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東　　　辰之介

プランシュの『アドルフ』論

　前稿で明らかにしたように、バルザック『田舎ミューズ』の登場人物たちは『ア

ドルフ』の登場人物たちに比較し得る存在ではあるが、それ以前にまず、『アド

ルフ』という小説の読者である。以下において検討するのも、やはり彼らによ

る『アドルフ』読解のあり方であり、本節ではディナによる読解を、次節では

ルストーによる読解を扱うことにする。

　愛情の薄れてきたルストーを自分につなぎとめたいディナは、そのためにで

きることを何でもしたいと思っている。地方で詩や小説を発表した経験があ

り、パリに来てからはルストーの文学仕事を手伝い、彼のゴーストライターさ

えやった彼女は、二人の関係を続けるためのヒントもやはり、文学作品の中に

求めている。

小説『アドルフ』は彼女の聖書であり、彼女はそれを研究していた。なぜなら、

何よりもまず、彼女はエレノールになりたくなかったからである。彼女は涙

を避けた。そして、この痛ましい作品の梗概の作者であり、その注解が作品

よりもほとんど優れているようにディナには思える批評家によって、非常に

巧みに描写されているあらゆる苦い感情を、自分は持たないように用心した。

そういうわけで彼女は、『両世界評論』がこれまでに持ったただ一人の批評家

の手になる、『アドルフ』新版の冒頭に収録された見事な論文をしばしば読み

返した 1。
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　ここで注目されるのは、ディナが『アドルフ』を研究するにあたって、原典

よりもそれについて書かれた論考を重視しているように見えることである。批

評が作品を凌駕するほどに優れていると評することは、ほとんどその逆転を

言ったにも等しいが、ここで問題になっている批評文は、『両世界評論』という

雑誌名や『アドルフ』新版といった細部が予想させるように、そしてまた『田舎

ミューズ』のあらゆる注釈者が指摘している通り、架空のものではなくて、当

時の批評家ギュスターヴ・プランシュによって書かれた実在のものである。

　プランシュはバルザックの友人だった。たとえば、バルザックが登場人物の

モデルを明かすことは珍しいが、プランシュは『ベアトリクス』にも登場する

クロード・ヴィニョンのモデルであり、批評家自身からも許可を取ったとバル

ザックは書簡中に記している 2。また、1836年に雑誌『クロニック・ド・パリ』

を創刊したバルザックは、プランシュを執筆陣に迎えている。

　ベルナール・ギュイヨンの記述にしたがって事実関係を整理すると、問題の

論考は 1834年 8月 1日に『両世界評論』に掲載された後、1836年にプランシュ

の単著『文学的肖像集』に収録され、さらに 1839年、バルザックとも仕事を

していたシャルパンティエの編集による『アドルフ』の付録となった。1839年
は『ベアトリクス』の前半が書かれた年だが、この『アドルフ』新版は 1843年、

1 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. 775 : « Le roman d’Adolphe était sa Bible, elle l’étudiait ; car, par-dessus toutes 
choses, elle ne voulait pas être Ellénore. Elle évita les larmes, se garda de toutes les amertumes 
si savamment décrites par le critique auquel on doit l’analyse de cette œuvre poignante et dont la 
glose paraissait à Dinah presque supérieure au livre. Aussi relisait-elle souvent le magnifique article 
du seul critique qu’ait eu la Revue des Deux Mondes, et qui se trouve en tête de la nouvelle édition 
d’Adolphe. »
2 「私は知人の誰ひとりとしてモデルにしたことはありません。例外は、本人の許

可を得た上でクロード・ヴィニョンの中に描いたプランシュと、同じく許可を得た

上でカミーユ・モーパンの中に描いたジョルジュ・サンドだけです。」Balzac, Lettres 
à madame Hanska, édition établie par Roger Pierrot, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 
1990, t. I, p. 668 : « je n’ai jamais portraité qui que ce soit que j’eusse connu, excepté Planche 
dans Claude Vignon de son consentement, et G[eorge] Sand dans Camille Maupin, également de 
son consentement. » (23 avril 1843)
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すなわち『田舎ミューズ』が書かれた年に再版されている。ギュイヨンの言う

通り、これは偶然の一致ではなく、プランシュの仕事の計画について話を聞い

ていたバルザックが、1834年または 1836年に読んで感銘を受けた彼の『アド

ルフ』論文を、1839年と 1843年にも読み返したことを示している。少なくと

も、下で見るように『田舎ミューズ』にはプランシュ論文からの引用に等しい

箇所があるので、それが 1843年の執筆時にバルザックの手元にあったことは

確実である。

　なお、若干瑣末な議論になるが、引用文中では「『アドルフ』新版の冒頭に収

録された」とあるが、実際には巻末に収録されている。食い違いの理由として

は、バルザックが事実に反して書いた、思い違いをした、『アドルフ』新版にプ

ランシュ論文が収録されることは知っていたが、その本を所持していなかった

などの可能性が考えられる。

　ギュイヨンは、このプランシュの論文を、「力強いと同時に熱烈であり、抒

情性に打ち震え、ほとんど包み隠されていない打ち明け話を糧としている 3」

と述べて称賛し、彼によれば「感動に満ちた高貴な文体 4」で書かれているとい

うこの論文の一節を、次のように引用している。

彼はこう書いた。「そして事態がこの段階にまで達した時、愛がいくつもの

試練を乗り越えて充足ゆえの無感覚に至った時、地上の地獄が始まった。断

たれてしまった友情も、偽りの約束も、恩知らずの感謝も、かつては感嘆さ

れた献身が失われてしまうことも、すべて愛における無感覚に比べたら何で

もない。［…］断ち切ることができるのに、見栄や頑固によってそのままにし

ているこの鎖に繋がれた二人の徒刑囚は、目を覚ますたびに呪わしい気分に

3 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. 154-155 : « pages vigoureuses et en même temps chaleureuses, toutes vibrantes de lyrisme, 
nourries de confidences à peine voilées »
4 Ibid., p. 156 : « dans un style ému et noble »
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なる。どちらにも真実は半ば見えているのだが、それを口に出したら恥じる

ことだろう。［…］仮に自分が釘づけにされている隷属状態を一時忘れること

が彼らの一人に起こったとしても、自由に動こうとした瞬間に、鎖の音によっ

てはっと目を覚ますことになる……5」（中略はギュイヨンによるもの）

　続けて「ここには、バルザックが読んだら忘れられないようないくつかの言

葉、そしてとりわけいくつかのイメージがあった 6」と述べるギュイヨンは、

この批評を確かに高く評価したに違いないバルザックに、全面的に賛成して満

足しているように見える。しかしながら、『アドルフ』の話の内容をよく知って

いる者なら誰でも、この引用箇所を読んで一抹の疑念を抱くのではないだろう

か。なぜなら、プランシュはここで、愛情が失われてしまったのに別れること

のできない男女を、どちらも本心では自由を求めている鎖に繋がれた二人の徒

刑囚にたとえているが、『アドルフ』のカップルにそのような相同性は認められ

5 Ibid., p. 156 : « « Et quand les choses en sont venues à ce point », avait-il écrit, « quand l’amour, 
d’épreuve en épreuve, est arrivé à la satiété, l’enfer a commencé sur la terre. Les amitiés qui se 
dénouent, les promesses qui mentent, les reconnaissances oublieuses, les dévouements admirés 
qui se flétrissent, tout cela n’est rien auprès de la satiété dans l’amour [...] Chaque fois les deux 
forçats, rivés à cette chaîne qu’ils pourraient briser, mais qu’ils gardent par ostentation ou par 
entêtement, s’éveillent en maudissant. Chacun entrevoit la vérité et rougirait de la dire [...] S’il 
arrive à l’un d’eux d’oublier un instant la servitude où il s’est cloué, au premier mouvement de 
liberté, le bruit de sa chaîne le réveille en sursaut... » » ギュイヨンは出典を、（Ed. Méline, 
Bruxelles, 1836, t. I, pp. 271-272）と記している。おそらく、1836年に編集者ヴェルデ

によってフランスで出版されたプランシュの単著の海賊版だと思われるが、確認はで

きなかった。本稿では、扉に「1842年」と記載のある、シャルパンティエ版『アドルフ』

に収録されたテクストを参照した (Gustave Planche, « Essai sur Adolphe », dans Adolphe, 
anecdote trouvée dans les papiers d’un inconnu, par Benjamin Constant, nouvelle édition, suivi 
des ouvrages du même écrivain : Quelques réflexions sur le théâtre allemand et sur la tragédie 
de Wallstein, et De l’esprit de conquête et de l’usurpation, Paris, Charpentier, 1842, p. 373-
386)。ギュイヨンによれば、この版が実際に出版されたのは 1843年のようである。二

つのテクストの間には、句読点のほか、« auprès » の代わりに « près »、« l’un d’eux »
の代わりに « l’un des deux » といった若干の異同が認められる。

6 Ibid., p. 156 : « Il y avait là quelques mots et surtout quelques images que Balzac n’oublierait 
plus. »
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ないからである。コンスタンの小説においては、自由になりたいのは男だけで

あって、女は自由に価値を見出していない。鎖の重みを苦にしているのはアド

ルフだけである。

　バルザックによる『アドルフ』読解において、プランシュの論文が果たした

役割は間違いなく大きい。したがって、もしもプランシュの論文が『アドルフ』

原典の内容から比較的自由に書かれたものだったとすれば、バルザックの『ア

ドルフ』理解がそこから偏向の圧力を受けることは避けられないだろう。もち

ろん、バルザック自身も同じように『アドルフ』を解釈したからこそ、プランシュ

の論文を高く評価したのかもしれないが、そうだとしたら、なぜバルザックが

プランシュと同じ偏向のある読み方をしたのかが問題となる。

　いずれにしても、ウォーラーとともに『アドルフ』を男性中心的な小説であ

ると判断し、男女の違いを無視してこの作品を読むことはできないと考える本

稿の立場からすると、アドルフとエレノールを「二人の徒刑囚」として同列に

置いてしまうプランシュは、コンスタンの男性中心的な視点をそのまま引き継

いでいるように思える。しかし、結論を急ぐ前に、プランシュ論文の全体を検

討しておこう。

　論文の冒頭、プランシュは、『アドルフ』をコンスタンの名を不朽にした作品

であると紹介した上で、「私たちの誰もが、そこに自分の描写か親友の描写を

認めたくなるだろう 7」と述べている。この書き出しが暗示しているのは、批

評家自身もまた、彼の個人的経験を強く投影しながら『アドルフ』を読み解く

つもりらしいということである。実際、すでに引用した部分で、ギュイヨンは

「ほとんど包み隠されていない打ち明け話を糧としている」と評していた。そ

うだとすると、男性であるプランシュが、男性主人公アドルフに自己同一化し

て、その自己弁護に対し無批判になる可能性が出てきてもおかしくはない。

　とはいえ、表面的には、プランシュはアドルフとエレノールに対して公平な

7 Gustave Planche, « Essai sur Adolphe », op. cit., p. 374 : « chacun de nous est tenté d’y 
reconnaître son portrait ou celui de ses intimes »
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態度を取っているように見える。「バンジャマン・コンスタンの小説には二人

の登場人物しかいない 8」と宣言するプランシュは、二人が出会う前、出会っ

た後、そして関係が悪化した時期について、両者の社会的立場と心理状態を、

同量かあるいはエレノールの方が少し多いくらいのページを割いて説明してい

る。しかしながら、言うまでもないが、記述の分量ではなくてその内容を検討

しなければ、プランシュが本当に公平であるかどうかは判断できない。その検

討に先立ってまず言えることは、プランシュがアドルフの父を完全に無視して

いることである。この場合、父と息子という強力な男性同士の関係、家父長制

社会における も強い絆が、その絆にとって害となる女性を排除したと要約で

きるような、『アドルフ』の男性中心主義を可視化することは難しくなる。プラ

ンシュは、アドルフとエレノールの関係から、社会的立場の違いをすべて捨象

するわけではないが、あくまで男一人と女一人の関係にこだわることで、見せ

かけの平等性を演出しているように思える。

　出会う前の二人の精神状態は、アドルフ、エレノールの順に分析されてい

る。アドルフのそれを要約するのは「憂愁 9」という観念であり、彼はまさしく

世紀病患者として提示されている。加えて、アドルフの心理に関するやや辛辣

な洞察もなされている。「彼が憧れているのは、意欲をもつこと、支配すること、

彼の話が理解されること、彼が歩けば誰かがついてくること、彼の意志よりも

弱く、彼に頼って服従するような存在を、彼の力の下で庇護するために愛する

ことであった 10」。ここでプランシュは、アドルフに漠とした支配への欲望を

認めており、彼とエレノールの関係の非対称性をはっきりと否定することはな

い。その限りでは、プランシュはアドルフを必要以上に美化してはいないと言

えるだろう。

8 Ibid., p. 374 : « Il n’y a dans le roman de Benjamin Constant que deux personnages »
9 Ibid., p. 375 : « ennuyé », « L’ennui », p. 376 : « s’ennuie »
10 Ibid., p. 375-376 : « il aspire à vouloir, à dominer, à parler pour être compris, à marcher pour 
être suivi, à aimer pour mettre à l’ombre de sa puissance une volonté moins forte que la sienne, 
et qui se confie en obéissant. »
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　これに対して、アドルフに出会う前のエレノールの半生は、プランシュ流に

かなり脚色されているように思える。先に、『アドルフ』原典から読み取れる、

彼女の生涯を確認しておこう。ポーランドの名門貴族の家に生まれたエレノー

ルは、祖国の騒乱によって破産した父が追放されてしまったため、母娘で安住

の地を求めてフランスにやってきた。ところがその母が亡くなり、エレノール

は孤立無援の状態に陥ってしまう。彼女に恋したのが P 伯爵だった。二人の愛

人関係がどう始まったのかは定かではないが、アドルフが P 伯爵の家でエレ

ノールに初めて会った時には、その関係はすでに長期にわたっており、世間か

らも公認されていた。人々は、伯爵の財産がほとんど失われた時にも、エレノー

ルが他の男からの誘いをすべてはねのけて、彼を献身的に支えたことを知って

いた。エレノールと伯爵の間には二人の子どももいて、厳しくも大切に育てて

いた。正妻ではないために、世間の好奇心に苦しむエレノールだったが、状況

を積極的に変えようとする様子が見られるわけではない。

　これに対して、プランシュが提示するヴァージョンはこうである。「彼女は

すでに愛したことがあった。［…］彼女は財産と出自のあらゆる特権を自ら放棄

した。家族と祖国を見捨てた。［…］彼女はある男の愛を獲得し、彼の肩に頭を

のせ、夢を見ている彼が彼女の名前を呟くのを聞いた。彼女は誇らしく輝き、

運命が彼女に背を向けることになるとは思っていなかった 11。」

　エレノール自身が、内面の声によって説明する部分もある。「私は誓いを立

てたのだから、それを守ろう。［…］家族の平穏な喜び、子どもたちの無邪気な

抱擁、素晴らしい少女たちによって獲得され、その一語一句が誇らしい母親の

心に伝えられるあの陶酔したお世辞、そうしたものはすべて、もはや私のもの

となることはない。［…］ああ、神よ！これだけはお願いです、一日のどの時間

11 Ibid., p. 376-377 : « Ellénore a déjà aimé [...] Elle a renoncé volontairement à tous les 
avantages de la fortune et de la naissance ; elle a déserté sa famille et son pays. [...] Elle avait 
conquis l’amour d’un homme, elle avait posé sa tête sur son épaule, et dans ses rêves elle avait 
surpris le murmure de son nom ; elle était fière et glorieuse, et ne soupçonnait pas que la chance 
pût tourner contre elle. »
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にも、彼の心に私がいるようにしてください。彼が私の愛以上のものを何も望

まないように、彼が後ろを振り返らないようにしてください。私が完全に彼

の中で生きているのと同じように、彼も完全に私の中で生きるようにしてく

ださい 12。」

　プランシュはこの後、再び三人称を使って続けている。「しかしある日、犠

牲の目盛りはいっぱいになってしまった。彼女は、自分がそれに値するはずの

感謝を得られるか疑った。不安が彼女の愛の果実を蝕んだ。彼女は泣いたが、

その涙はぬぐわれなかった。彼女は忘恩に深く悲しむが、責められるべき人は

反論もしない。［…］苦しみがこのような激発に達すると、エレノールには死ぬ

か若返るかのどちらかしかない。忘恩の重みの下で打ちひしがれた彼女は、新

しい恋のために目を覚ますのでなければ、永遠の眠りに落ちるほかないのだか

ら 13。」

　このように比べてみると、コンスタンの原典とプランシュの批評の間にある

大きな違いは明らかだろう。プランシュは、コンスタンがエレノールの内面を

ほとんど描かないことを利用して、彼女を P 伯爵への愛のみに生きてきた女

として造形している。エレノールが自ら国と家族を捨てたことにされているの

は、男を愛する女という人物像を強調するためであろう。子どもの有無に関し

て誤解を与える書き方もまた、同じ効果を持っている。コンスタンのテクスト

を自然に読めば、異国の地で寄る辺のない身となった若い女性が、男性の社会

12 Ibid., p. 377-378 : « J’ai fait un serment, je le tiendrai. [...] Les joies paisibles de la famille, 
les caresses naïves des enfants, les flatteries enivrées recueillies par les jeunes filles florissantes, 
et rapportées fidèlement au cœur de l’orgueilleuse mère, rien de tout cela ne m’appartiendra 
plus [...] ô mon Dieu ! / Permettez seulement que je lui sois présente à chaque heure du jour ; 
permettez qu’il ne souhaite rien au-delà de mon amour, et qu’il ne regarde pas en arrière ; faites 
qu’il vive tout en moi, comme je vis toute en lui. »
13 Ibid., p. 378-379 : « Mais un jour la mesure du sacrifice était comblée : elle a douté de la 
reconnaissance qu’elle avait méritée ; l’inquiétude a rongé le fruit de son amour. Elle a pleuré, 
et ses larmes n’ont pas été essuyées ; elle s’est affligée de l’ingratitude, et l’accusé ne s’est 
pas défendu. [...] Arrivée à cette crise douloureuse, il faut qu’Ellénore meure ou se rajeunisse. 
Courbée sous le poids de l’ingratitude, elle n’a plus qu’à s’endormir du sommeil éternel, si elle 
ne se réveille pas pour un nouvel amour. »
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的・経済的保護を受けるために、必ずしも本意ではない愛人関係を受け入れた

というのが、おおよそ推測できる筋なのであるが、プランシュがあえて彼女に

情熱的な愛情を仮定するのはなぜだろうか。

　その目的はもちろん、エレノールのアドルフに対する愛を準備することであ

る。プランシュは、漠然とした言い方で P 伯爵になんらかの「忘恩」があった

ことにし、それによって受けた傷がもとで死ぬことを避けるためには、エレノー

ルは新しい恋をしなければならなかったのだと説いている。プランシュがエレ

ノールを、充実した異性愛がなければ生きていけない情熱的な女性として造形

し直すのは、アドルフに出会う前の彼女に、P 伯爵とは別の愛人を見つけなけ

ればならない強い動機を与えることで、二人の関係を平等で互恵的なものとし、

その関係の継続についても終わりについても、両者に同じだけの責任を負わせ

るためなのだと考えられる。

　このような長い準備の後、プランシュはアドルフとエレノールを出会わせる。

そこで彼は、誘惑の相手にエレノールを選んだアドルフの「虚栄心 14」を指摘

するが、それを批判的に描くわけではない。エレノールがアドルフを受け入れ

た理由については、「若くて信頼のこもった愛情 15」を持った、「社交界でのあら

ゆる成功を約束されていた男 16」だったから、という簡単な理由を述べるだけ

である。

　そしてその後、『アドルフ』と同じように二人の蜜月の時期は描かずに、すぐ

にお互いの不信と苦しみの描写に入る。そこで多用されているのが、上で見た

「二人の徒刑囚」のような、アドルフとエレノールを同列に扱う表現である。「二

つの欺かれた魂」、「二人の囚われ人」、「二つの怒り」、「二人の敵」といった彼ら

の関係の説明を含むものと、「二人のうちのいずれも～ない」、「二人とも」といっ

た単に並列する表現が、その例として挙げられる 17。ここでは、ギュイヨンに

よって引用された箇所が示していたように、アドルフは別れたいがエレノール

14 Ibid., p. 380 : « cette vanité », p. 381 : « sa vanité »
15 Ibid., p. 380 : « un amour jeune et confiant »
16 Ibid., p. 380 : « un homme destiné à tous les succès du monde »
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は別れたくないという、この二人の基本的な状況はどこにも描かれていない。

すべては、愛が終わりの段階に入ったのに別れずにいる男女の関係についての

一般的考察となってしまっている。これは、アドルフが自分の弱さを免責する

のに、人間一般の弱さについて格言的な表現を使うのとよく似ている。

　まとめると、プランシュの論文は、アドルフとエレノールの状況をほぼ半分

ずつ書いており、アドルフに対する若干批判的な分析を含んでいるため、『ア

ドルフ』原典よりも二人に対して公平であるように見えなくもないが、実際に

はすべてを二人の共同責任とすることで、実質的にアドルフをあらゆる罪から

免責する形になっている。論文の結末近くで、「もしもエレノールが、アドル

フに捨てられることを確信した日に彼と別れていれば、彼女はこの世において

今も穏やかで平和な日々を望めたかもしれない 18」と書くプランシュは、むし

ろコンスタンよりもエレノールに対して厳しいとさえ考えられる。プランシュ

の批評は、コンスタンの作品と同じく、きわめて男性中心的な視点から書かれ

た文章なのである。

　それではなぜ、このような男性視線で書かれたプランシュ論文を、『田舎

ミューズ』のヒロインであるディナは何度も読み返すのだろうか。バルザック

がディナに特に読ませる箇所は、愛のなくなったカップルが互いにやりそうな

ことと前置きしながら、プランシュがなぜか女性の行動だけを列挙している部

分である。プランシュ論文から再び引用する。

お互いが競って相手に無礼な質問をし、侮辱的な疑いをかける。あたかもか

つて言いなりになったことを後悔しているかのように、女はあらゆる彼女の

頼みに命令の形を与える。見張っている目つきの中に、彼女がその半分を占

めることのない計画を読み取ったら、復讐をするかのようにすぐに涙を流し、

17 Ibid., p. 382 : « deux âmes trompées », p. 384 : « deux captifs », « deux colères », p. 385 : 
« deux adversaires », p. 382 : « aucun des deux », « tous les deux »
18 Ibid., p. 386 : « Si Ellénore se séparait d’Adolphe le jour où elle est sûre de son abandon, 
elle pourrait encore espérer sur la terre des jours sereins et paisibles »
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罰するかのように偽りの愛撫を押しつける。自分の物憂さと意気消沈を正当

化するために、かつては何の監視もせずに是認していたあらゆる行動につい

て、まるで裁判官のように質問する。彼女の愛人は、一歩足を踏み出すとす

ぐに、返答を求める知りたがりのまなざしを彼の前に見い出す。ちょっと席

を外して戻ると、キスのひとつひとつが反論を許さない命令であるような高

圧的な唇を見出す 19。

　バルザックはこの箇所を否定文にすることで、こうした行動を取るまいと

ディナに誓わせている。ディナの誓いの中には、プランシュが男女双方のこと

として書いた「沈黙は非難であり、言葉は口論となる 20」という一文の再利用

も認められることを、先に指摘しておこう。すでに引用した部分は、「『アドル

フ』新版の冒頭に収録された見事な論文をしばしば読み返した」という内容で

終わっていたが、その直後に続くのが、以下のようなディナの決心である。

「いいえ」彼女はそこにあった予言的な言葉を繰り返してこう思っていた。

「いいえ、私は自分の頼みに命令の形を与えたりしない。私は復讐をするか

のようにすぐに涙を流したりしない。私はかつては何の監視もせずに是認

していた行動を裁いたりしない。彼の歩みに知りたがりのまなざしを向け

たりしない。彼がちょっと席を外して戻っても、そのキスが反論を許さな

い命令であるような高圧的な唇を見出すことはない。いいえ！私の沈黙は

非難ではないし、私の言葉は口論ではない！」かつて「おや、『アドルフ』を

19 Ibid., p. 384 : « C’est à qui inventera pour l’autre une question injurieuse, un soupçon 
insultant. Comme si elle se repentait d’avoir obéi, la femme donne à toutes ses prières la forme 
d’un commandement. Si elle surprend dans le regard qu’elle épie un projet où elle ne soit pas 
de moitié, elle s’empresse aux larmes comme à une vengeance, elle inflige comme un châtiment 
ses caresses menteuses. Pour justifier son ennui et son abattement, elle interroge, comme un 
juge, toutes les actions qu’autrefois elle approuvait sans contrôle. Dès que son amant fait un pas, 
il trouve devant lui un œil curieux qui attend sa réponse ; s’il s’échappe un instant, il trouve au 
retour une bouche impérieuse dont chaque baiser est un ordre sans réplique. »
20 Ibid., p. 385 : « Le silence est une plainte, et la parole une querelle. »
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読んでるのかい？」というルストーの言葉を彼女にもたらした小さな黄色い

本をテーブルの上に置きながら、「私は卑しい女にはならない」と彼女は思っ

ていた。「たとえ彼が私の価値を認めて、犠牲者は一度も悲鳴を上げなかっ

た！と思う日が、一日しかなかったとしても、それでもう十分！それに、

他の女たちには彼の時間の一部しかないけれど、私には彼の人生すべてが

あるのだから！ 21」

　以上から導き出される結論は明らかだろう。ディナの内心の誓いとして書か

れている言葉は、女性の声であるようでいて実際にはそうではない。それは文

字通り、男を束縛する女の行動を非難する男の声を反転させただけのものであ

り、こうあって欲しいという男の願望をそのまま引き受けただけの言葉である。

ここで女は男の言葉をただ繰り返すことを強いられている。エレノールが奪わ

れていた女性の声はディナによって取り戻されたように見えるが、その核心部

分は男の声にすり替えられている。『アドルフ』において言説の場から排除され

ている女性は、ここでも真の意味では自分の言葉を持っていないと言うべきで

あろう。ギュイヨンは、『ベアトリクス』で暴露されなかった愛されない女の苦

しみは、『田舎ミューズ』において語られることになると予告していたが、ディ

ナの内面の告白にそのような価値があると言い切ることは難しい。ディナは男

に尽くす女、男にとって都合のよい女として人物造形されている 22。バルザッ

クによる『アドルフ』批評は、その男性中心性という核心部分には迫っていな

21 Balzac, La Muse du département, CH, t. IV, p. 775 : « « Non, se disait-elle en en répétant 
les fatales paroles, non, je ne donnerai pas à mes prières la forme du commandement, je ne 
m’empresserai pas aux larmes comme à une vengeance, je ne jugerai pas les actions que 
j’approuvais autrefois sans contrôle. Je n’attacherai point un œil curieux à ses pas ; s’il s’échappe, 
au retour il ne trouvera pas une bouche impérieuse, dont le baiser soit un ordre sans réplique. 
Non ! mon silence ne sera pas une plainte, et ma parole ne sera pas une querelle !... » « Je ne 
serai pas vulgaire », se disait-elle en posant sur sa table le petit volume jaune qui déjà lui avait 
valu ce mot de Lousteau : « Tiens ? tu lis Adolphe. » « N’eussé-je qu’un jour où il reconnaîtra ma 
valeur et où il se dira : Jamais la victime n’a crié ! ce serait assez ! D’ailleurs, les autres n’auront 
que des moments, et moi j’aurai toute sa vie ! » »



－ 71－

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（2）

いように思える。

　こうしてディナは、プランシュ論文の結末近くにあったエレノールへの要望

通りに、自分の方からルストーに別れを切り出す。『田舎ミューズ』における『ア

ドルフ』への 後の言及は、それに対するルストーの長い返答の中にある。

ルストーの『アドルフ』論

　家計の借金の支払いをすべて一人で済ませた後、ルストーに「声の震えを抑

えながら 23」別れを告げたディナは、これまでの彼女の行動について何か非難

したいことはあるかと彼に尋ねる。するとルストーは、「そっけない口調で 24」、

彼女に人生と将来を台無しにされたと言って、次のように続ける。

あなたはバンジャマン・コンスタンの本をよく読んだ。そして、それについ

て書かれた 近の論文を研究さえした。しかしあなたは、それを女の目で

しか読んでいないのだ。あなたは、詩人に富をもらたすようなあの素晴らし

い知性の一つに恵まれていながら、男の視点に自分を置いてみようとはしな

かった。この本は、いいかい、二つの性を持っているんだ。知っていたかい？

われわれが明らかにしたところでは、男の本や女の本、ブロンドの本や黒髪

の本があるんだ……『アドルフ』の中に、女はエレノールしか見ず、青年は

22 ディナが書いたことになっているバルザックの短編『ボエームの王』は、自分の

愛人でい続けるための条件として男が要求する無理難題に、女がどこまでも応えてい

く物語であり、ルストーとディナの関係を思わせるところがある。Balzac, Un prince 
de la bohème, CH, t. VII, p. 807-838. ちなみに、パトリック・ベルティエは『田舎ミュ

ーズ』と『ボエームの王』を一冊に収録した文庫本を編集しており、本稿もベルテ

ィエ版からさまざまな恩恵を受けた。Balzac, La Muse du département. Un prince de la 
bohème, édition présentée, établie et annotée par Patrick Berthier, deuxième édition revue, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 2007.
23 Balzac, La Muse du département, CH, t. IV, p. 780 : « en comprimant le tremblement de sa 
voix »
24 Ibid., p. 780 : « d’un ton sec »
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アドルフを見る。大人の男はエレノールとアドルフを見るが、政治家は社会

生活を見るんだ！あなたはアドルフの魂の中に入らずに済ませた。やはりエ

レノールしか見なかったあなたの批評家と同じようにね 25。

　これはルストーの言葉であって、これをそのままバルザックの考えとするこ

とはできないが、『アドルフ』にはいろいろな読み方があるという指摘自体は、

『田舎ミューズ』第四部の「バンジャマン・コンスタンの『アドルフ』についての

注釈」というタイトルを正当化するように思われる。とりわけ、読み手の性別

を問題にすることは、『アドルフ』の全体を律している男性中心主義を明るみに

出す可能性を秘めており、出発点としては的確である。しかしながら問題は、

ルストーが『アドルフ』の女性的な読み方の例として挙げるのが、上ですでに

検討したように、実際にはきわめて男性中心的なプランシュ論文であり、そし

て反発することなくそれをそのまま受け入れたディナの読み方であることであ

る。つまり、ここで実現されているように見える、女性的な読み方と男性的な

読み方をふまえた『アドルフ』の両面的・総合的読解は、まやかしのものでし

かない。プランシュの論文は表面的には公平に見えるようでも実際には男性中

心の読み方をしていた。ディナの内面の声は女の行動を責める男の声の裏返し

であった。そして今ルストーは、隠すことなく男性の視点から読もうとしてい

る。つまり、ここにはエレノールの声を代弁する者は誰もいないのである。ル

ストーは、次のように続けている。

25 Ibid., p. 780 : « Vous avez beaucoup lu le livre de Benjamin Constant, et vous avez même 
étudié le dernier article qu’on a fait ; mais vous ne l’avez lu qu’avec des yeux de femme. 
Quoique vous ayez une de ces belles intelligences qui ferait la fortune d’un poète, vous n’avez 
osé vous mettre au point de vue des hommes. Ce livre, ma chère, a les deux sexes. Vous savez 
?... Nous avons établi qu’il y a des livres mâles ou femelles, blonds ou noirs... Dans Adolphe, 
les femmes ne voient qu’Ellénore, les jeunes gens y voient Adolphe ; les hommes faits y voient 
Ellénore et Adolphe, les politiques y voient la vie sociale ! Vous vous êtes dispensée d’entrer 
dans l’âme d’Adolphe, comme votre critique d’ailleurs qui n’a vu qu’Ellénore. »
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あの哀れな青年を殺すのは、いいかい、一人の女のために自分の将来を失っ

てしまったことなんだ。なれたかもしれない大使にも、大臣にも、侍従にも、

詩人にも、金持ちにも、何にもなれないことなんだ。彼は、六年分の活力を、

男が何らかの見習いの過酷さに耐えることのできる人生の一時期を、忘恩の

道にかけては彼よりも一歩遅れているだけの女に与えてしまった。というの

も、 初の愛人を捨てることのできた女は、遅かれ早かれ二番目の愛人とも

別れるだろうからね 26。

　『アドルフ』の末尾にある「手紙」と「返答」によれば、エレノールを亡くして

自由になったアドルフのその後の人生は、華々しい成功とは無縁のものだった

ことが書かれている。将来の展望が見えない作家であるルストーが、アドルフ

の社会的失敗をエレノールのせいにするのは、自分の怠惰や才能の枯渇をディ

ナとの同棲生活のせいにしたいからであるが、アドルフがエレノールと一緒に

いるために、さまざまな社会的義務を長期にわたって怠ったことは事実であり、

作品の読み方として必ずしも間違っているとは言えない。しかしながら、エ

レノールは 初の愛人（P 伯爵）を捨てたのだから、いずれ二番目の愛人（アド

ルフ）も捨てたに違いないという推論は、関係の具体性をまったく考慮しない

一般論であり、ルストーはアドルフを擁護するためにエレノールを不当に非難

していると言わざるを得ない。すでに検討したように、P 伯爵との愛人関係は

むしろ社会的な保護者・被保護者関係の延長にあるもので、自由な選択から始

まったアドルフとの対等に近い愛人関係とはまったく違う。コンスタン研究者

のデルブイユも、小説中の登場人物であるルストーが『アドルフ』を自分にとっ

て有利に読むのは理解できるとしながらも、エレノールがアドルフを裏切るこ

26 Ibid., p. 780 : « Ce qui tue ce pauvre garçon, ma chère, c’est d’avoir perdu son avenir pour 
une femme ; de ne pouvoir rien être de ce qu’il serait devenu, ni ambassadeur, ni ministre, ni 
chambellan, ni poète, ni riche. Il a donné six ans de son énergie, du moment de la vie où l’homme 
peut accepter les rudesses d’un apprentissage quelconque, à une jupe qu’il devance dans la 
carrière de l’ingratitude, car une femme qui a pu quitter son premier amant devait tôt ou tard 
laisser le second. »
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とができると考えるのは、「このドラマの全体を通して、彼女を駆り立て、導

いているものをほとんど理解しなかった 27」ことの証拠であるとみなしている。

ルストーはここで、極端に男性中心的な『アドルフ』解釈をしていると言うべ

きだろう。

　この後ルストーは、女に何の不満もぶつけずに我慢する男は結局捨てられる

という話をした上で、彼の長広舌を次のように締めくくる。

アドルフは良家の息子で、名誉ある道に戻り、社会的な財産と危うくなった

評判を取り戻したいという貴族的な心を持っている。あなたは今、同時に二

人の登場人物を演じている。あなたは失われた地位が引き起こす苦痛を感じ

ていて、男にあってはたとえ心は終始一貫していなければならないとしても、

性欲のほうは気まぐれにまかせることがあってもよいと認めてくれるほど十

分に優れた人なのだと不幸にもあなたを信じた、哀れな愛人を捨てる権利が

自分にはあると思っているんだ 28。

　ここでルストーは、自分＝アドルフ、ディナ＝エレノールという対応関係を

いったん取り下げ、ディナはエレノールであるだけではなく、アドルフでもあ

るという一見すると奇妙な説を展開している。これは、ディナの夫が社会的に

成功して金銭的な余裕も生まれたため、ルストーと別れた後のディナには、裕

福な伯爵夫人としての生活が待っていることを指している。アドルフが愛人を

捨てて父のところに戻る決意をしたのと同じく、ディナもまた愛人を捨てて夫

27 Paul Delbouille, Genèse, structure et destin d’Adolphe, Paris, Société d’Edition « Les Belles 
Lettres », 1971, p. 571 : « avoir bien mal compris ce qui l’anime et la guide tout au long du 
drame »
28 Balzac, La Muse du département, CH, t. IV, p. 781 : « Adolphe est un fils de bonne maison, 
un cœur aristocrate qui veut rentrer dans la voie des honneurs, et rattraper sa dot sociale, sa 
considération compromise. Vous jouez en ce moment à la fois les deux personnages. Vous 
ressentez la douleur que cause une position perdue, et vous vous croyez en droit d’abandonner 
un pauvre amant qui a eu le malheur de vous croire assez supérieure pour admettre que si chez 
l’homme le cœur doit être constant, le sexe peut se laisser aller à des caprices... »
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のところに戻る決意をしたのであり、自分はエレノールと同じ捨てられた愛人、

犠牲者だとルストーは言いたいのである。実質的には、浮気をくり返す彼の方

が先にディナを捨てたようなものであるから、彼が被害者の立場に自分を置く

のは単なる自己防御にすぎないが、ルストーと別れることによってディナは社

会的地位を取り戻すことができるという点に限っては、彼の提唱するディナ＝

アドルフ説にも一理あると言えるだろう。けれどもよく考えてみると、ディナ

とアドルフを隔てる性別の差はそれほど簡単に無視できるものではない。アド

ルフが父の下に戻る場合には、一時的にはその支配を受けるにせよ、いずれそ

の名を継いで父に取って代わることが期待されている。つまり潜在的に二人は

平等であり、同じだけの主体性を持つ存在として想定されている。これに対し

て、ディナが夫の下に戻る場合にはそのような対等性は存在しない。ルストー

という愛人の支配から逃れて、ラ・ボードレーという夫の支配の下に戻るだけ

で、ディナが個人として完全な自由と主体性を取り戻すわけではないのである。

男性中心社会の中で常に従属的な主体性しか持てない女性であるディナを、そ

うした社会の中心メンバーになる資格のあるアドルフと同一視するのは、やは

り無理のある考え方ということになろう。

　このように、『田舎ミューズ』における『アドルフ』への言及箇所を検討する

ことによって明らかになるのは、バルザックの『アドルフ』理解が、やはり男

性中心的なものにとどまっていることである。『ベアトリクス』のカミーユは、

エレノールの苦しみが彼女の口から語られることはないと予言していたが、『田

舎ミューズ』のディナもまた、真の意味でエレノールの代弁者となることはな

い。上で見たようにバルザックは、『田舎ミューズ』は「現実的側面から扱われ

た『アドルフ』」であると書簡中に記していた。『田舎ミューズ』の校訂版を編集

したパトリック・ベルティエは、これを「コンスタン＝ナルシスが、同情され

るべき人、良心的な人という結構な役を自分に与えるという自己満足なしに、

そして彼が従った、結末でエレノールを死なせるというロマン派的なお約束な

しに 29」、『アドルフ』を書き直すことだと解しているが、それは確かに実現さ

れている。ルストーはあからさまに自己中心的であり、アドルフのように言説
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を駆使して自分を正当化することにまったく成功していない。ディナはエレ

ノールのように結末で死んだりしないし、ルストーが死ぬことももちろんない。

しかしながら、『アドルフ』の全体をくまなく覆っている男性当事者の主観を取

り払い、客観的な視点から男女とも死ぬことのない痛み分けの結末に終わる物

語を書きさえすれば、それだけで男性中心主義から逃れられるかと言えば、問

題はそれほど単純ではない。バルザックが現実であると考える世界もまた男性

を中心とする場所なのであり、その世界の掟に喜んでしたがう女性を描くとす

れば、その物語はやはり男性中心主義の視点から描かれたものと疑われるので

ある。

　『田舎ミューズ』におけるディナの、ルストーおよび夫に対する関係を要約

してみよう。彼女はルストーの愛人となり、彼の作家活動を助け、家事を切り

盛りし、金銭的な援助までする。浮気をされても文句を言わず、自分で引き際

を察しておずおずと別れを切り出す。ルストーとの間にできた子供たちは、法

律にしたがって、夫ボードレーのものとなり、相続人が欲しかったのに子供が

できずにいた彼を喜ばせる。彼は子供たちの血縁上の父親が自分ではないこと

は気にしていない。ディナは美しい伯爵夫人として彼の社会的威信を高める存

在でもある。このように考えると、彼女はいつでも男たちを助ける存在となっ

ていることが分かる。もちろんバルザックは、女性の視点から『アドルフ』を

書き直すと明言しているわけではない。男性作家にとって、それはあまりにも

野心的な目標である。しかしながら、『田舎ミューズ』が男性と女性の両方の視

点を取り入れた作品として提示されていることは否定できない。それなのに、

ディナの『アドルフ』読解がプランシュ論文のコピーでしかないという事実は、

その試みが半ばしか成功していないことを示している。

　『ベアトリクス』において、コンティに「自分が死刑執行人だと感じている時

29 « Préface », La Muse du département. Un prince de la bohème, édition présentée, établie 
et annotée par Patrick Berthier, op. cit., p. 24 : « sans la complaisance avec laquelle Constant-
Narcisse se donne le beau rôle de l’apitoyé, du scrupuleux, et sans la convention romantique par 
laquelle il fait mourir Ellénore à la fin »
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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」と言

わせたバルザックは、『アドルフ』の男性中心主義に気づいていたはずである。

しかし、『田舎ミューズ』において『アドルフ』を批評するにあたり、その点を

根本的に批判することはなかった。もちろん、 後に検討したルストーの極端

な男性中心主義をそのままバルザックの意見とすることはできない。ギュイヨ

ンはルストーの言葉を全文引用する際に、「小説家によってこの 終部に与え

られたタイトル（＝「バンジャマン・コンスタンの『アドルフ』についての注釈」）

を、今度こそ完全に正当化する長ぜりふ 30」であると述べているが、この意見

にはまったく賛同できない。デルブイユの言う通り、ここに書かれているルス

トーのアドルフ論は、自分の都合に合わせてあまりに作品を歪めてしまってお

り、ほとんど注釈の名に値しない。バルザックの意図はおそらく、 後に極端

に男性中心的な言辞を配することによって、それに先立つプランシュ＝エレ

ノールによる『アドルフ』読解を女性中心主義的なものであるように見せかけ、

そのことによって男女双方による批評的視点を総合するという形式的達成を実

現することにあった。しかしながら実際には、プランシュの論文はむしろ男性

中心主義の観点から書かれているので、バルザックの形式美はそれに見合っ

た十分な内実を備えていないことになる。結論としては、バルザックの『田舎

ミューズ』は小説作品としては大いに成功しているかもしれないが、『アドルフ』

の批評作品としては必ずしも高く評価できないということになるだろう。

　これは男性作家の限界なのだろうか。それともまだフェミニズム思想が萌芽

の状態にあった時代の限界なのだろうか。この問いに答えるために、同時代の

女性作家ソフィー・ゲーによって書かれた『エレノール』について次稿で考察

することにしたい。

30 Bernard Guyon, op. cit., p. 154-155 : « une longue tirade qui justifie, pleinement cette fois, 
le titre donné par le romancier à toute cette dernière partie »


