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ノディエの『合法的文学の諸問題』と「摸倣について」
 

西　尾　和　子

はじめに

　想像力の働きによって生み出されるべき芸術的所産に、他人の作品の

模倣を混入させてはならないが、しかし文学作品における創造と模倣の

境界はとりわけ微妙である。この定めがたい境界にシャルル・ノディエ

（1780-1844）は逸早く着目し、文学の重要な課題として、探究を深めつづ

けた。

　ここでは、ノディエの『合法的文学の諸問題』のノディエ文学における

位置を示すとともに、第1章「模倣について」を中心にノディエが模倣を

どのように捉えていたのか明らかにしたい。

『合法的文学の諸問題』の2つの版

　『合法的文学の諸問題』はノディエ存命中に2つの版が出版されている。

初版 1）は1812年に匿名で出版されていて、《A M. C. W****》宛ての献辞

が付されている。第2版 2）は著者の署名入りで1828年に出版されている。

ここでは同文の献辞の宛名に《ブザンソン市図書館司書A M. C. WEISS

（ヴェス）》と、少年時代からの親友の名が肩書とともに明示されている。

ヴェスは初版出版当時すでにブザンソンの図書館司書を務めていて、本

の調達や貸し出しに計り知れない便宜をはかってくれていた。

　第2版ではかなりの加筆がなされている。初版は1ページ30行118ペー

ジ、再版は1ページ27行226ページから成っている。どちらも同じ8つ折

　　　　　　　　　　　　　　
1） Questions de littérature légale, Paris, Barba, 1812, in-8, 118p.
2） Questions de littérature légale, Paris, Crapelet, 1828, in-8, 226p.
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り版であるところから、行数で比較すると、初版は3540行であるが、第2

版は6100行にも及んでいる。Jeandillou 3）も指摘しているように研究者た

ちは第2版の出版を無視しているが、当然、目を向けるべきである。

　一方、第2版は1830年刊行の『ボヘミアの王と7つの城の物語』 4）と同時

期に印刷所に入っており 5）、このことは2冊の本の密接な関係を傍証して

いる。『合法的文学の諸問題』は、文学論と作品とを統合した独創的なポ

エティークの書『ボヘミアの王と7つの城の物語』との関係からも読まれ

なければならない。

1812年版とドールの公開講座

　『合法的文学の諸問題』は極めて具体的に、作家名を挙げて「盗作」につ

いて論じた書物である。その背後には、膨大な数の書物から汲み上げた、

気の遠くなるほどの知識の蓄積が存在している。

　ノディエと本の関わりは深く長い。40歳を越えた司法官の初めての子

としてフランス東部の地方都市ブザンソンで生まれたノディエは、ルソー

に心酔する父の手で最初の教育をほどこされた。本を拾い読みする年齢

に達すると大人同様の精神的成熟を示し、8歳でモンテーニュを抱え歩き、

神童の誉れが高かったと伝えられている 6）。後年、ノディエがアルスナル

図書館の館長に就任し（1824年）、終生、その地位にとどまったことはよ

く知られている。彼が「エコール・サントラルEcole Centrale（中央学校）」

に学んだのち、1798年秋、最初に就いたのもエコール・サントラル付属図

書館の司書助手の職であった。『合法的文学の諸問題』初版出版に先立つ

　　　　　　　　　　　　　　
3） Questions de littérature légale, Edition établie, présentée et annotée par Jean-François 

Jeandillou, Genève, Droz, 2003, pp.VII-VIII.
4） Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, Paris, Delangle, 1830. Nodier存命
中の出版はこの初版のみである。筆者は初版のファクシミリ版Histoire du roi de 
Bohême et de ses sept châteaux, préface d'Hubert Juin, Paris, Plasma, 1979を用いてい
る。

5） A. Estignard, Correspondance inédite de Charles Nodier, 1796-1844, Paris, Moniteur 
Universel, 1876, Genève, Slatkine Reprints,1973, p.209.

6） 拙論『シャルル・ノディエの幼・少年時代』成城文芸第89号、1979参照。
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1809年から1810年にかけて、ノディエは、アミアンで、ギリシャ・ローマ

の古典と17世紀フランス古典主義文学の研究に熱中する英国人貴族に秘

書として雇われ、文献学的作業から印刷の監視にいたるまで文学に関する

あらゆる取りとめない雑用を命じられ、激務に明け暮れる日々を送った。

約束の給料が支払われず、疲労をため、失意のうちに終った秘書経験で

あったが、『合法的文学の諸問題』には多少の材料を提供したにちがいな

い。さらに、この著作に直接の関係をもっていると思われるのは、ドール

の旧フランシスコ会修道院の集会室で1808年7月4日 7）から「一日の中断

もなく数ヶ月間 8）」続けられたという、ノディエ個人による有料公開文学

講座である。その講座の記録『文学講義―1808年7月から1809年4月に記

録―』 9）には、以下に示す通り、『合法的文学の諸問題』第１章「模倣につ

いて」で言及される作者と作品の固有名詞の大半がすでに登場している。

「模倣について」中の作者・作品名 第2版増補部 『文学講義』
Virgile ヴェルギリウス 有り
Homère ホメロス 有り
Racine ラシーヌ 有り
Molière モリエール 有り
Plaute プラウトゥス 有り
Boileau ボワロー 有り
Juvénal ジュヴェナリス 有り
Horace ホラチウス 有り
Montaigne モンテーニュ 有り
Sénèque セネカ 有り
Alfieri アルフィエリ 有り
Shakespeare シェイクスピア 有り
Corneille コルネイユ 有り
Héraclius エラクリユス 有り

　　　　　　　　　　　　　　
7） ドール市立図書館所蔵の、当時16歳のAuguste Dusilletの取った「開講記念演説」
のノートにこの日付がある（Cours de belles-lettres, p.29）。

8） Léonce Pingaud, La jeunesse de Charles Nodier, Dodivers, Besançon, 1914, p.97.
9） Ch. Nodier, Cours de belles-lettres, tenu à Dole de juillet 1808 à Avril 1809, 

Introduction, bibliographie, notes et index par Annie Barraux, Genève, Droz, 1988.
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Caldéron カルデロン 有り
Tout est vérité, tout est mensonge
全ては真実、全ては嘘 なし

Le Cid ルシッド 有り
Guilain de Castro ギラン・ド・カストロ ○ なし
Diamante ディアマント ○ なし
Scudéry スキュデリー 有り
Lamothe-Le-Vayer ラモト・ル・ヴァイエ 有り
Bayleベイル なし
le Cavalier Marin 騎士マラン 有り
(Cinna ou la) Clémence d’Auguste
（シンナまたは）アウグストゥスの人徳 有り

Voltaire ヴォルテール 有り
Alzire アルズィール なし
Rousseau （Jean-Baptiste）ルソー 有り
Ode à la Fortune 運命へのオード なし
Cassaigne カセーニュ なし
La Henriade ラ・アンリアード 有り
Sabatier de Castres
サバチエ・ド・カストル なし

la Ligue 同盟 なし
Pierre Mathieu ピエール・マチュー 有り
Biographie Universelle 世界の伝記 有り
Néréeネレ なし
Marmontel マルモンテル 有り
Du Ryer デュ・リエ 有り
Théophile (de Viau) テオフィール 有り
Pyrame ピラム なし
Psyché プシュケ なし
Ennius エンニウス 有り
Fourberies de Scapin スカパンの悪巧み なし
Cyrano シラノ 有り
Macrobe マクロブ なし
Saturnales サチュルヌの祭り なし
le Pédant joué 騙された学者先生 有り
Marivaux マリヴォー 有り
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Giordano Bruno Nolano
ジョルダノ・ブルノ・ノラノ ○ なし

Candelaïo カンデライオ ○ なし
Dépit amoureux 恋の恨み ○ なし
Mariage forcé 強制結婚 ○ なし
Comtesse d’Escarbagnas
エスカルバニャス伯爵夫人 ○ なし

les Jeux de l’Amour et du Hasard
愛と偶然の戯れ なし

Legrand ルグラン 有り
l’Epreuve réciproque 互いの試練 なし
Deux Gendres 二人婿 なし
Falconia ou Faltonia Proba
ファルコニアまたはファルトニア・プロバ ○ なし

Capilupi カピルピ ○ なし
Ausone アウソニウス ○ なし

　左側の列には「模倣について」の中で言及されている作者名と作品名を

出てくる順に挙げてある（綴りは第2版による）。作品名はイタリックにし

てある。1回だけ登場する名と複数回登場する名の区別はこの一覧には表

わされていない。1828年の第2版の増補箇所にのみその名が見られると

きは同じ行のすぐ右の欄に○印を記入した。右側の列には「模倣について」

の中でノディエの挙げている作者・作品が公開講座でも取り上げられて

いたのかどうかを記してある。「有り」は取り上げられていた場合である。

　「模倣について」には全体で59例の作者・作品が引き合いに出されてい

る。初版からのものは49例である。その49例のうち、67％に当たる33例

がすでに公開講座に登場している。作者名に限定するとそれは28人中25

人89％にのぼっている。公開講座が、というよりも、公開講座を契機に整

理され確認されたそれまでの知識の蓄積と、開講中の日々の研鑚とが、『合

法的文学の諸問題』の執筆を強く促した、と推察することができる。「模

倣について」の1828年版加筆部分には公開講座と重なる作者・作品への

新たな言及が皆無であることも、1812年版と公開文学講座との緊密な関

連を際立たせている。
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1828年版と『ボヘミアの王と7つの城の物語』

　『ボヘミアの王と7つの城の物語』の扉ページには表題、出版社名、出版

年の他に、ごく小さな活字で
「昔、ボヘミアに7つの城を持つ王様がおりました。トリムIl y avoit une 

fois un roi de Bohême qui avoit sept châteaux. Trime」

とスターン『トリストラム・シャンディ』からの引用 10）が記されている。

まず入り口で作品の背後を早くも示しているのである。「摸倣について」

に則せば「絶えず剽窃を認め 11）」ているモンテーニュに倣った堂々とした

態度である。

　『ボヘミアの王と7つの城の物語』の第5番目の章「反論Objection（p.23）」

には、書かれつつある作品『ボヘミアの王と7つの城の物語』をスターン

とラブレーの出来の悪い盗作だ、と決めつける意見に対して、人類が言葉

を発して以来、盗作・摸倣でない言葉も本も存在しない、と反論が書き連

ねられている。

書かれた最初の本は伝承の摸倣に過ぎない、話された言葉からの盗作にす

ぎない。（p.26）

あなたはこの私に、一冊の本の内容と形式を創り出せと言うのですか。ス

ターンの盗作者たちのそのまた盗作者の私に!　スターンだってスウィフ

トの盗作者だったんですよ。スウィフトはウィルキンスの盗作者だった

し、ウィルキンスはシラノの盗作者だったし、シラノはルブールの盗作者

だったし、ルブールはギヨーム・デ・ゾテルの盗作者だったし、ギヨーム・

デ・ゾテルはラブレーの盗作者だったし、ラブレーはモリュスの盗作者

だったし、モリュスはエラスムスの盗作者だったし．．．（pp.26-27）

　　　　　　　　　　　　　　
10） Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Clarendon 

Oxford, 1983, Chapter XIX, Volume VIII, pp.450（-459）.朱牟田夏雄訳『トリスト
ラム・シャンディ』岩波文庫1969下pp.145（-164）。

11） Questions de littérature légale, Paris, Crapelet, 1828, p.2.
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　この盗作者の連なりの中には周知の大作家もいれば、ラルース大百科

事典程度には掲載されていない、不明の作者も含まれている。いづれにし

ても本を書くという行為がそれぞれ盗作の連鎖の先端で営まれているこ

とをこの文は述べている。次ぎの章「宣言」では、「ボヘミアの王と7つの

城の物語」という表題ほど、「剽窃だということを正直に表わしている」

巧みな表題は「あなたが百年探しても見つかりっこない 12）」と作者であり

語り手であるテオドールは自慢している。

　作品の末尾ではとても行きつけそうには見えなかった目的地のボヘ

ミアの王の7つの城の一つに突然辿りつくのだが、不可能を達成する

クライマックスの「独創性 Invention」と題された章はつづく1章「解釈
Interprétation」を読まなければ私たちには理解できない「擬音語」で書か

れている。ノディエは『ボヘミアの王と7つの城の物語』で、作者と語り手、

語り手と登場人物、読者と登場人物、の問題を深く考察し、編み出した「語

られ方」を同時に実践することで 13）、「文学論」と「作品」の見事な融合を

実現させたが、さらに盗作と擬音語に通底する摸倣原理を明らかにして、

文学作品の創造の秘密に迫ろうと忍耐強い探求を続けているのである。

　「語られ方」を巡る文学論のように『ボヘミアの王と7つの城の物語』の

中に、作品と一体化させて示すだけでは、盗作・摸倣論は充分な説得力を

発揮できないと感じ、ノディエは『合法的文学の諸問題』を再度出版し『ボ

ヘミアの王と7つの城の物語』を側面から補強しようと考えたのではない

だろうか。摸倣原理のもう一方の現われである擬音語についても、1808

年出版の『擬音語辞典』に訂正、加筆をほどこし、同じ1828年に再度出版

しているのである 14）。

　　　　　　　　　　　　　　
12） Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, Paris, Plasma, 1979, p.29.
13） 拙論『『ボヘミアの王と7つの城の物語』の語られ方』帝京大学外国語外国文学

論集第3号平成8年参照。
14） 『擬音語辞典』については拙論『ジュネットにおけるノディエの言語論』帝京国

際文化第11号1998参照。
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第2版（1828年）による 15）

「第1章模倣について」（『合法的文学の諸問題』）全訳・訳注　

＊（原注）以外の（　　）内は訳者による補足で、原文にはない。

　死語となった言葉から翻訳されて、想像力の生みだす作品のなか（原注）

にさし込まれた原文に忠実なわけではないあらゆる翻訳 traductionを指し

て「模倣 imitation」と呼んでいる。

（原注）「想像力の生みだす作品のなか」と言ったのは学問的な著作でも同

じだとは思っていないからである。創意に溢れた発想や崇高な観念を捕え

てこれを言葉に移す詩人や劇詩人たちは、引用を駆使するのが得意ではな

い。それどころか、優雅で抑制された詩的な言葉をどんな思想にでも適用

することが、詩人の散文作家とは違う本来の長所なのである。結局、この

種の借用は批評家たちが黙っていれば、存在しないも同然なのである。著

作者による発見とか、すでに他人によってなされた諸発見に著作者の行っ

た整理だとか、与えた表現法だとか、そういったものに価値のあるような、

実証的な題材について書かれてある外国や古代の著作を、著者の名を挙げ

ずに翻訳するのは、まったく別のことである。「こっそり」行われるこのよ

うな翻訳は、公然とした宣言も、タイトルから分るような暗黙の宣言もと

もなわないとき、正真証明の剽窃plagiatであり、典型的な盗みvolであっ

て、それ以外ではありえない。

　然るべき非難を受けることもなく、ヴェルギリウスはホメロスを模倣し、

　　　　　　　　　　　　　　
15） 訳の底本に第2版を用いたのはこれがノディエ存命中の最後の版だからであ

る。実際には詳細な注のあるJeandillouの批判版が役立っており、これなくし
ては理解の届かぬ部分も少なくなかった。Jeandillou版は、しかし、第1版 ,第
2版にもともと備わっており（巻末ではなく巻頭に置かれている）、第2版で増
補部分の著しいノディエ作成（少なくともノディエが目を通している）の索引
（「Table des auteurs et des livres cités引用作者・作品一覧」）に、本人の解説文中
の新しい作者・作品名も混入して掲載するという暴挙に出ており、この点には
強く抗議したい。
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ラシーヌは悲劇作家を模倣し、モリエールはプラウトゥス（前254頃‐184

頃、古代ローマの喜劇作家）を模倣し、ボワローはジュヴェナリス（55頃‐
140頃、古代ローマの諷刺詩人）とホラチウスを模倣した．．．。しかし、隠す

に価するほどのきらびやかな書き方をしない簡素な様式の散文作家たちの

場合は話しは別である。彼らはまるで大量に盗めば盗みの深刻さが軽減さ

れてしまうと思っているかのようだ。モンテーニュはセネカとプルタルコ

スから夥しい量の剽窃をしている。しかし、彼は絶えず剽窃を認めており、

自分を非難する連中はセネカを侮辱していることになるのだ、そう思うと

良い気分だ、などと公言してはばからない。素晴らしい二つの章「哲学を

きわめるとは死ぬことを学ぶこと」と「ケオス島の習慣について」の一部

は明かに剽窃で織り成されている。広々と広げられながら弛みなく、詳細

に述べられながら冗長なところのない、たっぷりと豊かなモンテーニュの

文体を通して、彼が思っている以上に易々と、短い、比喩に富んだ、格言調

でほとんどいつも「対句」からなるセネカの文章が見分けられる。

　作者が、彼の母語とは無縁の現用言語から行った借用も「模倣」と見な

さなければならない。私たちはアルフィエリAlfieri（1749-1803,イタリア

の作家）やシェイクスピアのなんとも美しい一節を、剽窃だなどと非難さ

れることなく私たちの舞台に載せてきたし、18世紀の哲学者たちも彼ら

の論理の大部分を英国の著者たちから借りて来ている。だが、外国語や死

語からではあってもその優れた表現法を掠め取り、自分のもののように見

せかけることには、文学的誠実さの欠如があるように思う。とすれば偉大

なコルネイユ（1606-1684）のしたことも文学的良心の問題にかかってく

る。彼は自作の悲劇『エラクリユスHéraclius』の中にカルデロン（Calderón 

1600-1681,スペインの劇詩人）の美しく感動的な思想を創意もなくただ写

しているのである。

おお、不幸なフォカスよ!おお、幸せ過ぎるモリスよ!

君は君の後を追って死ぬ二人の息子に再会するがいい!

私の後を襲って統治する息子は一人もいない。
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　確かなことは、あの「名高い」喜劇『全ては真実、全ては嘘』が『エラク

リユス』より数年先行していることが証明されるまで、わが国の批評家た

ちは非常に厳しく剽窃の廉（かど）でカルデロンを責めたてていたとい

うことだ。有名な悲劇『ル・シッド』がギレン・ド・カストロ（Guillén de 

Castro）を忠実に模倣していること、ギレン・ド・カストロがまたディアマ

ントDiamante（1626-？）を模倣していることには、コルネイユが躊躇せず

に同じような表題を作品に付け、スペインの作家から幾箇所も借用して

いると、堂々と認めているので、ここでは触れないでおくことにする。

　しかし、何処の国の作家に対してであれ、近・現代作家に対して犯され

る剽窃は古代作家に対して犯される剽窃より一段と罪が重いのであり、

人並みのデリカシーを持つ多くの作者たちはこの種の剽窃に非難を浴び

せてきた。「古代ギリシャ人や古代ローマ人から、私が何かを取ってきた

としても、フランス人はもとより、イタリア人やスペイン人からは何ひと

つ取って来ていない。古代人のところですれば勉強であることが近・現代

人のところでは強奪になると思われるからだ」とスキュデリー（Georges 

de Scudéry, 1601-1667）は言っている。あなたのように無から創り出すよ

りも、コルネイユのように盗んだ方がましだったのに、と答えてやること

もできる。とはいえ、スキュデリーに大した権威がなくても、とにかく彼

の意見は利に叶った誠実なものに見え、敬意に値する。これはまたラモト・

ル・ヴァイエLamothe Le Vayer（1588-1672）の意見でもある。彼はベイル

（Pierre Bayle, 1647-1706）が「Ephore（スパルタの司法官）」という単語の

項目で引用している1通の書簡の中で次ぎのように述べている。「『古代人

を掴み取ること、彼らの著作を自分の役に立てること、それは戦線 la ligne

（「行」の意味もある）の彼方で海賊行為を働いているようなものだが、自

分と同世紀の人々の思想や作品をわがものとし、彼らのものを盗むのは、

通りの片隅で毛織の服を剥ぎ取る行為であり、ポン・ヌフ橋の上で外套を

かっぱらうことである』。全ての著作家はこの箴言に同意し、近・現代人

からよりは古代人から剽窃する方がずっと望ましいこと、近・現代人から

盗むときはなるべく外国人をねらい同国人は避けなければいけないこと
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を、認め、納得していると思う。文学における海賊行為・盗作は船主たち

の海賊行為とはまったく違っている。船主たちはヨーロッパで略奪を働

くより、新世界 le Nouveau-Monde（アメリカ大陸）で働く方が罪が無いと

思っている。ところが文学者たちは反対に新世界よりも旧世界に向って

一層果敢に略奪に乗り出していく。そこで手にする分捕り品によって称賛

を浴びるだろうと彼らは期待することができるのだ。盗作を行う作家た

ちはみんな、できる限り、私の示したこの区別に従っている。しかし、良

心の原則からそうしているわけではない。そのほうが盗作だと見つけら

れにくいからそうしているのである。近・現代の著者から盗む人々は慎重

に盗品を隠そうとする。だが、身に余る上等な盗品を手に入れた盗作者は

気の毒なことになる。剽窃箇所とオリジナル部分の不釣合いから、目の利

く人なら一見して彼が盗作者、それも拙劣な盗作者だと分ってしまう．．．。

『ミツバチのように誰にも迷惑をかけずに盗むのはかまわないが、穀粒ひ

とつぶそっくり持ち去ってしまうアリのような盗みを真似てはいけない』

ともラモト・ル・ヴァイエは言っている」。

　いずれにしても、模倣に、こう言った方が良ければ無実の剽窃plagiat 

innocentに、先に述べた許容範囲を設定しようというのがもっとも一般的

な見解である。言語は他の言語が征服されるのを喜び、そのあらゆる戦利

品で日毎に美しく豊かになっていくよう、作家に対して義務を負っている

のであり、いかなる言語も作家を非難することはできない。作家が道義的

に少々ルーズな書き方をしても、言語が役に立たなくなるような社会的

ダメージが生じたりすることもない。だから騎士マラン le cavalier Marin

（Gianbattista Marino, 1569-1625,イタリアの詩人）が、同胞から奪うのは窃

盗だが、外国人から奪うのは征服だ、と言っても問題はないのである。天

才は、実際には、競争相手の国民と張り合う手段を他にいろいろと持って

いる。しかし、だからといって天才も無視できないと人々は思ったのだ。

ぺてんにかけるか堂々やるか　敵にひょっくり出くわして

　　　　　　　　　　　　　　　　誰がそんなことくよくよ悩む？
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　模倣 imitationないし許容される剽窃plagiat autoriséの3番目は、国内の、

しかも同時代人でもかまわないのだが、散文作家の思想を韻文に書きか

える場合である。例えば、コルネイユは『アウグストゥスの人徳（『シンナ
Cinna ou la Clémence d’Auguste』）のうっとりするシーンを創り出すために

モンテーニュの「同じ教訓からもたらされるさまざまなできごと」と題さ

れた章の美しい1頁に韻を踏ませただけである。モンテーニュはと言えば、

彼もセネカのその一節を逐語に写し取っているのである（原注A 16））。ヴォ

ルテールは同じモンテーニュの1頁前から『アルズィールAlzire』の大詰

めのギュスマンの有名な台詞を借りている（原注B）。また、ルソー（Jean-

Baptiste Rousseau, 1671-1741）は「運命へのオードOde à la Fortune」のかな

りの詩節で、思想、感情、表現をモンテーニュの第3篇第2章の2行から取

りこんでいる（原注C）。

　4番目は、頻度は他に劣らないが、ずっと特殊なケースで、優れた作家

から劣った作家に対して行われる剽窃である。これは一種の犯罪だが、文

学共和国の法律では許されている。というのも、誰か才能ある偉大な人物

が身を飾るのに使ってやらなかったら、その美は誰の目にも触れず、無

名作者のなかに埋もれたままで終ってしまうからである。そういうわけ

で、世に知られぬカセーニュ Cassaigneの詩行（Henry le Grand, 1661）がそ

こに紛れているなどとは知るよしもなく、私たちは『ラ・アンリアードLa 

Henriade』（1723,ヴォルテールの詩）に賛嘆の声をあげる（原注D）。また

次ぎの美しい一節を、老いぼれ悲劇作家の中でも最も知られていない作

家からの盗作だなどと言って、私たちがラシーヌを非難したことなど決

してない。

神がその子らを困窮のうちに見捨てたことがあったろうか？

神は雛鳥に餌をやり給う

さればこそ神の善意はあまねく自然を覆う（原注）

　　　　　　　　　　　　　　
16） 原注A～ Fは巻末に置かれ、盗作・摸倣箇所を「もと」「先」双方抜粋して示し

てある（pp.159-172）。ここには訳出していない。
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（原注）しかし、この借用は全面的に無実とは言い難い。物議をかもさな

かったとすれば、それはヴォルテールにも、ヴォルテールの模倣者で盗作

問題にはうるさいサバチエ・ド・カストルSabatier de Castresにも確かめる

ことができないほどにシチュエーションが変えられていたからである。一

緒に並べられて二人の名前はさぞびっくりしているだろうが、この二人の

作家たちは、ラシーヌを、完全に忘れられた悲劇『同盟 la Ligue』の作者ピ

エール・マチュー（Pierre Matthieu 1563-1621）の盗作者に仕立てている。

ところで『同盟』には、たとえば、コルネイユの記憶にはとどまっていた

のではないかと思われる、セネカ悲劇風の美しい対話など才能の萌芽は散

見されるものの、ラシーヌに思想や表現を提供したとおぼしい詩行は一行

たりとも見当たらない。私はたくさん探さなければならなかった。『世界

の伝記Biographie Universelle』にまで確たる方針のないまま広く当たらな

ければならなかった。ところで『世界の伝記』の編集者は、彼が報告して

いる本を実際に目にしていたのなら、言うべきことを何も記事の中で私に

言い残してくれなかったことになる。ヴォルテールとサバティエはピエー

ル・マチューの『同盟』とライデンのトマ・バソン社Thomas Bassonから

1607年に出版されたネレR.-J. Néréeの12折り版の『同盟の勝利Triomphe 

de la Ligue』とを混同していたのである。読者には原注Eを参照してもら

わねばならないが、これを見れば分るようにラシーヌは、実際、奇妙な大

胆さでネレから盗み取っている。ネレというギリシャ語の名は、その時代

の傑出した詩人を隠しているに違いない。この偽名がどんな単語からきて

いるのか、つきとめるべきことはまだある。

　マルモンテルMarmontel（1723-1799）は次ぎのように述べている。「ヴォ

ルテール氏より前にデュ・リエDu Ryer（1605-1658）が、運命の秘密は犠

牲者の腹のうちに閉じ込められてはいない、と言っている（原注F）。テオ

フィール（Théophile de Viau, 1590-1626）は『ピラムPyrame』の中で嫉妬

を表わすために、『プシュケ』のバレーで大コルネイユが用いるのと同じ
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イメージ、同じ表現を、先駆けて用いている（原注G）。だが、最初に思い

浮かんだ観念の虚空に、優れた創意、天分、美的センスは宿っているのだ

ろうか。これら最初の観念をいち早く使った詩人たちが、もし非力のため、

または表現の下品さや粗雑さのために、その観念の価値を落としてしまっ

たら、あるいはまた、もし彼らが不純なものを混ぜてその魅力をすっかり

台無しにしてしまったら、それをもとの純粋さや自然の美しさの中に戻

すことは禁じられているのだろうか。銅を金に変えた天才に本気で非難

を浴びせてよいものだろうか」。

　これは、実のところ、違反行為ではあるが良心のとがめをまるで感じさ

せないので、ヴェルギリウスは箸にも棒にもかからないエンニウスEnnius

（前239-169）から貴重な砂金を取り出したと自慢しているし（原注）、モリ

エールは『スカパンの悪巧み』の、シラノ（Cyrano de Bergerac, 1619-1655）

（原注）マクロブMacrobe著『サチュルヌの祭りSaturnales』第六巻〔を参照

せよ〕。ここに収められた奇妙な文集はヴェルギリウスの行った剽窃につ

いて述べている。ここでなされている古代のもっとも完璧な天才による模

倣と彼に先行した人々の創作との高度な比較ほど有益で辛らつな文献学

的研究は存在したことがない。

の『騙された学者先生 le Pédant joué』から取った二場面がパリ中を笑わせ

たと言って、この盗みを詫びておきながら、自分に役立つものなら見つけ

次第どこからでも持ちかえってかまわないのだとうそぶいている（原注）。

マリヴォー（1688-1763）にはその資格はなかったが、それでも『愛と偶然

（原注）当然、非常に独創的な作家で通っているシラノ自身も、明かに

ジョルダノ・ブルノ・ノラノGiordano Bruno Nolanoの『カンデライオ

Candelaïo』から『騙された学者先生』を借りてきている。そして、モリエー

ルは『恋の恨みDépit amoureux』と『強制結婚Mariage forcé』の舞台に、もっ

とセンス良く載せてやったあの愉快な人物のことで、早くもシラノに恩義
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を抱いている。しかし、そもそも、モリエールもこの人物を同じ典拠から

引いてきているのかもしれない。と言うのも、『エスカルバニャス伯爵夫

人Comtesse d’Escarbagnas』の中のボビノ氏の滑稽な教訓のシーンを一句

違えずに『カンデライオ』から引き写しているからである。

の戯れ』（1730）に、まだ劇場にかかっているルグランLegrand（1673-1728）

の『互いの試練 l’Epreuve réciproque』を模写することを恐れなかった。こ

の種の盗作は劇作家の間では広く行われており、多分それ相当の理由もあ

るのだ。喜劇の主な見どころの一つは風俗の描写にある。けれども、風俗

は移ろいやすく際限なく変化するテーマである。したがって、最高の喜劇

と際立った個性にとってはそんなこともないが、描写が一時的なまたは

局地的な表現にとどまった場合、風俗描写は、一定の時が経ったあとでは、

面白みのないものになってしまうこともある。だから、均整のとれた場面

や筋の面白さと同様に演劇作品に必要な描写のあのリアリティー、風俗

のあの領有地がなく、演劇にもう魅力をもたらさなくなったテーマなら

奪い取ってもかまわないと、多くの詩人たちが思ったとしても驚くには

あたらない。たとえ詩人が、発想の背景にも、舞台場面の配置にも全く関

与していなくても、少なくとも彼がもし、オリジナル作品が同じ高水準で

はもう提供してくれないこの重要な得がたい部分をそこに導入している

のであれば、誰も彼の大いなる功績に疑義を挟んだりはしないだろう。同

じ指摘は、盗作だと言われながら最近パリの有閑人口を占有した『二人婿
Deux Gendres』の機知に富んだ作者にも当てはまる。この国ではなぜ、才

能は、その傍らに不当で残酷な敵意が花開くのを見ずには育つことがで

きないのだろうか。フランスの最も創意豊かな作家たちの一人にとって、

この迫害の記憶の中にも見出せる慰めは、これほどの迫害が凡庸さに対

して燃え上がるのを見たことがない、ということだ。天才の揺りかごは

ヘラクレスの揺りかごのようなもので、蛇に取り巻かれているのである

（原注）。
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（原注）私がこの文章を初めて書いたころ、そのスキャンダラスな論戦は

やっと鎮まったばかりだった。今では皆から忘れられてしまっている。全

く別の仕事で正当な評価も受け、他のことにはうわのそらであったにもか

かわらず、『二人婿』の作者はその後、われわれの文学を率いる高い地位に

着くために、コレージュの古びた喜劇からインスピレーションを汲み上げ

る必要など彼にはまったくなかったのだと10回も立証したのである。幸

いにも私は友情においても讃美においても自分の意見を変えたりはしな

かった。

　罪にならない剽窃の5番目にはより一層の大胆さがあった。盗人は根気

づよく、巧知を尽くして剽窃を行なった。退廃にむかう文学の変転のなか

から生まれた、モザイク状の詩のジャンル「サントンCenton（寄せ集め作

品）」について話そうと思う。「ファルコニアFalconia」または「ファルトニ

ア・プロバFaltonia Proba」も「カピルピCapilupi（1498-1560）」 17）も大家と

は言えないし、アウソニウスAusone（310-395頃）のサントンは彼の作品

の中ではいわば例外に過ぎないので、サントンは古典の大家からは全く顧

みられていないジャンルなのである。知っての通り、この様式は、新しい

テーマについて1人以上の古代の詩人から借用した、しばしばもとの使い

方とはまるで違った語義を当てられた、詩行や詩節を織りあげて、一篇の

詩を創作するというものである。この子供じみた労苦は折り句acrostiches

やヴェール・レトリゼvers lettrisésと同様、廃れてしまった。しかし、秘密

の仕掛けがすっかり消えてしまったわけではない。私たちの近・現代詩の

ほとんどは、それらが今はもっと控えめなタイトルで呼ばれていること、

その創作の技法がもう読者に明かされることがないことを除けば、おお

いに昔のサントンを思い出させてくれている。

　　　　　　　　　　　　　　
17） サントン作者として挙げられているこれらの人名は作品名や引用文の場合と同

じにイタリック体で印字されている。ここでは当該箇所に「　」を用いた。
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結論

　『合法的文学の諸問題』（1812年）はノディエの膨大な知識の蓄積からも

たらされた。1808年から1809年にドールで彼の行った公開文学講座は、

この著作の執筆・出版を強く促がしたと思われる。

　16年を隔てて1828年に出版された再版は、同時に印刷に付されていた

『ボヘミアの王と7つの城の物語』（1830年）を側面から補強するためで

あったと推察できる。

　古今の天才たちの残した文学作品の中に数多くの剽窃を見出したノ

ディエは『合法的文学の諸問題』第1章「摸倣について」で、許容される「摸

倣」・「罪にならない剽窃」を実例を挙げて5つのケースに分類・整理し、詳

述した。摸倣原理は『擬音語辞典』の著者でもあるノディエの文学論の重

要な一要素をなしているのである。


