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　この論考は、『日本英語英文学』（No. 17. 2007）1）に掲載された「『オハイオ州ワインズバー

グ』を読む（２）」の続稿である。この一連の論考の目的は、シャーウッド・アンダソン

（Sherwood Anderson, 1876-1941）の『オハイオ州ワインズバーグ』（Winesburg, Ohio. 1919）

の各章に出てくる人物が手にし、そして、その人物たちをグロテスクにする「真実」

（‘truth’）2）（7）3）がどのようなものであるかを明らかにして、各章の意図を明らかにすること

である。今回は「母」（“Mother”）を読むことにする。

　この章の中心人物であるエリザベス・ウィラード（Elizabeth Willard）も、他の章の人物

たち同様に、象徴的な描写をもって読者の前に登場する。

　ジョージ・ウィラード（George Willard）の母親であるエリザベス・ウィラードは

背が高くて、やせ衰えており、彼女の顔には天然痘のあとがあった。彼女はまだ45歳

であったにもかかわらず、よくわからないある病気のために、その姿から活力が失せ

ていた。（16）

エリザベスがやせ衰えていること、45歳にしてその姿から活力が失せていること、彼女の顔

に天然痘のあとがあることから、彼女が今幸せではなく、そして過去においても幸せな人生

を送ってこなかったらしいことを、読者は感じざるを得ない。彼女が、「散らかって、古び

たホテルの中を大儀そうに歩き回り、色あせた壁紙やボロボロになったカーペットを眺め、

彼女が動き回れるときには、太った（‘fat’）4）営業まわりの男たちが眠って汚したベッドの間

をまわって部屋係の女がする仕事をした」（16）のはなぜか、また、色あせた壁紙やボロボ

ロになったカーペットを見て、彼女は何を思ったのか。おそらく、エリザベスは、このホテ

ルと自分自身を重ね合わせて考えていたのだろう。「ホテルは、そのみすぼらしさゆえに、
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常連客が減り続けていたし、彼女は自分自身もまたみすぼらしいと思っていた」（18）とい

う語り手の言葉、また、このホテルが「かつては彼女の父親のもので、今でも郡の役所では、

その所有権は彼女の名前で登記されたままになっていた」（18）という事実から、そのこと

は、まず間違いないと思われる。「色あせた壁紙やボロボロになったカーペット」は、彼女

に、自分とホテルの共通点を再認識させたであろう。彼女が、このみすぼらしいホテルのな

かを大儀そうに歩き回るのは、残った活力でそうすることによって自分がまだ生きているこ

とを確認していたのであろう。また、動き回れるときには部屋係の女がする仕事をしたとい

うのも、普段よりも多少強い活力を、そのような雑事をすることで解放して、ホテルの経営

（厳密には運営というべきか）に関わることで、僅かな慰めを得ていたのであろう。

　このように、エリザベスが決して幸せではない人生を送ってきたことは、冒頭の数行で行

われるエリザベスと彼女のホテルの紹介の直後に、語り手が紹介する、エリザベスの夫ト

ム・ウィラード（Tom Willard）の描写で決定的なものとなる。

　彼女の夫であるトム・ウィラードは、ほっそりしていて上品な男で、肩はいかつく、

素早く軍人のような足取りで歩き、黒い髭を生やし、その髭の先をピンとはね上げて

いた。彼は妻のことを頭のなかから閉め出そうとしていた。その女の背の高い、幽霊

のような姿が廊下をゆっくり歩く様が、彼には自分に対する非難に思えたのだった。

彼女のことを思い出すと、彼は怒りを覚えて罵り言葉を発した。ホテルは利益が上が

らず、常に倒産のふちにあったので、彼はホテルから逃げ出したかった。彼には、そ

の古いホテルと、その古いホテルに彼と一緒に住んでいる女を、敗北して破滅したも

のと考えていた。彼が希望をもって生活を始めたそのホテルは、ホテルのあるべき姿

の単なる亡霊にすぎなくなっていた。彼は、こぎれいにしてワインズバーグの町のな

かを歩いていると、そのホテルと女の霊が町のなかまでも彼を追って来ていることを

恐れるかのように、立ち止まって素早く振り返ることが時々あった。「なんて生活だ！

畜生！」と彼は誰にいうともなく早口で言った。（16）

このくだりを読めば、エリザベスとトムの間の人間関係が崩壊していることは明白である。

特に、語り手が二人の関係を紹介するときに「夫」、「妻」と呼ぶが、それ以降はエリザベス

が「女」と呼ばれていることは、トムの認識を表しているのであって、その点からも二人の

間の人間関係が崩壊していることを読者は確認することができる。

　そして、トムもまた、エリザベスと同様に自分では幸せだったといえる過去を過ごしてき

てはいないし、現在も幸せではない。エリザベスがホテルのなかに留まる一方で、トムは逃

げるようにホテルの外へ出て自分の居場所を探そうとする。トムが、「ほっそりしていて上

品な男で、肩はいかつく、素早く軍人のような足取りで歩き、黒い髭を生やし、その髭の先
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をピンとはね上げていた」という描写から、彼が外見に気を遣う、いわば、見栄を張るタイ

プの人間であることがわかる。（髭の先（‘ends’）をはね上げているという描写から、最後

には自分が成功者になりたいという、彼の上昇志向を読みとることもできよう。）自分が経

営しているホテルも、自分の妻も、どちらも幽霊のようであり、理想のあるべき姿とかけ離

れている。ましてや妻は「敗北して破滅した」（16）として認識されているから、外見に気

を遣う、言い換えれば、世間体を気にするトムにとって、エリザベスもホテルも受け入れが

たい存在になっていたはずである。また、彼がかつて「希望をもって生活し始めたホテル」

のさびれ様は、彼自身の敗北感となって彼の心にわだかまりとなっていたはずである。

　夫との関係が崩壊してしまっているエリザベスにとって、ホテルと同様に、正確には、お

そらくホテル以上に彼女が生きる支えとなっているのが、息子ジョージの存在である。エリ

ザベスはかつて役者になりたいという夢を抱いていたが、それが実現できなかった分、息子

に「何かを表現できる」（17）人間になってほしいと強く、というより、病的に願っていた。

だから、二人の間の関係を語り手は「とうの昔に枯れ果ててしまった少女時代の夢に根ざし

た、応援しよう（‘sympathy’）という、深くて表現できない絆があった」（17）という言葉

で説明しているのだろう。“sympathy”を敢えて「応援しよう」と訳して「共感」と訳さな

かったのは、エリザベスとジョージの間の絆がエリザベスの側からの一方的で、かつ、密か

な、しかし、病的な思いによって成り立っているからである。ジョージは自分がいない間に、

エリザベスが自分の部屋で「儀式」（‘ceremony’）を行っていることをおそらく知らない。

語り手は、二人の間の絆を「表現できない」（‘unexpressed’）ものと言っていることから、

そのことは窺い知ることができる。しかも、エリザベスはこの儀式を「扉を閉じて」（17）

行っていたし、彼女は「息子の前では、臆病で、よそよそしくなってしまう」（17）という

のだから、二人の間に気さくな、何でも話し合える関係が成立していないことは明らかだか

らである。

　エリザベスの、この儀式が病的であることは、語り手の描写から読みとることができる。

彼女は「エリザベス・ウィラード」としてジョージの部屋に入り込み、扉を閉めて、ジョー

ジの机──彼の机が「台所のテーブルを改造した、小さい」（17）ものであるということも、

この一家の暮らしがかなり苦しいものであることを暗示していると考えてよかろう──のわ

きに跪いて、この儀式を行うのだった。彼女の気持ちが高揚してくると、語り手は彼女を

「その女」（‘the woman’）（17）と呼ぶようになる。彼女がこの儀式を行うのは、母としての

願いというよりも、敗北した女の、神に絶対に受け入れてもらいたい「要求」（‘a demand’）

（17）を天の神に伝えるためであった。それは大胆であり、ある意味では不遜ともいえる行

動だった。彼女の要求は、「［ジョージの］元気な姿に、自分自身の一部として自分のなかに

あったが、半ば忘れられてしまっているものが再現されるのを見たい」（［  ］内は筆者によ

る補足）（17）というものだった。彼女のその要求は断固たるものであった。
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　「たとえ私が死んだとしても、私は何らかの方法でジョージ、あなたを敗北から

守ってあげるわ」と、彼女は大きな声で言った。彼女の決心はひじょうに深く固いも

のだったので、彼女の全身が震えた。彼女の目は輝き、彼女は両手の拳を固く握りし

めた。「もし私が死んで、あの子が私のように無意味で、つまらない人間になりつつ

あるのを目にしたら、私は戻ってくる」と、彼女は言い放った。「私は神様に、今、

その特権を私に与えてくださることを求めます。私はその特権を要求します。私はそ

の特権が与えられることに対して代償を払います。神様、私をその拳で殴っていただ

いて結構です。もし私のこの息子が私たち二人のために何かを表現することを許され

るのであれば、私は自分に降りかかるどんな一撃も受けます。」（17）

「あなたを敗北から守ってあげるわ」と言っている段階では、彼女にはまだ母親としての理

性が残っている。しかし、「……その特権を私に与えてくださることを求めます」という言

葉を口にするところから、その理性は失われ、彼女の儀式は、彼女自身のための目的がより

強くなる。「もし私のこの息子が私たち二人のために何かを表現することを許されるのであ

れば」という言葉を口にする時点では、彼女の儀式は息子のためというよりも自分のための

ものになっている。だから、語り手は次に彼女を主語にするときには「その女」（‘the 

woman’）（17）という表現を使っているのだ。

　エリザベスがこのように、息子に強い希望を託すのは、自分が人生の敗北者である、もし

くは、自分の人生は失敗だったという気持ちがあるからである。上述の引用文で、自分を

「無意味でつまらない人間」と言っていることから、そのことはわかる。しかし、神は今ま

で自分に何の恩寵も示してはくれなかった。これだけ強く願ったところで、神が本当に自分

の願いを聞いてくれるだろうか、そういう不安が彼女を襲う。彼女が「不安げに」

（‘uncertainly’）（17）間をおいたのは、そのせいである。さらに、彼女は「息子の部屋をじ

ろじろと見回した」（17）が、これは、息子が自分の思うとおりに成長してくれるかどうか

が心配になって、息子が自分の望む道を進んでいることを感じさせてくれるものがないかを

調べるためだったと考えられる。彼女の次の、「そして、あの子を抜け目ない成功者にもし

ないでくださいませ」（17）という言葉が「ぼんやりと、漠然と」（‘vaguely’）（17）付け加

えられたのは、その不安の現れといえよう。

　「ジョージ・ウィラードと母親との間の交流（‘communion’）は、見たところ
4 4 4 4 4

意味のない

うわべだけのものであった」（上点は筆者による）（17）という。この一文で始まる段落、及

びその次の段落を読む限り、ジョージはエリザベスの部屋を訪れても、母との間でこれといっ

た会話を交わすことはないようである。二人は、窓5）のそばの椅子に座ってただ時間を過ご

しているだけなのだ。しかし、これこそが「見たところ」の話であって、実際には僅かなが

らの心の交流はあったようだ。語り手は、ジョージがエリザベスの部屋を訪れるときの交流
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を「ジョージ・ウィラードと母
4

との間の」（上点は筆者による）（17）と形容している。ここ

では「エリザベス」でもなければ「その女」でもなく「母」という表現が使われている。そ

れは、ジョージから見た主観なのであろう。ジョージは母
4

のもとを訪ねているのだ。でも、

ジョージが彼の母の部屋を訪れるのは、彼女が病気の時、しかも、いつもではなく「時々」

（‘sometimes’）（17）であった。二人の間の交流は本当に僅かなものにすぎない。ジョージ

は母の病状を確認に来る、それだけだ。母親であるエリザベスは、息子がいないときには彼

の部屋に行って儀式を行うが、彼が家にいるときは基本的には彼が自分の部屋を訪れてくれ

るのを待つだけである。だが、ジョージが自分の部屋を訪れてくれることで、彼が自分を気

遣ってくれているということを、彼女は確かめることができた、というよりむしろ、ジョー

ジの心の中に自分の存在が少しでもあることを確かめることができただけだったというべき

か。だから、たとえ、それが形式的なものであったとしても、特に母親であるエリザベスに

とっては、二人の間の交流は意味のないものではなかったのである。しかし、エリザベスは

ジョージを目の前にすると気まずくなって、彼に話しかけることができない。ジョージはジ

ョージで彼が母の部屋に来るのは、母の病状を形式的に確認に来るだけだから話すこともな

い。だから、「静けさが二人を気まずくさせた」（17）。

　エリザベスの部屋の窓からは町の人々の暮らし6）の一部が見下ろせた。ジョージには特別

に意味のある光景ではなかったようだが、エリザベスにはそうではなかったようだ。特に、

パン屋のアブナー・グロフ（Abner Groff）がシルヴェスター・ウェスト（Sylvester West）

の灰色の飼い猫に対する怒りがおさまらずに長々と無益に怒り散らしているにもかかわらず、

相手の猫は、黒く群れた一群のハエが飛び回り、破れた紙や割れたガラスびんがいっぱい

入った、いくつかの樽の裏にうずくまっていて、おそらく平然としている様子を見ると、エ

リザベスには心に突き刺さるものがあったようだ。

　［この様子を見て］ 彼女は彼女の顔を自分の長くて白い手のなかに埋めて泣いた。

それ以後、彼女は裏通りを見下ろすことはなく、あご髭を生やしたパン屋の主人とそ

の猫の間の争いを忘れようとした。その場面が、迫真性をもっていて恐ろしく、自分

自身の人生を再現しているように思われたのである。（［  ］内は筆者による補足）（17）

　エリザベスから見て、パン屋と猫のどちらが自分に思えたのであろうか。おそらく、エリ

ザベスは、相手が見えないのに怒り散らし続けるパン屋のアブナー・グロフの姿に、自分の

姿を見たのであろう。この時点で、「彼女は夫を何年もの間憎んできたが、……彼女の憎悪

は常に、いわば、個人には関係のないものであった。夫は、彼女が憎悪する他の何かの一部

にすぎなかった」（20）と語り手はいうから、実際に、彼女が怒りを表に現すことはないに

しても、漠然とした憎しみを抱いているエリザベスと、怒りをぶちまけても何の結果にも結
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びつかないアブナー・グロフとの間には共通点があるといえよう。また、その一方で、「そ

の古いホテルと、そのホテルに彼と一緒に住んでいる女を敗北して破滅したものと考えて」

（16）いて、「そのホテルと女の霊が町のなかまでも彼を追ってきていることを恐れるかのよ

うに立ち止まって素早く振り返ることが時々あった」（16）というトムは、エリザベスから

見れば、彼女の憎悪や怒りの明確な対象にはなっていないから、姿が見えなくなっている猫

に連想としてつながらないこともない。エリザベスが仮に憎悪や怒りを表したところで、人

間関係が崩壊してしまっている夫のトムは、それを正面から受け止めてくれはしないだろう。

　エリザベスは孤独である。夫との人間関係は崩壊している。息子ジョージとの交流も僅か

なものにすぎない。本人を目の前にすると気まずくなってしまう。だから、彼が部屋を訪れ

ても、二人の会話はかみ合わない。

　「他の男の子たちと一緒に外に出なさいよ。あなたは家のなかに居すぎるからね。」

と、彼女は言って、息子が出て行こうとすることに対する困惑を和らげようとした
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

「ちょっと散歩に行こうと思ったんだ。」とジョージ・ウィラードは答えた。彼も、気

まずく、混乱した気分だったのだ。（上点は筆者による）（18）

気まずくなって部屋を出ようとするジョージにかけたエリザベスの言葉は彼女の本音ではな

い。本当は息子と話したいことはあるはずだ。何かを表現できる人間になってほしいとか、

自分を見舞ってくれてありがとうとか。でも、彼女はその言葉を口にすることができない。

だから、部屋を出ようとするジョージの行動を肯定するためだけに、彼女は「他の男の子た

ちと一緒に外に出なさいよ。あなたは家のなかに居すぎるからね」と言うのだ。そう言われ

たジョージも本当に散歩に出かけようとしているわけではないであろう。部屋を出ようとす

る自分の行動に対して母から「外に出なさいよ」と言われて、都合のよい口実をもらっただ

けのことだ。

　このように、ちぐはぐな毎日を繰り返していたジョージとエリザベスであるが、7月のあ

る夜に、「彼女［=エリザベス・ウィラード］は、ある予期せぬ出来事（‘adventure’）を体

験した。彼女は数日間病気で寝込んでいたのだが、息子は彼女のもとを訪れてはいなかった。

彼女は不安になった。自分の身体に残っている僅かな命の火が不安にあおられて炎となり、

彼女はベッドから這い出して、服を着ると、大きくなった恐怖に身体を震わせて、息子の部

屋に向かって廊下伝いに急いで進んで行った」（［  ］内は筆者による補足）（18）のである。

息子ジョージは自分の存在を忘れてしまったのか、エリザベスが期待を寄せているジョージ

に何か起こったのではないか、とエリザベスは「不安になり」（“She was alarmed.”）（18）、

不安は「大きくなった恐怖」（‘exaggerated fears’）（18）になった。いてもたってもいられ

なくなったエリザベスは、思い切ってジョージの部屋に行くことにしたのであった。彼女は
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ジョージの部屋に行く途中で、「自分は何て愚かなのだろうと思った。「『あの子は、男の子

らしい事柄に関心をもっているのだろう』と自分に言った。『おそらく、今頃、女の子たち

と夜の町を歩き始めているのだろう』」（18）と思った。エリザベスが自分は愚かだと思った

のは、彼女の息子に対する感情が普通ではないことを自覚しているからであろう。でも、不

安は払拭されない、だから、彼女はジョージが「男の子らしい事柄に関心をもっているのだ

ろう」と彼が自分の部屋に来ない理由を息子の成長に結びつけて解決しようとした。それで

も、やはり、自分自身を納得させることができなかったから、結局ジョージの部屋の前まで

行ったのだ。しかし、語り手が「予期せぬ出来事」といっているのはこのことではない。語

り手が「予期せぬ出来事」といっているのは、部屋から戻ろうとした時より後に起こったこ

とを指していると考えるのが妥当である。

　息子の部屋の扉のそばで、母親は床に跪き、なかから聞こえるある音に耳を傾けた。

息子が動き回り、低い声でしゃべっているのを耳にすると、彼女の唇に微笑みが浮か

んだ。ジョージ・ウィラードは独りごとを言う癖があって、彼がそうしているのを耳

にすることは、これまで、いつも
4 4 4

、母親の彼女にしかわからない喜びとなっていた。

息子の、その癖は、二人の間の秘密の絆を強めていると、彼女は感じていた。幾度
4 4

も
4

、彼女はそのことを自分に囁きかけてきたのだった
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。「あの子は、手探りをして、

自分自身を見つけようと試みているのだわ」と彼女は思った。「あの子は、ただお

しゃべりをして抜け目のないだけの、頭の鈍いぼんくらじゃない。あの子のなかで、

育とうとしている密かなものがあるのだわ。それは私が私のなかで枯れるままにして

おいたものだわ。」（上点は筆者による）（18-19）

ジョージが動き回り、独りごとを言っているのを聞くことが「いつも」（‘always’）「彼女に

しかわからない喜び」（‘a peculiar pleasure’）となっていたということは、エリザベスが常

習的にジョージの部屋の前まで行って、部屋の中の音を聴いていたということだからである。

しかし、ここで語り手はエリザベスを「母親」（‘the mother’）と、ジョージを「彼女の息

子」（‘her son’）と言っているから、エリザベスの行動を、その心の内にある感情を普通で

はないとしながらも、母親の行動として一定の理解を示していることがわかる。自分の夢を

実現できず、これまで幸せとはいえない人生を送ってきたエリザベスが、そのような普通で

はない程の期待を寄せるのも多少は無理のないことと語り手は考えているのだろう。

　しかし、部屋のなかに息子が居ることを確認して満足し、自分の部屋に帰ろうとするエリ

ザベスを、やはり病的と語り手は考えているようだ。

扉のそばの廊下の暗がりで、その病気の女は立ち上がって再び自分の部屋に向かって
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歩き出した。彼女には、その扉が開いて、自分がその男の子とはち合わせするのが怖

かったのだ。（19）

ここで、語り手はエリザベスを「病気の女」（‘the sick woman’）と呼んでいる。これは、

彼女が体調をくずしているという意味と同時に、彼女の息子に対する接し方が病的だという

二重の意味が込められていると考えるのは間違ってはいないであろう。語り手は、ジョージ

を「息子」とは表現せず「その男の子」（‘the boy’）と言っているから、ここの場面では二

人の間の人間関係は普通の意味での親子関係ではないということになるからである。つまり、

語り手が彼女に対して示す理解はその程度のものなのだ。ところで、エリザベスが、ジョー

ジとはち合わせすることを怖がったのはなぜか。ひとつには、自分の行為の愚かさ、異常さ

を自覚していたからであることは容易に察しがつく。しかし、自分を「無意味で、つまらな

い人間」（17）、かつ「みすぼらしい」（‘shabby’）（18）と思っていた彼女は女としてだけ

ではなく、母親としても自信がなかったこともその理由と考えてよかろう。

　こうして息子の存在を確認して、エリザベスは自分の部屋へ帰ろうとするが、ここで本当

の「予期せぬ出来事」（‘an adventure’）が始まる。

彼女の息子
4 4 4 4 4

の部屋の扉が開いて、その男の子の父親
4 4 4 4 4 4 4 4

であるトム・ウィラードが出てき

た。扉のところに流れ出てくる光のなかで、彼はドアノブを握って話した。彼が口に

したことが彼女を激高させた。

……「あのなあ、よく聴けよ、ジョージ、おまえは目を覚まさなければならんぞ」と、

彼は激しく言った。……「……お前は馬鹿ではないし、女でもない。お前は、トム
4 4

・

ウィラードの息子
4 4 4 4 4 4 4 4

だ、だから、目を覚ますさ。俺は心配してはいないぞ。……」（上

点は筆者による）（19）

「彼女の息子」という表現はエリザベスのジョージを独占したいという感情を彼女の視点か

ら言ったもの。「その男の子の父親」（‘the boy’s father’）という表現（「夫」でもなく「彼

女の息子の父親」でもない）は、トムとジョージの親子関係を強く印象づけるもので、その

親子関係はエリザベスには許し難いものである、ましてや、「トム・ウィラードの息子」な

どと目の前で言われれば、エリザベスがジョージを奪われたと思うのは当然であろう。この

会話や、この会話が「まるで二人の間に、ある理解が存在しているかのように、かなり穏や

かなものであり、自然なものであった事実が彼女を逆上させた」（20）。こうして、彼女の積

年の漠然とした憎悪が夫トムに対する憎悪に変わった。「ある明確な決意が、ワインズバー

グのホテルの経営者の敗北した妻の心に起こっていた」（19-20）のだった。彼女は自分の部

屋に戻る前に一度ジョージの部屋の前に戻り、そして、「彼女は椅子がこすれる音やペンが
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紙の上をひっかいて書く音を聞いて、彼女は再び向き直って自分の部屋に向かって廊下を歩

いて戻った」（19）。単純にこの文を読むと、椅子がこすれる音やペンが紙をひっかいて書く

音が、彼女の行動の引き金になっているように読めるが、そうではないだろう。このときに

エリザベスは部屋のなかのジョージの存在を確認し、さらには、ジョージがトムの息子では

なく自分の息子であるということを自分に言い聞かせて確認しただけのことであろうと思わ

れる。だから、語り手は、部屋の主を「自分の息子」（‘her son’）（19）と言っているのだ。

このとき、「いろいろな考え（‘a thousand ideas’）が彼女の頭を駆けめぐった」（19）とい

うが、「いろいろな考え」とはどのような考えであろうか。例えば、息子が自分から離れて

しまうとか、夫が息子を誘惑する悪魔であるとか、息子が自分の夢を果たしてくれるという

希望が奪われる、もしくは、奪われたとか、このままジョージを手放してなるものかとかい

うことであろう。彼女の、「今が、私が行動するときだわ。私の息子を脅かすものがあるの

なら、わたしはそれを近づけさせはしない」（20）という言葉が、彼女のジョージに対する

独占欲とジョージが自分の思うとおりに育ってほしいという強い欲望を表している。

　こうして、エリザベスはトムを殺そうという強い決意を抱いて自分の部屋に戻る。彼女

は、「自分の部屋の暗がりで、両手の拳を握りしめ、周囲を睨みまわした」（20）。もともと、

彼女の部屋は「目立たない隅」（‘in an obscure corner’（18）, ‘tucked away in ａ corner’

（21））にあったが、その「自分の部屋の暗がり」でという表現がいかにも獲物を狙う獣を連

想させるし、「両手の拳を握りしめ」という表現は彼女の決意の固さを強調しているように

読める。そして、「周囲を睨みまわした」のはトムを殺すための道具を探すためである。彼

女は「壁の釘に掛けてある布袋」（‘a cloth bag that hung on ａ nail by ａ wall’）7）のところ

へ行き、「刃先の長い裁縫鋏を取り出すと、短刀のようにそれを握った」（20）。鋏の刃先が

長いのは殺傷力が強いことを表すから、彼女の殺意がそれだけ強いことを意味する。だが、

この後の彼女の言葉で、ひとつ疑問が生じる。

「奴を殺してやるわ」と、彼女は声に出して言った。「奴は、悪の声になることを選ん

だのよ、だから、私は奴を殺す。私が奴を殺せば、私自身のなかの何かがぽきんと折

れて、私も死ぬでしょう。それが私たち３人にとって救いとなるのよ。」（20）

エリザベスがトムを殺せば自分も死ぬだろうというのは、エリザベスにとってジョージが唯

一の望みであり、生きる支えだから、ジョージをトムから守るという大役を果たすことで彼

女の精神的な緊張が緩んで、生きる気力を失うことをいっているのだろうが、トムだけでな

くエリザベス自身も死ぬことが「３人にとって救いとなる」とはどういうことか。エリザベ

スは、自分がジョージに大きな期待を抱くことが彼の成長にとって良くない、つまり、彼の

将来の自由を奪うことになるという意識があったということにならないだろうか。
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　刃先の長い裁縫鋏を用意すると、エリザベスは「ランプ（‘a lamp’）に火をつけた」（21）。

「ランプ」は自己犠牲の象徴8）である。ここではジョージのために身を挺する、彼女の覚悟

を表すのだろう。エリザベスは「美しくなろうと決めていた」（21）。彼女は敵と対峙するた

めには、「幽霊のような疲れ切った姿」（21）ではいけない、相手が「全く予期せぬ、びっく

りさせるような姿」（21）でなければならないと考えたのだ。だから、「ワインズバーグで資

金不足のために立ち往生した劇団が他のものと一緒に残していった」（21）舞台化粧の用具

で化粧することにしたのだ。（息子のために自分を犠牲にしようとするときに使う化粧用具が、

ワインズバーグで資金難のために行き詰まって結局は破綻した劇団が残していったものとい

う設定は、これから本当に夫を殺せば破滅に至る彼女の立場と重なるものがある。エリザベ

スはトムを殺せば自分も死ぬだろうという思いがあったし、実際に死ななくても法的には身

の破滅につながるからである。）そして、彼女は頭のなかで、これから自分が起こそうとす

る場面を展開させ始めた──「背が高く、黒ずんだ頬をして、髪の毛を肩まで下げて、……

大股で歩いて階段を降り、ホテルの驚愕したのらくらしている者たちの前に歩み出る。その

姿は、ものを言わず、素早い身のこなしで恐ろしいのだ。幼獣が威嚇されているメス虎のよ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

うに
4 4

、彼女は、物陰から出て行き、足音をたてずに忍び寄り、悪意のこもった刃先の長い鋏

を手に握って姿を現す」（上点は筆者による）（21）のだった。

　それにしても、いつもは活力のない彼女のどこに、このような活力が残っていたのか。実

は、彼女は本来このような活力をもった人間なのである。その証拠に、「彼女は、今なお髪

の毛が黒くて、たくさんあった」（21）。黒くてふさふさした髪の毛は情熱の象徴9）である。

その情熱を絞り出して、「幼獣が威嚇されているメス虎のように」（21）、ジョージを守ろう

としたのである。しかし、彼女のよくわからない病気に冒された体に残された活力は、自分

がこれから行おうとする行為を頭に思い描き、展開させるだけで燃え尽きてしまう。彼女が、

鏡台においた「明かり」（‘the light’）（21）を消すと、彼女は「弱々しく立ち上がり、……

床の上を半ばよろよろ歩き、椅子の背もたれをつかむ」（21）のが精一杯であった。この「明

かり」はもともと「ランプ」（‘a ramp’）（21）の明かりだから、彼女の自己犠牲をはらって

ジョージを守ろうという決意は実行されなかったことになる。この時の、エリザベスの「と

ぎれとぎれの小さなむせび泣きの声」（‘a little broken sob’）（21）はどのような気持ちから

起こっているのか。それは、トムの「悪の声」（‘the voice of evil’）（20）にそそのかされて、

自分の願う成長の方向からジョージが逸れて行くかもしれない現実を目の前にしても自分に

は何もできないという、母親としての、もしくは息子に対しての病的な期待を抱く女として

の、役割を果たせないという不甲斐なさの現れと考えてよかろう。ことによると、それだけ

ではなく、ジョージが自分の思い通りに成長してほしいという自分の願いが、母親としての

程度を逸した病的なものであるということを彼女は自覚しているから、その病的な思いが自

分にトムを殺してジョージを守りたいという異常な感情を爆発させることになったが、それ
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は自分の今までの不幸の結果であるという意識が、彼女に自分のみすぼらしさ、母親として

も失格者であるということを再認識させて、自分で自分が情けなくなったという気持ちもあ

るだろう。結局、エリザベスが最後の行動を起こすことなく、彼女の「予期せぬ出来事」

（‘an adventure’）は終わる。

　「彼女の体に奇跡のように宿った強さが失せ」（21）てしまうのと時を同じくして、ジョー

ジが部屋に入ってくる。彼は、「母親のわきの椅子に座ると、話し始めた」（21）。ここでの

「母親」はジョージの主観である。彼が自分の考えを話すのは珍しいことなのだが、この時

は、彼女には予期せぬ言葉を口にした。「僕はここから出て行こうと思っているんだ、……

どこに行くか、何をするかもわからないんだけど、でも、僕はここを離れようと思うんだ」

（21）。その言葉を聞くと、「椅子に座った女はじっとして、そして身震いした。ある衝動が

彼女に起こった」（21）。「椅子に座った女」は、つい今しがたまでジョージを奪い返そうと

トムを殺そうと準備をしていたが、その強さを失ってしまったエリザベスのことで、ジョー

ジの認識でもあるが、同時に、これは語り手の認識でもあるだろう。行動は終わっていても、

心のなかでの葛藤はまだ終わってはいないのだ。だから、彼女はじっと動けなくなって、そ

の言葉の唐突さに「身震いした」のであろう。だが、ジョージが口を切ってくれたおかげで、

彼女はジョージが自分に近い考え方なのか、トムに近い考え方なのかを確認する言葉を思い

切って口にすることができた。その確認したいという気持ちを、語り手は「ある衝動」と

言っているのだ。どのような返事が返ってくるか自信がなかったから、彼女はトムが先ほど

口にした言葉で問いを始めた。そして、トムが望む成功者像を例に挙げてみた。

「お前は目を覚まさないといけないと思うんだよ」と、彼女は言った。「お前もそう思

うだろう？お前は都会へ行って、金儲けをするつもりなんだろう、ねえ？実業家に

なって、きびきびして格好のよい、活気ある人間になるのがよいと思っているのだろ

う？」（21）

　息子の返事がどのようなものか予測がつかないから、再び「彼女はじっとして、そして身

震いした」（21）。だが、ジョージの反応は、彼女にとっては好ましいものであった。

　息子は首を横に振った。「母さんに理解してもらえるとは思っていないよ、でもね、

母さんに理解してもらえたらなあと思うんだ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。……父さんには
4 4 4 4 4

、そのことを話すこと
4 4 4 4 4 4 4 4 4

さえできないんだ
4 4 4 4 4 4 4 4

。話そうともしないけど
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。無駄だからね
4 4 4 4 4 4

。自分が何をするかもわから

ないんだ。ただ、出ていって人々を見て考えたいだけなんだ。……１年か２年先のこと

になると思うんだ。でも、僕はずっと真剣に考えてきたんだよ。……父さんが言った
4 4 4 4 4 4 4

こ
4

とが確信させたんだよ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、僕は出て行かざるを得ないって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。」（上点は筆者による）（21-22）
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　「母さんに理解してもらえたらと思うんだ」と、彼は「熱心に」（‘earnestly’）（21）言っ

た。そこからも、ジョージはトムではなくエリザベスに近い位置にいることが彼女にはわ

かったはずである。それ以外の上記引用文の上点をつけた部分は、ジョージがトムよりも自

分に心を開いていること、ジョージがトムの願う将来とは違った将来をみていることを表し

ている。そのことを確信したから、「沈黙が女（‘the woman’）にとっては我慢できないもの

になった」（22）。エリザベスは気まずくなったのではなく、「彼女は、自分の息子
4 4 4 4 4

（‘her 

son’）の唇から出た言葉を聞いて喜びの叫びをあげたくなった」（上点は筆者による）（22）

のである。エリザベスはジョージが「自分の息子」であることを確認できたのである。だが、

その喜びようは、思いを寄せる異性を自分に振り向かせることに成功した女のようであった

から、ここでは「喜びの叫びをあげたい」と思う彼女は「女」（‘the woman’）になっている

のだろう。

　だが、エリザベスには喜びを表現することができなかった。それは体力的にそれだけの活

力が残っていなかったということも理由だろうが、長い間ジョージとの交流は形式的なもの

になっていたから、どのように喜びを表してよいかわからなくなってしまっていたというこ

ともあるだろう。それに、彼女の人生においてあまりに長い間、喜びというものと疎遠に

なっていて、このように大きな喜びをどのように表してよいのかわからなくなっていたとい

うこともあるだろう。結局、彼女が口にした言葉はいつもと同じだった。

「お前は、男の子たちに混じって外に出ないといけないと思うよ。お前は家のなかに

居すぎるからね。」（22）

しかし、いつもと同じ、この言葉に込められた意味はいつもとは違うものだった。その意味

するところは、息子が都会へ出ていって人々を見て考えたいという思いには賛成であるとい

うエリザベスの気持ちが込められているのである。つまり、息子が自分のそばから離れても、

息子自身を表現しようという目的、つまり、かつてエリザベスが目指し、果たすことのでき

なかった夢を叶えようというジョージを応援したいという気持ちをエリザベスは表したので

あった。だが、ジョージには、その意味が伝わらず、いつもの反応としか受け取られない。

だから、彼の「ちょっと散歩に行こうと思っていたんだ」（22）という言葉は、いつもと同

じく、気まずさを和らげるために口にされただけで、ジョージは、やはり母さんには理解し

てもらえないという思いを抱いた。だから、彼は気まずくなるのだ。だが、エリザベスはそ

れでも嬉しかった。だから、気まずそうに部屋を出ようとするジョージを、語り手は「息子」

（‘the son’）（22）と言っているのであり、これはエリザベスの主観を投影したものと言える。

この二人の間の交流は最後まで行き違いのまま終わるのだ。
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　このようなすれ違いの親子を描いた物語のなかで、母親であるエリザベスが手にした「真

実」とは何か。それは、息子ジョージが、自分にはなれなかった、自分を表現できる人間に

なってくれるという強い願いと、その願いは病的で母親であれば息子の将来を束縛すべきで

はないということであろう。こういう言い方をすると、一見、二つの「真実」を手にしてい

るようだが、そうではない。願いを抱くと同時に、願ってはいけないと打ち消す気持ちが生

まれる。願いを打ち消すと、やはり諦めきれない願いがまた頭をもたげる。そういう矛盾を

孕んだひとつの思いなのである。この矛盾は、エリザベスの心を一層複雑な混乱状態に陥れ

るから、彼女のグロテスクさは一層強まる。物語の最後に、ジョージが自分に近い位置を

とっていることを知っても、何もよい結果を得られない人生を送ってきたエリザベスが、こ

の「真実」から解放されるには、ジョージが本当に彼女の願う人間になった姿を見て納得す

ることが必要だ。でも、それは叶わずに彼女はこの世を去ることになるから、結局彼女は一

生グロテスクなままなのである。

註
1. 　『日本英語英文学』、No.17（pp.111-126）、英語英文学会発行。2007。（ISSN1348-2726）
2.　語り手が、「グロテスクな者の書」（“The Book of the Grotesque”）で言っている、老人が挙げ

ている真実のこと。一人の人間がひとつ、もしくは幾つも手に取り、その人間たちをグロテスク
にするもの。老人の考えでは、「それらの人々がそれらの真実のうちのひとつを自分のために手
にして、それを自分の真実と呼び、それに従って生きようとするやいなや、その人間はグロテス
クになり、その人間が抱いた真実は誤りまたは偽りとなる」（7）という。

3.　とくに断りのない限り、作品からの引用文のページは、Winesburg, Ohio.（eds. by Charles E. 
Modlin and Ray Lewis White. W. W. Norton ＆ Company. New York. 1996.）からのものとし、

（  ）内に数字で表すことにする。
4.　この ‘fat’ という単語は、当然「見た目が太っている」という意味で、エリザベスのやせ衰え

た（‘gaunt’）姿との対照的な様を表現しているのだろうが、このホテルに宿泊している営業ま
わりの男たちが皆太っているというのはおかしな話で、この言葉の裏には、このホテルがみすぼ
らしいということとの対比である「金回りのよい、儲けをあげている」という意味も含まれると
考えるのは誤りだろうか。

5.　窓（window）は、「孤独を表す：孤独な人は、しばしば窓の前に立って、現代社会の目に見え
ない障害がはばんでいる意志疎通を待ち望んでいる」という。（『イメージ・シンボル事典』、ア
ト・ド・フリース著、荒このみ他共訳、大修館書店、1984。）ここでは、ジョージは新聞記者と
して町を走り回っているから当てはまらないが、ホテルからほぼ全く出ることのないエリザベス

（彼女は椅子に座っているが）には、孤独を常に抱えているというイメージが当てはまると言っ
てよいだろう。

6.　使用テキストであるWinesburg, Ohio.（既出）に収められている町の地図にはアブナー・グロフ
（Abner Groff）のパン屋が描かれていない。

7.　‘bag’ という言葉は「秘密」を暗示する。（『イメージ・シンボル事典』、既出。）ここでは、エ
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リザベスのうちに秘めた殺意との関連を読みとるのは考えすぎであろうか。彼女は、実際、この
布袋からトムを殺すための裁縫鋏を取り出す。

8.　『イメージ・シンボル事典』、既出。
9.　例えば、ナサニエル・ホーソーン（Nathaniel Hawthorne, 1804-1864）の『緋文字』（The 

Scarlet Letter, 1850）に出てくるヘスタ・プリン（Hester Prynne）など。
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　This paper is a part of “A Reading of Winesburg, Ohio”, the aim of which is to define 

what truth is to each main character in each chapter of the whole book. The “truth” is 

one （or ones） that the narrator of the story introduces in “The Book of the Grotesque”, 

saying that each character “as he appeared snatched up one of the truths and some who 

were quite strong snatched up a dozen of them. It was the truths that made the people 

grotesques. . . .  It was his[the old man’s] notion that the moment one of the people took 

one of the truths to himself, called it his truth, and tried to live his life by it, he became a 

grotesque and the truth he embraced became a falsehood”. The aim of this paper is to 

define what “truth” is to Elizabeth Willard. 

　The Willards, Tom, Elizabeth, and their son George, do not have firm relationships with 

one another. The man-and-wife relationship between Tom and Elizabeth has broken down, 

but they respectively want their son to become their idea of their ideal man in the future. 

Tom wants George to “succeed” and Elizabeth wants George to “express something” for 

both himself and her. She yearns to “see something half forgotten” that was “once a part 

of herself recreated”, and she believes George will surely realize her wish. That is part of 

her “truth”. On the other hand, however, she wonders if her wish may be morbid and 

suspects that she should not restrain his freedom in the future. At first, this looks as if 

she had two competing truths, but this is not the case. When she holds her wish in her 

mind, the idea that she should not wish occurs to her at the same time. However hard she 

tries to suppress her own wish, it keeps coming back to her mind. This one set of 

thoughts is her “truth”.

　The contradiction in her mind makes her much confused and her character becomes 

more “grotesque”. At the end of the chapter, she finds that her son is not influenced by 

his father Tom but is close to her in his way of thinking for the future. Still, she is not 

satisfied with the discovery and is not released from her truth. In order for her to be 

released from her truth, it is necessary for her to see her boy to be the man that she 

expects him to be. But before this happens, she passes away, so she cannot be satisfied. 

Thus, she remains “grotesque” to the end of her life.

A Reading of Winesburg, Ohio（3）: On “Mother”
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