
マラルメ詩学における知覚の位相（前篇）
─1870年代芸術論における«vision»の概念を中心に─

宮　嵜　克　裕

Ⅰ．序論─問題の所在

　マラルメが1870年代前半に、ロンドン国際博覧会やマネ・印象派の絵画、

さらに女性の服飾など、同時代の視覚芸術・視覚文化の考察を通して、独自

の美学を形成したことは、これまで何人かの研究者によって指摘されてきた。

しかし、そのような美学が、1880年代後半から驚くべき密度で展開していく

詩人の定型詩論とどのように関連しているのかという問題に関しては、いく

つかの研究を除いて、ほとんど考察されてこなかったのが現状である1。本

稿では、この問題を前篇と後篇の2回に分けて検討する2。

　前篇では、1870年代前半に発表された3つのテクスト3を検討し、これまで

の先行研究ではほとんど指摘されてこなかった詩人の美学の新たな側面を照

射する。特にここでは、当時の詩人の美学において〈知覚〉─とりわけ〈視

覚〉─が果たしていた役割を、〈ヴィジョン〉の概念を中心に考察する。

　後篇では、1870年代の詩人におけるこの〈知覚〉の美学が、1880年代後半

以降の定型詩論において、どのような形で〈接ぎ木〉され、嵌入され、また、

特異な詩法としてどのように変容していったかという問題を検討する。

Ⅱ．〈ヴィジョン〉と〈厳密で普遍的な観念〉
─1872年第2期ロンドン国際博覧会探訪記事

　1870年代のマラルメにおける〈ヴィジョン〉という概念の形成プロセスを

考察する上で、まず1872年のロンドン国際博覧会に関する詩人の探訪記事の

検討から始めたい。実はマラルメは前年の1871年にも、記者としてロンドン
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国際博覧会を訪れ、その探訪記事を偽名で少なくとも３本投稿している。だ

が、その記事の中には、«vision»という語は一切使用されていない。マラル

メが発表したテクストにおいて、«vision»という語がなんらかの重要性を帯

びて現れ始めるのは、おそらく1872年の探訪記事からである。

　ところで、この1872年の探訪記事の中で、«vision»という語が現れるのは、

次の一節である。これは、マラルメが実際に訪れた博覧会のフランス別館の

展示室に展示されていたブロンズや陶器や壁掛けなどの家具調度に関して述

べられた部分である。

Venez avec moi. L’annexe française n’appartient pas, du reste, à l’ordonnance du 

monument. Ce sont trois salons, autour d’une cour à café parisien, laquelle est 

séparée du parc et de la verdure par la vitre transparente d’un vestibule aéré. 

Mais cette limite fragile isole un monde d’un autre monde. Nous régnons en 

maîtres, soustraits au mélange international, et sans autre loi que le goût, qui 

préside au groupement décoratif de notre envoi. Il le fallait, car dans les choses 

de l’ameublement, qui sont notre triomphe, un objet, vu à part, perd une partie 

notable de sa valeur. Bronzes, Céramiques et Tentures (c’est la division 

essentielle de notre sujet), tout correspond et se pare d’un lustre réciproque. 

Quelle réunion de richesses ! Nous n’avons que deux choses à faire : ou songer 

une demi-journée devant chaque œuvre exquise, ou promener un de ces regards 

ravis et sagaces qui contiennent toute la somme de vision dont notre œil est 

capable pendant un instant, pour ne conserver, ensuite, que quelques notions 

exactes et générales […] 4 .

私とともに来ていただきたい。もっとも、フランス別館は、記念建造物

の結構の一部ではありません。それはパリ風のカフェを備えた中庭を囲

む三つの展示室からなり、その中庭は、風通しのよい玄関広間の透明な

ガラスによって、庭園と緑の植栽から隔てられているのです。しかし、

この壊れやすい境界は、一つの世界を他の一つの世界から隔離するので

す。われわれは、国際的に寄せ集められたコレクションを免れて、巨匠
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として君臨するのです、しかも、わが国の出品作の装飾のまとまりを宰

る趣味以外にはいかなる法も持たずに。この装飾のまとまりこそ必要

だったのです。というのも、わが国が十八番としている家具調度品にお

いては、一つの品物は、個々別々に見られた時には、その価値の注目す

べき部分が失われるからです。〈ブロンズ〉、〈陶器類〉、〈壁掛け〉（これ

がわれわれの主題の根本的な区分です）、すべてが呼応し合い、互いの

光輝で身を飾っています。何という名品の集結でしょう！われわれのな

すべきことは二つしかありません。すなわち、優美な作品の一つ一つを

前にして、半日のあいだ夢想に浸るか、さもなくば、われわれの目が一

瞬に受容しうる視象（ヴィジオン）の総量を含む眼差し─こうして魅

了されながらも、聡明なこの眼差しを一つ巡らせて、いくつかの厳密で

普遍的な観念だけを保ち続けようとするかしかないのです。（…）5

この一節でまず注目しておきたいのは、美術工芸品の「美」に対するマラル

メ独自の捉え方である。マラルメはここで、美術工芸品を個々別々に切り離

して見た時の「美」よりも（«un objet, vu à part, perd une partie notable de sa 

valeur»）、むしろ、それらが互いに呼応しながら反映し、ひとつの「調和」

した関係を生み出した時に現れる「厳密で普遍的な観念」の方を重視し

（«quelques notions exactes et générales»）、そこにある種の「美」を見出してい

る。つまり、展示室に陳列された夥しい数の美術工芸品の具体的で個別的な

「美」よりも、それらすべてが互いに呼応した関係になる時に現出する「美」

の方に価値が置かれている（«tout correspond et se pare d’un lustre réciproque»）。

ここには、「美」の個別性よりも、その個別性を捨象して、そこから相互の

調和した関係性だけを「厳密で普遍的な観念」として抽出しようとする詩人

のある種の美学的傾向を認めることができるであろう。

　この一節で見逃してはならないもうひとつの点は、美術工芸品という知覚

対象から「厳密で普遍的な観念」だけが「保持」（«conserver»）される際に、「眼

差し」（«regards»）と「ヴィジョン」（«vision»）と「目」（«notre œil»）に大

きな役割が与えられていることである。つまり、ここでは、「見る」という

知覚行為が、「普遍的観念」との関係から、「眼差し」、「ヴィジョン」、「目」
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の三つに分割された上で、それぞれに独自の機能が与えられているのである。

「目」は、一瞬一瞬、どのような「ヴィジョン」（視像）をも受容するのだが、

しかしその場合の「ヴィジョン」とは、まだ知覚対象をそのまま反映しただ

けの受動的な像であり、いわば一瞬一瞬、移ろいながら断片化したままの視

覚像にすぎない。それに対して、「眼差し」とは、この一節によれば、この

ような受動的で断片的な反映像の「綜合」（«toute la somme de vision»）を内

包しているわけであるから、「眼差し」とは、断片的で受動的な状態にある

様々な「ヴィジョン」が「綜合」されて外化したものと考えることが可能で

ある。そして詩人によれば、このような「眼差し」を「巡らせる」（«promener»）

という知覚主体の能動的作用によって初めて、受動的で断片的であった

「ヴィジョン」から「厳密で普遍的な観念」だけが保持されることになる6。

　ところで、この一節で述べられる、「聡明な眼差し」（«regards … sagaces»）

が対象へ注がれるときに保持される「厳密で普遍的な観念」とは、明らかに

「〈ブロンズ〉、〈陶器類〉、〈壁掛け〉、すべてが呼応し合い、互いの光輝で身

を飾った」結果として現出する呼応関係、すなわち〈調和〉の「関係」その

ものに他ならない。換言すれば、この一節は、〈ブロンズ〉、〈陶器類〉、〈壁

掛け〉など、すべてが調和して相互に反映しあっているときに、「目」がそ

の断片的な様々な「ヴィジョン」（視覚像）を受容し、それを知覚主体が「綜

合」することによって「眼差し」として外化し、知覚対象へ逆に能動的に働

きかけたときに初めて、「観念」だけが存在し始めることを意味する。この

「厳密で普遍的な観念」の概念は、後期マラルメ詩学、とりわけ詩論「詩句

の危機」や『音楽と文芸』で繰り返し言及される「純粋観念」ときわめて類

似している。言い換えれば、晩年にマラルメが詩論の中で何度も言及する「観

念」もしくは「純粋観念」の概念は、この時期すでに胚胎しつつあったと考

えることができる7。ただし、注意しなければならないのは、晩年のマラル

メの詩学では、対象から抽象される調和した関係性は、〈ヴィジョン〉に反

映する視覚的な関係性というよりも、むしろ定型詩句の律動によって捉えれ

られた関係性であるということである。晩年のマラルメがどのようにして知

覚的なものから、定型詩句を媒介として、万象の関係性を〈音楽8〉として

捉えようとしたかという問題に関しては、本稿後篇で考察する。
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Ⅲ．マネの〈眼差し〉と〈ヴィジョン〉
─「1874年のための絵画審査委員会とマネ氏」

　次に、「文藝復興」誌（La Renaissance littéraire et artistique）1874年4月12日

号に掲載されたマラルメのテクストの考察に入る。このテクストは、1874年

の官展の絵画審査委員会が、マネの官展出展作に下した評価に対する批判と

いう形式で記述されているが 9、その中で、マネの出展作《オペラ座の仮面

舞踏会》について言及している部分に、一箇所だけ«vision»という語が現れ

る。しかし、その考察に入る前に、マネの「眼差し」と絵画技法との関係に

関して、詩人が述べている部分を先に検討してみたい。

　次の一節は、マネが1874年の官展に出展した3点の絵画のうち、1点のみ審

査に通し、残り2点を落選させた絵画審査委員会に対して10、マラルメが述べ

ている部分である。

M. Manet, pour une Académie (et j ’ai nommé ce que, chez nous, 

malheureusement devient tout conciliabule officiel), est, au point de vue de 

l’exécution non moins que de la conception de ses tableaux, un danger. La 

simplification, apportée par un regard de voyant tant il est positif ! à certains 

procédés de la peinture dont le tort principal est de voiler l’origine de cet art fait 

d’onguents et de couleurs, peut tenter les sots séduits par une apparence de 

facilité. Quant au public, arrêté, lui, devant la reproduction immédiate de sa 

personnalité multiple, va-t-il ne plus jamais détourner les yeux de ce miroir 

pervers ni les reporter sur les magnificences allégoriques des plafonds ou les 

panneaux approfondis par un paysage, sur l’Art idéal et sublime. Si le Moderne 

allait nuire à l’Éternel ! 11

マネ氏は、なんらかのアカデミーにとっては（こうして私は、わが国で

は不幸なことに、公式にはどのような密談にもなりえるものを名指して

しまったわけだが）、そのタブローの構想の観点からも制作の観点から

も、一個の危険なのである。見者の眼差しによって、ある種の絵画技法
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─その主たる誤りは、軟膏と顔料から成り立つこの芸術の起源を隠し

てしまうことだが─にもたらされた単純化、それほどまでに彼は実

証的である！そのような単純化は、見かけ上の容易さに幻惑された愚か

者たちを誘惑するかもしれない。だが公衆の方は、自らの多様な個人性

の直接的な再現を前にして釘付けになり、もはや、この倒錯した鏡から

目をそらすことも、その目を、天井の寓意画の荘厳さや、風景によって

奥行きを与えられた画板、つまり理想的にして崇高なる〈大芸術〉に

向け直すことも、決してしなくなるのではなかろうか。もしも〈現代的

なるもの〉が、〈永遠なるもの〉を損なうことになるとしたら12！

この一節でまず重要な点は、マネの絵画技法に対する次のようなマラルメの

洞察である。すなわち、これまで、官展の審査員の大半を構成するアカデミー

派の画家たちにとって、タブローを「軟膏や顔料」で入念に仕上げることに

よって「絵画芸術の起源」を隠蔽することが、伝統的な絵画技法だったのだ

が、マラルメによれば、それは「主要な誤り」«le tort principal»である。そし

て、「見者」（«voyant»）としてのマネの「眼差し」は、このような従来の絵

画技法に「単純化 13」（«simplification»）をもたらすことによって、「絵画芸術

の起源」、すなわち絵画そのものを成立させている物質的な根拠をタブロー

の表層で暴露しているということである。絵画が、己自身の根拠そのものを、

己の表層で表象している場合、絵画は制作主体から分離されて自律化し、同

時に、絵画自身がいわば「自己意識」というものを獲得しうると考えられる。

したがって、マラルメは、マネのこの「単純化」の技法の中に、絵画の自律

性と自己意識性の獲得の可能性を認めていると考えることが可能である。

　さらにこの一節で重要な点は、マラルメが絵画を、制作主体（画家）の視

覚と視覚対象 14という二項関係として捉えるのではなく、鑑賞者の視覚（つ

まり公衆の視覚）をも包含した三項関係の中で捉えようとしている点である。

「公衆」が絵画の中に、己の「多様な個人性」（«sa personnalité multiple»）を

認識し、それに魅了されるためには、画家は制作時にすでに、己の「個人性」

を「公衆」の多様な「個人性」へと揚棄させ、己自身の視覚を「公衆」の視

覚へと二重化することによって、絵画を制作する必要があろう。さらにここ
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では、絵画を鑑賞する主体が、マラルメにおいて初めて「公衆」という不特

定多数の主体として捉えられていることにも注意を促したい。この「公衆」

の視覚が絵画芸術へ介入しているというきわめて現代的な認識は、1876年に

発表される論考「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」の中で徹底的に

論じられることになるからである15。

　ところで、1874年のこの論考には、前節で見た1872年のロンドン国際博覧

会探訪記事における〈ヴィジョン〉と〈調和〉の関係とほとんど同じ関係が、

かなり深化した形で現れている。次の一節は、マネの《オペラ座の仮面舞踏

会》に関して述べられている一節である。

[...] fracs et dominos, chapeaux et loups, velours, drap, satin et soie. À peine 

l’œil se figure-t-il la nécessité des notes vives ajoutées par les travestissements : 

il ne les distingue qu’attiré et retenu d’abord par le seul charme de la couleur 

grave et harmonieuse que fait un groupe formé presqu’exclusivement d’hommes. 

Rien donc de désordonné et de scandaleux quant à la peinture, et qui veuille 

comme sortir de la toile : mais, au contraire, la noble tentative d’y faire tenir, par 

de purs moyens demandés à cet art, tout[e] une vision du monde contemporain 16.

（…）燕尾服と頭巾付き外套、帽子と黒仮面、ビロード、ラシャ、サテ

ンと絹。仮装によって加えられる生き生きとした色調の必要性を、目は

辛うじて思い描く。目がそれらの色調を区別するのは、まず、も
・

っ
・

ぱ
・

ら
・

ほ
・

と
・

ん
・

ど
・

男
・

た
・

ち
・

だ
・

け
・

か
・

ら
・

な
・

る
・

一群が作り出す厳粛で調和の取れた色彩の

魅力だけに目が惹きつけられ、引きとめられるからでしかない。それゆ

え、この絵画に関しては、無秩序で顰蹙を買うような何ものもなく、画

布から浮き出てくるような何ものもない。そうではなくて、逆に、この

芸術に要求される純粋な手段によって、同時代の世界に関するどのよう

なヴィジョンをも画面の上に成り立たせようという高貴な企てがあるの

だ 17。

上の引用では、「目」が微妙な色彩と形態の差異を識別可能にするのは、「厳
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粛で調和の取れた色彩、それのみの魅力」（«le seul charme de la couleur grave 

et harmonieuse»）と考えられているが、これは、マネのこのタブローでは、

色彩の「調和」だけが鑑賞者にタブロー上の表象を認識可能にし、この「調

和」が存在する限りは、タブローを緻密に仕上げることによって、絵画の

「起源」、すなわち表象の「表象性」を隠蔽する必要性はないと解釈されうる。

言い換えれば、マネの絵画においては、絵画の表象化過程の痕跡が消去され

ることなく露呈しているにもかかわらず、公衆の視覚が絵画の〈絵画性〉を

識別可能にするのは、まさしく「調和」─ここでは色彩の「調和」─と

いうことになるが、ここには、先ほど検討した1872年のロンドン博覧会探訪

記事と同質のマラルメの美学的認識の一端が窺われる。なぜなら、マネのタ

ブローに塗られた個々別々の色彩の断片がある関係性の下に綜合されて、そ

こから抽出されるこのような「調和」は、ロンドン国際博覧会フランス別館

展示室に陳列された家具調度類に対して目が受容する〈ヴィジョン〉の断片

性の総体から、〈眼差し〉が相互に呼応しあう関係性として抽出する「調和」

（もしくは「厳密で普遍的な観念」）と、同質のものとみなすことが可能であ

るからである。

　この一節でもう一つ見落としてはならない点は、「同時代の世界のヴィジョ

ンそのもの」を画面上に成り立たせる表現手段が、マネにおいては、制作主

体によって決定されるのではなく、知覚対象の側から要求してくるというこ

とである18。しかも、その際、その制作手段が「純粋な」（«purs»）と形容さ

れている点も注意が必要である。というのも、このような知覚対象の側から

知覚主体に向かって表現手段を要求してくるというマラルメの認識は、1876

年の「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」の論考の中で、「自然」と

「非人称的抽象化」との関係として展開されることになるからである。この

問題に関しては後で検討したい。

　ところで、この一節の「ヴィジョン」と「調和」の関係は、マネの《燕》

が考察される次の一節にも、「画家の目」と「調和」との関係として反復さ

れる。ただし、今度はその関係が、「外光の印象」 （«l’impression de plein air»）

との関係から捉えられていることにも注目すべきである。
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　Quant aux Hirondelles, j’accorde à la plus superficielle des critiques une seule 

objection, afin de la réduire tout à l’heure. Deux dames assises sur l’herbe d’une 

de ces dunes du nord de la France, s’étendant à l’horizon fermé par le village 

derrière lequel on sent la mer, tant est vaste l’atmosphère qui entoure les deux 

personnages. Viennent de ce lointain des hirondelles donner son titre au tableau. 

L’impression de plein air se fait jour d’abord ; et ces dames, tout à elles-mêmes 

dans leur songerie ou leur conversation, ne sont d’ailleurs que des accessoires 

dans la composition, comme il sied que les perçoive dans un si grand espace 

l’œil du peintre, arrêté à la seule harmonie de leurs étoffes grises et d’une après-

midi de septembre19. […]

　《燕》に関して、私は、批判の中でも最も表面的な批判に対してだけ、

たった一つ異議があるが、すぐにそれを簡潔に述べてみよう。二人の婦

人がフランス北部のあのような砂丘の一つの草の上に腰を下ろしてい

る。砂丘は、村によって閉ざされる地平線まで延びている。その村の後

ろには、海の気配が感じられる。それほどまでに、この二人の人物を取

り巻く大気は広大である。燕たちがこの遠景から、タブローに題を与え

にやって来る。まず現出されてくるのは、外光の印象であり、それに対

して、夢想に浸ったり、おしゃべりに夢中になったりしているこの婦人

たちは、この構図の中では二次的な要素でしかない。婦人たちの灰色の

布地と9月のある日の午後との調和だけに釘付けになった画家の眼が、

かくも大きな空間の中で彼女たちをそのように知覚するのは、当然のこ

となのである20。

この《燕》という作品では、画面にいっぱいに描かれた広大な大気の中で、

知覚主体（「画家の目」«l’œil du peintre»）は、あたかも二人の女性の姿を焦

点化して「知覚」しているかのようにみえる。だがマラルメによれば、実は

そうではなく、マネはまず最初に、「彼女たちの灰色の布地」（«leurs étoffes 

grises»）と「9月のある日の午後」（«une après-midi de septembre»）とが織り

なす「調和」（«la seule harmonie»）だけに「目」が留まって（«arrêté»）、そ
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れだけを描こうとしたのであり、二人の女性の表象は構図の中では、この「調

和」に対して副次的なものにすぎないのである（«ne sont d'ailleurs que des 

accessoires dans la composition»）。ここにおいても、マラルメがマネの絵画技

法の本質的な特徴を、事物や人物そのものを描くことではなく、それら相互

の「調和」した関係性を描くこととして認識していることは明らかであろう。

また、ここで重要なもうひとつの点は、その「調和」が、まず全体の「大気」

の中での知覚された「外光の印象」として関係づけられている点である。そ

して、このような「印象」を「調和」と密接に関係づけようとするマラルメ

の認識は、1876年のマネ・印象派論の中で一層深化していくことになる。こ

の問題については、後で検討する。

　ところで、この論考の中でマラルメは、この年の官展絵画審査委員を構成

するアカデミー派の画家たち21からマネの作品に対してなされた意見留保
─ すなわち、マネの「タブローは十分念入りではない」（«pas assez 

poussé»）という意見留保に対して次のように反論している。

Qu’est-ce qu’une œuvre «pas assez poussée» alors qu’il y a entre tous ses 

éléments, un accord par quoi elle se tient, et possède un charme facile à rompre 

par une touche ajoutée ? […] 22

「それほど入念ではない」作品とは何であろうか、作品のすべての構成

要素の間に一つの調和が存在し、その調和によって作品が首尾一貫して

おり、一筆の加筆だけでも、たやすく崩されてしまう魅力を所有してい

るにもかかわらず 23？

作品の整合性（«elle se tient»）は、作品を構成するすべての要素の間（«entre 

tous ses éléments»）に一つの「調和 24」（«un accord»）が存在するときにしか

生まれないというこのような認識も、先ほどのロンドン国際博覧会探訪記事

にも窺われた認識と同一のものである。そしてマラルメによれば、マネのタ

ブローは、「たった一筆描き足すだけ」でも（«par une touche ajoutée»）、「調和」

が生み出す「魅力」（«un charme»）は崩れるのであり、それゆえ、マネのタ
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ブローの整合性とは、「調和」と「不調和」との境界線上で微妙な均衡を維

持しながら成立しているのである。

　以上から、論考「1874年のための絵画審査委員会とマネ氏」において、マ

ラルメがマネの絵画の考察から構築しようとしつつあった「ヴィジョン」概

念は、次のように要約することができるであろう。すなわち、現代において

は、画家は己の眼差しによって、知覚している世界のさまざまな要素間の中

に調和を見いだし、同時にその調和が、同時代の公衆の求める調和でもある

ようにタブローを構成しなければならない。そのためには、画家の視覚は二

重に機能していなければならない。つまり、画家は、己の視覚を公衆の視覚

へと揚棄し、この二重化された視覚によって対象を捉えていなければならな

いのである。そして、このような画家の二重化された眼差しによって捉えら

れた対象の要素間の調和した像が、マラルメの言う「ヴィジョン」であり、

その調和を構成する本質的要素だけを抽出し、それ以外の部分を緻密に描か

ず、簡略化することが、マラルメがマネにおいて捉えた「単純化」の技法で

ある。換言すれば、ここでは、公衆の多様な「個人性」へと画家自身の「個

人性」を多数化することによって、公衆の視覚へと揚棄される画家の視覚の

二重化が、対象世界の「調和」を捉えるための条件となっており、これがマ

ネの「単純化」への技法に導いたと考えられている。

　では、このようなマラルメの「ヴィジョン」概念は、二年後に発表される

論考「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」において、どのように展開

していったのだろうか。次に、この問題を検討してみたい。

Ⅳ．〈自然〉・〈様相〉・〈ヴィジョン〉
─「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」（1876）

　イギリスの美術雑誌「アート・マンスリー・レビュ」誌1876年9月30日号

に掲載されたマラルメの「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」という

論考では、これまで見てきた「ヴィジョン」や「単純化」や「調和」といっ

た概念、あるいは、《燕》に見られたこの時期のマネの作風を特徴づける「外

光」理論が徹底的に再考され、見事なまでの深化を遂げている。さらに、こ

の論考では、新たに「自然」や「典型」、「記憶」、「意志」、「理念」といった
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重要な語とともに、「ヴィジョン」概念が再検討されている。

　まず、この論考で初めて現れるマラルメの「自然」概念の考察から始めた

い。ドラクロワやクールベとともに、マネに深い理解を寄せていたボードレー

ルが死去した後、同時代の新しい芸術運動に同じように肯定的な評価を下し

た批評家としてエミール・ゾラを紹介する際に、マラルメはこの芸術運動の

傾向を次のように定義している。

[...] the quest, not merely of that reality which impresses itself in its abstract 

form on all, but of that absolute sentiment which Nature herself impresses on 

those who have voluntarily abandoned conventionalism25.

（…）その抽象的な形態において万人にみずからを印象づける現実の探

求だけではなく、慣例主義を意志的に放棄した者たちに、〈自然〉その

ものが印象づける絶対的感情の探求 26。

この一節では、絵画技法の「慣例主義を意志的に放棄した者たち」、すなわ

ちマネや印象派の画家たちに対して、「自然」はみずから働きかけて、彼ら

に「絶対的感情」（«absolute sentiment»）を印象づけると考えられているが

（«which Nature herself impresses on»）、ここには、マネや印象派の画家たちの

知覚がすでにこの「絶対的感情」というものを捉えているというマラルメの

認識が窺われ、このような認識は、1874年の論考で検討したあの「芸術に要

求される純粋な手段」、すなわち知覚対象の側から芸術に要求してくる「純

粋な手段」の概念から発展・深化したものと考えてよいであろう27。

　ところで、1874年の論考では、この「純粋な手段」たる「単純化」の技法

こそ、マネの絵画技法の本質的特徴として提示されていた。1876年のこのマ

ネ・印象派論では、その「単純化」の技法が、「目」と「手」の観点からあ

らたに検討し直され28、驚くべき深化を遂げた形で現れている。

The hand, it is true, will conserve some of its acquired secrets of manipulation, 

but the eye should forget all else it has seen, and learn anew from the lesson 



マラルメ詩学における知覚の位相（前篇） 27

before it. It should abstract itself from memory, seeing only that which it looks 

upon, and that as for the first time; and the hand should become an impersonal 

abstraction guided only by the will, oblivious of all previous cunning […] 29.

確かに、手は、習得された操作の秘密をいくつか保持することだろう。

しかし、目は、それが見た他のものすべてを忘れて、目の当たりにして

いる物から教えを新たに学ぶべきである。目は記憶から自らを分離し、

自らが凝視している物だけを見るべきなのだ、しかも初めて見るかのよ

うにして。そして手は、以前の熟練のすべてを忘れて、意志によっての

み導かれる非人称的な抽象作用になるべきなのである（…）30。

この一節では、まず、画家の「手」という身体と、「目」という視覚器官の

問題が、「記憶」と「忘却」の関係から考察されている。特にこの一節で注

意しなければならないのは、マネの絵画技法と「記憶」との関係である。こ

の一節の後半部分で述べられる「手」の「非人称的抽象作用」（«impersonal 

abstraction»）も、「記憶」と「忘却」の問題と密接に関連している。

　まず、この一節から解釈できるのは、視像としての〈ヴィジョン〉を受容

する感覚器官としての「目」が、過去に蓄積された「記憶」から分離するこ

とによって、「意志のみによって導か」れる「手」の「非人称的抽象作用」

（«an impersonal abstraction guided only by the will»）が可能になるということ

である。つまり、「目」の「記憶」からの分離が、「手」の「非人称的抽象作

用」の条件となっている。これは、「目」が現在知覚している対象世界のイメー

ジ以外のものをすべて「忘却」し、同時に、「記憶」に蓄積されている一切

のイメージを捨象する時、「手」は個人性を離れた普遍的なレベルに達する

と解釈できるが、これは、先ほど見た、「自然」が制作主体へと働きかけて

「絶対的な感情」を「印象づける」という認識と同質のものであろう。

　ところで、この一節に現れる「非人称的抽象作用」という語は、この一節

のすぐ後では、「自己分離」（«self-isolation»）、さらにその後では、「自ら求め

た隔離」（«self-sought insulation»）という語で言い換えられているのだが、こ

のような語の言い換え方からも十分に理解されるとおり、マラルメの「非人
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称的抽象作用」とは、「目」が過去に蓄積されたイメージの「記憶」から、「抽

象」という形で自らを「分離」したときに、「ヴィジョン」が現出するとい

うことである。そして、このような操作そのものは、個人性を超えた普遍的

「意志」、すなわち非人称的意識によって行われると考えられる。したがって、

まさしくこの操作こそ、先に検討した論考「1874年のための絵画審査委員会

とマネ氏」のなかで言及された「単純化」の本質的操作であり、1876年の論

考では、この「単純化」の概念が再考されて、さらに深化・発展を遂げたと

考えることができよう。

　このような「目」（視覚）の「記憶」からの分離と、「手」（絵画技法）の

「非人称的な抽象作用」とに基づく「単純化」という操作によって初めて、

「ヴィジョン」が獲得されることが可能となる。マラルメによれば、そのと

き初めて絵画には「新鮮さ」（«freshness»）が生み出される─

[…] and fresh things are not found all at once ; freshness, indeed, frequently 

consists — and this is especially the case in these critical days — in a 

co-ordination of widely-scattered elements 31.

（…）そして新鮮な物というのは、同時に見出されるわけではない。事

実、新鮮さというものは、しばしば─そして、近年の危機的時代にあっ

ては、これがあてはまるが─広く散在する要素の調和的整合性に存

するのである32。

ここでの「広く散在する要素の調和的整合」（«a co-ordination of widely-

scattered elements»）とは、対象世界に散在している諸要素の調和した綜合で

あり、その中にこそ「新鮮なもの」が存在すると考えられているわけである

から、その「新鮮さ」とは、これまで考察してきた「厳密で普遍的な観念」

や「絶対的感情」の概念と密接に関連すると言える。ただし、この一節では、

それらがさらに概念化されており、対象世界を構成する諸要素から整合的に

抽出され、互いに調和した関係にあるこれらの諸要素は、次の一節にみられ

るように、「典型 33」（«types»）として捉えられている34。
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　If our humble opinion can have any influence in this impartial history of the 

work of the chief of the new school of painting, I would say that the transition 

period in it is by no means to be regretted. Its parallel is found in literature, when 

our sympathies are suddenly awakened by some new imagery presented to us ; 

and this is what I like in Manet's work. It surprised us all as something long 

hidden, but suddenly revealed. Captivating and repulsive at the same time, 

eccentric, and new, such types as he [= Manet] gave us were needed in our 

ambient life. In them, strange though they were, there was nothing vague, 

general, conventional, or hackneyed 35.

　もしわれわれの慎ましい見解が、絵画の新たな流派の主導者の作品の

公正な歴史になんらかの影響を及ぼすことができるならば、私は次のよ

うに申しておきたい。すなわち、この歴史においては過渡期とはいえ、

それは遺憾とされるべきでは決してないのだ。これと並行した現象は、

文学にも見られるが、それは、われわれに提示されたなにか新しいイメー

ジ群によって、われわれの共感が突如喚び覚まされた時である。そして、

これこそが、私がマネの作品の中で好むものである。それは、長い間隠

されていて、突如露わになったなにものかとして、われわれ皆を驚かせ

たのだった。彼（＝マネ）がわれわれに与えてくれたような、人を捉え

ると同時に人を嫌悪させ、常軌を逸しているが、斬新なものである典型

群は、われわれの周囲の生活には必要とされたものであった。そのよう

な典型群は奇妙なものであるとはいえ、その中には、茫漠として、一般

的で、因習的な、もしくは陳腐なものなどなにもなかったのである36。

ここでは、「典型」がまず「共感を突如目覚めさせる」（«our sympathies are 

suddenly awakened»）ような「いくつかの新たなイメージ群」（«some new 

imagery presented to us»）の構成要素として捉えられている。この「共感」と

は、1874年の論考で言及された鑑賞者の「共感」であり、「公衆」の「共感」

であろう。1874年の論考では、「公衆」の視覚へと揚棄された画家（マネ）

の視覚によって知覚された本質要素と「単純化」との技法について考察され
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ていたが、ここでは、「公衆」の「共感」が突如、目覚めるためには、「典型」

がいかなる役割を演じるのかが、〈ヴィジョン〉に反映する「イメージ」と

関係づけて思考されている。そして、これらの「典型」は、「長い間隠され

ていたが、突然開示された何か」（«something long hidden, but suddenly 

revealed»）として「人の心を捉えると同時に嫌悪させもし、常軌を逸した、

新しい」もの（«Captivating and repulsive at the same time, eccentric, and new»）、

すなわち現代的な生活（「われわれを取り巻く生活」«our ambient life»）の中

で必要不可欠な要素として規定されおり、このような要素を知覚可能にする

のが、1874年の論考で考察された「公衆」の視覚へと二重化された画家（マ

ネ）の視覚であると解釈できる。そして、これらの「典型」群は、ある主題

の下に固有な要素として注意を引き寄せられることによって、マネがこの時

期取り組んでいた「空間と光の新たな法則」のために些細な細部は捨象され

るのである─

[…] Often they [= the types] attracted attention by something peculiar in the 

physiognomy of his [= Manet's] subject, half hiding or sacrificing to those new 

laws of space and light he [= Manet] set himself to inculcate, some minor details 

which others would have seized upon 37.

しばしばそれら（＝典型群）は、彼（＝マネ）の画題の人相学において、

なにか特異なものによって注意を惹き寄せたのであり、彼自身が繰り返

し教えこんだ空間と光の新しい法則のために、他の者たちなら捉えたは

ずのいくつかの些細な細部を半ば隠したり、犠牲にしたりしたのであ

る38。

　ここで先ほど検討したマネの「単純化」の絵画技法との関係から、この

「典型」を解釈してみたい。まず、「単純化」とは、先ほど見たように、「目」

（視覚）が過去に累積されたイメージの「記憶」から「分離」され（つまり、

これまで「記憶」として集積されたすべてのイメージが「忘却」され）、「手」

（習得された絵画技法）が非人称的な主体の下で「抽象作用」を行うプロセ
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スであった。では、そこで何が「抽象」されるのであろうか。そのことに関

して、これまでマラルメは言及してこなかったが、それこそまさしく「典型」

に他ならないと考えられる。つまり、「典型」とは、この「抽象作用」とい

うプロセスの中で、知覚対象からある主題（価値）に固有な要素、すなわち

本質的な要素だけが抽出されたものと考えることができる。そして、対象世

界に散在するこれらの「典型」という要素が、ある価値の重要度に応じて首

尾一貫した秩序に配列し直され、調和した状態になる。マラルメがマネの絵

画技法に認めた「単純化」とは、このようにして対象世界から「典型」群だ

けを抽出し、それらが調和するように再編成する表象行為だと言える。

　最後に、この1876年の論考の最後の一節を考察して、マラルメがマネの絵

画技法に認めた美学を検討してみたい。この一節は、最終段落途中から段落

の終わりまで引用符で閉じられて、引用形式で本文から切り離されている。

これは、おそらくマネ自身が語ったディスクールをマラルメが引用するかの

ように偽装しているようにも考えられるし、あるいは、マネの美学に関する

マラルメ自身の認識を、あたかもマネに語らせて、それをマラルメ自身が引

用形式で本文中に組み込んだとも考えられる39。

　ところで、この一節は、これまで見てきた「ヴィジョン」や「自然」といっ

た語とともに、大文字の«Idea»や、«perception»や«perceive»といった語も使

用され、この時期、マラルメがこれらの概念相互の関係をどのように考えて

いたかを理解する上で、きわめて重要なテクストである。

"[...] I content myself with reflecting on the clear and durable mirror of painting, 

that which perpetually lives yet dies every moment, which only exists by the will 

of Idea, yet constitutes in my domain the only authentic and certain merit of 

nature — the Aspect. It is through her that when rudely thrown at the close of an 

epoch of dreams in the front of reality, I have taken from it only that which 

properly belongs to my art, an original and exact perception which distinguishes 

for itself the things it perceives with the steadfast gaze of a vision restored to its 

simplest perfection.40 " 
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　「（…）私は、絵画という明るくて持続可能な鏡に反映させるだけで満

足している、絶えず生きていながらも一瞬ごとに死んでいくもの、〈理念〉

の意志によってのみ存在し、それでいてなお、私の領域では、自然の唯

一真正な、確実な価値をなすところのもの─すなわち、〈様相〉を。

ある夢の時代の終わりにあたって、荒々しく現実の正面に投げつけられ

た私は、現実から、私の芸術に正当に属するもののみを、すなわち、独

創的で厳密な知覚、すなわち最も単純な完全性へと復元された視像（ヴィ

ジオン）の確固たる凝視をもって、知覚が知覚する事物を自らのために

識別する知覚を受け取ったのは、〈自然〉を通してである41。」

この一節において初めて現れる「様相」（«Aspect»）が、三つ視点から規定

されていることに注意しなければならないであろう。その三つの視点からの

規定性を、これまでの検討との関係から考察してみたい。

　まずこの一節で、「様相」は、「絶えず生きていながら一瞬ごとに死んでい

くもの」（«that which perpetually lives yet dies every moment»）と規定されてい

る。これは、同じ論考のなかでマネの《洗濯》が分析されている次の一節の

「絶え間ない変容過程、および可視的になった不可視の作用によって、（略）、

われわれの驚いた眼に示された現象」（«the phenomena （…） shown to our 

astonished eyes, with its perpetual metamorphosis and its invisible action rendered 

visible»）と類似した概念だと考えることができる。

Air reigns supreme and real, as if it held an enchanted life conferred by the 

witchery of art; a life neither personal nor sentient, but itself subjected to the 

phenomena thus called up by science and shown to our astonished eyes, with its 

perpetual metamorphosis and its invisible action rendered visible 42.

　空気は至高にして現実的なものとして君臨している、あたかも、芸術

という魔術によって授けられた魅惑されたままの生命を備えているかの

ように。その生命とは、個人的でもなく、知覚を持つものでもなく、こ

のようして芸術の見識によって召喚された現象、その絶えざる変容と、
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可視化される不可視のその作用とともに、われわれの驚愕した眼に提示

される現象に、それ自体、従属させられている生命である43。

それゆえ、「様相」とは、「個人的なものではなく、感覚もない生命」（«a life 

neither personal nor sentient»）が、主体の視覚（«our astonished eyes»）に反映

された現象と考えられる。

　第二に、「様相」は、「〈理念〉の意志によってのみ存在」するものと考え

られているが（«which only exists by the will of Idea»）、この「理念」は、人間

の主観の側にある「理念」ではなくて、「自然」という客体の側にある「理

念」─対象世界の具体的事物から分離した要素─として解さなくては

ならないだろう。それゆえ、〈理念〉の「意志」も必然的に、「自然」の側に

存在するものだと考えられる。ところで、この「自然」という対象に存する

「〈理念〉の意志」は、先ほど検討したように、マネにおいては、「純粋な表

現手段」が対象の側から芸術に要求してくるという考え方とほぼ一致してい

ると考えられる。ただし、ここでの「自然」は、あくまで「〈理念〉の意志

によってのみ存在」する部分のみを指示しているのであるから、単なる自然

一般ではなくて、「自然」の中にある「意志」、つまり「様相」の第一の規定

性である「生命」と考えることができる。これは、「様相」の第三の規定性

において、それが「自然の唯一の真正で確実な価値をなすところのもの」（«the 

only authentic and certain merit of nature»）と述べられていることからも明らか

であろう。

　次にこの一節の後半部分を再検討してみたい。ここでは、「私」という

一人称の〈主体〉が、このような「自然」を通じて、「独創的で厳密な知覚」

（«an original and exact perception»）を獲得し、さらにその「独創的で厳密な

知覚」自体が、今度は新たな主体となって知覚するもの（知覚対象）を、己

自身のために識別すると記述されている（«which distinguishes for itself the 

things it perceives»）。だが、これは一体どのような知覚の操作なのであろう

か。おそらくこれは、知覚が主体となって知覚している対象そのものを、今

度はメタ・レベルでも同時に知覚することを意味する。それゆえ、このメタ・
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レベルでの知覚は、己が知覚している対象を知覚すると同時に、己自身がそ

のような知覚行為を行なっていることをも知覚していることになり、それゆ

え、ここには知覚の二重性が想定されていると考えなければならない。つま

り、自然から「独創的な知覚」（および、そこから生じる独創的なイメージ）

が獲得されるための条件が、このような知覚の二重化であり、この知覚の二

重化によって、知覚主体が二重に分裂し、双数化されてゆく。そしてこのメ

タ・レベルにある双数化した知覚主体こそ、どのような個人にも帰属しない

非人称的主体であると考えられる。この一節では、この操作に不可欠なもの

が、「最も単純な完璧さへと復元されたヴィジョンのゆるがぬ凝視」（«with 

the steadfast gaze of a vision restored to its simplest perfection»）であるが、この

「ヴィジョン」こそ、これまで見てきたマネの「単純化」の絵画技法によっ

て獲得される視像（ヴィジョン）であると言えよう。

　最後に、この一節において、「様相」と「ヴィジョン」とはどのような関

係にあるのかを、これまでの考察結果を綜合して検討してみたい。

　まず、この一節で語り手が想定している「生命」とは、「自然」の中で絶

えず生成消滅を繰り返し、「大気」や「光」のように、移ろいやすく、流動

的な無数の要素から構成されるものとして捉えられている。そして、これら

の要素が、ある主題（価値）に基いて、非人称的主体によって、いくつかの

要素だけが選別されて抽出されるのだが、この抽出された要素が「典型」で

ある。そして、この「典型」群は、「自然」の要素から選別され抽出される

際に、それ自身の対象性、すなわち物質性を失い、もっぱら関係性だけを構

成する抽象的な〈記号〉として相互に反映しあいながら再配置される。こう

して、再配置された「典型」群になんらかの「調和」が生まれるとき、その

「調和」の表象こそ、マラルメの言うところの「様相」と考えることができ

よう。そして、このように「様相」として生起したこの新たな表象が知覚主

体の視覚に反映した像が、「ヴィジョン」と考えられる。つまり、「ヴィジョ

ン」とは「様相」を知覚主体の側から捉えた像であり、言い換えれば、「様

相」も「ヴィジョン」も、同じ一つの「自然」の「調和」を、主観と客体の

二面から捉えたものとみなすことが可能である。知覚対象（客体）の側から

捉えれば、それは「様相」として映し出され、知覚主体（主観）の側から捉
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えれば、それは「ヴィジョン」として映し出されるのである。

Ⅴ．前篇の結論

　本稿前篇では、主として1872年から1876年にかけてマラルメが執筆した芸

術論、特にマネの絵画技法に関するテクストを、〈ヴィジョン〉という概念

に着目しながら、それが展開していくプロセスを再検討してきた。その結果、

この時期のマラルメが、マネの絵画手法の考察を通してみずから形成して

いった〈ヴィジョン〉とは、単に絵画制作主体の視覚に直接反映された無媒

介の自然のイメージと考えるべきではないことが明らかになった。むしろ、

この時期のマラルメの〈ヴィジョン〉とは、これまで見てきたとおり、知覚

主体が己の知覚行為を媒介にして知覚を二重化させながら複数化することに

よって非人称的な主体となり、その際に獲得される「厳密で独創的な」像で

あり、それは、自然世界の無数の要素からある価値にしたがって抽出された

「典型」群が再配置されることによって「様相」として現出する「調和」の

視覚像である。

　ところで、1870年代にこのように形成されてきたマラルメの〈ヴィジョン〉

の概念は、1880年代後半以降に驚くべき思考の密度で複雑に展開していく定

型詩論の中で、どのような位相を取って展開していったのであろうか。この

問題に関しては、本稿後篇で考察する。

注

1 1870年代のマラルメによるマネ・印象派論と後期マラルメの詩学との関係を考察
した研究で、特に重要なものとしては、記号論的立場から分析したPenny Florence, 
Mallarmé, Manet and Redon : Visual and Aural Signs and the Generation of Meaning, 
Cambridge : Cambridge University Press, 1986 ; また、1876年のマネ・印象派論を「表
象の危機」と捉え、その「危機」を、後期マラルメの詩論「詩句の危機」（Crise 
de vers）と重ね合わすことによって、マラルメの戦略を、ブルデュー社会学の立
場から分析したPascal Durand, Crises. Mallarmé via Manet (De «The Impressionists and 
Édouard Manet» à «Crise de vers»), Leuven, Peeters / Vrin, 1998 がある。わが国では、
宗像衣子、『マラルメの詩学─抒情と抽象をめぐる近現代の芸術家たち』、勁草
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書房、1999年、および、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年の研究が、この問題を部分的に論じている。本稿では、マ
ラルメ詩学の定型論において、「知覚」はどのように位置づけられるかという問題
に焦点を絞り、1870年代のマラルメによるロンドン国際博覧会探訪記事やマネ・
印象派にまで遡って再検討し、これまでの研究とは異なる視点からこの問題を論
じる。

2 本稿は、2010年3月23日に東北大学大学院国際文化研究科で開催されたシンポジウ
ム「マラルメとその時代」での発表原稿「マラルメにおける«vue» と«vision»」を
大幅に発展させ、全面的に改稿したものである。発表の機会を与えてくださった
東北大学大学院国際文化研究科准教授坂巻康司氏に、この場を借りて感謝の念を
表したい。

3 本稿（前篇）で考察対象となるのは、次の3つのテクストである─ 1872年に英
国で開催されたロンドン国際博覧会の特派員レポートとして偽名で掲載された新
聞記事（«Exposition internationale de Londres. Deuxième saison. De mai à octobre 1872» 
L'Illustration, 20 juillet 1872）；1874年に『文藝復興』誌に発表された「1874年のた
めの絵画審査委員会とマネ氏」（«Le Jury de peiture pour 1874 et M. Manet» , La 
Renaissance littéraire et artistique, 12 avril 1874）；そして1876年に英国の「アート・
マンスリー・レヴュ」誌に英訳されて掲載された「印象派の画家たちとエドゥアー
ル・マネ」（«The Impressionists and Édouard Manet», traduction anglaise par George T. 
Robinson (l'orignal en français est perdu), The Art Monthly Review, Vol.I, No.9, Sept. 30, 
1876）。なお、最後の論考のマラルメによるオリジナルテクストは現在紛失してお
り、本稿での引用はすべて、ジョージ・T・ロビンソンが英語に翻訳したテクスト
を用いる。また、上記のテクストからの引用はすべて、ベルトラン・マルシャル
校訂によるプレイヤード版『マラルメ全集』第II巻（MALLARMÉ, Œuvres 
complètes, II, édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 
Coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1998）を使用する（OC IIと略記）。なお、マラル
メのテクストの日本語訳に関しては、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・最新流行』、
筑摩書房、1998年収載の阿部良雄訳を参照した。ただし、部分的に訳語を変更し
たところもある。

4 Mallarmé, «Exposition Internationale de Londres — Deuxième saison —  De mai à octobre 
1872» (L’Illustration, 20 juillet 1872), OC II, p.385.

5 引用されたマラルメのテクストの翻訳は、すべて引用者自身によるものである（以
下、同様）。なお、この部分の翻訳に際しては、次の阿部良雄訳も参照した。マ
ラルメ「ロンドンの博覧会　第二期」、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・最新流行』、
筑摩書房、1998年、pp.414-415。

6 確かに、この探訪記事を執筆していた時期のマラルメには、「ヴィジョン」から
「普遍的観念」を導出する方法意識はなかったかも知れない。また、そもそも、こ
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の一節で使用されている「観念」の語は、晩年の詩論や文学論で使用される大文
字で単数形の«Notion»ではなく、小文字で複数形の«notions»のままである。しか
し、われわれとしては、後期マラルメ詩学に重要性を帯びて頻出するこの「観念」
という語に対する詩人自身の概念が、この時期にすでに芽生え始めているとの立
場を取る。

7 さらに、この一節の前半部分で述べられる「透明なガラス」という表現にも注意
しておくべきであろう（«Ce sont trois salons, autour d’une cour à café parisien, laquelle 
est séparée du parc et de la verdure par la vitre transparente d’un vestibule aéré. Mais cette 
limite fragile isole un monde d’un autre monde»）。ここでは、「壊れやすい境界」とし
ての「透明なガラス」が、フランス別館の「三つの展示室」の中央にある「中庭」
を、「庭園と緑の植え込み」から隔てていることが描写されているが、この二つの
世界を分離する「透明なガラス」というイメージは、マラルメの詩篇「窓」や「聖
女」にあらわれるガラス窓やステンドグラスとの類似性を想起させる。

8 だが、晩年のマラルメの考える〈音楽〉とは、声や楽器の演奏による具体的な物
理音から構成される音楽ではなく、万象の調和した関係性が、精神において音楽
の状態として喚起されるような、抽象化された〈沈黙の音楽〉を指す。

9 1874年当時、官展の絵画審査委員やフランス美術行政に通底していた美学イデオ
ロギー─ 特に、依然として第二帝政末期の美術行政長官シャルル・ブランの影
響下にあった第三共和制初期の美学イデオロギーと、この時期のマラルメ美学と
の関係を、官展における公衆の「一般的利益」の視点から比較分析した研究とし
ては、次の拙論を参照のこと。Katsuhiro MIYAZAKI, «Mallarmé et la création du 
Conseil Supérieur des Beaux-Arts — La question de l' "intérêt général" du Salon chez 
Mallarmé», Études de Langue et Littérature Françaises, N° 80, mars 2002, Société 
Japonaise de Langue et Littérature Françaises, pp.76-88.

10 1874年の官展にマネが出展した3点の絵画とは、《オペラ座の仮面舞踏会》（ワシン
トン、ナショナル・ギャラリー）と《燕》（チューリヒ、ビュールレ・コレクショ
ン）と《鉄道》（ワシントン、ナショナル・ギャラリー）であった。このうち《鉄
道》だけが官展の審査に合格し、残り2点は落選した。

11 Mallarmé, «Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet», OC II, p.411.
12 翻訳は引用者自身による。ただし、次の阿部良雄訳を参考にした。マラルメ「1874
年のための絵画審査委員会とマネ氏」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・
最新流行』、筑摩書房、1998年、p. 422。

13 ゾラは、マラルメのこの論考より7年も前に、すでにマネの「単純化された」絵画
技法に関して高く評価していた（Zola, Édouard Manet, étude biographique et 
critique）。だが、ゾラの捉えるその「単純化」は、マネ自身の「個人性」（personnalité）
に根拠を置いており、その点では、「個人性」から分離した「非人称的抽象化」に
マネの「単純化」の根拠を見るマラルメとは全く異なる。Cf. Zola, Édouard Manet, 
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étude biographique et critique (1867), dans Émile Zola, Écirts sur l'art, édition établie, 
présentée été annotée par Jean-Pierre Leduc-Adine, Paris, Gallimard, Coll. «Tel», p.160. こ
のゾラのマネ理解の意義と限界に関して、すでに宗像衣子は的確に次のように捉
えている、「ゾラはマネの固有の価値を、自ら「あるがままの自然を見る」という
主体性・独自性によって伝統から身を離した思考、ゾラ自身の自然主義的な思考
に即して認めていたように思われる」、宗像衣子、『マラルメの詩学─抒情と抽
象をめぐる近現代の芸術家たち』、勁草書房、1999年、p.77。

14 この一節では、絵画が「倒錯した鏡」«ce miroir pervers»に譬えられていることに
も注意すべきであろう。

15 ただし、この問題は本稿の主題から離れるので、別稿に譲りたい。
16 Mallarmé, «Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet», op.cit., p.412.
17 翻訳は引用者自身による。ただし、次の既訳を参照した。マラルメ「1874年のため
の絵画審査委員会とマネ氏」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・最新
流行』、筑摩書房、1998年、pp.423-424。なお、傍点部分は原文のイタリック体の
部分の翻訳である。

18 「この絵画に要求される純粋な手段によって」の原語は、«par de purs moyens 
demandés à cet art»であるが、過去分詞«demandés»（「要求される」）の動作主が省
略されているため、何によって「要求される」のかが、きわめて曖昧である。わ
れわれは、形容詞«purs»（「純粋な」）を、非人称的なある状態を指し示すものと解
し、この語句を、マネの「目」によって捉えられた知覚対象によって「芸術に要
求される純粋な手段」と解釈する立場を取る。

19 Ｍallarmé, «Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet», op.cit., p.413.
20 翻訳は引用者による。ただし、次の阿部良雄訳を参照した。マラルメ「1874年
のための絵画審査委員会とマネ氏」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・
最新流行』、筑摩書房、1998年、p.424。

21 1874年の官展の絵画審査委員会が実際どのような画家によって構成されていたか
に関しては、次を参照：Jane Mayo ROOS, «"Why Not Give Rise to That Smile ?" — 
Mallarmé's Defense of Manet», dans A Painter's Poet : Stéphane Mallarmé and His 
Impressionist Circle (Catalogue d'exposition), The Bertha and Karl Leubsdorf Art Gallery, 
Hunter College of the City University of New York, 1999, pp.49-56.

22 Mallarmé, «Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet», op.cit., p.413.
23 翻訳は引用者による。ただし、次の阿部良雄訳を参照した。マラルメ「1874年のた
めの絵画審査委員会とマネ氏」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・最
新流行』、筑摩書房、1998年、p. 425。

24 ここでマラルメが、«harmonie»ではなく、«accord»という語を使用していることに
も注意を払うべきであろう。

25 Mallarmé, «The Impressionists and Édouard Manet» (The Art Monthly Review, Sept. 30, 
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1876), OC II, p.446.
26 翻訳は引用者による。ただし、次の阿部良雄訳も参照している。マラルメ「印象
派の画家たちとエドゥアール・マネ」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・
最新流行』、筑摩書房、1998年、p.429。

27 「純粋な手段」の「純粋な」（«purs»）と、〈自然〉が印象づける「絶対的感情」の
「絶対的」（«absolute»）は、ともに意味論的に、あるものから完全に解放された混
じりけのない状態を指示する。さらに、この「絶対的感情」の概念は、1872年の
ロンドン国際博探訪記事で言及された「厳密で普遍的な観念」と密接な関係をもっ
ているとも言えるであろう。ただし、ここで知覚されている対象は、ロンドン国
際博探訪記事の場合とは異なり、あくまでも（擬人化された）〈自然〉そのもので
ある。

28 ゾラはすでに、このマネの「単純化された」絵画技法を「目」と「手」の視点か
ら論じている。«Tout se simplifie, et si vous voulez reconstruire la réalité, il faut que vous 
reculiez de quelque pas. Alors il arrive une étrange histoire : chaque objet se met à son plan, 
la tête d'Olympia se détache du fond avec un relief saisissant, le bouquet devient une 
merveille d'éclat et de fraîcheur. La justesse de l'œil et la simplicité de la main ont fait ce 
miracle (…). », Émile Zola, Édouard Manet, étude biographique et critique (1867), dans 
Émile Zola, Écirts sur l'art, édition établie, présentée et annotée par Jean-Pierre Leduc-
Adine, Paris, Gallimard, Coll. «Tel», p.160. だが、ゾラはここでは、マネの技法におけ
る「目」と「手」の役割を、「現実」の忠実な再現の観点から捉えており、そこに
は、宗像が言うように、ゾラ自身の「自然主義的な思考」の反映が認められる。
宗像衣子、前掲書、p.77参照。ただし、宗像は、「主体的に自らの視覚を画布に実
現することを目指した」という点からマネを評価するゾラに関しては、擁護して
いる（宗像、前掲書、p.79）。

29 Mallarmé, «The Impressionists and Édouard Manet», op.cit., p.448.
30 日本語は、引用者自身によるものである。ただし、次の阿部良雄訳を参考にした。
マラルメ「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」、阿部良雄訳、『マラルメ全
集Ⅲ　言語・書物・最新流行』、筑摩書房、1998年、p.431。

31 Mallarmé, «The Impressionists and Édouard Manet», op.cit., p.449.
32 日本語訳は引用者による。ただし、次の阿部訳も参照している。マラルメ「印象
派の画家たちとエドゥアール・マネ」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・
最新流行』、筑摩書房、1998年、p.431。

33 マラルメのこの「典型」という概念は、1885年に発表される論考「リヒャルト・ワー
グナー─ あるフランス詩人の夢想」の中では、大文字で始まる«Type»として極
めて重要なマラルメの演劇概念として再び提出されることになる。ただし、1876
年の「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」における「典型」は、Art Monthly 
Reviewに掲載時のジョージ・T・ロビンソンの英訳版では小文字で始まる複数形
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«types»の活字で印刷されており、マルシャル校訂版『マラルメ全集』でも、初出
時と同じ«types»で印刷されている。

34 佐々木滋子は、1876年の論考「印象派の画家たちとエドゥアール・マネ」に現れ
る小文字の「典型」（«types»）を、1885年の論考「リヒャルト・ワーグナー─
あるフランス詩人の夢想」で記述される大文字の「典型」（«Type»）と連続した同
質の概念とみなす─「絵画がそのつど自然から抽象して再創造するこの〈様相〉
こそ、マラルメの演劇において「前もって名づけられていない〈典型〉として提
示されるものに他ならない。」（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年、p.53）；「こうしてマラルメの「新しい演劇」は、
マネの美学に全面的に合致したものとして、構想されていることが分かる。しか
も今検討した「典型」もしくは「様相」に関わる思考は、マラルメの60年代の思
索と詩学には見出すことができない、新たな要素である。」（佐々木、同書、同頁）。
他方、マルシャルはこの「典型」に関して、ワーグナー論における詩人の新たな
演劇概念として論じているだけで、1876年の論考に現れる「典型」とは関連づけ
てはいない。それゆえ、マルシャルは、両者の「典型」概念の間には連続した内
容上の類似性はないと判断していると考えられる。Cf. Bertrand Marchal, La Religion 
de Mallarmé. Poésie, mythologie et religion, Paris, José Corti, 1988, pp.186-187.

 　この「典型」概念の連続性の問題に関しては、われわれは、マラルメのワーグナー
論執筆時に、1876年の「典型」の概念が再び検討し直され、全く新たな演劇概念
として1885年に蘇生したものと考えるので、佐々木とも、マルシャルとも異なる
立場を取る。

35 Mallarmé, «The Impressionists and Édouard Manet», op.cit., p.451.
36 日本語訳は引用者による。ただし、次の阿部訳も参照した。マラルメ「印象派の画
家たちとエドゥアール・マネ」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・最
新流行』、筑摩書房、1998年、p.432。

37 Mallarmé, «The Impressionists and Édouard Manet», op.cit., p.451.
38 日本語訳は引用者による。ただし、次の阿部良雄訳も参照した。マラルメ「印象
派の画家たちとエドゥアール・マネ」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・
最新流行』、筑摩書房、1998年、p.432。

39 このパラグラフの語り手である「私」の両義性に関しては、佐々木滋子、前掲書、
pp.46-47を参照。また、ピエール・ブルデューも、このパラグラフのテクストの語
り手が誰であり、このテクストのどの部分がマラルメ自身に帰せられるかが識別
困難であることに言及している。Pierre Bourdieu, Manet. Une Révolution symbolique, 
Cours au Collège de France (1998-2000) suivis d'un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-
Claire Bourdieu, édition établie par Pascale Casanova, Patrick Champagne, Christophe 
Charles, Franck Poupeau et Marie-Christine Rivière, Éditions Raisons d'agir / Éditions du 
Seuil, 2013, p.278.
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40 Mallarmé, «The Impressionists and Édouard Manet», op.cit., pp.469-470.
41 日本語訳は引用者による。ただし、次の阿部良雄訳も参照した。マラルメ「印象
派の画家たちとエドゥアール・マネ」、阿部良雄訳、『マラルメ全集Ⅲ　言語・書物・
最新流行』、筑摩書房、1998年、p.446。

42 Mallarmé, «The Impressionists and Édouard Manet», op.cit., p.455.
43 日本語訳は引用者による。ただし、次の阿部良雄訳も参照した。マラルメ「印象
派の画家たちとエドゥアール・マネ」、阿部良雄訳、『マラルメ全集III　言語・書物・
最新流行』、筑摩書房、1998年、p.435。
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Le Statut de la perception dans l’évolution de la 
poétique mallarméenne (I)

― autour de la «vision» dans ses textes dans les 
années 1870 sur les arts plastiques

Katsuhiro MIYAZAKI

Cet article propose une réflexion sur la notion de «vision» chez Mallarmé, à 
partir de l’analyse de ses textes parus dans les années 1870 sur l'Exposition 
internationale de Londres et sur Édouard Manet. L’élucidation de cette notion 
nous permettra de savoir non seulement quel statut la perception a occupé 
dans l’esthétique de Mallarmé à l'époque, mais aussi quel rôle celle-ci aura 
joué, à partir du milieu des années 1880, dans sa conception du vers régulier. 
Pour cela, nous éclaircirons tout d’abord la relation entre la «vision» et les 
«notions exactes et générales», que le poète voit dans les objets d'art à 
l’Exposition internationale de Londres de 1872. Nous examinerons ensuite la 
pluralité du regard de Manet que le poète découvre dans les tableaux du 
peintre, par rapport au public du Salon. Nous mettrons enfin en relief 
l’approfondissement de cette notion de «vision» chez le poète, à travers 
l'analyse des conceptions des «types», de la «Nature» et de l’ «Aspect» dans 
son texte de 1876, «The Impressionists and Édouard Manet».

The Aspect of Perception in Mallarme's Poetics (Part I): The Notion of  
"Vision" in His Writings on the Visual Arts during the 1870s.

Katsuhiro MIYAZAKI

Keywords: Mallarmé, Manet, vision, perception, impressionism




