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 1884 年はフランス文学史上、記憶されてしかるべき年号のひとつである。すなわち、マ

ラルメをめぐる二つのテクスト――ユイスマンスの小説『さかしまに』とヴェルレーヌの

評論『呪われた詩人たち』――が刊行された年として、である。この二つの著作をきっか

けとして、それまで言わば伝説的なマイナー詩人だったマラルメの詩の一端が紹介され、

詩人マラルメは、次第に一部の熱心な文学愛好家たちの間で圧倒的な支持を受けるように

なり、ついには、いわゆる象徴主義の美と倫理を代表する詩人として畏敬されるに至るの

である。その意味において、この 1884 年のマラルメ紹介の効果は実に決定的であった。1842

年生まれのマラルメは当時既に 42 歳。1860 年代から「エロディアード」詩群を構成する

詩の制作をはじめとする濃密な詩作のキャリアを開始し、1870 年代半ばの「半獣神の午後」

を経て、1880 年代には時評的散文の冒険へと、新たな詩的言語の精錬の道を着実に進んで

いた。したがって、1884 年に相次いで成された二つのマラルメ紹介は、マラルメ個人の詩

作の長い歴史とは直接関係のない、外的な偶然の現象を超えるものではなかったろう。し

かし、もし、ユイスマンスとヴェルレーヌによる紹介がなかったとしたら、十九世紀末の

根本的な文学革命としてのいわゆる象徴主義は、その美と倫理を一手に担うスーパースタ

ーを見出すのが、確実に数年は遅れていたにちがいないのである。 

以下、本稿は、マラルメが二つのテクストにおいて、とりわけ『呪われた詩人たち』に

おいて、どのように紹介されているか、という点に注目し、1884 年のマラルメ紹介に内在

するメッセージをつぶさに追跡してみようとするものである。この作業は、マラルメが、

ヴァレリーをはじめとする次の世代の作家たちに及ぼした影響の内実を測るために不可欠

な基礎作業の一環をなすものである。本稿の問題意識の出発点にあるのは、ヴァレリーが

1933 年の講演「ステファヌ・マラルメ」において述べた、ヴァレリーにとってのマラルメ

体験の叙述、とりわけ、ヴァレリーが「マラルメ問題 le problème Mallarmé」と呼んだとこ

ろのものである。「マラルメ問題」とは、マラルメの詩において、言葉の物質的なレベルで

の美（たとえば音楽性）というものと、直接的な理解の困難（マラルメの詩の「意味」の

不可解）ということが、一体となって共存しているという事実、あるいは、意味の理解の

有無にかかわらず「詩の言葉そのものの実存」が強烈な効果を放つという事実が提起する

様々な問題の総称である。この問題は、より広い文学史的な文脈で言い換えれば、エドガ

ー・ポーやボードレールを経由して二十世紀の文学へと続く「詩的言語の革命」の中核を

なす、文学表現における美と倫理をめぐる問題ということになるだろう。本稿は、そうし

た壮大な問題にアプローチするための前提となる、基礎的な確認作業として、マラルメと

いうひとつの「価値」がフランス文学という市場に集中的に投入された瞬間のテクストに



寄り添って、改めて、いかなるメッセージがそこに読み取れるかということを明らかにし

てみることを課題としている。論の順序として、まず、『さかしまに』の中でマラルメがユ

イスマンスによってどのように紹介されており、さらに、たとえば次世代のヴァレリーの

ような熱心な読者が、ユイスマンスによって紹介されたマラルメ像をどのように受容した

かといった点を簡単に概観した後、続いて、ヴェルレーヌの『呪われた詩人たち』の中で

紹介されているマラルメ像とはいかなるものか、個々の詩篇を読みながら、検討していく

ことにしたい。 

 

 

『さかしまに』のマラルメ 

 

「やれやれ、再読に堪える本のなんと少ないことか  Mon Dieu ! mon dieu ! qu’il extiste 

donc peu de livres qu’on puisse relire1」――『さかしまに』の主人公デゼッサントはそんなふ

うに嘆く洗練された審美家である。しかし、そんな彼にも、「再読に堪える本」、最後に机

上に残る本が二冊だけある。それは既成の本ではなく、自分のお気に入りのテクストを集

めた私家版の「小冊子plaquettes」だ――小冊子とはいえ、贅を尽くした装丁、特別な紙、

能書家による彩色文字、という凝りに凝った、芸術品と言っていいようなものであり、デ

ゼッサントはしばしばその官能的な肌触りを確かめて悦に入っている――そのうちの一冊

が『マラルメ韻文集Quelques vers de Mallarmé』と題されている。「窓Les Fenêtres」「エピロ

ーグEpilogue」「青空L’Azur」など第一次（1866 年）と第二次（1871 年）の『現代高踏詩集』

から抜粋した十一の作品が収録されているというその韻文集の中でも特にデゼッサントを

魅了しているのが「エロディアード」の次の断章である。 

 

« ... O miroir ! 

« Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée 

« Que de fois et pendant des heures, désolée 

« Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont 

« Comme des feuilles sous ta glace au trou profond, 

« Je m’apparus en toi comme une ombre lointaine, 

« Mais, horreur ! des soirs, dans ta sévère fontaine, 

« J’ai de mon rêve épars connu la nudité !2 » 

 

エロディアードが鏡に向かって呼びかけるこの箇所は、ジャン＝ピエール・リシャールが

「鏡」の表象に現代的な「反省意識 la conscience réflexive」を読み込んだことで知られる、

                                                  
1 J.-K. Huysmans, A Rebours, édit. par Marc Fumaroli, « folio classique », Gallimard, 1977, p. 315. 
2 Ibid., p. 316. 



「エロディアード」の中でも特に問題性の高いテクスト場といっていい部分である。こう

した箇所をさりげなく引いてくるユイスマンスの眼力は超一流なのだが、この引用箇所そ

のものに関する分析は小説の中では行われず、より一般的な言い方でマラルメという詩人

の肖像が浮き彫りにされている。 

普通選挙の時代、金もうけの時代にあって、文壇から離れ、世俗から離れて、知性の驚

きと脳髄のヴィジョンに生きる求道者マラルメ。まず強調されるのは、孤高の詩人のイメ

ージである。次に、その詩の技法に関する端的な解説が続く。文の緊縮、省略語法、大胆

な比喩。特に注目されているのが「アナロジー」の技法である。ひとつの言葉が、類似性

の効果によって、同時に形・香り・色・質感・輝きを読者の精神に喚起する（ボードレー

ルの「万物照応」の一句が思い起こされるだろう）。ひとつの言葉は、それによって喚起さ

れる様々な物象や存在の「象徴 symbole」となる。仮に、ただ単に一義対応の通常表現を

使って物象や存在を示すとすれば、その形や陰影のすべてを表現するためには、無数の形

容詞を並べる必要がある。それは結局、読者の注意力の分散を招くだけだろう……といっ

た具合に、審美家デゼッサントによる、あるいは、小説家ユイスマンスによるマラルメ分

析が展開される。 

マラルメの「凝縮文学 une littérature condensée」の技法は、初期作品では限定的な用いら

れ方だったが、テオフィル・ゴーチエに関する詩篇（「葬の乾杯」）と「半獣神の午後」で

は大胆に誇示されている、として、「半獣神の午後」から次の三行が引用されている。（こ

こでおそらく、主人公デゼッサントは、いったん私家版小冊子の『マラルメ韻文集』を置

き、書棚から、マネの挿絵入り『半獣神の午後』初版本（1876 年刊行）を取り出している

はずである。） 

 

« Alors m’ éveillerai[s]-je à la ferveur première, 

« Droit et seul, sous un flot antique de lumière, 

« Lys ! et l’un de vous tous pour l’ingénuité.3 » 

 

この最後の行に関するデゼッサント＝ユイスマンスの説明はこうである。「行頭に置かれた

一音節の語「Lys ! 白百合よ！」によって、何かしら硬いもの、すらっと伸びたもの、白

いもののイメージを喚起しているこの詩行は、脚韻に置かれた名詞「純真」がさらにそれ

を強化している意味の上に重ねて、たった一語で、寓意的に、ニンフたちを見て欲情に狂

った童貞の半獣神の瞬間的な状態、その熱情と沸騰を表現している4。」デゼッサント＝ユ

イスマンスによるこの簡にして要を得た、そしてユーモラスでもあるコマンテールは、現

代のマラルメ学者による注記――「白百合に魅了されたこの純真の夢は半獣神をエロディ

アードに接近させるが、同時に、ユイスマンスが『さかしまに』の中で言及した男根的な

                                                  
3 Ibid., p. 317. 
4 Ibid., p. 318. 



コノテーション（une connotation phallique）も含んでいる5」（ベルトラン・マルシャル）と

いう記述――の中にも生きている。 

 さて、「デゼッサントは『半獣神の午後』をテーブルの上に置いて、もうひとつの小冊子

の頁を繰る6。」『マラルメ韻文集』のほうが表題通り韻文詩のアンソロジーだったとすれば、

こちらは「散文詩のアンソロジー、ボードレールに奉献された小さな礼拝堂7」である。こ

の小冊子には、『パリの憂鬱』の形式的モデルとなったアロイジウス・ベルトランの『夜の

ガスパール』の抜粋、ヴィリエ・ド・リラダンの『民衆の声』と『翡翠の書』の抜粋、そ

して、廃刊になった様々な雑誌から集めたマラルメの散文詩が収録されている、という。

「アナロジーの魔」「パイプ」「哀れな蒼白い少年」「見世物中断」「未来の現象」そして「秋

の嘆き」と「冬の戦き」。とりわけ最後の二篇は「マラルメの傑作であり、同時に、散文詩

の傑作の中にも数えられる作品である8」とデゼッサント＝ユイスマンスは絶賛している

（ここで、小説の中ではタイトルだけが紹介されているこれらの散文詩を、熱心な読者な

らば、図書館なり古書店なりで徹底的に探し出し、デゼッサントに同一化して、その詩の

世界を味わうということがあってもおかしくはない。そういうマニアックな読者がいたと

して、それでは、特にデゼッサントが絶賛している二篇「秋の嘆き」と「冬の戦き」がど

のような散文詩なのか、当然、関心が沸き起こるが、今は、そこまで立ち入って論じてい

る余裕がない）。「文学のあらゆる形式の中で、散文詩はデゼッサントの最も好む形式であ

った9。」ここでもマラルメの「凝縮文学」の技法が小説の「分析の長たらしさと叙述の無

用の重複」を廃棄し、なおかつ、小説の力を肉化していることが称揚される。「要するに、

散文詩はデゼッサントにとって凝固した精髄、文学の抽出液、芸術の本質的な香油なので

あった10。」「一滴のうちに煮詰め濃縮還元されたこの滋味豊かな液汁は、ボードレールに

おいても既に存在したが、マラルメのこれらの詩篇にも存在し、デゼッサントはそれを啜

って、深い愉悦を覚えるのであった11。」「アンソロジーを閉じたとき、デゼッサントは、

自分の蔵書も、この書物を最後にして、おそらくもはやけっして増えることはないだろう、

と思った12。」 

 号の浅いうちに廃刊する運命にある様々な文芸誌、少ない部数しか印刷されず、やがて

稀観本としてマニアの間をめぐる書籍、そうしたところが発表の場だったマラルメの詩を、

いくつかのタイトルだけであるにせよ、また、断章のほんの数行であるにせよ、比較的入

                                                  
5 Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes I, édit. par Bertrand Marchal, Gallimard, 1998, p. 1169. 
6 J.-K. Huysmans, A Rebours, p. 318. 
7 Ibid., p. 319. 
8 Ibid. 
9 Ibid. デゼッサントの最も好む文学の形式が「散文詩」だったことは、小説家ユイスマンスの小説の可能

性に対する深い顧慮をいったん脇に置いて、いわゆる象徴主義の時代に散文詩の傑作群――ボードレール

の『パリの憂鬱』（1869 年刊）、ロートレアモンの『マルドロールの歌』（1868 年刊）、ランボーの『地獄

の季節』（1873 年印刷）と『イリュミナシオン』（1886 年刊）など――が続々と出現した事実と関係づけ

て考える必要があるが、それについて考えるには別の論文が必要である。 
10 Ibid., p. 320. 
11 Ibid. 
12 Ibid., pp. 320-321. 



手しやすかったであろうユイスマンスの小説の中で、見事なレトリックと共に見出したひ

とりの若者は、確実な衝撃を受けた。やがてマラルメ第一の弟子と言われるようになるヴ

ァレリーである。1933 年の講演「ステファヌ･マラルメ」におけるヴァレリーの証言に耳

を傾けてみよう。 

 

私がマラルメの名前を知ったのは 1889 年頃のことでした。まず、いくつかの出版物で

彼に向けられた多少なりとも皮肉っぽい毒舌によって。嘲笑とは、侮れないひとつの

宣伝です。なぜなら、敏感な読者は今度はその嘲笑に対して矛先を転じるのですから。

それから、私は、ジョリス＝カルル・ユイスマンスの『さかしまに』という奇書の中

に挿入された非常に短い二つの引用文によって、この嘲笑された詩人について、少し

まとまった知識を得ました。この書物は五十年前の一部の青年に対してかなりの影響

を与えずにおかなかった作品です。［中略］能書家の手によって書写されたマラルメの

詩篇のいくつかがその中に入っていました。その章で、ユイスマンスは「エロディア

ード」と「半獣神の午後」の数行を引用していたのですが、それは私の注意を引き留

めました。それらの引用文に続く実に刺激的な判断の言葉は、マラルメをもっと知り

たいというきわめて激しい欲求を私に与えたのです13。 

 

ヴァレリーは 1871 年生まれであるから 1889 年は 18 歳の年にあたる。ユイスマンスによる

マラルメへの誘いの効果は文学青年ヴァレリーにとって絶大だったわけである。ヴァレリ

ーの場合、『さかしまに』の第 14 章（デゼッサントのお気に入りの文学作品が次々と紹介

されていく部分）を読んで、そこに短く紹介されているマラルメに強く傾斜していく方向

性は、同じ 1889 年、ボードレール訳によるエドガー・ポーの詩論『或る詩の生成』（原題

『構成の原理』）を熱心に読み、ポーに強く傾斜していく方向性とまったく軌を一にしてい

た。すなわち、この時期のヴァレリーが、ボードレール経由のポーとユイスマンス経由の

マラルメとの合体によって相乗効果を起こした熱い文学的磁場の渦中にあったことは間違

いない。実際、上の証言の最後の部分にある、「それらの引用文に続く実に刺激的な判断の

言葉」というのは、先に見たとおり、「凝縮文学」の技法、「アナロジー」の技法が読者に

与える集中的な「効果」についてのユイスマンスの冷徹な分析を指しているわけであるが、

この「効果」という言葉そのものが、ポーの『或る詩の生成』のキーワードでもあったこ

とを思い出しておく必要がある。ヴァレリーは『或る詩の生成』から、いわゆる「効果の

詩学」を徹底的に叩き込まれ、「古い文学」の主観主義・霊感主義を激しく攻撃し、効果産

出装置としてのテクストの制作というポー的な考え方を血肉化していた。ヴァレリーは、

自分自身、効果の詩学に基づく詩作を始めていたが、『さかしまに』の中で部分的に引用さ

れたマラルメの詩の中に、自ら奉じる「効果の詩学」の完璧な権化を観たのであり、「エロ

ディアード」と「半獣神の午後」の「液汁」を、言い換えれば、マラルメ的「凝縮文学」

                                                  
13 Paul Valéry, Œuvres, tome I, Gallimard, 1957, p. 663. 



の「抽出液」を、ほんの断片ではあれ、あるいは、ほんの断片であったからこそいっそう

の集中力をもって、思う存分「啜った」のである。 

 ユイスマンスの『さかしまに』という作品に挿入された魅惑的なマラルメ紹介が、次の

世代に対して、来るべき象徴主義の美と倫理への、いわば「イニシエーション」の役割を

果たした事実を、ヴァレリーの証言によって示したが、しかし、「エロディアード」の数行

と「半獣神の午後」の三行だけではいかにも喉の渇きが癒されないだろう。ヴァレリー流

に言えば、「マラルメをもっと知りたいというきわめて激しい欲求」は募るばかりのはずで

ある。しかも、知りたいのは、その「凝縮文学」の「効果」のほどである。1884 年のマラ

ルメ紹介において、ユイスマンスの『さかしまに』がマラルメの精華の片鱗をほんの少し

覗かせて、「凝縮文学」の素描を、それこそ凝縮的な形で行ったとすれば、実際にマラルメ

の詩篇をいくつか完全なかたちで紹介し、その詩の価値を擁護したのが、ヴェルレーヌの

『呪われた詩人たち』のマラルメ篇である。小説『さかしまに』の主人公デゼッサントは、

マラルメのいくつかの詩を小冊子にまとめて、自分だけのアンソロジーを作っていたが、

ヴェルレーヌの『呪われた詩人たち』は、まさに、そうしたアンソロジーのひとつの実現

態に他ならないものであった。 

 

 

『呪われた詩人たち』のマラルメ 

 

 ヴェルレーヌの『呪われた詩人たち』第一部（1884 年ヴァニエ書店刊行）は、トリスタ

ン・コルビエール、アルチュール・ランボー、ステファヌ・マラルメの三人の詩人を扱っ

ている。いずれも、単行本になる前に、1883 年 10 月から 12 月にかけて週刊文芸新聞『リ

ュテス』紙上に連続して掲載されたものである。その後、1886 年に、文芸誌『ヴォーグ』

を中心に、マルスリーヌ・デボルド＝ヴァルモール、ヴィリエ・ド・リラダン、ポーヴル・

レリアン（ヴェルレーヌ自身のアナグラム）の三人が第二部として付け加えられ、1888 年

に以上六人をカバーした増補第二版が刊行された。これからやや詳しく検討する対象は『呪

われた詩人たち』第一部の最後を飾るマラルメに関する部分である。 

 マラルメ篇は、ランボー篇に続いて、『リュテス』紙上に三回に渡って掲載された（第一

回 1883 年 11 月 17－24 日号、第二回 1883 年 11 月 24－30 日号、第三回 1883 年 12 月 29

日－1884 年 1 月 5 日号）。マラルメの詩は全部で七篇――「願い Placet」「不遇の魔 Le 

Guignon」「現れ Apparition」「聖女 Sainte」「詩の賜物 Don du poème」「今夜 Cette nuit」「エ

ドガー・ポーの墓 Le tombeau d’Edgar Poe」――いずれも省略などはなされずに、完全テク

ストの形で紹介されている。もっとも、文芸新聞で紙幅が限られている関係上、紹介され

ている詩はソネなど短い形式のものが中心であるが、それでも、テルザ・リマ形式で合計

64 行もある「不遇の魔」が完全版で紹介されているところなどをみると、テクスト全体の

重点が、ヴェルレーヌによる評論部分よりも、マラルメという詩人のテクストそのものの



紹介に置かれているということがよくわかる。もっとも、このことは、マラルメ以外の詩

人たちについても、同様に言えることかもしれないのであるが、マラルメ篇の場合は特に、

個々の詩篇についてのヴェルレーヌの評言はおしなべて簡潔であり、詩人マラルメのテク

スト自体のほうに読者の目を集中させようという意図がありありと感じられる。 

 それもそのはず、実は、『呪われた詩人たち』マラルメ篇に紹介されている七篇の詩は、

ヴェルレーヌが選んだものではなく、マラルメ自身が選んだものだったのである。ヴェル

レーヌは『呪われた詩人たち』でコルビエール、ランボーに続いてマラルメを扱うために、

あらかじめ、マラルメに「未発表の」詩を送って欲しいと依頼していた。それに対して、

マラルメは 1883 年 11 月 3 日付けの返信で次のように書いている。 

 

これまで試みられた非常な文学的労苦にもかかわらず、私に未発表の新作韻文詩の持

ち合わせがないということをご説明するためには、少しおしゃべりする必要がありま

しょう。これほど閑暇に欠けている限りは、私が主にとりくむ作品の柱は散文なので

す。私たちは皆、「思想」の方面ではとても遅れていましたから、私は自分の思想を築

くのに優に十年を費やしました。というわけで、お送りする韻文は旧作であります。

しかも、詩の調子は、あなたがきっとご存知のそれと同じです。おそらく、お送りす

る詩篇は、どこにも発表されなかったにもかかわらず、あなたはそれらを熟知すらし

ておられるかもしれない。果たして、それでも、ご所望の「未発表作品」と言えるの

かどうか、心許ない次第です14。 

 

マラルメとしては、新作韻文詩の持ち合わせがないことに恐縮し、最近は散文が執筆の主

流だと少々言い訳をし、ヴェルレーヌに送るのはすべて旧作だが、それでもいいか、とい

う口ぶりである。しかも、ヴェルレーヌにとってみればどの詩篇もおそらく馴染みの調子

を持っているだろうと推測し、たしかに、どこにも発表されていないという形式的な意味

では未発表かもしれないが、実質的な意味で「未発表」と言えるのだろうか、と疑問を呈

している。しかし、マラルメのこの心配は杞憂に終わる。ヴェルレーヌは絶対の自信を持

ってマラルメを売り出すのである。『呪われた詩人たち』マラルメ篇の冒頭でヴェルレーヌ

は、1881 年に書いた「一フランス人によるフランス旅行――現代高踏派」という評論の中

でマラルメについて論じた箇所をそっくり引用しながら、そこで述べた絶賛の言葉は現在

もまったく変わらない、として、マラルメを理解しない旧派の文学者たち――ユゴーやバ

ルベー・ドールヴィイ――を批判し、そんな世間の意見などマラルメとマラルメを愛する

読者にとってはどうでもいいのだ、と元気な言葉を吐いてから、こう続けている。 

 

その時以来、詩人は彼の流儀をさらに発展させただろうし、彼が欲することをいっ

                                                  
14 Stéphane Mallarmé, Correspondance Lettres sur la poésie, édit. par Bertrand Marchal, « Folio classique », 
Gallimard, 1995, p. 567. 



そう成したはずである。――彼は同じ人物だったが、停滞していたのではないのだ、

おお偉大なる神よ！それどころか、夜明けから真昼へ、そして午後へと変化していく

原初の光で日に日に輝き続けていたのである。 

そういうわけで、われわれは、さしあたってこの散文を読む読者の皆さんをこれ以

上疲れさせるのを避け、詩人の旧作だが知られていない一篇のソネと一篇のテルザ・

リマをお眼にかけたい。思うに、読者の皆さんは、それらのうちに、われわれの親愛

なる詩人、親愛な友なる詩人が、その天才の初期において、比類ない楽器のあらゆる

音を試みている様子を見て、たちまち魅了されるだろう15。 

 

こうして、初出の『リュテス』では、まず最初にソネ「願い」が連載第一回の最後を飾り、

続く第二回で一気に四篇（テルザ・リマ「不遇の魔」、十六行詩「現れ」、十六行詩「聖女」、

十四行詩「詩の賜物」）が紹介され、最後の第三回で二つのソネ「今夜」と「エドガー・ポ

ーの墓」が紹介されるわけである。ヴェルレーヌも断っているように、厳密な意味で完全

な未発表詩は「現れ」と「聖女」と「今夜」の三篇であるが、他の詩篇も「知られていな

い」という意味では未発表に近いものであった16。 

ここで確認しておきたいのは、これら七篇の「旧作だが知られていない」詩によるマラ

ルメ紹介が、ヴェルレーヌひとりの手によって行われたのではなく、そもそも、アンソロ

ジー七篇を送ったのがマラルメ自身であった以上、正確に言えば、ヴェルレーヌとマラル

メの共同作業、いや、さらに言えば、マラルメ自身による自己宣伝の意味を含むセルフ・

プロモーションだったと言っても言い過ぎではないという点である。この、言わば、原作

マラルメ、弁士ヴェルレーヌのコンビによって上梓されたアンソロジー『呪われた詩人た

ち』マラルメ篇は、わずか七篇の詩によるささやかな紹介の場であるとはいえ、注意深い

眼差しを注ぐ読者を十分に意識し、きわめてよく計算された「効果」を含む、革新的なテ

クスト場となりえているように思われる。先にあげた 1883 年 11 月 3 日付けのマラルメの

手紙の文言からは、七つの詩篇の並べ方に関する指示まであったかどうかということはわ

からない。しかし、ともかく、これら七つの詩篇が選択されたという事実の内に、マラル

メによる何らかのねらいがあったかもしれないと推測することは許されるだろう。という

より、私たち現代の読者は、『呪われた詩人たち』マラルメ篇のテクストを素直に読み、そ

こに何らかの一貫したメッセージが看取されるならば、それは、マラルメとヴェルレーヌ

の意図云々を超えて、このテクストのもたらす力学的な「効果」によるものと判断するこ

とができるであろう。それでは、以下、七つの詩篇について、順に検討を加えてみたい。 

                                                  
15 Paul Verlaine, Œuvres en prose complètes, texte établi, présenté et annoté par Jacques Borel, Gallimard, 1972, p. 
658. 以下、『呪われた詩人たち』マラルメ篇からのテクストの引用はすべてこの版に基づき、典拠は

PM 658（Les Poètes maudits, p. 658 の意）のように略して示し、本文引用箇所末尾に記す。 
16 「願い」と「不遇の魔」は共に 20 年以上も昔の 1862 年に（しかも「不遇の魔」は不完全な形で）発表

された、文字通りの旧作であり、1865 年制作の「詩の賜物」も『日曜通信』なる週刊誌に掲載されたら

しいが、その媒体は既に存在しないようであり、また、「エドガー・ポーの墓」も 1877 年にアメリカでポ

ー追悼特集の出版物に発表されたが、フランスで発表されるのはこの『呪われた詩人たち』が最初だった。 



 

第一篇：「願い」 

 一番最初に置かれたこの詩「願い Placet」は、紹介される七篇の中で唯一、末尾に「（1862）」

というように発表年が記されている。七篇中では最も古い作品（1862 年 2 月 25 日号の『パ

ピヨン』誌に発表）であり、これに続く詩篇の配列は、ほぼ制作年代に沿っている。した

がって、この 1862 年という年号の記述は、おそらくは、これが詩人マラルメの始まりの年

であることを控えめに語るだろうし、その始まりの場所に置かれたこの詩は、『呪われた詩

人たち』マラルメ篇のテクスト場の中で、詩人紹介のいわば「先鋒」の役割を担っている

ものと考えることができるだろう。「自ら鍛え上げてきた職人の力強い手でもって摘み取ら

れた、値のつけようのない温室の花」(PM 658)とヴェルレーヌが称えているこの作品は、

セーブル焼の絵で始まってフランソワ・ブーシェの描くであろう絵で終わる 18 世紀バロッ

ク風の典雅な恋歌という、実に古典的なプレシオジテに溢れた結構となっている。こうし

た意匠は、連載第 1 回の紹介の最後を飾るテクストとして、凝りすぎの気取りとして一蹴

されることなく、なるほど場に適った好ましい趣味として受け入れられるに違いない。し

かし、七篇全体を見渡して、改めて、この「願い」の位置を考えてみると、この詩がプレ

ッシュウな「温室の花」であると同時に、既に「自ら鍛え上げてきた職人」の自己認識の

宣言の場ともなっているということに気がつくのである。言い換えれば、詩人マラルメは、

この古風な形式（placet は 17 世紀の詩人ヴァンサン・ヴォワチュールが多用した形式であ

る）に乗せて、詩人としての自己認識をそこに読み込み、同時に、詩の女神に向けて、あ

るいは位相をずらして、仮想の読者に向けて、そんな自己認識を認めてほしいという「願

い」をも歌っているのである。実に心憎い演出と言わざるをえない。 

 

J’ai longtemps rêvé d’être, ô Duchesse, l’Hébé 

Qui rit sur votre tasse au baiser de tes lèvres. 

Mais je suis un poète, un peu moins qu’un abbé, 

Et n’ai point jusqu’ici figuré sur le Sèvres. (PM 659) 

 

「私」が呼びかける相手の「公爵夫人」とは詩の女神である。「願い Placet」はこの際、古

来の意味（正当性の付与を請求するために君主に宛てた書簡の意）を多く含んで用いられ

ている点に注意しよう。つまり、「公爵夫人」は、詩の女神であると同時に、詩人に対して、

詩人たる資格を与える任免権を持つ至高存在として想定されているのである。ギリシャ神

話のヘーベ（神々に不老長寿の酒ネクタルを注いでいた永遠の青春の女神）に自らの夢を

擬して、公爵夫人が口づけするセーヴル焼の茶碗に、自分もまた描かれたい、という欲望

を歌うこの第一連の第三行が「私は詩人です Je suis un poète」という実にシンプルな自己

規定になっている点に注意しよう。第二連第三行で「あなたの眼差しが私の上に落ちた以

上は」と、この「願い」の正当性の根拠を示した「私」は、最後の二つのテルセにおいて、



「私を任命して下さい Nommez-nous」という「願い」そのものの表現を、都合三回反復し

て、「あなたの微笑みの羊飼い」たる資格を私に与えて下さい（Duchesse, nommez-moi berger 

de vos sourires）と懇願するのである。詩神の羊飼いとしての我、獣たちを音楽で魅了する

オルフェウスとしての我（バロック時代の大画家「ブーシェが、この羊たちを眠らせる笛

を手にした私の姿を、薔薇色の扇の上に描くでしょう Boucher sur un rose éventail  Me 

peindra flûte aux mains endormant ce bercail」）という強烈な自負は、ロマン主義以降の詩人

像の基本的要素である使命感の表明として読むこともできるだろう。逆に言えば、マラル

メもまた、詩神に仕える「言葉」の守人という使命感を強く持っている点ではロマン主義

的である。ただし、そうした使命感によって産み出される詩そのものは、いわゆるロマン

主義とは質的に異なるものであるということには、もちろん、注意しなければならない。 

 

第二篇：「不遇の魔」 

 第一篇「願い」で上品なエロスの味わいと共に仄見えていた詩人論のテーマは、続く第

二篇「不遇の魔」において、テルザ・リマという物語歌謡の形式を借りた具体的な「語り」

となって、激しい調子で展開されることになる。典雅なソネから一転して、グロテスクな

諧謔味を含んだ実存的物語詩に移る転調の妙は、ヴェルレーヌがマラルメを「類稀な楽器

のすべての調子を試してみようとするその才能の初期にある我らの親愛なる詩人にして我

らの友」(PM 658)と紹介している通りに、詩の様々な形式を十分に使いこなす 1862 年の詩

人の力量を示すと同時に、内容的に見ても、詩人論のテーマが増幅している点で、「願い」

の直後に「不遇の魔」が置かれているというこの配列そのものが、明らかなコントラスト

とグラデーションの効果を産んでいると言えるだろう。 

 テルザ・リマとは三韻句法の意で、ひとつの詩節は三行から成り、一詩節内での意味内

容は完結していることが原則である。この三行一節を単位として、物語を積み重ねていき、

最後の独立した一句にパンチを効かせるという、極めて説話性の高い形式であることがそ

の特徴である。実際、使われる時制が、同じマラルメの初期詩篇である「窓」「青空」「海

の微風」などでは現在形が支配的であるのに対して、この「不遇の魔」では、半過去や単

純過去が用いられ、そこに、現在形や近接未来形が織り交ぜられることによって、物語の

時間の流れが明瞭に現れていると言える。このような物語歌謡の形式を借りて、マラルメ

は、ボードレール的な語彙を多く用いつつ、「理想 l’Idéal」を追い求める詩人（ mendieur 

d’azur）の苦しみを描き出すのである。物語の進行を大雑把に追うならば、まず、最初の

三節で、愚かな大衆を遥かに下に見て、苦い「理想」の黄金の檸檬を齧りながら、厳しい

試練の旅を続ける理想追求者の姿が描かれ、続く七節では、詩作の苦しみと不毛性を嘆い

た後で、大衆に迎えられる俗物詩人と、大衆の憐れみは買わず「不遇の魔」と共に砂漠を

行く生き方を選択する道化詩人と、二種類の詩人像が描かれる。マラルメが語り続ける対

象はもちろん後者である。続く四節では、この詩人たちに対して「不遇の魔」が働く執拗

ないたずらとつきまといの様子が、「不遇の魔」そのものを道化に見立て、諧謔とグロテス



クなイメージと共に描き出される。たとえば第十四節はこんなぐあいである。 

 

Et ce sequelette nain coiffé d’un feutre à plume 

Et botté dont l’aisselle a pour poils de longs vers 

Est pour eux l’infini de l’humaine amertume. (PM 660) 

 

腋毛が長い毛虫になぞらえられている小人の骸骨は、理想を追う詩人たちにとって、人間

界に生きる苦しみの永遠の連続の象徴である。続く三節では、これら理想追求者たちの側

のだらしなさ、情けなさが、さらにその後の三節では、世渡り上手の才ある詩人たち（les 

poètes savants）からの嘲りを浴びる様子が描かれた後に、ラストシーンがやってくる。 

 

Quand chacun a sur eux craché tous ses dédains, 

Nus, ensoiffés de grand et priant le tonnerre, 

Ces Hamlet abreuvés de malaises badins 

 

Vont ridiculement se pendre au réverbère. (PM 661) 

 

偉大なる理想を求めて、いかなる妥協も追従も虚飾もない裸の状態で、至高の存在に祈り

を捧げながら旅を続けてきた詩人たち、これらのハムレットたちは、周囲からあらゆる軽

蔑の言葉を吐きかけられたその果てに、おどけた「不遇の魔」がもたらす不如意の苦汁を

これでもかと飲まされ続けたその挙句に、ついに、街灯の柱に滑稽にも首を吊るのであろ

うか……。この最後の一句の悲喜劇的なイメージが、このテルザ・リマによる詩「不遇の

魔」の物語のラストを、極めて印象深いものにしている。この全二十二節六十四行に渡る

詩は、「詩人」という単語が直接的に出現するのが五十二行目（第十八節）においてのみで

あるとしても、その全体がまぎれもなく、詩と詩人をめぐる詩、すなわち「メタポエム」

であるということは明らかである。ボードレール的な「理想」がここでは理想の詩として

想定され、それを求めて奮闘する詩人はしかし、世間の無理解のみならず、同業者の俗世

間的な軽蔑にも晒される。そのような迫害される詩人の様を、自己嘲笑も含んだ、笑劇的

な設定に乗せて描ききったこの詩は、詩人マラルメ自身の自己描写であり、自伝詩に他な

らない。 

滑稽味を含んでいるとはいえ、第一篇「願い」の典雅さから一挙に暗く深刻な色調に転

じた第二篇「不遇の魔」のテクスト場の次に、再び明るい転調を図るように、弁士ヴェル

レーヌの軽妙な語りが継がれる。「『不遇の魔』とほぼ同時期の作品、それより早いという

よりは確実に少し遅い時期に遡るはずの作品が、次に掲げる、ひとつは、甘美なる「現れ」

である」(PM 661)と書いて、まず、第三篇となる十六行詩「現れ Apparition」が紹介され、

その次に、「もうひとつは、敬うべきというよりは賛嘆すべき「聖女」である」(PM 662)



として、第四篇となる四行詩四詩節「聖女 Sainte」が紹介される。この二つの文字通りの

未刊詩――「現れ」の制作は 1863 年に遡るが、マラルメは 1866 年の『現代高踏詩集』寄

稿詩の中にこの詩を含めなかった。また、「聖女」についても制作は 1865 年だが、発表は

このヴェルレーヌによる『呪われた詩人たち』の場が初めてであった――を紹介した直後

に、ヴェルレーヌは次のように述べている。 

 

これらのまぎれもなく未刊行の詩は、私たちがマラルメ宣伝時代と呼びたい時代に遡る

ものである。既に極めて本質的な色彩と音楽を備えた実に数少ない詩が、第一次と第二

次の『現代高踏詩集』に発表されており、賞賛の念を持つ者はそこにそれらを見出して

ほっとするのである。「窓」「鐘をつく人」「秋」「エロディアード」のかなり長い断片な

どは私たちにとってこれら最高のものの中でも最高のものであるように思われる。しか

し、手稿として人に知られぬままの存在ではないこれらの印刷された作品をここでゆっ

くり引用している時間はない。(PM 662-663) 

 

「マラルメ宣伝時代 l’ère de publicité de Mallarmé」という表現は実に面白い。ヴェルレーヌ

は、それを、マラルメのいくつかの詩が取り上げられた第一次（1866 年）と第二次（1871

年）の『現代高踏詩集』の刊行時に設定し、この場で再度、「窓」や「鐘をつく人」や「エ

ロディアード」などの詩のタイトルを挙げて、それらの詩が「最高のものの中でも最高の

ものである」と絶賛している。ヴェルレーヌは、これらの詩の引用は控えているが、マラ

ルメに興味を抱くはずの読者に対して、文献情報を提供し、さらに他のマラルメのテクス

トと接触するよう、誘いをかけている。このように、再度のマラルメ紹介が周到になされ

ているという意味においては、この『呪われた詩人たち』マラルメ篇は、まさに、ヴェル

レーヌによる、1884 年の「マラルメ宣伝」に他ならないと言えるだろう。それでは、ここ

で初めて紹介された二つの詩篇「現れ」と「聖女」について、検討してみよう。 

 

第三篇：「現れ」 

 前の「不遇の魔」の実存的詩人の殉教物語が強烈だったこともあって、この「現れ」へ

の移行はやはり、大きな転調である。「甘美なる「現れ」l’exquise APPARITION」とヴェル

レーヌが形容した通り、ここに描かれる世界は夢幻的な、淡いエロスの幸福である。前半

の月と悲しみのモチーフが後半の太陽と幸福のモチーフに急転回する、コントラストの効

いた二枚折の絵画的構造の中に、愛する者の形象が、太陽（おそらくは夕陽）に輝く髪（お

そらくは金髪）の毛や、光の帽子を頂いた妖精と共に描き出されている。とりわけ、最後

の四行における妖精の描写は実に繊細にして「甘美」である。 

 

Et j’ai cru voir la fée au chapeau de clarté 

Qui jadis sur mes beaux sommeils d’enfant gâté 



Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées 

Neiger de blancs bouquets d’étoiles parfumées. (PM 662) 

 

もし、このテクストを読む読者の中に、既にマラルメの「エロディアード」に親しんでい

る者がいたとしたら、ここに、冷たい不毛性のエロディアードとは対極的な温かさと明る

さを見出したかもしれない。1863 年制作とされるこの若書きをマラルメが、ちょうど二十

年経過した 1883 年になってようやく発表した背景にあるひとつの事実として、1876 年に

ギュスターヴ・モローが発表した絵画、聖ヨハネの斬られた首を見つめるサロメの眼差し

を描いたあの有名な絵画「現れApparition」の存在を考えておかねばなるまい17。そして、

この絵を描いたモローは、先に見たユイスマンスの小説『さかしまに』の主人公デゼッサ

ントのお気に入りの画家であったという事実もこの際思い出しておいていいだろう。すな

わち、このマラルメの「現れ」は、モローの絵画との相互参照性の上で受容される可能性

は大いにあるものと考えられる。硬質な詩人論、正面からのメタポエムというものではな

いとしても、この「現れ」は、マラルメという詩人に固有の象徴的イメージ群（女性、金

髪、妖精、天使、花など）が集中的に盛られている点で、より親密なレヴェルでのマラル

メ紹介の一端を担った作品になっているのではないかと思われる。 

 

第四篇：「聖女」 

 アレクサンドランによる十六行詩「現れ」に続いて紹介されるのが、八音節四行詩四詩

節のやはり十六行から成る「聖女」である。二つの詩の形式上の類似は、十六行という長

さのみならず、共に二枚折の二部構成（diptyque）であるという点にも見られる。しかし、

テーマの点からすると、「現れ」の親密なイメージとは違って、「聖女」では再び、詩をめ

ぐる詩、すなわち、メタポエムの色彩が濃くなっているように感じられる。都合七篇の紹

介詩篇のちょうど真ん中に位置するこの「聖女」は、端正な二枚折構造の絵画的描写の中

に、青年マラルメが目指す詩のあり方、詩についての基本思想が凝縮的に宣言されている

ように思われるのである。前半を見よう。 

 

A la fenêtre recélant 

Le santal vieux qui se dédore 

De sa viole étincelant 

Jadis avec flûte ou mandore 

 

Est la Sainte pâle, étalant 

Le livre vieux qui se déplie 

Du Magnificat ruisselant 

                                                  
17 Cf. Bertrand Marchal, Lecture de Mallarmé, José Corti, 1985, p. 17. 



Jadis selon vêpre et complie : (PM 662) 

 

一服の絵は聖堂のステンドグラスのガラス絵だろうか。窓には、弦楽器ヴィオールの、金

箔の色の落ちた白檀材が仄見える。かつて、その輝かしい楽器は、フルートやマンドーラ

と共に、壮麗な音楽を奏でていたはずのものだ。その窓辺に、蒼白な聖女が、聖母マリア

賛歌（Magnificat）の詞を記した古い書物の頁を広げて、佇んでいる。かつて、その厳粛な

賛歌は、晩課と終課に合わせて、神聖な空間を流れ満たしていたはずのものだ……。この

詩の前半八行は、概略このような内容を持った言葉を並べ、蒼白な聖女とそれを囲むヴィ

オールやマニフィカトといったカトリックの典礼装置を描き出している。ここでの「聖女」

とは、楽器と共に表象されていることから、智天使ケルビン童子の翼に乗って静かな音楽

を奏でる、音楽の守護聖女セシルを示しているだろう。この蒼白な聖女像は後半では次の

ように描かれる。 

 

A ce vitrage d’ostensoir 

Que frôle une harpe par l’Ange 

Formée avec son vol du soir 

Pour la délicate phalange 

 

Du doigt, que, sans le vieux santal 

Ni le vieux livre, elle balance 

Sur le plumage instrumental, 

Musicienne du silence. (PM 662) 

 

太陽型聖体顕示台の形をしたステンドグラスの彩色絵に描かれている聖女セシルがクロー

ズアップされる。夕暮れの飛翔と共に天使が作り出すハープがその聖体顕示台に軽く触れ

ている。どうやら、セシルは、ケルビン童子の翼に乗って、そのハープを爪弾いているら

しい。その指の群れの動きは、まるで精妙な天軍（phalange）のようである。かつて、典

礼として楽器を操ったセシルは、今、古い白檀のヴィオールも、古いマニフィカトの書物

もなく、羽毛の楽器に乗って、沈黙の音楽家として、聖体顕示台を揺り動かしている……。

概略このような意味内容を持つ後半は、前半とのコントラストが著しい。つまり、かつて

の典礼の道具としての音楽（機能的な芸術）が、今では、羽毛を楽器とした沈黙の音楽（本

質的な音楽）へと変貌を遂げている。古いものから新しいものへ、聖女セシルを取り巻く

意匠は大きく変化を遂げるのである。それでは、この「羽毛の楽器」すなわち「楽器とし

ての羽毛le plumage instrumental」とは何かと言えば、それは、羽毛＝羽ペン、すなわち、

ペンによって表現される文学の謂いに他なるまい。ベルトラン・マルシャルが言うように18、

                                                  
18 Ibid., p. 96. 



ここには、理想の言葉の調和を求めるマラルメの詩作態度、すなわち、機能的・典礼的な

詩（現実を参照した詩）ではなく、想像的な世界ではばたく詩を目指す態度、「沈黙の音楽」

を引き受ける創造的気概が如実に現れている。七篇の真ん中に置かれたこの「聖女」は、

一見したところ、端正な小品であるが、その内実は、過去の詩学と未来の詩学を分かつ分

水嶺のマニフェストとして、骨太なメッセージを含んだメタポエムなのである。 

 

第五篇：「詩の賜物」 

 ヴェルレーヌは『現代高踏詩集』に載った数篇のマラルメの詩に言及した後、いったん

印刷物になったものは、そちらを参照していただくということにして、ここでは再度の引

用をすることはしない、というふうに断った上で、「私たちによれば、問題の過渡期に関係

する、これまた新しく見事な未刊行詩を読む快楽を、読者の皆さんに差し上げるほうを好

むものである」(PM 663)と語って、十四行詩「詩の賜物」を紹介する。ヴェルレーヌがこ

こで「問題の過渡期la période intermédiaire en question」と言っているのは、文字通りには、

先に触れた「マラルメ宣伝時代」すなわち特に 1866 年の第一次『現代高踏詩集』への数篇

の詩の掲載時期を指した言葉であり、それによって、無名の詩人マラルメから、少なくと

も一定の注目は浴びるようになる詩人マラルメが誕生する「過渡期」という意味で用いて

いるのであろう。しかし、この「詩の賜物」という詩は、同時に、マラルメが『エロディ

アード』の執筆に着手して、真に新たな詩作の冒険に乗り出す時期に書かれた（事実、こ

の詩は 1887 年の『詩集』版でも 1899 年のドマン版でも、『エロディアード』への導入とな

る序詩的な位置、つまり直前に置かれることになる）という意味では、詩人マラルメの制

作人生においても「過渡期」の作品だったと言うことができるだろう。菅野昭正によれば、

「詩の賜物」は「『エロディアード』の筆が遅々として進まぬ苦吟の一夜の副産物として、

これは生みおとされた詩である。というか、そういう副産物として一篇の詩が生みおとさ

れたことを主題とする一種のメタ・ポエムである19」という。新しい詩学の出現への期待

を読み込んだのが「聖女」だとすれば、それに続いて紹介される「詩の賜物」は、「『エロ

ディアード』を書くという「理想との戦い」のなかで、不毛の夜々を過ごした詩人の苦闘

の跡が痛々しく刻みつけられ20」た詩作ルポルタージュということになるだろう。その苦

闘は思いのほか凄惨なイメージに満ちている。前半の八行を見よう。 

 

Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée ! 

Noire, à l’aile saignante et pâle, déplumée 

Par le verre brûlé d’aromates et d’or, 

Par les carreaux glacés, hélas ! mornes encor, 

L’aurore se jeta sur la lampe angélique, 

                                                  
19 菅野昭正『ステファヌ・マラルメ』、中央公論社、1985 年、p. 218. 
20 同上、p. 183. 



Palmes ! et quand elle a montré cette relique 

A ce père essayant un sourire ennemi, 

La solitude bleue et stérile a frémi. (PM 663) 

 

イドマエア（実在の王妃エロディアードの住む宮殿があったといわれるイスラエル南部の

地方）で過ごした一夜に生まれた子供をあなたに届ける。香と黄金に焼かれたガラスを通

って、凍てついたガラス窓を通って、曙の暗い光が、羽を奪われ、血を流し、蒼白となっ

た翼をしなだれさせて、天使のランプの上に身を投げた。曙の女神アウロラが、この聖な

る遺物をこの父親に示したとき、青く不毛の孤独は戦慄に身を震わせた……。「天使のラン

プ la lampe angélique」の下で、天使の翼の羽ペンをにぎって「理想」の詩の制作に苦闘す

るが、努力も空しく翼は羽を奪われ（déplumée）、血を流し、命の色を失っていく。夜は白々

と明け初め、何も生産することのできなかった不毛性の徒労感だけが残る。後半の六行は

家庭の妻に擬せられた詩のミューズへの祈願である。 

 

O la berceuse avec ta fille et l’innocence 

De vos pieds froids, accueille une horrible naissance, 

Et ta voix rappelant viole et clavecin, 

Avec le doigt fané presseras-tu le sein 

Par qui coule en blancheur sibylline la femme 

Pour des lèvres que l’air du vierge azur affame ? (PM 663) 

 

赤子をあやす女よ、この恐ろしい誕生を受け入れよ。ヴィオールとクラヴサンを思わせる

声と共に、疲れた指で、あなたは、乳房を絞ってくれるだろうか？その乳房の中を、シビ

ュラの白となって流れる乳を、女よ、処女なる青空の空気で餓えた唇にその乳を与えるた

めに……。若い母親の乳房をしゃぶり乳をむさぼる赤子のイメージを借りて、マラルメは、

理想の詩＝青空（azur）を求める詩人たる自分に、今はまだ白い頁をやがて黒い文字によ

って満たすと予言される（en blancheur sibylline）生産の力、豊穣な作品制作の力を与えて

くれと、赤子をあやす女（これを現実のマラルメ夫人とするのは解釈として平板である。

ここは是非、詩作を励ますミューズ、「沈黙の音楽」の聖女セシルのシンボル系列に属する

女と考えるべきである）に向かって、救済の祈りを捧げるのである。 

 このような真剣勝負の苦闘を伝える逆説的な「田園恋愛詩idylle」が、意地の悪いことに

『日曜通信』などという、つまらない、廃刊間際の媒体に印刷された、と言ってヴェルレ

ーヌは怒っている。マラルメの「詩の賜物」を、「卓越した詩人が自らの魂の半身に向けて

捧げた崇高な献辞」(PM 663)であると絶賛するヴェルレーヌは、この詩が「込み入った奇

妙さの詩として非難された」ことに義憤を感じて、「いつの世も常に、誠実な詩人というも

のは、それぞれ時代の利害体制によって「呪われた」自分を見出し、痛感し、認識しなけ



ればならないものなのか、おお、ステロよ？」(PM 664)と、やや大げさな身振りで嘆じて

いる。「ステロ」とは、ヴィニーの 1832 年の作品の名（同時にその主人公の名）で、天才

の心の孤独を描いた作品、鈴木信太郎によれば「詩神に選ばれた詩人は犠牲であり、大衆

からは何も期待しえないことを主張21」した作品である。ここにきて、『呪われた詩人たち』

のタイトルを構成する形容詞（maudit）が現れ、シリーズ全体のメインテーマに合致する

記述がなされて、マラルメ篇のテクストも、いよいよ二つの詩篇紹介を残すのみとなる。

大衆というものに対しては眉をひそめる詩人であるが、自らの「存在の最終的な選択son 

définitif choix d’être」を前にして、彼は心閉ざすことなく眼を大きく見開き、心臓を強く構

える、と、ヴェルレーヌは書いてから、第六篇「今夜」を紹介する。 

 

第六篇：「今夜」 

 この詩もまた「聖女」や「詩の賜物」と同じく、詩のあり方を歌ったメタポエムである

が、ここで描き出される舞台設定は、「聖女」におけるステンドグラスの典雅な彩色絵の額

縁をはるかに超え、さらに、「詩の賜物」における、曙の差し込む詩人の部屋をもはるかに

超えて、「地球 la Terre」や「宇宙 L’espace」といった壮大な空間レヴェルまで拡大してい

る。もちろん、詩人のいる現実の場所は、「詩の賜物」と同じく、やはり詩人の部屋とおぼ

しき室内なのであるが、それが漆黒の闇に包まれていく分だけ、詩人の想像力の領域が純

粋に拡大するせいなのか、闇と光の対比が、暗黒の宇宙と光輝く地球との壮大な対比のイ

メージへと膨らんでいるように思われるのである。そして、この詩の迫力は、そのような

闇と光のコントラストの中に、理想の詩を目指す詩人の虚無をめぐる現状認識と、しかし、

その虚無の中にあっても疑いなく確実に感じられている気概・希望・確信といったポジテ

ィヴな展望が、力強く読み込まれている点に存する。 

 

Quand l’ombre menaça de la fatale loi 

Tel vieux Rêve, désir et mal de mes vertèbres, 

Affligé de périr sous les plafonds funèbres 

Il a ployé son aile indubitable en moi. (PM 664) 

 

毎日決まってやってくる夜の漆黒の闇が、私の背骨に染み付いた、古くからある欲望にし

て病でもある「夢」を苛むとき、闇天井の力に押しつぶされそうに喘ぐ私の「夢」は、そ

の疑いのない翼を私の中で折りたたむのだった……。一見したところ、闇に押しつぶされ

たかに見える、「夢」をめざして羽ばたく「翼」の活動、すなわち、「理想の詩」を目指し

て「羽ペン」を動かす詩作行為であるが、しかし、折りたたまれた翼は「疑いのない」も

の（son aile indubitable）、つまり、確実なものとして持続している点に注意しよう。 

 

                                                  
21 鈴木信太郎訳、ヴェルレーヌ『呪われた詩人達』、創元社、1951 年、p. 110. 



 Luxe, ô salle d’ébène où, pour séduire un roi, 

 Se tordent dans leur mort des guirlandes célèbres, 

 Vous n’êtes qu’un orgueil menti par les ténèbres 

 Aux yeux du solitaire ébloui de sa foi. 

 

豪奢よ、ひとりの王を魅了するために、名高い花飾りたちがその死の中で身をよじる黒檀

の部屋よ、お前は闇の漆黒が欺いた豪華絢爛に過ぎない、自らの信仰に眼の眩んだ孤独者

の眼からすれば……。星空は古来から有名な星座に輝いているが、それらの星座も、夜に

なると現れる豪奢でしかない。理想の詩、永遠の詩を目指すという信念で充実し、内面の

光に輝いている孤独な詩人の眼からすれば、その程度の豪奢など何ほどのものだろう。第

一節では控えめだった詩人のマニフェストは、この第二節でかなりイメージの調子を上げ

てくる。この「自らの信仰に眼の眩んだ孤独者 solitaire ébloui de sa foi」は自己のイメージ

を宇宙の星座に対等に対峙する「地球」のイメージへと投影し拡大する。 

 

Oui, je sais qu’au lointain de cette nuit, la Terre 

Jette d’un grand éclat l’insolite mystère, 

Pour les siècles hideux qui l’obscurcissent moins. 

 

そうだ、私は確信している、この漆黒の夜のはるか彼方で、地球が、奇妙な神秘を、偉大

な輝きでもって放っているということを。その神秘の光は、醜い後世の時間に戦いを挑ん

でいるが、後世はその神秘の光を曇らすことはないだろう……。 

 

L’espace à soi pareil qu’il s’accroisse ou se nie 

Roule dans cet ennui des feux vils pour témoins 

Que s’est d’un astre en fête allumé le génie. 

 

いつも代わり映えのしない宇宙は、成長しようが自己否定しようが、この反復の退屈の中

で、安っぽい火の光をころがすだけだが、それは逆に何を示しているかと言えば、祝祭に

沸く恒星の天才が、自ら火をともして輝いたという事実に他ならないのだ……。「祝祭に沸

く恒星の天才」とはもちろん詩人自身の比喩だ。このソネ後半部の六行のイメージは希望

に満ちて明るい。攻撃態勢に入った理想追求者の矜持を示して余りある壮大なイメージの

炸裂である。このように「祝祭に沸く恒星 un astre en fête」としての詩人のイメージが輝い

たその直後に、マラルメの紹介者ヴェルレーヌは、メタポエムの詩人マラルメを紹介する

企ての最後の切り札として「エドガー・ポーの墓」を置く。「今夜」の直後に「エドガー・

ポーの墓」を置く手続きは必然的であり、イメージにおける内的連続性に支えられている。

というのも、「この見事なソネを、突如襲われる一種の恐怖感と共に賞賛するだけだとすれ



ば、それではあまりにも詩の味わい方として脆弱であると感じられるほど美しい」(PM 664)

とヴェルレーヌの絶賛するこのメタポエム、『呪われた詩人たち』マラルメ篇の最終第七篇

となる詩におけるポーのイメージとはまさに「恒星」のイメージに他ならないからである。 

 

第七篇：「エドガー・ポーの墓」 

 理想を追求する詩人マラルメが、自分より先に理想を追求し早逝した先輩詩人ポーに向

けて、レクイエムとオマージュを捧げながら、同時に、詩人一般に檄を飛ばしているよう

な詩、第一篇から変奏され続けてきたメタポエムのテーマを究極的に鳴り響かせた、詩人

の祈りの記念碑がこの「エドガー・ポーの墓」である。「不遇の魔」そのものであった先輩

詩人ポーの姿に、自らのメタポエム群の主人公（たとえば、第二篇「不遇の魔」の主人公

となる詩人）の原型を見出すマラルメは、ここで、孤高の理想追求詩人と、その詩人に対

して常に無理解な大衆世俗社会というお馴染みの二項対立の図式を反復しつつ、詩人の使

命を天使的な純粋言語の探求として示し、そのような使命に殉じた詩人の中の詩人ポーと

いう高度に純化された詩人モデルが、未来永劫、不純通常言語とそれを用いる大衆世俗社

会に対して、警告の光を発し続けてほしいという祈願を行い、そのような祈願そのものを

十四行のソネの形、つまり「浅い浮き彫り」に仕上げて、読者の前に提示しているのであ

る。 

 

Tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change, 

Le Poète suscite avec un glaive nu 

Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu 

Que la mort triomphait dans cette voix étrange ! (PM 664) 

 

永遠によってついに彼自身へと変えられた「詩人」は裸形の剣をもって、時代に戦いを挑

んでいる。彼の奇妙な言葉の中で死が勝ち誇っていたのだということ、それを知らなかっ

たことに時代は今更ながら驚いている……。 

 

Eux, comme un vil sursaut d’hydre oyant jadis l’Ange 

Donner un sens trop pur aux mots de la tribu, 

Proclamèrent très haut le sortilège bu 

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. 

 

かつて「天使」が種族の言葉にあまりにも純粋な意味を与えたことを聞いた彼らは、ヒュ

ドラのあさましい跳躍のように、声高に宣言したのだった。詩人の言葉は何かしら黒い混

ぜものをした不名誉な多量の液体から飲まれた呪いの言葉にちがいないと……。 

 前半八行で支配的なのは、脚韻に四度出現する「天使Ange」としての詩人が、剣を振る



って、「時代」＝「ヒュドラ」と戦いを交える図式である。世間から見れば奇妙な声（voix 

étrange）としか思われない詩人の声は、実は「天使としての存在être Ange」の声そのもの

なのであるが、「種族の言葉」すなわち通常言語に対して「あまりにも純粋な意味」すなわ

ち極度に純化された詩的言語を提示するために、時代を構成する大衆世俗社会の「ヒュド

ラ」たちからは、わけのわからない「呪いの言葉sortilège」としてしか理解されない。理想

追求者としての詩人と無理解な世俗大衆という基本的な対立の構図は「不遇の魔」と同じ

であるが、詩人の仕事が言語の純化にあるという点が明記されているところに、マルシャ

ルの言う「マラルメの詩的理想主義22」がよく示されていると言える。前の第六篇「今夜」

において、前半八行から後半六行へとイメージの規模が急拡大し、イメージのトポスが詩

人の部屋から一気に広壮な宇宙空間へと次元を飛び越えて表象されていたのと同様に、こ

の第七篇「エドガー・ポーの墓」においてもまた、「時代」と戦う「詩人」の代表選手とし

てのポー、「ヒュドラ」に立ち向かう「天使」の中でも最も偉大な大将としてのポーの形象

が、まさに、宇宙から降ってきた隕石として表象され、後世の大衆世俗社会の「呪詛」の

跳梁に対して、宇宙からの使者として異界の放射能を発し続けるのである。というか、発

し続けますように、とマラルメによって祈願されるのだ。 

 

Du sol et de la nue hostiles, ô grief ! 

Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief 

Dont la tombe de Poe éblouissante s’orne, 

 

Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur, 

Que ce granit du moins montre à jamais sa borne 

Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur. (PM 665) 

 

下界の土くれにまみれた大衆世俗社会と雲の向こうの天界に暮らす天使たちとの反目を描

きながら、そんな現状への悲嘆を歌に乗せるわれわれの観念が、仮に、光に満ちて輝くポ

ーの墓石を飾る浅浮き彫りを構成することはないとしても、せめて、少なくとも、不吉な

暗い恒星から、この地上へと落ちてきた静かな塊（隕石）よ、この花崗岩の塊が、どうか、

未来に散乱する「呪詛」の黒い跳梁に対して、永遠に、この境界線を示し続けますように

……。最終詩節第一行の「不吉な暗い恒星からここに落ちてきた静かなる塊 Calme bloc 

ici-bas chu d’un désastre obscur」という表現は明らかに隕石のイメージを内包しているうえ

に、「災厄 désastre」を意味する単語の中には、確かに「恒星 astre」が煌いていることに注

意しよう。第六篇「今夜」の最終行の「恒星 astre」がこの第七篇「エドガー・ポーの墓」

のラストシーンでも印象的なイメージとして強烈な効果を発揮しているのである。 

さて、ヴェルレーヌは、このマラルメの「エドガー・ポーの墓」をもって、単に『呪わ

                                                  
22 Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, tome I, Gallimard, 1998, p. 1194. 



れた詩人たち』マラルメ篇のラスト詩篇とするだけでなく、トリスタン・コルビエール篇、

アルチュール・ランボー篇と続けてきた 1884 年版『呪われた詩人たち』全体のラストを飾

る詩篇にふさわしいものであると位置づけて、次のように言っている。 

 

彼によって終わりとすべきではないだろうか？ われわれのタイトルが強いる抽象を彼

こそは具体化しているのではないだろうか？ この詩こそは、この詩人たちと共に、お

お、栄光よ、われわれもまた「呪われる」危険を賭して、この恐ろしいテーマで言わな

ければならない唯一の言葉、簡潔なというよりはむしろシビュラのような予言的な言葉

で言わなければならない唯一の言葉なのではないだろうか？ 実際、われわれは、内在

的に優れているだけでなく形式としても優れているこの最後の引用詩篇で満足しておく

ことにしよう。あとは、マラルメとその作品について着手された研究を完全にする作業

だけが残されているわけだ！それはわれわれにとって何という喜びとなるであろう！ 

(PM 665) 

 

こうして、ヴェルレーヌは、マラルメに関する補足情報として、1876 年に豪華版で出版さ

れた『半獣神の午後』（あの『さかしまに』のデゼッサントが愛撫していた書物である）や

1873 年発表の『テオフィル・ゴーチエへの葬の乾杯』といった作品名を出して、「これら

の詩篇は既に周知のものであるから、ここでそれを少しでも引用することは無駄である。

無駄であり不敬虔である。そんなことをしたら全体が台無しだ。それほど、この最後のマ

ラルメは完全にひとつなのである。美女の胸に切りつけるような真似はしてはなるまい」

(PM 665)と書いて、自らの『呪われた詩人たち』というテクストを閉じる役目を果たすも

のとして「エドガー・ポーの墓」の詩篇としての完璧を重ねて称えるのである。 

 

 

さしあたりの確認 

 

 以上、『呪われた詩人たち』マラルメ篇に紹介される七つの詩篇を、紹介される順番通り

に読んできたが、改めて印象付けられるのは、そのほとんどすべてが、まぎれもなく、詩

と詩人をめぐる詩、すなわち「メタポエム」であり、詩についてのマラルメ自身の基本思

想の宣言の場、あるいは、実存的な詩人論の場になっているということである。1884 年の

マラルメ紹介は、ユイスマンスの『さかしまに』における主人公デゼッサントによる虚構

のマラルメ・アンソロジーと、その虚構の実現態であるヴェルレーヌの『呪われた詩人た

ち』のマラルメ・アンソロジー（実際には、マラルメ自身によって自選されたマラルメ自

身によるアンソロジーでもあった）の二つによって、おそらく、マラルメという詩人の基

本思想の伝達に関しては、きわめて本格的な「宣伝」であったと言えるのではないだろう

か。ユイスマンスの『さかしまに』の中でほんの少しだけ紹介されたマラルメの詩に注意



をひきつけられ、マラルメについてもっと多くを知りたいという強い欲望にとりつかれた

ヴァレリーは、まもなく、むさぼるようにして、マラルメのテクストを探し出し、筆写し、

暗記するようになるが、そんなふうにしてマラルメの詩を吸収していった経験の中で、お

そらく、本稿で検討した、ヴェルレーヌの『呪われた詩人たち』のマラルメ篇を読み味わ

う経験も、当然、大きな位置を占めていたに違いないものと思われる。1933 年の講演「ス

テファヌ・マラルメ」の中でヴァレリーはこんなことを言っている。 

 

およそ五十年前、私たちは文学的な進化の臨界点におりました。マラルメの影響という

時間が時を告げていました。私の世代の若者たちは、時代の知的地平が与えていたもの

のほとんどすべてを拒否していました。彼らは高踏派からも、自然主義からも、とにか

く、ひとつの手続きに限定されるあらゆる傾向から離れていました。彼らは探し求めて

おりました――この点こそはその時代の独特な特徴なのですが――新しい完璧に向けた

芸術の方向付けということだけでなく、さらに、ひとつの真の「方針direction」、――そ

れを「倫理的な」方針と呼ぶことは敢えてしませんけれども、というのもこの語の普通

の意味での倫理性ということが問題となっているわけではなかったからですが、――と

いうものを求めていたのです23。 

 

ヴァレリーはここで、「新しい完璧に向けた芸術の方向付け」だけでなく、普通の意味での

「倫理的」な方針とは言わないけれども、特別の意味で、すなわち、言語芸術を志すうえ

で揺るぎのない、言わば、実存的な「ひとつの真の方針」を求めていた若者たちにとって、

マラルメの影響は決定的であった、と言っているのである。ヴァレリーが強調して用いて

いる「方針 direction」という言葉に注意しよう。これは、『呪われた詩人たち』マラルメ篇

において、一貫して示されてきたメッセージに呼応するものではないだろうか。「理想」を

追求すること、世俗には妥協しないこと、「種族の言語」つまり通常言語を詩的言語に純化

する作業に邁進すること、それが詩人の仕事であるという重厚でシンプルなメッセージを

受け止め、言語表現のレヴェルでは、ひとつの手続きに還元されるような道はとらず、言

語の持つ多層的な表現の可能性を開拓しようとする姿勢。大きな「文学の進化」の道筋で

言えば、エドガー・ポーが切り開き、ボードレールやマラルメが受け継いで、実際の作品

において形をつけてきた新しい詩学が、ヴァレリーの世代によってさらに受け継がれ、古

い文学と新しい文学の分水嶺となる「臨界点 point critique」としての、いわゆる象徴主義

の美と倫理の問題圏が確実に文学の地図上に浸透していくという壮大な運動の中で、私た

ちが覗き見た 1884年のマラルメ紹介は、明らかに「ひとつの真の方針 une véritable direction」

を語るものであったことが確認されるのではないだろうか。 

 

                                                  
23 Paul Valéry, Œuvres, tome I, p. 674. 


