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序にかえて：「題名」 『立ちゆかない家』と Yeats の The Second Coming 

 

 Tennessee Williams(1911-83)の A House Not Meant to Stand『立ちゆかない家』

(1982)は、生前に上演された、彼の最後の新作劇であった。 

 

 The Tennessee Williams Encyclopedia edited by Philip C. Kolin Greenwood Press 

Westport, Connecticut London 2004(pp93-94)と A House Not Meant to Stand  A 

Gothic Comedy edited, with an introduction, by Thomas Keith A New Directions Book 

2008（拙論はこれをテキストとして用いた）に付けられた Gregory Mosher によ

る序文(ppⅨ-Ⅻ)によれば、この劇は、最初 1980 年 11 月 8 日から 23 日まで、

Tennessee Laughs の「題名」の下、一幕劇 A Perfect Analysis Given by a Parrot（1）

と一幕劇 The Frosted Glass Coffin とともに、一幕劇 Some Problems for the Moose 

Lodge の「題名」で、Chicago の Goodman Theatre で、初演された。しかし、そ

の上演を見た劇作家 Richard Nelson の、この劇は一幕劇よりも多幕劇にふさわ

しい劇であるという助言もあって、その後書き直されて、2 倍の長さになり、

多幕劇として、1981年 4月 2日に、同じArt Institute of ChicagoのGoodman Theatre

で、上演された。その後、この劇は、さらに手が加えられて、1982 年 4 月 16

日から 5 月 23 日まで、同じ Goodman Theatre で、上演されたという経緯がある。

ここで取り扱う劇は、この最後の版、1982 年 4 月に上演されたものである。ち

なみに、この劇が出版されたのは、それから 26 年後の、2008 年に出版された、

この New Directions 版であった。 

 

 筆者は、この劇の「題名」A House Not Meant to Stand を初めて見たとき、『新

約聖書』「マタイによる福音書」第 12 章 25 節、 

 

Jesus knew their thoughts and said to them, “Every kingdom devided against itself 

will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand....ˮ  

（下線は引用者、点線部分は省略部分） 

 

イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。「どんな国でも、内輪もめして

争えば荒れすたれ、どんな町でも、家でも、内輪もめして争えば立ち行きま

せん。、、、」 

 

を思い出した。それと同時に、第 16 代アメリカ大統領の Abraham 

Lincoln(1809-1965)の演説も思い出した。それは、1858 年 6 月 16 日、Illinois 州

の州都 Springfield で行われた、連邦の上院議員選出のための共和党州大会にお

ける Abraham Lincoln の長い演説である。その中で、彼は、やはり、上述の「マ

タイによる福音書」第 12 章 25 節から引用している。その部分の演説は、 

 

“A house divided against itself cannot stand.” I believe this goverment cannot 

endure, permanently half slave and half free. I do not expect the Union to be 

dissolved—I do not expect the house to fall—but I expect it will cease to be divided, 

（下線は引用者） 

 

「内輪もめして争っている家は立ちゆかない。」私は、この政府は、永遠に、

半ば奴隷、半ば自由人の状態にあることに耐えられないと思います。私は、

連邦が崩壊することを望まない—家が崩壊することを望まない—しかし、私

は、それが分裂しないことを望んでいます。 

 

となっている。そのため、この劇の「題名」A House Not Meant to Stand は、欧

米人の間では、その言わんとすることを理解するのは、それほど難しいことで

はないように思われる。この中で、Lincoln が奴隷制度のことを念頭に演説して

いることは明らかである。ある国に、奴隷と自由人がいるということは、彼に

とっては、すでに分裂している状態なのである。この分裂をそのまま放置し続

けることは、アメリカはすでに「立ちゆかない家」の状態に置かれているので

ある。ここでは、「内輪もめして争っている家」とは、当時のアメリカが置か

れている状況を表しているのと同時に、それは、アメリカ合衆国のメタファー

として使われている。しかし、この劇では、「内輪もめして争っている家」は、

落　合　和　昭

─ 60 ─
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この家の主である、MCCORKLE 家が置かれている状況を表しているのと同時

に、それがまた、1982 年当時のアメリカ合衆国のメタファーにもなっている。

すなわち、Lincoln にとっては、「内輪もめして争っている家」は、1858 年当

時のアメリカであり、Williams にとっては、この劇では、「内輪もめして争っ

ている家」は、1982 年当時のアメリカである。Williams は、1982 年当時には、

それほど大きな変化が、南北戦争以前のアメリカに匹敵するほどの大きな変化

が、地殻変動のように、起こりつつあると思っていたのかもしれない。 

 

 Williams は、この劇の「題名」の下に、アイルランドの詩人・劇作家 W. B. 

Yeats(1865-1939)のThe Second Coming(http://www.poetryfoundation.org/poem/172062)（2）

の 3 行目 

 

Things fall apart; the center cannot hold 

 

様々なものがバラバラになり、その中心は耐えられない 

 

という詩句を添えている。この詩は、第一次世界大戦(1914-18)の後に書かれ、

1920 年に発表されたものである。この詩の「題名」になっている“The Second 

Comingˮは、キリスト教では、通常、最後の審判のとき、イエスが再び、この

世に現れて、正しい者と悪しき者に分ける審判を下すという、最後の審判の言

い伝えを語る際、すなわち、終末に関して、しばしば、用いられる言葉である。

そのため、この“The Second Comingˮは、この世の終わり、終末を表すのと同時

に、イエスの再臨、復活を象徴しており、古い秩序が消滅し、その古い秩序と

は全く異なった、新しい秩序、神の秩序の到来を暗示する、大いなる希望の言

葉になっている。蛇足であると思われるが、“the First Comingˮは、“The Second 

Coming”と対になる形で、イエスが、じっさいに、ベツレヘムで生まれ、この

世に来たことを指す。 

 

 キリスト教では、「創世記」における、神による宇宙の誕生を持って、時間

・空間が始まり、最後の審判を持って、時間・空間の終わりを示す、いわば、

時間・空間の有限論の立場を取っているので、この世には、必ず、始まりと終

わりがある（奇しくも、ビックバン理論に似ている）。『新約聖書』の最後の

書、「ヨハネの黙示録」の第 22 章 13 節には、英語訳では、 

 

13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End. 

 

日本語訳では、 

 

 13 わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初

めであり、終わりである。 

 

と書かれている。この“Iˮは、神を指すと考えてよいだろう。そうであるとする

と、宇宙の始まりと終わりは、神の支配下にあることになり、世の中の始まり

はすでに存在したのであるから、後は、終わりがいつ来るかということになる。

この終わりがいつであるかは、誰にもわからない。まさに、神のみぞ知るであ

る。 

 人間を幸福に導くと思われていた、科学技術や知恵が人間を破壊するために

用いられた、第一次世界大戦後のヨーロッパを見渡したとき、Yeats は、この

キリスト教の終末論を背景に、この世の終末、すべての終わりが来たという思

いを強くしたに違いない。Yeats の思いをよりよく知るために、この詩“The 

Second Comingˮの全文に目を通してみよう。 

 

 Turning and turning in the widening gyre 

 The falcon cannot hear the falconer; 

 Things fall apart; the center cannot hold     

 Mere anarchy is loosed upon the world, 

 The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 

 The ceremony of innocence is drowned; 
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 The best lack all conviction, while the worst     

 Are full of passionate intensity. 

 

 Surely some revelation is at hand; 

 Surely the Second Coming is at hand. 

 The Second Coming! Hardly are those words out 

 When a vast image out of Spiritus Mundi 

 Troubles my sight: somewhere in sands of the desert 

 A shape with loin body and the head of a man, 

 A gaze blank and pitiless as the sun,  

 Is moving its slow thighs, while all about it 

 Reel shadows of the indignant desert birds. 

 The darkness drops again; but now I know 

 That twenty centuries of stony sleep 

 Were vexed to nightmare by a rocking cradle, 

 And what rough beast, its hour come round at last, 

 Slouches towards Bethlehem to be born?  

 

 しだいに大きく螺旋運動を繰り返している鷹には 

 鷹匠の声は聞こえない 

 様々なものがバラバラになり その中心は耐えられない 

 無政府状態だけが世界に広がり 

 血に滲んだ潮が広がり いたるところで 

 無垢なるもの営みがかき消される 

 最善のものはすべての確信を失い 

 最悪のものは激しい熱意に満ちている 

 

 確かに啓示は近い 

 確かにイエス・キリストの再臨は近い 

 再臨！これらの言葉が発せられるやいなや 

 「世界精神」から生まれた巨大なイメージが 

 私の視界を妨げる どこか砂漠の砂の中に 

 ライオンの身体と人間の顔をした怪物が現れる 

 太陽のように虚ろで無慈悲な凝視が 

 ゆっくりと足を動かすと、そのまわりのものたちはすべて 

 怒りの砂漠の鳥の影を揺るがす 

 突然暗闇が再び訪れ 今やわたしは知る 

 石のように動かない 2000 年の眠りは 

 揺り籠によって悪夢に駆り立てられる 

 時はついに巡ってきた どんな荒々しい猛獣が 

 生まれるためにベツレヘムへのしのしと向かうのか？ 

 

 第一節では、明らかに、“The Second Coming”の持つ一面、この世の中心がバ

ラバラになって分裂し、有機的関係を失った、終末状態を表している。第二節

では、"The Second Coming"の持つ、もう一つの一面である、「新しい秩序の到

来」を告げる言葉をたとえ発したとしても、それはまったく無視され、今まさ

に、ベツレヘムでは、人間を救いに導く、イエス・キリストではなく、人間を

破壊に導く「荒々しい猛獣」が生まれようとしている様子が描かれている。 

 Yeats にとっては、この第一次世界大戦後は、それまでの 2000 年とは、まっ

たく次元の異なった、邪悪なものが支配する世の中が始まるのではないかとい

う、差し迫った危機感があったのではないだろうか。本来なら、“The Second 

Comingˮは、終末は訪れるが、その後、新しい時代・秩序が始まることを暗示

している。そのため、"The Second Coming"は、終末がもたらす深い絶望や悲し

みと同時に、明るい光に満ちた希望も意味する、いわば、絶望と希望という対

極に位置するもの、正反対のものが、背中合わせに存在している、二重の枠組

みになっている。それゆえ、そこには、絶望から希望へという架け橋がかけら

れていると考えられる。しかし、この詩では、絶望からさらなる絶望へ、さら

なる絶望から最悪の絶望へという架け橋がかけられていて、希望にはけしてた
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 時はついに巡ってきた どんな荒々しい猛獣が 

 生まれるためにベツレヘムへのしのしと向かうのか？ 

 

 第一節では、明らかに、“The Second Coming”の持つ一面、この世の中心がバ

ラバラになって分裂し、有機的関係を失った、終末状態を表している。第二節

では、"The Second Coming"の持つ、もう一つの一面である、「新しい秩序の到

来」を告げる言葉をたとえ発したとしても、それはまったく無視され、今まさ

に、ベツレヘムでは、人間を救いに導く、イエス・キリストではなく、人間を

破壊に導く「荒々しい猛獣」が生まれようとしている様子が描かれている。 

 Yeats にとっては、この第一次世界大戦後は、それまでの 2000 年とは、まっ

たく次元の異なった、邪悪なものが支配する世の中が始まるのではないかとい

う、差し迫った危機感があったのではないだろうか。本来なら、“The Second 

Comingˮは、終末は訪れるが、その後、新しい時代・秩序が始まることを暗示

している。そのため、"The Second Coming"は、終末がもたらす深い絶望や悲し

みと同時に、明るい光に満ちた希望も意味する、いわば、絶望と希望という対

極に位置するもの、正反対のものが、背中合わせに存在している、二重の枠組

みになっている。それゆえ、そこには、絶望から希望へという架け橋がかけら

れていると考えられる。しかし、この詩では、絶望からさらなる絶望へ、さら

なる絶望から最悪の絶望へという架け橋がかけられていて、希望にはけしてた
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どり着けない。Yeats には、終末をもたらすのは神ではなく、人間自身である

という状況が生まれつつあることを感じ、それを、何よりも、恐れていたので

はないだろうか。彼は、この詩の中で、“The Second Coming”の持つ、絶望から

希望へという枠組みを借りながら、彼が恐れていた、絶望からさらなる絶望へ、

さらなる絶望から最悪の絶望へという枠組みを作り上げていることがわかる。

ここには、本来の“The Second Comingˮは実現せず、実現するのは、絶望からさ

らなる絶望へ、さらなる絶望から最悪の絶望へという流れであり、あるのは、

底知れぬ深い絶望だけであると感じることもできる。しかし、彼が、この詩の

枠組みとして、“The Second Coming”を借りたこと自体、 心のどこかで、“The 

Second Comingˮの本来の意味、絶望から希望の世界を待ち望んでいると考える

こともできるのではないだろうか。 

 

 Lincoln は 1858 年当時のアメリカを、Yeats は 1920 年当時のヨーロッパを、

Williams は 1982 年当時のアメリカを、それぞれ、「内輪もめして争っている家」

と見ていたのではないだろうか。そのため、この劇、A House Not Meant to Stand

『立ちゆかない家』は、「内輪もめして争っている家」として、メタファーと

して、アメリカ史的、世界史的な広がりも見せている。 

 

第 1 章 冒頭の「ト書き」 

 

 この劇の冒頭の「ト書き」の中には、そのメタファーの広がりが、この

MCCORKLE 家にまで及んでいる。この劇は、次の「ト書き」で始まる。 

 

Midnight, late December of 1982, Pascagoula, Mississippi. The set must establish 

the genre of the play, which is my kind of Southern Gothic spook sonata. The 

dilapidation of this house is a metaphor for the state of society. The interior scene 

should produce a shock of disbelief in the audience. It is as if the panicky disarray 

and imminent collapse of society were translated into this stage setting which is that 

of what was once a reasonably, passably, fairly representative middle-class 

American living room. In brief, it is that which is no more. And we, that participate 

in it and that are an audience to it, are rightly appalled by this extravagance of 

ʻsee-through.ʼ(p3) 

（下線は引用者） 

 

ミシシッピー州パスカグーラ、1982 年 12 月の終わり、真夜中。セットは、

この劇のジャンル、私なりの南部ゴシックの幽霊ソナタを確定するものでな

ければならない。この家の荒廃は社会状況のメタファーである。室内の場面

は、観客に不信の驚きを生じさせるものでなければならない。それは、まる

で社会のパニック的な無秩序や差し迫った崩壊が、以前は、適度に、ほどほ

どに、まあまあ代表的な中産階級のアメリカの居間である、この舞台にその

まま移されたように見える。簡単に言えば、それ以上のものではない。それ

に参加し、その観客でもある、私たちは、この過度に「透けて見える状態」

に間違いなくぞっとする。 

 

この劇の「時間」は、1982 年 12 月の終わり、すなわち、発表当時の「現在」

である。12 月の終わりとは、言うまでもなく、クリスマスの時期に当たり、通

常なら、クリスマス・ムード、キリスト教的、霊的雰囲気、愛に満ちる時期で

あるはずである。しかし、劇の中に満ちている雰囲気は、クリスマス的な雰囲

気の対極にある空気で満ちあふれている。それは、極めて、世俗的、簡単に言

えば、金に対する執着で満ち溢れている。この劇の「場所」は、Mississippi 州

Pascagoula, New Orleans より東に約 180 キロ、車で、2 時間弱のところにある、

現在、人口約 2 万 6 千人の実在の町である。 

 Williams は、この冒頭の「ト書き」で、この劇を“Southern Gothic spook sonata”、

「南部ゴシックの幽霊ソナタ」と呼んでいる。この呼び名は、'Southern Gothic'

とʻspook sonataʼという 2 つの語句の組み合わせから成り立っている。このうち、

ʻSouthern Gothicʼ、「南部ゴシック」という言い方は、多くの人々に馴染みがあ

るが、ʻspook sonataʼ、「幽霊ソナタ」 は、聞き慣れないと言う人は多いと思わ

れる。ʻspook sonataʼは、ときには、'ghost sonata'とも訳されているが、スエーデ
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どり着けない。Yeats には、終末をもたらすのは神ではなく、人間自身である

という状況が生まれつつあることを感じ、それを、何よりも、恐れていたので

はないだろうか。彼は、この詩の中で、“The Second Coming”の持つ、絶望から

希望へという枠組みを借りながら、彼が恐れていた、絶望からさらなる絶望へ、

さらなる絶望から最悪の絶望へという枠組みを作り上げていることがわかる。

ここには、本来の“The Second Comingˮは実現せず、実現するのは、絶望からさ

らなる絶望へ、さらなる絶望から最悪の絶望へという流れであり、あるのは、

底知れぬ深い絶望だけであると感じることもできる。しかし、彼が、この詩の

枠組みとして、“The Second Coming”を借りたこと自体、 心のどこかで、“The 

Second Comingˮの本来の意味、絶望から希望の世界を待ち望んでいると考える

こともできるのではないだろうか。 

 

 Lincoln は 1858 年当時のアメリカを、Yeats は 1920 年当時のヨーロッパを、

Williams は 1982 年当時のアメリカを、それぞれ、「内輪もめして争っている家」

と見ていたのではないだろうか。そのため、この劇、A House Not Meant to Stand

『立ちゆかない家』は、「内輪もめして争っている家」として、メタファーと

して、アメリカ史的、世界史的な広がりも見せている。 

 

第 1 章 冒頭の「ト書き」 

 

 この劇の冒頭の「ト書き」の中には、そのメタファーの広がりが、この

MCCORKLE 家にまで及んでいる。この劇は、次の「ト書き」で始まる。 

 

Midnight, late December of 1982, Pascagoula, Mississippi. The set must establish 

the genre of the play, which is my kind of Southern Gothic spook sonata. The 

dilapidation of this house is a metaphor for the state of society. The interior scene 

should produce a shock of disbelief in the audience. It is as if the panicky disarray 

and imminent collapse of society were translated into this stage setting which is that 

of what was once a reasonably, passably, fairly representative middle-class 

American living room. In brief, it is that which is no more. And we, that participate 

in it and that are an audience to it, are rightly appalled by this extravagance of 

ʻsee-through.ʼ(p3) 

（下線は引用者） 

 

ミシシッピー州パスカグーラ、1982 年 12 月の終わり、真夜中。セットは、

この劇のジャンル、私なりの南部ゴシックの幽霊ソナタを確定するものでな

ければならない。この家の荒廃は社会状況のメタファーである。室内の場面

は、観客に不信の驚きを生じさせるものでなければならない。それは、まる

で社会のパニック的な無秩序や差し迫った崩壊が、以前は、適度に、ほどほ

どに、まあまあ代表的な中産階級のアメリカの居間である、この舞台にその

まま移されたように見える。簡単に言えば、それ以上のものではない。それ

に参加し、その観客でもある、私たちは、この過度に「透けて見える状態」

に間違いなくぞっとする。 

 

この劇の「時間」は、1982 年 12 月の終わり、すなわち、発表当時の「現在」

である。12 月の終わりとは、言うまでもなく、クリスマスの時期に当たり、通

常なら、クリスマス・ムード、キリスト教的、霊的雰囲気、愛に満ちる時期で

あるはずである。しかし、劇の中に満ちている雰囲気は、クリスマス的な雰囲

気の対極にある空気で満ちあふれている。それは、極めて、世俗的、簡単に言

えば、金に対する執着で満ち溢れている。この劇の「場所」は、Mississippi 州

Pascagoula, New Orleans より東に約 180 キロ、車で、2 時間弱のところにある、

現在、人口約 2 万 6 千人の実在の町である。 

 Williams は、この冒頭の「ト書き」で、この劇を“Southern Gothic spook sonata”、

「南部ゴシックの幽霊ソナタ」と呼んでいる。この呼び名は、'Southern Gothic'

とʻspook sonataʼという 2 つの語句の組み合わせから成り立っている。このうち、

ʻSouthern Gothicʼ、「南部ゴシック」という言い方は、多くの人々に馴染みがあ

るが、ʻspook sonataʼ、「幽霊ソナタ」 は、聞き慣れないと言う人は多いと思わ

れる。ʻspook sonataʼは、ときには、'ghost sonata'とも訳されているが、スエーデ
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ンの劇作家 August Strindberg(1849-1912)の劇、The Ghost Sonata(1908)に由来す

るものである.。紙面の都合で、詳細に書くことは控えるが、一言で言えば、こ

の世の地獄を象徴的に描いた、幽霊が登場する劇である。そのため、Strindberg

の The Ghost Sonata の世界は、金に執着する人たちや幽霊も登場する、Williams

の A House Not Meant to Stand の世界と、いくつかの面で、重なり合う部分もあ

る。一番の違いは、Williams の A House Not Meant to Stand には、ʻdark comedyʼ

の要素が、ところどころに、見られることである。Williams には、A House Not 

Meant to Stand の中で、「南部ゴシック」の世界と「幽霊ソナタ」の世界を重ね

ながら、この劇を書こうとする意図があることが垣間見られる。  

 “The dilapidation of this house is a metaphor for the state of society.”、「この家の

荒廃は社会状況のメタファーである」という表現は、荒廃しているのは、この

家だけでなく、アメリカ社会も同じであるということである。この言い方は、

また、Strindberg の The Ghost Sonata の世界だけではなく、Williams が「題名」

に付随させる形で引用した、Yeats の The Second Coming の世界とも通底してい

る。この社会の荒廃、“the panicky disarray and imminent collapse of society”「社会

のパニック的な無秩序や差し迫った崩壊」は、この劇では、具体的には、あき

らかに、アメリカの中産階級の崩壊を暗示している。Williams は、この劇が書

かれた、1982 年当時、中産階級の崩壊が、音を立てながら進行しているのを、

目の当たりに見たり、肌で感じていたと思われる。Williams が引用した、Yeats

の The Second Coming の一節、Things fall apart; the center cannot hold、「様々な

ものがバラバラになり その中心は耐えられない」状況が、まさに、Williams

の目の前で起こっていると感じたのかもしれない。 

 さらに、Williams は、「社会のパニック的な無秩序や差し迫った崩壊」をメ

タファーとして具体的に示すために、以前は、典型的で、豊かなアメリカ中産

階級の居間が、現在、どのような状態になっているか、以下のように、描写し

ている。 

 

 There is a small entrance hall, a living room with rain-streaked and peeling 

wallpaper, and a dining room masked by a transparency. The living room contains 

an overstuffed chair, an armchair, a sofa with end tables, and an old television in a 

corner. The dining room is visible only at times when significant action takes place 

in it. Upstage of the dining room a small section of kitchen is visible. There is a stair 

case that ascends to a landing on which there is a withered palm in a cracked 

jardinière. The stairs proceed up from the first landing, but are masked above that 

second flight.jjj  

 It is a remarkably inclement winter night for the Gulf Coast of Mississipi. 

Throughout the play, deluges of rain come and go, and there are intermittent 

rumbles of thunder and flashes of lightning. Sounds of water dripping within the 

house can occasionally be heard. From time to time, due to a defective power-plant, 

the lights will flicker: at the end of Act One there will be a total blackout due to the 

climax of the storm knocking out the power plant for a more extended time.(p3)  

（下線は引用者） 

 

 小さな玄関ホール、壁紙に雨筋の跡があり、その壁紙がめくれている居間、

透明なものに覆われているダイニング・ルームがある。居間には、詰め物を

たっぷりと詰めた椅子、肘掛け椅子、サイド・テーブルが付いているソファ

ー、片隅には、古いテレビがある。ダイニング・ルームは、ときどき、そこ

で重要な場面が展開するときにのみ、観客に見える。ダイニング・ルームの

舞台奥には、台所の一部が見える。階段があり、枯れた椰子が植えられてい

る、割れた装飾用植木鉢がおいてある踊り場へ続いている。その階段は最初

の踊り場から、さらに上に続いているが、その上は、覆われている。 

 ミシシッピーの湾岸にしては、ひどく厳しい冬の夜である。劇の間、豪雨

が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。家の中では、水滴

の音が時折聞こえてくる。ときどき、発電所の故障のせいで、明かりは明滅

する。第一幕の終わりには、さらに長い間、発電所を襲う嵐が最高点に達し

たために、完全に停電になる。 

 

 「この家の荒廃は社会状況のメタファーである」であるという一文が示して
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ンの劇作家 August Strindberg(1849-1912)の劇、The Ghost Sonata(1908)に由来す

るものである.。紙面の都合で、詳細に書くことは控えるが、一言で言えば、こ

の世の地獄を象徴的に描いた、幽霊が登場する劇である。そのため、Strindberg

の The Ghost Sonata の世界は、金に執着する人たちや幽霊も登場する、Williams

の A House Not Meant to Stand の世界と、いくつかの面で、重なり合う部分もあ

る。一番の違いは、Williams の A House Not Meant to Stand には、ʻdark comedyʼ

の要素が、ところどころに、見られることである。Williams には、A House Not 

Meant to Stand の中で、「南部ゴシック」の世界と「幽霊ソナタ」の世界を重ね

ながら、この劇を書こうとする意図があることが垣間見られる。  

 “The dilapidation of this house is a metaphor for the state of society.”、「この家の

荒廃は社会状況のメタファーである」という表現は、荒廃しているのは、この

家だけでなく、アメリカ社会も同じであるということである。この言い方は、

また、Strindberg の The Ghost Sonata の世界だけではなく、Williams が「題名」

に付随させる形で引用した、Yeats の The Second Coming の世界とも通底してい

る。この社会の荒廃、“the panicky disarray and imminent collapse of society”「社会

のパニック的な無秩序や差し迫った崩壊」は、この劇では、具体的には、あき

らかに、アメリカの中産階級の崩壊を暗示している。Williams は、この劇が書

かれた、1982 年当時、中産階級の崩壊が、音を立てながら進行しているのを、

目の当たりに見たり、肌で感じていたと思われる。Williams が引用した、Yeats

の The Second Coming の一節、Things fall apart; the center cannot hold、「様々な

ものがバラバラになり その中心は耐えられない」状況が、まさに、Williams

の目の前で起こっていると感じたのかもしれない。 

 さらに、Williams は、「社会のパニック的な無秩序や差し迫った崩壊」をメ

タファーとして具体的に示すために、以前は、典型的で、豊かなアメリカ中産

階級の居間が、現在、どのような状態になっているか、以下のように、描写し

ている。 

 

 There is a small entrance hall, a living room with rain-streaked and peeling 

wallpaper, and a dining room masked by a transparency. The living room contains 

an overstuffed chair, an armchair, a sofa with end tables, and an old television in a 

corner. The dining room is visible only at times when significant action takes place 

in it. Upstage of the dining room a small section of kitchen is visible. There is a stair 

case that ascends to a landing on which there is a withered palm in a cracked 

jardinière. The stairs proceed up from the first landing, but are masked above that 

second flight.jjj  

 It is a remarkably inclement winter night for the Gulf Coast of Mississipi. 

Throughout the play, deluges of rain come and go, and there are intermittent 

rumbles of thunder and flashes of lightning. Sounds of water dripping within the 

house can occasionally be heard. From time to time, due to a defective power-plant, 

the lights will flicker: at the end of Act One there will be a total blackout due to the 

climax of the storm knocking out the power plant for a more extended time.(p3)  

（下線は引用者） 

 

 小さな玄関ホール、壁紙に雨筋の跡があり、その壁紙がめくれている居間、

透明なものに覆われているダイニング・ルームがある。居間には、詰め物を

たっぷりと詰めた椅子、肘掛け椅子、サイド・テーブルが付いているソファ

ー、片隅には、古いテレビがある。ダイニング・ルームは、ときどき、そこ

で重要な場面が展開するときにのみ、観客に見える。ダイニング・ルームの

舞台奥には、台所の一部が見える。階段があり、枯れた椰子が植えられてい

る、割れた装飾用植木鉢がおいてある踊り場へ続いている。その階段は最初

の踊り場から、さらに上に続いているが、その上は、覆われている。 

 ミシシッピーの湾岸にしては、ひどく厳しい冬の夜である。劇の間、豪雨

が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。家の中では、水滴

の音が時折聞こえてくる。ときどき、発電所の故障のせいで、明かりは明滅

する。第一幕の終わりには、さらに長い間、発電所を襲う嵐が最高点に達し

たために、完全に停電になる。 
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いるように、この家は中産階級の家が荒廃している様子が描写されている。“a 

living room with rain-streaked and peeling wallpaper,”、「壁紙に雨筋の跡があり、

その壁紙がめくれている居間」、“Sounds of water dripping within the house can 

occasionally be heard.”、「家の中では、水滴の音が時折聞こえてくる。」は、中

産階級に属している人々なら、このような状況になる前に、修繕が必要な箇所

に、修繕を施こすはずであるが、この家は、そのままの状態に捨て置かれ、手

つかずの状態で、放置されている。それだけではなく、“an old television”、「古

いテレビがある。」、“a withered palm in a cracked jardiniere.”、「枯れた椰子が

植えられている、割れた装飾用植木鉢」は、当然買い換えるはずのものが、買

い換えることをぜずに、これまた、そのままの状態で、放置されている。これ

らの表現は、多くのものが、長い間、そのまま放置され続けているために、家

の中が荒廃していることを示している。 

 上述の家の中の荒廃を表す描写とともに、家の外、外界の過酷な状況も織り

交ぜながら描いている。“It is a remarkably inclement winter night for the Gulf Coast 

of Mississipi.” 、「ミシシッピーの湾岸にしては、ひどく厳しい冬の夜である。」、

“deluges of rain come and go, and there are intermittent rumbles of thunder and flashes 

of lightning.”、「豪雨が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。」

は、これらの自然の描写を通して、彼らが置かれている状況が、さらに強調さ

れている。この部分は、相手が自然であるので、個人や社会では、いかんとも

しがたいものがあるが、“From time to time, due to a defective power-plant, the 

lights will flicker: at the end of Act One there will be a total blackout due to the climax 

of the storm knocking out the power plant for a more extended time.”、「ときどき、

発電所の故障のせいで、明かりは明滅する。第一幕の終わりには、さらに長い

間、発電所を襲う嵐が最高点に達したために、完全に停電になる。」は、自然

の力を利用して、電気を生み出す発電所は、通常、文明の象徴になるはずであ

るが、ここでは、それが故障し、破綻をきたしている。このような状況が描か

れた後、Williams は、そこへ、「登場人物」を登場させる。 

 

 At the rise of the curtain a large mantel clock ticks rather loudly for about half a 

minute before there is the sound of persons about to enter the house—the sounds are 

not vocal but mechanical. The door opens on an old couple who lets themselves into 

this architectual metaphor from the torrential rain: Cornelius and Bella McCorkle 

are middle-class, in their late-sixties or early-seventies. The upper frame of 

Cornelius is slight in comparison to his distended abdomen. Physical description 

may be flexible—that is, adapted to performance. Bella’s way of moving suggests 

more weight than the actress needs to carry. 

 Corrnelius sets down the luggage with an exhausted grunt and an indignant 

glance at Bella whose cardiac ashma has incapacitated her carrying anything much 

beside her weight. She looks dazed as she will often look during the play. She is 

holding a large envelope that she wants to conceal from her husband.(pp3-4) 

 

 

 幕が上がると、およそ 30 秒ばかり、かなり大きな音で、大きなマントルピ

ースの時計がカチカチと鳴り、やがて、人が家の中へ入ろうとする音が聞こ

えてくる。それは人の声ではなく、機械的な音である。ドアが開くと、土砂

降りの雨の中から、この建築的なメタファーの中へ、二人の老カップルが入

ってくる。マコークル夫妻、コーネリアスとベラは中産階級で、60 代の終わ

りか、70 代の初めである。コーネリアスの上半身は、大きくなった腹部と比

べ、ほっそりしている。身体的描写には柔軟性を持たせてもよい。すなわち、

演技に合わせて。ベラの動き方は、女優の体重以上の重さを暗示している。 

 コーネリアスは、疲れきったつぶやき声を上げ、怒ったようにベラを見て、

荷物を下に置く。ベラは、心臓性喘息のために、自分の体重以外のものを運

ぶのが不可能である。劇の中でも、しばしば、そうであるが、めまいを感じ

ているように見える。彼女は大きな封筒を持っていて、それを夫から隠そう

としている。 

 

 この部分の「ト書き」の中で、気がつくことが 3 つある。 
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いるように、この家は中産階級の家が荒廃している様子が描写されている。“a 

living room with rain-streaked and peeling wallpaper,”、「壁紙に雨筋の跡があり、

その壁紙がめくれている居間」、“Sounds of water dripping within the house can 

occasionally be heard.”、「家の中では、水滴の音が時折聞こえてくる。」は、中

産階級に属している人々なら、このような状況になる前に、修繕が必要な箇所

に、修繕を施こすはずであるが、この家は、そのままの状態に捨て置かれ、手

つかずの状態で、放置されている。それだけではなく、“an old television”、「古

いテレビがある。」、“a withered palm in a cracked jardiniere.”、「枯れた椰子が

植えられている、割れた装飾用植木鉢」は、当然買い換えるはずのものが、買

い換えることをぜずに、これまた、そのままの状態で、放置されている。これ

らの表現は、多くのものが、長い間、そのまま放置され続けているために、家

の中が荒廃していることを示している。 

 上述の家の中の荒廃を表す描写とともに、家の外、外界の過酷な状況も織り

交ぜながら描いている。“It is a remarkably inclement winter night for the Gulf Coast 

of Mississipi.” 、「ミシシッピーの湾岸にしては、ひどく厳しい冬の夜である。」、

“deluges of rain come and go, and there are intermittent rumbles of thunder and flashes 

of lightning.”、「豪雨が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。」

は、これらの自然の描写を通して、彼らが置かれている状況が、さらに強調さ

れている。この部分は、相手が自然であるので、個人や社会では、いかんとも

しがたいものがあるが、“From time to time, due to a defective power-plant, the 

lights will flicker: at the end of Act One there will be a total blackout due to the climax 

of the storm knocking out the power plant for a more extended time.”、「ときどき、

発電所の故障のせいで、明かりは明滅する。第一幕の終わりには、さらに長い

間、発電所を襲う嵐が最高点に達したために、完全に停電になる。」は、自然

の力を利用して、電気を生み出す発電所は、通常、文明の象徴になるはずであ

るが、ここでは、それが故障し、破綻をきたしている。このような状況が描か

れた後、Williams は、そこへ、「登場人物」を登場させる。 

 

 At the rise of the curtain a large mantel clock ticks rather loudly for about half a 

minute before there is the sound of persons about to enter the house—the sounds are 

not vocal but mechanical. The door opens on an old couple who lets themselves into 

this architectual metaphor from the torrential rain: Cornelius and Bella McCorkle 

are middle-class, in their late-sixties or early-seventies. The upper frame of 

Cornelius is slight in comparison to his distended abdomen. Physical description 

may be flexible—that is, adapted to performance. Bella’s way of moving suggests 

more weight than the actress needs to carry. 

 Corrnelius sets down the luggage with an exhausted grunt and an indignant 

glance at Bella whose cardiac ashma has incapacitated her carrying anything much 

beside her weight. She looks dazed as she will often look during the play. She is 

holding a large envelope that she wants to conceal from her husband.(pp3-4) 

 

 

 幕が上がると、およそ 30 秒ばかり、かなり大きな音で、大きなマントルピ

ースの時計がカチカチと鳴り、やがて、人が家の中へ入ろうとする音が聞こ

えてくる。それは人の声ではなく、機械的な音である。ドアが開くと、土砂

降りの雨の中から、この建築的なメタファーの中へ、二人の老カップルが入

ってくる。マコークル夫妻、コーネリアスとベラは中産階級で、60 代の終わ

りか、70 代の初めである。コーネリアスの上半身は、大きくなった腹部と比

べ、ほっそりしている。身体的描写には柔軟性を持たせてもよい。すなわち、

演技に合わせて。ベラの動き方は、女優の体重以上の重さを暗示している。 

 コーネリアスは、疲れきったつぶやき声を上げ、怒ったようにベラを見て、

荷物を下に置く。ベラは、心臓性喘息のために、自分の体重以外のものを運

ぶのが不可能である。劇の中でも、しばしば、そうであるが、めまいを感じ

ているように見える。彼女は大きな封筒を持っていて、それを夫から隠そう

としている。 

 

 この部分の「ト書き」の中で、気がつくことが 3 つある。 
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 一つは “At the rise of the curtain a large mantel clock ticks rather loudly for about 

half a minute before there is the sound of persons about to enter the house”、「幕が上

がると、およそ 30 秒ばかり、かなり大きな音で、大きなマントルピースの時計

がカチカチと鳴り、やがて、今まさに、人が家の中へ入ろうとする音が聞こえ

てくる。」では、劇が始まって、「登場人物」が舞台に登場する前に、かなり

大きな音で、マントルピースの上の「時計」が、およそ 30 秒間にわたって、カ

チカチと時を刻む様子が描かれている。考えてみれば、ここでの 30 秒間という

時間は、かなり長い時間であると言える。通常、「時計」の音がカチカチと大

きな音を立てて、時を刻む様子を描写する方法は、その場所の静かさを強調す

る場合に用いられるのが普通であるが、この場面では、それは当てはまらない

と思われる。というのは、冒頭の「ト書き」の“Throughout the play, deluges of rain 

come and go, and there are intermittent rumbles of thunder and flashes of lightning.”、

「劇の間、豪雨が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。」と

書かれているように、この劇の間中、激しい豪雨の音や雷の音が、断続的に続

いているので、静けさを強調する必要はないのである。もともと、この夜は、

騒がしい夜なのである。また、ただそれだけなら、「時計」のかなり大きな音

を観客に、30 秒間も、聞かせる必要はないであろう。せいぜい、5，6 秒ほどで

十分である。この 30 秒間という長さはあまりにも長い。それでは、何故、30

秒間も聞かせる必要があったのだろう。それは、「観客」に「時計」という存

在自体へ関心を向けさせるためであると思われる。この「時計」という存在を

忘れてもらっては困るという意味である。劇が進むにつれて、わかってくるこ

とであるが、この「時計」が、あるものの「伏線」になっているからである。 

 

 次の点は、CORNELIUS と BELLA の健康状態である。前に見てきたように、

この冒頭の「ト書き」の初めの部分には、「この家の荒廃は社会状況のメタフ

ァーである。」と書かれているが、Williams 自身は書いていないが、「この 2

人の衰えた健康状態は現代の人間が置かれている状況のメタファーである。」

と考えられるのではないだろうか。この劇では、この家の荒廃は社会状況のメ

タファーであるが、この家に住む、この 2 人の衰えた健康状態も現代の人間が

置かれている状況のメタファーであると言えるのではないだろうか。この家の

荒廃がメタファーであるならば、そこに住んでいる、この 2 人の衰えた健康状

態も、また、現代の人間が置かれている状況のメタファーであると考えられる

のではないだろうか。 

 この 2 人については、“Cornelius and Bella McCorkle are middle-class, in their 

late-sixties or early-seventies.”、「マコークル夫妻、コーネリアスとベラは、中産

階級で、60 代の終わりか、70 代の初めである。」と説明している。ということ

は、Williams は、1776 年に、アメリカとアメリカ人が生まれてから、歴史的に

は、あまり時間が経っていないものの、すでに、アメリカ人は、老いの域に入

りつつあると考えているのだろうか。2 人の身体的特徴については、“The upper 

frame of Cornelius is slight in comparison to his distended abdomen. Physical 

description may be flexible—that is, adapted to performance. Bella's way of moving 

suggests more weight than the actress needs to carry.”、「コーネリアスの上半身は、

大きくなった腹部と比べ、ほっそりしている。身体的描写には柔軟性を持たせ

てもよい。すなわち、演技に合わせて。ベラの動き方は、女優の体重以上の重

さを暗示している。」と書かれているこの引用文も、メタファーとして考えれ

ば、アメリカ人は、不健康な状態に置かれていて、しかも、肥満気味であり、

体型的にも、かなりバランスを崩していて、自分で思うような行動がとれずに、

イライラしている。BELLA については、さらに、“at Bella whose cardiac ashma has 

incapacitated her carrying anything much beside her weight. She looks dazed as she 

will often look during the play.”、「ベラは、心臓性喘息のために、自分の体重以

外のものを運ぶのが不可能である。劇の中でも、しばしば、そうであるが、め

まいを感じているように見える。」と書かれていて、心臓性喘息を患い、めま

いも感じるので、歩くのもつらそうである。この 2 人の衰えた健康状態を、現

代のアメリカ人が置かれている現実の状況、いや、彼らが置かれている精神的

な状況のメタファーにまで広げて考えてよいのかもしれない。 

 

 最後の一つは、“She is holding a large envelope that she wants to conceal from her 

husband.”、「彼女は大きな封筒を持っていて、それを夫から隠そうとしている。」
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 一つは “At the rise of the curtain a large mantel clock ticks rather loudly for about 

half a minute before there is the sound of persons about to enter the house”、「幕が上

がると、およそ 30 秒ばかり、かなり大きな音で、大きなマントルピースの時計

がカチカチと鳴り、やがて、今まさに、人が家の中へ入ろうとする音が聞こえ

てくる。」では、劇が始まって、「登場人物」が舞台に登場する前に、かなり

大きな音で、マントルピースの上の「時計」が、およそ 30 秒間にわたって、カ

チカチと時を刻む様子が描かれている。考えてみれば、ここでの 30 秒間という

時間は、かなり長い時間であると言える。通常、「時計」の音がカチカチと大

きな音を立てて、時を刻む様子を描写する方法は、その場所の静かさを強調す

る場合に用いられるのが普通であるが、この場面では、それは当てはまらない

と思われる。というのは、冒頭の「ト書き」の“Throughout the play, deluges of rain 

come and go, and there are intermittent rumbles of thunder and flashes of lightning.”、

「劇の間、豪雨が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。」と

書かれているように、この劇の間中、激しい豪雨の音や雷の音が、断続的に続

いているので、静けさを強調する必要はないのである。もともと、この夜は、

騒がしい夜なのである。また、ただそれだけなら、「時計」のかなり大きな音

を観客に、30 秒間も、聞かせる必要はないであろう。せいぜい、5，6 秒ほどで

十分である。この 30 秒間という長さはあまりにも長い。それでは、何故、30

秒間も聞かせる必要があったのだろう。それは、「観客」に「時計」という存

在自体へ関心を向けさせるためであると思われる。この「時計」という存在を

忘れてもらっては困るという意味である。劇が進むにつれて、わかってくるこ

とであるが、この「時計」が、あるものの「伏線」になっているからである。 

 

 次の点は、CORNELIUS と BELLA の健康状態である。前に見てきたように、

この冒頭の「ト書き」の初めの部分には、「この家の荒廃は社会状況のメタフ

ァーである。」と書かれているが、Williams 自身は書いていないが、「この 2

人の衰えた健康状態は現代の人間が置かれている状況のメタファーである。」

と考えられるのではないだろうか。この劇では、この家の荒廃は社会状況のメ

タファーであるが、この家に住む、この 2 人の衰えた健康状態も現代の人間が

置かれている状況のメタファーであると言えるのではないだろうか。この家の

荒廃がメタファーであるならば、そこに住んでいる、この 2 人の衰えた健康状

態も、また、現代の人間が置かれている状況のメタファーであると考えられる

のではないだろうか。 

 この 2 人については、“Cornelius and Bella McCorkle are middle-class, in their 

late-sixties or early-seventies.”、「マコークル夫妻、コーネリアスとベラは、中産

階級で、60 代の終わりか、70 代の初めである。」と説明している。ということ

は、Williams は、1776 年に、アメリカとアメリカ人が生まれてから、歴史的に

は、あまり時間が経っていないものの、すでに、アメリカ人は、老いの域に入

りつつあると考えているのだろうか。2 人の身体的特徴については、“The upper 

frame of Cornelius is slight in comparison to his distended abdomen. Physical 

description may be flexible—that is, adapted to performance. Bella's way of moving 

suggests more weight than the actress needs to carry.”、「コーネリアスの上半身は、

大きくなった腹部と比べ、ほっそりしている。身体的描写には柔軟性を持たせ

てもよい。すなわち、演技に合わせて。ベラの動き方は、女優の体重以上の重

さを暗示している。」と書かれているこの引用文も、メタファーとして考えれ

ば、アメリカ人は、不健康な状態に置かれていて、しかも、肥満気味であり、

体型的にも、かなりバランスを崩していて、自分で思うような行動がとれずに、

イライラしている。BELLA については、さらに、“at Bella whose cardiac ashma has 

incapacitated her carrying anything much beside her weight. She looks dazed as she 

will often look during the play.”、「ベラは、心臓性喘息のために、自分の体重以

外のものを運ぶのが不可能である。劇の中でも、しばしば、そうであるが、め

まいを感じているように見える。」と書かれていて、心臓性喘息を患い、めま

いも感じるので、歩くのもつらそうである。この 2 人の衰えた健康状態を、現

代のアメリカ人が置かれている現実の状況、いや、彼らが置かれている精神的

な状況のメタファーにまで広げて考えてよいのかもしれない。 

 

 最後の一つは、“She is holding a large envelope that she wants to conceal from her 

husband.”、「彼女は大きな封筒を持っていて、それを夫から隠そうとしている。」
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である。彼女が夫から隠そうとしている大きな封筒は、いったい、何であるの

かということである。彼女の、こそこそとした行動は、すぐに、「観客」の目

を引くはずである。この「封筒」も、「時計」と同様に、劇が進むにつれて、

重要な意味を持っていることがわかる。そのため、この「封筒」も、「伏線」

であることがしだいにわかってくる。この「封筒」に関して、BELLA は、「ト

書き」、 

 

 Bella shyly, awkwardly stuffs the envelope into her bag.(p5) 

 

 ベラは、恥ずかしそうに、ぎこちなく、封筒をバックへ押し込む。 

 

や、 

 

 She(BELLA) fumbles a large envelope out of the bag.(p69) 

 

 彼女はバックから大きな封筒を手探りしながら出す。 

 

の中でも、何か意味ありげに、描写されている。 

 

 第一幕の冒頭の「ト書き」が出たついでに、第 2 幕の冒頭の「ト書き」につ

いて、もう一つだけ、付け加えておきたいことがある。第 2 幕の冒頭の「ト書

き」は、第 1 幕の冒頭の「ト書き」と比べると、極端に短い。ただ、 

 

 There is no passage of time.(p43) 

 

 時間の経過はない。 

 

と書かれているだけである。この［ト書き］の意味は、もちろん、第 1 幕が終

わって、第 2 幕が始まるまでの間に、少しの時間の経過もない、第Ⅰ幕と第 2

幕は、時間的に途切れることなく、連続しているという意味である。そのため、

この劇の「時間」全体、劇の始まりから劇の終わりまでの「時間」は、すべて

途切れることなく続いているので、劇の「時間」と観客が劇を観ている時間が

同じであると考えてよいだろう。これは、Gary Cooper(1901-1961)主演で、Fred 

Zinnemann(1907-1977)監督の映画、High Noon、『真昼の決闘』(1952)と同じ時

間的構成である。この映画では、映画の中の時間と観客がその映画を観ている

時間が同じである。ということは、この劇の上演時間が、仮に、2 時間である

とすると、BELLA と CORNELIUS が帰宅したときから、劇は始まり、劇の終

わりに、彼女は死んでいるので、彼女は、帰宅後、2 時間で死んでいることに

なる。 

 

第 2 章 「ト書き」「観客に向かって」、天候、時計 

 

「ト書き」「観客に向かって」 

 

この劇を出来るだけ多角的に見るため、いくつかの面から見てみよう。まず、

“To (the) audience”、「観客に向かって」という「ト書き」に目を向けることに

する。 

 

 これは観劇している客には、少々わかりにくいことであるが、この劇を読む

と、「ト書き」の中に、“To (the) audience”、「観客に向かって」という表現が

かなり頻繁に出てくる。通常、劇では、「登場人物」間で、「台詞」が交わさ

れる。特に、リアリズムの劇では、まるで「観客」がそこに存在していないか

のように演技をしながら、劇を進めるのが普通である。仮に「登場人物」が、

「観客」に向かって語る場合は、伝統的には、「独白」の形、すなわち、「登

場人物」がその心中を観客にだけわかる形で告白する方法がある。また、他の

「登場人物」には聞こえないが、「観客」にだけ聞こえる形、すなわち、「傍

白・脇台詞」の形で、「登場人物」が語る場合が多い。しかし、喜劇では、し

ばしば、「登場人物」が、「観客」に自分の考えや意見を述べ、それに同意や
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である。彼女が夫から隠そうとしている大きな封筒は、いったい、何であるの

かということである。彼女の、こそこそとした行動は、すぐに、「観客」の目

を引くはずである。この「封筒」も、「時計」と同様に、劇が進むにつれて、

重要な意味を持っていることがわかる。そのため、この「封筒」も、「伏線」

であることがしだいにわかってくる。この「封筒」に関して、BELLA は、「ト

書き」、 

 

 Bella shyly, awkwardly stuffs the envelope into her bag.(p5) 

 

 ベラは、恥ずかしそうに、ぎこちなく、封筒をバックへ押し込む。 

 

や、 

 

 She(BELLA) fumbles a large envelope out of the bag.(p69) 

 

 彼女はバックから大きな封筒を手探りしながら出す。 

 

の中でも、何か意味ありげに、描写されている。 

 

 第一幕の冒頭の「ト書き」が出たついでに、第 2 幕の冒頭の「ト書き」につ

いて、もう一つだけ、付け加えておきたいことがある。第 2 幕の冒頭の「ト書

き」は、第 1 幕の冒頭の「ト書き」と比べると、極端に短い。ただ、 

 

 There is no passage of time.(p43) 

 

 時間の経過はない。 

 

と書かれているだけである。この［ト書き］の意味は、もちろん、第 1 幕が終

わって、第 2 幕が始まるまでの間に、少しの時間の経過もない、第Ⅰ幕と第 2

幕は、時間的に途切れることなく、連続しているという意味である。そのため、

この劇の「時間」全体、劇の始まりから劇の終わりまでの「時間」は、すべて

途切れることなく続いているので、劇の「時間」と観客が劇を観ている時間が

同じであると考えてよいだろう。これは、Gary Cooper(1901-1961)主演で、Fred 

Zinnemann(1907-1977)監督の映画、High Noon、『真昼の決闘』(1952)と同じ時

間的構成である。この映画では、映画の中の時間と観客がその映画を観ている

時間が同じである。ということは、この劇の上演時間が、仮に、2 時間である

とすると、BELLA と CORNELIUS が帰宅したときから、劇は始まり、劇の終

わりに、彼女は死んでいるので、彼女は、帰宅後、2 時間で死んでいることに

なる。 

 

第 2 章 「ト書き」「観客に向かって」、天候、時計 

 

「ト書き」「観客に向かって」 

 

この劇を出来るだけ多角的に見るため、いくつかの面から見てみよう。まず、

“To (the) audience”、「観客に向かって」という「ト書き」に目を向けることに

する。 

 

 これは観劇している客には、少々わかりにくいことであるが、この劇を読む

と、「ト書き」の中に、“To (the) audience”、「観客に向かって」という表現が

かなり頻繁に出てくる。通常、劇では、「登場人物」間で、「台詞」が交わさ

れる。特に、リアリズムの劇では、まるで「観客」がそこに存在していないか

のように演技をしながら、劇を進めるのが普通である。仮に「登場人物」が、

「観客」に向かって語る場合は、伝統的には、「独白」の形、すなわち、「登

場人物」がその心中を観客にだけわかる形で告白する方法がある。また、他の

「登場人物」には聞こえないが、「観客」にだけ聞こえる形、すなわち、「傍

白・脇台詞」の形で、「登場人物」が語る場合が多い。しかし、喜劇では、し

ばしば、「登場人物」が、「観客」に自分の考えや意見を述べ、それに同意や
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賛同を求める意味で、「観客」を、いわば、第 3 の「登場人物」として、暗に

参加を求めるという形をとって、彼らに話しかける場合がある。Williams も、

この劇では、その形を踏襲していると言えるが、この劇では、その頻度がかな

り高いと言えるのではないだろうか。その頻度と「登場人物」と第 1・2 幕の関

係を把握する意味で、わかりやすく表にしてみた。 

 

 CORNELIUS JESSIE BELLA STACEY 

第1幕 

第2幕 

13 

7 

3 

10 

2 

2 

0 

1 

※ 表の中の数字は、“to (the) audience”、及び、それに類似した表現の頻

度を表す。 

 

となる。 

 「登場人物」の面から見ると、“to (the) audience”、「観客に向かって」は、

CORNELIUSと JESSIEに集中して使われ、CORNELIUSが全体の約52％、JESSIE

が約 34％であり、この 2 人で、全体の 9 割弱である。また、幕別に見ると、第

1 幕では、CORNELIUS に、第 2 幕では、JESSIE に、比較的集中しているのが

わかる。「ト書き」に書かれている場合、8 割強が “to (the) audience”、「観客

に向かって」という単純な形であるが、その他は、“He sits in a chair, intermittenly 

groaning and staring out accusingly at the audience”(p5)、「彼（コーネリアス）は

椅子に座って、観客に向かって、断続的に、うなり声を上げ、非難するように

にらめつける。」、“Lurches up from chair and hobbles to the audience”(p19)、「（コ

ーネリアスは）椅子からよろめきながら立ち上がり、観客に向かって足をひき

づりながら進む。」、“Adressing the audience”(p25)、「（コーネリアス）は観

客に向かって語りながら」、“He stares desolately out at the audience.... ”、「彼（コ

ーネリアス）はわびしそうに観客をじっと見る」、“Stacey rushes blindly toward 

the audience”(p67)、「ステイシーは観客に向かってやみくもに突進する。」、“She 

moves downstage and delivers an “interior monologue ” to the audience”、「（ジェシ

ーは）舞台前方へ行き、観客に向かって、「内的独白」を語る。」、“returning 

to address the audience”(p78)、「再び観客に向かって話す」、“She lowers her voice 

confidingly as she continues speaking to the audience. ”(p78)、「彼女（ステイシー）

は観客に向かって話しながら、自信を持って声を低くする。」と書かれている。

「観客」に向かって話しかける場合、「観客」に対して、［登場人物」は自分

の正当性を強く主張して、それに同意を求める形が多いが、CORNELIUS と

JESSIE の場合も、それに相当する。しかし、おそらく、「観客」は、2 人が主

張する正当性には、とうてい賛同するとは思えない。「観客」が賛同しないに

もかかわらず、2 人が、繰り返し、「観客」に正当性を主張し続けることの中

には、ある種の滑稽さが感じられる。 

 Williams が、このように、「登場人物」が「観客」へ話しかける形を多用し

ているということは、彼の、他の劇よりも、「観客」を劇の中へ取り込もうと

している、かなり強い意図があり、彼はそれを喜劇の一手法としていると考え

ていることがわかる。また、別の面から見れば、彼は、この劇の中で、暗示し

ているメタファーを観客と共有したいという、強い気持ちの表れと見てよいの

かもしれない。この劇では、この劇のために、Yeats の"The Second Coming"の

一部が引用されているように、Williams にとっては、アメリカ人やアメリカ社

会の中心部分が、もうすでに崩壊しつつあるという危機感がある。その危機感

の共有こそ、彼が、この劇を通して願っていることではないだろうか。その一

つの手段として、この「観客に向かって」という「ト書き」を用いているので

はないだろうか。 

 

天候 

 

 次は天候を一つの手がかりとして見てみよう。 

 

この劇の冒頭の「ト書き」に、 

 

“Throughout the play, deluges of rain come and go, and there are intermittent 
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賛同を求める意味で、「観客」を、いわば、第 3 の「登場人物」として、暗に

参加を求めるという形をとって、彼らに話しかける場合がある。Williams も、

この劇では、その形を踏襲していると言えるが、この劇では、その頻度がかな

り高いと言えるのではないだろうか。その頻度と「登場人物」と第 1・2 幕の関

係を把握する意味で、わかりやすく表にしてみた。 

 

 CORNELIUS JESSIE BELLA STACEY 

第1幕 

第2幕 

13 

7 

3 

10 

2 

2 

0 

1 

※ 表の中の数字は、“to (the) audience”、及び、それに類似した表現の頻

度を表す。 

 

となる。 

 「登場人物」の面から見ると、“to (the) audience”、「観客に向かって」は、

CORNELIUSと JESSIEに集中して使われ、CORNELIUSが全体の約52％、JESSIE

が約 34％であり、この 2 人で、全体の 9 割弱である。また、幕別に見ると、第

1 幕では、CORNELIUS に、第 2 幕では、JESSIE に、比較的集中しているのが

わかる。「ト書き」に書かれている場合、8 割強が “to (the) audience”、「観客

に向かって」という単純な形であるが、その他は、“He sits in a chair, intermittenly 

groaning and staring out accusingly at the audience”(p5)、「彼（コーネリアス）は

椅子に座って、観客に向かって、断続的に、うなり声を上げ、非難するように

にらめつける。」、“Lurches up from chair and hobbles to the audience”(p19)、「（コ

ーネリアスは）椅子からよろめきながら立ち上がり、観客に向かって足をひき

づりながら進む。」、“Adressing the audience”(p25)、「（コーネリアス）は観

客に向かって語りながら」、“He stares desolately out at the audience.... ”、「彼（コ

ーネリアス）はわびしそうに観客をじっと見る」、“Stacey rushes blindly toward 

the audience”(p67)、「ステイシーは観客に向かってやみくもに突進する。」、“She 

moves downstage and delivers an “interior monologue ” to the audience”、「（ジェシ

ーは）舞台前方へ行き、観客に向かって、「内的独白」を語る。」、“returning 

to address the audience”(p78)、「再び観客に向かって話す」、“She lowers her voice 

confidingly as she continues speaking to the audience. ”(p78)、「彼女（ステイシー）

は観客に向かって話しながら、自信を持って声を低くする。」と書かれている。

「観客」に向かって話しかける場合、「観客」に対して、［登場人物」は自分

の正当性を強く主張して、それに同意を求める形が多いが、CORNELIUS と

JESSIE の場合も、それに相当する。しかし、おそらく、「観客」は、2 人が主

張する正当性には、とうてい賛同するとは思えない。「観客」が賛同しないに

もかかわらず、2 人が、繰り返し、「観客」に正当性を主張し続けることの中

には、ある種の滑稽さが感じられる。 

 Williams が、このように、「登場人物」が「観客」へ話しかける形を多用し

ているということは、彼の、他の劇よりも、「観客」を劇の中へ取り込もうと

している、かなり強い意図があり、彼はそれを喜劇の一手法としていると考え

ていることがわかる。また、別の面から見れば、彼は、この劇の中で、暗示し

ているメタファーを観客と共有したいという、強い気持ちの表れと見てよいの

かもしれない。この劇では、この劇のために、Yeats の"The Second Coming"の

一部が引用されているように、Williams にとっては、アメリカ人やアメリカ社

会の中心部分が、もうすでに崩壊しつつあるという危機感がある。その危機感

の共有こそ、彼が、この劇を通して願っていることではないだろうか。その一

つの手段として、この「観客に向かって」という「ト書き」を用いているので

はないだろうか。 

 

天候 

 

 次は天候を一つの手がかりとして見てみよう。 

 

この劇の冒頭の「ト書き」に、 

 

“Throughout the play, deluges of rain come and go, and there are intermittent 
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rumbles of thunder and flashes of lightning. ”(p3) 

 

 「劇の間、豪雨が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。」 

 

と書かれているように、この劇の間中、激しい風、激しい雨、雷、稲妻が断続

的に続いている。このような激しい暴風雨の描写は、しばしば、何か、大きな

ことが起こる予兆か、その大きなことが、今、起こりつつある場合に用いられ

ることが多い。この劇の中でも、この激しい嵐は、今にも、崩壊しそうな家庭

の、最後の断末魔な様相を表していると言ってもよいぐらいである。芸術作品

においては、ほとんど、そのジャンルを問わず、激しい雨、激しい風、雷、稲

妻は、「背景」として使われる場合は、何か、突然の、激しい感情の起伏、突

然の緊急の事態、間近に迫りつつある、危機的状況などを、強調するために、

音響効果、視覚効果として、しばしば、利用されてきた。この劇においても、

それと同じであると考えてよいだろう。ただ、違うとすれば、この劇では、こ

の CORNELIUS・BELLA 夫妻の家が、アメリカ社会のメタファーになっている

ので、Yeats の“The Second Coming”のように、個人的なレベルを超えて、国家

的なレベル、世界的なレベルの危機感の広がりが感じられることである。 

 

 劇が始まるとすぐ、CORNELIUS も、 

 

CORNELIUS[to the audience]: I tell you, entering this house from a cloudburst 

ain’t exactly like coming in outa the rain.(p4) 

 

コーネリアス「観客に向かって」：いいかい、突然の土砂降りから家の中に

入るのは、必ずしも、雨の中から入るのと同じではない。 

 

と言って、まず、この激しい嵐について言及し、不平を漏らしている。 

 次の「ト書き」、 

 

 Thunder and rain are heard.(p25) 

 

 雷と雨の音が聞こえてくる。 

 

は、CORNELIUS が、知り合いの T. C. Wallow が、身体が不自由であったにも

かかわらず、一晩、製氷工場に取り残されたことを話しているときに、挿入さ

れている。 

 次の「ト書き」、 

 

There is a crash of thunder. The lights go out for a couple of moments.(p48) 

 

 雷が落ちる音が聞こえる。明かりが少しの間消える。 

 

は、雨風が激しい中、外へ急に飛び出した BELLA が、もう少しのところで、

トラックにひかれそうになったときに、挿入されている。「雷が落ちる音が聞

こえる。」で、その事故を暗示し、「明かりが少しの間消える。」で、もう少

しのところで、命を落としそうになったこと暗示しているのだろう。 

 次の「ト書き」、 

 

 There is a thunder clap.(p51) 

 

 雷が鳴る。 

 

は、CHARLIE が、その交通事故で、怪我をした BELLA を抱えるようにして、

台所へ連れてきたときに、挿入されている。 

 次の「台詞」、 

 

 Thunder is heard and lights flicker.(p51) 
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rumbles of thunder and flashes of lightning. ”(p3) 

 

 「劇の間、豪雨が降ったり止んだりし、雷や稲妻が断続的に続いている。」 

 

と書かれているように、この劇の間中、激しい風、激しい雨、雷、稲妻が断続

的に続いている。このような激しい暴風雨の描写は、しばしば、何か、大きな

ことが起こる予兆か、その大きなことが、今、起こりつつある場合に用いられ

ることが多い。この劇の中でも、この激しい嵐は、今にも、崩壊しそうな家庭

の、最後の断末魔な様相を表していると言ってもよいぐらいである。芸術作品

においては、ほとんど、そのジャンルを問わず、激しい雨、激しい風、雷、稲

妻は、「背景」として使われる場合は、何か、突然の、激しい感情の起伏、突

然の緊急の事態、間近に迫りつつある、危機的状況などを、強調するために、

音響効果、視覚効果として、しばしば、利用されてきた。この劇においても、

それと同じであると考えてよいだろう。ただ、違うとすれば、この劇では、こ

の CORNELIUS・BELLA 夫妻の家が、アメリカ社会のメタファーになっている

ので、Yeats の“The Second Coming”のように、個人的なレベルを超えて、国家

的なレベル、世界的なレベルの危機感の広がりが感じられることである。 

 

 劇が始まるとすぐ、CORNELIUS も、 

 

CORNELIUS[to the audience]: I tell you, entering this house from a cloudburst 

ain’t exactly like coming in outa the rain.(p4) 

 

コーネリアス「観客に向かって」：いいかい、突然の土砂降りから家の中に

入るのは、必ずしも、雨の中から入るのと同じではない。 

 

と言って、まず、この激しい嵐について言及し、不平を漏らしている。 

 次の「ト書き」、 

 

 Thunder and rain are heard.(p25) 

 

 雷と雨の音が聞こえてくる。 

 

は、CORNELIUS が、知り合いの T. C. Wallow が、身体が不自由であったにも

かかわらず、一晩、製氷工場に取り残されたことを話しているときに、挿入さ

れている。 

 次の「ト書き」、 

 

There is a crash of thunder. The lights go out for a couple of moments.(p48) 

 

 雷が落ちる音が聞こえる。明かりが少しの間消える。 

 

は、雨風が激しい中、外へ急に飛び出した BELLA が、もう少しのところで、

トラックにひかれそうになったときに、挿入されている。「雷が落ちる音が聞

こえる。」で、その事故を暗示し、「明かりが少しの間消える。」で、もう少

しのところで、命を落としそうになったこと暗示しているのだろう。 

 次の「ト書き」、 

 

 There is a thunder clap.(p51) 

 

 雷が鳴る。 

 

は、CHARLIE が、その交通事故で、怪我をした BELLA を抱えるようにして、

台所へ連れてきたときに、挿入されている。 

 次の「台詞」、 

 

 Thunder is heard and lights flicker.(p51) 
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 雷が聞こえ、明かりが明滅する。 

 

は、CORNELIUS が、EMERSON と JESSIE の家の様子に触れたときに、挿入さ

れている。 

 次の「ト書き」、 

 

Cornelius, with raised cane, turn again toward Charlie. Charlie seizes the cane and 

hurls it away while simultaneously there is a clap of thunder. The interior goes 

black: a confusion of outcries and sounds are heard.(p58)  

 

コーネリアスは、ステッキを振り上げて、再び、チャーリーに向かって、挑

みかかる。チャーリーはそのステッキを取り上げ、それを放り投げるのと同

時に、雷が鳴る。室内は暗くなる。悲鳴や音が聞こえてくる。 

 

は、CORNELIUS が、BELLA に、激しく DANCIE 家の金のありかを迫まるが、

彼女が頑として言おうとしないため、怒りのあまり、暴力的になったときに、

挿入されている。 

 

 この劇の中で、用いられている、激しい雨、激しい風、雷、稲妻は、自然が

存在する限り、起こってくる現象である。また、それらの自然現象や自然の物

によって暗示される、人間の感情の起伏、人間が置かれている危機的状況も、

人間が存在する限り、起こってくることである。そのため、自然における現象

や物も、人間の内外で起こる現象も、どこかで、通底しているような気がする。

まるで、すべてのものが、結局は、同じものでできているような気もしてくる。

そのため、人間の内外で起こることを、より的確に、描写しようと思えば、ど

うしても、自然現象や物が必要なのかもしれない。もし仮に、自然現象や物に

関する言及をいっさいすることなしに、人間の内外に起こる現象を描こうとす

ると、その描写や表現は、どこか物足りなく、貧弱な物になるのではないだろ

うか。フランスの哲学者 Pascal(1623-62）が「人間は考える葦である。」と言

っているが、もし彼が、自然の物、「葦」を使わずに、また、その他の自然現

象や自然の物をいっさい使わずに、「人間は考える葦である。」と同じ意味の

ことを言えるだろうか。それは、ほとんど不可能であるかもしれない。自然が

なければ、人間は生きてはいけないように、自然の現象や自然の物を借りるこ

となしに、人間は自らのことを描写・表現できないのかもしれない。どういう

わけか、この劇の自然現象の描写は、筆者に、あらためて、このことを考えさ

せてくれた。 

 

時計 

 

 次は時計を一つの手がかりとして見てみよう。 

 

 この劇では、“clock”、「時計」に関する言及も散見される。この語も、この

劇におけるキーワードの一つに加えてもよいだろう。前にも触れたが、冒頭の

「ト書き」の中に、「時計」に関する言及がある。 

  

 At the rise of the curtain a large mantel clock ticks rather loudly for about half a 

minute before there is the sound of persons about to enter the house—....(p3) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

 幕が上がると、およそ 30 秒ばかり、かなり大きな音で、大きなマントルピ

ースの時計がカチカチと鳴り、やがて、人が家の中へ入ろうとする音が聞こ

えてくる—、、、 

 

この「ト書き」では、「登場人物」、CORNELIUS と BELLA が、Tennessee 州

Memphis で行われた、彼らの長男 CHIPS の葬式から帰って来て、激しい嵐の中、

家の中に入る直前の 30 秒間にわたって、舞台上のマントルピースの上に置かれ

た「時計」が、かなり大きな音でカチカチとなりながら、時を刻む音が聞こえ

てくる。このときは、後に停電になるほど、風雨も激しく、雷も頻繁に鳴って
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 雷が聞こえ、明かりが明滅する。 

 

は、CORNELIUS が、EMERSON と JESSIE の家の様子に触れたときに、挿入さ

れている。 

 次の「ト書き」、 

 

Cornelius, with raised cane, turn again toward Charlie. Charlie seizes the cane and 

hurls it away while simultaneously there is a clap of thunder. The interior goes 

black: a confusion of outcries and sounds are heard.(p58)  

 

コーネリアスは、ステッキを振り上げて、再び、チャーリーに向かって、挑

みかかる。チャーリーはそのステッキを取り上げ、それを放り投げるのと同

時に、雷が鳴る。室内は暗くなる。悲鳴や音が聞こえてくる。 

 

は、CORNELIUS が、BELLA に、激しく DANCIE 家の金のありかを迫まるが、

彼女が頑として言おうとしないため、怒りのあまり、暴力的になったときに、

挿入されている。 

 

 この劇の中で、用いられている、激しい雨、激しい風、雷、稲妻は、自然が

存在する限り、起こってくる現象である。また、それらの自然現象や自然の物

によって暗示される、人間の感情の起伏、人間が置かれている危機的状況も、

人間が存在する限り、起こってくることである。そのため、自然における現象

や物も、人間の内外で起こる現象も、どこかで、通底しているような気がする。

まるで、すべてのものが、結局は、同じものでできているような気もしてくる。

そのため、人間の内外で起こることを、より的確に、描写しようと思えば、ど

うしても、自然現象や物が必要なのかもしれない。もし仮に、自然現象や物に

関する言及をいっさいすることなしに、人間の内外に起こる現象を描こうとす

ると、その描写や表現は、どこか物足りなく、貧弱な物になるのではないだろ

うか。フランスの哲学者 Pascal(1623-62）が「人間は考える葦である。」と言

っているが、もし彼が、自然の物、「葦」を使わずに、また、その他の自然現

象や自然の物をいっさい使わずに、「人間は考える葦である。」と同じ意味の

ことを言えるだろうか。それは、ほとんど不可能であるかもしれない。自然が

なければ、人間は生きてはいけないように、自然の現象や自然の物を借りるこ

となしに、人間は自らのことを描写・表現できないのかもしれない。どういう

わけか、この劇の自然現象の描写は、筆者に、あらためて、このことを考えさ

せてくれた。 

 

時計 

 

 次は時計を一つの手がかりとして見てみよう。 

 

 この劇では、“clock”、「時計」に関する言及も散見される。この語も、この

劇におけるキーワードの一つに加えてもよいだろう。前にも触れたが、冒頭の

「ト書き」の中に、「時計」に関する言及がある。 

  

 At the rise of the curtain a large mantel clock ticks rather loudly for about half a 

minute before there is the sound of persons about to enter the house—....(p3) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

 幕が上がると、およそ 30 秒ばかり、かなり大きな音で、大きなマントルピ

ースの時計がカチカチと鳴り、やがて、人が家の中へ入ろうとする音が聞こ

えてくる—、、、 

 

この「ト書き」では、「登場人物」、CORNELIUS と BELLA が、Tennessee 州

Memphis で行われた、彼らの長男 CHIPS の葬式から帰って来て、激しい嵐の中、

家の中に入る直前の 30 秒間にわたって、舞台上のマントルピースの上に置かれ

た「時計」が、かなり大きな音でカチカチとなりながら、時を刻む音が聞こえ

てくる。このときは、後に停電になるほど、風雨も激しく、雷も頻繁に鳴って
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いるので、真夜中とはいえ、かなり騒がしい状況である。そのため、本来なら、

「時計」のカチカチという音は、ほとんど、もしくは、まったく聞こえないは

ずである。通常は、「時計」の音が聞こえてくる場合は、その周囲が静寂に満

たされている場合がほとんどであろう。「時計」の音が大きくなればなるほど、

それだけ、そこの静寂さを深めることができる。あるものの音をより大きくす

ることによって、その場所の静けさをより強調するのである。日本では、この

効果を出すのに、鹿威し（添水）が用いられることもある。あるものの音を出

すことによって、反対に、そこに静けさを呼び込む方法である。この劇では、

これほど騒がしい音が周囲にあるにもかかわらず、「時計」の音は大きな音で

カチカチと聞こえてくるのである。それは、まるで周囲の音に負けまいとする

かのように、「時計」が、意志的に、かなり大きな音を出して、しかも 30 秒間

という長い時間にわたって、カチカチと鳴っているいるように聞こえてくる。

これは、もう、この劇の中の静けさを強調するというよりも、「時計」自体が、

単に、時間を刻む機械ではなく、まるで、「ここにいる、俺の存在を忘れてし

まっては困る」と言っているかのように、自己の存在を観客に強く訴え、印象

づけようとしているようである。すなわち、この劇では、「時計」は、時を刻

む機械以上の存在であることを暗示している。 

 その後、しばらくして、CORNELIUS が、持病の関節炎の痛みについて不平

を言ったあと、次のような、BELLA の「台詞」と「ト書き」が続く。 

 

BELLA[vaguely]: Maybe age—is the only explanantion. [Pause. The clock ticks 

loudly.]....(p8) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

ベラ「ぼんやりと」：たぶん、年ね、他に説明のしようがないわ。「間。時

計が大きな音で、カチカチと鳴る。」 

 

「ト書き」の中にもあるように、このときは、ほとんど前後の脈絡がなく、唐

突と思える形で、おそらく、今度は、短い間であると思われるが、再び、「時

計」の大きなカチカチという音が聞こえてくる。今、ほとんど前後の脈絡がな

くと書いたが、強いて、脈絡を探ろうとすれば、このときの「時計」の音は、

BELLA が、自分で言った"age"、「年齢」という語が引き金になっているのか

もしれない。彼女は「年齢」という語を言った後、その「年齢」という語から、

長い期間にわたる時間を連想したのではないだろうか。一種の自由連想のよう

に。彼女が、その連想をしている時間が、「ト書き」の中の「間」の時間では

ないだろうか。そして、その「間」の後、「時計」の音が大きな音でカチカチ

鳴っている。すなわち、彼女が、「たぶん、年ね、他に説明のしようがないわ。」

と言ったあと、間があり、その後続いて、再び、「時計」が大きな音で鳴って

いるのである。このことは、暗に、「時計」は、彼女にとってだけ、ある種の、

意味ある「時計」であり、夫の CORNELIUS にとっては、何の意味もない「時

計」であるか、彼女が考えている意味を持っていない「時計」であることが、

それとなく暗示されているように思われる。そのため、この「時計」の音は大

きなカチカチという音を出しているが、じっさいには、彼女にだけ（この彼女

には、「観客」も含まれるが）聞こえ、夫の CORNELIUS には、聞こえない音

であるかもしれない。彼女自身が発した「年齢」という言葉や、「時計」を通

して、長い時間を意識した彼女は、自由連想のような形で、長いこと家で飼っ

ていて、今では、まるで家族の一員になっているイヌの Peppy について言及し

ている。この「時計」は、BELLA にとっては、現在の時間のみを表していると

言うよりも、長い期間にわたる時間を表しているように思える。 

 次の時計に関する、BELLA と CORNELIUS のやり取り、 

 

CORNELIUS: ....Funny how familiar names slip your mind sometimes like 

this—aw, KWIK-CHEK! 

・ ・ ・ 

BELLA: I thought you said the Kwik-Chek. Is it time? 

[Cornelius gives Emerson an incredulous look. Then leads Bella to a position facing 

the blank-faced clock.] 

CORNELIUS: Can you see the clock, Bella—BELLA, CAN YOU SEE THE 
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いるので、真夜中とはいえ、かなり騒がしい状況である。そのため、本来なら、

「時計」のカチカチという音は、ほとんど、もしくは、まったく聞こえないは

ずである。通常は、「時計」の音が聞こえてくる場合は、その周囲が静寂に満

たされている場合がほとんどであろう。「時計」の音が大きくなればなるほど、

それだけ、そこの静寂さを深めることができる。あるものの音をより大きくす

ることによって、その場所の静けさをより強調するのである。日本では、この

効果を出すのに、鹿威し（添水）が用いられることもある。あるものの音を出

すことによって、反対に、そこに静けさを呼び込む方法である。この劇では、

これほど騒がしい音が周囲にあるにもかかわらず、「時計」の音は大きな音で

カチカチと聞こえてくるのである。それは、まるで周囲の音に負けまいとする

かのように、「時計」が、意志的に、かなり大きな音を出して、しかも 30 秒間

という長い時間にわたって、カチカチと鳴っているいるように聞こえてくる。

これは、もう、この劇の中の静けさを強調するというよりも、「時計」自体が、

単に、時間を刻む機械ではなく、まるで、「ここにいる、俺の存在を忘れてし

まっては困る」と言っているかのように、自己の存在を観客に強く訴え、印象

づけようとしているようである。すなわち、この劇では、「時計」は、時を刻

む機械以上の存在であることを暗示している。 

 その後、しばらくして、CORNELIUS が、持病の関節炎の痛みについて不平

を言ったあと、次のような、BELLA の「台詞」と「ト書き」が続く。 

 

BELLA[vaguely]: Maybe age—is the only explanantion. [Pause. The clock ticks 

loudly.]....(p8) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

ベラ「ぼんやりと」：たぶん、年ね、他に説明のしようがないわ。「間。時

計が大きな音で、カチカチと鳴る。」 

 

「ト書き」の中にもあるように、このときは、ほとんど前後の脈絡がなく、唐

突と思える形で、おそらく、今度は、短い間であると思われるが、再び、「時

計」の大きなカチカチという音が聞こえてくる。今、ほとんど前後の脈絡がな

くと書いたが、強いて、脈絡を探ろうとすれば、このときの「時計」の音は、

BELLA が、自分で言った"age"、「年齢」という語が引き金になっているのか

もしれない。彼女は「年齢」という語を言った後、その「年齢」という語から、

長い期間にわたる時間を連想したのではないだろうか。一種の自由連想のよう

に。彼女が、その連想をしている時間が、「ト書き」の中の「間」の時間では

ないだろうか。そして、その「間」の後、「時計」の音が大きな音でカチカチ

鳴っている。すなわち、彼女が、「たぶん、年ね、他に説明のしようがないわ。」

と言ったあと、間があり、その後続いて、再び、「時計」が大きな音で鳴って

いるのである。このことは、暗に、「時計」は、彼女にとってだけ、ある種の、

意味ある「時計」であり、夫の CORNELIUS にとっては、何の意味もない「時

計」であるか、彼女が考えている意味を持っていない「時計」であることが、

それとなく暗示されているように思われる。そのため、この「時計」の音は大

きなカチカチという音を出しているが、じっさいには、彼女にだけ（この彼女

には、「観客」も含まれるが）聞こえ、夫の CORNELIUS には、聞こえない音

であるかもしれない。彼女自身が発した「年齢」という言葉や、「時計」を通

して、長い時間を意識した彼女は、自由連想のような形で、長いこと家で飼っ

ていて、今では、まるで家族の一員になっているイヌの Peppy について言及し

ている。この「時計」は、BELLA にとっては、現在の時間のみを表していると

言うよりも、長い期間にわたる時間を表しているように思える。 

 次の時計に関する、BELLA と CORNELIUS のやり取り、 

 

CORNELIUS: ....Funny how familiar names slip your mind sometimes like 

this—aw, KWIK-CHEK! 

・ ・ ・ 

BELLA: I thought you said the Kwik-Chek. Is it time? 

[Cornelius gives Emerson an incredulous look. Then leads Bella to a position facing 

the blank-faced clock.] 

CORNELIUS: Can you see the clock, Bella—BELLA, CAN YOU SEE THE 
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CLOCK? 

BELLA: —Twelve!—You should’ve called me, Cornelius. 

CORNELIUS: For what? 

BELLA[panicky]: Kwick-Check?!(p28) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

コーネリアス：どうしてお前は聞き慣れた名前、たとえば、そうだ、クイッ

ク・チェックのような名前をすぐに思い出せないのが不思議だ。 

「コーネリアスはエマソンに信じられないという顔つきをする。それからベ

ラを何も書かれていない時計の前まで連れて行く。」 

コーネリアス：時計が見えるか、ベラ—ベラ、時計が見えるか？ 

ベラ：—12 時！—私に電話してくれればよかったのに、コーネリアス。 

コーネリアス：何のためだ？ 

ベラ「パニックになって」：クイック・チェックへ行くためよ？！ 

 

ちなみに、Kwik-Chek は、息子の CHIPS が死んだ、Tennessee 州 Memphis に、

現在も、実在している、有名なレストランである。BELLA は、夫の CORNELIUS

と EMERSON の間で、思わず、話題に出た Kwik-Chek という言葉に反応して、

そのレストランへ食事に行くものと思い込んだのである。この中の「ト書き」

に、"the blank-faced clock"とあるが、これは、「何も書かれていない（文字盤の

ない）時計」と考えてよいのだろう。そうであるとすると、Williams は、何故、

「ト書き」の中で、わざわざ、この「時計」は「何も書かれていない（文字盤

のない）時計」と書いたのだろうか。彼は、前に述べたように、この「時計」

が不自然なほどに大きな音を立てている様子を描写しているが、その「時計」

がカチカチという音を立てて、正常に動いている様子を観客に印象づけている。

それにもかかわらず、この「時計」については、"the blank-faced clock"と書いて、

文字盤がないことを示している。文字盤がないということは、言うまでもなく、

現在の時間を知らせることができないということである。そのため、この「時

計」は、前にも述べたように、「時計」本来の役目、現在の時刻を知らせる「時

計」という重要な役目を担っているというよりも、やはり、長い期間にわたる

時間を表す「時計」、いわば、象徴的な「時計」としての役割を担っていると

考えた方がよいだろう。このことと同時に、注意を向ける必要があるのは、

BELLA も CORNELIUS も、文字盤のない「時計」を見ながら、今の時間が、

夜中の 12 時であることがわかっていることである。常識的に考えれば、文字盤

がなければ、現在の時間はわからない。しかし、この劇では、文字盤がなくて

も、現在の時間が 12 時であることを、2 人がわかるという形を取っている。と

いうことは、この 2 人にとっては、「時計」の文字盤は、じっさい、見えるの

である。しかし、時計の文字盤はない。この「時計」は、このように二重の役

目、すなわち、現在の時間を表す役目と長い時間を表す役目を持っているので

ある。その二重の役目のうち、どの役目が果たされているかは、「登場人物」

によって、違うのである。 

 次の場面では、ビールで薬を飲んだ BELLA は、その薬が効き始める。 

 

BELLA: ....[....A synergistic reaction occurs. Gradually the apparition of Chips 

becomes visible behind the transparency of the dining room. The apparition stands 

motionless for a while before Bella lifts her clear, deeply innocent eyes to him.]Oh, 

son, Chips! [She attempts to rise unsuccessfully.]Where’ve you been so long, such a 

— 

[The apparition never speaks, but his recorded voice is projected over speakers.] 

APPARITION OF CHIPS: Clock. 

[There is a pause as she tries again to get up.] 

APPARITION OF CHIPS: Clock. 

[Delicate music is heard.] 

BELLA: —Long, long time, ohh, I—  

APPARITION OF CHIPS: Clock. 

BELLA: Long trip back . . . 

APPARITION OF CHIPS: Clock, Clock, Clock 

[With a slow, dance-like motion the apparition of Chips turns and the light behind 
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CLOCK? 

BELLA: —Twelve!—You should’ve called me, Cornelius. 

CORNELIUS: For what? 

BELLA[panicky]: Kwick-Check?!(p28) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

コーネリアス：どうしてお前は聞き慣れた名前、たとえば、そうだ、クイッ

ク・チェックのような名前をすぐに思い出せないのが不思議だ。 

「コーネリアスはエマソンに信じられないという顔つきをする。それからベ

ラを何も書かれていない時計の前まで連れて行く。」 

コーネリアス：時計が見えるか、ベラ—ベラ、時計が見えるか？ 

ベラ：—12 時！—私に電話してくれればよかったのに、コーネリアス。 

コーネリアス：何のためだ？ 

ベラ「パニックになって」：クイック・チェックへ行くためよ？！ 

 

ちなみに、Kwik-Chek は、息子の CHIPS が死んだ、Tennessee 州 Memphis に、

現在も、実在している、有名なレストランである。BELLA は、夫の CORNELIUS

と EMERSON の間で、思わず、話題に出た Kwik-Chek という言葉に反応して、

そのレストランへ食事に行くものと思い込んだのである。この中の「ト書き」

に、"the blank-faced clock"とあるが、これは、「何も書かれていない（文字盤の

ない）時計」と考えてよいのだろう。そうであるとすると、Williams は、何故、

「ト書き」の中で、わざわざ、この「時計」は「何も書かれていない（文字盤

のない）時計」と書いたのだろうか。彼は、前に述べたように、この「時計」

が不自然なほどに大きな音を立てている様子を描写しているが、その「時計」

がカチカチという音を立てて、正常に動いている様子を観客に印象づけている。

それにもかかわらず、この「時計」については、"the blank-faced clock"と書いて、

文字盤がないことを示している。文字盤がないということは、言うまでもなく、

現在の時間を知らせることができないということである。そのため、この「時

計」は、前にも述べたように、「時計」本来の役目、現在の時刻を知らせる「時

計」という重要な役目を担っているというよりも、やはり、長い期間にわたる

時間を表す「時計」、いわば、象徴的な「時計」としての役割を担っていると

考えた方がよいだろう。このことと同時に、注意を向ける必要があるのは、

BELLA も CORNELIUS も、文字盤のない「時計」を見ながら、今の時間が、

夜中の 12 時であることがわかっていることである。常識的に考えれば、文字盤

がなければ、現在の時間はわからない。しかし、この劇では、文字盤がなくて

も、現在の時間が 12 時であることを、2 人がわかるという形を取っている。と

いうことは、この 2 人にとっては、「時計」の文字盤は、じっさい、見えるの

である。しかし、時計の文字盤はない。この「時計」は、このように二重の役

目、すなわち、現在の時間を表す役目と長い時間を表す役目を持っているので

ある。その二重の役目のうち、どの役目が果たされているかは、「登場人物」

によって、違うのである。 

 次の場面では、ビールで薬を飲んだ BELLA は、その薬が効き始める。 

 

BELLA: ....[....A synergistic reaction occurs. Gradually the apparition of Chips 

becomes visible behind the transparency of the dining room. The apparition stands 

motionless for a while before Bella lifts her clear, deeply innocent eyes to him.]Oh, 

son, Chips! [She attempts to rise unsuccessfully.]Where’ve you been so long, such a 

— 

[The apparition never speaks, but his recorded voice is projected over speakers.] 

APPARITION OF CHIPS: Clock. 

[There is a pause as she tries again to get up.] 

APPARITION OF CHIPS: Clock. 

[Delicate music is heard.] 

BELLA: —Long, long time, ohh, I—  

APPARITION OF CHIPS: Clock. 

BELLA: Long trip back . . . 

APPARITION OF CHIPS: Clock, Clock, Clock 

[With a slow, dance-like motion the apparition of Chips turns and the light behind 
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the transparency dims out....Bella draws a deep breath and staggers to the hat rack 

by the front entrance. She fumbles a large envelope out of her bag.](p69) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

ベラ：、、、「、、、相乗効果が現れる。しだいに、ダイニング・ルームの

透かし張りものの後ろに、チップスの幽霊が見えるようになる。幽霊は、し

ばらくの間、じっとして立っている。それから、ベラが澄んだ、深く無垢な

目を彼の方へ向ける。」息子よ、チップス！「立ち上がろうとするが、うま

くいかない。」そんなに長いこと、どこにいたの、そんなに— 

「幽霊は一言も口をきかないが、彼の録音された声はスピーカーを通して流

される。」 

チップスの幽霊：時計。 

「彼女は再び立ち上がろうとしているとき、間がある。」 

チップスの幽霊：時計。 

「繊細な音楽が聞こえる。」 

ベラ：—昔、私は、— 

チップスの幽霊：時計。 

ベラ：以前の長い旅行、、、 

チップスの幽霊：時計。時計。時計。 

「ゆっくりとした、ダンスのような動きで、チップスの幽霊は振り返り、透

かし張りもののうしろの照明が暗くなる、、、ベラは深呼吸をし、玄関の帽

子掛けのそばまでフラフラしながら行き、バックから大きな封筒を手探りで

取り出す。」 

 

この場面では、BELLA は、こともあろうに、ビールで薬を飲み、ビールと薬の

相乗効果から生み出された、ある種の混乱状態に陥っていると思われる。 

 この、彼女の息子 CHIPS の幽霊が登場する場面は、このような状況下に置か

れていた BELLA の、混乱した頭の中で、ほとんど、妄想とも言えるような状

態で、彼女の頭の中で起こったことが、舞台上で、演じられていると考えてよ

いだろう。この場面では、CHIPS の幽霊が、ダイニング・ルームに現れる。BELLA

が彼に話しかけても、ただ、「時計」、「時計」、、、という 1 語のみを 6 回

も繰り返し言うだけで、それ以外のことは、何一つ言わない。彼の、この反復

は、それまでのように、単に、「時計」が長い期間にわたる時間を暗示してい

るだけではなく、さらにそれ以上の何かを暗示しているように思える。そのた

め、この「時計」は、時を刻んで知らせるだけではなく、また、長い期間を表

すだけではなく、それ以上の何かを暗示しているとなると、「時計」自体の持

つ意味合いが、劇が進むにつれて、次々と変化していることがわかる。この暗

示が何であるのか、突然、理解したらしく、彼女は反応して、何か意を決した

かのように、人に見られないように、そっと玄関のほうへ行き、バックから大

きな封筒を取り出している。ここでは、彼女が、自ら、思い出したのではなく、

「時計」によって、死んだ CHIPS の幽霊によって、促されて思い出したという

形を取っている。結果的に見れば、この大きな封筒は、この「時計」の後ろに

隠されていて、その中にダンシー家の金が入っていたので、BELLA にとっては、

「時計」と子供がこの金の隠し場所へ導いてくれたことになり、「時計」と子

供たちと金が深い関係にあることを暗示している。 

 彼女は、後に、この場面を思い出して、 

 

BELLA: Chips stood right there in the dining room and said just one word to me. He 

said, “clock,” yes. Why would he say “clock”?—(p77) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：チップスはダイニング・ルームのそこに立って、たった一言だけ言っ

たのよ。そうよ、彼は、「時計」と言ったのよ。何故、「時計」と言ったの

かしら？ 

 

と言う。前の場面では、彼女は、CHIPS が言った、「時計」という言葉から何

かを感じ取ったような様子であったが、今では、認知症が進んでしまったのか、

何故、彼が、そのとき、「時計」と言ったのか、まったくわからない様子であ
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the transparency dims out....Bella draws a deep breath and staggers to the hat rack 

by the front entrance. She fumbles a large envelope out of her bag.](p69) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

ベラ：、、、「、、、相乗効果が現れる。しだいに、ダイニング・ルームの

透かし張りものの後ろに、チップスの幽霊が見えるようになる。幽霊は、し

ばらくの間、じっとして立っている。それから、ベラが澄んだ、深く無垢な

目を彼の方へ向ける。」息子よ、チップス！「立ち上がろうとするが、うま

くいかない。」そんなに長いこと、どこにいたの、そんなに— 

「幽霊は一言も口をきかないが、彼の録音された声はスピーカーを通して流

される。」 

チップスの幽霊：時計。 

「彼女は再び立ち上がろうとしているとき、間がある。」 

チップスの幽霊：時計。 

「繊細な音楽が聞こえる。」 

ベラ：—昔、私は、— 

チップスの幽霊：時計。 

ベラ：以前の長い旅行、、、 

チップスの幽霊：時計。時計。時計。 

「ゆっくりとした、ダンスのような動きで、チップスの幽霊は振り返り、透

かし張りもののうしろの照明が暗くなる、、、ベラは深呼吸をし、玄関の帽

子掛けのそばまでフラフラしながら行き、バックから大きな封筒を手探りで

取り出す。」 

 

この場面では、BELLA は、こともあろうに、ビールで薬を飲み、ビールと薬の

相乗効果から生み出された、ある種の混乱状態に陥っていると思われる。 

 この、彼女の息子 CHIPS の幽霊が登場する場面は、このような状況下に置か

れていた BELLA の、混乱した頭の中で、ほとんど、妄想とも言えるような状

態で、彼女の頭の中で起こったことが、舞台上で、演じられていると考えてよ

いだろう。この場面では、CHIPS の幽霊が、ダイニング・ルームに現れる。BELLA

が彼に話しかけても、ただ、「時計」、「時計」、、、という 1 語のみを 6 回

も繰り返し言うだけで、それ以外のことは、何一つ言わない。彼の、この反復

は、それまでのように、単に、「時計」が長い期間にわたる時間を暗示してい

るだけではなく、さらにそれ以上の何かを暗示しているように思える。そのた

め、この「時計」は、時を刻んで知らせるだけではなく、また、長い期間を表

すだけではなく、それ以上の何かを暗示しているとなると、「時計」自体の持

つ意味合いが、劇が進むにつれて、次々と変化していることがわかる。この暗

示が何であるのか、突然、理解したらしく、彼女は反応して、何か意を決した

かのように、人に見られないように、そっと玄関のほうへ行き、バックから大

きな封筒を取り出している。ここでは、彼女が、自ら、思い出したのではなく、

「時計」によって、死んだ CHIPS の幽霊によって、促されて思い出したという

形を取っている。結果的に見れば、この大きな封筒は、この「時計」の後ろに

隠されていて、その中にダンシー家の金が入っていたので、BELLA にとっては、

「時計」と子供がこの金の隠し場所へ導いてくれたことになり、「時計」と子

供たちと金が深い関係にあることを暗示している。 

 彼女は、後に、この場面を思い出して、 

 

BELLA: Chips stood right there in the dining room and said just one word to me. He 

said, “clock,” yes. Why would he say “clock”?—(p77) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：チップスはダイニング・ルームのそこに立って、たった一言だけ言っ

たのよ。そうよ、彼は、「時計」と言ったのよ。何故、「時計」と言ったの

かしら？ 

 

と言う。前の場面では、彼女は、CHIPS が言った、「時計」という言葉から何

かを感じ取ったような様子であったが、今では、認知症が進んでしまったのか、

何故、彼が、そのとき、「時計」と言ったのか、まったくわからない様子であ
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る。彼女は JESSIE と話していても、CHIPS が言った「時計」という言葉が気

になるらしく、 

 

BELLA:...—This house having been built with Dancie money is theirs, their home. 

“Clock?”—Why would he say “clock?”[She touches her lips.](pp77-78) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：、、、—この家はダンシーのお金で建てられたのだから、子供たちの

もの、彼らのもの、「時計」—何故、彼は「時計」と言ったのかしら？「彼

女は唇を触る。」 

 

というように、「時計」、金、家、子供たちが、今の彼女の頭の中では、バラ

バラの状態に置かれていて、それがお互いに何の脈絡もなく、それを一つに統

合するようなものが、何もないという状況である。この 4 つのものは、たとえ

どれ一つを取り上げても、 彼女の頭の中では、他の 3 つが付随してくるのであ

るが、それがまとまりを持った、一つの意味をなさないのである。しかし、こ

の 4 つが、彼女の中で、大きな要素を占めているということだけは確かである。 

 次の BELLA と JESSIE のやりとり、 

 

BELLA: “Clock.”[She nods with understanding.]Jessie, help me up off the sofa. 

JESSIE: You want to go to the ladies room? 

BELLA: I want to go to the clock. 

JESSIE: —I can give you the time. 

BELLA: It's not what I want from the clock.  

JESSIE: What else can you get from the clock. 

BELLA: This clock is different. 

JESSIE: Yes, it’s run down, it’s stopped. Want me to set and wind it for you, Bella? 

BELLA: No, just help me get it down from the mantel, please. 

JESSIE: It bothers you, does it? I know some people are allergic to clocks. Reminds 

them of time passing too fast . . .(pp78-79) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：「時計」「彼女はわかったというようにうなずく」ジェシー、ソファ

から立つのに手を貸して。 

ジェシー：トイレに行きたいの？ 

ベラ：時計のところへ行きたい 

ジェシー：—時間なら教えるわ。 

ベラ：時計からほしいのは時間ではない。 

ジェシー：時計から他に何を望むの 

ベラ：この時計は違う。 

ジェシー：そうね、ゼンマイが切れて、止まっている。私にセットして、巻

いて欲しい、ベラ？ 

ベラ：けっこうよ、それより、それをマントルピースから取るのに手を貸し

て。 

ジェシー：気になるのね。ある人は時計にアレルギーなのは知っているわ。

時間があまりにも早く過ぎることを思い出させるから。 

 

この 2 人の間では、「時計」に関する思い入れが違っている。JESSIE にとって

は、CORNELIUS のように、「時計」は、ただ、現在の時間を表すもの、時間

の経過を告げるものである。しかし、BELLA にとっては、「時計」自体に興味

がある。この中で、JESSIE は、この「時計」は、“Yes, it's run down, it's stopped....”、

「そうね、ゼンマイが切れて、止まっている、、、」と言った後、“Want me to 

set and wind it for you, Bella?”、「私にセットして、巻いて欲しい、ベラ？」と

言うと、BELLA は、断っている。彼女にとっては、前にも見てきたように、「時

計」は年齢も暗示しているので、ゼンマイが切れて、止まっているということ

は、彼女の寿命も尽きた、死期が近づいていることを意味し、彼女が、ゼンマ

イが巻かれるのを拒否しているということは、死をそのまま受け入れようとし

ているとも考えられるだろう。 
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る。彼女は JESSIE と話していても、CHIPS が言った「時計」という言葉が気

になるらしく、 

 

BELLA:...—This house having been built with Dancie money is theirs, their home. 

“Clock?”—Why would he say “clock?”[She touches her lips.](pp77-78) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：、、、—この家はダンシーのお金で建てられたのだから、子供たちの

もの、彼らのもの、「時計」—何故、彼は「時計」と言ったのかしら？「彼

女は唇を触る。」 

 

というように、「時計」、金、家、子供たちが、今の彼女の頭の中では、バラ

バラの状態に置かれていて、それがお互いに何の脈絡もなく、それを一つに統

合するようなものが、何もないという状況である。この 4 つのものは、たとえ

どれ一つを取り上げても、 彼女の頭の中では、他の 3 つが付随してくるのであ

るが、それがまとまりを持った、一つの意味をなさないのである。しかし、こ

の 4 つが、彼女の中で、大きな要素を占めているということだけは確かである。 

 次の BELLA と JESSIE のやりとり、 

 

BELLA: “Clock.”[She nods with understanding.]Jessie, help me up off the sofa. 

JESSIE: You want to go to the ladies room? 

BELLA: I want to go to the clock. 

JESSIE: —I can give you the time. 

BELLA: It's not what I want from the clock.  

JESSIE: What else can you get from the clock. 

BELLA: This clock is different. 

JESSIE: Yes, it’s run down, it’s stopped. Want me to set and wind it for you, Bella? 

BELLA: No, just help me get it down from the mantel, please. 

JESSIE: It bothers you, does it? I know some people are allergic to clocks. Reminds 

them of time passing too fast . . .(pp78-79) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：「時計」「彼女はわかったというようにうなずく」ジェシー、ソファ

から立つのに手を貸して。 

ジェシー：トイレに行きたいの？ 

ベラ：時計のところへ行きたい 

ジェシー：—時間なら教えるわ。 

ベラ：時計からほしいのは時間ではない。 

ジェシー：時計から他に何を望むの 

ベラ：この時計は違う。 

ジェシー：そうね、ゼンマイが切れて、止まっている。私にセットして、巻

いて欲しい、ベラ？ 

ベラ：けっこうよ、それより、それをマントルピースから取るのに手を貸し

て。 

ジェシー：気になるのね。ある人は時計にアレルギーなのは知っているわ。

時間があまりにも早く過ぎることを思い出させるから。 

 

この 2 人の間では、「時計」に関する思い入れが違っている。JESSIE にとって

は、CORNELIUS のように、「時計」は、ただ、現在の時間を表すもの、時間

の経過を告げるものである。しかし、BELLA にとっては、「時計」自体に興味

がある。この中で、JESSIE は、この「時計」は、“Yes, it's run down, it's stopped....”、

「そうね、ゼンマイが切れて、止まっている、、、」と言った後、“Want me to 

set and wind it for you, Bella?”、「私にセットして、巻いて欲しい、ベラ？」と

言うと、BELLA は、断っている。彼女にとっては、前にも見てきたように、「時

計」は年齢も暗示しているので、ゼンマイが切れて、止まっているということ

は、彼女の寿命も尽きた、死期が近づいていることを意味し、彼女が、ゼンマ

イが巻かれるのを拒否しているということは、死をそのまま受け入れようとし

ているとも考えられるだろう。 
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 BELLA と JESSIE の、次のやりとり、 

 

BELLA: Is it? Well, I got it. And I got the Dancie money back of the clock. Don't 

stand there asking me how much. Never mind how much. Back of that clock. 

[Jessie has joined Bella by the mantel clock, she turns it around.] 

JESSIE: There’s nothing back of it, Bella. 

BELLA: Back of it opens and a envelope’s inside it. 

JESSIE: Ohhhh! Opens, does it, I seeee! 

BELLA: Lemme, lemme, I know this clock was Grannie Dancie’s![She opens it and 

removes thick yellowed envelope.](pp79-80) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：そう？ええ、私は持っているわ。そして、私は、時計の後ろに、ダン

シーの金を隠しておいた。そこに立って、どのくらいのお金か尋ねないで、

どのくらいのお金でもかまわないわ。その時計の後ろ。 

「ジェシーはマントルピースの上の時計のそばにいるベラのところに行く。

彼女はその後ろを見る。」 

ジェシー：後ろには、何もないわ、ベラ。 

ベラ：その後ろに開いた、中に封筒がある。 

ジェシー：おーーーー開いたわ、見えるわ！ 

ベラ：ちょっと、ちょっと、この時計はダンシー家のおばあちゃんの時計よ。

「彼女はそれを開けて、厚い黄色くなった封筒を取り出す。」 

 

の中では、BELLA は JESSIE に、「時計」の中にダンシー家の金が隠してある

ことを教えてしまう。この「時計」は、ダンシー家から、彼女が、おそらく、

結婚をしたときに持ってきた「時計」であり、その「時計」の中に、ダンシー

家から持ってきた金を隠していたのである。 

 

 このように見てくると、この「時計」は、ダンシー家の金の隠し場所である

ことから、この劇の中では、いわば、金の隠し場所を示す「伏線」となってい

たことがわかる。さらには、この「時計」は、劇の中で、彼女にとっては、DANCIE

家の象徴、DANCIE 家の金、さらには、彼女の年齢、寿命というように、とこ

ろどころで、様々な様相を示している。 

第 3 章 BELLA と CORNELIUS 夫妻 

 

BELLA 

 

 この劇は、BELLA と CORNELIUS が、長男 CHIPS の葬式から帰って来た、

真夜中から始まるが、BELLA については、その死因は明確には書かれていない

が、彼女の病状は、この時点で、すでにかなり進んでいたためか、家に帰って

きた、その夜のうちに、すなわち、劇の最後の場面で、劇の「時間」内で、病

気のために、息を引き取る。そのため、この劇は、彼女の、死までの最後の数

時間、死の直前の数時間を取り扱っているということになる。 

 

 冒頭の「ト書き」では、BELLA の病状について、 

 

....Bella whose cardiac ashma has incapacitated her carrying anything much beside 

her weight. She looks dazed as she will often look during the play (p4) 

（点線部分は省略部分） 

 

心臓性喘息のために、自分の体重以外のものを運ぶのが不可能であるベラ

を、、、。彼女は、劇の間、しばしば、そうであるように、彼女はぼおっと

する。 

 

と書かれている。この箇所から判断すると、心臓性喘息を患い、体重もかなり

重く、歩くのもつらそうで、血圧もかなり高いことが推測できる。彼女の夫の
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 BELLA と JESSIE の、次のやりとり、 

 

BELLA: Is it? Well, I got it. And I got the Dancie money back of the clock. Don't 

stand there asking me how much. Never mind how much. Back of that clock. 

[Jessie has joined Bella by the mantel clock, she turns it around.] 

JESSIE: There’s nothing back of it, Bella. 

BELLA: Back of it opens and a envelope’s inside it. 

JESSIE: Ohhhh! Opens, does it, I seeee! 

BELLA: Lemme, lemme, I know this clock was Grannie Dancie’s![She opens it and 

removes thick yellowed envelope.](pp79-80) 

（下線は引用者） 

 

ベラ：そう？ええ、私は持っているわ。そして、私は、時計の後ろに、ダン

シーの金を隠しておいた。そこに立って、どのくらいのお金か尋ねないで、

どのくらいのお金でもかまわないわ。その時計の後ろ。 

「ジェシーはマントルピースの上の時計のそばにいるベラのところに行く。

彼女はその後ろを見る。」 

ジェシー：後ろには、何もないわ、ベラ。 

ベラ：その後ろに開いた、中に封筒がある。 

ジェシー：おーーーー開いたわ、見えるわ！ 

ベラ：ちょっと、ちょっと、この時計はダンシー家のおばあちゃんの時計よ。

「彼女はそれを開けて、厚い黄色くなった封筒を取り出す。」 

 

の中では、BELLA は JESSIE に、「時計」の中にダンシー家の金が隠してある

ことを教えてしまう。この「時計」は、ダンシー家から、彼女が、おそらく、

結婚をしたときに持ってきた「時計」であり、その「時計」の中に、ダンシー

家から持ってきた金を隠していたのである。 

 

 このように見てくると、この「時計」は、ダンシー家の金の隠し場所である

ことから、この劇の中では、いわば、金の隠し場所を示す「伏線」となってい

たことがわかる。さらには、この「時計」は、劇の中で、彼女にとっては、DANCIE

家の象徴、DANCIE 家の金、さらには、彼女の年齢、寿命というように、とこ

ろどころで、様々な様相を示している。 

第 3 章 BELLA と CORNELIUS 夫妻 

 

BELLA 

 

 この劇は、BELLA と CORNELIUS が、長男 CHIPS の葬式から帰って来た、

真夜中から始まるが、BELLA については、その死因は明確には書かれていない

が、彼女の病状は、この時点で、すでにかなり進んでいたためか、家に帰って

きた、その夜のうちに、すなわち、劇の最後の場面で、劇の「時間」内で、病

気のために、息を引き取る。そのため、この劇は、彼女の、死までの最後の数

時間、死の直前の数時間を取り扱っているということになる。 

 

 冒頭の「ト書き」では、BELLA の病状について、 

 

....Bella whose cardiac ashma has incapacitated her carrying anything much beside 

her weight. She looks dazed as she will often look during the play (p4) 

（点線部分は省略部分） 

 

心臓性喘息のために、自分の体重以外のものを運ぶのが不可能であるベラ

を、、、。彼女は、劇の間、しばしば、そうであるように、彼女はぼおっと

する。 

 

と書かれている。この箇所から判断すると、心臓性喘息を患い、体重もかなり

重く、歩くのもつらそうで、血圧もかなり高いことが推測できる。彼女の夫の
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CORNELIUS: Over indulgence either in food like Bella or liquor like Grannie 

Dancie. Over indulgence is the Dancie sickness. Your older sister, Joanie, indulged 

in too much fornication, such a scandal had to throw her out.... (p18) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：過度の摂取、ベラのように、食べ物か、ダンシーばあさんの

ように、酒だ。過度の摂取は、ダンシー家の病気だ。お前の姉さんのジョア

ニーは、過度に不倫をして、悪い噂のため、出て行かなければならなくなっ

た、、、。 

 

と言っている。彼によれば、BELLA の病気は、過度の食物摂取が原因であると

考えている。CHARLIE の姉も、不倫が過度に走ったことが原因で、家を出て

行かなければならなくなった。 

 BELLA 自身も、自分に関しては、ジェシーに対して、 

 

BELLA: Ev’rybody’s got a weakness, Jessie, like I got eating and you got Mary 

Louise. 

JESSIE: Bella, suspicion is a disease.(p79) 

 

ベラ：誰でも弱点はあるものよ、ジェシー、私が食べるのが好きなように、

あなたにはメアリー・ディーンがいるわ。 

ジェシー： ベラ、疑い深いのは病気よ。 

 

と言って、自らも、過食の傾向があるを認めているので、それは事実であると

思われる。CORNELIUS から見れば、BELLA の実家、DANCIE 家には、“over 

indulgence”、「耽溺・放縦」の血が流れていて、食欲においても、性欲におい

ても、金を含む物欲においても、いや、すべてのことにおいても、「耽溺・放

縦」の影響があると思っている。 

 彼女の病気の症状については、Williams は、劇全体にわたって、「ト書き」

や「台詞」の中で、しばしば、しつこいほどに言及し続ける。CORNELIUS の

「台詞」、 

 

CORNELIUS: ....They say a little exercise is beneficial to overweight people with 

cardiac asthma like Bella, you know, long as it ain’t a climb but on level ground. 

(p28) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、少しの運動はベラのように心臓性喘息を患っている肥

満の人たちには、それが、起伏のない、平らな場所である限り、身体にいい

と言われている。 

 

から判断すると、彼も、冒頭の「ト書き」で書かれている、過度の食物摂取が

原因である、心臓性喘息の病状をかなり正確に把握している。また、彼は、 

 

CORNELIUS: Bella, in your condition, don’t over-do. Don't want to alarm you but 

a blood-pressure up to 220 over whatever, well, it’s time to set the house in order, to 

relieve your own mind.(p56) 

 

コーネリアス：ベラ、お前の状態では、度を過ごすな。お前には警告したく

ないが、血圧が 220 以上にもなったんだから、もう家を整理し、心を安心さ

せるときだろう。 

 

という「台詞」も、彼女の血圧が 220 にまで達していることを含めて、彼が彼

女の病状をかなり的確に把握していることを示している。 

 このような健康状態にある BELLA について、Williams は、劇の至る所で、

「ト書き」を使って描写し続ける。 
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CORNELIUS: Over indulgence either in food like Bella or liquor like Grannie 
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（点線部分は省略部分） 
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ニーは、過度に不倫をして、悪い噂のため、出て行かなければならなくなっ

た、、、。 

 

と言っている。彼によれば、BELLA の病気は、過度の食物摂取が原因であると

考えている。CHARLIE の姉も、不倫が過度に走ったことが原因で、家を出て

行かなければならなくなった。 
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ベラ：誰でも弱点はあるものよ、ジェシー、私が食べるのが好きなように、

あなたにはメアリー・ディーンがいるわ。 

ジェシー： ベラ、疑い深いのは病気よ。 

 

と言って、自らも、過食の傾向があるを認めているので、それは事実であると

思われる。CORNELIUS から見れば、BELLA の実家、DANCIE 家には、“over 

indulgence”、「耽溺・放縦」の血が流れていて、食欲においても、性欲におい

ても、金を含む物欲においても、いや、すべてのことにおいても、「耽溺・放

縦」の影響があると思っている。 

 彼女の病気の症状については、Williams は、劇全体にわたって、「ト書き」

や「台詞」の中で、しばしば、しつこいほどに言及し続ける。CORNELIUS の

「台詞」、 

 

CORNELIUS: ....They say a little exercise is beneficial to overweight people with 

cardiac asthma like Bella, you know, long as it ain’t a climb but on level ground. 

(p28) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、少しの運動はベラのように心臓性喘息を患っている肥

満の人たちには、それが、起伏のない、平らな場所である限り、身体にいい

と言われている。 

 

から判断すると、彼も、冒頭の「ト書き」で書かれている、過度の食物摂取が

原因である、心臓性喘息の病状をかなり正確に把握している。また、彼は、 

 

CORNELIUS: Bella, in your condition, don’t over-do. Don't want to alarm you but 

a blood-pressure up to 220 over whatever, well, it’s time to set the house in order, to 

relieve your own mind.(p56) 

 

コーネリアス：ベラ、お前の状態では、度を過ごすな。お前には警告したく

ないが、血圧が 220 以上にもなったんだから、もう家を整理し、心を安心さ

せるときだろう。 

 

という「台詞」も、彼女の血圧が 220 にまで達していることを含めて、彼が彼

女の病状をかなり的確に把握していることを示している。 

 このような健康状態にある BELLA について、Williams は、劇の至る所で、

「ト書き」を使って描写し続ける。 
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Bella collides with a chair then leans against the rain-wet-table.(p4) 

 

ベラは椅子にぶつかり、雨で濡れたテーブルにもたれる。 

 

BELLA[slowly, with difficulty, as if recalling the details of a vague but terrible 

dream]:....(p6) 

（点線部分は省略部分） 

 

ベラ「ゆっくりと、やっと、ぼんやりとしているが、ひどい夢の細部を思い

出そうとしているかのように」：、、、 

 

BELLA[breathlessly](p7) 

 

ベラ「息を切らして」 

 

Bella steadies herself against the table.(p7) 

 

ベラはテーブルで自分を支える。 

 

BELLA[emerging from her trance state]: —What?[She moves unsteadly to the sofa 

and sit down, breathing loudly.](p8) 

 

ベラ「恍惚状態から抜け出ながら」：—何？彼女はおぼつかない足取りでソ

ファーのところへ行って、腰を下ろし、大きな音をたてて息をする。」 

 

BELLA[vaguely](p8) 

 

ベラ「ぼんやりと」 

 

BELLA[Pause. Bella nods in a dazed fashion....](p9) 

（点線部分は省略部分） 

 

ベラ「間。ベラはめまいをしているかのようにうなずく、、、」 

 

She starts back toward kitchen but staggers dizzily against wall.(p20) 

 

「彼女は台所へ戻り始めるがめまいがしてよたよたと壁にもたれかかる。」 

 

Slowly, ceremonially, Charlie conducts Bella into the living room. He gently 

releases his hold on her before the sofa. She falls onto it as if struck dead.(p21) 

 

ゆっくりと、儀式的に、チャーリーはベラを居間へ案内する。彼はソファの

前で、やさしく手を離すと、彼女は、突然、死んだかのように倒れ込む。 

 

CHARLIE: Just not so loud, huh, Pop, she's stumbling around in circles in the 

kitchen, knocking things over.(p31) 

 

チャーリー：そんなに大きな声を出さないでよ、父さん、母さんは台所で、

躓きながら、同じところをぐるぐると回っている。 

 

Bella sways. Charlie places an arm about her.(p34) 

 

ベラの身体が揺れる。チャーリーは彼女に手を回す。 

 

....Picks the candelabra and staggers about the table, gazing around with an air of 

disbelief and loss past enduring.(p34) 

（点線部分は省略部分） 
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Bella collides with a chair then leans against the rain-wet-table.(p4) 

 

ベラは椅子にぶつかり、雨で濡れたテーブルにもたれる。 

 

BELLA[slowly, with difficulty, as if recalling the details of a vague but terrible 

dream]:....(p6) 

（点線部分は省略部分） 

 

ベラ「ゆっくりと、やっと、ぼんやりとしているが、ひどい夢の細部を思い

出そうとしているかのように」：、、、 

 

BELLA[breathlessly](p7) 

 

ベラ「息を切らして」 

 

Bella steadies herself against the table.(p7) 

 

ベラはテーブルで自分を支える。 

 

BELLA[emerging from her trance state]: —What?[She moves unsteadly to the sofa 

and sit down, breathing loudly.](p8) 

 

ベラ「恍惚状態から抜け出ながら」：—何？彼女はおぼつかない足取りでソ

ファーのところへ行って、腰を下ろし、大きな音をたてて息をする。」 

 

BELLA[vaguely](p8) 

 

ベラ「ぼんやりと」 

 

BELLA[Pause. Bella nods in a dazed fashion....](p9) 

（点線部分は省略部分） 

 

ベラ「間。ベラはめまいをしているかのようにうなずく、、、」 

 

She starts back toward kitchen but staggers dizzily against wall.(p20) 

 

「彼女は台所へ戻り始めるがめまいがしてよたよたと壁にもたれかかる。」 

 

Slowly, ceremonially, Charlie conducts Bella into the living room. He gently 

releases his hold on her before the sofa. She falls onto it as if struck dead.(p21) 

 

ゆっくりと、儀式的に、チャーリーはベラを居間へ案内する。彼はソファの

前で、やさしく手を離すと、彼女は、突然、死んだかのように倒れ込む。 

 

CHARLIE: Just not so loud, huh, Pop, she's stumbling around in circles in the 

kitchen, knocking things over.(p31) 

 

チャーリー：そんなに大きな声を出さないでよ、父さん、母さんは台所で、

躓きながら、同じところをぐるぐると回っている。 

 

Bella sways. Charlie places an arm about her.(p34) 

 

ベラの身体が揺れる。チャーリーは彼女に手を回す。 

 

....Picks the candelabra and staggers about the table, gazing around with an air of 

disbelief and loss past enduring.(p34) 

（点線部分は省略部分） 
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、、、（彼女は）枝つき燭台を取って、よたよたしながらテーブルのまわり

を歩きながら、忍耐を超えた不信感と喪失感を持って、あたりをじっと見渡

す。 

 

CORNELIUS: ....Imagine living continually with a woman out of mind! Alone in a 

house with a woman out of her mind! Dangerous! Never know when a lunatic will 

turn violent. 

・ ・ ・ 

CHARLIE: If Mom is in a bad mental condition, after the funeral— (p34) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、気が変になった女といっしょにいつも一緒に暮らすこ

とを想像してくれ！気が変になった女と家で 2 人きりで！危険だ！気が変な

女はいつ暴力的になるかわからん。 

・ ・ ・ 

チャーリー：母さんは、葬式の後、精神的にまいっている— 

 

BELLA[her mind drifting](p37] 

 

ベラ「彼女の心は漂っている」 

 

There is a pause. Her breath is audible, she is clutching the edge of the table.(p38) 

 

間がある。彼女の息づかいが聞こえ、彼女はテーブルの端をつかんでいる。 

 

Bella takes them and drops them from her trembling hands.(p39) 

 

ベラはそれ（メガネ）を取るが、震える手から落ちる。 

 

Bella has staggered out the front door.(p42) 

 

ベラはよたよたしながら正面玄関から出て行った。 

 

Wildly disheveled, suggesting an element of nature, Bella staggers in. Gasping for 

breath: her clothes are wet and mud-stained, a knee is bandaged....(p46) 

（点線部分は省略部分） 

自然の要素（嵐）のせいで、ひどくだらしのない格好になり、ベラはよたよ

たしながら入ってくる。息を吸おうとして喘ぎながら、彼女の服は濡れ、土

で汚れていて、膝には包帯がしてある、、、(p46) 

 

Cornelius gets the cane. Bella begins to breathe loudly.(p57) 

 

コーネリアスは杖を取る。ベラは大きな音を立てて息をし始める。 

 

Bella cries out in terror and staggeres off to the kitchen where a crash is 

heard.(p58) 

 

ベラは恐怖のあまり大声を出し、台所へよたよたしながら行くが、そこで何

かが壊れる音がする。 

 

Bella draws a deep breath and staggers to the hat rack by the front entrance.(p69) 

 

ベラは深呼吸をして、玄関の入り口の近くにある帽子掛けのところまでよた

よたと行く。 

 

She rises to her feet with great difficulty.(p82) 
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Bella draws a deep breath and staggers to the hat rack by the front entrance.(p69) 

 

ベラは深呼吸をして、玄関の入り口の近くにある帽子掛けのところまでよた

よたと行く。 

 

She rises to her feet with great difficulty.(p82) 

 

Tennessee Williams の A House Not Meant to Stand

─ 97 ─



彼女はやっとの思いで立ち上がる。 

 

「ト書き」、「台詞」における、この一連の、彼女の動作・振る舞いに関する、

身体についての記述、その場その場における、かなり詳細な描写を見ると、

Williams は、この家の状況だけでなく、「登場人物」の身体の状態・病状も、

アメリカ人の一種のメタファーとしてみているように思われる。 

 

CORNELIUS 

 

 冒頭の「ト書き」では、CORNELIUS の身体的特徴について、 

 

The upper frame of Cornelius is slight in comparison to his distended abdomen.(p4) 

 

「コーネリアスの上半身は、彼の膨れ上がった腹部に比べると、ほっそりし

ている。」 

 

と書かれている。彼は、明らかにメタボ状態になって、全体的な身体のバラン

スを大いに崩している。これは、劇を読み進めていくにつれて気がつくことで

あるが、それは、また、彼の精神状態のアンバランスをも暗示しているようで

ある。 

 次の「ト書き」と「台詞」、 

 

[....and hobbles after her with his cane.] 

CORNELIUS[to the audience]: Not tenable this house, not for a man with 

arthritis.... (p4) 

（点線部分は省略部分） 

 

「、、、そして、彼は、ステッキを使って、足を引きずって彼女（ベラ）の

後をついて行く。」 

コーネリアス「観客に向かって」：この家は耐えられない。関節炎を患って

いる者には、、、 

 

では、彼は、重い関節炎を患っているため、いつも、ステッキを使って、重い

身体を引きずるようにしながら歩かなければならない。この関節炎は、よほど

重いらしく、彼は、これから先も、関節炎については、忌々しいという気持ち

を込めて、言及し続ける。 

CORNELIUS: —No. —Depressing. [to the audience] So much living gone on in 

the place none of it come to much more than— [To Bella] thickening of the 

cartilage in the joints. . . ....(p5) 

（間隔の小さい点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：—いいや—気が滅入る「観客に向かって」この場所でこんな

に長く生活を続けるとは、「ベラに向かって」関節の軟骨を厚くするだけだ、、、 

 

CORNELIUS[touching her shoulders]:....This goddamn bone thing’s always worse 

in wet weather. That Memphis specialist says it’s ostero-arthritis. 

・・・ 

CORNELIUS[sitting in his chair]: Ostero-arthritis is what he calls it. I asked him 

how that differed from ordinary arthritis and he couldn't or wouldn't explain. 

[Pause](p8) 

 

コーネリアス「彼女の肩に触れながら」：、、、この忌々しい骨ってやつは、

いつも湿気ると悪くなる。メンフィスの専門家はそれは骨の関節炎だと言っ

た。 

・ ・ ・  

コーネリアス「椅子に座りながら」：彼は骨の関節炎だと言った。俺はそれ

は普通の関節炎とどこが違うのかと聞いたら、彼は説明できなかったし、説
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彼女はやっとの思いで立ち上がる。 

 

「ト書き」、「台詞」における、この一連の、彼女の動作・振る舞いに関する、

身体についての記述、その場その場における、かなり詳細な描写を見ると、

Williams は、この家の状況だけでなく、「登場人物」の身体の状態・病状も、

アメリカ人の一種のメタファーとしてみているように思われる。 

 

CORNELIUS 

 

 冒頭の「ト書き」では、CORNELIUS の身体的特徴について、 

 

The upper frame of Cornelius is slight in comparison to his distended abdomen.(p4) 

 

「コーネリアスの上半身は、彼の膨れ上がった腹部に比べると、ほっそりし

ている。」 

 

と書かれている。彼は、明らかにメタボ状態になって、全体的な身体のバラン

スを大いに崩している。これは、劇を読み進めていくにつれて気がつくことで

あるが、それは、また、彼の精神状態のアンバランスをも暗示しているようで

ある。 

 次の「ト書き」と「台詞」、 

 

[....and hobbles after her with his cane.] 

CORNELIUS[to the audience]: Not tenable this house, not for a man with 

arthritis.... (p4) 

（点線部分は省略部分） 

 

「、、、そして、彼は、ステッキを使って、足を引きずって彼女（ベラ）の

後をついて行く。」 

コーネリアス「観客に向かって」：この家は耐えられない。関節炎を患って

いる者には、、、 

 

では、彼は、重い関節炎を患っているため、いつも、ステッキを使って、重い

身体を引きずるようにしながら歩かなければならない。この関節炎は、よほど

重いらしく、彼は、これから先も、関節炎については、忌々しいという気持ち

を込めて、言及し続ける。 

CORNELIUS: —No. —Depressing. [to the audience] So much living gone on in 

the place none of it come to much more than— [To Bella] thickening of the 

cartilage in the joints. . . ....(p5) 

（間隔の小さい点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：—いいや—気が滅入る「観客に向かって」この場所でこんな

に長く生活を続けるとは、「ベラに向かって」関節の軟骨を厚くするだけだ、、、 

 

CORNELIUS[touching her shoulders]:....This goddamn bone thing’s always worse 

in wet weather. That Memphis specialist says it’s ostero-arthritis. 

・・・ 

CORNELIUS[sitting in his chair]: Ostero-arthritis is what he calls it. I asked him 

how that differed from ordinary arthritis and he couldn't or wouldn't explain. 

[Pause](p8) 

 

コーネリアス「彼女の肩に触れながら」：、、、この忌々しい骨ってやつは、

いつも湿気ると悪くなる。メンフィスの専門家はそれは骨の関節炎だと言っ

た。 

・ ・ ・  

コーネリアス「椅子に座りながら」：彼は骨の関節炎だと言った。俺はそれ

は普通の関節炎とどこが違うのかと聞いたら、彼は説明できなかったし、説
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明しようともしなかった。「間」 

 

彼の関節炎は、医者に処方してもらった薬を飲んでも、いっこうによくならず、

絶えず痛むせいか、彼のイライラはますばかりである。さらに彼は、最近、あ

らたに、診断を受けたらしく、 

 

CORNELIUS: ....This time I got genuine diagnosis. It’s something called 

pancreatitis.(p15) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、今度は、本物の診断を受けた。膵臓炎とかいうやつだ。 

 

と言っている。彼は、膵臓炎にもかかっている。彼は、また、 

 

He hobbles onto the forestage, clutching his abdomen and bends over.... 

・ ・ ・ 

CORNELIUS[on the forestage]: Terrible―abdominal―distress. Maybe another 

Donna―[He fumbles in his pocket, finds the Donatel tablets, spills them on floor.]

―Hell's―fire!―[He descends slowly, groaning, to his knees]....(pp35-36) 

（点線部分は省略部分） 

 

彼はよたよたしながら舞台前面へ歩いて行く。 

・ ・ ・  

コーネリアス「舞台前面で」：ひどい—腹の—痛みだ。おそらくまたドナ—

彼はポケットを探り、ドナテル（腸の痙攣に効く）を見つけるが、それを床

にこぼす。」—地獄の—火だ!—「彼は、呻きながら、ゆっくりと跪く。」、、、 

 

の場面では、突然、腹に激しい激痛が走り、ポケットから薬を取り出そうとす

るが、その激しい腹の痛みのために手が震えているせいか、床に薬を落として

しまう。ここで描かれている、激しい腹痛や、彼が、飲もうとしていたドナテ

ルが、腸の痙攣に効能がある薬であることを考えると、彼は、腸の麻痺、腸捻

転（？）も患っているものと思われる。 

 一連の病状を見てみると、彼は、メタボの体格をしているだけではなく、重

い関節炎を患い、膵臓炎も患い、腸の麻痺（これが膵臓炎と関係があるかはわ

からないが）も患っているので、かなりの病気を患っているといってもよいだ

ろう。この彼の病状も、BELLA の場合のように、アメリカ人の一種のメタファ

ーとしても考えられる。 

 

CORNELIUS と政治 

 

 CORNELIUS には、政治家に対する強いこだわりがある。彼は、友人の

EMERSON に 

 

CORNELIUS: Em, you know that I am a man in politics now. 

・ ・ ・ 

CORNELIUS: ....However—[He turns to Emerson.] You just indicated to my 

astonishment, Em, that you had no idea that I was in politics now....(pp25-26) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：エム（エマソン）、俺は、今、政治の世界に身を置いている

んだぞ、わかっているはずだ。 

・ ・ ・ 

コーネリアス：、、、しかし、―「エマソンの方へ振り返って」驚いたよ、

エマソン、私が、今、政治に身を置いていることを、君が知らないでいたこ

とをほのめかすとは。 

 

と言って、自分が、現在、政治の世界にいることを強調している。そうかと言

って、彼自身が、具体的に、政治家として、ある地位に就いているかというと、
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明しようともしなかった。「間」 

 

彼の関節炎は、医者に処方してもらった薬を飲んでも、いっこうによくならず、

絶えず痛むせいか、彼のイライラはますばかりである。さらに彼は、最近、あ

らたに、診断を受けたらしく、 

 

CORNELIUS: ....This time I got genuine diagnosis. It’s something called 

pancreatitis.(p15) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、今度は、本物の診断を受けた。膵臓炎とかいうやつだ。 

 

と言っている。彼は、膵臓炎にもかかっている。彼は、また、 

 

He hobbles onto the forestage, clutching his abdomen and bends over.... 

・ ・ ・ 

CORNELIUS[on the forestage]: Terrible―abdominal―distress. Maybe another 

Donna―[He fumbles in his pocket, finds the Donatel tablets, spills them on floor.]

―Hell's―fire!―[He descends slowly, groaning, to his knees]....(pp35-36) 

（点線部分は省略部分） 

 

彼はよたよたしながら舞台前面へ歩いて行く。 

・ ・ ・  

コーネリアス「舞台前面で」：ひどい—腹の—痛みだ。おそらくまたドナ—

彼はポケットを探り、ドナテル（腸の痙攣に効く）を見つけるが、それを床

にこぼす。」—地獄の—火だ!—「彼は、呻きながら、ゆっくりと跪く。」、、、 

 

の場面では、突然、腹に激しい激痛が走り、ポケットから薬を取り出そうとす

るが、その激しい腹の痛みのために手が震えているせいか、床に薬を落として

しまう。ここで描かれている、激しい腹痛や、彼が、飲もうとしていたドナテ

ルが、腸の痙攣に効能がある薬であることを考えると、彼は、腸の麻痺、腸捻

転（？）も患っているものと思われる。 

 一連の病状を見てみると、彼は、メタボの体格をしているだけではなく、重

い関節炎を患い、膵臓炎も患い、腸の麻痺（これが膵臓炎と関係があるかはわ

からないが）も患っているので、かなりの病気を患っているといってもよいだ

ろう。この彼の病状も、BELLA の場合のように、アメリカ人の一種のメタファ

ーとしても考えられる。 

 

CORNELIUS と政治 

 

 CORNELIUS には、政治家に対する強いこだわりがある。彼は、友人の

EMERSON に 

 

CORNELIUS: Em, you know that I am a man in politics now. 

・ ・ ・ 

CORNELIUS: ....However—[He turns to Emerson.] You just indicated to my 

astonishment, Em, that you had no idea that I was in politics now....(pp25-26) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：エム（エマソン）、俺は、今、政治の世界に身を置いている

んだぞ、わかっているはずだ。 

・ ・ ・ 

コーネリアス：、、、しかし、―「エマソンの方へ振り返って」驚いたよ、

エマソン、私が、今、政治に身を置いていることを、君が知らないでいたこ

とをほのめかすとは。 

 

と言って、自分が、現在、政治の世界にいることを強調している。そうかと言

って、彼自身が、具体的に、政治家として、ある地位に就いているかというと、
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けしてそうではない。ただ、彼は政治の世界に身を置きたいという強い野心が

あるため、このような言い方をしているだけなのである。その彼は、政治家や

政治評論家が言いそうなことを観客に向かって、演説しているかのように言う。

彼は、 

 

CORNELIUS[to the audience]: Encourage—consumerism of unnecessary goods, 

thrown on the market for no reason but—avarice—insatiable—avarice.(p5) 

 

コーネリアス「観客に向かって」：理由もなく、ただ、貪欲さから—飽くこ

とない—貪欲さから、マーケットへ投げ出された不必要な品物の大量消費主

義を促している。 

 

と言っている。彼によれば、それほど必要でない製品が次から次へと生み出さ

れ、それが大量に消費されていく、現代の大量消費時代を鋭く批判している。

地球の限りある資源を、生活必需品でもないものを大量に生み出し、それをい

たずらに消費している現代社会に眉をひそめる人も多いと思われるので、大方

の人は、彼の意見には賛成であろう。彼は、また、別の角度から、現代社会に

ついて、 

 

CORNELIUS: ....[To the audience.]―Sinister these times. —East—West—armed to 

the teeth. —Nukes and neutrons. —Invested so much in every type of munitions, yes, 

even in germs, cain’t afford not to use them, fight it out to the death of every human 

inhabitant of the earth if not the planet's destruction—opposed by no one . . .(p48) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、「観客へ向かって」―近頃は、不気味だ―東も―西も

―完全に武装している。核や中性子—あらゆるタイプの軍需品、そう、細菌

にまで投資し、それを使わないではいられない。この惑星の破壊はないにし

ても、地上のあらゆる人間が死に絶えるまで戦おうおしているが、誰も、反

対していない。 

 

と言っている。現代の社会は、核、中性子爆弾、細菌爆弾が、何の制限もなく、

手放しの状態に置かれ、それが、休むことなく増殖し続け、地球全体をも、完

全に破壊しかねない、危険な状態にいると言って、痛烈に批判している。この

作品が上演された 1982 年当時は、まだ、ベルリンの壁の崩壊(1989)以前であり、

アメリカとソビエト、西側諸国と東側諸国の対立が強い状態であったので、彼

が、上の「台詞」の中で述べているような状況は、当時の人々の心を暗雲のよ

うに覆っていたと思われるので、彼のこの見方に賛同する人も多かったと思わ

れる。さらに、彼は、息子の CHARLIE から、関節炎で、膵臓炎に罹り、杖を

つかなければ、歩けない状態で、州下院議会に立候補するなんて、あきれたも

のだと言わんばかりに、非難されると、 

 

CORNELIUS: No patriotism in you? This Congressional district needs a McCorkle. 

—To disclose the lies that betrayed the Dempcracy into rich—Imperialism of about 

ten or a dozen of big families and conglomerates profiting from— [Lurches up from 

chair and hobbles to the audience.] WAR—IMPERIALISM AGGRESSION AND 

YOU KNOW IT, THAT'S RIGHT, ALL OF YOU KNOW IT! —SUCKERS . . . 

(pp19-20) 

 

コーネリアス：お前には愛国心はないのか？この州下院選挙区にはマコーク

ルの人間が必要なのだ。この民主主義国家を金持ちの 12，3 の富豪や複合企

業体の帝国主義に売り渡した嘘を明らかにするために。彼らは、利益を得て

いるだ、戦争から！—「よろめきながらイスから立ち上がり、観客の方へ向

かってよたよたと歩いて行く」帝国主義的侵略、あなたがたはそれを知って

いるはずだ、そのとおりだ、みんな知っているはずだ！—げす野郎、、、 

 

と 言 っ て 言い 返 す 。 これ は 、 ア メリ カ の 第 34 代 大 統 領、 D. D. 

Eisenhower(1890-1969)の演説を思い出させるが、CORNELIUS に言わせれば、
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けしてそうではない。ただ、彼は政治の世界に身を置きたいという強い野心が

あるため、このような言い方をしているだけなのである。その彼は、政治家や

政治評論家が言いそうなことを観客に向かって、演説しているかのように言う。

彼は、 

 

CORNELIUS[to the audience]: Encourage—consumerism of unnecessary goods, 

thrown on the market for no reason but—avarice—insatiable—avarice.(p5) 

 

コーネリアス「観客に向かって」：理由もなく、ただ、貪欲さから—飽くこ

とない—貪欲さから、マーケットへ投げ出された不必要な品物の大量消費主

義を促している。 

 

と言っている。彼によれば、それほど必要でない製品が次から次へと生み出さ

れ、それが大量に消費されていく、現代の大量消費時代を鋭く批判している。

地球の限りある資源を、生活必需品でもないものを大量に生み出し、それをい

たずらに消費している現代社会に眉をひそめる人も多いと思われるので、大方

の人は、彼の意見には賛成であろう。彼は、また、別の角度から、現代社会に

ついて、 

 

CORNELIUS: ....[To the audience.]―Sinister these times. —East—West—armed to 

the teeth. —Nukes and neutrons. —Invested so much in every type of munitions, yes, 

even in germs, cain’t afford not to use them, fight it out to the death of every human 

inhabitant of the earth if not the planet's destruction—opposed by no one . . .(p48) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、「観客へ向かって」―近頃は、不気味だ―東も―西も

―完全に武装している。核や中性子—あらゆるタイプの軍需品、そう、細菌

にまで投資し、それを使わないではいられない。この惑星の破壊はないにし

ても、地上のあらゆる人間が死に絶えるまで戦おうおしているが、誰も、反

対していない。 

 

と言っている。現代の社会は、核、中性子爆弾、細菌爆弾が、何の制限もなく、

手放しの状態に置かれ、それが、休むことなく増殖し続け、地球全体をも、完

全に破壊しかねない、危険な状態にいると言って、痛烈に批判している。この

作品が上演された 1982 年当時は、まだ、ベルリンの壁の崩壊(1989)以前であり、

アメリカとソビエト、西側諸国と東側諸国の対立が強い状態であったので、彼

が、上の「台詞」の中で述べているような状況は、当時の人々の心を暗雲のよ

うに覆っていたと思われるので、彼のこの見方に賛同する人も多かったと思わ

れる。さらに、彼は、息子の CHARLIE から、関節炎で、膵臓炎に罹り、杖を

つかなければ、歩けない状態で、州下院議会に立候補するなんて、あきれたも

のだと言わんばかりに、非難されると、 

 

CORNELIUS: No patriotism in you? This Congressional district needs a McCorkle. 

—To disclose the lies that betrayed the Dempcracy into rich—Imperialism of about 

ten or a dozen of big families and conglomerates profiting from— [Lurches up from 

chair and hobbles to the audience.] WAR—IMPERIALISM AGGRESSION AND 

YOU KNOW IT, THAT'S RIGHT, ALL OF YOU KNOW IT! —SUCKERS . . . 

(pp19-20) 

 

コーネリアス：お前には愛国心はないのか？この州下院選挙区にはマコーク

ルの人間が必要なのだ。この民主主義国家を金持ちの 12，3 の富豪や複合企

業体の帝国主義に売り渡した嘘を明らかにするために。彼らは、利益を得て

いるだ、戦争から！—「よろめきながらイスから立ち上がり、観客の方へ向

かってよたよたと歩いて行く」帝国主義的侵略、あなたがたはそれを知って

いるはずだ、そのとおりだ、みんな知っているはずだ！—げす野郎、、、 

 

と 言 っ て 言い 返 す 。 これ は 、 ア メリ カ の 第 34 代 大 統 領、 D. D. 

Eisenhower(1890-1969)の演説を思い出させるが、CORNELIUS に言わせれば、
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このアメリカは、12、3 の富豪の、軍需産業である、複合企業体に牛耳られて

いる。彼らは、政治家にロビー運動をして、帝国主義的侵略を企てさせては、

戦争をして、彼らの生産した過剰な軍需品を消耗させている。すなわち、帝国

主義的侵略が増えれば増えるほど、戦争が起これば起こるほど、軍需品は消耗

され、彼らは経済的にますます潤うのである。彼は、その悪循環を断ち切るた

めには、彼のような男が立候補する必要があると思っているようである。この

彼の考えにも、賛同する人は多いはずである。 

 ここまでの、CORNELIUS の政治的見解を聞いていると、取り立てて言うほ

ど、独創的な意見ではないが、革新的な考えであるので、多くの人がかなりま

ともな意見であると判断して、彼に票を入れる人も多いかもしれない。しかし、

彼にとって、いや、政治家にとってしばしばそうであるように、彼は、政治に

は、絶対に、金が必要であるという強い確信にも似た考えを持っている。彼は、 

 

CORNELIUS: —Charlie, a man in Congress has many opportunities to make money 

outside of his salary. —My campaigns had no financial backing. This time, with the 

Dancie money. . .(p19) 

 

コーネリアス：チャーリー、議会にいる男は、給料以外に、金を稼ぐ機会が

多くある。俺の選挙運動には経済的な後押しがない。今度は、ダンシーの金

で、、、 

 

と言っている。彼によれば、政治家になれば、多額の政治献金、または、賄賂

（？）を調達できると思っているが、彼には、まだ、政治家としての地位がな

いため、また、手元に金がなく、金が手に入る手段をまったく持ち合わせてい

ない。そのため、今の彼は、ほとんど無一文である。彼は、その金を調達する

ために、DANCIE 家の金、妻の BELLA が密かに隠し持っている金を狙ってい

るのである。彼は、息子の CHARLIE をうまく使って、BELLA からうまく金を

取り上げようとしている。そのときのやりとりは、次のようになっている。 

 

CHARLIE: But if the Dancie money exists and it’s in Mom’s hands, you want it, 

don't you? Ain’t that what you’re after, Pop? 

CORNELIUS: Goddamn it, sure I want what’s rightly mine. Now, Charlie. —You 

want a political job? —Something simple that you could handle without much 

effort? —You got it. —But she’s done with the Dancie money. Otherwise, by God, 

I’ll have to tear this house down board from rotten board to find where she hid it 

when she’s fallen victim to indulgence like the others. You know the Dancies over 

there in Pass Christian have torn that two and a ha’f story frame house apart tryin' to 

find that wad of thousand dollar bills? The house is a regular shambles inside, no 

partitions at all, and they’re still at it. Why, it’s fifteen years since Grannie Dancie’s 

widower past on. They thought he had it cause he never removed his right hand from 

his pants pocket. He died in his pants, same pair, never changed. However. I happen 

to know that Bella was in the Dancie house when he died, alone in the bedroom with 

him, and he favored Bella. Shay-it. Sly? But you’re the only son, now. She knows 

she’s goin’. C’mon, get with it, Charlie. Be nice to your Mom and she will give it to 

you or tell you where it is.(p19) 

 

チャーリー：しかし、もしダンシーの金が存在し、それが母さんの手にある

なら、それが欲しいだろう？それを手に入れようとしているんだろう、父さ

ん？ 

コーネリアス：ちくしょう、当然俺のものを欲しがっているだけだ。ところ

で、チャーリー、—政治家になりたいか？—あまり努力をしないでできる簡

単な仕事か？—お前にやる。—しかし、チャーリー、まず最初に、母さんを

説得して、ダンシーの金をどうしたかを聞き出してくれ。さもないと、きっ

と、俺は、母さんが他の連中のように無節制の犠牲者になったら、金の隠し

場所を探し出すために、この家を取り壊し、板を一枚一枚剥がすつもりだ。

パス・クリスチャンにいるダンシー家の連中は、千ドル札の札束を探そうと

して、2 階半の木造家屋をバラバラにしたのを知っているか？その家の内部

はまったく大混乱で、仕切りもないが、それでも、彼らはまだやっている。
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このアメリカは、12、3 の富豪の、軍需産業である、複合企業体に牛耳られて

いる。彼らは、政治家にロビー運動をして、帝国主義的侵略を企てさせては、

戦争をして、彼らの生産した過剰な軍需品を消耗させている。すなわち、帝国

主義的侵略が増えれば増えるほど、戦争が起これば起こるほど、軍需品は消耗

され、彼らは経済的にますます潤うのである。彼は、その悪循環を断ち切るた

めには、彼のような男が立候補する必要があると思っているようである。この

彼の考えにも、賛同する人は多いはずである。 

 ここまでの、CORNELIUS の政治的見解を聞いていると、取り立てて言うほ

ど、独創的な意見ではないが、革新的な考えであるので、多くの人がかなりま

ともな意見であると判断して、彼に票を入れる人も多いかもしれない。しかし、

彼にとって、いや、政治家にとってしばしばそうであるように、彼は、政治に

は、絶対に、金が必要であるという強い確信にも似た考えを持っている。彼は、 

 

CORNELIUS: —Charlie, a man in Congress has many opportunities to make money 

outside of his salary. —My campaigns had no financial backing. This time, with the 

Dancie money. . .(p19) 

 

コーネリアス：チャーリー、議会にいる男は、給料以外に、金を稼ぐ機会が

多くある。俺の選挙運動には経済的な後押しがない。今度は、ダンシーの金

で、、、 

 

と言っている。彼によれば、政治家になれば、多額の政治献金、または、賄賂

（？）を調達できると思っているが、彼には、まだ、政治家としての地位がな

いため、また、手元に金がなく、金が手に入る手段をまったく持ち合わせてい

ない。そのため、今の彼は、ほとんど無一文である。彼は、その金を調達する

ために、DANCIE 家の金、妻の BELLA が密かに隠し持っている金を狙ってい

るのである。彼は、息子の CHARLIE をうまく使って、BELLA からうまく金を

取り上げようとしている。そのときのやりとりは、次のようになっている。 

 

CHARLIE: But if the Dancie money exists and it’s in Mom’s hands, you want it, 

don't you? Ain’t that what you’re after, Pop? 

CORNELIUS: Goddamn it, sure I want what’s rightly mine. Now, Charlie. —You 

want a political job? —Something simple that you could handle without much 

effort? —You got it. —But she’s done with the Dancie money. Otherwise, by God, 

I’ll have to tear this house down board from rotten board to find where she hid it 

when she’s fallen victim to indulgence like the others. You know the Dancies over 

there in Pass Christian have torn that two and a ha’f story frame house apart tryin' to 

find that wad of thousand dollar bills? The house is a regular shambles inside, no 

partitions at all, and they’re still at it. Why, it’s fifteen years since Grannie Dancie’s 

widower past on. They thought he had it cause he never removed his right hand from 

his pants pocket. He died in his pants, same pair, never changed. However. I happen 

to know that Bella was in the Dancie house when he died, alone in the bedroom with 

him, and he favored Bella. Shay-it. Sly? But you’re the only son, now. She knows 

she’s goin’. C’mon, get with it, Charlie. Be nice to your Mom and she will give it to 

you or tell you where it is.(p19) 

 

チャーリー：しかし、もしダンシーの金が存在し、それが母さんの手にある

なら、それが欲しいだろう？それを手に入れようとしているんだろう、父さ

ん？ 

コーネリアス：ちくしょう、当然俺のものを欲しがっているだけだ。ところ

で、チャーリー、—政治家になりたいか？—あまり努力をしないでできる簡

単な仕事か？—お前にやる。—しかし、チャーリー、まず最初に、母さんを

説得して、ダンシーの金をどうしたかを聞き出してくれ。さもないと、きっ

と、俺は、母さんが他の連中のように無節制の犠牲者になったら、金の隠し

場所を探し出すために、この家を取り壊し、板を一枚一枚剥がすつもりだ。

パス・クリスチャンにいるダンシー家の連中は、千ドル札の札束を探そうと

して、2 階半の木造家屋をバラバラにしたのを知っているか？その家の内部

はまったく大混乱で、仕切りもないが、それでも、彼らはまだやっている。
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ダンシー婆さんのやもめが死んでから 15 年になる。彼らは、彼がスボンのポ

ケットから右手を出さなかったので、金を持っていると思っていた。彼はズ

ボンをはいたまま、同じ対の服で、着替えないで、死んでいた。しかしなが

ら、俺は、彼が死んだとき、ベラも、ダンシー家にいたことをたまたま知っ

た、寝室で彼と 2 人だけで、彼はベラを気に入っていた。わかったろ、ずる

がしこいのが？しかし、お前は、今は、唯一の息子だ。彼女は、自分が死ぬ

のはわかっている。さあ、やってくれ、チャーリーお前の母さんに優しくし

てくれ、そうすれば、その金をくれるか、隠し場所を教えてくれる。 

 

CORNELIUS は、前に述べた、彼が声高に唱える、高邁な政治的な理想を言う

陰で、何とかして、妻の金を取り上げて、自分のものにしようと、長い間にわ

たって、ことあるごとに画策してきた。そして、その実現のために、今、息子

をも巻き込もうとしている。この、彼の政治的理想と現実との、大きな乖離、

それは、そのまま、身体的なバランスを完全に崩して、メタボ体型と化してい

る彼の身体と、奇しくも、一致するのではないだろうか。そのため、彼のメタ

ボ体型は、彼の生き方、さらには、アメリカ人のメタファーであるとも考えら

れる。 

 

第 4 章   MCCORKLE 家の 3 兄弟、CHIPS, CHARLIE, JOANIE 

 

CHIPS 

 

 CORNELIUS と BELLA には、長男 CHIPS、次男 CHARLIE、娘 JOANIE の 3

人の子供がいる。この 3 人は、幽霊の場面、いわゆる、BELLA が子供たちを回

想する場面で登場してくるので、子供のときの彼らは、3 人とも、舞台上に登

場してくる。しかし、このような回想場面以外、成人になった「登場人物」と

して、じっさいに、舞台上に登場してくるのは、次男の CHARLIE だけである。

この劇の「時間」の中では、劇が始まる前に、すでに長男の CHIPS は死んでい

て、娘の JOANIE は精神病院に入院している。そのため、観客（読者）が、自

ら直接的に判断できるのは、3 人の兄弟のうち、CHARLIE だけである。CHIPS

と JOANIE については、直接的に判断できないので、他の「登場人物」の

CHARLIE 観、JOANIE 観に頼らざるを得ない。 

 

 Williams は、この 3 人の子供を、それぞれ、明確に描き分けている。 

 

 まず、長男の CHIPS から見てみよう。CORNELIUS は、CHIPS の葬式から帰

ってきて、しばらくすると、彼について、次のような「台詞」を言う。 

 

CORNELIUS: ....You encouraged it, Bella. Encouraged him to design girls’ dresses. 

He put a yellow wig on and modeled ’em himself. Something—drag they call it. 

Misunderstand correctly—by the neighbors. 

BELLA: He could of grown outa that.(p7) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、お前が勧めた、ベラ、お前が彼に女の服をデザインす

るように勧めた。彼は黄色いカツラをかぶり、服を着て自分でモデルになっ

た。何とか言ったな、女装と言われているやつだ。近所の連中には、正しく

誤解されているよ。 

ベラ：彼はそれは卒業しているはずよ。 

 

死んだ長男 CHIPS は、どれほど前からか、はっきりしたことはわからないが、

女装の趣味があり、女装することを、密かに、楽しんでいたように思える。そ

のことは、CORNELIUS も BELLA も認めているので、事実であると思われる。

彼が、女装趣味だけにとどまっていた可能性もあるが、彼が、性同一性障害者

か、同性愛者である可能性も、暗にほのめかされているようにも思える。そし

て、この女装趣味は、近所の人たちも気がついていたようである。BELLA は、

昔の CHIPS は女装を好んでいたが、最近では、もう女装は卒業したと思ってい

るようだが、単に、そう思いたいだけなのかもしれない。 
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ダンシー婆さんのやもめが死んでから 15 年になる。彼らは、彼がスボンのポ

ケットから右手を出さなかったので、金を持っていると思っていた。彼はズ

ボンをはいたまま、同じ対の服で、着替えないで、死んでいた。しかしなが

ら、俺は、彼が死んだとき、ベラも、ダンシー家にいたことをたまたま知っ

た、寝室で彼と 2 人だけで、彼はベラを気に入っていた。わかったろ、ずる

がしこいのが？しかし、お前は、今は、唯一の息子だ。彼女は、自分が死ぬ

のはわかっている。さあ、やってくれ、チャーリーお前の母さんに優しくし

てくれ、そうすれば、その金をくれるか、隠し場所を教えてくれる。 

 

CORNELIUS は、前に述べた、彼が声高に唱える、高邁な政治的な理想を言う

陰で、何とかして、妻の金を取り上げて、自分のものにしようと、長い間にわ

たって、ことあるごとに画策してきた。そして、その実現のために、今、息子

をも巻き込もうとしている。この、彼の政治的理想と現実との、大きな乖離、

それは、そのまま、身体的なバランスを完全に崩して、メタボ体型と化してい

る彼の身体と、奇しくも、一致するのではないだろうか。そのため、彼のメタ

ボ体型は、彼の生き方、さらには、アメリカ人のメタファーであるとも考えら

れる。 

 

第 4 章   MCCORKLE 家の 3 兄弟、CHIPS, CHARLIE, JOANIE 

 

CHIPS 

 

 CORNELIUS と BELLA には、長男 CHIPS、次男 CHARLIE、娘 JOANIE の 3

人の子供がいる。この 3 人は、幽霊の場面、いわゆる、BELLA が子供たちを回

想する場面で登場してくるので、子供のときの彼らは、3 人とも、舞台上に登

場してくる。しかし、このような回想場面以外、成人になった「登場人物」と

して、じっさいに、舞台上に登場してくるのは、次男の CHARLIE だけである。

この劇の「時間」の中では、劇が始まる前に、すでに長男の CHIPS は死んでい

て、娘の JOANIE は精神病院に入院している。そのため、観客（読者）が、自

ら直接的に判断できるのは、3 人の兄弟のうち、CHARLIE だけである。CHIPS

と JOANIE については、直接的に判断できないので、他の「登場人物」の

CHARLIE 観、JOANIE 観に頼らざるを得ない。 

 

 Williams は、この 3 人の子供を、それぞれ、明確に描き分けている。 

 

 まず、長男の CHIPS から見てみよう。CORNELIUS は、CHIPS の葬式から帰

ってきて、しばらくすると、彼について、次のような「台詞」を言う。 

 

CORNELIUS: ....You encouraged it, Bella. Encouraged him to design girls’ dresses. 

He put a yellow wig on and modeled ’em himself. Something—drag they call it. 

Misunderstand correctly—by the neighbors. 

BELLA: He could of grown outa that.(p7) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、お前が勧めた、ベラ、お前が彼に女の服をデザインす

るように勧めた。彼は黄色いカツラをかぶり、服を着て自分でモデルになっ

た。何とか言ったな、女装と言われているやつだ。近所の連中には、正しく

誤解されているよ。 

ベラ：彼はそれは卒業しているはずよ。 

 

死んだ長男 CHIPS は、どれほど前からか、はっきりしたことはわからないが、

女装の趣味があり、女装することを、密かに、楽しんでいたように思える。そ

のことは、CORNELIUS も BELLA も認めているので、事実であると思われる。

彼が、女装趣味だけにとどまっていた可能性もあるが、彼が、性同一性障害者

か、同性愛者である可能性も、暗にほのめかされているようにも思える。そし

て、この女装趣味は、近所の人たちも気がついていたようである。BELLA は、

昔の CHIPS は女装を好んでいたが、最近では、もう女装は卒業したと思ってい

るようだが、単に、そう思いたいだけなのかもしれない。 
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 続く「台詞」、 

 

CORNELIUS[rising, moving slowly toward Bella]: Naw, naw, was in his blood. 

There was nothin’ McCorkle about him, and I didn’t send him to Memphis, I told 

him to go stay with your folks, the Dancies, in Pass Christian where sex confusion 

and outrageous public behavior was not just accepted but cultivated among ’em. 

Considered essential! 

BELLA: —Don’t! 

CORNERIUS[touching her shoulder]: Sorry, it’s done, it’s past....(p8) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス「立ち上がって、ベラの方へゆっくりと進みながら」：いや、

いや、彼の血の中にある。彼には、マコークルのものは何もない。それに、

俺は彼をメンフィスなどに送らなかった。俺は彼にパス・クリスチャンにい

る、お前の実家、ダンシー家に行くように言った。そこは、性的な混乱やひ

どい公共マナーが受け入れられていないだけでなく、それが養われている。

それが本質的なんだよ！ 

ベラ：やめて！ 

コーネリアス「彼女の肩に触れながら」：悪かった、すんだことだ、昔のこ

とだ、、、 

 

の中では、CORNELIUS は、女装の趣味は、妻の BELLA の家系である、DANCIE

家の血に中にあり、彼の家系の MCCORKLE の家系にはないと言って、彼の女

装趣味は、あくまで、BELLA の家系の血を引いた結果であると言っている。さ

らに、彼は、そのような性的な倒錯や公共マナーに違反する行為は、BELLA の

家系である、DANCIE の血を引いているためであり、CHIPS がそのようになっ

たのはすべて、彼女の家系のせいであると言わんばかりである。 

 さらに彼は、 

 

CORNELIUS: ....I mean, you know the Dancies. Eve’ryone on the Gulf Coast 

knows about the Dancies. Lunacy runs rampant among them, son. Was you old 

enough to remember that time your mother’s sister walked naked out of the house at 

high noon with just a hat on and the hat was a man’s? Sex confusion existed among 

them, Charlie, never among the McCorkles. Your just buried brother did not take 

after me, pathetic, typical of the Dancies.(p17)  

（点線部分は省略部分） 

コーネリアス：、、、つまり、ダンシー家のことは知っているだろう。湾岸

の人はみんなダンシー家については知っている。彼らの家系には、精神障害

がはびこっている。母さんの妹が、真っ昼間に、帽子、しかも、男性用の帽

子をかぶって、裸で家から出て行くのを、お前も大きくなっていたので、憶

えているだろう？性的混乱は彼らの家系にあるんだよ、チャーリー、マコー

クルの家系にはない。お前の埋葬された兄は私に似ていない、かわいそうに、

ダンシー家に見られる典型だ。 

 

と言って、DANCIE 家には、CHIPS のような性的倒錯だけではなく、CHARLIE

の叔母のように、男性用の帽子をかぶって、日中、裸で出かけるような、精神

障害もあると言っている。 

 次の「台詞」、 

 

[She picks up a large, leather framed, hand-tinted photo of Chips, hair blond in 

ringlets, long neck, wide baby-blue eyes.] Remember when he was voted the 

handsomest boy at Pascagoula High?  

CORNELIUS: I remember when he was voted the prettiest girl at Pascagoula High. 

That I remember clearly. 

CHARLIE: Pop, you know the, the—editor of the class annual just, he—got it 

mixed, a—accidental mix-up. 

(pp21-22) 
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 続く「台詞」、 

 

CORNELIUS[rising, moving slowly toward Bella]: Naw, naw, was in his blood. 

There was nothin’ McCorkle about him, and I didn’t send him to Memphis, I told 

him to go stay with your folks, the Dancies, in Pass Christian where sex confusion 

and outrageous public behavior was not just accepted but cultivated among ’em. 

Considered essential! 

BELLA: —Don’t! 

CORNERIUS[touching her shoulder]: Sorry, it’s done, it’s past....(p8) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス「立ち上がって、ベラの方へゆっくりと進みながら」：いや、

いや、彼の血の中にある。彼には、マコークルのものは何もない。それに、

俺は彼をメンフィスなどに送らなかった。俺は彼にパス・クリスチャンにい

る、お前の実家、ダンシー家に行くように言った。そこは、性的な混乱やひ

どい公共マナーが受け入れられていないだけでなく、それが養われている。

それが本質的なんだよ！ 

ベラ：やめて！ 

コーネリアス「彼女の肩に触れながら」：悪かった、すんだことだ、昔のこ

とだ、、、 

 

の中では、CORNELIUS は、女装の趣味は、妻の BELLA の家系である、DANCIE

家の血に中にあり、彼の家系の MCCORKLE の家系にはないと言って、彼の女

装趣味は、あくまで、BELLA の家系の血を引いた結果であると言っている。さ

らに、彼は、そのような性的な倒錯や公共マナーに違反する行為は、BELLA の

家系である、DANCIE の血を引いているためであり、CHIPS がそのようになっ

たのはすべて、彼女の家系のせいであると言わんばかりである。 

 さらに彼は、 

 

CORNELIUS: ....I mean, you know the Dancies. Eve’ryone on the Gulf Coast 

knows about the Dancies. Lunacy runs rampant among them, son. Was you old 

enough to remember that time your mother’s sister walked naked out of the house at 

high noon with just a hat on and the hat was a man’s? Sex confusion existed among 

them, Charlie, never among the McCorkles. Your just buried brother did not take 

after me, pathetic, typical of the Dancies.(p17)  

（点線部分は省略部分） 

コーネリアス：、、、つまり、ダンシー家のことは知っているだろう。湾岸

の人はみんなダンシー家については知っている。彼らの家系には、精神障害

がはびこっている。母さんの妹が、真っ昼間に、帽子、しかも、男性用の帽

子をかぶって、裸で家から出て行くのを、お前も大きくなっていたので、憶

えているだろう？性的混乱は彼らの家系にあるんだよ、チャーリー、マコー

クルの家系にはない。お前の埋葬された兄は私に似ていない、かわいそうに、

ダンシー家に見られる典型だ。 

 

と言って、DANCIE 家には、CHIPS のような性的倒錯だけではなく、CHARLIE

の叔母のように、男性用の帽子をかぶって、日中、裸で出かけるような、精神

障害もあると言っている。 

 次の「台詞」、 

 

[She picks up a large, leather framed, hand-tinted photo of Chips, hair blond in 

ringlets, long neck, wide baby-blue eyes.] Remember when he was voted the 

handsomest boy at Pascagoula High?  

CORNELIUS: I remember when he was voted the prettiest girl at Pascagoula High. 

That I remember clearly. 

CHARLIE: Pop, you know the, the—editor of the class annual just, he—got it 

mixed, a—accidental mix-up. 

(pp21-22) 
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「彼女（ベラ）は、髪は巻き毛の金髪、長い首、幅広の赤ん坊のような青い

目をしたチップスの大きな、革で縁取られた、手垢で汚れた写真を取り上げ

る。」投票で、パスカゴーラ高校で最もハンサムな生徒に選ばれたときのこ

とを覚えている？ 

コーネリアス：投票で、パスカゴーラ高校で最もきれいな女生徒に選ばれた

ときのことを覚えているよ。俺はそのことをはっきりと覚えている。 

チャーリー：父さん、クラスの毎年の、あの編集委員が間違えて、思わず、

間違えただけだよ。 

 

では、CHIPS が写っている古い写真を見ながら、昔を思い出しながら、彼が、

高校時代に、「最もハンサムな男子生徒」に選ばれるはずであったが、何をど

う間違えたのか、誤って「最もきれいな女生徒」に選ばれてしまうということ

が起こった。CHARLIE は、ただ編集委員がうっかり間違えただけだであると

言っているが、多くの人がそのような間違いを犯してしまうほど、CHIPS は、

女の子と見間違えるような体つき、顔つきをしていたと思われる。このことも、

彼に、女装を促す、一因になっているのかもしれない。また、彼には、このと

きすでに、性同一性障害者や同性愛者の兆候が現れていたのかもしれない。 

 CHARLIE がコートのポケットから、ウィスキーのビンを取り出して、飲も

うとしたときの、BELLA と CORNELIUS の「台詞」、 

 

BELLA[gasping]: No, no, not whiskey, son! Charlie’s older brother just—[She 

sobs.] 

CORNELIUS: —Terminal—alcoholism, at thirty-one.(p61) 

 

ベラ「喘ぎながら」：だめ、だめ、ウイスキーはだめ、チャーリーの兄も—

「彼女はすすり泣く」 

コーネリアス：—末期的だった—アルコール依存症、31 歳で。 

 

では、CHIPS は、31 歳の若さで、末期的アルコール依存症で死んだことがわか

る。 

 CHIPS については、それほどはっきりしたことはわからないが、このように、

劇の中に散見される、彼についての情報を拾い集めて、まとめてみると、彼は、

女装好きで、身体的特徴は、顔を含めて、極めて女性的で、一見すると、女性

と間違われるほどである。このことから推測するに、彼は、性同一性障害者か、

同性愛者であり、男としてよりも、女として振る舞いたい、生きたいという思

いが極めて強かったのではないか。しかし、そうするには、当時のアメリカで

は、社会的な拘束が強く、社会的との軋轢、社会からの差別なしでは、実現で

きないものであった。そのため、彼には、日常生活を送るためだけで、過度の

ストレスがかかり、彼は、そのストレスによって、ほぼ金縛り状態になり、そ

のような状況からできるだけ早く脱却しようとして、アルコールに溺れたので

はないだろうか。しかも、彼が 31 歳で、末期のアルコール依存症で死んだこと

を考えると、彼は、ほぼ自殺を企てている人に近い心境で、いわば、自殺願望

を持ちながら、アルコールを過度に飲み続けたのかもしれない。彼も、一部の

アメリカ人のメタファーであるのかもしれない。 

 

CHARLIE 

 

 Williams は、次男の CHARLIE が、舞台上に初めて現れたとき、「ト書き」

で、 

 

After a slight pause their younger son, Charlie, about twenty-five, appears on the 

landing with his undershirt around his neck, struggling into his Levis.(p14) 

 

「しばらくすると、次男のチャーリー、25 歳頃、首にアンダーシャツを巻き、

リーバイズを履くのに苦労しながら、踊り場に現れる。」 

 

と書いているだけで、身体的特徴や性格については、何も書いていない。この

登場以前に、彼は、恋人の STACEY ととも、声のみで、舞台上には姿を見せな
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と間違われるほどである。このことから推測するに、彼は、性同一性障害者か、
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はないだろうか。しかも、彼が 31 歳で、末期のアルコール依存症で死んだこと

を考えると、彼は、ほぼ自殺を企てている人に近い心境で、いわば、自殺願望

を持ちながら、アルコールを過度に飲み続けたのかもしれない。彼も、一部の

アメリカ人のメタファーであるのかもしれない。 

 

CHARLIE 

 

 Williams は、次男の CHARLIE が、舞台上に初めて現れたとき、「ト書き」

で、 

 

After a slight pause their younger son, Charlie, about twenty-five, appears on the 

landing with his undershirt around his neck, struggling into his Levis.(p14) 

 

「しばらくすると、次男のチャーリー、25 歳頃、首にアンダーシャツを巻き、

リーバイズを履くのに苦労しながら、踊り場に現れる。」 

 

と書いているだけで、身体的特徴や性格については、何も書いていない。この

登場以前に、彼は、恋人の STACEY ととも、声のみで、舞台上には姿を見せな
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い形で、この家の 2 階に登場している。劇の初めの部分で、CORNELIUS と

BELLA が、Tennessee 州 Memphis で行われた、長男 CHIPS の葬式から帰宅して

しばらくすると、次の「ト書き」とともに、2 階から、突然、「台詞」が聞こ

えてくる。 

 

There are sounds of sexual activity from a bedroom above. 

STACEY[from upstairs]: Nooo, that huuuuuuurts!(p4) 

「2 階の寝室から性行為をしている音が聞こえてくる」 

ステイシー「2 階から」：だめーー、いたーーーーーい！ 

 

次男CHARLIEと恋人のSTACEYが2階で、性行為をしている。しかも、STACEY

は、性行為の最中に、激しい苦痛を訴え、かなり痛がって、大きな悲鳴を上げ

ている。2 人がここにいるということは、CHARLIE は、自分の兄の葬式には出

席していなかったことを示している。通常の感覚では、自分の兄が死んだ場合

は、何はおいても、葬式には出席すると思われるが、CHARLIE は、葬式に出

席しなかった理由はわからないが、出席しないほうを選び、恋人と性行為に耽

り続け、兄の死などに、全く関心がないように見える。 

 その後の「ト書き」には、 

 

Upstairs, unheard by Cornelius but heard by the audience, is the sound of orgasmic 

rutting.(p6) 

 

「2 階で、コーネリアスには聞こえないが、観客に聞こえるオルガスムスに

達する音がする。 

 

と書かれていて、2 人が性的絶頂に達し、性行為が終わったことを示している。

やがて、STACEY は、彼に不平を言い始める。 

 

STACEY[from upstairs]: —What we done, it hurts. —That’s for boys, not— 

[There is an indistinguishable response from Charlie.]    、 

STACEY[from upstairs]: Don’t talk about it to no one. Makes a woman feel cheap. 

CHARR-LEE!(p12)  

 

ステイシー「2 階から」：私たちがしたこと、痛かったわ。それは男にする

ことでしょ、だめよー 

「チャーリーの返事は聞き取れない。」 

ステイシー「2 階から」：このことは誰にも話さないで。女性は安っぽくな

ったような気になるから。チャーーリー！ 

 

これまでのことや、後の STACEY に関する言及から想像するに、STACEY は

すでに妊娠し、しかも、その妊娠が後期に入っているので、通常の性行為をす

るのがはばかられるためか、CHARLIE が、彼女が望まないアナル・セックス

を強引に迫り、それをむりやり実行したが、彼女も、激しい苦痛を感じたもの

の、思わず、歓喜の波に飲み込まれ、性的絶頂に達したことを描写していると

思われる。Williams は、アメリカでは、以前は、法律に罰則もあった、'sodomy'、

「異性間肛門性交」を、2 人の若い男女を通して描いている。この場面は、

'sodomy'は、州によっては、法律では禁止されているにもかかわらず、ごくあ

りふれた男女の間で行われるほど、性の概念の多様化が進んでいることを、こ

の 2 人の男女を通して、描いていると考えてよいだろう。この CHARLIE や

STACEY を見ていると、彼らが、Vietnam War(1954-75)後のアメリカに、新た

に、登場してきた、新しい性を代表しているように思われる。そのため、彼ら

も、一部のアメリカ人のメタファーであると考えられる。 

 第Ⅰ幕の終わり近くになって初めて、STACEY は姿を見せる。 

 

[....Reassured, Stacy stands and illuminates the landing with a smile, modestly her 

hands over her belly, protuberant with late pregnancy.](p59) 

（点線部分は省略部分） 
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（点線部分は省略部分） 
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「、、、安心して、ステイシーは立ち、その微笑みは踊り場を照らす。彼女

は控えめに両手で、妊娠も後期に入り、突き出た腹を押さえる。」 

 

この中の「ステイシーは立ち、その微笑みは踊り場を照らす。」からは、妊婦

である STACEY の微笑みを通して、新しい生命の誕生と、その生命の誕生がも

たらす希望を感じ取ることができるだろう。 

 この第Ⅰ幕は、長男 CHIPS の死、次男 CHARLIE の、やがて訪れる、子供の

誕生が重なり会う形で、進んでいることが、あらためてわかる。 

 CORNELIUS は、また、 

 

EMERSON: Your boy was almost cryin’, Corney, there was tears in his eyes. 

CORNELIUS: I don’t respect tears in a man, and over-attachment to Mom, Mom, 

Mom. Very strange. He and Chips had a lot in common except the sex thing. Oh, 

both insatiable for it, but him one way, Chips the other . . .(p35) 

 

エマソン：お前さんの息子（チャーリー）は泣いていたぜ、コーニー、目に

涙を浮かべて。 

コーネリアス：俺は男の涙なんか何とも思っていない。母さんに愛着を持ち

すぎなんだよ、母さん、母さんて。彼とチップスは、性を除いて、多くの共

通点がある。二人とも、性欲が強い、でも、彼は、こっち、チップスはあっ

ちだ。 

 

と言って、CHARLIE も、長男 CHIPS と同様に、DANCIE 家の血を引いていて、

性欲が極めて強いが、CHIPS は性同一性障害や同性愛へ向かったが、CHARLIE

は、異性愛に向かったと考えている。また、彼は、涙を流すのは、男らしくな

いと考えているのか、それも、DANCIE 家の血のせいであると考えているよう

である。 

 

 次男の CHARLIE は、長男の CHIPS と比べると、当時の、ごく平均的なアメ

リカの青年を表しているように思われる。 

 

JOANIE 

 

 BELLA は、娘の JOANIE から手紙を受けとっていたことを JESSIE に話す。

その手紙の中には、 

 

BELLA: ....Joanie’s in a hospital, State Hospital Number Three. 

・ ・ ・ 

BELLA: Lunatic asylum, I know. Uncle Archie has been there thirty years now. 

・ ・ ・ 

BELLA: “....All I had was a little nervous break down after that sonovabitch I lived 

with in Jefferson Parish quit me and went back to his fucking wife.”(pp70-71) 

（点線部分は省略部分） 

 

ベラ：、、、ジョアニーは病院にいる、州立病院、3 号室。 

・ ・ ・ 

ベラ：精神病院だわ、アーチー叔父は、今では、30 年間入っている 

・ ・ ・ 

ベラ：「、、、ジェファソン・パリッシュで一緒に住んでいた、あのろくで

なしが私のもとを去り、あの忌々しい妻のもとに帰ったあと、少し精神的に

まいってしまっただけなの。」、、、 

 

と書かれている。この手紙によると、彼女は不倫をしたが、結局、男に捨てら

れ、精神的にまいってしまい、その後立ち直れなかったのか、彼女は精神病院

に入院することになった。この中で、BELLA は、Archie 叔父も、30 年間、精

神病院に入院していると言う。30 年入院し続け、今でも、入院中であるという

ことは、彼はよほど重度の精神的病を患っていると思われる。仮に外の世界へ

出て行っても、一人で自立して生活していけないであろう。JOANIE のように、
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「、、、安心して、ステイシーは立ち、その微笑みは踊り場を照らす。彼女

は控えめに両手で、妊娠も後期に入り、突き出た腹を押さえる。」 

 

この中の「ステイシーは立ち、その微笑みは踊り場を照らす。」からは、妊婦

である STACEY の微笑みを通して、新しい生命の誕生と、その生命の誕生がも

たらす希望を感じ取ることができるだろう。 

 この第Ⅰ幕は、長男 CHIPS の死、次男 CHARLIE の、やがて訪れる、子供の

誕生が重なり会う形で、進んでいることが、あらためてわかる。 

 CORNELIUS は、また、 

 

EMERSON: Your boy was almost cryin’, Corney, there was tears in his eyes. 

CORNELIUS: I don’t respect tears in a man, and over-attachment to Mom, Mom, 

Mom. Very strange. He and Chips had a lot in common except the sex thing. Oh, 

both insatiable for it, but him one way, Chips the other . . .(p35) 

 

エマソン：お前さんの息子（チャーリー）は泣いていたぜ、コーニー、目に

涙を浮かべて。 

コーネリアス：俺は男の涙なんか何とも思っていない。母さんに愛着を持ち

すぎなんだよ、母さん、母さんて。彼とチップスは、性を除いて、多くの共

通点がある。二人とも、性欲が強い、でも、彼は、こっち、チップスはあっ

ちだ。 

 

と言って、CHARLIE も、長男 CHIPS と同様に、DANCIE 家の血を引いていて、

性欲が極めて強いが、CHIPS は性同一性障害や同性愛へ向かったが、CHARLIE

は、異性愛に向かったと考えている。また、彼は、涙を流すのは、男らしくな

いと考えているのか、それも、DANCIE 家の血のせいであると考えているよう

である。 

 

 次男の CHARLIE は、長男の CHIPS と比べると、当時の、ごく平均的なアメ

リカの青年を表しているように思われる。 

 

JOANIE 

 

 BELLA は、娘の JOANIE から手紙を受けとっていたことを JESSIE に話す。

その手紙の中には、 

 

BELLA: ....Joanie’s in a hospital, State Hospital Number Three. 

・ ・ ・ 

BELLA: Lunatic asylum, I know. Uncle Archie has been there thirty years now. 

・ ・ ・ 

BELLA: “....All I had was a little nervous break down after that sonovabitch I lived 

with in Jefferson Parish quit me and went back to his fucking wife.”(pp70-71) 

（点線部分は省略部分） 

 

ベラ：、、、ジョアニーは病院にいる、州立病院、3 号室。 

・ ・ ・ 

ベラ：精神病院だわ、アーチー叔父は、今では、30 年間入っている 

・ ・ ・ 

ベラ：「、、、ジェファソン・パリッシュで一緒に住んでいた、あのろくで

なしが私のもとを去り、あの忌々しい妻のもとに帰ったあと、少し精神的に

まいってしまっただけなの。」、、、 

 

と書かれている。この手紙によると、彼女は不倫をしたが、結局、男に捨てら

れ、精神的にまいってしまい、その後立ち直れなかったのか、彼女は精神病院

に入院することになった。この中で、BELLA は、Archie 叔父も、30 年間、精

神病院に入院していると言う。30 年入院し続け、今でも、入院中であるという

ことは、彼はよほど重度の精神的病を患っていると思われる。仮に外の世界へ

出て行っても、一人で自立して生活していけないであろう。JOANIE のように、
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何らかの理由で、心の病を持っている人も、また、一部のアメリカ人のメタフ

ァーになっているのかもしれない。 

 

 この 3 人の子供の中で、長男 CHIPS は、女装好み、性同一性障害（？）、ま

た、同性愛者（？）であり、31 歳で、アルコール依存症で死んだ。次男の CHARLIE

は、取り立てて言うほど、変わったところがないが、CORNELIUS に言わせる

と、涙もろくてやはり、男らしくない。娘の JOANIE も、不倫相手に振られて、

精神的にまいってしまったのか、やはり、精神病院に入っている。CORNELIUS

に言わせると、この 3 人のマイナス面は、すべて、妻の BELLA の実家 DANCIE

家の血を引いている結果であり、自分の家系 MCCORKLE にはないということ

になる。CORNELIUS の、このような言動は、子供の責任は、すべて、妻側に

あり、自分の方にはないという、無責任な態度、自分の正当性だけを主張する

姿を露呈させるものとなっている。このような言動が、この家族の中で、父親

不在の状況を生み出していることに気がつかない。 

第 5 章 EMERSON SYKES（夫）と JESSIE SYKES（妻） 

 

EMERSON SYKES 

 

 EMERSON・JESSIE 夫妻は、CORNELIUS・BELLA 夫妻とは異なる形ではあ

るが、ある意味で、相似関係にあると言える。 

 

 JESSIE は、夫の EMERSON について、 

 

JESSIE: ....Imagine pretending to me that he was going out possum hunting on a 

night like this which I know is stag-movie night at the Moose Lodge....(p9) 

（点線部分は省略部分） 

 

ジェシー：、、、このような夜にオポサム狩りに出かける振りをするなんて、

私は知っているんだから、彼はムース・ロッジでポルノ映画を見ているのだ

から、、、 

 

と言っている。彼女は、彼のポルノ好きには少々あきれ気味である。彼女は、

さらに続けて、 

 

JESSIE[to audience]: You know, Emerson Sykes is fifteen years my senior and 

gone into senile dementia of a sexual nature.(p10) 

 

ジェシー「観客に向かって」：エマソン・サイクスは、私より 15 歳も年上

で、性的本能の老人性認知症になってしまった。 

 

と言っているが、その中の"senile dementia of a sexual nature"、「性的本能の老人

性認知症」という言葉から判断すると、性的好奇心も、かなり度が過ぎている

という程度の状態ではなく、もはや、ほとんど手の付けられない状態で、性的

行動に走っているような印象を受ける。 

 第Ⅰ幕の半ば過ぎ頃に、その本人が初めて登場してきたときの「ト書き」に

は、彼について、 

 

....A sharp, sly-featured old man about the age of Cornelius stalks in. He is in rubber 

boots and hunting clothes.(p24) 

（点線部分は省略部分） 

 

、、、コーネリアスと同年齢の、鋭い、ずる賢そうな顔つきの老人がこっそ

りと入ってくる。彼はゴム靴をはき、狩猟用の服を着ている。 

 

と書かれていて、この時点では、彼の性的な傾向については、まったく触れら

れずに、彼の持つ、それ以上の本質的な性格、"a sharp, sly-featured"、「鋭い、

ずる賢そうな顔つきの」老人の姿を強調している。彼は、CORNELIUS から、

落　合　和　昭

─ 116 ─



何らかの理由で、心の病を持っている人も、また、一部のアメリカ人のメタフ

ァーになっているのかもしれない。 

 

 この 3 人の子供の中で、長男 CHIPS は、女装好み、性同一性障害（？）、ま

た、同性愛者（？）であり、31 歳で、アルコール依存症で死んだ。次男の CHARLIE

は、取り立てて言うほど、変わったところがないが、CORNELIUS に言わせる

と、涙もろくてやはり、男らしくない。娘の JOANIE も、不倫相手に振られて、

精神的にまいってしまったのか、やはり、精神病院に入っている。CORNELIUS

に言わせると、この 3 人のマイナス面は、すべて、妻の BELLA の実家 DANCIE

家の血を引いている結果であり、自分の家系 MCCORKLE にはないということ

になる。CORNELIUS の、このような言動は、子供の責任は、すべて、妻側に

あり、自分の方にはないという、無責任な態度、自分の正当性だけを主張する

姿を露呈させるものとなっている。このような言動が、この家族の中で、父親

不在の状況を生み出していることに気がつかない。 

第 5 章 EMERSON SYKES（夫）と JESSIE SYKES（妻） 

 

EMERSON SYKES 

 

 EMERSON・JESSIE 夫妻は、CORNELIUS・BELLA 夫妻とは異なる形ではあ

るが、ある意味で、相似関係にあると言える。 

 

 JESSIE は、夫の EMERSON について、 

 

JESSIE: ....Imagine pretending to me that he was going out possum hunting on a 

night like this which I know is stag-movie night at the Moose Lodge....(p9) 

（点線部分は省略部分） 

 

ジェシー：、、、このような夜にオポサム狩りに出かける振りをするなんて、

私は知っているんだから、彼はムース・ロッジでポルノ映画を見ているのだ

から、、、 

 

と言っている。彼女は、彼のポルノ好きには少々あきれ気味である。彼女は、

さらに続けて、 

 

JESSIE[to audience]: You know, Emerson Sykes is fifteen years my senior and 

gone into senile dementia of a sexual nature.(p10) 

 

ジェシー「観客に向かって」：エマソン・サイクスは、私より 15 歳も年上

で、性的本能の老人性認知症になってしまった。 

 

と言っているが、その中の"senile dementia of a sexual nature"、「性的本能の老人

性認知症」という言葉から判断すると、性的好奇心も、かなり度が過ぎている

という程度の状態ではなく、もはや、ほとんど手の付けられない状態で、性的

行動に走っているような印象を受ける。 

 第Ⅰ幕の半ば過ぎ頃に、その本人が初めて登場してきたときの「ト書き」に

は、彼について、 

 

....A sharp, sly-featured old man about the age of Cornelius stalks in. He is in rubber 

boots and hunting clothes.(p24) 

（点線部分は省略部分） 

 

、、、コーネリアスと同年齢の、鋭い、ずる賢そうな顔つきの老人がこっそ

りと入ってくる。彼はゴム靴をはき、狩猟用の服を着ている。 

 

と書かれていて、この時点では、彼の性的な傾向については、まったく触れら

れずに、彼の持つ、それ以上の本質的な性格、"a sharp, sly-featured"、「鋭い、

ずる賢そうな顔つきの」老人の姿を強調している。彼は、CORNELIUS から、
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狩猟用の服を着ていることを指摘されると、それは、妻をごまかすためである

ことをあっさりと認める（妻は、彼のこの策略はいとも簡単に見破っている）。

彼は、 

 

EMERSON: ....They had stag movies at the Lodge tonight....(p26) 

（点線部分は省略部分） 

エマソン：、、、今夜、ロッジでポルノ映画をやっていた、、、 

 

と言って、彼は、自分が性的な好奇心が強い人間であることを、CORNELIUS

には、隠し立てはしない。第 2 幕の初めのところで、CHARLIE の恋人である、

STACEY を見たときの様子が、「ト書き」に、 

 

His voice is quivering with the hunger that possesses some of the elderly for the 

young and lovely.(p44) 

 

彼の声は、若くて、美しい女に向けられた、年配の男を虜にしている欲望で

震えている。 

 

と書かれている。彼は、若くて、美しい STACEY の身体を見て、ほとんど、そ

の欲望を抑えられない様子が描かれている。彼は、もう老人の域に達している

にもかかわらず、性的欲望だけは、若者の性的欲望の度合いさえも、はるかに

超えて、やはり、彼の妻の JESSIE が、「性的本能の老人性認知症」と呼んで

いる状態が露呈している。彼の本性は、STACEY に見抜かれている。 

 

STACY: I don’t like the way you talk of him. You appear to be drunk and you got 

the shakes, which I can see by your hands and hear by your voice. 

EMERSON: Sweetheart, I’m just reacting to the excitement of your—beautiful—presence—up 

there . . .[He puts one foot a step higher.]Oh, I know my appearance ain’t youthful, but you’d 

be amazed at my fitness. Medical science provides a man my age with the vigor of youth plus 

the more appreciative and responsible attitudes that comes with time and experience, yais, for 

instance, I take a thing by injection called depo-testosterone one or twice weekly along with 

one thousands units daily of vitamin E—to keep my virility up.(p45) 

 

ステイシー：あなたの彼についての話し方は嫌いだわ。あなたは酔っ払って

いるように見えるし、手も震えている。それは、あなたの手を見ればわかる

し、声を聞けばわかる。 

エマソン：俺は、そこにいる—あなたの—美しい—存在のもたらす刺激に反

応しているだけだ、、、「彼は階段をもう一段上る。」ああ、俺の容姿は若

くないことは知っている。でも、あなたは俺の健康状態に驚くだろう。医療

科学は俺の年齢の男に若い元気を与えてくれる。その上、時間と経験がもた

らしてくれる、理解力と責任を伴った態度を取ることができる。そうだ、例

えば、週に 1，2 回、デポ・テストステロン（男性ホルモンを増加させる薬）、

それとともに、生殖能力を維持するために—毎日千錠ものビタミン E を取っ

ている。 

 

 EMERSON は、もうほとんど老人の域に達しているにもかかわらず、生殖能

力を維持するために、男性ホルモンを増加させるための薬やビタミン E を、信

じられないほど多量に飲んで、身体を維持しようとしている。これはもう、老

人が健康維持のために薬を飲んでいるという程度ではなく、強引に自分の身体

を強力な性的マシーンに仕立て上げようとしているように見え、ほとんど常軌

を逸していると言っても過言ではないだろう。しかし、恐ろしいことは、その

彼自身は、それが極めて正常であると思っていることである。通常では、性的

衝動は、その人の正常な健康状態を示すバロメーターのようなところがあるが、

彼の場合は、その性的衝動は、いわば、薬によって、無理矢理、生み出された、

不健康状態である。それは性的衝動というよりも、ドラッグによって、意図的

に、強引に創り出された幻覚・妄想といってもよいだろう。本来ならば、性的

衝動は本能であると考えられているが、彼の場合は、性的本能は、そのたよる
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狩猟用の服を着ていることを指摘されると、それは、妻をごまかすためである

ことをあっさりと認める（妻は、彼のこの策略はいとも簡単に見破っている）。

彼は、 

 

EMERSON: ....They had stag movies at the Lodge tonight....(p26) 

（点線部分は省略部分） 

エマソン：、、、今夜、ロッジでポルノ映画をやっていた、、、 

 

と言って、彼は、自分が性的な好奇心が強い人間であることを、CORNELIUS

には、隠し立てはしない。第 2 幕の初めのところで、CHARLIE の恋人である、

STACEY を見たときの様子が、「ト書き」に、 

 

His voice is quivering with the hunger that possesses some of the elderly for the 

young and lovely.(p44) 

 

彼の声は、若くて、美しい女に向けられた、年配の男を虜にしている欲望で

震えている。 

 

と書かれている。彼は、若くて、美しい STACEY の身体を見て、ほとんど、そ

の欲望を抑えられない様子が描かれている。彼は、もう老人の域に達している

にもかかわらず、性的欲望だけは、若者の性的欲望の度合いさえも、はるかに

超えて、やはり、彼の妻の JESSIE が、「性的本能の老人性認知症」と呼んで

いる状態が露呈している。彼の本性は、STACEY に見抜かれている。 

 

STACY: I don’t like the way you talk of him. You appear to be drunk and you got 

the shakes, which I can see by your hands and hear by your voice. 

EMERSON: Sweetheart, I’m just reacting to the excitement of your—beautiful—presence—up 

there . . .[He puts one foot a step higher.]Oh, I know my appearance ain’t youthful, but you’d 

be amazed at my fitness. Medical science provides a man my age with the vigor of youth plus 

the more appreciative and responsible attitudes that comes with time and experience, yais, for 

instance, I take a thing by injection called depo-testosterone one or twice weekly along with 

one thousands units daily of vitamin E—to keep my virility up.(p45) 

 

ステイシー：あなたの彼についての話し方は嫌いだわ。あなたは酔っ払って

いるように見えるし、手も震えている。それは、あなたの手を見ればわかる

し、声を聞けばわかる。 

エマソン：俺は、そこにいる—あなたの—美しい—存在のもたらす刺激に反

応しているだけだ、、、「彼は階段をもう一段上る。」ああ、俺の容姿は若

くないことは知っている。でも、あなたは俺の健康状態に驚くだろう。医療

科学は俺の年齢の男に若い元気を与えてくれる。その上、時間と経験がもた

らしてくれる、理解力と責任を伴った態度を取ることができる。そうだ、例

えば、週に 1，2 回、デポ・テストステロン（男性ホルモンを増加させる薬）、

それとともに、生殖能力を維持するために—毎日千錠ものビタミン E を取っ

ている。 

 

 EMERSON は、もうほとんど老人の域に達しているにもかかわらず、生殖能

力を維持するために、男性ホルモンを増加させるための薬やビタミン E を、信

じられないほど多量に飲んで、身体を維持しようとしている。これはもう、老

人が健康維持のために薬を飲んでいるという程度ではなく、強引に自分の身体

を強力な性的マシーンに仕立て上げようとしているように見え、ほとんど常軌

を逸していると言っても過言ではないだろう。しかし、恐ろしいことは、その

彼自身は、それが極めて正常であると思っていることである。通常では、性的

衝動は、その人の正常な健康状態を示すバロメーターのようなところがあるが、

彼の場合は、その性的衝動は、いわば、薬によって、無理矢理、生み出された、

不健康状態である。それは性的衝動というよりも、ドラッグによって、意図的

に、強引に創り出された幻覚・妄想といってもよいだろう。本来ならば、性的

衝動は本能であると考えられているが、彼の場合は、性的本能は、そのたよる

Tennessee Williams の A House Not Meant to Stand

─ 119 ─



ところがドラックであるため、言葉の使用の面では、矛盾するが、「人工本能」

と呼んでもよいほどである。彼は、もはや、この「人工本能」に、そそのかさ

れ、操られている存在である。現代人は、本能すらも、人工的にコントロール

されている状態に追いやられているのかもしれない。その一端を示していると

も考えられるだろう。 

 彼の、本能すらも、薬に頼っている生き方は、すべて、よい方面に向かって

のみ、進んでいるわけではない。その副作用とでも言うべき、マイナス面が現

れる。次の「ト書き」、老人の 

 

Emerson is seized by a slight cardiac attack. He staggers down the steps, fumbling 

in his pocket for nitro-glycern tablets. He spills them, then falls to knees to recover a 

tablet, puts it in his mouth and washes it down with beer.(p46) 

 

エマソンはちょっとした心臓発作に襲われる。彼は、ポケットを探って、ニ

トログリセリンを探しながら、よたよたしながら階段を降りる。彼はそれを

こぼし、錠剤を拾おうとして跪く、それを口に入れ、ビールで飲み込む。 

 

にもあるように、彼の心臓は弱っていて、絶えず、ニトログリセリンを持ち歩

き、いつ何時、襲われるかもしれない心臓発作に備えている。彼は、多量の精

力剤の摂取が引き金になって、心臓が悪くなったのか、それとも、もうすでに

心臓が悪くなっているにもかかわらず、過剰の精力剤を摂取し続けているのか

わからないが、もし仮に、後者である場合、自分の生命を危険にさらしてまで

も、ドラッグによって、生殖能力を高めようとしていることになる。現代では、

このような、彼の生き方は、私たちは、至る所で強いられているのではないだ

ろうか。 

 

 見てきたように、CORNELIUS が、金銭欲のメタファーであるとすると、こ

の EMERSON は、性欲のメタファーと言えるのではないだろうか。 

 

JESSIE SYKES 

 

 EMERSON の妻、JESSIE に関する最初の言及は、CORNELIUS の 

 

CORNELIUS: Emerson Sykes is no prize package but I don’t see how he can tolerate 

a bitch that would inherit a small fortune and spend it all on —what? —Rejuvenation? 

—By cosmetic surgery? Ain't that how she spent it? —Sheee-it, no!(p6) 

コーネリアス：エマソン・サイクスは飛び抜けていいやつとは言えないが、

ちょっとした財産を受け取り、それをすべて、何だっけ？—若返り？—美容

整形？に使ってしまうような女にどうして我慢ができるのかわからん—彼女

は、そんなふうに金を使ったのか？—全く下らん！ 

 

という「台詞」に出てくる。この中に、JESSIE という名前は出てこないが、こ

こで、軽蔑的に“bitch”と呼ばれているのが、EMERSON の妻である、JESSIE の

ことである。彼女も、また、夫の EMERSON とは、少々異なるところもあるが、

やはり、老いを忘れたい、若さをいつまで維持したいという思いが強すぎるせ

いか、美容整形という人工的な方法を用いても、いつまでも若さや美貌を維持

しようと、躍起になって生きている。彼女の場合も、EMERSON の場合と同様

に、Williams は、本人が舞台上に登場する前に、他の「登場人物」に、彼女つ

いて言及させている。彼女が初めて登場してきたときの「ト書き」には、 

 

Jessie Sykes throws open the unlatched front door.(p8) 

 

ジェシー・サイクスはかけ金のかかっていない玄関のドアをぱっと開ける。 

 

と書かれている。ここでは、夫 EMERSON の場合とは異なり、身体的描写がい

っさいなされていない。入ってきた JESSIE を見たときの、CORNELIUS と

JESSIE のやりとりは、 
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ところがドラックであるため、言葉の使用の面では、矛盾するが、「人工本能」

と呼んでもよいほどである。彼は、もはや、この「人工本能」に、そそのかさ

れ、操られている存在である。現代人は、本能すらも、人工的にコントロール

されている状態に追いやられているのかもしれない。その一端を示していると

も考えられるだろう。 

 彼の、本能すらも、薬に頼っている生き方は、すべて、よい方面に向かって

のみ、進んでいるわけではない。その副作用とでも言うべき、マイナス面が現

れる。次の「ト書き」、老人の 

 

Emerson is seized by a slight cardiac attack. He staggers down the steps, fumbling 

in his pocket for nitro-glycern tablets. He spills them, then falls to knees to recover a 

tablet, puts it in his mouth and washes it down with beer.(p46) 

 

エマソンはちょっとした心臓発作に襲われる。彼は、ポケットを探って、ニ

トログリセリンを探しながら、よたよたしながら階段を降りる。彼はそれを

こぼし、錠剤を拾おうとして跪く、それを口に入れ、ビールで飲み込む。 

 

にもあるように、彼の心臓は弱っていて、絶えず、ニトログリセリンを持ち歩

き、いつ何時、襲われるかもしれない心臓発作に備えている。彼は、多量の精

力剤の摂取が引き金になって、心臓が悪くなったのか、それとも、もうすでに

心臓が悪くなっているにもかかわらず、過剰の精力剤を摂取し続けているのか

わからないが、もし仮に、後者である場合、自分の生命を危険にさらしてまで

も、ドラッグによって、生殖能力を高めようとしていることになる。現代では、

このような、彼の生き方は、私たちは、至る所で強いられているのではないだ

ろうか。 

 

 見てきたように、CORNELIUS が、金銭欲のメタファーであるとすると、こ

の EMERSON は、性欲のメタファーと言えるのではないだろうか。 

 

JESSIE SYKES 

 

 EMERSON の妻、JESSIE に関する最初の言及は、CORNELIUS の 

 

CORNELIUS: Emerson Sykes is no prize package but I don’t see how he can tolerate 

a bitch that would inherit a small fortune and spend it all on —what? —Rejuvenation? 

—By cosmetic surgery? Ain't that how she spent it? —Sheee-it, no!(p6) 

コーネリアス：エマソン・サイクスは飛び抜けていいやつとは言えないが、

ちょっとした財産を受け取り、それをすべて、何だっけ？—若返り？—美容

整形？に使ってしまうような女にどうして我慢ができるのかわからん—彼女

は、そんなふうに金を使ったのか？—全く下らん！ 

 

という「台詞」に出てくる。この中に、JESSIE という名前は出てこないが、こ

こで、軽蔑的に“bitch”と呼ばれているのが、EMERSON の妻である、JESSIE の

ことである。彼女も、また、夫の EMERSON とは、少々異なるところもあるが、

やはり、老いを忘れたい、若さをいつまで維持したいという思いが強すぎるせ

いか、美容整形という人工的な方法を用いても、いつまでも若さや美貌を維持

しようと、躍起になって生きている。彼女の場合も、EMERSON の場合と同様

に、Williams は、本人が舞台上に登場する前に、他の「登場人物」に、彼女つ

いて言及させている。彼女が初めて登場してきたときの「ト書き」には、 

 

Jessie Sykes throws open the unlatched front door.(p8) 

 

ジェシー・サイクスはかけ金のかかっていない玄関のドアをぱっと開ける。 

 

と書かれている。ここでは、夫 EMERSON の場合とは異なり、身体的描写がい

っさいなされていない。入ってきた JESSIE を見たときの、CORNELIUS と

JESSIE のやりとりは、 
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CORNELIUS: Is this—Jessie Sykes? 

JESSIE: Why, Cornelius McCorkle, that is the nicest thing you’ve ever said to me. I 

know what you mean. I am practically unrecognizably transfawned by that cosmetic 

surgery I went through at Ochsner's, you didn’t know I was.(p9) 

 

コーネリアス：ジェシー・サイクスか？ 

ジェシー：ねえ、コーネリアス・マコークル、それは今までにあなたが私に

言った中で最高の言葉よ。あなたの言っていることはわかるわ。私は、オク

スナーのところでした美容整形で、じっさい、わからないほど変わってしま

った。あなたは私が誰であるかわからなかった。 

 

となっている。美容整形をして、あまりにも変わってしまった JESSIE を見て、

それがほんとうに JESSIE 本人であることが、まったく信じられないという顔

をして、戸惑っている CORNELIUS の反応を見て、彼女は、そのことが最高の

褒め言葉だと言って、非常に喜んでいる。彼女が美容整形をしたということは、

彼女は、以前の自然の彼女の顔を嫌い、それを捨て、新しい、人工の顔を選ん

だことになる。人工のものを選んでいる点では、彼女の生き方と、性欲維持の

ために薬を飲み続けている、夫の EMERSON の生き方は似ているので、2 人は、

相似の関係にあると言える。彼女は、美容整形によって、人工的に若さを維持

しようとしているのに対して、彼は、心臓病の危険に晒されながらも、多量の

薬によって、性欲を維持しようとしている。2 人とも、本来の自分を受け入れ

られないので、それを捨て、人工のものに頼っている。そこには、どんなこと

をしても、過度の欲望を充足しないではすますことができない現代人の心の有

り様がある。この 2 人を通しては、もう一つの、ある状況が感じ取れる。それ

は、本来の人間の中に、人工のものが入り込み、その割合がしだいに増大しつ

つあるという状況である。ある意味では、自然の状態を自然の状態として、受

け入れない状態であり、人間が人工のものに乗っ取られつつある状況である。

Williams はこのような状況を 2 人の夫婦を通して、描きたかったのではないだ

ろうか。 

 JESSIE の美容整形について、夫の EMERSON は、 

 

EMERSON: ....I’m mighty put out with Jessie right now. She come into some 

money from her oldest brother who finally died. That money could of been useful in 

financin’ the motel over at Gulfport. Could of been but wasn’t. Goddamn if she didn’t 

blow the whole wad on ―Jesus!—a series of operations she thinks has returned her 

youth to her―I ain’t spoke much to her since....(p26) 

（点線部分は省略部分） 

 

エマソン：、、、今、ジェシーにはひどく気分を害している。彼女はやっと

死んだ一番上の兄から遺産を受け取った。その金は、ガルフポートにあるモ

ーテルに資金を出すのに役に立つはずだった。そのはずだったが、そうには

ならなかった。いまいましい！若さを取り戻せると考えている一連の手術に、

あんな大金を全部使ってしまうなんて—それ以来、彼女とはあまり話してい

ない、、、 

 

と言っている。JESSIE は、夫が性的なことにあまりにも関心を持ちすぎるため

に、夫の EMERSON の状態を「性的本能の老人性認知症」と呼んでいたが、彼

女のほうも、彼女の一番上の兄から遺産として受け取った金のすべてを、美容

整形のために、使ってしまったので、彼女も、彼女の EMERSON に対する呼び

名に模して言えば、「美的本能の若年性認知症」とでも言えるだろう。この 2

人は、かたや、「性的本能の老人性認知症」、かたや、「美的本能の若年性認

知症」であるが、似たもの夫婦ではないが、相似の関係にあると言えるのでは

ないだろうか。 

 

 次の DANCIE 家の金の中で、詳細に言及するつもりなので、ここでは、簡単

な説明に留めるが、JESSIE には、「美的本能の若年性認知症」の他に、「金銭

的本能の若年性認知症」とでも呼んでもよいほど、金銭に関する強い関心が見

られる。 
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CORNELIUS: Is this—Jessie Sykes? 

JESSIE: Why, Cornelius McCorkle, that is the nicest thing you’ve ever said to me. I 

know what you mean. I am practically unrecognizably transfawned by that cosmetic 

surgery I went through at Ochsner's, you didn’t know I was.(p9) 

 

コーネリアス：ジェシー・サイクスか？ 

ジェシー：ねえ、コーネリアス・マコークル、それは今までにあなたが私に

言った中で最高の言葉よ。あなたの言っていることはわかるわ。私は、オク

スナーのところでした美容整形で、じっさい、わからないほど変わってしま

った。あなたは私が誰であるかわからなかった。 

 

となっている。美容整形をして、あまりにも変わってしまった JESSIE を見て、

それがほんとうに JESSIE 本人であることが、まったく信じられないという顔

をして、戸惑っている CORNELIUS の反応を見て、彼女は、そのことが最高の

褒め言葉だと言って、非常に喜んでいる。彼女が美容整形をしたということは、

彼女は、以前の自然の彼女の顔を嫌い、それを捨て、新しい、人工の顔を選ん

だことになる。人工のものを選んでいる点では、彼女の生き方と、性欲維持の

ために薬を飲み続けている、夫の EMERSON の生き方は似ているので、2 人は、

相似の関係にあると言える。彼女は、美容整形によって、人工的に若さを維持

しようとしているのに対して、彼は、心臓病の危険に晒されながらも、多量の

薬によって、性欲を維持しようとしている。2 人とも、本来の自分を受け入れ

られないので、それを捨て、人工のものに頼っている。そこには、どんなこと

をしても、過度の欲望を充足しないではすますことができない現代人の心の有

り様がある。この 2 人を通しては、もう一つの、ある状況が感じ取れる。それ

は、本来の人間の中に、人工のものが入り込み、その割合がしだいに増大しつ

つあるという状況である。ある意味では、自然の状態を自然の状態として、受

け入れない状態であり、人間が人工のものに乗っ取られつつある状況である。

Williams はこのような状況を 2 人の夫婦を通して、描きたかったのではないだ

ろうか。 

 JESSIE の美容整形について、夫の EMERSON は、 

 

EMERSON: ....I’m mighty put out with Jessie right now. She come into some 

money from her oldest brother who finally died. That money could of been useful in 

financin’ the motel over at Gulfport. Could of been but wasn’t. Goddamn if she didn’t 

blow the whole wad on ―Jesus!—a series of operations she thinks has returned her 

youth to her―I ain’t spoke much to her since....(p26) 

（点線部分は省略部分） 

 

エマソン：、、、今、ジェシーにはひどく気分を害している。彼女はやっと

死んだ一番上の兄から遺産を受け取った。その金は、ガルフポートにあるモ

ーテルに資金を出すのに役に立つはずだった。そのはずだったが、そうには

ならなかった。いまいましい！若さを取り戻せると考えている一連の手術に、

あんな大金を全部使ってしまうなんて—それ以来、彼女とはあまり話してい

ない、、、 

 

と言っている。JESSIE は、夫が性的なことにあまりにも関心を持ちすぎるため

に、夫の EMERSON の状態を「性的本能の老人性認知症」と呼んでいたが、彼

女のほうも、彼女の一番上の兄から遺産として受け取った金のすべてを、美容

整形のために、使ってしまったので、彼女も、彼女の EMERSON に対する呼び

名に模して言えば、「美的本能の若年性認知症」とでも言えるだろう。この 2

人は、かたや、「性的本能の老人性認知症」、かたや、「美的本能の若年性認

知症」であるが、似たもの夫婦ではないが、相似の関係にあると言えるのでは

ないだろうか。 

 

 次の DANCIE 家の金の中で、詳細に言及するつもりなので、ここでは、簡単

な説明に留めるが、JESSIE には、「美的本能の若年性認知症」の他に、「金銭

的本能の若年性認知症」とでも呼んでもよいほど、金銭に関する強い関心が見

られる。 
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第 6 章 DANCIE 家の金 

 

 この劇には、最初から最後まで、CORNELIUS の、DANCIE 家の金に対する

激しい執着が、幽霊のように取り付いている。また、特に、第 2 幕の後半から

は、JESSIE も、それに加わるような形で、金に対する、あからさまな執着を見

せている。第 2 章 ト書き「観客に向かって」、天候、時計の中で見てきたよ

うに、奇しくも、この 2 人は、「登場人物」の中でも、最も頻度が高く、「観

客に向かって」話しかける「登場人物」である。ちなみに、その「観客に向か

って」話しかける CORNELIUS は、第Ⅰ幕では、13 回、第 2 幕では、7 回に及

び、JESSIE は、第Ⅰ幕では、3 回、第 2 幕では、10 回に及ぶ。この劇では、事

あるごとにと言ってよいほど、「観客に向かって」、自分の意見や正当性を述

べ、それに対して、観客に同意を求めようとする頻度が最も高い「登場人物」

が、最も金に執着し、金に貪欲な「登場人物」として描かれていることは、極

めて興味深い。人は、金に対して貪欲になると、そのことに対する、何らかの

罪意識や後ろめたさがあるのか、人に対して、何らかの形で、自分の意見や正

当性を主張したがるのだろうか。それとも、人に対して、自分の意見や正当性

を主張したがる人に、金に貪欲な人が多いということなのだろうか。 

 CORNELIUS は、BELLA が隠し持っている金を、何とかして、手に入れよう

として、ことあるごとに、画策しているのに対して、BELLA のほうは、その防

御に回り、夫から何としても、その金を守り通そうとして、頑として、その金

の隠し場所を言おうとしない。彼女には、夫には、どんなことがあっても、一

セントの金も渡すつもりがないという強い意志が感じられる。この 2 人の、金

を巡る激しい攻防が、あるときは、表面化し、あるときは、水面下で、休むこ

となく、この劇の「時間」が始まるずっと以前から、また、この劇の中におい

ても、続いてきた。この 2 人の金を巡る、激しい攻防自体も、また、Williams

にとっては、金を重視するアメリカ社会やアメリカ人のメタファーなのではな

いかと感じられるほどである。現代では、いや、いつの時代でも、同じである

と思われるが、アメリカ社会やアメリカ人にとって、金を巡る攻防自体がメタ

ファーになるほど、この世における、最も中心的で、重要なことになってしま

ったという、Williams からのメッセージなのであろうか。アメリカ社会やアメ

リカ人は、明けても暮れても、金の攻防に気がとらわれ、そのことばかりを考

えて、他のことをやろうとはしないということを暗示しているのだろうか。 

 

 劇が始まると、最初の「台詞」の中で、CORNELIUS は、妻の BELLA に向

かって、 

 

CORNELIUS: ....Since you could easily put on a new roof, afford to easily with a 

certain cash reserve that secretly in your posssession. Now we’re gonna have another 

talk ’bout that t’night, this time a showdown, Bella. Otherewise—stay alone here. 

[To the audience] I’ll take me a single water-proof room at—somewhere.(p4)  

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、お前だったら、簡単に新しい屋根を取り付けることが

できるだろう、密かに隠し持っている現金を使えば、簡単にできるはずだ。

今夜、そのことで、もう一度話をする、今度は、けりをつけるからな。さも

ないと、お前は一人でこの家に住むことになる。「観客に向かって」わしは、

どこかに、防水の部屋を一部屋を借りるつもりだ。 

 

と言う。これは、冒頭の「ト書き」にもあるように、1982 年 12 月の終わり、

真夜中、激しい嵐の中、しかも、Memphis で行われた長男 CHIPS の葬式に出席

して、雨漏りのする家に帰ってきた直後の「台詞」である。このような状況で

は、金以外の話をしてもよさそうだが、CORNELIUS は、さっそくとばかりに、

この機会を好機ととらえて、金の話を始める。BELLA が隠している金に対する、

強い執着が感じられる。上の「台詞」によれば、妻の BELLA は、夫に内緒で、

どこかに大金を隠しているようである。しかし、夫が、そのことに気づき、そ

の隠し場所を言うようにと強く迫り、何度も、何度も、話し合いをしてきたが、

まったく埒が開かなかった。そのため、夫は、ついに堪忍袋の緒が切れて、そ

の金の隠し場所を言わなければ、この家を出て一人で暮らすという、いわば、
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第 6 章 DANCIE 家の金 

 

 この劇には、最初から最後まで、CORNELIUS の、DANCIE 家の金に対する

激しい執着が、幽霊のように取り付いている。また、特に、第 2 幕の後半から

は、JESSIE も、それに加わるような形で、金に対する、あからさまな執着を見

せている。第 2 章 ト書き「観客に向かって」、天候、時計の中で見てきたよ

うに、奇しくも、この 2 人は、「登場人物」の中でも、最も頻度が高く、「観

客に向かって」話しかける「登場人物」である。ちなみに、その「観客に向か

って」話しかける CORNELIUS は、第Ⅰ幕では、13 回、第 2 幕では、7 回に及

び、JESSIE は、第Ⅰ幕では、3 回、第 2 幕では、10 回に及ぶ。この劇では、事

あるごとにと言ってよいほど、「観客に向かって」、自分の意見や正当性を述

べ、それに対して、観客に同意を求めようとする頻度が最も高い「登場人物」

が、最も金に執着し、金に貪欲な「登場人物」として描かれていることは、極

めて興味深い。人は、金に対して貪欲になると、そのことに対する、何らかの

罪意識や後ろめたさがあるのか、人に対して、何らかの形で、自分の意見や正

当性を主張したがるのだろうか。それとも、人に対して、自分の意見や正当性

を主張したがる人に、金に貪欲な人が多いということなのだろうか。 

 CORNELIUS は、BELLA が隠し持っている金を、何とかして、手に入れよう

として、ことあるごとに、画策しているのに対して、BELLA のほうは、その防

御に回り、夫から何としても、その金を守り通そうとして、頑として、その金

の隠し場所を言おうとしない。彼女には、夫には、どんなことがあっても、一

セントの金も渡すつもりがないという強い意志が感じられる。この 2 人の、金

を巡る激しい攻防が、あるときは、表面化し、あるときは、水面下で、休むこ

となく、この劇の「時間」が始まるずっと以前から、また、この劇の中におい

ても、続いてきた。この 2 人の金を巡る、激しい攻防自体も、また、Williams

にとっては、金を重視するアメリカ社会やアメリカ人のメタファーなのではな

いかと感じられるほどである。現代では、いや、いつの時代でも、同じである

と思われるが、アメリカ社会やアメリカ人にとって、金を巡る攻防自体がメタ

ファーになるほど、この世における、最も中心的で、重要なことになってしま

ったという、Williams からのメッセージなのであろうか。アメリカ社会やアメ

リカ人は、明けても暮れても、金の攻防に気がとらわれ、そのことばかりを考

えて、他のことをやろうとはしないということを暗示しているのだろうか。 

 

 劇が始まると、最初の「台詞」の中で、CORNELIUS は、妻の BELLA に向

かって、 

 

CORNELIUS: ....Since you could easily put on a new roof, afford to easily with a 

certain cash reserve that secretly in your posssession. Now we’re gonna have another 

talk ’bout that t’night, this time a showdown, Bella. Otherewise—stay alone here. 

[To the audience] I’ll take me a single water-proof room at—somewhere.(p4)  

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：、、、お前だったら、簡単に新しい屋根を取り付けることが

できるだろう、密かに隠し持っている現金を使えば、簡単にできるはずだ。

今夜、そのことで、もう一度話をする、今度は、けりをつけるからな。さも

ないと、お前は一人でこの家に住むことになる。「観客に向かって」わしは、

どこかに、防水の部屋を一部屋を借りるつもりだ。 

 

と言う。これは、冒頭の「ト書き」にもあるように、1982 年 12 月の終わり、

真夜中、激しい嵐の中、しかも、Memphis で行われた長男 CHIPS の葬式に出席

して、雨漏りのする家に帰ってきた直後の「台詞」である。このような状況で

は、金以外の話をしてもよさそうだが、CORNELIUS は、さっそくとばかりに、

この機会を好機ととらえて、金の話を始める。BELLA が隠している金に対する、

強い執着が感じられる。上の「台詞」によれば、妻の BELLA は、夫に内緒で、

どこかに大金を隠しているようである。しかし、夫が、そのことに気づき、そ

の隠し場所を言うようにと強く迫り、何度も、何度も、話し合いをしてきたが、

まったく埒が開かなかった。そのため、夫は、ついに堪忍袋の緒が切れて、そ

の金の隠し場所を言わなければ、この家を出て一人で暮らすという、いわば、
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最後通告に近い警告を発している。 

 この金のすべてを自分のものにしようと考えていたと思われる、

CORNELIUS も、ここに至って、ほとんど万策尽きたという思いからか、もう

息子の手を借りる他はないと考えたのか、次男の CHARLIE に、この金の話を

する。 

 そのときの 2 人の、次のやりとり、 

 

CORNELIUS: Well, it ain’t Confederate money and I know how it was made. By 

bootleg liquor durin’ prohibition, and tha’t how and when and it was made by Old 

Grannie Dancie in the pine woods back of the house. Old Grannie Dancie was the 

only one in the bunch had any get up an’ go. 

CHARLIE: So she got up and went into bootleg liquor, huh, Pop?  

CORNELIUS: Yep. Got to admire the ole bag, supported the whole tribe of ’em for 

a generation on money from bootleggin’. Never banked what was left of that money. 

Say she kept it in the house but bein’ conscious when she died of the Dancie 

sickness at eighty something— 

CHARLIE: Dancie sickness is what? 

CORNELIUS: Over indulgence either in food like Bella or liquor like Grannie 

Dancie. Over indulgence is the Dancie sickness. Your older sister, Joanie, indulged 

in too much fornication, such a scandal had to throw her out. Now Charlie? There is 

a rumor not unlikely at all that Mom’s got the Dancie money. 

CHARLIE: Hell, she woulda mentioned it. How much is it?  

CORNELIUS: They say it’s a big wad of thousand dollar bills, at least a coupla 

hundred thousand dollar bills and it’s just possible that your Mom’s got it. More’n 

possible, Charlie. 

CHARLIE: —Where? 

CORNELIUS: I have tried to find out for fifteen years. Jesus! When I mention it to 

her she just looks sly. Oh, Bella knows how to be sly. That’s part of the Dancie 

sickness—crazy but cunning and sly. Now, Charlie. She couldn’t of banked it locally 

without me knowing, so she’s probably got it hid somewhere and it would be a 

terrible thing if she wint to her grave anytime now without passing it on. 

CHARLIE: —To who? —To you?  

CORNELIUS: Look. I supported her all these years, supposed her stuffiing, and the 

scandal of Chips and the scandal of Joanie, oh, I’ve earned the right to that Dancie 

money by patience past all belief, all reasonable endurance. Of cou’se some of it 

would natcherly go to you, Charlie.(pp17-18) 

 

コーネリアス：それは南軍の金ではない。どうして手に入れたか、俺は知っ

ている。どうして、いつ手に入れたかと言うと、ダンシー家のばあさんが、

家の裏の松林の中で、禁酒法の時代に密造酒を製造したというわけだ。その

仲間たちの中で、そのばあさんだけが、やる気満々だった。 

チャーリー：それで、そのばあさんがやる気を起こして密造酒を造ったとい

うことか、とうさん？ 

コーネリアス：そうだ、それで、そのばあさんを褒めにゃあなるまい。密造

でもうけた金で、一族全員をⅠ世代も支えた。残った金は、銀行に預けなか

った。彼女は、家に隠していたという噂がある。彼女が 80 歳か、そこいらで、

ダンシー家の病気で死ぬとき、まだ意識があった状態で— 

チャーリー：ダンシー家の病気って、何？ 

コーネリアス：過度の摂取、ベラのように、食べ物か、ダンシーばあさんの

ように、酒だ。過度の摂取は、ダンシー家の病気だ。お前の姉さんのジョア

ニーは、過度に不倫をして、悪い噂のため、出て行かなければならなくなっ

た。ところで、チャーリー？お前の母さんがそのダンシー家の金を持ってい

るというありそうでないことはない噂がある。 

チャーリー：そんなことはないだろう。そうなら、母さんは言っているはず

だ。いくら？ 

コーネリアス：千ドル札の大きな束だ。少なくとも、2，30 万ドルはあり、

お前の母さんが持っている可能性がある。大いに可能性があるんだよ、チャ

ーリー。 
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最後通告に近い警告を発している。 

 この金のすべてを自分のものにしようと考えていたと思われる、

CORNELIUS も、ここに至って、ほとんど万策尽きたという思いからか、もう

息子の手を借りる他はないと考えたのか、次男の CHARLIE に、この金の話を

する。 

 そのときの 2 人の、次のやりとり、 

 

CORNELIUS: Well, it ain’t Confederate money and I know how it was made. By 

bootleg liquor durin’ prohibition, and tha’t how and when and it was made by Old 

Grannie Dancie in the pine woods back of the house. Old Grannie Dancie was the 

only one in the bunch had any get up an’ go. 

CHARLIE: So she got up and went into bootleg liquor, huh, Pop?  

CORNELIUS: Yep. Got to admire the ole bag, supported the whole tribe of ’em for 

a generation on money from bootleggin’. Never banked what was left of that money. 

Say she kept it in the house but bein’ conscious when she died of the Dancie 

sickness at eighty something— 

CHARLIE: Dancie sickness is what? 

CORNELIUS: Over indulgence either in food like Bella or liquor like Grannie 

Dancie. Over indulgence is the Dancie sickness. Your older sister, Joanie, indulged 

in too much fornication, such a scandal had to throw her out. Now Charlie? There is 

a rumor not unlikely at all that Mom’s got the Dancie money. 

CHARLIE: Hell, she woulda mentioned it. How much is it?  

CORNELIUS: They say it’s a big wad of thousand dollar bills, at least a coupla 

hundred thousand dollar bills and it’s just possible that your Mom’s got it. More’n 

possible, Charlie. 

CHARLIE: —Where? 

CORNELIUS: I have tried to find out for fifteen years. Jesus! When I mention it to 

her she just looks sly. Oh, Bella knows how to be sly. That’s part of the Dancie 

sickness—crazy but cunning and sly. Now, Charlie. She couldn’t of banked it locally 

without me knowing, so she’s probably got it hid somewhere and it would be a 

terrible thing if she wint to her grave anytime now without passing it on. 

CHARLIE: —To who? —To you?  

CORNELIUS: Look. I supported her all these years, supposed her stuffiing, and the 

scandal of Chips and the scandal of Joanie, oh, I’ve earned the right to that Dancie 

money by patience past all belief, all reasonable endurance. Of cou’se some of it 

would natcherly go to you, Charlie.(pp17-18) 

 

コーネリアス：それは南軍の金ではない。どうして手に入れたか、俺は知っ

ている。どうして、いつ手に入れたかと言うと、ダンシー家のばあさんが、

家の裏の松林の中で、禁酒法の時代に密造酒を製造したというわけだ。その

仲間たちの中で、そのばあさんだけが、やる気満々だった。 

チャーリー：それで、そのばあさんがやる気を起こして密造酒を造ったとい

うことか、とうさん？ 

コーネリアス：そうだ、それで、そのばあさんを褒めにゃあなるまい。密造

でもうけた金で、一族全員をⅠ世代も支えた。残った金は、銀行に預けなか

った。彼女は、家に隠していたという噂がある。彼女が 80 歳か、そこいらで、

ダンシー家の病気で死ぬとき、まだ意識があった状態で— 

チャーリー：ダンシー家の病気って、何？ 

コーネリアス：過度の摂取、ベラのように、食べ物か、ダンシーばあさんの

ように、酒だ。過度の摂取は、ダンシー家の病気だ。お前の姉さんのジョア

ニーは、過度に不倫をして、悪い噂のため、出て行かなければならなくなっ

た。ところで、チャーリー？お前の母さんがそのダンシー家の金を持ってい

るというありそうでないことはない噂がある。 

チャーリー：そんなことはないだろう。そうなら、母さんは言っているはず

だ。いくら？ 

コーネリアス：千ドル札の大きな束だ。少なくとも、2，30 万ドルはあり、

お前の母さんが持っている可能性がある。大いに可能性があるんだよ、チャ

ーリー。 
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チャーリー：—どこに？ 

コーネリアス：俺は 15 年間探してきたが。ちくしょう！俺がそのことを彼

女に話すと、彼女はずるがしそうな顔をする。ベラはどうしたらずるがしこ

くできるかを知っている。それがダンシー家の病気の一部だ—頭がおかしい

が、狡猾で、ずるがしこい。ところで、チャーリー。彼女は、私が知らない

ところで、地元の銀行に金を預けたはずがない。彼女はそれをどこかに隠し

持っている。彼女が、それを譲り渡すことなく、いつなんどき、墓場まで持

って行ったら、大変なことになる。 

チャーリー：—誰に？—親父に？ 

コーネリアス：いいか。長い年月にわたってずっと、彼女を養って、食べさ

せたし、チップスのスキャンダルのときも、ジョアニーのときも、支えてき

た。まったく信じがたい、ほとんどまともには耐えられない忍耐で、ダンシ

ー家の金に対する権利を手に入れた。もちろん、そのうちの幾分かは当然お

前のものだ、チャーリー。 

 

では、CORNELIUS は、息子の CHARLIE に DANCIE 家の金について語ってい

る。それによると、DANCIE 家(BELLA の実家）は、南北戦争時代(1861-65)

の南軍の隠し金を、何らかの方法で、密かに手に入れたという世間の噂があっ

たが、CORNELIUS が密かに調べた結果、DANCIE 家の祖母が、禁酒法時代

(1919-33)に、法律を犯して、密かに、裏庭の松林の中で、密造酒を造り、それ

を売りさばいて、信じられないほど莫大な金を手に入れた。その金は、非合法

の金であったので、その金の存在をひた隠しにしておく必要があった。その額

があまりにも莫大だったので、DANCIE 家を、ゆうにⅠ世代にわたって、経済

的に支えることができた。それでもなお、手元にも、かなりの額の金が残った。

しかし、彼らは、その金の出所を知られるのを恐れたためか、その金を銀行に

は預けないで、手元に置き、それをどこかにしまい込んだ。CORNELIUS は、

どこでかぎつけたのかわからないが、その金を妻の BELLA が、何らかの形で、

その祖母から密かに受け取り、それを持ってきて、この家のどこかに隠してい

ると思っている。いや、それは、彼にとっては、今や、ほとんど、強い確信に

までなっている。いつしか、その金のことは、彼の心に取り憑き、彼の脳裏か

ら、いっときも、離れない状態にまでなったのだろう。彼は、本来、強欲であ

るせいか、その金に対する権利は、自分にもあると思い込んで、いや、もう、

それは自分ものであり、妻 BELLA には、その権利はないと思い込んでいるか

のように、何度も、妻の BELLA に、その金の隠し場所を、ことあるごとに、

詰問し続けてきた。彼女は、もし夫が金を手に入れたら、すべての金を自分の

ことのみに使ってしまって、家族のためには、いっさい、使わないと思ってい

るのか、頑として、その金のありかを夫に話そうとしなかった。そのため、彼

は、15 年間にもわたって、家中を隈無く、探しに探したが、今まで、どうして

も、その隠し場所を探し出すことができなかった。もう打つ手はすべて打って、

もうこれ以上は、自分一人で探し出すのは、限界であり、無理であると感じた

のか、彼は、意に反して、次男の CHARLIE の手を借りて、その金を探し出そ

うと、焦っている。彼が、ここに来て、これほどまでに焦っているのは、妻の

BELLA の死期が近く、いつ彼女が死ぬのかわからないからである。彼女が、金

のありかを言わないで、死ぬようなことになれば、金の隠し場所は、永遠にわ

からずじまいになり、彼には、1 セントの金も残らないからである。彼も、彼

なりに、追い詰められているのである。 

 この引用箇所からは、CORNELIUS の、恐るべき、金への執着を感じ取るこ

とができる。そこには、死期が迫って、いつ死ぬかもしれない状態に置かれて

いる、妻 BELLA へのいたわりの気持ちや愛情などは、微塵も感じられない。

BELLA のほうも、密かに、金を隠していながら、30 年以上にわたる結婚生活

の間、その金のことを、夫には、一度も、話さず、ずっと沈黙を守り通してい

る。このことは、金の使い方について、夫をまったく信用していないという、

強い不信の表れである。彼女にとっては、金の使い方について、夫と相談し、

最もよい金の使い道を探るなどということは、到底、考えられないのである。

彼女は、DANCIE 家の人たちが、今まで、そうであったように、この金は、家

族のため、家族の経済的安定のためにのみ使うつもりであり、それ以外の金の

使い道など考えられないのである。後に明らかになるが、次男 CHARLIE とそ

の恋人 STACEY の間に、今、生まれようとしてしていることがわかると、彼女
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チャーリー：—どこに？ 

コーネリアス：俺は 15 年間探してきたが。ちくしょう！俺がそのことを彼

女に話すと、彼女はずるがしそうな顔をする。ベラはどうしたらずるがしこ

くできるかを知っている。それがダンシー家の病気の一部だ—頭がおかしい

が、狡猾で、ずるがしこい。ところで、チャーリー。彼女は、私が知らない

ところで、地元の銀行に金を預けたはずがない。彼女はそれをどこかに隠し

持っている。彼女が、それを譲り渡すことなく、いつなんどき、墓場まで持

って行ったら、大変なことになる。 

チャーリー：—誰に？—親父に？ 

コーネリアス：いいか。長い年月にわたってずっと、彼女を養って、食べさ

せたし、チップスのスキャンダルのときも、ジョアニーのときも、支えてき

た。まったく信じがたい、ほとんどまともには耐えられない忍耐で、ダンシ

ー家の金に対する権利を手に入れた。もちろん、そのうちの幾分かは当然お

前のものだ、チャーリー。 

 

では、CORNELIUS は、息子の CHARLIE に DANCIE 家の金について語ってい

る。それによると、DANCIE 家(BELLA の実家）は、南北戦争時代(1861-65)

の南軍の隠し金を、何らかの方法で、密かに手に入れたという世間の噂があっ

たが、CORNELIUS が密かに調べた結果、DANCIE 家の祖母が、禁酒法時代

(1919-33)に、法律を犯して、密かに、裏庭の松林の中で、密造酒を造り、それ

を売りさばいて、信じられないほど莫大な金を手に入れた。その金は、非合法

の金であったので、その金の存在をひた隠しにしておく必要があった。その額

があまりにも莫大だったので、DANCIE 家を、ゆうにⅠ世代にわたって、経済

的に支えることができた。それでもなお、手元にも、かなりの額の金が残った。

しかし、彼らは、その金の出所を知られるのを恐れたためか、その金を銀行に

は預けないで、手元に置き、それをどこかにしまい込んだ。CORNELIUS は、

どこでかぎつけたのかわからないが、その金を妻の BELLA が、何らかの形で、

その祖母から密かに受け取り、それを持ってきて、この家のどこかに隠してい

ると思っている。いや、それは、彼にとっては、今や、ほとんど、強い確信に

までなっている。いつしか、その金のことは、彼の心に取り憑き、彼の脳裏か

ら、いっときも、離れない状態にまでなったのだろう。彼は、本来、強欲であ

るせいか、その金に対する権利は、自分にもあると思い込んで、いや、もう、

それは自分ものであり、妻 BELLA には、その権利はないと思い込んでいるか

のように、何度も、妻の BELLA に、その金の隠し場所を、ことあるごとに、

詰問し続けてきた。彼女は、もし夫が金を手に入れたら、すべての金を自分の

ことのみに使ってしまって、家族のためには、いっさい、使わないと思ってい

るのか、頑として、その金のありかを夫に話そうとしなかった。そのため、彼

は、15 年間にもわたって、家中を隈無く、探しに探したが、今まで、どうして

も、その隠し場所を探し出すことができなかった。もう打つ手はすべて打って、

もうこれ以上は、自分一人で探し出すのは、限界であり、無理であると感じた

のか、彼は、意に反して、次男の CHARLIE の手を借りて、その金を探し出そ

うと、焦っている。彼が、ここに来て、これほどまでに焦っているのは、妻の

BELLA の死期が近く、いつ彼女が死ぬのかわからないからである。彼女が、金

のありかを言わないで、死ぬようなことになれば、金の隠し場所は、永遠にわ

からずじまいになり、彼には、1 セントの金も残らないからである。彼も、彼

なりに、追い詰められているのである。 

 この引用箇所からは、CORNELIUS の、恐るべき、金への執着を感じ取るこ

とができる。そこには、死期が迫って、いつ死ぬかもしれない状態に置かれて

いる、妻 BELLA へのいたわりの気持ちや愛情などは、微塵も感じられない。

BELLA のほうも、密かに、金を隠していながら、30 年以上にわたる結婚生活

の間、その金のことを、夫には、一度も、話さず、ずっと沈黙を守り通してい

る。このことは、金の使い方について、夫をまったく信用していないという、

強い不信の表れである。彼女にとっては、金の使い方について、夫と相談し、

最もよい金の使い道を探るなどということは、到底、考えられないのである。

彼女は、DANCIE 家の人たちが、今まで、そうであったように、この金は、家

族のため、家族の経済的安定のためにのみ使うつもりであり、それ以外の金の

使い道など考えられないのである。後に明らかになるが、次男 CHARLIE とそ

の恋人 STACEY の間に、今、生まれようとしてしていることがわかると、彼女

Tennessee Williams の A House Not Meant to Stand

─ 129 ─



は、その子のために金を使おうと決心したように思われる。 

 CORNELIUS が、金のことで、ついに堪忍袋の緒が切れ、痺れをきたし、次

男の CHARLIE がいる前で、激しく妻を問いただす場面がある。 

 

CORNELIUS: Off and on I’ve asked you this before, but now, you in your condition 

and me in mine and the roof of the house and every wall of the house threatening to 

collapse before we do, the question is too urgent not to call an immediate answer.  

BELLA: Question is―？ 

CORNELIUS: Concerning the Dancie money. It’s time now you told me, don’t you 

think so? 

BELLA: Dancie? 

CORNELIUS[leaning forward]: Yes, Dancie.   

BELLA: Money? 

CORNELIUS: Yes! Money! 

[Cornelius stares at Bella silently.] 

CORNELIUS: Well, Bella?  

BELLA: “Well, Bella” what? 

CORNELIUS: WHERE IS THE DANCIE MONEY? 

BELLA: My folks, the Dancies? Live on relief, you know that, why they’re eating 

on food-stamps, got no money at-all! Never heard of any Dancie money, no time 

ever! 

CORNELIUS: Everyone else has heard of it, why folks that never heard of the 

notorious Dancies have heard of Dancie money. And you deny it. Claim you ever 

even heard it existed ? 

BELLA: NEVER—HEARD—IT EXISTED! 

・ ・ ・ 

BELLA[staggering backwards]: Ask any dawg—not me. They, they, the Dancies, 

they got none! 

CORNELIUS[discarding all restraint]: OH, NO, NOT NOW THEY AIN’T. 

WHY? WHY? 

CHARLIE[from the stair landing]: DON’T HOLLER AT MOM LIKE THAT! 

CORNELIUS[to the audience]: SHE’S GOT IT! [To Bella] YOU GOT IT, 

THAT’S WHY! 

[Cornelius gets his cane. Bella begins breathe loudly.] 

CHARLIE[descending to the living room]: Mom, go in the—kitchen. 

CORNELIUS: NOW FOR THE LAST TIME TELL! 

BELLA: Te—tell? 

CORNELIUS: WHERE THE HELL YOU HID IT BECAUSE I SWEAR IF YOU 

DON’ T THIS GODDAMN HOUSE, EVERY TIMBER AND EV’RY SHINGLE 

OF IT, IS GONNA FALL, YES, WILL COLLAPSE, ON YOU HAID, MINE, 

EVERY, ALL UNDER IT, IT IS NOT GONNA STAND! 

[Bella cries out in terror and staggers off to the kitchen where a crash is heard.] 

CHARLIE: WHY, YOU DISGUSTING, CHEAP OLE— 

[Cornelius, with raised cane, turns again toward Charlie. Charlie seizes the cane 

and hurls it away while simultaniously there is a clap of thunder. The interior goes 

black: a confusion of outcries and sounds are heard.] 

STACEY[from upstairs]: CHARLIE! CHARLIE! LIGHT OFF! ・ ・ ・ 

CORNELIUS: CA-ANE! 

CHARLIE: MOM? MOM? 

STACEY[from upstairs]: BLACK, ALL BLACK! 

CHARLIE: MINUTE, STACEY! MOM, STAY BACK! AND YOU, STAY BUCK, 

DON’T COME HERE! 

[There is an interval in the shouting with sounds of neighbor’s voices and the heavy 

breath of fury in the house.](pp56-59) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：ときどき、このことは、以前おまえに聞いたが、今、おまえ

が置かれている状況、俺が置かれている状況、それに、家の屋根、家のあら
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は、その子のために金を使おうと決心したように思われる。 

 CORNELIUS が、金のことで、ついに堪忍袋の緒が切れ、痺れをきたし、次

男の CHARLIE がいる前で、激しく妻を問いただす場面がある。 

 

CORNELIUS: Off and on I’ve asked you this before, but now, you in your condition 

and me in mine and the roof of the house and every wall of the house threatening to 

collapse before we do, the question is too urgent not to call an immediate answer.  

BELLA: Question is―？ 

CORNELIUS: Concerning the Dancie money. It’s time now you told me, don’t you 

think so? 

BELLA: Dancie? 

CORNELIUS[leaning forward]: Yes, Dancie.   

BELLA: Money? 

CORNELIUS: Yes! Money! 

[Cornelius stares at Bella silently.] 

CORNELIUS: Well, Bella?  

BELLA: “Well, Bella” what? 

CORNELIUS: WHERE IS THE DANCIE MONEY? 

BELLA: My folks, the Dancies? Live on relief, you know that, why they’re eating 

on food-stamps, got no money at-all! Never heard of any Dancie money, no time 

ever! 

CORNELIUS: Everyone else has heard of it, why folks that never heard of the 

notorious Dancies have heard of Dancie money. And you deny it. Claim you ever 

even heard it existed ? 

BELLA: NEVER—HEARD—IT EXISTED! 

・ ・ ・ 

BELLA[staggering backwards]: Ask any dawg—not me. They, they, the Dancies, 

they got none! 

CORNELIUS[discarding all restraint]: OH, NO, NOT NOW THEY AIN’T. 

WHY? WHY? 

CHARLIE[from the stair landing]: DON’T HOLLER AT MOM LIKE THAT! 

CORNELIUS[to the audience]: SHE’S GOT IT! [To Bella] YOU GOT IT, 

THAT’S WHY! 

[Cornelius gets his cane. Bella begins breathe loudly.] 

CHARLIE[descending to the living room]: Mom, go in the—kitchen. 

CORNELIUS: NOW FOR THE LAST TIME TELL! 

BELLA: Te—tell? 

CORNELIUS: WHERE THE HELL YOU HID IT BECAUSE I SWEAR IF YOU 

DON’ T THIS GODDAMN HOUSE, EVERY TIMBER AND EV’RY SHINGLE 

OF IT, IS GONNA FALL, YES, WILL COLLAPSE, ON YOU HAID, MINE, 

EVERY, ALL UNDER IT, IT IS NOT GONNA STAND! 

[Bella cries out in terror and staggers off to the kitchen where a crash is heard.] 

CHARLIE: WHY, YOU DISGUSTING, CHEAP OLE— 

[Cornelius, with raised cane, turns again toward Charlie. Charlie seizes the cane 

and hurls it away while simultaniously there is a clap of thunder. The interior goes 

black: a confusion of outcries and sounds are heard.] 

STACEY[from upstairs]: CHARLIE! CHARLIE! LIGHT OFF! ・ ・ ・ 

CORNELIUS: CA-ANE! 

CHARLIE: MOM? MOM? 

STACEY[from upstairs]: BLACK, ALL BLACK! 

CHARLIE: MINUTE, STACEY! MOM, STAY BACK! AND YOU, STAY BUCK, 

DON’T COME HERE! 

[There is an interval in the shouting with sounds of neighbor’s voices and the heavy 

breath of fury in the house.](pp56-59) 

（点線部分は省略部分） 

 

コーネリアス：ときどき、このことは、以前おまえに聞いたが、今、おまえ

が置かれている状況、俺が置かれている状況、それに、家の屋根、家のあら
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ゆる壁が、俺たち自身が倒れる前に、崩れそうになっている状況を考えると、

この質問はとても緊急なので、すぐに答えてもらいたい。 

ベラ：質問て？ 

コーネリアス：ダンシー家の金のことだよ。お前が話してくれてもいい時期

ではないか、そう思わないか？ 

ベラ：ダンシー家の？ 

コーネリアス「身を乗り出して」：そうだ、ダンシー家のだ。 

ベラ：お金？ 

コーネリアス：そうだ！金だ！ 

「コーネリアスは黙ってベラをじっと見る。」 

コーネリアス：どうだ、ベラ？ 

ベラ：「どうだ、ベラ」て、何？ 

コーネリアス：ダンシー家の金はどこだ？ 

ベラ：私の実家のダンシー家？福祉金で食べてるわ、知っているでしょう。

フード・スタンプを使って、食べているのよ。お金なんか全く持っていない

わ。ダンシー家の金なんて聞いたこともないわ、一度も! 

コーネリアス：他のみんなは聞いたことがある。悪名高いダンシー家のこと

は聞いたことがない人でも、ダンシー家の金のことは聞いたことがある。な

のに、お前はそれを否定している。そんなものが存在していると聞いたこと

がないと主張している。 

ベラ：そんなものが存在しているとは、一度も、一度も、聞いたことがない

わ。 

・ ・ ・ 

ベラ「後ずさりしながら」：イヌどもに聞いたら、わたしではなく。彼ら、

彼ら、ダンシー家のものは金なんか持っていないわ。 

コーネリアス「すべての抑制をかなぐり捨てて」：まさか、今になって、持

っていないって、何故だ？何故だ？ 

チャーリー「階段の踊り場から」：そんな風に、母さんに怒鳴らないでよ！ 

コーネリアス「観客に向かって」：彼女は持っている!「ベラに向かって」お

前は持っている。そうに決まっている! 

「コーネリアスはステッキを取る。ベラは激しく呼吸し始める。」 

チャーリー「居間に降りていきながら」：母さん、台所へ行って。 

コーネリアス：これが最後だ、言え！ 

ベラ：言えって？ 

コーネリアス：お前がそれを隠したところだよ、もしお前が言わないなら、

誓って言うが、この忌々しい家、あらゆる材木、あらゆる屋根板が崩れ落ち

ることになる。そうだ、お前や俺やみんなの頭の上にだ、みんな下敷きにな

る。もう立っていない。 

「ベラは恐怖の声を上げ、台所へふらふらと行く、そこで、何かが壊れる音

がする。」 

チャーリー：胸くその悪い、けちなジジイ─ 

「コーネリアスは、ステッキを振り上げ、再び、チャーリーの方を向く。チ

ャーリーはステッキを取って、それを放り投げる。そのとき、同時に、雷鳴

がする。室内は暗くなる。叫び声と音が混じり合った音が聞こえる。」 

ステイシー「2 階から」チャーリー！ チャーリー！電気が消えたわ！ 

コーネリアス：ステッキ！ 

チャーリー：母さん！母さん！ 

ステイシー「2 階から」：真っ暗よ、真っ暗！ 

チャーリー：ステイシー、ちょっと待って。母さん、下がって。父さんもだ、

下がって、母さんに近づくな。 

「彼の叫び声の間、間隔を置いて、近所の人の叫び声や、家の中では、怒り

がこもった激しい息づかいがする。」 

 

 ここには、CORNELIUS が、BELLA を激しく責めたてて、金のありかを聞き

出そうとするが、彼女は、あくまで、しらを切り通している場面がある。この

ように激しい場面は、この劇では、初めてであるが、これと類似したことは、

おそらく、2 人の間では、この 15 年間にわたって、しばしば、繰り返し行われ

てきたであろうことは、容易に想像がつくだろう。彼女は、DANCIE 家から譲
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ゆる壁が、俺たち自身が倒れる前に、崩れそうになっている状況を考えると、

この質問はとても緊急なので、すぐに答えてもらいたい。 

ベラ：質問て？ 

コーネリアス：ダンシー家の金のことだよ。お前が話してくれてもいい時期

ではないか、そう思わないか？ 

ベラ：ダンシー家の？ 

コーネリアス「身を乗り出して」：そうだ、ダンシー家のだ。 

ベラ：お金？ 

コーネリアス：そうだ！金だ！ 

「コーネリアスは黙ってベラをじっと見る。」 

コーネリアス：どうだ、ベラ？ 

ベラ：「どうだ、ベラ」て、何？ 

コーネリアス：ダンシー家の金はどこだ？ 

ベラ：私の実家のダンシー家？福祉金で食べてるわ、知っているでしょう。

フード・スタンプを使って、食べているのよ。お金なんか全く持っていない

わ。ダンシー家の金なんて聞いたこともないわ、一度も! 

コーネリアス：他のみんなは聞いたことがある。悪名高いダンシー家のこと

は聞いたことがない人でも、ダンシー家の金のことは聞いたことがある。な

のに、お前はそれを否定している。そんなものが存在していると聞いたこと

がないと主張している。 

ベラ：そんなものが存在しているとは、一度も、一度も、聞いたことがない

わ。 

・ ・ ・ 

ベラ「後ずさりしながら」：イヌどもに聞いたら、わたしではなく。彼ら、

彼ら、ダンシー家のものは金なんか持っていないわ。 

コーネリアス「すべての抑制をかなぐり捨てて」：まさか、今になって、持

っていないって、何故だ？何故だ？ 

チャーリー「階段の踊り場から」：そんな風に、母さんに怒鳴らないでよ！ 

コーネリアス「観客に向かって」：彼女は持っている!「ベラに向かって」お

前は持っている。そうに決まっている! 

「コーネリアスはステッキを取る。ベラは激しく呼吸し始める。」 

チャーリー「居間に降りていきながら」：母さん、台所へ行って。 

コーネリアス：これが最後だ、言え！ 

ベラ：言えって？ 

コーネリアス：お前がそれを隠したところだよ、もしお前が言わないなら、

誓って言うが、この忌々しい家、あらゆる材木、あらゆる屋根板が崩れ落ち

ることになる。そうだ、お前や俺やみんなの頭の上にだ、みんな下敷きにな

る。もう立っていない。 

「ベラは恐怖の声を上げ、台所へふらふらと行く、そこで、何かが壊れる音

がする。」 

チャーリー：胸くその悪い、けちなジジイ─ 

「コーネリアスは、ステッキを振り上げ、再び、チャーリーの方を向く。チ

ャーリーはステッキを取って、それを放り投げる。そのとき、同時に、雷鳴

がする。室内は暗くなる。叫び声と音が混じり合った音が聞こえる。」 

ステイシー「2 階から」チャーリー！ チャーリー！電気が消えたわ！ 

コーネリアス：ステッキ！ 

チャーリー：母さん！母さん！ 

ステイシー「2 階から」：真っ暗よ、真っ暗！ 

チャーリー：ステイシー、ちょっと待って。母さん、下がって。父さんもだ、

下がって、母さんに近づくな。 

「彼の叫び声の間、間隔を置いて、近所の人の叫び声や、家の中では、怒り

がこもった激しい息づかいがする。」 

 

 ここには、CORNELIUS が、BELLA を激しく責めたてて、金のありかを聞き

出そうとするが、彼女は、あくまで、しらを切り通している場面がある。この

ように激しい場面は、この劇では、初めてであるが、これと類似したことは、

おそらく、2 人の間では、この 15 年間にわたって、しばしば、繰り返し行われ

てきたであろうことは、容易に想像がつくだろう。彼女は、DANCIE 家から譲
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り受けた大金を、今までに、何らかの形で、彼女の家族のために、使った形跡

が一度もない。彼女は、今まで、その金を家族のためだけに使う機会を、じっ

と、信じられないほどの忍耐力を持って、待ち続けているように見える。彼女

が、いつ、DANCIE 家から、その金を譲り受けたかについては、明確な日時は

正確にはわからないが、彼女が、おそらく、結婚したときに持ってきたと思わ

れる、古い「時計」の後ろに、黄色くなった古い封筒に入れて隠していたこと、

長男の CHIPS がアルコール依存症で、31 歳で死んでいることなどを考えると、

彼女は、ゆうに 30 年以上にもわたって、夫には、黙ったまま、隠し通したとい

うことになる。ここには、彼女の恐るべき忍耐心と同時に、夫に対する、奥深

い不信感も感じられる。彼女が夫に対して持っている、この不信感は、いった

い、どこから来るのであろうか。これも、また、メタファーとして考えれば、

世界中の国々から集まった、移民によって形成されたアメリカは、多様性と同

時に、統一を絶えず叫び続けてきたが、心の、最も奥深い部分では、根深い不

信感が、常に、横たわっているという意味だろうか。 

 これは、少し、横道に逸れると思うが、このような根深い不信感と、アメリ

カ人が、いつ何時、同じアメリカ人から危害を加えられるかもしれない思って

いるため、身を守るためにという理由で、銃を身近において、手放すことがで

きずにいることと、通底する部分があるように感じられる。銃の問題の中心に

は、やはり、この CORNELIUS・BELLA 夫妻の間に横たわる、底知れぬ不信感、

それは、アメリカ建国以来、他民族が集まり、移民が集まってできたアメリカ

では、アメリカ人同士の、自分以外の人間は、所詮、誰も信用できないという

不信感と同じではないだろうか。そのため、アメリカでは、不信感の数だけ、

銃があると言えるのではないだろうか。まさに、この不信感こそが、現代のア

メリカの間に、横たわっている病気であると、Williams は、言いたいのだろう

か。この CORNELIUS・BELLA 夫妻の間にも、いつしか、計り知れない不信感

が生まれ、育ってしまったのであろう。 

 これほどの不信感を持っている BELLA が、何を思ったか、JESSIE に金につ

いて話してしまう。 

 

BELLA: For me, time’s about finished but I got children. Jessie, and a gran’chile 

expected. Family got to continue. Can’t just go.—I reckon you’ve heard of Dancie 

money, Jessie. 

JESSIE: Why, yes, it’s legendary but doesn’t seem to exist. 

BELLA: It exists, and I got it. My grannie gave it to Granpa and Granpa gave it to 

me the day he died. I was alone with him, Jessie. He took the Dannie money out of 

his pocket where he’d kept a tight hold on it years and years. Said to me: “Bella, 

take this money and hide it, I’m going now—g’bye.” 

JESSIE:—Why, my God!—How much money is it? 

BELLA: More than I would like Mary Louise Dean to know. 

JESSIE: What makes you think I’d—tell her.(p79) 

 

ベラ：私にとっては、時間はほとんど残っていない、でも、私には、子供が

いるのよ、孫も生まれるのよ。家族は続かなくっちゃ。でも、ただでは、続

かない。あなたダンシー家の金のこと聞いたことがあるでしょう。 

ジェシー：でも、それは伝説で、存在しているようには見えないわ。 

ベラ：それは存在しているわ、私が持っているんだから。おばあちゃんがそ

れをおじいちゃんにやったの、おじいちゃんは、彼が死んだ日に私にくれた

の。ジェシー、私が彼と二人きりになったとき。彼が何年も何年もしっかり

と持っていたポケットからダンシー家のお金を取り出したの。そして、私に

言ったのよ、「ベラ、この金を取ってくれ、隠しておけよ、俺はもう死ぬ、、、

さようなら。」 

ジェシー：まあ！どのくらいのお金？ 

ベラ：メアリー・ルイーズ・ディーンに知って欲しい以上よ。 

ジェシー：何故、私が彼女に話すと思うの？ 

 この時点で、初めて、BELLA は、金について、他人に話した。しかも、家族

にではなく、家族以外の者に。金については、人一倍、執着心が強く、彼女に

とっては、信用できないという点では、CORNELIUS に負けず劣らずの人物で
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り受けた大金を、今までに、何らかの形で、彼女の家族のために、使った形跡

が一度もない。彼女は、今まで、その金を家族のためだけに使う機会を、じっ

と、信じられないほどの忍耐力を持って、待ち続けているように見える。彼女

が、いつ、DANCIE 家から、その金を譲り受けたかについては、明確な日時は

正確にはわからないが、彼女が、おそらく、結婚したときに持ってきたと思わ

れる、古い「時計」の後ろに、黄色くなった古い封筒に入れて隠していたこと、

長男の CHIPS がアルコール依存症で、31 歳で死んでいることなどを考えると、

彼女は、ゆうに 30 年以上にもわたって、夫には、黙ったまま、隠し通したとい

うことになる。ここには、彼女の恐るべき忍耐心と同時に、夫に対する、奥深

い不信感も感じられる。彼女が夫に対して持っている、この不信感は、いった

い、どこから来るのであろうか。これも、また、メタファーとして考えれば、

世界中の国々から集まった、移民によって形成されたアメリカは、多様性と同

時に、統一を絶えず叫び続けてきたが、心の、最も奥深い部分では、根深い不

信感が、常に、横たわっているという意味だろうか。 

 これは、少し、横道に逸れると思うが、このような根深い不信感と、アメリ

カ人が、いつ何時、同じアメリカ人から危害を加えられるかもしれない思って

いるため、身を守るためにという理由で、銃を身近において、手放すことがで

きずにいることと、通底する部分があるように感じられる。銃の問題の中心に

は、やはり、この CORNELIUS・BELLA 夫妻の間に横たわる、底知れぬ不信感、

それは、アメリカ建国以来、他民族が集まり、移民が集まってできたアメリカ

では、アメリカ人同士の、自分以外の人間は、所詮、誰も信用できないという

不信感と同じではないだろうか。そのため、アメリカでは、不信感の数だけ、

銃があると言えるのではないだろうか。まさに、この不信感こそが、現代のア

メリカの間に、横たわっている病気であると、Williams は、言いたいのだろう

か。この CORNELIUS・BELLA 夫妻の間にも、いつしか、計り知れない不信感

が生まれ、育ってしまったのであろう。 

 これほどの不信感を持っている BELLA が、何を思ったか、JESSIE に金につ

いて話してしまう。 

 

BELLA: For me, time’s about finished but I got children. Jessie, and a gran’chile 

expected. Family got to continue. Can’t just go.—I reckon you’ve heard of Dancie 

money, Jessie. 

JESSIE: Why, yes, it’s legendary but doesn’t seem to exist. 

BELLA: It exists, and I got it. My grannie gave it to Granpa and Granpa gave it to 

me the day he died. I was alone with him, Jessie. He took the Dannie money out of 

his pocket where he’d kept a tight hold on it years and years. Said to me: “Bella, 

take this money and hide it, I’m going now—g’bye.” 

JESSIE:—Why, my God!—How much money is it? 

BELLA: More than I would like Mary Louise Dean to know. 

JESSIE: What makes you think I’d—tell her.(p79) 

 

ベラ：私にとっては、時間はほとんど残っていない、でも、私には、子供が

いるのよ、孫も生まれるのよ。家族は続かなくっちゃ。でも、ただでは、続

かない。あなたダンシー家の金のこと聞いたことがあるでしょう。 

ジェシー：でも、それは伝説で、存在しているようには見えないわ。 

ベラ：それは存在しているわ、私が持っているんだから。おばあちゃんがそ

れをおじいちゃんにやったの、おじいちゃんは、彼が死んだ日に私にくれた

の。ジェシー、私が彼と二人きりになったとき。彼が何年も何年もしっかり

と持っていたポケットからダンシー家のお金を取り出したの。そして、私に

言ったのよ、「ベラ、この金を取ってくれ、隠しておけよ、俺はもう死ぬ、、、

さようなら。」 

ジェシー：まあ！どのくらいのお金？ 

ベラ：メアリー・ルイーズ・ディーンに知って欲しい以上よ。 

ジェシー：何故、私が彼女に話すと思うの？ 

 この時点で、初めて、BELLA は、金について、他人に話した。しかも、家族

にではなく、家族以外の者に。金については、人一倍、執着心が強く、彼女に

とっては、信用できないという点では、CORNELIUS に負けず劣らずの人物で
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ある、JESSIE に対して、今まで、ひたすらに、隠しに隠してきた金のことを、

いとも簡単に、打ち明けてしまうのである。このことは、多くの人にとっては、

理解に苦しむところであろう。信用できないという意味では、ほぼ CORNELIUS

と同じである思われる JESSIE に対して、何故、BELLA は、彼女に話すのか。

その理由は何であろうか。このときの BELLA の心境を推し量ることは、かな

りむずかしい。BELLA は、自分の死期がすぐそこにまで迫っていることを知り、

このまま死ねば、金のありかは誰も知ることなく、結局、金は誰のものにもな

らずに、使われなくなってしまう。そのため、誰かに言わなければならないと

考えたが、それにふさわし人は、周りを見渡しても、誰一人としておらず、致

し方なく、たまたまそばにいた、JESSIE に話さざるを得なかったからであろう

か。例えば、生まれてくる孫の父親、次男の CHARLIE では、何故、いけない

のか。また、これから生まれてくる孫の母親である、彼の恋人、STACEY では、

何故、いけないのか。これは、理解に苦しむところである。それとも、これは、

単に、彼女の痴呆が急速に進んでしまい、JESSIE が、そのような女であること

を認識できなくなってしまった結果、思わず、彼女に話してしまったのか。様

々な憶測が可能であるが、正確なところはわからない。彼女は、話すに当たっ

て、JESSIE にかなり詳しく、その金が彼女の手元に渡った経緯まで話している。

彼女にとっては、どうあっても、家族は、途切れることなく、続いていかなけ

ばならないと考えているので、この金は、すべて、子供のため、孫のために、

使かわれるべきであると考えていることだけは確かである。この、彼女の思い

を尊重して、そのために、何とか尽力しようとするのではなく、金のことを知

るやいなや、JESSIE は、もともと、強欲であるため、彼女をうまく口説いて、

その金をすべて取り上げようとして、画策し始める。 

 次のやりとり、 

 

JESSIE: That envelope is disintegrating with age. I remove the money and put it in a 

fresh one. 

BELLA:[holding tight to her envelope]: No, no, no! —You don’t! 

JESSIE: Stop being so childish, Bella, you’re talking to Jessie Skykes, not to Cornelius or— 

BELLA: Yes, he wants it, too. I’ll put it in my bag. 

JESSIE[snappishly]: Where is your bag?  

BELLA: Look around, you’ll find it. 

JESSIE: Oh, the bag. 

[Jessie turns and crosses to fetch the bag. With startling alacrity, Bella conceals the 

envelope under her arm. Jessie returns with the bag.] 

JESSIE: All right, the bag. Put the envelope in it.—You hear me, Bella? 

BELLA: I hear a terrible stawm. 

JESSIE: You’d better get back on the sofa.[She helps Bella across the room.]Sit 

down. 

BELLA: Where? 

JESSIE: On the sofa! Where else? 

[Bella falls onto the sofa, breathing hard.] 

Jessie: Now give me the envelope. 

BELLA:—Want a snack? From the ice-box in the kitchen?     

JESSIE: No, no, certainly not, I’m on a low calorie diet and the contents of your 

“ice-box” would horrify Dr. Scarsdale. I want just that envelope containing the 

Dancie money. Where is it? Flown further south with the birds?[Her voice is shrill, 

agitated.] 

BELLA: —I’m dying, Jessie.—Go get—Doctor. . . 

JESSIE: Nonsense. You are putting on. And here’s the envelope, under your arm.[She 

snatches it.]Look, I’m putting it your bag. [She places the fat envelope in Bella’s 

bag and hold the bag.]Now. 

BELLA: My bag is in your lap. 

JESSIE: It couldn’t possibly be in a safer place. 

BELLA: I want my bag in my lap. 

JESSIE: If you weren’t sick, I would be outraged, Bella. 

BELLA: I want my bag with the Dancie money in it here in my lap. 

JESSIE: You are in no condition to care for it tonight. 
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ある、JESSIE に対して、今まで、ひたすらに、隠しに隠してきた金のことを、

いとも簡単に、打ち明けてしまうのである。このことは、多くの人にとっては、

理解に苦しむところであろう。信用できないという意味では、ほぼ CORNELIUS

と同じである思われる JESSIE に対して、何故、BELLA は、彼女に話すのか。

その理由は何であろうか。このときの BELLA の心境を推し量ることは、かな

りむずかしい。BELLA は、自分の死期がすぐそこにまで迫っていることを知り、

このまま死ねば、金のありかは誰も知ることなく、結局、金は誰のものにもな

らずに、使われなくなってしまう。そのため、誰かに言わなければならないと

考えたが、それにふさわし人は、周りを見渡しても、誰一人としておらず、致

し方なく、たまたまそばにいた、JESSIE に話さざるを得なかったからであろう

か。例えば、生まれてくる孫の父親、次男の CHARLIE では、何故、いけない

のか。また、これから生まれてくる孫の母親である、彼の恋人、STACEY では、

何故、いけないのか。これは、理解に苦しむところである。それとも、これは、

単に、彼女の痴呆が急速に進んでしまい、JESSIE が、そのような女であること

を認識できなくなってしまった結果、思わず、彼女に話してしまったのか。様

々な憶測が可能であるが、正確なところはわからない。彼女は、話すに当たっ

て、JESSIE にかなり詳しく、その金が彼女の手元に渡った経緯まで話している。

彼女にとっては、どうあっても、家族は、途切れることなく、続いていかなけ

ばならないと考えているので、この金は、すべて、子供のため、孫のために、

使かわれるべきであると考えていることだけは確かである。この、彼女の思い

を尊重して、そのために、何とか尽力しようとするのではなく、金のことを知

るやいなや、JESSIE は、もともと、強欲であるため、彼女をうまく口説いて、

その金をすべて取り上げようとして、画策し始める。 

 次のやりとり、 

 

JESSIE: That envelope is disintegrating with age. I remove the money and put it in a 

fresh one. 

BELLA:[holding tight to her envelope]: No, no, no! —You don’t! 

JESSIE: Stop being so childish, Bella, you’re talking to Jessie Skykes, not to Cornelius or— 

BELLA: Yes, he wants it, too. I’ll put it in my bag. 

JESSIE[snappishly]: Where is your bag?  

BELLA: Look around, you’ll find it. 

JESSIE: Oh, the bag. 

[Jessie turns and crosses to fetch the bag. With startling alacrity, Bella conceals the 

envelope under her arm. Jessie returns with the bag.] 

JESSIE: All right, the bag. Put the envelope in it.—You hear me, Bella? 

BELLA: I hear a terrible stawm. 

JESSIE: You’d better get back on the sofa.[She helps Bella across the room.]Sit 

down. 

BELLA: Where? 

JESSIE: On the sofa! Where else? 

[Bella falls onto the sofa, breathing hard.] 

Jessie: Now give me the envelope. 

BELLA:—Want a snack? From the ice-box in the kitchen?     

JESSIE: No, no, certainly not, I’m on a low calorie diet and the contents of your 

“ice-box” would horrify Dr. Scarsdale. I want just that envelope containing the 

Dancie money. Where is it? Flown further south with the birds?[Her voice is shrill, 

agitated.] 

BELLA: —I’m dying, Jessie.—Go get—Doctor. . . 

JESSIE: Nonsense. You are putting on. And here’s the envelope, under your arm.[She 

snatches it.]Look, I’m putting it your bag. [She places the fat envelope in Bella’s 

bag and hold the bag.]Now. 

BELLA: My bag is in your lap. 

JESSIE: It couldn’t possibly be in a safer place. 

BELLA: I want my bag in my lap. 

JESSIE: If you weren’t sick, I would be outraged, Bella. 

BELLA: I want my bag with the Dancie money in it here in my lap. 

JESSIE: You are in no condition to care for it tonight. 

Tennessee Williams の A House Not Meant to Stand

─ 137 ─



[Bella grabs the bag from Jessie’s lap and hugs it fiercely against her.] 

BELLA: You got no children left. You don’t know.—Jessie, why don’t you go over 

to Mary Kouise Dean’s place since you got so much to tell her? 

[Jessie and Bella abruptly engage in a struggle for the bag.] 

BELLA: Ahhhh, ahhhhh, ahhhh![She sprawls back as if lifeless on the sofa.] 

JESSIE[seizing the bag]: If rumors are right about it, the Dancie money’s a 

fortune[She removes envelope from bag and stuffs it down her negligee.]—There 

now, it’s in a safe place. —I’ll go get the doctor if not too late.[She rushes to door. 

The moment she opens it she starts screaming historionically as she runs 

outside.](pp80-82)  

 

ジェシー： その封筒は古くてバラバラになりそうよ。お金を取り出して、

新しいのに入れるわ。 

ベラ：「封筒をしっかりと掴みながら」：だめ、だめ、だめ！—あなたはだ

め！ 

ジェシー：子供みたいに振る舞うのはやめて、ベラ、あなたはジェシー・サ

イクスと話しているのよ、コーネリアスや誰かさんではないわ— 

ベラ：そうよ、彼もこれを欲しがっているわ。バックの中に入れておくわ。 

ジェシー「いらだって」：バックはどこ？ 

ベラ：探して、見つかるわよ。 

ジェシー：  ああ、あのバック。 

「ジェシーは振り向いて、バックを取りに行く。驚くほどの俊敏さで、ベラ

は脇の下に封筒を隠す。ジェシーはバックを持って戻ってくる。」 

ジェシー：はい、バックよ。封筒を入れて。—聞こえた？ 

ベラ： ひどい嵐が聞こえる。 

ジェシー：ソファーに戻ったほうがいいわよ。「彼女はベラが部屋を横切る

のに手を貸す。」座って。 

ベラ：どこへ？ 

ジェシー：  ソファへ！他にどこだと言うの？ 

「ベラは、激しく息をしながら、ソファへ倒れ込む。」 

ジェシー：さあ、封筒を渡して。 

ベラ：—スナックが欲しい？台所の冷蔵庫から取って？ 

ジェシー：だめ、だめ、だめよ、低カロリーのダイエット中なの。あなたの

冷蔵庫の中身を見たら、スカースデイル先生は縮み上がるわ。私はダンシー

家のお金が入っている封筒が欲しいだけなの。それはどこなの、鳥と一緒に

ずっと南へ飛んで行ってしまったの？「彼女の声は、興奮して、金切り声に

なる。」 

ベラ： —死にそうだわ、ジェシー。—連れてきて—先生を. . . 

ジェシー：バカな。からかってるんでしょう。ほら、あなたの脇の下に、封

筒があるわ。「彼女はそれをさっと奪い取る。」見て、あなたのバックへ入

れるわ。「彼女は分厚い封筒をベラのバックに入れて、手に持っている。」

さあ、これでいいわ。 

ベラ： 私のバックはあなたの膝の上にあるわ。 

ジェシー：ここより安全な場所はないわ。 

ベラ：私はバックを私の膝に上におきたい。 

ジェシー：  あなたが病気でなかったら、怒っていたわ、ベラ。 

ベラ：私はダンシー家のお金が入っているバックを私の膝の上におきたい。 

ジェシー：今夜のあなたは、バックを管理できるような状態ではない。 

「ベラはジェシーの膝からバックを取ると、彼女は、それを胸に強く抱きし

める。」 

ベラ：あなたには、子供はいない。だからわからないのよ。—ジェシー、話

すことがそんなにたくさんあるなら、メアリー・ルイーズ・ディーンの家に

でも行ったら？ 

「ジェシーとベラは突然バックを巡って取り合いになる。」 

ベラ：あああー、あああー、あああー？「彼女は死んだようにソファに大の

字になる。」 

ジェシー：「バックを掴む」噂がそのとおりであるなら、ダンシー家のお金

は大金よ。「彼女はバックから封筒を取り出し、それをネグリジェの下に隠
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[Bella grabs the bag from Jessie’s lap and hugs it fiercely against her.] 

BELLA: You got no children left. You don’t know.—Jessie, why don’t you go over 

to Mary Kouise Dean’s place since you got so much to tell her? 

[Jessie and Bella abruptly engage in a struggle for the bag.] 

BELLA: Ahhhh, ahhhhh, ahhhh![She sprawls back as if lifeless on the sofa.] 

JESSIE[seizing the bag]: If rumors are right about it, the Dancie money’s a 

fortune[She removes envelope from bag and stuffs it down her negligee.]—There 

now, it’s in a safe place. —I’ll go get the doctor if not too late.[She rushes to door. 

The moment she opens it she starts screaming historionically as she runs 

outside.](pp80-82)  

 

ジェシー： その封筒は古くてバラバラになりそうよ。お金を取り出して、

新しいのに入れるわ。 

ベラ：「封筒をしっかりと掴みながら」：だめ、だめ、だめ！—あなたはだ

め！ 

ジェシー：子供みたいに振る舞うのはやめて、ベラ、あなたはジェシー・サ

イクスと話しているのよ、コーネリアスや誰かさんではないわ— 

ベラ：そうよ、彼もこれを欲しがっているわ。バックの中に入れておくわ。 

ジェシー「いらだって」：バックはどこ？ 

ベラ：探して、見つかるわよ。 

ジェシー：  ああ、あのバック。 

「ジェシーは振り向いて、バックを取りに行く。驚くほどの俊敏さで、ベラ

は脇の下に封筒を隠す。ジェシーはバックを持って戻ってくる。」 

ジェシー：はい、バックよ。封筒を入れて。—聞こえた？ 

ベラ： ひどい嵐が聞こえる。 

ジェシー：ソファーに戻ったほうがいいわよ。「彼女はベラが部屋を横切る

のに手を貸す。」座って。 

ベラ：どこへ？ 

ジェシー：  ソファへ！他にどこだと言うの？ 

「ベラは、激しく息をしながら、ソファへ倒れ込む。」 

ジェシー：さあ、封筒を渡して。 

ベラ：—スナックが欲しい？台所の冷蔵庫から取って？ 

ジェシー：だめ、だめ、だめよ、低カロリーのダイエット中なの。あなたの

冷蔵庫の中身を見たら、スカースデイル先生は縮み上がるわ。私はダンシー

家のお金が入っている封筒が欲しいだけなの。それはどこなの、鳥と一緒に

ずっと南へ飛んで行ってしまったの？「彼女の声は、興奮して、金切り声に

なる。」 

ベラ： —死にそうだわ、ジェシー。—連れてきて—先生を. . . 

ジェシー：バカな。からかってるんでしょう。ほら、あなたの脇の下に、封

筒があるわ。「彼女はそれをさっと奪い取る。」見て、あなたのバックへ入

れるわ。「彼女は分厚い封筒をベラのバックに入れて、手に持っている。」

さあ、これでいいわ。 

ベラ： 私のバックはあなたの膝の上にあるわ。 

ジェシー：ここより安全な場所はないわ。 

ベラ：私はバックを私の膝に上におきたい。 

ジェシー：  あなたが病気でなかったら、怒っていたわ、ベラ。 

ベラ：私はダンシー家のお金が入っているバックを私の膝の上におきたい。 

ジェシー：今夜のあなたは、バックを管理できるような状態ではない。 

「ベラはジェシーの膝からバックを取ると、彼女は、それを胸に強く抱きし

める。」 

ベラ：あなたには、子供はいない。だからわからないのよ。—ジェシー、話

すことがそんなにたくさんあるなら、メアリー・ルイーズ・ディーンの家に

でも行ったら？ 

「ジェシーとベラは突然バックを巡って取り合いになる。」 

ベラ：あああー、あああー、あああー？「彼女は死んだようにソファに大の

字になる。」 

ジェシー：「バックを掴む」噂がそのとおりであるなら、ダンシー家のお金

は大金よ。「彼女はバックから封筒を取り出し、それをネグリジェの下に隠
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す。」—さあ、これで、安全な場所におさまった。—遅くならないうちに、

医者を呼んでくるわ。「彼女は勢いよくドアへ走って行く。彼女がドアを開

けた瞬間に、彼女はわざとらしく叫び声を上げて、外へ走り出て行く。」 

 

ここでは、手を変え、品を変え、JESSIE は、何とかして、金の入っている封筒

を手に入れようと、躍起になっている姿が描かれている。JESSIE は、BELLA

が、身体の具合がひどく悪く、今にも、死ぬかもしれない状態で、「 —死にそ

うだわ、ジェシー。—連れてきて—先生を. . .」と言って、医者呼んでくれるよ

うに、必死で、懇願しているにもかかわらず、金のことで頭がいっぱいで、医

者を呼ぶつもりなど、さらさらなく、BELLA には、金の管理をする能力がない

ので、代わりに預かっておくと言わんばかりに、力ずくで、バックを奪ってし

まう。さらに、そのバックから、金の入った分厚い封筒だけを取り出し、それ

をネグリジェの下へ隠して、これは自分のものであると言わんばかりに、あか

らさまに、自分のものにしてしまう。金を取り上げてしまったあとになって、

初めて、彼女は、BELLA に医者を連れてくることを告げる。まずは、何よりも

先に、金、その次に、BELLA への気遣いという順序である。 

 次のやりとり、 

 

BELLA: ’sthat—Jessie Sykes—In there? She tried to grab my bag from me. Where 

is—? 

DR. CRANE: What, Bella? 

BELLA: My bag with the Dancie money. 

JESSIE: What was that she asked for?  

DR. CRANE: Her bag with the Dancie Money is what she said. The Dancie Money? 

Seem to remember hearing some talk about it years ago. 

JESSIE: Nothing to it, just talk, a myth, a legend. 

BELLA: My bag. 

JESSIE: Her bag’s on the sofa but contains nothing excepy every candy bar on the 

market. 

BELLA: Bag. 

DR. CRANE: Bring the bag in here, Jessie. 

JESSIE[fetchig it]: Here it is, you can see for yourself if you doubt my word about 

it. 

DR. CRANE[examining the contents of bag, pockets candy bars]: Bella, the bag had 

nothing in it—[Then, gently. . . ] but evidence that you disregard my instructions on 

diet.[Pause.](pp83-84)  

ベラ：あなたは—ジェシー・サイクス—そこにいるの？彼女は私からバック

を取ろうとしたのよ。どこなの？ 

クレイン医師：何のこと、ベラ？ 

ベラ：ダンシー家のお金が入った、私のバック。 

ジェシー：彼女は何だと言うの？ 

クレイン医師：彼女が言ったのは、ダンシー家の金が入った、彼女のバック

のことだ。ダンシー家の金？何年か前、その話は聞いたことがあるように思

う。 

ジェシー：何でもないわ、ただの話よ、神話よ、伝説よ。 

ベラ：私のバック。 

ジェシー：彼女のバックはソファの上よ、市場に出回っている、いろいろな

キャンディ以外は何も入っていないわ。 

ベラ：バック。 

クレイン医師：バックをここに持ってきて、ジェシー。 

ベラ「取ってきて」：持ってきたわ、私の言葉を疑うなら、自分で見たらい

いわ。 

クレイン医師「バックの中身を調べながら、キャンディをポケットに入れる」

： ベラ、バックの中には、何も入っていない。—「それから、やさしく、、、」

でも、ダイエットのことで、私が指示したことを無視したという証拠はある。

「間」 
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す。」—さあ、これで、安全な場所におさまった。—遅くならないうちに、

医者を呼んでくるわ。「彼女は勢いよくドアへ走って行く。彼女がドアを開

けた瞬間に、彼女はわざとらしく叫び声を上げて、外へ走り出て行く。」 

 

ここでは、手を変え、品を変え、JESSIE は、何とかして、金の入っている封筒

を手に入れようと、躍起になっている姿が描かれている。JESSIE は、BELLA

が、身体の具合がひどく悪く、今にも、死ぬかもしれない状態で、「 —死にそ

うだわ、ジェシー。—連れてきて—先生を. . .」と言って、医者呼んでくれるよ

うに、必死で、懇願しているにもかかわらず、金のことで頭がいっぱいで、医

者を呼ぶつもりなど、さらさらなく、BELLA には、金の管理をする能力がない

ので、代わりに預かっておくと言わんばかりに、力ずくで、バックを奪ってし

まう。さらに、そのバックから、金の入った分厚い封筒だけを取り出し、それ

をネグリジェの下へ隠して、これは自分のものであると言わんばかりに、あか

らさまに、自分のものにしてしまう。金を取り上げてしまったあとになって、

初めて、彼女は、BELLA に医者を連れてくることを告げる。まずは、何よりも

先に、金、その次に、BELLA への気遣いという順序である。 

 次のやりとり、 

 

BELLA: ’sthat—Jessie Sykes—In there? She tried to grab my bag from me. Where 

is—? 

DR. CRANE: What, Bella? 

BELLA: My bag with the Dancie money. 

JESSIE: What was that she asked for?  

DR. CRANE: Her bag with the Dancie Money is what she said. The Dancie Money? 

Seem to remember hearing some talk about it years ago. 

JESSIE: Nothing to it, just talk, a myth, a legend. 

BELLA: My bag. 

JESSIE: Her bag’s on the sofa but contains nothing excepy every candy bar on the 

market. 

BELLA: Bag. 

DR. CRANE: Bring the bag in here, Jessie. 

JESSIE[fetchig it]: Here it is, you can see for yourself if you doubt my word about 

it. 

DR. CRANE[examining the contents of bag, pockets candy bars]: Bella, the bag had 

nothing in it—[Then, gently. . . ] but evidence that you disregard my instructions on 

diet.[Pause.](pp83-84)  

ベラ：あなたは—ジェシー・サイクス—そこにいるの？彼女は私からバック

を取ろうとしたのよ。どこなの？ 

クレイン医師：何のこと、ベラ？ 

ベラ：ダンシー家のお金が入った、私のバック。 

ジェシー：彼女は何だと言うの？ 

クレイン医師：彼女が言ったのは、ダンシー家の金が入った、彼女のバック

のことだ。ダンシー家の金？何年か前、その話は聞いたことがあるように思

う。 

ジェシー：何でもないわ、ただの話よ、神話よ、伝説よ。 

ベラ：私のバック。 

ジェシー：彼女のバックはソファの上よ、市場に出回っている、いろいろな

キャンディ以外は何も入っていないわ。 

ベラ：バック。 

クレイン医師：バックをここに持ってきて、ジェシー。 

ベラ「取ってきて」：持ってきたわ、私の言葉を疑うなら、自分で見たらい

いわ。 

クレイン医師「バックの中身を調べながら、キャンディをポケットに入れる」

： ベラ、バックの中には、何も入っていない。—「それから、やさしく、、、」

でも、ダイエットのことで、私が指示したことを無視したという証拠はある。

「間」 
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ここでは、DR. CRANE が来ても、JESSIE は、金のことについては、とぼけて、

あくまで白を切り通す。Williams の劇に、医師が登場するとき、例えば、A 

Streeetcar Named Desire、『欲望という名の電車』(1947)や Portrait of Madonna、

『マドンナの肖像』(1953)等のように、しばしば、医師は、善人そのもので、

主人公の女性に対して、極めて親切である場合が多いが、この劇においても、

それはそのまま当てはまる。この劇では、BELLA を言いくるめて、彼女の金を

自分のものにしようとしているが、その医師はそれを阻もうとして、BELLA を

守っている。彼の劇では、医者が、いつも、ほとんど、パターン化される形で、

このように、善人で、親切な人物として描かれているので、描き方が、少し、

淡泊で、深みがないような印象を与えるが、主人公たちが置かれている苦境を

考えると、彼女たちにとっては、ほとんど、救世主、イエス・キリストのよう

な存在である。悲劇的な状況に置かれ、ほとんど抜け出ることができない絶望

状態にいる主人公の前に、このような人物が現れることは、主人公たちだけで

はなく、「観客」にとっても、安堵の気持ちに包まれることは確かだろう。 

 次のやり取り、 

 

BELLA: Get it back from Jessie. 

JESSIE: Why, how—Outrageous, I’m—Speechless! 

[The doctor notices a corner of the fat yellowed envelope protruding from top of 

Jessie’s negligee.] 

DR. CRANE[removing it from concealment]: Excuse, Jessie. 

JESSIE:—Just all the—confusion, you know. You surely— 

BELLA[with a luminous smile]: It’s mine, not for Jessie, not for Cornelius—for 

Charlie’s—children—coming.(pp84-85) 

 

ベラ：ジェシーから取り戻して。 

ジェシー： まあ、どうして—馬鹿げているわ。ものも言えないわ！ 

「医者はジェシーのネグリジェの胸元から分厚い、黄色くなった封筒の端が

飛び出しているのに気がつく。」 

クレイン医師「隠してあるものを取り出して」：失礼、ジェシー。 

ジェシー：—ただひどく—あわてて、わかるでしょ。あなたはきっと— 

ベラ「明るく微笑んで」：私のよ、ジェシーのでも、コーネリアスのもので

もないわ、—チャーリーの—生まれてくる—子供たちのものよ。 

 

ここでは、医師が、JESSIE から、金を取り戻してくれたことに大いに喜んだ彼

女は、「私のよ、ジェシーのでも、コーネリアスのものでもないわ、—チャー

リーの生まれてくる—子供たちのものよ。」と言って、その金は、CORNELIUS

や JESSIE を含めて、誰にも渡さず、次男 CHARLIE の、生まれてくる子供たち

のものであると言明している。彼女にとっては、実家である、DANCIE 家の血

を絶やすことなく、永続させることが使命であると考えているところがある。

しかし、夫の CORNELIUS は、その原因はどこにあるかわからないが、彼女の

実家、DANCIE 家を毛嫌いしている。3 人の子供たちが持っていると思われる

欠点は、すべて、DANCIE 家の血筋から来たもので、自分の家系、MCCORKLE

の血筋にはないと、ことあるごとにと言ってもよいほど、繰り返している。自

分が所属している民族が一番優れた民族であると主張する民族主義者や、自分

が所属している人種が一番優れた人種であると主張する人種主義者の小型版で

あるかのように、自分の所属している家系が一番優れている家系であると思い

込んでいるようである。一種の差別主義者であると言える。 

 次のやり取り、 

 

JESSIE: I remember now why I took it. Come here for a moment. Do you know how 

much there is of it? Much more than ever reported! 

DR. CRANE: I will write down the precise amount when I’ve counted it. 

JESSIE: In my presence as witness, for your protection. 

DR. CRANE[starting at her coldly]: Why, yes, of course.  

JESSIE: I could also get Mary Louise Dean. An amount like that—  

・ ・ ・ 

DR. CRANE[crossing through arch into dining room]: Bella? Here is the Dancie 
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ここでは、DR. CRANE が来ても、JESSIE は、金のことについては、とぼけて、

あくまで白を切り通す。Williams の劇に、医師が登場するとき、例えば、A 

Streeetcar Named Desire、『欲望という名の電車』(1947)や Portrait of Madonna、

『マドンナの肖像』(1953)等のように、しばしば、医師は、善人そのもので、

主人公の女性に対して、極めて親切である場合が多いが、この劇においても、

それはそのまま当てはまる。この劇では、BELLA を言いくるめて、彼女の金を

自分のものにしようとしているが、その医師はそれを阻もうとして、BELLA を

守っている。彼の劇では、医者が、いつも、ほとんど、パターン化される形で、

このように、善人で、親切な人物として描かれているので、描き方が、少し、

淡泊で、深みがないような印象を与えるが、主人公たちが置かれている苦境を

考えると、彼女たちにとっては、ほとんど、救世主、イエス・キリストのよう

な存在である。悲劇的な状況に置かれ、ほとんど抜け出ることができない絶望

状態にいる主人公の前に、このような人物が現れることは、主人公たちだけで

はなく、「観客」にとっても、安堵の気持ちに包まれることは確かだろう。 

 次のやり取り、 

 

BELLA: Get it back from Jessie. 

JESSIE: Why, how—Outrageous, I’m—Speechless! 

[The doctor notices a corner of the fat yellowed envelope protruding from top of 

Jessie’s negligee.] 

DR. CRANE[removing it from concealment]: Excuse, Jessie. 

JESSIE:—Just all the—confusion, you know. You surely— 

BELLA[with a luminous smile]: It’s mine, not for Jessie, not for Cornelius—for 

Charlie’s—children—coming.(pp84-85) 

 

ベラ：ジェシーから取り戻して。 

ジェシー： まあ、どうして—馬鹿げているわ。ものも言えないわ！ 

「医者はジェシーのネグリジェの胸元から分厚い、黄色くなった封筒の端が

飛び出しているのに気がつく。」 

クレイン医師「隠してあるものを取り出して」：失礼、ジェシー。 

ジェシー：—ただひどく—あわてて、わかるでしょ。あなたはきっと— 

ベラ「明るく微笑んで」：私のよ、ジェシーのでも、コーネリアスのもので

もないわ、—チャーリーの—生まれてくる—子供たちのものよ。 

 

ここでは、医師が、JESSIE から、金を取り戻してくれたことに大いに喜んだ彼

女は、「私のよ、ジェシーのでも、コーネリアスのものでもないわ、—チャー

リーの生まれてくる—子供たちのものよ。」と言って、その金は、CORNELIUS

や JESSIE を含めて、誰にも渡さず、次男 CHARLIE の、生まれてくる子供たち

のものであると言明している。彼女にとっては、実家である、DANCIE 家の血

を絶やすことなく、永続させることが使命であると考えているところがある。

しかし、夫の CORNELIUS は、その原因はどこにあるかわからないが、彼女の

実家、DANCIE 家を毛嫌いしている。3 人の子供たちが持っていると思われる

欠点は、すべて、DANCIE 家の血筋から来たもので、自分の家系、MCCORKLE

の血筋にはないと、ことあるごとにと言ってもよいほど、繰り返している。自

分が所属している民族が一番優れた民族であると主張する民族主義者や、自分

が所属している人種が一番優れた人種であると主張する人種主義者の小型版で

あるかのように、自分の所属している家系が一番優れている家系であると思い

込んでいるようである。一種の差別主義者であると言える。 

 次のやり取り、 

 

JESSIE: I remember now why I took it. Come here for a moment. Do you know how 

much there is of it? Much more than ever reported! 

DR. CRANE: I will write down the precise amount when I’ve counted it. 

JESSIE: In my presence as witness, for your protection. 

DR. CRANE[starting at her coldly]: Why, yes, of course.  

JESSIE: I could also get Mary Louise Dean. An amount like that—  

・ ・ ・ 

DR. CRANE[crossing through arch into dining room]: Bella? Here is the Dancie 
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money. 

JESSIE: Mary Louise Dean has a strong box where it could be held—overnight . . . 

・ ・ ・ 

JESSIE: I’m gonna sit and remain here till responsible witnesses are summoned. 

・ ・ ・ 

[Dr. Crane firmly, almost forcibly draws Jessie to the living room.] 

JESSIE[to audience]: Who in this world can be trusted?[To the doctor.]Yes! I’m 

astonished at you, Dr. Crane.  

DR. CRANE: You are not as astonished at me as I am at you, Jessie Sykes. Can’t 

you see that the immediate concern is not with money? 

・ ・ ・ 

JESSIE: As long as we’ve known each other to imply such a disgraceful thing is—  

DR. CRANE: Jessie, I think you might dismiss that subject in the presence of 

death.(pp85-86) 

（間隔の広い点線部分は省略部分） 

 

ジェシー：何故私が取ったのか思い出したわ。ちょっと、ここへ来て。どの

くらいあるか知っている？言われているよりもずっと多いわ。 

ベラ：数えたら、正確な額を書きとめるわ。 

ジェシー：  証人として、私もここにいるわ、あなたを守るために。 

クレイン医師「冷たい目つきで見ながら」： ええ、それは、もちろん。 

ベラ：メアリー・ルイーズ・ディーンも連れてくるわ。そのような額— 

・ ・ ・ 

「医師は、アーチを通って、ダイニング・ルームへ行く。」ベラ？ここにダ

ンシー家の金がある。 

ジェシー：メアリー・ルイーズ・ディーンは金庫を持っているわ、そこに一

晩入れておくことができるわ、、、 

・ ・ ・ 

ジェシー： 責任ある証人が呼ばれるまで、ここに座って、じっとしている

わ。 

・ ・ ・ 

「医師は強く、ほとんど強引にジェシーを居間へ連れていく。」 

ジェシー「観客に向かって」：この世で、誰が信じられるというの？「医者

に向かって」ええ、あなたには驚いたわ、クレイン先生。 

クレイン医師：私があなたに驚いているほどには、あなたは私に驚いていま

せんよ。ジェシー・サイクスさん。今すぐ心配しなければならないのは、金

のことではないということぐらいわからないのですか？ 

・ ・ ・ 

ジェシー：そのような失礼なことを言ってもいいほど、お互いに、知ってい

るのだから— 

クレイン医師：ジェシー、死の前では、その話題は出さない方がいいと思う

けど。 

 

ここでは、JESSIE が、死に直面している BELLA の前で、金のことばかりを気

にして、言及し続けている。まさに、今、死を迎えようとしている BELLA を

前にしているので、医師は、それは、言うべきことではないと言って、たしな

めている。 

 CORNELIUS・BELLA 夫妻の金を巡る攻防を見てくると、どんなことをして

も、BELLA の金のありかを探し出し、それを自分のものにしようとしている

CORNELIUS と、どんなことをしても、その金を彼には渡したくないと思って

いる BELLA の間には、埋めることが、ほとんど不可能なほどの不信感が横た

わっていることを見てきたが、2 人が結婚したときには、これほどの不信感が

あったはずはない。当然のことながら、これほどの不信感が、最初から、結婚

以前から、2 人の間にあったならば、結婚するはずがない。この不信感は、結

婚後に、生まれてきたものである。3 人の子供たちの幽霊が出る場面では、家

族団らんの席に、父親は、一度も、出てこない。その理由はわからないが、お

そらく、結婚当初から、父親は、家族団らんに加わっていないように思われ、

完全に不在の状態であった。それは、彼が、あまりにも政治に関心を持ちすぎ
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money. 

JESSIE: Mary Louise Dean has a strong box where it could be held—overnight . . . 

・ ・ ・ 

JESSIE: I’m gonna sit and remain here till responsible witnesses are summoned. 

・ ・ ・ 

[Dr. Crane firmly, almost forcibly draws Jessie to the living room.] 

JESSIE[to audience]: Who in this world can be trusted?[To the doctor.]Yes! I’m 

astonished at you, Dr. Crane.  

DR. CRANE: You are not as astonished at me as I am at you, Jessie Sykes. Can’t 

you see that the immediate concern is not with money? 

・ ・ ・ 

JESSIE: As long as we’ve known each other to imply such a disgraceful thing is—  

DR. CRANE: Jessie, I think you might dismiss that subject in the presence of 

death.(pp85-86) 

（間隔の広い点線部分は省略部分） 

 

ジェシー：何故私が取ったのか思い出したわ。ちょっと、ここへ来て。どの

くらいあるか知っている？言われているよりもずっと多いわ。 

ベラ：数えたら、正確な額を書きとめるわ。 

ジェシー：  証人として、私もここにいるわ、あなたを守るために。 

クレイン医師「冷たい目つきで見ながら」： ええ、それは、もちろん。 

ベラ：メアリー・ルイーズ・ディーンも連れてくるわ。そのような額— 

・ ・ ・ 

「医師は、アーチを通って、ダイニング・ルームへ行く。」ベラ？ここにダ

ンシー家の金がある。 

ジェシー：メアリー・ルイーズ・ディーンは金庫を持っているわ、そこに一

晩入れておくことができるわ、、、 

・ ・ ・ 

ジェシー： 責任ある証人が呼ばれるまで、ここに座って、じっとしている

わ。 

・ ・ ・ 

「医師は強く、ほとんど強引にジェシーを居間へ連れていく。」 

ジェシー「観客に向かって」：この世で、誰が信じられるというの？「医者

に向かって」ええ、あなたには驚いたわ、クレイン先生。 

クレイン医師：私があなたに驚いているほどには、あなたは私に驚いていま

せんよ。ジェシー・サイクスさん。今すぐ心配しなければならないのは、金

のことではないということぐらいわからないのですか？ 

・ ・ ・ 

ジェシー：そのような失礼なことを言ってもいいほど、お互いに、知ってい

るのだから— 

クレイン医師：ジェシー、死の前では、その話題は出さない方がいいと思う

けど。 

 

ここでは、JESSIE が、死に直面している BELLA の前で、金のことばかりを気

にして、言及し続けている。まさに、今、死を迎えようとしている BELLA を

前にしているので、医師は、それは、言うべきことではないと言って、たしな

めている。 

 CORNELIUS・BELLA 夫妻の金を巡る攻防を見てくると、どんなことをして

も、BELLA の金のありかを探し出し、それを自分のものにしようとしている

CORNELIUS と、どんなことをしても、その金を彼には渡したくないと思って

いる BELLA の間には、埋めることが、ほとんど不可能なほどの不信感が横た

わっていることを見てきたが、2 人が結婚したときには、これほどの不信感が

あったはずはない。当然のことながら、これほどの不信感が、最初から、結婚

以前から、2 人の間にあったならば、結婚するはずがない。この不信感は、結

婚後に、生まれてきたものである。3 人の子供たちの幽霊が出る場面では、家

族団らんの席に、父親は、一度も、出てこない。その理由はわからないが、お

そらく、結婚当初から、父親は、家族団らんに加わっていないように思われ、

完全に不在の状態であった。それは、彼が、あまりにも政治に関心を持ちすぎ
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ていたため、常に、社会、公のものにのみ関心を持ち、まったく家庭を顧みな

かったことは、ある程度、想像できる。この長い期間にわたる不在が、しだい

に、不信感を深める結果となったことは大いに考えられる。このように強い不

信感のみが残った場合は、金の取り合いのみが、後に残されるのは、世の夫婦

のならいなのだろうか。 

 

第 7 章 宗教と性 

 

 第 2 幕の半ばで、STACEY は、BELLA の無くなった長男の写真がきっかけ

になって、BELLA に彼女の宗教的な側面について語り始める。彼女は、以前、

ウエイトレスをしていたとき、そこに食事に来た、様々な問題を抱えている若

者に出会った。彼らは、人間であり、才能もあるのに、社会から迫害され、職

業も奪われ、他の人と違っていると言われて、軽蔑されている。キリスト者で

ある彼女は、そのような状況に置かれている彼らを、親身になって、相談に乗

りながら、彼らのうちの何人かをイエス・キリストのもとへ導いた。 

 次のやりとり、 

 

STACEY: ....sometimes, often—I did bring some to Jesus! You see, Mom, I’m a 

bawn-again Christian. 

BELLA: What is that? 

STACEY: Saved by my Savior, by His blessed forgiveness! Many, many times saved 

from temptations of Satan![Her voice rises rhapsodically.] Came to Him and He 

saved me, from falling, falling! I fall to my knees before the throne of my Lord and 

Savior! Mom, Mom, fall to Him with me.(p64) 

（点線部分は省略部分） 

 

ステイシー： 、、、ときどき、いや、しばしば、私は彼らをイエス様のも

とに導いた！わかるでしょう、母さん、私は生まれ変わったクリスチャンよ。 

ベラ：それって何？ 

ステイシー：救い主によって救われたのよ、彼の祝福に満ちた許しによっ

て！何度も、何度も、悪魔の誘いから救われたのよ。「彼女の声は熱狂的な

感情を帯びる。」私は彼のところへ行った。彼は、堕落、堕落から私を救っ

てくれたのよ。私はわが主であり、救い主である方の王座の前に跪くわ！母

さん、母さん、私と一緒に彼に跪いて。 

 

の中で、STACEY は、自分自身が、イエスによって救われたという強い実感が

あるためか、間違えば、悪の誘いによって、堕落してしまう可能性ある、若者

を救ってきた経験を、ある種の自負と、「ト書き」の “Her voice rises 

rhapsodically.”、「彼女の声は熱狂的な感情を帯びる。」が表しているように、

宗教的な高揚感を持って話し始める。そして、BELLA にも、イエスのもとに来

るように誘う。 

 次のやりとり、 

 

STACEY: Blessed, oh, Blessed! Defender of us from evil! 

. . . 

STACEY[beside herself]: Let’s pray for peace in this house which is attacked by 

demons! All together, pray with me! WE ARE LOST LITTLE SHEEP, ERRED 

AND STRAYED FROM THY WAYS, BROKEN YOUR HOLY COMMANDMENTS, 

ENGAGED IN FORNICATION. HAVE MERCY UPON US THAT YIELDED TO 

THE TEMPTATIONS OF THE FLESH, YES, JESUS, WE IMPLORE THY 

FORGIVENESS! THY DIVINE MERCY, CHRIST! MAKE US FIT FOR 

SALVATION! DESERVING OF LIFE ETERNAL, LAWD, SHOW US THE 

WAYYYYYY!(pp64-65) 

（点線部分は省略部分） 

 

ステイシー：祝福だわ、祝福だわ！悪から私たちを守ってくれる方！ 

・・・ 

ステイシー「我を忘れて」：悪魔に攻撃されている、この家の平安のために
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ていたため、常に、社会、公のものにのみ関心を持ち、まったく家庭を顧みな

かったことは、ある程度、想像できる。この長い期間にわたる不在が、しだい

に、不信感を深める結果となったことは大いに考えられる。このように強い不

信感のみが残った場合は、金の取り合いのみが、後に残されるのは、世の夫婦

のならいなのだろうか。 

 

第 7 章 宗教と性 

 

 第 2 幕の半ばで、STACEY は、BELLA の無くなった長男の写真がきっかけ

になって、BELLA に彼女の宗教的な側面について語り始める。彼女は、以前、

ウエイトレスをしていたとき、そこに食事に来た、様々な問題を抱えている若

者に出会った。彼らは、人間であり、才能もあるのに、社会から迫害され、職

業も奪われ、他の人と違っていると言われて、軽蔑されている。キリスト者で

ある彼女は、そのような状況に置かれている彼らを、親身になって、相談に乗

りながら、彼らのうちの何人かをイエス・キリストのもとへ導いた。 

 次のやりとり、 

 

STACEY: ....sometimes, often—I did bring some to Jesus! You see, Mom, I’m a 

bawn-again Christian. 

BELLA: What is that? 

STACEY: Saved by my Savior, by His blessed forgiveness! Many, many times saved 

from temptations of Satan![Her voice rises rhapsodically.] Came to Him and He 

saved me, from falling, falling! I fall to my knees before the throne of my Lord and 

Savior! Mom, Mom, fall to Him with me.(p64) 

（点線部分は省略部分） 

 

ステイシー： 、、、ときどき、いや、しばしば、私は彼らをイエス様のも

とに導いた！わかるでしょう、母さん、私は生まれ変わったクリスチャンよ。 

ベラ：それって何？ 

ステイシー：救い主によって救われたのよ、彼の祝福に満ちた許しによっ

て！何度も、何度も、悪魔の誘いから救われたのよ。「彼女の声は熱狂的な

感情を帯びる。」私は彼のところへ行った。彼は、堕落、堕落から私を救っ

てくれたのよ。私はわが主であり、救い主である方の王座の前に跪くわ！母

さん、母さん、私と一緒に彼に跪いて。 

 

の中で、STACEY は、自分自身が、イエスによって救われたという強い実感が

あるためか、間違えば、悪の誘いによって、堕落してしまう可能性ある、若者

を救ってきた経験を、ある種の自負と、「ト書き」の “Her voice rises 

rhapsodically.”、「彼女の声は熱狂的な感情を帯びる。」が表しているように、

宗教的な高揚感を持って話し始める。そして、BELLA にも、イエスのもとに来

るように誘う。 

 次のやりとり、 

 

STACEY: Blessed, oh, Blessed! Defender of us from evil! 

. . . 

STACEY[beside herself]: Let’s pray for peace in this house which is attacked by 

demons! All together, pray with me! WE ARE LOST LITTLE SHEEP, ERRED 

AND STRAYED FROM THY WAYS, BROKEN YOUR HOLY COMMANDMENTS, 

ENGAGED IN FORNICATION. HAVE MERCY UPON US THAT YIELDED TO 

THE TEMPTATIONS OF THE FLESH, YES, JESUS, WE IMPLORE THY 

FORGIVENESS! THY DIVINE MERCY, CHRIST! MAKE US FIT FOR 

SALVATION! DESERVING OF LIFE ETERNAL, LAWD, SHOW US THE 

WAYYYYYY!(pp64-65) 

（点線部分は省略部分） 

 

ステイシー：祝福だわ、祝福だわ！悪から私たちを守ってくれる方！ 

・・・ 

ステイシー「我を忘れて」：悪魔に攻撃されている、この家の平安のために
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祈りましょう！みんな一緒に、祈りましょう。私たちは、迷える、小さきひ

つじ、あなたの道から逸れて、迷い、あなたの聖なる戒めを破り、淫らな情

交に浸ってしまった。肉の誘惑に負けた私たちに慈悲をお与えください。そ

うです、イエス様、私たちはあなたの許しを請い願っています。あなた様の

聖なる慈悲、イエス様！私たちを救いにふさわしい者にして下さい。永遠の

命にふさわしい者にしてください、主よ、主よ、私たちに道を示して下さい！ 

ここでは、彼女の高揚感は、「ト書き」、“beside herself”、「我を忘れて」が示

しているとおり、さらに高まり続け、忘我の状態にまで陥る。彼女は、必死に、

戒めを破り、淫らな肉の欲におぼれて、道に迷ったことを悔い、正しい道を示

してくれるように、イエスに求めている。確かに、STACEY の言うように、こ

の劇の中の、多くの「登場人物」は、肉の欲望、すなわち、この世的な欲望（金、

性、社会的地位等への欲望）にあまりにも極端に身をゆだねすぎて生きている。

彼らは、もう一度、考え直して、新たな道を探る必要があるのかもしれない。

しかし、それらの「登場人物」の中には、新たな道を探るように、説得された

からといって、はい、わかりましたとすぐに言うことができる「登場人物」が

いるとはとうてい思えない。彼らは、何が起ころうと、何を言われようとも、

今までのように、自分の、肉的欲望を全開させながら生きて行く、我欲の強い

人物である。この劇では、この肉的欲望の全開は、文明が発展するための大き

な原動力にもなる反面、社会や家族や個人のつながりを分裂させる力としても、

働くということを、改めて、教えてくれるように思われる。 

 彼女の宗教的高揚感は、ある意味では、少し、滑稽な感じもするが、 

 

STACY: OH, IT IS COMIN’ ON ME! WAIT, IT’S COMING, I FEEL IT, THE 

GIFT OF TONGUES! WHAHOOOOOOO! BE-BE, YAIS, BAH! OH, BLESSED! 

BE, BE, BE, BE, LIEVE! ALL, ALL ALL, COME FORTH! BAH! BOW! 

WALLAH, YAIS WALLAH! SALVERREDEMPTION IN ME, DEEP DEEP 

SALVAREDEMPTION, GLORY, AH,AH,GAH, WALLAH, WOMB! WOMB! 

WOM . . .[As if arrived at orgasm, she falls back onto the carpet.](p65) 

ステイシー：ああ、私のところへやってくるのよ、やってくるのよ、私は感

じるわ、言葉の贈り物！何という！祝、祝、そうよ、ああ！おお、祝福だわ！

信、信、信、信じるのよ！みんな、みんな、みんな前へ来て！ああ！おお！

何という、そうよ、何という！私に救いと贖罪、深い、深い救いと贖罪、私

に栄光、栄光、深く、栄光を受けた私の中に、何という、子宮、子宮、子宮、、、

「まるでオルガニズムに達したかのように、彼女はカーペットに倒れ込む。」 

にも書かれているように、しだいに性的高揚感と一体化していく。彼女の高揚

感と忘我の状態はしだいに高まっていくが、やがて、それは、宗教的高揚感な

のか、それとも、それは、性的興奮、オルガニズムなのか区別ができないよう

の状態にまで上り詰めていく。最初は、宗教的高揚感であったものが、オルガ

ニズムと一体化へと近づいていく。やがて、彼女は、「深く」や「子宮」とい

う言葉を繰り返しながら、さらに、高揚感は高まり続け、彼女の中では、宗教

的高揚感とオルガニズムが完全に一致したかのようになって、倒れ込む。 

 続くやりとり、 

 

[There are no further sounds from Stacy as she lies as if in postorgasmic 

exhaustion...] 

STACY[springing up, arms aloft] CHRIST COME IN THE DOOR! Enter this — 

. . . 

STACEY: BLESSED SAVIOR HAS VISITED THIS HOUSE!(pp66-67) 

（点線部分は省略部分） 

 

「まるでオルガニズム後の疲労感の中にいるかのように、ステイシーからも

う声は聞こえてこない、、、」 

ステイシー「飛び上がって、両腕を上げて」イエス様がドアのところへやっ

て来た！登場— 

・・・ 

ステイシー：祝福された救い主が家にやって来た。 
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祈りましょう！みんな一緒に、祈りましょう。私たちは、迷える、小さきひ

つじ、あなたの道から逸れて、迷い、あなたの聖なる戒めを破り、淫らな情

交に浸ってしまった。肉の誘惑に負けた私たちに慈悲をお与えください。そ

うです、イエス様、私たちはあなたの許しを請い願っています。あなた様の

聖なる慈悲、イエス様！私たちを救いにふさわしい者にして下さい。永遠の

命にふさわしい者にしてください、主よ、主よ、私たちに道を示して下さい！ 

ここでは、彼女の高揚感は、「ト書き」、“beside herself”、「我を忘れて」が示

しているとおり、さらに高まり続け、忘我の状態にまで陥る。彼女は、必死に、

戒めを破り、淫らな肉の欲におぼれて、道に迷ったことを悔い、正しい道を示

してくれるように、イエスに求めている。確かに、STACEY の言うように、こ

の劇の中の、多くの「登場人物」は、肉の欲望、すなわち、この世的な欲望（金、

性、社会的地位等への欲望）にあまりにも極端に身をゆだねすぎて生きている。

彼らは、もう一度、考え直して、新たな道を探る必要があるのかもしれない。

しかし、それらの「登場人物」の中には、新たな道を探るように、説得された

からといって、はい、わかりましたとすぐに言うことができる「登場人物」が

いるとはとうてい思えない。彼らは、何が起ころうと、何を言われようとも、

今までのように、自分の、肉的欲望を全開させながら生きて行く、我欲の強い

人物である。この劇では、この肉的欲望の全開は、文明が発展するための大き

な原動力にもなる反面、社会や家族や個人のつながりを分裂させる力としても、

働くということを、改めて、教えてくれるように思われる。 

 彼女の宗教的高揚感は、ある意味では、少し、滑稽な感じもするが、 

 

STACY: OH, IT IS COMIN’ ON ME! WAIT, IT’S COMING, I FEEL IT, THE 

GIFT OF TONGUES! WHAHOOOOOOO! BE-BE, YAIS, BAH! OH, BLESSED! 

BE, BE, BE, BE, LIEVE! ALL, ALL ALL, COME FORTH! BAH! BOW! 

WALLAH, YAIS WALLAH! SALVERREDEMPTION IN ME, DEEP DEEP 

SALVAREDEMPTION, GLORY, AH,AH,GAH, WALLAH, WOMB! WOMB! 

WOM . . .[As if arrived at orgasm, she falls back onto the carpet.](p65) 

ステイシー：ああ、私のところへやってくるのよ、やってくるのよ、私は感

じるわ、言葉の贈り物！何という！祝、祝、そうよ、ああ！おお、祝福だわ！

信、信、信、信じるのよ！みんな、みんな、みんな前へ来て！ああ！おお！

何という、そうよ、何という！私に救いと贖罪、深い、深い救いと贖罪、私

に栄光、栄光、深く、栄光を受けた私の中に、何という、子宮、子宮、子宮、、、

「まるでオルガニズムに達したかのように、彼女はカーペットに倒れ込む。」 

にも書かれているように、しだいに性的高揚感と一体化していく。彼女の高揚

感と忘我の状態はしだいに高まっていくが、やがて、それは、宗教的高揚感な

のか、それとも、それは、性的興奮、オルガニズムなのか区別ができないよう

の状態にまで上り詰めていく。最初は、宗教的高揚感であったものが、オルガ

ニズムと一体化へと近づいていく。やがて、彼女は、「深く」や「子宮」とい

う言葉を繰り返しながら、さらに、高揚感は高まり続け、彼女の中では、宗教

的高揚感とオルガニズムが完全に一致したかのようになって、倒れ込む。 

 続くやりとり、 

 

[There are no further sounds from Stacy as she lies as if in postorgasmic 

exhaustion...] 

STACY[springing up, arms aloft] CHRIST COME IN THE DOOR! Enter this — 

. . . 

STACEY: BLESSED SAVIOR HAS VISITED THIS HOUSE!(pp66-67) 

（点線部分は省略部分） 

 

「まるでオルガニズム後の疲労感の中にいるかのように、ステイシーからも

う声は聞こえてこない、、、」 

ステイシー「飛び上がって、両腕を上げて」イエス様がドアのところへやっ

て来た！登場— 

・・・ 

ステイシー：祝福された救い主が家にやって来た。 
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の中では、彼女は、宗教的高揚感か、オルガニズムに浸っているのか、横たわ

ったまま、しばらくの間、ほとんど動かないでいたが、突然、イエスがこの家

にやって来たと叫び、この家がイエスによって救われたと大声で言う。 

 この STACEY の場面を描くに当たって、Williams は、彼女の「台詞」の中で、

イタリック体や大文字を多用しながら、彼女の宗教的高揚感・オルガニズムを

表現している。ここで、心に浮かぶ、疑問がある。Williams は、何故、STACEY

の中で、宗教的高揚感とオルガニズムが一体化するような形で、描いたのだろ

うか。彼の中では、宗教的高揚感とオルガニズムは、本来、同じものであると

考えていたのだろうか。それとも、彼は、宗教的高揚感とオルガニズムは、本

来、別々のものだであるが、それを、STACEY の中で、彼なりに、一体化しよ

うとしたのだろうか。もしそうであるとすると、彼の中では、究極的には、宗

教的高揚感は、最終的には、オルガニズムに至り、オルガニズムも、最終的に

は、宗教的高揚感に至るのが理想的な形であったのだろうか。それとも、彼は、

人間においては、宗教的高揚感は、オルガニズムと同様に、本能的なものであ

ると考えているのだろうか。 

 

第 8 章 3 人の子供たちの幽霊 

 

 劇の終わり近く、すなわち、第 2 幕の終わり近くで、BELLA の記憶の中の出

来事が舞台上で再現される場面がある。その場面では、3 人の子供たちの幽霊

が登場してくる。その中には、子供たちの幽霊の声のみが聞こえ、舞台上には

姿をみせない場面と、彼らが、じっさいに、舞台上に、登場してくる場面があ

る。 

 この第 2 幕の終わり近くの場面の「伏線」として、第 1 幕の終わり近くで、

BELLA が、50 年以上前、彼女の祖父母の金婚式のとき、みんなでピクニック

をした際に撮られた集合写真を見て、50 年前を思い出す場面がある。そのため、

第 1 幕の、この場面と第 2 幕の幽霊の場面は、いわば、対の形で、描かれてい

ると考えられる。第 1 幕の終わりでは、 

 

BELLA: ....[....A faint phrase of music is heard as she stands still a moment, a 

phrase from a childhood game entering the slow drift of her mind.] Heavy, 

heavy—hangs over the head—or the heart? —and what shall the owner do—to 

redeem it . . .!(p36)  

（短い間隔の点線部分は省略部分） 

ベラ：、、、「、、、彼女が、少しの間、まだ立ちつくしていると、かすか

に、短く音楽が聞こえてくる。それは、ゆっくりとあてもなく漂い始めた彼

女の心の中に入ってくる子供時代のゲームの一節である」重く、重く、頭の

上に、それとも、心の上に垂れ下がっているの？その持ち主は、それを払う

ために、何をしたらいいの、、、！ 

 

この場面は、かすかに、音楽が聞こえてきたのをきっかけにして、彼女の心が、

しだいに、現実の世界を離れて、彼女の記憶の世界へ漂い始めたことを示して

いる。彼女は、アメリカで、昔から、誕生日のとき、プレゼントを渡すときに、

しばしば、歌われてきた、“Heavy, heavy hangs over your head”を口ずさんでいる

ので、おそらく、彼女の 3 人の子供たちのうちの一人の誕生日のときを思い出

しているに違いない。彼女が、ここで歌っている、歌詞(“Heavy, heavy—hangs 

over the head—or the heart?—and what shall the owner do—to redeem it”)は、いくつ

かのバージョンはあるものの、通常、“Heavy, heavy hangs over the head?  what 

shall the owner do—to redeem forfeits”、「重く、重く、頭の上に垂れ下がってい

るの？その持ち主は、その罰金を払うために、何をしたらいいの？」である。

彼女は、昔の歌であり、おそらく、子供のとき以外には、あまり歌ったことが

ないので、歌が“the head”のところまで来たとき、歌詞は、“the head”ではなく、

“or the heart”であったかもしれないと思って、“or the heart”と言ったのであろう。

しかし、この間違いは、奇しくも、彼女の心に、何かが重く、重くのしかかっ

ていることを暗示しているのではないだろうか。 

 しばらくすると、再び、BELLA は、 
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の中では、彼女は、宗教的高揚感か、オルガニズムに浸っているのか、横たわ

ったまま、しばらくの間、ほとんど動かないでいたが、突然、イエスがこの家

にやって来たと叫び、この家がイエスによって救われたと大声で言う。 

 この STACEY の場面を描くに当たって、Williams は、彼女の「台詞」の中で、

イタリック体や大文字を多用しながら、彼女の宗教的高揚感・オルガニズムを

表現している。ここで、心に浮かぶ、疑問がある。Williams は、何故、STACEY

の中で、宗教的高揚感とオルガニズムが一体化するような形で、描いたのだろ

うか。彼の中では、宗教的高揚感とオルガニズムは、本来、同じものであると

考えていたのだろうか。それとも、彼は、宗教的高揚感とオルガニズムは、本

来、別々のものだであるが、それを、STACEY の中で、彼なりに、一体化しよ

うとしたのだろうか。もしそうであるとすると、彼の中では、究極的には、宗

教的高揚感は、最終的には、オルガニズムに至り、オルガニズムも、最終的に

は、宗教的高揚感に至るのが理想的な形であったのだろうか。それとも、彼は、

人間においては、宗教的高揚感は、オルガニズムと同様に、本能的なものであ

ると考えているのだろうか。 

 

第 8 章 3 人の子供たちの幽霊 

 

 劇の終わり近く、すなわち、第 2 幕の終わり近くで、BELLA の記憶の中の出

来事が舞台上で再現される場面がある。その場面では、3 人の子供たちの幽霊

が登場してくる。その中には、子供たちの幽霊の声のみが聞こえ、舞台上には

姿をみせない場面と、彼らが、じっさいに、舞台上に、登場してくる場面があ

る。 

 この第 2 幕の終わり近くの場面の「伏線」として、第 1 幕の終わり近くで、

BELLA が、50 年以上前、彼女の祖父母の金婚式のとき、みんなでピクニック

をした際に撮られた集合写真を見て、50 年前を思い出す場面がある。そのため、

第 1 幕の、この場面と第 2 幕の幽霊の場面は、いわば、対の形で、描かれてい

ると考えられる。第 1 幕の終わりでは、 

 

BELLA: ....[....A faint phrase of music is heard as she stands still a moment, a 

phrase from a childhood game entering the slow drift of her mind.] Heavy, 

heavy—hangs over the head—or the heart? —and what shall the owner do—to 

redeem it . . .!(p36)  

（短い間隔の点線部分は省略部分） 

ベラ：、、、「、、、彼女が、少しの間、まだ立ちつくしていると、かすか

に、短く音楽が聞こえてくる。それは、ゆっくりとあてもなく漂い始めた彼

女の心の中に入ってくる子供時代のゲームの一節である」重く、重く、頭の

上に、それとも、心の上に垂れ下がっているの？その持ち主は、それを払う

ために、何をしたらいいの、、、！ 

 

この場面は、かすかに、音楽が聞こえてきたのをきっかけにして、彼女の心が、

しだいに、現実の世界を離れて、彼女の記憶の世界へ漂い始めたことを示して

いる。彼女は、アメリカで、昔から、誕生日のとき、プレゼントを渡すときに、

しばしば、歌われてきた、“Heavy, heavy hangs over your head”を口ずさんでいる

ので、おそらく、彼女の 3 人の子供たちのうちの一人の誕生日のときを思い出

しているに違いない。彼女が、ここで歌っている、歌詞(“Heavy, heavy—hangs 

over the head—or the heart?—and what shall the owner do—to redeem it”)は、いくつ

かのバージョンはあるものの、通常、“Heavy, heavy hangs over the head?  what 

shall the owner do—to redeem forfeits”、「重く、重く、頭の上に垂れ下がってい

るの？その持ち主は、その罰金を払うために、何をしたらいいの？」である。

彼女は、昔の歌であり、おそらく、子供のとき以外には、あまり歌ったことが

ないので、歌が“the head”のところまで来たとき、歌詞は、“the head”ではなく、

“or the heart”であったかもしれないと思って、“or the heart”と言ったのであろう。

しかし、この間違いは、奇しくも、彼女の心に、何かが重く、重くのしかかっ

ていることを暗示しているのではないだろうか。 

 しばらくすると、再び、BELLA は、 
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BELLA[recalling other phrases of games]: —Dogs takes the cat, the cat takes the 

rat, rat take the cheese—and the?—cheese stands alone . . .(p37) 

 

ベラ：「ゲームの他の節を思い出しながら」：イヌがネコを捕まえ、ネコが

ネズミを捕まえ、ネズミはチーズを捕まえ、そして、チーズは、一人で立っ

ている、、、 

と、やはり、子供時代によく歌われる‘The Farmer in the Dell’の一節を思い出

して、口ずさんでいる。彼女の心が、ますます現実の世界を離れて、過去の記

憶の世界へ入り込んでいることを示している。それは、別の見方をすれば、彼

女にとっては、現実逃避であると言えるかもしれない。そして、彼女は言う。 

 

BELLA: —Good...Something else that's missing, something else—been removed— 

[There is a pause. Her breath is audible, she is clutching the edge of the table.] 

—Most precious thing we ever had in this house. Can see it with my eyes shut, 

every detail nearly, getting clearer and clearer, so clear!(p38) 

 

ベラ：—それはいいわね、、、何か他のものがなくなっている、何か他のも

のが—取り除かれている—「間がある。彼女の息づかいが聞こえてくる。彼

女はテーブルの端をしっかりと掴んでいる。」—この家で最も大切なもの。

目を閉じても、はっきりと見える、ほとんど細かい点に至るまで、だんだん

はっきりとしてくる、とてもはっきりと！ 

 

貪欲に金に執着する夫CORNELIUSやEMERSONの姿を目の当たりにしている

と、彼女から見れば、この家では、何か一番大切なものが失われているのであ

る。それは、今では、どんなに探してみても、現実の家の中では、けして見つ

けることができないとあきらめている彼女にとっては、彼女の記憶の世界にし

か、それを探し求めることができないのである。一番大切なものは何であるか

というと、次の「台詞」、 

BELLA: Chips, the picture of Gramps and Grannie’s Gold Anniversary Picnic, 

summer of 1930! 

CORNELIUS[from the living room]: Another commotion, endless . . . 

BELLA[at the arch, to Cornelius]: You! Did you put it away because Chips loved 

it so much, because it was so much admired by all the children you concealed it, did 

you?(p38) 

ベラ：チップス、1930 年夏、おじいちゃん、おばあちゃんの金婚式の写真よ。 

コーネリアス「居間から」：また、騒ぎか、ひっきりなしだ、、、 

ベラ：「アーチのところで、コーネリアスに向かって」：あなたよ。チップ

スがあまりにもそれが好きだったので、あなたが片付けたのよ、子供たちが

みんな、あまりにもそれを褒めたので、あなたが隠したのよ、そうでしょう？ 

 

にもあるように、それは、1930 年夏、50 年以上（この劇の「時間」、1982 年

冬から振り返ると）も前に撮られた、祖父母の金婚式のときに行ったピクニッ

クの集合写真である。家族や知り合いたちと撮った、この集合写真は、幸福感

に満ち、彼女にとっては、家族やその周辺の人々との理想的な交わりの世界を

表しているのだろう。それは、もはや、現実の生活の中では、けして繰り返さ

れることのない世界である。 

 続くやりとり、 

 

BELLA: Thanks, baby. Now just bring me the candles. A little bit closer.[The large 

tinted photo is lighted.] Ahhhhh . . . .[She bursts into tears.] 

・ ・ ・ 

BELLA: Heart-breaking!.... 

・ ・ ・ 

BELLA: Yes, this is it, not in perfect condition—whole Dancie family, summer of 

1930, the Gold Anniversary picture. See? See?—My eyes keep clouding over with 

time . . .1930 to What? Years? Now? [She removes her glasses.] 
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BELLA[recalling other phrases of games]: —Dogs takes the cat, the cat takes the 

rat, rat take the cheese—and the?—cheese stands alone . . .(p37) 

 

ベラ：「ゲームの他の節を思い出しながら」：イヌがネコを捕まえ、ネコが

ネズミを捕まえ、ネズミはチーズを捕まえ、そして、チーズは、一人で立っ

ている、、、 

と、やはり、子供時代によく歌われる‘The Farmer in the Dell’の一節を思い出

して、口ずさんでいる。彼女の心が、ますます現実の世界を離れて、過去の記

憶の世界へ入り込んでいることを示している。それは、別の見方をすれば、彼

女にとっては、現実逃避であると言えるかもしれない。そして、彼女は言う。 

 

BELLA: —Good...Something else that's missing, something else—been removed— 

[There is a pause. Her breath is audible, she is clutching the edge of the table.] 

—Most precious thing we ever had in this house. Can see it with my eyes shut, 

every detail nearly, getting clearer and clearer, so clear!(p38) 

 

ベラ：—それはいいわね、、、何か他のものがなくなっている、何か他のも

のが—取り除かれている—「間がある。彼女の息づかいが聞こえてくる。彼

女はテーブルの端をしっかりと掴んでいる。」—この家で最も大切なもの。

目を閉じても、はっきりと見える、ほとんど細かい点に至るまで、だんだん

はっきりとしてくる、とてもはっきりと！ 

 

貪欲に金に執着する夫CORNELIUSやEMERSONの姿を目の当たりにしている

と、彼女から見れば、この家では、何か一番大切なものが失われているのであ

る。それは、今では、どんなに探してみても、現実の家の中では、けして見つ

けることができないとあきらめている彼女にとっては、彼女の記憶の世界にし

か、それを探し求めることができないのである。一番大切なものは何であるか

というと、次の「台詞」、 

BELLA: Chips, the picture of Gramps and Grannie’s Gold Anniversary Picnic, 

summer of 1930! 

CORNELIUS[from the living room]: Another commotion, endless . . . 

BELLA[at the arch, to Cornelius]: You! Did you put it away because Chips loved 

it so much, because it was so much admired by all the children you concealed it, did 

you?(p38) 

ベラ：チップス、1930 年夏、おじいちゃん、おばあちゃんの金婚式の写真よ。 

コーネリアス「居間から」：また、騒ぎか、ひっきりなしだ、、、 

ベラ：「アーチのところで、コーネリアスに向かって」：あなたよ。チップ

スがあまりにもそれが好きだったので、あなたが片付けたのよ、子供たちが

みんな、あまりにもそれを褒めたので、あなたが隠したのよ、そうでしょう？ 

 

にもあるように、それは、1930 年夏、50 年以上（この劇の「時間」、1982 年

冬から振り返ると）も前に撮られた、祖父母の金婚式のときに行ったピクニッ

クの集合写真である。家族や知り合いたちと撮った、この集合写真は、幸福感

に満ち、彼女にとっては、家族やその周辺の人々との理想的な交わりの世界を

表しているのだろう。それは、もはや、現実の生活の中では、けして繰り返さ

れることのない世界である。 

 続くやりとり、 

 

BELLA: Thanks, baby. Now just bring me the candles. A little bit closer.[The large 

tinted photo is lighted.] Ahhhhh . . . .[She bursts into tears.] 

・ ・ ・ 

BELLA: Heart-breaking!.... 

・ ・ ・ 

BELLA: Yes, this is it, not in perfect condition—whole Dancie family, summer of 

1930, the Gold Anniversary picture. See? See?—My eyes keep clouding over with 

time . . .1930 to What? Years? Now? [She removes her glasses.] 
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CHARLIE: Much later, Mom—fifty, fifty-two years. . .  

BELLA: Impossible to imagine such passage of time . . .[Voice gathering a rhapsodic 

power.] All, all, all gathered together about—old Granmp’s skatterbolt we called it. 

CORNELIUS[from the living room] Delirious shouting! 

BELLA[swaying like a religieuse]: See the number, the many, present for the occasion, 

the Gold Anniversary of it, not all of ’em Dancies, but girlsfriends and boyfriends attended!— 

all embracing, so happy, that long ago—[Gasps.]Time . . .[Gasps.] Commintted?[Gasps.] 

No. Not a one of them . . .Reported falsely by gossip. There, there is Grannie Dancie, look at 

her smiling! 

CORNELIUS: Grinning like a possum eating shit. 

・ ・ ・ 

BELLA: Don’t!—That man is full of hate as the Dancies was full of love! 

CORNELIUS[getting up]: And moonshine money, that’s what the Dancie’s were 

full of! 

EMERSON: Easy, easy with Bella. Wonderful woman, much loved here.(p40-p41) 

（広い間隔の点線部分は省略部分） 

 

ベラ：ありがとう。私にロウソクを持ってきて。もう少し近く。「着色され

た大きな写真に照明が当てられる。」ああああ、、、「彼女はわっと泣き出

す。」 

・ ・ ・ 

ベラ：胸が張り裂けそうよ！、、、 

・ ・ ・ 

ベラ：ええ、これよ。完全な状態ではないけど—ダンシー家全員よ、1930 年

の夏、金婚式の写真。見て？見て？—私の目は時間が経つにつれて雲がかか

ってきた、、、1930 年から、いつまで？何年？今は？「彼女はメガネをはず

す。」 

チャーリー：ずっとあと、母さん—50，52 年、、、 

ベラ：そんなに時間が過ぎ去ったなんて信じられないわ、、、「声は熱を帯

びてくる。」みんな、みんな、みんな一緒に集まって—みんな、それをおじ

いちゃんのスキャッターボルト（車に付けられた名前か？）と呼んでいたわ。 

コーネリアス「居間から」：錯乱して怒鳴っている！ 

ベラ[修道女のように身体を揺すりながら」：この人数を見て、このとき、こ

んなに多くの人が出席して。金婚式よ。みんなが、ダンシー家の人とは限ら

ない。女友だちや男友だちも出席してくれたわ！みんな抱き合って、とって

も幸せだったわ。ずっと前のことだけど—「喘いで」時間が、、、「喘いで」

献身的？「喘いで」いいえ、一人一人だってそんなことはない、、、噂話に

よって、間違って伝わって。ほら、おばあちゃんよ、笑っている彼女を見て。 

コーネリアス：クソを食らっているポッサムみたいにニタニタしている。 

・ ・ ・ 

ベラ：やめて！—ダンシー家は愛に満ちているのに、あの人は憎しみに満ち

ている。 

コーネリアス「立ち上がりながら」：それに、密造酒で稼いだ金で、ダンシ

ー家は満ちている。 

エマソン：やさしく、ベラにやさしく。すばらしい女性だよ。ここでは、と

ても愛されている。 

 

ここでは、BELLA は、50 年以上前に撮られた、祖父母の金婚式のときの、そ

の集合写真を見て、大声で泣き出す。写真を宝物のように大事にしている彼女

は、その写真を見ながら、ある種の興奮状態に陥り、あえぎ声を何度も上げな

がら、声はしだいに熱を帯び、Williams が「ト書き」の中で、“swaying like a 

religieuse”、「修道女のように身体を揺すりながら」と書いているように、ある

種の宗教的、霊的な興奮状態に入っているようである。それほどまでに、彼女

が経験した、この出来事は、彼女にとって、幸福で、大事なひとときであった

のである。しかし、夫の CORNELIUS はというと、彼女の、そんな思いには、

まったく関心を示さず、ただ、彼女の金にだけ関心を示し、彼女を、いつもの

ように、馬鹿にし、揶揄し続けるだけである。 

 劇の終わり、第 2 幕の終わり近くに、BELLA の 3 人の子供たちの幽霊の声が
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CHARLIE: Much later, Mom—fifty, fifty-two years. . .  

BELLA: Impossible to imagine such passage of time . . .[Voice gathering a rhapsodic 

power.] All, all, all gathered together about—old Granmp’s skatterbolt we called it. 

CORNELIUS[from the living room] Delirious shouting! 

BELLA[swaying like a religieuse]: See the number, the many, present for the occasion, 

the Gold Anniversary of it, not all of ’em Dancies, but girlsfriends and boyfriends attended!— 

all embracing, so happy, that long ago—[Gasps.]Time . . .[Gasps.] Commintted?[Gasps.] 

No. Not a one of them . . .Reported falsely by gossip. There, there is Grannie Dancie, look at 

her smiling! 

CORNELIUS: Grinning like a possum eating shit. 

・ ・ ・ 

BELLA: Don’t!—That man is full of hate as the Dancies was full of love! 

CORNELIUS[getting up]: And moonshine money, that’s what the Dancie’s were 

full of! 

EMERSON: Easy, easy with Bella. Wonderful woman, much loved here.(p40-p41) 

（広い間隔の点線部分は省略部分） 

 

ベラ：ありがとう。私にロウソクを持ってきて。もう少し近く。「着色され

た大きな写真に照明が当てられる。」ああああ、、、「彼女はわっと泣き出

す。」 

・ ・ ・ 

ベラ：胸が張り裂けそうよ！、、、 

・ ・ ・ 

ベラ：ええ、これよ。完全な状態ではないけど—ダンシー家全員よ、1930 年

の夏、金婚式の写真。見て？見て？—私の目は時間が経つにつれて雲がかか

ってきた、、、1930 年から、いつまで？何年？今は？「彼女はメガネをはず

す。」 

チャーリー：ずっとあと、母さん—50，52 年、、、 

ベラ：そんなに時間が過ぎ去ったなんて信じられないわ、、、「声は熱を帯

びてくる。」みんな、みんな、みんな一緒に集まって—みんな、それをおじ

いちゃんのスキャッターボルト（車に付けられた名前か？）と呼んでいたわ。 

コーネリアス「居間から」：錯乱して怒鳴っている！ 

ベラ[修道女のように身体を揺すりながら」：この人数を見て、このとき、こ

んなに多くの人が出席して。金婚式よ。みんなが、ダンシー家の人とは限ら

ない。女友だちや男友だちも出席してくれたわ！みんな抱き合って、とって

も幸せだったわ。ずっと前のことだけど—「喘いで」時間が、、、「喘いで」

献身的？「喘いで」いいえ、一人一人だってそんなことはない、、、噂話に

よって、間違って伝わって。ほら、おばあちゃんよ、笑っている彼女を見て。 

コーネリアス：クソを食らっているポッサムみたいにニタニタしている。 

・ ・ ・ 

ベラ：やめて！—ダンシー家は愛に満ちているのに、あの人は憎しみに満ち

ている。 

コーネリアス「立ち上がりながら」：それに、密造酒で稼いだ金で、ダンシ

ー家は満ちている。 

エマソン：やさしく、ベラにやさしく。すばらしい女性だよ。ここでは、と

ても愛されている。 

 

ここでは、BELLA は、50 年以上前に撮られた、祖父母の金婚式のときの、そ

の集合写真を見て、大声で泣き出す。写真を宝物のように大事にしている彼女

は、その写真を見ながら、ある種の興奮状態に陥り、あえぎ声を何度も上げな

がら、声はしだいに熱を帯び、Williams が「ト書き」の中で、“swaying like a 

religieuse”、「修道女のように身体を揺すりながら」と書いているように、ある

種の宗教的、霊的な興奮状態に入っているようである。それほどまでに、彼女

が経験した、この出来事は、彼女にとって、幸福で、大事なひとときであった

のである。しかし、夫の CORNELIUS はというと、彼女の、そんな思いには、

まったく関心を示さず、ただ、彼女の金にだけ関心を示し、彼女を、いつもの

ように、馬鹿にし、揶揄し続けるだけである。 

 劇の終わり、第 2 幕の終わり近くに、BELLA の 3 人の子供たちの幽霊の声が
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聞こえてくる。 

 

BELLA: —Stawm! —Terrible.[....Ghostly outcries of children fade in--in Bella's 

memory—projected over house speakers with the music under....] —Children? 

VOICE OF YOUNG CHIPS: —Mommy! 

VOICE OF YOUNG CHARLIE: —Is supper ready? 

VOICE OF YOUNG JOANIE: —Mommy calls us when to come in for supper. 

VOICE OF YOUNG CHARLIE: —We can play hide and— 

VOICE OF YOUNG CHIPS: —Fly, sheep, fly.      

VOICE OF YOUNG JOANIE: —Let's catch fire flies! 

VOICE OF YOUNG CHARLIE: —Yeh, yeh, let's catch fire-flies, lotsa fire-flies 

tonight.(p82) 

（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

ベラ：—嵐よ！—ひどいわね。「子供たちの幽霊の叫び声がフェイドインす

る—ベラの記憶の中で—音楽とともに、スピーカーから聞こえてくる、、、」

—子供たちは？ 

小さなチップスの声：—ママ！ 

小さなチャーリーの声：—夕ご飯できた？ 

小さなジョウニーの声：—ママは夕ご飯の用意ができたら呼んでくれるから。 

小さなチャーリーの声：—かくれんぼをして、それから— 

小さなチップスの声：—飛べ、ヒツジ、飛べ。 

小さなジョウニーの声：—ホタルを捕まえよう！ 

小さなジョウニーの声：—そうだ、そうだ、ホタルを捕まえよう、今夜、い

っぱい。 

 

この「ト書き」の中に、“Ghostly outcries of children fade in--in Bella's memory”、

「子供たちの幽霊の叫び声がフェイドインする—ベラの記憶の中で」と書かれ

ているように、この子供たちの幽霊は、彼女の記憶の世界にいる、彼女の子供

たちであり、現実の世界にいる子供たちではない。彼らは、じっさいには、姿

を見せず、彼らの声だけが聞こえてくる。彼らは、夕食近くであるにもかかわ

らず、母親に呼ばれるまで、楽しそうに、外で遊んでいる。この光景は、おそ

らく、BELLA にとって、幸せな家庭の原風景であったのだろう。 

 しばらくすると、再び、かすかであるが、子供たちの声が聞こえてくる。 

[Voices of Bella’s children fade in faintly.] 

VOICE OF YOUNG CHIPS AND CHARLIE: —Five, six, pick up sticks! 

VOICE OF YOUNG JOANIE: —Seven, eight, get them straight!(p84) 

 

「ベラの子供たちの声がかすかにフェイドインする。」 

小さなチップスとチャーリーの声：—5、6、棒をとって！ 

小さなジョウニーの声：—7、8、まっすぐ並べて！ 

 

ここでも、子供たちの声が聞こえてくる。その前に引用した場面と同様に、3

人が仲良く遊んでいる姿が彷彿とする場面である。子供たちに関する、次の言

及は、 

 

BELLA[with a luminous smile]: It’s mine, not for Jessie, not for Cornelius—for 

Charlie’s children—coming. 

[Specters of young Chips, Charlie and Joanie enter and take their places around the 

table with Bella.](p85) 

 

ベラ「輝く微笑を浮かべて」：それは私のものよ、ジェシーのためのもので

はなく、コーネリアスのためのものでもなく、生まれてくるチャーリーの子

供たちのためのものよ。 

「チップス、チャーリー、ジョアニーが登場してきて、ベラとともにテーブ

ルの席に着く。」 
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聞こえてくる。 
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（点線部分は省略部分、下線は引用者） 

 

ベラ：—嵐よ！—ひどいわね。「子供たちの幽霊の叫び声がフェイドインす

る—ベラの記憶の中で—音楽とともに、スピーカーから聞こえてくる、、、」

—子供たちは？ 

小さなチップスの声：—ママ！ 

小さなチャーリーの声：—夕ご飯できた？ 

小さなジョウニーの声：—ママは夕ご飯の用意ができたら呼んでくれるから。 

小さなチャーリーの声：—かくれんぼをして、それから— 

小さなチップスの声：—飛べ、ヒツジ、飛べ。 

小さなジョウニーの声：—ホタルを捕まえよう！ 

小さなジョウニーの声：—そうだ、そうだ、ホタルを捕まえよう、今夜、い

っぱい。 

 

この「ト書き」の中に、“Ghostly outcries of children fade in--in Bella's memory”、

「子供たちの幽霊の叫び声がフェイドインする—ベラの記憶の中で」と書かれ

ているように、この子供たちの幽霊は、彼女の記憶の世界にいる、彼女の子供

たちであり、現実の世界にいる子供たちではない。彼らは、じっさいには、姿

を見せず、彼らの声だけが聞こえてくる。彼らは、夕食近くであるにもかかわ
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小さなチップスとチャーリーの声：—5、6、棒をとって！ 

小さなジョウニーの声：—7、8、まっすぐ並べて！ 

 

ここでも、子供たちの声が聞こえてくる。その前に引用した場面と同様に、3

人が仲良く遊んでいる姿が彷彿とする場面である。子供たちに関する、次の言

及は、 

 

BELLA[with a luminous smile]: It’s mine, not for Jessie, not for Cornelius—for 

Charlie’s children—coming. 

[Specters of young Chips, Charlie and Joanie enter and take their places around the 

table with Bella.](p85) 

 

ベラ「輝く微笑を浮かべて」：それは私のものよ、ジェシーのためのもので

はなく、コーネリアスのためのものでもなく、生まれてくるチャーリーの子

供たちのためのものよ。 

「チップス、チャーリー、ジョアニーが登場してきて、ベラとともにテーブ

ルの席に着く。」 
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にもあるように、3 人の子供たち、CHIPS、CHARLIE、JOANIE の幽霊が、そ

れまでのように、声だけではなく、今度は、じっさいに、姿を現して、BELLA

とともに、食卓に着く。そして、彼女は、輝く微笑を浮かべながら、「それは

私のものよ、ジェシーのためのものではなく、コーネリアスのためのものでも

なく、生まれてくるチャーリーの子供のためのものよ。」と言う。これは、こ

の幽霊の場面と重なる形で、平行して進んでいる現実の場面で、DR. CRANE

と JESSIE が話している、彼女が、“the fat yellowed envelope”、「厚い黄色くな

った封筒」に入れて、密かに隠しておいた金のことを耳にして、それに反応す

る形で、その金は、CHARLIE の妻 STACEY が身ごもっている子供に与えると

いう、いわば、遺言の形を取っている。 

 次の子供たちの声、 

 

VOICE OF YOUNG CHIPS, CHARLIE AND JOANIE[together]: —Olly, olly, 

oxen free! 

[The subjective cries have continued in varying tone and volume, enchanting with 

the lost lyricism of childhood.] 

VOICE OF YOUNG CHIPS: —Dark! 

VOICE OF YOUNG CHARLIE: Mommy! 

VOICE OF YOUNG JOANIE: We're Hungry!(p85) 

 

小さなチップス、チャーリー、ジョアニーの声「一緒に」：—捕まえないか

ら、出てきてよ。 

「一人一人の叫び声は、子供時代の失われた叙情でうっとりするような、変

化に富んだ調子や音量で続けられる。」 

小さなチップスの声：—暗くなったよ。 

小さなチャーリーの声：ママ！ 

小さなジョアニーの声：おなかへったわ！ 

 

は、暗くなったので、夕食のために、家に帰る子供たちを描写している。やが

て、家に着いた、子供たちは、母 BELLA とともに、食卓を囲む。この場面は、

子供たちの幽霊が、それまでの声だけの登場ではなく、じっさいに舞台上に姿

をみせる最後の場面であり、食卓の場面である。 

 

BELLA: Chips, will you say—Grace. . . 

GHOSTLY VOICE OF YOUNG CHIPS: Bless this food to our use and ourselves to 

Thy service. 

BELLA AND HER CHILDREN: Amen. 

BELLA[fainly]: Hattie? — You can start servin’ now . . .[Her head sinks slowly to 

the failing support of her hands.] 

・ ・ ・ 

DR. CRANE: Jessie, I think you might dismiss that subject in the presence of death. 

He completes the sentence by drawing his hand gently across Bella’s eyes to close 

them. Ceremonially the ghostly children rise from the family table and slip soundlessly 

back into the dark, each turning at the kitchen door to glance back at their mother. A 

phrase of music is heard.(p86) 

 

ベラ：チップス、お祈りをしてちょうだい。 

小さなチップスの幽霊の声：私たちが食する、この食べ物と、あなたに奉仕

する私たちを祝して下さい。  

ベラと他の子供たち：アーメン。 

ベラ「かすかに」：ハティー？—食事を出して、、、「彼女は、手で頭を支

えようとするが、それができずに、ゆっくりと、沈んでいく。」 

・ ・ ・ 

クレイン医師：ジェシー、死の場面では、その話題は出さないほうがいいと

思うよ。 

「彼（クレイン医師）はベラの目に手を置き、それをやさしく閉じながら、

台詞を終える。儀式のように、幽霊の子供たちは、家族のテーブルから立ち

上がり、台所のドアのところで、一人一人振り返って、母にちらりと目を向
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は、暗くなったので、夕食のために、家に帰る子供たちを描写している。やが

て、家に着いた、子供たちは、母 BELLA とともに、食卓を囲む。この場面は、

子供たちの幽霊が、それまでの声だけの登場ではなく、じっさいに舞台上に姿

をみせる最後の場面であり、食卓の場面である。 

 

BELLA: Chips, will you say—Grace. . . 

GHOSTLY VOICE OF YOUNG CHIPS: Bless this food to our use and ourselves to 

Thy service. 

BELLA AND HER CHILDREN: Amen. 

BELLA[fainly]: Hattie? — You can start servin’ now . . .[Her head sinks slowly to 

the failing support of her hands.] 

・ ・ ・ 

DR. CRANE: Jessie, I think you might dismiss that subject in the presence of death. 

He completes the sentence by drawing his hand gently across Bella’s eyes to close 

them. Ceremonially the ghostly children rise from the family table and slip soundlessly 

back into the dark, each turning at the kitchen door to glance back at their mother. A 

phrase of music is heard.(p86) 

 

ベラ：チップス、お祈りをしてちょうだい。 

小さなチップスの幽霊の声：私たちが食する、この食べ物と、あなたに奉仕

する私たちを祝して下さい。  

ベラと他の子供たち：アーメン。 

ベラ「かすかに」：ハティー？—食事を出して、、、「彼女は、手で頭を支

えようとするが、それができずに、ゆっくりと、沈んでいく。」 

・ ・ ・ 

クレイン医師：ジェシー、死の場面では、その話題は出さないほうがいいと

思うよ。 

「彼（クレイン医師）はベラの目に手を置き、それをやさしく閉じながら、

台詞を終える。儀式のように、幽霊の子供たちは、家族のテーブルから立ち
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け、音もなく、そっと闇の中へ消えていく。短く音楽が聞こえる。」 

 

この場面と平行して、重なる形で進められている現実の場面で、BELLA の死を

目の前に見ながら、金のことを話し続ける JESSIE に対して、DR. CRANE は、

もういいかげんにしなさいという気持ちをこめて、諫めている。 

 この場面を通して、気づくことがある。これは、この家族団らんであり、い

わば、幸せの原風景であると思われる、しかし、この食卓の場面には、本来な

ら、家族の大事な一員である、夫であり、父である、CORNELIUS の姿が見ら

れないことである。この場面だけではなく、小さい子供たちの幽霊が登場する、

他の場面でも、妻も子供たちも、父のことを、一度も言及をしないだけではな

く、彼は、一度も、登場してこない。彼らは、まるで、父がいないのは、当然

であるかのように、父不在の、いわば、母子家庭が自然であるように、振る舞

っている。父がいなくても、この家族はその幸福感を十分味わっているように

思われる。父がいないことに何の違和感も感じられないほどである。それほど

までに、この家族にとっては、父親の存在感は薄い。 

 この場面では、それ以前のように、子供たちの幽霊は、ただ声のみによる登

場だけではなく、じっさいに、再び、その姿を現しているが、この場面は、子

供たちの幽霊が登場する、一連の場面の続きとなっていて、その最後の場面と

なる夕食の場面である。また、“He completes the sentence by drawing his hand 

gently across Bella's eyes to close them”、「彼（クレイン医師）はベラの目に手を

置き、それをやさしく閉じながら、台詞を終える。」という「ト書き」からも

わかるように、この記憶の世界で、子供たちとともに、夕食をとっている場面

の最中に、BELLA は、子供たちに囲まれて、食事の最中に、死を迎えたのであ

る。この劇の冒頭の「ト書き」に、“Midnight, late December of 1982”、「1982

年 12 月の終わり、真夜中」と書かれているように、この日は、ほぼクリスマス

の時期に当たることからも連想されるように、彼女にとっては、まさに、子供

たちとともにした「最後の晩餐」であった。 

 『新約聖書』における「最後の晩餐」は、イエスが磔刑にかけられる前、弟

子たちとともに食した、この世における、文字通り、「最後の晩餐」である。

それは、間近に迫った、イエスの死を暗示しているだけではなく、同時に、イ

エスの死からの復活を表すものであり、そこにあるのは死ではあるが、また、

そこには、再生、新生、希望もある。BELLA にとっても、また、この「最後の

晩餐」は、家族、その家族を構成する一人一人の再生、新生、希望の象徴なの

である。それはまた、Williams が、この劇の「題名」の下に引用した詩句を含

んでいる、Yeats の詩 The Second Coming の The Second Coming、「キリストの

再臨」が暗示している、再生、新生、希望と一致する。死からの再生、それは、

Williams が、この劇に託したものであるとすると、それは、彼が、生前最後の

新作として書いた、この劇に最もふさわしいテーマではないだろうか。 

 

まとめ、キリスト教的な観点から見て 

 

 この劇は、A House Not Meant to Stand の「題名」は、『聖書』の「マルコに

よる福音書」第 12 章 25 節から取られ、劇の「時間」も、12 月の終わり、クリ

スマスの時期であり、この「題名」の下に引用されている、Yeats の詩 The Second 

Coming の The Second Coming も、『聖書』の中では、「キリストの再臨」を表

している。また、「登場人物」STACEY も、“born-again Christian”、「生まれ変

わったキリスト者」であり、この劇の「場所」は Mississippii 州 Pascagoula であ

るが、BELLA の実家 DANCIE 家があるのは、同じ Mississippii 州の実在の町、

人口約 4 千 6 百人の Pass Christian（キリスト教を連想させる）であり、第 8 章 

3 人の子供たちの幽霊の中でも触れたように、BELLA と 3 人の子供たちの食事

の場面は、「最後の晩餐」を思い出させる。このように、キリスト教、『聖書』

に関係する記述が至る所に見られる。 

 これ以外にも、この劇の「登場人物」の身体的特徴や性格を比較してみると、

あることが浮かび上がってくる。それは、キリスト教の歴史の中で、しばしば、

死に至る罪として、"Seven Deadly Sin"（3）「7 つの大罪」と呼ばれてきた、「虚

栄あるいは尊大」、「貪欲」、「法外なかつ不義なる色欲」、「暴食および酩

酊」、「憤り」、「嫉妬」、「怠惰」の 7 つ罪である。「登場人物」と「7 つ

の大罪」を比較してみると、「登場人物」と「7 つの大罪」が相互に関係して
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の場面は、「最後の晩餐」を思い出させる。このように、キリスト教、『聖書』

に関係する記述が至る所に見られる。 
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ことがわかってくる。それをわかりやすく、ある程度、図式化してみると、次

のようになるであろう。 

 

1．栄あるいは尊大：大金をつぎ込んで、まったく以前の顔とは、違った顔

ほどの美容整形手術をした JESSIE、心臓が悪いにもかかわらず、若さを

取り戻そうとして、過剰に薬を飲み続けている EMERSON。 

2．貪欲：CORNELIUS と JESSIE の DANCIE 家の金に対する執着、どんな

ことがあっても、金は絶対に手渡さないという意味で BELLA も含まれ

る。 

3．法外なかつ不義なる色欲：EMERSON、不倫をしていた JOANIE、アナ

ル・セックスをする CHARLIE と STACEY も含まれるか？暗示されてい

るだけであるが、CHIPS の同性愛も含まれるのか？現在では、寛容度が

進んでいるために、それらに対する罪意識は薄れていると思われるが、

この劇が書かれた 1982 年当時のアメリカは、どうであったろうか？ 

4．暴食および酩酊：過食が習慣化している BELLA、過飲をした CHIPS は、

31 歳で、末期的なアルコール依存症で死んでいる。 

5．憤り：妻の実家 DANCIE 家に対する怒り（これには、金銭がらみで、妻

に対する怒りも含まれる）を持ち続ける CORNELIUS。 

6．嫉妬：BELLA の金を我が物にしようとして、画策し続ける CORNELIUS

と JESSIE は BELLA の金に嫉妬していると言えるか？また、若さを維持

しようとして、美容整形や薬にたよっている JESSIE と EMERSON は、

若さに嫉妬していると言えるか？ 

7．怠惰：働かないで、妻 BELLA の金を狙っている CORNELIUS や JESSIE

は怠惰に値するか。 

 

この劇の中の、主要な「登場人物」、CORNELIUS MCCORKLE、BELLA 

MCCORKLE、CHARLIE MCCORKLE、EMERSON SYKES、JESSIE SYKES、

STACEY だけでなく、舞台上には、登場しない CORNELIUS・BELLA 夫妻の 2

人の子供、CHIPS と JOANIE も、何らかの形で、この「7 つの大罪」の中に、

当てはまるように思われる。このことは、暗に、人間は、何らかの形で、罪を

犯しつつ生きている、罪を犯さないでは、生きられない存在であることを示し

ている。 

 Williams が、この劇の「登場人物」の性格描写をするに当たって、この「7

つの大罪」の概念が、まず、頭の中にあって、彼らの性格描写を書き始めたの

か、それとも、書いているうちに、結果として、「7 つの大罪」に当てはまる

ような人物描写になったのか。どちらであろうか。筆者は、それは前者である

と思っている。というのは、この劇の中では、この拙論の中で見てきたように、

『聖書』やキリスト教に関する言及が、直接的、間接的を問わず、随所に見ら

れるからである。彼にとっては、母方の祖父が牧師であり、母が牧師の娘であ

り、幼いときに、父が不在のとき、牧師館に住んでいたこともあるので、彼に

とっては、好き嫌いを問わず、知らないうちに、彼の身に染みついたものであ

ったに違いない。そのため、同性愛者であった彼にとっては、キリスト教は、

彼を縛る不自由この上ないものになり、また、ときには、自らを慰めてくれる

ものになったのだと思われる。信仰が、その信仰的なレベルで、その人の中で、

どの程度のものであったかを推し量ることは極めて難しい。Williams の場合も、

同じである。しかし、この劇からもうかがい知ることができるように、彼の中

では、キリスト教がかなりの位置を占めていたということだけは言えるだろう。 
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