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徳と効用のあいだ

フランス革命期における科学と芸術

富 永 茂 樹

Ⅰ 社会の再生,知識の再生 :1790- 93年

Ⅱ 徳と効用 :戦争への対応

Ⅲ 理性の徹底 :知識から祭典へ

Ⅳ ロマン主義への道 :テルミドール以後

科学と芸術,いや当時の言葉の使われかたに忠実であろうとすれば,学問と技芸というべき

だろうが,フランス革命期におけるこのふたつのものの位置については,基本的にはあい対立

する説が従来から繰 り返されてきた｡つまり一方で,これはテルミドールの反動の直後からす

でに登場 してくるのだが,革命期とりわけジャコバン独裁の時期には,野蛮と無知が横行し,

文化にたいする破壊行為と知識人にたいする迫害が組織的に展開されたという,lいわゆる ≪ヴ

ァングリスム≫にかかわる議論がある｡だがこの議論は,ヴァンダリスムという新語がこのと

きに造られたこと自体から容易に想像できるとおり,またこれをパテコが ｢テルミドール派の

言説｣と規定することで明らかにしたように1),今Lがた打倒 したばかりのロペスピェ-ルー

派を攻撃することでもって,自分たちの立場の正当であることを示そうとするか,あるいはの

ちの時代に受け継がれた場合には,フランス革命にたいする敵意ないし嫌悪を表明する意図の

もとで述べられるか,いずれにせよ多分に政治イデオロギーに汚染された言説を構成するもの

にほかならない｡他方で,そうした議論にはたえず弁明ないし反駁が加えられて,破壊や迫害

といった行為は存在 しなかった,あるいは存在 したとしても,それはジャコバン派が意図的か

つ組織的に行なったのではなしに,革命そして戦争という非常事態のなかでやむなく生じたの

であるとされ,さらには,知識人は迫害を受けたどころか,むしろ革命の遂行とりわけ対外戦

争の勝利にとって,大きな役割を果たしたという議論さえなされる｡ この最後の議論の代表的

な例は,マテイ工の論文 ｢共和暦 2年の知識人の動員｣にみることができるが2),これまたテ

ルミドール派の言説 と同様に,ある種のイデオロギ-からけっして自由でありえないことは,

その著者の名前からして,また書かれたのが1917年であることからして,充分に理解ができる

はずである｡

ふたつの主張のいずれが事実について正しいのかを問うことには,ほとんど意味がないだろ

う｡なぜならどちらの言説も,なんら事実を語ってはいないからである｡ ひとつの党派の正当
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化と,その対になる他の党派にたいする攻撃をとおして見えてくるものや,そのあいだにあっ

ての状況による事態の説明をとおして語られるものはさほど多くはない｡だが,それでは事実

はどうであったのかというと,たしかに迫害や破壊行為と見なすべきことがらがこの時期に頻

出したのは認めなくてはならないけれども,それは必ずしも意図的なものではなく,ましてや

組織的と呼べるほどのものでもなかったのであり,他方で知識人とりわけ自然科学者が革命期

の行政に深 く関与し,また社会における科学者の位置がフランス革命の過程をとおして大きな

変貌を遂げたのも否定はできないという,ごく凡庸な結論,ヴァンダリスム論と動員論とをい

わば折衷する結論しか導きだせないだろう｡ われわれのここでの目的は,しかし,フランス革

命期における知識と知識人にかんする事実命題の抽出ではない｡この事実にふくまれる矛盾,

すなわち18世紀の啓蒙思想から出発したはずのフランス革命が,全面的にではないにせよ,文

化の破壊という啓蒙の理念に背馳する結果をもたらしたという,その過程こそを問う必要があ

るのではないだろうか｡たとえば具体的には,自然科学が社会的に有用であることについて,

かなりの範囲で認識が共有され,しかもその認識が革命の展開するなかで現実化しつつありな

がら,それにもかかわらず,当時の自然科学の進歩の象徴ともいうべきラヴオワジエが逮捕さ

れ処刑されるにいたったのはなぜなのか｡論争史の簡明な整理や単純な事実の把握を超えて,

知識と社会秩序にかんしてこの時期に賭けられたものをこそ兄いだし,その重さを計測しなく

てほならないのだ3)｡

フランス革命の前後の数十年間をつうじて,知識と社会秩序とはきわめて深いところで相互

に関与しあう｡ すなわち,工業化にともなう新たな社会の編成において,知識は大きな役割を

果たすとともに,その同じ社会のなかにあってそれ自体が変容し,これまでにはみられなかっ

たかたちで制度化されてゆく｡ しかも,こうした社会と知識の二重の作用は,革命という激し

く揺れ動 く状況に直面することによって,ときにいちじるしい歪曲やまた逸脱を経験したが,

しかし逆に,変化が緩慢であればかえって捕捉が困難であっただろう,いくつかの本質的な問

題を露呈させることにもなった｡しかもこの傾向はとりわけジャコバン独裁期にいっそう顕著

なものとなる｡ それが,この時期の社会における科学と芸術の占めた位置に注目しようとする

理由にはかならない｡われわれは以下で,とりわけヴァンダリスム論の対象となるジャコバン

独裁期を中心にすえて,問題を検討することになるが,しかし同時に,旧体制と19世紀という,

フランス革命の前後に存在する社会との連続 ･非連続面をも多少は明らかにしてゆきたい｡そ

うすることではじめて,知識と社会のあいだの力動の把握が可能になるはずである｡

ところで,科学的な知識が社会においてもちうる価値とは,第一義的には,人間が外部の世

界に働きかけるうえで有効な道具となりうるという点に求められる｡ 他方で芸術の本来の機能

は,自己表現に適切な形式を与えるところにあり,そのかぎりにおいて,その社会的な価値は

必ずしも道具としての有効性と一致するわけではない｡芸術と科学とは,文化全体のなかでそ
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れぞれ別種の下属体系を構成している4)｡だが当時にあっては,≪sciences≫が科学と呼ぶより

はむしろ諸学問一般をさしたのと同様に,《arts≫という語のなかで芸術 と技術は未分化なま

まの状態にあった｡それぞれの言葉の意味内容が分解 し変容しはじめるのが,まさにこの時期

なのであり,ふたつの語は組み合わせられることで,長いあいだ人間の知識の総体に対応して

いたのだった｡｢さまざまの存在とシンボルについて,その本性,効用,用途,諸特性を観察

することがまずはじめに行なわれた｡ついで科学とか技術,あるいは一般的に学問という名が,

この観察の結果を集めた中枢すなわち集積点に与えられた5)｣と述べる 『百科全書』が,科学

的知識のみならず芸術 =技術にたいしても有用であることを要求したのは,ごく当然なことで

あった｡それ以後18世紀の後半をつうじて,科学についても芸術についても,知識のもつ社会

的に有用な性格はいたるところで強調され,それは伝統的なアカデミーに保存されるにとどま

る知識を批判する根拠ともなりえていた｡そしてフランス革命もまた,その文化政策の展開に

おいて,この価値をまずは継承するであろう｡

知識が有効な道具 =手段であるという観点は,しかし,その手段をつうじて実現すべき目的

の存在を前提としている｡ここで目的は,理論的にはふたつに区分することができるだろう｡

すなわち一方での現実の問題-の対処と,他方での理想の実現とである｡ たとえば,1790年か

ら度量衡の制度の改革が構想されるとき,改革の最大の根拠のひとつは,旧制度における単位

の不統一が商業その他にもたらしていた混乱と不正の解消であり,自然科学に知識に依拠 した

普遍的な制度の確立は,現実の問題として要請されたのだった｡93年の8月になって新制度が

公布されたときにも,この要請は姿を消すわけではないが,しかし,それ以上に ｢共和国の団

結を強固にする新たな手段であり,共和国にたいするいっそうの尊敬を表明するもの｣である

という認識が加えられるであろう6)｡ここでは目的は現実を離れて,共和国という抽象的な理

念の側に位置を移すことになる｡ 絵画や記念碑を祖国愛や革命精神の喚起のために動員すると

いう,いわゆる ≪プロパガンダとしての芸術≫の観念は,先の芸術をひとつの有用な道具とみ

るところから発しているが,この場合にも芸術は理想の実現のために用いられるのであって,

なにか現実の紛争の解決のためではけっしてない｡度量衡の統一の例からもわかるとおり,同

一の手段がふたつ以上の目的に導かれることがあるので,単純に判断するのは困難ではあるけ

れども,それでも理想の実現と現実への対応とは,基本的にはことなる性質の,しかも最終的

には対立し排除しあうものとして,明確に区別しておく必要がある｡ なぜなら,後者をめざす

行為における知識の有効性は,それ自体で完結 した硯実世界のなかで評価が可能であるのにた

いして,前者にあってはさらに理想にどれだけ近づいているか,あるいは価値がどれだけ一貫

しているかという,別種の評価規準が付加されるからである7)｡93年の夏以降に知識人の ≪動

員≫をしだいに支配するようになるのは,この価値の一貫性という規準のほうであり,それは

ひとことでいえば ≪徳≫の観念でもって代表されるだろう｡
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ジャコバン独裁期の文化政策は,この効用と徳,あるいは理想 (超越)と現実 (内在)また

手段としての有効性と価値の一貫性という,対立する行為規準のあいだで大きく揺れ動き,そ

こからさまざまな問題も生 じてくる｡ だが,このふたつのものは対立すると同時に,ある面で

は共通した性格をもってもいる｡理想も効用もともに個別の共同体の拘束とはかかわりなく,

あるいはそれを超えて,広 く人間一般に通用するものであり,普遍的な世界で展開されること

が合意されているからである｡徳の共和国に到達するには,個別意志は一般意志に譲歩 しなけ

ればならないと,ロペスピェ-ルが考えていたことを思い出すべきであろう｡またその内容を

別にすれば,公教育の制度や美術館は国民全体を対象とするものであって,特定の個人にかぎ

って独占される性質のものではなかった｡度量衡の新制度にしても,同様に世界全体に向けて

創出されたものであった｡ところが,テルミドールの反動を経て革命の理念が後退してゆくな

かで,否定されるのはロペスピェ-ルのかかげた徳の理念ばかりではなく,普遍的な世界への

意思そのものが失墜してしまうかにみえる｡時代の関心はむしろ個別性の強調に向かい,科学

や芸術が有用であるとする認識それ自体は保持されるとはいえ,知識にかかわる個人とその天

分が強調され (その変化は,たとえば知識人にたいする奨励政策に明らかに現われる),教育について

も天分の持ち主である人物つまりエリー トの育成に力点が移 り (理工科学校などの設立),美術

館では天分の所産の保存が,作品の展示による教育に取ってかわることとなり,さらには中世

以来の国民の歴史的記念物を保存 し陳列する美術館さえ登場 してくる｡ここで 《国民≫の観念

は,おそらく普遍的な理念の次元で共和国が体現していたものに,個別の世界において対応す

るものである｡ こうして,社会のたえざる進歩をめざすと同時に個人の独自性を崇拝しつつづ

ける19世紀,文学のみならずあらゆる領域においてロマン主義の支配する19世紀が,しだいに

そのかたちをみせてくるのだ｡理想と現実,普遍と個別- このふたつの参照軸を設定 して,

フランス革命期の科学と芸術の位置と役割,広 くはこの時期の知識と社会のありようを検討す

ること,これが以下でわれわれに課せられる作業なのである｡

1) B.Baczko,Commentsortirdelaterreur.･ThermidorethzRivolution,Paris,1989.

2) A.Mathiez,Lamobilisationdessavantsdel'anII,inRevuedeParis,lerdbcembre1917.

3) 筆者は先に,プリウール･ド･ラ･コート=ドールというひとりの人物の革命期における行動の

軌跡をとおして,同様の問題の考察を試みたことがある｡｢知識と社会秩序-フランス革命期の-

技術将校の肖像｣(r講座 ･転換期における人間･7 技術とは』岩波書店,1990年所収)をあわせ

て参照されたい｡

4) 文化の下属体系の分類と意味づけについては,作田啓一 『価値の社会学』(岩波書店,1972年)

69ページ以下を参照｡

5) 百科全書 ｢技術arts｣(桑原武夫編 『百科全書 ･序論および代表項別 岩波文庫,1971年)｡

6) Talleyrand,Propositionsurlespoidsetmesures,Paris,1790.pp.3-4.およびアルポガスト｢度

量衡の耗一にかんする報告｣(河野健二編 訂資料 フランス革命』岩波書店,1989年,443ページ)0

7) 行為を導く規準としての ≪手段としての有効性)と ≪価値の一貫性)との区別については,作田
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前掲書 3-5ページをみよ｡

Ⅰ 社会の再生,知識の再生 :1790-93年

革命議会がはじめて科学と芸術の問題を採 りあげたのは,1790年の夏,財政一般にかんする

討議においてであった｡立憲議会が当時かかわっていた問題全体の大きさからすれば,国王の

図書館や諸アカデミーにたいする支出という主題は,おそらくごく些細な議題にすぎず,9月

のはじめまで断続的になされた討議の結論もまた,現状をほぼ維持しながら問題を先送 りにす

る,つまりアカデミーの制度の改革や新 しい文化政策の画定にまではとてもおよばない,きわ

めて平凡な内容のものだった｡しかし,のちに科学と芸術をめぐって展開される論議の中心を

占めることがらのほとんどが,ここですでに登場してきている点で,さらにまた議会の外にあ

ったマラーが 『人民の友』でこの間題にかんする記事をいくつも書き,やがて91年になってパ

ンフレット 『アカデミーのまやかしにかんする書簡』を公刊するであろう,そのきっかけとな

った点でも,このときの立憲議会で文化の問題が議論されたことの意義はけっして小さくはな

い｡

アカデミーや図書館など個別の案件についてそれぞれの提案を行ない,討議を主導したのは

ルブランだった｡このときフランスのおかれていた財政状況では,学問 ･技芸にたいして充分

な支出を行なうだけの余裕があったとはいえない｡ それでも彼は,そうした支出の意義を全面

的に否定するわけではない｡そしてルブランにとって,学問 ･技芸の奨励の意義は,それがフ

ランス国民の利益および ≪栄光≫につながっているというところにあった｡｢われわれの習俗

が磨かれるのは文芸をとおしてであり,文芸が尊敬もされず報いもされないとき,国民は野蛮

に,あらゆる悪徳にいたりつくだろう1)｣と彼は述べる｡ これにたいして,ルブラン以上に積

極的な奨励策を主張する議員は,支出は ｢知識 =啓蒙と諸芸の完成｣を目的としていると論じ

て,ここで奨励の意義に微妙なくいちがいを認めることができるだろう｡ すなわち国民の栄光

と啓蒙の完成とのいずれをめざすのかという,芸術家の奨励や美術品の保存をめぐって,いず

れあらためて明確に分岐することになる論点が,まだほとんど自覚されないままではあるが,

姿を現わしてきているのである｡ しかし,こうした差異にもまして重要なのは,ランジュイネ

がアカデミーにかんして示した見解だった｡｢諸アカデミーまたその他の文芸団体は自由であ

り,特権をもってはならない｡なんらかの保護のもとでそれらの形成を認可するならば,真の

ジュランドをつ くることになるだろう｡ 特権をもつアカデミーはつねに文芸のアリス トクラ

シーとなる｣として,彼はアカデミーへの支出に反対するのである｡ おそらくは辞書の編纂の

ことをいっているのだろうが,政府が支出する事業の進捗は緩慢なものでしかなかったが,氏

間の手で進められた 『百科全書』の場合はどうであったか,とランジュイネは論じる｡ これに
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たいしてはグレゴワ-ルが即座に ｢アカデミーの有用であることは認識されている｣ と反論し,

結局は各アカデミーが組織の改革案を提出することを条件に,支出は承認されることとなるの

だが,こうした一連の議論に反応 し,それを増幅させたのがマラーである｡

｢文芸アカデミー,さらにアカデミー ･フランセ-ズはただ奪修の制度でしかない,どうし

て国民がその負担をしなくてほならないのか｡後者は完全に無駄であると付け加えておこう｣

と,マラーは8月17日付の 『人民の友』で,議会の討論の内容を紹介しながら書いている｡そ

れにくらべるなら,科学アカデミーはまだしも有用な性格をもっていた｡いかなる身分の者も

それなしにはすますことのできない知識がそこには集積されているからだ｡だがその科学アカ

デミーも,旧体制においては ｢つねに信用を悪用 し,ときには権威を悪用 して,自分たちの名

声を覆うような目立った発見を庄殺 し,その発見者を迫害してきた｡新体制下にあっても,権

威ではないが,依然として団体に都合のよい偏見を悪用して,アカデミーは知識の進歩を妨げ

ている2)｡｣ これ以後のマラーのアカデミーにたいする執掬な攻撃が,品がよいとはけっして

いえない,きわめて粗野な言説をつうじて展開されていることは否定できない｡1770年代以来

自然科学とりわけ光学の研究によって,科学アカデミーへの入会を望みながら,たえず拒絶さ

れつづけてきたという,彼自身の経歴に由来する ≪怨恨≫をそこにみてとることもたやすいだ

ろう｡ だが,それでも,ランジュイネとともにアカデミーを特権的な団体と見なし,それを前

年の封建制の廃止から翌年のル ･シャブリエ法の成立にいたるまでの,ひとつづきの文脈のな

かで問題を捕捉 している点は重要である｡ マラーのみるところでは,科学や芸術そのものが無

意味なものなのではなくして,伝統に依拠 した特権的な団体であるがゆえに,アカデミーは攻

撃されねばならなかった｡彼らの批判の対象は,ロジャー ･ハーンも明記しているように,ア

カデミーという集団であって,自然科学それ自体ではなかったのである3)｡

学問 ･技芸にたいする奨励の問題については,したがって,マラーもけっして異議を唱えは

しないだろう｡このときの国民議会の議事録にはみあたらないのだが,ある議貞が ｢国民は詩

人を必要とはしていない,必要なのは農民であり,家庭の父親であり愛国者である｣ という,

のちに革命裁判所の裁判長がラヴオワジ工の裁判のさいに述べたとされ,ヴァンダリスムの象

徴にさえなる言葉を想起させるような発言を行なったと語り,マラーはこの議員を榔冷 しなが

ら,学問とりわけ自然科学の社会的な意義について論じている｡ 科学や芸術は,社会にとって

有用であるかぎりにおいて,なんらかの奨励を受けて当然である｡ ところでマラーによれば,

過去においてあらゆる科学の発明,あらゆるすぐれた芸術作品の制作は,怠惰かつ無意味な人

間からなる集団ではなくして,単独の個人の手をとおしてなされるのがつねであった｡アカデ

ミーが廃止されても,それは学問 ･技芸の完成にとっていささかも障碍とはならないどころか,

むしろいっそうの進歩をもたらすだろう｡｢科学と文芸の利益のためには,もはやフランスか

らアカデミーの団体をなくすことが重要である｡ 文芸および科学に携わる者の奨励は欠くこと
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ができない｡しかしながらはっきり見分けてでなくてはならない｣というのがこの論説の結論

であった｡つまり,集団の内部に埋没した知識人のうちから才能の持ち主を選び出すこと,ま

たその才能が社会にとって有用であるかどうかを判定することをマラーは提案する｡ 科学であ

れ芸術であれ,総 じて知的営為をになう主体が集団ではなく個人であること,これは社会全体

の編成の問題にもかかわる,18世紀の大きな発見のひとつである｡ 議会内のランジュイネと議

会の外部のマラーはともに,単にアカデミーを解体するかどうかの議論にはとどまらない,よ

り広い射程のなかで,学問 ･技芸の問題に抵触 していたのだった｡こうして,いわば ≪知識の

個人主義≫の立場からのアカデミー批判がはじまり,それは1793年8月のアカデミーの閉鎖ま

でつづけられることになる｡

90年夏の議論は,結局のところほぼ従来どおりの文化支出が認められて終了する｡ ここでは

新しい文化政策が打ち出されたわけではなかった｡憲法の制定をはじめとして,急ぎ進めるべ

き課題は多く,議会はまだ文化の問題を革命の枠のなかで取 りあげるだけの余裕をもってはい

なかったのだろう｡ だが,体制の根幹にかんして処理しなければならないことがらが,その後

すぐに浮上してくる｡91年憲法の骨格がつくられてゆくにつれて,｢法律によってしか統治し

ない｣国王に帰すべき財産の整理が問題となるが,これについて91年5月26日に議会で報告を

行なったバレールは,ルーヴル官とテエイルリー官とを国王の住居にあてるとともに,しかし

それらが ｢国民の宮殿｣であるかぎりにおいて,国王とその家族に独占されるべきものではな

く,そこに集められた芸術作品を広 く国民に公開することによって,｢公教育の主要施設｣と

しても役立てることを提案し,さらに8月にはこのルーヴルで隔年に開催されるサロンへの出

展に制限をもうけず,芸術家の自由な参加を認める法令を可決させている4)｡このふたつの報

告は,革命期における美術 (鰭)行政の出発点であると同時に,やがてモンタ一二ュ派の指導

者のひとりとなる人物の,この時点での知識観を明確に示してくれる言説でもある｡

バレールによれば ｢かつてひとの想像力により強く訴えかけるために,神が神殿や森の奥に

安置されたのと同じく,遠 く離れた宮殿のなかに,アジア的な奪修のなかに閉じこもるのが,

専制政治の秘密であり必要とするものであった｡｣だが,今や革命がなされたのであり,その

結果専制政治は打破されて,国王はパリ-,民衆のただなかへ戻ってきた｡国王の住居は国民

全体のものであり,国民の宮殿であるルーヴル宮,これまでも ｢学問,文学および技芸の劇

場｣をなしていたルーヴル宮は広く国民に開放されなくてはならない｡ そこにはまた,いずれ

かつての国王の図書館も移転されて,国民の威光を示すものとなるであろう｡ これらの宮殿を

修復するとすれば,それは ｢立憲君主｣にたいしてフランス国民にふさわしい住居を与えるた

めであるとともに,そこを ｢高名な美術館｣とするためでもある｡ ルーヴル宮を公開し,教育

の普及 ･啓蒙の拡大の手段とすることは,革命の理念それ自体と切 り離しえないことがらであ

った｡というのも,｢野蛮な民衆の革命はあらゆる記念物を破壊する｣のにたいして,｢啓蒙さ
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れた民衆の革命はそれらを保存 し,美化する｣からである｡ ここではフランス革命が啓蒙の理

念を受け継ぐものであることが明言されていると同時に,テルミドール反動ののちに,やがて

バレールをふくめてジャコバン派が,野蛮人に固有のものとされる破壊行為の主体として非難

されるのと,ほぼ同一の論理構造がすでに開示されている点にも注目しておいてよいだろう｡

ヴァンダリスムを告発する論理は,革命の初期の段階からして,それを発する者自身の政治的

立場を正当化する機能を果たす以外の,なにものでもなかったのである｡

8月のサロン-の自由参加の提案も,国民の宮殿であるルーヴル宮の一般公開と同じ理念の

延長線上でなされている｡ この建物が ｢公教育の施設,学問 ･技芸の記念物の収集｣に用いら

れることが決定した以上,そこで開催されるサロンへの出展には,いかなる制限も設けられて

はならず,あらゆる芸術家が平等に参加を許されるべきである｡ 作家がその作品を公開するの

は,憲法の基礎をなす諸権利の平等にしたがって,あらゆる市民に思想の表明が許されている

のと同じである,とバレールは述べる｡ ところで,これまでサロン-の自由参加を阻んできた

のは,特権団体としてのアカデミーにはかならない｡アカデミーは ｢世論によってのみ活かさ

れ,自由によってのみ繁栄する芸術にたいして,窓意的な権威を行使しつづけてきた｣のだっ

た｡この議論は,芸術ないしは知識一般の進歩に逆行したアカデミーにたいする,前の年の立

憲議会での批判を受け継ぐものであり,ランジュイネや,さらにマラーが特権団体であるアカ

デミーの廃止と,それにかわる諸個人の自由な競争の喚起を提案したのと同じことがらを,バ

レールはサロンという制度について要求しているのだ｡そしてそれは,直接に言及されている

わけではないけれども,この報告のつい2か月前にル ･シャブリエ法によって確認された精神

の,芸術の領域における応用でもあった｡バレールによれば,真の才能はけっして競争をおそ

れない｡ むしろ競争こそが絵画 ･彫刻の進歩を導きだすはずである｡ これにたいしてはサロン

が ｢下手くそな絵｣で充されないために,ある種の規制が必要であるとの反論も議員のなかか

らでてくるが,しかし自由参加を支持する意見のほうが全体としては支配的であり,結局この

提案が可決されたことは,当時の趨勢がどうであったかを知るうえで重要である｡

こうして,それまで閉ざされた空間であったルーヴル宮は,それ自体が美術館のかたちで国

民に向けて開放されるとともに,そこで開催されるサロンもまた,閉鎖的な集団であるアカデ

ミーを超えでて,画家の自由な参加が認められるという,二重の意味での開かれた知識の場所

へと変貌を遂げることになる｡90年の秋にはすでに記念物委員会が設置されて,美術品 (とり

わけ教会財産の国有化にともなう多数の絵画や彫刻作品)の収集 ･整理の作業をはじめていたが,

さらに92年になると美術館委員会も設置され,美術館の開館はいっそう実現に近づいてゆく｡

美術館委員会の設置にかかわった内務大臣ロランによれば,ルーヴルの公開は,自由をかちと

ったフランス国民の栄光を諸外国に知らしめるものであり,これは90年の夏にルブランが学

問 ･技芸の奨励について表明した観点につながる｡ しかしまた同時に,彼は美術館が ｢美術の

- 66-



徳と効用のあいだ (富永)

趣味を育て,愛好家を楽しませ,芸術家にとっては学校となる｣べきであり,｢それはすべて

のひとにたいして開かれてなくてはならない｣とも考えていた5)｡そのような国民の宮殿であ

るルーヴル宮が,｢専制君主たちは芸術の名品を独占していた｡ 〔 ---〕それらを国民の財産に

戻さねばならない6)｣と述べたセルジャンの提案する法令にもとづいて,共和国中央美術館の

名のもとで開館するのは (ただし名目上の開館だが),先にみてきたアカデミーが廃止された2

日後,王権の停止一周年と新 しい憲法の公布を祝う8月10日のことだった｡ なお,同じ年の6

月にはラカナルの提案により,かつての国王の庭園が自然史博物館に改組されている｡

この美術館の開館にいたる過程の途次で,バレールが行なっているもうひとつの報告が,わ

れわれの主題とのかかわりで注目できるだろう｡93年の2月になって,ルーヴルの公開への見

通しや同様の施設の各県における開設,そのために記念物委員会がつづけている活動の成果に

ついて語 りながら,バレールは,革命がはじまって以来不遇な状態におかれている芸術家にた

いして,特例的な奨励を実施するよう提案している｡｢芸術家はフランス国内で確実な庇護と

寛大な扶助を受ける必要がある｡ 芸術家には仕事が不足 している｡ 彼らの才能は挫けており,

一家の父親である場合には,日々の生活に必要なものを手に入れる望みも断たれている｡

〔--･〕芸術が手助けなしに衰微 し,引きとめられずに逃げ去ってゆこうとしているまさにこ

のとき,才能の持ち主の取 り分,芸術の資産はふんだんに配分されてしかるべきである7)｡｣

ここで芸術家への国庫からの支出は,すぐれた才能の持ち主にたいする報償というよりも,文

字どおりの ≪励まし encouragement≫であり,さらには,扶助の言葉が用いられているとこ

ろから想像できるように,やがて翌年の国民公会で彼みずからが報告する主題である,救貧問

題につらなるものとして構想されている｡ それでは,この時点で芸術家はどうして困窮してい

るのか｡革命がはじまり,特権階級が消滅したからにほかならない｡｢諸革命にさいしては芸

術は忘れ去られるかさもなくば無視される｡ 革命期の無秩序な運動のなかでは,芸術の天分は

眠りまどろむかさもなくば逃げ去ってしまう｣と述べるバレールは,ただ社会の混乱が芸術へ

の無関心を惹き起こしたというばかりではなく,貴族および僧侶階級の没落にともない,これ

まで芸術家を支えてきたパ トロナージュが衰退した状況をも意識していたにちがいない｡この

ような提案は,90年の段階でランジュイネやマラーが主張した,アカデミーとは別の次元での

個人としての芸術家を対象とする奨励から,平等主義に向けてさらに大きく踏み出ており,ま

た,後でふれることになるであろう,テルミドール後のヴァンダリスム論に付随して展開され

る奨励政策も,ほとんどおよびえない内容のものであった｡

1790年以来の科学と芸術とをめぐる議論は,最終的に93年の8月にアカデミーの廃止と美術

館の開館につながるが,そこに通底しているのは,社会的に有用であるはずの知識を,特権的

な階級や集団による閉鎖と独占から救いだし,公開することによって,個人にたいする平等な

再配分をめざす動きであったと要約することができる｡ もっとも,このような知識にかんする
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功利主義と平等主義は,フランス革命の開始とともにはじめて登場してきたものではなしに,

18世紀の後半をつうじて繰 り返し主張されていたことを明記しておくべきだろう｡『百科全書』

が技芸の有用な性格を強調 していた点についてはすでにふれたが,人間の知識一般にかんして

も,｢今世紀の最大の特徴は,有用なものの愛好とたんに好奇心をそそるだけのものへの嫌悪

である8)｣という観念が支配的になろうとしていたのだった｡知識が有用である,あるいは有

用でなくてはならないことは,けっして急激にではなかったが,市場経済が発達し工業化がは

じまるとともに,社会のあらゆる領域で要請されようとしていた｡そして有用であるべき知識

が,広 く社会のなかで共有されるのを拒むのみならず,その進歩を阻んでさえいるのが,好奇

心をみたすためにのみ研究をつづける特権階級の人間であり,また集団のなかに閉じ込もって

特権を行使する科学アカデミーであるとする批判もまた成長してくる｡さらに,旧体制下でマ

ラーと連携 して科学アカデミーに批判を加えたブリッソーが ｢科学の支配のもとには専制君主

も,貴族も,選挙人も存在 しない｡それが映し出すのは,有用性を承認に値する唯一の資格と

する,完壁な共和国である｡ 法令でもって才能の所産に封印しようとする,専制君主や貴族,

選挙人を認めれば,事物の本性と人間精神の自由を侵犯することになる9)｣と述べるとき,こ

うした知識観はいきおい社会体制全体にたいする批判-と変わる可能性をも秘めていた｡

また,ルーヴル官の絵画作品その他の公開についても,すでに旧体制の末期から現実に検討

がはじめられていたが,その大きなきっかけとなったのは 『百科全書』にはかならない｡

≪ルーヴル》の項 目のなかで,13世紀に建設が開始された ｢この壮大な宮殿｣が,いまだ完成

にはいたっていないことにふれたあとで,デイドロは条件法をもちいて次のように述べている｡

｢この建物の一階全体を掃除して,柱廊を再建することが望まれる｡柱廊は王国にある最高に

美しい彫像を並べ,もはや散策する者もいない庭園に散在している,この種の貴重な作品を集

めるのに役立つだろう｡〔--〕南に位置する箇所には国王のもつすべての絵画をおくことが

できるだろう｡ それらは現在のところ物置のなかに乱雑に詰め込まれており,誰もみて楽しめ

ない状態にある10)｡｣ この項目をふくむ巻が刊行されたのは1765年のことだが,その6年前か

らサロンの批評の執筆をはじめていたデイドロは,当然ながらルーヴルの状態を周知していた｡

そして同じころユベール ･ロベールの措 く廃城の風景に関心をもつなかで,｢宮殿は私に圧政

者,放蕩者,怠け者を思い起こさせる｡〔- -〕宮殿を興味の対象に変えるには廃嘘としなく

てはならない11)｣と書 く作家が,『百科全書』において宮殿の現状を記述しその再編成を提案

することの政治的な意味は,あらためて間うまでもないだろう｡宮殿の閉鎖性と財産の独占を

専制にむすびつけ,これを革命の成果として公開し,教育の手段とすることに対置させる,先

にみてきた1791年のバレールの提案には,こうした 『百科全書』で展開された理念が,ほぼ忠

実なかたちで継承されているとみてよいだろう｡

デイドロの提案はさらに,自然史の部屋や各アカデミーの会議室を設置し,また一部をアカ
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デミ一会貞および芸術家の住居に提供することにまでおよんでいるが,このようにして再編さ

れ一般に公開される新 しい空間は,≪美術館 mus6e≫ と呼ばれてしかるべ きものであった｡と

いうのも,古代のアレクサンドリアの美の女神の神殿であるムセイオンから説 き起こされる

『百科全書』の別の項 目には,｢mus6e という語は以後 もっと広い意味をもつようになり,今

日では芸術 とその女神に直接にかかわる事物を収容するすべての場所にあてはめられる｣ とあ

り,｢さまざまな学問の進歩と完成｣を目的として建てられた,オックスフォー ドのアシュモ

レアン美術館が具体的な例としてあげられているからである12)｡それまで特定の階級に独占さ

れ,あるいは朽ちるがままに放置されてきた記念物や芸術作品を保存し修復 して,自然史にか

かわる知識とともに一般の市民に公開することは,『百科全書』のめざす啓蒙の拡大にとって

きわめて重要な課題のひとつであった｡また他方で,このふたつの項目はそうした知識の開放,

芸術作品の自由な享受を要求する 《公衆≫がしだいに成長しつつあることを明確に示 している

ともいえるだろう｡『百科全書』が提起 したルーヴルの美術館化の構想は,やがて具体化に向

けて動きはじめ,1778年になると検討の作業がアンジヴイレル伯爵に命 じられるが,財政事情

その他の関係で,結局のところ公開にまでいたることはなかった｡ところがついに,旧体制で

すでに議論の対象 となりながらも実現 しなかったことを,あらためて採 りあげる機会が現われ

てきたのだ｡1789年の到来である｡ フランス革命は,18世紀をつうじてたえずめざされてきた

人間の知識の再生を確実なものにしてゆくであろう｡ さしあたり,1793年までは｡それこそが,

アカデミーや芸術家の奨励,美術館の開設にかんして,マラーやバレールたちの展開したこと

であった｡そして同じ理念は,アカデミーが廃止されたときマラーはすでにこの世を去ってい

るとはいえ, しか しそれでも彼らの理念のいくぶんかは,ジャコバン独裁期にまでももちこま

れることになるのである｡

1) 以下,90年夏の立憲議会での討論の内容については,煩雑を避けるため引用ごとの註記はしない

が,すべて A7Thivesparlementaires,t.XVIII.に採録されたテクストに依拠している｡

2) L'Amidupeuple,no.CXCIV,pp.314.

3) R.Hahn,TheAnatomyofaScienttjicInstitution,Berkeley,1971,p.224.その後のアカデミー

にたいする一連の批判については,F.Waquet,LaBastilleacademique,inJ.-C.Bonnet(るd.),La

Carmagnoledesmuses,Paris,1988,pp.19-36.も参照｡

4) Rapportsurlesdomainesar6serverauroi,Moniteur,t.VIII,pp.500-502.およびProjetd'un

dbcretquiaccordeledroitatouslesartistessansdistinctiond'exposerauSalon,Moniteur,t.

ⅠⅩ,pp.452-453.

5) LettredeM.RolandaM.David(1e17octobre1792),MoniteuTT,t.XIV,p.263.

6) ArchivesparhmentaiTleS,t.LXIX,p.475.

7)｢記念物委員会および芸術家の奨励についての法令の提案｣(前出 『資料 フランス革命』354

ページ)｡

8) J.lM.-A.Servan,Discourssurleprogre'Sdesconnaissanceshumainesengindral,deh2
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moraleetdehzle'gishztionenparticuler,Lyon,1781,pp.16117.

9) Delavdritd,Neufchatel,1782,pp.1651166.

10) Encyclope'die,article《Louvre》.

ll) Salonsde1767,in(EuvreS,t.XVI,1990,Paris,p.348.なお,この点については拙稿 ｢廃嘘の

18世紀｣(樋口謹一編 『空間の世紀』筑摩書房,1988年所収)を参照｡

12) Encyclopidie,article《Mus6e》.

Ⅱ 徳と効用 :戦争のなかの科学技術

知識は社会的に有用であり,あるいは有用でなくてほならないという,18世紀の後半を一貫

して支配した確信は,革命の開始ののちも弱まるどころかいっそう増幅されてゆく｡ 確信を現

実のものとなしうる時代がやってきたのだ｡フランス革命期において百科全書派の最後の世代

に属するコンドルセは,おそらくそうした確信をもっとも強くいだいていたひとりであるが,

この数学者にとって,技術の完成は ｢市民一般の快楽を増進する｣ことを目的にしており,ま

た知識の進歩は ｢個人の幸福と共同の繁栄｣をもたらすはずであった｡これがコンドルセの公

教育にかんする理念の出発点であり,彼はまた同じ観点から度量衡の制度の改革にも関与して,

それが ｢省察ないし自然の研究をとおして獲得された知識を,人間の利益のためにもちいる機

会｣であると認め,さらには自然科学 (とりわけ確率論)を社会のさまざまな問題の解決に応用

し,完成したさいには ｢新段階の有用性｣を獲得するであろう 《社会数学》を構想 していた1)｡

このような自然科学の有用性を疑うことのなかったコンドルセは,しかし,1793年になってジ

ロンド派の没落とともに逃亡生活にはいり,翌年の春には獄中でみずから命を絶ってしまう｡

彼の死は,後でふれるラヴオワジ工のそれとともに,この時期の科学者の,また知識全体の辿

ったひとつの運命を象徴する事件であった｡知識と社会の進歩にかんする確信は,ここで完全

に潰えてしまうかにみえる｡ だが,皮肉なことではあるけれども,自然科学の社会的効用の大

きさは,むしろジャコバン派の独裁が成立したのちの公安委員会において,それまでにもまし

て強く認識されることになるのだった｡

93年の8月にふたりの人物が公安委員会にはいることになる｡いずれも旧体制における技術

将校を養成する唯一の学校であったエコール ･ド･メジエールを出て,革命のはじまる前には

国王の軍隊に所属 していた,カルノーとプリウールとである｡92年の4月から対オース トリ

ア ･プロイセンの戦争がつづき,しかも戦況はけっして好転 しないなかで,｢戦争の経験者が

欠如しており,作戦計画や戦略体制を立てることのできるメンバーがただひとりとしていな

い｣公安委員会に ｢ともに熱意,才能そして誠実さにあふれ,かかる状況において必要な勇気

をそなえ,軍事技術の深い知識を有した 〔- -〕ふたりの技術将校｣を加えることを推挙した

のはバレールだった｡ ふたりを ｢穏健派｣と考えていたロペスピェ-ルは,この提案に最初は
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賛意を示さなかったが,科学的知識の現実における効用を説くバレールの前に結局は譲歩した

という2)｡ここでバレールは,91年に芸術について表明していたのと同じ観点を,科学と技術

にたいしても示しているとみてよいだろう｡ こうして支持されたふたりは公安委員会のなかに

あっても,ロペスピェ-ルやサン=ジュス トとは距離を保ちつづけながら,カルノーは主とし

て軍隊の組織化に携わり,プリウールは戦争の遂行に不可欠な物資 (武器と火薬)の生産に関

与することで,科学的知識とそれにもとづく技術がいかに有効であるかを国民のあいだに広め

てゆく｡｢フランスは武器の不足から滅びるおそれがあると,委員会にはいる数カ月前から確

信し｣その点をたえずダントンたちに進言していたと,革命後にみずから語る3)プリウールは,

国内の武器生産設備の拡充をはかり,火薬製造のための硝石の採掘を国民の義務として訴える

と同時に,ムードンに軍事技術の実験施設を開き,さらに有用な知識を社会に広めることを目

的とした教育制度の確立を構想する｡ 最後のものはやがて理工科学校として実現するだろう｡

プリウールは,このような一連の作業を単独で進めたわけではなかった｡｢諸君の 〔公安〕

委貞会はあらゆる知識,あらゆる学識に取 り囲まれている4)｣と,93年の12月に硝石の採掘に

かかわる法令を議会に提案したさいに語っているように,彼は技術将校であったころからの科

学者との交流を活かして,ギ トン･ド･モルヴオー,ベルトレ,フルクロワなど多くの知識人

を周囲に集めて,武器の製造や実験の指導にあたらせたのだった｡はじめにふれたマテイエの

いう ｢共和国2年の知識人の動員｣とは,具体的にはこうした状況をさしている｡だが科学者

からすれば,それは動員と呼ぶよりはもう少し積極的な意味をおぴたものであった｡プリウー

ル自身をふくめて彼らは,科学と技術が社会的に有用であると確信し,かつその確信を直裁に

証明するまたとない機会として,革命をそして戦争を捉えていたはずである｡｢われわれは必

要に見合うだけの武器と火薬をいたるところで製造した｡いくつもの発明の研究に熱意をもっ

て専念し,圧政者たちを絶滅させる新たな手段を追加した｣と,テルミドールを経てからでは

あるが,プリウールがその一年あまりにわたる活動を総括している5)ところに,当時の模様を

うかがうことができるだろう｡ムードンの実験施設では,たとえば1､783年にモンゴルフイエ兄

弟が発明した気球が実用化に向けて採用されたが,それが94年 6月のフルーリュスの戦いにお

いて,フランス軍を勝利に導く役割を果たしたことはよく知られている｡あるいは戦場での気

球の役割がどれほどのものであったのか,その判断は措 くとしても,これは18世紀をつうじて

成長してきた技術と知識が,戦争という状況に直面することによって,現実の社会に応用され

てゆく過程を象徴するものではあった｡

プリウールとカルノーを公安委員会に入れることで,いわば革命に科学的知識を導入 したバ

レールは,軍事技術の領域における自然科学の貢献を ｢学問と技芸との結合,この巨大な事業

を実行するにふさわしい技術者 artistesと共和主義者との結合｣と呼んだ6)が,この ｢結合｣

にはふたつの側面があった｡まず一方では,プリウールの例が示すように,またフルクロワや
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モンジュたちがその周囲に結集 したことからもわかるとおり,以前からすでにはじまっていた

科学者 ･技術者の革命への接近が,この時期になっていっそう急速かつ緊密に進行し,彼らは

政治のただなかに一定の位置をしめるようになる｡ これは革命の世界-の知識の導入であると

同時に,科学的知識が政治化することをも意味した｡プリウールが,火薬の増産とその基礎に

なる硝石の採掘を,サン=キュロットの精神や祖国愛に訴えかけ,また採掘のための手引を自

由の樹のもとで読みあげるよう,法令のなかで提案するといった,少なくとも旧体制において

はおそらく彼自身も考えたことがなかったであろうレトリックを用いているのは,知識および

知識人の政治化,革命の理念-の接近をあらわすものにほかならない｡客観的な知識による現

実問題の解決 (さしあたりは戦争への対応)に,革命の理念の達成,徳の共和国の実現という別

種の目的が混入しはじめているのだ｡だが,まだ後者が前者を圧倒的に支配するにはいたって

いない｡そして,プリウールが先のムードンの実験施設にかんする報告のなかで,ということ

はロペスピェ-ルが没落して,自身の思想をいっそう自由に表明できるようになってからでは

あるけれども,｢軍事技術は発明のための巨大な分野を提供するが,発明は人類にとっての恩

恵である｣と述べて,民間の産業の将来にも眼を向けている点を忘れないようにしておきたい｡

彼は革命の開始の直後から度量衡の制度の改革に関心をもっていたが,｢理性の名による｣空

間の秩序の再編成は,複雑で多様な旧単位が体現する封建制を打破すると同時に,自由な商業

活動の基礎をつ くるはずであった7)｡プリウールのみるところでは技術教育もまた,すぐ後で

ふれるように,最終的には来るべき工業の時代を担う人材の養成という意義を与えられること

になる｡

バレールのいう技術者と共和主義の結合には,他方で,自然科学の国民のあいだ-の拡大 ･

湊透という側面があった｡国民公会に武器と火薬の増産の成功を報告し,事業のいっそうの促

進を提案するバレールは,自然科学者に指導されて生産に携わるパリの市民の様子について繰

り返し語るだろう｡｢かつていかなる革命も,人民が突然に化学者や物理学者になり,さまざ

まな技芸においてもっとも熟練した人びとと同等の才能をもって,またそれ以上の活力をもっ

て,大砲を鋳造 し硝石を生産している光景を呈 したことはなかった8)｡｣ 化学者に姿を変えた

人民という表現にはかなりの誇張があり,伝えられた知識がいかほどのものであったのかにつ

いてはにわかに判定しがたいけれども,しかしここで国民がそれまでにくらべて多くの有用な

知識と技術を修得 しつつあること,さもなくば少なくともバレールたちがそのように認識して

いることは否定できない｡ここから,科学および技術の教育をさらに組織的に進めるという計

画が生まれてくる｡まず1794年の2月から3月にかけて,武器と火薬の製造にかんする ≪革命

的な教育》がパリで実施された｡会場となった自然史博物館には,全国のサン=キュロット

800名が集まり,フルクロワやベル トレが講義を担当した｡ここでバレールが理解する技術教

育は,短期間に効率的な教育を実践するという形式の点と,知識や技術とともに祖国愛や共和
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国の精神もまた修得されるという内容の点と,二重の意味で ≪革命的な≫ と修飾されるべきも

のであった｡｢学校 を開き生徒を養成 し,科学や武器製造の講義を行なうのに,旧体制であれ

ば3年を要していただろう｡ 新しい体制はすべてを加速化した｡各ディス トリクトより選ばれ

た市民が硝石の精製,火薬の製造,大砲の鋳造を学ぶには,3デカッドあれば充分である9)｡｣

人間の再生のために必要な知識の教育が,革命によって,あるいは科学と共和国との結合をつ

うじて,迅速かつ精力的に進められることになるのだ｡もっとも,この革命的な教育という観

念については,もう少し精密にみておかなくてはならない｡

こうした武器 ･火薬の製造技術を短期間に修得させる教育は,大きな成功を収めた｡少なく

ともバレールたちが議会に報告したかぎりでは,そのように受けとめられていた｡中央公共事

業学校つまりのちの理工科学校や,衛生学校 もまた,正式に開校するのはジャコバン独裁の終

蔦ののちの94年秋のことだが,武器製造技術の短期間での教育の成果をふまえて,同じ 《革命

的な≫と称される教育の一部として構想されたものだった｡戦争が継続する状況は,武器や火

薬の生産とともに,多数の医師や技術将校を必要とする一方で,このころには大学はいうまで

もなく,プリウールやカルノーが出たエコール ･ド･メジュールも,その教育機能がほとんど

全面的に停止 した状態にあった｡ここでまたしても登場して,戦争と内乱による道路や港湾施

設の荒廃 し混乱した現況について報告 し,それらの整備のために公共事業委員会を設置して中

央集権的に事業を実施するとともに,事業において指導的な役割を担う技術者の養成機関の設

立を提案したのはバ レールだが,これは使用されるレトリックから推測するかぎり,おそらく

はプリウールやフルクロワの意を受けたものだった10)｡さらに公共事業の技術者の養成と並行

して,医学 (とは呼ばずに,政治状況にあわせてであろう,治療技術という表現がもちいられるが)の,

また食糧生産のための農業技術の革命的な教育を実施する期間も構想されはじめる｡こうした

いくつかの学校の計画は,しかし,武器の製造とは多少ことなり高等技術にかかわっていたた

め,そこに貴族主義の臭いをかぎとったロペスピェ-ルの反対にぶつかってしまう｡プリウー

ルたちは,さしあた り公安委員会の指導者の意見に譲歩 して,次節でふれるエコール ･ド･マ

ルスの開校へと計画を変更するだろう｡ 構想の実現にはテルミドールの到来をまたなくてはな

らない｡

中央公共事業学校は9月になって設立が承認され,12月に300名の学生を集めて開校するが,

このときの授業の時間割には 《革命的な講義》という言葉が残っていた｡とはいえ,ここでは

もはや祖国愛と知識との結合はほとんど問題にならず,依然として継続 している戦争に向けて

技術者を早急に送り出すために,教育の期間を短縮すること,これが講義の革命的である第一

の意味となった｡そして翌年の 1月になってあらためて授業計画を公刊するプリウールは,革

命的な講義に替えて ≪ポリテクニックな教育》という表現をもちい,また秋には学校の名称さ

えもエコール ･ポリテクニック (理工科学校)と変更 して,さらにはこの学校における ｢有用
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な技芸の実行に即座に応用できる教育｣からは,軍事技術者に加えて ｢工芸であれ化学の技術

であれ大規模な製造業を行なうにふさわしい人材｣の出てくることを強調するにいたるであろ

う11)｡こうして早 くも革命の後退がはじまるわけだが,しかし逆に,プリウールたちが革命的

な教育という語を採用したのは,94年の春から夏にかけての状況にあわせた,あるいはそれを

利用 したものにすぎず,彼らは祖国愛よりもむしろ有用な知識の社会への普及こそをめざして

いたのかもしれない｡ポリテクニックな教育とは,そうした目的を前提として,従来の個別の

狭い範囲に限定 した教育を行なうのではなく,多領域にわたる実際的な知識を綜合的に修得さ

せること,またその基礎に数学と物理学をおくことを意味していたが,この発想は最初に設立

を提案したバレールの言説のなかにすでに埋め込まれていたのだった｡のちになって議会で伝

統的な専門教育の復活を主張し,この学校のありかたを非難する立場からは,それがもとは革

命的な教育を提唱 しており,またポリテクニックであるとは百科全書的であるにひとしいとい

う点で批判されるが12),この指摘はかえってプリウールたちの当初からの意図を明らかにする

ものだといえるだろう｡有用な知識の拡大をめざす百科全書の精神は,｢見分けにくい地下道

をとおって｣ではあるけれども,ジャコバン独裁の時期にまで,そしてその彼方にまでも影響

をおよぼしたのだった13)｡

ただ,それは戦争という状況の絶対的な要請に由来する,逆説的であるがひとつの幸運に支

えられてはじめて実現 したのでもあった｡しかもそのために彼らは,徳の共和国の建設を説 く

ロペスピェ-ルたちの意向をうかがい,その周辺で動揺 し,場合によっては大きく譲歩し,あ

るいは革命的な教育という表現でもって本来の意図を遮蔽し,さらにはみずからの言説も少な

からず政治イデオロギーに汚染されることを余儀なくさせられもした｡現実に根ざした有用性

を追求する科学 ･技術観と,しだいに膨張しあるいは加熱化つつある抽象的な革命の理念との

あいだで揺れ動 く,プリウールたちの姿をもっとも明確に示 しているのが,93年11月のラヴオ

ワジエの逮捕にはじまる一連のできごとである｡ すでにみてきたとおり,マラーたちが革命の

以前から批判 しつづけてきたアカデミーは,この年の8月についに廃止されていた｡｢その発

明により人間精神の領野を拡大し｣また ｢その進展を保証し有用な真理を広めてきた｣科学ア

カデミーだけは,グレゴワ-ルの配慮により廃止を免れるはずだったが14),彼につづいたダヴ

イッドの発言が受け容れられて,結局すべての団体が例外なく廃止されたのである｡ 科学アカ

デミーが進めてきた度量衡の新制度の研究については,しかし,ことがらの重要性を考慮 して,

旧アカデミーの科学者集団にひきつづき委ねられることが決定した｡ ドランブルとメシャンに

よる子午線の計測の作業は,すでに前の年からはじまっていたのであり,研究全体を総括する

立場にあったのがラヴオワジ工である｡ ところがそのラヴオワジ工が,旧体制のもとで徴税請

負人の職にあったことを理由に逮捕され,作業は突然に停止 してしまう｡ 度量衡にかかわる臨

時委員会はラヴオワジエの釈放を嘆願する書類を提出するが,これにたいして公安委員会から
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かえってきたのは,釈放を拒否する内容の回答であり,あまつさえそこでは公職は ｢共和主義

の徳と諸王にたいする憎悪によって,信頼するにあたいする人物｣にしか委ねられないとして,

ドランブルやボルダなど旧アカデミーの科学者の解任が命 じられていた｡ しかもこの布告は,

実は公安委員であるプリウール自身の手になるものだった15)｡

翌年 4月のラヴォワジエの処刑はやがて,ジャコバン独裁期において組織的な迫害が知識人

にたいしてなされたという,その典型のように語られることになるであろう (｢共和国は知識人

を必要とはしない｣という文言も,この裁判のさいに裁判長のデュマが発したものだという説が,テルミ

ドールを経たのちに広まるが,それは現在では否定されている16))｡この事件を回想する ドランブル

によれば,プリウールはラヴォワジ工の家で開かれた度量衡の研究をめぐる会合にしばしば出

席していたが,とりわけ政治が話題になったときには,ほとんどいつも他の参加者と対立 し,

孤立した立場にあったという｡ それ以来いだいていた強い敵意 と怨恨の念こそが,釈放を拒み

科学者を排除する12月の布告をみずから起草 した理由であると, ドランブルは説明する17)｡も

っとも,プリウールの公安委員会の指導者層との関係が必ず しも緊密なものではなかったこと

を知っているわれわれには,この解釈はあまりにも一方的にすぎるように思える｡ むしろプリ

ウールの伝記のなかでブシャールが弁護 しているように,このときの彼の行動は恐怖心による

もの,自身にもふ りかかるおそれがないわけではない,公安委員会や保安委員会の疑惑を避け

るためのものであったかもしれない18)｡さらに重要なことには,困難な状況のなかで測量作業

を継続 したという自負心と,それを妨害しようとした人物にたいする侮蔑に充ちた ドランブル

の記述からは,アカデミーの周辺の科学者たちが,技術将校出身の公安委員を自分たちの同輩

とはけっしてみなしていなかった様子がうかがわれる｡ 逆にプリウールの側にも,彼 らと同じ

集団に所属 しているという意識は稀薄であったにちがいない｡この時期のフルクロワやモンジ

ュの,アカデミーやラヴオワジ工にたいする態度のなかに,伝統的な科学者集団にたいする執

着心の欠如,共同体-の所属感の消失を指摘するのはロジャー ･ハーンであるが19),同様のこ

とをプリウールについても認めることができるのではないだろうか｡自然科学者の世界におい

て,ひとつの世代交替が確実に進行 しつつあったのだ｡啓蒙の理念を継承 して,それをジャコ

バン独裁期の文化政策のなかにもちこみ,動揺する状況に直面 してみずからも意識の変化を経

験 しつつ,有用な知識を完全にではないまでも普及させていったのは,こうした新 しい世代に

属する科学者であり技術者であった｡

それにしても,プリウールたちが恐怖心をいだき,距離をとりながらも部分的にはその立場

に加担 し,あるいはエコール ･ド･マルスの場合にそうであるように隠蔽と譲歩を繰 り返さな

ければならなかった,その当の相手であるロペスピェ-ルやサン=ジュス ト,この時期の政治

的指導者たちは,科学と技芸,広 くは知識一般についてどのような観念をもっていたのだろう

か｡彼 らの残 した言説から明確な科学観ないし知識観を抽 きだすことは困難である｡プリウ-
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ルらに少なからぬ疑念をいだいた彼らも,しかし,少なくとも戦争が継続するなかでは,料

学 ･技術が軍事の領域で大きな成果を挙げることそれ自体は否定できなかったにちがいない｡

とはいえ,バレールのように ｢技術者と共和主義者との結合｣を積極的に賞讃することもまた

けっしてなかったであろうが｡93年の夏から翌年の夏までのあいだ,政治闘争に終始したロペ

スピェ-ルたちには,科学的知識の有用性を賞讃しているだけの余裕も,また関心もほとんど

なかったとみるべ きである｡ 彼らの関心はむしろまったく別の次元にあった｡いうまでもなく,

徳の共和国の建設である｡ そしてフランス人民の再生と革命の理念の徹底は,知識や技術によ

ってではなしに,道徳によってこそ導かれねばならなかった｡｢ヨーロッパの諸国民は,技芸

および科学と呼ばれるものにおいて驚くべき進歩をなし遂げた｣と,最高存在の祭典の開催を

提案するロペスピェ-ルは認めはするものの,しかし即座に ｢公共の道徳にかかわるいくつか

の最高の概念については無知であるように思われる｡ 彼らはすべてを知っている,ただし権利

と義務を除いてである20)｣とつづけるのだ｡92年のコンドルセの公教育の計画が知育を中心に

おいたものであったのにたいして,93年の夏にロペスピェ-ルが国民公会で読みあげたルベル

ティエ案や,サン=ジュス トの描いた国民教育案では,徳育が優先されていたという,周知の

対比も同様の観念に由来している｡

ジャコバン派の指導者たちのみるところでは,物質よりも精神が,現実よりも理想が先行し

なければならず,知識の有用性もまた道徳の枠のなかでのみ意味をもちうるのであった｡さら

に,『学問芸術論』以来文明批判をつづけたルソーを,18世紀における唯一の有徳者として理

想視するロペスピェ-ルの場合には,さらにまた別の要素も付け加わってくるだろう｡ たとえ

ばコンドルセは,敵対する党派に属する強力な論客であったことはまちがいがないけれども,

おそらくは党派の対立からくる以上のものが,ロペスピェ-ルの執掬な敵意のなかにはふくま

れていたと推測してよい｡というのも,1792年12月に彼は,ミラボーの胸像とともにエルヴェ

シウスのそれも打ち砕 くことを要求して,次のように述べているからである｡｢エルヴェシウ

スは陰謀家,才人ぶった惨めな人間,背徳者であり,われわれの讃辞にもっとも値するあの良

きJ=J･ルソー-の,もっとも残酷な迫害者のひとりであった21)｡｣世代こそずれるとはいえ

コンドルセも,ルソーを不遇に追いやった知識人たちとのつらなりのなかに位置づけられては

いなかっただろうか｡ロペスピェ-ルが,アカデミーの廃止やラヴオワジ工の逮捕に直接に関

与したわけではないが,かりに関与したとすれば,その知識人集団にたいする批判は,先にみ

てきたマラーらの功利主義的な知識観にもとづくのとは,かなりちがった様相のものであった

ことが予想される｡プリウールたちの活動は,こうしたジャコバン派の指導者とは距離をとり

つつ,しかし一部ではその理念を受け容れることをとおして展開されたのだった｡だが,戦争

に必要な技術についてはある程度可能であったことも,他の学問 ･技芸の領域では実現が困難

になるであろう｡ しかも問題は,政治状況の急迫とともにいっそう増幅され,歪曲され,逸脱
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してゆくはずである｡

1)『革命議会における教育計画』(渡辺誠訳,岩波文庫,1949年)11ページ｡Rapportsurlechoix

d'uneunitedemesure,ArchivesparlementaireS,t.XXIV,p.394.Tableaug台neraldelascience,

quiapourobjetl'applicationducalculauxsciencespolitlqueSetmOrales,(Euvrescomplhes,

vol.Ⅰ,p.542,

2) MimoiresdeB.BariTle,Paris,1842,t.ⅠⅠ,pp.105-106et368,

3) RbvblationsurleComitとdusalutpublic,reproduiteinG.Bouchard,Prieurdelac♂te-d'or:

unorganiSateurdelavictoire,Paris,1946,p.435,

4) Rapportsurlar6coltedusalpatre,Moniteur,t.XVIII,p.587.

5) Rapportsurleregimedel'6tablissementdes6preuvesaMeudon,Moniteur,t.XXII,p.70.
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p.255.

9) Surl'instructionr6Volutionnairedelafabricationdesarmesetdespoudres,Moniteur,t.XIX,

p,510.

10) Rapportsurlacommissiondestravauxpublics,Moniteur,t.XI,X,p.683.

ll) Me'moirefurl'Ecolecentraledestravauxpublics,Paris,1795,p.8.

12) Baraillon,Opinionsurl'Ecolepolytechnique,Paris,1798.

13) J.Langins,LaR身ubliqueavailbesoindesavants,Paris,1987p.95.

14) Rapportrelatifallasuppressiondesacademies,ArchivesParlementaireS,t.LXX,p.520.

15) G.Bouchard,op.cit,p.295.

16) J.Guillaume,Unnot16gendaire:《LaR6publiquen'apasbesoindesavants》,Re'volution

franfaise,t.XXXVIII(1900).

17) Grandeureijigu'ledehzTerre,Paris,1912,p.212.

18) Bouchard,op.cit_p.296.

19) Hahn,op.cit.,pp.24,264et274.

20) ｢最高存在の崇拝について｣(前出 『資料 フランス革命』502ページ)｡

21) (EuvresdeMa.rimilienRobespierre,t.IX,p.144.

Ⅲ 理性の徹底 :知識から祭典-

知識はまず,なにごとであれ現実の問題解決のための有用な手段であり,したがって社会の

なかで一定の役割を果たさない知識を追求したり,あるいは有用な知識の展開を妨げる制度は

批判されなくてはならない｡こうした18世紀の後半以来の知識観は,フランス革命期にそして

ジャコバン独裁期にまで継承され,とりわけ理工科学校の開設が象徴するように,さらに革命

後の社会へと伝達されてゆく｡ だが,この道具としての知識が達成すべき目的のなかには,硯
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実にたいする適応と並んで,ある種の抽象的な理念の実現という別のことがらが混入しており,

しかも後者はしだいに前者を圧倒するにいたるだろう｡1790年夏の文化支出をめぐる議論にお

けるルブランが,また92年にルーヴル宮の公開について語ったロランが,いずれも内外に誇示

しうるフランスの ≪栄光≫に言及したとき,すでに現実の諸問題と同時になんらかの理想への

接近が,知識の達成すべき目標として設定されていたのだが,この傾向は,王政が廃止され共

和政が宣言されて以来いっそう顕著なものとなり,またジャコバン独裁の成立によってさらに

加速されるのだ｡｢公教育のなかでもっとも本質的な部分が無視されている｡すなわち国民の

産業の発展にかかわる教育,職業教育である｡ しかもこうした有用な教育が祭典にとってかわ

られているのだ1)｡｣彼自身ジャコバン派にもっとも忠実な科学者のひとりであったアッサン

フラッツが,93年の7月になって漏らすこのような苦言からは,知識の達成目標の現実から理

想への移動,またこれにともなう知識が社会的に呈示されるかたちの変容 (教育ではなくして祭

輿)をうかがうことができるだろう｡

科学アカデミーだけは免れさせようとするグレゴワ-ルの意図にもかかわらず,ダヴイッド

の提案が受け容れられて,すべてのアカデミーが例外なく廃止された点については先に述べた｡

ところで国民公会の結論を一気に導いたダヴイッドの言説の大半は,実は科学アカデミーより

はむしろ美術アカデミーに向けての攻撃からなっていた｡そうした事情にふくまれるある種の

奇妙さ,そしてダヴイッドが展開したレトリックもまた,知識をとりまく状況の決定的な転換

を告げるものにはかならない｡アカデミーを支配しているのは,ダヴイッドによれば,団体の

精神であり,構成員のあいだの低劣な嫉妬心であり,そこでは若い才能を押しつぶすために残

酷な手段が用いられている- これは以前からのマラーたちの攻撃のなかにもしばしば登場 し

た表現である｡だが,ここでさらに注目する必要があるのは,アカデミーの悪弊がその ｢均衡

6quilibre｣を維持する傾向に求められている点である.｢国王の政治は王位の均衡を保つこと

であり,アカデミーの政治は才能の均衡を保つことである2)｣とダヴイッドは述べて,安定と

均衡を重視する美術アカデミーが,新たに現われたすぐれた才能を理解できないどころか,そ

れをどのように排除してきたかについて,聴衆の注意を喚起する｡ 彼の考えるところでは,安

定は停滞につながるものにはかならず,これほど革命の時代にふさわしくないものはなかった

のだ｡そしてこの均衡を打破 して革命を前へ押 し進めるのは,のちにダヴイッドとともに美術

館行政に関与するマテイウの言葉を借 りれば,｢共和国の自由の唯一かつ真の要素｣である

｢活力と啓蒙｣であり,しかもその活力の源泉は祖国愛にあった3)｡

93年の末から94年の初頭にかけて,記念物委員会と美術館委員会の改組を提案するダヴイッ

ドとマテイウは,ふたつの委員会の作業がはかばかしい進展を示さず,むしろ文化財の破壊が

激化してゆく状況を前にして,委員会が旧アカデミーにつながる知識人で構成され,したがっ

てそこでは祖国愛が欠如している点を重大な問題として指摘する｡ 先に国民の宮殿であるルー
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ヴルを公教育の場所に変えようとしたバレールと同じく,彼らもまた美術品の保存が社会にと

って有用であることを強調し,美術館が曹イ多･軽薄の品物を集めた,ただ好奇心をみたすのみ

のものではなくして,公教育のための ｢重要な学校｣とならねばならないと認めてはいる｡ し

かし,ロペスピェ-ルの絶大な信頼と支持をえていたダヴイッドたちによれば,美術館の開館

や歴史的 ･芸術的記念物の保存は,フランス人民の偉大さを世界にたいして,また後世に向け

て示すためのものでもあり,それゆえ美術品や歴史にかんする知識のみでは,これらの事業を

確実に推進してゆくのは不可能であった｡｢知識と才能の価値は,そこに顕著な祖国愛が付け

加わらなければ充分ではない｣のであり,また既存の ｢美術館委員会は,祖国愛との関連で非

難されるべきであった4)｡｣ 芸術は祖国愛によって導かれることで,その活力を回復させなけ

ればならず,また逆にそうした芸術は,たえず革命精神の昂揚に貢献するのでなければ意味を

なさない｡同じ時期にプリウールが硝石の採掘をサン=キュロットの精神に訴えかけ,バレー

ルが軍事技術の開発における科学者と共和主義の結合を賞讃していたことを思い出しておこう｡

こうして芸術の領域においても,共和国の徳の理念が知識を支配しはじめ,その支配は科学に

おけるよりもいっそう強固なものとなるのだ｡

ダヴイッドたちが美術品の保存その他の作業に祖国愛を要求した,その背景には革命の進行

とともに文化破壊の行為がたえず激しくなるという状況があったことはいうまでもない｡野蛮

な破壊行為は貴族や外国の陰謀によるものであることを主張し,これにたいして美術品を破壊

から保護し,公教育の拡大と共和国の栄光の誇示に役立てるのが国民公会の義務であるとする,

つまり破壊を外部の敵の責任に帰着させることで,自分たちの政治的立場を正当化するという

論理構造の点では,のちのヴァンダリスム論と変わるところのない言説が繰 り返し展開され,

たとえば93年の6月には ｢誰であれ国民の財産に所属する芸術的記念物を破壊するものには2

年の禁固刑｣を課す法令が,ラカナルの捷案により可決されていたが5),国民公会の措置や記

念物委員会の活動は現実に追いつくべ くもなかった｡11月には非キリスト教化運動がひとつの

頂点に達し,教会の建築や美術品にたいする攻撃もまたいっそう強まってゆく｡ 作業を続行す

るには祖国愛と活力に欠けるとマテイウが判断した記念物委員会は臨時芸術委員会に,また美

術館委員会は美術館コンセルヴァトワールにとってかわられることになる｡臨時委員会の発行

した,ヴイック ･ダジルの手になる美術品の整理と保存を各県に呼びかける指示書では,教育

がフランス人民の ｢再生と栄光のもっとも強力な手段｣であり,そこからは ｢共和国の頑強な

防衛者と圧政にたいする仮借ない敵｣とが産出されることが強調され,記念物はそうした教育

に役立つものであるからこそ,その価値についての無知は許すことのできない犯罪であり,丁

寧に保存され整理される必要があると明記されていた6)｡こうして無知を敵として斥けると同

時に,共和国の理念に裏打ちされるかたちで,記念物の保存活動があらためて展開されてゆく

かにみえる｡ もっとも,祖国愛によって活力を注入されたはずの委員会は,すぐさま同じ共和
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国の徳の別のところでの発現によって,自由に活動するのを妨害されるだろう｡94年春のいわ

ゆるヴァントーズ法は,｢地上に美徳への愛と幸福を広める｣ためにサン=ジュス トの提案し

たものだったが,革命の敵の財産の共和国による没収を定めたこの法が優先されることで,美

術品の整理作業が停滞せざるをえないという報告が地方から届けられ,委員会はその対策に苦

慮しなければならなくなる7)｡ヴァントーズ法は,ジャコバン独裁期における革命の理念をも

っとも鋭 く表現 したものであると同時に,内部の矛盾をもっとも鮮明に象徴するものでもあっ

た｡共和国の精神 と結合し,その実現に大きく貢献するはずであった知識は,まさに徳が最高

度に呈示されたときに,理想と現実のあいだで引き裂かれてゆくのだ｡

93年秋以降の知識と共和国の精神との極度に抽象的な結合の例は,度量衡の新制度と並んで

生活世界における重大な変革である,共和暦の施行にもみることができる｡ 時間の秩序もまた,

空間の秩序と同様に革命のはじまる前からその改編が提案され,たとえば1788年にはシルヴァ

ン･マレシャルが,この年を 《理性の支配第 1年≫と呼び,毎日を飾る聖人を歴史上の著名な

人物に変更した 『正直者の暦』を発行していた｡その後も90年の春になって,フランスが再生

し自由への愛が地上を征服 した今こそいい機会であるとして,暦の改革を天文学者のラランド

に促す,無署名の書簡が 『モニ トゥ-ル』に掲載され8),実際に貨幣などには 《自由1年≫の

文字が刻まれてもいた｡だが,度量衡の単位の多様さと複雑さが現実にふっごうを生じさせて

いたのとは対照的に,革命意識の徹底と反カトリックという理念上の問題を別にすれば,暦に

は改革のための必然的な根拠はなんらなかった｡グレゴリオ暦の廃止と新 しい暦の作製は,共

和政が宣言されてのちにはじめて実際に着手されるのであり,この点にすでに共和暦の抽象的

な性格が現われている｡93年の秋にロムが国民公会に提出した暦では,共和国の第 1年は1792

年9月22日,共和国が誕生するとともに,秋分の日であるために昼夜の長さが等しく,さらに

太陽が黄道上で天秤座と重なる,つまり社会の革命と天体の回転 rbvolutionとが一致して平等

を実現 したときからはじまっていた｡また,永いあいだ人民を無知のままに支配してきた宗教

にかかわる各月や日の名称にかえて,共和国,自由,平等などの革命の理念,バスティーユを

はじめとする革命に関係 した地名,さらに槍や花型帽章などサン=キュロットのもちものが採

用されるはずであった9)｡こうした名称の提案は結局のところ退けられるものの,それでも抽

象的な観念がどれほど色濃い影をこの暦,つまり時間にかかわる知識の総体に落としていたか

は,たやすく想像できるだろう｡

ロムは自身が数学者の出身であり,暦の作製にあたってはモンジュやラグランジュらの自然

科学者の協力をえたことを強調してはいるが,基本的には太陽暦が踏襲されたのであり, ドラ

ンブルたちの子午線の計測作業にくらべると,ここでは自然科学の知識はごく象徴的な役割し

か果たしてはいない｡知識は革命の精神の渉透のために 《動員≫されているにすぎず,そのぶ

ん現実における効用という目的を喪失し,あるいはそれ自体が極端に肥大化するのだ｡とりわ
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け従来の暦で 7日間が 1週間であったのが改まり,10日間をデカッドと呼ぶことにして,どの

月も等しく3デカッドから構成されることとなったが,ロムはこれを度量衡の新制度でも採用

された十進法の利点に注目したからであるという｡ 十進法はさらに時間の細部の計算にまでも

ちこまれ, 1日は昼夜10時間ずつ,また1時間は100分となる｡ 空間と同じく時間にも十進法

をあてはめることは,日常生活における理性の徹底を意味し,このあたりには数学者としての

ロムの発想を感 じとれるけれども,しかしそれはすでに合理主義の本来の目的をはるかに逸脱

した徹底ではないだろうか｡度量衡の単位の社会-の渉透をはかるためにプリウールが書いた

パンフレットによると,このころ幾何学の角度の計算も十進法で行なうことが構想されていた

という10)｡先にみてきたとおり相対的に穏健な立場を保ったこの技術者は,さすがにそうした

試みにまでは賛意を示していないが,革命が進行して,共和国の理念と科学的知識の結合が緊

密になる過程のなかで,理性はこれほど極端に,非合理的と呼ぶことも不可能ではないところ

まで追求されてゆくのだった｡

十進法の採用による合理主義の徹底と同質のことがらは,この時期の自然についての観念の

ある種の変容のなかにもうかがうことができる｡ ロムは新 しい暦の各月の名称として,共和国

の理念その他を用いるよう提案したが,国民公会で受け容れられず,ファーブル ･デグランテ

ィーヌがダヴイッドやマリ=ジョゼフ ･シェニエの協力をえて,あらためて考案することにな

ったが,彼らの結論は自然の現象や農業にちなんだ名称にし,毎日の聖人の名も同じく農産物,

花,家畜などの名前にとってかえるという内容のものだった｡というのも,｢農業はわれわれ

のごとき人民の政治の基本であり,大地,天空そして自然は,かくも多くの愛と好意とをもっ

てそれを見守ってくれている｣からである11)｡こうして採用されるにいたった,葡萄月,霜月

から熱月,収穫月にいたる12の月の名称は,それらの語尾が3か月ごとに韻を揃えていること

ともに,｢雨が降る,雨が降る,羊飼いの娘よ｣の作詞者,またおそらくは18世紀後半以来の

重農主義と結びついた自然への讃美を,サン=ランベールらと共有しているはずの詩人にふさ

わしいものであった｡だが他方で,彼らのいう ≪自然》には人間に恩恵をもたらすやさしい自

然とともに,社会秩序の基礎となる偉大かつ崇高な自然,したがってキリス ト教の神にかわっ

て新たな崇拝の対象となりうる自然の姿が重層的に付加されている｡ ロムが共和国第 1年のは

じまる日をめぐって,太陽の運行に言及していた点についてはすでに述べた｡またそれよりも

以前に93年憲法の公布の式典で,エロ一 ･ド･セシェルは｢おお自然よ,1日のはじまるとき汝

の姿の前に集結した,この巨大な人民は汝にふさわしい｡人民は自由である｡汝の胸のなか,汝

の聖なる源泉にこそ,人民はその権利を兄いだし再生したのだ｣と呼びかけていたのだった12)｡

ファーブル ･デグランティーヌが暦を構成する名称に採用した自然の産物は,｢最高存在の

真の司祭,それは自然である｡ その神殿は宇宙である｡ その信仰は徳である｣としてロベスピ

エールが提案し,ダヴイッドが計画を立案した最高存在の祭典において,催しを飾るさまざま
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なシンボルとなって登場するだろう｡ 共和暦の年末の日には古代ギリシァのオリンピアになら

って競技大会を開くことが提案され,またこのころホラティウス兄弟その他の有徳の英雄を措

いたダヴイッドの絵画が愛好され,さらに生まれた子どもの多くにブル トゥスなどの名がつけ

られもしたが,こうしたなかに現われる古代とともに,自然もまた,国王の身体をとおして可

視化される体制とはことなり,本来きわめて抽象的な次元にしか存在 しえない徳の共和国とい

う制度を思念するうえでの,具体的な準拠枠としての役割を果たすことになる13)｡この自然は,

しかし,もはや客観的な科学の認識の対象,たとえばつい3年前には度量衡の確実な単位を提

供する,普遍的でかつ不変の存在として選ばれた地球や水といった自然とは,まったく別のも

のに変容している｡いや,改革の出発点においてはたしかに自然にもとづいて,合理的かつ客

観的であることがめざされた新制度それ自体 も,93年の8月に国民公会で採択された段階では,

共和国の統一を実親 し,その栄光を世界に広めるための手段であると理解されてしまうのだ｡

翻って科学技術にかかわる部分に目を戻すならば,フランスで多量の硝石が採掘できるのも,

プリウールたちによると自然がもたらした恩恵であったが,バレールは同じことを語るのに,

自然が自由の母であり,自由の防衛に必要なものすべてを提供してくれると表現し,さらにジ

ヤコバン独裁の末期になると,ヴェスヴイオス山の噴火がイギリス軍に打撃を与えたのは ｢自

由と自然の連合｣の成果であるとして,｢自然を模倣 しようではないか｡自然こそが革命を組

織したのであり,またたえず世界に向けて革命を行なっているのだ｣と断言するにいたるであ

ろう14)｡このとき彼のなかでは自然の観念さえもが,武器 ･火薬の製造や技術の教育と同様に

≪革命化≫ していたのである｡

共和暦は時間という社会秩序の根概にかかわる部分にまで,共和国の理念を湊透させようと

する,ひとつの壮大な試みであった｡しかもそれが数学者のロムと詩人のファーブル ･デグラ

ンティーヌとの手でもたらされた,つまり科学と芸術というふたつの知識の体系をつうじて実

現した点がきわめて興味深い｡しかし,暦の改編にとどまらず,人名 ･地名の変更や服装,演

劇にはじまり,国旗の制定や言語の改革 (方言の絶滅)にいたるまで,徳の共和国とそのシン

ボルは生活世界のあらゆる領域に渉透しようとしていたのであり,そこでは共和暦におけるほ

ど明確にではないまでも,知識がなんらかのかたちで関与していたのだった｡旧来の知識人の

≪均衡》の精神を攻撃し,革命による芸術-の活力の注入を求めたダヴイッドが,たえずそう

した理念を社会に向けて放射する活動の中心にいたことはよく知られている15)｡革命と出会う

ことで活力をとり戻した芸術は,逆に革命精神を昂揚させ祖国愛を鼓舞するという,重要な役

割を社会のなかで果たさねばならなかった｡科学技術が戦争の遂行にとって大きな貢献をなし

たのと同じように｡プロパガンダとしての芸術の観念にとりつかれたこの芸術家は,マラーの

暗殺された姿を措 くことで,一群の古代の有徳の英雄たちや球戯場の誓いに参画した人びとに

加えて,さらにもうひとつの革命の英雄像を産出する｡ ダヴイッドはさまざまな祭典の計画に
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関与し,またフランス人民の勝利を記念する巨大な記念碑を建てることを議会に提案 して諒承

される (93年11月)他方で,公安委員会の委嘱を受けて,古代の意匠に着想をえた市民や官吏

の服装のデザインを作製するだろう (94年 5月)｡こうして芸術は革命の完成,徳の共和国の実

現のための手段としての性格をいっそう強め,無数の政治的なシンボルが社会のなかに氾濫し

てゆくが,その動 きがひとつの頂点に到達したのは,94年 6月の最高存在の祭典においてであ

った｡

最高存在の祭典は,その規模の点とともに,また左右の両派を切りすてることで成立したロ

ペスピェ-ルの独裁の完成と,直後の没落にはさまれるという劇的な位置の点でも,革命期に

しばしば開催された祭典のなかでとりわけきわだってみえるが,しかしわれわれの主題との関

連においても,それはいくつかの重要なことがらを呈示してくれている｡ すでに引いたように,

人間は学問や技芸については大きな進歩を遂げたものの,道徳にかんしては依然として未熟な

段階にとどまっていると考えるロペスピェ-ルは,｢ある種の哲学者たちが自然の現象を説明

しているさまざまな仮説は,諸君にとって何の意味があるのだろうか｣と問いかけ,徳の徹底

を宗教という ｢永遠かつ聖なる基礎｣のうえにおいて実現 しようとする｡ 公教育の目的もここ

にしかなく,また国民が集結して挙行される祭典こそは,公教育のもっとも本質的な部分を構

成している｡ これがジャコバン派の指導者の,ほとんど最後に近くなって表明した考えであっ

たが,すでに知識よりも徳が重要視され,その方向で進めるべ く検討がはじまっていた教育が,

ここでさらに実行される場所を学校から祭典-と移され, 1年前にアッサンフラッツが苦言を

呈していたことが,まさに現実のものとなろうとしているのだ｡最高存在の祭典は効用にたい

する徳の完全な勝利を告げているかのようである｡ 知識は共和国の理念に従属しなければなら

ず,したがって ｢人類の大義に奉仕するにふさわしいすべての才能の持ち主｣は ｢讃歌および

市民歌唱,また祭典の美化 と利益に寄与 しうるあらゆる手段を用いて,祭典の設営に協力す

る｣ことが要求される｡以前から革命祭典の計画にかかわってきたダヴイッドが,今回もその

シナリオの作製にあたり,マリ=ジョゼフ ･シェこ工が ｢最高存在の讃歌｣の作詞を担当する

(作曲はゴセック)ことで,芸術家が祭典という名の徳の発現と賞揚に動貞され,あるいはみず

からの意志でもって参加 してゆく｡ 共和暦に配置されたのと同じシンボルが,祭典のさいにも

各所にちりばめられたことは先にふれたが,たとえば会場をテエイルリーからシャン=ド=マ

ルスへと移すときの行列には ｢工芸の道具およびフランス全土の生産物で作ったトロフィー｣

を載せた山車が加わった｡つまり現実において有用であるべき道具が,ここでは共和国の新 し

い神に捧げられる祭具に姿を変えたのだった16)｡

こうして芸術を総動員し,徳の共和国の実現へとつながるはずであった祭典は,しかし,90

年の全国連盟祭ほどには,国民の関心を惹きつけるにはいたらず,数週間ののちにはテルミ

ドールの反動が到来することになる｡ 理想の現実にたいする優先は,最高の頂点に達すること
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で同時に虚の地点にまで辿 りつき,その後すぐさま衰退をはじめるのだ｡ジャコバン独裁の末

期における,平等主義の燃焼とそのなか-の知識の極端な吸収という点で,最高存在の祭典と

共通した性格をもつのが,科学 ･技術の領域でのエコール ･ド･マルスの開設だった｡高等技

術者の養成をめざすプリウールらの構想が,ロペスピェ-ルの反対にであうことで修整されて

できたこの学校は,94年の7月に全国から3000名のサン=キュロットを集めて,3か月の予定

で開校 した｡議会に開校を提案 したバレールによると,ここでは先の武器 ･火薬製造技術の

《革命的な教育≫を受けつぎ,さらに発展させることで,祖国の防衛者の養成と青少年の革命

化,技術の修得と共和国の徳の修得とが同時に進められようとしていた｡学生はダヴイッドの

デザインした制服を着用し,10人ごと,100人ごとに隊を構成 し (またしても十進法!),彼らが

テントを張って野営するサブロンの丘には軍楽が響きわたるという,徹底した軍隊モデルを採

用した学校であった｡というのも,今やあらゆる市民は共和国の兵士だからである,とバレー

ルはいう｡ 学生を家族から引き離して1か所に集めたのはまた,子弟は共和国という ｢全体的

な家族 lafamilleg6nbrale｣に所属するのであり,もはや個別の家族は否定されねばならない

からでもあった17)｡こうした発想にはルベルティエやサン=ジュス トの国民教育案が,ほぼ完

全なかたちで姿を現わしているとみることができる｡ 科学と技術の有用な性格についての認識

からはじまった革命的な教育は,ついに共和国の精神の最高度の追求と一体化するにいたるの

だ｡いうまでもなく,その開校の直後にはテルミドールが待ち受けている｡10月になってギ ト

ン･ド･モルヴオーはこの学校の成果を高く評価しながらも,定められた教育期間がすぎたの

であるから,学生は彼らを待つ家族のもとに戻らねばならないと述べて,いったん拒絶された

家族の精神が早 くも復活していることを暗示するだろう｡報告者はその後も引きつづき同様の

教育を実施するよう提案してはいるけれども,しかしこのときすでに中央公共事業学校の開校

が決定されており,エコール･ド･マルスが存続する余地はなかった18)｡それはジャコバン独裁

期において実現した,共和国の徳と知識とを結合する最後の機会でしかなかったのである｡

1) RijlexionssommaiTleSSurl'iducationpublique,Paris,n.d.(1973),p.6.

2) ATTChivesparlementaires,t.LXX,p.523.

3) Rapportsurlasuppressiondelacommissiondesmonuments,Archivesparlementaires,t.

LXXXI,p.633.

4) Ibidりp.633,etDavid,RapportsurlasuppressiondelacommissionduMuseum,inY.

Cantarel-Besson,LaNaisSanCedumwieduLouvTle,Paris,1981,t.II,213.

5) Archivesparlementaires,t.LXVI,p.98.

6) Ⅰnstructionsurlamaniむed'inventrieretdeconserver,damstoutel'6tenduedelaR占publique,

touslesobjetsaservirauxarts,auxsciencesetal'enseignement,Paris,1794,inB.Delocheet

al.(台di.),LaCulturledesSansICulottes,Paris,1989,pp.175-177.

7) L Tuetey,Procis-verbauXdekzCommissiontemporairedosaT･tS,Paris,1912,t.I,p.108.

- 84-



徳と効用のあいだ (富永)

8) Moniteur,t.IV,p.381.

9) Rapportsurl'占redelaR6publique,ArchivesparlementaireS,t.LXXIV,pp.549-554.

10) Nouvelleinstruction...(op.cit,),p.33.

ll) 前出 『資料 フランス革命』462ページ｡

12) Discoursalac61台moniequiaeulieupourl'acceptiondelaConstitutionMoniteur,t.XVII,p.

367.

13) この時期の ≪古代》の信仰については詳論する余裕がないが,H.T.Parker,TheCultofAnti-

quityandtheFrenchRevolutionarieS,New York,1965.その他を参照｡

14) Rapportsurl'6tatactueldelafabricationdusalpetreetdelapoudre,Moniteur,t.XXI,p.

224.

15) 革命期におけるダヴイッドの活動については D.L.Dowd,Pageant-masteroftheRepublic,

Nebraska,1948.およびリン･ハント『フランス革命の政治文化』(松浦義弘訳,平凡社,1989年)

とりわけ第2･3章を参照せよ｡

16) 前出 『資料 フランス革命』505,512,516ページ｡

17) Rapportsurl'btablissementdel'Ecoledemars,Moniteur,t.XX,pp.6231625.

18) Rapportsurl'Ecoledemars,Moniteur,t.XXII,pp.311-312.

Ⅳ ロマン主義への道 :テルミドール以後

｢陰謀家どもは啓蒙のおよぼす影響力を恐れて,フランスから啓蒙を消滅させんと望んだが,

国民公会はあらゆる力を用いて,こうした野蛮人どもの試みに対抗した｡あらゆる天分の成果

を注意深 く保ち,圧政者どもが消 し去 りたいと望んだ,啓蒙された人間を追放から救いだした

のである1)｡｣革命の状況が錯綜するなかでいったん中断していた中央公共事業学校の計画を,

94年の9月になってあらためて採 りあげるフルクロワは,国民公会での提案をこのような言葉

でもってはじめていた｡ここで ｢陰謀家｣｢野蛮人｣あるいは ｢圧政者｣とは,いうまでもな

く,いまLがた打倒されたばかりのロペスピェ-ルたちをさしているのであり,のちの理工科

学校はこうしたいわゆる 《テルミドール派の言説》のなかで誕生 したのだった｡これはちょう

ど,先のエコール ･ド･マルスが,革命精神と科学 ･技術の結合さらに教育自体の革命化を説

く,バレールのきわめて政治的な言説をとおして開校 したのと,テルミドールの事件をはさん

でひとつの対照をなしている｡ すでにしばしばみてきたとおり,敵対する党派を野蛮人や圧政

者と呼び,それにたいして啓蒙の後継者と自称することでみずからの立場の正当化を図る,そ

のような構造の言説は,革命期のほとんどあらゆる局面で,繰 り返し展開されてきたのであり,

同じ言説がテルミドール後も精確に- ただしさらに強調されてではあるが- 写し取られて

いるとしても,それ自体はもはやいかほどの関心も惹きはしないだろう｡ ただ,現実の問題-

の対処をつうじて,ついで共和国の徳との結びつきをつうじて,いずれの場合にも ≪有用≫で

あることが確認されてきた知識が,新たに生 じた政治状況においても受け容れられることによ
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って,最終的にあたかも無傷のままであったかのように革命の混乱を脱けだし,秩序の再編と

ともに制度のなかへ織 りこまれてゆく過程には注目しておいてよい｡

前にもふれたムードンの実験施設とエコール ･ド･マルスにかんする10月の報告において,

プリウールとギトン･ド･モルヴオーはそれぞれ過去 1年間を総括 して,科学が困難な状況に

おかれたにもかかわらず,いかに国民の啓蒙とフランスの勝利に寄与したかを力説していたが,

それらはともにまだ控えめな調子のものであった｡翌年の 1月にはフルクロワが,いっそうあ

からさまな攻撃をふくむ点で,ヴァンダリスムをめぐるグレゴワ-ルのそれにも劣らない報告

を ｢共和国の防衛に役立った技術について｣行なっている｡ もとは熱心なジャコバン主義者で

あったはずのこの化学者は,かつてフランスにはおそるべき組織が存在して,国民を無知と野

蛮のなかに沈めこみ,完全に支配することをたくらんだが,そうした試みを打ち砕いたのは,

国民の代表である賢明な立法者たちであったとして,まずはテルミドール派の勝利を称揚する｡

革命がはじまってから学問 ･技芸が進歩 していないという中傷を否定 して,｢共和国の魂はい

たるところで有用な知識に訴えかける｣と彼自身がつい 1年あまり前に語っていた2)のと,攻

撃と擁護の対象の置換をのぞけば,まったく同一の論理が反復されているにすぎないけれども,

さらに重要なことには,テルミドールを経たのちのフルクロワによると,｢陰謀からほど遠か

らぬところに集まった知識人や技術者｣は,組織的な迫害のもとにあっても自分たちの天分を

用いてこれに抵抗 し,あまつさえ祖国の防衛に大きく貢献したのであり,しかもこの ｢知識の

中心,自然科学における最高の人物の集団｣から多大の成果を抽きだしたのは,ほかならぬ

｢旧公安委員会のうちの純粋なメンバー｣なのであった3)｡陰謀から遠からぬ場所というのが

どこで,誰が純粋な公安委員であったのか,具体的な名前を挙げずともすでに明かであろう｡

こうしてジャコバン独裁期は,文化破壊の行為と知識人にたいする組織的な迫害の横行した悪

夢の時期として,全面的に否定されると同時に,それに加担 した科学者たちは,完壁に無罪で

あることが証明されて救出されることになるのだ｡プリウールやフルクロワたちは,それまで

中断していたいくつかの計画を中央公共事業学校や衛生学校などのかたちで実現に導き,18世

紀の科学の知識を19世紀の社会-とつないでゆくであろう｡

だが,ジャコバン独裁期の野蛮と無知が攻撃されるなかで,一方では93年から94年にかけて

創設された制度や理念の否定,当時の 《陰謀》によって消滅した人物の復活も進行して,時代

は急激に後退をはじめることにもなる｡95年憲法の審議の途次にあった8月の国民公会には,

早くも商業活動における混乱を理由にして,度量衡の新制度と共和暦の撤廃,さらには団体に

よる小売商人の規制をさえ求める請願が提出され,これに呼応 した議員のひとりが,暦は廃止

しないまでも,年末に余った5日間をサン=キュロットの日と呼んでいるのをなくすること,

また1年の第 1日を祝うという旧来の慣習を復活させて,これを国民の ｢和解｣のてだてとす

ることを提案 した4)｡こうした主張が即座に受け容れられるわけではなく,度量衡の統一と共
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和暦とはともに新 しく成立した憲法で公式に認められる (第371および372条)が,しかし,すぐ

後でふれるド-ヌー法の国民祭典を規定した箇所に,サン=キュロットの日を祝う祭典はもは

や存在 しなかった｡こうして革命の後退は,政治においてと同様に知識の領域においても進行

し,93年から94年にかけて成立した制度とその根株にあった理念は,ことごとく斥けられるか,

少なくとも否定的な観点で捉えられることとなる｡ やがては 《革命≫という言葉それ自体が,

榔稔と非難の対象とされるだろう｡｢当時ひとはすぐれて興奮状態にあった｡すべてが革命的

に行なわれた｡〔- -〕数学の革命的な講義,物理学の革命的な講義 〔--･〕サン=キュロッ

トの子弟のための革命的な教育などなど｡それが流行であり,時代の精神だった｡｣ 理工科学

校の教育組織を批判するバライヨンは,それが最初 ≪革命的な教育》の名称のもとではじまっ

たことを指摘 して,こんなふうに述べている5)｡革命的という表現が,すぐさまプリウール自

身によって ≪ポリテクニック≫と変更されたことはすでにみてきたが,この保守派の議員のね

らいは,ただ言葉のうえでの非難にとどまらず,理工科学校にかんして,また衛生学校にかん

して,ジャコバン独裁期に起源をもつ新 しい教育制度を全面的に否定して,伝統的な様式での

専門技術者の養成を復活させる点にあった｡こうした批判にたいして反論したプリウールたち

の主張が認められて,さしあたりは技術教育と医学教育のいずれについても,必ずしも専門に

閉じこもることのない,広 く百科全書的な内容で,しかも実践を重視する教育が引きつづき行

なわれる結果となる6)が,それにしてもジャコバン独裁期のみならずそれ以前からの知識観が,

ここでは革命という言葉と並んで激しい批判の的になったのである｡知識が共和国の徳ととも

に昂揚 し燃焼するさまを前にして,ひとはおそらく極度に疲弊し倦んでいたにちがいない｡だ

がそれにもまして,18世紀の普遍的で有用な知識とその拡大にかんする確信もまた,社会のな

かでしだいに稀薄なものになろうとしていたのだ｡

悪夢からの脱却は,それがはじまった以前の状態-の回帰をもともなう｡95年の10月に国民

公会の最後の仕事として,ついに公教育の制度が確定したとき,その一部をなすものとして設

立された国立学士院が,2年前に廃止されたアカデミーそのものの復活であるとみることは必

ずしもできないだろう｡ ド-ヌーの提案した公教育の計画全体が,教育にまで ｢馬鹿げた圧政

の刻印を打つ秘訣｣を求めたロペスピェ-ルを否定して,ジャコバン派が顧みることのなかっ

たタレイランや,とりわけ死にいたるまで国民の幸福について考えつづけた ｢共和国の知識人,

著名かつ不幸なコンドルセ｣の案に戻ったものであり,学士院の構想そしてその名称もまたふ

たりの発想に由来 していた7)｡学士院が ｢特殊な精神を養成し,一種の組合を構成する8)｣こ

とを避けていた92年のコンドルセの計画の理念を継承するかぎりにおいて,ここではかつての

特権団体としてのアカデミーの復活ではなく,むしろ新しい社会状況に対応した知識人集団の

再編成こそがめざされたのだとみてよい｡学士院が ｢教育のあらゆる分野を接合する｣制度と

なるであろうとド-ヌーがいう点には,コンドルセを経由した百科全書の影響を読み取ること
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もできる｡ それでも, ド-ヌーはこの制度を ｢学問の教会｣また ｢国民の神殿｣と呼び,実は

ロペスピェ-ルの没落の以前にではあるが,同じく学問 ･技芸にかかわる団体の再編成を構想

したボワシ一 ･ダングラスは ｢地上の教育あるすべての人間の選 りぬきの集合｣としての学士

院が ｢栄光の神殿｣を構成すると語っていた9)のだが,合理主義者のコンドルセであればこう

した表現はけっして用いなかったのではないだろうか｡微妙なかたちでではあるけれども,磨

止されたアカデミーにとってかわるべき学術団体は,91-92年の段階よりはさらに少し後退し

た視野のなかで成立した｡しかもその後の社会で学士院が学問 ･技芸の領域でさほど重要な役

割を果たしたわけではなかったことをつけ加えておこう｡旧アカデミーから離れた知識人の活

動の中心は,理工科学校をはじめとする新 しい制度のほうへ移 りつつあったのだ｡そして感

覚 ･観念の分析の部会をふくみ,学士院ではもっとも革新的な部分をなしていた精神 ･政治科

学の部門も,ほどなくナポレオンの手で消滅させられてしまう運命にある｡

『人間精神進歩の歴史』が議会に買いあげられて全国に配布され,92年の教育計画が ド-

ヌー法で採用されることによって,コンドルセはあらためて復権を果たし,以後 ｢哲学と自由

の著名な殉教者｣(ガングネ10)) という像が定着 してゆくが,しかしそれは一種の神話の形成で

はあっても,知識の完成が人間を幸福-と導 くという,あくまでも未来をめざした彼の意思を

忠実に継承するものではなかった｡あるいは,理工科学校その他をつうじて科学 ･技術の社会

への普及が具体化 してゆくとともに,知識の有用な性格にかんする確信そのものは,むしろさ

ほど重要な意味をもたなくなるのだろうか｡ところで,ジャコバン独裁期に不遇な状態におか

れていたとされる知識人の復権は,コンドルセとは別のところでもはじまっていた｡ 彼らに補

償を与えることで学問 ･技芸の復興をはかるよう提案するのは,知識人にたいする組織的な迫

害をヴァングリスムの見逃しえない一部として告発するグレゴワ-ルである｡90年夏の議論以

来アカデミーを一貫して擁護 してきたこの議員によれば,｢有徳の天分は自由と革命の父｣で

あり,｢有用な才能に報償を与えることは社会にたいする恩恵でもある｣から,知識人の奨励

にはきわめて意義がある11)｡ここでは啓蒙の拡大をめぐって以前から展開されてきた言説が,

ただ繰 り返されているだけであるかにみえるが,同時にまた ｢偉大な人物は国民の財産であ

る｣と述べて,それをフランスの栄光に結びつけ,天分とその持ち主をことさら特別なものと

して賞讃するグレゴワ-ルには,たとえばかつてのマラーや,とりわけ芸術家の奨励を文字ど

おりの励ましととらえ,救貧政策につながる地点で提案していたバレールとは,かなり大きな

差異のあることも認めざるをえない｡グレゴワ-ルの成立させた法令を受けて,シェニエが

(共和暦や最高存在の祭典に関与した,あのシェニエが!)発表する奨励の対象者のリス トをみると,

やはりラ･アルプ,ラランド,サン=ランベールら旧世代の人物の名前が目をひき,評価の基

準は概して知識のもつ未来の可能性よりも,むしろその過去の事績に向けられているのがわか

る｡ シェニ工もまた ｢芸術は国民の財産であり,要求されている奨励は公の負債である｣と語
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り,この表現は93年憲法の第21条 (｢公の救済は神聖なる負債である｣)を想起させるが,｢公の負

債｣はしかし,もはや平等主義よりはむしろエリートの尊重を基礎とし,すでにその価値が充

分に確められた知識人を,追認するかたちで顕彰するものでしかなかったのだ12)｡

グレゴワ-ルのヴァンダリスムにたいする一連の攻撃のなかでは,知識人の蒙ったとされる

迫害に奨励が対置されていたのと並行して,文化破壊の行為には記念物の修復と保存が対をな

すかたちで提起される｡ ジャコバン派の指導者の文化にたいする無知と敵意を子細に述べる論

調は,それを裏返すならば破壊された書物や彫刻,建築に向けての,ひとつひとつをなぜまわ

すかのような,さもいとおしげな哀惜の念となって現われるだろう｡91年のバレール以来,美

術館は国民の所有物である美術品を公開することで,公教育の普及の一手段として機能するこ

とが構想されてきたのであり,臨時委員会などの手による修復と保存は,あくまでも公開 ･展

示という前提のもとで進められてきたはずである｡ グレゴワ-ルもまた,みずからを野蛮に抗

する啓蒙の立場におくかぎりにおいて,公教育にたいする言及をけっして無視 しているわけで

はない｡だが彼の場合,有用な知識への注目よりは特別な天分の顕彰が,知識人の奨励政策を

支配していたのと同様に,記念物をめぐる彼のまなざしの大部分は,知識の公開よりは保存に,

さらに可能性として潜在する社会的な効用よりはすでに価値が公認された功績に向けて投げか

けられることになる｡ここには芸術作品がしだいに社会から独立して,それ自体で固有の価値

をもつにいたる過程の兆しをみることができると同時に,｢近代における記念物の崇拝｣とア

ロイス ･リーグルなら呼ぶであろう13),そうした作品をふくむ過去の遺物すべてをこのうえな

く貴重なものとみなし,ひたすらその保存に配慮を払う近代社会に特有の意識が,ヴァンダリ

スムにたいする告発のただなかから肱胎してくるのを確認することができるのだ｡

そうしたまなざしの特徴を,また同じ時期に開設された理工科学校その他との対比をも明瞭

に示しているのが,グレゴワ-ルの提案した国立工芸院という制度である｡ これは過去に発明

された機械や道具,その設計図などを-箇所に集めて展示することによって,技術にかんする

知識を国民のあいだに普及させ,ひいては国内産業の自立をはかり,共和国の物的 ･精神的な

繁栄を実現するというものだった｡ここで彼の掲げる目的とプリウールたちが技術教育の新た

な制度にこめた狙いとのあいだには,一見したところ技術教育にかんしてさほどの差異は認め

られないかもしれない｡また,その成立のいきさつからしても,革命がはじまって以降の職業

教育への関心が大きな前提になっていることは否定できない｡だがなによりもまず,この制度

の名称が学校 Ecoleではなくして ≪Conservatoire》となっている点に注目しよう｡つまり天

文台 obseⅣatoireが天体の運行を観察する observerのを目的としているのと同じく,すぐれ

た機械を保存する conseⅣerのが工芸院の第一の使命であり,そこを訪れた者は ｢産業の力に

結びつけることで人間の力を百倍にした発明者にたいする讃嘆の念にひたされる｣のだとグレ

ゴワ-ルはいう14)｡それにしても,科学的知識と技術との基本的な性格が道具としての有用性
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にあり,よかれあしかれたえず未来の成果を志向しているのであれば,道具や機械が展示され

た場所,学校というよりは技術史博物館と呼ぶべき施設を訪れて,陳列品を産みだした天分を

回顧し賞讃することに,いかほどの意味をみいだせるというのだろうか｡ジャコバン独裁期の

野蛮と逸脱を執劫に告発するグレゴワ-ルは,そのはるかに以前から科学と技術に賭けられて

きたことがらをほとんど理解するにはいたっていない｡あるいは知識にたいする位相としては,

90年の議論のさいにアカデミーを弁護したのと変わることなく,まったく後向きであるままに

とどまっているのだ｡工芸院の構想においてもまた,93年の否定とその悪夢からの脱却は,革

命そのものの否認,さらには革命の開始する以前への回帰にさえつながる契機をはらんでいた｡

ヴァンダリスムにたいする仮借ない告発と対になった記念物の保存,しかもほとんど自己目

的化した保存へのグレゴワ-ルのひたすらな意欲は,もうひとつ,のちの時代との関係でこれ

また無視 しえない方向を指 したものだった｡というのも,ジャコバン独裁期における文化破壊

の ≪実状≫を,各地からの報告にもとづいて具体的に列挙してゆくなかで,彼の関心はさまざ

まに残存する記念物のうちでも,とりわけ中世の歴史にかかわる事物に向けられていることが,

しだいに明らかになってくるのだ｡｢中世の記念物は,作品の美という点ではないにせよ,磨

史と年代記の点で興味深い一群をなしている15)｣と述べるグレゴワ-ルはすでに,そのつい直

前までこの社会で展開されていた事態をまったく忘れ去っているか,さもなくば無視 している

かのようである｡ フランス革命のはじまって以来,歴史とくに中世以来の歴史は,国王と聖職

者による圧政と偽楠にあふれた汚辱の時間でしかなく,人民はそうした歴史を完全に清算し,

みずからの手で再生を実現したのであり,そうであるからこそ暦まで改められ,他の多くの領

域においても中世ではなしに古代が思考の参照枠として機能したはずであった｡グレゴワ-ル

が痛切なまなざしをもって言及するシャルトルやアミアンの聖堂が破壊された,あるいは少な

くとも無関心のうちに放置されたという状況には,その評価は別にしてキリス ト教にたいする

強い敵意の存在を認めなくてほならないだろう｡ ところが今では視点の逆流がはじまり,記念

物の保存が野蛮にたいする啓蒙の使命として強調されるなかで,中世の歴史への関心がなんの

ためらいもなしに復活してくるのだ｡いや,なんのためらいもないどころか,教会をはじめと

する中世の建築物は,ことさら積極的な賞葦を受けてしかるべきものとして肯定され,しかも

その賞講は,たとえばストラスブールの聖堂の場合についてグレゴワ-ルがいい添えているよ

うに,｢フランス人であることの幸福｣と切 り離しえないものなのであった16)｡

知識人にたいする迫害と文化破壊の行為,さらにそれを許したとされる徳の共和国-の攻撃

は,価値ある人物の奨励と貴重な作品の保存をとおして,結局のところフランス国民の歴史の

再発見へとゆきついてしまうことになる｡グレゴワ-ルにもっともよくみてとることのできる,

こうした知識観の退嬰的な末路を実際の制度として体現したのが,95年のアレグザンドル ･ル

ノワールによるフランス記念物館の開館であった｡90年以来国有化された美術品の整理に関与
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し,非キリス ト教化運動が最高点に達 した93年には,サン=ドニの王室の墓を破壊から守るの

に身を挺 したという,あるいは当時の蛮行にたいして非力であったのを悔やみつづけたこの考

古学者は,多数の墓石や彫刻作品を旧プチ =ゾギュスタン修道院に集め,それらを時代順に配

列し展示することで,その回廊をめぐればフランスの歴史の流れを理解 し,また偉大な国民の

栄光が体得できるように考えたのだった｡ここではもはや王家の紋章早,圧政を支えた政治家

の胸像は否定や攻撃,排除の対象とはならない｡それらはむしろ国民の歴史につながる全体を

構成することによって,革命と戦争によっていったん国民が喪失したアイデンティティの回復

に大きく寄与することになるだろう｡ しかもルノワールによれば,｢作品の収集は,生徒が記

念物を眼にするわけではない,またいかなる研究発表を耳にするのでもない学校以上に,芸術

の進歩にとって貴重である｣のだが,ここでは革命の理念と密接な関係にあった,ルーヴル宮

の開放の大きな目的のひとつであったはずの公教育にたいして,ある種の疑いないし軽視が表

明されているととるのは,あまりにも敏感に読みすぎることになるだろうが 7)｡ともあれ,過

去の遺物をひたすら集積 し保存するこの博物館は,やがてシャトーブリアンをはじめとするそ

れ以降の世代に中世-の関心を喚起し,ロマン主義のすべてではないがかなり重要な部分の形

成を助けもしたのだった｡つまりそれは,理工科学枚その他をつうじて展開する産業の19世紀

とはまた別の,しか し裏返しの位置にある点ではけっして無関係であるわけでもない,もうひ

とつの19世紀が成長 してゆく出発点となったのである｡ これが革命のはじまって以来たえず揺

れ動き,ときに極端な地点にまでのぼりつめさえした,芸術と社会制度との関係の,ひとつの

そしてきわめて皮肉な帰結であった｡

1) 前出 『資料 フランス革命』582ページ｡

2) Discourssurl'haiactueldesSCiencesetdeSartsdanSlaR身ubliquef'lanCaise,Paris,n.d.

(1793),p.5.

3) Rapportsurlesartsquiontservialadefensedelar6publique,Moniteur,t.XXIII,p.139.

4) Moniteur,t.XXV,pp.471-472.

5) Baraillon,op.cit.,p.28.

6) Motiond'oTdrerehztiveauI,rojetfurlege'colesdesante',Paris,1797etRappol･tsurl'Ecole

polytechnique,Paris,1797.なお衛生学校をめぐるこのときの論争については,フーコー 『臨床医

学の誕生』(神谷美恵子訳,みすず書房,1969年)104-113ページに詳しい議論がある｡

7) Rapportsurrorganisationdel'instructionpublique,Moniteur,t.XXVI,pp.259et260.

8) 前出 『革命議会における教育計画』68ページ｡

9) Quelquesid6essurlesarts,surlan6cessit6delesencourager,Surlesinstitutionsquipeuvent

enassurerleperfectionnement,etsurdivers6tablissementsnecessairesAl'enseignementpublic

inGuillaume,op.cit.,t.Ill,p.651.

10) De'cadephilosophique,le20fructidoranXIII,p.492.

ll) Rapportsurlesencouragementsetrecompensesaaccorderauxsavants,auxgensdelettreset
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auxartistes,Moniteur,t.XXII,pp.184et193.

12) Moniteur,iXXIII,pp.127,128,130et131.

13) A.Riegl,LeCultemodernedeSmonuments,Paris,1984.

14) Rapportsurl'6tablissementduConservatoiredesartsetmbtiers,Moniteur,t.XXII,pp.

118-122.etSecondrapportsur leConservatoiredesartsetmetiers,in L'AbbiGregoiTTe,

e've-quedeslumiiTleS,Paris,1988,pp.163-175.なお,工芸院の開設にいたる経緯については,D.

Julia,LeSTroiSCOuleuTTSdutableaunoir:laRevolution,Paris,1981,pp.2831309を参照｡

15) Rapportsurlesdestructionsop6rbesparlevandalismeet lesmoyensdeler台primer,

Moniteur,t.XXII,p.90.

16) Secondrapportsurlevandalisme,Moniteur,t.XXII,p.380.

17) DescriptionhistoriqueetchronologiquedesmonumentsdesculpturesreunisauMus6edes

monumentsfran9ais,inDelocheetal.op-cit"p.398.ルノワールについては D.Poulot,Alexan-

dreLenoiretlemusとedesmonumentsfranCais,inP.Nora(台di.),LesLieuxdememoire,t.ⅠⅠ,

Paris,1984.を参照｡

われわれが辿ってきたのは,フランス革命の展開とともに実現した,知識と社会秩序との遭

過,そして両者の相互関係の変容の過程の跡であり,それはきわめて短い期間の,したがって

めまぐるしいものではあったが,しかしそのぶんきわめて激烈で,他の変化の緩慢な時代であ

ればかえって気づ くことのないような,いくつかの問題を鮮明に呈示してくれたのだった｡革

命はまず,18世紀の後半をつうじて社会的に有用である,あるいは有用であるべきであること

が期待されてきた,知識とりわけ自然科学の知識が現実に適用されて,そうした期待がけっし

て誤ってはいないことを確認する場を提供した｡知識が有用であるという確信は,それを特定

の集団のうちに独占していた社会体制の批判や,普遍的な世界に向けて公開し拡大してゆく制

度の構想につなが り,これらの批判や構想は,革命期の全体ではないけれども,少なくともあ

る時期またある部分の通奏低音をなす平等主義と個人主義に呼応するものであった｡知識は革

命過程の展開において無視しえない重要な道具としての役割を果たすとともに,それ自体が社

会のなかで存立しうるための大きな支え,あるいは過剰なまでの活力を革命から受けとり,し

かもこの知識と革命の結びつきは,政治状況が緊迫と混迷の度合を高めてゆくにつれて,ます

ます深いものとなる｡だが,革命の理念と知識への期待がともに激しく燃焼して,ついに最高

点にまで接近したとき,ふたつのものの経験する歪みは修復の余地のないほどに拡大し,知識

の側についていえば,科学的知識の本来もっている客観的で実質的な性格を棄却 してしまうに

いたるであろう｡ つまり知識の有用性の徹底した追求は,まさに有用であることそのものを否

定するにいたるのだ｡このとき,そして政治の局面においても理念の実現が断念されて,ひと

つの後退が確実に開始するとき,啓蒙の拡大そのものが停止されはしないまでも,しかしそれ

が現実のなかであるべき場所を賦与された出発点よりは,かなり以前の段階にまで戻されてし

まう｡
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美術館の開設,いくつかの教育機関の設立,アカデミーの閉鎖は,いずれも知識の旧体制に

おける独占状態から広い範囲での公開への移行を意味した｡ 公開され現実に応用された知識は,

とりわけ戦争との関係において,その社会的な価値が確認されたが,しかし共和国の徳への融

合ないし従属が深まるなかで,十進法の貫徹や自然の観念の変貌にみられたように,さまざま

な自己矛盾を経験せざるをえなかった｡結果として知識は,市民社会のあいだに湊透すること

で,工業の19世紀を準備 しながらも,他方では保存のための保存という倒錯 した行為の対象と

なり,外部から速断されみずから閉塞する国民国家の個別のアイデンティティを保証する一手

段になり果ててしまうのだ｡独占から公開-,そして自立と従属のせめぎあいを経て,さらに

新たなかたちの占有である保存へ- これが,フランス革命と遭遇することで知識のこうむっ

た運命であった｡ここで公開と保存とが基本的にはたがいにあい容れないことがらである点に

ふれておくのは,知識と社会との関係を考えるうえで,意味のないことではないだろう1)｡芸

術であれ科学であれ,ある知識の平等な公開は,最終的な無知の解消をめざしているのだが,

そのかぎりではある局面での無知による消耗や損傷,劣悪化の可能性がふくまれているからで

ある｡ ここに王政にたいする敵意や非キリス ト教化運動の意識が加わることで,現実には損傷

がいっそう激化するのはいうまでもない｡ だが逆に破壊と損傷を恐れて,徹底した保存を志向

するのであれば,公開は部分的にあるいは制限を設けてでしか実現しえず,したがって啓蒙の

理念と切 り離しえない平等への志向は否定される結果となる｡ 知識の量の拡大と質の維持のい

ずれを選択するのか,この間題をめぐる位相はテルミドールをはさんで大きく転換 したのだっ

た｡そしてこの転換は,啓蒙の拡大をめざす点で89年にはほとんど断絶がないのときわめて対

照的である｡

美術品の公開と保存との基本的な対立関係は,知識の社会的な位置をめぐる普遍志向と個別

志向との対立関係といいかえることもできる｡ すなわちフランス革命が啓蒙の理念を継承する

ことで開始されたかぎりにおいて,94年までは一貫して世界に向けて拡大しようとし,普遍的

な価値との関係で注目を集めていた科学と芸術は,共和国がしだいに外部の世界に障壁をつく

って ≪祖国≫に変貌 してゆくにつれて,むしろ個別の集団とのつながりを深めるにいたり,そ

のなかで特定の価値の呈示と伝達に専念するようになる｡そしてこの開放から閉鎖への移行の

傾向は,94年の秋以降もはや戻ることのできない決定的なものとなるのだ｡政治のみならず文

化の点においても,テルミドール派はジャコバン派を打倒することで,89年の革命それ自体,

さらには18世紀の啓蒙の理念をも拒否してしまったのである｡ もっとも,そうした ≪反動≫を

よぴおこしたのが,革命過程の展開ともに理想に接近し,最高度の燃焼点にまで到達した知識

そのものにはかならないことは忘れてはならないだろう｡ はじめ社会的に有用であることをめ

ざし,また有用であることが充分に確認された知識は,普遍性と合理主義の極度な徹底をとお

して,知識の本来の性質を歪め,出発点において期待された役割をみずから放棄することにも
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なった｡89年に生 じた白紙状態を前にして,理性は社会秩序の再編成-の壮大な夢を描き,そ

の夢はほとんど実現 したけれども,しかし他方でこのうえない悪夢にも転 じたのである｡ 合理

主義は,ときとして非合理的な形式によって追求されることがある｡これもまた ≪啓蒙の弁証

法≫なのだ｡

｢大部分の知識人たちは,出来しつつある事件のたんなる観客にとどまっていた｡誰も革命

にたいして公然と敵対 Lはしなかった｡何人かは革命に参加 した｡偉大な光景に心を動かされ,

社会組織の改編のなかに,みずからの理論を応用 し実現する手段を兄いだしたひとびとである｡

彼らは革命を統御できると考えていたが,革命に引きずられてしまったのだった｡｣このよう

に革命期の科学者や芸術家の辿った跡を要約 しているのは,中央公共事業学校の第 1期生で,

のちにコレージュ ･ド･フランスで数学を教え,やがて学士院の会員ともになったビオーであ

る｡事件の直後であるにもかかわらず,それを自然科学者らしく冷静かつ単純に見つめようと

するこの回想は,とりわけ当時の科学者の活動を理論の現実化としてとらえている点をふくめ

て,彼らにたいする共感ではないまでもある種の実感をわれわれに伝えている｡これまでしば

しばふれてきたヴアンダリスムを告発する言説とは,大きな隔たりがここにはある｡ 革命を導

こうとしてかえって革命に足をとられたひとびとを,彼はけっして非難せずに言葉をつづける

だろう｡｢だが当時ひとは希望にあふれていたのだ｡自由の愛が誇張でしかなく,人間をより

よくまたより幸福にするという願いが幻想にすぎないとしても,そのためにみずからの生命を

代償にしたひとびとの過ちは許すことができる2)｣と｡ ビオーの結論と同じく,約 5年間にわ

たる激しい政治的動揺のなかで,科学と芸術 とが辿った軌跡をみてきたわれわれの結論もまた,

政治と結びついた知識がまったくの無意味なものであり,結果として破壊と反動以外のなにも

のももたらしはしなかったというものではない｡もっとも理工科学校の設立などに着目して,

科学的な知識は市民のあいだに渉透して,そこからきたるべき工業の時代が準備されたことの

評価をめざしたわけでないのはいうまでもないけれども｡ 積極的にであれ消極的にであれ,す

でにおきたことがらについて,結果の側から評価を下すことにはほとんど意味がないのだ｡理

性の夢- 革命の開始とともに緊密化 し拡大するが,ジャコバン独裁の成立ののちには大きな

逸脱へと向い,やがてその反動を経て閉鎖的ないし後退したものに変容する知識と社会の関係,

またそこで極端なかたちで呈示された両者のあいだの力学を確実に把撞すること,これこそが

フランス革命という時代において科学と芸術の占めた位置を検討することの,第一の目的であ

ったのである｡

1) 美術館における公開と保存の原理のあいだの矛盾について,詳しくは拙稿 ｢美術館の誕生｣(井

上俊編 ｢地域文化の社会学』世界思想社,1984年所収)をみられたい｡

2) EssaiCurl'histoireginiraledessciencespendanthzRivolutionfranfaise,Paris,1803,p.34.
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