
『三人姉妹』 と 『萩家の三姉妹』

齋藤陽一

は しめに

チェーホフの 『三人姉妹』は、初演 (1901年)か ら約 100年たつた現在でも、

たびたび舞台にのせ られる。 しかも、決 して、古 くさい過去の芝居 としてでは

な く、現代的な課題を内包 した芝居 として上演されている。その演出も、また、

多様である。鈴木忠司による、日本的な背景を持つて演 じられた利賀山房での

演出 (注 1)や 、蟷川幸雄による、まるで姉妹達の生活を直接、現代 日本の生

活に結びつけようとするかのような、芝居の最後で後ろの幕を開け、舞台裏を

見せるという演出 (注2)も あつた。逆に、松本修は、戦前の旭川を舞台にし、

軍隊として日本陸軍を登場させる演出 (注3)を 行つている。映画でも、例え

ば、マルガレーテ ・フオン ・トロツタ監督による、チエーホフの作品を下敷き

にしながら、舞台を現代のイタ リ́アに移 しかえた映画がある。

今年、2004年はチエーホフ没後 100年にあたり、その記念事業 として、別役

実の脚本による 『千年の三人姉妹』の公演が予定されている。予告によれば、

年老いた三人の姉妹が、いつか京の都に帰ることができるであろうと、夢を見

て暮 らしているという内容のようであるが、この作品の場合には、おそらく、

演出というよりは翻案 ということになるだろう。翻案 として、最近、す ぐれた

成果を上げたものとして、2000年の 11月 に初演された、永井愛の作 ・演出に

よる 『萩家の三姉妹』(以下、『萩家』と略記する)を 挙げることができるだろ

う。日本の、ある地方都市に暮 らす二人姉妹を主人公 としたこの作品では、チ

ェーホフの三人姉妹がモスクワに暮 らしていたことを懐か しく振 り返 り、モス

クワを生きてい く上での希望のように感 じているのに対 し、かつて東京で姉妹

が暮 らしていたという設定はあるものの、東京は三人全員に共通する夢として

は存在 していない。その他にも、チエーホフの原作の設定を借 りている部分が
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あるが、この小論では、チエーホフの 『三人姉妹』(以下では、「原作」と記す

ことがある)と 『萩家』 とで、何が共通で何が大きく異なるのか比較対照 した

上で、『萩家』に対するチエーホフの影響をさぐってみたい。

『萩家』のテーマ

『萩家』の三姉妹は、萩鷹子、荏田仲子、萩若子と呼ばれているが、それぞ

れ原作のオ リガ、マーシャ、イ リーナに該当する。その他にも登場人物の多 く

が、原作の設定を借 りて描かれている (注4)。 また、永井は、昨年、2003年

には、ロシアの風刺作家、シチエ ドリンの小説、『ゴロブリョフ家の人々』を脚

色 してお り、ロシア文学への関心、翻案の経験もつんでいる。さらに、永井は、

夏目漱石の 『明暗』を 『新 0明暗』と題 し、この未完の作品に結末をつけて作 ・

演出もしてお り、まさに翻案というスタイルは得意とするところである。

永井自身は、チェーホフの枠組みを利用 したことは、当然のことながら認め

つつ、細部においては、それほど意識は していないように言つている。本人の

発言を引用 しよう。

『萩家～』のときには原作を読み返すこともな く、それほど神経質になる

こともな く、頭 と終わ りだけをくつつけて……… (笑)。(注 5)

ここでい う、「頭」と 「終わ り」とは、冒頭が三姉妹 の父親 の一周忌であ るこ

と、そ して、幕切 れが、三姉妹 のそれぞれのモノローグであることを指 す と思

われ る。 しか しなが ら、 とて も 「読 み返す こともな く」書いた とは思えないほ

ど、原作 を下敷 きに してい る部分が他 にもあ る。そ こで、 まず、原作 と類似 す

る部分 をまとめてお きたい と思 う。

原作の設定 と類似 する部分は、主 に、次女の仲子 と三女の若子 に関する部分

である。仲子は、マー シヤ と同 じく、すで に結婚 してお り、夫の宏和は歯科医

である。マー シヤの夫、 クル イギ ンとは職業 が違 うが、 自分の熱 中 しているこ

とについて他人への配慮 な く語 り出す とい う点では非常 によ く似ている。そ し

て、何 よ りも、別の男 と不倫 関係 に陥ること、その男が、かつて首都 (東京 と

モスクワ)に 暮 らしていた ころの知 り合いであるとい う点が共通 してい る。 ま
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た、『萩家』の方では、原作の舞台に登場 しない不倫相手の妻、つまり、日高聡

史の妻である文絵が登場するが、童話を書いているという彼女は、その 「どこ

か、メルヘンに出て くる少女のような服装」(注6)が 示すように、他者とのコ

ミユニケーシヨンに若干、問題がある女で、これは、原作におけるマーシャの

不倫相手、ヴエルシーニンの妻が、何度か毒を飲んで夫を困らせる女性であつ

たことを、どことな く思い出させる存在である。

若子の場合は、鷹子から 「バラサイ ト・シングル !」 (15頁 )と 呼びかけら

れているように、未だ自立できず、漸 く物語の最後に独立できるかもしれない

ということがほのめかされているが、これも物語の進行 とともに正式に仕事を

見つけることになるイ リーナと同様であるぎさらに、イ リーナが トゥーゼンバ

フとソリョーヌイに愛されるように、若子も池内徳次 と神原鈴夫という二人の

男と肉体関係を持つ。勿論、原作の トウ丁ゼンバフがソリ当―ヌイとの決闘で

命を落とすという事件は、現代 日本を舞台とする 『萩家』の場合には起こり得

ない。そして、その結果 として、若子の二人との関係の結末も大きく異なるの

だが、それについては、また最後で触れたい。このように仲子、若子の場合に

は、総 じて 『萩家』 と原作では共通する点が多い。

次に、原作 と異なっている部分に触れておこう。原作では存在する長男のア

ン ドレイにあたる人物が全 く登場せず、その結果、その妻にあたるナターシャ

も出てこない。ナターシヤが、プローゾロフ家で次第に力を持つてい く姿が全

く出てこないのだ。その分、長女の鷹子がずつとこの萩家を支配することにな

る。そ して、その鷹子の姿が、原作のオリガとは大いに異なつている。

原作ではオ リガは女学校の教師 (最後は校長)で あるが、鷹子は大学の助教

授である。それも、「フエミニズムの立場で女性差別を批判的に分析 している」

(23頁)よ うな女性である。オリガに男性の影はないが、鷹子は妻帯者である

同僚 と不倫の関係にあった。そ して、この同僚 と、自分たちの関係を学問の対

象 として振 り返 り、また、ゼ ミの学生とは、男性像、女性像、或いは、新 しい

女性の生き方をめ ぐつて議論をかわす。つまり、原作 も女性の生き方がテーマ

となっていたが、『萩家』では、それがさらに前面にでてきている。次女の不倫、

三女の二人の男との恋愛関係はそのまま保ち、兄弟の存在は消 し、長女にも恋

愛を体験させている。 しかも、フエミニス トとして。
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永井愛とフエミニズム

永井は、女子師範学校を舞台にした 『見よ、飛行機の高 く飛べるを』 という

作品を書いたことで分かるように、女性の生き方について、芝居で取 り上げる

ことが多い。この作品は、明治末期の新 しい女性の生き方を描いたものだが、

直接、そうした問題を題材 としない作品の場合でも、フェミニズム的な思想が

顔を出すことがある。『ら抜きの殺意』という作品を取 り上げて、そのことにつ

いて考えてみよう。

この作品は、永井が主催する二兎社のためではな く、他の劇団、テア トル ・

エコーのために書かれた作品である。題名が示唆するように、若者を中心に広

まつている「ら抜き言葉」をめ ぐる喜劇で、通信販売会社、ウェルネス堀田へ、

勤務先に秘密でアルバイ トに入つた中学校の国語教師が、その職場に蔓延する

ら抜き言葉に我慢がならず、徹底的に矯正 しようとするが、無断でアルバイ ト

をしている公務員という立場が露見 し、逆に 「ら抜き言葉」をしゃべることを

強要されるという物語である。この作品の中に、「ら抜き言葉」をしゃべる若い

OLが 、恋人、上司、同性の友人、相手によりそれぞれ言葉を使い分けるとい

うシーンが描かれている。携帯電話を三つ所有するこのOLは 、同時に、恋人、

上司、同性の友人と電話で話すという状況に追い込まれ、瞬時に言葉を使い分

ける。少 し長 くなるが、次に引用 しておこう。

遠部  (恋 人声で)私 い。ねえ、枕持つて何 してんのお?… ……だあれも

戻つて来ないわよおつて言うかあ、あなたこそ早 く戻つて来てよお。私、す

つごい思い して抜け出てきたのよお、こんなの、あんまりつて言うかあ………

油 ギ ッチ ヨンか らの電話が鳴 る。

遠部 課 長か ら電話み たい。ち よつ と待 つてね。切 つちやいや よ。(と伴か

らの電話 を置いて、油 ギ ッチ ヨンのに出る)遠 部で ござい ます。企画説明書 ?

もちろん持 つて まい りま したけれ ど………課長 お、 ご心配なんですか あ、私

がちゃん とや つて るかつて え、 ううん、嬉 しいの つて言 うか あ……… (急に
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笑 い)や だ あ、課長 つた ら、おだて るのお上手なんだか らあ、は あい、 じや

頑張 りまあす。(と、置いて )切 り抜 けたぜい。(別の携帯電話 を取 り)今 ど

こお ? も しも し、 も しも し。……・(切れている)

それ を置いて、 また別の携 帯電話 を取 り、

遠部  ち よつ とお、 ムチ ャンコカツアゲ もんだ よ、あいつ、電話切 りやが

って よお、 ヒ トにゃあ電話番 させお つて、オ ノレは待てんのか つつ～か、 こ

っちゃ～油 ギ ツチ ヨンに猫 なで こいて鳥肌 もんだつつ～にぃ、 どマジでガン

ギ レ したぞつつ～か～、ボコるぞテ メ～ つつ～か ぁ………えつ、あなたなの

ぉ !… ……違 うの、 あなたに言 つたん じゃないの、宇藤 だ と思 つて、 も しも

し、 も しも し0……・(切れている)(注 7)

ここでは、遠部は、恋人である伴 と電話 を している ところに、上司の課長 (ツ由

ギ ッチ ョンとい うあだ名で呼ばれている)か ら電話がかか る。 さ らに、伴 よ り

も前 に電話で話 していた友 人の宇藤 と話 しているつ も りで、伴 に一番最後 の よ

うな 口調 で話 しかけて しまう。 この部分では、 ら抜 き言葉は使われてお らず、

む しろ女性 の言葉 の使 い分けがテーマにな っている。 これを見ていたウエルネ

ス堀 田の副社長、社長夫人の八重子 は、「女言葉 をつか うのが女 に とって 自然な

ことであるな らば、女 同士が しやべ る ときにゃ、女言葉 だ らけになるはずだ ろ。

それが逆なんだ もん。どう した ことなのかね ?」(110頁 )と遠部 に問いかける。

そ して、「(遠部の 「汚 い」言葉 の方が)本 音が出せ るか らだ ろう ? 女 言葉 を

つか って ちゃ、 もう本音 が出せんのだろうが。」(同頁 )と 言 う。 このあ と、八

重子は 日本語 の女言葉 には、命令形 がない と指摘 し、「日本人は女 に命令 してほ

しくなか つた らし」(113頁 )い 、「日本 の女が多重人格 にな るの も無理はない。

これだけ言葉 をつかい分 けて りや、 どう したつてそ うな るわ。男の本音 と建前

なんぞ、女の多重人格 に比べ りや可愛い もん よ。」(116頁 )と 続 ける。若千、

本筋 か ら脱線 した ような台詞 (八重子が外れてい る とい うよ りは、永井の筆が

若千脇道 にそれてい る)だ が、 それだけに、 こう した主張 を書 き入れたい とい

う作者 の気持 ちが伝わ つて くる。そ して、 こうしたテーマが 『萩家』では、 中
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心に来ることになる。

自ら、フェミニズムの立場に立つことを公言 している (注8)永 井は、この

ように登場人物に自らの主張に近いものを語 らせることがある。それでは、鷹

子の場合はどうだろうか ? 自 分の思想を語 らせ、肯定的に描いているのだろ

うか ?                  「

鷹子は、フェミニス トとして、人間の多様な生き方を肯定 している。女性が、

ある固定的な役割を強いられることに反対であるのと同様、男性がいわゆる「男

らしさ」を求められることにも、反対の立場にある。ところが、第 4幕 で同僚

の本所武雄の女装姿を見せ られると仰天 して しまう。若子、仲子にあんな男と

つき合 うのをやめるように言われると、必死で反論する。引用すると次のよう

になる。

若子 … ……変態だ。

仲子 た ～ちやま、駄 目よ、あんな変態 とこれ以上つき合つちゃ………

鷹子 変 態だと思つた。認めます。でも、変態だと思いた くない。ああい

う人の存在を、心か ら認められる人間になりたい。私は、そのために

闘います。そういう自分だけを認めます。

若子 た ～ちやま、やせ我慢やめなあ。もつと楽 して生きようよ………(154

頁)

このあと、「楽すること」のよさも認めながら、理論 と行動が一致する自分に

なれる可能性を、他の女の可能性を信 じるように信 じたいと鷹子が言うた直後

に、それまで右半身が麻痺 して茶碗を持てなかった家政婦の品子が、茶碗を持

てるようになるというシーンを書き入れているので、永井 自身がこの鷹子の「可

能性」に肯定的な気持ちを抱いていることは確かではある。 しか しながら、こ

うした姿勢が、「楽」ではない、む しろ無理 しているということははっきりと描

いている。また、 1幕 では、「嫁入 り前」、「行かず後家」、「男なんだから」とい

う言葉に、いちいち、過剰 とも言える反応をする鷹子の姿を描き、それを他の

登場人物に呆れさせている。

このように、永井自身がおそらく支持するであろう生き方をしている人間で
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すら、その思想を過度に押 し進めようとすると他者か らは滑稽に見える、とい

うように描いて しまう。それが永井の特徴でもある。『ら抜きの殺意』で、それ

をさらに確認 しておこう。『ら抜きの殺意』の 「あとがき」に永井は次のように

記 している。

敬語は しよつちゆう間違えてつかい、時々の流行語は面白がつて取 り入れ

てきた私が、『ら抜き言葉』にだけ抵抗感を覚えるのはなぜだろう。(149頁)

本来、永井にとっては、ら抜き言葉は否定されるべきものである。ところが、

その否定、根絶にあまりにとらわれて しまう人間は、む しろ滑稽に描かれる。

主人公の海老名は、中学校の国語教師で、若い人々のら抜き言葉に我慢がなら

ない。また、「チ ヨーザのガンブーのメッシヤーめが」という若い女性が使 う言

葉 (この場合は、実際には、中年の男が若者の言葉をまねて使つたものである

が)の 意味が分からないと、携帯電話で息子に聞 く。

だって、これ、コギヤル語つてんだろう? お 前まさか、そういう言葉の

ガールフレンド………一太郎、ガールフレンドを選ぶ基準はやは り言葉だよ。

ちゃんとした女言葉で話せる人にしてお くれ。日本の女言葉のたおやかな優

しさといったら世界に類がないからね。それを自ら捨てて しまう女の行 く末

は………ああ、食事中だつたかい、悪かつたね。(と、切る)(37頁 )

自分の関心領域に夢中で、 とらわれて しまい、子供が食事中であることも意

識の外に出て しまう。この他にも、 ら抜き言葉に過剰に反応 している姿が描き

込まれている。

こうした何かにとらわれた人物の滑稽さは、実は、チェーホフもしば しば描

いていることである。『二人姉妹』の中でも、例えばソリョーヌイやクルイギン

といつた人物達は、このような人物にあたるだろう。ソリョーヌイは、第 2幕

で、チェハール トマというコーカサス料理の話をするチエブ トイキンに 「チェ

レムシャー」はネギのような植物であると、何度も強調する。或いは、「モスク

ワには大学が二つある」 という誰もが分かるような嘘を、正 しくないことを指
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摘されてもつきとおす。一方、クルィギンは、所かまわず、自分の勤務する学

校の些事について話 し始める。

また、短篇小説の主人公や、チエーホフの創作活動の初期に書かれた笑い話

的な小品の中にも、こうしたタイプの人間を見かけることがある。

『す ぐり』に登場する、ニコライ ・イワーヌイチは、貧 しい小役人だが、地

主屋敷を買うことが夢であつた。そ して、その屋敷を様々に空想するのだが、

何故か、その空想上の屋敷には、必ず、す ぐりの本があるのだつた。そ して、

結婚すら金 目当てで し、その妻につ らい暮 らしをさせて、その妻が、ついには

やせ衰えて死ぬというところまで倹約 して、屋敷を手に入れる。そ して、早速、

す ぐりの木を植える。この物語の語 り手である兄が、その後、弟に会つた時に、

ニコライは満足げにす ぐりの実を食べているのだが、その実はすつぱい。そ し

て、深夜、弟が起 きあがつてはす ぐりの実を一粒ずつ食べているらしい音を聞

いて、兄は幸福 とはいつたい何なのだろうかと問わざるを得ない。

或いは、『小役人の死』という小品に登場する小役人は、観劇の最中に、前に

座っていた地位の高い役人にくしゃみをして、唾を浴びせて しまつたことを気

に病む。そ して、何度も謝 りにいき、そのことで逆にうるさがられ、冷た く追

つ払われる。ついには、そのことがきつかけとなつて死んで しまう。このよう

にチェーホフは、何かに過度にとりつかれて しまった人々は、あまり肯定的に

は描いていない。

結語

最初に述べたように、永井は、チエーホフの原作の 「頭 と終わ りだ.けをくつ

つけて」、この作品を書いたと発言 している。ここまで、検討 して来たことを振

り返つてみると、それにしては、多 くの点で、チェーホフと共通することがあ

った。そうであ りながら、「終わ り」という言葉がわざわざ出て くるのは、最後

に姉妹達にモノローグを語 らせることが、初めから永井の意図としてあつたの

だと推測できるだろう。そ して、この終わ りの部分を比較 してみると、永井が

意識的にチェーホフの台詞を、フェミニス トの立場で発展させていることが分

かる。

原作の幕切れの台詞は、軍隊が遠ざかるのとともに、彼女達の希望がついえ
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てい く、希望の象徴であつたモスクワも遠ざかる、そうした絶望的な状況下で

の 「生きていきましよう」という台詞であつた。 そ れに対 し、『萩家』の姉妹

達の場合は、む しろ、選択できる、 自ら決定することができる状況下での台詞

である。 1幕 の導入から4幕 まで、その流れを確認 しておこう (注 9)。

1幕 で、それぞれの紹介がなされ、 2幕 では、それぞれの関心領域で、その

発展がある。そ して、第 3幕 ではそれにブレーキがかけられたり、疑間符が付

けられた りする。若子の場合には、すでに2幕 で、その時、恋人であつた徳次

に、鈴夫と肉体関係を持つたことを知 られるが、さらに第 3幕 では、鈴夫に徳

次との関係を知 られ、また鷹子に行つていると嘘をついていた専F号学校に行つ

ていないことも発覚、彼女の生き方そのものに疑間符がつけられることになる。

一方、仲子の場合には、聡史 との不倫をめ ぐってそれがおこる。彼女が、不倫

を具体的に実行に移すのは、 2幕 の幕切れである。旧家である萩家の蔵へ と二

人で姿を消すのである。そ して第 3幕 、鷹子との共同研究のため、蔵を使おう

として先に入った武雄が裸の 2人 を発見、不倫が発覚する。また、鷹子の場合

は、彼女のフエミニズム的な女性観、恋愛観をめ ぐつてそれがおこる。 2幕 で

自信をもつて学生達を指導 していたが、3幕 では、「女性美を戦略的に使」(136

頁)う という舟木の主張に、混乱する。

このような 3幕 までの流れを受けて、 4幕 で、姉妹達は選択を迫 られる。三

女の若子は、徳次、鈴夫とともに東京で暮 らすことを計画 しながら、「働かなき

ゃね。働かなきやいけないつて、ずうつとそう思つてたんだ。でも、自信ない。

頭悪い し、根性ない し………」(159頁)と 迷い始めている。しか しながら、 ト

ゥーゼンバフが殺されて、家を離れて働 くしか選択肢がなかつたイ リーナに比

べるなら、自分で選択する余地は残されている。また次女の仲子は、夫のもと

を離れ、実家で新年を迎えようとしている。妻の文絵から離婚届が送 られてき

た日高聡史に、「一緒に暮 らそう」と言われているのだ。仲子は、どうす るつも

りか若子に間われ、「決められない………一馬、さお り、私のチビたち ! 私 は

ママなのに、母親なのに………」(158頁)と 完全に家を出て しまうことには躊

躇 して しまう。 しか しながら、これも、ヴエルシーニンが去つていき、すでに

愛を感 じていない夫、クルイギンとの生活に戻 らざるを得ないマーシヤに比べ

れば、選択の余地がある。そ して、頭痛に悩まされ、ただ日々の生活に追われ
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ているだけと言ってもよいオ リガに比べ、鷹子は、「二十一世紀には、フェミニ

ズムなんてものは、な くなって しまってほ しい。女たちが集まって、女のため

にワイヮイ気張 らな くてもすむ日が、いつか必ず来てほ しい。」(160頁 )と 、

未来に希望をた くしている。勿論、それがいつ来るのかは彼女にも分からない。

以上、見てきたように、永井は、チェーホフの 『二人姉妹』の枠組みを使い

ながら、長女、鷹子の姿を大きく変えることによって、作品全体を、女性の生

き方をフェミニズム的な視点から語つたものへと翻案 している。その際に、声

高にフェミニズムの主張をするのではな く、む しろ、フェミニズムに過度にと

らわれている場合には、その行動を滑稽に描き出している。そのような描き方

は、チェーホフにもよく見 られるものであった。つまり、「頭 と終わ り」以外に

も、この作品が、チェーホフ的なものに負つている部分は、多いのではないか

と思われるのだ。

注

(1)

鈴木忠志はこの演出について、次のように記している。

ですから、現代の日本で、『生きて行かなければ』という言葉が生きる演劇

的なシチュエーションは、はたして白樺と庭でいいのかということを考えるの

が演出なのです。劇作家が考えた言葉が生きるのであれば、月が出ていてもい

いし、食堂でやってもいいし、寝室で喋つてもいい、というようにさまざまに

考えられるのが演出なのです。ロシアらしい日常風景を出す必要はありません。

観客も俳優も二十世紀の日本人なのですから。

鈴木忠志 『演劇とは何か』 岩 波新書 1988年  16頁 より

(2)

筆者が、2000年4月 22日 に、彩の国さいたま芸術劇場小ホールで観た演出

による。

(3)

筆者が、2000年1月 29日に、世田谷パブリックシアターで観た演出による。
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(4)

原作 と 『萩家』の登場人物を次に比較対照する。原作を優先 し、『萩家』に対

応する人物がいる場合に、それを右に記す

原作              『 萩家』

アン ドレイ

ナターシャ そ のいいなずけ、のちに妻

オー リガ ア ン ドレイの姉妹     萩 鷹子 萩 家の長女 大 学助教授

マーシャ ア ンドレイの姉妹     荏 田仲子 萩 家の次女 専 業主婦

イ リーナ ア ン ドレイの姉妹     萩 若子 萩 家の三女 フ リーター

クルイギン 中 学教師、マーシヤの夫     荏 田宏和 歯 医者 仲 子の夫

ヴエルシーニン 陸 軍中佐、砲兵中隊長 日高聡史 脱 サラ農民

トゥーゼンバフ 男 爵、陸軍中尉       池 内徳次 家 具職人

ソリョーヌイ 陸 軍二等大尉   原鈴夫 家 具職見習い

チェブ トィキン 軍 医        (徳 次 と鈴夫は左の 2人 のどちらで

もよ

フェ ドーチク 陸 軍少尉            い )

ローデ 陸 軍少尉

フェラポント 県 会の守衛、老人

アンフィーサ 乳 母、80歳 の老婆   韮 崎品子 萩 家の家政婦

本所武雄 大 学教授

日高文絵 聡 史の妻

南ちはる 鷹 子のゼ ミの生徒

舟木理美 鷹 子のゼ ミの生徒

(5)

『コロヴリョフ家の人々』の公演バンフレットに収録された座談会の記録に

よる。発行は、財団法人新国立劇場運営財団。

(6)

永井愛 『萩家の三姉妹』 白 水社 2000年  30頁  以 下、この著作からの引

用は、頁数のみ括弧に入れて記す。

(7)
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永井愛 『ら抜きの殺意』 而立書房 1998年  107～ 108頁 以 下、この著作

からの引用は、頁数のみ括弧に入れて記す。

(8)

2003年 9月 1日 に、新潟市民芸術文化会館で行われた、永井愛と松岡和子の

対談での発言による。

(9)、

1幕 から4幕 まで、季節は、それぞれ、春、夏、秋、冬になっている。これ

は、チェ∵ホフと一致 しているわけではないが、 1幕 が導入、 4幕 が物語の終

わ りという以外に、『萩家』の 2幕 で夏祭 りの踊 りが出て くるのに対 し、原作で

は謝肉祭のシーズンで、その仮装踊 りについて言及されている。原作の 3幕 で

は、火事が起こるが、『萩家』では、それが 「火遊び」に化けたかのように、こ

の幕では不倫が発覚する。
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