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 ─キャリル・チャーチル『トップ・ガールズ』における身体

鈴木 美穂

Abstract
Imploding the Boundary: On the Body in Caryl Churchill’s Top Girls

 Miho SUZUKI

    This paper discusses Caryl Churchill’s Top Girls by focusing on the portrayal of Angie, 
who is regarded by critics as a comparatively minor character. As symbolically exhibited 
in the confrontational relationship between Marlene and Joyce, a binary opposition func-
tions as the dominant structure of the play. Marlene, one of the leading characters, is bent 
on boosting her already successful career and espouses Margaret Thatcher’s monetarist 
policies. Appearing in almost every scene, she seems to be at the heart of the play, and her 
presence reinforces various dichotomies, such as winner/loser and centre/margin. Her sister 
Joyce, a working-class single mother, does not accept Marlene’s point of view. However, 
Angie, who has been raised by Joyce but is actually Marlene’s sixteen-year-old daughter, 
has the potential to decentralise Marlene’s position and subvert the rigid binary opposition. 
     First, Angie demonstrates the possibility of fluidising binary relationships at various 
levels. In Act II scene 2, she and her friend Kit are crammed into a small shelter. Their in-
terdependent relationship is shown through the representation of their bodies, as when Kit 
shows her menstrual blood to Angie on her finger, and Angie licks it. These representations 
also symbolize the variable relationship between the inner and outer parts of the body. In 
that scene, Angie is geographically and socially in the most marginalised position in rela-
tion to the centre, London, where Marlene lives. However, Angie decides to visit London 
because she believes that Marlene is her birth mother. In this manner, Angie is able to 
break up the rigid relationship between the two. 
    Second, the unrealistic dinner party in the first scene can be thought of as Angie’s dream, 
which also overthrows Marlene’s centrality within the play. Although the party is held to 
celebrate Marlene’s promotion, her position is gradually decentralised as guests talk about 
their painful experiences in childbirth and separation. The separation between mother and 
child suggests a strong connection to Angie’s search for her biological mother. During the 
dinner party, verbal language gradually recedes as the characters’ bodies come to the fore. 
These processes are symbolically represented by the portrayal of the female pope, Joan, 
whose vomiting in the final scene evokes the story of her horrible childbirth. These images 
also imply the plasticity of the relationship between the inner and outer parts of the body, 
as suggested by Angie’s bodily representation in the shelter scene. Thus, Angie implodes 
the various boundaries and decentralises Marlene’s position in Top Girls.
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はじめに

　1982 年に初演された『トップ・ガールズ（Top Girls）』は，フェミニズム演劇の旗手としてのキャリル・

チャーチル（Caryl Churchill）の名を不動にした作品として知られる。この作品はマーガレット・サッ

チャーがイギリス初の女性首相に就任したという具体的な時代背景のもと，サッチャーを礼賛し資

本主義社会において自らの力で成り上がろうとするマーリーンと，そのマーリーンの娘を引き取り，

労働者階級の暮らしを送る姉ジョイスを中心とする劇であり，主にブルジョワ・フェミニズムと社

会主義的フェミニズムの対立を描いた作品として政治的に読解されてきた（Tycer 2008, p.63）(1)。この

「ブルジョワ・フェミニズムと社会主義的フェミニズムの対立」という読解がいみじくも示すように，

『トップ・ガールズ』においては二項対立が中心的な論理として機能している。エレイン・アストン

が指摘するように，中心的な人物マーリーンは強者としての自身の位置を強化するため，他の女性

たちを下層に位置づけ抑圧する（Aston 2010, p.40-1）。また物語は，ロンドンに位置しマーリーンが

勤める「トップ・ガールズ人材派遣会社」と，ロンドンから電車で一時間以上離れたエリアにあるジョ

イスの家で交互に展開される。華やかなキャリアウーマンたちが勤めるロンドンの会社，そして労

働者階級に属しロンドンから離れた場所に位置するジョイスの家は，階級的にも地理的にも中心と

周縁という対立を示していると言えるだろう。マーリーンとジョイスの論争が大部分を占める終幕

では，ジョイスがお互いを相容れないものとして自分たちを「わたしたち（us）」，マーリーンを「あ

いつら（them）」と対立的な枠組みで捉えるところで終わる（Churchill 1990, p.140）(2)。マーリーンとジョ

イスは姉妹でありながら，『トップ・ガールズ』を支配する二項対立的な論理を象徴するキャラクター

である。

　この二人の間には，対立的な彼女たちを結びつけるアンジーという存在がいる。16 歳のアンジー

はジョイスの娘として育てられているが，実はマーリーンが若い頃産んだ子どもである。アンジー

は人材派遣会社の専務取締役にまで昇進したマーリーンとは対照的に出来が悪く，この作品世界の

なかで最も下層に位置する存在である。アンジーはマーリーンに憧れているものの，彼女が「トップ・

ガールズ」になれる見込みはほとんどない。

　しかしながらマーリーンとジョイスという対立的な二人の間に位置するアンジーは，この作品全

体を支配している二項対立的関係性を乗り越える可能性を持った存在ではないだろうか。三幕で構

成される『トップ・ガールズ』において，マーリーンだけがすべての幕に登場し「主役」として君

臨しているが，アンジーが初めて登場する二幕二場は唯一マーリーンが登場しないシーンである。

アンジーが幼なじみのキットと共に自分の家の庭のシェルターの中にいるという二幕二場は，ロン

ドンでマーリーンを中心に展開されていた劇世界と全く異なる様相を呈する。さらに続く三場では

ロンドンのマーリーンの会社にアンジーが突然現れ，二幕二場において最も周縁化された位置にい

るアンジーは，次の場でロンドン，マーリーンのもとへと移動し，中心，強者の位置へ挑戦を果たす。

ほとんどがマーリーンの会社で展開される第二幕を，チャーチルは「アンジーの物語」（p.54）と呼

んでいる。これらのことだけを見ても，アンジーがマーリーンに劣らず劇世界において重要なキャ

ラクターであることがわかるだろう。

　しかしながら『トップ・ガールズ』は，実際の社会状況に基づいて描かれた作品として政治的に

解読されてきた劇であり，そのため先行研究においてアンジーにスポットが当てられることは少な

かった。近年『トップ・ガールズ』の批評においてアンジーに焦点を当てる動きがあるものの，そ

(1) ブルジョワ・フェミニズムはリベラル・フェミニズムとほぼ同義のものと捉えられる（タトル 1991, p.48）。

(2) 以下，本文中で戯曲のせりふを引用する場合は，英語版のページ数のみ記す。英文の日本語訳は執筆者によるが，戯曲につ

いては安達紫帆氏の訳を参考にさせていただいた。
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の潮流においてもアンジーは「社会的弱者」という文脈で読解され，マーリーンが体現する競争的

な社会の未来に対する「恐怖」を象徴するキャラクターとされてきた（Tycer 2008, p.58）。本論はこ

れまであまり注目されてこなかったキャラクターであるアンジーにし着目し，彼女が二項対立の論

理を乗り越える力を持った存在であることを明らかにしようとするものである。そしてその際，ア

ンジーの身体表象に注目したい。二幕二場において観客の目を引くのは，小さなシェルターのなか

で重なり合いながら隠れているアンジーとその幼なじみであるキットの姿である。二人は常に密着

しており，お互いの身体を感じあいながら存在している。またこの場ではキットが自らの経血をア

ンジーに見せその経血をアンジーが舐めるという，観客におぞましい感覚を生起させる行為が行わ

れる。このように二幕二場において彼女たちの「身体」が強く意識されるのはなぜなのか。本論文

では，作品世界の周縁部において示される「身体」の意味を手掛かりに，アンジーの示す二項対立

を乗り越える可能性がどのようなものであるのかという問題について考察していく。

1　

　この作品は三幕構成になっているが，時間軸は複雑である。第一幕は土曜の夜，マーリーンの昇

進を祝うディナー・パーティである。このパーティはロンドンで開かれているが，ゲストは過去の

歴史上の人物や，絵画や文学から引用された虚構のキャラクターたちであり，リアリスティックに

展開される第二幕や第三幕とは異なった位置にある。続く第二幕は三場から成るが，一場は月曜の朝，

二場は日曜の午後，三場は月曜の朝に設定されており，時間軸は直線的ではない。さらに日曜の夕方，

ジョイスの家で展開される第三幕は，「一年前」に設定されている。このように本作品は，上演にお

ける時間と物語内の時間が異なり複雑な構造をしているが，本論ではまずアンジーが最初に登場す

る第二幕から考察してゆくことにする。

　第二幕はロンドンでマーリーンが勤務する「トップ・ガールズ人材派遣会社」と，ジョイスの家

で交互に展開される。このことが表すように第二幕で支配的なのは，中心と周縁，強者と弱者とい

う二項対立の論理である。マーリーンが人材派遣会社にて若い女性ジニーンを面接しているシーン

から始まる第二幕では，徹底して他者を周縁化していく彼女の姿が提示される。ジニーンは婚約し

ており，もう少し給料のいい仕事をしたいという若い女性である。彼女には取り立てて優れたとこ

ろがなく，広告の仕事をしたい，海外に行きたいなどのありふれた希望を述べるが，ジニーンの名

前も覚えておらず，開口一番ジニーンの成績に「優」がないことを指摘するマーリーンは耳を貸さず，

小さいランプシェード製造会社といった彼女の希望に沿わない仕事を紹介する。このような面接は

第二幕で三回繰り返されるが，派遣会社の女性たちは一様に面接に訪れた女性たちの希望や挑戦に

取り合わず，自分たちの地位を守るために彼女たちを抑圧する。そしてこの会社の専務取締役に昇

進するマーリーンは，この抑圧的な権力のトップに位置する人物である。

　二幕一場でこのようなマーリーンの姿が提示されるが，次の二幕二場にマーリーンは登場せず，舞

台はロンドンから離れたジョイスの家に変わる。異なる国や時代の人物，あるいは虚構のキャラク

ターたちが英語を話しながら現代ロンドンのレストランに登場し，マーリーンを祝うというフィク

ショナルな要素の強い第一幕と，人材派遣会社でマーリーンがジニーンを面接するという二幕一場

は雰囲気こそ全く異なるものの，マーリーンがその中心に位置しているという点では連続していた。

しかし作品全体で唯一マーリーンが登場しない次の二幕二場は，これまでと全く異なる視点を提示

する。舞台にはがらくたで作った小さなシェルターがあり，この中でジョイスの娘，アンジーと幼

なじみのキットがお互いの体を密着させながら隠れている。ジョイスが家の中からシェルターにい

るアンジーを呼ぶが，アンジーたちは答えない。ジョイスが行ってしまうと彼女たちは安心して話

し始める。　

　この作品では人材派遣会社における面接，またマーリーンとジョイスの論争など，対立関係を作
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り出す二者の対話がしばしば行われるが，アンジーとキットの関係性はそのように排他的なもので

はなく，アメリア・ホゥ・クリツアーが言うようにむしろ相互補完的な性質をもつものとして提示

される（Kritzer 1991, p.149）。彼女たちの関係は社会的には対等ではない。16 歳で成績が悪く学校を

辞めてしまったアンジーに対し，12 歳のキットは年下だが成績がよく学校に友達もおり，将来は原

子核物理学者になりたいと思っている。しかし年下のキットをいじめながらも必要としているアン

ジー（「ダメ，帰らないでよ」p. 94）と，アンジーへの強い気持ちを表明するキット（「あたし，アンジーを

愛してるの」 p.97）はお互いを必要としあう関係であり，その関係性の性質は彼女たちの身体を通して

提示されている。「あんた，あたしの脚の上に座ってる」（p.87），「あたしの上に乗ってる」（p.89）な

どのせりふが繰り返されることからわかるように彼女たちは非常に密着しており，髪を引っ張った

り腕をねじったりなどの身体的接触を持ち続ける。そして彼女たちの関係性が身体を媒介に構築さ

れていることを何よりも示しているのが，経血をめぐるエピソードである。

　この場でのアンジーは「あいつ，死ねばいいのに」（p.87）と毒づき，ジョイスへの嫌悪を示す。また

アンジーはオカルト的なものに強い興味を持っており，念力で物を動かした話やジョイスを殺す計画など

をキットに語るが，彼女はこのような話を嫌がる。アンジーはキットに「まだ小さいから怖いんだ」と繰

り返し，上位に立とうとする。するとキットは，自分がもう大人であり血が怖くないことの証明として自

分の経血をアンジーに見せ，アンジーはその経血を舐めるという行動に出る。

アンジー　　あたし，あいつを殺してやるんだ。あんたちゃんと見てるんだよ。

キット　　　そんなのにつきあってられないよ。

アンジー　　血が怖いんだ。

　　　　　　キットは服の下に手を入れると指に血を付け，アンジーに見せる。

キット　　　ほら，見て，あたし自分の血があるんだから。

　　　　　　　　　　　　アンジーはキットの手をつかむと，その指をなめる。

アンジー　　これであたしは人食い人種だ。吸血鬼にもなれるかも。

キット　　　その写真，ちゃんと壁にかかってなかったんだよ。

アンジー　　あたしのが来たらあんたもこれやるんだよ。

キット　　　やる必要ないし。

アンジー　　怖いんだ。

キット　　　やるよ，まあたぶん。なんであんたがそう言ったからってあたしがやらなき　　　　

　　　　　　ゃいけないの。ゲロ吐いてやる。

アンジー　　あんたがゲロ吐いたって全然気にしないよ。ゲロなんて平気。血だって平気

　　　　　　だし。もしここから逃げ出せないんなら，あたし死ぬんだから。

                        (Churchill 1990, p.90)

この二人の行為は何を意味しているのだろうか。経血はもともと身体内部に存在した体液が，身体

の開口部から外部に漏出したものである。人類学者のメアリ・ダグラスは，開口部とは身体の周縁

部であり，あらゆる周縁部は危険を秘めていると述べた（Douglas 1980 p.121）(3)。なぜなら周縁部から

漏出されるものは固定的な身体の輪郭を侵す危険性を持つからである。また体液の漏出は内部から

外部へという運動を示しており，その過程において，通常われわれが固定的だと感じている身体の

境界が流動化し，身体内部と外部という二項対立の関係が変容する。この経血のエピソードののち，

(3) ダグラスは，身体をどのような有限の体系をも表すことのできるモデルであると捉え，身体の境界は，危険もしくは不安定

なあらゆる境界を象徴することができると述べる（Douglas 1980）。
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キットが語る核戦争への恐怖のイメージも固定的な身体内部／外部という関係を揺るがすものだろ

う。それは核爆弾が落とされたら皮膚が身体から剥がれ落ち，焼けた皮膚を引きずって歩かなくて

はいけないというものであり，キットは戦争のことを思うと夜も眠れないと訴える（p.92）。キット

の提示する皮膚が剥がれ落ちる強烈なイメージ，さらに経血を見せるという彼女の行為は，われわ

れの身体境界が固定的なものでなく，流動的で可塑的なものであることを示唆する。さらにアンジー

はその経血を舐めるという行為によって，口，つまり自身の開口部から他者の体液を身体内部に取

り込む。ここでは身体内部と外部とを行き来する運動が二者の関係を通して行われている。つまり

二者の関係性が対立的なものではなく浸透的なものであることを，双方の身体が示しているのであ

る。この関係性においてお互いの身体の輪郭は堅固なものではなく，境界は溶解していくかのよう

である。このようにアンジーとキットの関係性は排他的なものではなく，相互補完的なものである

ことが彼女たちの身体を通して示されている。

　「経血」が提起するのは身体境界に関わるものばかりにとどまらない。言うまでもなく経血は女性

性を高度に象徴するものである。それ故キットは経血を通常の意味で，つまり年上のアンジーに対し，

自身が「妊娠可能であり，性的に成熟した大人」であることを示すために用いている。しかしアンジー

はそれを舐め，「これであたしは人食い人種だ。吸血鬼にもなれるかも」と経血の意味するものを転

位させており，むしろアンジーは「経血」から女性性を排除し，単なる「血液」に変換させている

ようである。ここにアンジーの母性，女性性に対する嫌悪を見ることも可能だろう。

　この場におけるアンジーとキットの会話は，マーリーンに会うためにロンドンに行くというアン

ジーの秘密の計画を中心に展開される。アンジーは自分がジョイスではなくマーリーンの子ではな

いかとひそかに考えている。しかしキットに「なんでそう思うの？」と問われたアンジーは，「なんでっ

ておばさんアメリカに行ったから。もう黙ってよ」（p.95）と返すのみでその根拠をはっきりと説明す

ることはできない。ジョイスへの嫌悪を何度も口にし，キットの母親についてもふしだらで「誰と

でもやる」（p.91）などとあしざまに言う一方，自分はもう男性との経験があるとうそぶくアンジーは，

母性，女性性に対してアンビバレントな態度を示している。それは自身の母親が不明であり，自身

の存在の根拠が曖昧であるということに起因するとも考えられる。そうするとアンジーのロンドン

へ行くという秘密の計画は「母親探し」の旅であり，自らの存在の根拠を探りに行こうとする旅と

なる。キットとの会話においてアンジーが繰り返す「怖いんだ」というせりふは，彼女自身の恐怖

を反映したものだろう。ラストシーンにおけるアンジーのせりふ「怖い」（p.141）が示すように，ア

ンジーは深い恐怖を抱えたキャラクターである。アンジーはキットやジョイスに呼びかけられても

シェルターの外へ出ようとしない。アンジーの恐怖は自らの弱い社会的立場に起因するものである

と同時に，母親との関係の不安，自らの存在の根拠の脆弱さを反映したものだと考えることもできる。

そうするとアンジーがいる「シェルター」は，子宮のようなイメージを帯びて見えてはこないだろ

うか。アンジーは子宮の外にいる偽の母ジョイスを拒否して内側にひきこもっている。シェルター

内部では脆弱な自らの境界が守られ，安心することができる。結局アンジーとキットはジョイスに

見つかりシェルターの外に出るが，このときアンジーは怒りの感情をあらわにする。子宮の外に出

ることは「出産」のイメージを暗示し，キットが提示する経血もこのイメージを補完するだろう。

　このように二幕二場においては，境界を乗り越える複数の運動が示されている。ひとつはアンジー

とキットが示す，相手を対立する他者として対象化しない関係性である。さらにアンジーとキット

が彼女たちを外部から隔てていたシェルターから出ることによって，内部から外部へという運動が

示されている。このような二項対立を揺るがせていく運動は，『トップ・ガールズ』において頻繁に

提示される対立的な二者の関係性を乗り越える可能性を秘めている。またこの可能性は，アンジー

を中心に生じている。なぜならキットは正常／異常というような，安定した日常を構築する二項対

立の関係からはみ出すことにつよい抵抗感と恐怖を示しており，「皮膚を引きずって歩く」という自
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らの恐怖に対して「原子核物理学者」になるという論理的な防衛策をたてている，非常に理性的なキャ

ラクターだからである。結局のところキットは二項対立の関係性にとどまる。しかし対するアンジー

は全く論理的ではなく，恐怖を抱えながらも理性を超えた得体の知れないものに積極的に関わって

いく。女性性を象徴する経血から作られた「人食い人種」や「吸血鬼」のイメージが示唆するもの

は，身体の輪郭をさらに過激に書き換えていく可能性である。そしてアンジーはシェルターから出て，

中心に位置するマーリーンのもとへと出かけてゆく。

2　

　次の第三場で舞台は再び人材派遣会社に戻る。月曜の朝，マーリーンの同僚であるネル，ウィン

がマーリーンの噂話をしているところにマーリーンが出勤し，同僚たちは専務取締役への就任が決

まったマーリーンを褒め称える。そしてマーリーンたちが働き始めるところにアンジーが突然現れ

る。忙しいマーリーンはアンジーをあまり歓迎せず，仕事に行く。ひとりオフィスに残されたアン

ジーのところにウィンが通りかかり，アンジーに自分の「サクセス・ストーリー」を語るがアンジー

は途中で眠ってしまう。戻ってきたマーリーンに，ウィンはアンジーを良い娘だと言うがマーリー

ンは冷淡である。

マーリーン　　この子，寝てるの？

ウィン　　　　彼女，ここで働きたいんだって。

マーリーン　　スーパーの包装係がいいところね。

ウィン　　　　いい子じゃない，ねえ？

マーリーン　　頭がにぶいのよ，それにちょっとおかしいし。

ウィン　　　　彼女，あなたがすばらしいって。

マーリーン　　この子に成功する見込みはないわ。　　　　             （Churchill 1990, p. 120） 

マーリーンがこのようにアンジーを切り捨てたところで第二幕は終わる。この場においてマーリー

ンは彼女の中心，強者としての位置を確固としたものにする。女性の同僚たちには持ち上げられ，

出世競争でマーリーンに負け文句を言いにきたハワードの妻キッド夫人に対しても強気で振る舞う。

そして最後に自分の娘であるアンジーの欲望を抑圧し，切り捨てる。このように見れば，前の場で

示された二項対立的な関係を揺るがす可能性は第三場に及んでいないかのようである。圧倒的強者

であるマーリーンと，もっとも周縁化され社会的に無力なアンジーが対置され，二項対立的な図式

が再び強調されて第二幕は終わる。しかし，第二幕は物語内の時間では最後の場面となるが，上演

においてはそうではないことに注目すべきである。アンジーの視点から次の第三幕および第一幕を

参照することにより，再び強化された二項対立関係を覆す可能性が生まれるのである。

　六年ぶりにマーリーンが自分の実家でもあるジョイスの家を訪ねる第三幕は，全体を通してジョ

イスの家で展開される。この幕においてマーリーンが実は労働者階級の出身であること，実はアン

ジーは望まない妊娠で産まれたマーリーンの子であり，ジョイスが引き取って育てたことなどが明

らかになる。マーリーンはジョイスに感謝し愛しているといいつつ，労働者階級の人々を怠け者だ

と否定し，自由主義経済を推進する女性首相サッチャーを礼賛する。老いた母と妹の産んだ子ども

の世話をし，夫とは別れ，清掃の仕事を四つ掛け持ちして生活を何とか維持するジョイスはマーリー

ンを受け入れることができない。言い争いは物別れに終わり，二人はお互いの立場が全く相容れな

いものであることを確認する。

マーリーン　やつら，やつら。／わたしたちとやつら？
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ジョイス　　そう，あんたはやつら側の人間なんだよ。

マーリーン　そして，姉さんはわたしたち，すばらしい仲間，そしてアン

            ジーも／母さんも父さんも仲間なんだわ。

ジョイス　　そう，その通り。そしてあんたはあっち側だよ。

                 （Churchill 1990, p.140）(4) 

第三幕では，中心（ロンドン）にいるマーリーンが周縁に存在する姉ジョイスの家に赴く。その点

からすると，第三幕では強者／弱者という固定的な関係性が変容する可能性の片鱗が示唆されても

いる。そしてこの幕におけるマーリーンは第二幕の彼女のように抑圧的ではなく，アンジーに思い

やりを示しジョイスに歩み寄ろうとする。二人の距離は一瞬近づくものの，しかし結局ジョイスは

マーリーンを突き放す。これまで他者との間に境界線を引くキャラクターとして存在していたマー

リーンが，この第三幕ではむしろジョイスに境界線を引かれている。境界は抑圧する側のみが作り

出すものではなく，抑圧されている側からも作り出され双方を抑圧する。つまり第三幕ではこの境

界を作り出す権力そのものが批判されており，マーリーンもそのシステムに巻き込まれていること

が示される。ジョイスとの関係において「あちら側」に位置づけられてしまったマーリーンは，排

他的でない他者とのつながりの可能性を失い，「わたし，これから上り詰めていくと思うの」（p.117）

という自身の信じる道を邁進していく。そして第三幕でアンジーを庇っていたマーリーンは，第二

幕では自分の娘の願望を抑圧し，生産性がなく価値がないと切り捨てる女性へと変貌するのである。

　第三幕においてマーリーンの来訪に大喜びしているアンジーは，早々にベッドに追いやられる。

しかしラストシーン，ジョイスとの言い争いの後ひとりキッチンのソファに横たわるマーリーンの

もとへ，アンジーが半覚醒状態で入ってくる。

アンジー　　　ママ？

マーリーン　　アンジー？どうしたの？

アンジー　　　ママ？

マーリーン　　違うわ，ママはもうベッドに行ったの。私はマーリーンおばさんよ。

アンジー　　　怖い。

マーリーン　　悪い夢でも見たの？夢で何かあったの？もう目が覚めてるんだから大丈夫　　　　

　　　　　　　よ。そうでしょ？

アンジー　　    怖い。

                     （Churchill 1990, p.141） 

『トップ・ガールズ』は上に引用したアンジーの「怖い」というせりふで幕を閉じる。アンジーは悪

夢を見たらしく，現実と夢との区別がつかないでいる。またマーリーンに対して「ママ」と呼びかけ，

母親を探している。マーリーンはアンジーの「ママ」であることを否定するが，観客はすでにマーリー

ンが彼女の本当の母であることを知っている。先に第二幕のアンジーが「恐怖」を感じており，そ

の恐怖の一因は母親との関係，そして自らの存在の根拠が曖昧であることの不安であると述べた。「マ

マ？」と言い続けるアンジーは，第二幕に先行する第三幕の時点ですでに母探しをしているのである。

　それではここでアンジーの見ていた「悪夢」はどのようなものなのだろうか。現代のロンドンに

歴史上の人物や完全に虚構のキャラクターたちが登場し，マーリーンと食事を共にするという全く

(4) この作品ではオーバーラッピング・ダイアローグの技法が多用されており，せりふ内のスラッシュは，相手のせりふの途中

で次の話者が話し出す位置を表す。
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リアリスティックではない第一幕は，「夢」であるとの解釈も多くなされてきた。ルビー・コーンは

この作品が「夢に始まり，悪夢に終わる」と指摘し，第一幕はマーリーンの夢であると述べている（Cohn 

1991, p.131）。しかし第一幕はマーリーンの夢ではなく，実は第三幕の終わりでアンジーが見ていた

「夢」なのではないだろうか。クリストファー・イネスは，第三幕がアンジーの「怖い」というせり

ふで終わるのと同様，第一幕の終盤において，女教皇ジョーンが何かに憑かれたように唱え続ける

ルクレティウスの詩も「恐怖よ」（p.89）という言葉で終わることを指摘する（Iness 2002, p.519）。ア

リシア・タイサーはコーンやイネスの指摘を踏まえ，『トップ・ガールズ』の構造は直線的ではなく，

円環的なものだと述べており，この立場から見ると，第三幕と第一幕とはつながりを持っていると

いうことになる（Tycer, 208, p.69）。第三幕の終わりにおいて，マーリーンはソファで眠ろうとするも

のの酒を飲んでおり，眠りに落ちてはいない。眠りに落ちたものの，夢見が悪く半覚醒状態で起き

てくるのはアンジーである。第三幕の終わりでアンジーが半覚醒状態であることを考えれば，第一

幕がアンジーの夢であると仮定することも可能である。さらにアンジーは第二幕三場において，マー

リーンと次のような会話を交わす。

アンジー　　　おばさん，責任者になるの？

マーリーン　　ええ，そうよ。

アンジー　　　あたし，おばさんがそうなるって知ってた。

マーリーン　　どうやって知ったの？

アンジー　　　おばさんが全部の責任者になるって知ってたよ。　

                     （Churchill 1990, p.110）

 

この引用も，第一幕がアンジーの夢であることを示唆している。しかし何よりも，第一幕のパーティ

において主に問題になっているのは母と子どもとの別れというテーマであり，このテーマこそが母

を探しているアンジーと第一幕とを結びつけるものであると言えよう。

3

　第一幕は土曜の夜，昇進したマーリーンを祝うディナー・パーティという場面である。ロンドン

の高級レストランではマーリーンがウェイトレスに冷えたワインを注文している。そこにまず 19 世

紀に世界中を旅し旅行記を記したスコットランド人イザベラが登場し，続いて鎌倉時代の日本で後深

草院の側室でありながらも多くの男性と恋をし，その恋愛遍歴と出家後の行脚の人生を『とはずが

たり』として著した女房，二条が登場する。そしてピーター・ブリューゲルによる絵の中で魔物と

戦うダル・グレット (5)，中世ヨーロッパの伝説的な人物であり，女性でありながら教皇となったジョー

ンが現れる。残り一人のゲスト，チョーサーやペトラルカなどの物語に登場する貞淑なグリゼルダ

は遅れて登場し，キャラクターたちは酒を飲み料理を食べながら自分たちの体験を語り合う。 

　言うまでもなくマーリーンはこのパーティの主役，中心に位置するが，マーリーンの周囲ではさ

まざまなレベルで対立的な関係が生じており，そのひとつにマーリーンとウェイトレスとの強者／

弱者の関係が挙げられる。マーリーンはこの幕全体でウェイトレスにさまざまな注文をつける一方，

ウェイトレスは一言も喋らずに働き続ける。ウェイトレスは華やかなパーティである第一幕の中で

最も下層に位置するキャラクターである。さらに，パーティのゲストたちとマーリーンとの間には

虚構のレベルの違いがある。イザベラや二条といった実在の人物は過去から引用された人々であり，

いわば現代のロンドンに現れた「幽霊」である（Marohl 1987, p.378）。一方グレットやグリゼルダは

(5) Dull Gret（ダル・グレット）は一般的に「狂女フリート」と訳されているが，本稿では英語の発音に近い訳語を採用した。
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完全に虚構のキャラクターであり，物語内の現実世界に生きるマーリーンとは相容れない存在であ

る。女教皇ジョーンについては実在の人物か伝説上の人物なのか議論が分かれているが，彼女はこ

のパーティにおいて自分が殺されるシーンを語っており，その意味で彼女自身もまた「幽霊」であ

ると言えよう。このようにマーリーンとゲストたちはその虚構のレベルが異なり，マーリーンだけ

が彼女たちとは異なる次元にいる。このように第一幕ではマーリーンが中心となっており，彼女の

周囲では対立的な二項の関係性が生じている。

　このパーティで注目すべきなのは，「トップ・ガールズ」として招待されたゲストたちは何らかの

形で成功を手に入れた「強者」であるにもかかわらず，彼女たちの語りが痛みに満ちたものであるこ

とである。14 歳で後深草院の側室として嫁ぎ，わけもわからないまま「うすい着物をひどく破られ

て」（p.57）初夜を迎えた二条，少女時代に腫瘍を脊椎から除去しなければならず，多くの時間をソファ

に座って過ごしたというイザベラの語りに現れているように（p.57），彼女たちは人生の初期からさ

まざまな身体的・精神的痛みにさらされていた。彼女たちの語りには頻繁に身体に関する言及があ

らわれる。イザベラは腫瘍を取った少女時代から一生，首や背中などあらゆる箇所の痛みに耐えね

ばならなかった。またその他の女性たちの痛みの多くは，出産と育児に関わるものである。イザベ

ラだけは出産をしていないが，二条，ジョーン，グレット，グリゼルダは出産後，全員が子どもを

殺されるかあるいは取り上げられるかしており，問題なく出産，育児ができた女性は一人もいない。

二条は帝の側室でありながら帝以外の他の男性とも通じ，三人の男性の子どもを四人産んだ。帝の

子は産まれてすぐ死んでしまい，あとの三人は関係を秘めなければならない男性の子どもであった

ため出産後すぐに引き離されている。グレットは子どもが十人いるが家族は戦争で殺され，長男は

車輪に轢かれて死んだ上，鳥に食べられてしまったという。遅れて登場するグリゼルダは，彼女の

愛と従順を確かめようとした夫によって二人の子ども，そして夫とも引き離されてしまった（彼女は

最終的に子どもと夫の元に戻ることができるが）。このような彼女たちの出産・子どもに関する具体的な語

りは，ジョーンの壮絶な出産のエピソードが呼び水となっている。中世のヨーロッパで神童として

知られたジョーンは学問を追求するため，男装して故郷を離れ，神学を学ぶうち頭角を現し教皇に

までなった。子どもの頃から男装していたため，自らが女性であることはすっかり忘れていたとい

う。しかし教皇でありながら侍従と恋人同士になり，妊娠してしまう。妊娠に気付いたのは侍従だが，

ジョーンは妊娠を放置し考えないようにした。そして教皇として行列に参加しているとき，激しい

周期的な腹痛に見舞われる。それは陣痛であり彼女は公衆の面前で赤ん坊を産み落とす。

ジョーン　[ …] 行列はちょうど聖クレメンテ教会とコロセウムの間の細い道にいたのだけど，そこで私

はとうとう馬から下りて道に座り込んでしまった。大波が体中を通り抜けて行く感じがして，牛の鳴き声

のようなものが聞こえると思ったら，それは何と自分の口から出ている音だったの。遠くのほうで人々が

叫んでいるのが聞こえた。「教皇様が病気だ，死んでしまうぞ」。そしてそのとき赤ん坊が道に滑り出てし

まった。        (Churchill 1990, p.71)

　

そして他の枢機卿達はどうしたのかというマーリーンの問いに対し，ジョーンは「彼らは私の両足

をつかむと街から引きずり出し，石を投げつけて私を殺した」(p.71) と答える。このようにゲストた

ちの語りは多くの痛みに満ちている。そしてイザベラを除くゲストたちは「出産と子どもとの別れ」

というテーマのさまざまなヴァリエーションを，非常に具体的に語る。しかしマーリーンは自身の

出産のことも，アンジーのことも語らない。

　この後，マーリーンの昇進を祝うためのパーティは暗い雰囲気へ転じてゆく。ジョーンは「私は

何もかも許せない」（p.79）と怒りを表し，二条は「誰も私に子どもたちを返してくれなかった」（p.79）

と泣き出す。最終的に舞台はそれぞれが怒りと哀しみを吐露する場へと変貌する。レストランでの
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パーティという設定上，第一幕はオーバーラッピング・ダイアローグの技法で書かれたキャラクター

たちの饒舌な語りを中心として進行してきたが，最後のシーンにおいて言語はその力を失効してい

るように見える。イザベラは誰も聞いていないのに壊れたようにひとり語り続け，グレットはイザ

ベラに調子の外れた相槌を打つ。二条は泣き，マーリーンは一人で酒をあおる。そしてジョーンは

舞台の隅で嘔吐し，グリゼルダはジョーンに付き添う。このラストシーンでは，第一幕の表象にお

いて主要な役割を負っていた言語が後退し，嘔吐という行為や，泣く，飲むという身振りによって

彼女たちの身体が前景化されていると言えるだろう。

　『トップ・ガールズ』全体で最もせりふが多い第一幕において，言語がその主要な位置から撤退

し，身体が前景化されるというプロセスを象徴的に表しているのはジョーンである。「私は何もかも

許せない」とのせりふののち，ジョーンは突然ラテン語の詩を朗誦し始める（p.81-2）。それはルクレ

ティウスの『物の本質について（De Rerum Natura）』からの抜粋であり，ジョーンが朗誦する部分は，

身体的な感覚について述べている部分である。教皇であったジョーンが快楽主義で知られるエピク

ロスの哲学や原子論に基づき，迷信から離れて精神や身体を自由にせよとうたう詩を朗唱すること

に注目したい。皆にうるさがられながらも朗唱を続けるジョーンだがやがて詩を思い出せなくなり，

つっかえながら朗唱を続けるものの詩の途中で黙ってしまう。そして隅へ行き嘔吐する。妊娠や出

産の徴候に気付かなかったことから明らかであるように，彼女自身とその身体が乖離しているジョー

ンが精神や身体を自由にせよとうたう詩を朗誦する。しかしその朗唱は途中で途切れ，彼女は嘔吐

してしまう。つまりルクレティウスの詩は彼女の身体感覚を刺激すると同時に逆説的に言語を無効

化し，その結果，嘔吐という行為が起こると考えられる。宗教に否定的な態度を示すルクレティウ

スの詩は，ジョーンが帰依していたローマ・カトリック教会の教義とは相容れない。このときジョー

ンは，教会の権威である教皇の服装をしながら反宗教的な詩を朗誦するというアンビバレントな状

態にあり，それは女性でありながら女性嫌悪的な教会の権威をつとめていたジョーンの分裂と通じ

合うものである。嘔吐は，この分裂が彼女の身体において可視化されたものと考えられるだろう (6)。

そして同時に，嘔吐とはかつては身体外部のものであった食物が身体に内部化され，それが何らか

の異変によって再び外部化されるという行為であり，第二幕の経血のシーンで示された，身体の輪

郭が固定的なものでなく流動的なものであることを示唆する身振りである。さらに，ジョーンの嘔

吐はその前に語られた彼女の壮絶な出産のイメージを喚起せずにはおかない。ジョーンの出産は彼

女自身に直前まで意識されず，公衆の面前で子どもが出てきてしまったというものであると言う点

も嘔吐と響き合う。

　ここまでで明らかであるようにマーリーンの昇進祝いである第一幕では，ゲストたちが彼女たち

の出産と子どもとの別れ，その人生における痛みを非常に具体的に語ったのち，中心的に機能して

いた言語が後退し，彼女たちの身体が前景化される。そしてラストシーンにおけるジョーンの嘔吐

という行為は彼女自身の出産のイメージを喚起する。そしてこの嘔吐や出産が孕む身体内部と外部

との二項対立を揺るがせる可能性は，第二幕二場におけるアンジーとキットの経血をめぐるエピソー

ドや，シェルターから出るという身振りが示していたものと通底する。さらに第一幕においては，オー

バーラッピング・ダイアローグの技法が多用されることによって強力に言語の意味を脱焦点化する

力が働いており，中心はつねに揺るがされている (7)。このようにマーリーンを中心に二項対立的な関

(6) エリン・ダイアモンドは，ジョーンの嘔吐を「彼女自身がその権威を演じていた，西洋の宗教の神秘化とミソジニーに対す

る女性の身体の嫌悪を示すゲスタス」（Diamond 1997, p.89）であると指摘する。嘔吐が「ジョーンの」身体の嫌悪であること

は明らかであるが，しかし自らが女性であることをほとんど忘れ，妊娠・出産の徴候を自覚できなかったジョーンの身体を，

留保なしに「女性」と定義づけることはできないのではないか。

(7) 例えば二条の人生についての語りに，料理の注文をめぐる会話が介入し合いながら同時進行することで，彼女たちの会話の

意味が焦点化されないことなどを指す（p.59）。



- 118 -■　鈴木 美穂    境界を内破する

       ─ キャリル・チャーチル『トップ・ガールズ』における身体                       

■　西洋比較演劇研究　Vol.13  No.2  （日本語版）March 2014　ISSN  1347-2720

係によって構築されているように見える第一幕には，第二幕でアンジーの身体が示すものと通底す

る，境界を乗り越える論理が機能しているのである。このこともまた，第一幕がアンジーの夢であ

るという説を補強するものと言えるだろう。

　マーリーンはこの幕において自身の出産とアンジーについて語らないが，ジョーンに対して彼女

の地位を維持するため，なんとしても子どもを堕ろすべきだったと繰り返す。アンジーを産んだ後

二度中絶し，今はピルを飲んでいるというマーリーンは「血の話なんて大嫌い」（p.135）と言い，ジョ

イスとの妊娠，出産をめぐる言い争いに終止符を打とうとする。経血を舐めるアンジーとは対照的

に「血」を忌避するマーリーンは，自身の身体の輪郭を堅固な，安定的なものにしたいという欲望

を持っており，それは彼女の二項対立的志向を強く反映している。そしてこの劇の中心に存在する

マーリーンは，その二項対立を作り出す権力を発動し続けているかのように見えるが，二幕二場で

はそれを揺るがす身体表象が示されている。さらに第一幕が彼女の娘アンジーの夢であると措定す

ることによって，劇世界におけるマーリーンの中心的な位置は根底から脅かされるのである。

　この作品はジョイントストック・シアター・カンパニーによる初演において，一人の俳優が複数

の役を演じるダブリングで上演されたが，唯一マーリーンだけがダブリングではなく，一人の俳優

がひとつの役を演じるという慣習的な方法で演じられた (8)。舞台表象における，一人だけダブリング

で演じられないというマーリーンの位置は物語内部で示されていた，常に自らの中心としての位置

を固定的なものにするというマーリーンのあり方が反映されたものであると言えよう。役柄／俳優

という二つの関係性から成るマーリーンの表象は，アストンも指摘するように彼女の二項対立の関

係性を維持し，他者を排除していく姿勢を映し出す（Aston 2010, p.40-1）。しかしこの彼女の表象は，

何よりも彼女自身の娘であるアンジーという存在によって不安定化させられている。アンジーがマー

リーン自身の子であるという事実は，マーリーン自身も境界を流動化させる契機を内包しているこ

とを暗示するが，マーリーンはそのような身体性を自身から切り離し隠蔽しようとしている。しか

し資本主義社会で上り詰めるためにマーリーンがそれを隠蔽し他者との境界を固定しようとしても，

その境界は固定的ではなく常に内破される可能性があることを，作品世界において最も周縁に位置

するアンジーが示しているのである。第二幕でマーリーンのオフィスを訪れるアンジーは，一年前

の第三幕でマーリーンにもらうワンピースを着ている。一年前はぴったりだったドレスはもう小さ

くなっており，アンジーの身体はドレスからはみ出している。この姿は境界を与えるマーリーンに

対し，それを内破するアンジーの潜在的な力を映し出しているのではないだろうか。つまり対立的

な二項の関係を内側から攪乱する存在としてのアンジーである。

終わりに

　これまで『トップ・ガールズ』におけるアンジーの表象に注目し，アンジーの身体が示す二項対

立を脱構築させる運動が，マーリーンの体現する境界を作り出し強化する運動とどのような関係に

なっているのかということを論じてきた。具体的な社会状況に基づき明確な主題を持って描かれて

いるこの作品は，フェミニズムの視点からテーマ主義的に論じられることが多い。しかしチャーチ

ルは『トップ・ガールズ』以降の作品で演劇における身体の問題に取り組んでいくようになる。こ

のテーマについて論じられる際『トップ・ガールズ』が取り上げられることはほとんどないが，本

論で見てきたように身体をめぐるさまざまな問題が示されており，チャーチル演劇における身体表

(8) チャーチルがジョイントストック・シアター・カンパニーと共同で執筆した作品（『クラウド・ナイン』や『フェン』など）

はほぼすべてダブリングで上演されている。『トップ・ガールズ』はジョイントストックとの共同作品ではないものの，劇団の

芸術監督であるマックス・スタフォードクラークが演出を担当したため，ダブリングの方法論を踏襲したものと考えられる。

なお 1991 年のリバイバルにおいてもダブリングによって上演されており，『トップ・ガールズ』はダブリングで上演されるの

がひとつの慣習のようになっている。
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象を考える上で見逃してはならない作品であると言えよう。
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