
281

モーリス・ドニ作《バッカス祭》にみる家族の肖像とキリスト教主題

はじめに

　モーリス・ドニ（Maurice Denis, 1870-1943）は、
19世紀末から 20世紀前半のフランスにおいて活動
した画家である。1888年にはポール・セリュジエ、
ピエール・ボナールらとともに画面の装飾性を重視
するナビ派を結成し、絵画制作だけにとどまらず、

著述家としてその理論形成を担うなど中心となって
活躍した。彼はまた敬虔なカトリック教徒であり、
生涯に多くの宗教画を残すとともに、教会装飾を多
数手がけた功績によって知られている。
　ドニの作風に最も明確な変化が現れるのは、2度
目のイタリア旅行で初めてローマを訪れた 1898年
以降のことである⑴。この旅行を機にギリシャ・

モーリス・ドニ作《バッカス祭》にみる
家族の肖像とキリスト教主題
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Abstract
　Maurice Denis (1870-1943), a member of the Nabis, is known for his numerous religious paintings and church 
decorations. Following his first visit to Rome, mythological subjects that had been absent before, began to appear 
in his work. Among them, la Bacchanale in 1920 can be described as a work in which paganism is stronger than 
Denis’ other mythological themes, since it originally depicts immoral elements such as those who are drunk and 
debauched and distorted sexual exploits of men and women. Nevertheless, some studies associate this work with 
the painter’s religious art production and faith.
　Bacchanals created by other painters, display embarrassing human aspects, so the woman in the Denis’ Baccha-
nal who has her arm on a child’s back to support his body and is gazing at him with a compassionate expression 
seems unfamiliar. The two children are the painter’s sons, Dominique and François. The woman holding François 
is said to be Madeleine, the boys’ older sister. Her position has been changed in the esquisse from the alluring 
gesture of an attractive dancer to Madeleine’s affectionate one, adding a new “maternal” dimension to this paint-
ing that is unrelated to the original theme.
　It has already been indicated that Denis, a devout Catholic, employed a method of overlapping religious scenes 
on everyday scenes. Thus, it is possible that Denis intentionally depicted the three to represent the Virgin and 
Child and John the Baptist. François’ gesture of looking up at his sister recalls Jesus in Botticelli’s Madonna of 
the Book or Madonna of the Magnificat. It can be deliberated that when he was drawing a woman holding a 
young child from behind on the back of a goat, he was conscious of Leonardo’s composition The Virgin and Child 
with St Anne. The year before la Bacchanale, he established a school for religious art “Atelier d’Art Sacré” and 
also focused on writing religious art papers. This indicates his extensive interest in the theme at that time.
　In la Bacchanale, the scenes of pleasant pagan mythology and Christian images are linked, mediating a family 
portrait. It suggests the possibility that Christian themes may be included in other myths he painted. In interpret-
ing all Denis’ mythological works, the portrait of the family and the Christian theme overlaid on it should be 
considered an important element.
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ローマの古典芸術に傾倒し始め⑵、大胆なデフォル
メを行うナビ派の装飾的な作風から、より量感のあ
る人体表現や幾何学的な構成を用いる作風へと移行
していったといわれる⑶。そうした技法面における
変化に加え、主題面においては、それまでほとんど
みられなかった神話主題がドニの作品に表れるよう
になる。自身のキリスト教信仰に基づく静謐な宗教
画、あるいは象徴主義的な作品を主に描いてきた画
家にとって、この神話という古代の異教の主題は、
彼の創作の幅を大いに広げるものであった。
　中でも 1920年に制作された《バッカス祭》（図 1）
は、その主題が元来、泥酔し熱狂する人々や男女の
乱れた性愛という不道徳的な要素を含むものである
ために、ドニが描いた他の神話主題に比べてより異
教性が強いものといえる。それにも拘わらず、いく
つかの文献において、本作を画家の宗教画制作や信
仰と結びつける記述がみられるのは着目すべき点で
あるが、そのいずれも漠然とした指摘にとどまって
いる。明確な異教主題を描いたこの《バッカス祭》
において、ドニのキリスト教への関心が含まれてい
る根拠を具体的に示すことで、彼の神話画という作
品群全体を通して考察されるべき一つの観点を提示
できると考える。
　毛皮店の装飾パネル（図 2）の下絵として制作さ

れた本作は、極めて早い時期に日本で展示された作
品であると同時に、下絵、完成作の両方が日本に
渡っている稀な作例だが、未だその研究は十分とは
いえない。本稿では、特に描かれた人物像に着目す
ることで、主題面におけるドニの一つの試みを指摘
したいと考える。

《バッカス祭》の来歴および評価

　本作は 1920年、ジュネーヴの毛皮店『ティーグ
ル・ロワイヤル』の店主ヌベールから注文を受けた
大画面の装飾パネルの下絵として制作された⑷。完
成作のパネルは現在切断され、完全な状態では残さ
れていないため、下絵である本作は全体の構図を示
す貴重な作例である。まずはこれまで下絵、完成作
と別々に語られてきた一連の来歴を統合し、改めて
確認しておく。
　毛皮店の注文に先駆け、ドニは 1915年から 1916
年にかけて、同じくジュネーヴにあるサン＝ポール
教会のアプシス壁画装飾を手がけていたが、建設に
携わったスイス人の建築家アドルフ・ギヨーネがこ
の店の改装を任されており、その縁により依頼を受
けた⑸。ドニによる大画面のパネルは、店内の階段
を飾るために制作されたものであり、おそらく設置
前の 1920年、サロン・ドートンヌに出品されてい

図 1　《バッカス祭》1920年、油彩・キャンヴァス、99.2×139.5cm、ブリヂストン美術館
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る⑹。1944年に店内から取り外され、1984年ニュー
ヨークの収集家の手に渡るが、その際遺族の反対に
も拘わらず室内に入れるため上部が切り落とされ、
残る部分も 2つに分割される。切断以前の全貌を示
す記録写真（図 3）を見ると、切り落とされてしまっ
た上部には空が描かれ、オウムなど色鮮やかな鳥た
ちも描かれていたことが分かる。上部は後に 3つの
ピースに分けて売られ、残った大部分である 2つの
ピース（図 2）はまとめて 2001年に新潟県立近代
美術館の所蔵となった⑺。
　現在ブリヂストン美術館が所蔵する下絵は、早く
も制作の 2年後、1922年に政治家木内重四郎の所
蔵として日本に渡り、東京日日新聞社主催の泰西名
画展に出品されている⑻。これは、現在判明してい
る日本におけるドニ作品の展示のなかでは、1921
年公開の大原孫三郎所蔵の《波》に次いで、かなり
早い時期のものである⑼。本作が現在の所蔵先に入
るのは、1957年のことである。
　これまで下絵、完成作を含め《バッカス祭》に言
及した文献としては、完成作のパネルがサロン・
ドートンヌに出品された際のエティエンヌ・ブリコ
ンの批評⑽、下絵が泰西名画展に出品された際の加
藤静児の批評⑾に始まり、シュザンヌ・バラツェッ
ティ＝デムーランによる伝記⑿、ジャン＝ポール・
ブイヨンの研究書⒀等に部分的な記述がある。ブリ
コンが「クアトロチェントの聖母および子どもを思
わせるような昨今の彼からは遠ざかっている」とし

て、静謐な画面に宗教的感情を込める画家の従来の
作品との乖離に難色を示す一方、加藤は「詩趣豊か
なる彼の畫面には又信仰の力がひそんでゐる」と既
に日本で知られていた画家の信仰と結びつけた感想
を述べ⒁、ブイヨンは「古代の世俗の系統と聖なる
系統の並行した展開」を指摘することで、宗教画家
としての彼の制作と関連付けるような記述を行って
いる点は興味深い。しかしいずれも抽象的な示唆に
とどまっており、本作に「信仰の力」や「聖なる系
統」を見出す解釈に結びつく具体的な根拠は挙げら
れていない。
　下絵について最も詳細に述べているのが、グロリ
ア・グルームによる 2001年の展覧会カタログの作
品解説文⒂である。制作経緯や影響源とみられる作

図 2　《ベンガル虎・バッカス祭》1920年、油彩・キャンヴァス、240.4×258.5cm/232.5×153cm、
新潟県立近代美術館・万代島美術館

©Archives du Catalogue raisonné Maurice Denis
図 3　《バッカス祭（毛皮店「ベンガル虎」のための装飾）》
（図 2）切断前、1920年、280× 420cm（元のサイズ）
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品、神話の内容への言及など様々な面から記述がな
されるが、最終的にはこの《バッカス祭》を「外国
の都市の、商店の装飾であるのをいいことに、ドニ
が長らく描いてこなかった快楽主義の世界を存分に
描いた⒃」ものと意味付けている。

家族の肖像

　人々が酒に酔い踊り狂うこの享楽的な主題「バッ
カス祭」の絵画は、ルネサンス期より多くの画家の
手によって描かれてきた。中でもティツィアーノの
《アンドロス島の人々》⒄や《バッカスとアリアド
ネ》⒅、ニコラ・プッサンの《石像の前のバッカナ
ルたち》⒆は、ドニの日記から彼が実際に目にして
いたことが推測され⒇、アカデミー・ジュリアンで
指導を受けたウィリアム・ブグローの《バッカスの
幼年期》21も見ていた可能性が高い。いずれも酩酊
する人物や男女の淫らな性愛という不道徳的な要素
を含んでおり、その熱狂とともに人間の放埒な側面
を描き出すのがこの主題の特性といえよう。
　ここで、ドニの《バッカス祭》前景の 3人の人物
（図 4）に着目する。子どもの身体を支えるように
その背に腕を回し、慈しむような表情で顔を寄せる
ドニの女性の表現は、この主題においては異質なも
のに感じられる。「バッカス祭」は本来熱狂、狂乱
の場面を描くものであり、忘我の境地であるがゆえ
に、他人への慈しみとは結びつきにくいものであ
る。これは他の「バッカス祭」主題の作品と本作と
の違いの一つとして、着目すべき点といえよう。
　3人の人物のうち、2人の子どもは、外見的な特
徴や体格差からして、《バッカス祭》の 2年前、
1918年の《ボクシング》（図 5）にも描かれたドニ
の 2人の息子、ドミニクとフランソワである22。
1909年に生まれたドミニクは、生後まもなく亡く
なった第一子のジャン＝ポール以来のドニにとって
は待望の男の子であった。彼が誕生したとき、ドニ
は日記についに息子が生まれたとその喜びを綴って
いる23。
　またフランソワは、妻マルトの病気が悪化したの
ち身ごもった子を流産し、もう子どもは望めないだ
ろうと思われる中、1915年に奇跡的に誕生したマ
ルトとの最後の子である。この末の男の子、ドミニ
クとフランソワにドニは深い愛情を抱いており、
《プリウレのミサ》（図 6）や《水浴》（図 7）など 2
人を何度も同一画面上に登場させている。

図 4　《バッカス祭》（図 1）部分

図 5　《ボクシング》1918年頃、油彩・厚紙、
83.3× 69cm、個人蔵

図 6　《プリウレのミサ》1919年、油彩・キャンヴァス、
124.5× 98cm、個人蔵

図 7　《水浴》1920年、油彩・キャンヴァス、
116× 120.2cm、国立西洋美術館
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　フランソワを後ろから抱く女性については、ク
レール・ドニ氏が確かに彼の娘マドレーヌであると
語っている24。この女性像の下絵とされる 1920年
作の素描（図 8）には、伏し目がちに微笑む若い女
性の顔が描かれており、これがマドレーヌの像であ
ることが根拠とされている。
　しかし、グロリア・グルームも指摘する通り25、
2人の母親でありドニの 1人目の妻であるマルトの
面影もここには見出すことができる。例として、マ
ルトが子どもを世話する様子を描いた 1899年作の
《子どもの身づくろい》（図 9）に、うつむいて子ど
もに目をやり微笑む、似た表情を認めることができ
る。画家は自身にとって初となる教会装飾の注文、
ル・ヴェジネのサン＝クロワ礼拝堂祭壇壁画《十字
架賛歌》においても、右端の天使（図 10）にマル
トの姿を重ねて描きこんでいる26ほか、ドニが撮影
した家族の写真（図 11）にも、類似した表情およ
び姿勢の彼女の姿が認められる。1908年、マルト
との新婚旅行先であり、後にも家族とともに何度も
訪れていたブルターニュ地方のペロス＝ギレックに

別荘を購入したドニは、毎年夏にその地に滞在し、
自宅に戻った秋から冬にかけてスケッチや写真など
の記録を組み合わせ、作品にするという制作法を確
立させていた。《バッカス祭》に関しても、このよ
うに制作以前に収集した素材を組み合わせて画面全
体を構成していると考えられる。
　しかし、それまでも数多く制作されてきた家族の
肖像とは異なり、この作品にマルトを描き込んだと
考えるには、少し慎重にならねばならない。《バッ
カス祭》制作の前年、1919年にドニは最愛の妻で
あった彼女を病気で亡くしているためである。マル
トは、先述の通りフランソワ出産時には既にかなり
体調が悪く入院が続いており、彼は主に長女ノエル
をはじめとする姉たちの手で育てられた27。彼に
とっては、姉たちが母親代わりのようなものだった
と考えられる。
　興味深いのは、この《バッカス祭》は下絵の段階

©Catalogue raisonné Maurice Denis, Olivier Goulet
図 8　《マドレーヌの肖像（《バッカス祭》のための習作）》

1920年、パステル・紙、32× 33cm、個人蔵

図 9　《子どもの身づくろい》1899年、
油彩・キャンヴァス、65× 45cm、個人蔵

図 10　ル・ヴェジネ、サン＝クロワ教会祭壇壁画
《十字架賛歌》右下パネル、1899年、油彩・

キャンヴァス（現在）、250× 115cm、オルセー美術館

図 11　海辺の岩に腰掛けるマルト、ベルナデット、
アンヌ＝マリー、ル・プールデュにて、1905年
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で、構図の変更が行われている点である。筆者が入
手した画像のうち最も初期に描かれたと考えられる
もの（図 12）では、子どもたちの後ろに配された
女性は立ち上がり、右腕を上に掲げ前に踏み出すよ
うに身体を捻った姿勢で描かれている。これがブリ
ヂストン美術館所蔵の下絵（図 1）になると、彼女
はかがんで子どもを後ろから抱く姿勢で描かれるよ
うになる。この 2つの構図は、女性と子どもたちと
の関係性において明らかに印象が異なる。筆者はこ
こに、後景を開き画面に奥行きを与えるという構図
上の操作以外にも、ドニの意図があったのではない
かと考える。
　本作において、特定の人物の肖像である可能性が
高いもう 1人の像に着目する。画面中央で葡萄を掲
げ、虎と向き合う女性（図 13）である。ドニが描
いた肖像画（図 14）との容貌の類似から、モデル
と推測されるのはウクライナ出身のダンサー、ナ
ターシャ・トロアノヴァであり、彼女は当時パリで
人気を博し、雑誌『ラ・ガゼット・ミュジカル La 
Gazette Musicale』や『コメディア Comoedia』にも
取り上げられるなど、舞台の花形として活躍してい

た。ドニが彼女に出会ったのは 1912年 5月、シャ
ンゼリゼ劇場の装飾を任されていた頃である28。
　2人の子どもの後ろに配された女性像に関して
も、初期の下絵の段階では、ナターシャをモデルに
描いていた可能性がある。シャンゼリゼ劇場のエク
セドラ装飾の下絵（図 15）に着目すると、音楽に
関わるタイトルが付けられたそれぞれのパネルのう
ち、右下の《グラシオッソ》（図 16）には先の肖像

図 13　《バッカス祭》部分図

図 12　《バッカス》1920年、油彩・板、27.94×43.18cm
図 14　《踊り子ナターシャ・トロアノヴァの肖像》
1912年、油彩・キャンヴァス、82× 61cm

図 15　《シャンゼリゼ劇場丸天井：舞台エクセドラの全下絵》1912年、
グワッシュ、木炭・紙、55× 150cm、モーリス・ドニ美術館
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（図 14）と同じ姿勢の人物が描かれ、これがナター
シャの姿であることがわかる。その左隣の《プレス
ト》（図 17）は、手を進行方向と逆に少しなびかせ
ながら高く掲げ走る女性と、それを追う子ども29が
描かれている。現在その装飾画は失われているが、
記録写真（図 18）を見ると、やはり黒髪とくっき
りとした目鼻立ちを特徴とするナターシャの肖像が
見出だせる30。この姿勢は初期の下絵（図 12）に
おける、右腕を掲げ前に踏み出す女性のシルエット
に重なる。
　つまりドニは、初期の下絵においては、客の気分
を高揚させ、購買意欲の向上を図る毛皮店の装飾と
しての役割をこの《バッカス祭》における最優先事
項と捉え、流行のダンサーをモデルに起用し華やか

な姿勢を繰り返し描くことで、その効果を高めよう
としていたのではないか。しかしその像をフランソ
ワの母親代わりでもあった彼の娘、マドレーヌに置
き換え、愛情にみちた表情を与えることで、ここに
「母性」という、新たな意味が加わることになる。
あるいは、はじめからこの人物をマドレーヌとして
描いていたにせよ、その姿勢が動的で身体の華やか
さを強調したダンサーから静的で愛情に満ちた保護
者のそれへと変更された経緯は、着目すべきものと
いえよう。
　2人の息子の像を描きこんだ時点で、注文作にお
いても自身の私生活にまつわる要素を描きこむドニ
の大胆さは垣間見えるが、従来の「バッカス祭」に
も登場する子どもというモティーフを描くにあたり
息子たちをモデルにしたと考えれば、全体の主題に
与える影響はさほど大きくない。しかし「母性」と
いう、本来の主題とは関わりのない要素が与えられ
ることで、本作は単なる「バッカス祭」の枠を超え
るのである。

キリスト教主題

　敬虔なカトリック教徒であったドニが、自身の作
風の一つとして、身近な日常の風景や人物に宗教的
な場面や感情を重ねる手法を用いたことは、既に多
く指摘されてきた31。
　例えば《母子像、裸のジャン＝ポール》（図 19）
は妻マルトと長男のジャン＝ポールを描いた作品で
あり、マルトの服などはあくまで同時代のものであ
りながら、母親の上半身にクローズアップし、胸元
に抱えられた子どもの全身像を描く構図の切り取り
方や、金地を思わせるくすんだ黄色の背景から、中

図 16　図 15部分《グラシオッソ》

図 17　図 15部分《プレスト》

図 18　《プレスト》記録写真
図 19　《母子像、裸のジャン＝ポール》1895年、
油彩・キャンヴァス、50× 32cm、個人蔵
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世の聖母子像を想起させる32。
　《聖家族（二人の母）（1）》（図 20）は左に長女ノ
エルを抱くマルト、右に友人アドリアン・ミトゥ
アールの妻子33を描いたものでありながら、タイト
ルにもあるように、聖母子、またエリサベトと洗礼
者ヨハネの 2組の母子を描いた聖家族の図像と
なっている。極めて具象的な描写は肖像画としての
側面を際立たせるが、胸に手を当て、幼子イエスの
頬に口づけるという幼き洗礼者ヨハネのポーズが、
作品に宗教的な意味を与えている。
　《青いズボンの子ども》（図 21）も、また象徴的
な作品である。長女のノエルを抱くマルトが前景に
描かれ、背景となる壁に 1枚の絵画が架けられてい
る。モノトーンで簡略化されているが、これはボッ
ティチェリの《聖母子と幼き洗礼者ヨハネ》（図

22）である。ここでドニは、タイトルにもあるよ
うな現代的な服装の妻子を、あくまで身近な風景の
中に描き込みながら、後景にボッティチェリの宗教
画を描くことで、彼の妻子に聖母子のイメージを暗
示的に重ねている。
　そのような背景を踏まえれば、《バッカス祭》の
3人に宗教的な図像との類似が見られるのも、全く
の偶然ではないように思われる。すなわち、右の幼
子と女性、フランソワとマドレーヌには聖母子の姿
が、左の山羊を引く少し年長の子ども、ドミニクに
は洗礼者ヨハネの姿が重ねられているとみることが
できる。先のボッティチェリの作品（図 22）と比
較しても、その人物像の背格好に類似が見出だせ
る。《バッカス祭》の制作当時フランソワは 5歳で
あったが、画中の肖像はその年齢にしてはかなり幼

図 20　《聖家族（二人の母）（1）》1901年頃、油彩・キャンヴァス、81×100cm、モーリス・ドニ美術館

図 21　《青いズボンの子ども》1897年頃、
油彩・キャンヴァス、52.7× 39.2cm、オルセー美術館

図 22　サンドロ・ボッティチェリ
《聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ》1470-1475年頃、
油彩・板、61× 82.5cm、ルーヴル美術館



289

モーリス・ドニ作《バッカス祭》にみる家族の肖像とキリスト教主題

く見え、このドニの操作がより一層彼を幼子イエス
に見せている。また姉を見上げるフランソワの仕草
は、同じくボッティチェリの《書物の聖母》34や《マ
ニフィカトの聖母》35のイエスを想起させる。ドニ
はミラノやフィレンツェも繰り返し訪れていたた
め、これらの作品を目にする機会は十分にあったと
思われる。グロリア・グルームは、ドニの母子像
（maternités）を思わせる36、と曖昧な表現に留めて
いるが、他の宗教画との類似から、より明確にドニ
がここに聖母子とヨハネのイメージを重ねているこ
とを指摘できる。
　ドニは少年時代よりルーヴル美術館に通い、早く
も 1884年の日記に、レオナルド・ダ・ヴィンチの
作品に感銘を受けたことなどを記している37。山羊
の背に乗る幼子を後ろから抱く女性を描く際、《聖
アンナと聖母子》38の構図を意識したと考えること
もできよう。
　芸術と宗教との関わりについて述べた彼の日記の
一節もまた、この作品に宗教的感情が込められてい
ると考える根拠になる。例えば、1886年 1月 5日
の日記に、以下のような一節がある。

絵画とは本質的に、宗教的かつキリスト教的な
芸術である。もしこの性質が我々の不信心な時
代に失われているとすれば、それを取り戻さね
ばならない39。

　以上のように絵画そのものを宗教的な芸術と言う
ドニは、少年時代より既に宗教画家になることを心
に定め40、晩年に至るまで、観者にある種の敬虔な
感情を喚起するような芸術を一貫して目指した。
《バッカス祭》制作の前年には、ジョルジュ・デュ
ヴァリエールとともに宗教美術の学校『アトリエ・
ダール・サクレ』を設立している。
　《バッカス祭》制作の前後には「象徴主義と現代
の宗教美術41」（1918年）、「キリスト教美術の新た
な方向42」（1919年）、「聖なる芸術の頽廃と復興43」
（1920年）等、特に集中して宗教美術に関する論文
を執筆していることからも、当時のドニの関心の高
さが伺える。そうした時期に、家族 3人の肖像を描
くにあたり、聖母子と洗礼者ヨハネという伝統的な
宗教主題に重なる構図を取ることに何の意図も持た
なかったと考えるのは、むしろ不自然であろう。画
家は意識的に、3人を単なる狂乱の行列の一部にせ

ず、聖なる像として、他の部分とは敢えて一線を画
した表現を行ったのではないか。

おわりに

　ここまで見てきたように、《バッカス祭》では、
享楽的で異教性の強い神話の場面と、キリスト教的
なイメージという直接は結びつき難い 2つの要素
が、家族の肖像というモティーフを媒介することで
結びついていた。ボッティチェリをはじめ、神話画
と宗教画の両方を描いた画家はルネサンス期以降珍
しくないが、1つの画面上にこれらの両要素を併存
させる手法は、ドニがこの作品に至るまでの一連の
経験、表現の蓄積を通してたどり着いた新たな境地
とみることができよう。
　本稿では《バッカス祭》という一作例についての
考察に留まったが、彼が描いた他の神話画の中に
も、同様の経緯によってキリスト教主題が含まれて
いる可能性があると考えられる。紙面の都合上、こ
こで詳細に論じることはできないが、ドニの神話画
全体において広く家族の肖像及びキリスト教的な要
素を指摘できれば、彼が神話の一場面を表向きの主
題として用いながら、物語の内容そのものよりも、
自身の個人的な感情や信仰を作品に含めることを重
視していた根拠となろう。
　ドニの神話画を解釈する上で、描きこまれた家族
の肖像と、そこに重ねられるキリスト教主題は、重
要な要素として考慮されるべきではないだろうか。
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