一昨年︵一九五四年︶の十一月︑日本フランス文学会

派だった彼がどうして激越なフロンドウールに変ってい
ったか︑そのうごきのなかに︑この病詩入の人及び作品

のように対処し︑どのように生きぬいたか︑はじめ宮廷

フロンドの乱とスカロン

秋季総会第二日目の十七・八世紀分科会において︑桑原

およそフロンドの乱ほど複雑怪奇︑いわぽわけのわか

い︒この内乱が一七八九年の革命の前ぶれだとか︑絶対

でんばらばら︑自分勝手を言い張りあった革命も珍らし

王権の地がためだとか︑封建勢力の崩壊であり金権勢力

らぬ内乱は世界史の上でもまれであろう︒これほどてん

えていた私に︑やはり桑原氏の言葉は耳にのこった︒私

興味をもち︑それとスカロンのばあいとを結びつけて老

の台頭だとか︑おかげで個人の自由への保証が認識され

たさいのことではあり︑それ以上の説明を聴くことはで

ンのばあい彼の生活と切りはなして考えられない多くの

﹁一人のスペ

は作品オンリーというわけには゜いかない︒ことにスカロ

遠因だとか︑クロンウェルの影響だとか︑

イン女と一人のイタリー男がフランスを支配していたか

詩を残している︒︵もっとも︑生活と多くかかわりあった

だしたとか︑さまざまな教訓を引ぎ出すことは比較的易
しかろう︒また︑その原因も︑三十年戦役の財政破綻が

きなかった︒かねがね革命時の文学者のあらわれかたに

肯定したが︑何にしろ会がおわってざわざわと立ち上っ

武夫氏から﹁フロンドの乱が再評価される傾向がある﹂

太

のほんの一面だけでも捉えられれば幸である︒

広

という意味の発言があり︑小場瀬卓三氏も直ちにそれを

東

詩ほど愚作だという特徴をもってはいるが︶

フロンドという混乱をきわめた内乱の渦巻に︑彼がど
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伊

民衆さえもリシュリェの﹁鉄の手﹂からの解放を望んで

らLとか︑貴族も僧侶もブルジョアも︑誰れもかれも︑

も彩るものは︑ナマズのごときマザランの性格である︒

をひくのである︒このゴブラン織の絵模様をいやが上に

さみにくさ︑それゆえのかなしさ︑美しさがぼくの興味

べつなかたちで︑少なくともよりすっきりしたかたちで

シュリュほどの鉄の意志があったなら︑この乱はもっと

この﹁リシュリュの遣骸﹂δH①ω什Φα①空oずΦ＝Φ信に︑リ

フロンドの乱にはマザランの性格の反映が見られる︒

いたとか︑税金がふえたとか︑重くなったとか高等法院
のレジスタンスだとか︑さては美女と貴公子の恋の演出
いま︑ぼくにとって興味があるのは︑この内乱のごたご

だとか︑i理論づけや︑解釈は歴史家にまかせよう︒
たした内容そのものである︒この内乱には古来さまざま

収拾されていたであろう︒美男美女のロマネスクなエピ

ソードだなどといわれる付録は︑つかなかったように思

な解剖が企てられたが︑それはいぜん︑異様な面貌をも
ってわれわれの前に立ちはだかっている︒

表題に﹁フロンドの乱とスカロン﹂とかいたが︑スカ

われる︒

ロンとフローンドの乱を考えるばあい︑むろんマザランな

しに考えることはできない︒それはまたマザランとスカ

登場した男である︒二十八才でこの鉄血宰相に見出され

鳳知のごとくマザランはリシュリュの推ばんによって

ロンの関係でもある︒

たイタリー人とは︑いったいどんな男であろうか？
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この革命は成功しなかった要素が︑そのままその特徴
になっているように見える︒成功しなかった要素とは統
一トロッキーがいて︑目的に向

一定の終極目的をもたなかったというこ

一レーニン︑

一理念の欠如︑
とである︒

って直進したのではない︒ジャヅク・バンヴィル冨㌣
ったのだという︒それが成功しなかったのは﹁自己本位

ヴィスを持ち出さなくとも︑吝畜は知れわたっている︒

ρ＝①ω一W鉱口く邑①は︑この統一理念の欠如がフランスを救

の矛盾しあった一束の利害の寄せ集めであり︑しっかり

ｪの敵︑七分の味方ということがあるが︑彼ほど個汝

ラ

した主義主張を欠いたからである﹂と︑モロアはいう︒

アヴアリス

それがフランスにとって幸であったか不幸であったかは

い︒またきよほうへんも彼ほどになればむしろ愛嬌とい

の敵を多数に︑ようしていた人物もそうざらにはあるま

える︒さまざまなマザラン評のなかで︑もっともこうけ

べつとして︑そこにはより以上の人間のむきだしのすが

昧方のなかの敵︑敵のなかの味方︑それによる入間の弱

たがあったはずである︒相反するいくつかの意志の対立︑

一二

気づいたこと﹂とことわりがきして︑次のようにいう︒

みよう︒ラ・ロシェフーコオは﹁自分が接触した範囲で

いをえたと思われるラ・ロシュフーコオのものをあげて

けることはできなかった︒かくてマザランは登場した︒

の人間をきらっていたが︑あえてその﹁遺言﹂をしりぞ

も︑﹁卑劣なるガストン﹂にもはげしい不信を抱いてい

た︒摂政は王后か︑それとも王弟か？

て早晩摂政問題の起ることはやむをえぬことと考えてい

己れの死期を知覚した王は︑五才に満たぬ幼王子を抱え

というものを持っていないかのごとく柔軟であった︒そ

取り入ることが巧みであった︒その気質は︑まるで気質

の通謀を懸念する王の妻への疑念にはぬきがたきものが

た︒ことにシュヴルーズ夫人と連絡をとり︑スペインと

﹁その精神は偉大にして勤勉︑すこぶる策に富み︑入に

の使いみちによって自分をいく通りにも使いわけるすべ
以上のものに約束してやるように見せかけて︑巧みには

ともあれ︑じっさいにその権力を制限する措置が考究さ

あった︒そこで︑王后の摂政が実現したばあい︑形式は

王は自分の妻に

を心得ていた︒彼は恩顧をもとめて来る者の意向をより
ぐらかすことができた︒また彼はその弱さから︑与える

れた︒顧問会議の設置がそれである︒顧問会議のメムバ

アは︑ζo⇒ωδロ︻︵王弟︶蜜Oコ臨①β﹃δり甑二〇①︵コンデ公︶

ル・コンセイユ

つもりなど毛頭ないものを与えてしもうのであった︒遠
大な計画をめぐらすとぎにさえ︑その視野はせまかった︒

Zo団臼ρα①O冨く蒔身の六人からなるはずであった︒

δ〇四aぎ巴鍵爲碧旦δ09口8団①﹃

餌①ω

不敵な精神と臆病な心をもったリシュリ芦枢機卿とは反

意なしには何ごともなしえぬという秘密条項の付録があ
った︒この秘密条項を︑メムバアの一人である正義派の

︒︒︑①押︒げ餌．℃①昌︒①．︶・れには︑摂肇姪︑顧問会議の同

︵甑墾畦︒讐襲．曝．藪擁瑠墾諸．婦㊦の驚

︹ωひぴq三Φ昌

対に︑マザラン枢機卿はその精神よりも心が大胆であっ
た︒彼はその野心と吝街を︑思わせぶりな節度のうちに
かくしていた︒家族はすべてイタリーにあり︑自分は何

ものも望まぬと揚言していたが︑王后の側近をすべて自
分の身うちで固め︑彼らに利をほどこすことによって自
︵い簿菊ooず①i

デ・ノワイェが王后に密告したのである︒王后の驚き︑

らの安全と偉大を確保しようとしていた﹂
ho＝8三9﹈≦ひ日o 冒 Φ ω ︶

彼女は陰謀の張本人たるマザラン︑ド・シャヴィニイに

深く期するところがあったもののごとくである︒ところ

少しさかのぼってみよう︒ルイ十三世は︑病み︑かつ
気力がおとろえていた︒猜疑心のつよい彼はリシュリュ
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の﹁宣言﹂に反対し︑あらゆる権力を彼らの手ににぎろ

ャヴィニイの二人組が︑デ・ノワイェは王后と組み︑王

となり︑失脚してしまった︒むろん︑マザラン︑ド・シ

が︑﹁王后の良い子となったデ・ノワイェは王の悪い子﹂

によって破棄されたのである︒その夜︑王后はマザラン枢

等法院に要求し︑それが入れられた︒故王の遺言はそれ

り︑その二日後に摂政職が条件なしでなされることを高

月四日に死んだ︒翌日︑王后は幼い国王をパリへ連れかえ

は王后への工作である︒彼は彼に不信を抱く王后との秘

てそれは簡単に行われた︒かくてスペイン女とイタリー

彼一人に負わせて︑彼を失脚させることにあった︒そし

の盟友ド・シャヴィニイを王后にざん訴し︑宣言の罪を

かした︒宰相となったマザランの第一の仕事は︑かって

機卿を室相に任命した︒このニュースは彼の反対派を驚

密会談に成功し︑ ︵この成功が彼の宮廷における将来の

男の支配というフランス史上まれなる事態が確立し︑

マザランはライバルの一人をたおした︒つぎに打つ手

うとしていると︑王に信じ込ませたのだ︒

位置を決定したようである︶かの秘密条項は︑王后の摂

六四三年︑スカロンがブルボン・ラルシャンボオの温泉

一

政宣言︵王弟をけとばしての︶を王に承認させるための

場から傷心を抱きつつパリに帰ったこちには︑のちに︑
かあちゃんはマザリーヌ

やむをえぬ措置だったことを︑彼女に納得せしめたので

ていたらしく︑かくて﹁夫君の冷淡により︑長らく惰愛

ある︒この外交のベテランは︑女にかけてもツボを心得

あたいは︑ マザラン

がち政策的な意味ばかりではなかった︒なるほど彼は十

リシュリュが文学者を保護し︑年金を与えたのは︑あな

﹁考えたことをすべて実現した﹂鉄の意志のひと宰相

のである︒

と落首で唄わるるほどのマザラン一家が成立していた

国什審ω二δ剛≦倉ΩN鋤ユロ

ζ鎖日恥口①ω叶ζ鋤N鋤ユ詳O

の味を知らぬ⁝⁝この女ざかりのスペイン女はこの稀な
・美男乏会・て﹂︵モロア﹁フランス史﹂中村︑山上等訳より︶の推測も生れ

・のであ・︒︵霧厩げ潟確薦謹緊袈軽甜
一

縦篇漿撫．鷺器．婁艶蝿゜α誌．竃．垂詔口圏の︶
王は死期の迫かつつあるのを自覚しはじめていた︒

方︑秘密会談後のマザランは王后に急速に近づきつっあ
った︒ ﹁他人の欠点を巧みに利用しつつ﹂王后のまわり

に抜きがたい地歩を築きつつあった︒王は一六四三年五
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六世紀に文学者が獲得した新たな力を認識してはいた︒
しかし何よりも彼自身がひとかどの文学者であったこと
を見逃してはなるまい︒彼はへっぽこな詩をかき︑コル
ネーユに匹敵すると思っていた︒彼はまた︑．肖Φω冨白①暮

連座した父のための躇書だが︑それから四・後︵腸嚇

明蒔蕪塵麗弼㌣︑︶の枢講の死に・・て︑それ

には意外な反響をよび︑これまで閨房をよろこぼすだけ

はその直接の目的を果すことはできなかったが︑文学的

で満足してきたスカpンが﹁文学によって身．を立てる﹂

竃ひヨo貯ΦωL≦四×一ヨΦψq︑国欝↑︑︑をかいた︒︵︾鼠おα

幻鋤旨げ鋤ロ倉出♂8貯⑦畠①冨oぞ⁝ωΩ︒江o昌博9つ鴫Ω︒δ①︶こうい

決心をしたのはそのためだといわれる︒︵国且δ罎餌σq⇒P

娼o 葺 5 莞

到いわゆる丈学のわかる政治家に鼻もちならぬ文学者の

ヘ

ヵ

ヘ

ヘ

ぬが︑少なくともこれによって宮廷との関係がはじまり︑

ユのいう﹁偉大な成功﹂はなんによってえられたか知ら

き・をかき︑散文を韻丈の形式に置きかえたにすぎず︑マニ

この二作は彼の才華を示すにとどまり︑詩魂のひらめ

騎笹璽

致した・見・べきであろ−︒︵纂勤編諦黎鶴騨

なく︑死期の迫ったルイ十三世の宥和政策にたまたま合

しいが︑それは必ずしも彼の丈学の偉力を示すものでは

︑彼の父は釈放された︒彼は己れの文学の偉力を感じたら

た︒・れ皇の死︵一六四三年四月二＋八日︶の数旦剛に聴許され︑

王に奏議す﹂幻8器ω件①霊幻亀冨Hω︒霞︻︒⇒塗ωをかい

し易い﹂と見たルイ十三世にあてて︑ ﹁赤子スカロン︑

﹁リシュリュよりは組み

空び＝oαq冨b三①σqΦ昌曾自ρ︼ΦαΦのO①蔭く話ωα①Qo8隣o口︶

ヘ

これに力をえた彼はさらに︑

味方があるものだが︑リシュリュのばあいはもっと真実
だったようである︒彼はソルボンヌを再．建し︑王立印刷

局を設け︑のちに博物館となったδ冒巳ぎα＝Ho陣を創
建した︒彼が一六三四年︑アカデ︑ミー・フランセーズ創

立の肝入役をつとめたことはあまりにも有名である︒マ
レルブが．．一．O自Φω口門冨bユω①自①冨園碧ゴ①＝①︑．を捧げ︑

バルザックがそのいそHΦαロ即冒o①を献じ︑ヴォワチュ

ールが﹁後世二百年ののち︑リシュリュによって完成さ
れた大事業が語られるだろう﹂といったことにも︑この
宰相の意図がうかがわれる︒

一六四二年十一月︑スカロンは﹁卑小なるスカロンよ
ヘ

り偉大なる枢機卿への請願﹂園①ρ口①ω器自βb①鼠けω8隣8
ヘ

ロロO冨ロ鳥O費畠貯巴をかき︑文学に理解ある宰相に送っ

た︒この九十二行よりなる詩は︑高等法院の舌禍事件に
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ートフォールζ恥二Φ自①＝帥葺①ま腎が宮廷に復帰した︒

一六四三年︑マン時代から親交のあったマリ・ド・オ

彼の﹁請願癖﹂の噛矢をなしたものとして注目に価する︒

てどうなるというのか？

文の意味すら理解が困難だったといわれる男に詩を捧げ

のだいいちの悲劇があったようだ︒フランス語の短い散

のわかる男ではなかった︒この思いちがいに︑スカロン

求されるのを恐れたからだともいわれる︒他方︑彼ぱ政

を心よくうけなかったのは︑彼から﹁べつな贈物﹂を要

しかし︑マザランが彼の贈物

むろん︑前記宥和政策の一環をなすものだが︑かねて機
会あるを狙っていたスカロンがこれを見逃すはずがなか
った︒彼は彼女に﹁宮廷にかえれるド・オートフォール

りまわし︑﹁フランスじゅうの病人の総元締﹂

治で忙しかったろうし︑ごとごとに﹁女王の病人﹂をふ

δαo績①昌

嬢へのエレジイ﹂田①σqδ曽ζ9のαΦヨo冨巴Φα①国鋤暮Φま＃

仙Φωヨ巴9αoの鳥Φ冨聞憲昌o①をもって任じているこの

・ド・オートフォールとのつながりを白い眼で見ていた

詩人を︑苦欧しく思っていたに相違ない︒また彼とマリ

マリの紹介でルーブルで王后に会った彼は︑臆面もなく

おく①口①口↓帥﹃8ξを捧げ︑王后への仲介を頼んだ︒

ルーブル内に彼のために一室を設け︑﹁王后の病人﹂

﹁台風﹂は黙殺された︒スカロンはこの黙

のなかに見られる︒責任はすべて詩人をないがしろにし

件Φ．．のなかに見られ︑憤怒は長詩．．いΦの＃δδ仲の傷①冨Oo霞︑︑

ものがあった︒悔恨と屈辱は散文．．﹀∪9ヨ①09＝①日簿︐

殺を軽蔑と見︑その悔恨と屈辱と憤怒は︑意外にはげしい

ともあれ︑

テイフオン

黎箔紮匠蒜鱗︶

ξがいない︒︵鮨灘黙喉蕨詔蔽悸諺論

8ヨ巴巴①O①冨﹃Φぎ①たらんことをもとめた︒王后は
微笑をもって答えた︒彼はそれを応諾の意味に解したが︑
ルーブル内の一室の件は入れられず︑結局五百エキュの
年金︵といわれているが︑これは賜金的なものであった︶
をうることに成功した︒︵︾・悶雷口︒ρ評三ω8ほo討w国・
﹈≦Ω︒σ自昌ρω8旨o口Φ什ωo昌ヨ一嵩①偉︶

スカロンぱ・宰相マザランが日に日に抜きがたき地歩を
彼は病と疲労に苦しめられながらも苦渋のはてに︑ ﹁台

占めつつ︑最高の権力の座につくのを見まもっていた︒

これをマザランに献じた︒むろん︑反対給付を予測して

ンの胸ふかく蔵されたのである︒・：・：

て突風のごとくあらわれるものが︑この時すでにスカ廿

風﹂86遷げo口をかきあげ︑豪華な装ていをこらして たマザランに帰され︑のちにい①ωヨ帥N母貯巴①ω となっ
の話である︒しかしマザランはリシュシュとちがい︑詩
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すでにしてマリ・ド・オートフォール﹂は︑マザランと

かつ驚き﹁︑かつ深い憤りをおぼえた︒だが彼の現実主義

と肉体のあらゆる優美さをそなえた﹂・者を迫害する力に︑

彼はからめてからの攻略を思いたち︑

空ごとにすぎぬか？﹂

ぺんの絵空ごとにすぎぬ︒年金へののぞみも︑ついに絵

﹁︵大意︶あ︑︑われを哀れに思う世間の同惰も︑いっ

おくり︑訴えた︒

スウヴレ騎士Oo8日餌口畠Φ貰O①ωo＝＜蕃に悲痛な一詩を

をえられるか？

とこそ重要だと判断した︒いかにしたならば年金の継続

はかいなき悲嘆にくれるより︑つぎの打っ手を考えるこ

王后との関係のただならぬ気配に気づいていた︒この才
女の眼には︑ ﹁お追従者の嘘つきの︑この異国語をあや

つる男と︑うつり気な王后﹂との間柄が堕落とうつった
のだ︒リシュリュほどの腕も器量もないくせに︑大きな
面をしてのさばりかえっているこのイタリー人の女王へ
の影響を︑彼女は全力をあげて取りのぞこうとした︒マ

ザランから見れば将来のおそるべき敵であった︒彼は懐
柔策をこころみたが︑それも無駄だと知ると︑聞諜を放

Oqo＝8⊆8訂oo目b餌ω訟oロ

O口︑o口泳日o蒔コ鋤自①ヨ9ヨδ緯①
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って彼女の行動を監視しはじめた︒

マリ・ド・オートフォールの失脚は意外にはやくやっ
﹁おえら方﹂冨ω一ヨbo誹p︒耳ωの徒党に加担した

2①h自一自O口OρロゴロΦ芭ロ皿o口

てきた︒

こと︑宰相暗殺計画のかどで投獄されたボオフォール

閏什一︑ΦqDbo罵α︑ロ⇒①bΦ口ωδロ

トール・フランスにいわれても仕方がなかろう︒どこに

かかる詩を見れば︑喰うために詩人となった︑とアナ

原文略︶﹂︵︾ζ﹂①Oo韓ヨ餌a①ξqΦωo信く審︶

道化詩入という名が︑そのすべてのむくいか？︵大意︑

てくる︒ 一片のポロ屑ほどの役にもたたぬではないか︒

﹁わが詩︑わが6曳Oげoロ︵台風︶︑あ〜︑考えると泣け

と︑いい︑さらにつづけて

霞①口ρβ．二昌ΦoゴoωΦ一ヨ四αqぎ巴器

α＝oαΦbd①鋤ロho詳に味方したことが彼女の失脚をはやめ

たのであ・︒︵救諜β蜜鷲に舞囎義齢鞭霧
i霧簸髭罐嬬︒竃．日︒．．．︑︶す繁たたび

金籍﹂を閉じることを意味したからである︒彼は﹁精神

へきれきであった︒マニユの言葉をかりれば︑ ﹁女王の

この保護者の失脚は︑スカニンにとってまさに青天の

た︒

宮廷を追われ︑フィユ・ド・サントマリの僧院゜にかくれ

留．

詩人のほこりがあるというのか？

ジャルゼH≦山円ρロすαΦ一鋤円Nひ︑コスタール一︑QげげΦOOωけ倉Ω円︑

父祖゜以来の王室にたいする本能的尊敬もあったろうが︑

oo口pヨ国゜﹈≦9︒σq昌ρω8匿oロ雲ωoコヨ葭①信︶彼の宮廷派は

才能の浪費と見るよ

りほかに考えようがないではないか︒彼のこのような行

度はずれにひどかったようだ︒彼の詩の︑芸術的香気を

この内乱によって彼の本が売れなくなるのを恐れた︶

活の不如意をおそれた︒︵アナトール・フランスによれば︑

による国土の荒廃をおそれた︒いや︑むしろ荒廃による生

の影響も見逃すわけにはいかない︒彼はなによりも混乱

ド・ラヴァルグン司教まくゆρ自①O①い鋤く費巳口らの友人

為は︑﹁乞食行為﹂日①⇒巳o詳ひ︑﹁乞食病人の遍歴﹂﹃bひ3−
−σq﹁貯①江oコ傷Φヨ9︒冨◎①巳①口象四暮として批難されるが︑当

かくゆえんのあるものが︑やたらと多い﹁奏議﹂や﹁請

時の風潮を考慮に入れても︑スカロンのばあい︑それが

願﹂に負うとすれば︑この問題はそれだけですまされぬ

ピキュリアンで︑自由主義者で︑いくつかの﹁春兵衛の
キヤバレi

唄﹂O冨霧︒口帥げ9おをかき︑一︐われ︑いかばかり居酒屋

エ

はずである︒金をめぐんでくれ︑という内容の詩が詩と

して成立するためには︑極度に客観的な︑きびしい才能

フロンドのひとたちよ︑

わかる︒ことに後者の冒頭の︑

よくもうまく欺したなQ

いΦω博O昌α①口Hω⇔o信ω冨げ90已Φ

けび①目Φ゜

しても︑彼がいかに静ひつを愛し︑混観をおそれたかが

冨8段爾①⇔8α①幻ロ︒一一を見れば︑肉体的条件をべつに

げざ2ωαΦ℃費δや﹁リュエイの和議にことよせて﹂ω霞

もらす彼である︒彼の﹁パリ攻囲の唄﹂O冨口ω8ωξδ
へ

のさなかに﹁わしは上等なメロンが喰いたい﹂と︑ふと

を愛するや1﹂．．O話一︑巴ヨ①一①8げ母①鈍︑と叫び︑騒観

︵のちのマリ・ド・オートフォールの良人︶

ションベル元帥8ヨ碧ひ︒ゴ巴

だがスウヴレは涙を流して︑この詩に感動したといわ

の極限が要求されるであろう︒

ωoげoヨび臼αq

れる︒彼のあっせんと︑

一

︵国゜竃9︒σq口ρω︒母8コ

のバック・アップもあって︑この山辰訴は聴かれ︑五百エ
キユの賜金は年金に代えられた︒
Φけωoコヨ≡①ロ︶

早くから無気味な鳴動をつづけていたフロンドは︑

六四八年五月︑高等法院の租税法案の登録拒否を襖機に︑

﹁忠良なる

は︑彼の初期の反フロンド的性格を決定的にするもので

︵閏゜0ゴ母山oPωo山崔8ぎ− あった︒目前に迫る飢餓︑窮乏への恐怖が︑

スカロンははじめ︑宮廷派に好意的であった︒という

その特徴のある爆発音をあげはじめた︒・

よりむしろ宮廷派であった︒
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臣民﹂としてよりもいっそう強くフロンドに反揆させた

者︑修道尼︑騎士︑代言人︑検察官︑その書記を問わず︑

田ω↓o騨①餌①ごoヨ房ロ↓δ⇒h母嶋巴ωΦ︶司教︑医者︑隠

るか︑印刷物を売っていたといわれる︒︵と博Φα幻二︒ヨび窪9

少しばかり筆の立つものはことごとくマザラン攻撃の調

のだ︒ただ彼の反揆は公憤にひろがるものがあったにし

刺詩をかきまくった︒ザレ唄や卑俗な落首がつぎつぎと

ろ︑その根本はあくまでも利己的であり︑自我中心的で

あった︒それが彼の反フロンド的性格を限定し︑真に大

でうずまったといわれる︒このおびただしいマザランひ

現われた︒ボン・ヌッフのらんかんはこれら卑狸な文字

衆にアッピールする力を失わしめたのである︒
一方︑彼にはマザランにたいする激烈な反感があった︒

ぼうの文字は︑ことごとくビュルレスクのスタイルをお

テイフオン

﹁台風﹂の黙殺︑マリ・ド・オートフォールの失脚︑修
道院要求の失敗︑マザランの一般的不人気への共感︑こ

﹁フロンドがビュルレスクをうば

びていた︒すなわち︑

ド

オ

ン

国什昌Φbo自﹃Bωδ臼σq帥興

O①けo齢嵩o口8hΦ鑓営①口﹃2

貴様の歯なんぞ立ってたまるか︒

その玉ねぎで泣き面かくな

叙ﾊ8口︵玉ねぎの︶となまったがために︑

ニ

q㊦ω8ヨ嘗①ω・Oo霞OΦω蝕仙oω冒O︹9口q8コω①躍の法官た
︑ヲユニオン
ちの集り︶を正しく発音できず︑α︑ロロδ口︵連合の︶を︑

マザランは例の一︑︾醤蝉自ご巳8︵空二①ヨ①口80訂ヨびお

った﹂のである︒

とに王后の約束したものがスムースに手にはいらぬのは
マザランの横槍によるものだとの確信が︑彼の反感をあ

︐
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ふりたてた︒しかしそこをふん切って反マザラン派にま
わることは︑ 一拳に年金へののぞみを断っことを意味し

た︒かくてフロンド︑マザランのいずれにも不満を蔵し
つつ︑いずれとも決定しがたき不安定の平衡時代が︑し
ばらくつづいた︒矛盾や対立を︑つねに易々とふっきっ
一
ていたスカ切ンにして珍らしいことである︒

すでにしてちまたには︑マザラン攻撃の印刷物がはん
パンフレ

らんしはじめていた︒アルフレッド・ランボーによれば︑

これらの落首はことごとくビュルレスク的なひびきを

カロンである︒彼は内心ほくそ笑むとともに︑眉をひそ

もっていた︒ビュルレスクの﹁王﹂はいわずと知れたス

とからかわれている︒

パンフレのひとつに︑ ﹁マザランよ︑ありがとう︑印刷

おびただしい小冊子が散文︑ 韻文を問わず︑今日の大判

屋より﹂というのがあり︑パリの半分はその印刷屋であ

の書物にして百冊ほども現われたといわれる︒これらの

創．

めはじめてもいた︒ビュルレスクの弟子どもが彼に代っ

はなかった︒さらばと彼は︑

うん︑誰れひとりとしてこの要求をまじめにうけとる者

い手﹂のアンヌ・ドートリッシュにあてて﹁女王へ﹂

﹁こった牛乳のような白

てマザラン攻撃をしてくれるのはありがたいが︑低俗卑

﹀訂国①ぎΦならびに﹁女王への感謝﹂幻Φ日ΦH9日①三鋤

彼はその背後の邪魔者がマザランであることを信じてう

ったのだ︒

狸な文字が彼の名によって公表されるのが我慢ならなか

たがわなかった︒マザランもまた︑せんどうの中心人物

冨幻①ぎΦをかき︑訴えたが︑すべては無駄であった︒

よしんばマザランに疎外されても︑王后には悪感情をも

それに彼はまだ年金への一縷ののぞみをつないでいた︒
たれたくなかった︒しかもパンフレテールたちは︑王室

Uo三゜・×署︶

エマニュエル・ド・ラヴ
ァルグンが余分の聖職録を自らの取巻きに分配したうえ︑

にみまわれた︒マンの新司教︑

そのころ︑スカロンはマンの聖職録を失いかける危機

はスカロンであると確信するにいたった︒

への悪意にみちた卑狼な誠詩はつぎつぎとあらわれ︑そ

の権威も︑母后の名誉も容赦はしない︒王后とマザラン

な打撃を与えたといわれる︒︵ピ．bゴ①二冨巳

れは幼いルイ十四世にさえ生涯消すことのできない痛烈

かつふんげきした彼は︑司教に痛烈な抗議丈

8葺﹃①oΦ葺×ρ巳ho募℃器ω①︻δ自雷＝σΦ＝Φω島h匿∋讐o貯Φω って補おうとし︑﹁滑稽詞華集﹂い①幻①2①鵠α①ρ＝巴ρ＝①ω

﹈息ついた彼は︑年金の喪失を︑文学の収入によ

︵﹀ヨ︒〒

ωΦ齢昌①ロ＝︑国くゆρロ①畠二ζ磐ω︶を送り︑ついにそれを取返

スカロンのものをもそれにつけ加えたからである︒驚き︑

中心人物にまつりあげられていた︒彼は自らの名声を濫

した︒

スカロンは自ら知らぬ間にかかる調刺詩のかくれたる
用する卑怯者たちへの抗議として︑ ﹁他人の名をかたり

へ

誹殿文書をはんぷする者への百四詩﹂O①葺ρ8霞①＜Φ笏

できた︒彼はさらに︑以前評判のよかった戯曲にふたた

窪四く①ω蔓の上梓により︑かろうじて生活を支えることが

＜臼ωげ霞冨ωρ口①ωの再版や﹁変装のヴィルジル﹂≦お蕃

刷所から送り出される印刷物はどうしようもなかった︒

び手をそめた︒彼の新作戯曲﹁可笑しな相続人﹂一．出Φ阜

ωoロω♂昌o日Ω．磐甫ξを公けにしたが︑津浪のように印

一六四九年三月︑ ﹁リュエイの和議﹂が成立し︑王室

ニュ劇団によって上演されたが︑不幸︑内鑑のために中

↓δ︻鼠象︒三Φは一六四九年の中頃︑オテル・ド・ブルゴ

はパリに帰った︒混鰍のほどぼりのさめるをまち︑彼は
この三人の出納官はもち

だが︑

年金の支払を要求した︒︵幻oひq緯ロヨ曽目Φωωδ農ω↓ρ一げ①甦抄

k

＝oロコ①匁ゆΦぽ≡騨o︶
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いた︒ガストン・ドレルアンと打合せのためにやって来

たる隠謀家たちがかくれ︑時をうかがい︑秘策をねって

ドウールはトロア館気附でうけとっていた︒コンデ公の

刷所が近くにあり︑そこで印刷された誹誘文書をフロン

カロンを訪問した︒プユイ・セルタン勺巳叶ω69富言の印

た勺助巳q①08島︵レス枢機卿︶が︑彼と連れだってス

止をよぎなくされた︒彼はそれをもマザランの責任に帰
となし︑彼へのうらみは抜きがたいものとなった︒

し︑ ﹁直接間接の不幸の原因はあげてマザランにある﹂

そこに女性の影響がハッキリ認められる︑とマニュは
いう︒スカロンは青年時代︑セレスト・ド．パレエゾー

使者がガストン・ドレルアンのそれと打合せのために︑

O色Φω富自①勺巴巴q・Φ餌ロを知り︑彼女を誘惑し︑のちにそ

れをすてた︒セレストは﹁誘惑者﹂から四万リヴルの慰

詩人の部屋を利用することもしばしばであった︒セレス

金の喪失を残念に思い︑その原園となった︵彼によれば︶

ともに少なからぬものがあった︒彼は以前にもまして年

トの扶養︑ことに新住居の費用は︑その訪問者の激増と

薪料をもらい︑一時修道院にかくれたが︑金を使いはた
し︑ふたたびスカロンをたよって来た︒彼女はすでにう
ば桜であったが︑

マニユによれぽ︑作家ωoロー

自①蔓を夢中にさせるほどの色香を保っていた︶ なかな

﹁マザリナド﹂の出現を予告する︒ ﹁⁝⁝不幸︑不幸︑

マザランをうらんだ︒彼は激流に立つ思いで痛烈無比な

に強請して︑ ﹁宮廷に関する八行詩﹂いΦωε9Φ8α①冨
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︵しかし︑

か利口な女で︑スカロンの周囲から﹁︐悪い仲間﹂を︑と

調刺作家やパンフレテールを動員してマザラン攻撃の

日巴①α．国飴q8ロ障︶

ヴィル版の美装をこらして︵大意︶﹂︵︾ヨoコωδ霞自．︾ロー

不幸︑いまに病人の苦しみが爆発するぞ︑それもエルゼ

りちけ﹁彼を喰い者にし︑ときには必要．なものまでもう

ばっでゆく居候ども﹂を追い払った︒その居候どものう
ちでも︑もっとも仕末におえない者は︑ ﹁ひとりは酒好

き︑ひとりは男好き﹂のスカロンの姉たちであった︒モ
レストは弟を喰いものにするこの姉たちをのがれ︑彼を

機会をねらっていたポール・ド・ゴンディがそれを見逃
うながし︑フォブール・サン・ミシェルの﹁トロァ館﹂
ｸ99ユΦ目H畠Φωにうつり住んだ︒この建物の位置こ すはずがなかった︒彼はスカロンをたきつけ︑むしろ彼

︵この詩はマリニイ蜜鋤鼠讐団等との合作によるものと

このいわゆる腐蝕性の詩のなかで

そ︑スカpンのフロンドウールとしての位置を決定的に

oo霞をかかしめた︒

8口窪○ユ9口ωが住んでいた︒まわりの修道院には名だ

するものである︒目と鼻のり箔クサンブールにはの餌甲

一．

﹈≦自D霞宥ΦO餌二〇三Φ等の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

レスは詩人をしそうし︑該文書をブラッセルの印刷所に

送る決意をさせた︒かくて一六五一年のはじめには︑ポ

いわれるが︑モーリス・コォシ

研究により︑スカロンのかいた部分がほどんど明瞭であ

ール・モリヨ℃勉巳﹈≦oH筥o什の考証により︑ ﹁スカロン

し︑ただはおかぬぞと脅迫する︒心の間げきをついた︑レ

じめたのである︒

のものということを拒絶することの困難な﹂︑かず限りな
マザリナド
いパンフレのなかでも最も激越な誹殿文書が流布されは

る︶スカpンは現代の混齪をあげてマザランの責任に帰
スの巧みな誘惑に抗すべくもなかったのだ︒アンリ・グ
﹁レスはスカロンの︑

マザランはパリじゅうのきらわれ者であった︒その持

ルメラ＝Φ口二自︑︾一ヨひ冨ωはいう︒

なかに一個の道具を見たにすぎず︑彼を巧みに利用しよ

つ柔軟性すら︑軽蔑の的であった︒だがそこには群集心

理が︑附和雷同性が支配していたこともじじつである︒
︑

︵ピΦ幻oヨ鋤冨Ooヨδ質①畠①ω8昌o昌︶

うとしたのだ︒ ︵中略︶利用してからすててしまった﹂

ていた︒フランス合理主義が集団のかたちを取ったばあ

外国人の支配という感情に︑ナショナリズムが結びつい

いの危機が︑これほど露骨に示されたじきもまれであっ

﹁この不明の詩人﹂は︑もはやフロンドたるをかくし
いだに辛うして安定を保っていた精神の均衡がやぶれた

たろう︒ーレスの尻押しでこの激流にまき込まれたス

はしなかった︒マザランへの反感と年金へののぞみのあ
のだ︒かくて﹁彼の部屋は高等法院の回廊とひとしく︑

qΦ局一ωρロ①︑ ラベ

・ド・フランクッ・﹁

一︑帥げげひq①国H鋤ロρ岱Φ−

8けスグレエωΦσq﹃巴ω竺寸が情報をもちより︑熱烈な議論

をたたかわし︑来るべき民衆動員について計画した︒マ
Φ一

ωO昌

ヨ凶一一①口︶

リニイがその苛烈なバラドを諦し︑ブロットがそのしん
らつな八行詩をよみあげた︒︵ω09の﹃︻O昌

レスはスカロンの筐底に﹁フロンドウールの士気を鼓
舞するような﹂誹殿文書が眠っていることを知っていた︒

国⇔件簿ひげ霞口ひΦ助一

国ωb鋤αq口㊦．

︾＜①o冨くΦ昌自①ロgワ①Ω．9σq昌OP

∪σ8ご℃円ぎ8α窃ヨ鋤ρ三σq口o口ρ

勺二︒弓8酔3ωωoH富匡Φゲ団ヨひ昌Φρ

目o口5負○団四げδαΦの二口ひ①

事をあばき出した︒

陰謀の策源地﹂となったのである︒ラベ・ド・ラ・リヴ
カロンの攻撃には︑この一般的特質のほかにひときわき
ィエール一︑鋤げσΦα①冨空≦曾Φ︑ド・フィスク伯OOヨ8
わ
だつ恐るべき毒をふくんでいた︒彼はコロナ枢機卿
O鉾αぎ巴Ooδ58の秘書であったころのマザランの惰
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ワレ鍋に閉じぶたの︑馬喰の親方と︑玉葱売りの女と

島へかくしてしまった﹂者への攻撃は︑しつようにつづ

﹁ソドムのムチを振うこの執達吏﹂はそ

の罪︑その聖物売買の罪を高く支払わねばならぬ︑とし

のを借りよう︒

けられた︒あらゆる不幸
己れの不幸︑国家の不幸
の結合lーマザランの相手というのは︑アルカラの八百
1の原因はマザランである︒マニユの引用しているも

屋の女だったのである︒

て︑

マニユによれば︑ ﹁男に生れて女になった﹂といわれ

るマザランの現部は有名であった︒だがその真実を証明

ケだ︒グレェヴの刑場では︑お前のバタつく足を︑絞首

﹁カボチャ頭の宰相︑人非人︑叛逆罪でお前はハリツ

する何ものもない︒スカロンはこの不確実なものへも攻
撃を加えることを忘れはしない︒

空の鳥も喰えはしない︒⁝⁝﹂

台ががっちりうけとめてくれるだろう︒お前の腐肉は︑

＝辰れなジュール︵マザランのこと︶よ︑キン玉もろ
ともお前の首をちょん切るぞ︒毛をむしられ︑キンをぬ

こういう情事をあばかれることは︑王后の手前︑少な

方の喝釆を博したが︑敵側のはげしいうらみを買ったか

知れない︒だがそれに払わされた代価も大きかった︒味

風﹂以来の重なるうらみを︑晴らしたつもりだったかも

﹁マザリナド﹂の反響は大きかった︒彼はこれで﹁台

かれた枢機卿よ︑男でも女でもなくなって︑のめのめロ

くともマザランはやり切れなかったに相違ない︒が︑弁

らである︒全﹁マザリナド﹂の責任を︑

ーpへ帰れるか？：⁝・﹂

解がましいことをいわなかったところに︑マザランの賢

と呼びかけ︑戦争誘発と継続の政治責任を追求する︒ノラ

スカロンはさらに︑ ﹁マザラン︑この無知なるもの﹂

冒ooコロロ︶シャルドンによれば︑スカロンが﹁百四詩﹂を

犯した二大罪悪のひとつにかぞえている︒︵ω8匿o昌

コルネーユ攻撃の若き日の彼の詩とともに︑スカロンの

破目にたちいたったのだ︒アンリ・シャルドンはそれを

一身に背負込む

明さがある︒

ンスの戦いの後始末︑ボオフォールの投獄︑バリヨンの

ω簿貯①⁝⁝︑．にはじまる﹁︑枢機卿へのソネ﹂qQ8昌簿勉口

の対象であった﹂．︑言冨ω￡︒ロ窪①ho♂一︑09①什αΦ一︑貯冒ω言

暗殺︑アンヌ・ドートリッシュの︸誘惑︑高等法院の迫
﹁手

かき︑有名な﹁ジュール︑あなったはかって不当な誠詩

ンスが恐ろしき窮乏にあえぎつつあるというのに︑

害︑リシ︒オ︑カノル等の絞首刑︑王権の衰微︑全フラ
のとどくものは何んでもうばってしまい﹂﹁金をシシリ

78

は死を意味した﹂強敵シラノの正面切っての登場は︑ス

月両世界旅行﹂の作者の出現であった︒

はじめはフロンドウールで︑ボン・ヌッフの集A四にも

まるものであった︒

カロン㊨対マザラン闘争に︑ほとんど終止符を打てとせ

﹁敵に廻ること

O鋤aぎ巴をかいたのは︑自らの行きすぎを後悔したた
﹁百四詩﹂は︑純粋にならうとするときの︑芸術家のごく

めだったという︒果してそればかりであったろうか？
当り前な．身振りではなかろうか？ ﹁枢機卿へのソネ﹂

その奇怪な面貌を現わしたといわれるシラノがなにゆ︑丸

は︑それによって宮廷とのよりをもどし︑あわよくば年
のあらわれで

金の復活をねらった病詩人一流の商魂？

なす﹁焼こげ国家の宰相﹂冨ζ巨ω寓①α．卑讐謹帥ヨびひ

に王党派に寝返りをうったのか︒﹁マザリナド﹂の先駆を
へ

揺する人間スカロンがうかがわれ︑後者のごとく考えれ

をかいた彼ではないか︒またグスウシイの友人として︑

はなかろうか︒シャルドンのごとく考えれば︑混齪に動
ば︑自ら﹁金には食欲﹂﹀＜乙①傷︑自といった終始一貫︑

ように︑

一転してマザラン党になった﹂のであろう

か？それならばコンデやロングヴィルの二股膏薬の徒

りを後悔し︑

﹁この気みじかな決闘家は自らの卑怯な攻撃ぶ

スカロンに悪意を抱くものではなかった︒マニユのいう

不屈なスカロンがあらわれて面白い︒
ともあれスカロンは︑これによって猛反撃を喰らった︒

輩と何んのえらぶところもない︒

﹁℃ザリニスト﹂の反撃は当然とするも︑彼の名声をね
からが︑彼がマザランに加えた以上の人身攻撃を︑彼に

たみ︑その作品が﹁風よりも早く﹂売れるのをねたむや

スはサン・ζンの肩ユ・蓬︵心黙穀纂罐嵩

もしそうとすれ

㌶離膝︶を彼がスカ・ンのものと誤解したからだと

アナトール．フラン

加えてきた︒天に向って吐き散らしたものが︑自らの顔
にかえってきたのである︒﹁パリが埋もれていたいまわ
しい汚物の堆積を掘りかえした﹂︵切①ωbo⇒ω①国葺ωマΦωo鎚︐

8pの霞δωεΦけqΦω①ω8⇒一ρ仁帥嘗①く2ωρ目︑＝鋤融蹄 いうが︑果してそれだけであろうか？

でたおせる︶ベルジュラックの矢つぎ早な攻撃の火の手

︵そうすれば決闘

を徒らにこうしゅぼうかん︵拭手傍観︶していたサン・タ

なるために︑多くを与えたであろう﹂

﹁悔悟を知らぬこの文士が︑ナワつきでグレ ば︑いざり︵壁︶のスカpンが﹁トルコ人のように強く

δヨΦ口けげβ二①ωρ信Φα①℃o口什o♂Φ︶者が︑あらわれた︒し

ェヴ︵刑場︶へ現われるのを見たい﹂︵幻①ωb8ωΦ匿℃胃︐

一BOユヨ虫︶

﹁日

かし︑それらは雑丘ハであった︒思いかけぬ伏兵は︑

79・

マンは卑怯者となる︒また︑この危険な攻撃を胸いっぱ

毎日︑手足のどれかが腐り死んでゆく︒最後にのこるも

うしきスカロンの肉体こそ︑よさ見せしめだ︒⁝⁝︵略︶

旨P一一一Φ自︶

いにうけ︑ 一片の弁解も試みなかったスカロンの面貌は

ωO口

この挑戦に︑スカロンは沈黙をまもった︒見当ちがい

Φ峠

の挑戦に応ずる必要がないと思ったのか︒それとも直接

ω0①円HO口

ランの政策を見極めた上での︑もっと深い根底があった

せるためにQ⁝⁝﹂︵︵UO口ω＝一峠ΦN

ゐは舌だけだ︑その苦しみのいかなるものかを叫び知ら

ような気がする︒ただその攻撃ぶりは︑スカロンがマザ

い9窪①ω8暮﹁①幻8ω8居

行動とはいかなくとも︑シラノの﹁pンスカールへの手紙﹂

見た上での仮説で︑ベルジュラックの寝返りには︑マザ

英雄的に見えてくる︒だがこれはフランスの説を真実と

ランに試みたと同様︑個人攻撃︑人身攻撃の域を出で

三①のなかの︵α①じd興αq①鑓ρα①o囮量口o 畠①bd興αqΦ建06旨甲

とることを恐れたのか︒マニユは︑Uo昌冒b財9角︾円ヨ価−

のごとき致命的な返答をうけ

ず︑いわばフロンド的とでも名つくべき性質のものであ
った︒

カロンの唯一の回答とうけとらなければ︑他にそれらし

8藁①O旨山口O−頃①Hひq①雷PO①○旨自ρ嵩OOΦゆ興αq①BO︶をス

シラノはスカロンの作品を︑ ﹁ろばの皮と︑かあちゃ

きものは見当らぬという︒シラノの呼称を五通りに分け

ん鶏鳥の物語のごたまぜ﹂︵おとぎ噺︶ときめつけ︑スカ
ロンの病気を︑︵男の病気︶と断定する︒

ることによって彼の分裂症を颯刺したつもりなのか？

し

﹁てんぼでだるまの彼を見ればーもしその舌さえ動
テルム
かなければ︑死廟の境内にたてられた︵胸像︶と思うだ

ともあれ︑スカロンはその無益なたたかいにつかれてき

へ

ろう⁝⁝︵略︶近頃彼の友の一人が私にハッキリこう言っ

フロンドというゆくえ定めぬ渦巻のなかに︑果かないあ

た︒ふと気づいたときにはあまりにも深入りしていた︒

ヘ

いているのをつくづく眺めて︑悪魔が魂をかけた首梢台

う︒図太く︑息切れを知らぬ宰相マザランの前で終始裸

つけ︑他人を傷つけ︑しかもえたものは何んであったろ

友レスからもすてられた︒この混齪のなかに︑自己を傷

でのぞみをつないだ宮廷とのつなも切れた︒かっての盟

がきをつづける自己のすがたに気づいたのだ︒さいごま

た︒彼のねじけた腕が腰ッ骨に化石のように︑へばレつ

恩知

王権を犯す者がいかなる罰をうけるかを︑彼はスカロ

と思った︑と⁝⁝﹂

﹁暴民よ︑来たりて神の正しきさばきを見よ1

ンの肉体をかりて示そうとする︒

らず︑裏切り者のいかなる地獄の責苦をうけるかを︒恐
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踊りをやらされた自己の役割に気づいたとき︑この自称

かマイナスになったかの研究は︵じつはそれがいちばん

学の勝敗はーー彼の文学がそれによってプラスになった
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アメリカ行を断念したのちもなかなかトウレーヌから帰
らなかったのは︑むろんマザランの追求を怖れたからで
も

あろう︒だがマザランのスカロンにたいする態度はいが
いに寛大であった︒いまさらいざりの詩人の罪を問うて

も仕方がないと思ったにちがいない︒憐みというより軽
蔑から彼を追放のリストからはずしたのだ︒
パリノヂイ

その後のスカpンはもみ手をしながら︑取消の唄をう

たいはじめる︒﹁⁝⁝ともあれ︑陛下ならびに閣下に礼
を欠くほど恩知らずの愚か者であったにしろ︑神にたい
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フロンドの舞台における勝敗はきまった︒だが彼の文

なかったと︑心から後悔しています﹂
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