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亡き子を探すオルフェウス

＊

　アナトールを失ったマラルメが長い沈黙を破り、創作活動に回帰してゆくと、息子の死の記憶は、詩人のペ
ンの先から滴り落ちた。特に、一八八七年に発表された「トリプティック」は、その結晶とも言える作品だが、
同じ年に、自筆写真石版刷り版『ステファヌ・マラルメ詩集』に収録された「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」
（通称 yxのソネ）にもその悲痛な体験が反響しているように思われるのである。このソネットは、六八年に
書かれた「彼自身の寓意のソネ」の改稿だが、そこには、子供の死を受けた自画像の変貌とも言うべきものが
読み取られる⑴。
　もっとも、この作品に息子の死の影響を見るのは、アンドレ・ヴィアルも同様であり、ヴィアルはこれを「亡
き子のための四部作」の序曲に位置づけている。ヴィアルの研究のなかでは、耳を澄まさねば聞こえない詩人
の嘆きの声を聞き取ったという点において、意義のあるものであった。しかし、ヴィアルは重要な事実を読み
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̶ The agony of bereavement in Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx
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Abstract
　This study considers the impact and implications of Anatole’s death and the failed attempt at Tombeau 
d’Anatole on Mallarmé’s later literature. The poem discussed in this study is Ses purs ongles très haut dédiant 
leur onyx which was revised from an older work. In this poem, we can see the poet’s search for his dead child in 
the theme of Orpheus’descent into the underworld. If we take Orpheus as the sun and Eurydice as the light of 
dawn that the sun pursues, according to les Dieux Antiques, then this view is also true of Mallarmé and Anatole. 
The names Eurydice and Anatole are both derived from the light of dawn.
　Corresponding to the phoenix-like sun sinking to the bottom of the horizon, the poet descends into the river of 
the underworld, Styx, and draws tears into an empty vessel called ptyx. The poet tries to play music to bring his 
dead child back to earth, but the vessel for the poem to sound is filled with tears and does not sound. This is 
reminiscent of Mallarmé’s attempt to bring Anatole back to Earth through poetry. Orpheus, thinking of his 
deceased child, is the new self-portrait of the poet.
　The remaining scenes are of nix drowning in a mirror, spat upon by a unicorn, and a mirror reflecting the night 
sky through a window to the north. In the mirror, the Big Dipper shines. With the addition of the death of the frail, 
this scene also foreshadows the harsh poetic voyage that follows.
　In this way, Mallarmé mythologizes himself and Anatole, likening the attempt in Tombeau d’Anatole to 
Orpheus’ descent into the underworld. Just as Orpheus, who was unable to bring back the dead, began to play a 
sad song after returning to Earth, Mallarmé also plays a song for his dead child.
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落としているし、この作品を筆者なりに新たに取り上げなおす必要があるだろう。アナトールの死の影響は、
六八年から八七年への改稿全体に、見出されるものであるが、特に、六八年のバージョンからあったオルフェ
ウスの冥府降りのテーマに深まりが見られるということが重要である。子供の死を契機として、いわば、人間
的なオルフェウス像がそこに付け加えられることになる。そして、このオルフェウスの冥府降りは、マラルメ
においては「太陽神話」のテーマと密接に結びついているのである⑵。
　『アナトールの墓』から「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」を読むにあたって、その影響をはかるためには、
六八年に書かれた初稿の存在は無視することができない。初稿に触れつつ、その成立過程について考察してお
くことが先決である。そのあとで、決定稿のなかにアナトールの死の影響を読み取ることにする。

第一章　「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」に至るまで─初稿と成立過程

　本作品には、初稿が完成形で残されている。それが、「彼自身の寓意のソネ」である。この詩は、六八年に
詩が書けない状態が続いていたマラルメが、その不毛から脱却するために久々に書いた作品であった。同年、
マラルメは、何人もの友人に向かって、詩の書き進められない状態について語っていた。例えば、六八年の四
月二〇日のフランソワ・コペ宛の書簡では詩人は、次のように述べる「私はと言えば、二年前から夢をその理
想の裸形で見るという罪を犯してきました。私は、夢と私との間に音楽と忘却の神秘を積み重ねなければなら
なかったのですが。現在、純粋な著作の恐るべきビジョンにたどり着き、私は理性と、最も慣れ親しんだ言葉
さえその意味を失ったのです⑶」。詩作の苦悩からくるマラルメの神経症は、狂気をはらんだものであったよ
うだ。五月三日付のルフェビュール宛の書簡では、「私は、精神のバランスをとろうとする恍惚のときに垣間
見られた狂気に近い瞬間を経験しているのです。［…］もっと悪くなるか治ってしまうか、消えてしまうかと
どまるのか、そんなことは私にはまったくどうでもよいことです。私を圧迫する異常な苦悩から抜け出せるの
でありさえすれば⑷」と語る。
　マラルメは、日常の言葉が意味を失ってゆくという危機的状況のなかで、逆にその言語にまつわるいびつな
感覚を詩にすることで、一つの宇宙を喚起しようとしたのである。そのいびつな感覚とは、ixという特殊な
脚韻を持つ言葉がもたらすものであった。先に引用したルフェビュール宛のマラルメの手紙には、詩の着想が
記されている「要するに、ハンモックによってリズムをとられ、月桂樹によって霊感を与えられて、私はひと
つのソネを作るであろうということです。私には ixには三つの脚韻しか知りません。なので、ptyxという単
語の本当の意味を送っていただき、どんな言語の中にも、それが存在しないことを断言することに協力してい
ただけますか。私は脚韻の魔術によってその単語を作り出す魅力を私に与えるために、はるかにそのことを好
むのです⑸」。
　yxのソネが書かれたきっかけは、ルメール社からの、詩人と画家の共同の豪華詩画集『ソネとエッチング』
の出版計画にマラルメが応じたことにある。この詩をマラルメは、カザリスに送ったが、非常に難解なもので
あったことも関係したのか、結局のところ掲載されなかった。作品を同封した七月一八日のカザリス宛の書簡
で、マラルメは詩を自ら注釈する「この夏、一度夢見たこの詩を、言語についての研究から引き出しました。
意味は反対になっている。意味は、もしそこに意味があるのであればの話ですが（しかし、そこに含まれてい

──────────────────────────────────────────────────────────
⑴　改稿に見る子供の死の衝撃の反映と言えば、『アナトールの墓』の全訳者の原大地が挙げている例にも見ることができる。
原大地は、一八六七年に発表された「孤児」が、一八九一年の「追憶」に改稿されるとき、父親に関する記述が大きく変更さ
れることを取り上げている。「孤児」の、少年軽業師のセリフ、父親とは面白いもので、少年の弟を埋葬した宵にも、団長に
叩かれるとしかめ面をしてみせたという記述を削除し、当たり障りのない表現に変えているのである。これもまた父親として
我が子の死に自ら直面しての、心境の変化ゆえの改稿であろう。詩人は、子供の死に対して、冗談など言えない親の悲しみを
知ったのだ。原大地『マラルメ 不在の懐胎』、慶應義塾大学出版会、2014、p. 73.を参照。
⑵　アンドレ・ヴィアルが読み落としている点も、『古代の神々』に見られる神話の主人公は、太陽という唯一のヒーローに還
元されるという「自然の悲劇」のテーマである。
⑶　CC, p. 205.
⑷　Ibid., p. 207.
⑸　Ibid., p. 208.
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る詩の含有物のために反対のものになっても、それを甘受しようと思う、実際そうなっているようだが）、語
の内的な鏡によって喚起されるのです。何度も、身をまかせてそれをささやいていると、十分に神秘的な感覚
が感じられるのです⑹」。これは、言語の物質面が持つ精妙な感覚を、「類推の魔」に見るように、楽器の弦の
ようになった敏感な詩人の感性がとらえた作品なのである。以下が初稿の内容である。

La Nuit approbatrice allume les onyx 承認者である〈夜〉は、縞瑪瑙に火を灯す
De ses ongles au pur Crime, lampadophore, 純粋な〈罪〉のある爪の、松明をかかげる者、
Du Soir aboli par le vespéral Phœnix 夕方の〈不死鳥〉によって廃絶された〈宵〉の
De qui la cendre n’a de cinéraire amphore その灰はそれを納める骨壺もない

Sur des consoles, en le noir Salon : nul ptyx, 暗黒の客間のコンソールの上には、プティクスはない
Insolite vaisseau d’inanité sonore, 鳴り響く空虚さの異様な器、
Car le Maître est allé puiser de l’eau du Styx というのも、〈主人〉は冥府の川の水を汲みに行った
Avec tous ses objets dont le Rêve s’honore. 〈夢〉が誇りとする彼のあらゆる品を携えて。

Et selon la croisée au Nord vacante, un or 〈北〉に向かって開かれた十字窓に沿って、一つの黄金が
Néfaste incite pour son beau cadre une rixe 不吉でありそそのかすその美しい額縁にひとつの争いを
Faite d’un dieu que croit emporter une nixe ニクスが連れ去ろうとする神がなす

En l’obscurcissement de la glace, décor 鏡の薄暗さのなかに、装飾は
De l’absence, sinon que sur la glace encor 不在のそれである、鏡の上にまた
De scintillations le septuor se fixe.⑺ 輝きの七重奏曲が定着することのほかは。

　太陽の死と、そのあとの真っ暗な誰もいない部屋、鏡のなかに映し出される星辰の輝き、マラルメらしい詩
の展開である。このなかでも問題となるのはプティクス ptyxという単語だが、マラルメは意味のない単語を
用いたわけではなく、これはギリシア語源で ptux、意味としては、「襞」、「くぼんだ物体」、「牡蠣の貝殻」を
意味している。マラルメが重視したのは、音を響かせる空洞のイメージだろう。初稿の内容は、決定稿を読む
なかで再び取り上げるが、これは、詩人が「純粋な罪」と感じる、「神殺し」の後の詩作の徹宵を歌ったもの
である。神がいなくなり、うつろな宇宙空間と対になった詩人の意識が、理想の詩を生み出そうとするさまを
表しているのである。その詩人の意識とはすなわち、詩人が「非人称化された意識」と呼んでいるものである。
すなわち、この作品は、六〇年代の神の死と虚無の体験から、詩を書く主体が確立するまでを描いたものだと
理解される。
　難解さに配慮してか、マラルメは、同じカザリス宛の手紙の中で、次のようにこの詩について解説している
「［…］それは夢と空無に満ちたエッチングには、ふさわしいと思う。─例えば夜の開かれた窓には、二つの鎧
戸が取り付けられている。その中には、取り付けられた鎧戸が示す落ち着いた雰囲気にかかわらず、誰もいな
い部屋がある。不在と問いからなる夜のなかには、家具はない、漠然としたコンソールの造形的な現れを別に
しては。奥にかけられた鏡の、好戦的で苦しんでいる縁には、星座か、よくはわからない、大熊座が世界から
見捨てられたこの部屋を唯一つないでいるのだ。─それが、あらゆるやり方で自分自身を映し出す私が取り上
げた無であるソネの主題だ。なぜなら私の作品は、十分に準備され、階層化されているために、宇宙を可能な
限りに、ありのまま表しているのだ。かくして私の階層化された印象のうち一つも傷つけることなく、そこか
らなにもとりさることはできない。そこにいかなるソネも出会うことはない⑻」。

──────────────────────────────────────────────────────────
⑹　Ibid., p. 211.
⑺　OC. I, p. 131.
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　決定稿は、一八八七年に自筆版詩集の出版の折、初稿を大幅に書き直したものである。初稿と決定稿のちょ
うど、その間にアナトールの死があったのである。その推敲の中で、アナトールの死の記憶が刻まれていると
いうのが筆者の考えである。初稿のタイトルの通り、もとをただせばこれは、「彼自身の寓意のソネ」、つまり、
詩人の自画像であったのであり、マラルメはこれを発表するとき、これを塗りつぶし、新たに描きかえる必要
がでてきたのである。そしてこの描き直しには明らかに子供の死が大きく影響しているように思われるのであ
る。ちょうど同じ年にやはり、亡きアナトールの思い出を詠んだとされる「トリプティック」が、発表されて
いることからしても成り立つ推測である。
　決定稿の全体にわたって、子供の死の影響は読み取られるのだが、初稿と決定稿の比較の中で特に注目すべ
きなのは第二詩節であろう。詩人が冥府の川に行くというところから分かるように、そこには、オルフェウス
のテーマが見られるからである。初稿から見られたこのオルフェウスの冥府降りのテーマが、子供の死を契機
としてより深められるのである。次章では、少し遠回りになるが、オルフェウスの伝説が、いかなるものであっ
たかを振り返っておこう。マラルメは、神話学の教科書『古代の神々』の翻案者であり、やはり、比較神話学
の見地からこの伝説が独自に取り上げられているのである。

第二章　オルフェウスの冥府降り

　オルフェウスとはいかなる存在であったか。オルフェウスとは、竪琴の名手であり、ギリシア神話の伝説の
詩人である。オルフェウスの存在は、冥府降りの物語と切り離すことができない。マラルメが翻案した『古代
の神々』の「オルフェウス、ギリシアとローマの英雄」の項目には以下のようにある。

　オルフェウスは、オイアグロス川と女神カリオペの息子と見なされます。彼の物語は、きわめて美しい
ものです。この輝かしい英雄は、美女エウリュディケの愛を勝ち取りました。彼女は、蛇にかまれてすぐ
に死んでしまったのです。この喪失を悲しんだオルフェウスは、動物たち、人間たち、木々たちを至福に
いざなっていた音楽を、黄金の竪琴の上から奏でようとする心をもう失ってしまったのです。彼は、なの
で死者の大地のなかにエウリュディケを探しに行くことを決意しました。ハデスの犬、ケルベロスを歌に
よって、おとなしくさせ、彼は、ポリュデグモンとペルセポネの前に連れてこられました。彼らは、彼に
妻を連れ帰ることを許しました。彼女が大地に着くまでに、彼が愛しい妻の顔を見ないということを条件
としていました。オルフェウスは、約束を忘れてあまりに早く振り返ってしまったのです。エウリュディ
ケは、彼がほとんど彼女を見る間もなく、彼から奪い取られてしまいました。オルフェウスの苦悩は、再
び彼の音楽を沈黙させました。それは彼がヘブロス川のほとりで死ぬ時まで続きました。⑼

　これが、オルフェウスの冥府降りである。そこに見いだされるのは、古代から続く死者を蘇らせようとする
不可能な願望である。死者への愛が、生者を冥府にまで降らせるところにあわれがある。まさに「黄泉がえり」
を語った、日本神話のイザナギが死んだイザナミを連れ帰ろうとした話も、類型の神話として分類できる。
　マラルメの学んだ比較神話学が、このオルフェウスの冥府降りをどう説明しているのかがここで重要であ
る。その神話学は、やはり、オルフェウスという名前が「太陽」に由来することを語る。そして、オルフェウ
スの冥府降りも、あらゆる神話の神々や英雄は太陽という唯一のヒーローに還元されるという「自然の悲劇」
のテーマでもって説明しようとするのである。『古代の神々』は、オルフェウスの物語を自然現象によって次
のように説明している。

彼の名前、オルフェウスは、インドのリブと同じものです。原始時代に太陽に与えられたと思われる呼称
なのです。ヴェーダのなかでは、それは多くの神々に与えられたものです。オルフェウスの原始的な意味

──────────────────────────────────────────────────────────
⑻　CC, p. 211.
⑼　OC. II, p. 1525-1526.
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は、創造的なエネルギーや力を印づけたと思われるのです。ある人たちの意見には、オルフェウスは、荒々
しい歌を歌いながら、いつまでも走りまわることで、木々を根こそぎに倒す風を表しているというものも
あります。したがって、オルフェウスの伝説にたどりついた二つの観念の混淆がいかなるものかを見なけ
ればいけないということです。朝の観念は、ヘルメスの神話のなかと同様に、短い間しか続かない美とと
もに、ふつうは暁の光を道連れにする微風の観念と混ざり合っているのです。エウリュディケの名前は、
エウローペ Europe、エウリュトス Eurytos、エウリュパッサ Euryphassa、そのほか多くの名前の語形を生
み出した単語に由来するのです。どれもみな空の中に暁の光が広々と差してくる様を表しているのです⑽。
そうだとしら、エウリュディケを噛んだ蛇とは、一体何でしょうか。闇という蛇は、夕べの美しい薄明り
を殺すのです。オルフェウスの巡礼は、太陽が夜の間、明け方に暁の光を、連れ戻すために行っている旅
を表しています。壮麗なその光によって、暁を消してしまうのも太陽なのです。［…］⑾

　マラルメの比較神話学はここで、伝説の詩人であるオルフェウスを太陽に、エウリュディケを日の出の光に
同一視して、深夜に太陽が暁の光を探しにゆくことに、詩人が冥府に降り死者を連れ帰ろうとするドラマを重
ね合わせるのである。
　「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」への改稿の中で最も重要なのは、マラルメが、オルフェウスとエウリュ
ディケとの関係に、自らとアナトールの関係を重ね合わせていることである。つまり、マラルメは、子供の死
を挟んで、黄泉の国から連れて帰りたい相手として、死んだ息子アナトールを想像することになるのだ。マラ
ルメも、オルフェウスと同様に、冥府に降りこの不可能な夢を実現しようとするのである。またここで、注目
すべきは、この神話学からするとエウリュディケの名前が、「夜明けの光」を意味していることである。アナ
トールという名前が、ギリシア語源で anatolē すなわち、「日の出⑿」を意味していることに留意すれば、この
親子の劇は、完全に神話の劇をなぞることになるのである。この作品では、マラルメは太陽、アナトールは夜
明けの光として語られているのである。
　マラルメは、オルフェウス伝説という神話に託して、わが子を失った悲嘆を表現し、同時にそれを天空の劇
のなかに表すことになるのである。これは、初稿にあったオルフェウスの冥府降りのテーマの深化である。こ
の後に確認することになるが、初稿には是が非でも連れ戻したい明確な死者などいなかったのである。亡き子
を探すオルフェウスというテーマが、決定稿を読み解くうえで主要なテーマとなるのである。やや前置きが長
くなったが、次章では、アナトールの死の影響を、「純粋な爪が縞瑪瑙を捧げ」のなかに探してゆきたい。

第三章「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」を読む─子供を失った詩人の自画像

Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx, 純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ、
L’Angoisse ce minuit, soutient, lampadophore, 〈苦悩〉は、この深夜、支えるのだ、松明をかかげる人、
Main rêve vespéral brûlé par le Phénix 〈不死鳥〉によって焼かれたあまたの夕べの夢を
Que ne recueille pas de cinéraire amphore 骨壺は、それを収めることもなく

Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx, 祭器台の上、空虚な客間にはプティクスもない、

──────────────────────────────────────────────────────────
⑽　エウリュディケの名前の語源がいかにして暁の光になるのか、ここで比較神話学の立場から説明を補足しておく。マックス・
ミュラーは、インドの『ヴェーダ』の暁の女神ウルヴァシー Urvasîの語源を、「広い（uruサンスクリッド語）（εὐρύギリシア
語）」と「浸透する」という語から導き出す。夜明けとは、その特徴から、「広く行き渡るもの」なのである。さらにサンスク
リッド語には、urûkîという形容詞もあり、これは「遠くへ行く」という意味である。ここから、ミュラーは、「uru, εὐρύ」を
その名のはじめに含む女神たちもまた、暁の名前であると結論づけるのである。それゆえ一般的には、wide justiceと語源学
的に説明されるエウリュディケの名前も暁を指すことになる。F. Max Müller, Selected Essays on Language, Mythology and Reli-
gion; Volume 1, New York : AMS Press, 1976, p. 405-406.
⑾　OC. II, p. 1526.
⑿　「日の出 sunrise」には、「昇りゆく太陽」だけでなく、「朝焼け」の意味もあるが、本作品では、後者の意味がアナトールに
割り当てられている。太陽は、オルフェウスであるマラルメが担うからである。
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Aboli bibelot d’inanité sonore, 打ち捨てられた鳴り響く空虚さの置物
(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx （というのも〈主人〉は、涙を汲みに冥府の川に出かけた
Avec ce seul objet dont le Néant s’honore.) 〈虚無〉が誇りとするこの唯一の品を携えて。）

Mais proche la croisée au nord vacante, un or しかし北に開かれた格子窓の近くには、一つの黄金が
Agonise selon peut-être le décor 死に瀕しているおそらく装飾に沿って
Des licornes ruant du feu contre une nixe, ユニコーンがニクスに向かって火を吐きかける、

Elle, défunte nue en le miroir, encor 彼女は、鏡の中に裸となった死者、にもかかわらず
Que, dans l’oubli fermé par le cadre, se fixe 縁によって閉じられる忘却のなか、定着する
De scintillations sitôt le septuor.⒀ すぐさまに輝きの七重奏曲が。

　アナトールの死が影響していると思われるところを、この詩の中に探してゆくが、まず第一詩節では、詩の
大意をとる必要がある。ここで歌われているのは、日没に続く、詩人の徹宵である。擬人化された「苦悩
L’Angoisse」が、「松明をかかげ持つ人 lampadophore」と言い換えられているように、夕べの火に代わる、星々
の輝きを、空にかかげているのである。それはすなわち、「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」という詩句の説
明となる。つまり、「苦悩」は深夜、己が爪を立てるように星々を空にかかげるのであり、その爪は、「縞瑪瑙
onyx」の光沢を放っている。onyxとは、ギリシア語源で、「爪」を意味しており、肉のような色合いから爪を
連想させるのである。
　「不死鳥によって焼かれたあまたの夕べの夢」とは、西の空が、不死鳥に譬えられるべき「太陽」によって
焼かれ、紅から暗く青ざめ、遂には暗黒に変わってゆく様を表している。この西の空は、詩人の夢が、燃え上
がっては消えてゆく様と重ね合わされている。その夢とは、理想的な詩を書こうとする不可能な詩人の夢であ
り、夕べから宵にかけて、ひときわ強く燃える夢だ。西の空も、夢も燃え尽きて灰となるが、それを収める骨
壺もないのである。だが、不死鳥である太陽は、明日になればまた飛来して同じことを繰り返すのである。つ
まり、この「太陽」は、詩人自身に他ならないのである。深夜になると、詩人の「苦悩」は、成就しない夢の
灰を胸に、不毛な詩作の徹宵を続けるのである。
　上記が第一詩節の大意であるが、初稿との大きな違いは、「夜」の擬人化が、「苦悩」の擬人化へと変わって
いるところだ。フランス語の Angoisseとは、「胸を締め付けるような強い苦悩」を表すが、大文字にされるこ
とによってさらに強調されている⒁。普通であれば、そこに神なき詩人の苦悩、あるいは、詩作の苦悩を読み
取って終わるところだが、『アナトールの墓』からこの詩を読む本論ではそれだけでは済まされない。この「苦
悩」とは、愛するわが子を失った詩人の苦しみを想像させるものなのである。わが子と引き離されるという愛
別離苦、マラルメの人生最大の苦悩を喚起しているのである。死別に起因する苦悩が、この詩の主題となって
いるのである。第二詩節まで読むと、それは明白になる。すなわち、そこに冥府に降っているオルフェウスの
存在を知った時にはではある。
　すなわち、第二詩節との関係のなかで、冒頭の大文字の「苦悩」が、子供を失った詩人の苦悩の意味を帯び
るのである。つまり、子供を失い亡き子のために詩を書くという苦悩を、詩人が負っていると読むことが可能
になるのである⒂。『アナトールの墓』にも、多く「苦悩」という単語が見いだされる。なかには、「苦しみ」

──────────────────────────────────────────────────────────
⒀　OC. I, p. 37-38.
⒁　決定稿は、初稿の明るい音とされる Nuitが重苦しい、暗い音 Angoisseに改められている点など、音響的に言っても、苦し
みをより感じさせるものとなっている。またそれに続く ptyxの同格が、Aboli bibelot d'inanité sonoreになることで、頭韻法に
よる音の異化によって、決定稿では空虚さがより鮮明になる。
⒂　同じくこの後に読む「トリプティック」にも、「否認の墓 Le sépulcre de désaveu」と呼ばれる大理石を、爪を立てて捉えて
いる「コンソール」が出現するが、そこでもやはり、「苦悩 Affres」という語彙が見られる。そこに息子の死の苦悩を本論は
読み取るので、同じ一八八七年の作品に見られる二つの「苦悩」は、わが子の死の苦悩という意味において反響しあっている。
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が擬人化され、詩人に向かって、死者のために命を捧げることがお前にはできるかなどと、挑発することさえ
あるのである「苦しみは彼に言う、存在しないもののために己を犠牲にできるのか─ la douleur le défie de se 
sacrifier à qui n’est plus─」（10）。つまり第一詩節では、詩人が、子を失って知った苦悩のなか、燃え上がる
西の空に見た夢の一つとして、亡き子のためになんとか詩をわが手に得ようとする。そのような詩人の決意す
ら読み取ることができる。
　この読みは、第二詩節があってこそ可能になる。最初の行で、部屋に ptyxという置物が「祭器卓 les cré-
dences」の上にないと言われる。初稿では、「コンソール des consoles」であったのだが、les crédencesとなる
と「教会で聖具を置くための台」という意味が発生する。となると、これは神なきあとの世界の聖具として、
ptyxが意識されていることになる。ptyxとは、「襞」、「くぼんだ物体」、「牡蠣の貝殻」を意味しているが、そ
の ptyxは、「打ち捨てられた鳴り響く空虚さの置物 Aboli bibelot d’inanité sonore」と同格に置かれていること
からも分かるように、詩を響かせる空なる器のことを指している。
　その器が、いまそこにないというのである。「主人」、つまり詩人が、それを携えて「冥府の川 Styx」に出
かけてしまったからである。ゆえにこの部屋には、誰もいないのである。初稿では、イジチュールの夜を思わ
せる「暗黒の客間 le noir Salon」であったのだが、決定稿では、どこかさみしさを漂わせる「不在の客間 salon 
vide」となっている⒃。この誰もいない詩人の部屋は、覚書にもでてきた、「空虚な部屋 la chambre vide」（39）
という真の喪の空間である。この空虚な部屋は、愛しいわが子がいなくなった後の部屋であり、詩人が「蟄居
claustration」（16）と呼んで過ごしていた死者を想う場所を表している。これは、そこに求める者がいないゆ
えに、いっそう、彼の存在を感じようとしたあの悲しい記憶のしみ込んだ不在の部屋なのである。
　そこで大事なのが、オルフェウスの冥府降りのテーマである。前章で説明したように、マラルメはオルフェ
ウス、死者アナトールは、エウリュディケに見立てられているのである。マラルメは、亡き子を探しに「冥府
の川」に降りていったのである。この親子は、先にも述べたように、比較神話学の見地からすれば、ちょうど
「太陽」が地平線の底に沈み、夜の世界を旅して、「日の出の光」を探しにゆくという「太陽神話」を再現する
ことになるのである。ここではオルフェウスである「太陽」が、地の底へと降って探しに行く美しい朝焼けの
光は、若き妻ではなく、夭折した息子なのである。第一詩節から描かれる日没から続く夜は、この「太陽」の
冥府降りとして理解されるのである。
　第七、八行目の「（というのも〈主人〉は、涙を汲むために冥府の川に出かけた／〈虚無〉が誇りとするこの
唯一の品を携えて。）（Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx/ Avec ce seul objet dont le Néant s’honore.）」
という詩句が、深夜に続けられるこの詩人の冥府降りを表している。初稿では、この詩句は「というのも、〈主
人〉は冥府の川の水を汲みに行った／〈夢〉が誇りとする彼のあらゆる品を携えて。Car le Maître est allé puiser 
de l’eau du Styx/ Avec tous ses objets dont le Rêve s’honore.」であった。そう、これはヴィアルの指摘が正しい
が、決定稿では「水」が「涙」に変わっているのであり、ここで新たに、詩人が亡き子のために涙を流すとい
う情景となっているのである⒄。
　覚書にあるように、マラルメにとって死の世界を開いたのは、アナトールだったのである「お前が私を連れ
てゆく生の圏外（私たちに開かれた死の世界）hors de la vie où tu me mènes (ayant ouvert pour nous un monde 
de mort)」（171）。一人称の死は、知覚を越えた、経験不可能な死である。二人称の死のみが、体験可能なリ
アルな死なのである。それゆえ、自己の死も二人称の死から真に見つめることができるようになるのである。
特に、その死者との間柄が、近ければ近いほど、そこから開けてくる死の認識も深まるのである。ゆえに、息
子の死は、この詩人に死の完全な認識を与えたのだと言える。マラルメは、アナトールが開いた死の世界に降
りてゆき、「冥府の川」で涙を流す。川の向こう岸には、死んだ子供がいるのである。
──────────────────────────────────────────────────────────
⒃　竹内信夫も、yxのソネの改稿に、アナトールの死の影響を見ている。特に「暗いサロン」から「空っぽのサロン」へ変化
したことに注目し、部屋に宿った亡き子の精神が、ひとつの光明となっていることを指摘している。（『マラルメ全集Ⅰ　別冊　
解題・註解』、筑摩書房、2010、p. 591）

⒄　初稿では、おそらく、ゼウスがイリスに冥府の川に誓約の証人となるための水を汲みに行かせる逸話を引きつつ、詩人が詩
をなすために、冥府の川に霊感を汲みに行くというほどの意味が想定されていた。
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　そこで流された涙は、詩人が ptyxと呼ぶ「うつろな器」に、汲み取られるのである。詩を響かせなければ
いけない器が、詩人の涙で満たされて鳴り響かないのである。マラルメにとって、死者を蘇らせることは、死
者を詩に変えることである。ちょうど、伝説の中でオルフェウスが、妻を取り返すために、冥府の世界で、竪
琴を用い音楽を奏でたように、マラルメもまた詩を書くことによってそれを果たそうとしたのである。しかし、
涙でいっぱいになったマラルメというオルフェウスは、子供のための詩を書けないゆえに、亡き子をこの世に
連れて帰ることはできないのである。
　さらにここで注目すべきは、初稿では、詩人が冥府に持ってゆくのは、「夢が誇りとする彼のあらゆる品」
であったが、決定稿では、「〈虚無〉が誇りとするこの唯一の品」へと変わっていることである。この唯一の品
とは、ptyxの言い換えであり、決定稿では、強い同一性で結ばれている。大文字の〈虚無〉は、〈苦悩〉が大
文字にされたことと響きあっている。マラルメは、子供の死によって、虚無をよりリアルなものとして、あり
ありと感じるようになる。虚無と空虚さこそが、この世の真実であり、詩を成り立たせる条件であるとこの詩
人は、あらためて強く確信するのである。
　ここまで読んだだけでも、『アナトールの墓』の挫折の記憶が反映している詩に見えてくるのだが、テルセ
もまた、息子の死の記憶と無縁ではない。情景として、第三詩節では、この部屋を夜空へとつなぐ装置として、
北へと開かれた格子窓が描かれる。第七行目に「一つの黄金が／死に瀕している un or / Agonise」とあるよう
に、格子窓の近くに、輝くものが消え果そうになりながらも一つ現れる。金色の装飾の中に、ユニコーンとニ
クスの戦いが描かれているのである。何頭かの「ユニコーン licornes」がニクスに火を噴きかけているのだ。
　これは、鏡の縁の装飾であることが、第四詩節まで読むと分かるのであるが、ユニコーンとニクスがいかな
る存在であるかについて触れておく。ユニコーンは、旧約聖書にも登場する、伝説上の生物であり、鋭く尖っ
た角を額から生やしている。非常に獰猛な生き物であるが、処女にはおとなしくなり、懐くとされる。クリュ
ニー中世美術館にあるタピスリー「貴婦人と一角獣」で、広く知られている幻想獣である。一方の「ニクス
nixe」は、ドイツの民間伝承に登場する水の精で、池や泉に住んでいて美しい女の姿をしており、若い男性を
誘惑して水の中に引きずり込むのだという。「ニクス」はしばしば人魚と同一視され、その歌声は聞くものを
死の淵に誘う。
　第四詩節でユニコーンに火を吐かれて、戦いに敗れたニクスは鏡の中に裸となって溺死し忘却の中に消え
る。このか弱き者の溺死のイメージが、初稿にはなかったものである。初稿は、ニクスが男の神を誘惑し連れ
去ろうとしていただけだった。これは、ニクスが男性を誘惑するという伝承にもとづいた展開であると言える。
決定稿は、若い女が、ユニコーンに追い詰められて、湖を思わせる鏡の中に溺死するのである。このか弱きも
のの溺死のイメージは、『アナトールの墓』の紙片 188にあるように、アナトールが溺死者として描かれたこ
とに由来するイメージなのである。これは詩人に憑りつく子供の溺死の観念の予兆といえる。同じくそこに溺
死する亡き子のイメージを読み取るヴィアルは、ユニコーンがキリストの象徴にもなることから、キリストが
背教者である詩人を罰するイメージまで読み取っているが、そこまでいくと言い過ぎの感がある⒅。ここは、
不条理で暴力的な力によって、か弱きものが溺れ死ぬ想像が詩人に働いていることを読み取っておけばよい。
　そのあと、鏡の中に「すぐさまに輝きの七重奏曲」が映し出される。「七重奏曲」とは、カザリスにあてた
手紙で、マラルメ自身が解説していたように、「大熊座」、すなわち「北斗七星」である。「北斗七星」は、偶
然的に散りばめられた星の配置から、必然性を読み取り、それをつなぎ合わせて生まれる詩の音楽の象徴であ
る。つまり、マラルメの夢み、生み出そうとしていた理想の詩の幻が、鏡の中に映し出されているということ
である。アナトールの死に引き寄せて読むのなら、この「北斗七星」は、ついに書きえなかった『アナトール
の墓』の幻と受け取ることさえできるのである。いずれにせよ、マラルメは、己が追いかける夢の輝きを、最

──────────────────────────────────────────────────────────
⒅　ヴィアルの解釈によると、初稿の神を溺死させたニクスは、詩人自身で、六〇年代の神を殺した詩人を表す。決定稿では、
ユニコーン（キリスト）に復讐されて、キリストが背教者である詩人を殺してしまうのだという。なお、ユニコーンがキリス
トと結びつくのは、処女の胎内へとキリストが飛び込み、受胎したからであるとされる。André Vial, Mallarmé Tétralogie pour 
un enfant mort, José Corti, 1976. p. 50.
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後に提示してこの作品を閉じる。この展開は、か弱きものの溺死と相まって、「賽の一擲」の世界を予感させ
ることも付言しておこう。
　オルフェウスの願いは、遂にかなわなかった。太陽は、美しい夜明けの光を連れ帰ることはできなかったの
である。マラルメは、オルフェウスの冥府降りの伝説を忠実になぞったことになる。ギリシア神話では、エウ
リュディケを連れ帰ることに失敗したオルフェウスは沈黙し、悲しい歌ばかりを歌うようになったとも聞く
が、マラルメもまた、子を失い、子を蘇らせられなかった悲嘆を詩にせずにはいられなかったのである。

＊

　ここまで「彼自身の寓意のソネ」から「純粋な爪が高々と縞瑪瑙を捧げ」への書き換えのなかに、アナトー
ルの死の思い出を探してきた。初稿では、六〇年代の神殺しをともなう虚無の体験と非人称化の意識の誕生が
歌われたまでであったが、決定稿ではそれとは違うものが見いだされたのである。決定稿には、オルフェウス
の冥府降りのテーマの深まりのなかに、死んだわが子を探し求める詩人の姿を見出すことができたのである。
　オルフェウスを太陽、エウリュディケを太陽の追い求める夜明けの光とするのなら、この見立ては、マラル
メとアナトールにおいても成り立つのである。それは、語源学的に、死者の名が、夜明けの光を指し示すこと
からも分かることなのである。夜明けの光を求め、地の底へと沈んだ太陽のように、詩人は死の世界に降り、
冥府の川に亡き子を探しに来たのである。冥府の川の前で流される詩人の嘆きの涙は、詩を鳴り響かせるため
の器をいっぱいにしたために、亡き子を蘇らせるための音楽が鳴り響くことはなかったのである。死者を生の
世界に連れ帰ることは叶わなかったのだ。マラルメは、ギリシア神話の英雄オルフェウスと同じ運命をたどっ
たのである。
　死の世界を旅し、死者を追い求めるのがオルフェウスならば、マラルメを真のオルフェウスにしたのはアナ
トールであった。決定稿への改稿には子供の死が明らかに反響している自画像の描き直しがあったのである。
亡き子を想い続けるオルフェウスが、新たな詩人の自画像となるのである。これが、詩人の使命を「大地のオ
ルフェウス的解明⒆」と呼んだマラルメの見逃すことができない一面なのである。マラルメは、この大地を象
徴的に説明し「書物」へと至る道のりを指し示すだけではなかったのである。なによりも、子供の死を通して
死者を想うオルフェウスというテーマにも通底する詩人となり、亡き子とともに神話化されるのである⒇。
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