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日本国を舞台にしたスイス人たちの劇
―スイス・アルプス地域の謝肉祭行事とその歴史―

宮　下　啓　三

（１）シュヴィーツと「日本人劇」

　スイスという名の国がヨーロッパにあることを知らない日本人はいな

い。日本の9分の１ほどの面積、20分の１ほどの人口であるこの小さな国

は、「山の国」あるいは「アルプスの国」としてイメージされている。その

ほかに時計、民主主義、永世中立などが、日本人のスイス像を形作ってい

る。とりわけ第二次世界大戦の後、戦争に懲りた日本人は平和国家への願

望を強く抱いて、「日本は東洋のスイスであれ」という言葉に強く刺激さ

れた。そう語ったのが戦後の日本に駐留したアメリカ軍の最高司令官マッ

カーサーであったという歴史的な事情を超越して、平和な国家のモデル

としてのスイスにあこがれの気持ちをいだくことが流行した。政治レベ

ルでスイスを論じる風潮が消えた後、余暇と経済力を得てアルプスの国

を訪れる人が年々増えて、日本人にとってスイスはもはや遠い国ではなく

なったかのように見える。しかし、この国に、住民が日本人になって劇を

演じる奇妙な伝統をもつ土地のあることを知る人は、たいそう少ない。そ

の土地の名はシュヴィーツという。小松左京の大評判を呼んだSF小説『日

本沈没』が再映画化によってよみがえった。プレートテクトニクスの作用

で日本列島が海中に沈むというショッキングな物語の最初の映画におい

て、日本人が世界各国に難を逃れる中で、首相が国民に「天皇皇后がスイ

スに移住なさった」と告げた。スイスが日本国の象徴である元首夫妻の避

難場所に選ばれたのは、日本人が抱いてきたスイス観に矛盾しない。しか

し、そのスイスに、すでに19世紀後半から日本国皇帝を名乗る人物のいる

ことに驚く場面があったなら、小説はいっそう面白味を増したことであ
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ろう。事実、諧謔精神の産物にすぎないとは言え、スイスに日本国を名乗

る土地があって、日本国皇帝が存在し続けてきた。

　国際的な空港があって日本からの観光客たちの大部分の玄関口となっ

ているチューリヒから、東南の方向、アルプス山脈を突き抜けてイタリア

方面に向かう特急列車に乗るとしよう。チューリヒ中央駅から1時間足ら

ずでアルプス山岳地帯に入る。しだいに山岳が間近にせまるうちにシュ

ヴィーツ駅に達する。特急列車が停車しないので、観光客の関心を引きに

くい。手前のアルト=ゴルダウ駅で各駅停車の列車に乗り換えて２つ目。

地味なたたずまいの駅に降り立ってみても、ここがスイスの歴史に深くて

重い意味を持つ土地であると直感できる人はいないだろう。駅からさら

に登り道をたどると、シュヴィーツの市街に達する。21世紀の初め現在

でおよそ1万2千程度の人口であって、日本的な基準では「大きな村」程度

の規模にすぎない集落だが、れっきとしたシュヴィーツ州の州都である。

　観光目的の旅人の注意を引かないこの土地は、スイスという国の歴史に

大きな意味を持っている。そもそも日本人がこの国を「スイス」と呼ぶの

はフランス語の呼び名Suisseにもとづいているのだが、ドイツ語のスイス
Schweiz（シュヴァイツ）の方が古い名であった。この国名のもとをたどれ

ばシュヴィーツSchwyzに行き着く。英語のSwitzerlandとは、語源をたず

ねれば「シュヴィーツの国」あるいは「シュヴィーツに住む人の国」を意

味していたことがわかる。つまり、スイスという国の名前の源が、他でも

ない、このシュヴィーツにある。そればかりでない。私たちにも知られて

いる赤地に白十字のスイス国旗は、このシュヴィーツの紋章の図柄を模し

たものである。そして、この町にあるスイス連邦文書庫に、スイス連邦の

起源を証明する重要な原資料、すなわち「誓約同盟文書」が蔵されている。

西側に位置するフィアヴァルトシュテッテ湖の対岸にあるリュトリの草

原に３つの地域の住民代表が集まって相互協力のための同盟の誓いに署

名した。その日付である1291年8月1日がスイスの起源とされている。そ

の3州の同盟に、次から次へと参加する地域が増えて150年ほどの期間を

経て現代のスイスの範囲と形の基礎ができた。スイス発祥の地に住んで、
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他のどこよりも色濃くスイスの伝統とスイス人気質を受け継いできたと

いう誇らしい感情が、これから私が語ろうとするアマチュア演劇を継承

してきたシュヴィーツの人々の心に宿っていた。

　ところで、スイスが「アルプスの国」と呼ばれるのは当然なことである

のだが、地理学的に見れば、国土の60％程度がアルプスに属しているにす

ぎなくて、それより北の丘陵地帯に大都市や産業地帯がある。スイスのア

ルプス山脈を背にした土地が近代的な発展をとげた。生産性に劣るスイ

スのアルプス山岳地域は、経済的な発展のいちじるしい時代の潮流に乗

れないために不利を背負い続けてきた。海抜516メートルの高地に位置す

るシュヴィーツの州都の住人たちも、そのような不利を克服するための

苦心をしつづけてきた。

　スイス発祥の地であるという誇りと、近代化から取り残されかねない

という不安。地域住民が合議によって社会生活を円滑におこなうスイス

的な民主主義の伝統。この３つの要因が「日本人劇」と呼ばれるユニーク

きわまりない住民参加の劇の形態を生んだ。シュヴィーツの人々の中か

ら選ばれた者が「日本国の首都エド」を支配する「タイクン（大君）」とな

り、その宮廷で劇が演じられる、という不思議な形態をとるのであった。

それは1863年に始まった。その後、途切れ途切れにではあるけれども、伝

統は21世紀に入った今日まで続いてきた。この伝統自体はいたってロー

カルなものであって、演じるのも見て楽しむのも、ほとんどが地元の人々

であって、スイスの中でもこのユニークな民衆演劇について知る人は多

いと言えない。しかし、知名度だけでものごとの価値を判断する風潮の目

立つ今日、この地味な伝統を長続きさせてきた力がどこに源泉を持って

きたか、と問うべきであろう。民俗学と演劇学の両面で注意にあたいする。

さらに加えて、外国における日本についての知識と認識の程度を考える

上でも、貴重な事例である、と私は思う。

　私はこれまでに数回、これについて報告をおこなってきた。いずれも紙

数に限りがあって、言及できずにいたことがらが多々残っていた。執筆の

機会をあたえられた今、語る機会を得ずにいたことをできるかぎり多く
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加えて、この興味深い事例を報告しなおしてみよう 1）。

（２）「日本人劇」における大君または皇帝と江戸市民

　日本よりはるかに北に位置するスイス、しかもアルプス山岳地帯におい

て、冬は長く、寒さはきびしい。屋外での耕作も牧畜もできない無為の冬。

緯度の関係で東京や大阪よりも1時間ほども夜が長い。そのような土地に

住む人々にとって、春の訪れを待ち望む気持ちはいっそう強い。重苦しい

冬の威圧をはねのけて心行くまで気晴らしをしたいという欲求が高まる。

そんな時、個人個人の楽しみごととしてではなく、地域住民の気持ちと力

を合わせて、適度の創意工夫をまじえた集団の娯楽として、相談の上で催

しを決定するあたりが、社会生活にかかわるすべての物事を合議によっ

て決めるスイス的な民主主義の伝統にふさわしい。そのようにして、春の

到来を待ちきれずに、冬将軍を追い払って新春の始まりを早々にことほ

ぎながら精一杯の無礼講を楽しむ行事として各地でおこなわれるのが謝

肉祭である。キリスト教の行事である謝肉祭に、山岳地帯独自の悪魔払い

の行事が結びついて、アルプス山岳地域のそこかしこで個性に富んだ行

事が多彩に繰り広げられる。都会（たとえばバーゼル、ルツェルン、チュー

リヒなど）では音楽と太鼓に合わせて練り歩く仮装行列であることが多

い。山間部では日本の「どんど焼き」に似た火祭りであったり、悪魔の扮

装をした男たちが子どもたちを追い掛け回す旧習であったりする。その

　　　　　　　　　　　　　　
1） 私が過去に「日本人劇」について述べた論考を以下に挙げる。

1. 『スイス・アルプス風土記』　1977年　白水社（第10章「日本人になったテル
の子孫たち」　287～ 318頁。

2. ”Die Schweiz in Japan” – Das Japanesenspiel in den Schwyzer Fastnachtsspielen 
–『ドイツ文学』　第51号　日本独文学会発行　1973年10月　87～ 95頁。

3. 『謝肉祭劇「日本のスイス」―中央スイスの民衆劇と日本のテーマ―』　『慶應
義塾大学言語文化研究所紀要』　第５号　1973年12月　97～ 112頁。

4. 『「日本人劇」の誕生と伝統』　『教養論叢（慶應義塾大学法学研究会編）』　　
第96号　1994年3月　85～ 99頁。

5. 『スイス山岳地域の「日本人劇」―演劇学と民俗学のはざまにある研究対象に
ついての報告―』　『演劇学論集』　紀要第37号（日本演劇学会創立50周年記
念号）　1999年9月　385～ 406頁。
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種の行事の中で、住民たちのおこなう劇の形をとることがあった。農村部

の過疎化が進むとともに「謝肉祭劇」は急速に姿を消していったが、シュ

ヴィーツではこれが長くつづいてきた。民俗学的に興味深い事例である。

　その劇が「日本人劇」と呼ばれてきたのだが、いったいどのような形を

とって日本と日本人が登場するようになったのか？

　1863年の2月12日と17日の２回、『日本のスイス(Die Schweiz in Japan)』

と題された謝肉祭劇がそもそもの始まりであった。「イェッド=シュヴィー

ツ宮廷と国民の日本スイス大祝祭」という副題が添えられていた 2）。

　イェッド（江戸）は、乳搾りの民の首都。この国の元首であるタイクン（大

君）が家臣たちと民衆をしたがえて入場するところから劇がスタートし

た。第１幕で国家油差し役人と通訳官の対話によって、ヨーロッパの野蛮

な国々と輝かしい島国日本が比較され、各国から日本国皇帝のもとに使

節が送られたが、「山の上はるか霧と雲の中に住むスイス人たちの国から

さえも」使節団が来る、と告げられた。第２幕は、フランス、プロイセン

（ドイツの前身）、イタリア等の大使が皇帝に拝謁をたまわる場面。各国の

道義の退廃ぶりを嘆く声が聞かれた。第3幕の前半で視察の旅に出ていた

日本国の使節が面白おかしく諸国を風刺した後、皇帝夫人主催のピクニッ

クの場面となり、シュヴィーツ大使が目隠し鬼にされて、諸国の使節たち

から侮辱的な仕打ちを受けたので、目隠しを取り払ってスイスへの愛国

心を吐露した。第4幕、スイス使節団が到着して献上品を差し出すが、無

価値な株券とか動かなくなった時計など、役立たずのものばかりなので、

皇帝が大いに怒ってスイス人たちを処刑せよと命じた。第5幕、火あぶり

の刑が執行されようとした時、スイス山岳地帯の音楽が流れ、ヨーデルの

歌声が聞こえ、スイスの農民たちが行進してきて、皇帝国家を民主的国家

に変身させた。皇帝がスイス市民権を求め、劇はめでたい結末を迎えて終

わり、楽しい練り歩きが開始された。

　　　　　　　　　　　　　　
2） Die Schweiz in Japan. Grosses japanesisch-schweizerisches Hof- und Volksfest in 

Jeddo-Schwyz. Schwyz 1863.
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　以上がおおよその筋であるのだが、「タイクン」が皇帝と呼び変えられ

る程度に、日本についての知識は乏しかった。「イェッド」の他に「ナガサ

キ」が地名としてあげられ、「腹を切る」という意味の言葉が「切腹」を暗

示する程度であって、当時のスイス人たちが日本について乏しい情報し

か得ていなかったことがうかがえる。

　それにしても、いったいなぜ日本が謝肉祭劇の舞台として選ばれたの

か？

　この疑問への答え方は２つある。理由の１つは、謝肉祭そのものの基本

的な性質にあった。可能な限りの憂さ晴らしをしようとする者たちにとっ

て、日常的な現実からできるかぎり遠いものに変身することが早道であっ

た。チューリヒ市の恒例の行事として有名な「ゼクセロイテン祭」で、広

場に焚き木が山と積まれ、その上に冬将軍を意味する人形が据えられる。

アラビア人の衣装をまとった騎馬の者たちがその周囲を回った後に点火

する。冬将軍が焼け落ちるさまを見て群集が歓呼する。この場合の「アラ

ビア人」もまた、日常のスイス人であることからの解放を意味している。

気晴らしを楽しむには、なるべく遠いものになるにかぎる。このような変

身が諧謔精神をいっそう強める。

　第２の理由は、もっと直接的で時事的なものであった。『日本のスイス』

が演じられた時点で、実際にスイス使節団が日本に向かっていた。前年に

スイス政府が日本への外交使節を送ることを提案して議会の承認を得た。

長いこと鎖国政策によって門戸を閉ざしていた日本が、ついに開国を決意

した、という情報がスイスの人々の耳に届いていた。その頃、スイスは周

辺諸国の関税政策に苦しんでいた。資源に乏しい山国は原料を輸入して、

精度の高い加工品に変えて輸出することで命脈をつないでいたから、関

税障壁による経済不振から抜け出すには、日本に新しい市場を開拓する

ことが絶対に必要であると思われた。議会で承認された使節派遣の案に

は、代表たちの旅費のほかに、日本政府（幕府）への献上品の調達費用も

含まれていた。その使節団が（長崎ではなくて）横浜に到着したのは、シュ

ヴィーツでの劇上演より2ヶ月後、4月27日のことであった。当時の日本
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は尊王攘夷を唱える保守主義者の一部が外国人を襲うなどして国情が不

安定であったため、幕府との交渉がスムーズに進まず、ようやく1864年2

月6日に、スイス使節団と幕府代表者とのあいだにスイス日本友好通商協

定が調印されるにいたった 3）。

　極東の島国である日本との通商は、アルプス山岳地帯の農業主体の土

地の人々に恵みをもたらすとは考えられなかった。アルプス山脈には属

さない丘陵地域の産業、たとえば西部の時計などの精密機械工業や東北

部の紡績産業にとって魅力的な新市場であるように見えたが、それは山

岳地帯のあずかり知らないところであった。したがって、シュヴィーツの

人々の諧謔精神は、愛すべき夢想の国としての日本にではなくて、およそ

自分たちとかかわりのない土地としての日本に向けられた。

　中国と日本の区別さえさだかではなかった。皇帝の宮殿にいる廷臣た

ちは「マンダリン（Mandarin）」と称されていた。これは中国の清朝時代の

高級官僚の呼び名であった。さらに、この劇の中で揶揄される連邦参事官

（スイス連邦政府の大臣の呼称）の名が「コンフーツィウス（孔子）」とさ

れていた。それとて、中国の智者を尊敬するがための名称ではなく「コン

フース（あいまいな、混乱した）」という意味の単語と掛け合わせて面白

がるところから思いつかれた名であった。「タイクン」とは江戸幕府の将

軍であって、「皇帝」の呼び名にふさわしい「天皇」は京都にいた。だが、ヨー

ロッパでは幕府の将軍を「皇帝」と呼んだ例がシュヴィーツだけのことで

なかった 4）。日本についての正確な知識を期待すること自体が不可能な時

代であった。

　　　　　　　　　　　　　　
3） Roger Mottini ：Die Schweiz und Japan während der Meiji-Zeit(1868-1912) : 

Begegnung, Berichterstattung und Bilder. Bamberg 1998, S.56f.―スイスの使節派
遣の経緯と日本での交渉、および献上品の費用と内容については、中井晶夫『初
期日本=スイス関係史-―スイス連邦文書館の幕末日本貿易史料―』（風間書房、
1971年）に詳述されている。

4） たとえば18世紀後半のドイツの詩人クラウディウス（Matthias Claudius）が私的
に編集発行していた新聞に仮想の会見記を掲載したが『日本国皇帝会見記』とい
う題がつけられていた。会見の舞台はエドとされていた。
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　要するに、『日本のスイス』は、謝肉祭気分に乗ってスイス国内の時事

問題を面白おかしく風刺しようとする意志の産物であった。シュヴィー

ツの人々は、むしろ、フランスでの男女交際の乱れやプロイセン（ドイツ）

の軍国主義をからかう言葉を楽しんだにちがいない。高い関税障壁がは

りめぐらされた中で、スイスはさながら孤立する島国であって、海に取り

巻かれた島国と同じだ、という意味の言葉も劇中で発せられていた。

　活版印刷された台本を見てみると、表紙に日本人が雨封じのまじないと

して作る照る照る坊主のような形に描かれた人物像の下に「ヘ・ゾ・ヌ・ゾ・

デ (He=so=nu=so=de)」という文字が刷り込まれている。冬に光と暖かさ

をもたらす太陽になぞらえたデザインであった。その名は、日本語を知る

はずもなかった人々が面白半分に日本語めかして作った名前であった 5）。

「フィーフェルム・タイクーン(Vivelum Taikun)」とは、「大君万歳！」を意

味していて、エドであってシュヴィーツ市民でもある人々が彼らの皇帝

に向かって歓呼する時に発する文句であった。皇帝の名と歓呼の言葉が、

後の「日本人劇」に伝統として受け継がれることになった。

（３）「日本人劇」誕生の背景と伝統への道筋

　シュヴィーツでは謝肉祭の日として1月末日とそれに続く木曜日とその

後の月曜日の3日が公に定められていた。これらの日々は学校が休みとさ

れて、午前9時の礼拝行事の後に少年少女たちが街中に繰り出した。貸し

出された仮面をかぶった。農夫、ジプシー、あるいはイタリアの即興喜劇

（コメディアデラルテ）の人物たちに扮して練り歩いた。大人たちも道化

に扮装して加わった。祭り気分は午後の4時に最高潮に達した。街路でも

広場でも、太鼓のリズムに合わせて、両手を体のうしろに組んで踊る人々

　　　　　　　　　　　　　　
5） 日本語が母音に終わる音節に満ちた言語であることを当時のシュヴィーツ住人
たちがエド（イェッド）やナガサキなどの地名から感じ取って作った名前である
ことは疑いないけれども、この擬似的な日本語の着想が何を出所としているの
か、かならずしも明らかでない。ドイツ語の「Je nun denn（まあまあ、ところで）」
のスイス方言による発音にもとづくという説がある。Vgl. Linus Birchler : Feste 
und Bräuche des Schweizervolkes. Olten 1969, S. 220.
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の姿が見られた。早く訪れる夜の闇の中でも、人々が提灯をともして浮か

れ騒いだ。

　これ自体はスイスの各地に見られる謝肉祭の賑わいと変わりはなかっ

た。これだけにとどめさせたがらない人々が出現した。世相風刺の芝居仕

立てにすることが1857年と1860年に試みられた。このような機運が生ま

れていた折も折、日本開国の報がヨーロッパに届いた。シュヴィーツの住

民たちにとって日本との通商がなんらの利益をもたらすとも思えなかっ

たので、使節派遣の旅費に加えて多額の献上品の予算を可決したスイス

議会の判断に対して批判的であり、否定的でさえあった。日常から遠く離

れて無礼講を思う存分に楽しむために何が可能であるかを考える者たち

にとっておあつらえ向きの風刺の材料が見つかった。シュヴィーツを日

本の首都に変えて批判精神と遊び心の両方をいちどきに満足させるため

に、謝肉祭劇が思いつかれた。もちろん、日本自体を揶揄したり軽蔑した

りしようとする意図は毛頭なかった。スイス国内の時事問題としての使

節派遣を話の種にして、スイス自体をからかい、ヨーロッパ諸国を風刺す

るのが狙いであった。風刺と言っても、攻撃的な姿勢をともなわない性質

の風刺であった。

　この経緯を私が知りえたのは、「日本人劇」の着想と実行および存続に

熱心であった人の息子が書いた報告文書のおかげであった 6）。これの上演

にかかる費用を観覧料として徴収したところ、予期に反する収入が得ら

れた。気を良くしたと同時に自信を得た関係者たちが、これを機会に謝肉

祭の演劇的行事を企画実行することを目的とした組織を作ることにした。

会の名を「日本人協会（Japanesengesellschaft）」とし、会長を「ヘゾヌゾデ
1世」と称した。そして「できるかぎり毎年、謝肉祭行列または謝肉祭劇の

実行に寄与すること」と「毎年、適切な時期に若干の演劇の上演を後援す

ること」を会の目的と定めた。後者は1864年に実行されただけで長続き

　　　　　　　　　　　　　　
6） Oskar Eberle : Die Japanesenspiele in Schwyz. In : Fastnachtsspiele. 7. Jahrbuch der 

Gesellschaft für schweizerische Theaterkultur. Luzern 1935. S. 7f.
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しなかったが、第一の目的としてかかげられた謝肉祭劇は「日本人劇」の

名を保って続けられることになった。

　その後、1865年に『チューリヒ人とウーリ人のシュヴィーツ謝肉祭詣

での旅(Der Zürcher und Urner Fastnachtsfahrt nach Schwyz im Jahre 1486)』、
1869年に『故郷と外地からのスイス人像さまざま (Schweizerbilder aus 

Heimat und Fremde)』、1874年に『旧時代と新時代の歴史的ロマン的情景
(Historisch-romantische Bilder aus alter und neuer Zeit)』、1883年に『地上界

と地下界からの多彩な絵巻(Bunte Bilder aus Ober- und Unterwelt)』が続い

た。『日本のスイス』を含めたこれらが「日本人劇」の歴史の第1期と見ら

れている。

　日本との外交関係樹立にまつわる時事風刺を中核にした『日本のスイ

ス』の中ですでにその芽生えがあったのだが、「日本人劇」はスイス人で

あることの誇り、スイスの郷土への愛着をしだいに中心テーマとしていっ

た。『日本のスイス』の第4幕の目隠し鬼ごっこの場面で、鬼にされたシュ

ヴィーツの公使が目隠し布を投げ捨てて「この卑劣な覆い布の下で私は

はじめて目の光を見出す。地球上の宝物のすべてを棄てよう―スイスの

故郷こそ、すべてにまさる宝物だ！」という叫びの声が、そのテーマを象

徴していた。

　スイス人であることの誇り、なかんずくスイス発祥の地に生きてスイス

の古き良き伝統を継承する者であるという自負が、すでに最初から表現

されていた。それが『日本のスイス』では劇の核心部分からはずれたとこ

ろで表されていたのだが、その後の劇では目先の時事問題に代わって、ス

イスの歴史を思い起こさせることが、「日本人劇」の主たる性格になった。

近代産業発展の恩恵に浴さない山岳地帯の農牧主体の土地柄ゆえに時代

の急速な変化から取り残されがちであるために、過去を礼賛し、変化を嫌

う保守主義に偏らざるをえなかったけれども、それだけいっそう「スイス

をスイスたらしめてきたもの」への思いが鮮明に表されることになった。

　スイスをスイスたらしめているものとは何か？　それを芸術的な手段

で表現することが可能であるのか？　この問いに関連させてみるならば、
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ごくごく局地的な行事でしかなかったシュヴィーツの「日本人劇」がにわ

かに大きな広がりを持つ文脈の中でその存在意義を問われることになる。

　この問いが演劇の分野で発せられたのは『日本のスイス』の６年前、
1857年のことであった。ドイツ演劇の亜流でもフランス演劇の末端でも

ないスイス演劇のための劇場の誕生を望む声がベルンの文学サークルで

発せられた。発言者がウィーン出身の人であったためにスイス人たち自身

から積極的な支持を受けず、逆に批判を浴びることになったのは皮肉な話

であった。オーストリア人である提唱者がイメージしたのは「スイス作家

によるスイス独自の戯曲の、スイス人俳優による上演をおこなう劇場」で

あった 7）。17世紀の戦乱時代の影響から脱し切れなかったために文化面

で立ち遅れていたドイツで、フランス演劇が手本として尊重されてきた。

亜流でしかなかった演劇をドイツ主体の演劇に改めようとする動きが18

世紀に生まれたのと似ていた。しかし、多言語国家であり、連邦を構成す

る地域それぞれの自主性を尊重することを原理とする連邦国家スイスで

は、「国民」の概念自体が容易に定義できるものでなかった。しかし、スイ

スの南でイタリアが1859年に統一国家に変貌し、北では大小とりどりの

領邦国家の集合体であったドイツが1871年の独仏戦争の勝利とともに統

一を果たすに至る時代に、スイスもまた近代的統一国家としてのアイデ

ンティティーを具体的な形で示す必要がある、と思われた。実際に、19世

紀の後半、とくに1872年のスイス連邦憲法の改訂によって近代国家とし

ての体制が整った時以降、スイスの国家意識を高めるための催しが何度

も試みられていた。それは1891年のスイス建国600年記念の年に１つの頂

点に達した。

　文学の分野でも似た現象があった。19世紀初頭のロマン主義的時代の

ドイツで、多数の旧態依然たる領邦国家の雑多な集合体でしかなかった

状態から脱却することを願う文化人たちの間から、ドイツ語という共通

　　　　　　　　　　　　　　
7） Max Zollinger : Eine schweizerische Nationalbühne? Eine Studie zur schweizerischen 

Theatergeschichte. Aarau 1909. S. 35f.
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軸による文化的な統一像を描く試みがさまざまな形でおこなわれていた。

グリム兄弟によるドイツ昔話収集も、哲学者フィヒテによる『ドイツ人に

告ぐ』の呼びかけも、その動きの中にあった。言語が民族国家統一のもっ

とも重要な原理であるとする考え方が顕著になった。19世紀から20世紀

にかけてのヨーロッパ諸大国の分裂解体はまさしくこうした動きの結果

であった。そのような時代に、多言語国家でありつづけることをみずから

の意志で選択したスイス人たちは、国家統一の原理を何によって表すべ

きか、表しうるのか、と自分たち自身に問わなくてはならなかった。ドイ

ツ語の世界の辺地、フランス語の世界の外縁であるスイスの、ドイツ語に

よる文学はドイツ文学、フランス語による文学はフランス文学のうちに

組み込まれるのが自明の理とされてきたので、「スイス文学」は概念とし

ても実体としても成り立ちにくいものであった。「スイス国民文学は存在

するのか？」という問いは、「スイス国民演劇をどのように樹立するか？」

という問いに平行してスイス人たち自身に解決を求めていた 8）。

　シュヴィーツの「日本人劇」の発端自体は、仮装と行列とダンスを基

本とする謝肉祭の楽しみごとに時事風刺を効かせたレビュー形式の言葉

のやりとりを加えるというところにあった。「日本人劇」の前身となった
1860年の催しの企画段階で、風刺新聞を発行していた人物が加わってい

た。しかし、法務関係の国家公務員であったこの人物が後にスイス国民議

会（日本の衆議院に相当する）の議員になったことからも察せられるよう

に、狭い地域の娯楽の範囲を超える問題意識がすでに主催者たちの中に

あった 9）。 

　そういうわけで、「スイス国民演劇」を求める声に直接的に呼応するこ

とを意図していたわけではなかったにもかかわらず、結果としてそれに

寄与する性格を帯びるようになった。

　さらに歴史をさかのぼれば、16世紀のスイスの各地でさかんにおこな

　　　　　　　　　　　　　　
8） Fritz Ernst : Gibt es eine schweizerische Nationalliteratur? St. Gallen 1955, S. 7f.
9） Karl Styger (1822-1897). Vgl. O. Eberle : a.a.O., S. 6.
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われていた謝肉祭劇の伝統が思い起こされるのであった。住民が会合し

てものごとを決する直接民主主義が色濃く生きていた当時、謝肉祭劇は

住民の意思の結束を再確認する場であり、愛郷心を強固にする行事とし

て機能した 10）。土地の人々を無償で動員して、全員の協力のもとでおこな

う行事であるからには、必然的にその昔の謝肉祭劇の性質を帯びないわ

けがなかった。カトリック信仰の篤い人々が多く居住するこの土地のこ

ととて、宗教的な信仰へのまじめな姿勢が社会的な娯楽を単純な楽しみ

ごとに終わらせることを許さなかった。

（４）1883年の『地上界と地下界からの多彩な絵巻』

　「日本人劇」についての報告に具体性をあたえるために、実例として
1883年の場合をやや詳しく紹介してみようと思う。4回目となった「日本

人劇」が後々に継承されるパターンを決定したと見られるからである。

　そればかりでなく、最初の「日本人劇」から計画と実行に中心的な役

割を演じてきた人物の死を悼み、その功績を記念するという意味を持つ

催しでもあった。すなわち、胎動期から1883年初頭までの隆盛期で指導

的な役割をつとめてきた人物、アンブロス・エーベルレ（Ambros Eberle， 

1820-1883）が1月8日に死去した。この人の台本によっておこなわれるこ

とになっていたのだが、まだ完成を見ていなかった。残された人々は中止

を望まなかった。故人の功績を記念するためにも実現が必須と考えられ

た。下書きをもとに数人が手分けして台本を完成させた。そのためか、筋

に一貫性が欠けるように思われる反面、「日本人劇」のその後、つまり20

世紀を通じて保持される特性のすべてがあらわれていたという意味で格

別の意義を持つ。

　そもそも謝肉祭劇はアマチュアの演劇であって、文学あるいは演劇の

プロと呼べる人をまったく含まない人々の協力によって成り立つ催しで

あった。『日本のスイス』の台本を作ったのがアンブロス・エーベルレで

　　　　　　　　　　　　　　
10） August Schmid : Das Volk spielt Theater. Zürich 1940. S. 100f.
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あったけれども、印刷された台本のどこにも作者の名が刷り込まれていな

かった。もちろん出演者も裏方もいっさいの報酬を得なかった。それでも

舞台づくりやPRに経費がかかる。それは観覧料金を徴収することによっ

て埋め合わせられた。『日本のスイス』において予期以上の料金収入が得

られたのが、関係者たちに協会の設立を思いつかせたのであって、そうで

なければ「日本人劇」は伝統になりえていなかったかも知れない。このよ

うな徹底したアマチュア主義が、いかにも住民総出の演劇的催しにふさ

わしい形であふれ出ることとなった。

　とにもかくにも、驚くほどの短期間で準備が整った。1月8日、エーベ

ルレの死。1月13日、上演の決定。そして1月21日に初日。そして28日、
30日、2月4日、6日、11日とつづいた。都合6回という異例に多い回数で

あって、「日本人劇」最初の隆盛期の終わりを飾るにふさわしかった。

　市庁舎脇の広場に仮設された木組みの舞台。野外の建造物だけでなく、

遠からぬところにそそり立つミーテン峰が自然の背景となっていた。こ

の双耳峰はドイツの劇作家シラーによるスイス建国の英雄の劇『ヴィル

ヘルム・テル（ウィリアム・テル）』にも名が出てくるほどの、スイス誕生

の歴史を象徴する名所の一つでもある。

　さて、『地上界と地下界からの多彩な絵巻』では「幕」という言葉が使わ

れずに「グルッペ（グループ）」という語が場面の区切りをあらわすもの

として使われた。短い稽古時間の効率を上げるために実際にグループ毎

に作者と出演者を振り分けたためと考えられる。同時に、劇の終わった後

に町を練り歩く際のグループ分けを意味していた。

　「シュヴィーツの日本人協会による大民衆劇」という副題の添えられた

劇の内容をかいつまんで語っておこう 11）。

１〔第１のグループ〕ヘルヴェティアの兵士たちの群れ。ヘルヴェティア

とは古代ローマ時代のアルプス北側に住んでいた民の土地の呼び名であ

　　　　　　　　　　　　　　
11） Bunte Bilder aus Ober- und Unterwelt. Grosses Volksschauspiel, aufgeführt von der 

Gesellschaft der Japanesen in Schwyz. Schwyz 1883. S. 21f.
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り、後に「スイス」を意味するラテン語の名となった。スイス誕生以前に

この土地に住んだ人たちがローマに出征して勝利をおさめて勝どきをあ

げる情景から劇が始まる。西暦紀元前107年にゲルマンの部族がローマに

攻め入った時にヘルヴェティア人の軍がこれに加わってガロンヌ川沿い

の土地でローマ軍を破った直後の場面である。降伏したローマの武将の

前でヘルヴェティアの若い指揮官が、ローマ人に自由を奪われたことへ

の仕返しである、と語る。スイス人の遠い祖先の勇猛果敢さが強調されて

終わる。18世紀以降にドイツに移入されて古典的な戯曲文体になったシェ

イクスピア風の５脚弱強格無韻の詩行に押韻の部分を加えた文体で、標

準ドイツ語の台詞が続く。

２〔間狂言〕「民衆の声」と題された場面で、年代不詳のシュヴィーツの下

級役人と近隣の谷の住人が対話する。この対話は、前の場面とは一変して

シュヴィーツ方言でおこなわれる。自分たちの先祖の勇敢さに驚く谷間

住民の大げさで素っ頓狂な言葉が笑いを呼んだにちがいない。前の場面

でローマ軍を打ち破って勝ち誇った指揮官が、老いた男になってガリア

（今日のフランス）に出征して、ローマ軍に打ちのめされた、ということ

が暗示的に言及される。紀元前58年、ビブラクトでの合戦でカエサル（シー

ザー）の軍勢によってヘルヴェティア軍が負けて、それ以後スイスの土地

がローマ支配下に入ったことを暗示する。

３〔第２のグループ・第１場〕遠い過去の、スイス人の祖先の勇敢さと同

時に被支配の苦難の時期を経験したことが思い出されたのに続いて、場

面は一変して遠い未来の場面となる。時は西暦2000年。19世紀が終わっ

てもいない当時に、スイスの山岳地帯の人々が、たとえ謝肉祭の冗談とは

言え、どのような未来像を思い描くことができたのか？　驚くべきこと

に携帯電話がその未来像に加わっていた。この場面の登場人物とその台

詞を、要約して紹介してみよう。原文は素人の出演者にも覚えやすく朗誦

しやすいリズミカルな詩文体で書かれているが、ここでは便宜上、散文訳

で趣旨を示すことにする。

　2000年の学識者たちがイェッド=シュヴィーツの未発見学問協会の
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ホールに集まっている。会長の司会のもとで参加者が次々に発言する。

会長　学問のためのホールにご参集を欣快に思う。とくに、世界像が大き

な転回をとげる2000年に、はるばる中国からも、長旅の苦労をいとわず

来駕されたとは嬉しい。

中国人　地球の裏側から半周する旅の苦労とおっしゃるが、魔法の奇跡

によって、鉄道でも郵便馬車でも船でもなく、今朝6時に北京を出て、エ

レクトリコン（電動機関）に乗って、瞬く間に首都イェッドに着いた。

会長　聞いてびっくり。新しい中国式郵便技術で、電報の速さで、シュ

ヴィーツまでたった2時間。これにまさる成果をこの会場で報告できる者

がいるだろうか？

天文学者　一言、天文学の業績をご報告いたしたい。われわれは太陽の光

を集めて地下深くに保存する方法を考案した。冬でも上着を脱いで通り

を歩けるようになる。

会長　服を着る者がいなくなって衣料業者が可哀相だな。

郵便局長　電報1通につき10サンチームの代金をいただいて商売安定し

ていたわれわれだが、当節は皆がバッグの中に携帯式電話を持ち歩いて、

これが大流行。中国からの郵便さえ電気で一っ飛び。郵便馬車の面目が立

たなくなった。

薬局店主　2000年の学問の偉大な成果を郵便局長はまだよくご存知でな

い。われわれ薬剤師も古い医療のがらくたを締め出した。偉大なリービヒ

が牛肉のエキスを安価に作って欲望を鎮めてみせたように、われわれは

法学と神学のエキスを抽出してキロ単位で市場に出している。心の悩み

が内臓を痛めつけるので、われわれは怒りと冷静、愛と憎しみを集めて化

学の樽に詰めて、それを顧客に提供する。たとえば、愛に飢えた男は、愛

のエキスを1袋買えば、たちまち効果があらわれる。

　薬局店主の台詞に出てきた「リービヒ」とは、19世紀のドイツの化学者

で、化学と薬学に多大の功績をあげたユストゥス・リービヒ（1803－73）

のことである。以下、医者が、万病を癒し、健常者をさらに若返らせる植

物を発見した、と語る。大学教授が、古い時代を暗愚が支配していたが、
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今や言語の粉末を１匙服用すればたちまちあらゆる言語が話せるように

なる、と言う。このように披露される未来像を最後に語るのが、スイス軍

の高官であって、過去のスイス人たちが雄雄しくたたかって敵を打ち倒

したが、未来のスイスを守る役目の新兵たちは、銃も砲も持たず、ひたす

ら教養を積んでいる、と言い、若い新兵を呼び出す。その新兵が、120年

この方、スイスで戦争がおこなわれなかった、と語る。これを受けて高官

が、弓の名手テルが過去の人であったことをほのめかす。すると、教授が

「テルも代官ゲスラーも捏造であり、メルヘン（作り話）にすぎない」と主

張し、評論家がこれに呼応して「テルの出身地とされるビュルグレンの住

民台帳に名前が記録されていないし、存在を証明する文献がない」という

趣旨の意見を語る。教授の声に和して一同が声を合わせて、「メルヘンを

吹き込まれてたまるか」と言う。

　すると、ヒストリア（歴史の女神）が歩み出て、右手をあげる宣誓のポー

ズで、スイス人の祖先たちの霊を呼び出す。過去の名声と栄光を語らせる

ためである。

４〔第２のグループ・第２場〕背景に「リュトリの誓い」、すなわち３地域

の代表者たちがリュトリ草原でおこなった同盟結束を誓うポーズをとる

姿が見える。音楽とともに、スイス建国の物語の人物たちが登場する。ヴェ

ルナー・シュタウファッハーとその妻マルガレーテ、ヴァルター・フュル

ストなどとともにヴィルヘルム（ウィリアム）・テルが登場する。そして

テルが次のように言う。

　　　　「友である諸君、故郷の国にあまた立つ

　　　　記念碑こそ、われらの行為の証明。

　　　　そこかしこの城址、湖畔の礼拝堂、

　　　　そしてホーレガッセの道 12）。されど、

　　　　諸君、最上最良の記念物とは

　　　　　　　　　　　　　　
12） テルがオーストリア（ハプスブルク家）の代官ゲスラーを待ち伏せして射殺し

たとされる場所の名。
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　　　　あまねくスイスの民の忠実な心なのだ！

　　　　学者の懐疑病が高尚かつ神聖な

　　　　時代に自由の種が蒔かれて発芽したことを

　　　　愚弄しようとするのは無駄なことだ」

　シラーの戯曲『ヴィルヘルム・テル』と同じ無韻５脚ヤンブス（弱強格

詩文体）で荘重にテルが19世紀の実証的歴史学に抗議する。およそ120年

後の未来図を語る謝肉祭らしいコミックな場面が、一転して600年ほど前

のスイス建国時代の物語を主題とする荘重な雰囲気の場面に変わった。

その場面がヴァルター・フュルストの次の言葉でしめくくられる。

　　　　「とくと考えたまえ、のんきなスイス人諸君、

　　　　この共和国を守るのは、諸君の高い山たち

　　　　ではない！　地上にはわれわれの山より高く、

　　　　頑丈な山たちがあるが、そこに住むのは奴隷たちだ。

　　　　諸君自身が、自由を所有するにふさわしい

　　　　価値を持つ、祖国に忠実な者であるべきだ――

　　　　そうすれば、諸君は永遠に自由でありつづける！」

５〔第３のグループ・第１場〕悪魔の長であるルチフェルが地下冥界の王

座にすわり、その廷臣たちが居並ぶ。前場の後半部分の荘重さから一転し

て謝肉祭劇らしい雰囲気に戻る。大臣たちが次々に、地上で大小とりどり

の民族と王侯が権力闘争に明け暮れて民が安息とパンを得られずに嘆い

ている、と語る。人間が発明した蒸気機関、電気、報道機関といった化け

物が地上で権力者に悪用されている、と言う。しかも、悪魔と地獄が怖い

存在だということが前提にあってのことである、とも言う。だまし合いの

外交に万策尽きて諸国が冥界の王に助言を求めて使者を派遣した。その

者たちを丁重に迎えて喜ばせるように、と悪魔が大臣たちに命じる。

６〔第３のグループ・第2場・第３場〕6人の使者たちが馬に乗って登場。

ゲルマニア（ドイツ）の使者が使節団到着の先触れをする。救いを悪魔に

求める人間たちを冥界の者たちが待ち構える。

７〔第３のグループ・第4場〕３つの飾り車に乗って、使者と従者をとも
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なった６人が到着する。ゲルマニア（ドイツの守護女神）が代表して悪魔

に挨拶する。ガリア（フランスの守護女神）が、国家財政を圧迫しないで

強力な軍隊をもつことができて、しかも戦争をしないですませる知恵をさ

ずけてほしい、と言う。ブリタニア（イギリスの守護女神）が、話し合い

がまとまろうとするたびに決裂してしまったので、統一と和解がほしい、

と語る。彼女たちは喜ばしい未来をさずけてくれるように、と悪魔に頼む。

それぞれの苦痛とは何か？

　イギリス（男性の演じる使者）が、世界に覇権を広げようとするのに足

元でアイルランドが離反するのはフランスがひそかに結託しているから

だ、と言う。フランス（男性が演じる使者）は、ビスマルク（ドイツの宰相）

の振りまく嘘だと言う。ドイツ（男性の演じる使者）が、証拠を見せろ、

と抗議する。ルシア（ロシアの守護女神）が「ニヒリストに連れて行かれ

てしまえ」と悪態をつく。ブリタニア（イギリスの守護女神）が、ロシア

のアジア進出を非難する。イタリア（イタリアの守護女神）が、特権を持

つ大国が自分を仲間はずれにして地中海での権益を認めない、と文句を

言う。もはや悪魔にも裁きのつけられない言い争いとなる。

　ここでヘルヴェティア（スイスの守護女神）が、これら大国の思い上が

りと為政者の富と権力への執念を非難する。ゲルマニアが「スイス女は牝

牛の世話でもしていなさい。王侯貴族の話に口を出しなさんな」と言う。

困り果てた大臣が悪魔陛下に知恵を求める。

　悪魔の演説。学者が机上の理論で王侯君主に知恵をさずけるのが諸悪

の根源だから、為政者はいっさいの野心をついえさせるために賞と名誉

を抽選で幸運者にあたえるがよい、などと言った後、すべての古いものを

捨て去れ、1年以内に効果が見られなければ来年また自分を訪ねるがよい、

と語る。最後に悪魔は、賢く幸せに統治する支配者のいることを認識せよ、

と言う。その者を探して訪ねよ、その者の名は「日本の支配者タイクヌス

（タイクンのラテン語風の呼び名）、ヘゾヌゾデ20世」である、民を幸福に

する術をその人物の口から聞け、という文句で話をしめくくる。これを聞

いたヘルヴェティアが、「私は見て聞いてその人を知っている。スイスの
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処々方々で知られている」と言って、案内役を買って出る。

８〔第２の幕間劇〕ふたたび小役人とリエニが登場して、シュヴィーツ方

言での対話をおこなう。「世界が悪魔のもとにお引越しとは何たることか」

と言って前の場面を引き継いだ上で、「アイルランドで革命、ベルンでは

法律の大量生産」と、スイスの首都ベルンでの国政を皮肉り、さらにスイ

スの新しい風俗風習を批判する。

９〔第４グループ・第１場〕これまでの３つの部分に登場した者たちすべ

てが舞台の上に居並ぶ。フィナーレに当たるこの部分は「全世界がゴット

ハルトを通って」というサブタイトルがつけられている。シュヴィーツ経

由で南に向かう鉄道は、ゴットハルト峠の下に掘られたトンネルをくぐ

る。この場では、ゴットハルト峠が擬人化されて老いた男として登場する。

　タイクン（ヘゾヌゾデ20世）が「わが島国日本から今日、この愛すべき

町イェッド＝シュヴィーツに来て、宣言を公布する」と言う。一同の「タ

イクン、万歳！」の声に応えて、次のように語る。「自分は二重性格者であっ

て、日本にいれば日常の業務をおこなわなければならず、首を切ったり腹

を割いたり、身も心も残忍だが、それでは真の大君とは言えない。自分は

太陽の子、明るい光であり、春であり、喜びを振り撒き、冗談を旨として、

常に日曜日である国家を統べる。深刻さ、重荷、額の皺、悩みと苦痛を癒

す者、喜び心と諧謔が私の本領。人々よ、わが魔法の輪の中に歩み入りた

まえ。笑って冗談を言える者は苦痛から癒される。春の空気を吸え。その

上で、戯れから人生の真面目に戻りたまえ」
10  〔第４グループ・第２場〕諸国からの観光客たちが前面に歩み出る。高

官が「苦情を言いたがっている者がいる」と告げる。世界各地からの観光

客がタイクンの前に現れる。アジア人、黒人、フランス人、エジプト人、

イギリス人、アメリカ人、スペイン人である。「皆、まっくろになって見分

けがつかなくなった」と黒人が言う。「油でべとべとになった」とエジプ

ト人が言う。犯人として呼び出されるのが、ゴットハルトという名の小柄

な老人である。古来アルプス山脈の分水嶺として有名なゴットハルト山

の峠は、ヨーロッパの北側と南側を最短距離として結ぶ道の最高地点と
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して知られてきた。ここに鉄道トンネルが掘られて、一挙に交通が便利に

なった。のみならず、ゴットハルト峠越えの道の開通がシュヴィーツなど

の山間の地域に脚光を浴びせた。スイス建国の物語は峠道の開通に始まっ

た、と言ってよい。この、スイス誕生の物語で重要な意味を持つゴットハ

ルトの、擬人化された姿である老人が「手術で痛い目にあわされた」と言

うのは、トンネルを掘られたことをさす。しかし、鉄道開通は諸国の民を

シュヴィーツの日本国に呼び集めることに貢献するのだから、文句をつ

けてばかりもいられない。
11  〔第4グループ・第３場〕イタリアの使者が到着する。ゴットハルトを

ミラノの春の祭典に来させてほしい、との願いを伝える。ゴットハルトが

喜んで願いを受け入れる。タイクンが、冬なお暖かい南国イタリアへの祝

賀の旅を主催しよう、と言う。明るい気分がみなぎる。君が謝肉祭の踊り

の開始をうながす。
12  〔第4グループ・第4場〕台詞なし。インド風の姿をした男女のバレエ。

その後で、タイクンがおごそかにこう言う。「旅立つ前に、祈ろうではな

いか。神よ、御手によって愛すべき国を守りたまえ！」
13  〔最終場面〕フィナーレとなる箇所で「すべてのグループが、シュヴィー

ツの主だった通りを行進して――南国に向かう」と台本に書かれている。

もちろん「南国イタリアへ」というのは滑稽味を増すための付け句である。

ここから仮装行列が始まる。あたかも劇が主体でなく、謝肉祭の行進を盛

り上げるための仕掛けにすぎなかったかのように。

（５）伝統の形成と保持

　前章で1883年の「日本人劇」の内容を紹介できたのは、諸経費を捻出す

るための方法として主催者が台本を印刷して売りさばいたこと、その台

本がチューリヒ中央図書館に所蔵されていて、私がそれの写しを入手で

きたことによる。野外での催しであって、出演者の声は雑音にさまたげら

れたり風向きによって聞こえにくくなったりした。出演者すべてがアマ

チュアで、発声法も声量も十分でありえなかった。そのために観客は聞き
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取りにくい部分を印刷物に目を通すことによって理解する必要があった。

そのおかげで、けっして再演されることのない、一回限りの催しであった

ものの内容を知ることができる。

　伝統の出発点になった1863年の『日本のスイス』では、スイス政府と議

会による日本への外交交渉使節派遣という時事問題がテーマとされて、一

貫した筋を持つ劇を成り立たせた。2回目以降は、もはや日本は謝肉祭の

日だけのシュヴィーツの愛称にすぎず、日本国の「皇帝」とも呼ばれる「タ

イクン（大君）」は、劇を奉納された後に人々を楽しい行進に導く司会者に

似た役割をつとめるようになった。日本と日本人を風刺したり揶揄したり

する動機をそもそもの始めからシュヴィーツの人たちは持たなかった。

　2回目以降、スイスの歴史、とりわけ建国時代から伝承されてきた歴史

物語が、重要な部分を占めるようになった。これに時事風刺が加わり、さ

らに現代のスイス人たちに対して、正しく生きよと呼びかけるメッセー

ジが添えられた。無礼講の道化芝居であってよいはずの行事であっても、

健全なモラリズムが太い柱として内容を貫いていた。

　こうした要素が、台本作者の死によって急遽分担して製作されること

になった1883年の劇において、たいそう顕著にあらわれた。筋にも、文体

にも、一貫性がなかった。先に述べた通り、「幕」でなく「グループ」と名

づけられたように、グループごとに稽古がおこなわれたに相違ない。過去、

未来、冥界、現在の4場面が、それぞれ独立していた。冥界の王である悪魔

の勧めでシュヴィーツに行った諸国の代表者たちが最後の場面に登場す

ることが予想され、期待もされるのだが、そのような連続性がこの年の劇

に欠けていた。そのおかげで、逆に、「日本人劇」が後々に持つ性格のすべ

てが鮮明な形で現れたのであった。

　時事風刺に関して若干の解説が必要となろう。最終場面にゴットハルト

老人が登場する。手術で体が弱った、と嘆くのは、1882年にゴットハルト

峠の下をつらぬく長大な鉄道トンネルが開通したことの謝肉祭気分にふ

さわしい諧謔である。ドイツとイタリアをスイス経由で結ぶ基幹路線とし

て国際的に意味の大きいできごとであった。同時に、19世紀の後半に流行
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し始めていた観光旅行にも寄与するところが大きく、アルプス山中の僻地

同然で往来不便であったシュヴィーツの土地に新たな局面をもたらすこ

とが期待された。しかし、蒸気機関車の時代であったから、トンネルを抜

ける頃には乗客の顔が石炭の煤と油で真っ黒でべとべとで黒人とそうで

ない人間の区別がつかなくなった、という台詞が成立するのであった。

　さらに、国際情勢にも話が及んだ。中立国スイスから見るヨーロッパ大

国の姿は、小国の安全を脅かしかねない危険な刃を秘めていることを棚

に上げて、一定の距離を置いてみれば、つねに滑稽な虚勢のひけらかしの

ゲームであるかのように見えた。19世紀も末に近づきつつあった時点で、

世界を制覇しつつあるかに見えるイギリスで、アイルランドが分離独立

の動きをつのらせていた。カトリック大国のフランスが裏で画策してい

る、とプロテスタント信仰を国教とするイギリスが不信感をあらわにし

た。イギリスとフランスに遅れをとって大国の仲間入りしたドイツが、何

かにつけて煙たく思われた。ドイツと前後して統一国家となったイタリ

アもまた、先んじた国々のはりめぐらした権益を分け与えさせようとし

て要求の声を発していた。これらの国々の争いを冥界の王である悪魔に

解決させようというのは、謝肉祭劇ならではの奇抜な着想であった。

　スイス人たち自身、ひいてはシュヴィーツ住民たち自身に対して、新し

い流行の行き過ぎをたしなめ、健全な風習を尊重するようにと忠告する

ことも欠けてはいなかった。シュヴィーツの土地柄であるに相違ないの

であるが、判断基準の中心点は総じて保守主義に近い極に寄っていた。

　ざっと以上にあげた要素が「日本人劇」の伝統として、時に応じて重点

を移し変えながら、20世紀末まで保持されてきた。1883年から1世紀近

く後の1980年におこなわれた「日本人劇」でも、この基本線が守られてい

た。1991年のスイス連邦建国700年を記念する「祝祭劇」が、スイス建国

史のもっとも重要な舞台を代表するシュヴィーツで行われた。これの計

画と実行運営を主導したのはスイス政府と議会に委任された組織であっ

たけれども、謝肉祭劇の伝統を保った地元の人々の出演協力なしには実

行しえないことであった。
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　1980年2月の10日、14日、17

日におこなわれた「日本人劇」

は『輸入と輸出』というタイト

ルがつけられていた。寒気きび

しい日々の午後2時30分に小

学校の校庭から行列が出発し、

町の中心部の恒例の場所、すな

わち謝肉祭劇の日だけ「イェッ

ド=シュヴィーツ大広場」と呼

ばれる場所に向かった。広場へ

の到着が劇の開始であった。日

本国皇帝ヘゾヌゾデ夫妻と宮

中の人々の到着と退場（劇の後

の市内行進の開始）が劇の枠を

構成した。人間同士の間の関係

を破壊して実利追及の非人間

的機構を導入しようと画策する人物の悪巧みをあばくことが劇の本体を

構成した。輸入された文化に心を奪われて自分たちの文化を失うことが

あってはならない、という基本的なメッセージが劇にこめられていた 13）。

上に紹介した1883年の劇と比較すれば、構造も内容もはるかに単純化さ

れていたけれども、基本的な要素において伝統が継承されてきたことを

証明するものであった。

　もっとも熱心な推進者であった人の死が「日本人劇」をも息絶えさせた

かに見えたが、15年以上の長い眠りの後、1896年によみがえった。その後、

一定しない間隔をおいてユニークな地元住民の協力による手作りの劇が

生きながらえた。

　それほど長く生命力を保ち続けた「日本人劇」ではあるけれども、日本に

　　　　　　　　　　　　　　
13） Japanesenspiel 1980. Import Export. Programmheft. Schwyz 1980.
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おける演劇研究はもっぱら都会の劇場で上演された作品および主要な言語に

よる戯曲の研究に終始していて、方言で書かれて特定の一地域だけで演じら

れる劇に視線を投げることがなかった。「日本人劇」もその例に漏れなかった。

スイスでさえ、広く知られることのないローカルな催しであったのであるか

ら、演劇学者たちの怠慢を責めることは許されない。「日本人劇」の存在が日

本で知られたのは、シュヴィーツ出身者であって上智大学のドイツ文学の教

授となったトマス・イムモースの著述による。その伝統がすでに100年目を

迎えた年のことであった 14）。それによると、16世紀から17世紀にかけての

宗教改革時代にカトリックとプロテスタントの新旧両派のキリスト教の信仰

の強化を目的とする演劇とスイス諸地方で行われていた住民参加の演劇的な

催しに、これの遠い源泉があった15）。17世紀前半にシュヴィーツの北に位置

するルツェルンでフランシスコ・サビエルの日本におけるキリスト教布教と

日本人信者の殉死がラテン語の劇の題材に取り上げられていた16）。この古い

先例が「日本人劇」に直接結びついたと見ることはできないけれども、劇場

の外での演劇の歴史に目を向ける者にとって、「日本」のモティーフのあらわ

れ方の観察がさらに深化することを私は期待する。ただし、当地における日

本理解の程度を計量するための研究にとどまってはいけない。誕生の動機か

らして、日本を特別に茶化すのが目的でなく、もとより日本への理解をひけ

らかす意図が皆無であったのだから、これを国際理解だの国際親善だの、あ

るいは逆に蔑視だの無理解だのといった議論の対象にするのは笑止千万なこ

とと言わなければならない。純粋に地域住民による演劇的行為を社会的な、

ある意味で羨むべき幸福な事例として観察すべきだからである。

　　　　　　　　　　　　　　
14） Thomas Immoos : Japanische Themen in den Theaterstücken aus der Schweizer 

Barockzeit. In : Sophia (上智大学）, 1963, S. 12~33. / トマス・イムモース（尾崎
賢治訳）『変わらざる民族』、1972年、46~80頁。

15） Vgl, Johannes Müller : Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge vom 
Anfang(1555) bis zum Hochbarock(1665), Augsburg 1930, II, S. 111f.

16） Eugen Müller : Schweizer Theatergeschichte. Ein Beitrag zur Schweizer Kultur-
geschichte. Zürich / New York 1944. S. 138.
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（６）付章（スイス建国700年記念行事など）

　1991年にスイス連邦が建国700年を祝った。けなげに平和を保ち、数世

紀にわたって民主主義を強固に根付かせてきたこの小国に、世界の人々

の耳目が向けられてよいはずであった。しかし、この年の1月に起こった

事件、すなわちクウェートへのイラク軍の侵攻によって開始された湾岸

戦争がスイスの祭事を完全に黒雲でおおって見えなくさせてしまった。

スイス国内では1月末からおよそ10ヶ月にわたってさまざまの記念行事

がおこなわれたのだが、それを日本の新聞はほとんど報じなかった。

　その年の７月から8月にかけてシュヴィーツで建国記念の祝祭劇が演

じられた。1891年の600年記念の年にもあったことなのだが、連邦の歴史

発祥の地としての名誉が小さな都市に与えられたのである。この祝祭劇

は「日本人劇」との関係を持つものではなく、祝祭行事を委託されたプロ

デューサーがチューリヒに住む劇作家ヘルベルト・マイヤーに台本を依

頼するところからスタートした。シュヴィーツの郊外に仮設された舞台

での野外劇であった。スイス建国史の舞台の背景として象徴的な意味を

もつ、シュヴィーツの背後にそびえるミーテンの双耳峰にちなんで『ミー

テン劇』というタイトルがつけられていた。謝肉祭の無礼講に根を持つ「日

本人劇」とはまったく異なるシリアスな内容であった 17）。300人以上が舞

台に上る大規模なページェント形式のドラマは、現代のスイス人がミー

テン山の麓を走行中に事故を起こして失神し、幻覚の中でスイスの過去

から現在に至るさまざまの出来事と人物が錯綜してあらわれる、という

趣向であった。作者自身が私に語ったところによると、スイスの民衆演劇

の伝統に顧慮したのではなく、むしろゲーテの『ファウスト　第２部』に

近い構造を持たせた、とのことである 18）。

　その前年に建国700年記念行事の一環として「日本人劇」も演じられる

　　　　　　　　　　　　　　
17） Herbert Meier : MYTHENSPIEL, ein grosses Landschaftstheater mit Musik. 

München 1991.
18） 宮下啓三『スイス建国記念祝祭劇　ヘルベルト・マイヤーの「ミーテン劇」について』

慶應義塾大学芸文学会発行『芸文研究』　第60号、1992年3月、286～ 297頁．
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のではないかと推測されていた。しかし、シュヴィーツの人々が群集場面

など、長い台詞を言わずにすむ役の多くを受け持つ形で『ミーテン劇』に

出演することによって、局所的な催しである「日本人劇」のエネルギーが

全スイス規模の祝祭劇に活用された。

　「日本人劇」にしても「建国祝祭劇」にしても、どちらもその年限りの上

演であって、再演されることがないという点で共通性を持つ。「建国祝祭

劇」は専門の作家が自己の作品集に収めることによって文学作品として

鑑賞されることが期待できる。しかし、「日本人劇」の場合、後世に残って

再演が可能であるような、あるいは文学作品として独立した価値を主張

するようなものであることが目指されていた形跡はまったくなかった。

まさにこの点、つまり一度限りの催しに地域の人々のエネルギーを結集

させるそもそもの力とは何か、ということこそが「日本人劇」という特異

な現象の研究課題の核心となるべきであろう。

　「日本人」を意味するドイツ語の名詞は「Japaner（ヤパーナー）」である

のだが、「日本人劇」は「Japanesenspiel（ヤパネーゼンシュピール）」という。

一説によると「中国人」を意味する名詞「Chinese（ヒネーゼ）」との合成に

よって謝肉祭の諧謔にふさわしい虚構の国であるように思わせる呼び名

が考え出されたらしい 19）。たしかに初期の「日本人劇」において日本国皇

帝の家臣が「宦官」と呼ばれ、「弁髪」らしいものをつけて登場していたこ

とからして、日本と中国の区別がはっきりついていなかった時代に思い

つかれた着想であったことがうかがわれる。しかし、それは古い語り草に

過ぎない。少なくとも20世紀後半以降、シュヴィーツの人々は、謝肉祭の

無礼講の気分の中で「日本人」になることを楽しんできた。

　1980年に行われた「日本人劇」では、広場に架設された舞台に大きな鳥

居が作られていた。日本国皇帝夫妻が「カブキ」と呼ばれる宮中の男性た

ちと「ガイシャ（ゲイシャのドイツ語発音）」と称する女性たちが皇帝夫妻

の左右に居並んだ。男たちは東南アジアの農夫がかぶっているような笠

　　　　　　　　　　　　　　
19） Oskar Eberle : a.a.O., S. 50.
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を頭に乗せていた。そのような人々の前で芝居を演じるという、劇中劇形

式に似た二重構造の作りで、古いスイスと新しいスイスを対照させて、現

代のスイス社会をむしばむ外来文化を面白おかしく批判する趣向の劇が

展開された。輸入文化に毒されて自己のアイデンティティーを失っては

いけない、という主題は、「日本人劇」の伝統に一貫して流れてきたもの

であった。日本自体をからかったり風刺したりする意図は微塵もなく、日

本の現実についての考証をおこなうというのでもない。「日本の人が見れ

ば、これは日本でない、と言って怒ることもありうるだろうが、これはわ

れわれのメルヘンの国であって、現実の日本に似せる必要を感じるもの

でない、ということを理解していただきたい」　これは私が「日本人国宮

廷詩人」という愉快な称号を持つ台本作者と面会する機会をもった時に

直接耳にした言葉である 20）。「真冬の昼の夢」の場としての「メルヘン的な

日本」が、スイスの、地理的にも歴史的にも中心地である土地に存在しつ

づけてきた。「日本が伝統を存在させつづける原動力となったことだけで

十分に愉快に思う。日本人が異議を申し立てて伝統を切断することがあっ

てはならない」と私は言った。

　　　　　　　　　　　　　　
20） 台本の作者パウル・カーマー (Paul Kamer)氏は、1980年当時、日本の文化庁と

国際協力基金に相当するスイスの文化事業推進団体であるプロ・ヘルヴェティ
ア財団（Stiftung Pro Helvetia）に勤務していた。出身地であるシュヴィーツでは
名士として尊敬され、1991年8月1日にリュトリ草原で挙行されたスイス建国
700年記念式典に登場したシュヴィーツ州の代表者が朗読した宣言の中でカー
マー氏の言葉が引用された。


