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Maggie: A Girl of the Streets
―スラムと観劇

序

　スティーブン・クレイン（Stephen	Crane,	1871-

1900）の『街の女マギー』（Maggie:	A	Girl	of	the	

Streets,	1893.	以下、『マギー』と表記する）1 におい

て、登場人物達の行動は常に演劇に深く影響されて

いる。

　『街の女マギー』の舞台となるヴァワリーは、マ

ンハッタンのロワーイーストサイドに位置してお

り、当時は移民の多い貧民街として知られており、

流入する移民の労働者層が働く工場などの建物と、

その労働者たちの住居が立ち並んでいた通りである

が、それ以前はニューヨークの観劇街として知られ

ていた。19 世紀に入ってからは移民の流入の影響

などによって徐々に衰退していくこととなるが、貧

民街となってからも、ホールやバーなど、人々が劇

などの芸術に触れる施設はところどころに残されて

おり、重労働に疲れた労働者たちの休息の場として

活用された。例えば、この物語のヒロインであるマ

ギーが、兄の友人であるピートに誘われて初めて出

かけた時も、ピートが連れて行った場所はオーケス

トラが演奏する小さなホールだったし、二人が頻繁

に会うようになってからも、週日の夜はしばしば観

劇に出向いて劇に熱狂したのだった。

　劇といっても喜劇や大衆演芸など様々な種類があ

るが、ヴァワリーに住む人々が好んでいたのは、主

にメロドラマである。今日の日本では、メロドラマ

というと思い浮かぶのは昼時に放送されるドラマの

ような、人間関係の入り組んだドロドロとした内

容の作品を想像する人が大多数という印象を受ける

が、この物語で登場人物達が観劇しているメロドラ

マとは、主に音楽と劇が一体となって行われる劇の

ことである。メロドラマ“melodrama”はもともと

フランス語のメロドラム“melodrame”に由来する

言葉であり、「音楽の」を意味する“melo-”と「劇」

を意味する“drama”が合わさって“melodrama”となっ

ている。この呼称は 1775 年にルソーが彼の音楽劇

である『ピグマリオン』で使用したのが最初であり、

フランスで大成功をおさめた大衆演劇の流れがアメ

リカに渡ってきたのが、アメリカのメロドラマの起

源とされている。19 世紀にアメリカで大流行した

メロドラマとは、オーケストラがそれぞれの楽器で

劇に合わせて音楽を奏で、役者がその音楽に合わせ

て役を演じるという形式をとっていた。19 世紀に

アメリカで最も親しまれていたメロドラマとしては

「アンクルトムの小屋」が知られているが、その他

の作品にも共通する特徴として、舞台を盛り上げる

盛大な演奏や視覚的な演出、善であるヒーローがあ

くどい悪役との様々な葛藤の末に悪に打ち勝つとい

う単純明快なシナリオなどが挙げられる。

マギーは、これらのメロドラマを観た後はいつも

一段と元気になって帰った。貧乏で有徳の士が、

結局は、裕福で邪悪な男を打ち負かす筋書きを喜

んだ。

Maggie	always	departed	with	raised	spirits	from	

the	showing	places	of	the	melodrama.	She	rejoiced	

at	the	way	in	which	the	poor	and	virtuous	eventually	

surmounted	the	wealthy	and	wicked.	（Maggie	28）

　メロドラマを観ることの出来るホールは、マギー

の言葉を借りるならば「苦難と侮辱で出来ていた」

（Maggie	20）世界に生きる人々にとって、生きる糧

となる希望を得られる場所だったのである。劇を観

ている人々は次々と立ちふさがる大きな壁に立ち向

かう主人公に心から共感、同情し、声を張り上げて

声援を送り、極悪非道な悪人には強い正義感を持っ

て罵声を浴びせた。マギーも他の観客と同じように
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舞台に向かって声援や罵声を浴びせ、その超人間的

なリアリズムに我を忘れて共鳴することで満足を得た。

　『街の女マギー』には、このように劇を観に行く

劇中劇の場面が度々登場するが、この他の場面に

も、クレインによる劇中劇の手法が数多く取り入れ

られている。それは、一読しただけでは劇中劇と分

からないような場面でも、一度意識をするとあちら

こちらに見つけることが出来る。なぜなら、ホール

や劇場以外でも、常に周りの人間を意識して演じる

という事がこの町の人々の意識の根底にあるからで

ある。本稿では、クレインがヴァワリーを舞台に物

語を書くにあたって、劇中劇、特にメロドラマ要素

の強い劇中劇を取り入れたことで生じる効果につい

て考察し、そこに込められたクレインの意図につい

て考え、論じていきたい。

Ⅰ、役者と観劇者

　演劇は、人々の疲れをいやすだけでなく、当時の

ヴァワリーに住む人々の日々の暮らしにも多大な影

響を与えた。演劇が彼らを「見られること」に対

して異常なまでに神経質にさせたのである。もしく

は、見られることに対して自らの身を守る手段とし

て必然的に生まれた手法が演じる事だったとも考え

られる。例えば、ピートが初めて登場した場面で彼

はまだ 16 歳にも関わらず、顔に大人顔負けの冷笑

をはりつけ、帽子を挑戦的な角度にかぶり、たばこ

の吸い差しを歯の隙間にちらつかせて肩を大きくゆ

すりながら歩いてくる。これは、ピートが周りから

強い者として見られるように意識しているという証

である。また、マギーの母親のメアリーは、ピート

と夜な夜な出かけているマギーを家庭の恥だと大声

で罵って家から追い出し、不出来な娘を持った不幸

を近所の住民に聞こえるように嘆くが、これは、娘

が道を踏み外したことを、あくまでも娘自身の過ち

であるとアピールし、きちんと育てたにも関わらず

恩を仇で返された母親の不幸がいかに大きいかとい

うことを周りに主張している。このようにして、彼

らは演じることで自らの身を守っているのである。

では何から守っているのかというと、それは街の

人々の視線からである。街を歩く人々は常に周りを

見ており、また同時に見られてもいる。それは今日

においても同じようなことが言えるが、特に当時の

ヴァワリーにおいては、このことは重要な意味合い

を持っている。なぜなら、当時のヴァワリーは完全

な弱肉強食の世界であり、少しでも体面を崩そうも

のなら、強いものに虐げられるという風潮が浸透し

ていたからである。そのために街を歩くピートは通

行人の目線に自分が少しでも強く見えるように意識

し、メアリーは娘との騒ぎを聞きつけて見物に来た

無法横丁のアパートの住民から、常識のある母親に

見えるように振舞ってみせる。見られることに敏感

になっている人々は、時には役者としてあるべき自

分の役割を演じることで体面を守り、また時には観

劇者として、自分の身の回りで演じられる劇を好奇

の目で観察するのである。いわばこの街全体が大き

な舞台だと表現してもおかしくはないだろう。

街路では、幼児たちが、余所の幼児たちと遊んだ

り喧嘩をしたり、あるいは車輛がやって来る前で、

のろまに坐っていたりした。手ごわそうな女たち

が、もつれた髪の毛に乱れた身なりで、手すりに

もたれて、むだ口をたたいたり気違いじみた口論

をして絶叫したりしていた。老齢でしなびた人々

が、何かに服従しているような奇妙な姿勢で、薄

暗い角に坐ってパイプをくゆらせていた。

In	the	street	infants	played	or	fought	with	other	

infants	or	 sat	 stupidly	 in	 the	way	of	vehicles.	

Formidable	woman,	with	 uncombed	 hair	 and	

disordered	dress,	gossiped	while	leaning	on	railings,	

or	screamed	in	frantic	quarrels.	Withered	persons,	

in	curious	postures	of	submission	to	something,	sat	

smoking	pipes	in	obscure	corners.	(Maggie	6)

　二章の冒頭では、通りで遊んだり喧嘩をしたりし

ている子供から、おかしな様子で口論している乱れ

た身なりの女たち、角に座ってパイプをくゆらせて

いる老人たちと、通りにいる様々な年代の人々の行

動が順番に描写されているが、この文はこの街に生

まれた者の歩む人生を表現しているようにも感じら

れる。つまり住民たちは、このヴァワリーという街

を舞台にして、一生をかけて決められた道筋を歩む

という壮大な劇を演じているのだ。

　その他にも、登場人物が与えられた役割を演じて
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いる場面はいくつも登場するが、必ずしも彼らが本

意で演じているとは限らない。ピートやメアリーな

ど、読み手から見て嫌悪を覚えるような人物達は、

少なくとも自分の意思でやっていると考えても良い

だろう。彼らは、何よりも自分の保身を大切にして

いるため、大事に守ってきた体面を崩さないためな

ら、それが例え家族であったとしても犠牲をいとわ

ないと考えている。事実、メアリーはジミーから

マギーの死を聞かされた時、食事中だった彼女はそ

の知らせをパンで口をいっぱいにしながら悠然と聞

き、きちんとコーヒーを飲みほす余裕さえみせてお

り、そこには娘を亡くした母親の悲しみは見てとれ

ない。しかし、食事を終えると大きな声で嘆き悲し

み、その声に反応して集まったアパートの住民たち

に、死をもって堕落の罪を清算した娘を許してやる

母性ある母親の姿を演じて見せるのだ。しかし、兄

のジミーの場合は少々違っている。ジミーには、自

らの体面をまもるために外で妹の堕落をけなすこと

はしても、もしマギーがもう少し世間を知っていた

ら、こんなことにはならなかっただろうと考えたこ

とさえあった。そして、マギーが「売女」になった

という噂がささやかれ始めた時には、友人である

にも関わらず妹に手を出したピートに怒りを覚え、

ピートの働いているバーに友人と乗り込み、乱闘騒

ぎを起こしたのである。そこには、妹に対する愛情

のようなものさえ感じられる。しかし、堕落した妹

をかばうことは自らの体面を壊しかけないため、ジ

ミーは外では母親と同様娘の堕落を嫌悪し、嘆いて

見せる。だがそうやって周りに同調するジミーの態

度には、どう見ても乗り気ではないのが明らかであ

り、彼が不本意で常識のある兄を演じていることが

分かる。演じることで体面を守らないと生き延びて

行けない世界、それがこの街の現実なのだ。

Ⅱ . 空虚なヒロインとメロドラマ

　マギーはこの物語のヒロインだが、そこには個性

というものがあまり感じられない。なぜなら、クレ

インがマギーを個性のないヒロインとして設定し、

書きあげたからである。まず、マギーは容姿につい

ての描写がほとんどない。アパートが立ち並ぶ地区

の娘たちの中では美しい娘として成長したと書いて

おり、ピートがマギーの器量を褒めるというような

場面もあるが、どんな髪型で顔立ちをしているのか、

目は何色でどんな体系をしていて、どんな衣服を身

にまとっているのかなど、その外見についての詳し

い記述はなされていない。もし外見について触れて

いたとしても、ピートと初めて出かける場面で、マ

ギーがショウを見に行くために彼女の一張羅である

擦切れた黒のドレスを着ていたことなどのささいな

情報のみである。そして、酒場で昔なじみのネリー

に出会ったピートが、一緒に連れて歩く女としてマ

ギーよりネリーを選んだという点から、マギーの器

量が決して絶世の美女というほどの容姿でもないこ

とが分かる。

　次に彼女の内面についてだが、まず一言言えるの

は、マギーが非常に世間知らずで夢見がちだという

ことである。幼いころに街の穢れに激しい嫌悪を抱

いたマギーは、あまり外にでることがなかった。そ

のため、ジミーのように世間にもまれて過ごすこと

はせずに育った結果、この小さな世界での生き延び

方を学ぶことなく少女へと成長を遂げたのである。

家の内外関係なく存在する穢れに触れながらも、嫌

悪して受け入れようとしなかったために、この街に

似つかわしくないほど純粋で、無知な女の子になっ

てしまったのだ。ピートがジミーに会いに家を訪れ

た時、彼がジミーに自慢げに話した数々の武勇伝を

聞いて、マギーが彼こそが理想の男性だと感じた。

きっちりと着こなされているまぶしいほど立派な洋

服と、堂々とした態度と物言いを見て、頭の中で描

いていた夢の土地に彼と二人でいるところを想像す

るのである。ここに、マギーの意識の根底にあるメ

ロドラマ要素が読み取れる。マギーは、舞台で極悪

な富豪に立ち向かう主人公に自分を重ねて満足する

だけでなく、自分も劇のヒロインと同じように、い

つかこころの美しい主人公がこの荒廃した世界から

自分を連れ出してくれると考えていたのだ。娯楽で

あるはずのメロドラマに対しての思い入れがあまり

にも激しかったために、ピートが現実以上に素敵な

男性であるように感じたし、彼が自分を導いてくれ

ると信じて疑わなかった。一種の盲目状態である。

このメロドラマに対する強い思い入れのために、マ

ギーは堕落してしまったと考えられる。ジミーが少

女になったマギーに言ったように、工場で働くか街
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の女になるかの選択しかないこの貧民街で、自分を

救い出してくれる誰かが現れることを本気で信じて

いなければ、そのまま工場で働き続け、貧しいなが

らもつつましい人生を送ったことだろう。

　しかし、クレインはマギーをあえて空想の世界を

夢見る純粋な少女に設定し、彼女に作中でヒーロー

の出現を夢見るヒロインを演じさせている。それ

は、当時のこの貧民街の状況を分かりやすく表現す

るためである。マギーが世間知らずなためにピート

に惹かれて道を誤っていくのは彼女の個性の結果と

も言えるが、堕落への道を進んでしまい、最後には

死を選ぶほかなかった当時の少女たちにもこのよう

な事例は共通しているからである。クレインはあえ

てマギーを個性のないキャラクターに設定すること

で、一人の、悪に染まっているわけでもない女の子

が、いかに簡単に闇に落ちて行ってしまうかを彼女

を通して訴えているのである。例え本人にその気が

なくても、生き抜くことが難しい世界では、足を踏

み外してしまうきっかけが色んなところに転がって

いるのだ。そして、一度足を踏み外してしまうと、

そこから再び元の生活に戻ることはとてつもなく難

しく、悩みぬいた末に自殺をして苦痛から解放され

ることを選ぶのである。ことが分かる。訳にある「効

き目のないわけはない」という言葉からも、言霊の

効果を疑いなく信じていることが分かる。言霊は、

人に力添えをしてくれる善の存在である印象を受け

る歌である。また、大和の国は、言霊と人が共存し、

言葉に潜んでいる精霊たちが、人の世界を支えてい

るとされていた考え方があったということが分かる。

結

　この作品は、メロドラマ要素が様々なところに読

み取ることが出来るが、実際の結末はメロドラマと

は程遠い悲惨なものとなっている。16 章でピート

に見捨てられたマギーは街をさまよい続け、やがて

上品な装いの牧師に出くわすが、彼女の救いを求め

る態度に気付かずに彼女から後ずさった牧師の様子

を見ると、彼女がすでに街の女として認識できるよ

うな風貌であることが分かる。次の 17 章では一人

の女、マギーかそれとも他の女性かも分からず、た

だ“girl”とだけ記述されている女性が街を奥へ奥

へと進んでいく様子が伺える。きらきら輝く通りで

は立派な夜会服に身を包んだ傲慢そうな若者に出会

い、その奥の薄暗い界隈では冷笑を浮かべた少年に

微笑みかけ、さらには酔っぱらった男性に出くわす

のだが、この章は街の女の一生を表現した劇の一場

面のように感じられる。街の女へとなっていった女

性は、心と体が衰弱し、年月を重ねていくにつれ、

相手にする男性が裕福そうな紳士から下品な男性へ

と変わっていくという様子を、この場面では一度に

表現しているのだ。まさに“A	girl	of	the	streets”

の最後の一幕といってもいいだろう。この物語が本

物のメロドラマなら、途中でたくましい主人公がヒ

ロインの救出に現れるところだが、この劇のヒロイ

ンの“girl”の前にはヒーローが現れることがない。

現れるのはせいぜい彼女たちをあざける傲慢な男性

ばかりである。そしてヒーローにこの暗い界隈から

連れ出してもらえなかったヒロインは、深く黒い川

の中に吸い込まれていくのである。ここにこの作品

のメロドラマ要素と、実際の結末へのギャップが感

じられる。ヴァワリーの住民たちが娯楽としてのメ

ロドラマに強く影響されていたのは事実としてある

が、クレインは登場人物たちを悪役であれヒロイン

であれ、よりメロドラマ要素の強いキャラクターに

仕上げることで、メロドラマの展開とは似ても似つ

かない貧民街の実態について読み手の心に強く訴え

ようと考えたのではないだろうか。もしくは、華や

かな夢物語に思いをはせても、悲しいほどに非情

なこの小さな世界についてただ淡々と描写すること

で、ありのままの現状を伝えようとしたのだろう。

注
（1）Maggie:	A	Girl	of	the	Streets	は Norton 版を使用し、引用部分の

日本語訳は大坪精治訳を借用。以下本書からの引用には Maggie
と略記し、その後ページ数という形で表記。
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