
はじめに
1894 年、マラルメは、オクスフォードとケンブリッジでの講演旅行に出

かけた後、英国での視察の成果を踏まえて、自国の事情にあわせた提案、
つまり「文学基金」の提案をおこなっている。マラルメ自身、英国での講
演「音楽と文芸」と、帰国後の提案を載せたテクスト「有益な遠出」を一
冊にまとめて刊行しているように、これらは共通の関心事に沿ったもので
ある 1）。その一端は文芸の伝統に対する危機意識、フランス語の léguer、
legs とともに浮上する「詩句の遺贈」の問題であり、それはまた教育の問題
でもある。

ただし、そうした問題と関連して、そもそも「文学基金」なる提案が、
具体的にどういう内容で、いかなる歴史的位置づけを持つものなのか、そ
の点については、研究者のあいだでも、いまだはっきりとした理解が共有
されているとは言いがたい。前世紀から続く作家たちの果敢な闘争を通じ
て、19 世紀には著作権保護の法整備が進み、フランス史上はじめてパブリ
ック・ドメインが成立した事実を思い返すなら、この問題系の研究は、ロ
マン主義を射程に入れた文脈のなかでマラルメを理解する上でも、きわめ
て重要であろうと思われる 2）。以上を踏まえ、本稿では「文学基金」の構
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1）マラルメのテクストはすべて以下を用いて、全集はページ数のみで示し、書簡
集は VII と略記する。
MALLARMÉ (Stéphane), Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard, 2003.
――, Correspondance, VII, Paris, Gallimard, 1982.

2）例えばベニシューは、ロマン派の作家たちの台頭の遠因として、18 世紀後半
以降の「著作者の法的・物質的条件」の向上を挙げる（P. ベニシュー『作家の
聖別』片岡大右 他訳、水声社、2015、p. 51）。また近年、出版者たちの役割を論
じた研究も見かけるが（石橋正孝他『あらゆる文士は娼婦である』、白水社、2016）、
パブリック・ドメインまで射程に入れた文学研究はきわめて少ない。
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想を再検討することにしたい。

１．有償公有制としてのパブリック・ドメイン
まず、文学基金について確認しておく。文学基金とは、著作権の保護期

間が過ぎた出版物、いわゆる著作権の切れた出版物に関して、その印税を、
何らかの機関が徴収・管理し、基金を設けて、若手作家の文芸の奨励のた
めに役立ててはどうかという提案である。マラルメは、さらに具体的に、
何らかの「賞」の授与や「さまざまな文学的祝賀行事」（p. 59）を検討し、
そのための会計課を、場合によっては「国立図書館」（p. 61）に設置しても
よいのではないかと述べている。

この提案を、マラルメは熱心に推奨した。いったん新聞社のフィガロ紙
に原稿を渡すものの、文体が難解すぎると突き返されたのを、しぶしぶリ
ライトしている。それだけではない。未公刊の書簡のなかで彼は、文学基
金の提案が記事になる直前に、ジュール・ユレに手紙を書いて、基金に関
するコメントを主要作家の出版者や政治家たちにインタヴューしてくれる
よう頼んでいる。それほどまでしてマラルメは「成果〔un résultat〕」を上げ
たかったのである 3）。

文学基金の真意について、研究者の意見はかならずしも一致していない。
この提案の着想源は、従来、ルフェビュールがマラルメに宛てた書簡に求
められてきた。1865 年、ルフェビュールは、自分の財産で、若い詩人に年
金を与えるか、劇場や図書室をそなえた協会を作るべきかを、マラルメに
相談しているからである 4）。しかし、ルフェビュールの提案と文学基金の
提案には大きな相違がある。ルフェビュールの提案は、文学者の互助制度
の話にすぎず、著作権とは直接関係がない。では、文学基金の着想源はど
こに求めればよいのだろうか。

ここで、「パブリック・ドメイン」という言葉の使用に立ち戻ろう。今日
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3）« Vous plaîrait-il encore de prendre à son sujet l’avis d’éditeurs peut-être des

principaux littérateurs et de quelques personnages politiques? Je me figure qu’il y a lieu

de pousser cela jusqu’au bout et qu’il y peut fleurir un résultat. »（1894 年 8 月 14 日ユ
レ宛て書簡 MDCXCII (?)、一橋大学社会科学古典資料センター所蔵）このイン
タヴューは、結局、シャルル・モリスとアンリ・ジャルズュエルが引き受け、
1894 年 9 月の 26 日と 28 日の二度にわたって、フィガロ紙で、さまざまな人物
の見解が掲載されたのはよく知られている。

4）Cf. 『マラルメ全集Ⅱ別冊解題・注解』、筑摩書房、1989、pp. 323-325.
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のわれわれは、“パブドメ”と聞くと、フリーコンテンツを連想する。しかし
マラルメは、著作権の切れたコンテンツを有料化しようと考えているので
ある。したがって文学基金に際して彼が言外に匂わせていたのは、有料の
パブリック・ドメイン、domaine public payant である。英語では paying

public domain、日本語では「有償公有制（度）」と表記される。
1894 年、「文学基金」の提案は、文壇に一石を投じた。マラルメ自身、各

紙の反応を注意深く見守り、記事の切り抜きを保管していた。その切り抜
きに基づいて、モンドールとオースティンが、書簡集の巻末で、さまざま
な人物の反応を「補遺」に収めているのは周知のとおりである（VII. pp.

319-422）。しかしながら、書簡集の編者の意図とは別に、この補遺では、あ
る重要な人物の名前が名指されず、抜け落ちてしまっている。その人物と
は、ヴィクトル・ユゴーである。19 世紀において「有償公有制」の代表的
な提唱者といえば、まずもってユゴーのことを考えなければならない。

ユゴーは、1836 年の時点で、すでに「有償公有制」を提案していたよう
である。1858 年に、編集者のピエール＝ジュール・エッツェルが、著書
『文学的財産権と有償公有制』を刊行したとき、ユゴーは、それがかねてか
らの自分の提案でもあることを主張し、エッツェルの著作の第二版からは、
ユゴーの書簡が巻末に添えられている 5）。しかし第三共和制の人間にとっ
て記憶に新しいのは、むしろ「国際文学会議」の提言だろう。それは、
1878 年、国際博覧会に際して、文学者たちを集めた会議である。ユゴーは、
その議長をつとめたのみならず、はっきりと「有償公有制」をうちだした
提言を二日にわたっておこなっている。その二日とは、6 月 21 日と 25 日で
ある。今日でも、フランスで「有償公有制」といえば、まっさきにこの会
議でのユゴーの発言が、議事録 6）から引用されるのが常である。

２．国際文学会議
著作権をめぐるユゴーの活動に関しては、ユゴーの生誕 200 周年の 2002

年にはすでにフランス本国で再評価の向きがあったと伝えられている。ユ
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5）HETZEL (Pierre-Jules), La propriété littéraire et le domaine public payant, Bruxelles,

Imprimerie de Veuve J. Van Buggenhoudt, 1860 [2e éd.].
6）以下、二回の講演は次の議事録からの引用である。SOCIÉTÉ DES GENS DE

LETTRES DE FRANCE, Congrès littéraire international, Paris, Bureaux de la société
des gens de lettres, 1878, pp. 213-218, pp. 273-278.



ゴーの主張は、英文学者・園田暁子が、簡にして要を得た整理をおこなっ
ているように、おおよそ 5 点にまとめられる 7）。第一に、文学者が社会に対
して持つ影響、特に平和に対して力を持ちうること、第二に、著作権を確
立することが文筆家を自由にすること、第三に、著者の権利と、社会の権
利（パブリック・ドメイン）とのあいだでバランスをとるのが重要である
こと、第四に、有償公有制の提言、そして、第五に、その有償公有制にお
いて、著作権の保護期間が過ぎた場合の印税の取り扱いについてである。

少し補足しておこう。強大な出版業界に対し、バルザックを始め、作家
たちが著作権の保護を求めて戦ったとき、文学が「財産（権）〔propriété〕」
という資格を持ちながら、なぜ土地や金品のように自分たちで処分できな
いのか、という疑問を抱いていた。1866 年には保護期間が著者の死後 50 年
まで伸びるが、運動家が求めるのは、他の財産権と同じく、あくまで著作
権の永続化であった 8）。
一方で、「本当の当事者は、作家と社会という二者しか存在しないのです」

とユゴーが語るとき、ここには明らかに異なる立場の表明がある。家の所
有と、鉱山・森・沿岸の所有との相違を喚起しつつ、文学は「一般的利益」
に属するものであると彼は考える。社会を糧として作家が作品を生み出し、
社会がまたそれを受け取る、そうした循環が念頭に置かれている。この見
地に立つとき、著者の死後に著作権にあずかる「血の相続人」は一時的な
介入者でしかない。したがってユゴーによれば、一定期間の相続は認める
ものの、著作権は制約されるべきであり、最終的に文学作品はパブリッ
ク・ドメインとならなければならない。

講演の二日目になると、ユゴーの主張のもう一つの側面が語られる。パ
ブリック・ドメインと言っても、それにアクセスするには、書物として出
版される必要がある。つまり社会の側にも出版社という介入者が存在する。
売れっ子作家の本であれば、複数の出版社が著作権料を払ってでも作家の
本を出版し、ビジネスとして成立する。定番の古典作家の作品でも同じこ
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7）園田暁子「ベルヌ条約へ向けての動きとユゴー」、『知財研フォーラム』第 78
号、2009、p. 33-36.

8）宮沢溥明『著作権の誕生――フランス著作権史』、日本ユニ著作権センター、1998、
pp. 133-152. またマラルメの「文学基金」に関して、著作権の歴史を踏まえた最
新かつ比較的バランスのよい記述としては次を参照のこと。野口修「マラルメ
の文学基金――作者、出版者、公衆」、『Azur』第 17 号、2016、pp. 1-18.
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とが可能ではないかというのがユゴーの主張である。そこで、パブリッ
ク・ドメインとなった作品に関しても書店から一定額を徴収して、それを
直系相続人に支払う一方で、大半の古典作家のように、すでに相続人がい
ない場合は、使用料を集めて「共同基金〔fonds commun〕」を積み立て、
「精神の相続人」である若い作家たちのために用いようという提案をしてい
る 9）。これが、ユゴーの提唱する「有償公有制」である。

ここで確認しておきたいのだが、有償公有制の法的な賭け金は、「排他権
の制約」にある 10）。著作権が効力を有するあいだは、著者が著作物に対す
る全権を掌握し、著作権が失効したあとは、相続人がどう訴えようと、社
会がその著作物を自由に用いることができる。こうしたオール・オア・ナ
ッシングの法体系がもつ難点への対処方法の一つとして、有償公有制とい
う案が存在する。それは、著作権を可能なかぎり緩和して報酬請求権に近
づけると同時に、著作権が失効したあとも、社会の側の完全な自由にゆだ
ねるのではなく、やはり一定の報酬請求権を維持しておく。有償公有制と
はそのようなシステムである。

ちなみに、この 1878 年の国際文学会議を機に、国際文学芸術協会、通称
ALAI（Association littéraire et artistique internationale）が組織される。作家や
芸術家の権利の保護と強化を推進するこの団体が、1886 年のベルヌ条約の
締結に大きく貢献したことは、著作権の歴史ではよく知られている。そし
てベルヌ条約とそれに先立つパリ条約の管理のため、1893 年、知的所有権
保護合同国際事務局（BIRPI）がスイスに設立される。マラルメによる「文
学基金」提唱の前年のことである。
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9）「直系相続人がもはやいない以上、パブリック・ドメインは著作権料を支払う
ことなく作品を活用し続けようとするのか。そうではない。私の考えでは、著
作権料を支払い続けながら作品を活用することになるだろう。／支払いは誰
に？／永続的な著作権料の有益性がとりわけ姿を現すのは、紳士諸君、まさに
ここなのだ。／実際、ある種の共同基金、多大な資本、手堅い収入が、形成の
絶え間ない途上にある文学の諸々の需要に注がれるとき、これ以上に有益なも
のはあるまい。〔…〕直系相続人をもはや持たない作品はすべて有償公有制に落
ちて、その収益が若者たちを活気づけ、若者たちを豊かにするよう使用される
――これ以上にうるわしいことを何かご存じだろうか。／（満場一致の賛同）」

（op. cit., p. 277）
10）上野達弘「著作権法における権利の在り方～制度論のメニュー～」、『コピラ
イト』、No. 650、vol. 55、著作権情報センター、2015、pp. 2-35.



３．ユゴーからマラルメへ
ところで 1878 年は、マラルメにとっていかなる年であったのか。英語教

材である『英単語』刊行の年である。しかし本稿において重要なのは、こ
の年、アンリ・ルージョンとともに初めてマラルメがユゴーの自宅を訪問
したことである。ユゴーがマラルメに会ったとき、「わが親愛なる印象派詩
人よ〔mon cher poète impressionniste〕」と声をかけたというエピソードは、
この時のものと言われている。そしてこの年は、パリで国際博覧会が、約
半年間、5 月 1 日から 11 月 10 日まで催されていた。マラルメは、精力的に
見て回った様子がうかがえる。ユゴーに会い、国際博についての記事を書
こうとさえしていたマラルメが、ユゴーが議長を務める国際文学会議とい
うイヴェントにまったく出向かなかったとは考えにくい。後に刊行された
議事録の方に、いずれかの時点で、目を通していたのかもしれないが、78

年のマラルメの熱狂を考えると、会議に立ち会った可能性の方が高い。た
だし書簡にも蔵書にもその確たる証拠は残されていない。

いずれにせよ、本稿の見地に立つとき、文学基金の提案には、ユゴーの
発言を念頭においた様子が随所に見受けられる。前節で引用したように、
若手援助のための基金という発想そのものがそうであるし、また相続人を
「自然の血統」と「精神による系列」とに分ける定式（p. 59）も同様である。
さらに言えば、オクスブリッジの「フェロー」と呼ばれる有給研究員を擁
した制度を、王制に馴致された「知の聖遺物」（p. 59）として退けて、「自
国の実情」（p. 57）に照らした制度として「文学基金」を持ち出すとき、マ
ラルメは、ユゴーの講演を念頭に置いていた可能性がある。というのも、
ユゴーもまた、「国王年金制度」を批判して、作家の自由と独立のために著
作権の保護と強化を訴えているからである 11）。その際に、作家と社会のど
ちらも尊重する身振りとともに、「有償公有制」を提唱したのであった。

マラルメ研究においても、ユゴーの「有償公有制」について言及がない
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11）「こうした不可侵の財産を、代々の専制的な政府が侵害する。政府は、書物を
横領し、かくして作家を横領せんと望む。ここから国王年金制度が生じる。す
べてを取り上げて返すのはわずかばかり。作家の損傷と隷属。盗んで、そして
買う。しかもそれは徒労だ。作家は逃げる。貧しさを強いられるが、作家は自
由のままだ。（喝采）ラブレー、モリエール、パスカルといった、これらすばら
しき良心をいったい誰が買収できようか。」（6 月 17 日のユゴーの発言，op. cit.,
p.106）
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わけではない。例えば、パスカル・デュランは、マラルメに関する著作の
なかで、まさにこの「有償公有制」と題されたユゴーの提言にレフェラン
スをつけ、ユゴーを引用しながら、マラルメと対比している 12）。しかしな
がらユゴーとマラルメの「基金」の類似性をはっきりと指摘していないと
ころを見ると、デュランが、はたして 2 日間にわたるユゴーの講演の全貌
をどこまで理解していたのか定かではない。

ちなみにユゴーは、「共同基金」を語るに際して、次のようにも述べてい
た。

フランス文学が、みずからの力によって、パブリック・ドメインの巨
額の収益から天引きされたこの少額の税によって、大規模な文学基金
〔fonds littéraire〕を所有し、それが、作家たちの組合によって、その時
代の大きな知的運動を代表する文人協会によって管理されると想定し
たまえ 13）。

ありふれた表現だが、実は「文学基金」という言葉自体が、文学的な資
財という含みとともに、すでにユゴーの発言のなかに見出せるものなので
ある。この合致はきわめて重要な事実だが、私の知るかぎり、この点をは
っきりと指摘した先行研究は存在しない。以上の点から、マラルメの「文
学基金」は、ユゴーとの関係を視野に入れて再考する必要があることがわ
かる。
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12）「ユゴーが、精神の諸作品に関して全体としての社会が有する不可侵の財産権
を会合で擁護するところで――「本当の当事者は、作家と社会という二者しか
存在しません。相続者の利益は、たとえどれだけ尊重すべきものであれ、後回
しにすべきです。」――、マラルメが望むのは、「自然の血統〔filiation naturelle〕」
（相続者のそれ）から「精神による系列〔lignée par l’esprit〕」（時を通じて団結す
る作家たちのそれ）への譲渡によって、この権利が、作家たちの社会〔協会〕
に対して恩恵をもたらすことである。」（DURAND (Pascal), Mallarmé : du sens des

formes au sens des formalités, Paris, Seuil, 2008, p. 214）
13）« supposez que la littérature française, par sa propre force, par ce décime prélevé sur

l’immense produit du domaine public, possède un vaste fonds littéraire, administré par
un syndicat d’écrivains, par cette société des gens de lettres qui représente le grand
mouvement intellectuel de l’époque [...]. »（6 月 25 日のユゴーの発言、op. cit.,
p.277, nous soulignons）



４．マラルメの「文学基金」
「文学基金」をもう少し詳しく追いながら、マラルメの詩学との関係を

見てゆこう。川瀬武夫は、非人称性とパブリック・ドメインの関係につい
て興味深い指摘をおこなっている。

フランス語では著作権が消滅することを「公共の領域に落ちる tomber

dans le domaine public」という。マラルメにとって、著作権の消滅とい
う法的概念は、文学作品が作者の名にもとづく権限から解放され、も
はや誰のものでもない、いわば非人称的な時空間へと移行する決定的
な瞬間を象徴している。そもそも個人に属する営為であったはずのも
のが、一定の待機期間を経なければならぬとはいえ、やがて public で
impersonnel な存在性を獲得するというこの魔術的な現象に、マラルメ
は無関心でいられなかったにちがいない。／いやそれよりも、さらに
一歩踏み込んだ言い方が許されるならば、ここで詩人の意識に去来し
ているのは、書かれた瞬間から書き手の所有を離れ、ただちに《公共
の領域》、すなわち群衆の集まる劇場や都市の広場に属してしまうよう
な著作の幻影ではなかったのか 14）。

しかし、マラルメが取り上げたパブリック・ドメインは、それが有償公
有制である以上、川瀬の指摘にも補足を加える必要がある。

作品がパブリック・ドメインに入ることによって「作者」のステータス
が変容するという点については、おおむね川瀬の指摘に同意する。むしろ、
パブリック・ドメインが無償か有償かで事態が変わってくるのは、「社会」
との関係においてである。

有償公有制が有する排他権の制約という性格についてはすでに述べた。
その社会的戦略は、二種類の力、つまり（1）出版者の営利追求と（2）国
家による干渉の双方に歯止めをかけることにある。それはユゴーでもマラ
ルメでも同じである。

第一に、出版者との関係を見ておこう。70 年代のマラルメは、群衆の自
発的な運動を信頼して、マネの絵画を擁護した。この当時の彼なら、フリ
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14）川瀬武夫「広場と花火――マラルメと都市の祝祭をめぐる七つの変奏」、『現
代詩手帖』1999 年 5 月（特集「マラルメ 2001」）、思潮社、1999、p. 51.
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ーのパブリック・ドメインを推奨することさえできたかもしれない。しか
し 90 年代の彼は、資本主義の猛威を痛感し、むしろそれにあらがって「少
数派」の重要性を訴えている。マラルメの「文芸」は、市場の自由放任を
是とするものではない。著作権の切れた作品を用いて商業活動をおこなう
場合、一定の使用料を払って公共領域に還元すべきではないかというのが
詩人の考えである 15）。

第二に、国家との関係を見ておこう。マラルメの文学基金には、ユゴー
が明示していない着想がうかがえる。彼は、著作権の切れた古典作品への
課税を、「学校教育用の再版」にも適用することを検討している 16）。

国民のもとでかつて著作物が輝いたことのあるどんな国民も〔…〕文
学的な「資財」としか命名しようのない総額を所有している。国家が
少しでも同意してくれれば、国民は、国家から、〈文芸〉に対する干渉
ないし配慮を――現代的な仕方で、そして現金のかたちで――軽減する。
（p. 58）

このとき、政府やマーケットが好む古典としてマラルメが想定しているの
は、ラシーヌやモリエールのほかに、ラブレー、モンテスキューやシャト
ーブリアンである（p. 58）。それに対してマラルメが基金を通じて継承して
ゆきたい文芸は、主に詩句、彼が公的な役割を与える定型詩句である。こ
こにはズレがある。つまり、国家や市場が恣意的に古典を選ぶことも折り
込み済みであり、国からも出版者からも古典の「使用料」を徴収して、基
金をプールすることが検討されている。マラルメの文学基金は、流行や政
治に左右されることのない「少数派」を育成しつづけるためのものである。

とはいえ、若手作家の奨励は、自国に偉大な文学作品を生み出すという
「純粋な光輝」のためだけの営為ではない 17）。作品は、書物によって評価が
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15）「これまで話した〈パブリック・ドメイン〉は、本件では、公共の広場ないし
何らかの建築物を完璧に表象している。〔…〕投機家が、民衆を呼び集めて、共
同の地所でみずからの稼業を保証させようとするとき、彼は万人の一人である
ことをやめ、使用料を支払う。」（「有益な遠出」、p. 62）

16）「学校教育用の再版からでさえ、わずかながら税を天引きするとなると、納本
部に付属の特別な事務所の会計課を前提とする。」（ibid., p. 61）

17）「ある民族の詩的栄光がさまざまな時代をめぐってゆくその回転は、純粋な光
輝に限られるわけではない。その回転は、光輝の傍らに、金庫をもたらし、世



決まり、その書物は有料で売られる以上、「偉大な著者」が傑作を生み出す
たびに、資財は少しずつ増してゆく。マラルメにとって、ある国で文学作
品が新たに登場するということは、その国の文学的な威光が大きくなると
同時に、「金庫」つまり書物としての文学が稼ぎ出す金銭的な資財もまた増
えていくことを意味し、若手作家の奨励は、資本を循環させて金庫の増大
を促進することを意味するのである。このように、「文学基金」では、互助
より投資

� �

という観点が前景化されている。
「有益な遠出」において、文学的な富と経済的な富、あるいは詩的な輝

きと金品の輝きが並置されている（さらに同じ書物に収められた「音楽と
文芸」のなかでは「すべては〈美学〉と〈経済学〉に要約される」（p. 76）
という有名な文言が見られる）。重要なのは、精神的な価値と物理的な価値
とのこうした並置が、著作権とパブリック・ドメインを通じてなされてい
るという点である。ここでは法的なものが、なにげない並置を媒介してい
る。書物の内容と著者の思考を分かつと同時に、書物という物体と他の物
体を分かつのは、「著作物」という抽象的かつ具体的な法的規定である。し
かしまた、この「著作物」がとりわけ富や輝きとしてマラルメにおいて議
論されるのは、パブリック・ドメインや文学基金のように、著者個人の手
を離れた状態、著作権の失効を告げる法的枠組としてなのである。「文学財」
が消滅したその地点においてこそ「文学基金」が現れる 18）。

ユゴーとマラルメの文学基金の相違がもっとも際立つのは、まさにこの
点である。ユゴーの構想では、著作物がパブリック・ドメインに入ると、
直系相続人への支払いが著作権料から使用料に切り替わるものの、直系相
続人が存在するかぎり、パブリック・ドメインの使用料は彼らに支払われ
続ける。それに対してマラルメの構想では、個人の死に絶対的中絶を見て
いるがごとく、著者の死後 50 年が経過して以降は、直系相続人がいようと
いまいと、すべての使用料が基金のために積み立てられて若手奨励のため
に用いられることが検討されている 19）。デュランが考えたのとは逆に、ユ
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代を重ねるごとに金庫は増大してゆく。――というのも偉大な著者たちは、本
が売られることでその地位を築き上げるからである。」（ibid. p. 58）

18）財産と場所を指す点で domaine public や fonds littéraire と似ているが、「文学財」
と訳した propriété littéraire は、「著作権」を表す法律用語である。

19）「50 年の期間が終了すれば、通常の相続権と違って精神の著作の私的財産権
は消滅し、公共のものとなる」、あるいは、「一定の時間が過ぎれば、自然の血
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ゴーよりもマラルメの方が、「作家の協会」を通じてあれ、文学的な財産権
を社会の側に位置づけようとする傾向が強い。

なおこうした基金の扱いが、マラルメにおいては、文学的祝祭を催す場
の模索とつながっている点も重要だろう。パブリック・ドメインに加え、
文学基金の基金に当たるフランス語 fonds には「地所」の含みがある。彼に
とってこうした概念は公共の場所である。しかもこの場合の公共性は、各
人が個人的なものを多少なりとも宙づりにした状態を含意する。著作権の
失効という意味でこの宙づりを考えるなら、マラルメが好む非人称性の主
題ともつながる。ただし、その失効が有料のパブリック・ドメインの始ま
りを告げていたように、マラルメの公共領域は、誰のものでもないがゆえ
に万人が自由に過ごせる場、作家が群衆に紛れこむ匿名の場であるよりむ
しろ、文学の公共性という価値によって秩序づけられた空間である。マラ
ルメは、読書人のための孤独な祝祭とは別に、大衆のための集団的な祝祭
を構想したが、そのとき祝祭の場は、こうした空間となるはずである 20）。

以上のように、文学基金は、有償公有制としてのパブリック・ドメイン
に基づいている。そして川瀬が先鞭をつけたとおり、この有償公有制が、
「音楽と文芸」で語られているような文学のあり方と緊密に結びついている
ことがわかる。

５．位置づけ
1873 年、マラルメはゴーティエの追悼を機に、国際詩人協会を設立すべ

く奔走し、ユゴーを中心に据えようと目論んだ。1875 年、散文作品「見世
物中断」のなかでも「夢想家たちの結社」の必要性を説いていたが 21）、そ
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統から精神による系列へと移る」という「われわれの慣習」を踏まえた上で、
「あるやり方で補完されさえすれば独自でもあり、美しくもある」として、マラ
ルメは「精神による系列」への積極的な橋渡し（文学基金）を提案している（p. 59）。
ここでは直系相続人がパブリック・ドメインに関与することは想定されていな
い。

20）「自分の偉大さを発表する集まりに無自覚に参加する大衆に対しては、演劇と
いう形で。他方、個人は、明快に解き明かす、つねづね読み親しんだ書物から
明晰さを求める。」（「音楽と文芸」、p. 69）

21）「例えば、いかなる大都市にも、夢に固有の光の下で出来事に注目し指摘する
ような新聞を援助しようと、大都市にとどまる、夢想家たちの結社が実在しな
いことに驚かねばならない。」（「見世物中断」、p. 90）



のような結社は、パリ国際博での「国際文学会議」とその後に発足した
「国際文学芸術協会」によって一定の到達を見る。ただしそれ以降の協会は、
排他権を維持するために有償公有制の主張を取り下げ、さらに、ゾラが嘆
いたように、組織自体が法律の専門家のものになりつつあった 22）。一連の
動きの延長線上で捉えるなら、マラルメの「文学基金」提唱は、ユゴーの
衣鉢を継いで「夢想家たちの結社」をふたたび詩人たちのもとに奪還せん
とする身振りだったのはないかと推測できる。このように、今まで顧みら
れることのなかった国際文学会議を考慮に入れることで、国際詩人協会か
ら「見世物中断」の「夢想家たちの結社」を経て、「音楽と文芸」の「少数
派」23）にいたる一貫した見通しの下で、「文学基金」を捉えることが可能
となる。

従来、文学基金は、文学の例外的地位を守ろうとするマラルメの身振り
として一定程度評価しようとする立場か（佐々木）、あるいは、その裏返し
として、文学擁護のために税の徴収まで提案するマラルメに、ある種の貴
族主義（デュラン）や公務員体質（コンパニョン）を見てとる立場か、そ
のどちらかで揺れることが多かった 24）。しかしこの議論には、内在的文脈
と外在的文脈の双方を補って再考する余地がある。

内在的文脈として、この時期のマラルメは、冒頭でも述べたように、「詩
句の遺贈」を考えていた。ユゴーの死以降の定型詩句の衰退を「危機」と
して捉えて、「先駆者たらんとする願いに、伝統を結び直すこと」を目指し
ていたのである 25）。そのとき問題となるのは、詩句の継承であり、伝統を
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22）エミール・ゾラ「著者と出版人」、『ゾラ・セレクション』第 10 巻、藤原書店、
2002、pp. 125-136.

23）「群衆が利益か娯楽か便利を求めてどこかで集まっているどのような場合でも、
数少ない〔文学の〕愛好家にして〔政治の〕素人である者たちが、群衆のいる
ところに無関心を示すという仕方で群衆に共通する動機を尊重しつつ、脇に身
を置くようなこうした態度で、少数派を設立する〔instituent〕ことこそが重要な
のです。」（「音楽と文芸」、p. 72）

24）佐々木滋子『祝祭としての文学――マラルメと第三共和制』、水声社、2012.
COMPAGNON (Antoine), « La place des fêtes : Mallarmé et la troisième République
des Lettres », Mallarmé ou l’obscurité lumineuse, dir. Bertrand Marchal et Jean-Luc
Steinmetz, Paris, Hermann, 1999, pp. 39-86. また次も参照。立仙順朗『マラルメ―
―書物と山高帽』、水声社、2005、pp. 61-96.

25）「私の国でも皆様方の国でも――私たちのあいだですでに合意を見たように―
―文学的事実の継起においては欠落どころか不和さえ起きてはならないのです。
先駆者たらんとする願いに、伝統を結び直すこと、こうした一つの執念のごと
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受け継ぎつつ先駆的な作品を生み出せる書き手の育成である。詩を書くこ
とを勧め、詩の書き方を教えること。そうした問題意識から「音楽と文芸」
では、「文字たちを作品にすること」を教わる光景（p. 66）が描写されてい
たように、詩作の学習を中心とする（伝統的な意味での）「人文学」の主題
が回帰している。

外在的文脈として、当時の欧州先進国の教育政策の問題がある。オクス
ブリッジのフェロー制度をつぶさに観察したマラルメが、フェロー制度と
アカデミー・フランセーズをともに批判しながら、「文学基金」を提案した
事実は重要である 26）。中畑寛之が丹念に調査したように 27）、マラルメが講
演旅行に出かけたオクスブリッジが、大きな変革を経て、さらなる改革の
途中であったことは事実だが、それに少し遅れる形で、フランスでも学士
号準備生のための給費制度とともに近代的な総合大学が誕生しつつあった。
従来はフランス学士院や高等師範学校が一手に担っていた高等教育と学術
研究の機能を、国立の大学だけではなく、私立政治学学校（パリ政治学院
の前身）のような私企業出資の教育機関にも付与する制度的な試みがなさ
れていたのである 28）。文学基金は、私立ではないが国立でもない。実際に
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きもののおかげで、結果的に私は、ここにお集まりいただいたかような著名な
先生方と若きエリート諸氏を前にして、よそ者だとはほとんど感じずに済んだ
のでしょう。」（「音楽と文芸」、p. 70）

26）「不死」という言葉とともに尊ばれるアカデミーの終身会員制度について、マ
ラルメは「擁護救済」のなかでこう述べている。「すべての害は、このとりちが
えにおいて次のことに帰せられる。彼らは不死であるよう望まれているのだが、
代わりにそうあるべきなのは作品である」（p. 271）。しかしまた「有益な遠出」
において、同じくアカデミー批判の文脈でこうも言われている。「不死の幻影を
調べた者はよく知っているとおり、不死は、未来の群衆の無差別な救済に加え
て、何人かの若者たちによって更新される、人生の始まりへの崇拝のうちにあ
る」（p. 61）。アカデミーの終身会員制度の代わりに、マラルメは、一方では不
朽の名声を作品に帰すことを、他方では若手の奨励を主張している。「文学基金」
がこうした位置にあることは言うまでもない。

27）中畑寛之『世紀末の白い爆弾』、水声社、2009、pp. 312-320.
28）1879 年からはいよいよ第三共和制が安定して教育改革も飛躍的に進んだ。ジ
ュール・フェリーによる初等公教育の無償化は有名な一例である。大学改革も、
学士号準備生のための給費制度とともに始まった。そして従来、職業教育の場
か、リセに併設された教養教育の場でしかなかった単科大学（ファキュルテ）
に、フランス学士院のような研究機関としての機能を搭載し、複数の単科大学
を統合することで、1896 年の「総合大学設置法」の成立とともに、近代的な大
学がフランスで誕生したわけである。これらは、マラルメが何十年も務めた職
場の周辺で起きていた出来事である。拙著と拙著掲載の文献を参照のこと（立



運用されるならそれは、私企業とも政府とも距離をとった作家たちの合法
的な自主管理制度となるだろう。マラルメは、当時、さまざまな制度的試
みがなされていた高等教育の現状を参照しながら、（注 23 の引用にあるよ
うに）公共の芸術に寄与する少数派の「設立」を通じて文芸を維持し継承
してゆくことを思い描いていた、と見るのがもっとも適切かと思われる。

まとめ
本稿のポイントは三点である。第一に、これまでユゴーとマラルメでば

らばらに論じられ、別物とされてきた提案を、「有償公有制」という一つの
線ではっきりと結んだだけでなく、マラルメとユゴーの提案が、テクスト
の字面レヴェルで酷似していると同時に、両者が内容的には大きくかけ離
れていることを示した。第二に、本稿は、マラルメの足取りをつかむ手が
かりを示している。従来、1878 年の 5 月から 11 月までは、書簡がほとんど
残っておらず、伝記研究においても足早に語られるにとどまっていた。し
かしユゴーとマラルメの比較検証によって、マラルメが国際文学会議に立
ち会った可能性が高いことがわかる。第三に、本稿では、文学基金の有償
公有制を踏まえて、パブリック・ドメインとマラルメ詩学の関係について
の川瀬武夫の見解を補足してその賭け金を定式化しなおしつつ、詩人の美
学と経済学を媒介する法制度的位相に着目した。

「文学基金」には、非人称性を志向する点でボードレールの影響を指摘
こともできる一方で、公共性への配慮の点でユゴーの反響を読みとること
も可能である 29）。しかしまた「文学基金」が、1830 年代でも 50 年代でも
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花史『マラルメの辞書学』法政大学出版局、2015）。なお本稿は、拙著で試みた
「文学基金」と教育改革との関係の分析を、有償公有制の見地から補完

� � � � � � � � � � � �
するもの

である。
29）ユゴーとマラルメの比較は長い研究史をもつが、近年にも重要な研究が存在
する。川瀬武夫「亡霊の調伏――マラルメ《弔いの乾杯》註解のための予備的
なノート」、『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第 2 分冊第 45 輯、1999、pp.

29-44. 福山智「ユゴーとマラルメの典型」、『フランス文学語学研究』第 24 号、2005、
pp. 107-122. 原大地「詩と不毛性」、『フランス語フランス文学研究』第 91 号、2007、
pp. 140-154. 両者の短い詩句を比較して、ユゴーが生殖や世代循環へと向かうの
に対し「マラルメは、個人の死に絶対的中絶を見、世代の連鎖を切断する危機
と、そこにおける潜在性の発露こそを文学的創造の条件とするだろう」（p. 153）
と、原は総括する。この「文学的創造の条件」を、より抽象度の高い詩学と制
度設計の水準で検証して、その歴史的位置づけを素描することが本稿の試みで
あると言えよう。

─────────────
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70 年代でもなく、90 年代のオクスブリッジの講演旅行の後に提唱された事
実を踏まえるなら、形の上でこそロマン主義者の構想を引き継いではいる
ものの、近代的な総合大学をはじめ、高等教育や学術研究のさまざまな制
度的試みを横目に、マラルメが文芸の維持と継承を考えていた側面を確認
しておく必要があることもまた明らかであろう。

（早稲田大学非常勤講師）
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En 1894, après son voyage de conférences (sur « La Musique et les

Lettres ») à Oxbridge, Mallarmé a proposé un système de subventions

pour les jeunes écrivains : les prélèvements sur la réimpression des

auteurs classiques tombés dans le domaine public. Tel est son Fonds

littéraire. Cette proposition, assez controversée à l’époque, n’est pas, à ce

jour, suffisamment approfondie par les chercheurs.

C’est commettre une grave erreur que d’attribuer ce système à une pure

fantais ie  de Mallarmé,  tardivement  inspirée par  une viei l le

correspondance avec son ami Lefébure. Un tel fonds littéraire avait, en

réalité, une origine plus ancienne : il était né du combat sur le droit

d’auteur mené par les écrivains du XIXe siècle. On avait appelé ce type

de prélèvement « le domaine public payant ». Depuis les années 1830, le

promoteur principal en était, sans aucun doute, resté Victor Hugo. En

1878, président du Congrès littéraire international, il avait préconisé, à

nouveau, son projet de fonds commun devant les célébrités littéraires de

l’Europe entière.  Autour de lui s’était  immédiatement organisée

l’Association littéraire et artistique internationale (ALAI). Comme le

montre l’histoire du droit d’auteur, cette organisation a contribué, plus

tard, à la première signature de la Convention de Berne en 1886.

Notre redécouverte de ce grand mouvement littéraire présente plusieurs

avantages pour les recherches mallarméennes. Elle nous permettra

d’abord de revisiter le Fonds lit téraire par rapport à la tradition

romantique des secours mutuels entre écrivains ; puis de suppléer à une

lacune épistolaire pour suivre la piste du poète en 1878 ; enfin de

reconsidérer  les  re la t ions entre  sa  poét ique et  sa  proposi t ion

institutionnelle en les contextualisant en marge de différents essais

d’enseignement supérieur en cours d’élaboration à la même époque.

Fuhito TACHIBANA

Chargé de cours

à l’Université Waseda

Les projets de « fonds littéraire » d’Hugo et de Mallarmé

— Aspect de la propriété intellectuelle en France au XIXe siècle —


