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『よい歌』の部分的魅力

｢塔」の視界、「よい歌Ⅷ」の分析一

西森和広

１．何を隠すのか

『よい歌』は何を隠すのかと問うこと。この詩集は恋人との未来を夢見る、

やさしい心の歌という装いになっている。それが単なる作りごとでないことは

よく知られている。これが現実の愛の結晶であること、ヴェルレーヌのマティ

ルド・モーテヘの愛の証しであることはよく知られている。だがそれだけでは

この詩人の姿を歪めて見てしまうことになるだろう。この作品を詩人が婚約者

に捧げた花束としてのみ読むならば、これほど読者を困惑させるものもないか

もしれない。この楽天的な歌、その題名そのものが高らかに伝える「よい歌」

の響きの、あまりの単純さ。果たしてこの花束の香りを心の底から自分の喜び

として受け入れることのできる読者がどれほどいるだろうか(1)。

『よい歌』にはある特徴が顕著だ。これをその前の詩集とくらべてみると一

層際立つ特徴だ。前作『艶なる宴』の世界は夜に浸されていたのに対し、ここ

では朝がその支配を全篇にわたって及ぼしている。巻頭の詩はすがすがしい朝

の散策に始まる。太陽の輝き、朝露に光る小麦、生気に満ちた風景(2)。『艶な

る宴』は「月の光」の静かな、暗がりの色合いで幕を開ける。その後に続く２０

篇ばかりの詩は一見陽気で狼雑な相貌を呈するが、その顔が実は仮面、この世

界がマスカレードであることを、この最初の詩は暗示していた（｢マスクとベ

ルガマスク…風変わりな衣装の下の悲しみ｣)。そして最後の「感傷的な対話」

はこの舞台の終わり告げるような二人の亡霊の別れ話（｢希望は負かされ暗い

空へと消えてった｣)。たとえ昼間の出来事が演じられても、書き割りにお日様

が描かれてあっても、舞台を降りると待ち受けているのは夜だけだった（｢か

れらの言葉を聞いたのは夜だけだった」(3))。ところが希望が消えた夜を明け

ると、『よい歌』の朝が始まるのだ。この両作に収められた詩篇はその数も、
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分量もほぼ同じの似た構成であることなども含めてまるで一対の作品のように

見える。果たしてこの朝の希望の歌をまともに受けとってよいだろうか。これ

もまた新たなマスカレードではないだろうか。

ただこういう特徴もある。前作では各々の詩に表題が与えられていたが、こ

の詩集ではただ順序を示すローマ数字のみが付されている。これは後のカトリッ

ク回心後の詩集『知恵』などに踏襲されるものだが、おそらくそれはただ一つ

の方向への心の傾斜のみを、例えば神への信仰というただ一つの主題を扱うと

いうような意図の表明として選ばれた手段なのだ。そして『よい歌』にあって

は、恋人への信仰のみが、つまりヴェルレーヌのマティルドヘの愛だけが主題

となる。マティルド・モーテ、やがて妻となる（しかし後の別れることになり、

『知恵』への道を開くことになる）この女性の存在がこの詩集を生み出させた

ことは事実であり、この点で本作は前作とは決定的に異なっている。

果たしてどう考えるべきか。この詩集は－人の恋する詩人の編んだ慎ましい

花束であるだけなのか。ヴェルレーヌの詩の美しさが単純さ、素朴さにあるの

は衆知のことだが、それは巧妙に仕組まれた素朴である(ｲ)。その装いは見る

眼に柔らかい。その言語のやさしさ、口語に近づく程の素朴さ、そのためには

文法上の誤りさえ辞さないスタイル。それは様々の修辞によって言葉を集積し

ただけの「文学」と言われるものとは異なる。詩とは「朝の冷たい風に散らさ

れてミントとタイムを香らせるよき冒険」であり、「文学」とはその残りのも

の、ただ修辞の固まりに過ぎない(5)。この詩人を前にする時、人は用心深く

なければならない。やさしさがどれほど危険で厄介なものであるか。そのやさ

しさのためにどれほど多くの言葉が試され、捨てられたかを想像しなければな

らない。かれの詩を理解するとは、それが誕生する以前の姿に想いを馳せるこ

と、書かれたかもしれない姿を想像すること、つまりは夢の迷路の入口を求め

ることなのだ。『よい歌』が何を歌うのかを知るために、『よい歌」が何を歌わ

なかったのか、あるいは何を隠したかったのかを確認しておこう。

ヴェルレーヌは何を隠したかったのか、その問いはかれの詩の世界に認めら

れる次の三つのベクトルの存在に思い到らせる。このベクトルという言い方が

適切かどうかはともかく、それはある方向性を示し、質的というよりむしろ量
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的な指標を伴う概念として考えたい。

個人性のベクトル

他者性（あるいは普遍性要求）のベクトル

詩の技術のベクトル
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この三つのベクトルは作品内部で互いに牽制しながら様々な展開を示す。個

人的な感動を伝えたいという欲望を、他者（それは読者でもある）の視点によっ

て抑えるか否か、また形式をどう調和させるのかとか、それとも特にこだわら

ないでいるのか、など。均衡を計ることと同様、均衡を計らないでおくことも

また価値を生むかもしれない。

『よい歌』においては個人性のベクトル量が際立っている。あるいは事実関

係からそう見える。誰もがこの詩集の個人的性格について、ヴェルレーヌから

婚約者マティルドヘの贈り物であるという性格について知っている。このよう

な個人的な意図が詩を生み出すことは、そしてまたそれを公言することは何も

特別なことではない。それはある意味で詩の本性でもある。ペトラルカがラウ

ラを自らの主題として以来、ヴィヨンもロンサールも、本人の周りの者ぐらい

しか知らぬ名前を歌うことに違和感を覚えることはなかった。詩はその個人的

な発生の秘密を隠さないのが普通とさえ言える。ユゴーの『静観詩集』には、

溺死した娘レオポルディーヌヘの詩人自身の悲しみが影を落としているが、そ

れが詩の魅力を損なっているとは言われない。ロマン主義は個人の声を称揚し

た。ただ時代は高踏派に流れていた。

たしかにヴェルレーヌは微妙な立場にいたが、そうは言っても、ユゴーをル

コント・ド・リールの風下に立たせることなどできようか。そもそもこの大家

たちの間に優越をつけることに意味があるのか。だがかれには何らかの主義が

必要ではあった。自分を売り出すにはその時の潮流に乗るに如くはない（それ

は後に詩人自身繰り返し弁明することだ)。結局唯一の目的の自覚、詩人にな

るという意識がかれを導く。そのために何よりも重要なのは、まず詩人として

自己のスタイルを確立すること、そのためにはどんな事も試みることだ。一冊

の詩集を一人の女`性に捧げる、それはたしかに高踏派的ではない。だがこの流
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派にはそもそも確固とした立脚点などなかったのだからさしたる問題ではない

(２０世紀のシュールレアリスム運動の際、アンドレ・プルトンは変節した旧同

志らに除名を宣言する。それは政治意識と結びついたかれの強い性格による。

高踏派にあってはその前段階にこそ政治的主張も見られ、教条的な論文なども

書かれはしたが、「純粋芸術」への指向という反ロマン主義の立場が意識され

るようになると自然と政治的傾向は失せ、また文学的指針を示しうる強力な指

導者も現れることもなく、結果として高踏主義なる言葉が生まれることもなかっ

た(6))。そして何よりもヴェルレーヌがすでに立派に詩人として通っていたこ

とは免罪符となった。二冊（正確には秘密出版の一冊を加えて三冊）の詩集を

出し、『現代高踏派詩集』にもその名を連ねていた。初めて出会った時、マチ

ルドはかれの作品を読んだと伝えて、詩人を感激させる。もはやヴェルレーヌ

は詩人として行うべきことに惑うことはなかった。かれはごく当然のように恋

人への詩の花束を結ぶだろう。

問題は一つだ。どうやってこの個人的主題から普遍の声、他者の声を獲得す

るかだけだ。よく知られているように、ヴェルレーヌにロマン主義者としての

自覚があったというのは何よりもその欠点についての自覚であった。つまりか

れの内なる声、孤独という欲望、愛への傾斜のあまりに強い自覚。この個人性

の声を抑制すること。芸術がそう呼ばれるにふさわしいものであるためには、

この強すぎる個人性の声にたがを嵌めなければならないことを（ほとんど本能

的に）かれは知っていた(7)のであり、その点で高踏派の詩人たちが特にロマ

ン主義の詩人たちを凌いでいたとは思われなかった。前者はただ初めからこの

同じ土俵に立つまいとしただけなのだから。

ここまでわたしはこの詩集におけるマティルドの存在についてそれが自明の

ことのように述べてきたがそれは正しいことだろうか。実のところ、詩人は決

してこの詩集をマティルドに捧げたわけではない。結婚の二カ月前程の1870年

６月12日に刷り上がった初版590部のどこにも彼女への献呈を顕す言葉がある

わけではなく、ただ婚約者その人に送られたと考えられる－冊の刊本に手書き

の献辞及び献詩が残されているという事実があるだけなのだ(8)。後の『告白

録』で紹介される「古いよい歌」のようにこの詩集から除かれたとされる作品
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の存在なども併せて考えると、ヴェルレーヌがマティルド宛の恋文をただ束ね

たのではないと思いたくなる。このエロティックな暗示を伴った作品が他の知

られざる作品群と一緒に、詩集から排除された理由を伝える詩人の説明は「す

すんで婚約の贈り物に加えるにはすこしどぎつくはないか…」といつもなが

らの簡潔さだが、これはマティルドが初めて会った時に詩人に伝えた感想に呼

応しただけのもので、真意は伝わってこない。しかしその言を信じればこれら

の作品も他のものと同様、彼女への手紙に同封されたものだ。もっとぼかして

書いてあったかもしれないとも言ってはいるが、そのぼかして書かれたものが

詩集に採られた訳でもない(9)。彼女はきっとこれを読んだのだ。この少女に

はどぎつ過ぎるという理由から除かれたのではない。それはもっと明確な詩集

構成への意欲に基づいた削除だったのではないか。詩人自身このエロティック

なニュアンスが詩集にふさわしくないと判断したのではないか。

この詩集はごく素朴な意図に基づいて集成されたものと久しく見なされてき

た。恋人への思いを素直に綴った詩の花束なのだと。しかしジャン・マルミエ

やＪ､-s・ションヴェールなどの精密な分析はこの作品にも綿密な構成への配

慮や詩作上の技巧の跡が認められることを明らかにしてくれた⑪)。「よい歌」

は単なる個人感情の吐露の場ではない。こう推論すべきだろう、つまり幾つか

の詩がここから排除されたのは何もマティルド個人への気づかいなどからでは

ない、少なくともそれだけが理由ではないと。それは構成することへの詩人の

渇望のゆえなのだと。かれにとって重要だったのは、露骨になりがちな自身の

個人感情を何としても抑制することであり、それもただ隠せばすむというもの

ではなかった。男が女に恋をし、それが婚約から結婚へと成就する経過、その

時の推移と心の推移をヴェルレーヌは描かねばならなかった。それはもちろん

個人的な事実から発生したものだか、それを普遍へと昇華すること、他者性を

獲得すること。したがって詩人は排除しなければならない、マティルドその人

に、つまりヴュルレーヌその人にあまりに近づくような要素は。だからこそか

れは初夜への期待を歌ったような前述の詩などは排除した。それはこの純朴な

愛の舞台にはまったく不釣り合いだから。具体的にマティルドその人を指し示

すような表現は避けられる。しかし最初の出会いの時に彼女が身に着けていた

－７１－



服の色は歌われる（｢グレーと緑の壁飾りのついたドレス」（u))。普遍化を妨

げないなら細部は保持され、利用される。これもまた重要である。この詩集は

二人だけの秘密としてその個人`性を留めなければならない。それが彼女にだけ

捧げられた献呈の意味なのだ。そしてこの二つのベクトルにさらに第三のもの

が加わり詩集は形成されたのだ。

だがやはり『よい歌』を総体と見てその魅力を探るのは楽なことではない。

J-P、リシャールの苦心の表現「愛のあじきなさ」fadeuramoureuseはこの

事情を良く伝えている(U2)。リシャールはこの「あじきなさ」fadeurという語

に、ある肯定的なニュアンスを付与しているが、それでもなおこの語から感じ

とられる極めて明瞭な否定的ニュアンスを消すことはできない。生まれて初め

てコーヒーやお茶を飲んだ者が感じるような味わい。それは美味しい、不味い

という以前のものだ。これは味のない味、水は時に格別美味しく感じられるこ

ともあるのとは異なって、これは不快でしかない。辛いから、臭いから、苦い

から、甘過ぎるから、そんなものではない。何とも表現しえない味。この詩集

に関すればリシャールのこの表現ほどぴったりくるものはない。この判断する

ことへの限りない践踏の味わい。

ここではこの詩集の全体を扱おうとはするまい。わたしはただ一つの詩に焦

点を絞り、その魅力を分析したいと思う。表題を持たない各詩篇は通し番号に

指示されているが、その第８番の作品をここでは取り上げたい。それほど高い

評価を得ることのない『よい歌』の中で、しかし実に魅力的なこの作品を分析

することが、あるいはこの詩集の全体としての意味を探ることにも、またその

欠点を知ることにも通じるかもしれない。だがそれをあまり期待せず、この詩

の持つ美の力を少しでも際立たせることができればと願う。

2．「後光のなかの聖女さま」

LabonnechansonⅧ

UneSainteensonaur6ole，
UneChatelaineensatour，
Toutcequecontientlaparole

へ

Ｈｕｍａｉｎｅｄｅｇｌ･ａｃｅｅｔｄ,ａｍｏｕｒｉ
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Ｌａｎｏｔｅｄｂｒｑｕｅｆａｉｔｅｎｔｅｎｄｒｅ
Ｕｎｃｏｒdanslelointaindesbois，
Mari6edlafiert6tendre

DesnoblesＤａｍｅｓｄ，autrefois；

Ａｖｅｃｃｅｌａｌｅｃｈａｒｍｅｉｎｓｉｇｎｅ
Ｄ'unfraissouriretriomphant
Eclosdansdescandeursdecygne
Etdesrougeursdefemme-enfant；

Desaspectsnacr6s，blancsetroses，
Undouxaccordpatricien：
Jevois,ｊ,entendstoutesceschoses
DanssonnomCarlovingien，

後光のなかの聖女さま
望楼のなかの女城主さま
ひとの言葉の収めうる
赦しと愛のすべてのもの

森の遠くに角笛の
金の調べが響いてる
昔の貴婦人方々の
誇りと慈愛に結ばれる

さらに清らな笑みの勝ち誇る
強い魔力が花開く
白鳥の無垢な純白と
赤らむ子供妻の頬のなか

この真珠のような白とバラ色
甘く貴い調和の音色
ぽくは見る、ぼくは聞く、そのすべてを
シヤルルマーニュを想わせるその名のなかに('3）

この作品にはマティルドが登場する。しかしまた彼女は登場しない。詩人の

恋を知るものにはここに肉体を備えた一人の女性の存在を見ることは容易なこ

とかもしれない。「女城主」Chatelaineという語をヴェルレーヌに思い起こさ

せたのは、1869年の夏、マティルドが家族と一緒にヴァカンスを過ごしたブエ

ル氏の城館（ノルマンディー地方のヌシャテル・アン・プレ近く）だろう０４)。

かれは親戚のいるアルデンヌ地方の村レクリューズに例年通り滞在していたが、

彼女の兄を通しての秘密の通信は続けられていた。この滞在を終えてパリに戻
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る汽車の中で発想を得たと思われるのがこの作品の前に置かれた７番の詩であ

る。この詩集がかなり正確に事実関係の経過を辿るものとすれば('5)、この８

番の詩は同じ汽車の中、あるいはパリ帰還後に書かれたものだろうし、その発

想の基になったのはこの夏の彼女の生活に馳せる想いであろう。これらの直前

の詩、第５番と６番の詩にはマティルドの姿が（ほとんど）まったく登場して

いないという指摘がされることがある。`)。実際まさしくこれはこのヴァカン

スによる空白（vacance）であり、これらの詩には一人アルデンヌの森を散策

する詩人その人の姿があるばかりなのだ。続く７番の詩でマティルドがその主

題として再登場するわけだが、肉体を具えた女性としての姿は描かれない。こ

の人はただヴィジョンとして、声の響きとして、そしてその名前の響きとして

のみ想起される（強調は論者)。

…puisquej，aidanslesyeux

Lablanchevisi･nquifaitmoncoeurjoyeux，

Puisqueladoucevoixpourmoimurmureencore，

ＰｕｉｓｑｕｅｌｅＮｏｍｓｉｂｅａｕ，ｓｉｎｏｂｌｅｅｔｓｉｓｏｎｏｒｅ.．． （、

それは８番の詩も同様であり、ここでも彼女の存在はただその名の響きであ

り、またある印象をとどめるのみのヴィジョンなのである。ショシヴェールの

分析に見るように、この作品が全編に渡って視覚想像と聴覚想像とのいずれか

への喚起を促すように書かれているのはしたがって偶然ではない(18)。想う人

を遠くに離れた詩人にとって自らの内にその残存を強烈に感じることのできる

ものは「白いヴィジョン」と「甘い声｣、その「名」の響きばかりなのである。

ここにはマティルドが在るのではない、かれの感覚を震わせる刺激としての力

があるだけだ。現実の肉体を離れることが、ヴエルレーヌに詩的飛翔の力を取

り戻させる。かれは地上に足をつけた普通の結婚を目指したかもしれないが、

そもそもポードレールの「アルバトロス」の如く、詩人とは地に足のつかない

存在なのだと本人が一番わかっていたのではないか。普通の恋人や婚約者を演

じようとしてもどうも上手には振る舞えない。
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何よりもこの詩が美しく思われるのは、時に教条主義的とも言えるほどにな

るこの詩集の特に後半部に見られる弊害、地に足をつけたつもりから生じる弊

害（婚約が成って以降の作品だからそうなりもするだろう）とは無縁な点であ

る。ここでは現実（現在）が巧みにかわされ、－人の女性へのあこがれが中世

という時代へのあこがれとないまぜになる。「後光のなかの聖女さま／望楼の

なかの女城主さま」という冒頭の表現、「森と遠くの角笛」の想起させる『ロ

ランの歌』（この連想は後の『知恵』にも登場する）によってさらに中世風の

おもむきをかもし出し、最後の語Carlovingienによる荘厳な締め括りへとつ

ながってゆく。

この語はロランの仕えた大帝カール、シヤルルマーニュに由来し、形容詞と

して「シヤルルマーニュの」あるいは「カロリング朝（風）の｣、また名刺と

して「カロリング朝の王」の意で用いられた。この語は今ではcarolingien

と綴られるのが一般的だが、ヴェルレーヌの時代にあっては、例えばリトレ辞

典ではこの古い形しか収録されていないように、普通の言い方であった。しか

し「メロヴィング朝の」m6rovingienの類推に基づくｖ音が語源的には不要

と判断されたためだろうか、２０世紀になると現行の綴りが主流となる｡ここで

は形容詞として「カロリング朝風の」という意になるのだろうか。それとも大

文字で書き始められているのはまさに固有名詞そのものであることを示してい

るのか。この語は『告白録』にも登場し、詩人がマティルドに与えた名として、

ギユメ（引用符）で括られ、大文字でなく小文字で書き始められている。この

語をその男性形のまま呼称として与えたとは考えにくいし、また女性形にして

もあまり適当とも思えない｡これはやはり形容詞として考えるべきか('9)。こ

の語が、つまりシヤルルマーニュの名が、想起させるものは何だろう。このフ

ランク族の長は久しく空位であった西ローマの権威を代表することを教皇より

認められた。つまり偉大な統一者としての大帝の名にはまたキリスト教の守護

者としての厳粛な響きをも聴きとることができる。そしてこの統一とキリスト

教の響きはそのまま愛が結婚へと成就することを暗示する。この詩集の中でこ

のような歴史的飛躍が達成され、現在と混合するのはこの時だけなのだ。そし

て先に述べた視覚への喚起と聴覚への喚起がないまぜになることがまたこの融
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合の状態を豊かにするだろう。個人的な感情から生まれ、その指向性を保持し

ながら、なおかつはっきりと他者性の獲得を目指す方向を取ること。この二つ

のベクトルのあり様がここでは具体的に示されていると言えるだろう。

この詩ほどすべてがその最後へと向かって形作られているように見える作品

もない。ここに構築することへの意志が感じとられるとすれば、それはこの終

りの語の豊かな響きの故なのだ。先に述べたようにこの詩には音と色彩が満ち

溢れている。それらは彼女の声や姿から、そして何よりもそのマティルド・モー

テ・ド・フルールヴィルMathildeMaut6deFleurvilleという名の響きか

ら生まれたのだ。そしてとりわけその最後の名が（もっとも彼女の父親が勝手

に付け足したもののようだが)、詩人に「カロリング朝の」という言葉を思い

起こさせたのかもしれない。花咲く都を思わせるこのFleurvilleの響きを詩

人は気に入っていたようだ。彼女の本当の名は告げられることはないが、はっ

きりと歌われているのだ。

シヤルルマーニュの印、つまり統一の、キリスト教の印がこの詩のここかし

こに見られる。第１連後半の「ひとの言葉の収めうる赦しと愛のすべて」とい

う表現には端的に恩寵と愛という神の特性が示される。また「言葉」の語に付

加された「ひとの」Humaineという形容詞は逆にその聖性を際立たせるかの

ようだ。つまりこの形容詞が神の子であり、ひとの子であるイエスをよく形容

しうる語であるだけに。それは冒頭の「聖女」の語によって予告されていたと

も言える。したがってここでのアンジャンプマン（句跨ぎ）は実に効果的であ

る。句を跨いで詩句の頭に置かれることで、この形容詞は大文字での書き出し

を獲得するが、大文字でのこの形容詞にふさわしい人格とはイエスをおいてな

い。「ヨハネ福音書」冒頭の句を思い出させるような、神と言葉の合一性がこ
こでは意識されているようだ。

また第２連の最初の表現「金の調べ」Ｌａｎｏｔｅｄ，ｏｒに注目してみよう。無

冠詞名詞に前置詞。ｅを介するこの語法は品質形容詞に相当するものとして扱

われているが（従って「金のように美しい調べ」の意)、これはヘブライ語法

をそのまま仏訳した聖書の表現「威厳に満ちた神」ｌｅＤｉｅｕｄｅｍａｊｅｓｔ６に由

来するもので、中世以来この表現に習った用法が見られるようになるとい
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う(20)。つまりこの語法はそれ自体キリスト教的なニュアンスを持つものと言

える。この例は他に第３連の「白鳥の（ような）白」descandeursdecygne

と「子供妻の（ような）赤（い頬)」desrougeursdefemme-enfantに見ら

れる（詩人は「純真無垢」を意味する慣用表現のcandeurdecygneを避け

て複数化し、この対句表現の対比性を暖昧にしないようにしている。またこの

最後の英語風の造語は後の『言葉なき恋歌』でまさしく英語の表題ChjJdLU腕(２１）

となって登場する)。詩集全体でこの語法の例は他に５篇の詩にそれぞれけｌ

例ずつを数えるだけで、ここでの３例は特筆に値するかもしれない。

合一への願いはこの語法の持つ名詞と名詞を結びつけ意味を豊かにするとい

う性格を好ましく感じたのだろうか。第４連第２句の「甘く貴い調和の音色」

に歌われた調和とはこの詩の全体を履うこの合一への希望に他ならない。ここ

で用いられている形容詞「貴い」patricienは第２連に現れたnoblesと同様

だが、この語の方にはその語源から見て合一というニュアンスが強く残存する

だろう。ラテン語の名詞paterは父を意味し、また氏族の長を意味し、そし

てまた元老院議員の意ともなり、後にはキリスト教会の教父を、そして神その

ものをも指し示すことになる。この語は、キリスト教以前以後を問わず、まさ

しくローマを統べていた語なのである。そしてこの語を祖とするpatricicn

という形容詞に込められたものはこのような統一への期待なのだう。それは韻

を踏み合う最後のCarlovingienが暗示するシヤルルマーニュによるキリスト

教世界の再統一によって成就することになる期待なのだ。そしてヴェルレーヌ

にとってのパクス・ロマーナの再興とはマティルドとの結婚に他ならない。

しかしここでの詩人の巧みさはこの歴史性をかれの現実の恋の比嚥に終わら

せていない点である。ここではいかなる歴史要素も真に具体的な姿を取ること

はない。そしてそのことが実在の恋人が肉化した現存として比噛対象となって

いるという印象をも和らげてくれるはずだ。ここには語を具体化させないよう

な、個別化させないような、意識的な工夫が見られる。再びショシヴェールの

指摘を参照しよう。まず頻出する不定冠詞ＵｎｅSainte，UneChatelaine，Ｕｎ

ｃｏｒ，descandeurs，etc…が指示特定を拒絶する。定冠詞を用いる場合もそ

の個別性は明示されない、例えば「森の遠く」lelointaindesboisの表現で
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'よ森は複数として個別的であることの主張を弱めているし、「遠く」は暖昧そ

のもの。この空間の暖昧さに対し、時間の暖昧さを放置するのが「昔の貴婦人

方」［les］ｎｏｂｌｅｓＤａｍｅｓｄ'autrefoisのような表現。先に引いた「金の調べ」

も定冠詞を伴うが、その個別性を開示すべき後続の関係代名詞節は、その主語

に不定冠詞の「角笛」Ｕｎｃｏｒを戴き、特定の角笛を名指さない（あのロラン

の角笛を想起しない者がいるだろうか。だがそれでもこれは特定のものでない

観念的な角笛なのだ)。あるいはまた見かけだけで実際は漠然としか指示的で

ない指示代名詞（形容詞）「…のすべて」Ｔｏｕｔｃｅｑｕｅ…と「これらすべ

てのもの」Toutesceschosesなど(麹)。こうしてみると不定冠詞で支持された

｢聖女」Sainteや「女城主」Chatelaineの語は大文字で書き始められること

で却って謎を呼び、逆に暖昧さの度合いを増すということにもなる。

しかしこのような暖昧さこそが詩人の望みに最も近いものだろう。この聖女

さま、この女城主に想いを寄せるのは誰であろう。この音楽で飾られた中世風

の彩りの世界はたしかに「旅するトルバドゥール」を思い起こさせる(動。一

方この愛の成熟を願い、旅と冒険を自らに課するのは騎士の務めである。両者

の見えない姿は詩人の内に融解し、琿然一体となって「時」を待っている。ト

ルバドゥールの歌の旅、騎士の冒険の旅は、マティルドと離れて過ごしたひと

夏の思い出、ヴァカンスの孤独の旅と溶け合ってゆく。こうして詩人はこの詩

の世界を、「待つ時」の夢にくるむ。待たれる時には過去も現在もなく、永遠

の未来のように、歴史を融解させる。この時間の流れの消滅こそが、統一の甘
美な味わいなのだ。

＊ ＊ ＊

さて次にあの三つ目のベクトルに視線を移そう、つまり形へのこだわりにつ

いて。ただしそれは詩学の教科書に従っての綿密な分析からは少し外れること

になるだろう。その点ではすでに挙げた著作を参照した上に敢えてつけ加える

べきものはないかもしれない。もちろん幾つかの詩法上の規則などを利用した

りはするが、それが主眼ではない。ここでわたしが欲するのはこの詩のまさし
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く外観そのものの印象の分析と、それを象徴的に概念化してくれる語の探究な

のである。

この詩の外観にはある種の均整美が感じられるが、それは水平方向の線と垂

直方向の線のすっきりした関係によって生じたものではないだろうか。この作

品は８音節詩句、１６句によって構成されており、１対２という数感覚上の実に

簡明な構図を取っている。この水平／垂直の比率が常に何らかの価値を持つと

言いたいのではない。詩句の音節数には伝統に従うなら自ずと限度がある。頻

度の高さからみてその最大はアレクサンドランの12音節であり、１３以上となる

と極めて例外的だ（ヴェルレーヌはその例外的な例を供してくれるが)。上限

付きの水平方向に対して垂直方向には特別な制限はない。したがって古代叙事

詩のごとく数千行、数万行を数えてもよいのだが、そこではもはや文字となっ

た能記の配列図形を審美対象とするこのような視点の介入の余地はほとんどな

い。これはもっぱら書物という姿をとる際、１ページないし見開き２ページの

中に収まるべき作品に向かう時に生じる視点だ。詩句の配列についてのヴェル

レーヌの意識は処女作『サチュルニアン詩集』の名高い「秋の歌」という傑作

に結実していたし（落ち葉の舞い落ちる様を写す配列の妙)、『艶なる宴』の

｢コロンピーヌ」などにもこの種の配慮を認めることができるだろう（恋に浮

かれるおどけ者たちのよたよた歩き)。また後年の『知恵』の第３部第７番の

作品「なぜかは知らぬが…」には飛翔する鳥の翼を表現するかのように13音

節という特別に長い詩句を随所に配するという試みが見られる(製)。以上はその

意図をかなりはっきりと見て取ることのできる例だが、全体から見ればたしか

にほんの偶然か気まぐれと片づけられ兼ねない程度の数でしかない。しかし特

別な意図は読み取れないまでも、ただ詩句を連ねただけではないとおぼしきも

のは相当数に昇る。また詩集に収める各詩篇の配列という点での詩人の細かな

配慮（例えば『言葉なき恋歌』が「一つとして同じ形のものはない」と言われ

るごとき(露)）なども併せて考えると、詩人がこの純粋に視覚上のテーマである

詩句配列についてかなりの関心を抱いていたと認めるのはそれほど無理なこと

ではないだろう。そもそもロマン派の詩人たちにはこの試みへの関心が既にか

なり認められるようであるし、ポードレールなどにしても、例えば有名な「旅
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への誘い」には視覚的効果を狙った詩句配列の妙を味わうことができる。ヴェ

ルレーヌにあっては特にゴーティエやバンヴィルなどからの直接的な影響があっ

たかもしれない。したがってこれより20数年の後、マラルメが『殿子の－郷』

を投じることによって２０世紀の到来を明瞭に、そして実に意識的に告げること

になるのに比べれば、ヴェルレーヌの試みは随分慎ましやかに見えるし、そこ

に特別な時代の意識といったものがあったという程ではないかもしれない。そ

してその違いはまたこの二人が抱く詩人という職務についての意識の決定的な

違いに思いを到らせもする。ともかく少なくとも詩句や詩篇をどう配列するか

ということは19世紀もすでに残り30年ばかりの時点にあってはかなり自然な関

心事となっていたとは言えるだろう。

『よい歌』第８に関して特に視覚的効果という視点を持ち出したのは、まず

既に挙げた幾つかの作品における成功がどうしても念頭を去らないためである

が、また従来極めて単調な散文的と見なされることの多かったこの詩集が実は

『艶なる宴』にも匹敵するぐらい様々なフォルムへの配慮に満ちていることが

明らかにされてきたためでもある。しかしそうはいってもこの作品の外観がそ

れほど興味深く見えるだろうか。一見取り立てて変わった特徴があるようには

見えない。全詩句の音節数は同じ、そして詩連の句数も同じ。つまりこれは極

めて当たり前の詩句の行列にすぎないと。もし視覚上の形を重視すると言うな

らば、この詩集ではまず作品５や６のごとき詩に注目すべきかもしれない。こ

の二つは詩集中の他の作品に比べかなり好意的な評価がなされるが(鶴)、それに

はその視覚効果のもたらす魅力が多分に介在しているのではないだろうか。そ

れでもなおこの８番の詩にこだわる理由はやがて明らかにしたいが、取りあえ

ず次のように述べておこう。マルミエ、ショシヴェールに習い、詩集の各詩篇

を遂一観察してみれば、同じ形で仕上げられたものはただ-組(作品14及び16）

のみで、その他は各々違った形を付与されていることが分かる。ならば各詩篇

の形そのもの内にも何らかの意味が備わっているかもしれない。

ところで詩連に関して詩句の音節数と詩句数（行数）との関係において前者

の比率の高いものをしばしば「水平的な詩連」strophehorizontaleと呼び、

逆の「垂直的な詩連」stropheverticaleと対比されることがある。この詩に
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ついて言えば、詩句はすべて８音節、また詩連もすべて同じ４行詩連になって

いる。つまりすべて水平的な詩連である。先にこの詩の外観について述べ始め

た際に用いた水平／垂直の表現はこれを借用したものだった。詩連について適

用されるこの呼称を敢えて詩全体に及ぼして言うならば、この詩は「垂直的な

詩」と言える。これは模範的とは言えないが、ただ取り敢えずこの詩が垂直方

向へ、つまり縦の方向へ長いということ、それも純粋に数の上で１対２で縦方

向へ伸びているということに注目したい。

詩連ではなく一個の詩のレベルでは、すでに述べたように垂直方向の伸展が

自由であるため圧倒的に「垂直的な詩」が多い。これを『よい歌』２１篇に限っ

てみても、「水平的な詩」は２篇に過ぎない。そこでこのあまり意味のない単

純な区分を見直して、比率１対２を－つの規準に設定してみる。するとこの比

率より水平の方向の比率の高いものは先の２篇を加えて10篇になる。逆に垂直

方向の比率が倍以上のものは８篇であり、残りの３篇は１対２の比率に一致す

るものである。１対２というこの基準線はむろん悪意的なものだが、この詩集

に限っては、ほぼある均衡感を表していると言えそうだ。

次に各篇の水平／垂直の比率を、詩句音節数／詩句数で示しておく。ローマ

数字は表題の代わりに付されている番号であり、括弧内は１つの句を２行に分

けている場合（１）の行数と２種類の詩句を持つ場合（Ｖ）の音節数の小さい

方である。

１１２／18(19）
Ｖ７(3)／２０
Ⅸ１２／l4
XmlO／１６
XⅦ１２／１９
)0,10／2０

Ⅳ12／２８
Ⅷ８／１６

m７／１６
ＸⅥ１２／ｌ０
ＸＸ８／1３

Ⅱ８／２８
Ⅵ４／ｌ８
Ｘ１２／３０
ＸⅣ１２／１０
ＸⅧ８／1８

10／16
12／16
8／16
8／24
10／1２

Ⅲ
Ⅶ
虹
刈
、

ところで音節数と行数の比率以外に外見上の要素も加えることができる。つ

まり詩連と詩連の間に置かれる空白部分によって生じる垂直方向への延長であ

る。例えば同じ8／16の比率の８番と11番の詩はその外観も同じかというとそ

うではない。４連よりなる、つまり各詩連間３カ所の空白部が生じる前者と、
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８連よりなり７カ所の空白部を持つ後者とではその外観はかなり異なったもの

になる。この空白部に仮に１行の価値を付与するならば、前者の19行に対し後

者は23行となり、その差は明らかになる。

さてこの８番の詩の外観について思いを巡らす時、第１連第２句の最後の語

がはっきりと耳に残る、「塔」ｔｏｕｒという語の響きが。この詩の水平／垂直の

比率は8／16つまり１対２であることはすでに述べた。これは塔を思わせなく

もない形を映じる。だが縦の長方形というだけではないか、このような形の詩

は幾らでもあるし、詩人が塔を描くのに執心した結果という訳にはゆかない。

塔の図案化を考えるならもう少しらしいものがあるはずだ。例えば、エッフェ

ル塔などを描きたいならば、内部へゆるやかに湾曲する２等辺を上昇させて縦

に細く伸びる３角形に近い形を描くのがそれらしい（この文字による図案化を

近代において初めて意識的におこなったアポリネールは「塔」という詩を『カ

リグラム』に収めているが、残念ながらそれはカリグラムとして書かれたもの

ではない)。

だがこの塔は城館に付随する望楼を思い浮かべねばならない。これは「城主

の奥方」の姿の見える塔なのだ。円筒状で上から下までほぼ同じ径をしたこの

塔の様を写すとすればこの詩の持つ水平/垂直１対２の均衡感覚はかなりふさ

わしいものだ。水平的な詩である14番や16番の詩はもちろん、縦方向が例えば

２番の詩のように長すぎても、この城館の望楼にふさわしいとは言えない。そ

れにこの縦横の比率がかなり望ましく思える場合でも、アレクサンドランを用

いた詩ではこの詩句の荘重さがその伝統とも相俟って幾らか巨大に過ぎるよう

に感じられるかもしれない。それは塔よりも城そのもの、あるいは広大なあの

ヴェルサイユの庭にこそふさわしい詩句かもしれない。また奇数脚もまたここ

ではふさわしくない。ヴェルレーヌのこの脚韻への好みはつとに知られるが、

よく指摘されるようにこの詩集では極めて異例でわずか２編の作品で用いられ

ているだけだ。奇数ｉｍｐａｉｒはそもそも不調和の謂だ。偶数Ｐａｉｒでないもの

なのだ。右に対する左のごとき不器用な存在なのだ。この調和への願いである

特集に奇数脚はそぐわない（これは調和を目指すという点で同様の作品である

｢知恵』にもかなり指摘できる)。この調和の塔にはやはり偶数が好ましい｡そ
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して「単純さ」こそ美徳であるヴェルレーヌ的世界にあっては、１対２に還元

できる水平／垂直の比率はなお一層美しいものとなりえるだろう。

この１対２の比率を持つ詩は他に作品11と21がある。もちろんこれらの作品

が塔というイメージと関わりを持つわけではないが、次のようなことを愚考す

ることも可能だ。先にも挙げた11番の詩は２行詩連が８度繰り返される形を取

り、かなり垂直方向へ伸びる傾向を見せている。これを塔として見ればかなり

細く高いもので、もしこの８個の詩連を階層と見なせば８層の塔ということに

なるが、各層は２行で相当窮屈な作りだ。これはむしろ物見櫓だ。２１番の詩は

10音節詩句で４行詩連が５度重ねられたもの。１０音節詩句はアレクサンドラン

ほどの荘重さはないがやはり水平方向への伸長が特徴的で少し塔の印象とは遠

い。またこの詩は各層４句の５層で構成され、この点でも少し均衡感覚を逸す

る。つまり奇数が関与しているのだ。８番の詩にこの表現を適用すれば各層４

句の４層となって、４と４という均整美が成立する。この組合せは８を連想さ

せるが、この数字は詩句音節数にも、この詩の表題番号にも一致している。

こうして「塔」という目印（二重の意味でまさしく目印）に行き当たるとそ

の視界も広がりさらに愉快さも増す。円という形は望楼の姿を暗示するにふさ

わしい形と言えるだろうが、例えば「後光｣、「角笛」などはまさにこの形を描

くものだ。また「塔」ｕｎｅｔｏｕｒの語は「回転」ｕｎｔｏｕｒを直ちに連想させ、

さらにイメージにふくらみを与えるだろう。例えばこの詩には対句、あるいは

対句と言えないまでもそれに類した語句の並列配置などが多く見られるが（第

１句と第２句、第11句の後半と第12句、あるいは第４句の前置詩。ｅと二つの

抽象名詞の接続詩ｅｔによる並列、また終わりから２行目第15句に併着された

「ぼくは見る、ぼくは聞く」など)、それらは何か一つの軸、例えば接続詞やコ

ンマによって生じた時空間という軸を中心にその周りを回るように促されてい

るかのようにも感じられる。さらに想像を暹しくして、最初のUneSainteen

sonaur6oleとUneChatelaineensatourの句のそれぞれの内部に置かれた

前置詞ｅｎもまたこの軸の役割をしているのではと見られないだろうか。この

軸を中心に「聖女」と「後光」の語は回転を始める。次に「女城主」と「望楼」

の語がさらにこの回転を受け継ぐ。それはまたこの両詩句の対句による回転と
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重ねられてゆく。この詩はこの冒頭の回転を合図に音と色彩のめくるめく螺旋

運動を開始する。螺旋は円筒を形作り、塔となる(この詩はただ一つのピリオ

ドしか持たない。そのことが詩連間の結びつきを強めている)。この塔は聴覚

と視覚の撹拝、つまりめまいであり、またそれは融合への期待を映す喜びのめ

まいである。そしてこの融合は現在と過去を結ぶ「甘く貴い調和の音色」への

昇華であり、詩人と恋人との結婚への希望を暗示するものである。

この詩の美しさはまさしくあの三つのベクトルの見事な均衡の上に成り立っ

ている。遠く離れた恋人への募る想い（個人性)、歴史的想起を促す要素（他

者性)、そしてこの両者の融解の場である「塔」の創造（詩の技術）の均衡の

上に。個人的にはマティルドヘの捧げものであり、詩人の立場としてはあくま

で「恋する一人の男の善良なる歌」でなければならない、そんな微妙で、しか

し決定的な差異を意識しながら、一つの作品を仕上げるということの困難さ。

この詩集の逃れえなかった過誤、それはこの二つの立場の紛らわしいほどの類

似によって、その差異を明確に認識することなく書かれてしまったことだ。多

くの場合、後者の立場を貫く意図が見え透くほど強いために、個人性の声が抑

圧されてしまっている(")。「よい歌」を書かねばならないという意図のために。

自身の個人性の声にまず素直に耳を傾けること。それはこの詩人についてまわ

る性的欲動をも消し去りえるかもしれない声なのだから。ただ少女の初々しさ

(かれ自身が失い始めていた）に素朴に感動するという、この個人性の声に耳

を傾けること。詩集の前半は多くの素朴さにとどまっている。しかし後半に近

づくほどに、恋愛の行方が安定へと向かうにしたがって、作品はある種の教条

主義に支配されるようになる。この極から極への行程の途上に幸運にもある均

衡を達しえたのがこの第８番の詩だと言えるのではないか。

＊ ＊ ＊

筆者がこの詩に惹かれ始めたのはガブリエル・フォーレの作になる歌曲を聞

いてからである。この音楽家は詩集から９篇を選んで曲を付け、同じ表題の歌

曲集を編んだのだが、その巻頭にはこの「後光のなかの聖女さま」が置かれて
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いる。あの「月の光」に作曲することで、歌曲の分野において大きな変動を遂

げたとされる(勘、この『レクイエム』の作曲家は、今度はこの詩のカトリック

的なトーンに導かれ、曲集全体のライト・モティーフとも言うべき主題を得て、

美しい曲を生み出した。この詩人と音楽家の出会いほど幸福なものは少ないか

もしれない。

本論の表題はポルヘスの「ドン・キホーテの部分的魅力」というエッセイを

念頭においたものだ(")。それはむろん『ドン・キホーテ』の魅力は部分的だと

いう意味ではないが、『よい歌』は、あるいは部分的な魅力を探るしかないか

もしれない。しかし詩集とはそういうものかもしれない。眼を細め、視界を狭

め、微かな魅力を探り出す。少し偏った見方になったかもしれないが、そもそ

も「塔」の視界は実はそれほど広くない。それは閉じ込められた愛の空間に過

ぎないのだから。あまり大局的な視野はこの詩集の魅力を損ねてしまうかもし

れない、ヴェルレーヌという詩人の魅力がそうであるように。

注

ｌ）「感情があたかも物質であるかのような直接的な表現」アントワー

ヌ・アダン『ヴェルレーヌ』AntoineAdam，VbrJtzjlze，Hatier，1965,

plO6c

2）「よい歌Ｉ」Ｌａ６ｏ'z'zec/､几so'2Ｊ,『ヴェルレーヌ詩全集jVerlaine，

OEuurespo6td9uescomp/６tCs，Gallimard，1962,ｐｌ４２ｏ

３）「月の光」ααｉｒｄｂＪＵ'Ze，ｐｌＯ７，「感傷的な対話」Ｃ［)"o9ue

se7ztjme7ztaJp121同上。

４）参照ジェイムズ・ローラー「ヴェルレーヌの素朴さ」JamesR

Laweler，“Verlaine'snaYvet6"，EssQysinFre"chLZtt6mm”，１９６５．

５）「詩法」Artpo6tj9ue『詩全集』，ｐ３２７．

６）参照ロジェ・ファイヨール「ヴエルレーヌの文学デビュー」Roger

Fayolle，“Aproposdesd6butslitt6rajresdePaulVerlaine''，ＲｅＤｕｅｄｅｓ

－８５－



Scje几cesfmmcmzes，１９６５．

７）参照Ｊ－Ｈポルネック『ヴェルレーヌのサチュルニアン詩集』『艶

なる宴への光明」Ｊ・-Ｈ、Borneque，JesPo6mcssatumiensdbVb7にme，

Nizet，1977,Ｌｕｍｊ酢ＧＳＳ”にsFZtesguJmZes，Nizet，１９６９．

８）参照『詩集』の注（p､1095）及びジャック・ロピシエ『ヴエルレー

ヌ詩撰集』JacquesRobichez，OEUu7espo6tj9Ⅱes，VbrZ(zｍｅ，の『よい歌』

序文（pp1O1-115）及び注（pp､569-570)。

９）『ヴエルレーヌ散文全集」OEmﾉ”ｓｅ几pmsecompZ6tes，

Gallimard，１９７２所収，『告白録』Ｃon/bssjolzs,ｐｐ､528-530.

10）「よい歌の構造」JeanMarnier，‘ⅢLaconstructiondeLa6omze

c/mlzso几"，ＲｅｕｕｅｄｂｓＳｂｊｍｃｅｓＨ皿ｍａｊ"es1l968『よい歌のヴェルレーヌ的

技巧』Ｌ，QrtuerZtzi几jelLdmzsLa6o几冗ｃｃ/DCJ几so几,Nizet，1973.

11）「よい歌Ⅲ」ＬＱ６ｏ凡凡ｃｃﾉimzso〃Ⅲ，『詩全集』，pl43o

12）『詩と深さ』ＬＰ・Richard，Ｐｏ６ｓｊｅｅｔｐｑ/b"deur,Seuil，1955,

pl70o

13）『詩全集』，ｐ､147．対訳は筆者。〆

１４）マティルド・モーテ『回想録』Ex-MadamePaulVerlaine，

〃`ｍｏｊｍｅｓｄｅｍａｕｊｅ，Flammarion11935ppl０３．

１５）参照マルミエ（pp272-274)、ショシヴェール（pp27-30)。他に

伝記的事実関係についてはピエール・プティフィス『ヴェルレーヌ』Pierre

Petitfils，VbrJamaJulliard，1981を参照。

１６）「そこにマティルドはほとんど存在しない…彼女は「回想録』で

もこれら（の詩）に言及していない、自分が直接インスピレーションを与え

たものしか引用していない」（ロピシェＰ､108)。『回想録』も参照。

１７）『詩全集』，ｐｌ４６ｏ

ｌ８）第1-2句、7-12句を視覚効果、3-6句を聴覚効果と分類。最後の詩連

の第13句は色（視覚）を扱い第３連を想起させ、同様に第14句は音を扱い第

２連を想起させる。残りの第15,16句は聴覚喚起を主として第１連を連想さ

せるとする（P､51)。

－８６－



１９）あるいは「シヤルルマーニュの」を意味する別の形容詞carolin

を考えるべきか。その女性形carolineはそのまま女性名Carolineとなる。

私訳では取りあえず大帝の名を挙げておく。

２０）朝倉季雄『フランス文法事典』白水社，1955,ｐ､123（F・Brunotet

ChBruneau,Pr6cjs“ｇmImmairWtjstorj9uedeJaZmzgueかz几Faise，

Masson，１９４９の引用)。

２１）『詩全集』，ｐ､207.

22）Pp62-63「ヴェルレーヌはこれらの手段によって謎めいて、筋の通

らない、無意識の内に失われてしまうかのような感覚や情緒の連鎖を私たち

に伝染させる」と結論している。

２３）マルミエ（p273)。

２４）『詩全集』ＣﾉｶZmso〃。,automlze,ｐｐ､72-73,CbJomdme,ｐｐ､118-119,

Sbgessem-㎡，pp280-281

２５）ピエール・マルチノ「ヴェルレーヌjPierreMartino，ＶｂｒＪａｍｅ，

Boivin，1944,p1lOo

26）既出アダン（注ｌ）及びロピシェ（注16）の同個所。

２７）「(詩集の半失敗の）原因は意欲ばかりで、計算し過ぎ、念の入れ過

ぎにある」（マルミエ，ｐ278)。

２８）参照『最新名曲解説全集』23,音楽之友社，l981ppl97-223o

29）JorgeLuisBorges！“MagiespartiellesduQ巳jc/totte'',Ｅ>z9u5tes，

Gallimard，1986,ｔｒａｄｕｉｔｄｅｌ,originelespagnoloこの突然の『ドン・キ

ホーテ』との接点は奇異に映るだろうか。この詩に現れる恋する騎士のイメー

ジがこのラ・マンチャの騎士を筆者に思い起こさせたからなのだが、それが

ランスロットやトリスタンでないのは、ヴェルレーヌの少年時代の詩「ドン・

キホーテに」ＡＤＯ几Quichotte（『詩全集』，ｐ､20）が念頭にあったことと、

この詩人の恋が後の離婚によって悲劇的に終わりはするものの、どうしても

コメディに近いものに見えてしまうせいだろう。

-８７－



R6sum6

MagiepartielledeLa6o兄几ｅｃｈ〔、so几

－ｌａｖｕｅｄｅ‘llatouro'：ａｎａｌｙｓｅｄｕｐｏ６ｍｅⅦ－

Ｌｅｂｕｔｄｅｃｅｔｅｓｓａｉｅｓｔｄｅｄ６ｃｏｕｖｒｉｒｌｅｃｈａｒｍｅｐｅｕｃｏｎｎｕｄ，ｕｎｅｓｅｕｌｅ

ｐｉ６ｃｅｄｅＬｃ６ｏ７ｚＪｚｅｃ/mlzso几dePaulVerlaine、Cerecueil6taitd'ailleurs

malcomprisdepuislongtemps，parcequesafameusegeneseemp5cheait

deleliresoigneusementsanspr6vention：Tamourdupoeteenversune

fillebourgeoiseMathildeMaut60nparlaitsouventdelafautequ1il

avaitcommiseenmettantlapo6sie‘`dansrexpressiondirecteet

commemat6tielledessentiments6prouv6s.,，Lasituationdemeure

inchang6emalｇｒ６１ｅｓｓｕｃｃ６ｓｄｅＪｅａｎＭａｒｍｉｅｒｅｔｄｅＪ､－８．Chaussivert

d,avoirtrouv6danscettepauvreChansonlestracesdeｓｍｅｍｅｓｅｆｆｏｒｔｓ

ｄｕｐｏｅｔｅｑｕｏｎｐｅｕｔａｄmettredanslesF5tesgqm几ZesVerlainea

certainementutilis6toussestechniquespourconstruireuneoeuvreEt

cependant，lalecturedurecueilnousimposeenＣＯreplut5tunedifficult6

quuneJo1e・

ＧａｂｒｉｅｌＦａｕｒ６ａｃｏｍｐｏｓ６ｕｎａｉｒｓｕｒｌａｐｉ６ｃｅⅧｄｕｒｅｃｕｅｉＬｌｌｎ，ｙａｖａｉｔ

ｐersonnequeluiquisentait，instinctivement，ｌｅｃｈａｒｍｅｄｉｓｃｒｅｔｄｅｃｅ

ｐｏｅｍｅ・Oestsaexcellentemusiquequim'aconduitar6v61erlamagie

invisibledecelui-ci．Ｌ'analysesecommenceparfaireremarquertrois

cat6goriesdedirectiondelapobsieverlainienne，ｑｕｅｊⅡappelletrois

“vecteursⅢ'．Ｓｕｒｌepremiervecteur：！`l'individu,，，ｏｎｍｏｎｔｒｅｃｏｍｍｅｎｔ

Ｖｅｒｌａｍｅａｉｎｓ６ｒ６ｄａｎｓｌｅｐｏ６ｍｅｄｅｓｆａｉｔｓｒｅｌａｔｉｆｓｄｓｏｎａｍｏｕｒｒ６ｅｌ；il

enautilis6des616mentsassezvaｇｕｅｓｅｔｅｎａｅｘｃｌｕｄ,autresLa

deuxieme，ｃｅｌｕｉｄｅ‘01'autre，，，ｃ'ｅｓｔｌⅢintroductiond'6vocationshistoriques

dansroeuvre，grace白laquellelepoetepeutgarderunpointdevue

objectif：celuiderautre・Quantautroisi6me，ｉｌｓ，agitdel1apparence

－８８－



へ 閂

ｍｅｍｅｄｕｐｏｅｍｅｑｕｉｓｅｒａｔｔａｃｈｅｂｉｅｎａｕｓｏｉｎｄｅｌ`laformeⅢ，、Ｄａｎｓｃｅｓ
ＪL

recherches，０，ｓ，aperCoitd,ｕｎｅｐｒｅｓｅｎｃｅｑｕｉｄｏｍｉｎｅｔｏｕｔｌｅｐｏｅｍｅ：ｌａ

"tour'1．EnfinⅢｊ,enconclusquesapresence6quilibrelabalancedestrois
J

閂

vecteursetsupportelabeaut6mystiqueoumystifiantedupoeIT1e．

－８９－


