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ジョー・オートン『見舞客』
―地味な初期戯曲―

矢　島　直　子

　『見舞客』は作者ジョー・オートンが書き始めた初期の 1961年に書かれた。

オートンが成功するかなり前の時期の作品である。けれども、作者の死後 30
年ほどたってから発見されたため、ジョン・ラーが紹介文を書いた 1976年出

版の『オートン全集』には収録されていない。1  当作品はテレビ作品か映画用な

のか戯曲なのか明確に述べられていない。が、Dissolve（ある場面から次の場

面へ重なりながら映像が転換していく方法）という映画・テレビ用語が、作中

で数回使われているため、映画かテレビを念頭に置いて書かれた、と推測でき

る。ちなみにイギリスでテレビ放送が始まったのは、当作品の書かれた直前で

ある。したがってテレビ作品の可能性は十分にある。

　さらに、1959年作の Carry On Nurse という作品がある。2  今はビデオになっ

ているが、元は映画用に製作されたものであり、喜劇的な作品である。オート

ンの友人で俳優だったケネス・ウィリアムズが出演しているので、オートンが

この作品を見た可能性は高い。もしかすると、この作品に触発されて『見舞客』

を書いたのかもしれない。以上はすべて推測であるが、作品の書かれたきっか

けの一つになりうるものとして指摘しておきたい。

　さて、作品である。開幕のト書きで舞台が病院であることが示される。見舞

客用のベルが鳴って話が始まる。中年女性が他の見舞客から離れて看護婦長に

話しかけるが、相手にされない。やがて女性は見舞う相手の年寄りを見つける。
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　　Mrs Platt.  Here you are! ここにいたのね！

　　Kemp.  Oh, here you are. ああ、来たか。

何気ない出だしである。でも、二十行と進まないうちに、ケンプが「パイプた

ばこを吸いたい」「とにかくもう死ぬのだから」と言うので、事態が深刻なのだ

ろうと思わせる。それでいて、ケンプの娘らしいプラット夫人はその前に甘い

お菓子を渡す。ケンプの病気が深刻なのか否かは、この時点では確かには分ら

ない。

　この後、場面は看護婦の控室に移り、活気が出てくる。競馬に賭ける者がい

たり、看護婦長は見込みがないと言って反対したり、と言う具合である。同時

に仕事の性質上、そういうことをしていていいのか気になるところである。作

者が客観的に看護婦の様子を描いているのか、批判的に描いているのか、分か

りにくい。おそらくは客観的に描いて、判断は読者にゆだねているのだろうと

思う。

　看護婦の間の話でケンプの病状が深刻なことが分かる。当人がそのことを

知っていることも伝えられる（106ページ）。そうとすると、予想外の展開でも

なければ、話の成り行きが見当がつく、ということであり、その点をどう作者

が扱うか興味を引くところである。

　だが、先を急がずに事態の推移を見ていくと、看護婦の一人が上司の看護婦

長に腹を立てている。仲間は多かれ少なかれたしなめる。が、その中に、看護

婦長に言いつける人がいる、と注意を促す者もいる。それでもかまわない、と

言うと、フラザカリーというアフリカ系イギリス人と思われる看護婦が、退職

したらベッドを整える仕事にはつけないとたしなめる。といった具合に、看護

婦の間に波風が立つこともある。

　お茶の時間には、ケンプがプラット夫人に強いられてケーキを食べる。夫人

は病人のために卵を持ってきていて、看護婦に渡す。さらに、軽い読み物も持っ

てきていて、看護婦にロッカーの上に置くように言われる（p.113）。どれもケ

ンプの役に立つ様子がない。卵を食べる場面も本を読む場面もないのである。
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プラット夫人は見当はずれの見舞いをしているということであろう。

　そのうちケンプが看護婦のオハラに年齢を聞くと、二十二歳と答える。ケン

プは七月まで生きれば自分は八十五歳になる、と言う。プラット夫人は、もち

ろんだ、何年も生きると言って励ます。ここでは若い看護婦と老いたケンプが

対照的に示されている。ケンプは次の夏を見ることはないだろう、と言って、

プラット夫人とオハラ看護婦に反対される。ケンプは死の予感を抱いていると

思われる。

　ついで、オハラ看護婦がプラット夫人が見舞いに持ってきたトフィー（甘い

菓子）を見つけて、夫人をたしなめる。詫びる夫人に向かって、オハラは「あ

なたがた見舞いの方ときたら、患者さんを死なせたいみたいですね」と厳しい

ことを言う。

　その後溶暗して、フラザカリーがプルーストの『スワン家のほうへ』を読ん

でいるクローズアップになり、ついでほかの看護婦たちが雑談したり、編み物

をしたりする場面になる。そのうちに、ブラウン看護婦がフラザカリーの読ん

でいる本が白鳥の本なのかと見当違いの質問をすると、あなたには面白くない

本でしょう、とフラザカリーは言って答えない。独立心旺盛な人物像なのだと

思う。ブラウンはいらだつが、すぐにほかの看護婦と話し始める。

　そこにスコットランド出身のキャメロン看護婦が登場し、座るとわっと泣き

出す。ほかの看護婦たちが理由を問いただすと、「子供ができた」と言う。ブラ

ウンは「それだけのこと」と軽く言うが、作品の書かれた 1960年早々の時期に

は、未婚の女性の妊娠は問題になりえたし、中絶は違法であった。したがって、

第一幕は当時ならスキャンダラスな出来事でフェードアウトするわけである。

　第二幕には、ケンプと同室の患者バセットが登場し、今までとは違う方向に

話題が広がる。出だしはさながら言葉の遊びである。ケンプが「あんたが死ん

だ（dead）と言ってたぞ」と言うと、イアホンをしたバセットは聞こえずに聞き

返す。するとケンプが同じセリフを繰り返し、それを受けたバセットが「そう

だ、彼女はベッドを整えてくれた」と言う。ケンプが「いや、DEAD だ！…」　

と言い返す。dead と bed と韻を踏む言葉の遊びである。このような言葉の遊
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びはオートンにおいては珍しい（p.120）。話は食い違ったまま先に進み、ケン

プが「具合が悪そうだったが、お前は死にそうではなかった」と言い、バセッ

トが「ちょっと具合が悪かった」と同意する。ついでケンプがたばこを吸うの

を許された話に移る。ケンプは「彼らは俺を殺したいんだろう」と言う。バセッ

トはバセットで「 初はこうだと言って、次は別のことを言う。どういうこと

だ？どういうことだ？ほんとに困るよな」と言う。でもケンプに逆らって「あ

んたは良くなっているんだよ」と答える。だが、ケンプは「彼らを信頼してい

ない」と言い、ついで「看護婦の世話になっていて大丈夫なのだろうか。ウィ

ルキンズ爺さんのことを考えてみろよー金曜日に看護婦長と話していたんだ

よ。（間）土曜日には死んだぞ」と言う。バセットに「注意したほうがいい。名

誉棄損で訴えられるぞ」とたしなめられても、気にしている様子はない。ケン

プが遠慮なく批判するところはイギリス人らしいと言える。現代にあっても、

批判精神旺盛なイギリス人であるのだから。また看護婦たちの会話の中にも批

判が結構出てくる。彼らも批判精神が旺盛だと言うことだろう。

　二人の話がケンプの子供たちに移り、病気で亡くなった子供の話のあとで、

バセットに促されて、歌を習おうとした娘の話になる。結局は、歌の先生が忙

しくて習えなかったしだいを話す。先生の家にタクシーで行った話をし、それ

が習わしだったと言う。ケンプはそういう習慣が労働者階級には重荷になった

ことを話す。

　当時の支配階級は無理を強いる支配をした。不可能だったよ。連中自身が

その半分も守れなかった。おまけに連中はよく飲んだ。酒を飲みすぎると、

脳がやられるんだよ。（p.124）

　オートンには珍しい直接的な上流階級批判である。だが、それ以上は発展せ

ずに、バセットが前日ラジオで聞いたドラマに話が移る。ケンプはドラマを聞

けなかったことを残念がる。

　プラット夫人がまた見舞いに来る。ケンプがバセットとプラット夫人に、第
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一次大戦で勲章をもらったのに、次の大戦で勲章を吹き飛ばされたことを語る。

その話の合間に、プラット夫人がバセットを知っていることに気が付く。特に

バセット夫人のアイリーンと付き合いがあり、同じ労働者クラブに属している

ことを話す。さらに、バセット宅を訪れたことを話す。そこにケンプが、戦争

は死者一人に値しないと語る。プラット夫人とバセットの現在の話と、ケンプ

の過去の戦時の話がここでは交錯する。

　ついで、バセットのごみ処理の仕事に話題が移り、どのように稼いだか、な

どの話をする。が、プラット夫人が仕事の後の入浴の話をすると、バセットが

攻撃的になり、自分は匂わない、と言い張る。そこにブラウン看護婦がバセッ

トを入浴させようとしに来るので、バセットは意固地になって抵抗する。看護

婦長もやってきて、しばらく不毛なやり取りをした後、婦長はブラウン看護婦

と協力して、バセットを強引に連れ出す。言うまでもないが、ここでは女性が

男性に対して力づくで強いているわけである。

　後に残ったケンプとプラット夫人は、バセットが匂うと言う。ケンプはバ

セットが職場で急に狂ったようになって監督をなぐったために、入院する羽目

になった、と話す。バセットが入浴の件で抵抗したのが実例として示されたの

で、入院の経緯が信じられるものになっていると思われる。

　次いで、ケンプとプラット夫人の話題はジャニスとマッジに移る。二人とも

当作品の前の戯曲『フレッドとマッジ』に出てくるのだが、当作品ではプラッ

ト夫人の娘がマッジ、さらにその娘がジャニスと見当がつく。そして、『フレッ

ドとマッジ』の時より、フレッド、マッジ一家の暮らしぶりは豊かになったら

しく、娘のジャニスが乗馬のレッスンを受けていることが述べられる（pp.139-

40）。
　さらに、話題はプラット夫人の知り合いのフラックウェル夫人がサッカー賭

博で少々稼いだことに移る。ケンプとプラット夫人のおしゃべりから、二人の

身を置く環境が労働者階級のものであることがうかがわれる。ケンプが調子が

悪くないことを話した後、プラット夫人は帰宅の途に就く。その後入ってきた

シムズ看護婦がプラット夫人が一人娘かと聞くと、ケンプは生き残ったたった
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一人の子だ、と答える。その時、衝突音、ブレーキ音が聞こえ、シムズが覗い

て「何でもない。事故があった。見てはいけない」と言う。が、ケンプはベッ

ドに乗って見て、「娘だ！」と言い、ゆれながらヒステリックにしゃべり笑って

からやめると、シムズを見つめたまま、フェイドアウトになって二幕目が終わ

る。

　第三幕は第一幕の出だしと逆になり、けがをして入院したプラット夫人を見

舞いにケンプが来る。

　　Kemp.  Here you are then.

　　Mrs Platt.  Oh, here you are.（Pause）

上の部分だけ見ると、第一幕の出だしと似ている。作者オートンが意図的に形

式を整えたのかもしれないと思う。ケンプがプラット夫人のことを心配したと

言い、さらにマッジが見舞いに来たことも言う。今まで来なかった理由は、病

院側が許さなかったためだと分かる（p.144）。先にジャニスが乗馬レッスンを

受けている話が出たが、ここでも前作の『フレッドとマッジ』と当作品が結び

付けられている。だが、両作品の関係はそれ以上深まらない。

　次いで話はプラット夫人の友人フラックウェル夫人の娘か孫のモリーに移

る。娘か孫か明白ではない。がいずれにしても、少々不良娘らしいモリーにフ

ラックウェル夫人が手を焼いている様子が伝えられる。このくだりは、プラッ

ト夫人とケンプが身を置く環境を示しているものと言えるだろう。

　その後、ケンプがベッドに座っているのをマーカンド看護婦長がとがめた

後、プラット夫人が看護婦長の不満を言う。その中に、「職業紹介所（Labour 

Exchange）のよこす人で我慢しているのよ」と言うくだりがある（p.150）。どこ

まで本当か分からない意見ではあるが、当時の労働慣行の一端を示していると

思われる。

　看護婦のキャメロンがプラット夫人につかまって噂話に付き合うことになっ

たとき、病院が話題になると、プラット夫人は医者に対する不信感を述べる。
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遠慮なく言うプラット夫人に対して、キャメロンは警戒している様子で、思う

ことを言わない。が、看護婦室に戻って、プラット夫人につかまっていた話を

すると、夫人が際限もなくしゃべると言って、仲間たちはキャメロンを気の毒

がる。キャメロンはこの時、看護婦長が見舞客の気にも障る、とさえ言う。

　話題はキャメロンのことに移り、妊娠したキャメロンが「結婚しなくちゃ」

と言うと（p.156）、ブラウンは「何のために？」と言う。キャメロンが「赤ん坊

のためよ」と言うと、ブラウンは「その子が気にすると思うの？」と言う。キャ

メロンが相手からプロポーズされたことを言うと、ブラウンは「それじゃ問題

ないでしょ」と言う。が、キャメロンが「問題がある。彼を愛しているか分か

らないの」と言う。仲間はあきれて意見を言うが、キャメロンは迷いがある、

と言う。相手が兵士であること、自分が本当に相手を愛しているか分からない

こと、を言うと、仲間はさらにあきれてたしなめる。しかも、相手がまだ十八

歳と言うと、ブラウンが言う。「頭を調べてもらいなさい！誘拐罪でつかまる

わよ。（間）でも、気にしないで。言わなければ言わないほどいい。シムズがあ

なたのために新生児用品一式を編んでくれるわよ」（三幕、p157）。
　その後話題は移り、本を読んでいたフラザカリーが立ち上がって出ていく

と、話がその本のことになる。ブラウンは本がプルーストの『スワン家のほう

へ』（『失われた時を求めて』第一巻）ということは分かっているようだが、白鳥

についての本でわいせつで粗野な作品だと思っている。また、著者はマルセル・

プルーストではなく、アンドレ・プルーストだと思っている（pp.158-9）。微苦

笑を誘うくだりである。ひょっとすると、作者オートンの冗談かもしれない。

　そこに看護婦長が登場し、看護婦たちに仕事の確認をする。当番を終えたと

ころだ、と言うもの、これから当番をしに行く、と言うものなどがいる。勝手

に早く当番を終えたらしいブラウンを婦長がとがめると、ブラウンは「ボトル

を詰替えていました」と答えて難を逃れる。さらに婦長がほかにも確認して出

ていくと、ブラウンがいらだって看護婦長の悪口を言う。「『五十歳の女性の驚

き』魅力のない看護婦マーカンドが言った、もう少しで希望を捨てるところで

した。」ついでオハラが「それは無原罪の御宿り（聖母マリアの）でなくてはね。
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男性はだれも彼女に触れようとしないでしょうから」と言う。さらにシムズ

が「婦長は薬剤室の男性に夢中になっている」とうわさをする。と言う具合に、

仕事場で女性が自分を叱った同性の上司の悪口を言う様子が手加減することな

く描かれている（pp.160-1）。
　そこに婦長が戻ってくると、シムズはさっさと姿を消すが、ブラウンは逃げ

そこなう。婦長は、「昨夜ケンプが夕食を食べそこなったと言っているが？」と

問いただす。ブラウンはケンプが眠っていたから、と言い訳をするが、婦長は

「起こすべきだった。彼は食事の間をあまり開けてはいけないのだから」と言

い、さらに追及する。ブラウンが「もう遅くなりすぎていたから」ということ

と「お茶の時間にしっかり食べた」ということを言い訳に使うと、婦長は納得

せずに「このことを覚えておきますからね」と言って立ち去る（pp.161-2）。
　ブラウンはいらだって文句を言うが、仲間からたばこをもらって吸ったか吸

わないかの合間があってから、看護婦長がもどってきて、数分でベルを鳴らす

から、フラザカリーに病室に行くように、と指示を出す。それに応じて看護婦

たちがあわただしくなる。

　この後またデゾルブして、プラット夫人の病室に場面が移る。プラット夫人

は自分の話を聞いていなかったと思しきケンプが「何と言ったんだ？」と言う

と、「心ここにあらずだったようね。私が話しているのに、『お父さん、聞いて

いない』と独り言を言っていたのよ」と答える。さらにケンプが「疲れた気がす

る」と言うと、「いい兆候だわ」と小声で言ってから大声になり、「『誰もがいつ

かは行かなくてはならない』と言っていたのよ」と言う。ケンプが「どこに行く

のだ」と聞くと、気乗りしない様子で「分からないわ。天国だといいけれど」と

答える。ケンプは「死ぬってことか？」と問い返す。

プラット夫人　死が終わりだと信じたことはないわ。私たちが愛していた人

たちにまた会えるのだと信じている。そうなると教わったわ。死んだら

何もないのだと言って、人を意気消沈させる人に我慢できない。私はそ

ういう人たちには全く耳を貸さないの。…
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ケンプ　妙な気分のようだな。お前を元気づけようと思ってここに来たの

に。

プラット夫人　眠りにつくのと完全に同じなのかしら。

ケンプ　お前がそんな風に話すとぞっとする。

プラット夫人　眠りにつくのは気持ちがいい。

ケンプ（うつらうつらしながら）　とても気持ちがいい。　（163ページ）

　この後もプラット夫人は話つづけるが、看護婦のフラザカリーが入ってきて、

「大丈夫ですか」と聞く。「何かお入り用ですか？」とさらに聞くと、プラット夫

人は断る。二人でケンプを見ながら話を続ける。プラット夫人が言う。「本当

に眠っているのではないと思う。聞こえないふりをしているけど、聞こえてい

るのよ。横になっている様子を見てごらんなさい。笑顔でしょう」（p.164）。
　するとフラザカリーがベッドを回って、ケンプの様子を見に行く。まだプ

ラット夫人は話し続けるが、フラザカリーが「からかってはだめですよ。様子

がー」と言う。プラット夫人がどうしたのか聞くと、フラザカリーは「絶対、

こんなことにはなってほしくなかった」と言う。場面がデゾルブして看護室に

移る。看護婦のオハラとブラウンが競馬の賭けの話をして帰ろうとしていると

ころに、フラザカリーが駆け込んでくる。理由を問われて、フラザカリーが言

う。「三番の患者よ、亡くなったわ！彼女がひどく騒いでいる。あなたたちは

洗物をしていたと言えばいい。急いで」

　シムズ看護婦が駆け出していき、混乱が生じる。場面がデゾルブしてプラッ

ト夫人が写る。夫人が「お父さん…亡くなった」と言うと、見舞いの時間の終

わりを告げるベルが鳴る。場面が溶暗して終わる。

　という次第で、ケンプの終わりはあっけなく、たんたんとしていて現実的で

あり、納得がいく。作者の若書きの作品なのだが、高齢者の死にゆく様子を客

観的にとらえている。

　ただし、ケンプが主筋、看護婦たちがわき筋と思われるのだが、肝心のケン
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プの部分よりも、看護婦たちの様子のほうが活気があって興味を引き付けられ

る。若い作者が老人を扱うのは珍しいと思うが、成功しているとは言い難い。

　オートンの場合、ほぼどの作品にも共通していると思うのだが、語り口はド

ライである。当作品においてもその点は変わらず、亡くなったケンプに対する

娘プラット夫人の 後の言葉は、事実を述べているだけである。当作品が舞台

向けか、テレビ向けか、映画向けかを問わず、上演、上映した場合に、ケンプ

の 後は湿っぽくはならないだろう。今後書くことになる作品の数々と同様、

この作品にも率直に包み隠すことなく書く、という作者の基本的な姿勢が見て

取れる。その点を評価したいと思う。
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