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SYLVIA、STELLA DALLAS、そして母もの映画

水　口　紀勢子

はじめに

  映画SYLVIA（2003 英国）は、詩人Sylvia　Plath（死後ピューリッツア賞

受賞）の半生を描いている。 1）彼女はアメリカで教育を受け、留学先の英

国でTed Hughes（後に桂冠詩人の称号を受ける）との間に二児をもうけ、

詩作を主とする文筆活動に全霊、渾身を昇華させた。小説THE BELL JAR

（1963 英国）の出版から日の浅い厳冬の英国で、非業の死をとげた。ケン

ブリッジのフルブライト奨学生としても、衆目の中で華麗な自我伸展を

遂げつつあるかに見せた時もあったが、米国育ちの女流詩人は寂寥のう

ちに独り燃え朽ちた。その英国生活を、カメラは追う。

　遅れて2005年初めの日本で、筆者は待望の『シルヴィア』（2005・1・22

日本公開）を見た。悲壮な結末に胸を塞がれて席を立ち渋るなかで、その

制作スタンスに対しては、ある物足りなさを覚えていた。そのような無い

ものねだりは多分、米国の観客や日本のシルヴィア・プラスの詩愛好家な

どと共有できる類のものであるかもしれない。 2）

　 参考までに、2004年12月初めに筆者がプラスの詩愛好家らに、
SYLVIAの映画評をたずねた折りに寄せられた、米国のサイト上の反応を

紹介しよう。主演女優は適役だ、脚本が良くない、“superficial”（浅薄）な

出来映えだ、プラスをうまく表現できなかった原因はプラスの擁する深

遠な闇を排除し、遺族の反対に会い彼女の詩を使えなかったからだ、など

などの、多角的な情報が世界から寄せられた。サイト参加の後続組は、文

人の親喪失体験、Ann SextonやEmily Dickinsonへの言及などへと、肝心

の映画から遊離していく傾向が見られる。

　だが飢えと同時に筆者には、『シルヴィア』から新しい洞察が喚起され
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たのである。この映画に欠在するがゆえに、シルヴィア・プラスのテクス

ト構築には不可欠のある要素の重大性に、改めて目が開かれたという仕

儀である。むしろ、このような充足感も、捨て難いものがあることが、悟

られたのである。こちらは、ほとんどの日本人観客や詩人シルヴィア・プ

ラスの研究者には、馴染みのうすい領域に属するにちがいないかと、危惧

される。本稿ではこれを補強する意図から、映画『シルヴィア』に筆者が

捕らえる、ある種の欠在の実体に迫ることにする。

1．筆者が『シルヴィア』と出会う経緯 

　実は『シルヴィア』観賞後の感慨を紹介するのは、本稿が初めてではな

い。すでに、拙著『映画の母性』（2005年4月）の「あとがき」に、簡略に触

れてはある。 3）そこには、欠在性から引き出される充足性という表現を用

いてはいないし、このような筆者に特異な逆説的同化作用に到る背景に

も立ち入ることをしていない。そこで、その解説を試みたい。

　映画に表象される母性研究の一端を紹介する、拙著『映画の母性』の本

文を筆者が書き上げたのが、2004年暮れであった。それから1ケ月ほど後

に出会えたのが、育児と自己実現のはざまにある、シルヴィア・プラスを

主人公に描く映画『シルヴィア』である。それより20数年前に遡るが、そ

の当時の筆者は、シルヴィアの母性センスのダイナミックな奥行きに興

味を覚えて、研究と論考を重ねていた。

　やがて他の米国女流作家らに研究対象がひきつがれたが、当時の筆者

の拘泥がどこかに、くすぶり続けていたのでもあろう。今回の英国映画観

賞により引火されて、“シルヴィア・プラスをめぐる母性”論議はまたた

くまに、“ハリウッド古典映画の母性”を経由すると、その勢いに便乗し

て、“日本の母もの映画の母性”へと、飛び火していく。『シルヴィア』の

喚起する母性と、10年にわたり母親役を演じた三益愛子の表象する母性

という、時空を超越する二つの母性の珍稀な交差。それは、夜空の彩りを

優美にしかも横暴に刻々と変態させる花火にも似た仕掛けで、筆者の想

念に火を噴いた。日米映画の母性研究に従事する筆者の視座にズームアッ
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プされる、新しい母性の図柄とは、実はこのような構成を示す。これを等

閑にできないので、『映画の母性』の「あとがき」に、その精粋のみ付記し

たわけである。

　今日、シルヴィア・プラス（1932-63）の人格も詩集も知らない世代は、

増え続ける。サイトによると、日本ばかりか欧米でも同じ現象だという。

先述のイギリス映画を見ただけの観客には特に、筆者の感慨すら荒唐無

稽どころか、空耳に響きかねないだろう。そこで、筆者の私見を示し、シ

ルヴィアに同一化する母性関与が、三益愛子の表象する母性に具体的に

どのような意味作用で響き合うのか、さらにそれが、日米文化の差異にど

の種の示唆を喚起するのか、を導き出そうと思う。

　筆者がこのような知見に到達するまでには、数十年の紆余曲折を経た。

そこで、筆者のシルヴィア・プラス研究と映画の母性研究との軌道が、ど

こでどう接触するに到るのかの脈絡が明示できるようにするために、お

よそ年代的手法に従うことにする。

　まず、筆者とこの女流詩人との出会いのいきさつを振り返ると、これと

いうドラマ性があるわけではない。THE BELL JAR のレヴューに惹かれ、

彼女の精神史と文化を育てたマサチューセッツや米国東部の女子大に筆

者との多少のつながりを覚えたので、詩ではなくまず小説や短編から着

手し、そのまま研究対象が詩にまで届いた。

　40年を遡る1963年9月には、彼女が卒業し教鞭を取ったという因縁の

深いスミス女子大の近くに学び、寮に友人を訪ねたこともある筆者であ

るが、講義でも友人との会話でも、プラスの話題に強い印象を受けた記憶

が、なぜかしっかりと立ち上がってこない。天才詩人と謳われる才能と
1963年2月のセンセーショナルな自死を小耳にはさむことが、皆無だった

とは思われない。だが、英文学一辺倒であったその頃の筆者の受け皿から

は、こぼれ落ちたのかもしれない。自殺という選択肢に当時はまだまだ耳

慣れない文化出身の筆者が、不吉な鏡のように、「自殺の女神」を忌避し

たのかもしれない。

　これなどは、時空の近接性が必ずしも魂の引き合いに比例するとは限ら
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ないという、ささいな一例に過ぎないだろう。そうはいっても、彼女をよ

り良く知る、貴重なチャンスを逸したことに変わりはない。マウント・ホ

リョク女子大の詩コンテストの一位を得た破顔一笑の写真に筆者が釘付け

られたのは、実は、マウント・ホリョクから送られてくる同窓会誌であった。

　しかし、故国を後にして彼岸で力尽きたシルヴィア・プラスに送る米国

知識人の評価が、筆者の馴染み深いこの1963年から65年あたりにすでに

固まっていた、とは考え難い。センセーショナルな私生活への当惑と同情

と縦横自在に躍動する稀有な詩魂への評価との間で、有識者の反応は大き

く揺動していたはずである。そのような風圧も、筆者の取りこぼしに無縁

とは言えないだろう。しかしこの頃、英国の出版物に刺激されて、わざわ

ざ彼女とゆかりの深いスミス女子大を訪ねた日本の研究者がいたことを、

後日知らされた。1965年になると、彼女からのインタヴュー相手として

も交流歴をもつ詩人Richard Wilburにより、詩句に託して彼女の自己否認

性が指摘された。 4）ARIELの米国出版が1966年である。 5）小説THE BELL 

JARの米国出版は、彼女の意に反して、死後7年間夫君により押さえられ

た。研究書や伝記が頻出するのは、1970年代半ばまで待たねばならなかっ

た。詩集の英国版と米国版とを裂く差異にとまどったことも、こうした遅

延遠因のひとつとされよう。 6）

　それから10年ばかりすると、フェミニズムの追い風に弾みがついたら

しく、日本の英文教科書には短編が現れ ,邦文の文献も出された。 7）小説
THE BELL JARや詩集THE COLLECTED POEMSだけではなく、書簡集
LETTERS HOME 、日記THE JOURNAL OF SYLVIA PLATHが、米国で出

版された。 8）欧米の伝記や研究書は「プラス・ビジネス」と騒がれるほど

の活況を見せ、彼女のアイデンティティを求めて右往左往する筆者の好

奇心を、ある程度は受けとめてくれたのが、ありがたかった。

2．映画『シルヴィア』から消えた母親たち

　筆者が『シルヴィア』の主人公プラスに執心する動機は、THE BELL 

JARの中でも母性以外のあるトピックへの同一化に始まった。しかし、日
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記・短編・詩作に展開される母娘関与においてと同様に、母性をめぐる愛

着と反逆の拮抗は斬新な頁を続々と繰り出して見せる。やがてこちらの

位相に、筆者の研究の軸足が大きくシフトする勢いに、歯止めをかけるこ

とが無理と知るようになった。

　THE BELL JARの結末では女子大生の魂の再生と社会復帰が示唆され、

筆者は、サリンジャ―の『ライ麦畑で捕まえて』の女性版を企図する野心

作だ、との手応えを確信していた。 9）60年代の父権的米国の大学院で男性

教授らが取り上げるのは、エミリィ・ディッキンスンを別にして、男性詩

人一辺倒であったから、文学史に刻まれる女性詩人、しかも子持ちの芸術

家の残したジャンプ跡に、筆者は大きな衝撃と感銘を受けていた。

　しかし、伝記などの情報から、二児を残した壮絶な自殺の原因のひとつ

となるのが、病苦などと並び、夫の不実だと知る。実母の身代わりとも喩

えられた共生的な娘が手中にしたはずの、親子4人の巣固めが、奈落へと

飛散したことに納得いかないのは、フェミニストだけとは限らない。筆者

もまた、他の女性に血迷う夫テッド・ヒューズを心底から恨み、そして、

若い母親を取り込める社会的弱者の脅威や心の病の治療に立ち往生する

医学の限界などを、同性として共に呪ってあげたい気分であった。

　しかし、そのような同性、母親としての共感に根差す私的感情レベルを

乗り越えて、深く彼女の宇宙に潜入するにしたがい、筆者の測ることので

きないシルヴィア・プラスの意識の形状と容積の非凡さに、驚異し、畏怖

すら覚え始める。メタファーや形容詞や大胆な比喩、それに多種の人物造

形を総動員させて、彼女が現実界から雄飛すればするだけ、他者との共有・

共感を拒否しかねない異星の住人としての距離を、健常者の筆者は痛く

認識させられるにいたるからである。

　彼女は自称bipolar writer（双極性作家）だとしながらも、フロイトや異

常心理学の症例を照合しては、自己を取り込める心の病や自殺祈願の治

癒の出口を探しあぐねていたという。極端な気分のブレに続いて彼女を

追い詰める自己否定は、今日では、manic depression（躁鬱病）だと認知さ

れる。彼女の父方の遺伝に言及する伝記作家もいる。
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　そのような異界を分かち合うことは無理だとは承知しながらも、せめ

てその入り口を覗けないものかと、筆者の限りある理解力をむりやりに

鼓舞してみた。七転八倒の結果が、英文論考“The Bell Jar Syndrome”（ベ

ルジャー・症候群）としての体裁をとることになった。 10）そこで筆者の想

念を占めたのは、映画SYLVIAでは描き足りてはいないと言うより、む

しろ重視されていない、母性についての問題提起である。そもそも映画
SYLVIAは、偉大な詩人の激しく燃える恋を大きく宣伝したと報道され

る。TED AND SYLVIAという発案当初の題名からは改題された形跡が見

られるところからも、同フィルムの視線が、男女のエロス以外にも注がれ

ていたとは、考えにくい。 11）

　映画『シルヴィア』では、シルヴィアの実母が米国を訪ねた娘婿テッド

に対して、「どうかシルヴィアには優しく接してちょうだい」と頼む場面

がある。伝記によれば、シルヴィアが彼の女性関係を理由に結婚を躊躇し

た経緯があり、母親はこの結婚話には当初、反対したという。母娘の絆は、

伝記・日記・書簡集がそれを証言すると真に受ける限り、強固だと言えよ

う。共生的母子とまで称されるのはもっともに思えるが、英国を主舞台に

定位する映画に実母の出番がなるほど、少い。米国本土でシルヴィアと深

く関わった友人の母親や母親的存在の人物についての削除も、観客とし

ては受け入れざるをえないのだろう。

3．筆者のTHE BELL JAR論考に登場するシルヴィアの実母と代理母

　ところで、筆者によるTHE BELL JAR論考で筆者が特別に注察したの

が、Dr．Nolanという女性の精神科医であった。当時は日本の文学関係の

学会において、まだまだ話題視されてはいない人物である。それどころか、

病理学とかフロイトの精神医学さえ、学会誌の論文には取り沙汰されて

はいなかった。そのような文化環境の中にあり、精神医学についての疑問

をただす適当な人が見つからないまま、筆者はシルヴィア・プラスの稀有

な意識構造を解明する手段もなく、研究は行き詰まる。

　その頃、宮本忠雄東京医科歯科大学教授（後に自治医科大学精神科に移
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る）の存在を知り、その著述が筆者の求道する方向を指示していることを

直感した。彼の関わる、日本芸術療法学会（1988年には宮本会長）に入会

して、セミナーやシンポジウムに参加した。それと併行して、異常心理学・

発達心理学・家族心理学・フロイト精神医学の著作を次々に発注しては読

破していく。

　そうこうするうちに、ようやく小説の主人公、エリート女子大生Esther

を不意に取り込める、ガラス容器の密閉意識の違和感に一歩接近できた、

という感触を持ち、その疎隔感は離人症に近いのかと疑うようになる。さ

らに、そこから脱却するのを手助けする女医ノランに課された、代理母的

な役割の重大さにもまた、大きく大きく目を開かれていく。

　母性をめぐる女子大生エスターの意識変革上で、大変に衝撃的な山場

がある。この女医ノランが、電気ショック療法を含める治療を自殺企図や

それまでの医師不信で精神の均衡を失うエスターに施す過程で、娘とし

て実母への憎しみの本心をそのまま吐露してかまわない、と許可する場

面である。それに従うエスターは、自分を案じて病室に見舞う母親からの

誕生祝いの花束を、ごみ缶に放り込む。

　レズビアンのJoanや男友達Irwinなどとの危険な交流もまた、シルヴィ

ア・プラスの実生活との錯誤から、研究者の論議を呼んだ。筆者のTHE 

BELL JAR論考、“The Bell Jar Syndrome（ベルジャー・症候群）”では、

発達心理学とサイコドラマを援用してその解明を試みた。社会的重圧に

すくむ他者への視線拘束と重い偽善者のマスクから徐々に解放されて、

女子大生の拡散していた自己像の統合がすすむ過程を、上記の理論枠に

捉え、精神科病棟から社会復帰へと向かう、アイデンティティの再生とし

て捉える解釈を試みたのである。

　これを介助する女医ノランついては、シルヴィアの母親宛ての書簡を

母親Aureliaの編纂したLETTERS HOMEでは、Dr.Bと実名が伏されてい

る人物がモデルだとされる。シルヴィアが英国で再度、精神危機に襲われ

た時も最後まで、Dr.Bの助言を仰ぎ続けたことは明らかである。

　だがAnne Stevensonはその実名を明かし、Dr. Ruth Beuscherとシルヴィ
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アとの診療中の信頼関係は、非叱責的な“a permissive mother figure”（許

諾的母親像）だったと指摘する。 12）実母・Mrs. Prouty・ケンブリッジ大学

進学の推薦者などの、母親群像への債務意識と謝意との亀裂を増大させ、

“hag”（魔女） mothersへの嫌悪感情に当惑するシルヴィア。彼女は、ビュ

シャー先生の力を借りてその憎悪心理を解決しようと、米国に一時帰国

の時には、受診を繰り返した。多大な助力に報いる従順さに欠ける、とい

う罪責感に苦しむシルヴィアに、先生は真実の直視を手助けする以外に、

問題解決の器を差し出せはしなかった。 13）

　確かに、ナレーター／主人公のエスターは作家シルヴィアの自画像に

重なる、と一般には認知されているし、本人もこの小説を半自伝的だと認

めている。そこに寸描されるエスターの母親造形が冷たく対象化される

ために、戯画化という印象をも与える。とはいえ、近親者には実像に近く

映るとも言われる。その実母Aureliaとシルヴィアとの間では延々と書簡

が交換され、その集積が、LETTERS HOMEである。母の手に残された手

紙は、1950年から1963年までにタイプされた696通にのぼる。

　母親自身は、大学教員として夫の亡き後の家計を支える、才知にたけた

実務家肌だと言われる。彼女は、自己の果たせなかった文学の夢を娘が見

事に実現して、執筆家のキャリアで功績を積み上げていくことに、満足を

表明している。また、LETTERS HOMEの膨大なヴォリューム作りを丹念

に支えた、娘への献身ぶりからは、母親の非凡な執念と書簡集出版を想定

する深慮遠謀が十分に合点されよう。

　母親の愛が子を食いつぶす事例として、娘の自殺の責任を追及する研

究者もあり、それに精神分析的手法をとる傾向が顕著である。教育ママの

オルリアが課す鋳型に、シルヴィアは幼い頃からしごく几帳面に従った。

やがて肉親・友人・教師・恩人の期待に敏感な仮面人間の路線を突進する

が、母親依存と自立とのアンビバラントな精神発達が問題視されている。

4．シルヴィア・プラスの日記・手紙・伝記が作るMrs. Prouty像

　ここでもうひとり、映画『シルヴィア』には未登場だが、シルヴィア・
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プラスの母性意識の形成に、実母には比較できないが、浅いとも断言し難

い人物を、取りあげたい。それは、THE JOURNALS OF SYLVIA PLATH

にもTHE BELL JARにも登場する、Mrs. Olive（Higgins） Prouty（1882-1974）

である。どの伝記も必ず指摘するように、シルヴィアのスミス女子大進学

を可能にした、奨学金出資者の1人であるが、終生にわたり暖かい支援を

惜しまなかった。

　スミス女子大の同窓生でもあり、大衆小説をすでに10冊世に送り出し、
11冊目のFABIAを執筆中の、プルーティ女史との出会いは、シルヴィア

の人生をどう変えるのだろうか。この大作家は、大ヒットしたハリウッド

のメロドラマ『ステラ・ダラス［STELLA DALLAS 1925,1937］』と『情熱

の航路［NOW,VOYAGER 1942］』の原作者としても、名を馳せていた。プ

ルーティ女史のシルヴィアとの交流を辿ると、それはキャンパス内の経

済的パトロンという授受関係を超えた精神的支柱として、シルヴィア母

娘やシルヴィア・テッド夫妻の私生活にまで、深く引きこまれていく様子

は、軽視できない。

　新学期早々、奨学金取り扱いの大学の事務員から、慣例として出資者に

礼状を送るように薦められたシルヴィアは、丁重な礼状を記し、スミス女

子大のキャンパスライフを報告した。町の図書館で借りてプルーティ女

史の作品も一冊、読んだ上で、将来は自分も小説書きを志望していると書

き添えることも忘れなかった。本心では女史の感傷的な語り口におぞま

しさを覚えていたというのだが。

　女史の執事つきの邸宅にお茶に招かれたシルヴィアは、その後も、親し

い友人Nancyを伴って女史を訪ねた。その折には、大ヒットしたメロドラ

マ『ステラ・ダラス』からどれほど多額の収入が入るかを知り、仰天した

とされる。

　ある突発的な事件を契機として、このような快適な社交が予想外の位

相に突き進むことになり、それに伴い、シルヴィアの深層には複雑な変兆

が影を落とすと思われる。それは、大学三年生の夏休みに彼女を襲った。

　彼女は、高校時代からあちこちの雑誌に詩や短編を送り続け拒絶と受
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諾を繰り返しては、8才から確かめた文筆の才能を鍛え続け、その原稿料

とアルバイトで学費や生活費のやりくり算段をしてきた。大学の授業料

が値上げされて学業に加えて学内アルバイトの負担が増え、月経不順と

不眠に悩み、不安感が増大し、1952年の秋頃から落ち込みが激しくなる。

　三年の夏、ハーバード大学の夏季セミナ―受講が断られ、自信が打ち砕

かれると、その憔悴ぶりは母親を心配させた。卒論用に立てた研究予定は

進行せず、詩作も行き詰まり、不眠を訴え、字を書くのも不自由となる。

もっとも高校時代から、睡眠薬に頼ることが再三あったと伝記にはある。

祖母も母親もそれぞれに体調を崩す家の雰囲気も母親の助言も、彼女の

癒しにつながらなかった。後援者などの期待に報いることができない罪

責感も、大きな負担となり、苦悩の末、睡眠薬を多量に飲み自殺を試みる。

この日の日記にこう記す。「不眠の上に戸外は雨で、おまけに向かいの工

事の騒音は自殺にふさわしい日である。でも実生活ではプルーティさん

に手紙を書くというような義務も済ませなくてはいけない。」 14）

　地下室の穴倉に身を潜めていた本人のうめき声が洩れるまでの時間、

捜索隊が周辺を探しまわり、母親は娘がプルーティ女史の力を借りに立

ち寄ったかもしれないと勘をつけ、急ぎ問い合わせた。女史は不在であっ

たが、新聞で騒動を知るや即、動き始めた。救出後にシルヴィアの運びこ

まれた州立の精神科病棟から、女史の運転手つきの自家用車が旧知の医

師がいる私立のサナトリウムへとシルヴィアを移し、入院費用も全額負

担された。プルーティ女史自身が作家の最盛期に精神を患う入院の体験

者でもあり、母親を稼ぎ手とするシルヴィア一家の窮状を見捨てること

ができなかったと思われる。プルーティ女史はシルヴィアを見舞い、欲し

がる物を買い与えた。施設の診療方針に同意しかねると、体験を踏まえた

苦言を医師にぶつけるという、肉親に劣らぬ関わりを見せた。

　シルヴィアはそこで、既述の若い女医ビュシャーの温かい支援を得る

と快方に向かう。翌夏にはハーバード大学の夏季セミナ―にも受け入れ

られ、キャンパス生活を精力的に完璧にこなすと優秀生として卒業する。

フルブライト奨学生の選考にも成功し、ケンブリッジ大学に留学したシ
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ルヴィアの絶頂期が待ち受けていると思われた。もはや女史をはじめと

する経済的援助者を必要としない気楽さと、潤沢なこずかいを握ったシ

ルヴィアは、学業と詩作からヨーロッパ旅行へ、そして高校時代から積極

的であった結婚相手探しへと、大きく翼を広げるように挑んでいく。

　アメリカを離れて出資が終了したからといって、プルーティ女史との

文通が途絶えることはなかった。実母は世間知らずであるが、プルーティ

女史の豊富な処世術をシルヴィアは尊重し、頼りになる相談相手として

位置付けていたという。まさに娘の「第二の母親」である女史には、実母

もまた、家庭の内輪話をさらけ出すし、経済的な相談もためらわず、心強

い存在として一目おいていた。自分には娘の病が手に負えないと、正直に

母親としての困惑を訴えたこともあるという。

　実在の二母親の間で深められる信頼関係は、筆者には、映画STELLA 

DALLAS（1925・1937）やSTELLA（1990）に見る、実母ステラとその

訴えを親身に受け止める養母を回想させる。さらには、戦前版STELLA 

DALLASをリメークしたかと思わせる、日本映画『母の曲』（1937）の母親

たちの、複雑かつ詠嘆調の姉妹関係が想起される。 15）ステラの娘とは異な

り、シルヴィアの中では、実母と「第二の母」との間に、怜悧な線引きが

確立されていた。シルヴィアの方は、実母からの経済援助は退職後の暮ら

しに貯めておくようにと断っても、叔母やプルーティ女史の申し出は素

直に受け、好きなように使い切るというように。

　それを示唆するさらに興味深いエピソードがある。テッド・ヒューズ

という型破りの詩人との恋愛に熱中する一方で、彼の女性遊びに当惑し

たシルヴィアは、彼が最高の結婚相手かどうか二人の母親に相談を持ち

かける。それを鵜呑みにするプルーティ女史は、彼の年令から推して、

“impetuous”（衝動的）“temperamental”（気分や）で女性扱いが手荒な

テッドが、今後変わることは期待できないのではと疑い、今すぐ結婚する

ことには反対した。非凡な知性と想像力の持ち主だが「猛々しく暴力的」

と知らされた実母が会った印象では、彼は「優しそう」で「理解力がある」。

それを聞いたプルーティ女史は、驚いたという。 16）母親と代理母プルー
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ティ女史とに、それぞれ異なるテッド評が書き送られていたわけである。

女史が実物を見て噂の真偽を確かめることができたのは、1958年3月ハー

ヴァード大学における彼の詩の朗読会である。「テッドって素晴らしい

じゃないの」とシルヴィアに洩らしたという。 17）

　テッドの女性が妊娠して夫婦が別居した後も、未練が残ることを赤裸々

に伝え、子供連れでどこに行こうか迷った時の相談をするまでに、シル

ヴィアと女史との仲は親密さが増す。プルーティ女史は夫妻の離婚後も、

シルヴィアには誕生祝いの送金を続け、それで洋服を購入して気分を一

新させたという記述が母宛ての手紙にある。電話で元気つけられると、進

行中の詩集をアメリカで出版する折には、「プルーティさんに捧げること

を考えている」のも、不思議ではない。 18）児童書のレヴューにいたるまで

送り、文筆活動の報告としている。

　8才で父親に死別し、真剣に愛した男性たちも去り、夫にまで裏切られ

たシルヴィアが、心を割って救いを求めるのは、女性の友人や年長の女性

であった。その名は、伝記にも数名が挙がる。その中でも、実母はもとより、

精神科の女医ビュシャーと作家プルーティ女史が、危機の度に崩れるシル

ヴィアをしっかり抱え上げようとした事実を、シルヴィア・プラスのテク

スト構築要因として見逃してはいけないだろう。そもそもプルーティ女史

との出会いがなければ、女医ビュシャーの治療効果も得られなかったのだ

とすれば、この二人の代理母の、ワン・ペアによる意味作用は小さくない。

　プルーティ女史から傾注される愛を痛いほど総身に刻むシルヴィアだ

からこそ、肉親と交わすような言葉が、女史に向けても可能となったにち

がいない。「私の紡いだ夢をあなたにも見せてあげられたことが、私の大

きな喜びでした。」 19）これこそは、少女の頃からずっと、繰り返し実母に発

信されてきた、一大メッセージに他ならない。

　ところで、THE BELL JARでは、Dr. Nolanの許容的視線に包まれた
Estherが、「幼児の looking―glass self発達過程を忍耐強く踏襲し、肯定的

に再現する」のが、印象的である。 20）他の人物に向かう視線恐怖症に強調

されるとおり、他者からの疎外意識に閉じこもる女子大生エスターを受
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容する女医は、日記や伝記に明かされるように、シルヴィアと女医ビュ

シャーとの被治療―治療関係に呼応する。他方、短編“Mothers”に登場

するのは、村の教会や牧師により、母親の会からの締め出しを受けるMrs. 

Nolanと、それに同情的なEstherである。 21）二人の年若い母親の命名と親

密性の相関関係には、英国のシルヴィアから米国の女医ビュシャーに向

けて贈られる、愛着と敬意が示唆される、と解釈できようか。

　以上からごく自然の成り行きとして類推されるのは、世間の誰もが彼

女の恩人として認知する、プルーティ女史であれば、THE BELL JARにお

ける人物造形にしても、命名にしても、好意に満ち満ちているに相違ない。

さらに、同三人の待つアメリカに戻るという選択肢をとっていたら、シル

ヴィアは危機的状況から一時しのぎにしても、とにかく脱出できたので

はないか。プルーティ女史とTHE BELL JARとの事実関係をひも解く以

前の、現時点の筆者には、このような期待が湧く。いったい、子供たちを

父親のいる英国から引き離すのがしのびなかったのが、英国に留まる最

大の誘因であったのだろうか、との疑念とともに。

　しかし、部外者が身勝手に描く、短絡的な推測を越えたところに、その

ような決断を阻む事情や本人の煩悶が横たわるような、断行が待ちうけ

る。英国の冬の悪天候・男女のもつれ・病・孤独・将来の不安・父無し子へ

のわずらいなど、肥大する重圧感に押しつぶされると、現世をさまようこ

とに疲弊した詩人の魂は、突拍子もない逃げ口を見つけて、姿をかき消し

てしまう。そして残された小説THE BELL JARでは、プルーティ女史は、

女医ビュシャーに比べると、不当ともいえる処遇を受けていたのである。

5．小説THE BELL JARに登場するMrs. Proutyらしき造形

　これまでに述べた実在のプルーティ女史は、後輩であるシルヴィア・

プラスの芸術をどのように理解し、シルヴィア・プラスは恩人の物書き

の技量をどう評価していたのであろうか。そこから、まず両人の作家の

関係を解き明かしてみたい。

　シルヴィアから送られた、Atlantic誌に掲載の詩について、女史は自分
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の感性に合わないという表現をせず、他者を借りて次ぎのように言う。

「ある人に読んでもらったら、その人もこの詩は強烈だと言いました。次

には私には強烈でない小品をお願いします。」 22）その詩“Pursuit”では、

テッドを知り染めたばかりのシルヴィアが、男に火をつけられた激情を

詩句に流しうつそうとするが、その起爆力が尋常ではない。詩才の底を荒

荒しく叩きまわる跡に、読み手までが息苦しく緊迫し、女史の不平に一理

あることが、納得される。

　これより遡り、大学生になりたてのシルヴィアは、大作家プルーティの

作品を町立図書館から借り出して、その凡庸さに感心しなかった様子が見

える。そのようなプルーティ作品の読後感と、恩義を受けたプルーティと

の擬似母子関係とは、死後数年経るまで米国での出版をテッドも実母も

反対したという小説では、どのように造形されたであろうか。それをTHE 

BELL JARで検証してみたい。

　既述のプルーティ女史像と合致し、伝記や研究書がプルーティ女史を

モデルにしたと一致して述べる人物が、この中編小説に数回登場する
Philomena Guineaである。

　始めて4章に登場する時、ギニアはエスターの奨学金の出資者としてで

あり、礼状書きの便箋や文面までが事細かに示される。裕福で大作家のギ

ニアの背景として、1900年代はじめにエスターと同じ大学に進み、処女

作が、主演女優がベット・デイヴィスのサイレントに映画化され、連続ラ

ジオ小説にもなり、エスターの祖父のカントリィクラブからほど近い大

邸宅に現在住んでいるとされる。

　このフィクション部分を史実と照合すると、ささいなくいちがいが見

出せる。処女作はBOBBIE, GENERAL MANAGER（1913）であり、主演女

優がベット・デイヴィスであるのは、小説NOW, VOYAGER（1941）の映

画化（1942）であり、サイレントではない。サイレント映画化され連続ラ

ジオ小説としても流されたのは、小説STELLA DALLAS（1923）のほうで

ある。また、シルヴィアの祖父はカントリィクラブに所属していたのでは

なく、働いていたにすぎない。これらは、虚実の差異が明示されている、
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との印象を筆者に持たせる。

　しかもTHE BELL JARの主人公エスターは、その大作家の作品が一冊

として母校の図書館の蔵書にないことを暴露する。さらに、ギニアに特有

の疑問符多用のスタイルを、わざわざ2文まで引用して強調して見せる。

最後には、彼女の小説は、それでも多額の印税を稼ぎ出せるというニュア

ンスを含意させる。

　また、招かれた茶会で、フィンガ―ボウルの水をスープかと飲み干し、

おまけに飾りに浮かせた花びらまで口に入れるのを、大作家は黙って見

ていたにすぎないと、恥じの上塗りが戯画化されている。

　飛んで15章では、キャデラックの前部座席で、エメラルド色の羽根製の

帽子からグレーの髪がのぞくギニアの後頭が登場する。エスターはギニ

アの知りあいの医者がいる豪勢な病院に向かうところだが、チャールズ

川に飛び込むにしても、母と弟がドアをふさぐような体勢で両脇を固め

ていては無理らしいと観念する。ギニアが突如現れた理由が判然としな

いが、今回のエスターの事故に関心を寄せたのは、大作家ギニアの最盛期

に、彼女も精神科病棟に入院したことがあるらしい、と述べる。

　この頁では、ギニアの顔がまったく描かれず、実母に宛てたプルーティ

の手紙に詳述された見舞いの様子などが、惜しげもなく削除され、見舞い

客が迷惑だと公言していることにも、注目すべきであろう。それは、女医

ノランの「母親みたい」で「友達みたい」ないたわり方とは、あからさまに

差別化される。そもそもGuineaとは、英語辞書を繰るまでもなく、珍奇な

命名である。それは現在の1.05ポンドに相当する英国の通貨単位であり、

西アフリカ共和国でもある。モデルにされた当人にとり、うれしい造形だ

とはお世辞にも言えないし、周囲はさぞかし目くじらを立てて騒ぎ立て

たことだろう。

　母親からくどくどと、ギニアの出費に感謝すべきと言われたエスター

の真情が、これに続く。

　自分だってギニア夫人には感謝するのが筋道だとは知っているけど、何にも感じ
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ることができないのだから仕方がない。ひょっとして彼女からヨーロッパ行きや世

界航路の切符をもらったとしても、ちっともありがたくなんかなかったはずだ。な

ぜって、この私が世界の何処に座っていようと…、釣鐘型のガラス容器の下にいる

かぎり、自分のすえた吐息にあえぐばかりなんだから。 23）

　ここで本稿筆者が、「世界航路の切符」という仮想に着目するのは、プ

ルーティ女史原作の映画化NOW, VOYAGER［情熱の航路］の中に、これ

と呼応する場面を探り当てることができるからである。映画では、ヴィク

トリア時代の男女規範を強引に推しつけ、神経症を蔑視する、居丈高な実

母と、これに反抗して閉じこもりを続ける四十才近い「醜いアヒルの子」

の緊張関係が主軸となる。彼女の主治医を務めている精神科の名医は、治

療効果を試そうと、彼女に世界航路を薦める。その甲斐あり、人間関係の

自信をつけて、見違えるほどのスワンに成長した娘が、親族を驚かせる。

　エスターの体験するガラス容器への篭絡気分の描写から推察すると、な

るほど、THE BELL JARでシルヴィア・プラスの伝達しようと挑戦する病

苦と、NOW, VOYAGERでプルーティの描く引きこもりとでは、疎外感の

資質にも人物交流の幅にも雲泥の差がある。裏を返せば、シルヴィア・プ

ラスは、「ベット・デイヴィス」や「世界航路の切符」など、初見時につじつ

まの合わない、キーワードをばらまく、という密かな戦略に出て、ある種

のたくらみ事を進めていたらしいことが、筆者には疑われてならない。

　確かにそれらは、当てこすられた当事者に不快感を与えずにはいない

だろう。シルヴィア自身は、それを百も承知だったはずである。それを示

唆する証拠は数ある。この小説は半伝記であると弟に書き送り、出版後に

は読まないようにと、強くとどめを刺している。某財団からのファンドを

得て英国で出版する時は、この作者はLucasという偽名を隠れ蓑とした。

反響的にも、他の友人知人の造形と同様に、恩人である女史の造形にして

は風刺的だとの批判的語句が、おおかたの伝記に溢れる。

　もうひとつ、この風潮を是認するような、プルーティ女史に相当すると

思われるPhilomena Guineaの造形として、第18章が注目に値するだろう。
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エスターは、ある女友達からの愛を告白され、そういえば自分の何が、幾

人かの老婦人をも惹きつけるのかと考え、頭痛に襲われる。その老婦人の

一人にPhilomena Guineaの名を挙げ、彼女らは世話と影響力の見返りに、

エスターに自分たちを真似るように強いる、とコメントする。その女友達

はやがて小説の舞台から抹消され、エスターのレズビアン性の疑念も解

消されるという、巧みな筋書きが敷かれてはいる。とはいっても、プルー

ティ女史がレズビアンの汚名を着せられた、との印象を受ける読者が多

少にしてもいたとしたら、シルヴィアの責任は免れられないだろう。

　娘の死後はじめて、この小説の英国出版でその中身の全容をはじめて

知った実母は、米国における出版を差し止めしようと出版社に直訴の手

紙を送った。だが米国の出版社に働きかけていたのは、シルヴィア自身だ

という。偽名に隠されはしていても、実在人物の攻撃に娘の毒筆が向けら

れ、恩義ある米国の友人、知人を中傷することになると、母親は慌てたの

だった。これを受けて前夫テッドは、シルヴィアの死後7年間にわたり米

国における出版を禁じた。

　後にテッドは、シルヴィアの手にかかると友人、知人が過酷に造形され

るという意味のことを、その筆向きへの弁明として、また、彼女の頻用し

たイニシアルを尊重して出版に残した理由としても、触れている。

　The vivid, cruel words she could use to pin down her acquaintances and even 

her close friends were nothing she would want published and would be no joke 

to the recipients, still less so now that she is internationally famous and admired 

for her gift of phrase． 24）

　それでは、シルヴィアは忘恩の徒だとして、このように鞭打たれて当然

の報いなのかを、ここで再考してみたい。既述のシルヴィアとプルーティ

の世代と芸術性のくいちがい、および、わざとらしい誤報やキーワードで

読者の気を引く素振りを根拠に、筆者は次のように類推する。

　プルーティ原作の映画NOW, VOYAGERは、支配欲の強い母に虐げを
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受ける神経症の娘が、ある擬似的な母子関係に自己の母子関係の修復を、

思春期の残した恋い患いの回復によって果たすという、ダブル再生の物

語である。甘くせつない大人の恋愛が絡むためか、CASABLANCAに次

ぐ古典名画とされたり、ソープオペラとも類別される。

　他方、エスターがTHE BELL JARの釣鐘型のガラス容器に呪詛ととも

に現出させるのは、それよりもむごい人間模様のパレードであるので、そ

のような像を結ばせるのは、さぞかし極端に歪んだ鏡面上であろうと、ガ

ラス容器の特異性に本稿筆者の想像が及ぶ。これを治癒するには、確かに

世界船旅では、とてもおぼつかないだろう。つまり、THE BELL JARでは、

映画NOW, VOYAGERより、さらに重く病む女性心理の血痕と傷跡を容

赦なく露出してみせようと意気込むシルヴィアの筆は、力のかぎり飛翔を

試みていたのかと憶測される。正常と異常の境界域を往来する女性の深

層心理の症例を、医学的記録としてではなく、文学に克明に顕わす野望を

私小説THE BELL JARに託したシルヴィアは、心の病の前歴者プルーティ

に代表される前世代的大衆小説を、差別化してみたいと、ずっと腹案を温

めてきたにちがいない。

　しかし、古代遺跡を舞台に展開するフロイトのロマンス小説『夢判断』

に匹敵するくらいの、希少価値を十分に備えながらも、文学史上では正当

な評価を受けるのに時間を要し、THE BELL JARに賭けたシルヴィアの

企図と祈願は、裏を書かれる。告白調と自殺志向と虚実の危うい混交とが

災いしたのか、この心内アクション・ドラマがめまいや反感などで迎えら

れたとしても、不思議ではない。今から40年ほど前、欧米社会のそこかし

こにはびこる差別意識に反旗を翻えした、意識革命の前夜に打ちあげら

れた狂宴の一つにすぎないと片付けるには、あまりに痛ましすぎる。

　メロドラマSTELLA DALLASとNOW,VOYAGERにプルーティが印し

た母親消去と新世代（娘）昇格のポリシィは、しかし、幼子二人を死路の

道連れにはしなかったシルヴィアにおいて厳守された、と言って過言で

はないだろう。Anne Stevensonの克明な事後描写に依拠するなら、シルヴィ

アは寝ている子供にガス漏れが届かないような細工をした。 25）他方、彼女
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の最後の詩作では、実母の“self―effacement”（自己消去）を反復したくは

ない、との強い決意が示されてはいる。 26）その死を現象的な自己消去とは

見ないまでも、夫との負け戦から退却することを自己消去と見ることも、

自死を真摯な自己主張と見ることも、どちらも許されるだろう。

　さらにまた、プルーティがNOW,VOYAGERに込めた、血縁を凌駕する

母性は、THE BELL JARの精神科病棟の治療場面に器をうつし替えて、電

気ショック療法をめぐる女医ノランに依存するエスターの擬似母子関係

にも再現されている、という母性解釈を発展させることも、可能であろう。

シルヴィアと自殺企図の体験談を克明に分かち合ったことのあるAnne 

Sextonによると、話の内容とTHE BELL JARのクライマックスの一つ、自

殺企図の描写とは合致する。 27）

　プルーティ女史は、女児を二人までも病気で失い、私財を小児病院の運

営に注ぎ、喪失感を文学にも昇華させ、苦境にある代理娘のシルヴィアを

親身な助言と金銭で支えた。このような彼女の擁する母性倫理に、身近で

接してきたシルヴィアが、意図的に背を向けるなぞ、考えられるだろうか。

シルヴィアは、プルーティ女史と同じく、ユニタリアン派であり、しかも

多くの詩作で子供への愛を謳っている。

　しかし、二作家の交流図式を額面どおりに解く者には、被害者プルー

ティに同情的な観方が、一般的だと見受けられる。シルヴィアの自殺企図

を救う出費は、小説では「独りよがりのギニア」として戯画化され、下降

中の名声は「プラスの悪意に満ちたウイット」により、打撃を被った、と

いう。 28）当然な批判ではあるが、そのような観方は、フィクションをリア

リティに、リアリティをフィクションに引き寄せる解読法を、いっそう加

速させる危うさを孕むであろう。

　筆者の知るかぎり、この出会いの顛末に新たな真実を投入すると思われ

るのが、Kevin Killianである。Killianによると、プルーティ女史はすでに

十代の前半において、精神疾患による入院経験をもつという。この事実を

知ったら、プラスは度を失ったかもしれないとする氏は、このように結ぶ , 

“In many ways, Prouty’s whole life foreshadowed Plath’s.” 29）（多くの点でプ
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ルーティの生涯は、プラスのそれの前触れ役をになった。）しかし、映画
NOW, VOYAGERの後半、サナトリウムで、スワンに変身遂げた女性とも

う一人のアヒルの子との間に擬似母子関係を開花させるという筋書きに、

原作者のそのような病歴の潜在性は、きわめて有効だとさえ言えよう。し

かし、そのプルーティ女史にも、プラスの最終的な独断を予知できず、女

史のフィクションからの発信は、プラスのリアリティにもフィクション

にもはね返えされたと見られても、仕方ないだろう。

 6．筆者の日本映画の母物考察に登場するMrs. Prouty

　いよいよ、映画SYLVIAと日本映画とが、どこでどう交差するのかを

解き明かす、本稿の最終ステップに辿り着いた。ハリウッドの古典映画
STELLA DALLASは、サイレント『ステラ・ダラス』（1925日本公開）もトー

キー『ステラ・ダラス』（1937日本公開）のどちらも、日本の女性観客の人

気を集めた。特に娘の花嫁姿を式場の外で身を隠すように見詰める孤独

な母親のショットが、戦前戦後の女性映画に繰り返し、再現された。物陰

からそっと見送る悲しげな母親の表情が強調され、子の出世のために身

を引く母親の倫理意識は称揚され、自己消去の悲壮感は紅涙を誘ったこと

が、映画誌や映画史から明らかにされている。少年期の淀川長治は催涙効

果に心酔した。『ステラ・ダラス』のプロットにいたく感銘を受けた評論家

村上忠久は、日本の母もの映画もぜひ、これを見習うように奨励した。 30）

だが、どちらの日本の事例でも、原作者のプルーティ女史の人格とその背

景に関心が払われた様子は、まったく見られない。

　『ステラ・ダラス』の伝統を「涙頂戴もの」に注ぎ込み、世間からの揶揄

に揉まれながらも興業収入に直結させ、戦後の日本映画史に母もの映画

の起爆力を銘記したのが、大映の川口松太郎であり、母親役の三益愛子で

ある。重役に就任したばかりの川口が、内妻の三益愛子に『山猫令嬢』の

母親役をやらせると、大当たりを取った。それ以降、三益が、次々と30本

の母性愛映画（通称母もの）シリーズに登場すると、子別れの悲壮なアイ

コンを定着させた。母性愛映画作りに、他社も他の女優を起用してみたが、
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「日本の母」というレッテルを独占するのは三益である。

　だが愛子が浅草の漫才師あがりであることを、大多数の観客は知らな

かったはずである。このスクリーンの母親は涙もろく、自分の文化とのズ

レが子供の社会生活を阻害すると察知すれば、迷わず家庭を後にして、芝

居小屋などの古巣に退去する。養女や実子をかばっては殺人罪で刑務所

に入り、曲芸に失敗すると死後の角膜提供を約束する。子供が母を求めて

探し当てると、何らかの口実を見つけてはまた、離れていく。それを見た

観客も、再会を逃した気分でやきもきする、という別離の演出が、どの母

ものでも反復された。

　だが、現実の三益愛子（1910-82）は、スクリーンで構築された自己犠牲

的で悲嘆型のペルソナとは裏腹な女らしい。男の浮気に自殺を考えたこ

とはあるものの、自己消去などが念頭にあるとは思い難い、明るく気丈で

野心家の芸人である。川口松太郎の内妻のままに子供を四人もうけ、その

間、松太郎の顔と豊富な人脈を後ろ盾として、芸能界を闊歩し続け、どの

子も芸能界に送り出した。

　プルーティのような子供の喪失体験は、映画『伊達騒動母御殿』（1954）

の虚構内くらいである。（代理）子供からの裏切りすら体験が乏しく、強

いていえば『母時鳥』（1954）『赤線地帯』（1956）『がめつい奴』（1960）の

中で演技したに過ぎない。しかし、テッドの女が妊娠したことにシルヴィ

アが激怒したように、夫川口の先妻の子や浮気相手の子らの存在には、愛

子は強迫観念を持ち続けた。

　精神を病む役柄は、独り息子に罵倒され捨てられて、気のふれる『赤線

地帯』である。虚構外では、精神科に入院とまではいかないが、いたく気

を病んだことがある。子供達の犯したある事件が原因となり、親子してメ

ディアの砲火を浴びた晩年のことであった。ここでも三益の負けじ魂の

発揮ぶりは、けた外れであった。裁判では子供の情状酌量を嘆願し、さら

にはその友達を訴えて、わが子の尊厳を必死に守り抜く。子供とどこまで

も共に歩み続ける、というしたたかな母親芸人の気概が見えても、社会的

に優位なトポロジィから、自分だけが卑下して身を退く素振りなどは、見
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えてこない。母性をめぐり特記すべき、ペルソナと自我との錯誤は、愛子

の書き残したものが入手できないため、観客側の受容として論じること

ができるにすぎない。 31）

　後に母ものパターンから脱皮したことを見事に立証したのが、『がめつ

い奴』のお鹿ばあさん役である。愛子の役は、赤貧の中で貯めたかね壷を

娘にも息子にも知らせず、自分の営む賃貸長屋では、ゴッドマザーのにら

みに刃向かう者は容赦しない。だが、あかの他人の少女を手塩にかけ、肉

親に見せない心を明け渡し、路上に繰り出してどケチ経済学についての

次世代教育を実践してみせる。この『がめつい奴』の役柄が、浪花女のど

根性女優、三益愛子の地に最も近い、とすら舞台劇『がめつい奴』（1959）

の作者・演出家、菊田一夫に講評された。 32）これなぞは、ステラから愛子

に乗り移る母性が他でもない、借り物であることを立証する。

　ステラの生みの親、プルーティは、若い頃は母の献身するプレスビテリ

アン教会には批判的だったが、後に五十年間ユニタリアン教会の活動に

打ち込む。代理娘プラスの力作が次々と出版されたが、本人の自伝にはど

この出版社からも手が挙がらず、自費出版を余儀なくされた。九十二才の

没後は、教会に五万ドルの寄付金を残した。小説の第三映画化STELLAを

見ることはかなわなかった。

　一方、三益が母ものの三十本目『母』（1958）を祝うパーティには、それ

までの娘役、息子役が笑顔で駆けつけたが、同じアイコンに食傷したのか、

多くの映画評論家は、一貫して彼女の演技力にこれという評価を与えず

に終わった。「日本の母」の標識は、むしろネガティヴな意味作用で彼女

を追いまわすことさえある。それをどの程度に負担と自覚したかどうか

は、知る手だてがない。五十才にして九か月のロングランをこなして、文

部大臣賞を手にした『がめつい奴』まで、特に受賞歴はない。その後も芝

居は続けたが、すい臓癌が進行して七十二才で他界し、勲四等宝冠章を授

かる。奇遇だが同じ1982年、プラスのCOLLECTED POEMSに死後二十年

も経てようやく、ピューリッツアー賞（1982）が贈られた。異例のことで

ある。
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おわりに

　日本の映画界は、『ステラ・ダラス』に熱狂するあまり、『情熱の航路』の

影が薄弱化されたことが、三十一本の母もの映画の筋書きを追うだけで

も、ほぼ明かとなる。しかも、シルヴィア・プラスに関する欧米の研究書

にも伝記にもサイトにも、『情熱の航路』への言及は目だって乏しい。サイ

トにプラスとの関与が明記されるのは、ここ一年ほどである。換言するな

ら、日米に共通して、メディアによるプルーティ女史のアイデンティティ

としては、『ステラ・ダラス』が定型化されている。

　母もの映画で日本文化の社会規範を掲げて見せた三益愛子の生涯が、

シルヴィア・プラスの生涯に交差するには、プルーティを仲介としなけれ

ばならない。だが、二つは世代・国籍・家庭環境・文化体験・職業などの位

相で、まったく噛み合わない。それにしても、その触接点から明らかに大

きく背馳していく二つの軌道は、さまざまな感興を誘い出す。そのひとつ

が、文化の異質性であろう。

　映画メディアに代表される、大衆サイドの受け人気を基に論じるのは限

界があろうが、精神医学を磁場とする人間の内面探索が、日本映画には目

立って希薄である。日本の母性愛映画に、本稿で扱う欧米映画とその原作

とを並置し照合するなら、どれほど女性の内奥が日本の映画制作において

は未開発に放置されたのかが、歴然と見えてくる。その意味において、日

米文化の等式化を可能にするのが母性であるが、その反面では、日米文化

を差異化するのも、また母性である、という逆説が成立すると言える。そ

の差異化に関わる要因は、母親の数だけある、とまで誇張的表現で遊ぶつ

もりはないが、半分の真実を秘めるだろう。だが、文化の基調が直接間接

に母子関係図の仕上げに関わる以上は、母性論議を文化から切って落とす

ことはできない。各々の文化の紡ぐ伝統を照応させて初めて、本稿に見る

ように、母性の特異性についての知見が生み出されてくると考えられる。

　末筆になりますが、プラスの娘Frieda Hughesに関する資料の収集には、

越沢浩成蹊大学名誉教授にお力添えを賜り、深い謝意を表したく思います。

　本文における「　」（　）内、および注における（　）内の訳文は、すべ
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