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Peintre et Ecrivain,
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Eug6ne FROM ENTI N

Peintre と し て

Un

Osamu SADA

田

岐阜大学教養部仏語教室

(1983年10月11日受理)

La chasse au faucon sauvage ( 1863年 ) は, Delacroix, Corot, Th.

Rousseau と共に Mus6edu Louvre に展示 されている(1)- また Ecrivain と して

≪Un grandpaysplat, tristement coup6 devignobles, degu6retsetdemar6cages,

nullementbois6, a peine onduleuχ, et s’ouvrant dedistanceendistence, par unelointaine

6chapp6e devue, sur la mer.> (2)

6t6 dans le Sahara ( 1857年) , Un 6t6 dans le Sahel ( 1858年) , Dominique ( 1862年) et

Les M aフitres d’autrefois ( 1876年 ) 一 美 術 史上 ま た 文学史上 と も に そ の名 を 留 め て い る

E. Fromentin の Peintreから Ecrivain への移行……と言 うよ りもその両立の時期と動機

を, またその両立を可能ならしめた Fromentinの芸術観を, 絵画と文学とい う genreの異

なる二つの芸術に関わる Fromentin の芸術論 と して, こ こに纏めてみたい。

I Peintre

Eugane-Samuel-AugusteFromentin-Dupeux は, 1820年 10月24日, Aunis県 ( 現 Charente-

Maritime) の大西洋岸中部の旧い港町 LaRochelleに生まれた。 父親は LaRochelle近郊

Lafondの精神病院長であったが, 当時のアマチュア画家の一人であ り, その師 Bertinはア

カデ ミ ック派の代表的な風景画家であった。

1830年から1838年にかげて Co11政edeLaRochelleに通い, 休暇には LaRochel】eから

2kmの SaintM auriceの, 美 し い庭 と菩提樹の並木のあ る家で , 自然 に親 しみ田園での散歩

を好み, ご く若い うちからこの海辺の穏やか地方の風景に, 並々な らぬ愛情を寄せている。

後に Dominiqueの中で, その風景を次の様に述べている。

「葡萄畑と耕やされた畑地と沼地とだけに区切られ, 木立もな く殆んど起伏もない平坦な

土地は, 遠 く の方で所々海に開けている。」

≪DeRotterdamalaHaye, figure-toi lesmaraisplatsetvertsdeRochefort, ouceux

deV illedoux, avecplusdeverduredansleshorizons, desmoulinsdephysionomielocale,

plusdeb6tail et plus de fraicheur. T out cela plat, fuyant, vivant etmou1116. ‥ jeconnais

更に, その生涯の終り1875年には, この風景とオランダの風景との類似に気付き, 妻にあ

てだ手紙で,



田

cela comme si j’y 6tais n6(?)≫

「ロ ッテルダムからハーダまで, ロシュフ ォール或いはヴィ ル ド ゥの平坦な緑の沼地を想

い浮べる と よい。 地平線にはも っ と緑を多 く し, いかにも田園風な風車や家畜や涼風を加え

て, それ らはすべて平坦で捉えどころのない生々した湿地の風景です よ……私が生れたのは

こ こか と思いた く な る。」
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≪Jedessineavecassezd’ardeur, maisjenetrouveautourdemoiquedesantipathies

pour tout cequi n’est pasdroit, au lieuderecueillir desencouragements, moi qui enai

si grand besoin dans tout ce que j’entreprends.〉 (5)

「僕はデッサンに烈しい情熱をもやしているけど, 法律以外のこ と となると周囲の反発を

うけるだげだ。 僕の企てについて一番必要な理解など得られるべ く もない。」

1843年, 学士号を と り, Denormandieの法律事務所に入る。彼の生涯を決定するこ とにな

CollagedeLaRochelleの優等生 と し て彼 が専 ら親 し んだ のは, Hugo とLamartineの詩

であ り, J-J. Rousseauの告白録, ChateaubriandのRen6, BenjaminConstantのAdolphe,

G・ the の Werter, Sainte・Beuveの Volupt6 な どを好んで読んだものと思われる。 18才の

時のノ ー トに,

≪Jesuiscontentdemajoum6e. Jemesuisbiensatur6 degrandair, des01eil etde

parfums, et ce soir de fraicheur humide et de suaves 6manations.≫

≪J’ai press6dansmesmainsdesmainscalleusesetcordiales ; j’ai souri adesfronts

ha16s par le s01eil deschamps, j’ai caus6 avecdesvieillardset cela m’a rendu grave, j’ai

lu dansdesc(Eurs souffrantsetmalheureuχ ; j’ai sond6 1a plaiecach6eetcelam’a rempli

de pens6estristes et douces et qui fond toujours du bien.≫(4)

「私には一 日が愉しい。 大気 と太陽と香気と, そ して し っ と りした爽やかなこの夕べの芳

し さを, 心ゆ く まで満喫した。」

「タ コの出来た真心のこもった手を, 私は私の手に握 りしめた。 田畠の日射し に日焼げし

た額にほほえみかけ, 老人達と言葉を交していると, 私は厳粛な気持になった。 私には彼等

の心の苦 しみや不幸が読めるのだ。 その隠された傷を計って, 私の心にはやるせない気持が

溢れて く る。 そ してそれは何時 も私のためにな った。」 一

1839年 9月, 法律の勉学にパ リに出た Fromentin は, パ リの街よ りも Vincennes, Saint

doud, Meudon, Saint-Germain といった郊外にひかれている。 また よ く Louvreへ通った

が, 彼が特に好んだのはフ ラン ドル派であ り, 中で も Ruysdaelの風景であった. Chardinと

Delacroix を好み, Rubensや VanDyck にひかれるが, Rembrandt に対してはあま り理

解を示こさず, この傾向は後の LesMaitresd’autrefoisにも見られる。

Fromentin の dessinへの好みは早 く からみられ, 1838年の筆記 ノー トに人物画や風景画

が書込まれているし, 1841年にはVignyのChattertonをみた翌 日に描いたその場景のペソ

画がある。 だが画家を志すには家族の理解が得られなかった。



≪JesuissicontentdesleQonsqu’il ㎡adonn6escetteann6e, quejevoudraisbienles

pouvoir prolonger un peu plus. Du reste, il parait assez content demoi, et il medisait

cesoirque jeseraisauprintempsen6tat detravailler seul, aveclesecoursdesvieuχ

maitres et de la nature ‥ . Je suis effray6 deme trouver livr6 a moi-mame. L ’habitude

des conseils assidus entretien l’esprit dans sa paresse native, et les difficult6s n’

inquiatent pasquand on a prasdesoi unmaitre6clair6 pour vousapprendrea leslever.

Cependant jedois a cemaitreexcellent d’avoir a peu prasprisunedired ion en peintre

: 11 1’approuve, il est content des premiers essaisque j’ai faits ; je vaismarcher dansma

voie sans en d6vier, si je puk ‥ ‥≫ (6)
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る絵画への傾到はこの時期に始まる。父親の指定する acad6mique派の風景画家 R6mondの

弟子になるが, 翌年自らの意志で Cabatのア ト リエの門を く ぐるが, こ こで画家になる決意

を固めるこ とになる. Cabat はより現代的傾向の風景画家で, acad6mique派に対抗して自

然を直接学ぶことを勧めた。 加えてオラ ンダの画家への賞讃を惜しまなかったため, 若き

Fromentinは己れの個性的傾向に自信をもち, その傾向は一生変らぬものとなる。 1845年 3

月, 彼は師に対する感謝の気持を, 母に書き送っている。

「今年彼が私に与えて くれたレッスンに, 私はとても満足しています。 出来ればもっ と延

長したい位なのです。 その上私を可成り認めて くれたようで, 今夜は私にこ う言って くれま

した一 春にはも う独 りで, 昔の巨匠や自然を相手に仕事が出来る よ うになれるだろ う

≪Jen’ai paseudepeineasortir dema routineetdemestonsd’atelier, tant sont

と。 私はまだ独 り立ちするのが恐いのです。 熱心な助言を う ける習慣が, 生来の怠情な

心の支えになってお りますし, 難しいと ころが出てきても, 経験豊かな先生がそばにいて,

その難しいと ころを乗 り越えるすべを教えて くれると思う と, 不安を感じな く てすむわげで

す。 私が絵にほぼ一定の方向を持つこ とが出来だのは, この素晴 しい先生のお蔭です。 彼は

私を認めて くれました。 私の描いたい くつかの試作を賞めて くれました。 私は生涯その道を

そらさずに歩き続けよう と思っています。 若し私に出来るなら‥ 。」

1846年, その友 ArmandDuMesnil (以後終生の友とな り, Fromentin は彼の姪と結婚

するこ とになる) と青年画家 CharlesLabb6 (その家族が Alg6rieに住んでいた) と共に,

最初の Alg6rie旅行に出る。 この時は3月 3 日から 4月13日までの6週間, Alger とその郊

外および Blidahをかけ足で廻っただげだが, Afriqueの自然は彼の心を深 く捉え, 画家と

しての彼に決定的な影響を与えた。 そ して翌年のSalonの目録に, その輝かしき成功の足跡

を残すこ とになる。 当時のOrientalismeについてはThibaudet も特に取上げている如 く ,

Rousseauがと りあげたアルプスの自然, Chateaubriandのアメ リカについで, 浪漫主義に

ひきつづいた運動ではあるが, これに画家達が加わったこと, よ り現実を見極めよう として

いる点で, 前の二者とは異っ七いる。 Chateaubriandの自然に対する気構えは, romantique

な, はりつめた, 非凡なものであるが, Fromentinのそれは, 現実的な日常的なものであ り,

Alg6rieをみる彼の眼には, Dominiqueを書いた分析家の visionがあ り, Dominiqueにみ

られる romantisme との決別は, こ こにも見られる。 Delacroix, Gautier, Fromentin達は,

新し き素材を見出すこ とによ り, 独創的な新しい芸術を生み出し得ると信じた。



同じ1846年 8月, Parisから母にあてだ手紙の中で次の様に述べている。

≪Enpassantpar lesouvenir, lav6rit6 devientunpoame, lepaysageuntableau. Si

grandeet si bellequesoit la r6alit6, tuverrasquelesouvenir finitQncorepar lad6passer

et r6ussit a l’embellir. Je suis bien sar que tout ce que j ’ai vu il y a trois m ois reste

maintenant au-dessous de l’image transfigur6e que j’en ai gard6e‥ .≫ (9)

「私はこ う した自然を見きわめるほどに, Marilhatや Decampsめ努力にも拘 らず, まだ

まだ Orientには見極めるべき余地がある, と信 じるよ うになんている。人間だけを取上げて

みても, 今迄紹介されたものは中産階級の人達だ。 ぼろをまとい, 蛋や風を身につけたまこ

とのアラ ビアの民が, 頭におできのできた哀れなロバや, ぼろをつけたラクダを連れて, 太

陽に黒ずみ蝕まれて, 燦然たる地平線を背景によぎるその荘大な姿態, そのぼろの皺の一つ

一つの古めかしい美しさ, これこそまだわれわれの知らなかったものだ。」
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vives, pressantes et claires les leConsque donne cet admirable mattre, le soleil.≫ (7)

≪‥ . plusj’6tudiecettenatureplus je croisquemalgr6 Marilhat et Decamps, 1’

Orient resteencorea faire. Pour tleparler quedeshommes√ceuχqu’on nousfait sont

les bourgeois. Le vrai peuple arabe, en haillons et plein de vermine, avec ses anes

mis6rables et teigneuχ, ses chameauχen guenilles passant, noirset rong6spar le soleil,

devant ces horizons splendides, cette grandeur dans les attitudes, cette beaut6 antique

dans les plisdetousceshaillons, voila cequenousneconnaissonspas.≫(8)

「私はア ト リエでの慣例や何時もの調子から, 難な く抜け出てしまった。 太陽とい う素晴

しい師が与えて くれた教訓は, 実に生々した, 烈 しい, 腸るいものだ。」

「私の画は予期以上の成功を得た。 父も見直して くれた。 私は自由だ。 私は画家なのだ。

私の将来は私の手に握られている。」

1847年の Salonで感じたことを, 母への手紙でのべているが, ほとんどすべての出品者に

共通の欠点と して, 悪い意味での m6tier の濫用と, inspirationの欠如とあげている。

≪Mon tableau a r6ussi audela demesesp6rances, mon pareest converti, jesuis

libre ; je suis peintre ; mon avenir est entremesmains.> (10)

「記憶を通すこ とにより, 真実は詩とな り, ・・風景は絵になる。 真実にして如何に大き く ま

た美し くあろ う とも, 記憶はさ らにその真実を凌駕し, 遂にはそれを美化するに至るのです。

私があたためてきた美化されたイメ ージのも とには, 私が三ヶ月前に眼にしたすべてのもの

が, 今も尚確かに残っているのです。」

1847年, 次の三点の絵により Salonにデビュー。UnefermeauχenvironsdeLaRochelle,

Une M osqu6eprasd’Alger, Unevueprisedans lesgorgesde la Chiffa.



同じ1847年 9月から, 翌1848年 5月にかけて, Labb6 とも う一人の Salzman とい う画家

と一緒に, 今度は Algerや Blidahだけでな く , Constantineや Biskra まで, 商人達で賑

わう Blidah の通 りや田園の風景, テン トに暮らす流浪の民 nomadesの生活など, アラブ

の人々を dessin旅行し, 翌1849年の Salonに 5点, すべて Alg6rieの絵であ り, 二度目の

賞を獲得している。 1850年 Biskra の旅の想い出11点。 1852年秋から1853年秋にかけて, 三

たび Alg6rieに渡 り, Mustaphaに居を定め, 次いで Blidahへ移 り, 更に南の L’Aghouat

へ進む。 この間の覚え書や想い出をまとめて, 1856年, Un6t6dansleSaharaが Revuede

Parisに, 翌1857年 Michel L6vyから出版され, 翌1858年にはUneann6edansleSahel が

出版 されてい る。

II Ecrivain- r6cit de voyage-

Un 6t6 dansleSahara は, I . DeMedeahaEI -Aghouat. I I EI -Aghouat III T adjemout.

ATn-Mahdy, の三部からな り, 何れも書簡形式で書かれている。 次の d6dicaceを もって,

その友 ArmandDuMesnil(12)に捧げられた書である。

「信じられないほどの才能, 巧妙, 機械的技巧, 奇術が使われていて, 真の情緒や高い思

想は真に憂 うべき貧弱さなのです。 絵画は一種の体操で, 技巧の遊びになづているとしか思

えません。 あ っけにと られた公衆の前で, 曲芸や手品の一番上手なのは誰か, また説明し得

ぬほど複雑な方法で, 画家達自身を一番上手に欺いているのは誰なのか。」
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≪‥ . une incroyabled6pensede talent, d’adresse, d’habilet6 m6canique, depres-

tidigitation, une r6elle et inqu16tante indigence de sentiment r6el, d’id6es 61ev6es. La

peintureme sembledevenir un jeud’adresse, uneespacedegymnastique ; C’est aqui fera

le plusde toursde forceet d’escamotage devant le public 6bahi et trompera les peintres

eux-memes par l’inexplicable complication de ses proc6d6s.〉 (11)

1853年 5月22日, Medeahからの最初の便 りは, 1848年の ladeuxiamevoyageの回顧か

ら始 まる。Blidahから Algerへ, Algerから Constantineへ出た Fromentinは, EI-Kantara

へと進む。 ……Cinq joursapras, le28 janvier, j’arrivaisa EI-Kantara …… EI-Kantara

は, Constantineから Biskraへの途上, Constantineの南200キロの地点にある laportedu

D6sertであ り, 近 く に unpontromainがあ り, 1844年, lapremiarecolonnemilitaireが

丁親しき友 よ, 私の旅の思い出を献げて も, その大部分は本になる以前に, 私が君に宛

てた書簡を復原するにすぎないこ とにな る。それでも この物語の親しみを込めた意味合いと,

特殊な生い立ちとを示すため, 私達二人の名前を並べて, 友情のあかし として, これらを公

けにする次第。」

≪Cher ami, en ted6dicantmessouvenirsdevoyage, jenefaisqueterestituer des

lettres qui t’appartenaient, pour la plupart, avant de devenir un livre. C’est d’ailleurs

indiquer l’origine particuliare et le sens familier de ces r& its, que de lespublier sous le

patronage d’une am it泥 qui rend nos deux noms ins6parables。

E. F . Paris, 15 0ctobre 1856



≪Lespalmiers, lespremiersquejevoyais; cepetitvinagecouleurd’or, enfouidans

des feuillages verts d6ja charg6s des fleurs blanches du printemps ; une jeune fille qui

venait a nous, en compagnied’unvieillard, avec le splendidecostume rougeet les riches

colliers du d6sert, portant une amphore degras sur sa hanchenue ; cette premiare fille

alapeaublonde, belleetforte, d’unejeunessepr6coce, encoreenfantetd司afemme; ce

viei!lard abattu, mais non d6figur6, par une vieillesse hative ; tout le d6sert m’app-

araissant ainsi soustoutessesformes, danstoutessesbeaut6setdanstoussesemblames,

c’6tait, pour la premiare, une 6tonnantevision. Ce qu’il y avait surtout d’incomparable,

c’6tait le ciel : le soleil allait se coucher, et dorait, empourprait, 6maillait de feu une

mullitude depetitsnuagesd6tach6s du grand rideau noir 6tendu sur nos tetes et rang6s

commeunefranged’6cumeaubord d’unemer troub16e. Audelacommencait l’azur, et

alors, a desprofondeursqui n’ avaient pasdelimites, a traversdeslimpidit6sinconnues,

on apercevait le pays (j lestedu bleu. Desbrises chaudesmontaient, avec jene sais

quelles odeurs confuses et quellemusique a6rienne, du fond de ce village en fleur ; les

dattiers, agit6s doucement, ondoyaient avec des rayons d’or dans leurs palmes, et

l’on entendaitcourir, sousla foratpaisible, desbruitsd’eaum616sauχfroissements16gers

du feuillage, a des chants d’oiseauχ, a des sons de flate. En meme tempsun Muezzin,

qu o゙n ne voyait pas, se mit a chanter la priaru du soir, 1a r6p6tant quatre fois aux quatre

points de Phorizon, et sur un mode si passionn6, avecde tels accents, que tout semblait

setairepour l’6couter.〉 (13)
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この橋を渡った と言われ, 今日尚その ruinesを とどめるという。このあた りの情景を描写した

部分はFromentinの文体をみる上で, 最も代表的なものと思われる。次にその一節を挙げよう。

無駄のない適確な且洗錬された表現に, Fromentinの文体の特徴が認められる。 その選択

「柳子の郡落, 私が初めて眼にする ものだ。 そ して既に, 春の白い花をつけた緑の葉むら

に包まれた, 黄金色のこの小さな部落。 老人と連れだって私達の方にやって く る若い娘は,

眼に染みる赤い衣服と砂漠の鮮かな首飾りを身につけて, 裸の腰の上には妬器のっぽを抱え

ている。 まだあどけない, といって既に女の, 早熟な若さにみちた, 逞し く美しいブロン ド

色の皮膚を した, あの最初に会った娘。 年齢よ り早い老化にやつれた, と言って醜いとは言

えぬあの老人。 こ う して砂漠全体が, そのあらゆる美しさ, そのあらゆる象徴の中にその全

容を私の眼前に繰広げたとき, それは驚嘆すべき光景であった。 比類なきはことに空であっ

た。 頭上に広がる黒の帳が引きちぎられて, 波立つ海辺の泡の縁飾りの様に居並ぶ小さな多

数の雲の群れは, 沈まんとする陽の光 りを浴びて, 黄金色に, 真紅に, 火色に彩られていた。

その彼方には碧空が広がり, その果し なき深みは比類な く澄みわた り, 青の天国かと見紛 う

ばかり。 花に埋れたその村の奥からは, 温かな微風がたちのぼり, その妙なる香 りとそよぎ

の音は, 形容のすべもない。 静かに揺れる渠槨子は, その枝を金色に波うたせ, 静かな森の

下には, 葉むらの軽いざわめき, 鳥のさえず り, 笛の音に交って広がる水の音。 とその時,

何処からと もな く 回教僧が, 夕べの祈 りを告げはじめた。 地平の四箇所から四回繰返えされ

るその声の調子は, 実に情熱的な, 抑揚豊かなもので, 一瞬万物沈黙して, 耳を澄すかと思

われた。」



Un 6t6 dansleSaharaを贈 られた GeorgeSandは, 当時作家 と し て まだ無名の Fromentin

に対 して, 次の手紙を送っている。 また, la Presseに記事を よせて次の様に述べている。
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の適確さは, 語彙のみならず文体にも及んでいる。ChateaubriandやGautierの様な imagi-

natif なと ころ もな く , Flaubertほど考古学的でもな く , 同じ絵画的で色彩豊かであると言っ

ても, Gautier ほど詩情が現実を凌駕するこ ともない。 詩人 Gautier が romantiqueであた

に対 して, peintreたる Fromentinはclassiqueであった と言える。 MareauDiableの作者

としてのSandが, よ り慈愛と感動にみちたものであるとするなら, Fromentinはより清澄

にして適確且造形的であると言えよう。 語の適確な選択につれて長文とな り, 挿入節特に並

置が多く なっていることも特徴の一つであ り, 独得な奇妙な効果を生んでいる。 またその特

徴の一つ と して, 色彩の対比や砂漠の恒久的な捉え方などにみられる peintre と しての眼を

外す ことは出来まい。

Emile M ont6gut の言 え る如 く , - サ ハ ラ の最初 か ら最後 の一行 まで , 漠 た る表現 , 弱

い形容詞, 抽象的な語はただの一つも見出し得ない- o(14) ■

Nohant, par La chatre (lndre) 18 mars 1857

Monsieur,

Bien que je n’aie encore lu que la moit16 de votre livre (je ne l’ai reQude Parisque

cesjoursderniers), jeveuχnepastarder plusl(jngtempsavousenremercier, ainsi que

devotrelettresi modesteet si aimablej enesaispascequevouspensezdevous-meme,

jenesaispascequ’onenditdanslemondelitt6raire, maisjesaisquevousatesuntalent

de premier ordre, ou bien jenem’y connais pas dujtout. Jen’ai jamais rien lu de plus

artiste et de plusmaitre. C’est de la grande peinture, un coup d’(x! il sup6rieurement net

et riche, avec I’eχpression simple, juste et grande. R ien pour l’effet ni potlr la fantaisie,

et toujours la langue au service de Pid6e et du fait, sans vouloir faire 6talage de ses

ressources. V ous 6 tes heureuχ : vous sentez la nature par tous vos pores, et v ous la faites

voir et sentir comme si on l’avait devant les¥yeuχ. Croyez que je ne vous dit rien par

politesse : jesuis, au contraii’e, trasimpolie, la plupart du temps, fautede savoir mentir.

Votre voyage est une d! ose excellente oii l’on respire et oii l’on se retrempe. Ne restez

pas la-dessus, faitesn’importequoi en litt6rature, vous lepouvez.

Adieu, monsieur, et encoremerci。

George Sand.

’Si vousvoyagez encore, passez par chez nous.(15)

拝啓

貴方の書物のまだ半分しか読んでおりませんげれど (数日前にパリから受取ったばかりで

す) 貴方の実に慎しい, 親切なる御手紙に対して, お礼を申上げるのを, これ以上伸した く

あ りません。 あなたが御自分のこ とを どう考えてい らっ し ゃるか, 文学の世界でどう言われ

ているのかは存じませんが, 私の言えますこ とは, あなたには一流の才能があ り, 私は少し

もそれを知らなかった とい う こ とです。 私はこれほど芸術的な優れたものをまだ読んだこ と

があ りません。 簡潔な正確な偉大な表現にみち, 一見して, 極めて純粋な豊かな傑作画と分

ります。 効果とか気紛れは念頭にな く , 才能をひけらかすこともな く , 言葉はひたすら思想



「芸術家の繊細, 節度, 熱意の中に見られる偉大さ と豊かさ と, 真面 目なエ リー トの意識

の中にみられるフ ランス青年の, 快活な才気あふれる気立の良さ……この紀行文は, 私に言

わせれば, ジヤックモソのよ りも優れています……」

≪La grandeur et l’abondancedansl’exquis, la sobr16t6, 1’ardeur del’artisteet la

bonhomie enjou卯 et spirituelle du Frangais jeune, dans le s6rieuχ d’une conscience

d’611te‥ . ces lettres, tras sup6rieures, selon moi, a celles de Jacquemont. ‥≫(16)
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と事実に捧げられている。 あなたは幸福な方です。 あなたは肌で 自然を感じ と り, それを私

達の眼の前に展開し感じさせて くれます。私はお世辞でものは言わないこ とを信じて下さい。

むしろ反対に, 嘘のつけないたちですから, 大方は礼儀知らずで通っているのです。 あなた

の旅は素晴しいもので, 読む者を誘い込まずにはおかないものです。 これだけにと どまらず

に, なんで も よいから文学をおや りなさい。 あなたには出来ます。

さ よなら, 有難う。

ジ ョ ル ジ ュ ・ サ ン ド

御旅行の際にはお立寄 り下さい。

Fromentinは夙に, 現実的な適確な姿勢を もって, アフ リカの自然に臨み, 多 く のノ ー ト

やスケッチを も とにして, 記憶の結晶化を図ったのだ。

青い空 と牧場を背にした, 白馬とアラ ビア人……を基調にした彼の絵画に象徴される如 く ,

彼がアフ リカの自然に求めたものは, 単なる個々のあ りふれた事実の集積ではな く , それら

を通して得 られるアフ リカの自然の普遍化であ り, その概念であった。

Fromentin がその二つの紀行文一Un 6t6 dansleSahara と Uneann6edansle Sahel

(1852年の秋から53年の秋にかけての Mustapha と Blidah での滞在記であ り, その評価は

前者には及ばない) 一特に Un6t6dansleSaharaの中で語ろ う と した ものは, 強烈な光 り

と色彩のア フ リカの夏であ り, その厳 しい静寂, その特異な詩情であった。

Thibaudetはその著, ≪lnt6rieurs- Baudelaire, Fromentin, Amiel- ≫の中で次の様に述

べ て い る 。

Un 6t6 dans le Sahara に は, 1874年 6 月 , そ の第三版 の発刊 にあ た り , 新 た に Pr6face

が加えられた。そ して ごれが著者生前最後の版となった。(Pr6facedelaTroisiameEdition)

そして この Pr6faceは, 彼の peintre と しての, また 6crivain と しての生涯の解明に, 重

「フ ランスの紀行文学の中で, フ ロマンタ ンの紀行文が比類なき価値を誇るのは, 絵画的

な細部に留意した透徹せる眼力と, その細部を直ちに秩序の中に組込む精神との間の素晴し

い均衡にあ り, 言いかえれば, みずみずしい感受性と優れた知性との均衡にあるのだ6」

≪Ce qui donne auχdeuχ livres de Fromentin une valeur hors pair dans notre

litt6rature devoyage, c’est lemerveilleux 6quilibre entre l’(χ?il qui perQoit et qui note le

d6tail pittoresque, et l’esprit qu’on sent toujours pr6t’a faire entrer ce d6tail dans un

ordre, c’est-a-dire l’6quilibre entre une sensibilit6 fraiche et une intelligence instruite.

≫(17)



「偶然が私にテーマを与えて くれたが, 問題はその表現方法であった。 私が手にした方法

は不充分すぎて, 初めに気持を く じかれた。 私の想い出のもつその豊富さも, 生気も, 親密

さ乱 私の未熟さをもって表現し切れるものではなかった。 私の技巧の不足から, ほかのも

のを探したら……と気付いて, 窮余の策として浮んだのが, 筆で表現し切れないなら, ペソ

で書いてみたら……としヽ う こ とだった。」

所謂 r6citdevoyageに臨む 6crivain の姿勢 として,
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要な意味を もつものである。

若し この種の紀行文が, その新奇さだけを頼 りと して, 旅の話や風景だけに終始するなら,

もはや再刊の意味はないことから述べ始めて, 「問題は, 私独自の, 最後まで個性を失 う こと

のない見方であ り, 感じ方であ り, 表現の仕方である。」 こ とを指摘し, 更に, 「私は数度に

わたってアルヂェ リアを訪れた。 ……私がこれらの旅から持ち帰ったものは, 資料よ りも生

の想い出であった。 そして特に, どんな犠牲を払っても, なんとかしてその旅を再現したい

とい う激しい欲望であった。」 と述べて, Un6t6dansleSaharaを書 く に至った動機を, 次

の様に, 極めて率直に述べている。

≪Lehasardm’avaitfoumi lethame; restait atrouver laforme. L’instrumentque

j’avaisdanslamain6taitsi malhabile, qued’abordil merebuta. N口’abondance, nOa

vivacit6, ni Pintimit6 de mes souvenirs ne s’accommodaient des pauvres moyens de

rendre dont je disposais. C’est alors que Pinsuffisance de mon m6tier me conseilla,

commeexp6dient, d’enchercher unautre, etqueladifficult6 depeindreaveclepinceau

mefitessayer delaplume.≫(18)

そ して, peintre と 6crivain とい う二つの使命を両立させた Fromentin の基本姿勢は,

次の言葉に うかがえる。

≪11y adesformespour l’esprit, commeil yadesformespour lesyeuχ; la langue

qui parle aux yeux n’est pascelle qui parle a l’esprit. Et le livreest la, non pour r6p6ter

r(euvre du peintre, mais pour eχprimer ce qu’elle ne dit pas.〉 (20)

≪D6crireaulieuderaconter, peindreaulieud’indiquer ; peindresurtout, c’est-a-dire

donner a l’expression plus de relief。d’6dat, de consistance, plus de vie r6elle ; 6tudier

la nature ext6rieure de beaucoup plus pras dans sa var16t6, dans ses habitudes, jusque

dans ses bizarreries, telle 6tait en abr696 1’obligation impos6e auχ 6crivains dits

descriptifs par legoOt desvoyages, Pesprit decuriosit6 etd’universene investigation qui

s’6tait empar6 de nous.≫ (19)

「物語るよ り叙述するこ と, 指摘するよ りも描写すること。 特に描写するこ と, 即ち表現

によ り多 く の起伏と精巧と安定と生命とを与えること。 自然の変化と習性と, その奇性に至

るまで出来るだけ仔細に調べること。 要するに, これらが旅への嗜好, 好奇と普遍的探究と

に捉えられた所謂叙景作家に課せられた義務であろ う。」



≪Jediraiseulementquelechoiχdestermes, ac6t6duchoiχdescouleurs, meservait

aplusd’une6tudeinstructive. Jenecacherai r)ascombienj’6taisravi lorsque, a
I’exemple de certains peintres dont la palette est tras sommaire et l’(χ2uvre cependant

richeenexpressions, jemeflattaisd’avoir tir6 quelquerelief ou quelquecouleur d’unmot

tras simple en lui-m6me, souvent le plus usuel et le plus us6, parfaitement terne a le

prendre iso16ment. Il y avait la, pour unhommequi n’6tait pasplusmaitredesaplume

qu’il ne l’6tait de son pinceau et qui faisait a la fois deux apprentissages, un double

enseignement plein de leCons int6ressantes.≫(21)
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「眼に対して色々な形がある如 く , 精神に対しても色々な形がある。 眼に話しかける言葉

は, 精神に話しかげる言葉とは違 う。 か く て本がそこにあるのは, 画家の作品を繰返すため

ではな く , 作品が言い得なかったものを説明するためなのだ。」

III Peintre et Ecrivain

roman d’analyseetcritiqued’art

「色彩の選択と同時に, 言葉を選択することは, 私にとって単なる教訓以上のものであっ

たとだげ言っておきまし ょ う。 色彩は極めて簡潔であるにも拘らず, 表現豊かな画家の例に

ならって, その語自体極めて簡潔で, と もすればありふれた陳腐なもので, それだけを取出

せば全 く生彩のない語を使って, 或る起伏な り色彩な りを うま く表現するこ とが出来た時, ど

んなに嬉しかったことか, 隠しきれないほどでした。 ペソ と筆と, 何れも練達とは言い難い

ものの, 同時に体験している男にとって, 多 く の示唆に富んだ二重の教訓がそこにはあった。」

またしても彼は, 愛らしき白馬, 青い空, 白く光る牧場,

1857年, 7点の油絵, 特に Arabeschassantaufauconと laHaltedemarchandsdevant

L’Aghouat.

1859年の Salon では, 5点。 LesBateleursnagres, Uneruea L’Aghouat, La lisiare

d’oasis pendant le Sirocco, Le souvenir d’Alg6rie, L’audience chez un Khalifat が好評 で

賞を とる。 同時に 1aL6giond’honneur を受ける。 (Lerubandechevalier)

M aximeDuCampの言葉 に

名も知れぬ木々と裸の腕のアラ ビア人を画きはじめた。 或る日のこ と, 彼がその美しき油絵

の一つを描き上げた とき, 私にそれをみせながら, 肩をす く めて こ う言った。 「私は永久にこ

んなふ うに運命づけられているんですよ。」 (22)とある如 く , 主題を変えた絵は不評であった。

この年, 彼は Dominiqueを書きはじめている。

1862年, laRevuedesDeuxMondesにDominique, 同時に Salonの有力な審査員となる。

M ゛ de La Fayette の La Princesse de Claves ( 1678) は歴 史 小説 で も あ る が , ま た特 に

心理分析小説と して, Chateaubriandの Ren6 ( 1802) , S6nancourの Obermann (1804) ,

BenjaminConstantの Adolphe(1816) , Stendhal の leRougeetleNoir (1830) , George

Sand の L611a ( 1833) , Sainte-Beuve の Volupt6 ( 1834) な どを経 て , Fromentin の

Dominique(1862) へと伝統的につながるものであ り, 更には Marcel Proust (1871̃ 1922)

か ら Raymond RadiguetのleBal duComted’Orgeに 1924) へ と続 く 心理小説 と言 う分野

あるいは要素は, フランス文学の中を大き く流れる歴史的, 伝統的潮流であると言える。
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Dominiqueは Fromentinの内的生活を述べた心理的自伝小説であ り, 鋭い心理分析にみ

ちた心理小説 とい う点で, Constant の Adolphe ( 1816) に通じるものがあるが, ただ

Adolpheにあっては自然は殆んど何等の役割 りも果していないが, Fromentinにあっては自

然は言わば物語 りの素因そのものであ り, 青春とい う緑の園への, 現実の故郷への絶ち難き

郷愁こそこの小説の発端となっている。

まだ十六の lyc6enたる Dominiqueは, 友人の 011vierを通 じて, 一つ年上のMadeleine

を知る。 Dominiqueはまだ恋に恋する年頃であ り, 彼の愛は Madeleineの上に集中する。

一方 Madeleineは, 自分に好意をよせる Dominiqueに対し, 友情をも って応えよう とする。

しかし Madeleineはフランスの多 くの立派な女性の典型通 り, それが多 くの人々の幸福につ

ながるこ と と思い, M . deNiavres との結婚を決心する。 Dominiqueは Madeleineに と っ

て無益な危険な存在にすぎないが, 勇気ある優しい女性として Madeleineは, Dominiqueの

不幸な愛に憐欄を抱 く。

一方, Madeleineの妹のJulieは, 従兄の011vierへの片想いの末, 病床に伏す身となる。

Julie とDominiqueのそれぞれ絶望的な恋に囲まれた Madeleineには, Racine風の悲劇構

成がみられる。 疲れ果てた MadeleineはDominiqueの前に姿を見せないようにする以外に

道はないごとを悟る。Dominiqueは仕事に打込も う とする。が所詮, Dominiqueの告白の時

期がやって く る。 Madeleineも同じ気持に負けそ うになった と き, その破滅的結末から二人

を救 うものは今度は, DominiqueのMadeleineに対する憐欄である。 Dominiqueは彼女が

この恋に負けたとき生きてはいまいし, 自分も生きながらえるわけもないこ とを知 り, 別れ

の決心をする。 別れのシーンは素晴らし く , Corneille風の Classique な結末となる。 ある

意味では Flaubert の小説と同様, 愛 と野心の失意の人生記録であるが, Dominique と

M adeleine を 破滅 か ら救 った も の は, 相 方 に交互 に お こ る 憐 欄 の情 で あ り , Education

Sentimentale ( 1869) の Fr6d6ricMoreau は自滅 してゆ く が, Dominiqueは望みなぎ愛に

いやし難き傷を負いながらも, 破滅を救 う理性と節度を もって立ち上って生きてゆ く男の物

語である。 Romantiqueな青春時代から現実の生活へと改宗して行 く物語であ り, その整っ

た技巧と純粋な霊感と, 調和のとれた全体とは, 誠に繊細な感動的な物語を形成し, 真実な

観察に溢れた小説と言える。

Dominiqueと Madeleineがお互いの愛を知 り, その愛を告白し合う時, この小説は終る。

二人を悲劇的結末から救っているものは, お互いの憐欄の情であり, 憐欄に始まる Madel-

eineの気持から愛への抵抗が弱まって行 く一方, DominiqueO愛が熱愛から憐欄へ, 憐潤か

ら保護へと移って行 く心理過程は, 極めて感動的な美しいものである。 Romantiqueな様式

であ りながら, その格調は Classiqueであると言えよう。

Dominiqueは最初 laRevuedesDeuxMondes(両世界評論誌) に発表され, ( 1862年 4月

15日, 5月 1 日と15日)翌1863年 1月10日, Hachette社から単行本と して初刊。 そして1876

年に Plon社から第二版, これが Fromentin 自身が校閲した最後の版である。

この書は次の献呈の辞を もってレGeorgeSandに捧げられている。

A M adame George Sand

M adame,

Voici ce petit livreque vous avez lu. A mbn grand regret, je le publie sans y rien

changer, C’est-a-direavectouteslesineχp6riencesqui peuvent trahir une (IEtuvre d’essai.



は, 前述の如 く , 1857

ジ j ルジュ ・ サン ド夫人へ

夫人

このさ さやかな書は, あなたがすでにお読みになったものです。 甚だ遺憾なこ とですが,

出版にあた ってこの書に何等手を加えてお りません。 所詮は私の無経験のためで, 試作の書

たるは被 うべ く もあ りません。 い くつかの欠点は直し様がないと思われます。 訂正するのに

絶望した結果, そのまま認めざるを得ないのです。も っ と良い書なら, 胸を張って差し上げるの

ですが一 。私の通行手形 と して役立ち, 感謝と敬意のみな らず感嘆の気持を抱いているあな

たのお名前を, つま らぬ友のあ りのままの作品にお借 りす る こ とをお許し下さ るで し ょ うね。

犬 ウ ジ ェ ー ヌ ・ フ ロ マ ン タ ン 犬

パ リ, 1862年11月。 し
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De pareiIs defauts m’ont paru sans remade : d6sesp6rant de lescorriger, je les constate.

SO e livre 6tait meilleur, je serais parfaitement heureux de vous l’offrir. Tel qu’il est,

mepardonnerez-vous, Madame, commeauplushumbledevosamis, deleplacer sousla

protection d’un nom qui d6ja m’4 servi de sauvegarde, et pour lequel j’ai autant

d’admiration quedegratitude et d(? respect?

EUG. FROMENTIN

Paris, novembre 1862.

Nohant, 18 avr11 1862.

≪‥ . 0ui, c’est tr6sbeau, c’est admirablement dit, etc’estd’unfondeχcellent, ca

s’engage un peu lentement, mais c’est si bien peint et si bien pos6 ! ‥ . T out ce qui est

peinture de lieux, de personnes, de situations et d’impressions est eχquis. T out ce qui

est analyse est tras fou1116 , tras profond, encore m yst6rieuχ a beaucoup d’6gards et bien

m6nag6. Enfin, j’attends la suite avec impatience. C’est bien Iong, quinze jours !

Jenepeux pasvousdirelebienquemefaitcettelettre . ‥ 11esttrasoriginal. II

s’6coute vivre, il se juge, iI veut seconnaitre, il secraint, iI s’interroge, et il a lebonheur

triste, ou grave : j’ai donc pour lui un respect instinctif et jemesenstrasenfant aupras

d’un homme qui a tant r6flechi. M ais ce pilote qui s’est empar6 de ma pens6e ne me

causeaucuneinqu16tude. Jesuissarequ’il vaauvrai etqu’il regardemieux quemoOa

route que nous suivons. 11 vit dans une sphare plus 61ev6e, m ieuχ choisie, et, s’il fait de

Porage autour de nous, il n’y perdra pas la tate. T el je vois Dominique jusqu’a pr6sent.

M ais il va aimer et probablement, souffrir. La est pour moi la grandecuriosit6. 11vai-

ncra, M ais par quel moyen ? ‥ .(23)

〈 GeorgeSand.≫

ノアソ, 1862年 4月18日

「確かに非常に美し く見事な表現です し, 内容も優れています. はじめぱ一寸ゆっ く りで

年 1月, FromentinがUn6t6dansleSaharaを Sandに献呈したこ とからはじまっている。

R. D . M ぺ こDominique の第 1 回分 か載 っ た 直 後 に , Sand は Fromentin に 次 の手 紙 を

送 っている。 ・。

Fromentin とGeorge Sand と の関係一 主 と し て文通 に よ る



すが, 実に優れた描写です し, し っか りした構成です。 ……場所, 人物, 場面, 印象の描写

はすべて優れています。 分析はすべて深 く く まな く , 多 く の点で神秘的で うま く処理されて

います。 次回が待ちかねます。 二週間がとても長 く感じ られます。

この本を読 んで, どれだけためになったか説明出来ないほどです。 …… 卜゙ミニックは極め

て独創的です。 彼は己れの生き方に耳を傾げ, 己れを律し, 己れを知らんと して, 己れに恐

れ己れの心に問い, 悲憤なとい うか厳かな幸福を得たのです。 だから私は, 彼に対 して本能

的な崇拝の念にがられるし, か く も思慮深い男の前では, 自分がとても子供じみて感じ られ

ます。 と言って, 私の気持を捉えて離さ ないこの水先案内人に, 不安を感じ させるものは全

然ないのです。彼の世界はも っ と も高い選ばれた領域で, 雷雨に襲われた とて度を失 う こ とは

ないで し ょ う。今迄のと ころ, 私の ド ミニ ック観は以上の様なものです。彼は恐ら く愛し, そ

して悩むこ と で七 よう。 私に一番関心があるのはその点です。 彼は打ち勝つ こ とで し ょ う。

が如何にして ? ……」

ジ ョ ル ジ ュ ・ サ ン ド
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(注) 文中の pilote(水先案内人) とい う語は, Dominiqueは, 私の子供の頃の想い出を

よびおこ し, 言わば船にのせて去 り行 く 岸辺をゆっ く り見せて くれる piloteの様なものだ,

とい う言葉を うけて使われている。

1862年 4月19日土曜日

「夫人, あ なたの仰し ゃるこ とや期待なさ っているこ とに, 私は大層びっ く りしてお りま

す。 私の本に何かあるかは私自身分らないのです。 あなたの仰し ゃるこ とは新発見 と中せま

し ょ う……私 にとって一番はっ き りしてお ります こ とは, 想い出を懐かしみ新たにして, 私

から遠ざかっ て行 く私の青春を再び見出し, 絵画には表わし ようのない私の良き部分, 最良

19 avr11 1862, samedi

≪Madame‥ . , vousm’effrayezbeaucoup, par cequevousmeditesetpar ceque

vousattendez. Jenesaispasmoi-memecequ’il y adansmon livre. Cequevousm’en

direz sera certainement uned6couverte . ‥ Cequ’il y a deplusclair pour moi, c’est que

j’ai voulumeplaire, m’6mouvoirencoreavecdessouvenirs, retrouvermajeunessea
mesurequejem’en6101gne, eteχprimer sousformedelivreunebonnepartiedemoi, la

meilleure, qui ne trouvera jamais place dans des tableauχ ‥ .

Jemecroistrascapable dem’am6110rer, etje n’en ai si grandd6sir ! 11s’agitque

cepetit essai, 0a vousmepermettrezd’attacher votrenom, n’ensoitpastrop indigne ;

jevousleditentoutesinc6rit6. AI’heurequ’ilest, celavousregardepresqueautantque
moi, car je n’y vois rien. Je le remanierai profond6ment s’il le faut . ‥

D’avance, jepuisvousdireque1’introductionseramodif16e ; cesera d6ja fait, si

Buloz㎡ en avait donn6 1e temps. Je donnerai au Dominique retrait6 un r61e plus actif,

plus large, plus efficace ‥ .(24)

≪EuganeFromentin.≫

この手紙に対する Fromentin の返事は次の様なものであ り, 画家 Fromentin が小説

Domindqueを書いた動機が述べられてい る。
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Nohant, 24 ma1 1862.

≪C’est un beau livre, une de ses choses rares qu’on savoure et qu’on relit en

soi-mame apras, et qu’on relira plusieursfois, avecdesd6couvertestoujours. C’est tout

prasd’6treunchefd’(lluvre, - maisil yaunelacune. Quelquechosemanque, 0un’eStpas

assezclairement dit. Quelquespagesdeplusentreledernier adieu deMadeleineet le

mariage de Dominique, et le chef-d’(Euvre y est. 0 u bien, peut-atre, quelques pages du

commencement report6es a la fin. Je n’aime pas beaucoup le suicide d’ 0 11vier la o£i il

est plac6 ; je ne sais pas encore pourquoi il m ’a choqu6e ; j ’attendais une eχplication que

jen’aipastrouv6esuffisante. Peut-6treai-jemaOu: jerecommencerai‥. ilmanque
quelquechoseentrele d6sespoir et lebonheurretrouv6, etcequelquechoseest justement

cequevoussaurezlemieux dire, cequevousavezpeut-atren6911g6 dedire, croyantque

c’6tait trop vrai et sous-entendu. 0 r, les chef-d’(χ2uvre doivent atre compris de tout le

monde‥ . Et si mon observation n’est pasassez claire, dites-le-moi, 0u venez mevoir

. . . (25)

≪G. Sand.≫

ノアソ, 1862年 5月24日

「それは美しい見事な作品ですし, 希れにしか味わえない作品, 後で己れの心のうちに読

み返し, 幾度か読み直すにつれて, 何時も何か発見するものがあるといった作品の一つです。

正に傑作と言えるのですが, 一つだけ脱漏があ ります。 何かが欠けているとい うよ り, はっ

き り言い尽せていないのです。 マ ドレーヌの最後の別れと ド ミニックの結婚との間に,- も う

少し頁を加えれば正に完壁。 或いは冒頭の数頁を終 りにもってきたらとも思います。 私はオ

リヴィエの自殺があそこに出て く るのはあま り好みません。 何故だかよ く分らないのですけ

ど, 何か足 りない と思い, 説明を待っ ていたので し ょ う。私の読み違いかも知れませんから,

も う一度読み直してみまし ょ う‥…・絶望と見出された幸福との間に, 何かが欠けていますが,

この何かは, あなたにはすっかり分っていて, あま りにも当然な言外の意味と して, 省かれ

たものと思いますけど, 傑作とい う ものは誰にでも理解出来るものでなければならないで

し ょ う……も し私の意見がはっき りし ないようで した ら, 私にそ う言って下さ るか私の処に

来て下さし ‥ヽ…・」

ジ エ ・ サ ン ド

のものを, 本 とい う形で表現したかったのです……私は作品を も っ と よいものにするこ とが

出来ると考えてお りますし, 是非そ う したい と思っています。 このさ さやかな試作にあなた

のお名前をつげるこ とをお許し下さる と存じますが, 問題はこの書があま りそれに相応し く

ないとい う こ とです。 これは衷心から申し上げているこ とです。 私には何も分らない今, こ

のこ とは私だけでな く , あなたにかかおる問題です。 必要 とあれば徹底的に手を入れて直す

づ も りです……

導入部は手を加え得る, と予め申し上げておきまし ょ う。 Bulozが時間を くれたら, そ う

したかも知れなかったのです。 引退した Dominique に, も っ と積極的な巾広い役割を与え

ようかと思っています……」

ウ ジ ェ ー ヌ ・ フ ロ マ ン タ ン

そして, Dominiqueを全部読み了えた Sandは, Fromentinに次の様に書き送っている。



≪……Nousavonscaus6deDominique. J’ainot6to皿essesobservations, tras16gares

et tras justes, j ’y ferai droit. 11 s’agit de quelques a110ngem ents et de quelques

explications, le tout tras facile a faire.> (26)

「……私達は ド ミニックについて話し合った。 非常に軽快な且正しい彼女の観察をすべて

ノー トした。 私はそれに応じ よ う と思 う。 少し仲した り説明を加えた りする とい う点が問題

にな っているわけだ。 非常にや り易い こ とだげだ。」

そして, 1862年 6月13日, Nohantに Sandを訪れた Fromentinは, その同じ 日に妻宛に

次の手紙を送っている。
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しかし結局, Fromentinは Sandに次の様に書き送っている。

28 janvier 1863。

≪Cher ami, cetted6dicacen’est quetrop reconnaissante. Qu’ai-jedoncfait pour

vous? J’a16t6 heureusederencontrer unvrai beautalentetj’ai rempli mondevoir enle

disant tout haut. Et a pr6sent que je connais le c(x2ur et l’esprit d’oa sort ce talent, je

trouve que je ne l’appr6ciais pas encore assez. Je suis donc fiare et touch6e d’avoir votre

amit16, qui estpour moi uner6compensehorsdeproportionavecmasomcitudepour vous

au commencement. A pr6sent, c’est del’amit16 aussi, bienentiareet bienvraie.> (28)

1863年 1月28日

「親 し き友よ。 あの献呈の辞は, あま りにも感謝のしずぎです。 私があなたの為に一体何

をした と言えるのでし ょ う。 私は真に立派な才能を持った人に会えだのが嬉しかったのです

し, そのこ とを私の義務と して声高らかに言ったにすぎません。 その様な才能の由って来た

1863年 1月10日, Dominiqueが出版された後 Sandから Fromentinへ。

9 novembre 1862

≪……J’ai sur latableunelettrequejevous6crivais, il yatroissemaines, pourvous

parler demon Dominiqueet pour vousdire, chosea peineavouable, quejen’ai jamaispu

y faireleschangementsconvenus. Aprasjenesaiscombiendeluttes, d’effortsinutiles

et de g6m issements, j ’ai pris le parti de l’envoyer a l’imprimerie tel quel, 0u a peu pras

‥ .≫(27)

1862年11月 9 日

「……も う三週間も前にあなたに宛てて書いた手紙が, 今も私の机の上に置いてあるので

す。それは, 私の ド ミ ニ ッ クについてあなたにお話し したいため, 言いに く いこ となのですが,

お約束 した変更がと う と う出来なかった こ とをお知らせするために書いたものなのです。 ど

んなにか取 り組んでみて無駄な努力を重ね, 呻吟してみましたこ とか。 結局殆んどそのまま

印刷に送る決心をつけて し まいま した……」



昌頭の Dominiqueの献呈の詞, および上記の Fromentin の書簡にみられる如 く , Sand

の示唆による大巾な変更はなされなかったわけであ り, R. D. M. との比較で見られる修正個

所は, ご く僅かなものにすぎない。 (d . 拙論 Dominique と GeorgeSand)
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る心や精神を知った今, 私にはまだ十分に評価の行き届かぬところがあるのが分ります。 だ

から私はあなたの友情が, 誇らし く もあ り嬉し く もあるのですが, あなたに対する私のはじ

めの頃の気遣いとは, 釣合いのとれない報酬とも思われるのです。ですが, 今やその友情は,

紛れもな く完全なものです。」

1863年, LeBivouacarabeauleverdujour, leFauconnier arabe, lachasseaufaucon

enAlg6rie (la Cur6e)。

1864年, Lecoupdeventdanslesplainesd’Alfa.

1865年, Lachasseauh6ron.

1866年, La Tribunomadeenvoyage.

1867年, LesFemmesdesOuled-Nayls. 特賞を とる。

1868年, Centaures.

1869年, La Fantasia, (Mus6edePoitiers) 。 この年, L6giond’honneur を うける。

1872年, Veniseの画二点。 LegrandCanal, LeM61e. (Promuofficier)

1874年, LeRavin.

1876年, LeNil et leSouvenir d’Esneh. そ して, LesMaitresd’autrefois. ( 1876年 1月

1 日から 3月15日にかげて RevuedesDeuxMondesに掲載 され, 5月に一巻本 と して Plon

よ り出版(29)。

7月 5 日, Bruxelles着, la PlaceRoyaleのホテルに投宿。 街も近郊も特に Boisdela

cambreが気に入る。 BoisdeBoulogneに比べて, よ りイギ リス風な, 緑濃き公園だ と して

い る 。 M us6e を め ぐ り , 帰 路 に も ま た 立 寄 る予 定 を 立 て て い る 。 特 に Rubensに驚歎 の眼 を

見張る。 Malinesに立寄って, EgliseSaint-Jean にある RubensのE 部作をみる。

7月9 日午後, Anvers. 町は気に入らなかったが, Rubensは彼の期待を満して くれる。

Hollandeへ行って Rembrandt を見ても, これほどの感動は得られまいと思 う。

前述の如 く , フ ラン ドル派の絵画によせる Fromentinの関心は, ご く初期の, Mus6edu

Louvreに通っていた頃からのものである。彼の絵の師匠となった Cabatも, 彼の父Docteur

Fromentin も, 共に paysagiste と してフ ラン ドル派に関心をも っていたために, 彼は早 く

から Ruysd屈1を知っていた。 そしてその繊細で正確な筆致, 陰影を溶かし, 光 りを和らげ,

軽妙な陰をつ く り, 透明な雰囲気を醸し出している点などを特に好んだのであ り, これはま

たそのまま Fromentinの絵の特徴でもあった(30)。

かく て晩年, BelgiqueおよびHollandeへの旅から, 生れるべ く して生れたのが, フ ラン

ドル地方の美術館巡 りとい う美術批評の傑作, Maitresd’autrefoisである。

Fromentin はその友 ArmandduMesnil の奨めによ り, 1875年 7月 5 日, 独 り旅立つこ

とになった。 そして 8月 1日には帰るこ とになるので, 四週間足らずの期間ではあるが, 精

力的に mus6esをめぐ り, 計画中の出版に必要な材料を集め終えた。 友達への手紙, 特に妻

への手紙に, その旅行中の様子がうかがえる(31)。
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7月13日, Anversを立つ。 Rotterdamには立寄っていないが, Rotterdamから LaHaye

までのオランダの風景は, 先に指摘した如 く , 故郷を彷彿させるものがあった。 LaHayeで

は二 日過す。 町は静かで気に入る。 しかし予想通 り, Rembrandt には Rubens ほど うたれ

なか った。

7月17日, Amsterdam。 6時間つづげて Mus6eで過す。 Rembrandtへの誤解 も固ま る。

Mus6e のほか に Galerie Six な どに も足 を 運 ぶ。

7月20日, Harlem へ行き, Franz Halsを見る。

7月22日, 再びBelgique, Gand に逗留。 教会で VanEyck。

7月25日, Brugeso H6pitaI Saint-Jeanへ二度。 27日か ら30日にかげて再び Bruxelles.

7月30日, CharlesBussonへの手紙で , 簡単な結果報告を してい る。

≪Jen’ai pastoutvu, tants’enfaut, maisj’ai vul’important, etbienvu : Bruxelles

adeuχΓeprisesetlonguement(leMus6eenvautlapeine),Anvers, LaHaye,Amsterdam,

Harlem, Gand, Bruges, M alines, enfincequeles6trangersvisitentetcequ’unpeintredoit

6tudier de tras pras. J’ai eu dessurprises, des 6tonnements, desd6ceptions, et aussi des

admirations trasvive. Rubensgrandit a chaque pas qu’on fait danscepays, dont il est

la plus incontestable gloire et oii il ragne souverainement. Rembrandt ne grandit pas,

quoi qu’on en dise, et, a partquelquesmorceaux admirablesdont on parlemoinsquedes

fameux, 116tonne, me choque un peu, m’attache et nemeconvaincpas. Voila lesdeuχ

grands noms, en y ajoutant Van Eyck et M emling, qui, a leur date, et lesecond surtout,

sont deuχ g6nies。

Ruysdael, Cuyp et Paul Potter y sont cequenouslessavons, lespremiersdansleur

genre. RuysdauI surtout, par des (χ2uvres plus inattendues et de toute beaut6, s’y classe

hors ligne, au rang qu’il doit occuper : lepremier paysagistedumonde, avec, etpeut-6tre

avant Claude L orrain ‥ . H als y est in6dit et tout a fait eχquis ‥ 。

J’ai apergulacampagneplut6tquejeneFai visit6e, maisjelaconnaisetjelasais

bien. J’ai pass6 ma viedans les 6911s(?s, lesmus6es et les c011ectionsparticuliさres, et je

puis direquej’y ai beaucoup, maisbeaucoup travai116. D’un voyagede reposj’ai fait, je

m ’en doutais, un v oy age de pur trav ail ; m ais ce tr aV ail , d ’un genre, tout a f ait nouv eau ,

m ’a d istra it et repos6 , ce qu i est l’essentiel 。 ‥ ≫(32)

「必ずし も全部はとて も見 きれなかった けれ ど, 主な ものは, じ っ く り見たわけです。

Bruxelles は二度にわた り期間も長 く (Mus6e は見ごたえがあ りました) , あ とは Anvers,

La H aye, Amsterdam, H alem, Gand, Bruges, M alines以上 が外 国人 と し て , 一 人 の画 家 が

間近に見てきたすべてです。 意外なこ と, 驚き, 失望, そしてまた感嘆の念にも打たれまし

た。 この国に歩を進めるごとに, Rubensの偉大さ は増し, 彼がこの国の最も確かな栄光であ

り, 支配的存在であるこ とが分 ります。Rembrandtは言われているほど偉大ではな く , 有名

作品以外のあま り話題になっていない数点の逸品を除けば, 驚きに心を うたれ, 注目を引き

はしますが, 心からの納得ぱさせて く れません。 以上二人の偉大な名に加えて VanEyck と

Memling はそれぞれ, 特に Memling は天才 と言えます。

Ruysdael, Cuyp それに Paul Potter ぱ, 御承知の通 りそれぞれ第一人者です。 特 に

Ruysda111 に は, 思 い が け な い 見 事 な作 品 が あ り , そ の 占め る位 置 は別 格 と 言 え , Claude



旅を しめ く く るこの手紙は, 同時に Maitresd’autrefoisの図式でもあ り, 次の三部から

なるこの書は, そのまま旅行の行程につながるものである。 Belgique, HoIlande再び Bel-

giqueと, 読者にそのまま旅行記の印象を与えよう と意図したわげである。

第一部で, Mus6edeBruxellesや Malinesでの教会や, AnversでのRubensについて述

べ, 第二部で La Hayeでの想い出や, オランダ派の Paul Potter, RuysdaとI, Cuyp, Franz

Halsに頁を さ き, La Haye とAmsterdam の Rembrandt の作品について説き, 第三部で

は Gand や Bruges で の Van Eyck と Memling の作品につ いて述べてい る。

その序言中に, 十
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Lorrain と共に, とい う よ り恐ら く彼以前の, 世界第一の風景画家です……。

私は田園は訪れた, とい う よ り見たにすぎませんが, よ く知 りも し, よ く分ってお ります。

私は専ら教会で, 美術館で, 展示場で時を過し, よ く仕事を, 実によ く仕事を した と言えま

す。 しかも全 く新しい様式のこの仕事は, 私の気晴し と もな り, 慰めともなったの懲す……」

「私が見に訪れたのは, 故郷の Rulensや Rembrandt なのです……

私は美術館巡 りをする積 りです。 ……幾人かの作家の前に立止ることでし ょ う……彼等の

才能な り天才な りの外面上の特徴を, 捉え得る限り, 感じたままに解明して行 くつも りです。

あま り大きな問題には近付かないよ うにし, 深淵や疑惑の残る点は避けてまいります。 絵を

描 く技術 とは, 眼に見えるものによって, 眼に見えないものを表現する技術に外ならなしヽ ‥…・

い くつかの絵の前に立って感じた意外な思いや, 喜びや驚きだけを申し上げまし ょ う。 場合

によっては軽蔑の気持もあるかも知れません。首尾一貫した運びはないにしても, dilettante

としての純な官覚を真摯に追求して行 くのみです。

予めおこ とわ りしておきたいこ とは, これ等の6tudesには何等の方法論も, 順を追った段

階もないだろ う とい うこ とです。 欠陥, 偏愛, 脱漏も多かろ う と思われます……

全くのところ これ等の6tudesは覚え書にすぎず, 脈絡のない不均衡な覚え書を纒めて出来

る本なのです。 今迄書かれた本よりも特殊なもので, 哲学, 美学, 分類, 逸話の占める場は

≪Jeviensvoir Rubenset Rembrandtchezeuχ. ‥

Jevaistraverser desmus6es‥ . Jem’arr6terai devant certainshommes‥ ぺ

d6finirai, tout juste comme je les entends, autant que je puis les saisir, quelques c6t6s

physionomiques de leur g6nie ou de leur talent. Je n’aborderai point de trop grosses

questions ; j’6viterai les profondeurs, les trous noirs. L ’art de peindre n’est que l’art

d’exprimerPinvisiblepar levisible‥ . Jedirai seulement, devant quelquestableaux, 1es

surprises, les plaisirs, les 6tonnements, et non moins pr6cis6ment les d6pits qu’iIs

m ’auront caus6s. E n cela, je ne ferai que traduire avec sinc6rit6 1es sensations sans

cons6quence d’un pur dilettante.

11n’y aura, jevousen avertis, ni m6thode aucune, ni marchesuiviedansces6tudes.

Vousy trouverez beaucoup de lacunes, des pr6f6rences et des omissions‥ .

Au vrai, ces 6tudes ne seront que des notes, et ces notes les 616ments d6cousus et

disproportionn6s d’un livre qui serait a faire : plus sp6cial que ceux qui ont 6t6 faits

jusqu’a pr6sent, 0111a philosophie, 1’esth6tique, la nomenclature et les anecdotes tie-

ndl・aient m61nsde place, les questionsdem6tier beaucoup plus.〉 (33)



Fromentin には Taineの様な体系的な美学はないとはいえ, 単なる美術館巡 りの印象記

に終らぬように, いろいろな問題についての見識や歴史的考察といったものを加えている。

Rubensに一章をあてて ( 1, II ) , オランダ派の源泉を辿 り ( 2 , II ) , 歴史的連続を見た

り, また Flandre以外で眼にした Flandre派の作品にも触れて , 地理的限界も避ける よう

に し て い る。 Louvreのオ ラ ン ダ派 ( 2 , VI) , Louvre にあ る Rembrandt の作 品 ( 2 , X IV ) ,

フ ラ ンス風景画へのオランダの影響 ( 2 , 1X) , オラ ンダ絵画における sujetの無意味 ( 2 ,

IV) など, 特にこの最後のものは一般美学の問題であ り, 無意味なつまらぬものでも, 重要

にして高尚なこ とと同様に, 完全に描かれているとい う点に, 本質的な問題があると主張し

て い る。

訪れた作品の単なる解説にとどまらず, 歴史的考察, Louvreの想い出など様々な考察が加

えられているが, Fromentinの批評の本質は, Thibaudetの言える如 く , 就中, lacritique

du gont 鑑賞批評で あ る と言 え る。

Rembrandt の La LeCon d’anatomie は, 彼 に は評判 ほ どの こ と はない と思われ る。 彼 は

それを遠慮がちながら一気に告白して, 次の様に述べている。

少な く , m6tier の問題を主に扱 う。」
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≪11avaitapeindreunhomme, il nes’estpasassezsouc16 delaformehumaine; il

avait a peindre la mort, 111’a oub116epour chercher sur sa paletteun ton blanchatre qui

狛t de la lumiare.≫(35) 二

「彼の描 くべきは, 一人の人間であったのであり, 人間の形に対して充分な配慮がなされ

勿論彼は, この絵が画家の生涯の一時期を示すものであるとい う考慮を忘れてはいない。

彼はその relief とv6rit6 については, このシーンのヒーロー docteur Tulpの顔は誉めてい

る。 しかしその他は, ≪‥ . qui nesontni bienvues, nibiensenties, nibienpeintes.≫ (p.

187) 「観察も, 受けとめ方も, 描き方も不充分」で, ≪Latotalit696n6rale… est」aunatre.≫

丁全体の色調が……黄色っぽく 」 そ して死体は, ≪‥ . est balIonn6, peu construit, qu’il

manqued’6tude.≫ (p. 188) 「ふ く れて , 描 き込みが足 らず勉強不足」 で , その上,

≪Jeseraisfort tent6 demetairesur la LeCon d’anatomie, C’est un tab】eau qu’il

faudrait trouver tras beau, parfaitement original, presque accompli, sous peine de

commettre, auχ yeux de beaucoup d’admirateurs sincares, une erreur de convenance ou

de bon sens. I l m’a laiss6 trasfroid, j’ai le regret d’en faire l’aveu. Et cela 6tant dit, il

est n6cessaire que je ㎡ explique ou, si l’on veut, que je me justifie. 〉 (34)

「Legond’anatomieについては, 出来れば沈黙 し たい。 この絵 は多 く の真面 目な崇拝者達

の眼には, 極めて独創的な, 殆んど完全な非常に美しい絵と映ずる筈であ り, そ うでなけれ

ば作法と良識に欠けるこ とになる絵だ。 その絵は, 私を非常に冷た くっ き離した。 こんな告

白をするのは, 私にも不本意なこ とだ。 こんなこ とを言 う以上, 私は意見を述べ, 必要とあ

らば身の証しをたてざるを得ない。」



要するに Fromentinの結論は, あま り明暗の配分に気を配 りすぎる作家には, 何か不完全

なものがある, とい うのである。
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ていない。 描かれるべきは人間の死であるのに, 光のもつ白っぽい色調をパレッ ト上に探し

ている うち に, それを忘れて し ま った。」

≪ Un homme qui va mourir, un pratre qui lui tend l’hostie, des moines qui

l’entourent, 1’assistent, le soutiennent et pleurent, voila pour la scane. Le saint est nu, le

pr6tre en chasuble d’or a peinenuanc6e de carmin, 1es deuχ acolytes du pretre en 6toile

blanche, les moines en robe de bure sombre, brune ou grisatre. Commeentourage, une

architecture 6troite et sombre, un dais rougeatre, une 6chancrure de ciel bleu, et dans

cette trou6e d’azur, juste au-dessus du saint, trois anges roses qui volent comme des

oiseauχ c61estes et forment une couronne radieuse et douce. Les 616ments les plus

simples, les couleurs les plus graves, une harmoniedes pluss6vares, voila pour l’aspect.

A r6sumer le tableau d’un coup d’(χ211 rapide, vous n’aperCevez qu’une vaste toile

bitumineuse, destyleaustare, oii tout est sourd et oii troisaccidentsseulementmarquent

deloin avecuneparfaite6vidence : lesaint danssamaigreur livide, 1’hostieverslaquelle

il sepenche, et la-haut, au sommet decetriangle si tendrement eχpressif, une6chapp6e

de rose et d’azur sur les 6ternit6s heureuses, sourire du ciel entrouvert dont, je vous

assure , on a besoin 。

N i pompes, ni d6cors, ni turbulence, ni gestesviolents, ni graces, ni beauχcostumes,

pasuneincidenceaimableou inutile, rienqui nesoit la vieducIoitreasonmoment le

plus s01ennel. Un hommeagoniseeχt6nu6 par 1’age, par uneviede saintet6 ; il a quitt6

son litdecendres, s’estfaitporter al’autel, yveutmourir enlTecevantl’hostie, apeur d’y

mourir avant que l’hostie n’ait touch6 ses lavres. I l fait effort pour s’agenouiller et n’y

parvient pas. T oussesmouvementssont ab011s, lefroid desderniaresminutesa saisi ses

jambes, sesbrasontcegesteendedansquiestlesignecertaindelamortprochaine; il

est de travers, en dehors de ses aχes, et se briserait a toutes les j.01ntes s’il n’6tait soutenu

par les aisselles. 11n’a plus de vivant que son petit (χ?il humide, dair, bleu, f16vreuχ,

vitreux, bord6 de rouge, dilat6 par l’eχtase des supr6mes visions, et, sur ses lavres

cyanos6es par Fagonie, le sourireeχtraordinairepropre auχmourants, et le sourireplus

extraordinaire encore du juste qui croit, espare, attend la fin, se pr6cipite au-devant du

salut, et regarde Phostie comme il regarderait son Dieu pr6sent. 犬

Autour du moribond, 0n pleure ; et ceuχ qui pleurent sont des hommes graves,

robustes, 6preuv6s, r6sign6s. Jamaisdouleur nefutplussincureetpluscommunicative

que ce male attendrissement d’hommes de gros sang et de grande foi. Les uns se

contiennent, d’autres 6clatent. 11y en a dejeunes, gras, rougeset sainsqui sefrappen・t

これとは対照的に, Anversの Mus6eを訪れた と き≪‥ . qui n’a, jecrois, qu’unedemi -

c616brit6 et n’en est pas moins un 6tonnant chef-d’a2uvre,〕 「あ ま り有 名 で は な い と 思 う

が, 尚且驚 くべき傑作」 と して, Rubensの laCommuniondesaintFarnQoisd’Assiseを激

賞している。
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「死に瀕した一人の男, 聖体パソをさ しのべる一人の司祭, 数人の修道士達が取囲み, 付

添い支え, 涙 している, それだげの場景。 聖者は裸, 僅かに真紅の色合いを帯びた金色の上

祭服をまと った司祭, 白いス トラをつけた二人の侍祭, 褐色或いは灰色がかったご くすんだ

僧服をまと う修道士達。 囲りは, 狭苦しい暗い建物, 赤味がかった天蓋, 三日月形に切 り込

まれた青空, そしてその蒼天のはざま, 聖者の丁度真上の所には, 天上の鳥さながらに飛ぶ

三人のバラ色の天使が, 冠の形におだやかな光を放なっている。 簡素な素材, 荘重な色彩,

厳正な調和, 以上がこの絵の様相です。 一瞥して要約すれば, 厳しい様式の歴青の広いキャ

ンバス上に, 静穏のうちに遠 くからでもはっき り分る三つの出来事, 蒼白く痩せ細った聖者

と, 聖者が身をかがめている聖体パソ と, そして上方, 非常に優し く表現された三角形の上

部, バラ色と紺碧色の空間は, ほほえむ様に半ばのぞいた無窮の至福の空であ り, 必要 とさ

れるものは, 厳密に言ってそれだけなのです。

虚飾や装飾, 騒乱や烈しい動き, 優雅さや美しい衣裳もすべてな く , 好ましき或いは無駄

な挿入物も何一つな く , 僧院の生活の, その最も荘厳な瞬間があるだげだ。 聖徳の生活に年

老い痩せ衰えた聖者は, 死に瀕し, 遺骸の床を離れて祭壇に運ばれ, 聖体を うけて死なんと

し, 聖体に唇の触れんとする以前に死ぬるをおそれ, 脆かんとすれど果さず, 身の動きは止

り, 足は最後の瞬間の寒冷に襲われ, その腕には, 迫 り く る死の徴候を示す動きが見えるの

み。 その体は, 軸をはずして斜めに傾き, 肢の下を支えるものがなければ, 関節すべて外れ,

ばらばらに崩れ落つるやの風情あり, 生気あるは最早その眼のみ, 熱っぽく潤み輝く青きそ

の眼のあた り赤らみつつ, 至上の夢の悦びに晴々と輝き, 瀕死の色なすその口辺には, かの

特殊なほほえみを, 信じ期して終焉を待つ正義の人の微笑を浮べて, 救霊の前に急ぎ, 現身

の神を見るが如 く , 聖体にその眼差しをそそ ぐ。

瀕死の人の周辺に涙する人々は, 逞し く謹厳な, 悟 りと忍従に徹せる男達。 熱き血と大い

なる信仰に溢れた男達の, か く も雄々し き感動ほど, 人の心に伝わる悲痛はあるまい。 悲し

みを堪える者達, 悲しみを溢れさせる者達。 健やかに肥え, 血色優れし若者あり, 掌を握 り

しめ胸をたた くその様は, その声音を聞。くを得ば, いかに凄じき悲痛の叫びにてあら)ん。 官

れた頬の疎な髭に, 口髭の目立つスペイン風の, 禿げた半白め男あり, 歯をかみ締め, 悲し

みを堪えて, 顔 うちふるわせすす り泣 く。 その顔なべて素晴しき肖像画にして迫真の典型。

力強 く閤達な, 熟練のデッサン。 豊かなれど放縦ならず, デ リケー トにしてニュアンス豊か

la poitrine a poingsferm6s, et dont la douleur serait bruyante, si ellesefaisait entendre.

11 en est un grisonnant et chauve, a tate espagnole, a joues creuses, a barbe rare, a

moustache aigue, qui doucement sangloteen dedansaveccettecrispation devisaged’un

hommequi secontient et dont lesdentsclaquent. T outescestatesmagnifiquessont des

portraits. Le type est admirable de v6rit6, 1e dessin naif, savant et fort, le coIoris

incomparablement richeensasobr16t6, nuanc6, d611catetbeau. T atesaccumu16es, mains

jointes, convulsivementferm6esetferventes, frontsd6nud6s, regardsintenses, ceuχque

les 6motions font rougir et ceuχ qui sont au contraire pales et froids comme de vieuχ

ivoires, les deuχservants dont l’un tient Pencensoir et s’essuie les yeuχdu revers desa

manche, - tout ce groupe d’hommes diversement 6mus, ma↑tres d’eux-memes ou

sanglotants, formeun cercle autour de cettetateuniquedu saint et decepetit croissant

blanchatre tenu commeun disque lunairepar la palemain du pr6tre.- Jevousjureque

c’est ineχprim ablement beau.≫ (36)
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な, この上な く美しき色彩。 組んだ両手は燃えるが如 く打震え, 禿げあがった額に真摯な眼

差しもて顔を寄せ, 感動に顔を紅潮させるものあり, また, 古き象牙の如く冷た く蒼白きも

のあ り, 侍者二人, うち一人はつ り香炉を捧げ, 袖裏にて眼を拭 う一 悲しみを堪えるもの,

鳴咽を洩らすもの, さまざまに感動の様なす一団の男達, 司祭の蒼白き手に捧げられし満月

とまご う小さ き白き三日月パソ と, 類ふなき聖者の顔とを囲みて一円をなす。 一 誓ってそ

れは, 表現し難いほど実に美しい絵です。」

斯 く の如 く , 細部に亘って Rubens の絵の観察を進めて行 く批評家 Fromentin は, 画

家と しての用語はつ とめて避けている。 しかし, 一見だ らだ ら した この説明の中には, 専

問的観察が, 即ち構図とその処理, 色彩や光と影の効果など, すべてがそれとな く含まれて

い るo

M aitresd’autrefoisは発刊以来 , 優 れた評価 を かち得 て い る。 フ ラ ン ス文学中唯一 の, 美

術批評らしい批評との評価もあるが, 過大評価は慎しまねばなるまいし, Rembrandtに関し

てのみ不当に巌しすぎるこ とが遺憾 と されてもいる。

Fromentinは, 芸術作品の発生について, 歴史的要因の重要性を認めていないわけではな

いが, 彼に とって絵画の説明とは, その作者の独得な表現方法な り意図な りを洞察すると と

であって, Rubensの作品の世界に, Renaissanceの精神を見出そ う と努めることではな く ,

作品を細部に亘 り観察し検討して行 く こ とであった。 体系的なものはな く ても, すべてを洞

察した と言えよ う。 体裁と しては飽 く まで フラン ドル美術についての一種のreportageを意

図したのであ り, 鋭い洞察力に満ちた guideであ り, 我々の知らない絵をも, 見事に我々に

再現し理解させる。 我々の不充分な眼を開かせ, 十分な理解を可能ならしめる。

美術批評の分野では, Diderot, Taine, Goncourt, Baudelaire 何れも作家であったが,

Fromentin は初めて, 作家としてよ り画家と してこれを試みた。

美術批評が, 画家によらず作家によってなされてきた理由は, 美術批評の難しさを説明す

るものであろ うが, 美術批評は, 造形美術と文学とい う異質の二つの言語間の鶴訳であると

みれば, 丁度 ドイツ語をフランス語に訳す願訳者は, ドイツ人よりもフランス人の方が優れ

ている様に, 画家よ り作家に適したもの, と言えるわけである。 この点, LouisGonseの指

摘にもある如 く , Fromentinは絵画を文学者として判断したことはな く , 寧ろ将来あま りに

も画家すぎる判断を非難されるこ とになろ うo(37) ㎜

この書の価値は, 作者が専門家であ り, 権威をもち, その評価を安心して判断基準に出来

るとい う点にある。 画家と しての眼を , 文学に転位した結果, 批評が明確且適切であ り, 画

家としての専門的観察にも, 作家としての説得力と名文調も失われてはいない。

1876年 8月17日, 例の如 く , VaCanCeSを過しに, Saint-MauriCeへ向って PariSを発つ。

仕事の連続で可成 り疲労していた。 20日頃, 唇に小さな肉腫ができ, 24日最初の高熱に襲わ

れる。 病名は脱疸, 26日二度目の高熱に樵悴し, 翌27日朝 9時, 静かに息をひきとる。
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