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はじめに

幻想作家としてまたアルスナル図書館長・文学サロンの主催者として知

られるシャルル・ノディエ（1780-1844）は、フランス革命とナポレオン

帝政期に材をとったフィクション・ノンフィクションの著述をも数多く残

している。1988年、タランディエ社は、新聞、雑誌、単行本等、各所に散

在するそれら論評、人物紹介、思い出、ノンフィクションを装ったフィク

ションなどを網羅的に集めた「ノディエ著『革命と帝政の肖像画』全2巻」

をステインメッツの序文とともに「イン＝テクスト叢書」の一部として出

版した。1

しかし、ノディエに関する簡略な紹介文でもしばしば言及される「反ナ

ポレオンの諷刺詩『ラ･ナポレオーヌ』」はこの選集に収められていない。

ララの『書誌』2によれば、1814年にパリのシャルルCharles印刷所で一度

印刷されているきりである。ただ、ララは、1828年出版の『詩集』の77ペ
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1  Charles Nodier, Portraits de la Révolution et de l’Empire, Préface de Jean-Luc Steinmetz,
«Collection IN-TEXTE», Tallandier, 1988。 同書の解説では1850年以後出版されていな
い選集とされている。1850年出版の選集とはシャルパンティエ版の2巻本『革命と帝
政の思い出』（Souvenirs de la Révolution et de l’Empire, par Charles Nodier, Nouvelle
édition, Paris, Charpentier, 1850, 2 vol、フランス国立図書館蔵書カタログ Nodier No.47
より）を指していると思われる。手元にもシャルパンティエ版の2巻本があるがこの
表題はSouvenirs, portraits, épisodes de la Révolution et de l’Empire, Nouvelle éditionとあ
り、1865年の出版である。タランディエ版に収録されているのは順序は全面的に入
れ替えてあるが、全て1865年シャルパンティエ版所収の作品となっている。ノディ
エ存命中にも、1831年にLevasseurから、1841年にCharpentierからそれぞれ2巻本で同
種の選集が出版されている（Jean Larat, Bibliographie critique des œuvres de Charles
Nodier, Champion, 1923, p. 61参照）。

2  Jean Larat, Bibliographie critique des œuvres de Charles Nodier, Champion, 1923, p. 33.



ージに再発表されているとするバルダンスペルジェM. Baldenspergerの指摘

を付記している。いずれにしても『ラ･ナポレオーヌ』は、存在は知られ

ているものの、殆ど読まれることのない作品なのである。

本小論は、フランス国立図書館所蔵のテクスト3 によってこの作品『ラ･

ナポレオーヌ』を読むことと、作品をめぐる伝記的諸問題を整理しておく

ことを目的としている。

第1章　『ラ・ナポレオーヌ』を読む

1．テクスト全文と和訳と訳注

LA NAPOLÉONE 

ラ・ナポレオーヌ

Que le vulgaire s’humilie

Sur les parvis dorés du palais de Sylla,

Au-devant du char de Tullie,

Sous le sceptre de Claude et de Caligula !

Ils régnèrent en dieux sur la foule tremblante :

Leur domination sanglante

Accabla le monde avili ;

Mais les sciècles vengeurs ont maudit leur mémoire :

Et ce n’est qu’en léguant des forfaits à l’histoire

Que leur règne échappe à l’oubli.
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3  La Bibliothèque Nationale de FranceのカタログでLa NapoléoneはNodier No.137, No.138
に整理されている。No.137が４つ折、No.138が８つ折とあるので、手元のテクスト
はサイズから見てNo.138のコピーである。表紙のコピーからはArsenal分館の刻印が
読み取れる。このコピーはフランス国立図書館の担当部局が正式に作成したもので
ある。



庶民はへりくだっているように

スラ4の宮殿の金色に輝く広場で

ツリア5の戦車を出迎えて

クラウディウス6とカリギュラ7の支配のもとで！

彼らは、怯える民衆の上に神の資格で君臨し

その血塗られた統治は

卑屈になった人々を打ちひしいだ。

だがしかし復讐の世々は彼らの思い出を呪った、

彼らの治世が忘却を免れているのは

歴史に大罪を残したからにすぎない

Vendue au tyran qui l’opprime,

Qu’une tourbe docile implore le mépris !

Exempt de la faveur du crime,

Je marche sans contrainte et n’attends point de prix.

On ne me verra point mendier l’esclavage,

Et payer d’un coupable hommage

Une lâche célébrité.

Quand le peuple gémit sous sa chaîne nouvelle,

Je m’indigne du joug ; et mon ame(sic) fidelle
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4 スラ Sylla: Lucius Cornelius Sulla（前138-前78）、ローマの将軍・政治家。反対者を虐
殺したことで知られる。

5 ツリア Tullie:生没年未詳。古代ローマ王（伝説では在位前578-前534）の娘。夫と父
を殺し、父の遺骸の上に戦車を走らせた。

6 クラウディウス Claude: Tiberius Claudius Nero Drusus（前10-54）、カリギュラ暗殺後、
帝位を継いだローマ皇帝（在位41-54）。姪を後妻に迎え、後に暴君として悪名を馳
せることとなる連れ子のネロを養子とした。

7 カリギュラ Caligula:ガイウス・カエサル Gaius Caesar（12-41）、カリギュラはあだ名。
即位（37）当初は人気があったが、狂気の暴君として知られ、妻、娘とともに暗殺
された。



Respire encpre la liberté !

暴君に売り渡され、押さえつけられ、

言うなりに従う烏合の衆よ、蔑んでくださいと嘆願するがいい！

犯罪から利益を受けることなく

わたしは自由に歩き、褒美を期待することもない。

わたしが奴隷の身分を求める姿も

卑怯な男の名声に罪深い讃美を捧げる姿も

見る者はいないだろう。

民衆が新しい鎖につながれて呻くとき

わたしはくびきに憤る、信義を守るわたしの魂は

なおも自由を呼吸している！

Il vient, cet étranger perfide,

Insolemment s’asseoir au-dessus de nos lois ;

Lâche héritier du parricide,

Il dispute aux bourreaux la dépouille des rois.

Sycophante vomi des murs d’Alexandrie

Pour l’opprobre de la patrie

Et pour le deuil de l’univers,

Nos vaisseaux et nos ports accueillent le transfuge :

De la France abusée il reçoit un refuge ;

Et la France en reçoit des fers.

陰険な外国人がやって来て、

横柄な態度で、わたしたちの法律の上にあぐらをかいている。

親殺しの卑怯な相続人は、

歴代の王の亡骸を死刑執行人と奪い合う。

祖国に汚名を着せるために、全世界を葬り去るために

アレクサンドリアの壁8が吐き出した
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反吐のような裏切り者のペテン師を

わたしたちの艦船と港は迎えもてなしている。

この脱走兵はフランスを騙して隠れ家を受け取り、

フランスは彼から鉄の枷を受け取る。

Il est donc vrai ! ta folle audace

Du trône de ton maître ose tenter l’accès !

Tu règnes : le héros s’efface ;

La Liberté se voile et pleure tes succès.

D’un projet trop altier ton âme s’est bercée ;

Descends de ta pompe insensée,

Retourne parmi tes guerriers.

A force de grandeur crois-tu pouvoir t’absoudre ?

Crois-tu mettre ta tête à l’abri de la foudre

En la cachant sous des lauriers ?

本当なのだな！　お前の気違いじみた厚かましさが

お前の主人の玉座へ登ろうと試みているのは！

お前は統治し、英雄は消え去る、

自由の女神はヴェールで身を覆い、お前の成功を嘆き悲しむ。

高慢に過ぎる企てをお前の魂は抱いてしまった、

常軌を逸したその華麗さの高みから降りよ、

お前の兵士たちのもとに戻れ。

大いなる権勢をもてば罪は赦されるはずだとでもお前は思っているのか？

自分の頭を月桂樹の栄冠の下に隠していれば
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8  アレキサンドリアの壁 les murs d’Alexandrie: アレクサンドリアはアレクサンドロス大
王が前334-前323に各地に建てた都市。「ペテン師」ナポレオンを生んだコルシカ島
が地理的・歴史的にヘレニズム・ビザンツ文化圏と西ヨーロッパ文化圏との境界の
近くに位置していることから連想されたイメージと思われる。



雷の落ちない安全な場所に置いたことになるとでもお前は思っている

のか？

Quand ton ambitieux délire

Imprimait tant de honte à nos fronts abattus,

Dans l’ivresse de ton empire,

Rêvais-tu quelquefois le poignard de Brutus ?

Voyais-tu s’élever l’heure de la vengeance,

Qui vient dissiper ta puissance

Et les prestiges de ton sort ?

La roche Tarpéïenne est près du Capitole ;

L’abîme est près du trône, et la palme d’Arcole

S’unit au cyprès de la mort.

お前の不遜な妄想が

わたしたちの打ちひしがれた額に夥しい恥辱を刻み付けていたとき

手にした帝国に陶酔しつつも

お前は、時に、ブルータス9の短剣を夢に見ていたのだろうか？

お前の力とお前の運命の威光を消し去りに来る

復讐の時の起き上がるのが

お前には見えていたのだろうか？

タルペイアの岩山10はカピトリーノ11の近くにあり、

深淵は玉座の近くにある、そしてアルコレ12の栄誉の棕櫚の葉13は

死の糸杉14に結ばれている。
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9  ブルータス Brutus : Brutus Albinus(?-前43) 独裁者カエサル暗殺に参加したローマの将
軍。

10 タルペイアの岩山 La Roche Tarpéienne : カピトリーノの南西端に位置する岩山の名
称。帝政ローマ以前の古代ローマ時代に、この岩山から罪人を突き落としていた。

11  カピトリーノ Capitole: Capitolino。ローマの中心部にある小丘。ローマ七丘のひとつ。
古くからローマの政治、宗教の中心地だった。



En vain la crainte et la bassesse

D’un  immense avenir ont flatté ton orgueil.

Le tyran meurt ; le charme cesse ;

La Vérité s’arrête au pied de son cercueil.

Debout dans l’avenir, la Justice t’appelle ;

Ta vie apparaît devant elle,

Veuve de ses illusions.

Les cris des opprimés tonnent sur ta poussière,

Et ton nom est voué par la nature entière

A la haine des nations.

恐れと卑しさが前途は洋々としていると

お前の高慢な心をくすぐったが虚しいことだった。

暴君は死に、魔力は止み、

真理の化身がその柩の足元に立ち止まる。

未来に立って正義の女神がお前を呼ぶと、

お前の生涯は女神の前に姿を現す、

その幻想という伴侶を失い、やもめとなって。

抑圧された人々の叫び声がお前の亡骸の上で轟き、

お前の名は全自然によって

諸国民の憎しみに捧げられる。

En vain au char de la victoire

D’un bras triomphateur tu fixas le destin ;

Le temps s’envole avec ta gloire
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12  アルコレ Arcole : 1796年11月、ナポレオン・ボナパルトがオーストリア軍を破って勝
利を収めた戦場の沼沢地。

13  棕櫚の葉 palme : 戦勝の象徴。
14  糸杉 cyprès : 文学では死の象徴。



Et dévore en fuyant ton règne d’un matin.

Hier j’ai vu le cèdre. Il est couché dans l’herbe.

Devant une idole superbe

Le monde est las d’être enchaîné.

Avant que tes égaux devienne tes esclaves,

Il faut, Napoléon, que l’élite des braves 

Monte à l’échafaud de Sidnei.

凱旋の戦車から、勝者の腕で

お前は運命を定めたが虚しいことだった。

時はお前の栄光とともに過ぎ去り、

過ぎ去りながら一朝にしてお前の天下を食い尽くす。

昨日、わたしはヒマラヤスギを見た。それは草の中に倒れている。

壮麗な偶像を前にして

人々は鎖につながれていることにうんざりしている。

お前と対等な人々がお前の奴隷となるまえに

ナポレオンよ、えり抜きの勇者たちは

シドニー15の死刑台を登らなければならないのだ。16
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15  シドニー Sidnei: Algernon Sidney(1622-83)を指しているのか？彼はピューリタン革命
期にクロムウェルを支持して活躍したイギリスの政治家。王政復古でヨーロッパに
亡命、帰国後、陰謀事件に加担した嫌疑をかけられ、斬首の刑に処せられた。主著
『政府論 Discourses concerning Government』(1698)は、近代民主主義の思想的源流と
して今日的意義をもつと評価されている。

16 【脚注（訳注）の作成に用いた参考文献等資料一覧】
西洋美術解読事典（河出書房新社　1998）
日本大百科全書（CD-ROM版　スーパー・ニッポニカ　Ver. 1.0）
小学館ブリタニカ国際大百科事典（電子辞書対応小項目版　2006 IC Dictionary SII）
山川世界史総合図録（山川出版社　2001）
Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, 1982.
Petit Robert des noms propres, 1994



2．解題

フランス国立図書館所蔵の『ラ･ナポレオーヌ』のテクスト（コピー）

には次のような「まえがき」が付されている。カタログに8ページとある

のはこの前書きも表紙も含めてである。

「私たちがここに発表するオードは13年前に作られたものです。作者は

テンプル塔の地下牢に投獄され、その後、いくつもの牢を転々とさせられ、

さらに10年間にわたって迫害を受けつづけました。否認が唯一死を免れる

方法だと分かりきっていたにもかかわらず、彼は公然と『ラ・ナポレオー

ヌ』は自分が書いたのだと認めたと、尋問調書は記しています。一瞬たり

とも彼がこの毅然とした行為を取り消そうとしたことはありませんでし

た。

この詩が明らかにぴたりと状況に当てはまっていたとは言えません。詩

人は二十歳で即興的にこれらの詩節を書いたまま、一度も推敲の筆を入れ

ていないのですから。彼が見直しをしていればもっと良くなっていたこと

でしょう。それでも私たちは心あるフランス人なら、一文学者から全能の

ブュオナパルトにもたらされた最初の打撃を、進んでここに見て取るだろ

うと思ったのです。当時、政治的な混乱によって疲弊したフランスは、全

土をナポレオンの鉄鎖につながれ、昔の幸せと正当な君主たちにむけて後

悔のまなざしを投げかけることさえ慎まねばならぬ状態にあったからで

す。F.」

文末には頭文字F.のみの署名があり、文面もノディエではない人物が書

いている体裁をとっている。F.はカタログに示されているFlamenなのだろ

うか。しかしこの種の目くらましは後にも幾度となく繰り返されるノディ

エの常套手段であり、F.はおそらくはノディエ自身と思われる。

「まえがき」はこの作品を「オード ode」と呼び、また「一文学者から

全能のブュオナパルトにもたらされた最初の打撃 la première atteinte portée

par un homme de lettre à Buonaparte, tout puissant, [...]」と位置づけている。

したがって、表題の『ラ･ナポレオーヌ』は「ナポレオンに捧げるオード

La (ode) napoléone」であることが分かる17。
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ところで「オード」は、古代ギリシャ・古代ローマの詩人を模倣して16

世紀にロンサール等プレイヤード派の詩人たちがフランスに導入した定型

詩で、そこでは高貴な人物、擬人化された自然や抽象概念に呼びかけ、格

調高い言葉と神話・聖書関連のイメージを用い、1詩節の詩行数と全詩節

の詩節数とが同数になるように書かれることが約束となっている。1詩行

は8音綴で構成される場合が多いとされる。

『ラ･ナポレオーヌ』はナポレオンに「呼びかけ」ており、ローマの将

軍、皇帝、伝説的な王家の娘、歴史的な場所、「真理」、「正義」などを登

場させ「オード」の格調を保っている。しかし1詩節が10詩行であるにも

かかわらず総詩節数は7詩節に留まっており、この点では「オード」の条

件を満たしていない。さらに音綴数は各詩節とも、8, 12, 8, 12, 12, 8, 8,

12,12, 8音綴の10詩行からなり、8音綴詩行と10音綴詩行の混在する変化に

富んだものとなっている。とはいえ全詩節が同一パターンで繰り返され、

きわめて規則的であるうえ、各詩節の脚韻もababccdeedと整然と規則的で

あり、定型詩の枠内に収められていることには、異論の余地はない。

第一詩節では古代の残虐な支配者たちと彼らの統治下で怯える庶民が喚

起される。

第二詩節には「暴君」の支配に甘んじる「烏合の衆」、「新しい鎖」につ

ながれた「民衆」に対して、「くびき」に憤り、自由でありつづける、「私」

が対照的な存在として登場する。

第三詩節で、第二詩節の「暴君」は「陰険な外国人」とされる。1768年

にフランス領となったばかりのコルシカ島は「外国」であり、「陰険な外

国人」はナポレオンを喚起させる。彼はまた「親殺しの卑怯な相続人」で

ある。「歴代の王の亡骸」「死刑執行人」のイメージによって「王殺し」に

通じる「親殺し」は革命の遂行者たちであり、彼等から革命の成果を相続

したこの「外国人」は「裏切り者のペテン師」「脱走兵」である。第三詩
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17  一般に人名を女性形に置いて定冠詞を添えると「何某の女房」というほどの意味に
なるが（朝倉季雄著『新フランス文法事典』白水社2002，p.53参照）、『ラ・ナポレ
オーヌ』はこの文法法則とは無関係である。



節には2人称複数「わたしたち」が所有形容詞形で現われている。「わたし

たちの艦船と港」は「裏切り者・脱走兵」をそれと気付かず迎え入れてし

まう。第三詩節ではさらにこの男に騙され、被害をこうむっている「フラ

ンス」が歌われている。

第四詩節から、詩人はこの男に「お前」と侮蔑をこめた2人称で向き合

う。詩人は玉座を狙う「お前の気違いじみた厚かましさ」を見抜き、糾弾

する。そこにはもう共和国を守る英雄の姿は見られない。「自由の女神」

は涙を流している。「高みから降りよ」「兵士たちのもとに戻れ」と詩人は

厳しい口調で命じる。しかし権勢を極め勝利の栄冠を戴いた相手には詩人

の言葉は届かないらしい。「．．．思っているのか」と詩人はたたみかけ、

相手の傲慢な思い上がりを詰問する。

第五詩節でも詩人はこの男に2人称で語りつづける。第2詩行「わたした

ちの打ちひしがれた額」にふたたび所有形容詞形で2人称複数「わたした

ち」が現われる。第三詩節同様、ここでも「わたしたち」には、第二詩節

の「わたし」や第四詩節で「お前」を追い詰める発話主体の迫力は全く感

じられない。「わたしたち」は共に「恥辱」の刻印をうける「額」の持ち

主に過ぎない。この詩節には、古代ローマから「ブルータス」「タルペイ

ア」「カピトリーノ」が引用され、第一詩節にも呼応している。第3詩行の

「手にした帝国（原文テクストではお前の帝国 ton empire）」の《empire》

は詩文では広く「支配領域」「世界」の意味で使われるが、詩の予見的な

力を示す言葉としてここでは通常の語義「帝国」を訳語として採用した。

この作品の書かれた1802年2月、形骸化していたとはいえフランスはまだ

「共和国」であったが、1804年12月にナポレオン1世を皇帝に戴く事実上の

「帝国」に移行したのは周知の歴史的な出来事である。詩人は権力の頂点

に君臨する独裁者にその危うい立場が分かっているのか、と問いかけてい

るのである。

第六、第七詩節の2詩行目はともに「虚しいことだった」と終わってい

る。フランス語の原文ではこの表現《en vain》が各詩節の冒頭に来る。動

詞は過去形に置かれており、虚しさが両詩節の全体を領している。
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第六詩節では、暴君の死が歌われ、「お前」の死が重ねられる。「正義」

の前に「お前の生涯」は幻想を失った惨めな姿で現われる。「諸国民」は

「お前」の死後も「お前」を憎みつづけると詩人の眼差しは未来に向けら

れている。

最終詩節の第七詩節では、ナポレオンの戦勝も栄光も結局は時の流れと

ともに無に帰していくことが静かに歌われている。「人々」はもう「偶像」

を前にしても熱い思いを抱くことはなく束縛を厭わしく感じている（第

6,7詩行）。最後の3詩行で、詩人ははじめて「ナポレオン」をその名前で

呼び、「お前」が独裁者として君臨する限り、革命の実現者「えり抜きの

勇者たち」がピューリタン革命の功労者であった「シドニー」のように、

処刑されていくこととなるのだ、と避けがたい残酷な必然を予見し、侮蔑

と憐れみをこめた、冷静な力強い調子で歌い終えている。

第2章　『ラ・ナポレオーヌ』をめぐる伝記的諸問題

1．執筆、発表、逮捕の経緯

シャルル・ノディエは、フランス東部の地方都市ブザンソンで、40歳を

越えたブザンソン市最高法院弁護士アントワーヌ・ノディエの第一子とし

て1780年4月29日に生まれた18 。啓蒙思想の持ち主で、1790年11月にジャ

コバンクラブ「憲法友の会」に推されてブザンソン市長になり、1791年9

月には重罪裁判所長官に選任された父アントワーヌから、シャルルは周到

な公民教育を授けられ、多感な少年時代をフランス大革命の渦中で過ごし

た。少年ジャコバン党員として脚光を浴びたこともあった。1796年にブザ

ンソンにも開校した「総裁政府」肝いりの「中央学校 l’Ecole Centrale」に

入学したノディエは、友人を得、彼らと秘密結社「フィラデルフ les

Philadelphes」を立ち上げ（1797年9月）、反ジャコバンに転じていった。

1798年には「中央学校」で勉学をつづけるかたわら、「中央学校図書館」
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司書助手のポストを得て働き始めている。

1800年秋、ノディエは県刊行物の誌面で1899年11月9日のナポレオンの

クーデタ（ブリュメール18日）を称揚して、反ジャコバンの論陣を張り、

ブザンソンのジャコバン派を激しく攻撃した。ジャコバン派が応戦し、論

戦は過熱して、誹謗中傷パンフレットの応報にエスカレートしていき、鎮

静のために市長・知事等、地方行政の責任者が処分を受ける事態にまで発

展した。

ノディエも深く傷つき、1800年12月、逃れるようにブザンソンを離れパ

リに向かった。以後、1804年2月初めまでの3年数ヶ月の間に、ノディエは

3回のパリ長期滞在を繰り返すこととなる。『ラ・ナポレオーヌ』を執筆し

たのは2回目のパリ滞在中のことであった。この作品の惹き起こした「筆

禍事件（？）」の解決を機にノディエはパリを去り、1813年11月まで、再

び首都に滞在することはない。

1801年、ノディエはブサンソンで『シェクスピアの思想』を出版し、ブ

サンソン市立劇場でパリの友人と合作した芝居を上演している。1802年に

は小説『追放された人々』、1803年には短編小説『僕の小説の最後の一章』

と『ザルツブルグの画家』をいずれもパリで出版している。2月に『ラ・

ナポレオーヌ』を書いた1802年の年初、ノディエはモーリス・カイ

Maurice Quaïの率いる瞑想主義者のグループに入団する。彼らの神秘思想

はノディエの後の作品に深く影響を与えたと考えられている。このグルー

プには、父アントワーヌの友人の娘で、最初のパリ滞在で知り合い、彼の

魂の友となった、リュシル・フランクも夫と共に所属していた。20歳台に

入ったばかりのノディエは、通算1年強のパリ体験を通して首都での新し

い出会いに触発され、青年作家として一歩を踏み出していたのである。

ナポレオンに対する評価も、より迅速に多くの情報に触れ、パリの民衆

と間近に接し、首都の友人たちと知的交流を深めるうちに、ブザンソンで

抱いた賛美と共感から、憎悪と侮蔑と憐れみへと変化していったのにちが

いない。実際、1800年から1801年頃の、ナポレオンは1800年6月のマレン

ゴの勝利によって、待ち望まれていた平和をヨーロッパにもたらし、フラ
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ンス経済を戦勝の利益でうるおした有能な統治者として広く人々の信望を

集めていた。しかし、少しずつ自由を制限し極めて巧みに独裁を強化して

いったことも確かである。1800年自分が第一執政の座に着くとき、1802年

自分を終身執政とするとき、さらに、1804年世襲制の皇帝となるときも、

ナポレオンは常に国民投票に訴え、圧倒的な賛成票を獲得して独裁権力の

正当性を揺るぎないものとしたのである。ナポレオンの専制を早くから警

戒し、反対派の理論家や活動家を自邸サロンに迎え入れて、そのずば抜け

た知性と財力で彼らを支援してきたスタール夫人は、1802年にパリを追放

され、1803年にはフランスから追放されてしまっている。そのような狡猾

な独裁者の姿を、また彼に思いのままに操られる愚かで臆病な人々を

『ラ・ナポレオーヌ』はみごとに表現している。

ノディエは書き上げた詩を反ナポレオングループのメンバーの一人に朗

読して聞かせ、他の一人にコピーを手渡して、1802年の初夏、ブザンソン

に帰っていった。この詩を1802年10月、ロンドンに亡命中のフランス人ペ

ルティエ Peltier が、自分の発行する王党派新聞「ランビギュ L’ambigu」

に匿名で発表した。それがパリに持ち込まれ、ダバン Dabin 印刷所から匿

名のまま出版され、出回った。作者が誰なのか騒がれ、複数の名がひそか

に囁かれ、挙句、逮捕者も出ている。1803年11月、ほぼ1年半ぶりにパリ

に戻って来たノディエを迎えたのは、自作の詩をめぐるそのような予期せ

ぬ諸状況であった。さらに、誰よりも大切に思っていたリュシル・フラン

クとモーリス・カイが1年も前に他界していたことを知ったのである。ノ

ディエのショックは想像に余りある。悲しみに見境を失って「筆禍事件」

に飛び込んだのであろうというのがその時の尋問調書を読んだ伝記作家た

ちの一致した見解である。12月17日、ノディエは自分が『ラ・ナポレオー

ヌ』の作者だと名乗り出る手紙を第一執政ナポレオン・ボナパルトに宛て

て書く。待つこと5日間、22日にやっと彼はホテルにいるところを逮捕さ

れ、パリ警視庁に連行されて留置所に入れられた。翌日警視総監デュボワ

Dubois の前に出頭し取調べを受けた。なぜ『ラ・ナポレオーヌ』を書いた

のかという質問に対してノディエは「自分でも何て言ったらいいか分から
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ない状態でイマジネーションが込み上げてきて、気持ちが高ぶって『ラ・

ナポレオーヌ』を作ったんです。翌日、気持ちが静まったときだったら書

かなかったと思うんですけれど。ある人に見せて、それからコピーがいっ

ぱい出回わってしまって．．．僕は郷里に帰ったんですけど、今度来てみる

と、残してきた僕の幸せが無くなっていて、それに、『ラ・ナポレオーヌ』

で留置所に入れられた人がいるって聞いて、黙っていては、罪もない人た

ちに悪いと思って、第一執政に手紙を書いたんです19」と答えている。31

日ごろまでにノディエはサント＝ペラジー Sainte-Pélagie 牢獄に移送され

た。

2．囚われの身36日間の虚実

『ラ・ナポレオーヌ』は、「13年前」に「20歳」の作者が「即興的」に

書き、以後、一度も手を入れていない作品であると、フランス国立図書館

所蔵テクストの「まえがき」は、述べている。テクストには出版の日付が

欠けているが、執筆の1802年の13年後の1815年は、3月20日から6月22日の

ナポレオンの100日天下を挟んで王政復古の2年目の年であり、このような

出版物が危険なく表に出るには恰好の時期であったと思われる。「20歳」

は少し鯖を読んでいて実際はもうすぐ22歳になるところだったが、しかし、

「即興的」に書いた作品だとする点は尋問調書に残された供述と一致して

いる。けれども「作者はテンプル塔の地下牢に投獄され、その後、いくつ

もの牢を転々とさせられ、さらに10年間にわたって迫害を受けつづけまし

た」というくだりは派手な粉飾である。「まえがき」の執筆者F. がノディ

エ本人ではなかったとしても、ノディエ存命中の発表である以上、「まえ

がき」もまた『ラ・ナポレオーヌ』を補完する一種の「作品」となってい
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るノディエ流と考えなければいけない。

尋問を終えた警視総監は、ノディエが犯罪者というよりは現実離れした

興奮しやすい青年にすぎないと判断し、関係書類に「ノディエを名乗るこ

の男の証明書類に疑わしいところはなにもない。喰うに困って自首してき

たようだ20」とコメントを添えて留置所に返した。翌日、囚人服を着せら

れノディエはサント＝ペラジー牢獄に送られた。1793年恐怖政治の最中に

処刑されたジロンド派のロラン夫人も入れられていた同じ牢獄である。

大部屋の囚人たちは実にさまざまの階層の人々だった。彼らと話すうち

に、若い者が微罪でこんなところにいつまでも居てはいけない、こびとの

専制君主を称える詩を書いて早く出してもらえ、と入れ知恵され、ノディ

エはナポレオンを称える賛歌『プロフェティ・コン・トラルビオン

Prophétie contre Albion』を書き上げる。詩は面会客に託され、第一執政に

届けられた。

一方、郷里ブザンソンはシャルル逮捕の報に大騒ぎとなっていた。父ア

ントワーヌはかつてリヨンのオラトリオ会で同僚だった警察大臣フーシェ

と警視庁秘書官マチゥー・ウデをはじめ、あらゆる友人、知人に息子の釈

放に力を貸してくれるよう手紙を書いて頼みまくった。ドゥー県知事も、

「ノディエの息子はほとんど気違いだ」などと釈放を勝ち取りたいばかり

に誇張した報告書を書いて提出する。

これらの運動が功を奏し、ノディエは郷里から離れずに、家族と共に監

視付きで暮らすことを条件に1804年1月27日に釈放された。パリにしばら

く留まって『プロフェティ・コン・トラルビオン』の印刷を見届けたため、

ブサンソンには2月13日に帰り着いた。

おわりに

存在は知られているものの、現在、出版物で読むことのできない『ラ・

ナポレオーヌ』を、フランス語原文でここに発表し、和訳を試みた。作品
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が身体とすれば日本語訳はその衣服のようなもので、何枚あってもいいと

思う。仕立ての悪い拙訳も、あっても良いと認めていただきたい。

21歳のノディエは、整った定型詩で、人間の自由を束縛し、尊厳を傷つ

け、傲慢に君臨する独裁者、ナポレオンを激しく糾弾し、時の流れがその

戦勝も栄光も全てを奪い去っていく、と静かに歌い収めている。1802年の

時点でこのように書けるのは、あるいは書いた作品がこのように読めるの

は、ノディエの詩の言葉の神秘的な予見の力である。

詩の中では「わたしが奴隷の身分を求める姿も／卑怯な男の名声に罪深

い讃美を捧げる姿も／見る者はいないだろう」と誇り高いノディエだが、

自分から入りたくて入ったようなサント＝ペラジー牢獄から出してもらう

ためには、「卑怯な男の名声に罪深い讃美を捧げる」挙に出てナポレオン

を讃える歌を書いている。

テクストの「まえがき」が紹介する『ラ・ナポレオーヌ』の作者は、国

王一家が囚われていたテンプル塔に入れられて、さらに牢から牢へ転々と

とする。作者が本当に入っていたのはサント＝ペラジー牢獄で、それもた

った36日間にすぎない。少なくとも、今日残されている『ラ・ナポレオー

ヌ』では、「まえがき」の虚実の隙間からすでにノディエの「作品」は始

まっているのである。

伝記研究の対象となる作家の実人生には「作品」の素材や「作品」生成

の秘密が納められている。無視してしまっては、「作品」の魅力を見落と

してしまう危険がある。けれども嘘だらけの作品の中にしか、読者が本当

に見つけ出したいと願う美しいものは、存在していないこともまた忘れる

わけにはいかない。

テクスト

La Napoléone, par Charles Nodier.

フランス国立図書館担当部局の作成したコピー
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