コレット『シェリ』に見る女性の生き方
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聖 教新 聞

ベ ル・エ ポッ ク。 日本 人はこ のこ とば が大好 きな よう で、 ネット
で 検索す ると 美容 院、 お菓子 屋、 レス トラ ンと、 無数 にこ の名を 冠
したサイトが現れる。
「う るわ しき 時代」 とい う意味 のこ の語 は、 じっさ いは 十九 世紀
末か ら二 十世 紀初 頭のフ ラン スを 指して いる 。独 仏戦争 の敗 北か ら
第 一次世 界 大戦に 突入 するま での 、世 紀末 をはさ んだ 二、 三十年 。
フラン スが 平和 と繁栄 を謳 歌した 時 代だ。 ナポ レオン 三世 が企 図し
た対 外拡大 政策 がよ うや く実っ て植 民地 から莫 大な 利益 がも たらさ
れ、 科学 技術 の発 展で国 民生 活も 文明の 光に 包ま れた。 パリ にエ ッ
フ ェル塔 が 建ち、 鉄道 交通網 は飛 躍的 に拡 大して 、世 界各 地から 観
光客が訪れた。
そん なな か、 フラン ス女 性の生 き 方も大 きな 変化を 見せ てい た。

十九 世紀 の貴 族・ ブルジ ョワ 社交 界がつ ちか った エレ ガンス を受 け
継ぎながらも、女たちは自分の頭で判断し、自分の足で歩き始める。
言ってみればサロンの女主人とウーマン リ
･ ブの中間的存在、その
両方の特質を備えた女性像が出現するのである。
た とえ ば十九 世紀 の小 説家、 ゾラ やバ ルザッ クが 描い た女 性は、
堅 実そ のも の家庭 婦人 か、あ るい は男 性に 愛玩さ れ夢 を見 せる代 償
に彼らを破滅させるココット（高級娼婦）か、そのどちらかだった。
別の 言い 方をす れば 、男 性に とって 女性 はその 二種 類し かな かった
のだ 。十 九世 紀ま で小説 家は ほと んどが 男性 だっ たか ら、男 性の 視
点 でし か描 かれな かっ たと いうこ とも ある 。が女 性の ほう でも、 男
にと っての 自分 という 意味 でし か、 自己ア イデ ンテ ィテ ィーを 持と
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うとしなかった。
と ころ がベル ・ エポッ クに なると 、自 由奔 放に 欲望を 追求 しな が
ら、し っか り自 分の人 生を 設計し 実 現する 女性 が現れ る。 文学 で言
えば 、そん な自 立し た女 性を妖 艶に 、し かも潔 く描 いた のが シドニ
ー＝ガブリエル・コレットである。
コ レッ ト（ 一八 七三～ 一九 五四） の青 春は まさ にベル ・エ ポッ ク
真っ盛 りだ った 。若く して 結婚し 、 作家デ ビュ ーした が、 その 後も
ミュ ージッ ク・ ホー ルの 舞台に 上が った り、新 聞記 者と して 従軍し
たり 、ち ょっ と林 芙美子 のフ ラン ス版と いっ た感 じの女 流作 家だ 。
自 身する こ ともし たし 、見る もの も見 た。 そんな 広い 視野 でコレ ッ
トが描 いた 女性 には、 この 時代の 女 性なら では の艶や か さと活 力、
そして揺るぎない自立心がある。

た と え ば 彼 女 の 代 表 作 『 シ ェ リ 』。 コ コ ッ ト と して 相 応 の 財 を な
し 、い まは 引退し て悠 々自適 の生 活を 送る ヒロイ ン、 レア に、コ コ
ット時 代の 友だ ちが、 息子 を一 人前 の男に して ほし いと 相談を 持ち
かけ る。 こうし てレ アは 息子 ほども 年下 の青年 と恋 愛関 係に 入るの
だ。
若 さ に 輝 く 美 貌 の 青 年 シ ェ リ （ 可 愛 い 男 ）。 納 得 づ く の 間 柄 と は
いえ憎 から ず思 う相手 に、 当然 のこ とレア の心 は揺 れる が、け っし
て情 愛に 流され はし ない 。女 の武器 を老 練な知 恵で コン トロ ールし
つつ 、何 とも 粋で したた か、 そし てちょ っぴ り切 なく 修羅場 を切 り
抜ける。
やがて当然予想されたように、彼に結婚話が持ち上がった…。
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ち なみに 若い 男と 年上 の女の 恋愛 は、 日本で はい まも 好奇 の目で
見 られが ちだ が、 フラ ンスの 上流 社会 では 、よく ある こと 。社交 界
と離婚 を許 さな いカト リッ クが生 み 出した 裏制 度とい って いい が、
いまは残念ながらその仕組みを解説している余裕がない。
話 を『シ ェリ 』に 戻せ ば、読 む側 が年 を重ね るほ どに 理解 が深ま
り 、味わ い を増す 小説 である 。年 齢と か肉 体の美 しさ 、そ して老 い
といっ たこ とに ついて 、男 性作家 た ちの眼 が到 達しえ ない 機微 には
感服 させら れる 。少 々の 苦みも ある が、 それも また 味の ひと つだ。
そ の『シ ェリ 』が この ほど映 画に なっ た。レ ア役 のミ シェ ル・フ
ァ イファ ー 、シェ リ役 のルパ ート ・フ レン ドもす てき だが 、それ に
もまし て周 辺の 小道具 やち ょっと し た会話 の奥 が深く 、 すばら しい
見応えである。

た とえ ば中年 女性 のお しゃれ 談義 やそ の隠れ 技、 はた また 男のあ
し らい 方、 そして 経済 。女が 一人 で魅 力的 に生き てい くた めには 何
が必要 か、 なか なかデ リケ ート な部 分につ いて 仕草 や表 情が多 くを
語っている。
日 本も 最近は 女性 の活 躍がめ ざま しい 。選択 の幅 も広 がっ て、愛
情 とキ ャリ アと趣 味の 三兎を 追う こと でさ え、さ ほど 難し いこと で
はなく なり つつ ある。 だが そん な女 性たち も、 この 映画 を見た ら、
女の生き方について、まだまだ学ぶことは多いと感じるはずだ。
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附記

（二〇二〇年五月二二日
）

今 また作 者の コレ ット が主人 公の 映画 が出 来たら しい 。も しかす る
と『シ ェリ 』よ りもっ と大 胆で刺 激 的かも 。コ ロナシ ョッ クが 一段
落したら見に行こうかな。
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