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はじめに 

 

 私たちは異性愛社会に生きている。それを意識しながら生活する人はどのく

らいいるだろうか。その上、異性愛社会が制度や規則を含んでいることを自覚

する機会には、私たちは決して恵まれているとは言えない。 

 異性愛規範という制度の構造が、特定の人々を差別し、抑圧する状況と繋が

っている。異性愛規範という常識は、非異性愛に対して一定の理解を示すもの

の、その程度は差別の解放からは程遠い。たとえば、今まで異性愛者だと思っ

ていた友人や家族が、ある日突然同性愛者であることをカミング・アウトする

事態を想像してみる。私たちは、それを自然なこととして受け入れられるだろ

うか。私たちは偏りのない見方で、それを判断する能力や知識を持っていると

は言えない。もしかしたら、生理的な嫌悪が先立ってしまうかもしれない。し

かし、私たちはなぜその生理的な嫌悪感が起こるかについての知識もないと考

えられる。このような状態で、非異性愛に関する理解ができていると言うこと

はできないだろう。 

 本論文では、1970年代ごろから始まったセクシュアリティに関する政治的・

文化的・思想的な営みである、クィア・スタディーズを取り扱う。同性愛差別

の抑圧からの解放を目指したゲイ／レズビアン・スタディーズや、同じく性に

関する思想を中心としたフェミニズムなどに大きく影響を受け発展したクィ

ア・スタディーズは、現在、日本において性に関する新しい知を生み出し共有

する場として注目されている。 

 第１章ではクィア・スタディーズにおける＜クィア＞という語がどのように

して生まれてきたか、＜クィア＞という語はどのような状況で使用されている

かについて、文献を参考に考察する。現在＜クィア＞という語が使用される文

脈を参考にすることで、同性愛解放運動や、フェミニズムによって培われてき

た性の知や思想に学ぶ、クィア・スタディーズ独特の特徴を挙げることができ

ると考える。 

 その中で、＜クィア＞という語独特の概念に関連して、アイデンティティを

めぐる問題が提起される。それは、アイデンティティ政治という視点から見れ

ば矛盾をはらんでいるようにも思われる。第２章では、その問題を解釈するた
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めの手助けとして、フランスの思想家ジョルジュ・バタイユのエロティシズム

に関する思想を読解する。バタイユの思想を探っていくことによって、人間的

な生命の活動と、エロティシズムという性愛の運動との関連点が浮かび上がる。 

 第３章では、＜クィア＞について第１章で指摘した問題をめぐり、人間の生

命の活動とエロティシズム、＜クィア＞という営みについて、バタイユとレオ・

ベルサーニの思想を参考に考察を進めることを目的とする。
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第１章 ＜クィア＞の諸背景と現在のクィア・スタディーズ 

 

第１節 セクシュアリティに関する政治とアイデンティティ 

 

 セクシュアリティに関する議論は、現在大きく注目されるようになってきて

いる。テレビや雑誌などのメディアには、「おネエキャラ」と呼ばれるキャラク

ターなどの、非‐性別規範的な表象が違和感なく登場している。彼らのような

キャラクターを体現し、従来の男性・女性常識を打ち壊す芸能人たちによって、

性差別や性嗜好に関する差別は以前に比べて少なくなり、異性愛者以外の性愛

が世間に偏見なく受けいれられるようになってきた可能性が考えられる。 

 その一方で、手をつないで歩く男性同士の恋人たちを、奇異の目で見る通行

人の光景は現在でも珍しいものではない。また、テレビ・メディアで放映され

る恋愛ドラマで、異性愛が主題的に扱われることは常識であり、同性愛を扱っ

たものは社会派ドラマと見なされるケースが多いと考えられる。これらの事か

ら、現在の日本社会において異性愛以外の性愛が異性愛と同等に見なされると

いうことはほとんどない。 

 このような現在の状況の中で、社会には、異性愛者と同等の権利を同性愛者

が得たり、非異性愛者への社会からの差別をなくしたりするための政治的な運

動や、それを行なう団体がある。「同性愛者である」という主張を軸に行なわれ

る政治的な運動は、アイデンティティ政治と呼ばれる政治の一種の形態である

と言える。アイデンティティ政治とは、社会的に不公平な立場に置かれている

特定のアイデンティティの共同体に基づいた政治活動のことである。 

 ところで、アイデンティティ政治におけるアイデンティティとは何であろう

か。アイデンティティの定義は多数存在する。たとえば、心理学や精神分析で

は、アイデンティティとは、自分は何者であり、何をなすべきかという個人の

心の中に保持される概念として定義されている。この定義においては、アイデ

ンティティは自我同一性と呼ばれている。アイデンティティは、発達心理学者

のＥ．Ｈ．エリクソンが提唱した発達課題理論において、青年期の人間が発達

課題に関わる際の重要なキーワードとして挙げられている。エリクソンは、さ

まざまな＜われ＞を取りまとめるより上位の新しい＜われ＞をアイデンティテ
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ィと呼んだ。エリクソンの発達課題理論によると、青年期には、幼年期から引

きずってきたものと未来の展望との間に、自己の生の新たな存在証明を見いだ

す必要がある。青年期は自分の中に見取ったものと他者の期待との間に折合い

をつけなければならない時期である。青年期に獲得されるべきアイデンティテ

ィとは、「自分は何者であるか」の自己定義と、取替のきかない更新された自己

の存在証明であるとエリクソンは主張する。 

 また、社会学的な定義によると、アイデンティティとは、共同体（地域・組

織・集団など）への帰属意識と説明されることがある。その例としては、コー

ポレートアイデンティティなどがある。 

 本論文においては、アイデンティティ政治におけるアイデンティティを、上

記の二つの意味を併せ持つ単語として暫定的に定義し、考察を進めていく。共

同体に属する個人が、共同体の特徴と個人の特徴をある程度同じものであるこ

とを認識していることを前提とした、個人の心の中に保持される「自分が何者

であるか」についての概念を、本論文におけるアイデンティティの暫定的定義

として議論を進めていく。たとえば、本論文においては、「私は女性である」と

いうとき、女性という概念がアイデンティティ政治におけるアイデンティティ

として規定されるのは、私が女性であるという自意識が個人の心の中に保持さ

れており、かつ私が女性という特徴を持つ共同体に属していることを個人が認

識可能な状態である場合である。「私が女性である」というアイデンティティは、

「女性」が表す社会的意味を社会と共有し、それを自らが持つアイデンティテ

ィとして許容しているとき、アイデンティティ政治におけるアイデンティティ

として使用可能になる。 

 特に心理学でのアイデンティティという語の定義においては、同一性という

観点のみからすれば、共同体が持つ社会的に共有される共同体の特徴まで強調

する必要はない。しかし、アイデンティティ政治においては、共同体が所有す

るアイデンティティとしての特徴と、それに帰属する個人のアイデンティティ

が少なくとも自認の段階において一致していなければアイデンティティに基づ

いた政治は行うことができないと考えられる。アイデンティティ政治とは、特

定のアイデンティティに関する主張を軸に、集団の利益を得たり、問題を解決

したりすることを目指すことが多いので、共同体の固有のアイデンティティは、
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ある程度明確に構成員に共有されている必要がある。 

 本章では、アイデンティティ政治に関連した異性愛規範に対抗する運動を、

いくつかの流れに沿って追うことにする。性愛に関する政治的運動は現在も続

いている。異性愛規範に批判を行う中で、現在＜クィア＞という語が重要な立

場を担っていることに注目し、＜クィア＞という語がいったい何を表している

のかについて、＜クィア＞にまつわる状況を参考に探っていく。 

 「クィア概念やその実践」とは、河口和也によると、「規範（異性愛規範のこ

と1）に対して徹底抗戦を挑み、規範が押し付けてくるカテゴリー化や二元論を

瓦解させよう」という指向性を持つものである2。アイデンティティ政治に関す

る実践において＜クィア＞という語が積極的に使用されるようになったのは、

1960年代から 70年代にかけてだと考えられている。また、現在使われている

＜クィア＞の語源となる英単語 queerは、もともと同性愛の男性たちに向けら

れた侮蔑語として、主にアメリカ合衆国において用いられていた。そのアメリ

カでクィア理論を研究するタムシン・スパーゴは「「クィア（Queer）」は名詞、

形容詞、動詞として機能するが、いずれの場合も「正常（ノーマル）であるこ

と」、正常化の逆を意味する。クィア理論は単独の、あるいはシステム化した概

念的、方法論的な枠組みを持たず、むしろ性、ジェンダー、性的欲望の関係に

ついての知的な取り組みの集合したものである」と＜クィア＞とクィア理論に

ついて説明している3。本論では、これらの＜クィア＞に関する説明を念頭にお

きながら、主に現在の日本における＜クィア＞という語の暫定的な特徴や、＜

クィア＞を取り囲む状況について考察を進めていく。 

 アイデンティティ政治にまつわる状況では、共同体が共有するアイデンティ

ティが戦略的な提示項目として使用されることがある。運動を行っていく上で、

共同体に属する個人は、共同体が共有するアイデンティティを戦略的に自らに

引き受けることがある。たとえば、アイデンティティ政治の例として、障害者

運動や人種差別からの解放運動などがある。彼らが前面的に提示しようとする

のは、「障害者である」、「黒人である」といった、差別や抑圧を受けているアイ

デンティティである。そのため、その態度に否定的な感覚を持ったり、アイデ

ンティティを隠したいと考えたりするのは差別する側の人間だけでなく、共同

体の内部の人々にも多いと言える。それは、共同体の政治の軸となるアイデン
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ティティが、当の共同体の外部から与えられたラベルであることが原因だとも

言える。クィア・スタディーズの流れのひとつにおいても、それは同様であっ

た。＜クィア＞という語は、語源を queerという英語圏の単語に持っているが、

これはもともと同性愛者の人々に向け、外部から投げつけられた侮蔑語であっ

た。 

 

第２節 性的主体の立ち現れについて〜ミシェル・フーコーの『知への意志』 

 

 フランスの哲学者であるミシェル・フーコーは、『知への意志 性の歴史１』

で、性的逸脱者と呼ばれる人々の主体が、増殖した性の言説によって構築され

可視化してきたことを論じている。 

 フーコーは、まず、17世紀から 19世紀にかけてのヨーロッパのブルジョワ

社会で性に関する言説が増殖してきたことを指摘する。ブルジョワ社会では「公

認された語彙の洗練」によって、生殖を基礎とする性の規則が出来上がった。

性についての語は選別され、生殖に関係のない性の言説は細かく細分化され監

視される。 

 

 

性の言説化は、現実の世界から、生殖という厳密な運用構造に従わない性

的欲望の携帯を追い出すという務めに定められているのではないか。不毛

な活動を否定し、的外れの快楽を追放し、生殖を目的としない行動を現象

あるいは排除しようというのではないか。4 

 

 

 このように、「健全な」性に関する規則が作り上げられる中で、生殖を目的と

しない性行動は「倒錯」していると考えられ、逸脱した性として細分化、可視

化させられていく。異性愛に基づく正規の婚姻を中心としたシステムは一夫一

婦制を規則としている。一夫一婦制に基づいた性現象を規範に基づいたものと

して正規の夫婦がそれを受け入れるとき、「規則にかなったその性行動によって、

より慎ましやかな地位を獲得する5」。反対に、人々が問いかけるのは、少年期
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の性行動や、法に触れることはないが狂人的な、異性を愛さない者たちの快楽

である。これらの周縁的性現象は、道徳的に悪いものとして「自然に反するも

の」の特殊な次元を掘り起こすことになる。周縁的性現象は独自の者として自

立して存在することが描き出され、性倒錯の世界が描き出される。 

 こうして周縁的性現象に対する追求は、「倒錯というものの組み込みと個人の

新しい特性別定義をもたらした6」。それまでは、男色は法的に禁じられた行為

の一つであり、法律的主体に過ぎなかった。しかし、この新しい追求によって、

性現象はある個人の総体を規定するセクシュアリティの一つとして確立した。

「それは彼の基質と分かち難く結びついていて、習慣上の罪というよりは、異

形な本性なのだ7」。こうして、精神分析や病理学的な視点から、同性愛は「自

然に反する性的感覚」、すなわち、個人の性的感受性によって定義されるような

主体として可視化される。性的主体としての「同性愛者」という、人間の総体

を表すような定義が生まれたのである。「かつて男色家は性懲りもない異端者で

あった。今や同性愛者は、一つの種族なのである8」。 

 

第３節 「性的主体」としての自らのアイデンティティの引き受け 

 

 英米圏において、侮蔑語として使用された「queer」という単語は、まさに

フーコーのいう、性的感受性によって定義された性的主体としての非異性愛者

というアイデンティティを露悪的に指し示すと考えられる。差別をする者が

「queer」と同性愛者に向かって表現するとき、その対象者は彼の非異性愛嗜

好を彼自身の基質と見なされ、差別する者は彼の総体すべてを侮蔑する目的で

「queer」を使用していたしていたと考えられる。 

 非異性愛者とみなされた人々は、あるときからそのような侮蔑的な語を自ら

に引き受け、アイデンティティ政治の場を用い戦略的に使用していく。具体的

には、「私はクィアである」という主張を行うなどの運動が始まった。自らに対

して与えられた侮蔑語を、あえて主張の基軸として使用していこうとする集団

や運動が登場した。否定的なラベルとして外部から与えられたアイデンティテ

ィを当事者として引き受けるという行動の、契機のひとつとして象徴的なもの

には、ストーンウォール暴動がある。 
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 ストーンウォール暴動とは、河口の記述9を参考にすると、1969 年６月 27

日に、ニューヨーク市の警察がグリニッジ・ヴィレッジにあるゲイバー「スト

ーンウォール・イン」に手入れを行った際、それに反発したゲイやレズビアン

などの店の客が警察に対して応戦し、３日間にわたってバーの中に立てこもっ

たという出来事である。「ストーンウォール・イン」では、その数日前に亡くな

った俳優ジュディ・ガーランドの追悼の催しが行われるなど、独自のゲイ・コ

ミュニティ文化の萌芽的な営みが始まっていたと言われている。非異性愛指向

に基づく独特の文化に属していた人々は、非異性愛主義を取り締まるという異

性愛規範の象徴的な役割を果たしたニューヨーク市の警察に抵抗した。この行

動によって、運動を行なった者たちは、非異性愛者として異性愛規範に抗戦す

ることを実質的に宣言したと考えることができる。ストーンウォール暴動はそ

れまでの同性愛者解放運動とは異なった象徴的な出来事として、それ以後行わ

れている同性愛者解放パレードや、さまざまな文化的活動に大きな影響を残し

ており、暴動の際に起きた抵抗の意志は、現代にも受け継がれていると考えら

れている。このように、自ら非異性愛者というアイデンティティを持つ主体を

引き受け、それを主張することでアイデンティティ政治を行うという新しい運

動の形態は主にアメリカの各地域に徐々に広がった。ここでは、「同性愛者であ

る」という総体的アイデンティティを、異性愛規範が根強い社会に対して強く

主張することによって、異性愛社会における queer（非・正常）の存在を、社

会の中で抹消させないという目的意識を捉えることができる。このようなセク

シュアリティに関するアイデンティティ政治の流れのひとつにゲイ／レズビア

ン・スタディーズがある。そこでは、「私たちはゲイ／レズビアンである」とい

う主張における性的主体としてのゲイ／レズビアン・アイデンティティとそれ

に関する知が、それまでには当事者以外の者たちによって語られ、作り上げら

れてきたという背景からの学びがあるだろう。ここには、「外部から与えられた

総体的個人としての「同性愛者」アイデンティティは本当の「私たち」ではな

い」という彼らの主張がある。彼らは、それまで外部の人間によってラベルに

貼り付けられていた語の意味を、肯定的に意味づけしなおす作業を行なってい

く。自らの手で本物のゲイ／レズビアン・アイデンティティやそれに基づく独

自の文化を作り上げていくという強い意志が感じられるように思われる。 
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第４節 クィア・スタディーズ 

 

 ストーンウォール暴動などをきっかけに急進した主体的なゲイ／レズビア

ン・スタディーズは、独自の文化や運動と協働しながら、非異性愛に関する知

を生産・構築していく。初期のゲイ・スタディーズの資料として残されている

ものは、当時のホモファイル運動やゲイライツ運動がどのように行われたかに

ついての記述や、文学研究などによる同性愛についての記述が多い。80年代に

なるとエイズ問題が大きな社会問題として取り上げられる。HIVに対する政府

の対応や、社会の同性愛者への差別の影響の大きさにより、エイズ感染者やそ

の予備軍と見なされた、主に男性の同性愛者たちは、法的にも社会的にも隔離

される状況に陥ることになった。これらの状況に抵抗するように、多くの同性

愛に関する研究が急進的に行われるようになった。たとえば、アメリカのゲイ

理論家であるレオ・ベルサーニは、エイズ問題を中心にした研究誌10の中で『直

腸は墓場か？』という論文を発表し、政府やマスメディアのエイズへの対応と、

そこに隠された意図について以下のように述べている。 

 

 

TV や新聞は、相変わらず HIV ウイルスとエイズを混同し、エイズがあた

かも性活動に起因する病であるかのように語り、なおかつその結果として

複数の人間とのセックスがエイズを引き起こすと示唆し続けている。11 

 

 

 この論文の中でベルサーニは、ＨＩＶウイルスが、同性愛者を隔離しホモフ

ォビックな傾向を一般社会に引き起こすという目的のために、政府やマスメデ

ィアの言説によって利用されていると主張する。 

 

 

レーガン政府は―たいそう家族をお好みであるにもかかわらず―エイズか

らアメリカ人家族を守ることよりも、同性愛者を隔離された収容所に閉じ
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込めるために必要な情報を集めることの方が優先すると見なしていると言

えよう。このような優先順位というものよりも、はるかに重大で野心的な

暴力への情熱を示唆している。それに比したら、牧師の殺人衝動など平凡

勝つ正常なものである。司法省による、エイズの人間は解雇さるべしとい

う、ほぼ勧告に近い発言が示していることは、エドウィン・ミース［当時

の司法長官］はエイズの男の頭に銃を向けることはないにしても、結局の

ところ、エイズの（もしくはエイズではなくても？）ゲイ男性の殺人は、

許しがたいことでも咎められるべきことでもないと考えているということ

である。そして、これはまさしく、ユダヤ人（そして同性愛者）の殺人に

対して加わりはしなかったものの、ホロコーストという考えが許しがたい
．．．．．．．．．．．．．．．．．

とも思っていなかった
．．．．．．．．．．

何万もの善良なるドイツ人にもいえることである。12 

 

 

 エイズ問題は、同性愛者はもちろんのこと多くの人々の生命を脅かす可能性

がある、緊急的で危機的な社会問題であった。エイズ・アクティビズムはエイ

ズをゲイの生存をかけた切迫的な問題意識として捉え、活動や研究は活発に行

われた。エイズ・アクティビズムにおいては、セクシュアリティに関する研究

を、政府見解や医学的見解などに対抗するために、アカデミズムの舞台でエイ

ズの研究が進められることが重要な課題となり、結果的に非異性愛に関する研

究の場を広げて行ったことが考えられる。 

 また、清水晶子はエイズ・アクティビズムの主張の特徴として３点を指摘し

ている13。一点は「差異の主張」である。異性愛者とは異なったアイデンティ

ティを自ら主張することによって、「私たちとあなたたちは違うのだ」というこ

とを主張していくという「差異の主張」が行われた。二点目の特徴は、「包括性」

である。エイズ・アクティビズムの中で最も有名な団体の一つである ACT-UP

では、エイズ問題についての言説が引き起こすセクシュアル・マイノリティら

の抑圧に対抗するために、少なくとも理念的には、構成員をゲイ男性に特化せ

ず、たとえばハイチ系移民（黒人）なども団結して、マイノリティとして一緒

に考えていくという態度がとられた。三点目は「問題所在の転換」である。そ

の例は、先のベルサーニの論述にも現れていると言える。ベルサーニは、エイ
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ズにおける悪の問題においては、同性愛者に原因があるのではなく、HIVウイ

ルスと同性愛者を結びつけるマスメディアの扇動的言説やそれを促す構造が問

題なのであるという主張を行っている14。このように、問題の所在の転換を促

すような主張や理論を研究する直接的な基盤はエイズ・アクティビズムの中か

ら生まれてきたといえる。これらのエイズ・アクティビズムにおける主張の特

徴は、後のクィア・スタディーズに大きく影響を及ぼすことになったと清水は

論じている。 

 また、クィア・スタディーズの成立を考察する上で、欠かせないもう一つの

大きな思想がある。それは、女性解放運動から発展した、主に女性性のジェン

ダーと性と権力の関係などについて考察をするフェミニズム思想／学問である。

ホモファイル運動やゲイライツ活動、エイズ・アクティビズムなどを基盤に発

展した、ゲイ／レズビアン・スタディーズが盛んに行われていた時期と同じ頃

の 1970 年代から、性に関する思想や運動として、フェミニズム思想が学問上

でも大きく影響を及ぼし始めていた。フェミニズム思想が成熟した 70 年代に

は、レズビアン・フェミニズムが台頭した。レズビアン・フェミニズムの歴史

とゲイ・スタディーズとの関連などについては、L.フェダマンが著作『レズビ

アンの歴史』の中の第８章「ゲイ革命―1960 年代～70 年代」で論じている。

この記述によれば、1960年代から 70年代にかけて性の解放が進み、若者たち

が自分たちの権利を容易に主張できるようになった。レズビアニズムを急進的

なフェミニズムの中で知るようになった人々は、レズビアニズムと、ラディカ

ル・フェミニズムの「女性が家に帰れば「敵とベッドを共にする」ような状態

ではけっして達成できない」という意識に代表されるような、フェミニズムに

おける女性を愛し支えるという視点において共通点を見出し、相互に影響を与

え合った。後にレズビアン・フェミニズムと呼ばれるような思想は、このよう

に、レズビアニズムと急進的なフェミニズムとの出会いを発端として発展して

いった。このような流れの中で、フェミニズムは、今までジェンダーの問題を

中心に論争や思考を行ってきた考え方から、ジェンダーとセクシュアリティの

密接な関係の重要性に注目するようになったと考えられる。女性性というジェ

ンダーの観点と、レズビアンというセクシュアリティについて観点とを分断し

て考えていくのか、それとも両者は分けて考えることはできないかという問題
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意識について大きな影響を与えた主張を行った人物としては、ゲイル・ルーピ

ンがいる。彼女は『性を考える』という論文の中で、当時のジェンダーとセク

シュアリティとの関係に対して、フェミニズム的な見解として「セクシュアリ

ティはジェンダー間の諸関係の結節点であるがゆえに、女性に対する抑圧の多

くはセクシュアリティによって産み出され、それに媒介され、またその内部で

構成される」と紹介する。そして、当時のフェミニズム思想におけるセックス

についての二つの流れを指摘し、フェミニズムは、「セクシュアリティがいかに

社会で編成されるのかについて十分に網羅する視覚を欠いている（p.134）」こ

とを指摘する。 

 そして、ルーピン自身のジェンダーとセクシュアリティとの関係についての

見解を同論文の中で以下のように述べる。 

 

 

ジェンダーとセクシュアリティの個々の社会的存在をより正確に反映する

ために、分析上はふたつのものを分けて考えることが必要であると、いま

私は考えている。これは、セクシュアリティをジェンダーから派生したも

のであると見なす、現代のフェミニスト的な考え方の傾向に反するものと

なる。 

 

 

 ジェンダーとセクシュアリティを分析上分けて考えることが重要であると考

えるルーピンの主張は、ジェンダーとセクシュアリティをフェミニズムという

ひとつの場では語ることよりも、セクシュアリティに特有の自立的な理論や政

治が展開される必要性があることを示唆している。ルーピンは、レズビアン・

フェミニズムが、レズビアンが女性というジェンダーからだけでなく、性的な

階層化作用によっても抑圧されているということを軽視したり、考えてこなか

ったりしたことを指摘し、セックスとジェンダーを相対的に入れ替え可能なも

のとして使うという考え方、定義上の混同に意義を唱えると主張している。こ

の論文は、クィア・セオリーの先駆けとして、クィア思想がそれまでの性に関

する思想とは異なった意義を持つことを示唆する、重要な主張を行っていると
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考えられる。 

 このように、ゲイ／レズビアンスタディーズ、フェミニズムなどの、性に関

する大きな影響を持った思想や理論は、それまで異なった立場にあったもの同

士が「性的抑圧に対する異議申し立て」という点において包括され、クィア・

スタディーズという名前のもとで議論や批判の場において、研究や文化が発展

していったと考えられる。 

 

第５節 現在の日本におけるクィア・スタディーズ 

 

 現在クィア・スタディーズと呼ばれている学問の基礎的な土台や概念は、お

おまかではあるが、以上のような背景において成立したことを概観し、本章で

は特に英米における運動や思想を参照してきた。そこで本節では、クィア・ス

タディーズなどの性に関する知が英米圏から輸入された後、日本独自のクィ

ア・スタディーズの発展について、特に現在の学問的状況を中心に概観する。

その上で、日本において＜クィア＞という単語は、現在、暫定的にどのような

定義が可能で、どのような特徴の可能性を持っているかについて考察する。 

 日本においてクィアという語が登場したいきさつについては、現在さまざま

な研究がなされているが、主に文化的な側面においては、クィアという語が使

用された雑誌などが、1990年代に発行されている。たとえば、1996年には、

クィア・スタディーズ編集委員会によって『クィア・スタディーズ’96』が発行

されている。翌年同委員会によって発行された『クィア・スタディーズ’97』の

表紙は、ドラァグ・クイーンと呼ばれる、女性性を象徴的に表す衣装やメイク

を演出として身に付け、イベントなどでパフォーマンスを行なうダンサーの顔

写真が載せられており、90年代のクィアにまつわる文化を垣間見ることができ

る。 

 英米のクィア・スタディーズについての著作や概念を積極的に日本に翻訳な

どで取り入れたのは、日本においてゲイ・スタディーズを研究している河口和

也たちである。河口和也は、キース・ヴィンセントや風間孝らとともにアカー

（OCCUR、正式名称は「動くゲイとレズビアンの会」）に所属し、同性愛者に

関する活動を積極的に行っている。河口は『ゲイ・スタディーズ15』や『クイ
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ア・スタディーズ16』などを著し、日本の学問上においてゲイ・スタディーズ

の中心的な研究者であるといえる。 

 また、英米の思想や理論を輸入学問として考察するのではなく、日本独自の

クィア・スタディーズを発展させる目的で、2007年に日本クィア学会が設立さ

れた。2008 年 10 月８日・９日に行われたクィア学会第一回大会では、「＜日

本＞は＜クィア＞か？」というタイトルのシンポジウムや、分科会などで活発

な議論や研究成果が発表された。 

 これらの研究の中で、風間孝は 2007 年、日本女性学会学会誌に発表された

「特集にあたって バックラッシュをクィアする―性別二分法批判の視点か

ら」において、日本女性学会の 2007 年度大会のシンポジウムにおいて、「「ク

ィア」という語の基本認識に関わる多くの「すれ違い」が生じた」ことを指摘

し、改めて＜クィア＞という概念について考察し、＜クィア＞という語の二つ

の用法をまとめている。それによれば、「（Ａ）性別二分法および異性愛主義を

自明視せず、その結びつきを批判するという意味の「動詞」として」の＜クィ

ア＞としての用法と、「他方で（Ｂ）クィアはＬＧＢＴ17に代表される性的マイ

ノリティを指す「名詞」としての用法も流通している」としている。 

現在のクィア・スタディーズにおいて考えられている＜クィア＞という語の

概念は、ただ名詞としての「変態（queer）」を表す名詞的で字義的な意味合い

だけを持つものではなくなっていると考えられる。このような現代の日本にお

ける＜クィア＞をめぐる状況において、名詞的でなく字義的な意味合いではな

い＜クィア＞概念は、具体的にどのような特徴を持っているといえるだろうか。 

 

第６節 ＜クィア＞概念の特徴 

 

 名詞的でなく、字義的ではない、動詞的な＜クィア＞の具体的な特徴と暫定

的定義を考察するため、2007年に日本クィア学会が設立した際に学会趣意書と

して発表された、学会設立の際の学会運営者の理念についての文章を引用する。 

 

 

クィア・スタディーズはまた、既存の「性の規範」から外れた多様なジェ
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ンダー表現や性的・文化的実践、および、この規範を問い直し続けてきた

レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー運動やフェミニ

ズムなどの多様で広範なアクティビズムや学問的探究の蓄積の上にうまれ

た学問領域である。（中略）本学会は、クィア・スタディーズを構成するこ

のような異種混淆性と批判的／批評的視座とにかんがみ、異なる活動領域

から提示されるさまざまな見解が対話を継続していくことが、クィア・ス

タディーズのより一層の展開には不可欠であると考える。 

 

 

 この文章からは、動詞的な＜クィア＞に関して「異性愛規範を批判的／批評

的に問い続ける姿勢」と「異種混淆性」という２つの大きな特徴を指摘するこ

とができる。 

 ひとつめの＜クィア＞の特徴は、「異性愛規範を批判的／批評的に問い続ける

姿勢」である。異性愛を宣伝しつづける政府や異性愛主義に無自覚な人々を仮

想敵として批判するのではなく、規範を問い続けるという特徴は、単なる抑圧

された権利の奪回という目的以上のものを持ちうると考えられる。また、異性

愛規範を壊すというのも目的のひとつとして考えられるが、それと同様に、異

性愛規範を問い続けるというプロセスに留まり続けることも重要視されている

と考えることができるのではないか。 

 ふたつめの＜クィア＞の特徴は、「異種混淆性」である。異種混淆性とは、ひ

とつめの特徴で挙げた「異性愛規範を批判的／批評的に問い続ける」場におい

て、異種混淆性という特徴が機能するとすれば、LGBTのような性的マイノリ

ティとは考えられていない異性愛者もクィア・スタディーズに関わり、異性愛

規範を批判的／批評的に問い続ける場において研究や考察を行なっていくこと

が可能だということになる。 

 この考えに基づけば、LGBTなど性的マイノリティの包括的総称を表す名詞

的な「クィア」を共同体アイデンティティとした、従来のアイデンティティ政

治のひとつの流れとも言えるクィア・スタディーズは、＜クィア＞における「異

種混淆性」という特徴と、矛盾する可能性があるのではないだろうか。名詞的

な＜クィア＞のクィア・アイデンティティが性的マイノリティを示すものだと
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すれば、名詞的なクィア・アイデンティティに基づいた共同体の営みとしての

クィア・スタディーズを、異性愛者は行うことができない可能性が出てくる。

誰をも排除しないという意図を含む「異種混淆性」を＜クィア＞の特徴として

含みつつ、＜クィア＞をアイデンティティ・カテゴリー化するということは、

具体的にはどのようなことなのだろうか。クィアという語源に直接的に関わる、

すなわち、名詞的な、正常な性規範から脱したものとしてのクィア・アイデン

ティティを特徴とする共同体において、クィア・アイデンティティを持ち続け

ながら、「異種混淆性」という特徴を保ち続けるという、一見矛盾しているよう

に思われる＜クィア＞の営みは可能なのであろうか。 

 そこで次の章では、そもそも、個別化し、固体化された「アイデンティティ」

概念と自己と異なるものとの関係性について、人間のエロティシズムと関連さ

せて哲学的に考察を行なったフランスの思想家ジョルジュ・バタイユの思想に

ついての考察を行なうことにする。 

 

                                            
1 筆者注 
2河口和也（2003） 

3 スパーゴ，T．（2004） 

4 フーコー，M．（1986）p.47 
5 ibid.,p.50 
6 ibid.,p.55 
7 ibid.,p.55 
8 ibid.,p.56 
9 河口和也（2003） 
10 Douglas Crimp ed., 1988. 
11 ベルサーニ，L．（1996a）pp.116-117 
12 ibid.,p.118 
13 「デルタ G（http://www.delta-g.org/）」の HPに記載された、パフ・スペー
スにおける清水の講義録（http://www.delta-g.org/news/cat15/）を参照した。
（2009/01/11確認） 
14 ベルサーニ，L．（1996a） 
15 キース・ヴィンセント、風間孝、河口和也（1997） 

16河口和也（2003） 
17ＬＧＢＴとはレズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスセクシュアル
の頭文字を並べたものである。この単語は、非異性愛者とされる者たちを包括
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する意も持っている。 
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第２章 ジョルジュ・バタイユのエロティシズムをめぐる思想 

 

第１節 バタイユという思想家について 

 

 第１章では、「異性愛規範を批判的／批評的に問い続ける」クィア・スタディ

ーズにおける「異種混淆性」という特徴と、名詞的なクィア・アイデンティテ

ィとの矛盾の可能性について、＜クィア＞という語が使われる文脈を参考に指

摘をした。そこから、クィア・スタディーズを異性愛者が行うことは可能なの

かという問いや、性的マイノリティとしてのクィア・アイデンティティと、＜

クィア＞するときの特徴である「異種混淆性」は、「異性愛規範を批判的／批評

的に問い続ける場」においてどのように共存可能なのだろうかという問いが生

まれてきた。これらの問いに対して、ジョルジュ・バタイユの「侵犯」や「主

客分離」といった人間同士の関係性に関する哲学的考察は、性的な場における

「アイデンティティ」という概念そのものの不確実性を示唆する可能性がある

と考えられる。この章では、バタイユの思想の中でも、特にエロティシズムに

ついて考察されている箇所に注目する。その中で、「侵犯」「非−主客分離」など

の中心となる概念を再考することで、人間における「主体の壊れ」とアイデン

ティティの不確実性について考察をすることを目的とする。 

 ジョルジュ・バタイユは、1897年に生まれたフランスの思想家であり、作家

である。性愛と死や、経済、聖なるものと宗教性などについての思想を多く残

し、日本では 1970年代から 1980年代ごろにかけ、思想や著作が、フランス現

代思想研究・フランス文学研究の対象となった。 

 バタイユは、1934年にパリ高等研究院で、アレクサンドル・コジェーヴによ

る、ヘーゲルの『精神現象学』の講読ゼミに参加し、同じく講義を受けていた

ジャック・ラカン、ロジェ・カイヨワ、メルロ＝ポンティらと共にコジェーヴ

を介したヘーゲル思想に大きく影響を受けたと言われている。たとえば、バタ

イユの思想における人間のエロティシズムについての考察の中では、人間の、

死への畏怖の観念はとても重要な役割を果たす。その思想はヘーゲルの「無意

味の意味」という考え方に依るところが大きいことを酒井健は指摘している。18 

 バタイユは、ニーチェの思想にも大きく影響を受け、『ニーチェについて』と
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いうタイトルの著作も出している。バタイユは、近代西洋的な合理的で理性的

な知に対する抵抗的な経験を＜非—知＞と呼ぶ。＜非−知＞の中で、「知」による

測定の場からこぼれおちてしまう生命の欲望や本質などについて感覚すること

ができるとバタイユは言う。この＜非−知＞がうまれる場所は「夜」であるが、

この「夜」とそれに対立する自らの孤立「光」という着想は、ニーチェの影響

によるものであると考えられることを酒井は指摘する。 

 

第２節 バタイユの「エロティシズム」 

 

 バタイユは、エロティシズムを他の諸活動と関連づけ人間の総体的な活動の

一部として取り扱っている。エロティシズムを動物にはない、人間特有の活動

であると主張している。また、エロティシズムは死の欲望と強く関連している

ことを主張している。まず、バタイユは著書『エロティシズム19』の序論を、「エ

ロティシズムとは、死におけるまで生を称えることだと言える。」という文章か

らはじめている。 

 

 

エロティシズムとは、死におけるまで生を称えることだと言える。これは、

厳密に言えば、定義ではない。しかしこの表現はほかのどれよりもみごと

にエロティシズムの意味を語っていると私は思う。正確な定義を求めるの

ならば、たしかに生殖のための性活動から出発せねばならないだろう。と

いうのも、エロティシズムは、その特殊な一形態なのだから。生殖のため

の性活動は有性動物と人間に共通の事柄なのだが、しかし見たところ人間

だけが性活動をエロティックな活動にしたのである。エロティシズムと単

純な性活動を分かつ点は、エロティシズムが、生殖、および子孫への配慮

のなかに見られる自然の目的〔種の保存・繁栄〕とは無関係の真理的な探

究であるというところなのだ。 

 

 

 バタイユは、動物の性活動と人間の性活動を区別する。また、死の観念がエ
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ロティシズムを動物の性活動から人間特有のものへと引き離したことを主張す

る。死の観念、それは死を見つめることから始まるとも考えられるが、それに

よって、私たち人間は、何を思うのだろうか。また、それがエロティシズムと

いうこととどのように関連するのか。 

 バタイユはまず、人間が、死を意識することで自らが不連続な存在であるこ

とを自覚することを指摘する。「死、そして障害におけるさまざまな出来事は、

他の存在たちに対し利害を及ぼしうるが、直接的に利害が及ぶのは当の存在だ

けなのだ。この存在だけが生まれ、この存在だけが死んでゆくのである。一個

の存在と他の存在とのあいだには深淵があり、不連続性があるのだ20」。バタイ

ユは、人間は死の意識によって、自らが不連続であるという意識すると同時に、

失われた連続性へのノスタルジーを持つことを指摘する。 

一方で、バタイユは生殖に注目することで、死によって誕生する連続性とし

ての誕生を指摘する。「精子と卵子は基本的には不連続な存在だ。しかし両者は

合体する
．．．．

。その結果、両者のあいだに連続性が生じ、そうして死から出発して、

つまり精子と卵子という二つの存在の消滅から出発してひとつの新たな存在が

形成されてゆく21」。バタイユが卵子や精子ということばを使用し、生殖に連続

性への回路を見出すことは、現代においては必ずしも事実であるとは限らない

と考えられる。たとえば、人工授精や、現段階では法的に規制されているもの

の、クローン技術などによって、新しい個体の誕生は可能である。これを鑑み

れば、バタイユが生殖や卵子、精子などのことばを用いて述べたかったことを、

客観的な真実として取り扱うことは難しいと考えられる。しかし、ここでの生

殖が、イマージュとして扱われていたと捉えてみることは少なくとも可能であ

る。 

このように、バタイユの死に関する２つの観念が整理された。１つは、私た

ちは１人で死ぬ個体であり、生において不連続な存在であるということである。

もう１つは、新しい個体が生まれる誕生の場において、個体は死ぬが、そこに

は連続性への移行が宿されているということである。このように、死の観念が

生み出す個体の不連続性という意識は、私たちに連続性への希求という意識を

生み出させる。それは、私と世界との一体感を得たいと思う気持ちである。 

バタイユは死とエロティシズムの衝動との関連についても語っている。バタ
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イユは、「本質的にエロティシズムの領域は暴力の領域であり、侵犯の領域であ

る22」と主張する。 

 

 

私たちにとって最も暴力的な事態とは死である。私たちは、自分たち不連

続な存在が少しでも長く存続するのを見ていたいという欲求を執拗に持つ

が、死はまさしくそのような欲求から私たちを引き離してしまうのである。

私たちにある不連続な個体性が突然消えゆくと思っただけで、私たちの心

は動転してしまうのだ。 

 

 

 死そのものは、不連続な存在の破壊であり、存在の連続性に触れていない。

これは、バタイユが、死は最も暴力的であるというときの論拠にもなる。死は

不連続性を持つ個体をただ破壊する。それ自体のうちに連続性という性質は持

たない。それでは、連続性はどこにあるのだろうか？ 

 バタイユによれば、連続性は「個々の存在の根源にあるのであって、死は存

在の連続性に到達しない23」。死は直接的に連続性に依拠してはいないが、「死
．

は存在の連続性を露に示す
．．．．．．．．．．．．

」のである。エロティックな行為は、供犠に似てい

ることを、バタイユは『エロティシズム』の中で解明していくが、これらの行

為は、行為に関わるものたちを溶解し、彼らの連続性を顕現させるのである。

バタイユは『エロティシズム』の第一章で、エロティシズムについて強調点を

用い、以下のように特徴を示している。「エロティシズムとは、人間の意識のな
．．．．．．．．．．．．．．．．．

か
．
にあって、人間内部の存在を揺るがすもののことなのである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」。 

 

第３節 バタイユと他者 

 

 バタイユの思索の中で、「他者」や「主体の裂け目」という概念が主題的に扱

われることは少ない。それらの概念は、バタイユがエロティシズムや人間の共

同性を考察する中に副次的に考察されていると言える。しかし、「他者」や「主

体の裂け目」の概念は、エロティシズムを考察する中で主題に並ぶほど重要な
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役割を担っていると考えられる。ここで、バタイユの「他者」概念に関する議

論を２つ紹介したい。二つのバタイユの「他者」概念に対する考察は、一見す

ると対立しているように見える。本節では、その対立がどのようにして起こっ

ているのかを概観し、それを参考にしながらバタイユの「他者」概念が、バタ

イユにとってどのようなものだったのかということを考察する。 

 兼子正勝は 1997年に『ユリイカ』に発表されたエッセイ24の中で、バタイユ

のエロティシズムに関する論述の中で論じられている「他者」は、特異にして

固有の存在である「他者」ではないのではないかと主張している。兼子は、バ

タイユのエロティシズムに関する思索の中で、「娼婦」が他者として示されてい

ることを、『エロティシズムの歴史』の中の以下の記述を引用して指摘する。 

 

 

個人的な愛の対象は、そもそも初めから、主体のまえに、主体の際限のな

い消尽へとさし出された宇宙のイメージである。そうした対象は、そのイ

メージが人を惹きつけるものであるかぎりにおいて、それ自体が消尽なの

であって、それを愛する主体にそれが贈るものは、主体がみずからを宇宙

に開くこと、主体が自分をもはや宇宙と区別することができなくなること

なのである。 

 

 

 兼子は、この中で、愛の対象と規定されている娼婦が、＜私＞という主体の

前にさし出された宇宙のイメージであることを指摘する。「それはたしかに「主

体を惹きつける」のである以上、主体の外にあって、主体に対してある種の「他

性」を持っている。しかしそれは、あくまでも空虚な『宇宙』であって、具体

的な顔や声、他者を他者たらしめる固有性を持ってはいない25」。ここで、兼子

は「他者」というものを、「具体的な顔や声、他者を他者たらしめる固有性」と

いうものだと捉えている。また、バタイユの思索における「娼婦」は、愛の対

象としては無限の宇宙のイメージで捉えられているために、他性を持っている

と言うことはできても、他者とは考えられない。バタイユの「他者」は顔を持

つことのない存在であり、エロティシズムの概念の中には他者が欠けているの
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ではないかと指摘している。 

 もうひとつのバタイユの「他者」に関する議論は、湯浅博雄のバタイユ思想

研究の中にある。兼子のエッセイが書かれる５年ほど前の「社会学研究会と共

同体の問題」と題するシンポジウムの中で、湯浅は、兼子がした上記のような

指摘に対して応答している。湯浅はその場で、兼子の指摘に対して、バタイユ

の後期思想に他者が本質的な契機であることを示唆したことが、兼子のエッセ

イに書かれている。 

 湯浅博雄は、『バタイユ−消尽』の第８章「共同性への問いへ」で、バタイユ

の共同性に関する思索の中に他者が重要な概念として取り上げられていること

を指摘している。湯浅は『エロティシズムの歴史』に記された＜対＞の愛の関

係に言及し、バタイユが「ひとりの人間の、他のひとりの人間との（エロスに

基づく）関係」という経験に注目していたことを指摘する。湯浅の言う他者と

は、この＜対＞の関係の中に浮かび上がってくるものとして名指されるもので

ある。それは、私と他者が常に向かい合うような関係であり、そこで求める「愛」

は、ヘーゲルの言うような「他人に承認される」のを求める欲求ではなく、自

己を消尽する欲望であり、獲得や所得の欲望とは違うものだと湯浅は主張する。 

 湯浅は、バタイユの思索における愛や＜対＞の関係を、宗教の隣人愛や、ナ

ショナリズム共同体における愛と比較しながら解釈している。 

 

 

キリスト教の＜愛の共同体＞は一種の魅力を持つし、おそらくすべての宗

教が思い描く共同体の観念を典型的に表している。その特徴はなにだろう

か。それは＜信じる者たちの共同体＞こそがほんとうの愛の共同体となる

事である。＜共に神を信じる者たち＞同士のあいだでのみ、真の共同体が

ありうる。一つの同じ信仰のうちに一致（communier）し、一体化の感情

（communion）に結び合わされた真の共同体（communauté）が可能なの

だ。26 

 

 

 このように、宗教的な他者への愛やそれに共通性を持つようなナショナリズ
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ム共同体における愛とは、神や国家を信じることによる共同体である。これら

の共同体においては、連続性へと開かれた次元は「共通の尺度となってくれる

次元」、「＜共役可能である＞という意識」の保証によって、統一された人格性

へと収斂することで閉ざされる。 

 バタイユの思考における愛について、湯浅はこれと比較して説明している。

湯浅によれば、バタイユの愛とは、客観的に同一の媒介が、共同性を担保して

いるものとは異なったものである。 

 ここで指摘しておきたいことは、湯浅は「他者」を、そもそも、客観的に措

定出来る客体として規定していないということである。湯浅は「他者」を、フ

ッサールやレヴィナスを参照しながら、バタイユの『内的体験』の中にある＜

常に逃げ去る存在＞という記述を引用して捉えている。「他者」とは、「もしそ

れが他者性を伴った他者としてとどまるならば、真に充満した現前性として私

へと現れるのがどうしてもできない次元を含んでいる（p.333）」。つまり、「他

者」は、100％完全に客体化可能な存在ではないということになる。 

 兼子の主張における「他者」と、湯浅の主張における「他者」の想定する概

念の違いがここで明らかになった。二つの論は一見すると対立しているように

見えるが、それぞれの論における「他」の定義と位置づけが異なっているため、

議論が平行線を辿っていくように思われる。 

 兼子の言う「他者」の定義は、能動性・主体性・固有性を持った他者であり、

言い換えると、＜私＞と完全に同じ程度の自我を持った人間、すなわち「他我」

を想定している。兼子が主張する内容は、この他我が存在することを前提とし

て論理が成り立っている。現実には他我は存在するのにも関わらず、バタイユ

はその「他我」を無視し、＜私＞に都合のよい他者（＝娼婦）に仕立て上げて

いるという主張を兼子は行っており、本来ならば性の場面で尊重すべき「他我」

に対して、それを無視していると批判しているのである。 

 それに比べて、湯浅が論理を主張するときに使用されている「他者」に関し

て注目している点は、あくまで＜私＞という目線から見た他性のことであると

言える。それは「他我」というものの存在を想定し、重要視することを前提と

しているのではなく、この世界で生きている＜私＞の目から見ることのできる、

＜私＞とは完全にどこか隔てられているように感じる「他者」であり、私と同
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じような自我を持つ人間という位置づけではない。このことがはっきり示され

ているのは、バタイユが後期思想において考察していた共同体の理論が、「愛」

に基づいた一種の倫理であるということを、レヴィナスの他者論を参考にしな

がら湯浅が語っている27ことから明らかである。 

 湯浅の主張においては、他我があるかどうか、＜私＞と同じような「他者」

がいるかどうかという問題は、重要視されていない。湯浅の主張において重要

視されている点は、＜私＞と隔たりのある「他なるもの」が＜私＞と接触する

際の＜愛＞という関係性であり、その場において生じる出来事や経験である。

これは、バタイユの、考察に対する態度と類似していると考えることができる。 

 バタイユは後期の思索活動において、より客観的・合理的な知の営みを批判

し、経験や内面的な体験などを自ら見つめることを重要視するようになった。

その事については、酒井健が『バタイユ−魅惑する思想28』に詳しくまとめてい

る。 

 

 

総合性を本書29の第一の特徴とするなら、第二の特徴は内的視点の重視とい

うことになる。バタイユはたしかにこれらの学問から得た知識やデータを

紹介し、それを彼独自の概念で操作しているが、しかし一個の物体を扱う

ように外側からエロティシズムを把握し処理してゆくことはない。30 

 

 

 酒井はこの記述に続いて、ミシェル・フーコーが探求した＜知＞という動き

に言及し、バタイユの上記のような態度を＜非−知＞として真摯に受け止めるべ

き問題であることを指摘している。フーコーによれば、認識するということ自

体によって変化する主体の運動のプロセスは＜知＞の中にある。＜知＞は主体

を変容させ、客体を構築させうるものであるというフーコーの言及を、酒井は

引用している31。その上で酒井は、バタイユの＜非−知＞という態度は、＜知＞

による主客の分離を否定し、エロティシズムという限界体験に内在して考察を

進めることを重要視していたことを論じている。 

 このように、主客の分離を否定し、徹底的に内在した経験を見つめるという
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バタイユの思索に対する態度がある。バタイユがその姿勢で「他者」を注視す

るとき、それは「娼婦」という客体化された対象を「他者」として認識してい

たというよりは、＜私＞と「他なるもの」としての「他者」についてバタイユ

が関心を抱いていたということができると考えられる。 

 

第４節 バタイユの思想 

 

第１項 バタイユ読解に先立って 

 

 バタイユの「他者」概念に関する思索についての２つの主張を通し、バタイ

ユが「他者」に関して重要視するものは、＜私＞と隔てられて異なるものとい

う、＜対＞の関係性からうまれる点である可能性を考察してきた。この章では、

実際にバタイユを読解し、バタイユの『呪われた部分 有用性の限界32』、『エ

ロティシズムの歴史33』、『エロティシズム』の３作における思索の流れの中で、

自他が融合する状態と「他者」をどのように捉えているのかに注目し考察する

ことを目的とする。以下で述べるように、バタイユは非生産的な消費と過剰な

エネルギーとに人間の生の本質があることを主張する。非生産的で、有用性が

期待されないものとして、バタイユは人間の性生活におけるエロティシズムに

注目するのである。死の直前に刊行された『エロティシズム』では、バタイユ

が他者に関する考察を行っている記述を見ることができる。そこでは、「他者」

との関係上で自己というものの総体と＜私＞のアイデンティティをどう捉える

ことができるかのヒントが示唆されている。 

 まずは、バタイユが総体的な人間の性を考えるための基礎的な土台となった、

普遍経済学の試みの中における自己的喪失の栄誉の様相について、『呪われた部

分 有用性の限界』を読解し考察する。 

 

第２項 『呪われた部分 有用性の限界』 

 

 バタイユの中には、近代や現代の社会において、有用性があるものが至上で

あり、有用性のないものは軽蔑され無価値とされる一般経済のあり方に対する
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疑問があった。それは、合理的で有用性を重視する資本主義のあり方を想定し

ていると考えられる。その近代的な考え方をバタイユは批判している。 

 

 

何の役にも立たないものは、価値のない卑しいものとみなされる。しかし

わたしたちに役立つものとは、手段にすぎないものだ。有用性は獲得にか

かわる—生産の増大か、製品を製造する手段の増大に関わるのである。34 

 

 

 このように、「役に立つもの」は、私たちの視点を、現在ではなく常に未来へ

と向かわせることを指摘している。「役に立つもの」とは、我々が、今後来るだ

ろう未来に富を獲得するための手段に過ぎないが、私たちはそれを有用性があ

るものとして、価値を置いている。 

 バタイユは第２章第５節「プロテスタントのアメリカと資本主義の発展」で

これを論じている。そこでは、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズ

ムの倫理と資本主義の精神』において主張された、プロテスタントが資本主義

の発展に果たした役割について触れている。それを典拠に、勤勉で有用な労働

と資本主義の配置を生み出した装置に宗教を指摘した。そうして、労働の分野

だけに留まらず、「いまやわたしたちのすべての判断を統括する価値体系の誕

生」にルターの宗教改革や、カルヴィニズムが貢献したことを論じている。 

 資本主義とその具体的な担い手である実業家について、バタイユは「ほんと

うの実業家が金を儲けるのは、その金でなにかを購入し、享受するためではな

いし、光輝ある暮らしをするためでもない。実業家は、自分のためにも、家族

のためにも働かない。儲けた金は投資するためのものである。これを増殖以外

の目的で使ってはならない。実業家がはまりこんだこの終わりのない増殖のプ

ロセスの外には、いかなる価値も意味もないのである。35」とやや強い語調で

指摘している。これは、このような実業家の態度が、『プロテスタンティズムの

倫理と資本主義の精神』の中で引用されているベンジャミン・フランクリンの

表現からすると、「濫費への恐怖、祝祭と供犠への恐怖によって成熟した36」か

らである。 



 28

 バタイユは、このようにブルジョワの世界が恐怖を感じて退けた、濫費や祝

祭、供儀といった状況の中にある、非生産的な消費というものの人間における

重要さを主張する。『呪われた部分 有用性の限界』において描かれた主題は、

非生産的・非有用性を有する「消費」であり、これが古代の部族らの社会にお

いてどのように作用していたかが考察されている。 

 バタイユは、アステカの神話をもとに、古代の部族社会において犠牲となる

人々の重要性についてまず考察した。アステカ族の神話には、「供儀としての死」

がある。神を体現する非のうちどころのない美しい若者を復活祭の頃に犠牲に

し、殺戮するのである。近代・現代的な視点から見たときには何の意味も為さ

ないようなこの儀式の中に、バタイユは「自己の贈与」と太陽との関係を見い

だした。アステカ族にとって、太陽は栄誉である。太陽は、無限にエネルギー

を贈与しつづける存在だからである。アステカ族では、太陽のエネルギー贈与

と自己の贈与は太陽との一体化の欲望に従っていた。それは、「わたしの生は、

巨大な宇宙の直中にある37」という素朴な意識に基づくものであるとバタイユ

は指摘する。 

 このような概念をアステカ族の神話から見いだし、資本主義を軸とする近代

的な一般経済学の概念と対立させ、「普遍経済学」として定義したのは、バタイ

ユ独特の功績だと言われている。一般経済学と、普遍経済学とが決定的に異な

る点について、バタイユは『呪われた部分 有用性の限界』の草稿４にそれを

示唆する記述を残している。バタイユは、人間の活動は生産を目的とすること

を原則とし、近代的な経済が、力を獲得することを、その力を後の段階で支出

することを目的としていることを指摘した上で、そのエネルギーの循環は本来

「閉じない」運動であるはずのことを指摘する。 

 

 

 理論的には、このようにして確定された回路は、閉じたものとなる必要

があるだろう。しかし回路が閉じるためには、生産された部分と、生産に

必要な部分が同じでなければならない。この二つが同じであれば、わたし

たちは生産されたすべてのエネルギーを利用して、すべてを生産的な目的

に費やすことができる。 
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 しかし生産されたエネルギーの量は、生産に必要なエネルギーの総量よ

りも、つねに大きいと考えられる。このために、エネルギーの過剰な部分

は、まったく役に立たない用途に放出され、純粋な損失として浪費され、

失われる
．．．．

必要がある。 

 

 

 人間は、本来生産を目的としているが、そうして生産された量は、生産に必

要なエネルギーよりも多くなる。必要な、獲得すべき新しいエネルギーの量と

は、合理的な資本主義の経済概念からすると、その力を後の段階で支出するた

めの有用性を持ったエネルギーの量である。このため、人間は、有用性への配

慮以外の部分で、すなわち、非有用性を持つ消費体系で、過剰なエネルギーを

消費する必要がある。これは、資本主義が怠惰や悪として退けた、供儀や濫費

の対象と一致する。そして、アステカ族における濫費とは、個人の死であると

いうことを、バタイユは草稿原稿の最後で語っている。 

 宗教的な儀礼で人を殺す濫費についてバタイユの思索が行われていく中で、

もっとも興味深いのは、バタイユの総体的な人間に対する考察の記述がある第

７章「供儀」である。バタイユは、フランスの社会学が供犠の研究と解釈を重

視してきたことを指摘し、その中で供儀を社会的な存在の概念と結びつけたこ

とに注目した。そして、「存在が複合的なもの
．．．．．．．．．

であることを認めるならば、これ

はすぐにうけいれられる考え方になる」として、人間の実存の複雑さを、単一

の意識を持った存在であるとする氏族や都市や国家の存在と区別する。その上

で、人間存在について、以下のように語っている。 

 

 

意識とは、集中の場にすぎない。これはつねに未完成で、決して閉じるこ

とのない場であり、その境界はうまく限ることができない。これは生の多

数の鏡が照らし出すものを集めたにすぎないのである。さらに正確に表現

すると、意識とは鏡の戯れである。思考・反射
．．．．．

が複数化されたときに発生

するものである。この複数の思考・反射は、ある点から別の点へ、この人

から別の人へ、そして一つの感覚細胞から別の感覚細胞へと、思考・
．．．

反射
．．
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が移行する際に生まれるものである。この戯れが停止した状態は決して把

握できない。つねに運動が、活動が、移行が、行われているのである。 

 

 

この記述から、バタイユが『呪われた部分 有用性の限界』から『エロティシ

ズムの歴史』、『エロティシズム』へと思索が繋がっていくひとつの流れを見い

だす事ができる。バタイユは、個人という区切られた孤独な存在の側より、他

者との交流という次元から個人に注目したり、記述したりすることを好んでい

た。それ以上に、他者との交流ということに注目し、そこから総体的人間存在

を考察していこうという意志を感じとる事が出来る。そして、総体的人間存在

が、自身に抱え込んだ矛盾の間で引き裂かれることを暗示し、孤独な人間の内

部から世界や宇宙のある外部へと進んでいくための人間的活動のひとつとして、

エロティシズムを捉えていくことになる。 

 

第３項 『エロティシズムの歴史』 

 

 『エロティシズムの歴史』は、『呪われた部分 有用性の限界』の第二巻とし

て位置づけられている。バタイユは、『呪われた部分 有用性の限界』において

展開した普遍経済論を、この本において引き続き考察している。また、この著

作の中では、「侵犯」が重要な概念として論じられている。本章では、『呪われ

た部分 有用性の限界』の中で考察された、過剰なエネルギーと非生産的な消

費と「侵犯」がどのような関係に位置づけられているかを考察し、次項で考察

する『エロティシズム』における人間の性についての考察へと繋がってゆく思

想を指摘する。 

 バタイユは、まず、緒言で普遍経済論の第一巻として書かれた『呪われた部

分 有用性の限界』で主張した内容を振り返り、非有用性の諸価値を持つこと

が有用であるというパラドックスを示す事態に陥ってしまったことを省みてい

る。生産と非生産的な消尽との関係を示す試みの中で、生産よりも消尽が重要

性を持つことを提示したが、そうすることで非生産的な消尽がひとにとって有

用であるということを示す事態になってしまった。バタイユはその反省から、
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普遍経済論の第二巻として位置づけられている『エロティシズムの歴史』にお

いては、「消尽が人間の精神のうちにもたらす諸効果を記述する38」としている。

この本でバタイユは本当に有用性のない消尽とはいかなるものかについて語り、

それはエロティシズムに関連して述べることができると主張するのである。 

 第三部の一章で、バタイユは、古代の未開民族が、人間が持つ動物的な部分

に嫌悪感を示していることを主張する。具体的には、経血や排泄物が嫌悪の対

象になった。これは、自然に与えられているにすぎないものへ嫌悪感を持つこ

とによって、自らを動物と区別して扱う、まさに人間的な行為であると言える。 

 

 

基本的にはすでに述べたことだが、動物的欲求に対する激しい嫌悪は、死

および死者への嘔吐感と労働の実践とに対し相関的な関係を持っているが、

この嫌悪こそ「動物から人間への移りゆき」を印したものである。人間と

は、自然を否定する動物である。人間は労働によって自然を否定し、これ

を破壊して人工的な世界に変える。39 

 

 

 バタイユはこのように、動物的なものや自然を否定するという態度が、人間

が人間と呼ばれる条件であることを主張する。この記述において、労働が自然

を否定する間接的な実践として持ち出されている。『呪われた部分 有用性の限

界』においてすでに述べられていたように、労働の実践によって私たちは常に

未来に注目して現在の生産的な行為を行うのであるが、自然の所与である「死」

という事態は、その未来を暴力的な力で破壊してしまう。それゆえに労働の実

践の中で死は否定される必要があるのである。バタイユは、「まさに死が、先手

を打つぞ、お前の待ち望んでいるものを横取りするぞ、と私を脅している40」

と死の持つ暴力性を表現する。また、労働が人間的な活動の側面であることを、

以下のように語る。 

 

 

動物に欠けているのは、行動と結果、現在と未来を区別し、現在を、獲得
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すべき結果に従属させつつ、待つことなしに即座に与えられるもののかわ

りに、何か別のものを待機する方向に向かう基本的な知性の作用である。

しかし、人間の知性は、こうした作用の可能性と同時に、その結果を頼み

とする者の脆弱さを表してもいる。この人間が若死にすることもありうる

し、そうなると彼の期待は永久に裏切られてしまう。このようなわけで、

労働こそ、人間の運命を司った嘔吐感と禁止との起源にあって、人間の進

化の出発点となった動きであるかもしれない。41 

 

 

 自然の所与物に嫌悪感を持つ人間は、そのような動物的で自然的なものに対

して禁止を掛ける。それを禁止することによって動物性を否定し回避しようと

する。その具体的な例として、バタイユは近親婚の禁止という事態を挙げる。 

 バタイユは、レヴィ＝ストロースの『親族の基本構造』の中で探求された近

親婚に関する記述に注目する。バタイユは、レヴィ＝ストロースが「「禁止」は

それだけで考察されることはできないのであり、「禁止」の研究はその禁止を補

完する「特権的結びつき」の研究から切り離されるわけにはいかない42」と考

えていると述べている。また、レヴィ＝ストロースが、近親婚の禁止に対する

誤った解釈として、「近親婚の禁止には優生学的な節度を守るという意味がある

とする合目的主義的な理論」を指摘し、近親婚の禁止には、分配を目指した交

換の体系の役割があることを明示したことについてバタイユは言及している。 

 分配を目指した交換の体系については、バタイユはモースの贈与論を参照し、

その交換の意義がどこにあったのかを考察している。そこで考察されているモ

ースの、原始社会における贈与に関する見解は、一つ目が、「交換は交易という

よりもずっと相互的贈与という形態で現れる43」こと、二つ目が相互的な贈与

は今日の社会より重要な位置を占めていること、三つ目が「交換の原初的形態

はただ単に経済的な意味を持つのではな44」いということである。これらの見

解から、モースが交換を「全体的社会現象」と捉えたことに注目し、この全体

的社会現象は、単に経済的事象に留まらず、社会的でもあり、宗教的でもあり、

呪術的でもあり、有用でもあり、感情に関わるものであるとした。バタイユは、

原始社会の交換システムの一形態として、ポトラッチを取り上げ、モースより
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強調してその破壊性や、交換としてよりも贈与としての側面を重要視している。

そして、ポトラッチと、レヴィ＝ストロースが問題とした近親婚の禁止につい

ての考察を結びつけて、獲得する事を目的とした欲望とは異なった、消尽する

という目的に沿った事象をあぶり出して行く。 

 近親婚の問題と消尽することはどのように関連するだろうか。先に述べたよ

うに、バタイユによれば、自然の所与というのは、太陽からのエネルギーに代

表される、際限のない過剰なエネルギーの運動であった。それは動物性であり、

自然の所与のエネルギーである。これを否定するという人間の条件としての生

態は、一方でポトラッチに倣うことが出来る、消尽の欲望も持っている。とい

うのも、人間が生産するエネルギーの量は、それを生産の糧にするためのエネ

ルギーの量よりも多いからである。過剰なエネルギーは贈与という形でもって

消尽されなければならない。近親婚の問題において、贈与されるのは女である。

女性は贈与される対象として役割を果たす。近親婚というのは、直接＝無媒介

的な留保のない性の享受であり、それをわざわざ禁止して自らの所有物を手放

すことに、人間的な態度が見いだせるとバタイユは言う。「そこでは尊重と慎み

と遠慮が暴力性に勝るような世界の雰囲気を創り出すことに貢献するのである。

それはエロティシズムを補完するものである45」。 

 このような禁止と贈与の人間的な態度は、しかし、個人的な愛の関係とは異

なったものである。バタイユは、それを『エロティシズムの歴史』の後半の章

で述べている。個人的な愛の関係に関する記述について、バタイユは「エロテ

ィシズムのある一つのアスペクト46」として、主題的に語ることはしていない。

それは、個人的な愛の関係とエロティシズム的関係との差異を強調することに

よって、エロティシズムの本質に迫ろうとするときの、ひとつの話題として挙

げられているに過ぎない。しかし、この愛の関係に関する記述には、バタイユ

がエロティシズムと呼ぶものに明らかに対立するような概念が含まれているよ

うにも読み取れる。それについては今後も研究の余地が見込まれるが、個人的

な愛とエロティシズムとの関連がはっきりと語られていると考えられるのは、

次の一節である。バタイユは、個人的な愛というものが持っているエロティシ

ズムとの類似性について、「対象＝客体と主体との融合47」であることを指摘し

た後、我々に普遍的な形象を与えるものは、「国家のうちにおける諸個人の相対
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的な結合（融合）なのではなくて、むしろカップル」であるとし、個別的な形

象の最小限の単位をカップルであると示唆する。そして、個人的な愛の関係に

ついては以下のように記述している。 

 

 

対象は主体に対し、主体が存在するものの総体によって満たされると感じ

るために欠けているものを与える—ついにはなにものも主体にとって欠け

ることがなくなるようなやり方で与えるということである。 

 

 

 ここで示されているのが、＜私＞と私の対象との融合によって、＜私＞の孤

独が解消されるように感じるという感覚の概念である。これは、『エロティシズ

ム』において語られる、性と死の関係について人間が意識的に感じる不安の感

情などとともに、総体的な人間の存在とエロティシズムの関係との間で、重要

な概念となる。 

 

第４項 『エロティシズム』 

 

 先にも述べた通り、バタイユはエロティシズムを人間という総体的存在の、

独特な活動であると捉えている。『エロティシズム』においてはそれが前提とな

って議論が進められているので、総体としての人間の生命や死に対する意識に

も注目されている。『エロティシズム』では、このような人間存在に関わる諸概

念とともにエロティシズムが語られており、そうすることによって人間におけ

るエロティシズムの位置づけが浮き彫りにされている。バタイユはまず、序論

において「エロティシズムとは、死におけるまで生を称えることだと言える48」

と述べ、エロティシズムの独特の様相について、「エロティシズムと単純な性活

動を分かつ点は、エロティシズムが、生殖、および子孫への配慮のなかに見ら

れる自然の目的〔種の保存・繁栄〕とは無関係の心理的な探求であるというこ

と49」だとして、生殖のための性活動とエロティシズムとの関係を語っている。 

 バタイユはまず、人間が不連続な存在であり死にゆく存在であるという原則
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を主張する。私たちは生殖を行う動物だが、産み出された存在は「この存在」

つまり＜私＞とは異なる存在である。また、「あなたが死につつ在る場合でも、

死につつあるのは私でないのだ50」とも述べ、＜私＞とそれ以外の存在者が死

という深淵という断絶において完全に切り離されていることを主張する。そう

して人間は、共通してこの深淵に目まいを覚える。次に、死が、そのような存

在を孤立から切り離すという意味を持つことをバタイユは述べる。死は、＜私

＞の終焉であり、孤立した存在を連続性へ引き戻す意味を持っている。 

 一方で、生の根底には連続性への移行というノスタルジーがある。バタイユ

はそれを、生殖のイマージュを用いて説明する。有性生物の生殖は生殖細胞の

分裂を引き起こし、不連続な存在である精子と卵子は合体する。つまり、精子

と卵子という二つの存在の消滅から出発し、一つの新たな存在が作り上げられ

ていく。この新たな存在は、精子とも卵子とも異なった存在であるが、連続性

への移行を宿している。そしてこの新しい存在は、精子と卵子という二つの不

連続な存在の死による融合によって生まれるのである。 

 このように、バタイユによれば、人間は不連続な個体性を暴力的な死によっ

て奪われたくないという不安にかられながらも、生の根底に、失われた連続性

へのノスタルジーを持つという両義的な意識を持っている。エロティシズムと

は、連続性へのノスタルジーが原因となって生じる「存在の孤立を、存在の不

連続性を、深い連続性の感覚へ置き換えること51」であるとバタイユは述べる。 

 上記のような、生と死の意識に起因する葛藤の中でエロティシズムが語られ

ているのは、バタイユ独特の理論であると言える。それでは、そのような不連

続性を存続したいという死への不安からの欲求と、連続性へのノスタルジーは、

どのようにして『エロティシズムの歴史』で語られたような禁止と侵犯に関わ

ってくるのだろうか。 

 『エロティシズム』においては、具体的な例示によって論述が進められてい

く記述は、他の二作に比べて少ないと言える。その中でも、具体的な例示とし

てバタイユが取り上げているのは、古代における、死の暴力性とそれについて

の畏怖の表象を論じる場面である。それによると、先史時代のネアンデルター

ル人は、すでに暴力的な死に対する禁止を行っていた。ネアンデルタール人は、

ホモ・ファーベルという「作る人」を意味する呼び名を先史学者によって与え
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られているが、彼らは労働と同時に死ということを知り、その暴力を斥け、暴

力から身を離す後ずさりを始めた。 

 しかし、そのような暴力性への禁止は、侵犯されるためにあると言っても過

言ではないとバタイユは言う。なぜならば、人間には必ず過剰なエネルギーが

存在するのであり、それは消費されなければならないからである。これこそが

生の力であり、増加という意味での生殖を行うエネルギーにもなっている。生

に従うには、過剰なエネルギーを消費するしかない。過剰なエネルギーは、侵

犯を引き起こすことを、バタイユは以下のように語っている。 

 

 

肉体の運動は、とりわけ人間的な生とは無関係だ。肉体の運動は、人間的

な生が沈黙し不在になりさえすれば、人間的な生の外部で荒れ狂う。（中略）

漠然とした一般的な禁止がこの暴力の自由に対置されている。私たちはこ

の暴力を、外部から与えられた情報によって知るというよりもむしろ、私

たちの根本的な人間性と両立しがたいその性格を内的に体験する事によっ

て知るのである。 

 

 

 人間が動物と自らを区別するのは、死や生理現象に代表される動物的で自然

の所与物を、否定することからはじまる。しかしバタイユが書いているように、

もし、連続性へのノスタルジーによる、死や動物性へと向かう暴力的なエネル

ギーの充溢が人間の中にあるとしたら、人間は禁止を侵犯しようとするとバタ

イユは述べる。バタイユは、この不連続な存在から連続性への侵犯の過程につ

いて、「唯一暴力だけが、気違いじみた暴力だけが、理性に還元可能な世界の限

界を破って、私たちを連続性へと開かせる52」と語っている。 

 本作の最終章でバタイユは、連続性への限界の裂け目に客体の形態を与える

と述べている。客体とは、この場合完成された女性のイメージである。バタイ

ユは、「死を嫌悪しているために、私たちは、強いられてでなければ、私たち自

身から極限へ赴こうとはしない53」とし、その限界の裂け目に客体をあてがう

ことによって、「決定的な一歩を踏み出さずに、賢明に此岸に留まりながら、彼
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岸に到達しようと欲している54」と述べている。よって、エロティシズムと死

とは類似しているものの、まったく別のものだと言うことができる。エロティ

シズムは死の模倣であるが、本来的な死に向かうものではない。エロティシズ

ムとは、「美を追い求める」活動とも言える。限界にあてがわれた美しい女性と

いうイメージは、このようにエロティシズムの中に位置づけられ、本来的な死

への活動と区別される象徴としても用いられている。バタイユは、この生命の

独特な活動であるエロティシズムにおいて、以下のように述べている。 

 

 

美を追い求めることのなかには二つの矛盾した努力が存在している。すな

わち、限界を破ってその彼方で連続性に到達しようとする努力と、連続性

から逃れようとする努力である。 

 これらの矛盾した努力は、いつまでも矛盾したままで在り続ける。 

 だがこの矛盾こそが、エロティシズムの運動を要約し、またこの運動を

繰り返し始動させてもいるのである。 

 

 

 このように、「自分を引き裂いて連続性のなかに消滅してゆく存在の充溢と、

生き永らえようと欲する孤立した個人の意志との相克55」は実際に死に至るま

で矛盾した様相を呈し、反復を繰り返し続ける。その運動こそがエロティシズ

ムであり、それは総体的な人間存在の諸活動、つまり生や死への感情的な意識

を巻き込んだ現象として捉えられている。侵犯という暴力は、動物性への回帰

という一側面も呈示しているように思われる。しかし、バタイユのエロティシ

ズムに関する論述の中では、禁止を侵犯するという人間特有の生の移行的な活

動が欲望への対象の破壊という側面よりも重要視されている。加えて、侵犯に

よる溢れ出すエネルギーの消尽は確実に個体を死へと向かわせる運動であるに

も関わらず、私たちは人間の条件として、死という暴力に対して大きな不安や

絶望を持っているという矛盾を抱えている。その上、不連続な存在として生き

る自分の孤独を、連続性への欲求と追跡によって癒そうとする。このように、

人間が生きるという基本的な活動においては、人間によって最も大きな暴力と
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いう位置づけをされた死を前提に、生命の無限の移行と反復の運動が繰り返さ

れている。しかし、生きている間は決して本当に死に接することはできない。

いくら禁止しても拒否することのできない暴力的な死を前提に、生命の移行と

反復の運動をし続けるという活動こそが人間に特有のエロティシズムと呼ばれ

る概念を構成するという主張が行われているのである。 

 

第５項 まとめ 

 

 以上のように、著作３冊を読解することによって、人間の生命の活動として

の「移行」の側面、エロティシズムを作り上げる運動の様相について考察を進

めてきた。本項ではまとめとして、本章の第１項でとりあげたバタイユの思索

における「他者」についての二つの論考について、今後の考察の可能性につい

て挙げておきたい。 

 まず、兼子の想定しているバタイユにおける他者とは、エロティシズムの活

動に関連する他者のことでもあると言うことができる。それは、連続性へのノ

スタルジーとエネルギーの充溢によって引き起こされる、エロティシズムとい

う活動の、限界の裂け目に位置づけられた美の客体である。この美の客体は、

『エロティシズムの歴史』において「娼婦」として位置づけられている。兼子

はエッセイにおいて「個人的な愛の対象」として、『マダム・エドワルダ』の娼

婦を例示しているが、バタイユにとってマダム・エドワルダという娼婦が個人

的な愛の対象としてのみ扱われていたかというと、それは疑問に値する。マダ

ム・エドワルダは個人的な愛の対象として扱われていたのと同時に、エロティ

シズムの客体化された娼婦としての役割も与えられていたと言えるのではない

だろうか。そして、この娼婦がバタイユにとって、「特異にして固有性のある他

者」であったかどうかは、バタイユ自身が、「事実、欲望が自分に答えてくれる

形象を構成するには、ある存在が一個の物のように眺められることが必要であ

る」と述べていることからしても、疑問である。 

 バタイユにとって、特異にして固有性のある他者は、湯浅や兼子が言うよう

に、「個人的な愛の関係」においてもっとも注目されていると考えることができ

る。バタイユは、本章の『エロティシズムの歴史』を考察した章で論述したと
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おり、個人的な愛における対象は、「ついにはなにものも主体にとって欠けるこ

とがなくなるようなやり方で56」＜私＞という主体に積極的に語りかけてくる

対象であると言える。これは、＜私＞という主体がユニークな存在であると認

めているバタイユの考えによると、対象の選択には「主体の心的な諸々の要請

が充足させられる（それもしばしば、最も秘められた様態における要請が満た

される）ことになるような資質があるもの」として巡り合わせが行われるとい

う。＜私＞というユニークな主体の心的な要請が満たされるような資質がある

ものは、特異にして固有性のある他者と言うことは、できるのではないだろう

か。 

 このような解釈を行った上で注目すべきであると考えられる点は、バタイユ

にとって特にエロティシズムを語る上で重要視されているのは、特異にして固

有性のある他者ではないということである。バタイユがエロティシズムや死を

模倣する反復の運動を語るとき、それは禁止と侵犯という「移行」の問題に目

を向けている。この中ではしばしば、個人的な愛の関係における他者への配慮

とは対立するような、自分勝手で暴力的なエロティシズムの様相も見てとれる。

バタイユはエロティシズムにおける非社会的な側面を露呈させることによって、

人間が目を背け、禁止してきた動物性という暴力を明示したと言うこともでき

るのではないだろうか。 
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第３章 性愛の営みとセクシュアリティ政治 

 

第１節 ＜クィア＞とバタイユ 

 

 第１章では、＜クィア＞という語に関連した状況についてある一側面から追

跡し、現在の＜クィア＞の営みが抱える矛盾の可能性を指摘した。その矛盾が、

自己のアイデンティティをめぐるものだということに関連させ、第２章では、

エロティシズムについて思索を行なったジョルジュ・バタイユの思想を、他者

という概念に注意しながら読解した。読解を進めていくと、人間の生命の動き

やエロティシズムについてのバタイユの思索においては、常に移行と反復の運

動に視点が向けられていることが見えてきた。また、エロティシズムは生産さ

れたエネルギーを非生産的に消尽するという欲望の中で、限界の裂け目に客体

化された対象をあてがい、対象との対面を通じて＜私＞が私以外の世界と融合

することを目的とした一種の暴力性をもつ運動であることもわかってきた。 

 そこで、本章では、第１章の最後で提起した問題を念頭に置きながら、＜ク

ィア＞の矛盾と考えられる点に対して、バタイユの思想を延長するとどのよう

なことが言えるのかについて考察する。第１章で提示した＜クィア＞が抱える

問題点についての考察は、主に２つの側面から見解と影響を示唆することがで

きると考えられる。 

 

第２節 ＜クィア＞の政治的な運動体の側面において 

 

 まずひとつめとして、＜クィア＞が政治的な様相を持っており、政治的活動

を行う運動体であるという視点から考察を行なう。この側面において、第１章

に挙げた矛盾と思われる点を肯定的に捉えることができるような思想をバタイ

ユが提供していると考えられる。 

 第１章で述べた＜クィア＞の営みに関しての問題をもう一度整理する。＜ク

ィア＞的な営みにおいては、異性愛規範を問い続けて行くという共通の目的に

よって、ひとつの協働が望まれる。＜クィア＞の営みの中で、名詞的＜クィア

＞の、非異性愛指向の者を包括するという特徴と、互いを排除しない意志を含
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む「異種混淆性」という特徴とは、異性愛規範を問い続ける姿勢において共存

可能だろうか。そこには、アイデンティティ政治としての矛盾点があるのでは

ないかという問題である。具体的には、もし協働的に＜クィア＞の営みを行っ

ていくとしたら、「私はレズビアンである」、「私はヘテロセクシュアルである」

という＜私＞に関する性についてのアイデンティティを保持しながら、「異種混

淆性」を許容することで、そのアイデンティティを主軸とせずに運動を行う状

態に自らを置かなければならない。「異種混淆性」について、それが記載された

文章をもう一度引用する。「クィア・スタディーズは、そもそも、既存の「性の

規範」の下で法的・経済的・社会的・文化的な抑圧や不利益を被ってきた人び

との生の質を向上する目的をもった社会的・文化的活動の一環であり、目的を

同じくする他の諸活動との協働なくしては存在しえない」。このような、異種混

淆性をかんがみる意志の根底には、性の規範を問い続けようとする人びとがそ

の目的のもとにお互いを排除せず協同することを目指していることが見てとれ

る。その協同においては、「私は○○である」という共同体に同一のアイデンテ

ィティを主張することが必ずしも重要視されていないと考えることもできる。

それぞれの＜私＞たちは、異なるアイデンティティを持ちながら同じ目的に向

かって協働する。それでは、この営みにおいては、アイデンティティの差異は

重要視されないことになるのだろうか？ 

 ここで、バタイユの＜私＞についての生命の運動の動きをもう一度概観する。

バタイユにとって、生命の基本的な活動というのは、不連続性のある孤独の檻

に閉じ込められている個人が、生産する充溢なエネルギーを消尽しようとする

運動のことである。エネルギーの消尽は、＜私＞を、無限に開かれた宇宙とい

う連続性に向かわせようとする方向に向かう。このエネルギーは、その営みに

おいて生産するものが何もないという意味で無意味である。消尽が向かう先の

連続性とは、想定された死の様相でもある。したがって、＜私＞という孤立し

た存在が宇宙という連続性の内に融合する状態は、本来的には生きている＜私

＞の死によってしか得ることができないと考えられる。しかし、そのような運

動を試みる人間は、生きている存在である。生命の運動の中では究極的な連続

性、すなわち死には到達することができず、常に死に到達する前にその試みは

断念を余儀なくされ、孤立した存在へと戻される。この活動に関する思索を応
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用すれば、＜私＞が行なう＜クィア＞の営みとは、このような反復と移行の運

動そのものであるといえる。 

 異性愛規範中心の社会に生きて存在している名詞的＜クィア＞にとって、社

会と対峙する自らのアイデンティティや、それの根本的な構成要素である「固

有性」、「同一性」は決してなくなることがない。ただし、「異種混淆性」という

ひとつの動詞的＜クィア＞の特徴を自らのものとして認識するということは、

＜私＞の性的主体のアイデンティティにこだわらないことを意味することでも

ある。それは、＜私＞のアイデンティティを超えて、「異種混淆性」という特徴

のもとに＜私＞を置くことであるとも言える。 

 ここで、ヘテロセクシュアルをも排除しないという意志の可能性を含んだ性

的主体の異種混淆性という特徴に傾倒してしまうと、結果的に＜私＞の存在は

重要視されなくなってしまう。これは、＜クィア＞内部での差異の喪失であり、

＜クィア＞とそれ以外の者との差異の消失であり、クィア的な＜私＞の自己喪

失でもある。そこには、ただ連続性という地平が広がっているに過ぎない状態

になってしまう。 

 それでは、性的主体というアイデンティティを個人の最小限の単位としてし

っかりと見つめながら、そこに「ヘテロセクシュアル」という性的アイデンテ

ィティも含みこんだ状態で営みを行っていくのがよい方法なのであろうか。こ

の姿勢はまた、上記とは異なる意味で差異を不可視化する役割をはらんでいる

といえる。 

 この状態は、フランス文学者で批評家でもある、レオ・ベルサーニが論じた

「ゲイの自己喪失」の状態と類似している。ベルサーニは、『ホモセクシュアル

とは』の中で、ゲイ・リベレーションの一部である、性的多元主義の一側面を

取り上げ、以下のように語っている。 

 

 

目に見えるが見えず、判別されないがどこにでも存在する。もしゲイたち

の存在がその不在によって脅かされるとしても、その原因はゲイに魅惑さ

れるひとびとの秘密の（あるいはそれほど秘密ではない）意図や荒廃をも

たらすエイズ作用の結果にだけあるのではない。ゲイたちが自分を人目に
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つく存在に変える過程そのもので自分からホモセクシュアリティ（同一性

愛）を剥ぎ取ったことにもあった。57 

 

 

 このように、「異種混淆性」の名のもとにヘテロセクシュアルを含んだ性的主

体の異種が混淆する空間を作ってしまうと、それは結局アイデンティティを固

定化させる役割を強めてしまう結果をも生み出す。それは、「レズビアン」、「ヘ

テロセクシュアル」といった、境界に画定されたひとつのアイデンティティの

中に、個人を押し込める役割を強める。「ゲイ」である個人、「GID」である個

人、というように、個人をそのアイデンティティとして固定化して見なすこと

を、＜クィア＞の特徴は必ずしも重要視していない。 

 ここで、「異種混淆性」における異種の意味の捉え直しを試みる。それは「ゲ

イ」と「レズビアン」と「GID」と「ヘテロセクシュアル」という主体の異種

性を表すものではなく、＜私＞とは別のもの、という意味での「異種」である

と捉えてみるのである。＜私＞とそれ以外の者という捉え方での「異種」と共

存することを目的とすることを考えれば、その対象が「ヘテロセクシュアル」

であろうと「ゲイ」であろうと、混淆するという意志の可能性は存在すること

になろう。その上、私たちは性的主体としての＜私＞のアイデンティティを常

に超え出る姿勢を忘れてはならないということになろう。＜私＞のアイデンテ

ィティにこだわり過ぎ、相手のことを同様にカテゴライズしたアイデンティテ

ィとして見なすことで、境界に画定されたアイデンティティの中に個人を押し

込める事態に陥ってしまうからだ。 

 生きている私たちにとって、社会と対峙する自らのアイデンティティや、そ

れの根本的な構成要素である「固有性」、「同一性」の側面は決してなくなるこ

とがない。それ以上に、＜クィア＞にとって重要なことは、ヘテロセクシュア

ルとの差異をなくし同一化する方向で差異を消失することではなく、その個別

性や異種性による差異を認めていくことであるのは明らかである。 

 私たちは常に＜私＞のアイデンティティを侵犯し、充溢なエネルギーでもっ

てそれを超え出ようとする。しかし、生きている私たちは連続性へ向かう運動

の営みに失敗し、固有性や同一性のもとに戻されるという生命の運動に従って、
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移行と反復を繰り返す。「異種混淆性」とは＜私＞と異なるものを同一化によっ

て回収し、差異をなくそうとすることでは決してなく、＜私＞とは異なる異種

に向かって自分を開き、異種に到達しようとする移行の運動へ向かう意志を表

すことばであると言えるだろう。 

 この不安定で不確定な「移行」の運動は、バタイユの言う「無意味」とどの

ように関連するだろうか。この運動を営んでいくことが無意味というわけでは

なく、この「移行」と「反復」の運動こそが生を讃えるための運動としてバタ

イユによって重要視されているものであると考えられる。バタイユが無意味だ

と言うときの対象は、エネルギーが「生産」に役立つかどうかによって有意味

か無意味かを判断されるものである。その意味で、エネルギーが消尽されると

き、そのエネルギーが還元的に何かを生み出すような生産的な運動であること

はない。しかし、この営みによって＜クィア＞の目的である、「異性愛規範を問

い続けて行く」姿勢は完成する。また、次節で示すように、＜クィア＞のその

姿勢は、姿勢の完成のみに留まらず、異性愛規範中心の社会に、ある一定の仕

方で影響を与えることが可能であると考えられる。 

 不安定で不確定な営みの＜クィア＞という「形態」を続けていくことは、具

体的には生産する何かを指摘し得ないし、運動それ自体について還元的なこと

ばを生み出し得ない。＜クィア＞は常に限定されず、定義を繰り返されながら、

常に開かれた態度で移行と反復の運動を繰り返す。この＜クィア＞の姿勢には、

従来のアイデンティティ政治以上の新しい政治の形を指摘することができると

いえる。 

 

第３節 同一‐セックスがヘテロセクシズムに与える影響 

 

 もうひとつの、エロティシズムに関する思想と＜クィア＞について考察する

ための視点は、人間の性愛について、名詞的＜クィア＞独自の特徴が現在の異

性愛規範中心の社会に大きく影響を与える可能性をもつというものである。前

節で指摘したように＜クィア＞の姿勢はそれ自体を還元することばを持たない

という意味では非生産的であるが、＜クィア＞の可視化自体がヘテロセクシズ

ムの構造に対して影響を与えると言うことができる。本論文の最終節である本
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節では、その可能性を示唆していると考えられる、レオ・ベルサーニの同一‐

セックスが異性愛規範に基づいたヘテロセクシズムの構造に与える影響につい

ての論述部分を参照する。 

 ベルサーニは、ヘテロセクシズムに特有の、感情的に生起するホモフォビア

の原因についてフロイトの思想や精神分析を基調に探ることで、ヘテロセクシ

ズムの構造を明らかにしようと試みる。ヘテロセクシズムが異性愛規範に対す

る遵守感情の裏返しとして感情的に抱くホモフォビアという事態について、同

一‐セックスが影響を与える事態を生み出す可能性を指摘する。それは、ヘテ

ロ‐同一‐セックスの構造を超えるセクシュアリティに関する次元の新しい関

係性を同一‐セックスが露呈させることが可能であるという主張である。 

 ベルサーニは性的多元主義ということばでゲイがセックスを抜かしたライフ

スタイルの権利の実現を行うことで、同一‐セックスを「なきもの」にしてし

まう事態についてやや批判的な態度で論じている。 

 

 

性解放のレトリックに、最大の知的権威にもとづく正当化を与えたのが、

フーコーの―とりわけ『性の歴史』の第一巻における―この要求であった。

しかしながら、そうした要求は贖罪的な魅力こそもってはいるが、不必要

かつ危険なまでに無力 tame なものである。なるほど、このような多様性

を掲げる議論というのは、ゲイたちを、リベラルな主流派文化のもっとも

重要な価値の一つの熱心な防衛者に仕立て上げるという点で、戦略的に有

利性をもってはいる。しかし、こうした議論は、同性愛的な行動とそれが

触発する激しい反発との関係に、正面から取り組むのを回避しているよう

にわたしには思える58 

 

 

 ベルサーニは、このように多様性や多元主義を構築してきた状況に一定の価

値を見いだした上で、しかしこのような営みの、アイデンティティを「脱同性

愛化する59」という性格の一側面を危険視する。むしろ、同一‐セックスとい

う事象と概念そのものが、ヘテロセクシズムを基調とした社会構造を揺るがす
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力を持っていると主張する。ベルサーニが主張するような同一‐セックスのそ

のような特徴とは、どのようなものなのだろうか。 

 ベルサーニはその特徴を、同一‐セックスが持つ「共同体の価値の拒否」と

いう側面に見いだすが、理論的に詳しく論じることはしない。ここで、バタイ

ユのエロティシズムに関する思想を参考に、ベルサーニが方向を指し示したと

も考えられる、考察されたエロティシズムがヘテロセクシズムの根幹を揺るが

す事態について論述する。 

 バタイユのエロティシズム論は、主に個人的な愛の関係と比較され、以下の

ように要約することができる。人間には、死に対する恐怖と、死がもつ連続性

という側面へのノスタルジーとの二つの矛盾した感情が存在する。人間はそれ

自体、エネルギーを生産する存在であるが、そのエネルギーは死の連続性に向

かって消尽される。この一連の運動の中にエロティシズムというものは存在す

る。死は人間を恐怖に陥れる概念なので、人間は過剰なエネルギーを生産して

いないときは、その場所へ近づこうとはしない。しかし、人間は生きている以

上、過剰なエネルギーに駆り立てられその限界の裂け目に客体化された美の対

象をあてがい、そこに向かってエネルギーを消尽しようとする。生きている存

在としての不連続性を維持しながら、連続性へと到達しようとする矛盾した運

動が、バタイユの言うエロティシズムである。 

 ベルサーニが指摘したヘテロセクシズムの構造からは、ファルス主義に基づ

くヘテロ的な性行為とは、自我の確立を前提とした権力争いであることがわか

る。「関係し合う人物が、それと特定されるやいなや、戦争開始である60」。こ

のように、ベルサーニによれば、ヘテロセクシズムとそれを推奨する「男たち」

は「戦争」の中で「特定された自己こそが、上になるという観念による興奮と

ともに肥大」し、その自己肥大に快楽を見いだすような性的追求を行っている。

一方、バタイユのエロティシズム論では、エロティシズムとは、過剰なエネル

ギーを消尽する方向へ発露させることにより、限界の裂け目に据え置いた対象

を壊そうとすることで、「自我」を宇宙へと開かせ、＜私＞と世界との融合を目

指すことにあった。これは、＜私＞の視点から見れば、自我の崩壊ということ

を意味する。ベルサーニの言う「ヘテロセクシズム」が自己肥大というやり方

で性的快楽を追求していると考えられるなら、一方でバタイユの論じるエロテ
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ィシズムは、自我の拡散や自我の放棄というやり方で性的快楽の追及を収束さ

せようとする。 

 ベルサーニは、『ホモセクシュアルとは』の最終章にあるジュネ論で、＜私＞

を宇宙に開かせるような機会をジャン・ジュネの小説『葬儀』の中に読み取っ

ている。同一‐セックスとは、＜私＞を宇宙へと開かせる側面を確かに持って

いる。それは、性行為が持つと思われている愛情やコミュニケーションの側面

を強調する牧歌的な考え方を否定する意味で、また、性的快楽のための権力戦

争に前提となる自我を、貶下させるというエロティシズムの本質に目を向けさ

せるという意味で、ヘテロセクシズム基づいた性愛についての考えを持つ人々

に向けて嫌悪を生み出させる力を有していると言えるのである。 

 このようにしてベルサーニは、同一‐セックスはヘテロセクシズムという構

造からこぼれ落ちるエロティシズムの意味を、ヘテロセクシズムに基づいた性

行為の前提となる自我を瓦解させる形で発露させる可能性があると述べたかっ

たのではないだろうか。 

 名詞的な＜クィア＞とは、いったい何を意味するだろうか？それは、異性愛

という規範からこぼれおち、規律の中に閉め出された者たちを包括する意味を

持っている。このとき、異性愛規範からこぼれ落ちた者としてしか名詞的＜ク

ィア＞を表す定義はない。このように異性愛規範に基づく「ヘテロセクシュア

ル」と対置された名詞的＜クィア＞の行く先は、「ヘテロセクシュアル」という

主体と、同レベルまで自分たちのアイデンティティを持ち上げ、権利を獲得す

ることに留まらない。「ヘテロセクシュアル」や＜クィア＞たちは、差異と同一

という関係性の中に存在する。しかし＜クィア＞はそれだけではなく、自らの

生命活動の中で生まれた過剰なエネルギーを、孤立した私の外部へ消尽すると

いう私独自の営み＝＜私＞のアイデンティティについての営みまで、セックス

の中に含み込むことを明るみにしていると言えるのである。 

 

                                            
57 ベルサーニ，L．（1996b） p.34。一部訳文を変更した。 
58 ベルサーニ，L．（1996a） p136 
59 ibid., p122 
60 ibid., p135 
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おわりに 

 

 本論文では、現代における性の新たな思索の営みである＜クィア＞に焦点を

あて、その政治的営みにおける問題点について一考察を行った。その上で、＜

クィア＞独特の特徴であるセクシュアリティに関する内容に踏み込み、エロテ

ィシズムの本質を考察したバタイユとベルサーニの思想を参考に＜クィア＞が

異性愛規範に影響を与える可能性を考察した。本論文で述べられた考察は、ま

だ多くの考察の余地が残されている。たとえば、第１章で述べた＜クィア＞を

めぐる歴史的出来事とその道筋の概観は、膨大な数の＜クィア＞やそれに関連

する書籍のなかから、筆者が卒業研究という限られた時間の中で読むことがで

きた数冊の中の記述をもとに考察したものにすぎない。第２章では、ジョルジ

ュ・バタイユがエロティシズムについて思索した道に注目することを優先した

ため、すでに批判がなされているバタイユの女性に対する軽視の態度や、ジェ

ンダー的視点からの考察を考慮することができなかった。 

 第３章に簡単に紹介したベルサーニの思想についても、疑問は多く残る。そ

のうちのひとつは、ベルサーニが「ヘテロセクシズム」とそれに基づく「ヘテ

ロセクシュアル」ということばによって、何を指し示そうとしているかという

問いに関連する。ベルサーニが、同一‐セックスが、ヘテロセクシズムに基づ

くヘテロセクシュアル同士の性的快楽の追及の前提を、解体するような特徴を

持っているのだと主張しているとしよう。しかし、それによって現実に、男性

と女性のすべての性行為が「不幸せ」な結果に終わるということを言うことは

できない。また、男性と女性という区分が構築されたものだと言うのならば、

人間同士のセックスには、バタイユやベルサーニの言うように、＜私＞が私以

外のものと出会うための行為という意味以上のものを持ち得ないと言い切るこ

とができるだろうか？この問いは、バタイユが「個人的な愛の関係」と言い、

エロティシズムの一側面として考察した概念に大きく関わってくるものである

と考えられる。 

 興味深いことに、2008年にレオ・ベルサーニは『Intimacies』という題名の

著作を発表している。Intimaciesは邦訳すると「親密性」という意味をもつ単

語であり、これは人間同士の本来的な親密性とはどのように解釈し得るかを思
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索した論述であると推測出来る。今後は、卒業研究を行う上で明らかになって

きた問題点を更に追求することで、人間同士の親密性とはどのようなもので、

それは他者存在といかに関わりを持ち得るかという問いに関する考察を続けて

いきたいと考えている。 
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