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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（3）―

東　　　辰之介

エレノールのモデル：リンゼー夫人

　ソフィー・ゲーの『エレノール』は、『ラ・プレス』紙上で、前半が 1843年、

後半が 1846年に連載された後、それぞれ 1844年と 1846年に単行本として

出版された長編小説である 1。コンスタンの『アドルフ』に登場するアドルフも

エレノールも実在の人物であるという想定の下で、前半はアドルフに会うまで

の、後半はアドルフに会ってからのエレノールの生涯が描かれている。三人称

小説であるが、作品全体がほぼエレノールの視点から書かれており、コンスタ

ンの小説の特徴をなすアドルフによる言説の独占はもちろん失われている。

　ソフィー・ゲーの情報源は、その半生を彼女に直接語ってくれたエレノール

本人とされている。1776年生まれで、若い頃から社交界に出入りしていたゲー

は、その年齢と経験を利用して、歴史の生き証人という資格を自分に与えるこ

とができた。いつの時代の話なのか明示することを避けている『アドルフ』と

違って、『エレノール』は歴史的事件や実在の人物に頻繁に言及するのだが、そ

の歴史の中にはソフィー・ゲーの居場所もある。作品冒頭、「序文」において、

彼女はエレノールとの出会いを次のように語っている。

いくつかのほとんど透けて見えるヴェールを除けば、事件の真実よりはむ

しろ性格の真実を堂々と示している小説のヒロインに、正当にも高名な男

1 『エレノール』の参照にあたっては、以下の版を使用する。Sophie Gay, Ellénore, 
Paris, Michel Lévy frères, coll. « Michel Lévy », 1864, 2 vol : t. I, 316 pages ; t. II, 355 pages.
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性が選んだあの才女エレノール、美しいマンズレー夫人に私が初めて会っ

たのは、執政政府時代、当時の最も傑出した人々が何人もその場にいたコ

ンドルセ侯爵夫人宅での正餐においてだった。アドルフが描いたエレノー

ル像は、自分の利益を考える気持ちの影響下で書かれており、確かに彼が

見たままなのだろうが、親族や友人が彼女だと認めることのできるような

ものではない。愛は正しく見ることを妨げる。自分を褒め、貶す必要もま

た感じていたアドルフの愛は、あらゆる自分の心の一貫性のなさの原因を、

不当に賞賛し、非難しなければならなかった。しかし、いったい誰が、あ

んなにも魅力的な作品を生み出した錯覚の悪口を言えることだろう！ 2

　ここでゲーは、『アドルフ』にはない「マンズレー夫人」という名前をエレノー

ルに与えた上で、執政政府時代（1799-1804）に確かにサロンを開いていたコン

ドルセ夫人と同じような実在人物として、彼女を扱っている。その彼女を知っ

ているゲーから見ると、アドルフが描くエレノールは、あまりに一面的な描

かれ方をしているということのようだ。『アドルフ』を読んでいるだけでは見え

てこない、エレノールの真実の姿を描くことが『エレノール』の目的なのだと

いうことが、この時点で早くも見えてくる。ただし、『アドルフ』という作品そ

のものは高く評価されていることをここで確認しておこう。「序文」の最後は、

1802年には処女作『ロール・デステル Laure d’Estell』を発表していたゲーの伝

記的事実ともおよそ符合するような形で締めくくられている。

2 Ibid., t. I, p. 1 : « C’est sous le Consulat, à un dîner chez la marquise de Condorcet, où se 
trouvaient plusieurs des personnes des (sic) plus remarquables de ce temps, que je vis pour 
la première fois la belle madame Mansley, cette spirituelle Ellénore qu’un homme justement 
célèbre a choisi pour l’héroïne d’un roman qui, sauf quelques voiles très-diaphanes, montre 
avec confiance la vérité des caractères plutôt que celle des faits. Le portrait qu’a tracé Adolphe 
d’Ellénore, écrit sous l’influence d’un sentiment intéressé, est bien celui qu’il a vu, mais non pas 
celui qui la ferait reconnaître par ses parents et par ses amis. L’amour n’est pas sujet à voir juste 
; celui d’Adolphe, qui éprouvait également le besoin de se vanter et de se décrier, devait louer 
et blâmer à faux la cause de toutes ses inconséquences de cœur ; mais qui oserait médire des 
illusions qui ont produit un si charmant ouvrage ! »
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「私はいつも中傷されてきました」と彼女は私に言った。「私の置かれてい

る立場が、私を有罪にしてしまうのです。私は人に知られずに死ぬことで

しょう。私に少ししか会ったことのない人たちの意見においては、私は彼

らが軽蔑する権利のある女たちと一緒にされてしまうのかと思うと、この

上なく悲しい気分になります。これは確かに弱さかもしれません」と彼女

は付け加えた。「私の友人たちに評価してもらえれば、それで十分のはず

です。でも、それだって私が死んだ後も存続するためには、よい証言によっ

て支えられる必要があるのです。あなたは想像上の不幸を書いて面白がっ

ていますね。多くの奇妙な出来事を通じて、私を今いる地位に追いやった

不幸の真実の物語を、いつか出版すると約束してくださいな 3。」

　この依頼を「口述して下さい、私が書きます 4」と言って引き受けたゲーは、

世間の中傷に苦しむエレノールの代弁者として、彼女の生涯の真実を後世に伝

える責務を担う。彼女の作品で描かれるエレノールは、『アドルフ』のエレノー

ルとはまったく違った人物になることだろう。その限りにおいて、『エレノー

ル』は、抑圧されていた女性の声を解放することで、『アドルフ』を書き換えた

作品であるとひとまずは言うことができる。

　シルヴィア・ロルッソによる最近の研究論文「エレノールの声―コンスタ

ンを書き直すソフィー・ゲー」もまた、そのような観点から『エレノール』につ

いて考察している 5。ロルッソは、ソフィー・ゲーが、「アドルフが歪曲したか

3 Ibid., t. I, p. 9-10 : « J’ai toujours été calomniée, me dit-elle ; ma situation m’accuse, 
je mourrai sans être connue, et l’idée d’être confondue, dans l’opinion des gens qui m’ont 
seulement entrevue, avec les femmes qu’ils ont le droit de mépriser, m’afflige au dernier point. 
C’est une faiblesse, sans doute, ajouta-t-elle, l’estime de mes amis devrait me suffire ; mais celle-
là même a besoin d’être soutenue par de bons témoignages pour me survivre. Vous qui vous 
amusez à écrire des malheurs imaginaires, promettez-moi de publier un jour le récit véridique de 
ceux qui m’ont conduite, à travers tant d’événements étranges, à la place que j’occupe. »
4 Ibid., t. I, p. 10 : « Dictez et j’écrirai. »
5 Silvia Lorusso, « La voix d’Ellénore. Sophie Gay corrige Constant », in La littérature en 
bas-bleus. Romancières sous la Restauration et la monarchie de Juillet (1815-1848), sous la 
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もしれない真実を取り戻すために、有名な恋人たちの不幸な話を書き直し 6」た、

と表現している。

　ロルッソはまた、『エレノール』に対して読者が持ち得る興味を二つに分類し

ている。一つは、『エレノール』全編に関わるもので、作品内で小説的な事件が

たくさん起こり、歴史的人物や事件を通じてフランス史を概観できることだと

言う。この興味は『アドルフ』から完全に独立しており、テオフィル・ゴーティ

エはこの側面をとらえてこの作品を歴史小説に分類しているほどである 7。も

う一つは、『エレノール』後半のみに関わるもので、『アドルフ』に語られている

二人の恋人の物語が、どのように書き換えられているかを比較して読めること

だと言う。この興味はもちろん『アドルフ』を先に読んでいることを前提とす

る。ロルッソは、『アドルフ』からのそのままの引用、同じ事件が違う意味を込

められて語られること、コンスタンの経歴がアドルフの造形に使われることな

どを、その例として挙げている。なかでも、アドルフがエレノールの代わりに

選ぶのが、アドルフの父ではなくて、スタール夫人を明らかにモデルとしてい

る女性登場人物（セルドルフ夫人）になっているという指摘は注目される。

　しかし、ロルッソが続けて言うように、「コンスタンを書き直すソフィー・

ゲー」の最大の目的は、エレノールの無罪を証明することである。ここでロルッ

ソは、『エレノール』が十九世紀初頭の感傷小説のスタイルによって書かれてお

り、そのせいで無罪のハードルがきわめて高くなっていることに注目させる。

direction d’Andrea Del Lungo et Brigitte Louichon, Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/
féminin dans l’Europe moderne », N° 1, 2010, p. 345-357.
6 Ibid., p. 345 : « récrire la malheureuse histoire des célèbres amants pour rétablir la vérité 
qu’Adolphe aurait défigurée »
7 「七月革命に続く時期には、ゲー夫人は一連の歴史小説を発表して大成功した。

『シャトールー公爵夫人』、『オルタンス・マンチーニ』、『ギーシュ伯爵』、『マリー・ド

ルレアン』、そして『エレノール』である。」Théophile Gautier, Portraits contemporains: 
littérateurs, peintres, sculpteurs, artistes dramatiques, deuxième édition, Paris, Charpentier et 
Cie, 1874, p. 30 : « Dans la période qui suivit la révolution de Juillet, madame Gay fit paraître 
une suite de romans historiques qui eurent beaucoup de succès : la Duchesse de Châteauroux, 
Hortense Mancini, le Comte de Guiche, Marie d’Orléans, puis Ellénore. »
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なぜなら、「結婚における愛 8」以外の男女関係は有罪となってしまう感傷小説

のコードにおいて、愛人との間に子供を作ったエレノールを赦免するためには、

それ相応の理由が必要だからである。そのためにソフィー・ゲーが取った戦

略は、「まさしく感傷小説がそう望むように、不当に迫害された無実の犠牲者

にエレノールを変容させること 9」だった。こうしてロルッソは、『エレノール』

全編において繰り返される迫害を六段階に整理し、ソフィー・ゲーのやや単調

とも言える小説技法を浮かび上がらせる。例えば、迫害の第三段階は次のよう

に要約されている。

三番目の迫害は、最も現実離れしている。魅力的な男、フレデリック・ド・

ロズモンが彼女に恋をし、彼女を救い出して結婚する。二人には子供がで

きる。しかし、しばらくすると、結婚は偽のものだったこと、彼女に恋し

ていたのは本当だったが、フレデリックは彼女のためらいを消すために一

芝居打ったにすぎないこと、そして大革命のせいで生じた損害から貴族の

家族を救うために、醜いが金持ちの女と彼が結婚したばかりであることを

エレノールは発見する 10。

　偽司祭まで使った巧妙な偽装結婚にだまされたのであれば、エレノールに罪

はない。しかし、このような「現実離れ」した設定を使うことは、実在人物の

伝記を標榜していたはずの小説から、本当らしさを奪う可能性もある。少なく

ともロルッソはそう考えているようで、『エレノール』の結末のエピソードにも、

8 Silvia Lorusso, op. cit., p. 357 : « l’amour dans le mariage »
9 Ibid., p. 353 : « transformer Ellénore en victime innocente et injustement persécutée, 
précisément comme le voulait le roman sentimental »
10 Ibid., p. 354 : « Troisième persécution, la plus romanesque : Frédérik de Rosmond, un 
homme charmant, tombe amoureux d’elle, la sauve et l’épouse. Ils ont un enfant. Mais après 
quelques temps, Ellénore découvre que le mariage était faux, que, quoique vraiment amoureux 
d’elle, Frédérik avait joué la comédie pour vaincre ses scrupules et qu’il vient de se marier avec 
une femme laide et riche pour sauver sa noble famille des pertes causées par la Révolution. »
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感傷小説のコードの過剰な適用を認めている。アドルフとの愛の成就に失敗し

たエレノールは、感傷小説のルールにしたがって死ぬことになるのだが、さら

に重要なことは、彼女が死の直前に、彼女のことを愛しているが、彼女自身が

愛しているわけではない青年と結婚することだとロルッソは言う。彼女は『ア

ドルフ』と『エレノール』を比較して、次のように結論している。

コンスタンの小説において結婚が問題となることはない。女性が愛人に要

求するのは愛だけである。反対に、『エレノール』がその視野に収めている

のは、あらゆる感傷小説と同じように結婚における愛だけである。さもな

ければ死しかない。このかなり奇妙な結末は、結婚を死に結びつけている

が、その理由は主人公が自分の愛する男と結婚できなかったからである。

この悲しい結婚は、小説が発表された保守的な新聞のイデオロギーに納め

られた貢物でしかないように見えるが、それだけでなく、今や時代遅れと

なった小説コードへの貢物でもあるのである 11。

　ロルッソの議論を整理すると、彼女の『エレノール』に対する評価があまり

高くないのは明らかである。ソフィー・ゲーは、心理小説の傑作とされる『ア

ドルフ』を、ありふれた時代遅れの感傷小説に変えてしまった。『エレノール』

の後半には、いくつか『アドルフ』と興味深い比較をすることが可能な部分も

あるけれど、エレノールがアドルフに求めているものが、愛よりはむしろ結婚

になってしまっている以上、両作を隔てる溝はあまりにも深い。全体として『エ

レノール』は、『アドルフ』の看板を借りただけの、歴史小説と感傷小説を混合

した平凡な小説にすぎないとロルッソは考えているようだ。

11 Ibid., p. 357 : « Dans le roman de Constant il n’est jamais question de mariage : la femme 
ne réclame que l’amour de l’amant. Au contraire, l’horizon d’Ellénore comme celui de tous les 
romans sentimentaux, ne prévoit l’amour que dans le mariage. Sinon il n’y a que la mort. Cette 
fin assez bizarre associe le mariage à la mort, parce que la protagoniste ne peut pas se marier 
avec l’homme qu’elle aime. Ce triste mariage ne paraît qu’un tribut payé à l’idéologie du journal 
conservateur où le roman était publié ; mais aussi à un code romanesque désormais suranné. »



－ 169－

バルザック『田舎ミューズ』とソフィー・ゲー『エレノール』

　ロルッソによる『エレノール』読解には賛同できる点が多い。確かに、『エレ

ノール』による『アドルフ』の書き換えは、エレノールを無実の犠牲者として描

き直すことに力点があり、コンスタンの小説に対する批評的作品と呼ぶには、

あまりに原作から離れてしまっている。そもそも、ソフィー・ゲーはエレノー

ルとアドルフの関係を未遂に終わらせており、別れたい男と別れたくない女の

間の葛藤を描いた『アドルフ』とは物語の基本的な条件がまったく異なってい

る。「結論」と題された『エレノール』の結末部は、次のように終わっている。

エレノールがアドルフの思い出の中に残した後悔と、自分の愛を実際より

も美しく見えるように話したい、自分が愛した女性のことを誰のことだか

分からないように話したいという欲求が、彼によって書かれ、彼の人生そ

のものよりもずっと優れている素晴らしい小説を私たちにもたらした。そ

の理由はごく単純である。知性は選ぶけれども、友情は語るだけだからで

ある 12。

　小説としての『アドルフ』の完成度を称賛しながらも、自分の『エレノール』

こそが真実を語っているのだというソフィー・ゲーの主張は、実際にはそれが

感傷小説のコードによって書かれていることを示したロルッソの視点から見る

と、単なる強弁にすぎない。『エレノール』を歴史小説に分類して、『アドルフ』

との関係や、通俗的な感傷小説としての側面を語らずに済ませたテオフィル・

ゴーティエこそが、もっとも妥当で賢い批評的立場を取ったと言えるのかもし

れない。

　しかしながら、ロルッソは『エレノール』を読解するにあたり、一つ重要な

事実を見落としている。あるいは、議論をシンプルに進めるためにあえて無視

12 Sophie Gay, Ellénore, op. cit., t. II, p. 355 : « Les regrets qu’Ellénore laissa dans le souvenir 
d’Adolphe, le besoin de parler de son amour, en le flattant, et de celle qu’il avait aimée, sans la 
faire reconnaître, nous a valu un délicieux roman, écrit par lui, et bien supérieur à son histoire. 
Cela est tout simple : l’esprit choisit, l’amitié raconte. »
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している。それは、ソフィー・ゲーがエレノールの真実を伝えたいと言う時、

彼女がやろうとしていたのは、エレノールのモデルとされた実在人物、アンナ・

リンゼーの生涯を小説化することだったという事実である。

　エレノールのモデルと言えば、スタール夫人が最も有名であるが、リンゼー

夫人もまたその有力な候補であった。エレノールのモデル探しの歴史を綿密に

考証したポール・デルブイユは、この論争の大局をスタール夫人派とリンゼー

夫人派の対立ととらえた上で、この両陣営の周辺に、折衷案を唱える人々や別

のモデルの可能性を指摘する人々を配している 13。ゲーはもちろんリンゼー夫

人派だった。デルブイユは、「自分をほとんど有利にしないと思われる語りを

修正したかった彼女は、小説『エレノール』（1844-1846）の執筆をソフィー・ゲー

に提案した可能性がある。この小説は、『アドルフ』の作者との彼女の関係の物

語を、ほとんど事実そのままに語っている 14」と述べている。ゲーがエレノー

ルに与えた「マンズレー夫人」という名前は、リンゼー夫人から来ているので

ある。デルブイユが引用しているように、同時代の女性作家オルタンス・ア

ラールもまた、ゲーのエレノールがリンゼー夫人であるという証言を残してい

る 15。

13 Paul Delbouille, Genèse, structure et destin d’Adolphe, Paris, Société d’Edition « Les Belles 
Lettres », 1971, p. 436-460. なお、デルブイユによれば、1952年に出版されたコンスタ

ンの日記により、彼が結婚することになるシャルロット・デュ・テルトルが『アドル

フ』の執筆開始に大きな影響を与えたことが判明した頃には、小説中の人物であるエ

レノールに現実のモデルを見つけるという作業そのものの意味を疑問視する研究者が

増えていた。

14 Ibid., p. 437 : « soucieuse de corriger une narration qui ne l’avantage guère, lui semble-t-il, 
elle aurait suggéré à Sophie Gay de composer ce roman d’Ellénore (1844-1846) qui raconte, à 
peine romancée, l’histoire de sa liaison avec l’auteur d’Adolphe. »
15 「アムラン夫人は、ゲー夫人によって描かれたＢ・コンスタンとＬ夫人のことを

語っているのですが、私にこう言っています。『ああ！もしもあの魅力的な人たちが、

自分があんな風にみっともない格好をさせられているのを見たとしたら、どうなる

ことでしょう。』」Hortense Allart de Méritens, Lettres inédites à Sainte-Beuve (1841-1848), 
avec une introduction et des notes par Léon Séché, deuxième édition, Paris, Mercure de France, 
1908, p. 195 : « Elle (=Mme Hamelin) me parle de B. Constant et de Mme L. peints par Mme Gay, 
et me dit : « Dieu ! si ces charmants esprits se voyaient fagottés (sic) de la sorte ! » » (15 mars 
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　コンスタンとの書簡集に収録されているリンゼー夫人の伝記を参照しなが

ら、ゲーのエレノールの生涯がどれほどリンゼー夫人の生涯に酷似しているか、

主要な相違点も含めて確認しておこう 16。この伝記の執筆者であるコンスタン・

ド・ルベック男爵夫人は、ゲーの『エレノール』を「信頼のおけない資料 17」で

あると書いており、この伝記が小説から抽出されたものである可能性を考慮す

る必要はない。彼女が依拠しているのは、この書簡集の序文の執筆者でもある

著名な文学研究者、フェルナン・バルダンスペルジェの論文である 18。

　アンナ = シュザンヌ・リンゼーは、1764年、カレー（Calais）で宿屋を営む

貧しいアイルランド人夫婦の家に生まれた。幼少時から優美さと知性に恵まれ

ていた彼女は、一家の保護者であったフィツ = ジャメ公爵夫妻に養子として

引き取られ、貴族的な教育を授けられた。しかしながら、美しく成長した彼女

に嫉妬した公爵夫人によって、女中のように扱われてしまう。アンナがこの状

況から逃れることができたのは、公爵家の友人であるド・コンフラン氏の愛人

になることによってだった。

　ゲーのエレノールもまた、父エドウィン・マンズレーが軍人という違いこそ

あれ、フランスに住む貧しいアイルランド人である。彼女は父の保護者だった

モンテヴルー公爵夫妻に育てられた後、夫人の嫉妬から身を守るために、一家

の友人だったクロワヴィル侯爵の城へと引っ越す。けれども、彼女はクロワ

ヴィルの愛人ではない。そうなる前にエレノールは、ロズモン侯爵の手引きに

よって、今度は城から逃げ出すことに成功する。ところがこのロズモン侯爵は、

1846) ちなみに、この手紙の受取人であるサント = ブーヴも、「エレノールのモデル

はリンゼー夫人だった」と断言したことがある。Sainte-Beuve, « Madame de Staël » dans 
Portraits de femmes, édition présentée, établie et annotée par Gérald Antoine de l’Institut, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 1998, p. 202 : « L’original d’Ellénore était Mme Lindsay »
16 Benjamin Constant, L’Inconnue d’Adolphe. Correspondance de Benjamin Constant et d’Anna 
Lindsay, publiée par la baronne Constant de Rebecque, préface de Fernand Baldensperger, Paris, 
Plon, 1933, p. XIII-XXIX, « Note biographique sur Madame Lindsay »
17 Ibid., p. XIII : « un document peu sûr »
18 Fernand Baldensperger, « Dans l’intimité d’Ellénore », dans Revue de littérature comparée,
t. 6, 1926, p. 79-114.
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すでに見たように、彼女を偽装結婚によってだます悪い男であった。エレノー

ルはロズモンとの間に一男をもうけている。

　アンナの二番目の愛人、イギリス将校のルイス・ドラモンドは、ロズモンに

よく似ている。秘密結婚をして彼女にリンゼーという名前を与え、1788年に

一男をもうけた後、彼女をパリに捨ててスコットランドに帰り、金持ちの女性

と結婚してしまう。保護者を失ったリンゼー夫人は、フランス貴族のオーギュ

スト・ド・ラモワニョンの愛人となる。革命によってラモワニョンが亡命を余

儀なくされると、彼女は 1792年にブリュッセル、1794年にはロンドンに同

行する。彼女がそこで開いたサロンは、フランス亡命貴族たちの社交場となっ

た。彼女はさらに、アイルランド国籍を生かして危険な時期にたびたびフラン

スに渡り、友人たちのために情報交換役をつとめた。1799年にフランスに帰

国すると、ラモワニョンを筆頭とする亡命貴族たちの帰国許可を取るために奔

走し、それにも成功する。ラモワニョンとの間には、一男一女をもうけている。

そしてこの時期、彼女は俳優タルマの妻だったジュリー・タルマと友人になり、

彼女を介して 1800年 10月にコンスタンと出会う。

　ゲーのエレノールは、ロズモンの裏切りを知った後、いくつかの事情によっ

て、ブリュッセルで子供と静かに暮らそうと決意する。しかし、亡命貴族たち

との付き合いを避けることができず、彼女に恋したアルベール・ド・サヴェル

ノンに付きまとわれるようになる。このサヴェルノンのモデルは、ラモワニョ

ンだと考えてよい。エレノールは心を動かされるが、これ以上自分の評判を落

としたくないと思い、彼を避けてロンドンに逃げる。しかし、サヴェルノンは

あきらめずに追ってくる。結局、リンゼー夫人よりも数年早く、恐怖政治の只

中に一人フランスに帰国したエレノールは、すぐにタルマ夫人（実在人物のま

ま登場）と知り合い、1794年 7月のロベスピエール失脚の後、友人の帰国許

可を取るための運動を開始する。半年もすると、彼女のおかげでサヴェルノ

ンはパリに戻り、彼女は彼の「愛人」または「献身的な友人」となる 19。そして

19 Sophie Gay, Ellénore, op. cit., t. I, p. 2 : « la maîtresse », « l’amie dévouée »
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1795年の初頭には、エレノールはタルマ夫人を介してアドルフと出会う。こ

れはリンゼー夫人とコンスタンの出会いより 5年近く早い。エレノールとア

ドルフは、つかず離れずの関係を長く続けることになる。

　これに対して、リンゼー夫人とコンスタンの愛人関係は、出会って一か月後

の 1800年 11月に始まり、早くも 1801年 6月には下り坂に入るが、1805年か、

あるいはもっと先まで断続的に続く。コンスタンは 1806年に『アドルフ』を下

書きし、1816年に出版する。リンゼー夫人は、1815年 1月 6日まではパリ

にいた記録があるが 20、その後アングレームに転居したらしく、そこで 1820
年 12月 30日に 56歳で亡くなっている。ここで一つ重要な事実は、この時彼

女には 20歳年下の最後の愛人がいて、彼女を献身的に看病した彼を包括受遺

者に指定していたことである。この史実からすると、『エレノール』の結末の結

婚はさほど奇妙なものではないことになる。

　ゲーのエレノールとアドルフの距離は、総裁政府（1795-1799）と執政政府

（1799-1804）の期間を通じて徐々に縮まっていく。エレノールは、政治的な危

険を逃れるために、1801年頃から一時期ロンドンに滞在する。パリに戻って

しばらくすると、第一帝政（1804-1814）が始まる。病気の療養のためにスイス

に出発したエレノールは、その道中に現われたアドルフから愛を告白される。

エレノールも愛を誓うが、結婚が前提だと釘をさす。結局、アドルフは皇帝に

追放されたセルドルフ夫人（スタール夫人をモデルとする人物、実際の追放は

1803年）を選ぶ。死を覚悟したエレノールは、彼女がかつて善意から匿った

ことがあり、それ以来彼女を熱愛している若者リュシアン・ド・マヌレーと結

婚する。その直後の彼女の死は、1805年頃と推定される。

　このように比較すると、ゲーのエレノールとリンゼー夫人の生涯は、とりわ

けアドルフに出会う前の時期について、きわめてよく似ていることが分かる。

リンゼー夫人の愛人関係に関する部分については、それを未遂に終わったこと

20 この情報は別の著作から得た。André Monglond, Vies préromantiques, Paris, Les Presses 
françaises et Les Belles-Lettres, 1925, p. 238.
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にしたり、愛人か友人かはっきりと分からないように変えたりはするが、現実

のモデルとの対応関係は疑う余地がない。ロルッソが指摘する、現実離れした

偽装結婚や死の直前の奇妙な結婚も、実際にあった秘密結婚や最後の愛人への

遺贈を下敷きにしている。『エレノール』が感傷小説であることを否定するわけ

ではないが、ロルッソのように、このようなエピソードを強調して作品全体を

論じることは、『エレノール』の読み方としてやや偏っているように思われる。

　エレノールがアドルフと出会ってからの部分、すなわち『エレノール』の後

半は、リンゼー夫人の伝記との違いが大きくなってくる。しかしそれもすべて、

エレノールとアドルフの関係を未遂に終わらせるという選択をしたことの必然

的な結果である。『アドルフ』という傑作の名前を利用して読者の興味を引きつ

けようとする時、ある程度まではアドルフ不在で物語を書き進めることも可能

だろうが、ゲーの判断ではそれが許されるのは作品全体の半分までだった。前

半と同じほどに長い物語を、二人の関係を完遂させずに続けるためには、なる

べく早めにアドルフとエレノールが出会うようにし、彼らの関係の進展を若い

頃に自分が見聞した当時の歴史的エピソードに絡めてゆっくりと語るのが、最

善の方法だと彼女には思われたのではないだろうか。

　しかしもちろん、『リンゼー夫人』ではなく、『エレノール』というタイトルの

本を書く以上、アドルフに出会う前のエレノールの人生をあまりにも長く書い

てしまうと、読者を失望させる恐れがある。この点については何とも言い難い

が、『エレノール』の序文を読み直すと、そのような批判を避けるための最低限

の手続きは取られているように思える。というのも、作者ソフィー・ゲーがエ

レノールに最初に会ったのは、すでに見たように執政政府（1799-1804）の時代

とされており、その後、「父が亡くなった後にした旅行の際に、ロンドンで 21」、

エレノールから真実の本を書いてくれと頼まれたことになっているからであ

る。ゲーの父がいつ死亡したのかは残念ながら不明だが、小説内の記述によれ

21 Sophie Gay, Ellénore, op. cit., t. I, p. 9 : « à Londres, lors du voyage que je fis après la mort 
de mon père »
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ば、エレノールが 1799年以降ロンドンにいたのは 1801年からの一時期のみ

であり、エレノールは 1804年の政変時にも、1805年の死亡時にもフランス

にいた。だとすると、エレノールが望んでいる名誉回復とは、1806年に下書

きされ、1816年に出版されることになる『アドルフ』とはまったく関係がなく、

まだ表面上は単なる友人でしかなったアドルフとも、ほとんど関係がないこと

になる。実際、伝記執筆の依頼をするエレノールに、『アドルフ』という本に言

及させるようなアナクロニズムをゲーは犯していない。こうした小説内の整合

性からすれば、アドルフに出会う前のエレノールの人生について、その無実を

延々と証明するために書かれたような『エレノール』前半は、不必要どころか

最も重要な部分だとさえ考えられるのである。

　以上をふまえると、『エレノール』を『アドルフ』の書き換えとみなして読む

ことの批評的意味は決して自明ではなく、後半に少し認められる対応部分を比

較して満足するか、あるいは全体として平凡な方向に書き換えられてしまった

と嘆息するしかないようにも思える。しかしながら、本稿の立場はそうではな

い。ウォーラーとともに考察したように、『アドルフ』はきわめて男性中心的な

視点から書かれていた。そこでは、エレノールは頑固で怒りっぽい女性として

描かれている。これを女性であるエレノールの視点から書き直すならば、一種

の仕返しとして、アドルフを偽善的で卑怯な男性として描くというような選択

をすることが論理的には可能である。けれども、実際上はどうか。1830年に

没しているとは言え、アドルフのモデルだと誰もが思っている大人物コンスタ

ンを、特別な権力は何もない女性小説家が軽率に批判するのは、あまりに危険

な行為ではないだろうか。そもそも『エレノール』というタイトルによって、『ア

ドルフ』の愛読者の興味を引きつける戦略を取っている以上、コンスタンへの

あからさまな非難と取られるようなことを書くのはあまり得策ではない。さ

らに言えば、十九世紀前半のフランスは男性中心社会であり、そこで男性作家

たちとうまく折り合いをつけてやってきたに違いないベテランの女性作家とし

て、ここであえて男性大作家の傑作を毀損するのは一種の自殺行為となり得

る 22。
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　『エレノール』の中に、コンスタンと『アドルフ』に対するお世辞が散りばめ

られているのはすでに見た。それらは、もちろんゲーの本心かもしれないが、

何よりもまず自己防御の言葉である。コンスタン＝アドルフを直接批判せず

に、『アドルフ』という作品の男性中心主義を批判するにはどうしたらよいか。

おそらく、この目的を達成するために必要だったのが、『エレノール』前半に登

場する悪い男たちなのである。モデルがいるとは言え、ほとんど無名の男たち

を使って男性のエゴイズムを非難することができれば、アドルフをさほど悪い

男として描かなくて済む。この作業をくり返し行なっているのが、『エレノー

ル』の前半なのだと思われる。

　こうして『エレノール』の後半、コンスタンの伝記的事実が加味されること

によって、『アドルフ』のアドルフ以上にコンスタンに似ているゲーのアドルフ

は、それほど悪くはない男として登場する。しかしながら、コンスタンのよう

な長い心理分析をすることのないゲーにとって、モデルのコンスタンに遠慮し

ながら、取り立てて悪事を働くわけでもない男と女の関係を長い小説に仕立て

るのは容易なことではなかった。結果として、歴史的記述や横筋のエピソード

が増えていき、エレノールとアドルフの関係の進展も単調なシーソーゲームの

ような様相を呈する。しかしよく読むと、この後半部分でも前半より控え目な

形ではあるにせよ、男性中心主義の批判は続けられていることが分かる。

　やや先回りして本稿の主張を述べる形となったが、以上のような見通しに基

づき、『エレノール』の前半と後半について、『アドルフ』の男性中心主義に対す

る批判と考えられる部分に特に注目しながら、以下で順に検討することにした

い。

22 十九世紀フランスにおける女性作家の困難な状況については、以下の著作に詳し

い。Christine Planté, La Petite Sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur, Paris, Seuil, 1989.
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『エレノール』前半：アドルフ登場まで

　『エレノール』の前半で、男性中心主義の権化として批判的に描かれている

のは、エレノールを偽装結婚によってだますロズモンである。クロワヴィルの

城の客人の一人だった彼は、そこでの会話において男性中心社会の偏見をあか

らさまに肯定する。

ある日、話題がフランスにおける女性の力に及ぶと、セギュール氏は女性

が力を発揮するのは、魅力のみによってであると主張した。これに対し、

クロワヴィル氏は性格のみによって、ロズモン氏は社交界における地位の

みによってであると主張した。

　彼はこう言っていた。「最も優れた女性を曖昧な状況に置いてごらんな

さい。それでもし彼女が何らかの権力に保護されていなかったら、彼女の

影響力は、最も哀れな百姓女が所帯で持っている影響力にも及ばないこと

を、あなたがたは見ることになるでしょう。」

　この言葉を聞いたエレノールは、自分が赤くなり、そしてすぐに青ざめ

るのを感じた。しかし自尊心による落ち着きを自分に課して、彼女は言っ

た。

　「時には知られない状況の不幸は、支配力こそ奪ってしまいますが、独

立心については残してくれるかもしれません。そしてそれは敬意を引き起

こすのに十分なのです 23。」

23 Sophie Gay, Ellénore, op. cit., t. I, p. 59 : « un jour, la conversation s’étant portée sur la 
puissance des femmes en France, M. de Ségur prétendit qu’elles n’en exerçaient que par leurs 
charmes, M. de Croixville que par leur caractère, et M. de Rosmond que par leur position dans 
le monde. / - Placez, disait-il, la femme la plus supérieure dans une situation équivoque, et si 
elle n’est pas protégée par un pouvoir quelconque, vous verrez qu’elle a moins d’influence 
que la plus pauvre paysanne dans son ménage. / A ces mots, Ellénore se sentit rougir et pâlir 
dans la même minute ; mais s’imposant le calme de la fierté : / - Si le malheur d’une situation, 
quelquefois méconnue, ôte de l’empire, il peut laisser l’indépendance, dit-elle ; et c’est assez 
pour commander l’estime. » 
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　ここで議論をしている男性三人は、女性の多様性を無視してその力をただ一

つの原因に帰着させようとする点においては、いずれも性差別的であるが、な

かでもロズモンは、その原因を女性の外部に求めることによって、女性の人格

を最も軽視している。ロズモンは「曖昧な状況」に置かれた女性、たとえば愛

人男性の不安定な保護の下で暮らしているような女性の無力を主張しているわ

けだが、彼がこの後エレノールのそうした無力を利用することになることを考

えると、ほとんど露悪的でさえある。コンスタンのアドルフもまた、P 伯爵の

愛人だったエレノールについて、「彼女の立場の奇妙さ 24」と記しており、その

直後に「エレノールは自分にふさわしい征服の対象であるように思えた 25」と

続けている。つまり、はっきりとは書かれていないものの、立場の弱い女性が

相手であれば、何か問題が起こっても自分の身を危険にさらさないで済むとい

う計算がここにあったと考えてよい。ゲーは、コンスタンのアドルフに垣間見

られるこうした憎むべき点を、自分のアドルフに移し入れる代わりに、ロズモ

ンという批判可能な人物に転移し、その上で彼の悪事を暴くという形を取るこ

とで、コンスタン＝アドルフの男性中心主義を非難したのではないだろうか。

　もちろん、コンスタンのアドルフとゲーのロズモンが、いつでもこんな風に

似ているわけではない。例えば、ロズモンは嫉妬深くて暴力的な男であるが、

アドルフにそのような性質は見当たらない。『アドルフ』第 8章で、彼の心を取

り戻したいと考えたエレノールは、別の青年たちに色目を使って彼を嫉妬させ

ようとするが、失敗する。アドルフがエレノールに暴力を振るう場面はもちろ

んない。しかしながら、ロズモンの隠れた欠点が、彼の従姉の口から明かされ

た上で、さらにエレノールの身を危うくするという『エレノール』の語りの構

造は、男性の欠点を白日の下に晒すことができるのは女性しかいない、コンス

タンのアドルフも自分にとって不都合な事実を何か隠しているのかもしれな

24 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. 104 : « bizarrerie de sa position »
25 Ibid., p. 104 : « Ellénore me parut une conquête digne de moi. »
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い、という正当な疑いを読者に抱かせる効果があると思われる 26。

　ロズモンについては、さらに注目すべき点がある。それは彼がエレノールを

捨てて、金持ちの女性と結婚する時に、「私の家族に従おう」と言っていること

である。エレノールはかつての召使から真相を聞き出し、ロズモンが賭け事の

借金に苦しんでいたことを知る。

「ある朝私は、あまりに絶望した様子で帰ってきた彼を見て、狂ったのか

と思いました。彼は手元にあったものを壊し、死んでやると言い、それか

ら突然泣き出して、叫びました。『可哀そうなエレノールよ！』すみません、

奥様、でも私はただ彼が言ったことをくり返しているだけなんです。彼は

言いました。『さあ、そうするしかない、彼らみんなの軽蔑を避け、約束

を守り、私の名前の名誉を救う方法はほかにないのだから、私の家族に従

おう……』すると彼は、短い手紙を書き始め、封印をすると、彼の伯父殿

のところに持っていくよう私に命じ、服も脱がずにそのままベッドに倒れ

込みました。そうしてからしばらくすると、彼の伯父と従兄がやってくる

のが見えました。彼らとは三か月前から仲違いしていたのですが、彼に命

じたいと望んでいた金持ちとの結婚に同意した見返りに、彼らは彼と和解

しに来たのです 27。」

26 ロズモンの従姉ハリエットは昔話の中で、彼を評して「残酷なまでに嫉妬深かった」

とエレノールに言う。その後エレノールは、誤解による嫉妬で狂乱したロズモンによっ

て、短剣で切りつけられる。Sophie Gay, Ellénore, op. cit., t. I, p. 135 : « Jaloux jusqu’à la 
cruauté », p. 148. 
27 Ibid., t. I, p. 189 : « Je le vis rentrer un matin dans un état de désespoir tel, que je le crus fou. 
Il brisait ce qui se trouvait sous sa main, il parlait de se tuer, puis tout à coup il fondait en larmes, 
en s’écriant : pauvre Ellénore !... Pardon, madame, mais je vous répète ses propres paroles... 
allons, puisqu’il le faut, disait-il, puisqu’il n’est pas d’autre moyen d’échapper à leur mépris à 
tous, de tenir ma parole, de sauver l’honneur de mon nom... obéissons à ma famille... Alors, il se 
mit à écrire quelques lignes qu’il cacheta et m’ordonna de porter chez mylord, son oncle, puis 
il se jeta sur son lit tout habillé ; il n’y resta pas longtemps sans voir arriver son oncle et son 
cousin, avec lesquels il était brouillé depuis trois mois, et qui venaient se réconcilier avec lui, en 
récompense de son consentement au riche mariage qu’ils voulaient lui imposer. »



－ 180－

東　　　辰之介

　ロズモンはエレノールと偽装結婚をした時に、伯父から遺産を受け取るため

には結婚を隠しておかなければならないと言っており 28、ロズモンの父が故人

であることからも 29、ここで彼がその命令に従うことを決意したこの伯父こそ

は、彼にとって家父長的権力を体現する人物であることが分かる。つまり、賭

け事によって借金を背負ったというきっかけはあるものの、「曖昧な状況」にい

る女性を捨てて、地位と財産のある年長の男性が一族のメンバーに行使する支

配権の下に戻ったという点からすると、父の再三の忠告にしたがってエレノー

ルを捨てる決意をしたコンスタンのアドルフに、ロズモンはきわめてよく似て

いると言える。自暴自棄に見えて実は自分の保身を図っているにすぎないロズ

モンの醜態は、いつも冷静に見えるコンスタンのアドルフのイメージには重な

らないが、家父長的権力に忠誠を誓う男性が、社会に確固たる地位を持たない

女性に対して発揮し得る暴力性を象徴的に表現しており、その限りにおいては

コンスタン＝アドルフへの批判として機能していると言える。

　このように、『エレノール』の前半は、ロズモンを始めとする男性登場人物を

使って男性中心主義と彼らのエゴイズムを批判的に描いているのだが、それと

並行して、エレノールに男たちの振舞いを存分に批判する機会も与えている。

例えば、クロワヴィルの養女として紹介されていたにも関わらず、客人たちが

彼女をクロワヴィルの新しい愛人であると思っていたことを知ったエレノール

は、そうした取り返しのつかない不名誉な境遇に自分を陥れた保護者を非難す

る別れの手紙を書いているが、その手紙は省略されることなく全文掲載されて

いる 30。これは、コンスタンのアドルフがその告白の最後において、エレノー

ルの手紙の一部しか引用しなかったことと対照をなす。また、偽装結婚の秘密

を知る前のエレノールが、もう一人のロズモン夫人に出会ってロズモンの重婚

28 Ibid., t. I, p. 119 : « Il était de la plus haute importance, disait-il, de ne pas leur (=à quelques 
membres de sa famille) laisser soupçonner son mariage, avant la mort d’un vieil oncle dont il 
attendait une immense fortune, à la condition d’épouser la femme qu’il lui destinait »
29 Ibid., t. I, p. 129 : « Le père de Frédérik avait succombé au chagrin de se voir ruiné »
30 Ibid., t. I, p. 82-84.
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を疑った時も、ロズモンを非難する彼女の内心の声が封じられることはない

し 31、彼女を侮る発言をした本当のロズモン夫人に対して、「彼の二重の裏切

りはいつか証明されるでしょう 32」と言って、堂々と自分の立場の正当性を主

張してもいる。最終的には自分が騙されていたことを知って、何も言わずにロ

ズモンの前から姿を消すことになるのだが、彼女が沈黙を強いられているわけ

ではないことが何よりも重要である。

　もちろん、『エレノール』の前半に登場する男性たちが、すべて悪く描かれて

いるわけではない。エレノールに一方的に惚れ込むが、最終的には彼女から一

定の好意を得ることに成功するサヴェルノンは、妻帯者であることをしばらく

隠しているなどの問題はあるが、「感情における善良さと振舞いにおける気取

りのなさを伴っていれば、女性に卓越性を認める数少ない男性 33」の一人とさ

れているし、親切な老齢の P 大公や、彼女に結婚を申し込む彼女の銀行家など

は、常に彼女の味方である。また、悪い人物がすべて男性かと言えば、そんな

ことはまったくない。美しく成長した養女に嫉妬するモンテヴルー公爵夫人、

エレノールに侮蔑的な言辞を吐くロズモンの正妻は、非常に否定的に描かれて

いるし、ロズモンの従姉で老嬢のハリエットは、男たちが自分に恋していると

すぐに信じ込む滑稽な人物である。ソフィー・ゲーは、こうした多くの人物た

ちを使って、悪い男たちと善良な女性エレノールという、あまりにも単純な善

悪二元論から可能な限り距離を取ろうとしている。

　しかし、男性中心主義を批判する十九世紀フランスの女性作家にとって最も

重要なことはおそらく、そうした批判の意図にもかかわらず、男性の作家や批

評家、読者たちから、男性の完全な敵として認定されずに済ますことではな

かっただろうか。そのためには、悪い男だけではなく善良な男も描く必要があ

31 Ibid., t. I, p. 163 : « crime aussi lâche », « esprit infernal », « perfidie », p. 167 : « parjure, 
faussaire, infâme !... », p. 168 : « traître, bigame »
32 Ibid., t. I, p. 172 : « Sa double trahison sera démontrée »
33 Ibid., t. I, p. 227 : « M. de Savernon était du petit nombre d’hommes qui permettent la 
supériorité aux femmes, pourvu qu’elle soit accompagnée de bonté dans les sentiments et de 
simplicité dans les manières. »
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るし、とりわけ男性作家の名誉は尊重しなければならない。ゲーによる『アド

ルフ』の書き換えは、そのような一種の緊張状態の下で行なわれている。そう

だとすると、『ルネ』（1802）を書いた大御所の男性作家、その名が文学界を席

巻した時期が『エレノール』の時代設定と重なり、しかも当時まだ存命中のシャ

トーブリアンに対しては、最大限の賛辞を捧げておくのが得策ではないだろう

か。シャトーブリアンを称賛しておけば、コンスタンへの称賛が不十分だった

場合の保険となる。おそらくこのような理由から、P 大公の口を借りた、次の

ようなシャトーブリアンの礼賛文は書かれている。

それから、Ch... 子爵がアメリカの美しい森を離れて、私たちの不幸を分

かち合いに来てくれると聞きました。彼の気高い性格に似つかわしいこと

です。彼がここに着いたらすぐあなたにご紹介しましょう。きっとあなた

は私に感謝してくれることでしょう。というのも、彼は少し夢見がちな青

年ですが、深遠であると同時に際立った精神の持主だからです。もし仮に、

彼が何か書こうと思い立ったら、きっと大成功を収めるだろうと思います。

そうしたことすべてに加えて、彼は世界で最も美しい目をしています 34。

　歴史小説を書く時に、このような絶対に外れない未来の予想を登場人物にさ

せるのは、小説家のちょっとした楽しみなのかもしれないが、ここではそれ

が称賛となっていることに注目したい。『エレノール』の冒頭、ゲーはコンスタ

ンの『アドルフ』を「あんなにも魅力的な作品」と褒めることによって始めたが、

ここでのシャトーブリアン称賛もまた、それと同じ自己防御策の一環と考える

ことができる。

34 Ibid., t. I, p. 296-297 : « J’apprends aussi que le vicomte de Ch... quitte les belles forêts de 
l’Amérique pour venir partager nos malheurs ; cela est digne de son noble caractère. Dès qu’il 
sera ici je vous le ferai connaître, et vous m’en remercierez, car c’est un jeune homme un peu 
rêveur, mais d’un esprit à la fois profond et brillant. Si jamais il lui prend fantaisie d’écrire, je 
crois qu’il obtiendra de grand succès. Sans compter qu’avec tout cela il a les plus beaux yeux du 
monde. »
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　しかしながら、この時点ではまだ書かれていない彼の代表作『ルネ』は、ウォー

ラーの分析にしたがえば『アドルフ』と同じ男性中心的な作品である。それは

主人公ルネが、近親相姦的な感情で彼を愛した姉のアメリの罪を、男たちに向

かって告白する物語であり、ルネとアメリの関係は、アドルフとエレノールの

関係によく似ている。だとすれば、『アドルフ』の男性中心主義を批判する試み

である『エレノール』において、エレノールの 1805年の死よりも前に書かれた

『ルネ』の作者に言及しながら、この小説に対して何の批判もせずに済ませる

ことは、作品としての一貫性を損なうことにもなりかねない。

　結論から言えば、ゲーは『エレノール』の後半において、きちんと『ルネ』を

批判している。もちろんそれは露骨な否定ではなく、部分的に不満を述べる形

を取っている。これは『エレノール』の後半部分が、コンスタンの『アドルフ』

に対するソフトな批判であることに相似している。ゲーは、コンスタンに対し

てもシャトーブリアンに対しても、称賛してから控え目に批判するという二重

の自己防御策を取っているのだと考えられる。『ルネ』が問題となるのは、すで

に述べたように『エレノール』の後半であるが、この部分だけは先回りして検

討しておこう。スイスに療養に出かける道中、馬車が壊れて足止めを食ったエ

レノールは、泉のほとりで『ルネ』を読むのだが、その感想は必ずしも称賛一

辺倒ではない。

エレノールは、アメリの不幸になかば魅了されながらも、それに気づくの

があまりにも遅かったルネに恨みを抱いた。そして、罪深い愛情がもたら

した結果になかば恐怖しながらも、スエル神父の非難と、彼がアメリの弟

の苦悩に対して持った深い軽蔑を自分のものとした 35。

35 Ibid., t. II, p. 295 : « Ellénore, moitié captivée par le malheur d’Amélie, en voulait à René de 
l’avoir compris si tard ; moitié terrifiée par les conséquences d’un amour coupable, s’appliquait 
les reproches du père Souel (sic), et le profond dédain qu’il avait pour les douleurs du frère 
d’Amélie. »
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　ここでゲーは、「なかば」という言葉を使って、『ルネ』が文学作品として傑作

であることを認めながらも、主人公ルネの他者、特に女性への気遣いが足りな

い人間性に関しては、彼の話を聞いて批判的な反応をしたスエル神父と意見を

同じくしている。もちろん、ウォーラーの分析によれば、ルネの告白の聞き手

に女性が含まれていないことも問題であり、スエル神父の批判には男性である

がゆえの何らかの手加減を認めるべきなのかもしれないが、少なくともエレ

ノールがルネに同情的だったシャクタスを無視して、批判的だったスエル神父

の意見を自分のものとして採用していることは、注目されてよい。

　バルザックの『田舎ミューズ』では、コンスタンの『アドルフ』を読んだディ

ナが、アドルフを批判することはなかった。彼女はただ、エレノールのような

不機嫌な女にならないように気をつけるだけであり、それはほとんどエレノー

ルを批判しているのと同じである。ゲーのエレノールは、『アドルフ』の出版前

に死んでしまうので、彼女が『アドルフ』を読むことはできない。しかしながら、

その代わりに『ルネ』という同じように男性中心的な小説を読み、それについ

てまさしく女性の視点から批判的な読解をしている。もしも仮に彼女がコンス

タンの『アドルフ』を読んだとしたら、それはディナの読み方とは正反対のも

のになったに違いない。『エレノール』の後半でゲーが行なおうとしている『ア

ドルフ』の書き換えもまた、バルザックのそれとは違ったものになるはずであ

るが、これについては次稿で検討することにしたい。


