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二人のシャルル

ーペローとル・ブランにみるルイ大王治世の芸術

このようにして、常に模倣不可能のル・プランは

自らの作品に極めて真実の表情を与え、

その有名な作品は将来

我等の子孫にとって驚嘆の的となるであろう i0 

中島 溜

新旧論争2の原因となったとされるシャノレル・ペロー CharlesPERRAULT 

(1628-1703）の『ルイ大王の世紀JSi・eclede Louis le Grandには、近代人、

特に17世紀フランスの古代に対する優越性がさまざまに述べられている。この

532行にも及ぶ長詩のなかで、近代人の優れた作家としては、コルネイユ、モリ

エールなどの今日の文学史でも大作家として扱われる文士に加え、レニ工、メニヤー

ル、ゴンボ一、ゴド一、ラカンなど今日では一般的な文学史には登場しない作家

を近代人の優越性の証拠として挙げるほか（論敵であるラ・フォンテーヌ、ボワ

ロ一、ラシーヌの名は挙げていない入 音楽においてはりュリの名前を挙げその

論拠としているo この人選が妥当であるかは大いに疑問が持たれるところである

が、この長詩において扱われる題材として、上記の文芸と共に多くの行数を割い

て語られるのが絵画についてであり、その論拠として引き合いに出されるのがシャ

ルル・ル・プラン CharlesLE BRUN (1618-1690）ただ一人であることに注

目をしたし、。 17世紀フランス絵画史においては、今日においてはル・プランより

も重要視されることもある、プッサン、ジョルジュ・ラ・トゥーノレ、ル・ロラン、

ノレ・ナン兄弟、フィリップ・ド ・シャンペーニュなどの名前は見あたらない。こ

れらの画家を差し置いて、ペローはこの長詩でル・プランのみを賞賛し、フラン

ス絵画の優越性の論拠としてそれで十分であると考えていたと結論づけざるを得
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ない。では、この問題作において、なぜ彼はノレ ・プランの作品群のみに、今日で

は奇異と感じるほどの賛辞を送ったのであろうから

ペローのル・プラン礼賛は1687年に始まったものではない。 1668年の『絵画』

Peintureに始まり、 1689年『古代人近代人比較論 第一巻~ Parallele des 

Anciens et des Modθ1rnesを経て、 1695年『今世紀フランスに現れた有名人た

ち 実物通りの肖像画付第一巻』 LesHommes illus白・esqui ont paru en 

France pendant ce siecle avec leui・s p01・traits au naturelに至るまで、一貫

した傾向である。このル・プラン賛美を理解するためには、ペローの人生と密接

に絡まり合ったものであることを考える必要がある。本論文では、特にその賞賛

の度合いが顕著である『絵画』および『比較論』を題材とし、これを通じてその

関係の変遷を考えたいと思う。

ペローがル・プランとの関係を持ち始めるのは、 1657年以降のことと考えられ

る。ノマリ総徴税官の役職を1654年に購入した次兄ピエールのもとで、吏員のよう

な仕事をしていたペローは、この兄の紹介で当時権勢を誇っていた財務総監フー

ケのもとに出入りするようになる。この吏員の職は関職といってよく、ペローは

この時期に創作活動を開始することになるのである。一方、ローマにおいてプッ

サンのもとで修行を終え帰国したル・プランは、ペローと同じ時期にフ ーケのも

とに出入りするようになり、豪蓉なヴォ ー・ノレ ・ヴィコント館の内装等を担当す

ることになる。

フーケの失脚のあと、ルイ 14世親政下で一躍フランス国内のみならず圏外に対

する文化政策を担う重責を得る時期もほぼ同時期であるといってよい。フーケの

後を襲ったコルベールに対しでもこの二人は同様の信頼を得ることになる。ペロー

は、当代文壇の大物シャプランの推薦を得ることによりもともと実兄ピエールの

同僚であったコルベール信任を得て、コルベーノレの吏員兼秘書という地位を得る。

また同時に、新設された小アカデミ－（のちの碑文・文芸アカデミー）の創立メ

ンバーにもなることによって、以降、国家管理を強めるフランスにおける創作活

動の方向性に関して、多忙なコルベールに替わって決定権を持つという絶大な権

限を持つことになる。一方、ル ・プランも、ノレイ14世の絶大な賞賛を得て、 1661
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年に主席画家に指名され（実際に受諾するのは1664年〉、ヴェルサイユ宮殿の造

営を始めとする国家的計画において、影響力を発揮することになる。また、 1662

年にコノレベールによって創設された王立ゴプラン制作所においてはその指導者と

して君臨した。ここでは、有名なゴブラン織りと呼ばれるタピスリーだけではな

く、室内装飾や家具、什器に至るまでの制作活動が統制され集中して行われるこ

とになるのである。当時のルイ 14世の書簡には、「朕は、わが主席画家ル・プラ

ン氏に、彼と彼の卓越した作品に感服したという証を送りたいと思う。このこと

は遍く認知されていることであり、彼は過去のl時代のどの高名な画家よりも俊れ

ている」とあるというように＼その信任は計り知れない。このような状況下で、

発表されたのがペローの『絵画』という作品なのである。

『絵画』は1688年に出版された。おそらく、それ以前に絵画アカデミーの席な

どで朗読されている可能性が高く、その制作は1667年の 9月から10月半ばに掛け

ての問であろうことが指摘されている 50 582行にも及ぶ十二音綴詩は、フランス

絵画の古代絵画に対する俊越性を述べつつ、ル・プランを賞賛するという内容に

なっているO この長詩の冒頭はこのように始まる。

そして汝、名高いル ・プランよ、われらが時代の誉れよ、

ニンフとその愛のお気に入りよ

汝だけがその高い技によって

その秘密のうち明け話の全体を知ることに値し

熱心な耳でその詩句の中の

汝が仕える彼女の天性と美を聞くがよいら

( 7 -12) 

以降、ル ・プラン賛美が延々と続く訳だが、ここでは、なぜル・プランが他の

画家にもまして俊れているのかという理由はまったく語られない。コルベールの

秘書でありフランスにおける芸術活動の監督者ペロ ーが、主席画家ノレ・プランを

賞賛するのがまるで当然であるかのようだ。しかし、ル・プランの芸術を賞賛し
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ながらも、ペローの置かれた立場の反映が見え隠れしている箇所があるo

しかし、ル ・プランよ、これからは準備しなければならない、

この有名な征服をわれわれの自に見せてくれ、

君主自ら戦闘の中心にあり、

彼の華々しい模範で兵士が活気づいた。

（・・・ ）

見せてくれ、ドゥエーが武器を手に降伏せんとしたとき

テレーズはその魅力の優しさを振りまき、

先ほどまで血と涙が流れていた場所に

見るだけで数多の花を咲かせたことを

灰燐にきさんとしていたリールが

降伏を迫ろうとする襲撃の火によって、

勝利者に門と城塞を開き、

マルスの誇り高き怒りがいまだ轟き煙立つおり、

町はこの君主に多くの美徳が現れているのを認め、

多くの血の犠牲の下に得られるべきであり、

敗れなければ得ることのなかった、

支配者を与えてくれたことを天に感謝したことを10

(373-376 I 393-404) 

当時、ル ・プランは本作品の中にも語られるように、『アレクサン ドロス大王

とポルス』（1673）に代表されるアレクサンドロス大王連作に心血を注いでいた。

しかし、より直接的な表現を望んでいたコルベーノレの政治的意向を受け、ペロー

はル ・プランに対して、ノレイ 14世の偉業、つまりオランダ戦争を戦って大勝利を

収めている君主をなぜ直接描くことをしないのかと諌めているのである。ここに

は、絵画アカデミーの内部抗争も関連しており、ル ・プラン派とミニヤールによっ

て戦わされた色彩と素描の優劣論争というものがあった。ノレ ・プランは色彩

colorisを重視してアレゴリーによって間接的に表現することを好み、ミニヤーノレ



二人のシャルル 49 

は、素描 dessinつまり図案そのものを重視していた。ここにペローの板挟みが

見て取れるo ルイ 14世の絶大な信頼を受けて自由に創作活動をしているル ・プラ

ンは直接的な表現を好まない一方で、コノレベーノレは文化政策の一助としてのより

直接的な表現を求めているのである。ノレ・ブランの主席画家就任に対して反対の

意見を公然と主張しアカデミーの外にいたミニヤールに対して、ペローは密かに

友情を感じており、その一端が『有名人』にも現れているほか、この二人の隠れ

た信頼関係はさまざまに指摘されている九『絵画Jという作品は、絶対的なル ・

プランを賞賛しつつも、その方向性の間違いを指摘しなければならないという役

割を負った、ペローにとっては苦渋の、そして極めて政治的な作品であるといわ

なければならない。

『絵画』から二十年の歳月が流れた。この間に、ペローとル ・プランの境遇に

も大きな変化があった。コルベールの晩年からその死（1683年〉、そしてその後

継者ルーヴォワの登場にかけて、権勢を誇ったペローは公私ともに不幸に見舞わ

れることになる。 1678年に、その六年前に結婚したばかりの妻マリーを二十五歳

の若さでなくしたことを皮切りに、1681年には、次第に疎遠になっていたコルベー

ルのもとを去り、さらにその死後には、小アカデミーから追放されるとともに、

保持していた公職を三分のーの値段で転売する羽目になり、アカデミー・フラン

スセーズ会員以外一切の公職から身を引くことになるのである。新田論争で対立

するボワローとラシーヌはそれぞれアカデミー・フランセーズ会員選ばれ、さら

に両者が修史官に就任し両者の力関係は逆転するにいたった。かつてル・プラン

の主席画家就任とその専横に異議を唱えたミニャーノレと、ル ・プランの関係も同

機である。同じく、政治的な理由およびミニヤールの策謀によりルーヴォワに嫌

われたル ・プランも、一度は画家としてのさまざまな役職を剥奪されるなどの苦

境に立つ。ルイ 14世の変わらぬ庇護があったものの、ルーヴォワによるさまざま

な攻撃を受けるにいたり、 1688年に引退し、 1690年 2月12日に死去するのである。

周年、ル・プランよりも七歳年長のミニヤールが主席画家に就任し、二十数年越

しの念願を果たすのである。この様な状況下で、新旧論争が準備され先の『ルイ

大王の世紀Jの朗読にいたったことを理解する必要がある。ペローとル ・プラン
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の立場は変化してしまったが、そのル ・プラン賛美は変わることがない。しかし、

以前の権威を失ったものが、同じくそれを無くしたものに対して賞賛を行うので

あるから、『絵闘』のような有無をいわせぬ賛美は影を潜め、いきおいそれは論

程的な形を取ることになる。そもそも、新旧論争という論戦の場を想定した作品

であるということ以上にこのような状況が存在したと考えられるo

『古代人近代人比較論 第一巻Jは、 1688年に出版された。 252ページにも及

ぶこの著作は十年にわたって続けて第四巻まで出版されている九この第一巻の

副題は「芸術と科学について」であり、 三人の登場人物がヴェルサイユ宮を訪れ、

建築や絵画など当代の芸術と古代人のものを様々に論議していくという対話形式

を取っている。もっとも鏡舌なのが「神父」であり、彼は近代派の代弁者であっ

て、ペローが『第二巻jの序文で明言しているように、その主張はペロ ーの主張

と同ーと考えられる。「神父」に論戦を挑み、古代の擁護を試みるのが「裁判所

長官」である。また、時に「神父Jの意見に疑問を挟むこともあるが、おおむね

「神父」寄りの意見を述べ、ときおり的はずれなことを語り出すなど、コメディ ・

リリーフ的な役割を果たしているのが、「騎士jである。この三人が、ヴェルサ

イユ宮内を散歩しながら自に入る作品について議論をし、宮殿内でソマオロ ・ヴエ

ロネーゼの『エマウスの巡礼』とル ・プランの『ダリウスの家族』を見た後で、

ル・プランに対する賞賛が開始されるo 以下は、第一巻の「第二対話」の後半の

「神父」による発言である。

それでは結論にはなりません。この二枚の絵と古代の巨匠のものは、絵

画の主要部分では見事であり、結局の所、今日の絵画よりも好まれるとい

うことがありましょうが、これらの偉人たちはいくつかの部分に欠点があ

るとわたしは主張しており、われわれの見事な巨匠にはそれを見ることが

ありません。例えば、ラファエロは光のぼかしをほとんど知りませんでし

た。空気を介在させることによる色彩の弱め方、一言で言えば空気遠近法

と呼ばれています。ですから、奥の人物は全景の人物と同じくらいに目立っ

ており、遠くの葉っぱは近くの葉っぱと同じくらいにはっきりと見え、二

十歩ほどしか離れていないかのように、四里も離れた建物の窓を数えるこ
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とも訳がないので、す。ですから、絵画そのものや上手に描くために守るべ

き教訓の蓄積に関しては、今日はいままでのどの時代にもなかったほど、

完壁で申し分がありません。古代の巨匠の絵に好意的な見解は確固たるも

のではないとすらいえるでしょう。それは、古いことによる尊敬ばかりで

なく、古さからくる実質的な真なる美にもよるのでもあります。新たに解

体された肉や摘みたての果実がそうであるように、絵画作品にはある種の

生々しさと、ある種の酸つばさがあり、時間のみが新鮮すぎるものを和ら

げ強すぎるものを弱め、互いに極端な色彩を弱めることによって料理し和

らげることが出来るのです。時の神が描き終え、『聖ミカエル』と『聖家

族Jを豊かにしたのと同じ美を加えたときには、『ダリウスの家族』や

『アレクサンドロスの勝利ふ『ボルトゥスの敗北』やその他の同類の作品

が獲得する美の度合を誰が知りましょうか。ル・プラン氏の偉大な絵は日々

自らを錨き美しくなっており、和らげられるためにそしてこれなしでは作

品の実体を損なってしまう活力を楽しいものにするために賢明な絵筆が加

えたものを時の神が和らげ、神のみが与えることの出来る新たな数多の優

美さを追加するのです九

つまり、ル・プランは古代のみならず、当代フランスに先立ついかなる時代、

たとえばイタリア絵画にも優越するというのである。新旧論争における、近代優

越の論拠としてペローが常に挙げるものの一つに、知識の集積という論拠がある。

近代は人間でいえば壮年であり、古代はまだ幼年であったといってよい。時代と

共に、知識が集積されさまざまな技法が開発されるのであるから、芸術において

も後代のほうが進歩を遂げているのは当然である、というのがペローの主張であ

るll。音楽においては、リュリがオペラという古代人が知ることのなかったジャ

ンルを成功させたのは、このような知識の集積によることが大きい、というので

ある。このような主張が行われた背景には、 17世紀における、科学のめざましい

発展という事実があった。ル・プランがラファエロに優越するのも、このような

さまざまな技法（例えば、ペローのいうように空気遠近法）が論拠となっている

のである。ペローのこの強引な論法の真偽はともかく、近代派の領袖ぺローは、
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ル・プランとともにフランスの芸術を監督したという時代が過ぎても、彼の作品

群を賞賛して止まない。それは、ル ・プランを否定することは自らが監督し作り

上げたと考える「ルイ大王の世紀の芸術」の価値を否定することに繋がるという

理由が大きいのであろう。

ペロ ーとル・プラン、くしくも二人のシャルルの経歴にはかなりの類似性が存

在し、ペロ ーのル ・プラン賞賛には時代によってその目的の相違があることを見

てきた。コノレベーノレの片腕としてフランスの文化政策の方向付けについて大きな

権力を持っていたペローが、主席画家としてその一翼を担っていたル・プランを

他の画家よりも賛美するのは当然であるといえる。また、当代のフランスにおけ

る芸術を、ある意味作り上げたという自負があるペローが、新旧論争において実

作者であり監督者でもあったル・プランをことさら持ち上げるということは尤も

なことであろう。ル・プランを画家の筆頭にあげることは、コルベール配下にお

けるべローの業績をも持ち上げ、近代が古代に優越しているという主張に密接に

関わるのであるから。

しかし、ミニヤールの件にも見られるように、ル・プランが完全無欠な画家で

あると、ペローが本心から考えていたかどうかについては疑問を挟まざるを得な

い。最晩年（1702年）に書かれ二十世紀になるまで完全な－形で出版されることの

なかった『回想録』 M白wiredθ ma vieは、出版を自的にして書かれたもので

はないが、ここでペロ ーはその出生から『ルイ大王の世紀』の朗読に至るまでの

思い出話をその家族に向かつて語っている。その中に、ベルニーニの発言を借り

て、ル・プランの欠点を指摘している次のような箇所がある。

「わたしには陛下が美しいものに精通しておられるのかどうかわからな

い。そのためには建築作品をいくつか鑑賞しないとならないでしょう。い

まや陛下は彫刻というものを鑑賞したのであるから（自分の胸像のことを

言っている）、もっと建築について判断できるようになっておられるであ

ろう」と彼はいった。彼はル・プラン氏には、脚は短いよりは常に長めに

作るべきであるといった（彼の言うとおりで、これはル ・プラン氏の欠点
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であった）120

1665年、ルーブル宮増築のために招かれたベルニーニは、ル ・ブランを始めと

するフランス側の芸術家から反感を買い、彼の設計案は却下され帰国することに

なるが、その滞在中、ペローはこのイタリア人と様々なやりとりを持つことにな

る。ここに引用した箇所は、ペローが思いつくままにベルニーニの発言を書き留

めている箇所であるが、公にル・ブランに対しただならぬ賞賛を繰り返してきた

ペローが、その欠点をイタリア人に指摘されそれを追認するということには違和

感をおぼえざるを得ない。その理由は、この『回想録』が家族に対して書かれて

おり、老境に達し公務や論争などというしがらみから離れた立場で諮られている

からであることは確かだ。

ペローが本心ではル・プランをどのように評価していたのかは定かではない。

しかし、表面的には大絶賛しているかのように見えるその作品群の中にも、疑問

点が存在することを見た。いずれにせよ、王権内部において密接な関係を持ち、

類似した経歴を歩んだこ人のシャルルーーペローとル・プランーーは 「ルイ大王

の世紀」という一つの時代を作り上げたという自負においては共感を持っており、

ペローのル・プラン賛美はそのような感情から書き連ねられたものなのであろう。

；王

1 c’est par la que Le Brun toujours inimitable 

Donne a tout ce qu'il fait un air si veritable, 

Et que dans l'avenir ses ouvrages fameux 

Seront l'etonnement de nos derniers neveux. 

(Charles PERRAULT, Pa:rallele des anciens et des modernes, Paris, Coignard, 1688・

1697 (reed., Munich, Eidos Verlag, 1964), p. 168），以下、本論文中の翻訳は全て拙訳で

ある。

2 新旧論争とは、 古代以来繰 り返されてきた論争の十七世紀フランス版である。1687年

1月27目、シャノレル・ペローが、 jレイ 14世の痔痩からの快気を祝うアカデミー・フラン

セーズの席において発表したこの『ルイ大王の世紀』は波紋を広げ、フランス文学史に

おいて第一次新旧論争と称される騒動に発展する。近代派および古代派には様々な人物
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が入り乱れて論争が展開されるが、結局結論らしきものが出ないまま、ブリュッセJレに

亡命中だった大アルノーが仲裁に入り、 1694年 8J:j 4 1:1、アカデミー ・フランセーズの

席で、ペローとボワローの和解が成立する。

3 ペローがル ・プラン以外の画家について賛辞を送るということがまったくないわけで

はない。晩年にtLl版した、 17世紀に現れこの世紀末の時点までに亡くなった政治家、芸

術家、宗教家などあらゆる有名人を肖像付で紹介した、 『今糾紀フランスに現れた有名

人たち 実物迎りの肖像画付Jにおいては、ノレ ・プランと並んで、ニコラ ・プッサン、

ピエーノレ ・ミニヤール、シモン ・ヴー工、ジャック・プランシヤールなどが選ばれては

いる。ただこの作品は網羅的なものであり、『Jレイ大主の世紀Jにおけるル ・プランに

のみにい！け られた賛辞とは性格の異なるものであるといわなければならない。

4 Michel GAREAU, ChaiゾesLe Bnzn-First Painter to J(ing Louis xrv, New York, 
Abrams, 1992, p. 34. 

5 Charles PERRAULT, La Peintw匂 editionpl・esentee,etablie et annotee par 

Jean-Luc GAUTIER-GENTES, Geneve, Droz, 1992, p.14.以下、『絵画』のテクスト

の引用は、全て本書によるo

6 Et toi, fameux le Brun, Ornement de nos jours, 

Favori de la Nymphe et ses tendres amours, 

Qui seul as merite par ta haute science 

D’avoir de ses secrets l’en ti色reconfidence, 

D'une oreille attentive ecoute dans ces vers 

Les dons et les beautes de celle que tu sers. 

(Charles PERRAULT, La Pe1i1tw玖 p.131.)

7 Mais, le Brun, desormais il faut que tu t’apI・etes,

A donner a nos yeux ces fameuses conquetes, 

Ou le Prince lui-meme au milieu des combats, 

De son illustre exemple animait les soldats : 
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Fais nous voir quand Douai succombant a ses armes 
Therese y repandit la douceuT de ses ch訂 mes,

Et de ses seuls regards fit na1tre mille fleurs 

Ou naguere coulaient et le sang et les pleurs. 

Quand Lille se voyant presque reduite en cendre 

Par le feu des assa uts qui la force a se rendre, 
Elle ouvre a son Vainqueur ses murs et ses remparts, 
Ou gronde et fume encore le自e1・ courroux de Mars, 



En ce Prince elle voit tant de vertus paraitre, 

Qu'elle benit le Ciel de lui donner un Maitre, 

Qu’au prix de plus de sang elle aurait du vouloir, 

Qu'elle n'en a verse, pour ne le pas avoir. 

(Charles PERRAULT, La Peintw・e, p.132.) 
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8 たとえば、 CharlesPERRAULT, La Peinture, pp.18-19.など。

9 f第二巻』が1690年、 『第三巻』が1692年、『第四巻』が1697年にそれぞれ発表されて

いる。 『第一巻』の序文によれば、論争の展開によって『第二巻J以降が者；き加えられ

たものではなく、『第一巻Jの時点でどこまでの範囲を扱うかという構想は既に決まっ

ていたようだ。そのため、新旧論争の和解をμた1694年以降に発表された『第四巻』の

みは、古代派に対する辛妹な口調は収まり、やや店、健な意見を述べることになっているo

10 Cela ne conclut pas. Je demem・e d’accord que ces deux tableaux et plusieurs 

autres Maitres anciens, excellent tellement dans les parties principales de 

la peinture, qu'a tout prendre ils peuvent etre prefere a ceux d’aujourd'hui, mais 

je soutiens que ces grands hommes ont tous manque en de certaines parties, ou 

nos excellents Maitres ne manquent plus. Rapha谷lpar exemple a si peu connu la 

degradation des lumieres et cet affaiblissement des couleurs que cause l’inter-

position de l'air, en un mot ce qu’on appelle la perspective aerienne, que les 

白guresdu fond du tableau sont presque aussi marquees que celles du devant, que 

les feuilles des arbres eloignes se voyant aussi distinctement que celles qui sont 

proches et que l'on l'a pas moins de peine a compter les fenetres d’un batiment 

qui est a quatre lieues, que s’il zピetaitqu'a vingt pas de distance, Ainsi a regarder 

la peinture en elle-meme et en tant qu'elle est un amas de preceptes pour bien 

peindre, elle est plus parfaite et plus accomplie qu'elle ne l'a jamais ete dans tous 

les autres siecles. Je dirai meme que je ne suis pas bien ferme clans le jugement 

que je fais en faveur des tableaux de ces anciens Maitres, non seulement a cause 

du respect dont je suis prevenu pour leur anciennet色 maisaussi a cause de la 

beaute reelle et effective que cette anciennete leur donne. Car il y a dans les 

ouvrages de peinture comme dans les viandes nouvellement tuees ou dans les 

台uitsfraichement cueillis, une certaine erudite et une certaine aprete, que le 

temps seul peut cuire et adoucir en amortissant ce qui est trop vif, en affaiblissant 

ce qui est trop fort et en noyant les extremites des couleurs les unes dans les 

autres: Qui sait le degre de beaute qu'acquerra la Famille de Darius, le Triomphe 

d'Alexandre, la defaite de Porus et les autres grands tableaux de cette force, 

quand le Temps aura acheve de les peindre et y aura mis les memes beautes dont 
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i1 a enrichi le saint Michel et la sainte Famille. Car je remarque que ces grands 

tableaux de Monsieur Le Brun se peignent et s’embellissent tous les jours et que 

le 'l'emps en y adoucissant ce que le pinceau judicieux lui a donne pour etre 

adouci et pour amuser son activit色 quisans cela s’attaquerait a la substance de 

l'ouvi・age, y ajoute mille nouvelles gr、aces,qu'il n’y a que lui seul qui pmsse 

donner. 

(Charles PERRAULT, Parallele des anciens et des mode.rnes, pp. 159・160.)

11 この進歩を人間の一生になぞらえた比輸は、新旧論争期のペロ一作品にさまざまなか

たちで現れる。たとえば、 CharlesPERRAULT, Pm・allele des anciens et des 

modernes, p. 113.なと。。

12αJe doute, disait-il, que le Roi se connaisse encore aux belles choses; il faudrait 

pour cela qu’il eut vu quelque morceau d’architecture. Maintenant qu'il eut vu de 

la sculpture （註 entendaitparler de son buste), il pourrait mieux en juger que de 

l’architecture》 11dit a M. Le Brun qu'il fallait toujours faire les jambes plus 

longues que courtes (il avait raison et c百taitle defaut de M. Le Brun). 

(Charles PERRAULT, Memoi.res de ma η：e, Paris, Renouard, 1909 (reed., Paris, 

Macula, 1993), pl 73.) 

（なかじま じゅん フランス文学）




