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バルザック『田舎ミューズ』とソフィー・ゲー『エレノール』
コンスタン『アドルフ』をどう書き換えるか（1）

東　　　辰之介

はじめに

　アメリカの文学研究者マーガレット・ウォーラーは、その著作『男性病―フ

ランス・ロマン派小説における不能のフィクション』（1993）において、シャトー

ブリアンの『ルネ』（1802）を嚆矢とする世紀病小説に描かれる「弱い男性」たち

が、実際には権力―とりわけ女性に対する権力―を保持し続けていること

を明らかにした 1。従来の世紀病小説批評は男性作家が描く男性のみ、フェミ

ニズム批評は女性作家が描く女性のみに注目する傾向があったと考えるウォー

ラーは、そうした枠を取り払い、男性作家が描く女性と女性作家が描く男性に

も注目することで、世紀病小説のセクシャル・ポリティクスを明るみに出そう

とする。

　世紀病とは革命後の社会に確固とした地位を見出せない男性の病であり憂愁

であるが、男性作家の描くその患者たちは女性的な感受性、弱さゆえにこそ女

から愛され、その女に対して支配権を振るっているとウォーラーは言う。た

とえば、総論に続く第 2章で扱われるシャトーブリアンの『ルネ』の主人公は、

家族の中で、社会的権力をもつ父・兄という男系グループに対峙して、姉のア

1 Margaret Waller, The male malady : fi ctions of impotence in the French romantic novel, New 
Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 1993. タイトル中にある impotence という

語については、ウォーラーが「一般には男性の性機能の不全に適用される語 (p. 156)」
であると述べており、第 5章でスタンダールの『アルマンス』が論じられていること

から、仮に「不能」と訳したが、あまりに限定的な理解を避けて著作全体の趣旨を伝

えるためには、「無力」、「無能力」といった訳語の方がよいかもしれない。
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メリとともに社会的に無力な女系グループを構成しているが、そのアメリから

近親相姦的な情熱によって一方的に愛され、最終的には彼女の命を奪うほどに

強い影響力を発揮している。つまり、ルネは社会的には無力でありながら、女

性にタブーを犯させるくらい抗しがたい魅力を持っていることになる。ウォー

ラーはまた、このルネの告白の聞き手が男性だけであることにも注目する。物

語の話し手でも聞き手でもない女性は、男性から罪人の烙印を押されるがまま

となっており、犠牲者の立場から一歩も抜け出すことができない。アメリはそ

の死と沈黙によって完全な客体の地位に置かれるのに対し、ルネは彼女につい

て何でも言うことのできる特権的な主体となっている。すなわち、シャトーブ

リアンは、ルネの女性化によってジェンダー・ステレオタイプを壊してはいる

ものの、男性優位という男女間のパワー・バランスは温存しているとされる。

　これに対して、ウォーラーが第 3章で論じているスタール夫人の『コリンヌ』

（1807）では、メランコリックで女性的な男性（オズワルド）と、エネルギーと

才能に満ちた男性的な女性（コリンヌ）の二人が主人公であり、男女の力関係

はより平等なものになっている。ここでは一方的に男性が愛されるわけでも、

男性が言説を独占するわけでもない。しかし、最終的には二人の結婚に反対し

たオズワルドの父の遺志、すなわち家父長的権力がすべてに勝利し、コリンヌ

の死という他の世紀病小説と同じ結末を迎えてしまう。その限りでは、女性作

家であるスタール夫人は、世紀病小説がカムフラージュして描く男性優位を部

分的にしか覆していないことになる。

　このように、ウォーラーの著作は、世紀病患者が登場する有名な小説をジェ

ンダーの視点から年代順に一つずつ論じていく。第 4章はコンスタンの『アド

ルフ』（1816）、第 5章はスタンダールの『アルマンス』（1827）、第 6章はサン

ドの『レリア』（1833）、そしてエピローグは簡潔に、サント＝ブーヴの『愛欲』

（1834）、バルザックの『谷間の百合』（1836）、ミュッセの『世紀児の告白』（1836）
の三作品を扱っている。

　本稿では、ウォーラーによるコンスタンの『アドルフ』読解をふまえた上で、

この小説を女性の視点の導入によって書き換えたと考えられる 1840年代の二
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つの作品、バルザックの『田舎ミューズ』（1843）と、ソフィー・ゲーの『エレ

ノール』（前半 1844年、後半 1846年）を取り上げ、それぞれの作品の批評的

企図がどのような形で実現されているのか見定めてみたい。どちらの作品も、

全体が『アドルフ』の翻案となっているわけではなく、作品固有の物語があって、

その枠内で『アドルフ』への言及がなされたり、部分的にその書き換えがなさ

れたりするので、両作を単純に比較することはできないが、それでも同時代の

男性作家と女性作家が、同じ作品についてどれほど異なった読解をしているか

が明らかになるであろう。

　以下、ウォーラーの『アドルフ』論の概要を確認し、バルザックとソフィー・

ゲーの小説について順に考察を行ない、最後に両作品の比較を試みることにす

る。

ウォーラーの『アドルフ』論

　「コンスタンの『アドルフ』における自由主義のダブルバインド」と題された

第 4章で、ウォーラーはまず『アドルフ』が、十八世紀の放蕩小説やシャトー

ブリアンの『ルネ』よりは、フェミニスト的傾向を持つ作品であると述べている。

放蕩小説の男性主人公たちと違って、アドルフが誘惑に成功したエレノールを

捨てられない理由は、彼が彼女の存在と苦しみに相応の注意を払っているから

であり、「人は自分の行為が他者を害さない限りにおいてのみ自由である 2」と

いうコンスタンの信条における「他者」には、男性だけでなく女性もきちんと

入っているからである。この点、シャトーブリアンのルネは、積極的に人を傷

つけることはないものの、姉アメリの罪深い情熱に気づかない自己陶酔的な人

物であり、女性の苦しみに対して配慮することができない。

　コンスタンが『アドルフ』第二版に付した序文には、フェミニスト的な言葉

が散見される。ウォーラーはまず、「そこに落ちたら非難するために、女性を

2 Margaret Waller, op. cit., p. 94 : « man is free only to the extent that his actions do not harm 
others. »
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奈落の上に置くことに楽しみを見出したかのように思えるこの冷酷な社会」と

いう箇所に、女性を不当に扱っている社会への批判を確認し、続いて、「女性

よりも強く、果たすべき仕事のせいで感情から遠ざけられており、自分を取り

巻いている人々の中心となって役目を果たす宿命にある男性は、女性と同じほ

どには、他者において他者のために生きる高貴で危険な能力を持っていない」

という一節に、男女の愛し方の違いは本質的なものではなくて、単に女性が社

会の中で仕事を与えられておらず、それだけ多くの自由な時間を持っているか

らだという、社会構成主義的なジェンダー理解を読み取り、最後に、「（女性の）

涙が流れると、男性たちが取り巻かれている作り物の環境にもかかわらず、自

然が彼らのうちに戻ってくる」という部分に、十八世紀の放蕩男性に対立する

新しい男性像を見出している 3。

　しかしながら、ウォーラーがコンスタンにフェミニスト的な傾向を認めるの

はここまでである。これに続く部分では、『アドルフ』が、上記のような新しさ

にも関わらず、どれほど男性中心的なテクストにとどまっているかを示そうと

している。その議論の道筋は必ずしも明快ではないが、バルザックやソフィー・

ゲーのテクストと比較するために『アドルフ』を読解している本稿の必要に引

き寄せて要約するならば、彼女の主張の大筋は、①父の権力、②女性と語りに

対するアドルフの権力、③女性不在のパラテクスト、という三点に集約できる

ように思われる。

　一点目の、父の権力について言えば、アドルフが父の意に反していつまでも

3 Ibid., p. 95-96. ウォーラーは T. W. Tancock が英訳した『アドルフ』から引用して

いるが、本稿では対応箇所を確認の上、フランス語原文から訳出している。使用し

たエディションと引用原文は以下の通りである。Benjamin Constant, Adolphe. Anecdote 
trouvée dans les papiers d’un inconnu, édition présentée et annotée par Gilles Ernst, Paris, 
Librairie générale française, Le livre de poche, 1995, p. 73 : « cette société implacable, qui 
semble avoir trouvé du plaisir à placer les femmes sur un abîme, pour les condamner, si elles 
y tombent », p. 72 : « les hommes, plus forts, plus distraits du sentiment par des occupations 
impérieuses, et destinés à servir de centre à ce qui les entoure, n’aient pas au même degré que 
les femmes, la noble et dangereuse faculté de vivre dans un autre et pour un autre », p. 74 : 
« lorsque ces larmes coulent, la nature revient en eux, malgré l’atmosphère factice dont ils 
s’étaient environnés »
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エレノールと別れないでいることをもって、この父子の関係がごく弱いもので

あると判断する『アドルフ』の読者はいないだろう。アドルフの父は、息子を

いずれ自分と同じ行政官にするつもりでドイツの小国に遊学させ、その滞在中

も手紙で近況を知ろうとする。アドルフがエレノールとポーランドに行った後

は、友人のＴ男爵を自分の代理人として使って、エレノールと別れるよう説得

を続ける。この父の権力に対して、アドルフがあからさまに反抗することはな

い。エレノールのためにドイツでの滞在を延長する際には、期限を明示して父

の許可をとっている。父がエレノールに対するパリ退去命令を取り付けたた

めに、彼女と一緒に出発することにした時も、国境付近で釈明の手紙を書いて

いる。Ｔ男爵に会いに行った方がよいという父の勧めには素直に従っている。

「『ルネ』や『コリンヌ』と同じように、最初のページから、そして最後の分析に

おいても、この小説は、その明らかな中心である異性愛関係が、それよりもずっ

と強制力のある父と息子の二者関係の次に来るものでしかないことを示してい

る 4」というウォーラーの分析は正しい。

　もしも、このアドルフの父の権力があまり目立たないとしたら、それが命令

や懲罰といったハードな形ではなく、アドルフの自由を尊重した上での説得と

いうソフトな形で行使されているからであろう。エレノールと一緒に出発して

しまった息子に対し、彼はこう返信している。「あなたは二十四歳だ。もう期

限が切れているし、これまでに一度も使ったことのない私の権威をあなたに対

して行使するつもりはない。［…］あなたの送っている人生が、あなたに相応し

くないものであることは、やがて自分自身で分かることだろう 5。」Ｔ男爵に会

いに行くように勧める手紙も、アドルフの自由を最大限尊重している。「あな

たがいる国のフランス大使であるＴ男爵に、あなたを推薦する手紙を書いてお

く。この推薦を使うことがあなたの気に入るかどうか私には分からないが 6。」

4 Margaret Waller, op. cit., p. 99 : « Like René and Corinne, from its initial pages and in the 
fi nal analysis, the novel shows that the heterosexual relationship that is its obvious focus takes 
second place to the far more compelling dyad of father and son. »
5 Benjamin Constant, op. cit., p. 153 : « Vous avez vingt-quatre ans, me répondit-il : je n’exercerai 
pas contre vous une autorité qui touche à son terme, et dont je n’ai jamais fait usage »
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そしてまた、父の代理人たるＴ男爵もまた、父より雄弁にエレノールと別れる

ことの必要を説くものの、やはりアドルフの選択を全否定することはしない。

「あなたの送っている人生に反対するつもりはありませんが、それが風変わり

であればあるほど、社交界に顔を出すことによって、根拠があやふやであるこ

とは確かな偏見を一掃することが、あなたにとって重要になるのです 7。」

　アドルフとエレノールとの関係が、アドルフと父との関係に対して、いかに

従属的な地位しか占めていないことを納得するするためには、ウォーラーがそ

うしているように、エレノールとアドルフの関係が、そもそも父の是認の下で

始まったことを思い出すべきであろう。「結婚することが問題とならない限り

は、何の支障もなく、あらゆる女性を手に入れ、そして捨てることが可能で

あると父には思われた。私は父が、『それは彼女たちをたいして苦しめないし、

私たちを大いに楽しませてくれるのだから！』という、有名なフレーズのパロ

ディを聞いて、一種の賛同とともに微笑むのを見た 8」という一節を参照して、

ウォーラーはこう述べている。「父は息子を、貴族男性の特権と力についての

寛大でふしだらな規則に従って育てており、それによってアドルフは、彼の自

由を楽しむよう仕向けられ、とりわけ婚前あるいは婚外の性的領域において、

罰を受けることなくそうしてよいと確信させられている 9。」実際、彼女の言う

通り、『アドルフ』全 10章のうち、第 3章までの展開は十八世紀的な誘惑小説

と同じであり、アドルフはその成功の後「私は男たちの間を誇らしい気分で歩

6 Ibid., p. 166 : « J’écris au baron de T***, notre ministre dans le pays où vous êtes, pour vous 
recommander à lui ; j’ignore s’il vous conviendra de faire usage de cette recommandation »
7 Ibid., p. 191 : « plus votre genre de vie, que je ne veux point désapprouver, a quelque chose 
de singulier, plus il vous importe de dissiper des préventions mal fondées, sans doute, en vous 
montrant dans le monde. »
8 Ibid., p. 99 : « toutes les femmes, aussi longtemps qu’il ne s’agissait pas de les épouser, lui 
paraissaient pouvoir, sans inconvénient, être prises, puis être quittées ; et je l’avais vu sourire 
avec une sorte d’approbation à cette parodie d’un mot connu : Cela leur fait si peu de mal, et à 
nous tant de plaisir ! »
9 Margaret Waller, op. cit., p. 99 : « The father raises his son according to a lenient libertine code 
of aristocratic male privilege and power that encourages Adolphe to enjoy his liberty and assures 
him that he may do so with impunity, especially in the pre- or extramarital sexual realm. »
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いていた。私は彼らの上に尊大な視線を巡らせていた 10」と言っている。「主人

公によるエレノールの誘惑は、アドルフ自身の自己イメージと社会的威信を高

めるべく意図されている 11」のであり、この時点では父も、女性に対する息子

の成功を、男性としての社会的成功の一部を構成するものとして、誇らしく思っ

たと考えてよいだろう。問題はこの成功の後、アドルフがエレノールとなかな

か別れられないことであるが、それも最終的には父の分身であるＴ男爵の力に

よって、半ば強制的に達成される。というのも、エレノールと別れる決意を記

したアドルフの手紙を、Ｔ男爵から受け取ったエレノールは、そのショックか

ら高熱を出し、結局そのまま死んでしまうからである。父がその強い影響力を

行使してアドルフをエレノールから引き離そうとしたのは、社会的地位のない

年上の女性といつまでも付き合っていても、彼の将来にとってマイナスにしか

ならないと考えたからである。このように考えると、アドルフとエレノールの

関係は、その始まりにおいても終わりにおいても、父の考える男性中心的な社

会規範に従って遂行されているだけであり、アドルフの抵抗も本気のものでは

ない。『アドルフ』は、父と息子の緩みかけた絆が、エレノールという女性の犠

牲的な死によって回復し、家父長的権力によって統べられている男性中心社会

の秩序が維持される物語だと言える。

　二点目の、女性と語りに対するアドルフの権力については、一点目の父の権

力ほど『アドルフ』の読者にとって自明ではないかもしれない。確かに、第 4
章以降の物語の展開は、エレノールが彼女と別れたがっているアドルフを束縛

する形で進行し、その中にはエレノールがアドルフを批判する言葉も当然のよ

うに出てくる。しかしながらウォーラーは、誘惑に成功する以前も以後も、常

にアドルフこそが二人の関係において主導権を握っていると考える。「彼女を

誘惑するか、それともしないか？」という二者択一が、誘惑の成功後に「彼女

10 Benjamin Constant, op. cit., p. 125 : « Je marchais avec orgueil au milieu des hommes ; je 
promenais sur eux un regard dominateur. »
11 Margaret Waller, op. cit., p. 100 : « The hero’s seduction of Ellenore is intended to enhance 
Adolphe’s own self-image and social prestige »
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と別れるか、それとも別れないか？」という新たな二者択一に変わっただけで

あって、二人の関係を決める主導権は常にアドルフにあると言うのである 12。

そして、このエレノールに対する支配力をアドルフ自身が強く認識しており、

彼女の行動をすべて自分のせいにしている部分をその根拠として引用してい

る。「しかし私は、この行動を引き起こしたのが私であることを知らなかった

だろうか？エレノールが心の底では私を愛し続けていたことを知らなかっただ

ろうか？私が彼女に犯させた軽率な行動の咎で、彼女を罰することができただ

ろうか？ 13」アドルフがエレノールと別れられないのは彼がそう決断しないか

らであって、エレノールには彼を強制的に引きとめる力などなかった。ウォー

ラーの言う通り、『アドルフ』が描いているのは、「男性の女性に対する力 14」で

あると言えるだろう。

　そしてまた、一人称で過去を回想して語るあらゆる語り手と同じように、ア

ドルフは語りを完全に支配している。「私たちが小説の中でエレノールについ

て知ることのすべて、そしてアドルフについて知ることの大部分は、客観性か

らは程遠い彼の視点によって選別されている 15。」アドルフが告白するのは彼と

エレノールの不幸な関係であるが、彼にはそれを自分の好きなように語る力が

ある。エレノールの死という結末からすると、二人のうち真の犠牲者と言える

のは彼女の方だが、アドルフは読者の同情が自分に向かうよう万策を尽くす。

ウォーラーが言うように、アドルフが主に人間一般の弱さについてアフォリズ

ムを多用するのは、自分の弱さと罪を赦免するためである。ウォーラーは、次

のような箇所を例として挙げている。「私たちはあまりにも変わりやすい存在

なので、何らかの感情があるように装っていると、最後にはそれを感じるよう

12 Ibid., p. 101 : « The burden, but also the power, of determining the couple’s plot then falls 
on the hero »
13 Benjamin Constant, op. cit., p. 187 : « Mais ne savais-je pas que cette conduite était mon 
ouvrage ? Ne savais-je pas qu’Ellénore au fond de son cœur n’avait pas cessé de m’aimer ? 
Pouvais-je la punir des imprudences que je lui faisais commettre […]? »
14 Margaret Waller, op. cit., p. 105 : « man’s power over a woman »
15 Ibid., p. 98 : « All of what we know about Ellenore in the novel and most of what we know 
about Adolphe is fi ltered through his far-from-objective perspective. »
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になってしまう 16。」「人間の内に完全な統一性は存在せず、たいてい誰も完全

に誠実ではないし、完全に不誠実でもない 17。」「このような表裏のある態度は、

私の本来の性格からはかけ離れていたのだが、絶えず隠すことを余儀なくされ

る考えを一つでも心の中に持つや否や、人は堕落するものなのである 18。」また、

彼の話の中にはエレノールを弁護する者は登場せず、彼女の女友達さえもがア

ドルフの味方をする。「私の話を聞いた女性は感動してくれた。私が弱さと呼

んでいたものに彼女は寛大さを見出し、無情と名づけていたものに不幸を見出

した 19。」こうしてエレノールは自己弁護を強いられることになるが、実際には、

アドルフに許された範囲、つまり彼に都合のよい範囲でしか発言を許されない。

象徴的なのは彼女がアドルフ宛てに書いたが、送らなかった一通の手紙の扱い

である。死の床の彼女から読まずに焼いてくれと頼まれた手紙であるが、アド

ルフはこれを読み、その一部を書き写して彼の告白の末尾に置いている。一見

するとこれはエレノールに反論の場を与えているようにも見えるが、事実はそ

うではない。ウォーラーはこう書いている。「こうしてアドルフは、エレノー

ルに最後の非難の言葉を与えているように見えるが、どの言葉をどんな順番で

現われるようにするか選んでいるのは彼なのである 20。」アドルフはここでも、

自分にとって都合の悪い情報はすべて隠せる立場にいる。アドルフとエレノー

ルの物語は、すべて男性であるアドルフのコントロールの下で語られているこ

とになる。

　三点目の、女性不在のパラテクストについては、どのテクストが問題なのか、

16 Benjamin Constant, op. cit., p. 155 : « Nous sommes des créatures tellement mobiles, que 
les sentiments que nous feignons, nous fi nissons par les éprouver. »
17 Ibid., p. 107 : « il n’y a point d’unité complète dans l’homme, et presque jamais personne n’est 
tout à fait sincère ni tout à fait de mauvaise foi. »
18 Ibid., p. 193 : « Cette duplicité était fort éloignée de mon caractère naturelle : mais l’homme 
se déprave dès qu’il a dans le cœur une seule pensée qu’il est constamment forcé de dissimuler. »
19 Ibid., p. 180 : « La femme qui m’écoutait fut émue de mon récit : elle vit de la générosité 
dans ce que j’appelais de la faiblesse, du malheur dans ce que je nommais de la dureté. »
20 Margaret Waller, op. cit., p. 113 : « While Adolphe thus seems to give Ellenore the last, 
accusatory word, it is he who has selected which words will appear and in what order. »
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最初に整理しておこう。それは『アドルフ』のどの校訂版も収録しているはず

のもので、①コンスタンによる「第二版の序文」（初版に序文はなかった）、②

同じくコンスタンによる「第三版の序文」、③架空の刊行人による「緒言」、④

アドルフの知り合いがその刊行人に宛てた「手紙」、⑤それに対する刊行人の「返

信」という五つのテクストである。言うまでもなく、最初の二つと残り三つで

はテクストのステータスがまったく異なっており、①と②は『アドルフ』とい

う作品の外にあるのに対し、③～⑤はその内部にある。なぜ作品の内部にある

のに、広義のパラテクストと見なせるかと言うと、『アドルフ―見知らぬ男の

書類の中から見つかった物語』という副題が示すように、この作品はアドルフ

本人の手記とされる全 10章からなる物語本体が、それを紹介し批評する複数

の短いテクストによって、前後から挟まれる構造になっているからである。具

体的には、③の「緒言」が物語本体に先立ってテクストの由来を説明し、④の「手

紙」と⑤の「返答」が本体の後ろに置かれて批評的な機能を果たしている。

　このようなステータスの違いにも関わらず、ウォーラーはこれらのパラテク

ストに共通する機能を指摘する。それは、「受容に対する根本的な不安 21」を和

らげる効果である。上で論じたように、物語本体を構成するアドルフの告白は、

自らの人間的な弱さを認めつつも、エレノールを死なせてしまった自分を免責

するために書かれている。しかしながら、そのような彼の自己弁護を、読者が

そのまま受け入れてくれる保証はどこにもない。「書くことは読まれることで

あり、［…］自らの告白を書くことは、自分の意図に反して判断される危険を冒

すことである 22。」作者コンスタンにとって大事なことは、彼の分身であるアド

ルフ―彼自身はそうと認めていないにせよ―に読者が共感してくれること

であるが、もしもそれがうまくいかなかった場合にも備えておく必要がある。

　ウォーラーの議論を整理すると、パラテクストの①～③は、アドルフとの無

関係を強調することによって、読者が彼を有罪と見なした場合にその咎が他所

21 Ibid., p. 109 : « fundamental anxiety of reception »
22 Ibid., p. 109 : « To write is to be read, […] and to write one’s confession is to risk being 
judged contrary to one’s intentions. »
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に及ばないようにし、パラテクストの④と⑤は、あらかじめアドルフを批判す

ることによって、それ以上に厳しい批判を封じているということになる。

　①「第二版の序文」でコンスタンは、アドルフが自分ではないことを次のよ

うな形で述べている。「私より有名な作家たちも、同じ事態に遭遇した。人々は、

シャトーブリアン氏が『ルネ』の中で自分を描いたのだと主張した。そして我々

の世紀で最も知的な女性であると同時に、最も善良な女性でもあるスタール夫

人は、『デルフィーヌ』と『コリンヌ』の中で自分を表現したのだと疑われた 23」。

②「第三版の序文」ではさらに、作品への無関心を標榜することによって一種

の逃げ道を作っている。「アドルフに関わるあらゆることは、私にとってもう

どうでもよいことである。私はこの小説にいかなる価値も見出さない 24」。二

つの序文が標榜するこの無関係、無関心という方向性は、初版時からあった③

の「緒言」の方向性と一致する。手記の由来を説明する架空の刊行人は、昔イ

タリアの宿で会った見知らぬ男が、ノートの入った箱をそこに置き忘れ、宿の

主人が間違えて私に送ってきたが、男の住所を知らないので仕方なくずっと

持っていたのだと言って、自分とアドルフの関係の薄さを強調している。さら

には、「私は原文を一語たりとも変えていない。固有名詞の削除さえも、私が

やったことではない。それらは現状そうある通り、イニシャルでしか名指され

ていなかった 25」と述べて、テクストの内容について一切自分の責任が問われ

ないようにしている。

　このように、コンスタンと架空の刊行人では、言説の主体としてはまったく

ステータスが異なるが、どちらも手記の作者とされるアドルフとなるべく距離

を取ろうとしていることが分かる。アドルフにあまりにも味方が多ければ、読

23 Benjamin Constant, op. cit., p. 70-71 : « des écrivains plus célèbres que moi ont éprouvé 
le même sort. L’on a prétendu que M. de Chateaubriand s’était décrit dans René ; et la femme 
la plus spirituelle de notre siècle, en même temps qu’elle est la meilleure, Mme de Staël a été 
soupçonnée, […] de s’être peinte dans Delphine et dans Corinne »
24 Ibid., p. 80 : « tout ce qui concerne Adolphe m’est devenu fort indifférent ; je n’attache 
aucun prix à ce roman »
25 Ibid., p. 83 : « Je n’ai pas changé un mot à l’original : la suppression même des noms propres 
ne vient pas de moi : ils n’étaient désignés que comme ils sont encore, par des lettres initiales. »
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者は同情を強要されているようで、逆に反感を覚えることが予想される。その

ような事態を引き起こさないためにも、このような中立性を装う必要があった

のだと考えられる。

　これに対し、パラテクストの④「手紙」と⑤「返答」は、アドルフの告白に対

する価値判断に深く踏み込む内容となっている。ウォーラーはこの二つのテク

ストについて、次のように判断している。「『アドルフ』における男性による二

重の終章は、『ルネ』においてシャクタスとスエル神父がそうしているのと同じ

ように、一方には社会の犠牲者としてのアドルフに対する寛大な同情があり、

他方には主人公の自分勝手な自己提示に対する断固とした厳格さがあるという

対照を示している 26。」つまり、シャトーブリアンの『ルネ』において、告白を

聞いた二人の父親的存在、シャクタスとスエル神父が、前者は同情的、後者は

批判的な反応をしたのと同じように、『アドルフ』においては、④の「手紙」が

同情的、⑤の「返答」が批判的な反応をしていると言うのである。ウォーラー

は引用していないが、「彼は非難に値する存在になったが、同情に値する存在

にもなった 27」とアドルフを擁護する「手紙」と、「自分がなした悪事を語りなが

ら自分のことしか頭になく、自分のことを描写すれば哀れんでもらえると思い

上がり、破滅の中で自分だけは不滅とばかりに超然として、悔い改める代わり

に自己を分析するこの虚栄心を私は憎む 28」と彼を強く非難する「返答」は、確

かに対照的である。一見するとこれは、告白の内容に対する賛否両論を併記す

ることによって、推定上の罪人である主人公を公平に裁いたかのような印象を

与えるが、それは幻想にすぎないとウォーラーは言う。なぜなら、どちらの評

26 Margaret Waller, op. cit., p. 112 : « The double male coda in Adolphe offers, as do Chactas 
and Father Souel in René, the contrast between indulgent sympathy for Adolphe as a victim 
of society on the one hand, and uncompromising severity toward the hero’s self-serving self-
presentation on the other. »
27 Benjamin Constant, op. cit., p. 217 : « en se rendant bien digne de blâme, il s’est rendu aussi 
digne de pitié. »
28 Ibid., p. 220 : « je hais cette vanité qui s’occupe d’elle-même en racontant le mal qu’elle 
a fait, qui a la prétention de se faire plaindre en se décrivant, et qui, planant indestructible au 
milieu des ruines, s’analyse au lieu de se repentir. »
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者も男性であり、この議論から女性が排除されているからである。「テクスト

を読んだこの両者にとっては、十九世紀初期の多くの自由主義の思想家にとっ

てと同じく、個人の自由と責任の問題は、男性にとっての問題であり、男性に

ついての問題であった。自由主義的な言説の常套手段である公正と理性のレト

リックによって、彼らは美辞麗句を並べ立てることができるが、彼らのレトリッ

クはまた、「人＝男」の諸権利を享受していない人々が、まさしくこの「開かれた」

討論から排除されてきた人々であるという現実を覆い隠す働きをすることもで

きるのである 29。」言うまでもなく、この言説の主体からの女性の排除は、パラ

テクスト④と⑤だけの問題ではなく、『アドルフ』のテクストとパラテクスト全

体の問題である。作者コンスタンが男性である以上、男性の視点から完全に脱

却することは困難なのかもしれないが、コンスタンは女性が自由に発言する状

況を仮構することさえ拒否している。

　以上のように検討すると、いくつかのフェミニスト的要素にも関わらず、①

父の権力、②女性と語りに対するアドルフの権力、③女性不在のパラテクスト、

という三点からして、『アドルフ』が、男性優位のバイアスが強くかかった男性

中心の作品であるというウォーラーの主張には、賛同せざるを得ない。

　しかしながら、二十世紀以降のフェミニズム思想を知的財産として有する私

たちにとってはほとんど自明であることも、十九世紀前半の作家であるバル

ザックとソフィー・ゲーにとってはそうではない。バルザックの『田舎ミュー

ズ』も、ゲーの『エレノール』も、ヒロインの女性をタイトルに掲げた三人称小

説であり 30、それぞれのやり方で男性の一人称小説である『アドルフ』を批判

的に書き換えようとしているのだが、その試みがどの程度成功しているかは大

29 Margaret Waller, op. cit., p. 112 : « For both of these readers of the text, as for most liberal 
thinkers in the early nineteenth century, the problem of the individual’s liberty and responsibility 
is a problem for and about men. Their rhetoric of fairness and reason, the common coin of liberal 
discourse, allows them to talk a good line, but it can also work to obscure the reality that those 
who do not enjoy the rights of “Man” are precisely those who have been excluded from this 
“open” debate. »
30 『田舎ミューズ』の新聞連載時のタイトルは、「ディナ・ピエドフェール Dinah 
Piédefer」であり、ヒロインの名前から取られていた。



－ 86－

東　　　辰之介

いに検討の余地がある。このような問題意識を持った上で、以下、バルザック

とゲーの小説について順に考察することにしたい。

バルザックと『アドルフ』

　バルザックによる『アドルフ』（1816）の受容については、ベルナール・ギュ

イヨンの詳細な研究論文があり、『田舎ミューズ』（1843）における『アドルフ』

への明示的言及について網羅的に考察しているほか、『田舎ミューズ』執筆に先

立って前半が、執筆後に後半が書かれた『ベアトリクス』（1839, 1845）につい

ても論じている。その結論部でギュイヨンは、バルザックによる『アドルフ』

の書き換えは「二回に分けて実現された 31」と述べた上で、男女の別れが描か

れていることを始めとするいくつかの理由から、『田舎ミューズ』こそが『アド

ルフ』と対になる作品であると結語している。実際、『田舎ミューズ』に関して

は、『アドルフ』を批判的に書き換えようというバルザックの明示的な意思表示

が二つある。一つは、ハンスカ夫人への手紙の中の一文で、そこでバルザック

は、「『ミューズ』の結末に、現実的側面から扱われた『アドルフ』の主題を人々

が見てくれることを願っています 32」と書いている。もう一つは、四部構成と

なっている『田舎ミューズ』第四部のタイトルで、それは「バンジャマン・コン

スタンの『アドルフ』についての注釈 33」と題されている。こうした作者による

明らかな合図によって、『田舎ミューズ』と『アドルフ』の比較は、バルザック

研究者の興味を引きつけてきた 34。

31 Bernard Guyon, « Benjamin Constant et Balzac racontent la fin d’une liaison : Adolphe, 
Béatrix et La Muse du département », dans L’Année balzacienne 1963, Paris, Garnier Frères, 
p. 173 : « réalisé en deux temps »
32 Balzac, Lettres à madame Hanska, édition établie par Roger Pierrot, Paris, Robert Laffont, 
coll. « Bouquins », 1990, t. I, p. 655 : « J’espère que dans la fi n de La Muse on verra le sujet 
d’Adolphe, traité du côté du réel. » (19 mars 1843)
33 Balzac, La Muse du département, dans La Comédie humaine, édition publiée sous la 
direction de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » （以

下、CH と略記）， t. IV, p. 1428 : « COMMENTAIRES SUR L’ADOLPHE DE BENJAMIN
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　ちなみに、『アドルフ』研究の基本文献となっている『『アドルフ』の生成・構造・

受容』（1971）を著したポール・デルブイユもまた、その付録「『アドルフ』を範

とした三つの小説」において、アルフォンス・ドーデの『サッフォー』（1884）と、

スタニスラス・ドートルモンの『ポーランド女』（1957）に先立って、バルザッ

クの『田舎ミューズ』を取り上げ、ギュイヨンの論文を引用しながら論じてい

る 35。

　すでに述べたように、本稿はウォーラーが明らかにした『アドルフ』の男性

中心性をふまえて二作を比較することを目的としており、結論もギュイヨンの

それとは異なるものになる予定である。しかし、ギュイヨンの論文は、このテー

マについて論じる場合の必須の参照文献であり続けている。本稿もまた、ギュ

イヨン論文の導きの下で、以下に検討を進めたい。

　本稿の課題である『田舎ミューズ』の分析に入る前に、ギュイヨンが『ベアト

リクス』の検討にあたって考察している箇所のうち、最も重要と思われる二箇

所を見ておく。一つ目は、年下の青年カリストの愛情を失いつつあるカミーユ・

モーパンが、その恐怖と苦しみをライヴァルであるベアトリクスに語る場面で

ある。カミーユはそこで、自分とカリストの関係をエレノールとアドルフの関

係に重ねている 36。

CONSTANT » プレイアード版は、章題をすべて削除したフュルヌ版に、バルザックが

加筆訂正を書き入れた彼の所持本を底本としているため、この第四部のタイトルも異

文として収録している。

34 ギュイヨン論文以外には、次の論文がある。Jean Pommier, « La Muse du département 
et le thème de la femme mal mariée », dans L’Année balzacienne 1961, Paris, Garnier Frères, 
p. 191-221.
35 Paul Delbouille, Genèse, structure et destin d’Adolphe, Paris, Société d’Edition « Les Belles 
Lettres », 1971, « Appendice : Trois romans dans le sillage d’Adolphe », p. 565-592.
36 カミーユの告白は、自分からカリストを奪わないで欲しいと頼むことによって、

逆にそうしたい気持ちになってもらうことを目的としている。ベアトリクスの好奇心

を利用して、カリストが彼女から愛されるようにする作戦の一環なのだが、告白の内

容そのものを虚偽とする理由はない。
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真の情熱がもつ卑怯さとともに白状します。私を彼から引き離すことは、私

を殺すことです。バンジャマン・コンスタンのあの恐ろしい『アドルフ』と

いう本は、アドルフの苦しみしか私たちに語りませんでしたが、女の苦し

みはどうなのでしょう？そうです！彼はそれを描けるほど十分には観察し

なかったのです。それに、いったいどんな女性がそれをあえて打ち明けるで

しょうか。それは私たち女性の名誉を傷つけるでしょうし、女性の美徳を辱

めるでしょうし、その悪徳を広げてしまうでしょう。ああ！もしそれを私の

不安によって推し量るならば、その苦悩は地獄のそれに似ていることでしょ

う 37。

　ここでカミーユは、『アドルフ』について二つのことを言っている。一つは、

それが男性の苦しみしか描いていないという指摘で、これはウォーラーの『ア

ドルフ』解釈と一致する。もう一つは、いずれにせよ女性が自分の苦しみを打

ち明けることはない、それは女性の利益に反することだからという感想で、こ

ちらについては一考を要する。なぜなら、その苦悩が地獄のそれにも似ている

とすることで、女性の苦しみが男性の苦しみ以上のものであることを示唆して

いる点では、女性の主体性を取り戻す方向性を持っているが、それを語ること

は女性に不利益をもらたすとしている点では、結果的に女性に沈黙を命じてい

るように見えるからである。『アドルフ』をエレノールの側から書くことに賛成

しないカミーユの背後には、女性を最終的には客体の側に置いておきたい男性

作家バルザックの姿が見え隠れしている。ギュイヨンは、愛されなくなった女

性の苦しみを暴露しないというここでのバルザックの選択が「一時的な決定 38」

37 Balzac, Béatrix, CH, t. II, p. 773 : « Je te l’avoue avec la lâcheté de la passion vraie : me 
l’arracher, ce serait me tuer. ADOLPHE, cet épouvantable livre de Benjamin Constant, ne nous 
a dit que les douleurs d’Adolphe, mais celle de la femme ? hein ! il ne les a pas assez observées 
pour nous les peindre ; et quelle femme oserait les révéler, elles déshonoreraient notre sexe, elles 
en humilieraient les vertus, elles en étendraient les vices. Ah ! si je les mesure par mes craintes, 
ces souffrances ressemblent à celles de l’Enfer. »
38 Bernard Guyon, op. cit., p. 158 : « Décision temporaire »
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にすぎず、『田舎ミューズ』においてそれは語られることになると予告している

が、その内容については下で改めて検討することにする。

　二つ目は、音楽家コンティがベアトリクスとの関係を語る場面である。『ベ

アトリクス』において、アドルフとエレノールの関係に重ね得る男女関係は、

カリストとカミーユのそれだけではない。『アドルフ』への直接の言及はないも

のの、コンティとベアトリクスもまた、愛することをやめた男とまだ愛して

いる女の関係にある。少なくとも、コンティはカリストにそのように語って

いる 39。

「いい男同士だし、率直に話そうじゃないか。私は警戒のために来たんじゃ

ない。ベアトリクスは私を愛している」、彼は自惚れいっぱいの身振りをし

ながら言った。「私はもう彼女を愛していない。駆けつけたのは、彼女を連

れ去るためではなくて、彼女と別れるため、この別離の名誉を彼女に与える

ためなんだ。君は若い。自分が死刑執行人だと感じている時に、犠牲者のふ

りをすることがどれだけ役に立つか、君は知らないんだ 40。」

　この打ち明け話を、アドルフとエレノールの関係に当てはめると、アドルフ

が実際にはエレノールを死なせてしまった死刑執行人であるのに、彼女の束縛

に苦しめられた犠牲者であるかのように二人の関係を語っていることと符合す

39 コンティは、この後ベアトリクスを連れて出発する。カミーユは、この告白をカ

リストから秘密を聞き出すためのコンティの罠だと考えている。ただし、作品後半に

登場するベアトリクスは、すでにコンティと別れてしまっており、彼女と別れるコン

ティの計画が告白の時点で始まっていたと考えてもおかしくはない。別れの詳細はま

ったく語られていない。ギュイヨンはその理由として、『ベアトリクス』の前半と後

半の間で執筆された『田舎ミューズ』が、同じようなカップルの別れを描いてしまっ

たからだと述べているが、卓見である (Bernard Guyon, op. cit., p. 175)。
40 Balzac, Béatrix, CH, t. II, p. 824 : « nous sommes deux bons garçons, nous pouvons parler à 
cœur ouvert. Je ne suis pas venu par défi ance. Béatrix m’aime, dit-il en faisant un geste plein de 
fatuité. Moi, je ne l’aime plus ; je n’accours pas pour l’emmener, mais pour rompre avec elle et 
lui laisser les honneurs de cette rupture. Vous êtes jeune, vous ne savez pas combien il est utile 
de paraître victime quand on se sent le bourreau. »
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る。このような男の策略を、コンティの口を通じてはっきりと暴いてみせたバ

ルザックは、コンスタンよりもフェミニスト的なのかもしれない。しかしなが

ら同時に、こうした男の保身術を、年上の男が年下の男に秘かに伝える場面を

描くことは、男性だけの利益共同体を肯定しているように見えなくもない。

　このように、『ベアトリクス』における『アドルフ』への明示的・暗示的言及

は、『アドルフ』の男性中心主義に対して明確な立場を取っておらず、両義的に

解釈することが可能である。しかしここで強調したいことは、『アドルフ』が男

性に都合のいい形で語られており、そこからは女性の声が排除されていること

に、バルザックがきちんと気づいているという事実である。そのような認識を

提示したのが『ベアトリクス』の前半だとすれば、そのような認識に基づいて『ア

ドルフ』を書き換える意図を持って執筆されたのが『田舎ミューズ』なのではな

いだろうか。

　『田舎ミューズ』における『アドルフ』への言及は、ギュイヨンが検討してい

るように全部で六箇所ある。そのうち最も重要なのは、第四部「バンジャマン・

コンスタンの『アドルフ』についての注釈」に含まれる二箇所であるが、これに

ついては節を改めて検討することにして、ここではそれに先立つ四箇所をざっ

と見ておきたい。

　一つ目は、ヒロインである地方の才女ディナ・ド・ラ・ボードレーが開いた

夜会で、三人の男たちが姦通にまつわる小話を披露した後、パリジャンである

医者ビアンションから現実とフィクションは真似し合っているという意見が出

たのをきっかけに、もうひとりのパリジャンであり、まもなくディナの愛人

となるジャーナリスト、ルストーが放った、「バンジャマン・コンスタンの『ア

ドルフ』の悲喜劇は、常に演じられている 41」という一言である。この部分は、

バルザックが自分の所持する刊本に後から加筆したものであるが、『田舎ミュー

ズ』における『アドルフ』への参照箇所を増やすとともに、この後の物語の展開

を予告するものとなっている。また、「悲喜劇」という呼称は、エレノールの死

41 Balzac, La Muse du département, CH, t. IV, p. 697 : « Et la tragi-comédie d’Adolphe par 
Benjamin Constant se joue à toute heure »
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という結末で終わる『アドルフ』にふさわしいものではないが、作品にあえて

喜劇性を読み込むことによって、批評的距離を取ろうとしていると考えられる。

実際、『田舎ミューズ』においては、ディナがルストーと別れても死ぬことはな

い。そのことをもって『田舎ミューズ』を悲喜劇と呼べるかどうかは分からな

いが、『アドルフ』と『田舎ミューズ』の違いは、このルストーの一言によって

予言されていると考えてよいだろう。

　二つ目は、彼の子を妊娠してパリまでやって来た人妻のディナを自分では追

い返せないので、彼女がアパルトマンの奥で耳を澄ませていることを承知の上

で、彼女と別れるべき理由を友人のビジウに滔々と述べてもらうことにしたル

ストーが、その小芝居相手から言われる「いいかい、遅かれ早かれ社会が君ら

に重くのしかかることになるぞ。『アドルフ』をもう一度読んでみろよ 42」とい

う忠告である。すでに見たように、『アドルフ』において社会の力は、アドルフ

の父によって表現されていた。ビジウはここで特に、ルストーとディナの子ど

もが、法律的にはディナの夫であるラ・ボードレーの子どもになることを言っ

ており、子どもを作るわけではないアドルフとエレノールの場合とは事情が異

なるのだが、どちらも父の権力の大きさが問題となっている点では同じである。

父の名の継承が重視される家父長制社会においては、愛も血縁も法律上の父の

支配下にある。『アドルフ』においては男性主人公の父、『田舎ミューズ』におい

ては女性主人公の夫というように、小説内における父の立ち位置は違うが、ど

ちらにおいても語られているのは男と女の二人の関係ではなく、男と女と父、

三人の関係であることをここでは確認しておこう。

　三つ目は、パリ社交界に居場所がないことを苦にして、どうしたら女は世間

を服従させることができるのかと自問するディナに対するルストーの返答であ

る。「方法は二つある。スタール夫人になるか、二十万フランの年金を手に入

れるかだ！ 43」つまり、例外的な才能か巨万の富を持つしかないということで

42 Ibid., p. 748 : « La Société, mon cher, pèsera sur vous, tôt ou tard. Relis Adolphe ? »
43 Ibid., p. 757 : « Il y a deux manières : être Mme de Staël, ou posséder deux cent mille francs 
de rentes ! »
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ある。ここに『アドルフ』への明示的な言及はないが、当時多くの人がエレノー

ルのモデルはスタール夫人だと考えていた。スタール夫人の名前はバルザック

の作品中きわめて頻繁に言及されるので 44、この箇所を特別視することはでき

ないが、バルザックがここで彼女の名前を出すことによって、『アドルフ』への

目配せをしていることは間違いないだろう。

　四つ目は、男児を出産してからルストーと寝室を別にしていたディナが、同

衾しないと愛情を失ってしまう恐れがあると感じて、「十ヶ月後に乳離れさせ、

［…］女が情愛深く気が利いていれば、その女に男を固く結びつける親密な関

係を取り戻した」、と書かれた後に続く『アドルフ』論である。

バンジャマン・コンスタンの手になる中編の最も際立った特徴の一つ、そし

てエレノールが捨てられた理由の一つは、彼女とアドルフの間に毎日の、あ

るいはこう言ってよければ、毎晩の親密な関係がないことである。二人の恋

人がそれぞれ自分の家を持ち、お互いが社交界に従い、体面を保っていた。

周期的にひとりにされるエレノールは、外でアドルフをとらえる自由になり

たい気持ちを追い払うために、並外れた愛情を注ぎ込むことを余儀なくされ

た。共同生活における絶え間ない視線や思考の交換は、女性たちに強力な武

器を与えるのであって、彼女たちを捨てるためには、彼女たちが愛している

限りは決して彼に提供することのないような、よほど大きな理由を挙げて男

は立ち向かわなくてはならない 45。

44 ジャン・フォレストによれば、『人間喜劇』で最も多く言及される「現実の」女性は、

順にマリア、イヴ、ヴィーナス、そして同数でポンパドゥール夫人とスタール夫人で

ある。Jean Forest, Des Femmes de Balzac, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 
1984.
45 Balzac, La Muse du département, CH, t. IV, p. 697 : « Un des traits les plus saillants de 
la nouvelle due à Benjamin Constant et l’une des explications de l’abandon d’Ellénore est ce 
défaut d’intimité journalière ou nocturne, si vous voulez, entre elle et Adolphe. Chacun des deux 
amants a son chez-soi, l’un et l’autre ont obéi au monde, ils ont gardé les apparences. Ellénore, 
périodiquement quittée, est obligée à d’énormes travaux de tendresse pour chasser les pensées de 
liberté qui saisissent Adolphe au-dehors. Le perpétuel échange des regards et des pensées dans
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　この箇所にギュイヨンは、バルザックが『田舎ミューズ』の中で描いたとハ

ンスカ夫人に書き送った、『アドルフ』の「現実的側面」の一つを見出している。

しかしながら、ポール・デルブイユが指摘しているように、アドルフがエレノー

ルといつも別の家で暮らしていたというのは間違いであり、例えばポーランド

では、アドルフはエレノールの家で彼女と同居している。デルブイユは続けて

こう書いている。「言うまでもなく、『結婚の生理学』の作者がとりわけ考えて

いるのは、同じ住所に住んでいることが必ずしも実現するわけではない夜の親

密な関係であることは、私も分かっている。それでも、保たれた「外面」につ

いて語る時、彼のテクストが部分的に間違っていることは否定できない。なぜ

ならポーランドでは、外面は明らかに保たれてはいないからだ 46。」デルブイ

ユの言う通り、ここでのバルザックによる『アドルフ』批評は、まったく的を

射ていない。ここで確認すべきはむしろ、バルザックが『アドルフ』に対して

保とうとしている批評的姿勢そのものであり、創作上の必要があれば、原典の

精読に基づかない批評であってもよしとする小説家バルザックの執筆態度であ

る。このような原典を尊重しないバルザックのあり方は、残り二箇所の『アド

ルフ』への言及箇所においても、別の形で認められることになる。

　以上、『田舎ミューズ』におけるアドルフとエレノールである、ルストーとディ

ナの関係が成就し、頂点を迎え、下り坂に入るところまでを見た。この後よう

やく、『アドルフ』の大部分を占める、別れそうでなかなか別れない男女の物語

が、第四部「バンジャマン・コンスタンの『アドルフ』についての注釈」におい

la vie en commun donne de telles armes aux femmes que, pour les abandonner, un homme doit 
objecter des raisons majeures qu’elles ne lui fournissent jamais tant qu’elles aiment. »
46 Paul Delbouille, op. cit., p. 571 : « Je sais évidemment que l’auteur de la Physiologie du 
mariage pense surtout à cette intimité nocturne que ne réalise pas nécessairement le fait d’avoir 
son domicile à la même adresse. Il n’en reste pas moins que son texte est partiellement fautif 
quand il parle des « apparences » gardées, car, en Pologne, elles ne le sont très manifestement 
pas. »　『結婚の生理学』の「省察 17、ベッドの理論」において、バルザックは「ツ

インベッド」、「別々の寝室」、「ただ一つの同じベッド」という節を立て、夫婦の関係

を長続きさせる最良の方法についてユーモラスに検討している。Balzac, Physiologie du 
mariage, CH, t. XI, p. 1060-1081.



－ 94－

東　　　辰之介

て語られることになる。そこにある二つの重要箇所、およびソフィー・ゲーの

『エレノール』については、稿を改めて論じることにしたい。


