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第１回講演

シンデレラ――玉の輿物語を比較文学的に考える

堀江　珠喜

　『シンデレラ』、すなわち広義的には玉の輿物語、あるいは幸運な格差結
婚の話は古今東西に存在する。とりわけ『シンデレラ』は人気があり、異
説やパロディも多い。今回は、シャルル・ペローが記した『サンドリヨン』
をもとに、比較文学的に玉の輿物語を検討し、現代のシンデレラという女
性の生き方を考えたいのである。

《ガラスの靴》

　まずペローがこの作品を書くにあたって、古くから伝わる話を収集した
際、本来は vair（リスの毛皮）であったのを、同音の verre（ガラス）と
間違えたとの説がある。確かにガラスの靴は現実的ではない。だが、だか
らこそ、読者は美しいファンタジー世界に浸れるのではあるまいか。もし、
シンデレラの靴がガラスでなければ、この物語の魅力が 3割減となると
思うのは私だけだろうか。
　事実、ペローから約 2世紀後にグリム兄弟が、この話を書いたときには、
銀の靴と金の靴に替わった。だが、これ以降も、シンデレラについて語ら
れるとき、やはりガラスの靴がその必須アイテムであり続けている。もち
ろん舞台で上演するときに、ガラスの靴は履けない。そこで金の靴が使用
されただろうし、ロッシーニのオペラ『シンデレラ』では、靴ではなく腕
輪の持ち主を探すことになる。だがそれでも世間でガラスの靴のイメージ
が忘れられることはない。
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《なぜ父は再婚したのか？》

　ロッシーニのオペラでは、コミカルな雰囲気を強調するためか、継母で
はなく男爵位をもつ継父が登場する。だが、それでは再婚の辻褄が合わな
いのだ。そもそもシンデレラの実父が、2人の娘を持つ中年女性と結婚し
たのは、彼女の財産のためではなかったか。彼女自身が資産家の娘か、前
の夫が資産家で、その死後、遺産を受け取ったのだろう。暮らしには困ら
なかったが、2人の娘のより良き縁談を考えると、シンデレラの父の地位
（王家の舞踏会に招かれる家柄）に魅せられたのだ。娘の結婚相手を見つ
けるのは、近年までは母親の義務でもあった。
　ちなみにジョーン・コリンズ（『ピラミッド』や『ダイナスティ』の悪
女役で有名なユダヤ系英国女優）は自伝で girl が必要なものについて次
のような言葉を紹介している。まず生まれてから 18 歳までは good 
parents、18 ～ 35 歳は good looks、35 ～ 55 歳は good personality、 そ
して 55歳以上は good cash なのだそうだ。後半はともかくとして、良縁
を考えた場合、「お育ち」と「容姿」が重要なことは明らかだ。シンデレ
ラと 2人の姉の年齢は 16～ 20 歳くらいと想定できる。継母が自分の娘
たちのために、まずは good parents の条件を揃えようとする努力は、ま
さに愛情ゆえなのだ。
　一方、シンデレラの父は名門の当主ではあるが、経済的には困窮してお
り、このままでは体面が保てなかったと考えられる。シンデレラの亡き母
親の持参金も大した額ではなかったか、あるいはすでに使われてしまった
のだろう。こう考えると、この結婚はお互いの利害が一致する、至極当然
の結果だったのである。
　もちろん継母の結婚目的が、2人の娘の良き縁談のためである以上、そ
のライバルと思しき相手を排除する行動に出るのは当たり前だ。より美し
く若いシンデレラの存在が邪魔であるばかりか、父親にはシンデレラの持
参金を用意できそうにないのだから、自分の財産があてにされているよう
にも思われよう。そもそも良縁、すなわちランク上の男性との結婚は、競
争率が高いのだから、まずは家庭内の強豪を潰しておくべきなのである。
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　ちなみにマーティン・デイリー＆マーゴ・ウィルソン著『シンデレラが
いじめられるほんとうの理由』には、民話で意地悪な継父より継母が多く
登場する事情について、興味深い説明がある。まず、昔は出産で母が死に、
継母という存在は珍しくなかったこと。さらに子供に話を聞かせるのが大
抵、母親だったので、自分が死んで継母が来たら大変な事態になるから（母
である）自分を大切にするようにとのメッセージが込められているという
のである。私としては、3つめの理由として、物語の作者が男性であった
であろうことを挙げたい。概して男性は、不都合な事態の責任を女性に押
し付けようとするのだ。シンデレラの場合も、彼女の待遇について、実父
は改善しようとはしなかったではないか。

《Miss は Mrs よりランク下？》

　ではなぜ、それほどまでに継母は 2人の娘の縁談に熱心なのか。それ
はつい最近（私の個人的経験では 80年代後半）まで、西洋ではカップル
社会で、女性 1人ではパーティはもちろん観劇などにも行きにくい雰囲
気だった。ましてや、民話世界では（そしておそらく 20世紀前半まで）、
女性は結婚によりやっと 1人前と見做され（とはいえそれはあくまで夫
の庇護のもとでの話なのだが）、夫のいない女性は、社会において存在が
ないのも同然だったのだ。（高齢未婚女性や未亡人が嫌われ、魔女との烙
印を押される可能性が高かった件については、すでに 2014 年度の同誌に
おいて述べた通りである。）
　現代は、女性の社会進出により、結婚よりも仕事を優先させるキャリア
独身が増えたので、事情はかなり異なってはきた。とはいえ、依然として
「シンデレラ」という名前は、呪文のように人々の心をとらえている。

《シンデレラ・コンプレックス》

　さて社会事情が変化し、「シンデレラ」という言葉の使い方にも多様性
が見られるようになった。1981 年にアメリカでコレット・ダウリング著
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『シンデレラ・コンプレックス』が出版された。副題がWomen's Hidden 
Fear of Independence  、つまり女性が密かに抱く自立への恐れ、である。
　フェミニズムやアイデンティティーといったことを理解できない男性中
心の日本社会では、当時、「シンデレラ・コンプレックス」を女性の結婚
願望論と受け止めたように思われる。だが、本当は、才能ある女性が、社
会的チャレンジを避け、自立せずに庇護されたいと願うのは、そのように
依存的に生きるのが女らしいと教え込まれたからだというのが、この本の
要旨であった。日本とは異なり、やたらに「庇護」という観念がでてくる
のは、条件反射的なレディ・ファースト文化が浸透する欧米の社会ならで
は、ではあるまいか。
　まあ理解の程度はさておき、このようなフェミニズム系の本が当時の日
本社会でも話題になった原因は、タイトルに「シンデレラ」が使われてい
たためではあるまいか。どうも、日本人は西洋人に比べ、異常にこの言葉
に弱いように思われる。理由はわからないが、ともかく好きなのだ。例を
挙げよう。

１．毎日放送「ちちんぷいぷい」（2015 年秋季時点）で「昨夜のシンデレラ」
として、前夜の８時過ぎに飲食後と思しき機嫌の良さそうな中年男性歩
行者にインタビューする企画がある。まったくシンデレラらしい人物も
アイテムも登場しないのだが、それでもこのタイトルで押し通す放送局
側に視聴率稼ぎの姿勢がうかがえよう。

２．シンデレラ太秋（たいしゅう）柿　１個５千円。紫外線を通すハウス
の中で大事に育てられたとか。シンデレラ自身は継母たちに苛められ、
決して大切に育てられたわけではないのだが、その夢の成就にあやかっ
たネーミングなのだろう。

３．シンデレラ・サイズ（試着して直す必要のないぴったりのサイズのと
きに、店員が客に言う褒め言葉）。
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　「シンデレラ」という言葉には、玉の輿サクセスストーリーとして一般
大衆を惹きつける力があるのだろう。従って、たとえ結婚に関係なくても、
タイトルにその名を入れて読者にアピールしようとする本も多く、この傾
向が近年高まっていることは、国立国会図書館のサイトを検索すれば明ら
かである。
　ましてや格差結婚のハッピーエンドを「お約束」にしているハーレクイ
ンの物語には、「シンデレラ」をタイトルに用いるきらいがあって当然と
思われるが、なかには邦訳でのみその名が使われていることが少なくない
のだ。 たとえば 2014 年でハーレクインが日本国内で出版した恋愛物語
は708冊で、そのうち21冊の邦題に「シンデレラ」の名が含まれているが、
原題に「シンデレラ」は見当たらない。
　2014 年 9月には記念すべき 3000 号が『シンデレラの純潔』として出
された。この原題はThe Dimitrakos Proposition（ディミトラコスの誘い）
である。イタリアやギリシアの富豪を登場させることの多いハーレクイン
なので、裕福なディミトラコスというギリシア男性が貧しいヒロインと結
ばれるとの話は、タイトルからすぐに想像がつく。けれども日本では、や
はり「シンデレラ」との名前を入れたほうが、より購買意欲を高めると考
えられたのかもしれない。
　2013 年には 17 冊が「シンデレラ」の入った邦題で出版され、そのう
ち 3冊の原題にこの名が使われているが、おしなべて、原題「シンデレラ」
は邦題「シンデレラ」の 4～ 5％である。とりわけ日本においては「シン
デレラ」は売り上げの期待できる魔法の名前というわけだ。

《「玉の輿」人気を検証する》

　『シンデレラ』でもっとも読者が心を躍らせるのは、彼女の「変身」で
はあるまいか。結婚によるハッピーエンド物語は多いが、貧しく汚い身な
りの下女も同然だったシンデレラが美しいプリンセスに変身し、ゴージャ
スな馬車に乗って王家の舞踏会に行き、王子様と踊るという「変身」は、
まさに多くの女性にとって素敵な夢物語なのだ。同様に、『ピグマリオン』
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あるいは『マイ・フェア・レディ』の人気が衰えないのも、貧しい花売り
娘が貴婦人に「変身」するためだ。そう、やはりゴールはゴージャスなレ
ディへの「変身」であり、それを一挙に叶えてくれるのが、「王子様」と
の結婚というわけだ。
　従って最高の玉の輿はロイヤルシンデレラたる「王妃」であり、将来の
王妃の座を約束された皇太子妃になる結婚である。概して、女王や王女よ
りも、王妃や皇太子妃の人気が高い。それは、もちろん「妃」は「娘」と
は異なり、容姿によっても選べるので社交界のファッションリーダーにふ
さわしい女性を娶ることができ、「スター」になりやすい。（ちなみに英国
のアン王女の容姿については気の毒なジョークが存在するほどだ。） さら
に、「妃」の出自によっては、人々がある種のシンデレラ的要素を感じる
からではあるまいか。
　たとえばダイアナ妃の人気は、アン王女やマーガレット王女のそれより
も高く、ともすればエリザベス女王の人気をも凌いだのではあるまいか。
それは英国国内にとどまらず、日本では 1986 年 5 月に『別冊女性セブ
ン　ダイアナ妃物語 ――愛のシンデレラストーリー』が発売されている。
よく読めば、いかに彼女は勉強が苦手で、行儀も悪く、英国王室には相応
しくないかがわかる。（たとえば、1981 年、挙式後初めての公式行事に
出席したおり、英国国歌が流れているにもかかわらず、ダイアナが夫に話
しかけ、声を立てて笑い、女王に睨みつけられた逸話などを紹介している
のだ。）にもかかわらず、たいていの女性誌読者たちは、ダイアナの玉の
輿物語とその夢のような暮らしを垣間見て、溜息をつき、彼女に憧れただ
ろう。
　ダイアナが結婚したとき、日本のマスコミが「シンデレラ」との言葉を
頻繁に使うのに対し、伯爵家の令嬢だからこの言葉はおかしいとの反論も
あった。だが、第一次世界大戦までは、王族は王族と結婚するのが普通で
あり、とくに将来の王妃や女王配は王族と決まっていた。従ってヨーロッ
パ中の王室がドイツの王子や王女を迎えていたのである。英国で 1917 年
にジョージ 5世が王室婚姻法を改正し、王族が王族でない英国民と結婚
できるようにしたのは、対戦国の王族との婚姻が好ましくないと考えたか
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らだ。
　それでも、皇太子の結婚相手をすぐに王族でない自国民に求めることに
は、なんらかの抵抗があったのではあるまいか。ジョージ 5世の長男エ
ドワードが、なかなか結婚しなかったのは、そのような事情があったと思
われる。本来なら、ドイツあたりの王女を連れてきていたはずなのだ。一
方、王位に就く可能性の低い次男は気楽に、さっさとスコットランドの伯
爵令嬢エリザベスと結婚した。
　結局、長男は、エドワード 8世となってまもなく、アメリカ人のシン
プソン夫人との結婚のため、王座を捨て、次男がジョージ 6世となり、
結果的に、エリザベスが初めての、王族でなく伯爵家出身の王妃になった
のである。だが、彼らの長女で将来の女王と決まっているエリザベスは、
やはり王族のフィリップと結婚した。つまり、ダイアナは英国の王位継承
権 1位の人物と結婚した最初の非王族という意味では、充分に「シンデ
レラ」だったのである。
　さて、王妃や皇太子妃あるいは王位継承権の上位にいるプリンスの結婚
相手が、その国の生まれながらの王女よりも人気が高くなるのは、容姿で
選べるので、社交界のファッションリーダー的存在になるからでもある。
エドワード 7世の妻でデンマークの王女、アレクサンドラは、英国民に
受け入れられ、夫の不倫に悩まされながらも、立派に皇太子妃や王妃の役
目を果たした。
　デンマークは英国に比べて格下の国だし、王族だったとはいえ、彼女の
実家は王家にしては貧しかった。英国皇太子との結婚はちょっとした玉の
輿だった。ちなみに彼女の妹は、ロシア皇太子と結婚した。適当な相手が
ドイツにいないときにはデンマークの王族が候補になったようだ。
　だが逆に、王妃が不人気だと、かつては国の存亡の危機を招きかねなかっ
た。というのも、彼女らは大抵、外国の王女だったので、革命時にマリー・
アントワネットが「オーストリア女」と呼ばれ、ニコライ 2世の妻が「ド
イツ女」と呼ばれたように、国粋主義者からは目の仇にされる可能性も高
かったのである。オーストリアの皇后でバイエルン出身のエリザベートは
美しかったが、その評価は 2分する。公務嫌いで国も家族も顧みず、自
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分の楽しみのために外国旅行ばかりしていたのだ。
　彼女の一人息子ルドルフ皇太子はドイツ嫌いだったが、不倫相手の男爵
令嬢マリーと心中してしまった。『うたかたの恋』で有名になった物語だ。
国内でもドイツ嫌いと親ドイツ派がいたので、皇太子の死は後者による暗
殺説もある。結局は積もり積もった王室への不満が、ハプスブルク家の統
治を終わらすことになったのだろう。そしてもしかしたら、「シンデレラ」
の物語は、君主に対し、国外から妻を迎えず、自国のしかるべき女性と結
婚して欲しいとの人民の願いも込められていたのかもしれない。
　その意味でも、それでなくてもドイツ系の王室である英国の王、ジョー
ジ 5世が前述のように法律を改正したのは賢明であった。これによって
英国王室で「シンデレラ」が公認されたのである。ダイアナは伯爵令嬢だ
が、その長男ウィリアムの妻、キャサリンは中産階級出身の英国人で、母
親は労働者階級の出身ともいわれている。だが、ダイアナの悲劇で王室の
支持率が落ちた時期に、キャサリンのシンデレラ物語は、英国王室にとっ
ては願ってもない縁談だったに違いない。今の英国は、キャサリンがファッ
ションリーダーになっている。エリザベス女王がミニスカートを批判した
ため、彼女が拒食症になったと報じられているが、英国といえども国民の
人気という点では、もう王族出身者に頼れないのが現状なのだ。

《格差婚の悲劇》

　かつては「貴賎結婚」（morganal marriage）という制度があった。妻が
低い身分の場合、彼女も公には妻と認められず、子供に財産や家名を継ぐ
権利がないのだ。ヘッセン家のアレクサンダーは妹マリア（ちなみに、こ
の兄妹は母親の浮気相手の子供といわれている）の嫁ぎ先であるロシアの
宮殿で侍女のユリアと 1851 年、恋に落ちて結婚するが、そのため、妻は
プリンセスではなくバッテンベルク伯爵夫人を名乗らされる。また彼らの
子供たちの姓もバッテンベルクとなった。
　ただし、彼らの長男は英国のヴィクトリア女王に可愛がられ、彼女の孫
娘と結婚し、その孫フィリップはエリザベス女王の夫である。第一次世界
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大戦中、英国貴族となったバッテンベルクはマウントバッテンと改名させ
られたが、今のイギリス王家の名はウィンザー・マウントバッテンである。
フィリップはギリシア王子だが、ギリシア王室は家名を持たないので、結
婚に際し、尊敬する叔父ルイスの家名、マウントバッテンを用いることに
したのである。
　このように、バッテンベルクの場合は、フィリップの叔父ルイスが 79
歳で暗殺されたという悲劇はあるものの、全体としては幸運だった。しか
し、1900 年、ハプスブルク家の皇太子フランツ・フェルディナントとボ
ヘミアの伯爵令嬢ゾフィーとの結婚は、「貴賎結婚」とされ、彼女も生ま
れてくるであろう子供も皇族の身分は与えられないことになった。ウィー
ンの宮中でも、彼女は末席に座らされ、公式行事でも、夫から離され、皇
族の女性たちの最後尾を一人で歩かされた。
　フランツは少しでも妻に皇太子妃の気分を味合わせたいと、1914 年、
結婚記念日である 6月 28日にボスニアの首都サラエヴォ郊外でのオース
トリア陸軍大演習にあたり、夫婦で閲兵式に出席することにしたのだ。陸
軍の演習場での皇太子妃扱いは実現したようだが、サラエヴォの町での警
備は、テロリストの存在が明らかであったにもかかわらず、皇太子夫妻を
守るにふさわしい厳重な体制ではなかった。ゾフィーに皇太子妃の称号が
与えられていなかったためである。
　この日、夫妻がセルビア人学生に拳銃で殺され、それが第一次世界大戦
の引き金になった話はあまりにも有名だが、その事件の根底には「シンデ
レラ」婚があったのだ。短絡的に考えれば、彼女のみならず、多くの人々
の悲劇を招く結果となった格差結婚であった。もちろんこれはゾフィーの
責任ではなく、むしろフランツ・ヨーゼフ一世が長生きしたため、保守的
な国の体質が改められなかった老害こそが本質的な問題だったろうが。

《「逆玉」はむずかしい？》

　男性が結婚によって社会的にステップアップする例も、現実的にある。
かつて大阪の船場の商家では、使用人のうちで優秀な男性を娘の婿に迎え、
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よりビジネスを発展させた。だが世界的には、この婿養子システムは、む
しろ例外的な風習ではあろう。
　結婚によるステップアップでは、英国マーガレット王女と結婚した平民
のカメラマン、アームストロング・ジョーンズが、伯爵位を与えられ、ス
ノードン卿となった例が有名である。ただし、マーガレットは結婚前の恋
人で離婚経験のあるタウンゼント大佐への気持ちが捨てきれず、スノード
ン卿は王族の側近たちからあからさまな嫌がらせを受け、王位継承権のあ
る妻の数歩後を歩かされるなど屈辱の日々を送らねばならずアルコール依
存症になり、結局は 2人とも不倫に走って離婚した。
　おそらく、彼女の周囲の者たちは、王族でも貴族でもない男性が、王女
との結婚により伯爵になったことが許せなかったのではあるまいか。この
状況を知っていたためであろうか、アン王女は、夫の授爵を辞退した。従っ
て、彼女の 2人の子供は貴族の称号を持たないが、王位継承権はある。
　時代は遡って、ヴィクトリア女王配、アルバートはザクセン・コブルク・
ゴータ家の王子でヴィクトリアの母の兄の次男だから、血筋で考えれば「逆
玉」とも言い難いが、実は母親の不倫相手の子供との噂がある。それはと
もかく、やはり大英帝国女王の地位に妻がいるのは、精神的にも実際的に
も大変だっただろう。彼は 42 歳で亡くなり、誕生年が同じの女王は 82
歳で亡くなった。
　戦前の日本の宮家では、天皇の娘が皇族と結婚することになっていた
ため、明治天皇の 4人の娘のうち一人は既存の宮家に嫁げたが、あとの
3人のために 3宮家が新設された。幸運にも北白川宮能久の妾腹の男子・
恒久が竹田宮となり、昌子内親王と結婚した。宮家の男子に生まれても、
皇族でいられるわけではない。事実、恒久の弟たちはやはり天皇の娘・房
子内親王との結婚により北白川宮を継ぐことになる正妻の長男・成久以外、
爵位を賜って華族になっている。
　そもそも明治初期に皇室と仏教寺院との縁を断つため、岩倉具視によっ
て還俗させられた皇子たちは 1代限りの宮となった。北白川宮智成もそ
の一人である。だが特旨により、夭逝した智成の後継に能久が選ばれ、2
代限りの宮に改められた。従って、本来、3代めとなる成久は北白川宮を



1111

堀江　珠喜

継げないのが、房子との結婚のおかげで皇族に留まれたのである。恒久も
当然ながら、昌子の結婚相手でなければ竹田宮などになれたはずがない。
つまりは「逆玉」の好例といえよう。
　さて、「シンデレラ」も格差婚によって、習慣の違いや周囲の嫌がらせ
などに悩むことになろうが、まだ女性の方が異なった環境に対する適応能
力に優れているのではあるまいか。そもそも、ふつうの「結婚」にしても、
最近までは西洋では、そして今でも日本では改姓を強要され、結婚相手の
ライフスタイルに合わさなければならないことが多かった。だが、その結
婚相手の社会的地位が、すなわち自分の地位になるので、結婚による一発
逆転が可能だったのだ。つい最近まで女性の社会進出が限られ、自力での
社会的地位の確保が難しく、結婚こそが、自分の地位を高めてくれるかも
しれなかったのだ。
　けれども、男性は、自分の力で、立身出世の王道を進めばよいではないか。
なにも結婚相手に頼る必要などあるまい。そもそも男性中心社会において、
「逆玉」男性は、妬みも買って、決して尊敬されまい。なるほど、高貴な
生まれでない男が、その働きによって姫と結婚する昔話は少なくない。日
本では『一寸法師』、西洋では『長靴を履いた猫』などが挙げられよう。
　ただし、これらの場合、男たちは結婚に頼ったわけではなく、むしろ姫
との縁談は、厚労へのご褒美である。単なる美男子が姫の心を掴んで結婚
しただけではないのだ。前述の船場の婿養子にしても、その日頃の働きぶ
りや才能が長年にわたってチェックされ、主人に認められてこその結果で
あり、「シンデレラボーイ」と呼ぶのは気の毒である。
　もっとも西洋では、シンデレラに比べ、シンデレラボーイが難しい理由
がある。「マイ・フェア・レディ」は容易に成り立つが、「マイ・フェア・ジェ
ントルマン」は、まず成り立たない。英語の諺にも、「ジェントルマンを
育てるには3代かかるが、レディは環境次第だ」というのがある。ハリウッ
ド映画『プリティ・ウーマン』も「ウーマン」だからこそのストーリーで
ある。
　日本と異なり、男性が女性をリードし、エスコートする場面が多い欧米
では、男性が能動的に振舞わねばならない。女性は受け身なので、リード
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されるままに動けば良い。社交ダンスにおいてもそうだが、女性は超初心
者でも踊れるのに対し、男性は女性の 3～ 10倍のレッスンが必要になる。
　ましてやレストランでのメニュー、ワインの選び方、オペラなど音楽や
美術、文学の知識が紳士の教養であり、さらにはフェンシングなどのスポー
ツをたしなみ、そしてもちろんこれらをサポートする経済力が必要となる。
舞踏会に行くまで、シンデレラはたいしてダンスのレッスンを受けたとは
思えないが、それでも王子と踊れたのは、彼のリードが上手かったからで、
ダンス超初心者の男性がいきなり姫をリードすることなどできないのだ。

《女性家庭教師の夢》

　かつて西洋で結婚できない女性のなかには、持参金が用意できない経済
状態の中産階級の娘が多くいた。牧師や教師の娘たちで、教育は受けてい
たので、女性家庭教師（governess）になり自立の道を選んだ。雇い主の
家に住み込んで、子供達に勉強を教えるだけではなく、身の回りの世話や
子供の服作りはもちろん、他の裁縫仕事までさせられたようだ。
　サッカレー著『虚栄の市』のヒロインで野心的なベッキー・シャープは、
雇い主の家族との結婚によって哀れな境遇から抜け出そうとする。シャー
ロット・ブロンテ著『ジェーン・エア』のヒロインも、結局は元雇い主・
エドワード・ロチェスターとの結婚を果たす。これらは、当時の女性家庭
教師たちにとっては、まさに「シンデレラ」物語だったのだ。ただし、ジェー
ンの場合は、叔父のジョンから 2万ポンド（現代日本の貨幣価値では 2
億円以上？）の遺産を受け、経済的には邸宅を焼失した元雇い主とは対等
関係になれたというのが結婚のハードルを下げたとも考えられる。魔法使
いのお婆さんの代わりに、思いがけない財産相続という事態が起こったの
だ。
　20世紀にも、女性家庭教師の「シンデレラ」物語が大ヒットする。『サ
ウンド・オヴ・ミュージック』である。ハンサムで裕福なフォン・トラッ
プ大佐とのロマンスは地味な修道女になりかけていた娘にとって夢の実現
であり、花嫁になった気分はまさに「シンデレラ」だったはずだ。日本で
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は『華麗なる一族』の万俵家の家庭教師・高須相子が、当主・大介との結
婚を妄想したに違いないが、叶えられず追い出される。西洋の多くの女性
家庭教師についても、こちらの方が、現実的な話であった。

《変形シンデレラあれこれ》

　「シンデレラ」は格差結婚物語ではあるが、かならずしも「結婚」とい
う形を取らず、しかもランク上の男性との結びつきによって栄耀栄華を手
に入れる場合も、ある種の「シンデレラ」といえるのではあるまいか。た
とえば次のような事例が挙げられよう。

１．ロイヤルミストレス
　日本では側室でありながら、天皇や将軍の生母となった女性。大正天皇
の生母の名「愛子」は読み方は異なるが、現代の皇太子の長女につけられた。
またエドワード 7世の愛人で人妻のアリス・ケッペルは、フランスでは
王妃待遇でもてなされた。現代の英国皇太子の妻・カミラにとって、この
アリスは曽祖母に当たる。

２．ロイヤルミストレスを狙ったが、大誤算で公爵夫人
　エドワード 8世が結婚のために王位を退いたのは英国王室始まって以
来の大スキャンダルだったが、相手のシンプソン夫人は、元英国王の妻の
座よりも、人妻のまま、英国王の愛人の立場を望んでいたらしい。アリス・
ケッペルのような存在になりたかったのだ。だが 20世紀の半ばはもうロ
イヤルミストレスの時代ではなかったのだろう。結局、彼女は離婚してエ
ドワードと結婚し、ウィンザー公爵夫人となる。結婚祝いはヒットラーか
らもムッソリーニからも贈られた。2度離婚歴のある中年アメリカ女性と
しては充分に「玉の輿」とは思われるが、いかがだろうか。

３．「うたかたの恋」
　前述のオーストリア皇太子ルドルフと男爵令嬢マリーとが、1889 年、
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心中した。もし、あの世を信じるなら、「永遠に皇太子と結ばれる」とい
う意味を込めての心中は、彼女にとっては「シンデレラ」の成就だっただ
ろう。どうせ、ルドルフの結婚は認められないし、たとえ認められても、
男爵令嬢との「貴賎結婚」では皇太子妃になれず、また、これほどのスキャ
ンダルの後では他の男性との縁談も難しかろう。修道院に閉じ込められる
くらいなら、皇太子と死ぬほうがいいと、当時の貴族の娘なら考えかねま
い。
　この世で結ばれないなら、あの世でと、心中した男女の中には、身分格
差問題を抱えていた者も、少なくないだろう。心中によってその問題が解
消され、あの世で結ばれると信じるなら、それは変形「シンデレラ」物語
とみなし得るのではあるまいか。

《今後の展望》

　20世紀の後半になると、女性も社会で働くのが当たり前になり、社長
秘書が雇用者に愛されて社長夫人になるといった類の働く女性の「シンデ
レラ」物語がより好まれるようになったのではあるまいか。その代表が
アメリカ ABC が 1981 ～ 89 年まで放映した連続ドラマ『ダイナスティ』
である。１回 50分の番組に 100 万ドルの制作費をかけたといわれるが、
アメリカはもちろん日本でもヨーロッパでも大ヒットした。
　最近では、韓流ドラマに仕事に頑張る美女のシンデレラストーリーが多
いように思われる。いずれにしろ、「家にいる娘」から「働く女性」に「シ
ンデレラ」像が変化している。そして、ときには、結婚よりも仕事を選ぶ
結末だったりするのだが、それはそれで女性たちの共感を得られるような
物語構成になっているのだ。つまり、我々のライフスタイルが変われば、
当然ながら「シンデレラ」も変容するのだ。
　もちろんブライダル産業は「結婚」に「シンデレラ」のキーワードをち
らつかせて「シンデレラ・フェア」などのイベントを企画してはいるが、いっ
ぽう、結婚などはどちらでもよく、「自己実現」こそが、「シンデレラ」に
とって必要とのメッセージを送る業界もある。たとえばたかの友梨主催の
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減量によるビューティ・コンテストでも「エステティックシンデレラ大会」
と「シンデレラ」の名前が用いられるのだ。
　かつての女性は結婚こそが人生の目的であるかのように考えたが、クラ
レが 2009 年と 2015 年に小学入学時と卒業時の子供たちの将来の夢につ
いて調査した結果によれば、女子の希望1位は教員、2位が医師、3位がケー
キ・パン屋と、かなり現実と向き合っているように感じられる。（ちなみ
に男子は、スポーツ選手、研究者、医師の順である。）私が神戸女学院中学・
高等学部在学中には、医師になるよりも医師との結婚によって、リッチな
生活をエンジョイしたいとの希望者が多く、医師になったのは 135 人中
5名だったが、今日では 40名が医学部へ進学すると聞く。
　私の若い頃は、まだ C（キャリア）or C( シンデレラ＝結婚）が主流で、
この二つの Cが叶っても、つぎの C（子供）までは難しかった。しかし時
代とともに、本人が望むなら or から and が可能になるように変化してゆ
くべきだ。現代の女性における格差というのはこの Cを欲しいだけ手に
入れられるか、という物差しでも計るべきではあるまいか。そしてもちろ
ん、資本主義社会では最も大事なのはキャッシュの Cであるという現実
を忘れてはいけないのだが。

＊本稿は 2015 年 12 月 12 日大阪府立大学女性学研究センター主催の講
演会「文学とジェンダー」第１回での「シンデレラ――玉の輿物語を比
較文学的に考える」に加筆した論文である。
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19 世紀サロメ神話の変遷：
フローベール、ワイルド、ゾラ

大鐘　敦子

　「危険な女」といえばいわゆる男を
破滅させるという宿命の美女「ファ
ム・ファタル（宿命の女）」が思い浮
かぶが、その代表格の一人がサロメ
である。「サロメのダンス」といえば、
シュトラウスのオペラやオスカー・ワ
イルドの戯曲『サロメ』、そしてオー
ブリー・ビアズリーによるその世紀末
的な挿絵（図 1）を思い浮かべる人が
ほとんどである。「美女と洗礼者ヨハ
ネの生首」というイメージや、ユダヤ
の王女サロメがヘロド王の饗宴で舞
う 7枚のヴェールの官能的なベリー
ダンス。「サロメ」の物語はどのよう
に 19世紀に神話化していったか、そ
の形成と変遷について見てみたい。ワ
イルドのサロメの原点ともなったフ
ローベールのサロメの特徴と構成を
見た上で、次に 19世紀のサロメ全盛
期に至る過程について触れてみたい。

図 1: オーブリー・ビアズリー
　「ヨカナーン、私はお前の口に
　くちづけしたよ」（1893）
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[I]　現代サロメのダンスの原点：フローベールを中心に

　物語の由来は聖書の「マルコによる福音書」や「マタイによる福音書」
の中のキリストが救世主として出現した時代にさかのぼる。死海のほとり、
ヘロド・アンティパスの居城マケルスの城砦での出来事である。ユダヤの
分封太守アンティパスの誕生日の祝宴の席で、その妃ヘロディアスの娘サ
ロメが世にも見事な舞を踊り、太守たちを喜ばせた褒美に、キリストに洗
礼を施した洗礼者ヨハネの首を所望した、といういわゆる「洗礼者ヨハネ
斬首の物語」である。19 世紀後半から 20 世紀初頭を皮切りに世界に夥
しく現れたサロメ作品。しかし福音書のなかに「サロメ」という名は登場
しない。ユダヤ人歴史家のフラウィウス・ヨセフスの『ユダヤ古代誌』の
ヘロデ家の子孫に関する記述において、はじめてヘロディアスの娘の名は
明かされたのである１。
　日本ではサロメといえばオスカー・ワイルドが知られているが、ワイル
ドは、アイルランドの作家・劇作家で、ダンディスムや男色で知られてい
る。サロメを書いたのはパリに滞在していた時で、詩人のマラルメの有名
な詩篇「エロディアード」に匹敵する作品を書こうとしていたという野心
も知られている。ワイルドの一幕物悲劇では、月が見下ろす不思議な舞台
で、「月のように美しい王女」という繰り返しのセリフが謎めき、このワ
イルド劇を翻案したシュトラウスのオペラの上演では、いつもどんなサロ
メのダンスが演出されるのかということが話題となる。キリストに洗礼を
施した洗礼者ヨハネほどの聖者の首を与えるほど、またアンティパスがユ
ダヤ領土の半分を与えようとしたほどの踊りはどのような素晴らしいもの
だったのか。また、恋すら知らなかった王女サロメが恋する女に変貌を遂
げ、最終場面では、「愛とはこれほど切ない味か」と生々しく切られた首
に口づけをして、その直後に殺されることから、エロスとタナトス、愛欲、
愛憎、生と死という人間の避けて通れない情念の究極をどう演出するかに
焦点が置かれる。またこの作品は、作品の経過時間としては、たった一夜

1　フラウィウス・ヨセフス、『ユダヤ古代誌』、第 6 巻、秦剛平訳、ちくま学芸文庫、
p.4。
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の宴会場面の話であり、愛を知ることで一人の少女が大人の女に変貌する
過程が一挙に描かれる。
　これほどにも演劇やオペラの演出が繰り返されるワイルドのサロメだ
が、実際の原文ではダンスの描写は一行も書かれていない。カッコ内のト
書きがあるのみである。「王様、支度ができました。（サロメ、7枚のヴェー
ルのダンスを踊る。）ああ、見事じゃ見事じゃ！ これへ、褒美をつかわす
ぞ。何が欲しいのだ、言ってみよ。」あどけない少女が切られた首を欲し、
皿の上の首に口づけするこのショッキングな場面は世紀末の時代にまさに
エポックメーキング的な喝采を受けたといえる。何も描かれないことこそ
が、その後あらゆる演出家や芸術家たちの想像力を刺激し、誰もがこれこ
そが「サロメのダンス」であると創作に意欲を燃やした最盛期が 19世紀
末から 20世紀初頭であった。
　しかし、フランスで最初にサロメのダンスの場面を描いたのは、ワイル
ドがしばしば自分の文学の師と仰いでいたギュスターヴ・フローベールで
あった（実際に直接の関係はない）。ワイルドの『サロメ』から 16 年も
前の 1877 年、フローベールは、『ヘロディアス』というタイトルで、サ
ロメの母、ヘロディアスをヒロインにして短編を書いた。そしてこれが仏
文学史上、またヨーロッパ文学史上初めてのサロメのダンスの文学的描写
と言われている。
　王女の恋の芽生えから、相手の死を選んでも愛を貫こうとする女に変貌
するサロメを一挙に、それもダンスの描写は抜きで描いたワイルドと異な
り、フローベールの短編『ヘロディアス』は、三部に分かれており、太守
ヘロド・アンティパスの誕生日の祝宴の朝から、真夜中の踊りと斬首が行
われた後、翌朝の日の出まで丸一日が書かれ、むしろ古典劇の原理を守り、
サロメのダンスは、最終の第三部で描かれた。
　一行もダンスの様子を実際に描写しなかったワイルドとは異なり、フ
ローベールは、東方旅行の際に見たクチウク＝ハーネムという「アルメー」
almee と呼ばれる踊り子たちのダンスの記憶を反映しつつ、様々な神話的
要素を背景に盛り込んでいる。また、フローベールのダンスではたった三
ページのなかに、そのクライマックスで、サロメが逆立ちして、豊かに膨
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らんだパンタロンが虹のように顔に覆いかぶさり、アンティパスに近づく
姿がまるで「エジプトコガネムシ」のようだと描かれており、象徴性にあ
ふれるとともに、三のリズムに統一されて、ユダヤ教からキリスト教への
転換点へと、三位一体を思わせる暗示的な非常に密度の高い文体となって
いる。まずはこのフランスで最初に描かれたフローベールによるサロメの
ダンスの特徴を見てみたい ２。

１）視線の動き
　①胸・上下　→（演壇でヴェールを取る）

　胸と頭を覆う蒼みがかった薄絹に、両目の弧、両耳の玉髄飾り、肌の
白さが透けて見える。玉虫色の絹のスカーフは、金銀細工の帯で腰の
ところで留めてある。黒いカルソンにはマンドラゴラの花が散りばめ
てあった――そしてしどけない身振りで、ハチドリの羽毛でできた小
さな上履きをはたはた鳴らせながらその娘はやって来た。
　壇上の高みに上がると、娘は薄絹を取り去った――若き日のヘロディ
アスその人が現われた――そして娘は踊り始めた。(117-171)

　青いヴェールが顔と胸を隠したまま、両目→両耳→肌→両肩→腰→パ
ンタロン→小さなスリッパへと、上から下へ

②下上　←（ダンスの開始「希望」）

　笛や対のクロタルのリズムに合わせて、前に後ろに両脚を踏み交わす。

2　原文は以下を参照のこと (Flaubert, Trois contes,  Livre de Poche Classique, édite 
par Pierre-Marc de Biasi, Paris, 1999, Librairie Générale Française)。本稿にお
けるHérodias の引用文は此の版により、引用後に原文頁数のみを記す。翻訳は
筆者による（大鐘敦子、『サロメのダンスの起源――フローベール・モロー・マ
ラルメ・ワイルド』、慶應義塾大学出版会、2008 年）。本稿におけるフローベー
ルのダンスに関する考察は、拙著『サロメのダンスの起源』を参考にしている (cf. 
pp. 81-112)。
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両腕は、追い求めてもつねに消え去る誰かを呼び求めていた。蝶より
も軽やかに、知りたがりやのプシュケのように、彷徨える魂のように、
見えぬまぼろしを追う姿は、今にも飛び立つかと見えた。(171)
　
③抑揚・上下の小刻みな揺れ（第二のダンス「憂い」）
　瞼→腰、腹→両胸、顔、また両足へ、ねじり、揺れ、うねり、震え。

　ジングラの不吉な音がクロタルに取って代わった。希望の次に打撃と
消沈が続いた。そのしぐさはため息となり、体じゅうがあまりにやる
せなさを醸しだすので、神に嘆いているのか、その愛撫に息絶えんと
しているのかわからなかった。瞼を半ば開いて、身をよじり、波のう
ねりの如く腹は波打ち、両の乳房は激しく震えるとも、顔は不動に前
を見つめて、足は拍子を取り続けた。(171-172)

④上下　→（第三のダンス「官能と激高」）
　両耳→背→腕→両足→衣服→両膝→両脚→顎→大開脚→床すれすれの
顎。顎が床につき、顔の位置が低くなり、サロメの誘惑が本格化する。

　次に、満たされんと欲する愛の熱狂がきた。娘はインドの巫女のご
とく、ナイル瀑布のヌビア女のごとく、リディアの酒神バッカスの巫
女のごとく踊った。嵐になぎ倒される花のようにあらゆる方向へのけ
ぞった。耳環のダイヤは跳ね上がり、背の薄絹は煌いた。両腕、両足、
すべての衣装から見えない火花が飛び散り、男たちの心をめらめらと
燃え立たせた。竪琴が歌い、皆は手拍子でそれに応えた。両脚開きで
ひざも曲げず、身を屈めて顎も床につくかと見えた――そして、禁欲
に慣れた流浪の民も、放蕩を極めたローマの兵士も、あくどい収税吏
も、議論に尖った老いた僧侶も――皆――鼻腔を膨らませて、欲望に
身を震わせるのだった。(172)

⑤旋回　（第四のダンス「熱狂と魔力」）
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　熱狂的な旋回で魔女のロンボスのようにうなり板の共鳴がするかのよ
うに回転し、アンティパスを追いつめて褒美の約束をとりつける。

　それから、サロメはアンティパスの食卓の周りを魔女のロンボスのよ
うに熱狂的に旋回し始めた。太守は快楽の嗚咽に声を詰まらせ娘に言
うのだった ――「これへ！ これへ！」―― 娘は旋回し続けた、ティ
ンパヌムは割れよとなり、群集はうなり声をあげた。だが太守は負け
じと声を張り上げた。「これへ！ これへ！ カファルナウムを進ぜよ
う！ ティベリアスの平原も！ わしの城砦も！ 王国の半分もくれてや
ろう！」(172-173)

⑥逆立ち　（クライマックス）
　逆立ちして巨大な黄金虫「スカラベ」のように壇上を這い回る。

　つと娘は両手をついて身を翻し、踵を宙にして、まるで巨大なスカラ
ベのように演壇を一周し始めた――そして突然止まった。(173)

⑦逆立ちの顔　（クローズアップ）
　両唇→両眉→両目→額の汗。首と椎骨が直角に交わってアンティパス
と見つめ合う。

　その首と椎骨は直角をなしていた。娘の足を包むカルソンが肩に垂れ
下がり、床すれすれの顔を包んで、虹となった。唇は紅をさし、眉は
漆黒、目は恐ろしい形相となり、――額の汗は、白大理石の上にかか
る蒸気かと見えた。(173)

　サロメの全身描写は、非常に詳細に身体部位が連ねられ、ヴェールをつ
けた頭の上から足の先まで、次には足元から、飛び立つ魂の方向まで、次
第に上下の揺れも横揺れも小刻みになり、官能の痺れを表すかのようにう
ねりを帯びて、全身のあらゆる部位を開放し、両脚を開脚して激高を表し、
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宴会でサロメの若い身体を舐めつくすように見つめる男たちの視線をたど
るとともに、読者をもその焦点化によって官能に引きずり込むような仕掛
けがなされている。

２）文体・リズム
　この三段階のダンスはプランやシナリオの最初期段階から構想されてい
た。フローベールは、生前中の手稿をすべて残していた事でも有名だが、
執筆も作業手帳、プラン、シナリオ、創作のために調査した本などの読書
ノート、何千枚にもわたる下書き原稿における削除や加筆を通して次第に
想像力と文体を彫琢し深めていく作家である。ちなみにこのサロメのダン
スを初めて描いた『ヘロディアス』をふくむ最晩年の短編集『三つの物語』
の草稿群は759枚近くに上っている３。その最初期段階のプラン f°713に
おいては、「それぞれのダンスに異なる心理描写と進行」という作者によ
る指示 (note de régie) に従って、「１。優雅に。飛ぶように。(gracieuse, 
voltigeant)」「２。官能的に。(gracieuse)」「３。無秩序に。(desordonnée)」
とダンスの三つの段階にあわせてダンスの種類と奏でられるジングラ
（gingras grosse）や横笛 (fifre léger) などオリエンタルダンス特有の楽器
が書きつけられている（図 2）。また音にかんしても、フランス語で蛇の
ダンスのような「シュ [ch][s]」「ズ [z][s]」という動物的な音やリエゾンが
草稿や決定稿で頻繁に用いられて、読む者にダンスの肉感的・動物的なイ
メージを与えている（図 3４）。Gueuloir という大音声で原稿を読み上げる
ことで知られるフローベールは音にも非常に配慮してダンスを描いていた
といえよう５。

3　BNF, Manuscrit, NAF 23663(1-2).
4　f°643r の筆者による転記に、蛇を思わせる音、「シュ」「ズ」「ジ」などを色わ

けしたもの : ch( ピンク )、s（黄緑）、z, g（青）でリエゾンも考慮した。『ヘロディ
アス』におけるフランス文学で最初に描かれたサロメのダンスの草稿について
は、この色分けも含め、ルーアン大学フローベール研究所サイト Site Flaubert
に筆者による転記と分類が掲載されている。

5　ティエリー・ジリブッフに編纂された近刊書では、フローベールの Gueuloir( 大
音声の朗読 ) の射程を、単なる友人たちへの披露のための読み上げだけでな
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く、書簡集でも見られるようにフローベール特有の文章彫琢の作業と執筆の活
力としてより大きな視野で取り上げている (Cf. Gustave Flaubert, Le Gueuloir ‒ 
Perles de correspondance, Edition présentée par Thierry Gillyboeuf, Dessins de 
Daniel Maja, Le Castor Astral, Collection “Les Inattendus” , 2016)。フローベー
ルの詩的文体および『ヘロディアス』における蛇的な音韻に関しては以下の拙
論を参照していただきたい。Atsuko Ogane, “Hérodias, splendeur du vers et de 
la prose : le serpent ou la genèse de la femme fatale dans la danse de Salome” , 
Revue Flaubert,  n°9, 2009, “Flaubert et la Confusion des genres”.

　  http://flaubert.univ-rouen.fr/revue/article.php?id=36

図 2：『ヘロディアス』プラン自筆草稿 f°713（転記筆者による）
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図 3：『ヘロディアス』ダンスの下書き草稿における蛇的な音韻
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　文体のリズムに関しても、フローベールにおいては３のリズムがダンス
の描写で特に顕著となっており、それは洗礼者ヨハネがヘロディアスを糾
弾する文体と見事に対応しながら、聖なる三位一体の数字、３のリズムが
中心となっている。そしてクライマックスでは文のリズムは最も長くなる。
この３のリズムを恣意的に視覚的に表すと以下の通りとなる。

「彼女は、身体をよじった、
  うねりのように腹を揺らして
  両の乳房を震わせた。」（171）

「彼女は踊った、インドの巫女のように
  ナイル瀑布のヌビア女のように
  リディアのバッカスの巫女のように。」（172）

「お前は、その靴音で彼の心を捉えた。
　お前は、雌馬の如く嘶いた。
　お前は、お前の供犠を完遂するために山の上に褥を敷いた。」(155)

「主はもぎ取るだろう、
 お前の耳飾を
 お前の紫の衣装を
 お前の亜麻のヴェールを
  お前の腕に嵌めた腕環を
  お前の足に付けた足環を
  お前の額にさざめく金の小さな三日月飾りを
 お前の銀の鏡を
 お前の駝鳥の羽根の扇子を
 お前をより丈高くみせる真珠の上履きを
  お前がつけるダイヤの驕りを
  お前の髪の香りを
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  お前の爪の化粧を
  お前の逸楽のすべての手管を！」(156)

　そして最後には、感覚機能の炸裂はヨカナンの言説の３のリズムによる
誇張法と同様に、最も長い四拍子のリズムで表現されることになる（フロー
ベールがサロメをヨカナンの双生児として描いている所以でもある）。フ
ローベールのサロメのダンスにおいては３のリズムがサロメと洗礼者ヨカ
ナンとの相似性として読み取れるが、世紀末のワイルドのサロメのダンス
では、３のリズムがサロメのヨカナンに対する誘惑・求愛のリズムとして
劇作品の台詞となっている。３のリズムを聖なるリズムとしたフローベー
ルのサロメのダンスと、フローベールのサロメを手本に一幕物悲劇を書い
たワイルドのサロメでは、同じ聖なる「３」に基づきつつも、その文体的
効果は全く正反対のものとなる６ 。

３）アルメーのダンス
　フローベールのサロメのダンスは、彼の故郷ルーアンの大聖堂の扉上に
あるサロメのダンスからヒントを得たとも、彼が1849 年 10月から 1851
年にかけて友人のマクシム・デュ・カンと東方旅行で見たエジプトの踊り
子（アルメー）たち――エジプト、エスネーで出会ったクチウク＝ハーネ
ムやアスワンで見たアジゼーのダンス――であるとも言われている。クチ
ウク＝ハーネムはそのストリップティーズ的ないわゆる「スズメバチのダ
ンス」を踊った後、フローベールと旅の一夜を過ごし、オリエント幻想の
大きな核としてその後フローベールの創作に大きな影響を与えた７ 。

6　ワイルドのサロメの文体考察にかんしては拙著『サロメのダンスの起源』（前掲
書、pp.230-245）、「聖性のエクリチュールから誘惑のエクリチュールへ」を参
照のこと。

7　Flaubert, Voyage en Orient , Préface de Claudine Gothot-Mersch, folio classique, 
Paris, Gallimard, 2006, pp.131-136. 引用後のページ数は本書を指している。校
訂者のゴト＝メルシュ女史によれば、フローベールはこの時点で「ミツバチの
ダンス」の由来を知らないようだったと思われる。若い娘が散歩しているとき
にハチが彼女の身体のあちこちに止まろうとして何度も襲いかかるので、娘は
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　クチウクは僕たちにスズメバチを踊った。（…）始めに、それまで踊り
を一緒に見ていたフェルガリともう一人の水夫を追い出してドアを閉
め (…)、子供の両目には黒い小さな布を当て、老いた演奏者の青いター
バンの頭巾を下ろして――クチウクは踊りながら脱いでいった――全
裸になったときには肩掛けしかなく、それで隠す真似をして最後はそ
れも投げやった――これがいわゆる「ミツバチのダンス」だ。(135)

　またアジゼーのダンスは首がまさに落ちそうな感覚を与えるまさに「斬
首」を思わせるダンスで、サロメのダンスの最終段階で首が背骨と直角に
曲がる描写の背景となったと思われる８。

　この大柄な娘はアジゼーといった。そのダンスはクチウクよりも知的
だった。踊るときには身にまとった大きな服を脱ぎ、ヨーロッパ的な
胴衣のインドの服を身につけた。彼女は踊り出した――その首が背中
の脊椎で頻繁に前や横に滑りまるで首が落ちるかと思わせた。本当に
身の毛がよだつ斬首を思わせた。(141)

　逆立ちしたダンスは中世の旅芸人たちの間でしられていたバッタ
sautelelle と呼ばれるような倒立で、実際、フローベールのサロメはアク
ロバットのように逆立ちをしてヘロド王の周りを魔術をかけるかのように
旋回している。一方、腹筋を揺らしたり、首が落ちるかのように、描かれ
る詳細な描写は、実際にフローベールが現地で書き留めた旅行手帳を基に
して描かれたとみなされている。
　当時、エジプトのダンサーで「ガワジー」といわれるダンサーたちの中
でも、特に「アルメー」といわれる女たちの踊り９は東方旅行をするヨー
ロッパ人たちの中では有名で、詩人ネルヴァル、ゴーチェをはじめとして、

親切な旅人に助けを求めるという話である（p.645 註 3 参照）。
8　同上、pp.141-142.
9　Lynne Thornton, La Femme dans la peinture orientaliste , ACR, Edition 

internationalle, 1985, p.136.
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当時、オリエントに魅せられた芸術家や
作家たちが報告し、またパリ万国博覧会
でも一層知られるようになり、世紀末か
ら 20 世紀初期にダンサーたちがパリに
ダンスの披露に来たといわれている（図
4）。先に紹介したように、その中でも特
に、「ミツバチあるいはスズメバチの踊
り」というダンスが、若い娘の唇に留ま
ろうとするハチとそれを追い払おうとす
る娘の激しいパントマイムの踊りで官能
的な踊りといわれており、特にまとって
いる布を一枚一枚脱いでいくストリッ
プティーズ的なダンスは、最も見せ場
であった（図 5、図 6１０ ）。フローベー
ルの描くサロメのダンスでは布は最初
の登場場面と踊りの第三段階でしか出
てこないが、現地で書いたとおもわれ
る旅行手帳では、扉を閉じて、演奏者
たちも目隠しをされる中で、踊るクチ
ウクの官能的な様子が詳細に描かれて
いる。オスカー・ワイルドがサロメの
描写を一行も書かなかったにもかかわ
らず、「7枚のヴェールのダンス」と

10　図 6 ジャン・ルコント・ド・ヌーイ《ハーレムのラムセス》は、2015 年オルセー
美術館が購入した三連 (triptyque) の油彩で、1887 年に官展に出品され、1889
年のパリ万国博覧会でも展示されたヌーイの名作である。テオフィル・ゴーチ
エの『ミイラ物語』(1857) からインスピレーションを受けた作品とされる。ファ
ラオは上エジプトでの勝利の遠征から宮殿に戻り、壮大な饗宴のあと自分のハー
レムで内縁の妻たちに迎えられるという場面であり、ヌーイはグレイルやジェ
ロームの弟子であり、当時流行したオリエンタリスム溢れるファラオの作品を
完成した。（Guy Cogeval, Acquisitions, décembre, 2015, Musée d’Orsay）

図 4：ロダン《アクロバット
　する踊り子》(1910)

図５: ポール =ルイ・ブシャール
　《アルメーたち》(1853-1937)
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書くことで、このアルメーのストリップティーズ的ダンスは男性を虜にす
るサロメのダンスとして定着したとも言える。

４）考証資料と作品の象徴性
　フローベールとワイルドのサロメで最も異なる点といえば、フローベー
ルはサロメに焦点を当てず、当時流行したエルネスト・ルナンの『イエス
伝』に対抗して、むしろ、この物語の背景にある当時の社会秩序、民族の
問題を扱おうとしたところにある。『ヘロディアス』はキリスト教をテー
マにした短編集『三つの物語』の末尾を飾る作品であり、宗教間の相克と
宗教が生まれる神話的土壌を基盤としている。しかし作者の視点では、む
しろ当時のローマ帝国とユダヤの分封制度、アラビアをはじめとした周辺
諸国との政治的・民族的関係が常にレアリスムの観点から意識されている。
構想の始めの頃、次のようにフローベールはその意図を書いている。

　聖アントワーヌのあとは、聖ジュリアンです。そしてその後に洗礼者
ヨハネがやってきます。私は聖人たちから抜け出せないでいます。洗
礼者ヨハネについては、「教化」しないやり方でまとめるつもりです。
ヘロディアスの物語は、私の解するところ、宗教と全く何のつながり
もないのです。この話で私を惹きつけるのは、（真の太守である）ヘ
ロド王の公人としての表情と、一種のクレオパトラかマントノン夫人
ともいえるヘロディアスの猛々しい顔つきです。民族の問題が全てを

図6：ジャン・ルコント・ド・ヌーイ《ハーレムのラムセス》(1885-1886)
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支配していたのです１１。

　この物語を描くに際し、フローベールは「教化的でない聖人伝」をめざ
す一方で、当時のローマ帝国支配下におけるユダヤの四分封太守ヘロド・
アンティパスとヘロディアスの政治的な駆け引きと民族間の抗争を中心に
据えて構想していた。その意識はすでにこの時点で、宗教を単に神話とし
てのみ描くのではなく、当時の実証科学、考古学、占星術、歴史学などの
知を駆使して、全く別の新しい美的形式で描くことに向かっていたといえ
る。ユイスマンスやラフォルグ、オスカー・ワイルド、マラルメらに注目
され、彼らの想像力を刺激したフローベールの『ヘロディアス』とサロメ
のダンスも、構想段階にあってはサロメどころかヘロディアスとヨカナン
の恋愛的側面すらなく、あくまで聖書の逸話を踏襲しつつ、民族性に根ざ
した政治的側面が目下の主題であった。そこには、膨大な資料を渉猟し歴
史をあくまでもリアルに再現しようとするフローベール的な文章作法が
あっただけではなく、普仏戦争やパリ・コミューンを体験した作者自身の
政治や宗教に対する眼差しの変化も多大な影響を与えていたといえよう。
　フローベールは決して決定を下さない、判断を下さない、ということで
有名であるが、その一方で、あるいはそれを補完する形で、徹底して考証
資料を渉猟しそれらに基づいて現実を構築し、かつ非常に象徴的に暗示的
に描いている。ここではサロメのダンスにおける３つの重要な要素をあげ
たい。
　まず、「スカラベ（エジプトタマムシ黄金）」をサロメの逆立ちの描写に
なぜ用いたかである。「王国の半分もくれてやろう」という太守の褒美の
許可を取り付けたとき、突如サロメは倒立し、「巨大なスカラベ（黄金虫）」
の如く壇上を這い回る。なぜここでこれほど印象的なスカラベという表象
が現れたのだろうか。サロメの表象を聖書から現代まで網羅しても、まず
この「スカラベ」はダンスの描写に使われた試しがない１２。「スカラベ」は

11　1876 年 6 月 19 日ロジェ・デ・ジュネット夫人宛書簡。
12　前掲書、大鐘敦子 『サロメのダンスの起源』巻末の「ヘロディアス＝サロメ文

芸作品関連年表 (Chronologie des adaptations du mythe d’Hérodias-Salomé)」（仏
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しばし「ケプリ神」と呼ば
れ、エジプトでは、その後足
でオスとメスが作るウエディ
ング・ボールが太陽のように
厳格な球形を作ることから、
「昇る太陽 le soleil levant」と
「再生 la résurrection」「復活」
の象徴であるといわれている
（図 7）。これらの象徴はその
「再生」や「契約の成就」と
いう意味合いにおいて、王妃ヘロディアスによるヨカナンの供犠をキリス
ト教成立に不可欠な原理とし、ヘロディアスが化身する大地母神キュベ
レーのタウロボリウムの祭儀や宴会で人々の口の端に上るミトラス教の再
生の儀式とリンクして、饗宴場面を再生のコノテーションで満たしている。
一方、「虹（arc-en-ciel）」は、聖書的なコノテーションによって「新しい
契約の成立」や「旧体制から新体制への変換」を表し、「スカラベ」のダ
ンスの最後に現れて、「再生」の象徴と相互に結びついてゆく１３。ヨカナン
の死がもたらす新しい世界の成立、ユダヤ教的世界観からキリスト教的世
界観への転換を象徴するために不可欠な語、最も重要な鍵としてたちあら
われたといえる。「スカラベ」と「虹」は、『ヘロディアス』という説話的
文脈においてヨカナンの再生と栄光を暗示する象徴的な聖性をサロメに纏
わせることになる。この短編のタイトルが示す通り、ワイルドの『サロメ』
とは全く逆に、フローベールにおいては、主人公は王女サロメではなく、
むしろサロメのダンスを操った母親の王妃ヘロディアスである。このヘロ
ディアスについても、フローベールは用意周到な登場をさせており、ダン
スで現れた「スカラベ」と「虹」の意味は一層強調されることになる。

語）（pp.8-51）を参照。
13　シンボルに関しては以下の事典を参照した（ Dictionnaire des Symboles, 

mythes, rêves, coutumes, gestes, forms, figures, couleurs, nombres,  sous la 
direction de Jean Chevalier, Robert Laffont, Paris, 1969）。

図 7：エジプト大スカラベ
　( 今森光彦、『写真昆虫記―スカラベ』、　
　1991)
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　ヘロディアスとサロメ母娘の登場のな
かで最も重要で圧倒的な威力を放ってい
るのは、サロメが登場する際に入場する
アーチとは正反対の金の上廊の高みから
合図を送るヘロディアスであろう（図 8）。
なぜなら、このときヘロディアスは「キュ
ベレー女神」と見紛うばかりの姿で登場し
ているからである。キュベレーとはフリギ
アに発祥し、ローマでは大地母神（magna 
matēr）として知られた神々の母であり、
ローマで初めて公的に認定された宗教と
してローマ帝国時代にはこの信仰は頂点
に達していた。エフェソスにおいてはギリ
シャの神殿のアルテミスと同定され（使徒
行伝 19.23 - 27）、原初や地球の源のあら
ゆる豊穣の源泉を象徴している。その姿はしばしばアネモネの花冠に飾ら
れ、戦車に乗って、左右にライオンを従えて表される（図 9）。
　ヘロディアスは第五登場場面でキュベレーそのものに化身するだけでは

図 8：ジョルジュ・ロシュグ
ロス『ヘロディアス』挿絵
「ヘロディアス登場」(1890)

図 9：クロイツアー《キュベレー》（クロイツアー図版）
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なく、第三場面でヨハネに糾弾されたとき、額に「震える小さな金の三日
月」を付けて現れる（第二章）。常に太陽と共に日中の力強く描かれるヨ
カナンとは対称的に、ヘロディアスは真夜中のアンティパスの饗宴におい
て最も強大な力をもって登場する（第三章）。ヨカナンは太陽のシンボル
とともに、王者「ライオン」の形容を伴う一方、ヘロディアスはキュベレー
的・冥界的特質を備え、月のシンボルとともに月の出る時刻に絶対的な力
を放ち、両者は太陽と月の相関関係で描かれている。
　こうしたキュベレー信仰における宗教儀式とそこで使用される楽器はサ
ロメのダンスの描写に活用されている。キュベレーの僧侶であるマギ僧た
ちは、フリギアのフルートやシンバル、ティンパノンといった楽器を用い
て拍子を取りながらキュベレーの御神体を神輿に掲げて行進したといわ
れ、最後には極度の熱狂と共に自分の身体（局部）の切断に達するといわ
れるが、サロメのダンスにおいてもこれらのフルート、一揃いのクロタル、
ジングラ、ハープ、ティンパヌムがダンスのリズムを高めて熱狂にまで達
し、ヨカナンの斬首＝身体の切断という頂点に到達する１４。サロメのダン
スはまさにキュベレー Cybèle の祭儀や行列を考証資料として描かれてい
るのである。あたかもユダヤ教の儀式に則ってヨカナンを供儀として捧げ
る、正統な供儀者の家系の末裔であるヘロディアスこそ儀式を司る供儀者
となり、再生を象徴するエジプトタマムシ黄金のように、ヨカナンの死と
再生をなぞるかのようなキリストの到来が暗示され、新しい契約＝キリス
ト教を約束する象徴的な「虹」が、サロメのダンスの最後に表れる。フロー
ベールは語り手としての判断を控えながらも、こうしたコノテーションに
よって、サロメこそ、ヨハネの死によってキリストの到来を促した聖なる
存在でもあることを暗示しているのである。レアリスム作家として知られ
るフローベールが晩年に到達した彫琢された文体の象徴的錬金術がこの高
度に示唆的な作品を完成させたといえる。
　フローベールとワイルドによる二つの「サロメのダンス」。一方は社会
背景や民族問題に焦点をあて資料を渉猟し、三部構成という古典的な枠組

14　M．J．フェルマースレン、『キュベレとアッティス――その神話と祭儀』（Martin 
J. Vermaseren, Cybèle et Attis ‒ mythologie et rite , 1986, pp.3-14）。
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みを用いつつ、文体や象徴を駆使して暗示的なメッセージをダンスに組み
込んだ。ワイルドは、サロメという女の性がいかに愛によって変貌するか
を描き、ダンスの描写は一行も描かずに、サロメのダンスをいかに描くか
というモティベーションを同時代と後世の芸術家たちに与え続けている。
そして、フローベールではむしろファム・ファタル的な要素は母親である
ヘロディアスにおかれていたが、ワイルドにおいては、比重が完全にその
娘、王女サロメに移行するのである。フローベールのサロメではクチウク
＝ハーネムたちアルメーの踊りの記憶がベースになりつつ、ルーアンのカ
テドラルの逆立ちするサロメの表象とも混じり合って描かれ、ワイルドの
サロメでは、ただ一言、「７枚のヴェールのダンス」というト書きの指示
により、まさにアルメーの舞で男性を虜にするサロメが描かれる。

[II]　フローベール周辺のサロメ神話

　ミレイユ・ドッタン＝オルジーニの『「宿命の」と呼ばれる女』（1993）
やベルトラン・マルシャルによる『サロメ――詩と散文のはざまに』（2005）
で提示されたように１５、フローベールやマラルメ、ユイスマンスのサロメ、
あるいはサロメをパロディ化したラフォルグのサロメは現代のサロメ神
話、――ワイルドのサロメ以前――の起源になったというのがフランス文
学では現在通説となっているが、フランスで初めてサロメのダンスを描写
した 19世紀後半のフローベールの周辺のサロメ作品群を概観し、またこ
のような進化をこう呼んでよいならば「サロメ神話」と呼んで、作品群の
変遷を簡略に概観してみたい。
　19世紀についていえば、フローベールと全く同時期に象徴主義の大家
であるギュスターヴ・モローが一連のサロメ作品を描いていた。モローの
描いたサロメの絵が先か、フローベールのサロメの描写が先かという有名

15　サロメ文学にかんする基本的かつ決定的批評は以下の通り。(Mireille Dottin-
Orsini, Cette femme qu’ils disent fatale , Grasset, 1993 ; Bertarnd Marchal, 
Salomé―entre vers et prose―Baudelaire, Mallarmé, Flaubert, Huysmans,  Jose 
Corti, Les Essais, 2005)
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な論争がフランソワーズ・メルツアーによって切って落とされた。「フロー
ベールの『サラムボー』を愛読したモローが、影響を受けてサロメを描き、
モローの《ヘロド王の前で踊るサロメ》（図 10）とヨハネの首が宙に浮い
てサロメを凝視する幻想的な《出現》（図 11）を官展（サロン）でみたフ
ローベールが今度は『ヘロディアス』を描いたのだ」１６ とメルツアーは述
べているが、実際に書簡を辿れば、ほぼ同時期に別々に構想していたよう
である。フローベールの後につづいて、サロメをパロディ化したラフォル
グの『サロメ』や、フローベールやマラルメの詩篇「エロディアード」が
引用された有名なユイスマンスの『さかしま』など、数え切れないほどの
サロメが多くの作家・詩人たち――ジャン・ロランやレオ・タクシル、ア
ルセーヌ・ウーセなどによって創作された１７。1892 年にはアメリカから来
たダンサー、ロイ・フラーの布を広げた新機軸のダンスが評判となり（図

16　Francoise Meltzer, Salome and the Danse of Writing, Portraits of Mimesis in 
Literature, The University of Chicago Press, 1987, pp.13-46. メルツアーは、踊
りそのものの記述が欠落しているワイルドおよびマラルメを取り上げ、マラル
メの舞踏論を引用して、踊り子は踊るのではなく、身体で書く文字によって暗
示するという視点から論じた。

17　詳細な作品名に関しては前掲の拙著『サロメのダンスの起源』巻末のフラン
ス語による「サロメ年表」を参照いただきたい。

図10：ギュスターヴ・モロー
《ヘロド王の前で踊るサロメ》(1876)

図 11：ギュスターヴ・モロー
　《出現》(1876)



3636

第 2回講演（１）　19世紀サロメ神話の変遷：フローベール、ワイルド、ゾラ

12）、翌年 1893 年にワイルドの『サロメ』（91年に執筆、出版は 93年）
が出版となるが、1896 年のワイルドの初演、1895 年のコメディー・パ
リジエンヌでのロイ・フラーによるサロメ、無声映画のアラ・ナジモヴァ、
99年のポール・ブリュネットとモーリス・ジュリオンの韻文による『サ
ロメ』の悲劇、1902 年のマックス・ラインハルトの『サロメ』などが続き、
1905 年のシュトラウスによるオペラ化によって、舞台の『サロメ』は一
挙に全盛期となる。1909 年にはロシュグロスによって饗宴でのサロメの
舞を思わせるような写真も製作されている（図 13）。

　また美術においても、19 世紀には、数

え切れないほどのサロメが描かれた。1870 年にはピュヴィ・ド・シャヴァ
ンヌの『洗礼者ヨハネの斬首』やスキャンダルとなったアンリ・ルニョの『サ
ロメ』、72年にはオペラ・ガルニエの天井画をポール・ボドゥリーが描き
（図 14）、75年代には、モローが一連のサロメ作品を発表することになる。
これ以降 1914 年ごろまで、サロメは毎年５点近くがサロンに出品された。
ミッシェル・デコダンによれば、世紀末神話としてサロメ作品が最も輩出
した時期は 19 世紀後半から 1914-18 年ごろで、大戦後には世紀末サロ

図 12：ダンスをするロイ・
　フラー (1830-1912)

図 13：ロシュグロス《親密な饗宴》(1909)
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メ作品は下火になるという１８。興味深い点は、当時のサロン（官展）では、
サロメを描かなければ芸術家ではない、というほど、このテーマがあらゆ

18　Cf. Michel Décaudin, “Un mythe ‘fin de siècle’ : Salomé”, in Comparative 
Literature Studies,  pp.109-117.

図 14：ポール・ボドゥリー《サロメ》(1872) 図 15：アルフォンス・ミュシャ
《サロメ》(1897)

図 16：アドルフ・モッサ
《サロメ》(1901)

図 17：アラステア、ワイルド
『サロメ』フランス版挿絵

(1925)
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る画家や彫刻家たちと鑑賞者たちを魅了したということである。こうした
影響からか、1904 年には「ローマ賞」コンクールの出品主題にサロメの
物語が選ばれ、アカデミーすら認める絵画的主題として名実共に「サロメ」
の主題は市民権を得たといえよう。20世紀を迎えると、1900 年代のアー
ル・デコや 1925 年代のアール・ヌーボーの波が押し寄せ、サロメ絵画文
化も変貌してくる。女性像のポスターなどでも有名なアルフォンス・ミュ
シャ（図 15）や、アドルフ・モッサ（図 16）の連作のサロメ、アラステ
アによるワイルドの挿絵本（図 17）などイラストの分野にも広がっていっ
た。

[III]　ゾラ『ナナ』におけるアルメーのダンス

　一見、ユダヤの古代を描いたレアリスムの父フローベールのサロメ
(1877) と、19 世紀後半のパリの退廃の中、高級娼婦としてのし上がった
エミール・ゾラの『ナナ』( 連載開始 1879、出版 1880) との間には何も
関係がないように見える。「ヘロディアス」は、1877 年 4月に「モニトゥー
ル」誌に連載され、同月末にシャルパンティエ社から短編集『三つの物
語』の末尾を飾る作品として出版された。一方、ゾラは 1878 年初頭から
親しい友人たちを中心に娼婦たちについて情報を集め、同年 8月から『ナ
ナ』を執筆した。作品は 1879 年 10 月から 1880 年 1月まで連載された
のち、1880 年 2月に同じくシャルパンティエ社から出版されて、一挙に
55,000 部が完売され、9月までに 10万部が売れたのである。実際には、
連載は二年違いということになる。フローベールがゾラに「現実であり
つつも、ナナは神話になった」と記した書簡が知られている１９。こうして、
掲載年度も近く、同じ出版社からの本であるとはいえ、描かれた時代はか

19　ゾラ宛の書簡（1880年 2月 15日）。フローベール、プレイアッド全集、第５巻、
ガ リ マ ー ル 社、2007 年、pp.833-834。（Lettre à Emile Zola du 15 février 
1880, Corr.,  t. V, 2007, pp.833-834. Correspondance de Flaubert, l’édition 
établie par Jean Bruneau (et Yvan Leclerc pour le tome V), Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », 2007）
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け離れ、作家はかたやレアリスムの旗手とされ、かたや自然主義メダンの
集いを主催したゾラである。それぞれ異なる流派であるものの、おなじ「危
険な女」として男性を破滅に追いやる女性像という観点から見ると、全く
不思議なことに、サロメとナナには共通項が多く、まさにアルメーの舞、
サロメ的な舞が描かれる。
　これはナナという人物が「パリの街やす
べての男たちを腐敗させる溝から飛び立っ
た金蝿」として社会をその猛毒で壊滅させ
るかのごとく描かれる、小説の中でも白眉
の描写の一つである。パリ社交界の金持ち
男性たちを次々とものにしては食い散らか
して破滅させていくナナについての記事
『金蝿』を読みながら、愛人のミュファ伯
爵は、鏡に写る自分の裸体にナナが満足し
て見入るのを眺めている（図 18）。

　そう言うと、ナナはシュミーズを脱
いで、裸のまま、ミュファが読み終わるのを待った。ミュファはゆっ
くり読んでいた。『金蝿』という題のフォシュリーの記事は、ある淫
売婦の物語で、四五代大酒飲みの続いた家系に生まれて、多年にわた
る貧困と因習の遺伝のために血が汚され、それが彼女にあっては、性
の神経的な変調という形であらわれているというのだった２０。（319）

ここで最初に指摘されるのは淫売・売春という性の遺伝的側面である。ナ
ナにおいては母親のジェルヴェーズの大酒飲みとふしだらな遺伝が記事で
明らかにされる。フローベールの『ヘロディアス』では、洗礼者ヨハネが
ヘロディアスを、イスラエル王アハブをヤーヴェから異教へ改宗させたイ

20　ゾラ、『ナナ』、川口篤・古賀照一訳、2013 年、新潮文庫。『ナナ』について
は引用後に訳書のページを記した。原文は以下を参照した（Zola, Nana,  édition   
d’Henri Mitterand, folio classique, Paris, Gallimard, 2002）。

図 18：ジョルジュ・ベランジェ
『ナナ』挿絵 (1882)
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エザベルになぞらえ、王族であり供犠者の血を誇りにしているその淫乱ぶ
りを糾弾する。ここで暗示として読み取れるのは、のちにヘロディアスの
供犠に捧げられることになるヨハネでもある。

　お前は、その靴音で彼の心を捉えた。
　お前は、雌馬のごとく嘶いた。
　お前は、お前の供犠を完遂するため山の上に褥をしいた。(155)

　粉塵に倒れよ、バビロンの娘よ！麦を砕け！帯を解け！ […]
　お前の恥は剥き出しになり、お前の汚辱は暴かれるだろう！
　お前の嗚咽はその歯を打ち砕くだろう！
　永遠は、お前の罪のむかつく悪臭を憎悪する！（156）

　フローベールの『ヘロディアス』においては、サロメは福音書の記述ど
おり、ほとんどセリフもなく、母親である王妃ヘロディアスの手先でしか
ない。ところが、サロメを主役にすえたワイルドの悲劇では、ヨカナンは
ヘロディアスを公然と批判するだけではなく、サロメをも、「不義の子よ。」
「呪いあれ、近親相姦の母より生まれし娘、お前の上に呪いを！」「バビロ
ンの娘！」「ソドムの娘！」とその母の淫乱な血縁にさかのぼってその存
在を否定するのである２１。
  こうして、『ヘロディアス』においても、『サロメ』においても、退廃と
淫乱の都、聖書の「バビロンの大淫婦」に例えられた双生児ともいえる淫
乱の血を引くサロメ母娘同様、ゾラのナナは、ミュファ伯爵から、聖書の
怪物として描かれる。これはまさに、「ヨハネの黙示録」に登場する大淫
婦バビロンがまたがる赤い獣である。「この獣は、全身至るところ神を冒
瀆する数々の名で覆われており、七つの頭と十本の角があった。」その額に、
「大バビロン、淫らな女たちや、地上の忌まわしい者たちの母」と秘めら

21　ワイルド『サロメ』福田恆存訳、岩波文庫、pp.32、 35、 38。
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れた意味の名が記されていた大淫婦である２２。

　彼は、かつて女に対して抱いていた嫌悪の情を、淫乱で、野獣の臭い
のする、聖書に出てくる怪物のことを思い出していた。ナナは非常に
毛深く、茶色の産毛の生えた体は、ビロードのようだった。一方、牝
馬のような腰と太腿や、下腹部に悩ましい影を投じている深いくびれ
のある腹の膨らみには、何か獣じみたものがあった。それは、自然の
ちからそのもののように無意識で、その臭いだけで世の人々を毒する、
黄金色の獣だった。（322）

　ではナナはどのように踊るのか。

　自分の身体を見ると、いつもナナは驚きを感じるのだった。自分が大
人になったのをはじめて知った少女のように、びっくりするとともに
見惚れるような様子をしていた。静かに両腕を開き、例の脂の乗った
ヴィナスの胴を張ったかと思うと、今度は身体を拗らせて正面や背中
を調べ、胸の横の線や腿のふっくらとした丸みに見入った。果ては両
膝を開いて、腹踊りを踊るエジプトの舞姫のように絶えず身体を細か
く震わせながら、左右にゆすり、上体を腰の上で廻すという奇妙な遊
びにふけり出した。（320-321）

　ナナはここで自分の美しい裸体に悦に入り、次第に右に左に、身体を揺
らし、膝を開き、腰の上で上半身をゆすり、いわゆるアルメーのベリーダ
ンス、腹を小刻みに揺するダンスを始める。自分の身体を鏡に写し、「手
と手を組んで頭の後ろに廻し、肘を張って頭をのけぞらした。そして目を
半眼に閉じ、口を半ば開いて、満面に媚びを含んだ微笑を湛えて」（321）
いる。それはまさに、少女のままに、「瞼を半ば開いて、身をよじり、波
のうねりのごとく腹は波打ち、両の乳房を激しく震わ」せ、「両脚開きで

22　 『聖書』新共同訳、日本聖書協会、「ヨハネの黙示録、17」、p.471。
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膝も曲げず、身を屈めて」身体を開放して踊るフローベールのサロメ的な
アルメーの舞である。
　両者の差は、フローベールのサロメは聖書の記述に忠実に、母親の手先
でしかなく、自分の身体の価値をまだ知らないのだが、ゾラのナナは、す
でに自分の身体の価値を知り、それを意識的に操る術を持ち、鏡に好んで
写す自分の身体にさえ酔う、男性たちを破滅に追いやる獣、性の快楽に自
己陶酔できる世紀末の宿命の女の姿である。
　「解けた彼女の金髪は、雌獅子（lionne）の毛のように背中を覆っている」
が、この lionne という言葉は、売春が社会現象ともなった 19世紀パリの
ナポレオン三世の第二帝政期において、社交界の花形、男性を虜にして社
会階層を駆け上り、大邸宅まで建築させることに成功したヴァルテス・ド・
ラ・ビーニュやパヴィア侯爵夫人のような高級娼婦をも指していた「牝ラ
イオン」の意である。この野獣のごとき、快楽の破滅の女に、ミュファ伯
爵は嫌悪を感じるのである。「この時、ミュファは、低く長い吐息を漏ら
した。ナナ一人で快楽を味わっていることに、憤激を覚えたのだ。突然、
大風に吹き払われたように一切を忘れた。彼は激情に駆られて、ナナの身
体を抱くと、絨毯の上に叩きつけた。」(322-323)　ミュファ伯爵がナナ
に感じる嫌悪の情は、当時世紀末のヨーロッパにおける男性一般の女性た
ちへの恐怖感をも表しているといえよう（図 19）２３。

　ミュファは、それをしげしげと眺めていた。ナナが恐ろしくなってき
た。いつしか新聞は手から滑り落ちていた。ナナの正体をはっきり掴
んだ今、自分に対する軽蔑の念が湧いてきた。全く記事の通りだった。
三月の間に、ナナによって自分の生命は腐食されてしまった。彼は、
すでに思いもよらなかった汚物に骨の髄まで毒されてしまったことを

23　ブラム・ダイクストラ、『倒錯の偶像――世紀末幻想としての女性悪』（Bram 
Dijkstra, Les idoles de la pervertsite ‒ Figures de la femme fatale dans la culture 
fin de siècle,  Seuil, 1992, Paris.）ダイクストラはこの大著の中で、世紀末美術
作品における「鏡に見入り口づけする女性像」についても考察し、『ナナ』の鏡
の前の場面についても触れている (p.165)。
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感じた。今や、自分の中で、すべての
ものが腐り落ちようとしているのだ。
彼は一瞬、害毒のもたらした事故を意
識し、この酵母の招いた解体を目にし
た。この酵母によって、彼自身は毒さ
れ、家庭は破壊され、社会の一角が音
を立てて瓦解する様を、まざまざと見
た。(321)

　それだけではない、この蝿は、「窓から
宮殿にはいって、宝石を煌めかせブンブン
羽音をたてて踊りながら、男たちを毒殺し
ていく死をもたらす蝿」、ファム・ファタ
ルとも言える「踊る」蝿なのである。彼女がもたらし撒き散らす毒は、ミュ
ファだけを毒するのではない。ナナにまるで感化されたかのように、こん
どはミュファ伯爵夫人サビーヌが、伯爵を責め苛むのである。「[…] あま
つさえ、伯爵夫人から次第に食い潰される憂き目を見た。ナナが軽蔑して
捨てた食い残しが更にはサビーヌ伯爵夫人によってまた食われるのだ。ナ
ナの乱行にかぶれ、どんなことでもするようになったサビーヌは、台所の
黴のように、この一家が滅びるまで食いついてやろうとするのだ。」(672)。
その先には、ミュファ伯爵がナナの狂気ともいえる密室での淫蕩の遊び――
飽くなき野獣への渇望――に夢中になって「四つん這いになって唸ったり噛
み付いたりする」という狂乱の場が待っている。「血によってうけつがれた
一家の無意識な怨恨」はナナの復讐であり、そしていつかは社会をむしば
んだ天然痘（おそらくは梅毒）ともなってナナの身体をも骨の髄まで腐食し
てゆくのである。
　ナナという金蝿もまた、サロメのように顔をのけぞらせ、エクスタシー
に薄眼を閉じ、腕も膝も開いて大股開きをし、アルメーのように身体を腹
を揺らしながら、怪物に跨った動物臭をさせる聖書の大淫婦として描かれ、
そしてどちらも何代にもわたって娼婦の血統であることが仄めかされる。

図 19：ジョルジュ・クレラン
　『ナナ』挿絵「暖炉と伯爵の
　前の裸のナナ」(1882)
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レアリスムの父フローベールは古代を舞台に、自然主義のゾラは 19世紀
のパリを舞台に、ほぼ同時期に描いているが、二人の作家たちが見ていた
パリが売春に狂い咲いた 19世紀後半のナポレオン三世による第二帝政期
以降だったことは特筆に値する。ドガ、マネ、ロートレック、あらゆる画
家たちが競い合って売春宿や狂奔する売春のパリ、裸体を描いた時期に、
まさにサロメをはじめとする危険な女たち、ファム・ファタルたちが描か
れていたのは偶然ではない。娼婦たちの中でも高級娼婦たちは次第に社会
階層をのしあがり、金で売買される単なる路上の売春婦ではなく、自分の
意思で男性を破滅させるようになっていく。サロメの場合もナナの場合も、
その男性を虜にしたアルメー的なエグゾチスムあふれる舞の先には、なん
らかの死がまっていたのである。
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危険な「ヴィーナス」
――ゾラの娼婦像と絵画――

村田　京子

はじめに

　自然主義作家エミール・ゾラの『ナナ』は、19世紀後半の第二帝政期
フランスにおける娼婦像を描いた代表的な小説とみなされている。ゾラは
20巻にわたる《ルーゴン・マッカール叢書》において、ルーゴンとマッ
カールという二つの家系の結合から生まれた 5世代にわたる子孫の運命
を辿ることで、第二帝政期の社会全体を表象しようとした。叢書全体の構
想を練った彼のプランには「四つの世界」――「民衆」「商人」「ブルジョ
ワジー」「上流階級」――と「特殊な世界」として「娼婦、殺人者、司祭、
芸術家」が記されている１。ゾラはこれらの社会階層に属する登場人物を小
説空間に配置し、それぞれの階級の利害や欲望が交錯する世界を構築しよ
うとした。そのうち、「娼婦（putain）」を主題としたのが叢書第9巻の『ナナ』
である。この小説は 1879 年から 80年にかけて『ヴォルテール』紙に連
載小説として掲載されたが、連載当初から人間以下の獣性を扱った「四つ

★　本稿は拙論「ロマン主義的クルティザンヌからゾラのナナへ――19 世紀フラン
ス文学における娼婦像の変遷――」（『西洋近代の都市と芸術２　パリＩ　19 世
紀の首都』、竹林舎、2014 年）での考察を発展させたもので、一部内容に重複
がある。

1　Armand Lanoux, Préface « Émile Zola et Les Rougon-Macquart  », in Les 
Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second 
Empire d’Émile Zola, Paris, Pléiade (Gallimard), t.I, 1960, p.XX.
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足動物の小説」、または「吐き気を催させる偽り」に満ちた作品として保
守的な批評家から非難された２。ゾラはこうした批判への反論として『ヴォ
ルテール』紙上に長文の記事を載せ、「我々の時代に関して、娼婦をあり
のままに描き出した本は一冊も見当たらない３」と述べた後、この小説の意
図を明らかにしている。

　私はどこにでもいるような娼婦（la première venue）、恐らくは同様
の娼婦がパリには数千人はいるような娼婦をしっかり描きたいという
野心――多分、大きすぎる野心ではあるが――を持っていた。それは
マリヨン・ドロルムや椿姫、マルコやミュゼットなどが示すあらゆる
感傷主義、悪徳のあらゆる粉飾に対して抗議するためであり、そうし
たことは風俗にとって危険で、貧しい娘たちの想像力に惨憺たる影響
を及ぼすと考えている４。

　ゾラがここで言及しているマリヨン・ドロルムはヴィクトル・ユゴーの
同名の戯曲（1829）の主人公、椿姫はアレクサンドル・デュマ・フィス
の同名の小説（1848）の主人公、マルコはヴォードヴィル座で上演され
た『大理石の娘たち』（1853）の主人公で、ミュゼットはアンリ・ミュル
ジェールの『ボヘミアン生活情景』（1846）に登場する女性である。とり
わけマリヨン・ドロルムと椿姫は、ロマン主義時代に席巻した「恋するク
ルチザンヌ（高級娼婦）」（真実の愛によって浄化される娼婦）の典型であ
る５。ゾラはこうした娼婦像の脱神話化を目指し、「真の娼婦」を描こうと
した。

2　Henri Mitterand, « Études de Nana  », in Les Rougon-Macquart. Histoire 
naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire d’Émile Zola, Paris, 
Pléiade (Gallimard), t.II, 1961, p.1688.

3　Ibid. , p.1689.
4　Ibid., p.1690.　下線引用者。今後、引用文における下線はすべて引用者による。
5　「恋するクルチザンヌ」のテーマに関しては、拙著『娼婦の肖像――ロマン主義

的クルチザンヌの系譜』、新評論、2006 年を参照のこと。
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　ゾラは小説の草案において、主人公のナナを次のように設定している。

　すべての登場人物が最後にはナナの足元に打ち負かされねばならな
い。彼女の周りには廃墟と死体しか残らない。彼女は全てを一掃し、
消失させてしまう６。

　このように、ナナは社会の解体をもたらす危険な女として登場する。本
稿ではゾラの描く娼婦の危険性を、ゾラと同じく「真の娼婦」を描いたと
される印象派の画家エドゥアール・マネなど、同時代の画家の絵画と関連
させながら探っていきたい。

１．「金髪のヴィーナス」

　物語は、パリのヴァリエテ座でオペレッタ『金髪のヴィーナス』の主役
としてナナがデビューする場面から始まる。演技も歌も下手な彼女が観客
を魅了したのは、ひとえに彼女の肉体が放つ性的魅力である。とりわけ第
三幕目に「金髪のヴィーナス」が姿を現わすやいなや、観客席に戦慄が走る。

　ナナは裸であった。自らの全能の肉体を確信し、不敵な落ち着きを湛
えて裸で立っていた。身を包むものは一枚の薄絹のみ。丸い肩、槍の
ように硬く尖ったピンク色の突起のあるアマゾネスの乳房、肉感的に
揺れ動く大きな腰、脂ののったブロンドの太ももなど、彼女の全身が
水の泡のように白く軽い布地の下から透けて見えたり、露わになった
りしていた。それは、髪の毛以外には身を隠す覆いを何も纏わずに波
間から生まれでるヴィーナスであった７。

6　Henri Mitterand, op.cit. , p.1670.
7　Émile Zola, Nana, Paris, GF Flammarion, 2000, pp. 62-63. 本稿における『ナナ』

からの引用はすべてこの版によるもので、以後、本文中に頁数のみを記す。訳
は筆者自身のものだが、川口篤・古賀照一訳『ナナ』、新潮文庫、1959 年を参
照した。
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　この「髪の毛以外には身を隠す覆いを何も纏わずに波間から生まれでる
ヴィーナス」は、ピーター・ブルックスが指摘しているように８、アカデ
ミー絵画の代表作、アレクサンドル・カバネルの《ヴィーナスの誕生》（図
1）を彷彿とさせる。ナナが舞台デビューするのは 1867 年で、ちょうど
万国博覧会がパリで開催された年に当たり、万博での美術展に出品された

8　Peter Brooks, « Le corps-récit, ou Nana enfin dévoilée », in Romantisme, No 63, 
1989, p.69.

図１　アレクサンドル・カバネル《ヴィーナスの誕生》(1863)

図２　ウィリアム・ブーグロー《バッカスの巫女》(1862)
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のがカバネルの《ヴィーナスの誕生》であった。その他にもウィリアム・
ブーグローの《バッカスの巫女》（図 2）やジャン =レオン・ジェローム
の《アレオパゴス法廷に立つフリュネ》（図 3）など、この美術展には艶
めかしい女の裸体が氾濫していた。しかも皇帝ナポレオン三世がカバネル
の絵を買い上げたことで、彼のヴィーナスは芸術的にも道徳的にもお墨付
きを得たことになった。ゾラはカバネルに対して、古代のヴィーナス像に
「媚
コケットリー
態」と「甘ったるい柔らかさ」９ を付け加えて、近代の嗜好に迎合した

と非難の言葉を投げかけ、次のように批判している。

　乳白色の川に身を浸した女神はさながら官能的なロレット１０ のよう
だ。それは肉と骨からできているのではなく――そうであれば淫らに
なってしまう――、一種の白とピンクの練り菓子でできている１１ 。

9　Émile Zola, Écrits sur l’art , Paris, Gallimard, 1991, p.182.
10　1840 年頃、モンマルトルのノートル = ダム・ド・ロレット教会の周辺に大勢

の娼婦たちが住みついたことから付けられた娼婦の呼称の一つ。
11　Émile Zola, Écrits sur l’art,  p.182.

図３　ジャン=レオン・ジェローム
《アレオパゴス法廷に立つフリュネ》(1861)
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　ゾラはカバネルが「肉と骨からで
きている」生身の女性ではなく、「白
とピンクの練り菓子」または「愛ら
しい人形１２ 」――それは当時のブル
ジョワの男の幻想や夢、欲望に基づ
く理想の女性像に他ならない――を
作り出したと非難している。また、
ちょうど『ナナ』の執筆時期にサロ
ンに出品された《ヴィーナスの誕生》
（図 4）の作者ブーグローに対して
もゾラは、「優雅さの頂点に立ち、
眼差しのもとで溶けていく砂糖菓子
のように天上の女性を描く魅惑的な
画家１３ 」という皮肉交じりの評価を
下している。
　カバネルとブーグローのヴィーナスは、それぞれ腕を頭の上に曲げ、艶
めかしいポーズを取って誘惑的な媚を投げかけている。しかも眼を半ば閉
じているか、または視線が斜め横にずれているため、鑑賞者と眼を合わせ
ることはない１４ 。それゆえ、男の鑑賞者がヴィーナスの裸体を心おきなく
覗き見ることができる仕組みとなっている。要するに、これらのヴィーナ
スは男の「欲望の眼差し」に捧げられた裸体であった。しかも、ゾラが「人
形」や「砂糖菓子」に喩えているように、「通俗的なまがいもののヴィー
ナス（Vénus kitsch）１５ 」であった。

12　Ibid.
13　Ibid. , p.375.
14　ジェロームの《アレオパゴス法廷に立つフリュネ》においても、フリュネは

同じポーズを取っており、ゾラはその「羞恥心」を表わす仕草は 19 世紀のブル
ジョワ道徳の価値観を反映したもので、絵を台無しにしていると批判している

（Ibid. , p.184）。ここでも鑑賞者は法廷の判事と同様にフリュネの美しい裸身を
覗き見ることができる。

15　Peter Brooks, op.cit. , p.71.

図４　ウィリアム・ブーグロー
《ヴィーナスの誕生》(1879)
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　ゾラのナナも同様で、彼女は「ボル
ドナヴ［劇場の支配人］の捏造品」（37） 
とみなされている。「金髪のヴィーナス」
ナナは言わば、男の観客の集合的な欲
望を掻き立て、満足させるために作り
上げられ、「欲望の眼差し」の対象とし
て値踏みされる「商品」であった。し
たがって、ボルドナヴが「女を見世物
にする男」（38）と呼ばれ、彼自らが自
分の劇場を「淫売屋（bordel）」と称し
ているのも不思議ではない。
　男の「欲望の眼差し」の対象となる
のは、舞台に立つ女優だけに限らない。
女の観客も「見られる」立場に立って
いる。アカデミー画家と対極にある印
象派の画家たちは、近代都市パリの現
代生活の一齣を切り取り、絵画の世界
に視覚化したが、その舞台の一つが劇
場であった。例えば、ピエール = オー
ギュスト・ルノワールの《桟敷席》（図 5）
では、美しく着飾った女性が描かれて
いるが、その隣の男は不遜な態度でオ
ペラグラスを斜め上に向けている。それ
は明らかに舞台に向けた視線ではなく、
恐らく彼は上の階の桟敷席の女性を眺めているのであろう。その証拠とし
て、女性画家メアリー・カサットの《桟敷席にて》（図 6）を挙げること
ができる。この絵では前景にオペラグラスを手にして熱心に舞台を見る女
性が配され、後景には彼女の方にオペラグラスを向けている男性が描かれ
ているのだ。ゾラの小説では、新聞記者フォシュリーがヴァリエテ座でオ
ペラグラスを向けるのは、桟敷席のミュファ伯爵夫人サビーヌであり、彼

図５　ピエール=オーギュスト・
ルノワール《桟敷席》(1874)

図６　メアリー・カサット
《桟敷席にて》(1878)
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女は彼の「欲望の眼差し」の対象となっている。このように、劇場におい
て全ての女性が「見る」というよりも「見られる」という受動的な立場に
立っている。
　しかしナナの場合、こうした消極的な立場からの逆転が見出せる。先ほ
ど引用した第三幕目の裸のヴィーナスの描写の後、「語り手」は次のよう
に続けている。

　そしてナナが腕を挙げると、フットライトの光の中で彼女の金色の腋
毛が見えた。今や拍手も起こらなかった。もはや誰も笑う者はなく、
男たちの顔は気難しげに緊張し、鼻は伸び、口はひりひりとして唾も
出なかった。無言の脅迫をはらんだ風が音もなく通り過ぎたかのよう
であった。突然、この無邪気な小娘の中に女が立ちあがって不気味な
存在となり、女の性特有の狂気の一撃をもたらし、未知の欲望の扉を
押し開いた。ナナは相変わらず微笑を浮かべていたが、それは男を食
らう女の鋭い微笑であった。（63）

　引用下線部の「無言の脅迫（une sourde menace）」「不気味な
（inquiétante）」「女の性特有の狂気の一撃（le coup de folie de son sexe）」
「男を食らう女（mangeuse d’hommes）」の表現が如実に示しているように、
ナナは突然、「愛らしい人形」から男に危険な力を及ぼす「宿命の女（femme 
fatale）」に変貌している。実は、その兆候は前に引用した箇所にすでに現
れていた。すなわち、彼女の「槍のように硬く尖った」「アマゾネス」の
胸は男性的で攻撃的なエネルギーに満ちたもので、カバネルのヴィーナス
のような「甘ったるい柔らかさ」とは無縁であった。ゾラは一見、アカデ
ミー絵画のヴィーナス像に似せてナナを造形しながらも、その価値の転覆
を計っているのだ。

２．ナナの獣性

　興味深いことに、ナナと観客との立場の逆転が決定的になるのは、彼女
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が「金色の腋毛」を見せた瞬間であった。それはまさに、女の生々しい現
実が露わになった瞬間であり、「雌ライオンの毛」（237）のような髪の毛
と相まって、ナナの毛深さは彼女の「獣性（animalité）」を示すものであ
る。とりわけゾラが強調するのは、彼女の肉体から発散される「生命の匂
い（odeur de vie）」（57）であった。堅物のミュファ伯爵が女優の楽屋に
至る舞台裏を通る時、彼をまず襲ったのが「ガスの匂いや、舞台装置の糊
の匂い、薄暗い舞台隅の不潔な匂い、端役の女優たちの下着の匂いなど、
舞台裏特有のきつい匂い」（165）である。さらに「髪の毛のすえたよう
な動物臭に混じって、紅白粉の麝香の匂いや女の匂い」（165）に圧倒さ
れて、彼は息苦しくなる。ナナの楽屋でその息苦しさは頂点に達する。ガ
ス灯の熱でむっとするような空気によって「倍加された女の匂い」（167）
に彼は危うく気絶しそうになるのだ。その匂いは伯爵が昔、匂いを嗅いで
死にそうになった萎れた月

ゲッ
下
カ
香
コウ

［リュウゼツランの一種］の匂いであり、「月
下香が腐る時には女の匂いがする」（167）と「語り手」が説明を加えて
いる。ゾラが《ルーゴン・マッカール叢書》の構想プランの中で使ってい
た「putain（娼婦）」という言葉自体、「puer（悪臭を放つ）」という動詞
を連想させる。実際、アラン・コルバンによれば 19世紀当時、娼婦は「耐
えがたい腐臭（une puanteur insupportable）１６」を放つ存在とみなされてい
た。このように、ナナの肉体は「腐敗」と「死」をもたらす動物的な「匂い」
によって特徴づけられ、それがゾラにおける「真の娼婦」の実態であった。
　当時、娼婦は梅毒を男に伝染し、その肉体を腐敗させるとみなされていた
が、さらに精神的な腐敗をもたらす要因ともなる。娼婦の肉体は男の中の本
能的な衝動を掻き立て、知性を失った獣に退化させる魔術的な力を擁してい
る。例えば、バルザックの『娼婦盛衰記』（1847）では娼婦エステルについ
て、彼女と関わった男の一人が次のように述べている。

　彼女は魔法の杖のようなものを持っていて、それを使って、まだ感受
性を失っていない男たちの内に激しく抑圧された獣のような欲望を解

16　Alain Corbin, Le miasme et la jonquille,  Paris, Flammarion, 2008, p.71.
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き放ってしまう。彼女のように獣に向かって「檻から出よ」と命令で
きる女はパリには一人もいない。獣は檻から出て放蕩の限りを尽くす
のだ１７ 。

　ナナも同様である。ゾラは、作品の構想メモに次のように記している。

　社会全体が女の尻に殺到している。一匹の雌犬の後を追う猟犬の群れ。
その雌犬は盛りがついているわけではなく、後に従う犬たちを馬鹿に
している。雄の欲望の詩。世界を揺り動かす大きな力。それは女の尻
か宗教しかない １８。

　ナナを求める男たちは、もはや理性的な「人間の男（homme）」ではな
く、獣の「雄（mâle）」に退化しているのだ。実際、ウージェニー皇后の
侍従長を務める謹厳なミュファ伯爵がナナに命じられるまま、四つん這い
になり、「熊」となって唸ったり噛みついたりして、「獣性への渇望」（449）
に駆られる場面がある。ナナは男の肉体だけではなく、人格そのものを解
体する危険な存在で、まさに「社会の解体をもたらす酵母、裸体、尻１９ 」
であった。
　ミュファが舞台裏の覗き穴から見たナナの姿も不気味なものであった。

　弧を描く眩いばかりのフットライトの向うに、茶褐色の煙が立ち込め
たように薄暗い観客席が見えた。蒼白くかすんだ顔が並ぶ精彩のない
背景をバックにして、ナナの姿が桟敷席から天井桟敷まで塞ぎ、白く
大きく浮かび上がっていた。伯爵は彼女の背中越しに、その張った腰
や開いた腕を見ていた。一方、ナナの足元すれすれの床にはプロンプ
ターの老人の貧相で正直そうな顔が、まるで斬られた首のように載っ

17　Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes , Paris, Pléiade 
(Gallimard), t.VI, 1977, p.442.

18　Henri Mitterand, op.cit.,  p.1669.
19　Ibid. , p.1670.
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ていた。（181）

　この場面は、洗礼者ヨハネの首を斬らせたサロメを彷彿とさせる。ジョ
イ・ニュートンが指摘しているように、象徴主義の画家ギュスターヴ・モ
ローがゾラに与えた影響を無視することはできない２０ 。とりわけモローが
1876 年のサロンに出展した《ヘロデ王の前で踊るサロメ》（図 7）と《出
現》（図 8）は、『ナナ』のこの場面と密接なつながりがあるように見える。
　ゾラの小説では舞台裏からの視点によって現実世界の中に突然、幻想空
間が出現したかのようで、背景の「茶褐色の煙」はモローの絵の茶褐色の
背景に重なり、観客席に並ぶ「蒼白くかすんだ顔」はモローの絵ではヘロ
デ王など背景の人物像と合致する。その上、《出現》で宙に浮かぶヨハネ
の首に驚いて立ち竦むサロメは、ナナと同様に半裸である。
　現実世界を描く印象派の画家を擁護するゾラにとって、神話や聖書を題

20　Joy Newton, « Zola et les images : aspects de Nana », in Mimesis et Semiosis. 
Littérature et représentation,  Paris, Nathan, 1992, pp.468-470.

図７　ギュスターヴ・モロー
《ヘロデ王の前で踊るサロメ》(1876)

図８　ギュスターヴ・モロー
《出現》(1876)
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材とし、「洗練された、複雑で謎に満ちた夢２１ 」を描いたモローの絵画は
彼の理解を越え、ゾラのサロン評ではモローはあまり評価されていない。
確かに、モローのサロメは肉感的なナナとは違い、現実離れした神秘的な
雰囲気を漂わせている。しかし、ゾラと親しかったフローベールやユイ
スマンスはモローの賛美者であり、特にユイスマンスは後に『さかしま』
（1884）を執筆し、数頁にわたってモローのサロメ像に言及している。そ
の中に「彼女に近づく者、彼女を見る者、彼女が触れる者すべてに毒を与
える、無頓着で無関心、無責任な怪物のような獣２２ 」という一節がある。
それは「自然の力そのもののように無意識で、その匂いだけで世界を毒す
る金色の獣」（238）とみなされるゾラのナナと重なる。ゾラもまた、モロー
のサロメ像にユイスマンスと同じようなイメージを抱いたのではないだろ
うか。少なくとも、熱心なカトリック信者であるミュファ伯爵から見たナ
ナは「悪魔」（173）の表象、まさに男の首を斬るサロメであった２３ 。
　ミュファがナナの虜となった要因は、その強烈な「女の匂い」だけではない。
彼はイギリスの皇太子に付き添って訪れたナナの楽屋で、彼女が化粧するの
を目撃することになる。

　ミュファ伯爵は白粉や紅白粉の倒錯に魅了され、真っ白な顔に真っ赤
な唇、黒いアイシャドーで隈取りしたために大きくなり、愛に燃えた
ぎってやつれたようになった眼の、この描かれた若さに狂おしい欲望
を掻き立てられて、より一層悩ましく感じていた。（174）

21　Émile Zola, Écrits sur l’art, p.344.
22　J.-K. Huysmans, À rebours,  Paris, Folio (Gallimard), 1977, p.132.
23　第 7 章でミュファの前でナナが全裸の姿を鏡に映して自己陶酔に耽る場面で、
「彼女は最後には両膝を開いて、腹踊りをするエジプトの踊り子のように絶えず
身体を細かく震わせながら、左右に揺すり、上体を腰の上で回す奇妙な遊びに
耽りだした」(237) という描写がある。腹踊りをする「エジプトの踊り子 (almée)」
に喩えられたナナは、フローベールの『ヘロディアス』に登場するサロメを彷
彿とさせ、フローベールの影響が見出せる（『ヘロディアス』とゾラのナナとの
関連については、同講演会で発表した大鐘敦子氏の論考を参照のこと）。
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　ここでは白粉で真っ白に塗られた顔に真っ
赤な唇、黒く縁取りされた眼が強調されてい
る。こうした厚化粧は女優だけに限らず、娼
婦を特徴づけるものであった。19 世紀にお
いては、化粧は「本来の肌の白さや美しさ」
を見せるに留まり、肌の手入れの範囲を越え
て赤い紅を付けるなど、「これみよがしな化
粧」は「家父長的道徳規範からの逸脱」を示
すものとして糾弾の対象となった２４ 。厚化粧
は言わば、娼婦の専売特許であり、若い娼婦
を描いたエルネスト =アンジュ・デュエズの
《栄華》（図 9）がそれを物語っている２５ 。こ
の絵の女性に関して、ホリス・クレイソンは
次のように解説している。

　彼女の顔の色彩は厚化粧――すぼめた赤
い唇、真っ黒な眉と眼、粉おしろいをつ
けた頬――によって生じた結果である。
肌はややピンク色で粉おしろいの下で紅
潮している。そして頬の膨らみと眼の上のたるみは、恐らく睡眠不足
（恐らくはアルコールまたはタバコの濫用）によるものであろう。そ
の若々しさが退廃的に見えるのは、眼に見えるほど赤くなった耳のせ
いで、その耳にはイヤリングが輝いている２６ 。

24　井方真由子「エドゥアール・マネの《ナナ》と " 化粧をする女 " のイメージ」、
『ジェンダー研究』第 10 号、2007 年、63 頁。

25　ゾラは 1874 年のサロン評でデュエズの《栄華》に触れている（Écrits sur            
l’art , p.271）。この絵は年老い、落ちぶれた娼婦を描いた《悲惨》と対になって
いる。それはゾラの小説では「酒に溺れた娼婦の無残な老醜の姿」（353） を曝
け出す「ポマレ女王」という名の元娼婦に相応し、彼女の姿を見たナナが自ら
を待ち受ける運命を予感して恐怖に駆られる場面がある。

26　Hollis Clayson, Painted Love. Prostitution in French Art of the Impressionist 

図９　エルネスト=アン
ジュ・デュエズ
《栄華》(1874)
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　デュエズの娼婦は高価な流行の衣装を身に纏い、その栄華を極めている
が、厚化粧の顔は退廃的な雰囲気をも漂わせている。ナナも同様で、ミュ
ファがナナの内に見たのはまさに「描かれた若さ（jeunesse peinte）」の
持つ「倒錯（perversion）」の世界であった。それは、その場に居合わせ
た放蕩者の皇太子やシュアール侯爵には見慣れた光景であったが、道徳堅
固な伯爵にとって初めての経験で、彼は「悔恨の入り混じった快楽」、「罪
を犯した時に、地獄への恐怖によって一層鋭く感じられるカトリック信者
の快楽」（174）を味わったのである。彼はこの化粧の場面で完全にナナ
の虜となってしまう。こうした倒錯的な愛は、デュマ・フィスの描く椿姫
などロマン主義的クルチザンヌには見出せない「真の娼婦」の特徴の一つ
であった。
　次に象徴主義のモローや、カバネル、ブーグローなどアカデミー画家と
は対極にある印象派の画家、エドゥアール・マネの絵画がゾラのナナとど
のように関わっているのかを見ていきたい。

３．マネによる「真の娼婦」像とナナ

　周知のように、マネが 1865 年のサロンに出展した《オランピア》（図
10）は大きなスキャンダルを
引き起こした。サロン評でもマ
ネのオランピアは「黄色い腹
のオダリスク」「一種の雌ゴリ
ラ」などと呼ばれ、その醜さ
と不潔さが強調されて「死体置
き場の恐怖」を想起させると
まで酷評された２７ 。それに対し
て唯一、マネ擁護の論陣を張っ

Era, New Haven & London, Yale University Press, 1991, p.65.
27　Cf. T. J. Clark, The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and His 

Followers, Princeton, Princeton University Press, 1984, pp.86-94.

図 10　エドゥアール・マネ
《オランピア》(1865)
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たのがゾラであった。彼は《オランピア》をアカデミー絵画と対立させて、
次のように書いている。

　当節の画家はヴィーナスを描く時、自然を修正し、嘘をつく。エドゥ
アール・マネはどうして嘘をつくのか、どうして真実を語らないのか
と自問した。彼は我々にオランピアを、まさしく現代の娼婦、あなた
方が歩道で出会うような娼婦［…］を現出させている２８ 。

　このゾラのマネ擁護は彼が後に展開した、自らの小説『ナナ』に対する
酷評への反論――同時代の「ありのままの娼婦」「真の娼婦」を描いたと
主張――と同じ論法に則っている。さらに、マネは主題よりも色彩を先行
させたとして、ゾラは次のように続けている。

　あなた［マネ］には裸の女性が必要であった。それで、最初に姿を現
した女、オランピアを選んだ。あなたには明るく光輝く色斑が必要だっ
た。それで花束を置いた。あなたには黒い色斑が必要だった。それで
片隅に黒人女と猫を置いたのだ２９ 。

　ここでゾラが使っている「最初に姿を現した／どこにでもいるような女
（la première venue）」という表現は、本論冒頭で引用したゾラの反論記事
（「どこにでもいるような娼婦」と訳した部分）にも見出せる。デュマ・フィ
スの『椿姫』が「気高い不幸」を描いた「例外的な」娼婦の物語であった
のに対し３０ 、ゾラは「どこにでもいるような娼婦」を美化することなくあ

28　Émile Zola, Écrits sur l’art, pp.160-161.
29　Ibid. , p.161.
30　『椿姫』は、次のような「語り手」の言葉で終わっている。「私は悪徳の使徒

ではない。しかし、気高い不幸のあげる祈りの声が聞こえる所ではどこでも、
私はそのこだまとなるつもりだ。繰り返して言うが、マルグリットの物語は例
外的なものである。しかし、それが一般的なことであったならば、書く必要
もなかったであろう」(Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias , Paris, GF 
Flammarion, 1981, p.250)。
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りのままに描こうとした。マネもまた、アカデミー絵画のような美化した
女の裸体ではなく、「現代の娼婦」を題材とすることで、ゾラの眼には「真
の娼婦」を描いた画家と認識されていた。
　マネのオランピアが批判されたのは、絵画の平面性やレアリスム的表現、
主題よりも色彩の優先など、アカデミー絵画の伝統的な規範から外れたこ
とによるが、オランピアの視線もまた、物議を醸した要因であった。すで
に見たカバネルやブーグローのヴィーナス、またはジェロームのフリュネ
とは違い、オランピアは媚びることも恥じることもなく、平然とした態度
で鑑賞者に視線をまっすぐ向けている。それは、T. J. クラークの言葉を借
りれば、「自らが性的理由で見られ、値踏みされていることを意識３１ 」し
た主体的な視線で、男の鑑賞者はその挑発的な視線にたじろがざるを得な
い。クラークはさらに、オランピアは「高級娼婦（courtisane）」として
描かれていると同時に、「もぐりの下級娼婦（insoumise）」としても描か
れていると指摘している３２ 。insoumise の原義は「不服従の女」で、衛生
学者アレクサンドル・パラン =デュシャトレが推し進めた規制主義［娼婦

を警察の風俗取締局に登録し、娼家に閉じ込めて監視しようとするもの］の網か
ら逃れた最底辺の娼婦を意味し、当局が最も恐れていた存在であった３３ 。
　ゾラのナナもまた、裕福な貴族やブルジョワ階級に囲われる「高級娼婦」
になるものの、もとはパリの最下層の階級出身である。実際、役者のフォ
ンタンと同棲した時期には、娼婦仲間のサタンと共に「もぐりの娼婦」と
して警察の一斉検挙で危うく捕まるところであった。新聞記者のフォシュ
リーは「金蠅」というタイトルの記事で、ナナを何世代にもわたる貧困と
飲酒の遺伝のために「性

セックス
器の神経的な変調」（236）をきたした女とみなし、

次のように描いている。

31　T. J. Clark, op.cit.,  p.131.
32　Ibid.
33　Cf. Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de 

Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de                      
l’administration, Paris, J.-B. Ballière, 1837, 2 vol.　また、前掲の拙著『娼婦の肖
像』、237 ～ 239 頁を参照のこと。
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　彼女はパリの場末の舗道の上で成長し、肥料をたっぷり施した植物の
ように、背が高く美しく、素晴らしい肉体となった。彼女は自らがそ
の産物である貧者や社会に遺棄された者たちの復讐を行っている。民
衆の間に醸成された腐敗が彼女を通じて上昇し、貴族階級を腐敗させ
ている。彼女は自ら意識することなく自然の力、破壊の酵母となり、
その雪のように白い太ももの間でパリ中を腐敗解体している。（236）

　この記事の最後で、ナナは「汚物から飛び立った金色の蠅」、「路傍に放
置された腐肉から死を取り出し、［…］宝石のように煌めきながら宮殿に
窓から入り、人々の上にとまるだけで毒を盛る蠅」（236）に喩えられて
いる。ピーター・ブルックスによれば、それは「女の強烈なセクシュアリ
テと下層階級を同一視し、肉体を階級間の混乱と潜在的な革命の源とみな
して恐怖の対象とするゾラに典型的な発想３４ 」であった。insoumise はま
さに「もぐりの下級娼婦」を意味するだけではなく、当局に服従しない民衆、
すなわち、革命を引き起こす混沌としたエネルギーを秘めた下層階級にも
結びつき、社会の秩序を乱す危険な存在となる。マネのオランピアも、批
評家をはじめとする当時のブルジョワ階級から見れば、潜在的な破壊力を
秘めた insoumise として認識され、それが大きな反感を招いたように思え
る。こうした点でもゾラとマネは同じ娼婦像を共有していると言えよう。
　マネのオランピアが当時の批評家たちを憤激させたもう一つの理由とし
て、クラークが挙げているのはオランピアの左手の位置だ。アカデミー派
の批評家、カミーユ・ルモニエは 1870 年のサロン評で次のように述べて
いる。

　（女の）裸体が慎み深さを帯びるのは、服を脱いで裸になる途中の状
態ではない時に限る。裸体は何も隠していないが、それは何も隠すも

34　Peter Brooks, op.cit., p.76.
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のなどないからだ。裸体が何かを隠す時には淫らになる３５ 。

　アカデミー絵画の裸体では腋毛や陰毛は描かないことが鉄則であり、そ
れによって「何も隠すものなどない」ことを証明していた。マネのオラン
ピアも一応、その規範に従って描かれている。しかし、そのこわばった左
手は局部を隠しているように見えながら、その部分を「見るよう促してい
る３６ 」ようでもあり、その下に隠すべきものがあることを暗示している。
そこに批評家たちは「卑猥さ」を見出し、激しい非難を浴びせかけたのだ。
　一方、ゾラの小説の主軸は、ブルックスの言葉を借りれば「ナナを裸に
すること」、「パリ全体をその魅力の虜にしているブロンドの肉体の秘密を
一つ一つ明らかにすること」である３７ 。しかし、ナナは「金髪のヴィーナ
ス」として舞台に登場した時、観客の眼には一瞬「裸」に映ったものの、
薄絹を纏っていた。ナナの裸体を垣間見せる薄絹は、観客たちの欲情をよ
り一層掻き立てる装置として機能していた。また、彼女がミュファの前で
全裸の姿を鏡に映しだして自己陶酔に耽る場面では、「逞しい筋肉を秘め
た、がっしりした腰」、「女戦士のように硬く突き出した胸」、「繻子のよう
にきめ細かい肌」、「肩と腰のあたりでわずかに波打つ見事な曲線」、「雌馬
のような尻と腿」（237-238） などと身体のパーツが一つずつ列挙される。
しかし、「深いくびれのある腹の膨らみ」の箇所では、「そのくびれの影が
悩ましいヴェールとなって性器を覆い隠していた」（238） とある。ここ
でも「ヴェール」のせいで、ナナの肉体の全てが露わになったわけではな
かった。
　「他者」としての女の肉体はその「秘密」が全て明らかにされ、男の価
値規範に組み込まれることで初めて無害なものとなる。しかし、「覆い隠さ
れた女の性（器）」は、言葉では言い表わされないもの、男性原理では捉
えきれない「謎」となって男を惹きつけると同時に、恐怖を抱かせること
になる。ナナの肉体は「謎」を秘めているがゆえに、どの男も彼女を完全

35　Camille Lemonnier, Salon de Paris 1870, cité par T. J. Clark, op.cit. , p.295.
36　T. J. Clark, op.cit. , p.135.
37　Peter Brooks, op.cit., p.67.　
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に所有することはできず、ミュファにとってナナは現実の女から神話的表
象――「その匂いだけで世界を毒する金色の獣」――に変貌するのである。
　ところで、ナナの肉体が持つ破壊力は、しばしば「深淵（gouffre, 
abîme）」や「穴 （trou）」といったメタファーで表わされている。例えば、
ヴィリエ通りのナナの豪奢な屋敷は次のように描かれている。

　その屋敷は深淵（abîme）の上に建っているかのようであった。男た
ちはその財産、身体、名前に至るまでそこに呑み込まれ、わずかの塵
の跡も残らなかった。（419）

　男たちは次々に金を巻き上げられて死屍累々と積み重なり、手押し車
一杯の金も、彼女の贅沢の重みでめりめりときしみながら屋敷の床下
に絶えず掘り下げられていく穴（trou）を埋めることはできなかった。
（420）

　エレオノール・ルヴェルズィが指摘しているように、この「深淵」「穴」
はナナの性器のメタファーである３８ 。ナナのイメージには他にも「空虚
（vide）」（334, 337）や「虚無（néant）」（476）といった言葉が付きまとっ
ている。それは確かに、彼女が表象する第二帝政社会の虚飾とその空虚さ
を反映したものだ３９ 。しかし、それだけではない。作中の人物ミニョンは
ナナの屋敷の壮麗さに感嘆し、次のような見解を抱いている。

　人夫の手も借りず、技師が発明した機械の力も借りずに独力でパリ中
を揺り動かし、多くの死体がそこに眠る富を築きあげたのは別のもの、

38　Éléonore Reverzy, Nana d’Émile Zola , Paris, Folio (Gallimard), 2008, p.143.
39　ナナの生没年（1851-1870）が第二帝政の始まり（ルイ・ナポレオンのクーデタ）

と終わり（普仏戦争の勃発）に重なり、ナナの華々しい舞台デビューが第二帝
政の頂点（1867 年の万博）に当たるなど、ナナと第二帝政の結びつきは深い。
両者の相関関係に関しては、特に Marjorie Rousseau, « Destinée féminine et 
destinée historique dans Nana », in Les Cahiers naturalistes,  No 84, 2010 を参照
のこと。
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人々が馬鹿にするほんの取るに足らないもの、あの魅力的な裸身のほ
んの一部によってであり、あの恥ずべき些細なものによってで、しか
しそれは世界を持ち上げる力を持つ強力なものであった。（455）

　このように、一見「ほんの取るに足らないもの（une petite bêtise）」、「あ
の恥ずべき些細なもの（ce rien honteux）」に見えるナナの「性（器）」が
「世界を持ち上げる力」を持つに至る。それは、すでに見たルモニエの美
術評の一節「（女の）裸体は何も隠していないが、それは何も隠すものな
どないからだ (Il [le nu] ne cache rien parce que rien n’est à cacher)」と鋭
く対立し、男性から見た価値のないもの（「無／些細なもの（rien）」、「虚
無（néant）」「空虚（vide）」）が反転して強力な「力（force）」に変容し
ている。言わば、男性原理に基づく価値観の転覆と言えよう。
　ミニョンがナナに崇拝の念を抱く
ように、ナナの「性（器）」は今や、
男たちの崇拝の対象、「聖なる存在」
へと変貌する。実際、ナナは「パリ
中の人が彼女の比類なき裸体を崇め
にくる祭壇、または王座のような、
いまだかつて存在したことのないよ
うなベッドを夢見ていた」（420）。
それはまさに、ポール・セザンヌの
《永遠の女性》（図 11）を彷彿とさ
せる４０ 。セザンヌの絵の中央には、天蓋のついたベッドに座る裸の女性が配
され、その周囲を男性たちが取り巻いている。とりわけ画面左側には司教、
銀行家、軍人、法曹界の人物が認められるが、ゾラの小説でも高級官僚のミュ
ファ、名門貴族のヴァンドゥーヴル、金融資本家のシュタイネル、軍人のフィ

40　セザンヌの《永遠の女性》とゾラのナナの類似性の詳細に関しては、吉田典
子「オランピア、ナナ、そして永遠の女性――マネ、ゾラ、セザンヌにおける
絵の中の女の眼差し」、『言語文化』第 29 号、2012 年、178 ～ 182 頁を参照
のこと。

図 11　ポール・セザンヌ
　《永遠の女性》（1877 頃）
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リップ・ユゴンなど様々な身分・職業の男性がナナを取り囲んでいた。ゾラ
が構想メモに記しているように、彼女は「中心となる肉体

0 0

４１ 」として世界に
君臨しているのだ。
　マネの絵画とゾラのナナとの関係に
戻れば、マネが 1877 年にサロンに出し
て落選した《ナナ》（図 12）に触れる必
要があろう。マネの《ナナ》はゾラの同
名の小説よりも前に描かれたものだが、
ユイスマンスが、少女時代のナナが登場
する『居酒屋』（1877）と関連づけてい
るように４２ 、ゾラのナナとの関わりがし
ばしば論じられてきた４３ 。マネの《ナナ》
で描かれているのは、白いレースのペチ
コートに水色のコルセットをつけた下
着姿の若い娘の化粧風景である。画面右
端には、燕尾服にシルクハットの老紳士
がソファに座っているが、その姿は画面の縁で半ば切断されている。途中
で切断された人物像は、「伝統的な物語的画面構成法によって課せられる
閉塞性――画面内で主題が完結をみること――を避ける方法４４」として、マ
ネや印象派の画家たちの多くが採用した手法で、現代生活のある瞬間を偶
然に捉えた「生の断片 (tranche de vie)」を表わしている。マネの《オペ
ラ座の仮面舞踏会》（図 13）がその優れた例である。
　しかし、ヴェルナー・ホーフマンやホリス・クレイソンによれば、《ナナ》

41　Henri Mitterand, op.cit. , p.1670.　強調はゾラ自身。
42　J.-K. Huysmans, « Le Nana de Manet (1877) », in Bulletin de la Société, J.-K. 

Huysmans, No 50, 1965.
43　例えば、アンリ・ミトランはマネが『居酒屋』に登場するナナから着想を得て《ナ

ナ》を描き、ゾラは「彼の小説の第 5 章で、皇太子とミュファ伯爵の前でナナ
が化粧する場面を描く時、マネの《ナナ》を思い出した」と想定している（Henri 
Mitterand, op.cit. , p.1667）。

44　リンダ・ノックリン『絵画の政治学』坂上桂子訳、彩樹社、1996 年、114 頁。

図 12　エドゥアール・マネ
《ナナ》(1877)
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は例外で、男性像の断片化は
意図的なものであり、「率直な
娼婦礼賛４５ 」の絵画となってい
る。というのも、画面の中で唯
一、全体像が描かれているのが
中央の女性であるからだ。ホー
フマンによれば、「『全体』が描
かれている人物の方が、断片化
された人物よりも、絵画の計算
上では『より高い』地位４６ 」を
占めるという伝統的法則にマネ
が従ったためである。女性はその肉体の現存によって、断片化された男性
より優越的な立場にある。
　この男女の力関係は、ゾラの小説ではミュファ伯爵をはじめとする男たち
とナナの関係に照応し、彼らはナナの「全能の肉体」（62）によって去勢され、
アイデンティティの解体、断片化を余儀なくされている。マネの絵では文字
通り、男性像の断片化となって具現されていると言えよう。
　マネのナナで最も注目すべきは、彼女の視線である。右端の男性の視線
はナナの腰のあたりに注がれているが、ナナの方は彼の存在を無視するか
のように、正面――絵の鑑賞者――に向けて媚びるような視線を投げかけ
ている。ホーフマンは、老紳士と「交換可能のパートナーは画面のそとに
立っている４７ 」として、ナナを巡る老紳士と鑑賞者の三角関係をそこに見
出している。ナナは鑑賞者の「視姦的関心」にその視線で応え、それによっ
て紳士は「騙された端役」に変わる。しかしナナの共犯の鑑賞者も、その
うち騙される側に回ることが暗示されている、というのだ４８ 。要するに、

45　Hollis Clayson, op.cit. , p. 69.
46　ヴェルナー・ホーフマン『ナナ　マネ・女・欲望の時代』水沢勉訳、PARCO

出版局、1991 年、32 頁。
47　同上、33 頁。
48　同上、34 頁。

図 13　エドゥアール・マネ
《オペラ座の仮面舞踏会》(1873)
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いかなる男も彼女にとって交換可能な存在に過ぎない。ゾラのナナも同様
で、マネの絵の老紳士はミュファ伯爵に相応し、彼が彼女を独占しようと
いくら努めても、ジョルジュ・ユゴンやフォンタン、舅のシュアール侯爵
など様々な男が彼女と同衾しているのを次々に発見する羽目に陥る。
　さらに、マネのナナの特徴は、彼女が男の欲望の対象として「見られる女」
であると同時に「見る女」――「自分が賛美されていることを意識しながら、
外部の鑑賞者を見ている４９ 」女――でもあることだ。その上、ホーフマンは
「娼婦」を「みずからを他人にみせびらかしながらも、冷淡に観ている女５０ 」
とみなし、近代都市における特権的な観察者「フラヌール」の範疇に組み込
んでいる。
　ゾラのナナも、「金髪のヴィーナス」として舞台に上がる場面を皮切りに、
楽屋でミュファ伯爵たちの前で化粧する場面、舞台裏の覗き穴から伯爵が
覗く場面などで、彼女の肉体は常に男の「窃視（voyeurisme）」の対象となっ
ている。しかし、彼女もまた「自分が賛美されていることを意識」してい
る。冒頭の舞台の場面で、ゾラは次のように描いている。

　（狂おしい欲情に捉えられた）失神状態の客たち――舞台の大詰めに
なって疲れ切り、神経の調子の狂った 1500 人ものすし詰めの客たち
――を前にして、ナナはその大理石の肉体と、全ての観客を滅ぼして
も自らは傷つくことのない強力な性を誇示して勝ち誇っていた。（64-
65）

　「大理石」は「冷たい美、死５１ 」を意味し、「大理石の肉体 (chair de 
marbre)」を持つナナは、自らの裸体を観客の眼に晒しながらも、欲情に
燃える男たちから距離を置き、「冷淡に観ている女」でもある。この点でも、
ゾラのナナはマネのナナと重なる。それゆえ、ゾラとマネは近代都市パリ

49　Hollis Clayson, op.cit. , p. 69.
50　ヴェルナー・ホーフマン、前掲書、235 頁。
51　アト・ド・フリース『イメージシンボル事典』山下圭一郎他訳、大修館、1984 年、

416 頁。
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における「娼婦」の本質を、それぞれのナナに凝縮したと言えよう。

４．空間を侵食するナナ

　すでに見たように、最下層の民衆の出であるナナは、民衆を搾取してき
た上流階級を腐敗させ、解体することで民衆の復讐の道具と化していた。
彼女が属する娼婦の世界――当時、「裏社交界／半社交界（demi-monde）」
と呼ばれていた――が「社交界／上流社会（grand-monde）」をどのよう
に侵食していったのかを、最後に検証していきたい。
　シャンタル・ジェニングズが指摘しているように、この小説では二つの
空間が対峙している。一方は上流社会の「落ち着いて威厳のある、冷やかな、
禁欲的でさえある空間」、他方は裏社交界の「淫らでいかがわしく、不潔
で吐き気を催すような空間」で、後者は前者を侵略しようと機を窺ってい
る５２ 。小説構造から見ても、第 3章でミュファ伯爵夫人の夜会の様子が描
かれた後、第 4章ではナナの晩餐会の模様が描写され、社交界と裏社交
界が対をなしている。どちらの空間でも同じ話題――万博を訪れる外国の
賓客やビスマルク――を巡って会話が交わされ、男性の顔ぶれもほぼ同じ
である。ただ、女性たちの領域は明確に区分され、貴族の女性と高級娼婦
は異なる空間に属している。しかし、第 6章で物語の舞台がパリから田
舎に移ると、二つの世界の衝突が起こる。ユゴン夫人の屋敷を訪れたミュ
ファ伯爵など貴族たちが散歩の途中で、ナナたち娼婦に遭遇する場面で、
馬車に乗った娼婦一行に徒歩の貴族階級が道を譲るという立場の逆転が起
こる。その時、伯爵夫人のみが一歩も身を引かず、夫人とナナは「鋭い視
線、一瞬にして相手を完全に見抜いてしまうような視線」（215）を交わ
している。ただし、男性たちは顔なじみの娼婦たちを無視して挨拶せず、
娼婦が社会的に認知されたわけではなかった。第 9章では、舞台に復帰
したナナが彼女に割り当てられたオペレッタの女優の役ではなく、「堅気
の女（honnête femme）」（296） である公爵夫人の役を演じるものの、失

52　Chantal Jennings, « La symbolique de l’espace dans Nana  », in Modern 
Language Notes,  No 4, mai 1973, p.768.
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敗に終わる顛末が語られている。観客の嘲笑に腹を立てたナナは、舞台の
上ではなく実生活においてパリで「貴婦人（grande dame）の手本」（321） 
となることを誓う。第 10章ではナナの変貌ぶりが次のように描かれてい
る。

　こうしてナナは、粋な女、男の愚行や汚辱を糧に生きる女、高級娼婦
の中の侯爵夫人となった。［…］彼女は瞬く間に高級娼婦たちの間に
君臨した。彼女の写真はショーウィンドーに飾られ、その名は新聞に
書き立てられた。大通りを馬車で通ると、群衆は振り返り、女王に敬
意を表する人民のように感動を込めて彼女の名を口にするのだった。
［…］そして不思議なことに、舞台の上ではあれほど不器用で、堅気
の女の真似をするとあれほど滑稽だった、この太った娘が街では労せ
ずして人々を魅了するのだった。それは［…］全能の女主人としてパ
リを闊歩する尊大で反抗的な悪徳の貴族であった。彼女が範を示すと、
上流の貴婦人までがそれを真似た。（322）

　引用下線部の「侯爵夫人（marquise）」「君臨する（régner）」「女王
（souveraine）」「全能の女主人（maîtresse toute-puissante）」「悪徳の貴族 
（aristocratie du vice）」といった表現が示すように、ナナは裏社交界の貴
族階級として頂点に立っている。それだけではない。「彼女が範を示すと、
上流の貴婦人までがそれを真似た」とあるように、ナナは社交界に正式に
認知され、本物の貴婦人と同列に並んでいる。
　ナナの勝利が決定的になるのは、第 11章のロンシャン競馬場でのグラ
ンプリの場面である。当時、パドック［馬の下見所］はジョッキー・クラ
ブのメンバーなど上流階級専用の領域であった。娼婦たちがその囲いの中
に入ることは絶対に禁じられており、ナナは悔しい思いをする。しかし、
彼女はヴァンドゥーヴル伯爵の手を借りて「ついに禁断の地に足を踏み
入れること」（375）ができる。それは、彼女が裏社交界と社交界を隔て
る境界を越えた瞬間、上流社会の空間が裏社会によって侵略された瞬間で
あった。彼女はそこから皇族席の貴婦人たちを挑戦的に眺め、とりわけミュ
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ファ伯爵夫人に鋭い視線を浴びせかけている。そこにはさらに、侍従長ミュ
ファ伯爵を従えたウージェニー皇后も臨席していた。そして、ナナの名を
冠した競走馬が優勝した時、馬と人間のナナが重なり合い、彼女は皇后を
凌いで「女王ヴィーナス」として人々から喝采を受けることになる５３ 。
　興味深いことに、ロンシャン競馬場でのナナの衣装は時代に先駆けたも
のであった。物語冒頭で、女性たちの裾飾りのついたスカートが劇場の通
路を塞いで通行の邪魔になる場面がある。それは当時、流行していたクリ
ノリン・ドレス［鯨骨、針金仕様の腰枠クリノリン（図 14）を身につけたドレ

ス］が原因であった。というのも、クリノリン・ドレスは直径 3メートル
に達するものもあり、夥しい量の付属物（レースのひだ飾り、リボンの玉
結び、宝石、葉や花など）をつけるために30メートル以上の布が必要であっ
たからだ５４ 。こうしたドレスはあまりにかさ張るために、カリカチュアで

53　「ナナの取り巻き／宮廷（la cour de Nana）はますます人数を増し、彼女の勝
利は躊躇していた者たちをも決心させた。彼女の馬車を中心にしたこのざわめ
きは最高潮に達し、ナナは狂気に憑かれたような彼女の家臣（ses sujets）に囲
まれた女王ヴィーナス（la reine Vénus）となった」(388)。

54　フィリップ・ペロー『衣服のアルケオロジー　服装からみた 19 世紀フランス
社会の差異構造』大矢タカヤス訳、文化出版局、1985 年、154 頁参照。

図 14　第二帝政期のクリノリン
図 15　オノレ・ドーミエ
　『シャリヴァリ』誌 (1857) 
キャプションには「畜生！女たちが鋼のペチ
コートを穿き続けるならば、腕を貸すのにゴム
製の男を発明しないといけない」とある。
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しばしば揶揄されるほどであった（図 15）。実は、1855 年にいち早くク
リノリンを着用して流行させたのがウージェニー皇后で、彼女は「クリノ
リンの女王」と呼ばれていた。マリー・アントワネットの賛美者である皇
后は、「ファッションとスタイルを通して精神的な貴族制を確立しようと
していた５５ 」。フランツ・クサーヴァー・ヴィンターハルターの《ウージェニー
皇后と女官たち》（図16）は、ファッション・リーダーとしての皇后の姿を
余すことなく描いている。ところが、ナナの衣装はそれとは全く違うもので
あった。

　彼女はヴァンドゥーヴル
の廐舎の色である青と白の
異様な衣装を身につけてい
た。小さな胴着と体にぴっ
たり張りついた青い絹の
チュニックが腰の後ろの巨
大なバッスル（腰当て）で
持ち上がっていた。それは、
大きく膨らんだスカートの
流行したこの頃としては、
大胆なくらいお尻の線をくっきり描いていた。（356）

　クリノリンは 1865 年頃をピークにその流行が廃れ始め、1870 年代初
めから徐々にバッスル・ドレス（図 17）に置き換わるようになる。しかし、
ショシャナ =ローズ・マルゼルによれば、ナナのような「巨大なバッスル」
が出現するのはもっと遅い時期で、お尻の線がくっきりわかるほどになる
のは、ゾラがこの小説を執筆していた時期（1879 年～ 80 年）の頃だと
いう５６ 。その上、「髷から黄色い毛の房が背中に垂れて」（356） 馬の尻尾

55　Therese Dolan, « Guise and Dolls : Dis/covering Power, Re/covering Nana », in 
Nineteenth-Century French Studies, vol 26, No 3-4, Spring-Summer 1998, p.381.

56　Shoshana-Rose Marzel, L’esprit du chiffon. Le vêtement dans le roman français 

図 16　フランツ・クサーヴァー・ヴィン
　ターハルター
　《ウージェニー皇后と女官たち》(1855)



7272

第2回講演（２）　危険な「ヴィーナス」――ゾラの娼婦像と絵画――

のように見えるナナの髪型も、70年代のものだ（図 18）。このような時
代錯誤的な描写をゾラが敢えてしたのは、「ナナの大胆さと周りのファッ
ションに対しての彼女のイニシアティヴ５７ 」を強調するためであった。そ
れゆえ、ナナはウージェニー皇后の地位を簒奪して、ファッション・リー
ダーとなったと言えよう５８ 。

　

　第 12章のミュファの娘エステルの結婚を祝う饗宴の場面では、貴族の
空間は裏社交界に侵食され、完全に占領されてしまう。伯爵家のサロン
は、かつては「敬虔な威厳に満ちた古風な部屋」（403-404）であったの
が、新しく買い入れた贅沢な家具調度に飾り立てられた「金ぴか」（405）
の空間に変貌している。そこには肩を露わに剥きだしたデコルテの若い娘
たちや、身体にぴったり張り付いた大胆なスカートの女たちがひしめき合
い、「名家の出も汚辱にまみれた者も同じ享楽の欲望に肘突き合わす社会」

du XIXe siècle, Bern, Peter Lang, 2005, p.169.
57　Ibid.
58　ミュファが草稿では皇帝の侍従長であったのが、決定稿で皇后の侍従長に変

わったのも、ナナと皇后との競合関係を強調するためであったと考えられる。

図 17　1870 年代のバッスル・ドレス

図 18　1872 年の髪型
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（411）を形成していた。要するに、「ミュファ家の屋敷は今や、裏社交界
の場所固有のあらゆる特徴を誇示するようになる５９ 」。
　かつては、伯爵夫人サビーヌの赤い絹張りの長椅子だけが「官能的な逸
楽の匂い」（104）を放って、くすんだ客間の中で違和感をもたらしてい
たのが、「今やそれが増殖し拡がって、逸楽的な物憂さや強烈な快楽で屋
敷全体を満たし、時期遅れの情炎を激しく掻き立てていた」（404）。「赤」
と「黄（金）」はナナと深く結びついた色で、「魂の堕落」を意味してい
る６０ 。「ゾラの人物の肉体は、社会化されているがゆえに肉体の枠を越え
て自らを拡張し続ける６１ 」とジャン =ルイ・カバネスが指摘しているよう
に、「赤」と「黄（金）」が増殖した伯爵の屋敷は、「拡張し続ける」ナナ
の肉体そのものを表象する空間となっている。ナナ自身、この祝宴に参加
していて人々の噂の的になるものの、具体的に姿を見せることはない。ゾ
ラはナナのテーマ曲、『金髪のヴィーナス』のワルツがミュファの古い屋
敷に浸み込み、その「名誉」と「信仰」（404）を奪い去る様を、次のよ
うに描いている。

　［…］『金髪のヴィーナス』のワルツが古い家系の弔鐘を鳴らしていた。
その間、眼に見えないナナが舞踏場の上にしなやかな肢体を広げ、卑
猥な音楽のリズムにのって、熱っぽい空気に漂う彼女の匂いの酵母を
この世界に浸み込ませ、世界を分解してゆくのだった。（415）

　このように、ナナは「眼に見えない（invisible）」存在となって空間を
占拠し、貴族階級を破滅・崩壊へと導く。ナナと対立していた伯爵夫人サ
ビーヌも「贅沢への嗜好」「世俗的な享楽への欲求」に駆られて財産を蕩
尽し、その「金のかかる気紛れ」や「派手な化粧」（401）が問題視され

59　Chantal Jennings, op.cit.,  p.70.
60　Alain Pagès, « Rouge, jaune, vert, bleu. Étude du système des couleurs dans 

Nana », in Les Cahiers naturaliste , No 49, 1975, p.129.
61　Jean-Louis Cabanès, « La chair et les mots », in Magazine littéraire , No 413, 

2002, p.44.
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るようになる。彼女の堕落は一見、ナナの悪徳が伝染した結果のように見
えるが、その予兆は物語冒頭のフォシュリーが彼女の口元にナナと同じ
黒
ほくろ
子を発見する場面ですでに示されていた。信心に凝り固まった姑と謹厳
な夫によって抑圧されたサビーヌのセクシュアリテが、束縛から解放され
て自由に発揮される時、彼女は「第二のナナ」に変貌する。ゾラはこの小
説の草案で、ナナを当時の高級娼婦を指す言葉「ココット（cocotte）」と
呼ぶ一方で、サビーヌを「合法的な立場によって守られた、より破壊的な
悪徳６２ 」の表象として「ココデット（cocodette）６３」と呼び、両者を表裏一
体の悪徳とみなしている。サビーヌは言わば、上流階級におけるナナの分
身であった。
　ゾラはこの小説を執筆するにあたっ
て、バルザックの『従妹ベット』（1846）
を念頭におきながら、バルザックとの差
異化を計っていた。『ナナ』の草案では、
サビーヌの人物像に関して「ユロの妻の
羊のように崇高な性格を避けねばならな
い６４ 」とある。七月王政期を舞台とする
『従妹ベット』では、ユロ男爵を破滅に
導く娼婦ヴァレリーに対抗するアドリー
ヌは、ユロの貞淑な妻として最後まで「美
徳」の象徴であった。それに対してサビー
ヌはフォシュリーを愛人に持ち、贅沢な
嗜好を身につけ、高級娼婦と変わらない
生活を送るようになる。アラン・コルバ

62　Éléonore Reverzy, « Le dossier préparatoire de Nana », in Nana d’Émile Zola, 
p.173.

63　Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du 19e et du 20e siècle 
(Paris, C.N.R.S., Gallimard, 1976) によれば、cocodette は「挑発的な服装・物腰
の身持ちの悪い女」を意味する。

64　Éléonore Reverzy, op.cit ., p.170.

図 19　トリコシュ《刷新され
　たパリ》、『ル・モンド・コミッ
　ク』誌 (1875-76) 
　キャプションには「社交界の女
　性とココット。――で、どちらが
　ココットの方？」とある。
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ンが指摘しているように６５ 、第二帝政期には娼婦に関する規制主義が破綻
をきたし、「もぐりの娼婦」が街路に氾濫するようになる。それに伴い、「娼
婦」と「堅気の女性」の境界が曖昧になり、当時のカリカチュア（図 19）
が示すように、社会階層の違いを越えて両者が混じり合うようになる。こ
うした第二帝政期の社会を反映したのが、ゾラの『ナナ』であった。伝統
的な貴族の空間はココットのナナとココデットのサビーヌという二人の女性
によって、外と内から侵食され、解体していく。セクシュアリテを帯びた女
の肉体は、ゾラにとって父権制社会の秩序を乱す危険性を秘め、それが空間
の侵食というメタファーで表現されていた。

おわりに

　以上のように、ゾラの娼婦像をアカデミー絵画や印象派など、様々な絵
画と結びつけながら検証した。ナナの獣性や厚化粧、服装や視線、下層階
級の出自によって、ゾラは現実的で即物的な「真の娼婦」の実態とその危
険性を浮き彫りにしている。それは、フォシュリーの「金蠅」のイメージ
で表わされていた。その一方で、ナナは「悪魔」や「怪物」に喩えられて
いる。こうしたイメージは、男の登場人物の眼を通したものであり、信心
深いミュファが鏡に映るナナの姿に「悪魔」を見たように、視点人物の意
識が投影されたものであった。ガエル・ベラルーは次のように指摘している。

　鏡や窓は一種の変貌を促す。ゾラにとって、物理的な眼と内的な眼、
すなわち外的視覚と魂の視覚を照応させることが重要である。内的視
覚の方がしばしば打ち勝ち、世界は幻覚の様相を帯びる。しかし、こ
こでとりわけ留意すべきなのは、これらの内的視覚によって引き起こ
されるのは大多数において性への恐怖である６６ 。

65　Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, 
Paris, Flammarion, 1978, pp.171-220.　

66　Gaël Bellalou, Regards sur la femme dans l’œuvre de Zola. Ses représentations 
de l’encre à l’écran,  Toulon, Presses du Midi, 2006, p.147.
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　第 13 章の最後では、「語り手」自身がナナを神話的表象として描いて
いる。

　彼女は屋敷の山と積まれた富の真ん中で、打ち倒された多くの男たち
を踏みつけて、ただ一人立っていた。骸骨で覆われた恐ろしい領土を
持つ古

いにしえ
の怪物と同じように、彼女も頭蓋骨の上に足を載せていた。［…］

滅亡と死を生み出す彼女の仕事は成し遂げられた。場末の汚物から飛
び立った蠅は、社会を腐敗させる黴菌を運び、男たちの上にとまるだ
けで彼らに毒を盛ったのである。それは良いことであり、正しいこと
であった。彼女は自分の世界、貧者や社会に見捨てられた者たちの復
讐をしたのだから。そして、殺戮の戦場を照らし出す朝日のように、
彼女の性が栄光に包まれて昇り、一面に拡がる犠牲者の上に光輝く時
も、彼女は自らが成し遂げた事を知らぬ美しい獣の持つ無意識を持ち
続け、相変わらず善良な娘であった。
（459）

　この部分はまさに、フローベールがゾラ
の小説を評して、「ナナは現実の女であり
続けながら、神話となる。この女はバビロ
ン［古代都市バビロンは退廃の象徴として「大

娼婦バビロン」としばしば呼ばれている］的
だ６７」と述べた言葉がそのまま当てはまる。
また、多くの犠牲者たちの「頭蓋骨の上に
足を載せた」「怪物」ナナのイメージは、
モローに続く象徴主義の画家ギュスターヴ
=アドルフ・モッサの《彼女》（図 20）を
彷彿とさせる。

67　Lettre de Flaubert à Zola du 15 février 1880, citée par Éléonore Reverzy, 
op.cit.,  p.198.

図 20　ギュスターヴ =アドル
　フ・モッサ《彼女》(1905)
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　「語り手」はそれまで、登場人物の眼を通したナナのイメージを描くこ
とで、彼らの視点とは距離を置き、客観性を保っていた。ところが、上記
の引用では「語り手」自身がミュファとフォシュリーの見解をまとめる形
でナナを神話的次元にまで高めている。そこには「語り手」の言説を通し
て、ゾラ自身の「内的視覚」に映し出された女の性のイメージが投影され
ているように思える。そして、ベラルーが指摘しているように、ゾラにお
いて「内的視覚」が引き起こすのは「性への恐怖」であった。それはゾラ
だけではなく、ユイスマンスやゴンクール兄弟など世紀末の男性作家たち
に共通する「女嫌い (misogynie)」の性向であり、セクシュアリテを帯び
た女の肉体は悪魔払いすべきものであった。それゆえ、ナナが最後には天
然痘にかかり、「骨と血と膿と腐肉の堆積」(476) に変わり果てて死んで
いくのも不思議ではない。ゾラは次のように描写している。

　ヴィーナスは解体しつつあった。溝
どぶがわ
川に捨ててあった腐肉から彼女が

取りだした黴菌、彼女が多くの人々を毒したあの病毒が、彼女の顔に
立ち戻り、腐敗させたかのようであった。(477)

　「金髪のヴィーナス」はその性の持つ危険さゆえに、社会を腐敗させる源
として、おぞましい死が与えられたと言えよう。
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