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戯曲のなかの作者

鴫原眞一

「ボヴァリー夫人は私である」といったのはフロベールでした。作中人物と

作者の関係を言い得て妙ですが、作者の主人公に対する思い入れを、巧みに表

現しています。

小説では作者が物語の中に初めから潜在します。語り手として顕在すること

もあります。日本の「私小説」やドイツの「イッヒ・ロマン」と呼ばれるジャ

ンルでは、「私」と称する主人公が即作者だというわけではありませんが、両

者の関係はかなり密接しています。

詩人の場合は作者の声と表現はさらに密着しています。T・S・エリオット

は『詩の三つの声』という講演のなかで次のように分類しています。「第一は

詩人が自分に語りかける-というのは、誰にも語りかけない声であります。

第二は詩人が多かれ少なかれ聴衆に語りかける声であります。第三は詩人が韻

文で語る演劇の登場人物を創ろうと試みる時の詩人の声であります。どういう

時かというと、詩人が自分で言うのではなく、一人の想像上の登場人物という

制約のなかで、もう一人の想像上の登場人物に言吾りかける時にのみ言えること

を言っているときであります。」

ここでエリオットは詩劇の作者として発言しているわけですが、演劇のなか

の詩人の声は、作者の直接の声とは区別できることを指摘していると考えてよ

いでしょう。

今日、私が話題にする「戯曲のなかの作者」は、エリオットの指摘を裏から
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見て、ペルソナが虚構の世界を演じることを立て前にしている芝居のなかに、

作者自身が作中人物として登場するのはなぜかという問題を考えてみようとい

う試みです。簡単にいえば演劇に於ける「自伝的な」作品の解明ということに

なるかもしれませんが、「自伝」そのものを追うのではなく、「戯曲」という形

態の作品に、「作者」自身が投影されている作品があるのはなぜかという問題

に焦点があります。ただし、時間の制約もありますので、きわめて巨視的な問

題であるにもかかわらず、現在の私の興味の中心にある「現代のアメリカ演

劇」を対象にして、しかも代表的な劇作家の代表的な作品を選んで、かなり具

体的な問題に絞って考えていきます。

O

「アメリカの演劇」といえば、ユージン・オニール(1888-1953)から話を

始めるのが順序になるでしょう。「自伝的」ということでは、まずは『夜への

長い旅路』(1956)が考えられます。この劇はサイクル劇の一環として早くか

ら構想されていましたが、作者の没後25年間は伏せておくようにということ

でした。しかし、未亡人のカ.一口ツタの意志によって、1956年にまずスエー

デンで、次いでニューヨークでも公演されて評判を呼んだ作品です。オニール

の作品群のなかでも、傑作として別格扱いされるのがふつうの評価のあり方か

と思います。

『夜への長い旅路』は四幕の長い戯曲で、上浜には四、五時間かかります。

しかし、時間の設定は一日で、朝8時半から夜半まで、場面はリアルタイムで

進行するともいえますが、いわゆる三一致の法則を厳守しているともいえるで

しょう。1912年の8月のある日です。登場人物は五人、ジェイムズ・タイロ

ーンとその妻メアリー、長男のジミーと愛称されるジェイムズ・タイローン二

世、次男のエドマンドにお手伝いの女性キヤサリーンです。お手伝いの女性は

芝居をリアリスティックに見せるための道具だてで、実際のドラマはタイロー

ン一家四人の人生にあります。
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この四人がユージン・オニールの父ジェイムズ、母メアリー、兄ジェイムズ

二世(通称ジェイミー)、それにユージン自身のオニール一家を措いたもので

あることは明瞭ですが、作者ユージン・オニールに相当する登場人物は天折し

た次男のエドマンドの名前が借用され、逆にユージンは天折したことになって

います。ユージンとエドマンドは頭文字が共通ですが、芝居のなかでは、メア

リーがユージンの代わりにエドマンドを生んだことになっていて、そのことを

メアリーは「間違い」だったと語っています。

ドラマは克明なリアリズムの手法で書き込まれています。母親のメアリーが

治癒したはずの薬物中毒の症状が再発している兆候を、タイローンをはじめ、

家族が気付く様子が事細かに描かれ、メアリーが家族の疑惑の眼を非難し、事

実を否定する様子が、これも克明に繰り返し、点描されていきます。お手伝い

のキヤサリーンが薬局に処方箋を持って薬を買いに行き、皮肉を言われた話か

ら、メアリーの薬物使用が確認されるというブローセスまで、ロジカルな筋立

てとして丁寧に描かれています。こうした書法は、アメリカ文学のリアリズム

の精華ともいえるでしょう。メアリーが最後に昔の結婚衣装を付けて登場し、

コンサート・ピアニストになる夢を捨てて、タイローンと結婚することになっ

た若い日の楽しい思い出を独演するまでの変容が、この芝居の観どころでもあ

ります。

もう一つ、重要なプロットはエドマンドの咳を巡って明らかになる病気への

対処のあり方です。メアリーが風邪引きだと主張するエドマンドの咳は、実際

は「コンサンプション(結核)」の兆候なのですが、医者の診断結果が電話で

届くところから、精密検査の受診、療養所の決定など、細々としたディテイル

が、これまた克明に順を追って描かれていきます。

メアリーが薬物中毒にかかったのは、エドマンドの誕生時の苦痛を和らげる

ためだったのですが、エドマンドの立場からすると、父親が医療費をケチって、

安いへボ医者に任せておいたからだということになります。しかし、父親の立

場からすれば、治療のために多額の金を使ったにもかかわらず、結局は元の木
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阿弥になるのが落ちだったことを嘆いて、「いっそエドマンドなど生まれなか

ったら良かった」とさえ言い出す始末です。エドマンド自身の療養所入りにつ

いても、父親が医療費の安い州立の施設を選んだことにエドマンドは不信感を

抱いています。

第4幕の観どころ、というよりも聴きどころは父と息子の和解の場ですが、

二人はトランプをしながら話しています。ジェイムズはエドマンドの非難に対

抗して次のように反論します。「州が経営しているから、どうだというんだ。

何も悪くない。私立のサナトリュームよりもいいものを建てるだけの金を州は

持っている。利用してどこが悪い。私の権利だ。あんたの権利でもある。私た

ちは住民なんだ。土地もある。行政の力にもなっている。税金の高さといった

ら-。」

それに対してエドマンドは父親の不動産投機熱の異常さを替め、「このまま

では済まないぞ。土地を買う金をため込むためだったら、州立なんかへ行くも

のか。けち野郎」と、罵ります。さすがのタイローンも怒りよりは良心の呵責

を感じて「口ごもる」とト書きにありますが、それでも、エドマンドには子ど

もの時から十分にしてやったと主張し、自分の貧しい子供時代の体験から、金

よりも土地を信じるようになった経緯を長々と語ります。

実際はこの長い話の細々したディテールにオニールの書法、具体的には台詞

の書き方の秘術があるので、少し長くなるのをお許しいただいて、引用してみ

ましょう。母子家庭の貧困を逃れるために、十歳で学校を辞めて一日十二時間

も働かざるを得なかった話です。「けち野郎はそのおかげだ。お金は大事だっ

た。いったん覚えると忘れられない。いつも儲けを探すことになる。州立療養

所が儲けだというなら、勘弁してくれ。医者はいいところだと教えてくれた。

嘘じゃない。でも、行きたくないなら、行かなくていい。(執拗に)好きなと

ころを選べばいい。値段は考えなくてもいい。出せる処ならどこでも、好きな

ところならどこでもいい。無理のないところなら」と妥協します。さらに問わ

ず語りに次のように続けます。「たぶん、人生が過酷すぎたので、金を大事に



戯曲のなかの作者 21

しすぎた。間違いに気がついたときには、役者としてはダメになっていた。」

それから悲しげに「これまで、こんなことは誰にも言ったことはないけれど、

今夜は気が滅入って、万事休すという感じだし、気位や気取りなど、どうでも

いい。安く仕入れた芝居が大当たりの、大儲けで、気楽な運が人をダメにした。

他のことは面倒で、そればかりやっていると他の役ができないと気がついたと

きは、もう遅かった。それが十八番で、他の役ではお客がつかない。当然だ。

同じことを長年繰り返して、新しい役を覚えもせず、頑張りもせず、才能をす

り減らしてしまった。」

ここでジェームズが語る当たり狂言は「モンテクリスト伯」のことですが、

以前には全米でトップの若手俳優3～4人の中に数えられて、エドウィン・ブ

ースがシカゴに来たときには、シェイクスピア役者として、キャシアスとブル

ータスの役を相互にやったり、イアーゴに対するオセロ役を務めて、はめられ

たことなどを話します。28歳の時のことです。結婚して、さらに野心に燃え

ているときに、儲かる役にとりつかれて、「もう後悔するにも遅すぎる」とい

うことになっています。

エドマンドはト書きによると「感動して、同情を込めて父親を眺めて、ゆっ

くりと」応答します。「話を聴いてよかった。パパがよくわかるようになっ

た。」エドマンドの反応は台詞にして1行ですが、ドラマの中枢にある親子の

和解、いうなれば父親と息子の精神的なわだかまりの解決の瞬間を簡潔に表現

しています。

もちろん、これだけでは台詞の役割としてはバランスが悪いので、エドマン

ドが「今度は僕の番だ、みんな海に関係している」といって、水夫として放浪

したときの体験談を聴かせます。そして「人間に生まれてきたのが、間違いで、

鴎か魚だったら、もっとうまくやれたのに。現に僕は住む家もないよそ者で、

求めもしなければ、求められもしない、居場所がなくて、いつもちょっと死に

憧れている」と締めくくります。ジェームズは感心して彼を見つめて「そう、

お前は詩人の素質がある」とコメントします。
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この後に、兄のジェイミーが帰ってきて、両親の愛を一身に集めるエドマン

ドに嫉妬して、意地悪を重ねたことを詫びる兄弟愛の場がありますが、ジェイ

ミーの「オフィーリア登場」というギャグと共に、母親のメアリーが花嫁衣装

を引きずって登場してジェームズへの昔年の愛を語り、ドラマはメアリーへの

憐憫の表現に集約されて幕となります。

エドマンドが詩人の素質を持つならば、彼の語る「海の物語」が「海につい

ての詩」であり、その詩はこの場では父親を聞き手として読み上げられている

ものの、必ずしも聞き手を必要としない詩人の声とも言えるでしょう。生物を

生み出した海は、作者ユージン・オニールのホームでもあり、やがては帰って

行くべき故郷でもありました。作品に要求された没後25年のプライヴァシー

が必ずしもそれを裏書きするものではありませんが、1940年9月20日タオ・

ハウスの目付と場所を記載した台本が、1941年7月22日タオ・ハウスのエビ

セットで、12回目の結婚記念日にカーロツタへ捧げられていることは、作者

の思い入れの一端をよく語っています。

献辞は次のように記されています。「最愛の人:血と涙で書かれた、この昔

の悲しみの戯曲のオリジナル台本をあなたに捧げます。幸せを祝う日のために

は、あまり相応しくない贈り物のように見えるかもしれません。しかし、おわ

かりいただけるでしょう。あなたの優しい愛への捧げものなのです。おかげで、

愛を信じることができて、ようやく今は亡きわが家の人たちと対面して、この

芝居を書くことができました。4人の憑かれたタイローン家の人々に深い哀れ

みと同情と和解の気持ちを込めて書くことができました。愛する人よ、この

12年は光への、愛への旅路でした。私の感謝はおわかりでしょう。そして、

愛も!ジーン」

この献辞を素直に受けとめれば、この芝居の観客はカーロック一人というこ

とになります。最初にお話したエリオットの分類の注釈に従えば、作者が作者

自身のために書き、それを愛する人に捧げるのですから、読者は一人です。エ

リオットはロバート・ブラウニング夫妻の例を引いて、たとえ特定の人に当て
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た恋愛詩でも、当然第三の読者は想定されているといって、事実上、第一の声

のみの作品は存在し得ないことを述べ、劇の台詞が三層からなることを、自分

の劇作の体験から分析しているのです。劇作家が自分の分身を登場人物とする

必然性は、不安定な第一の声を第三の声のなかに客観的に書き留めておきたい

からに違いありません。

○

さて、次はテネシー・ウィリアムズ(1911-83)です。よくご存じの『ガラ

スの動物園』(1945)です。この戯曲も自伝的な要素をふんだんに盛り込んだ

ことで、よく知られています。語り手で狂言回しを勤めながら、劇中でも役割

を持たされているトム。これがテネシー・ウィリアムズです。テネシーの本名

はトーマス・レイこア・ウィリアムズですから、トムは愛称ということになり

ます。戯曲のなかの作者はペン・ネームではなく、本人署名入りです。登場人

物表には「倉庫勤めの詩人」と記されています。母親のアマンダ・ウイングフ

ィールドは「小柄な女性で、偉大だが目標のない精力で、自分の属さぬ時と処

に懸命にしがみついている」と記されていますが、作者の母親エドウイナです。

姉さんのローラは「子どもの頃の病気のために、足を痛めている。片足がもう

一方の足よりも短く、金具で補強されている。(中略)そのために、ローラの

孤独感は増大して、彼女のガラスのコレクションのように、とても壊れやすく

て、棚から降ろせない」と記されていますが、テネシーの姉さんローズです。

それから、ジム・オコーナー、役どころは「紳士の訪問者」と規定されていま

すが「感じのいい、ふつうの若者」で、トムと同じ倉庫勤めの青年です。注釈

を加えると、彼は忘れていますが、ローズと音楽の時間が一緒だったクラスメ

ートで、ローズが「プル一口ウシス(肋膜炎)」で学校を休んだとき、病名を

「ブルー・ロージズ」と聞き違えて綽名にしていました。ローズという実名は

一種の謎文字になって、「青いバラ」という言葉のなかに読み込まれているわ

けです。こうした名前の付け方には作者の思い入れが鋭敏に反映していると考
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えていいでしょう。

ト書きによればウイングフィールド家のアパートは建物の裏側にあって、

「裏通りに面していて、非常階段を使って出入りする」ようになっています。

「非常階段」という名前は「偶然ながら詩的真実」の香りがあって、その理由

は「このような大きなビルはいつも人間の絶望という消えないトロ火が燃え続

けているからだ」ということになります。

さらに「場面は記憶(memory)のなかにあって、従ってリアリスティック

ではない。記憶というのは詩的な自由さを備えている。細部を省略したり、誇

張したりするのは、対象になる物事の感情的な価値次第である。なぜなら、記

憶は主に心のなかにあるからである。従って、室内は薄暗く、詩的である」と

続けています。

ウィリアムズは状況や場面説明のなかで、繰り返し「詩的」という言葉を使

っています。初めにトムが観客に話しかける台詞は「ポケットには種、袖のな

かには仕掛けがありますが、私は手品師ではありません。手品師なら本当と見

せかけて、幻を見せますが、私は幻を装って、本当の姿をお見せします」とい

うふうに始まりますが、その台詞のなかでも「この芝居は記憶(memory)で

す。記憶の芝居ですから、照明は暗く、センチメンタルで、リアリスティック

ではありません」と繰り返して語られています。台詞のなかでは「詩的な」と

いう言葉の代わりに、さらに一歩進めた「音楽」がでてきます。こうなります。

「記憶のなかでは、何事も音楽に合わせて起こるようです。舞台の袖からバイ

オリンが聞こえてくるわけです。」

それから自己紹介と登場人物の説明が始まります。「私はこの芝居の語り手

ですが、登場人物でもあります。他の登場人物は母親アマンダと姉のローラ、

それから最後の場面に現れる紳士の訪問者です」と続きます。ここで初めて自

分が「詩人の弱点である象徴への好みから、この登場人物を一つの象徴として

使っている」こと、つまり「なかなか来ないけれども、いつも待ち望んでいた

大事なもの」の象徴として使われることが説明されるところで、詩人という言
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葉が出てきます。

記憶される時代は、語り手トムが作者の代行を務めて、次のように設定しま

す。「とりあえず、時間を戻します。時計を逆に廻して、30年代という奇妙な

時代にもどります。巨大なアメリカの中産階級が盲学校に入学した時です。眼

が人を欺いたのか、人が眼を欺いたのか、崩壊していく経済という点字を懸命

に指でなぞっていました。」この台詞は1929年の大恐慌の結果、突入した30

年代の不況と、スペイン内戦が予告した第2次世界大戦の勃発を間近に感じさ

せる時代の、アメリカ中西部の都市に住む市民の閉塞状況を、閉ざされた母子

家庭の状況として、象徴的に捉えています。

幕開きの語りを少し解体して、ドラマのエクスポジションを概観してみまし

たが、実際の上演では、婦人雑誌の電話セールスなどで一家を精神的に支える

母親アマンダの人間像がもっとも印象的でしょう。舞台の魅力が役者次第なら、

この芝居の出来はアマンダ役の演技次第ともいえますが、トムすなわち作者が

描き出そうとしている記憶のなかの中心人物は姉のローラ像です。

しかし、ローラに与えられた台詞の数は限られています。作者が最初に仕上

げたといわれる「紳士の訪問者」の場で、ようやく自然な発話を取り戻すまで

は、台詞の少ない陰のような存在です。しかし、そのようなネガティヴな存在

感を巧みに演出することが期待されています。作者が「演出ノート」に記して

いる「照明にって」の項では、「照明はリアリスティックではない。記憶の雰

囲気に合わせて、舞台はほの暗い」と記憶の劇の特長を照明では、どのように

取り扱うかについて、かなり細部に渡って指示して、次のように続けています。

「光線は中心と思われる処ではなく、特定の場面や役者に焦点を合わせる。た

とえば、トムとアマンダの口論の場では、ローラには積極的な役割はないが、

一番明るい光の輪が彼女の姿を照らし出す。これは夕食の場でも同じで、ソフ

ァーに寝かされて黙っている彼女の姿が視覚の中心になければならない」と、

物理的にローラにライトを当てるように指示しています。それだけではなく、

ローラに当てる照明の形而上的な意味あいを、次のような言葉で提示していま
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す。「ローラを照らす照明は他の人とはっきりと区別されて、聖母やマドンナ

を描いた昔の宗教画に使われるような清純な明るさである。エル・グレコのよ

うな宗教画のなかでは、人物像が周りのやや薄暗い雰囲気のなかで輝いている

が、それに対応するような照明を、初めから終わりまで通して使うと効果的だ

ろう。」

具体的にはバック・ライトを当てれば効果は十分かと思いますが、宗教画の

雰囲気を求めるなどというのは、ローラを特別扱いしている証拠ですから、作

者の思い入れがどれほど大きなものであったか、よくわかります。ウィリア

ムズの姉ローズは、精神状態が不安定で、州立病院に入退院を繰り返していま

したが、1937年秋にロボトミー手術を受けています。二人の仲はインセスト

だという評はウィリアムズ自身が『回想録』のなかで否定していますが、いつ

もきまって一緒に散歩する仲艮しの程度が、ふつうの姉と弟を越えていたこと

は認めています。

紳士の訪問者のジムに許嫁があることがわかって、アマンダの努力が無駄に

なった後、トムはセントルイスを飛び出し、あてどのない放浪生活を続けます。

アマンダがローラを慰めるパントマイムを背景にして、その状況を語るトムの

最後の語りはローラへの愛と憐憫に収束していきます。「香水を売る店の明か

りの灯ったショーウインドーの側を通ります。そこにはいろんな色のガラス瓶

がいっぱい並んで、微妙な色合いの小さい透明なガラス瓶が、壊れた虹のよう

に輝いています。すると、突然、姉さんの手が後ろから肩に。振り返って、眼

を覗き込みます0ああ、ロ「ラ、ローラ、僕はあんたを捨てようとした。でも、

思ったよりも、ずっと忘れられない。僕はポケットのタバコを探し、通りを横

切り、映画館かバーに駆け込み、酒を買い、近くの他人に話しかける。あんた

のローソクを吹き消してくれるものならなんでもよかった。(ローラがローソ

クの上に屈み込む)この頃では、世界が稲妻で照らされている。ローソクを吹

き消してくれ、ローラ。そして、さようなら……(ローラがローソクを吹き消

す)」
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○

オニールの『夜への長い旅路』とウィリアムズの『ガラスの動物園』とは、

共に作者の若い時代を題材にした作品です。しかし、書かれた時期と書法は対

照的です。オニールの方は作者の最晩年の作品であり、一方、ウィリアムズの

方は作者の最初期の作品です。当然のことながら、『夜への長い旅路』はオニ

ールのスタイルの完成度の高い時点を象徴しています。舞台の時間はリアル・

タイムで進行しますが、演技の時間もリアル・タイムで平行し、過去は登場人

物がリアル・タイムのなかで振り返って語るというリアリズムの基本形を取っ

ています。観客は第四の壁の向こうから、部屋を覗き込む格好になります。役

者は観客の存在など意識しない迫真の演技を期待されるわけです。もちろん、

それが近代劇の約束ごとで、舞台の演技が観客を意識しないで行われることな

どありませんが、今は戯曲を主体にして考えていますので、これ以上は申し上

げません。

ウィリアムズの方は、オニールが到達した近代劇の約束を破る処から出発し

ます。リアjL/・タイムの現代劇ではなく「記憶(memory)の劇」であること

を繰り返しのべて、舞台がリアリスティックではない雰囲気を出すことが重要

であることを主張します。

作劇術からいえば、登場人物が語り手を兼ねることによって、現在と過去の

時間差を舞台上の演技に具体的に反映させる方法を取ったところが、オニール

のスタイルと一線を画する処です。語り手は直接観客に語りかけます。役者が

直接観客に語りかけるのは「正面を切る」とか「垂直の演技」などと呼ばれて

いますが、西洋演劇の伝統のなかでは忌避されてきた方法論です。ギリシャ劇

のコーラスや、シェイクスピアのアサイドなどは、例外的な手法ですが、第四

の壁が観客席に解放された体裁の部屋を演技空間に想定した西洋近代劇、ひい

ては西洋近代劇をモデルにした日本の新劇では「臭い演技」などと月乏められて

きました。特に役者にとっては自分を観客に売り込む安直で効果的な方法だか

らでしょう。
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『ガラスの動物園』でウィリアムズが「演出ノート」やト書きで、詳細な注

文を付けているのも、トムという登場人物が語り手の役柄を兼ねることについ

ての弁明と見てよいでしょう。さらにはトムという登場人物は、逆説な言い方

かもしれませんが、作者でもあることをカモフラージュする具体的な方法でも

あります。

○

次にアーサー・ミラー(1915-)の場合を見てみましょう。ミラーにはマ

リリン・モンローとの「愛の死」を象徴的に捉えた『転落の後に』(1964)と

いう自伝的な作品があります。この作品が冷戦期に持った政治的な意味あいに

ついては、マッカーシズムや密告を巡る問題に焦点を当て、「テキストとコン

テキスト」という観点から論じたことがありますが、今回はモンローを巡る問

題に焦点をおいて、戯曲のなかの作家像を探ってみます。

主人公クエンテインと直結する女性は三人で、ルイーズ、マギー、ホルガで

す。それぞれミラーの奥さんで、メアリー・スラタリー、マリリン・モンロー、

インゲ・モラースがモデルになっていると考えられます。

戯曲の構造について、ミラーもウィリアムズと同じように、この芝居がリア

リズムの舞台ではないことを冒頭のト書きで注釈しています。ドラマのアクシ

ョンはクエンテインの「心と考えと記憶(memory)」のなかに起ります。し

かし『ガラスの動物園』のような情緒的な場面を作るための仕掛けとして「記

憶」を「追憶」として利用するのではなく、主人公すなわち作者の思考方式を

表現する手段としての仕掛けであるところが、ウィリアムズとは違うところで

す。ミラーは『セールスマンの死』(1949)を主人公のウイリー・ローマンの

「頭のなかで起こるドラマ」と捉えていましたから、『転落の後に』が初めて

の試みというわけではありません。しかし、同じ方法を使っているわけでもあ

りません。『セールスマンの死』では「記憶」は文字どおりの「記憶」であり、

一つのエピソードとして国有の意味を持つ時間的な長さがあります。しかし
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『転落の後に』では「記憶」はさらに断片化して、全体はモザイク状に分断さ

れています。一つ一つ個別のモザイクを時間線上に順に並べる論理的な根拠は

なく、強いていえば、連想によるシークエンスということになるでしょう。

舞台はクエンテインの「語り」で始まります。実体は「告白」といった方が

よいでしょう。クエンテインは40歳代に設定されています。順次三層に高く

なる舞台の最上部から、三々五々に現れて群衆シーンになる登場人物たちのな

かから、クエンテイン一人が降りてきて、舞台の端を越えたところに座ってい

る「聴き手(theListener)」に話しかける形で始まります。「告白」の「聴き

手」が誰かは特定されていませんが、ミラー自身は戯曲の序文のなかで「精神

分析医か、神(God)に見えるかもしれないが、クエンテイン自身である」と

述べています。しかし、キリスト教文化圏のなかでは暗黙の了解はあるでしょ

う。実際にクエンテインが語る台詞は「Hello!God,it'sgoodtoseeyou

again!」と始まります。たとえ間投詞のように発音されても、インプリケーシ

ョンは明瞭です。

点描画のように分断されたエピソードのなかでも、一番まとまりのあるのが

クエンテインとマギーのエピソードです。出会いの場面は第1幕の終わりの部

分に現れます。公園前のバス停に、犬を探して登場して、クエンテインとの対

話が始まり、事務所の受付にいるマギーだと名乗ります。レコード屋を探して

バスに乗るマギーを後半で展開される「愛の死」のテーマの伏線にして、第1

幕は終わります。(第1幕のトピックは政治問題だったともいえます。)

第2幕では、クエンテインとマギーの話は四年後のエピソードに連結してい

ます。マギーは流行歌手になっていて、クエンテインに突然電話してきます。

次いでクエンテインがマギーを訪ねるシーンになります。その場で、クローゼ

ットでタバコを吸っていたマギーの母親の話をめぐって道徳問答になりますが、

マギーが「道徳的って、どういうこと?」と聞くと、クエンテインは「自分の

意に反しても、真実を言うこと。ふりをするだけでなく」と答えながら、「聴

き手」に向かって「純粋なんだ。純粋だからといって、ビックリさせない、そ
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んな人が実際に存在するなんて、おかしいといえばおかしい」と続けています。

このようなマギーに対する人物評はミラーのモンロー像と共通しています。

この後、二人は恋人同士になり、やがて結婚することになります。しかし、

結婚と平行して亀裂も始まります。テレビ・ショーのバンドの人選を巡って対

立は表面化し、クエンテインの娘への愛を綴った日記から、二人の間は決裂状

態になります。マギーは睡眠薬を飲んで自殺未遂を重ねます。クエンテインは

「自殺すれば、二人の人間が死ぬ」と警告し、自分は責任を取れないと、マギ

ーを置いそ出ていこうとしますが、睡眠薬の瓶を奪い合って「殺す気なのか」

とマギーの腕を押さえるうちに、その手がいつの間にかマギーの首に回ってい

るのに気がつきます。殺意の自覚です。この戯曲を支えるナチスのホロコース

トへの共犯のテーマに繋がっています。

○

ミラー自身は『タイムベンズ』(1987)という自伝のなかで『転落の後に』

について、特にマギーとモンローの関係について、かなりの頁を割いています。

その論点はマギーはマリリン・モンローではないという主張に尽きるともいえ

ますが、少し引用して考えてみましょう。

「振り返ってみると、想像上の人物を実際の人間から切り放すことによって、

分かりきったことに昌をつぶっていたことがよく分かるが、戯曲が悪いのでは

ない。問題は次のようになるだろう。つまり、マギーは自分や他人のせいにし

ないで、他の人と同じように、自分の人生の責任は自分にあることに気づき始

めれば、救われたかもしれない。恐ろしい事実だが、そうすれば自分の不幸に

決定的な役割を拒否する態度にみられような自責の念よりも、謙遜と恐れをい

だくことになったはずである。この意味では、純粋だからといっていいわけで

もない。だが、やがて分かることになるが、純粋なのが勝ちを制する、明らか

に、未来永劫まで」と書いています。回りくどい言いかたですが、作中人物に

たいする、作者の創作過程を語っているわけです。
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この後で、劇作家としてマギーの運命をどう処理するかという決定的な過程

について次のように続けています。「マギーが死ぬという構想で書き始めたわ

けではなく、彼女はクエンテインと別れると考えていた。その方がエンディン

グとしても強くて、観客も安らかな死で物語を片づけられなくなる。しかし、

登場人物の形ができあがっていくにつれて、彼女は避けがたい運命に操られて、

死の方に偏っていくのが感じられた。そして、これがまた彼女を私の心のなか

でマリリンから引き離した。マリリンは私の知る限り、また映画作りに忙しく、

家を買い、映画産業が許す限り裕福な職業生活を送っていたようだった」と書

いています。マギーが死ぬことはマリリンが生存中に構想したもので、マリリ

ンの死とは直結しない、ましてや、マリリンの死の模倣(ミメーシス)ではな

いことを暗黙の中に主張していることは、その先の叙述のあり方からもよく分

かります。

そこにはリンカーン・センターに開設される新しいレパートリー・シアター

の柿落とし用の新作を依頼されて『転落の後に』の構想が具体化したことと、

ホワイトヘッド、クラーマン、カザンの三人のプロデュースする劇場がイギリ

スのオールド・ヴィックやナショナル・シアターのようなレパートリー・シア

ターとして確立する期待感から、この企画に台本を提供する劇作家として参加

した経緯が述べられています。実際問題としては、月に限られた数の公演しか

ないレパートリー・システムでは、戯曲一本書くのに数年かかることからも、

採算があわないという悪条件にもかかわらず、三人の熱意に負けたという形で

参加したというのです。

しかし、当時は実際の運営問題について何も知らなかったということで、

「『転落の後に』を書き終わろうとする頃に、マリリンが明らかに睡眠薬の飲

み過ぎで死んだという恐ろしい知らせがきた」と続けています。

カリフォルニアでの葬儀に出席するかという新聞記者の問いに「彼女はそこ

にはいない」と答えて電話を切ったという悪名高い報道に対する当事者側から

の弁明が続き、報道関係者のマリリンへの無理解の理由を「40から50年代に
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世にでたので、彼女は性的なものと生真面目さとはアメリカ人の神経のなかで

は共存できない敵対するものであって、事実、相互に相手を排除することの証

明であった」と述べています。

そして公演については「マリリンの死のすぐ後では『転落の後に』は失敗す

る運命にあった。いくつかの頑固な例外をのぞいては、劇評はスキャンダルに

ついてであって、戯曲についてではなく、テーマも劇の意図もスタイルについ

てもほとんど言及がなされず、一人の死んだ女性にたいする攻撃であるかのよ

うな扱いだった。完全に無視されていたのは、私に対する反撃はクエンテイン

が自分の落ち度として認めていることをそのまま言い換えて、結局は戯曲自体

によって行われているという事実だった。まるで批評家たちが現実の家庭騒動

を目撃して、マギーを助けにはせ参じたかのようだった」と述べています。

作者の側から見れば、このような無理解な劇評に対して反論するのは当然の

ことでしょう。次のように続けています。「戯曲のテーマとその含みに対して、

このように嬉しそうに目をつぶったままの態度からすると、批評家たちは直面

できない、すなわち純粋さも死に値すると真剣に考えられないと思わざるをえ

ない。戯曲の悲劇的なエンディングをもたらしたのは、このような拒否の姿勢

である。私はやがてみんなに嫌われるようになったが、戯曲は結局のところそ

うせざるを得ないように真実を語った。そして、真実が苦痛の装いをつけてい

れば、観客が不快ながら真実に直面して、拒否の姿勢に怒りを感じるのが重要

だったのだろう。時がたつにつれて、容易ではないが、私に対する敵意の正当

な理由が分かった。なぜなら、私は本当に悪い知らせをもたらしたからであ

る。」

一見簡単なようですが、このステートメントは難渋です。同時に晦渋でもあ

ります。ミラーは『転落の後に』で自分が責められたことは簡単に容認できな

いとしていますが、それは「作品」自身だけでなく、リンカーン・センター・

レパートリー・カンパニーの設立自体に対する敵意にも内在していると指摘し

ています。特に報道関係者と、アカデミックなジャーナル類に書く学者評論家
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が敵対的で、プロの劇評家の方が中立的であったと述べています。(さらに自

分の作品を評価して上演してくれたのは俳優や演出家であって、批評家ではな

いことも指摘しています。)

ミラーが『タイムベンズ』という自伝のなかで熱弁をふるう「自己弁護」な

いし「自作の擁護」の肩を持っわけではありませんが、登場人物がクエンテイ

ンという役名で、弁護士という職業を持つ虚構の人物像であることを否定する

ものでもありません。しかし、ボヴァリー夫人にフロベールの投影を見る以上

に、クエンテインにミラーを読み込むのは自然な反応だと思います。それにも

かかわらず、クエンテインがアーサー・ミラーその人ではないことも、演劇の

本質と矛盾するものではありません。戯曲のなかの作者は、たとえ実名で登場

しても、作者自身であるよりも、まずは作者の「分身」だからです。それが

「戯画」になっていても不思議はありません。別名である以上、虚構は当然の

ことです。

○

最後にアンチクライマックスにならないようにエピローグを添えて、終わり

にします。それはエドワード・オールビー(1928一)の『三つの腕を持った

男』(1982)の話です。この作品は男(MAN)、女(WOMAN)、それから

「彼自身(HIMSELF)」の三人芝居です。舞台は講演会場になっています。

"ManonMan"という講演シリーズの231回目で、男と女が交互に司会・

進行役を務めますが、同時に必要な脇役を適当に演ずる設定になっています。

予定されていた講演者が急に亡くなったので、いろいろ代役を探しあぐねた末

「三つの腕を持った男」として世界的に有名な講演者を紹介するというふれこ

みで「彼自身」が登場します。

「彼自身」はスライドを使って、自分の生い立ちを語ります。結婚写真の相

手は「女」です。(ここで笑う)とト書きが入るべきですが、「女」と指定され

た登場人物が「彼自身」の「妻」を演じることになります。しかし、進行はも
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たついて、「彼自身」がジンを一杯飲みたいと言い出して休憩に入ります。

第二幕では「彼自身」が肩肘骨の間に「第三の腕」が生えてきたことに気が

ついたときの状況説明になり、「第三の腕」の成長過程が、「彼自身」と「女」

の二人の問の対話の形で演じられていきます。名医を訪ねで治療に務めますが、

ついには仕掛人が現れ、「第三の腕」を見せ物にして金儲けが企画され、「彼自

身」も儲けますが、必要経費も嵩み、やがて「第三の腕」が萎縮して、「彼自

身」は生計の路を絶たれます。「第三の腕」に掛けられていた保険も仕掛人が

引き出して、残ったのは借金だけでした。そんなどん底で奇跡が起こりました。

ある日、背中に今度は「第三の足」が生えてきたのです。というところで芝居

は終わります。

不条理なフリーク芝居のようですが、「彼自身」とは誰でしょう。また「第

三の腕」とは何の象徴なのでしょう。「彼自身」とはオールビー自身のことで

はないと作者自身は白を切っています。「彼自身」の役どころは講演者ですが、

作家でも劇作家でもありません。しかし「彼自身」という登場人物のインプリ

ケーションは、やはり「戯曲のなかの作者」と読むのが自然とはいえないにし

ても、可能なというよりも、妥当な解釈といえるでしょう。「第三の腕」とは

劇作の才能と読めば、いささかこじつけめいているかもしれませんが、常人の

持たない能力の象徴であることに変わりはありません。そうすると「戯曲のな

かの作者」は徹底的にアブサードに変形された「戯画」になります。

現にオールビーは京都大学に来ていますが、楽友会館の2階でオールビー自

身が演じたのは確かに講演者の役割でした。「演劇は社会に対して革命的な批

判を行える」という煽動的な内容でしたが、学園紛争も一段落したころで、ア

ジテーターとしてはいささか遅ればせの感じでした。

○

これで「戯曲のなかの作家」四人を追ってきたわけですが、オニールからオ

ールビーまで、次第に作家は変装の術に長けてきたようです。世界が不透明に
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なるにつれて、劇作家も素直に「自画像」を描けなくなっているのでしょう。

しかし、不可能になったわけではありません。たとえば、自伝的な芝居という

ことでは、ニール・.サイモンのブライトン・ビーチ・トリロジーなどがよい例

でしょう。『ブライトン・ビーチ・メモワール』(1984)、『ピロシキ・ブルー

ス』(1985)、『ブロードウエー・バウンド』(1986)と続く三部作は、「ホレー

ショー・アルジャー」ならぬ「ニール・サイモン」の「出世物語」でもありま

す。『ブライトン・ビーチ・メモワール』のユージンの語りは、『ガラスの動物

園』のトムのように、気取った存在ではありません。ペルソナとしてドラマの

登場人物を演じながら、語り手として観客に直接語りかける構造には、喜劇作

者としての工夫はあっても、新しいメティエヘの気負いも擁護論も必要ではあ

りません。ごく自然な日常生活の鼓動や息遣いが台詞の端々まで生きています。

登場人物は等身大の人間を演じて無理がありません。作者自身が自らの分身に

芝居をさせるときには「戯曲のなかの作者」はいつも「等身大」の演技をする

ともいえるでしょう。「自画像」はいかにデフォルメされても、必ずしも人間

を賛小化するものではありません。

現代のアメリカ演劇の代表的な劇作家がそれぞれ自分のスタイルで自己の分

身を演劇化しているのは、現象としても面白いことだと思います。もちろん一

般的な結論を性急に引き出すつもりはありませんが、外にモデルや規範を求め

る前に、自己表現を要求される社会のなかでは、ペルソナを操る術に長けた劇

作家といえども、究極的には自分の分身を最初の、あるいは最後の拠り所とし

ているのかもしれません。

付記。この論考は平成7年11月4日に行われた京大英文学会年次大会の研究

発表に基づくものである。
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