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祭壇に舞う狂姫
親滅すほどの大義はありやIV

Lunatic Prinncesses Dancing on the Stage.

藤　田　敏　明

わたしは陛下の軍人じゃ。それがわたしにとっての大義である。大義は
親を滅す、という。大義のためには親しきものをも捨てる、これじゃ。
「しみじみ日本・乃木大将」井上ひさし（1）

プロローグ

「大義、親を滅す」（2）　これは旧日本軍において、さらには軍閥政治に
踊らされた昭和前半の政府によって人口に膾炙してきたフレーズだった。
第二次世界大戦末期には、あたかも究極の日本人の倫理のごとくプロパガ
ンダされていた。しかしながらこの概念は明治以前においても日本的な精
神として受け継がれてきたものだったのだろうか。
確かに歌舞伎のいくつかの代表的な演目においてそれに類するものが見

受けられる。「忠臣蔵」（3）では主君のあだ討ちという大義名分のために、
早野勘平は妻を売り義父を殺し（実際は違うが）最後には自害するし、寺
岡平右衛門は妹を殺そうとする。大星力弥は小浪とたった一夜の夫婦とな
り、岳父・加古川本蔵を殺す。最後には（高師直以下多数の敵を倒した後）
47名の義士全員が切腹ということになる。「寺子屋」（4）の松王丸は若君の
身代わりとしてわが子の首を検分する。「先代萩」（5）の政岡は若君のため
に殺されるわが子を平然と見捨て「でかしゃった」と号泣する。
がしかし、それらは「大義」の重要さを肯定するものではなく、むしろ

「大義」によって滅せられる「親」たちの、あるいは大義ゆえに「親」を
滅せねばならない子供たちの、苦悩や悲しみを強調するものではなかった
ろうか。筆者は2002年以来、この言葉を反語に用いて『親滅すほどの大
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義はありや』（6）というタイトルでいくつかの論文をつづってきた（無論、
本歌は寺山修二の「燐木擦るつかの間海に霧深し　身捨つるほどの祖国は
ありや」（7））。本稿はその第4回目に当たり、2012年のいくつかの舞台空間
における「大義、親を滅す」──何らかの重要な公的なもののために自身
の親しいもの、あるいは自分自身を犠牲としてささげる「供犠」──表現
について考察していく。
古代より舞台空間とは神々にささげものをする「供犠」の場ではあった。

また「供犠」をなすための「舞台」とは字のごとく（日本においては天岩
戸の昔から）舞踏を行うための「台」に他ならない。舞踏はしばしばトラ
ンス状態を伴いそれは一時的か恒久的かはともかく一種の「狂気」といえ
る。「供犠」空間としての舞台はいけにえを神々にささげる「祭壇」でも
ある。したがって本稿は「祭壇」上の「供犠」「舞踏」「狂気」の関連性を
考察するプロセスでもある。
今回題材としたのは、2012年6月から八月までに上演された6作品であ

る。物語は恋人殺し・親殺し・子殺し・兄弟殺し・配偶者殺し・母子相姦
と多彩であり、古典悲劇から現代劇までジャンルは幅広い。そしていずれ
の作品においても「供犠」に伴う「舞踏」の狂気を鮮やかに輝かせるため、
演出家は苦心を重ねている。

1．赤いステージの狂気

『サロメ』（8）新国立劇場　2012年六月七日

2012年六月、新国立劇場で上演された『サロメ』の考察から始める。
キイワードは「赤く染まるステージ」だが、実はこれは今後ほかの舞台に
おいても繰り返される、一つのキイワードとなる。
最初から舞台には仕掛けがある。登場人物たちの立つステージと客席と

の間にはくぼんだ空間があり（オーケストラピットを空白にしたものと思
えばよい）下には水がたまっていて、顔や体に刺青を施した首切り役人の
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大男が凶暴な顔つきでのし歩いている。さらにそのこちら側には宝塚で使
うような橋掛かりがあり、それによって客席と舞台の隔絶がより明確と
なっている。舞台の天井には巨大な鏡が張り巡らしてあり地上の光景を映
し出す。バルコニーの衛兵たちも空中に映し出されている。衛兵たちの衣
装は現代の軍服でライフル銃を携えている。その現代性を強調するように
「今夜のサロメ姫は、また何という美しさだろう」
シリア人の隊長が「見つめる」のはテレヴィ映像に映し出されたサロメ

である。小姓はリモコンを切って
「そんなふうに人を見るべきじゃない。──災いを招く羽目になるよ」
哀願する。男性ではあるがいわゆる「釜っぽい」口調であるのを隠そう

としない（リヒャルト・シュトラウス作曲によるオペラ（9）の場合はもと
もとアルトに指定されていて女性が演じている役である）。シリア人はリ
モコンを取り返して再び映像を写し、
「まるで銀の鏡に映った、白い薔薇のようだ」
と嘆息する。
「私の後には、私より強力なお方がこられるであろう」
ヨカナーンは実際ステージ地下に幽閉されており、時折鉄格子から水溜

りにに顔をのぞかせる。彼の語りは通常の演出では「怒れる声」なのだが
むしろいさめるような諭すような柔らかい声色で語りかけている。兵士た
ちの
「あれは聖人だぞ」
という発言を重視しているのだろう。エコーのかかったやさしげな声が

最後に「いけにえの子羊」となることを暗示する。
カーテンがかかった上手、宴会の広間からバルコニーに出てきたサロメ

は
「月を見るのって、なんて素敵なの───きっとあの子は処女ね。処女

の美しさよ」
という言葉に合わせるかのように全身白の衣装をまとっている。しかし

ヨカナーンの言葉に興味を引かれ
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「なんて不思議な声なの、わたし、彼と話しがしてみたい」
欲望を抱くようになってから以後は処女の女神とはほど遠い売春婦さな

がらの手練手管を見せ付ける。
「聞こえなかったの？わたしは彼に会いたいの！」
甘える時にはわがままなお嬢様となり、
「モスリンのヴェール越しに、あなたを見てあげる。ナラボート、私、

あなたに微笑みかけるかもしれない」
シリア人を見つめる目つきは逆に「狂った女」のようでもある。一目、

サロメに見つめられると、シリア人は抵抗できない。
「預言者をつれてこい」
誘惑に負けておきてを破った隊長の身を案じて
「ああ、何て異様な月なんだ、自らを包む白布を探っている、死んだ女

の手みたいだ」
嘆く小姓は、すでに隊長が第一の犠牲者となることを察知している。
「私はあの女に見られることを望んではいない」
凶暴な表情の首切り役人によって鎖でひきづられて地下室から出てきた

ヨカナーンは、しかし水溜りや橋掛かりにとどまっていて「上のステージ」
にいるサロメとはなかなか交わらない。
「サロメっていうの、ヘロデアの娘で、ユダヤの王女」
サロメは上から語りかけ
「下がれ、バビロンの娘よ！」
ヨカナーンは下から答えるが彼の言葉のとおり二人の距離は遠い。
「ヨカナーン！お前の体がいとおしい。」
サロメはヨカナーンの肌や髪を賞賛しステージ上から、さらには橋掛か

りから手を伸ばすがヨカナーンには届かない。
「キスさせて、その唇に」
ついには橋掛かりに走りよってそう告げるが
「私は汝を見たくない」
ヨカナーンは拒否して地下へ戻る。



祭壇に舞う狂姫

－41－

「そいつにそんなことをいうんじゃない！」
シリア人は嫉妬に来るって姫に拳銃を向ける。
「──姫、姫、そんなことはいわないでくれ」
しかし彼には愛するサロメを殺せない。自分の頭を打ち抜いて自殺し、

そこからはかなりの量の血が流れ出る。
「僕には、月が死者を探しているのがわかっていた、だけど、その探し

ていたのが君だったなんて。ああ、どうして僕は君を月から隠してしまわ
なかったのだろう」
小姓が嘆く間にも血が流れ続けるがサロメは犠牲者には関心を払わずヨ

カナーンのことだけを思い、
「私、お前の唇にキスする！」
牢の扉をたたく。
「滑ったぞ、血ではないか！」
バルコニーに出てきたヘロデ王は実際に血を踏みつけて足を滑らせる。

部下たちは命令どおり死体を片付け舞台上の血を掃除する。一瞬「天使の
羽ばたく音」が舞台上に響くが、それはどうやらヘロデだけに聞こえてい
てほかの人物には聞こえないようだ。王は娘に酒を勧める。
「その赤い、小さな唇を本の少し潤すだけでいい、あとはこのわしが飲

みほしてやろう」
義理の娘であるサロメに近親相愛的な欲望を抱いているのは明らかだが
「わたし、のどかわいてません、王様」
あっさり拒否される。食事も、そばに座ることも同様に拒否。最後にヘ

ロデはサロメに踊りを所望する。拒んでいたサロメだが
「もし踊ってくれるなら、何でもほしいものをいえ、くれてやろう」
王が誓うと舞を見せる決意をする。シリア人のときと同様、おねだりを

するときのサロメはしっかり王の目を見つめている。
「準備ができたわ、王様」
サロメはまずカーテンの向こう側に隠れて踊り始め、影だけが大写しと

なる。七つのヴェールの踊りは、近年のオペラ演出では最後に全裸になっ
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てしまう過激なものもある。影が上着を脱ぎ捨てた場面でははっとしたが、
とりあえずそれ以上には進まない。身軽になって表に出てきたサロメは、
細い紐のようなヴェールを人々に投げかける。音楽はアジア的な旋律で、
ぶどうの粒を次々に男たちに投げ与え、王を、そして観客を魅惑する。
「銀の大皿に乗せて」
サロメは、まるで小さな少女がいやいやをするようなはにかんだしぐさ

をしながら
「ヨカナーンの首」
と宣言する。
「ならぬ、ならぬぞ、サロメ、そんなものをほしがるでない」
拒むヘロデと追及するサロメ、二人の応酬においてサロメはステージ上

から水溜りに降りて、
「わたしは、ヨカナーンの首がほしいの」
水をバシャバシャと跳ね上げて『駄々をこねるお姫様』を表現する。
エメラルド、孔雀、宝石、と妥協を図るヘロデに対し、
「誓ったのよ、あなたは、ヘロデ！」
それまでは王様と呼んでいたのが、名前を呼び捨てにして橋掛かりから

指差して王を糾弾するサロメの言葉は力強い。
「これに望みどおりのものを与えよ」
ヘロデはサロメの要求を認めざるをえなくなる。
「音が聞こえた！きっと刀を落としたのだわ」
ヨカナーンの首を切ったと思しき瞬間から舞台上には赤い血が流れ出て

くる。
「もしわたしを見ていれば、きっと、私を好きになったはず」
ヨカナーンを思うサロメの独白が続く中、やがてステージ上はことごと

く真っ赤に染まる。『サロメ』演出では確かに血まみれになるものも多いが、
それにしてもステージ全体に血があふれ出るという情景は初めてであろ
う。
「愛の神秘は、死の神秘より大きいの」
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首切り役人から首を受け取ったサロメは、その血の中を転げまわりなが
ら首に恋を語りかけ衣装は真紅に染まる。処女を表す白のドレスは、赤く
染まるための白だったのだ。赤いステージ上、唯一白く浮かび上がったテー
ブルにサロメが載ると、赤、白、赤、と、鮮やかな色彩が浮かび上がり、
その姿がまた天井の鏡に映し出されている。神に殉じ首となったヨカナー
ンと恋に殉じる覚悟のサロメが地上と空中、二つの祭壇に祭り上げられて
いる。
「ヨカナーン、お前の唇に、私、キスした。苦いのね、お前の唇って。

血の味なの？──ううん、ひょっとすると、恋の味なのかも」
サロメの狂気が頂点に達したとき
「あの女を殺せ」
ヘロデの言葉とともに、本来は「兵士たちにたてで押しつぶされる」場

面で機関銃の音が鳴り響き、サロメは崩れ落ちる。古代を舞台にした作品
でラストが銃の響きというのもまた現代ならではの演出だ。筆者自身は『ハ
ムレット』（10）で3回（二回は蜷川幸雄演出、一回はペーター・ストルマー
レ演出）『ロミオとジュリエット』（11）で一回、見た経験がある。
カーテンコールでは血まみれのサロメ一人が赤いステージの上に立ち、

ほかの出演者たちは血に汚れないように橋掛かりから挨拶をする。真紅に
染まったサロメはほかの人々からはかけ離れた、一種孤高の存在となって
祭壇を独占するのである。

2．父殺し・母子相姦の狂気

『シレンとラギ』（12）　2012年5月29日　青山劇場

『サロメ』では液体の血が舞台いっぱいに流れていたが、血はまた気体
となって噴霧されていくこともある。親子兄弟の「血のつながり」は無論
愛情によって結ばれるべきものだが、逆に絶大な憎悪によって殺しあう事
態にもなりうる。
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『シレンとラギ』の舞台は、劇団新感線ではよく使う手法だが、近現代
の機械文明ではないどこともいつとも知れぬ時代を設定している。「北の
国」と「南の国」は長年対立しており今も一触即発の状況下にある。主人
公ラギは北の国の将軍キョウゴクの息子で若き武芸者、女主人公シレンは
毒薬を使う手練の暗殺者である。シレンはかつて南の国の奇怪な教団の教
主ゴダイ大師を暗殺したのだが、なぜか二十年もたって彼が復活したとの
うわさが流れたためキョウゴクの指令を受けて再び暗殺に赴く。ラギはそ
の助手を務める。
場面は過去に戻って、ゴダイが信者たちを獲得していく過程が明らかに

される。彼はまず一般庶民に自分のためにいすになれと迫り、強引に彼ら
の上に腰を下ろす。そして今度は自分に腰掛けろ、
「ただし、座ったら、殺す！」
と、脅す。さらに、
「座ったら、殺すと、俺みたいにいってみろ」と恫喝、
そしてそれができないのなら、徹底的に椅子になって自分のために尽く

せ、と命令する。暴力を振るい加害者となるのをいとわない強い心の持ち
主ならともかく、心弱い人・やさしい人は彼に服従せざるを得なくなる。
人々の憎しみと愛情、恐怖心と依頼心をたくみに操るマインドコントロー
ルによって教団を拡大していったわけである。（今年になって、オウム真
理教のかつての容疑者たちが次々と逮捕されていった事実が反映されてい
ると思うべきかもしれない。オウム事件はまだ終わってはいないのだ）。
さらに、シレンが暗殺目的のためにゴダイの愛人となり、子供を生み、そ
の子は側近のものによって捨てられたという過去が明らかとなる。女性と
しては最も苦しい体験をしながらも、しかし国に命じられた暗殺の「大義」
を彼女は優先し子供を見捨てたのだ（このあたりで勘の鋭い観客には話の
流れがわかっていく）。
武芸者としてのシレンの実力を賞賛していたラギだが、彼女と苦難を共

にする間に男女の愛情が生まれ、二人はゴダイ暗殺の直前、一夜を共にす
る。初めての口付けに際して、
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「血の味がしたでしょう」
という言葉は『サロメ』同様だ。ところが翌日、殺そうとしたゴダイを

前にして驚愕の事実が明らかになる。ラギこそが実はシレンとゴダイとの
間に生まれ捨てられた息子だったのだ。父親殺し、母親と息子の近親相姦
──そう、ギリシア悲劇『オイディプス王』（13）の骨格そのままである。
赤子を捨てるように命令され、捨てきれずに他国の友人に預けた男の告白、
という『秘密の暴露』の経緯にいたるまで、オイディプス王を忠実になぞっ
ている。ラギはここにおいて国からの暗殺命令という「大義」によって、
突然明らかになった実の父を殺すかどうか、選択を迫られることとなる。
「所詮この世は生き地獄だ！」
というゴダイの叫びで第一幕は閉じる。シレンとラギは、父殺し・母子

相姦という「狂気」の中に立ちすくむしかないのだ。
第二幕、ラギはすでにゴダイを殺害し、ただし北の国に凱旋するではな

く自らが「ロクダイ」と称して教団を受け継いでいる。教祖のためにいす
になれといった教義はさらに過激に拡大されて
「アイこそコロシアイ」
死の「犠牲」を最大に尊ぶよう洗脳されている。
「ロクダイさまをあがめます、ロクダイ様に従います」
死をいとわぬ民衆は恐れを知らぬ強力な兵士に仕立てられ教団に統一さ

れた神の国という「大義」を担って北に向かって進軍していく。
「我らの前に道はない。血が流れたところに道ができる。血は、道だ。」
シレンはラギをの前に立ちはだかろうとするが
「それは女として、それとも母として？」
「わからない。私にもわからない」
「だったら、殺しあおう」
ラギをとめるすべがなくなる。
北の国で最後に迎え撃つのはラギの父──実の父ではなく育ての父だっ

たことが判明したが──キョウゴクで、彼自身もこの決戦を機会に北と南
の二つの国を統一して支配者になりたいという野心を持っている。育ての
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親と息子との決戦となったが、キョウゴクにはラギに対する大きな嫉妬が
ある。実は彼は娘への近親愛を抱いているが果たせず（娘はラギが実兄で
はないと知ってひそかに恋心を抱いている）そのタブーを軽々と乗り越え
たシレンとラギをねたんでいるのだ。しかしこのコンプレックスがあるゆ
えキョウゴクはラギには勝てない。
「俺は一度、父親を殺している。お前など、ゴダイの足元にも及ばない」
キョウゴクを倒したラギは実の父と育ての父、二重の意味の父殺しとな

る。その父は死ぬ間際に最終兵器として、人類を死滅させる毒を国中に振
りまく。この「世界中に振りまかれる毒」は福島原発の放射能を髣髴とさ
せる。
父殺し、母子相姦によって穢れたラギ、そのラギに対する恨みでキョウ

ゴクは世界中を毒によって穢す。血によって結びつく近親憎悪は果てしな
く続き世界を滅ぼそうとしている。民衆は毒によって死滅のふちに苦しみ
ラギは絶望して自殺を図る。ところが、手首を切って死のうとするラギを
抑えてシレンは語りかける。
「あなたの血はそんな風に流すんじゃない」
彼女が自分の血を振り掛けると、毒で倒れた人々が蘇生する。幼年時代

から毒を使い続けた彼女の体、血の中には、あらゆる毒を浄化する作用が
含まれているのだ。そしてシレンの息子であるラギの血にも同じく毒に対
する浄化効果がある。二人は自分たちの血を噴霧することによってこの国
を清め、人々を救う旅に出る。自身の血・肉体をささげて世界中の人々を
救う──これはイエス・キリストの十字架に勝るとも劣らぬ献身となる。
「それは女として、それとも、母として？」
二回目の問いに対して
「いいえ、人として」
今度は明確な答えが返り、最後の言葉によってオイディプス的な悲劇に

救済が提示される。
「白い毒雪の中、彼らの赤い血が道を作っていく」
最初にラギが語った「血の道」は死へと続くものだったが、こちらは逆
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に生命へ続く道となる。息子との恋という「試練」を乗り越えてシレンは
（「シレン」の「試練」、これは作者が意識した言葉遊びだろう）「聖母子」
として血が噴霧されて赤く染まったステージ上を歩むことになる。血で真
紅に染まるという情景は同じでも、近親愛の挙句に娘を殺すヘロデ、恋に
殉じ死へと導かれるサロメとはまったく逆のベクトルがこのラストシーン
には作用している。

3．自己犠牲に酔う狂気

『ヤマトタケル』（14）　2012年7月26日　新橋演舞場

『シレンとラギ』で扱った「国」はいつの時代のどことも知れない架空
の国であり、結末はその国がいったん滅んで再生を迎える曙光だった。一
方で日本の古代──この国が生まれる際の「大義」について考えてみよう。
梅原猛原作スーパー歌舞伎『ヤマトタケル』は、古事記を基にした英雄

伝説である。
景行天皇の時代（古事記の記述はそうなっているが、実は舞台上では「帝」
とだけあって名前は述べられていない）長男・大碓命は朝餉の儀式に出席
せず、また常世の国から帝に送られた兄橘姫、弟橘姫の姉妹を自分のもの
としている。彼の所業を疑った帝は弟の小確命を使者に送る。小確は兄を
尋ねるが、兄は帝への謀反に弟を誘う。二人はもみ合い（といっても一人
二役で演じているのだが）その果てに弟が兄を殺してしまう。父・帝を安
泰にするために兄が犠牲にされたのだ。小確は兄の謀反を隠すため、理由
を告げずに兄を無残に殺したと報告し、父の咎めを受ける。今度は兄の名
誉のために自分自身を犠牲とするわけだ。
兄殺しの罪でいったんは死を命じられた小確は大臣の進言により一兵卒

の援助もなしに単身、クマソ征伐に赴く。ヤマトの国を安んじる「大義」
のために命を賭ける羽目に陥ったのだ。クマソの宴会がスペクタクル的な
見所のひとつで、小確は踊り子に女装して剣の舞を踊ってクマソタケル兄
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弟を倒し、彼らから「タケル」の称号を譲り受ける。
「私は勝ったのだ！」
勝利の雄たけびで第一幕が終了する。
大手柄を立てて帰国したが父は満足せず休む暇もなしに蝦夷征伐を命

じ、気休めのように兄橘姫を褒美として妃に与える。タケルは東征の途上、
伊勢では今度は弟橘姫の愛を得る。結局は、兄同様、姉妹ともに妻にして
しまうわけである（いや、兄は姉妹を自分の手元にとどめただけでまだ妻
にしたわけではなかったので、兄より上手である）。
焼津でヤイラム・ヤイレコ兄弟のはかりごとで火責めに会う。ここでは

炎を表した布によってステージ全体が真紅に染まるが、草薙の剣で難を逃
れ兄弟を返り討ちにする。このときのヤイラムの恨み言が本作の大きな
テーマで
「お前たちは米と鉄を持ち込んで人の心を壊した」
稲作文明を糾弾する。この件について詳述しようとすると大文明論に

なってしまうので避けるが、要点は「ヤマト国家」が国としての体裁を作
る「大義」のためにクマソ、蝦夷、さらには吉備なども含めて先住者たち
をいけにえにしたということにほかならない。
海路を取ったヤマトタケル一行は走水の海で嵐に出会う。海神の怒りを

静めるためにはヤマトタケルの
「一番大事なものをささげものにする」
しかない。一番大事なもの──それは同行している弟橘姫に他ならない。
「馬鹿なことを、そんなことを言う海神はうそつきだ！」
と否定すると稲妻に打たれる。ここで弟橘姫は
「海神の大后になります」
自ら犠牲になると申し出る。タケルの正妻はヤマトにいる兄橘姫で、息

子もいる。自分はタケルの大后にはなれない、ならば海神の大后になるの
だ、
「八枚の畳を用意し、そこに私の場所を作ってください」
と求める。
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「気でも狂ったか」
止めるタケルを振り切って海に身を躍らせるさまは、自己犠牲のきわみ

となる。焼津の赤とは対照的に、ここで犠牲をささげる舞台は嵐の海なの
で青く染め上げられている。第一幕の終幕は「私は勝った」という勝利の
おたけびであったが、第二幕の幕切れは弟姫の死を嘆く号泣となる。
第三幕でタケルは尾張のミヤヅ姫の下に草薙の剣を置いたまま、伊吹山

の山神征伐に出かける。鬼・悪鬼めいた装束の山神たちもまた「国つ神」
とかつて呼ばれた先住民であり「天つ神」＝天皇家に土地を奪われた恨み
を語る。山神・姥神は自分たちの生命を犠牲にして死力を尽くした術を使
い、タケルに致命傷を負わせる。傷ついたタケルはヤマトへの帰国を急ぐ
が、ついにたどり着くことなく
「大和は国のまほろぼ　たたなづく　大和うるわし」
の歌を残して息絶える。ここまでの過程で、大確命、クマソタケル兄弟

とその配下、ヤイラム兄弟とその配下、弟橘姫、伊吹山の山神・姥神、と
多くの人々を犠牲にしてきた古代ヤマト国家だが、ついには最大の功労者
である英雄をも犠牲にしたことになる。国というものは、成立の端緒でい
けにえを要求するもの、といわねばならないのだろうか。
演劇のエピローグとして息子のワカタケルが「ひつぎのみこ」＝皇太子

となったのを見送ったタケルは巨大な白鳥の姿で墓から出現し
「天翔ける心、それが私だ」
空高く舞い踊る。ささげられたいけにえは祭壇から昇天するのだ。
2012年6，7月のこの公演は、三代目猿翁、4代目猿之助、9代目中車、5

代目団子、と、澤潟屋一門の襲名披露公演である。ただ系統はいささか複
雑で、先代猿之助が猿翁となり、先代猿之助の息子香川照之は歌舞伎を離
れていたために中車を襲名、おいの亀治朗が猿之助を襲名、中車の息子が
団子としての初披露で今後の歌舞伎役者としての基礎を作る、というしだ
いとなった。ヤマトタケルを演じたのが猿之助で、冷酷な父帝を演じたの
が中車であるが、ヤマトタケルの父に対する恨み言は実際は中車のせりふ
に聞こえる。終幕でワカタケルを演じる団子の
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「お父様は帝にはおなりにならなかった」
というせりふは、
「お父様は猿之助にはならなかった」
に聞こえる、というのはうがちすぎだろうか。

4．お家のため、夫と息子を殺す狂気

『桜姫東文章』（15）　2012年八月六日　新橋演舞場

2009年7月30日　シアターコクーン

鶴屋南北作『桜姫東文章』は「清玄桜姫」と「隅田川」ものとをない交
ぜにした世界で、クライマックスにおいて主人公の桜姫は、父のあだ討ち・
お家再興という「大義」をとるか、夫と息子という「親」をとるか、の選
択を迫られることとなる。
公家の名門吉田家では当主と長男が相次いで殺害され御家の重宝都鳥の

一巻も紛失、相次ぐ不幸に加えて生まれつき左手が開かぬことをはかなん
だ長女・桜姫は長谷寺で出家剃髪しようとする。ところが導師・清玄が念
仏を唱えると
「ヤヤ、コレコレこの手の内の、いつの間に」
左手が開き、香箱が現れる。
「人死してひとたび去って何のときか帰るとは、古語にも言えど、是は

また、一念この土にとどまって、輪廻はなれず生を引きしか」
実は桜姫は16年前に清玄が心中を遂げようとした稚児・白菊丸の生ま

れ変わりで、香箱は心中未遂の際に清玄と交換した恋の証だったのだ。清
玄は僧侶の身にもかかわらず、昔の思いを遂げようとする。
一方で桜姫は、一年前屋敷に侵した盗賊・権助に犯され
「因果な種を身に宿し」
子供を生んでいる。ところが盗賊を憎むのではなく
「またそのうちにどうかして、会いたいことも折に触れ、たとえよから
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ぬ営みを、する人とても姫御前は、一度なりとも肌触れて」
忘れられず恋しく思った挙句、その一夜に垣間見た釣鐘の刺青に合わせ

て自身の腕にも刺青を入れている。長谷寺で邂逅した二人は
「そなたの女房とやら」
「女房だぞえ」
愛を交わす。とんでもない姫君だがもちろん神聖な寺の中で情事などご

法度。
「寺院を汚した桜姫」
事が露見して姫は捕まるが権助は逃亡、清玄が代わって罪を着せられる。
「それは心となしたる破戒、我はまさしく人のため」
清玄本人はこの場では無罪なのだが、かつて愛した白菊の生まれ代わり

のために、あえて犠牲となって罪をかぶる。二幕以降
「百杖打って脱衣追放、命代わりに非人の仲間へ下さる」
寺から追放され、三囲のばでは蓬髪に敗れ衣、社会の最下層に落ち込ん

で姫を求めて非人たちの群れる嵐の堤を放浪する悲惨な姿を見せる。次の
岩淵庵室の場では病を得てかつての弟子の庵に身を寄せるが
「確かにあれはへそくり金。あいつを見てはもう片時も早く」
わずかな金を目当てに青とかげの毒を無理やりのまされて殺される。と

ころが落雷にあって生き返り、その場に居合わせた桜姫に
「重縁重なる互いの恋路、因果の道理わきまえて、心に従い色よい返事、

これ拝むわいのう」
と迫る。
「たとえ前世どのような、深い恋路であろうとも、そりゃ道ならぬ恋と

いうもの」
権助一筋となっている姫は拒む。
「破戒の上は何厭わん、つれなきそなたを刺し殺し、我もそのまま自害

なし、未来はひとつ蓮の楽しみ」
心中を迫るにいたっては精神的にも堕落しきっていてかつての高僧の気

配すらない。もみ合った挙句に逆に姫に刺し殺されてしまう。姫はここを
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訪れた権助と連れ立って逃亡するが清玄は幽霊となって姫を追い続ける。
高僧から非人へ、さらには妄執に迷った妖怪へと転落の一途をたどるわけ
だが、これが人間の業というものなのだろう。アリストテレスならずとも
「高い位置にある人間が転落する」のを見るのは傍目には面白い（16）。
一方桜姫のほうも転落では負けてはいない。寺内女犯の罪で追放され非

人に身を落とし、清玄を殺して殺人者となり（まあ正当防衛ではあるが）、
権助と一緒にはなったが女郎に売られる。かわいらしい釣鐘の彫り物のせ
いで「風鈴お姫」と人気になるのだが清玄の幽霊が枕元に立つため客に怖
がられて権助の元に返され、また女郎に売られる。と物語をたどっている
と落ちるところまで落ち込んでしまっていて救いようのない暗澹たる話の
ようだが、奇妙な明るさ（能天気といってもよい）が作中にあふれている。
「よしねえな、何ぞというと、そなたまでがそんなことを言うか、性は

これもの、あのたらちねの朝な夕なに。おや、またつまらねえことを言い
そうだ」
伝法な女郎言葉が身についてはいるものの、時にお姫様言葉が混じるの

が客の笑いを誘う。
さて第4幕権助住居の場、清玄の幽霊が枕元に出るため、廓から一時的
に権助の家に帰らされた桜姫は、狭い長屋ではあるが夫婦水入らずで酒を
酌み交わし、一応は「幸せ」に思っている（もっとも翌日にはまた別の店
に売られるはずなのだがどうも桜姫はそのあたりを苦痛に感じていない）。
権助が寄り合いで出かけたところは清玄の幽霊が現れる。
「最初はこの身に怖気立ち、いとしやとも、不憫とも、因果の道理と思

いしに、毎夜のことゆえ慣れっこになって、怖くはねえよ」
度胸の据わった啖呵を切る姫に、幽霊は真実を告げる。実は清玄と権助

は兄弟、また権助が金目当てで預かっている赤子は桜姫と権助の実子だっ
た。姫はめぐり合ったわが子を
「これ、母じゃ、わが子じゃ、可愛いやそなたは、果報つたなき生まれ

じゃのう」
と抱きしめる。はからずも親子三人、水入らずになったわけである。



祭壇に舞う狂姫

－53－

ところが酔って帰宅した権助は、自分が姫の父を殺害した犯人であるこ
とを示す密書をうっかり落とし姫に読まれてしまう。都鳥の一巻を強奪し
その際に姫の弟・梅若まで隅田川で殺害したことまでしゃべってしまう。
桜姫は夫が親、弟の仇二重の仇と知ってしまう。ここからの姫の行動がす
ばやい。
「今ぞ吉田の御家再興。父の敵も弟のあだも、ただひと時に自らに、知

らしめ給うか、ええありがたい」
まず御家の重宝都鳥の一巻をとりかえし、
「さすれば不憫やこの幼子。父の最期のこの刃物」
さすがにわが子を殺すときには「憂い」の身ごなしを見せる。
「わが子も夫も現在敵同士じゃ。南無阿弥陀仏」
顔を見ながらではさすがにつらいため羽織をかぶせて刺し殺し、さらに

夜着越しに
「うぬはお姫か、何で亭主を」
権助をも殺害する。
桜姫のこの行動に疑問を持つ観客も多いはずだ。これまでの経緯におい

て彼女は権助との恋のために公家の姫という身分を捨て、殺人を犯し、く
るわに身を売り、それでもなお権助の女房であることを喜んでいた。この
幕の始まりの場面では「吉田の家」のことなど脳裏にあるとも思えない。
また、産み落とした直後から別れ別れになっていた息子とめぐり合い、ひ
しと抱きしめていたのだ。にもかかわらず、夫・息子という「親」よりも
「敵討ち・御家再興」という「大義」を（一方でこれも父・弟という「親」
ではあるが）選択したということになる。直前までの彼女の行動とこれは
矛盾してはいないか。
それが歌舞伎の物語展開であり、現代的なキャラクターの首尾一貫性な

どは要求されていない、という答えもある。つい先ほどまで仲むつまじく
していた夫と息子を殺して何の迷いもなく「敵討ち・吉田家再興」を果た
すのが南北原作の本来の物語であると断言すればそれで終わり、でよいの
かもしれない。
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しかしそれでは現代の観客には欲求不満が残る、と考えるのが現代人演
出家で、そこに工夫の余地を感じるのだろう。2009年シアター・コクー
ンでの『コクーン歌舞伎・桜姫』（17）は、本来の歌舞伎とは異なるラストシー
ンを用意した。ステージは上下二つに分割されている。上段においては桜
姫は夫と子供を殺害したがために我とわが身を責め立て、狂気に陥って舞
い狂っている。下段においては弟・梅若が取り戻した都鳥の一巻を拝礼し、
御家復興を成し遂げて人々から祝福されている。子殺しの罪に狂う姫と名
誉回復する弟、という複数の解を提示したのだ。
そのような現代的な串田和美の解釈とはまた異なり、今年の舞台はまさ

しく歌舞伎的としか言いようがないラストを用意している。夫と子供を殺
した桜姫が浅草雷門に逃れ捕り手たちに追い詰められるまでは原作どおり
だが、あわやという場面で救いが登場する。
「待て、待ぁーーーーてぇーーーー」
裁き手として登場する大伴常陸之助頼圀は、なんと先ほどまで権助を務

めていた市川海老蔵。兄の清玄も雷に打たれて生き返ったり由霊になった
りしたが、こちらもとんでもない生き返り方を遂げたわけでしばし唖然と
する。常陸之助は幕府の権威を持って桜姫の「親の敵討ち・御家再興」の
大義を褒め称え、権助・赤子殺しについては敵討ちゆえ不問に処すと断定
する。
「これにて吉田の御家は再興、いやめでたい、めでたいのう」
と見得をきるのだ。これによって桜姫には完璧な免罪符が与えられる。

何しろ殺された本人が扇子をあおいで
「これでいい、めでたいのう」
と言明しているのだから観客としても納得せざるを得ない。桜姫の行動

に対する矛盾の感覚を強引な力技でねじ伏せる、というべき展開だ。舞台
でしか表現できない結末であるが、まさにこれこそ「歌舞伎というもの」
なのだ。
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5．交錯する多重の狂気

『ふくすけ』（18）　2012年8月28日　シアターコクーン

『桜姫』では、夫婦と息子・三人の親子水入らずのささやかな幸福が、
桜姫本人の「お家のため」という狂気によって破壊された。同じく親子三
人の幸福が他者の狂気によって破壊され、それが次々に狂気の連鎖となる
ケースを見てみよう。
松尾スズキが演出する劇団「大人計画」は、おそらく現在の日本におい

てもっとも過激かつグロテスクな手法で狂気を提示する劇団だろう。扱う
主題としては差別意識・近親愛・変態性欲・破壊殺人衝動、と人間の暗部
をえぐるものばかりであり、さらには放送禁止用語を連発する、舞台上で
反吐を大量に吐き散らす、全裸になる（厳密に言えば軽犯罪法に抵触する
かもしれないが）などの過激な表現手段をとり、1990年代の代表作『愛
の罰』（19）や『嘘は罪』（20）などはいずれも強烈な印象を与えた。その嚆矢
となった作品が1991年に初演された『ふくすけ』であろう。初演のザ・
スズナリからキャパシティの大きなシアターコクーンに場を移し、俳優も
大竹しのぶ・古田新太など劇団員以外のメジャースターをそろえての上演
となった。
導入部ではいくつかのストーリーがない交ぜとなって進行する。
やたらと隣人を訴える主婦エスダマスは裁判相手に対して
「xxxがくさい！」
いきなり放送禁止用語を発して口汚くののしる。裁判官、弁護士など本

来はそのような挙動を抑制すべき人々もつられて4文字言葉を乱発してと
ち狂った言行をとり、妻を案じる夫エスダヒデイチだけが通常に見える。
ステージは上下に別れていて下段ではマス一家の、上段では病院の警備

員コオロギと盲目の妻サカエの物語が平行して進行する。夫は看護士を脅
して覚せい剤を得ており、妻のいる部屋に愛人を連れ込んでわざと痴態を
見せ付ける（いや、みえないので「聞かせつける」という表現のほうがこ
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こは正しい）。不倫の行為により、また
「お前はね、貧乏なんだ、そして盲だ、で、知らないだろうけれど、ブ

スなんだよ」
などと言葉により虐待されているにもかかわらず、サカエは
「幸せよ」
と主張し続ける。表面上はコオロギはサカエをいじめているサディスト

でサカエが耐えるマゾヒストという図式なのだが、コオロギのほうも妻を
傷つける行為によって自分を傷つけて喜んでいるようでもある。加虐者と
被虐者の関係は入れ替わり可能のようだ。
もっとも異常な狂気を発揮しているのがミスミ製薬の御曹司ミスミミツ

ヒコで、彼は薬害で生まれた奇形児をひそかに産科医から買い集めて十年
以上地下室で飼育している。そして奇形児たちのうち
「お前ほどバランスが取れた人間を見たことがないよ」
もっとも彼に愛されたのが、頭部が異様に大きいがためフクスケと呼ば

れた少年だった。初めはその助手だったタムラタモツはやがて彼の行動を
告発し、ルポライターとして名を上げる。
この3組の物語は九州を舞台に進行するが、東京でもうひとつの物語が
ある。新宿で風俗営業を営むコズマ三姉妹は第二次大戦当時や自衛隊演習
地の不発弾を収集し、いざとなればそれを爆発させるという脅しで近辺の
やくざを屈服させている。一番下のヒロミはレズビアンで時に霊感を発揮
して商売を繁盛させる。三人ともいわゆるボンデージルックを身にまとっ
ており、男たちのセックスへの欲望がこの町・歌舞伎町の生命線となって
いる。
上演が始まって30分もしないうちに登場人物たちの狂気のオンパレー

ドに胸焼けしそうになるが、まだまだこれは発端に過ぎない。人物たちの
運命は次々に錯綜し絡まりあう。九州にいたマスは家出をして東京に出て
コズマ三姉妹と出会う。性欲のとりことなって止め処もなく新しい刺激を
求める変態たち相手に何か面白いプレイはないか姉妹は頭をひねる。
「人間にとって一番の刺激は死ぬことかな」
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マスは
「それはきっと二番だね──生まれることさ！」
薬で気絶して棺おけに入り、葬儀を上げ、棺に擬似的羊水を浸し・産道

から押し出される
「死と再生──エロスとタナトスの祭典、輪廻転生プレイよ」
という悪趣味なゲームを提案して風俗業界に革命を起こす。著書も出版

しやがては都知事選挙に出馬することになる。
気弱なヒデイチは妻を追いかけて東京を放浪し、少女売春婦フタバと出

会う。二人はラブホテルに入るが男は不能である。何しろ彼は妻とのセッ
クスを一度しか経験しておらず、妊娠したものの子供は死産でそれ以来性
体験がないというのだ。フタバは彼の妻を思う「純愛」に感動して協力を
申し入れタムラもそれに手を貸す。彼は妻を捜索するヒデイチに何か大
ニュースの予感を持ったのだ。
奇形児たちを監禁していた地下室が警察の手入れを受けミスミは逃亡、

身元不明のフクスケは病院に収容される。警備員のコオロギは、地下室に
幽閉されていたために体が弱く頭も十分はたらかないそぶりのフクスケが
実はそのふりをしているだけで知能は明晰、身体能力も高いことを見抜き
「役者だよあんた、気に入った！！」
ひたすら興味本位で彼を外の世界に連れ出す。フクスケは見世物小屋で

スターとなる。自らの奇形をクローズアップして歌い踊ることによって自
分の地位を確保する。
「親切にするかい、じゃ、俺とセックスしろ！俺と結婚しろ！俺とセッ

クスしないやつには、親切にさせない！」
誰も彼とセックスしようとはしない。彼に対する周囲の「正常な」人々

の同情が、恐れと嫌悪とが入り混じった排斥感情であることを十分に自覚
しているのだ。第一幕の終幕は異形のものに対する差別意識が（理性では
否定していようと）われわれに確実に存在していることを自覚させる。
前半では夫に言われるままにしたがっていただけのサカエだが、雷に打

たれたことによって「神の言葉」を聴くようになり、フクスケを教祖とし
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て新興宗教を起こす。信者の不幸を十分に聞き届けそれを「福にして返す」
という教義で信者と資金をあつめていく。当然ここでオウム事件を連想す
るが、実は本作が初演されたのはオウム真理教事件より以前であり、作者
松尾スズキの先見性を賞賛せざるを得ない（もちろんオウム事件が顕在化
する前から「霊感商法」などこの種の新興宗教に関する暗黒面は伝わって
いたのだが）。
教団は詐欺、暴力、恐喝を繰り返して勢力を拡大、九州から東京に進出

しコズマ姉妹およびマスと対立することとなる。コズマ姉妹の拠点として
いるビルが、赤ん坊のサカエが捨てられた場所だったのでその「聖地」が
性産業の拠点として穢されているのが許せないのである。さらにレズビア
ン関係にあったコズマヒロミに失恋した女ミッチィがフクスケ教団に救い
を求めることにより対立は激しくなっていく。
ヒロミがフクスケ教団に、ミッチィはコズマ配下に殺され、両グループ

は一人ずつ犠牲者を出し争いはエスカレートする。フクスケはコズマビル
に捉えられるが隙を見て逃走し配管の中に潜む。ビルをめぐって両グルー
プが争う中、マスの東京都知事選の選挙日が迫る。それと同時にタムラは
九州でのマスの過去を暴く。マスは九州にいた12年の間に、一年につき一
人ずつ12人の男──夫の過去の同級生で彼を常にいじめていた男たち──
と関係を持っていたのだ。そして妻の捜索をあきらめ家庭菜園を作ろうと
していたヒデイチは庭から赤ん坊の死体を掘り当てる。それも12人分だ。
マスは男と関係するたびに子供を産み落とし庭に埋めており、それを記憶
していないのだ。
放浪していたミスミは何の理由もなく出会ったフタバを殺し「愛児」フ

クスケを追い求めるが逆に殺される。一方でコオロギは妻に対して
「フクスケとねたんだろう」
と自虐的に問い詰め、サカエが
「寝たわよ！」
真実ではないにもかかわらず望みの答えを言うとそれに逆上して妻の首

を絞め、殺してしまう。首を絞める映像が大写しで何度も繰り返して映し



祭壇に舞う狂姫

－59－

出される中、ビルを巡って教団員とコズマの配下は流血を繰り返し、クラ
イマックスは狂気の殺人の嵐となる。
観念上の父であったミスミを殺し、その血に酔ったフクスケは、マスを

見つけ
「俺とセックスしろ、俺とセックスしないなら、俺を憎め！」
レイプするがそのさなかラジオが特別ニュースを告げる。フクスケの身

元が判明した。実はフクスケはマスとヒデイチの息子で、出産直後、産婦
人科医によって死産と告げられミスミに売られ、地下室に幽閉されていた
のだった（本稿で「じつはXXはXXの子供で云々」と書くのは三回目にな
る）。育ての父を殺し母を犯す──すなわちこの物語は『シレンとラギ』
同様『オイディプス王』の骨格をなぞっているということになる（21）。
この場面においてはステージは上中下三段に分かれている。中央部では

マスとフクスケとの狂った母子相姦が行われていて、そのさまは祭壇に祭
り上げられたいけにえのごとくである。息子が母にのしかかり母は欲望と
恐怖に悶絶している。上段では東京大空襲の際の巨大な不発弾をコズマが
炸裂させようとする。そして下段で提示されるのはマスとヒデイチの理想
の幻──ミスミに奪われることなくフクスケが生まれ育ち、三人が親子で
仲良く暮らしている家族団欒のお茶の間である（筆者はここで1997年の
大ヒットアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』（22）最終回を連想した）。その
団欒の場めがけて不発弾が落下し爆音がとどろく。第二次大戦の不発弾─
─戦争という人間最大の狂気の産物が時を越えてよみがえったのだ。
エピローグにおいてヒデイチは、昔自分をいじめ妻のマスと関係した男

たち12人を招待して食事を供応する。細長いテーブルに横一列に並んだ
12人の男たちの食事──無論『最後の晩餐』を示唆している。イエス・キ
リストはパンとぶどう酒を取って
「これは私の血であり、肉である」
全人類のために自らをいけにえにささげた。このシーンでは皿の上に

乗っているのは彼らがマスに生ませた赤ん坊の死体なのだが、男たちは気
づいているのかいないのか平然と食事をする。ところがヒデイチはその中
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に毒を入れており男たちは苦しみもがく。唯一まともな人間に見えていた
ヒデイチだが、最後の最後に狂気を発露し12人をいけにえとしたのだ。
ベートーベンの九番「喜びの歌」──ヒデイチが愛好しフクスケがマスの
胎内にいた時に生まれる子供を寿いでかけていた曲だったー－が大音声で
響き渡る中、12人の悶絶する男を尻目にヒデイチが狂喜乱舞して終幕と
なる。自らの血・肉を全人類にささげた『シレンとラギ』と比べてみると
正反対の、救いようのない結末ではあるが、この救いのなさが現在のこの
国の実態であることもまたひとつの真実なのだ。

6．家族を破壊する狂気

ここまでの作品を振り返ってみると、いずれも、父・母・子という家族
の最小構成単位──そして通常の人間が求める幸せ──が、何らかの狂気・
欲望によって破壊されてしまう物語であったことに気づく。
『サロメ』においては、作品内では改まって言及されてはいないが、先

王ピリポ、王妃ヘロデア、王女サロメ、という親子三人の生活が、ヘロデ
王の権力欲によって破壊され、ピリポが殺されヘロデアが后にされたこと
がそもそもの悲劇の発端だった。ヘロデの所業なくしてはヨカナーンの王
に対する糾弾もなく、彼がとらわれることもなく、すなわちサロメとの出
会いすらありえなかった。
『シレンとラギ』では、もともとシレンとゴダイとの愛人関係そのもの

がふたつの国の闘争・暗殺計画という狂気だった。生れ落ちたラギを捨て
たのは教団内の権力闘争によるものであり、ラギがシレンとともにゴダイ
暗殺、すなわち父殺しに赴いたのもまた国家間闘争という狂気だ。ラギと
シレンが親子ほどの年齢差がある（実際、親子なのだが）にもかかわらず
男女関係になってしまったのも、暗殺計画を前にしての気持ちの高揚が作
用している。さらには義理の父であるキョウゴクがラギを憎むにいたった
のは、彼の娘に対する（こちらは自身で明確に意識した）性欲が原因となっ
ている。
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『ヤマトタケル』では帝の命令──国家命令という狂気──によってタ
ケルが遠征の旅を続けていたため、タケル、兄橘姫、ワカタケルという親
子三人は、生前では合まみえることさえかなわなかった。また舞台の外で
の関係を考えると、猿之助襲名という「大義」に親子・孫・いとこ同士と
いう人間関係が振り回されている状況も垣間見える。
『桜姫』ではたった一度めぐり合った桜姫・権助・赤子の親子が姫の「お
家再興」という狂気によって破壊された。さらには「フクスケ」の親子三
人がミスミの狂気に引き裂かれた次第も先に見たとおりである。
夫婦、そして最初の子供、という、人が人として望む親子関係のごく平

凡な幸せを何らかの狂気が引き裂く。そして物語はさらに大きな悲劇に向
かって進もうとするのだ。
次にあげる『しみじみ日本・乃木大将』においても、乃木大将と妻、そ

して二人の息子という生活は日露戦争によって引き裂かれ、二人の息子は
戦死する運命にある。ただし本稿で扱うのはその時期の物語ではなく、よ
り以前の状況である。

7．大義、親を滅す狂気

『しみじみ日本　乃木大将』　7月14日、彩の国埼玉芸術劇場

井上ひさしの作品には、原爆直前の広島を描いた『紙谷町さくらホテ
ル』（23）、原爆後の広島を主題にした『父と暮らせば』（24）、戦時中の庶民を
描いた『きらめく星座』（25）、文学者の戦争協力を告発した『太鼓たたいて
笛吹いて』（26）、東京裁判三部作といわれる『夢の裂け目』（27）『夢の泪』（28）『夢
の瘡』（29）さらには遺作となった『組曲虐殺』（30）等、第二次世界大戦前後
の旧日本軍や政府の所業を断罪し、それに虐げられた庶民のつかの間の幸
福を主張するものが多い。『しみじみ日本・乃木大将』は、それに先んじ
て旧日本軍の体質が出来上がっていくプロセスをたどろうとするものだ。
物語は「軍神」乃木大将夫妻が明治天皇葬儀の日に自決する、その早朝
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から始まる。乃木の行為がそれまでの日常と異なっていることを察した乃
木の馬たちが芝居によって乃木の生涯を再構成していき、二人が「武人の
鑑・武人の妻の鏡」という「型」を完成するがために自決にたどりついた
事実を了解するという構図である。本稿において特に重視したいのは第5

場面「連隊旗」および第7場面「千田少尉の報告」の場となる。乃木と連
隊旗、というと誰でも「西南戦争で連隊旗を奪われた乃木は生涯それを申
し訳なく思っており、明治天皇の死に際してそれを生産するために自決し
た」という物語を思い浮かべる。ところがこの芝居においては、その物語
は旧日本軍・明治日本陸軍形成期における将兵の忠誠心を構築するための
フィクション・擬似イヴェントとしてでっち上げられたものだった、とい
う主張になっている。
第5場面「連隊旗」は明治9年9月、小倉連隊長官舎の場だが、意外なこ

とにここではまだ連隊旗には重きが置かれていない。どころか、乃木を訪
ねてきた客人、実弟の玉木正誼にお茶を出そうとしてひっくり返してし
まった副官が
「これは粗忽でありました」
「拭くものを探すがない。そこで連隊旗を布巾代わりに後始末をしなが

ら」
神聖どころかただの布切れでしかないという始末である。布巾代わりに

使っていたものになぜ神格が生じたのか、という謎解きがこの場の基礎と
なる。
玉木正誼は乃木の実弟だが、吉田松陰のおじとして名高い儒者玉木文之

進の養子となっている。文之進は乃木の恩師でもある。脱刀令・廃刀令・
徴兵令と士族の特権が次々に奪われていった時点で士族たちの反政府感情
は爆発点に達しており、西郷は岩倉・大久保等の政府に反発して下野した。
前年江藤新平は佐賀の乱を起こしたが鎮圧されている。乃木たちの出身地
長州においても前原一誠が叛乱を計画中で
「小倉連隊を率いて萩に帰ってきてください。また仲良くやりましょう」
正誼は乃木に参加を求めに来た。しかし乃木は巧みにそれをかわす。ど
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ころか反乱の誘いに対して断った事実を政府側の密偵にわざと立ち聞きさ
せて身の潔白を証明しようとしている。正誼はそれを察して密偵の所在を
突き止めようとするが密偵が巧みに身をかわすのでなかなか見つからな
い。ところが観客はそれが見えている、といういわゆる「隠れる間男」の
ファルスシーンである。
「師の恩をあだで返すような恥知らずなことはなさいますな、そして私

にはいつものような頼りになる兄上であってください」
幼かったころ口ずさんでいた童謡をともに歌い、肉親の情を持って説得

する弟に対して乃木は
「できん。私は陛下の軍人じゃ。それが私にとっての大義である。大義、

親を滅す、という。」
そしてその根拠として、
「この連隊旗は陛下のご分身。これをお預かりしている限り──」
と言い募る。
「だって兄上はそいつで鼻をかんだり、こぼれたお茶を拭いたりなさっ

てたじゃありませんか」
反論されると、重要な論理のすり替えを行う。天皇は分身を作る能力な

ど無い、そのためを
「ご自分の分身として各連隊に旗をお授けになった。つまりこの連隊旗

のはためくところ、常に天皇陛下がおいでなさる。うむ、すごい着眼だ」
自身でもこの論理展開に感心し、
「今の軍旗に関する私の考えをぜひ陸軍卿にお伝え願えたい」
密偵に対して自己申告する。この時点で乃木は弟や恩師を犠牲にして自

身の安全を図っている。結局、弟はむなしく萩に帰り、一ヵ月後に起こっ
た「萩の乱」は政府軍に討伐され、正誼は戦死、文之進は切腹の運命をた
どる。本来は乃木の自己保身のための「連隊旗は天皇陛下のご分身」とい
う論理によって弟と恩師はいけにえにされたのだ。
第6場面・西南戦争植木坂の戦闘で、乃木は薩摩軍に連帯旗を奪われる。

そして第7場面「千田少尉の報告」の場となる。
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連隊旗を奪われた無念から、乃木は重症で入院しているにもかかわらず
日雇い人足のもっこに乗って何度も薩摩軍に向かって突撃を繰り返す。そ
の決死の行動を、副官・千田少尉が陸軍中将山県有朋および参謀児玉源太
郎に報告し再現する。作者の指定においてはこの陸軍高官の両名とも女性
が演じる。しかもト書きに
「両名とも略式軍装だが、宝塚の「ベルサイユのばら」風の華麗なるア

クセサリーが一点か二点必要である」
の指示があり、宝塚歌劇のパロディとして演じることが要求されている。

そしてこの場面が始まった瞬間から、児玉・山県の一挙手一投足、声の出
し方から姿勢すべてがまさしく宝塚の世界となっている。演じるのは女性、
しかもこの公演においては児玉が朝海ひかる、山県が香寿たつき、という
宝塚OGなのである。明治日本陸軍の高官、という本来もっとも「日本男子」
的な（こういってよければ「日本の親父」くさい）キャラクターを演じて
いる両人がことあるごとに（ほぼ数秒に一度くらいの割合で）宝塚の「き
めポーズ」をとり、また千田が報告の中で「宝塚」という地名を述べるた
びにドキッとする場面では客席から笑いが漏れる。（実際、筆者は「オス
カルサマー！」とでも声をかけたくなったがこらえた。そういう客も多
かったはずだ）。これ以外の芝居でも井上ひさしは宝塚の「きめポース」
をパロディ化するのは得意であり、たとえば『紙屋町さくらホテル』でも
宝塚出身の女優が「宝塚の決めポーズ」について語り、演技し、回りを爆
笑に誘う場面がある。また『キネマの天地』（31）でも、映画界における女
優の階層をパロディ化している。
ところが、その華麗な──あるいは一歩間違えばこっけいきわまる──

「宝塚のきめポーズ」をとる外見を装いつつ、彼らは日本軍の体質を決定
する壮大な政治戦略を構築していく。
薩摩軍に連隊旗を奪われた乃木が
「あの連隊旗には弟と恩師の血がたっぷりとしみこんでおる。弟と恩師

そのものだ。その弟と恩師を奪われては面目ない。後は死があるのみじゃ」
死に場所を求め無謀な突撃を繰り返すさまが歌と踊りで再現される。最
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後に児玉と山県は
「乃木の起こしたこの出来事を
使えば不思議な効き目があるぞ
軍旗は大事と教え込み
作れ立派な大陸軍」
と歌い踊る。この場面で宝塚出身の両名が
「伴奏は流麗なウィンナワルツ風音楽に変わる。山形、児玉は宝塚生徒

の常用する鈴付星型板を振りながら」
ミラーボールの光が舞台から客席全体にまで輝く中で踊る姿は、まさし

く宝塚歌劇のフィナーレそのもので客席は大爆笑となる。だがその背後で
進行しているのは明治以降の日本の運命を暗転させる謀略にほかならな
い。
「乃木の連隊旗喪失事件を利用して、連隊旗に、重い、象徴的な意味を

持たせてはどうか──」
児玉が提案する。
「弟と恩師に面目がないと考えて死に場所を求め戦場をさ迷い歩いてい

る」
乃木は実はこの時点では国や軍、天皇よりも「親」に対して重きを置い

ている。それを
「陛下の「許す」の一声で、弟と恩師を連隊旗から追い出して、代わり

に連隊旗に陛下のお姿を見させるという観念操作を行わせる」
天皇の「分身」として連隊旗を重視し、各連隊に「天皇」を配備させる

というマス・マインド・コントロールである。そして連隊旗の象徴的価値
を高めるために
「たとえ山県陸軍中将閣下であろうと、軍機には敬礼しなければならぬ

という礼式をお決めになるということ」
と儀礼化を要求する。形式化された儀礼は上から無意味な形式を押し付

けるものであるがゆえに一般人の心に増殖するのだ。
「烏合の衆は数年のうちに鉄の軍隊となるであろうことは確実です」
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陸軍の全兵士を、ひいては国民全体を「天皇の部下・臣民」たらしめよ
うという「国民皆兵」政策への壮大な計画となり、さらに
「陛下は将校ならびに兵隊の生命を自由になさることができるのだ、と

国民に教え込むわけです。こんなことができるのは神だけです。というこ
とは天皇陛下は神になられる」
天皇の神格化へとつながる。
もちろん歴史的事実はここで語られているような単純なものではない

が、しかし連隊旗事件、および自決によって「軍神」化された乃木が「大
義、親を滅す」の定型として国民皆兵・軍国主義化への一つの機能を果た
したことは紛れもない。一般的歴史理解としては（たとえば司馬遷太郎の
『坂の上の雲』（32）やそのドラマ化などで）日露戦争において乃木を常にか
ばい続けてきた友情に厚い人物とされる児玉が、乃木をとことん利用して
軍国化を図る策謀家としてここでは描かれている（参謀であるから「謀」
を「策」るのが仕事、ではあるのだが）。
先に述べたとおり児玉・山県の両名は宝塚モードの演技でこの計画を語

らっている。
「清く、明るく、美しく」
がモットーの宝塚の姿を借りて歌い踊っているその内容が、国民をやが

ては第二次大戦の暗黒の犠牲に陥れるスタートとなる謀略なのだ。実に大
きな矛盾をはらんだこの場面において複数のレベルで「供犠」がささげら
れている。
第一義的にいけにえにされているのは乃木の弟および恩師で、両名は乃

木の保身のため連隊旗を口実に見捨てられ、さらには明治政府の安定のた
めに生命を奪われた。次に乃木自身が「天皇への忠誠」という「大義」に
身をささげさせられている（口調が悪いが、あえて「ささげさせられてい
る」という、受動態を使用する）。
「旗をなくした連隊長は
面目ないと手大いに悩み
怪我の体でもっこに乗って
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今日も戦場へ死にに行く」
無謀な突撃を繰り返すが果たせずまた天皇の命令ない限り自決も許され

ず、乃木は今後も長く「武人の鑑」として生きることを強要される。そし
てこの時点では未来の出来事だが周知の事実として、息子二人を日露戦争
で犠牲としてささげることとなる。話を先に進めると第7場面で静子夫人
は
「私はさびしくてなりません。勝典も保典も戦死しました。」
息子や自分を犠牲とした乃木に多少の恨み言をこぼすが
「武人の妻が思いついたことを片っ端からそうぺらぺらとしゃべってよ

いものか」
乃木自身は武人の鑑を演じる、ならば夫人は武人の妻の鑑を演じよとい

う夫の要求に抵抗できない。乃木本人だけではなく息子二人、そして夫人
の人生もいけにえとしてささげられることになる。
第9場面「将軍たちのお茶の会」において幻の明治天皇から
「連隊旗の権威を高めてくれたのはお前なのである。朕惟うに感謝して

いるよ」
といわれた乃木は
「天皇様を慕い泣く
乃木は日本一の武士」
自ら演じることを決めた「武人の型」を遵守するために、最後には明治

天皇葬儀の日に夫人ともども自害することになる。
いや、犠牲は乃木一族にとどまるものではない。
「われわれもまた日本の軍馬の型を完成させますぞ」
第10場面で乃木の愛馬たちが乃木に習って殉死しようとする。
「やはり切腹ですか」
「馬に向くかなあ、刃物は」
このせりふのばかばかしさが示すとおり、馬には自殺などできないしも

ともとする必要は無い。が、サイパンや沖縄などで本来必要ないものたち
に自決を強要するにいたるまで、乃木の演じた「武人の型」は典型として
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この国に蔓延する。国は「大義、親を滅す」倫理を推し進め、国民全体が
「国」「現人神・天皇」という大義のために犠牲にされていく未来が予見さ
れる。やがて昭和の第二次大戦末期には
「従容として悠久の大義に殉ず」
という言葉に飾られた「玉砕」という大きな犠牲を生み出すことになる

（戦争の狂気が生む犠牲、という主題は時代を超えて『フクスケ』のラス
トに、また『シレンとラギ』にも通底している）。井上ひさしの1990－
2000年代の作品はそれに対する（乃木夫人は弱弱しくしかできなかった
が）庶民・女性の側からの抵抗が大きなテーマとなっていくのである。

＊　　　　＊　　　　＊

第7場面の歌と踊りに話を戻す。さて、今まで述べてきた作品内世界と
はまた別の次元においてこんぽ場面でいけにえにささげられているものが
ある。いけにえをささげているのは二人の女優であり、いけにえとしてさ
さげられているのは「宝塚」そのもの、そしてささげる「大義」は「芝居」
ということになる。タカラジェンヌ二人は「青春をささげた」宝塚をいけ
にえにしてこの芝居のテーマに身をささげているのだ。

結語　　演劇という狂気

乃木が戦場を駆け回り、女優が演じる将軍が宝塚風に踊るこの場には四
つのレベルで狂気が表出している。
第一のレベルは乃木の狂気である。乃木は死に場所を求め人夫たちに

もっこを担がせて戦場を駆け巡る。薩摩軍が襲い掛かると人夫たちはもっ
こを捨てて逃げるが、乃木が銭をばらまくと拾ってまた担ぐ。命を捨てた
い乃木、命は惜しいが金がほしい庶民、愚かしくはあるが哀れな光景だ。
二人の陸軍高官はそれを利用して、帝国陸軍に対する忠誠心の象徴とし

ての軍旗という概念を構築しようとしている。戦争の狂気から一歩はなれ
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て児玉・山県は冷徹に思考している。しかし軍の設立から昭和日本の崩壊
に向けての「大義、親を滅す」思想を構築しようという構想は、煎じ詰め
れば国民全体に対する巨大な欺瞞であり、それはまた大きな狂気だと考え
るべきであろう。もちろん戦争という狂気を遂行する場合には、何らかの
巨大な欺瞞なしではありえないのだが。
その外部には宝塚という狂気がある。実際、旧日本陸軍の将官や佐官を

若く美しい女性が演じるというのは「狂気の沙汰」以外の何者でもない。
これが成立するのは「宝塚」という完璧なフィクションを演じる側と観客
とが双方承知である状況以外はほとんど考え得ない。筆者の指導学生は授
業で宝塚のビデオを見て「女性の妄想の中にしかない世界」と恐るべき評
価を下したが（宝塚ファンに聞かれたら生きながらにして生皮をはがされ
かねない）まさしく宝塚の世界は狂気と紙一重のフィクションである。そ
れを十分承知した上で、井上ひさしと蜷川幸雄は宝塚をパロディ化し、笑
いものとしていけにえにすることによってこの芝居のテーマを強調してい
るのだ。
さらにその外側のレベルで演劇を演じるという狂気が存在している。タ

カラジェンヌたちはこの芝居を創造するために「親」＝古巣である宝塚を
「狂気の沙汰」として嘲笑するという皮肉な状況の中に身をおいている。
これもまた狂気そのものに他ならない。実際、演劇を成立させようとする
ならば、そこにはある種の狂気が必ず必要なのである。それを笑い・パロ
ディという形式を駆りながら表現している本作は（もちろん、馬に芝居を
させるという最初の場面からそれを言明しているのだが）紛れもなくメタ
フィクションとして観客に「演劇の何たるか」を問いかける。
改めて本稿で取り上げた作品のポイントとなるシーンを振り返ってみよ

う。恋人を殺して深紅のステージ上で血まみれになったサロメ、逆に自ら
の血で全世界を救済しようとするシレンとラギ、海神に身をささげて嵐の
海に飛び込む弟橘姫、白鳥になって空中を飛ぶヤマトタケル、初めての一
家団欒のさなかに息子と夫を殺す桜姫に、殺されたはずが生まれ変わって
自らの死を「めでたいのう」と大笑する権助・常陸之助、そして母を犯す
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フクスケに12人を虐殺するヒデイチ、と、いずれも演劇のフィクション
性＝狂気を浮き彫りにするものばかりである。
ハムレットの役者談義以来、優れた演劇は必ず演劇それ自体についての

メタ演劇という機能を持っているのだ。

NOTES

（1）『しみじみ日本・乃木大将』

作　　井上ひさし

初演　1979年　紀伊国屋ホール（演出・木村光一）

本稿で取り上げた公演　2012年　7月12日──29日　彩の国さいたま芸術劇場　大ホー

ル

演出　蜷川幸雄

主な配役

乃木大将　　　　風間杜夫

乃木夫人　　　　根岸季衣

児玉源太郎　　　朝海ひかる

山県有朋　　　　香寿たつき

密偵　　　　　　吉田鋼太郎

玉木正誼　　　　大石継太

千田少尉　　　　山崎一

本文の引用は新潮社『井上ひさし全芝居　その三』（昭和59年7月）

（2）『春秋左伝』左丘明

（3）『仮名手本忠臣蔵』

作　並木千柳　三好松洛　竹田出雲

初演　寛延元（1748）年

最近の上演

2012年3月2日──26日　新橋演舞場　9段目。

大星由良之助　　　松木幸四郎
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加古川本蔵　　　　尾上菊五郎

大星力弥　　　　　市川染五郎

小浪　　　　　　　中村福助

2012年4月1日──25日　新橋演舞場　昼公演大序、3，4段目、道行き。夜公演5，6，7，

11段目。

大星由良之助　　　市川染五郎

早野勘平　　　　　市川亀治朗

おかる　　　　　　中村福助

寺岡平右衛門　　　尾上松緑

（4）『菅原伝授手習鑑』

作　竹田出雲　並木千柳　三好松洛

初演　延享3（1746）年大阪竹本座

最近の上演

2012年9月1日──25日、新橋演舞場。

松王丸　中村吉右衛門

（5）『伽羅先代萩』

作　松貫士　高橋武兵衛　吉田角丸

初演　天明5（1785）年　結城座

最近の上演

2008年11月1日──25日　新橋演舞場

政岡　　尾上菊之助

（6）「親滅すほどの大義はありや──供犠空間としての舞台」　帝京国際文化大15号　平

成14年二月

「親滅すほどの大義はありや　2　言霊の支配力」　帝京国際文化大16号　平成15年二月

「少年よ、慟哭もてタイタスを救え　親滅すほどの大義はありや　3」　帝京大学文学

部紀要　米英言語文化第36号　平成17年一月

（7）『空には本』1958年　的場書房

（8）Salome

Oscar Wilde 作
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出版　1893年　パリでフランス語版

　　　1894年　ロンドンで英語版

初演　1896年　パリ

本稿で取り上げた公演　2012年5月31日──6月17日、新国立劇場

翻訳　平野啓一郎

演出　宮本亜門

主な配役

サロメ　　　多部未華子

ヨカナーン　成河

ヘロデ　　　奥田瑛二

ヘロデア　　麻美れい

シリア人　　山口馬木也

小姓　　　　植本潤

本文引用は『サロメ』平野啓一郎訳　光文社世界新訳文庫（2012年）

（9）オペラ『サロメ』

作曲　リヒャルト・シュトラウス　Richard Straus　ドイツ語版

初演　1905年　ドレスデン国立歌劇場

（10）Hamlet

William shakespear

初演　1601年　ロンドン　グローブ座

蜷川演出『ハムレット』

199－年　さいたま芸術劇場小ホール

2012年二月　さいたま芸術劇場　インナーシアター

ペーター・ストルマーレ演出『ハムレット』

1992年　パナソニック・グローブ座

3公演ともラストシーンでのホレーショの説明とフォーチンブラスのデンマーク領有

宣言において、現代的軍服に身を固めたフォーチンブラスの部下たちが機関銃を乱射

し、ホレーショ以下デンマーク廷臣を虐殺する。

（11）Romeo and Juriette
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William Shakespear

初演　1591年　ロンドン　グローブ座

木村光一演出『ロミオとジュリエット』

1996年　紀伊国屋サザンシアター

ロミオとジュリエットの死後、空襲警報と爆音が響きヴェローナ市外が爆撃される。

（12）『シレンとラギ』

初演　2012年4月24日──五月14日　梅田劇場芸術メインホール

本稿で取り上げた公演　　2012年5月24日──7月二日　青山劇場

作　　中島かずき

演出　いのうえひでのり

主な配役

ラギ　　　　　藤原竜也

シレン　　　　永作博美

ゴダイ　　　　高橋克美

キョウゴク　　古田新太

本文引用は『シレンとラギ』中島かずき著　論争社（2012年）

（13）『オイディプス王』

ソフォクレス

初演　紀元前429年（？）

（14）『ヤマトタケル』

作　梅原猛

初演　1986年　新橋演舞場

脚本・演出　三代目市川猿之助（現猿翁）

本稿で取り上げた公演　2012年7月4日──27日　新橋演舞場

主な配役

ヤマトタケル　　市川猿之助

帝　　　　　　　市川中車

ワカタケル　　　市川団子

兄橘姫　　　　　市川笑也
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弟橘姫　　　　　市川春猿

引用本文は　梅原猛『ヤマトタケル』（角川書店）1987年初版より

（15）『桜姫東文章』

作　4世鶴屋南北

初演　文化14（1817）年　河原崎座

本稿で取り上げた公演　2012年8月4──23日　新橋演舞場

主な配役

桜姫　　　中村福助

権助　　　市川海老蔵

清玄　　　片岡愛之助

本文の引用は白水社歌舞伎オンステージ5『桜姫東文章』（1990年7月）より

（16）『詩学』

アリストテレス

紀元前340年前後（？）

（17）『コクーン歌舞伎桜姫』

2009年7月9日──30日　シアターコクーン

演出　　　串田和美

主な配役

桜姫　　　中村七之助

権助　　　中村勘三郎

清玄　　　中村橋之助

（18）『ふくすけ』

作・演出　松尾スズキ

初演　1991年　ザ・スズナリ（この時期の劇団名は「悪人会議」）

本稿で取り上げた公演　2012年八月一日──九月二日　シアターコクーン

主な配役

エスダマス　　　　大竹しのぶ

エスダヒデイチ　　古田新太

フクスケ　　　　　阿部サダオ
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フタバ　　　　　　多部未華子

ミスミ　　　　　　松尾スズキ

コオロギ　　　　　オクイシュージ

サカエ　　　　　　平岩紙

コズマヒロミ　　　江本純子

引用本文は『ふくすけ』松尾スズキ著　白水社（2002年）

（19）『愛の罰』

初演　1992年　本多劇場

（20）『嘘は罪』

初演　1994年　シアタートップス

（21）このテーマに沿って補足すると大竹しのぶは2011年蜷川幸雄演出『身毒丸』で母

子相姦の母親役を演じており、『シレンとラギ』の藤原竜也のほうは1994年に同

じく『身毒丸』の息子のほうでデビューした。さらに2012年11月には井上ひさし

原作・蜷川演出『日の浦姫物語』（初演、1982年　東横劇場）で大竹と藤原が相

手に母子相姦を演じる予定。つまりは『日の浦姫物語』で本稿で取り上げた『シ

レンとラギ』『ふくすけ』『しみじみ日本・乃木大将』の主題が一堂に会すること

になり、ぜひ取り上げたい作品ではあるのだが、残念ながら本稿締め切り時点よ

り後の公演である。稿を改めて取り組むとしたい。

（22）『新世紀エヴァンゲリオン』

監督　庵野秀明

1995年　テレビ東京

放送当時からカルト的な人気を集め「エヴァ現象」と呼ばれる社会的反響を引き起こ

した。最終回を含む結末がなぞだらけであり劇場版映画も2作上映されたがそれでも

まだ十分な解決はされていない。「時に2015年」という設定にあわせて2009年『イェ

ヴァンゲリヲン劇場版　序』10年『劇場版　破』と新作映画が作られ12年秋にも『劇

場版　Q』が公開予定。テレビ放送での最終回では、特務機関ネルフのパイロットと

して決戦兵器「エヴァ」を操縦して人類の敵と戦っていた主人公シンジの求める「補

完」は父母と同居し普通に中学に通っている日常的世界。エヴァを操縦するパイロッ

ト仲間やネルフの上司たちもみなクラスメートや先生になっていて、もちろん人類の
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敵と生命をかけて戦うことも無い。

（23）『紙谷町さくらホテル』

初演　1998年　新国立劇場中ホール

（24）『父と暮らせば』

初演　1994年　紀伊国屋ホール

（25）『きらめく星座　銀座オデオン堂物語』

初演　1985年　紀伊国屋ホール

（26）『太鼓たたいて笛吹いて』

初演　2002年　紀伊国屋ホール

（27）『夢の裂け目』

初演　2001年　新国立劇場小ホール

（28）『夢の涙』

初演　2003年　新国立劇場小ホール

（29）『夢の瘡』

初演　2004年　新国立劇場小ホール

（30）『組曲虐殺』

初演　2010年　紀伊国屋ホール

（31）『キネマの天地』

初演　1986年　日生劇場

（32）『坂の上の雲』

作　司馬遼太郎

1968－72年　産経新聞

NHKドラマは2009年12月より2011年12月
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