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はじめに 

研究旅行の目的・本論の主題について 

 人間が思考しうる概念のうち、筆舌に尽くし難いもののひとつとして〈聖性〉がある。聖性とは、一般

に宗教があらわすような抽象的で感覚を超えたものであり、その語の曖昧さから厳密には定義することが

できない概念である。 

　しかし、聖性は人間存在に太古から作用し続けているのではないだろうか。フランスの哲学者・ジョ

ルジュ・バタイユ（Georges Bataille, 1897-1962）は、総合的かつ根源的に聖性の思想を展開し、現代

への思考の切り口として聖性を生涯語り続けることに挑んだ。また、彼は聖性の甘美でありながら野蛮で

醜く矛盾した二面性を語った貴重な人物でもあり、聖性の本質に近づくうえで避けて通ることができない

人物なのである。

　この度の研究旅行では、バタイユが目撃した聖性の現場を実際に訪れることにより、彼の聖性への思想

の一端を明らかにすることを目的とする。特に、晩年のバタイユは芸術を宗教などに代わる至高性を有す

るものだとし、現代における聖性は芸術に宿ると考えた。そのため、彼の著書における芸術論三題・『ラ

ンスの大聖堂1』 、『ラスコーの壁画2』 、『沈黙の絵画――マネ論3』 を主要な題材とし、それぞれの

土地へと今回の研究旅行で調査を行った。これら三題への分析を実際の報告を交えて行うことにより、バ

タイユがなぜ聖性に魅了され、聖性が現代を解き明かす糸口になりうると考えたのかを考察することを主

題とする。

 

目的地 

フランス ランス、モンティニャック、レゼイジー、パリ 

1 ジョルジュ・バタイユ『ランスの大聖堂』(酒井健訳)、みすず書房、1998年。 
2 ジョルジュ・バタイユ『ラスコーの壁画』(出口裕弘訳)、二見書房、1975 年。 
3 ジョルジュ・バタイユ『沈黙の絵画』(宮川淳訳)、二見書房、1972 年。 
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旅行日程 

出発日 2014 年 8 月２日 

帰着日 2014 年 8月 13 日 

旅行日数（発着日含む） 

12 日間 

日付 行先・滞在地 日程内容 

8/2(土) 

第 1 日目 

福岡-羽田 21:00 AF8183 AIR FRANCE – 22:40 東京にて宿泊 

8/3(日) 

第 2 日目 

羽田-CDG 

CDG-Paris Est 

Paris Est-Reims 

07:35 AF0279 AIR FRANCE – 13:20 シャルル・ド・ゴール空港着 

ターミナル２からバスでパリ東駅着 

17:28 Paris Est – 18:10 Reims TGV ランスにて宿泊 

8/4(月) 

第 3 日目 

Reims-Paris Est 

Paris 

ノートルダム大聖堂などの見学

17:15 Reims – 18:01 Paris Est TGV メトロで移動しパリにて宿泊 

8/5(火) 

第 4 日目 

Paris Austerlitz 

– Condat le

lardin -

Montignac 

6:42 Paris Austerlitz – 10:57 Brive la Gaillard 

11:22 同駅出発 – 11:41 Condat le lardin TGV 

同駅から交通機関ないため10kmほどをタクシーでMontignacまで移動 

翌日のラスコーII のチケット予約後モンティニャックにて宿泊 

8/6(水) 

第 5 日目 

Condat le lardin 

– Les eyzies

ラスコーII の見学 

モンティニャックからタクシーで Condat le lardin 駅まで移動 

17:26 Condat le lardin – 17:49 Niversac  

18:41 同駅出発 – 19:04 Les eyzies TGV レ・ゼイジーにて宿泊 

8/7(木) 

第 6 日目 

Les eyzies –  

Paris Austerlitz 

Paris 

フォン・ド・ゴーム洞窟の見学

12:57 Les eyzies – 13:28 Perigueux 

14:02 同駅出発 – 14:59 Cimoges Benedicti  

16:06 同駅出発 – 19:08 Paris Austerlitz TGV パリにて宿泊 

8/8(金) 

第 7 日目 

Paris ルーブル美術館の見学

8/9(土) 

第 8 日目 

Paris オルセー美術館の見学

8/10(日) 

第 9 日目 

Paris 国立図書館の見学・蔵書閲覧

8/11(月) 

第 10 日目 

Paris 予備日

8/12(火) 

第 11 日目 

CDG-羽田 10:50 AF0272 AIR FRANCE – 06:00(8/13) 羽田空港着 

8/13(水) 

第 12 日目 

羽田-福岡 08:25 JL0305 JAPAN AIRLINES – 10:10 福岡空港着 
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１． ランスの大聖堂 

 フランスのパリから北に 140 キロほど幾重もの丘を越えた先に、シャンパンの産地で有名なランス4と

いう街がある。かつて、フランスの国王の戴冠式が行われたノートルダム大聖堂が街の中心にあり、家々

が建ち複雑に入り組んだ小道からでさえも、ゴシック建築特有の大聖堂の尖頭型の塔を見ることができる。 

ランスのノートルダム大聖堂は、フランスの盛期ゴシック建築の傑作と称される優美な教会である（図

１）。外観には多くの彫像があしらわれ、控え壁と呼ばれる華奢な大聖堂を水平方向に支えるいくつもの構

造体が、外観に荘厳なたたずまいを感じさせている。また、聖堂内はステンドグラスやガラス窓により極

めて明るく、霞むように高い尖頭アーチ5や高さのある大聖堂を支える細い柱は、石造りであることを忘れ

させ、体が宙に浮いたような上昇感を体感させられる（図 2-1、2-2、2-3）。 

ジョルジュ・バタイユは、ランスから 500 キロほど南にあるフランス中部オーヴェルニュ地方のビヨン

という町で生まれた。バタイユは第一次世界大戦勃発後の 1914 年にランスの大聖堂でカトリックに入信

し、後の 1922 年頃には信仰を棄てている。しかし、聖堂内で神へと祈りを捧げる中、青年期のバタイユ

は生涯思考するに至る聖なるものと出会い、処女作である『ランスの大聖堂』を執筆することになる。バ

タイユは棄教後、徹底的な無神論者であったが、彼においてのランスのノートルダム大聖堂とは聖なるも

のへと開かれる端緒であったのではないだろうか。 

青年期バタイユの信仰と聖性への初期的な熱狂 

 原題『Notre-Dame de Rheims』は 1918 年、バタイユが 21 歳の時に小都市サン・フルール6の印刷所

から出版された 6 ページあまりの小冊子だ。バタイユは存命中この作品の存在を黙秘し続け、死後にガリ

マール社から全集 I 巻の二版で出版された。彼がこの実質的な処女作を黙秘した理由には、無神論者であっ

た彼とは矛盾する青年期の熱狂的な信仰が関わっているのではないかと考えられている7。 

 『ランスの大聖堂』は、彼サン・フルール神学校の寄宿生の時期に出版されたものであり、第一次世界

大戦で疲弊したオート・オーヴェルニュ地方8の若者へ宛てた敬虔で情熱的な激励である。作中では、大聖

堂や神に象徴される光と大戦における苦痛や暗闇の対比がされており、実際に大聖堂を歩いた時と同じよ

うな精神の浮遊感や上昇感を読み取ることができる。 

大聖堂は、その熱狂的な上昇感においてあまりに気高く崇高であるため、人を死の汚れの餌食には

させておかないのだ。大聖堂は、自分の周囲の死者たちに向け、あなた方は光のなかに埋葬されてい

る、と叫んでいる。〔……〕私が君たちのために喚起した光は輝きを失ったのではなく、苦痛と不安

によって変容したのである9。 

4 ランス(Reims)、フランス北部シャンパーニュ・アルデンヌ地域圏最大の都市。 
5 ふたつの円弧を組み合わせて造る、頂部のとがったアーチ。ゴシック建築の重要な特徴の一つ。 
6 フランスの中南部、カンタル県の副県都であり商業的中心地。１５世紀起源の町である。 
7 ミシェル・シュリヤ 『Ｇ・バタイユ伝㊤1897～1936』（西谷修、中沢信一、川竹英克訳）、河出書房新社、1991 年、46頁参照。 
8 フランスの中南部の地域。サン・フルールもこの地域に含まれる。 
9 ジョルジュ・バタイユ 『ランスの大聖堂』（酒井健訳）、みすず書房、1998年、16 頁。 
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大聖堂の外では、戦争の勃発後すぐにドイツ軍の進軍の足音がランスに近づいていた。バタイユは洗礼

を受けた後、戦争により最前線となったランスを去るまでの間、聖堂内でステンドグラスからの光に埋も

れながら祈り、瞑想し、神との交流を行っていただろう。戦争による疲弊や不安を越えての神への瞑想は、

光のような浮遊感や精神の上昇感を与え、脱自の恍惚を――つまり、聖なるものを――彼にまみえさせた

に違いない。人間の内奥に作用する恍惚の状態は、キリスト教を棄教した後にも彼の初期的な聖性として

その後の思想に影響を与えているのではないだろうか。 

 私のいう内的体験とは、通常、神秘的体験と呼ばれているもの、すなわち、恍惚の、法悦の、少な

くとも沈思のもたらす感動の状態を意味するものである。ただ、私の考えているのは、今日まで人々

の固執してきた信仰告白の体験ではなくて、赤裸の体験、いかなる信仰告白にも縛られず、またそこ

に源泉を持つこともないような体験なのである10。 

 上記引用は、1943 年にガリマール書店から出版した『内的体験』の「教義的隷属（および神秘主義）批

判」の冒頭で語られたものである。 

内的体験や神秘体験といった恍惚の状態は、人間の精神に作用する超感覚的なもの、つまり聖性を感知

させる土台となるような体験である。バタイユが重要視する赤裸の体験とは、何ものにも縛られていない

恍惚の状態がもたらす聖性そのものである。 

だが、『ランスの大聖堂』において語られている内的体験とは、神との合一によって自我を超越した宗教

的な恍惚の状態であり、神によって限定された体験だ。青年期のバタイユがランスのノートルダム大聖堂

で特に惹かれたステンドグラスからの光(図 3)とは、神の被造物としての意味が込められた光であり、神

との交流や統合として象徴される宗教的な光である。青年期のバタイユが体験した恍惚の状態とは、『内的

体験』で指すような本来的な感動の状態とは異なっているだろう。しかし、その宗教的な内的体験の構造

の内に、自我の超越という聖性を感知するための状態の志向性が存在しており、その志向性は赤裸の体験

と共通するものではないだろうか。 

バタイユの初期的な聖性の体験は、本来的な恍惚のなかで出会ったものではないだろうが、自我の超越

という志向性をもつ体験のなかで見出され、『ランスの大聖堂』が処女作品であるとともに熱狂的な聖性へ

の表明であるのではないだろうか。 

２．ラスコーと周辺の洞窟壁画群

フランスの南西部、ドルドーニュ県にあるモンティニャック（図 4）という小さな町にラスコーの洞窟

壁画はある。モンティニャックの町にはドルドーニュ川の支流であるベゼール川が流れているが、このベ

ゼール川に沿った地域には多くの旧石器時代の遺跡や壁画が残っている（図５）。 

現在ラスコーの洞窟壁画は、二酸化炭素などによる劣化のため 1963 年以降から一般公開を行っておら

10 ジョルジュ・バタイユ 『内的体験』（出口裕弘訳）、現代思潮社、1991年、19 頁。 
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ず、ラスコーII や Le THOT という忠実に再現されたレプリカで一般に公開している。バタイユの著書『ラ

スコーの壁画』11ではその他の洞窟壁画を主題的に扱っていないが、このようなラスコーの特殊な事情に

より、実際に公開されているベゼール川沿いのレ・ゼイジーという町にあるラスコーと同様の彩色壁画で

あるフォンドゴーム洞窟も訪れることに変更し、ラスコーの洞窟壁画群として報告をまとめることにす

る。 

芸術への欲望と生誕、表象への渇望 

 ラスコーの洞窟は、小高い丘の上の木々の間でひっそりと現代においても存在している。南フランス特

有の強い日差しも木々の中までは届かず、洞窟の周辺はひんやりとした空気で、ベゼール川が流れる町の

中心部とは徒歩 30 分ほどの距離しか離れてはいないが、日常とは離れた異空間に来た印象をうける。 

1940 年 9 月 12 日の木曜日、当時モンティニャック村に住んでいた少年たちの探検によってラスコーの

洞窟壁画は発見された。先史学においてラスコーは、後期旧石器時代というおおよそ 3 万年前から 1 万 5

千年前にホモ・サピエンスによって描かれたとされている。 

ヴェゼール渓谷のモンティニャック村から二キロの距離にあるラスコー洞窟は、壁画を持つ先史時代

洞窟のうち、もっとも美しく、またもっとも豊かな洞窟であるが、ことはそれだけに止まらない。そ

れは人間と芸術に関する、始原期から私たちのもとにまで達したはじめての有形の徴でもあるのだ12。 

バタイユは『ラスコーの壁画』を執筆するにあたり実際に洞窟内に訪れており、群を抜いた良好な保存

状態から他の洞窟壁画とは例外的であると考えていた13。確かに、バタイユがラスコーの洞窟壁画を訪れ

た当時の写真では、同時期の彩色洞窟壁画に比べ鮮やかな発色を未だ残しており、上記引用でバタイユが

ラスコーを賛美するように、美しく、豊かな洞窟であることに間違いはないだろう（図 6-1、6-2）。 

ラスコーをはじめとしたベゼール渓谷に点在する洞窟や岩場の周辺には、新人に分類されるホモ・サピ

エンスのほかに、旧石器時代中期から繁栄していた旧人に分類されるネアンデルタール人がいたとされて

いる。ホモ・サピエンスは、ネアンデルタール人と同様に道具を作り、使用し、そして埋葬の習慣も存在

し、岩場や洞窟の壁画を描いた張本人だとされている14。彼らの遺した作品群からは、現在残っている洞

窟や岩場の壁画の数だけでなく、その執拗な表現から表象する欲望を読み取ることができる。 

ラスコーやフォン・ド・ゴーム洞窟の壁画で描かれているものは動物がほとんどであり、特にラスコー

においては馬やバイソン、原牛15、牛、牡鹿、アイベックスなど様々な種類の動物が生き生きと洞窟内に

描かれている16。彼らホモ・サピエンスは洞窟や岩場などの形を利用して壁に線描や色彩などの装飾を施

11 原題は『LA PEINTURE PRÉHISTORIQUE LASCAUX OU LA NAISSANCE DE L’ART（先史時代の絵画、ラスコーまたは芸術の誕

生）』、1955年にジュネーヴのスキラ社から出版された。 
12 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、17頁。 
13 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、11-12 頁参照。 
14 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、61頁。 
15 家畜牛の祖先種。当時の人々の狩猟の対象であった。 
16 Norbert Aujoulat, The Splendour of LASCAUX; Rediscovering the Greatest Treasure of Prehistoric Art, (London, the United 

Kingdam: Thames&Hudson Ltd, 2005, Martin Street translated), p. 65. 



7 

し（図７）、その迫力は当時の動物たちの生命力を伝えるものがある。さらに、これらの壁画の上に重ね

るようにして線描や岩肌を削った線を執拗に描いており、彼らのこころに湧く芸術への欲望や幾重もの線

を狂気的に重ねる行為の中で恍惚の状態を感じとることができる（図８）。

また、特筆するべき点として、彼らは描いた動物の近く、もしくはその描いたものの上に抽象的なマー

クを残しており、それは動物のすべてにあるわけではないが、同じ形の象徴的なマークが同じ壁画の中の

他の動物壁画に残されていることが分かっている（図 9-1、9-2）。このマークは、現在様々な議論がある

が、ホモ・サピエンスが残したサインではないかと考えられている17。 

彼らホモ・サピエンスがこのように複雑で豊かな壁画を描いたことは、まぎれもなく彼らに創造の能力

があることを示している。そして、これらの壁画群は、描かれている対象への彼らの内在的なものの表れ

であり、複雑な線描の重なりや色彩の表現は表象への渇望が明らかに見てとることができる。

労働と遊び、もしくは禁止と違反 

ホモ・サピエンスがそれまでの人類とは異なり、高度な生活を営んでいたことは発掘された数々の遺跡

から明らかになっている18が、彼らが豊かな営みを得ることができた起因として道具の存在と芸術の誕生

がある。

道具とはそもそも客体物を創造し使用したことを意味しており、動物と人間を分ける認識と行動の違い

を生じさせるものである。道具の誕生により人間はそれまでの生活をより効率的に営むことができ、客体

の認識から因果関係の思考の基礎が築かれるに至った。つまり、道具とは因果関係を思考する理性を強固

にさせたものであり、その理性が生み出す世界こそ目的を果たそうとする志向を内に含んだ労働という原

理なのである。

労働によって人類が理性的で効率的なことを志向することが可能になった。また、当時の石器や武器な

どの道具は安定した生活を得たいという根源的な人類の目的を果たすため、道具を使用する人間同士、も

しくは人間の集団と集団を結び付ける要因となったのではないだろうか。さらに、労働がもつ目的は、そ

の抽象的な目的性により人間に概念や想像といった複雑な思考させ、たとえば、埋葬のような目には見え

ない死の存在を認識するに至るのも、道具という客体の認識により生まれた目的の達成という労働の複雑

な思考から由来しているのではないだろうか。

私たちが垣間みようとしているラスコーの世界は、何よりもまず禁止の意識によって整序された世

界である19。 

ラスコーと周辺の壁画群が象徴するような芸術の誕生の場では、〈禁止〉の意識とその意識の前提となる

17 Jean-Jacques Cleyet-Merle, LA GROTTE DE FONT-DE- GAUME, (Paris, France: Éditions du patrimoine, Centre des 

monuments nationaux, 2014), p. 12. 
18 Norbert Aujoulat, The Splendour of LASCAUX; Rediscovering the Greatest Treasure of Prehistoric Art, (London, the United 

Kingdam: Thames&Hudson Ltd, 2005, Martin Street translated), p.p. 18-19. 
19 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、75頁。 
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秩序立てられた理性的な世界が存在している。まさしく秩序立てられた世界とは、労働の原理が働く世界

のことであり、普段人間が生活をする世界のことである。一方、芸術とは、目的のために労働する日常と

は異なり、目的のない行為やものを創造することであり、芸術の誕生の場においてはその場の特別性の強

調から、秩序立てられた日常で禁止された行為や事柄の違反の性質をもっている。禁止とは、基本的に労

働を成り立たせなくするような「死に結びつ」20いたものであるか、もしくは「生殖に、したがって誕生

に結びついている」21ものであり、根源的な人間の反応として日常では嫌悪するものだとバタイユは指摘

している。当時の先史時代の芸術が祝祭や宗教に結びついた役割を担ったものであるとしても、本来的に

日常に有用なものではない芸術は、労働世界の秩序を崩す対立したものであり、労働に対して有益でない

遊びであると言えるだろう。つまり、芸術は秩序の破壊と崩壊を象徴する〈死〉という根源的な禁止の意

識と結びついており、芸術制作という遊びは労働によって禁止された〈違反〉であると考察することがで

きるのではないだろうか。 

潜在的超越性、聖性への戯れ 

芸術とは、死や生殖に結びつく禁止を違反することを意味しているが、ラスコーと周辺の洞窟壁画群で

実際に見たホモ・サピエンスの芸術への渇望と恍惚は、日常で必要とされる秩序や理性とは離れた根源的

に人間がもつ野性的な生命の表出の状態であるのかもしれない。 

 禁止は――できるだけ、力の及ぶかぎり――労働によって組織された世界を、死と性活動がたえず

持ち込む混乱から庇護しようとする。私たちを生み出した泥土のようなものである生と自然とが、私

たちのなかにたえず持ち込む持続する動物性から、と言いかえてもいい22。 

芸術活動への欲求とは、禁止という約束事に違反することへの積極的な欲求であるとも言えるだろう。

だが、労働が禁止する世界は、死や性活動による不安や混乱で充ちたものであるからこそ、これらは一般

に日常で禁止されていた。人間が不安を超えて欲求を満たそうとする要因として、バタイユは、驚異への

欲望を満たそうとする性質が人間には本質的に存在すると考えていた23。つまり、この性質とは人間が常

に禁止という抑圧に自覚的であるからであり、禁止を違反することで、動物と隔絶した人間の内にある動

物性という野性的な生命の驚異を解放しようとする潜在的な超越性であるのではないだろうか。 

芸術とは人間の動物性を解放させる超越性を根源的に有しており、この禁止を違反する欲求は超越性と

いう恍惚の状態が介在する聖性への欲求なのである。芸術は、その本質においても、その制作の段階にお

いても聖なる世界を表象している。自己の限定を超え、恍惚という忘我の境地でまみえる〈聖なる瞬間〉

は、これゆえに芸術に帰属しており、芸術の誕生と言えるラスコーと周辺の壁画群は聖性への戯れと人間

性への果敢なる挑戦であると考えられるのではないだろうか。 

20 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、76頁。 
21 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、76頁。 
22 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、89頁。 
23 ジョルジュ・バタイユ 『ラスコーの壁画』（出口裕弘訳）、二見書房、1975 年、82頁参照。 
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３.マネの絵画

エドゥアール・マネ、近代絵画の始祖 

バタイユが『ラスコーの壁画』を上辞した 1955 年に、『沈黙の絵画――マネ論』24はスキラ社から同

じく出版された。これら二つの論文は地続きの芸術論として位置づけられており、ラスコーにおいては 

先史時代の芸術の起源を、マネ論においては近代絵画の起源を扱っている。 

エドゥアール・マネ(Édouard Manet, 1832-1883)（図 10）とは、19 世紀フランスで活躍した近代画

家である。彼は印象派の父と呼ばれているが、1865 年のサロン〈官展〉においてスキャンダルを起こした

張本人でもあり、古典絵画から近代絵画へと変質を促した夜明けの人でもある。

 マネの名が絵画史の中でもつ意味は別格である。マネは単にきわめて偉大な画家であるばかりでは

ない、彼は以前の画家たちとはっきりと断絶したのである。彼はわれわれが生きている時代を開いた

25。 

バタイユは、『沈黙の絵画――マネ論』の冒頭でマネについて上の引用を記しているが、マネとは近代絵

画を切り拓いた人物であるだけにとどまらず、近代という時代の地平を拓いた人物である。 

 マネは、一般的にスキャンダルの画家と認識されている。彼が巻き起こした初めての事件とは、1863

年のサロンに出品した《草上の昼食》（図 11）だ。1863 年のサロンは例年より審査が厳しく、落選した者

たちから強い不満が起きていた。マネは 186１年のサロンに出品した作品のひとつ、《ギタレロ》（図 12）

で優秀賞を受けていたが、1863 年のサロンでは彼の作品も落選していた。この落選者たちの強い不満が皇

帝ナポレオン三世の耳に入り、公平を期すため落選した作品を一堂に集めて展覧して見せる落選展が開催

された。この落選展により、マネの作品とマネ自身の名が猛烈な批判と嫌悪感とともにパリ中に知らしめ

られることになったのである。 

マネの絵画に浴びせられる非難には、二つの側面があった。ひとつは、風俗上の問題であることと、も

うひとつは彼の造形表現に関わることである。 

1863 年の《草上の昼食》においても同様であるが、この絵が美術愛好家や評論家だけではなく一般市民

においてまでスキャンダルであった理由には、まず風俗上の問題であった。《草上の昼食》は、真昼の野外

で伊達男たちと女性の昼食風景を描いたのだが、この女性が裸であることが、当時の伝統と現代性が入り

混じるパリにおいて不謹慎であると嫌悪されたのだ。これまでの古典絵画において、確かに女性の裸をモ

チーフにすることは頻繁にあり、それ自体が絵画のジャンルのひとつであった。しかし、モチーフにされ

る女性たちは神話や歴史上の出来事などにおいてのみ登場するのであり、《草上の昼食》のような〈現実の

生身の〉裸の女性を描くことは絵画の約束事においてタブーとされていた。

24 ジョルジュ・バタイユ 『沈黙の絵画』(宮川淳訳)、二見書房、1972 年。原題は『MANET』。 
25 ジョルジュ・バタイユ 『沈黙の絵画』(宮川淳訳)、二見書房、1972 年、15 頁。 
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このような約束事に違反するマネの作品で、《草上の昼食》に次いで有名な作品が、1865 年のサロンに

出品された《オランピア》（図 13）である。 

《オランピア》は、ベッドの上で横たわり真っ直ぐに視線を投げかける女性と右脇に黒人の女性が横た

わる女性に花束を見せている画面なのだが、この作品は《草上の昼食》を遥かに上回るスキャンダルを巻

き起こした作品である。この《オランピア》は、かつてマネが 21 歳の時に弟とのイタリア旅行で訪れたフィ

レンツェで模写したティッツィアーノ26の《ウルビノのビーナス》（図 14）の構図をもとにされている。

ティッツィアーノの作品も《オランピア》と同様に、女性がこちらに真っ直ぐ視線を投げかけながらベッ

ドの上で横たわっており、その手の位置、足の位置などは同じようなポーズをとっている。しかし、ティッ

ツィアーノのモチーフはウルビノというローマ神話の女性であるのに対し、マネの《オランピア》で横た

わる女性とは娼婦であるのだ。この事実が市民や批評家などを憤慨させ、さらに、これまでの古典絵画の

ような柔らかな丸みのある表現ではなく、平面的で立体感を欠いた表現からも《オランピア》は暴力的に

映ったのであった。 

マネは「己の時代を離れず、自己の眼に映ずるところを描かねばならぬ」と語っていたと言われている

27。彼の造形表現は、当時の古典絵画から続く肉体や画面構成の表現方法とは全く異なったものであっ

た。マネの作品は、語られていた言葉のとおり、近代という時代を離れず目の前のものを写したがために、

他の画家にあるような一貫性がなく、常に変化に富んだ描写である。マネの絵画は、それまでの古典絵画

にあった、色彩の微妙な変化による肉体の丸みの表現や伝統的な遠近法の規則に従ったものではなく、肉

体においてならば、その肌が持つ一定の色調の上に陰影が施されただけであり、画面構成においてならば、

奥の空間を感じさせないような平坦な表現であり、また、異なった視点からの人物や背景の配置による独

特で自律的な世界が表現されている。それまでの古典的な絵画のあらゆる約束事に違反したマネの絵画は、

芸術そのものがもつ自由で本質的な魅力を私たちに示し、近代絵画の始まりの人であるといえるだろう。

不在の絵画、もしくは雄弁に対する沈黙

　バタイユは、『ラスコーの壁画』で労働と遊び、禁止と違反の運動が導く聖性について示したが、この

『沈黙の絵画――マネ論』においてもこの運動の力が働いていると考えている。そして、マネの絵画は不

在や沈黙というこれまでの古典絵画とは異なった世界を有している。 

　『オランピア』は、たぐいまれな色彩のたわむれがそこで紋切り型の世界の否定と同じ強烈さを

もつ点において、気品の頂点である。約束事は意味を奪われた、それというのも、主題は、意味を

なくされてしまって、もはや単にたわむれの、そしてそれをたわむれる凶暴な欲望の口実でしかな

いからである28。 

26 ティッツィアーノ・ヴェチェッリオ(Tiziano Vecellio,1490 年頃―1576 年)。イタリア人画家、盛期ルネサンスのヴェネツィア派。 
27 吉田秀和「眼差しと鏡―マネ頌」『カンヴァス世界の名画 5―マネとドガ』中央公論社、1974年、38頁。『Il faut être de son 

temps et faire ce qu’on voit.」が原文。 
28 ジョルジュ・バタイユ 『沈黙の絵画』(宮川淳訳)、二見書房、1972 年、131 頁。 
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先に述べたように近代絵画に対した古典絵画とは、さまざまな約束事で溢れていた。それは女性の裸体

表現だけではなく、絵画の存在自体にも近代絵画と異なる存在であった。近代以前の芸術とは、神や王に

象徴されるような至高の存在のための、もしくはその存在自体の表象であった。また、至高の存在を表象

するには、その威厳や権威を保つ教化的な芸術でなければならなかった。それゆえに、近代以前の芸術

は、この権威を主張するためさまざまな約束事が生じ、それは例えば神話や聖書などから引用された主題

やモチーフ、画面の人物のポーズなどといったものである。このように、古典的な絵画の中には権力を保

つためのあらゆる約束事で充ちていて、その僅かな残余で画家の思考と工夫が表現されていた。近代以前

の芸術は、限定的な至高の存在の威厳を借りた、約束事で充ちた表象であったのだ。 

一方、マネから始まる近代絵画は、それまでの約束事で溢れていた形式をことごとく破棄した。マネ

は、「自己の眼に映ずるところを描かねばならぬ」と語っていたが、それはこの形式を拒否する宣言だった

のではないだろうか。事実、先に挙げた《草上の昼食》や《オランピア》は確かに過去の古典絵画の構図

を参考にはしているものの、マネの絵画では、古典絵画が表象させようとした至高の存在の威厳を意図的

に切り捨てた痕跡がある。たとえば、《草上の昼食》における女性の裸であり、《オランピア》における裸

の娼婦と立体感を欠いた表現などである。それまでの古典絵画を鑑賞し快いものだと判断していた者には、

マネの絵画は芸術の威厳を暴力的に切り捨てたものであり、嫌悪感を超えて憤りすら感じるだろう。だが、

マネの絵画は、それまでの絵画に溢れていた絵画言語を不在にさせることにより、まさしく「己の時代を

離れ」ることなく、ありのままに近代という時代を表象することができた。バタイユは、古典絵画が絵画

言語で作りあげられていたということから〈雄弁〉の絵画と呼び、マネの絵画のような絵画言語の不在を

〈沈黙〉の絵画と呼んだ29。 

マネの絵画は、それまでの約束事という禁止を違反することにより、借りられた威厳のない芸術のため

の絵画、つまり、『ラスコーの壁画』の労働に対するたわむれ、遊びでしかなくなった。古典絵画と近代絵

画の間にはこのような深淵が生まれ、私たちはマネが切り拓いた沈黙の芸術のさなかで生きているのだ。

至高の芸術と聖性

マネによって現れた沈黙の芸術は、ラスコーで見た禁止と違反、労働と遊びの運動が同様に働いており、

芸術のための芸術、もしくは遊びといった何ものにも縛られることのない開かれた地平を私たちに提示し

ている。 

 沈黙が深々と支配するこの新しい領域、そこでは芸術が至高の価値である。芸術一般、それはとり

もなおさず、どんな請負い、どんな与えられた体系からも（そして個人主義そのものからも）解放さ

れた、自律的な個人の人間を意味するのだ。芸術作品はここで、過去において―もっとも遠い過去に

おいて―聖なるもの、威厳あるものであったすべてのものの位置を占めるのである30。 

29 ジョルジュ・バタイユ 『沈黙の絵画』(宮川淳訳)、二見書房、1972 年、38-39 頁。 
30 ジョルジュ・バタイユ 『沈黙の絵画』(宮川淳訳)、二見書房、1972 年、88-89 頁。 
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この新しい領域、すなわち沈黙の芸術が今や至高の価値であり、真の威厳を有している。つまり、近代

以後において、それまでの宗教や祝祭などの聖なるものが私たちに見せていた〈聖なる〉瞬間とは、もは

や芸術に取って代わられたことを意味している。近代以後の世界である現代においても同様に、芸術とは

聖性が生まれ出づる場であり、ラスコーのような先史美術の純粋なる芸術に私たちは立ち戻ったのではな

いだろうか。 
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おわりに 

これまで、ランスの大聖堂やラスコーの洞窟壁画、マネの絵画という芸術を通して、バタイユが考える

芸術と聖性、そしてその聖性の本質に近づくことを試みてきた。 

バタイユにとって聖性の処女体験は、ランスのノートルダム大聖堂内での神との合一という自我の超越

のさなかで見た恍惚の状態であった。その体験は、確かに本来的な内的体験とは異なるものであるが、超

越という聖性を感知するための状態の志向性を宗教的な内的体験の構造の内にもはらんでおり、その自我

を超えた恍惚が見せる光の源泉は、聖性であることに違いはないだろう。 

また、芸術の発端ともいえるラスコーと周辺の洞窟壁画群は、壁画で遺されているように人間が根源的

にもつ表象の欲望や、死や生殖に結びついた禁止を違反するという限定された自我の超越のさなかで出会

う恍惚の表象、つまり〈聖なる瞬間〉の表現であり、聖性へのたわむれであるのではないだろうか。 

そして現代においての芸術とは、太古の芸術の様相と同じように、あらゆる約束事などといった禁止に

よる抑圧された状態を解放し、超越された連続性へと導き宗教や祝祭などに代わる唯一の至高な価値であ

り、〈聖なる瞬間〉、つまり〈聖性〉の立ち昇るところであると言えるだろう。〈聖性〉とは、己の内にある

動物的な狂気でありながら人間の根源的で潜在的な欲望であり、恍惚の状態の中で感知する超越の感覚で

ある。ランスのノートルダム大聖堂に発端したバタイユの聖性の初期体験は深く生涯に刻み込まれ、聖性

という超越のさなかの恍惚が、限定を越えた人間の本来的な野生性に出会うことができる唯一無二の概念

であるからこそ、バタイユは聖性に魅了され続けたのではないだろうか。また、芸術が誕生した時と同じ

ように現代においても芸術が広く必要とされていることを考えると、聖性という連続性への回帰が人間の

こころに潜在的に渇望されているのではないのだろうか。 
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図版 

図１ ランスのノートルダム大聖堂 外景 Patrick Demouy, Rheims Cathedral(Saint ouen, France: La Goélette, 2011), pp. 38-39.  

図２-1 ランスのノートルダム大聖堂 聖堂内中央東から西

の正面に向かって。 撮影者：遠山樹里 

図２-2 ランスのノートルダム大聖堂 聖堂内南側通路東

から西へ向かって。 撮影者：遠山樹里 
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図２-３ ランスのノートルダム大聖堂 聖堂内中央西から東に向かって。 

Patrick Demouy, Rheims Cathedral, (Saint ouen, France: La Goélette, 2011), p. 9. 
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図３ ランスのノートルダム大聖堂 聖堂内に降り注ぐステンドグラス越しの光。 撮影者：遠山樹里 

図 4 モンティニャックの町の全景。 撮影者：遠山樹里 
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図５ 図を斜めに横断している黒い線がベゼール川。黒い斜線を

除いた地域がベゼール渓谷となる。ピンク色の四角のすべてが装

飾された洞窟であり、丸いピンクは装飾された岩場、緑色の丸は

先史時代の人間が生活していた岩場である。ベゼール渓谷には

多くの遺跡が残っていることが分かる。 

Norbert Aujoulat, The Splendour of LASCAUX; Rediscovering 

the Greatest Treasure of Prehistoric Art, (London, the United 

Kingdam: Thames&Hudson Ltd, 2005, Martin Street translated), 

p. 23. 

図 6-1 ラスコーの洞窟壁画。洞窟入口から主洞に向かって。鮮やかな発

色が分かる。 

Norbert  Aujoulat, The Splendour of LASCAUX; Rediscovering the 

Greatest Treasure of Prehistoric Art, (London, the United Kingdam: 

Thames&Hudson Ltd, 2005, Martin Street translated), p. 33. 

図 6-2 ラスコーと同時期に描かれたとされているフォンドゴームの洞窟壁

画。右側がバイソンの角、左側に尻尾が見える。鮮やかとは形容しがたく、ガ

イドの説明なしでは暗闇で判別できない。 

Jean-Jacques Cleyet-Merle, LA GROTTE DE FONT-DE- GAUME, (Paris, 

France: Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2014), 

p. 22. 
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図 9-1 フォンドゴーム洞窟壁画。画像上の詳細を書き写したものが画像

下のもの。Jean-Jacques Cleyet-Merle, LA GROTTE DE FONT-DE- 

GAUME, (Paris, France: Éditions du patrimoine, Centre des monuments 

nationaux, 2014), p. 13. 

図 7 フォンドゴーム洞窟壁画。岩の形を利用しているのが分かる。 

Jean-Jacques Cleyet-Merle, LA GROTTE DE FONT-DE- GAUME, 

(Paris, France: Éditions du patrimoine, Centre des monuments 

nationaux, 2014), p. 8. 

図 8 ラスコーの洞窟壁画。主洞を進み、後陣にある動物の線

描画。Ｎｏｒｂｅｒｔ Ａｕｊｏｕｌａｔ, The Splendour of LASCAUX; 

Rediscovering the Greatest Treasure of Prehistoric Art, 

(London, the United Kingdam: Thames&Hudson Ltd, 2005, 

Martin Street translated), p. 153. 

図 9-2 フォンドゴーム洞窟壁画。動物の横や上に描かれて

い る 。 Jean-Jacques Cleyet-Merle, LA GROTTE DE 

FONT-DE- GAUME, (Paris, France: Éditions du patrimoine, 

Centre des monuments nationaux, 2014), p. 12. 
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図 10 エドゥアール・マネ《パレットを持った自画像》

1879 年、カンヴァスに油彩、83.0×667cm、ニュー

ヨーク、ニューヨーク個人蔵。 

マネは家族や友人の肖像画を数多く描いたが、自画

像はごくわずかしかのこしていない。 

図 1１ エドゥアール・マネ《草上の昼食》1863 年、カンヴァスに油彩、208.0×264.5cm、パリ、オルセー美術館蔵。 
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図 12 エドゥアール・マネ《ギタレロ》1860 年、カンヴァス

に油彩、147.3×114.3cm、ニューヨーク、メトロポリタン

美館蔵。 

第二帝政期のパリでは、皇妃ウージェニーの故国である

ことも相まってかスペイン趣味が流行していた。この作品

は、1861 年のサロンに出品した際に詩人のテオフィー

ル・ゴーティエから賞賛された。 

図 13 エドゥアール・マネ《オランピア》186５年、カンヴァスに油彩、130.5×190.0cm、パリ、オルセー美術館蔵。 
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 図 14 ティッツィアーノ・ヴェチェッリオ《ウルビノのビーナス》1538 年頃、カンヴァスに油彩、119.0×165.0cm、フィレンツェ、ウフィツィ美術館蔵。 




