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はじめに 

 
 アメリカの文学研究者マーガレット・コーエンは、その著作『小説の感情教

育』（1999）において、19 世紀前半のフランス小説史を、今では読まれなくな

ってしまった女性作家による感傷小説から、バルザック、スタンダールら男性

作家によるリアリズム小説への覇権交代という観点から、再構築しようとした1。

コーエンによれば、リアリズムの勝利という後世の視点から書かれた従来の文

学史は、ライバルであった女性作家たちを過小評価したり、無視したりするこ

とで自分たちの優位を示そうとしたバルザックらの戦略に十分な注意を払って

おらず、その結果、彼らと彼女たちの間にある対立・影響関係の研究はなおざ

りにされてきたのだという。 

 コーエンの研究方法は、彼女自身が認めるように、作家たちが互いに卓越と

差異化を競い合う「文学場」という概念を用いて文学生産の様態を分析した、

ピエール・ブルデューの『芸術の規則』（1992）に多くを負っている2。しかし

ながら、同時にコーエンは、ブルデューが同書で、19 世紀後半、第二帝政下の

文学生産を考察するにあたり、フローベールの『感情教育』やボードレールの

『悪の華』といった、文学史によって正典化された作品を好んで取り上げてい

ること、そして、社会分析のカテゴリーとしてのジェンダーにあまり注意を払

                                                           
1 Margaret Cohen, The Sentimental Education of the Novel, Princeton, Princeton University Press, 
1999. 
2 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992. 
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っていないことに若干の不満を表明した上で、ブルデューの研究方法と、忘れ

られた作品や美学を発掘する上で決定的な役割を果たしてきたフェミニスト系

文学史研究を融合させれば、大きな成果が得られるであろうと述べ、自らの著

作の企図を明確にしている3。 

 コーエンの著作は、フランスの文学研究者にもきわめて高く評価されている。

たとえば、19 世紀文学研究において主導的な役割を果たしている 19 世紀ロマ

ン主義研究会の雑誌『十九世紀のマガザン』は、「女性作家」特集号に付した精

選文献案内（フランス語の著作 14 点、英語の著作 2 点）に、コーエンの著作を

含めているし4、2009 年 3 月にトゥールーズで開催されたシンポジウムの講演

論文集『青鞜婦人の文学―復古王政と七月王政下の女性小説家たち（1815-1848）』

では、21 論文のうち 7 論文が同書に言及している5。この論文集の巻末には、「ジ

ャンル／ジェンダー：結合と分離」と題された討論会での議論が収録されてい

るが、その司会者もまた、コーエンの仕事を仏訳が待たれる基本文献と見なし

ている6。 

 しかしなぜ、アメリカにおけるフランス文学研究が、フランス本国における

フランス文学研究を牽引するかに見える成果を上げたのだろうか。討論会のパ

ネリストの一人、クリスティーヌ・プランテは、1970 年代のフランスで始まっ

た「エクリチュール・フェミニン écriture féminine」を核とする女性運動が、「女

性」叢書や「女性」文庫といった出版ジャンルの誕生を促したこと、そしてそ

れと同時に、女性たちの書くものを「女性性」という囲いの中に閉じ込めてし

まったことを指摘した上で、そのような状況に否応もなく巻き込まれていた彼

女には、アメリカ発のジェンダー・スタディーズが知的解放として感じられた

                                                           
3 Margaret Cohen, op. cit., p. 7-8. コーエンは、この領域における先駆的な著作として、次

の二作を挙げている。Naomi Schor, George Sand and Idealism, New York, Columbia 
University Press, 1993 ; Margaret Waller, The Male Malady, New Brunswick, Rutgers University 
Press, 1993. 
4 Le Magasin du XIXe siècle. La femme auteur, revue annuelle publiée par la SERD （Société des 
Études romantiques et dix-neuviémistes）, Lucie éditions, N° 1, 2011, p. 142. 
5 La littérature en bas-bleus. Romancières sous la Restauration et la monarchie de Juillet 
（1815-1848）, sous la direction d’Andrea Del Lungo et Brigitte Louichon, Paris, Classiques 
Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », N° 1, 2010. 
6 Ibid., p. 412. 

という経験を語っている7。プランテはまた、当時のフランスの大学における文

学研究が、女性に関わるあらゆる研究を「エクリチュール・フェミニン」の問

題に誘導する傾向があったため、こうした方向づけに賛同しかねた多くの研究

者が、この分野の研究から離れてしまったとも言っている8。プランテの分析に

従うならば、「エクリチュール・フェミニン」の流行が、「外国で発展していた

批評的思索のフランスにおける受容を遅らせてしまった9」という歴史的経緯に

よって、ジェンダー理論を踏まえたコーエンの著作の先駆性を説明することが

できるだろう。 

 本稿では、コーエンの著作が模範的に示し、現在では多くのフランス人研究

者も採用していると思われる研究方針、すなわち、今ではほとんど忘れられて

しまった女性作家を読み直し、大作家としての地位を確立している同時代の男

性作家とジェンダーの観点から比較検討することで、文学史の更新に資するよ

うな作品解釈の提示を目指すことを目標とする。 

 具体的には、バルザック（1799-1850）よりも年長の女性作家ソフィー・ゲー

（Sophie Gay, 1776-1852）の小説『アナトール』（1815）と、バルザックの中編

小説『毬打つ猫の店』（1830）に、きわめてよく似たエピソードがあることに注

目する10。いずれの作品においても、男性の登場人物が、愛する女性の絵を彼

                                                           
7 Ibid., p. 404-405. クリスティーヌ・プランテの『バルザックの妹―女性作家試論』（1989）
は、19 世紀フランスの女性作家がどのような困難に直面していたかを、家族や社会、と

りわけ男性作家との関係において総合的に論じており、コーエンの著作と同じくこの分

野の基本文献となっている。Christine Planté, La petite sœur de Balzac. Essai sur la femme 
auteur, Paris, Seuil, 1989. なお『バルザックの妹』というタイトルは、ヴァージニア・ウ

ルフが『自分だけの部屋』（1929）において想像したシェイクスピアの妹、兄と同じくら

い才能があるのに、女性であるがゆえに作家として成功するための機会を社会から奪わ

れてしまうジュディスから想を得たもので、男性作家よりも下位の存在として見られが

ちだった 19 世紀フランスの女性作家一般の地位を端的に示している。とはいえ、バルザ

ックの実妹であった作家ロール・シュルヴィル（Laure Surville）もまた、そうした「バル

ザックの妹」たちの一人であり、影の存在たることを自ら引き受ける「理想の妹」であ

ったとプランテは書いている。 
8 Ibid., p. 421. 
9 Ibid., p. 421. 
10 『アナトール』と『毬打つ猫の店』の参照にあたっては、それぞれ以下の版を使用す

る。Sophie Gay, Anatole, Paris, Michel Lévy frères, coll. « Michel Lévy », 1864, 264 pages. 
Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, dans La Comédie humaine, édition publiée sous la 
direction de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » （以下、
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3 Margaret Cohen, op. cit., p. 7-8. コーエンは、この領域における先駆的な著作として、次
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Press, 1993. 
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Études romantiques et dix-neuviémistes）, Lucie éditions, N° 1, 2011, p. 142. 
5 La littérature en bas-bleus. Romancières sous la Restauration et la monarchie de Juillet 
（1815-1848）, sous la direction d’Andrea Del Lungo et Brigitte Louichon, Paris, Classiques 
Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », N° 1, 2010. 
6 Ibid., p. 412. 
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7 Ibid., p. 404-405. クリスティーヌ・プランテの『バルザックの妹―女性作家試論』（1989）
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ったとプランテは書いている。 
8 Ibid., p. 421. 
9 Ibid., p. 421. 
10 『アナトール』と『毬打つ猫の店』の参照にあたっては、それぞれ以下の版を使用す

る。Sophie Gay, Anatole, Paris, Michel Lévy frères, coll. « Michel Lévy », 1864, 264 pages. 
Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, dans La Comédie humaine, édition publiée sous la 
direction de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » （以下、
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女の知らないうちに制作し、その後その女性が、美術展に出品された絵の中に

自分の姿を認めて驚嘆するという、こう要約すればまったく同じに見えるエピ

ソードを含んでいる。しかしながら、画布上での女性の描かれ方、出品に至る

経緯、出品後の絵画の行方など、付随する状況をよく比べてみると、二人の作

家が目指す方向がまったく違っていることが明らかになる。この違いを、感傷

小説とリアリズム小説の違いによるものだと拙速に結論すべきではないだろう。

細部をよく比較検討することで、思いがけず浮かび上がってくるものをまずは

しっかりとすくい取り、その上で二人の作家の立ち位置の違いを見定めること

にしたい。 

 

『アナトール』を読むバルザック 

 
 1831 年 1 月 10 日付『ヴォルール』紙（Le Voleur）掲載の記事「パリについ

ての手紙」の中で、バルザックは 19 世紀文学と 18 世紀文学を比較して、「『ア

ナトール』、『アドルフ』そして『コリンヌ』は、『ある貴族の回想』よりも優れ

た小説ではないだろうか11」と述べている。これら 4 作のうち、コンスタンの

『アドルフ』（1816）、スタール夫人の『コリンヌ』（1807）、そしてその第 7 巻

が『マノン・レスコー』（1731）となっているアベ・プレヴォーの『隠棲した貴

族の回想と冒険』は、いずれも時代を代表する有名な小説であり、新旧文学の

比較項として言及されるに相応しい作品であると感じられる。しかしながら、

『アナトール』（1815）は、これらの作品と違って文学史による聖別を受けてい

ない。なぜバルザックは、現在ではほとんど読まれることのないマイナーな作

品『アナトール』を、フランス文学の傑作と同列に置いたのだろうか。 

 まず考えるべきは、当時『アナトール』が今よりも高い評価を受けていた可

能性である。19 世紀を代表する批評家のサント＝ブーヴは、1852 年に書かれた

ソフィー・ゲーの追悼記事の中で、第一作『ロール・デステル Laure d’Estell』
                                                                                                                               
CH と略記）, t. I, 1976, p. 23-94. 
11 Lettres sur Paris, dans Œuvres diverses de Balzac, édition publiée sous la direction de 
Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » （以下、OD と略記）, 
t. II, 1996, p. 935. 

（1802）、第二作『レオニー・ド・モンブルーズ Léonie de Montbreuse』（1813）

についての記述を終え、第三作『アナトール』の紹介へと筆を進める時、「私は

『レオニー』の方が好みだが、おそらくはそれ以上に評判を呼んだ12」と前置

きしている。このことから、批評家自身の好みはともかく、『アナトール』は作

家ソフィー・ゲーの追悼記事に欠かすことのできない、彼女の代表作であった

ことが推測できる13。 

 しかし、そのことは『アナトール』が『アドルフ』や『コリンヌ』と同程度

の評価を受けていたことを示すわけではない。一般的な評価とは別に、バルザ

ックが個人的に『アナトール』を高く評価していた可能性についても考えるべ

きであろう。バルザックの『アナトール』への言及はわずかしかないので確実

なことは言えないが、文庫本による名作再版を進めていた編集者のジェルヴ

ェ・シャルパンティエ（Gervais Charpentier）に送られた 1838 年 11 月 28 日の

手紙は、注目に値する。バルザックはこう書いている。「コレクションに『アド

ルフ』を入れるのを忘れないように。でも、同じ時代の似たような著作と一緒

にすべきだろうね。考えてみます。ひょっとしたら、ゲー夫人の傑作、『アナト

ール』がいいかもしれない14。」この手紙から分かることは、『ヴォルール』紙

の記事執筆から 7 年以上経っても、バルザックの頭の中では『アドルフ』と『ア

ナトール』が結びついており、『アナトール』を変わらず傑作と見なしていると

いうことである。 

 もうひとつ、バルザックの『アナトール』高評価の真意を探る上で無視でき

ないのは、作者ソフィー・ゲーとの個人的な関係だろう。バルザックは当時ソ

フィー・ゲーのサロンに通っており、書簡のやりとりも残されている。また、

彼女の娘で同じく作家であったデルフィーヌは、『ヴォルール』紙の発行人であ

                                                           
12 Ibid., p. 75 : « Anatole […] a eu peut-être plus de célébrité, bien que je préfère Léonie. » 
13 サント＝ブーヴに限らず、批評家は一般にソフィー・ゲーの初期作品にしか興味を示

さなかった。そうした批評的伝統を簡潔にまとめつつ、ゲー後期の歴史小説について研

究した以下の論文を参照のこと。Cherly A. Morgan, « Entre le vrai et le vraisemblable : enjeu 
du roman historique chez Sophie Gay », La littérature en bas-bleus. Romancières sous la 
Restauration et la monarchie de Juillet （1815-1848）, op. cit., p. 141-160. 
14 Balzac, Correspondance, édition établie, présentée et annotée par Roger Pierrot et Hervé Yon, 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II （1836-1841）, 2011, p. 392. 
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CH と略記）, t. I, 1976, p. 23-94. 
11 Lettres sur Paris, dans Œuvres diverses de Balzac, édition publiée sous la direction de 
Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade » （以下、OD と略記）, 
t. II, 1996, p. 935. 

（1802）、第二作『レオニー・ド・モンブルーズ Léonie de Montbreuse』（1813）
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12 Ibid., p. 75 : « Anatole […] a eu peut-être plus de célébrité, bien que je préfère Léonie. » 
13 サント＝ブーヴに限らず、批評家は一般にソフィー・ゲーの初期作品にしか興味を示

さなかった。そうした批評的伝統を簡潔にまとめつつ、ゲー後期の歴史小説について研

究した以下の論文を参照のこと。Cherly A. Morgan, « Entre le vrai et le vraisemblable : enjeu 
du roman historique chez Sophie Gay », La littérature en bas-bleus. Romancières sous la 
Restauration et la monarchie de Juillet （1815-1848）, op. cit., p. 141-160. 
14 Balzac, Correspondance, édition établie, présentée et annotée par Roger Pierrot et Hervé Yon, 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II （1836-1841）, 2011, p. 392. 
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るエミール・ド・ジラルダンと、1831 年 6 月 1 日に結婚している。『ヴォルー

ル』紙の記事には、「デルフィーヌ・ゲーは、デュ・ボカージュ夫人よりも少し

勝っているのではなかろうか15」という一文もある。こうしたことからすると、

ゲー母娘への言及は、自分が記事を書いている雑誌発行人の妻と義理の母に対

するリップ・サービスなのではないかと勘ぐりたくもなる。しかしながら、こ

の記事を収録したプレイアード版の注釈者は、記事の執筆時には結婚はまだ決

まっていない、だから『アナトール』への言及は「礼儀上の引用16」ではない

と判断している。確かにその通りで、親しい人たちに対する多少のひいき目は

あったかもしれないが、『アナトール』への言及を単なるお世辞と解釈すること

には無理があるだろう。 

 以上を踏まえると、『ヴォルール』紙の記事や、シャルパンティエ宛の手紙に

読み取れる通り、バルザックが『アナトール』を高く評価していたことは、ほ

ぼ間違いないと思われる。 

 それでは、バルザックは『アナトール』と自分の文学との関係をどのように

考えていたのだろうか。この問題を考えるにあたっては、参照すべき特権的な

テクストが存在する。それは、初めて本名で署名した『ふくろう党』（1829）の

失敗の後、バルザックが本気で文学的成功をつかもうと入念に準備した中編小

説集、『私生活情景 Scènes de la vie privée』（1830 年 4 月）の「あとがき」であ

る17。バルザックはここで、『私生活情景』に収められた『ソーの舞踏会』の主

題が、『アナトール』のほんの数行の中に認められるようだと述べた上で、次の

ように続けている。 

 

 この情景の発想をゲー夫人の気の利いた小説の読書から得ていたとしても、

作者は何らの痛痒も感じないことだろう。しかし、作者として付け加えるなら

                                                           
15 Lettres sur Paris, op. cit., p. 935.  デュ・ボカージュ夫人（Anne-Marie du Bocage, 1710-1802）
は、18 世紀のフランス女性作家。 
16 Ibid., p. 1681. 
17 バルザックの作家生活における『私生活情景』の意味については、バルザックの中編・

短編の初版テクストを年代順に編纂したイザベル・トゥルニエの解説に詳しい。Balzac, 
Nouvelles et contes, édition établie, présentée et annotée par Isabelle Tournier, Paris, Gallimard, 
coll. « Quarto », t. I （1820-1832）, 2005, p. 148-156.  

ば、彼にとっては不幸なことに、『アナトール』を読んだのはつい最近であり、

その時にはもうこの情景は出来上がっていたのである18。 

 

バルザックが『アナトール』に言及するのは、このテクストが最初であり、1829

年 12 月頃に書かれたと推定される『ソーの舞踏会』執筆の後、出版までの数ヶ

月のうちに『アナトール』を初めて読んだということは、もちろんあり得るこ

とである。それにまた、バルザックが言っている数行というのは、『アナトール』

の本筋ではなく、自分が恋した美男が布地商人だったことを知って驚く貴婦人

について、登場人物たちが交わす短い噂話にすぎず、身分違いの恋愛や結婚に

ついて小説を書こうとすれば、誰でも思いつきそうな設定を提示しているだけ

だとも思える19。 

 しかしながら、やはり疑問は残る。模倣という古典主義的な価値が一般に否

定されていた当時、新進作家が満を持して自作を世に問おうとするとき、その

「あとがき」で安易に他人の作品からの影響を認めることは、作家としてのオ

リジナリティーを自ら否定することであり、作家イメージの構築において完全

にマイナスとなる。だとすれば、実際には『アナトール』をもっと前に読んで

いて、それを傑作であると評価しながらも、その影響を認めることなしに自作

を世に認めさせたいという野心が、作家にちょっとした嘘を吐かせたとしても

おかしくはない。 

 バルザックはさらに、『ふくろう党』に向けられた模倣作だという批判を一蹴

した上で、次のように述べている。 

 

 才能の特徴は、疑問の余地なく創意にある。しかし、あらゆる可能な組み合

わせがくみ尽くされたように見える今日、あらゆる状況が使い古され、不可能

さえもが試みられた今、今後は細部のみが、不適切にも「小説」と呼ばれてい

る著作物の長所を作り上げることになるものと、作者は確信している20。 
                                                           
18 Scènes de la vie privée, « Note de la première édition », CH, t. I, p. 1174. 
19 Anatole, p. 45-46, p. 215. プレイアード版の注釈者は、偶然の一致だと主張するバルザッ

クを信じてもよいと考えている。CH, t. I, p. 1174. 
20 Ibid., p. 1175.  
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バルザックはここで、「小説 Romans」という呼称さえも拒否しようという絶対

的な新しさを志向しながら、新しくできることはもはや細部にしか残っていな

いと述べている。もしも、これがバルザックの信念だとすれば、『ソーの舞踏会』

にせよ、『ふくろう党』にせよ、他人の作品から発想を借りてきても、何ら恥じ

ることはないはずである。バルザックが他の作家から受けた影響を否定するの

は、あくまで文学に対する理解が浅い読者からの的外れな批判を封じるための

ポーズにすぎず、実際には、比較的自由に他の作家から発想を借り、それを新

たな細部とともに書き直すことで、自分の作品を作り上げていったのではない

か。 

 さらに言えば、『アナトール』から受けた影響を『ソーの舞踏会』を引き合い

に出して否定するバルザックの意図は、『アナトール』と『毬打つ猫の店』の間

にあるさらに大きな類似から読者の注意をそらすことにあったのかもしれない。

上に述べたように、どちらの作品にも、ヒロインがルーヴル美術館で自分の絵

を見つけて驚くという、物語の展開上かなり重要なエピソードが含まれており、

バルザック自身がこの類似に気付かなかったとは考えにくい。あるいは、バル

ザックは『アナトール』のエピソードを換骨奪胎して、完全に自分のものにし

たという自負があったからこそ、何の弁明もしなかったのか。いずれにせよ、

この類似を指摘した批評や記事が見当たらないことからすると、剽窃だとか模

倣にすぎないとかいった不毛な批判から身を守ることに、望みどおりバルザッ

クは成功したことになる21。 

 本稿は、バルザックが『毬打つ猫の店』を執筆する前に『アナトール』を読

んでおり、書き換えによって乗り越えるべき傑作であると考えていたものと推

定するが、それを前提とはせずに二作の細部を比較し、二人の作家の小説美学

の違いを見定めることとしたい。このような研究方針は、「細部」のみが作品の

価値を決めると書いたバルザックの意に即したものであろうと思う。 

                                                           
21 バルザックの初期習作『ステニー』にも、主人公が愛する女性の肖像画を記憶で描き、

展覧会に出して評判を呼ぶという短い挿話がある。『ステニー』の執筆年代は 1819 年か

ら 1822 年頃なので、こちらについても『アナトール』（1815）を読んでから書いた可能

性がある。Sténie ou les erreurs philosophiques, OD, t. I, 1990, p. 822. 

 以下、画家による絵の制作、展示、贈与という三段階に分けて、二小説の類

似を確認し、その細部に認められる相違の意味を探っていくことにする。 

 

見る画家と見られる画家 

 
 絵の制作段階における二小説の類似は、何よりも男性画家が愛する女性を彼

女の知らないうちに描いてしまう点にあるが、この類似を補強する周辺的類似

がいくつか存在する。まず、男性画家の社会的地位であるが、『毬打つ猫の店』

のテオドール・ド・ソメルヴィユーも、『アナトール』のアナトール・ド・リナ

レスも、裕福な貴族青年であり、画家として生計を立てているわけではない。

『毬打つ猫の店』の時代設定は、第一帝政末期の 1810 年代と推定されるが、芸

術家的な浪費癖にもかかわらず、テオドールの地位も財産も盤石のように見え

る。『アナトール』の時代設定は、実在の人相学者ラファーター（Lavater, 

1742-1801）が登場することと、サント＝ブーヴが「彼女が時代についてほとん

ど何も考えず、想像力に任せる時22」には、彼女が社交界にデビューした総裁

政府（1795-99）から執政政府（1799-1804）の時代が描かれると書いているこ

とから、世紀の変わり目くらいだろうと見当はつくが、バルザックの作品と違

ってはっきりしない。共通するのは、二人とも何ら歴史の傷を負っておらず、

経済的な心配なしに恋愛も芸術活動もできる状態にあるということだ。 

 ただし、急いで付け加えなければならないが、アナトールは生まれつき耳が

不自由で、話すこともできないことを、特殊事情として指摘しておかなければ

ならない。作品中に現われる絵画に注目して考察を進める本稿では、この設定

の意味について総合的に考えることはできないので、議論を進める上で必要な

範囲内で取り扱うこととしたい。 

 制作段階におけるもう一つの類似は、女性たちが画家の名前を知らないとい

うことである。下に見るように、展示会で自分の絵を見つける前の段階で、ど

れだけ女性たちが画家のことを知っていたかには大きな差があるのだが、名前

                                                           
22 Sainte-Beuve, op. cit., p. 66. 
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にせよ、『ふくろう党』にせよ、他人の作品から発想を借りてきても、何ら恥じ

ることはないはずである。バルザックが他の作家から受けた影響を否定するの

は、あくまで文学に対する理解が浅い読者からの的外れな批判を封じるための

ポーズにすぎず、実際には、比較的自由に他の作家から発想を借り、それを新

たな細部とともに書き直すことで、自分の作品を作り上げていったのではない

か。 

 さらに言えば、『アナトール』から受けた影響を『ソーの舞踏会』を引き合い

に出して否定するバルザックの意図は、『アナトール』と『毬打つ猫の店』の間

にあるさらに大きな類似から読者の注意をそらすことにあったのかもしれない。

上に述べたように、どちらの作品にも、ヒロインがルーヴル美術館で自分の絵

を見つけて驚くという、物語の展開上かなり重要なエピソードが含まれており、

バルザック自身がこの類似に気付かなかったとは考えにくい。あるいは、バル

ザックは『アナトール』のエピソードを換骨奪胎して、完全に自分のものにし

たという自負があったからこそ、何の弁明もしなかったのか。いずれにせよ、

この類似を指摘した批評や記事が見当たらないことからすると、剽窃だとか模

倣にすぎないとかいった不毛な批判から身を守ることに、望みどおりバルザッ

クは成功したことになる21。 

 本稿は、バルザックが『毬打つ猫の店』を執筆する前に『アナトール』を読

んでおり、書き換えによって乗り越えるべき傑作であると考えていたものと推

定するが、それを前提とはせずに二作の細部を比較し、二人の作家の小説美学

の違いを見定めることとしたい。このような研究方針は、「細部」のみが作品の

価値を決めると書いたバルザックの意に即したものであろうと思う。 

                                                           
21 バルザックの初期習作『ステニー』にも、主人公が愛する女性の肖像画を記憶で描き、

展覧会に出して評判を呼ぶという短い挿話がある。『ステニー』の執筆年代は 1819 年か

ら 1822 年頃なので、こちらについても『アナトール』（1815）を読んでから書いた可能

性がある。Sténie ou les erreurs philosophiques, OD, t. I, 1990, p. 822. 

 以下、画家による絵の制作、展示、贈与という三段階に分けて、二小説の類

似を確認し、その細部に認められる相違の意味を探っていくことにする。 

 

見る画家と見られる画家 

 
 絵の制作段階における二小説の類似は、何よりも男性画家が愛する女性を彼

女の知らないうちに描いてしまう点にあるが、この類似を補強する周辺的類似

がいくつか存在する。まず、男性画家の社会的地位であるが、『毬打つ猫の店』

のテオドール・ド・ソメルヴィユーも、『アナトール』のアナトール・ド・リナ

レスも、裕福な貴族青年であり、画家として生計を立てているわけではない。

『毬打つ猫の店』の時代設定は、第一帝政末期の 1810 年代と推定されるが、芸

術家的な浪費癖にもかかわらず、テオドールの地位も財産も盤石のように見え

る。『アナトール』の時代設定は、実在の人相学者ラファーター（Lavater, 

1742-1801）が登場することと、サント＝ブーヴが「彼女が時代についてほとん

ど何も考えず、想像力に任せる時22」には、彼女が社交界にデビューした総裁

政府（1795-99）から執政政府（1799-1804）の時代が描かれると書いているこ

とから、世紀の変わり目くらいだろうと見当はつくが、バルザックの作品と違

ってはっきりしない。共通するのは、二人とも何ら歴史の傷を負っておらず、

経済的な心配なしに恋愛も芸術活動もできる状態にあるということだ。 

 ただし、急いで付け加えなければならないが、アナトールは生まれつき耳が

不自由で、話すこともできないことを、特殊事情として指摘しておかなければ

ならない。作品中に現われる絵画に注目して考察を進める本稿では、この設定

の意味について総合的に考えることはできないので、議論を進める上で必要な

範囲内で取り扱うこととしたい。 

 制作段階におけるもう一つの類似は、女性たちが画家の名前を知らないとい

うことである。下に見るように、展示会で自分の絵を見つける前の段階で、ど

れだけ女性たちが画家のことを知っていたかには大きな差があるのだが、名前

                                                           
22 Sainte-Beuve, op. cit., p. 66. 
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を知らない男に知らないうちに絵に描かれるという点では、まったく同じ経験

をしていることになる。 

 しかしながら、それ以外の点ではかなりの相違が認められる。それらの相違

を統一的に解釈する上で、最も注目されるのは、画家自身が絵の中に描かれて

いるか否かという違いであろう。『毬打つ猫の店』のテオドールは二枚の絵を制

作するが、そのいずれにも自分を描くことはない。これに対し、アナトールの

一枚の絵には、女性だけでなく画家も描かれている。画家である以上、見る主

体であることは免れないが、だからといって見られる客体になれないわけでは

ない。見る主体に特化しているように思えるテオドールと、見るだけでなく見

られてもいるアナトールの対照を念頭に、二作を順に検討する。 

 『毬打つ猫の店』は、「遊歩者23」が観察するサン＝ドニ通りの古い商店の描

写から始まる。この遊歩者は、生き生きとした描写に必要な視点として使われ

ているだけで、内実を欠いた存在ではあるが、同じ建物をじっと観察する「一

人の若者24」（テオドール）の登場を予告している。建物の向かいに佇むテオド

ールの姿は、遊歩者のイメージに合致しないかもしれないが、彼が通りがかり

にこの店とそこに住むオーギュスティーヌを発見したのはこの場面の数ヶ月前

のことであり、遊歩によって発見した場所を再訪しているという前後関係を考

えれば、テオドールの性質を遊歩者の観点から捉えることは十分に可能だろう。 

 実際、ピエール・ルビエは、「バルザックと遊歩者」という論文において、必

ずしも一つの型にははまらない「バルザック的遊歩者」の特徴を明らかにして

いるが、その中で、愛の欲望に支えられた「描写的視線」によって都会の一角

を切り取り、「貫通し、侵入する」テオドールを、典型的な遊歩者の一人に数え

ている25。確かにテオドールは、「考古学者」に喩えられる「観察者」であり、

「優れた視力」まで具えているとされている26。そして、通りかかった店の奥

に見えた、食卓を囲む家族や店員の群像をパリの街路から切り取って一枚の絵

にし、さらにその中のオーギュスティーヌだけ選んで肖像画にするという、視

                                                           
23 La Maison du chat-qui-pelote, p. 39. 
24 Ibid., p. 39. 
25 Pierre Loubier, « Balzac et le flâneur », L’Année balzacienne, 2001/1 n° 2, p. 141. 
26 La Maison du chat-qui-pelote, p. 39-40. 

線の自由を享受している。テオドールは、パリという都会を歩き回り、そこか

ら欲望の対象を見つけ出し、捕えてしまう狩猟者のような存在であると考えら

れる。 

 このような「バルザック的遊歩者」を始めとする、文学や美術の領域に現わ

れる遊歩者のほとんどが男性であり、そしてまた、彼らが都市の中に見いだす

特権的な欲望の対象が女性であることは、多くの論者によって指摘されてきた。

マイナーな存在と考えられてきた女性遊歩者の表象を掘り起こして考察した著

作、カトリーヌ・ネッシの『男性遊歩者と女性遊歩者たち―ロマン主義時代の

女性と都市』もまた、3 人の女性作家における女性遊歩者を考察する前段階と

して、バルザックの『フェラギュス』を分析し、男性を主体、女性を客体とみ

る主流文化のジェンダー・バイアスを確認している27。『フェラギュス』では、

都市の街路を一人歩く女性は、観察によって都市をわがものにするどころか、

彼女を目撃した男性遊歩者の視線によって客体化され、危険に晒されてしまう。 

 『毬打つ猫の店』のオーギュスティーヌもまた、一方的に見られる存在とし

て造形されている。そもそも彼女は、街を一人で自由に出歩く機会さえない。

窓辺に立つにしても、古い家の囲いの外に目を向けることがほとんどないとさ

れる彼女は、やはり見られる存在のままである。作品冒頭の場面は、すでに愛

の告白を受け、展示場で彼の名前を知ってからしばらく経っているのだが、朝

起きたままの無防備な姿で窓を開けてしまい、テオドールに見られていること

に気付いてすぐに身を隠す。彼女が見られる客体にすぎず、他者を観察する視

線を具えた主体ではないことは、画家が絵を描くために店の前をよく歩いてい

た時期、彼を新しい隣人だとしか思っていなかった点にも表れている。 

 このように、画家とモデルのあいだにそもそも存在する視線の非対称は、テ

オドールとオーギュスティーヌの関係をそのまま規定しており、二人を支配－

被支配の関係に置いている。そしてそれは、いかなる状況においても覆される

ことはなく、緩和されることさえない。その限りにおいて二人の関係は、男性

                                                           
27 Catherine Nesci, Le Flâneur et les flâneuses. Les femmes et la ville à l’époque romantique, 
Grenoble, ELLUG, coll. « Bibliothèque stendhalienne et romantique » 2007, Deuxième Partie, 
« Paris brûle-t-elle ? La flânerie en Balzacie », p. 101-168. 
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を知らない男に知らないうちに絵に描かれるという点では、まったく同じ経験

をしていることになる。 

 しかしながら、それ以外の点ではかなりの相違が認められる。それらの相違

を統一的に解釈する上で、最も注目されるのは、画家自身が絵の中に描かれて

いるか否かという違いであろう。『毬打つ猫の店』のテオドールは二枚の絵を制

作するが、そのいずれにも自分を描くことはない。これに対し、アナトールの

一枚の絵には、女性だけでなく画家も描かれている。画家である以上、見る主

体であることは免れないが、だからといって見られる客体になれないわけでは

ない。見る主体に特化しているように思えるテオドールと、見るだけでなく見

られてもいるアナトールの対照を念頭に、二作を順に検討する。 

 『毬打つ猫の店』は、「遊歩者23」が観察するサン＝ドニ通りの古い商店の描

写から始まる。この遊歩者は、生き生きとした描写に必要な視点として使われ

ているだけで、内実を欠いた存在ではあるが、同じ建物をじっと観察する「一

人の若者24」（テオドール）の登場を予告している。建物の向かいに佇むテオド

ールの姿は、遊歩者のイメージに合致しないかもしれないが、彼が通りがかり

にこの店とそこに住むオーギュスティーヌを発見したのはこの場面の数ヶ月前

のことであり、遊歩によって発見した場所を再訪しているという前後関係を考

えれば、テオドールの性質を遊歩者の観点から捉えることは十分に可能だろう。 

 実際、ピエール・ルビエは、「バルザックと遊歩者」という論文において、必

ずしも一つの型にははまらない「バルザック的遊歩者」の特徴を明らかにして

いるが、その中で、愛の欲望に支えられた「描写的視線」によって都会の一角

を切り取り、「貫通し、侵入する」テオドールを、典型的な遊歩者の一人に数え

ている25。確かにテオドールは、「考古学者」に喩えられる「観察者」であり、

「優れた視力」まで具えているとされている26。そして、通りかかった店の奥

に見えた、食卓を囲む家族や店員の群像をパリの街路から切り取って一枚の絵

にし、さらにその中のオーギュスティーヌだけ選んで肖像画にするという、視

                                                           
23 La Maison du chat-qui-pelote, p. 39. 
24 Ibid., p. 39. 
25 Pierre Loubier, « Balzac et le flâneur », L’Année balzacienne, 2001/1 n° 2, p. 141. 
26 La Maison du chat-qui-pelote, p. 39-40. 

線の自由を享受している。テオドールは、パリという都会を歩き回り、そこか

ら欲望の対象を見つけ出し、捕えてしまう狩猟者のような存在であると考えら

れる。 

 このような「バルザック的遊歩者」を始めとする、文学や美術の領域に現わ

れる遊歩者のほとんどが男性であり、そしてまた、彼らが都市の中に見いだす

特権的な欲望の対象が女性であることは、多くの論者によって指摘されてきた。

マイナーな存在と考えられてきた女性遊歩者の表象を掘り起こして考察した著

作、カトリーヌ・ネッシの『男性遊歩者と女性遊歩者たち―ロマン主義時代の

女性と都市』もまた、3 人の女性作家における女性遊歩者を考察する前段階と

して、バルザックの『フェラギュス』を分析し、男性を主体、女性を客体とみ

る主流文化のジェンダー・バイアスを確認している27。『フェラギュス』では、

都市の街路を一人歩く女性は、観察によって都市をわがものにするどころか、

彼女を目撃した男性遊歩者の視線によって客体化され、危険に晒されてしまう。 

 『毬打つ猫の店』のオーギュスティーヌもまた、一方的に見られる存在とし

て造形されている。そもそも彼女は、街を一人で自由に出歩く機会さえない。

窓辺に立つにしても、古い家の囲いの外に目を向けることがほとんどないとさ

れる彼女は、やはり見られる存在のままである。作品冒頭の場面は、すでに愛

の告白を受け、展示場で彼の名前を知ってからしばらく経っているのだが、朝

起きたままの無防備な姿で窓を開けてしまい、テオドールに見られていること

に気付いてすぐに身を隠す。彼女が見られる客体にすぎず、他者を観察する視

線を具えた主体ではないことは、画家が絵を描くために店の前をよく歩いてい

た時期、彼を新しい隣人だとしか思っていなかった点にも表れている。 

 このように、画家とモデルのあいだにそもそも存在する視線の非対称は、テ

オドールとオーギュスティーヌの関係をそのまま規定しており、二人を支配－

被支配の関係に置いている。そしてそれは、いかなる状況においても覆される

ことはなく、緩和されることさえない。その限りにおいて二人の関係は、男性

                                                           
27 Catherine Nesci, Le Flâneur et les flâneuses. Les femmes et la ville à l’époque romantique, 
Grenoble, ELLUG, coll. « Bibliothèque stendhalienne et romantique » 2007, Deuxième Partie, 
« Paris brûle-t-elle ? La flânerie en Balzacie », p. 101-168. 
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支配のイデオロギーをきわめてストレートに表現していると言えるだろう。 

 これに対し、『アナトール』における画家アナトールと、彼によって描かれる

ヴァランティーヌ・ド・サヴェルニの関係は、さまざまな状況設定によって、

支配－被支配の関係を免れているように思える。 

 そうした対等に近い関係を作り出すための状況設定のうち、最初に指摘して

おくべきは、ヴァランティーヌの社会的地位の高さと自立性であろう。上に述

べたように、二人の男性画家はいずれも貴族であるが、描かれる女性の方は、

ヴァランティーヌが貴族、オーギュスティーヌは商店主の娘という大きな違い

がある。加えて、ヴァランティーヌは未亡人であるのに対し、オーギュスティ

ーヌは未婚の娘であるという違いも大きい。なぜなら、未亡人であるというこ

とは、父にも夫にも従属していないということであり、ヴァランティーヌのよ

うに十分な財産があればなおさら、男性に近い行動の自由を手にすることがで

きるからだ28。 

 しかしながら、アナトールとヴァランティーヌの関係が、支配－被支配の関

係から解放されているように見える最大の要因は、二人の間に交わされる視線

の双方向性にある。そもそも、『アナトール』において画家が愛する女性の絵を

描くのは、物語がかなり進んでからのことであり、小説前半においては、ヴァ

ランティーヌがアナトールを見る場面の方が多い。二人の最初の出会いの場面

も、夫の喪が明けた後、兄夫婦の勧めにしたがってパリに移り住んだヴァラン

ティーヌが、義姉のナンジス伯爵夫人と一緒に行ったオペラ座で、初めてアナ

トールを見るという女性中心の視点から描かれている。 

 

演目は『アルミード』で、あらゆる種類の完璧さを備えたこの傑作を聴く喜び

にヴァランティーヌが身をゆだねていると、見たこともないほど美しい顔が見

えるからご覧なさいと伯爵夫人が言う。義姉が言っているのは女性だろうと思

                                                           
28 とはいえ歴史家によれば、文学が想像させるほど現実の未亡人の生活は自由ではなか

ったようだ。Histoire des femmes en Occident. IV. Le XIXe siècle, sous la direction de Geneviève 
Fraisse et Michelle Perrot, Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2002, p. 136. ヴァランティーヌもま

た、兄であるナンジス氏からは被保護者と見られている。 

って、指し示された桟敷席を見ると、彼女の目がぶつかったのは青年の目で、

その顔つきは確かに際立っていた。好奇心に駆られているところを、それを引

き起こした本人に見られたことが恥ずかしくて、彼女は赤くなり、目を伏せ、

それ以上彼を見つめることはできずに、自分も同意見だと姉に答えた。 

 伯爵夫人は言った。「きっとだれか外国人よ。あれだけ見栄えする人なら、パ

リに二か月もいれば、もうみんな知っているでしょうからね。あなたはデッサ

ンが上手だし、いい肖像画が描けそうだと思うんじゃない？」 

 ヴァランティーヌは、ナンジス夫人の感嘆が根拠のあるものであるかどうか、

再び確かめようとしたが、彼女をさっき動揺させたのと同じ視線が、それ以上

見ることを妨げた。彼女は義姉の言うことを信じることにした。伯爵夫人は、

この外国人の顔立ちを、最も美しいギリシャ彫刻の頭部に飽きることなく比べ

ていたが、ほどなくすっかり忘れてしまった。ところがヴァランティーヌの方

は、ほとんど見てもいないのに、その顔立ちをまだ思い出すことができた29。 

 

最後の部分にあるように、ヴァランティーヌの視線は、少し見ただけでアナト

ールの顔を忘れないだけの強度と正確さを具えている。デッサンが得意だとい

うナンジス夫人の言葉を信じるならば、実際にヴァランティーヌが絵を描くこ

とはないものの、彼女には記憶をたよりにアナトールの肖像画を作るだけの能

力もある。その限りにおいて、ヴァランティーヌは、男性を視線の下に客体化

することが潜在的に可能な女性であることになる。しかしながら、そのような

能力が付帯しうる攻撃性は彼女のどこにも感じられない。その理由は、対象を

発見し、あれこれ分析し、すぐに忘れるという視線の一方的なあり方が、ナン

ジス夫人に割り当てられていることと、アナトールから視線を返されると見続

けることができなくなる、相手の視線に対するヴァランティーヌの感受性の高

さに求められるだろう。 

 とはいえ、義姉の分析を横で聞いていることを考えれば、意図的ではないに

せよ、ヴァランティーヌは見るという行為の一部を第三者に委託しているだけ

                                                           
29 Anatole, p. 38-39. 
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なのだと解釈することもできる。実際、このあと彼女は、人相学者ラファータ

ーとの食事会に誘ってくれた友人のサン＝タルベール宅で、アナトールそっく

りの胸像を見つけたとき（それは事実アナトールをモデルに作られたものなの

だが）、自らラファーターに頼んでその人相を解読してもらっている。まだアナ

トールという洗礼名しか知らない他者を、第三者によって作られた、第三者の

所有する芸術作品を媒介にして、第三者の解説を聞きながらしみじみ眺めたと

しても、視線によって支配したことにはもちろんならないが、彼女が単に人か

ら見られる存在ではないことを知るには十分ではないだろうか。 

 このように、小説の前半において見る存在としてのヴァランティーヌが造形

された後で、後半以降、彼女がアナトールによって絵に描かれるエピソードが

準備されていく。オペラ座の出口で馬に踏まれそうになったヴァランティーヌ

を身を挺して助けたアナトールは、名も告げずにその場からいなくなってしま

うが、彼女が心配していることを知り、「アナトール」とだけ署名した手紙を送

る。これをきっかけに、手紙のやり取りによって二人の信頼関係は徐々に深ま

っていく。しかしある日、ヴァランティーヌに色目を使っていたデムランジュ

騎士（後に伯爵となる）が、散歩中の彼女に手を貸しているところを目撃した

アナトールは、非難めいた手紙を書いて彼女の機嫌を損ねてしまう。首輪に「ご

めんなさい pardon」と書いた子犬を彼女の家に迷い込ませて許しを請うアナト

ールを、ヴァランティーヌはすぐには許せない。物憂い気分になった彼女は、

気晴らしに姪のイゾールを連れてサン＝ドニ修道院に行き、フランス王たちの

墓を見学する。そこで自分と同じ洗礼名を持つ、夫を暗殺されたヴァランティ

ーヌ・ド・ミランの運命と、アナトールのことを思って涙していると、その像

の台座に「彼女もまた許さなかった30」と書かれているのに気づく。驚いて立

ち上がった彼女は、涙をふいたヴェールを落とす。それを拾ったのはアナトー

ルだった。ヴェールを「和解の証」として持ち帰ることを許されたアナトール

の目には「喜びと感謝」が輝き、ヴァランティーヌもまた「宗教と愛だけが吹

き込むことのできる、生きる幸福」を感じながら帰途につく31。 

                                                           
30 Ibid., p. 129. 
31 Ibid., p. 129. 

 アナトールが絵に描くのは、ヴァランティーヌから許しを得たこのサン＝ド

ニ修道院での情景である。画面は、前景の祈りを捧げる子ども、その奥の「体

つきの美しさと横顔の一部だけしか見えず」、それさえも「風になびく髪によっ

て半ば隠れている」女性、その足下の「ヴェールを拾うために平伏し、それを

胸に押し当てている」若者の三人から構成されている32。『毬打つ猫の店』で、

テオドールが描いた二枚の絵との違いは明らかだろう。まず、モデルの特定が

可能かどうかという違いがある。アナトールの絵では、背景がサン＝ドニ修道

院なので場所からの特定は難しく、さらには女性の顔がよく分からないように

描かれている。これに対しテオドールは、群像画によってモデルの自宅である

店を宣伝になるくらいはっきり描き、肖像画ではモデルの顔つきをコピーする

ように写し取る。テオドールの絵がほとんど視線の暴力的な行使によって描か

れているのに対し、アナトールの絵にはそのような暴力性がないと言えるだろ

う。アナトール自身が絵の中に描かれ、しかもその視線が女性に向けられてい

ないことも、画家の視線が持つ本来的な暴力性を、可能な限り弱める効果を生

んでいる。アナトールは画家としては見る存在であるが、モデルとしては見ら

れる存在であり、その平伏するポーズによって見ない存在でさえある。このよ

うな、女性モデルに対する男性画家の優位・支配をなるべく解除する工夫は、

女性が許しを与え男性が感謝するという主題の選択にも認められる。アナトー

ルは、ヴァランティーヌとの思い出のうち、彼女を馬車の事故から救った事件

を選ぶこともできたはずである。しかし、この救出によって大怪我をした直後

のアナトールの望みは、彼女に感謝されつつ彼女を愛することだった。感謝さ

れる自分を描けば、自分を相手の上におくことになる。アナトールが選んだの

は、感謝する自分を描いて相手を崇めることだった。 

 『毬打つ猫の店』と『アナトール』を、画家による絵の制作段階において比

較すると、相手から名前を知られないうちに（アナトールの場合は、ド・リナ

レスという名字の部分）、愛する女性の絵を描いてしまうという共通点はあるも

のの、見る画家であるテオドールは支配の欲望に忠実であるのに対し、見られ

                                                           
32 Ibid., p. 205. 
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る画家であるアナトールは視線の持つ暴力性を可能な限り抑えているという、

大きな違いが認められる。絵を描くことと本を書くことの類似性を考えれば、

男性作家であるバルザックは、男性画家であるテオドールに、自分の視線のあ

り方をストレートに移入することができたのかもしれない。しかし、女性作家

であるゲーにとっては、女性を一方的に見られるだけの存在として描くことは

あまりに不自然である。男性画家であるアナトールの視線が、女性をなるべく

傷つけないようなものとして描かれているのは、暴力的に見られたくないとい

う女性としての欲望の表れではないだろうか。こう考えると、作家にどれだけ

自由にフィクションを書く権利があろうと、性別のある登場人物たちによって

組み立てられた小説を読む時に、その作者の性別を問うことはやはり意味のあ

ることだと言わざるを得ない。 

 

展示による第三者の介入 

 
 『毬打つ猫の店』と『アナトール』の間にある最も顕著な類似は、モデルと

なった女性が、展示された絵の中に自分の姿を見つけて驚く場面である。ルー

ヴルで開催されていた官展という展示場所も、両作品に共通している。 

 『アナトール』において、友人のサン＝タルベール、およびその姪レテル夫

人と一緒にルーヴルに来たヴァランティーヌが、サン＝ドニ修道院での思い出

の場面を描いた絵を見つけた時の様子は、次のように描かれている。 

 

この思いがけない絵の内容を見たヴァランティーヌは、あまりに激しい身震い

に襲われたので、陳列室を取り囲む手すりに寄りかかることを余儀なくされた。

これほど強烈な思い出によって引き起こされた興奮のあと、意識を取り戻した

彼女は、すぐにレテル夫人を呼んで、こう言った。 

「ここから出ましょう、気分が悪いんです33。」 

                                                           
33 Ibid., p. 205-206. 

 これに対し、『毬打つ猫の店』において、親戚のロガン夫人に連れられたオー

ギュスティーヌが、賞を取った評判の絵が自分の肖像画だと気づいたときの様

子は、次のように描かれている。 

 

それで若い娘は、人だかりを横切って受賞作のところまで進んだ。自分自身を

そこに認めると、彼女は感情の高まりによって樺の木の葉のように震えた。怖

くなって、ロガン夫人に合流しようと周囲を見回したが、人波によって離れ離

れになってしまっていた。その時、彼女のおびえた目は、若い画家の燃えるよ

うな顔にぶつかった。不意に彼女は、気になって何度も見たことのある、新し

い隣人だろうと思っていた散歩者の顔つきを思い出した。 

 「あなたは、愛が私に霊感を与えて作らせたものを見ているのです。」芸術家

は、内気な娘の耳にこう言ったが、娘はこの言葉にすっかり怖くなってしまっ

た。 

 彼女は並外れた勇気を発揮して、群衆をかき分けて進み、絵のところまで来

るのを妨げている人の塊を通り抜けようと、まだ躍起になっていた従姉に合流

した。 

 オーギュスティーヌは叫んだ。「息が詰まるでしょうから、帰りましょう34！」 

 

『毬打つ猫の店』には画家本人が登場するという違いはあるものの、絵を見た

後にショックを受け、同行者に声をかけてすぐに帰ろうとするところは、きわ

めてよく似ている。 

 いずれにしても、このような類似にもかかわらず、この展示のエピソードを

めぐっては、二つの作品におけるその意味をまったく異なった方向で解釈する

ことを迫るような、目立たないが重要な相違もまた存在している。まず注目す

べき相違は、友人の制止を振り切って展示をしたテオドールと、本人にはその

つもりがないのに友人によって無断で展示されてしまったアナトールという、

展示意図の有無である。この違いは、それぞれの絵の画題を考えると、愛する

                                                           
34 La Maison du chat-qui-pelote, p. 55. 
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る画家であるアナトールは視線の持つ暴力性を可能な限り抑えているという、
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33 Ibid., p. 205-206. 
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女性を他人に見せたいか、見せたくないかという違いとして、理解することが

許されるだろう。なぜテオドールは、オーギュスティーヌ＝肖像画を多くの他

人の目にさらす必要があったのか？ 

 この問いに答えるにあたっては、セルバンテス、スタンダール、ドストエフ

スキーなど、ヨーロッパ近代を代表する小説家の作品を独自の視点から読み直

し、それらが同じ人間的真実を分析していると主張した、ルネ・ジラールの『ロ

マンティックの虚偽とロマネスクの真実』（1961）の中心概念である、「三角形

的欲望 désir « triangulaire »」という考え方が大いに役立つ。ジラールは、人間

は他者の欲望を模倣する存在であり、何かを欲望するためにはその対象が他者

によって欲望されている必要があると言う。そして、そのような欲望の媒介者

たる他者を描いている（より真実に迫った）作品を「ロマネスク」な作品と呼

び、そうした他者を描かず、欲望が自律的に存在するかのように描いた（より

真実から遠い）作品を「ロマンティック」な作品と呼ぶ。ジラールが考察する

大作家たちは、もちろんすべて前者の「ロマネスク」な作品の書き手とされる35。 

 この「三角形的欲望」の構図を、オーギュスティーヌ＝肖像画を展示するテ

オドールの場合に当てはめると、展示によって第三者がこの絵を見て、そこに

描かれているモデルを欲望することが、テオドールが彼女を欲望するために必

要だったということになる。そして、その狙いは見事に成功した。皇帝ナポレ

オンまでが肖像画を見て、各国の王を宮廷に迎える時にこんな女性がたくさん

いたら、ヨーロッパの平和を維持できるだろうと言って、オーギュスティーヌ

の美しさを褒めるのである。ジラールは、欲望の主体と媒介者の距離に注目し、

それが遠い時を「外的媒介 médiation externe」、近い時を「内的媒介 médiation 

interne」と呼んで区別しているが、ここでのナポレオンは、その至高の社会的

地位と物語における周縁的な扱いにより、外的媒介者として機能している。テ

オドールの欲望は、ナポレオンによって認証され、維持・強化されることにな

る。これに対し、テオドールが肖像画を売ることも、複製することも、版画化

                                                           
35 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2010, 
p. 31, 42-43.（邦訳）ルネ・ジラール著、古田幸男訳『欲望の現象学―ロマンティークの

虚偽とロマネスクの真実』法政大学出版局、1971 年。 

することも許さなかった美術愛好家たちは、内的媒介者の一種であり、彼らの

欲望を煽った上でオーギュスティーヌ＝肖像画を独占することが、テオドール

を喜ばせる。ジラールが提示する内的媒介者の最大の特徴は、欲望の主体によ

ってライバルと見なされる点にあるが、テオドールにも、欲望の成就を危うく

するがゆえに、いっそう欲望を燃え上がらせる存在であるライバルがいた。こ

れは展示に先立つエピソードであるが、彼は「毬打つ猫の店」の店員のルバを

恋敵だと考え、しかも他の店員まで味方につけていると想像していたのである。

テオドールのオーギュスティーヌに対する欲望は、パリの街角で彼女の美しさ

をとらえた最初のきっかけはともかく、常に第三者の欲望によって維持・強化

されており、肖像画はどうしても展示される必要があった。 

 この欲望の三角形は、テオドールを愛するようになったオーギュスティーヌ

にも認めることができる。彼女の欲望は「愛されたい」という受動態で主に表

現されるので分かりづらいが、「才能のある人の妻となり、その栄光を分かち合

う」ことを楽しみにしている点では、彼女のテオドールに対する愛もまた、第

三者が画家を称賛することで完成する種類のものだと言える36。 

 このように、テオドールとオーギュスティーヌの関係は、他者の欲望や称賛

に依存して成立しており、欲望の三角形が保たれている間は安定しているが、

それが崩れてしまうと修復が難しい。結婚後、テオドールが「羨望と称賛の対

象となる美しい女性とともに姿を現した時に、社交界が与えてくれる自尊心の

満足」を求めて妻を外に連れ出し、彼女もまた、「女たちの嫉妬の対象となる」

ことを喜ぶことのできた時期が、夫婦の幸福の最後となるのはそのためである

37。その後、テオドールが開いた食事会の席で、オーギュスティーヌの楽園よ

りも、ラファエルの『キリストの変容』の方が美しいけれど、この傑作を見る

のにも飽きてしまった、と画家仲間の一人が軽口をたたいた時、テオドールの

愛情は不可逆的に失われてしまう。もはや、模倣すべき欲望がなくなってしま

ったからである。そして、それにもかかわらず夫を愛そうとするオーギュステ

                                                           
36 La Maison du chat-qui-pelote, p. 56-57. 
37 Ibid., p. 73-74 
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オドールの場合に当てはめると、展示によって第三者がこの絵を見て、そこに

描かれているモデルを欲望することが、テオドールが彼女を欲望するために必

要だったということになる。そして、その狙いは見事に成功した。皇帝ナポレ

オンまでが肖像画を見て、各国の王を宮廷に迎える時にこんな女性がたくさん

いたら、ヨーロッパの平和を維持できるだろうと言って、オーギュスティーヌ

の美しさを褒めるのである。ジラールは、欲望の主体と媒介者の距離に注目し、

それが遠い時を「外的媒介 médiation externe」、近い時を「内的媒介 médiation 

interne」と呼んで区別しているが、ここでのナポレオンは、その至高の社会的

地位と物語における周縁的な扱いにより、外的媒介者として機能している。テ

オドールの欲望は、ナポレオンによって認証され、維持・強化されることにな

る。これに対し、テオドールが肖像画を売ることも、複製することも、版画化

                                                           
35 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2010, 
p. 31, 42-43.（邦訳）ルネ・ジラール著、古田幸男訳『欲望の現象学―ロマンティークの

虚偽とロマネスクの真実』法政大学出版局、1971 年。 

することも許さなかった美術愛好家たちは、内的媒介者の一種であり、彼らの

欲望を煽った上でオーギュスティーヌ＝肖像画を独占することが、テオドール

を喜ばせる。ジラールが提示する内的媒介者の最大の特徴は、欲望の主体によ

ってライバルと見なされる点にあるが、テオドールにも、欲望の成就を危うく

するがゆえに、いっそう欲望を燃え上がらせる存在であるライバルがいた。こ
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恋敵だと考え、しかも他の店員まで味方につけていると想像していたのである。
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う」ことを楽しみにしている点では、彼女のテオドールに対する愛もまた、第

三者が画家を称賛することで完成する種類のものだと言える36。 
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に依存して成立しており、欲望の三角形が保たれている間は安定しているが、
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満足」を求めて妻を外に連れ出し、彼女もまた、「女たちの嫉妬の対象となる」

ことを喜ぶことのできた時期が、夫婦の幸福の最後となるのはそのためである

37。その後、テオドールが開いた食事会の席で、オーギュスティーヌの楽園よ

りも、ラファエルの『キリストの変容』の方が美しいけれど、この傑作を見る

のにも飽きてしまった、と画家仲間の一人が軽口をたたいた時、テオドールの

愛情は不可逆的に失われてしまう。もはや、模倣すべき欲望がなくなってしま

ったからである。そして、それにもかかわらず夫を愛そうとするオーギュステ

                                                           
36 La Maison du chat-qui-pelote, p. 56-57. 
37 Ibid., p. 73-74 
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ィーヌは、栄光から不幸へと転落する38。このように読むと、『毬打つ猫の店』

は、人間の欲望の消長において他人が果たす役割を無視せずに描いた、「ロマネ

スク」な作品ということになるだろう。 

 これに対し、既に述べたようにアナトールには展示の意志がなく、第三者の

視線を必要としていない。もちろん、匿名とはいえ展示されてしまった以上は、

他者の視線が三角的欲望を始動する可能性もあるわけだが、それは以下のよう

な観衆の反応によって封じられている。 

 

 人々は言っていた。「構成が見事で、実に真に迫っている。礼拝堂の全景、細

部の仕上がり、人物たちのデッサン、彩色、この絵のすべてが素晴らしい39。」 

 

彼らが称賛しているのは、あくまで画家の技術であって、モデルの美しさは問

題となっておらず、これではアナトールのヴァランティーヌに対する欲望は刺

激されようがない。顔立ちがよく分からないように描かれているため、当然と

言えば当然の結果ではあるが、見る者の詮索を拒む画家と、そもそも詮索する

気がない観衆という幸福な一致は、小説の作者であるゲーによって仕組まれて

いる。作者は、この絵の展示によって介入する第三者の視線が、アナトールと

ヴァランティーヌの深まりつつある相思相愛の関係を乱すことを望んでいない

のだ。 

 そのことは、ヴァランティーヌがオーギュスティーヌと違って、画家の思い

がけない成功に興味を持たないことからもはっきり分かる。驚きから立ち直っ

た彼女が覚えるのは、「思い出」と「愛の証」を見たという「穏やかな喜び」で

あって、才能ある画家のモデルになった自尊心の満足などではない40。彼女の

この反応は、問題の場面の少し前、アナトールに対する彼女の愛情のあり方を

観察していたサン＝タルベールが、彼女の性格を分析し、称賛している一節に

よって準備されている。 

                                                           
38『栄光と不幸 Gloire et malheur 』は、『毬打つ猫の店』初版時のタイトルである。 
39 Anatole, p. 205. 
40 Ibid., p. 207. 

最も尊敬すべき女性たちさえも、虚栄心の誘惑から免れているようには思えま

せんでした。私はそれで、彼女たちの繊細さ、情愛の持続と、しばしばそれに

続く高貴な献身に大いに敬意を払いながらも、彼女たちの心をつかむ最良の方

法は、彼女たちの自尊心を満足させることだと思っていたのです。私の見た多

くの女性たちが、秘かに愛される幸福よりも、関係を公然と人々に見せつける

栄光のほうを選びました！しかし、最も純粋な魂は、秘かに愛される幸福さえ

あれば満足できるということを、あなたが証明してくださったのです41。 

 

 アナトールとヴァランティーヌはいつでも相手のことだけを見つめており、

彼らが相手を欲するには、自分と相手さえいればよい。不幸な結婚をした女の

話である『毬打つ猫の店』とは反対に、『アナトール』は幸福な結婚によって終

わる小説である。小説的興味を作りだす仕掛けとしての秘密や一時のすれ違い

はあっても、二人の間の愛情は常にまっすぐで変化がなく、そこに他人が影響

を与えることもない。その限りにおいて『アナトール』は、ジラールの言う「ロ

マンティック」な作品ということになる。ただし、他人の欲望が自尊心の満足

や嫉妬などの感情を生み出す様子は、デムランジュ伯爵やナンジス夫人などの

脇役によって表現されていることは、急いで指摘しておいてもよいだろう。 

 『毬打つ猫の店』と『アナトール』に共通する、きわめて状況の似た展示の

エピソードを比較することで浮かび上がってくるのは、そこで当然に立ち現わ

れるはずの他者の視線や欲望に対する、二人の作家の扱い方の違いである。バ

ルザックはそれらを重視し、それらが確かに影響を与えるはずの画家やモデル

の自尊心の動きを、小説的興味を作り出すために大いに利用している。これに

対しゲーは、それらが画布を超えて画家やモデルにまで到達することのないよ

うにし、二人の関係の自律性をあくまで保とうとする。この違いは、もちろん

小説としての優劣をすぐさま決めるものではなく、二人の小説美学の違いを反

映したものである。それにも関わらず、バルザックの作品の方がより現実に迫

っているのでそれだけ優れていると速断する傾向がもしも私たちにあるとすれ

                                                           
41 Ibid., p. 201. 
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40 Ibid., p. 207. 
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ば、それはリアリズム小説の方が感傷小説よりも優れているとした文学史の伝

統にとらわれているだけかもしれない。いずれにしても本稿では、そうした速

断はせずに細部の比較を続けることにする。 

 

絵画をめぐる贈与＝交換 

 
 最後に比較して検討したいのは、展示された絵のその後の行方である。絵の

制作・展示の場合と異なり、一見して明らかな一致点はないが、それぞれの作

品を順に検討することで類似点と相違点をはっきりさせ、その意味を考察した

い。 

 この問題を考えるにあたっては、人類学者マルセル・モースの『贈与論』（1925）

が、分析に必要な理論的枠組みを提供してくれるように思われる。モースによ

れば、あらゆる贈与は一種の交換であり、たとえ贈与者が明示的に要求してい

なくとも、与えた分と同等の価値のあるものを返すことが、常に期待されてい

るという。しかも彼は、彼が古今東西の社会の記録や調査を研究した限りにお

いて、あらゆる社会に贈物を与える義務、受け取る義務、相応のものを返す義

務という三つの義務を認め、こうした義務が社会の構成員によって互いに正し

く果たされることが、その社会に秩序と平和をもたらすのだと考える。逆に言

えば、そのいずれかにおいて怠慢や違反があれば、人々の関係は悪くなり、強

奪や仕返しなどの暴力が発生することになる42。 

 この人類学的知見を念頭におきつつ、まずは『毬打つ猫の店』の二枚の絵が、

展示後にどうなったかを検討する。既に見たように、テオドールがこれらの絵

を美術愛好家や画商に売ることはなく、二枚の絵のうち、オーギュスティーヌ

の家族と店員たちの群像画の方は、テオドールによって彼女の両親であるギヨ

ーム夫妻にプレゼントされている。二人の結婚が決まるのはこの時であり、贈

与の見返りは結婚の承諾であるといってよい。しかし、この贈与＝交換の場面

                                                           
42 Marcel Mauss, Essais sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 
présentation de Florence Weber, 2e édition, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2012. （邦訳）マルセ

ル・モース著、吉田禎吾／江川純一訳『贈与論』、筑摩書房、ちくま学芸文庫、2009 年。 

をよく読むと、それが誤解に基づいて成立していることが判明する。 

 

彼らの満足が頂点に達したのは、デザートの時だった。多くの幸せの源となっ

たこの古い店の内部を描いた、彼らが見ることのできなかったあの驚くべき絵

を、テオドールが彼らに贈ったのだ。 

 ギヨームは叫んだ。「ご親切なことです。これに三万フラン払うという人もい

たと聞きましたのに。」 

 「私の帽子飾りのレースがよく見えるわ」ギヨーム夫人が続けて言った。 

 ルバは付け加えた。「それにここに広がっている布地ときたら、手に取ること

ができそうだ。」 

 画家は答えた。「ドレープ表現
ド ラ プ リ

は、いつでも非常に見栄えがします。われわれ

現代の芸術家は、もしも古代のドレープ表現
ド ラ プ リ

の完璧さに到達できたとしたら、

幸運すぎるほどでしょう。」 

 ギヨーム爺さんは叫んだ。「じゃあ、あなたはラシャ
ド ラ プ リ

がお好きなんですな。い

やはや、なんと！話は決まりました、お若い友よ。あなたが商売に敬意を払っ

てくれるんでしたら、われわれは気が合うでしょうよ43。［…］」 

 

もともとギヨームは、貴族の芸術家と商人の娘という身分違いの結婚に反対し

ていたのだが、布の襞の絵画表現を意味する「ドラプリ」に対するテオドール

の興味を、同じく「ドラプリ」と表現されるラシャあるいはラシャ販売業に対

する興味だと勘違いした結果、考えを改めたことが分かる。テオドールがこの

未来の義父の誤解に気付かないはずはないが、自分にとって都合のいい誤解で

あるため、あえて訂正することはない。こうして恋人たちはギヨーム夫妻の祝

福を受けて結婚する。しかし、このような小さな誤解の放置であっても、この

贈与＝交換の正当性を奪うのに十分である。その後、テオドールとオーギュス

ティーヌの結婚生活が破綻に向かっている時に、娘から相談を受けたギヨーム

は、画家がモデルを使って裸婦像を描いていることを知り、「おまえに結婚を申

                                                           
43 La Maison du chat-qui-pelote, p. 70. 
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し込んだ時には、そんなことはわしらに言わないように気をつけたというわけ

か。もし知っていたら、そんな仕事をする男に娘をやったりはしなかっただろ

うに44。」と腹を立て、ギヨーム夫人とともに離婚を進めようとする。オーギュ

スティーヌの両親は、彼らの謹直な家庭生活をあれほど魅力的に描いたテオド

ールが、そうした生活を支える価値観に少しの敬意も払わず、正反対の生活を

好んで送るとはまさか思わなかったのである。真実をその下に隠す布地と、そ

れを白日の下に晒す裸体という対照の妙をここに読み取ることもできる。彼ら

はテオドールに騙されたと感じ、不当な贈与＝交換によって奪われた娘を取り

返そうとする。オーギュスティーヌが反対するので実際に離婚することはない

が、ギヨーム夫妻とテオドールの関係がこのあと修復されることもない45。 

 オーギュスティーヌの肖像画を対象とする贈与＝交換もまた、絵の贈り手と

受け手の間に後で大きな反目を生み出すような、重大な誤解を背景に行われる。

テオドールはオーギュスティーヌ＝肖像画を犠牲として差し出すことで、彼が

その家に足しげく通うカリリャーノ公爵夫人との関係を深める権利を得たつも

りだったのだが、夫人の方は「天才のある男がどこまで愚かになれるものか見

たかった46」だけであった。夫人は肖像画を返却することによって、自分が何

の見返りも与えるつもりのないことをはっきりと示す。しかし、犠牲者である

オーギュスティーヌの手を介して絵を返却されたテオドールから見ると、それ

は単なる供儀の完遂にすぎず、それに対する見返りがないどころか軽蔑をもっ

て拒否されたことになり、怒った彼は肖像画を切り裂いてしまう。こうして、

肖像画を他の女に犠牲として差し出され、さらに夫自身の手によって破壊され

るという、二度の象徴的殺人の被害者となったオーギュスティーヌは、ほどな

く本当に死んでしまうことになる。 

 このように考えると、『毬打つ猫の店』の二枚の絵は、どちらも不完全な贈与

＝交換の対象となり、人々の間に軋轢と不幸を生み出していることが分かる。

モースの『贈与論』は、未開とみなされる社会や古代社会の例を用いて論を展

                                                           
44 Ibid., p. 81. 
45 離婚はフランス革命後の 1792 年に合法化された後、1816 年に禁止されたので、『毬打

つ猫の店』の時代設定と合っている。再び合法化されるのは、1884 年のことである。 
46 Ibid., p. 90. 

開しているが、結論において、贈与＝交換という人類の普遍的な英知を採用し

て生きることを読者にも勧めている47。逆に言えば、近代の贈与＝交換は一般

に虚偽にまみれ、堕落してしまっているとモースは考えていたのであり、その

意味では、現実に氾濫する贈与＝交換の機能不全を小説によって描いたのが、

バルザックということになるのかもしれない。 

 続いて、『アナトール』における絵画の贈与を検討する。最初に注目したいの

は、ヴァランティーヌの肖像画である。これはアナトールが描いたものではな

く、官展に展示されることもないので、オーギュスティーヌの肖像画との類似

を前提に論じることはできないが、贈与＝交換のあり方はよく似ており、ここ

で初めて言及する価値があると思われる。 

 ヴァランティーヌの肖像画は、厳密に言うと二枚存在する。一つはヴァラン

ティーヌ自身が別の画家に注文して作らせたミニアチュールで、これはロケッ

トに入れて姪のイゾールにプレゼントされている。もう一つは、ヴァランティ

ーヌとの結婚を狙っているデムランジュ伯爵が持っているそのコピーで、こち

らはロケットを修理するという口実でイゾールから肖像画を預かった時に、誰

からも許可を取らずに無断で画家に作らせたものである。 

 ここで注目したいのは、もちろん後者のコピーのほうである。デムランジュ

が不正なコピーによってこの肖像画を手に入れた理由は書かれていないが、結

局彼はこれをヴァランティーヌにもらったことにして、ナンジス伯爵夫人に渡

している。ヴァランティーヌに別の男がいることに気づいた彼は、彼女との結

婚をあきらめ、もともと懇意にしていた義姉の伯爵夫人とよりを戻すことにす

るのだが、彼の浮気心を夫人に許してもらうには、ヴァランティーヌから誘惑

されたことにした方が得策だと考えたのである。彼にはまた、ヴァランティー

ヌに愛されているという勝手な思い込みの反動から、実際には彼を愛していな

かった彼女を悪者にして罰してやりたいという気持ちもあった。偽りの告白と

ともに渡される肖像画と、浮気に対する許しの交換の場面は、次のように描か

れている。 

                                                           
47 Marcel Mauss, op. cit., p. 222. 

東　　　辰之介

─ 190 ─



し込んだ時には、そんなことはわしらに言わないように気をつけたというわけ

か。もし知っていたら、そんな仕事をする男に娘をやったりはしなかっただろ

うに44。」と腹を立て、ギヨーム夫人とともに離婚を進めようとする。オーギュ

スティーヌの両親は、彼らの謹直な家庭生活をあれほど魅力的に描いたテオド

ールが、そうした生活を支える価値観に少しの敬意も払わず、正反対の生活を

好んで送るとはまさか思わなかったのである。真実をその下に隠す布地と、そ

れを白日の下に晒す裸体という対照の妙をここに読み取ることもできる。彼ら

はテオドールに騙されたと感じ、不当な贈与＝交換によって奪われた娘を取り

返そうとする。オーギュスティーヌが反対するので実際に離婚することはない

が、ギヨーム夫妻とテオドールの関係がこのあと修復されることもない45。 

 オーギュスティーヌの肖像画を対象とする贈与＝交換もまた、絵の贈り手と

受け手の間に後で大きな反目を生み出すような、重大な誤解を背景に行われる。

テオドールはオーギュスティーヌ＝肖像画を犠牲として差し出すことで、彼が
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たかった46」だけであった。夫人は肖像画を返却することによって、自分が何

の見返りも与えるつもりのないことをはっきりと示す。しかし、犠牲者である

オーギュスティーヌの手を介して絵を返却されたテオドールから見ると、それ

は単なる供儀の完遂にすぎず、それに対する見返りがないどころか軽蔑をもっ

て拒否されたことになり、怒った彼は肖像画を切り裂いてしまう。こうして、

肖像画を他の女に犠牲として差し出され、さらに夫自身の手によって破壊され

るという、二度の象徴的殺人の被害者となったオーギュスティーヌは、ほどな

く本当に死んでしまうことになる。 

 このように考えると、『毬打つ猫の店』の二枚の絵は、どちらも不完全な贈与

＝交換の対象となり、人々の間に軋轢と不幸を生み出していることが分かる。

モースの『贈与論』は、未開とみなされる社会や古代社会の例を用いて論を展

                                                           
44 Ibid., p. 81. 
45 離婚はフランス革命後の 1792 年に合法化された後、1816 年に禁止されたので、『毬打

つ猫の店』の時代設定と合っている。再び合法化されるのは、1884 年のことである。 
46 Ibid., p. 90. 

開しているが、結論において、贈与＝交換という人類の普遍的な英知を採用し

て生きることを読者にも勧めている47。逆に言えば、近代の贈与＝交換は一般

に虚偽にまみれ、堕落してしまっているとモースは考えていたのであり、その

意味では、現実に氾濫する贈与＝交換の機能不全を小説によって描いたのが、

バルザックということになるのかもしれない。 

 続いて、『アナトール』における絵画の贈与を検討する。最初に注目したいの

は、ヴァランティーヌの肖像画である。これはアナトールが描いたものではな

く、官展に展示されることもないので、オーギュスティーヌの肖像画との類似

を前提に論じることはできないが、贈与＝交換のあり方はよく似ており、ここ

で初めて言及する価値があると思われる。 

 ヴァランティーヌの肖像画は、厳密に言うと二枚存在する。一つはヴァラン

ティーヌ自身が別の画家に注文して作らせたミニアチュールで、これはロケッ

トに入れて姪のイゾールにプレゼントされている。もう一つは、ヴァランティ

ーヌとの結婚を狙っているデムランジュ伯爵が持っているそのコピーで、こち

らはロケットを修理するという口実でイゾールから肖像画を預かった時に、誰

からも許可を取らずに無断で画家に作らせたものである。 

 ここで注目したいのは、もちろん後者のコピーのほうである。デムランジュ

が不正なコピーによってこの肖像画を手に入れた理由は書かれていないが、結

局彼はこれをヴァランティーヌにもらったことにして、ナンジス伯爵夫人に渡

している。ヴァランティーヌに別の男がいることに気づいた彼は、彼女との結

婚をあきらめ、もともと懇意にしていた義姉の伯爵夫人とよりを戻すことにす

るのだが、彼の浮気心を夫人に許してもらうには、ヴァランティーヌから誘惑

されたことにした方が得策だと考えたのである。彼にはまた、ヴァランティー

ヌに愛されているという勝手な思い込みの反動から、実際には彼を愛していな

かった彼女を悪者にして罰してやりたいという気持ちもあった。偽りの告白と

ともに渡される肖像画と、浮気に対する許しの交換の場面は、次のように描か

れている。 

                                                           
47 Marcel Mauss, op. cit., p. 222. 
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この偽りの告白の後、悔悟が本物であることの確かな証拠を贈りたいと思った

伯爵は、紙挟みからヴァランティーヌの肖像画を出し、彼の気持ちの率直さを

保証する生贄として、それを伯爵夫人に引き渡した。 

 もしもほかの状況でこの肖像画を見たとしたら、ナンジス夫人は怒りのあま

り逆上していたことだろう。しかし、捨てられた身を嘆いていたら、罪な男が

許しを請いに来たという場合、何であれ人は腹を立てたりするものだろうか？

彼女はこの浮気の証拠の中に、それに打ち勝った喜びしか見なかった。そして、

彼女の満足した自尊心は、デムランジュ氏の過ちに無数の許すべき理由を見つ

け出した。しかし、彼に対する寛大さを発揮すればするほど、自分の恋敵に対

する恨みはますます勢いづくのだった48。 

 

この肖像画の贈与を、オーギュスティーヌの肖像画のテオドールによるカリリ

ャーノ夫人への贈与と比べてみよう。まず、肖像画の送り手と受け手のどちら

により虚偽があるかを考えると、『毬打つ猫の店』においては、テオドールの気

持ちをまったく受け入れる気のない受け手のカリリャーノ夫人、『アナトール』

においては、肖像画の出所について嘘をついている送り手のデムランジュにあ

ると言える。しかし、虚偽が受け手にあろうと送り手にあろうと、もしも相手

方がこの虚偽を見抜いていたら成立しないはずの交換が行われてしまっている

点では同じである。次に、肖像画に描かれている女性と送り手である男性との

関係を考えると、テオドールはその女性に愛されているが、デムランジュは愛

されていないという違いはあるにせよ、どちらも今ではその女性を愛しておら

ず、肖像画を渡す相手のために犠牲にするつもりだという共通点がある。最後

に、肖像画に描かれている女性と受け手である女性との関係を考えると、カリ

リャーノ夫人はオーギュスティーヌに多少の好奇心以上の関心はないのに対し、

ナンジス夫人はヴァランティーヌを恋敵と考えて嫉妬しているという違いはあ

るが、どちらも生贄となった女性を救うつもりがないところは同じである。こ

のようにまとめると、多少の違いはあるものの、全体としてこの二つの贈与＝

                                                           
48 Anatole, p. 183. 

交換はよく似ていることが分かる。 

 ところが、二つの後日談はまったくと言っていいほど異なっている。既に見

たように、『毬打つ猫の店』においては、交換において犠牲者の役割を負ってい

たオーギュスティーヌは本当に死んでしまうのに対し、交換の当事者であるテ

オドールとカリリャーノ夫人が傷つくことはない。これとは対照的に、同じく

犠牲者の立場におかれる『アナトール』のヴァランティーヌは、同居していた

ナンジス家から追放され、社交界でも悪い噂を流されるという苦しみを嘗めは

するものの、最終的には幸せな結婚をする。交換の当事者であるデムランジュ

の方は、アナトールの傷がいをからかう詩を書いて彼と決闘になり、顔に醜い

傷を負ってしまう。同じく交換の当事者であるナンジス夫人は、デムランジュ

との関係やヴァランティーヌに対する卑劣な仕打ちを夫のナンジス氏（ヴァラ

ンティーヌの兄）に知られてしまい、孤立無援の状態に陥った後、ヴァランテ

ィーヌの許しと助けのおかげで夫と和解するに至り、義妹との立場逆転を経験

することになる。 

 要するに、バルザックの小説においては、不道徳で虚偽に満ちた贈与＝交換

を行なった二人の悪人は、互いに反目しつつもそのまま栄え、その犠牲となっ

た弱き善人を殺してしまうのに対し、ゲーの小説においては、そのような贈与

＝交換を行なった二人は罰せられ、その犠牲となるはずだった善人こそが幸福

を手に入れるのである。 

 アナトールが描いたサン＝ドニ修道院の絵については、あまり言うべきこと

はない。それは、彼とヴァランティーヌの仲を取り持った共通の保護者とも言

うべき友人、サン＝タルベールの家に送られ、そこに仮住まいしていたヴァラ

ンティーヌによってしげしげと見つめられた後、小説の結末を待たずに読者の

前から消えてしまう。あえて想像するならば、その絵はしばらくそこにとどま

った後、二人が結婚した時か、あるいは老人であるサン＝タルベールが死ぬ時

に、アナトールとヴァランティーヌの家に飾られることになるだろう。いずれ

にせよ、この絵は上に見た三枚の絵とは違って、「私」と「あなた」、あるいは

「私たち」と「彼ら」といった二者の存在を前提とする贈与＝交換のサイクル

には入らず、「私たち」の共有物にとどまることになりそうだ。 
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この偽りの告白の後、悔悟が本物であることの確かな証拠を贈りたいと思った

伯爵は、紙挟みからヴァランティーヌの肖像画を出し、彼の気持ちの率直さを

保証する生贄として、それを伯爵夫人に引き渡した。 

 もしもほかの状況でこの肖像画を見たとしたら、ナンジス夫人は怒りのあま

り逆上していたことだろう。しかし、捨てられた身を嘆いていたら、罪な男が

許しを請いに来たという場合、何であれ人は腹を立てたりするものだろうか？

彼女はこの浮気の証拠の中に、それに打ち勝った喜びしか見なかった。そして、

彼女の満足した自尊心は、デムランジュ氏の過ちに無数の許すべき理由を見つ

け出した。しかし、彼に対する寛大さを発揮すればするほど、自分の恋敵に対

する恨みはますます勢いづくのだった48。 

 

この肖像画の贈与を、オーギュスティーヌの肖像画のテオドールによるカリリ

ャーノ夫人への贈与と比べてみよう。まず、肖像画の送り手と受け手のどちら

により虚偽があるかを考えると、『毬打つ猫の店』においては、テオドールの気

持ちをまったく受け入れる気のない受け手のカリリャーノ夫人、『アナトール』

においては、肖像画の出所について嘘をついている送り手のデムランジュにあ

ると言える。しかし、虚偽が受け手にあろうと送り手にあろうと、もしも相手

方がこの虚偽を見抜いていたら成立しないはずの交換が行われてしまっている

点では同じである。次に、肖像画に描かれている女性と送り手である男性との

関係を考えると、テオドールはその女性に愛されているが、デムランジュは愛

されていないという違いはあるにせよ、どちらも今ではその女性を愛しておら

ず、肖像画を渡す相手のために犠牲にするつもりだという共通点がある。最後

に、肖像画に描かれている女性と受け手である女性との関係を考えると、カリ

リャーノ夫人はオーギュスティーヌに多少の好奇心以上の関心はないのに対し、

ナンジス夫人はヴァランティーヌを恋敵と考えて嫉妬しているという違いはあ

るが、どちらも生贄となった女性を救うつもりがないところは同じである。こ

のようにまとめると、多少の違いはあるものの、全体としてこの二つの贈与＝

                                                           
48 Anatole, p. 183. 

交換はよく似ていることが分かる。 

 ところが、二つの後日談はまったくと言っていいほど異なっている。既に見

たように、『毬打つ猫の店』においては、交換において犠牲者の役割を負ってい

たオーギュスティーヌは本当に死んでしまうのに対し、交換の当事者であるテ

オドールとカリリャーノ夫人が傷つくことはない。これとは対照的に、同じく

犠牲者の立場におかれる『アナトール』のヴァランティーヌは、同居していた

ナンジス家から追放され、社交界でも悪い噂を流されるという苦しみを嘗めは

するものの、最終的には幸せな結婚をする。交換の当事者であるデムランジュ

の方は、アナトールの傷がいをからかう詩を書いて彼と決闘になり、顔に醜い

傷を負ってしまう。同じく交換の当事者であるナンジス夫人は、デムランジュ

との関係やヴァランティーヌに対する卑劣な仕打ちを夫のナンジス氏（ヴァラ

ンティーヌの兄）に知られてしまい、孤立無援の状態に陥った後、ヴァランテ

ィーヌの許しと助けのおかげで夫と和解するに至り、義妹との立場逆転を経験

することになる。 

 要するに、バルザックの小説においては、不道徳で虚偽に満ちた贈与＝交換

を行なった二人の悪人は、互いに反目しつつもそのまま栄え、その犠牲となっ

た弱き善人を殺してしまうのに対し、ゲーの小説においては、そのような贈与

＝交換を行なった二人は罰せられ、その犠牲となるはずだった善人こそが幸福

を手に入れるのである。 

 アナトールが描いたサン＝ドニ修道院の絵については、あまり言うべきこと

はない。それは、彼とヴァランティーヌの仲を取り持った共通の保護者とも言

うべき友人、サン＝タルベールの家に送られ、そこに仮住まいしていたヴァラ

ンティーヌによってしげしげと見つめられた後、小説の結末を待たずに読者の

前から消えてしまう。あえて想像するならば、その絵はしばらくそこにとどま

った後、二人が結婚した時か、あるいは老人であるサン＝タルベールが死ぬ時

に、アナトールとヴァランティーヌの家に飾られることになるだろう。いずれ

にせよ、この絵は上に見た三枚の絵とは違って、「私」と「あなた」、あるいは

「私たち」と「彼ら」といった二者の存在を前提とする贈与＝交換のサイクル

には入らず、「私たち」の共有物にとどまることになりそうだ。 
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 絵画の贈与と交換という視点から、『毬打つ猫の店』と『アナトール』を比較

すると、バルザックとゲーの小説美学の違いは、いっそう明らかになったよう

に思われる。バルザックにおいては、絵画は他者との何らかの交換のために使

われ、もしもそこに不正があった場合は、だまされた側が埋め合わせをしよう

とする。この世界では、交換と無縁な自律的な価値は存在しておらず、そのこ

とに気づかず自分の夫への愛情には絶対的な力があると過信するオーギュステ

ィーヌは命を失ってしまう。これに対し、ゲーにおいては、そもそも贈与＝交

換という行為自体が、どこか愛情の自律性・無償性を損なうような平俗な取引

を思わせるものとして敬遠され、そのような行為を隠れてしかも不正を恐れず

に行うような人々は、何らかの形でその報いを受ける。ヴァランティーヌとア

ナトールの閉じた「私たち」の関係は、いかなる形によっても揺らぐことがな

い。このように整理すると、少なくともモース的な観点から見た場合には、バ

ルザックの小説はより現実の社会を模した形で描かれており、ゲーの小説は現

実よりも夢想の実現を描くことに注力していると言えるだろう。 

 

おわりに 

 
 バルザックの『毬打つ猫の店』とソフィー・ゲーの『アナトール』は、きわ

めてよく似たエピソードを含んでおり、さまざまな状況証拠から判断すると、

バルザックがゲーの小説から発想を得た可能性は非常に高い。その真相は分か

らないが、われわれにとって重要なのは影響関係の特定ではなく、似たエピソ

ードがあるからこそ、容易に両作の比較が可能になるという事実である。バル

ザックは小説の価値はその細部にあると言ったが、骨組みが同じであるがゆえ

に、細部の違いが明白になり、二人の作家の小説美学の違いもはっきり浮かび

上がってくる。本稿では、絵の制作、展示、贈与という三段階に分けて検討し

たが、細部の違いは想像以上に大きく、どの段階においてもそれぞれの作家の

目指す方向性がはっきりと刻印されていた。その分析においては、ジェンダー

研究の基本概念である男性支配、ジラールの三角形的欲望、モースの贈与＝交

換といった、人文社会学のさまざまな知見が大いに役立った。 

 もちろん、そこから導かれる全体としての結論は、さして目新しいものでは

ないかもしれない。バルザックの書き方は、男性支配的、現実模倣的であるの

に対し、ゲーの書き方は、男女平等的、夢想的、勧善懲悪的である。バルザッ

クにおいては、主人公カップルの愛は存続のために他者を必要とするが、ゲー

の場合は二人だけで充足した世界を作れてしまう。二人の小説美学は正反対と

いってよいが、一概にどちらが優れていると決めることはできないだろう。そ

もそも、バルザックの男性支配的な書き方もまた、一つの夢想であるとみなし

得るし、ゲーは脇役たちによって現実の暴力的な面もしっかりとらえている。 

 その上であえて『アナトール』を評価するならば、サロンにいることが多い

登場人物たちのしばしば冗長な会話が若干気になるものの、少なくとも絵に関

わるエピソードの組み立ては手が込んでいて、よく考えられていると思われる。

バルザックが『アナトール』を読んでから『毬打つ猫の店』を書いたのだとし

たら、よく書けていない部分を直したというよりは、よく書けている部分を換

骨奪胎したのだと考えるべきだろう。バルザックは確かに新しい小説スタイル

を構築したが、あらゆる作家と同じく、過去の文学に多くを負っている。同じ

ようなエピソードを見つけて、その細部を比較するという本稿の方法か、ある

いはまた別の方法により、今も読まれているかあるいは忘れられてしまった同

時代の作家とバルザックを読み比べることで、19 世紀前半の文学場についての

理解を深める試みを今後も続けたい。その際、女性作家にとりわけ注目する理

由はもちろん、バルザックが彼女たちから受けた影響を隠しているように見え

るからで、隠されているものの中にこそ興味深い発見があるのではないかと期

待するからである。 
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 絵画の贈与と交換という視点から、『毬打つ猫の店』と『アナトール』を比較

すると、バルザックとゲーの小説美学の違いは、いっそう明らかになったよう

に思われる。バルザックにおいては、絵画は他者との何らかの交換のために使

われ、もしもそこに不正があった場合は、だまされた側が埋め合わせをしよう

とする。この世界では、交換と無縁な自律的な価値は存在しておらず、そのこ

とに気づかず自分の夫への愛情には絶対的な力があると過信するオーギュステ

ィーヌは命を失ってしまう。これに対し、ゲーにおいては、そもそも贈与＝交

換という行為自体が、どこか愛情の自律性・無償性を損なうような平俗な取引

を思わせるものとして敬遠され、そのような行為を隠れてしかも不正を恐れず

に行うような人々は、何らかの形でその報いを受ける。ヴァランティーヌとア

ナトールの閉じた「私たち」の関係は、いかなる形によっても揺らぐことがな

い。このように整理すると、少なくともモース的な観点から見た場合には、バ

ルザックの小説はより現実の社会を模した形で描かれており、ゲーの小説は現

実よりも夢想の実現を描くことに注力していると言えるだろう。 

 

おわりに 

 
 バルザックの『毬打つ猫の店』とソフィー・ゲーの『アナトール』は、きわ

めてよく似たエピソードを含んでおり、さまざまな状況証拠から判断すると、

バルザックがゲーの小説から発想を得た可能性は非常に高い。その真相は分か

らないが、われわれにとって重要なのは影響関係の特定ではなく、似たエピソ

ードがあるからこそ、容易に両作の比較が可能になるという事実である。バル

ザックは小説の価値はその細部にあると言ったが、骨組みが同じであるがゆえ

に、細部の違いが明白になり、二人の作家の小説美学の違いもはっきり浮かび

上がってくる。本稿では、絵の制作、展示、贈与という三段階に分けて検討し

たが、細部の違いは想像以上に大きく、どの段階においてもそれぞれの作家の

目指す方向性がはっきりと刻印されていた。その分析においては、ジェンダー

研究の基本概念である男性支配、ジラールの三角形的欲望、モースの贈与＝交

換といった、人文社会学のさまざまな知見が大いに役立った。 

 もちろん、そこから導かれる全体としての結論は、さして目新しいものでは

ないかもしれない。バルザックの書き方は、男性支配的、現実模倣的であるの

に対し、ゲーの書き方は、男女平等的、夢想的、勧善懲悪的である。バルザッ

クにおいては、主人公カップルの愛は存続のために他者を必要とするが、ゲー

の場合は二人だけで充足した世界を作れてしまう。二人の小説美学は正反対と

いってよいが、一概にどちらが優れていると決めることはできないだろう。そ

もそも、バルザックの男性支配的な書き方もまた、一つの夢想であるとみなし

得るし、ゲーは脇役たちによって現実の暴力的な面もしっかりとらえている。 

 その上であえて『アナトール』を評価するならば、サロンにいることが多い

登場人物たちのしばしば冗長な会話が若干気になるものの、少なくとも絵に関

わるエピソードの組み立ては手が込んでいて、よく考えられていると思われる。

バルザックが『アナトール』を読んでから『毬打つ猫の店』を書いたのだとし

たら、よく書けていない部分を直したというよりは、よく書けている部分を換

骨奪胎したのだと考えるべきだろう。バルザックは確かに新しい小説スタイル

を構築したが、あらゆる作家と同じく、過去の文学に多くを負っている。同じ

ようなエピソードを見つけて、その細部を比較するという本稿の方法か、ある

いはまた別の方法により、今も読まれているかあるいは忘れられてしまった同

時代の作家とバルザックを読み比べることで、19 世紀前半の文学場についての

理解を深める試みを今後も続けたい。その際、女性作家にとりわけ注目する理

由はもちろん、バルザックが彼女たちから受けた影響を隠しているように見え

るからで、隠されているものの中にこそ興味深い発見があるのではないかと期

待するからである。 
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