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ポール・ ヴ ァン リー最晩年 の 肖像
― ドイツ占領下時代 か ら国葬 に至 るまで 一

はじめに
2008年 7月 、 フランスのファイヤール社 よ り浩渤 なるポール・ ゾァレ リー

(1871‑196)の 評伝 が公刊された。 B5版 の各頁 に50行 近 くが並び、頁数 は
1366頁 に達 してい る。著者 は『文学 を前にしたプァレ リー』(物 の 滋″″ ″
姥 ″″れ Presses uniで Бitalrcs de Fra,ce,1991)等 の著作で知 られ、 ソルボン
メ大学で教鞭を執 っているミシェル・ ジャルティ (Michel」 arrety 1953‑)。 こ
れ ま で プ ァ レ リ ー の 評 伝 は ダ ニ エ ル ・ オ ス テ ー ル の Mの滋 ″ ′力 厖ッ (EdltiOn

de Seuit 1981)や 、 ドニ・ ベル トンの3α ″′物 の (Plo■ 1995)な どが知 られて
い るが、 ジ ャルテ ィによる評伝 は、 その規模 において別格 で あ り、規模 の差 は、
評伝 の解析 の次元 を変 えることにつ ながってい る。
そもそも、 ソルポ ンメ大学 の文学部 と言えば、 ロ ラン=バ ル トを先鋒 とする
ヌ ヴェル・ ク リティ ックの論者 たちが批判 の対象 とした外 在批評、評伝 的文学
研究の牙城 であった。 1963年 に上梓 されたバ ル トの

Fラ シーメ論』 をきっかけ
として ソルボンメ大学教授 ピカール とバル トの間 に起 こった批評 をめ ぐる論争

は、 バル トの標 榜 する新 =批 評 のいわ ばス プ リングボー ドとな り、作品の生 ま
れた背景 よ り作品内 のメカ ニズ ムや隠 された構造 の解析 が文学研究 の主流 とな
る時代 が数十年 にわたって続 い た。人生上 の 「私」 と作品の書 き手 の素オトな同
一 視 を禁 じ、作 品を 「作者」 とい う同一 の 自我 か ら引 き離 し、徹頭徹尾言語 の
振舞 いの帰結 である と見 な して 「作者 の死 Jを 宣告 した新 =批 評 の方法 は、言
語学や精神分析学 な どの人文社会 諸科学 のベー ス とも結 びつ き、作品の分析 の
精度 を高めたが、一方 で歴史や社会 とのダイナ ミズムの 中 に作品 が位置 づいて
い る点 を閑却 しがちであった ことも否 めな い。 バル ト=ピ カ ール論争か ら数十
年経 ち、降路 に陥 った文学研究 はむ しろ集合 的記憶 や歴史 の文脈 へ と開かれ る
よ うにな り、外在批評 と内在批評 をバ ラシス させ る方向 へ と向 か うよ うになっ
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てきたと総括で きるが、途方 も無 い と映る規模の評伝 を物 したジャルティは、
勿論そうした文学研究の流れを重々承知 しているだろう。
ヴァレ リー 自身の著作、書簡、草稿は勿論のこと、交流のあった人物の文献
に可能 な限 りあた り、 プァレ リーの人生を、週 ごと、日ごと言 ってよい細やか
さで (本 評伝 においては、○月○ 日○曜日とい う記述が頻出する)再 現 し、影
しい固有名詞の鍍められたジャルティによるこの『ゾァレ リー伝Jは 徹底 した
評伝であるとともに、さながらフランスフランス第二共和制の文化史的アルシー
プの観を呈 している。
本評伝 については現在、共訳 プロジェク トが進行中であ り、筆者 は編年体の
この評伝 の最後 にあたる ドイツ占領下の1942年 からパ リ解放 の約一年後の1945
年 のプァレリー死去までを描 いた箇所 (第 53章 から第57章 )を 担当している。
評伝 は文学理解 にあたっては副次的なものでしかない との観念 からは逃れ難い
が、圧倒的なl」l密 さで描出されるプァレリーの生からは、人生もまた歴史や運
命 の偶然 によ り織 り成 された一つの作品であ り、その「作品」の意味を考える
ことも、文学固有の価値を考 えることとそれほど隔たったものではないのでは
ないかと考 えさせ られる。
本稿 においては、 ミシェル・ ジャルティによる1942年 から死にいたるまでの
ヴァレリーの人生の描写を踏 まえ、人生 とい う「作品」の姿 が凝縮 した形 で現
れる彼 の最晩年 (1942年 から1945年 にかけて)に ついて、 プァレ リーが追 い求
めていた価値がいかなるものであったかを常に念頭に置きつつ、またジャルティ
が執筆の際に大切 にしていた、人柄を映 し出す素朴な細部や逸話に目を配 りつ
つ論 じてい くこととしたい。
1.ド イツ占領下 フランスの知識人 として
1917年 、長 い沈黙の後、46歳 にして詩集 『若 きパルク』 を発表 し、その成功

によ り瞬 く間 に文壇 の寵児 となり、以後、第二共和制下の欽定詩人のごとき役
割をあてがわれることになったヴァレリーは、多少のアイ ロニーを交えつつ も
従容 としてそれを引き受ける。1917年 を境 としてヴァンリーは一介の無名サラ
リーマンから代表的知識人に転身 したわけだが 1、 ヴァレ リーが一種 の公人 と

1「

若きパルクJの 作品の価値をす ぐさま認 め、無名だった著者 に最大級の数意 と期待を寄せたフラ
ンス第二共和制の文壇およびそれを取 り巻 く一種の社交界の性格 を考察することは興味深い課題
であるが、他稿を期 したい。
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して振 舞 うことを期待 されて い た こ とを前提 に考 えなけれ ばヽ 彼 の後半生 の意
味 を十分 に考 える ことはで きない。本 稿が対象 とす る ドイ ツ占領下時代 か ら死
去 にい たる時期 にお い て、 プァレ リー は 自 らの言動 が一個人 を超 えた意味合 い
を付与 され る ことを常 に意識 して い た。
まず本節 では、 ドイ ツ占領下 にお けるヴァレ リー の選択 (政 治的 で あること
を免れない)を 分析 してい こ う。 ドイツ占領下 に入 ることによって、 フランス
の 占領地 区の暮 らしは不如意 に8fHる が、 出版活動や紙 の配給 がナテス・ ドイツ
の監督下 に置かれ ることにな り、 フランスの作家 たちは困難 な選択 を迫 られる。
レジス タ ンス か対独 協力 か、 あるい は沈 黙 か。 しば しば掲 げ られる三 つ の選択
肢 だが、実際 には こ うしたカテ ゴ リー にはま りきらない ものもあ り、例 えばレ
ジス タ ンス を掲 げ なが ら、資金援助 を受 けるために対独協力 をす る、 とい った
現象 も見 られた。 ヴァンリー は ドイツ占領下時代 に 「沈黙 した」 と評 され るこ
とが多 いが、 その ように割 り切れ るものでない ことをジ ャルテ ィは明 らかに し
ている。
この困難 な時代 の中 での プァレ リー の政治的 なスタ ンス を最 も如実 に示 した
のが、F新 フランス評論JZク Nttυ ′
/Ja″ υ
″ιノ
%π

おθ(NRF)を め ぐる一件 であ

「新 フランス評論』 は1908年 にパ リの若 い文学者 たちによって発刊 された文
る。
芸雑誌 で ある。 当初 は同人雑誌 であった もの も、 ガ リマール社 の刊行 とな り、
フラ ンス の文学活動 の前線 を形成 して い った。 このフランス を代表 す る革新性
をも帯 びた良心的文学雑誌 も、 つい にナチス・ ドイツの統制下 に置 かれ ること
になる。文学雑誌 の刊 行 を存続 させ ることは、 いわばフラ ンス にお ける全 うな
文学活動 が存続 して い ることの証 に等 しい と考 えられたのだが、雑誌刊行 を存
続 させ るために必 要 な財政的基盤 を支 えるためには ドイ ツの認可 が必 要 で ある
とい う困難 があったのである。
ヴァ レ リー 111942年 、 この雑誌 の編集委員就任 を打 診 され る。 しか し、 ヴァ
ン リー は委員就任 を受諾す るが、対独協力者 で ある ドリュ・ ラ 。ロシェル2の 編
集長留任 には激 し く反対 を貫 い た。 ヴァ ン リー はジ ッ ドに以下の通 り書 き送 っ
てい る。

NRFに つ いて はクロー デルの意 見 に賛成 だ。一緒 に うま くや ろ う。我 ら
2 Dieu La RochclL(1893‑1945)フ ランスの
作家。 ファシズム を資本主意 と共産主義 に抗するも
の として評価 し、 ドイツ占領下時代 には対独協力者 となる。
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「我 ら」 とい うのは、君 と僕、クローデル、
揃 って。さもなければ自紙撤回だ。
モー リアック、 それからファルグのような人。何が しそれから最後 に、有能
な人たち。他のメンバーを入れたら台無 しになると口を酸 っぱくして説明 し
てお きました。
。
つ まリヴァレリーは表立 って文章 の形 で 「抵抗」 はしなかったのだが、自ら
が名 を違ねる雑誌の編集委員 から対独協力者 を排除す ることによって、 レジス
タンス を行 つていたのである。ジャン・ ポーランはジャン・ グーノに宛 てた書
簡の中で 「プァンリーはそれについては完璧だ。 ドリュ、 ジュアン ド、モンテ
ル ランの拒否にも、何 かをする決定にも妥協がない。期待以上だ4。 」 と述べて
いる。
ドイツ占領下時代 にヴァンリーは「沈黙 した」 とされるが、そもそもヴァレ
リーはナチス・ ドイツ当局 (ナ チス宣伝部隊)か ら用紙配給を拒絶されている。
ナテスの愧儡政権のヴィシー内閣のペタン首相が1942年 4月 の勅令 によ り用紙
配給 の割当の対象外 とする作品を選出す る役 目を担 う「出版検閲局」を設置 し、
ナチス宣伝部隊の 「プロパガ ンダ・スタッフェル」力浩J当 外作品の リス トを承
認 した り変更 した りすることにな り、ヴァレリーの「邪念』 も用紙割当外作品
とされたのである。
。ヴァレリーには『カイエ』 とい う公表 を前提 としない私
的な「作品」の場があったとは言え、著作 を公けに問 えない とい う状況がいか
に理不尽 に感 じられたか、想像す るに余 りある。書き物 による 「抵抗」ではな
く、自らの雑誌の同人から政治的方向性 を違える者を―徹 に排斥する、 とい う
形 での「抵抗」をヴァレリーは選 んだのである。
書物での発表がままならない中で、プァレリーは各地に招 かれ弁舌を振 るう。
七十歳を前 にしたプァンリーは暗い時勢の中、知性の光を求めて足を運んだで
あろう聴衆を前に、文学的回想を語る。 この一連の講演会についてヴァレリー
は友人マルグリット
・ フルニエ に宛てた手紙の中で 「この一連 の 「リサィタル」
は、 どこでも好評でした。打ち明けて言えば、世の惨状、 フランスの断絶 はむ
しろ私 の名声には有利に働 いたのです。
。
」 と打ち明けている。
8192年
4ポ ̲ラ

4月 28日 付 け書簡。 の
″あたOC滋 ´″ひ Callhard,1955,p527
"響 ″
ンか らゲー ノに宛 てた1942年 4月 6日 付 けの書簡。 ② ο
″″ ″ほ鍵,■ 2 GaLnard,1992,

p273

5 MichelJare,ル ′%″ Fayard,2008,p l131
ひ

6マ ルグ リッ ト・ フル ニエ に宛 てた 1942年

5月 16日 付 けの書簡。ιι
計鍵 a

Chirac,Fondaton de Loumarln,1988,p46
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ヴァレ リー は優 れた書 き手であっただ けで はな く、講演 の名手であ り、座談
にお いて人 を魅 了す る存在 であった ことが伝 え られているが、お そらくは こう
した講演 の成功体験 も与 り、 プァン リー はいささか無防備 にヴ ィシー・ ラジオ
ヘ の出演 を引 き受 けたのだ と思われ る。 ナチス宣伝部隊 の監 督下 にあったこの
ラジオ局 の番組 にヴ ァ レ リー はたびたび出演す るが、必ず しも本格 的な文学的
談話 を電波 に乗 せ るわ けにもいかず、 その うちヴァレ リー は面倒 に感 じ始 めラ
ジオ出演 をやめた。 しか し、 その後 もヴィシー・ ラジオは無 断 でゾ ァン リーの
詩 の朗読 を三回 にわ たって放映 した とい う7。 出版 は差 し止 めるが、同 じ著者
の作品 といえ ども詩 の朗読 は許可す る、 とい うヴィシー愧儡政権の選択 は奇妙
に映 るが 8、 こ ぅした ことのために ドイ ツ 占領下時代 にお けるツァ レ リー のさ
さやかな 「抵抗」IS見 落 とされ 「沈黙」 した作家 とい う像 が定着す ることになっ
たのか も知 れない。
資料博捜の上 に書 かれたジ ャルテ ィによるヴ ァレ リー評伝 か らは、プァレ リー
が 占領下 において 「沈黙 した」作家 ではな く、
「抵抗Jし た作家 であった こ とが
浮 か び上が って くる。 ヴァ ン リー は1942年 、愛書家協会 の会長 で あるル ディネ
ス コ よ リベル ギ リウス 『牧歌Jの 翻訳依頼 を受 けるが、黄色 の星 を身 につ ける
ことを拒み、断固 としてアンチ・ ペ タ ン政 権 の姿勢 を持す る (妻 のジ ェニー・
ヴァイス、 そ して レジス タ ンス に加わ った妹 のルイーズ と同様 )こ のユ ダヤ人
医師 との 出会 い と会話 は、 ヴァ ン リー をヴィシ ー攻 権 か ら一層遠 ざける役割 を
果 た した と、 ジ ャル ティはルディネ ス コの書簡 9を 引 きつつ指摘 して い る。実
際 ヴ ァレ リー は、当時の出版人 か らレジス タ ンス陣営 である と見 なされて い た
のであ り、戦争末期 に ミニ ュイ出版 社勤務 の若 き詩人 のルイ・ パ ロ は、 プァレ
リー の態度 が確固 としたもので あることに触 れ、次 の ように述 べ ている。
ポール・ ヴァレ リー は、独仏 のマ ニ ュフェス トに参加 し、独仏 の雑誌 に寄
稿 す るよ う幾度 とな く頼 まれたが、 この著名作家 は1940年 6月 以降、 いか な
る素振 りも期待 せ しめぬ如 き態度 を取 った。(中 略)ヴ ァ ン リー はレジス タ ン
スの葛藤の成 り行 きとその仕事 を熱心 に追 っていたЮ。
12日 にはイブォンヌ・ デュ コ とロジェ グラール によ り、同年 4月 2日 にはマ リー・
マルタによ り、 ついで1944年 2月 25日 に詩 は朗読 された。
8ナ テス宣伝局 がなぜ その ような選択 をしたのかについて えることは、文
考
学の政治性 について考
えることで もあ り重要 な課題 で あるが、 この点 については稿 を改めたい。
9エ リザベー ト・ ルデ ィネスコの個人的証
言。1941年 5月 の未公刊書簡 .
10 Louis ParrOt,ι
″を
α β ″ら19 ,BIbuOthoque Jacques Doucet VRY MS 83

'1943年 2月

̀"″

"
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ヴ ァレ リー は 自我 とい うものを、存在論 的後退、事 実 を前 に一 歩退 く能力、
拒絶す る力 であるとみな していた。遠 目にはヴ ァ ン リー の抵抗 は見 えに くい も
のであるが、彼 は ドイツ占領下時代 を拒絶 の相の下 に生 きた とい えるのではな
い だろ うか。

2ド イツ占領下 も続 く社交 の 日々
ドイツ占領下の重苦 しく不如意 な時代 の中 にあって、 ヴァ レ リー は旺盛 に社
交 を重ねてい る。 ジ ャルテ ィの評伝 には、会食、 パー ティー、晩餐会、劇場や
音楽会 に赴 くヴァ レ リーの姿 が多 々書 き込 まれて い る。 その頻繁 さは、書 き手
として思索家 として必要 な集 中力 や孤独 の時間 を損 な うもので はないか との疑
念 を呼ぶ ほ どである。 ヴァ レ リーの交友範囲 は広 きに及 ぶ 。 ブァ ン リー はフラ
ンス第二 共和制 の一種 の文化使節 として国内外 を盛 んに講演 し、各地 に知 己を
得 てお り、 アカデ ミー・ フランセ ーズ会員 として、 また ヨーロ ッパ知的協力委
員会 の一 員 として、地 中海大学 セ ンタ ー長 として仕事 に取 り組 む中で繋がった
縁 も多 い。 おのず と文学 の枠組 み を超 えた様 々な分野 にヴ ァレ リー の知 己は見
出され る。
ヴァ レ リー はあ またの友情 を紡 いでい くが、 一種 の公人 となった彼 の後半生
において独特 に感 じられ るのは、 自宅 を宿 として提供 した り、 バ カ ンス を過 ご
してもらうべ く,U荘 に招 くといったメセナ的な存在 が見 られることである。ヴァ
レ リー を詩人・ 知識人 として尊敬 しつつ、物心両面 で援助 しよ うとす る存在 が
見 られ るのであ る。毎夏 「ポ リネ ジーJの 別荘 をヴ ァ レ リー に提供 したポ リ
ニ ャック公爵夫人 は、 その代表例 である とい えよう。 ドイ ツ占領下 の厳 しい時
代 にあって も、 ヴァレ リー は幸や かさに包 まれて い る。
以下 に、 ジ ャル ティに よる二 晩 のパ ー ティー の描 写 を挙 げてみ よ う。 パー
ティー に虚 しさを憶 えるプ ァレ リーの胸 中 が明 かされ る件 であるが、幻滅 も含
めて ドイツ占領下 でのパー ティーの幸や ぎが感 じ取 られるであろう。ヴァン リー
は最晩年 の愛人 であるジ ャ ン・ ヴォフ リエ ことジ ャ ンメ・ ロ ツィ ト・
ン の 自邸
での年越 しパー ティー に招 かれている。
H1903‑1996出 版社経営者、弁護士。ツァレ リーの コレージュ・

ド・ フランスでの講義 を聴講 した
ことが きっかけとな り、1937年 以降 ツァレ リー と親密 な関係 にあった。 ゾァレ リーの晩年の未
刊作品『わがファウス トJに 登場する秘書ルス トのモデルである。ブァレリーはフォフ リエ に『ナ
ルシス交声 山Jや 二冊の詩集 『コロナJ『 コロニ ラJを 捧 げている。二人 の間ヽ 千通 を越 える手
紙のや りとりがなされてい る。
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大晦 日の年越 しはアソンプシ ョン街 2で 過 ごし、 ジ ャニー が付 き添 った。 し
か し、楽 しくはない タベ だった。豪幸な ビュ ッフェの夜会 に、 ジ ャン・ ヴォ
フ リエ は多 くの客 を招 い てお り、中 にはレオ ン=ポ ール・ フ ァル グ、 フラン
シス・ プー ラ ンク、 そ して若 きク ロー ド・ モー リヤ ックがお り、や がて居間
の隅 にい たク ロー ドのそばに ブァレ リー が座 る。ク ロー ドはピアフのレコー
ドとシャンパ ンで上機嫌 になってお り、 ビアフの歌 は最 も高貴 な芸術 に達 し
て い るの だ とい うことを、隣 に座 った有名人 に納得 しても らお うと、友人 と
「「終 わ りは どうなるかわか らない」 と「私 の心 が選 んだの
ともに画策す る。
は彼 Jは 極上 の詩情 に導 いて くれ ます。
Jと ク ロー ドはプ ァレ リー に言 う。 し
か し、疲れたその偉人 はいぶか しげにうなずい ただ けだった。ク ロー ド・モー
リヤ ックは 「悲 しい気持 ちで私 はヴ ァレ リー を じっ と見 る。眩 い顔 の中 で、
狼狽 したよ うな小 さな 目が瞬 いてい る。
」 と記 している。それ か ら他 の招待客
たちが加わ り、 ク ロー ドが記 すには、一 瞬 「ヴァ ン リーが取 り乱 した哀れ な
日で私 を眺 めて きたので、 にわかに 自分 の言 った ことが恥ず か し くなった。J
ヴァ レ リー はついに 「や は り『ベ ンニ ス』 のほ うが いい。」 とク ロー ドに言
い、最高齢 の招待客 たちの多 くと共 に十時頃帰ってい った。 しか し、年配 の
招待客 が帰 る頃、若 く美 しい客 たちがや って きた。老人 にあの うろたえた眼
差 しを与 えたのは、 まさにこの若 さなのだった。ゾァレ リー を傷 つ けたのは、
それ も最 も深 く傷 つ けたのは、 アソンプシ ョン街 に流通 して い る諸価値 が も
はや 自分 には無縁 なものになってい ることがわか って しまった ことで あ り、
帰宅す るとヴァ レ リー は 『カイェ』 にパ ー ティー が彼 に残 したものについて
「つ まらない喧騒 とい う印象Jと 書 き付 ける。
「皆、魂 が欠 けて い て、集 ま り
の ごた まぜ か ら くる 「楽 しさ」 は卑 しい素材 をしか燃や さない。 ほ とん ど価
B。

値 がない

分野 を違 える者、世代 を違 える者 が集 い 出会 い を楽 しむ。]1染 みの人 物 と連
なる初対面の人物 との思 いが けない会話。上記の引用 においてゾ ァ レ リー はパー
ティーでの失望 を語 ってい るが、 それはもとも とパー ティー の場 へ の期待 あっ
て こその ものであると思われ る。 ブァ ン リー は基本的 に会話 を楽 しむ人 間だ っ
たのであ り、上記 の引用 に現われて い るのは、 それ を楽 しめな くなったヴ ァ レ
リー の老 い の痛烈 な 自党 で ある。 ヴァ レ リー は年老 い、体力が衰 えてい く中で

2ジ ャン・ ツォフリエ 自邸の住所。
9′

,効 ,Michel Jarreリ カ ′レレ″′
,pp l139‑1140
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も、社交 の場 へ 出 てい くことを控 え ようとは しない。生活 の一部 となって長年
続 いて きた社交 を、一度 のパー テイーで幻滅 した程度 で断 ち切 ることはない。
ブァレ リーの疲労 を気遣 い、あ まり外出 してほ しくない と思 った妻 のジャニー
は、 1943年 2月 21日 、 ヴアレ リーが コンア邸 での レセ プシ ョンの ため ジ ャ ン・
シ ャステルのもとに行 こうとするのに立腹す る。 しか し、 ヴァ レ リー は 2日 後
の23日 火曜 日には、夕食 のためモン ドールに再 び会 ってい る。 その ようなプァ
レ リー を評 してジャル ティは 「会話 の楽 しみ を剥奪 され ることを承知 しない均
と書 き付 けて い る。
社交 での会話 とは どのようなものだろ うか。一つの例 として、 モー リヤ ック
宅 での昼食会 の描写 を掲 げよう。
ヴ ァレ リー はまさにモー リヤ ック宅で26日 に昼 食 を取 った。招待 されたの
は、 ただ、思 いがけな く子牛 の九焼 きが届 い たか ら、 とい う理 由 か らである。
とい うのもこの食糧難 の時代 には、 そうした ことが友情 をも司 っていたか ら
である。 この 日、 モー リヤ ックがエマ ウスの弟子たちの福音書 を読み (そ の
ことをブ ァレ リー はR″ ″もに書 くのだ が)パ ン とフイ ンが地 中海 を定義づ け
ていることに非常 に驚 い た様子 を見せ た。友人 たちの前で ヴァ ン リー はそこ
か らささやかな理論 をう￨き 出す。 その理論 によれば、中国 もアメ リカ も聖 な
る秘蹟 の素材 を与える ことはで きない だろうし、 ビールの国 である ドイツも
教会 か ら切 り離 された とい うわ けである。 さらに驚 いた ことにプァレ リー は、
キ リス ト教 の最 も道理 にかなった教 理 は身体 の復活 で ある とい う。 その後、
モー リヤ ックがマ ラガールの葡萄畑 か ら得 たものであるフイ ンの瓶 を抱 えて
帰途 に着 い た

15。

友人 たち との食卓 を囲み なが ら会話 を交わす愉悦 が伝 わって くる。食卓 での
会話 は思 いがけない発想 が湧 く機会 ともなる。妻 の制上 を振 り切 って、体調 が
十分 でな くとも会食 の場 に赴 こうとす るプァレ リーは、 そうした会食 の妙味 を
知 って い たのではない だろうか。
ナチスの支配下 にあって出版 に不如意 が生 じた分、 それを埋 め合 わせ るかの
ように占領下 のパ リでヴァ レ リーは演劇や音楽 との接触 を密 に して い る。演劇

14 fみ

iと ,p l141
晰 ル2,p l146
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の演 目に親 しむのみな らず、俳優や劇作家 たちとの縁 も深 めてい く。 1942年 11
月 11日 にフランセに『フェー ドル』 を観 に行 ったか と思 うと同年 12月 6日 には、
ミコディ ン劇場 にて エ ドゥアール・ プルデの新作 『父』 の初 日に足 を運 び、拍
手喝采 した。 また、 自 らの作 品 である『 ナルシス交声 曲』 の舞台化 を申 し出 た
若 き演 出家 には稽古 の場 に行 くと約束 し実行 す る。
また、 ガ リマール 社 の作家たちの集 う一種 の日実 としてガ リマール社社長 の
ガス トン・ ガ リマールの意向でプライベ ー トな形 で開催 され始 めた「プレイヤー
ドの コ ンサ ー ト」 は、回 を重ねて一般公開 され、サル・ ガポーやシ ャンゼ リゼ
劇場 といっ た堂 々たるホール にて開催 され るよ うにな り、 ブァレ リー は足繁 く
通 う。オ ー ソ ドックスな演 日に混 じり、新進 の作 曲家 で あ った ォ リブィエ・ メ
シ ア ンの初演 も行われ た。 ブ ァ レ リー は、 この コンサ ー トで青年 だった ピエ ー
ル・ プー レーズ とも顔 を合 わせ ている。
ヴァレ リー は占領軍 が組織 す る文化的催 しを避 けていたが、 ドイ ツ文化や ド
イツ人 その もの を避 けていたゎけではな く、作品 に興味 があれば門戸 を閉 ざす
ことはなかった。 この時期 ヴ ァレ リー は1932年 に 自 ら書 い た『ゲ ー テを讃 えて』
の翻訳 を願 っていた。
ヴァ レ リー は戦前 か ら知 り合 い だった人 々に対 しては、 レジスタンスの闘士
で あろ うが対独協力者 であろ うが交流 を保 ち続 ける。例 えば、 アカデ ミー・ フ
ランセーズ の 同僚 で あるグラ ン ト枢機卿 は、 ブィシー政権 に好意的 な態度 を示
してい たが、プァレ リーは変わ りな く友人 であ りつづ けた。グラン ト枢機卿 は、
「帽子 に隠 して持 って きたマ ン産 の高価 なバ
時折 アカデ ミー・ フランセ ーズで、
6Jを
ー
レ
ー
タ の塊
ヴァ リ に渡 した りした とい う。職務上 で ブィシ ーや ドイ ッ
人 と時 に少々過剰 なほ ど相 当に緊密 な関係 のある人物 たちとも会 い続 けた。ジ ャ
ル ティはその よ うな人物 の例 として、 コメデ ィー・フランセ ー ズ を運営 し、 コ
ル ネイユ の記念祭 にブラジ ャックを コメディー =フ ラ ンセーズ に招 いてモー リ
ヤ ックにシ ョ ックを与 えたジ ャン =ル イ・ ヴォ ドフイエ 、オペ ラ座 のパ レエ団
を率 い た リファール 、 ドイ ツ占領軍 お よびペ タ ン映 権 との親密 な関係 を保 つ こ
とで個人的便宜 を図 って もらって い たサシャ・ ギ トリを挙 げて い る′。
ヴ ァ レ リー の文業 は遠 く南米 にも伝 わ り、 アル ゼ ンチ ンの ヴィク トリア・ オ
カ ンポは ヴ ァ レ リー に敬愛 の念 を寄せ、 ドイ ッ占領下 での物資 の不足 を案 じ、

'r

1?

lbid",p.77'z.
1bid, p.lt53.
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ブ ァレ リー に、煙草や靴や食料 を送 った。
このよ うに、 占領下時代 のヴ ァ レ リー は、多分 に社交生活 に支え られてい た
のである。

3.ポ ス トヘ の思い一 馳

・ フランス教授」
中海大学センター到 「コ レージ ュ・ ド

占領下 も続 い た華やか といって よい ヴァン リーの社交生活 は、彼 の公 的立場
の威光 も伴 って こそのことであった。F若 きパル クJで 成功 を収めた詩人 は、1925
年 にアカデ ミー・ フランセ ーズ会員 とな り、 1932年 にはニース の地 中海大学 セ
ンター所長 に、 1937年 には コレー ジュ・ ド・ フランスの詩学講座 の教授 に就任
して い る。 その他 にも、国際連盟 の下部組織 で ある国際知 的協力委員会 の議長
も務 めて い る。 ブィシー政権下 にあって、 プ アレ リー は地 中海大学 セ ンタ ー長
の職 を解 かれ、 また コ ンージュ・ ド・ フランス教授 の定年 も間近 に控 えて い た。
公職 の中 でもこの二つの役職 は、 プァ レ リー にとってか けがえのない拠 り所 と
なるものであった と見 られ る。 プァ レ リー はニースの地 中海大学 セ ンタ ー長 ヘ
の再任 のチ ャ ンス をも どか しい思 いで何 っていたの は事実 であ る し、 コ レー
ジュ・ ド・ フランス教授 の定年 が戦時加算 のために引 き伸 ばされたと知 ったヴ ァ
レ リー は喜 びを隠 して い ない。
プァレ リー が望みのポス トを得 るために、人事 を握 る人物 の書物 に序文 を寄
せ たので はないか とい った憶測 も流れて い るが、 その真偽 は ともか くとして、
地 中海大学 セ ンター長 お よび コンー ジュ・ ド・ フランス教授 のポス トが 占領期
にお いて、政治的 な力学 に操 られて い た ことは否 めない。事実 ヴ ァン リー はペ
タン元帥 よ り、 ポス トに絡 め、政治的 ス タ ンス を試す質問 を投 げかけられてい
るのである。その際の応答 には、ヴァ レ リーの身の処 し方 が如実 に表れ ている。
二人のや り取 りに関す るジ ャルテ ィの記述 を以下 に引用 しよう。
ペタ ンの最初 の質問 は、政府 に対す る思 い に関す るものであった。プァ レ リー
は、特 に思 うところはない と答 え るにとどめた。第二 の質問 は 「ニースの地
中海大学 セ ンター においてはナチスのために雇 っている要員 と緊密 な協力関
係 を築 く必要があるだろ う。ナテスの知 り合 いがい るか ?」 とい うことであっ
「知 り合 いはお りません。」 とヴァレ リー は返 答 した。
「あ りの ままの彼等
た。
を、 どうして私 が選ぶ とい うので しようか ?18」

tt lbid,

pp.1728

-
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恵 まれた気候 と、地理的条件 によ り豊 かな文明 が発達 し、 ヨーロ ッパ の基礎
を形作 った地中海 とその沿岸地方 を格別 なもの として位置 づ けていた ヴァレ リー
に とって、地 中海文化 の解 明 を任務 とす る地 中海大学 セ ンター の長 を務 めるこ
とは、国家の枠組み を超 えた文 明史的 な大 きな意 義 を持 つ もの と映 っていた。
しか し、ナチズムの力学 に巻 き込 まれ つつ任務 を全 うす る とい うの は、不条理
で あ り、冒涜的な ことで あると思われたに違 い ない。 ペ タ ンを前 にヴ ァレ リー
は譲歩す ることはなかった。
コ レージュ・ ド・ フランスの詩学教授 ポス トについて言 うならば、ブァレ リー
自身 が 「詩学」Po16Jqucと い う講座名 を創始 したのであ り、 そのタイ トルの も
とで、文学 を制作 学 の一環 として、 さらには文 明・ 社会 の機能 の一 環 として捉
える意欲的 な試 みが続行 されて きた。 コンー ジ ュ・ ド・ フランス教授 は当代 の
第 一線 の学者 が担 い、最上 の成果 が講義 に反 映 され るもの とされ、聴衆 の熱気
は並 々ならぬ ものがあった。大階段教室 で行 われる講義 は、 フランスの教養人
士のス ペ クタクル と言 って よかった。 その熱気 を受 けなが らプアレ リー は 自ら
の制作学 をめ ぐる理論 を鋳直 して い ったので ある。定年 を前 にゾ ァ レ リー は音
楽家のナディア・ プー ランジェ に「何週間か後 には、私 はも うコ ンージュ・ ド・
フランス教授 ではな くなるで しょう。年 ですか ら。お先 は真 っ暗 ですЮ。」 と認
め、 コンー ジュ・ ド・ フ ラ ンスでの最終講義で は、少 しとぼ けた調子 で次 のよ
うに述懐 してみせ ている。雑誌 『ガゼ ッ ト・ ド・ ローザ ンヌ』 に掲載 された記
事 か ら引用 しよう。
年 を取 りましたので、五年前 に着座 した コ レー ジュ・ ド・ フランス教授 の
椅 子か ら降 りな くて はな りませ ん。着任 当時 は、 こんなポス トに私 が、 と驚

きもしましたし、若 い長友 ジョゼフ・ベ ディェ とアレクサン ドル・ モン 〈
二
人 とも一九一八年 に死去 している)の 計 らいに導かれ、老いばれ詩人が新米
教授 になって話をした り、そんな自分 の声を聴 くのに怖気づいた りしたもの
です20。

"ナ ディア・ アー ランジェ宛て1942年 4月 27日 付 けの未公千」書簡。フランス国立図書館、音楽部門、

マイク ロフイルム VM BOB 21218
η この
最 終講義 「私 の「詩学」」 あるいはお らくはその レジュメが、1942年 8月 26日 に rガ ゼ ッ ト・
ド・ tl― ザ ンヌ Jに 掲 載 さ れ る こ と に な る。 (Cl,Paul val̀ry・ 0%υ tt z Gaulmarこ 1960,
p1607)
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ドイ ツ占領下 とい う閉塞感 と忍 び寄 る 自らの老 い に苦 しめ られなが らもヴ ァ
レ リー は、地中海 セ ンター所長 とコンー ジュ・ ド・ フランス教授 とい う二つ の
ポス トに、残 された 自らの生 を生かす可能性 を見据 え続 けるの で ある。

4.内 燃する生命、老 いとの間 い
ドイ ツ占領下時代の1941年 にブ ァ レ リー は古希 を迎 える。思考力 に衰 えは見
られなかったが、体 の衰 えは留 めよ うがなかった。1942年 頃 か らヴ ァン リー は、
不安のめまい によ リベ ッ ドの足 元 で、 そ して次 には廊下 で倒 れ、廊下で足 を引
きず り、 また倒 れ、入 り回のマ ッ トに根 が生 えたよ うに居座 って しまう、 とい
うような ことが起 きるようになる21。 ヴ ァレ リー は 自らの老 い について、30歳
近 く年下 の愛人 ヴォフ リエ に宛 てた書簡 の 中で、以下 のよ うに書 いている。
私 の朝 は以前 とは異 な り、明敏 と豊 穣 によ り時 に殆 ど痛 ましくさえ あ ったあ
の水 品 のよ うな朝ではあ りませ ん。 日ごとの 日没 は、すなわち己れの転落で
す。何 か硬質 で不動 の もの とい う耐 え難 い 印象 が しば しば頭 に浮 か びます。
それに私 はかつて ない ほ どに仕事 しな くてはならない ので す2。
また、 自 らの私 的 かつ精神 的な手記 で ある『カイエ』 には こ う記 して い る。
私 は脂 の塗 られた頂 にいるよ うに感 じ、眠 りと夢 の中 でそのたびごとに滑
りこけてい る。 それは、密 かな落下 で ある。息切れのす る仕事 だ。 三 歩歩 い
て疲れて立 ち止 ま り、 ベ ンチに倒 れ こむ人の ように。 それが私 の精神 だ2。
私 は崩壊 し、荒廃 して しまった。 もはや虚無の重み しかない折れた丈高 い
茎のイメ ー ジで ある24。
これが、華やかな社交 の場 に頻繁 に足 を運んで い たヴ ァ レ リー の偽 らざる老
いの姿 で あ った。老 い による喪失 を埋 め合わせ るかの如 くに、ヴァレ リー のプォ
フ リエ に対 す る思 いは烈 しさを増 してい く。死の影 が どこかで意識 され るか ら

aの

ε
″′mchd
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22192年 11月 3日 付 けのジャン・ ヴォフ エ て
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であろ う、 プ ァン リー は 自 らの人生が到達す るべ き絶対 的な愛 とい う観念 を紡
ぎ続 ける。遺族 による長年 の禁 を解 かれて公 開 され ることになったヴ ォフ リエ
宛てのブァレ リー の書簡 には、狂 お しい言葉 が書 き連ね られている。遠 ざか り
始 めたヴォフ リエ に対 し、 二人 の蜜月 を思 い起 こさん としてヴ ァ レ リー は必死
である。
43年 9月 6日 、7日 、 8日 の こ とがわた しの手帳 に書 いてあ ります。 それ
は 自分 の人生の中で平穏 な時 で した。 それ は、生成す る存在 の美 と簡素 さ と
優 しさ と陽気 さ とが交 じ り合 うポエ ジー を生 きるとい うことで した。 ここに
あるものは、 まれ に しかそれ 自身 であることがな く、 それ 自身、 それ 自身以
外 の何 もので もない ものであることが難 しい。彼 はあなたの ことを覚 えてい
るのですか ?空 のあの夜 を、透 き通 ったエ メ ラル ドを ?自 由 と確信 と二人 の
信仰 の中でのかの歩み。 カ ソプソの洞窟 25は ?そ して眠 りの前 のい とも貴重
な議論 は… ?20
老 い たる大 詩人 の恋文 に密かに冷 笑 を浴 びせ か け、 ヴォフ リエ は冷静 なる計
算 に沿 い、出版 社社長 の ドノエ ル を 自 らのパー トナー とすべ く、事 を運 んでい
く。 ヴォフ リエ は プァ レ リーの来訪 を拒 まない まま、 ドノエ ル との逢瀬 を重ね
る。時 には、 ア ソンプシ ョン街 のジ ャ ンメ の 自宅 を訪れたゾ ァ レ リーが帰 るの
を、 ドノエ ルが隣 の部屋 にて無言 で待 ってい る、 な どとい った茶番 が 出来す る
よ うになる。
ヴォフ リエ は、 1945年 の復活祭 の 日曜 日に、 ドノエ ル との結婚 をヴァ レ リー
に告 げ る。 しか し、 それで ヴァレ リー と縁 を切 るとい うのではない。 む しろ ド
ノエ ル との結婚 を選 び出版 の仕事 を肩代 わ りして もらうことで、以前 にも増 し
て黙許 の時間 をヴ ァレ リー と分 かち合 い、特別 な友情 とい う未来 をつ む ぐのだ
とヴォフ リエ は明 るい表情 で語 った のである。 ヴォフ リエ は果 た して誠 実 なの
か ?ヴ ァレ リー は、突如 として彼女 にか らかわ られてい る との感情 に襲 われる。
考 い た身 にヴ ォフ リエ の婚約宣言 はあ ま りに過酷 だった。記憶 が飛 ぶ ほ どの
シ ョックを受 けたゾァレ リーは、数 日後 ヴォフリエ に宛 て以下の通 り手紙 を認 める。
25思 い出のつ まったベ デュエの階段 の待避所 へ エロ
の
チ ックな暗示.ツ ァレ ツーはヴォフリエ を「カ
リプソJの あだ名で呼ぶ ことがあった (ジ ャル ティの注記 による)。 9ュ θ
″ Jarrc● .&"ン 7り
p l150

26ジ ャン・ ヴォフ エ ての
リ 宛
日付 けのない手紙 (1943年 ‑19
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年初頭)、 セー ト美術館所蔵。

私 は君 の うちに偉大 なる女性 を見 て い た。完璧 な女性 を。― ル ネサ ンス期 に
存在 した ような創造主 としての女性、高 尚 なる恋人、豊 かで 自由で、 あ らゆ
る行動 の価値 と快楽 とを可能 にす る者。 /少 な くともこの非常 に麗 しい理想
を愛 しなさい。 この ような理想 を抱 い た者 が もはや存在せ ず、ある祝福 され
た時代 に、呪われた存在 の前 で、君 に とってそうであったような存在 ではも
うあ りえな くな った とす るならば。 /で も私 は今や、君 自身 か ら発 し、私 を
お そろ しく眩惑 した固有の光 0こ とを思わ ざるを得 ない。君 は欲望 の全 き凡
庸 さ、計画 の俗悪、や り回 の不実 に囚われて しまっている

27。

ヴォフ リエ とい う女性 に見 た夢、 ほ とん ど女神 の域 にまで高 め られた美 しい
幻 影、 そ してそれ を打 ち砕 かれたヴ ァ レ リーの悲哀 が刻 まれた書簡 である。や
るせ ない心 の うちを、 ヴ ァ レ リー はヴ ォフ リエ にぶ つ けないで はい られない。
ドノエル との結婚 へ の手筈 を粛 々 と進 めて い たヴォフ リエ は、 一体 どの ような
思 いで ヴ ァレ リー か らの手紙 を読んで い たのだろ うか。
生 き生 きとした過去が無 けれ ば、私 は未来 を想像 してみ ようとい う気 には
らないで しょう。/未 来 のイメ ージがな けれ ば、過去 はそ こそこ耐 え うるも
の とな るで しょう。 で も私 は、檻 に入れ られ鉄 格子 に囲 われた獣 の如 くうろ
うろ としますが、出回はない のです

28。

過去のイメ ー ジ と未来 のイメ ー ジに領 されて、 現在 とい う時 を失 っているか
の ごときゾァレ リー。 ヴォフ リエ の結婚決意 の報告 を 「斧 の一 撃」 として受 け
とめたヴ ァレ リー は、 自らの存在基盤 が揺 ら ぐように感 じる。 プォフ リエ の翻
意 を前 に、 フランス第二 共和制 を代表 す る文人 としての栄誉 は、傲慢 の罪 に転
化 し、ヴァレ リーの落胆 を激 しい ものにするもので しかな くなってしま う。ヴァ
レ リー は次 のようにプォフ リエ宛 ての書簡 に記 して い る。
何 を贖 え とい うのだろ う ?お そら く何年 も詩人 としての権 力 と感受性、感
性 で高揚 し、不条理 の頂点 へ と全 力 で駆 け上 った とい う罪 で あ り、優 しさの
モ ニ ュメ ン トが突然塊 となって、私 の人生 に落下 して きたのです。 /あ あ、
「ジャン・ フォフリエ関連文書」
、オーステイン大勃所蔵、fl■
「ジャン・ ツォフリエ関連文書J、 オ‐スティン大学所蔵、f46。
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お願 いだから助けてお くれ。私 は喪失感を覚えている…"
つれない年下の女性 に対 しプァレ リーは、自らの立場や社会的地位など意味
を持たないかのように、無防備に弱さをさらけ出している。ヴォフ リエ との交
歓 は、プァレ リー 自身 の抱いていた愛 のイデアと結 びつ き、彼の文学的テーマ
と結びつ きさえしていただけに、プォフリエの冷たさを前に、なりふ り構 って
い られなかったのではないだろうか。やがてプァレ リーは文学史 の中にブォフ
リエヘの愛の範型を見出 し、プォフリエ に次の如 く書き送 る。
打ち明けて言えば聖テ レーズ と十字架 の聖 ヨハネの結合 (神 秘主義の意味
でのレベルにおいて)は 深 い ところで結び付いているものの一つであり、私
には相変わらず人生のシステムの本当の頂点―ゲーテ流 などの栄光 よ りもは
るか高い一 のひとつだと思われますm。
社会的な栄達を果たして後 の、 この痛 ましい愛情 の喪失感 は、結局未完のも
のとして遺されることになる「我がファウス ト』執筆 に影 を落 とす。ファウス
トが愛を貫 き、意識 の透明な絶望へ と至 り、愛されない とい うもう一つの絶望
にリュス トを落 としいれ省みぬことになる場面 とするか、同一なるものと他な
るものとが調和 し、現実的なものや人間的 なものの彼方の一種 の崇高な超越に
至るシーンとするか。ヴァンリーは己の傷心を抱 えつつ、戯山の方向を探 って
い く。
七十歳を超えたヴァレリーは、このようにエロス的葛藤に翻弄されるが、ヴォ
フリエヘの思いはゾァレリーの生命を痛ましさを伴って高揚させ、残されたヴァ
ンリーの生命力を内側 から食い破 るもので もあった。 ヴ ァレ リーにここまでの
痛手 を与えたヴォフリエ について、 ジ ャル ティはこの上な く手厳 しい調子 で、
その悪女ぶ りを暴 いてみせている。
ところでヴァレリーが遡 って この運命的な日曜日 (ド ノエル との結婚 の決
意を告げた日)の ことを思 う際、それ以後驚 かされたのは、 ジャンヌを導い
た冷静 かつ計算された戦略の見事な手綱さばきである。彼女 は作家のキャリ
日付のない未公刊書簡。セ ー ト美術館所蔵
「ジ ャン・ ツォフ リエ関連文書」 ォーステイン大学所蔵 ,f52。
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アか ら編集者 のキ ャ リアヘ と移 り、別種 の支援 を必要 とす るようになるや、
もはや何者 で もな くな って しまった老人 を慇懃無礼 な茶番 を介 して 自らの舞
台か ら追 い 出 したのだ。何 ヶ月 にもわたって、 そん な変身 がなされているの
をヴァ レ リー は見 て い た。彼女 は次第 に硬化 してい き、欲得尽 くの眼差 しを
人間 に注 ぎ、各人 を己のグームの成功のためのカー ドをとして しか見な くなっ
ていった。今や明 らか となったのは、かな り前 か ら企 て られて きたゲ ニ ム に
おいて、 プォフ リエ は装 われた優 しさの名残 のもとに冷やや かさを秘 めてお
り、 それがある日、感情 のか らむ余地 のない外科 的 な仕草 によ り舌L暴 にヴ ァ
ン リー をお払 い箱 にす ることに繋がって いった とい うことで あるa。
ブォフ リエ の悪 女ぶ りがい かばか りであったのか、本 当 の ことはわか らない。
ともあれ、 プォフ リエ の冷淡 さに傷 つついたヴァレ リーの老 いは加速 してい く。
1945年 復活祭 のプ ォフ リエ の結婚報告 はプ ァレ リー の老 い による衰弱 に追 い討

ちをかけ、死 へ と向 かわせ る引 き金 となったのではない か。 そのような推察 を
よぶかの ように事 は推移 してい く。ヴァレ リー は1945年 5月 に コレー ジュ・ ド・
フランスで聴衆 に別れ の挨拶 をした後、 まもな く自宅のベ ッ ドを離れ ることが
できな くなった。至高の愛 を求め内燃す る生命 も、やがては老 い と死 に飲み込
まれて い くことになるのである。

5.パ

リ解放の歓喜の中で

前節 において、占領下時代 か らパ リ解放後 にかけてのプォフ リエ をめ ぐるヴァ
レ リー の失意 の劇 につい て述 べ たが、 1944年 7月 のパ リ解放 の集 団的歓喜 を、
プァレ リー もまた共有 してい た。ヴォフ リエ との関係 で傷心 の状態 にあっても、
ヴァレ リー はフランス第 二共和制 の代表的文人 としての顔 を維持 しヽ フランス
の象徴的統合 を願 い ド・ ゴール 自身 が開催 を希望 した戦勝 パ レー ドを トロカデ
ロ宮殿 のテ ラスか ら見物す る。 ヴァ レ リー はパ レー ドを見 よ うと して集 って き
た群衆 たちを見下 ろし、以下 のように記 して い る。
樹木 の力強 い緑 の幾多 の塊 の間 に間 に、群衆 の存在 が色 とりどりに粒立 ち、
一九 となった生命 が印象派 の絵画 の よ うに見 られ る°。
31ρ θ
′ た,MiChel」 arretン ル ′力あヮ p l190
叡 Paul t/al̀,く On Hen d6v̀nement,,И ″
s Callllnard,194,p395
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隷属状態 を脱 し、平和 を取 り戻 した安堵 と歓喜 が、 この光景描写 には込 め ら
れてい る。集 団的歓喜 に言葉 を与 えるの もフラ ンス第二 共和制 の代表的文人 た
るヴ ァ レ リー に期待 された仕事であ り、 プァレ リー は 9月 2日 付 けの フ ィガ ロ
誌 に寄稿 した記事 に以下 のよ うに記 してい る。
これで息 がつ け るのだ。我 々は 自由で あると思 うと、今 この瞬間 の未来 が膨
らむ。 その思 いは我 々の胸 一杯 に広 がって、何 とは知れぬが内面 の翼 の奪 い
去 るような陶酔的 な力 が我 々 を鼓舞す るので ある。
くRespirer》 (息 をつ く)と の動詞 一 つ の簡潔 な記事33の タイ トル には、 まさ
に 「息 を詰 めて」暮 らして い た 占領下時代 の終焉 に安堵 し、歓喜す るフランス
の国民 の思 いが重 なってい る。 パ リ解放後 にコ レージュ・ ド・ フランス教授 に
再任 され講義 を行 った ヴァ レ リー は、言論 が 自由 となった喜 びを以 下の ような
挿話 に重ね聴衆 に伝 えて い る。
私 は数 ヶ月前 に軍 の将校 に話 した ことを繰 り返す ことがで きます。 その将
校 は、 コレー ジュ・ ド・フランスの鉄 格子 の前 で私 を呼 ぴ止め、 これは美術館
か、 と尋ねて きました。私 は彼 に答 えました。一 「 これは学校 です。」― 「そ
れでは、 この学校 では何 を教 えてい るのですか ?J― 「それを ご説明す ると
あま りに長 くなって しまうで しょう。 ただ これだ け言 い ましょう。 これは言
葉 が 自由 な館 なのです。Jそ れを聞 い て将校 は私 に敬礼 し、私 も彼 に敬 礼 しま
した34。
既 にコレー ジュ・ ド・ フランスでの講義 の準備 が重荷 に感 じられてい たヴァ
レ リー だったが、 1944年 12月 にはソルボ ンメ大学 で開催 されたヴォル テール生
誕 二百五十年記念式典 でヴォルテールについて話 した。ヴァレ リー はプ ォル テー
ルに ア ンガ ージュマ ンの文学 の先駆者 の相貌 を見出 している。 パ リ解放直後 の
「精神 の 自由」を称揚する ことが何 より大切 だったのであ り、プォ
時期 にあって、
ルテール はそ うした メ ッセ ー ジを伝 えるにあたって この上 ない シンボルで あ っ

'し Jと ,pp 397‐

399

初 コンージュ・
ド フランスの タァン リー関連文書。 ジ ャル テイのワ1用 による。
″,Michel Jarre,ル ′レZ〃,p l181)
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た。 そして、三度 の世界大戦 を経 験 した者 として、 プァ ン リー は呼 びかけるよ
うに講演 で次 の よ うに述 べ ている。
ヴォルテールのよ うな人 は どこにい るで しょうか。今 日、声が上がるで しょ
うか ?卑 劣 な罪 に応 じた巨大 な地球 規模 の大罪 を弾劾 し、呪 い、制 圧 す るに
は、劫火 と化 した世界 に見合 うだけの、 どれほ どの巨大 ヴォルテールが必要
とされ るので あ りましょうか35。
ブァレ リーの最後 の数 ヶ月 は、 ヴォル テールの著作 に親 しむ 日々だった。 ヴ
ヴァレ リー はゾォルテールの大胆不敵 な情熱 に愛着 を覚 えていたので ある。 15
年 にわた り国際連盟 の知的協力委員会 の一員 として 「精神 の政治Jの 実現 を願
い なが ら果 たせ なかった苦 さも重ね合 わせ 、
「 とりわ けフランス 的 で、他 の風土
の したでは決 して考 え られ ない36」 と彼 自身評 して い たブォル テールの著作 を
枕頭 の書 としたのである。
パ リ解放後、政治 の表舞台 に現 れた ド・ ゴールに、 ヴァ レ リー は共感 を覚 え
るよ うにな り、知人のエ レーメ・ ヴ ァカ レス コに 「 ド・ ゴールの F神 秘 Jに 私
は魅せ られてい ます378Jと 述 べ ている。パ リ解放後間 もない 9月 4日 に ド・ ゴー
ルは、プァ レ リー を晩餐会 に招 い た。その素早 さこそブ ァン リーヘ のオマー ジュ
で あ った とジ ャル ティは指摘 して い る38。 ブァ レ リー は晩餐会 での ド・ ゴール
について Fカ イェ』 に記 して い る。少 々長 くなるが、文人 と政治家 の交流 の記
録 として、以下 に引用 しよ う。
ド・ゴールが音 もな く入 って きた。 目を引 くは ど背 が高 い。 星の ごとき両
の 日。 がっし りとした鼻 っ柱。長頭 に栗色 の髪 (プ ァシ ェ・ ド ,ラ プー ジュ
の回想 )。 かな り強 く重 々 しい眼差 し。期待以上 に ド
・ ゴール は好感 が持 てる
と映 った。 ド・ゴールは、 お 日にかかれて嬉 しい と言 った。我 々よ り格段 に
事情 に通 じてい るとい う風 には思われなか った。 それに、政治的な質問 につ
いては非常 に慎重 だった。先週 の作 については大 した関心 を持 って もない よ
うだ った。 ノー トル =ダ ムで のテ ロについては、馬鹿 げた出来事 と見 なして
″,MiChel Jare,ル
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いた。(実 はテロ とは言 い過 ぎで、 ド・ ゴールがパ レー ドの あと「テ・ デウム」
の ミサ に列席 した直後 に一 斉射撃がなされた。)日 下 の逮捕 については、注意
を向 け るつ も りはないよ うだった。/戦 争 に関 しては何度 も印象 を述 べ て い
た。米軍侵攻 が容易 であったのは、米軍 とドイツ軍 (お そ らく東 に移動 しよ
うとは しない スタ ー リン も)と のあい だに合意 が成立 していたためであ り、
で きるだけ早 く平和 をもた らすために、 と トラー・ ヒムラー の連 中 が軍 を粛
清 しようとして い た。(実 際 には、侵攻 は言語道断 なほ ど素早 かった。)私 は
ペ タ ンについて語 る。 /晩 餐会 (美 味 しかった)の 後、 ド
・ゴール は私 を隣
の ソフ ァーに座 らせ、 二人 で語 り合 った。私 は彼 に出版報道等 の作 について
語 った。/そ れか ら輪 になった。全体での会話 である。私 は武器や発明、ウ ェ
グラ ン (グ ラディエ、 ジュオー、ガ ム ラ ン、 レイノお よびラ・ ロ ック大佐 と
ともに拘 留 された)に つい て語 つた。 マ ッシグ リは私 に レジ ェ はワシン トン
(開 戦時 か らそ こに行 き、反 ド・ゴール主義 を隠 しは しなかった)で 全 く無能
だった と言 った。 ド・ゴール が残 るのか ロン ドンに発 つ のかマ ッシグ リが知
らない ことに驚 い た (マ ッシグ リは その後 ロン ドンに発 ち、十年 にわた り大
使 を務 める)。 /23時 30分 に ド・ゴールは暇 を乞 い、私 もそれに乗 じて帰 った。
かな り謎 めい た ド・ゴール について、私 はまだはっ き りとした見解 が もてな
い。軍人 であれ、政治家であれ、人間 について化学的分 析を行 うのは難 しい。
しか し、 ド・ ゴール は最 も複雑 な勝負 をす る人間の集 中力 を持 って い るよ う
に思 われた。 現在 の勝負 にお いて、実 にた くさん のカ ー ドがある39。
プァ レ リーは偉人 とい うものは政党や政局的 なものを凌駕 しうるものだ との
見解 を持 して い たが、 ド・ ゴールはそのイメ ー ジに合致 して い た と言 えるだろ
う。 ヴ ァレ リー は10月 23日 に 「若 きパル ク』 を ド・ ゴール に送 り、30日 の月曜
Ю
日には 「我 が親愛 なる師 よ、 ご高著、 そして全 てに、感謝 します oJと 帝王 の
簡潔 さで書 かれた ドゴールの返信 が届 い た。 10月 27日 に ド・ ゴール は レジス タ
ンス詩 の朗読会 にヴ ァ レ リー を招待 し、特別 ボ ックス席 に同席 させ4、 ド・ ゴー
ル とヴァレ リー の親灸 を多 くの人 々が知 るところ となって い った。
パ リ解放後 のヴ ァ レ リー には、解決すべ き政治的課題 があった。 一 つ はアカ
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デミー・フランセーズ会員の粛清 と刷新 の問題である。アカデミー会員選出は、
プィシー政権下にあった 4年 の間中断されてお り、定員40名 のところ28名 の会
員 しか残 っていなかった。 その うち対独協力 した者 を除名す る動議 も出され、
除名、選出すべ き人数だけでもかな りに上った。デュアメルやモー リヤ ック、
ラカーズ海軍大将 と共 にヴ ァレリーも中心メ ンパー となり、立候補 の表明や関
係者への訪間を抜 きにして心当た りの者 に打診 し、選出するとい う解決策が取
られた。ブァレリーはクローデルに打診 したのだが、選出方法を不服に感 じた
クローデルの反対に道 い、失敗に終わってい る。
また長 きに渉 って非合法的に活動 し、今や公的機関 となったフランス作家会
議 についても同様の問題が生 じていた。パ リ解放後間もない 9月 9日 に同会議
は、60名 ばか りの署名 を添え「フランス作家の意見表明」と題 した意見書を『フ
ランス文芸』創刊号に発表 しているが、 この文書 は、パ ソ解放の前後 にデュア
メルの働 きかけもあリフランス作家会議の会員 となっていたプァレリ早の最終
チェ ックと署名 を経 たものである。作家たちの政治的スタンスを旗蛾鮮明にし
た文書を引用 しておこう。
フランス作家会議 は、フランス作家の唯一の代表的で活動的な組職だった。
あらゆる世代から、あらゆる流派や党派から作家が集 い、互いを分かちかね
ない ことは全て忘れ、祖国 と文明の存亡を脅かす危機を前 に結束を固める決
断をした。/占 領下の暗黒の中で、我 々が 自らの認識を解 き放ち、それなし
では全ての真実は嘲弄の対象 とな り、全ての創造 は不可能 となってしまう精
神 の自由 とい うものを表明することがで きたのは、この組織 のおかげである。
/パ リは解放 された !FFIが 前線で戦っている連合軍 は、フランス全体の
躍進 に支 えられ、前進 し勝利 してい くのである。/我 々が苦 しみと抑圧のも
とにあった頃 と同様 に、勝利 と自由の中で結束を固めよう。/我 々の声を上
げなくてはならない し、我々の任務はこれから生まれる世界の中で確固 とし
たものになっていかなければならない。様 々の考えを大 いに突き合わせてい
く中から、試練の頃と同様に決然 とした、そして皆の一致 した声 が常 に響 く
よう、 ここに宣誓 しよう2。
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ドイツ占領下 の異常事態 を脱 し、本来 の文学活動 を取 り戻すべ く、 こうして
国内 の作家たちの足 場 は固 め られ つつ あったが、 国内の問題 の解決 を超 えた役
割 がヴ ァ ン リー には更 に期待 されていた。 ベ ンクラブの問題 である。 ベ ンクラ
ブにおいても粛清の問題 があったが、皆が再度入会 手続 きを取 る、 とい う単純
化 された方法 が採択 され る。 ヴァレ リー はベ ンク ラブについてはク レミユ に委
ね、距離 を置 く形 で しか関わ ってなかったが、解放後 の再興 にあたっては配慮
の労 を惜 しまなかった。死去 した際、 その こと忘 れ なかったマ ンプンは、次 の
ように書簡 に記 してい る。
パ ソ解放後 のか な り微妙 な状況 の中で、我 々のセ ンター を再建する際、ヴ ァ
レ リーが私 を支 えて くれた ことは、 あ りがたい思 い 出 として残 ってい ます。
す でに ヴァレ リー は疲労感 を覚 えていて、 お よそ新 たな役職 を受 け入 られる
ような状態 ではなかったのです。 それで もゾァレ リー は我 々の依頼 を拒み ま
せ んで した。ただ、名前 を貸すだけしかで きなかったので しようが、 それだ
けで十分 だったので す。 ヴァレ リー は我 々に その存在感 を示 し、友情 を寄せ
て くれたのです
・ 。
この ようにヴ ァ ン リー は老身 を押 して、 アカデ ミ・ フランセ ーズ、 フランス
作家会議、ベ ンクラブとい う三つの団体 のいわば戦後処理 の問題 に骨 を折 った。
しか し、ヴァレ リーが政治的行動 を取 ったのはそれに留 まらない。ジュ リア ン・
カ ー ンや ベロー の恩赦 を求 め、 ド・ ゴール に宛 て嘆願書 を提 出 して もい た。
1944年 12月 、 プラジル人 のフランス大使表敬 の晩餐会 にて ヴァレ リー は 「私
はレジスタ ンスの活動 をさほ どしたわ けでは あ りませ ん。 アカデ ミー・ フラン
セーズにおいて は若千 レジス タンス活動 をしました力響。」 とさら りと言 って の
けて い るが、 占領下時代か ら解放後 までのヴァ レ リー の言動 を見 るに、党派的
行動 か ら距離 を置いているかに見 えて、要所要所 で大胆 に決断 を下す と共 に行
動 し、政治的影 響力 を行使 してい ることが見 て取 られ る。

1945年 7月 25日 付、 ハーモン・ オウル ド宛てアン ソ・ マ ンブレの未公刊書簡、 ハ リー
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6.最 期 の ヴアレリー
パ リ解放 の歓喜 とその後の戦後処 理の問題 、 それにヴォフ リエ か らの結婚報
告。七十歳 を越 え体力 に衰 えが見 えて きて い たブ ァレ リー に とっては、 あま り
にめま ぐるしい 日々だった。その間、ヴァン リー は体 の不調 に苦 しみ続 け、1945
年 5月 11日 の 「詩人 の社会的役割」と題 した講演会 に出席 したのが、ヴア レ リー
が公の場 で話 をした最後 となる。 この講演会 には コク トー、クノー、 ポンジュ、
エ リオ ッ トな ども列席 してい たが、 プァレ リー は疲労 のため、 ほんのわ ず か し
か講演す ることがで きなかった。 ヴァレ リー は恒常的 な胃痛 に苦 しめ られ、医
者 には外 出を禁 じられた。 ヴァン リー はそれで も書斎 に来 客 を迎 えた り、20年
以上の音 に取 り掛 か り始 めていた詩 「天使』 に手 を入れた りして過 ごした。更
に医者 か らは床 に就 くよう命 じられたが 「 しか し机 か ら離れ る とは、 自分 自身
か ら離れ ることだ。机無 しでは私 は存在 しないる。」 とヴァレ リーが抗議 の声 を
上 げ、医者 はベ ッ ドの上 に病院 の机 を置 くよう指示 した。 そして、 プァ レ リー
は以後、 ベ ッドを離れ ることがなかった。
ブァ レ リー はジ ャニーの献身的看護 のもとで闘病す る。遺 された妻 ジ ャニー
や友人知人、医師 たちの回想、談話 か らジ ャル ティによって再現 されたヴァレ
リー の最期 の 日々は誠 に哀切 である。輸血、鍼治療、点滴、 ド・ ゴールの肝 い
る
うによ リアメ リカか ら取 り寄せ たペニ シ リン
。 しか し何 をもって もヴァレ
リー を回復 させ るには至 らない。 ヴァレ リー の意識 は明晰 であ り、疲労 が それ
ほ どひど くない時 には会話 を続 け、冗談 まで飛 ば した り、 日の乾燥 を防 ぐため
のス プレー を 「システム・ テス ト」 と名 づ けた りした。 しか し、呼 び鈴 ではな
く、 ヴァ レ リー の苦 しげな うめ き声 によってジャニ ー が駆 けつ けな くてはなら
ない場面 が増 えて い く。
ジ ャニ ー は尼僧看護婦 を呼ぶ。 ジ ャニー はプ ァ レ リー の 自由を損 なわない賢
明 さを持 して い たが、夫の最期 の時 が近 づい た ことを悟 り、 カ トリックの平安
の うちに生 を全 うして くれることを望んだのであった。ヴァレ リーの部屋 に入 っ
たシスター は机 に置かれたゾ ァレ リーの著作 の何巻 かに 目を通 した。ヴァレ リー
は 「すで にこれは、実 に 「虚 しく」実 に 「空疎 」 であるとお思 いになるにちが
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いあ りません亀 Jと ヴァレリーは重々しい口調で述 べた。
翌 日、プァレ リーは尼僧看護婦 ヴ ァニエ に心 を許 したのであろ うか、
「シス
ター様、私は人生の終わ りに来てお ります。そう感 じてお ります。おしまいで
す。ですから私 の前にあるのは壁です。空虚 です。全てが闇です。
」 と語 ったと
プァニエ は後 に述 べてい る。ブァニエ はヴァレ リーに普遍的な愛のメ ッセージ
であるキリス トのメ ッセージを伝 えたい との思いを語る。ヴァニエ はヴァレ リー
「神 が存在 しないと心底確信することは可能でしょうか」、 と。
に問いかけた。
「いいえ、心底確信 はで きません。私 にはわか りません。
」 と答 えたブァレ リー
「論証されるまで神を見出す ことはで きませんが、イエ
にブァニエはこう言 う。
ス・ キ リス トを知 ろうとすることはできます。キリス トは我々に愛 とい うもの
を教えて くださるのです Jと 。翻意を願 うプァニエ はヴァレリー に対 し、
「あ
「神 よ、あなたが存在す るなら、それが本当なら、私 に光
なたの知的誠実さは、
を、私 に力をお授け下さい」 と呼びかけすることに背 くことではないのです。
」
「そう、おそらく、
となおも述 べた。ヴァレリーは意識が遠の く中であろ うか、
お そらく」 とつぶや き寝入 つたとい う。
8日 、呼吸困難に陥 り、脈拍 が速 く不規則 となったヴァレリーに対 し、 シス
ターは、神への呼 びかけを勧める。
「神を、我を哀れみたまえJと 。ヴァレ リー
は同意 し、そのことにジ ャニーは感動 した様子だったが、 これをもってヴァレ
リーがカ トリックに回帰 したと見なすのは難 しいであろう。翌 9日 にはデギネ
神父 が来訪 し、ヴァレリーに神 に関す る問いかけを行 つたが、ヴァレリーが信
仰の言葉を回にすることはついになかった。 とはいえ、医師、家族、友人が挙
げて自分の回復を願 って くれてい ることへの感謝から隣人愛 の重要性を痛感 し
たのだろうか。ブァレ リーは、
『カイェJの 終末近 くに「
「愛Jと い う言葉は、キ
リス ト以降ようや く、神の名 と結 びついた形で見出された゛。
Jと 記すに至って
いる。
友人 のモン ドール は、その週の水 曜 日に ヴ ァレ リTを 再訪 した際 「病人 の顔
の途 方 も無 い美 しさJに 驚 く。極度 の青 自さが跛 を消 し去 ったよ うに見 え、プァ
ン リー は上機嫌 で微笑んでお り、 どれ ほ どヴ ァ レ リー の面立 ちの晴朗 なる高貴
′ 1971年 5月 6日
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さに驚 いたかモン ドールはジャニ=に 打ち明ける。それは死を前 にした最後 の
輝 きだったのだろ うか。翌日本曜 日の九時にプァレリーは妻 ジャニー と駆けつ
けた子供 たちと医師に見守 られ、ついに身罷 った。モノーはヴァンリーのデス
マスクを取 り、 ロール・ アルバン=ギ ヨが死の床のヴァレ リーを撮影 した。
・ ゴールは朝 の うちにヴィルジュ
ヴァレリーの言卜
報 は瞬 く間に広が り、翌日ド
ス ト街 に弔電を打つようパレウスキに依頼 した。午後 にロジェ・マルタン・デュ

=ガ ールは、地下鉄で新間を読み言卜
報 に触れる乗客 たちを目にした。彼 らはブァ
レリーを知 りもしないし、読んだこともないのに、 こう言 い合 っていたとい う。
「ポール・ プァレリーがね、死んだって !ω J
ド・ ゴールはヴァレ リーの国葬 を望んだ。荘厳なる仕草 によって、い まだ脆
弱な国家 の絆を確固としたものとしようとしたのだつた。 ド・ ゴールはプァレ
リーの国葬責任者 として、歴史建造物責任者 を務めたヴァン トル を任命 した。
サ ン・ トノレ教会での葬送 ミサの後、ヴァレ リーの棺 は日中教会 に安置 され
た後、夜になり松明を持 ったフランス衛兵たちの人垣を縫 い、ヴィク トル・ ユ
ゴー広場からトロカデロ官殿 まで運ばれた。三色旗の立つ広場の架台に安置さ
れた棺 は松明で取 り巻 かれ、松明 は一晩中輝 き続けた。 トロカデロ官殿 を背景
しにしてエ ッフェル塔の足元から投光機が巨大なVの 字を描 き出していた。ヴァ
「ごらん
ン トルの見事な演出である。息子のフランソフの友人パウルは言った。
よ、何 て綺麗なんだ。 ピラネージのようだ。父君もさぞか しお喜 びだろう"。 」
弔辞を述べたコレージュ・ ド・ フランスの理事 は 「ここぞとい うときに六分
儀を掴み、空模様を伺 い、 日印をつける」師匠のひと りとしてのプ ァレ リーに
゛
オマージュを捧げた 。教育大臣が政府 と国家 を代表 して弔辞を述べた。曰 く
「ヴァレリー
「消滅 しかねかった深淵からフランスが抜け出て きた」今 この時に、
にフランス見ずあ らの姿 を認めてい ます。なぜ なら、苦悩 の最奥部 において、
あるいは勝利 の陶酔の中で、あるいは力の荒 々しい奪還 の中で、プァレ リーの
良心 に絶 えず耳を傾 け続け、絶えず知性の光に照 らされ晴れやかになってい く
田 と
だろうことを、かつて無 いほ どフランスは悟 ってい るからです 。
」 。その言

"RMain du Card,J%″ ̀′
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葉 は国葬 を以てヴ ァレ リー を過 した ド・ ゴールの思 い を汲んだもので もあるだ
ろ う。
ゾァ レ リー を最後 の 日まで見舞 い、毎 日電話 を欠かさなかった ジ ッ ドは、 あ
えてヴ ァ ン リー の葬儀 には赴 かなかった。 ヴァ レ リー の身罷 ったその 日、 ヴ ァ
ン ソー のアパル トマ ンか らモ ー リア ック と車 に同乗 し帰宅する際 ジ ッ ドは 「そ
の精神 しか知 られてお らず、 その精神 しか知 るべ きものはない と思 われて い た
この男 は、善良 さ その ものだった。
Jと 語 った とい う 。
国葬 の後、 ヴァレ リーの棺 は家族 に伴 われ、故郷 セ ー トの墓地 へ と運 ばれ た。
埋葬 を終 えるとジ ャニー は息子 のフランソフ、 そして ブァ レ リー研究者 の元 ア
ルジ ェ大学教授 ジ ャ ン・ イチエ と共 に、 ブァ レ リー が思春期 か ら青年期 を過 ご
した モンペ リエ を訪れ、縁 の場所 を経巡 り、 プァレ リー の存在 の よ うなもの見
出 し感銘 を覚 える 。
浩渤 なプ ァレ リー評伝 の最後 を、 ジ ャルテ ィは「月曜 日に、 ジ ャ ン・ イチエ
は二 人 をパ リまで送 って行 った56。

Jの 一文 で締 め くくって い るが、 そ こには、

文献や談話 を通 しヴ ァ レ リー の人生 を極 限 まで再現 し、 その死 までを見届 けた
研究者 としての 自画像 が重ね合 わ されているのか も知 れない。

おわ りに
以上 に1942年 か ら1945年 の死去 までのプ ァ レ リー の人生 を、 ミシェル・ ジ ャ
ル ティの詳細 な評伝 を手がか りとしつつ振 り返 った。期 間 としては数年 に過 ぎ
ないが、公私両面 に相 わたるブ ァレ リーの 日々の密度 と強度 には改 めて驚 か さ
れる。 この時期 に書 かれたヴ ァ ン リー の著作や

Fカ

イエ』 の解釈 にはあえて踏

み込 まなかったが、 この よ うにつぶ さに作家 の年月 を辿 ってみ る と、作家の人
生 とい うも う一つ の 「作品」 も独 自の重み を持 って訴 えか けて くる。 日常のさ
り気 ない言葉や振 る舞 い、政治的 な判 断を要す る場面 での行動、 そして それ ら
の背後 に透 か し見 られ るヴ ァ レ リー が 自 らに課 して い たプ リンシ プル。 そうし
た ものは必 ず しも文学的 な価 値 とは直 接 に結 ばれて はい ないか も知 れ ない が、
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人間の真 実 の一 端 を伝 えて くるものであるのは確 かである。
ブァレ リー の人生 は、 この時期 のフランスの あるいはヨーロ ッパ の文化・ 政
治的結節点 ともなって い たので あ り、本稿 ではほんの一部 の人 名 に しか触 れ る
ことがで きなかったが、彩 しい人間た ちとの交流の 中で育 まれたもので ある。
ヴ ァレ リー と交流 を持 った人物 の多 くは、歴 史 に何 らかの足跡 を残 して い る。
ため しにジャルテ ィによる プァ レ リー の評伝 に表 れ る人名 をネ ットで検索 して
み ると良 い。一 見 マ イナー に思われるような人物 で あ って も、驚 くべ きことに
フランス語版 ウィキペ ディアにヒットしない例 はそ う多 くはないので ある。ジャ
ルテ ィが丁寧 に拾 い上 げたヴァ ン リー にまつわる人物 それ ぞれの履歴、 そして
紡がれ て きた人的文化的ネ ットワー クを思 う時、私 たちは個人 の評伝 を越 えた
文化史的 な広 が りに 目を開かれ るだろ う。
ブァン リーの晩年 の数年 を浩渤 なる伝記 によ りつぶ さに再 体験 した後、同時
期 に書 かれたプ ァ レ リーの著作や 『カイエ』 の狭義 の文学的研究 につい ては、
テクス トそのものに還 らざるを得 ない。狭義 の作品についての言
己述 を欠 い たゾ ァ
レ リーの晩年 の記述 を行 った責 めを塞 がな くてはならない が、 それは今 後 に期
したい。
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