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1．はじめに 

本研究では、Bernard Shaw, Misalliance (1909) に描かれる「持ち運び式トルコ風呂」と「ガラスのパビリオ

ン」に注目することで、中産階級のドメスティック・スペースを、Shaw がどのように提示しているのかを明

らかにする。本作品において Shaw は、ガラスとトルコ風呂で構成された独特な演劇空間を作り上げ、そこに

アウトサイダーが侵入してくるというプロットを提示する。この 2 つの要素を通して、本作品のドメスティッ

ク・スペースは両義的で拡張された、革新的な場となっている。 

 

2. 「風習喜劇」へのアンチテーゼ 

Holroyd は、舞台中盤までは、観客が「エドワード朝のカントリーハウスのパーティーで資本家の中流階級

と貴族たちの会話を聞いている」という点で、本作品を「伝統的な客間の風習喜劇」であると述べる（390）。

主に社会の風習を諷刺や軽妙なウィットとともに描く風習喜劇の代表的な作品としては、William Wycherley, 

The Country Wife (1675) や Richard Sheridan, The School for Scandal (1777)、あるいは Oscar Wilde, The Importance 

of Being Earnest (1895) などが挙げられる。Misalliance において Shaw は、これら伝統的な風習喜劇作品に対

して、ある種のアンチテーゼを突き付ける。The Country Wife の主人公 Horner のような好色さを、Misalliance 

においては Lord Summerhays の中に見出すことができるという点で、Shaw は従来の風習喜劇の型にひねりを

加えているようである。Gunner という男が、物陰に潜んで他の登場人物の密通を目撃してしまうという場面

は、風習喜劇でよく見られるスクリーン・シーンを思わせる。The School for Scandal で描かれる通り、通常は

隠れる場所として衝立の裏側が用いられるが、Misalliance において Shaw はそれを「持ち運び式トルコ風呂」

の中に設定する。こうした点からは、Shaw は本作品を風習喜劇の系譜に位置づけつつも、それを中産階級の

人々を中心とした物語へ書き換えることで、伝統的な風習喜劇に対するパロディーを描いているということが

わかる。次節から見ていくように、風習喜劇を改変しようとした Shaw の意図は、ガラスのパビリオンと持ち

運び式トルコ風呂に注目することで見えてくる。 

 

3. ガラスのパビリオンと持ち運び式ガラス風呂 

 Misalliance におけるガラスのパビリオンは、まるで外の風景を取り込むものであるかのように描写される。 

屋敷の庭を遥か超え、遠くの風景まで見渡せるような眺望を備えたこのガラスのパビリオンは、非常に開放的

な空間として設定されている。パビリオン内の空間は、「ウチ」と「ソト」の境界が薄れている、というより

むしろ「ウチ」でも「ソト」でもない。そうした両義的な性質を持つパビリオンは、遠く離れた外の景色を、

その内部に取り込もうとする。さらに、ガラスという 19 世紀に新たなテクノロジーとして登場した素材で構

成されるこのパビリオンからは、下着製造業者として成功した Tarleton という、中産階級の勢力が拡張してい

るありさまも見出すことができるようにも思われるのである。後述するように、結婚によってその影響力を広

げようとする彼の姿勢からは、宗主国としての当時の英国の姿をも見て取ることができる。 

中産階級がその力を増大させていくのは、結婚という手段だけではない。それは、持ち運び式トルコ風呂と

いう道具立てに注目することで見えてくる。前述の通り、この持ち運び式トルコ風呂は、屋敷に忍び込んだ男

Gunner が Mrs Tarleton に見つかりそうになったため、一時的に隠れた場所である。作品冒頭のト書きで

“recently unpacked, with its crate unpacking” (113) とあるように、このトルコ風呂は包みを解かれたばかりで

あり、贅沢品であったトルコ風呂を所有することのできる Tarleton 家の裕福さを象徴するものとして捉えられ

る。本作品の舞台空間を解明するためには、それだけでなくトルコ風呂が置かれたパビリオン全体を見る必要

がある。拡張されたドメスティック・スペースを描く本作品の演劇空間は、イングランドそのものの提喩
シネクドキ

な

のではないだろうか。ガラスのパビリオンの内部に外部を取り込もうとする、Tarleton らアッパー・ミドルク

ラスの姿勢には、その版図を広げ、自国の中に植民地を取り込もうとする 19 世紀の英国の姿が、一部重なっ

て見えるからだ。Tarleton の植民地観を本作品における階級関係に当てはめてみるならば、ガラスのパビリオ

ンというステイタスを示す道具立てを所有する Tarleton 家が、Bentley や Lord Summerhays という上流階級の



人々を結婚によって取り込もうとするという関係が浮かび上がってくる。 

 

4. 侵入するアウトサイダー 

物語の中盤、舞台には劇的な変化がもたらされる。“A Shadow falls on the pavilion; and some of the glass at the 

top is shattered and falls on the floor” (151) というト書きの後、Lina と Percival が乗った飛行機が Tarleton 家に

向かって墜落してくるのである。Tarleton 家の人々にとって明らかな異分子である彼女を、その一方で Shaw 

は好意的に描き出す。Lina が、自身が男性には依存しない自立した女性であることを誇示し、Tarleton 家の

人々が有閑的な恋愛にふけっている様子を批判する。まったく女性らしくない女性として提示される彼女には、

Shaw が自らの作品でたびたび描く“unwomanly woman” の類型を見出すことができよう。 パビリオンのガ

ラスを割り、侵入してきた Lina は、Tarleton がもつ価値観にひびを入れ、彼の旧来的な価値観を変化させる

存在なのである。 

 パビリオンへのもう一人の闖入者として現れる Gunner も、Lina と同様に、この空間にある種の変化をも

たらす存在である。彼は読書から得た知識を誇り、登場人物の誰よりも多くの本を読んだため、Lord 

Summerhays らの資本主義を破壊することができると大言壮語する。だが彼の主張は、Lord Summerhays によ

って酔っぱらいの戯言として軽くあしらわれ、Mrs Tarleton に舞台上から連れ出されてしまう。そうした彼の

存在は、この芝居においてある種の道化として捉えることもできるだろうが、しかし彼に向けられる笑いは、

単なる嘲笑ではないように見える。こうした Gunner のキャラクター造形に見て取ることができるのは、むし

ろ Shaw という劇作家の代弁者としての役割ではないだろうか。Gunner の演出に関して、Shaw は書簡の中で

以下のように記している: “ Yes: Gunner is immense. Gunner is ME. When I told that to Heggie, the actor who created 

him (devilish well too) he assured me that it was himself to the life. Gunner is the impecunious middle class” (Laurence 

233)。無論、Gunner をロウアー・ミドルという階級、あるいは禁酒主義者であるというような作家との共通点

から、Shaw その人であるということに結びつけてしまうのは早計といえるだろう。だが、随所で貧しい人々

を貪る資本家への反感を示し、「正義」を求める Gunner の主張は、それだけに留まらない強いものである。

Tarleton に母の復讐を遂げるという望みが作中では実現されず、あっけなく舞台から退場する Gunner は、

Tarleton ら資本家に何の影響も与えていないようにも見える。だが Shaw が、「Gunner は私自身です」と述べ

るように、彼に向けられる視線は、決して否定的なものではない。そこから見出せるのは、フェビアンとして

の Shaw が資本主義に疑問を投げかけている様子である。社会改革の大きな波は起こせなくとも、Tarleton ら

資本家の間にさざ波を立てることはできたのである。 

 

5. 結論 

Shaw は Misalliance において、伝統的な風習喜劇の型に対するパロディーを描き出す。本作品で提示される

ドメスティック・スペースは、ガラスという素材によって構成された、きわめて両義的な空間である。同時に、

そこには自らの勢力を拡大しようとしていた当時の英国社会、特に上層中産階級の人々の姿をも見出すことが

できる。ガラスのパビリオンは、持ち運び式のトルコ風呂とともに、外部の空間を内部に取り込む、拡張され

たドメスティック・スペースを作り出す。Lina や Gunner は、諷刺の対象としてだけ登場するのではない。彼

らはアッパー・ミドルクラスの世界に「侵入」し、中産階級のドメスティック・スペースに転換をもたらす存

在なのである。Shaw が、ただ楽しませるだけの芝居よりも観客に問題提起をする劇を望んだように、彼らの

姿を通して Shaw は、新たな時代の結婚観や階級観に関する議論を巻き起こそうとするのである。     
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