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　20 世紀美術史において、ジョルジョ・デ・キリコ〔Giorgio de Chirico 1888-1978〕はシュル

レアリスムの「先駆者」として位置づけられている。これはアンドレ・ブルトン〔André Breton 

1896-1966〕をはじめとするシュルレアリストたちがデ・キリコをそのように称賛した事実による。

だがシュルレアリストたちはデ・キリコのいわゆる形而上絵画時代の作品のみを評価し 1、1919 年

の「技術への回帰」2 以降の作品を否定したために両者の関係は断絶した。パオロ・バルダッチら

によるデ・キリコとシュルレアリスムの関係についての先行研究は、その歴史的経緯については

多くを明らかにしており、また両者のイメージの類似については一定の指摘を行ってきた 3。だが、

これらの先行研究はデ・キリコとシュルレアリスムの関係のいわば外的側面を焦点としており、

両者の連続と断絶を規定している内的側面もしくは内在的論理についてはほとんど踏み込んでい

ない。この問題を解決するための一つの試みとして、本論では主体から客体への移行という観点

からデ・キリコとシュルレアリスムの関係を捉え直してみたい（以下、引用の訳文は既訳を参照

しつつ筆者が訳出）。

1. 主体から客体への移行

　よく知られているように『シュルレアリスム宣言』（1924 年）において、ブルトンはシュルレ

アリスムの定義を「心の純粋なオートマティスム」としている。その端緒となったのは 1919 年

1　Baldacci (1997). ただしブルトンは『シュルレアリスムと絵画』（1928 年）では 1910 年から 1917 年まで、「シュ

ルレアリスム芸術の発展と展望」（1941）では 1912 年から 1917 年までをデ・キリコの創造的な時代としてい

る。Breton (1965), p.13, 60（邦訳 p.31, 85）.
2　Giorgio de Chirico, “Il ritorno al mestiere,” in: Valori plastici, nos.11-12, Roma, novembre -  dicembre 

1919, pp.15-19, reprinted in: De Chirico (1985), pp.93-99.
3　Laura Rosenstock, “De Chirico’s Influence on the Surrealists,” in: William Rubin (ed.), De Chirico (exh.

cat.), The Museum of Modern Art, 1982, pp.111-129; Paolo Baldacci, Giorgio de Chirico: Betraying the Muse - 

De Chirico and the Surrealists (exh.cat.), Finarte, 1994; Jole de Sanna, “Giorgio de Chirico - André Breton: Duel 

à mort,” in: Metafisica: Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, nos.1-2, Fondazione Giorgio e Isa de 

Chirico, decembre 2002, pp.16-61; 阿部真弓「ジョルジョ・デ・キリコとシュルレアリスム：内的世界の遠近法」

『シュルレアリスム展 ―― パリ、ポンピドゥーセンター所蔵作品による』国立新美術館、2011 年、pp.222-227.

ジョルジョ・デ・キリコとシュルレアリスムにおける主体から客体への移行について

長尾　天

［論文］
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にブルトンとフィリップ・スーポーが共同で行った一連の自動記述の実験であり、これをまとめ

たのが『磁場』（1920 年）である。1930 年にブルトンは、コレクターであったルネ・ガッフェの

ために『磁場』についての註釈を記している。そこでブルトンは次のように述べている。

あれほど具体的に、また劇的に、主体
4 4

から客体
4 4

への移行〔le passage du sujet à l’objet〕にと

らわれることなど、おそらく二度とないでしょう。この移行はあらゆる現代的芸術の関心の

起源にあるものなのです 4。

ブルトンによれば、シュルレアリスムの原点には、自動記述を通して生じる「主体から客体への

移行」があった。ではこれはどのような経験だったのか。

　同註釈においてブルトンは、『磁場』の各章が書かれたスピードを、「速度 v」から「速度 v’’’’」

までの五段階に分けて、順番に説明している 5。まず「裏箔の無い鏡」は、「速度 v」であり、か

なり速いとされている。次の「季節」は、「速度 v’」でかなり遅く、「v」の三分の一ほどの速度

である。その次の「蝕」は「速度 v’’」で最も速い。続く「八十日間で」は「速度 v’’’」で、「v」

と「v’’」の間、対話形式の「柵」はおおよそ「v」である。さらに「白い手袋」は「速度 v’’’’」

であり、最初は「v」と「v’’’」の間の速度からはじまり、最終的に「v」と「v’’」の間の速度に

至る。そして「やどかりは語るＩ」はおおよそ「v’’’」であり「やどかりは語る II」はおおよそ「v’’」

である。また「もう動くまい」は、校正段階で付け加えられた章で、大衆雑誌から取られた雑多

なテクストやフレーズの寄せ集めであると説明されている。

　まとめてみると、「v’」が一番遅く、続いて「v」「v’’’」「v’’」と速くなっていくことがわかる。

「v’’’’」では、記述のなかでスピードが変化し、「もはや動くまい」では、さしあたり速度は問題

になっていない。そして、最も速い「v’’」で書かれたテクスト「蝕」について、ブルトンは、「蝕

とはもちろん、主体のそれです〔Éclipse bien entendu du sujet〕」6 と述べている。つまり、自動

記述の速度が上がるにつれ、主体が日食のように蝕まれていき、「主体から客体への移行」が生

じるというわけである。

　巖谷國士によれば、『磁場』においては、記述の速度が上がるにつれて、「私〔je〕」という主

語が消え、また特定の人物を示す主語も消え、「人々」「誰か」を意味する不定代名詞「オン〔on〕」

が出現するという 7。確かに、最も遅い「v’」で書かれたとされる「季節」における主語は「私」だが、

4　Breton (OC), t.I, p.1129. プレイヤード版全集の註では、この「主体から客体への移行」をアンドレ・ドラ

ンの思想と結びつけている。ドランはモーリス・ド・ヴラマンクに宛てた手紙において「芸術の唯一の定義は、

主観的なものから客観的なものへの移行（du passage du subjectif à l’objectif）にあるということを忘れては

いけない」と述べている。ブルトンは 1920 年代にドランと親交が深かった。

5　Ibid., pp.1129-1130.
6　Ibid., p.1129.
7　巖谷 (2002), pp.42-45.
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次に速い「v」で書かれた「裏箔の無い鏡」では、「私たち」が頻出する。さらに「v’’’」で書か

れた「八十日間で」は、一人の旅行者、つまり三人称が主語となり、最も速い「v’’」で書かれた「蝕」

では、「私」や「私たち」が全く登場しないわけではないが、大部分の主語が非人称であり、そ

の中に「on」が散見される。たとえば各テクストの冒頭部分は以下の通りである。フランス語

原文と訳文を併記する。

　まず最も遅いスピードで記された「季節」は「私〔je〕」の視点から語られる。

  Je quitte les salles Dolo de bon matin avec grand-père. Le petit voudrait une surprise. 

Ces cornets d’un sou n’ont pas été sans grande influence sur ma vie. L’aubergiste s’appelle 

Tyran. Je me retrouve souvent dans cette belle pièce avec les mesures de volume. Le chromo 

du mur est une rêverie qui se représente toujours. Un homme dont le berceau est dans la 

vallée atteint avec une jolie barbe à quarante ans le faîte d’une montagne et se met à décliner 

doucement. Les mendiants prononçaient le chatieau. Il y avait d’adorable colères d’enfant à 

propos de ces plantes grasses qu’on applique sur les cors, il y avait les fleurs de lis conservées 

dans l’eau-de-vie quand tu tombais.

　私は祖父と一緒に朝早くドーロの館を出る。坊やは何かびっくりすることを期待している

のだが。あのアイスクリームコーンに入った駄菓子の類は私の人生に大きな影響を及ぼさず

にはいなかった。宿屋の主人はティランという。大きな桝が幾つも置いてあるあの美しい部

屋に私はしばしば戻る。壁の着色石版画には、いつもの夢想が表現されている。谷間で幼少

期を過ごした一人の男は、四十年間分の綺麗な髭を生やして、ある山の頂に達し、静かに衰

えはじめる。乞食たちは「おしろ」と発音していた。ウオノメに貼られるような多肉植物に

ついての子どもらしい可愛らしい怒りがあった、君が転ぶとき蒸留酒につけて保存される百

合の花々があった〔「季節」〕8。

次に、より速いスピードで記された「裏箔の無い鏡」では、「私たち〔nous〕」が使用される。

  Prisonniers des gouttes d’eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons 

dans les villes sans bruits et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces 

grands ethousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les 

astres morts ; nous regardons les visages ; et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est 

plus sèche que les plages perdues ; nos yeux tounent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que 

8　Breton (OC), t.I, p.58（邦訳 p.182）.
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ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés et les 

tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veilles.

　

　水滴の中に閉じ込められて、私たちは永久の動物に過ぎない。私たちは音も無い都市群の

中を走り、魔法をかけられたポスターももはや私たちの心を動かさない。あの脆くも大きな

感激や、あの干からびた歓びの跳躍が何になろう？ 私たちはもはや死んだ天体以外のこと

を何も知らない。私たちは人々の顔を眺める。そして歓びの溜息を漏らす。私たちの口は人

里離れた砂浜よりも乾いている。私たちの目は目的も希望もなく回る。もはや残っているの

は、私たちが集まって爽やかな飲み物や薄められたアルコールを飲むカフェだけであり、テー

ブル群は、前日の私たちの死んだ影がそこに落ちるあれらの歩道よりもべたついている〔「裏

箔の無い鏡」〕9。

さらに速いスピードで記された「八十日間で」では「旅行者〔le voyageur〕」の出発が語られる。

  Les banlieues tristes des dimanches et les ligne d’intérêt local sont un triste décor. Le 

voyageur équipé de neuf qui part n’ayant dans son cerveau brillant qu’une seule idée 

parcourt des yeux sa maison, la cheminée et grandes allées qui mènent aux mairies. Je n’ai 

jamais vu cependant dans les main des voyageurs attardés cette obstination froide qui fait 

penser aux lacs des bords de la mer.

   Son pas retentit ; il marche sur son cœur.

  À ce moment, il n’y a donc plus rien qui compte, pas même les cris des serviteurs sur la 

porte, pas même ce regard éperdu des animaux domestiques. Le bras immobile, il ouvre les 

yeux et le soleil se lève doucement sur sa vie sacrifiée.

　日曜日の陰気な郊外と田舎の鉄道は陰鬱な舞台装置である。旅装も新たに出発する旅行者

の才気に満ちた頭脳にはただ一つの思いしかなく、自分の家や煙突や町役場へ向かう大きな

並木道などに目を走らせる。とはいえ私は、遅れた旅行者たちの手の中に海辺の湖を思わせ

るあの冷たい執拗さをかつて見たことがない。

　彼の足音は響く。彼は自分の心臓の上を歩いている。

　その瞬間、従って重要なものは何もない。戸口に立つ召使たちの叫び声さえも、飼ってい

る動物たちのあの取り乱した目つきさえも。腕をじっと動かさず、彼が目を上げると、犠牲

にされた彼の生活の上に太陽が穏やかに昇る。〔「八十日間で」〕10

9　Ibid., p.53（邦訳 p.172）.
10  Ibid., p.68（邦訳 p.200）.
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　最も速いスピードで記された「蝕」では、「私たち〔nous〕」が排除されるわけではないが、

非人称の主語が前景化してくる。

  La couleur des saluts fabuleux obscurcit jusqu’au moindre râle : calme des soupirs 

relatifs. Le cirque des bonds malgré l’odeur de lait et de sang caillé est plein de secondes 

mélancoliques. Il y a cependant un peu plus loin un trou sans profondeur connue qui  attire 

tous nos regards, c’est un orgue de joies répétées. Simplicités des lunes anciennes, vous êtes 

de savants mystères pour nos yeux injectés de lieux communs.

　驚くべき挨拶の色彩は、最も微かな喘ぎまでも曇らせる ―― 相対的な溜息の静けさ。跳

躍のサーカスは、牛乳と凝結した血との匂いにも拘わらず、メランコリックな瞬間に満ちて

いる。ところがもう少し先には、深さの知られていない一つの穴があって私たちの視線を全

て惹きつけている、それは繰り返される歓びのパイプオルガンである。太古の月たちの簡素

さよ、君たちは、決まり文句を注入された私たちの目にとっては難解な神秘である〔「蝕」〕11。

　加えて「蝕」における「on」の使用例をいくつか順番に挙げると、「これらの金を産出しな

い地方の娘たちは、濃縮されたリキュールとしては何を私たちにもたらしてくれるのか、決し

てわからない〔on ne sait jamais ce que les filles de ces pays sans or nous apportent de liqueur 

condensée〕」。「はぐれたカモメの怯えた鳴き声が聞こえる、それは凌辱された植民地の言語の自

発的で、病的な翻訳である〔on entend les cris d’effroi des goélands égarés, traduction spontanée 

et morbide du langage des colonies outragées〕」。「この平原に背中を向けると、いくつもの巨大

な火事に気づく〔Lorsque l’on tourne le dos à cette plaine, on aperçoit de vastes incendies〕」と

なる 12。

　以上を指摘した上で巖谷は、この現象をやはりシュルレアリスムの「先駆者」である詩人ア

ルチュール・ランボー〔Arthur Rimbaud 1854-1891〕が、いわゆる「見者の手紙〔Lettres du 

voyant〕」において行ったデカルト批判と結びつけている 13。ランボーによれば、「私は考える〔je 

pense〕」というのは誤りであり、むしろ「誰かが私を考える〔on me pense〕」と言うべきである。

この場合、「私」は「考える」主体ではなく、「考えられる」客体の側に置かれることになる。巖

谷は、このランボーにおける「誰か〔on〕」を、『磁場』における「on」の出現と結びつけながら、

シュルレアリスムを客体の思想として捉える観点を導き出していく。巖谷によれば自動記述が行

11  Ibid., p.62（邦訳 p.190）.
12 いずれも Ibid., p.62（邦訳 pp.190-191）.
13 巖谷（2002）、pp.45-56.



18

き着くのは、たとえば「蝕」の一節「シュザンヌの硬直した茎無用さとりわけオマール海老の教

会つきの風味の村〔Raide tige de Suzanne inutilité surtout village de saveurs avec une église de 

homard〕」14 のように、物だけが脈絡無く結びつく、まさしく客体（オブジェ）の世界である。

　このように、『磁場』における自動記述の体験を、ランボーのデカルト批判と結びつけること

によって、ブルトンの言う「主体から客体への移行」をさしあたり理解することができる。自動

記述という、「私」の主観において生起する思考の書き取りのさなかに、私ではない「誰か」が

訪れる。その誰かによって考えられること、その誰かが私を通して考えることによって、「私」

は主体から客体の位置へと移行していく。シュルレアリスムは、ともすれば主観を拡張する思想

として捉えられがちだが、巖谷も指摘しているように、むしろ客観もしくは客体の思想としての

側面を持っている 15。1930 年代のシュルレアリスムにおける客観的偶然やオブジェといった問題

系はこのことをよく示している。そしてブルトンが言うところの「あらゆる現代的芸術の関心の

起源」にあるこの「主体から客体への移行」は、デ・キリコの形而上絵画とも無関係ではなく、

特にデ・キリコにおける「啓示」の概念は、オートマティスムの起源の一つともみなしうるもの

である。

2. 啓示とオートマティスム

　デ・キリコはパリ時代（1911-1915 年）に記した手稿において、自らの芸術理論を断片的に記

している。この手稿は後にシュルレアリストたちの手に渡り、相応の影響を与えたと考えられる。

たとえばデ・キリコは、フリードリヒ・ニーチェ〔Friedrich Nietzsche 1844-1900〕を引き合い

に出しつつ、芸術作品の啓示のメカニズムについて次のように述べている。

　啓示というものは突然に、全く予期しないときに生じうる。また啓示は、建築物、街路、庭園、

公共の広場等々といったようなものを目にすることでも生じうる。

　前者の場合、啓示はある種の奇妙な感覚に属しており、私はその感覚をただ一人、ニーチェ

においてのみ見出した。

　ニーチェが彼のツァラトゥストラの着想について語るとき、彼はこう言う、私はツァラトゥ

ストラに不意に襲われた
4 4 4 4 4 4 4

〔surpris〕のだと。この分詞「不意に襲われた〔驚かされた〕」の中に、

不意に生じる啓示の謎の全てがある。―― 〔後者の〕啓示が事物のある種の配置から生じる

場合、ということは私の思考に生じる作品は、その誕生をもたらしたものと密接なつながり

を持っているということである 16。

14  Breton (OC), t.I, p.66.
15 巖谷（2002）、pp.52-54.
16  De Chirico (1985), p.13.
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啓示は、主体の意志とは関係なしに、主体を不意に襲う。そのとき芸術家は作品を能動的に生み

出す主体ではなく、客体として、ただそれを受け取るに過ぎない。あるいは啓示は、事物、つま

り客体（オブジェ）の「ある種の配置」によって主体にもたらされるとデ・キリコは述べている。

たとえば、形而上絵画の端緒となった作品《秋の午後の謎》（1909 年）〔図 1〕の啓示は次のよう

にもたらされた。

ある澄み切った秋の午後、私はフィレンツェのサンタ・クローチェ広場の真ん中にあるベン

チに腰掛けていた。もちろん、私がこの広場を見たのははじめてのことではなかった。私は

長く苦しい腸の病から抜け出したばかりで、感覚はほとんど病的な状態にあった。自然の全て、

建築物の大理石や噴水までもが、私には病み上がりのように思われた。広場の中心には、長

いマントを羽織ったダンテの像が立っており、自分の著作を自分の体にしっかりつけるよう

に握り締め、月桂樹をかぶった物思わしげなその頭を地上に向けて傾けていた。その像は白

い大理石で出来ていたが、時間が灰色の色調を与えており、見る目に快かった。生ぬるい秋

の太陽が、容赦なく彫像と教会のファサードを照らし出していた。そのとき私は、全てを初

めて見ているのだという奇妙な印象を持った。そして作品の構成が心に浮かんだ。私はこの

絵を眺めるたび、この瞬間を思い出す。とはいえ、この瞬間は私にとって一つの謎だ、とい

うのもそれを説明できないからだ。そこから生じた作品も私はやはり謎と呼びたいと思う 17。

17  Ibid., pp.31-32.

〔図 1〕ジョルジョ・デ・キリコ《秋の午後の謎》1909 年
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見慣れていたはずの事物が「初めて見ている」かのように見えるという経験、いわば客体が主体

の側に迫り出してくるという経験から《秋の午後の謎》は生まれた。そして、この作品は作者自

身によっても説明できない「一つの謎」のままに留まる。

　こうしたデ・キリコにおける啓示のメカニズムは、オートマティスムにおいて徹底的に方法論

化される。たとえばブルトンは『シュルレアリスム宣言』において、自らを一つの「記録装置」

になぞらえている。

だが私たちは、どんな濾過作業にも身を委ねることなく、作品の中で私たち自身を、数多の

こだまを取り入れる無響の集音器に、しかも、そのこだまが描く意匠に心を奪われたりはし

ない謙虚な記録装置
4 4 4 4

〔appareils enregistreurs〕に仕立てて来たからには、おそらく今も、よ

りいっそう高貴な動機に奉仕しているはずである。そういうわけで、私たちは、人が認めて

くれている「才能」なるものを、正直に突き返してしまうのだ。このプラチナの物差しや、

この鏡や、この扉や、あの空の才能について、お望みなら私に語って頂きたい。

　私たちに才能などない〔……〕18。

オートマティスムの実践を通して訪れるものは、デ・キリコにおける啓示と同様、主体の意志と

は無関係なものであり、主体はただそれを記録するに過ぎない。オートマティスムにおいては才

能さえ問題にならない。またデ・キリコが啓示から生じた作品を説明不可能な「一つの謎」とし

たように、ブルトンによれば、シュルレアリスム的イメージもまた「実用的な言語」による説明

が困難なものである。

 〔……〕私にとってもっとも強いイメージとは、最も高度な気ままさを示しているものであ

ると、隠さずに言おう。それはつまり、実用的な言語に翻訳するのに最も時間のかかるイメー

ジなのであって、法外な量の外見的矛盾を含んでいたり、項の一つが奇妙に奪われていたり、

センセーショナルな出現を予感させながらも微かにほぐれる気配を見せていたり（コンパス

の脚の角度を不意に閉じてしまったり）、取るに足りない形式的な
4 4 4 4

〔formelle〕正当化をそれ

自身の中から導き出していたり、幻覚的な種類に属していたり、抽象的なものに具体的なも

のの仮面をごく自然に貸し与えていたり、あるいはその逆であったり、ある種の基本的な物

理的特性の否定をはらんでいたり、笑いを爆発させるものであったりする 19。

デ・キリコにおいても、ブルトンにおいても、主体は訪れるものを受け取り、書き取る、もしく

は描き取ることしかできない。そして、主体がそれを説明することは基本的に困難なのである。

18  Breton (OC), t.I, p.330（邦訳 pp.49-50）.
19  Ibid., p.338（邦訳 p.68）.
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では両者の違いはどこにあるのか。

　この点については、別の場所で述べたことだが 20、デ・キリコにおける啓示が天才の特権であ

るのに対し、既に見たようにシュルレアリスムは天才や才能を否定し、啓示をオートマティスム

という方法として共有したことが指摘できる。デ・キリコは啓示のメカニズムを、ニーチェだけ

でなく、アルトゥール・ショーペンハウアー〔Arthur Schopenhauer 1788-1860〕の思想によっ

ても説明している。

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、不滅である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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 21。

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おり、その認識は時間、空間、

因果律といった充足根拠律からの解放によって可能となる。「しばらくの間、世界と事物から完

全に隔絶」するとは、この充足根拠律からの解放を言い換えたものであり、そのような認識によっ

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」こと

ができる。そして、このイデアの認識は基本的に天才にのみ許されている。一方、シュルレアリ

スムのよく知られた定義は次のようなものである。

　シュルレアリスム。男性名詞。心の純粋な自動現象〔オートマティスム〕であり、それに

より口述、記述、その他あらゆる方法を用い、思考の実際上の働きを表現することを目指す。

理性によって行使されるどんな統制もなく、美学上あるいは道徳上のどんな気遣いからも離

れた思考の書き取り。

　百科辞典。（哲）。シュルレアリスムは、それまでおろそかにされてきたある種の連想形式

の優れた現実性や、夢の全能や、思考の無私無欲な活動などへの信頼に基礎を置く。他の

あらゆる心のメカニズムを決定的に破産させ、人生の主要な諸問題の解決においてそれらに

取って代わることを目指す。絶対的シュルレアリスムを行為に表してきたのは、アラゴン、

バロン、ボワファール、ブルトン、カリーヴ、クルヴェル、デルテイユ、デスノス、エリュ

20 長尾 (2014), p.25, 212.
21  De Chirico (1985), p.31.
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アール、ジェラール、ランブール、マルキーヌ、モリーズ、ナヴィル、ノル、ペレ、ピコン、

スーポー、ヴィトラックの諸氏である 22。

ショーペンハウアーの定式とシュルレアリスムの定義は、主体の地位を切り詰めるという点であ

る程度類似している。だが、その定義のなかに複数の実践者の名が含まれていることからわかる

ように、シュルレアリスムは基本的に複数の人間によって行われることを前提としており、また

既に見たように、そこには特権的な天才という概念は存在しない。

　ただしデ・キリコもまたパリ時代の手稿においては、天才という主体の相対化について述べて

いることには注意しておきたい。

とはいえ、一般に取るに足らないとみなされている種々の事物の謎を理解することだ。感覚

の種々の現象の、人々の性質の、その神秘を感じることだ。創造的天才さえも事物として思

い描けるようになること、非常に好奇心をそそるが故に我々がその全ての側面をひっくり返

すような事物として。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。 ―― そして失望するのだ、それらが空であることに気付いて 23。

創造的天才でさえ、その中身は「空」の事物に過ぎない。デ・キリコが繰り返し描いたマネキン

と化した詩人や哲学者を思い出せば良い。あるいはデ・キリコは、ヴェルサイユ宮殿を訪れた際

に創造が創造者よりも神秘的であるという啓示を受けたとも述べている。

冬の澄み切った午後、私はヴェルサイユ宮殿の中庭にいた。全てが静穏で静寂だった。全て

が私に奇妙な、問いかけるような眼差しを向けていた。そのとき私は宮殿のそれぞれの角、

それぞれの柱、それぞれの窓が一つの魂を持っているのを目にし、その魂は一つの謎だった。

私は自分の周囲の石でできた英雄たちを眺めた。彼らは澄み切った空の下、深遠な歌のよう

に無慈悲に
4 4 4 4

光る冬の太陽の冷たい光の下、微動だにしなかった。一つの窓に吊るされた鳥籠

の中で一羽の鳥が鳴いていた。私はそのとき、人間たちにある種の事物を創造させるように

迫る神秘の全てを感じた。そして創造が、創造者よりもより神秘的なものに私には思えた 24。

こうした点からすれば、形而上絵画時代のデ・キリコの思想は、思いのほかシュルレアリスムに

22  Breton (OC), t.I, p.328（邦訳 p.46）.
23  De Chirico (1985), pp.17-18.
24  Ibid., pp.19-20.
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近いことがわかる。勿論、正確に言えば、デ・キリコが示した方向性をシュルレアリスムが継承

したと言うべきである。ではデ・キリコにおける「主体から客体への移行」は何故生じるのか。

既に見たように、巖谷國士はシュルレアリスムにおける客体の問題をランボーのデカルト批判か

ら説明しているが、おそらく同じことをデ・キリコについて行うことが可能である。

3. デ・キリコ、ニーチェ、ランボー

　デ・キリコは、1919 年に発表されたテクスト「我ら形而上派 ……」において、ショーペンハウアー

とニーチェが、初めて「生の無意味〔non-senso della vita〕」の深遠な価値とその芸術への応用

可能性を示したと主張した上で、ランボーに言及している。

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〔ママ〕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 25。

デ・キリコによれば、ショーペンハウアーとニーチェにおける「生の無意味」を最初に詩に応用

したのがランボーである。一方、これを初めて絵画に応用したのがデ・キリコ自身であり、形而

上絵画の革新性はこの点にあるとされている。では「生の無意味」とは何を意味するのか。この

問題については既に別のところで詳細に検討を行っているので 26、ここでは要点を述べるに留め

ておく。

　まずショーペンハウアーにおける「生の無意味」は、「生への盲目の意志」が形而上学的な物

自体として規定されることに由来する。ここで言う「意志」とは、自然力や意欲の無根拠な働き

それ自体を指す。ショーペンハウアーによれば、意欲が対象に達しえない場合に苦しみが生じる。

そして物自体としての意志は無根拠（無意味）であり、意欲の働きには際限がないため、人間は

常に満たされない意欲の苦しみに悩まされることになる。一方、ニーチェにおける「生の無意味」

とは、こうした形而上学的な物自体がそもそも不在であることを意味する。ニーチェは事物の背

後にある形而上学的な「真の世界」を徹底して否定する。

　そして結論から言えば、デ・キリコが立脚しているのは、ニーチェ的な意味における「生の無

意味」である。デ・キリコがパリ時代（1911-1915 年）にフランス語で記した手稿には既に「無

意味〔non-sens〕」の語が見出される 27。デ・キリコはショーペンハウアーとニーチェをフランス

25  Giorgio de Chirico, “Noi metafisici...,” in: Cronache d’attualità, febbraio 1919, reprinted in: De Chirico 

(1985), pp.68-69.
26 拙稿「デ・キリコの無意味」、長尾 (2014), pp.77-104。
27 「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
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語訳で読んでいるが、当時のフランス語訳を検討してみると、この「無意味」の語が見出される

のは、ショーペンハウアーではなくニーチェにおいてなのである。たとえばニーチェは、遺稿集

『力への意志』の一節において、人間が世界に与えてきた「意味」が失われたことでニヒリズム

が生じると述べ、このニヒリズムの極限形、永遠の「無意味」として、永遠回帰を導き出してい

る 28。ここで言われている「意味」とは、形而上学やキリスト教が世界の背後に仮構する「真の

世界」、つまり物自体や「神の世界」によって担保される一つの解釈に過ぎない。だが、これが

世界に与えられ得る唯一の解釈であると信じられてきたために、その崩壊によって、生には何の

意味もないというニヒリズムが生じる。これがいわゆる「神の死」である。

　このように、デ・キリコによるランボーへの言及は、形而上学的な真実の不在、言い換えれば「神

の死」という文脈においてなされている。ランボーとニーチェは同時代人ではあるものの、両者

の間に直接的な関係はない。ではランボーと「神の死」の問題はどのように結びつくのか。この

問題について考えるために、ここでもやはり「見者の手紙」を取り上げてみたい。

　いわゆる「見者の手紙」は二通ある。1928 年 10 月に公表されたジョルジュ・イザンバール宛

のもの（1871 年 5 月 13 日）29 と、1912 年 10 月に公表されたポール・ドメニー宛のもの（1871 年

5 月 15 日）30 である。前者は、ランボーの恩師であったイザンバールへの私信という性格が強く、

分量も少ない。ランボーの思想が長く、詳細に記されているのは後者である。だが、既に言及し

たデカルト批判の一節は、前者にのみ見出される。また、ランボーのよく知られた命題「私は一

つの他者である〔je est un autre〕」は、このデカルト批判の文脈において捉えられるものだが、

これは両者に記されている。

　公表時期からすれば、デ・キリコが参照した可能性があるのは、ドメニー宛のものということ

になる。当時デ・キリコは、詩人ギヨーム・アポリネールのサークルに出入りしており、またパ

リ時代から大戦中にかけてデ・キリコと親交のあったアルデンゴ・ソッフィーチは、既に 1911

年にランボーについての著作を発表している 31。こうした交友関係からデ・キリコがドメニー宛

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」。De Chirico (1985), p.22.
28 「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、全てが虚しく思われ

るようになる。〔……〕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〔non-sens〕」）！」。Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), La volonté 

de puissance: Essai d’une transmutation de toutes les valeurs (études et fragments), Mercure de France, Paris, 

1903, t.I, pp.46-47（フリードリッヒ・ニーチェ著、原佑訳『権力への意志』ちくま学芸文庫、上巻、1993 年、

pp.69-70）.
29  Rimbaud (LV1).
30  Rimbaud (LV2).
31  Ardengo Soffici, Arthur Rimbaud, A. Quattrini, Firenze, 1911.
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の「見者の手紙」を知っていた可能性は高い。よく知られた次の箇所に注目してみたい。

　見者
4 4

〔voyant〕であらねばならない、見者にならねばならないと僕は言っているのです。

　詩人は、あらゆる感覚
4 4 4 4 4 4

〔tous les sens〕の、長く、途方も無い、体系的な逸脱
4 4

〔dérèglement〕

によって見者
4 4

〔voyant〕となるのです。あらゆる形の愛、苦しみ、狂気。彼は自分自身を探

求し、自らの内なる毒を全て汲み尽くして、その精髄のみを残すのです。筆舌に尽くし難い

苦痛、そこで彼はあらゆる信念、あらゆる超人的な力〔la force surhumaine〕を必要とし、

とりわけ大いなる病人、大いなる罪人、大いなる呪われ人になり ―― そして至高の学者と

なるのです！ ―― というのも彼は未知
4 4

〔l’inconnu〕に到達するのですから！ というのも彼

は既に豊かなものであったその魂を、誰よりも育て上げたのですから！ 彼は未知に到達し

ます。たとえ気が狂い、自分の見たもの〔ses vision〕もわからなくなってしまったとしても、

彼はそれらを見たのです！ 前代未聞の、名づけようもないものによって生じる高揚の中で

彼がくたばったとしても、他の恐るべき者たちがやってきて仕事をなすでしょう。彼らは、

前の者が倒れた地平線からまたはじめることでしょう！〔……〕それ故、詩人とはまさに火

を盗む者なのです 32。

可能性の一つとして、デ・キリコが「あらゆる感覚
4 4 4 4 4 4

」を「あらゆる意味
4 4 4 4 4 4

」と捉えていたとすれば（sens

は「感覚」とも「意味」とも訳すことができる）、その「長く、途方も無い、体系的な逸脱
4 4

」は、「芸

術における意味の排除」に結びつく。また偶然ではあるが、ランボーはここで、当時バーゼルに

いた若き文献学者ニーチェの運命をほぼ正確に言い当てている。1879 年にバーゼル大学を退職

したニーチェは、漂泊の生活を送り、病に冒されながらも執筆活動を続け、1889 年に狂気に至り、

1900 年に没する。ニーチェは、ニヒリストとして「大いなる病人」であり、反キリスト者として「大

いなる罪人」であり、「神の死」の告知者として「大いなる呪われ人」である。だが同時に超人

（ランボーもまた「超人的な力」〔la force surhumaine〕という語を用いている 33）と永遠回帰を人

間に示す「至高の学者」でもある。ここからデ・キリコが、ランボーの言う「見者」としての詩

人とニーチェを重ね合わせた可能性も考えられる。

　またランボーは、未知に到達する見者としての詩人を「火を盗む者」、つまりプロメテウスに

なぞらえているが、ニーチェもまた、この手紙が書かれた翌年に出版された『悲劇の誕生』（1872

年）においてプロメテウスに言及している。そこでニーチェは、ショーペンハウアーの形而上学

に基づきながら、古代ギリシアの「アポロン的」明朗性の深奥に潜む「ディオニュソス的」根源

を指摘している。この両者はアッティカ悲劇において一つとなり、その代表作がアイスキュロ

32  Rimbaud (LV2), pp.572-573（邦訳 pp.454-455）.
33 ニーチェにおける「超人」の当時のフランス語訳は surhumain である。
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スの『縛られたプロメテウス』である 34。ニーチェによれば、アイスキュロスが描き出す、神へ

の反逆者プロメテウスは、その正義への意志においてアポロン的である一方、その傲慢による

苦悩においてディオニュソス的である。そしてプロメテウスは、『悦ばしき知識』（1882 年初版、

1887 年増補第二版）において、神すらも一つの仮構に過ぎないと認識するに至った人間の象徴

として用いられることになる。

プロメテウスはまず、光を盗んだと信じ
4 4

、そのことによって苦しむこととなった ―― そして

ついに、光を欲することによって、自ら
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

光を創造したこと、人間だけではなく神もまた自身

の手による作品であり、自らの手の内の粘土であることに気付いたのではないか？ それはま

さに想像されたイメージに過ぎないのではないか？ ―― あの狂気の沙汰である〔火の〕盗み、

コーカサス山脈や鷲、そして認識を求める全ての人間のプロメテウス的
4 4 4 4 4 4 4

悲劇と同様に？ 35

プロメテウス的認識者は、形而上学的真実や神を追い求めた果てに、最終的にそれが自らの創造

物であり、一つのイメージ、一つの解釈
4 4 4 4 4

に過ぎないことに気付く。つまりニーチェを踏まえれば、

ランボーの言う「火を盗む者」、プロメテウスとは「神の死」を認識する者でもある。このよう

にプロメテウスという象徴を介することによっても、デ・キリコの言う「生の無意味」をランボー

と結びつけることが可能である。

　そして、デ・キリコを通してランボーとニーチェを捉えた場合、そこに浮かび上がって来るの

が、やはりデカルト的主体の死という問題である。よく知られているように、『方法序説』（1637

年）においてデカルトは、覚醒時の思考が夢における思考と区別ができないことから、一切を偽

であると捉えることを決心する。

だがそうするや否や、このように全てが偽であると考えようとしている間も、そのように考

えている私は必然的に何ものかでなければならないことに気づいた。そして、私は考える、
4 4 4 4 4

故に私はある
4 4 4 4 4 4

というこの真理が非常に堅固で確実であり、懐疑論者のどんな法外な想定もこ

れを揺るがしえないと認めたので、私はこれを私が求めていた哲学の第一原理としてためら

うことなく受け取ることができると判断した 36。

デカルトは、一切を偽と考えるとしても、懐疑する主体、考える主体としての「私」を否定する

34 アイスキュロス著、呉茂一訳「縛られたプロメテウス」『ギリシア悲劇 I』ちくま文庫、1985 年、pp.7-57.
35  Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), Le gai savoir, Mercure de France, Paris, 1901, p.255（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、p.316）. 
36 ルネ・デカルト著、山田弘明訳『方法序説』ちくま学芸文庫、2010 年、p.56. 原文は René Descartes, 

Œuvres complètes, Arvensa Editions（電子版）に拠った。
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ことはできないとする。だが、この「私は考える、それ故に私はある」という命題は、続く箇所

において神の存在証明と結びつけられる。デカルトによれば、不完全な存在である人間が、神と

いう完全なものについて考えることができるということ自体に、神の存在が証されている。

最も完全なものが、より不完全なものの結果であり、それに依存しているといったことは、

無から何かが生じることに劣らず矛盾しているのだから、そういった観念を私自身から得る

こともまたできなかった。とすれば、その観念は私よりも実際に完全なある本性によって私

のうちに置かれたということである。その本性とはまさに、私が考えうるあらゆる完全性を

それ自身のうちに有するもの、つまり、一言でいえば神なのである 37。

つまり、デカルト的主体は、究極的には神との関係において根拠づけられている。とすればニー

チェ、そしてデ・キリコにおける「神の死」の問題は、必然的にデカルト的主体の死と結びつく

ことになる。実際、ニーチェは『善悪の彼岸』（1886 年）において、デカルト的主体を次のよう

に批判している。

つまり、思考というものはそれ
4 4

〔elle〕が欲するときにのみやって来るもので、私
4

〔moi〕が

欲するときではない。従って主語としての私が、述語「私は考える」の条件だと主張するこ

とは、事実の歪曲
4 4

〔altération〕である。「何か」が考える〔Quelque chose pense〕、だがこの「何

か」を古くからよく知られた私
4

〔moi〕とみなすのは、一つの純粋な仮定、主張ではあるだ

ろうが、無論「直接的確実性」などではない。結局のところ、「何かが考える」と述べるこ

とさえ既に行き過ぎている、というのも、そこには既に現象それ自体の代わりに現象の解釈
4 4

〔l’interprétation〕があるからである 38。

ニーチェによれば、「私は考える」と言う場合、実際には「考える」ことの方が、主体に先立っ

ているのであり、そこに前提として「私」を仮構することは、主語と述語の文法的順序から生じ

た錯覚に過ぎない。それ故に、たとえ非人称的な「何か」であっても、本来「考える」ことに主

語を立てること自体が「既に行き過ぎ」なのである。とはいえ、これを言語化するには、「何か

が考える」とでも言うしかない 39。

　ここでニーチェはランボーとほぼ同様のことを述べていることがわかる。ジョルジュ・イザン

37  Ibid., p.59. 
38  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.34-35（フリードリッヒ・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、p.40）.
39 この問題については以下を参照。互盛央『エスの系譜 ―― 沈黙の西洋思想史』講談社学術文庫、2016 年。
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バール宛の「見者の手紙」において、ランボーは次のように述べている。

　今は可能な限り無頼を尽くしています。何故ですって？ 僕は詩人になりたいと思い、自

分を見者
4 4

にしようと努めているからです。貴方には全く理解できないでしょうし、僕にもほ

とんど説明できません。問題は、あらゆる感覚
4 4 4 4 4 4

の逸脱によって、未知に到達することです。

途方も無い苦悩ですが、強くなり、詩人として生まれなければならないのです、僕は自分を

詩人と認めました。それは全く僕のせいではないのです。私は考える、と言うのは誤りです。

誰かが私を考える、と言うべきでしょう。 ―― 言葉遊びではないのですが。

　私とは一つの他者なのです〔je est un autre〕。木がヴァイオリンになっているのに気づい

たとしても、どうしようもないでしょう。何もわかっていないことについて屁理屈を並べ立

てる無意識学者どもなど糞食らえです！ 40

既に言及したように「私は考える」ではなく「誰かが私を考える」。言い換えれば「私」とは思

考する主体ではなく、「誰か」の思考によって規定される客体である。そして、この意味におい

て主体としての「私」は一つの仮構に過ぎない。私は「私」ではない。ここから「私とは一つの

他者である」という命題が導き出される。勿論、デ・キリコがランボーに言及した時点において、

このイザンバール宛の「見者の手紙」を参照することは不可能だった。とはいえ、既に触れたド

メニー宛の「見者の手紙」にも、同じ命題を見出すことができる。

 〔……〕ロマン主義者たちは、歌というものが作品であること、つまり歌い手に歌われ、理

解される思想であることが、極めて稀であると見事に証明しています。

　というのも、私とは一つの他者
4 4 4 4 4

なのです〔JE est un autre〕。銅が目を覚ましてラッパになっ

ているのに気づいたとしても、銅のせいでは全くありません。それは僕には明白です。僕は

今、僕自身の思想の開花に臨んでいるのです。それを見つめ、それに耳を傾けます。僕が弓

を一度弾けば、シンフォニーが奥底で鳴りはじめ、あるいは舞台上に躍り出ます。

　もし老いぼれの間抜けどもが、私〔Moi〕について誤った意味を見出してこなかったら、

僕たちがその無数の骸骨を掃除する必要もなかったでしょう。奴らは遙かなる昔から、その

半端な知性の産物を溜め込んできたのです。自分たちがその作者だと主張しながら！ 41。

デカルト批判の一節（「誰かが私を考える」）こそ記されていないものの、ここで問題とされてい

るのもやはり、詩を創り出し、また理解する主体としての「私」である。ランボーの考える私と

は、そのような「私」ではないという意味において「一つの他者」なのである。

40  Rimbaud (LV1), p.989（邦訳 pp.448-449）.
41  Rimbaud (LV2), pp.570-571（邦訳 pp.452-453）.
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　このようにデ・キリコにおける「生の無意味」、ニーチェにおける「神の死」は、「私は一つの

他者である」とランボーが命題化したようなデカルト的主体の死と結びついている。勿論、デ・

キリコがこのことを踏まえて「我ら形而上派 ……」においてランボーの名を挙げたかどうかを

確定することはできない。だが、既に見たように、客体の前景化とでも言える事態はデ・キリコ

において見出すことが可能であり、それはシュルレアリスムにおける「主体から客体への移行」

に連なっていくのである。

結論

　以上、デ・キリコとシュルレアリスムにおける主体の客体化について考察を行った。ブルトンは、

シュルレアリスムの起源となった書物である『磁場』への註釈において、そこで生じているのが、

主体から客体への移行であると述べている。巖谷國士が指摘しているように『磁場』においては、

自動記述のスピードが上がるにつれ、主語が「私」から遠ざかっていき、不定代名詞の「オン〔on〕」

が登場するようになる。それは、ランボーが「見者の手紙」において述べているような「誰かが

私を考える」ような経験だったと言える。

　デ・キリコもまた「我ら形而上派 ……」においてランボーに言及を行っている。ショーペン

ハウアーとニーチェの示した「生の無意味」を詩に応用したのがランボーであり、絵画に応用し

たのがデ・キリコ自身であるという。別の場所で考察したように、ここで言われている「生の無

意味」とは、形而上学的な物自体の不在、いわば「神の死」を意味している。ランボーとニーチェ

の間には直接的な接点は無い。そこでデ・キリコが参照することのできたドメニー宛の「見者の

手紙」を参照すると、そこにはニーチェを想起させる要素が幾つか見出される。特に重要なのは、

ランボーが詩人を「火を盗む者」、プロメテウスになぞらえている点である。というのも、『悦ば

しき知識』においてニーチェはプロメテウスを、神すらも自らが作り出した仮構として認識する

に至った人間、「神の死」を認識した人間の象徴として用いているからである。そして、デカル

トの「私は考える」が神の存在証明と結びついていたことを想起するならば、「神の死」はデカ

ルト的主体の死に結びつく。実際、ニーチェもまた『善悪の彼岸』においてデカルト批判を行っ

ており、それはランボーの言う「誰かが私を考える」についての正確な註釈となっている。

　そして「神の死」によってもたらされるデカルト的主体の死、そこから生じる空白に訪れる何

かを、デ・キリコはニーチェに拠りながら啓示と呼ぶ。啓示は、主体の意志とは関係なく、主体

を不意に襲うものとされる。つまり、芸術家はそこで主体ではなく、客体の位置に追いやられて

いるのであり、それ故にデ・キリコは、そこから生じる作品を、主体によっては説明不可能な一

つの謎とみなすのである。こうしたデ・キリコにおける啓示のメカニズムを、シュルレアリスム

はオートマティスムとして方法論化し、共有する。それはデ・キリコの形而上絵画理論のある部

分の帰結と言えるが、一方でデ・キリコは、1919 年に「技術への回帰」を唱え、古典回帰へと

向かうことによって、古典絵画の巨匠たち、天才たちと自らを同一視し、自らを天才という特権
4 4
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的主体
4 4 4

とみなすことになる。だからこそシュルレアリスムはこれを、いわば客体の側から激しく

批判することになったのである。このように、デ・キリコとシュルレアリスムの連続と断絶を規

定している内在的論理の一つは、「主体から客体への移行」をめぐるものであると言える。

文献略号：
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アンドレ・ブルトン著、阿部良雄訳「磁場」『アンドレ・ブルトン集成第 3 巻』人文書院、

1970 年、pp.169-280.

＊『シュルレアリスム宣言』（Manifeste du surréalisme, Sagittaire chez Simon Kra, Paris, 1924）の

既訳については、次のものを示す。アンドレ・ブルトン著、巖谷國士訳『シュルレア

リスム宣言 　溶ける魚』岩波文庫、1992 年。

De Chirico (1985): Giorgio de Chirico, Maurizio Fagiolo (ed.), Il meccanismo del pensiero. Critica, 

polemica, autobiograpfia 1911-1943, Einaudi, Torino, 1985.

Rimbaud (LV1): “Lettres de Arthur Rimbaud à Georges Izambard,” in: La revue européenne, no.10

(1928), Paris, octobre 1928, pp.988-990.

Rimbaud (LV2): “Trois lettres inédites de Rimbaud,” in: La nouvelle revue française, no.46, Paris,

octobre 1912, pp.570-576.

＊ランボーの既訳については、次のものを示す。アルチュール・ランボー著、宇佐美斉訳『ラン

ボー全詩集』ちくま文庫、1996 年。

巖谷 (2002): 巖谷国士『シュルレアリスムとは何か』ちくま学芸文庫、2002 年（メタローグ、

1996 年）。

長尾 (2014): 長尾天『イヴ・タンギー ―― アーチの増殖』水声社、2014 年。



121

第 25 回研究会　2018 年 5 月 12 日（土）　　　 早稲田大学戸山キャンパス 39 号館 5 階第五会議室

　　全体のテーマ :「中世スペインの王権と宗教的マイノリティー」

　　　久米　順子 ( 東京外国語大学 准教授）

　　　　「カトリック王と宗教的マイノリティ集団：

　　　 　写本挿絵にみるカスティーリャ王国アルフォンソ 10 世とその宮廷」

　　　コメンテーター

　　　黒田　祐我（神奈川大学准教授）

第 9 回シンポジウム　2018 年 9 月 22 日（土）　早稲田大学戸山キャンパス 39 号館 6 階第七会議室

　　全体のテーマ :「ルネサンス期ヨーロッパにおける魔女表象と社会の変容」

　　　　司会 : 高津　秀之 （東京経済大学准教授）

　　　報告 1 : 黒川　正剛 ( 太成学院大学教授）

　　　　「変容する魔女表象：身体と感情をめぐって」

　　　報告 2 : 田島　篤史（大阪市立大学都市文化研究センター研究員）

　　　　「帝国都市ニュルンベルクの魔女裁判にみる悪魔学的要素と萌芽的近代性」

　　　松原典子（上智大学外国語学部教授）

　　　報告 3 : 小林　繁子 （新潟大学准教授）

　　　　「名誉をめぐる攻防：「魔女」の名誉棄損訴訟と司法利用の戦略」    

ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所構成員　（○は本号編集委員）

＜所長＞　　　○甚野尚志

＜研究員＞　　　青野公彦、オディール・デュスュッド、瀬戸直彦、藤井明彦、冬木ひろみ、

　　　　　　　　松園伸、森原隆、中澤達哉

＜招聘研究員＞　青柳かおり、武田和久、三浦清美、皆川卓

＜事務局＞　 （＊は研究員、招聘研究員を兼任）

　　　　　　　○岸田菜摘、＊黒田祐我、＊○毛塚実江子、○菅原裕文、＊○鈴木喜晴、

　　　　　　　＊高津秀之、＊高津美和

活動報告　（2018 年～ 2019 年度の研究会／シンポジウム）
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『エクフラシス― ヨーロッパ文化研究―』投稿規程

1. 投稿資格：ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所の研究所員、招聘研究員、ヨーロッ
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稿する場合は、当研究所の研究所員からの推薦を必要とする。

2. 本誌に投稿する原稿は、原則未公刊のものとする。

3. 提出原稿の採否は、当研究所が選任した編集委員のうち、原則 2 名による査読を経
て決定される。

4. 原稿の提出期限は 11 月末日とする。

5. 『エクフラシス―ヨーロッパ文化研究―』掲載論文等はヨーロッパ中世・ルネ
サンス研究所および早稲田大学の Web ページに別途収録・公開される。本誌寄稿
者は原稿の Web 上での公開に同意したものとみなされる。

6. 投稿を希望する際は、7 月 15 日までに下記のメールアドレスまで連絡すること。

ekphrasis.waseda@gmail.com
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唐澤　晃一　　　香川大学教育学部准教授　　

白川　太郎　　　早稲田大学大学院文学研究科修士課程

長藤　美佑紀　　早稲田大学大学院文学研究科修士課程

髙橋　謙公　　　早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程

　　　　　　　

［編集後記］

　『エクフラシス』の第九号をお送りします。電子ジャーナルになってから二回目となりますが、

電子ジャーナルに移行したせいもあってか、これまでより自由に論文以外の史料紹介や書評など

の投稿があったことが印象的です。また今年も、様々な学問領域に関して中世から 20 世紀にわ

たる論考を所収することができました。今後とも学際的な視野から「ヨーロッパ文化研究」を発

信し続けて行きたいと思っています。積極的な投稿をお待ちしています。（甚野尚志）　　　　　
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ἔκφρασις: Journal of European Cultural Studies     No.9     2019
                                             ( Institute for European Medieval and Renaissance Studies )

     Artcles:

Takashi JINNO

Journey to the Life of Kan'ichi Asakawa (Historian, Curator, Peace Advocate) , (2)

- Analysis of his Diary between 1945~48 -

Takashi NAGAO

From Subject to Object: Giorgio de Chirico and the Surrealism

Kiyoharu MIURA & Yukiko MARUYAMA

Medieval Russian Library (XV) - Life of Sergius: Japanese translation with commentary (1)

Yuichi WATANABE

Historical Materials: A. Berner`s Reconnaissance for the Poor Relief in Nuremberg (1531)

Koichi KARASAWA

A Survey of Thesis Byzantine Commonwealth by D. Obolensky: Reconsidered. An Atempt to 

Rebuild Historical Model of Byzantium and East European World (1).

     Book Reviews:

Taro SHIRAKAWA

Recensione: Lorenzo Paolini, Le piccole volpi: Chiese ed eretici nel Medioevo (Bologna: Bolonia 

University Press, 2013).



Miyuki NAGAFUJI 

Book Review: Alfred Haverkamp, Städte - Gemeinschaften - Juden : Beiträge zur Sozialgeschichte 

im europäischen Mittelalter (Japanese Edition. Trans. by T. Ōnuki, Y. Egawa, H. Kitajima, S. 

Inoue and M. Furukawa, cyūseikyōdōtairon - yōroppasyakai no toshi, kyoudoutai, yudayajin - , 

Kashiwa shobō, 2018).

Akihiro TAKAHASHI

Book Review: Shinsuke Satsuma, <kaizoku> no daieiteikoku. ryakudatsu to Koueki no 

yonhyakunenshi (British Empire of “Piracies”. History of Depredation and Commerce in the 

Four Centuries), Koudansya MÉTIER, 2018.


	000表表紙2019
	00目次
	01甚野
	02長尾
	03三浦
	04渡邉
	05唐澤
	06白川書評
	07長藤書評
	08高橋書評
	09-1久米発表要旨
	09-2黒川発表要旨
	09-3田島発表要旨
	09-4小林発表要旨
	10活動報告
	11巻末



