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近代語による国家の創設
アカデミー・フランセーズと 啓蒙期の言語革命

(0)設立当時の社会的状況

(1)《公的》なフランス語の成立

(2)アカデミー・フランセーズの設立

(3)アカデミー・フランセーズの辞書

(4)アカデミー・フランセーズと王権
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（0）設立当時の社会的状況
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(0)設立当時の社会的状況
：５つのモーメント

（A）ストラスブールの宣誓（842年）
：フランス語のもとになる言語で書かれた最古の文書

（B）ヴィレル・コトレの王令（1539年）
：裁判記録にフランス語を用いることを義務づける

→フランス語が公用語に：王権の強化とラテン語の排除
（C）アカデミー・フランセーズの設立（1635年）
（D）アカデミー・フランセーズの辞書初版（1694年）
（E）グレゴワールの調査（1790年）
：人口2800万人のうち、600万人はフランス語を全く
知らず、600万人は片言（パトワ）しか話せない。
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文芸と政治権力
（1）印刷物の統制

11

□16世紀半ば以降、印刷物は政治の世界で重要
な役割を果たす
・旧教徒VS.新教徒
・母后とコンチーニを支持する内容
・国王によるコンチーニ殺害を正当化する内容

□リシュリューは印刷物に対する統制を強化／
積極的に政治利用
・1629年、ミショー法典により、検閲制度を整備：検
閲人による審査を義務づけ
・1631年リシュリューが『ガゼット』を刊行
・1640年にルーヴル宮に王立印刷所を設立



文芸と政治権力
（2）アカデミー・フランセーズの設立

12

□1634年リシュリューが、シャプランら文筆
家の私的サークルに公的権威の下で定期的に
集まるように提案

□1635年、国王がアカデミー・フランセーズ
を公的機関とする

□『ル・シッド』論争
：文学作品に「規則」の遵守を求める
※参考：三単一の規則
1）場所の一致
2）時間の一致（24時間以内）
3）筋の一致（一貫した筋）
・リシュリューはルイ13世がスペイン王フェ
リペ3世の娘と結婚していることから、良俗に
悖るとして非難



（1）《公的》なフランス語の成立

7



(１)《公的》なフランス語の成立
①なぜフランス語で教育がおこなわれるように

なったのか

• ルネッサンス以降も、ラテン語でおこなわれていた修辞学は、キケロや
クインティリアヌスといった、古代ギリシア・ローマの修辞学理論書を
そのまま使っていた。

• 17世紀までラテン語でおこなわれていた言語教育は「不十分な語学教
育」として機能不全に陥る。

• 18世紀になると法曹界の拡大、官僚組織の発展、商業ブルジョワジーの
台頭による身分制社会の流動化にともない、フランス語によってフラン
ス語の文献を模範とする修辞学が重要視されるようになる。
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【参考③】「修辞学」とは
• 「リベラル・アーツ」：「支配者」の養成
＝artes liberales

（自由人のための学問と技芸）
⇔artes mechanicae（機械的技術）

(プラトン『国家』)

・「自由７科」（４～５世紀ローマ）
・三学（trivium）・四科
（quadrivium）

・文法 ・算術
・修辞学 ・幾何
・弁証法 ・天文学

・音楽
※修辞学は倫理観の養成の役割を果たす9



(１)《公的》なフランス語の成立
②なぜフランス語で教育がおこなわれるようになったのか

• 修辞学教育：古典とされた作品を繰り返し読む（プラトン『国家』）
• 目的は美的判断力（「趣味」）と倫理的判断力（「習俗」）の養成。
• 18世紀におけるフランス語教育

→新たに「フランス語の古典」を選別する必要。
• 18世紀のフランス語修辞学教育は、コルネイユ、ラシーヌなど、フランスの
「黄金時代」とされたルイ14世期の作家の文学作品を模範とするようになる。

• 良い文章を書くためには、自分の文章を読んでその「よしあし」を判断する
ための反省的な能力が必要であるとされた。
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（2）アカデミー・フランセーズの成立
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(２)アカデミー・フランセーズの設立 ①背景

• アカデミーの任務は、国家語としてのフランス語を、ラテン語に凌駕
する卓越した言語とするという極めて政治的な文化政策であった。

• 宰相のリシュリュー枢機卿によってフランス語の純化と統一を遂行す
る機関として設立された。

• 1635年に正式に国王ルイ13世の勅許を得て以来、国家権力によってフ
ランス語を管理する機関となる。

• アカデミー・フランセーズの設立により、フランス語の整備は国家の
発展に資するものとして、国家事業となった。

• 会合は、前週の議事録の朗読、報告と投票から始められ、後半の50分
はアカデミー・フランセーズの最大の事業であるフランス語辞書の編
纂に充てられる。現在も、会員は「不滅の人」と呼ばれる40名の終身
会員によって構成されている。
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(２)アカデミー・フランセーズの設立 ②経緯

• 宮廷貴族の文人、ヴァランタン・コンラールは1629年からパリの私邸にて文
芸サロンを主宰していた。

• フランスには中世から文士たちが集まり、文芸について議論するという伝統
があった。またイタリアにおいては16世紀から君主の栄光を称賛し、若い貴
族を薫陶することを目的とした文芸団体が設立され、「アカデミー」と呼ば
れていた。

• リシュリューは、このイタリアのアカデミーの伝統を踏まえ、高名な文人が
集う場として知られていたコンラール氏のサロンを国王の勅許による公的な
機関とした。
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• サロン
• クリアンテル（保護／被保護）
• メセナ
• 国家からの年金
• 印税
• アカデミー（jeton：出席者手当≠年金）

:1672年からjetonが支払われるようになった
→会員は国王に金銭で雇われていたわけではない

Voltaire, « N’étant point mercenaires, les académiciens doivent être 
absolument libres de toute sujétion. »（アカデミー会員は金で雇われている
わけではないのであらゆる隷従から自由だ。「アカデミー」『哲学事典』）
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Alain Viala, Naissance de l’écrivain, Les éditions de minuit, 1985.
（邦訳：アラン・ヴィアラ『作家の誕生』塩川徹也監訳、藤原書店、2005年）

(２)アカデミー・フランセーズの設立
③文人の生活



(２)アカデミー・フランセーズの設立 ④規約

• 1635年にニコラ・ファレらによって、最初の規約
が作られる。

• 第1条「アカデミー・フランセーズにおいては、
庇護者である国王の気に入る人間以外は会員にな
ることができない」

• 第13条「会員が名誉を重んじる人間としてあるま
じき行為をなした場合は、その罪状次第では停職
もしくは免職に処する。」

（注：フュルティエールはアカデミー辞書草稿を持ち出し勝
手に刊行して免職された。）
• 第15条【平等の原理】「すべての会員は平等に扱
われる」
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(２)アカデミー・フランセーズの設立
⑤具体的な任務

• アカデミーの規約に定められた任務：
第24条「アカデミー・フランセーズの主要な任務は、細心の注意
を払ってフランス語の規則を制定することによって、フランス語を
純化し、雄弁な言語とすると同時に、あらゆる分野の学問を記述す
ることのできる言語とする。」
第26条「辞書、文法書、修辞学と詩学の理論書を刊行する」
• 国王ルイ14世にふさわしい言語の制定：「国王の栄光」
• 辞書は、1694年に初版が刊行された後、1718年、1740年、1762
年、1798年、1835年、1878年、1932-1935年、1992年にそれぞ
れ改訂版が公刊された。最新版は第9版である。

• 文法書はアカデミーの刊行物としては刊行されず、修辞学と詩学
の理論書についてはほとんど言及されることもなかった。
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（3）アカデミー・フランセーズの辞書
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(３)アカデミー・フランセーズの辞書 ①経緯

• アカデミーの設立当時、リシュリューが仇敵としていたのは、王権に対
して最大の抵抗勢力であった司法機関、高等法院であった。

• リシュリューは、法廷弁論で用いられるフランス語を比喩表現が多く、
冗長で「装飾的」な言語として批判し、古典古代の文芸とラテン語を模
範とした「簡潔」なフランス語を整備することを求めた。

• アカデミーは、フランス語がラテン語に比肩する言語であることを示す
ため、すぐれた文学作品を選択し、フランス語の規範とすることを目指
していた。

• しかし創設時のメンバーの一人、文人のシャプランは、アカデミーの会
合において、辞書に文学作品の引用を入れることを提案していたが、こ
の提案は文法学者のヴォージュラらによる反対により却下されることに
なる。
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(３)アカデミー・フランセーズの辞書
②文法学者ヴォージュラの役割

• ヴォージュラが文学作品の引用を辞書に記すことを拒んだの
は、『覚書』の序文に記されているように「宮廷において話
されるフランス語において、もっとも健全な部分」を「良き
慣用」として模範とすることを求めていたからである。

• ヴォージュラによれば、宮廷における会話は「当代の作家が
書くフランス語におけるもっとも健全な部分に合致」してい
るため、すぐれた文学作品を示すことによってフランス語の
威信を高めるという企図とも乖離することはなかった。この
ことからアカデミーの辞書は、話し言葉と慣用をフランス語
の規範とするようになった。

• しかしヴォージュラの死後、辞書作成は停滞。宰相コルベー
ルはプレッシャーをかけるため、辞書に允許を与え、他の出
版物の刊行を禁止する。ところが1684年にはフュルティエー
ルによる允許と原稿の盗用事件が発生する。
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(３)アカデミー・フランセーズの辞書
③18世紀における発展

• 18世紀：第2版から第5版まで、4版の辞書が公刊される。
• 世紀後半にアカデミーによるフランス語顕揚の活動に圧倒的なリー
ダーシップを示したのは1746年に会員となったヴォルテールである。

• ヴォルテール『ルイ14世の世紀』（1751年）において、アカデミーの
任務はフランス語の純化と固定であり、17世紀古典主義文学の作家た
ちが作品の中で「完成」した言語を固定することを論じた。

• 18世紀における言語政策の文脈において、過去の文学作品の言語を
「完成」と捉え、不変の言語としようとしたのは、死語であるラテン
語に比肩するステイタスを獲得するためであった。

• ヴォルテールもまた、辞書項目に文学作品の引用を盛り込むことを求
めたが、その試みは実らなかった。
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（4）アカデミー・フランセーズと王権
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(4)アカデミー・フランセーズと王権
①自由と平等

• アカデミー・フランセーズは王権と近く、特権的な組織であると言われ
ていたが、実際にはどうだったのであろうか？

• 設立当初はjeton（出席者手当）もなくボランティアだった。
• 決まった会場もなかった→コルベールの計らいでルーブルへ（1672年）
• ルイ13世、ルイ14世は一度も直接参加したことはなかった。
• 規約の第15条で「平等の原理」が確立されていた。
• ただしアカデミーの辞書の編纂の遅れについてはコルベールを介して、
強い圧力がかけられていた。
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(4)アカデミー・フランセーズと王権
②ルイ14世の介入

• アカデミー・フランセーズは王権と近く、特権的な組織であると言われ
ていたが、実際にはどうだったのであろうか？

• ルイ14世は、新入会員の人事にしばしば介入した。
• 特にボワローとラ・フォンテーヌの選任に関しては物議を醸した。
• しかし上記の件以降、新入会員の人事に介入しないようになり、
• 以後は辞書の進捗と規則の遵守にのみを気にかけるのみであった。
• 一方、ペローの『ルイ大王の世紀』に見られるように、会員の方から、
積極的に国王のお気持ちを忖度し、礼賛し、その寵愛を競うということ
がなされた。
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(4)アカデミー・フランセーズと王権
③ルイ15世と啓蒙の世紀

• ルイ15世の世紀には全く状況が変わった。
• 会員たちはヴェルサイユの宮廷ではなく、パリのサロンに集う。
• 18世紀初期のアカデミー・フランセーズは聖職者ばかりだった（24名）。
• 『永久平和論』を書いたサンピエール師がルイ14世を批判したとしてア
カデミー内で批判され、宰相フルーリ師に職を追われることになった。

• 1719年、4歳のルイ15世が初めてアカデミーの会合に参加した。
• その後、モンテスキュー、ヴォルテールが選出されるが、啓蒙思想家の
抵抗勢力は高位聖職者の会員であった。

• 1752年、国王は規約を変更し、新会員選出への介入をする。
• その後もビュフォン、ダランベールなどの加入が相次ぎ、啓蒙思想家対
高位聖職者の対立は深まっていく。←モープーからの介入
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結びにかえて

• アカデミー・フランセーズに対する国王の介入は「新入会員の選出」という人事
において複数のトラブルを招くことになった。

• しかし、その点をのぞけば、会員同士の平等という原則は守られ、国王から恣意
的に圧力をかけられることもなく、会員同士の反目に関しては、つねに規約を遵
守する形で解決がなされていた。

• ルイ14世期には宮廷が文化の中心であったが、ルイ15世の時代にはパリのサロン
が文化の中心となり、モンテスキューとヴォルテールを嚆矢とする啓蒙思想家が
会員として活躍するようになった。

• アカデミーは革命期、1793年8月に解体されたが、アカデミー自体は完全に実体を
失いながらも1798年に刊行された第5版は、ダランベールが執筆した草稿をマルモ
ンテルが引き継ぐことで刊行され、この版にはフランス革命期に現れた新たな概
念が多く収録されている。アカデミーは王政復古期にフランス学士院の一部とし
て再建され、1835年には第6版の辞書が刊行された。
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2020年）
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参考資料①：

• 文法書
①1647年にヴォージュラが『フランス語に関

する覚書』を刊行
：アカデミーはこれをもとに体系的な理論書

を刊行することを目指していたが、この目論見
は頓挫する。
②1932年に『文法』が刊行される。
：初版10万部を10日で売り尽くすベストセ

ラーとなった。
③2014年より『言う、言わない――フランス

語の正しい慣用』というカジュアルなデザイン
の文法指南書を刊行。
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参考資料②趣味概念の変遷

■『アカデミー・フランセーズの辞書』における「趣味（goût）」の定義

• 第1版：「趣味という語はまた感受性をも意味する」(1694年)
• 第2版：「趣味と言う語はまた、ある人々、ある事物に対してひとが抱く好み
や熱意、そうしたもののうちにひとが感じる喜びを意味する」（1714年）
→判断において個人的感情がもっとも重要な要素になる。
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参考資料：ジョンソン『英語辞典』
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