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序論	

	

パリは、フランスの首都として、またあるいはヨーロッパの中心都市として、中世以来政

治や経済、文化などの面で大きな集中的・管理的な機能を果たしているが、以前より、パリ

の特異性としてあげることができるのはその文化性である。フィリップ・オーギュスト

(PhilippeⅡ, 1180-1223)1によって12世紀に 初に大学が設置されて以来、パリはヨーロッパ

の精神のよりどころとなり、宗教・哲学・思想・科学を培い、文学や芸術を育て、宮廷文化

と社交術を発展させ、いつの時代にも異国から学徒と貴顕を引き寄せた。彼らにとっては「パ

リに学べ」が合言葉であり、「パリ人ふうに振る舞う」ことがエレガンスの証明となった2。

それゆえ、パリは、どの時代にも異邦人を引き付けてやまないコスモポリタン的な雰囲気を

有し、また風変わりな要素を受け入れる開放性をもっているように感じられる。また、フラ

ンス革命(Révolution française, 1789-1799)によりここで初めて自由と人権の原則が打ち立て

られると、他の諸国の政治的闘争に破れた追放者たちの客寓ともなった。このようにパリは

国際都市となり、いつの時代にもエキゾチックな雰囲気をもち、それでいて、けっしてアイ

デンティティを失うことはなく、ゆるぎない自信を湛えている街であり、それが多くの人々

を引き付ける魅力となっているのではないだろうか。	

現在でもパリは世界中から多くの観光客を呼び込む磁力の強い街であるが、ほぼ現在のパ

リの街並みが造られたのは、19 世紀半ばから後半にかけて、第二帝政期3のナポレオン 3 世

(Napoléon	Ⅲ,	在位 1852-1870)とオスマン(Georges-Eugène Haussmann,	在位 1853-1870)によ

るパリ大改造によってである。これにより現在のパリの基礎がつくられ、その後地下鉄やエ

ッフェル塔が出現する他には、都市としての基本構造はほとんど変化をしていないといえる。

パリの改造はそれ以前からも行われ、ナポレオン 1 世(NapoléonⅠ , 1769-1821, 在位

1804-14/15)が様々な都市改造を進めたが、このパリ大改造は、それまでのものとは規模が異

なり、徹底的なものであったため、パリの都市景観は大幅に変わることとなった。これによ

り、ユゴー(Victor Hugo, 1802-85)やバルザック(Honoré de Balzac, 1799-1850)が小説で描いた

以前のパリはほとんど姿を消し、近代的な都市としての首都パリに生まれ変わった。人々は、

パリに残された、彼らの小説に頻繁に出てくる古めかしいパリの痕跡に、強烈なノスタルジ

																													
1	カペー朝第 7 代のフランス王、フィリップ 2 世。尊厳王(Auguste)は通称。	
2	松井道昭『フランス第二帝政下のパリ都市改造』、日本経済評論社、1997 年、11 頁。	
3	フランス第二帝政(Second Empire Français)は 1852 年から 1870 年まで存在した、ナポレオン

3 世による統治時代。	



	

3	

	

ーを感じることとなった。また、建物、道路、交通、消費システムなどの変化とともに、都

市と人間の関係や、その関係を認識する方法、またその表象のあり方も、揺らぎ、変化して

いった。このパリの都市空間の変容は、パリの芸術の発展にもつながった。パリという街が、

常に変わりゆく都市や社会の姿を描き、残したいという芸術家たちのインスピレーションの

源泉となったのである。大改造によって、パリの街自体が、芸術作品として捉えられるよう

になった。19 世紀末から 20 世紀初頭にかけては「ベル・エポック	(良き時代)」(Belle Époque)

と呼ばれ、美しくなった近代都市パリを舞台に、新しい文化や芸術が栄えた。パリはそれま

でも特に文化面によって人々を引き付けていた街であったが、現在の「華の都」「芸術の都」

というイメージが与えられることとなったのは、この大幅なパリの改造と、それ以降の芸術

の開花なのではないだろうか。この論文を通し、19 世紀のパリの近代化と、それに伴うパリ

を舞台とした芸術の誕生と発展を検討することで、この都市の持つ「芸術性」の魅力を明ら

かにしていきたい。	

	 第一章では、まず大改造以前の 19 世紀半ばのパリの様子を述べ、大改造の発起人とその

計画の目的を通して大改造にいたる背景を探った後に、実際にこの改造によってパリがどの

ように変化したのかを様々な観点からみてみる。第二章では、大改造によってパリの社会が

どのように変わったのか、また評価がどのようなものであったかを述べたのち、19 世紀後半

の作家は大改造や都市の変化に対してどのような反応を示していたのかを、第二節ではフロ

ベール(Gustave Flaubert, 1821-80)とボードレールボードレール(Charles Baudelaire, 1821-67)

を主に取り上げて探る。第三章では、第一節でゾラ(Émile Zola, 1840-1902)がどのように新た

なパリを描いたのかをみたあと、第二帝政期の改造によって変化したパリを舞台に、どのよ

うな芸術が生まれていったのかをみてみる。第二節では印象派の誕生とモンマルトルにおけ

る芸術、第三節では、新たに生まれてきた芸術として万国博覧会やアール・ヌーヴォー、写

真・映画をあげ、改造したパリが芸術の発展にどのように好都合な場であったのかを検証し

ていきたい。	

現在のパリの街並みをほとんどつくり上げたパリの大改造や、その変容が芸術に与えた影

響、また芸術がパリのイメージを作り上げていく過程を詳しく見ていくことは、芸術都市で

ある現在のパリの持つ魅力を探ることにつながる。それにより、パリのニュース、小説、絵

画、映画に触れるとき、また実際に訪れた時に、よりパリを身近に感じ、またこの都市の持

つ魅力をより具体的なものとして実感できるようになるのではないだろうか。	
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第一章	 パリ大改造	

	

1	 19 世紀半ばのパリ	

	

1850 年当時、パリはロンドンと並ぶヨーロッパ屈指の大都会であった。1850 年当時、人

口 100 万を超える都市はヨーロッパにおいてこの２都市しかなく、人口が 100 万どころか 50

万に達する都市も、ロシアの都市で、現在のサンクトペテルブルグであるペテルブルグ（52

万人）4以外になかったため、英仏両国の首都の二つが頭抜けていた。都市改造以前のパリが

どのような様相を呈していたのかを、人口、衛生、コレラ、交通の 4 つに分けて、特徴的な

点を捉えよう。	

	

(1) 人口の集中	

18 世紀後半にイギリスで起きた産業革命は、フランスでは、1830 年代の七月王政期に進

行し5、60 年代に完成した。産業化と都市化の進展のなかで、国の至る所で飢え、失業、窮

乏や不平不満が蔓延し、地方から生活の糧を求めた大量の人々がパリに流れ込んだ。1801 年

に 54 万人だった都市部の人口は、50 年後の 1851 年には 105 万人を超え、実に二倍の人口増

加率を記録した。そしてそれからさらに 30 年でさらに倍増して 200 万都市となった。しか

し、こうした人口の増加に対して、それを充分に受け入れるだけの住宅やその他の都市衛生

諸設備の整備は進行せず、パリの街路は昔のままの、暗い、狭く曲がりくねったさまを呈し、

息苦しい、人口過剰の街となっていた。	

	

(2) 衛生	

シテ島6やオテル・ド・ヴィル(市役所)地区などの街区では、都市計画など皆無の状態で建

																													
4	ロシア北西部にあるモスクワに次ぐ大都市。1703 年ピョートル大帝の築いた都でペテルブ

ルグと称し、1914 年ペトログラードと改称。18 年までロシア帝国の首都であった。24 年に

ロシア革命の指導者レーニンに因みレニングラードと称し、91 年現在の名前に改称。	
5	七月王政(Monarchie de Juillet)とは、1830 年の七月革命によって成立し、1848 年の二月革

命まで存続した、ルイ=フィリップ(Louis PhilippeⅠ, 1773-1850, 在位 1830-1848)を国王とす

る王政。制限選挙制に基づく立憲王政を行い、議会は有産者が多数を占め、上層ブルジョワ

ジーが支配権を握った。この 18 年間はフランスの産業革命時代となり、機械化が進み鉄道

の建設が始まった。	
6	シテ島(île de la Cité)は、サン=ルイ島(île Saint-Louis)と並ぶ、パリの中心部を流れるセーヌ

川の中州。「パリ発祥の地」とも称される。	
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てられた漆喰壁の建物が軒を接して並び、狭い道路は密集した住居によって日光が遮られて

いた(図 1)。また、下水道の不備がパリの空気を も汚染し、淀んだ空気が人々の健康をむ

しばんでいた。排水設備は、街路の真ん中にうがたれた細い溝があるだけであり、いつまで

も汚水がたまり、悪臭と湿気が街全体に滞留していた。ロバート・センコートの『ナポレオ

ン３世	近代の皇帝』において、当時のパリは次のように描写されている。	

	

ナポレオン 3 世が統治を開始したときのパリは、通りの真ん中を小川が流れ―小川と

いっても自然の川ではない、道路の中央部が低くなっているところを生活排水が流れ

るのである―、街角ごとに汚物の山が築かれていた。街路は狭く、その両側に所せま

しと密集する建物の陰で、住宅の採光と通気は惨めなほどであった。7	

	

パリの中心部はスラムと化していて、このような不衛生な状態では、疫病が発生しないほう

がむしろ不思議であるような状態であった。そして実際に、ヨーロッパで流行し始めたコレ

ラがパリで大流行してしまう。	

	

(3) コレラ	

パリでは 1832 年に初めてコレラ8による死者が発生し、世紀半ばまでに 3 度のコレラ渦を

経験したが、いずれの場合も被害の大きかったのは都市部であった。コレラは、住居が密集

し、建物の構造と排水設備の不良なこのような貧民窟に同時発生していた。そのなかでも、

ノートルダム寺院の向かい側のシテ街区、市庁舎のグレーヴ広場を挟んだ向かい側のアルシ

街区、同じ市庁舎の東南にあるオテル・ド・ヴィル地区には安く劣悪な環境の宿が密集して

まるでスラム街のような様相を呈し、コレラによる 1 万 8000 人余りというパリでの大量の

死者のうち 3 分の 1 はこれら 3 地域から生じたという。パリ警視庁長官のフレジエは、都心

部の住宅の欠陥や劣悪な衛生状態について次のように述べた。	

	

しばしば中庭は一メートル二十センチ四方しかなく、そこは汚物で充満している。部

																													
7	松井道昭、前掲書、83 頁。引用元は、Robert Sencourt, Napoleon	Ⅲ :	The	Modern	Emperor,	
Ayer	Co.	Pub.,	1933.	である。	
8	コレラ菌の経口感染による急性腸管感染症。原発地はインドのガンジス川下流のベンガル

からバングラデシュにかけての地方だと考えられている。1817 年から世界的な大流行が始ま

った。	
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屋の窓が開かれるのは中庭に対してだけである。六階の破損した便所から糞便が階段

を伝って流れ落ち、地面まで浸す。9	 	

	

また、人口や家屋が密集していた 19 世紀前半のパリにおいては、犯罪の横行が社会的な

宿痾の一つであった。この時のパリの状況は「病めるパリ」と表現されさえしたが、これは

単にコレラ流行自体だけでなく、パリに内在していた都市の病理を同時に暗示していて、社

会学的にもパリの病理状態は指摘することができた。	

	

(4) 交通	

パリの街路はつづら折りで狭い通路が多く、シテ島は中世城郭都市の迷路の典型のような

ありさまであった。19 世紀前半に馬車が大発展を遂げ、大富豪の乗物から徐々に大衆化し、

乗合馬車の登場もあったため、当時のパリの道では、人や馬車でごった返し、慢性的な交通

渋滞が起きていた。また、川の両岸に広がった街は橋によって連結するしかなく、川に跨る

橋の数が少ないうえに橋の幅数が足りないため、橋の袂できまって交通渋滞が起きていた。	

以上の主な 4 つの観点から、パリの生活の土台にあたる諸施設の機能の麻痺状態を知るこ

とが出来る。19 世紀には、それ以前にもあったこのような事態が、下層労働者や貧民の新た

なパリへの流入をはじめとしたパリの人口の急激な増加により悪化したと考えられ、それら

は修復不可能なものとして捉えられていた。人口が増加するパリに給水すべく、1802 年にナ

ポレオン 1 世の決断によってウルク運河10の工事が開始され、徐々にパリへの給水量は増し

ていたのだが、下水道等の関連する諸施設の整備が水量の増大に追いついておらず、それが

パリの様々な問題の原因となっていた。つまり、諸事項の部分的改善をしえてもそれですむ

問題ではなくなっており、諸施設が相互に連関しあう一貫したシステムが必要とされていた

のである。	

	

２	 改造の発起人と目的	

	

急成長した都市問題に対する解決策として、19 世紀で も影響力が大きかったのは、第二

帝政期のパリ改造計画であった。パリは、第二帝政期に目覚ましい発展を示した鉄道の発展

																													
9	松井道昭、前掲書、84 頁。	
10	パリの北東 96 ㎞の地点でウルク川の水を取り入れるための運河。1830 年にはパリの使用

水量の 60％がこの運河の水でまかなわれた。	
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により、都市の改造の必要性は増していた。ドイツの哲学者・批評家ヴァルター・ベンヤミ

ン(Walter Benjamin, 1892-1940)の遺稿『パサージュ論』(Das Passagen-Werk, 1982)の Ela,3 に引

かれるデュ・カンの『パリ』には、鉄道が発展し、その影響を受けていた当時のパリについ

て、こんな一説がある。	

	 	 	 	

一八四八年の革命直後のパリのままでは、やがて住めない場所になろうとしていた。

日に日に鉄道が及ぶ半径が延長され、隣国の路線につながってゆき、その絶え間ない

往来によって住民は極度に増加し、入れ替わったが、そのパリの住民は、腐敗臭のす

る細く入りくんだ路地によぎなく閉じ込められていて、そこで息苦しく暮らしていた。		

11	

	

1850 年前後はフランスと周辺国がヨーロッパを縦横に走る主要幹線鉄道の建設工事を完成

しようとしていた時期である。鉄道は、人と物の移動を活発にして社会を流動化させたが、

これはパリへの更なる人口流入の原因ともなり、都市としての機能不全は更に深刻化してい

たのである。	

このような中で、パリ大改造は、ナポレオン 3 世と、彼の忠実な助手、セーヌ県知事であ

ったジョルジュ・ウジェーヌ・オスマンの強力なイニシアチヴによって成し遂げられた。1840

年ごろから、政治家や歴史家、建築家が都市街路に再び秩序を与えるために多くの具体的計

画を推進したが、十分な仕事はなされなかった。従前の都市計画家は、既存の建築技術への

過剰なこだわり、古きパリへの懐古趣味を捨て切れずに、既存の都市施設に対する何らかの

付加を与えるという都市計画が多く、都市圏規模で実行に移された大計画はほとんどなかっ

た。またオスマンの先行者であったセーヌ県知事ランビュトーは、パリ市の予算が超過する

ことに躊躇した。第二帝政期の長期的で大々的な工事を可能ならしめたのは、ナポレオン 3

世と、彼と一体の強権政治であった。その強権によって、諸利害のぶつかり合う大計画に対

する公然なる反対や妨害にも屈せず、また、財政上の困難にもめげずに計画の実行が可能で

あった。ルイ=ナポレオンは 1848 年の二月革命12で国民議会議員となり、ボナパルティズム

																													
11	ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	 第 1 巻』、今村仁司、三島憲一訳、岩波書店、

2003 年、281-282 頁。	
12	二月革命(Révolution française de 1848)は、1848年2月22日から24日にパリで起こった革。

七月王政のもとで普通選挙の要求を掲げた選挙法改正運動が強まる中、ギゾーの率いる内閣

はそれを拒否し、人々は集会や改革宴会という形で運動を続けたが政府は禁止令を出してそ

れも取り締まろうとしたため、憤慨したパリの市民や労働者が蜂起した。30 年の七月革命以
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を唱えて大統領に就任した。任期切れ直前の 1851 年 12 月 2 日にはクーデタを敢行し、国民

投票により圧倒的多数の賛成を得て、1 年後の 12 月にナポレオン 3 世として即位し、第二帝

政を開始した。これによりパリの自治の規模は小さくなり、共和派の組織等も根絶やしに近

い状況に置かれ、政治環境としては皇帝が何事を行うにも全く障害のない状態が出現した。

そこで皇帝はそれまで温めてきたパリ都市計画の実行に取り掛かる。ここから、ナポレオン

3 世、オスマン、大改造の目的とねらいの３つにわけて大改造の背景をより詳しく探りたい。	

	

(1) ナポレオン 3 世(NapoléonⅢ, 1808-1873, 在位 1852-1870)  

本名は、シャルル・ルイ=ナポレオン・ボナパルト(Charles Louis-Napoléon Bonaparte)といい、

皇帝に即位してナポレオン 3 世を名乗るようになった。彼は、19 世紀前半のフランスの政治

的激動の為、生涯の半分を国外で亡命の流浪生活を送ることを余儀なくされたが、その行く

先々で、理想の都市像の構想を練っていた。彼は大統領選挙で当選しパリに帰国するまでに

も、流浪中、ロンドンへ向かう途中でパリに 2 週間あまり予定外の滞在したことがあった。

この時に、第一節で述べたようなパリの様子を目にし、ぬぐい切れないような強い印象を受

け、パリの湿気と日光の欠如に対する激しい嫌悪と問題意識を持つこととなった。	

これに対し、その後に立ち寄ったロンドンは 17 世紀の大火以降、放射状と碁盤目状を組

み合わせた計画的な市街地が生まれていた。また上下水道の完備も進み、緑の多い公園は民

衆に憩いの場を提供していて、ここで彼は、都市の衛生化や街路整備、また公園設置や下水

道設置の必要性を実感する。ナポレオン 3 世は、パリの民衆的街区の衛生上の悪さが病気と

貧困、そして、そこから生まれる暴力と犯罪を社会的混乱の 大の原因として捉えていた為、

パリの改造により「貧困の根絶」を成し遂げようとした。また、産業発展や新しい秩序に都

市も対応していく必要があるという認識から、産業発展と都市計画との調和を企てた。	

しかし、イギリスの街並みはどの都市も同じように単調で美学が感じられないということ

に不満に感じていた。こうした観察から、パリを大改造し、ロンドンのような合理的な都市

計画に基づいた清潔で整った街を造り、同時にローマのような美しい建物が立ち並ぶ都市に

することはできないかという夢想を抱くようになる。彼は、機関車や鉄道駅のような、イギ

リスの諸都市にみたモダニスムを好んだが、同時に、一番の理想都市は光り輝くローマであ

った。叔父のナポレオン１世(NapoléonⅠ,	1769-1821,	在位 1804-14/15)をカエサルにたとえ、

																																								 																																								 												

来王位についていたルイ=フィリップを追放し、第二共和政(Deuxième République, 1848-1852)
を成立させた。	
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自分をその甥のアウグストゥス13になぞらえて、アウグストゥスがカエサルの遺志を受け継

いでローマ帝国を完成したように自分も叔父のやり残した仕事を成し遂げるつもりでいた。

ナポレオン 1 世は、古代ローマ帝国以来 大のものとなる帝国を築いたが、都市計画の立案

者としても才能を発揮した。フランスの威信を内外に示すために首都であるパリの壮大化を

目指し、パリを世界で も美しい都市にしようと考えていた。ナポレオン 3 世は、叔父の遺

志を受け継ぎ、これまで断続的になされてきた事業をより包括的に実行することによって、

帝政の権威と栄光にかなった首都を建設することを構想していた。	

	

(2) オスマン(Georges-Eugène Haussmann,	1809-1891,	在位 1853-1870）	

	 ランビュトーやベルジェ等のオスマンの前任のセーヌ県知事は財政面で慎重な対応をし

たことから都市整備の計画はなかなか進まず、そこで内務大臣ペルシニーの推挙によってナ

ポレオン 3 世が白羽の矢を立てたのが、当時ジロンド県知事であったオスマンであった。彼

のボルドー時代の功績や行政官としての実力が買われ、1853 年 6 月に 44 歳の若さでセーヌ

県知事に就任することとなった。彼は、ボナパリスト14としてナポレオン 3 世に対し非常に

強い忠誠心を持っていて、皇帝と意見が食い違うこともあったが、彼は皇帝の意図を充分に

理解し、迅速に行動を起こし実現したため、信頼され、大きな裁量権を与えられていた。	

オスマンは、長身で恰幅がよく、力強い印象を与える人物であった。彼は権力主義で、飽

くことのない野心、確固たる自信や政治的妥協に対する嫌悪感があり、また複雑で多岐にわ

たる問題を簡単明瞭に分類できる能力が優れていた。そして、彼が実行しようと決めた事業

の利益に関して、ためらいや疑いを全く持たなかった。また、彼は、部下の能力を見抜く力

にも優れていて、それがパリ大改造を成功させた 大の理由ともいうことが出来る。彼はセ

ーヌ県知事になるまでは都市計画に関する関心も知識も乏しかったが、大胆な専門家の抜擢

人事を行い、彼らに専門的分野を任せ、彼自身は計画全体のバランス維持に全力を注いだ。	

	 またオスマンは、事業の中でも都市の美観に関わる部分の多くを手掛けた。都市計画にお

いても美観を大切にし、パリの市民が古来より持ち合わせている芸術性に対する渇望を刺激

することで、パリのさらなる活力の向上を求めたのである。彼は古典主義者であり、バロッ

																													
13	ローマ元老院がオクタヴィアヌスに与えた称号で、「尊厳者」、皇帝を意味する。アウグス

トゥスは、古代ローマの初代皇帝(在位前 27-後 14)。志半ばにして倒れた叔父(養父)カエサ

ルの後を継いで内乱を勝ち抜き、地中海世界を統一して帝政を創始した。	
14	国民の支持でフランスの支配者に選ばれたナポレオンとその一族を再びフランスの支配

者に据えようとした運動「ボナパルティズム」における、ボナパルト家の支持者の呼称。	
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ク15的美観に裏付けられた都市像を理想的都市像としていた。「都市全体を各部分が関連する

ただ一つの大建造物と見なすことによって、彼の建築的組織の全体像のなかで大都市」をと

らえるというオスマンの構想は、記念碑的なパリを目指すものだった。街をひとつの芸術品

とみなす考えはルネサンス=バロック式都市像概念の原型をなす。	

	

(3) 大改造の目的とねらい	

パリ大改造は、資本主義の勃興によって無秩序状態に陥った中世的都市を救い出す事であ

った。密集地域を取り壊して大通りを貫通させることで空気と日光を確保し、また幅広い大

通りの建設によってひどい交通渋滞を解消することは、パリが近代的都市として機能する為

には欠かせない課題であった。また大通りの貫通の目的は、有事の際に軍隊の密集部隊と大

砲を民衆地区に短時間のうちに移動できるようにするためでもあり、内乱に対して都市を守

り、パリの暴動に付きもののバリケード構築16を未来永劫不可能にしたいという狙いがあっ

た。	

しかし、パリの大改造の目的は、そのような実際的な理由だけではなかったのである。ナ

ポレオン 3 世には、叔父のナポレオンがなしえなかった、壮麗で絢爛たる近代の都をつくる

という夢想があったのであった。このパリ大改造の計画は、帝政ローマの役割を継いで、ヨ

ーロッパ文明の頭であり、心臓にしようというものだった。ナポレオン 3 世とオスマンには

都市計画に関する多少の考えの違いがあったが、ともにパリのブルジョア化や都市の産業社

会への適応の観点では完全に一致し、経済的発展と国民生活の向上のバランスをとることを

目指した。	

	

3	 パリ大改造	

	

	 それでは、実際にパリは第二帝政期の大改造によってどのように変化したのだろうか。パ

リの主な変化を、街路、上下水道、公園、都市の美観・新たな建物の４つにわけてみてみる。	

	

																													
15	ルネサンスとロココ間、16 世紀末から 18 世紀中葉に全ヨーロッパを風靡した芸術(建築、

彫刻、音楽など)上及び文学上の様式。均整と調和のとれたルネサンス様式に対し、自由な

感動表現、動的で量感あふれる装飾形式が特色。18 世紀後半には新古典主義(文学、音楽は

古典主義)へと移行した。	
16	市街戦などで、相手側の攻撃や侵入を防ぐため木材や土嚢などで急造した柵。防塞。	
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(1) 街路	

	 市街は徹底的に整備され、12 区からなっていたパリは 20 区に分けられた。オスマンが真

っ先に手掛けた仕事の中でも重要なものは、東西・南北の幹線を都心シャトレ広場でクロス

させる「大十字路」の建設である。まずリヴォリ通りをサン=タントワーヌ通りと繋いで、

エトワール広場とバスティーユ広場をむすんだ。さらに東駅からリュクサンブール公園の端

まで南北にまっすぐ縦貫する大通りを開通させた(図 2）。また、既存のセーヌ川に平行また

は垂直にはしる碁盤目模様の街路と、既存または新設の同心円状のバイパス(迂回道路、副

道)を繋ぎ、その上に新街区に延びていく斜街路を重ねた。	

街路整備により、当時もっとも問題が多かったシテ島は大きく変化した。シテ島は、中世

とほとんど変わらない民家の群れが所狭しと並んだパリでの有数な人口過密地域であった

が、オスマンは、主要な建造物を除くすべてを一掃するほかないと考え、道路や建物、橋ま

でをも完全につくり変えた。ノートルダム大聖堂の前庭に広がっていた貧民街はすべて撤去

され、シテ島の人口は、1856 年の 1 万 5 千人から 19 世紀末には 5 千人にまで急減した。シ

テ島は、ほとんど公的施設のみからなる島に変貌したが、これは、病んだ患部の抽出手術で

あった。ナポレオン 3 世とオスマンは様々な面で、パリのもつ有機的な組織やその役割を、

人体のそれとの類似として捉えていたようであった。	 	

公式行事の行われる式場、集会所や散策の場であったロータリー17は、機能の転換を果た

し、人や車が行きかうロータリーになった。広場を完全な形の放射状広場に改造することを、

都市という肉体の隅々に新鮮な血液を送り出す心臓として捉えていた。なかでも凱旋門の下

のエトワール広場は、それまで「エトワールの柵18」と呼ばれていたが、パリに合併された

後、1863 年にエトワール広場と命名される。この広場は 12 本の大通りを放射状に放ち、ま

た、それらを結ぶ同心円状の通りを設けることで交通を円滑にした。オスマンは常に直線を

好んだが、ナポレオン 3 世は、以前から放射状の原型プランを作っていた。パリの道路網の

基本コンセプトを基盤目ではなく放射上の組み合わせを採用したことで、同じ幾何学模様で

あっても単純でない、複雑な都市の性格がパリに付与された。パリが世界のどんな都市にも

ない魅力をたたえているのは、改造を人体モデルにならって放射状にした皇帝のおかげであ

るともいえる。	

	 道路の工事に加え、舗装と照明も変化した。舗装では、オスマン以前の砕石を敷きつめる

																													
17	市街の交差点の中央部などに設けた円形地帯。(環状交差路。)	
18	徴税請負人の壁(柵)。パリは、1784-90 年に築かれた市壁によって囲まれていて、60 ばか

りの市門で市内に入る生活必需品の入市税が徴収されていた。	
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方法ではなく、アスファルトを使用し、1867 年のリヴォリ通りをはじめとし、市の道路の再

舗装がなされた。また街路の照明はこの間に 3 千個のガス灯が設置され、一年中、また一晩

中灯がつけられることになった。59 年に警察の所管からパリ市に移管された後もその数は増

加し、都市に安寧と装飾をもたらすことになった。	

	

(2) 上下水道	

	 水はパリでは大変貴重であり、高価であった。オスマンが登場したころのパリは慢性的な

水不足に悩まされ、水売り商人や商業泉水がまだ幅をきかせている状態で、前世紀のままの

状態であった。そこでオスマンは技師ウジェーヌ・ベルグランを給水事業部の責任者に抜擢

し、160 キロ離れたヨンヌ渓谷、ヴァンヌ渓谷、デューイ渓谷の水源を開発し、ローマ時代

以後空前の送水橋で水をパリに送ることになった。これにより、市内の水道供給量は 1865

年からの 10 年間で 2 倍以上に増えた。次に、下水道についてである。当時下水道工事の責

任者であったデュピュイは、下水渠を大中小の管渠に区分し、家庭などから出る下水を小さ

な管から次第に大きな管へと移し、 後に集中的に処理をしようとした。また彼は、洞窟と

思われるほどの巨大な下水渠を考え出し、オスマンとベルグランがそれを引き継いだ。市内

全域からの汚水は北西方向に運ばれセーヌ下流で放流されることとなった。下水道のある通

りは 1870 年には、20 年前の 4 倍の長さに達し、質的にも改善された。	

	

(3) 公園	

城郭都市であるパリは、公園にとどまらず、庭園や緑地すら乏しく、公園や緑地増設は様々

な階級のパリ市民から長い間切望されていたものだった。パリでの公園の建設事業は、アル

ファン、造園家のバリエ=デシャンによって実行された。公園は、新設される一方で古い公

園も再整備され、20 年間で公園の広さは 90 倍にまで広げられた。第二帝政期の公園は、小

公園・公園・森に分けられる。	

小公園とは、家屋の取り壊し過程において、街路と広場でできた迷路の中に出現した角（辻）

の空間に手を加えて公園にしたものであるが、敷地の形状に合致しなければならなかった為、

大きさや形状は千差万別である。オスマン在任の 17 年間で合計 24 か所が創設された。これ

らの小公園は、芝生と植樹が施され、狭いながらも散策への配慮がされていた。	

	 次の公園は、小公園よりも規模が大きく、単なる空き地転用ではなくそれ自体を目的とし

て作られたものである。急峻な丘地を利用して作られたビュット=ショーモン公園、モンス
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ーリ公園や、元オルレアン家の別荘地であった、貴族的でエキゾチックなモンソー公園があ

る。この公園は新興のブルジョア街区に位置し、他の 2 つは新興の労働者街区に位置した。

これらの公園を線で結ぶと、パリ内部に正三角形を形づくり、さりげない計算が見て取れる。	

3 つ目の森としてよく知られているブローニュの森とヴァンセンヌの森は、第二帝政期に

おいて大公園に転換された。これらの森は、パリの東と西の両端にあって都心からほぼ等距

離の距離にある。またブローニュの森は西のブルジョア街区に対応し、ヴァンセンヌは東方

の労働者街区に対応し、森林公園計画にもシンメトリーと計算がはいってきている。拡大さ

れたブローニュの森には、上流階級の社交の場として豪華なロンシャン競馬場が建設され、

馬車で訪れる社交界男女の遊歩と社交の場となった。	

	

(4) 都市の美観・新たな建物	

居住のための建物も都市計画の一環であり、均一性が重視され、高さの制限やファサード

の装飾の規定など細かな点にいたるまで規制が与えられた。それにより、街全体のもたらす

印象に統一感を持たせ、上品でセンスのある雰囲気を醸し出すことに成功した。また、様々

な公共建造物が建設または再建され、省庁の建物、裁判所、病院、オペラ座、新兵舎、区役

所、またサン=ラザール駅19の拡大など枚挙にいとまがないが、特に有名なものは、中央市場、

新ルーブル宮、オペラ座である。中央市場の再建はナポレオン 1 世時代からの懸案であり、

1847 年に再建が決まった。皇帝の「ロンドンの万国博覧会でみた≪クリスタル・パレス≫の

ような建築物にしたい」という強い要望をオスマンが汲み取り20、バルタールの設計によっ

て中央市場は鉄材とガラス天井構造の明るい建物へと生まれ変わった(図 3)。これは、皇帝

の意図を実現した、ウルトラ・モダン建築であった。また、モニュメントとしての文化施設

の建設も有名な建築家を起用してすすめられた。ルーブル宮を完成させ、それとテュイルリ

ー宮とが連結された。オペラ座は、パリの中心となる広場の核として計画され、シャルル・

ガルニエ(Charles Garnier,	1825-1898)の設計案が採用された。1861 年に着工し、完成は 1874

年であったが、建材には当時 新の素材とされていた鉄が使用され、豪華絢爛な装飾が施さ

れた。また、1852 年には、パリ左岸にフランス初のデパート「オ・ボン・マルシェ(Au Bon 

Marché)」が開店し、その後 15 年あまりでパリにあと5件のデパートが開店した。	

																													
19	サン=ラザール駅(Gare Saint-Lazare)はパリの主要ターミナル駅の一つ。	
20	クリスタル・パレス(水晶宮)は、1851 年のロンドンのハイド・パークで開かれた第一回万

国博覧会の会場として建てられた、鉄骨とガラスで作られた巨大な建物。ジョセフ・パクス

トン(Sir Joseph Paxton, 1803-1865)の設計。	
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このようにして、以前の、ジメジメとしていて薄暗く、悪臭の漂うパリの姿は消え去り、

わずか約 17 年間でパリの都市像は一変した。当時力をつけてきていた上流階級の要望に応

えるように、活発に展開される都市活動が全体として絶妙なハーモニーを形づくる首都パリ

としてふさわしい都市づくりが進められた。そこは、華やかな都市的、また消費的生活が展

開される場ともなり、道路は、移動のための手段から見て愉しむ目的へと変わった。街路は

ウィンドウショッピングの場になり、カフェやレストランは室内を抜け出し往来にまであふ

れ、街路は生活の場、社交の場と化した。第二帝政は、強権により産業社会の実現も果たし

たといえる。ベンヤミンの『パサージュ論』において E5a, 2 に引かれるデュベック／デスプ

ゼルは、その時社会に広まっていた精神を、『パリの歴史』で次のように述べる。	

	

一言でパリの改造を支配してゆく新しい精神を定義するとすれば、それを誇大妄想狂

と呼ぶことになろう。皇帝とその知事はパリをフランスだけでなく、世界の首都にし

ようとしている。…国際的なパリがそこから生まれていった。21	

	

皇帝とオスマンは、パリを世界の首都にしようと意気込んでいたのである。1867 年の万国博

覧会22見物のためにパリを訪れたブルジョアたちは、「街を愉しむ場として捉える美意識」を

持つパリに新鮮さを覚え激賞し、パリは、世界に都市としての一つのモデルを提供した。こ

の大改造は、都市の問題の解消だけではなく、産業革命という時代の流れを読み取ったパリ

の近代化でもあり、フランスの首都としてふさわしい都市に変貌させたものであった。	

	 	

																													
21	ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	 第 1 巻』、306 頁。	
22	万国博覧会については第 3 章を参照。	
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第二章	 改造を批判する芸術家	

	

1	 オスマニザシオンの功罪と評価	

	

	 一連のパリの改造は、「オスマニザシオン(オスマン化)」(Haussmannisation)とも称された。

第一章でみたような都市の近代化は、都市の衛生問題を解決したが、同時にパリ市民の生活

を一変させることになった。この建設活動によって住宅問題は解決できるものと考えられて

いたが、再開発費用の一部を再販売時の分譲地価格に転嫁する為、地価と家賃は上昇した。

また高級住宅は増えたが低家賃住宅は等閑にされた為、高家賃に耐えられなくなった人々は

低家賃を求め、移動せざるを得なくなった。また、都心部の再開発に伴い、当局から家屋土

地の収用令・立ち退き命令が下れば、居住者は所定の期日内に明け渡さなければならなかっ

た。これにより、人々が市の外周部に多く住むようになり、中心部の人口が薄くなるという

現象が起きた。また、それまでのパリ中心部には諸階層の混在という伝統があった。裕福な

ものが下階に住み、貧しくなる度合いに比例して上階に住み、諸階層が一つ屋根の下で住む

ということは、彼らの間に理解や扶助の精神を醸成することにつながった。しかし都市部が

事務所や商店によって占められるようになると、富者の私邸は西方に移った。一方貧民たち

は、激しい家賃上昇に音をあげ、北東部に向かう。こうした階層別住みわけの現象は「セグ

レガシオン」(ségrégation)の名で呼ばれ、これは階層をこえた濃い人間的つながりのあった

パリを引き裂いた。諸階級が調和したパリ、誇り高きパリジャンとしての一体感は永遠に失

われることとなった。以上のような点から、パリにおいてはどちらかと言えば大改造に対し

て不満の声が大きかった。またこの大規模な都市改造は、フランス国内と、パリの内部とに

大きな波紋を広げることとなった。当時の政府反対派は「首都の虚飾のために巨額の国費が

投じられた」と述べ、パリの改造は大規模で出費が大きかっただけに、首都と地方の対立と

疎隔、また、一都市と国家の対立につながった。またこの都市改造をめぐって生み出され、

パリ内外で蓄積された不満のエネルギーは、帝政の強権政治への飽きとともに徐々に大きく

なって膨れ上がり、それが急激な帝政の崩壊とパリ・コミューン23の反乱につながった24。	

パリ大改造に対する称賛の声は、むしろ遠隔の地で発せられた。19 世紀のパリの変身はヨ

																													
23	パリ・コミューン(Commune de Paris)は、1871 年 3 月 18 日～5 月 28 日の 72 日間にわたり、

パリに樹立された革命的自治政権。普仏戦争にフランスが敗れた際、パリで小市民や労働者

が民衆群を結成し、臨時政府・議会に対抗して組織した。	
24	松井道昭、前掲書、はしがき	Ⅴ頁。	
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ーロッパ全体の大都市に衝撃を与え、再開発という課題に着手するときには必ずと言ってよ

いほどパリの成果とオスマン方式が話題になった。パリは、リヨン等のフランスの他の都市

や、ウィーン、ベルリン、ケルン、ドレスデン、ミュンヘン、バルセロナ等の、他のヨーロ

ッパ諸国やアメリカの都市計画に強い影響や刺激を与えた。賛美の立場からみると、ゆった

りした幅を持ちまっすぐに伸びた大通りこそまさしく産業社会にふさわしい動脈、明るく機

能的な街の往来となるものだった。公道照明によって夜間であっても移動や出会いが可能と

なり、都市住民の生活時間帯をも変えることになった。古い都市が壊されたからこそ、パリ

の都市空間は再生し、多様な成果によって初めて近代都市としてのパリが誕生したとの評価

もあった。オスマンの巨大な意志と努力がなければ、首都の機能は 19 世紀以降の社会的要

請にこたえることができなかったであろう、また、パリのように古い歴史を持つ巨大都市の

開発にはそのような大権が不可欠であると考えられた。オスマンの擁護論としては他にも、

パリ大改造が今までのパリをすべて壊したのではなく、昔のパリの面影を残している点がこ

の大改造の成功した側面であると捉えるものもあった。『パサージュ論』の E14 a に引かれる

フリッツ・シュタールの『パリ―芸術作品としての都市』では、オスマンによる大きな貫通

道路についてこのように述べている。	

	

	 	 	 …旧市街と新市街は、パリ以外の街では一般にそうであるように無関係に併存してい

るのではなく、パリではそれが一つに溶け込みあっている。パリのどこかで古い小路

を抜けてオースマンの作った大通りに出ると、そこに新しいパリを感じ取ることがで

きる。つまり、新旧あわせて過去三〇〇年のパリを感じることができる。というのも、

オースマンは並木道や大通りの形式ばかりでなく、家屋の形式さえも、ルイ一四世が

作り上げた都のそれを踏襲したからである。25	

	

オスマンにより作られた大通りは、便利さだけでなく美的な効果をも持ち、街に意味のある

統一感を与えたという意味で、オスマンはパリを破壊したのではなく、完成したのだとみた。	

	 他方、パリに慣れ親しみ深い愛着を覚える人々にとって、大胆な都市改造は「破壊」と同

義であった。『パサージュ論』の E5，6 に引かれるデュベック／デスプゼルは『パリの歴史』

にて、パリの変化と、パリの住民の地元への愛の薄れを次のように述べる。	

	

																													
25	ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	 第 1 巻』、341-342 頁。	
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パリは独自の表情と生活をもち、人がそこで生まれてそこで死んでゆき、住み心地よ

く離れようとは思わない、自然と歴史が協力して統一のうちに多様性を実現させた小

市街の集まりだったが、ついにそうではなくなってしまった。中央集権化や誇大妄想

癖は、人工の街を作り上げ、そこではパリの人間はわが家の落ち着きをもはや感じな

いのが重要な特徴である。だから、折りさえあれば、出掛けてしまう。…自分の街が

国際的な十字路になってしまったパリの人間は、まるで根無し草に映る。26	 	

	

パリに長く住み、パリを題材としてきた作家の多くがこの見地に付した。彼らにとっては、

オスマン以前のパリ、薄暗く不潔な姿の都市が文学的想像力を掻き立てる源泉であった。激

情や偶然性、不規則性の無限の可能性に対するあこがれを持つロマン主義者にとっては、大

改造は「悪しき人為の真骨頂」であった。スイスで生まれフランスで活躍した建築家ル・コ

ルビュジエ(Le Corbusier, 1887-1965)27は、この大改造の線引きは恣意的であり、財政や軍事

的次元の処置であると非難した。しかし彼は、オスマンが全体の構成を練り上げ、豊かで大

胆な計画を生み出したことは称賛に値するとも考えていた。	

	

オースマン男爵は、パリをもっとも幅広く切り裂き、もっとも無遠慮に瀉血をおこな

った。パリはオースマンの外科手術に耐えてゆけないだろうと思われた。ところが、

今日になってパリはこの果敢であり勇気ある男性が成し遂げた事のお陰で生きてい

るのではないだろうか。…オースマンがやり遂げたことは真にすばらしい。28	

	

このように、パリの近代化、またブルジョワ社会の成立という急激な都市環境の変化は、

住民の生活を大きく変化させた。そのような都市や社会の変化と相まって、19 世紀後半以降、

芸術も大きく様変わりすることとなった。	

	

2	 批判する作家	

	

19 世紀前半の主流であった、想像力によって人間や自然のドラマをつくりだそうとしてい

																													
26	ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	 第 1 巻』、296-297 頁。	
27	本名はシャルル=エドゥアール・ジャヌレ=グリ(Charles-Édouard Jeanneret-Gris)。グロピウ

ス(Walter A. G. Gropius, 1883-1969)らと共に近代建築の祖として位置づけられる。	
28	同上、307 頁。(E5a, 6 より)	
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たロマン主義29は 51 年のクーデタで完全に崩壊した。二月革命の挫折と反省から、ロマン主

義の過剰な主観性や抒情性に物足りなさを感じた人々の、人間の社会的側面の冷静な観察と

客観的表現への欲求の自覚が高まった。現実社会の急変は、現実への関心を刺激し、作品制

作において、もはや従来のように伝説や神話、過去の歴史的事件を主題にするのではなく、

自らの生きている現実社会と人間をこそ作品の主題にするべきだという気運が、美術・文学

界において昂じ、50 年代頃から、現実の正確な描写を主張するレアリスムの運動がおこった。

文学において、「自らが置かれている環境に眼を向け、その姿を自らの主観をまじえずに客

観的に描く」ということを意識し、実現したのがギュスターヴ・フロベール(Gustave Flaubert, 

1821-80)である。	

また、都市の近代化によりブルジョワ社会は強大化していくが、著しい階級分化により労

働者階級の不満は増大していた為、50 年代は政府の言論統制が厳しく表現の自由は極度に制

限された。フロベールの『ボヴァリー夫人』(Madame Bovary, 1857)、ボードレール(Charles 

Baudelaire, 1821-67)の『悪の華』(Les Fleurs du Mal, 1857)は、良俗に反するという理由で裁か

れた。二人は共に 1821 年に生まれ、第二帝政期の文学界の中心的存在であった。彼らは、

オスマンらのパリの大改造により急激に変容するパリや新たに出現してくるブルジョワ社

会に対し強い嫌悪感を抱いていた。近代的な都市が完成した時代に生きたこの二人について、

また、彼らの作品では変化するパリがどのように描かれたのかをみてみる。	

	

(1) ギュスターヴ・フロベール	

フロベールは、1821 年、ノルマンディー地方の中心都市ルーアンの外科医の息子として市

立病院内で生まれ、そこで育った。病院という環境は、彼に、さめた現実直視の精神と激し

い人間嫌悪を芽生えさせることになった。彼にとっては、観察したものをいかに書くかが

大の関心事であった。代表作には『ボヴァリー夫人』『サランボー』(Salammbô, 1862)、『感

情教育』(L’Éducation sentimentale, 1869)、『聖アントワーヌの誘惑』(La Tentation de Saint 

Antoine, 1874)などがある。『感情教育』は第二帝政期の 1869 年に書かれた作品であるが、小

説の舞台は熱筆年次から 20 年ほど前の 1848 年の二月革命前後である。フロベールは、執筆

																													
29	18 世紀末からから 19 世紀半ばにかけてヨーロッパで展開された哲学的および芸術的思想

の流れ。ロマン主義は、フランス革命によってブルボン家(Bourbons)から権力が離れ、ナポ

レオンによってフランス帝国がヨーロッパ全体に伸張する過程でブルジョアジーに支持さ

れ、普及した。この動きの中でユゴーなどのロマン主義陣営からの政治参加がみられたが、

1851 年のルイ=ナポレオンのクーデタによりブルジョアジーの関心は急速にロマン主義から

離れ、科学的、経済的進歩の競争に向けられるようになった。	



	

19	

	

時と同時代を小説の舞台にしていたスタンダール(Stendhal, 1783-1842)30とは異なり、執筆時

期の第二帝政期末期のフランスを舞台にはしなかった。彼は、60 年代後半の、48 年当時と

変わらない愚劣に怒りながらも、彼は現実を行動者としては生きておらず、未来に対して深

い絶望にかられていて、父がクロワッセに作った館に閉居し、パリの生活を主にした 20 代

と初恋の一部始終に関心を向けていた。『感情教育』は、青年フレデリック・モローの夢と

野心が次々と崩れ去り、結局は平凡な生活に落ち着いていく過程が、冷めた、簡潔な文で繊

細に描かれている。フレデリックの実らぬ恋の相手、アルヌー夫人は、フロベールが 15 歳

の時にノルマンディーの海岸で出会い、恋をして終生愛を持ち続けることとなった 11 歳年

長の人妻、シュレザンジェール夫人(Elisa Schlésinger)の面影である。フロベールは、この小

説の主な背景である二月革命を経験しているが、記述の精確を期するため、膨大な量の新聞、

資料、文献を調べ、さらには二月革命に遭遇した人たちから多数の証言も得ている。大改造

で失われてしまったかつてのパリを精密に復元するというのも、フロベールにとっての執筆

の大きなモチベーションであったのである。この作品の特異性は、クーデタや第二帝政の主

役であったルイ=ナポレオン(ナポレオン 3 世)には一言も触れていないことである。さらに、

小説の 後の 2 章(第三部 6、7 章)は第二帝政期を背景にしているが、パリ大改造の時代を

あっさり飛ばし、再会したアルヌー夫人とフレデリックが第二帝政下のパリを歩く場面が描

かれるが、時代の推移を表象するようなものは描かれていない。フロベールが、いにしえの

パリに少なからぬ愛惜の念を抱いていたとすれば、古きパリの破壊者であるともいえるルイ

=ナポレオンの名を小説から注意深く排除した理由はそこにあるとも考えられるであろう。	

『感情教育』はパリの街を主要舞台としていることに加え、主要人物の生がこの都市と不

可分に結びついていることから、「パリの小説」と呼ぶのにふさわしい小説である31。例えば、

小説の中において、フレデリックの内面の揺れ動きは、パリの街から五感を通じて受け取る

ものと密接に結びついている。次の一節は、彼がアルヌー夫人のところへ足しげく通ってい

る時期に、パリを歩いている時の場面である。	

	

	 	 	 街路という街路はあの人の家につうじているようだし、広場に馬車が駐まっているの

																													
30	本名はアンリ・ベール(Henri Beyle)で、バルザックとともに近代小説を創始した。代表作

は『恋愛論』(De l’Amour, 1822)、『赤と黒』(Le Rouge et le noir, 1830)、『パルムの僧院』(La 
Chartreuse de Parme, 1839)など。	
31	太田浩一	解説、フロベール『感情教育』下巻、太田浩一訳、光文社(光文社古典新訳文庫)、

2014 年、438 頁。	
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も、一刻も早くあの人のもとにはこんでくれるためではあるまいか。パリの街全体が

あの人とかかわりをもっている。この大都市は、さながら巨大なオーケストラのよう

に、あの人を中心にありとあらゆる音をかなでている。32	

	 	 	 toutes les rues conduisaient vers sa maison ; les voitures ne stationnaient sur les places que 

pour y mener plus vite ; Paris se rapportait à sa personne, et la grande ville avec toutes ses voix 

bruissait, comme un immense orchestre, autour d’elle.33	

	

フレデリックには、パリの発する音や騒音までもが、アルヌー夫人の周りで奏でられるオー

ケストラのように思えていた。また、この後にルーブル美術館を訪れるフレデリックは、昔

の絵画の中の人物にも夫人を重ねる。このように、街のあらゆる構成要素が、彼の愛したア

ルヌー夫人の、内面化されたイメージを呼び覚まし、街路の景色や音、においなどが再び恋

の対象に結び付いていく。しかし、フレデリックの彼女への強い想いや憧れに関わらず、二

人は結ばれることはなかった。フレデリックの「あの人を愛人にする。それがとうてい叶わ

ぬ望みであるのは、はなから承知している34」という確信は、恋する相手、アルヌー夫人と

結び付けられている「パリ」への見方と同じである。バルザックや同時代の作家たちの小説

の主人公は、『ゴリオ爺さん』(Le Père Goriot, 1835)35の主人公ラスチニャックのように、「パ

リをこの手で掴み、自分自身で作り、また作り変えることができる」と信じていた。しかし、

パリの大改造により、オスマンや開発業者、金融家や市場の諸勢力がパリを所有することと

なり、パリに住む一般市民たちは、彼らの個別利害のためにパリは作り変えられてしまった

という印象を持ち、喪失感や剥奪感を味わうことになった。フロベールがパリを受動的に受

け入れた理由は、パリの激変であったといえる。デヴィッド・ハーヴェイは、この小説の舞

台であるパリについて、次のように述べる。	

	

フロベールはパリを舞台道具に還元する。それはどんなに美しく組み立てられ崇高に

																													
32	フローベール『感情教育』上巻、太田浩一訳、光文社(光文社古典新訳文庫)、2014 年、172
頁。	
33	Gustave Flaubert, Œuvres, tomeⅡ, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1952, p. 100.	
34	フローベール『感情教育』上巻、175 頁。Quant à essayer d’en faire sa maîtresse, il était sûr que 
toute tentative serait vaine. (Gustave Flaubert, op. cit., p. 100.) 
35	2 人の娘への盲目的な愛情のためにすべてを犠牲にした父親(ゴリオ爺さん)の悲劇を描い

た物語。ゴリオを葬った墓地の高みから、青年ラスチニャックが夕暮れのパリの明かりを眺

め、「さあ、俺と勝負だ」と社会の征服に乗り出していく 後の場面が有名。	
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飾りたてられていても、そこでそしてその上で起こる人間の行為の背景として機能す

る。パリは死んだ客体となった(オスマンの計画の大部分でそうであるように)。36	

	

大改造によりパリは、独立した芸術作品としての性格を獲得したともいえるが、ル・コルビ

ュジエが大改造を「オスマンによる外科手術」と例えたように、小説の舞台としてのパリも

小説の背景に徹するように変化したのである。このようなパリの変化は『感情教育』がよく

表している。恋愛などの主人公の感情が舞台であるパリとつながりを持つことで、読者に、

フレデリックのアルヌー夫人への思いの強さを感じさせるとともに、パリが恋愛の舞台とし

てふさわしい街であると思わせる効果があるだろう。フロベールは、そのように『感情教育』

において主人公とパリをつなげ、また、パリの大改造をあえて描かないことで、変わりゆく

パリと人々との距離ができてしまう前に、感情と共鳴する、恋愛の舞台としてふさわしい、

親しみのあるパリの姿を後世にまで残したいと思っていたのかもしれない。	

	

(2) シャルル・ボードレール(Charles Baudelaire, 1821-67)	

彼は 1821 年にパリに生まれ、パリで生涯の大半を過ごした生粋の都会人である。幼い時

に父親を失い、母の再婚に傷つき、精神的に不安定で反抗的な青春時代を送った。幼いころ

はパリが大好きであったが、20 歳をこえるころからパリから脱出する欲望を絶えず抱くよう

になった。1862 年 8 月 10 日付の母への手紙には、「要するに、僕はパリの人間がどこまで堕

落したか信じることが出来ると思います。それは僕が知った魅力のある親切な人々ではあり

ません。彼らは綴りさえ知りません。…37」と書いている。彼の著作には『悪の華』、『パリ

の憂鬱』(Le Spleen de Paris, 1869)などがある。彼は、ロマン派的本質を有しながらも、古典

的ともいえる凝縮された詩形に、暗示に富んだイマージュと、象徴的・寓意的表現により、

官能的世界を創出した。『悪の華』は、57 年に、長年書き溜めていた詩を一つの構成の下に

まとめ出版された。第 2 版は 61 年に出版され、129 篇の詩は、「憂鬱と理想」「パリ風景」「酒」

「悪の華」「反逆」「死」という 6 つの詩群に分かれている。ボードレールは、ロマン派的心

情の安易な吐露にはしることをきらい、磨きぬかれた詩句と完璧な形式美を目指した。それ

は、彼にとって詩とは暗示の芸術であり、喚起の魔法でなければならなかったからである。

また、彼にとっての使命は、現実を変貌させ、現実から美を引き出し、そして醜悪で悲惨な

																													
36	デヴィッド・ハーヴェイ『パリ	 モダニティの首都』、大城直樹、遠城明雄訳、青土社、

2006 年、118-119 頁。	
37	中込純次『パリの詩人	 ボードレール』、古川書房、1987 年、209 頁。	
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ものの中に美を見出し、「悪」から「華」を創り出すことであった38。「パリ風景」(Tableaux 

parisiens)の章は、再版時に初めて設けられ、パリの街中で生活する人物を多く題材としてい

る。その中の「白鳥」(Le Cygne)は、当時国外へ追放されていたヴィクトル・ユゴーに献呈

した詩である。「檻
おり

を逃
のが

れた一羽の白鳥、 蹼
みずかき

づきの両足で水気
みずつけ

のない敷石搔
しきいしか

いて、凸凹
でこぼこ

だ

らけの地面
じ べ た

の上に白妙
しろたえ

の姿引きずるその態
ざま

を。39	」と、ある朝白鳥を目撃するが、この白鳥

は亡命中のユゴーの寓意である。ボードレールはロマン主義詩人に対して反対の立場をとっ

ていたが、ユゴーだけには一目置いていた。「白鳥」の第一節は、ギリシア伝説に登場する、

夫と故郷を失った悲運の女性、アンドロマケや寡婦としての彼女の苦悩を思いながら、カル

ーゼルの新広場40を横切る場面から始まる。	

	

	 	 	 折からカルーゼルの新広場よこぎる僕の記憶裡
き お く り

に	

	 	 	 はっきりと思い出させたことだった。このあたり、	

昔のパリの面影
おもかげ

はすでに見がたい（都会の姿という奴
やつ

は、	

	 	 	 早く変るよ、残念ながら、人の心も及ばぬほどに）、41	

						A fécondé soudain ma mémoire fertile, 

      Comme je traversais le nouveau Carrousel. 

      Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville 

      Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel);42	

	

このように、彼はオスマンの改造によって生まれた新広場を歩きながら、改造による古いパ

リの消失と都市の形の変化の速さを嘆いている。次に、第二節をみてみる。	

	

	 	 	 パリは変る！	 だが然し、僕の心の憂愁
さ び し

さは、一向に	

	 	 	 変りはしない！	 新築成った高楼も、足場も、さては石材も、	

																													
38	饗庭孝男他『新版	フランス文学史』、白水社、1992 年、204 頁。	
39	ボードレール『悪の華』、堀口大學訳、新潮社、1953 年、202 頁。(本文に記載されている

ふりがなもそのまま表記している。)	Un cygne qui s’était évadé de sa cage, Et, de ses pieds palmés 
frottant le pavé sec, Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. (Charles Baudelaire, Œuvres 
complètes, tomeⅠ, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 86.) 
40	ルーヴル宮とテュイルリー公園の間にあった広場で、パリ改造計画の一部であった。	
41	ボードレール、前掲書、201 頁。	
42	Charles Baudelaire, op. cit., p. 85. 
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	 	 	 旧
もと

の場末も、一切は僕のため寓
ぐう

喩
ゆ

と化
な

って、	

	 	 	 なつかしい思い出の数々は岩より重い。43	

						Paris change ! mais rien dans ma mélancolie 

      N’a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs, 

      Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, 

      Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.44	

	

パリは変わるが詩人の憂鬱のなかでは何も変わらなかったと語るボードレールにとって、パ

リはすでに死に等しい相貌をしていた。昔のパリでの思い出を「親しい、いとしい、大切な」

という形容詞≪cher≫で形容していることから、彼は、昔のパリに強い親しみを持っていた

といえるだろう。ボードレールは、新しい宮殿や組んだ足場、石の塊、古びた場末街は「寓

意」(allégorie)(=抽象的なことがらを具体化する表現技法)になったというが、それらの表す

概念や抽象的意味は、詩人の中の思い出に培養されていて、すべては「苦悩」(douleur)に収

斂する。またそれらは、「白鳥」の詩に登場する、トロイ戦争で夫を亡くしたアンドロマケ、

肺結核にかかった黒人女、孤島に置き去りにされた水夫、囚人、敗者などの苦しみと結びつ

いている45。変わりゆくパリを見つめる詩人の心と、これらの者たちの苦しみが共鳴するの

である。この詩は、人間の運命という、抽象的で普遍的な命題を見事に凝縮した、壮大なア

レゴリーである46。	

ボードレールに強い興味を持っていたベンヤミンは、現代性と古代との間の交感というこ

とが、ボードレールにとっての唯一の歴史構成法であると捉え、その両者について『パサー

ジュ論』の J57a,3 でこのように述べる。「現代性が 終的に古代ともっとも類似しているこ

とが明らかになる点は、そのはかなさにある。…ボードレールが詩句の中でパリを喚起する

ときに彼の中で共振しているものは、大都市というもののもつ儚さと壊れやすさなのである。

…47」ボードレールは、大都市の儚さや壊れやすさ、また都市の透明性を表現した。またベ

ンヤミンは、「ボードレールの創造の天分は、憂鬱を糧とするが、それはアレゴリーの天分

																													
43	ボードレール、前掲書、203 頁。	
44 Charles Baudelaire, op. cit., p. 86. 
45	堀田敏幸「ボードレール、パリの迷宮」、『愛知学院大学教養部紀要』第 47 巻第 1 号、1999
年、12 頁。	
46	山田兼士『ボードレール	≪パリの憂愁≫論』、砂子屋書房、1991 年、150 頁。	
47	ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	第 2 巻』、今村仁司、三島憲一訳、岩波書店、2003
年、338-339 頁。	
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である。ボードレールにおいて初めてパリが抒情詩の主題となる。…48」と述べた。このよ

うにボードレールは、パリの急速な変貌に当惑し、疎外感を覚えながらも、パリを「詩の主

題」として、向き合い、パリのもつ現代性を鋭く知覚し、表現した詩人であった。彼の詩を

通し、大改造以前のパリに郷愁を覚えその消失を嘆く人々の思いや、彼が感じていた、現代

社会の出現を我々は実感することができる。	

フロベールとボードレール以外の、パリの変化に批判的だった芸術家の反応はどうであっ

たのだろうか。ボードレールが詩を献呈したロマン派のユゴーは、ナポレオン 3 世のクーデ

タの後、帝政崩壊までの 18 年間をベルギーのブリュッセルと、イギリス海峡に位置するジ

ャージー島(1852-55)、ガーンジー島(1855-70)に亡命し、1862 年に『レ・ミゼラブル』(Les 

Misérables)を発刊し、世界中の大評判となったが、この作品は30年代の七月革命前後の古い

パリを舞台とした作品であり執筆された時期である第二帝政期やパリ大改造とは無縁の作

品である。他にも、芸術家のパリ大改造の捉え方を知ることが出来る資料として、ゴンクー

ル兄弟(Les Goncourt, Edmond 1822-96 et Jules 1830-70)49の、ルイ=ナポレオンのクーデタの日

(1851 年 12 月 2 日)にはじまる『日記』(Journal, 1851-96 執筆)がある。これは、2人の鋭い

観察による詳細な生活記録であるとともに、19 世紀後半のパリの世相風俗を克明に記録した

貴重な資料である。1860 年 11 月 18 日の日記には、当時のパリについて、このように書いて

いる。	

	

わたしたちのパリ、わたしたちが生まれたパリ、あの一八三〇年から一八四八年まで

の風俗を持ったパリはいまやどこかに行ってしまった。物質面でのことではなく、精

神面でのことだ。パリにおける社会生活が大きな変遷をなし、それもいま始まったと

ころなのだ。…だからかく言うわたしのあらゆる趣味の故郷であるこの祖国のなかで、	

わたしはただの一旅行者であるにすぎぬような印象なのだ。そこに来るもの、そこに

あるものに対してわたしは異邦人であり、それはあの新開の大通りが、もはやバルザ

ックの世界の匂いも消失し、ロンドンの匂いか未来のバビロンといった匂いしかせぬ

以上、わたしはそんなところでは異邦人であるのと同じである。…50	

																													
48	ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	第 1 巻』、51 頁。	
49	ゴンクール兄弟は両親の莫大な遺産を得て、早くから文筆生活を始め、研究も執筆も共同

で行った。彼らもフロベールらと同様に、現代社会の観察と記録こそ現代小説であるという

考えであった。	
50	ゴンクール兄弟『ゴンクールの日記』上巻、斎藤一郎訳、岩波書店、2010 年、174-175 頁。	
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このように、ゴンクール兄弟は、新しいパリの都市空間に対する違和感や感傷的な感情を書

き残している。19 世紀前半の都市のありようを懐かしむ人々は、パリ大改造の彼方に産業主

義の支配する世界を見、彼らにとってそれは都市における伝統的文化の破壊以外の何もので

もなかったのである。	
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第三章	 変化を受容する芸術家とベル・エポック	

		

1	 エミール・ゾラ	

	

パリの大改造によるパリの都市景観の大きな変化に伴い、文学における、パリの表象の対

象、技法も変化したが、パリの変化に伴う文学における変化を、雄弁に証言しているのはエ

ミール・ゾラ(Émile Zola, 1840-1902)である。ゾラは、決定論的な実証主義51思想と、社会に

おける人間の観察を主眼とするレアリスム文学の影響下に、自然科学の観察と実験的手法を

小説に取り入れ、自然主義を提唱した。第二章でみた、世紀前半の作家や詩人とは対照的に、

新たに出現した近代都市パリを真っ向から作品に取り込んでいくのは自然主義の作家たち

であったが、ゾラの文学において、首都パリは特権的な位置を占め、彼の作品によって語ら

れ表象されたパリは 19 世紀後半のパリのイメージ形成に決定的な意味を持っている。		

	 ゾラは、イタリア人土木技師の父とフランス人の母のもとに生まれ、幼少年期を南仏のエ

クス=アン=プロヴァンスで過ごした。7 歳の時に父が急死し以後貧困の母子生活を送る。母

と二人でパリに出て来たのはまさに大改造さなかの 1858 年、18 歳の時であり、首都の変貌

をリアルタイムで目撃した。パリにて貧困にあえぎながらも文学的野心に燃え、1862 年にア

シェット書店員となったことが一大転機となり、当時の文壇や思想界の実態に触れ、またフ

ロベールらの小説の現代的意義を発見し、ロマン派的韻文から散文に転向した。20 代後半に

おけるゾラには、バルザックが世紀前半の社会を『人間喜劇52』(La Comédie humaine)でやっ

たことを、第二帝政期で、遺伝法則や決定論を取り入れてより科学的実証的方法で実行した

いという野心があった。「社会研究」を目指すと宣言し、あらゆる社会階層と職業集団に帰

属する人物たちを対象に、個々の事例をあたかも病状のケーススタディのように検討してい

った。この構想を、「第二帝政時代の一家族の自然的・社会的物語」(Histoire naturelle et sociale 

d’une famille sous le second Empire)という副題をもつ、『ルーゴン=マッカール叢書』(Les 

Rougon-Macquart, 1871-1893)の全 20 巻で実現したのである。ルーゴン、マッカールはそれぞ

れ人名(姓)で、両家の家系につらなる人々が、各作品で中心人物となっている。緻密な調査

資料に基づいて書かれた『ルーゴン=マッカール叢書』は、下層社会や人間の醜悪な面を描

																													
51	経験的事実にのみ立脚し、先験的ないし形而上学的な推論を一切排除する哲学の立場。	
52	バルザックのほとんどすべての小説を包含する連作の総合的題名。人物再登場法によりい

くつもの作品間を空間的・時間的に連繋させることで、あらゆる階層や人間をえがいて 19
世紀前半のフランス社会を壮大にうつしだした。	
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写することにより社会悪の所在をはっきりさせ、正義の行き届かない社会を浮き彫りにした。

またゾラは、現実を読み解き、世界を解読しようとした一方で、ドラマチックで起承転結に

富む物語で読者を惹きつけ、豊かで喚起力の強い比喩で描写を展開した。	

全 20 の作品のうち、12 巻が第二帝政期のパリを舞台にした小説であり、ゾラは、変貌し

た首都パリの街並みと相貌を、鮮やかに描きつくした。ゾラは、ユゴーやボードレールのよ

うに旧きパリに対する郷愁の念をほとんどもたず、パリに住むあらゆる階級の人間たち、営

まれるあらゆる職業と労働を語り、新しく生まれたパリの姿や生態、その病理と快楽を語り

続けた53。中でも、パリ大改造を正面から小説に取り入れているのは、第二巻の、第二帝政

期の土地投機ブームに便乗し、巨万の富を手にする男の成り上がりぶりを活写した作品『獲

物の分け前』(La Curée, 1872)や、第三巻の、改造事業の一環であるパリ中央市場の新しい鉄

とガラスの建造物とその周辺の商人たちの生態を描く『パリの胃袋』(Le Ventre de Paris, 

1873)などがある。	

第十一巻『ボヌール・デ・ダム百貨店』(Au Bonheur des Dames, 1883)は、近代的商法や女

性戦略によって驚異的に売り上げを伸ばし、近隣の小商店を食いつぶしながら「ご婦人方の

幸福(ボヌール・デ・ダム)」百貨店という名のデパートが発展をとげる物語であるが、これ

は資本主義にたいするオマージュともいえる。デパートは、19世紀後半における大衆消費社

会の発展の先導役となった。経営者オクターヴ・ムーレと、売り子ドゥニーズが主人公であ

るが、二人の人物を中心とする物語は副次的であり、膨張し続ける百貨店のほうが主役とし

て、まるで生き物のように息づき動き回る。第二帝政時代は、19 世紀前半から進展していた

フランスの産業革命の完成期であったが、この時期の特徴である動きの一つとして、人々の

消費生活に直結し、そして外観華やかな成長発展を遂げた「商業界の動き」にゾラは非常に

関心を寄せ、当代商業界における企業集中化のもっとも著しい現象といえる百貨店の出現と

繁栄に着目した。ゾラは資料集めのためにパリの各百貨店、とくにボン・マルシェ54とルー

ブルの実地調査を熱心に行い、また各関係者からインタビューをして情報を集めた。この『ボ

ヌール・デ・ダム百貨店』においても、オスマンによるパリ改造は重要な背景となっている。

百貨店「ボヌール・デ・ダム」を経営する主人公オクターヴ・ムーレは新街路の敷設計画に

																													
53	小倉孝誠「ゾラとパリの創出」、澤田肇他編『パリという首都風景の誕生	―フランス大革

命期から両大戦間まで』、上智大学出版、2014 年、256 頁。	
54	もともとは 1838 年にヴィドー兄弟が創業した流行品店(生地屋)のひとつだったが、1852
年にアリスティッド・ブシコー(Aristide Boucicaut)によって買い取られ、夫人マルグリット

(Marguerite)とともに、バーゲンセール、ショーケースによる商品の展示、値札をつけ定価販

売を始めるなどの百貨店としてのシステムを確立、発展させた。	
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眼をつけ、隣接する土地家屋を次々と買収し店舗を拡張し、銀行家で実業家であるアルトマ

ン男爵の協力により、新しい大通りに面した壮麗な建物を完成させるにいたる。この小説は、

パリの大改造とデパートの発展とが巧みに結びつけられている。	

デパート(grand magasin)の前身は、マガザン・ド・ヌーヴォーテ(magasin de nouveautés)と

呼ばれる、ファッション関係の新製品を専門に扱う店であり、18 世紀末から 19 世紀初頭に

パリに現れ始めた。またそれらは、店の装飾も豪華で人目をひくものであった。マガザン・

ド・ヌーヴォーテは、第二帝政下、とりわけ 1860 年代において徐々にデパートへと変身を

とげたが、その基盤の一つには、19 世紀前半とは比べ物にならないほどの都市機能の面での

整備があった。1816 年に始まるガス燈照明は 1830 年代になってパリの主要な盛り場でとも

されるようになり、道路が整備され、馬車で容易に移動できる大通りや乗合馬車などの交通

の発達は婦人たちにデパートをきわめて身近な存在にしたのである。	

ボヌール・デ・ダム百貨店は、田舎からパリにやってきたドゥニーズを夢中にさせた魅惑

的な外観と同時に、「機械」に例えられている。	

	

ドゥニーズには百貨店が高圧力で作動している機械のように感じられた。その振動は	 	 	

ショーウィンドーさえも動かしているようだった。(…)売り場の前に押し寄せた客は

商品の群れに幻惑され、そのあげく会計台に突進した。そしてこの動きは機械のよう

な規律で一貫して統制され、大勢の女性客はすべて、力強く一定の速度で回転する機

械装置の中に呑み込まれてしまうのだ。55	

Alors, Denise eut la sensation d’une machine, fonctionnant à haute pression, et dont le branle  

aurait gagné jusqu’aux étalages. [...] un enfournement de clientes, entassées devant les rayons,  

étourdies sous les marchandies, puis jetées à la caisse. Et cela réglé, organisé avec une rigueur,  

mécanique, tout un peuple de femmes passant dans la force et la logique des engrenages.56 

このように百貨店は「女性を食い物にする機械」や、「全速力で走る蒸気機関車」に例えら

れ、機械が発明され蒸気機関車の出現した産業革命の影響を感じさせる。それは「食べる」

ことを主要な活動とする有機的な生命体であり、女性だけでなくその周囲の小商店も食べて

しまう「怪物」でもあった。	

また本小説では、しばしば教会とデパートが対比されている。18 世紀までの宗教的権威を

																													
55	エミール・ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』、伊藤桂子訳、論創社、2002 年、19-20 頁。	
56	Émile Zola, Les Rougon-Macquart, tomeⅢ, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964, p. 402. 
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象徴する建物が教会であるとすれば、前世紀の宗教的情熱に取って代わる 19 世紀の社会を

推進するエネルギーとなったものが近代の欲望の殿堂であるデパートであるといえる57。女

性たちがもはや教会ではなく、デパートに足繁く通うようになったことを、ゾラは小説で以

下のように描写している。	

	 	 	 	

ムーレの創造した百貨店は新しい宗教をもたらし、信仰心が衰え次第に人の来なくな

った教会の代わりを百貨店がつとめ、それ以後空虚な人々の心に入り込んだ。女性は

暇な時間をムーレのところへやって来て過ごすようになった。かつてはチャペルの奥

で震えおののき不安な時間を過ごしたというのに。それは精神の情熱の必然的な消費

であり、夫と新しい神との闘いであり、美という天上の神を崇め、身体を絶えず再生

させる信仰であった。58	

Sa création apportait une religion nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante 

étaient remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer 

chez lui les heures vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu’elle vivait jadis au fond des 

chapelles : dépense nécessaire de passion nerveuse, lutte renaissante d’un dieu contre le mari, 

culte sans cesse renouvelé du corps, avec l’au-delà divin de la beauté.59	

	

女性たちが暇な時に気軽に百貨店を訪れることが出来るようになったのは、オスマンによる

道路の整備や、一般の人々も気軽に利用できるようになった乗合馬車の出現によるものであ

るだろう。百貨店は、ゾラが例えているように、近代に現れた、女性のための殿堂であった。

このようにゾラは、『ルーゴン=マッカール叢書』において、パリの街並みの変化だけではな

く、パリの社会の近代化を鮮明に描いた。『ボヌール・デ・ダム百貨店』には、近代を生き

る女性たちの姿がいきいきと描かれているが、それは、自分たちの生きる時代の現実を描く

ことを理念としていた印象派やその先達、エドゥアール・マネ(Édouard Manet, 1832-1883)の

絵画と共通している。	

	

2	 印象派とモンマルトルの芸術	

																													
57	湯原かの子「エミール・ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』近代を生きる女性たち」、『上

智大学仏語・仏文学論集』、2017 年、65-82 頁、65 頁。	
58	エミール・ゾラ、前掲書、553 頁。	
59	Émile Zola, op. cit., p. 797-798.	
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(1) 印象派の誕生	

	 印象派の画家たちは、第二帝政下で大改造を果たしたパリの新たな都市空間とその体験に

いち早く反応した。現代生活の主題に目を向けた 初の画家である印象派の開祖マネは、

1863 年の政府が開催するサロンの審査に落選し、皇帝によって開かれた「落選展」にて、落

選した油彩画全てを出展した。落選展は予想通りの騒ぎを巻き起こしたが、中でもひときわ

激しい非難を浴びたのがマネの≪草上の昼食≫(Le Déjeuner sur l’herbe, 1862-1863)であり、そ

れは大きなスキャンダルとなった。この際に、ゾラはマネを擁護し、マネはお礼にゾラの肖

像画を描くなど、二人は友好関係にあった。	

	 このスキャンダルを契機に、進歩的な芸術家や文学者は、マネを中心に、モンマルトル西

方のバティニョル地区のカフェ・ゲルボワで集い、日夜熱い議論を交わしていた。また、彼

らの多くがバティニョル地区に居住していた。サン=ラザール駅周辺から北側に広がるバテ

ィニョル地区に至る地域は、パリ改造により も変化した地域の一つであった。1863 年に開

通したバティニョル大通りや 1874 年に竣工したオペラ座など、この辺りは一躍新しいパリ

を象徴する地域へと変貌したのである。またこの地区の中心にあってサン=ラザール駅から

延びる線路上に 1868 年に架けられた、印象派の画家の作品のモチーフにもしばしばなって

いた「ヨーロッパ橋」(le pont de l’Europe)は、 新の技術と鉄が用いられていた。そしてそ

の橋の上では、ヨーロッパの都市名がついた通りが交差し、パリの「中心性」を感じさせる

場ともなっていた。印象派の画家たちは、「現代性」によって浸透された空間に焦点を合わ

せていた。同時代の言説の中では、彼らはしばしば「バティニョル・グループ」(Le Groupe des 

Batignolles)と呼ばれていたが、これは彼らとこの地区のつながりの深さを証しているといえ

る。彼らが描いたパリのモチーフをみると、その範囲はバティニョル地区を中心にし、オペ

ラ座からルーブル美術館に至る界隈、またモンマルトル界隈へと広がっている60。そしてこ

の若い面々が後の 70 年代に「印象派」グループを形成することとなる。彼らはさかんに新

しい都市空間とその中で行動する人々の生態に関心を持ち、積極的に近代美を見出しその表

現に没頭したが、近代化したパリの都市風景も彼らの重要なモチーフとなっていたのである。

大通りの光景は、印象派の画家たちの好んだテーマのひとつとなった。彼らは、大気と動き

を重視することにより、光と戸外で見たものをありのままに表現したいという彼らの欲求を、

																													
60	林道郎「遊歩者のパリ	―カイユボットの眼差し」、澤田肇他『パリという首都風景の誕生	

―フランス大革命期から両大戦間まで』、上智大学出版、2014 年、55 頁。	



	

31	

	

そこに適用する可能性を見出したのである。このように印象派の画家たちは、変貌したパリ

の近代美を積極的に作品に描いた。パリの近代化は、第二章であげたように大改造前からパ

リを知っていた多くの芸術家にとっては前向きに受け入れられるものではなかったのだが、

そこに現代的な美しさをみる芸術家たちにとっては非常に創作意欲を沸かせるものであっ

た。	

	

(2) モンマルトルの娯楽と芸術	

	 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけては、しばしば「美しき時代」という意味の「ベル・エ

ポック(良き時代)」(Belle Époque)と呼ばれている。これは、第一次世界大戦を経過したのち、

「古き良き時代」として、回想の対象にして懐かしんだ表現である。当時のフランス人や、

多くの外国人もまた、フランスの首都が同時に世界の首都である、少なくとも、芸術や文学、

知性や、享楽の都である、という意識を抱いていた。すでに 19 世紀半ばごろから「光の都」

と呼ばれていたパリは、第二帝政期に大きく変貌したことで威信はさらに高まっていた。普

仏戦争から立ち直り、政治は安定し経済的にも繁栄していた時期であり、それが生の悦びと

結びつき、当時のパリに、独特な享楽的雰囲気をもたらしていた61。	

中でも、1880 年代から第一次世界大戦までの、パリの北側にある小高い丘「モンマルトル

界隈」は、ベル・エポックのパリを象徴する地域であり、庶民の娯楽の舞台となっていた。

モンマルトル界隈は、第二帝政期が始まるときには「市外」であったが、パリ大改造によっ

て、パリの行政区域の中に組み入れられた地域である。パリの近代化により、古いパリの面

影は失われていったが、モンマルトルの丘にはまだ自然の美しさが残っていて、その静けさ

や明るい陽光、広い地平線に惹かれて若い画家たちが住み着くようになり、あちらこちらに

アトリエがうまれた。1876 年にサクレ・クールの建造が始まると、パリ市民の視線は一斉に

丘に向けられることとなり、丘のふもとをめぐって大小のキャバレー、舞踏場、酒場、旅館

などの建造が開始された。「エリゼ・モンマルトル」(極楽モンマルトル)や「ムーラン・ド・

ラ・ギャレット」(ギャレット菓子の風車)62などのダンスホールはすでに活況を呈し、楽隊

のにぎやかな演奏にあわせて男女が踊りまくるという光景が毎夜繰り広げられていた。ルノ

ワール(Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919)は、このギャレットの大作を描くためにギャレット

の近いコルト街にもアトリエを借り、≪ムーラン・ド・ラ・ギャレット≫(Bal du moulin de la 

																													
61	小倉孝誠『近代フランスの誘惑	―物語	表象	オリエント』、慶應義塾大学出版会株式会社、

2006 年、186 頁。	
62	ガレット(ギャレット)(galette)とは、フランスの平たい円形の焼き菓子のこと。	
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Galette, 1876)(図 4)のような も知られた作品の何点かを描き、風車小屋の足元にあった酒

場を賛美した。やがて世紀末には、モンマルトルは、パリ隋一の華やかな夜の一大歓楽街へ

と発展していき、庶民の娯楽の舞台となった。	

	 19 世紀の終わりには、オペラやオペレッタ63、コンサート等がそれまで以上に市民に身近

なものになっていた。カフェや≪カフェ・コンセール≫(音楽喫茶)が流行して都市生活の中

心となり、夕方にはガス灯とほのかな光で輝いた。エドガー・ドガ(Edgar Degas, 1834-1917)

は、カフェや娼家といった夜のパリの様子や、コンサートやバレエ、カフェ・コンセールと

いった都会生活の情景を描いた。彼のもっとも有名な作品の一つ≪アプサント≫

(L’absinthe	(Dans un café), 1876)(図 5)の非常に暗鬱な像はその例のひとつである。1881

年、エリゼ・モンマルトルの真向かいに「ル・シャ・ノワール」が開店し、復古調の装飾が

ほどこされ、中世風のランプや武器をぶらさげたその新奇性に芸術家たちは惹かれて詰めか

け、大繁盛となった。音楽家はピアノを演奏し、詩人は自作の詩を朗読し、歌手はシャンソ

ンで政治や社会を風刺した。こうして、オスマンの改造によってカルチエ・ラタン地区64に

かつての魅力を感じなくなっていた芸術家たちのたまり場となった。1889 年には、モンマル

トルのブランシュ広場近くのクリシー通り 90 番地に、新しいダンスホール「ムーラン・ル

ージュ」が開場した。昔懐かしいモンマルトルの風車小屋の、その真紅の翼がゆっくりまわ

るという仕掛けがパリ市民の目と足を引き付けた。天井の非常に高いホールはガス灯やラン

プ、シャンデリアで真昼のように照らされ、万国旗で飾られていた。片側の壁面はすべて鏡

を張り付けてあり、ホールを一段と広く見せ、ラ・グリュやジャンヌ・アヴリルなどのモン

マルトルの売れっ子ダンサーらがその華やかさを増していた。戸外の庭園も内部と同様に照

明され、十分に演芸を楽しむことができた。楽隊、フレンチ・カンカン65、余興、また射的、

奇術、占いなど、まるで縁日のお祭り騒ぎのようであった。「ムーラン・ルージュ」には外

国の富裕な観光客や王子、伯爵などもやってきて、芸術家では、アカデミーのお偉方をはじ

																													
63	台詞と踊りのあるオーケストラ付きの、軽快な内容の歌劇。オペレッタは 19 世紀初めに

うまれたが、オッフェンバック(Jacques Offenbach, 1819-1880)がその原型を作ったといわれ、

55年に自身の劇場を設立した。代表作「地獄のオルフェ(天国と地獄)」(Orphée aux Enfers, 
1858)、「パリの生活」(La Vie Parisienne, 1866)等は当時パリで人気を博した。	
64	カルチエ・ラタン(Quartier latin)はセーヌ川左岸の 5 区と 6 区にまたがる区域で「ラテン語地

区」を意味する。フランス語が未統一であった時代に、欧州各地から集まった学生たちが当

時の学問や教会における国際共通語であったラテン語で会話したことに由来する。	
65 19 世紀半ばごろパリを中心に広がった 4 分の 2 拍子の速いテンポの曲で踊る大衆舞踊。ロ

ングスカート、ペチコート、黒タイツを身に着けた女性ダンサーがコーラスライン形式で繰

り広げるダンスショー。ムーラン・ルージュなどで盛んに行われた。	
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め、無名の青年芸術家から歌謡作者まで姿を見せ、特にモンマルトルの画家や詩人たちにと

っては、新しい会合場所ともなった。伯爵画家トゥールーズ=ロートレック(Henri de 

Toulouse-Lautrec, 1864-1901)は、開店の夜以来、この「ムーラン・ルージュ」に病みつきにな

り、毎晩のように予約テーブルに座りっきりになったが、「ムーラン・ルージュ」は、彼が

連日入り浸って数多くの傑作を残したために、その名も永遠になったのである66(図 6)。	

「ムーラン・ルージュ」は開場の際に、大々的な広告を掲載し、パリ在住の著名人に一人

残らず開場当日の招待状をばらまいたが、この開場に花を添えたのは、当時ポスター画家と

して人気の高かったジュール・シェレ(Jules Chéret, 1836-1932)の描いたポスターであった。

そのシェレにかわって、盛況の続く「ムーラン・ルージュ」の宣伝ポスターの依頼がまわっ

てきたのがロートレックであった。彼は、絵画のテクニックの多くをドガから学び、都会生

活の情景を描くというドガの追求を続け、卑猥なものの中にある美を追い求めた。ドガは、

写真の効果にいち早く注目し、生活の一瞬をとらえることに目を向けていた 初の人物であ

った。ロートレックも、ドガのテクニックを用い、劇場内の思いがけない位置からステージ

や客席などをとらえてスナップ写真的に舞台をかいた。特にポスターには、この効果を も

有効に用いた。ロートレックはパリの歓楽街の真っただ中にいて、彼の作品はそうした街の

生活の中から自然にわきあがってきたものであった。彼の源泉は生きている「今」であり、

センチメンタルな感情やノスタルジーも関係がなかった。ロートレックは、見る者をきわめ

て自然に彼の世界に誘い込んでしまうため、誰もがいつしかロートレックと愉快を共にして

いる。生活をこれほど明快に芸術へと変えた例は稀であるだろう67。彼の制作したポスター

は全部で 30 枚あるが、キャバレーのポスターや新聞小説の連載予告ポスターなどの名作も

描き、ロートレックは、ポスターを、商業美術を超えた、現代芸術の世界にひきあげた。	

	 また、ムーラン・ルージュの出現した年、丘の中腹、ラヴィニャン街 13 番地にあった古

いピアノ工場を買い取り、集団アトリエに改造した男がいる。その頃貧しい若手の芸術家た

ちが安いアトリエと住居を求めて盛んにモンマルトルに移り住むようになったのに目を付

けたのである。1970 年に火災で全焼してしまうが、貧しい芸術家たちに安い家賃でアトリエ

を提供し続けた。このアトリエは、歩くとギシギシ音が鳴り、平らな屋根と内部の構造がセ

ーヌ川に浮かぶ洗濯船68を思わせることから、「バトウ・ラヴォワール	(洗濯船)」(Le 

																													
66	東珠樹『芸術家たちの丘―モンマルトル今昔譚』、美術公論社、1993 年、28 頁。	
67	竹内二郎『ドガ／ロートレック』、学習研究社、1992 年、66 頁。	
68	セーヌの土手につなぎとめられた屋根付きの平底船。船縁に沿って洗濯台とベンチが並べ

られ、小柱で区間に区切られていて、人々は船主にお金を払って区画を借りて洗濯していた。
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Bateau-Lavoir)と呼ばれるようになった。ピカソ(Pablo Picasso, 1881-1973)やモディリアニ

(Amedeo Clemente Modigliani, 1884-1920)もアトリエの住人となり、大勢の芸術家が集ってい

た。このようにモンマルトルは、大改造で整備されてしまったパリ市内から逃れるように多

くの芸術家が集まり、交わる場となり、ベル・エポック期の享楽的な雰囲気の中、芸術が盛

んに発展した場所となった。	

	

3	 新たに生まれた芸術	

	

近代化の進んだこの時期には、パリ大改造によりきれいに整備されたパリを舞台に、それ

までにはなかったような新たな芸術が生まれていくことになった。まず、ベル・エポックの

華やかな時代を印象づける出来事として、万国博覧会がある。万国博覧会は、産業革命をお

こない、科学技術の進歩を信じていた 19 世紀という時代を実に象徴するイベントであり、

繁栄の時代をよく映し出している。万国博覧会は、世界各地からの物産や種々の新しい創作

を一同に結集させ、経済を刺激し情報交換をする場であると同時に、参加国が威信をかけ競

い合う一大イベントであった。これは、国民国家という枠組みが強烈に意識される場でもあ

り、国威を発揚する重要な機会とみなされていた。万博では、産業革命によってもたらされ

た進歩を具体的な製品として可視的なものにし、展示した。またそれは、機械や技術の成果

だけでなく、芸術における回顧や、斬新な試みが展示される場でもあり、世紀末の建築や装

飾芸術において重要な役割を演じた。以降、ベル・エポック期のパリで生まれ、発展してい

った芸術を、パリ万国博覧会、アール・ヌーヴォー、写真・映画の 3 つの項目で検討する。	

	

(1) パリ万国博覧会	

商業と産業と美術を結集する、平和的、国際的な競争という構想は、1851 年、ロンドンで

の第 1 回万国博覧会で具体化した。他の諸国に先んじて工業化を実現し、多くの植民地を有

して繁栄を誇っていたヴィクトリア朝イギリス69が、その国威を世界に見せつけたのである。

そこで目玉となったのが、鉄骨ガラス張りの「水晶宮」であった。ナポレオン 3 世は、国民

																																								 																																								 												

18 世紀末には 80 の洗濯船が土手を埋め尽くしていたが、20 世紀に入り家庭用の上下水道が

完備されると不潔なセーヌ川の水を使う洗濯船の人気は急激に衰えていった。	
69	ヴィクトリア女王(Victoria, 1819-1901)がイギリスを統治していた 1837年から 1901年の期

間。イギリスはこの時代に憲政が著しく発達し、世界商工業の覇権を握って国力を増進させ、

多くの自治領や植民地を所有し、近代イギリスで も繁栄した。	
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の間によみがえった、偉大なる帝国という陶酔と熱狂がさめないようにする為、一方ミシェ

ル・シュバリエ(Michel Chevalier, 1806-1879)らなどの元サン=シモン主義者70は、産業の発展

の為に、両者は、もう一段階上の発展を目指すためになにか新しいイベントが必要だという

点で一致していて、イギリスに負けないような万国博覧会を開催しようということになった。

シュバリエの心には、イギリスに先を越されたという悔しさとともに、ロンドン万博は完璧

なものではなかったという安堵感があった。彼にとっては、ロンドン万博には主導的な理念

が欠如していると感じられた。サン=シモン主義が「インダストリー」というコンセプトに

含めていた鉱工業、農業、商業のうち、ロンドンの万博で扱われていたのは鉱工業にすぎず、

農業と商業は除外されていた。また、美術というセクションを加えながら絵画が含まれてい

なかったことも、産業の発展において美術的なセンスの追求という要素は欠かすことのでき

ないものであるという考えから、理解しがたいものであった。シュバリエがパリで開かれる

博覧会を、ロンドン万博の「グレイト・エクジビション」(The Great Exhibition)とはっきり

と区別して「エクスポジシオン・ユニヴェルセル」(Expositions Universelles)と命名したのは、

たんに国際規模の博覧会という意味ではなく、地球上に存在する万物を展示(エクスポゼ)し、

それらがすべてひとつの体系によって統合されているという事実を明示(エクスポゼ)する

という意味において「ユニヴェルセル」なのであった71。パリでは、1855 年、67 年、78 年、

89 年、そして 1900 年と、ほとんど 10 年ごとに万博が開催された。19 世紀を通じてパリは

西に向かって次第に拡張していき、万国博の開催は都市整備の絶好の機会となった。一つの

国や、文明を特徴づけると見なされる要素の複製や縮小、要約、併置による、一連の建造物

「博覧会建築」が発達するのは 1867 年以降のことである。オスマンの都市計画に対抗する

ようなかたちで、万国博覧会は、建築物と装飾の「生きた作品集」としての様相を呈するよ

うになる72。89 年にはエッフェル塔、1900 年にはグラン・パレ、プティ・パレが建てられた。

																													
70	サン=シモン(Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint- Simon, 1760-1825)は、フランスの社

会思想家で、封建体制にかわって産業人の支配する社会を理想とする、初期社会主義者の一

人。サン=シモン主義は、産業化によって個人や社会を豊かにし、人々の福祉を向上させる

ことを目指した。	
71	鹿島茂『絶景、パリ万国博覧会	サン=シモンの鉄の夢』、河出書房新社、1992 年、74 頁。

フランス語の「exposer」という動詞には、「1	陳列する、展示する、展覧する。2 説明する、

述べる。3	(光などに)さらす、当てる。」等の意味、「universel,le」という形容詞には、「1 全
世界的な、万国の。2 全体の；すべてに共通の、普遍的な；一般的な。」等の意味がある。(旺

文社	ロワイヤル仏和中辞典	第 2 版	より)	
72	高橋朋也『モデルニテ―パリ・近代の誕生	オルセー美術館展』、日本経済新聞社、1996
年、157 頁。	
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そのほかにも、55 年のパリ博覧会において、クールベ(Gustave Courbet, 1819-1877)により「レ

アリスム宣言」が行われたり、89 年にはゴーガン(Paul Gauguin, 1848-1903)とその弟子を中

心に「印象主義、および綜合主義グループ」の展覧会が開かれたりと、多彩で、新しいもの

を目指す催しが多く行われた。世界中の国々が集まるという国際性から、新しい技術や建築、

芸術界の動きをただちに全世界に伝播させるという重要な機能も果たした。また、万国博覧

会で重要な点は、その本質上、常に一時的な催しであったことである。それは数カ月から半

年ほどの臨時的な催しであり、そのため、作られた施設は、博覧会の終了後ただちに壊され

るべき性質のものであった。博覧会本来の目的は、 新の技術や科学の進歩を示す為であっ

たこともあり、普通では考えられないような大胆な試みや、思い切った実験が現実に行われ

得たのである73。	

「エッフェル塔」は、フランス革命百周年の記念行事をかねた 1889 年の第 4 回パリ万国

博覧会の 大のモニュメントとなった建築物である(図 7)。高さ 300 メートルにおよぶ前代

未聞の鉄塔は、ギュスターヴ・エッフェル(Gustave Eiffel, 1832-1923)によってわずか3年弱

で完成された。エッフェルは、当時建築家たちにとって親しい有効な材料となっていた鉄骨

を駆使することで、独創的な建築デザイナーとして知られていた。万国博覧会のために作ら

れた建物の多くはその後取り壊されているが、エッフェル塔のように現在でも残っているも

のは例外的であり、このような新しい試みは、いずれは壊される博覧会の施設であったから

こそ、一時的にもせよ実現され得たのであったのである。	

エッフェル自身は、それを新しい建築だとは考えておらず、彼にとっては、高さ 300 メー

トルを超える「塔」は、技術の勝利ではあっても、新しい美を示すものではなかったのであ

る。美しい建築物とみなされるようになるのは後年のことで、20 世紀の若い芸術家たちは、

エッフェル塔に技術の成果ではなく、まず美の表現をみた。エッフェル塔が建設された当時

は、石造りのパリの街に突如とびぬけて高い鉄の塔がたつことは著しく景観を損なうという

反感も多かった。芸術家たちからは多く非難を浴び、シャルル・ガルニエ、ルコント・ド・

リール(Leconte de Lisle, 1818-1894)、モーパッサン(Guy de Maupassant, 1850-1893)等当時の著

名な文化人らが名を連ねた反対請願書がパリ市に提出された。	

	

めまいがするほど滑稽な塔は、工場の黒く巨大な煙突と同じくパリを支配し、その野

蛮な姿ですべてを押しつぶしてしまう。ノートル=ダム大聖堂やサント=シャペル、サ

																													
73	高階秀爾『世紀末芸術』、筑摩書房、2008 年、84 頁。	
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ン=ジャックの塔やルーヴル宮殿やアンヴァリッドのドームや凱旋門など、侮辱された

われわれの記念建造物のすべてを、また卑小化された建築のすべてを。そしてそれら

をこのあきれた夢の中に消し去ってしまうのだ。74	

	

一方でエッフェル塔は、博覧会の人気の的になり、「万博に行って、エッフェル塔に昇ろ

う」がパリ市民の合言葉になっていた75。塔は、速やかにパリのシンボルとなった。	

1900 年の万国博覧会の際には、博覧会に合わせてパリで 初の地下鉄が開通した。この年

の万国博覧会では、コンコルド広場に巨大な入場ゲートがそびえたち、その周辺の界隈や大

通りは豪華に飾り立てられた。このように、ベル・エポック時代のパリは、「贅沢と快楽と

優雅」のパリが想起される。こうしてパリは、都市の大改造に加え、「19 世紀の首都」と呼

ばれるにふさわしい近代都市へ変貌を遂げた。	

	

(2) アール・ヌーヴォー	

	 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、近代化の推進がもたらす社会的状況の中、ヨーロッ

パでは、それ以前の社会の芸術に対抗してゆくような新しい時代の新しい芸術の動向、「ア

ール・ヌーヴォー」(Art Nouveau)がうまれた。エッフェル塔の建てられた 1889 年のパリ万

博は、科学技術の発達による人類の輝かしい未来を祝ったが、1900 年のパリ万博は、文化や

芸術、または趣味をきらびやかに飾り、科学と芸術のバランスが考慮されるようになった。

1900 年のパリ万博はアール・ヌーヴォーのスタイルを公式に採用したわけではないが、結果

的に、民間の趣味、流行としてその侵入を許し、博覧会を乗っ取られてしまった76。1900 年

のパリ万博は、アール・ヌーヴォーのスタイルを世界に広めることとなった。建築において

は、細部の装飾に曲線が多用され、時に装飾は過剰にあふれ、生命体を思わせるような、性

的で官能的な雰囲気を放つ。フランスの建築家、ギマール(Hector Guimard, 1867-1942)は、パ

リに新しくできていた地下鉄駅への出入口の装飾を担当し、それは、植物か昆虫のような不

思議な形をしている(図 8)。アール・ヌーヴォーの建築家や工芸家は、大量生産される工業

製品が時代の趨勢をなすことに強い不満や批判を持っていて、もっと街や生活に美的な息吹

が吹き込めるはずだと考え、幾何学的な合理性が主導権を握りそうな現実を前に、あえてお

どろおどろしいまでの生命感を、曲線を基調にもちこもうと考えた。絵画においては、それ

																													
74	高橋朋也、前掲書、156 頁。	
75	大江一道『世紀末の文化史	19 世紀の暮れかた』、山川出版社、1994 年、74 頁。	
76	海野弘『万国博覧会の二十世紀』、株式会社平凡社、2013 年、38 頁。	
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までの、伝統的な歴史画や宗教画とは異なる絵画が生まれ、市民の日常生活のありさまや自

然の中で憩う人々の姿が描かれた。更に、この動きは、絵画に限らず、家具調度や食器、宝

飾類、ポスター、タピスリー等の、およそ日々の生活に関わるものを徹底して美的に構成し

てしまおうという展開であった。これまで芸術の範疇に属さなかったものが芸術として浮上

してきたが、印刷技術の進展によって複製技術が盛んになったことも相まっている。挿絵雑

誌やポスターは、市民生活の活況に直接寄与していた。	

ポスターは 19 世紀後半、表現上の大きな進歩を遂げ、黄金時代を迎えていたが、 盛期

は、ジャポニスム(japonisme)の影響を受けた、1880 年代以降である。ジャポニスムとは、ヨ

ーロッパで見られた日本趣味のことであり、万国博覧会への日本からの出品をきっかけに、

日本美術が注目され、西洋の芸術家たちに大きな影響を与えていた。特に、浮世絵の持つ平

面性と抽象性が、アール・ヌーヴォーの芸術家たちに大きな衝撃を与えた。ポスター芸術に

おける近代様式の確立は、ロートレックによって成し遂げられたが、アルフォンス・ミュシ

ャ(Alfons Mucha, 1860-1939)77のポスターは、女性の美しさの表現、精緻な線描表現、曲線模

様として、「アール・ヌーヴォー」を代表する芸術と言える78。挿絵画家として実績を残して

いたが未だ無名だったミュシャは、1894 年のクリスマスイヴ、他のデザイナーが休暇中であ

ったために、ベル・エポックを象徴する著名な舞台女優サラ・ベルナール(Sarah Bernhardt, 

1844-1923)からサラの舞台≪ジスモンダ≫の再演のポスターの依頼を受け、わずか数日後に

等身大の大きさのポスターを完成させ、その出来とともにサラを感激させた(図 9)。このポ

スターは、威厳に満ちた、サラの演じる人物と、細部にわたる繊細な装飾からなる服装、そ

して、細かなモザイク調の背景からなっていて、当時のパリにおいて大評判を呼び、その効

果は、サラの買い取った劇場の経営をも回復、安定させるものであった79。ミュシャは、1900

年のパリ万国博覧会にこのポスターを出品し、アール・ヌーヴォーの代名詞となった。芸術

においては、1900 年の万博は「アール・ヌーヴォーの勝利」と見られていたが、アール・ヌ

ーヴォーはこの時期を頂点とし、次第に衰退していった。	

	

(3) 写真・映画	

																													
77	チェコ語の発音ではムハ。オーストリア領モラヴィア(現チェコ)に生まれ、ウィーンやミ

ュンヘンを経て、27 歳にパリにわたり絵を学んだ。	
78	宗像衣子「世紀末芸術	―逆説性と価値―」、『研究紀要.人文科学・自然科学編』第 51 号、

神戸松蔭女子学院大学学術研究会、2010 年、29-51 頁、35 頁。	 	
79	久保村里正「ポスター作家の専業性に関する一考察	シェレ、ロートレック、ミュシャの

作家性」、『岐阜市立女子短期大学研究紀要』第 56 号、2006 年、73-84 頁、81 頁。	
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	 19 世紀の科学上の発明や発見の中で、造形芸術の世界に大きな影響を与えたものとして、

写真の発明をあげねばならない。1867 年のパリ万博では、シャン・ド・マルスの庭園に写真

のパヴィリオン(展示館)が与えられ、写真術の回顧展や、世界初の世界写真コンテストも行

われた。また、新型のカメラ、写真を応用した印刷技術も展示され、近代の偉大な発明に対

する関心を高めていた80。世界 初の実用的写真術である「ダゲレオタイプ」(daguerréotype)81

は、1839 年にフランスでダゲール(Louis Jacques Mandé Daguerre, 1787-1851)によって発明さ

れていた。それ以降写真術は全世界に驚異的な速度で広がり、当時のパリでは、写真館が新

しい風俗となり、多くの肖像写真がつくられていた。また写真術の出現は、きわめて短い時

間で写し取り、描きとるという共通した方法論をもつ、印象派を誕生させる事態ともつなが

っていた。	

写真の誕生以来、写真は都市と密接に関わっていくが、1851 年にフランス政府による写真

記録事業が実施されたことは注目すべき出来事である。これは、パリを含めたフランス全土

の地方都市に点在する歴史的建造物や遺跡、史跡、文化財の撮影を写真家たちに委嘱すると

いうものであった。公的な都市記録としての写真は、1860 年より始まったパリ改造計画の際

に、改造前のパリの都市を微細に撮影したシャルル・マルヴィル（Charles Marville, 1813-1879）

などの仕事にも引き継がれていく。また、並行して、都市の名所旧跡案内のための写真がア

ルバムや絵ハガキ写真として一般に流通するようになり、こうした写真は、都市のイメージ

を多くの人々と共有し、都市のステレオタイプ82のイメージを生むことになる。写真は、近

代国家の中心である都市の近代化を映し出す公の鏡としての役割を果たしたといえるであ

ろう83。	

20 世紀にも、写真のこうした役割は継続されていく一面もあったが、公的な鏡としての都

市写真とは質的に異なる、新たな都市写真により都市と写真の在り方に新たな様相を切り開

いたのが、ジャン・ウジェーヌ・オーギュスト・アジェ(Jean Eugène Auguste Atget, 1857-1927)

である。近代写真の先駆者の一人といわれる彼が写真家としての活動を開始したのは 1897

年といわれており、アジェの仕事の主要な部分はベル・エポックの時代になされた84。それ

																													
80	鹿島茂、前掲書、256 頁。	
81	よく磨いた銀板を沃素蒸気で処理して表面を沃化銀とし、露光後水銀蒸気で現像して画像

を得る方法。	
82	常套的な形式。また、型にはまった画一的なイメージのこと。	
83	深川雅文「都市の無意識の暴露	―ウジェーヌ・アジェの都市写真」、高橋世織編『映画と

写真は都市をどう描いたか』、株式会社ウェッジ、2007 年、99 頁。	
84	小倉孝誠『近代フランスの誘惑	―物語	表象	オリエント』、183 頁。	
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以前は地方回りの役者をしていたが、演劇の世界で挫折を味わい、近代化していく過渡期の

パリで見た「失われていく世界」を写真におさめ始めた。写真家になって以来の彼はほとん

どパリを離れず、生涯にわたりもっぱらパリとそこに住む人々の風俗だけを撮り続けた。彼

が対象としたものは、街頭で働く、花売りや傘売り、新聞売りなどの人々、古い街並みや歴

史的建造物、教会、キャバレーやサーカスの看板、店先、公園、室内、馬車や娼婦、屑屋ま

で、およそ目にすることのできる古きパリのすべてであった。しかし、アジェの作品は、世

紀末のパリの爛熟した都市空間や、ベル・エポック期の華やかさを断固として無視した。同

時代のエッフェル塔や万国博覧会、地下鉄、貴婦人などの写真は一枚も残していない。写真

の草創期以来肖像写真はその主要なジャンルであったが、アジェが記録したのは、近代化か

ら取り残されたかのようなパリの古い界隈や消滅する運命にある行商人の姿、一見したとこ

ろ何の変哲もない店の看板や戸口などであった(図 10-12)。また、彼はどんな写真サロンや

写真家グループとも関わらず、自分が芸術写真を撮っているなどという意識もおそらく持た

ず、自宅の玄関には「芸術家のための資料」という表札をはっていた85。彼の写真の多くは、

美術館や博物館などの公的機関からの依頼にもとづいて製作されたものであった。アジェは、

同時代の潮流や風俗にほとんど戦略的に背を向け続け、自己のスタイルに徹することにより、

当時より徐々に壊され消えていく「古きパリ」を中心とした忠実な日常の記録を後世に大き

な遺産として残し、近代写真に大きな影響を与えた。	 	

彼の作品は、第一次世界大戦後、アメリカの画家・写真家のマン・レイ(Man Ray, 

1890-1976)86によって発見され、シュルレアリストたちが賛嘆の声をあげた。パリをとったア

ジェの写真は、都市の無意識を暴露する写真であるがゆえに、尽きせぬ魅力と神秘に満ちて

いる。パリが特に繁栄していたベル・エポック期の、ありのままのパリの姿をうつした彼の

写真に、後世の人々は、写真という芸術やパリという街、またアジェの写真に、芸術的な魅

力を感じたのである。	

	 また、映画史においては、1895 年にリュミエール兄弟(les frères Lumière, Auguste 1862-1954, 

Louis 1864-1948)が、自分たちで開発した世界初の撮影と映写の機能を持つ複合映写機「シネ

マトグラフ」(cinématographe)を史上初めて一般の観客に公開した。上映されたものは「水を

																													
85	小倉孝誠『近代フランスの誘惑	―物語	表象	オリエント』、207-208 頁。	
86	本名はエマニュエル・ラドニツキー(Emmanuel Rasnitzky)。ニューヨークでダダ(1910 年代

半ばに起こった、既成の権威や道徳、習俗、芸術形式の一切を否定し、自発性と偶然性を尊

重する芸術運動)、パリでシュールレアリスム(1920 年代にダダイスムにつづいてフランスで

起こった、既成の美学や道徳にこだわらずに内的生活を表現することを目指す芸術運動)に

加わり、実験的な写真、絵画、オブジェを制作した。	
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かけられた散水夫」や「赤ちゃんの食事」等の、日常的風景のひとこまであったが、「到着

する列車」では観客はその迫力に驚かされたという。彼らの公開映画会は驚嘆の声をあげさ

せたが、映画が新しい表現メディアとしておもしろい可能性をもつことを発見したのは、代

表作に「月世界旅行」(Le Voyage dans la Lune, 1902)87などがあるジョルジュ・メリエス

(Georges Méliès, 1861-1938)であった。彼は、トリック撮影の創始者として知られ、現実の情

景を記録したリュミエール兄弟とは違い、スタジオでセットを組んで撮影する方式を考案し

た。1896 年から第一次世界大戦まで、幻想的主題を求めて、多様な映像の非現実的手法を開

拓した。また彼の も大きな功績は、映画の製作システムを体系化したことである。1897 年

5 月にパリ郊外のモントルイユに立てた世界 初のスタジオは、やがて製作システムをコン

トロールする撮影場所となった。トリックを用いる映画を作ろうとする際には、自由に背景

を取り換え、小道具を置き、適当な照明を必要とする。さらに、屋外制作は常に天候や場所

の条件に左右され、作品を計画的に作ることは難しかったが、スタジオがあれば、何にも邪

魔されずに制作することが可能であり、「映像」を商品として計画的に生産するには、どう

してもスタジオがいるのだった。メリエスはこうして、映画産業の流通機構に第一の基礎を

置いた88。	

1900 年の万博で、映画は新しい技術の一つとして重要な出し物となった。リュミエール家

は、幅 25 メートル、高さ 15 メートル、2500 人の観客が両面から見られる大型スクリーンを

機械館に展示し、グリモアン=サンソン(Raoul Grimoin-Sanson, 1860-1941)は 360 度スクリー

ン「シネオラマ」(cinéorama)館を建設した。映画は、1900 年の万博でいわば正式の資格を与

えられた。万博の終了後から第一次世界大戦勃発までの間、映画はフランスの都市で人気の

高い娯楽になり、1907 年にパリには 2 軒の映画館しかなかったが、その 6 年後には 160 軒に

まで増えた89。1950 年代後半には「ヌーベルヴァーグ(新しい波)」(nouvelle vague)と呼ばれ

る、商業映画に束縛されず自由な映画製作を行う若い世代が台頭し、独自の映像世界を展開

していくこととなり、現在でもフランス映画は、世界の中で、映像と主題のユニークさにお

いて独特の地位を占めているといえる。	

	 	

																													
87	14 分間の作品。原作はサイエンス・フィクションの開祖として知られるジュール・ヴェル

ヌ(Jules Gabriel verne, 1828-1905)の『月世界旅行』(De la Terre à la Lune, 1865)だが、この作品

を簡略化し、変更を加えたものである。	
88	岡田普『映画の世界史』、株式会社三秀舎、1974 年、44 頁。	
89	ロザリンド・H・ウィリアムズ『夢の消費革命』、吉田典子、田村真理訳、工作舎、1996
年、85 頁。 
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結論	

	

現在のパリの街並みをほとんどつくり上げたパリ大改造をはじめとする 19 世紀のパリの

近代化は、パリの芸術にどのような影響を与えたのだろうか。第一章でみたように、19 世紀

半ばのパリの状態はすさまじいものであり、増加し続ける人口は都市改造の必要性を増して

いた。ナポレオン 3 世とオスマンによる大改造でパリは大きく変容したが、そこは、それ以

前の「病んだパリ」を改善し衛生的な街にするという目的だけではなく、パリを、帝政の権

威と栄光にかなった「世界の首都」にするというねらいもあった。パリの大改造は、パリの

街並みを変化させるだけでなく、ブルジョア社会を誕生させた、パリの近代化でもあったの

である。第二章では、大改造によってうまれた社会の変化や、世間の評価をみたが、大改造

当時、パリ市民やロマン主義をはじめとする芸術家たちは、慣れ親しんだパリの消失を嘆い

ていたのだった。フロベールやボードレール、またゴンクール兄弟の作品から、変化してい

くパリや、昔のパリへの郷愁を読み取ることができる。第三章では、反対に、近代化するパ

リを芸術作品に積極的に取り入れていくゾラや、パリに近代美をみた印象派をあげた。大改

造を経て近代的で美しい姿に変貌したパリを舞台に、ほぼ 10 年おきにパリで万国博覧会が

開催されたが、そこでは新たな技術や芸術を積極的に展示し、パリの近代性を世に知らしめ

るだけでなく、その芸術性を世に広める機会にもなった。また万国博覧会は、都市整備の絶

好の機会ともなっていた。エッフェル塔のようなモニュメントが次々と出現してパリはスペ

クタクル都市となり、街全体が芸術作品として捉えられるようになった。万国博覧会でパリ

を訪れた人々はその美しさや新鮮さに驚き、パリという街の持つ現代性や芸術性は世界に広

められていくことになった。一方、パリ大改造によって芸術家たちが集まることとなったモ

ンマルトルでは、カフェ・コンセールやダンスホールなどの娯楽や芸術家同士の交流ととも

に、ベル・エポック期らしい芸術が繁栄していた。またこの時期には写真も市民にとってよ

り身近になり、絵ハガキ写真などでパリのイメージを伝播させる役割も果たしたのだが、モ

ンマルトルで発展したポスター芸術や、写真、映画も万国博覧会で展示されていたのであっ

た。また、万国博覧会などで繁栄した華やかなベル・エポック期の、素朴で無垢な、飾らな

いパリの姿をうつしたアジェの写真は、後の写真家たちに影響を与え、また人々はそこに美

を感じ取ったのだった。大改造によって、パリは街全体が芸術作品とみなされるようになり

芸術が栄えたが、同時に、近代化の中で昔の雰囲気を残す街並みや、人々の生活等のパリの
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日常の風景も、多くの人々の強い関心の対象になったということができるだろう。	

このように、19 世紀の大改造をはじめとしたパリの近代化は、社会の変化や人々の生活、

風俗の変化につながっていた。急速なパリの変貌は、多くの芸術家に「首都が変わるからこ

そ首都について語らなければならない」と感じさせた。19 世紀のパリの変容や近代化が、芸

術家のインスピレーションの源になったのである。それまでもパリは文化的都市として世に

知れた都市であったが、大改造や近代化によって生まれたパリを舞台に、芸術家たちは、新

しい美意識を追求し、もっとも輝かしい芸術創造の半世紀といわれる時代を生み出すことと

なった90。当時、パリは様々な価値の源泉とみなされるようになった。革命の都市、光の都、

現代のバビロン、世界の首都、文明の中心といった、パリがまとったさまざまな呼称は、そ

の価値づけの結果である。このようなパリのイメージは、作家や画家、写真家などの作品に

よって共有され、一般の大衆もまたそれを受容し、当時のフランス人の社会的表象の一部を

なしていた91。後の人々は、バルザックやユゴーの描いた、今はもうないパリの街並みを想

像し、フロベールやボードレールの感じていた古いパリへの郷愁の念に同情する。また、ゾ

ラや印象派の感性を刺激していた「新たに生まれてきたパリ」の持つ印象を彼らの作品とと

もに共有し、またベル・エポックの享楽的な雰囲気をもっていたパリに憧れることもあるだ

ろう。また同時期のパリの市民の生活ぶりを写真で知ることで、パリの多面性に驚かされる。

このように、19 世紀の芸術家たちの残した文学や絵画、写真などの作品により、わたしたち

はパリの持つ重層的な魅力を受容しているのではないだろうか。また、パリに惹きつけられ

る理由には、芸術作品を通し、作品に描かれ表される様々なパリの一面を知るだけでなく、

各時代のパリに惹かれ、パリからインスピレーションを得ていた当時の芸術家の情熱も同時

に感じることができることもあげられる。このように、多くの芸術家のインスピレーション

の源になっていた街、また、多くの人にいつの時代も愛されてきた街であるということが、

パリの持つ形容しきれない魅力を湛える理由の一つになっているのかもしれない。 

	 パリの魅力は、現在でも多く芸術作品に取り上げられているが、数多くの映画の舞台にも

なっている。2011 年にウディ・アレン(Woody Allen, 1935-)が脚本と監督をつとめたスペイ

ン制作によるアメリカ映画「ミッドナイト・イン・パリ」(Midnight in Paris)は、パリを舞台

にし、1920 年代のパリに強い憧れを持つ主人公ギルが現代から当時のパリへとタイムスリッ

プするという映画である。以下は、ギルが 1920 年代にタイムスリップした先で恋心を寄せ

																													
90	鶴田卓彦≪あいさつ≫、高橋朋也、前掲書、8 頁。	
91	小倉孝誠『近代フランスの誘惑	―物語	表象	オリエント』、205 頁。	
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た、ベル・エポック期のパリに憧れるアドリアナにパリの素晴らしさを語る際の台詞である。	

	

	 	 	 You know, I sometimes think, how is anyone ever gonna come up with a book, or a painting, 

or a symphony, or a sculpture that can compete with a great city. You can't. Because you look 

around and every street, every boulevard, is its own special art form and when you think that in 

the cold, violent, meaningless universe that Paris exists, these lights, I mean come on, there's 

nothing happening on Jupiter or Neptune, but from way out in space you can see these lights, 

the cafés, people drinking and singing. For all we know, Paris is the hottest spot in the 

universe. 

	 	 	 時々思うんだ、この街の美を凌げるような小説や絵画や交響曲や彫刻を、人は生み出

せるんだろうかってね。無理だ、だって見てごらんよ。どの街角も大通りも、それぞ

れが芸術作品なんだ。冷たくて暴力的で意味のない宇宙にパリが存在する、この光が。

木星や海王星には何もないんだよ。でも。宇宙からでもこの街の光やカフェ、飲んで

歌っている人々が見える。僕らが知る限り、パリは宇宙一華やかな場所だ。92	

	

このようなパリのイメージは、現在の芸術作品によっても広められているといえる。ギルは	

「どの街角も大通りも、それぞれが芸術作品なんだ。」というが、それは、19 世紀の大改造	

による整備がなければありえなかったであろう。また、第二章でみたように、パリ大改造当	

時のパリ市民の多くにとっては「新しいパリ」は賛美すべきものではなく、大改造事業は、	

慣れ親しんだ古きパリの破壊であったのだった。	

パリが「芸術の都」とも呼ばれる理由は、これまでみてきたように、世界の中でも特に芸	

術が繁栄したことがあるといえるが、それは 19 世紀のパリの近代化によって加速したので

ある。19 世紀のパリの都市としての発展は、同時に芸術における発展でもあったが、そこで

生まれた芸術作品やそれを展示する万国博覧会、また多くの芸術的なモニュメントを擁する

パリの街自体が、世界にパリの芸術性を伝播させることとなった。このようなパリの「芸術

性」は、現在でも多くの人々がパリを訪れる理由の一つになっていると言ってもいいだろう。

これからもパリは、芸術都市として、時間を重ねる度にその魅力を増し続けていくのではな

いだろうか。	

	

																													
92	自身による訳。	



	

45	

	

参考文献	

	

1	 文学作品	

	

1) フローベール『感情教育』上下巻、太田浩一訳、光文社(光文社古典新訳文庫)、2014 年。	

Gustave Flaubert, Œuvres, tomeⅡ, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1952．		

2) ボードレール『悪の華』、堀口大學訳、新潮社、1953 年。	

Charles Baudelaire, Œuvres complètes, tomeⅠ, Gallimard,	Bibliothèque de la Pléiade, 1975.	

3) エミール・ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』、伊藤桂子訳、論創社、2002 年。	

Émile Zola, Les Rougon-Macquart, tomeⅢ, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1964. 

4) ゴンクール兄弟『ゴンクールの日記』上巻、斎藤一郎訳、岩波書店、2010 年。	

	

1 研究書	

	

(1)	パリ大改造	

鹿島茂『失われたパリの復元	―バルザックの時代の街を歩く―』、新潮社、2017 年。	

―『怪帝ナポレオンⅢ世	第二帝政全史』、講談社、2004 年。	

河野健二編『フランス・ブルジョア社会の成立』、岩波書店、1977 年。	

喜安朗『パリの聖月曜日	―19 世紀都市騒乱の舞台裏』、岩波書店(岩波現代文庫)、2008年。	

澤田肇他『パリという首都風景の誕生	―フランス大革命期から両大戦間まで』、上智大学出

版、2014 年。	

ハワード・サールマン『パリ大改造－オースマンの業績』小沢明訳、井上書院、1983 年。	

浜田泉『ブルジョワと革命	フランス近代・社会と文学』、成文堂、1991 年。	

ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	第 1 巻』、今村仁司、三島憲一訳、岩波書店、2003

年。	

松井道昭『フランス第二帝政下のパリ都市改造』、日本経済評論社、1997 年。	

	

(2) 文学 

太田浩一	解説、フロベール『感情教育』下巻、光文社、2014 年。	

饗庭孝男他『新版	フランス文学史』、白水社、1992 年。	



	

46	

	

佐藤輝夫『フランス文学』、明星大学出版部、1979 年。	 	

清水正和『ゾラと世紀末』、国書刊行会、1992 年。	

田村毅、塩川徹也編『フランス文学史』、東京大学出版会、1995 年。	 	

中込純次『パリの詩人	ボードレール』、古川書房、1987 年。	 	

デヴィッド・ハーヴェイ『パリ	モダニティの首都』、大城直樹、遠城明雄訳、青土社、2006

年。	

ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論	第 2 巻』、今村仁司、三島憲一他訳、岩波書店、1995

年。	

宮下志朗、小倉孝誠『いま、なぜゾラか	―ゾラ入門』、藤原書店、2002 年。	

山田兼士『ボードレール	≪パリの憂愁≫論』、砂子屋書房、1991 年。	

	

(3) その他	

ロザリンド・H・ウィリアムズ『夢の消費革命』、吉田典子、田村真理訳、工作舎、1996 年。

海野弘『万国博覧会の二十世紀』、株式会社平凡社、2013 年。	

大江一道『世紀末の文化史	19 世紀の暮れかた』、山川出版社、1994 年。	

岡田普『映画の世界史』、株式会社三秀舎、1974 年。	

小倉孝誠『近代フランスの誘惑	―物語	表象	オリエント』、慶應義塾大学出版会株式会社、

2006 年。	

鹿島茂『絶景、パリ万国博覧会	サン=シモンの鉄の夢』、河出書房新社、1992 年。	

木村泰司『印象派という革命』、集英社、2012 年。	

佐々木真『図説	フランスの歴史』、河出書房新社、2011 年。	

高階秀爾『世紀末芸術』、筑摩書房、2008 年。	

高橋世織編『映画と写真は都市をどう描いたか』、株式会社ウェッジ、2007 年。	

高橋朋也『モデルニテ―パリ・近代の誕生	オルセー美術館展』、日本経済新聞社、1996 年。	

竹内二郎『ドガ／ロートレック』、学習研究社、1992 年。	

東珠樹『芸術家たちの丘―モンマルトル今昔譚』、美術公論社、1993 年。	 	

福井憲彦『世紀末とベル・エポックの文化』、山川出版社、1999 年。	

山田勝『回想のベル・エポック	世紀末からの夢と享楽』、日本放送出版協会、1990 年。	

横江文憲『ヨーロッパの写真史』、株式会社白水社、1997 年。	

吉川節子『印象派の誕生』、中央公論新社、2010 年。	



	

47	

	

3	 研究論文	

	

久保村里正「ポスター作家の専業性に関する一考察	シェレ、ロートレック、ミュシャの作

家性」、『岐阜市立女子短期大学研究紀要』第 56 号、2006 年、73-84 頁。	

清水正和「19 世紀のパリ近代化と芸術家たちの対応」、『甲南女子大学研究紀要』第 35 号、

1999 年、55-76 頁。	

博多かおる「バルザック、フローベール作品における街路と『感情教育』」、『東京外国語大

学論集(Area and Culture Studies)』第 77 号、2008 年、95-115 頁。	

堀田敏幸「ボードレール、パリの迷宮」、『愛知学院大学教養部紀要』第 47 巻第 1 号、1999

年、3-18 頁。	

宗像衣子「世紀末芸術	―逆説性と価値―」、『研究紀要.人文科学・自然科学編』第 51 号、

神戸松蔭女子学院大学学術研究会、2010 年、29-51 頁。	

湯原かの子「エミール・ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』近代を生きる女性たち」、『上智

大学仏語・仏文学論集』、2017 年、65-82 頁。	

吉田典子「オスマンのパリ改造とゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』」、『神戸大学国際文化

学部紀要』第 8 号、1997 年、1-42 頁。	

―「ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』における近代消費社会とジェンダー(2)	―デパート

の女店員と女性の商品化―」、神戸大学『近代』第 90 号、2002 年、71-113 頁。	

	

4	 サイト	 	

	

≪光文社古典新訳文庫≫のサイト	

〈あとがきのあとがき〉フローベールの現代性と失われたパリ『感情教育』の訳者・太田浩

一さんに聞く	 上巻	 http://www.kotensinyaku.jp/archives/2014/10/006430.html	

〈あとがきのあとがき〉ヒーローなき世代の作家フローベールの「歴史＋恋愛」小説	『感

情教育』の訳者・太田浩一さんに聞く	 下巻	

http://www.kotensinyaku.jp/archives/2014/12/006453.html 

 

 

 



	

48	

	

参考図像 

 

 
図 1 改造前のシテ島の様子	 	 	 	 	 	 	    	 	 図 3 新しい中央市場	

	  

 

 

 

 

 

 

左)	図 2 パリの新街路	

図 5 ドガ	≪アプサント≫	

	

左)	図 4 ルノワール	

≪ムーラン・ド・ラ・ギャレット≫	
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図 6 ロートレック≪ムーラン・ルージュ≫	   	 	 図 7 パリ万国博覧会	  

 

図 8 ギマールのメトロの出入り口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11(上)、12(右) アジェのパリ 

	

	

	

	

左)	図 9	ミュシャ≪ジスモンダ≫	

下)	図 10	アジェのパリ	

	

	

	

	


