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フランスι〉プP ーノレノく一一ノレ之寅摩日4こて〉し、マご

一ーークールトリーヌの「わが家の平和」

Sur 1号 th鈴tr日dubou1evard en France 

一一くLaPaix chez soi> de Courteline 

J鹿川忠

Tadashi KAJIKA四A

Le th己atredu boulev且rdest surtout une comedie digesti ve. 

Dans cet essai， nous trai tOllS くLaPaix chez soi> de Courte-

line ou se d告rou1旦 ulledispute 【luotidi elllle d' un menage. Ca 

llOUS interesse? Bien sur. 1: astuce et 1e mono1og日記 s' en ran 

gent subtilement et 1e pl1blic oublie r heur日.

bou1evardとは(並木のある)大通りであり、音

の城壁跡につくられた通りである。王政復古の時代

(1824-48)に、その大通りのひとつである

タンプル通りboulevarddu Temple 、俗称犯罪通り

boulevard du Crimeに、ラ・ゲーテ座Th色atrede 

la Gai t品、フォリー・ドラマチック度Theatr巴 des

Folies dramatiques、フュナンビ、ュル座Theatr♀ des

Funambules等の劇場が立ち並んでいた。この賑わい

は映画「天井桟敷J!こ活き活きと描かれている。そ

こで、そういう劇場で上演された軽演劇のことを「

フ噌ールパール，OlJJ称したので、ある。

第二帝政時代 (1852.-70)になると、生活

に飽満したブルジョワたちがしかつめらしい文学劇j

に飽きて、肩のこらない演劇jを求めてブールパール

劇場に集ったのである。

ブールパール劇の特徴は「腹ご1よしのための演劇!

と呼ばれることからもわかるように、教訓的思想的

意図がなく、娯楽第一の演劇であることと、戯曲そ

のものよりも芸達者な役者で滋刺とした舞台をみせ

ることにある。大部分は喜劇であるが、そのなかに

世相が反映し、軽い嵐刺が浮かび出ることもある。

小論ではそういうブール，パール劇の特徴を探って

みたい。

ただし漫然といくつかの作品に取り上げるので(;1

なく、ウージェーヌ・ラピッシュEug色neLabiche ( 

1815-88)などと並ぶ、ジョルジュ・クールトリーヌ

Georges C口町民li問(1858-1929')の代表作「わが家

の平和JLa Paix chez .soi(1903)に絞って検討する

ことにする。

クールトリーヌ(本名 GeorgesMoinaux)は、 1

881年に「現代ノぐリ JParis蜘 derneという小冊

子を発干Ij，文壊にデビューした。間もなく兵役に従

事する。除隊後自分の兵営生活に取材した「陽気な

騎兵隊JLes Gai也tesd担l'Escadron(l886)などの

戯曲を脅し中年の男が付き合っている未亡人に男

がいることを知り、突き止めるが、逆に未亡人はと

ことんこの事実を否定し、中年に謝罪させるという

戯曲「ブーブーロッシュ IBuuBourocheが自由劇場

で上演され (1893)、劇作家としての地位を確立す

る。小宮吏を題材にした「署長さんlまお人好しJLe 

Co阻 isaire田 tbon巴nfant(lR89)、「第330条J

L' Article330(1900)、小市民の生活を拾いた「わが

家の平和JLa Paix chez soi (1903)、 「パダン君J
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Mons i eur Badi n (1897)などの作品がある。小モリエ

ールと呼ばれる。

|わが家の平和Jは一一幕物であ句、登場人物もトリ

エル Tr・ielle(36歳〕とヴ、ァランチーヌValentin日(

25歳〉とし寸夫婦ふたりだけである。亭主はずっと

舞台に出たままであり、女房は2回出入りする。そ

の出入りによって状況が変化するので、ある。

第 lの登場一一亭主ーから 10月分の生活費を

もらおうとするが、 150フランを削られ

る。手練手管を使って分捕ろうとする。

第 2の登場 家出のために別れを告げるO

第 3の登場一一涙を流しながら告白して、亭

主をたらし込む。平和が訪れる。

まず夫婦の対立、緊張か存在し、それが徐身に高

まる。ピーークに達したところで、決裂してしまうの

ではなし 「わが家の平和j というタイトルが示す

ように、最後は穏やかに幕が下りる。どちらが妥協

するのか。いうまでもなく亭主である。

幕が上がると、 トリエルが事務机に向かつて、新

聞小説の原稿を書いてV\_~。文章に注意そ払うより

も、字数を増やすことが肝心である。決して後世に

名前を残すような作家で、はない。いわゆる主文文士

である。そこに萎がやってくる。

結婚して5年経つこの夫婦は倦怠期に入っている。

ふたりは顔を合わせれば口げんかになる。

鍵をかけて仕事をしている亭主に向けた衰の最初

の台詞。

Valentiue Eh bien， en I/oila du myst色re!

Tu fais donc de la fausse monnaie? 

ヴァランチーヌ なによ、そんなにこそこそ

して。贋金でも造ってたの。

fausse llJollnaie 1贋金Jというきつい言葉は也

亭主をからかったのではなく、毒を含んでL、る。仕

事をしているのが判っているのだから、あ〈までも

鍵をかりていた、自分を拒絶していたという状態へ

の当てつけになっているのだ。

この発言で夫婦の間に流れているものが判る。だ

から相手の言葉にしつこく絡んでいくことになるの

だ。初めてこの芝居をみた人なら、離婚という結果

を予想するかもしれない。それくらいふたりの対立

は厳しさを増してし吋。だが見慣れた観客は少しも

緊張しなl、。ただふたりのやり取りを楽しんでいる

だt:Jである。

Trielle ，)e f explique que lIlon travai L. _ 

CA日 motde travaiL Valentine part d' un 

bruyant eclat de rlre_) (0舎@・・.)

トリエル おれの仕事は・ 0 ・(この仕事と

いう諾を闘いて、ヴァランチ一宮はuたた

ましい笑い声を立てる) (0"0")  

Valentine Et si tu e了oisle faire pour 

plaisi-r des autres， tl1 tc 1rolllpes enco-

re bien davanta宮巳

ヴァランチーヌ あんたは、それが人の楽し

みになるとでも思ってるなら、それこそ、

なおさらもって、大間違いよ。

三文小説が世のためd人のためになるとは、 トリエ

ル自身考えてもいない。生活のために書いているの

だ。 だがそういう自己認識と他人の判断とは別であ

る。しかもヴ、ァランチーヌは笑い声と言葉で二重に

亭主を傷つけるのだ。その後の<ne rne dire que 

des chos己sblessantes> 1人を傷つけることしか

言わないj というトリエルの嘆きは正直なものであ

る。

彼は復讐を密かに考えていた。新婚時代には奏を

説き伏せようとした。不可能とわかると民をrr[Il、た。

だがこれは気分のいいものでなかった。次に家具置

物の類をたたき壊した。 だがくLeracheux e8t. O 

Valenti ne. 司u'il n' en soi t pas du 即日bilier

co阻 edll phenix qui renait de ses cendres. I厄

介なことは、ああ、ヴァランチーヌ、灰の中から生

まれ変わる火の鳥のように、壊れる尻から元の形に

なる家具がこの世にないことだJという判断で中止

せざるをえなかった。

Trielle Bah! UOl!S verrons bien. de nous 

deux. celui qui rira le dernier. CValellti-

ne， etonnee， le r日gard君.) 

トリエル まあ、いいさ、いまにわかる、ど

っちが後で笑う番になるか。(ヴァランチ

ーヌ驚いて相手の顔をみる)

フランスでは男が財布を握っていた。生活費は毎

月夫が手ずから妻に渡すのである。この家の一月の

生活費は 800フラン。しかし妻の求めに 650フ
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ランしか与えない。詰る善寺に、夫への尊敬心をもた

ない萎が気に食わぬことをいうたびに、手帳に罰金

をつけていたのだといい、ぞれが 15 Gフランに達

したと宣言する。

かなり陰湿な復讐である。

Trielle S盟I盟邸主=.-Jl..!LユQ[_:_ヱ四uy'_Qi工

_1I盟由主主盟3旦喧且盟i盟主主旦主主盟<!.Lln号-

l_Qー旺盟主主f_1l!也2盟主-，---J:.QIIYJlin盟主一主主盟

笠r_eur._:LL亘1[(::立担胆型廷は日生r:l.L.pxi s . 

紅包 ¥Hlf...旦出世睦盟主盆jse__f忠一生且Lむ盟tr

出回目盟吐盟主胆 etd￥主主主J立'erよ!)siellf 

T丘p旦&占旦哩立旦E必国，_.Jl註主llIet Jl.盟L..J2

fr. 95 (下線はイタリックを示す)

トリエル 9月 1日 頭からまfJりもしない問

題をさっさと片付け、その後、誤りと知り

ながら、どうしても我を通そうとして、見

え透いた悪意の Fiこ、頑として自説に匿!守

し、ついに温厚、柔和にして辛抱づよきト

リエル氏在慣らせた各により惨. • 3フラ

ン95セント。

Trielle Du 2: Pour avoir. 1e si叩 rTriel1e 

位盟1_expr坦亘JJt.J:詮sird_Q_c也.!lIT_旦Ul.盟Lt

_(_[一塩盟jJll.!.u宣b_Jai..tJ紅白」旦3阻止

正h盟旦主]JJ.u叫，_8tr主阻ill...llililiL立i-

一吐lf<_g豆l_lWpl主lill担1~庄一旦c::.DJ!l.Q.lU詮~'ìi

-主LlL皇主主主主旦且盟L一回二ζ旦L且並立，).."--'_，_]_

fr. 70 

トリエル河月 2日 夕食を 15分早めにし

てくれとトリエル氏より希望ありたるにも

かかわらず、かえって普段より 15分遅れ

て出し‘ トリエル氏が言葉穏やかに不満の

意を述べたるに対し、 「不服ならさっさと

出てって、列島で食べたらいいじゃないのJ

と答えたる答により・.. 6フラン 70セ

:ノト。

このやり方に唖然とするヴァランチーヌだが、彼

女の方にもどうしても 150フランをもらわねばは

らない理由がある。フランスでは、安ーが夫の承認な

しに小切手にサインすることは禁じられていた。と

ころが色ガラス張り吊ランプが執しくなったばかり

に、ヴァランチーヌは夫のサインを真似"て小切手を

振りだしてしまい、その支払い日が今日なのである。

Valentine Bien. CEtendant 1e bras vers 

la crois品e)Tu vas me dormer 皿灯nar耳切t

ou je vais me ie1er par la fen色t.re.

Trielle par la fen在trel

Va1entine par la fenetre. 

Trielle. tranquillement， va a 1a fe日etre

qぜil0日vre. Sautel (Un temps) Allons， 

saute! CValentil1e demeure immobi1e， atta 

chant sur Triel.led日syeux charges de hai-

ne. Enfin:) 

Valentine 1'u serai s trop content，晶ssas-

sin! 

ヴァランチーヌ そう。(窓の方に腕を伸ば

し)お金を渡しなさい。さもなけりゃ、窓

から飛び下りるわよ。

トリエル窓から?

ヴァランチーヌ 窓から。

トリエル(平然と窓を開けにいき)飛べ!

問)さあ、飛べ! (ヴァランチーヌは動か

ない。憎悪の色を自に浮かべながらトリエ

ルを見つめている。やがて)

ヴァランチーヌ そうすりや、願ったり叶っ

たりでしょo 人殺し。

激昂する妻に対しあくまでも冷静な夫、感情的

な女に対し理性的な男とL寸、通俗的で分かりやす

い対比である。

だからヴァランチーヌの脅しは失敗におわり、さ

らに追徴金が課されることになる。

Trielle， a sa table. courb告surson cale 

p i n. _Qc_tQ.j旦'e.J2立i型ムエ旦ur企主目L_1I]呈盟並-

1e sieur Trielle de se suicid色rsous s日5

1盟主主」盟!!..L到Jlsid' e盟lill主L_.laten 

aresse de cet邑xcellentmari... 4 fr. 95 

(ーー〉一也旦L坦_[_lljl日J工盟s包iL，_，JQ_s_(l出土
トリエル(テープlHこ着i号、手帳の上に身を

かがめ) 1 0月 1日。トリエル氏を脅迫す

るに、その面市jにで自殺せんとし、かくて

善良なる夫の情愛を搾取することを企てた

答により・ 6 ・4フラン 95セント。(。

~ ~)しかもついに実行せざりし特により
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。o ;j 0セント。

我慢できなくなったヴァランチーヌは「堅に帰る i

という捨て台詞を残して、舞台から去る。トリエノ!ノ

はfiiI事もなかったように、また仕事に取りかかるり

それは幕開けとまったく同じ態度である。要:(土役lこ

なにほどの波風もたてることができなかったのであ

る。

彼が行数を数えていると、妻が旅行用のマントを

着、カノ仁ノを手にもって現れる。ヴァランチーヌの

訴えるような台詞とトリエルの冷たく拒絶する台詞

のやり取りがある。

Valeniinc Eh bien， adieu. 

Trielle Eh bien， adieu， 

Trielle s日 remeta la besogne. 

Valentine C' est egal， on m' aumi t rude 

m邑ntetonnee， si on etait venu me di.re 

hier que l口問ef!anquerais a la porte 

aujourd' hui. 

Trielle j己 R告 te flanque pas a 1 a port e. 

Valentine C' est 1e chat伺 Qll'est♂ ce que 

tu fais alors? 

Trielle je ne te reti.ens pas. C' est tout. 

ヴァランチーヌ それじゃ、ご機嫌ょう。

トリエル それじゃ、ご機嫌ょう。

トリエルはふたたび仕事に取りかかる。

ヴァランチーヌ でもね、もし昨日だれかが

来て、今日わたしが追い出されるっていコ

たら、わたしはどんなにびっくりしたでし

ょっ。

トリエル おれは何もおまえを返し、I.Bしはし

ない。

ヴァランチーヌ 1苗でしょうよ、そりゃ。じ

ゃなんていうのあんたのすることは。

トリエル おまえが出ていくっていうのを引

き止めない、ただそれだけだ。

ヴ、ァランチーヌの第二の手管も通用しない。二度

と戻らないとは、どちらも考えていない。ただ相手

が折れるのを待っているだけだ。だがどうしても金

を出させねばならない女の方が、決定的に立場が弱

い。だから夫は強く出られるのだ。

Tri ell e Tu veux l'εD all日r， va-1:' en. Tu ne 

penses pas q四eje vais te garder de force. 

m' Irnposer a ton aversion坦tte fix日 aumur 

COI阻eun gros papillon， avec u日 cloudans 

l'巴sto百阻む，

トリエル 出ていきたいんだろ、出ていけよ。

考え違いをするな、おれがおまえを腕ずくで

但1)においておくなどとのわざわざ恨みぞ買っ

てまで¥おまえを大きな燦々のように壁に突

き刺してお〈などと、しかも習に針‘を刺して。

問。

当然この「問J，土、二の句が告げないヴ、ァランチ

ーヌの動揺を表している。彼女はご干スをねだるだけ

で、舞台から姿を消すのである。だが 150フラン

を払えなければ、どこにいようと警警Eに捕まらねば

ならない。彼女には居直りしか残っていない。

Valentine. lentement. passe la porte， 岡 山

a peine a-t-elle dispatu， q臼.e11e rentre， 

depose sa valise. et revenant a SOll ma.ri: 

Valelltine Donne-les-l且oi..ll1es c日ntcinquan-

te francs. 

ヴァランチーヌはゆっくりと戸口から出る。

が姿が消えたと思っfこらすぐに引き返して、

カバンをおき、夫の側に近づ、〈。

ヴ、ァランチーヌ ちょうだいよ、私の 150フ

フン。

ヴ、ァランチーヌはもう 15 0フランしか考えられ

なくなっている。要請に対するトリエルの答えには、

「優しく Cavecd凹 ceur).1というト書きがついてい

る。これ以降は台詞と同時にト書きがが大事になっ

てくる。

Valentine Je t' en supplie， je t' e11 .iure， 

donne-moi u陪scent cinql!ante francsl Si tu 

ne me les dounes pas， je vais devenir fol-

lel 

Tri巴lle Pour ce que ca te changera，.， 

Valentine Ecoute. 

Trielle， un pell agace， un peu aIDuse aussi. 

Oh! 

ヴァランチーヌ お願いだから、ねえ、 一生の
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お願い! ちょうだいったら、わたしの 15 

0フラン・・ o くれないなら、わたし気遣

いになるわよ。

トリエル そうすりや、もともとじゃないか。

ヴァランチーヌ ねえ、聞いてよ。

トリヱル(少しいらいらして、同時におもしろ

がって)ああ。

トリエルはヴァランチーヌのし，っこさに辞易し、

しかしこれほどしつこい以上何かあると思っている。

Trielle，品tonnedela fac日ndont 1e mot a e-

te prononce. 

トリエル(相手の言葉がいつにない調子なのに

驚き)

Tri邑11己 Tuas fai t UH日 betis巴?CMutisme eln 

'lucnt de Valentine) N乱turellemcuLLaquelle7 

トリエル なにかへマをしでかしたんだねの ( 

ヴ7 ランチーーヌの雄弁な沈黙)そりゃそうだ

ろう。どんなことだ。

ヴァランチーヌに他の手段はもうない。あっさり

と小切手のサインのことを告白する。

Triel1e， abasourdi. Et tu vi.日JlSme di re ce--

la avec ton air tranqui 1]日7.掴併 Maisc' est 

un fauxl 

Valentine Qu' est-ce que ca fait? A cett担

reponse inat1endue， faite d'ailleurs sur 

1e ton de la plus ahsolue bonne foL Tri-

elle demeure sans un mot. II contemple 

longuement la jeune fe棚 e.co値目efrappe 

d' admirati日1

Trieile Allez donc r旬。ndrea cela! (11 

complet日 sa.p百nseιd'un la.rge geste d' im-

pui ssance. ( .・・))

トリエル(呆気にとられて〕で、そういう風に

平気な顔をじて、そいつをおれに言いにきた

のかい。そいつは詐欺だよ。

ヴァランチーヌ かまわないじゃないの。(こ

の意外な返答、しかもそれがもっとも善意に

みちた調子を含んで、いるので、 トリエルは二

の句がつげない。しげしげと若い萎をみてい

る。感嘆これそ久しくするといったように)

トリエル モーの返事が気に入った。(彼はさも

気が抜(jたというような大仰な身振りをする。

それが彼の考えをことごとく表している)

居直ったヴヂランチーヌにはもう怖いものはない。

そして亭主の気質は飲み込んでいる。最終的には自

分の意見がとおると磯信している。観客にはそれま

でのやり取りがゲームであったかのように思えてく

るのだ。

つぎの長めのト書きがそれを諮っている。

Triel1e Elle y est arrivee! Ca y est!..剖

Sais-tu gue d巴sgamins recoiv君ntdcs calot-

tes qui 1es ont m告ri.tees即日insque t017 A 

j;-on idee d'un tel appetit de lanterne!... 

(Il gard百 letoo de la disput邑 maisla co日-

viction n' y est plus. Au food， on sellt qu' il 

perd devant cet exces d' enfantillag巴.) 

トリエル いよいよおいで、なすったか。とうと

うやったな u ・・。いいか、子供でもビンタ

のひとつぐらい喰わされるぜ、これよりもも

っと軽いことがらでだぜ。なんだってまた、

そんなにランプが欲しかっfこんだ惨 o ( 

調子は喧嘩腰であるが、自信はもうなくなっ

ている。実際あまりの子供っiまさに張り合い

が抜けているのがわかる)

口とは裏腹に、このまま妻が突っ走ったらどうな

るのかと、亭主は不安になっているのだ。素早く亭

主の心理を見抜いた女房は、取って置きの手段を繰

り出すのだ。涙である。ランプをどのように入手し、

どのように運んだかを誇る台詞に付けられたト書き。

(Tout ce reci t a ete di t d' une voix 1 ar 

moyante de peti te pallvre， secouee de san-

glots皿aJ印 ntenus.Trielle l' a ecoutee 

gravement. se gardant bicn d' interrompre， 

1a tete agitee， par mo即日nts，de ces ho-

che阻己目tsapprobatifs qui se mOqu8nt av巴C

r air d' apprecier. Mais Valentine ayant 

ach巴ve:)

(この物語l士、始めから終わりまで、涙声で=つ

づけられる。何か悪いことをした女の子が、
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こみ上げてくる略昭をこらえられずに易体

を震わせているという形である。 トリエル

は一言も口を挟まないで、相手の言葉を鹿

爪らしく聞いている。ときと、き頭を縦にふ

る。 rなるほど」というような調子ではあ

るが、実際にはからかい半分である。とこ

ろがヴァランチーヌが喋りおわると)

(彼女ーはそれに答えるともなく、ちょっと身体

をやさし〈、甘えるように揺すぶってみせる。

惰恨がゆるくとみ上げてくる。彼女は夫の腕

の中lこ滑り込む。その腕を無理に自分の身体

に巻きつける。そして恥じらうように額を男

の薦にもたせかけ、身体をすくめたままじっ

としている。彼はやすもいわずに、されるがま

までいる。〕

勝つてはいない女が泣きだした以上、男は許さざ

るをえなくなる。万国共通の心理であるc トリエA

はランプ代の 150フランと生活費の不足分150

フランの両方Jを支払わねばならなくなる。つまりヴ

ァランチーヌが引き起こした損害は帳消しになるの

だ。女房の大勝利である。

されるがままになっている男は、自分の情けなさ

を噛みしめている。と同時に妻の可愛らしさも感じ

てL峰。妻の反抗を金銭で評価して、手渡す生活費

から削るという、絶好のアイディアは宙に消えてし

まい、銀行に渡す]5 0フランも、生活費の不足分

150フランもともに負担する羽目になるのだο ト

Du coup，必livreea la fois de 1a crainle リヱルは妻にいいように振り固されたままでおわるの

d' une diminuti.on ot de la terr日urdu g在日

da.rme， ValentIne se sent touchee. Elle va Qlle de pllerilite， 問。nDi日目!.. . -. . Q叫日 d'i日時

a Trielle， le .fixe longuefl自entdans 1巴syeux. consci日nceL...網.QlJe d日 faible::;se!

Puis， d'ue voix 0むsei:rahi t Ja. profondc 何という子供っぽさ!.・・何という罪のな

surprise d'une pcrsonn日【luifait tout a coup さ!。回 z 何という弱さ i

une decollverte ina.ttendue: 

Valenti 1I色 C' est pourtani vrai que tu es というト書きが明瞭に示しているように、脳みそが

llll bon mari. 空っぽで、動物的本能に従って行動する女には、い

Tri e II e Il est facheux que tu l' en apercoiー かに優秀で力をもった男でも勝てはしなL、。男にで

ves 1e jour， seulemcnt， OU je reussis a きることは、

te faire jlellL 

Ell e ne repond que d' un peti t mouvement de 

corps， tendr己 etcalin;リnremonls qui se 

fait caresse. Elle se gJisse dans 80B bras 

dont ensui te， de forcc， elle se cciuture 

1a tai 11e， 日telle de悶巴urenichee，honteusc. 

1e front repos止a ]' epaule du jeu日日 ho醐 e

qui J'a laisse f乱iresans riell dire. 

(生活費が減る心配と警察沙t1¥の心配を同時に

免れた彼女l土、胸がつまるほど嬉しく、トリ

エルに寄り添ってつくづ〈と目を見守るG や

がてそれは、突然意外お発見をした人間の、

とて、つもない驚きがその中に含まれている声

でう

ヴァランチーヌ 本当に、あんたは立派な夫だ

わ。

トリエル情けtJいよ、今やっとそれが分かつ

たのか、怖v，ものをみせられて。

Tri elle Mis色re!... 

トリエル情けない・・・。

と咳いて仕事に戻ることだけなのだ。

「なべて1町立こともな LJという、平和な一家の芝

居がおわる。

たわいもない筋立ての芝居であるからには、趣向

が緩らされていなければならない。そのひとつが言

葉遊びである。

Valentine Sais-tu ce que tu me rappelles? 

Trielle Un dai凪

Va.lentine C' est prodigi eux! Tu as 1 e don 

de 18 divination. 

ヴァランチーヌ あパ)t:こがわたしに何を思い出

させるか知ってる。



フランスのブールパール演劇について 87 

トリエル鹿だろう。

ヴァランチーヌ まあ驚いた。当てごとの名人

ね。

「当てごとの名人Jと訳したフランス誇は ledOIl 

de 1a divinatioIlo donは「天賦の才能Jであり、

こんな戯言で使うべきではない。わざとあてこすっ

ているのである。

Valentine Sais-tu 印刷etu me註IA!

Trielle .Je te_I!!il_su日f.

ヴァランチーヌ あんたがわたしに何をするか

知ってるか。

トリエル うるさいんだろう。

では、 faire動詞で聞かれたときには、しかるべき

動詞で応えるものだカえここではわざと繰り返して

し、る。

Va1entine (日・)i1me sera d'y faire face. 

Trielle. tll leur tourneras le dos. 

ヴ、ァランチーヌ 顔を向けることはできないわ。

トリエル おまえは背を向けるよ。

というようにfaceとdosという反対語を用いて、観

客の笑いを誘うのだ。

こういう掛け合いの場面と、ひとりが一気にまく

し立てる場面とを組み合わせることで、何事も起こ

らない芝居は、観客の興味を逸らさないように作ら

れているのである。

(受理平成11年 3月20日)




