
はじめに
今日、細分化された文学研究に従事する者からすると、哲学者が文学を

扱う際の手つきは、往々にしてナイーヴでがさつなものに見える。ただし
それは、文学研究の側が哲学を足場にしてここまで到達した事後の印象か
もしれず、それどころか文学研究者の方が、哲学者の繊細な論理を乱暴に
均してその上に研究を積み重ねてきた可能性も否定できない。哲学者によ
って歴史上なされてきたマラルメ研究への介入の数々は、もはや今日の研
究とはほとんど何の接点もない色あせたものにすぎないのだろうか。

「二重の会」というテクストは、ジャック・デリダが 1972 年に刊行した
『散種』に収められている 1）。本テクストは、初期デリダの代表的な文学論
としてよく知られている。それは主にマラルメ論として、「現前の形而上学」
への批判に基づくミメーシス論として、ジャン＝ピエール・リシャールの
テーマ批評への批判として、意味の決定不可能性にまつわる「散種」とい
う用語に集約される独自の意味論として、要するに「文学テクストの脱構
築」の範例的な試みとして扱われてきた。さらに、もう少し広い文脈で考
えるなら、本テクストに代表されるデリダの思想は、それ以降長らく、日
本で言うところの“テクスト論”の一種、つまりテクストを、「作者の死」が
刻まれたものとして読もうとする理論的立場の一種のように受け止められ
てきた節がある。

しかしその後、理論的にさまざまな議論が積み重ねられ、文学研究もそ
れぞれに細分化が進み、さらに当のデリダのテクスト自体が研究対象とな
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1）DERRIDA (Jacques), « La double séance », Dissémination, Seuil, 1972, pp. 199-317.
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りつつある今日、今一度「二重の会」というテクストに立ち戻ってみるな
らば、これまでとは少々異なった相貌も垣間見えるはずである。本稿の目
的は、文学研究に対するデリダの介入の意義を歴史的に捉え直すために、
「二重の会」の第Ⅱ部を読み解くこと、逆説的な物言いをするなら、脱構築
的な読みが含み持っている構築的な側面を確認することにある。

１．経緯
「二重の会」は難解なテクストと言われてきた。この当時のデリダの文

章自体がまず難解であり、引用されているマラルメの文章も難解である。
しかし一番の問題は、そもそも「二重の会」が、何について論じたものな
のかかがわかりにくいという点にある。たしかにマラルメ論の体裁はとっ
ていて、前半は「黙劇」の読解が中心を占めている。しかし同時に、「文学
とは何か」という問いが提起され、ミメーシスをめぐる議論が長々と論じ
られているし、また後半になると、マラルメからの引用がますます増えて
ゆくものの、特定のテクストの解釈をめぐる議論に帰着しない。全体とし
ては、作品論と言えるものではない。デリダは、「二重の会」のなかでいっ
たいどういう対象を論じているのか。

そのことを考えるために、ここで少し時代をさかのぼってみたい。1930

年生まれのデリダが本格的に学問研究に打ち込んだのは 1950 年代である。
若いころから、文学も好きで、ジッドやルソーなどを読みふけり、自作の
詩を文芸誌に投稿していたらしい。デリダのアカデミック・キャリアは、
現象学の研究から始まるが、1952 年に高等師範学校に合格したデリダが最
初に取り組んだのは草稿研究である。ベルギーのルーヴァンにあるフッサ
ール文庫（アルヒーフ）に赴いたり、ハーバード大学に所蔵されているフ
ッサールの資料のマイクロフィルムを調べたりしていた。そして 56 年、国
家博士号取得のために選んだ論文の題目は「文学的対象の理念性」2）とい
うものである。ここから言えることが二つある。一つは、現象学を研究し
ていた当初からデリダのなかでは文学にめぐる問いが念頭にあったという
こと。もう一つは、彼の哲学研究が、単に書物を読みふけるようなもので
はなく、未刊の草稿や断片も含めたフッサールのコーパスを相手におこな
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2）Cf. « Ponctuations : le temps de la thèse », Du droit à la philosophie, Paris, Galilée,
1990, p. 442.
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われていたということ。のちの『グラマトロジーについて』のなかに「書
物の終わりとエクリチュールの始まり」という章があるが、ここに、若き
デリダの研究実践そのものを読みこむこともできよう。

次に、デリダとジャン＝ピエール・リシャールの関係についてだが、デ
リダのリシャール批判は、「二重の会」が初めてではない。63 年発表の「力
と意味作用」のなかでは、デリダが「シニフィアンのシニフィアンへの限
りない送り返し」と呼ぶ現象を、リシャールが考慮できていないとして批
判されている 3）。しかし同時に「力と意味作用」のなかではリシャールへ
のポジティヴな評価もなされている点を見逃してはならない。ジャン・ル
ーセの『形式と意味作用』の序論と、ジャン＝ピエール・リシャールの
『マラルメの想像的宇宙』の序論が、「文学批評における方法序説の重要な
一節」と位置付けられている 4）。先回りして言えば、「二重の会」のなかで
デリダが批判しているリシャールの文章も、ほとんどがこの序論の部分で
ある。ルーセとリシャールの二人は、ともに、特定の作家の全資料体
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を捉
えようとする野心的な著作を書いており、その方法論を序論でつづってい
るわけだが、デリダはそれらを、モニュメンタルな偉業として評価しつつ
も、その両者が「全体的読解もしくは全体的記述という神話」（ibid., p. 49）
に陥っている点を批判している。ちなみに、翌 64 年にはフーコーが、デリ
ダとはちがってリシャールを高く評価しているが、そのときフーコーが注
目するのも、リシャールの読解が対象としているこの全体、つまり「資料
的集塊」である 5）。こうした言説を見るなら、この当時の文学批評の問題
意識の一端が、「作者の死」以降、それでも作者の名のもとに集められるコ
ーパス（テクスト、書簡、草稿、雑務書類…）を、どのような方法で取り
扱えばよいのか、という点にあったことがうかがえる 6）。
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3）「力と意味作用」、『エクリチュールと差異〈新訳〉』、法政大学出版局、2013、

pp. 49-50）. 本稿での引用の下線部はすべて論文執筆者の手によるものである。
4）Ibid.
5）「動かない言語のこの資料的集塊（草稿、断片、メモ類の堆積からなる）」（「J.-

P. リシャールのマラルメ」、『ミシェル・フーコー思想集成２』、筑摩書房新社、
1999、p. 208）。

6）例えば、L. ゴールドマン、J. ヴァール、ラカン、ガンディヤックらによる
1969 年のフランス哲学協会での会合。「作者名はある一定の言説総体という出来
事を顕示し、ある社会や文化の内部におけるこの言説の身分に照合する」（「作
者とは何か」、『ミシェル・フーコー思考集成３』、筑摩書房、1999、p. 235）。
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さて、60 年代後半になってデリダは、ソレルスを中心とするテル・ケル
派と親交を深めてゆく。そのときデリダは、クリステヴァと、テル・ケル
派における理論家の座をめぐってライヴァル関係にあった。そして文学の
問いを思考していたデリダがとりわけマラルメに強い関心を示すのもこの
時期のようである。66 年にはソレルス宛ての書簡で、「文学と全体性」のマ
ラルメ論が大いに勉強になった旨を書き送っており、68 年には、マラルメ
について集中的なセミネールをおこなっている 7）。その成果として発表さ
れたのが、「二重の会」であり、最初の発表の場は、テル・ケルの研究会で
あった。

以上から、「二重の会」というテクストは、テル・ケルというグループの
なかでデリダが、文学の新しい読み方を、つまりリシャールのヌーヴェ
ル・クリティックや構造主義に取って代わりうる読み方を提示する機会で
あったこと、そしてその読み方は、作家のコーパス全体をどう取り扱うか
という関心と結びついていたことがわかる。

２．「力と意味作用」から「二重の会」へ
まずは、リシャールのテーマ批評について確認しておこう。テーマ批評

は、今日の文学研究でよく見られるテーマ研究とは二つの点で異なる。
まずリシャールのテーマ批評は推移的である。それは、コーパスの内部

でなにか特定のテーマの確固たる存在を特定してゆくというよりも、テー
マ間を移行してゆくと同時に、先行するテーマが後続するテーマを準備し、
後続するテーマが先行するテーマを包含する過程を記述してゆく（例えば、
羽毛からレースへ、レースから蜘蛛へ、雲から泡へという具合に）。いみじ
くもフーコーが「諸形式の溶解とその絶えざる敗走」と呼ぶところのもの
であり、リシャールのテーマ批評の非常に特徴的な部分である。デリダ自
身、「テーマ主義の現象学的・解釈学的・弁証法的な企図に対する原理的反
論をそこに認め」（p. 398）ている。

しかしデリダが敏感に反応するのは、もう一つの側面、テーマの序列構
造である。流れるようなリシャールの記述は、「全体」を射程に入れたもの
である。『想像的宇宙』においてマラルメのコーパスに現れる形象は、いく
つかの主要テーマに分類され、さらにその下位区分であるサブテーマへと
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7）ブノワ・ペータース『デリダ伝』、白水社、2014、pp. 219, 285.
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分類されてゆく。個々のサブテーマとサブテーマのあいだ、また個々の主
要テーマと主要テーマのあいだで推移的な記述がなされているとしても、
序列構造がはっきりと前提されている。

たとえば、「白」というテーマのなかには、「主要なテーマ」として、処
女性、冷感性、規定からの自由、媒介の幸福があり、「側方的なテーマ」と
して、白紙、氷河、白鳥、翼などが置かれる。つまり「白」という語から
派生する意味内容の序列構造となっている。リシャール自身、同時代の言
語学や記号論の趨勢を横目に、さまざまな注記をおこないながらも、「ある
ひとつのテーマは、そのさまざまな転調の総計――というかむしろそれら
の転調を一つの見通しのもとに収めること――」と考えている（p. 400）。
つまり、最初に中心的なテーマがあって、それがどこまでも限りなく派生
してゆく、という形になっているのである。

デリダにとって、単語の意味が、単語のなかに不動の核のように潜んで
いるかのように考える実体論的な意味論は、それが言語活動の実態に即し
ておらず、「現前の形而上学」の一環として批判されなければならないもの
である。デリダの定式化によれば、単語の意味は、文という形式の発話に
よってそのつど単語が使用されたときに生じる効果である。そのとき単語
は、意味を持った元素というより、文の一角を占める統語法的な単位であ
り、意味効果を受け取る受け皿や場所である。この場所を、デリダは「意
味論的空虚」（le vide sémantique）と呼んでいる（p. 352）8）。

なお、エクリチュール一般がこの作用をこうむっているが、なかでも文
学テクストは、統語法の代補によって、いっそう決定不可能性が強まって
いる。そしてフランス文学史上、テクストのそうした性格をとりわけ体現
しているのが、デリダにとってマラルメのテクストなのである。というの
もマラルメのテクストは、何かを仄めかしながら、判然とした意味をなさ
ないような、何か深遠な哲学を秘めていそうでそれがうかがい知れないよ
うな、きわだった読み取りづらさをそなえているからである。それゆえに
マラルメは「難解」と呼ばれる。しかしこの評価は、読み取りづらい表現
は手段であってその向こうに読み取るべきはっきりとした意味が存在する
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8）言うまでもなくこうしたデリダの定式は、マラルメの文言を念頭においたもの
である（「無」「空虚」「場所
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以外の何も生じないだろう」「彼は、かくして虚構
の純粋な中間環境
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を設定するのだ」）。
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かのように思わせる。それに対してデリダは、マラルメの表現の読み取り
づらさそれ自体、決定不可能性それ自体を読もうとする。

さて、リシャールのテーマ批評は、最初に中心的なテーマを設定して、
そのあとに派生や変奏を記述したり、派生や変奏は際限ないものと言いつ
つもそれを一つの見通しのもとにまとめ上げられると考えたりしている点
で、上述の実体論的な意味論と同型である。リシャールは、そうした意味
論に立脚して、決定不可能であるはずの文学テクストを「決定」してしま
っている。デリダのリシャール批判はこの点に存する。

この批判はたいへん人口に膾炙している。多くのデリダ解説では、この
批判の論点を確認し、多義性に対置された「散種」概念を説明したところ
で、「二重の会」への言及を終えてしまうことが多い 9）。しかしこの批判だ
けなら、63 年のように、「シニフィアンのシニフィアンへの限りない送り返
し」に対するリシャールの無理解を、簡潔に批判して済ませることもでき
たはずである。それでは、なんのために「二重の会」ほどの容量のテクス
トと豊富なマラルメの引用が必要だったのかが説明できない。

63 年のテクストと 69 年のテクストのあいだには、二つの相違点がある。
一つめは、69 年のデリダが、マラルメのエクリチュールを入念に研究し

ていることである。このことによってリシャール批判は、単なる形式的批
判ではなく、内容をそなえた反論となりえている。デリダは、マラルメの
テクスト独特の読み取りづらさ、決定不可能性を、豊富な引用とともに、
丹念に分析してゆく。「二重の会」が単なるリシャール批判ではなく、マラ
ルメ論でもあるのは、そのためである。

二つめは、69 年のデリダが、みずから「戦略」と称するものを獲得した
点にある 10）。そもそも文学テクストの意味が単に決定不可能であるなら、
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9）Cf. G. Bennington, Interrupting Derrida, London & New York, Routledge, 2000,
pp. 47-58. 日本では例えば「思想と歴史をめぐって」と題された座談会での守中
によるデリダのリシャール批判のまとめを参照されたい。蓮實重彥『「知」的放
蕩論序説』、河出書房新社、2002、pp. 197-199.

10）「中性性のモチーフは、その否定的な形〔…でも…でもない〕において、もっ
とも古典的でもっとも疑わしい再我有化の試みの領域を開放してしまう以上、
もろもろの形而上学的二項対立を消去し、あらゆるテクストから単にその標記
を抹消してしまうのは（それが可能であるとしてだが）軽率であろう。戦略的
分析は、つねに調整しなおす必要がある。たとえば、さまざまな形而上学的二
項対立の脱構築は、マラルメのテクストを骨抜きにし中和してしまうかもしれ
ず、かくして、その伝統的で支配的な解釈、つまり今日にまでいたる多分に観
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別の読みを提示するという形でリシャールに異議を申し立てることもでき
ないはずである。「シニフィアンのシニフィアンへの限りない送り返し」を
ただ強調して、ひたすら形式的な批判にとどまるしかない。しかし 69 年の
デリダは、リシャールにつきまとっている現前の形而上学（諸テーマの総
計や見通し）を切除して「諸形式の溶解とその絶えざる敗走」を活かすた
めの手続きを見出している。デリダは、リシャールがテーマ間に見出した
敗走を、意味の豊かさではなく意味の欠如から説明しうるような別の意味
論的な見地を定式化し、その見地から、リシャールの分析が取り逃すテー
マならぬテーマを拾い出してゆく。それは、テーマのようでテーマでない
何か、疑似的なテーマ、亡霊的な「準テーマ」11）である。このようにして
はじめて、通常の意味作用をいったん宙吊りにして、テーマとは別の水準
に位置するテクストの過渡的かつ推移的な性格を吟味することが可能とな
る。

３．準テーマ
（１）意味論的空虚

マラルメのエクリチュールには、何かを模倣するような身振りをみせて
ほのめかしながら、何かはっきりとしない、そうしたシミュラークルの性
格が見られる。たとえば「白」という語を用いて、そのようなエクリチュ
ールを書いている。その場合、「白」は、普通に抽象概念や具体物を指示し
ているのみならず、意味論的空虚をマークしていると言える。それゆえこ
の空虚は、マラルメのコーパスにおける「白」というテーマの意味系列に
加えられるべきものである。しかし同時に、意味論的空虚は、なんらかの
意味というより、意味効果が生じる場そのものである。したがってそれを、
テーマの意味系列のなかで、なんらかの意味としてカウントするのは余分
であるし、かといってそれをまったくカウントしないのもやはり記述の不
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念論的な解釈に備給された利害関心に奉仕してしまうかもしれない。」（「二重の
会」、p. 331）、「同系列のそれぞれのシニフィアンは、この再標記の角に屈する。
「エクリチュール」「イメーヌ」「襞」「織物」「テクスト」などのシニフィアンは、
この共通の法をまぬがれず、ただ何らかの概念的戦略だけが、一時的にこれら
を、特定の〔決定された〕シニフィアンとして、それどころか意味するもの
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―
―シニフィアンたちが文字どおりには〔厳密には〕もはやそれら自身ではない
もの――として、特権化しうるのである」（「二重の会」、 p. 403）。

11）これはデリダの操作の分析のために本稿でさしあたり用いる術語である。
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足である。さらに言えば、そもそもこの空虚は、デリダにとって意味一般
の分節と結合を可能（かつ不可能）にするものであるから、あらゆるテー
マの意味系列にとっても余分でかつ不足である。これが、デリダによるリ
シャール批判の一点目である。意味論的空虚を「空隙の非‐意味ないし
非‐テーマ」と名付けて、デリダはこう述べている。

もろもろの意味たち（「白」の意味たちと別の意味たち）を互いに関係
づけつつも、それらが結びつくのをなんとしても妨げる、こうした空
隙の非‐意味ないし非‐ テーマは、いかなる描写によっても報告する
ことはできない。ここからの第一の帰結は、とりわけマラルメにおい
ては、描写がないということである。われわれがいくつかの例で確か
めたように、マラルメは「何か」を描写するふりをしていたのだ。彼
は、それに加えてエクリチュールの操作を描写していたのだから。第
二の帰結は、とりわけマラルメにおいては、もろもろの「テーマ」の
意味論的記述が、テーマのこの付け足し〔以上〕や差し引き〔以下〕
の瀬戸際で、つねに失敗するということである。（pp. 403-404）

ここで注意すべきは、デリダは、単に「テーマ」の意味論的記述の失敗
を論じているのみならず、マラルメ自身が意図的にそのような見せかけの
エクリチュールを書いていると考えた上で、リシャールがそれをうまく捉
えられていないことを指摘している点である。この点には後でまた触れる。
そして重要なのは、デリダが単にリシャールを批判しているのではなくて、
リシャールが「報告できない」ような「空隙の非‐テーマ」を、準テーマ
を、リシャールに代わってデリダが、マラルメのコーパスのなかで精査し
ている点であろう。たとえばそれは、「文芸のなかにある神秘」の引用で、
「先ほどまでは無根拠であった余白〔le blanc〕が、今や確固たるものとなっ
て、しっかりと回帰する」という箇所である 12）。また「白」以外では、「黙
劇」の「かくの如くにマイム役者は作用する、その演戯は絶えざる仄めか
しに留まっていて、決して鏡面を破ることはない。彼はかくして、虚構の
純粋な中間環境

� � � �

を設定するのだ」という箇所がある（OC2, p. 179）。さらに
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12）MALLARMÉ (Stéphane), Œuvres complètes, II, éd. Bertrand Marchal, Gallimard,
2003, p. 234. 以下、O.C. II と略記。
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は、「芝居鉛筆書き」で踊り子の動きを描いた箇所「もう一つのモチーフへ
と伸びていくピルエットの文字」など 13）。そのほか、襞や扇の開閉、踊り
子の動き、ガーゼ、ガス、イメーヌ、隅、ペーパーナイフのくだりで、何
か日常の描写と見せかけて、実はエクリチュールの運動そのものを描写し
ているとも言えそうな局面を、準テーマとしてデリダはいくつも列挙して
いる。

（２）語未満の単位
すでに見たように、デリダによれば、リシャールのテーマ批評は、意味

の実体的な現前に基づいている。そのかぎりにおいて、リシャールは、テ
ーマを意味の単位、つまり「語」（もしくは形態素）という単位で捉えてし
まっている。しかしマラルメのコーパスにおいてテーマとして回帰するの
は意味の単位だけでない。語未満の単位もまた考慮する必要がある 14）。こ
の観点は、そもそもマラルメが、韻文詩を書く詩人であり、脚韻なり頭韻
なり半階音なり、そうした音の類縁を駆使する作家であったことを考える
ならば必要不可欠である 15）。いみじくもジュネットが、リシャールのマラ
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13）「「もう一つのモチーフへと伸びていくピルエットの文字
� � � �

」は、テクストその
ものと同様に、二乗して算定

� � �

＝暗号化されている。この文字が、その総数にお
いて二度標記されるのは、次の点においてである。すなわち、この文字は、ま
ず暗号または象形文字としてある踊り子のピルエット〔爪先立ちでする片足の
旋回〕を意味しながら、さらにこの文字は、「ピルエット」という記号――この
文字が、その記号を、コマのように爪先で旋回

� � � �

させ、それ自身の上で回転させ
る――を算定＝暗号化して、今度は、記号の働きそのものを指し示す、という
点において。ピルエットという文字は、暗号

� � � �

としてのピルエット、シニフィア
ンの働きとしてのピルエットである。」（「二重の会」、p. 383）

14）「テーマ主義は必然的に次のものを、みずからの領域外に置き去りにする。す
なわち、語の寸法をもたず、単一の言語記号としての平静な統一性をもたない、
形態的・音的・書記的な「類縁」たちを。テーマ主義がテーマ主義であるかぎ
り、必然的になおざりにするのは、語を分解し、語を細分化し、その小片たち
を「偶然のように斜めから」働かせる戯れである」（ibid., pp. 406-407）。

15）「マラルメは、少なくとも見かけの上では、この分野で大きな刷新を遂げてお
らず、みずからの文学的実践すべてを、韻文と脚韻との必要性〔必然性〕に基
づけてきた。すなわち、韻文と脚韻という二つの概念が変形され一般化された
後では、何がしかのテーマ上の優先権によっては決して命じられたり決定され
たりしないようなシニフィアンの反響に基づけてきたのである。脚韻――テク
スト効果の一般法――は、同一性を差異へと、差異を同一性へと従わせる〔折
り曲げる〕。その素材は、もはや単語の最後の音にとどまらない。あらゆる「実
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ルメ論のなかには「詩作」が欠けていると批判したように 16）、語未満の単
位をめぐるマラルメの文学的な作業が取り逃されている。これが、リシャ
ール批判の二点目である。

重要なのは、ここでもやはり、リシャールに代わってデリダがマラルメ
のコーパスのなかで、準テーマを精査している点である。その有名な事例
が、散文詩「金（Or）」の分析だろう。デリダは、散文詩「金」のなかのさ
まざまな語のなかに OR や RO の文字と音を、準テーマとして読みこんでゆ
く 17）。すると OR という音と文字が、散文詩全体にちりばめられている事
態が浮かび上がってくる。

また別の箇所では、crise de vers という語句から、アルファベットの i（宙
づりの点をもつ）と r（air と同音である）の音を取り上げて、そこにさまざ
まな語彙を肉付けして、マラルメの韻文詩に出てきたりその作品世界と響
き合ったりする語句を導き出している 18）。すると、ここでも、i と r のカッ
プルを、マラルメ的な準テーマとして数え入れることが可能となってくる。
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質」（音的な実質にせよ書記的な実質にせよ）や、あらゆる「形式」が、あらゆ
る隔たりへと、あらゆる規則

� � � �

に従って結びつきうる〔…〕」（ibid., p. 444）。
16）G. ジュネット『フィギュール』、未来社、1993、p. 123.
17）「OR〔金〕は、ページ一枚分の彩色文字に、 勘定ぬきで凝縮ないし換金され
ている。そこでは、OR（O ＋ R）というシニフィアンが、輝きを散らしつつ、
あらゆる寸法の丸い小銭〔部品〕へと、すなわち「外〔dehORs〕」「魔術幻灯じ
みた〔fantasmagORiques〕」「財宝〔trésOR〕」「地平〔hORizon〕」「水増し〔majORe〕」
「外〔hORs〕」へと割りふられている。O たちを、ゼロたち〔zéROs〕―― RO は
金〔OR〕の反転で〔フランス語の〕意味価はない

� �

――を、つまり端数をとって
丸めて「ありそうもない状態の方へ」と規則的に並べた数字の数々を数えいれ
るまでもなく」（「二重の会」、p. 420）。

18）「まず私は、何が「詩の危機」〔Crise de vers〕のようなとっぴなタイトルを強
いることができたのかと自問した。私は、このタイトルが他の潜在的な組み合
わせ〔連想〕を収めていると感じて、 タイトルのいくつかの要素に、 変化をつ
け回転を加えた。私は、 確実に i

�

、 r
���

を得た。すなわち、crise de nerfs（ヒステ
リー）〔神経発作〕、“bise d’hiver”〔冬の寒風〕、“brise d’hiver”〔冬の微風〕（それと
ともに、「彼女の墓は閉ざされている！…」における“brise”と hiver との戯れ）が、
“bris de verre”〔ガラスの破片〕の分だけ増殖しており、しかもこのガラスの破
片は、多くのマラルメ的「断片

������

」の輝きを保持し、「神秘の破片」〔“bris de mystère”〕
を反映している（「しかり、紙を折ること、およびそのことがそこに作り出す
数々の折られた内側、というものがないとすれば、黒い活字となって散らば
ったその暗闇が、指で〔ページを〕ひろげたとき、その表面に、神秘の破片
のように広がることの一つの理由を明らかにすることはないかもしれない」、
pp. 379-380）」（ibid., p. 450）。
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紙幅の都合でこれ以上の事例は挙げられないが、膨大な引用とともに、
さまざまな分析がなされている。デリダは一方で、韻律法的な要素のよう
に、テーマ批評では捕捉できない語未満の単位を拾い集めているが、他方
で、そうした単位の存在を、散文詩のなかにも見て取ってゆくことによっ
て、ジュネットが指摘した狭義の韻律法的な「詩作」をさらに超えた議論
をしている。この議論のねらいは、そ

そ
れ
そ
ま
そ
で
そ
韻
そ
文
そ
に
そ
限
そ
定
そ
さ
そ
れ
そ
て
そ
い
そ
た
そ
「詩

そ
句
そ
」

の
そ
概
そ
念
そ
を
そ
拡
そ
張
そ
し
そ
て
そ
書
そ
き
そ
続
そ
け
そ
た
そ
マ
そ
ラ
そ
ル
そ
メ
そ
の
そ
特
そ
異
そ
な
そ
実
そ
践
そ
を
そ
捉
そ
え
そ
る
そ
こ
そ
と
そ
にある。

引用を挟みながら、デリダはこう書いている。

韻律法的実践は、「所謂『ジャンル』を超えてい」〔…〕て、その効果
においてもその原理においても、詩に対する散文という通俗的対立を
逸脱しているような文学と混じり合う。（p. 448）

韻文と散文の二項対立から逃れる文学とは、テーマという意味論的単位
にも、既存の韻律法という形式的単位にも拠り所を見出さないエクリチュ
ールの実践である。『賽の一振り』における羽毛＝ペンの宙づりと、「音楽
の文芸」の引用を交差させながら、デリダは、そのような文学の形象その
ものを、マラルメのテクストのなかに見出している 19）。彼にとってマラル
メという名は、文学史上、こうした近代的な文学のあり方をはっきりとマ
ークしたテクストへの署名であり、ミメーシスの歴史においてプラトン以
後の新時代を画する固有名である。

手続きとその帰結
以上で確認したように、デリダは、「二重の会」のなかで、リシャールの

テーマ批評を肯定しているわけではないが、テクストの単なる決定不可能
性にとどまっているわけでもない。「文学批評の方法序説」たるリシャール
のマラルメ論に対するデリダの返答は、文学テクストを体系的に読むため
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19）「それゆえ、詩句（「リズム」ともマラルメは言う）の危機が、文学全体を巻
きこむ。〔…〕その危機は、文学の土台そのものを揺さぶり、その戯れにおいて、
文学から、それ自身以外の一切の基盤を剝奪する。宙に浮いて、ひとつきりで、
存在〔すること〕とは隔たって、「いやお望みならこう言ってもいい、すべてを
排除して、ただそれだけで」、みずからにのみ基づく。文学は、そうである保証
を与えられていると同時に、そうである恐れを抱えてもいる」（ibid., p. 449）。
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の「方法などない」というものである。しかし彼がすぐさまこう続けてい
ることは、あまり注目されない。

方法などない〔方法のポイント〕、これは、とるべきある種の手続きを
排除するわけではない。（p. 436）

「二重の会」において重要なのはこの「手続き」であり、文学批評によ
る決定と文学テクストの単なる決定不可能性のあいだで、デリダが試みて
いる「戦略」と、それによって可能となったマラルメのコーパスの精査で
ある。

デリダの戦略は、文学テクストの可能性を、意味の豊かさではなく意味
の欠如から説明しうる意味論的な見地の定式化である。これによって通常
の意味作用を括弧に入れてテクストを吟味する手立て、テーマを効果とし
て捉え直す手立てが得られる。こうしてデリダが拾い出したのが、数々の
準テーマである。準テーマとしての意味論的空虚と語未満の単位は、マラ
ルメのエクリチュールの独特の読み取りづらさを考察する上で、不可欠の
要素であるにもかかわらず、リシャールのテーマ批評ではほとんど考慮さ
れていない。しかしまたこれら準テーマは、それをリシャールのテーマ系
列に入れるやいなや、テーマ概念そのものが立ち行かなくなる、そうした
毒である（それゆえにデリダ自身は「非‐テーマ」と呼ぶ）。このように、
決定不可能なマラルメのエクリチュールの表面から、亡霊的な準テーマと
いう「見せかけ」を丹念にすくいとることで、リシャールのテーマ批評を
掘り崩してゆくと同時に、テーマでも韻律法でも捕捉しきれないマラルメ
のエクリチュールの微細な襞を辿ってゆく。コーパスのこうした“代補的”

な精査こそが、「二重の会」でデリダが試みた戦略とその実践であったと考
えられる 20）。

従来はっきりと指摘されてこなかったが、「二重の会」が、作家論として
の側面を持つことも強調しておく必要がある。デリダの「戦略」が機能す
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20）74 年の「マラルメ」と題する短いテクストのなかで、デリダはマラルメのテ
クストの扱いづらさに言及しながら「批評にとって罠が多ければそれだけ、多
くの新たな手続きとカテゴリーを発明しなければならない」と述べている

（« Mallarmé », Tableau de la littérature, Gallimard, 1974, p. 375）。
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るためには、マラルメが、他の作家以上に意味論的空虚をテクストにマー
クしており、他の作家以上に、語未満の単位の相互関係を重視した特異な
作家であることが前提となっているからである。実際、すでに見たように、
「二重の会」の第Ⅱ部では、「マラルメは「何か」を描写するふりをしてい
たのだ」（p. 403）と指摘されている。また第Ⅰ部では、「黙劇」の三つのヴ
ァリアントを生成批評的に分析することを通じて、マラルメのテクストの
読み取りづらさが作為的なものであることが説得的に提示されている。し
かしまたこの作為を、作者のものとしながらも、作者の現前的な意図には
還元しないよう、「マラルメを経由し、マラルメを横切るもの」21）と位置
づけるにとどめている。この先で、後年のデリダは、言語の恣意性と交差
する新たな主体概念について思考しながら、精神分析との対話を深めてゆ
くことになる。また「二重の会」は「文学とは何か」という問いに対する
デリダなりの応答であることはすでに触れたが、ここで描写の偽装という
形で作者マラルメの“証言”の様態が論じられていることも重要である。こ
の延長上で 80 年代以降、証言の観点から主体に定位しつつ、「すべてを言
う」権利と同時に「すべては言わなくてよい」権利を保証する制度 22）とし
て文学が定式化されてゆくだろう。

ちなみに「二重の会」で論じられた空虚
や空白と語未満の単位は、文学論にとどま
るものではない。本テクストは、プラトン
の『ピレボス』とマラルメの「黙劇」を同
一のページに組み込んでいることで有名だ
が、そのほかにもマラルメの『賽の一振り』
のタイポグラフィ、「書物」の断片や「イ
ジチュール」の草稿のファクシミリを援用
しており、この当時、ほぼ同時期の「散種」
とともにデリダが初めて文字と余白と描線
によるグラフィックに意匠を凝らして編ん
だテクストであった。『弔鐘』の後、1978
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21）Ibid., p. 369.
22）Cf. « Cette étrange institution qu’on appelle la littérature », Derrida d’ici, Derrida de

là, Paris, Galilée, 2009, pp. 253-292.
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「二重の会」に挿入されたマラ
ルメの「イジチュール」の草稿

（p. 307）



年にデリダが書くヴァレリオ・アダミ論
（絵画論というよりグラフィック論）の
「＋Ｒ」は、アダミ自身の作品と相俟って
時にマラルメ的と評されることになる 23）。

最後にマラルメ研究史を振り返って本稿
を締めくくろう。1969 年代当時、マラル
メの伝記資料はいまだ出そろっていなかっ
た（書簡集は第三巻まで、資料集は刊行開
始直後）という事実を踏まえておく必要が
ある。リシャールがテーマ批評という手法
を駆使しえたのは、そうしたコーパスの欠
如の裏返しであり、デリダの試みもまた、
同じ条件下で、テーマ批評の先でコーパス
を精査する「手続き」を提示したものであ

った。それに対して現在では、いっそう広大で時系列順の 19 世紀のコーパ
スのなかでマラルメを研究することが可能となっており、それに応じて文
学研究のアプローチも変化しつつある。

ただしそれはリシャールやデリダの批評が役割を終えたということを意
味しているわけではない。前者は、マラルメのテーマ辞典のようなものと
して今なお研究者によって時折ひも解かれる著作である。後者の提起する
問題もまだ残っている。例えばマラルメは、それ自体として明確な意味を
持たず、発音もされない文字（例えば語末のｓ）の照応関係がもたらす
「目の快楽」にフランス語の詩句の可能性の一端を見てとっている 24）。「文
字の神学」と呼ばれるこの着想は、デリダ自身は言及していないものの、
OR の分析などが奇しくもその例証となっており、どの程度、どのような形
でマラルメの作品のなかに具現化されているのかはいまだ研究の余地があ
る。この着想は、韻律法を超えたところで、マラルメのテクストにおいて
文字や音の振る舞いがどのようなものなのかという問いにかかわっており、
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23）WILSON (Sarah), « Derrida, Adami, the truth in painting », The visual world of

French Theory: figurations, New Haven & London, Yale University Press, 2011, p. 186.
なおアダミのグラフィックは、同書 p. 189 より転載。

24）O.C. II, pp. 474-475. 

─────────────

「＋Ｒ」で論じられているアダミ
の「『弔鐘』によるデッサンのエ
チュード」



韻文詩の延長上でマラルメの散文詩を分析する上で重要な論点なのだが、
今日、例えば『賽の一振り』という一作品に関してさえいまだ決着の見通
しが立っていない 25）。まして、韻文と散文の双方を貫いてマラルメのコー
パスを分析する手続きが確立されるには程遠いのが現状である。このよう
に、デリダの代補的な精査の先で新たな手続きを構築し発明してゆくこと
が、文学研究者自身に今なお求められているのである。

（早稲田大学非常勤講師）
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25）韻律法の観点から分析したミュラの研究は、作品内容の解釈にほとんど立ち
入っていない。なお、語未満の単位に着目した『賽の一振り』の体系的な解読
はコーンを嚆矢とするが、方法論的に難点が多い。デリダによる直接の参照箇
所はわずかだが、「二重の会」はその着想の一端をコーンの研究に負っている。
Cf. MURAT (Michel), Le coup de dés de Mallarmé, Paris, Belin, 2005; COHN (Robert
Greer), L’œuvre de Mallarmé : Un coup de dés, Paris, Librairie Les Lettres, [1951].
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L’article intitulé « La double séance » (1969) est connu pour son attaque

envers la critique thématique de Jean-Pierre Richard, finement cristallisée

dans son étude sur Mallarmé, ainsi que pour son concept de dissémination,

radicalement opposé à celui de polysémie au sens courant du terme. Mais

cette évaluation n’est pas tout à fait juste.

D’abord, « La double séance » n’est pas le premier texte derridien à

critiquer l’approche de Richard. Dans son article « Force et Signification »

paru en 1963, Derrida a déjà commenté cette approche. Son estimation y est

double. D’une part, il admire L’Univers imaginaire de Mallarmé de Richard

et Forme et Signification de Jean Rousset en tant que « discours de la

méthode en critique littéraire ». D’autre part, il avertit nettement que la

recherche de Richard ne permet pas de rendre compte du « renvoi indéfini

de signifiant à signifiant », qui se produit dans tout texte littéraire. 

Ensuite, « La double séance » ne se contente pas d’énumérer les défauts

de l’étude thématique à la lumière du concept de dissémination. Une grande

partie est plutôt consacrée à rechercher dans le corpus mallarméen toutes les

sortes de « quasi-thèmes » (d’après notre terminologie), en prêtant attention

tantôt au mouvement de l’espacement textuel, foncièrement hétérogène aux

thèmes identifiables, tantôt aux affinités formelles, phoniques ou

graphiques, qui n’ont pas la taille du mot ou celle du morphème. 

Il convient donc de considérer que « La double séance » a pour objectif

de proposer, sinon une méthode, du moins « procédure » pour, en tenant

compte d’éventuelles descriptions feintes, mener une investigation

supplémentaire du corpus mallarméen, presque inaccessible à toute

perspective thématique. En ce sens, l’article du philosophe joue un rôle

déterminant non seulement pour l’avenir de la déconstruction, mais

également pour la postérité des recherches mallarméennes.

Fuhito TACHIBANA
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à l’Université Waseda

Le Mallarmé de Jacques Derrida
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