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はじめに

　京都フランス歌曲協会（美山節子・主宰）は、1991年創設以来現在までに120回以上の公
演を行っている。私は、創設時以来現在まで、年１、２回の割合で歌詞対訳を担当し、
時にレクチャー・コンサートを行ってきた。その一部は共著『フランス歌曲詩集』（彼方
社、2002年）や単独訳『ドビュッシー・ソング・ブック』（2012年、澪標）等に公開してい
る。ボードレールの詩による歌曲については、1 9 9 2年にレクチャー・コンサートを行
い、その内容を論考にまとめ、後に美山節子との共著『歌う！ボードレール』（CDブッ
ク、1996年、同朋舎）に収めた。
　前回(1992年)のプログラムと今回のプログラムの相違を記すと、前回のうちドビュッ
シー(1862-1918)の5曲中3曲とフォーレ(1845-1924)の3曲を削除し、代わってショーソン
(1855-99)、ヴィエルヌ(1870-1937)、ダンディ(1851-1931)、カプレ(1878-1925)、シャブリエ
(1841-94)の作品を入れることで、前回とは趣向を変えたプログラムを構成した。特に、
「梟」をセヴラック(1872-1921)とヴィエルヌで、「瞑想」をヴィエルヌとドビュッシー
で、「旅への誘い」をデュパルク(1848-1933)とシャブリエ(1841-94)で、それぞれ聴き比べ
ることを新基軸とした。その全13曲（詩としては10篇）を4部構成とし、当日予定している
演奏順に解釈を試みたい。

1.動物アレゴリー作品（4篇、5曲）

　ボードレール『悪の華』には様々な動物たちが登場し、その多くが詩人の内面を表象
するアレゴリーになっている。今回取り上げるのは猫、アホウドリ、梟の3種だが、それ
ぞれに詩人の快楽、苦悩、賢明さを示しているのが興味深い。
　猫は、『悪の華』中で3度にわたって表題に用いられている（上記2篇のほかに複数形で

「Les  chats」と題された作品がある）ことからわかるように、最もボードレール的な動物と
見ていい。「猫I」冒頭に「私の脳髄を歩き回る」とあるように、当初から猫は詩人の内
面に住み着いている。「猫II」の方では、末尾近く、詩人が自分を凝視するとそこに猫の
青い瞳が見える、というのも、猫が実は詩人の魂（＝精霊）にほかならないからだ。ソー
ゲによる歌曲では、「I」と「II」でそれぞれ独立した作品となっており、官能的印象の
強い「I」と視覚的嗅覚的暗示性の強い「II」が、それぞれ異なった雰囲気で歌われる。2

曲ともソーゲの（いくぶんロマンティックな）抒情的メロディーは、猫の官能美をよく表し
ていると言えるだろう。ドビュッシーからの影響をやや抒情過多な方向で展開した楽曲
である。
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　次はショーソンErnest Chaussonが作曲した詩「アホウドリL’albatros」。
　本作は『悪の華』第２版(1861年)の冒頭から2番目に置かれているが、初版(1857年)では
ここに「太陽」が置かれていた。第2版で「太陽」は新しく設けられた「パリ情景」の章
に移動し、代わって新作「アホウドリ」がここに置かれた。初版では、「理想」を表現
する「芸術詩篇」の冒頭近くに置かれていた「太陽」が、芸術家の偉大さを高らかに宣
言していたのに対して、第2版の「アホウドリ」には、すでに芸術家の挫折と失墜を意識
せざるを得なくなった詩人の苦渋が滲み出ている。大空を飛翔する巨大な鳥が地上（甲
板上）では人々の嘲罵の的になるしかない、という辛い認識である。ショーソンは、抑
え気味の緩やかな旋律の中にもしばしば急激な上昇下降を与えることによって、アホウ
ドリに具象化された詩人の苦悩を表現している。ただ、全4詩節中第3詩節の4行を省いて
いる（訳文ではカッコ内に補った）ことは理解に苦しむところだ。推測で述べるしかないの
だが、あまりに具体的なアホウドリ＝詩人の試練、苦痛、恥辱が音楽表現に不適切と判
断したためかもしれない。ショーソンはドビュッシーより7歳上でフォーレに近く、未だ
詩作品への敬意が不十分な時代（ロマンスからメロディへの過度期）の作品と言えるだろ
う。フォーレの歌曲では、原詩を削除したり改変したりといった例は（ボードレール作品
にかぎらず）頻繁に見られる。これに対し、ドビュッシーは（初期作品の一部を除いて）原
詩に手を加えた例はまず見られない。この点からも、ショーソンはドビュッシーより
フォーレの方に近い作曲家と見ることができる。
　続いて、セヴラックDéodat  de  SévéracとヴィエルヌLouisVierneがともに作曲した詩「梟
Les hiboux」を見ていこう。
　詩「梟」は、ボードレールの比較的初期の作品ながら、青年らしからぬ静穏な雰囲気
を漂わせた作品だ。『悪の華』に題名としてあらわれる三種の鳥「アホウドリ」「梟」
「白鳥」は、いずれも、ボードレールの自己像に結び付くとされるものだが、その中で
も「梟」は、やや特異な位置にあるように思われる。というのも、「アホウドリ」と「白
鳥」が超越性や純粋性といった詩人の魂の自己像を表しているのに対して、｢梟｣のもつ

•

「パスカル的」精神の「モラリスト的」（ピショワ、プレイヤッド版『ボードレール全集』の
• •

注）イメージというのが、この時期（1851年頃）のボードレールにはあまりにも不適切な
気がしてならないからだ。むしろ「梟」は、詩人自身のと言うよりは、他者としての「賢
者」（阿部良雄、筑摩版『ボードレール全集』の注）のイメージと考えるべきかもしれな
い。つまり、詩人にとって理想的な他者像が「梟」に託されている、と。だが、それに
してもこの「梟」は異様なイメージと言うしかない。孤独と憂鬱の表象であるはずの梟
が｢並んでとまっている｣つまり大勢で整列しているのだから。ここに、他者像を把握し
きれない詩人の不安がアイロニカルなかたちで暗示されている、というのはいささか穿
ちすぎた解釈だろうか。
　最終連に、酔うことと居場所を変えることについての罰、とあるが、ボードレール自
身はこの詩を書いた後も、酒に酔い続け、またパリ中を転居し続けることで（さらに最晩
年にはベルギーにまで）「居場所を変え」続けた人である。詩人は結局「梟」になり切れ
なかった、ということだろうか。この詩に作曲したセヴラックはと言えば、生涯の大半
をピレネーの田舎町で静かに「瞑想して」過ごした音楽家である。詩「旅への誘い」の
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リフレインにもある「秩序」と「静けさ」を自ら実践したような生涯にふさわしく、内
省的なト短調の旋律は独特の瞑想的情感にあふれている。むしろセヴラックにこそ、こ
の詩想はふさわしい。
　ヴィエルヌの歌曲においても同様に、静穏な旋律が沈思と瞑想の鳥のイメージを歌っ
ていて、ボードレールの理想像の一つが後世の音楽家たちによって芸術的に実現されて
いる様が興味深い。

2.ドビュッシーとヴィエルヌによる名作（2篇、３曲）

　詩「噴水Le jet d’eau」は、上記の区分で言うと「猫」系、「瞑想Recueillement」は「梟」
系と見ることができ、対照的な主題を扱った2作品。「噴水」では官能的な美のイメージ
が、「瞑想」では峻厳な知のテーマが、それぞれ繊細に歌われている。どちらも晩年に
発表され、生前の『悪の華』（初版、第2版）に収録されなかった作品だが、ボードレー
ルの｢秩序、美、豊かさ、静けさ、悦び｣（「旅への誘い」）の理念をみごとに描き切って
いるところにボードレール晩年の美学がうかがわれ、また、この両作品を取り上げたド
ビュッシーの詩観の確かさが認められるだろう。
　詩「噴水」は、（「猫」と同様に）官能と快楽への欲望に充ちた作品である。1853年以
前の初期作品との見方もあるが、1865年発表なので、晩年のボードレールの一つの境地
と見ることもできる。というのも、「瞑想」と「噴水」に見られる両義的抒情こそが、
ボードレールの生涯にわたる本質だったと考えられるからだ。
　「噴水」で用いたドビュッシーのテクストは詩集『悪の華』からではなく、1865年の
『小雑誌』掲載の異稿から採られたものだ。このリフレインの第 3、 4行は、決定稿
（『悪の華』第3版収録）では「月の女神が喜んで／添えるその色彩」となっているのに対

フ ォ イ ベ ー

し、異稿が｢月が貫いている､／蒼ざめた影で｣となっているのは、いかにもドビュッシー
好みのイメージと言える。というのも、「月の女神」という神話的イメージではなく、

フ ォ イ ベ ー

「月光」そのものの神秘と幻想が、ドビュッシーの多くの作品（例えばピアノ曲「月の
光」）で主要モチーフとして用いられているからだ。
　ところで、ジャンケレヴィッチは、噴水の落下する水のイメージに注目して、ドビュッ
シーとボードレールに共通する夢想の特質を分析している（『ドビュッシー――生と死の音
楽』船山隆、松橋麻利訳、青土社）。ジャンケレヴィッチによれば、絶えず形を変え、崩
れ、はじけるもの、運動するもののイメージは、ドビュッシーがピアノをはじめとする
数々の器楽のために書いた、花火、霧、雲、海、波などの流動的なイメージに結びつく。
歌曲「噴水」では、ピアノの五連符、六連符による下降する分散和音が、崩れ落ちる水
のイメージを表していて、これら崩れ落ちる水の和音たちは、あたかも近代音楽そのも
のの解体ででもあるかのように、従来の古典的な音楽書法を崩していく。
　詩「瞑想」では、晩年の詩人が到達した厳かで密やかな抒情（秩序と静けさ）が、官能
や快楽とは無縁の境地において切々と歌われている。
　かつて魂を震わせ精神を熱狂へと駆り立てた〈夕べ〉の情景が、ここでは〈苦悩〉を
そっと包むように、静謐な抒情のうちに描かれている。大都市の喧噪から離れて降りて
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くる〈夜〉を静かに受け入れる様子は、死を目前にして冷やかに覚醒した詩人の精神を
暗示するかのようだ。死という重い主題を扱いながら、この詩は、空間の垂直的な深ま
りと水平的な広がりにおいてかつてない規模をを暗示しつつ、あくまで慎ましい小宇宙
にとどまることによって、いかにもボードレール的な詩空間を生成させている。様式に
おいてもまた、12音節による14行詩という典型的な抒情詩に立ち返りながら､新しい詩の
空間を切り開いている。例えば、第3詩節から第4詩節にかけての句またぎの大胆さは、
脚韻や音数を整えるためよりむしろ、イメージの鮮明さを強調する上で有効な要因と言
えるだろう。というのも、人々の「群れ」からのこの隔絶感こそが、群衆から遠く離れ
ることの必然を、意味の上でも形態の上でも、実に決然と明確に示しているからだ。
　ドビュッシーのメロディもまた、ヴァーグナーの呪縛から完全に逃れて、現代音楽へ
の道を敢然と切り開いて行くかのように、独自の旋律を奏でている。ピアニシモを多用
する静穏な雰囲気、遅いテンポで時折微妙にリズムを変化させながら進んでいく厳かな
歌の旋律、半音階法と全音音階を対比的に織り込んでいく微妙なピアノの旋律、といっ
た特徴に加えて、とりわけ最終連の穏やかな旋律「お聞き、ねえお聞き、やさしい〈夜〉
が歩く音を」と歌う部分は､  深く美しい抒情を湛えている｡単純完全和音と九の和音が交
替しながら揺れ動く旋律は、ボードレールが晩年に到達した最後の詩的鉱脈の音楽的達
成と呼ぶべきだろう。
　この同じ詩「瞑想」に、20世紀に入ってから作曲したのがヴィエルヌである。盲目の
オルガニストとして波乱万丈の生涯を送りながら、オルガン曲をはじめ多くの器楽曲や
声楽曲を作曲したヴィエルヌの作品は、師であるセザール・フランク（1822-90）の影響も
あってロマン派的抒情に特徴があるとされるが、一方で、オルガンの即興演奏に定評が
あったことからうかがえるように、より現代的で開放的な音楽を志向するものでもあっ
た。歌曲「瞑想」は、ドビュッシーの曲と同じく４分半から５分ほどで演奏されるが、
上記の句またぎ部分をドビュッシーのように（音楽的必然から）連続して歌うのではな
く、たっぷりと間をとることで、「群衆」からの隔絶感をより強く印象付けている。

3.憂鬱で不気味な作品群（2篇、3曲）

　『悪の華』には快楽や理想を歌った作品はむしろ少数で、苦悩、憂鬱、絶望、憂愁と
いった負のイメージが大半を占める。それらネガティヴな内容の作品は音楽との相性が
良いとは言えず、実際に、歌曲化されたボードレール詩篇は、どちらかというとポジティ
ブな作品に集中している。そんな中にあって、ヴァンサン・ダンディによる「愛の神と

ア ム ー ル

髑髏」と、カプレそれにヴィエルヌによる「ひび割れた鐘」は、異色の作品と呼ぶべき
ど く ろ

だろう。
　「愛の神と髑髏」は、詩集『悪の華』中の4番目の章「悪の華」所収の詩で、冒頭から

ア ム ー ル ど く ろ

「〈愛の神 〉が座っているのは／〈人類〉の髑髏の上。／その玉座の上でこの罰当たりは／図々しく
ア ム ー ル

笑って、／／楽しげにシャボン玉を吹くと／玉は空中に上り／まるで諸世界に届くよう、／エーテ
ルの奥の世界に。」と、愛と死の寓意が歌われている。まるで中世のイコンのように不気
味なイメージは、ボードレールとしてはいくぶん古風と言えるのだが、このような作品
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世界が、世紀末における、この詩人の「悪魔主義」的一面を印象づける要因となったこ
とも事実だ。
　ヴィエルヌより2 0歳ほど年長であるが、やはりフランクの弟子だったダンディは、よ
り強くフランクの（ということはまたヴァーグナーの）影響を受けた作曲家である。今日で
は演奏される機会の少ない作曲家だが、「ヴァーグナー的」とも呼べるドラマティック
でロマンティックなメロディは強烈で、あるいは隠れた名曲と言えるかもしれない。詩
は「L’Amour est assis sur le crâne / De l’Humanité,」と、8音＋5音の繰り返しという不規則な韻
文で、ダンディは、各々13音を1フレーズに作曲している。この不安定に揺れ動くような
リズム構成もまた、ヴァーグナーを思わせる要因であり、ヴァーグナーを偏愛したボー
ドレールの嗜好に添った歌曲と言えるかもしれない。
　次に挙げるのは、ヴィエルヌLouisVierneとカプレAndré  Capletがともに作曲した詩「ひ
び割れた鐘La cloche  fêlée」。1851年の雑誌初出時には「憂愁  Spleen」と題されていたこ
とから分かるように、「憂愁詩篇」の1篇である。1855年の雑誌発表時には「鐘」と改題
され、さらに詩集刊行時に「ひび割れた鐘」と改題された。「逞しい」鐘と「ひび割れ」
た鐘が対比されているように、力強い「老兵士」と「衰弱した私の魂」とのコントラス
トは深刻で切実である。
　ヴィエルヌによる歌曲は、上掲の「梟」「瞑想」と同じく「ボードレールの5つの詩」
に含まれており（他の2曲は「功徳」と「生きた松明」）、瞑想的でありながら陰鬱かつ悲劇
的な旋律で歌われている。特に、前半の力強い鐘の厳かさと後半の力弱い魂の儚さが、
強弱のアクセントをつけて歌われているところに、作曲者の原詩への深い理解がうかが
える。
　一方、ドビュッシーの年少の友人でもあったアンドレ・カプレは、ドビュッシーのピ
アノ曲をオーケストラ用に編曲したほどの仲で、その音楽もドビュッシーの影響を強く受
けている。カプレによる「ひび割れた鐘」は、ドビュッシーを彷彿させる小刻みなピア
ノ伴奏に特徴があり、1行ずつのフレーズの行間を埋めるように微妙な色合いを付加して
いる。前半2詩節の力強い響き（フォルテで歌われる）と後半2詩節の力弱い響き（ピアノで
歌われる）のコントラストは、ヴィエルヌ歌曲の場合と同様である。歌い終わった後のピ
アノの余韻が不気味に聞こえるのは、カプレの幻想趣味あるいは怪奇趣味の表れかもし
れない。

4. 彼方への憧れ（2篇、3曲）

　デュパルクが作曲した「旅への誘い L’invitation au voyage」と「前世 La vie antérieure」
はともに、ボードレールの理想的詩空間を、前者は空間上に、後者は時間上に描き出し
た作品で、音楽史的にも重要視されている。
　詩「前世」はボードレールの比較的初期の作品で、「芸術詩篇」の一つに位置付けら
れている14行詩である。冒頭「私が長いあいだ暮らしたのは広大な柱廊の下、／そこは海の太
陽が投げる千の炎で染まって、」から始まって、前世に暮らした海辺の情景が描かれ、そこ
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に大浪に映し出された「空の模様」と「その豊かな音楽」の混合が描かれる。
「 交感 」による視覚と聴覚の融合の端的な例だ。
コレスポンダンス

　ここにあらわれる 「そこで C'est là!」の響きこそ､ 魔術的な詩空間を切り開く呪文の言
葉と言えるだろう。原詩にはない繰り返しは、その音楽的＝魔術的効果を一段と強めて
いる。また､  最後の一行では、後に挙げる「旅への誘い」のリフレインの場合と同様
に、この上なく簡潔な旋律が静かな情緒を漂わせているが、歌の旋律は不完全終止で終
わり、静穏な中にも不安と秘密を隠しもった詩人の心の奥、「私をやつれさせている辛
い秘密の奥底」を暗示するかのようだ。
　デュパルクの｢旅への誘い｣は､ボードレール歌曲としては､フォーレと並んで最も早い
時期に属するもの(1870年に作曲)。題名からして、この詩の歌的特質は明らかだ。ボード
レール自身､散文詩「旅への誘い」の中で、ある音楽家(ウェーバー)は「舞踏への誘い」を
書いたのだが「旅への誘い」を作曲するのは誰だろう、と述べていることからも、この
詩が「歌」への意志をもって書かれたことは明らかだ。この詩で音楽への憧れは、リズ
ムと構成に明確に表れている。5音節と7音節の組み合わせは古くからシャンソンなどに
用いられてきたものだが、詩では不安定として避けられてきた。だが、これにメロディが
加わって歌になると、休止やリズムの変化によってかえって奇数脚のリズムが生きるよう
になる。デュパルクは、全3部（循環形式の1番から3番まで）からなる原詩の第2部（2番）

を省略しているが、歌としての長さの問題以外に、第2部に描かれる室内風景が「旅」と
いうよりむしろ「生活」の情景に近いと考えられたためではないだろうか。
　この詩では、恋愛詩に必要な熱情、哀愁、憂鬱といった情感のいずれにも欠けていな
いし、イメージにおいても、潤んだ太陽、運河に浮かぶ船、夕日の壮麗な光に包まれた
情景など、詩人が理想とした詩空間の重要な書割がすべて出揃い、更に、ボードレール
美学の理念が見事に要約されたリフレインそこでは、（すべてが秩序と美、／豊かさ、静け
さ、そして悦び。）が切々と歌われる。
　リフレインの2行をデュパルクは、音を十分に保って、この上なく簡潔な旋律で表現す
る。ボードレールの理想のイメージを一点に集めたかの感がある5つの理念は、これもま
た魔術的と言うしかないたった1音の単語「｢Là｣によって示され、「前世」の「そこで
C'est  là」と同様に、理想の空間を切り開く呪文のように鳴り響く。その簡潔な旋律は、
この抒情性と魔術性を明確な書法で表現している。
　同じ詩に作曲したシャブリエは、やや古い時代の音楽家で、ヴァーグナーの影響を受
けているためか、起伏の激しい感情的な表現に特徴がある。音節を引き伸ばしたり、単
語を繰り返したりすることで、一種の劇的効果を挙げているが、こうした要素はドビュッ
シー以後のフランス歌曲では見られなくなる。演奏時間も、やはり2番を省いているにも
かかわらず、6分以上あり（デュパルクの「旅への誘い」は4分ほど）、歌曲としてはかなり
異例と言えるだろう。今にも止まりそうな遅いテンポや部分的にヴォカリーズを入れる
方法にも、前時代の名残が感じられる。転換期の微妙な位置にあった音楽家が、ボード
レール没後3年という時期に創作した、という点でも歴史的価値のある作品と言えるだろ
う。生前のボードレールが耳にしていたかもしれない音楽は、むしろこちらの方に近かっ
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たのだから。
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