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Abstract

This is a research paper on Anémic Cinéma, a film produced by Marcel Duchamp (1887-1968) in 1926. Anémic
Cinéma is a short film that Duchamp created in Paris in collaboration with Man Ray. Several previous studies on
this film focus on the text of the poetry and emphasize the sexual overtones from the metaphorical analyses of
Duchamp’s unique use of puns.
In this paper, the author conducts a discussion focusing on how Duchamp would constantly contemplate vision
and dimension within art, including his three works related to Anémic Cinéma: the Rotary Glass Plate (Precision
Optics) (1920), the Rotary Demisphere (Precision Optics) (1925), and the Rotoreliefs (Precision Optics) (1935).
One could say that Anémic Cinéma is an experimental film that incorporates all the cornerstones of Duchamp’s
creations: “vision,” “dimension,” and “wordplay.”
Further, this paper presents new viewpoints on the spiral motif shared among these works as well as the effect
of Pataphysics created by Alfred Jarry and its influence.
The paper highlights how Duchamp’s criticisms of retinal art, which merely depicts the images projected on the
retina, and his efforts to project the imperceptible fourth dimensional world are manifest in Anémic Cinéma and
his optical experiments.

1、はじめに
現代美術の父として名高いマルセル・デュシャン（Marcel Duchamp, 1887-1968）は、1924 〜 1926 年に、デュ
シャンの別人格であるローズ・セラヴィ名義で写真家のマン・レイ（Man Ray, 1890-1976）と共に『アネミッ
ク・シネマ』
（7 分、モノクロ、無声）と題する短編の実験映画を制作している。
『アネミック・シネマ』は、

1926 年 8 月、パリにて私的な上映会で初お披露目された。公には同年 10 月、ニューヨークのフィフスアヴェ
ニュー劇場で初上映。その後、1950 年代に入ってから MOMA のフィルムライブラリーに収蔵された。これ
まで『アネミック・シネマ』は、ダダ・シュルレアリスムの初期映画の一つとして紹介されたり、デュシャン
研究としては、《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》
（1915-1923 年）
（以下《大ガラス》と記）
の周縁的な作品として紹介されるに留まり、単独での研究論文などは稀少である。主な先行研究としては、カ
トリーナ・マーティン氏の Marcel Duchamp’s Anémic-Cinéma ⑴と宮内裕美氏の『マルセル・デュシャン《ア
ネミック・シネマ》における身体性とセクシュアリティ−動く文字をめぐって』⑵がある。マーティンは、映
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴ Katrina Martin, [1975] “Marcel Duchamp's Anemic-Cinema”, Studio International 189/973 [Jan-Feb.1975]: pp.53-60.
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画の中に登場する言葉遊び（地口）の性的な隠喩の解読から、宮内はジェンダー的視点から本作に現れるセク
シャリティに着眼して論じている。
《回転半球（精
本稿は、
『アネミック・シネマ』と〈光学実験〉の連作《回転ガラス板（精密光学）
》
（1920 年）
密光学）
》
（1925 年）
《ロトレリーフ》
（1935 年）も含めて、デュシャンが常に芸術における「視覚」と「次元」
の問題を問い続けた点を中心に論じていきたい。また、これらの作品に共通のモチーフである「螺旋」とアル
フレッド・ジャリ（Alfred Jarry, 1873-1907）の創始した「パタフィジック」の関係からも『アネミック・シ
ネマ』を新たな視点で、再考したい。

2、映画制作について
『アネミック・シネマ』は、アイディアと監督はデュシャンであるが、マン・レイとの共作である。カメラ
マンとして映画監督のマルク・アレグレ（Marc Allégret, 1900-1973）も参加している。1924 年から 26 年にマ
ン・レイと共に 2 年間の歳月をかけて制作。また、
『アネミック・シネマ』は、デュシャンの制作した唯一の
映画とされているが、現存こそしないものの、ニューヨークで《大ガラス》を制作している時期（1920 年頃）
に、マン・レイと共に立体視映画『蚊・召使・ストック半分（moustiques・domestiques・demistock）』の制作
も試みている。
デュシャンとマン・レイは、当時販売され始めたばかりの市販の映画カメラをキャサリン・ドライヤー女史
（Katherine Sophie Dreier, 1877-1952）から贈られて、映画の技法に関心を持ち始めた。マン・レイと共に試み
た立体視映画のテーマは「陰毛を剃るファン・フライターク＝ロリングホーフェン男爵夫人」で、
「男爵夫人
は出演を快諾し、二台のカメラのレンズが連動するように設置し撮影は上出来だったが、現像の段階でフィル
ムが合板に張り付いて台無しになった。しかし部分的にフィルムを救い出し上映したところ、立体映像が得ら
れたので二人はこの実験を成功とみなした」⑶。この時代にデュシャンとマン・レイはすでに 3 次元の立体視
映像の制作に取り組んでいたのだ。アド・キルーは次のように述べている。
「マルセル・デュシャンこそが映画の運動に、アルメイダによって発明された立体の投影を適用した最初の人
だった。1920 年、彼はニューヨークで、立体写真による『蚊（ムスティーク）
・召使（ドメスティーク）
・ストッ
ク半分（ドミ・ストック）』という回転球を作った。実験は非常に決定的なもので、不幸にもその後に破棄さ
れたこの映画を見た少数の羨むべき人は、赤いメガネと緑のメガネをかけると、立体は完全になると証言する
点で一致している」⑷。
また、1923 年にも『アネミック・シネマ』の元になる試作を撮影しており、1926 年が完成版となっている。
マン・レイによれば、《回転半球（精密光学）》（1924 年 -25 年）の制作期間、毎週末ピュトーにあるデュシャ
ンの兄ジャック・ヴィヨン宅の庭かマン・レイのアトリエで、二人で自転車を逆さまにして、螺旋模様の描か
れた円盤を車輪に取り付けて、それをゆっくり回転させる様を映画カメラで撮影した⑸。
さらに、1918 年に撮影されたニューヨークのマン・レイのアトリエ写真には、デュシャンのものと思われ
る螺旋の円盤が置いてあるので、もう少し早い時期から二人の〈光学実験〉は始まっていたと思われる。
『ア
ネミック・シネマ』完成版は、パリのマン・レイのアトリエで制作された。デュシャンによれば、技師を雇い
モーター付きの装置を制作、当初そのモーター付きの装置に貼付けた円盤を撮影するはずだったが、モーター
が一定の速度で回らず、結果的に、ミリメートルの目盛がついた小さな円板を 1 コマ 1 コマ回して、2 週間か
けて撮影したという⑹。

──────────────────────────────────────────────────────────
⑵ 宮内裕美「マルセル・デュシャン《アネミック・シネマ》における身体性とセクシュアリティ−動く文字をめぐって」お茶
の水女子大学教育・研究成果コレクション F-Gens ジャーナル、10：198-205 頁。
⑶ カルビン・トムキンス、木下哲夫訳『デュシャン』みすず書房、2003 年、234-235 頁。
⑷ アド・キルー、飯島耕一訳『映画のシュルレアリスム』フィルムアート社、1997 年、233 頁。
⑸
⑹
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マン・レイ、千葉成夫訳『マン・レイ自伝』文遊社、1981 年、121 頁。
ピエール・カバンヌ、岩佐鉄男 / 小林康夫訳『デュシャンは語る』ちくま学芸文庫、2000 年、140 頁。
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3、ローズ・セラヴィ名義での制作
前述の通り、映画のクレジットには、
「Copyrighted by Rrose Sélavy, 1926」と記され、拇印が押されている。

Rrose Sélavy はデュシャンの別人格名で、1920 年から作品のタイトル名や署名として使用された。発音する
と「Eros, c'est la vie」
（性愛、それが人生）に音が似ていて、言葉遊びになっている。後にマン・レイが女装
したデュシャン（ローズ・セラヴィ）の写真を撮影した。
デュシャン自身は、この名前について、カヴァンヌとの対話の中で次のように語っている。
「私は自分自身を変えたかったのです（…）。そして最初に浮かんだ考えは、ユダヤ名を持つ事でした。私は
カトリックでしたし、宗教を替えることはすでに一つの変化だった！私の気に入り心をひくユダヤ名は見つか
りませんでしたが、突然アイデアが浮かんだんですよ。どうして性を替えてはいけないのだ。そのとき、その
ことから Rrose Sélavy ローズ・セラヴィの名前が出てきました。今やそれは非常によいことかもしれませんね。
名が時代によって変わるのは。しかし Rrose の名は 1920 年では愚かしい名でした」⑺。
ローズ・セラヴィ名義での最初の作品は、《FRESH WIDOW（抜け目のない未亡人）》（1920 年）である。
この作品は、チェリーグリーン色の窓枠のフランス風の窓（ガラス入りの二枚の開き窓）に、ガラスではなく
黒 い 革 が 張 ら れ た も の で、 窓 枠 は 大 工 に 作 ら せ た レ デ ィ・ メ イ ド 作 品 で あ る。FRENCH と FRESH、

WINDOW と WIDOW の音が類似していて、タイトルに言葉遊びが施されている。これはキャサリン・ドラ
イヤーに贈られた。
《FRESH WIDOW》の後も、デュシャンはローズ・セラヴィ名義で作品及びテキストをい
くつも発表する。
ローズ・セラヴィが女性であることや、ローズ・セラヴィ名義での詩やテキストが卑猥な意味を含む言葉遊
びが多いことから、
「セクシャリティ」が強調されがちであるが、リンダ・ダリンプル・ヘンダーソンによれば、
ローズ・セラヴィには知的なアイデンティティを持ったエンジニアとしてのペルソナが含まれており、デュ
シャンの創作上の恊働者なのだと述べている⑻。1920 年代はチェスに熱中していたデュシャンは、1923 年、
最初の国際トーナメントに出場し 3 位になった時に、彼のパトロンであったジャック・ドゥーセに宛てた手紙
⑼
の中で次のように述べている。
「〈ローズ・セラヴィ〉は何か女性の大科学者のようなものなのです」
。

ローズ・セラヴィは、時に建築デザイナーであり、光学と映画の実験における技術者、ウィットに富む言葉
遊びの詩人であった。ローズ・セラヴィの名刺にはこう書かれていた。
「精密眼科

ローズ・セラヴィ

ニューヨーク – パリ

毛と足蹴

⑽
各種」

名刺の中で、
「精密眼科」と自身述べているように、デュシャンはローズ・セラヴィに光学的実験を担わせ
たのである。実際、『アネミック・シネマ』と〈光学実験〉の作品はすべてローズ・セラヴィ名義で制作され
ている。

4、『アネミック・シネマ』のタイトルと構成
タイトルの Anémic は実際の仏語には存在しない単語であり、仏語の Anémique（貧血性）と、Cinéma（映
画）
、Animé（アニメ）のアナグラムになっている。正確ではないが回文のようでもある。映画冒頭タイトルは、

Anémic と Cinéma の文字が鏡に映されているように配置されており、映画の円環的な構造をタイトルから示
していると言える。
映画の構成としては、螺旋図（黒と白の等角螺旋及びアルキメデス螺旋）が回転する映像（10 個のパター
ンがある）
（図 1）と詩 – 地口（言葉遊びに満ちた詩が螺旋状に配置された円盤 9 個）が書かれた円盤が回転
する映像が交互に登場する。文字の円盤はほぼ同リズムだが、螺旋図はだんだん遅くなったり、速くなったり
──────────────────────────────────────────────────────────
⑺ ミシェル・サヌイエ編、北山研二訳『マルセル・デュシャン全著作集』未知谷、2001 年、219-220 頁。
⑻ Linda Dalrymple Henderson, [2005] Duchamp in context: Science Technology in the Large glass and Related Works, Princeton

Univ Pr, p.213.
Ibid.
⑽ 前掲書『マルセル・デュシャン全著作集』222 頁。
⑼
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する。螺旋図は回転によって奥行きを感じさせるもので、螺
旋に始まり螺旋に終わる無始無終の螺旋の回転と鏡像のよう
なタイトルによって、円環的な構成がより際立っている。螺
旋に関しては後に詳述したい。

1920 年代の無声映画時代、映像の次に文字が来るという
のは一種のパターンであったが、『アネミック・シネマ』の
場合、何らかの説明や意味を求めて詩を読むならば、その期
待はすぐさま裏切られることとなる。ここでは、当時の〈映
画の形式〉は踏襲されつつも破壊されている。そこには物語
性の超越、図像の意味性と記号性の無化、言葉と映像の因果
関係に対するダダ的な反逆と嘲笑がみられる。
ここからは、『アネミック・シネマ』の構成順に、一つ一
つのディスクについて具体的にみていきたい。文字円盤に螺

図 1、アネミック・シネマで使用された図案の
一部

旋状に書かれた詩（地口）は、デュシャン特有の言葉遊びが
ふんだんに盛り込まれている。この「言葉遊び」には様々な解釈があり、どれが正しいというものではない。
限定されることなく様々なイメージを喚起させ想像させるところにこそ、デュシャンの意図がある。
デュシャンは「言葉遊び」を作品の中に挿入する事で、視覚芸術における必然的で絶対的な「視る」という
行為を脱臼させた。低俗で卑猥な言葉をアナグラム（語音類似語、同音異義語）の中に謎解きのように密やか
に仕込んだのである。日常の文脈では結びつくはずもない言葉が、読み替えによって結合し日常の文脈が異化
され、想像的で身体的なエロスが現前化し、作品の中で昇華すると同時に脱臼するような仕掛けを作った。デュ
シャンは言語の意味生成作用と意味解体機能をたった一文の中に凝縮させた。しかし、デュシャンは言語に対
して肯定的だったわけでもない。
デュシャンの言葉遊びは造形物や図像との間で相互作用的に作品を構成する。デュシャンの作品に仕込まれ
た言葉は、決して造形作品の説明や補足のようなものではなく、同音異義語やアナグラムによって意味を脱臼
させるようにずらし、それが造形物や図像の中に投げかけられて、鑑賞者の知覚をユーモアとアイロニズムの
中で現前化させるものである。
本稿では、コントルペトリー⑾や地口といった「言葉遊び」の解読を主題とはしていないため、詳細には論
じないが、他の作品との関係、類語音のずれによって生み出されるリズム感など、重要と思われる点のみ取り
上げてみたい。
まず始めに、タイトルに続いて登場するのは右回りに回転する等角螺旋である。奥行きを感じ中に入ってい
くような感覚を持たせる。続いて、詩が螺旋状（アルキメデスの螺旋）に配置された円盤が左回りにゆっくり
回転する。文字の書かれた円盤はこれ以降もすべて左回りである。
文字盤 1 の詩：Bains de gros thé pour grains de beauté sans trop de bengué.（直訳：ほくろ用の濃い茶の風呂、
余分なベンゲ鎮痛軟膏必要なし。
）
カトリーナ・マーティンによれば、この詩は、Bains de gros thé/ pour grains de beauté/ sans trop de bengué の
三つの言葉のグループに分けられるとし、音読すると類似音の間に微妙なずれがあり、これがリズムを作り出
すのだと言う。この三つの部分の中で子音の音がうまく調整されているという。つまり、Bains de gros thé の
部分は「b-、gr-、t-」
、grains de beauté の部分は「gr-、b-、t-」、trop de bengué「tr-、b-、g-」といった具合に、

3 グループ共に単語の最初の子音に同じ音を使用している。また、母音も同様にうまく調整されていて、母音
の類似性がよりリズム感を生んでいる。デュシャンは言葉遊びの中でもこのような語音類似（発音が違うが意
──────────────────────────────────────────────────────────
⑾ 一つの語または句の字やシラブルを置き換えて滑稽あるいは卑猥な語句を作る言葉遊び。
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味と綴りが異なる語）を特に愛好した⑿。
《大ガラス》の一部との繋がりが推察される。周知の
また、この詩の最初の一部「de gros thé」の部分は、
通り《大ガラス》は、デュシャンの代表作で、『アネミック・シネマ』の制作に取りかかる少し前に制作が中
止されていた。《大ガラス》に関する思考のメモをまとめた《グリーン・ボックス》
（1934 年）の中に、「検眼
表を横切って眼をくらまされたとばっちりのつくりだす滴り（点）の彫刻（sculpture des gouttes）」という文
章が存在する。「検眼表」とは、大ガラスの右下の放射状と楕円形から成る部分のことで、「滴りの彫刻」とは
その上部の不可視の部分を指している⒀。この「des gouttes」（滴）と、ディスク 1 の詩「de gros thé」の部分
は語音が類似している。「眼をくらまされたとばっちりのつくりだす滴り（点）の彫刻」とはまさに〈光学実験〉
の作品を指しており、この音の類似性は、
『アネミック・シネマ』がいざなう幻惑的な錯視の像を暗示してい
ると言えるだろう。

2 枚目の螺旋図は右回りの等角螺旋の回転で、1 枚目とは黒と白の割合が異なっている。
文字盤 2 の詩：L'enfant qui tète est un souffleur de chair chaude et n'aime pas le chou-fleur de serre-chaude.（直
訳：乳を飲む子供は熱い肉の息を吹きかける者であり、温室のカリフラワーは好きではない。）
この詩と類似した詩が《トランクの箱》
（1941 年）に所収されている。
《トランクの箱》は、デュシャンが
自身の作品のミニチュアを制作してトランクに納めた小型移動式美術館である。
《トランクの箱》に所収され
ている詩は、以下の通りである。“La difference entre un bébé qui téte et un premier prix d’horticulture potagè re

est que le premier est un souffleur de chair chaude et le second un chou-fleur de serre chaude.”（乳を飲む赤ん坊と
野菜園芸の優良品との違いは、前者が熱い肉体の息を吐くものであるのに対して後者は温室のカリフラワーで
あることだ）⒁。
『アネミック・シネマ』の詩の L'enfant（子供）が un bébé（赤ん坊）になっているなど異なる点も多いが、
使用している語は同じか類似音のものである。

3 枚目の螺旋図は左回りの等角螺旋の回転で、黒と白の螺旋にさらに白色の渦巻きが重なっているように見
える。中心部に吸い込まれていく感覚を得る。
文字盤 3 の詩：Si je te donne un sou me donneras-tu une paire de ciseaux?
（直訳：1 スーあげるから、はさみ一丁おくれ。）
スーというのは昔の貨幣単位であり、20 スーで 1 フランだった。鋭いものや尖ったものを差し出すときに、1
スーを出せば友好関係が保たれるというフランスの習慣をデュシャンは逆転している。また、paire de ciseaux
は、女性の艶かしい脚を連想させるものでもある⒂。

4 枚目の螺旋図は右回りで 2 番目に近い等角螺旋である。中心の円が大きく、白色の割合が多い。
文字盤 4 の詩：On demande des moustiques domestiques (demi-stock) pour la cure d'azote sur la côte d'azur.（直
訳：コート・ダジュールの窒素療法のために（半在庫品の）家蚊を必要とする。）
この詩の中の moustiques domestiques（demi-stock）の部分は、他の作品にも使用されている。一つには《モン
テ・カルロ債券》（1924 年）の背景に繰り返し緑色で印字されている。デュシャンは、1924 年当時、チェス
大会のためにモンテ・カルロに滞在していた。デュシャンはルーレットの組織を作り、自分が賭け事をする際
の元手をつくるために、500 フランで債券を売った。その債券を売ったお金で賭け事をして勝ったら 20％の
配当金を与えるとしたが、数人の友人にしか売れなかった。その債券がこの作品である。債券の顔写真は本人
で、マン・レイが撮影した。ローマ神話の商売と科学の神さらに盗賊と放浪者の守護神マーキュリーに扮した
デュシャンは、羽のついた頭を石鹸の泡で固めて真似している。サインには「債券会社社長ローズ・セラヴィ」
と記載されている。
さらに、moustiques domestiques demistock は、前述した現存しない立体視映画のタイトルでもあった。
──────────────────────────────────────────────────────────
⑿ Katrina Martin, op.cit., p.54.
⒀ 中原佑介「デュシャンのもたらしたもの」『みづゑ』No.702、8 月号、1963 年、54 頁。
⒁ 前掲書『マルセル・デュシャン全著作集』225 頁。
⒂ 同上、235 頁。
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moustiques domestiques demistock は音読すると韻を踏んでいてリズム感をもたらす。3 つの単語とも 3 つの音
節を持つ。また、la cure d'azote と la côte d'azur も 3 つの音節を持つ 2 つの単語で韻を踏んでいる。《トランク
の箱》に所収のものは、Nous livrons à domicile: moustiques domestiques (demi-stock).（われわれは宅配する。
つまり（半在庫品の）家蚊を）となっている。

5 枚目の螺旋図は右回りで白と黒と白の幅広の螺旋の中に細く黒い螺旋が回転する。
文字盤 5 の詩：Inceste ou passion a coups trop de famille, à coups trop tirés.（直訳：近親相姦あるいは家族の受
難、非常に仲の悪い間柄で。
）
この詩は、
『ザ・ワンダフルブック』
『ブラックユーモア選集』《トランクの箱》に所収されている。

6 枚目の螺旋図は右回りで、アルキメデス螺旋となっていて、回転はゆっくりと回る。
文字盤 6 の詩：Esquivons les ecchymoses des Esquimaux aux mots exquis.（直訳：洗練された語を持つエスキ
モーの青あざを巧みに避ける。
）
この詩の Esquivons les ecchymoses des Esquimaux の部分は、moustiques domestiques demistock と同じように

3 つの語音類似のリズミカルな韻を踏んでいる。この詩は、ピカビアが発行していた雑誌『391』（第 18 号、
パリ、1924 年 7 月）の別丁に最初に掲載されている。さらに、
《回転半球》
（1924 年）の銅板にも刻み込まれ
ている。

7 枚目の螺旋図は右回りで、6 枚目同様アルキメデス螺旋となっていて殆ど動きがない。文字盤 7 の詩：
Avez-vous déjà mis la moëlle de l'épée dans le poêle de l'aimée?（直訳：あなたの愛人のストーブに剣の髄を置い
たことがあるか。
）

8 枚目の螺旋図は右回りで、眼球のように見えるアルキメデス螺旋である。回転数はゆっくりとしている。
文字盤 8 の詩：Parmi nos articles de quinquillerie paressence, nous recommandons le robinet qui s'arrête de couloir

quand on ne l'ecoute pas.（直訳：怠け者の金物屋のわれらが、品物の中でも、耳を傾けなければ流れが止まる
水道の蛇口を推薦する。）
《トランクの箱》では、le robinet（あの蛇口）が un robinet に、『ブラックユーモア選集』には同じ詩が所収
されている。

9 枚目の螺旋図は右回りで、筒状に見える等角螺旋である。
文字盤 9 の詩：L'aspirant habite Javel et moi j'avais l'habite en spirale.（直訳：見習い士官はジャヴェルに住む、
私も住んでいた、私は螺旋形の陰茎を持っていた）⒃。
ミッシェル・サヌイエはこの詩を「語音類似的交差配置法」と呼ぶ⒄。最初の語の L'aspirant は、en spirale（in

a spiral）もしくは inspirale（inspiration）に音が類似している。Aspirant は inspiration（向上心、大志、呼吸）
という意味があり、言葉の持つ意味とイメージが螺旋により一層動きを与える効果を持つが、ここで重要なの
は何よりも鏡のように反転するアナグラムである。最初の「L’AS」は最後の「ale」と、続いて「spir」は「spir」
に呼応。
「Ant」は「en」
、「habite」は「l’habite」と呼応、
「Javel」は「Javais」、そして「moi」とはフランス
語で「私」である。つまり et と moi を境に右と左が鏡に映っているかのような効果を持っている。このミラー
リングした構造は Anémic Cinéma というタイトルと同じものであり、この映画の最後にふさわしい。また、
この「私 moi」というのは、まさしく「ローズ・セラヴィ」と「デュシャン」の事であろう。ここにはローズ・
セラヴィ（女性）とデュシャン（男性）という人格の二重化と鏡像により写し合う関係性が投影されている。

10 枚目の螺旋図は 9 枚目の筒状の螺旋図からよりいっそう奥行き感を増してみえるもので、次にクレジッ
トがあって映画は終わる。
ここまでみてきて分かるように、『アネミック・シネマ』の文字盤に書かれた言葉遊びは、その後、多少変
化させるなどして《トランクの箱》にも所収されているものが多い。そして、タイトルなどで幾度も使用して
──────────────────────────────────────────────────────────
⒃ 詩の直訳部分は、宮内裕美「マルセル・デュシャン《アネミック・シネマ》における身体性とセクシュアリティ−動く文字
をめぐって」及び『マルセル・デュシャン全著作集』のローズ商会部分を参考にした。
⒄ 前掲書『マルセル・デュシャン全著作集』214 頁。

276

マルセル・デュシャン『アネミック・シネマ』再考

いる言葉遊びもある。しかし、厳選されたデュシャンの詩的言葉遊びの喚起するイメージを動的空間において
視覚芸術として成立させているのは『アネミック・シネマ』をおいて他にないのだ。その謎多き言葉の喚起す
るイメージは、視覚的幻惑と目眩をもたらす回転螺旋像に挟まれることでより一層増幅され、鑑賞者は現実世
界から離れた別次元へと誘われていくのである。

5、光学実験《回転ガラス板》《回転半球》《ロトレリーフ》
デュシャンは視覚・錯視など光学現象、透視図法（遠近法）、数学体系、回転機構に興味を抱いており、そ
の延長として映画の技法にも関心を抱いた。実はデュシャン自身は、『アネミック・シネマ』を「映画」だと
は認めていない。デュシャンはこう述べている。
「映画はその光学的な面がとくに私には面白かった。私がニューヨークで作ったような回転する機械を組み立
てる代わりに、私は考えたものです、なぜフィルムを回さないのか、と。でも映画そのものをつくるほどには、
私はそのことに関心を持ちませんでした。それは私が得た光学的な効果に到達する、より実際的な方法だった
⒅
のです」
。

デュシャンにとっての「映画」とは、光学現象と回転機構、言葉遊びを用いた詩によるイメージを統合する
時間芸術だったのである。
ここからは、
『アネミック・シネマ』の前に制作した 2 つの〈光学実験〉のオプティカル・アート作品《回
転ガラス板》
《回転半球》及び『アネミック・シネマ』から 10 年近くを経て制作された《ロトレリーフ》に
ついてみていきたい。
《回転ガラス板（精密光学）
》は、デュシャンの〈光学実験〉作品の第一作目である。1 本の軸に大きさの違
う 5 枚の短形のガラス板がとりつけられ、ガラス板の両端には螺旋形の一部が白色で描かれている。
（図 2）
モーターによって軸が回転すると、ガラス板状の螺旋はひとつながりとなって、1 メートル程離れて正面から
見ると、5 枚のガラス板が一体化し、一枚の平面上の同心円として見える。
（図 3）つまり、3 次元オブジェが
器械運動によって 2 次元平面に変容（錯覚）する。速度と器械の運動によって、見るものはガラス一枚一枚の
《回転ガラス板（精密光学）
》

図2

（1920 年）

図3

──────────────────────────────────────────────────────────
⒅ 前掲書『デュシャンは語る』139-140 頁。
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奥行きを知覚することは困難になり、一枚の二次元像として知覚することになる。ここで用いられているモ
チーフの螺旋は、線と線の幅が等間隔のアルキメデス螺旋となっていて、この浮かび上がる螺旋像は、
『アネ
ミック・シネマ』の 7 番目の螺旋像と類似している。
副題の〈精密光学〉は、デュシャンお得意のアイロニカルな表現であり、実際には人間の「視覚の不正確さ」
が浮き彫りになる作品である。分解された一つの図像の一部分に動きとスピードが与えられることで一つの像
に見えるという一種の「錯視」である。
モーターで回転させる実験をマン・レイと行っている最中、一度モーターが速く回りすぎてガラスに亀裂が
走って割れるハプニングが起きた。作品の写真を撮影しようとしていたマン・レイは危うく大けがするところ
であったが、なんとか逃れた。その後、デュシャンは粉砕してしまった作品を根気強く修復した。
カルヴィン・トムキンスは、デュシャンの〈光学実験〉におけるこれらオプティカル・アート作品について
「実際に器械を組み立ててみたくなったのは、美術より工作好きなフランスの伝統との縁が深いように思われ
る」⒆。と述べているが、視覚メカニズムに関する熱心な研究、その後の《回転半球》や『アネミック・シネ
マ』
、
《ロトレリーフ》へと続く〈光学実験〉の発展と長年に渡る取り組みから考えるに、
「単なる工作好き」
とは断定できないと筆者は考える。むしろ、独自に研究していた光学と動力に関する知識を自ら実験し検証す
るため、そして何より「次元のずれ」を生み出す装置を制作するためである。
《回転半球》（図 4）は、
《回転ガラス板》
（1920 年）と同じ副題〈精密光学〉が付いていることから、《回転
ガラス板》に続く連作であると考えられる。この前年、デュシャンは《大ガラス》のニューヨークでの制作を
未完のまま中止した。1915 年から生活の拠点をニューヨークに移していたデュシャンであったが、1923 年〜

1927 年までヨーロッパへ帰還する。ひとつには、ヨーロッパ各地で開催されるチェスの大会に出場するため
でもあった。《回転半球》と『アネミック・シネマ』はこの間、パリ滞在中に主にマン・レイのアトリエで制
作されたものである。
《回転半球》は、ファッションデザイナーで美術コレクター
だったジャック・ドゥーセのためにパリで制作された。デュ
シャンは 1924 年の 9 月から 10 月にかけてドゥーセ宛に頻

《回転半球（精密光学）
》
（1924-25 年）

繁に手紙を書き、螺旋板のオブジェ制作について事細かに報
告している。書簡からマン・レイの家で途中経過なども見せ
ていたことが分かる⒇。デュシャンは、ドゥーセから与えら
れたお金で技師を雇い、マン・レイのアトリエで制作。ドゥー
セは材料費と技師の日当は負担したが、作品として購入した
のではなく、あくまでもデュシャンからの贈りものであっ
た。ドゥーセとデュシャンは友情関係で結ばれていた。
《回転半球》は、白い木製の球を半分に割り、黒の同心円
を描いたものが中心になる。球が小さな電気駆動のモーター
で回転すると、螺旋の回転が空間の中で前進したり後進した
りするように見える。動力によって半球に描かれた線が映像
となるという光学現象が得られる作品である。《回転ガラス
板》同様、「視覚の不確かさ」を突きつけられる作品になっ
ている。半球は黒いビロードの布で覆われた平らな台紙に取
り付けられ、共にガラスのドームに覆われている。更にこの
ドームを固定する銅製の円盤には、前述の通り『アネミッ
ク・シネマ』の文字盤 6 とほぼ同じ詩である、Rrose Sélavy

図4

──────────────────────────────────────────────────────────
⒆ 前掲書『デュシャン』234 頁。
⒇
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《ロトレリーフ》

（1935 年）

図5

et moi esquivons les ecchymoses des esquimaux aux mots exquis（ローズ・セラヴィと私は名文句を語るエスキ
モーの斑状出血をかわした）が円盤の淵に沿って彫られている 。『アネミック・シネマ』では Rrose Sélavy

et moi の部分はカットされている。
ドゥーセへの手紙にその過程が詳細に記載されている。デュシャンは、素材を一つ一つ丁寧に選び、信頼す
る技師にモーター部分を担当させ、キャプションの文字は彫版師に彫らせた。
「今日、彫版師のところに外側
が銅でできた板を持っていきました。その板に円環上に 1 文を彫ってもらうことになります。その 1 文を彫っ
た円盤と、私自身が銅板の上につくる大理石模様とによって、このオブジェは、停止中でも奇妙な外見を見せ
るでしょう。
（中略）こうした文字と大理石模様は不可欠です。とりわけ赤銅を見るとかならず調理道具一式
を想起させるので、それを避けるためには」 。
当時、ブルトンがドゥーセに贈られた《回転半球》を 1925 年 11 月にパリ・ピエール・ギャラリーで開催
された「シュルレアリスム展」に出品して欲しいと要請したが、デュシャンはこの作品を美術展などへ貸し出
さないで欲しいとドゥーセに頼んでいる。
「この球体に「光学」以外のものを見られると、残念ですから」 。
デュシャンは、
『アネミック・シネマ』から 10 年後、一部『アネミック・シネマ』でも使用した回転する
螺旋デザインを写真製版し、6 枚両面（計 12 パターン）の厚紙の円盤にオフセット印刷したものを家庭用レ
コード・プレイヤーのターンテーブルに載せて、一定の速さで回転させると、目の錯覚で立体的なイメージが
現れるオプティカル・アート作品を制作した。この《ロトレリーフ》
（図 5）は、1935 年にパリで開催された「レ
パイン・コンテスト」
（このコンテストは現在まで続いている）という発明コンテストに出品された。《ロトレ
リーフ》は、野菜粉砕器やゴミ圧縮機などのブースの間で展示された。1935 年に 500 セットを制作されたが、
そのうち 300 セットは第二次世界大戦中に失われてしまった。その後、デュシャンとも恊働制作をしたこと
がある画家のエンリコ・ドナティ（Enrico Donati, 1909-2008）によって 1953 年に 1000 セット再版されたが、
それらのうち 600 セットは事故で失われてしまった。デュシャンは『アネミック・シネマ』の中から効果的
なデザインをいくつか選び、それに加えて中心をずらしたり楕円を用いて、回転するとワイングラスやコップ
の中の卵、あるいは泳ぐ魚などの単純な立体映像の得られるカラフルなデザインを十種考案し、これを 5 フラ
──────────────────────────────────────────────────────────
前掲書『デュシャン』259 頁。
前掲書『マルセル・デュシャン書簡集』154-155 頁。
同上、160 頁。
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ンで売り出そうと計画した。しかし、商業的には全く売れず失敗に終わる 。しかし、科学界からは賞賛され
たようである。
この《ロトレリーフ》にも〈精密光学〉という副題が付けられており、この 3 作が光学的実験の連作である
ことが分かる。《回転ガラス板》が、3 次元オブジェが 2 次元平面に見える仕掛けだったのとは反対に、
《ロト
レリーフ》は、2 次元の平面から 3 次元の空間が浮かび上がるように見える作品である。デュシャンは、この
《ロトレリーフ》によって、見る者に 3 次元の幻覚像を知覚させることを究極の目的としていた。
《ロトレリーフ》はディスク No.1 から No.12 まである 。《回転ガラス板》、《回転半球》、『アネミック・シ
ネマ』で使用された螺旋は数学的で抽象的なものであったが、
《ロトレリーフ》は螺旋だけでなく魚、日蝕、
熱気球等もモチーフとなっており、よりデザイン性が高く、タイトルもまた具体的な「もの」をイメージさせ
るものになっている。Rotoreliefs No.1、3、6、8、10、12 のディスクは『アネミック・シネマ』で使用されて
いる螺旋図に色彩が施されたものである。
また、
《ロトレリーフ》はその後、ドイツ人の画家で映画監督のハンス・リヒター（Hans Richter, 1888（1947 年）の中にも登場している。
1976）が監督したカラー映画『金で買える夢（Dreams That Money can buy）』
「
『金で買える夢』は、七つの詩的なシーケンスで組み立てられており、それが一人の青年の話でつなぎあわ
されている。彼は自分の眼の網膜が夢を感光させているのに気づき、この奇妙な特性を商売にする」 。この
七つの夢のシークェンスを参加した画家たちが提出したテーマに基づいて、リヒターが演出した。同映画の協
力者には、デュシャンの他にマックス・エルンスト、マン・レイ、アレキサンダー・カルダー、ジョン・ケー
ジ等がいる。デュシャンの担当した「夢」のシークェンスは、
《階段を降りる裸体 No.2》を呼び起こす実写イ
メージ映像と回転する《ロトレリーフ》のアップで構成されている。このシークェンスは、3 次元的に奥行き
を持つ奇妙な効果を夢のシーンに与えている。

6、眼の仕組みと光学実験
《回転ガラス板》、
《回転半球》、
《ロトレリーフ》のいずれも、眼の仕組み、見るという光学的現象をアイロ
ニカルかつ実験的に浮かび上がらせる作品である。視覚と空間、次元、非知覚の世界に関するデュシャンの関
心は、生涯にわたる関心事・主題であり続けた。デュシャンにとっても〈光学実験〉とは、視覚芸術における
「見る」ことの自明性そのものを疑い、批判的でアイロニカルに、ユーモアを持って「見るもの」を巻き込む
ものである。
そもそも、私たちの眼は、光は前方から順に、角膜、眼房水、水晶体、硝子体という透明な組織を通過して
網膜に達する。角膜は屈折レンズの機能を果たしているから、屈折レンズを透過した像は網膜に上下が反転し
た形で映ることとなる。網膜に入った像はさらに奥にある光センサ細胞に達して、電気信号に変換される。こ
の信号はいったん浅い層に戻り、そこで束ねられて網膜の穴（盲点）から脳へ届けられる。脳内で上下逆さま
の像を反転させて「世界」を認識している 。
そもそも、私たちは常に天地逆さまの世界を見ている。私たちが「正しい」と認識しているこの「世界の像」
は、過去の記憶と経験によるものでしかない。視覚は曖昧で、見えている「視覚世界」は人間にとっての世界
でしかない。とりわけ、デュシャンの〈光学実験〉の連作は、このような「視覚の曖昧さ」や正しいと認識し
ている「世界の像」を根底から揺さぶる作品である。1915 年から制作し未完に終わった《大ガラス》において、
──────────────────────────────────────────────────────────
前掲書『デュシャン』305 − 306 頁。
ロトレリーフ No.1-No.12 のタイトルは、No.1「Corolles – Modèle Déposé（花冠 - 提出されたモデル）
」、No.2「Oeuf à la
coque（ゆで卵）」、No.3「Lanterne Chinoise – Modèle Déposé（中華風ランタン – 提出されたモデル）」、No.4「Lampe（ランプ）」、
No.5「Poisson Japonais（日本の魚）」、No.6「Escargot – Modèle Déposé（まき貝 - 提出されたモデル）」、No.7「Verre de
Bohême（ボヘミアングラス）」、No.8「Cerceaux – Modèle Déposé（フープ - 提出されたモデル）」、No.9「Montgolfiere（熱気球）」、
No.10「Cage – Modèle Déposé（ケージ – 提出されたモデル）」、No.11「Eclipse Totale（完全な蝕）」、No.12「Spirale Blanche –
Modèle Déposé（白い螺旋 – 提出されたモデル）」。
前掲書『映画のシュルレアリスム』、256 頁。
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デュシャンは知覚することが不可能な 4 次元をテーマに制作を行った。それに対して、〈光学実験〉では、人
間の眼に映り、知覚可能な 2 次元と 3 次元における「錯視」つまり網膜像と騙される脳と眼の関係性をユー
モラスに浮き上がらせる作品を制作したのである。その「揺らぎ」を与えるのに最適なモチーフが「螺旋」で
あるのは、当然であるかのように思われるが、デュシャンがなぜ螺旋を使用したのかについて、さらに考えて
みたい。

7、螺旋とパタフィジック
当時、回転する螺旋や同心円は、精神生理学者たちの間で日常的に使用され、同年代の画家たちのモチーフ
としても良く使用されていた。螺旋に関する錯視の研究としては、1908 年にイギリスの心理学者ジェームズ・
フレーザーがイギリスの心理学誌 British Journal of Psychology に幾何学錯視に関する論文を発表。その中で
渦巻き錯視についても記述されている 。
〈映画の形式〉の踏襲と破壊と同じように、〈科学の形式〉を皮肉的
に使用したということも一つにはあるだろう。だが、単にそれだけでは無い。
まずデュシャンの使用するモチーフの螺旋には大きくみて二つの種類がある。アルキメデスの螺旋と等角螺
旋である。アルキメデスの螺旋は代数螺旋の一つで、渦巻きの幅が等間隔のものである。
《回転ガラス板》はアルキメデスの螺旋を採用している。《回転半球》では、等角螺旋を採用している。等角
螺旋とは、別名対数螺旋やベルヌーイ螺旋と呼ばれるもので、アンモナイト、オウムガイ、台風の渦など自然
界によく見られる螺旋である。回転の中心から引いた線と螺旋の接線の角度が常に等しいことから等角螺旋と
呼ばれる。拡大しても変化しない性質であり、数学者のヤコブ・ベルヌーイは「驚異の螺旋」と呼んだ。建築
では古くから用いられており、古代ギリシャ建築におけるイオニア式の柱頭やダ・ヴィンチの設計によるヴァ
チカン美術館の二重螺旋階段は真上から見ると等角螺旋になっている。『アネミック・シネマ』と《ロトレリー
フ》に登場する螺旋図はアルキメデスの螺旋と等角螺旋の両方が用いられている。また詩の配置は螺旋状に配
置されてはいるが、こちらは幅が等しいアルキメデスの螺旋上に配置されている。
「螺旋」は遥か昔から芸術や建築のモチーフであり、文化的意味として「生命」を象徴する。だが、デュシャ
ンはそのような記号的意味で「螺旋」を扱ったのではなく、前述のように 2 次元と 3 次元を誤視する視覚の
持つ曖昧さと、見ている「世界」が実は眼と脳の間で常に反転している事実をユーモラスに表現したのではな
いかと考えられる。実際のところ、角膜と水晶体は血管が通っておらず、眼は「Anémique（貧血）
」なのであ
る。
ぐるぐる回る螺旋像は、見るものの網膜でもぐるぐる回る。回転する螺旋には上下が無いので、反転する網
膜像と螺旋像は一種のシミュラークルとなることが想像される。このシミュラークル的「めまい」こそ、記憶
と経験によって正しいと認識している「視覚世界」を揺さぶる鍵となる。
さらに、この螺旋のモチーフについて、アルフレッド・ジャリの創始した「パタフィジック」の影響も多分
にあるのではないかと筆者は考えている。以下、パタフィジックの影響についてみていきたい。
デュシャンは、1913 年から 1 年間程、パリのパンテオン近くにある サント・ジュヌヴィエーヴ図書館に司
書として勤め、透視図法や錬金術、n 次元幾何学の文献を読みあさったという。その頃に書かれた 2 次元、3
次元、4 次元、幾何学に関するメモも多数存在している。デュシャンが科学的に光学や四次元に興味を持ち、
数学者のアンリ・ポアンカレから大きな影響を受けたことが知られている。だが、その科学の援用は極めて「パ
タフィジック的」なものである。デュシャンはカヴァンヌとの対話の中でこう述べていた。
「すべての絵画は印象主義以来、反科学的なものになっています。それで私は科学の正確で精密な面を導入す
ることに興味を持ちました。私がそれをしたのは、科学に対する愛からではありません。むしろ科学を、おだ
やかで軽い、取るに足りないやり方でけなすためだったのです。でも皮肉なものです」 。
──────────────────────────────────────────────────────────
池谷裕二『単純な脳、複雑な「私」』講談社、2013 年、255 頁。

Fraser, J. [1908] A new visual illusion of direction. British Journal of Psychology
前掲書『デュシャンは語る』74 頁。
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即ち、デュシャンの作品に現れる科学は、直感と皮肉を前提とした大胆不敵な独自解釈であり、この起源に
は、アルフレッド・ジャリが大きな影響を及ぼしていると考えられる。そして繰り返しモチーフとして螺旋を
用いる理由の一つに、
「パタフィジック」の影響があると筆者は考えている。
ジャリもまた、科学的知見に優れた作家であった。ジャリの関心はデュシャン同様、非ユークリッド幾何学
と 4 次元であった。ジャリは近代科学と詩的幻想世界を融合する「新科学小説」を生み出した。
デュシャンはこう述べていた。
「ラブレーとジャリは、いまさら言うまでもないが、わたしにとっての神様
だ」 。カルヴィン・トムキンスは次のように言う。「デュシャンの世代にとってもっともカリスマ的な未知へ
の旅人はマラルメでもランボーでもなく、ありとあらゆる既成の価値観を手当たりしだいに叩きのめした贖罪
の望みとは無縁な作家アルフレッド・ジャリである」 。
ジャリは 1873 年生まれ、デュシャンは 1887 年生まれなので、両者は同時代人と言えるが、1907 年に 34
歳でジャリが早世したこともあってか、二人に間に直接的な接触はなかったようである。ただし、ジャリの戯
曲『ユビュ王』は、20 世紀初頭にパリで幾度も上演されており、デュシャンが『ユビュ王』に深い感銘を受
けていたことが知られている。さらに、1935 年の『ユビュ王』の再版に際しては、デュシャンは装幀家のメ
アリー・レイノルズと恊働で装幀を手がけている。表紙と背表紙は「U」の形にカットされていて、背表紙に
は大きく「B」と書かれている。よって本を開くと「UBU」の文字になるという斬新なデザインの装幀である。
『ユビュ王』は、1896 年『ル・リーヴル・ダール』という雑誌に初掲載される。『ユビュ王』は 1896 年に初
演され、その奇天烈な不条理劇はスキャンダルを巻き起こした。1907 年まで再演されることは無かったが、
ジャリは『ユビュ王』によって 1890 年代には名声を得ていた。リンダ・ダリンプル・アンダーソンによれば、
アポリネールは、ジャリの『フォーストロール博士言行録』が 1911 年に出版された本の中で最も重要である
と述べていることから、1912 年にデュシャンがピカビアとアポリネールと一緒にレーモン・ルーセルの『ア
フリカの印象』を観に行くよりも前に、アポリネールの友人であったデュシャンは、ジャリの作品を知ってい
ただろうと述べている 。いずれにせよ、デュシャンはアポリネール経由でジャリを知った可能性が高い。と
いうのも、アポリネールはジャリを崇拝しており、実際にジャリとも交流があったからである。

1914 年の《グリーン・ボックス》の中でデュシャンはこう述べている。「Arrhe est à art que merdre est à
merde」（Arrhe は芸術である。Shitr がくそであるように）この「r」の追記は、ジャリの『ユビュ王』の最初
の一文に由来すると考えられる。つまり、ジャリ由来の「r」とはまさにユビュ親父の第一声「Merdre!」
（糞っ
たれ！）である。フランス語で Merde が糞を指す語であるので、「Merdre!」には、本来は必要の無い「r」が

5 番目に付記されている。ジャリの文章は「言葉遊び」に満ちている。「ジャリの文章は、稀語、造語の多用
に加えて、暗喩、換喩が駆使され、地口、捩り、語音転換（コントルペ）の類いがあちこちに仕掛けられてい
るといった特徴をもっている」 。
ヘンダーソンは Rrose Sélavy の r の付記もまたジャリ由来であると述べているが、Rrose Sélavy の r の付記
に関しては、デュシャン自身がカヴァンヌとの対話の中でアポリネールの油彩のサインに由来すると述べてい
るので、Rrose Sélavy の r とは異なるものではないかと推察される。言葉遊びにおけるデュシャンとジャリの
詳細な関係については別稿にまわしたい。

20 世紀初頭のパリでは、4 次元や非ユークリッド幾何学に興味を示していたのは、ジャリやデュシャンだ
けではなかった。前衛的な芸術家や文学者たちの間でも盛んに 4 次元が話題になっていた。
「ハーバート・G・
ウェルズは、時間を第四番目の次元としてタイム・トラベラーが未来を旅する SF 小説『タイムマシン』を書
き、現在を四次元空間の三次元的断面であると描写した。
（中略）一八九八年十二月から翌年一月まで、ウェ
ルズの小説が『メルキュール・ド・フランス』誌において連載され、二月には、これに触発されたアルフレッ
ド・ジャリが「パタフィジック学者フォーストロール博士」という名義で、
「タイムマシンを実際に建造する
──────────────────────────────────────────────────────────
前掲書『デュシャン』75 頁。
同上、72 頁。
Linda Dalrymple Henderson, op.cit., p.47.
アルフレッド・ジャリ、相磯佳正訳『フォーストロール博士言行録』国書刊行会、1985 年、197 頁。
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ための註解」というエッセイを同誌に寄せる」 。つまり、『フォースト
ロール博士言行録』（1911 年）の出版より前、1899 年の段階でジャリ
は「パタフィジック」の世界観を世に送り出していた。
そもそも「パタフィジック」とは、アルフレッド・ジャリの造語で物
、形而上学（Metaphysics）を超えるものとする「形而超
理学（Physics）
学」のことである。
「パタフィジックとは、形而上学そのものの内であれ外であれ、形而
上学に付帯するものの科学であり、形而上学が自然学の先へ展開してい
るものと同じだけ形而上学の先へ展開しているのである。（中略）パタ
フィジックは、例外を支配する諸法則を究め、この世界を細くする世界
を解明せんとするものである。
（中略）定義̶パタフィジックとは、潜
在性によって記述された対象の諸特性を象徴的に輪郭に帰する、想像力
による解決の科学である」 。
フォーストロール博士（＝ジャリ）は「例外を支配し、この世界に追
補される世界を解明する法則」を扱う新しい学問として「パタフィジッ

図 6、ユビュ王

ク」を創始した。フォーストロール博士のいう追補的な世界とは、私た
ちの意識している世界を逆さまにしたもので、そこでは幻覚があたりまえで、何もかもその反対のものになり
うる世界のことである 。そして、パタフィジックにおいて「螺旋」はまさに「例外的・追補的世界」の象徴
なのである。
デュシャンは、パリで結成された秘教・前衛集団の「コレージュ・ド・パタフィジック」 に参加している。
但し、
「コレージュ・ド・パタフィジック」の結成は 1948 年であるため、
『アネミック・シネマ』や《ロトレリー
フ》の制作後の事となるが、デュシャンが長きにわたりジャリを敬愛していたことが分かる。
「コレージュ・
ド・パタフィジック」では、
「螺旋」はパタフィジックの原子シンボルとされ、当協会のマークとなっている。
ジャリの『ユビュ王』のユビュの大きな腹にもまさに螺旋が描かれていた。（図 6）
「ジャリという人物を考えるとき、難解な作品のみならずその伝説的な逸話や偏向を象徴するある図形が想い
うかぶ。それは「円」と、ユビュの腹の上に描かれた「螺旋」である。 ミシェル・レリスが『闘牛鑑』の冒
頭で引用した「神は零と無限大の接点である」というジャリの言葉に集約されるように、パタフィジックは無
限に延びる直線を円環として閉じようと試みる。つまり、2 つの相反する方向性をもつものの極限を同一視し
ようとする科学であるといえる」 。
『アネミック・シネマ』では、まさに相反する方向性を持つものが同一化しようとしている。それは前述の
通り、デュシャンの人格が分裂して誕生した男（Duchamp）と女（Rrose Sélavy）であり、さらに白と黒の螺旋、
非トートロジックな言葉とイメージである。それらが鑑賞者自身が作り出すイリュージョンの中で同一化しよ
うと動き出すのである。

──────────────────────────────────────────────────────────
中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』平凡社、2017 年、129 頁。
前掲書『フォーストロール博士言行録』44-45 頁。
前掲書『デュシャン』75 頁。
「コレージュ・ド・パタフィジック」は 1948 年 5 月 1 日パリで結成。歴史の表舞台からは注意深く身を潜めていた秘教・前
衛集団である。メンバーはきわめて多彩で、芸術家（マルセル・デュシャン、マン・レイ、マックス・エルンスト、ジャン・
デュビュッフェ）
、作家（レーモン・クノー、ボリス・ヴィアン）、思想家・批評家（ウンベルト・エーコ、ジャン・ボードリ
ヤール）を始めとするさまざまな領域の専門家たちが参画。「学問的にして無益な研究団体」である。モットーは「Eadem

mutata resurgo（変化はしても、私は同じものとして蘇る）」であり、これは数学者ベルヌーイが自らの墓石に螺旋と共に刻ん
だ言葉である。（原野葉子「コレージュ・ド・パタフィジックと韜晦」『広島大学フランス文学研究』27 号、2008 年、17 頁を
参照）
前川 完「ボリス・ヴィアンの言葉遊び」『ステラ』10 号、九州大学フランス語フランス文学研究会、1991 年、91 頁。
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8、まとめ
デュシャンは、視知覚のメカニズムを研究し、
〈光学実験〉として螺旋をモチーフとしたオプティカル・アー
ト作品及び映画を制作した。言うまでもなく、それは純粋な意味での「科学」としての〈光学実験〉ではなかっ
た。やはり〈光学実験〉もまた、《大ガラス》同様「パタフィジック的」科学の援用なのである。言うまでも
なく、デュシャンは科学で示される世界観を大真面目に自身の芸術へ援用したのではないということである。
むしろ、それらを遊戯的にアイロニカルにパタフィジック的に援用したのである。そのパタフィジック的科学
の援用の象徴が《回転ガラス板》
《回転半球》
『アネミック・シネマ』
《ロトレリーフ》すべてのモチーフとなっ
ている「螺旋」なのである。
そして、
《回転ガラス板》において、3 次元オブジェが器械運動によって 2 次元平面に変容する錯視を生み
出し、
《回転半球》においては、器械面でも《回転ガラス板》から進化させ、より安定させたものに改良し、
半円球を回転させると前方に丸く突き出しているはずが、逆に後方にくぼんで見える反転する錯視像を生み出
した。また、《回転半球》には言葉遊びの一文も付された。そして、
《回転ガラス板》
《回転半球》での〈光学
実験〉と「言葉遊び」が融合した時間芸術として『アネミック・シネマ』が誕生した。そして、
《ロトレリーフ》
は、『アネミック・シネマ』の螺旋図をよりデザイン化し、2 次元の平面から 3 次元の空間を生み出す装置を
一般にまで手軽に普及させようと試みた。

1918 年に油彩絵画を描くことをやめ、写実主義の元凶クールベ以降の絵画はあまりにも「網膜的」である
として近代絵画を批判したデュシャンであったが、視覚的な現象が「網膜的」であること自体を否定していた
わけではない。常に不可視／錯視／誤視を含む可視の問題系の周縁を扱い、そして芸術における人間の詩的精
神も信じた。
〈光学実験〉の連作と『アネミック・シネマ』において、「見えるもの」はすべて言うならば「網
膜的」現象である。ただし、デュシャンが批判するところの「網膜的」絵画と大きく異なるのは、見るものを
その光学メカニズムに巻き込み、見るもの自身にそれらを反芻させる点である。これらの作品を見たものは、
その現象を体験し視覚の曖昧さを反省しながら、「我々は何をみているのだろうか？」と、自らの見えている
世界像が反転し揺らぐ体験を同時にすることで、自己を二重化させる。
『アネミック・シネマ』は螺旋に始まり螺旋に終わる。つまり終わらないのである。無限ループのように、
言葉と増幅するイメージ、ずれながら連続していく音を脳内で響かせながら、そして回旋する螺旋像が鑑賞者
の眼とスクリーンの鏡像的シミュラークルにおいて、永遠に続いていくのである。
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