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 2 

 

序章 

 

 現代の日本に生きるわれわれにとって、新聞はとても身近な存在である。一月当り

の定期購読料は劇場で映画を 2 本観るのとほぼ一緒なので、一人で何紙も講読するの

も特に珍しいことではない。定期講読の契約をしなくても、各紙バラ売りで書店やコ

ンビニに常備してあり、一部あたりの値段も缶ジュース 1 本程度なので誰でも気軽に

買うことが出来る。フランスでも駅や街中のキオスクで新聞を買っている人をよく見

掛ける。新聞が日常生活に溶け込んでいるのは日本もフランスも変わらないようだ。 

しかし昔からこのような状況が存在した訳ではない。フランスにおいて新聞が一般

大衆に広まったのは 19 世紀後半であると言われている1。そしてそのきっかけを作っ

たと言われているのが 19世紀前半に誕生した『プレス』（ La Presse, 1836- 1929 ）

紙だ2。 

19 世紀のフランスは、〈政治〉の世界に〈ナポレオン〉( Napoléon Bonaparte, 

1769-1821 )という大革命家を輩出した。そして『プレス』紙による大衆紙の誕生とい

う〈新聞〉史上の革命にも、二人の重要人物が関与していた。一人はこの新聞を創り、

そのほか 19 もの新聞の編集・経営に携わって新聞大衆化への扉を開いたエミール・

ド・ジラルダン（ Émile de Girardin, 1806-1881 ）、そしてもう一人は『プレス』紙

にフランス初の新聞連載小説を寄稿した、『人間喜劇』( La Comédie humaine )の総題

のもと 90 余篇にも上る豊穣な小説世界を生み出した巨匠オノレ・ド・バルザック

（ Honoré de Balzac, 1799-1850 ）である。 

『プレス』紙はフランスの新聞史上非常に重要な地位を占めているというのに、わ

れわれ一般人がジラルダンについて知っていることは皆無に等しい。そしてバルザッ

クについても、『ゴリオ爺さん』( Le Père Goriot, 1834-35 ) や『谷間の百合』( Le Lys 

dans la vallée, 1836 ) を著した文豪というイメージしか持つことがなかったのではな

いだろうか。ジラルダンは『プレス』紙に至るまでにどんな活動をしてきたのか。バ

ルザックが『プレス』紙以外に関与した新聞にはどんなものがあり、そこではどんな

                                                     
1 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、188頁。 
2 伊東冬美『ジラルダン夫人の生涯 ―フランスロマン派のミューズ』、TBSブリタニカ、
1990年、106頁。 
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活動をしたのか。『プレス』紙を生んだ、この二人の偉人のジャーナリズムでの遍歴を

見ていくことは、19世紀のフランス新聞界、ひいては文学界を紐解くヒントになりは

しないだろうか。 

本論ではこの仮説に挑戦するため、まず第一章で『プレス』紙が誕生する 19世紀前

半における、フランスの新聞を巡る政治的・社会的環境について整理する。当時のフ

ランスにおいて、新聞はどのような役割を負っていたのか。そしてどのような読者層

を抱えており、いかなる読まれ方をしていたのか。歴史的な資料を基に、19世紀前半

のフランスにおける新聞の社会的な位置づけを試みる。 

これを踏まえて第二章では、いよいよジラルダンとバルザックにスポットを当てる。

まずジラルダンとバルザックそれぞれの、ジャーナリズムの世界に入るまでの生い立

ちを見ていく。その後、彼らが『プレス』紙に至るまでジャーナリズムの世界でどの

ような仕事に携わったのかという、ジャーナリズム界における活動遍歴を整理する。

そして第二章の最後には、二人がジャーナリズムでの活動を通して実現したかった夢

とは何かということについても考えてみたい。バルザックに関しては、小説や評論と

いった彼の〈証言〉を手がかりに、バルザックのジャーナリズム観というものについ

ても考察する。 

第三章ではジラルダンと同時代の、ジャーナリズム界の偉人と呼ばれる人物を取り

上げ、彼らの新聞の優れた点や特徴を探る。ジラルダン以外のジャーナリストを取り

上げることで、この時代のジャーナリズム界にジラルダンが与えた影響や、新聞の受

容の歴史、ジラルダンの新聞製作の特徴がより明白になると考えられるからである。

同時に第三章では、新聞と文学の関係についても考える。『プレス』紙にバルザックの

小説が連載され、ジャーナリズムと文学に新たな関係が生まれた。これはその後バル

ザック以外の小説家にどのような影響をもたらしたのだろうか。また、小説の連載は、

民衆の新聞に対する受容にどのような影響を与えたのだろうか。バルザックとジラル

ダンが『プレス』紙で始めたこのアイデアが、社会における新聞と文学のあり方にど

のような変化をもたらしたかが、この章で明らかになるだろう。また、連載小説以外

でのバルザックのジャーナリズムでの活動が、その後の文学界にどのような影響を与

えたのかということも、この章で明らかにしていきたい。 

 以上のような方法で、バルザックとジラルダンが 19世紀フランス新聞界、そして文

学界にいかなる革命をもたらしたのかを探るのが、本論の目的である。 
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第一章 新聞を取り巻く 19世紀フランス社会 

 

 『プレス』紙がこの世に生を受けたのは 1836年 7月 1日のことである。『プレス』

紙が誕生する以前のフランスでは、新聞はどのような立場にあったのか、新聞を巡る

社会の環境はどのようなものだったのか、本章で詳しく見ていくことにしよう。 

 

１ 新聞の社会的役割 

 

ジラルダンとバルザックが活躍する 18世紀末から 19世紀前半にかけて、フランス

社会は混乱を極めていた。1789年を皮切りにフランス大革命が起こりブルボン王家が

失墜、共和制へと移行した。その後ナポレオン・ボナパルトが現れやがて 1804 年に

第一帝政が成立する。かと思えばその 10年後にはブルボン王朝が復活し、さらにその

14年後の 1830年には七月革命の勃発によってオルレアン家のルイ＝フィリップが即

位、と政治体制がめまぐるしく変化した。 

そのような時代に新聞がどのような役割を果たしていたかというと、現在の新聞に

対して我々がイメージする〈報道・ニュースを伝える〉というものとはかなり趣を異

にしていたようである。当時のフランスの新聞というのは、それぞれの政治的党派が

主義主張を展開するための場であり、一般的なニュースはあくまで添え物にすぎなか

った3。しかも本来客観的であるべき一般ニュースも、それぞれの党派の政治的色合い

に変化させられ、読者の好みに合うようアレンジされていたという4。つまりこの時代

において新聞は報道メディアではなく啓蒙に主眼が置かれた党の機関紙だったという

わけだ。例えば伝統のある大手の新聞を取ってみると、『モニトゥール・ユニベルセル』 

( Le Moniteur universel, 1789- )紙は 1799年以降代々の政府の官報だったというし、

ティエール( Adolphe Thiers, 1797-1877 )が陣営に加わっていた『コンスティテュショ

ネル』( Le Constitutionnel, 1815- 1870 )紙やシャトーブリアン( François-René de 

Chateaubriand, 1768-1848 )が肩入れしていた『デバ』( Le Journal des débats, 

                                                     
3 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、32頁。 
4 同上、35頁。 
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1789-1944 )紙は自由派の、『コテディエンヌ』( La Quotidienne, 1792-1847 )紙は正統

王朝派の、そして『ユニヴェール』( L'Univers, 1833-? )紙は過激カトリック派の機関

紙、という具合である。いま取り上げた政治新聞のほかに、政治とは全く関係の無い

文学新聞、演劇新聞、モード新聞なども発行されていたようではあるが、大多数の新

聞は先に述べたような政治色の濃いものであったという。 

 

２ 新聞の普及状況 

 

ところで当時の新聞の普及状況はどうだったのであろうか。1835年の統計によると、

当時 20紙の全国版日刊紙が存在しており、そしてその予約購読者の合計は 7万人であ

ったという5。フランスの総人口が 3500万人だったというから、500人に 1人しか全

国版の日刊紙を予約購読していなかったということになる6。現代の、一家に一紙は当

たり前という状況からすると、この数字はあまりにも小さい。 

その最大の理由は予約購読料の高さにあった。この当時、全国版日刊紙の平均予約

購読料は年間 80フラン（今の価値でおよそ 8万円）であったという7。当時のフラン

スの肉体労働者の平均月収が月 5 万円だったというから、一般民衆には到底手の届か

ない存在だった8。新聞を取ることで二か月分の給料が飛んでしまうのである。肉体労

働者でなくても、当時ホワイトカラーの公務員の平均年収が 1000 フランちょっとだ

ったというから、新聞購読にはほぼ一か月分の給料を要する9。新聞は贅沢品だったの

だ。この値段の高さはどこからきているのかというと、まず新聞紙
、
、すなわち紙その

ものが高級品だったことによる。当時はまだ紙をパルプから作り出す技術が確立され

ておらず、大量生産が不可能だったのだそうだ10。ちなみにこの時代、パリの繁華街

を除いて原則的にバラ売りはなかったという11。 

この時期まだ識字率の向上過程にあったということも理由のひとつとして考えられ

                                                     
5 鹿島茂『新聞王伝説』、35頁。 
6 同上、同頁。 
7 同上、同頁。 
8 同上、同頁。 
9 古屋健三・小潟昭夫編『19世紀フランス文学事典』、慶応義塾大学出版会、2000年、65
頁。 

10 鹿島茂、前掲書、23頁。 
11 同上、同頁。 
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る。確かにフランス大革命をきっかけに、政府は教育改革を謳ってきた。革命政府 1793

年憲章に、以下のような主張がある。 

 

教育は万人に必要なものである。社会はあらゆる市民の手の届くところに教

育を位置づけなければならない12。 

 

フランス大革命以前の初等・中等教育は、あくまでも〈教会〉によって主導された

制度で、その中核を成すのは宗教教育であった13。国語教育にはラテン語の教科書を

使い、毎日ラテン語のスペリングおよびその反復・復唱をする、という実用性を著し

く欠いた授業が展開されていたのである14。革命政府は教育現場から僧侶階級スタッ

フを放逐し、新しい教員の補充に努めたけれども、教員養成は一朝一夕に成るもので

はない。革命政府下、それに続く執政官政府下、ナポレオン帝政下においても事態は

それほど進展しなかったようである。急展開をみせるのは王政復古期で、この時期、

選挙権の行使にあたっての読み書き能力の必要性が政治の側から唱えられ、また、産

業界からも労働者の作業工程に関わる理解力の向上が強く叫ばれるようになったのだ

という15。そして、初等教育制度に決定的な変化をもたらしたのが、1833年の〈ギゾ

ー法〉( La Loi Guizot )による大幅な教育制度の見直しであった16。師範学校の設置・

拡充、教育委員会の改編が施行され、これによって全国規模の教員養成制度が確立さ

れた。また、それに伴う教授法の変革にも著しいものがあったという17。七月王政初

頭に採用された新教授法の普及によって、従来のラテン語の反復に終始した授業風景

は過去のものとなり、現代フランス語の教科書による、今で言えば当たり前の国語教

育がようやく開始されたのだ18。 

19 世紀初頭、小学校の数は 2000 校以下で、生徒数は 80 万人にも満たなかったと

                                                     
12 古屋健三・小潟昭夫編、『19世紀フランス文学事典』、慶應義塾大学出版会、2000年、

63頁。 
13 同上、同頁。 
14 同上、64頁。 
15 同上、63頁。 
16 同上、同頁。 
17 同上、64頁。 
18 同上、同頁。 
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いう19。それが半世紀後には小学校の数は 30倍の 6万校、生徒の数はというと 40倍、

実に 3200 万人以上を数えるまでになったのである20。1790 年当時、フランスの人口

は2630万人、そして1856年に3617万人であったというデータと照らし合わせると、

単純計算で 9 割近い人たちが小学校に籍を置くようになったということになる21。何

らかの事情で途中から学校に通えなくなった人も多かったようだが、七月王政末期に

は識字率はほぼ 6割にまで上昇し、19世紀末には文盲の割合は一割弱にまで下がった

と言われている22。しかし今問題にしている時代は 1830年代半ばである。ギゾー法の

制定からまだ 2,3 年しか経っておらず、この時期に驚異的な識字率の向上を達成した

とは考え難い。 

しかし、緩やかにではあるが、大革命以降この時期までに確実にフランス語の浸透

度は高まっていたはずである。大々的な教育改革はギゾー ( François Guizot, 

1787-1874 )によるものだったかもしれないが、それまでにも政府は努力をしてきたの

だ。1815 年から 1851 年にかけて、実に 20 数回に及ぶ教育法改正が行われたという

記録が、それを物語っている23。政府案がすぐに功を奏さなかったとしても、とにか

く大革命以降、ラテン語による宗教教育は葬り去られ、フランス語の一般教育へと移

行していったのである。当時、教育の現場に携わった一教員は、子供たちが、小学一

年生にしてすでにフランス語を読んだり書いたりしているという以前には考えられな

かった状況を目の当たりにして、その驚きを次のように述べている。 

 

子供たちは、かくも偉大にして迅速な、それでいてごく当たり前に獲得され

る自らの知的進歩を、誇りにも思いまた楽しみながら、不屈の学習意欲にか

きたてられている24。 

 

だが、識字率が上がっても、新聞の値段は下がらなかった。せっかく字が読めるよ

                                                     
19 同上、62頁。 
20 古屋健三・小潟昭夫編『19世紀フランス文学事典』、慶應義塾大学出版会、2000年、

62頁。 
21 同上、4頁。 
22 小倉孝誠『「パリの秘密」の社会史』、新曜社、2004年、34頁。 
23 古屋健三・小潟昭夫編、前掲書、63頁。 
24 同上、64頁。 
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うになったのに、値が張りすぎるせいで新聞が手に入らないのである。 

 

３ 新聞の読まれ方 

 

それでは庶民は新聞を読まなかったのかというと、決してそうではなかった。ただ

その読まれ方が現在と大きく異なっていた。当時の庶民にとっては新聞は〈回し読み〉

が基本だった。レストランやカフェ、そして床屋で、あるいは主人が読んだ新聞を召

使に回したり、と新聞は公共物のように扱われていたのである。主人が新聞を声に出

して読み、家のものがそれに耳を傾ける、などということもあったという25。そして

このほか庶民が新聞に触れるのに大きな役割を果たした機関として、読書クラブ

〈 cabinet de lecture 〉と呼ばれる貸本屋があった。特にパリには王政復古期に 436

もの読書クラブが存在したという26。新聞が大変高価だったということを先に述べた

が、本に関しても同じことが言えた。この当時の文学や思想の単行本は一冊 7 フラン

（7千円）から 10フラン（1万円）もしたというから、よほどのお金持ちでなければ

簡単に本を手に入れることは出来なかった。王立図書館などはもちろん古今東西の名

作をそろえているが、当時図書館はまだ門戸を開いておらず、開いていても学者や弁

護士のような一部の有識者がたまに出入りする程度で、一般の人々には遠い存在だっ

たという27。その点読書クラブは 15サンチーム（150円）で一日中、何時間でも本や

新聞を読むことができた28。店舗単位の蔵書量は相当なもので、平均的な店でも数千

冊のブックリストを擁し、大手になると二万冊にものぼる文献カタログを備えていた

という29。読書クラブは、活字に飢えた庶民の強い味方だったのだ。貸し出しの場合

は新聞が一部 5サンチーム、雑誌は一冊につき 20サンチームが相場であった30。本は

月借りで 2フラン、12折版一冊につき 10サンチーム、8折版で 15サンチームだが一

度に一冊しか持ち帰れず、2,3日しか借りられなかったという31。しかしパリはまだい

                                                     
25 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、89頁。 
26 フランソワーズ・パラン「パリの読書クラブ」、山田登世子訳、『アナール論文選 ４ 都
市空間の解剖』所収、新評論、1985年、220頁。 

27 同上、213頁。 
28 同上、246頁。 
29 古屋健三・小潟昭夫編、前掲書、66頁。 
30 同上、同頁。 
31 同上、243-246頁。 
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い方で、地方には読書クラブがあまりなく32、多くの住民はレストランやカフェで回

し読み、というスタイルを採っていたようである。 

それではこのような新聞事情に一石を投じた『プレス』紙の創刊者ジラルダンとは

いかなる人物だったのか、そして『プレス』紙にフランス初の新聞小説家として寄稿

したバルザックはジャーナリズムの世界でいかなる活躍をしたのか、次章で詳しく見

ていくことにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
32 鹿島茂、前掲書、36頁。 
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第二章 ジラルダンとバルザックの新聞との関わり 

 

 前章では主にフランス大革命から『プレス』紙が創刊される前までのフランス社会

について見てきた。本章ではジラルダンとバルザックにスポットを当て、まず二人の

半生を二つの時期に分けて見ることにする。一つ目は彼らが生まれてからジャーナリ

ズムの世界に入るまで、そして二つ目はジャーナリズム界でのデビューから『プレス』

紙創刊直後までである。そして様々な記録を基に、二人がそれぞれジャーナリズムに

託した夢とは何だったのかということと、それが達成されたのか否かということにつ

いて検証を試みる。バルザックについては彼の小説や論文を参考に、彼のジャーナリ

ズム観も探ろうと考えている。 

  

１ ジャーナリズムとの出会い 

 

エミール・ド・ジラルダンは 1806年 6月 22日、パリに貴族の私生児として生まれ

た33。父はエルムノンヴィル生まれのアレクサンドル・ド・ジラルダン伯爵、母はパ

リ生まれのアデライード・デュピュイ夫人34。王室金庫財務官長の娘で、1791年、16

歳のとき４つ年上のジョゼフ＝ジュール・デュピュイ判事と結婚した35。エミールは

母の実夫の出征中に出来た不義の子だった36。出生当時の戸籍上の名前はエミール・

ドラモット( Emile Delamothe )で、ドラモットは恐らく母の小間使いか誰かの名前で

あり、エミール、という名は父方の祖父がジャン・ジャック・ルソー( Jean-Jacques 

Rousseau, 1712-1778 )に深く傾倒していたことからルソーの著作である『エミール』

( Emile ou de l'éducation, 1762 ) にちなんで付けられたものと考えられている37。醜

聞を恐れた両親はエミールをパリから遠ざけ、ノルマンディーのパンという町に移し

て知り合いの家に預けた38。エミールはこの町で天涯孤独な幼少時代を過ごしたが、

                                                     
33 伊東冬美『ジラルダン夫人の生涯』、TBSブリタニカ、1990年、71頁。 
34 同上、72頁。 
35 同上、同頁。 
36 鹿島茂、『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、13頁。 
37 伊藤冬美、前掲書、73頁。 
38 同上、同頁。 
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その中で彼が見出した唯一の楽しみが近所のド・ブール( du Bourg )城にある図書室で

の読書であった39。ド・ブール城主、ド・ブール男爵の娘はエミールの母の友人であ

ったらしく、エミールに親切にしてくれた40。やがて出生の秘密もこのド・ブール嬢

から聞かされたエミールは、高等中学校を卒業した翌年 1824 年、彼女の紹介でパリ

の株式仲買人ポンティス＆ジョフロワ商会の見習い書記として働くようになった41。

ここでの経験が後の新聞社経営に活かされたと考えても、間違いではないだろう。パ

リに上るとすぐにエミールは父に面会を申し込み、自分の存在を確かならしめる〈ド・

ジラルダン〉という本名を名乗らせてくれと頼んだが、父親はこれを受け入れなかっ

た42。エミールは実力行使に踏み切り、1827 年、自伝風の小説『エミール』( Emile, 

1827 ) をアシル・ドゥゾージュ( Achille Desauge )書店から匿名で出版する43。『フィ

ガロ』紙書評欄での「ひさかたぶりに現れた傑作」、という称賛を始め、ジャーナリズ

ムはこの匿名の作品に概ね好意的な評価を下した44。翌年第二版が出されたが、今度

は堂々とエミール・ド・ジラルダンと署名されていた45。息子を一廉の人物かもしれ

ぬと考えるようになり、父は遂に家名を名乗ることをエミールに許したのである46。

ところで『エミール』の版元であるドゥゾージュ書店は、一章で触れた〈読書クラブ〉

も経営していた。ジラルダンもパリっ子の例にもれずパレ・ロワイヤルにあるドゥゾ

ージュ夫人の経営する店に通っていた47。ここで現役のジャーナリストたちと付き合

ううちに、ジラルダンはジャーナリズムの力に魅力を感じていったようである48。そ

してジラルダンの運命を決定付けたのはノルマンディーのコレージュ時代の先輩ロト

ゥール・メズレー( Lautour Mézeray, 生没年不明 )との再会だった。ジラルダンが『エ

ミール』で文名を高めたことを知って、ジャーナリズムに入り込む口を探してくれと

頼み込んできたのだ49。こうして話し合いの結果、二人で新聞を創ってしまおうとい

                                                     
39 伊東冬美『ジラルダン夫人の生涯』、TBSブリタニカ、1990年、73頁。 
40 同上、同頁。 
41 鹿島茂、『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、22頁。 
42 伊東冬美、前掲書、75頁。 
43 鹿島茂、前掲書、25頁。 
44 同上、26頁。 
45 同上、同頁。 
46 伊東冬美、前掲書、76頁。 
47 鹿島茂、前掲書、24頁。 
48 同上、26頁。 
49 同上、27頁。 
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うことになったのであった。 

一方オノレ・ド・バルザックは 1799 年トゥールにて、当時トゥール市の糧秣部長

を務めていたベルナール=フランソワ・バルザックとパリの裕福な商人を父に持つ母ア

ンヌ＝シャルロット＝ロール・バルザックの間に生まれた。母親によって、生まれる

とすぐにトゥール市郊外の乳母のもとに里子に出された。オノレの弟妹には年子のロ

ール、3 つ違いのローランス、そして 8 つ違いの弟アンリがいたが、母親はオノレに

冷たく、アンリを溺愛した。オノレは幼少期のほとんどを厳しい寄宿学校で過ごした。

ジラルダンと同じく、彼もまた不幸な少年時代を送ったのだった。そんなバルザック

の唯一にして最大の楽しみが読書であった50。図書室で哲学、宗教、歴史、自然科学

などあらゆる分野の本を借り受け、貪るように知識を吸収していったという51。作家

バルザックの巨大な小説宇宙の源がここにあると言っても過言ではないだろう。リセ

を卒業すると、父親はオノレをパリの知り合いのギヨネ・メルヴィルという代訴人の

法律事務所に見習い書記として勤めさせ、同時に法律の理論の方も学べるようにとパ

リ大学への入学を許可した52。しかしそこでオノレが熱中したのは法律の勉強ではな

く、哲学、博物学、植物学、骨相学といった人文科学の諸学問であった53。そして次

第に法律家ではなく思索と文筆によって身を立てたいと真剣に思うようになっていっ

た54。1819年、両親の反対を押し切り、二年間という期限付きで、レディギエール街

という貧しい地区の、その中でもひときわ粗末な屋根裏部屋で執筆活動を開始した55。

しかし具体的にどんなものが書きたいのか分かっていなかったこともあって、悲劇や

歴史小説、書簡体小説とあらゆる試作に挑んだものの悉く失敗した56。そうこうして

いるうちに約束の期限が迫ってきた。1821年 1月 1日限りでレディギエール街の部屋

は解約、両親の仕送りに頼らず自分で稼いで生活をしなさい、という旨の手紙が届け

られる57。途方に暮れたバルザックは、どこか、おそらく小説の売り込みに行った出

版者のところか図書館か、あるいは食堂で出会った、オーギュスト・ル・ポワトヴァ

                                                     
50 霧生和夫『バルザック』、中公新書、1978年、38頁。 
51 同上、37頁。 
52 同上、47頁。 
53 同上、49頁。 
54 同上、50頁。 
55 同上、53頁。 
56 シュテファン・ツヴァイク『バルザック』、水野亮訳、早川書房、1980年、58頁。 
57 同上、同頁。 
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ン・ド・レグルヴィル( Auguste le Poitevin de l'Egreville, 生没年不明 )なる男に自分

の不運を嘆いてみせたようだ58。ル・ポワトヴァン・ド・レグルヴィルは、トロワイ

ヤによると「文人、ボードヴィル作家、ジャーナリスト、ゴシップ記者なんでもこな

す典型的なパリのボヘミアンで、とりわけ共同執筆による大衆小説の大量生産を生業

としていた59」そうである。文才は無いが世情に通じ、自作の小説のために出版者を

すでにとりつけていた60。この男はバルザックに、共同で仕事をしないかと持ちかけ

る61。ル・ポワトヴァン・ド・レグルヴィルの提案内容を要約すると、彼が小説を売

りさばき、バルザックは本のサイズとそこから割り出される限られた枚数と限られた

期間に応じて小説を文字通り書きなぐる、というものだった62。それはバルザックが

夢見ていた文学の仕事とは全くかけ離れた、屈辱的なものだったが、彼には他にとる

べき道がなかったのだ。こうしてバルザックはツヴァイクが「汚辱63」、「淫売64」、「不

潔の罪65」と呼ぶ三文文学量産時代に突入する。ちょうどその頃オラース・レーソン

( Horace Raisson, 生没年不明 )なる青年ジャーナリストと出会い、1824年頃ジャー

ナリズムの世界に入ったと言われている66。 

 

２ ジャーナリズムの仕事 

 

 ジラルダンがメズレーと最初に創った新聞は、それまでの新聞と全く逆のタイプで

あった。今までの新聞は、第一章で述べたようにそれぞれの政治的党派が自分たちの

主義主張を発表しあう党の機関紙で、今で言う社説で紙面のほとんどが埋められてい

た。しかしジラルダンが目を付けたのはそれ以外の、当時は添え物程度にしか見られ

ていなかった風俗紹介、劇評、モード等に関する記事、すなわち雑報の方であった67。

                                                     
58 シュテファン・ツヴァイク『バルザック』、水野亮訳、早川書房、1980年、59頁。 
59 アンリ・トロワイヤ『バルザック伝』、尾河直哉訳、白水社、1999年、60頁。 
60 シュテファン・ツヴァイク、前掲書、同頁。 
61 同上、60頁。 
62 同上、同頁。 
63 同上、66頁。 
64 同上、67頁。 
65 同上、同頁。 
66 同上、574頁。 
67 山田登世子『メディア都市、パリ』、青土社、1991年、51頁。 
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ジラルダンはこれら一般の政治紙や、その他文学新聞、モード新聞など 136もの新聞

一週間分から面白いと思う記事を切り貼りして、言わば読むことそのものを楽しめる

ような情報紙を生み出したのだった68。新聞のタイトルは『ヴォルール』（ Le Voleur, 

1828-1831 ）69であった。『ヴォルール』紙登場以前の、新聞が機関紙の役割を担って

いた時代、新聞は決して〈商品〉ではなかった。選ぶ基準は各人の属するイデオロギ

ー思想に沿っているか否かであって、売る側も買う側も高いか安いかは関係なかった。

しかし大胆にもジラルダンはここにメスを入れごちゃまぜにし、ひとつの面白い読み

物という〈商品〉に変えてしまったのだ。以後ジラルダンはこの路線を変えることは

ない。私たちが当たり前に持っている〈新聞は商品〉という概念を作ったのはジラル

ダンだと言っても過言ではないだろう。 

この新聞では冒頭の社説でさえ他紙からの盗用だった70。こう書くとジラルダンが

とんでもない特別な悪人だと思われそうだが、実は当時どの新聞も多かれ少なかれ剽

窃記事で紙面を埋めていたという71。他社がこそこそ陰で行っている剽窃を、ジラル

ダンは堂々と行ったまでのことなのである。彼が自らの新聞に付けた名前がそのもの

ずばり『ヴォルール（盗人）』であったことがそれをよく示している。『ヴォルール』

紙には〈フランスおよび外国の諸新聞の週報、文学、科学、芸術、法廷、演劇の雑誌〉

という副題が付けられており、一週間遅れとはいえその内容の豊富さによって多くの

読者を獲得した72。老舗の『デバ』紙の購読者が一万人あまりだったというから、数

週間で二千人以上の購読者を獲得した『ヴォルール』紙は異例の大ヒットといって良

いだろう73。 

この新聞が成功した理由は、もちろん秀逸なアイデアに因るものだが、年間購読料

22 フラン（2 万 2 千円）という安さも関係していた74。一週間遅れとはいえこれだけ

バラエティに富んだ記事を普通の新聞の 4 分の一の値段で読める、というお得さであ

る。記事は全て他紙からの剽窃なので、その分の原稿料が浮いたのだ。 

                                                     
68 山田登世子『メディア都市、パリ』、青土社、1991年、51頁。 
69 図 1参照。 
70 山田登世子、前掲書、同頁。 
71 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、32-33頁。 
72 同上、32頁。 
73 山田登世子、前掲書、53頁。 
74 鹿島茂、前掲書、同頁。 
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ジラルダンは『ヴォルール』紙で大規模な広告作戦を展開する75。資金のほとんど

を広告費にまわして他紙に『ヴォルール』紙の宣伝を載せ、カフェや大通りや劇場、

とにかくあらゆる場所でチラシを配った76。この〈広告〉が、ジラルダンの新聞史上

の成功を語る上でのキーワードになっていくだろう。 

ジラルダンとメズレーが『ヴォルール』紙に続けて創刊した新聞は『モード』（La 

Mode, 1829-1831）77という流行のモード情報を伝える週刊の新聞だった。ジラルダン

の『ヴォルール』紙を最も熱烈に歓迎したのが地方の読者だったという78。地方には

前述のとおり〈読書クラブ〉があまりなかったので、安く情報を得たいという人々が

多く存在したのであろう。ジラルダンはこの地方読者の中に、パリ発の最新モード情

報や、パリの演劇界の裏話などがお目当ての女性が少なからずいることを見抜いた。

地方の女性にとって、パリジェンヌは羨望の対象だったのではないだろうか。例えば

バルザックの『いなかミューズ』( La Muse du département, 1844 )に次のような場

面がある。 

 

アンナはサンセールにいる少女時代の友だちの家で一日泊ってゆきたいと思った。

この対面は何か知らぬある致命的な結果を生んだ。シャマロール寄宿女学校では

美しさでディナに遠くおよばなかったアンナが、旅疲れもあり旅のいでたちでも

あったのに、ラ・ボードレー男爵夫人よりもはるかに美しいフォンテーヌ男爵夫

人となって現われたのである。アンナは、パリジェンヌ愛用の衣装箱をぎっしり

と積みこんだしゃれた旅行用馬車から下りてきたが、彼女にはひとりの小間使い

が付添っていて、その女の優雅なことにディナはたじたじとなった。パリ女と地

方女とを分けるすべての相違点が、ディナのさかしい眼にははっきりとしたし、

昔の彼女とは思えないと言う友だちの眼に映ったとおりの自分を、彼女はそのと

き見た79。 

                                                     
75 山田登世子、前掲書、57-58頁。 
76 山田登世子『メディア都市、パリ』、青土社、1991年、58頁。 
77 図 2参照。 
78 鹿島茂、『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、36頁。 
79 バルザック『バルザック全集 22 いなかミューズ』、西岡憲明訳、東京創元社、1976
年、29頁。cf. Honoré de Balzac, La Muse du département, in La Comédie humaine IV,  
Gallimard ( Pléiade ), 1976, p. 657. 
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 この描写からも見て取れるように、このディナというのは男爵夫人なのだが、その

ディナがパリの〈小間使い〉にたじたじになっている。地方の女性にはパリの女性が、

たとえそれが小間使いであっても粋に見えたに違いない。そして、自分も彼女たちの

ようになりたい、と願っていたのではないだろうか。 

実はすでにこうした地方女性をターゲットにしたモード新聞がいくつか存在してい

た80。その中でも特に人気があったのが、元神父という面白い経歴を持つピエール・

ラ・メザンジェール( Pierre la Mésangère, 生没年不明 )が 1797年に創刊した『ジュ

ルナル・デ・ダーム・エ・デ・モード』( Le journal des dames et des modes, 1799-? )

紙だったそうだ81。この新聞は帝政期から王政復古期にかけて飛躍的に読者を増やし

たと言われているが、ジラルダンが『ヴォルール』紙の次の新聞の構想を練っていた

王政復古末期には、編集方法のマンネリから、部数の伸びに翳りが出てきた82。『ジュ

ルナル・デ・ダーム・エ・デ・モード』紙はどのような新聞だったかというと、その

編集方針をひとことで表すと「無色透明中立83」だったという。つまり、モードや演

劇の消息を伝えてはいるが、それは単に事実の羅列で、読むものに情報として生き生

きと訴えかけるような、魅力あるコメントを欠いていたということだ。大体メインの

モード画を見てみても、女性は単なるマネキンか着せ替え人形のようにしか描かれて

おらず、どのポーズにも生気が無い84。主体性は服を着る側ではなくむしろ作る側に

あり、モード新聞は仕立屋の新作発表の場に留まっていた85。読物記事も一応あった

が、それらは育児の助言や母親として果たすべき義務など、やはり啓蒙的な内容ばか

りだったようだ。ジラルダンは『ジュルナル・デ・ダーム・エ・デ・モード』紙とは

一線を画した、全く新しいコンセプトのモード新聞を創りたいと考えた86。ジラルダ

ンが提唱したモードのあり方とは、「モードは従属ではなく創造である87」というもの

で、つまり仕立屋のお仕着せではなく、洋服を着る側が、流行に則りつつも自らの積

                                                     
80 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、37頁。 
81 同上、同頁。 
82 同上、38頁。 
83 同上、同頁。 
84 図 3参照。 
85 鹿島茂、前掲書、同頁。 
86 同上、40頁。 
87 同上、同頁。 
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極的な意志で、自分流の新たなモードを創り出していくことこそを目指すものだった。

ジラルダンの共同経営者であるメズレーも次のように述べている。 

 

我々はまず、いわゆるモードとセンスの良さを区別したい。すなわち、テーラー

とモード・ブティックが主要な編集人をつとめるあのモードなるものは今日では

文学的な投機事業に堕してしまっているが、これとセンスの良さは違うのである。

（……）クチュリエのアトリエの匂いを感じさせる技術用語や言い回しは確かに

自ら鋏を持つ殿方や奥方には役立つかもしれないが、社交界で暮らす人間には何

ひとつとして教えはしない。彼らの大部分は、いかにも流行の型をモデルとはす

るが、何らかのオリジナリティによって常にそこから遠ざかろうとする。このオ

リジナリティを自ら創りだすことのできないときには、何としてでもこれをまね

なければならない。ところで、パリではこうした模倣は容易である。いくらでも

モデルを観察することができるし、その最高のセンスは容易に我々のものとなる。

(……)だが、地方ではこうしたモデルを観察する機会はまれである。そのため、パ

リのモード新聞を飾るあの滑稽な小さな着せ替え人形がある種の専制政治をほし

いままにしてなんとも摩訶不思議な結果が生み出される。実際のところ、L（ラ・

メザンジェール）氏の教えるままに奇妙奇天烈な格好をして、上流のサロンに姿

をあらわす勇気のある女性がどこにいるだろうか88。 

 

 これは『ヴォルール』紙に書かれたモード時評の抜粋なのだが、ジラルダンとメズ

レーが最も強調したかったのは、洋服には大まかな流行の型というものがあるが、た

だそれを着るのは野暮で、それに自分なりの〈オリジナリティ〉を追加することが重

要なのだということではないだろうか。つまり、〈何を着るか〉ということよりも〈い

かに着こなすか〉ということがモードにおいては大切な考えなのだ、ということだ。

ことばを変えれば「規範によりつついかにその規範から逸脱するか89」ということで

ある。そしてこのメッセージは明らかに〈地方の〉女性に向けて発せられていること

もよく分かる。オリジナリティがあり、かつ格好良い着こなしというのは、各人のセ

                                                     
88 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、40‐41頁。 
89 同上、41頁。 
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ンスがものを言う。地方女性がこのようなセンスを養う手ほどきをするということを、

『モード』紙は役割として負っていたのだ。かくしてジラルダンの新聞第二作『モー

ド』紙が、1829年 10月 3日土曜日に発行された。値段は『ジュルナル・デ・ダーム・

エ・デ・モード』紙と同じ 36フランだが、ジラルダンの『モード』紙は、モード画を

入れると『ジュルナル・デ・ダーム・エ・デ・モード』紙の約三倍、全部で 34ページ

もあった90。講読予約数は六ヵ月後には 2500 部に達し、『ヴォルール』紙に続いてこ

の『モード』紙でも、ジラルダンは大成功を収めた91。しかし、その読者はジラルダ

ンの読みとは違っていた。先述のようにジラルダンは『モード』紙の読者ターゲット

を地方の上流女性にしていたのだが、彼女たちは保守的なのか『ジュルナル・デ・ダ

ーム・エ・デ・モード』紙に忠実でありつづけたという92。『モード』紙の中心的読者

は、意外なことにその流行発信地パリのおしゃれな女性だった。『モード』紙は、「エ

レガンスに、一味違う感じ（ディスタンクシオン）を加えてみたい女性はブレスレッ

トの代わりに宝石の三つボタンを好んでいる93」というようなパリの女性のファッシ

ョンリポートを展開したが、それを当のパリジェンヌが読んで大喜びしたのだ。以後

パリのおしゃれな女性は、「自分の生み出した流行が活字やグラビアになって現れるこ

とに至上のナルシシズムを見出していく94」、つまり現在日本を含め世界中のファッシ

ョン雑誌が挙って取り上げる街頭スナップ記事の原型がここに誕生したのである。 

 『モード』紙には他にも多くの特筆すべき特徴があった。まず、ジラルダンは予約

購読者をさらに増やすために、『モード』紙の予約購読者に対し、スタール夫人の胸像

の複製を 5つ、抽選でプレゼントすると発表した95。〈懸賞〉や〈景品〉をジャーナリ

ズムの世界に持ち込んだのは、ジラルダンが初めてだという。現在新聞の新規契約で

特典が付くのは当たり前だが、パイオニアはジラルダンだったのだ。 

 ジラルダンの広告戦略はここでも冴えていた。馬車の絵を製造所の住所と一緒に載

せ、予約購読者が注文を出せるようにしたのである96。注文が入ると広告代として、

                                                     
90 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、42頁。 
91 同上、44頁。 
92 同上、同頁。 
93 同上、同頁。 
94 同上、同頁。 
95 同上、46頁。 
96 同上、48頁。 
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代金の一部からリベートがもらえるという、今のカタログ雑誌と同じシステムであっ

た97。 

 ジラルダンは、紙面を充実させてくれる新しい才能の発掘にも力を注いでいたとい

う98。ちょうどそんな折、1829 年の 12 月、知り合いの出版者 A・ルヴァヴァスール

( Alphonse Levavasseur, 生没年不明 )の紹介で出会ったのがオノレ・ド・バルザック

であった99。バルザックはこのとき出版業・印刷業・活字鋳造業すべてに失敗し多額

の借金を抱えていたので、ジラルダンとの出会いはバルザックにとっても願ったりか

なったりだったに違いない。バルザックはこうして『ラ・モード』紙、そして『ヴォ

ルール』紙にも寄稿するようになる。バルザックはどんな記事を書いていたのだろう。

例えば 1830 年 9 月から『ヴォルール』紙で彼が担当したのは〈パリ便り〉という地

方の読者向けの、七月革命直後のパリに暮らす人々のリポートであった。アンリ・ト

ロワイヤはこう伝えている。 

 

『ヴォルール』紙に寄稿を始めた当初は、なるべく偏りのない記事にしようと、

暴動に「参加した人々」のさまざまなタイプを皮肉っぽく描くだけにとどめてい

た。たとえば、街路で乱闘が繰り広げられているあいだじゅう部屋から一歩も外

へ出なかった自称英雄とか、新体制が確立したとたんに、おれはオルレアン派だ

と声高叫んで実入りのいいポストをぶんどろうとする輩をからかうくらいであっ

た100。 

 

 また、翌月から連載を始めた『モード』紙の〈優雅な生活論〉という記事の中でバ

ルザックは次のように述べている。 

 

今日の社会には、失墜した笑うべき封建制に代って、金銭、権力、才能という三

大貴族階級が存在するのではなかろうか。この新しい貴族階級は、どれほど合法

的だろうとやはり大衆に重圧を課していることに変りなく、銀行という名のロー

                                                     
97 同上、同頁。 
98 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、48頁。 
99 伊東冬美『ジラルダン夫人の生涯』、TBSブリタニカ、1990年、178頁。 
100 アンリ・トロワイヤ『バルザック伝』、尾河直哉訳、白水社、1999年、136頁。 
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マ貴族制を押しつけ、与党の力にものを言わせ、また才能ある人々は新聞や演壇

から砲火を放ちながら大衆の上に立とうとしているではないか。こうしてみると

立憲王政に復帰したフランスは、欺瞞的な政治的平等をかざしつつ実は悪を一般

化したにすぎない。とどのつまり現代は金持の民主主義の時代ではないか101。 

 

この二つの記事を読むと、バルザックは反体制派のように見受けられるが、鹿島茂

氏はこの点について次のように述べている。 

 

バルザックは『ヴォルール』、『カリカチュール』、『ラ・モード』にかなりまとま

った形で記事を寄稿しているが（……）政治を扱った社説や時評がかなり多く、

彼が「政治ジャーナリズム」に重大な関心を抱いていたことはまず間違いない。

ただ、その政治傾向についてはいまひとつはっきりしないものがある。つまり、

立憲王政擁護的な論説があるかと思えば、急進共和派的な戯文もあり、また一方

では正統王朝派への転向を匂わすような主張も見られるといった具合で、これが

バルザックの政治主張であるといったものを取りだして見せるのはほとんど不可

能に近い102。   

 

バルザックは主に政治時評を書いていたのだ。そして上記の抜粋から察するに、も

しかしたらバルザックは記事を書いているそのときは本気で体制を支持したり、ある

ときは反対派に共感を覚えたりということもあったかもしれないが、本質的にはノン

ポリであったと考えても良いのではないだろうか。そして、この時期のバルザックの

ジャーナリストとしての仕事振りを、ツヴァイクは次のように伝えている。 

 

  雑誌や新聞で彼の名前が突如として現れないようなものは一つもなかつた。「ヴォ

ルール」とか「シルエット」とか「カリカチュール」とか「モード」とか「パリ

評論」とか、その他おびただしい雑誌に手当たり次第雑然と寄稿した103。 

                                                     
101 バルザック『風俗のパトロジー』、山田登世子訳、新評論、1982年、24‐25頁。 
102 バルザック『ジャーナリズム博物誌』、鹿島茂訳、新評論、1986年、213頁。 
103 シュテファン・ツヴァイク『バルザック』、水野明訳、早川書房、1980年、136‐137
頁。 
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 ところで、『ヴォルール』紙と『モード』紙は多くの読者を抱えていたにもかかわら

ず、ジラルダンはこの二紙を 1831 年の 5 月半ばに売却する104。前年の七月革命によ

り大ブルジョワジーが台頭するようになるが、ジラルダンはもう一つ下の、都市部の

中小の実業家と農村部の改革派農民が社会的な実力をつけつつあることを『ヴォルー

ル』紙の編集を通して感じており、彼らが必要としているのは政治的主張よりも経済

や最新の科学技術のような実用的な科学知識であると判断する105。だがターゲットの

中小ブルジョワ層は新聞を購読する余裕が無い。ジラルダンは賭けに出た。年間購読

料を 4 フラン（4 千円）に設定し、薄利多売の方式をとったのだ。こうして生まれた

のが月刊『実用知識ジャーナル』( Le Journal des Connaissances utiles, 1831-? )紙106

であった。この新聞には法律用語の解説や資本利率、実益に直結するような新発明の

紹介など、とにかく実用的な情報のほか産業界における偉人伝のようなものも連載さ

れていたらしく、現在で言う『日本経済新聞』のような内容をしていた107。一年後、

予約購読者数は 13万 2千人に達した。ジラルダンは『実用知識ジャーナル』紙で三度

目の成功を収めたのだ。 

 もちろん失敗した新聞もあった。『フイユトン・デ・ジュルノー・ポリティック』( Le 

Feuilleton des journaux politiques, 1830 )という書評新聞は、バルザックとの共同

経営による新聞だった108。なんとバルザックはジャーナリズムに書き手としてだけで

はなく、発行者として携わってもいたのだ。この新聞でバルザックは掲載した本を、

販売価格から中間マージンを引いた、要するに原価で販売するという計画を発表し、

これが取り次ぎ業者や書店、出版社から猛反発を受け、わずか 11号で廃刊に追い込

まれた109。 

 さて、七月王政初期の日刊紙の購読者の割合が国民 500人に一人であったことは既

に述べた。ジラルダンは『実用知識ジャーナル』紙の成功で、ノンポリの中産階級が

必要としているのはやはり実学なのだと実感する。そして、同様のコンセプトの日刊

                                                     
104 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、59‐60頁。 
105 同上、61頁。 
106 図４参照。 
107 鹿島茂、前掲書、65‐66頁。 
108 同上、66頁。 
109 同上、68頁。 
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紙を創ることを決心する。こうして出来たのが『プレス』紙110である。ジラルダンは

『プレス』紙の購読料を従来の日刊紙の平均である 80 フラン（約 8 万円）の半額、

40フランに設定した111。なぜこのようなことが可能になったかというと、それはジラ

ルダン得意の広告作戦に訴えたからであった。ジラルダンは日刊紙で初めて、広告料

を主要な財源にするというアイデアを実行した112。最終面である第四面をそっくり広

告欄に充てたのだ113。つまりこうすることで安定した収入を得ることができ、そのお

かげで購読料を安くできる。すると購読者が増える。広告欄の価値が上がり、広告掲

載料が高くなる。収入がさらに安定する…という理屈である。『プレス』紙の予約購読

者は 3ヵ月でなんと 2万人を突破した114。日刊紙 20紙の購読者の合計が 7万人であ

ったことを考えると、わずか 1紙で 2万人もの購読者を獲得したというのは異例と言

ってよいだろう。 

 ジラルダンは購読者をさらに増やすためのアイデアを練った。その結果出てきたの

が〈連載小説〉であった。当時書籍は高価で、一般大衆は読書クラブで回し読みをし

ていたと第一章で述べた。ジラルダンはここに着目して、未刊の小説を新聞に盛り込

めば、それが魅力的なコンテンツとなりうることを見抜いたのではないだろうか。そ

して、そのフランス初の新聞小説は、ジラルダンの友人バルザックが書いた『老嬢』( La 

Vieille Fille, 1836 )であった115。つまりバルザックは新聞に、ジャーナリスト、新聞

発行者、そして小説家という三つの立場で関わったということになる。ジラルダンの

このアイデアは至極革新的であったと言える。なぜなら当時は今と違って、大衆に圧

倒的に支持されていたのは演劇であり、小説がまだ大衆的な文学ジャンルとして確立

されていなかったからである116。その他『セザール・ビロトー』( l'Histoire de la 

grandeur et de la décadence de César Birotteau, 1837 )、『村の司祭』( Le Curé de 

village, 1837-45 )、『カディニャン公妃の秘密』( Les secrets de la princesse Cadignan, 

1839 )、『ピエレット』( Pierette, 1840 )、『オノリーヌ』( Honorine, 1842 )、『モデス

                                                     
110 図 5参照。 
111 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、89頁。 
112 同上、90頁。 
113 同上、100頁。 
114 同上、98頁。 
115 同上、116頁。 
116 同上、115頁。 
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ト・ミニョン』( Modeste Mignon, 1844 )、『プティ・ブルジョワ』( Les Petits Bourgeois, 

未完作 )、『農民』( Les Paysans, 1844 )、『ベアトリクス』( Béatrix, 1844 )、『従妹ベ

ット』( La Cousine Bette, 1847 )など『人間喜劇』の多くの作品がこの形式で発表さ

れた。 

 

３ バルザックのジャーナリズム観 

 

 ところで、バルザックはジャーナリズムに対してどのような感情を抱いていたのだ

ろうか。それを知るヒントとして『幻滅』( Illusions peudues, 1837-1843 )に次のよう

な場面がある。 

 

『セナークル』から代表としてきた三人と新聞記者たちとのあいだに介在してい

る考え方の相違に、だれ一人として気づくものがなかった。ほめたりけなしたり

する習慣からひどく心のすさんでしまったこういう青年たちは、口論をおっぱじ

め、当時ジャーナリズムがつくりだしていた裁きの公理の無遠慮なものを、たが

いに投げつけあった117。 

 

 バルザックはジャーナリストを無神経な人々として描いており、ジャーナリズムに

対しても、強引さや品の無さを認めていることが感じられる。また、『いなかミューズ』

には次のような場面がある。 

 

今世紀においては、殊にフランソワ一世とかルイ十四世とかのまねをすることを

自ら厳にいましめているブルジョアジーが勝利を得てからは、筆一本で生活する

ということは、徒刑囚だって拒否するような仕事であって、むしろ死んだほうが

ましだというだろう。筆で生活するということ、それは取りも直さず物を創り出

すことではないか？ 今日も明日も、そして永久に創り出すこと……乃至は創り

出すふり
、、
をすることではないか？ ふり

、、
もまた実践と同じくらい高くつくもの

                                                     
117 バルザック『バルザック全集 12 幻滅 下巻』、生島遼一訳、東京創元社、1974年、

59頁。cf. Honoré de Balzac, Illusions Perdues, in La Comédie humaine V, Gallimard 
( Pléiade ), 1977, p.474. 
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だ！ シジフォスの岩にも似て、月曜ごとに彼の筆の穂にふり落ちてくる日刊新

聞連載の小説の外に、エチエンヌは三つ四つの文芸新聞にも書いていた。だが安

心されるがよい、彼は自分の作品に何ら芸術家の良心をこめてはいなかったので

ある。このサンセール出の男は、安直さと気楽さとによって、言うならば製造人

とか職人とかいった名前で呼ばれている作家のグループに属していた。今日パリ

で文学上職
、
といえば、どんな地位に対しても望みをいっさい捨てることを意味す

る。もう何物にもなり得ないし、またなりたいとも思わなくなったとき、文筆家

はジャーナリストになり、極楽とんぼになる118。 

 

ここに出てくる〈製造人とか職人とかいった名前で呼ばれている作家のグループ〉

とはおそらくバルザックがジラルダンに出会う前に三文小説を書きなぐっていたル・

ポワトヴァン・ド・レグルヴィルのグループのことを指すと予想される。つまり、か

つてあの時代、バルザックは文学に対する望みを失ったということ、あれは売文行為

であったと告白していることになりはしないだろうか。そしてここから読み取れるこ

とは、バルザックにとって作家がジャーナリズムの仕事をするということは、魂をジ

ャーナリズムという名の悪魔に売り渡すこと、つまり文学とジャーナリズムが対極に

位置するということを意味していたということである。そして、『ジャーナリズム博物

誌』( Monographie de la Presse Parisienne, 1843 )の中で、こう断言している。 

 

もしジャーナリズムが存在していないなら、まちがってもこれを発明してはなら

ない119。 

 

 『ジャーナリズム博物誌』はフィクションではなく論文、つまりバルザックの生の

声であり、小説中の描写と合わせても、彼がジャーナリズムに対して批判的な感情を

抱き続けたことがはっきりする。しかしここで疑問が生まれる。『ジャーナリズム博物

誌』は 1843 年に発表された作品である。バルザックがジャーナリズムの世界に入っ

                                                     
118 バルザック『バルザック全集 22 いなかミューズ』、西岡憲明訳、東京創元社、1973
年、95頁。cf. Honoré de Balzac, La Muse du département, in La Comédie humaine IV, 
Gallimard( Pléiade ), 1976, p. 733. 

119 バルザック『ジャーナリズム博物誌』、鹿島茂訳、新評論、1986年、186頁。 
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てから、およそ 20年が経過したことになる。あれほどジャーナリズムを忌み嫌ってい

たバルザックが、こんなにも長い間ジャーナリズムに身を置いたのはなぜか。そこま

でして達成したい何かがあったのか。そしてジラルダンも、ノンポリの新聞ばかり創

ったのはどうしてなのだろうか。お金を儲けることが目的ならば、政党新聞を創った

ほうがよほど裕福で安定した読者層を得やすいからである。なぜジラルダンはリスク

を負ってまで中間層をターゲットにした新聞を創り続けたのか。次の節では彼らの新

聞を通して実現したかった夢について考えてみる。 

 

４ 二人の目指した夢 

 

 はじめにバルザックについてだが、ジャーナリストとして仕事を続けた理由の一つ

目は、まず何と言っても借金返済である。既に述べたように、20代で出版・印刷・活

字鋳造という三つの事業に失敗した上、ジラルダンと共同で創った『フイユトン・デ・

ジュルノー・ポリティック』紙にも失敗し、多額の借金を抱えていた。単行本で文学

作品を発表するのとは違って、複数の新聞でコラムを書けば定期的に原稿料はもらえ

たから、借金返済のためにはジャーナリズムの仕事は必要と言わざるを得なかったで

あろう。しかしバルザックの本当の夢はただ単にお金を稼ぐことではなかった。彼は

妹のロールにこう書き送っている。 

 

千五百フランの年金が確実になったら、僕は名誉のための仕事ができるだろう。

でもそのような仕事には時間が必要なんだ。それに生活が先立つ。僕が「自立す

る」ためにはこの恥ずべき手段しかないのだ120。 

 

頭のなかには確かに何かがあるって感じているのに。もし先立つものがあって安

穏としていられるのなら、つまり、くだらない仕事をしなくても衣食住に事欠か

ない魔女アルミードのようなご身分だったら、ぼくはものすごい作品を作るんだ

けど121。 

                                                     
120 ロール・シュルヴィル『わが兄バルザック』、大竹仁子・中村加津共訳、鳥影社、1993
年、69頁。 

121 アンリ・トロワイヤ『バルザック伝』、尾河直哉訳、白水社、1999年、89頁。 
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 つまりバルザックはジャーナリズムで借金を返済し、生活に不自由しない程度の財

産を確保した上で、自分が本当に書きたい作品を書こうと考えていたと予想できる。

あらゆる新聞にコラムを書き散らしたり新聞を興したりしたのも、全ては自らの、名

誉ある未来の文学作品のためだったという解釈が成り立つのではないだろうか。それ

では、バルザックのこの夢は達せられたのだろうか。現在バルザックの作品が各国で

認められ、〈文豪〉と呼ばれている現実を考えると、バルザックの夢は実現したと考え

ても良さそうだが、実際はそうではなかったようだ。前出の鹿島茂氏は次のように述

べている。 

 

  最初の危機が訪れた一八三二年から三三年にかけては『ルイ・ランベール』『フェ

ラギュス』などの初期の傑作、一八三四年から三五年にかけての第二の危機には

『ゴリオ爺さん』や『谷間の百合』などの代表作、『クロニック・ド・パリ』の失

敗で債鬼に追い回された一八三七年には『セザール・ビロトゥー』等の脂の乗り

切った力作、そして、ジャルディー荘の借金に悩まされた一八三九年から四〇年

には最高傑作である『幻滅』第二部が、それぞれ書かれている。反対に、作品集

の契約などで思わぬ大金が前借りできた時期には、ほっと一安心するのか、たい

した作品がない。もっとも、そうした時期はごく短く、すぐにまた、新しい借金

の原因があらわれて、執達吏がバルザックを絶対的な幽閉状態に追い込み、傑作

を書かせるという仕組みになっているのである122。 

 

今日バルザックの作品に数多く触れることが出来るという事実は、バルザックの夢

がかなわなかったことを意味しているのである。 

それではジラルダンはジャーナリズムにどんな夢を託していたのだろうか。『ヴォル

ール』紙から『プレス』紙に至る、彼の新聞のコンセプトに共通して言えること、そ

れは〈ノンポリ〉と〈ターゲットが都市の中産階級と地方在住者〉ということではな

かったか。『モード』紙は地方の女性に、〈従属〉ではなく〈創造〉するモードのあり

                                                     
122 鹿島茂『パリの王様たち ユゴー・デュマ・バルザック 三大文豪大物くらべ』、文芸
春秋、1995年、193‐194頁。 
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方を啓発するものであり、『実用知識ジャーナル』紙と『プレス』紙は、専門的な法律

用語や経済の知識、株式に関する情報などを必要としているが知る術を持たない中小

ブルジョワ階級の人々にとって、入門者向けの専門書のような役割を負っていたと言

える。ジラルダンはこうした人たちの教養レベルを引き上げ、パリの大ブルジョワと

の間の経済および知識の格差を埋めることを目指していたのではないだろうか。ジラ

ルダン自身は次のように述べている。 

 

民衆が裕福であることは国富の源泉であり、民衆の貧困は国富の滅亡である。も

し上層階級がこの政治経済的真理に目を開くならば、法によって自分達に付与さ

れた特権をもっとすすんで犠牲にするようになるだろうに。労働者にたいする慈

悲心によってでなく、少なくともかれら自身の利益のために123。 

 

 また、山田登世子氏はジラルダンの新聞経営における態度を次のように評している。 

 

労働者は同時に消費者であり購買者であり、かれらの生活向上なくして〈市場〉

の繁栄はないということ、メディアの市場の創設に賭けた男は、このフォード主

義を先取りしていた124。 

 

上の二つの文章から分かるのは、ジラルダンは中産階級にとどまらず、その下の労

働者階級の生活状況さえも視野に入れていたということである。ジラルダンはここで

言う労働者、すなわち世の中全ての民衆が富んだならばそれだけ国の経済的利益が底

上げされ、上層階級の更なる発展の可能性がある、しかし労働者による経済活動が活

発に行われず、彼らが貧しいままならば、それは上層階級の破滅をも引き起こすこと

になる、と言いたいのである。ジラルダンの新聞革命によって、特権階級の人たちだ

けのものであった新聞が、中産階級者にも浸透した。結果彼らの教養が高まり、生産

活動に積極的に加わる人が増加したが、それはジラルダンの慈悲の気持ちから起こっ

たことではなかったのだ。あくまでジラルダンは新聞を〈商品〉のひとつと考え、そ

                                                     
123 山田登世子『メディア都市、パリ』、新評論、1991年、66‐67頁。 
124 同上、71頁。 
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して全ての民衆を〈消費者〉として捉えていた。実用的で魅力的な記事によって彼ら

を消費活動に積極的に参加させれば国全体の景気が活気付く、つまりジラルダンの夢

は自分の事業が繁栄し、経済的に恵まれることだったが、それは同時に国を繁栄させ

ることと繋がっていたということなのだ。新聞に限っていえば、1815 年からおよそ

30 年の間に日刊紙の読者の数は 30 倍にも膨れ上がったという125。この結果にジラル

ダンが大きく貢献したことは、まず間違いないだろう。だが鹿島茂氏の次のような指

摘がある。 

  

 ジラルダンが一八三六年に、広告を導入することで購読料を半額に引き下げて《プ

レス》を創刊したとき、予約購読者は初めて一万の大台に乗り、新聞の読者層は

飛躍的に拡大したかに見えたが、それでも予約購読者は、中産階級の中ぐらいの

レベルまでで、その下の下層中産階級と下層階級にはまだ新聞を予約購読するだ

けの余裕はなかった。ジラルダンも、この層にまで新聞を届かせることを考え、

大衆新聞の構想を練っていたのだが、《プレス》に寄稿してくれている一流の小説

家や評論家の反発を買うことを恐れて二の足を踏んでいたのである126。 

 

 ジラルダンの夢もまた、完全に達成されたとは言えないのである。その背景には下

層階級者を取り巻く劣悪な労働環境が大きく関係していたと言える。第一章で当時の

肉体労働者の平均月収が 5 万円であったことは既に述べた。しかし、経済的な意味で

の余裕が無かったばかりか、彼らには時間的な余裕すら無かったのである。1848年 3

月 2日の政令は、労働時間をパリで 10時間、地方で 11時間に制限したとのことであ

るが、逆に言えばこの政令以前は、これをさらに超える長時間労働が行われていたと

いうことになる127。毎日 10時間以上くたくたになるまで働いているにもかかわらず、

いつまでたってもその日暮しの生活を強いられている彼らの目に、株式情報が魅力的

な記事として映るとは到底考えられないのである。ジラルダンが上層階級に対して、

労働者に目を向けることを呼びかけたのも、まずはこうした社会状況を打開しなくて

はならないという思いがあったからではないだろうか。 

                                                     
125 バルザック『風俗のパトロジー』、山田登世子訳、新評論、1982年、190頁。 
126 鹿島茂『かの悪名高き』、筑摩書房、1997年、94頁。 
127 古屋健三・小潟昭夫編『19世紀フランス文学事典』、慶応大学出版会、2000年、8頁。 
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第三章 同時代のジャーナリストと作家への影響 

 

 これまで主にジラルダンの新聞事業とその社会的な影響について詳しく見てきたが、

ジラルダンが活躍した時代、他にジャーナリストにはどのような人物がいて、どんな

新聞を創ったのだろうか。また、これまで見てきたようなバルザックのジャーナリズ

ムにおける業績は、新聞と文学の発展にどのような影響を及ぼしたのだろうか。本章

ではジラルダンとバルザックが新聞界と文学界に与えた影響を、同業者の活動を通し

て考える。 

  

１ ロトゥール・メズレーと『子供新聞』 

 

まず、ジラルダン以外のジャーナリストとして、身近なところで、『ヴォルール』紙

と『モード』紙でジラルダンと組んだロトゥール・メズレーを例に見てみようと思う。

彼はジラルダンから独立して、1832年に『子供新聞』( Le Journal des enfants, 1832-? )

紙128を創刊した129。このときフランスは既に七月王政の時代に入っており、軍歴より

も学歴がものをいう方向に向かっていたため、ブルジョワ、特に地方の中流階級の家

庭では、男の子を将来弁護士や公証人のような堅実な職業に就けるための教育熱が高

まっていたという130。メズレーはそこに目を付けたのだ。つまり『子供新聞』紙は『実

用知識ジャーナル』紙の子供版だったのだ。『実用知識ジャーナル』紙の創刊が 1831

年だったから、『子供新聞』紙はこれを応用して創られたと考えてもおかしくはないだ

ろう。つまり、ジラルダンがいなかったら『子供新聞』紙の誕生はあり得なかったか

もしれないのだ。『子供新聞』紙に対する子供たちの熱狂を伝える資料として、バルザ

ックの『ゴディサール』( L'Illustre Gaudissart, 1833 )に次のような場面がある。 

 

私はパリからブロアまでに『子供』を二千人つくった。ちょっとしたもんだ。た

いしておしゃべりする必要はない。子供が見たがるように、わざと子供に隠して

                                                     
128 図 6参照。 
129 鹿島茂『新聞王ジラルダン』、筑摩書房、1991年、76頁。 
130 同上、同頁。 
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母親にコマ絵を見せる。むろん子供はそれを見て母親の服を引張る。新聞を取っ

てもらうまでやめない。父親は新聞を取っているからだ。母親は二十フランの服

を着ている。坊やに破られては大変だ。新聞はただの六フラン。徳になる。予約

が転がり込むというわけだ。すばらしいことに、これは本心からの要求だ。この

要求は、子供時代の二つの要求、ジャムと絵本のあいだに位している。子供たち

は、もう気違いのようになって読んでいる！131 

 

 ちなみにゴディサールは地方回りの保険外交員の名前で、メズレーのアイデアの独

自性は、上のゴディサールのような人物に新聞の勧誘も歩合制で引き受けてもらった

ところにある132。効率よく広い範囲に宣伝することができたからである。 

 

２ モイーズ・ミヨーと『プチ・ジュルナル』 

 

第二章で見てきたように、ジラルダンの『プレス』紙は上流階級にとどまっていた日

刊紙の講読層を中産階級にまで広げたが、下層階級に届くまでには至らなかった133。

下層階級には新聞はまだまだ手の届かない存在だったのだ。新聞の低価格化を妨げる

原因に、検閲郵税というものがあった134。これは新聞記事で政治や経済を扱うと一部

あたり 6 サンチーム（約 60 円）課せられることになっていた135。しかしジラルダン

は民衆に実用的な知識を与えることを目的にしていたから、避けるわけにはいかなか

った。だが『プチ・ジュルナル』( Le Petit Journal, 1863-1929 )紙136の創設者モイー

ズ・ミヨー( Moise Milhaud, 1813-1871 )は違った。ミヨーにとって新聞は金儲けの一

手段にすぎなかったので、あっさり政治経済欄を切り捨てた。こうしてミヨーは 1863

年の 2月 1日、これにジラルダンの広告収入のアイデアを追加してそれまでの三分の

                                                     
131 バルザック『バルザック全集 10 ゴディサール』、伊吹武彦訳、東京創元社、1974年、

331頁。cf. Honoré de Balzac, L’Illustre Gaudissart, in La Comédie humaine IV, 
Gallimard ( Pléiade ), 1976, p. 574. 

132 鹿島茂、『新聞王ジラルダン』、筑摩書房、1991年、77頁。 
133 鹿島茂『かの悪名高き』、筑摩書房、1997年、94頁。 
134 同上、95頁。 
135 同上、同頁。 
136 図 7参照。 
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一の料金、一部 1スー（50円）の大衆新聞『プチ・ジュルナル』紙を創刊した137。一

部、という呼び方をしたのは、1856年の法律により、非政治新聞であれば一号ずつ売

りさばくことが可能になったからである138。そして、この新聞の一面を任されたのが

ペン・ネームをティモテ・トリム( Timothée Trimm )、本名レオ・レスペス( Léo Lespès, 

1815-1875 )という男だった139。このティモテ・トリムの記事が受けて、ミヨーの『プ

チ・ジュルナル』紙は 20万部の発行部数に達した140。ティモテ・トリムの何が人気の

原因だったのだろうか。それは、まず『プチ・ジュルナル』のターゲットにした読者

層と関係があると考えられる。ミヨーがこの新聞でターゲットとして考えたのが都市

労働者と地方の農民だったという141。当時のフランスは初等教育と中等教育のレベル

の差が大きく、下層階級の殆どが初等レベルで教育課程を終えていた。しかし『プレ

ス』紙などの新聞は、読む側も書く側も中等・高等レベルの教育を受けていた142。大

衆紙を謳った『プレス』紙も要するにインテリ言葉で書かれていたというわけだ。し

かしティモテ・トリムは彼自身教養が無かったため、記事も話し言葉をそのまま活字

にしたような、そんな言葉遣いだった143。カフェのおやじの噂話や猥談、あるいは近

所の長老の談話のような、センテンスはぶつ切れ、「！」や「……」を多用する、とい

うように、会話と同じ呼吸で書かれていたのである144。これが却って良かったのだ。

ティモテ・トリムはミヨーのターゲット、都市労働者と地方の農民の等身大の話し相

手になったのである。エミール・ゾラ( Emile Zola, 1840-1902 )は次のように述べてい

る。 

 

従来、新聞といえば、ある特定の読者のグループを購読者として持たぬ限り、成

功はおぼつかないものとされていた。ところが、《プチ・ジュルナル》は、まさに、

それまで自分たちの新聞というものを持っていなかった貧乏で無学な巨大な大衆

をターゲットとしたのである。この新聞が新しい読者層をつくりあげたといわれ

                                                     
137 鹿島茂、前掲書、94頁。 
138 小倉孝誠『「パリの秘密」の社会史』、新曜社、2004年、42頁。 
139 鹿島茂、『かの悪名高き』、筑摩書房、1997年、96頁。 
140 同上、同頁。 
141 同上、99頁。 
142 同上、96頁。 
143 同上、98頁。 
144 同上、同頁。 
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るのも、理由のないことではない。こうした観点からみた場合、人々にさんざん

に馬鹿にされているこの新聞は一つの現実的な貢献を行ったといってよい。すな

わち、民衆に字の読み方を教え、活字を読む趣味を与えたのである145。 

 

 このことから、『プレス』紙によって中産階級に新聞が広がり、『プチ・ジュルナル』

紙をもって、ようやく本当にフランスに新聞大衆消費時代が訪れたのだと言える。さ

らに上の文章を第一章で見た識字率の変化とあわせて考えると、どうやら新聞が識字

率増加を牽引したと考えても間違いではないのである。 

 

３ 新聞と文学の関係 

 

 第二章で、『プレス』紙に掲載されたバルザックの『老嬢』が、フランスで初めて新

聞連載という形で掲載されたことは既に述べた。『老嬢』は好評を博し、『プレス』紙

はさらに人気を高めたと言われている146。バルザックはその後も第二章に挙げたよう

な数々の作品を新聞小説として発表したわけだが、これは文学の世界にどのような影

響を及ぼしたのであろうか。鹿島茂氏によれば、バルザックに続いてウージェーヌ・

シュー ( Eugène Sue, 1804-1857 )の『パリの秘密』 ( Les Mystères de Paris, 

1842-1843 )や『さまよえるユダヤ人』( Le juif errant, 1844-1845 )、アレクサンドル・

デュマ( Alexandre Dumas, 1802-1870 )の『三銃士』( Trois Mousquetaires, 1844 )

や『モンテクリスト伯』( Le Comte de Monte-Cristo, 1844-1845 )もこの形式で発表

され、何れも新聞の発行部数を伸ばすのに大いに貢献したと言う147。例えば『シエー

クル』( Le Siècle, 1836-1917 )紙の場合、デュマの作品が掲載された途端、部数が三

週間で 500部も伸びたと言われている148。『コンスティテュショネル』紙に至っては、

シューの『さまよえるユダヤ人』を連載したところ、何と発行部数が 3000 部から 4

                                                     
145 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、186-188頁。 
146 古屋健三・小潟昭夫編『19世紀フランス文学事典』、慶應義塾大学出版局、2000年、

68頁。 
147 鹿島茂『かの悪名高き』、筑摩書房、1997年、104頁。 
148 鹿島茂『パリの王様たち ユゴー・デュマ・バルザック 三大文豪大物くらべ』、文芸
春秋、1995年、221頁。 
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万部に跳ね上がったという記録が残されている149。新聞の予約購読者数が、明らかに

新聞小説の人気と連動するようになったのだ。文芸時評や学芸記事は次第に連載小説

に席を譲り、ついには〈 学芸欄 〉を指す〈フイユトン feuilleton 〉という単語が新

聞小説を指す普通名詞になってしまったという150。この影響は新聞界だけでなく、出

版界にも波及したと考えられる。王政復古期の終わりには詩集の方が小説より二倍ほ

ども多く出版されていたそうだが、この割合は 1850年代になると逆転する。200から

300冊の詩集に対し何千冊という小説が出版されるようになったのである151。19世紀

半ばに小説はようやく市民権を得るに至ったのだ。小説の社会への浸透に関しては

1830 年代末以降の製紙法や印刷機の改良による本の価格低下もその影響として考え

られる。第一章で述べたように、それ以前紙は高級品であった。小説は印刷に大量の

紙を要する。当時一巻で完結する小説などまずありはしなかったそうだ。例えばバル

ザックの『ふくろう党』( Le Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800, 1829 )も、全

く売れなかったにもかかわらず 12 折版 4 巻本という体裁をとっていた152。技術革新

によって出版物の値段が下がったから、今まで冊数が多くて敬遠していた小説にも

人々の手が伸びるようになったとも言えるのかもしれない。しかしやはり最大の要因

は、バルザックから始まった新聞連載が大衆からの人気を得たことによるのではない

か。 

以上のことから、新聞と小説は、その発展と受容の過程をともにしてきたと言って

も良いと考えられるのである。 

フランスの新聞小説は、1940年代に姿を消したと言われている153。しかし、小説と

いうジャンルの確立と発展に、19世紀の新聞小説連載が大きな寄与をしたことは疑う

余地がない。 

 バルザックが小説の大衆化という文学史上の大変化に与えた影響は、新聞小説だけ

によるものではない。第二章で見てきたように、バルザックが数々の新聞に政治時評

を始めとする記事を寄稿したのはあくまで生活のためであって、バルザック本人はジ

ャーナリズムを嫌悪、ほとんど憎悪しているといっても良いほどであった。しかし、

                                                     
149 小倉孝誠『「パリの秘密」の社会史』、新曜社、2004年、39頁。 
150 鹿島茂『新聞王伝説』、筑摩書房、1991年、118頁。 
151 古屋健三・小潟昭夫編、前掲書、206‐207頁。 
152 同上、65頁。 
153 小倉孝誠『「パリの秘密」の社会史』、新曜社、2004年、50頁。 



 34 

バルザックにとって〈忌むべき〉ジャーナリズム活動も、実は小説の普及には大切な

ことだったのである。西尾修氏はこう語っている。 

 

  いかに優れた作品であろうとも、無名詩人の「詩」など、売れっこないのだから

どこも相手にしないのであって、文学者としてのし上がるには才能と研鑽も大事

だろうが、まずは「有名」になること、そのためには「仲間」を増やすこと、こ

れがパリに出た地方詩人リュシアン・ド・リュパンブレの受けた先輩からの「良

き」アドバイスであった（バルザック『幻滅』）。かくして同志や仲間の寄り集う

小グループが次々と結成され、そこではときに、群小の新聞・雑誌を通して考え

を世に問いながら、序文、評論、エッセイなどの批評的言説を駆使することによ

って世の注目を集め、読者層の獲得に努めたのだった154。 

 

 新聞や雑誌というメディアに名前を露出させることによって有名になる、それが読

者の獲得に影響するということを、上の文章は主張している。となると、当時殆ど全

ての新聞・雑誌に寄稿していたと言われるバルザックは、それによって、ジャーナリ

ストとしてだけではなく、小説家バルザックとしての名前を高めることにもなってい

たと考えられる。バルザック本人としては不本意かもしれないが、彼のジャーナリズ

ム活動が、読者にとって小説家バルザック、そして小説という新ジャンルが身近なも

のとなるのに一役買っていた、とも考えられるのである。 

さらに、バルザックの大々的なジャーナリズム活動は、文学運動の方法にも影響を

及ぼしたと言えるかもしれない。バルザックの次の世代であるナチュラリスムの作家

たちは、ジャーナリズムを積極的に活用した。古屋健三氏は次のように述べている。 

 

  ナチュラリスムのいまひとつの特徴はジャーナリスムを活用した点にある。たと

えば、ゾラはフランスの新聞を二紙とロシアの新聞一紙をナチュラリスムの機関

紙のように使っておびただしい論文を書き、ナチュラリスムの宣伝に努めている。

文学運動が新聞・雑誌をメディアとして広い読者の支持に訴える形で展開するの

                                                     
154 古屋健三・小潟昭夫編『19世紀フランス文学事典』、慶應義塾大学出版局、2000年、

74頁。 
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だが、この現象もすでに現代的である155。 

 

 「われわれの世紀にはふたりの小説家しかいない。バルザックとスタンダールであ

る156。」という言葉を残し、バルザックを文学の師と仰いだゾラのことだから、バルザ

ックの活動にはもちろん注目していたはずである。バルザックが否定的な態度で行っ

ていたジャーナリズムによる売名を、それを見たゾラが今度は意識的に活用するよう

になったとも推察されるのである。つまりバルザックは新聞によって、無意識的にで

はあるが小説というジャンルの大衆化に貢献し、それに加えて文学運動の効果的な推

進方法までをも提示したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
155 同上、143頁。 
156 尾崎和郎『若きジャーナリスト エミール・ゾラ』、誠文堂新光社、1982年、111頁。 
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終章 

 

 本論の第一の目的は、新聞界の歴史を変えたと言われる『プレス』紙の主要な関係

者であるバルザックとジラルダンが、そこに至るまでに新聞界でどのような活動をし

てきたかを知る、ということであった。その上で、二人のジャーナリズム活動が後の

新聞界や文学界、そして社会全体にどのような変化をもたらしたのかを検証しようと

考えた。 

比較のために、まず第一章で『プレス』紙が誕生する以前の、19世紀フランスにお

ける新聞を取り巻く社会環境を調査した。その結果分かったのは、当時は新聞は情報

の伝達手段ではなく、政党の機関紙のような性格を帯びていたこと、高価で、家庭で

読むことが出来たのは上流階級に限られていたこと、また当時は教育制度の改革途上

でまだ文盲が多かったということであった。そして、文字は読めるが新聞を買うこと

の出来ない人は、カフェや床屋やレストラン、そして〈読書クラブ〉という貸本屋で

読んでいたのだった。 

第二章ではバルザックとジラルダンにスポットを当て、まずジャーナリズムの世界

に入るまでの生い立ちを見てみた。そして、二人とも不幸な幼少時代を過ごしたこと、

本に親しんで大きくなったこと、そしてジャーナリズムでの仕事を始める以前に小説

を出版したこと、知人に誘われてジャーナリズムの世界に入ったこと、など共通点の

多い人生を送ってきたことが分かった。 

ジャーナリズムの仕事としては、ジラルダンは『プレス』紙以前に『ヴォルール』

紙という週刊の剽窃新聞と、『モード』紙という週刊のファッション紙、『実用知識ジ

ャーナル』紙という月刊の経済紙を創ったということ、そしてバルザックはこれらの

新聞を始め、当時発行されていた殆ど全ての新聞に記事を書いており、その多くが政

治時評であったことが分かった。そして『プレス』紙でジラルダンは、フランスの新

聞史上初めて広告料を主要財源とすることによる価格の引き下げを行い、新聞大衆化

への第一歩を築いた。 

バルザックは『プレス』紙にフランス史上初めて連載小説を寄稿し、これが『プレ

ス』紙の売り上げに大きく貢献した。またその後も『人間喜劇』の多くの作品が新聞

連載の形で発表されたのであった。そして失敗はしたものの、バルザックとジラルダ
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ンは一緒に『フイユトン・デ・ジュルノー・ポリティック』という新聞を作り、バル

ザックはジャーナリズムに記者・発行者・小説家という三つの立場で関わったのだと

いうことが確認できた。 

バルザックはジャーナリズムに生涯憎悪の念を抱いたが、それでもジャーナリズム

の活動をやめなかったのは、溜まっている多額の借金を返済し、生活資金を確保した

上で自分の本当に書きたい作品を思う存分書きたいという夢があったからであった。

しかし実際は借金がバルザックの創作意欲を掻き立てる一つの要因だったのである。

ジラルダンも、全ての国民が新聞を購読することで実用的な知識を身につけ、経済活

動に参加して国全体が潤うことを目標として掲げていたが、『プレス』紙の講読層は中

産階級より下には広がらなかった。 

第三章ではジラルダンとバルザックのジャーナリズムでの活動が、その他の同業者、

その後の新聞・文学界にどのような影響を及ぼしたのかを見てきた。そして、ジラル

ダンのアイデアがその他の新聞にも応用され、その結果新聞の大衆化が達成されたこ

とが確認できた。さらに新聞の大衆化は、識字率の増加にも貢献したのであった。 

バルザックの新聞小説での活躍により、小説というジャンルは社会に広く認知され

るようになった。同時に新聞小説は新聞そのものの大衆化を促す大きな力であった。

つまり新聞の受容と、小説の受容は軌を一にしていたのである。またバルザックの、

記者として多くのメディアに名前を露出するという行為が、ゾラを中心とするナチュ

ラリスト等、その後の文学運動を有効に進めるヒントとして採用されたことも分かっ

た。こうしてみると、バルザックとジラルダンのジャーナリズムにおける功績が際立

つ。二人の成したことは新聞界における言わば革命であった。二人は革命家、つまり

新聞界のナポレオンと呼べる働きをしたのである。 

こうして無事、バルザックとジラルダンのジャーナリズム活動を通して 19世紀フラ

ンス新聞界・文学界に起きた革命を読み解くという、本論の目的を達成することが出

来たのである。 

今回の研究を通して、私は、第一章に登場した教育法の改正や、第三章で登場した

検閲郵税、1856年の非政治新聞の一部ずつの販売を認める法律など、新聞の大衆化に

おける法律の影響を少なからず感じた。今回はこうした観点から深く考察することは

出来なかったけれども、私はこの新聞の受容の歴史を、法改正の歴史ともっと関連付

けて考えることも出来たのではないかと考えている。もしこの仮説が成り立つならば、
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それは、フランス大革命のスローガンである〈自由・平等・博愛〉が、19世紀に〈知

る〉という行為において現実化する歴史を読み解く一助となるのではないだろうか。 
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図版 

 

注] 技術的問題のため、ホームページ上の図版は一部しか掲載できなかった。 
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