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憑依のダイナミクス――
演劇論としてのキャリル・チャーチル『小鳥が口一杯』

鈴木 美穂

Abstract
Dynamics of Possession: Caryl Churchill’s A Mouthful of Birds as a Play on the The-
atre

 Miho SUZUKI

 Caryl Churchill’s collaborative work A Mouthful of Birds is regarded as a significant ef-
fort on the representation of gender. The play, which is based on Euripides’ The Bacchae, 
exhibits transgressive androgynous bodies illustrated in the figure of Dionysus or Her-
culine Barbin through effective choreography. After the play debuted in 1986, it inspired 
academic research on the representation of the gender-bending body. Further, critics such 
as Elin Diamond and Janelle Reinelt have been particularly enthusiastic in their praise of 
the play and its representation. However, this perspective cannot be applied to certain parts 
of the play where the female characters suffer. Based on an issue raised in previous studies, 
the essay attempts to explore A Mouthful of Birds through the perspective of theatrical self-
awareness, given that the process of possession, which enables the characters to change, 
holds various implications on theatrical representations. 
 In the play, seven characters living in modern Britain are suddenly possessed by spirits or 
impulses, and they are simultaneously possessed by characters from The Bacchae, includ-
ing Pentheus or Agave. Through an analysis of possessions at these two different levels, 
this essay aims to examine how the dynamics of representation occurs in the play. At The 
Bacchae level, possessions display two contrasting qualities of representation. The pos-
session by Pentheus demonstrates the process of becoming a character. Meanwhile, the 
possession by Agave and the Bacchae displays the violent power of the body that is not 
reduced to signs. However, these antagonistic relations of representation are not designed 
to show binary opposition via complex operations. Meanwhile, transforming into another 
person/form and being dominated by forcible powers are also explored in the possession of 
the seven characters living in modern Britain. 
 As in the possession of characters in The Bacchae, a variety of power relations such as 
that between subjects and objects, or the interior and the exterior, are investigated by juxta-
posing seven different types of possessions, respectively. By depicting various possessions, 
which uncover the premised binary of the paradigm of recognition, such as the interior and 
the exterior, the playwrights intended to destabilize the framework of representation. Con-
sequently, any attempt to deliver a fixed evaluation of the play inevitably fails. 
 In conclusion, the essay argues that the play offers a significant investigation of the com-
plex dynamics of theatrical representation. 
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はじめに

　キャリル・チャーチル（Caryl Churchill）がディヴィッド・ランと共同で執筆した『小鳥が口一杯（A 

Mouthful of Birds）』（1986 年初演，以下『小鳥』と記す）は，劇中一度もせりふを発することないディオ

ニソスのダンスに始まり，ディオニソスのダンスに終わる謎めいた作品である (1)。チャーチルと，劇

作家で人類学者でもあるディヴィッド・ラン（David Lan）はジョイントストック・シアターグループ

から依頼を受け，エウリピデスの『バッコスの信女』（以下『バッコス』と記す）を出発点にワークショッ

プを行い，劇の形を作っていった (2)。「憑依」および「女性と暴力」をテーマとするこの作品は，霊や

衝動，パッションなどに「憑依」される 7 人の男女のエピソードを描いている。憑依前の人物たち

を示す第一部，憑依が起こる第二部，憑依後の第三部で構成されたこの作品に直線的な物語はなく，

各人物が霊や衝動などに憑依されるエピソードが脈絡なく示される。そして人物たちの憑依のエピ

ソードの合間には，ディオニソスが現れ，人物たちがペンテウスやアガウェなどの『バッコス』のキャ

ラクターに憑依される短いシーンが挿入されている。ジョイントストックによる初演において，俳

優たちは現代イギリスの人物の他にギリシャ劇のキャラクターも演じた。第三部では各人物が憑依

後の変化をモノローグで語り，ディオニソスによるダンスで幕となる。

　『小鳥』は，これまで会話中心の劇を書いてきたチャーチルがはじめてダンスを取り入れた作品で

あり，多くの部分にダンスやムーブメントが使用されているのが大きな特徴である (3)。しかし当時の

観客にこのようなスタイルは馴染みがなく，興行的に成功とはいえなかった。ランは断片的で複雑

な構成を持つこの作品の初演時，「トップ・ガールズ 2」のような作品を期待していた観客の多くは

失望していたようだと語っている（Roberts 2008, p.101）(4)。しかし，ディオニソスがペチコートを着た

男性によって演じられることをはじめ，19 世紀の両性具有の人物エルキュリーヌ・バルバン，その

霊に憑依される現代の男性デレクなど，さまざまな両性具有的身体が登場するこの作品はフェミニ

ズム演劇の理論家たちに大きなインパクトを与え，戯曲の出版後ただちに重要な作品と見なされた。

エリン・ダイアモンドやジャネル・ライネルトは，固定的なジェンダーとセクシュアリティを拒む

身体と欲望とを舞台化するために，この劇がリアリズムの表象の装置をどのように破壊しているの

かということを検証している（Diamond 1988, Reinelt 1989）。またアメリア・ホゥ・クリツアーをはじ

め多くの研究者は，フェミニズムの視点からこの作品における憑依，そして暴力を女性の解放のた

めの手段として捉えてきた（Kritzer 1991）。チャーチルはプログラムノートにおいて，伝統的に女性

は平和的であり男性は暴力的であると考えられているが，そういった見方は政治化されたものであ

り，女性が暴力的になり男性が平和的になる可能性を考えることが重要であると述べている（Churchill 

and Lan 1986, p.5）。この言説に基づき，少なくない批評家たちが『小鳥』における憑依と暴力を，女

性が慣習的な女性像から脱却しエンパワーメントするための手段と見なしてきた。一方，この作品

を女性の解放を描いたものとして捉える先行研究にライマ・エヴァンは異を唱え，女性たちの経験

(1) タイトルの Birds は必ずしも「小鳥」を意味するわけではないが，『現代演劇 特集キャリル・チャーチル』（現代演劇研究会

編，1996 年）で使われたこの日本語タイトルを採用させていただいた。筆者は劇中で女性たちが行う子殺しのイメージが「小

鳥」という言葉に反映されていると捉えている。

(2) チャーチルはこの作品に取り組む前から「女性と暴力」というテーマについて考えていた。「憑依」は主に人類学者でもある

ランの興味であったようである。ジョイントストックがチャーチルとランに執筆を依頼したとき，偶然演出家のレス・ウォーター

ズが『バッコス』を読んでおり，3 人によって『バッコス』を元に作品を作ることが決められたという（Roberts 2008, p.99）。

(3) 振付は，セカンドストライド・グループのイアン・スピンクによる。

(4) 初演は 1986 年 9 月バーミンガム・レパートリー・シアターで行われ，同年 11 月にはロイヤルコート・シアターでも上演

された。
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を暴力の点から捉え直すことを試みている（Evan 2002）。

　ペチコートを着て男性が演じると戯曲で指定されたディオニソスの姿は確かに両性具有的であり，

両性具有はこの作品が提起する大きな問題のひとつである。マーク・シルバースタインは，リュース・

イリガライが提唱する「女性的想像力」の概念を「両性具有的想像力」と読み替えて作品に適用し

ながら，デレクがエルキュリーヌ・バルバンに憑依されるシーンを詳細に分析し，この劇が男性的

な想像力の枠組みでは不可視のセックスやジェンダーを表象するための身体と表象形式を作り替え

ようとしたものだと論じた（Silverstein 1997）。シルバースタインの論は，男性／女性という単純な二

項対立に陥ることを回避しながら，この作品が示す表象に対する問題意識を浮き彫りにしたものだ

と言える。しかしエヴァンも指摘していたように，この作品には憑依の結果解放された女性もいれ

ば，そうとは言い難い人物たちも描かれており，憑依がもたらすものに対して一定の方向性を見出

すことは難しい。デレク／エルキュリーヌの分析が多くを占めるシルバースタインの論は作品が示

す力学の一端を描き出してはいるものの，それに当てはまらない部分も多くある。特にデレクがディ

オニソスによって半ば強制的にペンテウスに憑依されているように見えることや，白人の霊シビル

に一方的に力を及ぼされ抜け殻のようになってしまうトリニダード人の霊媒マーシャのエピソード

には，むしろシルバースタインの言う表象における男性的な想像力を強化するような方向性さえ見

られる。この問題をどのように捉えたらよいのか。ここで必要になるのは，両性具有のディオニソ

スが「演劇の神」でもあることを思いおこし，『小鳥』が演劇に対してどのような自意識を持った作

品なのかということを緻密に考えるという作業ではないだろうか。

　『バッコス』という劇中劇を挟みながら進行する『小鳥』は，演劇の表象に対する問題意識を示し

ている作品だと考えられる。しかしこれまでの先行研究においては，論者の関心がフェミニズムや

ジェンダーの表象の問題に集中していたため，この作品で目指されている演劇がどういうものなのか

という問題はフェミニズムやジェンダー表象というテーマの下位に置かれ，中心的に扱われてはこ

なかった。この作品を構成する主要な要素は「憑依」だが，憑依は演劇のあり方と深く関わる現象

である。この視点から全体を注意深く見直すと，ディオニソスがひき起こす『バッコス』の憑依は

原作のように人間を狂気に陥らせるものではなく，演劇の「役」に取り憑かれるというかたちで起

きていることがわかる。「役柄」の表象を舞台で成立させるという，演劇という表象システムの根幹

を成すプロセスが憑依という形で示されていることにはどのような意味があるのだろうか。以上を

踏まえ、本論文はジェンダーやフェミニズム理論の枠組から分析されることがほとんどであったこ

の作品を，演劇論として再読することを試みる。また分析を行うにあたり、作品を第一部から第三

部まで通して解読し，全体としてどのような演劇が目指されているのかということを考察していく。

なぜならこれまでの批評は，憑依によって各人物に起きた変化そのものを分析の対象にすることが

多く、作品全体で何が起きているのかを明らかにするということが行われてこなかったからである。

具体的には、作品世界における憑依がどのように起きているのかを分析し，最終的に両性具有の神，

ディオニソスがどのような存在として機能しているのか明らかにすることを目指す。

1  「演劇的イリュージョン」世界への参入

　第一部は，この作品に登場する 7 人が憑依以前どのような状態にあったかを観客に示す導入の場

である。ディオニソスのダンスに続いて，レナ（妻，母）と夫ロイが登場し，さらにマーシャ（電話交

換手），デレク（無職），イヴォンヌ（鍼灸師），ダン（司祭），ポール（ビジネスマン），ドリーン（秘書）と

いう 7 人の日常の一コマが次々と示される (5)。人物の提示が終わると，「言い訳（Excuses）」とタイト

ルが付けられた第一部最後のシーンとなり，彼らは仕事やルーティンを回避するための言い訳をモ

(5) 括弧内に示した人物たちの肩書きは戯曲に記されているものである（Churchill and Lan 1986, p.3）。
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ノローグで語る (6)。このシーンの次に憑依が起こる第二部が始まることを踏まえると，「言い訳」のシー

ンは人物たちの日常からの撤退，そして憑依が起こる位相への移行を示していると考えられるだろ

う。この移行はどのようにして起こるのだろうか。

　彼らの言い訳は 3 回繰り返される。1 回目では、「すまないが今日の会議に出席できなくなった。

足をねんざしてしまって」（23），「お茶にいけないわ，指を切ってしまったの」（23）などと突然の

けがや身体の不調など現実的な言い訳が述べられる。しかし 2 回目では若干大げさになり，彼らは

「わたしが取りに行く番だってわかってるけど，キッチンが水で溢れちゃって」（23），「今夜会いに行

けないの，車が壊れたのよ」（23）などと述べる (7)。3 回目で言い訳は非常に大げさになり，姉が誘拐

された，軍隊が街を占拠した，自分の家が吹き飛ばされたなどにわかには信じ難い理由が語られる。

そしてレナの「だから，わたしは一日家にいた」（23）というせりふで第一部が終わり，第二部が始

まる。

　ここで，1 回目の言い訳で述べられるドリーンの「今日は行けないわ，ものが二重に見えるの」（23）

というせりふに注目したい。「ものが二重に見える」とは，エウリピデスの『バッコス』において，

ペンテウスがディオニソスに女装させられた直後に発するせりふである。ディオニソスの奸計によ

りバッコスの信女の格好をさせられたペンテウスは，「どうも陽が二つに見えるような気がする。い

や陽ばかりではない，このテーバイの七つの門まで二重に見えるぞ」（松平千秋訳 1986 年，p.499）と語る。

原作の『バッコス』において，女性的なものと演劇的なものとが重ね合わされていることを看破し

たフローマ・ザイトリンは，女装したペンテウスは演劇的なイリュージョンの世界に入り，それ故

にものが二重に見えるようになっているのだと述べている（Zeitlin 1985, p.80）。ザイトリンの指摘を

このシーンに適用すれば，ドリーンをはじめとした現代の人物たちは，女装したペンテウスと同じ

ように演劇的な世界に入ったと考えることが可能になる。それゆえに「言い訳」のシークエンスが

進行すると，彼らの言い訳はどんどん大げさになり現実離れしたものになっていく。つまり，彼ら

は演技する人間へと変貌するのである。

　では彼らを日常から撤退させたものは何か。「言い訳」のシーン以前，モンタージュのように短く

示された人物たちのそれぞれの場面では，劇的な出来事は何も起きていなかった。そうすると，彼

らに言い訳をさせ日常から撤退させたきっかけをもたらしたのは，冒頭に登場したディオニソスだ

と考えられる。キャラクターたちは直接的にディオニソスに出会うわけではないものの，彼らの存

在する次元に現れたディオニソスの力に影響され，ものが二重に見えるようになるなど知覚や身体

に変容が生じ虚構の世界に参入していく。そうすると，憑依が起こる前触れとしての「言い訳」のシー

クエンスは，日常から離れた人物たちが参入していく世界が「演劇的」なものに関わることを示唆

している。「演劇的な世界」である第二部で主に示されるのが憑依であることを踏まえれば，ここか

らも演劇的なものと憑依とが重ね合わされていると言うことができるだろう。それでは，憑依と演

劇とはどのように関係し合うのだろうか。

2  虚構の生成と破壊――その転覆

　第二部で中心となるのは，第一部に登場した 7 人が霊や突然の衝動に取り憑かれるエピソードで

ある。各エピソードは独立し，直線的な物語を構成していない。各エピソードの間には，ディオニ

ソスが現れ人物たちが『バッコス』のキャラクターに憑依されるシーンが挿入されている。このよ

うに第二部は 7 人の人物のエピソードと『バッコス』の憑依を交互に示しながら進行する (8)。現代イ

(6) 戯曲ではすべてのシーンにタイトルがつけられているが，舞台上でそのタイトルが示されるわけではない。

(7) 以下，本文中に示す戯曲の引用にはページ数のみ記す。

(8) 文末の進行表を参照。
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ギリスで生活する 7 人の人物に憑依が起こる次元を，作品世界における虚構の「現実」のレベルだ

とすれば，彼らが『バッコス』のキャラクターに憑依される次元は劇中劇，いわばその虚構の内部

にメタ的に構築された「虚構」だということができるだろう。この二つは第二部の前半では関係し

合っていないように見えるが，第二部最後のシーン「ペンテウスの死」では重ね合わされる。この

シーンではじめて俳優たちは「現実」のレベルにおける人物でもあり，『バッコス』のキャラクター

でもあるという状態で存在する。すでに指摘したがこれまでの先行研究の多くは，それぞれの人物

にどのような変化が起きたのかを論の中心に据えており，『小鳥』におけるこのレベルの違いを意識

してこなかった。しかし「現実」と『バッコス』という二つのレベルが交互に示されるということ，

第二部のクライマックスである最後のシーンでその二つが同一になるということからは，チャーチ

ルとランがこの二つのレベルを意識して劇作を行ったことがうかがえる。この作品が演劇に対して

どのような自意識を持っているのかを考えるにあたり，まず注目すべきは劇中劇のレベルであろう。

そこで最初に『バッコス』のレベルにおける憑依がどのようなものか，そして『バッコス』の物語

がどのように進行するのかを確認していきたい。

　第二部冒頭のレナのエピソードが終わると，ドリーンのもとにディオニソスが現れる。秘書とし

て働いているが夫のもとから逃げ出し自由になりたいと感じていたドリーンは、アガウェに憑依さ

れる。そして「現実」のレベルにおける全員のダンスののち，再びディオニソスが現れ，今度はデ

レクがペンテウスに憑依される。最初の『バッコス』のシーンにおいて，憑依されたドリーン／ア

ガウェは「わたしはその脇腹に足をのせ，肩を引き裂いた」と一言だけ語る。これに対してデレク

／ペンテウスは「彼女は私の脇腹に足をのせ，肩を引き裂いた。彼女はわたしのあばらをこじ開けた」

（28）と，アガウェのせりふを力を及ぼされた側から語り直している。この二つのせりふにより，ア

ガウェとペンテウスは力を及ぼすものと及ぼされるものという関係性にあることがわかる。そして

このことが示唆するように，デレクとドリーンにおける憑依の方向性は異なっている。

　デレクはどのようにペンテウスになっていくのだろうか。最初の憑依の後，再びペンテウスに憑

依されたデレクは「これは私の国だ。私は国を愛している。放っておいてくれ。あの神を殺せ！」（37）

と語る。次の憑依ではアガウェと親子の会話を交わす。「母上，なぜ女性たちは国を離れたのですか？」

「わたしたちは幸せよ。放っておいて」というアガウェに，ペンテウスは「お腹がすいた」という。

するとアガウェは微笑むが，次の瞬間ペンテウスは「あの森を血で満たしてやる」（41）と殺意をあ

らわにする。さらに次の憑依でデレク／ペンテウスは「女たちを捕まえろ，軍を送れ！わたしは女

たちを殺したい。わたしは女たちを見たい。山へいこう」（54）と述べ，支配欲と権力欲，そして窃

視への欲望を示す。その後「ペンテウスの女装（The Dressing of Pentheus）」と題された憑依で，デレ

ク／ペンテウスは二人のディオニソスにダンスでそそのかされ女装し「母上のように見えるかな？」

（58）と言う。最終的に，バッコスの信女に変貌して踊っている女たちのもとへ連れてこられたデレ

ク／ペンテウスは，「あの神を殺せ！」（66）と叫びながら引き裂かれる。

　このようにデレクがペンテウスに憑依される際には，必ずディオニソスが現れる。ペンテウスの

憑依は『バッコスの信女』の物語に沿って起こっており，劇が進行するにつれデレクはペンテウス

以外の人物には見えなくなってくる。この流れにおいてはある人物の上に虚構のイメージを重ね，

その像を強化するということが行われている。それは演劇における「キャラクター」の生成のプロ

セスと通底し，この作品の演劇に対する自意識を露呈している。ここで問題なのは，一連のシーン

においてデレクが半ば強制的にペンテウスに憑依されているように見えることである。この強制性

は，演劇において，役柄を舞台上で成立させる強制的な権力と関わっている。舞台上の俳優は，共演者，

演出家，あるいは自分自身によってある役柄であると名指されれば，どんな人物であっても彼／彼

女はその役柄であると認識され，俳優自身は役柄の影に隠されていく。デレクがペンテウスに憑依

され，ペンテウスになるというこの場でも，同じような現象が起こっている。ディオニソスは積極
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的に何かを行うわけではないものの，ディオニソスが現れるとデレクはペンテウスになるという憑

依のパターンは，ディオニソスの力を明白にあらわすものである。「デレクはペンテウスに憑依され

る（ “DEREK is possessed by PENTHEUS.”）」（28）というト書きも，憑依の強制性を示唆するだろう。

　このディオニソスによる虚構のイメージの強化という問題は，デレク／ペンテウスの女装のシー

ンに最も顕著な形であらわれている。ディオニソスは抵抗するデレクをうまくいなし，自らの衣装

を着せ女装させてしまう。ここでは，女装によりデレク自身の痕跡を消すということが行われている。

もともとデレクやドリーンは現代の人物としての彼らの外見（衣装）をしていた。デレクやドリー

ンは彼ら自身として登場し，それからペンテウスやアガウェに憑依されるからである。そのため第

二部の前半ではデレクとペンテウスのイメージは明確に分けられるものではない。しかしディオニ

ソスはデレク／ペンテウスに自らの衣装を着せ女装させることにより，外見上デレクはもはやデレ

クでなくなってしまう。つまりディオニソスによる女装とは，デレクから彼の痕跡をなくし，両性

具有的なディオニソスの似姿をつくることであると言えよう。デレクの上に作られたペンテウスの

像の上にはさらにディオニソスの像が上書きされ，虚構のイメージが重ね合わされている。こうし

てみると，ディオニソスは人工的な「虚構」の性質を強化することに関わっていることになる。

　しかし注意しなければならないのは，ディオニソスが中心となって生成されるペンテウス像が原

作とは若干異なっていることである。デレク／ペンテウスは支配欲と権力欲をむき出しにしつつも，

女装と窃視の欲望を持ったマザコン的な男性として造形され，原作のペンテウス像からは逸脱して

おり，むしろ原作のペンテウス像を戯画化するような要素が見られる。さらに，この戯画化はペン

テウスの女装のシーンにもあらわれている。女装のシーンでは，舞台上になぜか二人のディオニソ

スが登場する。作品全体にわたってディオニソスは基本的には一人で登場し，初演ではポール（豚

と恋に落ちるビジネスマン）を演じたダンサーが演じた。しかし規則性はないもののディオニソス

は時に二人になり，ディオニソス 1 とディオニソス 2 というかたちで二人同時に現れることがある。

このペンテウスの女装のシーンでもディオニソスは二人現れ，二人が踊ってペンテウスを騙し二人

の衣装を着せて女装させる。そうすると，デレク／ペンテウスに上書きされたディオニソスの像の

起源は攪乱されており，単純に女装させられたペンテウスがディオニソスの似姿であるとは言えな

いことになる。以上を踏まえると，デレク／ペンテウスの憑依において，ディオニソスは虚構のイメー

ジを強化するという方向性を示しながらも，同時にそれを戯画化するような側面を示していること

がわかる。

　ではそのペンテウスを引き裂くバッコスの信女たちの憑依はどのように起こるのだろうか。最初

ドリーン／アガウェの憑依は，デレク／ペンテウスと同じ形で起こるが，その憑依のプロセスは若

干異なっている。大きな違いはドリーンと女性たちは，ディオニソスが現れないところでもバッコ

スの信女に憑依されることである。その憑依をひき起こすのは彼女たち自身によるダンスである。

第二部の中間部に置かれた，7 人の出演者全員によるダンス「度を超えた幸せ（Extreme Happiness）」

というシーンで，女性たちは踊りながら「バッコスの信女」に憑依される。

全員。メインキャラクターとして。

このダンスは度を超えた幸せの瞬間の記憶で構成される。

しばらくすると，全員が滝の中にいることに気付く。彼らは走って出たり入ったりする。立って彼らの背中に水が

流れ落ちるようにする――強い身体的な快楽の瞬間。

この最中に，四人の女性たちはアガウェと三人のバッコスの信女に憑依される。　

             （Churchill and Lan 1986, p.49）

このシーンでは，「現実」のレベルの人物たちが踊りながらエクスタシーを高めていくことによって
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我を忘れ，バッコスの信女になるというプロセスが提示されている。このとき通常ディオニソスを

演じている俳優も「現実」の人物（ポールおよびダン）として踊っており，ディオニソスは舞台上に存

在していない。デレクに起きる半ば強制的な憑依と異なり，ここで女性たちは憑依されることに自

ら身を投げ出しているように見える。彼女たちは滝の水に身体を打たれることによって身体を活性

化させ，憑依を呼び起こす。ダイアモンドがこのシーンについて，「『キャラクター』から『ダンサー』

への変容は，多孔的なものが人工的なものに押し入る試み，表象のシステムの抑圧性を転覆する試

みである」（Diamond 1997, p.95）と述べるように，確かにここでは記号に還元されない身体のエネル

ギーが、レナやドリーンという「キャラクター」を構成する人工的なイメージに「押し入り」，侵食

されているように見える。しかし事態を複雑にしているのは，彼女たちが単に「ダンサー」になった

のではなく，アガウェやバッコスの信女という「キャラクター」に憑依されているということであ

る。つまり完全に記号から自由になっているわけではなく，女性たちはダンサーでありキャラクター

であるという複雑な状態にある。最初は「現実」のレベルのメインキャラクターとして，身体の快

楽を想起し感じていた彼らは気がつくと滝の中にいる。快楽や身体の活性化という直接的な身体性

は，役柄のイリュージョンのもとに隠されていた俳優自身の身体を観客に感じさせ，人工的なイメー

ジを侵食する。ここから彼らは快楽を感じるダンスに突入していくが，しかしその快楽が極まると

彼女たちは『バッコス』のキャラクターに憑依されるという，いわば逆転の現象が起こっている。

　以上、異なるプロセスを経て進行する二つの憑依を分析することにより，ディオニソスを中心に

生成される『バッコス』の世界は虚構の生成と破壊という二つの相反する力学を示す一方で，それ

らは明確に二つに区分できるものではなく，複雑に絡み合って示されていることが明らかになった。

虚構のイメージを強化するデレク／ペンテウスの憑依においては同時にそのことが戯画化され，直

接的な身体性を前景化し，虚構の像を破壊しているように見えるドリーンやバッコスの信女たちの

憑依においても，虚構の枠組は維持されている。つまりここで行われているのは，二つの表象に対

する相反する力学をそれぞれ変容させ，対立的な力関係に陥らせないということだと言えるだろう。

　『バッコス』のレベルでは，二つの表象に対する対立的な力を変容させるという運動が示されてい

た。そして先にも述べたように『小鳥』第二部の作品世界は，虚構の「現実」と『バッコス』とい

う二つのレベルで構成されている。ではこの二つの世界の関係性はどのようになっているのだろう

か。その問題について考えるためには，「現実」のレベルにおいて憑依はどのように描かれているの

かを分析する必要がある。

3　さまざまな「憑依」を描く意味

　第二部の「現実」レベルの人物たちに起こる憑依はどのようなものなのか。霊に憑依され，子殺

しに至る妻，母のレナ。霊媒でありながら霊に身体を奪われるマーシャ。豚との恋に落ち，強い快

楽を覚えて日常を送れなくなるビジネスマン，ポール。両性具有的な身体を持ち，刑務所の受刑者

たちを快楽のうちに死なせるダンスを踊る司祭ダン。両性具有者エルキュリーヌ・バルバンに憑依

されるデレク。アルコール中毒と母を切りつけたい衝動に苦しむ鍼灸師イヴォンヌ。身体の痛みに

悩まされ隣人へ暴力をふるい，念力で物を動かせるようになる秘書ドリーン。各人物のエピソード

の概要からわかるように憑依のありようはそれぞれで非常に異なっているが，大きく言えば，『バッ

コス』のレベルで示されていたように，「他の何かになる／させられる」という憑依と，身体的な力

を前景化させ，快楽や暴力への衝動に支配される憑依に分けることができる。ここでは，これまで

の分析を踏まえ，最初に「他の何かになる／させられる」方向性の強い二つの憑依を取り上げる。

そして「憑依」を，演劇においてある役柄になるということと重ね合わせて分析を行い，これらの

憑依が演劇の表象に対してどのような問題意識を示しているかということを考察する。

　最初にマーシャのエピソードを見ていく。電話交換手として働いているマーシャはトリニダード



- 48 -■　鈴木 美穂    憑依のダイナミクス――

演劇論としてのキャリル・チャーチル『小鳥が口一杯』                      

■　西洋比較演劇研究　Vol.14  No.2  （日本語版）March 2015　ISSN  1347-2720

の出身で，作品内で唯一人種を指定されている人物である。第一部では忙しく電話を受けながら、

相手によって話す英語を切り替えているマーシャが描かれる。電話交換手，ボスの愛人，西インド

からの移民などという複数のアイデンティティを持つマーシャは，話す英語を切り替えることによ

りそのアイデンティティを切り替えているのである。第二部ではマーシャのまた別の顔が示される。

実はマーシャは霊媒であり，彼女の地下室でバロン・サンディという西インドの神を降霊させ，低

い声で相談者の質問に答えている。マーシャの部屋の片側にはシビルという白人の霊がいる。シビ

ルに憑依されたマーシャはシビルに声も身体も場所も奪われ，抜け殻のようになってしまう。

　もともと電話交換手であり霊媒でもあるマーシャは，常に他の何かを代替する俳優的な存在とし

て示されている。この状態は，マイノリティのマーシャが自身の声を持てないでいることを示して

いるとも言えるだろう。先行研究においても，有色人種の女性であるマーシャは女性たちのなかで

最も抑圧された人物として扱われてきた（Evan 2002, p.277）。しかし彼女が霊媒でもあるということは，

この作品を演劇の表象という点から考える際，興味深い視点をもたらす。ヴィクトリア時代の霊媒

について書いたアレックス・オーウェンは，霊媒を「器」であると定義する一方で，霊媒は「霊の

憑依」の名のもとにジェンダー規範を越えて振る舞うことができたと述べており，霊媒であること

は，本来の彼女自身では得られない発話の自由をマーシャに与えていると考えることもできる（Owen 

2004, p.11）。また戯曲にはマーシャがバロン・サンディに憑依されるとの指定はなく，彼女がバロン・

サンディに本当に憑依されているのか実は演技なのかを判断することはできない。オーウェンも霊

媒における憑依の演劇的な側面を指摘しており，霊媒そのものが演技する存在だと考えることも可

能だろう（Ibid, p.41）。しかしマーシャのバロン・サンディへの憑依において重要なのは，それが自

発的なものであることと，そして憑依あるいは演技を通して，マーシャは実社会において彼女に与

えられている役割やカテゴリーを超えたものとして振る舞うことができるということである。さら

に霊媒が「他の何か」を表象する方法も重要である。霊媒は自身の身体を霊に貸すという存在だが，

憑依の際，例え霊に身体を支配されていたとしてもその外見は霊媒自身のままである。それゆえ霊

媒が霊に憑依されているとき，その外見が霊媒自身の身体であることは周りの人間に了解されてい

るものの，霊媒の身体が表すものは霊媒自身ではないという二重性，決定不能性を帯びる。こうし

てみると霊媒における憑依は，演劇において俳優が役柄を成立させるという問題にさまざまな視点

を提供するものだと言える。

　しかしマーシャの霊媒／俳優としての自由と可能性は，アッパーミドルクラスの白人の霊シビル

に奪われてしまう。シビルは謎めいた存在でありなぜそこにいるのかは明らかにされない。マーシャ

の部屋には右と左に全く同じ配置でテーブルと椅子が並べられ，マーシャは右に，シビルは左にい

る。バロン・サンディの憑依の最中にシビルの声を聞いたマーシャは，シビルのいる空間 B に足を

踏み入れる。霊であるシビルは長い間この空間におり，能力を持った器を待っていたことを匂わせる。

ここからシビルによるマーシャのコントロールと乗っ取りが始まる。シビルは徐々にマーシャのい

る A の空間に入り込み，彼女の後ろに座り，彼女の代わりにマーシャを訪れた相談者に助言する。

　ここで注目すべきなのはシビルによるマーシャの乗っ取りが進行するにつれ，シビルの「演技」が

前景化されてくるということである。音楽学者が訪ねてくるとシビルはいつもとは異なる声で，ド

イツアクセントの英語を話しマーシャの代わりをする。さらに次のシーンでは，マーシャの客であっ

たマーガレットに対して，マーシャがいた位置に座り，マーシャの声，西インドアクセントの英語

でマーシャとして話すシビルの姿が描かれる。

 

    シビルは A1，マーガレットは A2，マーシャは B3 にいる。

シビル　（マーシャの声，西インドのアクセントで）わたし故郷に帰ってたの。

　　　だからあなたの手紙に返事するのが遅くなっちゃって。[ …] 霊と話したい？
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マーガレット　バロン・サンディ？お願いするわ。

シビル　　バロンって誰？だめ，わたし彼から離れたから。

マーガレット　え？

シビル　お金，つけておく？わたし霊を得たの，信じて。あなただけのための霊。　

                                                          (Churchill and Lan 1986, pp. 36-7)

シビルはこれまでマーシャ以外の人物には見えていなかった。しかしこのシーンで，マーシャの客

であったマーガレットはシビルをマーシャだと思い振る舞っている。このエピソードで行われてい

るのは霊による霊媒への憑依であり，マーシャの身体と声の乗っ取りである。そしてそれがイリュー

ジョンを生み出す演技によって表されているということは重要である。このとき模倣されたマーシャ

は声を奪われ抜け殻のようになり，かつてシビルがいた空間 B に移動させられている。シビルはマー

シャ以外の人には不可視の存在であった。いわば空間 B は「不可視の空間」であり，マーシャはそ

こに追いやられている。

　霊媒と霊，トリニダード人とアッパーミドルクラスの白人というマーシャとシビルはほとんど反

転の関係にあり，それは同じ配置で家具が置かれ，隣り合っている彼らのいた空間 A と B に可視化

されている。移民とアッパーミドルクラスの白人という関係性ではシビルが圧倒的に強者だが，霊と

霊媒という関係性においてはマーシャが強者であった。霊媒であるマーシャはもともと演技する人

間であり，複数のアイデンティティを切り替えて生きていた。この切り替えはマーシャがコントロー

ル可能なものであったが，霊であるシビルがマーシャを乗っ取ることで，マーシャは霊をコントロー

ルすることが困難になっていく。ここでは霊媒が霊になる，霊が霊媒になるという現象が起こって

おり，シビルが霊媒マーシャに近づくにつれ「演技する」人間になっていくことは興味深い。そし

て彼らがいた空間が徐々に入れ替わり，マーシャが「不可視化」されていくことでその力関係が視

覚的にも示されている。力関係が明確なこのエピソードにおいては，シビルが象徴的に示す，イリュー

ジョンを生み出す演技に基づく表象の枠組が批判的に示されている。しかし同時にそのような表象

を乗り越えることの困難さが暗示されていると言えよう。

　一方，デレクにおけるエルキュリーヌ・バルバンの憑依は，シビルによる抑圧的な憑依とは対照

的である (9)。デレクの憑依は，この作品で描かれる憑依のなかで唯一の自発的なものであり，彼は自

らエルキュリーヌに「なる（becomes HERCULINE.）」（52）。ウェイトリフティングをしているデレクの

もとに，19 世紀の両性具有の人物エルキュリーヌ・バルバンが登場する。このバルバンは男装をし

た女性が演じると指定がある。そしてエルキュリーヌはかつて女性であったときの恋人たちとの幸

せな関係，自分の体に対する違和，男性と宣言された不幸を長いモノローグで語る。その語りの合

間に，エルキュリーヌは語りの内容に関係する小道具や衣装をデレクに手渡し続け，エルキュリー

ヌの語りが終わると，デレクはエルキュリーヌに憑依される。

　　デレクはすべての道具を持ち，ショールとペチコートを着る。

　　彼は椅子に座りエルキュリーヌになる。

(9) エルキュリーヌ・バルバンは，ミシェル・フーコーがその日記を発見し，序文を書いて出版したことで 20 世紀に知られる

ようになった両性具有の人物である。チャーチルとランは特にフーコーの名前を挙げていないが，ダイアモンドはエルキュリー

ヌの造型が日記とフーコーによる序文に基づくものではないかと述べている（Diamond 1997, p.201）。チャーチルは 1984 に

年初演された『ソフトコップス』がフーコーの『監獄の誕生』に基づく作品だと述べており，その他のフーコーの著作も読ん

でいることからその可能性は高いと思われる。一方シルバースタインは，『小鳥』の描く両性具有的身体が，『エルキュリーヌ・

バルバンの日記』序文および『知の意志――性の歴史』に示されたフーコーの性の概念を批判するものだとする（Silverstein 

1997, 178）。
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　　彼女は彼の横に立ち，彼から道具をとり彼女のスーツケースにつめていく。

                     （Churchill and Lan 1986, p.52）

 両性具有として生きていたエルキュリーヌは単一の性，「男性」であることを強制され，自身の身体

そして人生を見失ってしまった人物であり，単一の「何かである」と限定，強制されることの抑圧

性が語りのなかで示されている。デレクもまた自身の男性性をめぐる葛藤を抱える人物であり，彼

はエルキュリーヌに自発的に憑依され抵抗なくエルキュリーヌになる。ここでは，アイデンティティ

が常に揺れ動くものとして表象され固定されない。デレクからエルキュリーヌへの変化はエルキュ

リーヌが小道具をひとつひとつ渡すことで進行し，すべてを身につけたデレクはエルキュリーヌに

なる。しかしエルキュリーヌとして語り始めたデレクから，エルキュリーヌはまた小道具を取って

行く。このように複層化されたアイデンティティはレイヤー状に重なり揺れ動く。さらにこのラスト

シーンでは，男性が演じるデレクに女性が演じるエルキュリーヌがキスをする。このキスは男性と

女性という二つの身体を繋げ，両性具有の身体像を具現化するものと考えられてきた（Diamond 1997, 

p.97）。しかしこのキスは二つのものを一つに繋げるだけでなく，デレクの身体表面に穴を開けるも

のと考えることもできる。穴からはさまざまなものが入り込み二項の境界を攪乱する。つまりキスは，

俳優の身体の上に作られている記号のイメージに穴を開け，俳優自身の身体を露出し，身体とイメー

ジの関係性を不安定化させている。このような憑依のあり方は、俳優が「役柄」になる際、不可避

的に生じてしまう抑圧を乗り越える可能性をもたらすものだろう。以上のように，マーシャにおけ

る憑依に比べ，デレクのエピソードでは抑圧的になることなく他の何かになるという憑依が示され

ている。

　しかし，なぜこのように全く異なる方向性の憑依が描かれるのだろうか。その理由を，フェミニ

ズム的な視点から有色人種の女性であるマーシャは，白人男性であるデレクより強く抑圧されてい

るからだと考えることもできるだろう。エヴァンはマーシャの憑依のシーンについて，『小鳥』が人

種差別的なイデオロギーを転覆させる演劇的なボキャブラリーを作り出せていないことを示したも

のだと述べ，チャーチルとランを暗に批判している（Evan 2002, p.280）。しかし，わたしたちはすで

に『バッコス』のレベルにおいて，さまざまな操作により表象をめぐる対立的な力関係が巧妙に変

容させられていたことを確認した。むしろ，チャーチルとランはこのような全く異なる方向性のエ

ピソード両方を描き出すことによって，わたしたちが陥りがちな二項対立的な力関係そのものを不

安定化させることを目指したのではないか。

　そのことは次のエピソードを見ることでより明らかになる。マーシャ，デレクとはまた異なる形

の憑依が描かれているのが，妻，母であるレナのエピソードである。「サイキック・アタック（Psychic 

Attack）」というタイトルで，4 日間の朝食のシーンで構成されるレナのエピソードの一日目，レナと

夫ロイの朝食シーンに男性の霊が現れる。ロイはレナに一方的に喋りつづけ，レナはロイの食事の

世話をしている。ロイが出て行くと，霊とレナは「変身」と題されたダンスを始める。エピソード

が進行するにつれ，霊はレナとロイの間で存在感を増していく。2 日目の朝食では，彼らの日常生活

を構成しているせりふが形式的に繰り返される。その会話の間，霊は休むことなくロイとレナの会

話に介入する。「お前は役立たずだ。自分の尻もふけない。役立たずの子ども。お前は生まれない状

態になるんだ」（26）と，霊はレナの存在を誕生以前に遡って否定し続ける。同時に霊はロイの身体

性を強調する。「彼の耳には毛が生えている。彼の鼻には大きな鼻くそがあって，鼻の穴は大きすぎ

て鼻毛と鼻水でいっぱい，いびきをかいて／鼻を鳴らす。［ …］彼の口は糞の味，なんでかって口は

尻の穴に直接つながっているから」（26）。そして霊は子どもを殺せという命令を発する。ロイの退場後，
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霊とレナは取っ組み合いを始め，激しくお互いの身体をぶつけあう (10)。3 日目も同様に霊の執拗な語

りが続く。3 日目ではレナと霊の攻防は影を潜め，霊がロイをテーブルに押し倒す。4 日目に，レナ

は娘のサリーをバスルームで溺れさせたことをロイに告白する。このとき，レナは「やったのはわ

たしじゃない」（28）と自分が主体的にサリーを殺害したわけではないと主張し、レナの「ティーポッ

トでお茶を注いだら血が出てきたの」（28）というせりふでエピソードは終わる。

　憑依によって女性が暴力的になり，子殺しに至るというこの作品のテーマをなぞるようなレナの

エピソードだが，そのプロセスは複雑である。そもそもレナに現れる霊は何者なのか。戯曲では霊

はレナにしか見えず聞こえないと指定されている（23）。それゆえ霊はレナの内部，無意識が可視化

されたものだとも考えられる。第一部でうさぎを殺したロイは力を誇示したい男性であり，レナに

対し支配的である。そして従順な妻，母の役割を果たしているレナに対し，霊はロイへの嫌悪をか

き立て子どもを殺すよう命令する。第一部で，うさぎの死体に恐怖を感じながらも魅せられていた

レナにはもともと力への志向があったと考えられ，支配的な夫に対する嫌悪も彼女自身に端を発す

るものだと推測できる。しかしそれが男性演じる霊によって常に命令形でレナに語られるというこ

とは，霊が外部のものである可能性も示唆する。そうすると霊はレナの内部に由来するものとも，

外部的なものだとも考えられることになる。

　霊がもたらすものも極めて両義的である。例えば霊はレナに対し，鼻くそ，鼻水，糞便などロイ

の身体境界で発生する汚物を強調して生理的な嫌悪をかき立てる。人類学者のメアリー・ダグラス

によれば，身体内部から外部へと漏出するこれらの分泌物が「汚物」とされるのは，安定的な身体

境界という幻想を不安定化させるためである（Douglas 1980, p.121）。ここから霊という存在はさまざ

まな境界を不安定化させ，流動化するという運動に関わっていると言える。さらにこの霊がもたら

す不安定化の運動によって，レナは変化を経験していく。ここで重要になるのがダンスである。1 日

目，霊がロイとレナの朝食の場に現れ，ロイが出て行くと「変身」のシークエンスが始まる。

レナと霊　変身

霊はカエルである。レナはへびとして脅迫的に近づいていく。霊は彼女の腕をつかみ，恋人になる。彼女は反応す

るが，霊は彼女を抱きしめると動物になり，彼女のうなじを攻撃する。彼女は彼を床に押し倒すと，霊は電車になる。

彼は音をたててテーブルの下を走ると，彼女はいすを使ってトンネルを組み立て，彼は恐ろしげな鳥になってそこ

から出てくる。彼女は小鳥になり食べ物を頼み，彼は食べ物を与える。彼が食べ物を得るために去ると，彼女はヒョ

ウになり，彼を地面に押し倒し彼を食べる。その後，彼は獰猛な叫び声をあげながら飛び上がる。彼女は次のシー

ンにうつる。

　        （Churchill and Lan 1986, p.25）

シルバースタインはこのダンスを、幻想でしかない内面や身体の一貫性というものに基づく、固定

的な実体としての主体と演劇的なキャラクターという概念を破壊するものだと評価する。そしてこ

のダンスによって、レナは現在の状況に異議を申し立て、主体の位置や身体の意味の可能性を拡張

していくことができるようになると述べている（Silverstein 1997, p.182）。確かに記号で同定されるこ

とを拒むように次々と表すものを変えていくこのダンスにおいては、主体や身体の位置が揺るがさ

れ、レナはさまざまなものに変身し彼女の攻撃性をあらわにしていく。この攻撃性がレナ本来のも

のなのか，そうでないのかはにわかには判断できない。しかしいずれにせよ，そのような欲望を露

出することを可能にしたのは，レナの内部のものとも外部のものだとも考えられる霊が可能にした

(10) 筆者は大英図書館でこの作品の録音音声を聞いたが，この場面で身体と身体がぶつかり合う音，レナと霊の激しい息づか

いを聞き取った（1986 年 12 月 12 日，ロイヤルコート・シアターでの上演録音，2014 年 8 月 2 日聴取）。



- 52 -■　鈴木 美穂    憑依のダイナミクス――

演劇論としてのキャリル・チャーチル『小鳥が口一杯』                      

■　西洋比較演劇研究　Vol.14  No.2  （日本語版）March 2015　ISSN  1347-2720

ダンスである。そして「変身」にあたってレナは自らの暴力性をあらわにする。暴力は力を及ぼす

側と及ぼされる側という関係性を生み出すが，レナと霊の変身のダンスではその力関係が絶えず入

れ替わり固定化されていない。このように、霊はさまざまなものの関係性を揺るがせる運動に関わっ

ている。そしてその運動は、シルバースタインも指摘するように、固定的な演劇のキャラクターと

いう概念を揺るがせる可能性も秘めたものである。

　しかしながら「サイキック・アタック」として始まった霊とレナとの関係性において，レナが受

け身的な存在であることも否定し難く，霊とレナの変身のダンスを楽観的に称揚することはできな

い。さらに霊がレナの存在を否定し続けること，子殺しを命令し続けることに加え，レナがその命

令に従い自分の娘を殺すという結末は単純な解釈を許さないものである。レナが力を及ぼす側にま

わったと考えることも可能だが，その対象がロイではなく自分の娘であるということは，事態をよ

り複雑にするだろう (11)。以上のようにレナの憑依において，力を及ぼすものと及ぼされるものの関係

性は不断に変化し安定していない。先行研究はレナのエピソードに対して一定の評価を下そうとし

てきた。しかし霊が内部のものでも外部のものとも考えられるということが示しているように、こ

こでは力関係を一方に位置づけないということが目指されているのではないか。

　残る 4 人，ダン，ポール，イヴォンヌ，ドリーンの憑依はいずれも身体の力に関わるものである。

紙幅の都合でここでは詳細な分析はできないが，彼らはダンスなどによって身体の力が前景化され

ることにより，非常に強い快楽や暴力的な衝動に囚われる。ダンやドリーンの場合は外部の人間に

死をもたらすほどの攻撃性が生み出される一方で，ポールやイヴォンヌは快楽に溺れ彼ら自身の生活

や身体を脅かすことになる。つまり彼らの憑依においても，憑依したものがどこから来たのか，そ

してその力がどのように作用するのかということはそれぞれ異なっている。以上のことから，チャー

チルとランは第二部において、外部と内部、主体と客体、身体と精神などの関係性が不可避的に問

い直される憑依という現象のヴァリエーションを意図的に描いていると考えられる。決して同じ方

向性を持たない「さまざまな憑依」を示すことにより、彼らはこれらの二元論的な関係性を固定化

させないということを目指したのではないだろうか。そしてそれは演劇の表象についても同じこと

が言える。力を及ぼすものと及ぼされるものの関係性とは、俳優と役柄の関係性など、演劇という

システムに内在する権力関係に適用することができるだろう。「他者になる」ことのさまざまなパター

ンを示すことにより、表象のあり方は不安定化させられていくのである。

　それでは，なぜチャーチルとランはこのような戦略をとったのだろうか。最後に「現実」と『バッ

コス』のシーンが同一になる第二部最後のシーンと，憑依後の人物たちを提示する第三部の分析を

通して，ディオニソスが象徴する力とは何なのか，チャーチルとランが目指した演劇とは何だった

のかということを明らかにし，結論としたい。

4　ディオニソスとは何か

　第二部最後のシーン，「ペンテウスの死（Death of Pentheus）」のシークエンスは次のように進行する。

ペンテウスはディオニソスによって，この劇の前半部分からの「度を超えた幸せ」と暴力の瞬間が繰り返されてい

る全員のダンスに連れてこられる。

デレク以外，すべての俳優はメインキャラクターの衣装。

ペンテウスは，アガウェに憑依されたドリーンと，バッコスの信女に憑依された他の女性たちに引き裂かれる。ポー

ル／ディオニソス，ダン／ディオニソスは見ている。

(11) 例えばエヴァンは，フェミニズム的な視点から，母による娘殺しとは象徴的な自分殺しとなる可能性を指摘する（Evan 

2002, p.264）。
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ペンテウスが死んだとき，アガウェとバッコスの信女たちは静かになり彼女たちがしたことを認識する。                                              

       （Churchill and Lan 1986, pp.66-70）

このシーンは『バッコス』のレベルのものだが，デレク／ペンテウス以外の人物たちはメインキャ

ラクターの外見をしており，このシーンにおいてはじめて「現実」の人物たちと『バッコス』のキャ

ラクターたちが併存する。バッコスの信女に憑依された女性たちはペンテウスを引き裂いた後，憑

依から覚めドリーンやレナ，マーシャとして会話を交わす。早く仕事に行かなくてはというレナや

マーシャに対し，ドリーンがここに残ると言うと他の女性たちもその場に残る。チャーチルはこの

シーンについて，「［原作の］『バッコス』の最後，アガウェはディオニソスに従うことをやめる。でも

この劇では，彼女と他の女性たちは山に留まりつづけ，彼らがもう以前の生活には戻れないことを

受け入れ新たな変化を歓迎する」と述べる（Churchill and Lan 1986, p.5）。このチャーチルの言葉は，

この作品がどのような演劇を目指したものなのかを考える際非常に示唆的である。チャーチルは人

物たちに起きた変化を，原作のように「過ぎ去った狂気」として忘れてしまうのではなく，その変

化を自覚し自身の身体に残しておくことを要求している。それはつまり，第二部の最後のシーンの

ように二つの異なるレベルのものを身体に併存させるということを示していると言えよう。

　そのことは第三部の人物たちの姿に示されている。ここでも人物たちはさまざまに変化しており，

憑依がもたらすものは一様ではない。ポジティブに変化したのはデレクである。

　　　デレク　　わたしの胸は大きくないけどわたしは好き。わたしのウエストは細くないけど，わ　

　　　　　　　　たしは微笑む。わたしの肩はまだいかつい。［…］　わたしの皮膚はかつてわたしを

　　　　　　　　包んでいた，でも今は世界を中に入れている。わたしっていつもこうだった？わた

　　　　　　　　しはこの身体を持っていた男性をほとんど忘れてしまった。　

                  （Churchill and Lan 1986, p.71）

憑依前のデレクにおいて皮膚は身体の蔽いであった。包むものとしての皮膚は身体内部を外界から

隔て，内部／外部という二項対立の関係性を構成する。それは男性／女性や，俳優／役柄という関

係性にも通じ抑圧を作り出す。エルキュリーヌとのキスにより身体表面に穴のあいたデレク，ある

いは女性たちによりペンテウスという虚構の男性の像が破壊されたデレクは，男性のままで女性性

をも獲得し快適さを感じている。老人の介護をしているレナは人を殺したことを楽しんだといい，

そういう力を日常で使わないようにするのが大変であると明かす。一方，霊媒のマーシャは故郷に

帰り一応の平安を得てはいるがまだ抜け殻のようである。またドリーンは恐ろしいイメージから逃

れることができない。

ドリーン　わたしは落ち着くことができない。頭は恐ろしいイメージでいっぱい。わたしは実際

                 それを見たわけじゃない，むしろそれを感じる。自分の口の中が鳥でいっぱいで，そ

　　　　　れを自分の歯で噛んでいる感じ。鳥の羽，鳥の血とこなごなになった骨がわたしを窒

　　　　　息させる。わたしは秘書の仕事を続けている。

                     （Churchill and Lan 1986, p.71）

このドリーンのせりふには，異なるものを併存させていくという作品の力学が端的に示されている。

「見たとは言えない，むしろそれを感じる」という感覚は，『小鳥が口一杯』というタイトルが示す

ように作品が提示する重要なものである。記号に還元されず，口の中に鳥の羽や血を感じるような

生理的で生々しい感覚を生起させる身体の力。一方「わたしは秘書の仕事を続けている」というせ
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りふは，その力を感じつつ，日常生活において自己の役割を遂行しながら生きていくということを

意味する。しかし力を感じながらの生活はこれまでと同じようにはいかない。日常は変容させられ

ているからである。そしてそれはチャーチルとランが目指した演劇の表象においても同じことが言

える。演劇の表象において異なる方向性のものを併存させるということこそ，この作品でディオニ

ソスが体現していた力学である。『バッコス』のレベルが人工的なイメージを強化する方向性とそれ

を破壊する方向性，両方を複雑な形で示していたこと。「現実」のレベルにおける憑依は力を及ぼす

ものと及ぼされるものの関係性をさまざまに描き出し、憑依がもたらすダイナミクスを定義するこ

とが不可能な運動として示していたこと。そしてディオニソスによって異なるレベルにある「現実」

と『バッコス』，双方の生成とその併存が推進されたこと。このような複雑な力学が機能しているこ

の作品において，何かを二項のどちらかに位置づけようとする試み――男性／女性，あるいは内部

／外部，身体／精神、虚構／現実などの―――はことごとく失敗する。それはすでにどちらでもあ

るように緻密に構成されているのである。

　この作品で起こるすべての憑依に，直接的にあるいは間接的に関わっていたディオニソスもまた，

俳優によって演じられる存在である。「現実」の人物を演じる俳優がディオニソスも演じるという，

初演のダブリングによるキャスティング，さらにディオニソスが二人になるということは，ディオ

ニソスがこの劇世界において絶対的な支配者ではないことのあらわれだと考えられる。さらに言え

ば，原作の『バッコス』においてディオニソスは，自分を認めさせるために「人に扮装して」テー

バイにやってきた神であった。踊るディオニソスという姿は，もともと目に見えないものを代理の

もので表象するという，演劇の根幹を成す表象の原理と，表象したとたんに記号に還元されてしま

うという演劇のジレンマを体現するものである。『小鳥が口一杯』は，演劇という手段を通してその

ような演劇のジレンマそのものを変容させることを試みた作品なのである。

おわりに

　この作品以降チャーチルはストレートプレイを書く一方，振付家や作曲家と共同作業を行いダン

ス作品やオペラ作品を作る時期に入っていくが，『小鳥が口一杯』はその最初の作品である。シルバー

スタインがこの作品を分析するにあたり取り上げたリュース・イリガライによると，あらゆる二元

論を生み出す男性的な表象の秩序を破壊するために「女性的想像力」がとりうる道は，最初は「模

倣」しかないという（棚沢直子他訳 1987 年，p.92）。男性的な言語の体制を「模倣――再生産しながら，

それを戯画化し，歪める」こと（前掲書，p.178）。この作品においてなされているのは，結局のとこ

ろ慣習的な演劇の表象システムを引き受けつつもそれを戯画化し，変容させていくことではないか。

シルバースタインはイリガライの「模倣」の概念に言及していないが，そういう意味ではこの作品

はイリガライの戦術に沿ったものだとも考えられる。ただこれはチャーチルの批評全般に言えるこ

とだが，あらゆる二元論を男性／女性という枠組に還元することで思考を展開するフェミニズム理

論では，チャーチルが目指した演劇そのものを捉えようとする際，取りこぼされるものがあるので

はないだろうか。1986 年に初演されたこの作品は，チャーチルがラディカルにその演劇の形式を変

えようとした時期の最初の作品である。これまでジェンダーとフェミニズムの視点から語られるこ

とがほとんどであった『小鳥』は，チャーチルの劇作の方法論の変遷を考えるうえで，そして現代

演劇が抱える表象の問題を考えるうえで非常に重要な作品であり，演劇論的な視点からの分析はもっ

と行われるべきだと考える。
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進行表

タイトル 内容 ディオニソスの登場
1 DIONYSOS dances. 
  Skinning a rabbit

ディオニソスのダンスに続き、死んだうさぎをめぐるレナと夫ロイ
の会話

あり

2 Telephone 電話オペレータ―のマーシャ

3 Weightlifting 無職のデレク

4 Sleep 鍼灸師のイヴォンヌ

5 Profit ビジネスマンのポール

6 Angles 司祭のダン

7 Home 秘書のドリーン

8 Excuses 日常からの撤退

9 Psychic Attack 第二部。霊によるレナの憑依 なし
10 Possession ドリーンがアガヴェになる

「私はそれの脇腹に足をのせ肩を引き裂いた」
あり

11 Fruit Ballet 食べる喜びと引き裂かれる恐怖のダンス なし　
12 Possession デレクがペンテウスになる

「彼女は私の脇腹に足をのせ肩を引き裂いた」
あり

13 Baron Sunday 霊媒マーシャ。白人の女性の霊シビルに憑依される なし
14 Possession ディオニソス 1, 2 が破壊的に踊っている。デレクがペンテウスに憑

依される
「これは私の国だ。私は国を愛している。放っておいてくれ。あの
神を殺せ！」

あり

15 Dancing 司祭のダン。ダンスで人を殺す。相手はそのダンスを望んでおり、
快楽のうちに死ぬ

あり。退場する

16 Possession デレクとドリーン。

ぺ「母上！なぜ女性達は国を離れたのです？」

ア「私たちは幸せよ。放っておいて」

ペ「お腹がすいた」アガウェは微笑む。

ペ「あの森を血で満たしてやる」

あり

17 Pig 食肉を扱うビジネスマンのポールは豚との恋に溺れ、日常を送れな

くなってしまう　

なし

18 Extreme Happiness 

(Interval)

全員。非常に幸福だったときの感覚を思い出して踊る。さなかに女

性たちはバッコスの信女になる

なし

19 Herculine Barbin デレクがエルキュリーヌに憑依される あり。居続ける。
20 Possession デレク／ペンテウス。「女たちを捕まえろ！軍を送れ！」「私は女た

ちを殺したい。私は女たちを見たい。山へいこう」

あり

21 Gold Shoes アルコール中毒のイヴォンヌ あり
22 The Dressing of Pentheus ディオニソス 1 , 2 がデレク／ペンテウスを女装させる　ぺ「母上

のように見えるかな？」

あり

23 Hot Summer ドリーンが暴力的になり、隣人を切りつける なし
24 The Death of Pentheus ペ「あの神を殺せ！あの神を殺せ！あの神を殺せ！」

バッコスの信女に憑依された女性たちがデレク／ペンテウスを引き

裂く

あり

25 Old People 第三部。憑依後のレナ。老人のケアをしている

26 Meat 憑依後のイヴォンヌ。肉屋になっている

27 Desert 憑依後のダン。監獄にいることが示唆される

28 Sea 憑依後のマーシャ。海で舟に乗っている

29 Drinking 憑依後のポール。酒に溺れている

30 Body 憑依後のデレク。今の自分の身体が気に入っている

31 Birds 憑依後のドリーン。落ち着くことができない


