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ドビュッシーAchille Claude Debussy（1鮎2－191納ま1即2年にパリ音楽院に

入学し、ピアノをマルモンテルAntoineFran∈OisMmontel（1816－1898）に、ソ

ルフエージをラヴイニヤツクAkx弧dreJean山bertLavi卯aC（1846－1916）に師事

した。18別）年以前から歌曲の作曲をしている。最初の歌曲はバンヴイル

m由dorede王kmvil】e（1823－1891）の詩による「気まぐれ」C坤わcg（1880年作曲）

がある。1若いドビュッシーはチャイコフ＿スキーnOtOrIlitch Tch由kovski

（1840－1893）の庇護者であったフォン・メック夫人MmeN．vonMeckのピアノ

伴奏者となり、夫人とその家族と共にフランス、スイス、イタリア、ロシアを

旅行している頃である。そしてこの頃から1884年までに、すなわち、ローマ

賞を受賞してローマヘ留学する以前に数多くの歌曲を作曲することになる。初

期の歌曲に作曲した詩は、ロマン派詩人ミュツセ〟丘eddeMusset（1810－1857）、

後期ロマン派のゴーチエn由phile Gautier（1811－1872）、高踏派のルコント

bconte de usle（1818－1894）、バンヴイル、象徴派の詩人ヴェルレーヌPaul

Verl由ne（18仏1896）やマラルメStさphaneMdlm占（1朗2－1898）、ブルジェPaul

Bourget（1852－1935）、など、文学史上に名を通している詩人の作品のみなら

ず、いわゆる民衆詩人で、Chat爪Oir（黒猫）やQuat▼z A止s（三文芸術）、h Lune

rousse（赤い月）などのキャバレーで人気を集めていたシャンソン作家、イプサ

VincentHyspa（1865－1938）や知られざる詩人ジロAndre Girod2の詩による歌曲

も作曲していて、多岐にわたる。ドビュッシーは1882年頃からヴェルレーヌ

の詩による歌曲を4曲作曲3している。

lclaude Debussy，C〝r叫，〃，血榔g1884－1918，托umieetamnoteeparFmn90isLesure（参考文献参

照）のChronol叩ieによる。

2シェンベルクAmold Sch6爪bef官（1874－1951）のアiの・β＝〟〝αf柁（月のピエローOp．21－1912）の詩を書

いたベルギーの詩人ジロ山bertGinud（1860－1929）とは別人である。
3

この頃のヴェルレーヌによるドビュッシーの歌曲には以下の曲がある。

Ⅰ．此桝血Jf〝g（マンドリンー1882－）ⅠⅠ．E乃ざ仙〟f棚（ひそやかに－1882－）rII．凡〃わ桝f棚（パントマイ
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シューベルト Franz Schubert（1797－1828）はゲーテという詩人の作品にふれ

ることにより、芸術歌曲を書くことができたのであり、＼このことはベルリオー

ズ、サン＝サーンスがユゴーなどのロマン派詩との出会いがあって、歌曲をロ

マンスの域から脱して、芸術性の高いレベルへと発展させたのであるが、つぎ

の世代のフォーレやドビュッシーは高踏派、象徴派の詩人との出会いでさらに、

歌曲の芸術性を高めたのである。このように、まず、優れた詩があって、それ

により新しい歌曲が誕生するのであり、音楽家たちは詩の冨を奪還することに

より、新しい音楽を創造するのである。

この稿ではバンヴイルとプルジェの詩による歌曲と原詩との関係の研究を報

告する。

Ⅰ－1．バンヴイル（Mo山ins1823－Pads1891）について

ロマン派詩が告白的になったり、感傷的になり、教育的、さらに社会主義的

になるにおよび、ゴーチエは「芸術の為の芸術」L▼打t pOurl－∬tを提唱し、芸

術は本来、社会的効用とは縁がないことを主張した。ルコント・ド・リル

bconte de Lisle（1818－1894）が、「芸術とはエリートの為の知的贅Iuxeで、真

実、有用性、倫理性に拘束されない、唯一『美』を対象とするもの」とし、若

い高踏派詩人たちは『美』こそ、芸術という知的酒動の至上の目的であるとす

る。カチュール・マンデスCatulle Mendes（1841－1909）はエβ月甜脈々乃由i5f5お

（「フアンテジスト評論」誌－1860）、グザヴイエ・ド・リカールbuis－Ⅹavierde

Rk∬d（18伯－1911）は月甜〟β血叫5（「進歩評論」誌1863－64）を発行し、こ

れがA，寸（「芸術」誌－1865）に統合されるが、定期出版を保証する資金がないた

めに、書店主アルフォンス・ルメール山phonseI上me汀e（1838－1912）の支援

を受けて、彼の出版社から山九〝∽55βCO〝ね桝♪0和i〝（『現代高踏派詩集』第1

集－1866）を出す。ゴーチエ、バンヴイル、ルコント・ド・リル、ボードレール

Charles Baude血re（1821－1867）、エレディアJose－M肝ia Heredia（1842－1905人

メナールbuis－Nicolas M血∬d（1822－1901）、コぺFraniOis一由ouardJoachim

Copp由（1842－1908）、マンデス、デイエルクスuonDierx（1838－1912）、シュリ

・プリュドムSully n・udhomme（1839－1907）、ヴェルレーヌ、マラルメが詩を

ムー1882－84）Ⅳ．C由かdβ血糊（月の光一1882－84）

いずれもヴェルレーヌの用お 印血〝上が（艶なる宴－1869年刊）による詩である。ドビュッシーは
この中で、Il．Eわざ〃〟ねf形gとIV．C払ir血J肋ゼ（月の光一1882一名4）の詩を後年ダ以が卯血〝おⅠ（1891一全3

曲）の第1，2曲目に使う。全く異なる旋律による歌曲である。
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発表した。第2集（1871）では、上記のほかに、ラブラド ne汀e－Marin－Victor

Rkhard de Laprade（11812－18幻）、グラティニJoseph一山k止 Glati卯y

（1839－1873）、フランスAnatole France（1844－1924）たちも参加した。第3集

（1876）になると、統一の主義主張もなく、詩の発表の場となった。一派を作

らず、共通の傾向、つまり、形式の完成度を目指した。「無感動」という批判

があったが、純粋で、彫刻的な線をもつ明澄にして、バランスのとれた詩は大

いなる感動をよび、哲学的な思想を凌ぐもの、と反論することができた。

バンヴイルは「芸術の為の芸術」の第二世代に属し、ゴーチエと若い高踏派

詩人の中間にルコント・ド・リルと共に位置していた。『女人像柱』や『鍾乳

洞』はギリシャの芸術に霊感を受けて書いた詩集、短いが彫琢された詩作品集

である。また、作詩法において、名人芸をもって『オード・フユナンビュレス

ク』を書いた。技巧を凝らしてバラードやロンデルを書き、その技巧は中世の

詩人ヴ■ィヨンFra叫Ois Villon（1431あるいは1431－1463以降）やシャルル・ドル

レアンCharles d－Orle弧S（1394－1465）に匹敵するものであった。その後、『フラ

ンス詩小論』を書くが、バンヴイルは韻の巧妙さを狙い、「韻こそ詩のすべて」

という考えに至った。そのためにヴェルレーヌたちの目指す方向とは異なって

しまった。（以上バンヴイルの作品の原綴および発表年はⅠ－2．参照）。

Ⅰ－2．バンヴイルの詩集

（1890－1909年のパリ版の再版による1972年スラトキン・リプリント版）

第一巻 M5ダM【比丘5¢と居5 S山vies d■皿 COmmen血re．1845－1859

（『オード・フユナンブレスク』（『軽業師のオード』）解説付き）

第二巻 エE55仙m51843－46（『鍾乳洞』）

0β且乙Er7E51846－1872（『オードレット』）

A〟E耶丁苫51860－1861（『アメジスト』）

エE∫0月CE斤0Ⅳ Sc主neh占roique1887（英雄劇『鍛冶屋』）

第三巻 OCCm51855－1874（『オクシダンタル』）

月皿オE5β0由51863－1890（『黄金の詩』）．

月αⅥ）Eエ5juillet1875（『ロンデル』）．

山ヱE尺エECom占dieheroique17m由1877（英雄劇『真珠』）．

第四巻Jpl乞エE5用乙岱5m50CtObre1870－托vder1871（『プロシヤの牧

歌』）．

必即店TAエA〟0こ肝gCom朗iefさerique1884（夢幻劇『総飾りをつ
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けたリケ』）．

第五巻 エE5M」払7Ⅶ）E51839－1842（『女人像柱』）．

月05E5βg此18昭一1878（『クリスマスの昔薇』）．

第六巻 エE且山VGβEエACOとげ官1846（『盃に注がれた血』）．

m－5αM5ル搾亡侶E51861－1875（『陽気なバラード36

篇』）．

エE且4月E尺Com占die1887（喜劇『くちづけ』）．

第七巻 エE5且肌丘ぶ1857－1879（『流講の人々』）．

エどぶ肌5ぶE5juillet1874（『姫君たち』）．

7嘘0βOREβEm加地少γf甘〟g：（『叙情詩人テオドル・ド・

バンヴイルについて』）

Ⅰ．ParTh紬phileGautier（ゴーチエによる）p．261－267．

Ⅱ．ParCharlesBaude血re（ボードレールによる）p．268－279．

Ⅲ．ParS由nte－Beuve（サント＝ブーヴによる）p．280－300．

Ⅳ．ParJ．Barbey d■Aurevi11y（パルベ・ドルヴイイによる）p．301－316．

Ⅴ．ParJulesTellier（ジュール・テリエによる）p．317－335．

第八巻 アgmTWT査♪gPO丘別E乃岬1871（『フランス詩小論』）．

且正月尺EβE月伽1524－1585（『ロンサール論』）．

御〝βEム4ダm（1624－1695）（『ラ・フォンテーメ論』）．

第九巻 COル疲βJE5（『喜劇集』）：

β月山官A【／βα苫Comediehさro杓ueendeuxactes，Odさon16 0CtObre1863．

（『森のダイアナ』2幕英雄喜劇）

エE且EAと／エaむⅧ）児ECom占dieenunacteVaudevi11e，27septembre1856．

（『美しきレアンドル』）

∫エ0尺指TECom占dieenquatreactesEcdteetpubli占eenfevrier－marS1870．

（『花屋』4幕喜劇）

エ4PG雌Com占dieenunacteTh占atreFra叫由s，5juin1865．

（『りんご』1幕喜劇）

βE皿A几〃A Com占dieh占rol■queentroisactes Odeoll，18れ0Vembre1876．

（『デイダミア』3幕英雄喜劇）

エE5∫0亡状βE兄上E5βE人肌ComedieenunacteVaudeville，15jui111864．

（『ネリーヌの悪巧み』1幕喜劇）
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Ⅰ一3．バンヴイルと音楽家たち

ドビュッシー以外のバンヴイルの詩に作曲した音楽家は筆者が調査したとこ

ろ、39人にのばり、曲数は70曲以上はある。ただし、現代音楽家の作曲の例

はない。1852年にアマuopold Amat（生没年不詳）が6曲作曲したのを皮切り

に1879年までにはかに 7人の作曲家がいる。この中にはグノーCharles

Gounod（1818－1893）もいる。1880年から1899年までは13人の作曲家が、37

曲作曲している。この中にはサン＝サーンスCami11e S血t－Saens（185－1921）の

名も見られる。ほかにケクランCharles XαChlin（1鵬7－1950）やアーンReynddo

H血n（1875－1947）の如拙おゐも含まれている。1900年から1939年までにはヴ

イドール Charles－M血e Widor（18肪－1937）やオーリツク Georges Auric

（1899－1983）の作品も見られるが、1940年以降では数人の名前しか見られない。

かなり煩雑ではあるが、以下、ドビュッシーを除く作曲家による作曲状況をパ

リのBN（Biblio仇占即e Natioれde）で調査した筆者の調査資料を年代順にここ

に記す。

1．AMAT（L．）－A肋J桝，pianoetc山肌t：0ゆ〟5α由，f滋〟γ血占βゐ∂桝gP血s，1852

2．TEINTURIER，E．－A仏〟桝1852

3．ALARY（Giulio）－エgβg和才grCわα〃J滋5申加 Pads，1860

4．CAR，Pe汀e
一

月∂和d壬α（お P打is1862

5．CABA∬ER，Emest－〃わぁ∂ P∬is1865

－〟♭〟5乃■f和仰〆〟5α〟占♂ゐ
P肝is，1878

6．CRESSONOIS，Jules 一肋G）血桝占f〝g1865

一助仰0乃才β5，月0拙お5β〝ガ桝g〃血わ，エg伽乃お粥タざd加わJ，エβ帖〟お，αα椚〃〃，

エβ1花坤，滋，エβ乃・ねお55β血エ〃〟柁，肋G）わ桝占i，好，ムタCお〃お，∽よ柁．P血s，1862，

1863，1865

－ム才（材滋5J柁〃おっ血占β肋滋5J砂β榔βざ血乃．滋βα〃廿右舷1880

7．DARCIER，J．－ エ〃αα耶〃〃血クβ～お1866

8．GOUNOD，Charles－エ戌棚d■桝α，酢inⅥ，砂凡作わdょぉP血s，1870

9．DUTACQ，Am色d色e 一上d肋β1880
－ E〃〟1885

－ エαエ〝彬1886

10．CAZANEUVE，E．一加〟α九形わdfβ5ChantetplanO：

♪α〃彬，∧払ffd虐わ才お5，月わ乃お叫，5d加叫工姐才rP血s，1880

11．PERREAU，Ⅹavier－A／α向β乃血sわ〟γお陀仏箔（古山ade pourannoncerle
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pr】乃tempSpOurVOixdebarytoれaVeCaCCOlnpagnementdepl誠0畠2m血s

Ms．autogr．18幻．恥）hc．一El】e鮎mitlabriseque．‥ Nov．1舶3

12．DUBOIS，仙名odore－∧如才fd虐わiわ5inl々叩〆凡作わゐ51883et87

13．CHAUSSON，ErれeSt －βの（∬β仙）5Ⅰ．エβ肋立ちRondelala mぉ1i色re de

Charles d▼Orほans 1883－1897

14．BORGH丘sE，J．一山α王α椚β乃滋桝α桝iβ P血s，18糾．

15．MIRANDE，Hippolyte
一

九形叫‘βpOur Chant et piano1884，P肝is，J．

Naus．73p．p．13 αα榔0乃血占〃おα〟 血c．－kcaれ∬de11dortses爪ots

16．Ⅸ旺CHLIN，Charles 一

助拙以s（1とres占de，Op．1－1890－1894）：

1．エβ肋f′ Inc．－Nous b占nissonsladouce nuit

2．ム，乃‘T占norousopranoChantetorchestre．

Inc．－MissEIlen，VerSeZ－mOilethe

3．ム，ノウf〃お〝ゆざChantetorchestre hc．－Tevoi】a，dredupnntemps！

4・エE〟 Chantetorchestre hc．一山bdlle，1esauvage占t占

5．血αが5gI帥version（T占nor）chantetorchestre

Inc．－kscrisdeschiens，1avoixducor

－Jわ〃d由（2eSehe，Op．8－1891－95）

1．エ〃飽メェg hc．－kpさcheurvida山SeS丘1ets

2．エガ盲〝gr 血c．－Aubojsde80u】0田1e，】’hiver

3．血5月伊γ℃γig5ⅠれC．－ks8ambyantes plerredes Version pour tenor et

OrChestre189611pリdat占e 22aoat96．Co汀・auCrayOn35x27cm

4．血エ〟彬 hc．一Avecsescapnces，1alune

5．エAiγ Cha山etplanO hc．一Dansl’由rs’envontles由1es

6．エβ肋血Chantetorchestre1896 Inc．一山rsques－占veillelematin

7．上〃劫止1898 hc．一山p別Ⅹaumilieudesmoissons 2es占he．一dat占ala

血Fev．は98corr．aucrayo爪 Versio力Cbαurえ4voixmjxetesetorchestre．

uneautre白山do爪： Versionpour2voixetorchestre

一伽桝g朋血卯Jα〝おChantetorchestreOp．5－1．（1883）

hc．－Dansleparcaunobledessill

一上β5EわiJe5 hc．－kscieuxresple爪dissantsd’etoiles Op．14－No．8

17．HILLEMARCHER，PauりosephG山11au爪eetLucie爪Joseph丘dou打d－

丹よ桝お〝ゆ5inl々夕如〟∂わdfg5（No．19）hc．－Ch占re，VOicile mois de m出

血phonseIβducl舶6
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18．BEMBERG，Hemaれn －エβαβ乃50〝dβ桝α椚fg
P祉is，1895

19．BOtJVAL，J山es －♪〟〃β55g
P打is，1898

20．EHRHART，Jacques －ムz肋if1898

21．SAINT－SAENS，Camille －Af桝〃和一乃〃〟5，Chantetpl肌O en一丈moL Pour

tenorousoprano．Durand18925p．

22．HAHN，Reynaldo －Jわ，dgね sur des poesies de Charles d’Orle弧S，

Th60dore de Banville et de Catu11e Mend占s（1899）Ⅰ．血♪〟r Ⅲ．血

ルよ〃叫5 Ⅳ．エ姐ir V．山九血 ⅤⅡ．血飽J王g Ⅸ．血s血i血5 Ⅹ．

エA〟わ桝〃g H．エβ肋i′

23．WIDOR，Charles－Made
一肋fJdゼわiJβ5in（1）54血形わdわざ（1907）（2）

Chantetorchesrepp．4－8（3）Ms．autorg．1920 350Ⅹ270cum15p．Date且1a

丘nll縫vher 20（4）5加減わdfβ50p．14，No．1chantetpi弧OP血s，H弧Ie11e

In－bl．5p．（4）5β，郡：Englishversion Sop．ou tenor New York G．

Sherman1888 2voIs．

24．MRIAGE，Jean－Pa山一ββ〟α滋滋ざ♪g拙ゴ〟51909

25．ARHAM，Maズー加川igr伽 2pages Paris，1911

26．BR丘ⅤILLE，nerrede－Ai卿和一仰帖i爪曲が柁5〃OCαJがドRecueil（1913）

27．DELAGE，Maurice－エβα〃榔β〝dβ桝β桝iβ，rOma爪Ce（H由■－k由■）ch叩t

etpiano Pads，JeanJobe叶，1923

28．FIEVET，Paul－Af桝β和一，∽附 Ch弧t et planO Pahs，Evette et

Schae折er，Editeurs1923

29．ROESGEN－CHAMPION，Marguerite 一乃りi5β従〃5，pOur meZZO－SOp・et

COntralto：Ⅰ．0血Jg肋 Ⅱ．ムz肋5βⅠⅡ．βα肋滋♪β〃γん5凡γ由ig〃彬5，Chantet

plaれ0．Paris．ed．Maurice－Senard1926．

30．AURIC，Georges一乃りi5C軸ricg5Chant et piano：1．邦おgαね乃お52・ムヲ5

β叩作 3．月z和血 Heugel1928 Dates de composition，pnmtempS，占t占

1927

31．SERVOZ，H．－エゼ♪〟rChantetpiano P打is，MadceS占nard1928

32．SARLAT，Em．－エ淡か chantetplanO．P打is，L．GmsetCle，朗iteur1932

－エgざEわik cha山etplanO P血s．L．GrusetCle，朗iteur，1932

33．REID－TAYLOR－ルイifdゼわ滋5Chant et planO．Pads，さd．Maurice Sさnard

1931

34．DALLIER，Hend －エ〃枠中r由，Orchestreetch（モurえ3voix．
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Ms．autogr．【弧te1933】24p．35Ⅹ27cm．hc．一山bois exhale u血e

odeurdiville

35．ROLLIN，Jean－G吻f柁，Op占ra－COmiqueen3actesd’aprさsTh．deB弧Vil】e．

P打titiond’orchestre．P∬is，J．RollinCop．19601p打tition324p．36cm

36．SOUFFRIN，E．M．－エゼ55ねJ∬わお5 Paris，HenriDidier1942

37．NERINI，Emile－エ姐irduettochantetplanOParisRen占Gi11es1945

一山肋iJchantetplanO
P∬is，RenさGilles

匝
38．BELGOD丘REJOIIANN丘S，Ⅴ．一占dit．♪cカα〃おβり■跳CJさα〃ね：50Chants

pouruneetdeuxvoix，1952

39・DOUAI，Jacqu朗一山5αα耶β棚血ノ加耶〟5加〟βf pourlvoixetpian？

（avecch血agesd■accords）p血s，由itionsOu血色res19飢，211p．托ぬceen

血訓C由s，山Iemand，eSpa釘10letJapOn由s．

Ⅰ－4．バンヴイルの詩によるドビュッシーの歌曲

現在、楽譜が出版されているドビュッシーのバンヴイルの詩による歌曲は4

曲で、以下の通りで、いずれも初期作品である。なお、初期の未発表作品がこ

れ以外に存在する。（）内には邦題と作曲年代を記す。

（1）肋i′d虐わiぁざ（星の夜一1舶0）（2）Ai桝β和一仰〃5ビタゐ仰0椚（愛しあって、

それから眠りましよう－18飢）（3）Z御iγ（そよ風－1舶1）（4）p由仰J（ピエロ

ー18飢）。

●MTβ磨れ｝比丘ざ（星の夜）AJ如仰滋和わ 作曲年：1876年［全音］；1880

年［ksure＆D．H．］

原詩は『鍾乳洞』エE55MCⅣ7苫5Ⅱ，p．86一朗の『ウエバーの最後の想

い』による。

ドビュッシーは「星の夜」を1876年頃に作曲、と『ドビュッシー歌曲集』

1（全音楽譜出版。以後「全音」版とする）の作品年表には善かれている。しかし、

ルジュール編のドビュッシー『書簡集』4の年譜によれば、1876年に、初めて

ショニーChauny（パリの北東、エーメ県）で公開演奏会に出演し、さらにパリ

‘op．ciL，Cα〝ゆ桝血肝＆
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音楽院で、ソルフェージュの上級クラスに入るために必要な一等のメダルを得、

1880年にバンヴイルの詩による最初の歌曲「気まぐれ」G砂わcgを書いた、と

されている。

本論文では上記のように作曲年代のあと、［］内に準拠するところを記す。

［全音］は全音楽譜出版社刊、［Lesure］は上記の『書簡集』、［D．H．］はHone甜er

編のβ才c′わ〃和才柁血Jα∽〟5よヴ〟g、［G．M．］はBri由tteFraれ；Ois－Sappey et Gi11es

Cantagrel編のC〟才ゐゐJα〟〟∂ゐβf血上古βdによるものとする。

1880年はドビュッシーにとって記念すべきことが数多くあった年である。

フォン・メック夫人とその家族についてヨーロッパ各地に旅行した。後に親し

密になるヴァニエ夫人とも出会っている。さらに、ギローEmest Guiraud

（1837－1892）の作曲のクラスに入り、フランクC占sarFranck（1822－1890）のクラ

スの聴講生になっている。作曲を本格的に勉強し始めた年でもある。

「星の夜」はMarcHonegger，βわ血乃朋よ作曲ね肋5i甘彬に従い1880年作曲

とする。以下の歌曲も同辞典に従うことにする。さて、1舶2年には多数の歌

曲作品が作曲されたが、「星の夜」は初めて出版される曲となる。

なお、原詩の題はエββgγ乃i∂柁允〃5ゐ血I彬占grである。ドビュッシーの歌曲

は肋i′d甘わよぉ5となっているが、この題名は詩の1行目からドビュッシーが採

ったものと考えられる。ヴイドールも同じ詩による歌曲を作曲していて、肋iJ

d虐わiね5という同じ曲名をつけている。ヴイドールは27行目以下を削除して

いる。なお、ドビュッシーもヴイドールも譜面には銘句は記していない。ここ

には銘句の原文と和訳をつけておく。

詩の音節数と韻はつぎのようである。1詩節目：6行詩3a－3a－7b－3c－3c－乃

［A］、2詩節目：4行詩8d－鮎－8d一触［B］である。1、2詩節目で一組の構造に

なっている。［A］はNuit d一朗oi】esで始まる奇数脚の詩節である。［B］の詩節は

［c］，［D］と発展し、すべて偶数脚である。従って、全体は［A］［B］－［A］［c］－［A］

［D］一［A］で奇数脚と偶数脚が交互に繰り返される、という構造である。さらに

［A］の部分はaabccbの脚韻をもち、さらに、意味はaabとccbのそれぞれが一

つの意味単位にもなっている詩形である。つまり、星の夜Nuit d■etoilesと悲

しい竪琴への呼びかけの詩節にはじまり、それぞれの詩句へと発展して行く。

なお、叫re（竪琴）はLyrique（叙情的な）の語源でもある。塁の光と悲しい竪琴

の調べのもとに詩人は過ぎ去った恋を思い出す、という構造の叙情詩po主me

lyriqueである。［B】では恋人の声を聞き、［c］では恋人の白い姿の幻を見る。
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【D］では恋人の青い瞳を思い出し、薔薇と塁は恋人の吐息と瞳である、と詩人

たちは考えるのである。

以下に、バンヴイルの原詩とドビュッシーの変更を示す。ドビュッシーの手

書き原稿manuscritとの照合は行っていないが、句読点がかなり異なっている

ので、ここに変更の箇所を記す。manu＄Cdtとの比較は今後の研究に重ねたい。

ドビュッシーによる変更

仙J仙k

hdemi合一ePens色edeWeber

Jemepromen由血sl山jar血

d創ideux：SOuSl■色l血s卯OnOn

VOy由一les山ddl朗ddesros銭

血1tledo山阿山皿em血m由t

l■a止．Unsm血et血mo山eux

Se紬S由tente【1血e，e＝皿elen血e

d町l卓卓d血血1e阿S呼．Les

8eu用Semtlde皿t址ess東山rde

血血ヒWd田山出すdedouxsmplrS・

Touli00upりeml§m■可erCe▼血

中ei■卓血smd・m卓皿eledlant

叫er切tendais，d中IeJemO∬由s．

H血山

Nuitd■卓toiles，

Soustesvoiles，

Sousbbriseettesp打fums，

Tristelyre

5 Quisoupire，

Jerさveaux肌10urSdefunts．

LasereilleM‘l訂ICO】ie

Vientecloreaubllddemonc（モur，

Etj■entendsl■加Iedemamie

lO Tressaj】1irdansle bois reveur．

この部分削除

…VOiles．

…p血1mS．

Tdstelyre．

♪招〝gαMβ桝β〟乃d節J〃由．（bis）●

．．．桝肋，打∂Jfβ
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Nujtd－etoiles，

Soustesvoiles，

Soustabriseettesp血1mS，

Thstelyre

15 Q山soupire，

JereveauxむI10urSd古山nts．

Danslesombresdelafb山11ee，

Quandtoutbasjesoupireseul，

Tureviens，pauVre血IeeVeill‘e，

20 Toute blanche danstonliIICe山．

Nuitd’etoiles，

Soustesvoiles，

Soustabriseettespa血ms，

廿istelyre

25 Q山soupire，

Jer合veaux弧10urSde九mts．

この部分削除

N山td▼占toiles．

‥．padums．

Tdstelyre．

♪〃ゐβα㍍α桝〃〟乃卿J〝ねL（bis）書－

Jerevois且notrefbnt血e

Tesregardsbleuscomme】escieux；

Ce仕erose，C■esttonh山eine，

30 Etcesetoilessonttesyeux．

N山td■‘toiles，

Soustesvoiles，

Sousbbriseettesp血ms，

mstelyre

35 Q山soupire，

Jereveauxamoursdefu山S．

J山n1845．

－（bis）では2回とも 〈．〉

－●（bis）では2回とも〈，〉

Ce仕erose，Ckざf…

Nuitd■占toiles．

…VOiles．

…padums．

Tristelyre．

Jer如eaux肌10urSd‘f皿tS．（bis）＊●書
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［和訳］ヴェベールの最後の想い

私は甘美な庭を散歩していた。深々とした芝生の上に、すみれや薔薇が咲いているのが見えた。その甘い香りが

空気を香しくしていた。甘美で、楷嗣なる調べが聞こえ、そして、やさしい光か辺りの風景を照らしていた。花々は

幸せに身をふるわせ、ため息がそっとたちのぼって来るかのようだった。突然、我に帰った、と患った。私は私自身

かそれまで聴いて歌であり、息絶えるところであったのだ。 ホフマン

星の夜／きみのヴェールの下で、／きみのそよ風と薫りの下で、／

ため息をもらす、／悲しい竪琴、／私は想う、過ぎ去った恋を。／

晴朗なる憂愁が／私の心の奥で花開き、／夢見る森の中で、震えている／

私の恋人の魂の声を聞く。／

1詩節目反復。

葉蔭で／私がひとり、そっとため息をつくとき、／きみは戻ってくる、

呼び覚まされた哀れな魂よ、／経椎子をまとって、真っ白な姿で。／

1詩節目反復。

我々の思い出の泉のほとりで、／きみの空のように青い眼差しを想い

出した。／あの薔薇の花、それはきみの吐息、／そして、あの塁た

ちはきみのひとみ。／

1詩節目反復。 1845年6月

すでに述べたように、ドビュッシーは銘句を譜面に添えていない。採用した

部分は［A］［Bト［A］［D］－［A］で、それぞれの［A］の最終行を2回繰り返して歌う

構造になっている。各部分同じ旋律が繰り返される有節歌曲である。

原詩は、この詩節［A］のあとに8音節の4行詩の詩節［B］と［D］が続く。す

なわち［A］は3回繰り返され、さらに最後にもう一度［A］が繰り返されてこの

詩は終わる。

作曲に際し、削除した［A］［c］について考えよう。この部分はこの詩の中心

部分に位置し、tOn】inceul（経惟子）は、［A］にあるd触ntsの第1義である「死

亡した」に合致するので、amOurS de血ntsが単に「過ぎ去った恋」ではなく、

恋人の死により「消滅した恋」であることを暗示する重要な部分である。

ドビュッシーはこの詩節を削除することで、過ぎ去った恋を懐かしむだけの

詩になってしまっている。原詩の価値を損ねてしまった感は否めない。また、
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歌曲というよりロマンスであるが、ピアノのアルぺジョが星の光をイメージさ

せる美しい曲である。

●A上げO入官Jm亡ぼgrβ脚（愛しあって、それから眠りましよう）

〟ゎぁ和わノ比〟」＝84． 作曲年：1880年【全音】；18飢年【D．H．］

原詩は『オードレット』OaだエEm51846－72．Ⅱ－p．144－145（sansdtre）によ

る。

7行詩で音節と脚韻の構造は、6a－8b－12a・6a－8b－6c－6c 6d－8e－12d－6d8e－6f－6f

6g－8h－12g－6g－8h－6i－6iであり、各詩節共2行目から5行目の4行は抱擁韻（これ

を［B］とする）である。さらに、抱擁韻の4行詩の前、すなわち1行目に3、4

行目の脚韻と同じ脚韻を持つ6音節の詩句が配置され（これを［A】とする）、6、7

行目に新しい脚韻が平韻の形で付いている（これを［c］とする）。従って、この

詩の構造は［A］［B］【c］で1詩節をなしている。

ドビュッシーによる変更

A血〃乃β1打〃〟ge′血功打β

Aimo爪S＿nOuS etdomons

Sansso爪geraureStedumonde！

Nile凸otdelamer，nil’ouragandesmonts，

Tantquenousnous由mons

5 Ne courberatatete blonde

Carl－amourestplusfb止

QuelesDieuxet】aMort！

Le soleils－さteindr由t

Pourlajssertablancheurpluspure．

10Levent，qulJuSqu■且terreinclinelafbr釦，

Enpassantn－ose血t

Joueravectacheve】ure，

Tantquetucacheras

Tatete entre mes bras！

15 Etlorsquenosdeuxc（王urS

S－enirontauxsph台resheureuses

…dumonde；

… nOuS nOuS almOnS．

〃切お〟柁和也t釦eblonde，

‥．桝〃′イ．

…pluspure；
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Oalescdesteslyseclorontsousnospleurs，

20

Alors，COmmedeux8eurs

Joi伊10nSnOSほvresamoureuses，

Ettachonsd’epulSer

LaMortdans un baiser！ h
moれ…

Jむ1Vier1846

［和訳］愛しあって、それから眠りましよう

愛しあって、それから眠りましよう／この世の他のことは考えずに／海の波

も、山の大嵐も／二人が愛し合っている限り／きみの金髪の頭を下げ（に触れ）

させはしないだろう。／なぜなら、愛は神々や死よりも／さらに強いものだか

ら！／

太陽の光は消えるだろう、／きみの白い肌をさらに清らかにするために。／

大地に森の木々を傾ける風は／吹き過ぎるとき／きみの髪の毛を弄ぼうとはし

ない。／きみが私の腕の中に頭を／隠しているかぎりは。

そして、二人の心は／天国の百合が二人の涙で花咲く／幸せの球体に入って

行くとき、／そのとき、二本の花のように／恋する唇を合わせよう、／そして、

くちづけの中に死を／汲みつくしてしまおう。／1846年1月

まず、ドビュッシーは「星の夜」と同様に、この詩の1行目を曲名にしてい

る。

1880年の作曲とされているが、ABAの三部形式で、ところどころに臨時記

号が使われ、転調がある非常に込み入った作り方をしている。1節目は二長調

である。2節目の10行目までイ長調になり、そのあとEn passant‥．から…meS

bras！では、変ニ長調に転調するが、この部分は1行目から3行目の変奏であ

る。さらに、変ト長調、原調のニ長調に転調するが、いずれも、最初の1行目

から3行目の変奏になっている。

なお、5行目の詩句は、全音の楽譜ではN－e組eurerata tete b】onde（きみの金

髪に触れはしないだろう）となっているが、CD『ドビュッシー歌曲全集』（東

芝EMI）では原詩の通りである。バンヴイルの原詩の稿をあらためていないの

で、ドビュッシーが変更したのか、それともバンヴイルの版が複数あるのか、

未調査である。バンヴイルとドビュッシーの作成過程を研究する必要がある。

さらにドビュッシーの場合、フランス版の譜面とと手書き原稿などを比較する

必要がある。しかしながら、N▼e用eureraの方がNecourberaよりもイメージが
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美しい、と思う。

●血ぽ（そよ風）m5 桝〃滋祓 作曲年：1876－1884年［G．M．］；1粥1年

［全音＆D．H．］

原詩は『女人像柱』エE5G山2血刀かE∫1839－42：且Ⅳ乱打TZ仇ZOエ〟J（赤

みがかった紫の服を着て）全8篇中の2番目（Ⅴ－p．282）の詩である。且Ⅳ此1βJr

Z仇官0エⅣにはモリエールJean－BapdstePoquelin（1622－1673）の『女学者たち』

ムヲ5 伽桝g5
5β〝α〝お5（1672）の第5幕1場のアンリエツトHenrietteの台詞、

Vousavect誠td■Ids，dePhilis，d■Amarantes…（「あなたにはイリスだの、フィリ

スだの、アマラントだのたくさんいらっしやつて…」1521行目）の銘句が付さ

れている。フィリスはこの銘句によるものであろう。Ⅰ．Rondeau，Å軸占（ロン

ド、エグレへ）、Ⅱ．Todo】et，Å philis（トリオレ、フィリスヘ）Ⅲ．Rondeau，Å

Ism主ne（ロンド、イスメヌへ）、Ⅳ．molet，ÅAmarante（トリオレ、アマラン

トヘ）、Ⅴ．Romdeauredouble，Åsylvie（ロンド・ルドゥプレ、シルヴイへ）、Ⅵ．

Maddgd，Åclymさne（マドリガル、クリメーヌへ）ⅥⅠ．鮎ndeauredoublさ，Åhs

（ロンド・ルドゥプレ、イリスへ）Madrigd，ÅGlycさre（マドリガル、グリセー

ヌヘ）と続いている。ドビュッシーの歌曲はこの2番目の詩である。

トリオレTrioletとは「単純ロンド」Ronde simpleとも呼ばれ、ロンドと同

じ形である。多く場合8音節で、各詩節の詩句の行数は2－2－4行で、計8行の

詩であるが、近代においては詩節の分離を行わない。以下の詩は

鞄一鞄－ぬ一8旦－ぬjb一鞄一8巨で、旦旦はそれぞれ同じ詩句である。すなわち1、4、7

および2、8はそれぞれ同じ詩句である。

Ⅱ

TRIOLET，APHILIS

Sij■占血sleZephyraile，

J■i血smourirsurvotrebouche．

Cesvoiles，j■enau血slacほ

Sij－飢由sleZ色Phyr由Ie．

5 n・eSdessejnspourquijebr丘血

Jemeglisse血sdanslacouche．

Sij’占tais】eZ占phyr山ほ，

ドビュッシーによる変更

′

ZEPHIR

由l占

…Clef，

…SelnS， …br丘l由s，
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J’iraismourirsurvotrebouche．

［和訳】トリオレ、フィリスヘ

もしもばくが巽のあるそよ風ならば、／あなたの口もとで息たえよう。／あ

のヴェール、その鍵を手にいれよう、／もしもばくが巽のあるそよ風ならば。

／焦がれた（ていた）ひとの胸のかたわらへ、／そのしとねにすべりこもう。

／もしもばくが巽のあるそよ風ならば、／あなたの口もとで息たえよう。／

Z御かという曲名はドビュッシーによる。詩句が同じ、1－2と7－8行目は同

じ旋律にして、音楽によるトリオレを描いている。ただし、音楽用語でmolet

は3連符のことであるが、3連符を使っている箇所はない。全体に4／4拍子

のリズムであるが、3行目の直前に1小節のみ2／4拍子になるだけである。

前奏と4行目のあとおよび後奏にはおなじ風の動機が奏でられる。

● 月即∬Or（ピエロ）作曲年：1876－18糾年［G．M．］；1881年【D．H．］；

1882－1884年［全音］

原詩はエE5G岨AⅧE5：ムヲ5C坤わcgざg乃dよzβi乃5占Jα桝α〃才～作並α‘桝β〃f

肋和fI（『女人像柱』：クレマン・マロ風の十行詩による「気まぐれ」Ⅰ）所収

の詩で、血5 妙cβ5全24篇中第6篇（V－p．248）にある。ルズユールの

Chronolo由eには1880年にドビュッシーはバンヴイルのG砂わcgに作曲したと

ある。単数になっているところが気になるが、エぉ Cb♪わcg5の詩集を意味して

いるとも考えられる。ただし、ドビュッシーの未刊の曲が未調査のままなので、

推測の域を出ないが、24篇中ドビュッシーの歌曲になっている詩は本篇のみ

である。

詩の構造はつぎの通りである。全体は10音節の詩句で1詩節のみの詩であ

る。脚韻はa－b－a－b－bペニイーd－C－dになっている。男性韻と女性韻とははば交互に

なっている。ドビュッシーの草稿は未調査であるが、「全音」版によれば、句

読点で原詩とドビュッシーの譜面との間に異なる点がある。

ドビュッシーによる変更

ⅤI

PIERROT

kbon刑e汀Ot，quelabulecontemple，kbonタfβmfquelafoulecontemple
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Aya山血ilesnocesd’Arlequln，

Suiten songea山Ie boulev∬d duTemple．

Une丘11ette ausoup】e casaquln

5 En v血1’agace de son（王ilcoquln；

Etcependantmyst占deuseetlisse

F由s弧tdeluisaplusch占redelice，

h blanche Luneauxcomes de taureau

Jetteunregarddeson∝ilen coulisse

lOÅsoれamiJeanGaspardDeburau． a sollamis‥．
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…d’Arlequln

‥．duお桝♪わ．

…CaSaquln・

・・・COquln

…d（…1ice

…eI】COulisse．

【和訳］ピエロ

群衆は眺めている、お人好しのピエロを。／彼はアルルカンの婚礼がすむと

／物思いに耽りながら、タンプル通りへ行く。／しなやかな丈の長いブラウス

を着た小娘が／悪戯っばい目で、彼を苛々させようたって駄目。／かたや、謎

めいた、のっぺりした顔の、／牡牛の角の形をした白い三日月は、／彼を有頂

天にしてやろうと思って、／ジャン・ガスパール・ドゥビュロー、／親愛なる

友へ流し目を送る。

ピエロの本名はジャン・ガスパール・ドゥビュロJean Gaspard Deburau（がへ

ミア、コリン1796－ハ○リ1846）である。彼は幼年時代に軽業師の辛い修業をした。長じ

て曲芸団をつくり、フランスの王政復古時代パリで活躍する。アクロバットや

綱渡りで踊る演目で座は大いにあたり、フユナンビュル座 The釦re des

Fu爪ambulesでパントマイムを演じた。人間の悲哀を背負ったピエロという人

物をつくる。のちに、ギトリSacha Guitry（1885－1957）やカルネMarcelCm占

（1906－1996）は自らの芝居、映画にこの人物を取り入れた。たとえば、カルネ

演出の『天井桟敷の人々』エg5E，わ〃ね血♪α血よ5（1945）では、ジャン＝ルイ・

バローJean一山uisBa汀ault（1910－1994）がこの役を演じた。

この曲はAu clair delalune
monむTliPie汀Ot（月の光のもとでわが友ピエロ

が）で始まる有名な民謡の旋律を奏でるピアノに載せて歌われる。同曲の変奏

曲の形を呈している。なお、譜面ではpie汀Otと、pが小文字になっている。

ⅠⅠ－1．プルジェ（Amiens1852－P血s1935）について

小説家として知られているが、詩人として出発した。出世作はEs5αiざ ゐ
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少叩d旧J由fβC〃乃お〝ゆ0和f彬（『近代心理批評』18幻年、続編1885年）で、19世紀

作家論で、当時のフランスの精神の病を解明しようとした。小説には、19世

紀末の青年像を描いた代表作血ββざ（ゆ血5（『弟子』1朗9）がある。

ⅠⅠ－2．プルジェの詩集

1．助〝柁5血凡〟J血〟′酢JPo由ies1872－1876（A〟わ招ぁわ〟ぉれ一山l滋

吻〟fぬ一乃仙凡～桝β5）P打is，ub血deAlphonseLeme汀e．

2 α加γ柁5 血 允〟J上わ〟聯f Po由ies1876－1舶3（せ血ムーエE5 A曙【α：

PROLOGUE；uVRE PREMIER．－ AMOUR；LIVRE SECOND．－

DmETM¶SME；LⅣRE TROIS由ME．－ SPLEEN；丘PmOGUE）＊

P打is，Libr由rie山phonsekme汀e．

♯エ丘5A一店【αという詩集はプロローグ、第1集、第2集、第3集、エピロー

グからなっている。

ドビュッシーの歌曲に使われたブルジェの詩集はすべて2巻の方に入ってい

る。詩集の出版は1876年であるので、ドビュッシーは出版2年後にプルジェ

の詩に作曲したことになる。

ⅠⅠ－3．アルジェと音楽家たち

筆者の調査によれば、ドビュッシーを加えて20人ほどの作曲家が28曲程

作曲している。煩雑になるが、ドビュッシーを除く作曲家による作曲状況に関

する筆者のBNでの調査による資料を年代順にここに記す。

1．CHAUSSON，Emest－5みゼ乃α血血血刀〃β（Op．2－5）1880

2．BOJANO，H創主mede－5Melodies No．1βββ〝5∂fr P打is1885

3．DmRC，A．－ 5〟γね々血i5g1885

4．CORO，Femaれd －∧初iJdV〟
1888

5．DUPREZ，uOれ －

エがJわ5βタカ〃ゐざ1891

6．DURAND，Jaeques－5〟r山々血ゐg1891

7．CAHEN，Albert －伽桝例α血g〝桝βr P打is1894

乱DESJOYEAUX，No色1・－肋ifd甘〟1895

9．BRUNEL，Rao山一 陥〟5〃bi桝α♪が／ P∬is1896

10．MORET，Emest一 九～桝βd－〟彬血β〟柁：Ⅰ．肋5f甘彬gf5よわ桝β血Jソl甜柁

Ⅱ．滋掩わα血ょぉJig乃彬ⅡⅠ．エβf〃庇おり紺∬ ChantetplanO Heugel1897－1900

11．K（ECHLIN，Charl朗－♪わ〝β桝占柁 ChantetplanO1901
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12．WIDOR，Cllarles・Made－ αα椚0〝血桝βr Heugel1902

一月）〝叩〟〃よ ManuscritDat占ala血6janvier．22

血c．－Pourquoicetamo∬insens占

－5〟β榔どょ郷地わぁJ■ゐg〟柁
Manuscdtdate1931

hc．－Quandj一山m由s，j’占血s由m占．．．

13．CATHERINE，Alphonse－5〃frd皆〟 Manuscritdat‘砧Ⅴ．1903

14．BR丘ARD，Robert－ エ〃α申β肋 Chantetpiano P血s Cerf1927

－5〟r血凡血ゐg Ch（eur且2vois avecacc．deplanO P打is，8u鮎t－Crampon

etC▲e．1930

15．BOUTRON，M．一丁1℃よぎ〟♭d桝椚g5Chantetpl弧0Ⅰ．垂垂拠出

Ⅱ．凡ゐfβ血乃β〝℃5α〝如 ⅡⅠ．凡ゐゐ血′〟わ〝上お〝∽′dP打is Heuge】1927

16．OLLONE，Max d－－5‘〟仙加ゎ如Jiβ〝タ好 duo pour tenoret Sop．ch弧tet

p】弧O Heugel1927

17．GOGUILLOT，P．一肋iJd皆〟 Ch（モurpOur4voixmi出es C山肌tSe止

FraれCisMouli111929

1乱BOLLER，Carlo－A〟わ〟血由仁 Chαurえ4voixd－hommesacappella

P打isRouart krolleet Cle1933

19．DEPELSENAIRE，Jean－Made －エ鍔C払cゐgざ Voixd’dtooudebar咋On

etorchestreえcordes．Manuscrit1961hc．一bsfe山11ess▼ouvraient…

上記の資料を見る限りではドビュッシーが親しかったショソン Emest

Chausson（1855－1899）は5“〝αお古由Jよg〃彬（イタリアのセレナード）を1880年に

作曲している。ドビュッシーが同じ頃にブルジェの詩に作曲していることから

考えて、ドビュッシーはブルジェをショソンから知ったという可能性もある。

なお、資料16．のオロンヌにも5‘′勿仇お ょねJi朗仰がある。当然、オロンヌは

ショソンの同じ詩による曲を知っていたはずである。

ⅠⅠ－4．プルジェの詩によるドビュッシーの歌曲

現在、楽譜が出版されているドビュッシーのブルジェの詩による歌曲は以下

の通りである。

（1）月gα〟5¢iγ

（2）物5聯5g〃〟仰〝以

（3）帖わf卯好お♪わ〃叫ざ
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（4）加紘一Jわ桝α乃Cgざ

一月♂桝α乃Cピ

ーエがC払cゐβ5
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●β且4〝ぶ以∬美しい夕べ A〃血乃お桝α伽〃加柑β

作曲年：1876－1884年［G．M．］；1878年頃［全音］；1882年【D．H．］

原詩は12音節が3行と8音節が1行の異韻律の4行詩quatr血で、2詩節

からなっている。脚韻はrose［roz］－a；b】占［bleトb；Chose肋z］－a；trOubl占

［tmbleトb／monde［m5d］－C；beau［boトd；Onde［吉d］－C；tOmbeau帖boト

dで、ababcdcd（交韻）である。脚韻が【0］，［さ］で、［0］や［〇］の系列にある音が続

いて、しかも最後はtombeauで【ち］［0］が続いている。この辺にも響きの美しさ

の理由がある。

ドビュッシーによる変更

ⅤⅡ

BEAUSOIR

b用queauSOle山couc血a山Ies山地托SO山trOSeS

E【qu■Ⅶ皿ti～de山sso皿COu止Surleschampsdebl‘，

U皿CO皿Seild’卓tre heureuxsembleso止止des血oses

Et皿0皿terVerSlecαurtrOⅦbl‘；

．‥rO＄eS，

‥．tmubl‘

5 UncoコSeildego加erlec血amed’飢reau皿0山de

Cepe皿da山qu■onestJeuneetqueteSOirestbea叫

Carnous凸OuSe皿a山ons，∽皿皿eS■e皿VaCe比eo皿de：

E】1ei血皿er，一皿OuSaub皿beau！
‥．ila皿er，一Nou＄autOmbeau．

（エg5Al甘亡ば－LⅣRESECOND．－DILETrAmSME：Souven止duNoIdⅥⅠ．βg〃“5叫p．219）

【和訳］美しい夕べ

夕陽に／川の流れが昔薇色に染まるとき／暖かい風のそよぎが麦畑の上を走

るとき／しあわせであれ、とのおしえがもろもろの事柄の中からあふれ出て、

／乱れたこころの方へ立ちのばってくる。／

それは、人は若く、夕べは美しいときに／この世に生きる魅惑を味わえ、と
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のおしえ、／なぜなら、あの波が立ち去って行くように我々も立ち去って行く。

／波は海へと、我々は墓場へと。／

句読点等に原詩とのちがいがあるが、ドビュッシーは原詩をそのまま作曲し

た、といってよいであろう。ドビュッシーの初期の歌曲でもっとも愛唱される

曲の一つである。

●f独和4Ggm上（感傷的な風景）A物事柁肋桝〃〃β〝叫タ〃

作曲年：1876－1舶4年［G．M．］；1880－18幻年［全音］；18幻年［D．H．］

12音節の5行詩quintilである。脚韻はabaab cddcd e鮎fからなっている。

この脚韻は1詩節目：domant［…mす］－a；blanche［bl町］－b；Sentiment［…mす′］

－a，m占Iancoljquement［…m訂］－b；branches［br庁ノ刀－b、2詩節目：rem血t
［‥．mqCトc；血l由［‥．ne］－d；donn由［…ne］－d；muet［mqc］－C；肌n由［ne］－

d、3詩節目：tant［…伯一トe；COmblee［…ble］一；isolee［．．．le］；‘ta叩［…tすトe；

Ⅴ山由［‥】eトeとなっている。［mす］と［町］では詩節の中で同じ鼻母音の響きが

反復され、［m叩e］と［ne］にある［m］と［n］の鼻音および、近い母音［り［e］から

なり、近似的な音で構成されている。

さらに、Ciel，Si（3回），SOlei】の［s］、dlliver，doux，domantの［d］、2詩節目

のkuille 血さe をはじめとして畳韻法の例が多数ある。上記ではbranche と

blanche、3詩節目では也ntとetangは脚韻であると同時に半詰音である。9行

目ではtendrementencordams．‥許弧dでは5回も鼻母音があらわれている。こ

のように昔の響きの美しさを分析すればきりがない。

ドビュッシーによる変更

PAYSAGE SENTIMENTAL

bcield■山ver，＄idoux，Si山ste，Sidoma山，

0血1esolejlemltpmidesvapeursbb皿C血es，

丘血tpareilaⅦdo叫auprO血d純血血ent

Quinous托皿血itheureuxm‘h血COuqueme此

5Parcetteaprさs一皿idide r如es sousle＄branc血es…

8n皿C血es mo几es qu■aucun sou皿e月e remual【，

Bnnc血es皿Oires avec quelque良山山e血由，

一A血！qⅦe皿On急皿eS■estえーon急皿edon山‘e

PafCe亡kapr由一血idideぬ由耶SOuSlesbramc血e＄

…血e remlla止

‥．血u山e血血‘e

A上！que由血虻加s■esti〝∽占仙血gdo皿皿‘e
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P山ste皿dre皿ente皿COr血皿S CegI甘ndbois mue【，

10 Et血ms cettela皿卯eurdela皿0Ilde rann由！

hmo止detouls血onde【01quej’山me b山

Ets血ondubo血eur血此non且皿eeS【co山bl‘e，

Bon血eurqⅦidoltau丘）皿ddece【吐息meisol‘e，

…enCOr－
Da皿S Cegra皿dbois皿uet

…del■a皿n‘e

‥．bnt

…CO皿bl‘e

．．．由01‘e

Myst‘deux，paisiblee【止血scoⅡ1mel■‘b喝

15 Quip五山ssaita11丘川ddebpAlevall‘e．

（エg5Al甘【ば－mEPREMIER．一仙OtJR，pp．137－138）

【和訳】感傷的な風景

陽の光が白いもやの間をさまよっている／かくも心地よく、愁いがあり、ま

どろむ冬の空は／木々の枝の下で見る午後の夢にあらわれる（木々の枝の下で

かわす午後の口づけによる）／私たちをもの悲しくもしあわせにしてくれる／

甘美で、深い思いに似ている。／

いかなる風も揺り動かさない枯れた枝々／しおれた葉のついた黒い枝々／－

ああ、ぼくの魂はきみの魂に捧げられた、（きみの口はばくの口に委ねられた）

／この黙せる深い森の中でさらに愛情にあふれて／それから年の暮れのこのけ

だるさの中で。／

ばくがこれほど愛しているきみと、／ぼくの魂にあふれる幸せを除いてすべ

ての死、／青ざめた谷底のほの白い／池のように神秘的で、平和で、清々しい

／孤独な魂の中にまどろむ幸福を除いて。／

ドビュッシーは有節変奏の形で作曲しいる。ブルジェの草稿にあたっていな

いので、8行目で‥．quemOname…tOn且meが…quetabouche．‥mak）uCheに変

更されているのは、フルジェの草稿によるのであるか、あるいは、ドビュッシ

ーによる変更であるのか、断定できない。しかし、フレデリカ・フォン・シュ

クーデFrededcavonStadeのソプラノでは［全音］版の歌詞で歌っているので、

ドビュッシーによる変更と考えても間違いはないと思う。趣味の問題ではある

が、筆者としては原詩の方が美しいと思う。変更版は即物的な感が否めない。

なお、これ以外に原詩の変更の箇所はない。

●W¢〃万上g月m暑がきた A，‡血〃め壬〃

作曲年：1880－1883年［全音］；18幻年［D．H．］
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12音節の5行詩quindlである。脚韻はabaab cddcd e鮎fからなっている。

この脚韻は1詩節目：domant［…mす】－a；blanche［bl引］－b；Sentiment【…mす］

‾a

全体は12音節の等韻律4詩節からなる。脚韻はAvd．1［…ilトa；blaれChes

［．．．町卜b；hanche［町］－b；eXil［‥ilトa；／創roite［…nⅣat］－C；bl［blトd；

rossi即01［．．．っ】トd；血oite［…rWatトc；／Pois［bwaトe；ten血e［佃k卜f；

eれten血e［飢別r］－f；bis［如a］一e；／cha山e［膵t］－g；由m由［…meトh；

cham由旭meトh；Chansontouchante［…何tトg／で、abbacddce鮎曲hgの
抱擁韻である。1詩節には【す］の鼻母音、2詩節には【rwat］と［d】があり、3、4

詩節には【bwa］と【如a］、［t祖r］と佃融r］、【脚］など近い音が響いている。

さらに1節目のblanche，hancheに続き、branche，gauC九eがあり、それに続い

てch肌te；Chmes，Chansontouchanteがあり、［す］と［J］がさりげなく、自然体

に配置されていて美しい。

ROMANCE

ドビュッシーによる変更

VOICIQUELEPRINTEMPS

Voiciquele pnnkmps，Ce創slegerd’Avd，

Beau page en pou叩Ointve止brode de rosesblanches，

ParaiLleste，出ngant，etles叩mgSSurleshanches，

Comme u爪pnnCeaCClam‘revientd■unlongexil．

d－Avril

‥．blanches

Para祉Ieste，丘hgantet… hamches

…eXil

5 Lesbranchesdesbuissons verdisrendent‘仕Oite

hroutequ－itpoursuitendan朗ntCOmmeunbl；

Surson‘paulegaucheil押比e unmsslgnOl，

Unmerles■est叩SeSufSO爪占pauledroite．

10 Etles瓜ewsquidomaientsouslamoussedesbois

Ouvrentleursyeux血判otteuneombrevagueetten血e，

Etsl∬1eursI治山bpiedssedressent，pO∬enten血e

Les deux
oiseaux s血er et chanter ala bis．

Carle merle s此ote etlerosslgnOIchante：

bmerlesi甜eceuxqulneSOntpaSaimes，

EtpourlesamoureuxIangulSSant5etCham由

…unrOSSlgnOl

‖．SOIl‘paule血oite

…ettendre

Sedressent叩∬…

…Ala血Iis

…Chante
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bross由nolprolongeunechanso爪buchamte．

（上E∫A作U万一LIVRESECOND．－DILETTANTISME，pp．189－190）

［和訳］ロマンス（春が来た）
フールボン

白い薔薇の刺繍で飾られた緑の胴衣をまとった美男のお小姓で、／四月のこ

ころはずむ息子である春が来た。／春は敏捷にして、りりしく、腰に手をあて

てやってくる。／あたかもどこかの王子様が歓呼の声に迎えられて長い追放の

地から帰還するように。／

緑なすしげみの枝々は／道化師のように踊りながら春がたどってくる道を狭
つぐみ

くする。／左肩には夜崎きうぐいすを乗せ、／右肩には一羽の鵜がとまって

いる。／

それから、ばんやりとして、優しい影が漂う中に／木々に蒸した苔の下で眠

つている花々は目を開く。／2羽の烏たちが一緒にぴ－ぴ一喝いたり、歌？て

いるのを聞くために／花々はその小さな足で立ち上がる。／

なぜなら、鵜は軽く叫び、夜鳴きうぐいすは歌う。／鵜はもてない男たちを

やじり、／それから恋のためにつかれ、うっとりしている恋人たちのために／

夜鳴きうぐいすはこころを打つ歌を歌い続ける。／

ブルジェの詩集には「ロマンス」と題した詩が多数ある。この詩が入ってい

る詩集の皿PREMIER一肌OURには40篇中7篇入っている。ドビュッ

シーは「ロマンス」という原題を「春が来た」という曲名に変更した。つぎの2

曲は加似Jわ桝α〃Cβざ『二つのロマンス』と題しているが、1曲を除いて、「ロ

マンス」以外の曲名をつけている。

［全音］版と比較した限りでは、作曲にあたっては句読点以外に原詩を変更し

ていない。

この曲はニ長調からト短調に転調し、最後に原調に戻る形を取っているが、

臨時記号で調性が変化するので、特に中間は筆者の和声分析の能力を超えるも

のであるので、触れないでおく。

●DEUXROMANCES（二つのロマンス）

つぎの「二つのロマンス」と題された詩はエE5Al省こⅨ（告白）という詩集の

第1巻と第2巻から取っているので、連作の詩篇によるものではない。ドビュ

ッシーはこの二つの詩集から一篇ずつ採用して「二つのロマンス」として作曲

した。



ドビュッシーと詩人たち 79

フランス歌曲の起源は十八世紀にロマンスという恋の歌から始まったもので

あるが、この曲はロマンスの聞を超えた複雑な構造を有している。まず、有節

歌曲ではなく、通作歌曲形式であり、単純そうに見えるが、非常にリズムの変

化や臨時記号で、調性を複雑に変化させ、微妙なニュアンスの曲となっている。

ドビュッシーの数々ある傑作の一つである。

・∬α肱4〝Cg（ロマンス）〟b血和わ
作曲年：1舶7－1紳1年［G．M．．］；1891年［全音］；［D．H．］

8音節の6行詩si血nで2詩節からなる。脚韻はsou血・弧te［‥．祝］－a；Odorante

【…飢トa；Cueillis［k（句iトb；penSさe【pすse］－C；Chassee旭seトc；lys［1is卜b；

／reste［rcstトd；Celeste恥st］－d；m－envelopp山s［‥pC］－e；Sumaturelle［‥rel］

－f；朗色1e［‥dcり－f；p血［pり、すなわちaabccbdde鮎なので、1詩節は平韻と
抱擁韻の組合せの構造を取っている。ただし、3、6行目の詩句未の語はcuei11is

【k（句i］と1ys［1is］で可能押韻から除外されるが、1ysを1isと綴り、［1i］と読む場

合がある。ただし、山t比丘やGra爪d Robertでは［1is］と発音する、と記されてい

る。詩人としては［li］を想念しているのであろうが、このような不都合はボー

ドレールのα〝叫β，血肛g5の12、14行目のencens［包有］とsens［s包］の押韻に

も見られる。

ドビュッシーによる変更

ROMANCE

L■ameevapor占eetsou血■弧te，

L■且medouce，1’由IleOdorante

Deslysdivinsquej一山cueillis

Danslejardindetapens由，

50血donclesventsl’ont－ilschass占e，

Cetteameadorabledeslys？

N七st－ilplusunpadumqulreSte

Delasuavit（≦cさIeste

…1is？

DesJOurSO血tum’envelopp別S

lO D－unevapeursumature11e，

Faited’espoir，d■amour丘d主1e，

Deb由titudeetdep由x？…

（エE5Al居Ⅸ方－uVREPREMⅡR－AMOUR，pp．1朗）
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【和訳】ロマンス

きみの心に浮かぶ庭で／ばくが摘んだ清らかな百合の花から／立ちのぼる悩

み苦しむ魂／優しい魂、かぐわしい魂、／一体、風はその魂を何処へ追い払っ

たのか？／百合の花の崇めたいほどのあの魂は。／

希望と変わらぬ愛と／天上の至福と平和により創られ／この世のものとは思

えぬ禿で／ばくを包んでくれた日々の／あの天国の心地よさを／残した煮りは

もう存在しないのだろうか？／

ドビュッシーは6行目で原詩の綴りをIysから1isへ変えているが、［全音］

版で見る限り、そのほか句読点等を含めて変更はない。

・上且ゞCエOC〝且ゞ（鐘）A，血〃〟仰甘〟郎i物肋

作曲年：1887－1891年［G．M‥］；1891年［全音】；【D．H．】

異韻律の4行詩3詩節からなっている。脚韻はbranches［br打トa；

Delicatement［…mす′］－b；丘弧Ches比和］－a；C旭ment［…mす］－b；／弧denne

［粥川トc；appel［apel］－d；Chr砧enne［kre勺enトc；autel［otc】］一d／弧n‘es

tane】－e；bois［bwa］－た血IeeS［血Ie］－e；d■autrefbis【‥．如a］－fで、ababcdcd

efbf の交韻である。ここまで見てきた詩と同様に脚韻には［0］や［a］、［弧e］や

［wa］などの近似的な音が同じ詩節にある。また、址弧ClleS－Cl∝hes止弧Ches等

の畳韻法などがあり、響きを美しくする効果が多数見られる詩である。そのこ

とばの響きが旋律の中で生かされている。

ROMANCE

ドビュッシーによる変更

LES CLOCHES

ks f占uilless－ouvr由ent surle bord des branches

D占Iicatement，

ksclochesdn血ent，1eg占reset血弧Ches，

Dansle cielclement．

5 R叩hmiqueetf占ⅣentCOmmeu爪eantienne，

CeloiIl血nappel

Me rem（…mor由tlablancheurchretienne

Des爪eurs del－autel．

…branchesL
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Cesclochespar】由entd’heureusesannees，

10 Et，danslegrandbois，

Sembl由entreverdrles f白山Iles血1eeS

DesJOurSd’autrefbis．

（エg5Al省こば
－uVRESECOND．－DmETW¶SME，pp．197）

【和訳】ロマンス（鐘）

木の葉が枝々の上で開いた、／そっと、青も立てずに。／鐘が鳴り響く、軽

く澄んだ音で、／慈しみに満ちた空の中に。／

アンティフォナの交諦のようにリズムを刻み、信仰にもえた／この遠くから

の呼びかけは／祭壇の花の／キリスト教徒の気高さを思い出させた。／

これらの鐘の昔は幸せな年月を語り、／それから、大きな森の中で、／過ぎ

去った日々の／しおれた貞を生き生きと思い出させてくれるように思われた。／

ドビュッシーは原詩の題名「ロマンス」を「鐘」と変更し、さらに、［全音］

版によれば、▼■．．．branches」－▼にコンマが付されている。ドビュッシーとしては

つぎのDさ1icatemeIltに思いを入れて歌うように要求しているのではないだろ

うか。

以上から、ブルジェは脚韻に非常に近い音を並べていることが特徴と思われ

る。多くの象徴派の詩人と同様に、畳韻法や半詰昔を含んだ詩句を並べている

ことにより、詩を作るフランス語の響きの美しさを追求している。それをドビ

ュッシーは充分に意識して、詩の至福の響きを充分に生かす旋律を付している。
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