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Down-Going Human: Derivative Works of The Child’s Brain by Giorgio de Chirico
Takashi NAGAO
Abstract

In his work titled The Child’s Brain (1914), Giorgio de Chirico (1888-1978) represented a naked man with a
mustache, meditating with his eyes closed. In another paper, I interpreted this image as the portrait of the German
philosopher Friedrich Nietzsche (1844-1900). This image appears in De Chirico’s other works, such as The
Prophets (1916), The Ghost (1917), and The Poet-Philosopher (1918), together with an image of a mannequin.
This paper aims to analyze the reason De Chirico represented Nietzsche and the mannequin together in these
derivative works of The Child’s Brain.
In the manuscripts written in Paris (1911-1915), De Chirico admitted to a strange relationship between
Nietzsche’s Thus Spake Zarathustra (1883-1885) and Carlo Collodi’s The Adventures of Pinocchio (1883).
Though De Chirico himself did not explain this relationship, we can find the same theme across these works: the
“evolution of human.” In Thus Spake Zarathustra, human must become a bridge to “superman,” in The Adventures of Pinocchio, wooden Pinocchio is to be exchanged with Pinocchio as true human. In both, man himself and
wooden Pinocchio himself are destined to go down. Thus, The Adventures of Pinocchio can be considered as a
“parable of superman.”
From this perspective, we can interpret the derivative works of The Child’s Brain. De Chirico’s mannequin,
alternatively, “wooden Pinocchio,” is a symbol of down-going human. Therefore, The Prophets, The Ghost, The
Poet-Philosopher are images of Nietzsche trying to change human to superman, returning eternally in his brain as
“metaphysical interior.” Nietzsche himself, However, is to go down to madness, as Zarathustra’s down-going is
destined from beginning. For this reason, De Chirico’s Nietzsche has already become half-mannequin.

ジョルジョ・デ・キリコ（1888-1978）は、その最もよく知られた作品の一つ、
《子どもの脳》（1914 年）〔図

1〕⑴において、目を閉じて沈思する髭を生やした中年男性のイメージを描いている。同様の髭を生やした男性
のイメージは、《予言者たち》（1916 年）
〔図 2〕⑵、《幽霊》（1917 年）〔図 3〕⑶、《詩人哲学者》（1918 年）〔図

4〕⑷にも登場する。《子どもの脳》については、筆者は既に別の場所において考察を行っている⑸。本論では
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴ Le cerveau de l’enfant, 1914, Oil on Canvas, 81,5 x 65cm., Moderna Museet, Stockholm, Baldacci (1997), p.244 (no.68).

Les vaticinateurs, 1916, Pencil on Paper, 32 x 24cm., Private Collection, Milano, Baldacci (1997), p.318 (cat.D71), 428. バル
ダッチによれば、タイトルはデ・キリコによるものではない。
⑶ Le revenant, 1917, Pencil on Paper, 30 x 22cm., Private Collection, Paris, Baldacci (1997), p.373 (cat.D84), p.428. より簡略化さ
れた素描（1918-1919 年）も存在する。Baldacci (1997), p.401 (cat.D116), p.429. また《幽霊》の完成作として知られている
油彩作品について、デ・キリコは贋作だと主張した。Jole de Sanna, “Giorgio de Chirico - André Breton: Duel à mort,” in: Metaf-

⑵

isica (2002), p.18, 63. バルダッチは真作としている。Giorgio de Chirico, Le revenant (original title: Il ritornante), 1917-1918,
Oil on Canvas, 94 x 78cm., Centre Georges Pompidou, Paris, Baldacci (1997), p.375 (no.136).
⑷ Le philosophe poète (original title: Il filosofo poeta), 1918, Baldacci (1997), p.405 (no.145). 詳細、所在不明。
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〔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《予言者たち》1916 年、
鉛筆、紙、32 × 24cm、個人蔵

〔図 3〕ジョルジョ・デ・キリコ《幽霊》1917 年、鉛筆、
紙、30 × 22cm、個人蔵

〔図 4〕ジョルジョ・デ・キリコ《詩人哲学者》1918 年、
詳細不明

そこでの解釈を踏まえつつ、これら三つの派生作品が何を表すのかについて考察を行いたい（以下、引用は全
て既訳を参考に筆者が訳出、またデ・キリコはニーチェ、ショーペンハウアーをフランス語訳で読んでいるた
め⑹、両者の引用については当時のフランス語訳を参照した）。
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1．ニーチェ
1916 年のデッサン《予言者たち》では、誇張された透視図法によって描かれた室内の中央に、奇妙なパー
ツ群で形成されたマネキンが置かれている。その左側にはイーゼルに架けられた絵画があり、そこには弧を描
く地平線と星々が描かれている。また中央のマネキンの右側には髭を生やした男性のマネキンが置かれ、その
手前の台の上には書物が置かれているのが見える。画面後景には窓があり、建築物が垣間見える。1917 年の
デッサン《幽霊》においても、誇張された透視図法によって室内の光景が描かれており、その中央には頭部の
無いマネキンが片膝をついてテーブルに腰掛けている。マネキンの左側には、やはり髭を生やした男性が立っ
ているが、こちらの男性像は布を体にまとっており、その下半身は彫像と化している。画面右後景には半ば開
いた戸口が見える。1918 年の《詩人哲学者》では、画面左前景にやはり髭を生やした男性のマネキンが描か
れており、その右後方には積み上げられた定規などの上にマネキンの頭部のようなものが描かれている。後景
の透視図法的表現から、この作品もまた場面は室内であることがわかる。
これら三つの作品は、室内、マネキン、髭を生やした男性のイメージという点で共通している。そして冒頭
に述べたように、髭を生やした男性のイメージは 1914 年の作品《子どもの脳》に由来する。
《子どもの脳》の画面中央には、目を閉じて沈思する、髭を生やした裸の中年男性の上半身が描かれている。
この男性はマネキンでも彫像でもないが、その体は青白く、生気を欠いている。《予言者たち》の場合と同様、
男性の前には書物が置かれており、そこからしおりがはみ出ているのが見える。画面左側は灰色のカーテンで
覆われており、その名残りは《予言者たち》の画面右下に描かれた布のようなイメージや、
《幽霊》の男性の
彫像と化した下半身に見出すことができる。男性の右後方には窓があり、そこから建築物が垣間見える。ここ
から《子どもの脳》の人物は室内にいることがわかる。つまり、《予言者たち》《幽霊》《詩人哲学者》は、《子
どもの脳》の男性のイメージに、マネキンのイメージを組み合わせた作品群なのである。とすれば、
《子ども
の脳》の男性像を解釈することが、これら三つの派生作品について考えるための前提となる。既に述べたよう
に、これについて筆者は別のところで考察を行っているので、以下に内容を簡単に述べておきたい（煩雑さを
避けるために、本項の理解に必要な引用文は註に示す）。
ロバート・メルヴィルによれば⑺、ここに描かれているのはデ・キリコの父であり、画面手前の書物は母を
象徴する。さらに書物に挟まれたしおりは、父母の性的関係を暗示している。この解釈は、ニューヨーク近代
美術館のジェイムズ・スラル・ソビーによって踏襲され、ソビーの著作によってよく知られるところとなっ
た⑻。またアンドレ・ブルトンによれば、《子どもの脳》の人物は、デ・キリコの父とナポレオン三世が混じ
り合ったイメージであるという⑼。実際、ナポレオン三世は、
《子どもの脳》や《予言者たち》に描かれた男
性によく似ている〔図 5〕
。さらにナポレオン三世のイメージは、デ・キリコによる 1929 年の小説作品『エブ
ドメロス』の一節を介して、ディオニュソスのイメージにも結びつくとされる⑽。筆者はこれらの解釈を踏ま
えた上で、《子どもの脳》の男性をデ・キリコの最も重要な理論的根拠であったフリードリヒ・ニーチェ
（1844-1900）のイメージとして解釈し、そこからこの作品の多義性を捉え直すことを試みた⑾。
《子どもの脳》の男性の手前に置かれた書物は、類似した構図の作品《静物、春のトリノ》
（1914 年）の習
作〔図 6〕⑿を参照すると、カルロ・コッローディ（1826-1890）のよく知られた作品『ピノッキオの冒険』
（1883
──────────────────────────────────────────────────────────
⑸ 拙稿「神の死の肖像 ── ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》について」『WASEDA RILAS JOURNAL』no.5、2017 年、

205-220 頁。
拙稿「デ・キリコの無意味」『イヴ・タンギー アーチの増殖』水声社、2014 年、77-104 頁。
⑺ Robert Melville, “The Visitation: 1911-1917,” in: London Bulletin, nos.18-20, London, June 1940, pp.7-8.
⑻ James Thrall Soby, The Early Chirico, Dodd, Mead & Company, New York, 1941, p.45; James Thrall Soby, Giorgio de Chirico,
The Museum of Modern Art, New York, 1955, pp.74-75.
⑼ 「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」。André Breton, “Lettre à Robert Amadou,” in: Revue métapsychique, no.27, janvier-février 1954, reprinted in: André Breton, Perspective cavalière, Gallimard, Paris, 1996, pp.42-43.
⑹

341

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 6

〔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〕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

年）であることがわかる⒀。そして後述するように、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⒁。
つまり、この書物は『ピノッキオの冒険』であると同時に、ニーチェの主著『ツァラトゥストラはこう語った』
でもあり、描かれている男性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。
──────────────────────────────────────────────────────────
4 4
⑽ 「誰かがもう一人、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』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」
。Giorgio de Chirico, Hebdomeros, coll. L’âge d’or, Flammarion,
1964, p.75（ジョルジョ・デ・キリコ著、笹本孝訳『エブドメロス』思潮社、1970 年、114-115 頁）; Baldacci (1997), p.215.
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。
「あの偉大なる隠者もそうであった心を操る天才、この誘
4 4 4 4 4 4 4
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 equivoque 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を捧げたのである」。Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), Par delà le bien et le mal:
Prélude d’une philosophie de l’avenir, Mercure de France, Paris, 1903, pp.337-339（フリードリヒ・ニーチェ著、信太正三訳『善
悪の彼岸 道徳の系譜』ちくま学芸文庫、1993 年、343-348 頁）. なおこの『善悪の彼岸』第 295 番の導入部分は『この人を見
よ』にも引用されている（「なぜ私はこんなに良い本を書くのか」第 6 節）。Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), Ecce Homo
suivie des poésies, Mercure de France, Paris, 1909, p.86（フリードリヒ・ニーチェ著、川原栄峰訳『この人を見よ 自伝集』ちく
ま学芸文庫、1994 年、91-92 頁）.
⑾ 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解釈することができると主張している。ボーンによれば、デ・キリコ作品の多くはカヴールとナポレオ
ン三世、転じて「アポロン‑ディオニュソス」の二項対立によって説明できる。とはいえボーンは二項対立的図式を一般化し
過ぎており、これについては肯定することも否定することもできない。また「アポロン‑ディオニュソス」の二項対立は主に
ニーチェの処女作『悲劇の誕生』に拠るものであり、ボーンは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ない。Willard Bohn, “Giorgio de Chirico and the Solitude of the Sign,” in: The Rise of Surrealism: Cubism,
Dada and the Pursuit of the Marvelous, State University of New York Press, 2002, pp.73-119.
⑿ Baldacci (1997), p.233 (cat.D50), 427. 《静物、春のトリノ》については別の機会に考察を行いたい。
⒀ Baldacci (1997), pp.232-233.
⒁ De Chirico (1985), p.15.
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また「子どもの脳」というタイトルもニーチェ
思 想 の 文 脈 か ら 解 釈 す る こ と が 可 能 で あ る。
『ツァラトゥストラはこう語った』において「子
ども」は精神の最高段階とされている⒂。そして
デ・キリコは《運命の神殿》（1914 年）〔図 7〕
において、
《子どもの脳》と同様に目を閉じた人
物の「脳」のイメージを永遠回帰の象徴である円
環と結びつけている。つまり「子どもの脳」とは、
ニーチェ思想の文脈において、永遠回帰を肯定し
うる精神の最高段階を意味する。さらにデ・キリ
コは、
「子どもの脳」というタイトルを「幽霊〔Le

revenant〕」と訂正してもいるが⒃、この語もまた
永遠回帰思想から捉えることができる。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、ジュール・ヴェルヌの『八十日間世界

〔図 7〕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

一周』
（1873 年）の主人公フィリアス・フォッグ
を「幽霊」と呼んでいる⒄。世界を一周して再び同じ場所に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、回帰する者、つまり「幽霊〔revenant〕」である⒅。
このように《子どもの脳》は、自らの主著『ツァラトゥストラはこう語った』を前にして、その「子どもの
脳」によって永遠回帰について沈思する「幽霊」
、つまり永遠回帰の体現者たるニーチェのイメージとして捉
えることができる。
では《子どもの脳》は何故、同時にデ・キリコの父や、ナポレオン三世でもありうるのか。ニーチェは、世
界の究極的な根拠としての形而上学的な「真の世界」の存在を否定する。究極的な根拠を失った世界は、無意
味なものとなる。デ・キリコはこれを「生の無意味」と呼ぶ⒆。だが無意味な世界は、そうであるからこそ同
時に、無限の解釈可能性、多義性に開かれることになる⒇。ニーチェはその狂気において自らをイエス・キリ
──────────────────────────────────────────────────────────
⒂ Nietzsche (APZ), pp.33-36（邦訳上巻、47-50 頁）.
⒃

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」。Giorgio de Chirico, “Lettres à Paul et Gala Eluard,” in: Metafisica (2002), p.132.

⒄ 「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」。

Giorgio de Chirico, “Sull’arte metafisica,” in: Valori plastici, vol.1, nos.4-5, aprile-maggio 1919, p.15, reprinted in: De Chirico (1985),
p.83. ここではイタリア語の「幽霊〔fantasma〕」という語が使用されているが、デ・キリコはフランス語では「幽霊〔revenant〕」
の語を使用しているため、両者は同義であるとみなしたい。また『八十日間世界一周』とデ・キリコによる形而上絵画理論と
の関係については以下で考察を行った。拙稿「形而上学的室内の円環 ── ジョルジョ・デ・キリコと『八十日間世界一周』
」
『WASEDA RILAS JOURNAL』no.3、2015 年、201-212 頁。
⒅ フランス語の「幽霊〔revenant〕」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」
「回帰する者」
というニュアンスが含まれる。
⒆ 「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」
。Giorgio de Chirico, “Noi metafisici...,”
in: Cronache d’attualità, febbraio 1919, reprinted in: De Chirico (1985), pp.68-69. デ・キリコにおける「生の無意味」について
は以下で詳細に論じた。拙稿「デ・キリコの無意味」、前掲書、77-104 頁。
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ストやディオニュソスと同一化し、世界の多義性をその身をもって生きた 。既に述べたようにデ・キリコに
おいてディオニュソスはナポレオン三世と結びつき、ナポレオン三世はデ・キリコの父と結びつく。つまり、
世界の無意味性と表裏一体である無限の解釈可能性は、デ・キリコの父をはじめとする様々な「幽霊」たちが、
《子どもの脳》に回帰することを可能にするのである。
さて、以上のように《子どもの脳》の男性像をニーチェとみなした場合、当然、《予言者たち》
《幽霊》
《詩
人哲学者》の男性像もニーチェとみなしうる可能性が生じる。後に述べるように、ニーチェは超人の「予言者」
であり、また既に述べたように、デ・キリコは「子どもの脳」というタイトルを後からまさに「幽霊」と訂正
している。さらに『ツァラトゥストラはこう語った』を一種の詩的テクストとみなすならば、あるいはニーチェ
が多くの詩を残していることを考慮すれば、ニーチェは「詩人哲学者」でもありえる。
では《予言者たち》《幽霊》《詩人哲学者》に描かれた髭を生やした男性のイメージがニーチェであるとし
て 、何故そこにマネキンのイメージが対として描かれるのか。この点について考えるためには、デ・キリコ
が『ツァラトゥストラはこう語った』と『ピノッキオの冒険』を結びつけているという事実に、再び注目する
必要がある。

2．「奇妙さ」の感覚
デ・キリコは、パリ時代に自らの芸術について記した手稿において、次のように述べている。
〔……〕真に不滅な芸術作品は、人間的限界を完全に超えていなければならない。つまり良識や論理は
そこでは欠点となるのだ。── この意味で、そうした芸術作品は夢や子どもの精神に近づくことになる
だろう。
私は思い出す。ニーチェの永遠の作品『ツァラト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、私が幼い頃に読んだ、イタ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。このことは無邪気さとは何の関係もない。素朴な芸術家たちの無邪気な魅
力とは何の関係もないのだ。この作品はある奇妙さ〔une étrangeté〕を持ち、その奇妙さは、子どもの感
覚が持つことのできる奇妙さに近づくのだが、同時に作者が故意にそうしているのが感じられる 。
デ・キリコはここで「真に不滅な芸術作品」の条件について説明するために、
『ツァラトゥストラはこう語った』
と『ピノッキオの冒険』を結びつけている。そして、両者に共通するのが「奇妙さ」の感覚であると理解でき
る。ではこの「奇妙さ」とは何を意味するのか。同じ手稿内の次の一節が示唆を与えてくれる。
真に不滅な芸術作品は啓示によってのみ生まれることができる。おそらくショーペンハウアーこそ、こ
──────────────────────────────────────────────────────────
⒇ 「我々の新たなる無限 ── 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、
4

4

4

4

4

4

4

4

4

全ての存在は本質的に解釈的ではないか〔……〕むしろ世界は我々にとってもう一度「無限」となった。世界が無限の解釈を
4

4

4

4

4

含んでいるという可能性を否定できない限りにおいて」
。Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), Le gai savoir, Mercure de France,

1901, pp.371-372（フリードリッヒ・ニーチェ著、信太正三訳『悦ばしき知識』ちくま学芸文庫、1993 年、442-443 頁）.
当時のニーチェの伝記にはペーター・ガストの手紙が紹介されている。
「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」。また「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」とも記されている。アリアドネを愛する者とは、つまりディオニュソスである。Daniel Halévy,
La vie de Frédéric Nietzsche, Calmann Lévy, Paris, 1910, p.380（ダニエル・アレヸイ著、生田長江、野上巌訳『ニイチェ伝』新
潮社、1930 年、623 頁）. これは仮説に留まるが、
《子どもの脳》に描かれたニーチェが裸であるのは、イエスやディオニュ
ソスのイメージがそこに混在しているからではないか。
本論はこの仮説を前提とするが、本論の考察自体が、この仮説を逆に補強するものでもある。
De Chirico (1985), p.15.
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のことを最もうまく定義し、そして同時に、当然ながら最もうまくそうした瞬間を説明した人物である。
彼は『余録と補遺』において次のように述べている。
「独創的で、非凡で、ことによると不滅でさえある
着想を得るためには、しばらくの間、世界と事物から完全に隔絶し、そうして最も平凡な事物や事象が全
4

4

4

4

4

4

4

く新しく未知のものとして現れ、その本質を開示させるようにすればよい」。ここで、独創的で、非凡で、
4

4

4

4

4

不滅である着想の誕生の代わりに、芸術家の思考の内に芸術作品が、絵画あるいは彫刻が、生まれるのを
思い浮かべてみて欲しい。絵画における啓示の原理が得られることだろう 。
ここでデ・キリコは、やはり「真に不滅な芸術作品」の条件について述べるために、ニーチェとともに自身の
重要な理論的根拠であったアルトゥール・ショーペンハウアー（1788-1860）を引いている。
ショーペンハウアーにおいて、芸術はイデアの認識と結びついている。この場合、イデアとは、カント的な
意味における物自体の、最も純粋な表象のことである。ショーペンハウアーによれば、人間は、時間、空間、
因果律などの充足根拠律の諸形式によって、物自体（ショーペンハウアーにおいては「意志」）を「表象」と
して認識するのだが、限られた天才のみがこの根拠律から解放されて対象を認識することができる。そのとき
対象の表象は、物自体の限りなく純粋な表象、つまりイデアとして認識される。デ・キリコが引いている「し
ばらくの間、世界と事物から完全に隔絶し、そうして最も平凡な事物や事象が全く新しく未知のものとして現
れ、その本質を開示させるようにすればよい」 という箇所は、この根拠律からの解放について述べられた部
分である。
そして根拠律からの完全な解放は天才にのみ許されるものだが、ショーペンハウアーは天才と「子ども」と
を結びつけている。
『意志と表象としての世界』続編第 31 章では次のように述べられている。
〔……〕実際、全ての子どもはある程度までは天才であり、全ての天才は何らかの形で子どもである。
〔……〕全ての天才は、彼が世界を未知のもの〔une chose étrangère〕のように、ひとつの見世物のように
眺める、つまり、純粋に客観的な興味をもって眺めるというまさにそのことによって、既に大きな子ども
なのである 。
『余録と補遺』中の「生活の知恵のためのアフォリズム」第 6 章「年齢の違いについて」にも次のような箇所
が見出される。
〔……〕知性は、それが成熟するのはもっと後にしても、七歳には十分な大きさになる脳のように、早く
から発達し、全てが、まさしく全てが、輝くニスを塗られたばかりのように新鮮な魅力をたたえている、
未だ新しい存在について学ぶ。だからこそ我々の幼年時代は不断の詩となるのである。というのも詩の本
4

質は、全ての芸術と同じく、個別の事物それぞれのうちにプラトン的なイデア、つまり全ての種に共通す
る本質を認識することにあるからである。
〔……〕実際、生は、その全ての重要性をもって、
〔子どもであ
る〕我々にとって未だひどく新しく、鮮やかであり、同じことが何度も繰り返されることによってその印
象が鈍化してしまうこともない。そして我々の幼稚な振る舞いにもかかわらず、我々はひそかに、それと
は意識せずに、個別の場面や出来事について、生の本質そのもの、様々な形やイメージの基本的な型を捉
えることに努めているのである。スピノザが述べているように、我々は全ての事物、全ての人物を「永遠
──────────────────────────────────────────────────────────

De Chirico (1985), p.31.
『余録と補遺』第 2 巻第 3 章第 55 節。Arthur Schopenhauer, Auguste Dietrich (tr.), Métaphysique et esthétique, Paris, Félix
Alcan, 1909, p.112（アルトゥール・ショーペンハウアー著、生松敬三ほか訳『ショーペンハウアー全集 12 哲学小品集Ⅲ』白
水社、1996 年、112 頁）.

Arthur Schopenhauer, Auguste Burdeau (tr.), Le monde comme volonté et comme représentation, t.3, Félix Alcan, 1914 [6th edition, 1st edition: 1888-1890], p.207（アルトゥール・ショーペンハウアー著、塩屋竹男ほか訳『ショーペンハウアー全集 6 意志
と表象としての世界・続編Ⅱ』白水社、1996 年、319-320 頁）. 因みに「未知の事物」はドイツ語原文では「ein Fremdes」
。
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の相のもとに」見る。我々が若ければ若いほど、ますます個別の事物はその全ての種を表象することにな
るのである 。
ここでは子どもがイデアを認識していること、つまり根拠律から解放された認識を行っていることが示唆され
ている。つまり、デ・キリコの言う「奇妙さ」
「子どもの感覚が持つことのできる奇妙さ」の感覚とは、ショー
ペンハウアーにおける根拠律からの解放というイデア認識の方法論に関係していることがわかる。
ただしデ・キリコはその芸術理論において、ショーペンハウアーとニーチェを独自の仕方で組み合わせてい
る。これも別の場所で論じたことだが 、デ・キリコにおいて根拠律からの解放によってもたらされるのはイ
デアの認識ではない。既に述べたように、デ・キリコの世界観はニーチェ的な「生の無意味」に基づいており、
そこでは世界の究極的な根拠としての形而上学的な「真の世界」
、つまり物自体の存在が否定されるからであ
る。当然そこにはイデアの認識も存在しない。デ・キリコにおいて根拠律からの解放によってもたらされるの
は、形而上学的な物自体の不在という認識、イデアの不在という認識であり、「生の無意味」の認識である。
たとえば既に言及した《運命の神殿》の画面右下に描かれた板には、
「生〔vie〕」「無意味〔non-sens〕」「奇
妙な事物〔chose étrange〕
」
「謎〔enigme〕
」などといった語が書き込まれている〔図 8〕 。デ・キリコにおいて、
根拠律から解放された世界とは、事物間の関係性が失われた世界、
「生」の「無意味」が開示された世界なの
であり、それは自らの属するコンテクストを失った「奇妙な事物」に満たされたひとつの「謎」なのである。
やはりパリ時代の手稿において、デ・キリコは次のように述べている。
〔……〕奇妙な事物で満たされた壮大な博物館の中にいるように、世界の中で生きること。そこには好奇
心をそそる、雑多な玩具が満たされている。それらは外観を変える。というのも時折我々は、小さな子ど
ものように、その中がどうなっているかを見るためにそれらを壊してしまうからである。── そして失
望するのだ、それらが空であることに気付いて 。
世界を満たす「雑多な玩具」の内部が「空」であるとは、世界の背後には何もない、物自体など存在しないと
いうニーチェ的世界観の比喩である。そしてこの「世界の背後には何もない」という認識こそが、事物の「外
観を変え」
、世界を「奇妙な事物で満たされた壮大な博物館」に変えるのである。
つまり、デ・キリコが『ツァラトゥストラはこう語った』と『ピノッキオの冒険』の共通点として述べてい
る「奇妙さ」の感覚とは、根拠律からの解放によってもたらされる「生の無意味」の認識であり、関係性の失
われた事物の集積としての世界が開示する感覚であると考えられる。そして、ニーチェの主著『ツァラトゥス
トラはこう語った』は、当然のことながらこうした「生の無意味」の認識と結びついている。では『ピノッキ
オの冒険』についてはどうだろうか。

3．超人の寓話
物言うコオロギから「おもちゃの国」まで、ど
れほど奇妙な事物が繰り返し登場しようと、一見
したところ『ピノッキオの冒険』は、ニーチェ的
〔図 8〕ジョルジョ・デ・キリコ《運命の神殿》
（部分）

世界観とは全く無関係の物語のようにも思われ

──────────────────────────────────────────────────────────

Arthur Schopenhauer, J. A. Cantacuzène (tr.), Aphorismes sur la sagesse dans la vie, Félix Alcan, Paris, 1900 [11th edition, 1st edition: G.Baillière 1880], pp.268-269（アルトゥール・ショーペンハウアー著、金森誠也訳『ショーペンハウアー全集 11 哲学小
品集Ⅱ』白水社、1996 年、365 頁）.
拙稿「デ・キリコの無意味」、前掲書、77-104 頁。
《運命の神殿》については、以下で詳細に論じた。拙稿「フープと永遠 ── ジョルジョ・デ・キリコ《通りの神秘と憂愁》
について」
『エクフラシス』第 5 号、早稲田大学ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所、2015 年、112-130 頁。
De Chirico (1985), p.18.
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る。そこで前項とは別の観点から『ツァラトゥストラはこう語った』と『ピノッキオの冒険』の関係を捉え直
してみたい。両者にはある共通するモチーフが存在する。それは人間を巡る変化あるいは進化というモチーフ
である。よく知られているように『ピノッキオの冒険』は「棒っきれ」から生まれた人形が、様々な冒険を経
て最終的に人間になるという物語である一方、『ツァラトゥストラはこう語った』には「超人」という概念が
繰り返し登場する。たとえば「ツァラトゥストラの序説」第 4 節は、ツァラトゥストラが超人について多くを
語る箇所である。
人間は動物と超人との間に張られた一本の綱である、── 深淵の上の一本の綱である。
向こう側へ渡ることも、途中で止まることも、後ろを振り返ることも危うい ──〔人間は〕危うい戦慄
であり停止である。
人間において偉大であるところのもの、それは、人間がひとつの橋であり、目的ではないということだ。
人間において愛されうるもの、それは、人間がひとつの過渡であり、ひとつの没落であるということだ。
私は愛する、消えゆくため以外に生きることを知らない者たちを。というのも、彼らは向こう側へ渡っ
て行くのだから。
私は愛する、大いなる軽蔑者たちを。何故なら、彼らは大いなる熱愛者たちであり、向こう岸へと向か
う欲望の矢であるから。
私は愛する、滅びること、あるいは犠牲となることの理由を、星々の背後に求めたりせず、大地がいつ
か超人のものとなるように、大地に身を捧げる者たちを。
私は愛する、認識するために生き、そして、いつか超人が生きることのために認識しようと欲する者を。
というのも、そのようにして彼は自身の没落を欲するのだから。
私は愛する、超人の家を建てるべく、また超人の到来のために大地と動物と植物を準備すべく、労働し
作り出す者を。というのも、そのようにして彼は自分の没落を欲するのだから〔……〕 。
超人とは、人間がそれを生み出すために「没落」し、そのための「橋」とならねばならないような、人間を超
えた存在である。それは「神の死」以後の「生の無意味」を生きる人間に与えられる、一つの新しい「意味」
でもある。ツァラトゥストラは、道化師に跳び越えられたために綱から落下した綱渡り師の死体の傍らで次の
ように述べる。
人間の生は不気味であり、さらに、今なお意味を欠いている。一人の道化師がその命取りとなりうるの
だから。
私は人間たちに彼らの存在の意味を教えたい。それは超人であり、人間という暗雲から閃く電光なのだ 。
超人が「神の死」以後の新しい「意味」であることは、次の箇所からも明らかである。
そして大いなる正午こそ、人間が、動物と超人の間で、自らの軌道の中間で、新しい朝へと続く自らの
道を、自身の最高の希望として祝う時だろう。
そうして消えゆく者は、彼方へと渡って行くために、自らを祝福するだろう。そして彼の認識の太陽は、
真南にあるだろう。
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4
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4

「全ての神々は死んだ。今や我々は、超人が生きんことを欲する」── これが、いつの日か大いなる正
午において、我々の最後の意志であらんことを！
──────────────────────────────────────────────────────────

Nietzsche (APZ), pp.14-15（邦訳上巻、26-27 頁）.
Nietzsche (APZ), p.22（邦訳上巻、36 頁）.
Nietzsche (APZ), p.110（邦訳上巻、142 頁）.
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ニーチェにとって「神はひとつの仮構である〔Dieu est une conjecture〕」 。それ故に神はもはや生の「意味」
とはなりえず、超人の創造こそが人間の目指すべきものとなる。
そして既に述べたように、『ツァラトゥストラはこう語った』において、永遠回帰を肯定しうる精神の最高
形態とは「子ども」である。
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。
4

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
4

4

4

4

4

4

4

4

それ自身の意志を欲する。世界を失った精神はそれ自身の世界をかちえようと欲するのだ。
私は君たちに精神の三つの変化を挙げた。つまり、どのようにして精神がラクダになり、そしてラクダ
が獅子になり、そして最後に獅子が子どもになったかを 。
とすれば、超人とは一種の「子ども」である。これは、ピノッキオが最終的に人間の子どもに変化することと
一致する。このように考えた場合、
『ピノッキオの冒険』をいわば「超人の寓話」として捉えることが可能で
はないか。
確かに『ピノッキオの冒険』は、ピノッキオが数々の軽率な行いを犯しながらも、最終的には創造主である
ジェッペットじいさんと和解し、そのことによって人間に変化するという物語として読むこともできる。イル
カとの対話でピノッキオは次のように述べている。
── 君のお父さんて、誰？
── 世界一いいお父さんです。僕は考えられる限り世界一悪い子なんだけど 。
ジェッペットと共に巨大なサメから脱出する下りにしても、旧約聖書のヨナの物語が下敷きとなっているのは
明らかであり、この物語全体を創造主である神、つまり「世界一いいお父さん」と、被造物としての人間、つ
まり「世界一悪い子」の寓話とみなすことは不自然ではない。
だが『ピノッキオの冒険』のラストシーンには、まさしく奇妙な不気味さがある。
── それじゃあ、古い方の木のピノッキオは、どこに隠れちゃったの？
── あそこさ ── とジェッペットじいさんは答え、椅子により掛かっている大きな木の人形を指差し
た。人形は、頭を片方にかしげ、両腕をぶら下げ、足は真ん中で絡まり、曲がっていた。真っ直ぐ立って
いられたのが不思議に思えてくる姿だった。
ピノッキオは人形の方を向いて眺めていた。しばらくじっと見つめた後、心から満足して独り言を言っ
た。
── 人形だったときの僕って、なんて滑稽だったんだろう！

こうしてちゃんとした人間の子になれ

て、本当に良かった！
つまり、
「木のピノッキオ」それ自身が人間になれたわけではない〔図 9〕。「木のピノッキオ」がいわば「没
落する」ことによって、人間のピノッキオが生まれたのである。この点において『ツァラトゥストラはこう語っ
た』における人間と超人の関係は、
『ピノッキオの冒険』における「木のピノッキオ」と「人間のピノッキオ」
──────────────────────────────────────────────────────────

Nietzsche (APZ), p.117（邦訳上巻、150 頁）.
Nietzsche (APZ), pp.35-36（邦訳上巻、50 頁）.
Collodi (1883), p.121（邦訳 152 頁）.
Collodi (1883), pp.230-231（邦訳 297-298 頁）.
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の関係とパラレルにあることがわかる。つまり、人間
は没落することによって超人を生む、「木のピノッキ
オ」は没落することによって「人間のピノッキオ」を
生む。そして「人間のピノッキオ」と超人は、ともに
「子ども」なのである。
このように考えたときにはじめて『ピノッキオの冒
険』は、デ・キリコの言う「生の無意味」と結びつく
ことになる。つまりピノッキオ、正確に言えば「木の
ピノッキオ」は「生の無意味」のただなかで「超人」
という新しい意味に差し向けられた人間、だがそのこ
とによって没落する人間の寓意像となりうるのである。

4．没落する人間
以上から、
《子どもの脳》の三つの派生作品、
《予言
者たち》
《幽霊》
《詩人哲学者》において、ニーチェの
イメージがマネキンと対になっていることの理由が明
らかになる。つまりこれらの作品に描かれたマネキン

〔図 9〕カルロ・コッローディ『ピノッキオの冒険』
1883 年、ラストシーン

は、超人へと差し向けられ、そのことによって没落す
る運命にある人間、
「木のピノッキオ」である。そして、ここでいわばジェッペットの役割を果たすのがニー
チェのイメージなのである。
デ・キリコの作品にマネキンのイメージが登場するのは、1914 年の作品群、《詩人の郷愁》《終わりなき旅》
《詩人の苦悩》
《詩人の敵》などにおいてである。だがデ・キリコにおけるマネキンのイメージは、それ以前に
デ・キリコが繰り返し描いてきた彫像のイメージのヴァリエーションとみなすことができる。形而上絵画時代
のデ・キリコの作品においては、自画像や肖像画を除いて、生身の人間が主題となることは稀であり、人間の
姿は主に彫像やマネキンとして、いわば非人間化された人間のイメージとして描かれる。デ・キリコはやはり
パリ時代の手稿において次のように述べている。
未来の絵画の目的とは何か？

詩、音楽そして哲学と同じものだ。それ以前には知られていなかった感

覚を与えること、慣習、規則、主題と美的綜合への傾向を未だに含みうる全てを芸術から取り去ること。
指標としての人間、象徴、感覚、思考を表現する手段としての人間を完全に排除すること。彫刻を今なお
4

4

束縛するもの、つまり神人同形論からきっぱりと自由になること。全てを、人間さえも事物〔chose〕と
してみること。これがニーチェの方法である。絵画に応用されれば、途方もない結果をもたらすだろう。
これこそ私が自分のタブローにおいて証明しようとしていることなのだ 。
4

4

デ・キリコはこの箇所で、
「全てを、人間さえも事物としてみること」が「ニーチェの方法」であり、それ
を絵画に応用したのが自身の作品なのだと述べる。「ニーチェの方法」とは「指標としての人間、象徴、感覚、
思考を表現する手段としての人間を完全に排除すること」
、いわば人間中心主義の排除であり、この観点から
神人同形論も否定されることになる。ニーチェにおいて神は人間によって仮構されたものに過ぎないからであ
る。そして既に見たショーペンハウアーにおける根拠律からの解放の方法論は、この箇所の後で引かれている。
このことから、ここでもやはりデ・キリコが提示しているのは、対象を様々な人間的コンテクストから離れた
4

4

「奇妙な事物」として見る視線であると言える。こうした「全てを、人間さえも事物としてみること」の実践
として、デ・キリコは自らの作品において人間を彫像やマネキンといった「事物」と入れ替えて描くのである。
──────────────────────────────────────────────────────────

De Chirico (1985), p.31.
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このようにデ・キリコにおけるマネキンは、人間を「事物」として捉える「ニーチェの方法」の結果として
生じたイメージと捉えることができる。ツァラトゥストラ、つまりニーチェは、人間という「石」のなかに眠っ
ている超人を彫り出そうと欲する。
この意志〔認識の内にある生殖の意志〕が私を誘って神や神々から遠ざけた。創造すべき何があろうか、
もし神々がいるとするなら？
だが熱烈な創造の意志が、私を絶えず人間へと駆り立てる。この意志が、鉄槌を石へと向かわせる。
ああ！

人間たちよ、私にとっての、石のなかに眠れる一つの像よ、私の像のなかの像よ！

ああ、そ

れが最も醜く硬い石のなかに眠っていなくてはならないとは！
今や私の鉄槌は、この牢獄に向かって残酷に打ちつけられる。石が砕け散ったとしても、それがどうし
たというのか？
私はこの像を完成しようと欲する。というのも、一つの影が私を訪ねたからだ ── 最も静かで、最も
軽やかなものが、かつて私のところへやって来た！
超人の美がひとつの影として私を訪ねた。ああ、我が兄弟たちよ！

今さら私に何の関わりがあろう

── 神々など！
ここでニーチェが彫り出そうとしているのは神の像ではない。
だからこそデ・キリコは「彫刻を今なお束縛するもの、つまり
神人同形論からきっぱりと自由になること」を主張するのであ
る。とはいえ、既に述べたように、ここで彫刻される「石」と
しての人間は、あくまで「超人への橋」であり、そのために没
落することを運命づけられた存在である。そして繰り返しにな
るが、デ・キリコにおいてそれは、いわば「木のピノッキオ」
として、彫像やマネキンのイメージによって描かれるのである。
さらにデ・キリコは、「木のピノッキオ」としての人間を作
り変えようとするニーチェ自身もまた没落する運命にあること
を示している。この場合、ジェッペットもまた、あくまで人間
であり、神ではない。《予言者たち》に描かれたニーチェのイ
メージは既に半ばマネキンと化しており、
《幽霊》におけるニー
チェも半ば彫像と化している 。そして《詩人哲学者》におい
てニーチェは完全にマネキンとなる。デ・キリコの友人フィ
リッポ・デ・ピシスは、この作品のコピーを制作しているが、
そのタイトルが《狂った詩人》と題されていることは示唆的で
〔図 10〕フィリッポ・デ・ピシス《狂った詩人》
1918 年、詳細不明、個人蔵

ある〔図 10〕 。「詩人哲学者」ニーチェは、狂気のなかに没
落していくことによって、自らもまた「超人への橋」、「木のピ
ノッキオ」となったのである 。

──────────────────────────────────────────────────────────

Nietzsche (APZ), pp.120-121（邦訳上巻、154-155 頁）.
《幽霊》の派生作品である 1918 年のデッサン《室内のマネキンと幽霊》においても、ニーチェはマネキンと化している。

Mannequin et fantôme dans une pièce, 1918, Pencil on Paper, 31 x 21.5cm., Private Collection, London, Baldacci (1997), p.397 (cat.
D111), 429.
Baldacci (1997), p.404.
この作品が、デ・キリコの 1919 年のテクスト「我ら形而上派 ……」の挿絵として掲載されていることは示唆的である。デ・
キリコはこのテクストと、同年の「形而上芸術について」において自らの形而上絵画理論を総括し、
「技術への回帰」に向か
うことになる。言ってみれば、形而上絵画時代の終焉を告げるテクストに、マネキンと化し、没落したニーチェのイメージが
添えられているということであり、形而上絵画の理論的根拠としてのニーチェの役割の終わりを暗示するかのようである。
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そしてこれらの作品が、「室内」に描かれていることは、世界は脳のなかの表象であるというショーペンハ
ウアー的世界観の表現として捉えることができる。だが何度も述べているように、ニーチェ的な「生の無意味」
に基づくデ・キリコの世界観においては、表象の背後に物自体は存在しない。ということは、この「形而上学
的室内」には本質的に外部が存在しない 。既に見たように《運命の神殿》において、デ・キリコは脳のイメー
ジを永遠回帰の円環と結びつけていた。
《予言者たち》
《幽霊》
《詩人哲学者》が表すのは、世界の外側と内側
が入れ子構造になった脳という室内において、永遠に回帰しながら、そして自らも没落しながら、人間を超人
へと作り変える孤独な作業を行うニーチェなのである。

結論
ジョルジョ・デ・キリコは 1914 年の作品《子どもの脳》において、目を閉じて沈思する髭を生やした男性
のイメージを描いている。この男性のイメージは、1916 年の《予言者たち》、1917 年の《幽霊》、1918 年の《詩
人哲学者》にも登場する。本論では、これら三つの、いわば《子どもの脳》の派生作品について考察を行った。
筆者は別の場所で、
《子どもの脳》の男性像を、デ・キリコの最も重要な理論的根拠であったニーチェのイ
メージとして解釈している。本論ではこれを踏まえ、三つの派生作品の男性像もまたニーチェとして解釈する。
ではこれらの作品において、ニーチェのイメージがマネキンのイメージと対となって描かれているのは何故
か。この点については、デ・キリコがパリ時代の手稿において、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』
とコッローディの『ピノッキオの冒険』を結びつけている事実が示唆を与えてくれる。
デ・キリコは両者を、「真に不滅な芸術作品」の条件である「奇妙さ」によって結びつけている。また同手
稿の別の場所においてデ・キリコは、やはり「真に不滅な芸術作品」の条件としてショーペンハウアーにおけ
る根拠律からの解放の方法論を引いている。ショーペンハウアーにおいて、根拠律からの解放はイデアの認識
を可能にする。だが一方、デ・キリコの世界観はニーチェ的な「生の無意味」に拠っており、そこには形而上
学的な「真の世界」、物自体は存在せず、イデアもまた存在しない。デ・キリコにおいて、根拠律からの解放
によってもたらされるのは、この「生の無意味」の認識であり、物自体という究極的な根拠を失った世界は、
自らが属するべきコンテクストを失った「奇妙な事物」によって満たされたひとつの謎となる。このように、
デ・キリコにおける「奇妙さ」はニーチェ的な「生の無意味」と結びついている。
そして『ツァラトゥストラはこう語った』と『ピノッキオの冒険』には、人間をめぐる変化あるいは進化と
いう共通のモチーフがある。前者における超人の概念
は、ニーチェによって「生の無意味」における新しい
「意味」として提示されている。人間は、
「超人への橋」
となり、自ら没落しなければならない。一方、後者の
ラストシーンにおいて「木のピノッキオ」は、
「人間
のピノッキオ」となるために没落する。この人間から
超人への移行と「木のピノッキオ」から「人間のピ
ノッキオ」への移行はパラレルな関係にあり、
『ピノッ
キオの冒険』は一種の「超人の寓話」とみなすことが
できる。このように考えた場合、《子どもの脳》の三
つの派生作品においてニーチェのイメージと対となっ
ているマネキンのイメージは、「超人への橋」として
没落する、いわば「木のピノッキオ」として捉えるこ
とができる。
さらにデ・キリコにおけるマネキンは、デ・キリコ
が言うところの「ニーチェの方法」によって、コンテ

〔図 11〕カルロ・コッローディ『ピノッキオの冒険』
1883 年、表紙より

──────────────────────────────────────────────────────────
拙稿「デ・キリコの無意味」、前掲書、102 頁。

351

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 6

クストを剥ぎ取られた「事物」へと変換させられた人間のイメージである。つまり、デ・キリコにおけるマネ
キンは、ニーチェによって超人へと差し向けられる人間のイメージなのであり、
《予言者たち》
《幽霊》
《詩人
哲学者》が表すのは、脳という「形而上学的室内」において、永遠に回帰しながら、人間を超人へと作り変え
る作業を行うニーチェなのである。だがニーチェもまた最終的には狂気のなかに没落することになる。ツァラ
トゥストラが最初から没落を運命づけられていたように 。
『ピノッキオの冒険』の表紙には、朝日をバックに走るピノッキオのイラストが載せられている〔図 11〕。
本論の文脈を踏まえるならば、この図は同時に、夕日をバックに自らの没落へと向かう人間の寓意像ともなり
うるだろう。
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