
－ 1－

Tennessee Williamsの
And Tell Sad Stories of the Deaths of Queens. . .（2）
―人種差別に続く差別との戦い―

落　合　和　昭

‘He’から ‘She’へ

　これは、劇作品に目を通していない劇の観客には、わからないことであり、

劇作品を手にする演出家、俳優たち、劇作品を読む人にとっては、わかること

であるが、Williams は、「ト書き」の中で、CANDY を示す固有代名詞として、

初は、‘he’（‘his’ も含む）を、p191～ 7までの 7ページ間に、4箇所で使っ

ている。CANDY は、‘queen’「（同性愛の）女役、（通称、オカマ）」であるので、

Williams は、彼女を、‘he’ で呼ぶか、‘she’ で呼ぶかを決めなければならない

という問題がある（また、彼女に、男子トイレを使わせるか、女子トイレを使

わせるかという問題もある）。結論から言うと、Williams は、‘he’ と ‘she’ を使

い分けている。彼は、彼女に対して、 初は、‘he’ を使っているが、その後、

‘she’ を使っている。

　 初に、彼は、CANDY に対しては、‘he’ を使っている。その部分を抜き出

したので、見てみよう（便宜上、番号を付けてみる）。

　1. He shuts the patio doors.（p191）
　（下線は引用者）

　　彼はパティオのドアを閉める。
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　2. He sets the framed photo down with a lost look.（p191）
　（下線は引用者）

　　彼は額に入った写真をぼんやりとした表情をしながら下に置く。

 

　3. Turns his attention to the photo again.（p193）
　（下線は引用者）

　　再び注意を写真へ向ける。

　4. He emerges in drag.（p197）
　

　　彼は女装で現れる。

　（下線は引用者）

この 4箇所である。これは、p191～ p197の間に出てくる。

　その後、CANDY を示す固有代名詞が、p203～ p222（劇の 後のページ）ま

での 20ページ間に、計 19回出てくるが、そのすべてが、‘she’（または、‘her’）

になっている。紙面の関係で、この部分のすべてを引用することができない

が、‘he’ から ‘she’ に切り替わった 初の部分のみを引用してみることにする。

　He does. She removes bills from a teapot and puts them in his wallet. She puts the 

wallet in his pocket. He takes it out and carefully counts the bills. She has given him 

fi fty dollars. He grunts. She has picked up the phone and dials a number. She gets 

response.（p203） 

　（下線は引用者）
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　彼（KARL）はそうする（彼の空っぽの財布を CANDY に手渡す）。彼女は

ティー・ポットから札を取り出し、それを彼の財布に入れる。彼女は、彼の

ポケットにその財布を入れる。彼はそれを取り出し、注意深く、それを数え

る。彼女は、彼に 50ドル渡した。彼はぶつぶつ言う。彼女は受話器を取り

上げ、ダイヤルを回す。彼女は応答を得る。

この引用文の中の 初の ‘He’ は、KARL を指している。Williams は、見てき

たように、この引用箇所以前は、CANDY に対して、‘he’ を使っていたが、こ

の箇所以降は、CANDY に対して、ここに至って、やっと自由に ‘she’ が使え

るようになったことを喜んでいるかのように（？）、この箇所では、5回も、立

て続けに、‘she’ を使っている（ちなみに、この拙論では、CANDY の固有代名

詞を使用する場合、すべて、「彼女」にしてある）。

　Williams は、明らかに、CANDY に対して、‘he’ と ‘she’ を書き分けている

が、彼が、‘he’ と ‘she’ を書き分けて、使用する理由は何であろうか。 後

に ‘he’ が使われた p197の 17行目から、 初に ‘she’ が使われ始めた p203
の 15行目までの、ほぼ 7ページの間に、Williams が、CANDY を指し示す固

有名詞を、‘he’ から ‘she’ へ書き直さなければない、何かが生じたのであろう

か。このことを念頭に置いて、もう一度、その箇所に戻って、読み直してみ

ると、奇しくも、その箇所には、Martin Luther King, jr 牧師（1929-68）のワシ

ントン大行進の時の ‘I have a dream’ に倣った、同性愛者の差別撤廃を謳った

詩が、p199の 1～ 16行目に、挿入されている。この詩が、いわば、分水嶺

のような働きをして、Williams は、この詩以前では、同性愛者の女役である、

CANDY を指し示す固有名詞に、‘he’ を使っていたが、この詩以後、すなわ

ち、同性愛者の差別撤廃、いわば、同性愛者の独立宣言とも言える、この詩以

降は、‘she’ を使っている。しかも、彼は、この ‘he’ から ‘she’ へ固有名詞変化

を、「台詞」の中で行わずに、「ト書き」の中のみで行っている。劇を観に来た観

客は、通常、台本を持っていないので、「ト書き」を読むことができない。その

ため、この固有名詞の変化は、観客は知ることができない。知ることができる
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のは、俳優を含めた劇を上演する側、劇の制作する側の人たちだけである。何

故、Williams は、この固有名詞の変化を、劇の制作側だけに知らせて、観客に

は、知らせないような形を取ったのだろうか。それは、たまたま、そうなった

にすぎないと考えるべきか、そこには、Williams の何らかの意図が隠されてい

ると考えるべきなのか。迷うところである。彼は、この短い一幕劇を書き上げ

るのに、1957年に構想を得てから、1970年に書き上げるまでに、13年もの

歳月を費やしている。彼は、たまたま、書き終える機会を逸してしまったため

に、これだけの時間を要してしまったのか。それとも、同性愛問題を、同性愛

者の側から、ある意味では、赤裸々に取り扱っているので、同性愛に対する社

会的な差別を考慮して、彼の側に、何らかの躊躇があったのであろうか。その

ことが、彼が、オカマである、CANDY を指し示す固有名詞の ‘he’ から ‘she’

へ変化を、「台詞」の中ではなく、「ト書き」の中にのみ留めたことと、何らかの

関係があるのだろうか。しかし、いずれにしても、オカマである CANDY を

‘he’ ではなく、‘she’ で呼ぶことは、彼自身、同性愛者が、呼ばれたいと思っ

ている、固有名詞で呼ぶことがよいことであると考えているのかもしれない。

そのことが、同性愛者にも、権利を与えることであり、彼らへの差別撤廃を強

く願っていることの証になると考えているのではないだろうか。

冒頭の「ト書き」

　この劇の SCENE1の冒頭の「ト書き」には、

　Scene: The beginning of Mardi Gras weekend in the French Quarter of New 

Orleans. The curtain rises on a living-room lighted by the soft blue dusk of Southern 

Spring, through French doors open upon a patio which is a tiny replica of a 

Japanese garden; fish-pool, weeping willow and even a short arched bridge with 

paper lanterns. The interior is also Japanese, or pseudo-Japanese, with bamboo 

furniture, very low tables, grass-matts, polished white or pale blue porcelain bowls 
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and vases containing artifi cial dogwood or cherry blossom and log silver stems of 

pussy-willow, everything very delicate and pastel. A curtain of beads or bamboo 

separates a small bedroom, upstage. A mechanical piano plays “Poor Butterfl y,”off-

key, till the entrance of Candy.... （p189）
（点線部分は省略部分）

　場面：ニューオーリンズのフレンチ・クｫーター地区、マルディグラの週

の始まり。幕が上がると、パティオに向かって開かれているフレンチ窓を通

して、南部の春の柔らかい、青い黄昏に照らされている居間が現れる。その

パティオは、小さな、日本庭園を模したもので、魚の池、シダレヤナギ、提

灯がついた小さなアーチ型の橋さえもある。室内もまた日本造りか、日本造

りを模したもので、竹細工の家具、とても低いテーブル、草のマット、磨き

上げた白か、薄い青の磁器の鉢と花瓶には人工のハナミズキ、サクラ、ネコ

ヤナギの木の銀色の茎が植えられていて、すべてがとても繊細で、パステル

風である。ビーズか竹のカーテンで、舞台奥にある、小さな部屋と仕切られ

ている。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、キャンディが登場してくる。、、、

と書かれている。

　この劇の「場所」は、New Orleans の French Quarter 地区、しかも、「時間」は、

Mardi Gras（告解、または、懺悔の火曜日、四旬節＝受難節の始まる前日で、

謝肉祭の 終日、いわゆる、カーニヴァル）の週の週末で、イースター（復活

祭）は、もうすぐそこまで来ている。この時期は、キリスト教徒にとっては、

クリスマスと同様、いや、ある地域や場所では、クリスマス以上に、重要な時

期であり、いやがうえにも、キリスト教的気分が も高揚している時期でもあ

る。

　この SCENE ONE の、冒頭の「ト書き」は、一幕劇にしては、かなり細部に

至るまで、正確に描写されている。この中で、室内やパティオ（中庭）が描写
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されているが、そこは、すべてと言っていいほど、日本風な造りになってい

る。室内は、日本造りか、日本造りに模して造られていて、そこには、竹細

工の家具、低いテーブル（ちゃぶ台）、草のマット（畳）、磨き上げた白か、薄

い青の磁器の鉢と花瓶があり、造花のハナミズキ、サクラ、ネコヤナギの銀色

の茎が植えられている。すべてが、とても繊細で、パステル風である。ビーズ

か、竹のカーテン（すだれ）で、舞台奥にある、小さな部屋と仕切られている。

この室内と中庭は、外の世界、すなわち、Mardi Gras（カーニヴァル）の世界、

派手で、きらびやかで、原色好みで、やかましい音楽が鳴り響き、大声が満ち

溢れている世界とは、対照的で、すべてが、とても繊細で、柔らかく、淡い

色彩が支配的なパステル風な世界である。さらに、背景には、“Poor Butterfl y”

の曲が流れている。この曲（作曲、Raymond Hubbell（1879-1954）、作詞、John 

Golden（1874-1955）、歌手、Sarah Vaughn（1920-1990）は、1916年に発表さ

れたもので、大ヒットし、その後、スタンダードになった。この曲は、日本

でも、よく知られている『蝶々夫人』を題材にして、アメリカへ帰ってしまっ

た恋人を待ち続ける女性の心情を歌ったものである。この劇を読むと、主人

公 CANDY の生き方の中にも、去ってしまった恋人を待つ姿が見られるので、

CANDY と蝶々夫人は、重なり合う部分が多い。Williams は、そのことを意識

しながら、この曲を用いているのだろう。

　Williams は、この一幕劇の冒頭の「ト書き」で、まず 初に、カーニヴァル

によって、象徴されるキリスト教世界を描き、次に、日本造りの室内や日本庭

園によって象徴される、いわゆる、異教の世界を描いて、その 2つの世界を

対比させ、 後に、その 2つ世界が重なり合い、混ざり合うことが、いかに

難しいことかを、“Poor Butterfl y” の曲を通して、暗示しているのではないだろ

うか。すなわち、同性愛の世界から見れば、彼らにとっては、キリスト教の世

界は、不寛容の世界、日本に代表される異教の世界は、寛容の世界ではない

だろうか。そのため、この 2つの世界は、Joseph Rudyard Kipling（1865-1936）
ではないが、相容れない、2つの世界である。同性愛者たちが置かれている状

況は、“Poor Butterfl y” の蝶々夫人のように、この 2つの世界の間で、引き裂か
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れているのではないだろうか。そのことを、端的に表すためには、Williams に

は、キリスト教の世界、異教の世界、“Poor Butterfl y” の曲が必要であったので

はないだろうか。そのような枠組みを、この冒頭の「ト書き」は提供している

のだろう。

　SCENE TWO の、冒頭の「ト書き」、

　One week later: a rainy winter Sunday morning in New Orleans. Candy, in drag, 

is having coffee and Knox gelatin in fruit juice at a daintily set breakfast table on 

which there is a pale blue Japanese vase of pussy willows.（p211）

　一週間後、ニューオーリンズ、雨の冬の朝、キャンディは、女装で、日本

のネコヤナギが生けてある薄い青の花瓶が載っている、上品に整えられた、

朝食用のテーブルで、コーヒーとフルーツジュースに入れたノックスのゼ

リーを飲んでいる。

では、SCENE 1の一週間後に設定されているが、 その日は、キリスト教では、

礼拝が行われる日曜日に設定されていて、テーブルには、日本製の花瓶を置く

ことによって、それとなく、キリスト教世界と異教の世界を対比している。何

故、Williams は、この 2つの世界を対比しているかというと、当時は、おそら

く、キリスト教の世界は、同性愛に対しては、差別的であり、世間は、彼らに

厳しいのに対して、日本によって象徴される、異教の世界では、同性愛により

寛大であると感じていたのかもしれない。

　KARL との会話の中で、CANDY は、

　CANDY: Interior decorating, I told you. You don't remember?（p191）
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　キャンディ：室内装飾、言ったでしょう。憶えてないの？

と言っているように、彼女は、室内装飾の店を持っている。そのため、彼女

は、自分の才能を生かす形で、室内も、中庭も、日本造りにしたのかもしれな

い。そうであるとすると、彼女は、かなり意図的に、同性愛に対して、寛大で

ある、異教の世界の象徴として、日本造りの室内や庭園を造ることによって、

同性愛に対して不寛容である、キリスト教の世界の中で、内面的な自由を得て

いたのかもしれない。

　このことを少しだけ角度を変えて見てみよう。「ト書き」、

　

　CANDY [fast, excited]: Yes, I own three pieces of property in the Quarter, this 

one and two others, all in good locations, rental property. The one on Chartres has 

six rental units including the slave-quarters and the one Dumaine, four units: entire 

slave-quarters occupied by one tenant: a real show-case, I'll show it to you right after 

Mass tomorrow. Mr. Frazier, the tenant's in Biloxi, spends every week-end there. 

[Winks] Has a friend at the air-base. And then, of course, I have my shop on Saint 

Charles just a block from Lee Circle, on this side of Lee Circle, half hours's walk 

each way but very good for my fi gure...（p190）
　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

　キャンディ「速く、興奮して」：そう、私は、フレンチ・コｵーターに 3つ
の物件を持っている。ここと、他に 2つ。みんな、いい場所にあって、賃

貸用物件。チャーター通りの、その物件には、奴隷部屋を含む 6つ賃貸用

の部屋がある。ドュメイン通りにも、一つあるわ、部屋は 4つ。一人の住

人が借りている奴隷部屋全体が本物の旧跡になっている。明日、ミサの後、

見せてあげる。ビロクシの住人、フレーザー氏は、毎週末、そこで過ごして

いる。空軍基地にも、友達がいる。それから、もちろん、リー・サークルか
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ら、たったⅠマイルのところ、リー・サークルのこちら側、セイント・サー

クル通りに店がある。どっちの道を通っても、歩いて 30分、身体には、と

てもいいわよ、、、

　の中で、CANDY は、この French Quarter 地区に、賃貸用の物件を 3つも

持っているので、これからも、2人の生活には、困ることはないとでも言うか

のように、それらの物件について、KARL に自慢げに説明している。CANDY

は、自分が所有している物件の一つで、ある住人が借りているアパートが、以

前は、奴隷部屋で、今では、旧跡の一つになっていると言っている。 

　この奴隷部屋に関する言及は、もう一箇所に出てくる。

　CANDY: ....They occupy the slave quarters. When they go out I will show you 

their place because it's one of my best interiors, and very ingenious in the use of 

small space, only two rooms, and a....（p199） 

　（下線は引用者、点線部分は省略部分）

　キャンディ：、、、彼らは奴隷部屋を借りている。彼らが出かけたら、その

場所を見せてやるわ。というのは、そこは、私の 高の室内装飾の一つ、狭

い場所を使って、とても創意工夫に満ちている、部屋はたった 2つで、そ

れに、、、（p199）

この奴隷部屋は、CANDY が、特に力を入れて、室内装飾をしたらしく、彼自

身、自分では、 も優れた室内装飾になっているように思われる。

　CANDY は、自分が住んでいる部屋や中庭を、日本風の造りにしてあるだけ

ではなく、彼が所有している他の物件の室内も、彼が装飾しているように思わ

れる。彼が、自分の物件のすべての室内装飾を担当しているのか否かは、劇の

中からは、判断しかねるが、彼がインテリア・デザイナーであることを考える
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と、それも、大いに可能性がある。前にも書いたように、その中でも、彼は、

もと奴隷部屋であった部屋には、特に力を入れて、室内装飾を施している。そ

れは、おそらく、以前、奴隷部屋に閉じ込められて、自由を奪われていた、奴

隷たちと、同性愛であるが故に、いわゆる、ガラスの奴隷部屋に閉じ込められ

ている自分の姿を重ねていたのかもしれない。そのため、その奴隷部屋を、彼

女の創意を駆使して、室内装飾をして、その中を、少しでも、居心地のよい

場所にして、より自由を得ようとしたのかもしれない。また、現在では、奴隷

制度が廃止されているため、奴隷部屋は残っているものの、そこには、じっさ

い、奴隷は住んでいない。そこは、今では、旧跡の一部となり、歴史的な遺産

となっている。その奴隷部屋には、現在では、奴隷の代わりに同性愛者が住ん

でいるので、現在の同性愛者は、以前の奴隷と同じ位置に貶められている。こ

のような意味を込めて、CANDY は、この奴隷部屋について言及しているのだ

ろうか。

　このように考えてくると、この劇の冒頭の「ト書き」は、外の客観的な世界

を描いているのと同時に、CANDY の内面を描いていると考えてもよいだろう。

劇中詩

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

の中でも、触れたように、主人公 CANDY は、この劇の中で、彼が経営する

借家のテナントの一人である、詩人が書いた詩を、KARL に向かって、読み上

げて紹介している。

　CANDY は、この劇中詩を読み始める前に、いわば、前置きの形で、この詩

とその詩人を紹介している。彼女は、「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. 
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[Produces and reads lyric.]（p198） 

　（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、できはよくない、確かによくはないけれど、すばらしいわ。（詩を取り

出して、読む。）

の中で、彼女によると、この詩を書いたのは、テナントの一人で、同性愛者に

ついて書かれた詩である。この詩人自身も、おそらく、同性愛者である可能性

が高い。その詩全体を引用してみると、

　

　I think the strange, the crazed, the queer

　will have their holiday this year,

　I think, for just a little while,

　There will be pity for the wild.

　I think in places known as gay,

　In special little clubs and bars,

　Pierrot will serenade pierrot 

　with frantic drums and sad guitars.

　I think for some uncertain reason

　mercy will be shown this season

　To the lovely and misfi t,

　To the brilliant and deformed.

　I think they will be housed and warmed
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　and fed and comforted a while,

　Before, with such a tender smile,

　The earth destroys her crooked child.（p199）

　私は、変わり者、気がおかしくなった者、ホモたちが、

　今年は、休暇がもらえると思う。

　私は、ほんのしばらくの間、

　放縦な者に、憐れみが訪れると思う。

　私は、ゲイとして知られている場所で、

　特別な小さなクラブやバーで、

　ピエロがピエロにセレナーデを奏でると思う、

　狂ったようにドラムをたたき、悲しいギターを弾いて。

　私は、わけのわからない理由で、

　この季節に慈悲が訪れると思う、

　すばらしいが、順応できない者に、

　輝いているが、奇形な者に。

　私は、少しの間、彼らが住むところをあてがわれ、暖められ、

　食べ物を与えられ、慰められると思う、

　そのように優しい微笑みを持って、

　地球が、その屈折した子供を破壊する前に。

となる。

　この詩を読んだとき、筆者は、ほぼ反射的に、『新約聖書』の「ルカによる福

音書」第 14章 12～ 14節と、Martin Luther King, jr 牧師（1929-68）が、ワシン

トン大行進のとき、リンカン記念館の前で行った演説、‘I have a dream’ を思い
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出した。何故、思い出したのか、理由を探ってみることにする。

　まず、「ルカによる福音書」第 14章 12～ 14節から見てみよう。その部分の

英語訳は、次のようになっている。

　12  Then Jesus said to his host.  “When you give a luncheon or dinner, do not invite 

your friends, your brother or relative, or your rich neighbors; if you do, they may invite 

you back and so you will be paid.  13  But when you give a banquet, invite the poor, 

the crippled, the lame, the blind,  14  and you will belessed. Although they cannot 

repay you you, you will be repaid at the resurrection of the righteous.”

　（下線は引用者）

　日本語訳では、

　12  また、イエスは、自分を招いてくれた人々にも、こう話された。「昼食

や夕食のふるまいをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼ん

ではいけません。でないと、今度は、彼らがあなたを招いて、お返しするこ

とになるからです。13  祝宴を催す場合には、むしろ、貧しい者、身体の不

自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。14  その人たちはお返し

ができないので、あなたは幸いです。義人の復活のときお返しを受けるから

です。」

　

　劇中詩の中では、“the queer”、「ホモたち」以外にも、「the ＋形容詞」で、人々

を表す形が、頻繁に、繰り返されているが、その一連の語句を、記述順に見て

みると、“the strange”、「変わり者」から始まって、“the crazed”、「気がおかしく

なった者」、“the queer”、「ホモたち」、“the wild”、「放縦な者」、“pierrot ”、「ピエ

ロ」（この中の “pierrot” だけは、例外的に、「the ＋形容詞」を取っていないが、

他の「the ＋形容詞」と同じ位置づけがされているので、ここに、挿入した）、

“the lovely and misfi t ”、「すばらしいが、順応できない者」、“the brilliant and 
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deformed”、「輝いているが、奇形な者」という順番になり、6箇所に出てくる。

　「ルカによる福音書」では、同じ「the ＋形容詞」で、人々を表す形が、“the 

poor”、「貧しい者」、“the crippled”、「身体の不自由な者」、“lame”、「足のなえた

者」、“the blind”、「盲人たち」という順序で、4箇所に出てくる。ここでは、イ

エスは、食事に招ねくとき、友人、兄弟、親族、近所の金持ちではなく、“the 

poor”、「貧しい者」、“the crippled”、「身体の不自由な者」、“lame”、「足のなえた

者」、“the blind”、「盲人たち」、すなわち、お返しをしようとしても、できない

ような人々を招くように勧めている。お返しを求めない、愛を与えることを、

も大切なことに位置づけしている、イエスらしい言い方である。劇中詩の中

の 6箇所の「the ＋形容詞」は、どこか、この、「ルカによる福音書」の中の、4
箇所の「the ＋形容詞」と通底するところがあるのではないだろうか。イエスは、

当時の社会の中で、 も小さき者、 も虐げられた者、 も社会の低い階層に

いる者、 も社会の周辺部にいる者を、招いて食事をするように言っている。

この劇中詩の中の “the strange”、“the crazed”、“the queer”、“the wild”、“pierrot”、

“the lovely and misfi t”、“the brilliant and deformed” も、この一幕劇が書かれた当

時の、 も小さき者、 も虐げられた者、 も社会の低い階層にいる者、 も

社会の周辺部にいる者ではないだろうか。このイエスのエピソードから、イ

エスの言葉が、いつの時代においても、普遍性を持っていることがうかがわれ

る。

　拙論「Tennessee Williams の And Tell Sad Stories of the Deaths of Queens. . .（1）」
の中でも触れたように、Williams は、1957年に、この劇の構想を得て、1970
年に書き上げているので、書き終えるまで、ゆうに 13年間を費やしている

ことになる。King 牧師の演説は、1963年 8月 28日に行われているので、

Williams が、この劇を書き始めた時点、1957年では、King 牧師の演説は行わ

れていない。しかし、Williams が、この一幕劇を書き上げた時点では、すでに、

この演説は行われており、彼は、この演説の存在を知っているはずである。そ

うであるとすると、Williams は、この劇を書き始めたときには、King 牧師の

演説、‘I have a dream’ に倣った、上に引用した詩を、劇中詩の形で、書く意図
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はなかったが、King 牧師の演説を聴いて、Williams は、King 牧師の演説に倣っ

た、この詩を挿入したということになるのではないだろうか。このことは、彼

が、King 牧師の演説から、かなり大きな影響を受け、その熱い思いが、まだ、

冷めやらぬ間に、この劇中詩を書いたことが察せられるのではないだろうか。

　その他にも、Williams が、King 牧師の、この演説を土台として、上の詩を

書いた可能性は、そのところどころに見られる。King 牧師は、その演説の中

で、“I have a dream that one day....”（または、I have a dream that.... one day... の

形で）や “I have a dream today.” を繰り返しているが、その繰り返しに呼応す

るかのような形で、劇中詩の中でも、“I think...”、“I think...this year,”（また、

I think....this season の形で）が繰り返されている。このことも、Williams が、

King 牧師の演説を、この詩の下敷きとして考えていた傍証であると考えてよ

いだろう。前にも引用したように、CANDY によれば、この詩は、テナントの

一人である、詩人自身が、同性愛者について書いたと言っている。しかし、詩

の中では、“the queer”、「ホモたち」以外にも、「the ＋形容詞」で、人々を表す形

が、頻繁に、繰り返されているが、その一連の語句を、記述順に見てみると、

“the strange”、「変わり者」から始まって、“the crazed”、「気がおかしくなった者」、

“the queer”、「ホモ」、“the wild”、「放縦な者」、“pierrot”、「ピエロ」、“the lovely 

and misfi t”、「すばらしいが、順応できない者」、“the brilliant and deformed”、「輝

いているが、奇形な者」という順番で、“the queer”、「ホモたち」は、3番目に

出てくる。そのため、その他の「the ＋形容詞」が、“the queer”、「ホモたち」を、

別の表現で、表したものと考えるよりも、一連の、その他の、それぞれに、独

立した「the ＋形容詞」にプラスの形で、その他の「the ＋形容詞」と同列の形で、

“the queer”、「ホモたち」も、その仲間に加えられていると考えた方がよいので

はないだろうか。すなわち、“the queer”、「ホモたち」は、列挙された、一連の

「the ＋形容詞」の中の、一つにすぎないと思われる。

　この世の中には、この一連の「the ＋形容詞」で表されている、“the strange”、

“the crazed”、“the queer”、“the wild”、“pierrot”、“the lovely and misfit”、“the 

brilliant and deformed” がいるが、彼らは、差別によって、社会の主流には入れ
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ず、いわば、社会の周辺部へ、次々に、追いやられ、そこに閉じ込められて

いる。おそらく、この一連の「the ＋形容詞」に出てくる人々を、 大公約数的

に表現すれば、“the strange” は、言葉遣い、態度、考え方、感じ方、見方等が、

多くの人々と異なっているという理由で、“the crazed” は、突然、常軌を逸し

たように見える、行動や考え方等をするという理由で、“the queer” は、異性

ではなく、同性を恋愛対象にしているという理由で、“the wild” は、自分が置

かれた状況が読めずに、思わず、本性そのままを表してしまうという理由で、

“pierrot” は、やはり、その場の空気が読めないために、笑いの対象となるよう

な行動をとったり、言い方をしてしまうという理由で、社会の周辺部へ押しや

られてしまう。考えてみれば、彼らは、その行動や言葉遣いだけで、社会の周

辺部に追いやられ、そこに閉じ込められている。これは、少しだけ、角度を

変えて見ただけでも、彼らが、それだけで、社会の底辺や周辺部に追いやられ

る理由にはならないだろう。個性の定義を少し広げただけで、彼らの行動や言

葉遣いは、個性の一部であると考えられるのではないだろうか。個性の一部と

なれば、彼らは、単なる、“the strange”、“the crazed”、“the queer”、“the wild”、

“pierrot ” というレッテル的な存在ではなくなり、極めてユニークで、個性豊

かな人間に見えてくるのではないだろう。

　この詩の第 3節の中では、単なる「the ＋形容詞」ではなく、そこにさらに、

「形容詞＋ and」の形が割って入ってきて、「the ＋形容詞＋ and ＋形容詞」、すな

わち “the lovely and misfi t”、「すばらしいが、順応できない者」、“the brilliant and 

deformed”、「輝いているが、奇形な者」となっている。ここでは、第 1節、第

2節の場合のように、“the misfi t”、“the deformed” というレッテル的な言い方で

はなく、その前に、それぞれ、“lovely”、“brilliant” という形容詞が付け加えら

れて、“the misfi t” と “the deformed” に肯定的意味合いが与えられている。そこ

には、“the misfi t”、“the deformed” を否定的存在としてではなく、個性豊かな

人間としてみようとする、Williams の積極的な姿勢が感じられる。

　それでは、何故、Williams は、King 牧師の演説を、いわば、下敷きにして、

劇中詩を書いたのだろうか。言うまでもなく、King 牧師の演説は、人種差別
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の撤廃・終焉を、全世界に向かって、高らかに謳ったものである。それに対し

て、この劇中詩は、直接、人種差別の撤廃を謳ったものではないが（もちろん、

“the strange”、“the crazed”、“the queer”、“the wild”、“pierrot”、“the lovely and 

misfi t”、“the brilliant and deformed” の中に、黒人や女性も含まれると解釈でき

る）、人種差別撤廃に続くものとして、「変わり者」、「気がおかしくなった者」、

「ホモたち」、「放縦な者」、「ピエロ」、「すばらしいが、順応できない者」、「輝い

ているが、奇形な者」に対する差別の撤廃を謳った詩として考えられないであ

ろうか。彼自身、同性愛者である Williams から見れば、たとえ人種差別が撤

廃されても、この詩の中の「the ＋形容詞」への差別は、そのまま残る。人種差

別撤廃だけでは、すべての差別が撤廃されたとは言えない。たとえば、黒人の

同性愛者の場合、人種の差別撤廃によって、黒人である彼は、人種差別から解

放されたとはいえ、同性愛者としての差別から解放された存在になったとは言

えない。そのため、彼は、依然として、差別されたものとして、この世では生

きなければならない。それは、同性愛者としての差別が、そのまま残っている

からである。しばしば言われることであるが、歴史的に見ると、黒人女性で同

性愛者の場合は、さらに複雑なものになる。まず、黒人であるからといって、

人種差別されてきた。さらに、女性であることによって、男性社会から差別さ

れてきた。さらに、同性愛者として、主流を占める異性愛者から、差別されて

きた。彼女らには、差別が階層的になって、三重苦、三重の差別が存在してい

るということになる。彼女の場合は、黒人としての差別がなくなったとして

も、同性愛者、女性としての差別は残る。また、黒人としての差別、同性愛者

としての差別がなくなったとしても、女性としての差別が残る。このように、

差別は、一つの差別を解消したからと言って、他の差別が、自然消滅的に、な

くなるわけではない。少し、差別の観点をずらしてみただけ、様々な差別が、

幾層にも、層をなしていて、それぞれの層ごとに、差別を撤廃していかなけれ

ばならず、時間と忍耐を要するものであり、広い意味で考えれば、そのような

差別を作り上げてきた、人間の歴史全体への反省を促すものである。Williams

は、この劇中詩を通して、幾層からも成る、差別の存在とその構造を教えてく
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れる。

　Williams にとっては、人種差別の撤廃だけでは、事は終わらず、それに続い

て、「変わり者」、「気がおかしくなった者」、「ホモたち」、「放縦な者」、「ピエロ」、

「すばらしいが、順応できない者」、「輝いているが、奇形な者」への差別撤廃と

いう思いがあったのではないだろうか。その思いが、Williams をして、人種差

別撤廃を謳った、“I have a dream” を下敷きとした、劇中詩を書かせたのでは

ないだろうか。ここまでのことは、この劇中詩の挿入から、読み取ることは可

能だろう。Williams の考え、すなわち、人種差別撤廃に続いて、この詩の中の

「the ＋形容詞」の人々に対する差別撤廃の主張には、賛同する人も多いに違い

ない。Williams 自身は、白人男性で、同性愛者であるので、彼自身、差別され

ていると感じたのは、人種的にではなく、同性愛者としてのみであると感じら

れるかもしれないが、彼の、多くの劇は、彼の思いが、この劇の、「the ＋形容

詞」で表現されている人々と似た境遇にいる人々、社会の周辺部へ追いやられ

ている人々、いわゆる、アメリカンドリームを実現できなかった人々へまで、

行き渡っていることを証明している。

おわり

テキストは、New Directions 版、

Mister Paradise and Other One-Act Plays　by Tennessee Williams　Edited, with 

An Introduction and Notes, by Nicholas Moschovakis and David Roessel　New 

Directions Publishing Corporation　2005　And Tell Sad Stories of the Deaths of 

Queens...（p187-p220）

を使用した。また、

　この拙論の中で引用した、『聖書』の引用は、日本語訳、英語訳を含めて、す
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べて、

　『バイリンガル聖書』いのちのことば社　1984年

による。

注

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