
ラテンアメリカ・カリブ研究 第 ��号 �����頁 �� �	�	

〔研究ノート〕

『サンタ』における娼婦表象
―小説から映画への移行を通して―
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�

上智大学大学院

はじめに

ポルフィリオ・ディアス大統領時代の末期で

ある ��	�年、フェデリコ・ガンボアの小説『サ

ンタ ����.��』は出版された。ガンボアは ����

年生まれの外交官・作家であり、文筆活動のキャ

リアをフランスの戯曲の翻訳からスタートさせ

た。����年には処女短編集『ありのままに � ��

��.�����』を出版しており、そこにはフランスの

自然主義文学の影響が強く見受けられる。特に

本稿で扱う『サンタ』は「メキシコ文学におけ

る自然主義の原型」	という歴史的評価を受けて

いる。

『サンタ』は当時のメキシコシティを舞台と

してひとりの娼婦の人生を物語る作品である。

売春宿の細部の記述や少々エロティックな描写

を伴うために「猥褻なテーマ」�を扱っていると

看做され、著者であるガンボアは「ポルノ小説
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家」�であるとまで一部では中傷された。興味本

位で小説を読んでしまった多くの熱心な女性カ

トリック信者は、自身の読書経験を罪に感じて

教会へと告白に訪れさえした�。いわば『サン

タ』は当時のメキシコ社会にあってスキャンダ

ラスな書物であったといえる。

しかし、そのような評判にもかかわらず、あ

るいはそのためであるかもしれないが、『サン

タ』は出版当時から爆発的な勢いで普及した。

��	
年 
月 ��日のガンボア自身の日記によれ

ば、すでに出版された初版 
,			部に加えて第

�版として �,			部が刷られる予定であり、出

版からわずか �年で合計 �,			部が流通してい

たことになる�。時が下っても部数の上昇は衰

えをみせず、ガンボアの亡くなる ����年には

その数は �万部近くに達していた�。メキシコ

の作家・詩人でガンボアの日記の再出版に尽力
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『サンタ』における娼婦表象 ��

したホセ・エミリオ・パチェコは、『サンタ』を

「メキシコ初のベストセラー」であったと評し

ている�。

『サンタ』は「ベストセラー」であると同時

に「ロングセラー」でもある�。����年にアギ

ラール社がスーパーマーケットでの販売向けに

『サンタ』を �万 
,��
部流通させ、���	年に

はプロメサ社が「メキシコ古典文学コレクショ

ン」の一冊に『サンタ』を加えて �万 �,�		部

が新たに流通することとなった�。�		�年現在

でも複数の出版社版の『サンタ』が新刊書店で

容易に入手可能である	
。

『サンタ』の広範な消費は、ただ小説という

媒体のみにおいて起こっていたわけではない。

『サンタ』は映画、ラジオドラマ、テレビ、演劇

などにおいて原作として幾度も翻案・脚色され、

多くの観客・視聴者に提供された。その結果、

小説の人気と知名度は相乗的に加速し、原作へ

の興味が新たに喚起されることとなった		。

このように広く受け入れられた『サンタ』の

重要性をパチェコは次のように指摘する。「『サ

ンタ』は、ほぼ �世紀の間に刻まれた著しい変

化にも関わらずメキシコ人のメンタリティにと
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本稿で参照したオセアノ社版の『サンタ』は %&&� 年に
初版が発行され、566C 年の段階で >刷である。また、筆者
が所有しているレジェンダ社版の『サンタ』は 566C 年に
初版が刊行されている。このことからも、『サンタ』は現在
に至るまで読み継がれているロングセラーであることが窺
えるだろう。

��このような大衆的な浸透は、他方で文学者の間でのガ
ンボアの評価を下げる要因となった。エンリケ・クラウセ
によれば、雑誌『シエンプレ』が行った「今日のメキシコ
人作家にとってガンボアとは何者か？」という記事におい
て、アグスティン・ヤネス、ロサリオ・カステリャーノス、
フアン・ホセ・アレオラなどのメキシコの名立たる作家た
ちは一様にガンボアの存在を一顧だにしていない様が見受
けられるという。クラウセはガンボアの大衆性に対する彼
ら知識人の「ギルド的」反発を批判し、パチェコの作業を
大衆と知識人を繋ぐ作業として肯定する。B����	� �
��L�	�
!�$����	 �'������	 7�H;���� *�!L�	!� %&&&8� ��' �%��='

どまっている何かに形を与えた」。その「何か」

とは、「世代や地域の差異、そして性や階級の差

異までも超える」ものであった	�。このような

特異な物語である『サンタ』をパチェコは「神

話」と呼ぶ。あるいはエンリケ・クラウセもま

た、『サンタ』を『創世記』という一種の「神話」

に見立てている	�。

パチェコのいう神話とは何か。彼はレイモン

ド・ウィリアムズの神話理解に依拠している。

ウィリアムズによれば神話とは「（世俗の）歴

史、写実的な記述や科学的な説明以上に真実の

（深い）現実の一形態」であり、「人間の精神の

ある種の属性、そればかりか人間としての基本

的な心性、精神的な構造までも根源的に表現す

るもの」	�である。つまり、『サンタ』はメキシ

コ人のメンタリティの根源的な部分を表現する

物語であり、同時にある種の現実として彼らに

共有される物語であるということができる。

本稿の目的は、パチェコのいう「メキシコ人

のメンタリティにとどまっている何か」を『サ

ンタ』の読解から明らかにすることである。物

語の中心人物であるサンタ＝娼婦がいかに表象

されているかを、彼女の性的欲望がどのように

描かれているかを手掛かりとして分析すること

で、本稿の目的に到達しようと試みる。第 �章

では小説の成立とその主題を中心に論を進める。

第 �章と第 �章では小説を離れて映画としてリ

メイクされた �本の『サンタ』を同様の視点か

ら考察したい。というのも、��	�年の出版当

初には主に中産階級以上の限られた社会階層に

読まれていた物語を、より多様な人びとに届け

たのが ����年に制作された最初の映画版『サ

ンタ』であり、この小説から映画への移行の際
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��ウィリアムズ、レイモンド『完訳キーワード辞典』（椎
名美智他訳、平凡社、5665 年）、5%5 頁。
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に「エリート層に制限されていた一連のイメー

ジとして生まれたものが、社会のより広い範囲

へと広がり始めた」	�からである。そして、����

年に制作された『サンタ』はさらに広い観客を

獲得した。すなわち、映画化されることでより

多くの人びとの間でその物語は共有され、『サ

ンタ』は一層の神話性を獲得したと考えられる

からである。

�� 『サンタ』における娼婦とその欲望

冒頭で『サンタ』はスキャンダラスな書物で

あったと述べた。娼婦を主人公に据えているこ

とや猥褻な描写が当時の良識に抵触したわけで

ある。しかしながら、ガンボアが個人的に批難

を受けたものの、むしろ「ベストセラー」たり

えたのであった。����年に出版されたホセ・ネ

グレーテの『パウリーナの想い出 ���"����� )�

-�������』は、作品内で売春を扱っているとい

う理由で発行人が監獄に入れられたにも関わら

ず	�、『サンタ』の出版が差し止められたりする

事態にさえ至らなかった。後にみるように、こ

れは『サンタ』における娼婦の扱いが時代に迎

合していたためであると考えられる。本章では

この点を視野に入れながら、小説における娼婦

の表象について論じる。

���ガンボアの執筆動機

初めに『サンタ』の物語を簡単に要約してお

こう。それは非常に単純な物語として纏めるこ

とができる。主人公サンタは、首都メキシコシ

ティ郊外に位置するチマリスタック	�に暮らす
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��なお現在では併合されてメキシコシティの一部を形成
している。

倹しくも幸福な家庭の一人娘である。少女はそ

の田舎町を通りかかったマルセリーノという名

の将校に誘惑され恋に落ちるが、結局彼に捨て

られることとなる。彼との仲が露見し家庭から

追放されてしまったサンタはメキシコシティで

娼婦となり、多くの客を取る高級売春婦として成

功を収めて一時の栄華を味わう。しかしその生

活も長くは続かず、最後は病に倒れて死亡する。

『サンタ』はもちろんフィクションであるが、

しかし、作家の自由な想像力のみによって生み

出されたわけではない。『サンタ』に限らず、ガ

ンボアはすべての小説執筆にあたり明確な規範

となる二人の人物を持っていた。メキシコの風

俗描写主義 ����.�"!���"��作家であるエミリ

オ・ラバーサとフランスの自然主義作家である

エミール・ゾラである。この二人への傾倒は彼

の日記から読むことができる。『サンタ』以前の

小説においてもガンボアは際どいテーマを扱っ

ており、例えば『ありのままに』には不倫をテー

マにした短編が含まれている。そのことへ浴び

せられた批判に対して、ガンボアは不倫という

「現実的なこと、かつてあったし、現在もあり、

これからもあるだろうことを語る書物がなぜ顰

蹙を買うのだろうか」	�と記している。このよ

うな、ありふれた物事や現象への傾斜は「わた

したちが身近に知っている出来事や人物を描い

た」	�ラバーサから受け継いだ部分である。

批判への応答に続けて、ガンボアは自らの文

学的試みは「自然主義的であったはずであり」、

「芸術において可能である唯一の秩序の中で」な

されたのだと述べる�
。かくも高く称揚された

自然主義にガンボアが発見した価値とは、端的

��G��(��� �	)	�����  '���	����	 � ��������	 7�H;����
��4.��-*.� %&&C8� �' %C&'

�	 ,(�)'� �' &%'
�
 ,(�)'� �' %�6'



『サンタ』における娼婦表象 ��

に「真実を述べること」�	であった。その「真実」

とはロマン主義からの差異化から析出されたも

のである。「城、吟遊詩人、かつら」などロマン

主義的小説を構成してきた要素は「わたしたち

から遠く離れたところにある」ものであり、他

方で「道徳的あるいは物質的な現代の悲劇はわ

たしたちの手の届く範囲にあって、わたしたち

はそれが脈打って震えていることを感じる」と

書き記す��。つまり、真実を語ることと身近な

事象を語ることはガンボアにあって同義なので

あり、ここにラバーサとゾラの影響が交差して

いる様をみることができる。

このような文学的「真実」を標榜してガンボ

アは『サンタ』を執筆する。師と仰ぐゾラが『ナ

ナ』に取り組むために様々な売春宿に調査に赴

くのとは違い、青年期つまり ��世紀終盤にボヘ

ミア的な生活を送ったガンボアにとって売春宿

や娼婦たちは慣れ親しんだ環境であった��。そ

してとりわけ彼に興味を抱かせたのが、ある種

のタイプの女性、ガンボアによれば「自らを汚

し、悪徳を試みる快楽へと音をたてて零落した、

許される見込みのない、良家の既婚の婦人」��で

あった。このような「零落した」女性の存在は

当時の「メキシコ社会を騒然とさせていた」��の

であった。

ガンボアの日記には当時交際のあったカルロ

タという「零落した」女性についての印象が述懐

�� ,)	�'
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��ガンボアのボヘミア的な生活は、5等書記官としてグア
テマラのメキシコ大使館に赴任することを任命された時に
終わりを告げた。,(�)'� �' >�' ガンボアが売春宿などの環境
にかなり深く浸っていたであろうことは次のことから明確
であると思われる。外交官としてアルゼンチンに駐在した
際、「時おり売春宿のことを懐かしく感じない男性はひとり
もいない」と漏らす男性の会話を耳にして「まったくその通
りの見解」であるという感想を書きつけている。G��(���
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されている。彼女はガンボアの他にも付き合い

のある男性が大勢いたが、カルロタ自身によれ

ば彼女の魅力とは「わたしが他の女性よりもき

れいだからじゃない。そんなことはよく分かっ

ているわ。わたしに会いに来る人がいるのはま

だ新顔だからで、コルセットの中に今でも少し

残っている貞節さを奪えるから」��であった。ガ

ンボアは彼女の表面的には開放的で愛想の良い

態度の裏にこのようなシニカルで時には男性へ

の憎悪へと至る感情を発見する。そして、ガン

ボアは彼女のような女性たちを「愛情によって

更生」��させることを思案する。

『サンタ』という、幸福な家庭から「零落した」

女性の物語はこのようなガンボア自身の経験か

ら生み出されたものであり、娼婦に身をやつし

た女性たちを「愛情によって更生」させること

が作家の趣意であった��。しかしながら、彼が

サンタに対して行った「更生」とは死に至らし

めることであった。次節ではこのことの意味を

考察する。

����娼婦の欲望とその更生の意味

サンタの零落のきっかけは、故郷であるチマ

リスタックを通りかかった将校と性的関係を結

んだ後に流産を経験し、そのことが家族に発覚

して家庭から追放されたことである。ここでサ

ンタと将校の関係を見ておこう。そもそも彼女

は育ちと年齢という二重の意味で無垢な存在と

して描かれている。彼女はチマリスタックとい

う平穏な田舎で、「少女の堅い胸の裡に純粋な

�� ,(�)'� �' =3'
�� ,(�)'� �' =C'
��この意味で、ガルシア＝マルケスの作品における「闇
の地母神」としての娼婦、男性を「 R母 R親 Rの Rよ Rう Rに」包み込む
存在としての娼婦とは異なる存在である。『サンタ』におい
て娼婦は明確に男性に従属している。ガルシア＝マルケス
の小説における娼婦については次の論文を参照した。野谷
文昭「暗喩としての娼婦」『ラテンアメリカ文学案内』（野
谷文昭・旦敬介編、冬樹社、%&�C 年）、�%�%6= 頁。
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願望を秘めて」��暮らしていた。彼女の願いとは

「一五歳の少女がみな切望しながら待っている

ものだった。それは黄金の剣を差して月光のマ

ントを羽織った恋人、汚れなき口づけ、清らか

なふれあい、尽きぬ情熱、妖精や魔法使い」�
で

あった。いわば田舎の純朴で無垢な少女として

サンタは描かれているのである。

この平和な田園生活に将校マルセリーノが到

来してサンタを誘惑する。人の目を忍んで密会

を重ねるうちにマルセリーノの態度はエスカ

レートし、最終的にサンタは彼と性的関係を結

ぶに至る。はじめはサンタも抵抗するが、やが

ては「快楽に打ち震え、限りない、特別な、比

べようもない歓喜の未知の海に溺れる」�	ように

なる。純粋な田舎娘であったサンタは、マルセ

リーノに触発されることで性的な快楽を発見し

たのである。しかし、その代償は多大なもので

あった。サンタはマルセリーノの子を流産して

しまい、純粋さを喪失したふしだらな女として

家庭から放逐される。

ここで目覚めた彼女の性的な欲望をガンボア

は次のように記述する。「おそらく彼女の血に

は遠い祖父の昔からの好色な病原菌が流れてい

て、彼女のなかで悪徳と共に甦っているのだろ

う」��。サンタの性的な欲望は遺伝的に彼女に受

け継がれたものであり、彼女の欲望は生来的に

決定されていたわけである。そしてその欲望に

は「悪徳」の烙印が押される。

このサンタの悪徳が決定的に描かれるのは、

彼女がエル・ハラメーニョという闘牛士によっ

て売春宿から解放された直後の場面である。彼

らはとあるマンションで同棲生活を始めるが、
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サンタは普通の生活に退屈して、闘牛士への当

てつけに彼と親しいリポールという男性を誘惑

する。彼女が平穏な生活に耐えられなかったの

は、「体の芯まで堕落しきっていたために、彼女

の零落には手の施しようがなかったからであろ

う」��。彼女の不貞は彼女の「体の芯まで」侵し

ている血が引き起こしたものであり、それは治

癒することができないのである。

サンタという娼婦はこのように生来的かつ不

治の悪徳を有した存在である。娼婦に対するこ

ういった偏見は、実証主義全盛のディアス時代

にあって優勢な見解であった。当時の実証主義

者で公衆衛生の専門家であったルイス・ララ・

イ・パルドは娼婦として働く女性たちの個人的

な事情を顧みることなく、「娼婦とは社会のもっ

とも堕落した寄生虫」��だとみなす。「生来の道

徳的・文化的退廃」が娼婦という存在を特徴付

け、そのために「これらの女性は節度のある女

性より心理的に劣っている」のであると説く��。

サンタは明らかにこの見解に沿う形で造形さ

れている。彼女は生来的に悪徳を持った女性で

あるがゆえに零落して娼婦になったという経緯

からこのことは明確である。また、ガンボアの

執筆目的である「更生」が、サンタを殺すことで

達せられていることからも見てとれる。つまり、

彼女の悪徳は死という社会からの排除によって

贖われるものであった。『サンタ』が物議を醸

しながらも社会的に受容された要因のひとつに

は、そこに表象されている娼婦が当時支配的で

あった実証主義的言説の枠内に収まっていたこ

とがあるだろう。その娼婦とは生来的な性的欲

望という悪徳の保持者であり、その悪徳は死に

よる排除によって贖われるべきものであった。
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『サンタ』における娼婦表象 �	

�� 変容する欲望：映画版『サンタ』（����年）

『サンタ』がさまざまなメディアに物語を提

供したことは既に述べた通りである。それらの

メディアの中でも映画はとりわけ強い関心を示

し、『サンタ』のタイトルを冠した長編劇映画は

�本制作されている��。本章では、����年の映

画版ではサンタ＝娼婦がどのように表象されて

いるのかを考察する��。

���『サンタ �』制作と受容の背景

『サンタ �』は ����年に制作された。制作者

はヘルマン・カムス、監督はルイス・ペレードで

ある。カムスは B��"3� '�"�� < '��という映

画配給会社を経営しており、監督のペレードは

カムスの下で宣伝マンとして働く従業員であっ

た。つまり、両者とも映画業界に身を置いては

いたものの、制作や監督ということに関しては

素人同然だったということである。彼らが映画

制作に乗り出した原因は不明だが、おそらくそ

の原因のひとつであろうと考えられるのが、監

督のペレードが当時 ��万 
,			ペソもの大金

を宝くじで当てたことである��。この資金を元

にして『サンタ �』は制作されたのだ。主人公

サンタを演じるエレーナ・サンチェス・バレン

スエラは演劇ファンの一学生であり、その他の

配役にはサンチェス・バレンスエラの学友や、

ペレードがかつてジャーナリストとして働いて

いたエル・デモクラタ紙の同僚が参加した。

このようなある意味で脆弱な体制にも関わら

ず映画の制作が断行されたのは、もちろんすでに

多くの読者を獲得している小説を映画化するこ

とから得られる利益を当て込んでということも

��映画化年は順に %&%� 年、%&=% 年、%&C= 年、%&>� 年。
��なお、本章以降では煩雑さを避けるため小説版を『サ
ンタ』とし、%&%� 年制作の映画版を『サンタ %』、%&=% 年
制作の映画版を『サンタ 5』と表記する。

����� � 0	���� ���������� �� ���������	 ��� ���� '�$����
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あろうが、当時の映画産業のナショナリスティッ

クな流れに乗った結果でもある。とりわけ、『サ

ンタ �』の前年に撮られた『光：�幕の近代的

生活 �@� ��=, .�K+.��� )� �� 1�)� "�)�����』に代

表されるようにナショナリスティックな物語映

画を制作しようという機運に押された結果だと

思われる。

����年から ����年にかけてメキシコでは革

命に伴う内戦が激化したが、この内戦が鎮静化に

向かったちょうどその頃、メキシコ国内で'�"��

%��"�、�;2���0@�2、$=.��� %��"�といったメ

キシコ映画史上のパイオニアとなる映画制作会

社が創設され始めた。革命期に盛んに撮られた

ドキュメンタリーフィルム制作と入れ替わるよ

うに、これらの会社は物語映画の制作に力を注

いだ��。

それらの会社が作品制作に際して重視したの

がナショナルな要素である。その当時、国産映

画の国内市場におけるシェアは非常に低いもの

であった。���	年代を通してメキシコの映画館

を支配していたのは主にイタリア映画であり�
、

とりわけそのスターたちはメキシコの男性も女

性も虜にしていた。また、メキシコ国内での市

場占有率はイタリア映画に及ばないものの、ハ

リウッド映画が国内外で歪んだメキシコ像を流

布していた。このような状況の下、����年にア

ルフレード・クエージャが出した声明に当時の

映画産業のナショナリスティックな傾向をみる

ことができる。それは「社交界、サロン、歩道、

修道院、河川、火山、湖、風景、僧院、城、ス

ポーツ」という「わたしたちの生活の美しい部
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分」を映画によって表現し、メキシコ映画界を

鼓舞しようとするものであった�	。

前述した『光：�幕の近代的生活』は、チャプ

ルテペックやソチミルコの自然を「美しい部分」

として織り交ぜ、映画界のナショナリスティッ

クな流れに棹差していた。『サンタ �』にも同様

にチャプルテペックを捉えたシーンがみられ、

メキシコシティの近代化が自動車の激しい往来

によって象徴的に表現されている。これらの要

素から『サンタ �』もまた当時の時流に乗って

制作されていたことがわかる。こうして作られ

た映画作品はナショナリズムの文脈において評

価された。当時の日刊紙エル・プエブロに掲載

された記事では、『サンタ �』は「メキシコは文

明国でありすぐれて芸術的な国であるとの確信

を海外で抱かせる」��作品であると評価されてい

る。『サンタ』がスキャンダラスな小説だと批

判された時代とは隔世の感のある評だが、『サ

ンタ �』は肯定的な評価を受けて多くの観客を

獲得したのであった。

����欲望の変容

では、『サンタ �』において娼婦はいかに表

象されているのか。残念ながら本作のフィルム

は不完全な形でしか残っていないために、筆者

はその物語の全貌を確認し得てはいない。しか

し、物語の推移は原作とほぼ同様であるとの見

解に従い��、現在見ることのできるエル・ハラ

メーニョに対するサンタの裏切りのシーンにお

いて娼婦がどのように表象されているかを、原

作と比較して検討したい。

確認しておくと、原作ではサンタの性的欲望
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はその血に流れている悪徳への遺伝的性向に起

因するものであって、これを行使することが彼

女の零落の原因であり、エル・ハラメーニョへ

の不貞を生み出したのであった。『サンタ �』に

おいても彼女はやはりエル・ハラメーニョの目

を盗んで他の男と関係を持とうとする。サンタ

が誘惑する相手は、原作同様、同じマンション

に住むリポールである。サンタはリポールが腰

掛ける椅子の肘掛けに腰を下ろし、頭一つ高い

位置から彼を見下ろすようにして挑発する。リ

ポールは首を振って抵抗を示すが、サンタに頭

を抱きかかえられて終には彼女に屈してしまう。

この場面を支配しているのは明らかにサンタ

であり、彼女は自らの性的欲望を最大限行使し

ているとみることができるだろう。この意味で

『サンタ』と『サンタ �』は同様の路線を踏襲

しているということができる。しかしながら、

両者には相違が認められる。その相違は、『サ

ンタ �』においてはリポールという男性のポジ

ションが曖昧であることに起因する。原作では

リポールはエル・ハラメーニョと近しい仲の男

性であったが、『サンタ �』ではそのことは説明

されない。より正確に言えば、ここで分析して

いる場面に入るまでリポールという男性自体へ

の言及がない。『サンタ』においては、リポール

を誘惑することは闘牛士への当てつけであると

いう点に意味があった。しかし、そのような三

者の関係性が明示されないままこの場面を見る

と、サンタはリポールという見ず知らずの男性

を誘惑して自らの退屈を埋めようとしている放

埓な女性にしか映らない。つまり、サンタ、エ

ル・ハラメーニョ、リポールという三者の緊張

関係のもとでの不貞という本来的な意味が、サ

ンタの見境のない性的欲望の発露という意味に

変容してしまう。

繰り返すが、原作でのサンタはゾラの自然主



『サンタ』における娼婦表象 ��

義文学に近く、遺伝的に受け継いだ性的欲望に

よって悪徳へと導かれていた。それは逃れられ

ない宿命のようなものであり、死という排除の

みが彼女を救済することができたのであった。

しかし、『サンタ �』では彼女の悪徳はそのよう

な宿命に帰することのできない性質のものへと

変容を遂げている。というのも、サンタの欲望

が生来的なものであるという特徴付けがなされ

ていないのである。従って、サンタは性的な欲

望を自らの運命に縛られた形ではなく、自由な

意思によって行使する女性へと変貌していると

いうことができるだろう。そして、『サンタ �』

でも娼婦は死によって浄化される。放埓な性的

欲望もまた死によって贖われることで悪徳の烙

印を押されるのであった。この、生来的な悪徳

を持つ女性から放埓な欲望を所有する女性へと

いう変容が『サンタ』から『サンタ �』への移

行において見られる娼婦表象の変化である。

�� 欲望の希薄化：映画版『サンタ』（����年）

本章では、『サンタ �』に焦点を当てて娼婦が

どのように表象されたのかを考察する。これま

での章で扱った同じ場面を取り上げて比較検討

し、その変化を明らかにすることが目的である。

前章と同様『サンタ �』の成立過程からみてい

くことにしよう。

���サイレント映画からトーキー映画へ

先述したとおり、『サンタ �』が制作された当

時はメキシコ映画産業がナショナリスティック

な方向へ舵を切った時期であった。しかしその

道は産業的には険しいものであった��。第一次

��『サンタ %』（%&%�年）から『サンタ 5』（%&=%年）までのメ
キシコにおける年間映画製作本数を参考までに挙げておく。
%&%�年：>本、%&%&年：%C本、%&56年：3本、%&5%年：55
本、%&55年：%�本、%&5=年：3本、%&5C年：C本、%&5�年：%=
本、%&5>年：%6本、%&53年：&本、%&5�年：3本、%&5&年：
3本、%&=6年：�本、%&=%年：5本。�	 �� 2	�� .�#���� �)�

世界大戦の影響からヨーロッパ映画がその低迷

期に入った隙をついてハリウッド映画が市場を

席巻し、観客は次第にハリウッド映画に魅了さ

れていったためである。このような状況にあっ

た ���	年代、メキシコ映画は好まれていなかっ

た。当時の多くの観客は「（上映されるのが）メ

キシコ映画だとわかると、嫌悪して速やかに遠

ざかっていった」��ようである。

観客の国産映画離れを改善するチャンスは映

画に音がもたらされた時にやってきた。����年

のハリウッド映画『ジャズ・シンガー』によって

映画はサイレント時代からトーキー時代へと移

行するが、この移行はハリウッド映画産業に大

きな制作的転換をもたらした。サイレント映画

を外国に輸出する際には映画の字幕を翻訳して

差し替えれば事足りたが、トーキーへの移行に

よって輸出先の言語で映画を作る必要が生まれ

たのである。ハリウッドはスペイン語圏向けの

トーキー映画の制作に着手したが、それらは総

じて低予算で撮られたあまり良質とは言い難い

作品であった。加えてハリウッドで暮らすスペ

イン語圏出身者を起用しているものの、彼らの

お国訛りが同一の映画作品に混在してしまい、そ

の言語的な混乱をメキシコの観客は好まなかっ

た。これを好機と見て、メキシコスペイン語を

重視するメキシコ映画産業は観客の奪回へと乗

り出して行った。

���� 年に映画配給業者であるフアン・デ・

ラ・クルス・アラルコンがジャーナリストや映

画関係者と共に制作会社 ��� '�"+�LK� #�������

-��)��.��� )� -��K������を設立し、ハリウッド
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から技術者や俳優をリクルートして同社の作品

の質を高めようと努力した。メキシコにやって

きた多くの映画人のなかには、録音技師である

ロベルトとホセリートのロドリゲス兄弟、カメ

ラマンであるアレックス・フィリップス、俳優で

あるアントニオ・モレーノやルピータ・トバー

ルらがおり、彼らはみな『サンタ �』の制作陣

を構成した人たちである。制作会社の設立にも

携わったカルロス・ノリエガ・オーペが制作者

となり、ロドリゲス兄弟の貢献によって『サン

タ �』はメキシコで初めての完全なトーキー映

画として公開されることになった。サイレント

映画につきものの字幕を読めない観客にまで届

く、つまり『サンタ �』よりも多くの観客に届

く映画が作られたのであった。

����欲望の希薄化

『サンタ �』はフィルムが完全な形で残って

おり、その物語は原作に忠実である。平和な田

舎に暮らすサンタをマルセリーノが誘惑し始め

る。サンタも彼に惹かれてゆく。小説では、マ

ルセリーノに触発されてサンタは性的欲望に目

覚めた。『サンタ �』においてこの場面はどのよ

うに表現されているのであろうか。サンタは確

かにマルセリーノの誘惑に負けて体を許してし

まうのだが��、消極的・受動的な姿勢を崩さず

にマルセリーノの積極的な行動に従うだけであ

る。もちろんサンタはマルセリーノとにこやか

に時を過ごしており、彼に付き従うことを苦痛

と感じているということではない。しかし、自

身の性的な欲望に身を委ねる仕草は『サンタ �』

には見当たらない。ただし、あくまでも受動的

なサンタの姿勢も彼女の純粋性を担保するもの

��もちろんそのような場面が直接的に描かれることはな
い。サンタがマルセリーノのキスを受け入れた直後、画面
には数匹のアヒルが川面に揺れているショットが挿入され、
表象不可能なことが行われていることが暗示されるのみで
ある。

ではない。彼女はやはり生家から勘当されてし

まうのだ。

では、エル・ハラメーニョに対するサンタの

裏切りはどのように描かれるのであろうか。こ

こに『サンタ』『サンタ �』との決定的な相違点

を見ることができる。原作小説においては、サ

ンタの血に流れる生来的な悪徳が発動して不倫

行為が生まれていた。『サンタ �』では、サンタ

の不倫は男性なら誰でも構わないというある種

の放埓さを表現していたのであった。

『サンタ �』でもエル・ハラメーニョに対する

サンタの不倫は描写されている。しかし、その

相手は物語の冒頭で彼女を捨てたマルセリーノ

である。彼は闘牛士の不在時を見計らってサン

タに会いに来たのであった。彼にはサンタを捨

てたつもりはなく、別れた後チマリスタックに

会いに行ったと言って彼女を宥め、今度こそ一

緒になりたいのだと求婚する。サンタはそんな

マルセリーノの態度を一笑に付すが、彼に強引

に言い寄られ抱きしめられると、抵抗すること

なくなすがままに再び彼に体を許してしまう。

マルセリーノはサンタが初めて恋に落ちた相手

であり、同時にサンタを娼婦の生活へと零落さ

せた原因でもある。サンタはそのような愛憎半

ばする男性を前にして、かつて抱いた愛情を選

択する。ここには彼女の生来的欲望やその放埓

さは微塵も見られず、回帰したロマンスに身を

投じる女性が描写されているだけである。

もちろん、サンタに性的な欲望が皆無である

ことはないだろう。事実マルセリーノとは関係

を持っていた。しかしながら、その欲望は生来

的な悪徳ではなく、放埓なものでもない。『サン

タ �』においてサンタは終始受動的な存在であ

る。サンタが欲望するのは端的に恋愛関係であ

り、すなわち多かれ少なかれ全ての女性が所有

するだろう欲望に身を委ねているに過ぎない。



『サンタ』における娼婦表象 ��

『サンタ �』ではサンタは恋愛を望む女性と

して表象されている。『サンタ』での生来的な悪

徳をその血に宿す存在でもなく、『サンタ �』の

ような放埓な欲望を行使する存在でもない娼婦

として表象されている。これが『サンタ �』への

移行において見られる娼婦表象の変容である。

物語の最後は、『サンタ』、『サンタ �』と同様に、

やはりサンタは死によって贖われるのである。

おわりに

原作小説『サンタ』に表象された娼婦は生来

的に宿命づけられた悪徳としての性的欲望をそ

の血に宿した女性であった。映画作品『サンタ

�』では娼婦は放埓な性的欲望に突き動かされる

存在として表象されていた。同『サンタ �』に

おいては、娼婦は受動的に男性に従い、ロマン

スを望む女性として表象されていた。

以上のように、三つの『サンタ』には娼婦の

表象をめぐって明確な変容を確認することがで

きた。しかしながら、ひとつだけ決して変わら

ずに表象される部分があった。それは、小説に

せよ映画にせよ『サンタ』の物語では最後に必

ず娼婦は死に至るということであった。娼婦に

対するこの抑圧が、「『サンタ』は（中略）メキシ

コ人のメンタリティにとどまっている何かに形

を与えた」という冒頭のパチェコの言葉の「何

か」であると考えられる。本稿で『サンタ』か

ら『サンタ �』へと娼婦の性的欲望の表象の変

容を分析しながら明らかになったことは、娼婦

を排除されるべき存在として表象する抑圧的視

線である。その性的欲望がいかに変容しようと

も、常に死によって贖われることで娼婦は悪徳

と結びつく。

『サンタ』においては生来的な性的欲望を持

つ娼婦が排除され、『サンタ �』においては放埓

な欲望を行使する娼婦が排除され、『サンタ �』

ではロマンスを欲望する娼婦が排除されるとい

う具合に、常に娼婦は排斥の対象として表象さ

れている。娼婦を締め出す社会的な視線は、『サ

ンタ』での娼婦の排除が実証主義的な言説と結

びついていたように、おそらくは各時代の規範

と連関するのであろう。

本稿ではその点を深く掘り下げることはでき

ないが、『サンタ』における娼婦排除の機制を検

討することを通して、近代メキシコ社会におけ

る娼婦あるいは女性の欲望をめぐる社会的規範

を分析することが可能でなはないかと考えられ

る。このことを示唆して本稿を閉じることにし

たい。 □■




