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は じ め に

およそ文学を文学ならざるものによって裁 くことは,今 日でもなお時として演じられる一

つの愚劣事である。それは作品そのものの核心を犯す ことはなく,か えって殉教の栄誉を徒

に賦与するだけである。けれども殉教者達にとっては,た とえその茶番劇の結末がどうであ

れ,負 わされた傷は深い。

1857年 とい う年が,フ ランス文学史上数少ない特権的な年号 として記億 されなければなら

ぬのは,何 よりも共に1821年 生まれの小説家と詩人の,共 に文壇的処女作が上梓されたが故

である。即ちギュスターヴ ・フローベールの 『ボヴァリー夫人』とシャルル ・ボー ドレール

のr悪 の華』である。散文 と詩の雨分野で,フ ラソスのみならず ヨーロッパ近代文学の転回

点を画 し,そ の淵源 とも見徹されるこれ ら二作品の重要性について事改めて語 る必要はある

まい。 しか し同時に,こ の年が殊更特権性を帯びるのは,雑 誌掲載ないしは刊行の直後に,

「公衆および宗教道徳ないし良俗に対する違反」の容疑で権力に告発されたが故でもある。

両作品が論 じられ る時,こ の有名な筆禍事件についても云々されるのが常ではあるが,い

ささか付随的でもあることは確かだ。勿論,愚 劣な狂言を事細かに解説すること自体愚劣な

ことに違いない。従 って本小論でも文学裁判そのものの論議に検討を加えることは,そ の目

的ではない。しかしこれ ら裁判の性格,並 びにそれに対する二人の文学者の考え,そ の対応

そ してその受けた傷を解明してみることは,必 ず しも無益なことではない。同時代を生きた

小説家 と詩人を期せずして同時に見舞 った一つの危機は,自 らこれ ら特異な個性の根源的生

き様を,ひ いてはその文学的営為の一断面をも明らかにせずにはおかぬからである。

I1857年 をめ ぐる状況

ボー ドレールはその 「フローベール著 『ボヴァリー夫人』」の中で,こ の新進小説家に事寄

せて,彼 等が直面せねばならなか った時代の認識を表白している。彼によれば,そ れは 「異

様かつ異例な曙光のごとく,ま た夢幻の光で氷原を浸す極光のごとく,我 国を栄光の雲をも

って覆 うであろ うかの巨大な流星,バ ルザックの消滅以来,こ と小説に関するあらゆる好奇

心は弱まり,眠 りに陥ってしまっていた」奇妙な文学空白の時代であり,ま た 「とりわけて

虚構を目の敵にし,た だ所有のみしか愛 さない,完 全に衰微 した一 いや,衰 微 した よりも

なお悪い 愚鈍化した貧欲な社会」であった。詩人の直感にこのように捕 らえられた時代

と社会を共に生き,し かもそれを素材にして新しい美を創造 しなければならないという宿命
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的矛盾を負った両者に共通し，あらゆる意味で決定的影響を与えずにはおかなかった事件と

いえば，先ず48年の二月革命であり，57年のこの文学裁判である。

　皮肉にも第二帝政を最終的には招来したこの革命は，史上末曾有の文学者の社会参加を惹

起した点でも，またその挫折が深刻な内的体験を印し付けつつも，ほとんどなしくずし的な

転向を生み，あるいは余儀なくさせていった点でも，それを前後に挟む七月革命ともパリ・

コミューンとも異なる独自の性格を有している。たとえ後年，「1848年における私の陶酔。

この陶酔はいかなる性質のものであったか。復讐への愛好。破壊することの自然的な悦び。」

（『赤裸の心』）と苦々しくも自己検証するにもせよ，「オービック将軍を銃殺しろ！」と叫び

つつバリケードに銃を取り，シャンフルーリと共に革命的新聞「公共福祉」を創刊，六月事

件にも51年12月2日のクーデタの市街戦にも加わったボードレールにしても，他方はるかに

傍観者的だったフローベールさえもが，騒擾の最中暴徒と化した民衆と共にテユイルリー宮

殿に侵入し，更には友人マクシム・デュ・カンに宛て「僕等は大使館書記官に任命してもら

い，ローマかコンスタンチノープルかアテネに派遣してもらうべきだと思う」と書かしめた

新しい理想社会の夢は，いわゆる「六月暴動」の弾圧，　「赤」への恐怖が生み出した同年末

の大公・大統領ルイ・ナポレオン，3年後のクーデタ，そしてそれから1年後の帝政の復活

によってわずか4年の激動の果てに，その痕跡すら留め得なくなってしまう。この革命を背

景とした『感情教育』の著者が，、『ブヴァールとペキュシェ』の一節で「民衆なんか猿轡を

はめて，皆殺しにしてもらいたいものだ！民衆とは正義を憎み，卑怯で，無能で，、盲目の奴

等のことだ」と坤き，「革命的」詩人が「民衆，良識心情，霊感，明証，これらだけは信

じまい」とも，また「1848年が面白い年であったのは，各人がこの年に空中楼閣の夢を織り

なし，理想国家を夢想していたからにほかならない」とも『赤裸の心』に記し留める時，彼

等が夢見たものが，所詮選ばれた少数者によるいわば精神的アリストクラシーであって，早

晩政治の現実によって強烈なしっぺい返しを食う運命にあったにもせよ，余りにも無残とい

うほかはない。

　ボードレールをしてさえ「12月2日が私を肉体的に非政治化しました」（アンセル宛，18

52年3月5日）と言わしめたこの深刻な革命体験は，48年に至る文学と政治との曲りなりの

蜜月を終息させることになる。第二帝政成立の過程はいわばこの両者の乖離の過程といって

もよい。この時期，多数の革命家や共和主義者があるいは亡命し，あるいは国外追放に遭っ

た中で，文学者で亡命したのはヴィクトル・ユゴーただひとりであった。そしてこの政治的

亡命に対して，文学者は皆30年代に「芸術のための芸術」を標榜した芸術至上主義者に倣っ

て，大かれ少なかれ文学的とでも形容すべき亡命を遂げていくのである。71年パリ・コミュ

ーンが勃発した時，コミューンの側に立った文学者がジュール・ヴァレス，ヴェルレーヌ，

ランボーを数えるに過ぎず，48年を闘った者は，その年令もあるにもせよ，皆無であったと

いう事実ほど，彼等の革命体験の到達点を鮮やかに示しているものはない。

　しかしこのように体制内に次第に組み込まれていったことには，やはり個々人のレヴェル

を超えた権力側の巧妙な政治・文化政策によるところが大きい。「政治。結局，歴史および

フランス国民に対するナポレオン三世の偉大な光栄は，電信と印三局を手中におさめた者は

誰でも，大国家を治め得ることを立証したことにあるだろう。」（『赤裸の心』）というボード

レールの言葉は単なる譜i諺に止まるものではない。いわゆるポナパルティズムを原理として，
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「馬上のサン・シモン」の下ブルジョア社会の成立を推進した第二帝政は，ナポレオン的観

念における「自由」の実現をめざしぼしたが，それは何よりも「秩序」と「権威」を前提と

するものであった。しかもそもそもの発足が大統領による権力奪取という奇妙な形ではあっ

ても，クーデタという力によって成立した体制は，やはり力によって維持されなければなら

ないのは自然の成行といってよい。体綱護持のための強力な警察力の育成と期を一にして，

その秩序を破壊する虞のあるあらゆる思想や行動が厳しい取締りの対象とされたのは当然で

ある。ブルジョア道徳を表看板とした，銃剣と裁判所付きの専制の成立である。

　言論に関していえば，その検閲欄度は新聞，出版物は無論私的な信書にまで及んでおり，

特に二つの文学裁判に直接関わる1852年2月17日の「改正出版法」施行の後は，保証金や警

告制度によって，多数の反政府的新聞・雑誌が廃刊に追い込まれている。即ち共和派の新聞

は115紙から15紙，正統王朝派のそれは69紙から39紙，そしてオルレアン派のそれにしても

20紙から15紙にと各々大幅な減少を余儀なくされているのである。同時代の貴重な文学的証

言の一つr文学的回想』第17章「2月17日の法令」の中でマクシム・デュ・カンは，当時の

状況を次のように書き記している。

　「議会の演壇は奪い取られた。《あんなものはいらん！》と，大統領がステッキに触りな

　がら言ったのだ。雄弁をもって鳴る多くの人々が追放された。多くの新聞が発禁になった。

　合言葉は《静かに》だった。フランスはまるで病室のようで，人々は小声で話していた。

　しかしながら，存続を許す新聞の存立条件自体を規制しなけれぽならず，かくて1852年2

　月の法令が発布されたのである。共和制の国民公会の下では，ジャーナリスト達がギロチ

　ンにかけられた。十年任期の大統領制と帝政の下では，ギロチンに処されたのはジャーナ

　リズムだけである。確かに進歩だった。定期刊行物は，まるで娘のように行政の意のまま

　になった。第一回目の警告，第二磁目の警告，第三回目の警告，発行停止，廃刊……」

　こうした第二帝政のなかでも，問題の1857年目殊の外微妙な年であった。40年代の「飢え

の時代」とは裏腹に，七月王制以後本格的な展開をみた産業革命はようやく完了期を迎える。

帝国はこの50年代の経済的繁栄と対外政策の成功によって，幾多の影を宿しながらもその黄

金時代を謳歌する。56年2月から3月に開かれたクリミア戦争終結のためのパリ講和会議は，

ナポレオン三世の得意の絶頂であった。皇后ウジェニーの華やかな宮廷には「ヴォラン」と

「クリノリーヌ」が乱舞し，ヨーロッパ社交界の中心パリは，「古いパリは最早ない（都市

の形は人の心よりも尚早く，ああ，変ってしまうものだ。）」とパリの詩人ボードレールを慨

嘆せしめたオスマンによる都市改造計画の進行の下，55年の万博を記念するガス灯煙く舗道

上，遊民，高等娼婦が闊歩する万華鏡の世界，文字通り「光の時代」を演出した。

　しかしこの栄華も56年末から駿をみせ，翌57年秋には最初の世界恐慌の煽で次第に不況の

色が濃くなっていく。立法院選挙における官選候補制と知事の選挙干渉とに遭いながら，同

年の総選挙では共和派五人組が当選し，60万の反対票が投ぜられる。帝政への明らさまな不

満を前にして，権力側は何らかの政策転換を迫まられる。即ち帝政はこの時期を境に転回点

を画していき，いわゆる「専制的帝政」（52～60年）からいわばその解体過程である「自由

帝政」（60～70年）へと傾斜を深めていくのである。けれども58年1月のイタリア・カルボ

ナリ党員オルシー二の皇帝暗殺未遂事件は，逆に「治安維持法」の制定を招き，反対派に

対する弾圧はその極た達する。一介の売文業者に過ぎぬボードレールの母宛の悲痛な手紙
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（1852年1月20日）はこれを受けて書かれたものだ。

　「今しがた「報知」紙の，内務大臣の報告の次に，雑誌と新聞を一つずつ（「パリ評論」

　と「目撃者」紙）を発行差し止めにする皇帝勅令を読んだところです。　〔…〕1今度は，昨

　日までの一時期より更に一段と自由に欠けた新しい時期が始まるのではないかと，私はひ

　どく心配しています。皇帝のテユイルリーでの演説はたいそう威嚇的でした。高官達（モ

　ルニー，トロロン，バローシュ）の演説も狂暴だった。新聞が廃刊処分に遭い，劇場や出

　版社に検閲が課されるなら，我々はどうやって生きるのでしょう。」

　これら一連の諸事件が，逆に自由帝政への道を拓いていく事情については詳述しないが，

そこに歴史の大いなる皮肉を読み取ることだけは出来よう。

　いずれにせよ，「民主的」な独裁は深く二心の内面に介入し，そのイデオロギーをも支配

し得ない限り，完全には維持され得ない。57年の二つの文学裁判は，基本的にこの一環とし

ての国家イデナロギー装置の発動である。しかしそれは同時に，第二帝政がようやく落目を

予感させる自由化の直前に現出した一つの反動，「明」の陰に潜む「暗」の噴出という歴史

的文脈に位置付けて検討されなければならないだろう。

it　二つの文学戴判

　共に30才の半ばを超えていたとはいえ，フローベールにしても，ボードレールにしても，

rボヴァリー夫人』なり『悪の華』なりが発表あるいは刊行され，いずれもが裁判沙汰を惹

き起すまでは，ほとんど無名に近い新人であった。終始クロワッセを離れず，デュ・カンや

ルイ・ブイエといった限られた友人達を通してわずかに中央を窺い知るのみであったフロー

ベールは当然としても．ジャーナリズムの世界を泳ぎ回る文学的ボヘミアンの一人であった

ボードレールが，「未来の大芸術家達の世代〔…〕と同席し，未発表の詩を朗読しては賞讃

に酔い」，「作品は未だ何一つ発表していないというのに，こうして仲間内では名声を博し，

一目も二目も置かれていた」（マクシム・デュ・カン，『前掲書』第18章）にしても，事情

はほぼ同然であった’。1855年6月1日号「両世界評論」に初めて『悪の華』という総山を冠

して一回目18の詩篇が掲載された時も，ごく限られた人達の注目を惹いたに過ぎない。「な

んとも運のいい話さ。こんなに宣伝してくれるなんて夢にも思っていなかった。皆んながわ

っと僕の本に飛びついて，僕が書きもしなかったことを一所懸命探すだろう。」、（『前書』同

章）という詩人の皮肉な述懐こそが事の真相を語っていよう。まさに「一冊の書物の評価を

司直の手にゆだねるのは，その成功を保証するということなのである」。（r前書』三章）と

もあれ以下において，二つの作品の発表ないしは刊行と告発に至る過程，そして裁判そのも

のの概略を辿ってみることにしたい。

i　『ボヴァリー夫人』の発表とその裁判

　1856年4月30日，足かけ6年忌費やしたrボヴァリー夫人』は一応の完成をみる。フP一

ベールは早速上京，「心の友」ブイエに会いその最終的な意見を求めたらしい。そしてクロ

ワッセに帰るや，改めて最：後の朱筆を入れ，5月31日パリ大学法学部以来の友人で当時彼の
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文壇的庇護者を自認していたデュ・カンが編集者の一人を務める「パリ評論」に清書原稿を

送る。1829年4月ヴェロン博士の創刊になる「パリ評論」は，45年6月号を最後に「芸術

家」誌と合併廃刊になっていたが，ゴーチエ，ウーセエ，コルムナンそしてデュ・カン等に

よって51年10月1日復刊された文芸雑誌であり，その目的の一つは，ゴーチエの復刊の辞に

もみられるように，同誌を新人の登竜門とすることにあった。ただしfボヴァリー夫人』掲

載時には，上記デュ・カンとローラン＝ピシャの共同経営になっており，更に付言すればこ

の裁判沙汰の後，57年2月には別件で一ヵ月間の発行停止処分，そして58年1月には重ねて

出版法違反に間われ，旧きにも引用したボードレールの母宛書簡にも窺われるように，遂に

同月15日を以って廃刊という運命を辿っている。

　デュ・カンの求めに応じたフP一ベールは，翌6月に掲載されるものと秘かに期するとこ

ろがあったらしいが，一向に将があかず約菓は延びに延びていく。

　「『ボヴァリー』はというと〔…〕，マクシムから《願わくは，きっと10月1日に》出るだ

　ろうと予告する便りを受けた。この願わくはが，わざと口をにごらせている様子に僕には

　思われてならないのだ。何れにしても，彼の手紙は儀礼的な行為であり，僕のが出るはず

　だった臼の9月1日その日に到着したのだ。僕は今週，もう5ヵ月も遅れているのだとい

　うことだけをつつましく想起させて彼に書いてやろうと思う……ただそのことをね。5力

　且いらい，僕はこの先生がたの店先で主人の出てくるのを待っている。友人ピシャが彼の

　頭のいい訂正の幾つかを，また僕に押しつけようとしているに違いない。」（ルイ・ブィエ

　宛，1856年9月9日）

　結局，《願わくは》が現実となって，10月1日号より順次揚載されることになる訳である

が，この遅延の理由は，この手紙でも明らかなように，編集者側からの原稿訂正要求にあっ

た。これはrボヴァリー夫人』が先ず遭遇した内輪の検閲ないしは告発であり，本裁判に先

立つ一種の文学裁判であったともいえよう。

　デュ・カン等は，何よりもこの小説の三門描写の大胆さに驚き，その修正を要求する。今

日からみれば，さして問題とするに足りぬものではあっても，既述の当時の状況を考える時，

編集者がいささか過剰な反応を示したのも，結果からみて無理からぬ点もあったのかもしれ

ない。フローベールは最初これを承諾，一応の訂正原稿を6月17日送付している。しかしそ

の心中は決して穏やかではなかった。

　「『ボヴァリー』の加筆訂正で力尽き果ててしまった。そうしたことをほとんど後悔して

　いると白状する。デュ・カン殿が，僕が充分にやりはしなかったと思っているのがわかる

　だろう。ぎつと皆んな彼と同じ考えかもしれない。他の人々は恐らく多すぎると思うだろ

　うか？　ああ，何ということだ。」（ルイ・ブイエ宛，〔1856年〕6月17日）

　彼の危惧した通り，7月14日デュ・カンは発表に際して自由に手を入れること，即ち加筆

ではなく不都合と思われる個所の削除を認めるよう申し入れてくる。彼は断固としてこれに

応じない。そうこうしている内に，新たな修正要求がもう一人の編集者Pt　一ラン＝ピシャか

らも持ち出され，一層彼の神経を逆撫する。この問題は，掲載後もなお鷺り続けることにな

るだろう。

　「ピシャ殿が，彼の改正を僕に押しつける目的で10月に僕が戻るのを待っているのではな

　いかと思う。だが彼の言質を取ってあるので，長い間こうした調子で続けているなら，そ
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　れを立派な礼の言葉と共に返してやるだろう。僕は9月2日か3日まで待つことにしよう。

　即ち次の週の中ごろには，印刷するのかどうかイエスかノーかを知るために弱冠デュ・カ

　γに手紙を書くだろう。『ボヴァリー』には疲労困屯した。厄介払いするのがすっかり遅

　れてしまった。」（ルイ・ブイエ宛，〔1856年〕8月25日〉

　「1　『ボヴァリー夫人』を3ヵ月の問1原稿の状態で持っていたのですから，その第一

　行を印劇する前には，件の作品がいかなる類のものであったかは知っていたはずである。

　取り上げるかやめにするかのどちらかでした。取り上げたからには，仕方のないこ、とで

　す。

　　2　ひとたび事件がおさまりこれでよしというこ．とになったからには，「評論」が自分

　に危険があると確言したので，私に従えば大層重要な条〔辻馬車の場面〕の削除に同意し

　たのです。私は喜んで実行に移しました。しかし今では，印刷しようという気持になった

　ことを苦い思いで悔んだのだということをあなたに〔…〕隠しません。〔…〕

　　3　私は随分沢山のことをしたと思い，「評論」は私がまだまだやるべきだと思ってい

　る。さてところで僕はなんにもしますまい。一つの訂正も，一つの削除も，句読点を一つ

　減らすこともし．ますまい。何一つ，何一つしますまい……だがもし「パリ評論」が私が捲

　きそえをくわせると思うなら，もし恐いなら，いとも簡単なことがあります。それはrボ

　ヴァリー夫人』をそこできっぱり打ち切りにしてしまうことです。僕は全く以って頓着し

　ません。」（ローラン；ピシャ宛，〔1856年12月1日と15日の間〕）

　とにもかくにも，『ボヴァリー夫人』は10月1日号より発表され始める。その反響がいか

なるものであったは，その証言が直接の当事老であり複雑な立場にいたデュ・カンのもので

ある点を勘案しても，およそ次のごとくであったらしい。

　「最初の何章かが発表されるや，予約購読者達の憤激が殺到した。スキャンダルだ，不道

　徳だという叫びが高まった。怪しげな鄭重さを装った手紙が何通も届いた。フランスを中

　饗し，外国人の目にフランスの品位を賊める気かと非難して来た。《何たることだ！こん

　な女がいるというのか！夫を欺き，借金を重ね，庭で逢引きし，ホテルに行くような女

　が！有り得べくもないことだ！何たることだ！フランスで，わが麗しのフランスで，それ

　も醇乎たる風俗を以って聞えた地方で！このようなものを印刷に付すとは，一体，君達は

　政府に禍を与えようというのか？もしそうであれば，憎しみに駆られて君達は盲目になつ

　たのであり，不正の罪はあげて諸言にある》というのだ。私には，さっぱりわからなかっ

　た。手紙をフローベールに見せると，彼は《この連中は皆気狂いさ！》と言った。」（マク

　シム・デュ・ヵン，r前掲書』第21章）

　事実この時点で既に告発の風評も流れていたらしい。「11月の初旬早々，職務柄，いわゆ

る《権力の中枢》の事情に精通していた友人の一入が，我々が近々軽罪裁判所に起訴される

かもしれないと知らせてくれた。私はびっくりして飛び上った。もたらされた情報の詳細は，

疑う余地がなかった。」（r前書』一章）とデュ・カンも記している。彼が「びっくりして飛

び上った」のも無理はなかった。「パリ評論」は政治とは関わりを持ってはいなかったが，

「12月2日の後に辞職した教授達と，第二共和制の元大臣達が協力していたので，それだけ

でもう，2月17日の法令がその幾つかの条項を我々に適用しようと気紛れを起せば，十分そ

の対象になり得た」上に，「既に何度も警告を受け」，「今度は有罪判決が言い渡され，廃刊
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処分になる可能性が大きかった」（『前書』同声）のである。デュ・カン等編集者側の心理が

ただ単に掲載中の小説の起訴云々に止まらず，むしろ雑誌そのものの存廃に比重があったこ

とが読み取れよう。こうした事態に対して「公衆道徳侮辱罪」と心中することはまっぴら御

免のデュ・カンは，t歩先を行って「起訴の存在理由をなくしてしまうこと」，即ち「これ

から掲載する作品の残りの部分について文章を丹念に読み，作者の同意を得た上で，危険と

はいえなくとも，危険なものになりかねない個所を削除しておく」（『前書』同声）ことを決

意する。ところが肝心のフローベールは頑としてその文学的良心を曲げず，むしろいつでも

殉教者となる覚悟を披歴するのみであった。

　「それが何だというのだ。僕の小説にブルジョアどもが腹を立てたとしても，それが何だ

　どいうのだ。我々が軽罪裁判所に送られたとしても，それが何だというのだ。「パリ評論」

　が発禁になったとしても，それが何だというのだ。君は『ボヴァリー』を採用しなければ

　よかったのだ。だが鷺は受け取った。ならば，君にはお気の毒だが，このままの形で発表

　して欲しい。」（『前書』同郷）

　デュ・カンは窮余の一策としてフP一ベールの母にも会い，息子の説得方を依頼しもする

が，それも空しく終る。遂に彼はフローベールと再び会い，「パリ評論」の最終決定を通告

する。

　「我々には削除を要求する権利があり，君には拒絶する権利がある。読者にすれば，空っ

　ぽのはしぼみの実ほどにも関心のないこの争いに，終止符を打つ方法は一つしかない。君

　は，君の好きなように断書きを書くのだ。そしてそこで，自分はもう切断された作品には

　膝甲は負えない，読者はそれが全体ではなくただ断片だということを知って欲しいと，宣

　喧してはどうだろう。読者は断書きなど読みはしないから，君の小説がカットされている

　とは気がつくまい。これで君の名誉は救われるし，我々の安全が脅かされることもないだ

　ろう。」（『前書』同町）

　24時間の呪誼の後，フローベールは「12月1日号の削除及び本号における多数のそれには

作者は一切関知しない」旨の断書きを送り，それは12月15旧号即ち最終回の載った号に全文

掲載された。この聞の事情を彼は12月12日付ブイエ宛の手紙で次のように書いている。

　「「パリ評論」との間に重大ないざこざが起った。呼出し状が来そうな危惧と，僕に訴え

　られたら敗訴して物笑いになるかもしれない恐怖から，削除した作品の責任が僕にないこ

　とを言明した僕の断書きを，彼等は掲載せざるを得ない羽目に陥ってしまったのだ。それ

　は月曜日に載る。」

　そして先きにも引用したP一ラン＝ピシャ宛の書簡（〔1856年12月1日と15日の間〕）は，

こうした状況を受けて発せられたいわばフローベールの最後通牒だったのである。

　いずれにせよ，本裁判でも削除されたが故に却って当局の逞しい想像力を刺激し，雪笹か

の嫌疑を受けた辻馬車の条を始め幾多の修正削除によって，いってみればずたずたにされた

『ボヴァリー夫人』，その「パリ評論」への掲載はともかくも終った。

　掲載終了後，すべては一時おさまったかにみえた。事実フローベールもかなり楽観的な見

通しを抱いていた。しかし56年も押しつまって，その虚を衝くかのように『ボヴァリー夫

人』は遂に告発を受け，周知の容疑で「パリ評論」編集長レオン・P一ラン＝ピシャ，同印
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刷人オーギュスト・ピエ及び作者ギュスターヴ・フローベールの3名が起訴されるに至った

のである。

　「私は，私の作品（rボヴァリー』）が良俗と宗教とを紫した廉で，帝国検事に起訴されま

　した。軽罪裁判所に出頭すれば，有罪の判決を下されること，間違いありません。なぜな

　、ら「パリ評論」をつぶすのが目的で，奴等はぴたすらその機会を狙っていたのですから。

　　私自身にしても，私の本にしても，いずれも人に恨まれるところは少しもありません。

　しかし私は「評論」に代って罰を受けましょう。二品はあげて次の点にあるのです。私が

　雑誌を救うか，雑誌の破滅と私が運命を共にするかです。連中もこれには弱っています。」

　（エミール・オージェ宛，〔1856年12月31日〕）

　起訴の報らせを聞くや，直ちに破殿院の弁護士であったオージェの父に斡旋を依頼するた

めに書かれたこの手紙で主張されているように，かねてから自由主義的，反政府的だとして

マークされていた「パリ評論」をつぶすのが目的の，いわば純然たる政治的事件であったの

かどうか，またデュ・カンの言うように自己の正当性を証明するために「パリ評論」の全巻

を調査，そこから露骨な文章ときわどい場面を拾い上げて小冊子を作り，軽はずみにも新聞

記者に渡した衝動的なフローベールの行為が引金になったものかどうか，結局，当局をして

起訴にまで踏み切らせたものが何であったのかは判然とはしない。しかし担当検事ピナール

の『回想録』によれぽ，『ボヴァリー夫人』の時に節度を超えた描写を模倣する者が現われ

ることを懸念したためであるという。いずれにせよ，権力側の頂門の一三であったことだけ

は確かだろう。

　公判は弁護側の準備不足を理由に一週聞延期され，1857年1月31日，パリ裁判庁舎内軽罪

裁判所第六法廷において開かれた。裁判長デュバルル，二名の陪席判事，検察側次席検事ピ

ナールそして弁護側はフP一ベールには弁護士セナール，以上によって構成された。

　ピナーtル検事は冒頭，先ずTボヴァリー夫人』の荒筋を要約した後，「二二で冒漬的」と

認定した数ヵ所を読み上げ，更には前年末からこの年にかけて，「芸術家」誌上にその断片

が発表されていたr聖アントワーヌの誘惑』にまで言及して，作者の反宗教性をも厳しく糾

弾した。判決文に示された論告の主旨は，「良き趣味に反し，正当なる感性を傷つける性質

のイメージ，および描写を提示し」，「良俗に反し社会の根底たる諸制度に背反し，さらには

宗教の荘厳きわまりない儀式に対する尊敬を犯すところの理論を開陳した」ことにあり，

「結婚生活の平凡さと姦通の詩！」の「二二な画面」たるこの小説は，故に断固として糾問

されねばならないとされた。そしてピナールはその論告を次の言葉で締め括っ：（いる。

　「かくのごとき道徳によって，写実主義文学は罪の烙印を押されます。写実主義文学が，

　憎悪，復讐，愛欲等々の諸情念を描くからではありません。世間の人はそのような生き方

　しかしておりません。芸術はそれを活写する必要があります。が，それを無軌道に，無制

　限に描きだしている場合は，乱せられねばなりません。規範をもたぬ芸術は，．もはや芸術

　ではありません。それはあたかも，一切の衣服を捨てる婦人のごときものであります。芸

　術に対し，《公衆の礼儀》というただ一つの規範を課するものも，これは芸術を隷従せし

　めることにはなりません。むしろ，それを栄誉あらしめるものです。規範があってこそ，

　人は成長します。諸君，以上が我々の主張せんとする原理なのであります。良心を以って

　守ろうとする一一一・つの教義なのであります。」
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　お定まりの文学限界説であり，「規範をもたぬ芸術」という断罪も，いってみれば権力側

の常套句ではあるが，しかし同じ検事の「この書物の中には彼女を弾劾し得るような人物は，

ただの一人も存在しない」という非難とも合せ考えてみる時，彼の意図とは裏腹に，今日こ

の小説を「聞題」小説たらしめているその本質とでも言うべきものを，皮肉にもかなり言い

当てていると評せぬこともなくはない。

　若冠ピナールに対するマリー＝アントワーヌ・ジュール・セナールは，1800年ルアンに生

まれ，王政末期の弁護士会長，二月革命後の国民議会議長，六月事件の翌日内務大臣に任命

といった経歴からも察せられるように，第二帝政期を通じて法曹界の重鎮の一人であった。

彼の弁護が先ず，フローベールー族の社会的権威，即ち作家がれっきとした家柄を誇る支配

階級の一員であることを強調することから開始されていることは，法廷弁護術上まことに老

檜であると同時に，この種の裁判が何たるかをはしなくも語っていよう。「氏のご尊父は私

の旧友でありまして，〔…〕三十年以上に渡ってルアン市立病院の外科部長を務められまし

た」，「ご長男は父の後継者たるにふさわしいと目され」，「弟さんの方は学問と文学に生涯を

捧げておられます」，「ご尊父はお二人に莫大な財産と偉大な名前を残すと共に，知性も入情

もある人間，有用な人間になりたいという欲求をも，お二人に残されたのであります」。

このようにフローベール家を位置づけた後，弁論はギュスターヴ・フローベール氏の「真面

目」で「重厚」な性格，そしてそうした「氏の研究もその精神的資質にふさわしく，真面目

で広範なもの」であることを強調し，かくした「フローベール民が特に意図したのは，現実

生活から研究の主題を取り上げることであり，中産階級の真の典型を創造し構成して，有益

な結果に到達することだった」と規定する。従って『ボヴァリー夫人』は，検事の主張する

ごとき「狼褻で冒漬」の書ではなく一巻の「誠実の書」であり，この「本の思想は，第一行

から最後の行に至るまで道徳的・宗教的な思想である」。しかも「故意に曲解されることが

なければ，〔…〕《悪徳へO．嫌悪による美徳のすすめ》という言葉であらわせる，きわめて道

徳的・宗教的な思想であるはずなのである」。よってセナールは結論する。「将来の生活環境

に不適当な教育を受けたことから生まれるところの危険を暴露し」，「身分違いの結婚から悪

徳におもむき，悪徳から堕落と不幸の最終段階へと落ちてゆく一人の女性」の物語は，「か

くも恐ろしい腰湯が人を美徳へと駆りたてる」が故に，きわめて教訓的にして道徳的以外の

何物でもない，と。

　フP一ベール自身，セナール弁護士のこの巧妙な弁論を讃えて，兄アシルに次のように書

き送っている。

　「セナール先生の弁論はすばらしいものでした。検事を粉砕してしまったのです。〔…〕

　それは見事なもので，僕は得意満面でした。〔…〕セナール先生は四時間たてつづけに話

　しました。彼にとっても僕にとっても大勝利でした。

　　先ず父親フローベールについて話し始め，続いて兄上，それから僕のことを話しました。

　その後は，小説の完壁な分析，論告と告発された条への反駁です。彼が激しかったのはそ

　の点に関してでした。検事総長は夜になっておしかりをこうむったに違いありません。だ

　が最もみごとなのは臨終の秘蹟の条でした。セナール先生がその席からr儀式典礼』を取

　り出して読んだ時，検事総長はすっかり恥じ入ってしまった。僕の小説のその部分はr儀

　式典礼』にあるもののおだやかな模写に過ぎなかったのです。立派な文学を彼等にたたき
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　つけてやりました。」．（〔1857年1月31日〕）

　論告にしても，弁論にしても，『ボヴァリー夫人』にとって，また文学自体にとっても所

詮何ほどのこともない。およそ芸術の自律性をめぐって争われることなどは望み得べくもな

い時代にあっては，狼褻か否か，反宗教的か否かは，文学の道徳的限界，即ち言論の自由を

どこまで認めるべきか，その濫用は戒しめるべきかという点に終始し，結局は道徳的・教訓

的だるかどうかという芸術の社会効用論の枠内を出ないものである以上，むしろ当然の事で

あるだろう。

　結果は無罪とはなったが，その判決文は裁判官達の手厳しい論調をそのままに伝えている。

「文学の使命は，社会に存在するかもしれぬ混乱の相を写し，それでもって人の心に悪徳へ

の嫌悪を抱かせようとする事ではなく，知性を高め風俗を浄化しつつ，精神にいうどりを加

え，これを楽しませる点に存し」，また「文学においては，いかに浮薄な作品といえども，

越えてはならぬ限界が存する」以上，「作者が性格を誇大化し，卑俗かつしばしば不快なる

写実主義を浸透させていることは事実であり」，「当法廷に附託された問題の作品は；厳格な

非難に値する」と認定された上，更に「原作者は，自らを尊重するすべての著述家が絶対に

越えてはならぬ規範を，時として逸脱するという過ちを犯した」と指弾されたのである。無

罪となったのは，「文学的見地，並びに人間性格の研究という見地よりして，多年に渡る真

摯な労苦が払われたもの」と評され，ただ数量的に「違犯容疑に十分該当するものとは認め

がたい」とされたからに過ぎない。フローベールは，文壇処女作にして「要注意作家」の烙

印を押されたのである。

2　『悪の華』刊行とその裁判

　r悪の華』裁判は，断片的に幾つかの詩篇が発表された時点，あるいは1855年6月1日，

「両世界評論」誌に初めて『悪の華』という総題の下に18の詩篇が一挙掲載された時にも，

後に告発の対象となった詩篇が含まれていたにも拘らず何ら問題とされず，それが単行本と

して出版された直後に起訴された点で，『ボヴァリー夫人』裁判とは性格を異にする。しか

し判決の明暗を別にすれば，その告発の経緯，適用容疑及び公判の過程等は基本的にほぼ同

じといってよい。従って重複する点も多々あるので，ごく概略のみに触れることとする。

　『悪の華』は，1857年6月25日プーレ＝マラシ，ド「・ブPワーズ書店から上梓された。序

詩のほか100篇で構成され，うち52篇が未発表，部数は初版1300部，ほかに特装本20部であ

る。時あたかもrボヴァリー夫人』が無罪となり，4月ミシェル・レヴィより刊行，「人々

は，そこに淫らな絵画とか，検察当局の董恥心を怖気づかせた官能の場面がさぞ豊富にある

だろうと期待」して，「良俗を侮辱し，聖なるものを臓したはずの小説を，競って買い求め

た」（マクシム・デュ・カン，r前掲書』第21章）といういわば権力側の大失態の直後であ

った。既発表の詩篇が半数近くを占めていた訳でもあるし，一概にボードレール等の見通し

の甘さを云々することは酷に過ぎようが，いかにも時期が翻ったことは事実だ。一敗地に塗

れた検察側はもとより，当事者のピナール検事個人も，てぐす：ね引いて復讐戦の機会を狙っ

ているところへ丁度飛び込んだ形なのである。しかも出版元のプーレ＝・マラシ，ボードレー

ルが生涯交友を結ぶこの人物は，徹底した共和主義者でありまた一代の出版界の反逆児，風
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俗壊乱者であった。この裁判も，この危険人物に当局の真の狙いがあったのではないかとす

る，例えば「ウーロープ」ボードレー一一ル特集号（1967）所収「プーレ＝マラシ論」のジャッ

ク・ゴーシュPンのごとき説もあるのである。

　rボヴァリー夫人』の場合と同じく，今度もその火つけ役となったのは道徳的な読者とジ

ャーナリズムで，特にブールヴァールの文学新聞「フィガロ」であった。7月5日即ち発売

から10日目専属批評家ギュスターヴ・ブールダンは，「あれや，これや」と題する暗に告発

を誘うかのような記事を載せる。

　「我々はかってこれほど輝かしい才能がこれほど気違いじみて損われた例を見たことがな

　い。ボードレール氏の精神状態に我々が疑いを抱くことがたびたびある。そのことはもは

　や疑う余地がないと思うときがある。一それは大ていの場合，同じ言葉，同じ思想の単

　調で計画的な繰返しである。一そこでは嫌悪すべきものが醜悪なものと隣り合っている。

　一それがさらに嵩じて悪臭を発するものに結びついている。これほど僅かのページの中

　で，これほど乳房が噛まれたり，噛み砕かれさえした例をかつて我々は見たことがない。

　悪魔や胎児や魔王や貧血病者や猫や毒虫のこのようなレヴューをかつて我々は見物したこ

　とがない。一この本はあらゆる精神の錯乱，あらゆる心の腐敗のために開かれた病院で

　ある。せめてそれを治療するためであれぽよいのだが，しかしそれらは不治の病なのであ

　る。

　　ボードレール氏の次の一句は彼の手法をみごとに要約している。どうして彼はこれを

　r悪の華』のエピグラフにしなかったのであろうか。

　　《私は月にひどく嫌われた墓地である》

　　そしてそれらの一切にも拘らず，「聖ペテロの否認」と「レスボス」，並びに「呪われた

　女たち」の標題を持つ二つの詩篇は，情念と芸術と詩の四つの傑作である。しかし我々は

　次のように言うことが出来る一それは必要であり，我々の義務である一即ち，たとえ

　20才の時に一人の詩人の想像力がこのような主題を取り扱っても平気でいられるというこ

　とは我々に理解されるとしても，30才を越えた人間が，このような醜怪な作品を公開した

　ことは断じて正当と認めることは出来ない，と。」

　この記事が出た翌々日7日には，早くも内務大臣オーギュスト・ビョーは検事総長ヴァイ

スに『悪の華』r部に添えて文書を送っている。その中で彼は「この詩集の中の数量は公衆

道徳を素乱するものと考える」と指摘した上で，上記記事中に示唆されたものも含めて具体

的にその番号を列挙している。即ち「91，92，95，81～82，87番の諸事」である。この素早

い対応によっても，権力側が失地回復の機会をいかに虎視眈眈と狙っていたかが窺われよ
う。、

　次いで7月12日「フィガロ」は更に追打を掛ける。今度は」．アバンという署名入りのき

わめて露骨な攻撃の記事である。

　「シャルル・ボードレール氏を相手にするときには，悪夢について話さなくてはならない。

　新刊の『悪の華』は，作者の言葉に従えば，《長い水煙をくゆらせて断頭台を夢みる倦怠》

　を追い払うことを目的としている。しかし著者はあくびの代りに嘔吐を以ってしたことに

　気がつかなかった。

　　私が今しがたしたように，この本をすっかり読んだ後で，それを閉じたとき，心に残る



86

　のは大きな悲しみと，恐るべき疲労である。’この本では，醜悪でない一切のものは不可解

　であり，人の理解し得る一切のものは，著者の言葉に従えば，腐敗したものである。〔…〕

　　冷たいままで並べられた牛肉所のこれらすべて嫌悪すべきもの，腕まくりをして，両手

　でかきまわしたこれらの汚物の深淵，これらは呪われた引出しの中でかびているべきであ

　つた。

　　しかし人々はボードレール氏の天才を信じていた。永い問隠されていた偶像を明るみに

　出して忠実な人達の礼拝に供えなければならなかった。そして今や白日の下に持ち出され

　た鷲は蝿に変ってしまったのである。偶像は腐敗していて，崇拝老馬は鼻を押えて逃げ出

　したのである。」

　7月7日内務省が秘かに検察庁に捜査を命じて以来，告発の手続きは迅速に進められ，10

日後には容疑を認め，詩集の押収並びに養老と出版社の訊問が開始され，予審判事としてシ

ャルル・カミュザ・ビュッ寒湿ールが任命される。そして詩人自身も27巳より以前に出頭し，

3時間の長きに渡って「きわめて丁重に」その取調べを受けている。

　結局，『悪の華』も『ボヴアリー夫人』と同容疑で起訴に持ち込まれ，ボードレール及び

プーレ＝マラシとド・プロワーズは，これまた同じ軽罪裁判所第六法廷の，つい半年ほど前

にはフローベール等が坐らせられた被告席に引き据えられることになる。8月20日開廷され

た公判は，裁判長デュパティ，3名の陪席判事，検察側はボードレール自身「恐るべき奴」

と呼んだ同じピナール検事，弁護側は直接依頼されたルイ＝アドルフ・シェー・デタンジュ，

既にパリ弁護士会長も務め，この裁判の後，日ならずして検事総長に任命される著名な：法律

家が担当せず，僅か25才の彼の息子ギュスターヴ・シェー・デタンジュ弁護士，以上で構成

された。

　前回の失敗に徴して，ピナールは徒にその犯罪性を声高に面罵することからは始めず，先

ず「公衆道徳侵犯として書物を訴追することの微妙さ」をむしろ訴え，次いで被告人たるこ

の詩人を次のように規定する。

　「シャルル・ボードレールはいかなる文学流派にも属していません。自分自身にしか頼ら

　ないのです。その原理，その理論は，すべてを描き，すべてを赤裸々にするところにあり

　ます。彼は人間本性を，その最も秘められた襲の中まで探り，それを表現するため厳しい

　胸に迫るような語調を用い，とりわけその忌むべき側面を強調し，過度に誇張して，印象，

　感動を作り出そうとするのです。こうして，恐らくは古典的なもの，慣習に対置される，

　とりわけ単調で，入工的規律にのみ従うものが生まれてくるのです。」

　こうした前段を受けて，論告の後半は，「野曝心という感情」とか「良俗の堅固な唯一の

礎たる偉大なキリスト教道徳」といった言葉を時に絶叫調に連発しながら，「狸褻で冒貧的」

と認定した13篇の詩句を次々と読み上げてことに専ら費された。かくしてピナールは最終的

に「宗教道徳に対する違反」容疑は引っ込めばしたものの，「公衆道徳ないし良俗に対する

違反」の罪は，執拗にかっ着々と立証していったのである。

　これに対してよく言われるように，シェー・デタンジュめ弁論はきわめて苦しく，また迫

力にも欠けた評判の悪いものであった。第一には若年故の経験不足，力量不足が挙げられよ

うが，それと共に詩人自身が彼に宛てた「弁護士のためのノートと資料」なるこの上なく革

新的，反時代的思想を盛り込んだ大方針があり，それに沿って「皆んなが従わなければなら
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ぬ実際的で実践的な道徳」と「芸術の道徳」，「天才に対する自由」と「ならず者に対する非

常に制限された自由」，即ち文学，道徳，自由この三者の本質的関係について，それを十分

に理解し得ぬまま，真正面から弁ずるよう余儀なくされたという内鰐も多分に作用していた

ように思われる。更にはサント＝ブーヴが公判の前H詩人に届けたといわれる，「私の考え

るささやかな弁護手段」と題された覚書の存在もあった。この高名な批評家は，rボヴアリ

ー夫人』判決の後この小説の讃辞を書いたことが当局を刺激していた等の事情もあってか，

依頼を受けても公然と弁護に乗り出さなかったのではあったが，この覚書の中で次のように

言っている。

　「詩の領域では一切のものが題材になる。ラマルチーヌは大空を取り上げた。ヴィクト

　ル・ユゴーは大地と大地以上のものを，ラプラードは森林を，ミュッセは情念と，輝やか

　しい大饗宴を取り上げた。〔…〕テオフィル・ゴーチエはスペインとその豊かな色彩を取

　り上げた。その後に何が残っていたか。それこそボードレールの取り上げたものであって，

　彼はいわばそれを強制されたのである。〔…〕

　　また別の名が私の記憶に浮んでくる。それはもっと若いが，偉大でないことのない，最：

　近死んだ詩人の名である。　〔…〕アルフレッド・ド・ミュッセはこの上もなくその死の惜

　しまれる詩入である。しかし私は彼の詩集を開いて，数世代の人達によって暗記されてい

　る詩を朗論してみると，今，この場で，諸君の前で朗読することがはばかられるようなも

　のが見出されるのである。しかしこれらの詩は広く流布し，若い入達の間で愛諦され；そ

　れについて作者を混める者は誰もなかったのである。それどころか，それらの詩が，他の

　詩と共に，彼をアカデミーに選ぶのに役立ったのである。我々はものを計るのに二つの分

　銅，二つの物差しを使ってはならない。」

　結局，シェー・デタンジュは依頼人等の真意をつかみ切れず，・従って法廷戦術もはっきり

定まらぬまま，ベランジェ，ラマルチーヌ，ミ＝ッセなど他の同時代の詩人達の詩を数多く

引用して，これらの中にも当該告発個所と同じようなものが無数に存在すること，従って

『悪の華』だけを特別間題制するには当らないという，いわば対応的，受身的な議論を展開

せざるを得なかったのである。ボードレール自身，翌々1859年2月28日付サント＝ブーヴ宛

の手紙の中で次のように書き記している。

　「私はマラシに話したことを今でも覚えています。もし私自身が弁護をしたのであったな

　ら，そしてもし私が弁護士には理解出来なかったあの主張を展開することが出来ていたら，

　恐らく無罪になっていたであろう，と。」

　いずれにせよ，今回は検察側の全面的勝利となった。判決文は言う。

　「宗教道徳冒濱の罪に関しては起訴は成立せず公訴は棄却する。

　　公衆道徳および良俗の冒漬に関しては，詩人がいかに文体に努力を払ったにせよ，その

　描写の前後の批判がいかなるものであれ，詩人が到達しようと望んだ目的と詩人が辿った

　道における詩人の過ちは，彼が読者に提示し，また起訴された詩篇において，狸褻で差恥

　心を損う写実主義によって必然的に官能を刺激するに至る画面の有害な結果を消滅させる

　ことは出来ない。」

　そして著者ボードレールに300フラン，出版者プーレ＝マラシとド・プロワーズとに各々

100フランの罰金刑，．更に『悪の華』中の詩6篇，即ち「宝石」，「忘却の河」，「あまり・に快
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活なひとに」，「レスボス」，「呪われた女たち一デルフィーヌとイポリット」，「吸血鬼の変

身」の削除が命じられたのである。特に後者は序詩と100篇の詩をもって『悪の華』なる一

つの宇宙の構築を目論んだ詩人にとって，一大痛撃であった。いずれにせよ，その著rボー

ドレールの墓』のピエール・ジャン・ジューヴの言葉を借りれば，　「それはボ｝ドレールの

短い生涯における決定的な判決となった。彼はもう一つの法廷からは法定後見人を当てがわ

れていたが（母親から恐るべき愛情を注がれた人物をめぐる葛藤の結果である），その後，

精神の領域に対して罪の宣言がなされたことになる」のであった。

　ところでボードレールはこの罰金300フランがなかなか払えず，警告をさえ受けている。

思い余った彼は遂に意を決して1珊6日皇后ウジエニー宛に，詩人一般の窮状を訴えて罰金

の減額を嘆願する手紙を送っている。そうこうしている中に，幸運にも司法大臣が死去，新

大臣は検事総長ヴァイスを更迭し，その後任に父親のシ＝一・デタンジュを起用する。そん

なこともあって，翌年1月20日には罰金は50フランに軽減されている。しかも1月18鷺には

ボー翻訳集r新・意想外の物語』に対して100フランの補助金が下付されたので，結局50フ

ランのおつりが来るという奇妙な幕切れとなったのであった。こうした顛末は文学裁判とい

うものがいかに権力内部の事情と絡みつき，それ故のいかがわしさを払拭し切れぬものであ

るかを教えてくれるだろう。

　r悪の華』が上記6篇の禁断詩篇に代えて新たに35編を加えて再刊されたのは，裁判後3

年半1861年2月，またボードレール共々フランスを食いつめてベルギーに流れ，一介のポル

ノ出版屋となっていたプーレ＝マラシの手で刊行され，ブリュッセルの悪所を出回っていた

禁断詩篇を加えた『漂着物』が，リールの軽罪裁判所で欠席裁判の宋，出版者に罰金500フ

ランとこの本の破棄が命ぜられたのは，詩人の死後8ヵ月1868年5月6Hの・ことであった。

『悪の華』は常に悪の花だったのである。

　付言すれば，1949年5月31日，破殿院は，r悪の華』の著者および出版者に対する1857年

8月20日の判決の無効を宣告している。

　この二つの文学裁判は，以上で明らかなように，いわゆる芸術の社会的効用論の土俵で行

なわれた。従って芸術が社会教化を目的とすることを自明の前提とした上で，それに許さる

べき道徳的，宗教的限界をめぐって争われたのは自然の成行であったし，裁判官，検事は無

論弁護士にしてもその点の認識に相違はない。

　「《悪徳への嫌悪による美徳のすすめ》」（セナールの口頭弁論）

　「その時代を道徳化することは，どのような作家も心がけねばならぬ目的であり，そうで

　なければ感覚の遊び人に堕してしまうでありましょう。」（シェー・デタンジュ、の口頭弁論）

　これは当時のあらゆる階級に浸透した文学観であって，『ボヴアリー夫人』を高く評価し

つつも理想のないことを難じたサント＝ブーヴを始めとする当代一流の文学者達にしても，

程度の差こそあれ，これを脱し切れてはいなかったのだ。フローベールとボードレールが，

芸術の自律性を信じ，芸術は芸術のためのみに存在することを確信する時，この二人は当時

の意識の地平からはるか彼方を歩む異邦人であり，時代にとってきわめて危険な存在だった

のである。

　次章では，こうした二人の裁判への対応とその考え方を探ってみることにしたい。
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亜　裁判べの二人の作家の対応とその考え方

　結果は両極に別れたにもせよ，　rボヴアリー夫人』と『悪の華』が，今日は無論当時の

通念に照らしてみても，その適用罪状構成の成否にさほどの差があったとは考えられない。

従って明暗は作品そのものの相違というよりは，むしろ弁護の巧拙及び両者の社会的地位の

相違，即ちハウザーの分類によれば年金生活者の小説家とボヘミアン詩人の差，更には威信

回復の機会を狙う権力の仕掛けた罠にはまったかのごとき詩人の不運，逆に言えば見通しの

悪さ等々が重ったものという印象が強い。と同時に考えるべきは，強権に対する両者の姿勢

その対応の違いが，案外決定的な差となったのではないかということである。

　共に文学を絶対的な神としそれに仕える司祭を自認し，当代を支配するブルジョアを嫌悪

する非行動的な精神貴族として己を持し続けた二人ではあったが，事この裁判に関してはそ

の身の処し方には大きな違いがあった。どちらかと言えば世事に疎く，政治的には保守的，

体制的であったフローベールが，ひとたび裁判沙汰に巻き込まれるや，その本質をつかみ，

明確な見通しを立てて有効な手を打ち，敢然と闘ったのに対して，中央にいてより事情に通

じていたはずであり，政治的にもむしろラジカル℃あったとも言えるボードレールが，常に

後手後手に回り，最後には闘う気力すらなくしてしまったかにもみられるのだ。文学裁判な

どというおよそ現実にはカタストロフではあっても，根底的には全くのナンセンスでしかな

いと確信していたであろう二人にとって，どちらの態度が有効であるかは別にして，それが

良いとか悪いとか言うのではない。ただ，危機に際してその人間の本質が顕れるとするなら

ば，この裁判を通して浮び上ってくるのは，中央に対する優劣ないまぜの曲折した感情を持

ち，階級意識を骨の髄まで浸み込ませた一徹な地方人，したたかな現実主義者の姿であり，

ピモダン館の貴公子ならぬ遺産を食いつぶす準禁治産者＝階級脱落干たるボヘミアン，憂愁

のパリを緋回する生粋の都会人，隠密な「敵」に心臓を噛られゆく反逆のダンディの姿なの

である。

　前章でも見たように，先ず道徳的な読者と闘い，権力の介入を恐れる編集者の自主検閲と

闘ったフローベールの態度は，事情を深くは知らぬが故のやや片意地な非妥協性もあるにし

ても，新入らしからぬ毅然としたものであった。裁判への対処の仕方にしても，また同様で

あった。彼は先ずこの裁判そのものを，1）政治的事件，2）現代文学全般の訴訟，であると

規定する。政治的事件とは，「「パリ評論」の息の根を止めてしまう」ための権力側の策動と

いう意味であり，現代文学全般の訴訟とは，ブルジョア社会の「社会的偽善」の攻撃という

意味である。事がそうした世俗のレヴェルで争われる以上，是が非でも自己の作品は無二に

護らねばならず，その対応も同じレヴェルで行なわなければなるまい。浮んでは消える希望

的観測にも拘らず，遂に起訴が確実となった段階でも，不起訴となるよう八方手を尽してい

るし，一旦起訴と決まるや無罪を勝ち取るべく必死の奔走を試みている。このことは兄アシ

ル宛に書かれたこの時期の数通の手紙によって，かなり詳細に知ることが出来るが，自らあ

るいは市立病院の外科部長としてルアンの実力者の一人であった兄等，あらゆる手蔓を通し

て接触を図った，あるいは図ろうとした有力者達には，皇帝，皇盾を始め，内務大臣，文部
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大臣，警視総監，県知事，そして政界にも隠然たる力を持つ詩人・政治家ラVルチーヌ，果

ては当の判事から検事までも数えられるのである。かくする一方彼は彼自身の決意を次のよ

うに表明する。

　「正しい裁きなど当てにしてはいません。牢屋に入りましょう。勿論，どんな特赦も要求

　しません。それこそ不名誉なことです。〔…〕僕を黙らせようったって出来ませんよ，絶

　対に。昔通りに仕事をするでしょう。即ち同じ程度の良心と独立心をもってね。奴等に小

　説をしこたま食らわせてやる，本物の小説をね。」（兄アシル宛，〔1857年1月16日（？）〕

　更に別の書簡にも言う。

　「もし僕の作品が実際に一つの価値を持つとしたら，あなたが要するに間違ったのではな

　いとしたら，僕はそれを起訴している連中を可哀想に思いますね。彼等が退治しようとし

　ているこの書物は，後になれば更に，しかもその傷それ自体によって生き続けるでしょう。

　連中が封をしたがっているこの口から出た唾が，彼等の顔から消えないでしょう。’

　　おそらくいつの日か，こうした問題について皇帝とお話になる機会がおありでしょう。

　　僕の裁判を，その支配下に起っている最も愚劣な醜行の一つだとして，例にお引きにな

　ってかまいません。」（ジュール・クロケ宛，1857年1月23日）

　このように作家の衿持を示す一方，「家の馬鹿息子」であったが故になお更に，「土地に深

く根を下したお家柄」としての自尊も顔を出す。

　「兄上がなさったことはすべて結構です。重要なのは，ルアンからパリに圧力をかけさせ

　ることでしたし，また今もそうです。ルアンで僕等の父上が占めていた，そして兄上が占

　めておられる権威ある地位についての情報が一番いいのです。人々は，取るに足らない人

　間を攻撃していると考えていた，それが僕に財産があるとわかった時から，目を見開き始

　めたのです。内務省で，僕達がルアンではいわゆるお家柄なんだということ，即ちこの土

　地に深く根を下しているのであり，とりわけ僕を不道徳の廉で攻撃することにより，沢山

　の人間を侮辱することになるのだということをわからせる必要があります。内務大臣宛の

　知事の手紙の派手な効果を待ちうけています。」（兄アシル宛，〔1857年1月3日〕）

　そして公判当日には，当時出版法違反の裁判記録を公表することは禁じられていた故に，

1時間60フランで速記者を雇い，秘かにその一部始終を記録させるという用意周到さまで見

せている。既述のように，ボードレールは300フランの罰金さえ遂に払えなかったのである。

　以上のような表裏両面の工作のかいあって，フローベールは無罪とはなった。そして「写

実主義一派の領袖」と目されて，一躍有名人となった。しかし彼自身関知せぬこの肩書に，

終生彼は苦しむことになる。更にまた「自分としてみれば僕の小説の中には非難すべき何

ものも目に触れない（最も厳密な道徳的見地からして）」』（フレデリック・ボードリー宛，

〔1857年〕2月11日）と確信してはいても，己が属していると信じていた階級の利害を何よ

りも守るべき国家権力によって，「普通は泥棒，下層の渡り職人，私娼，・ひも，・詐欺師とい

った連中を裁く場所である第六号法廷の椅子」　（マクシム・デュ・カン，『前掲者』第21章）

に「娼婦さながらに髪の毛をつかまれて引きずり出された」以上，「放免されるにはされた

ものの，それでも要注意作家の地位一みずぼらしい栄誉一からは抜け出し得ない」の

であった。だがそれにも増してrボヴアリー夫人』という芸術作品が「あまりにも芸術とは

無縁」なもの，即ち彼があれほど潮笑したブルジョア的諸価値によって裁かれたことは，更
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に深く彼を傷つけたのである。

　．「僕は自分の田舎，自分の沈黙の中へと永遠に帰ってしまいたくてたまりません。そして

　そこで，自分のため，自分一人のために書き続けたくてたまらないのです。〔…〕

　　一言でいうと，僕の第一作の周囲に起きた騒ぎがあまりにも芸術とは無縁に思われるの

　で，自分に嫌気がさしているのです。〔…〕同時代人達は僕の文章を必要としないでしょ

　う。で，僕は彼等の讃辞を必要とはしないのです。一そして彼等の裁判も。

　　社会的欺購は最高度に達しているので，今後はブルジョアどもの内でも一番慎ましいも

　のとして生きることに甘んじ，思い切って戦いを避けるのです。」（フレデリック・ボード

　リー宛，〔1857年〕2月11日）

　「社会的欺騰とは何と強力なものでしょう。今のところは，あらゆる人物描写はあてこす

　りに，そしてあらゆる物語は告発になってしまうのです。

　　以上のような訳で，私は非常に情なく，非常に疲労しているのです。〔…〕

　　遠からずL悲劇風に言えば一人間どもからは離れた田園なる我家へ戻ろうと思いま

　す。そしてそこでは私のギターに新たな弦をかけるべく務めましょう。そのギターの上に

　は，最初の調べが奏でられさえする以前に，泥が投げられたのでしたが。」（プラディエ夫

　人宛，〔1857年2月〕）

　次第にフローベールは現実と，更には己に対する嫌悪感を深めながら，「わが徹底した道

徳性の内に一人留まり」　（ジュール・クロケ宛，1857年1月23日），「扉と窓を閉め，はりね

ずみのように縮こまって，冷え込んでいるのだから暖炉に赤々と火を燃やし」（モーリス・

シュレザンジェ宛，　〔1857t￥　3月末〕），時代の傍観者として孤独と沈黙の中に沈潜していく。

そして「芸術家」誌にその断片が発表され，『ボヴアリー夫人』と絡めて難じられた『聖ア

ントワーヌの誘惑』に戻れぬとすれぽ，自分の生きつつある愚しい時代，「現代社会から脱

出する必要」から，古代カルタゴの物語rサラムボー』へと進んでいくことは，一つの宿命

であったかもしれない。

　8月20日の『悪の華』公判を明後日にひかえた18日，「生れつき狼褻な裁判官達によって

狸褻感を与えるものと認定され」　（パスカル・ピア，rボードレール』）る運命を担う「あま

りに快活なひとに」を，1852年12月9日献げて以来，筆跡を変え匿名で8篇の詩を送り続け

た「白のヴィL一・・ナス」，サロンの「女議長」サバチエ夫人，当時の詩人にとって霊感者・偶

像であったこの女性に，ボードレールは初めて仮面を取って援助を乞い求める。その手紙の

中に次のような一節がある。

　「フローベールは皇后を味方に持っていました。私には一人の女性が欠けています。そし

　て恐らくあなたが，恐らく込み入った関係や抜け道を通じて，あの才槌頭の一つに道理あ

　る一言を伝えることがお出来になるのではないかという奇抜な考えが，数日前，私をとら

　えたのです。

　　公判は明後日の朝，木曜です。」

　ボードレールの言うように，実際皇后ウジエニーの口添えがあったか否かは確かめるすべ

もないが，しかし少くともそうした風評が流れていたことも事実で，この言葉に象徴される

有力者への裏工作の差が，ある意味で二人の明暗を分けたことは十分有り得ることであろう。
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なるほど23才にして法定後見人を定められ財産を管理される準禁治産者となり，社会的には

一人前ならざるボードレールも，その母の再婚によって元トルコ大使，元老院議員，勲二等

レジョン・ドヌール勲章財用者オービック将軍の義理の息子ではあった。しかし彼にとって

7才の少年から若く美しい母を奪った男であり，権力の象徴であったこの義父とは義絶状態

にあった上に，幸か不幸かこの「呪われた本」の出版を見ることなく，その2ヵ月前の4月

28日他界していた。従って元老院での義父の同僚で，かつ皇帝の親友であった作家のプPス

ペール・メリメなど僅かばかりの有力者の助力しか期待出来ず，フローベールの場合ほど派

手な工作は望み得べくもなかったのである。いかにサPtンの花とはいえ，所詮「囲い女」で

しかないサパチエ失人に，その恋心を利用してまでも裁判を有利に運ぼうとしたことにも，

これは窺われよう。

　『悪の花』の捜査が開始されたのは，例の反政府的な共和派五人組が当選した総選挙の直

後の7月7日であるが，7月9日付の母への手紙では，未だ楽観的な予想を捨てていない。

　「私が罪に問われそうだとの噂が拡っています，が何事も起らないでしょう。パリの恐る

　べき選挙を両腕一杯かかえ込んでいる政府は，一人の気違いを訴追するような暇がないで

　しょう。」

　しかし，ルコント・ド・リール経由で内務省関係の役人からもたらされた詩集差押えの情

報に接するや，急遽書かれた7月1蝦付プーレ＝マラシ宛の手紙は，「裁判を切り抜けると

いうのはやさしいことだし」という時に強気の弁とは裏腹に，不意を衝かれた形のボードレ

ール自，身の狼狽ぶりをそのままに表している。

　「大急ぎで，本を全部隠して下さい，ただしちゃんと隠さなければ。〔…〕

　　「フィガ・」紙へ本を送ったりするから，こんなことになった1！本を真面目に売り出す

　ことをしないから，こんなことになった。　〔…〕

　　この手紙が時機おくれにならぬ内に着くとよいのですが。・〔…〕差押えは未だ行われて

　いません。　〔…〕

　　この不運は「フィがP」紙の記事及び馬鹿げたおしゃべりの結果として到来したものと，

　確信しています。恐怖が災悪を生んだのです。

　　おしゃべりをしてはいけません。貴兄の母上をおびえさせてはいけないし，ド・ブPワ

　ーズをおびえさせてもいけない。早く上京して来て下さい，話し合うために。

　　私はこれから，日付を早くした公式の手紙をあなたに書きますから，その封筒は破り棄

　てて下さい。」

　劇評家エドゥワール・チエリのr悪の華』弁護がその管轄下の官報』「世界報知」紙に掲載

されたこと，及び母オービック夫人への年金授与への助力に対する礼の形をとって7月20日

付で書かれた，時の有力者国務大臣アシル・フールド宛の手紙に見られる自己の無罪確信の

披歴にしても，彼らしい軽妙さと爽快さに欠けているように感じられる。

　「昨日私は司法大臣に一種の内密の弁明書を差し出したいと思いました。しかしこのよう

　な手段を取ることは自分の有罪を告白することになりかねないと考えました。私は自分に

　罪があるどは全く思っていないのですから。それどころか，悪に対する恐怖と嫌悪だけを

　表現している本を書いたことを私は非常に誇りに思っております。その結果，私はこの手

　段に訴えることを断念しました。もし自分を弁護することが必要になった場合には，適当
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　に私にはそれが出来るでありましょう。」

　公判を間近かにした8月中旬，彼は上記チエリを始めデュラモン，バルベ・ドールヴィリ，

アスリノーそしてアントニオ・ヴァトリポンの弁護文を集めた小冊子rr悪の華』の著者シ

ャルル・ボードレールのための弁護論文集』を刊行するd当局の圧力で掲載禁止や掲載見送

りとなった論文を含むこのパンフレットは，7月14日付チエリ宛礼状の言葉を借りて言えば，

彼の「文学的功績について敢えて語ってくれる者は恐らく誰もいなかった」中で，「遂に下

劣な奴等に復讐してくれた」文学者の良心の発現であるが，それだけに却ってこの出版強行

が司法検察側の神経を必要以上に逆撫したであろうことは想像に難くない。このように現実

を見通した冷徹なレアリストには決してなれなかった彼が，敗訴の後皇后に罰金の減額を嘆

願するに至っては，人生の落伍者としての悲痛な意識から卑屈なまでに社会的名誉回復を求

めて勲章やアカデミー入りを望む姿が，既に灰見えていると言ったら酷に過ぎようか。

　周知のように，サルトルはその著rボードレール』の中で，かくした詩人の姿勢を厳しく

断罪している。

　「裁判中の彼の態度はもっとおかしい。彼はただの一度も，．自分の本の内容を弁護しよう

　とはしない。ただの一度も，自分は警官や検事の道徳を認めないと，判事に向って述べよ

　．うとはしない。逆に彼等の道徳を要求し，それを根拠として論争しようとする。そして，

　彼等の禁令の正当性を問題にするよりは，自分の作品の意味をごまかすという汚辱を秘か

　に受け入れている。事実，ある時は，自分の作品を単なる遊iびであると称して，芸術のた

　めの芸術の名によって，実際に感じもしない激情の外観だけをまねをする権利を要求し，

　またある時はそれを悪の恐怖を吹込むための教訓的作贔と見せかけている。　〔…〕彼は自

　分を裁判させて，裁判官達を是認した。」

　サルトルにとってこの裁判そのものが，「善の枠の中で悪を犯すことを自由で選んだ」，

「すねた子供が足をじたばたさせて過失を誇張するように振舞う」その「平野」を暴くには，

格好の事件であった。　「偽悪家を演じている時でさえも，既成の秩序や規律を常に容認し」，

「道徳の名で彼を裁く連中の道徳に疑問を投げ掛けるよりも，自分の作品の真実の意味を人

目につかぬよう隠そうとした」「革命家」ならざる「反抗者」（ジョルジュ・プラン，「ボー

ドレールとサルトル」，『ボードレールのサディズム』），「誠実な人々には，ある種の臆病さ，

というよりもむしろ，ある種の軟弱さがある」（r赤裸の心』）という意味での「臆病さ」，

「軟弱さ」を持ったダンディは，確かに異端糾問官サルトルには無罪の余地はないし，彼な

らずともいささかの不満は禁じ得ないだろう。しかしながら，文学裁判が，少くとも当時の

文学裁判が法曹の三者一体となって，ブルジョア道徳を前提とした上での言論の自由の限界

を問題にしている時，作品の真の意味を明らかにして，徒に自ら危険思想の持主たることを

宣言することが，何ほどの意味を持ったであろうか。結局「天使みたいに無邪気なユマニス

ムの側につかなかった」　（ジョルジュ・プラン，r前掲書』）にもせよ，ボー・’ドレールは実存

主義者サルトルでもないし，政治的亡命者ユゴーでもない。反ユゴーの書と言っても過言で

はない『火箭』，『赤裸の心』を書き綴った詩的亡命老にとって，2年後には「新しい戦懐の

創造」とまで顕揚してくれる大詩人の『悪の華』とその裁判に関する次のような讃辞も，幾

分かは空うに響いたに違いない。

　「あなたの高貴な手紙と美しい書物を受取りました。芸術は青空のようなもの，それは果



94

　てしない野原です。あなたはそのことを証明して見せたところです。あなたのr悪の華』

　は星のように輝き震えている。〔…〕現体制が与え得る珍しい勲章の一つをあなたは受け

　取ったところです。体制のいわゆる正義が，その道徳の名においてあなたを断罪する，こ

れこそいや優る王冠です。」（ボードレール宛，1857年8月30日）

　「独裁者は民衆の召使である」　（『赤裸の心』）とも記して，皇帝を徹底的に椰楡しても，

また60年5月，日々反感とコンプレラクスをi募らせっつも，ウジェーヌ・クレペ宛に「クー

デタのナポレオンよりはユゴーを選ぶ」と断言しても，彼は決してユゴーのようにその前に

立ちはだかる巨人ではあり得なかったし，しかも体制の変革による末来を信ずるほどオプテ

ィミストではなかった。仮りにそれが「珍しい勲章の一つ」，「いや優る王冠」ではあっても，

57年の文学裁判の二人の被告，ボードレールにとっても，またフローベールにとっても何ほ

どの価値もなかったのである。

　そもそもこの裁判の議論そのものが，この二人にとっていかに「芸術とは無縁」なものと

映っていたかは既に述べた。　「作品がすべて」　（フローベール，ジョルジュ・サンド宛，

〔1875年12月20日以降〕）であり，「芸籍の教訓はその美それ自体に在する」「同，ルイ・ボ

ナンフアン宛，〔1856年12月12日〕）以上，また「詩はそれ自体以外の他の目的を持たず」（ボ

ードレール，「エドガー・ポオについての新しい覚え書」），「詩とは最も現実的なものであり，

もうひとつの世界において初めて完全に真実となるものである」（同，「レアリスムあるが故

に」）以上，「絶えず，《芸術における不道徳，不道徳性，道徳性》などという言葉や，他の

馬鹿げたことを口にする愚劣なブルジョアども」　（『赤裸の心』）は無論，たとえいかなる体

制であっても権力をもってその道徳を強制すること自体，とうてい容認し得ぬことだったの

である。既に見たように「実際的で実践的な道徳」と「芸術の道徳」，「天才に対する自由」

と「ならず者に対する非常に制限されたた自由」を峻別した「弁護士のためのノートと資料」

をボードレールは次のように結んでいる。

　「この猫かぶりの，しかつめらしい，からかい半分の道徳とは何か？夢想家達のかくも平

　静な世界の中にさえ陰謀家を作り出すことにしか貢献しないこの道徳とは一体何なのか？

　　この道徳は，しまいには次のようにいわねばならぬところまで到達してしまうだろう。

　今後は，慰鯵になるような露：勃，人間は生ま叡ながらにして善で，あらゆる人々は幸福で

　あるということを示すのに役立つような書物しか作ってはならぬというようなことを。

　一一嫌悪すべき偽善だ！」

　この叫びは，フローベールが「社会的偽善」と繰返し批判したものと同じものだ。こうし

た信念は当時の一般社会通念の全面否認にほかならず，いってみれば危険思想その’ものであ

った。裁判の場において，最後まで文学の本質に関わる争いとはならなかったことは，サル

トルにとっては不足ではあっても，当の両者にとってはむしろ幸運であったと言うべきかも

しれない。フローベールが専ら裏工作と法廷技術レヴェルに終始したことは，ある意味で賢

明であったし，またボードレールが自己を隠すの挙に出たのも彼なりの戦術であったかもし

れない。前者が「クPワッセの隠者」と称せられながら，危機に際してあくまでも現実主義

者になり切れる気質と体質を持っていたのに対して，「ダンディズムとは一個の落巳である」

（「現代生活の画家　9．ダンディ」）と定義し，しかも自らダンディたらんとしてその原理に
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忠実である限り，後者この精神貴族は論理的帰結として，予め確定している現世の敗北を前

に決して勝利を求めてはならず，それを求めるが故の必然的な敗北の屈辱を排除すべく，敗

北を絶対的に希求せねばならぬし，またそれ以外の者たり得なかったのだ。けだし，ボード

レールはフローベール以上に「異邦人」だったのである。「純粋に内省的な性質で，全く行

動に適しない人物」（「不都合な硝子屋」）が，「行動のテモン」，あるいは「闘争のテモン」

（「貧乏人を撲殺しよう」）にささやかれて，「時として神秘で不可解な衝動に駆られると，

平素頭から駄目だと諦め込んでいた脱兎のごとき迅速さで，行動に移ることがある」（「不都

合な硝子屋」）としても，やがて「抗し難い無関心」に「打ち負」かされ，「これらの行人を
　　　　　シメ　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シメ　ル
押し潰した噴火獣よりももっと重く」，「無関心」に「身動きならず押し潰」（「人はみな幻想

を」）されるのは，rパリの憂愁』の世界の虚溝ではなく，「一人の男が怠情，夢想，自堕落

といった習慣に陥って，重要なことをいつも翌日にまわすという風だった場合，別の一人の

男がある朝大きな鞭の音で彼をたたき起し，容赦なく鞭打って，無論その男は悦びから働く

ことは出来ないのだから1その男が恐怖から働くようにさせたとしたならば，この人一鞭

打つ者一は真にその男の友であり，その救済者なのではなかろうか」　（『火箭』）とも自己

検証せねばならなかった詩人その人ではなかったか。・r計画という奴はそれ自体が充分の享

楽なのだから，その計画を実地に移してみたとて，何になろう？」（「計画」）と考える人間，

後見人「アンセルの奴をなぐりに行く！」と興奮して叫び，一日に5通もの手紙を母宛に書

いてそれを宣言しながら，徒にエネルギーを自費させ，遂には行動への気力さえ消滅させて

しまう人間、（参照　1858年2月27日頃3月9日付書簡），「ダンディズムとも，非常識な自己

尊厳愛とも随意に呼び」得る「考えることをすべて隠したい欲求を自然に感じ」　（母宛，

1858年1月20日），「決して犯した覚えのない数々の怪しからぬ所行を自慢」（「午前一時に」）
　ミステイフイカシイコン　　　　　　　　　　　り

する自己鵜晦の達人，「自我の拡散と集中について。そこにすべてがある。」（『赤裸の心』），

「英雄とは，終始一貫して自己を集中する人である」（「ウジェーヌ・ドラクロワの作品と生

涯」）と記しながら，かつ「ダンディズムとは，アリストクラシイの戦闘的形態に他ならず，

失われんとするその最高の伝統，即ち，典雅を，高湛を，不羅独立を，死守せんがために，

輻晦を武器として，侵略する賎民思想に最後の抵抗を試みる英雄主義に他ならぬ」　（斉藤磯

雄，『ボオドレエル研究』）に，遂に英雄たり得なかった人間，その彼が「猫かぶりの読者」

（「読者に」）に宛てた「r悪の華』序文輩稿」に次のように書きつけたのは，むしろ自然な

ことであっただろう。

　「初め私は数々の批評に答え，同時に，現代の光によってすっかり曇らせられたごく単純

　な問題を説明するつもりであった。即ち，詩とは何か？また，その目的とは何か？につい

　て。善と美の峻別について。悪の中の美について。韻律と脚韻は，いかに入間の単調さと

　均斉と驚きを求める不滅の欲求に応えるものであるか，について。主題への文体の適応に

　ついて。霊感の空しさと危険について。等々である。だが，今朝私は，不用意にも二，三

　の新聞を読んでしまった。と，突然，二十気圧もする無力感が私を襲った。そして，たと

　えそれが何であれ，また誰に向ってであれ，説明するこ、との恐るべき無意味さの前に立ち

　どまってしまった。知る者は私の意図を察するであろうし，わからぬ者，あるいはわかろ

　うとしない者にとっては，いくら説明を重ねてもどうにもならぬのだ。」

　彼ほど己の努力の空しさを知っているものはいない。突発的な「無動機の行為」すら，た
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だ一瞬自己の明晰さを欺くものでしかないのだ。『人工の天国』を献呈されたフローベール

が，そのお礼と賞讃の手紙（1860年6月2日と26日の間）の中で申し立てた，「貴兄は悪霊

を余りにも（？）強調された（しかも度重ねて）ように思われます」という異議は，詩人の

本質を見抜いた言葉だが，それに対する返書はやはりボードレールそのものだ。

　「貴兄のご指摘に感じ入った私は，自分の様々な夢想の追憶の奥深く厳しい目を注ぎ込ん

　だあげく，以前からずっと，入間のある種の突然な行為や思考は，人間の外にある意地悪

　い何かの力の介入することを仮定せずには私には説明がどうしてもっかないという考えに，

　つきまとわれて来たのに気付きました。」（1860年6月26日）

　1857年7月9日，まさに起訴されんとする時点で，「御存じのように，私は文学や美術を，

道徳とは無縁な目的を追求する以外のものと見なしたことは決してなく，発想と文体の美で

私には事足りるのです。だがこの本，その表題r悪の華』がすべて言い尽しているこの本は，

御覧になればわかりますが，不気味で冷たい美を身にまとうています。それは激情と忍耐と

をもって作られたのです。」と漏らし，更に1858年12月25日には，『悪の華』こそは彼の「怒

りと憂欝との何がしかを注ぎ込んだ本」であると，秘かにその本心を母親だけに打明けてい

た，世に言うマザー・コンプレックスの塊たる彼が，ようやく一つの宣言としてこれを他者

に向けて公表するのは，1866年2月18日，即ちその死の前年，運命の酷い皮肉によって言の

人たる詩人が失語症に陥る直前であったのだ。

　「あの残虐な書物（r悪の華』）の中に，私は私の心情のすべて，私の情愛のすべて，私の

　宗教（仮装された）のすべて，私の憎悪のすべてを注込んだと，あなたに言う必要がある

　でしょうか，そうと見抜かなかった点では他の人々と変らぬあなたに。なるほど確かに，

　私は正反対の事を書くでしょう，これは純粋芸術の書，猿まねの書，手ずま使いの書であ

　ると，神々に誓いもするでしょう。つまり臆面もない嘘をつくだろうという訳です。」（ア

　ンセル宛）

　57年の二つの文学裁判は，深くこの二人の作家を傷つけた。その対応もその受けた傷も異

なる。しかしながら，もはや都会人，ダンディ，ボードレールの脆弱さを，地方人，レアリ

スト，フローベールのしたたかさを云々することは意味がない。それはそれがフPt一ベール

であり，ボードレールであるが故のぎりぎりの生き様，各々の個性そのものであり，そして

それはまたこの二人の殉教者の受難の作rボヴアリー夫人』，あるいは『悪の華』そのもの

でもあるからである。

む　　す　　び

　「・f　一ドレールは光栄の絶頂にあります。」「ボードレールの位置」と題する講演を；この

有名な一句で始めたポール・ヴァレリーは，更に続けて「わが詩人達の間には，ボードレー

ルよりも更に偉大で更に天賦逞しい詩人達はいるにせよ，これより重要な詩人はいない」と

断じている6このヴアレリしの言葉は，董のまま小説家フローベールにも当てはまる。文学

者にとって「光栄」とか「重要な」を冠されること自体何ほどのものでもない。』しかし，共

にユゴーとかバルザックのような第一級の天才に恵まれていたとは言えず，また彼等のよう

にいわゆる大詩人でも大小説家でもないものが，却って己の資質の貧しさを逆用するかのよ
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うに，芸術家たることの自覚と意識的な努力によって，フランスのみならずヨーロッパの詩

と小説各々の分野で現代の幕を開けた，独創の魔とも革新者ともたり得たことは，確かにこ

うした形容に相応しいと言えよう。

　一言で「芸術のための芸術」と称される彼等の芸術至上主義は，サルトル流に言えば

「反ブルジョア的なブルジョア社会の歌い手」と規定され得るとしても，それは単に教化善

導・プロパガンダ芸術論の否定，世俗の功利に対する芸術自律の宣言であるのみではない。

自らが神となったロマン主義者達によって踏みにじられた芸術の復権であり，本質的には詩

人が「聖なる売淫」と呼ぶものに仕える巫女の良心の問題なのである。「尊敬すべきものは

三つしかない，即ち，僧侶，軍人，詩人。知ること，殺すこと，創造すること。」（『赤裸の

心』）この誇りに護られて，己が良心に忠実に従って行くところに殉教と光栄は骸のごとく

付き従う。「人は己が運命を創るものではなく，ただそれに従うだけだ」（ジョルジュ・サン

ド宛，〔1874年2月28日〕）と語るフローベールにしても，「悩む男であるとしても，狐に噛ま

れたスパルタ人のように微笑する」（「現代生活の画家　9ダンディ」）ことをそのダンディ

ズムの理想とするボードレールにしても，「僕は傷であり同時にナイフ1僕は平手打ちで同

時に頬！僕は引かれる四肢，引き裂く車，犠牲者であり同時に死刑執行人！」（「自ラヲ罰ス

ル人’」）と詩うそのような場で，「何よりも先ず，自分自身に対して偉大な入間であり，聖者1

であること」（r赤裸の心』）が問題であったのだ。こうした彼等が「あらゆる大詩人は，自

然的に，宿命的に，批評家となるものである」（「リヒアルト・ワグナーと『タンホイザー』

のパリ公演」）というボードレールのワグナーに託した言葉通りに，批評家を内に臓した自

覚的な書く人，自己検証の文学の詩人，小説家に自らなっていく時，現代文学を拓く第一の

の条件を具備した作家が誕生したと言ってよい。けれども，自己の内と外とに蔓延する腐敗

と欺購を鋭敏に嗅ぎ分け，これを正確に分析，・判断する能力を有し，またそうした作品を発

表することは，自他共にとって危険なことに違いない。フローベールとボードレールの告発

は，その表面的な争いにも拘らず，新しい時代への動向を感じ取り，その悪の萌芽を未然に

摘み取ろうとした権力側の本能的行為であったのかも知れない。いずれにもせよ，この二つ

の文学裁判は期せずして，この両作家の，そしてこの両作品の革命的意味をはしなくも明か

すものであると同時に，新しい文学の時代をも告げるものであると言っても過言ではないだ

ろう。

　先駆者は先駆者にしか真に理解され得ない。奇しくもこの事件を契機にして，フローベー

ルとボードレールが，時代の無理解を超えて，互に互の文学を見抜き合ったことに不思議は

ない。けだし，『悪の華』献呈の礼の形を借りてこれを論じたフローベールの手紙が，たく

まずして自己の小説の本質を語り，他方再起訴の危惧を抱きつつ物され，著者をして「あた

かも貴兄の精神が私のそれであったかのように，作品の錬金術的秘法にまで立ち入られまし

た。それは理解された，底の底まで理解されたのです。」（〔1857年10月21日〕）とまで言わし

めた白眉の『ボヴアリー夫人』論の中でボードレールが語ることは，とりもなおさず詩人自

身が直面し，解決を迫られていた問題にほかならなかったからである。その外的な生き方は

異ったにもせよ，少くとも己の天職たる文学において互の分身を持ち得たことは，大きな喜

びであり慰めであったに違いない。

　「貴兄はロマンチズムを若返らせる方法を見つけられたのです。誰にも似てはおられない
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（それはあらゆる資質のうちで最高のものです）。

　文体の独創性は頭の中にあることから生じている。文章には思想がぎっしり詰め込まれ

ていて，音をたてているほどです。

　言葉使いの繊細さを伴った貴兄の辛辣さが好きです。名剣にほどこされた金や銀の象嵌

模様のように，言葉使いの繊細さが辛辣さを更に美しく見せているのです。　〔…〕

　ああ，貴兄は生きていることの面倒くささをご存知だ，貴兄はご存知なのだ。〔…〕

　結論として，貴兄の書物を通じて最も私の気に入ったのは，芸術がそこで圧倒的だとい

う点です。それからあなたは，肉というものを愛しはせずに，悲しく距離をおいたやり方

で歌っておられる。そのやり方が私の共感を呼びました。貴兄は大理石のようにしっかり

していて，イギリ3の霧のように染み透るのです。」（ボードレrル宛，〔1857年〕・7月1．3

臼〉

「多くの批評家は言った。この作品は描写の綿密さと生気澄刺たることによってまことに

美しいが，道徳を代表するような，作者の良心を代弁するようなただ一人の人物をも含ん

でいない。物語を解説し，読者の理解を正しく導く任を帯びた，・あの隠れもない伝説的人

物はどこにいるのか？つまり検事の論告はどこにあるのか？と。馬鹿げたことだ！作者の

意図と文芸様式に関する，相も変らぬ，矯正L難い誤解だ！一芸術作品には論告は要ら

ぬ。作品の論理が道徳のあらゆる訴訟代理を弁じ，作品の結論から更に諸々の結論を引き

出すのは読者の役目である。」（ボードレール，「フローベール著rボヴアリー夫人』」）

注 記

（1）本稿に引用したフローベール及びボードレールの著作の邦訳は，文脈等による多少の修正を除いて，

　『フローベール全集』（筑摩書房）並びに『ボードレール全集』（人文書院）を基本とした。その他の

　外国語文献も，邦訳のあるものは大旨それに拠った。

（2）引用文中の太文字体及び傍点は，各々原文の大文字，イタリック体を示す。
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 Sommaire

Flaubert et Baudelaire

-A propos des deux procès littéraires en  1857-

Hisashi TAKIZAWA

   Si l'an 1857 est digne d'être conservé dans notre mémoire, c'est non seulement 

que l'on a publié deux livres importants annonçant la naissance de la littérature 
moderne  : Madame Bovary et Les Fleurs du Mal, mais que leurs auteurs ont été, 

tous les deux, inculpés d'avoir commis  (les délits d'outrage à la moralité publique 

et religieuse et aux bonnes  mœurs). 

   Cela va  sans dire qu'au point de vue littéraire, ces procès eux-même sont 

ridicules, et pourtant ils nous permettraient d'examiner, sous un nouvel aspect, le 

mystère de la façon de vivre chez ces deux écrivains. 

   Pour élucider ce problème, notre petite étude se compose comme ce qui suit  : 

      Chapitre I. Situations en 1857 

      Chapitre II. Aperçu des deux procès 

      Chapitre III. Attitude du romancier et celle du poète à l'égard de leur 

                         procès.


