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親滅すほどの大義はありや ２ 

言霊の支配力 

 

藤 田 敏 明 

 

 

昨年に引き続き「親滅すほどの大義はありや」なるタイトルで､舞台

空間上での「供犠」「自己犠牲」について､いくつかの具体例から論考を

試みたい。素材としてはワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』四部

作を中心として1)、いくつかの歌舞伎作品および『オイディプス王』を

取り上げた。縦糸となるのは「契約」「誓い」「義理」あるいは「呪い」

として語られる――あるいは騙られる「言葉」むしろ「言霊」の力であ

り、横糸となるのは筆者が常に考慮している男性原理と女性原理の相克

である。 

 

プロローグ 2002年2月7日 神南 『ラインの黄金』 

『ニーベルングの指環』四部作が一挙上演されることは､本場ドイツで

も数年に一度程度である。ましてや日本でとなると10年か15年に一度

ということは歴史的事実であり､ベルリン国立劇場における本プロダク

ション初演も『ラインの黄金』1996年3月26日『ワルキューレ』1993年

12月12日『ジークフリート』1994年11月5日『神々の黄昏』1995年12月

10日、と３年以上にわたって（『ワルキューレ』に始まり『ライン』が

最後という順番なのも面白い）練り上げられたものである。それに僅か

一週間で観客として参加する機会を得たことは非常な幸運であったとい

うほかはない2)｡ 

 ダニエル・バレンボイム指揮、ハリー・クプファー演出によるこの作

品は、序曲や間奏曲においても何らかの演技で物語の前後状況を示唆す
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るところに特徴がある（その分、歌手は俳優として普段よりも多くの演

技をしなければならず、ご苦労なことではある）。プロローグ『ライン

の黄金』序曲においてもヴォータンが巨大な世界樹トネリコから槍を引

き抜く場面があり、彼が世界制覇に着手する第一段階として「自然を破

壊した＝男性原理において女性原理を征服しようとした」（やがて

『神々の黄昏』でノルンたちに歌われる）事実が示される。 

 トネリコの舞台装置に緑のレーザー光線が照射されて水底へと場面が

転換し、ラインの乙女たちが遊び戯れているところに醜いアルベリヒが

現れる。乙女たちが彼をからかうが、仰向けに寝転んで両足を広げ男に

追いかけさせてはかわすという、かなりきわどいエロティックなシーン

である。たとえは下品だが、いわゆる風俗の店で金だけとってじらして

おいて逃げ出すのと似たようなもの、馬鹿にされた男が暴れだすのも無

理はないかもしれない。 

 疲れたアルベリヒが目にした輝きが、乙女たちが守る黄金である。あ

れはなんだと問う男に、乙女たちはその力をうっかり自慢する。ここで

まず全作品を支配する呪いの言葉――「指環が世界を支配する」および

「愛をあきらめたものだけが黄金を指環に鍛える事ができる」が歌われ

る。確認しておきたいのは、これを発言したラインの乙女たちは、その

「世界を支配する」力を実際に目にしたわけではない、父からそういい

聞かされたので黄金を守っている、ということである｡したがって彼女

たちにしたところで「指環の力」を実感しているわけではなく、である

がゆえに口を滑らせてしまったともいえそうである。 

さて女性に無碍にされた男が金銭・権力に走る､というのは世界中ど

こにでもある情けなくも悲しい構図である。「愛をあきらめたものだけ

が黄金を鍛えて指環にし、権力を得る」という言い伝えに従ってアルベ

リヒが黄金を奪うのは、日本流にいいかえれば『金色夜叉』的な発想で､

まさに「金」の呪いの力によって妖怪「夜叉」となってしまったわけで

ある（といっても彼は最初から醜い妖怪ではあるが）。指環を奪ったと

言う行為において、彼は最初の犯罪者・加害者であると同時に呪いの被
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害者ともいえる。なんと言っても自分自身に「愛をあきらめる」という

自己呪縛をかけてしまったのだから。「愛をあきらめたものが権力をえ

る」――第一場面において、女性原理「愛」と男性原理「権力」との対

立構図が明示されるが、それは序曲、ヴォータンがトネリコから槍を

奪ったシーンにおいて暗示されていたことの顕在化といえるかもしれな

い。  

 場面は水底から天上へと変わって、ワルハル城の前――ヴォータン以

下の神々が入城を待っている。花冠をかぶったヴォータンが権力の象徴

である城を手に入れて夢見心地でいるところへフリッカが現実問題を突

きつける。巨人族への建築費としてフライアの身柄を引き渡すという約

束をしたが、それをどうするつもりか、と。 

 ここで「契約」という、新たな言葉の支配力が一つの問題となる。 

契約――言葉によって交わされたものである。神々の王ヴォータンと

いえども契約には縛られる。契約を無視することは、世界全体を破壊し

てしまうことになりかねない。それが文化・文明世界というものである｡

その原理に従うなら、ヴォータンは妻の妹といえども差し出さざるをえ

ない。「誓約の大義」は親族への情を越えねばならないのだ。巨人族は

「力を出し、石を積み上げ」城を作ったので、その労働の代償として女

性を要求する。女性の「物」化――男性原理・資本主義の面目躍如であ

る。 

フリッカはなぜそんな契約をしたのかと責め立てるが、ヴォータンは

目論見があるから、とさえぎる。といって、実は自分では考えずローゲ

に案を出させるのであるから能天気ではある。フリッカにしても

「しょっちゅう浮気に旅に出歩くあなたを、せめて豪華な城や調度があ

れば繋ぎ止めることができると思っていた」のだから、さして誉められ

たものではない。彼女とて愛情を物に還元しようとしていることに変わ

りはない。 

巨人たちと押し問答をしているが、さて思案は――そうこうしている

うちにローゲが登場するが、彼がヴォータンと語るのは当面の問題とは
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関係ない、ラインの乙女たちの「黄金を取り返してくれ」との依頼であ

る。が、ここで彼は「指環」の象徴的位置付けとも言える言葉を語る。

「それはきらきら光るおもちゃに過ぎない､川の底にある限りはね。でも､

鍛えて指環にすれば、この世を支配する権力を所有者の男に与える」 

 ここで、ありきたりながら指環が何を象徴するかについて、いくつか

の論考を試みることが可能になる。 

 第一に考えつくものは金銭であろう。貨幣、紙幣、経済原理そのもの､

と言い換えてもよい。このせりふに当てはめるならば「金、銀、銅、宝

石は、地中にある限りはただの石に過ぎない――人が掘り出して金とい

うものにしなければ」。 

 第二には、金属精錬技術自体について、である。石器から青銅器へ、

そして鉄器へ――地中から金属を鍛え、精錬し、道具にすることによっ

て、人類は文化、文明を発展させてきた。 

 その「道具」の最重要なものとして、武器､青銅の剣から鉄の剣へ、

さらには銃砲、飛行機、戦車、という考え方もできる。そしてそれを最

終的に発展させたものが――ワーグナーの時代には考えもつかなかった

だろうが――核兵器であり、実際に人類を滅す力を持っている代物であ

る「ウラニウムはただの鉱石に過ぎない――人が掘り出して核爆弾とい

う形を与えるまでは」。2002年にいたっては生物化学兵器、細菌兵器、

などへの連想も広がっていく。 

 あるいは、武器と限定せず、「道具」概念を拡大するなら、資源、エ

ネルギーともいえよう「石炭、石油は単に地中にある汚らしい石や液体

に過ぎない――人が掘り出して使うまでは」。湾岸戦争が、石油エネル

ギーの支配権をめぐった争いであったことが思い出されよう。食料を世

界戦略とする今の時代においては｢麦や米はただの生き物に過ぎない、

人がそれを食料資源として売買するまでは｣ともいいうる。さらには遺

伝子操作、情報産業、など科学技術全般へとも、限りなく可能性は拡散

されてもよい。最大に敷衍するなら「物は物に過ぎない――人が何らか

の価値を認めて使用するまでは」と言い換えるならば文化・文明自体で
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ある、とも言いうるだろう。 

ここではそれらの可能性を列挙するにとどめ、取りあえずブラック

ボックスに入れたままで話を進めるとしよう。最終的究明は、神々の黄

昏が訪れてからでも遅くはない。 

 ニーベルング族の宝を強奪して支払いに当てる､という空証文に対し､

巨人たちはフライアを「担保」として連れ去る。彼女の育てた金の林檎

を食べないと神々は急速に衰えてしまう。それに気がつかないとは、

ヴォータンの「知恵」とはどんなものか疑いたくなってしまうが、それ

はあまり追求しないでおくとしよう。ヴォータンたちは宝を入手するた

め地下に降りていく｡ 

 地下世界――ニーベルング族を奴隷としてこき使い、弟であるミーメ

を痛めつけて隠れ頭巾を作らせる金ぴかの衣装のアルベリヒ、復讐を企

てるミーメ、そしてアルベリヒをたぶらかして宝を奪おうとするヴォー

タン主従――黄金を作り上げる坩堝は、そのまま男性的な権謀術数の坩

堝でもある。この場面に女性は登場しない。考えてみれば、「ラインの

黄金」を指環に鍛える行為、地下で金を生産する行為、さらにはのちに

ジークフリートが剣を鍛える行為――すべて男性の技術、技、である。

ここに、エジプト以来、中世、ルネッサンスと続く「錬金術」の伝統を

読み取ることもまた可能であろう。アルベリヒは｢長靴を履いた猫｣が巨

人を騙した手段と同じ手に引っかかってヴォータン主従に捕縛される。 

 天上に引きずり出され、脅迫されるがまま宝を差し出すアルベリヒ―

―黄金、隠れ頭巾、そして遂に指環――「これを奪うくらいならいっそ

命を」というが、貪欲な神の王にはそんな嘆願は聞こえない。愛をあき

らめた代償として手に入れた宝を奪われて、彼は指環に呪いをかける。

「指環の持ち主は非業の死を遂げよ」と。 

 この呪いが指環にまつわる第三の言霊であり、この言霊に導かれて今

後の物語は進んでいく――ようである、とここでは言っておこう。 

 巨人族が再登場、フライアと引き換えに宝を要求し神々は女神と黄金

を交換する。横たわったフライアの体を覆い隠すだけの黄金――ここで
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もやはり女性の「物」化が露骨に表されている。フローが「あんな哀れ

な姿は見たくない」と嘆くのももっともではあるが、それを止められな

い男は、強姦されている女性を見過ごしていると同様情けないといって

も過言ではない｡ 

 黄金だけではたりない、隠れ頭巾も――しかしまだ足りない、輝く瞳

が見えている。あの瞳が見える限り、彼女をあきらめられない――男の

執念､というべきだろうか。 

 瞳を隠すために指環をよこせ――ここでフライアの瞳は、一気に「世

界を支配する」権力と等価値となってしまう。女性の美の象徴、瞳には

それだけの価値があるのだ。以後、ジークリンデ、ブリュンヒルデ、

グートルーネ、女性たちが登場する重要場面ごとたびに「瞳」｢視線｣へ

の言及がなされつづける。 

 指環に執着するヴォータンだが、地中より知恵の女神エルダが現われ､

「禍の指環に近づくな」と歌う。男性原理による争いに巻き込まれては

ならぬ、憎しみと嫉妬からさけよ、と女性原理を（この夜ではただ一

人）体現する彼女の忠告にヴォータンは従い指環を巨人たちに渡す。 

 指環を手に入れるや否や二人の兄弟のあいだで所有権をめぐって戦い

が起こる。旧約聖書にも記されている、兄弟同士の殺し合い――それま

では一心同体で共同作業をしていたのに、権力をめぐると男は争いあう

のだ。ファフナーがファゾルトを殺す。｢フライアの瞳の夢を見つづけ

ていろ｣。所有者となったファフナー自身も指環を守るため大蛇と化し

て洞窟に閉じこもってしまう。 

 これで、まずアルベリヒの呪いの第一章が成就された。と同時に、ラ

インの乙女たちへの「取り戻してやる」という約束は果たされずに終

わった。確かにヴォータン自身が約束したわけではなく、気楽に安受け

あいしたローゲが契約破棄の罪人であるが、「奪われたものが正統な所

有者に戻らない」という状況はすなわち「世界秩序の破壊」であり、そ

れゆえに秩序が正されるまで――「神々の黄昏」で乙女たちに指環が戻

るまで――混迷の時代が続くことになる。 
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 取りあえず一連の騒動が治まったので神々はワルハル城に入場するが､

ローゲだけは行く手を危ぶみ、従わない。確かに、ここまで能天気で無

計画な連中についていったらやがては自らの身が危うい、というのもう

なずける。終幕に際してのローゲ役の動作が非常に軽妙洒脱だったのが

印象的な幕切れだった。 

 

第一夜 2002年2月7日 神南 『ワルキューレ』 

翌日｢ワルキューレ｣序曲も、やはり物語の背後説明――ジークムント､

ジークリンデ兄妹が、互いに離れ離れで（ジークリンデは舞台前面で、

ジークムントは、舞台奥の隔壁の向こうで）苦悩している姿を見せる場

面――から始まる。舞台上にあるのは巨大なトネリコの幹、それにいす

やテーブルという小道具のみである。 

フンディング家へ逃れてきたジークムント、それをいたわるジークリ

ンデ――名を名乗れと問われたジークムントはフリートモント「平和を

守るもの」ともフローワルト「喜びを守るもの」とも答えることができ

ずヴァーヴェルト「苦悩するもの」という。「名は体をあらわす」のだ｡ 

やがてフンディングにより両者が敵同士であることが判明、その夜は

｢客人への礼儀｣で一晩とめるが翌朝決闘せねばならなくなる。しかし武

器がない。ジークリンデがトネリコに刺さっている剣について教え、そ

こから二人は剣を与えたのが両者の父であること、すなわち兄妹である

ことを知る。実は「二人の瞳はなんと似ていることか」と､フンディン

グがすでに歌っているのだ。ジークムントは剣を抜きノートゥングとい

う名前を与え、さらにたがいにジークムント、ジークリンデ、と、真実

の名を呼び合う。剣、そして本人同士に名前を名づけるという行為――

言霊の力によって両者の世界認識が変容する。 

兄と妹であることを知って愛情が燃え上がるのだから不可思議――と

いうのは常識的な人間族の考え方なのだろう。荒野をかける狼のような

神の子孫、ヴェルズング一族はその種の「近親相姦」の掟は無視する。

ジークリンデにとっては、むしろフンディングの妻となっていた日々の
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ほうが恥辱なのだ。その恥辱をすすぐのは兄と交わす愛のみ――人間界

の「結婚の掟」も「近親愛のタブー」も彼らには関係ない。考えてみれ

ば自然界にはそんなものは存在していないのだ。遺伝性の病気による発

生率が高くなるとは言うが、それと良性遺伝の相乗効果を加減すれば甲

乙つけがたいともいえる。一夫一婦制度の｢結婚｣という契約、「近親相

姦のタブー」、これらは社会、制度、の生み出した言霊に縛られたのろ

いでしかない。人間世界の掟を超越して、半神、ヴェルズングの二人は

トネリコの木を褥に愛し合う。しかし「呪い」「掟」を踏みにじったも

のには、やはり罰が待ち構えているのだ。  

第二幕、ブリュンヒルデが登場、ヴォータンと親子とはいいながら恋

人同士が戯れているような、あるいは男の親友同志が出会い頭に遊んで

いるような乱暴な抱擁を交わす。ヴォータンは、無論息子であるジーク

ムントを守らせるつもりである。 

が、そこに怒りに満ちたフリッカが登場する。「掟を超える存在」

ジークムントをいとしんでいたヴォータンだが、フリッカの目からは不

義の子でしかない。しかも、彼は妹であるジークリンデと愛を交わし、

同時に人妻と不義密通を働いている、まさに不貞の輩である。結婚の聖

なる誓いの守り神として、彼女はこれを放置するわけには行かない｡

ヴォータンにも、エルダとの不倫（というより殆どレイプのような状況

だと察せられるが）で九人のワルキューレを生み出してしまったという

負い目もある。フリッカに攻め立てられ遂にジークムントを倒すことを

約束する。 

「契約」は、親子の情よりも上位でなければならない。前夜に続いて

「戦いの父」は指環による契約に縛られる。ヴォータンはつらい決心を

娘に告げる。ラインの黄金の逸話から始まり、アルベリヒが生ませた子

供が指環を狙っていること、そして指環奪回のために作った英雄をあき

らめねばならないこと。指環を自身の手に入れることがかなわない今、

彼が望むのは「終末だ」と。 

ブリュンヒルデは父の命令と心が裏腹であることを悟る。彼女はジー
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クムントのもとに赴き、運命を告げる。ここで再び女性の視線が重要な

意味を持つ。彼女に見られた者、ワルキューレの顔を見た者は、ワルハ

ルの城へ赴かねばならないのである。死の運命の象徴として彼の顔に白

いマスクをかぶせるのが印象的な演出だ。すでに彼の死は定まっている。 

が、ジークリンデが一緒にいかないのならその栄誉を拒むと断言する

と、彼女は翻意し、戦いにおいて彼を救おうとする。それが口とは裏腹

ながら父の意思でもあるのだから、と。 

そして二人の男の決闘――ブリュンヒルデが彼に味方するが、いよい

よの瞬間ヴォータンは自ら息子に与えたノートゥングを砕いてしまい、

ジークムントは倒れる。怒りのままに彼はフンディングの命をも奪う

｢フリッカの犬、はいつくばれ｣。悪役扱いされているフンディングだが､

彼自身は、（そもそもジークリンデを略奪結婚した､ということはおいて､

この場面においては）まともに普通の人間の夫として行動したに過ぎな

いのだから、ひどい扱われようではある。ブリュンヒルデは、ジークム

ントの子を宿したジークリンデをつれて逃亡を図る。 

第三幕冒頭部、もしかするとこのプロダクションの中でも最も衝撃的

な場面演出であるかもしれない。｢騎行｣の音楽が始まると同時に幕があ

がり、舞台上には数十体の屍体が転がっている。一人、また一人と登場

したワルキューレたちはそれらの屍を小突き回し、手足を引っ張りなが

ら歌う。やがて彼女らの魔力が功を奏し、屍たちは人形のように立ち上

がり、ゆっくりと歩き始めるのである。 

屍が元々身にまとっているのは暗い色のシーツ一枚であり、それをワ

ルキューレたちに剥ぎ取られた後は、Tバックショーツをまとっている

のみ、さらに彼ら全員が丸坊主であり、体中白塗りになっている。それ

が数十人ゾンビのように――死人が動き出したのだから言葉どおりゾン

ビそのものなのだが――ゆっくりと歩き出すさまは圧巻である。 

筆者は真っ先に日本の｢暗黒舞踊｣を連想した。ちょうどこの時期リバ

イバル公開されたコッポラ監督の『地獄の黙示録』の（｢騎行｣の音楽が

使用されていたヘリコプター襲撃の場面のかなり後になるが）。｢王国｣
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進入の場面を思った人もいよう。東洋的伝統から｢三途の川の奪衣婆｣な

る妖怪を思い起こす可能性もあろう。こういってよければ、この場面に

おいて、ワルキューレたちに｢女性｣としての性格を認めがたい。 

やがてヴォータンが追いつき、ブリュンヒルデはジークムントの子を

宿したジークリンデを森に逃亡させ、一人で父の罰に相対する。父の罰

は、彼女から神格を奪い眠らせ、目覚めたときに出会った人間の男性の

妻にさせる､という過酷なものである。またしても、女性の｢物｣化｡ 

 彼女は、交換条件として、眠る自分の周りに火をめぐらせてそれを通

り抜ける勇気ある英雄を期待する。願いはかなえられ、ブリュンヒルデ

は眠りにつくが、魔力をかけるに際してヴォータンは彼女の瞳に口付け

をして眠らせる。前夜のフライア同様、｢瞳｣の価値は高い。視線の値は

｢神格｣と等価なのである。ヴォータンは歌う。｢我が槍の穂先を恐れる

者は娘に近づくな｣その予言は｢ジークフリート｣によって成就される｡

ヴォータンは自分自身に衰亡の呪いをかけ、言霊によって束縛したと

いってよい。 

 

インターミッション 2001年12月26日、半蔵門  『三人吉三巴白

波』 

「月も朧に白魚のかがりもかすむ春の空、冷たい風もほろ酔いに心持

よくうかうかと浮かれ烏のただ一羽塒へ帰る川端で棹の雫か濡れ手に粟､

思いがけなく手にいる百両（御厄、払い申し候）、ほんに今夜は節分か､

西の海より川の中、落ちた夜鷹は厄落とし、豆沢山に一文の銭と違って

金包み、こいつは春から演技がええわい」 

 初春ではなく暮れではあったが国立劇場の「三人吉三」は、黙阿弥流

の因縁の意図が複雑に絡まった作品であった3)。ワーグナーの壮大な楽

劇からいきなりわが国の歌舞伎の、しかも小悪党ばかりそろう人情の世

界へ､というのはモード変換が大変ではあるが、「宝物」の移動が物語を

動かす､という点において「指環」との対比を試みたい。先程の引用

「思いがけなく手にいる百両」および一腰の名刀が作品全体を支配する
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小道具となっている。 

 そもそもこの百両は、木屋の手代十三郎が集金し主筋にあたる安森家

へ届けるべきものだった｡それを、夜鷹買いをしてそのときの騒動にま

ぎれて落とてしまう（大金を所持しながらそんな馬鹿なまねをするん

じゃない、としかりつけてやりたい）。それを拾った夜鷹おとせが彼に

届けてやろうとしたところを（信じられない正直な夜鷹だ）女装のお嬢

吉三が奪い取り、彼女を川の中に突き落とし懐に入れた百両である｡

「呪い」という言葉は顕在化していないが、金を落としたときの後悔

（彼は大川に身投げしようとまでする）、金を届けてやりたいというけな

げな心、そしてそれを奪われ殺されかけた恨み､という数数の呪いが､す

でにこの時点で百両にかかっている。 

 さらにこの騒動にまぎれて手に入れた刀、庚申丸も、そもそも安森家

から盗み出されたものが廻りめぐって太郎衛門の手に入り、それをお嬢

が「用心のためにもらっていこう｣奪い取ったものである。やはり「御

家の重宝」を奪われた呪い、取り返さねばならぬという執念の呪い、あ

るいは奪った側の呪い、が、この刀にもかかっている。物語が始まる前

段階からしてかなり複雑なのが歌舞伎の約束事である。 

 こうして百両を奪い取ったお嬢に、それを見ていたお坊吉三が「その

金に用がある」と声をかけ、二人ともに悪党、ならば金をはさんで命の

やり取り､というところに和尚吉三が「待った」と声をかけ、そこから

三人吉三の物語が始まる。  

 三人が義兄弟となり、金は仲裁の礼として和尚に預けられる。和尚は

この百両を親不孝ばかりしていた父、土座衛門伝吉に渡そうと父の家を

訪れる。そこにいるのは、前夜、金をうばわれて川に突き落とされたが

たすかった和尚の妹、おとせ。および、金をなくして身投げしようとし

ていたのを救い出された十三郎。あまりにも都合のいい人物配置ではあ

るが、これも歌舞伎にはよくあることなので、そう納得していくほかは

ない。 

和尚は金を父に渡そうとするが、父は「悪党のおまえから汚い金は受
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け取れない」と、つき返す。ここで受け取ってそのまま安森家に返せば

丸く収まるのに、と思うが、それでは芝居にならない。和尚は、それで

は、と、金を仏壇にそっと置いておく。が、父はそれに気づき、戸外へ

放り投げる。それをたまたま拾ったのがおとせに岡惚れで近所をうろつ

いていた釜屋武兵衛である。 

 家の中ではおとせと十三郎の両人が「いい仲」になってしまっている

のだが、実はこの二人は兄と妹であった。｢実は私は捨てられていたも

のでそれを義父である八百屋九兵衛に拾っていただいたので｣という十

三郎の告白からそれを知った父は「何にも知らずに」と涙ぐむ。これは、

ジークムント、ジークリンデの兄妹と知ってから恋心を燃やす､とは逆の

形態である。彼らが｢畜生道｣に落ちてしまった、という表現も、日本文

化独特の「呪い｣というほかない。 

 さて、「百両を思いがけなく手に」した武兵衛はこの金で遊女一重を

自分の物にしようとする。旧主のために金が必要な伝吉が彼を襲い強奪

（自分が強盗をするくらいなら息子が盗んだ金を使ったほうがまだ罪は

軽いとも思えるのだが、そこを自分でやらねば、と思い込むところが彼

にかかった呪いともいえる）する。さらにその伝吉をお坊が切り殺して

金を奪う。実はお坊が金をほしがった目的も、やはり安森家を救うため

であり、そこを明らかに話し合いさえすれば殺人を犯す必要などないの

だが、それを語らず殺してしまうのが、やはり彼らにかかった呪いであ

る。こうして無益に殺された二人の恨みが、さらに呪いとしてこの百両

に堆積する。 

 お尋ね者となったお坊は破れ寺でお嬢とめぐり合い、ともに死のうと

するが、和尚がおとせ十三郎二人の首を切って彼らの偽首として名乗り

出ようとする。 

 なぜ罪のない二人を――和尚は因縁を物語る、実は二人は双子の兄妹、

それを知らずに夫婦になったがゆえに、知らぬがままに「殺してやるが

兄の情け」、二人には「義兄弟の二人を守るために身代りになってく

れ」と言い聞かせて殺したのだと告白する。さらには、お坊の家が落ち
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ぶれたのも実は父が「御家の重宝」を盗んだゆえ、さらにそのとき｢は

らみ犬を切ってしまってその因果が廻り巡って兄妹が夫婦になってし

まった｣のだから彼らを殺すのもやむをえない、さらには自分の父を手

にかけたお坊は実は「敵討ち」をしたのだからこれは正義、と。取りあ

えず、隠されていた情報がすべて明かされるわけであるが、だからと

いって死者が生き返ってくるわけでもなく、のろいは彼らについて回る｡ 

「御家の重宝」も実はお嬢が持っていた刀だと判明、これまでの登場

人物の殆どがそのために非業の死を遂げた、のろいの山積した百両と刀

の二品を持って、彼らは雪の中を逃亡する。「八百屋お七」のシチュ

エーションを借りて、「開けてはならぬ木戸」を開けるため、お嬢は命

をかけてやぐらで太鼓を打ち鳴らす。雪の降りしきる舞台上、捕り手が

殺到、彼らは無事逃亡できるのか――歌舞伎は(人気役者を舞台上で殺

しては贔屓の客が怒るので死ぬ場面を見せないという約束事として)そ

の決着を語らないままに幕を閉じる4)。が、ここまで呪い――殺された

人の死の恨みが取り付いた品を持って天寿をまっとうできるはずはない､

というのが自然な感情であろう。 

 

第二夜 2002年2月10日 神南 『ジークフリート』 

 第一幕、森の奥深くミーメの鍛冶場――彼は剣を鍛えるがジークフ

リートは満足せずに簡単にへし折ってしまう。ミーメは指環を入手する

ためジークフリートを利用しようとしているのだし、ジークフリートも､

育ててくれた親であるにもかかわらず、ミーメに愛情を抱くことができ

ない。男性原理による利害関係だけで協力している男同士の暮らしは、

何と味気ないものか｡ 

旅人（ヴォータン）が登場し、ミーメと互いに三つの謎解きをするが､

これはこれまでの事柄の言葉による確認である。最後に、ミーメに解け

なかった問い｢砕けたノートゥングを鍛えなおすことができるものは誰

か｣にヴォータンが解答を与える。｢恐れを知らぬものだ｣と。予言は必

ず成就されるのろいに他ならない。砕けた県が鍛えなおされたとき、
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ヴォータンの槍はそれに敗北するのだ。 

そして予言どおり｢恐れを知らぬ｣ジークフリートは、ミーメが思いも

よらなかった方法で剣を鍛え直す。一度、完全にこなごなにしてからも

う一度剣の形へ――神々が築いた秩序はいったん破壊され、人間の英雄

たちが新たな秩序を再構築しようとするのである。それにはより強大な

火力が必要だ――ジークフリートは舞台全体に巨大に回転するふいごを

かき立てる。｢ライン｣の項でも触れたが、これはきわめて錬金術的な作

業であり、かつ、金属精錬が文化・文明にとって何を意味するかを示し

ている。火を支配し、剣を鍛える事が英雄の条件――彼は第三幕でも火

を潜り抜ける。強大なエネルギーをコントロールできる者こそが強い武

器を手に取るのだ。われわれは再び核の脅威、湾岸戦争、あるいは昨年

のアフガンを連想する。 

 第二幕、ファフナーの洞窟、いよいよ指環の争奪戦である。前幕もあ

わせて、このふた幕には男性しか登場せず、男性原理による権力闘争の

色を濃く匂わせる。ミーメもアルベリヒも、何とか指環を取り返そうと

画策するし、ヴォータンも傍観者のようでいながら、自分の孫に指環が

もたらされるように準備を整えている。しかし｢英雄｣ジークフリートは

その種の権力闘争とは縁のないところで、｢恐れを教えろ｣と要求し――

完全に彼個人の感情の赴くままに――大蛇ファフナーの洞窟に向かい、

あっさりと龍を退治し、宝を手に入れる。 

 宝を横取りしようと彼の毒殺を企てるミーメだが、龍の血をなめた

ジークフリートにはその考えが筒抜けになってしまうところは、悲劇に

はめったにない｢笑わせどころ｣だ。観客に笑われた挙句、策略が露見し

たミーメは殺され、｢宝の番をしていろ｣と、洞窟の中に投げ込まれる。

憐れな運命、だが、欲望による権謀術数は純粋無垢な英雄には膝を屈す

るしかない､というのがあらかじめ定められた運命＝呪いなのだ。 

岩山へおもむく途中の道、先回りしたヴォータンは地中からエルダを

呼び出し、有効な助言を求めるが、ヴォータンとエルダの会話はかみ合

わない。すでに運命は決まっているのにそれを変えるすべを教えろと迫
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るヴォータン、運命は受け入れるのが知恵と悟っているエルダ――女性

原理の体現者である「母」エルダと｢戦いの父｣ヴォータンは永遠に理解

し得ないのである。だからこそ、｢指環｣の物語は悲劇的結末を迎えざる

をえない。 

 ヴォータンと邂逅したジークフリートは口論するうち、岩山へ上るに

は目の前の老人を倒さねばならぬと悟る。剣を手にヴォータンと対峙す

る孫に｢その剣を一度は砕いたのだ｣とヴォータンは告げる。｢では父の

仇か｣――確かに、ヴォータンはジークフリートにとっては祖父である

と同時に父の敵なのである。一度火をかいくぐって鍛えなおされた剣は

前夜とは逆にヴォータンの槍を打ち砕きヴォータンは退場する。｢もう

私にはおまえを止められない｣。  

 岩山、火の中にたどり着いたジークフリートは、ブリュンヒルデを見

出す。最初は武装した男と思っていたのだが、よろいかぶとを脱がせ胸

当てを取ると女性だと知る。考えてみれば彼は女性というものに初めて

接したわけである。どうすればいいか分からない、そこで思わず口に出

るのが｢お母さん、どうすればいいんです、助けて｣である。 

 唐突ではあるが、この場面で筆者が連想したのはまたもや歌舞伎『鳴

神』5)である｡簡単に説明すると、朝廷が鳴神上人を怒らせてしまったた

め、上人は竜神をすべて閉じ込め雨を降らせない。旱魃で困った朝廷が

上人を篭絡させるために派遣したのが雲の絶え間姫で、彼女は決り文句

｢持病の癪が――｣のせりふで上人をたぶらかそうとする。彼が懐に手を

入れると、｢やわらかいものに手が触れた。これはなんじゃ｣｢乳でござ

います｣｢なんと、乳か、母にすわせてもらって以来、縁のないもので

あった｣となり――後は男が女にたぶらかされるという話なので割愛す

るが、確かに、生まれてからはじめて女性に接する男のうろたえぶりと

いうのはそういうものなのかもしれない。実は｢鳴神｣は、遠くインドの

『マハーバーラタ』が元だねとなっているものであり(竜神を支配する呪

術者は、元々ヒンドゥーの天部に由来する)、その意味ではまさしく汎

世界的な反応ともいえる。 
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 眠る姫を目覚めさせるのはくちづけ、という約束事を彼がどうして

知っていたかは分からないが（ミーメがグリム童話を読ませていたとも

思えないのだが）これまたやはり汎世界的な常道を踏んでブリュンヒル

デを覚醒させる。一方、目を開いて太陽を祝福するブリュンヒルデは自

分を覚醒させた英雄がジークフリートであることを昔から承知している。 

｢胎児だったときから私の盾はあなたを守っていた｣ 

｢では、母は眠っていただけなのか｣というジークフリートの期待は、半

分は正しい。ブリュンヒルデは、母の腹違いの姉であるから、叔母なの

だ。したがって、厳密にはこれもやはり近親相姦になるわけだが、運命

に結び付けられた二人は、そんなことに頓着する気配すらない。 

 抱き合う二人――しかしここからブリュンヒルデは迷う。神格を失っ

た自分、弱い一人の人間の女に成り下がってしまった自分が、ジークフ

リートと結ばれてよいのか、と苦悩し、ためらうのである。ブリュンヒ

ルデは迷いつづける。私をそっとしておいてください、神から人へ、防

具を失った私に手を触れないで、と。 

 実のところ筆者はこのシーンが長すぎるか､という疑問も持った。二

人がお互いを確認して抱き合い、それで終幕とすればそれでいい。引き

離されていた二人が困難のはてにめぐり合い、お互いを認識し、抱き合

うところで終わらせてもよかったのではないか、元々結びつく運命に決

まっているのだから何を迷う必要があるのか､と――ついでにいうなら

ば｢御伽噺｣ならばそこで完結としてもよい。 

しかし、｢神｣から｢人間｣になったブリュンヒルデがワルキューレとし

ての武具を放棄して一人の愛に生きる女性というアイデンティティをえ

るためには、これくらいの迷いは必要なのである。ワルキューレとして

の、よろいもかぶとも胸の覆いも私を守ってくれない――ワルキューレ

は女性の姿はしているが、その実男性原理の体現者であったことは、前

夜第三幕冒頭部で見たとおりである。したがって、彼女の女性原理への

変容は、彼女の意識の劇的な大転換なのだ。 

小川のせせらぎに写る似姿と、それを乱す手になぞらえて自分から遠
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ざけてくれというブリュンヒルデだが、ジークフリートは彼の（こう

いってよければ体育会系の）キャラクターに似合わず、饒舌にレトリッ

クを駆使して彼女に反駁する。小川の水の中で一つになろう、と。 

｢私の瞳があなたを焼き尽くす｣これは、第三夜への伏線でもある。二

人は、一つになろうとする。｢私はあなたのもの｣と、互いに語り合う二

人――男性原理による女性の征服ではない、女性原理による同一化が、

最後の二重唱である。 

「ワルハラは滅びよ」｢不滅の神々も滅びよ｣神々の黄昏を暗示する歌

は、人間となった二人だからこそ歌えるものなのだ。二人は一つになり､

愛を誓う。 

ブリュンヒルデは、不死の神という資格を剥奪され人間の女性となっ

た――しかし「死」という運命がまっている人間だからこそ愛し合うの

だ。それゆえに、最後の二重唱は高らかに響く。崇高なる死よ、永遠な

る愛よ、私たちは喜んで微笑みながら死の運命を迎え入れよう、と。 

 

インターミッション 2002年6月12日 文化村 『オイディプス

王』 

 ヴォータンとジークフリートの、親子ではないが祖父と孫の争いによ

る権力交代、ブリュンヒルデとの叔母と甥による近親愛、さらには龍退

治という三題話を並べていくと、必然的にヨーロッパの一方の極にある

神話の代表的悲劇に思いを寄せざるをえない。『オイディプス王』であ

る。 

 そこで時計を多少回転させる。舞台上においては2500年さかのぼり､

現実的な日本においては2002年の2月から6月に進めて、渋谷文化村シ

アター・コクーンで上演された蜷川幸雄演出の『オイディプス王』を、

第二の幕間劇とする6)。 

 蜷川にとっては、2000年秋に大成功を収めた『グリークス』に続く

ギリシア悲劇である。 

『グリークス』においてコロスは真紅や紺の衣装をまとった女性であっ
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たが、今回はいがくり頭の、男性たちである。幕開けそうそう、彼らは

全員で奇声を発しながら地上へ倒れ伏す動作を何度も繰り返す。チベッ

ト仏教に伝わる｢五体投地｣の作法（身に付けているのも赤茶けた衣であ

り小乗仏教の修行僧を思わせる）だがこれがテーバイ市民の｢嘆きの声｣

である｡ 

 背景の舞台装置は全体がマジックミラーで、鏡になっているときには

満員の客席全体を映し出し、あたかも観客が懇願するテーバイ市民であ

るかのような効果をかもし出す。これは2000年2月に埼玉芸術劇場で

｢リチャード三世｣を演出した際に使った手法である（この場合、観客は

リチャードに王位即位を懇願するロンドン市民の役割を担っていた）。 

 ｢祈りの小枝を持って、おまえたちが何を求めて来たか、私にはわ

かっている｣ 

 オイディプス王が現われ、市民たちおよびその代表の長老数人とのや

り取りが始まる。テーバイを覆う悲惨な現状――疫病――が語られるが､

もちろんこの禍は｢呪い｣の産物である。そして神託を告げる死者が到着

する。｢ライオース前王の殺人者を探しだし追放せよ、その者は穢れた

ものだから｣と。 

 オイディプスは納得し、同時にしばし不審がる。「本来、なぜ殺人者

が裁かれずに終わっていたのだ」「あの歌姫、スフィンクスの禍がそれ

を上回るものであったから」そのスフィンクスを倒し、オイディプスは

ジークフリート同様、英雄の資格を与えられた。彼がこの地の王となり

イオカステを娶る元々はそこにあった。 

そしてここからオイディプスの殺人者への呪詛が始まる「名乗出れば

追放に処する」「その者が誰であれ、市民たちは彼をかばってはならな

い、彼と口を聞いてはならない」「市民はその者に門戸を閉ざすべし」

「それが誰であれ私自身にも同じ様に危害を加えよう」――おびただし

い呪いの言の葉が、後半で彼自身に降りかかってくるものであることを、

すでに観客は承知している。神託は、ほんの僅かなヒントを与えたに過

ぎない。オイディプスを呪う言葉の大部分は彼自身が発した過剰なまで
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の自己防御の産物なのである。 

 犯人探しのためにまず預言者テイレシアスが呼ばれるが、登場したと

たんに彼は悔やむ。｢俺は何があるか知っていたのになぜここのやって

きたのだ｣――この会場で恐ろしい事実を暴くことを知りながらやって

きたのは、実は観客自身でもある。ここでも鏡が効果的に会場の観客を

映し出す。テイレシアスの嘆きが理解できないオイディプスは無理やり

に彼から言葉を引き出そうとするが、｢あなたが求めている殺人者はあ

なた自身だ｣との告発に面食らい、預言者を反逆者呼ばわりする。かく

て盲目の預言者は｢目明きが盲より愚かだったことが分かろう。母から

生まれたものが同じ大地に種を蒔く｣と不吉な予言を吐いて退場する。 

 彼の退場と入れ替わりにクレオンが登場するが、彼はいきなり｢反逆

者の黒幕｣の濡れ衣を着せられ、オイディプスと怒りのダイアローグを

交わす。彼にとっては全く根拠のないことである。オイディプスは、ク

レオンに対しても呪いの言葉を吐くが、物語の結末においては彼にすが

らざるをえなくなる。観客はすべてを知っているのに登場人物たちはそ

れを知らない。場面のすべてが、ドラマチック・アイロニーの手法と言

うにはあまりに悲惨な両義性に満ちている。 

 イオカステが怒れる夫をなだめ、クレオンはひとまず無事退場する｡

駄々をこねる子供のように衣装の裾を両腕で抱え込んですねるオイディ

プス。彼女はむずかる子をなだめる母のように――実際にそうであるこ

とをわれわれは知っている――事実を聞き出し、整理し、一応の安定を

与える。精神分析学者の手法のように彼らの物語は過去へさかのぼり

（話は逆でフロイトがこの物語からそのテクニックを学んだのだがわれ

われは時にそれをも忘れてしまう）オイディプスが初めて己の素姓を解

き明かす。自身に与えられた｢実の父を殺し母と交わる定め｣と言う呪い

を語るが、彼女は微動だにしない。｢多くの人が夢の中で母親と寝てい

る、気にすることはない｣。その｢夢｣が事実だと判明するまで後幾ばく

もない。 

｢ライオース殿の息子はキタイロンの山中で息耐えました｣自らがなした
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｢子殺し｣の罪に対する罰――その行為が呪いとなってもうじき復讐が達

成される。 

 ｢旅人｣殺害のくだりにいたって、｢語り｣だけでつないできたこの演劇

で唯一、激しい｢動｣の場面となる。行きずりの老人――実は父――から

加えられた侮辱、それに対する己の｢殺人｣の犯行を語るオイディプスの

肉体は跳ね上がり、飛翔し、被害者に見立てた宮殿の祈りの柱をなぎ倒

す。オイディプスは、道をさえぎる老人を倒した。彼がテーバイを訪れ

母と結びつく呪いを達成するのを、最早誰にも止められない。 

 真相を知るものはこのときの従者一人、そして――から訪れた支社が

オイディプスに真実の一端を告げる。「我が子よ、父上殺し、母との結

婚を恐れて故郷を離れる必要はなかった、あなたはキタイロンの山中で

私が拾い上げたのだから」と。「そのときのくるぶしの傷が、あなたの

名前のもととなったのだ」 

 このときイオカステは真相を知り、顔色を変える。彼女はよろよろと

階段を上り、宮殿の壁――鏡――に身をもたれかける。｢真相を知る者｣

は、このときの赤子を手渡した者、同時にライオースの従者であった者

――オイディプスはこの男をよびだす。｢およしなさい｣イオカステはあ

えぐ。彼女を写す鏡は、彼女の過去の息子殺し、そして現在の近親相姦

という｢罪｣を暴く鏡でもある。｢真実をいまさら知ってどうしようと言

うのです、悪いことしか待っていません｣しかしオイディプスは真相究

明を続ける。今では自身のアイデンティテイを知ることが、彼の目的な

のだ。｢かわいそうな人｣イオカステはその一言を残して宮殿内に走り去

る――それは彼女自身の死をめがけて、であるのだが舞台上でそれに気

づくものは誰もいない。 

 怯えた羊飼いが呼び出され、すべての真実が明らかにされる。赤子を

救おうとした善意が招いた今日の日のおぞましい真実――宮殿内に駆け

入るオイディプスにコロスたちは怯え、長老に取りすがって悲しみを歌

う。 

イオカステの無残な自害を告げる使者の報告にコロスたちはなおいっ
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そう嘆きの声をあげる。そして自らの目をつぶして血塗れとなったオイ

ディプスが再登場するや、彼らはパニックに陥り宮殿の｢祈りの柱｣を手

にとって観客席通路へ駆け上がる。柱には色とりどりの紐が結ばれオイ

ディプスの穢れと彼らを隔てる｢結界｣を作っている。同情しながらも人

は｢穢れ｣から自身を守らざるをえない。おびえるコロスたちに、オイ

ディプスは自身に降りかかった呪いを敢然と受け入れることを誓う。

「俺を追放してくれ」テーバイにかかった呪いは、しかしオイディプス

追放だけで祓い清められるのだろうか。答えは否であろう。 

ラストシーン、コロスたちはオープニング同様、奇声を発しつつ五体

投地の動作を繰り返して嘆く。最後の合唱で「祈りの枝」を手に退場す

るのであるが、小枝はこの二時間半ばかりのあいだに繰り返し語られた

言葉の呪いによってずしりと重くなっており、彼らはそれをやっとの思

いで抱える。テーバイの町は｢病｣からは救われたかもしれないが､それ

以上に大きな罪を背負ってしまったのだ。この先オイディプスの息子た

ちが相争う『テーバイ攻めの七将』さらには娘が自ら死を選び､テーバ

イの王族の殆どが死に絶える『アンティゴネ』と言う更なる悲劇が待ち

受けていることを知っているものにとってはまことにやりきれない呪い

でもある。 

   

第三夜 2002年2月13日 神南 『神々の黄昏』 

 前夜の終局で歌われた愛の喜びと対照的に幕開けは暗い――運命の女

神ノルンが破局を語っているのだから暗いのは仕方がないが、とにかく

暗いステージの上で黒いノルンたち（筆者は、最初は背後の闇と見分け

がつかなかった）が運命の網をつむいで、過去現在、そして未来の破滅

を歌っている。始まりは、ヴォータンによる世界樹トネリコの破壊――

全曲のプロローグで示された場面――であった。その傷口から世界の没

落は始まり、今やトネリコの樹は薪となってワルハル城の広間に積み上

げられ、ローゲがそれに点火して炎上するのを待つばかり。  

 逆に岩山から下界へ下るジークフリートの表情は明るい｡手に入れた
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宝物――指環も、この状態では彼に禍をもたらしようがない――よこし

まな人間たちが画策をしない限りは｡だが、純粋すぎる英雄はその純粋

さゆえにやすやすと計略に引っかかってしまう｡ 

忘れ薬を飲んだジークフリートはグートルーネの瞳に夢中になり、グ

ンターにブリュンヒルデを与える計略に参加する。｢夏の夜の夢｣で、ほ

れ薬のせいで｢そして火の中に飛び込みもしよう、君のためならば！｣と

叫ぶライサンダー、ディミトリアスの二人といい勝負である。ここから

ブリュンヒルデ強奪にいたる場面まで、ジークフリートは、身もふたも

ないい方ながら「英雄」というより、学生言葉でいうならば「ただの体

育会系馬鹿」でしかない 

 ここでジークフリートとグンターが兄弟の契りを交わし、互いの血を

杯についで飲む場面、腕を切る場所といい、しゃがんで腕を絡み合わせ

る仕草といい、「三人吉三」で三者が義兄弟になる場面とよく似ている。

ハーゲンが加わればそのまま、とも言えるが、彼は「熱い血が流れてい

ない」ので、参加しない。が、飲んだ杯をおる作業はする。（「吉三」で

は、かわらけを砕く）。 

まあ、「三国志」でも有名な「桃園のちぎり」というのもあるので、

このあたりは万国共通といってよいのだろう。ジークフリーとはこれに

よってグンターと「誓い」という「呪い」で結び付けられる。「生まれ

たときは別でも死ぬのは一緒」というのは日本の決まり台詞で彼らが実

際に言っているわけではないが、ジークフリートの葬儀に際してグン

ターもやはりハーゲンの手にかかって死ぬことになるので、義兄弟の契

り＝呪いは実現されることとなる。 

 ブリュンヒルデは最愛の夫によって略奪され、他の男に渡される。ワル

キューレであった時代には｢神も、英雄も私に近づこうとさえできな

かった｣前夜の嘆きが、ここで現実のものとなってしまう。婚礼の場面、

グンターは嬉しげに帰還するが、ブリュンヒルデはあたかも狩の獲物の

ごとく四人の男性が担ぐ担架に覆いをかけられて運ばれる。プロローグ

における、フライアの｢物｣化の再現でもあるが、神格を失って以後､彼
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女はワルキューレの甲冑ではなく､「普通の女性用コート」をまとって

いる7)。 

 最高の誇りを持ち、ヴォータンの妻とも張り合っていたブリュンヒル

デが、かくも屈辱的な仕打ちを受け、しかも張本人のジークフリートは

のんきに知らぬぞんぜぬをとおす。凍りつくような視線でジークフリー

トを見つめるブリュンヒルデ、しかし夫は何の反応も示さない。前夜

｢私の視線があなたを焼き尽くす｣と歌い｢二人は一つに結びつく｣と誓っ

たのが完全に裏切られたのである。｢焼き尽くす｣愛の視線は必然的に殺

意に逆転する。彼の胸を貫く槍は、彼女の視線が具体化された道具に過

ぎないかもしれない。 

 ジークフリートの手にある指環を認め、彼女は｢私を手に入れたのは

グンターではない｣と告発する。慌てふためく男たち――権謀術数は見

抜かれてしまえばもろい。ハーゲンの槍を手に、二人は互いに誓い＝呪

いの歌を歌う。｢私の言葉が偽りであったらこの槍の穂先が胸を貫け｣

ジークフリートの呪いは次の幕で彼自身に実現する。 

侮辱されたと怒るグンター、そして暗殺を持ちかけるハーゲン。ブ

リュンヒルデは彼らに夫の弱点を教える。武器のない彼女が唯一使用で

きるのは言葉なのだ。｢ジークフリートに死を｣。実際に暗殺行為を行う

のはハーゲン、グンターだが、ハーゲンの槍を持って二人の首を押さえ

つけながら歌うブリュンヒルデが精神的に彼らをリードしている。愛の

女神は復讐の女神に容易に転化しうるのだ。 

 第三幕冒頭、ラインの乙女たちがジークフリートに指環をねだる。一

度は軽く｢あげてもいいよ｣と思う彼だが、｢持っていると危険｣と脅かさ

れると｢脅迫されて渡したりはしない｣とすねてしまう。｢自分では賢く

強いと思っているが、実は束縛されて盲目｣の英雄。乙女たちも余計な

ことを言わなければいいのに――コミュニケーションの不足、誤解？ 

いや、予言が成就されるための、これは必要な手続きなのだ。英雄は終

末をもたらすために卑劣な裏切り者の槍に命を落とす。 

 葬儀にいたる間奏曲、（本来この一夜には出番がない）ヴォータンが
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無言で登場し、ジークフリートのなきがらに向かって折れた槍をささげ

る。ブリュンヒルデは、舞台奥でじっとそれを見守る。神々の黄昏が、

遂に訪れるのだ。 

 指環を手に、ブリュンヒルデがジークフリートをたたえる歌を歌う。 

「純粋だった人、無垢だった人、愛する女にも、友人にも、忠実だった

人――そしてそのすべてを裏切った人」 

 大いなる矛盾――その矛盾によってジークフリーとははじめて「英

雄」たる資格を得た、といえるのかもしれない。 

指環に執念を燃やすハーゲンはブリュンヒルデから指環を奪おうと槍

を構えるが、彼女はその槍を奪い取り、叩き折ってしまう。三夜続けて､

男性の武器が破壊されるのだ。第一夜では、秩序を乱そうとしたジーク

ムントの剣が秩序の維持者であるヴォータンの槍によって砕かれる。第

二夜は逆に権力者の世代交代、ジークフリートの鍛え直した剣がヴォー

タンの槍を折り、ヴォータンは力を失い「最早私にはおまえを止められ

ない」と退場した。この二つはいずれも男性間の権力の移動であった。

今回ブリュンヒルデは武器を使わず、素手で槍を奪い取り、膝に振り下

ろして真っ二つにした。これは紛れもなく女性による、武器を使った権

力の否定であり、男性原理の否定である。「ラインの乙女たちよ、私を

焼いた灰の中から指環を取り返してください」と、ブリュンヒルデは火

の中に身を投じる。ハーゲンはなすすべもなく、そのあたりをうろうろ

するばかりで、彼女を「止められない」。 

 炎が燃え盛り、ライン川の水もあふれ、火と水の中、人間たちがパ

ニックに陥ってうろたえる8)のを尻目に乙女たちが指環を取り戻し、川

底へ帰ろうとする。「指環から離れろ」と追いすがるハーゲンだが、槍

を折られ、悪の力も無くした彼はもろともに水底へ沈んでしまう。 

そして恐らくこの演出最大の見せ場となるラストシーンである9)。ラ

インの乙女たちの手に戻り、指環は本来の黄金の姿となる。そこにアル

ベリヒがよろめきながらたどり着き、再び黄金を手にとる。出発点に

戻ってまだやるのか、ここまで延々と悲劇を続けた上で性懲りもなく同
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じことをまた繰り返そうというのか、なんという恐るべき執念――だが

ブリュンヒルデ、ジークフリートの体を焼いた火で清められた黄金は、

彼に鍛えられることを拒否する。彼が奪った黄金は舞台中央でこなごな

にこぼれ落ちてしまう。倒れ伏すアルベリヒ、それを冷たく見つめる乙

女たち――ここで幕が降りる。指環にかけられた呪い――世界征服も死

をもたらす運命もすべて崩れ去ってしまったのだ。 

 

カーテンコール 「指環」という呪い・言霊 

四夜にわたる楽劇も（多少江戸やテーバイヘの寄り道をしたが）終幕

にたどり着いたところで、改めて指環とは何か、について考えてみたい。

『ライン』でブラックボックスに入れた「指環」の実態――しかし、先

の「アルベリヒの手から零れ落ちた黄金」のくだりで、明らかになった

ようなものである。 

 少なくともこの演出における筆者の解答――ブラックボックスの中身

は、あけてみればただの空白、といってよかろう。指環の権力､とは殆

ど有名無実、というより言葉、言葉、言葉、だ。｢指環を所持した者が

権力を持つ｣という言葉＝呪いのみが、指環に宿る魔力の実態である｡ 

「指環を持つ者が世界を支配する権力をえる」という指環に実体は、

ない。あるのはそう語かたられた指環だけ、それを信じて指環を求める

ひとびとの欲望と行動だけなのである。 

 全曲を観察してみれば、指環が実際に｢世界を支配した｣事実は見当た

らない。ジークフリートは単に飾りものとしてもってブリュンヒルデに

渡しただけだし、ブリュンヒルデも、岩山から｢世界を支配｣してはいな

い。ファフナーに至っては洞窟の中で指環を守っていただけであってこ

れでは逆に指環の奴隷である。唯一、魔力を示したのは『ライン』で､

アルベリヒがニーベルング族を奴隷化するのに使った時だけであるが、

考えてみれば彼は元々ニーベルング族の暴力的支配者なのである。それ

以外には、実際に｢世界を支配する魔力｣は使用されていない。また具体

的にどのように使えば「世界を支配」できるのかも明確に指環によって
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語られていはしない。ただ、｢魔力｣について人々に知れ渡っているがゆ

えに、人々はそれを求める。  

実のところ、筆者の位置からは指環の存在などは殆ど見えなかっが､

まあ見えていても見えていなくても関係なく､要するにその時点で誰が

持っているかがわかればいい。観客にとってもそうであるが、事実上も

そうなのだ。魔力を持った宝は、物語展開において所有権が移動するだ

けで､実際は使われない。殺人、強奪、贈与、所有者が移動することに

よって宝は人々の心を乱し、その乱れ＝呪いが物語をつむぐ。 

 幕間において語った『三人吉三』の百両も、同じ機能を果たしている｡

百両の金は、十三郎からおとせ、お嬢、和尚、伝吉、武兵衛、お坊、と､

所有者が変わりその都度紛失、強奪、殺人、贈与などがなされ、かか

わった人々の思い＝呪いが堆積していったが、実際は一度も金として使

用されてはいない。封印されたままなのである。歌舞伎においてはこの

種の五十両、百両は、殆どがこのパターンで（例としては『盟三五大

切』10)の百両、『仮名手本忠臣蔵』11)七段目の五十両が代表的である）

封印されたまま、所有者のみが変わる。 

さらには｢御家の重宝｣の刀や香炉、掛け軸なども同様であり、いずれ

も布に封印されたまま、紛失、探索、強奪、奪い合い、取り違え、など

で所有者が転換し、そのたびに奪う側の悪心、取り戻そうとする責任感､

金を作るための犯罪、時にはそのために女性を騙し後悔し、相手側が恋

心を燃やし嫉妬し時に狂乱し、と犠牲者を出しつつ、呪いを積み重ねな

がら、遂にはもとに戻って｢お家再興｣となる。｢重宝｣の中には｢折り紙｣

とセットになったものもあり、｢折り紙｣こそまさに実体のない言葉、言

葉、言葉――呪いの紙切れそのものである12)。 

 これを｢指環｣に当てはめると、最初はラインの乙女たちの父からたく

された責任感、アルベリヒの野望、乙女たちの失意、ヴォータンの野望､

アルベリヒの呪い、ファフナー兄弟の殺し合いと執念、ジークフリート

の冒険心による大蛇退治、ブリュンヒルデの愛と裏切りによる怒り、

ハーゲン、アルベリヒの執念による暗殺、ブリュンヒルデの怒りと自己
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犠牲、と所有者が変わって遂には元に戻る、という構図になっている。

繰り返すが所有権の移転に際して｢指環の魔力｣が実際に使用された形跡

は殆どない。あるのは、指環に対する思い＝呪いであり、それに言及す

る言葉のみ、なのだ。 

「指環が権力をもたらす」も､「指環を持つものに呪いあれ」も､どち

らも実態のない言葉でしかない。言い換えるならば、権力も呪いも､――

すべて言葉､言霊に過ぎない。 

指環に操られて、騙され､語られて、人は愚かな行動をする。言霊と

は指環による「騙し」とも言い換えうる。 

 こうしてみると、ヴォータンが指環の周りをうろうろしながら結局指

環を入手する決定的行動に移れないことにも納得がいく。彼は｢契約｣と

いう、今ひとつの呪いに縛られているがゆえ、呪いの指環に手が出せな

い。言葉、呪いは互いに等価値だからである。 

指環による呪いを破るのは、思い切った行動でしかない。しかし、権

力を求めるための行動では、権力という呪いを解くことはできない。ゆ

えに、指環の呪縛を開放することができるのは、ブリュンヒルデの熱烈

な愛情、自己犠牲によってのみなのである。 

 

 こうして、指環とは何か、について最後の答えが出ることになる――権

力をもたらすと同時に所持者を死に至らしめるという呪いがかけられた

指環――それは、権力とはすなわち死にいたる呪いであるということを

語り、魔力とは権力を得たいという欲望を持った人を縛る言葉・言霊な

のだ。プロローグにおけるローゲの指環を言い換えるならば｢それはき

らきら光るおもちゃに過ぎない、水の中にある限りは――だが指環とし

て鍛えれば世界を支配する権力を得ることができる､という呪いを与え

られたとき、それは欲望の対象、権力欲の対象となり、人を支配する魔

力を持つのだ」となるだろう。 

指環を語る物語は権力を求める言葉・言霊の力についての物語――メ

タフィクションになっていく。そして呪われた言葉・言霊についての物
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語を延々と歌うことによって言葉・言霊に憑き動かされ、呪われて死ん

でいった人々の魂静めがなされるのだ。指環にかけられた男性原理の

呪いすべてを最終的に救済するのは女性原理による鎮魂歌しかない―

―ブリュンヒルデのレクイエムに今一度、絶大なるカーテンコールを！ 

 

NOTES 

 1) 音楽専門でない筆者がこの題材に関して語るのは、｢不遜｣のそしりを免れ

ないかもしれない。しかし、｢指環｣四部作一挙公演は、十数年に一度の祝

祭である。とすれば、｢祭り｣をただ見ているだけではなく、多少なりとも

神輿に触れてみるくらいのことは試みたいのが人情というものである。踏

み潰されるかもしれないが、それは覚悟の上のこと。音楽専門のかたがた

から見ればとんでもない誤りを語っているところがあるやもしれない――

大いにありうる。 

 2) 以下、本公演の主要スタッフ、キャストを記す。  

ベルリン国立歌劇場  Deutsche Staatsoper Berlin 

  ｢ニーベルングの指環｣   Der Ring des Niebelungen 

指揮 ダニエル・バレンボイム  Daniel Barenboim 

演出 ハリー・クプファー  Harry Kupfer 

    演奏 ベルリン・シュターツカペレ  Staatskapere Berlin 

舞台芸術 ハンス・シャボーノホ Hans Schavernoch 

    衣装 ラインハルト・ハインリヒ Reinhard Heinrich 

 DAS RHEINGOLD 

ヴォータン  Wotan ファルク・シュトラックマン  Fark Struckmann 

ドナー  Donner アンドレアス・シュミット  Andreas Schmidt 

フロー Froh  ロバート・ギャンビル  Robert Gambill 

ローゲ  Loge  グレアム・クラーク   GRAham Clark 

アルベリヒ Arberich グンター・フォンン・カンネン gunter von kannen 

ミーメ Mime  ペーター・メンゼル  Peter Menzel 

ファゾルト Fasolt  ルネ・ポープ  Rene Pape 
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ファフナー Fafner  デュッチョ・ダル・モント  Duccho dal Monde 

フリッカ Fricca  ローズマリー・ラング  Rosemary Lang 

フライア Freir  カローラ・ヘーン  Carola Hohn 

エルダ メテ・アイシング  Mette Ejsing 

ヴォークリンテ Wogrinde  カローラ・ヘーン  Carolla Hohn 

ヴェルグンデ  Wellugunde カタリーナ・カンマーローアー   Katarina 

Kammmerloher 

フロスヒルデ Frosshilde  アンドレア・ベーニッヒ Andrea Bonig  

DIE WALKURE 

ジークムント Jiegmund  ロバート・ギャンビル  Robert Gambill 

フンディング Hunding  ルネ・パーペ  Rene Pere 

ヴォータン  Wotan  ファルク・シュトルックマン  FARk Ftruckmann 

ジークリンデ  Siekrinde  ワルトラウト・マイアー  Wartraud Meier 

ブリュンヒルデ  Brunnhilde デボラ・ポラスキ Debora Porask 

フリッカ Fricca ローズマリー。ラング  Rosemary Lang 

ヘルムヴィーゲ Hermwige カローラ・ヘーン  Carola Hohn  

ゲルヒルデ Gerhilde インガ・フィッシャー  Inga Fischer 

オルトリンデ  Ortlimde  マグダレーナ・ハヨショヴァ   Magdallena 

Hajossyova 

ワルトラウテ  Wartraude  ローズマリー・ラング  Rosemary Lang 

ロスワイゼ  Rosweise  シモーネ。シュレーダー  Simone Schroder 

グリムゲルデ   Grimgerde  クリスティーネ・ヒームッシュ   Christine 

Hiemsch 

シュヴェルトライト  Schwertleite  アンドレア・ボーニヒ  Andrea Bonig 

ジークルーネ  Siegrune  ボリャーナ・マッテーヴァ  Borjana Mateewa 

SIEGFRIED 

ジークフリート  Siegfried  クリスティアン・フランツ  Christian Franz 

ミーメ  Mime  グレアム・クラーク  Graham Clark 

さすらい人   Wanderer (Wotan)  ファルク・シュトルックマン   Fark 
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Struckman 

アルベリヒ   Alberich  ギュンター・フォン・カンネン   Gunter von 

Kannenn 

ファフナー  Fafner  ヂュッチョ・ダル・モンテ  Ducio dal Monte 

エルダ Erda  メテ・アイシング  Mete Eising 

ブリュンヒルデ  Brunnhilde  デボラ・ポラスキ  Deborah Polaski 

森の小鳥 Waldvogel 天羽明恵 Akie Amou 

GOTTERDAMMERUNG 

ジークフリート  Siegfried  クリスティアン・フランツ  Christian Franz 

グンター        アンドレアス・シュミット 

アルベリヒ   Arberigh  ギュンター・フォン・カンネン   Gunter von 

Kannenn 

ハーゲン  Hagen デュッチョ・デル・モンテ  Duccio dal Monte 

ブリュンヒルデ  Brunnhilde デボラ・ポラスキ  Deborah Polaski 

グートルーネ  Gutrune  カローラ・ヘーン  Carola Hohn 

ワルトラウテ  Wartraute ローズマリー・ラング  Rosemary Lang 

1。 運命の女神 １Norn メテ・アイシング  Mete Ejsing 

2。 運命の女神 ２Norn ローズマリー・ラング  Rosemary Lang 

3。 運命の女神 ３Norn キルシ。ティーホネン  Kirsi Tihonen 

ヴォークリンデ  Wogrinde  カローラ・ヘーン  Carola Hohn 

ヴェルグンデ   Wellgunde  カタリーナ・カンマーローアー   Katharina 

Kammerloher 

フロースヒルデ  Frosshilde  アンドレア・ボーニッヒ  Andrea Bonig 

       日本語字幕翻訳監修  小林一夫  

       プログラム編集 日本舞台芸術振興会 

なお､本稿の日本語についてはこの字幕のほかに高橋康成他訳『ニーベルン

グの指環』(新書館､1997年)を参照した。 

 3) 初演は万延元年（1860年）市村座 本文は『古典日本名作全集・歌舞伎名

作集』（ちくま書店・1961年）より） 
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 4) 2001年6月番のシアターコクーンにおけるコクーン歌舞伎｢三人吉三｣では

三者とも雪の華やかに舞い散る中で斬り死にを遂げた。串田和美によるこ

の演出は、｢主人公を殺しては客から非難される｣という歌舞伎の約束事か

ら自由になったことによりさらなる華麗さをえた、ともいえよう。 

 5) 『雷神不動北山桜』。安田蛙文、中田万助作。寛保二（1742）年、大阪佐

渡島長五郎座初演。 

 6) 山形治江訳 

 7) 上記プログラム、衣装担当者ラインハルト・ハインリッヒインタビュー 

 8) 円状の前傾に幾何学的な立方体模様が浮かび上がり、いやでも9:11テロを

髣髴させるが、先にも述べたとおり､このプロダクション自体はそれに三年

以上さかのぼっている。  

 9) 参考までに、この最終場面での他の演出についていくつか触れておきたい

（いずれもNHK衛星放送からヴィデオ録画したものを確認した。ライブで

見たものでないのは恐縮の至りだが最初にも述べたとおりライブで四部作

とおすのは十年に一度程度であるのでお許し願いたい）。 

まず、1989年のバイエルン演出（指揮ヴォルフガング・サバリッシュ、

演出ニコラウス・レーンホフ）においては、ブリュンヒルでの詠唱の場面

では周りには誰もおらず、ラストシーンで｢指環に触るな｣と叫ぶハーゲン

は地球儀を抱いているが、それを取り落とす。倒れた彼にローゲ役の男性

（恐らくは語り手）が覆いをかけてやり、レコード盤を一枚、演奏席に放り

投げて幕となる。   

 1990年のメトロポリタンオペラ公演では（指揮ジェームズ・レヴァイン､

演出ブライアン・ラージ）ブリュンヒルデの歌の最中ハーゲンはずっと陰

で見守っており、指環が乙女たちの手にわたるとそれを取り戻そうと水中

にはいるが、三人の手から手へ渡される指環に僅かに届かず、沈んでしま

う。 

 1992年のバイロイト版は、バレンボイム指揮、クプファー演出であるゆ

え、今回のヴァージョンに近く、ブリュンヒルデが詠唱の途中で槍を折り､

ハーゲンがなすすべなくうろうろしながら水中に沈み、アルベリヒがそれ
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を見守るところまでは同様である。が、その後、現代の人々が大画面テレ

ヴィを舞台に持ち出して（間違いなく｢指環｣に）見入っている。そのうち

の一人の少年が人形を抱いた少女に手を差し出すところで終幕となる 

10) 鶴屋南北作 初演・文政八年（1825年）中村座 

11) 並木千柳、三好松洛、竹田出雲作 初演・寛延元年（1749年）中村座 

12) 無論、例外はある。『恋飛脚大和往来』における｢封印切｣では、忠兵衛が相

手の侮辱に耐えかねて封印を切るのが見せ場であるため､悲痛な表情で封印

を破って小判を畳にぶちまける。また、いくつかの作品で ｢御家の重宝｣と

されている「鯉魚の一軸」は、クライマックスで「鯉掴み」のパフォーマ

ンス――軸から逃げ出して滝壷に入った巨大な鯉を、盛大に水が流れる中で

捕まえる、何トンもの水を使ったスペクタクルをやるため､実体をみせる。 

 

私的後記  2002年1月17日  山口県宇部市 

 最後に、言霊の力、さらには魂鎮めという営為について私的な体験を

語りたい。 

 2002年1月17日､筆者の父が世を去った。 

 前日の夜までごく普通の日常生活を営んでおり､当日午前六時ごろ胸

の痛みを訴え救急病院に運ばれ、午前九時には心臓停止を確認したとい

う。 

 何の兆候もなかったため筆者としても信じられない思いでとにもかく

にも日野市の自宅から山口県の生家まで急行した。移動中、父の死とい

う事実に添えて、つらい選択がゆだねられていた。死因が心不全という

ことは明瞭なのだが､それ以上の詳しいことが外部的な調査では不明の

ままであるため医師が解剖を希望しているというのである。 

 羽田からの飛行中に考えが二転三転した。少しでも医学の役に立てる

なら――いや父は取り立てて何かの手術を受けたこともないしそれなら

このまま無傷のほうが――しかしやはり死因が不明では――だが早く帰

宅させたやったほうがいいのでは――。 

 午後四時ごろ病院に到着し直接医師に説明を受け同意を求められた。
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母は半狂乱のていで､「医学的結果とやらが分かったところで突然死ん

だことはどっちにせよ納得できない」というばかり。悩んだ末に医師が

「究明するなら今しかないので」というのに同意することになった。 

 自宅で遺体を迎える用意をととのえた後、午後九時ごろ病院で「解理

性大動脈瘤による心タンボナーデ」なる病名を告げられ、一瞬、脳が拒

否反応を起こした。日本語ではあるらしいが、意味不明なることルーン

文字で唱えられた呪文と甲乙つけがたい。より一般人向けの説明による

と､「心臓を取り巻く大動脈に亀裂が生じ､そこに血液が普通の動脈瘤と

は逆の形で流れ込むことによって亀裂が破壊され､心嚢内に一気に血液

が満たされ、急激に心臓の機能を奪った」ということである。が、なぜ

そういう事態が生じたかは不明のままで、これでは「納得」とは程遠い｡ 

 ところが、翌日の通夜から葬儀、さらにそれに続く数日間で多くの弔

問客と語り、死因について（さすがに「心タンボナーデ」なる呪文は唱

えなかったが）「心臓の周りの動脈が破裂して――血液が急に心臓を圧

迫して――」などという説明を繰り返すうち、次第に事態を落ち着いて

認識することが可能となった。原因は不明にせよ､「心タンボナーデ」

という病名が与えられ、それを理解の範疇内に入れるという情報操作に

より､「父の急死」という事実を自身の精神内部でコントロールするこ

とができるようになったわけである。 

 思えば、筆者は文化､文明論で講義する際には必ず『旧約聖書』より

「創世紀」を引用していた。 

神がアダムに「世界の生き物に名前を名づけ、支配せよ」と命令した―

―秩序付けた――くだりである。名前をつけることは、すなわち分から

ないものを了解可能にすること､理解可能な範疇に位置付け、それに

よって情報操作することであり､情報操作はそのままコントロール・支

配となる、それが人間が動物と違って言葉を持つことの意味である、と

講義していたのだが､ここに至ってその意味がようやく実感できた。と

同時に、死者について語ることが、言霊による魂静めである、というこ

ともまた、はっきりと悟った。 
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 父は筆者に対し、学問上（幼い頃には｢勉強｣について）何一つ指示は

しなかったし、筆者の人生行路についても全く口出ししなかった。そし

て今、言語・文化について、約25年学び15年教えてきた筆者であるが､

最も重要なことを頭では理解していたつもりでも心底からは体得してい

なかった、と恥じ入ると同時に、それを父が自身の命を持って教え諭し

てくれたのか、とも思う次第である。 

 思えばここ数年、筆者の論文は､家族関係の相克を主題にしていたも

のが多かった。これはもちろん偶然のシンクロニシティなのではあろう

けれど、もしかしたら父の導きなのか、と、いささか非科学的なことも

心を掠める。 

 実のところ、『オイディプス王』のくだりを除いた小論の大半は（無

論、のちにさまざまな加筆訂正はしたものの）2002年 2月中旬の約二週

間に（『指環』を体験した直後の記憶が薄れないうちに、という要因も

あってのことであるが）書き綴ったものである。多くの言の葉を無我夢

中で書くことが、ある意味では筆者自身にとっての魂鎮めという効果が

あったのかもしれない。 

 紀要論文の後記としてはあまりにも私的かつ感傷的な文面だが、伏し

てお許しを願いたい。 

 本稿の最終校了日近くが父の一周忌となる。謹んで小論を父の霊にさ

さげる。 


