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はじめに

人が人を見つめるということは恐ろしいことだ。見つめる時、人は相手の

正体を見極めようとする。相手をその瞳の中に捕らえようとする。視線には

明確に所有欲が存在しているのだ。古来、日本では｢相見る｣とは男女が性愛

関係を持つことに通じていた。繁華街のやくざたちは今でも｢ガンをつける｣

ことに因縁をつけ、それゆえサングラスを常用する。

｢見つめる｣視線と所有欲――男女間の欲望との関係について、いくつかの

舞台表現の例から考えていきたい。ステージ上で欲望の視線は言葉を伴って

飛び交い、言葉は呪いに転換される。今回対象としてとりあげたのは二つの

『欲望という名の電車』（１）、バレエ『ボレロ』（２）および二つの『ヴェニスの商人』

（３）である。

１　性別という名の指標

２００２年五月、シアターコクーンで上演された蜷川幸雄演出版と２００

１年九月、青山円形劇場で上演された鈴木勝英演出版とを比較しつつ『欲望

という名の電車』を考察していきたい。主役ブランチを演じた女優にしたが

って前者を大竹しのぶ版、後者を篠井英介版と呼ぶことにする――というと、

奇妙な響きがある｡後者は主演「女優」ではない。ブランチを演じた篠井英介

は男性である。歌舞伎系統ではなく、小劇場系での現代女形がブランチに挑

戦という事自体が最大の冒険であった｡

この公演は元々十年以上前の企画だった。が、当時のウイリアムズの遺族
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から「この劇は台本どおりに演じられるべき、歌舞伎ではないのだから男性

のブランチ役は不可」と言うクレームが入り、上演中止に追い込まれてしま

ったのである。それが今回、篠井の粘り強い説得によりようやく遺族側が承

諾した――というより、恐らく時代自体が、ブランチの――のみならず最も

女性らしいと思われるような役柄の――男性による演技、あるいはその逆に、

男性の象徴のような役柄の女優による演技を、認める方向に動いていると言

えよう。

性の流動性が実社会でも認められるようになりつつある。一例であるが本

稿を書いている２００２年七月、男性から性同一性生涯を申し立てて性転換

した競艇選手の｢勇気ある決断｣が、ＴＶドキュメンタリー番組として取り上

げられている（八月の時点では、戸籍謄本の性別の書き換えは不可であると

のこと）。時代を反映する鏡である演劇がそれを映し出さないはずはない。

元々日本には歌舞伎における女形という伝統があって「最も女性らしい役」

を男性が演じていたし、明治以後に生まれた宝塚歌劇では逆に女性が（たと

えば『風と共に去りぬ』のレット・バトラーのような）最も男性的な役を女

性が演じて違和感を持っていなかった。という以前に、現在「普通」と考え

られているような男女の役割が定着したのはヨーロッパにおいても近代以降

のごく一時期であり、ギリシア悲劇を引き合いに出すまでもなく､シェイクス

ピアの時代でもジュリエットやマクベス夫人は少年俳優が演じていたのだ｡演

劇における男女の役割の流動化は「進歩」ではなく「先祖がえり」というべ

きかも知れない｡

２　極楽という名の地獄

真夏のニューオーリンズの下町は、喧騒の渦の中にある。うだるように暑

いさなか、その暑さを倍増させるような物売りの声、「欲望」と言う名の市電

の音――しかしそこに生きる人々は騒音に負けずに声を張り上げ、アパート

の上下で会話を交わす。スタンレーは夕食用の肉を妻に向かって放り投げ、

友人とボウリングに出かける。皮肉屋なら｢パンと娯楽が満たされていればそ

れでいいローマ愚民｣と表するだろう（事実、後でブランチは似たようなこと

をいう）。
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そこへ降り立った大竹しのぶのブランチは、白一色の足元までのドレス、

レースの手袋まで着用しており、どう見てもこの場にはふさわしくない。

大竹版が立体的――垂直志向であったとすれば、青山円形劇場という空間

は、観客席が円形に舞台を取り囲む構造となっているがゆえに、平面志向で

ある。オープニングの「喧騒」は、一人の青年が通路からいきなり舞台上に

現われて意味不明の歌を歌うところから始まる。こちらの「部屋」には、は

っきりとした仕切りがない。篠井ブランチは、黒っぽいパンツスーツで髪も

短い。スカートや髪型で「女性」を強調することをあえて避け、彼自身の中

性性を主張することによってブランチの中にあるセクシャルな欲望を浮き出

そうとしている。

「欲望という名の電車に乗って墓場という電車に乗り換えて六つ目の角で

おりるように言われたのだけれど――極楽というところ」（４）

「それならあんたの立ってるところだよ」

家主のユーニスが答える。６３２番、コワルスキー家は狭いアパートだ｡

「ま、家に入ってくつろいでるんだね、帰ってくるまで」

明らかに好意の申し出だが、留守の部屋に勝手に入り込むという「庶民的」

気安さに、ブランチは戸惑いながら部屋を見渡す｡全く違った環境に適応する

には、しばし時間がかかるのだ｡

「しっかりしなければ」

周囲のありさまをうかがうブランチの姿は、しばし獣じみる。酒瓶を目ざ

とく見つけて駆け寄り、乱暴に注ぎ、あおる｡それまでの上品な見せ掛けと打

って変わった下品な仕草だ。洗練と野蛮、上流の見せ掛けと内部の堕落、彼

女の内包する極端な両面が垣間見える｡

ステラ（大竹版では寺島しのぶ、篠井版では宝塚男役出身の久世星佳）が

帰宅、久しぶりの再会に姉妹は抱き合う。

「だめ、今は私を見ないで――この残酷な明かりの下では」

ブランチは妹に対してさえ、素顔を隠す｡大竹版では基本的に照明は明瞭だ

ったが、篠井版ではブランチの――というより篠井のあいまいさを強調する

ため全般的に薄明かりの中で上演されていた｡

「お酒はどこかしら、ほら、見つけた――ううん、一杯が限度」

先の「駆けつけ一杯」の場面を見てしまっている観客にとってはあまりに
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も白々しいせりふであるが、これを皮切りにブランチはおびただしい嘘をつ

く。自身の境遇についての嘘、年齢についての嘘――周囲の人々に対してさ

まざまな嘘をつき、それを補強するためにさらに嘘をぬりかためる。いつか

は破綻することは分かっているが嘘をつかずにはいられない、それが最後に

は呪いとなって彼女自身を破滅させるのだ｡逆に、ステラとスタンレーはブラ

ンチに対して嘘はつかない。正直一本槍なのだが、その真実が「残酷な明か

り」のもとに荒々し過ぎてブランチには耐えられない。彼らの｢真実｣もまた

のろいとなって彼女を脅かすこととなる。

３「麗しの夢」（ベル・リーヴ）という名の墓場　　　

二部屋しかない狭いアパート、そして市電が揺らす建物、周囲の喧騒――

ブランチにとっては、この土地は「死肉を食う妖魔の森」である。しかし、

それ以前に彼女がいたベル・リーヴは「麗しの夢」という名に値する土地で

あったろうか｡

「あんたは出て行ったのよ、私は残って戦った」

から始まる「ベル・リーヴをなくしてしまった」告白は、

「次から次へみんな、みんな、死んでしまったわ、お墓への行列が続い

た！　お父さん、お母さん、マーガレット、いとこのジェシー」

死者の名を数える呪詛に至る｡実は｢麗しの夢｣のほうが「死臭に満ち溢れた

場所」であり「何代も前から男たちが情欲で食いつぶしてきた地獄」なのだ。

「マーガレットはひどかった、あんまりおなかが大きくなっていたのでお

棺に入らなかった――病気やお葬式の費用をどうやって支払ったと思ってる

の？　死ぬってお金がかかるものなのよ」

ベル・リーヴを失った事情を説明する長台詞の中で、憑かれたように、目

を宙に泳がせて語るブランチが見つめているのは、「わたしの指から零れ落ち

て」しまった過去の栄光だ。

「私をにらむといいわ、あの屋敷を無くしたのは私のせいだと思って！ なく

したのは私のせい？　あんたはどこにいたのよ、ベッドでしょう、あのポーラッ

クと」

次第にブランチは偏執的な狂気を明らかにしていく｡彼女の狂気を暴くのは
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誰でもなく彼女自身なのだ。実のところ､彼女にはステラにこのようなことを

言う資格はない。ステラが夫と寝ていたベッドは婚姻制度が保証したものだ

が、同じ時期、ブランチ自身は結婚制度外で複数の――多数の――男たちと

関係を持っていたのだ。にもかかわらず､というよりそれゆえに、彼女は妹の

｢欲望｣を非難する。長い台詞を言い募るブランチは自作自演の一人芝居を演

じているようでもあり、他の登場人物はしばしば観客役に回っている。ステ

ラは呆然と見守る｡あまりにも変容してしまった姉――彼女が見つめるのは失

ってしまった少女時代の夢でもある｡

ベル・リーヴ喪失は、ステラにとってはもっぱら幼年期から少女期にかけ

ての思い出の土地を失ったという情緒的な問題であるが、

「当ルイジアナ州には、ナポレオン法なるものがあってだな、それによれ

ば妻の財産はすなわち夫の財産にして、その逆も同じ、てわけだ」

スタンレー（大竹版では堤真一､篠井版では加勢大周）にとっては財産横領

かという経済的な問題だ。

「下のほうにある書類を見せてもらおうか」

書類に手を伸ばすスタンレーの欲望は、物理的・経済的な所有欲であると

同時にブランチという存在を「知ろう」とする欲望ともなる｡

「これは、黄ばんでしまったラブレター」

ブランチの欲望は、逆に正体を知られず隠しとおすことだ｡

「あんたに触られたら汚れるわ」

手紙を奪い返そうとした瞬間、凶暴性を垣間見せる｡

「これは全部焼いてしまいます」

二人はにらみ合う｡ブランチは自分の心を守るため、スタンレーは金銭欲を

満たすための欲望がぶつかり合う｡

「アンブラーアンドアンブラー、ええと、クラブツリー、アンブラーアン

ドアンブラー――家屋敷を抵当にしてお金を借りた会社よ」

この場面では彼の追及はブランチが取り出しては放り投げるおびただしい

書類の渦に飲み込まれる｡

「書類なら何千枚でもあるわ――謹んで全部差し上げます、お受け取りの

上熟読なさいますよう――頭痛薬も一緒にね」

華麗な屋敷ベル・リーヴは失われ、後にはその喪失を示す紙切れの束が残
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っているばかり――ある意味でこの書類はブランチと同義だ｡そしてスタンレ

ーはそれを暴くことになる｡

「夫は妻の財産に関心をもつ義務があるんだ、特に、もうすぐ赤ん坊が生

まれる場合は――｣

「麗しい」ベル・リーヴが実は呪われた死者の館だったのに対し、｢地獄の

ような｣と罵ったコワルスキー家では生命がうまれようとしている。破滅に瀕

したブランチとは対照的に、スタンレー夫婦は生命を謳歌しているのだ。

４　結婚という名の欲望

ポーカーの夜、狭苦しいアパートに男たちが集まり酒を飲んで騒ぎ立てる。

熱く､脂ぎったその部屋から薄板一枚隔ててブランチは入浴し、衣装を変え

る｡彼女にとってはこれだけで耐えられない屈辱だ｡しかし「酔っ払いのけだ

もの」ばかりの中でミッチ(大竹版では六平直政､篠井版では田中哲史)だけは

取りあえず「感受性の強そうな顔立ちをして、ほかよりまし」に思える｡

「たばこをおもち？」

「ええ､ラッキー・ストライクを｣

後段､新聞集金の少年に迫るとき彼女はタバコの火を貸してほしいとねだ

る。タバコを小道具に使うのは､実は娼婦の常套手段だ。シガレットケースに

ブラウニングの詩が刻んであるのを見つけられ､ミッチは「それにまつわるロ

マンス」を語る。

「その娘は死にました｣

刻まれた詩行は心に刻まれた過去の傷――この男を選んだのは間違いでは

なかったのだ。

「悲しみが真心を育てるのだと思うわ｣

彼女は｢ましな男｣を取り込もうとする｡

「可愛い妹――あら妹なんて、本当はステラのほうが私より、一年少し上です

の」

というひと言には客席から思わず笑いが噴出するが女の策略はなりふり構

ってはいられない。

「とてもきれいな色提灯を買って参りましたの、これを電球にかぶせてくださ
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らない――私、裸電球は我慢できませんのよ､下品な言葉や振る舞いと同じくら

い」

明るすぎるから、真実をあからさまに見せてしまうから、とは彼女は言わ

ない｡

「私はオールドミスの学校教師！｣

事実そのとおりなのだが、これが謙遜に思えてしまうのがブランチのレトリック

だ｡

「オールドミスなんかじゃありませんよ、絶対」

不器用で純朴、そして心の奥の傷という共有物がある。それゆえに彼はブ

ランチに魅せられてしまう｡

「ミッチ､おい､ミッチ！｣

気配を察してスタンレーは彼を呼び戻そうとするが友人は目新しい女に夢

中になっている｡

「自分たちの文学遺産を大事にしようなんて思う生徒はいないわ」

聞いたようなせりふを吐きながらブランチはミッチとウインナ・ワルツを

踊りはじめる。ブランチという闖入者のせいで平穏な家庭、仲間たちとの世

界がゆがんでしまっているのだ｡彼はいらだち、その怒りをラジオにぶつけ放

り捨てる｡

「酔っ払いの――けだもの」

ついで蛮行を止めに入ったステラにまで暴力を振るう｡相手が違うことは自

分でもわかっているのに止められない（大竹版､堤の「切れた」演技が印象深

い）｡

がさつな口ぶりでのポーカー、下品な口論、ラジオの破壊、さらには身重

のステラへの暴力――「繊細な」ブランチには考えられない行動だ｡しかし彼

女がそれ以上に許せないのは、一晩ベッドをともにすると二人の関係がどう

にか修復されてしまったことに他ならない｡

「男と女のあいだには、いろいろなことが起こるものなのよ――暗がりの

中では――」

かつて、ブランチは夫の不行跡を許すことができず、結果として死に追い

やってしまった経験がある。酔っ払って家財を破壊しても翌朝には許しあえ

る夫婦――それはブランチが持ちえなかった関係なのだ（寺島しのぶのステ
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ラは初々しい恥じらいを､久世星佳のほうは大人びた女性らしさを主張した演

技だった）。

「それは獣の欲望よ、ただの――欲望！あのおんぼろ電車の名前」

やっきになって「欲望」を糾弾するブランチだが、その断罪がやがては自

分自身に降りかかってくることをまだ自覚していない｡

「スタンレー・コワルスキーは、石器時代からの生き残りよ――ジャング

ルで獲物を倒して、その生肉を担いで帰ってくる、あんたはここでそれを待

っている――そうすると彼はあんたを殴りつけるかもしれないし、時にはキ

スしてくれるかもしれない。もしキスが発明されてたらね」

この発言全体を帰ってきたスタンレーは物陰で聞いている｡彼の「巣」であ

る部屋への批判、彼の人格・家庭への攻撃、「ポーラック」という血統に対し

ての偏見。それらはすべて物語の後半にブランチ自身に跳ね返っていかねば

ならない｡それを証明しようとすることが妻の面前で辱められた男の最大の欲

望となる｡それは同時に最愛の妻を取り返すことでもある｡

ブランチのほうも必死にステラを見つめ、彼女の心を自分の側に取り返そ

うと懇願する｡

「私たちには進歩というものがあるのよ――お願いだからけだものと一緒に堕

落しないで頂戴｣

しかしブランチが忌み嫌う「けだもの」としての野蛮な生命力がスタンレ

ーの人間性そのものであり、魅力でもあるのだ。ブランチの一族は生命力を

失って滅んでしまった。ステラのおなかの中には赤ん坊がいる、そしていま

だにブランチは結婚できないままなのだ｡滅びゆくデュボア一族、続いていく

コワルスキー一族――それを形として見せ付けられたため、ブランチはミッ

チとの結婚に欲望を抱く｡それが生き残る最後のチャンスなのだから（５）。

５　イヴニング・スターという名の欲望

「シェップさま、私はいま、あちこちとびまわってこの夏をすごしており

ます｡ひょっとしたら突然、御地ダラスに舞い降りる気になるかも知れませ

ん」

石油成金シェップ氏へ幻想の手紙を書き綴るブランチ。手紙の相手は大金持
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ち、しかし実際にデートを誘いに来るのは――もしかして求婚してくれるかもし

れないと僅かな願いをたくしているのは――「原始人」スタンレーの「まだましな」

仲間ミッチでしかない。ブランチの幻想の世界と現実とは、かくも大きな差があ

るのだ。

「あんた､ショーって言う名前の男を知らないかい｣

スタンレーが聞き込んだ｢噂｣は、ブランチを不安に落とし込む。

「そいつがあんたに出会ったのはフラミンゴ､ていうホテルだそうだ｣

いつかは暴かれるべき｢真実｣から逃げ切れるだろうか。

「誰かの庇護を求めようとすれば､弱い人間はほのかな輝きをもたなければ

いけないの――色提灯のような」

彼女はミッチに「休息」を求めようとする。それが間に合うかどうかの不

安定な心理状態が､彼女を衝動的行為に駆り立てる。

「イヴニング・スターの集金です｣

訪れた少年に

「お星様がお金を取りに繰るなんて知らなかったわ」

自分でも｢面白くもない冗談｣を飛ばす。少年は生真面目に

「あ――いえ、新聞の名前なんです｣

と答える。彼の純情さは、ブランチが失ってしまった、永遠に戻らぬ若さでもあ

る。

「ボク――火を貸してくれる｣

僅かな時間ではあるが、少年を誘惑しようとする場面はブランチのセクシ

ャルな狂気をまざまざと見せつける。篠井版では円形劇場の対角線を、大竹

版では舞台の両端を、二人の視線は絡まりあう。篠井は「坊や」と、大竹は

「ねえ、ボク」と呼びかける。

「今､何時？｣

「７時１５分前です｣

「ボクはニューオーリンズの､こんな雨の午後が好き？一時間がただの一時

間ではなくて――｣

この時間は切り取られた「ひとかけらの永遠」なのだ。

「こっちにいらっしゃい。」

少年の視線は毒蜘蛛の糸にかかった獲物のようにブランチにからめとられ、
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操られ、ひきつけられていく。

「一回だけ、キスしてあげる――でも、一回きりよ、それ以上のことをし

たら、私、悪い女になってしまうわ」

このシーンのブランチは実におどろおどろしく､女性の中にある凶暴性を垣間見

せる。

「それに、子供を誘惑しちゃいけないし」

第七場で明らかにされるが、ローレルでは実際に１７歳の子供を誘惑し、

住所と職業を失ってしまったのだ。

たった一回のキス――しかし、それ以上のことをこの場でやってしまって

はまずいことは、ブランチも承知している。いけにえを一口味わった怪物は

名残惜しそうに子供を開放してやるが、それは次の大事な狩――ミッチとの

結婚――に備えるためだ。若い、しかし決して手にいれることはかなわない

獲物と入れ替わりに、バラの花束を抱いたミッチが訪れる。

「いらっしゃい、私のバラの騎士｣

リヒャルト・シュトラウスのオペラ『バラの騎士』（６）タイトルロールは

銀のバラを一輪持って求婚に訪れる使者である。作品が上演されるにあたっ

ては衣装も舞台装置も世紀末ウイーンの宮廷貴族の豪華絢爛振りが際立って

いなければならない。まだ若く純真でベル・リーヴが健在であった時代にそ

の華麗な舞台を体験した記憶が彼女には残っているのに違いない。

「そこでプレゼントをささげて､お辞儀して――メルシイイイイ！」

オペラでは騎士オクタヴィアンは（冒頭で公爵夫人の間男として登場し、

途中夫の目をごまかすため侍女に変装するので）ソプラノかメゾソプラノの

女性歌手によって演じられる。現実に訪れたのはスーツをぎこちなく着込ん

だ無骨な工員だ。ブランチは想像力と言葉を駆使して彼女の夢を紡ごうする。

６　真実と言う名の絶望

「とても可愛い色提灯をかってきましたの、これ電球にかぶせてくださらな

い？」

ブランチは常に薄明かりを求める。裸電球に色提灯をかぶせて部屋を暗く

し、明るいところでミッチとデートしようとしない。
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「スバル星を探してますの――七つ星を｡でもあの７人姉妹、今夜はでてませ

んわ」

明るみでは、顔のしわがはっきり分かってしまう、年齢がばれてしまう。

「真実」が明るみに出されたとき、待っているのは破滅なのだ（７）。

経営危機でベル・リーヴを売ってしまった事は確かに事実だった。が、そ

の裏に、ブランチは汚らわしい真実を隠していて、それをおびただしいうそ

偽りで覆っている。

バースデイ・パーティの夜ブランチは長時間入浴をする。狭い部屋の中で、

スタンレーが待ちきれず催促をするまで｡ポーカーの夜もそうだったが､水を

浴びることで身の「穢れ」を洗い落とせると思っているようだ｡ブランチの最

大の悲劇は経済的にベル・リーヴを失ったことでも、肉体的にレイプされた

ことではない｡彼女の「真実」が、残酷なまでに暴露されたことなのだ｡

「お誕生日を祝ってもらってもあんまり嬉しくはないわ――２７にもなっ

ては｣

とんでもないサバを読んだ２７歳という数字に客席は爆笑するが、その笑

いはスタンレーの

「プレゼントだ、バスのチケットだよ｣

というせりふに凍りつく｡

「あの女が来るまでは、俺たちはうまく行っていたんじゃないか」

ブランチこそ、実はスタンレー夫婦の日常に入り込んだ異物なのだ｡異物は、

排除されねばならない｡異物の、異種たる事実を明らかにしなければならな

い｡

「とうとう１７歳の子供にまで手を出した、それで学校を追い出され、ロ

ーレルにいられなくなってこっちにやってきたのさ」

スタンレーは容赦なくそれを暴き立てる。ブランチこそ、まさに「死肉を

くわえ込む妖鬼」の一員に他ならないのだ｡唾棄すべき「欲望に塗れた存在」

――自分自身そうであったがゆえに、彼女は欲望を貶め、糾弾してきた｡が、

今やすべてそれらの言葉が彼女自身に跳ね返ってしまう｡

頼りにしていたミッチは訪れず、ステラがお産で病院に運ばれてからよう

やく酒に酔いつぶれた姿を見せる｡無精ひげをそり残し衣服も乱れ、最早彼女

が夢見る｢バラの騎士｣ではない｡
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「あんたがこの夏中、あいつの酒を飲みつづけたってことはみんなが知っ

てる」

むしろ魔女狩りをする異端審問官のようだ。

「明かりをつけよう」

男は乱暴に色提灯を引きちぎる。

「明るいところであんたの顔を見たことは一度もなかったんだ――おれは

真実が知りたいんだ」

「真実なんてきらい、魔法がいいのよ――明かりをつけないで」

この言葉の魔法は最早ミッチには通用しない｡彼は素顔を無遠慮に至近距離

から覗き込み

「あんたはフラミンゴというホテルに泊まってたんだろう」

隠されていた過去を暴こうとする。

「フラミンゴ――いいえ、私がいたホテルは、フラミンゴじゃない、タランチュ

ラ」

魔法が解けたとき、魔女は開き直って真実を過剰なまでに明らかにする｡

「アランが死んでから、心のむなしさを埋めるために、見ず知らずの人の

お情けに頼ってきたわ――次から次へと相手を換えて､あちこちほっつき歩い

て――最後は１７の少年まで」

ミッチによって、そしてスタンレーによって、彼女は真実の顔をさらされ

る｡偽りの皮がめくられ、「さすがのフラミンゴもあの女には感心してお引取

りを願った」「ここ１、２年､あの女はローレルの町じゅうで鼻つまみだった」

「ローレルの郊外に陸軍の宿舎があって､おまえの姉さんのところは立ち入り

禁止区域に指定されてたんだと」「なんと１７歳の子供に手を出して､それで

学校を首になったんだ」という真実｡それが男たちの欲望の前にあからさまに

なる｡

「今まで嘘をついていたんだ｣

「嘘じゃないわ――少なくとも私の心の中では｣

しかし客観的「真実」が示されたとき、彼女を庇護しようとするものは誰

もおらず、彼女から奪おうとする欲望が最大限に達する｡

「夏中、ずっとお預けだったことをさせてもらう」

「じゃあ結婚してくださるの？」
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「結婚？とんでもない｡こんな穢れた女をおふくろと一緒の家に入れること

なんかできるものか」

ミッチは愛情も憐憫もなく、ただ自分の欲望を満たすためブランチに迫る。

「帰って頂戴、さもないと大声を出すわよ――火事だ、火事だ！」

叫び声に、ミッチは逃げ出す｡「火事だ」の声に窓際が赤く染まるこの場面、

大竹しのぶが演じるブランチは人格が壊れていく悲劇的な美しさにあふれて

いる。篠井英介のヴァージョンでは、実態が中年男性であることが明確であ

るがゆえに――つまり、通常なら絶対に求愛も暴行もしようと思えない対象

であるため――この求愛の場面、およびそれに続く暴行の場面での、男の欲

望のグロテスクさがより鮮明にされる｡

ミッチは欲望を中途半端な形で示すことしかできなかった｡ブランチの正体

を暴き､所有する欲望を暴力で満たすのは子供が生まれて生命の力を実感した

ばかりのスタンレーである。

「俺は昔から思ってたんだ――男の子が生まれたら、絹のパジャマをはた

みたいに振りかざそう、て」

父親となった男はベッドの上でパジャマを振り回し、後継ぎの誕生を祝う。

「ミッチがバラの花を抱えてきたなんてのは嘘だ、あいつがどこにいるか、

おれは知っているんだから」

彼の視線は容赦なくブランチの偽りを暴く｡ブランチの逃げ場は空想の中に

しかない。

「電報――ダラスの、シェップ・ハントレーを――有名な人だから誰でも

知っているわ――至急、こちらに来て助けてください」

「そんなのは、全部嘘だ､何もかも空想だ､あんたの頭の中ででっち上げた

ものなんだ」

すでにミッチにも指摘されている残酷な真実――改まってスタンレーに暴

かれてしまうと、ブランチの最後の武器、言葉は効力を失ってしまう｡

「さあ、自分の姿をようく見てみろ」

過去を明らかにされ、鏡を突きつけられて現在の自身の姿を暴露され、ブ

ランチの目の前には絶望しかない｡

「ウオ、ウオ」

スタンレーはほえ声を発して、ベッドに引きずり込もうとし、
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「ウオ、ウオ」

ブランチも同様野蛮なけだものを剥き出しにして吼えて抵抗しようとする。

が、双方けだものという同等の立場になれば、後はどちらが強いかという、

まさしく野蛮な次元での勝ち負けになり、腕力に勝るオスはメスを｢モノにす

る｣｡

「こうなることは、最初から決まっていたんだ」

ブランチの偽りを暴いた視線はそのまま彼女に対するレイプへと直結する｡

「見つめる」こと｢知ろうとする｣ことは「侵犯する」こと｢所有する｣ことなの

だ｡

間奏曲　ボレロという名のレイプ

「女性の役」ブランチを篠井英介と言う男性が演じたことによって（たと

えば新聞集金の少年を誘惑する場面で）彼女の狂気はよりきわまった。ただ

しブランチと言う女性の女性としての性格が変化したわけではない。篠井ブ

ランチも大竹ブランチも、「女」としての狂気は同一のものであり、それをい

かに表現したかが異なっているのである｡これに対して、同じ役を違う性の人

物が演じることにより、あらゆる様相が急変する場合がある。演劇ではなく

舞踊であるが、シルヴィ・ギエムの踊る『ボレロ』（８）の場合を考えてみた

い。

ラヴェル作曲「ボレロ」は、さまざまな振り付けで演じられる。スペイン

国立バレエ団の群舞、アイスダンスのトーヴィル、ディーンペアの映像はサ

ラエヴォから発せられていまだに記憶に残る映像である。日本でも熊川哲也

が独自に振り付けをしている。しかし最も代表的なものはモーリス・ベジャ

ール振り付け、ジョルジュ・ドンが踊った「赤いテーブル」のヴァージョン

だろう。

ギエムが踊る「ボレロ」の振り付けはドンのものと全く同じ設定であるが、

彼女が女性であるがゆえに、全く違った意味作用をもつことになる。ドンの

「ボレロ」は「異教の神」であったのに対し、ギエムの場合は「大地母神」と

なる。彼女が踊る赤いテーブルは大地であり、そのまま子宮でもある。設定

を「場末の酒場」とするならば、テーブル上で踊る舞姫はそのまま娼婦とも
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言い換えうる｡となれば周りを取り囲む男たち（９）は大地を耕す労働者であ

ると同時に娼婦に群がる飢えた男たちであり、言葉を換えれば卵子に殺到す

る精子の群れでもある。そして彼女と対峙する男たちの関係は、女性と、女

性に対する男全体の欲望の視線なのだ｡先に述べたとおり「見つめる」ことは

「所有すること」レイプに結びつく｡

舞踊は静かに始まる｡暗闇の中、小さくボレロが聞こえ、彼女の腕だけが光

を浴びて回転し、やがて全身が目に入る｡黒のロングタイツに、ドンは上半身

裸体であったがギエムの場合は肌色のタンクトップ｡ゆったりとしたリズムの

中で小刻みに震える身体。テーブルの赤い色彩だけが際立つ。

やはり黒のロングタイツに上半身裸の男たちはステージ外周の椅子に座っ

ている。最初は両手を膝の上に置いたうなだれたポーズで動かない｡音楽が転

ずる一瞬、彼らはいっせいに首を上げて女を見つめ、また頭を伏せる。それ

が何度か繰り返されるうちに彼女の動きがスピードを増し、男たちの欲望を

次第に喚起していく｡誰かがぴくりと動いて肩に落ちる汗をぬぐった、そして

また静止した。男たちは牽制しあっている｡音量が増加し演技がヴァージョン

を増やすにつれ、彼女の誘惑に絶えられなくなり、一人、また一人、男が

「立ち」はじめる。彼らはテーブルの中央、踊る女を見つめる。視線には明ら

かに欲望がこもっている｡

踊りが進むに従い、男たちは舞姫に近寄る｡テーブルの周囲を廻り、彼女に

腕を差し伸べ求愛のしぐさをする。女の方は時に冷厳に男たちを見下ろし、

時に挑発するように手足をうごめかせる｡二人、四人、八人――男たちはテー

ブル上の女を見つめながら動き回り、旋律に参加する楽器の数も幾何級数的

に増加している｡

ここで暗示、いな、明示されているのは音と視線による複数のレイプであ

る。しかし赤いテーブル上の娼婦は、どんなに視線で犯されようとも全く穢

れると言うことを知らない。完璧な娼婦は、完璧な聖処女でもある｡それどこ

ろか男たちの数が増えれば増えるほど彼女の身体は輝きをまし、前後左右に、

上下に、たくましく躍動しつづける。男たちは女を所有・支配しようといき

り立つ。だがたった一人ではあるが、彼女は男たちに負けない｡逆に彼女の動

きが男たちを煽り立て、全員をコントロールしている。

管楽器が盛大にクライマックスを告げる｡男たちは彼女に詰め寄る｡テーブ
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ルを叩いて悶え、怒り狂う｡あたかも彼女を引き裂いて全員で貪り食おうとし

ているようだ｡犠牲獣を屠り､血を注ぎ飲み交わし肉を喰らう､オルフェウス教

団が古代ギリシアの森林でディオニュソスにささげた血まみれの野蛮な祭り

――しかしこの場合、いけにえはそのままささげられる大地と同一だ｡かれら

の力はすべて大地母神に吸収される｡地母神＝娼婦は男たちの「精」をすべて

絞り尽くす｡男たち全員を、彼らの行為すべてを受け入れ、飲み込み、それを

自らのエネルギーへと変換する｡

女神は躍動し、跳ね上がり、激情に身を輝かせる。絶頂の一瞬、男たち

（あるいは精子）の群れが一気に彼女（あるいは子宮）に殺到して全身をささ

げる｡跳躍――全員が倒れ伏す。エクスタシー、男にとっては射精であり､女

にとっては受胎｡そして暗黒｡「生命」の爆発の一瞬は同時に「死」の暗示で

もある。「生命」が続いていくには「死」が存在していなければならないのだ。

聖なる儀式は終わった｡いけにえとしてささげられたれたのは女のほうか、そ

れとも男たちだろうか――いや宇宙の原初、ビッグ・バンをも暗示する最後

の一瞬､彼らは完全に融合し一つの生命に生まれ変わった。

「視線」は二重であり、舞台上の視線――テーブルを見つめる男たちの欲

望――は、そのすべてが観客席から包括的に見つめられている｡東京文化会館

に満員になった約二千人の観客全員が約十五分のこの場面を、息を詰めて凝

視し続けた｡ステージ上の魔法に劇場空間全体がとりこになっていたのだ。そ

して明かりがともる。女神から人間に戻ったギエムが放心したような微笑を

浮かべてわれわれを見つめ返す。魔術が終わり､盛大なカーテンコールが祝祭

空間を包む。

７　友情という名の欲望

思えば、ブランチが狂気に陥った第一の原因は、あまりにも若すぎた頃に

結婚してしまった夫のホモセクシャリティだった。

「私見てしまったの――彼と、もう一人の男の子が、部屋の中で一緒にい

るところを｣

いや、それを知っただけならまだ対処の方法があった｡

「ダンスをしているとき――言ってしまったの、彼の耳に口を寄せて――
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私、知っているわよ――あなたは女が嫌いなのよ｣

悲劇は、それを知って、口に出してしまったことにあったのだ｡

「彼は自分の口に銃口を差し込んで引き金を引いたの――頭の後ろが吹っ

飛んでしまったわ」

「見て｣「知って」しまい、それを「告げた」ことが、彼女の１６歳の幼さ

であった。知っていてもそ知らぬふりをしていればよかったかも――それで

はまた別の悲劇が起こるかもしれない。

この告白の直後、彼女はミッチと初めてのくちづけを交わす。

「僕も貴女も、誰かが必要なんです。｣

ブランチは僅か数日後には裏切られてしまうのだが「神様が望みをかなえ

てくれた」と信じようとする｡そして悲劇は繰り返す。ミッチもブランチの素

顔を「見て」本当の年齢、行状を「知って」しまい、それを告げることによ

って彼女を絶望に追い落とす。

『熱いトタン屋根の上の猫』をはじめとして、テネシー・ウイリアムズの

作品にはその種の世界が色濃く影を落としていると言うことは事実である。

スタンリーとにミッチのあいだにも、とまではいうつもりはない。もしかし

たらそういう演出も可能かもしれないが、取りあえず今回取り上げた二つの

ヴァージョンではその種の関係は語られてはいない。

深層に潜むホモセクシャリティを露骨に表層に浮かび上がらせる演出もあ

る｡ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる２００２年六月の『ヴェニ

スの商人』が、まさしくそれであった（以下、RSC 版と省略）（10）｡

「おれの財布も、体も、おれにできることなら何でも君の必要のために喜

んで提供しよう」（11）

『ヴェニスの商人』において、アントーニオーとバッサーニオーの「友情」

関係はきわどいものである。いや､はっきり言って、あの二人はホモセクシャ

ルの間柄なのではないか、しかし誰も口に出さない、言ってしまってはシェ

イクスピアの世界が壊れてしまう――ところが２００２年六月のロイヤル・

シェイクスピア・カンパニーの演出においてはそれが臆面もなく強調される。

クライマックスの裁判の場面、短刀を手にアントーニオーの胸をはだける

シャイロックを目のあたりにして二人は、ポーシャの、ヴェニス市民の見て

いる前で抱き合い、濃厚なくちづけを交わす。｢生涯唯一のくちづけ｣である。
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アントーニオーにとって、まさしく命がけのくちづけであり、同時に二人の

仲を露呈する「真実」の暴露である｡

したがってバッサーニオーの

「命も、妻も、全世界も君の命異常に大切とは思えない。おれはそのすべ

てを失ってもいい、悪魔にくれてやってもいい、それで君を救えるなら」

と言うせりふは、観客は大笑いをしているが、実は真実の吐露であり

「あなたの奥様はあまりお喜びにはなりますまい、もしそばにいて今の話

をお聞きになったら」

と言うポーシャは、顔では苦笑を浮かべているがはらわたの中は煮えたぎ

っている。

ブランチの場合、夫とその友人との間のホモセクシャリティを暴露し、そ

れが彼の――ひいては彼女自身の――破滅に直結した｡では、ポーシャの場合

はどうだったのだろうか｡同じ様に夫が自分より他の人間、しかも男を愛して

いると｢見て｣「知って」しまったのだ｡彼女にしてみれば、心の中で｢こんな

やつ殺されてしまえばいい｣と思っても不思議ではない。

だが、それではバッサーニオーの心に、アントーニオーが永遠に刻まれて

しまう。第一に自らを犠牲にして自分の結婚を成立させてくれた恩人として、

そして永遠に結ばれない恋人として――｢愛人｣としてのアントーニオーは、

実のところ裁判の場で殺されてしまっていたほうが本望であったかもしれな

い。泉鏡花が描く日本の明治時代の芸者ではないが、愛する男のために支度

金を出して良家のお嬢様に縁付ける手伝いをしたうえで死んでいくのである。

｢愛人｣冥利に尽きるではないか。

「愛人｣の亡霊に生涯取り付かれてしまう夫のありさまを一生涯見ていなけ

ればならないとしたら、ポーシャ自身もその亡霊に取り付かれてしまい、や

がてブランチのような狂気に陥ってしまうことも考えられる。ポーシャは賢

明にもそれを避ける。

「この証文によれば、血は一滴もおまえにあたえていない」

恋敵を、死によってではなく自身の慈悲によって永遠に夫の愛情の範囲内

から遠ざけるのだ。死に行く愛人に夫を渡してはならない、夫としてのバッ

サーニオーを所有するのはポーシャの権利なのである。
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８　証文という名の自縄自縛

所有権という考え方で｢ヴェニスの商人｣を見直すと、この作品にはさまざ

まな｢商取引｣があり、それは結局｢所有欲｣の問題に帰せられることに気づく。

アントーニオーの金とバッサーニオーの友情のやり取りから始まって、３０

００ダカットと肉１ポンドの取引、箱選びと人生の取引、裁判直後のシャイ

ロック赦免と財産没収の取引、さらには指輪と弁護の代償、あるいは結婚の

誓いの取引、である。

それを如実に知らせるのが、ＲＳＣ版の直後にグローブ座で上演された

『子供のためのシェイクスピア・ヴェニスの商人』（12）で、オープニングで

は出演者一同がヴェニスの｢証文小路｣を、ダカットを数えながら行進する。

このヴァージョンでは、シャイロック役及びロレンゾ役を女性が演じる。『欲

望と言う名の電車』の篠井ブランチの逆だが、女優らしさを強調する役を男

性が演じ、逆に男性らしさを主張すべき役どころを女優が演じる時代である。

｢証文どおり、俺は証文どおりを要求する｣

元々女性ばかりの劇団｢青い鳥｣に所属しており、その当時から女性と男性

を自由自在に行き来していた伊沢真紀が演じるシャイロックは何度もほえる。

証文が大事――紙にかかれた文言が唯一なのだ｢証文どおり｣の判決が彼の首

をしめる結果となるとは夢にも知らずに。

｢証文に記されたとおりのこれこれの日にこれこれの場所でこれこれの金額

をお返し願えない場合は、その違約金代わりに、あんたの体の肉をきっかり

１ポンドいただく、てのはどうだろう、それも、おれの好きな場所から切り

取っていい、てことにしていただきたいんだが｣

シャイロックは金と引き換えにアントーニオーに命を抵当に入れさせ､アン

トーニオーは

「よかろう､喜んでその証文に判を押すことにする」

命をかたに入れることと引き換えにバッサーニオーへの友情を示す。

「人間の体から切り取った人肉１ポンドなんて何の値打ちもないし、儲け

にもならないんだぜ――俺はね、この人の好意を得るために友情を差し出し

ているんだ」

と嘯いたシャイロックは､いざアントーニオーが返済不可能となると狂気の
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ように１ポンドの肉への執着を示す。なぜそれにこだわるのだ、と、公爵が、

市民たちが追求する。仲間のはずのユダヤ人サレーリオも

「あの男の肉を取ろうとはいいださんだろう、取ったところでなんの役に

も立つまい」

と正論を言う。

「たつとも、魚つりのえさくらいには。腹の足しにはならなくとも、腹い

せの足しにはなる」シャイロックは答える

「おれの気まぐれだ、ただほしいのだ､というしかない｣

３０００ダカット、６０００ダカット、９０００ダカット、買収しようと

する側は値を吊り上げようとするが、シャイロックは断じて動じない。何が

何に引き合うのか――取引は常に恣意的なものでしかない｡モノを求める人に

対してはそれなりの値がある――これが｢商人｣の原理だ｡

「証文どおりだ、おれは証文どおりにことが行われることを要求する｣

その言葉が彼を縛り、｢血の一滴も｣の宣告後、６０００ダカットはおろか、

もとの３０００ダカットさえも受け取れなくなってしまう。

「証文に記された抵当以外､何も与えてはならない」

繰り返し語られた｢証文どおり｣という誓いは、呪いに転換する。

「おまえは直接的にも間接的にも被告の命を奪おうとした」

ポーシャが並べ立てた言葉によって（有無を言わせぬ勢いで誰も口をはさ

めないが実は大いに疑問の余地はある判決だ）あれよあれよという間に財産

没収を宣告されたシャイロックは

「おれの命を支える財産を取るってことは命を取るってことだ」

と吐き捨てる。彼にとっては財産が生命と等価値なのである。

ポーシャを娶るための箱選びにも、呪いと等価な誓約が課されている。

「正しい箱を選び損なった場合には私の生涯において二度といかなる娘に

も結婚を申し込まぬこと」

生涯を棒に振りかねない誓いである。多くの求婚者はそれだけでこの競争

から｢降りて｣しまう｡彼らにとってポーシャは、人生そのものをかけるには値

しないのだ｡逆に、｢降りて｣しまう男たちはそれだけでポーシャに値しないと

も言える。そして愚かにも挑戦して失敗してしまった二人にもそれなりの評

価が下される。｢万人の求める｣金の箱を選んだモロッコ公爵には髑髏、｢自分
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にふさわしい｣銀の箱を選んだアラゴン大公には道化の顔――二人は満場から

嘲笑をあびて舞台から去らざるをえない（「箱選び」に先立ってモロッコ公爵

は剣を振りかざし､アラゴン大公は立て板に水の弁舌をまくし立て､と､それぞ

れのキャラクターを強調するパフォーマンスを行うが､観客の爆笑の的となる

ばかり）。彼らに残されるのは｢生涯女性に求愛できない｣という誓い＝呪いで

ある。

バッサーニオーは｢すべてをなげうつ｣覚悟で鉛の箱を選び、試練に合格す

る（ただし､なんとも自信のなさそうな足取りであり「ヘラクレスにも劣らぬ」

というポーシャは目でも悪いのかと疑いたくなる）。ポーシャは彼自身の人生

そのものと等価値だったのだ。

そもそも１ポンドの肉は３０００ダカットの金に値するのだろうか｡ポーシ

ャを得る三分の一の確立は生涯女性と縁をたつという誓いに値するのだろう

か｡そして小さな指輪は結婚の誓いに、あるいは友を救った行為の代償に値す

るのだろうか｡それぞれの「取引」は引き合ったのか、それとも引きあわない

のか――結局それはどちらをより「求めたか」の違いでしかない｡取引はそれ

ぞれの欲望の交換、それが資本主義の――「商人」の原理なのだ。

９　指輪という名の呪い

最後の取引――指輪をめぐる展開は、夫を一度は愛人に譲り、再び取り戻

す儀式である。この儀式を終えない限り、ポーシャはバッサーニオーを真実

夫とすることはできない。

愛人アントーニオーを救ってくれた博士に、バッサーニオーは謝礼を払おうと

する。

「ユダヤ人に返すはずだったこの３０００ダカットの金、お骨折り料まで

にお収め願えれば幸いです｣

いくら「もちろん、金額などでお返しできぬ大きなご恩は生涯忘れません｣

といわれても、ここで金を受け取っては、商取引となる。３０００ダカット

は報酬であり、金に換算できる「働き」は「恩」も「愛情」も関係ない知的労働で

しかない。

「何か記念の品を、報酬ではなく贈り物として、お受けください｣
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という言葉に対し、

「その指輪を、あなたの愛のしるしに」

ポーシャは、金には換算できないものを要求する。

「この指輪は妻の贈り物なのです。妻は私に誓言させました、決して売り

も譲りもしないと」

バッサーニオーはさすがに迷って指輪を見つめる。

「もしこの指輪をおすてになったり、なくされたり、人におやりになった

りすれば、それこそあなたの愛が滅び去った証拠、ただでは済まぬと覚悟し

てください｣

二人は誓ったのだ。

「この指輪が私の指から消えるときは、私の命が消えるとき｣

指輪を手放さないことが愛情の証であるという契約であり、同時に、手放

せば結婚も解消という呪いでもある（13）。拒むバッサーニオーを､ポーシャ

はやんわりとにらみ､

「私がこの指輪をいただくだけの働きをしたとお知りになれば奥さんもい

つまでも恨みはしないと思いますが」

皮肉たっぷりに別れを告げる。

「奥さんの言葉も大事だろうがここは一つあの方の働きとおれの友情を考

えてはくれないか」

友情？　愛欲ではないのか？　アントーニオーに懇願されるとバッサーニ

オーは折れる。｢愛人のおねだりに負けた｣と言い換えても良い。

「いそいで追いかけてくれ、この指輪を差し上げてくれ｣

この時点で彼は、自身のポーシャへの愛がアントーニオーへの愛に劣るこ

とを認めたことになってしまう。ポーシャは指輪を手に入れたその代償とし

ていったん、彼を手放したのだ。指輪につながれていない僅かな間、バッサ

ーニオーは｢愛人｣アントーニオーに所属している。しかしベルモント――本

宅に帰ってきたとき、妻は夫を取り返す。

「誓ってもいい、この人は誰かにやったりしない、指から抜くことさえし

ないでしょう、たとえ世界中の富をやるといわれても｣

グラシアーノーが指輪を｢書記｣に譲ってしまったとネリッサに責められるこの場

面､
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｢ああ､この左手を切り落としておけばよかった｣

バッサーニオーは必死になって指輪をはめていない左手を妻の視線からそ

らそうとするが永遠に続けられるわけもない､観客にあざけられるだけの無駄

な努力で、妻は空白の左手を見ぬく。

｢天に誓って､あなたとベッドを共にいたしません。あの指輪を見せていただくま

では｣

愛の象徴を譲り渡してしまった夫をいたぶる。指輪は結婚の契約と等価値

となっている。

｢きっとそう、今あの指輪を持っているのはどこかの女なのだわ｣

事実、女であるポーシャ自身が指輪を持ち、夫が｢愛人のために手放した｣

という、二重のドラマチック・アイロニーがこのせりふにはこめられる。

｢私もきっとあなたのように気前がよくなり大事にしているものを何でもそ

の方にあげてしまうでしょう、自分の体も、夫のベッドも｣

それは不実だ､と妻を罵る以前に、自分のほうがよほどひどい不義を働いて

いるのだ。

｢許してね、バッサーニオー、その指輪のお礼に博士とベッドを共にしてしまっ

たの｣

愛の象徴であったはずの指輪が､逆に男の不実を示す呪いとなり､女が不貞

を働く口実となる。この論理に､男達は抵抗できない。それが結んだ契約だか

らだ。愛人の命と引き換えに自分は妻を失ってしまったのか――妻と愛人と、

どちらが大事なのか――夫を混乱させておいて、彼女は真実を暴く。

「パデュアのベラーリオ博士から送ってきた手紙です、読めばお分かりに

なるでしょう、あの博士は実はポーシャ、書記はネリッサであったと」

男が実は女であり、愛人を救ったのは妻だった。逆転の暴露によって呪い

は解消され祝福に回帰する。妻は、夫を「金銭面で援助してくれ、そのせい

で命を危機にさらした」愛人に対して、それを超越する｢命の恩人｣という立

場を主張する。かくてポーシャは再び指輪で夫をつなぎとめ、愛人は引き下

がらざるを得なくなる。
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結び　偽りという名の救済

最後に、二つの演劇のラストシーンを確認してみたい｡まず「欲望という名

の電車」であるが、改めて考え直すと大竹ブランチはやたらに着替える。彼

女のトランクの中は衣装と安物アクセサリーで一杯だった。ラストシーンで

も、

「デラ・ロビア・ブルー、昔の絵のマドンナが着ている服の色」

に着替えている。逆に篠井ブランチは基本的に黒のパンツスーツのみであ

り、ラストシーンで精神病院に連行されるときだけ純白の衣装であった｡

この場面、彼女の狂気は、ある意味で「正常」であった時期よりも彼女を

穏やかにさせている｡

「私をたずねてきたんだわ――ダラスの、あの人が」

しかし無論実際は「ダラスの百万長者なんていやしない」。ブランチの実態

を暴いた「真実」は結果として彼女の破滅を導いた。

「何もかも、あんたの夢と想像力ででっち上げたものなんだ」

想像力が暴かれたとき、現実世界ではその効力が失われる｡そしてブランチ

が選んだのは、想像力だけで作り上げられた世界に自身を閉じ込めてしまうこ

とだった｡

「あなたは――私が待っていた人とは違うわ」

硬い表情の看護婦に怯え､抵抗しようとするブランチは再び野獣になってし

まう。狂ったように吼えて暴れるが逃げることはできない

「拘束具を着せますか」

「いや、まだそうしなくてもよい」

医師が何とか紳士的に扱う。やさしい視線に、ブランチはようやく微笑む。

迎えにきたのは財産家のシェップ氏ではない。だが、

「私、いつも、見知らぬお方のお世話になってまいりましたの」

医者を救い主とみなす限り、幻影の中で彼女は取りあえず救われている｡偽り

が救済をもたらす場合もあるのだ。見送るステラは泣き崩れるが､

「もういいんだ､ステラ」

結局は夫と子供のもとに帰り､新たな家庭を築き上げていく。それが彼女の

生きる道なのだ。
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『ベニスの商人』ＲＳＣ版ではアントーニオーがさびしく一人でタバコを

くゆらすラストシーンとなる｡『子供のため』版では、孤独に打ちひしがれて

いるシャイロックに対して（原作にはない）旅立ちの誘いがかかり仲間たち

とともに新たな旅に出て行く――というのは、実のところこの公演限りで一

時閉鎖となる東京グローブ座に対するオマージュなのではあるが｡（14）

いずれにせよ、ことが丸く収まった後、アントーニオー一人が、カップル

たちから離れて一人残され、彼がホモセクシャルだという実相を垣間見せる。

が、他の者たちはあえてその真相を明らかにしようとはしない。

その「真実」を暴いてしまっては、ブランチと同じ狂気の地獄が待ち構え

ている。しかしポーシャの賢明な策略によって、二人の愛情は「友情」とい

う美名をかぶせられ、永遠に秘密の奥底にしまいこまれてしまうことになる。

命と引き換えに、命がけの愛情をなくしたゆえに、ラストシーンで、彼がタ

バコの煙を吐くさまは、孤独感に満ち溢れている。

真実を見つめる視線にあからさまにさらされる限り悲惨な現実は目の前に

ある｡それに対する救済は、「呪い」である真実をあえて覆い隠し、虚偽を塗

り固めることにあるのかも知れない｡

ブランチが「見ず知らずのお方の情け」医師を頼るとき、そしてポーシャ

たちが夫とアントーニオーの関係をあえて「友情」としたままで放置すると

き、危うい偽りながら彼らの人間関係は保ちうる｡逆に欲望という名の視線に

乗って真実という駅で乗り換えた時、乗客たちは呪われたままになる。その

終着駅はブランチの狂気でありアントーニオーの孤独に他ならない｡

ＮＯＴＥＳ

（１）初演･１９４７年、ニューヨーク、バリモア劇場。

（２）ベジャール振り付けによる初演は１９６５年。

（３）初演、１６００年（？）。

（４）本稿での訳は基本的に小田島雄志訳（新潮文庫版１９８８年）に従った

が、大竹版では多少の差異がある｡

（５）『大竹しのぶのブランチから見えてきたもの』（『すばる』２００２年八

月号９において河村二郎は『これを見て『欲望という奈の電車』は『敗
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者の文学』だというのがよく分かった』と断定した。『戦後の日本人に

受けたのもそういうわけ､負け組みだからなんだ』。

（６）初演･１９１１年、ドレスデン宮廷駅劇場。豪華絢爛たるオペラではあ

るが､裏に隠された人間関係は不倫、三角・四角関係など､かなり退廃し

たどろどろのものだ。

（７）実のところ、このくだりを書いていて、最近、同じ様なことを書いたな、

と思い出した。所も同じシアター・コクーン、日はほぼ一ヵ月後、同じ

蜷川演出による「オイディプス王」についての記述であった（本稿と同

時期刊行「帝京国際文化」１６号所収『親滅すほどの大義はありや

２』）。

（８）天才にのみ許された高度な身体運動を直線的言語表現によって描くこと

は最も「筆舌に尽くしがたい」行為である｡あえて挑んだが、失敗した

か否かは読者の判断にお任せしたい｡

（９）群舞は東京バレエ団。

（10）ラブディ・イングラム　(Loveday Ingram) 演出。

この演出で話題になったのは（中東情勢の緊迫化する時期でもあり）基

本的に｢ユダヤ人とキリスト教の異文化対立｣であったが、本稿では、そ

ちらの方面には触れず、あえてこの話題に焦点を絞った。

（11）本稿での訳文は小田島雄志訳（白水社版１９８３年）に従った。

（12）山崎清介演出｡「子供のため」シリーズは、毎年夏休みに上演されかな

りのカットが施されている｡操り人形が道化役を務めるのも一つの特徴｡

（13）｢指輪が呪いとなる｣という一行もどこかで書いた記憶がある。オペラ『ニ

ーベルングの指環』に関する記述であった（上記『親滅すほどの大義はあり

や２』）。

（14）バブル時代に東芝パナソニックのメセナ活動として華々しくオープンし

た東京グローブ座だが､経済状況の悪化に伴って一時閉鎖となった。９

月現在の情報では､この劇場を引き取るのはジャニーズ事務所らしい。

まこと､演劇は――さらには演劇を取り巻く環境は､社会を反映する。
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