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I.　問題の所在と研究目的

　世界最古の文学と言われる『ギルガメッシュ叙事詩』以降、往古の昔から

人間は、政治的経済的領域とは相対的に独立した象徴的領域において、文学

という言語的営為を数千年にわたって実践してきたのだが、人間がこのよう

に飽くことなく文学という象徴行為を連綿と遂行しつづけてきたのは、いか

なる理由によるのであろうか？

　このような問いに動機づけられながら、19世紀後半のフランス詩、とりわ

けステファヌ・マラルメという詩人の文学的営為に対象を限定し、現在まで

研究活動を続けてきたが、在外研究ではこの問題をさらに、マラルメにおけ

る詩的イメージの生成プロセスの解明に絞り、詩的テクストの内部に働くさ

まざま譬喩形象（figures）と韻律（mesures）との関係を文体論および発話行

為論の視座から考察することにより、人間の象徴行為としての詩的言語の本

質的側面を浮き彫りにしていくことを主たる目的とした。

　さらに、研究地パリには、マラルメの草稿資料を所蔵するパリ＝ソルボン

ヌ大学附属ジャック・ドゥーセ文学図書館が所在していたこともあり、マラ

ルメ草稿の生成論的研究も同時に視野に入れ、上記研究と関連づけながら行

なうことにした 1）。
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II.　研究方法と研究経過

　マラルメの定型詩のテクストにおける詩的イメージの生成プロセスを解明

するためには、まず、テクストの構成要素であるさまざまな言語的シーケン

ス（séquences linguistiques）が 2）、韻律法（prosodie）の制約によって統語論

的にどのように変形され、同時にその変形が意味論的構造をどのように変質

させているかを分析しなければならない。というのも、マラルメに限らず、

おそらくどのような定型詩においても、詩の統語論的構造は、異なる水準に

存在する韻律法の諸規則に束縛されつつも、時にはその規則を侵犯するよう

なある特殊な緊張関係によって変容させられ、その変容から日常的な言語使

用から偏差した新たな意味の層が産出されるからである。換言すれば、定型

詩におけるシーケンスは、詩形や詩節に応じて伝統的に定められてきた詩句

相互間の音節数の等価性と脚韻という同一音の周期性というコードによっ

て、発話行為のまさにその瞬間に統語論的に一旦解体され、同時に、詩句

（vers）という新たな韻律的秩序に瞬時に再編成される一種の不安定な「運

動体」と捉えることが可能である。そして、このような詩句の不安定な運動

性から、ある特異なイメージが詩的言語の本質的特性として現出するわけで

ある。

　第二に、文学テクストにおいて分析対象となる観察可能なイメージとは、

アキアンによれば、まずなによりも「異なる二つの指示対象（référents）を

関係づける譬喩形象（figures）」であり 3）、「一方（比較されるもの、イメー

ジされるもの）は本来、テクストが語るものを示し、もう一方（比較するも

の、イメージするもの）はもうひとつの指示対象の中で把捉され、前者を明

らかにしたり、例証したり、あるいは、両者の類縁関係や近接関係を用いる

ことによって、前者に新たな光を当てたりする」4）。したがって、次に必要

な作業とは、詩における語（または語群）が、話者による発話行為によって、

どのような対象指向的空間（espace référentiel）を構成し、その空間内部で指

示対象（référent）が相互にどのような関係を構成しているかを検討するこ

とになろう。

　ところで、一般に、言語の日常的使用においては、どのような語であろう
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と、それが言語記号（signe linguistique）であるかぎり、〈意味するもの〉

（signifié）によって産出される意味もしくは概念は、常にその統語論的な語

の配置に規定されている。しかし、この統語論的構造が、韻文のテクストで

は、たとえば〈句またぎ〉（enjambement）や〈送り〉（rejet）や〈逆送り〉

（contre-rejet）などの韻律論上の技法に拘束されて、言語の日常的使用法と

は異なる次元で再編成される場合、語の意味と指示対象との間にも特殊な関

係が同時に成立していると考えられる。言い換えれば、定型詩のテクストの

統語論的層には、韻律法というコードが深層から一種のマグマのように貫入

し、それが表層での意味と指示対象との関係を変質させているとも言える。

　それゆえ、マラルメの定型詩におけるイメージの生成プロセスを捉えるた

めには、この統語論的地殻を貫き、褶曲させながら意味論的表層にまで湧出

するこの韻律法というコードの「力」を理論的に把握することが不可避の手

続きであるように思われる。在外研究では、したがって、まず最初にわれわ

れは、フランスにおいて韻律法がどのようなコードの体系として形成されて

きたかを、中世・ルネサンスから出発し、マラルメと同時代の19世紀まで歴

史的に俯瞰した上で、マラルメの韻律技法の特異性を解明する必要があった。

同時に、この20年間でめざましい進歩を遂げたフランス韻律学の最新の研究

成果の現状をも視野に入れ、今日どのような問題が争点となっているかを考

慮することも重要な作業であった。

　このような目的を首尾よく成就するため、われわれは在外研究期間の2012

年4月から9月までの半年を使って、以下のような作業を行なった。

　まず、準備作業として、ジャン・マザレラ『フランス韻律学提要　第8版』5）、

ミシェル・アキアン『韻律詩法』6）、ギヨーム・プルー『詩句の製法』7）など

の基礎文献を理論的支柱とし、それぞれの著作における韻律法規則の定義を

比較検討した。また、これらの著作の巻末に挙げられている書誌を典拠にし

て、より詳細な書誌を独自の視点から作成し、研究費が許す限り文献を収集

した。

　ところで、フランスにおける韻律法とは、中世以降、長い時を経て歴史的

に徐々にコード化されてきた規則と技法の体系である。当然ながら、その規

則や技法は膨大な量にのぼり、それゆえ、すべての規則や技法を歴史的に検
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討していくことは到底不可能である。したがって、在外研究では、伝統的な

韻律法の規則や技法の中から、特に後期マラルメ定型詩に頻出する8音節詩

句（octosyllabe）に対象を絞り込み、この詩形における〈韻律単位〉（mesure）、

〈句切り〉（césure）、〈分音〉（diérèse）、〈合音〉（synérèse）、〈送り〉、〈逆送り〉、

〈句またぎ〉などのいくつかのコードや技法を中心に、特に19世紀前半から

現在までの学説間の定義上の差異を比較検討した。それと平行して、マラル

メの8音節詩篇「聖女」（Sainte）の韻律と律動と意味間の特異な関係性を考

察した（この分析結果は論文として発表するため、この場では論じない）。

　以上のような韻律法の理論的検討とマラルメ8音節詩の分析がある程度進

行した段階で、われわれは在外研究の残り半年を使って（2012年10月～

2013年3月）、今度は、マラルメにおける詩的イメージの発話行為論的レベル

での分析へ移行した。

　この段階で、導きの糸となったのは、語用論・発話行為論的視点から文学

分析の方法論を論じたドミニク・マングノー『文学テクストのための言語学

概論』8）、ジャック・デュレンマット『詩の文体論』9）、ジャン＝ミシェル・

グヴァール『語用論――文学分析のための道具』10）、さらに、フランス言語

学の領域で発話行為論的ポリフォニー理論を基礎づけたオスワルド・デュク

ロによる「発話行為のポリフォニー理論概要」11）、および「テクスト分析と

発話行為言語学」12）の2点の劃期的な論考である。

　ところで、人間が日常生活において実践している様々な言語活動（langage）

は、「話す」という行為であれ、「書く」という行為であれ、特定の時間と場

所に定位する話者（locuteur）が自分の発話行為（énonciation）を通して、対

話者（allocutaire）に向かって発信した発話（énoncés）から構成されている。

この発話の集合体をひとまず「ディスクール」（discours）と定義しておくな

らば、どのような文学テクストも、日常の言語実践と同様に、特定の空間と

時間に位置する話者の発話行為によって抽象的なレベルにある「文」（phrase）

が、ディスクールとして具体的に顕在化したものであると考えられる。それ

ゆえ、文学的ディスクールには、必ず話者と対話者と、さらに両者による具

体的なコミュニケーションの状況が反映されており、語の意味と指示対象の

関係は、これらとの関係に規定されている。つまり、韻文であれ、散文であ
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れ、潜在的な「文」が発話行為によってディスクールとして顕在化するその

刹那、話者と対話者との間には対象指向的空間が同時に構築される。それゆ

え、先ほども述べたように、言語におけるイメージは、直喩や隠喩や寓喩、

さらには換喩や提喩などの譬喩形象の中に本質的に存在し、これらの譬喩形

象は、複数の指示対象を類似性や近接性を通して相互に関係づける以上、文

学テクストが産出するイメージを十全に把捉するためには、話者と対話者と

の間に発話行為を通して構築される対象指向的空間に内在する指示対象相互

の関係を分析し、この関係性が詩的イメージの生成プロセスにどのように関

与しているのかを検討することが肝要となる。

　ところで、この対象指向的空間は、あるコミュニケーションの状況におい

て対話者同士（interlocuteurs）で行われる対象指向行為（acte de référence）

によって構築されるわけであるが、J.-M.グヴァールはこの対象指向行為の

様態を、「発話行為の枠組へ向かう直接的対象指向」と、「コミュニケーショ

ンの状況へ向かう直接的対象指向」の二つに区分し、前者を「文脈依存的様

態」（modalité indéxicale）、あるいは「文脈依存性」（indéxicalité）、後者を「指

呼的様態」（modalité déictique）、あるいは「指呼性」（déixis）と呼んでいる。

グヴァールによれば、前者の機能を持つ言語的表現とは、1人称と2人称の人

称代名詞（« je »、« tu »、« nous »、« vous »）とその所有形容詞（« mon »、

« ton »、« notre »、« votre »など）、発話行為の現在時と場所を示す副詞

« maintenant »（「今」）と« ici »（「ここで」）、さらに、直説法現在という時制

である13）。また、後者、すなわち指呼的様態の言語的表現としてグヴァール

があげているのは、指示代名詞（« ceci »、« cela »、« celui »、« celle »など）、

指示形容詞（« ce »、« cette »など）、さらに指示的機能をもつ限定詞（« le »、

« la »、« les »など）をあげている14）。グヴァールによって定義されたこのよ

うな「文脈依存性」と「指呼性」という二つの概念は、これまで言語学にお

いて、ローマン・ヤコブソンが使用した「転位語」（embrayeurs）、あるいは「指

呼詞」（déictiques）という名称のもとに曖昧な定義のまま混在していた直接

的対象指向の様態を、本質的な相違にもとづき分離している点で劃期的であ

り、それゆえ、対話者間の発話行為によって構築される対象指向的空間を、

より厳密に観察することを可能にしてくれると思われる。したがって、われ
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われは、このグヴァールの二つの概念に依拠しながら、マラルメのいくつか

の定型詩、特に詩篇「聖女」において、話者が対話者との間に構成する対象

指向空間と、話者が発話行為において使用する譬喩形象との関係を考察した

（この分析の結果も論文としてまとめる予定のため、ここでは論じない）。

　以上の研究作業と平行しながら、最初に述べたように、2012年10月から

2013年3月までの約半年間、ジャック・ドゥーセ文学図書館にてマラルメの

未完の短編『イジチュール』草稿の解読と、そのエディション・ディプロマ

ティック（公文書学的校訂）の編纂を独自の観点から行なった。この『イジ

チュール』草稿群のエディション・ディプロマティックは、解説を付けて、

論文として徐々に発表していく予定である。

III.　結論にかえて ―― 仮説の提示と今後の課題

　フランスにおいて、中世以降おそらく800年以上もの時を経て次第に体系

化された韻律法というコードと技法のシステム、特にその中核をなす詩句相

互間の音節数の等価性と脚韻の周期性という規則は、マラルメ風に言えば、

テクストの構成要素であるシーケンスを一旦「消滅」させ、瞬時に詩句とし

て「蘇生」させる。このような詩句の内部では、統語論的秩序を保持しよう

とする力と、その秩序を韻律へ変質させようとする力の二つが互いにせめぎ

合うことによって一種の緊張関係が発生し、この「力学」が対象指向的空間

に意味論的擾乱を引き起こしていると考えられる。そして、これが、詩的テ

クストにおけるイメージの多層性の産出へと繋がっているのではないかとい

う仮説を、とりあえずここで提出しておきたい。

　問題は、〈詩人＝話者〉が発話行為時に、言語的領域とは別の次元に〈常に＝

すでに〉アプリオリに存在する韻律法というコードに「服従」しようとする

場合、そのコードが対象指向的空間で優位にこの意味論的擾乱を引き起こそ

うと作動するのか、それとも、イメージの多層性を意味論的擾乱によって引

き起こそうとする〈詩人＝話者〉の「意図」が、逆に、韻律法のコードを制

御しているのか、――つまり、伝統的韻律法に対する抒情的主体（sujet 

lyrique）15）の側からの統率力と、伝統的韻律法が抒情的主体に課す拘束力と

の間で繰り広げられるもうひとつの「力学」の解明がきわめて困難であると
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いうことである。

　以上のような考察を通して、さらに次のような新たな問題系も浮上した。

　詩人は、〈語る主体〉として文学共同体に帰属するわけだが、そのような

共同体で何世紀もの間、共有されてきた韻律法という共同体の「掟」に則っ

て詩を書く（＝発話する）場合、その韻律や律動は一体、誰に帰属している

のか、という問いである。定型詩の場合、詩句の韻律は、〈詩人＝話者〉によっ

て発話されたディスクールの内的な律動、あるいは〈詩人＝話者〉の「声」

（voix）に内在する特殊な個人的律動の響きと考えるべきなのか、それとも、

〈詩人＝話者〉を時間的にも空間的にも包み込む文学共同体に属する無数の

他者たちの普遍的な「声」、すなわち個人を超えた共同体の律動の響きとみ

なすべきかという問いである。この問いは今後の課題としたい。

注
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(ibid.).
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