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１．問題の背景と所在

１．１．問題の背景─1990年代以降のフランスにおける文体論の展開
　フランス語圏の言語学の領域では、1970年代以降、抽象的な〈システム〉

としての〈言語〉 （langue）を重視するソシュール言語学に依拠した構造主義

の衰退とともに、具体的なコミュニケーションの状況における〈言行為〉

（parole）、〈ディスクール〉 （discours）1、〈発話行為〉 （énonciation）などを重視

するE・バンヴェニストの言語理論が再評価されるようになる 2。それと軌を

一にして、1970年代初頭にすでにフランスで紹介されていた英米圏の言語哲

学者J・L・オースティン 3 やJ・R・サール 4 の言語行為論が一躍脚光を浴び

始め、バンヴェニストの発話行為論と融合していくようになる。

　1984年にフランス人言語学者オズワルド・デュクロが、ロシア人マルクス

主義言語哲学者M・バフチンのポリフォニー理論 5 を、バンヴェニストの発

話行為論に依拠しながら再概念化 6 して以降、一挙に新たな言語学的モデル

が次々と構築されていくようになる 7。それと平行して、これまでの言語学

上の諸概念が再考され、再定義されていくようになり、それが1990年代以降

の文体論の領域に多大な影響を与えることになる 8。言い換えれば、フラン

スでは文学研究の学問領域において、構造主義的アプローチによって片隅に

追いやられていた文体論的方法論が、1980年代以降、バンヴェニストの発話

行為理論とバフチンのポリフォニー理論の観点から理論的に捉え直され、復

権していくことになる9。
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　この結果、フランス系文体論の領域では、たとえば隠喩や換喩などの伝統

的な概念が、発話行為やディスクールという観点から再考されることにな

り10、また、直示（deixis）11 や話法（discours rapporté）12、さらにはG・ジュ

ネットが1970年代に体系化したナラトロジーの諸概念─とりわけ〈焦点

化〉 （focalisation） ─が根本的に刷新されることになる13。

　このようなバンヴェニストの発話行為論とデュクロのポリフォニー言語理

論に依拠した新たな文体論的アプローチの台頭によって、1990年代以降、フ

ランス語圏での文学研究は目覚ましい進歩を遂げたと言っても過言ではな

い。たとえば、ヴィクトル・ユゴーの作品における抒情主体（sujet lyrique）

の問題を扱ったリュドミラ・シャルル＝ヴュルツの研究『ヴィクトル・ユ

ゴーの作品における抒情主体の詩学』14、あるいは、サルトルの長篇小説『自

由への道』における内的ディスクールを考察したジル・フィリップの『自己

のディスクール─サルトルの小説における内的ディスクールの表象』15 な

どをその代表例として挙げることができる。

１．２．問題の所在─詩的テクストにおける対象指示の問題
　これまでのマラルメの先行研究においては、このように1990年代以降に飛

躍的な進展を遂げ、理論的に精緻化された文体論的アプローチによる研究、

とりわけ発話行為論やポリフォニー理論の見地からの研究は、ほとんどな

かったと言っても過言ではない。

　本稿では、８音節詩句による16詩行からなるマラルメの韻文詩「聖女」

（Sainte）に現れる指示詞«ce»の機能を発話行為論の見地から分析することに

よって 16、この韻文テクストにおける話者（locuteur）の対象指示行為に関す

る特殊な問題を考察し、そこからこの詩篇の新たな解釈の可能性を提示する

ことを主たる目的とする。

　ところで、たとえ16行の詩を読む場合においても、長篇小説を読む場合と

同様に、指示対象を特定する対象指示（référence）あるいは対象指示行為

（acte de référence）が、作品の意味解釈においてきわめて重要な手続きであ

ることは言を俟たない。それは、ジャック・デュレンマットが『詩の文体論』

の中で述べているように、詩（poème）というテクストも、発話（énoncé）
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であり、それは話者あるいは語り手（narrateur）を介して世界とその世界の

存在や事物について語っているからである17。それゆえ、詩という発話は、

まずもって対象指示行為に他ならず、話者は詩という発話において対象指示

行為を媒介にして、世界や存在や事物を指示しつつ、ある対象指示空間

（espace de référence）を構成しているのである。他方、テクストのメッセー

ジ受信者（récepteur）は、そこで話者が構成する対象指示行為のプロセスに

参与していくことによって指示対象を同定し、その結果として、その詩の意

味が理解できるようになる。したがって、詩的イメージとは、話者の対象指

示行為によって存在や事物が指示され、メッセージ受信者がその指示対象を

同定することによって現出する表象と密接な関係を持つと考えられる。

２．詩篇「聖女」における指示詞«ce»

２．１．詩篇「聖女」のテクスト生成過程
　詩篇「聖女」のテクストは、1883年、『リュテース』誌（Lutèce）第95号に

掲載されたヴェルレーヌの「呪われた詩人たち」の中で、初めて活字印刷さ

れた状態で発表されている。しかし、この詩篇の初稿は、1865年12月、マラ

ルメの長女ジュヌヴィエーヴ生誕時に代母役を務めた南仏方言詩派詩人ブ

リュネの夫人セシルに、その御礼として献呈されたマラルメ直筆のテクスト

である18。このブリュネ夫人に献呈された時のテクストの表題は、1883年の

『リュテース』誌掲載時の「聖女」とは異なる表題、すなわち「聖女セシリ

ア、熾天使の翼にて音楽を奏する（古風な唄とイメージ）19」«Sainte Cécile 

jouant sur l'aile d'un chérubin (chanson et image ancienne)»という表題が付され

ていた。

　詩篇「聖女」の草稿に関しては、４点の存在が確認されている 20。そのう

ち３点がパリ大学附属ジャック・ドゥーセ文学図書館に所蔵され、そのうち

整理番号MNR. Ms 1190 1/2の下に分類されている草稿が、ブリュネ夫人に献

呈された詩篇「聖女」の初稿である 21。

　詩篇「聖女」の決定稿に関しては、『リュテース』誌掲載の詩篇「聖女」
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と、マラルメ自身が校閲をしようとしていた1899年刊行のドマン版『ステ

ファヌ・マラルメ詩集』収載の詩篇「聖女」との間には、いかなる異同もな

い。したがって、1883年の『リュテース』誌掲載のテクストを詩篇「聖女」

の決定稿と見做すことができる。

　初稿の方のテクストをTEXTE 1、決定稿の方のテクストをTEXTE 2として、

以下に並置してみよう。

TEXTE 1
(version initiale)

TEXTE 2
(version défi nitive)

Sainte Cécile jouant sur l'aile d'un 
chérubin 

(chanson et image anciennes)

Sainte

VERS STROPHE
1 I À la fenêtre recelant À la fenêtre recélant
2 Le santal vieux qui se dédore Le santal vieux qui se dédore
3 De la Viole étincelant De sa viole étincelant
4 Jadis parmi fl ûte ou mandore, Jadis avec fl ûte ou mandore,

5 II Est une Sainte, recelant Est la Sainte pâle, étalant
6 Le livre vieux qui se déplie Le livre vieux qui se déplie
7 Du Magnifi cat ruisselant Du Magnifi cat ruisselant
8 Jadis à vêprée et complie, Jadis selon vêpre et complie :

9 III Sainte à vitrage d'ostensoir À ce vitrage d'ostensoir
10 Pour clore la harpe par l'ange Que frôle une harpe par l'Ange
11 Offerte avec son vol du soir Formée avec son vol du soir
12 À la délicate phalange Pour la délicate phalange

13 IV Du doigt que, sans le vieux santal Du doigt, que, sans le vieux santal
14 Ni le vieux livre, elle balance Ni le vieux livre, elle balance
15 Sur le plumage instrumental, Sur le plumage instrumental,
16 Musicienne du silence ! Musicienne du silence.

(Ms. 1 : Doucet, MNR Ms. 1190 1/2*) («Les Poètes maudits», Lutèces, 
24-30 novembre 1883)
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　初稿のTEXTE 1と決定稿のTEXTE 2を比較すると、かなり推敲された痕跡

が認められる。両者の間には、確かに語彙レベルでは、渡辺守章が述べてい

るように、「基本的なイメージや主題は変わっていない」22 ように見える。し

かしながら、マルシャルも述べているように、1883年のTEXTE 2と比べて、

初稿のTEXTE 1は「かなり異なった状態を示している」23 のも確かである。

　したがって、両者間のテクストの異同を統語論的なレベルで仔細に考察す

るならば、少なくとも以下の４点において顕著な改変が施されたことがわか

る。

（１）TEXTE 1では、詩題にも現れる«Sainte 24»という語が、第５詩行（«Est 

une Sainte, recelant»）と第９詩行（«Sainte à vitrage d'ostensoir»）で２度使用さ

れている。第５詩行の«Sainte»には不定冠詞«une»を付し、動詞êtreの単数３

人称現在形（«Est»）の主語として倒置されている。第９詩行の«Sainte»の方

は無冠詞で、第５詩行の«Sainte»と同格関係に置かれている。

　それに対し、TEXTE 2においては、«Sainte»という語には定冠詞«la»が付

され、TEXTE 1と同様に、第５詩行（第２聯）で動詞êtreの単数３人称現在

«Est»の主語として倒置されているが、こちらでは普通名詞«Sainte»は一度し

か使用されず、第14詩行（第４聯）で３人称単数の人称代名詞«elle»によっ

て前方照応の関係に置かれている。

（２）TEXTE 1もTEXTE 2も、第１詩行はそれぞれ、「前置詞＋定冠詞＋名詞＋

現在分詞」の形を取る前置詞句«À la fenêtre recelant»と«À la fenêtre recélant»

であり、TEXTE 1の方では、«receler»の現在分詞は«recelant»という綴り字で

あったの対して、TEXTE 2の方では、同じ意味を持つ«recéler»の現在分詞

«recélant»が使用されている。この«recelant»から«recélant»への綴り字の改変

は、両者の発音はともに同音となるので、韻律構成においても、作品解釈に

おいても特に重要な改変がなされたとは見做されない 25。

　ところで、TEXTE 1では、第１詩行の前置詞句«À la fenêtre recelant»と同格

に置かれている第９詩行の«à vitrage d'ostensoir»（「聖体顕示台の窓玻璃に」）

は、その直前の名詞«Sainte»を修飾しているのに対し、TEXTE 2では、その

«Sainte»が削除されて、«À ce vitrage d'ostensoir»へ改変され、それが第１詩行

の前置詞句«À la fenêtre recélant»との同格関係を維持しながらも、第５詩行の
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動詞«Est»の状況補語に修正され、統語関係が大きく改変されている。同時

に、TEXTE 1第９詩行の無冠詞名詞«vitrage»には、TEXTE 2第９詩行の方で

は、新たに«ce»が付け加えられて、「指示形容詞＋名詞」（«ce vitrage»）と修

正されている。

（３）TEXTE 2の第８詩行末尾、すなわち第２聯の末尾には、TEXTE 1の第８

詩行末尾にはなかったdeux points（コロン）が加筆されており、このdeux 

pointsが第１聯・第２聯と第３聯・第４聯との間に置かれることによって、こ

の詩篇を前半と後半の二つに区分している。

（４）TEXTE 1最終行の第16詩行には感嘆符 （！）が付けられていたのに対し、

TEXTE 2では、この感嘆符がピリオド（ .）に置き換えられている。

　以上の指摘によって、1865年の初稿から1883年の決定稿へと至る、次のよ

うなマラルメの推敲過程が推測できる。すなわち、マラルメは、1883年

『リュテース』誌11月24-30日号連載のヴェルレーヌの「呪われた詩人たち」

へ詩篇「聖女」を提供するにあたり、タイポグラフィー上の大きな改変と文

の種類の変更をしている。つまり、初稿（TEXTE 1）の第２聯末（第８詩行

末）に、詩篇を前半部と後半部に二分割するdeux pointsを置いてその二分割

を強調するとともに、初稿最終行の感嘆符はピリオドに置き換え、一文の感

嘆文だけで構成された詩篇から、一文の平叙文だけで構成された詩篇へと文

の種類自体を変更しているのである。

　また決定稿（TEXTE 2）では、統語論的関係にも重要な変更がなされてい

る。すなわち、初稿（TEXTE 1）第９詩行の無冠詞名詞«vitrage»への指示形

容詞«ce»の付加と、第９詩行«À ce vitrage d'ostensoir»以下の前置詞句の名詞

修飾（«Sainte à vitrage d'ostensoir»）から動詞修飾（«Est la Sainte... / À ce 

vitrage d'ostensoir»）への変更である。

　では、マラルメによってブリュネ夫人へ献呈された詩篇初稿（TEXTE 1）

から18年経過した後に、詩人自身が初稿のテクストに施したこのような推敲

の背後には、どのような詩人独自の詩学があったのか。また、このようなテ

クストの加筆修正によって、どのような効果が決定稿の詩篇に生みだされた

のか。この問題を考察するために、われわれは上でみたマラルメによる数カ

所の加筆修正の痕跡から、とりわけ決定稿第９詩行«vitrage d'ostensoir»への
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指示詞«ce»の付加に着目したい。というのも、初稿では単に第１詩行の«À la 

fenêtre recelant»と同格関係に置かれているにすぎなかった無冠詞名詞句

«vitrage d'ostensoir»に、決定稿で指示詞«ce»が前置されることによって、こ

の詩篇全体の対象指示空間に何らかの変化が生じ、それによって詩篇全体の

表象も変容を遂げたと推測されるからである。

２．２．詩篇「聖女」決定稿における指示詞«ce»の機能
２．２．１．最近の言語学に基づく指示詞の定義
　これまでの先行研究では、詩篇「聖女」決定稿第９詩行«vitrage d'ostensoir»

に付加された指示形容詞«ce»の用法は、ほとんどの場合、前方照応の用法と

解釈されてきた。たとえば、この詩篇の校訂版を刊行したベルトラン・マル

シャルは、この«À ce vitrage d'ostensoir»（「聖体顕示台の窓玻璃に」）の指示

詞«ce»に関して、「前方照応のこの指示詞は、この窓玻璃が夕陽の光によっ

て単純に変容した第１詩行の窓を指示することを示している」と解釈した 26。

　しかし、この«vitrage d'ostensoir»が前方照応的に第１詩行の«la fenêtre»

（「窓」）を指示するためなら、マラルメは指示詞«ce»ではなく、定冠詞«le»

を«vitrage»に付けて、«Au vitrage d'ostensoir»とすることもできたはずであ

る 27。では、なぜマラルメは定冠詞ではなく、指示詞«ce»の方を選択したの

か。そこにはいかなる詩人の詩学的な意図があったのか。

　ここで、最近の言語理論において指示詞がどのように定義されているのか

を確認しておきたい。

　まずガリー・プリウールによれば、「指示詞は、対象指示（référence）の様

態としては、根本的に定冠詞とは異なり、基本的には直示的（déictique）で

ある。それに対し、定冠詞は前方照応的（anaphorique）である」と考えられ

る 28。さらに、指示詞による指示対象の同定を保証しているのは、ディス

クールの状況、すなわち発話行為の状況であり、指示詞は、話者が、その状

況の中のある対象を、指示詞の後に置かれた名詞Nとしてカテゴリー化する

ことを選択していることを示している 29。

　また、ローラン・ロジエによれば、「指示詞は、テクスト内部の同一の語

や語句を内的照応的に指示したり、テクストの外部にある発話状況と発話者
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間の記憶の中にある対象を外的照応的に指示したりするが、いずれの用法に

しても、指示詞は、あるディスクール内部に、そのディスクールとは異なる

別のディスクールが開かれていることを際立たせる機能を持つ」30。

　したがって、ガリー・プリウールやロジエの概念から指示詞を次のように

定義することにする。すなわち、指示詞の本質は直示用法にある。また指示

詞は、発話行為の状況にある事物をカテゴリー化することを選択している話

者の態度を示す。話者はこの指示詞によって、あるディスクールの内部に異

質なディスクールを挿入する。

　次にわれわれは、このような指示詞の言語学的概念に基づきながら、詩篇

「聖女」決定稿第９詩行に加筆された指示詞«ce»の考察をする。これまでの

マラルメの詩篇「聖女」解釈史においては、この指示詞«ce»は、前方照応と

してのみ解釈されてきた 31。しかし最近の言語学理論においては、上で見た

通り、指示詞の本質的な機能は直示である。したがって、われわれは詩篇

「聖女」の指示詞«ce»を、前方照応という観点からあらためて確認し直した

上で、さらに直示としても考察し、この両側面の突き合わせによって新たな

解釈可能性を探ってみたい。

２．２．２．前方照応としての指示的名詞句«ce vitrage d'ostensoir»
　詩篇「聖女」決定稿第９行に現れる指示詞«ce»を、従来のこの詩篇の解釈

のように、前方照応とする場合、指示的名詞句«ce vitrage d'ostensoir»は、第

１詩行の«la fenêtre»（「窓」）を前方照応的に指示していることになる。その

場合、第１詩行の「窓」«la fenêtre»は、この詩的ディスクールの発話行為の

話者によって「聖体顕示台の窓玻璃」«ce vitrage d'ostensoir»と隠喩化された

と解釈される。

　ベルトラン・マルシャルは、このような隠喩が使用された理由として、第

11詩行の«avec son vol du soir»（「彼〔＝天使〕の夕べの飛翔」）を根拠にして、

第１詩行の「窓«la fenêtre»が、放射状に発散する夕陽の光の反映によってそ

のイメージを「聖体顕示台の窓玻璃」へと変容させられたと解釈している 32。

しかし、マルシャルのこの解釈では、この「聖体顕示台」«ostensoir»という

隠喩が話者によって選ばれた理由が、夕陽の日光の放射状との形の類似性の
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みに依拠しており、他でもなく、なぜ«ostensoir»という語が選ばれたのかの

根拠は判然としないように思われる。

　マルシャルを始め、この詩篇のほとんどの註釈者たちは、«ce vitrage 

d'ostensoir»という指示的名詞句に関し、«vitrage»を修飾する«d'ostensoir»の中

の«ostensoir»という名詞には定冠詞«l'» ［＝ le］が付けられておらず、それが

無冠詞名詞のために、«d'ostensoir»の「前置詞＋無冠詞名詞」は、«vitrage»

の性質を表わす形容詞のような働きを有するとして解釈してきた。そのた

め、«d'ostensoir»は「聖体顕示台のような」として、あくまでも夕暮れの日

光がステンドグラスに反射して生じる放射状の光と解釈され、したがって、

話者の発話行為の状況の中には「聖体顕示台」は存在していないことになる。

　しかしながら、「限定詞＋名詞１＋前置詞de＋名詞２」の「名詞２」に、たと

え限定詞が付されていなくても、たとえば、«les mains de femme»「女の手」

や«chef d'orchestre»「オーケストラの指揮者」のような表現のように、

«femme»「女」や«orchestre»「オーケストラ」は決して類似性に基づく比喩

表現ではなく、その存在は前提されている。このように「限定詞＋名詞１＋

前置詞de＋名詞２」において、「名詞１」と「名詞２」との間には部分と全体と

の関係が存在する場合（前者の例では「手」と「女」、後者の例では「長」

と「オーケストラ」の関係）、あるいは「機能性」と「全体性」との関係が

存在する場合、そのような言語事象は、言語学的には、méronymieと呼ばれ

る 33。したがって、«ce vitrage d'ostensoir»においても、«vitrage»と«ostensoir»

との間には、部分と全体との関係が成り立っており、その場合、«vitrage»

（部分）は«ostensoir»（全体）から切り離すことができない。つまり、

«vitrage»は«ostensoir»に包含され、«ostensoir»と一体化した事物の中の部分

であり、それゆえ«ostensoir»の存在は前提とされていることになる。した

がって、話者の発話行為の状況の中で、「聖体顕示台」の存在は前提され、

そこに─たとえ、それが話者の記憶の中であろうと─に現前している

のであり、「窓玻璃」はその部分を表象していると考えられるのである。

　ところで、«ostensoir»「聖体顕示台」という聖堂の中央に置かれる事物は、

一般的に、その中央部にガラス製の鏡が嵌め込まれている場合がほとんどで

ある。それゆえ、建物上部にステンドグラスというガラスの窓を備える教会
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の聖堂と、上部にガラスの鏡が嵌め込まれた「聖体顕示台」との間には構造

的に類似した関係が存在する。

　したがって、 この詩篇の話者は、 次のような 〈比較するもの〉 （le comparant）

と〈比較されるもの〉（le comparé）との間で成立する類似性の関係、および

二項の〈比較されるもの〉、〈比較するもの〉それぞれの間で成立している提

喩関係を知覚した上で、第９詩行で第１詩行の「窓」を«ce vitrage d'ostensoir»

と隠喩化して語っていると考えられる。

　なお、上の図式の「教会」という語は、詩篇「聖女」のテクスト自体には

現れないが、この詩の表題が「聖女」であることから、言語学的な「連想照

応」（anaphore associative）という機能により「窓」の指示対象は、「教会」

の「窓」であると同定される。

２．２．３．直示としての指示的名詞句«ce vitrage d'ostensoir»
　決定稿の第９詩行に新たに付加された指示詞«ce»の用法は、直示と解釈す

ることも可能である。なぜなら同格に置かれた二つの前置詞句─第１詩行

«À la fenêtre recélant»と第９詩行«À ce vitrage d'ostensoir»─の前置詞Àの後

に置かれている名詞がそれぞれ異なるため、同格構文としては、統語論的に

は第１詩行のfenêtre（「窓」）と第９詩行のvitrage（「窓玻璃」）は同一指示で

あるが、しかし、どちらが〈比較するもの〉であり、どちらが〈比較される

もの〉であるのかがきわめて曖昧であるからである。言い換えれば、第１詩

行«À la fenêtre recélant»の定冠詞«la»が第９詩行の«ce vitrage»を隠喩化して

後方照応していると考えることも可能なのである。その場合、第９詩行の指

【比較されるもの】 【比較するもの】
「窓」la fenêtre ←隠喩的関係→ 「あの窓玻璃」ce vitrage

↑ ↑
提喩的関係 提喩的関係
↓ ↓

「教会」l'église ←隠喩的関係→ 「聖体顕示台」ostensoir
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示詞«ce»は、直示用法としても解釈される可能性は否定できないことにな

る。

　もし第９詩行の指示詞«ce»を直示用法と解釈するならば、先に２．２．１．

で見た通り、この«ce vitrage d'ostensoir»の指示対象は 34、発話行為の状況、

あるいは話者と対話者が共通に持つ記憶、あるいは共有されている知識に存

在していることになる。それと同時に、第１詩行の«la fenêtre»の方が今度は、

第９詩行の«ce vitrage d'ostensoir»の隠喩として後方照応的に指示しているこ

とになり 35、２．２．２．でみた第９詩行の指示詞«ce»を前方照応として解釈す

る場合と、照応関係が逆の関係、あるいは反転関係になると言える。

　以上見てきたように、同格関係に置かれた第１詩行の«la fenêtre» （「窓」）

と第９詩行の«ce vitrage d'ostensoir»との照応関係は、前者に定冠詞«la»、後

者に指示詞«ce»が付されていることから、後者の指示詞«ce»が前方照応的用

法としても、直示用法としても解釈可能となり、したがって、«la fenêtre»

（「窓」）と«ce vitrage d'ostensoir»（「あの聖体顕示台の窓玻璃」）と間の同一指

示の関係が曖昧になり、指示対象の同定が不確実なものとなる。つまり、指

示詞«ce»の用法の両義性が照応関係を不安定なものにし、どちらが〈比較す

るもの〉で、どちらが〈比較されるもの〉であるのかが反転し、どちらがど

ちらの隠喩であるのかが一義的に決定できなくなるのである。

３．テクストの二分割による対立構造

　ところで、先程言及したように、決定稿では、初稿にはなかったdeux 

pointsが第８詩行末に置かれている。この位置はこの詩篇全16詩行の中心に

あり、さらには詩篇の全４聯のうち最初の２聯の末に置かれていることから、

この詩篇のテクストは前半部と後半部に対等に分割されている。決定稿での

deux pointsの付加によって、この詩篇の二分割がさらに強調されたわけだが、

この二分割は、さらにこの決定稿のテクストの語彙レベルと意味論レベルで

も、詩篇の前半部と後半部とで対立構造を際立たせており、その指標を見出

すことが可能である。
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３．１．詩篇前半部と後半部における語彙論レベルでの対立構造
　まず、前半部の第１聯では、「聖女」（la Sainte）が佇んでいると思われる

「窓」が「ヴィオールの古き白檀を包み隠して」（«recélant / Le santal vieux ... / 

De sa viole ...»）おり 36、「嘗て　フルートやマンドールとともに煌めいてい

た」情景（«... étincelant / Jadis avec fl ûte ou mandore»）が話者によって語られ

る。ここでは、形容詞«vieux»（「古き」）と副詞«jadis»（「嘗て」）によって、

第１聯のディスクールが過去の想起、もしくは記憶の中にある情景の想起で

あることが理解される。

　第２聯の冒頭、つまり第５詩行の«Est la Sainte pâle, étalant»「そこにいるの

はあの蒼ざめた聖女、拡げて」は、一つの文から構成されるこのテクスト全

体の主動詞と主語であるが、その主語«la Sainte»「聖女」が、「聖母讃歌（マ

ニフィカート）の古き書物を拡げ」（«... étalant / Le livre vieux qui déplie /Du 

Magnificat»）、その聖母讃歌（マニフィカート）は「昔、晩祷（晩課）と終

課とともに流れていた」（«... ruisselant / Jadis selon vêpre et complie»）情景が

語られる。ここでも、形容詞«vieux»と時の副詞«jadis»によって、第２聯の

ディスクール全体が過去の想起、あるいは記憶における情景を喚起している

ことがわかる。

　このように第１聯、第２聯においては、時間の集積を表象する「古き」

（«vieux»）という形容詞が用いられ、さらに過去を連想させる副詞«jadis»が

２度も使用され、このことによって、第１聯と第２聯によって構成される前

半部分は、過去の記憶と密接な関係があることがわかる。

　ところが、３聯冒頭、すなわち第９詩行に指示詞«ce»が現れて以降、詩篇

後半部分で話者が語る発話内容は、前半部と著しい対照をなしている。

　たとえば、前半部で「ヴィオールの古き白檀」や「聖母讃歌の古き書物」

と語られていた事物が、第13詩行から第14詩行では、前置詞«sans»と接続詞

«ni»によってその存在をことごとく否定されているのである。

[v. 13]    Du doigt, que, sans le vieux santal

[v. 14]    Ni le vieux livre, elle balance
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　以上見てきたように、決定稿で詩篇中央部に付加されたdeux pointsによる

テクストの分割は、前半部と後半部で使用される時間表現と否定表現によっ

て補強され、さらに先に見た指示詞«ce»の指示対象と照応関係の両義性によ

り、詩篇前半部と後半部とは互いに対象指示空間が反転し、対立構造になっ

ていることがわかる。

３．２．発話行為レベルでの二つの視点
　では、この対立構造あるいは反転構造が生まれている要因は、発話行為の

レベルではどのように解釈できるであろうか。われわれはここで、このよう

な詩篇前半と後半との間の対立構造もしくは反転構造が実は、話者の語りの

中で恣意的に発生したものではなく、話者の指示詞による対象指示行為その

ものに内在している視点から構成されていることを、オズワルド・デュクロ

のポリフォニー理論 37 の見地から説明してみたい。

　デュクロのポリフォニー理論から考えると、詩篇後半部分で語られる否定

表現、すなわち前置詞句«sans le vieux santal / Ni le vieux livre...»（第13詩行・

第14詩行）には、詩篇前半部分の第２詩行«le santal vieux»と第６詩行の«Le 

livre vieux»という肯定的断言の発話者（E1）の視点（PDV1）を拒否する別の

発話者（E 2）の視点（PDV2）が内在しており、話者（locuteur）は、詩篇後

半では、このE 2の視点PDV2を採用していると考えられる。つまり、

PDV1 [E1] : (...) avec le vieux santal / Et le vieux livre/ (...)　←詩篇前半部分の視点

と同質

PDV2 [E2] : PDV1は正当化されない。

ということになる。

　それゆえ、この詩篇前半部と後半部は統語論的には同じひとつの文であり

ながら、話者は己の発話行為の中でE 1とE 2を演出し、前半部ではE 1の視点

PDV1を採用し、後半部では、PDV1を正当化しない視点PDV2を採用しながら、

発話行為を行なっていると考えることが可能である。つまり、デュクロのポ

リフォニー理論からも、この詩篇には２つの異なる視点 38 が内在しており、
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それらの２つの視点がこの詩篇を２つの発話に分割していると言える。

３．３．表象レベルでの対立構造
３．３．１．「聖体顕示台の窓玻璃」の鏡映
　では、このように発話行為のレベルにおいても、話者の発話には二つの異

なる視点が現われ、それがこのテクストに対照的な対立構造を生み出して、

二分割している事態を、今度は表象のレベルで解釈して見よう。

　ここで、この表象レベルで一つの仮説を立てることができる。それは、後

半部の発話者の視点を可能にしているのは─換言すれば、後半部で話者

に前半部を否定するような発話を行うことを可能にしている根拠─、後

半部の表象空間が前半部の表象空間の陰画、すなわち倒立像として定位して

いるからではないかという仮説である。換言すれば、前半部の否定として語

られる後半部は、表象のレベルでは、前半部の反射像すなわち鏡映像である

かのように、話者が知覚しているのではないかと想定することができる。そ

れを表象のレベルで端的に示しているものこそ、「聖体顕示台」の「玻璃」

«vitrage»である。というのも、この詩の後半部では、話者は「あの聖体顕示

台の窓玻璃」に反映する「聖女」の反映像を焦点化しながら発話を行なって

いるからである。

　その仮説の妥当性を表象のレベルで検討してみよう。

　もしこの「聖体顕示台の窓玻璃」を、マルシャルやベニシュウや他の註釈

者たちが主張しているように、第１詩行の「窓」で連想される「ステンドグ

ラス」の隠喩とだけ考えるならば、話者が同じ発話行為の中で２つの異なる

発話者（E 1とE 2）を演出している事象を説明するには不十分である。むしろ、

前半部冒頭（第１詩行）の「窓」から連想される「ステンドグラス」は、同

格構文におかれた後半部冒頭の「聖体顕示台の窓玻璃」の「鏡」または「ガ

ラス」において反映している像と見るべきであろう。すなわち、第１聯・第

２聯に現れる表象空間が、第３聯冒頭詩行の「あの聖体顕示台の窓玻璃」の

鏡面に反転して反映されていると解釈できるのである。
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３．３．２．「天使」の出現と鏡映像の撹乱
　ここで問題となるのは、話者が２つの異なる発話者（E 1とE 2）に２つの異

なる視点を担わせている出来事とは何かという問いである。言い換えれば、

話者を後半部で別の視点から語らせているものとは何であるのか。それは、

「天使」（«l'Ange»）が「夕暮れの飛翔」とともに「聖女」のもとに出現する

という出来事と考えられる。というのも、この「夕暮れ」の光とともに現れ

る「天使」の出現によって、「聖体顕示台の窓玻璃」に鏡映として反映して

いた「聖女」の像─その傍らには「古き（ヴィオール）の白檀」や「古

きマニフィカートの書物」がある─が、夕陽の光とともに撹乱し、それ

らの事物の像が消失してしまっているからである。話者は、「天使」の出現

と夕陽の光の反射による「聖女」の反映像からの「白檀」や「マニフィカー

トの書物」の消滅を«sans le vieux santal / Ni le vieux livre...»と、前半部を否定

する発話で語っているのであり、それは「聖体顕示台の窓玻璃」に詩篇前半

部の表象空間の倒立像として反映しているのである。そして、この「聖体顕

示台の窓玻璃」の鏡映像の中で「聖女」が手にしていた「古き白檀」と「古

き書物」が、天使の出現とともに天使の羽根によって「形つくられた竪琴」

へと変容するのである。

　ところで、「天使」とは、現実世界には存在せず、実体のない架空の存在

である。と同時に、天空の神聖なメッセージを伝達し、予兆を告げる架空の

存在でもある。「聖体顕示台の窓玻璃」に反映した「古き白檀」と「古きマ

ニフィカートの書物」の反映像が、この天使という存在によって掻き消さ

れ、撹乱させられて、竪琴の像に変容しているという点において、この「天

使」を「夕暮れの太陽の光」とみるマルシャルの解釈には整合性があると

言ってよい 39。

　しかし、この「天使」の出現は、夕暮れに出現した一条の光であるだけで

はない。むしろ、この定冠詞のついた「天使」«l'Ange»に、話者自ら同化し

ている点─それが願いであろうと、夢想であろうと─も見落とすべき

ではないであろう。つまり、この詩篇の「天使」とは夕暮れ時に教会の窓か

ら差し込んできた一条の光であると同時に、話者が同化している存在として

も捉えられなければならないであろう。
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３．３．３．「天使」の羽根と「竪琴」
　後半部の発話でさらに重要なのは、「ヴィオールの古き白檀」と「マニフィ

カート（聖母讃歌）の古き書物」の存在が否定されると同時に、前半部で語

られた楽器とは異なる楽器、すなわち「竪琴」が出現している点である。

　しかしながら、その「竪琴」は架空の存在である「天使」の羽根で作られ

ている以上、「竪琴」も実体のない架空の楽器でしかない。つまり、天使を

「夕暮れの光」とマルシャルのように解釈するならば、「竪琴」も光で作られ

た楽器ということになる。したがって、この部分を表象のレベルで解釈する

ならば、夕暮れの一条の光が教会の窓（ステンドグラス）から差し込んで来

て、その光が「聖体顕示台の窓玻璃」に反映して、ちょうど光が竪琴の弦の

ように幾筋にも平行に分散した形状をなし、それが「竪琴」という隠喩を話

者に齎したと解釈される。

　ただ、先程述べたように、話者は「天使」に自らを同化しつつ語っている

という仮説に依拠するならば、この「竪琴」を形つくった「羽根」とは、話

者の付属物の隠喩となる。しかし、それは「天使」の付属物である以上、物

理的な実体をもたない架空の付属物である。

　では、この詩篇における「天使」は、なぜ己の羽根で「竪琴」を作り、そ

れを「聖女」に差し出しているのか。

３．３．４．指示詞«ce»による抒情主体の介入
　西洋の抒情詩の伝統においては、抒情詩の中で１人称単数で語られる場合、

すなわち、抒情詩のテクストに単数１人称代名詞«je»が現れる場合、それは

常に「詩人」、特に普遍的なレベルにある大文字の「詩人」（Poëte）を指示

するということが暗黙の前提となる 40。そして、このような抒情詩の１人称

単数の人称代名詞«je»を抒情の「私」（'je' lyrique）と定義される。

　しかしながら、最近の抒情詩論の研究では、たとえば、アダン・エギディ

ウスは、〈抒情詩の「私」〉と、抒情主体とを区別し、両者はまったく異なる

ディスクールの審級であることを論証している。この考え方によれば、抒情

詩においては、１人称単数のみならず、どのような人称であっても、抒情主

体として発話行為を行うことができ、また、その抒情主体は、人間以外の動
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物や非生物であっても、発話行為を担うことが可能であるとされる 41。

　さて、これまで考察してきた詩篇「聖女」のテクストは、３人称単数であ

る「聖女」と「天使」が登場し、動詞はすべて現在形に置かれている。伝統

的な文学研究の見地からは、このテクストは客観的描写、すなわち描写的テ

クスト（texte descriptif）で構成されているとして解釈されてきたが、果たし

てそうであろうか。

　先程も引用したように、ロジエによると、指示詞はディスクールの内部に、

異質な他なるディスクールを嵌入する機能を持つと解釈されている 42。

　また、ジャン＝ミシェル・アダンによれば、「発話によって構成されるテ

クスト・レベルにおいては、主体がその発話に残す痕跡」が「発話行為」と

定義される 43。

　したがって、指示詞が発話で直示的に使用される場合、たとえ３人称に置

かれたディスクールであろうと、指示的名詞句には発話行為の主体の痕跡が

残っていると考えられる。すなわち、詩篇「聖女」の1883年版の決定稿で初

めて加筆された第９詩行の指示的名詞句«ce vitrage d'ostensoir»の指示詞«ce»

は、発話行為の主体の痕跡であり、先程の議論も踏まえて言うならば、この

指示詞には発話行為の主体、すなわち、ここでは抒情主体がその痕跡として

反映されていると考えることができる。

　先程、話者は自己自身を「天使」と同化しながら語っている─つまり、

ディスクールを産出している─と述べたが、これと関連付けて考えると、

「天使」は表象のレベルでは、抒情主体すなわち「詩人」の寓喩とも解釈さ

れうる。

　とするならば、「天使」の付属物である「羽根」は「詩人」の「ペン」を

寓喩化していると解釈され、純粋な存在者である「天使」の羽根、すなわち

詩人のペンに「聖女」の指の関節がそっと接触することによって生みだされ

る「沈黙」の音楽こそ、〈詩〉の隠喩であることが理解されよう。

　その「音楽」は、実体のない架空の存在「天使」の羽根で作られている以

上、〈無〉から音楽を奏でることになる。ここに見られるのは、〈無〉から

「音楽」を生みだすというある種の創造行為の寓喩である。つまり、話者が

語る創造行為が可能になる条件とは、〈純粋性〉としての〈無〉、〈純粋な無〉
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と解釈できる。

４．献呈詩としての詩篇「聖女」 ―指示詞の動能的機能

　この詩篇の初稿はもともと、マラルメの娘ジュヌヴィエーヴの名付け親で

あるセシル・ブリュネに献呈された詩篇であった。つまり、名付け親として

のセシルへ、マラルメがその御礼として献呈した詩であった。そして、マラ

ルメは初稿では、詩の表題にセシル・ブリュネの守護聖人である「聖女セシ

ル」の名前を挿入している«Sainte Cécile jouant sur l'aile d'un chérubin 

(chanson et image ancienne)»。また、キリスト教では伝統的に聖女セシル（聖

女カエキリア）は音楽を奏でる聖人として、西洋の絵画に夥しく表象されて

きた。

　ところで、ガリー・プリウールによれば、指示詞には、その指示詞によっ

て導入される指示対象へと受け手の注意を引き、受け手にその指示対象を同

定するようにしむけるような動能的機能があることがわかっている 44。ただ

しガリー・プリウールは、この指示詞の動能的機能には二つの用法があり、

それぞれ正反対の効果を与えることも指摘している 45。その一つは、指示詞

を使用することで、受け手が話者の世界に導かれるような効果である。それ

に対して、もう一つの機能は、受け手に対して距離を取り続けるような効果

である。

　ここで先程述べたように、この詩篇「聖女」初稿がセシル・ブリュネに捧

げられており、その詩篇の表題にはブリュネ夫人の守護聖人セシルの名が

入っていること、また詩篇の中には「聖女セシル」（「聖女」）が登場人物と

して登場していること、さらには、先程見てきたように、この詩篇の「天使」

が抒情主体として「詩人」を寓喩化していること─以上の点を考慮する

と、この詩篇にはもう一つの層があることが判明する。それは、この詩篇の

創作プロセスそのものが寓喩化されて、ひとつの層として隠されているとい

うことである。つまり、「聖女」に擬せられたセシル・ブリュネが、「詩人」

の寓喩である「天使」の羽根でできた「竪琴」に触れると、「沈黙の音楽」
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たる〈詩〉が誕生するということが、この詩篇が本来有していた献呈詩とし

ての制作過程そのものを擬しており、反映していると考えられるのである。

５．結論にかえて

　以上、われわれは、マラルメの詩篇「聖女」の指示詞を、主として発話行

為の観点から考察してきた。そこでは、この詩篇決定稿における指示詞の用

法は、第１詩行と第９詩行とに同格に置かれた二つの同じ統語形態である指

示的名詞句の指示対象の同定が両義的であるために、〈比較するもの〉と

〈比較されるもの〉との関係が反転し、対立構造を生み出していることが判

明した。そして、この反転と対立構造がこの詩篇の表象のレベルでは、「聖

体顕示台」の「窓玻璃」の表層に反映される鏡映との関係へと表象され、そ

のような反転し合う、ある意味で、イメージが動態的に相互に嵌入しあうよ

うな表象を生み出しているものが、発話行為論的なレベルにおいては指示詞

«ce»であった。さらに、この指示詞«ce»によって、発話行為の主体の痕跡が

出現し、詩篇後半で、前半とは異質なディスクールが嵌入していることも観

察された。

　そして、この指示詞«ce»によって出現する発話行為の主体こそ、西洋抒情

詩の長い伝統の中では、抒情主体と想定されているものであり、この詩篇で

は、「詩人」が「天使」として寓喩化されて登場していることも、われわれ

は見てきた。

　最後に、指示詞の動能的機能により、献呈詩としてのこの詩篇には、この

詩篇そのものの創作過程が寓喩的に描かれていることも見た。

　このように、小説とは異なり、詩篇、特に短詩形の定型詩の場合、inquit

のない状況の中で突如として指示詞と指示的名詞句が現れることが多くある

が、発話行為論的な観点から指示詞と指示的名詞句を分析していくことに

よって、その指示詞の指示対象がより明らかになり、それによって構築され

る対象指示空間が生み出す表象空間の新たな解釈を生み出しうると言える。

その意味では、発話行為論的な視点、あるいはポリフォニー理論的な見地か
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らの指示詞の分析は、マラルメの詩篇に限らず、定型詩一般の分析において

きわめて有効な概念道具たりうるであろう。

　マラルメの他の韻文詩篇において指示詞がいかなる機能を果たすのか、そ

れは今後の課題としたい。

注

＊本稿は、文部科学省平成27年度─平成29年度科学研究費補助金（挑戦的萌芽研
究）「ステファヌ・マラルメに関する生成論的研究」［研究課題番号15K12868］
（研究代表者・宮嵜克裕）の成果報告の一部である。本稿の大部分は、2017年４
月15日に京都大学人文科学研究所で開催された関西マラルメ研究会第24回研究発
表会での発表「詩における発話行為と対象指示─マラルメを中心に」を大幅に
加筆修正したものである。

1 厳密な意味でソシュールにおける〈言行為〉（parole）の概念と、バンヴェニスト
における〈ディスクール〉（discours）の概念は異なる。デュクロによれば、ソ
シュールの〈言行為〉の概念においては、「〈ディスクール〉は自立性も特定の機
能も持たない」のに対し、バンヴェニストにおける〈ディスクール〉は、「文構造
にも文が発話される文脈にも記入されていないいくつかの関係を話者と聞き手の
間に創始する」。このデュクロのバンヴェニスト評価に関しては、次の引用を参照
─ «Il serait commode en effet d'assimiler le discours à la «parole» de Saussure, qui, elle 
aussi, est une manifestation: selon une métaphore qui a eu du succès, elle n'est rien d'autre que 
la langue «exécutée» par les individus, au sens même où une symphonie est exécutée par des 
musiciens. Dans cette conception le discours n'aurait aucune autonomie, aucune fonction 
spécifi que. (...) L'originalité de Benveniste est d'avoir vu que le discours ne se réduit pas à 
l'interaction de ces deux composantes. Le simple fait d'employer une phrase institue entre le 
locuteur et le destinataire certaines relations qui ne sont inscrites ni dans la structure de la 
phrase, ni dans le contexte dans lequel la phrase est prononcée. Il ne suffi t pas de dire que le 
discours sert à des fi ns intersubjectives; en lui-même il constitue une relation intersubjective.» 
Oswald Ducrot, «Chronique linguistique», in L'Homme, No.2, 1967, p.118.

2 1980年代中頃にポリフォニー言語理論の構築を試みようとするデュクロは、1967
年の時点ですでに、バンヴェニストの〈ディスクール〉概念を高く評価し、また
J・L・オースティンの「行為遂行」（le performatif）概念との関連性を論じている。
1966年のバンヴェニストの『一般言語学の諸問題』（Émile Benveniste, Problèmes de 
linguistique générale, t.I, Paris, Gallimard, 1966）刊行に際して、当時、デュクロが執
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筆した次の書評を参照（Ducrot, ibid., pp.109-122）。
3 英国の言語哲学者J・L・オースティンの主著How to do Things with Words（1962年）
は、ジル・ラーヌによる仏訳で、1970年にスイユ出版社より刊行されている（仏
訳刊行時のタイトルは、Quand dire, c'est faireであった）。

4 ジョン・サールの主著Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language（1969）の
仏訳が刊行されたのは1972年のことである（John Searle, Les Actes de langage, Paris, 
Hermann, 1972）。

5 デュクロのポリフォニー言語学やフランス系文体論に対し、最も大きな影響を与
えたバフチンの著作は、ヴォロシーロフ名義で1929年にロシアで刊行され、1977
年にマリナ・ヤゲローによってフランス語に翻訳された『マルクス主義と言語哲
学』である。この刊行に際し、ロマン・ヤコブソンが序文を寄せている。Mikhail 
Bakhtine (V.N. Volochinov), Le Marxisme et la philosophie du langage. Essai d'application 
de la méthode sociologique en linguisitique, préface de Roman Jakobson, traduit du russe et 
présenté par Marina Yaguello, Paris, Éditions de Minuit, 1977.

6 デュクロによるポリフォニー言語学の理論的骨格は、1984年に発表された論考「発
話行為のポリフォニー理論概説」において「素描」されている。ここでは、バフ
チンの理論に関して次のような記述が見られる。«Pour Bakhtine, il y a toute une 
catégorie de textes, et notamment de textes littéraires, pour lesquels il faut reconnaître que 
plusieurs voix parlent simutanément, sans que l'une d'entre elles soit prépondérante et juge 
les autres: il s'agit de ce qu'il appelle, par opposition à la littérature classique ou dogmatique, 
la littérature populaire, ou encore carnavalesque, et qu'il qualifi e quelquefois de mascarade, 
entendant par là que l'auteur y prend une série de masques différents. Mais cette théorie de 
Bakhtine, à ma connaissance, a toujours été appliquée à des textes, c'est-à-dire à des suites 
d'énoncés, jamais aux énoncés dont ces textes sont constitués. De sorte qu'elle n'a pas abouti 
à mettre en doute le postulat selon lequel un énoncé isolé fait entendre une seule voix. C'est 
justment à ce postulat que je voudrais m'en prendre.», Oswald Ducrot, «Esquisse d'une 
théorie polyphonique de l'énonciation», in O. Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Éditions de 
Minuit, 1984, p.171.

7 たとえば、デュクロはバフチンのポリフォニー理論から着想を得ながら、話者
（locuteur）と発話者（énonciateur）という発話的審級の異なる概念モデルを設定す
ることによって、小説のみならず、日常会話の否定文の中にも、少なくとも二つ
の異なる視点が認められることを論証している（Oswald Ducrot, ibid., pp.171-233を
参照）。また、このデュクロのポリフォニー理論によって最も研究が進展したのは、
〈アイロニー〉という言語現象である。デュクロによる〈アイロニー〉のポリフォ
ニー的概念化に関し、アンヌ・エルシュベール＝ピエロは次のように総括してい
る─ «Ducrot intègre, de façon assez convaincante, l'ironie à sa théorie de la polyphonie, 
distinguant le locuteur (responsable de l'acte de parole), de l'énonciateur (auteur du point de 
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vue mis en œuvre)», Anne Herschberg-Pierrot, Stylistique de la prose, Paris, Éditions Belin, 
2003, p.157.

8 2000年代以降の「文体への回帰」とも言える新たな文体論の隆盛を端的に象徴し
ているのが、ジャン＝ミシェル・グヴァールの編纂により2005年に刊行された論
集『言語から文体へ』であろう。現在も第一線で活躍する約20名の言語学者や文
体論者が寄稿しているこの論集は、単なる論文の寄せ集めではなく、当時最先端
のフランス言語学の成果を文学テクストの文体分析へと交差させ、接合しようと
する画期的な試みであったと言ってもよい。Jean-Michel Gouvard (sous la dir. de.), 
De la langue au style, Lyon, Presses Univesitaires de Lyon, Coll. "Texte & Langue", 2005.

9 このようなデュクロのポリフォニー言語理論に依拠した文学研究は、フランスで
はすでに方法論として一般的に確立しつつあり、大学・大学院での文学教育の現
場で使用されるほとんどの参考書や参考文献には、必ずこの方法論を紹介するた
めに一章が割かれている。そのような参考文献の例として、たとえば、Jean-
Michel Gouvard, La pragmatique. Outils pour l'analyse littéraire (Paris, Armand Colin, 
1998); Anne Herschberg-Pierrot, Stylistique de la prose (Paris, Éditions Belin, 2003); Jacques 
Dürrenmatt, Stylistique de la poésie (Paris, Éditions Belin, 2005); Frédéric Calas, 
Introduction à la stylistique (Paris, Hachette, 2007); Nathalie Garric, et al., Introduction à la 
pragmatique (Paris, Hachette, 2007); Dominique Maingueneau, Manuel de linguistique pour 
les textes littéraires (Paris, Armand Colin, 2010); Éric Bordas, et al., L'Analyse littéraire, 2e 
édition (Paris, Armand Colin, 2011) などが挙げられる。

10 主として語用論的見地から隠喩、換喩等の伝統的な概念を再考した新たな研究と
しては、Marc Bonhomme, Pragmatique des fi gures du discours（Paris, Champion, 2005）
が挙げられる。また、同じ著者による次の研究も、換喩に関する新たな概念を創
出しており、きわめて重要である─Marc Bonhomme, Le discours métonymique
（Bern, Peter Lang, 2006）。隠喩に関する新たな研究としては、Catherine Détrie, Du 
sens dans le processus métaphorique（Paris, Champion, 2001）が挙げられる。この著作
では、隠喩概念がバフチンの〈ディアロジスム〉［対話関係］の観点から考察され
ている。

11 直示（la déixis） ─あるいは直示的対象指示（la référence déictique） ─は、指示
対象 （le référent） の位置決定 （localisation） の相違に基づき、 前方照応 （l'anaphore） 
─あるいは前方照応的対象指示（la référence anaphorique） ─と対立する概念と
考えられ、伝統的に両者は区別されてきた。すなわち、指示対象が、対話者・発
話時点・知覚物が介入する直接的コミュニケーションの状況に位置づけられる場
合、そこには直示的対象指示、すなわち直示が存在することになり、他方、指示
対象がテクスト内部に位置づけられる場合には、それは前方照応的対象指示、つ
まり前方照応となる。しかし、1980年代以降、EhlichやPrince等の認知言語学者た
ちによって、このような〈直示／前方照応〉の関係は、記憶に依拠する〈「新し
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い」 ／ 「卓越した」〉（nouveau / saillant）の対立関係として捉え直され、再概念化さ
れていく（Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau (sous la dir. de), Dictionnaire 
d'analyse du discour, Paris, Éditions du Seuil, 2002, pp.159-160を参照）。しかし、1990
年以降、ジョルジュ・クレベールは、〈直示／前方照応〉の対立関係に基づく伝統
的アプローチに対しても、また記憶に依拠する〈「新しい」 ／ 「卓越した」〉の対立
関係に基づく認知論的アプローチに対しても、疑念を提示し、それらのアプロー
チの限界を指摘した上で、両者の側面を包含するような上位レベルの〈直示〉と
いう新たな概念を提出している（Georges Kleiber, «Anaphore-déixis: deux approches 
concurrentes», in Laurent Danon-Boileau et Mary-Annick Morel (sous la dir. de), La deixis. 
Colloque en Sorbonne 8-9 juin 1990, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, pp.613-
623を参照）。

12 とりわけ自由間接話法の研究は、デュクロのポリフォニー理論における三つの発
話的審級の概念モデル─語る主体（sujet parlant）、話者（locuteur）、発話者
（énonciateur） ─によって、瞠目すべき進化を遂げてきたと言っても過言ではな
い。話法研究におけるデュクロのポリフォニー理論の意義に関し、エルシュベー
ル＝ピエロは次のように高く評価している─ «La théorie de la polyphonie permet 
de rendre compte de tels faits d'indirect libre, qui se manifestent non comme des paroles 
distinctes mais comme la variation de points de vue dans l'énoncé d'un seul locuteur», Anne 
Herschberg-Pierrot, op.cit., p.121.

13 ジュネットのナラトロジーの〈焦点化〉概念における陥穽を指摘した上で、それ
をバフチン＝デュクロのポリフォニー概念から再考したすぐれた研究として、ア
ラン・ラバテルの一連の著作が挙げられる。その中でも特に、次の２点の彼の著
作は、ジュネットのFigure IIIが刊行された1970年代以降、とりわけ小説の研究に
おいて連綿と続いてきたジュネットの呪縛を断ち切り、バフチン的〈ディアロジ
スム〉概念と〈ポリフォニー〉概念に立脚しながら、新たな物語の分析方法を、
発話行為の観点から新たに理論化した点で、今後のナラトロジー的方法論に大き
な影響を与えていくものと考えられる─Alain Rabatel, La construction textuelle du 
point de vue, Lausanne, Delachaux et Niestlé S.A., 1998; id., Homo narrans. Pour une 
analyse énonciative et interactionnelle du récit, Tome I ("Les points de vue et la logique de la 
narration"), et Tome II ("Dialogisme et polyphonie dans le récit"), Limoge, Éditions Lambert-
Lucas, 2008.

14 Ludmila Charles-Wurtz, Poétique du sujet lyrique dans l'œuvre de Victor Hugo, Paris, 
Champion, 1998.

15 Gilles Philippe, Le discours en soi. La représentation du discours intérieur dans les romans 
de Sartre, Paris, Champion, 1997.

16 フランス語の指示詞には、直示用法と前方照応的用法の二つの用法があると伝統
的に考えられてきたが、最近の研究─特に、ガリー・プリウールとジョルジュ・



60 宮　嵜　克　裕

クレベールの研究─では、指示詞の伝統的定義から外れるような用法が文学的
テクストの中に認められることが指摘されている。しかしながら、その指示詞の
例外的な用法の分析はもっぱら小説のテクストに限られ、詩のテクスト、特に韻
文作品における指示詞の分析はほとんど認められない。本稿では、マラルメが詩
篇「聖女」初稿の推敲過程において、伝統的なフランス韻律法が強いる１詩行８
音節という拘束の中で、わざわざ語句の修正をしてまで、あえて指示詞«ce»を加
筆しようとしたその意図を考察することで、この詩人の指示詞の使用における特
異性、およびその特異性が産出する〈詩性〉が観察できるのではないかと考える。
Cf. Marie-Noëlle Gary-Prieur, «La référence démonstrative comme élément d'un style», in 
Jean-Michel Gouvard (sous la dir. de), op.cit., pp.255-277; Georges Kleiber, «Démonstratifs 
et pratique des textes littéraire», in Jean-Michel Gouvard, ibid., pp.279-297.

17 Jacques Dürrenmat, Stylistique de la poésie, Paris, Éditions Belin, 2005, p.6.
18 プレイヤード叢書『マラルメ全集』第Ⅰ巻編纂者のベルトラン・マルシャルの次
の註を参照：Note de Bertrand Marchal, «Le poème fut envoyé en décembre 1865, à Mme 
Brunet (prénommée Cécile), marraine de Geneviève, et dont le mari, félibre avignonnais, était 
maître verrier. Mallarmé le présente dans une lettre à Aubanel comme «un petit poëme 
mélodique et fait surtout en vue de la musique» (Lettre à Aubanel, 6 décembre 1865), in 
Mallarmé, Œuvres complètes, t. I, édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, 
Paris, Gallimard, Coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1998（以下、 O.C. Iと略記）, pp.1171-
1172.

19 この日本語訳は『マラルメ詩集』、渡辺守章訳、岩波書店、岩波文庫、2014年に基
づく。

20 Mallarmé, O.C. I, p.1171.
21 Ibid., p.127にはその初稿が翻刻されている。また、同書pp.1171-1172のマルシャル
の註も参照。

22 『マラルメ詩集』、渡辺守章訳、岩波書店、岩波文庫、2014年、p.326における渡辺
守章の註解を参照。

23 Note de Bertrand Marchal, «La version initiale (ms 1) du poème, au titre plus explicite, 
présente un état assez différent», O.C. I,. pp.1171.

24 TEXTE 1もTEXTE 2も普通名詞«sainte»は、大文字で始まる«Sainte»の表記となっ
ており、マラルメがこの普通名詞を一種の寓喩（アレゴリー）として扱っている
可能性も十分に考えられるが、ここではこの問題に関してはこれ以上踏み込まな
い。

25 もちろん、この«recelant»から«recélant»への綴り字の改変に関し、マラルメに視覚
的効果の狙いがあった可能性も否定できないが、ここではこれ以上、この問題に
は立ち入らない。

26 Note de Bertrand Marchal, «Le démonstratif anaphorique indique que ce vitrage désigne la 
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fenêtre du vers 1, simplement transformée par la lumière du couchant.», O.C. I, p.1172.
27 もちろん、«À ce vitrage d'ostensoir»を«Au vitrage d'ostensoir»とすると、この詩行の
音節数が７音節になってしまうが。

28 «(...) le démonstratif a un mode de référence radicalement différent de celui de l'article 
défi ni, le premier étant fondamentalement déictique tandis que le second est anaphorique.», 
Marie-Noëlle Gary-Prieur, Les déterminants du français, Paris, Éditions Ophrys, Coll. 
«L'Esssentiel français», 2011, p.64.

29 «En utilisant ce N, le locuteur désigne un objet identifi able dans la situation où est employé 
ce. C'est donc la situation de discours, et non le sens de N, qui assure l'identifi cation du 
référent; le sens de N n'est qu'un indice susceptible de faciliter cette identifi cation (...)», 
ibid., p.66; «On voit donc que, contrairement à le, ce ne présuppose pas l'existence, dans la 
situation, d'un objet catégorisé comme N; ce N pose que le locuteur décide de catégoriser 
comme N tel objet de la situation.», ibid., p.66.

 　このガリー・プリウールの指示詞の概念におけるカテゴリー化を、詩篇「聖女」
決定稿で加筆された指示詞«ce»の場合において考察して見るならば、この詩篇
「聖女」の話者は、指示詞を用いることによって次のような認知論的操作を行って
いると想定される。

 　まず、話者は、発話行為の状況においてある対象を知覚し（ここでは«vitrage»
「窓玻璃」）、それをパターン認知する。次に、その認知した情報を記憶の中で検索
し、対象と最も類似した記憶を選択する。最後に、その対象の持つ性質を推論す
る。換言すれば、発話行為の状況に現前している対象の知覚によって生みだされ
たイメージと、長期記憶に蓄積されているイメージとの類似性の発見がカテゴリー
化の本質であることになる。

30 «Qu'ils soient endophoriques (c'est-à-dire qu'ils réfèrent au cotexte) ou exophoriques 
(lorsqu'ils réfèrent à la situation et à la mémoire du discours), les démonstratifs sont 
susceptibles de marquer aussi l'ouverture d'un discours autre.», Laurence Rosier, Le discours 
rapporté en français, Paris, Éditions Ophrys, Coll. «L'Esssentiel français», 2008, p.81.

31 たとえば、先にも引用したマルシャルのプレイヤード新版『マラルメ全集』第Ⅰ
巻の註を参照、O.C. I, p.1172。また、Paul Bénichou, Selon Mallarmé, Paris, Gallimard, 
Coll. «Bibliothèque des Idées», 1995, pp.132-134も参照のこと。

32 プレイヤード新版『マラルメ全集』第１巻に付けられたマルシャルの註を参照
（Note de Marchal, O.C. I, p. 1172）。また同じマルシャルの『マラルメ読解』の次の
箇所もを参照、Bertrand Marchal, Lecture de Mallarmé, José Corti, 1985, pp.92-93.。

33 マルク・ウィルメは"méronymie"の例として«les mains de femme»を挙げている。
Marc Wilmet, Grammaire critique du français, 5e édition entièrement revue, Bruxelles, 
Éditions Duculot, 2010, p.453を参照.  また、"méronyme"に関する研究としては、次
を文献を参照のこと。そこでは、"méronyme"として、«chef d'orchestre»の例が見ら
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れる。Michelle Lecolle, «Noms collectifs et méronymie», Cahiers de Grammaire, Equipe 
de Recherche en Syntaxe et Sémantique, 1998, pp.41-65.

34 ２．２．２．でも論証したように、われわれは「聖体顕示台」が、話者の発話行為の
状況の中に─たとえ、それが話者の心的表象の中であれ、記憶の中であれ─
現前していると解釈する。

35 先ほど引用したガリー・プリウールのanaphore「前方照応」という用語は、
cataphore「後方照応」をも包含する広義の意味でのanaphoreとして使われており、
それはendophore「内的照応」とほぼ同義である。

36 岩波文庫版『マラルメ詩集』所収の「聖女」の渡辺守章訳では、現在分詞recélant
が「かすかに見える」と訳されているが、プレイヤード版でこの詩篇の校訂をし
たマルシャルの解釈にしたがって、ここでは、recélerをcacherやcontenirの意味に
解す。『マラルメ詩集』、 渡辺守章訳、 op.cit., p.94、 およびプレイヤード版『マラル
メ全集』第Ⅰ巻の詩篇「聖女」に付されたマルシャルの註も参照（«Cette «fenêtre» 
est évidemment un vitrail. Le verbe «receler» peut signifi er «cacher» ou, plus simplement, 
«contenir» ». O.C. I, p. 1172）

37 Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Paris, Editions de Minuit, Coll. «Propositions», 1984, 
pp.117-233.

38 デュクロの言う視点が、話者が発話時に知覚した視覚像では決してなく、発話さ
れたディスクールの意味を構成する実体─発話者、発話内容、その発話内容に
関する発話者の判断からなる─であることに注意していただきたい。

39 «Et cet ange, comme le suggère la métaphore «vol du soir», n'est pas un messager divin, 
mais la lumière du couchant qui transforme le vitrail en ostensoir d'un art nouveau: d'une 
image à l'autre, la sainte cesse de patronner la musique nouvelle, la poésie, musicienne du 
silence.», note de Marchal, O.C. I, p.1172.

40 たとえば、Ludmila Charles-Wurtz, La poésie lyrique, Rosny-sous-Bois, Éditions Bréal, 
2002, pp.41-57を参照。

41 Adam Ægidius, L'énonciation dans la poésie moderne. Approche linguistique des genres 
poétiques, Bruxelles, Peter Lang, Coll. "ThéoCrit", No.4, 2012, pp.277-317.

42 Laurence Rosier, op.cit., p.81.
43 «Tout texte tel qu’il se présente à notre lecture (tout phéno-texte, par conséquent) constitue 

un énoncé. À ce niveau de l’analyse, on appellera énonciation la trace du sujet dans son 
énoncé.», Jean-Michel Adam et al., Linguistique et discours littéraire. Théorie et pratique 
des textes, Paris, Larousse, 1976, p.295.

44 «J'ai inclus dans la défi nition des instructions référentielles données par le démonstratif la 
propriété qu'a ce déterminant d'attirer l'attention du destinataire sur le référent du GN 
introduit, et d'imposer par conséquent à ce destinataire d'identifi er à son tour ledit référent.», 
Gary-Prieur, op.cit., p.76.
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45 «Ce type d'emploi du démonstratif peut avoir, selon les cas, des effets inverses: soit entraîner 
le destinataire dans l'univers du locuteur, soit au contraire le maintenir à distance.», Gary-
Prieur, ibid.
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La Dynamicité des images chez Mallarmé: 
autour de l'analyse du démonstratif «ce» dans Sainte

Katsuhiro MIYAZAKI

Utilisant quelques conceptions du démonstratif, récemment remarquablement 
dévelopées et approfondies dans le domaine de la linguistique en France 
depuis les années 1980, comme celles de Gary-Prieur et de Rosier, cet article 
examine la fonction des syntagmes nominaux démonstratifs dans l'œuvre 
poétique de Mallarmé. Il analyse surtout une fonction très hétérogène et 
'insolite' du démonstratif «ce» apparu dans un texte poétique de Mallarmé, 
Sainte, en considérant son statut linguistique d'ambiguïté dans la référence, 
pour confirmer que ce démonstratif a la possibilité de produire plusieurs 
représentations, réciproquement contradictoires et opposées entre elles, et 
d'ouvrir ainsi ce poème vers de nouvelles interprétations.

The Dynamism of images in Mallarmé's poetic text: concerning his use of the 
demonstrative adjective “ce” in the poem Sainte

Keywords: Mallarmé, Sainte, démonstratifs, polyphonie, sujet lyrique, deixis, 

anaphore


