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『シルヴィアは誰？』における仕掛け
―虚構と現実―

落　合　真　裕

1．はじめに

『シルヴィアは誰？』Who Is Sylvia?（1950）1 は、作者テレンス・ラティガン

（Terence Mervyn Rattigan, 1911-77）と浮気を繰り返し続けた父親フランク・ラ

ティガン（Frank Rattigan, 1879-1952）、母親ヴェラ・ラティガン（Vera Rattigan, 

1885-1971）を描いた伝記的要素が色濃く反映されている作品である。381回
の上演記録を残した作品ではあるが、批評は散々であった。一つの問題点とし

て、この作品は「軽快な劇」‘light comedy’ としてとらえるとシリアス過ぎる部

分があり、真面目な劇としてとらえると軽々しく感じさせてしまう曖昧さがあ

る。マイケル・ダーロウ（Michael Darlow, 1934-）も表面的な軽快さの下に何か

暗くシリアスな問題が存在することを感じさせる作品であると、著書 Terence 

Rattigan: The Man and His Work（2000）の中で述べている。

Although for most of its length Who Is Sylvia? is a pleasant enough little romantic 

fantasy, there is an unevenness of tone and a sense of something darker lurking 

beneath the surface.2

 

更に彼は、この作品の弱点は年老いた父親と母親への作者の配慮や思いやりで

あることも指摘している。3  両親を傷つけず、厳しく批判をしない心遣い故か、

この作品では喜劇に必須の虚構性、非道徳性を持つ設定や人物像は、現実や道

徳に支配されて葬り去れてしまう。その結果、観客に笑いよりも同情や憐憫を
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感じさせ、シリアスな印象を残してしまっていると考えられる。だが、喜劇的

な作品にはあまり相応しくない現実の介入という仕掛けに焦点を当てると、単

に両親への思いやりや配慮からだけではないことが浮かび上がってくる。他の

作品にも共通する、ラティガンの「弱点を持つ人間への深い理解」が根底にあ

るからこそ、現実性を排除できなかったのではないかとも考えられる。喜劇『シ

ルヴィアは誰？』における喜劇的な仕掛けと非喜劇的な仕掛け、すなわち「虚構」

と「現実」に焦点を当てて、ラティガンの人間への理解と同情ゆえに「軽快な喜

劇」‘light comedy’ になり得なかったことを明らかにしてみたい。

2．マークの虚構の世界

　第 1幕から第 3幕までナイツブリッジにあるアパートの一室を舞台に、外交

官を努めるマーク・ビンフィールド（Mark Binfi eld）の情事が描かれる。第 1幕
では初めてマークが浮気をする様子と周囲の人々とやり取りが描き出されてい

る。彼が浮気相手として選ぶのは、終始一貫して 17歳の時に一目惚れをした

シルヴィア（Sylvia）に似た女性である。 初の浮気相手シルヴィアはバスで出

会ったダフネ・プレンティス（Daphne Prentice）という、マークよりも階級の低

い女性である。この第 1幕では現実性よりも虚構性、非現実性が強調され、既

に筆者が拙論で述べたようにオスカー・ワイルド（Oscar Fingal O’Flahertie Wills 

Wilde, 1854-1900）の『真面目が肝心』The Importance of Being Earnest（1895）を
模倣した nonsense 的世界になっている。4

　マークは『真面目が肝心』の登場人物たちのように、内実より表層、真実よ

り虚構に重きをおいている。まず、シルヴィアに似た容姿を持っているという

理由だけで、ダフネを情事の相手として選んでおり、そして即席の偽名マーク・

ライト（Mark Wright）を用いて架空の人物になりきる。この偽名に関してジョ

ン・A・ベルトリーニ（John A. Bertolini, 1947-）は The Case for Terence Rattigan, 

Playwright（2016）のなかで、マークは ‘Wright’ と名乗るとき、彫刻家であるた

め ‘wright’「製作者」であることを示していると同時に、ラティガン自身の職業
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‘playwright’ との関連性も指摘している。5  いずれにしても ‘Wright’ は芸術との

結びつきがあり、虚構性を帯びた名前として印象づけられることは明らかであ

る。更に、‘Wright’ は「単純で正直で直接的」 “Simple and honest and direct”（19）
6 に聞こえて良いとマーク本人は気に入っているのだが、それらの意味から、

‘Wright’ と同音の ‘right’が意識されていると考えられる。Mr. Rightは「理想の（結

婚）相手、運命の人」という意味を持っているため、事実とは真逆であり「ライ

ト」という名の虚構性が強調されている。

　更に、妻のキャロライン・ビンフィールド（Caroline Binfi eld）に電話をしな

くてはならない事態となった時、ダフネに席を外して欲しいことを伝えると、

彼女はマークが諜報部員だと勘違いをする。妻からの電話であることを伝えら

ないマークは、真実を伏せておいたまま彼女に諜報部員だと勘違いをさせてお

き、マーク・ライトの世界の虚構性を高める。

　ダフネという名もまた、この幕の虚構性を象徴する要素となっている。マー

クのやり取りから、ダフネはギリシャ神話に登場するアポロンに追われて逃げ

惑う「ダフネ」を連想させる。ダフネはマークと対面した直後から、絵画の話

やロシアの経済の問題を話題に挙げて、少しでも教養がある振りを見せている

一方で、ロマンチックな雰囲気にならないように予防線を張りマークへの警戒

心を示している。庭について話しをした時のダフネの反応には、マークから深

い関係を迫られることへの戸惑いと多少の恐れが表れている。

DAPHNE. Is that your garden, out there?

MARK. What? Oh yes. It belongs to this fl at.

DAPHNE. Nice having a garden-especially this weather.

MARK. We might sit out there, later.

DAPHNE. Yes. That’d be nice. How do you get to it?

MARK. Form the bedroom.

DAPHNE. Oh. (After a faint pause.) Yes. That’d be very nice.（14）



－ 46－

落　合　真　裕

このト書きにある「かすかな間」はマークが求める関係にダフネが躊躇してい

ることを表しており、ギリシャ神話のアポロンの求愛に戸惑うダフネを連想さ

る。実際にダフネは弟のシドニー（Sidney Prentice）が現れると、マークのもと

を去ろうとし、 終的に二人は結ばれることなく、アポロンとダフネの結末と

同様になる。

　すなわちマークだけではなく、ダフネもまた神話という架空の世界の存在を

想起させるような仕掛けになっていることでこの幕の虚構性が高まっている。

また、マークの友人の好色な少佐オスカー（Oscar Philipson）の行動も、その一

助となっている。ダフネとマークがキスをしていると、ダフネを迎えに来た弟

シドニーが現れる。ダフネの母親は娘が娼婦扱いされることを危惧し、弟に姉

を連れ戻すように命じている。マークとダフネの非現実的な空間に現実問題が

突如として介入してくるシーンだが、アパートの持ち主であるオスカーにより、

二人は現実問題を回避することになる。オスカーはまず、シドニーに帰宅をし

たら母親に嘘をつくように命じ、そして、自身はダフネの母親に電話をして、

一部真実を交えながらも嘘話でうまく丸め込んでしまう。つまり、実人生の問

題を嘘、虚構で解決しようとする。このように第 1幕は虚構性が強調されて

おり、非現実的な空間としての印象を強めている。

　だが、ダフネの家族問題が片付いた後、再度マークたちに現実の問題が突き

つけられる。ツェッペリンの襲撃が始まり、それを楽しみにしていた息子のデ

ニス（Denis Binfi eld）が、義父から非難されるのではとないかと心配になった

マークは帰宅を余儀なくされる。そして、ダフネとの非現実的な空間も急遽幕

を閉じることになる。つまり、第 1幕では 終的に実人生に関する問題がマー

ク・ライトの虚構の世界を妨害するという形で終わり、ラティガンはあえて実

人生の問題を排除できない現実を観客に提示している。この終幕を観客に予想

させるかのように、二重生活のためにオスカーにアパートの譲渡を申し出た

マークに、オスカーは次のように忠告している。
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OSCAR. Seriously, Mark, and at the risk of being a bore-it’ll never work. You really 

can’t hope to have the best of your two worlds. They’ll collide and blow each 

other up. Mark Wright blown up would be a good things, but I’m not keen-on 

seeing Mark St Neots in little pieces.

MARK. There’s no reason why they should ever confl ict. I intend to keep my two 

worlds rigidly separate.

OSCAR. You can’t, you can’t. Nature will take her revenge-you mark my words.

（41-42）

そして、この言葉の直後にツエッペリンの襲撃が開始し、マークは急遽帰宅せ

ざるを得なくなる。つまり、二重生活の実現の不可能性を際立たせ、理想の世

界を築けない現実を観客に突きつけて第 1幕は閉じることとなる。劇の冒頭

から非現実的な虚構性を帯びた世界を印象づけながらも、それらが現実問題に

よって失われてしまうリアリティの勝利が描き出されているのである。そし

て、第 2幕、第 3幕と、マーク・ライトの世界は虚構性と非現実性をより一層失っ

ていくことになる。

3．虚構性を失うマーク・ライトの世界

　第 2幕では第 1幕の 12年後の設定になっており、マークは 44歳であるが

35歳と偽っている。また、マーク・ライトの名刺まで作成し、空想世界を実

体のある世界として彼は成り立たせようとしている。第 2幕のシルヴィアは

舞台女優ノラ・パターソン（Nora Paterson）である。マークは情事のための一室

の下の階の部屋を借り、彼女の発案でパーティを開いている。ラ・パースに勤

務が決まったマークはノラとの生活、すなわちマーク・ライトの世界に生きる

ために、外交官としての職を辞することをオスカーに告げる。
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MARK. […]I tell you, Oscar, if I give in now, I give in to old age, and dullness and 

respectability and drab security and all the things I’ve been trying to run away 

from in the last thirteen years-ever since I invented Mark Wright. Very well-

the two worlds have collided-who cares? Better Binfi eld go under than Wright. 

Binfield is nothing-there are millions like him-respectable, domesticated, 

frustrated bores, half-dead without knowing it. But Wright is alive-he has a great 

capacity for living-（63-64）

マークは夫、父親としての理性的で落ち着いた愛の世界を否定し、ノラとの感

情や欲望にありのままの愛の世界に身を投じようとしている。実体のない架空

の世界にいる自分に生命を吹き込みたいと、虚構性への執着が第 1幕より増

していることが分かる。

　ところが幕が上がって間もなく、マークに現実世界の問題が降り掛かって

くる。パーティの参加者にマークを「ビンフィールド」と本名で呼ぶウィルバ

フォース大佐（Wilberforce）が登場し、困惑するマークは執事のウィリアムズ

（Williams）に彼を追い出すよう命令する事態となる。そして、息子デニスが外

交官ではなく役者としての道を歩むことを決心し、そのことに反対するマーク

は電話で妻と口論になる。それだけではなく、デニスはアシュラ・カルペパー

（Ursula Culpepper）という名の破廉恥で悪名高い女優と交際しているため、父

親として息子を説得し諦めさせなければならないと悩んでいる。冒頭から現実

世界の問題がマーク・ライトの世界に入り込んできており、マーク・ビンフィー

ルドとしての責任を果たさざるを得ない状況に追い込まれていく。オスカーは

第 2幕の中でマーク・ライトの世界の崩壊を予兆するかのように ‘catastrophe’、

‘disaster’、‘utter catastrophe’ などの破壊を意味する言葉を頻繁に口にする。そ

のような現実問題と架空世界の狭間で揺れ動くマークのアパートに、突如とし

て息子デニスが現れ、彼はマーク・ライトとして生きるために外交官を辞めよ

うとする父親を説得しようとする。また、デニスはマークがシルヴィア像を追

い求めて浮気を繰り返してきたことも知っており、マークの浮気癖は一種の固
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定観念から生じ、誰にでもある欠点のひとつであると父親に同情、共感を示す。

DENIS. It’s funny, you know. I imagine an awful lot of people go through life in 

love with the same face.

MARK. Yes. I imagine they do.

DENIS. It’s arrested development, really, isn’t it?

MARK. Is it?

DENIS. A sort of narcissism, I think.

MARK. Narcissism?

DENIS. Well, you know-what you’re really in love with is your vanished youth.

 ・・・

DENIS. […]I mean, arrested development’s awfully common, really. Practically 

everyone has it, in one form or another-（70-71）

この後でマークはデニスの言葉により、自分の症状が一種の病気ではないかと

疑い始め、デニスに診察料が安い医者を紹介して欲しいことを伝える。また、

デニスはウィルバフォース大佐の妻と浮気したことで、大佐から追われている

オスカーに気づくと、偽名でオスカーを大佐に紹介し、嘘をつくことで現実問

題を回避する。マークの虚構の世界は色あせていく一方で、デニスの虚構性は

現実問題を解決する効力を発揮する。更に、マークにとっては実現が難しい「別

の人物になり架空の世界で生きる二重生活」をデニスは可能なものとする。こ

の幕の 後で役者になる彼は、「デニス・ライト」という芸名を用いて偽りの父

親の名を継承し、舞台という虚構の世界で別の人物になることを予告する。皮

肉にもデニスとマークの立場は入れ替わり、マークにとっては実現不可能な別

の自分になる生活をデニスが実現させる。

　一方で、マークの虚構の世界は現実に取って代わられ、もはや虚構性のかけ

らもなくなる。デニスの登場により、マークはノラに実名と身分を明かす羽目

になるが、実はノラはボトルバーブのアマリア皇女であり、ノラは母親の名前
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であることを彼女は明かす。この告白によりマークはノラにも嘘をつかれてい

た現実を突きつけられ、再び過酷な現実世界へと引き戻されることになる。

　第 1幕よりもマーク・ライトの世界に現実の問題が止めどなく現れ、マー

クは実人生との直面を余儀なくされる。社会的任務や束縛から逃れ、理想的で

本能のままの生き方を貫こうとするマークの世界は、無惨にも第 2幕で完全

といっていいほど崩壊する。理想や虚構に対する現実の勝利は明白であり、第

1幕よりも虚構性は薄らいでいる。

4．存在し得ないマーク・ライトの世界

　第 3幕は第 2幕の 21年後でマークは 65歳になっている。マークは「わた

しは見事に整った人生、見事に管理された二通りの人生を振り返るんだ」“I’ll 

look back on an exceptionally well-ordered and well-conducted life. Or rather lives”.

（87）と、これまでの二重生活の成功に確信を抱いている。だが、この幕では

完全にマークの虚構の世界は成り立っておらず、彼の嘘が嘘として通用してい

ないことが冒頭から顕著に描かれている。この幕でのシルヴィアは、モデルを

しているドリス（Doris）である。彼女はマークの本名、本職、身分など、すべ

てを知っているがあえて知らない振りをしてマークと交際していることを、友

人のクローウィー（Cloe）に明かしている。

DORIS. […]Mr Mark Wright. As a matter of fact he’s Lord Binfi eld- really-

CHLOE. Oh!

DORIS. The British Ambassador in Paris.

CHLOE. Fancy!

DORIS. Don’t let on you know, dear, will you-because the old chap does so like us 

all to think he’s just Mr Wright-

CHLOE. Why?

DORIS. I don’t know, really. I think quite a lot of gentlemen are rather like that. 
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They’d think it terribly immoral to deceive their wives under their own names. 

Take another, and they’ll be up to Lord knows what, and as gay and as innocent as 

sandboys-

CHLOE. Yes-but being an earl and an ambassador and all that, you’d think he 

wouldn’t have a chance of getting away with another name, would you?

DORIS. Well, of course, dear, he hasn’t. The number of times I’ve had to pretend 

to be blind, deaf, and half witted, I can’t tell you. Still, the old boy prefers it that 

way, and I wouldn’t like to spoil his fun.（83-84）

冒頭からマーク・ライトの世界は存在し得ず、周囲の人間たちがマークの描く

理想の世界に沿うように演じていることが明かされる。そして、皮肉にもドリ

スは都合が悪くなると頭痛を原因に肉体関係を拒否しているため、親密な関係

には及ばず、第 1、2幕で求めたようなマークの願望は叶えられていない。ま

た、ドリスとクローウィーは、マークとオスカーに面会しても、職場に来た客

の悪口や、噂話に花を咲かせ、男性たちの存在を無視している状態である。オ

スカーの言う通り「お笑い草」‘joke’（97）としての存在を際立たせており、もは

やマークの二重生活は彼の幻影でしかないことが示される。彼のマーク・ライ

トとしての生活が、これまで不成功であったことを際立たせるかのように、こ

の幕の冒頭のト書きには「あちらこちら、愛の巣（1950年版）のようにしてみ

たが、育ちの良さゆえに失敗した印象を与える」“though it gives the impression, 

here and there, of having tried hard to make itself look like a love nest（1950 version） 

and of having failed to carry out its purpose through being too well-bred”.（80）と記さ

れている。

　対照的に、息子のデニスは俳優として成功しており、今やマークはデニス・

ライトの父親として知られている。デニスの舞台だから見てみたいとクロー

ウィーもドリスの誘いに応じたことを明かしているほどである。皮肉にも、

マークの二重生活は失敗だが、舞台という非現実的な世界で別の自分になろう

とするデニスは、二つの人生を見事成立させているのである。そして、奇しく
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も彼が今回演じる役はマーク・アンソニーであり、父親を連想させるマークと

いう名の役を演じるのである。

　そして、前幕同様にマークには現実世界の問題が容赦なく突きつけられる。

この幕は、キャロラインが体調不良でデニスの舞台の初日に行けなくなったた

めに、急遽マークはドリスに連絡をとり、観劇に出かけようとしているところ

から始まる。だが、キャロラインは突如、ドリスとマークのいるアパートに

電話をかけて、やがて二人の前に姿を現す。マークは、オスカーの助けを借り

ながら、アパートやドリスとの関係を誤摩化したりするが、全く嘘は通用しな

い。というのも、愛の巣として使用したアパートの請求書が届いた 初の浮気

から、キャロラインはすべて知っていたのである。それどころか、彼が愛の巣

にしようとしたアパートで雇っていた執事を、彼女は自宅で勤務させていたほ

どであった。そして、目の前にいるマークの浮気相手ドリスは、キャロライン

がよく行くブティックの店員であり、彼女のようなシルヴィアに似た女性との

浮気をマークがこれまで何度も繰り返していたことも、すべてお見通しであっ

た。だが、マークの行動を見過ごして来た訳ではなく、マークがマーク・ライ

トとして生きようとすることで生じる現実世界の諸問題を、彼に気づかれない

ように裏で対処してきた。つまり、 初からマーク・ライトの世界はマークの

中だけに存在した空想の産物であり、一度として生命を持ってこの世に存在し

たことのない世界だったことが浮き彫りになる。次のマークの言葉はそのこと

を象徴している。

MARK (groaning). Caroline! Caroline! Caroline!

CAROLINE. Yes, my dear?

MARK. You have shocked and blasted me to the very depths of my being.（101）

皮肉にも 23年間だまし続け、もう一つの顔を持っていたのはマークではなく

キャロラインであり、彼女の嘘は 後まで見破られることがなかったのである。

更に、キャロラインはマークが恋したシルヴィアは現在 63歳で、彼女とはブ
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リッジ仲間であることを打ち明ける。まさに「シルヴィアもマーク・ライトと

同じく消滅の道を歩むか」“Sylvia now goes the way of Mark Wright-”（107）とな

る。この告白により、マーク・ライトの虚構の世界はマークの描いた単なる幻

であり、虚構性を帯びた世界は存在し得なかった世界となる。

5．キャロラインの嘘とマークの嘘

　ここで、23年間に渡るキャロラインの嘘とマークの嘘について比較してみ

る。マークがシルヴィアに似た女性との情事を繰り返すことをオスカーは第 1
幕で次のように述べている。

OSCAR. I’m always terrifi ed of the disaster that looms ahead for a character like 

you who refuses to come out of the emotional nursery. Still in love with the girl 

he met at seventeen. You know what you are, Mark, don’t you? You’re emotional 

Peter Pan. （35）

マークの場合は 17歳の時にシルヴィアに出会い恋に落ちた時の自分、すなわ

ち感情や本能のままに行動できる自分を理想として、ビンフィールド卿として

の実人生では実現できない欲望を満たすためにマーク・ライトを作り上げる。

一方キャロラインの場合は、マークの二重生活への願望を知ったときに考えた

ことを次のように語っている。

CAROLINE. You see, from the beginning I thought to myself-well, this Mark 

Wright business must go rather deep. I’m his wife, and if he really wants to change 

his identity from time to time, then it must, in some way, be my fault. Something 

that I can’t give him, that he wants and can fi nd elsewhere. I would have like to 

have been Mrs Mark Wright, but I knew I couldn’t be. I knew I couldn’t ever be 

anything more than the wife of Mark Binfi eld-and as I wanted, more than most 
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things, to go on being that, I realized I had to give up all claims on Mark Wright. 

And I did. （104）

マークの場合は、現実世界では実現し得ない理想の世界の構築のために嘘、現

実逃避的な虚構の世界を求める。別の言い方をすれば、マークはあるがままの

生活、自身の人生をありのままに受け入れられていないといえる。対照的に

キャロラインは、マークの欲望に自分は応えられない現実を、ありのままに受

け入れている。その彼女が 終的にマーク・ライトの世界の終焉をもたらすと

いうことは、逃れられない「現実」の「理想、空想」への勝利ということになる。

　ラティガンはこの作品以外にも、『ハレクイネイド』Harlequinade（1948）、『お

日様が照る間に』While the Sun Shines（1943）、『フランス語入門』French Without 

Tears（1936）などの喜劇的な作品を世に送り出しているが、それらの作品では

現実にはあり得ない状況において、キャラクターたちが非現実的で不道徳な行

動、言動を繰り返すために、笑いや壮快さがもたらされる。だが、『シルヴィ

アは誰？』の場合は現実性が色濃く深刻さが残る。そのようにならざるを得な

かったのは、ラティガンの人間への深い理解が根底になるからではないかと考

えられる。

　というのも、ラティガンはいずれの作品においても、あらゆる人間の失敗、

不成功、不名誉は、誰もが持つ欠点や弱点から生じ、そのような完璧でない人

間を同情の眼差しで描いている。ラティガンの伝記的書籍の著者ジェフリー・

ワンセル（Geoffrey Wansell, 1945-）は、著書の 後の頁でこう綴っている。

His[Rattigan’s] characters never bellowed their misfortunes, screaming at the 

unfairness of the world. They suffered instead with a quiet, pained dignity. And their 

creator did the same. But he treated them with a forgiveness, humanity and affection 

that confirms his place as one of the finest dramatists this century, a playwright 

whose work deserves to be prized, and praised, for the intensity of its emotions.7
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『シルヴィアは誰？』では、マークは自分本位や自己愛に根付いた嘘を作り上

げる一方で、キャロラインの嘘は利他的であり、夫のマークという他者への深

い理解から生じている。虚構性を求めたマークの世界の創造は現実によって阻

まれるが、それはワンセルの言葉にあるように、ラティガンが「寛容と人情と

愛情」を持ってキャラクターを描いた人間への深い理解のある作者だったから

ではないだろうか。

6．おわりに

『シルヴィアは誰？』は成就することのない情事、二重生活が笑いを誘う要素

として描かれている喜劇ではあるが、虚構性に対する現実性の勝利によって、

喜劇としての軽快さを欠いている。それは単に道徳的な観点からマークのよう

な不道徳で破廉恥な行動を繰り返す人間を批判、諷刺しているのではなく、現

実を直視できない、あるいは現実生活を受け入れられない人間への深い理解が

根底にあるからだと考えられる。これはキャラクターのモデルとなった年老い

た作者の両親への思いやりも一つの理由として考えられるが、別の人生、別の

自分を追い求めたくなるほどの直視し難い現実に向き合い、過酷な人生を強い

られている当時の英国人への同情や共感もあったからではないだろうか。彼の

代表作である『銘々のテーブル』Separate Tables（1954）、『ウィンズロウ・ボー

イ』The Winslow Boy（1946）、『ブラウニング・バージョン』The Browning Version

（1948）や『深く青い海』The Deep Blue Sea（1952）など、いずれの作品において

も空想や理想を追い求めると常に過酷な現実に打ちのめされ、その現状に耐え

忍ぶ英国人の姿が描かれている。この作品においても他の作品同様に、温かい

眼差しで人間を見つめ、深く理解をしている作者ゆえに、「軽快」‘light’ な劇は

なり得なかったのではないだろうか。
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注

1. ウィリアム・シェイクスピア William Shakespeare（1564-1616）の『ヴェロー

ナの二紳士』The Two Gentlemen of Verona（1589-94）の第 4幕 2場に “Who 

Is Silvia?” という劇中歌がある。友人と恋人を裏切ったプローテュース

（Proteus）が恋する女性シルヴィア（Silvia）を自分に振り向かせようとする

歌である。

2. Darlow, Michael. Terence Rattigan: The Man and His Work. London: Quartet 

Book, 2000. 260. Print.

3. Ibid. 257.

4. 落合真裕 .「Wilde と Rattigan-‘nonsense’ の世界」.『十文字学園女子大学短期

大学部紀要第』39号 . 十文字学園女子大学短期大学部 . 2008. 11-21. Print. 

5. Bertolini, John A.. The Case for Terence Rattigan, Playwright. London: Palgrave 

Macmillan, 2016. 92. Print.

6. Rattigan, Terence. Who Is Sylvia? and Duologue. Introduced by Dan Rebellato. 

London: Nick Hern Books, 2011. Print. 作品の引用は全てこの版により、以

下の引用は文中にページ数をカッコ内に記す。

7. Wansell, Geoffrey. Terence Rattigan: A Biography. New York: St. Martin’s Press, 

1977. 411. Print.
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