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「詩の宴」としての『エロディアードの婚礼』

序

　マラルメが、死の直前まで取り組みつつも、完成させられなかった『エロディアードの婚礼』

（「前奏曲」、「舞台」、「中継ぎの舞台」、「終曲」）は、サロメ伝説を題材とした作品である。実は、

サロメ伝説は、「人が人を食うこと」つまり、「カニバリズム」の幻想と結びつきやすい作品であ

る。

　例えば、ドイツの画家ルーカス・クラナッハの「サロメ」では、サロメが、大皿に載せたヨハ

ネの首を、あたかも主菜であるかのように、テーブルクロスに覆われた机をとりかこむ会食者に

差し出している情景が描かれている。このようなカニバリズム的幻想は、サロメ伝説において、

宴の席で、斬首されたヨハネの首を皿に載せて運んでくるところから生まれるのだと考えられる。

　サロメ伝説を題材にしたマラルメの『婚礼』もまた、「カニバリズム」のテーマのもと構築さ

れた作品なのである。本論で取り上げるマラルメの「カニバリズム」とは、女に見立てられた詩

の肉を食べる「カニバリズム」である（１）。この虚なる、きわめてマラルメ的な「カニバリズム」

のテーマは、キリストの肉と血を口にする「聖体拝領ミサ」と深く関わるものであると思われる。

聖体拝領は、キリストの肉と血を口にするといういわば人食い的な儀式であるが、それに対抗し

てマラルメは、詩という女を食べる「宴」を対置させるのである。「詩の宴」の夢が、マラルメ

の詩的美の化身エロディアードを主人公とした『婚礼』のなかには描きこまれているのだ。

　本論では、「カニバリズム」のテーマのもと、『婚礼』を読み解いて、マラルメがそこで、聖体

拝領に代わるべき、「詩の宴」の実現の夢を描こうとしたことを論証したい。第一章でまず、お

おもとになっている詩という女を食べる宴の着想の源を探るために、聖体拝領について語った批

評詩「カトリシスム」を取り上げたい。祝祭を、女を食べる「宴」として語った「書物のための

ノート」もそのヒントになると思われる。第二章では、実際に、本題の『婚礼』を、マラルメの

カニバリズムのテーマのもと読み解いてゆきたい。

第一章　詩という女を食べる「カニバリズム」─聖体拝領に代わって

　マラルメには、キリスト教の典礼について考察した批評詩がある。それは、『ディヴァガシオン』

「詩の宴」としての『エロディアードの婚礼』
── 「カニバリズム」の転換 ──

馬　越　洋　平
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に、「聖務・典礼Offices」という表題のもとまとめられる、「聖なる楽しみ Plaisir sacré」（初出、

一八九三年一二月五日の『ジャーナル』）、「カトリシスムCatholicisme」（初出、一八九五年四月

一日の『白色評論誌』）、「同題De même」（初出、一八九二年五月七日の『ナショナルオブザー

バー誌』）である。

　いずれも雑誌に投稿された、重要なヴァリアントのある記事を収録したものなのだが、そこで

マラルメは、革命以後、没落してゆくキリスト教から、その典礼のなかに秘められた「宝」を奪

いとることをもくろんでいる。その分析は、典礼の宗教的メカニズムの解明に捧げられている。

　そのなかでも、ユイスマンスの回心を物語る小説『出発En route』のひそかな反論（２）として

書かれた批評詩「カトリシスム」は、キリスト教の祭式をめぐる思考と、それに代わるべき未来

の祝祭のヴィジョンの記述よりなる（「未来の祝祭のなかへの侵入」）。本論において重要になる

のは、マラルメが「祭式の原型 prototype de cérémonials」と呼ぶミサ「聖体拝領 communion」

への批判と、それをモデルとしつつも、それに代わってとり行われるべき新たな祝祭の在り方あ

る。

　「聖体拝領」とは、パンとワインが、聖変化してキリストの肉と血となり、それを信者が口に

する儀式であるが、これはキリストの最後の晩餐に由来する儀式である。キリストが最後の食事

の席で、弟子たちに向かって、次のように言ったことにもとづく─すなわち、主イエスは、渡さ

れる夜、パンをとり、感謝してこれをさき、そして言われた、「これはあなたがたのための、わ

たしのからだである。わたしを記念するため、このように行いなさい」。食事ののち、杯をも同

じようにして言われた、「この杯は、わたしの血による新しい契約である。飲むたびに、わたし

の記念として、このように行いなさい（３）」。

　キリスト教では、信者が、キリストの肉と血に聖変化したパンとワインを口にすることで、神

と一体化するのである。ジャック・アタリなども指摘しているように、キリストの肉と血を口に

するところに、カニバリズムを見ないわけにはいかない（４）。カニバリズムは、原始社会から世

界各地に存在し、今日でもその風習を何らかの形で残している社会は存在する。カニバリズムは、

大きく分けると、人間の攻撃性のカニバリズム、食用のカニバリズム、儀礼的・呪術的カニバリ

ズムに分類できるが、特に儀礼的・呪術的な意味で行われるカニバリズムは、文化人類学の研究

対象になる。原始時代から見られるこのカニバリズムには、死者に宿った霊や能力を吸収し、死

者と一体化するという意味を持っている（５）。

　「聖体拝領」もまた、キリストの肉と血を口にすることで、神と一つになり、その永遠の生命

を授かろうとするものであり、この原始的な食人の儀礼に通じるものがある。キリスト教は、人

食いを野蛮と非難するが、たとえその起源を隠したとしても、その典礼はカニバリズムの儀式に

その本質をゆだねているのである（６）。それは控えめに言っても、カニバリズムを象徴性に持つ

儀式なのである。「宗教 religion」の語源が、ラテン語語源で、「強く結びつけること religare」
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にあるように、この儀式は、西洋文明のなかで、神と人間、人間と人間を結び付けるのに役立っ

てきたのである。この儀式によって、個人は互いに結びつき、信徒共同体を形成してきたのであ

る。

　マラルメは、「聖体拝領」をカニバリズムの儀式であると明確に定義づけたわけではないが、

食人的な儀式とみなしていたことは間違いないだろう。マラルメにとっても、「聖体拝領」は、

キリストあるいは神の肉を食べる儀式であった。フランス語では、「聖体拝領」を、「神を食べる

ことmanger le bon Dieu」ともいうが、アンリ・ド・レニエによると、マラルメがこの言葉を

口走ったことを、日記のなかに記している。中畑寛之が指摘しているように（７）、レニエがこの

ことをわざわざ日記のなかに記している以上、単なるパラフレーズではなく、マラルメが、カト

リックがキリスト・神を食べる上になりたつ宗教であると強く認識していたことを示すものであ

る。

　マラルメは、批評詩「カトリシスム」において、来るべき祝祭の在り方を考えるにあたって、

そこで成立する我々の「コミュニオン」（聖体拝領・一致・信徒共同体などの意味が込められて

いる）は、このような「野蛮な食事」なしで済むものだと語る。

　Notre communion ou part d’un à tous et de tous à un, ainsi, soustraite au mets barbare 

que désigne le sacrement ─ en la consécration de l’hostie, néanmoins, s’affirme, prototype 

de cérémonials, malgré la différence avec une tradition d’art, la Messe. ［...］（８）

　我々のコミュニオンすなわち、一人から全員へ、全員から一人への参加、かくして、聖体

の指し示す野蛮な食事を免れたものとなる─ホスチヤの奉献において、しかしながら、芸術

の伝統と差異をもつにもかかわらず、祭式の原型として、〈ミサ〉は確立されるのであるが。

［...］

　マラルメがここで語る野蛮さは、人食い的な儀式の野蛮さというより、ただのパンと葡萄酒が、

聖体へと変化するという「フィクション」の野蛮さである。このような古びたフィクションは、

うまく食べること、読むことのできないものとなったのだ。来るべき祝祭に口にされるのは、洗

練された、理想的な「フィクション」、つまり「詩」なのである。初出テクストには、聖変化の

粗野なフィクションに対置するようなかたちで、詩人が司る祝祭において、口にするべきものに

ついて語られている。

　Quel vocable, je chosis celui de Fiction, il traduit à mon sens latin l’antérieure Poésie, 

fixera le changement subi, quant au merveilleux, par le goût . Manger : le banquet, idéal. 

［...］（９）
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　いかなる言葉が、味わいによって、被った超自然についての変化を定着させるだろうか、

私のラテン語の感覚では、それはかつての〈詩〉を表すのだが、私は〈フィクション〉とい

う言葉を選ぶ。〈食べること〉：理想的な、宴。［…］

　マラルメは、「聖体拝領」に代わってとり行われる「祝祭」は、理想的な「詩」を食すること

によって、ドラマのなかに出現する主人公（「典型」）と観客が一致し、そこに集う会衆が互いに

結びつくものでなければならないと考えるのである。ドラマの主人公の姿のなかに、観客は、

「キリスト・神」ではなく、自分自身の真の姿を見出すのである。それこそが新たな「コミュニ

オン」の在り方である。このような理想的な「詩の宴」が、かつてはカトリシスムが担ってきた

共同体の各人を結びつける役割を果たし、新たな政治的、社会的な基盤となるとマラルメは考え

ている。

　マラルメは、この「詩の宴」を、次に引用する「書物のためのノート」では、女を食べる「宴」

として想像するのであるが、ここに、キリストの肉を食べる聖体拝領ミサへの目配りが働いてい

るのは違いない。人食い的なキリスト教の聖体拝領ミサに、マラルメ的なカニバリズムを対置さ

せるのだ。

（220）

　Invitation à fête

à tout excepté au repas d’où sa faim. La loi se tait〈mange ─〉n’ose se montrer telle

S’il est une loi c’est celle-là parce qu’on mourrait sans manger

elle se voile de satin

n’est ni   pucel.

manger la dame

20 f. pour elle（10）

　祝祭への招待

すべてに対して食事をのぞいたそこから飢えが生まれる。法は沈黙する〈食べる─〉敢えて

そのようなものとして自らを示さない

もし法があるのなら、それはそれである、なぜなら食べずには死んでしまうから

それはサテンのベールに覆われている

処女ではなく

夫人を食べること

彼女に二〇フラン
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　「祝祭」のなかで食べられる「夫人」とは、マラルメの目指す「詩」であることは言うまでも

ない。キリスト教の「聖体拝領」に代わるべき「祝祭」を、詩という女を食べる「宴」として表

しているのである。マラルメにとって、詩を読むことは、女に譬えられるべき詩の肉を口にして、

それを取り込んで、恍惚のなかでその神秘と一体化することなのである。そのようにして初めて、

読者は、詩のイデと婚姻関係を結ぶことができるのだ。このとき詩の宴は、「婚礼の宴」となる。

　このように、詩の祝祭が、詩という女を食べる「宴」、あるいは「婚礼の宴」として夢想され

ていることは、「書物のためのノートNotes en vue du Livre」の次の紙片からも、窺い知ること

ができる。

（102）

          yacht                   ヨット

Chasse  nappe　　─ ─ ─    狩り    テーブルクロス ─ ─ ─

banquet  fusil           宴     銃

         feu d’artif                 花火

─ ─ ─      vol ─ ─ ─   ─ ─ ─          飛翔─ ─ ─

 bal mariage,             舞踏会　婚礼、

    d’où défi, pucel）（11）          そこから　反逆、処女）

　この紙片は、祝祭の計画の譜面のようなものだが、次のように言うことができるだろう。「処

女 pucelle」（略字 pucel となっている）に譬えられるべき詩を、「婚礼 mariage」の「宴

banquet」の席で、食べて婚姻関係を結ぶことが、すなわち、詩の祝祭であると。おそらく、「テー

ブルクロス nappe」というのは、この処女が食べられるために横たわっている机を覆っているも

のだ。読者は、処女なる詩を食べることによって交わり、破瓜の血によって「テーブルクロス」

は赤く染まるというのだ。あたかも、この「テーブルクロス」は、処女が花婿を待っているベッ

ドの真っ白な「シーツ drap」のようである。現実には、処女なる詩は、「ページ pages」の純白

さの上に横たわっているのだが、マラルメの想像力のなかでは、この女を食べることで、婚姻を

結ぼうとするために、そこに「テーブルクロス」の幻想がまとわりつくのである。

　このように、マラルメは、キリストの肉を食べる聖体拝領をモデルとしつつも、それに対抗す

るかたちで、女に譬えた詩を食べる、詩の「宴」、「婚礼の宴」を想像するのである。いわば、キ

リスト教のカニバリズムから、マラルメ的カニバリズムへの転換である。この「詩の宴」の実現

を虚構的に語ったのが、次の章に見る『婚礼』なのである。
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第二章　詩の宴の実現─『エロディアードの婚礼』を読む

　冒頭にも述べたように、宴の席で、大皿にヨハネの首を載せて運んでくるという、人食いの幻

想を身にまとったサロメ伝説は、まさにマラルメの「カニバリズム」のテーマを活かすのにふさ

わしい題材であった。本章では、『婚礼』を、マラルメの「カニバリズム」のテーマから読むこ

とで、聖体拝領に代わるべき、詩の女を食べる宴の夢が語られていることを明らかにしたい。

　その前にここで、『婚礼』のあらすじを振りかえっておく。「舞台」では、マラルメの理想的な

詩の象徴である処女エロディアードは、いかなる男の目にもさらされずに、鏡や泉に姿を映し、

己が美を見つめることだけに心をつくしていた。乳母は、姫を尋常な女の生に引き戻そうとする

のだが、それをエロディアードは、かたくなに拒むのである。しかし、孤高を誇る処女の気持ち

にも、ほころびが見えて、遂に運命的な男性を待ち望む心情を告白するのである。この男性こそ

が、聖ヨハネであった。エロディアードは、ヨハネと婚姻関係を結ぶことによって、ヨハネの首

に、秘められた自らの「美」を照らし出されることを望むのである。

　後期「エロディアード」と呼ばれる「前奏曲」、「中継ぎの舞台」、「終曲」は、乳母の予知によっ

てヨハネの首の出現が幻視され、姫の斬首の命令のもと、ついに、皿の上に載せられたヨハネの

首が運ばれて、エロディアードと邂逅するのがその話の筋である。

　エロディアードという至高の詩の女の肉を食べることが、このドラマの結末であるが、そこに

至るまえに、花嫁と花婿がともに、聖なるものに飢えていることを取り上げたい。『婚礼』は、

カニバリズムあるいは食べるというテーマのもと、ひとつの宴に向かって、構築されているので

あり、「飢え」もまたその一つなのである。それは、エロディアードにおいては、もはや用のな

くなった乳母の乳との関係から語られるのだ。

花嫁の飢え─乳母の乳を捨てる

　『婚礼』においては常にそうだが、「カニバリズム」のテーマにおいても、乳母はエロディアー

ドの「引き立て役 repoussoir」となっている。「古いそれとも暗い書物のような青ざめたわたし

の心から．．（12）」と自称しているように、乳母は、「聖書」に代表される古い宗教世界の女である。

この乳母の乳は、古びたもはや食べることのできない食物として語られているのである。それは、

乳母が、自らの干からびた乳について語った詩句から伺うことができる。

（Prélude Ⅲ　V33-36）

         L’ordinaire abandon sans produire de trace

         Hors des seins abolis vers l’infini vorace

         Sursautant à la fois en maint épars filet
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         Jadis, d’un blanc,      et maléfique lait.（13）

         これはどんな痕跡も残さぬ月並みな遺棄なのだ

         飢えた無限に対して捨て去られた乳房を除いて

         無数の網の目となって一度に飛び出した

         かつて、白さの、      不吉な乳。

　乳母の乳にも実は、カニバリズムのイメージがある。フォイエルバッハは次のように語ってい

る─「子供は自分自身の母の胸で乳を吸うことによって、自分自身の母を食いつくしている。す

なわち子供は乳のなかで母の血いいかえれば母の本質を自分のなかに吸い上げているのである。

［…］子供は子供が食べるところのものであり、且つ子供がそれであるところのものを食べるの

である。したがって子供は人を食う者である。（14）」

　フォイエルバッハの指摘を待たなくとも、マラルメは、娘ジュヌヴィエーヴが妻の乳を吸う光

景に、人食いの夢想を働かしていた。ちょうど「エロディアード舞台」の制作期の書簡（一八六

五年三月アンリ・カザリス宛）には、次のようにある─「健康について。ジュヌヴィエーヴは母

親を食べていますので、自然と薔薇のように元気です。しかし、私の可哀そうなマリーは、食べ

られているものだから、絶えず青ざめていて、疲れきっています（15）」。

　エロディアードにとっても、乳母の乳とは、かつては食べていた乳母の肉であり、血なのであ

る。そして乳母の乳は、エロディアードにキリスト教の天国への憧れを思い出させるものであっ

た。「舞台」では次のように歌われていた─「もしお前が私の眼差しが天国を夢見ているのを見

るのなら /それはかつて飲んだお前の乳を思い出している時だ（16）」。

　聖書を代表する乳母の乳は、古い宗教的世界の味がするのである。乳母の乳は、もはやエロディ

アードにとって、うまく呑み込めない不味いフィクションなのである。このような「不吉な乳

maléfique lait」は捨て去らなければならないのだ。エロディアードの「飢え」は、そのようなも

のでは満たされない聖なるものへの「飢え」なのである。

　エロディアードの無限の飢えを満たせるものがあるとしたら、聖ヨハネの首に宿る天才精神

（人間の内的崇高性、マラルメが「神性 divinité」と呼んでいるもの）、そしてそれを通して照ら

し出されるべき、己が美の神秘であろう。至高の詩を象徴するエロディアードの美こそが、美味

なる食物なのである。この「飢え」ゆえに、処女は婚礼に向かうのである。つまり、このエロディ

アードの「飢え」こそは、もはやキリスト教では満たせなくなった聖なるものへの「飢え」なの

である。

花婿の飢え─断食の果てに

　聖ヨハネもまたエロディアードのように、「飢え」にさいなまれている。それは、『婚礼』では、
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「断食」という言葉を通して表されている。洗礼者ヨハネとは、「マタイによる福音書」に「この

ヨハネは、らくだの毛ごろもを着物にし、腰に皮の帯をしめ、いなごと野蜜とを食物としてい

た（17）」とあるように、極めて簡素な食事しかとらない求道者とされていた。その伝承がふまえ

られているのか、「前奏曲Ⅱ」＝「聖ヨハネ賛歌」には、夏至の日の太陽に重ね合わされた、斬

首されて飛び上がるヨハネの首は、次のように描かれている。

（Prélude Ⅱ　V17-20）

         Qu’elle de jeûnes ivres

         S’opiniâtre à suivre

         En quelque bond hagard

           Son pur regard（18）

         断食に酔いしれる頭も

         その純粋な眼差しを

         狂暴なる跳躍のなかで

           注ぎ続けるのでなく

　ヨハネの首は、「断食 jeûnes」に酔っていたというのである。したがって、ヨハネの首は、あ

る「飢え」のなかにあると推測できるのだが、この「飢え」が、肉体的な空腹に還元できるもの

ではないことは、『婚礼』の文脈から明らかなことだ。ヨハネもまた、「聖なるものへの飢え」に

さいなまれていることが暗示されている。

　ヨハネの聖なるものへの飢えが、「神Dieu」によって満たされるのであれば、地上に降りてく

ることはないが、ヨハネの首は、天空に昇りつめた後、自らを待つ花嫁のために大地に降下して

ゆくのである。

（V25-28）

         Mais selon un baptême

         Illuminée au même

         Principe qui m’élut

           Penche un salut.（19）

         しかし洗礼によって

         私を選んだ同じ原理によって

         照らしだされた頭は

           救済をかたむける。
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　ヨハネもまた、マラルメ化された存在となって、エロディアードの美によって、その聖なるも

のへの飢えを満たそうとするのだ。このとき、ヨハネとは、処女なる詩の美を食べようとする、

詩人的精神の別名となるのである。互いに腹を空かしたエロディアードとヨハネが、出会うとき、

それは「カニバリズム」の饗宴となるだろう。

詩の宴─共食いの宴

　「終曲」では、皿の上に載せられてきたヨハネの首と、ついにエロディアードが出会う。エロ

ディアードにとって、ヨハネとは、皿の上に載せられるべき美味であり（「今はうまく消えない

／皿は不毛な火のもとで載せることはないだろう／婚礼の食事の期待される美味を（20）」）、ヨハ

ネにとって、エロディアードは、「豊満な果樹牆 l’espalier opulent（21）」であり、その裂けた果実

となる（「親しい予感に従って驚くべきひとつの果実／突如何の助けもなく花開くだろう／おそ

らくその災禍に魅惑されて（22）」）。

　二人は、出会うやいなや、互いに求めあっていたものをそこに見出して貪り合う。かつて乳母

はその婚礼の情景を次のように予告していた。

（Prélude Ⅰ　V21-24）

         Comme une chère très délicate à foison

         Même quand l’âpre faim muée en pâmoison

         Les entrelace bouche à bouche puis les vautre

         Le mets supérieur qu’on goûte à l’un à l’autre :（23）

         極めて優美で豊潤な食べものとして

         たとえ獰猛な飢えが失神に変わる時でさえ

         ふたりは口と口で互いを絡めあい、転がしあうつまり

         互いが味わう至高の料理があるのであれば

　この共食いこそが、婚礼の儀式である。「終曲Ⅰ」で、エロディアードは大皿をもって、ダン

スを踊ることでヨハネの血で赤く染まり、処女性を失うのであるが、この皿を持ったダンスは、

たとえ実際にそうするのでなくとも、エロディアードが、皿の上の死者の肉体を食することを暗

示している。「抽象的侵入Abstraite intrusion（24）」と記されているように、それによって死者の

なかからその天才精神（「神性」）を取りこむのである。それは、ヨハネを象徴する「太陽」が、

エロディアードを象徴する「夜」に飲み込まれる日没の光景のなかに仄めかされている（25）。

　そして花婿を味わったエロディアードもまた、自らのなかに取り込んだヨハネの天才精神に、

わが身を「初物 prémices（26）」として差し出すのである。かくして、この婚礼は処女なる美を食
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する「宴 festin」となる。

（Final Ⅱ V15-16）

         Sa      chair de s’offrir en festin

         Pour avoir reconnu le seigneur clandestin（27）

         彼女の　　肉体を捧げるのだ宴に

         内密の殿方を知ったがために

　ヨハネという至高の会食者は、エロディアードを食する＝読むことで、処女の美のイデと婚姻

関係を結ぶのである。エロディアードもまた、ヨハネの精神を通して、己が美の味を初めて味わ

うのである（28）。二人は互いに、聖なるものへの「飢え」を満たすのである。このようにして、

エロディアードは女王として花咲くのだ。

　エロディアードが、マラルメの理想とする詩の象徴であることを思い出すとき、この「婚礼の

宴」は、詩の女を食べる「詩の宴」を表していることは明らかなことだ。この理想的な「詩の宴」

は、キリストの肉を食べる「聖体拝領」に代わるべきものとして想像されているのである。『婚礼』

は典礼の犠牲を、キリストの肉から、詩の女の肉に入れ替えることで、来るべき詩の祝祭の実現

をメタ次元で語った作品となっているのである。「青空の空無な衣（29）」を身にまとったエロディ

アードは、「聖体顕示台」に納められる聖体に代わって、「太陽」のような理想的な詩の女の肉を

輝かせるのである。

　この来るべき「宴」の会食者の代表として、ヨハネが描かれていたということである。一八八

六年一一月から翌年の八七年六月までの演劇シーズンの時評、「演劇ノート」に記しているように、

マラルメは、キリスト教が力を失うなか、大衆が祝祭、演劇でもって、聖なるものへの「飢え」

を満たそうとしていることを見抜いていた。いつの日か、「幻想獣の口（30）」を大きく開けた、聖

なるものに腹を空かせた大衆が、会食者として参加することで、虚構的に語られたこの「宴」が、

現実の集団的祝祭となることが夢見られていたのである。

終わりに

　本論は、『婚礼』を「カニバリズム」のテーマから読みとき、そこに詩の宴の夢を浮かび上が

らせるというものであった。原始的な儀礼や呪術が、ときにカニバリズムの儀式にむすびつき、

カトリックの聖体拝領もこの儀式につらなるものとみるとき、その典礼から学んだマラルメの祝

祭も、カニバリズムの犠牲のイメージのもと描きだそうとしたことは、必然であったのかもしれ

ない。マラルメの祝祭を、マラルメの宗教と呼ぶこともできるが、その儀式は、キリストの肉と

入れ替わった詩の女の肉を口にすることなのである。このマラルメの典礼を、もはや誰かの肉を
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口にする必要のなくなった現代的な典礼と見ることもできるだろうが、むしろカニバリズムの伝

統を、虚なるかたちで受け継いだ典礼と見る方が面白いだろう。我々は、テーブルクロスに見紛

うページに横たわる詩という女を食べる＝読むことで、一致、共感し、真に人間的なコミュニオ

ンを形成することができるのである。
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