どうして私が永遠を求めて、全ての円環
の中の円環たる結婚指輪を求めて、 ── 生成
と回帰の円環〔l’anneau du devenir et retour〕
を求めて、熱情に燃えぬはずがあろう？34

　ここから《運命の神殿》の中央に描かれた人物像
は、目を閉じて永遠回帰について沈思しているもの
と考えられる。そして、この永遠回帰という存在の
円環を肯定することのできる精神の最高形態が、
ニーチェにおいては「子ども」である。ニーチェは
『ツァラトゥストラはこう語った』の冒頭で精神の
三つの変化、「ラクダ」「獅子」「子ども」について
述べているが、その最高形態である子どもについて
は次のように述べられている。

子どもは無垢であり、忘却である、一つの復活、
一つの遊戯、一つの自力でころがる車輪、一つ
の第一運動、一つの聖なる肯定である。
　そう、創造の神的な遊戯のためには、我が兄
弟たちよ、一つの聖なる肯定が必要なのだ。い
まや精神はそれ自身

4 4 4 4

の意志を欲する。世界を
失った精神はそれ自身の

4 4 4 4 4

世界をかちえようと欲
するのだ35。

　ここでは子どもが「一つの自力でころがる車輪」
とされている点に注目できる。既に別のところで指
摘したことだが36、このイメージはデ・キリコのや
はり 1914年の作品《通りの神秘と憂愁》に結びつ
く〔図 15〕37。この作品の画面左下には、まさにフー
プという円環を転がす少女、「子ども」が描かれて
いる。つまりこの作品もまた永遠回帰という観点か
ら解釈することが可能であり、ここで重要なのは、
《子どもの脳》と同年の《運命の神殿》、《通りの神
秘と憂愁》において、「脳」と永遠回帰を象徴する
「円環」、さらに永遠回帰を肯定しうる最高の精神形
態である「子ども」が結びつくということである。
これらの関連についてデ・キリコが意識的であった
可能性は高い。たとえば《運命の神殿》に描かれた
円環に接する直線のイメージ〔図 16〕は、《通りの
神秘と憂愁》におけるフープを転がす棒のイメージ
〔図 17〕と対応している。以上を踏まえれば、「子
どもの脳」とは、ニーチェ思想の核心である永遠回
帰を肯定できる精神を意味するタイトルとして捉え
ることができる。
　因みに『ツァラトゥストラはこう語った』のドイ
ツ語版には、表紙に円を描く蛇をあしらった装丁の
ものがある〔図 18〕38。これは完全に推測に留まる
が、仮にデ・キリコがこうした装丁も考慮に入れて

〔図 15〕 ジョルジョ・デ・キリコ《通りの神秘と憂愁》
1914年、油彩、カンヴァス、87× 71.5cm、個人蔵

〔図 16〕 ジョルジョ・デ・キリコ《運命の神殿》（部分）
1914年
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いたとすると、目を閉じて沈思する人物と永遠回帰
の円環について記した書物である『ツァラトゥスト
ラはこう語った』との関係がより強調されることに
なるだろう。
　勿論、デ・キリコが「子どもの脳」というタイト
ルに異議を唱えている以上、こうした解釈には意味
がないと言えるかもしれない。とはいえ、このタイ
トルがニーチェ的文脈から解釈できることから、少
なくともブルトンがこれをつけたと考えるより、ギ
ヨームあるいはアポリネールがデ・キリコとの相談
の上でつけた可能性、もしくはデ・キリコが後から
これを訂正する気になった可能性の方が大きいと言
えるのではないか。また「子どもの脳」についての
解釈は、もう一方の「幽霊」というタイトルを考察
する手掛かりとなる。
　「幽霊」というタイトルについて、デ・キリコは
フランス語の「revenant」という語を使用している。
この語は「再び来る（revenir）」の現在分詞であり、
ここには「再び戻って来る者」という意味が込めら
れている。そして既に述べたように、ニーチェ思想
の核心である永遠回帰は円環によって象徴されるの
だが、この円環を生きる者をニーチェは次のように
表現している。

── 自分自身から逃走し、最も広大な円を描い
て自分自身に追いつく魂、狂気が最も甘く誘い
かける、最も知恵のある魂 ──39

ここから「再び戻って来るもの」、いわば「回帰す
るもの」としての「幽霊」を、円環を描いて再び自
分自身に帰ってくる者、つまり永遠回帰の体現者と
して捉えることができるのではないか。
　デ・キリコにおいて「幽霊」が永遠回帰の体現者
でもありえることは、1919年のテクスト「形而上
芸術について」から確認することができる。デ・キ
リコはジュール・ヴェルヌの『八十日間世界一周』
（1873年）40について次のように述べている。

だが誰が彼〔ジュール・ヴェルヌ〕よりも巧み
にロンドンのような都市の形而上学を、その
家々の中に、その街路、そのクラブ、その広場、
その四角形の中に、言い当てることができただ
ろうか。ロンドンの日曜日の午後のスペクトル
的性質、『八十日間世界一周』に登場するフィ
リアス・フォッグのような、歩き回る本物の幽
霊〔fantasma〕である一人の人間の憂愁41。

〔図 18〕 フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラは
こう語った』ナウマン版、1902年（表紙）、16
× 12cm、筆者蔵

〔図 17〕 ジョルジョ・デ・キリコ《通りの神秘と憂愁》
（部分）1914年
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　『八十日間世界一周』とデ・キリコの形而上絵画
理論の関係については別のところで考察を行ってい
るので42、ここでは細部には立ち入らないが、ヴェ
ルヌのこの有名な小説は、デ・キリコの理論的根拠
であったショーペンハウアーとニーチェの思想の寓
話として捉えることができる。ここで重要なのは、
『八十日間世界一周』の主人公フィリアス・フォッ
グがデ・キリコによって「幽霊」と呼ばれている点
である。確かにここで使用されているイタリア語の
「幽霊（fantasma）」という語には「回帰する者」の
意は含まれないが、世界を八十日間で一周し、再び
元の場所に戻ってくるフォッグは、まさにニーチェ
が言うところの「自分自身から逃走し、最も広大な
円を描いて自分自身に追いつく魂」であり、永遠回
帰の寓話的体現者たりえる。つまりデ・キリコは実
際には revenantと同義に fantasmaという語を使用
しているのであり、フォッグはまさに「回帰する者
（revenant）」であるからこそ「幽霊（fantasma）」な
のではないか。ここからデ・キリコの言う「幽霊」
を、永遠回帰の体現者として捉えることができる。
　以上のように、「子どもの脳」も「幽霊」も同様
にニーチェの永遠回帰思想から解釈することができ
る。そして既に述べたように、《子どもの脳》の男
性像をニーチェとみなすことで、「子どもの脳」で
あれ「幽霊」であれ、タイトルを含めてこの作品を、
永遠回帰の肯定者であり、体現者であるニーチェの
イメージとして解釈することが可能となるのである。

4．神の死

　では《子どもの脳》に描き込まれた他の要素も、
ニーチェ的文脈から解釈することできるのか。ここ
で画面左に描かれたカーテンに注目したい。この
カーテンの意味は、ニーチェ思想の重要なモチーフ
である形而上学の否定という観点から解釈すること
ができる。ニーチェは世界の背後に神の世界、ある
いは「真の世界」を捏造するキリスト教的思考や形
而上学を厳しく批判した。ニーチェによれば、世界
の背後には形而上学的な「真の世界」など存在しな
い。この認識がいわゆる「神の死」ということにな
る。
　この点についてデ・キリコが意識していたこと
は、1919年のテクスト「我ら形而上派……」から
確認することができる。

ショーペンハウアーとニーチェは、生の無意味
〔non-senso della vita〕が持つ深遠な価値を、ま
たこの無意味がいかに芸術へと転化されうる
か、それどころか全く新しく自由で深遠な芸術
の内的骨格さえ成すべきかを初めて示した
〔……〕
　〔……〕芸術における意味〔senso〕の排除は
我々画家の発明ではない。その最初の発見は
ポーランド人ニーチェに認めるのが正しいが、
詩に初めて応用したのはフランス人ランボーで
あり、絵画への最初の応用はこの私による
〔……〕43。

デ・キリコはここで形而上絵画の革新性が、ショー
ペンハウアーとニーチェの示した「生の無意味」を
絵画化したことにあると主張している。同じ「無意
味」の語は、パリ時代の手稿にも見出される。

先史時代が我々に残した最も奇妙で、最も深遠
な感覚の一つは予兆の感覚である。それはいつ
までも存在するだろう。まるで宇宙の無意味
〔non-sens〕の永遠の証のように44。

既に見た《運命の神殿》にも「生」「奇妙な事物」
「謎」「苦しみ」「歓び」「瞬間の永遠性」などの語と
共に「無意味（non-sens）」の語が書き込まれてい
る〔図 19〕。ではデ・キリコのいう「無意味」とは
何を意味するのか。この点も別の場所で考察を行っ
ているので45、簡単にまとめておく。
　デ・キリコは弟サヴィニオと共に、ニーチェをフ
ランス語訳で読んだとされており46、実際にデ・キ
リコのパリ時代の手稿におけるニーチェの引用は当
時のフランス語訳からなされている。そしてデ・キ
リコの言う「無意味（non-sens）」の語も、このニー
チェのフランス語訳に見出すことができる。決定的
なのは遺稿集『力への意志』の一節である。

ニヒリズムが今や現れる。存在の不快が以前よ
り増したからでは全くない。そうではなく悪の
中、あるいは存在の中にさえありえた「意味」
が総じて信じられなくなったからである。解釈
がたった一つ崩壊した。だが、それがただ一つ
の解釈として通っていたために、存在がいかな
る意味も持たず、全てが虚しく

4 4 4

思われるように



216

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 5

なる。〔……〕
　この考えを最も恐ろしい形で想像しよう。あ
るがままの存在、意味もなく、目的もないが、
それでも不可避的に絶えず回帰し、無へと解決
することもない。つまり「永遠回帰」。
　これこそニヒリズムの極限形。永遠の無（「無
意味」）！47

　ニーチェによれば、人間の生に「意味」を与える
と考えられてきた形而上学的な「真の世界」など実
際には存在しない。それは人間によって捏造された
ものである。このことに気が付いたとき、人は「何
もかもが無駄なのだ」というニヒリズムに陥る。
ニーチェは、このニヒリズム、つまり「生の無意味」
の認識を極限化することで、永遠回帰が導き出され
るとしている。
　ここからデ・キリコの言う「生の無意味」とは、
「形而上絵画」という名称に反して形而上学的な「真
の世界」の否定、もしくは廃棄を意味していること
になる。世界の背後に「真の世界」など存在しない、
世界の背後には何も無い、あるいはそこには「無意
味」がある。そしてこの「無意味」の認識は、永遠
回帰に結びつく。パリ時代の手稿と《運命の神殿》
に書き込まれた「無意味（non-sens）」の語を考慮
に入れれば、《子どもの脳》が描かれた 1914年の
時点において、デ・キリコがこうした世界観に自覚

的であったと推測できる。
　そして以上を踏まえれば、《子どもの脳》の半ば
開かれたカーテンは、世界の背後を覗くという意味
に取ることができるのではないか。カーテンの背
後、つまり世界の背後にあるのはキリスト教的な神
の世界でも形而上学的な「真の世界」でもない。そ
こには「神の死」の告知者ニーチェがいる。さらに
ニーチェの頭のなかにあるはずの「子どもの脳」、
あるいは「幽霊」としてのニーチェは、画面手前に
置かれた『ツァラトゥストラはこう語った』が示す
通り、「神の死」のニヒリズムの極限形である永遠
回帰について、目を閉じて思考しているのである。
カーテンというモチーフの意味をこのように考えて
みれば、この作品を、単にニーチェのイメージとい
うだけではなく、世界の背後には形而上学的な「真
の世界」など存在しないという「神の死」を象徴す
るイメージとして捉えることが可能になる。
　では《子どもの脳》がニーチェのイメージである
としても、何故それは同時にデ・キリコの父であり、
ナポレオン三世であり、ディオニュソスでもありう
るのか。つまり、この作品の多義性は何故生じるの
か。ニーチェは『悦ばしき知識』（374番）におい
て次のように述べている。

我々の新たなる永遠 ── 存在の遠近法的性質
はどこまで及ぶのか、あるいはまた存在は何か

〔図 19〕 左下に non-sens（無意味）と書き込まれている。ジョル
ジョ・デ・キリコ《運命の神殿》（部分）1914年
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もっと別の性質を有するのか、存在が解釈も
「理由〔raison〕」も欠いているならば、それは
「不条理〔déraison〕」なものとなってしまうの
ではないか、一方、全ての存在は本質的に解釈

4 4

的
4

ではないか〔……〕むしろ世界は我々にとっ
てもう一度「無限」となった。世界が無限の解

4 4 4 4

釈を含んでいる
4 4 4 4 4 4 4

という可能性を否定できない限
りにおいて48。

「神の死」を認識し、世界の背後に捏造された「真
の世界」という解釈の呪縛から解き放たれた人間に
とって、世界は無限の解釈を孕んだものとして開示
される。ニーチェのイメージであり、かつ「神の死」
のイメージでもある《子どもの脳》は、だからこそ
多義性を孕んでいるのである。
　実際、ニーチェはトリノで狂気に陥った際、友人
たちへの手紙のなかで自らを様々な歴史上の人物に
重ね合わせ、世界の多義性をその身をもって生き
た。ニーチェの狂気に触れている当時のフランス語
の文献としては、ダニエル・アレヴィの『ニーチェ
の生涯』（1910年）を挙げることができる。アレヴィ
はこの著作において、ニーチェが自身を「十字架に
かけられた者」と呼んでいることや、コジマ・
ヴァーグナーをアリアドネと呼んでいることについ
て触れている。

　ペーター・ガストは手紙を受け取ったが、そ
の悲劇的な意味に思い至ることはできなかった。

我が巨匠ピエトロへ
　新しい歌を我に歌え。世界は澄みわたり、満
天は喜色を湛えり。
 十字架にかけられた者

コジマ・ワーグナーには「アリアドネよ、愛し
ている」とニーチェは書き送っている49。

つまり、ニーチェが狂気のなかでイエス・キリスト
や、アリアドネを愛したディオニュソスに自己同一
化していたことを、デ・キリコはアレヴィの著作を
通して知ることができた。『ニーチェの生涯』には
デ・キリコが自画像（1911年）〔図 13〕を描く際
に参照したと思われるメランコリーのポーズを取っ
たニーチェの写真〔図 12〕が掲載されており、デ・

キリコがこの著作を知っていた可能性は相応にある
と言える。
　以上を踏まえれば、《子どもの脳》の男性像を、
トリノで狂気に陥ったニーチェであると同時にディ
オニュソスとして捉えることが可能となる。そして
先行言説において既に指摘されている通り、デ・キ
リコにおいてディオニュソスはナポレオン三世とア
ナトール・フランスに結びつき、ナポレオン三世は
カヴールを通してデ・キリコの父と結びつく。この
ように考えれば、《子どもの脳》に描き込まれた
『ツァラトゥストラはこう語った』とデ・キリコの
父やナポレオン三世との関係を整合的に捉えること
ができる50。『ツァラトゥストラはこう語った』に
よって示される永遠回帰の認識は、世界の多義性に
おいて、様々な「幽霊」たちが《子どもの脳》のな
かに回帰することを可能にするのである。

結論

　以上、デ・キリコの 1914年の作品、《子どもの脳》
について考察を行った。目を閉じて沈思する裸の中
年男性を描いたこの作品は、デ・キリコの父やナポ
レオン三世、あるいはディオニュソスのイメージと
して解釈されてきた。本論ではこの作品を、デ・キ
リコの理論的根拠であったニーチェのイメージとし
て捉え、さらにこれを「神の死」を象徴するイメー
ジとして解釈した。
　先行言説でも指摘されているように、この作品の
画面手前に置かれた書物は《静物、春のトリノ》と
の関連から解釈することができる。同作品の習作を
参照すれば、この書物がカルロ・コッローディの
『ピノッキオの冒険』であることがわかる。またデ・
キリコはパリ時代の手稿において『ピノッキオの冒
険』を、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう語っ
た』と結びつけており、ここから、この書物は画面
の男性がニーチェであることを示す手掛かりとなる。
　そして『ツァラトゥストラはこう語った』におい
て、ニーチェは精神の最高形態を「子ども」として
おり、この点から《子どもの脳》というタイトルを
解釈することが可能である。脳というモチーフは、
《子どもの脳》と同年の《運命の神殿》にも見出さ
れるが、そこでは脳から引かれた直線が円環に結び
つけられている。ニーチェにおいて円環はニヒリズ
ムの極限形としての永遠回帰を象徴し、これを肯定
しうる精神の最高形態が「子ども」である。デ・キ
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リコがこの点に自覚的であったことは、やはり同年
の《通りの神秘と憂愁》に描かれたフープを転がす
少女、つまり円環を転がす「子ども」のイメージに
よって確認することができる。
　またデ・キリコは《子どもの脳》というタイトル
を《幽霊》と訂正してもいるが、後者についても
ニーチェの永遠回帰思想から解釈することが可能で
ある。デ・キリコは 1919年のテクスト「形而上芸
術について」において、『八十日間世界一周』の主
人公フィリアス・フォッグを「幽霊」としているが、
世界を一周して舞い戻るフォッグはまさに永遠回帰
の寓話的体現者であり、この意味において「幽霊」、
つまり「回帰する者」として捉えることができる。
　以上を踏まえれば、画面左に描かれたカーテンを
解釈することが可能となる。ニーチェによれば、世
界の背後にはキリスト教や形而上学が説く「真の世
界」など存在しない。逆に言えば、それこそが世界
の背後にある真実である。カーテンを開けたとき、
つまり世界の背後を覗いたとき、そこにいるのは
「神の死」の告知者ニーチェである。また一方で、
ニーチェによれば、世界の背後に仮構された「真の
世界」の呪縛を解かれた者にとって、世界は無限の
解釈可能性に開かれることになる。狂気に陥った
ニーチェは、友人たちへの手紙において、自らを歴
史上の様々な人物に同一化し、世界の多義性をその
身をもって生きた。この「神の死」つまり「真の世
界」の不在と世界の多義性の表裏一体という観点か
ら、《子どもの脳》の多義性、つまりそこに様々な
人物が読み込まれることの理由を捉えることができ
るのである。
　そしてデ・キリコがもし、「神の死」の肖像とし
ての《子どもの脳》のなかに、ナポレオン三世と同
化した父の「幽霊」を召喚したとすれば、それは後
の古典回帰への一つの徴候とみなすことができるか
もしれない。古典回帰とは過去の巨匠たちというい
わば「父たち」のなかに自らを同一化することだか
らである。一方、シュルレアリストたちが《子ども
の脳》に見出したのは、「死んだ父の回帰」ではな
く、やはり「父の死」であり「神の死」ではなかっ
たか。ブルトンはこの作品をデ・キリコの「最も
1914年的な」絵画と呼ぶ51。つまり大戦の勃発に
よって、世界の無意味性と無限の解釈可能性が開示
され、前者に賭けたのがダダ、後者に賭けたのが
シュルレアリスムと考えることができる。《子ども

の脳》をはじめとするデ・キリコ作品が持つ無限の
解釈可能性、つまり「予兆の感覚」は、シュルレア
リスムの一つの指針となった。ブルトンは『シュル
レアリスムと絵画』において次のように述べている。

作者〔デ・キリコ〕の厄介な人間性が私たちの
気を逸らせることに成功するのでなければ、私
たちは生きている限り彼の初期作品について問
い続けるだろう。私たちは常に変わらず確信し
ているのだが、まさにあの場所で、あの列車の
到着予定時刻に、遅れるわけにはいかない時刻
に、まさにあのアーケードの間で、いくつもの
旗の赤色を地面から垂直に吹き上げる忌々しい
風が収まったとき、あの文字の無い装丁につい
て私たちがこんなにも長く瞑想してきた書物
が、印のついたページで開かれるだろう。その
ときはじめて、私には極度に特殊なものに思わ
れる私たちの参加の意味が、全ての人々に対し
て、閃光を放つ記号の形で明らかになるだろ
う。というのも、文学のなかにも美術のなかに
も私たちはいないからであ
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