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『優しい歌』を通して見る『かの女のための歌』

西森和広

序論

ヴェルレーヌ後期作品に対する評価は厳しい。ほぼ無視されていると言える。

例えばボルダス社刊『フランス語文学事典』（1994年）でヴェルレーヌの項を

見ると、初期の六つの詩集はすべて欄を設けられ、詳しく説明されている。が、

数的には倍以上にもなる後期の詩集はその名すら挙げられていない。作品研究

の状況も似たような傾向と言っていい。だが、今日なおヴェルレーヌ研究の入

門書として定評のあるアントワーヌ・アダンの『ヴェルレーヌ』（1953年）は、

冷静で厳しいながらも愛情の伝わる文章によって、後期の諸作品への評価を行っ

ている。それから半世紀、かつて秘密出版され_般向けの著作集などからは除

外されていたような作品までも含めた詩作全集が普及版として出版されたり

(ファーヴル編ラフォン社刊1992年)、詩人没後百年（1996年）に際して開催

されたシンポジウムには、後期の目立たない作品の一つを敢えて取りあげる発

表も見られた（『ヴェルレーヌの精神性』メス国際学会記録)。ヴェルレーヌが

詩人としての名声を高め、評価され、愛されるようになるのは、実は晩年の１０

年ほどの間だったということは思い出しても良い。

アナトール・フランスは『現代高踏詩集』第３集（1876年）の編者として、

その創作の最盛期にあったと（今から見れば）言えるかれの作品を掲載するこ

とを拒絶した。しかし後年病気がちの詩人への憐棡と敬意を示す一文を草して

いる（ビヴォール編『ヴェルレーヌ』301-307)。また、若い日の不幸な結婚

生活には嫌な思い出しかないと思われるが、元妻マチルドの回想録には、かつ

ての夫への世間の偏見を少しでも取り除こうという姿が見える。これはただの

憐閥か、それとも愛と言えるのか。マラルメのように、若い時から死に到るま
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で、文学上の友として、過度の賛辞とも悪意ある批評とも無縁に、適正な評価

を与え続けたような例もあるけれど（モンドール９)、デカダン派や象徴主義

者たちに祭り上げられるようになった晩年と、その死後しばらくの間の、それ

ほど長くはない期間こそがヴェルレーヌの名声の絶頂であった。１９世紀末を代

表する詩人の一人としてのかれの名声は現在確立しているように見える。それ

は主にランボーとの冒険の時期に前後して書かれた諸傑作によるところが大き

い。しかし、それら最盛期の作品の分析を中心になされてきた多くの研究の成

果によっても、そのランボーなどの名声には－歩譲るところがあるのもまた事

実だ。今日なお、既成の諸研究に付け加えるべき何かを求めるとすれば、それ

は長らく無視され続けている詩人最期の10年ばかりの間に生み出された諸作に

新たな光を投げかけてみることも必要ではないか。その時期こそ、ヴェルレー

ヌが、詩人としても個人としても、最も多くの人から愛された時代なのだから。

この目標を今後の研究の指針としたいが、今回は、数ある詩集の中から『か

の女のための歌』を取り挙げる。かつてマルク・スガンは（やはり後期の詩集

と見徹される）『幸福』を単独で論ずることが、あまりに窓意的なことと取ら

れはしないかと危)倶したと同様の不安を感じなくもない。本論ではすでに多く

の研究の成果が得られている初期詩集の中から、特に『優しい歌』を選び、二

つの詩集を比較しながら論を進めてゆく。初期ヴェルレーヌと後期ヴェルレー

ヌの相違を明らかにすることで、後期作品の特徴を浮かび上がらせてみたい。

この三つの詩集には次の共通項がある。どちらも（少なくともその体裁上）あ

る女性に捧げるという目的に沿って編まれた詩集であり、そしてどちらも「シャ

ンソン」という表題を与えられているという点である。

1．『優しい歌』（LaBonneChanson）の背景

まず作品成立の伝記的背景を、それぞれまとめてみよう（アダン、プティフィ

ス、ビュイジーヌの諸研究及びヴェルレーヌの自伝などを参照)。

1869年６月ヴェルレーヌは友人シヤルル・ド・シヴリ（ピアニストであり、

文学関係の交遊も多い）宅を訪問した際、その義妹マチルド・モーテに出会う。
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かの女はすでに義兄を通してかれの作品を読んでおり、かれを喜ばせる。その

後一月もしない内に、かれは友人宛て、結婚を申し込みたい旨伝える。力)の女

の父モーテ氏は驚くが、後にドビュッシーにピアノを教えることになる母とシ

ヴリは好意的である。モーテ氏はいわゆるブルジョワ階級の人間で、詩人とい

う「職業」などは認められなかったろうが、夫人とシヴリは芸術への造詣も深

く、かれに好意的であった。マチルドもまたそうであった。モーテ氏にしても、

ヴェルレーヌは大学入学資格を持ち、パリ市役所の財務関係の職にも就いてい

る身であり、それほど反対する理由もなかったであろう。結局翌70年の６月に

は正式に結婚の契約を結ぶところまで運ぶ。その後、マチルド（とその母）の

病気や政局の不安（ナポレオン３世がプロイセンに宣戦を布告するのは７月１９

日）などのため結婚は８月11日まで延びる。『優しい歌』は、６月12日には印

刷を完了し（実際に頒布されるのは72年になる)、出来上がった刊本の一冊に

ヴェルレーヌは献呈の詩を特別に書き加え、当然のこと、それをマチルドに渡

す。

詩集は21の詩篇から成り、全体として－人の女性との出会いから恋の成就に

到る過程が季節と風景、家庭と街などを背景にしながら綴られてゆく。かの女

の名や、具体的な場所が示されているわけではなく、一般の読者にとってもこ

れがある恋の物語であると読めるような配慮の行き届いた作品となっている。

これは新進の若手詩人が創り出した恋歌集なのだ。すでに発表された二つの作

品集を知る読者（ことに批評家）への新作なのだ.ヴェルレーヌ個人の顔は、

もちろんマチルドその人に向いている。まだ子供のような初な文芸を愛する少

女に。しかし、詩人としての顔は世界（業界）に向かって示さなければならな

い。まだかれは若手であって、しっかりした評価を得るのはこれからだ。この

二重性を理解することこそ『優しい歌』を読み解く鍵なのだ。

マチルドにかれが期待していたものの実相をつかむため、かれの人生の歩み

を概観してみよう。最初の子供を流産により失った後、４６歳にしてやっと授かっ

た子供をボール・マリと命名した、ニコラ・オギュスト・ヴェルレーヌ大尉が

大変甘い父親になったとしても仕方ない（ルペルチエ４２)。母エリザ・ジュリー

は最初の不幸な妊娠のなごりを、つまり流れた児の遺骸を保存していたとも言
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われるが、両親いずれにとっても大切な子供であったろう。両親が甘くなる理

由はもう一つあったかもしれない。この子供はそれほど美しい容姿に恵まれて

いるとは言えなかったから。

だからもしかれに愛`情を持って接してくれる異性がいたとすれば、どうして

恋せずにいられよう。かの女の名は（母と同じ）エリザ・モンコンプルといい、

母方のいとこでかれより８歳ほど年上だった。ヴェルレーヌ家に引き取られて

いたこともあり、幼年期のかれの最高の友、と言うより恋人だったはずだ。し

かしこれもまた当然ながら、ポールの気持ちを知っていたとしても、かの女に

そういう意識はなく、レクリューズという田舎町（と言うより村）で1858年の

末頃結婚し、エリザ・デュジャルダンとなる。ポール14歳の時だ。かれのこの
ゾと

最初の挫折が初の詩集『土星人の歌』中の「メランコリア」詩篇Ｉご昇華したこ

とは今日よく知られている（ボルネック80-98)。その後ポール21歳の1865年

末父が亡くなる。６７年２月にはエリザも亡くなってしまう。結婚後も変わらず

ポールを支え、夏季休暇にはしばしばポールも遊びに出かけたりもしていた。

処女作出版に掛かる費用も援助してくれもした。この永遠の別離がおそらく飲

酒の悪癖の始まりと思われる。

この時期のヴェルレーヌの内心は、友達にもよくは知られていなかったよう

で、長年の友人ルペルチエでさえ、詩集に歌われているような失恋の痛手など

は想像力の産物と思い込んでいる（ルペルチエ155)。友人たちの前では「醜

いがいい奴」であったのだろう。そういう中で、ついにマチルド・モーテが登

場する。出会いから結婚まで一年あまり、結果から見れば、順調そのもだが、

かれの内心は不安と焦燥の日々で、酒浸りの生活にあまり変化は無く、母に暴

行を加えることも多かった。かの女がたまり兼ねて家を出た時にはおろおろす

るのだが（この暴力の根源に、己の容姿に対するコンプレックスとそこから発

生する母への無意識の憎悪を想定するのは短絡だろうか。父母の若い頃の肖像

画、あるいはいとこエリザの写真とヴェルレーヌのそれとを見くらべると、か

れの風貌のみ極めて強烈な印象を残す。他の三人については、よく観察すれば

次のように言えようか。父は軍人らしく藻々しく、母は少しやせ気味だが、繊

細さを漂わせており、エリザはふくよかな体形で、華やかな美人というわけで
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はないが、しっかりした性格が顔に出ているというところだ。後年、老いたヴェ

ルレーヌがその風貌ゆえに、却って個性的な詩人という印象を強めることにな

るのに対し、若年期にあっては、女性に対して臆病にならざるを得なかっただ

ろうと推察せざるをえない。目付き、鼻筋には母の面影が感じられ、この母子

が精神面でもかなり似た所があったのではないかと憶測もできるが、ここで扱

うべきテーマではないだろう)。

マチルドと出会ったのは僥倖だった。力〕の女はかれの顔を醜いなどとは言わ

ない。ただ詩を読んでくれたのだ。力】の女は希望の光となる。『優しい歌』の

巻頭第１番の詩は《Lesoleildumatindoucementchauffｅｅｔｄｏｒｅ…》

(プレイヤッド版142）と始まる。第１、第２詩集では考えられなかったほど

の明るさがこの詩集の基調となる。夜の歌ですら明るいのだ《Lalune

blanche／Luitdanslesbois；／Dechaquebranche／Ｐａｒｔｕｎｅｖｏｉｘ／

Souslaram6e…》（プレイヤッド版145)。かれの期待の大きさがどれほど

のものか想像してみよう。もちろんかの女は知らない。自分がどれほど大きな

存在と見倣されているのか。やっと17歳で結婚しようとする女性には過酷なほ

どの期待でヴェルレーヌの心は満たされている。かれとてかの女がまだ子供の

ような存在であることは分かっている（つもりだ)。大人になら少し色っぽい

程度の言葉も、この少女にはまだ強すぎるし、まして抑えがたい程の激しい情

欲や、暴力にまで及ぶ飲酒癖を見られるわけにはゆかない。こうして『優しい

歌』は模範的な恋歌集となるべき運命を背負わされる。

2．『かの女のための歌』（ChansonspourElle）の背景

この作品のミューズとして、特にその名が記されているわけでも、かつての

場合のように献呈詩が存在するというわけでもないが、多くの論者が筆頭に名

を挙げるのはウージェニー・クランツである。女優や踊り子も経験し、政治家

や芸術家などの愛人（これはいわゆる高級娼婦と呼ばれるような存在というこ

と）でもあったという女性で、詩人と知り合う頃には、４０歳あまり、お針子と

して生計を立てていた。二人はそれまでも見知ってはいたようだが、親密な関
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係となるのは91年５月頃からのようだ。こういった点からかの女の名前が真っ

先に挙げられる。全25篇からなる詩集中、９篇がこの年の３月から１０月にかけ

て雑誌上に発表されていることが確認されているが、１２月26日に冊子として出

版された。誌上に先行発表された詩篇の多くに、単独で発表されたにもかかわ

らず、詩集と同じ表題（複数形でChansonspourElle）が用いられているこ

とは当初から詩集としてまとめる意図があったことを伺わせる。構想から出版

までの日数に要した時間は１年足らずと推測され、これほど速く世に出た作品

集としてはこれが初めてであろう。戦争という情勢ゆえに、実際に頒布される

のに手間取った『優しい歌』も、刊本の印刷が終了するまでならやはり１年ほ

どで、恋愛が詩人の仕事を加速させる力の大きさを感じさせる。ただこの速さ

には別の事情もある。若い時の作品の場合は、何としてもかの女の心を出来る

だけ早く捕らえたいという一念でもあったし、ほぼそれだけと言ってもよいだ

ろうが、今回はむしろ別の事情があった。つまり経済の問題である。とにかく

この時期のヴェルレーヌに必要なのはお金であった。金銭不如意の状態はほぼ

恒常化していた。

かれがマラルメなどとは違い、特に一つの職にしがみつかなくとも何とかやっ

て来られたのは、母親が握っていたとはいえ、父親の遺産があったことが大き

い。ランボー事件以降、イギリス、あるいはフランスの幾つかの町で、教師を

したりもしたが安定せず、リュシアン・レチノワという少年と出会ったことを

きっかけにその家族らと農場経営に挑むが、二度の失敗を経た後、パリに戻っ

てきたのは1885年の６月頃だ。その間、農場の脳入には母から資金を得たりも

していたにもかかわらず、酒乱からの暴力は止まず、たまり兼ねた母が相談し

た人の助言もあって、母子間の裁判沙汰にまで発展する。それがかれの二度目

の牢獄経験という結果になっていた。出獄後、やっとパリに帰った時、かれは

４１歳になっていた。この頃から、病気に見舞われるようになる（最初は膝関節

の水腫、それから潰瘍、リューマチ、糖尿病と続く)。翌86年１月に、とうと

う母が亡くなる（入院中のかれは葬儀にも出られず、何とマチルドが喪主を努

めた)。次いで母方の伯母ローズ・ドゥエーも２月に亡くなる。それなりの遺

産も入るのだが、子供の扶養手当の未払いを訴えていたマチルド側に差し押さ
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えられるし、他にも多くの負債があった。それでもかれを忘れていない幾人か

の友人らのおかげで、公的な保謹も受けられてなんとかしのぐ。病院と安宿を

行ったり来たりで、一定期間なら無料で治療を受けられる施療施設にいられる

時がまだしも幸せと思えるような時期だ。

実はようやくこの頃、ヴェルレーヌの詩人としての名声も高まり始める。８４

年に発表した評論集『呪われた詩人たち』に早くも眼を付けたユイスマンスが

同年の小説『さかしま』の中でかれを称揚したのは有名だ。さらに86年、デカ

ダン派がその機関紙を発刊、次いでモレアスの象徴主義宣言が出され、いずれ

もかれを先達として奉る。８８年には今も名の残る評論家ジュール・ルメートル

がヴェルレーヌ論を発表、同年には友人のシャルル・モリスがおそらく初とな

る詩人論『ポール・ヴェルレーヌ』を出版する。生涯に渡りヴェルレーヌに関

わり、多くの出版を引き受けることになる、レオン・ヴァニエに、詩と散文と

を問わず、原稿を渡し、稿料をもらう、前借りをする、時には無心をする。初

期の詩集の再版が出されるようになるのもこの時期だ。また彼自身が、債権を

持つ事柄についての好転もあり、少しずつ経済状態は改善される。マラルメの

火曜会ほどには今日知られていないが、水曜会という集まりが持たれた時期も

あった。おそらく、飲酒と娼婦などから少し距離を置けば、もっと楽な生活も

あったかもしれないが、結局、原稿と引き換えに生活の資を稼ぐという状態に

あまり変化はなかったが、最悪の状態は脱する。

人間関係から見た時、この時期の詩人の生活を親密に取り巻いていたのは、

先に名を挙げたウージェニーも含めた三人による三角形であったと言える。後

の二人は、フィロメーヌ・プーダンという現役の娼婦、もう一人は男性で、フ

レデリック・オギュスト・カザルスである。その内、カザルスとの関係を同性

愛のそれと考えるのは正しくない（有名なランボーやリュシアン・レチノワと

の関係にしても、具体的な事実が確認されたわけではない)。ヴェルレーヌに

内心の渇望があったかどうかはともかく（例えば88年８月22日のカザルス宛の

手紙などは引き合いに出されるが．クラブ版11326)、カザルスの方にその気

のなかったのは確かで、世間がそういう目で見ることを気に病むことも多く、

長期に渡る不和の原因となることもあったが、結局は詩人との友情は最後まで
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続くことになる。むしろこういう点にこそ晩年のヴェルレーヌの持つ魅力の本

質を探るべきではなかろうか。カザルスは、カフェの歌手として働くこともあっ

たが、デッサン画家として、とりわけヴェルレーヌ晩年の姿を留めたことでそ

の名を残したと言える。デカダン派の面々との付き合いがあり、文学への関心

も高かったかれが、詩人と知り合うのは86年の春頃で、すぐに親密な関係となっ

た。自身、裕福な家の出であったわけでもなく、安定した職に就いていたわけ

でもないが、病身の詩人の無心に応えたり、書店との取り次ぎなどにも働いて

いる。６５年の生まれであるから詩人とは20歳以上も若く、長身であったという

その姿にヴェルレーヌが内心感じるものがあったとしても、それを直ちに同性

愛に結びつけるのはどうだろうか。確かに、ヴェルレーヌは男性の同性愛をテー

マにした作品を残している（『男たち』)。一方、女性の同性愛を扱った作品

(『女友達』）もあるが、だからと、かれを女性で同性愛者だと考えるだろうか。

結局、有名な「詩法」についてあれこれ論議されるのに嫌気がして述べたと同

様に、それらは何よりもまず「シャンソン」なのだ（プレイヤッド散文集722)。

三角形を形作る他の二点は女性だ。現役の娼婦であるフィロメーヌはエステ

ル（旧約エステル記及びそれに基づくラシーヌの悲劇を想起させるが、何か意

味があるのだろうか）の通称で知られ、詩人と出会ったのは87年の９月、当時

30歳ほどだった。９０年末、同居を考える程の関係までになる。ただ入退院を繰

り返しては居所も変わるという当時のヴェルレーヌとの生活は恒常的には成り

得なかったし、その職業から足を洗う意志のないこの女性の男関係は決して単

純ではなかった。大柄で肉付きが良く、陽気で、お酒好きと伝えられるかの女

に、ヴェルレーヌとの関係が深まった時期でも、常に他の男性がいたとしても

不思議ではない。と言うより、詩人の方が力､の女の恋人の一人だったと言うべ

きかもしれない。身なりや付き合いに消費する金額も相当であったろうし、詩

人の財布を常にあてにしていたのも当然か。カザルスを嫌い、絶交するよう詩

人に求めたりしたのは、何も嫉妬心からというわけではなく、自分の利益を侵

害する者と見たためであろうか。離れては戻り、戻っては離れるという関係が

続いた挙げ句、さすがにその行状（他の男との付き合い、詩人の財布から金銭

をくすねたとも伝えられる）に愛想を尽かした詩人が完全に縁を切るのはかれ
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の死の前年、９５年の始めである（とはいえ、もしかれがもっと長生きであった

ならば、どうなったかは分からないが)。

一方、ウージェニーとの関係が急激に深まるのは、９１年の５月頃とはすでに

述べた。奔放で気ままなフィロメーヌに少し嫌気が差したものか。小柄で外見

はそれほど魅力的というわけではなかったと伝えられるこの女性は、世話好き

で、しっかり者、倹約家の美徳を持ち、他の男性と関係を持つことなどもない。

まつとうに働いていたかの女が可伝えられるようにヴェルレーヌをその「仕事」

へと尻を叩くように駆り立てるのが常であったとしても、それを食欲であった

と言うのは当たらない。ずっと一人で働いて生きてきたかの女にとって、人生

とはそういうものであったまでのことで、そのおかげもあってか、かれの作品

量は急激に増して行く。『かの女のための歌』の賭作が書かれ、誌上に発表さ

れるようになるのがこの前後である。その後かの女は、フィロメーヌとその地

位を争いながらも、結局は、詩人の最期を看取ることになる。

3．『優しい歌』の分析

次に、両作品の特徴をまとめてみよう。まず『優しい歌』から。

両作がある特定の女性に捧げられるべく書かれたと、上述したような伝記的

事実から、今日われわれは認識し、前提としているが、当時の読者にとっては

どうであったか考えてみよう。先にも述べたが、『優しい歌』の初版印刷本で

は、マチルド本人に渡すためのものただ１部にのみ、献呈の詩が書き加えられ

ていた。これはヴェルレーヌの死後まもなく、誌上に紹介され、遺作集にも収

められた。これを現行の刊本では詩集への注記の形で戦せている場合が多いが、

プレイヤッド版全集ではこれを詩集の冒頭に置いている。つまり、マチルドが

受け取った、ただ１部の刊本を『優しい歌』のオリジナルテキストと認めたこ

とになる。これは詩人の内心の一面を尊重したことではあるが、一般の読者を

想定したもう一つの面は失われることにもなる。この三重性は、１７世紀のサロ

ン文学を想起させる。セヴィニェ夫人が娘や友人たちに宛てて書いた手紙が、

他方では社交の場であるサロンで朗読されるものでもあるという特殊な17世紀
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の文学空間の有り様を。この詩集もまた、一人の女性に宛てられたものであり

ながら、その他の読者をも想定するものでもある。その他の読者と言っても、

かつてのサロンにあってはそのほとんどの者は、何らかの形で筆者を知る者で

はあったろうし、極めて狭い空間でのことではあった。しかしその辺りの事情

も、さほど変わらないと言えるのかもしれない。今日の大:蹟生産的出版のイメー

ジは、まだこの１９世紀半ば頃の事情にはそぐわない。ことに詩の分野に関して

は。無名の新人の作品などは、事実上、自費出版であり、幾らか名を知られる

ようになったとしても、それは同業者と文芸への関心を特に持った、例えば音

楽家や画家のような、他の芸術関係の分野に生きる人たちの間のことである。

ヴェルレーヌの処女作『土星人の詩』の初版は750部、次の『雅びな宴』は600

部、そして『優しい歌』が590部で、その後のランボー体験後に出ることにな

る代表作の一つである『言葉なき恋歌』は300部でしかない（ヴァン・ベヴェー

ルとモンダ３－１５)。少しづづ減っているのは、前作にどの程度の需要があっ

たかという経験値に基づくものと思われるわけで、読者数の程度はおおよそ知

れる。逆に言えば、かれの読者とは、多少とも詩人その人と交流を持ち得た者

たちで相当数を占められていたと推測できるわけである。結局、こういうこと

になろうか、『優しい歌』が特定の個人に向けて書かれていたという事実は、

(ただ１部を除けば）刊本そのものからは読み取れない。しかし、事実上、多

くの読者はその事情に通じていたか、あるいはすぐに知り得たであろう。

以上は読者の側の問題である。詩人個人の立場は変わらない、つまりこれは

ただ一人の女性に向けた花束であり、またその他不特定多数の読者のための模

範的恋歌集でなければならない。模範的というのは、そのタイトル、原語で

Labonnechansonという命名からも想起されることだ。表題の形容詞は

｢よい（よき)」と訳されることも多いが、ニュートラルな訳語と言える。良い、

優れた、正しい、好ましいといったニュアンスを挙げてゆけば、まずはシャン

ソンとして優れたもの、好ましいものの意であろう。そのシャンソンの語は単

数形で、収められた各詩篇それぞれがシャンソンであるということではない、

詩集全体でシャンソンというものを成しているという主張となろう。さらに定

冠詞の存在はそれを強化、主張するかのように、外の何ものでもない典型とし
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ての「良い歌」を指し示すだろう。ヴェルレーヌ自身が公にした詩集の中で表

題に定冠詞を伴うのは、他に秘密出版された『女友達」（LesAmies）がある

だけである。これを大言壮語と言うにはあたらない。結局、これはあくまでシャ

ンソン、ただのごく軽い、民衆的なジャンルなのだ。子供のような若い女性を

相手に捧げるべく、恋人としてふさわしい選択をしたまでのことだ。「良い」

という形容詞に、何か具体的な行為や事物あるいは人物にとって好ましい、適

切なもの、という含みを想定するならば、例えば、婚約・結婚という場にふさ

わしい、あるいは若くてうぶな女性が手に取るのにふさわしい、といったかれ

の個人的状況が想定できる（かれは後に『告白録』の中に、詩集には収められ

なかった幾つかの作品を公表するが、それらは、その性的なニュアンスがふさ

わしくないと判断したと説明している)。それは一般読者の知るよしもないは

ずのことでありながら、多くの読者は、今日の読者ではなおさらのこと、この

間の事情に通じてしまっている。もし、この詩集が今なお恋に浮かれた詩人が

熱狂的に書き連ねた作品という偏見で見られているとすればＴそれは本来読者

に対して隠しておくべき背後の事情が、実は筒抜けであり、その先入観なしで

は読まれない、という不幸のためだろうか。野内良三氏はこの詩集で最も優れ

た詩篇はマチルドの影の薄い作品であると述べているが（128)、それはマチル

ドの姿を隠す努力、つまりは普遍化への努力の結実した作品と言い換えられよ

う。実のところ、ショシヴェールの指摘するように（61)、かの女の姿が実体

的に描かれているとおぼしき場面はそれほどはないのだが。そういった先入観

なしで読むことができれば、例えばフォーレのように、同世代ながら、個人的

な面識がなく、後になって初めてこの作品に接した者のように、ここに自身の

恋を投影させ、想い人に捧げるべく、詩篇への作曲を試みる程の読者も生まれ

るかもしれないのだが（かれは詩集の中から９篇を選び、配列を変え、部分的

には語句に変更まで加えて、自分自身の「優しい歌」を作り上げた。私見では、

詩集では第８番の「後光の中の聖女様」で始まる詩を、最初に待ってきた事は

この歌曲集に力を与えたものと考える。中世の騎士とその想い人に自分たちの

関係をなぞらえたこの作品は、集中の傑作であり、聴き手を一挙に別の時空へ

と誘ってくれる)。
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二人が出会ってからの１年間の季節の移り変わりに二人の関係の変化を絡ま

せて描く巧妙さ。あるいは１年という日数に合わせるかのように、詩句の総数

(収められた全詩篇の詩句の合計）が定められているというような配慮等がマ

ルミエによって明らかにされている。これらもこの作品が全体としてひとつの

シャンソンであるという意図に適合する事実と言える。最後に、形式・スタイ

ルの面について簡単にまとめてみよう。その意図からしても当然だが、文体は

平易で、含みのない、理解しやすいものになっている。前作『雅びな宴』で見

せたアクロバティックな詩句構成の妙も少ない。一方、ソネットのような伝統

的な堅い形式は避けられてはいるものの、アレクサンドランによる詩篇は８篇

あり（前作では22篇中３篇)、保守的な面も大切にされている。もとより、シャ

ンソンは民衆的な歌全般を指す語でもあり、古典的、伝統的な詩形ではないが、

同数の詩句よりなる詩連（クプレcoupletと呼ばれる）に繰り返し句（ルフラ

ンrefrain）を伴い、曲を付けて歌われるおどけた歌（『19世紀ラルース大辞

典』『□ベール大辞典』）という認識が一般的であったと思われる。各詩篇で見

た場合この定義に適合しそうなものを挙げるとすると第６番ぐらいなのだが、

そもそも全体としてひとつのシャンソンという意図を踏まえれば、気にするほ

どのことではないのかもしれない。

4．『かの女のための歌』の分析

多くの評者がこの詩集のミューズをウージェニー・クランツに同定している

と述べたが、それには「主に」という譲歩が付いている（アダン168、ボレル

のプレイヤッド版解説707、ファーヴルのラフォン版解説395)。すでに触れ

たように、ヴェルレーヌと恒常的な関係を持っていた女性としてはエステルこ

とフィロメーヌ・ブーダンもいる。この事を踏まえての譲歩なのだが、何故ウー

ジェニーの方が優位なのか。作品中に名前が挙がるわけではないし、献呈の辞

もない。これまで触れなかったが、この詩集の後、再びある女性に捧げるとい

う形での作品が登場することになるが、その『かの人に捧げるオード集』

(1893年）はむしろフィロメーヌの色が濃いと考えられている。この作品につ
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いては別の機会に譲るが、果たしてそれほど明快に色分けができるだろうか。

おそらく、『かの女のための歌』発表直前の1891年の春頃来、詩人とウージェ

ニーとの関係が深まり、相対的にフィロメーヌの影が薄くなったことからでた

推測かとも思われるが、ピエール・プテイフイスなどはある詩篇を一方に、あ

るものはもう一方にと分けて考え、特にどちらが優勢というこだわりは示さな

い（380-385)。どのように考えればよいのだろうか。

まず各詩篇の配列に関しての特徴として、詩集の出版以前にすでに誌上に発

表されていた（ことが分かっている）九つの詩篇（第１～６，１０，１３，２０番）

について見ると、その発表順が詩集内での順序にも反映していることが分かる。

第５番から13番までの４篇は微妙に前後するが、いずれも同じ９月である。そ

してこの誌上での発表の日付けは、作品の書かれた順序にも反映する可能性が

ある。この時期のヴェルレーヌはとにかく金銭が必要だったわけで、出来上がっ

たものをいつまでもしまって置いたとは考えにくい。作成日付け（書き始めた

日なのか、書き上げた日なのか、あるいは最終の浄書が完成した日なのかは不

明だが）が残されている詩篇はわずかに３篇だけだが（第６，１４，２０番)、そ

のうち第６番は８月とだけ記され、シメール誌９月号に発表、第20番は８月２８

日で、ラ・プリュム誌10月１日号に載せられている（プレイヤッド版1270-

1272)。が、そもそも全体として短時日に書き上げられたわけで、細かい順序

にこだわることはないのかもしれない。ただ、どの作品がどの女性を念頭に置

いたものかを考えるヒントにはなろう。

したがって例えば、３月から４月にかけて発表された最初の４つの詩篇にフイ

ロメーヌの姿を認めるのはごく自然だ。２月７日に病院を出た後、ヴェルレー

ヌは、かの女がそうしていたのと同じホテルに（家具付きで長期間住めるよう

なタイプの）部屋を借りている。実はそこの支配人}まかの女のヒモのような存

在であったようだ。が、それはそれで、かの女はその多様な交際や服飾等に掛

かる費用からも、詩人との関係は重要であったし、そのラカンなる人物にとっ

てもそれは同じ事だった。二人の蜜月時代がこの頃と言える、そう表現しても

良いならば。しかしウージェニー（フィロメーヌとは友達で、かの女を介して

親しくなったとされる）が５月頃に登場すると、雲行きは怪しくなる。ヴェル
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レーヌとの仲は急速に進み、９月半ばには住居を移すことになる。９月24日付

けのヴァニエヘの手紙では「全幅の信頼を寄せ、とても愛している」人と紹介

をすることになる（クラブ版1670)。その後詩人は10月31日にはまた入院し、

翌年１月まで留まることになる。一方、詩集の出版は12月26日と広告されてい

るので（ヴァン・ベヴェールとモンダ５０)、最終原稿の完成日はともかく、収

められた詩篇の多くは11月までには書かれていたと推測される。したがって、

単純な図式は不可能とはいえ、５月頃までは、フイロメーヌが、９月以降はウー

ジェニーが主たるミューズであり、夏場は両者の拮抗が考えられると言える。

ところでこの詩集のタイトルだが、単数形で表された一人の「かの女」に捧げ

る作品となっている。しかしわれわれの知る事実関係は、（少なくとも）二人

の女性の名を挙げる。「かの女」は－人ではない。しかし－人であるべきでは

ある、社会性を考慮し、かつ現に存在する二人の女性のどちらにも配慮するな

らば。このような結果であろうか。

各詩篇の内容はと言えば、ほぼすべて詩人と女性の交遊関係（性的な交わり）

がテーマである。マチルドとの頃には到底表現し得なかった露骨な表現が頻出

する。口語的で、俗っぽい比噛も恐れず、間違った言い回しなども気にしない。

ひたすら肉体の愛が賛美される。「カフェ・コンセールのシャンソン」とはま

だしも穏やかな形容だ（ボレル707)。しかしその一方で、古い言い回しや、

文語調の表現、単純過去形の突厭な使用（一人称、二人称の語りにおいても使

用される）も見られる。新旧、聖俗の混交のような状態とも見える。

作詩法の観点から見てみよう。ヴェルレーヌがその当初から不完全押韻であ

る半譜音（アソナンスassonance）を許容していることは有名だが、ことに

後期の作品は全般に頻度が高い。『優しい歌』では全21篇で13組の脚韻が半譜

音であるが、ここでは25篇に対して29組となって、自由化の進展が伺える。他

には、韻そのものは完全押韻ではあるが、韻を踏む詩句の順序の規則性がかな

り自由な場合（第４番）や、（当然ながら二つ以上の詩句があって初めて韻は

成立するのだが）中にはまったく相手のいない詩句が一つだけぽつりと残され

るような場合もある（第22番)。また、個々の詩篇において、各詩句の長さ

（音節数）は原則同じであるが、従来から、異なる長さの詩句を用いて何らか
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の効果を出すということは行われてきており、ことにヴェルレーヌにあっては

当初からごく当たり前のものとして扱われてきた。とはいえ、その場合でも、

異なる詩句間の連係には、明瞭な規則性があるのが普通だが、故意にか、不用

意'二か、間違いとしか考えられないような所で突如長さの異なる詩句が登場す

るような場合もある（第23,25番)。「詩法」で歌われた通り、「いかなる誤り

をもせずに」などとは考えないという実践であろうか。しかし、これも逆に考

えればそれでもあくまで、伝統の枠というものを意識に置いた上での自由であ

ると言えよう。全くの自由詩の世界に突入したわけではないのだ。

またシャンソンとしての性格という点では、例えばルフランという要素は多

用されており（第１，２，４，５，１５，１７，１８，１９、２４，２５番)、他の詩集に

おいてはこれほどの比率で用いられる例はない。また詩句の長さに変化を加え

てリズムの多様性を生むという「歌」への意識を感じさせる構成の作も多く、

詩人の意図は明瞭である.民衆的なシャンソンという性格の表現としては『優

しい歌』をはるかに凌駕しており、この詩集がまさしく複数形でシャンソン集

と題された所以とも言える。

次に各詩篇の性格を分析してみよう。全編が性的な交わりをテーマにしてい

ると述べたが、子細に見れば幾つかの類型が見られる。つまり、Ａ，サド・マ

ゾ的服従関係をテーマとするもの（第１，３，４，９番）：＜Amond6sir，

humblevalet／Contentd'u、＜Viens＞１oudunsoufflet＞（プレイヤッ

ド版709)。Ｂ・反社会的な共犯関係の確認としての性への逃避（第２，６，１

６，１７，１８，２４番）：＜Unissonsdansnosdeuxmis6res／Lepardonquon

nousrefusait＞（同書711)。Ｃ，「かの女」の（肉体）描写と賛美（第５，

７，８，１５，１９番）：＜Jesuisrichedetesbeauxyeux,／Detapoitrine，

／Nidfollementvoluptueux,Coucheivoirine＞（同書714)。、「かの女」

とその関係についての省察（第１０，１２，２３，２４，２５番）：＜Jefusmystique

etjenelesuisplus,／（Lafemmemaurarepristoutentier）／Ｎｏｎsans

garderdesrespectsabsolus／PourTid6alquiilfallutrenier・＞（同書

727)。Ｅ、日常生活の観察（第１２，１４，１９，２０，２１番）：＜Lorsquetu

recherchestespuces／Coesttrbsrigolo､＞（同書725)。そしてＦ・欲望
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の喚起に終始し、上記のいずれとも分類し難いもの（第11,22番）となろうか。

もちろん重複も多いし、この分類だけで説明できるものではないが、一つの指

標にはなろう。

もし先に述べたように、詩集中の順番がそのまま作成の時期に対応するもの

と想定すると、例えば、Ａ、「サド・マゾ的服従関係」の詩篇は若い番号に見

られるので、フィロメーヌを歌ったものであるとか、Ｄ、「かの女」とその関

係についての省察」は後半に固まるので、ウージェニーと関連があるとか、あ

るいはまた、Ｂ，「反社会的な共犯関係の確認」や、Ｃ・「かの女」の（肉体）

描写と賛美」は全体に散らばっているので、両者に共通のテーマである、といっ

た観察ができるわけだが、そう単純ではないだろう。事実、誌上に発表された

作品あるいは作成の日付けがあるもの（併せてもわずか10篇だが）について、

その月日と詩集での順番を見ても、確かに最初の４篇については３，４月に発

表されており、最も早い時期のものかと思われるが、５番目からは一挙に９，

１０月発表と、かなり間が空く。先に挙げた、誌上に発表され、かつ作成の日付

けが分かっている２篇のうち、第６番の詩が８月（月のみ）作成という記載で

９月に発表され、第20番が８月28日作成で、１０月１日発表である。一方、誌上

での発表が確認されていないが、第14番には８月20日の日付けが残されている。

もし詩集での順序がそのまま作成のそれであるとすれば、第５番の詩から少な

くとも第20番までは８月頃に集中して書かれたことになる。これはやはり蓋然

性の低いことであろう。

むしろ、以上の分類から分かるのは、詩集の後半部に到って、日常生活への

視線（対象を客体化する視線）が戻り、社会性を放榔する態度は堅持される一

方で、「かの女」と自分との関係を説明（釈明）することで、社会性を取り戻

すかのような姿勢を見せている、ということである。言わば熱狂的に始められ

た恋の季節が、－段落着いて、しばしの観察と省察の時期に到達したという風

にまとめて見ることもできるのではないか。この詩集を閉じる第25番の詩篇は

この微妙さを伝えるものである。かつては敬虞なカトリックであったが、女性

にのめり込み、歩む道を変更した（踏み間違えたとは言わない）ことを淡々と

歌う。新しい「主」である女性が専横で、偽り多く、悪魔的であるとさえ分かつ
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ていながら。この道に迷いはないとはいえ、かつての信心深かった自分への郷

愁も残して詩を締め括る時、その感慨めいた響きは切なくもあるくOle

tempsb6niquandj6taiscemystique1＞（同書728)。これは一方では、

この２年前に再版が出ていた『知恵』の読者（その宗教的な内容に感銘を受け

たことだろうが）などにとって相当にショッキングな作品であると考えた詩人

の、言わば釈明でもあり、悪くとれば開き直りでもあるかもしれない。しかし、

かれが己に忠実に生きたいと思った結果なのだ。すでに牢獄も、貧困も、裏切

りも、近親者の死も、さまざまに経験してきた詩人の心情として素直に読むこ

とができる。後期ヴェルレーヌの作品群に、粗製濫造の気味があるにしても、

このような自己覚醒の瞬間を暗示してくれるような詩句に遭遇する時、かれは

死んではいない、生きているという感に打たれる。この詩集が『優しい歌』の

ような椒築への意志にみなぎる作品とは言えないにしても、自分に忠実に自由

に創作する姿には人間として感じるものがある。

結論

『優しい歌』の時期、若い詩人は心に不安を抱きつつも、希望と信頼する気

持ちを持って、恋の成就と作品の完成に努めた。若い子供のような女性に喜ん

で読んでもらうため、そして一般の読者（そのかなり多くは実は文学関係者）

にも新進の詩人として納得してもらえるような、そういう作品を作り上げると

いう三重の目的意識の努力の結果がこの詩集であった。

一方、晩年の『かの女のための歌』の時期にあっては、確立しつつあった名

声の中で（かれの好むような理解とは必ずしも言えない理解に基づいたもので

はあったが)、金銭的不如意と病気は恒常的でありながらも、その人生経験の

ゆえか、今の幸福ということに価値を置いて生きることができるようになった。

希望や信頼の気持ちも薄れてはきたが、不安もあまりなくなった。そういう達

観に近い気分がこの詩集の世界に反映したものと言えよう。初期ヴェルレーヌ

と後期のかれとのこの相違は、その間に横たわる時間（歴史）のしからしめる

ものであろうか。
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RESUME

Chansons pour- Elle au travers de La Bonne Chanson

Le recueil Chansons pour Elle (1891) est un des derniers œuvres

assez negligés de Verlaine. Son thème est la vie sexuelle plutôt que

l'amour. A cause de cela, sa valeur n'est pas bien estiméee. Pour

mieux l'apprécier, il est utile de le comparer avec La Bonne Chanson

(1870) qui a le même nom (chanson) dans son titre et qui a été aussi

dediée à une femme (ou des femmes). Cette comparaison va eclairer la

différence entre ces deux ouvrages.

La comparaison est faite sur le plan biographique et poétique.

D'abord, on explique l'histoire du jeune poète et de Mathilde Mauté

(BC) , et puis celle du vieux poete entre deux femmes: Philomène Boudin

et Eugénie Krantz. «Elle» n'était pas la seule (CpE).

Et puis, on met au clair le double effort du jeune poète. Le jeune

Verlaine devait écrire, avant tout, en faveur de sa jeune fiancée naïve,

mais en même temps, il ne devait pas décevoir ses lecteurs et surtout

les critiques (Be). D'autre part, Le vieux Verlaine le devait faire en

faveur de ses deux maîtresses. Il devait cacher leur nom, car il avait

besoin de tous les deux. Mais, cet effort ne le gênait pas beaucoup. De

plus, il ne se souciait plus de la critique (CpE).

Enfin, on constate la présence des expériences qui sépare ces deux

recueils. Le vieux Verlaine avait plus d'experiences que le jeune. Il

avait péniblement vécu. Il n'avait rien à craindre (sauf la maladie et la

solitude). Il pouvait librement vivre et écrire.
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