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Tennessee Williamsの
And Tell Sad Stories of the Deaths of Queens. . .（1）

―人種差別に続く差別との戦い―

落　合　和　昭

序

　Tennessee Williams（1911-83）の一幕劇、And Tell Sad Stories of the Deaths of 

Queens. . .、『それでは、女王の死の悲しい物語を話してくれ、、、』の初演は、

2004 年 4 月 22 日 に、Washington D. C. に あ る The Kennedy Center で、The 

Shakespeare Theatre 劇団によって行われた。そのため、この劇は、彼の死後 21
年を経た後、初演ということになった。

　この劇が書かれた時期については、実を言うと、それほどはっきりとは、

確定されていない。Mister Paradise and Other One-Act Plays（1）（この拙論の

テキストとして使用した）の巻末に付けられた、Notes on the Text: A Note on 

Williams's Earlier One-Act Plays の And Tell Sad Stories of the Deaths of Queens. . .

の項目には、

To sum up our case for the date of And Tell Sad Stories of the Deaths of Queens. . . , 

it appears that while the initial concept for the play may have occurred to Williams 

in 1957, he must have returned to it within the next fi ve years. It may well have 

been as late as 1970 when he finally put together a complete script from all his 

drafts.（p240）
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『それでは、女王の死の悲しい物語を話してくれ、、、』の制作年月日について、

私たちの調査をまとめてみると、この劇の 初の構想がウイリアムズの心に

浮かんだのは 1957年であると思われるが、彼は、それから 5年以内に、再

びそれに取り組んだに違いない。彼が、 終的に、すべての草稿を集めて、

それを完全原稿にしたのは、1970年になっていた可能性が十分ある。

と書かれている。このことは、彼が、 初に、この劇の構想を得たのは、

1957年、彼が 46歳であり、完成したのが、1970年、彼が 59歳のときであ

り、着想から完成まで、じつに、13年もの歳月を費やしていることになる。

この 31ページからなる、短い一幕劇に、着想から完成までに、それだけの年

月を費やしているのは、何らかの理由で、途中で投げ出して、しばらくの間、

単に、書く気になれなかったのか。それとも、この劇の主人公が、同性愛者で

あり、同性愛を真っ向から取り上げ、しかも、同性愛者の内面を赤裸々に描か

れているので、1957年の時点で、発表するには、時代がまだ熟ておらず、ま

だ時期尚早と考え、Williams に、何らか逡巡や躊躇があったため、1970年ま

で、完成が遅れたのだろうか。しかし、劇は、完成はしたものの、彼の生前

に、上演されることはなく、完成から 34年後、2004年が初演となった。こ

の 2004年の初演時点では、同性愛という言葉が与えるインパクトは、かなり

薄らいでいたと言えるのかもしれない。

第 1章　‘queen’

　この劇の「題名」、And Tell Sad Stories of the Deaths of Queens. . . は、劇の 後

の場面で、主人公 CANDY が所有している貸家の住人である JERRY が、男に

捨てられたにもかかわらず、床の上を這うようにして、泣きながら、未練がま

しく、男を追いかけている、CANDY の背中に向かって言う「台詞」の中に出

てくる。それは、詩形式を取っている一節、
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　JERRY: Now let us sit upon a rumpled bed

And tell sad stories of the deaths of queens...（p220）
　　　（下線は引用者）

　ジェリー：さあ、しわくちゃになったベッドに座ろう、

　　　　　　そして、女王の死の悲しい物語を話してくれ、、、

　　　（下線は引用者）

から取られている。これは、何かの詩の引用というよりも、おそらく、「登場

人物」の JERRY が、即興で、再び、男に捨てられた CANDY を、いわば、揶

揄するために創った、即興の詩である可能性が高い。この JERRY については、

SCENE TWO の冒頭の「ト書き」、

....Presently another queen, Jerry, enters without knocking. This one is still under 

thirty, is handsome but a pinched look and a humorous lisp. （p211） 

　　（点線部分は省略部分、下線は引用者）

 

、、、やがて、もう一人の queen、ジェリーが、ノックもしないで入ってくる。

この人は、30歳以下で、ハンサムであるが、やつれた表情をして、ユーモ

ラスで、舌足らずの話し方をする。

　　（点線部分は省略部分）

と書かれているように、‘queen’ と呼ばれている。この「ト書き」の中で、‘queen’

の前に、“another” が使われているのは、主人公 CANDY も、‘queen’ であるた

めである。

　この劇の内容を知らずに、この「題名」だけを初めて見た人は、おそらく、

この中の “queens” を、「国王と女王」という関係に見られる、「女王」の意味に

とったかもしれない。しかし、観客は、劇が始まるとすぐ、また、読者は、冒
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頭の「ト書き」の後半部分、

....A mechanical piano plays “Poor Butterfly,” off-key, till the entrance of Candy, 

a New Orleans “ queen”  uncomfortably close to his thirty-fifth birthday with 

the sort of face that can never look adult, a grace and slimness that will always 

suggest a girlish young boy. The effeminacy of Candy is too natural, too innate, 

to require expression in mannerisms or voice: the part should be played without 

caricature....（p189）
　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

　

、、、自動ピアノから、外れたキーで、「プア・バタフライ」が流れているが、

やがて、　ニューオーリンズの「女王」、35歳の誕生日が近いことに不機嫌に

なっている、キャンディが登場してくる。彼は、大人にはまったく見えない

類いの顔をしていて、いつも少女のような、若い少年を思わせる、優雅で、

細身の身体つきをしている。キャンディの女性らしさは、あまりにも自然

で、あまりにも生まれつきのものであるので、癖や声のことで、あらためて

表現する必要はない。この役は、戯画的に演じられるべきではない、、、

　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

を読むとすぐに、この “queens” は、「女王」の意味ではなく、俗語表現で、同

性愛者の「女役（通称、オカマ）」を意味していることがわかる。この劇の主人

公、CANDY は、もうすぐ 35歳になる男であるにもかかわらず、少女のよう

にも、少年のようにも見える、細身の身体をしている。そのうえ、優雅さも備

えていて、声や癖までもが、女性的である。そのため、CANDY は、英語で言

う、“hermaphrodite”、「両性具有者」の印象を与える。そのことを裏打ちするか

のように、次の CANDY と KARL のやりとり、
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CANDY: Changing clothes. And sex. [He emerges in drag. ] I am transvestite. Here I am.

. . .

CANDY: You'll notice I'm being very feminine now in my talk and my mannerisms 

as well as appearance....

. . .　

KARL: You're as much like a womas any real one I seen.（p197-8）
　　（点線部分は省略部分）

キャンディ：服を替えるわ。性も。（彼は女装で現れる。）私は女装好みよ。

さあ、見て。

・・・

キャンディ：わかるでしょう、私は、今では、話し方や癖だけではなく、外

観も、とても女性的よ。

カール：君は、僕が今までに会った、本物の女とまったく同じだ。

　　（点線部分は省略部分）

は、彼女（CANDY は、男であるので、本来なら、代名詞は「彼」を使わなけれ

ばならないが、この拙論では、「彼女」を使うことにする。その理由は、この拙

論の中で、明らかになる）が、あらゆる面から見ても、女性になりきろうとし

ていることがわかる。彼女は、自ら、自分のことを、“transvestite”、「服装倒錯

者（異性装者）」と呼び、しばしば、女装をする。しかも、彼女自身が、自分だ

けが勝手に、女性になりきっていると思っているだけではなく、客観的に見て

も、女性そのものに見えるのである。彼女が部屋に連れてきた KARL という

名の船員は、彼女に対して、よく、女装をするのかと質問したのに対して、彼

女は、

CANDY: Often when I'm alone. In fact usually when I'm alone, when I come in 

at night, I put on my hair and slip in a fresh negligee. I have ten of them in all the 
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rainbow colors, some of them worth a small fortune. Ha ha, not a small fortune, I 

mean a hundred or two. . .（p198） 

キャンディ：よく、一人のときにね。じっさい、たいてい、一人のとき、

夜、帰って来て、カツラを付け、ネグリジェを着るわ。10着は持っている

わ、すべて虹色で、そのうちのいくつかは、ちょっとした財産になるわ、

100ドルか、200ドルかしら、、、

と答える。彼女は、たいてい、一人になったとき、孤独を癒やすためか、カツ

ラを付けて、ネグリジェ姿になる。彼女は、その女装に、かなりの額の金を

使っていることから、彼女の、女装に対する思い入れの強さが感じ取れる。

　女装を好む CANDY の女性観は、次の「台詞」、

CANDY: Women? Oh, no, I'd never rent to women again in my life, they're not only 

very slow payers,  they're messy and destructive. No....（p191）
　　（点線部分は省略部分）

キャンディ：女？　とんでもない、もう 2度と、女には部屋を貸さない。

支払いに遅れるだけでなく、汚すし、物を壊すんだから。貸さない、、、

　　（点線部分は省略部分）

からは、彼女と女性たちとの間で、何があったか知らないが、女性たちのする

こと、なすことをひどく毛嫌いして、これからは、女性たちには、2度と、部

屋を貸さないと言明している。彼女は、おそらく、女性に憧れ、女装をして、

女性になりきろうとしている反面、女性たちを毛嫌いしているように感じら

れる。彼女は、女性を毛嫌いしているにもかかわらず、何故、女性になりたい

と思っているのだろうか。彼女は、性的に、女性よりも、男性に関心があるた

め、女性は、みんな敵と、単純に考えているだけなのか。それとも、男性であ
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りながら、女性になりきった CANDY は、実際の女性との間に横たわる距離

感が、彼女に、そのような行動をとらしているのであろうか。CANDY の胸の

内に、本当の女性は、彼女のような “queen” であるという矜持があって、生物

学的に女性である女性ではないという、強い思いでもあるのだろうか。いずれ

にしても、女性に対する、このような態度とは異なって、“queen” に対しては、

彼女は、全く正反対の態度を取っている。彼女は、KARL に対して、

　

CANDY: ....These tenants are a pair of boys from Alabama: young queens, of 

course. I'd never consider renting to anyone else. Queen makes wonderful tenants, 

take excellent care of the place, sometimes improve it for you. They are great lovers 

and have creative ideas. They set the styles and create the taste for the country. Don't 

you know that?（p191-2）
　　（点線部分は省略部分）

キャンディ：、、、そのテナントは、アラバマから来た 2人の男の子たちで、

もちろん、若いオカマよ。他の人たちに貸す気はないわ。オカマはテナント

としてすばらしいわ。部屋も注意をして使ってくれるし、ときには、手を加

えて直してさえくれるわ。また、恋人としてもすばらしいし、創造的な考え

を持っているわ。ファッションを創り出し、愛国心も育んでいるわ。

　　（点線部分は省略部分）

と言っている。この部分を読んでみると、オカマたちに対しては、その前に引

用した、女性のテナントたちに対する態度と正反対であることがわかる。オカ

マたちは、テナントとして申し分なく、部屋もきれいに、大事に使ってくれる

し、ときには、自前で、修理してもくれる。それに、想像力もあり、ファッ

ションを生み出す力もあり、愛国心ですら持ち合わせていると言って、賞賛し

ている。さらに、彼女は、
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CANDY: Just imagine this country without queens in it. It would be absolutely 

barbaric. Look at the homes of normal married couples. No originality: modern 

mixed with period, everything bunched around a big TV set in the parlor. Mediocrity 

is the passion among them. Conformity. Convention. Now I know the faults of 

queens. Nobody knows the faults of queens better than I do.（p192）

キャンディ：オカマがいない、この国を想像して見てよ。まったく、野蛮な

国になるわ。普通の結婚をした人たちの家庭を見てみなさいよ。何の独創性

もない、現代と古き時代が混ざり合っている。みんなが居間の大きなテレビ

の前に集まった。平凡さが、彼らの間では、情熱だ。順応。因習。私は、今

では、オカマの欠点を知っているわ。私よりも、オカマの欠点を知っている

人はいないわ。

と言っている。オカマがいるからこそ、この国は、それほど野蛮な国にならず

に住んでいる。彼女は、異性同志の結婚には、何の独創性も見られないと言い

切っている。彼らは、ひたすら、平凡のみを求めているため、結局は、求めて

いるものは、世の中、因習への順応だけであると言っている。しかし、その

ように、オカマを賞賛している、彼女自身も、自ら、「私は、今では、オカマ

の欠点を知っているわ。私よりも、オカマの欠点を知っている人はいないわ。」

と言っているように、オカマの欠点も、十分認めている。その、オカマの欠

点が、具体的には、何であるかについては、この劇の中では、触れられていな

い。彼女の中には、ある種のバランス感覚の良さが見られる。

　彼女は、さらに、自分自身について語る。彼女は、

　

CANDY: Haven't you notice how short-winded I am? I have a congenital heart. I 

mean a congenital defect of the heart. A leakage that gradually leaks more. It's just 

as well. I won't look pretty much longer, even in ‘drag’. . . . ....（p198）
　　　（間隔の短い点線部分は省略部分）
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キャンディ：気がつかない？　私、すぐに息切れがするのよ。私は先天性の

心臓を持っているのよ。つまり、先天性の心臓疾患よ。漏れているのよ、し

だいに、度合いを増して。それでよかったわ。「女装」をしても、あまり長生

きしそうではない、　、　、、、、

　　　（間隔の短い点線部分は省略部分）

　

と言って、先天的な心臓疾患を患っていて、その疾患が、じょじょに、重く

なっているので、彼女自身、あまり長生きはできないと感じている。また、

SCENE TWO では、JERRY とのやり取りの中で、

CANDY: Yes, I'm not young anymore. The queen-world is full of excitement for 

young queens only. For me it's passe, and fi nit...（p212）　
JERRY: You've got the birthday blues.

　　（点線部分は省略部分）

　

キャンディ：そうよ、私はもう若くはないわ。オカマの世界は、若いオカマ

にとってだけ、刺激に満ちている。私は時代遅れで、もう終わり、、、

ジェリー：あなたは誕生日ブルーね。

　（点線部分は省略部分）

と言っている。彼女は、35歳であり、もう「オカマ」としても、盛りを過ぎた

年齢である。彼女は、心のどこかで、これから先のことを考えると、安定した

生活、安定したパートナーを求める年齢になっている。そのため、誕生日が来

て、一年を年を取ったことが明らかになると、それだけで、彼女の不安は増す

のである。彼女の背後からは、老いと孤独が忍び寄り、彼女は、不安に苛まれ

ている。彼女にとっては、その焦燥感や孤独を、一時の間であるが、少しでも

癒やしてくれるのが、女装ではないだろうか。彼女は、また、こう言ってい

る。
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CANDY: .... but I would be just as happy with your true friendship, true and lasting, 

as with a mutual thing between us in bed, That's true. I would. I swear it.（p196）
　（点線部分は省略部分、下線は引用者）

キャンディ：、、、でも、私は、あなたの真の友情があれば、幸せよ、本物

の、長続きする友情があれば、ベッドの中でも、私たちの間に、相互のもの

があれば、それは、本当よ。幸せよ。誓ってもいいわ。

　（点線部分は省略部分、下線は引用者）

さらに、彼女は、女装するのは、真の友情、裏切ったり、裏切られたりするこ

とのない友情、長続きする、永遠の友情、そのような友情を与えてくれる人を

求め、自分も、相手にそのような友情を与えたい、それが彼女が一番求めてい

るもので、それがあれば、幸せであると言っている。自分からは、相手を裏切

ることはけしてないと自負している彼女は、以前、長く付き合っていた男に裏

切られた、苦い経験がある。そのため、相手に裏切られることを極度に恐れて

いるふしがある。そして、CANDY が、それほどまでに、友情を求めることに

ついて、

CANDY: I told you, I just want friendship. I'm terribly lonely. Just to have the 

company of someone I fi nd so attractive, to entertain him, amuse him, is all I ask 

for! Really! （p199）
　　（下線は引用者）

キャンディ：言ったでしょう、私は、ただ、友情がほしいのよ。私はひどく

孤独なの。魅力的だと思う人と付き合いたいだけなの、彼をもてなし、楽し

ませる、それだけなの私が求めているのは、ほんとうよ！

（下線は引用者）
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と言っているように、彼女は、常に、孤独に苛まれて、孤独を恐れるあまり、

その孤独から逃れるために、いわば、その穴埋めとして、友情を求めていると

ころがある。彼女は、本来、男であるので、孤独を埋めるのであれば、女を求

めればよいのであるが、彼女は、女を求めず、男を求めている。何故、彼女に

とっては、女ではなく、男を求めるかについては、Williams は、明確には、書

いていない。ただ、彼女が、服装倒錯者であったことが、男を求めることの出

発点であったことが暗示されているだけである。

　KARL が、何故、こんなにいろいろしてくれるのかと尋ねたところ、

CANDY は、

　CANDY: Just your companionship, later. When you come home.（p202）
（下線は引用者）

キャンディ： ただ、あとで、あなたが付き合ってくれればいいのよ。家に

帰ってきたとき。　

（下線は引用者）

と答える。ただ、相手が真摯に付き合ってくれることを求めているだけであ

る。また、劇の終わり近くに、KARL が CANDY のもとを去って行くときも、

CANDY: There's nobody values old friends more than I do....when I want to 

preserve the fi rst true worthwhile relationship I have found since I broke up with 

Sidney.（p215）
　（点線部分は省略部分、下線は引用者）

キャンディ：私以上に、古い友達を大事にする人はいない、、、シドニーと別

れて以来、初めての、真の価値ある関係を維持したいと思っているときに。

　（点線部分は省略部分、下線は引用者）
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と言っている。彼女は、以前、長く続いた、信じていたパートナーと別れが

あったため、心の底には、いつも、今度こそは、パートナーとは、永遠の関係

を持ちたいという、強い思いがある。

　CANDY にとっては、同性愛的関係を表すキーワードは、上の、いくつか

の下線部分からもわかるように、“true friendship”、“friendship”、“ company”、

“companionship”、“old friends”、“the fi rst true worthwhile relationship” が使われて

いる。不思議なことに、彼女は、同性愛的関係を表すキーワードとして、‘love’

という言葉は、一度も使っていない。使っていないだけではなく、彼女は、意

図的に、この語を避けているようなふしがある。彼女は、何故、そうしている

のだろうか。それほどまでに、永遠の関係を求めるのなら、‘love’ という言葉

ほど、それにふさわしい言葉はないはずである。それなのに、何故、‘love’ と

いう言葉を、それほどまでに、避けなければならないのだろうか。CANDY の

中に、‘love’ に対する何らかのこだわりがあると思わざるを得ない。CANDY

の立場に置かれた人は、通常、‘love’ を用いるのが、普通ではないのだろうか。

‘love’ という言葉が、男女の関係で使われると、ほぼ反射的に、セックスとい

う言葉が、‘love’ の背後に感じられるものである。しかし、CANDY は、同性

愛的関係を表すキーワードとして、あえて、‘love’ という語を、一度も使わず、

通常なら、恋愛関係のない、同性関係の間で表されれる、“true friendship”、

“friendship”、“ company”、“companionship”、“the fi rst true worthwhile relationship”

を使っている（もちろん、異性関係でも、性的関係がない場合、これらのキー

ワードが使われることはありえる）。何故、彼女は、あえて、同性愛関係にお

いて、‘love’ という語を使わないのだろう。それは、CANDY が、同性愛関係

においては、性的関係を求めないという意味なのか。しかし、それは、どうも

そうではないようである。

　彼女は、KARL に、以前付き合っていた男について話しているとき、

　CANDY: ....And he seduced me. . . .（p196）
　（短い間隔の点線部分は省略部分）
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　キャンディ：、、、そして彼は私を誘った・・・

　（、、、の点線部分は省略部分）

と言って、以前、相手に誘われて、性的な関係に応じたことをほのめかしてい

る。また、KARL に向かって、

CANDY: I don't deny for a moment that if you suddenly sprang up and seized me in 

your arms! ―I wouldn't resist. . . .（p200）

キャンディ：あなたが突然飛び上がって、私に抱きついたとしても、私は抵

抗しないことを、一瞬たりとも、否定しないわ。

と言っている。この「台詞」も、彼女が、KARL から性的関係を迫られても、

拒んだりしないで、受け入れることを示している。しかし、CANDY は、

CANDY: You'd come home drunk. Fall in bed. I would take your shoes off, just your 

shoes off, and blissfully fall asleep with your hand in mine.（p202-3）

キャンディ：あなたが酔っ払って、帰って来て、ベッドに倒れ込んでも、私

はあなたの靴を脱がせ、靴だけよ、手と手を握り合って、幸福に満ちあふれ

て、寝るの。

と言ってる。ここでは、彼女自らは、けして性的関係は求めず、ただ、手

に手を取り合って、寝るだけで、十分幸せであると言ってる。彼女には、自

ら、けして性的関係は求めないと決めているようなふしがある。上の、キャ

ンディの「台詞」からは、永遠の関係を求める場合でも、彼女には、性的関係

は必要ではないという考えが伝わってくる。これらの「台詞」から見えてくる

のは、もし相手が性的関係を求めれば、それには応じるが、自分から、性的
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関係は求めないというのが、CANDY の考えなのかもしれない。このような、

いわば、相手からの一方通行的な性的関係であるので、彼女は、同性愛関係

を表すのに、‘love’ を用いないのかもしれない。彼女にとっては、‘love’ は、

双方向的な性的関係を表すものである。しかし、性的関係は、彼女が求めて

いる第一のものではなく、彼女が真に求めているのは、前に列挙した、“true 

friendship”、“friendship”、“ company”、“companionship”、“old friends”、“the fi rst 

true worthwhile relationship” である。そのため、彼女にとっては、‘love’ は、目

的ではなく、それらのものを求める手段であるのではないだろうか。もしそう

であるとすると、CANDY が求めている同性愛は、極めてプラトニックな関係

であると言えるのではないだろうか。しかし、果たして、それは、真の意味で

の、同性愛と言えるのだろうかという疑問は残るが、彼女は、そのことにこだ

わっていることだけは、事実である。

　今まで、CANDY の立場、すなわち、“queen”、「オカマ」の立場から見ること

ができたが、このオカマの立場から、一度、社会や人間関係全体を見ることが

重要であると Williams は考えているのではないだろうか。そのため、この劇

の冒頭の「ト書き」には、

....The effeminacy of Candy is too natural, too innate, to require expression in 

mmanerisms or voice: the part should be played without caricature: the part should 

be played without caricature....（p189）
　（点線部分は省略部分）

、、、キャンディのめめしさは、あまりにも自然で、あまりにも生まれつきそ

のものであるので、癖や声で表現する必要がないほどである。この役は、戯

画的に演じられるべきではない、、、

　（点線部分は省略部分）
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と書かれているのではないだろうか。すなわち、このオカマの役が、笑いの対

象になるように、戯画的に描かれてはならないと、クギを刺しているのであ

る。彼女が笑いの対象になるような描かれた場合は、観客や読者は、オカマの

立場に立って、物を見ることはないだろう。あくまで、笑いの対象としてしか

見ないであろう。そうすれば、観客は、オカマの立場に立って、世の中を見る

ことはけしてない。

第 2章　“queer”、“faggot”、“homosexual”

　同性愛者を意味する ‘queer’ は、以前、蔑称と思われていたが、近年では、

特に、1990年の、アメリカの同性愛者団体、Queer Nation の設立以後、しだ

いに、それまでにはなかった、同性愛者の威厳と矜持の意味が加わり、‘queer 

theory’ という、文学理論も注目を浴び、蔑称としての意味合いは薄くなり始

め、積極的な意味合いが込められるようになってきた。しかし、この一幕劇が

書かれた時期（1957-70）頃は、まだ、‘queer’ は、蔑称として使われるのが普

通であったと思われる。

　この劇では、‘queer’ は、全部で、6回出てくる。 初、KARL が、3回使い、

それから、CANDY が、3回使っている。しかし、その使い方には、明らかな違

いが見られる。KARL が ‘queer’ を使い始める前は、CANDY が、‘queen’ という

言葉を 5回も繰り返している。そのことが、同性愛を蔑視している KARL の鼻

についたのか、耳障りに感じられたか、二人の間で、次のやり取りが始まる。

　KARL: Queens?

　CANDY: What?

　KARL: Are you queer?

　. . .

　KARL: You think I would be here if I'd thought you was a queer?

　. . .
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　KARL: I don't go with queers?（p192-3）
　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）　

　カール：オカマ？

　キャンディ：何？

　カール：あんたはホモ？

　・・・

　カール：あんたがホモだとわかっていたら、ここへ来たと思う？

　・・・

　カール：俺はホモとは付き合わない。

　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

CANDY は、同性愛の女役を ‘queen’ と呼ぶことに、それとなく、誇りを感じ

ているのか、この言葉を繰り返すだけでなく、彼女たちを高く評価しているよ

うな口ぶりである。CANDY による、この語の、矜持のこもった繰り返しに対

抗し、まるで反抗するかのように、KARL は、その呼称を意図的に無視して、

あえて、侮蔑を込めるような形で、‘queer’ という語を使い続ける。彼の言う

‘queer’ には、当時の社会の中で、込められていたと同じ程度の侮蔑が込めら

れていると考えてよいかもしれない。その意味では、彼の同性愛者に対する態

度や口ぶりは、当時の間では、際立っていないのかもしれない。それは、上の

引用文、「あんたがホモだとわかっていたら、ここへ来たと思う？」、「俺はホモ

とは付き合わない。」という彼の「台詞」からも、ある程度、想像できる。英語

の音声面から見ると、‘queen’ と ‘queer’ は、両者とも、よく似ていて、しかも、

頭韻を踏んでいる。また、綴り字の面からも、両者は似ていて、辞書では、通

常、‘queen’ の項目のすぐ後に、‘queer’ の項目が続く。そのため、この 2つの

語は、韻を踏んでいる関係からも、繰り返されると、似通っている語として、

観客の耳に残るのではないだろうか。おそらく、KARL は、自分が言っている

言葉が、‘queer’ ではなく、‘queen’ に取られるのを嫌って、余計に、‘queer’ を



－ 17－

Tennessee Williams の And Tell Sad Stories of the Deaths of Queens. . .（1）

語気を強めて発音したかもしれない。Williams も、この 2つの語の類似性を、

ある程度、計算に入れていたのかもしれない。

　KARL の、このような、‘queer’ の使い方に対して、CANDY は、

　CANDY: ....When I was a chicken...., knew there was something wrong with me 

but not I was queer....（p196）
　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

キャンディ：、、、私がまだ若かったとき、、、自分が人と違っていることはわ

かっていたが、ホモではなかった。

　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

と、若いときの自分を振り返って、当時の彼は、他の人々とは、異なっている

ところがあることを認めつつも、同性愛者ではなかったという、否定の ‘not’

を伴って、‘queer’ を使っている。ここでは、彼女の ‘queer’ には、特別に負の

感情は込められていない。次の「台詞」、

CANDY: ....One of my upstairs tenants, the younger one, is a poet. Let me read 

you a poem he wrote about queers which I think is lovely, not great, no, but 

lovely....（p198） 

　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

　キャンディ：、、、階上に住んでいる私のテナントの一人、年下だけど、詩

人よ。彼がホモについて書いた、私がすばらしいと思っている詩を読ませて

ちょうだい、できはよくない、確かによくはないけれど、でも、すばらし

い、、、

　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）
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では、詩人である友人が同性愛者について書いた詩を、KARL に紹介するとき

に、使っている。この ‘queer’ にも、特別に負の感情は込められているとは思

えない。もう一つは、

　I think the strange, the crazed, the queer

　　（下線は引用者）

　私は、変わり者、気がおかしくなった者、ホモたちが、

　　（下線は引用者）

という、CANDY が読み上げる劇中詩の一節の中に出てくる（厳密に言えば、

このとき、‘queer’ という語を使っているのは、CANDY ではなく、その詩人と

いうことになる）。この詩は、同性愛者への差別撤廃を謳った詩であるので、

当然のことながら、負の感情は、込められているとは思えない。この一連の、

CANDY の ‘queer’ と KARL が使う ‘queer’ は、同じ語でありながら、その意味

合いにおいて、異なっている。

　この劇には、‘queer’ 以外にも、同性愛者を表す語が使われている。‘faggot’

は、ときに、‘fag’、‘fagot’ とも綴られ、男性の同性愛者を意味する蔑称として

用いられている。KARL は、2度、CANDY は、一度、この語を口にする。

初は、KARL が、CANDY に対して、腹を立てたとき、

　

　KARL: You goddam faggots.（p207）
　　（下線は引用者）

　　

　カール：忌々しいホモだ！

　　（下線は引用者）
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と言い、次は、KARL が電話で話している途中で、CANDY に向かって、

　KARL: There's no woman as low as a faggot.（p209）
　　（下線は引用者）

　カール：ホモほど、ゲスな女はいない。

　　（下線は引用者）

と言っている。この 2回の使い方には、‘queer’ の場合と同様に、KARL の、

同性愛者に対する侮蔑の気持ちが表れていると考えてよいだろう。CANDY が、

この語を使う場面は、

CANDY: Will you please leave here and go to your own apartment.... I will 

appreciate it if you and that faggot you live with will please move out....（p213）
　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

キャンディ：ここから出て行って、自分の部屋へ行きなさい、、、あなたと、

あなたが同居しているホモが出て行ってくれると、ありがたいわ、、、

　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

である。

　この場面は、CANDY が嫌っている、‘queen’ の JERRY を、部屋から追い払

うために、CANDY が JERRY に向かって言う「台詞」である。この ‘faggot’ に

は、KARL ほどの侮蔑の気持ちが含まれているとは、とても思えない。

　英語としての使われ方の中では、一番正当であると思われる、‘homosexual’

は、一箇所でしか使われていない。それは、
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CANDY: ....I will not have my happiness jeopardized by two bitches under my roof 

that think to be homosexual means to be cheap and common....（p212）
　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

キャンディ：、、、、同性愛者であることが、安っぽくて、下品であると考え

ている、2匹のメス犬によって、この私の屋根の下で、危険にさらされるの

はいやだわ、、、

　　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

という CANDY の「台詞」である。この中の、「同性愛者であることが、安っぽ

くて、下品である。」は、当時の同性愛者に対する、一般的な反応をそののま

ま表したものであろう。

　この劇の中で、同性愛者を表す、‘queer’ は、6 回、‘faggot’ は、3 回、

‘homosexual’ は、1回使われているが、これらの語を通して、使う本人の

意識がかなり明確に表れてくる。KARL は、どう見ても、同性愛者である、

CANDY を理解して、付き合ってくれるタイプの男ではない。むしろ、同

性愛者を、自分の都合で、利用しかねない男である。それにもかかわらず、

CANDY は、何故、パートナーとして、このようなタイプの男を選んでしまう

のだろうか。明らかに、彼は、極端なほど、オカマ嫌いである。しかし、彼

は、キャンディが金を持っているので、彼女のところへ、居候すると決め込ん

でいる。CANDY 自身、そのことは、よくわかっているはずである。彼を選べ

ば、ほぼ、間違いなく、自分は、不幸になるとわかっているはずである。そ

れにもかかわらず、彼を、パートナーとして、受け入れようとしている。まる

で、自ら、不幸を、破滅を、招き入れようとしているように見える。いった

い、何故なのだろう。これが、彼女が、「私は、オカマの悪い点も知っている。

私以上に、オカマの悪い点を知っている者はいないわ。」という意味なのであ

ろうか。

　つづく
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