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R．Schumann＜Papillons　op.2＞に於ける
　　　J.Paul「Flegeljahre」の影響

中島卓郎

1．はじめに

　シュ…マンは私蔵していた」．パウルの小説IFIege｝lahrelの第63章“Larventanz”の

10箇所に＜PaplUons＞の第1番から第10番までの各臨を暗示するものとして曲の番号を記

入している。また当時の音楽雑誌「lhs　inderTonkunstjの編集者であり音楽評論家であっ

たL．レルシュターープ宛の手紙の申では各曲に対して標題と見られるものを付してその結びつ

きを明らかにしている。本論文はこの作品と小説の関係を考察しシュ…一マンの文学論を立証

するものである。

2．J．パウル及びIFIegelja：hreiについて

　ジャン・パウルは1763年にバイロイト侯国のヴンジ…デルに生まれる。本名はJohan

Paul　Friedrich　Richterである。貧しい牧師の長男であった彼は13才でギムナジウムに

入るまで学校にも行かず自然を友として幸福な幼少時代を送った。父はオルガン奏者であり

」パウル自身その素質を受けて早くから音楽に親しみ、そして愛した。彼は14才の頃からそ

の旺盛な知識欲により、あらゆる文学、哲学、科学等の書物を次々と読みあさった。しかし

】6才の時、父を失い窮乏のどん底へ陥ることとなる。母は属屡となり弟の一入は浮浪者とな

り、もう…人の弟は生活苦から入水自殺している。」．パウルは家薩教師をしながら18才の時

ライプツィヒ大学に入学し、やがて著述によって身を立てようと決心する。当時の啓蒙思想

に影響されて僧侶やスコラ神学者を嘲罵した論文や、貴族、小市民の俗物根性を風刺したエ

ッセイを書いていくが、全く世間に受け入れられず生活苦から帰郷することとなる。家庭教

師や私塾によって生計を立てながら尚も小説や散文を書き続けるが、1795年、32才の時に生

み出した長編小説「ヘスペルス・犬の通信日45日」が大成功を納め流行作家として世に出る。

翌年、彼はヴァイマルへ行きゲーテやシラーと知り謡うが、形式美を尊重する彼らの古典主

義は彼にとって人聞に於ける神性ともいうべき感情を麻癒させるものとしか患われなかった。

この書典主義とロマン主義の過渡期に立つ作家達が常に孤立していたように、」．パウルもま

たその一入であった。彼の無限の想像力と溢れる感情は、まとまった形式の枠には収まりき

れず、微細な自然描写や心理描写、才気溢れるユーモアと皮肉、現実と窒想、形象と比喩、

途方もなく飛躍する連想、誇張的文体等をもって、ありとあらゆる要素を詰め込んだ合切袋

のような文学を生み出していく。1797年にかかれた「ジ・一ベンケース」、1803年の「巨人」、

1804年の「美学入門3等の優れた作品が次々と発表された。

　その後、彼が唄～42才の時（1804～05年）、IF｝egellahre1（生意気盛り）が創作される。こ
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の作品は未完の長編小説でありフィヒテの絶対主観主義への反論として著されたものである。

夢想的なヴァルトと現実的なヴルトという双生児が愛し合い、助け合いながら生きていく物

語で、やがて彼らはともに愛らしい一人の女性ヴィーナを愛することになる。このヴ）・ルト

とヴルトの工人の姿に」．パウル自身の性格の工元性が象徴されており、アイヒェンドルフ等

に影響を与えている。またシュ…マンが後に音楽評論家としての執筆活動を行うに当たって

登場させた二人の人物、オイゼビウスとフロレスタンとの関連も葬常に興味深いものである．

3．シューマン自身の表明

　書籍商であり作家でもあった父をもつシュ…マンは幼い時から非常に広範協に渡って文学

作鹸に接していた。中でもよパウルは彼に最も影響を与えた作家の…人であった。シューマ

ンはこの作家を愛し、賎が神と呼んだ。彼の日記や書簡には数多くの」，パウルの詩や小説か

らの引樹が認められる。粥28年3月i7日付の友人のフレクシッヒ宛の手紙の中では次のよ

うに述べている。　『私の心の中で」．パウルは最上位を占めている。シラーもそれには及ばな

い．（ゲーテは末だ理解できない。）』　また次のようなものもある。『我々の偉大な作家」．パウ

ルを御存知ないでしょう？　私は私の理論の先生よりも、彼からより多く対位法について学

びました．』

　そして＜Papinons＞が、まさにこの」，パウルの！珊ege1漁hreiの最後から2つ目の章であ

る“Larventanz”（仮面舞踏会）にインスピレーションを得て作曲されたものであることを

シューーマン自身が1832年4月17日付の家族宛の手紙に明確に記している。　『…　　それか

ら皆に頼んでおくれ。できるだけ早く」．パウルの魁ege13ahrqの結末の場面を読むようにと。

〈Papmon＄〉はこの仮面舞踏会を音で写そうと試みたものです。そしてこの＜Papillons＞

の中にヴィーナの天使のような恋やヴァルトの詩人らしい心やヴルトの俊敏な精神が正しく

反映しているかどうかたずねておくれ，…　　』　その2B後、4月19袖付のベルリンの批

評家、レルシュタープ宛の手紙の中でもその結びつきについて明らかにしょうとしている。

『イーーリスの編集者としてより詩人の一人であり、そして」．パウルの精神的な阿意者としての

あなたにくPapillo囎〉を添えて、その成立についてご説明することをお許しください。と申

しますのは、その各曲を互いに結びつけている糸は殆ど見ることがで潅ないからです。とこ

ろであなたはIFlegellahreiの終わりの弓懸を思い起こされるでしょう。…仮面舞踏会…

ヴァルト…ヴルト…仮面…　ヴィーナ…ヴルトの踊り…仮面の交換…　告白…怒

り…　仮面を脱ぐ…急いで去る…終わりの情景と去っていく蒐，更にまた私はたびたび

最後のページを繰りました。というのも私にとって終わりは新しい始まりとしか思えません

でしたから。私はほとんど無意識にピアノに向かい、そして〈Papinons＞が1曲1曲生まれ

たのです．』

　また更に重要なことにシューマンは私蔵していた1珊egel諏hr創の第63章

“Larventanz”の中の玲篤所に＜Papinons＞の第1番から第10番までの曲と関連するも

のとして、曲の番号を記入している。どのような内容の箇所にチェックを入れたのかは次の
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章で各1・鑑の分析と共に詳しく述べることとする。
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煙．各曲の分析および考察

Olntroduzlone　序奏

　二長調主和音の分散和音上行形に基づくもので第5音の上下に隣接する変過音により彩ら

れる。主和音第2転回形による大胆な中絶はフェルマ…タ付きの休符とともに強い緊迫感を

伴う期待を生み1：童1している。

○第唾番

　この曲から前述のレルシュタープ宛の手紙に於ける標題（以下《　》で示す。）と

lFlegeljahrel中のチェック簡所（筆者訳。以下【】王氏瞳で示す。）を山頭に示し分析

及び考察を試みる。

《仮面舞踏会》

そして弛ヴァルト）は／陪騰を出力がら’rに≡’び一重a醤をもたらしてくれるように呪った

窟ハがまるで窺めての職いに出陣する、栄黒をぐ・望している蕉iのように慰えた　】

　標題はこの繭が舞踏を意味するワルツであることを暗示している。また【そして衡まハ部

量　～】は小説の中でヴァルトが仮面舞踏会に患掛けようとしている部分であり、　【距

近2血』】　〔旦乏距1と共に〈舞踏会の始まり、期待と不安〉が読みとれる。このクレッ

シェンドを伴った上行するオクターヴによる旋律は、鮮やかであると同時に流れに満ちたも

のであり、またそれは起伏に富んでいる。第2～4小節、第9～12小節の旋律及び稀声は平行

短調への転調や弱進行等で雰常に陰影に満ちたものであり、そこからは平門に〈不安〉を下

路すことができるであろう。
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は人々が濡嶽き、音が鳴り響き、然えるような、蹴二の繭のL二1で沸

き立つ野々と翫で…』一・の、隣の部屋にたどりついた空は北勢ノに満ち、お互いにジグザ

グに漉きまわる人々で潤れている！）

　第1～4小節において、とてつもなく幅の広い音域をがのオクターヴで急速に上昇、ある

いは下降するものである。そして第2小節後半から第3小節での左右のオクターヴの荒々し

い跳躍は3重のユニゾンのような厚い響きを作り出し雰常に独特の効果をもたらす。（譜②

参照）　〈大音響、活発な動き〉等が小説から読みとれるが、この音楽はまさにその通りでは

なかろうか。第5～9小節では玉6分休符を伴った、非常にリズミックで動きに満ちた曲想で
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ある。（譜③参照）ここで非常に興味をそそられることに［ジグザ列という表現が音楽上

でも用いられている。わずか12小節のこの曲において、このことは全くの偶然であるとは断

言できないように思われる。
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○第3番
《ヴルト》

なによりも紬（ヴールト をひきつを驚i萸させこのは、入がすっぽりと’つた、辺りを．き

まわる一な詰であった。】

　小説中でヴルトは現実的で行動力のある人物であり、双生児であるヴァルトとは対照駒な

性格である。標題の上では第2番はヴァルト、この第3番はヴルトとなっているが、調性の

上からも曲想の上からも、この2曲は非常に対照的な性格を持っている。アクセントを付さ

れ、伴奏を排除したむきだしのオクターヴで強奏される音楽は、ぶっきらぼうな対旋律と共

に強引で現実的、直接的表情を持っており第2番と明らかに対比している。シューーマンはこ

の2曲の曲想の対比を小説中のヴァルトとヴルトの性格の対比に重ね合わせて説明したのに

違いない。チェック箇所からはく巨大性に対する驚嘆〉が窺えるが、ここでもシューマンは

実に興味深いことをしている。第9小節露からの大胆に一1二昇する付点2分音符のオクタ…ヴ

は、序奏の蟹頭音形の拡大形で成り立っている。拡大二巨大をシューマンが意識したのでは

なかろうか。友人宛の手紙の中で『7リ…グ（約21マイル、33．6k面の長さのプーッ£とさ

え醤っているのである。　（譜④参照）

○第4番

《仮面》

反面をマけた羊呪いの．隔が鷺れ、次いで判＾山渦を唱、ほのかに遭る’泌豊の←束を蕊つた展

蓉なi笏猷が　れた。】

　二人の女性が現れる場面である。この仮面舞踏会の章において女性が2入も登場する場面

はシューマンがチェックしたこの部分のみであることから、第2．3番が共に曲想の上からも

標題の上からも男性酌な表情を有するものであることへの対比と考えられるであろう。嬰へ



中島：R．Schumann＜Papi110ns　op．2＞に於ける∫．　Paul「Flegellahre」の影響 81

短調であるがイ長調での導入、ピカルディ…終止、また種々の借用和音等によって全曲は非

常に長調の色合いの濃いものとなっている。前の2つの融に対し優しさ、優雅さ、繊細なニ

ュアンスに寓んだこの曲はまさに女性的である。

④

○第5番
《ヴィ…ナ》

今傭ヴ▽ルトは静かな乙ヴー　の”でほんの蔓い昔二人きりになっていた
こ幽 Rの人議はこの一瞬、∠にとって反…のよ一力ものだ　胴の薦が欝麟からのぞくように、

ヴ　ーナの瓢灘魑か沁三ぱバラのような≧4ば百合のよう力踊がのぞく様は、∠’にとって配・た

カ【プを感じさせた。まるで遠く摺たっこ猛　から一た腕国人のように∠らは互いを暗い

の鑑から慰つめ合い、まこじ惟の購の2つの星のように犠く離れて【三つめ合いカがらも、

孤当ははっきりと’を回、したいと一っていた　】

　ヴィ…ナはヴァルトとヴルトが嗣時に愛してしまう大変魅力的な女性であり、シュ…マン

の書葉を借りれば天使のような愛を持ち含わせている。ヴィーナが如何に素晴らしい女性で

あるかはこの部分が見事に描写している。そして、こここそが仮面舞踏会でとてつもなく沢

由の仮面を付けた人々の中からヴァルトがようやくヴィーナに巡り会い、お互いの愛情を注

ぎ合っている場面なのであり、　〈愛すべき魅力溢れる女性、愛の語らい、幸福感〉が察せら

れる。シューマンにおいて幸福の調性であると言われる変ロ長調のこの繭は、順次進行を主

とする優しい歌の旋律や和声によって幸福感に満ち溢れたものである。そしてBasso

cantando　と表示された低音部とともに2重奏となっている部分が多く冤られる点に注目し

たい、，第3～4、6～7小節は明らかに2声で書かれており、2人の愛の語らいにも似た掛け合

いも認められる。またボー一一ランド人である《ヴィーナ》を標題に持ったこの曲がポロネーズ

のリズムで支えられていることも小説との結びつきを強く感じさせるものである。（譜⑤及

び⑥参照）
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する描写は他の部分にも存在するが、このチェック箇所は踊りの上手なヴルトがヴァルトの

下手な踊りの滑稽さを語っている場諏である。この曲の第翌～4小節ではスフォルツァンド付

の第3拍摸から始まり、第2拍Bにバスがおかれている。舞踏の基本的リズムを完全に崩壊

させているスケルツォ風の曲想を、シュ…マンは〈下手な踊り〉に例えて表現しているので

はないであろうか。（譜⑦参照）しかし第7小節～や第20小節～等は典型的な舞踏のリズム

が用いられており、《ヴルトの踊り》と題されたことが理解できる。　（譜⑧参照）
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○第7番
《仮薗の交換》

彼　ヴルト　は“面を㌔げ・てた，その雪叩と・凱は砂瀧のよ｝な臓さと乾きを帯びていた、

「もし漿のことを藤しているのカら　　いこ士で話しロめ、協を』り”詞 のドレスを

るめこ。　「もし君に”・からの禰いがllう憲びがわかるなら、・・どんなに一論切な贈いかは24

、苛，てば・三，にもわかるのだが・・そしてもし嚢の奮びが小さいか㎜きいかを憾㌶ことと

思ってくれるカらば、つまり董の黒も’漢オ灘いを往き『れてやろうと思ツなら・・その一

壮を蒐いでくれそれがお一いの坐瓜だそしてこれを着て踊望、　ヴルトの　’一躍ム

での然　になってくれ、麟は瀧者、　ヴ榊ルトの然　の　〕・を　るから、これがお鳶いの

雌」」
　ヴィ…ナが自分達のうちのどちらを愛しているのかを確かめる為、ヴルトはヴァルトに仮

面の交換を望む場面である，，第1～8小節はへ短調であり悲哀に満ちた旋律が、主音の二王音

上の動きの極めて少ない、予期できない不安定な和声によって支えられている。続く第9小

節目からは一変して変イ長調に転調し、明るく動きのある旋律と流れるような伴奏、和声進

行の全くありきたりの自然さ等をもって前の部分とは強く対比している。シューマンはこの2

つの部分の全く異なる曲想の違いを《仮面の交換》という二葉を用いて示唆したのであろう。

○第8番
《告　白》

まるで斎舵が凌る蹄コで　高い鐵の・・に凹めてr1れるように、まるで蝶の～’や’y藍の一｛螺

をカでるよ植に！　ヴ　ルト　はヴ　…　の聾　にそっと・れた。それから小し凍ざかって

弛’． ﾌ生き生き　した滋嵜をモつめた。まさにその1の踊りの取，蜜の・り’と光忽の恐に

然える‘’の→輪’というものがあるとしたら、〃一fヴ　ルトはその欄1を一幽に’れていた。】

　《告白》に関する場面はヴァルトに扮したヴルトがヴィーナに愛を告白し、また彼女はヴ

ァルトを愛しているという意の告白をする部分でこの小説に於ける大きな山場である。反復

記号を伴った冒頭の8小節は嬰ハ短調であり、だの分厚い和音で奏される今までになく三三

に劇的な音楽であり、まさに一大事という感がする。一方、小説のチェック簡所からは恋を

手に入れつつあるヴァルトとヴィーナの〈三編感、満足感〉を読みとるこ：とができるが、第

10小節臼からの音楽は二二長調に転調され、明るく喜びに満ち、幸福感溢れるワルツである。

○第9番
《怒　り》

　ドおおヴルト　ヴ，ルトはi羅いて筑え、爆までヴルトの話を息もつか　熱、ていたところに

ほっと息を吐いた。　「そんなことはク二子んで【と答えるまでさ。 「じ　、旧くしてく

れヴルトはお礼も盤わに筑えた。｝

　この部分は「仮面を交換してくれ」と厳かなi二達調で切実に願うヴルトの言葉（第7曲のチ

ェック箇所）を聞いた直後、ヴァルトが返事をしているところである。　ξ息もつかエ～】と

いう表現は変ロ短調　Prestissi皿oで奏される冨頭8小節聞の楽節の持つ〈緊張感〉を暗示

するもので、　【一】は一変する第9小節葛からの曲想を、　【馳
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てくれ。】は第25小節目からのそれを感じさせる。つまり、それぞれに変二長調への転調、

律動的な動きの増加が認められるからである。《怒り》と題されている点だが、小説中の他

の部分には【～しかし彼は怒りにかられて礼を書うこともせず～｝とあり、これはヴルトの

ヴィーナが自分を愛していなかったことに対する怒り、ヴァルトに対する嫉妬からの怒りと

解釈される。シューマンがこの曲に対して何故この標題を胴いたかは少々疑問が残る。敢え

て言うならこの曲の冒頭の楽節にそれを感じられなくもないが、　〈ヴィ・…ナに失恋した直後

のヴルトの激しい動揺〉とでも解釈したほうがより適切であろうと思われる。

○第玉0番

《仮面を脱ぐ》

去醤に…るとヴァルトは、笈面を文ゆr’えて爺よりも一些が二三になったことを皆に赫つか

れたような一がした。 、燕�ﾌ　が黒影からブロンドに勢わっこのに痘ついた　’一もい

たが、かつらをかぶったのだろうと思っていた。ヴールトはヴルトより小几で『生白くな県ど

りオので、より昏胡、にふさわしく翻えた。しかし　ぐにヴ｝ルトは一△のこともホール

のことも　べて忘れた　ノ者になつこヴルトがヴ　…ナを喩慮なしに　ギリス　・1に’車れ田

し、蟄術白・に、猛鳥　が　きカタ・・チで…くように星り‘めたからである。ヴルトをヴ

ルトと鷺じて湛っていないヴ　一　はとても驚いた。ヴルトはヴΨルトの壽つた一’・に『‘し

て　…の盈ろでヴ　ルトの士や雲．．濫を置鍛ていた　これなら！アは嘘をついたことにならな

いと嬰えたからだ。ダンスも瞭わる晒、ヴルトは　ばやく瓢を・ばしたり湘鷲したり、蟹ぶ

ようにあちこち潜いたりしながら小しずつポーラン“語をもらしめた。淫かな蜀か槻上

にとばされた雌のようオ、ほんのか　かな蛍櫨の吐息はヴ　…ナの耳には工鐵百の一‘‘に鳴くひ

ばりの。士のよ，にき、W　ので縦の♂が燃えヒがつた。】

　《仮面を脱ぐ》は次の第11番の標題《急いで去る》と関係づけて考えるとヴルトにとって

〈仮面舞踏会も終わりに近づいた〉ことを予告しているものと考えられるが、小説申にはその

ような表現はない。しかしこの曲においてシューマンはそれまでの曲を回想しているかのよ

うにその旋律：、動機の断片を数多く用いている。第17～24小節は第6番にすでに現れている。

《ヴルトの踊り》と題された第6番の楽想が、同じくヴァルトになりすましたヴルトが踊って

いる場面がチェックされているこの曲において回想されているのである．（譜⑨参照）チェック

箇所では〔ダンスも　わる晒】ヴィーナへの《告白》がなされているが、この曲においても

終わりに近い部分に唐突に現れる第65小節目～は第8番《告白》留頭の律動的な圏想であ

り、強く思い起こさせる。長いフレーズの舞i踏の音楽が突然中断され、フェルマ…タ付きの

全休符は大変印象的である。ここに音楽上の回想が小説に於ける内容、あるいは内的な回想

と深く結びついている点は実に興味深い、（譜⑩参照）第9～16小節は第9番、第41小節目～

は序奏の圓想と考えられる。音楽的な回想をもってこの醜はこの二二においてのコ…ダの始

まり、あるいは準備と考えられないであろうか。また第25小節目～のソプラノの旋律は序奏

の音形の拡大形である。ここでもシューマンは陛　爾家が大き津夕・チで～蟹を意識した

のではないであろうか。しかも16小節にまたがる流れるような大きなフレーズを用いている。

（譜⑪参照）
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○第11番
《急いで丑る》

小説のチェック箇所は第10番まででこの曲と終曲には存在しない。

　この曲の表情記号はvivOであり、非常ににぎやかで活気に溢れた曲奏を持っている。この

曲が形式上のフィナ…レ的存在であることに疑いの余地はない。なぜならこの曲は複雑な表

現のための工夫とは考えられず、単なる締めくくりのための華やかな騒ぎを作り出すための

ものにすぎないからである。シューマンが小説にチェックした箇所から外れていることから

もそう理解できる。また第12番（終曲〉の重要な主題であるGrossvaterhedの片鱗が既に

第6小節穏～、第18小節図～、第26小節旨～、第54小節罠～、第62小節疑～と頻繁に現

れていることもその裏付けとなるであろう。
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○第12番　（町方）

《終わりの情景と去っていく弟》

　終曲について述べるに当たって、まずその主題が重要な意味を持つ。それはかなり

広く知られているドイツ民謡の一一つである。この旋律はドイツの古いダンスの一種

“Grossvatertanz”儀t父の踊り）の一一つであり中野及び南部ドイツで主として農民の闘に行

われたものであり、4分の3拍子を用いた、…般に緩やかに演奏されるものでドイツの舞曲の

祖の…つとなるものである。この旋律はシュ…マンの他の作病、謝肉祭op，9、ウィー．一ンの謝

肉祭の道化Op．26にも登場するが、いずれもその標題が仮面舞踏会に深く閲平している点は

注目に値する。また」．チッセルの報告によれば、　「この曲は舞踏会の議後に演奏されるのが

昔からの轡慣となっていた」ということである。シューマンが仮面舞踏会の《終わりの情景》

であるこの醜にこの旋律をそっくりそのまま牽いたことは十分に理解できる。　（譜⑫参照）
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　シューーマンはこのGrossvaterhedの呈示後、その《終わりの情景》を非常に独自の方法で

表現している。繭はピュウ・レソトとなり第1曲の旋律がそのまま姿を現し、Grossvaterhed

との見事な結合が行われる．そして壮大なオルゲルプンクトをもって、尚…層、仮面舞踏会

の終わりを告げようとしている。初版の楽譜にはこの曲の第62小節険あたりに“謝肉祭の最

後の夜の騒ぎはやみ、時計台は6時置告げる。”とシュ…マンによって記されているが、第1

曲の旋律を一音ずつ減少させていくこ：とによって効果的に表現している、、この部分について

シュ…マンは次のようにも述べている。　『オイゼビウスは考える。終わりのペダルの効果は

司祭が礼拝を終え十宇を切ったところで、それから皆が去っていく。太鼓を持ち騒々しく先

へ先へと遠いところへ一・』　また62小節鷺からの定期的なアクセント付きの6つのa音

は明らかに“教会の6時の鐘”を表している．（譜⑬参照）　標題の《去っていく弟》はヴルト

を指している。シューマンはこの曲の自筆譜の胃頭にこの小説の最後の文章を書き込んでい

るが、それは次のようなものである、　ζヴァルトは．h機嫌でまだ通りからこちらに響いてく

る音を聴いていた。というのも彼はその音と共にヴルトが消え去っていってしまうことに気

が付いていなかったのである。置　ヴィ…ナに失恋したヴルトが、彼女とヴァルトの住む街

から姿を消してしまうというこの小説の悲麟的な結末であるわけだが、その消え去っていく

様子を仮面舞踏会の終わりに重ね合わせてシューマンは表現している。曲の最後の4小節に

おいても全く独自の方法でそれを表すことに成功している、、すなわち6つの和音上の音を…

音ずつ減少させているのである。（譜⑭参照）
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5．おわりに

　これまでの考察において、時には小説のテキストに合わせて〈Pap溜ons＞の作曲が進めら

れたのではないかと疑わざるを得ないような曲も存在した。しかし、この曲と小説の照係が

どのように深いものであるにせよ、＜Papillons＞を描写音楽として捉えるべきではない。そ

れは次の4点によるものである。

（め　シューマン自身の表明が存在している。

　シューマンは優れたピアニストであったヘンリエッテ・フォーークト宛の手紙の中で、後か

ら曲に合わせてこのテキストを付したということを強調している。『私は音楽に合わせてテ

キストを付けたのであって、その逆ではないことを一言申し上げます。そうでなければ、ば

かばかしいことです。ただ、演奏中の偶然から第i曲の応答となった終曲のみJ，パウルに呼

び起こされました。』

②　結局、標題は付されなかった。

　このことはタイトルにするほどの関連はないことを裏付けるものであり、また、小説の読
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者にしか理解できない標題は普逓性を欠くものである。

（3）小説の進行と音楽の進行は必ずしも一致していない。

　シューマンが小説中にチェックした箇所は曲の番暑頗に並ぶものではない。たとえば小説

において第5番のためのチェック箇所の次には第8番のものが来ている。

（4）レルシュタ…プ宛の手紙に於ける標題と小説中のチェック箇所の内容は必ずしも一致し

ていない。

　たとえば第9番では《怒り》と題されているものの、チェック箇所はそれとは全く関係の

ない内容である。

　以上のことからこの曲がこの小説を描写した音楽ではないと断定できるであろう。

　今までの考察により、若いシューマンが〈Papi恥ns＞の各曲の持つ性格付けを彼が熱狂的

に愛していたJ．パウルのこの小説の登場人物の性格の違いや描写に見出し、補足説明してい

るのを非常に興味深く見てきた。そしてその選択は誠に妥当で巧みであり、小説と音楽の非

常に深い結びつきを強く認識させるものであったと言えよう。
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