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概要 

内部の否定として表現できない真の外部は，排他的関係を無効にすることで特徴付けられる特定の装置によって初

めて召喚可能となる．そのような装置は，本稿で「書き割り少女」によって表象されるが，それはチリの墓碑アニ

ミータから構想されたものである．一方で，「書き割り」と呼び得るような山の背景画的表現が，日本画の歴史の中

で育まれてきたが，それは決して知覚できない山の背後にある外部を表すものである．他方，アニミータは，それ

を弔う故人との関係を蒸発させて初めて，「人格的」となる．ここでいう「人格的」とは，墓碑銘のような意味を剥

奪するだけでなく，外部から純粋に神聖なものを召喚し，アニミータに纏わせることを意味する．ここではその意

味を前縁と境界の両義性から明らかにする． 
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Abstract 
The true outside that cannot be expressed as negation of the inside, is needed to be summoned up by the specific device that is 
characterized by invalidating exclusive relation. Such device is here expressed by “painted board girls”, inspired by a tombstone-
like monument, Animita in Chile. On one hand, expression of painted board like mountains called “KAKIWARI” was developed 
in the history of Japanese paintings, and that can suggest the outside which cannot be perceived behind the mountain. On the 
other hand, Animita can be personal since it can cut the connection between Animita and the person who is related to the Animita. 
In other words, the term “personal” implies not only invalidating the tombstone-like monument but also embodiment of holy 
concept summoned from the outside. Animita is so special KAKIWARI that can sum up something from the outside. To manifest 
the significance of special KAKIWARI, we propose the notion of frontier that is our cognitive limit and suggests the outside 
behind the frontier, and the notion of boundary that can distinguish the inside and the outside in a bird eye perspective. “Painted 
board girls” is established as half-frontier and half-boundary. 
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1 はじめに 

科学技術に基礎付けられた知は，等質空間に外部の

現実を取り込んで既存の形象と関係づけることを理解

としてきたが，それは人工知能の発展によっていよい

よ全面化したと言っていいだろう[クラーク 2016]．そ

こでは現実と「わたし」の接触という異質なものとの出

会いが，決して認められない．これに対して藝術は「わ

たし」と外部の現実との異質なものの出会いを基礎に，

世界の理解を構想してきた[中村 2018]． 

異質なものとの出会いを，創造にまで昂る行為とし

ての藝術的実践は，まさに共創それ自体と考えられる

ものである[三輪 2019；西 2019；中村 2019]．共創学の

確立に向けた一歩を踏み出し，世界の実在性や現実，生

命を回復するには，科学によって藝術さえも理解しよ

うとするような現代の趨勢を継続させるよりむしろ，

藝術に基づく新たな知の転回こそが必要になるのでは

ないか[郡司 2019b]．科学に基づく藝術ではなく，藝術

に基づく科学，その普遍化としての知こそが，共創学の

根本原理となるはずである． 

外部と接触することは，外部が字義通り，想定外のも

のである以上，積極的能動的にそれを操作し摂取する

ことは，本来，不可能である．外部に対する態度は，徹

底して受動的にならざるを得ない[郡司 2019a]．しかし，

その受動的な態度を能動的に実現することで，外部は

召喚されるのである．従来の科学及び科学哲学の多く

は，外部を，内部の否定として構想してしまい，内と外

の区別を解消すると称し，内部・外部間の循環をダイナ

ミックな生命像と考えてきた[ホフスタッター 2005；
Varela 1979]．それは，内部の否定によっては表せない外

部，想定外のものを潜在させる外部，を無視し，想定さ

れた内・外の中に留まる意味で，徹底して閉じている．

否定関係で結ばれる二項は，能動と受動，言葉とその意

味，問題・解決など，置き換え可能な排他的二項の関係

に一般化できる．例えば「食う・食われる」の関係を閉

じた循環に収束させることは，閉塞的な生態系思想に

留まることになる[中村 2018 (pp. 88-96)]．これに対して，

排他的関係を無効にし，認識と感覚の関係のようにそ

の間に隙間を生じさせるなら，この時初めて生態系の

外部を召喚し，真に異質な世界と出会うことが可能と

なる[郡司 2010；郡司 2019a；中村 2018]．この，排他

性を無効にして宙吊りにし，外部を召喚する隙間を開

く「儀式」は，古来よりまた現代においてさえも，人間

は無意識に無自覚に実現してきたのではないだろうか

[箭内 2018；西井 2013]．その意味を明らかにするとと

もに現代的に転回し再構成することが，本稿の目的で

ある． 

外部召喚の方法を，どのように，具体的に構想するか．

ここでは排他性一般ではなく，より外部への感度を高

める方法が，提案される．日本画の書き割りは，「こち

ら」と「あちら」という，遠近軸の中で排他的関係にあ

るものを無効にし，遠近感を持つ視界の向こう側を召

喚する装置と考えられる[中村 2018 (p. 178)]．本稿では，

この意味を一般化して深化させる方法を，チリの道端

にみられる墓標的モニュメント，アニミータに求め，展

開する．アニミータは道端で客死した人々の慰霊碑的

なものでありながら，時に，その個人にまつわる墓碑銘

的意味を剥奪され，そのことで逆に，普遍的に神聖なも

のを纏い始める．これを本稿では「書き割り化」と考え，

人間の書き割り化として「書き割り少女」という概念を

構想する．それは，人間における外部を召喚する認知の

在り方を示すものとして提案される．この時，書き割り

とアニミータを接続する議論の補助線を二つ用意する． 

第一に用意されるのは，アガンベンにおけるバート

ルビーと脱創造の議論である[アガンベン 2005]．アガ

ンベンが論じる潜勢力を，外部の召喚という観点で再

構成するのである．第二に，鉄器時代の北部ヨーロッパ

に見られた王殺しにおける人間と外部との関係[ラング 
2007]と，イエスの磔刑によって開設された人間と外部

との関係とを比較し，想定される全体の向こう側とし

ての外部を構想すると同時に，それに対して受動的な

態度をとる方法の意義が論じられる．これら補助線の

上で，アニミータから書き割り少女が構想され，最後に

そのモデルとして文学や，日本画における実践の可能

性が示される． 

 

2 第一の補助線：バートルビーと脱創造に見出される

天然知能 

書き割り少女という概念を考えるための第一の補助

線として，メルヴィルの短編『バートルビー』[所収 ア
ガンベン 2005 (pp. 91-159)]に端を発する議論を援用し

よう．主人公の特異な態度は，アガンベンによれば，潜

勢力や脱創造を実装するうまい表現となっている[アガ

ンベン 2005]． 

主人公バートルビーは，今でいう法律事務所で文書

を清書する筆生という仕事をしている．最初は，雇い主

である法律家に言われて清書をしていたが，それ以外

の仕事については，「せずにすめば，いいのですが」と

言って決してやらない．ところがそのうち，本職であっ

た文書の清書さえ，「せずにすめば，いいのですが」と

言って拒むようになる．にも関わらず，法律事務所に，

住みつくようにさえなる．雇い主が解雇し，出て行けと

言っても，「せずにすめば，いいのですが」と言って，
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建物に居座る．業を煮やした雇い主はバートルビーを

残したまま事務所を移転させる．それでも動かなかっ

たバートルビーは，留置所に入れられる．しばらくして

様子を見に行った雇い主は，留置所の庭で丸まったま

ま死んでいるバートルビーを見つけることになり，小

説は幕を閉じる． 

バートルビーの，「せずにすめばいいのですが」は，

人間が認識し，意思決定する場面において隠れている，

潜勢力を表すうまい表現だとして，アガンベンは俎上

に載せるわけだ．潜勢力とは，潜在的なものが持つ顕在

化しようとする力である．顕在的なものが実現されて

いる背後に，実は目に見えない，算出されない潜在的な

ものが控えており，それが一見パターン化して見える

実現された顕在的なものを支えている．バートルビー

の言葉でいうなら，「せずにすめばいい」という否定形

の形で潜む，結果的に「（何かを）してしまう」ことの

背後に隠された力を意味する．「せずにすめがいい」が，

なぜ，「（何かを）してしまう」ことの後押しになるのか．

それはアガンベンにおいても明確ではない． 

 
Fig. 1 創造＝錬金術としての人工知能と脱創造＝天然

知能の対比. 

『天然知能』[郡司 2019a (pp. 228-234)]は，目前の猫

が猫であると実感を持つ様相について，「猫であること

と，猫ではないことを共に認めること」によって「猫で

ある」との判断が可能となると説く．猫の見本のような

猫一般の定義と目前の猫を比較し対応関係を決める中

で，生きている我々の判断は，猫の定義をほとんど満た

し「猫である」ことを示しながら，一方で定義からずれ

た曖昧な「猫でない」細部を隠蔽しつつ判断を実現する

ことになる．つまり目前の猫は「判断に関する肯定（猫

である）と否定（猫でない）を同時に実現している」の

である．言い換えれば，無数の「猫でない」がいつ前面

化してもおかしくない様相をはらんでいるのが，リア

ルな現実の世界である．アガンベンが提起した「むしろ

せずにすめばいいのですが」の潜勢力は，「100%猫でな

く，むしろ猫」程度であることが，レベルの違う可能性

や外部への空隙を孕む創造力を持つことを示唆してい

ると言える[郡司 2020]． 

「猫である」と「猫でない」の共立という問題は，多

くの場合単純なものに置き換えられてしまう．例えば

深層学習などを実装した人工的ニューラルネットは，

ある外部刺激（入力）に対する応答として，それを肯定

するものと否定するものとを共に担保することで，「猫

である」と「猫でない」の共立を一見実現しているよう

にも思える．しかし人工的ニューラルネットでは，入力

が与えられる以前，肯定と否定のあり方を質的に区別

するものがない．そこでは端的に，肯定と否定が同じ水

準で存在し，対立し，外部環境に依存して使われるか,
否かでしか違いを持たないのである[例えば，Hopfield 
1982]．すなわち入力の以後においてのみ違いを示すだ

けだ．これに対して現実の脳では，全てと相関を持つこ

とで指定されないことの意味を持ち得る，グローバル

ワークスペースの可能性が示されており，脳内であっ

ても質的差異は明らかである[Dehaene 2011]． 

哲学では「猫である」と「猫でない」の共立が，一見

するとヘーゲルの精神現象学[ヘーゲル 2018]で論じら

れたことのように思われる．しかし，ヘーゲルにおける

肯定と否定の共立は，矛盾を内包した形で絶えず止揚

に開かれた特定の様相を示すものであり，そこには見

通せないという意味で質的差異を含む「外部」を決して

明らかにしていない．哲学が理論である以上，哲学は名

付けられ措定された「外部」を理論の中に組み入れよう

とする．それは外部を等質化し，本質的外部を問わない

態度に他ならない．近年注目される思弁的実在論や新

しい実在論[メイヤスー 2016；ガブリエル 2018]は，ま

さに哲学における外部の発見であるからこそ，哲学に

おいて新しいのである． 

本稿では，「せずにすめがいい」が，なぜ，「してしま

う」ことの後押しになるのか，人工知能との対比におい

て，天然知能を見出すことで，明確にしたいと思う．人

工知能的知覚・認識は，問題・解答の関係を一義的に一

致させる．一義的であるとき，問題は解答によって完全

に置き換えることが可能となるため，排他的である．こ

れを一般化し，排他的関係（二項対立や等価交換，双対

関係も含む）を特定の条件のもとで確定する知性が，人

工知能と呼ばれる．人工知能にとって，この確定こそが，

世界の理解となる．これに対して天然知能では，排他的

関係それ自体が懐疑され，特定の条件を維持すること

ができない．この条件の逸脱が排他的関係の間を大き

く開き，排他的二者からは想定もしなかった外部が呼

び込まれる．それによって排他的関係は変質し，さらな

る条件の逸脱と外部の召喚を促すこととなる．端的に
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いえば，「何？」と問題を投げかけ，「これか？」と解答

を提示するものの，「そんなことでいいのか？」という

ツッコミによって条件が逸脱し，その間に外部から「ボ

ケ」がやってくる．この不断の経験を理解とする知性が，

天然知能と呼ばれる[郡司 2019a]． 

バートルビーの「せずにすめばいい」が潜勢力となり，

「してしまう」ことを後押しするという過程を理解す

るため，まず，「問題」を（行為を）「する」，「解答」を

（行為を）「しない」の二項対立に置き換え，この二項

対立指定の条件を，「反復への意志」に置き換える．人

工知能では，する・しないの二項対立をいずれかに確定

することの反復こそ，計算＝理解することだ．だから計

算＝理解を維持するとは，反復の意志を維持し続ける

ことなのである(Fig. 1 左図)． 

対して天然知能は，反復の意思を逸脱し，「する」と

「しない」の排他性を無効にする．すなわち，「する」

ことと「しない」ことが両義的に共立し，「する」にし

ても「しない」というよりはむしろ「する」であり，「し

ない」にしても「する」というよりはむしろ「しない」

程度に意思決定を実現する．意思決定は，ただ実現する

ための後押しとなる，外部からの力が召喚されること

で可能となる．だから，潜勢力とは，実現（現勢力）を

呼び込むための，「する」と「しない」の間の関係性の

穴，関係の不在なのである（Fig. 1 右図）． 

人工知能的意思決定は，予め排他性なる論理の中で

計算することを理解とし，外部を排除する．天然知能的

意思決定は，外部を受け入れる装置として，宙吊りにさ

れた排他的関係を用い，外部から何かがやってくるこ

とを待つ．人工知能は，計算可能な等質的論理空間を開

き，外部を排除し，ただ計算するだけだ．天然知能は異

質な外部を受け入れる．果たして人間は，自らの認識の

限界を知り，局所的にしか知り得ない制約のもとで，し

かし，自分の認識世界とは異質な外部を受け入れる知

性なのであり，天然知能なのである． 

藝術家自身が，自らの内部にあるものを外部に向け

て表現することが藝術である，などと言うことはまず

ない．藝術家は，自らを，外部を受け入れる装置として

働かせ，外部を呼び込むことで作品化を実現する．その

意味で，藝術こそ，端的な天然知能の在り方だ．この点

に関して，アガンベンの唱える，創造，脱創造のメタ

ファーは，各々人工知能，天然知能に対比可能である[ア
ガンベン 2005]． 

アガンベンによれば，創造——すなわち多くの者が真

の創造と誤解している行為——は，メカニズムの内在し

た物を組み合わせ，うまい組み合わせを発見すること

で発揮される操作のことだ．かかる創造論者とは，まさ

に０と１の組み合わせだけで創造が可能と考える，人

工知能の思考様式を持つ者であり，錬金術者である（Fig. 
1 左）．プラモデルを組み上げるように，部品を組み上

げることで創造が実現されると信じている．生命は，生

命的性質を内在したマテリアルの合成で実現されると

信じられる． 

アガンベンは，脱創造を，真理を想定できない，向こ

う側への跳躍と位置付ける．それは，人間が別の空虚な

ものに代わっても私は存在するのか，という実験であ

る[註 1]．それは，コンディヤックにおける嗅覚を剥奪

された大理石像，ダンテにおける詩人の自我を三人称

へと脱主題化された詩であり，ランボーにおける他者

化された私である[アガンベン 2005]．それはつまり，メ

カニズムの内在を想定せず，創造を実現するメカニズ

ムは外部からやってくる，とする実験である．脱創造と

は，骨を組み上げて降霊の儀式を行い，生命性を外部か

ら降臨させることと理解される．だから脱創造は，無効

にされた「がらんどう」の装置によって，外部からの召

喚を待つ，天然知能であると理解されるのである（Fig. 
1 右）． 

このような形で行われる脱創造によってこそ，藝術，

創造，我々の日々の知覚，認知が実現される．かくして

我々は，真の藝術，脱創造を実現する存在様式＝仕掛と

しての書き割り少女に向けて，「天然知能＝潜勢力を開

くもの」を，第一の補助線と想定することにする． 

 

3 第二の補助線：湿地遺体のフロンティアとキリスト

のバウンダリー 

書き割り少女へ向けた第二の補助線として，石器時

代の北ヨーロッパで認められた王殺し（いわゆる湿地

遺体）に認められる内と外の区別の線＝フロンティア

（前縁）と，キリストの磔刑に認められる内と外の区別

の線＝バウンダリー（境界）を導入しよう[郡司 2020]． 

局所的視座に立つ時，主体の当事者性が全面化し，

「わたし」の世界は限界を持つ．その限界は，地平線や

水平線のように，線自体は明確に知覚可能である．しか

しその向こう側については，決して想定できず，存在す

るのかしないのかさえ考えられない，「わたし」にとっ

て徹底した外部となる．このような，限界までは明確に

認識できるが，限界の向こう側は決して知覚・感覚さえ

できない限界を，ここでは，フロンティア（前縁）と言

うことにする．これに対して，認識不可能なものとして

認識できる向こう側と，端的に認識可能なこちら側の

全体を俯瞰可能とし，その上でこちら側と向こう側を

隔てる線を，バウンダリー（境界）と呼ぶことにする(前
縁と境界の間を外部の召喚装置とする方法については
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[郡司 2020]を参照)． 

フロンティアは，局所的視座に立つ者の知覚する線

で，その向こう側は知覚できない意味で，存在しない．

これに対しバウンダリーは大域的視座に立つ者の知覚

する線で，その向こう側は，例えば黒々と塗りつぶされ

ている．このフロンティアとバウンダリーの違いを明

確にするために，ここでは鉄器時代のデンマークから

アイルランドにみられる王殺しと，イエスの磔刑の教

義的意味をまずは考える． 

ヨーロッパ鉄器時代の王殺しは，デンマークやアイ

ルランドの泥炭湿地の遺体によって論証されている[ラ
ング 2007]．デンマークの遺体はトーロン・マンと呼ば

れ，紀元前四百年ごろ亡くなったことが知られている．

遺体は沼地の泥炭中に埋没したことで腐敗を免れ，髪

の毛やベルト，紐などと共に，1950 年代の発見当時，

殺人事件の犠牲者と思われたほど，良い保存状態でミ

イラ化していた．胃の内容物や首に巻かれた紐などか

ら，彼が，最後に野菜のスープを食べさせられ，処刑さ

れて死んだと，推定されている． 

その後，同時代の遺体が，イングランド（リンドウ・

マンと呼ばれる）やアイルランド（オールドクロウハン

マンと呼ばれる）からも発見され，これら湿地遺体は，

当時の北ヨーロッパの文化として共通で，作物の凶作

に対する生贄だったのではないかという学説が主流と

なっている．さらにこれらの生贄は，栄養状態や身につ

いていた装飾品などから，かなり身分の高い者と推定

されている．アイルランドのイーモン・ケリーによれば，

当時の部族長（ここでは便宜的に王と呼ぶ）は豊穣の女

神と結婚しており，凶作とは，王の身の処し方の悪さか

ら女神の不興を買い，結果的に招いたものと考えられ

た[Kelly 2006]．だから女神の怒りを沈め，豊作を願うた

め，その当事者にして最高権力者の王を，生贄として捧

げた，というのである．女神の機嫌を取るためか，その

殺害方法は極めて残忍で，例えば，頭を鈍器で殴った後，

縄で首を絞めて頚椎を折り，さらに胸をナイフで切る，

といった具合である． 

最後に生贄が口にするスープが凶作の時に特徴的な

穀物や野菜であることや，王の三度殺しというような

残忍な殺し方の特徴は湿地遺体に共通し，まさに王の

生贄説は，支持されつつあると言えるだろう． 

最高権力者こそが，わざわざ生贄にされる．これが外

部の者など，権力者にとって代わろうとする者による

犯行なら，極めてありふれた話だ．しかしここで実現さ

れる王殺しは，取って代わろうという者によってでは

なく，王殺しの以前に領民であり，以後も領民であり続

けるだろう，者によって実現されるのである．そこに，

現代の我々から見ると理解しがたい部分がある． 

本稿では，この王を生贄とする行為にこそ，フロン

ティアを見出せると考えている．農業に従事する領民

一般にとって，自然＝神＝外部は決して窺い知れない，

アクセス不可能な外部である．ただ王は，その外部であ

る女神と婚姻関係を結ぶことで，領民と神＝外部の中

間に位置する者である．ただし，この中間という言い方

は，王と領民，豊穣の女神の全体を俯瞰するように歴史

を知っている，現代の我々の視座である．当時の領民か

らすると，神＝外部を知っているだろうと想定される

のは王だけで，領民はそれを想像もできないはずだ．だ

から，領民にとって世界の知覚の限界は王であり，王ま

でがアクセス可能で，その向こう側は想像もできない

ものだと考えられる． 

すなわち，王は領民にとって，知覚可能な限界として，

フロンティアなのである．王は，限界でありながら明確

に知覚される具体的なモノなのだ．王を，暗闇の中で道

を探るために使われる，杖の先端部と想像することが

できるだろう．杖の先端より先は何があるかわからず，

とりあえず杖の先端で叩き，歩ける硬い地面か，ぬかる

みか，池なのかが探索される．より正確に考えるなら，

全くの未知の場所を想定すればいいだろう．硬い地面

や，石畳，ぬかるみなど，暗闇でも杖の感触から想像で

きるが，未知の場所で知ることができるのは，純粋に杖

の先端の振動だけである．先端の先については一切想

像もできない．世界と付き合う（探る）ための先端とは，

そのようなものである． 

世界を探る杖の先端だからこそ，想定外の事態を引

き受ける．石で傷つき破損するかもしれないし，石油の

混じった泥がこびりつき，洗っても取れなくなること

もあるだろう．そういう時，杖の先端は変えるしかない．

まさに生贄としての王殺しはこれだ．自然＝外部を探

索する杖（認識）の先端である王は，外部とのやりとり

をうまくできなくなったとき，代えられてしまう．そし

て不要となった杖の先端は，外部に投げ出されるしか

ない．すなわち，外部である豊穣の女神に捧げられるの

である．こうして王の交代は，生贄という形をとること

になる． 

果たして王は，フロンティアであり，知覚される具体

的個物だからこそ交換可能となる．領民は，王の外部を

感じているだけで認識できず，しかし能動的にこれを

探り続ける．王は絶えず豊穣のための儀式を神に対し

て行ったはずだ．それは能動的に，外部を探る行為に他

ならない．古代ヨーロッパのフロンティアは，局所的視

座を持つ者にとっての，能動的な探索針なのである． 

自然＝神＝外部に対し，人間にとっての認識の限界
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は，フロンティアであり続け，それが王のように具体的

形をとったとき，フロンティアの交代が行われた．ここ

で古代人は，自らの能力において限界を持ち，その限界

の向こう側を探りながら進もうとした点において自由

だった．局所的視座でありながら，探索できる外部が存

在したからだ． 

フロンティアではなくバウンダリーを我々の思考に

持ち込んだ者こそ，イエス・キリストではなかったか．

それは宗教者というに止まらず，我々の世界に対する

認識様式を劇的に変え，全てを俯瞰する大域的視点を

持ち込み，いずれ先にある科学的思考の原器を用意し

た．しかしその大域的思考，超越論的視座は，即，超越

者である神から帰結されるのではない．神は神話の世

界の神とは異なり，一切の具体性を持たないからだ． 

そうではなく，イエスの磔刑が，人間の罪に対する身

代わりとして実現された，という点において，人間はバ

ウンダリーを見出したと考えられる． 

人間はそれまで，自らの認識の限界以上に限界を知

らず，外的に制約されることはなかった．ところがイエ

スは，人間が原罪を有し，その身代わりとしてイエス自

身が死ぬことで，人間を罪によって封緘し，罪によって

境界付けたのである．それは人間にとってイエスとい

う外部からもたらされた，外的な制約であるが故に，境

界づけられた方はその外部を知っている．本当に知っ

ていたかどうかはわからない．しかし，イエス以前には

知っていたかもしれない世界の一部も含めて外部化さ

れたのである．向こう側を知っている．その意味におい

て，封緘された人間を囲む線は，フロンティアではなく，

バウンダリーなのである． 

囲われた内部にいる人間と，その外部を超越的に見

渡す神の視座は，とりあえず人間には窺い知れず，人間

には想像もできない．しかし人間は，囲われたこちら側

と，かすかに知っている（かもしれない）向こう側の両

者を知っていて，その間にある区別の線を認識したの

である．その区別の線は，だから，全体を見渡す視座と

は無関係に，バウンダリー足り得ると考えられる． 

バウンダリーの外部は，知ることが可能ではある領

域だが，原理的に知ることができない．黒く塗られた紙

面のイメージはそれを表している．存在が想定されて

いるにも関わらず，原理的にアクセスできないもの，そ

れがバウンダリーの外側である．だからそれは，不可知

という形式が具体的に与えられたという意味において，

アクセス不可能性を実体化する．この可知と不可知の

全体を俯瞰するという超越的視座は，ここから構想さ

れる．全体があらかじめあって，その分割線であるバウ

ンダリーが構想されるのではない．人間はあらかじめ

全体を知ることができないから．そうではなく，バウン

ダリーから外部を想像可能となり，全体を構想する．そ

こから超越者が想像可能となる，と考えられる． 

だから，バウンダリーのもたらす，不可知の実体化か

ら帰結される神は，その不可知性の度合いを変えるこ

とがない．それは極限概念のようにアクセス不可能だ

が実体である．これに対して，フロンティアからもたら

される神は，逃げ水のようにフロンティアのさらに先，

と想定され，フロンティアが変更され，こちら側がアッ

プデートされる度に，相対的にその向こう側に逃げて

いく．たとえ知識世界が拡大され，フロンティアの位置

が変更されようと，フロンティアの神は，その向こう側

へ移動してアクセス不可能となる．その不可知性は，絶

対的ではなく相対的である． 

不可知が絶対化され極限となるわかりやすい例が，

透視図法における消失点だ．無限遠の点はアクセス不

可能だが，画面の特定の位置として実体化されている．

アクセス不可能性がアクセス可能となる．それは網膜

が凹面であることを無視し，空間を等質的に見透かす

ことを仮定した理念的構築物である[パノフスキー 
2003；前川 2012]．これに対して，たとえば日本画にお

ける上下関係による遠近法は，近景を下に，遠景を上に

同じサイズで描き[桶田 2010]，無限遠は，紙面の無限遠

の上方に想定されることとなる．つまり神のアクセス

不可能性は，アクセス不可能なままとなる． 

フロンティアから想定される神は，アクセス不可能

な向こう側にいる．向こう側にいるというだけで実体

化されない神は，確信が持てず，拠り所となり得ない．

だから，フロンティアの神に対して，人間は，絶えず不

安を抱き，こちらからアクセスを試み続けることにな

る．ゆえに，それは能動的となる．対してバウンダリー

の神は，アクセス不可能性をアクセス可能にすること

で絶対神となり，不可知な超越者でありながら，存在を

信じることが可能となる．バウンダリーの神は拠り所

となり，人間はその啓示をただ待つことができる．ゆえ

に，それは受動的となる． 

キリスト教を経て，こちら側と向こう側の成す全体

というイメージが醸成され，既知・未知，真・偽といっ

た二元論へと鍛え上げられた．それは自然科学や論理

へと発展し，日本人を含め，現代人の認識・思考様式の

根底を成している[註 2]．現代のグローバル資本主義は，

二元論の全体を見渡し操作する論理を，大域的に適用

して発展したものだ．しかしそれは今や閉塞状況にあ

り，競争の中で人間は疲弊し切っている．人間は，本来

的に局所主義的視座しか持てず，仮想的に出現した大

域主義を，自ら感じる現実に，一致させることはできな
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い．その点，人間はフロンティアしか持てない．しかし

同時に，人間は何かを拠り所にできるかのように（実際

確実なものが存在する訳ではない）安心・安寧の中にい

たい．そのためには，バウンダリーの神に対してそうす

るように，外部からやってくるものをただ待ちたいの

である．局所主義的でありながら受動的という，フロン

ティアとバウンダリーの「いいとこ取り」が，我々には

必要なのである． 

 

4 人格的アニミータ 

第一，第二の補助線を援用しながら，「書き割り少女」

構想の基礎を成す，アニミータについて説明しよう．チ

リ，サンティアゴの乾いた街並みをタクシーの窓から

眺めていると，道路沿いに，犬小屋ほどの小さな家がと

ころどころ建っているのに気がつく．三角屋根の精巧

なミニチュアールの家もあれば，教会，ほこら，洞窟の

ようなもの，豪奢な装飾が施されたもの，大小様々な家

が，街中の道路沿いに建ち並んでいる．それらには文字

の刻まれたプレートが貼り付けてあったり，造花や生

花が手向けられていたり，繁茂した植物で覆われたり，

ぬいぐるみやおもちゃ，ペットボトル，ロザリオ，ロー

ソク足，肖像画，額入りの聖人の写真，聖人と思しき石

膏人形などの捧げ物が供えられている．これら小さな

家は，アニミータ（Animita）と呼ばれる． 

Animita という名前は，チリで用いられている表現で

あり，魂（ánima）に由来する．最も一般的に考えられ

ているプラスの説では，アニミータとは不慮の死や悲

劇的な死を遂げた人々の魂のために建てられる家であ

る[Plath 2012 (pp. 9-10)]．悲劇的な死を遂げた煉獄の魂

は，天国への道を見つけられず，苦行しさまよっている

と考えられている．アニミータは人間と魂の世界の中

間にあって，さまよう魂の寄り所となる[註 3]．アニミー

タは通常の墓とは異なり亡くなった場所に建てられる

ことが多い．不慮の死の真相は交通事故が多く，そのた

め今日，アニミータは道路沿いによく見られるのであ

る． 

本来 Animita の語が「死者の魂のために祈る所」[註
4；三原 1986 (p. 119)]という意味を持つように，大抵の

場合，死者の近親者などが定期的に祈りを捧げる．近親

者以外の一般人には関係がなく，不特定多数が参拝す

るようなものではない，こうした無人格なアニミータ

を，三原幸久は「impersonal なアニミータ」と呼ぶ．そ

れは，「ここに示されたものは近親者の死者に対する追

慕の情だけであり，それに応える死者の魂からの反応

はない」からであるとされる．一方で，無人格なアニ

ミータとは異なるアニミータも存在する．それが，人格

化されたアニミータであり，三原はこれを「personal な
アニミータ」と呼ぶ[三原 1986 (p. 121)]． 

1930 年，サンティアゴの San Borja 通りに，暴行を受

けて亡くなった少年のために Romualdito のアニミータ

は建てられた．サンティアゴで最も有名なこのアニ

ミータは，悲劇的な死に起因して，その悲劇の魂の並外

れた力（悲劇の度合い）が奇蹟を呼ぶとの民間信仰を生

み出し，今でも多くの参拝者が訪れる．しかし伝承され

ている死者の人格や死の状況は曖昧だ．死者は 17 歳

だったと言われているが，本当は 41 歳だったとされる．

精神障害のあった彼を人々が 17 歳の子供のように見て

いたため，誤って伝わっていったようである．死の真相

も類似点はあるものの，いくつかの異なる伝承がある．

最も認知されているこの死者の名前は Romualdo Ibáñez
で，他におよそ 18 の異なる名前を持ち親しまれている

が，本当の名前は Romualdo Ibani Z であり，この名はア

ニミータとは別に設置される一般墓地のプレートに記

されている．もはや祀られている死者の人格とは無関

係に信仰を集め，参拝者はそれぞれ異なる名で，同じア

ニミータを拝む．病からの回復などの恩恵を受けるた

めに，祈りを捧げロウソクの火を灯すのである．今日で

はサンティアゴだけでなく，チリのいくつかの州，さら

にはアルゼンチンなど海外にも多くの信者を持ってお

り，実際に恩恵を受けた信者からの感謝を刻んだプ

レート「Gracias Romualdito」が壁に大量に敷き詰められ

ている[Plath 2012 (pp. 39-48)]． 

このように，死者を偲ぶための印として建てられた

無人格なアニミータは，死者の魂が奇蹟を起こすと判

明するたびに，人々の崇拝の対象となる．そして魂が，

信者の祈りと捧げ物に特別な好意を持って応え始めた

とき，信者と聖女やキリストなどの聖人とを仲介し，恩

恵をもたらすことになる[Plath 2012 (pp. 18-20)]．人々が

神への信仰の一部として悲劇的な魂を超えてアニミー

タを神聖化する時，人格的なアニミータとなるのであ

る．すなわち死者や死が，まるで加熱された料理酒のよ

うに飛んでアニミータに変化し，アニミータは身体を

持つのである[註 5]． 

 

5 書き割り少女としてのアニミータ 

人格化されたアニミータに祀られた死者には女性が

多い．心臓発作で亡くなった時に結婚しようとしてい

た１７歳の少女 Orlita のアニミータは，サンティアゴで

は愛のアニミータとして有名であり，父親に依頼され

た 17 歳の少年によって殺害された 14 歳の少女

Malvinita のアニミータ，また，チリとの国境に近いア

ルゼンチンの Difunta Correa のアニミータは，交通事故
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で亡くなった母親の乳房から子供が乳を飲み生きなが

らえたとされる奇蹟もあいまって，人々に様々な恩恵

をもたらしてきた聖女として広く信仰されている[Plath 
2012 (pp. 58-59; pp. 74-80; pp. 309-311)]．こうした背景に

は，「無抵抗な少女などの弱者，病者，迫害された者の

魂であるから神に嘉され，神の恩恵を仲介できるので

はないか」というカトリック的解釈がなされている[三
原 1986 (p. 122)]．そこで本論では歴史的，文化人類学

的解釈に加えて，アニミータを藝術の問題として，アニ

ミータの潜勢力に，脱創造の仕組みを捉えてみたい．つ

まり，アニミータを，日本画の写実技術として用いられ

てきた書き割りの身体を持つ少女＝「書き割り少女」と

して捉えてみるのである． 

日本の美意識，とりわけ日本画は，古くから，「受動

的にしか実現できないことを能動的に表明する」技術

を育んできた．それは，琳派が描いてきたような，舞台

の背景として使われるような書き割りの平面的な山々

だ．今日では日本画においても立体視による透視図法

が取り入れられ，遠近法を絵画平面上に構成した物の

見方が一般的だが，かつての日本の絵画表現において

は，透視図法による絵画表現は，普及に至っていない．

西欧，つまり科学の勃興によって得られた現代に至る

一般的な写実主義は，高階秀爾によれば「一定の視点か

らの人間との位置関係，すなわち人間と外界との距離

を測定することによって成立するものである」．これに

対し古来の日本の写実主義は「つねに視点と対象との

距離を無視することによって」成り立っていたとされ

る[高階 1986 (p. 183)]．つまり，自然に“対する”人間

がいなかったのである．おそらくこのような生命観が，

書き割りの山という独特の手法を導き出してきたのだ

ろう． 

透視図法は，線遠近法とも呼ばれ，絵画の二次元の平

面空間の地平線上に消失点を設定することで三次元的

な遠近感を生じさせる手法である．しかし，見えない向

こう側，外部を，消失点として空間上に結んだ途端，外

部は「こちら側のもの＝収束点」として実体化され，視

界が世界の全てとなる．アキレスと亀のような見かけ

上の消失点に収束し世界を見渡す（理解する）と宣言す

ることは，消失点の向こう側，視界の向こう側を問題に

していないのである[郡司 2019a (p. 94-100)；中村 2018 
(p. 178)]．知覚できない向こう側は，世界と観測者の関

係を固定した制度においては決して現れない．向こう

側は，世界の中で相対的な視座しか持てない観測者だ

けが感じるものである[パノフスキー 2003；前川 2012]．
それは定型者である我々には極めて難しいものの，前

川は，自閉症者が箱庭においてそれを表現し得た例に

ついて報告している[前川 2017]. 

 
Fig. 2 中村恭子筆《花喰鳥を待つ》一幅，絹本彩色，

152×50 cm，2018 年 

他方，抽象的でありながら現実の風景を成す一枚の

板のような日本画の山の連なりは，裏側が無く有限で

断ち切る積極性によって，こちら側と向こう側との排

他性を無効化し，絵画空間に見渡せない外部，知覚でき

ないにも関わらず存在する向こう側それ自体の実在を

潜在させる[中村 2018 (p. 178)]． 

むしろ見渡さない，外部を描かず，決して外部に手を

つけない，という能動的受動性は，脱創造としての創造

行為が発揮する潜勢力なのである．こちらと向こう側

を絶壁で割り，向こうに潜在するものの来訪をひたす

ら「待つ」（Fig. 2）[註 6；中村 2018 (p. 180-186)]，その

ような潜勢力を，作家自身だけでなく，絵画の観賞者に

も発揮させる．書き割りは，そのような外部を呼び込む

装置なのである．その意味で書き割りは，フロンティア

のように，局所的視座を持って，外部を知覚できない向
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こう側と想定しながら，バウンダリーのように向こう

側からの到来を待つという，能動的受動性を体現して

いると考えられる． 

話をアニミータに戻そう．身体を持ったアニミータ

とは特異な例に聞こえるが，そもそも我々はどのよう

にして身体を持つのだろうか．これを描く行為におい

て検討してみる．例えば我々は幼児の頃から何かを確

かめるように，繰り返し線を引く．少し成長すると，画

面に地面として引かれた横線の上に人や家屋などを真

横（側面）から見て並べた絵を描くようになることが多

い．著者の一人である中村もそのような絵を描いた記

憶がある．しかし当時，机上のりんごの絵であるが，机

を示す横線が，りんごの頭上に引かれた表現を見て大

変驚いた思い出がある．それは空間がねじれているわ

けではなく，三次元的空間に描かれた机の稜線である．

りんごを取り巻く地と図の関係，外部との関係，ひいて

は「わたし」の身体やわたしの置かれた世界が，一本の

線だけでも見えてくるのである． 

平生，自分の身体は，理念的で抽象的な点であり，空

間の中で大きさがなく，意識しないものだ．認識するの

はいつも外にあるものだけである．箕浦らは，締め付け

器という身体を挟み圧力を加える装置によって，人間

が無意識に感じる「個人的縄張り空間」が変化すること

を実験的に示している[Minoura 2019；Minoura 2020]．締

め付け器は元々，自ら自閉症者であるグランディンに

よって考案され，自閉症者が他者との共感を取り戻す

効果を持つと考えられている．箕浦らは，とりわけ抽象

的で大きさを持たない身体が，圧力によって動けなく

なり，「制御できない身体＝他者の身体」となることで，

初めて「身体」として獲得されると論じている[Minoura 
2019；Minoura 2020]． 

空間に線を引くことも，身体に圧力をかけることと

同じではないか．空間を断ち切ることで，圧迫された

「こちら側」を，身体のように体感することになる．線

を引くとことは，「わたし」を認識する痛みであると言

える．成長の過程で立体視が獲得された刹那，視界の向

こう側は決して現れず，生活において疑いの余地なく

地と図の排他的関係は維持される．しかし時折，線の痛

みのような体験が，この排他性を無効にし，「わたし」

の身体を書き割りにして「わたし」に外部を潜在させる

ことで，「わたし」をもたらすのだと言える． 

それこそがアニミータの核心ではなかろうか．アニ

ミータそれ自体は大きさのある身体を持たず，設置当

初は死者を偲ぶための空ろな家であった．しかし死者

の壮絶な死の事実と，参拝者の求める個人的な恩恵と

の排他性が無効化されることで，潜在する外部を通じ

て，アニミータは身体を持ち人格化される．アニミータ

は，依然として空ろであり，ペラペラの書き割りの身で

あり，ただ建っているにすぎず，アニミータ自体に，直

接的に恩恵をもたらすような創造性・能動性はない．参

拝者は，ひたすらアニミータの前で祈り，待つのだ．こ

うして潜勢力だけを，むしろ潜勢力こそを，その身にお

いて発揮する空虚な坩堝となったアニミータは，書き

割りの聖女化された脱創造としての実在なのだと考え

られる． 

「書き割り少女」が外部を召喚する装置＝天然知能

であることは，「書き割り」が一般的に知覚できない外

部を示唆する点からも理解できるが，書き割りの身体

化については，未だ謎に留まっている．すなわち，個人

の死と，それを悼む参拝者の関係の無効化こそがアニ

ミータの身体化を促すというのは，どのような過程な

のか，という謎である．すなわちそれは，アニミータが，

局所的視座におけるフロンティアでありながら，バウ

ンダリー的外部に認められる「待つ」という受動性を発

揮できる謎でもある．それはフロンティアが，具体的に

知覚される王であるのに対し，アニミータではそれが

失われる点にヒントがある． 

無人格アニミータと人格的アニミータとの差異が，

この問題に対する解答となるだろう．通常の個人の不

慮の死は，多くの場合，無人格アニミータに留まり，亡

くなった個人との関係が切られることはない．つまり

アニミータは個人の墓碑としての役割から離れること

はなく，それ自体が人格を持つことはない．ではどのよ

うな死が，人格的アニミータとなるのか．それは，非業

の死を遂げた場合なのである．年齢を間違えられるほ

どの精神障害を持った男性が暴行されて死ぬといった

非業の死．父親に依頼された 17 歳の少年によって殺害

された 14 歳の少女のような残酷な死．このような死が，

人格的アニミータとなるのである． 

おそらくその理由は，あまりに残酷で悲惨な死に

よって，死んだ個人の一生が蒸発することに求められ

るのではないだろうか．通常の死，止むを得ない病死や

老衰などにおいては，その死よりも，その死に至るまで

の一生，その人がどう生きたか，こそが，墓標の指し示

す意味となるだろう．平凡な（しかし当事者にとって平

凡であることはない）交通事故死のようなアニミータ

は，こうして個人の生と接続することで，無人格アニ

ミータに留まる． 

これに対して，非業の死は，あまりに痛ましいその死

に方によってだけ，人々に記憶される．人生それ自体は

ほとんど忘れられ，死のみがアクセス可能となる．それ

はさらに加速し，ほとんどの人がその死のエピソード
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さえ忘れかける．この時，アニミータは，生きた個人と

の関係を徹底して失うことで，空虚な坩堝になり，「が

らんどう」になり，外部を纏い，身体化し，人格的アニ

ミータとなる． 

ラフカディオ・ハーンの短編『かけひき』[ハーン 
1965]は，最後の瞬間によって，そこに至る全てが蒸発

する，というエピソードを鮮やかに描いている．無実の

罪で死罪にされたと主張する男が，斬首を前に，死後，

そこに居合わせた役人一同を呪い殺すと息巻く．それ

を聞いた奉行は，それならその証拠を見せろ，切られた

首でそのまま転がっていって，そこにある庭石に噛み

付いてみろ，というのである．それを聞いた男は，おう，

やってやろうと答え，果たして切られた首は，転がって

いって庭石に噛み付くのである．大いに恐れ慌てふた

めく下級役人に対し，奉行は落ち着いてこう言う．「大

丈夫．この男は死ぬ直前，「石を噛もう，石を噛もう」

の一念で首を切られ，石に噛み付いた．こいつにはみん

なを呪い殺そうなんて考えは少しも，残っちゃいない」．

最後の一瞬で，それまでの一切が蒸発したのである． 

つまりアニミータは，非業の死によって，個人の生涯

を蒸発させ，空虚な書き割りとなることで，外部を召喚

し，身体化すると考えられる．それはフロンティアであ

りながら，徹底した無効化・空虚化によって，知覚可能

なフロンティア自体から意味を剥奪する．だから，交換

可能なかつての王とは違い，向こう側を待つ装置足り

得るのである． 

 

6 澎湃する書き割り少女 

書き割り少女を，たくさん見たことがある．中村が女

子大学の授業で担当した女子学生らは，特に奥深いも

のを匂わせることはなく，自己主張がなく，かといって

ただの無知でもなく，類型的で徹底して薄いペラペラ

した集まりのように見えながら，なおざりにはできな

い惹きつける何かがあった．それは浄瑠璃や歌舞伎に

おいて，近松門左衛門が人間を類性によって把握して

いたとされる解釈[東 2008 (pp. 13-17)]に近いと考えら

れる．東晴美によれば，演劇におけるリアリティーにお

いて，「元禄の芸談のほとんどが「真正をうつす」点に

触れている」のに対し，近松は「真正をうつさない，つ

まり「虚」の事例に触れている」とされる．そして「近

世演劇において「うつり」の良さは，「情」の表現にお

いて発揮」され，近松は，人間の「情」すなわちリアリ

ティーを，「登場人物を将棋の駒のように扱う類型的な

理解」で捉えていたと東は説く．人物像に作り込んだ性

格の構造を持たせてそれを全面化することは，前述の

猫の定義を全面化するようなことである．対して，演劇

人が扱おうとしたのは，類型的な周辺に微妙な輪郭を

与え，類型的なものの向こうをつないで多重な人格を

立ち上げんとする，潜勢力であったのではないか．これ

は，まさに空虚なアニミータが身体を持つ脱創造的手

法にほかならないのではないだろうか． 

むしろ東の説く近松の類型を，田中順の類型[田中

2007]によって解釈することが，近松演劇の実相を照ら

すのではないだろうか．通常，類型とは，個別的な個物

から抽出された一般的属性であり，静的に個物群の全

体を規定するものだ．これに対して田中は，類型を，個

物の集まりと完全に等価でないが故に，個物から類型

を抽出し，類型を個物に適用して類型を変更するよう

なダイナミックな過程の全体を包摂した概念として，

類型と言っていると考えられる．この意味で，「登場人

物に対する類型的な理解」を解釈するなら，それはまさ

にアニミータを構想する脱創造的手法と考えられるの

である． 

このように，徹底して一見深みのないように見える

女学生の集まり，類型性にこそ，潜在するもの＝外部を

見いだすことができる．「虚」である女子学生ら一人一

人が，書き割りの身体のその絶壁に，外部と接していた

のである． 

書き割りの少女が澎湃するイメージは，シュオブの

「見つかるとすぐに見失われるモネルの姉妹たち」

[シュオブ 1977]や阿部日奈子の「女の子の名前はみん

なオーレンカ」[阿部 2001]に，少女の類型的表現として

の先取性が見られる．シュオブの小説は，利己的な娘，

官能的な娘，倒錯的な娘，裏切られた娘，野生の娘，忠

実な娘，運命を負った娘，夢想する娘，願いを叶えられ

た娘，非情な娘，自分を犠牲にした娘などからなるモネ

ルの姉妹たちの物語である．「これは私であって，私で

はないの」と，いささか格言めいた哲学的な言葉を発す

るモネルは，生身の身体を持つものでもあり，無知な少

女でもあり，しかし空ろな存在だ．そして，「私を忘れ

なさい，そうすれば私は取り戻されるでしょう」と，モ

ネルは消え，モネルの姉妹たちが立ち上がる．モネルは，

あらゆる全ての少女の類型＝「姉妹たち」なのである．

また，阿部日奈子は，より身近な視点で類型姉妹たちを

描き出す．「こちたきほど魅力爆発のオーレンカ」を，

老残の風雲児や風まかせの鳥刺しなどのたくさんの男

たちが求愛し共有する．誰に対しても愛し返す少女の

名前はみんなオーレンカで，「影のない」彼女たちは増

え続ける．さながら感謝のプレートをいっぱいに集め

るアニミータのごとく，オーレンカは求愛を引き受け

るうちにヴィヴィッドに実在足らしめられる．これら

書き割り少女の氾濫には，人格化されたアニミータに
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女性が多い理由を覗かせる．つまり人格化されたアニ

ミータに女性を見るのは，それが，外部に対する（向か

え打つ）男性的思考を超越した能動的受動性を，「女性」

性にこそ捉えることができるからではないだろうか．

西欧で脈々と受け継がれ，現代人の主情に深く根ざし

ている L’ eternal feminine（永遠に女性的なるもの）は，

対象を女性化し，目前にあるものに人間的品性に対す

る価値観を与えることで女性的汎神論ともいうべき美

的概念を大いに高らしめた[小泉 1990 (pp. 31-63)]．しか

し一方で，消失点を結ぶが如く擬人化されたその審美

能力は，背後に潜在するあまたの「女性的でない」と捨

象されるものに無感覚である．本論で目論むアニミー

タの「少女」とは，あらゆる視中心を通って引かれる線

上の傾向をことさら避け，女性的なるものの永遠性に

規定されることを器用に回避し，男性でも女性でもな

く，中性とも言えない，無数の「むしろ女性」という可

能性だけを秘めた存在，書き割りなのである．そのよう

な書き割りの「むしろ女性」程度の「少女」だからこそ，

遠近法による空想の産物では決して見ることができな

い，今現にあるものを映し出すことができる．それは異

質でありながらも，全ての人が個別のあらゆる自然の

目前で認められる類型の姿である．それが，アニミータ

を広く信仰させ，個々に幸福な生を実現しているのだ

ろう．中村は現在，類型化された女性像における脱創造

的意味の深化を，書き割り少女としてのアニミータの

形成に捉え，藝術的実装を目指している（Fig. 3）．それ

を「書き割り少女」の絵画的実践として，完成させるこ

とが，本稿の結論でもある．しかし絵画制作の実践はま

だ途上であり，それを踏まえた新しい少女論の構想（例

えば，なぜキリストではなく書き割り少女でないとだ

めなのかといった諸問題）も，今後展開していく予定で

ある． 

 

7 おわりに 

物の内部にその本性が内在することを求め，様々な

物の組み合わせによって，すべてのものが創造できる

とする錬金術的思考は，全てはデータ化され，データの

組み合わせによって，全てを創造できるとする人工知

能の思想によって現代に蘇った．しかし，物自体の成立

は本来，世界と切り離せず，存在とは生成であって，そ

れ自体の外部の力無くして成立しない．我々は，この外

部を召喚するという思考を，新たな知として鍛え上げ

るために，異質なものの接続によってこそ成立する藝

術の知を，ここで「書き割り少女」として構想した． 

書き割り少女の基礎をなすものが，人格化（＝身体化）

された書き割りと解釈される，アニミータである．アニ 

 

Fig. 3 書き割り少女としてのアニミータ. 左上・右上

中下： アニミータたちのためのエスキース no. 
1, 7, 4（部分）. 左下： 人格的アニミータとし

て身体化したセルクナム Onita Tanu のためのエ

スキース no. 2. 

ミータは，個人の墓標でありながら，時に個人との関係

を剥奪され，空虚なものとなる．この時初めてアニミー

タは，より普遍的な神性を帯びることになる．それは，

アニミータ自身が徹底して空虚なものとなることで，

外部を召喚する装置となり実現されたと考えられる． 

アニミータの意義を明らかにするため，ここでは，潜

勢力とフロンティア，バウンダリーの議論を導入した．

アニミータにおける，死んだ個人とこれを参拝する者

の関係の無効化は，その間に大きなギャップを開き，潜

勢力をもたらす．さらに，死んだ個人と参拝する者を徹

底して脱色し宙吊りにすることで，向こう側を示唆す

るフロンティアでありながら，フロンティア自体の固

有性が消え，向こう側を待つバウンダリーの性格がも

たらされることになる．これらの議論によって，局所的

視座を持ちながら，向こう側を待つ装置の困難さと，逆

に「書き割り少女」の意義とを明確にすることができた，

と考えられる． 

藝術の知として実装される「書き割り少女」は，モレ

ルの姉妹やオーレンカといった文学や詩にもすでに見

いだせるだろう．それは，空虚で類型化された女性の中
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にこそ，積極的に外部を待つ能動的受動性が認められ

ることを示すものと言える．この論考自体が，「書き割

り少女」の絵画的実装の一部を成し，制作過程であると

同時に，論考として完成されている．それこそが，外部

からの召喚を作品と考える藝術の在り方でもある．そ

してこの藝術の在り方こそが，徹底して外部を待つ態

度，共創における我々の態度と考えられる． 
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[註1] その意味で脱創造は，一見，現在の人工生命の発想にも整合的

に思われる．しかし内部にその本質を想定できない空虚なもの，

によって実現することこそ脱創造の根幹であり，例えば質料で

はなく形相に本質を求めた上で，ここから生命の創造を構想す

る人工知能とは，本質論者か否かの点において決定的に異なる． 
[註2] 例えば，カオス力学系を通して複雑系や知性を研究する非線形

科学のジョン・キャスティは，数学者にしてカトリックの僧正

である．キリスト教的自然観の拡張・深化が，自らの現代科学

観であると唱える．現代科学は，まさにキリスト教的知の延長

線上にある． 
[註3] Letelier, J. C. (Universidad de Chile, Professor) 個人談. 
[註4] Animitaはánimaという語にチリやアルゼンチンで頻用される縮

小辞diminutivoをつけた形で「死者の魂のために祈る所」の意味

を持つ． 
[註5] 同様の恩恵の体験をしたことがある．中村の父方の祖父が亡く

なった際，火葬場で，親戚が20枚ほどの10円玉を棺に入れた．

北海道の彼らの地域では，燃え残った10円玉はご利益があるの

だという．まるで宝探しのように，棺の遺灰から幸福の硬貨を

見つけては盛り上がっていた．祖父の死も人格化され恩恵をも

たらすものになったのだろう． 
[註6] 花喰鳥文様は，どこからか花やリボンや玉を咥えて飛んでくる

吉兆文様である．描かれた花喰鳥は外部の徴をもたらす使者で

あり，これを待つとする態度を示している．

 


