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はじめに

　本章ではノルウェーにあるサーミの博物館と劇場（シアター）に焦点を当て、両施設のこれまで

の活動あるいは存在自体が、現代のサーミの復権にどのように影響しているのかを明らかにする。

そのために以下では、博物館（第１節）、劇場（第２節）の順で、それぞれにおける歴史、活動内

容と組織のあり方、課題等を検討する。そして 後に、現代のサーミの表象のあり方について考察

を加えたい（第３節）。

　本章での取り組みは、現代日本にみられるアイヌ民族への再注目との比較を目的としている。北

海道内では1984年、白老町にアイヌ民族博物館（通称ポロトコタン）が設立され、資料展示のみな

らず、特別展覧会や国際交流等の活発な活動が展開されている１）。また、2012年４月29日には釧路

市に「阿寒湖アイヌシアター イコロ」がグランド・オープンした２）。イコロは国内初のアイヌ文化

を発信するための専用劇場である。このような日本でのアイヌ・アイデンティティの「再生」状況

を浮き彫りにするためにも、ノルウェーにおける博物館と劇場のあり方を概観し、両者の類似点と

差異を分析することは有効であろう。

　もとになる調査は、2012年９月にノルウェーの両施設において行われた（表４－１）。

表４－１　ヒアリング調査の詳細

調査対象（調査場所） 調査日程 ヒアリング対象者

１．サーミ博物館（RiddoDuottarMuseat）、

　於：カラショーク
９月４日午前 職員３人、うち学芸員１人（女性。以下、Aさんと表す）

２．国立サーミ劇場（Beaivv　）、
　於：カウトケイノ

９月５日午前 劇団ディレクター１人（男性。以下、H氏と表す）

　以下の内容は、ヒアリング結果とその際に得られた資料を参考にまとめたものである。

第１節　博物館

　第１項　歴史

　ノルウェー国内にはサーミの博物館が４つある。私たちが訪問したのは、中央館としてそれら

４つを統括するカラショークにあるサーミ博物館（RiddoDuottarMuseat）である（以下、本文では

RiddoDuottarMuseatのことを“サーミ博物館”と示す）。サーミ博物館は2012年現在、設立40周年を

迎えた。しかし1972年の設立以前から、サーミのための博物館構想があったという。まずこの設立

前史から紹介していこう。
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　（1）設立前史

　サーミ博物館の構想は、1939年に始まった。それは公的な機関からではなく、カラショークに住

む一部のサーミとノルウェー人による個人的な集いの中で発案された。当時の構想として、トロ

ンハイムにあるミーハーゲンという大きな博物館や、首都オスロにある国立民族博物館（Emanuel 

Vigeland Museum）に匹敵するような規模で作りたいという計画があったものの、計画の途中で第

二次世界大戦が始まる。その結果、1943、44年頃には建設地付近が焼け野原となり、44年には計画

自体が頓挫してしまった。

　地域の復興が始まったのは1947年頃からであり、街や家屋が再建されていくなかで、もう一度、

サーミの博物館を作るための準備委員会が設置された。委員会の 初の仕事は、戦争で失われてし

まったコレクションの再現である。戦前は430点ほどのコレクションがあったけれども、ほぼすべ

てが焼けてしまった。委員会は焼けてしまったもののコレクションリストを作り、政府に資金を補

填してもらえるように申請した。当時、戦争で被害の出たカラショークから北トロムソまでの辺り

では、政府による国民への復興支援金が提供されていた。この支援にもとづき、失われたサーミの

コレクションに関しても援助申請をしたところ、国から5,000クローネの資金を得ることができた。

　1947年からふたたび博物館設置の検討を始めたとき、ノルウェーの博物館協会に所属することを

許可され、トロムソにある博物館とオスロ大学内にある博物館の協力を得て設立運動が進んでいっ

た。この２つの博物館は、サーミのコレクションを非常に多くもっていた。その当時、委員会の

トップには発言力のある者がおり、ノルウェー人の文化や生活様式が席巻している現代に、サーミ

の文化を残していくことが非常に重要であると政府に訴えた。その際、サーミ博物館の建設は、ノ

ルウェー式の新しい文化に塗り替えられてしまう前に博物館として形を残していくために重要だと

した。こうした政府への熱心な申し出が、設立までの布石として大きな力をもったという。

　その後、1950年代には、ノルウェー・サーミの住まいを再現した家屋が作られ、それは今でも博

物館の敷地内に残されている（写真１）。こうした建造作業の財源は、70年代の博物館建設の際と

同様に、ノルウェー文化基金によって賄われた。

写真１　サーミの伝統的な住居（菊地撮影） 写真２　「サーミ博物館」入口（小野寺撮影）

　（2）設立から現在まで

　かくしてサーミ博物館は1972年に建設された（写真２）。前史でみたように二度目の構想が立ち

上がって以降、実際どこに博物館を建設するかということが議論になっていた。自治体との話し合
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いにおいて、第１に地元の牧師の家を改装して博物館にするという案、第２にサーミが多く生活し

ている川沿いの地域にある家を改装するという案、第３に現在の場所を使うという案が挙がった。

終的には、敷地面積8,000平方メートルの現在の場所に決定された。

　現在の場所は当初は自治体所有の土地であったけれども、現在はフィンマルク県所有のものであ

り、借地である。サーミの特色として、個人で土地を所有している者ももちろんいるものの、トナ

カイの放牧のために、ある程度のエリアは共有のものであり、そこから借りているということになる。

　設立の際、サーミ博物館のもっとも重要な役割として、サーミの人々が自分たちの研究機関をも

つことと、自分たちが所有し自分たちで経営を行う博物館であることが掲げられた。ノルウェーの

他の博物館や、スウェーデン、フィンランド、デンマーク等にあるサーミ・コレクションをもつ博

物館では、サーミ以外が経営を担っている。その点サーミ博物館では、サーミの人々によって設立

から経営まですべて担うことが目指され、実際にも、これまで運営されてきたという特色がある。

　設立資金として200万クローネほど必要で、それらはすべてノルウェー文化基金から支払われた。

設立から 初の20年くらいは資金が潤沢であったという。現在の財政基盤は、サーミ議会から下り

てくる補助金が中心となり、ノルウェー議会からサーミ議会に予算がきた後、支給される。設置当

初は文化省から直接サーミ博物館に資金が下りてくるという形式をとり、それは他に例のないこと

であった。かつてはサーミの博物館として優遇されていたことを物語っている。

　1990年代半ばに、サーミ美術協会の人々によって、伝統的な工芸品よりも芸術作品のための美術

館を作るという計画が持ち上がった。話し合いの流れでサーミ博物館が共同し、サーミ博物館の中

に１つの専門部門として美術作品を置く方向となった。この点は現在、サーミ議会から承認を得て、

サーミ博物館ではサーミの工芸品と他の美術品を一緒に展示するということになっている。その背

景には、美術品と工芸品の境目が難しいという問題がある。工芸品１つにしても作家によってデザ

インが変わるため、美術品としての価値もあり、サーミ博物館内部を博物館と美術館というふうに

棲み分けするわけにはいかない。

　サーミの博物館が現在４つあるのは、2000年代にノルウェー芸術協会が国内の博物館を再編した

ことによる。小さい博物館はコレクションの移動や事務の負担を軽減するために合併され、その結

果、共同のグループとして４つに編成された。サーミ博物館以外は、カウトケイノに１か所と、フィ

ンマルク県の沿岸部に２か所ある。

　現在、年間の入館者は４つの博物館を合わせて8,000人ほどである。入場料は一般が75クローネ、

学生・お年寄りは50クローネであり、その他の自己収入はない。現在はサーミ議会からの補助金と、

申請によって獲得したいくつかの団体からの助成金によって運営されている。会計の管理は４つの

博物館を一緒にし、主となる事務所活動はサーミ博物館が担っている。設立当初から毎年、年次レ

ポートをサーミ議会に提出している。

　なお今後の計画として、2018年の完成を目指して、サーミ博物館の敷地内に新しい建物を作る予

定がある。

　第２項　活動内容と組織形態

　博物館での活動は、美術品や工芸品の展示、保存、収集、そして発展させるための活動に分ける

ことができる。以下、作品を中心にその活動を概観してみよう。
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　（1）展示、保存、収集

　サーミ博物館での展示は、壁一面に伝統的なサーミ衣装と装飾品を付けたマネキンが並ぶ（写真

３、４）。衣装は地方によって異なり、男女や年齢によっても違いがみられる。地域的な違いは特

別なルールにもとづくわけではなく、模様は同様で、色や身につける装飾品の自由度が高い。

写真３　地域別のサーミ衣装（菊地撮影） 写真４　男女および年齢別のサーミ衣装（小野寺撮影）

表４－２　サーミ女性の衣装の意味

地域 形式 女性装飾の特徴と慣習

カラショーク 伝統的

・結婚前はベルトのバックルが丸いもの、結婚後

は四角いものを身につける

・帽子によって既婚、未婚、未亡人を見分ける。

未亡人は夫と死別してから6週間は既婚者用を身

につけ、その後は未亡人用を身につける

カラショーク南部 伝統的
足元の装飾が二色になっており、初潮を迎えると

色が変わる

北トロムソ・西フィンマルク 現代的
足の巻物が女性の地位（状況）を示す。若い女性

かどうか、結婚の有無などを見分ける

写真５　胸元にジュエリーを身につけるサーミ女性（品川撮影）

　同じ地域でも男女の衣装は異なる。とくに女性の衣装や装飾には意味があり、ヒアリングでは表

４－２の内容が明らかとなった。通過儀礼としての意味をともなって、その女性が結婚できるかど

うか、子どもが産めるかどうかといったことを外見から判断できるようになっている。また、比較

的現代的なサーミのアートとして、シルバー・ジュエリーがある。これも女性が身につけるもの中
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心であり、写真５にみられるような丸いモチーフが特徴的である。

写真６　伝統的なサーミの住まい（品川撮影） 写真７　女性が使う織り機（品川撮影）

　トナカイの放牧生活をしていたサーミの住まいとして、伝統的なテントがある（写真６）。伝統

的といっても、20 ～ 30年前には当時の博物館館長が夏期に使用していたという。外気がマイナス

40度であっても、中で火を焚けば過ごすことができる。写真６は中に梁がある据え置き型だけれど

も、梁がなく、上部を閉めることのできる移動型もある。

　写真７は靴の上に巻く紐を作るための織り機で、女性の伝統的な仕事である。学芸員Aさんによ

れば、非常に難しい作業だという。紐は日本で「チロリアンテープ」と呼ばれる形状のもので、サー

ミのモチーフが織り込まれている。

写真８　サーミ工芸品のナイフ（小野寺撮影） 写真９　 近でも使用されている船（品川撮影）

　Aさんは工芸品を専門とし、ナイフ・コレクションの展示を担当する（写真８）。ナイフはカラ

ショークにある会社によって新しく作られたもので、そのうちの１本は14,000クローネで買い取っ

たという。ナイフの柄はトナカイの角でできているものもある。

　既述のように美術品か工芸品かの境目は難しい問題だが、作品か商品かという議論もつねに存在

している。サーミの伝統的なモチーフやパターンでは個人的に特許が取れないようになっており、

それはすべてのサーミに帰属するものである。特定の誰かが所有することはできないものの、誰も
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が使うことができる状態になっている。

　現在、収集のために美術品や工芸品を購入する資金は潤沢であり、展示会で展示されていた作品

を買ったり、地元の工芸職人のところでかれらの作品を購入したりすることがある。それらをサー

ミの博物館で保存することになるけれども、それは作品なのか、商品なのかというのはいつも論点

になる。作品は美術品でもあり商品でもあるため、線引きが難しいという。

　写真９はある工芸職人によって作られた船である。彼（職人）は現在80歳を超え、作品づくりは

していないものの、自分で船を作り、これに乗って川を20マイル下ってサーミ博物館までやって来

る。素材はグリーンランドで狩ったアザラシの皮である。この作品の場合、サーミ博物館が購入し

たわけではないのであくまで作品としての保存・展示となる。

　以上のように、サーミ博物館では伝統的なものから現在のものまでを収集し、１つのフロアで展

示しているというところに特徴がある。展示によって、サーミ社会の歴史や民族の特徴などの情報

を発信していくことが博物館の役割である。展示は担当する学芸員の裁量に任されており、Aさん

は「歴史的な伝統工芸と美術芸術を融合させるのが好き」だと語る。サーミ博物館はノルウェーで

も数少ない博物館と美術館が合併されている施設であり、伝統的なものの中に現代アートを取り込

むことによって、サーミ文化の発展の様子を示すことが可能となっている。

　この他にも工芸品や美術品の中には、伝統性を生かしつつ新たなアイデアを融合させたモダン・

サーミ・アートと呼ばれる作品もある。サーミ博物館では写真、絵画、動画などのモダン・サーミ・

アートを収集しており、コレクションは2012年現在、1,000点を超えた３）。近年の若手の芸術家た

ちは、サーミの伝統ではなくノルウェーの一般的な芸術学校で現代ヨーロッパの芸術を学ぶことが

多いので、ヨーロッパ系のアートの影響を受けた作品も多いという。

　なお現在、博物館による教育的な活動は行われていない。設立して10年くらいの間は、各学校の

子どもたちを集めて活動するプログラムがあった。しかし、本来の業務以外にそうした活動を行う

ことがスタッフたちの負担になり始めたため、スタッフは学校の教員に対して、どのように博物館

のコレクションを用いるかということをアドバイスするようになっていった。こうして現在では、

学校の中に先住民に関するカリキュラムが導入されるようになっている。

　（2）博物館の構成員

　４つのサーミの博物館には15人の職員がいる。このうち６人は専門職員である必要があり、サー

ミ博物館にはそのうちの３人が勤務している。それぞれ文化歴史部門、芸術部門、保存部門を担当

する。フィンマルク県にある２つの博物館には文化歴史部門に１人ずつ置き、カウトケイノの博物

館は現在専門職員が欠員中である。

　第３項　現在と今後の課題

　専門職員が不足していることからもわかるように、職員の確保がもっとも大きな課題となってい

る。ここ５～ 10年ほどの間に大学に進学するサーミが増え、学歴は上がってきている。しかしサー

ミ文化を専攻して学芸員となり、現代サーミの問題点を指摘したり、今後の発展にかかわったりで

きるような人材は足りていない。トロムソ大学ではサーミ文化を専攻し博士号を取ることもでき

る４）けれども、そもそも実際に博士号を取った人が博物館をはじめ地元に戻ってくるということ
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が少ない。せっかく博物館としてサーミ文化の保存と発展に力を注いでいても、専門職員が足りて

いないというのが現状である。

　また、専門職員の資質に関してもある程度の水準が求められる。これまでの専門職員は、高等教

育機関で専門的な教育を受けてはきていても、サーミの文化、伝統、価値、言語およびサーミ社会

全体について十分な専門的知識をもっていなかった。ただし、すべてサーミの人たちで構成される

サーミ博物館の場合は、職員の資質は高まってきている。たとえばヒアリング対象者のうち、Aさ

んはサーミの工芸品に関する専攻で修士号を有し、別の１人はフィンランドの大学の博士課程に在

籍中で、民俗学を専攻し、サーミ美術の歴史研究をしている。こうした人材を抱えるサーミ博物館

は、ノルウェーにおいてサーミの文化や歴史を再生させるための先駆的な存在になっているといえ

るだろう。

第２節　劇場

　続いて、カウトケイノにある国立サーミ劇場（Beaivv　）に目を向けてみよう（以下、本文では

Beaivv　のことを“サーミ劇場”と示す）。Beaivv　とはサーミ語で「太陽」という意味である（写

真10）。サーミ劇場に関しては、The Sámi People- A Handbook” （2006）に概況が述べられてい

るため、その内容も参考に以下を構成する。

写真10　劇場内の壁にある太陽のモチーフ（菊地撮影）

　第１項　歴史

　サーミ劇場は1979年の末に、カウトケイノにあるコンサートホールの敷地の一画に設立された。

設立の背景には、ダム建設の反対運動が関係している。当時、政府はカウトケイノとアルタで川を

せき止め、ダムを作るという計画を打ち出していた。これに対して70年代後半から反対運動が高ま

り、カウトケイノのサーミの団結力が強まっていった。70年代以前、沿岸部のサーミはサーミであ

ることを隠したり恥じたりする様子がみられたが、カウトケイノのサーミは比較的サーミ・アイデ

ンティティを保持しているほうだった。1981年には建設へのデモも起こり、反対運動がもっとも盛

り上がりをみせた。反対運動を通してサーミとしての団結を強めていったこの時期は、カウトケイ

ノにおけるサーミにとっての「ルネサンス」といえる。この年、サーミ劇場は封切りを迎えた。
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　1981年はミュージカル委員会が設立された年でもあり、とくに政治的なメッセージのある演目が

開始された。これが初めて舞台でサーミ語が披露される機会となり、大きな成功をおさめたことに

よって、歴史的なイベントとして位置付けられている。プロの演者だけでなく、アマチュアも交え

て公演を行った。しかし 初の２～３年は財政的な制約があり、サーミ劇場は１年間に１つか２つ

の演目しかやらないざっくりとした形式の劇団として捉えられていた。当時はまだ経済的支援がな

いので、自分たちで申請したり、色々なところに掛け合ったり、寄付を求める活動を行っていた。

申請は北ヨーロッパの文化財団や、ノルウェー文化基金などに出し、公演のための費用をねん出し

た。援助を受けられるようになってくると、１回ずつの公演ではなく、定期的な公演が定着していっ

た。

　1986年に、 初はカウトケイノ自治体、そして翌年にはノルウェー政府から公的な支援を受け始

めた。ノルウェーからの公的支援は、まずは1987年から３年程度の期限付きとして始まった。

　結果として1992年、国からの恒久的な資金を約束され、地域における劇場としての地位が付与さ

れた。さらに正式に国立劇場と認められたのは1993年のことである。サーミ劇場はオスロの国立劇

場、ノルウェー劇場、ベルゲンの国立劇場と同じ足場に立つに至った。これらの劇場はノルウェー

文化省からすべての財源を得ているが、通常では、地方にある劇場は文化省から70％、地方自治体

から30％の割合で資金援助がなされる。ところがサーミ劇場の場合は、文化省から100％の財源を

確保していたため、地方にありながらも正式に国立であり、特別なケースとなる。

　2001年から、資金の提供は文化省から直接ではなく、サーミ議会を通じてなされ、年間1,900万

クローネほどを受け取っている。土地と建物自体は自治体に所属するものであり、家賃も自治体が

負担する。現在の劇場は1991年に建てられ、老朽化していることと、舞台が狭いことが問題となっ

ているため、新しい劇場を立て直すために努力しているという５）（写真11、12）。

写真11　次の公演に向けて準備中の舞台（品川撮影） 写真12　120席の客席（小野寺撮影）

　年間では、大きな演目を２つ、小さな演目を３つ、４つ行う。サーミ劇場での公演には新しい演

目があるたびに通ってくる固定客が多く、観客に恵まれているという。料金は通常180 ～ 200クロー

ネほどであり、これはノルウェーの相場では安いほうになる。オスロやトロムソなどではもっと高

く、たとえばトロムソで「ハムレット」の公演をする場合、350 ～ 360クローネに設定する。なお、

チケット収入が収入金全体に占める割合はごくわずかである。
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　上演はサーミ語にて行われる。サーミ語を理解できない人のためにノルウェー語で字幕を出す。

カウトケイノは観客数自体は多くないので、ノルウェーの他の地域やフィンランド、スウェーデン

などサーミ人口の多い地域をツアーでまわるのが基本である。劇団の義務と目的として、サーミの

人々の住む地域をカバーした活動を行うということがある。

　予算の多くはツアーに充てられる。１つの演目ができると、まずサーミ劇場にて皮切りとなり１、

２回上演される。その後ツアーでオスロやスウェーデンをまわり、シーズンの終わりにまたサーミ

劇場で２回程度演じる。サーミ人口が多いオスロはよくツアーにまわるが、観客の大部分はサーミ

劇場の演目自体に興味をもっており、サーミの人々であるとは限らない。サーミ劇場は視覚的に優

れた劇団との評価を得ており、そこに興味を持つ人々から人気が高い。

　これまでにツアーで訪れたのはロシア、インド、ネパール、バングラデシュ、スペインなどがあ

り、今後2013年10月には東京の「シアターカイ」にて公演を予定している６）。

　第２項　演目と活動内容

　劇団ディレクターのH氏によれば、サーミには古典的な文学や戯曲があるわけではないので、上

演される演目はほとんどがサーミの社会に何らかの関連をもつ内容で、新しく作られたものも多い

という。ただし、確認できる範囲でこれまでの演目内容をみると、創作もさることながら、詩や随

想などにもとづくものが目立つ（表４－３、写真13）。

表４－３　サーミ劇場におけるこれまでの公演の一部

公演年 演目名（筆者による訳） 形態や特徴

1981年 「Our Mountain Plateaus（われわれの山地）」 ミュージカル。ゴウプ※１）の詩にもとづく

1985年 「Even if a hundred ogres…（たとえ100人の鬼でも…）」 歴史の教科書にもとづく、振り付けのあるシリーズ

1989年 「Sami Fairy Tales（サーミおとぎ話）」 野外パフォーマンス

1990年 「The Son of the Sun's Courting in the Land（太陽の子の求愛）」 Anders Fjellnerの叙事詩にもとづく

1992年 「Language of The Heart（心の言語）」 ３つの随想（ゴウプ、オルセン※２）からなる三部構成

1992年 「Different（差異）」 ロック・ミュージカル。ホモセクシャルへの偏見に焦点化

2000年 「A Mother's Heart is bleeding（母の心はひどく苦しい）」 俳優はNils Reidar Utsi。ボナカス（街）でのイベントにて

2003年 「Hamlet（ハムレット）」 ステージは氷で作られIceglobe Theatreと呼ばれた

※１）Ailo Gaup  　※２）Stein B. Olsen

写真13　「Even if a hundred ogres…」1985年（Beaivv　パンフレットより）

　サーミに関係のないところでは、シェークスピアの「ハムレット」を公演したこともある（写真
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14）。しかしH氏は、できる限りサーミに関係のある演目をやりたいと考えており、脚本家にサー

ミの演目を書いてもらえるような指導・教育を行っているという。

　演目の特徴として、衣装には伝統的なサーミのモチーフを用いることが多い。ただその際、衣装

デザイナーは基本的にはサーミのデザインを中心とし、細かい装飾にアラスカのイヌイット、アメ

リカの先住民のものを取り入れることがある（写真15）。アイヌからヒントを得て熊の装飾を取り

入れたり、日本の「能」の影響を受けたりしたものもあるという。

写真14　「Hamlet」2003年（Beaivv　パンフレットより）

写真15　劇団製作の３冊のパンフレット表紙

　サーミは楽器をもたず、特有の踊りもない。踊りはかつてシャーマンの踊りがあったかもしれな

いが記録には残っていない。キリスト教の伝来とともになくなってしまったという。歌もなく、ヨ

イクという声帯を震わせるチャントのみがある。伝統的なサーミの人々の光景としては、テントの

中で火を焚いて集まり、座ってお酒を飲み、ヨイクで盛り上がるということになるだろう。テント

の中では踊りまわれないという事情もある。
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　第３項　組織と今後の課題

　サーミ劇場は株式会社形式をとり、H氏は劇団ディレクター兼社長の肩書をもつ。理事会があり、

理事は全員サーミで、その大半はサーミ議会のメンバーで構成される。株式会社としてサーミ劇場

がスタートしたとき、大部分の株は自治体が、残りの株はサーミ議会の２つの政党によって所有さ

れた。従業員の中の１人も理事のメンバーである。

　従業員はH氏を除いて正規雇用で11人おり、うち４人が俳優、２人が技術員、５人が事務員で、

すべてサーミである。舞台監督、舞台美術の要員はたいてい外部から招き、そうした演出家などは

サーミではない。したがって、上演自体はサーミ語で行われるが、台本はサーミ語とノルウェー語

の両方で書かれていることが多い。

　H氏は1991年から支配人として勤め、従業員の中で唯一サーミではなくアイスランド出身である。

今では演出も担当し、必ず１年に１つの演目は監督をする。カウトケイノに長く住み、演出経験も

蓄積してきているので、サーミ文化について理解がある７）。

　正規の劇団俳優は４人しかいないため、キャストは演目ごとに組織する。オーディション形式で

はなく、テレビ出演者に打診したり、過去に公演に参加したことがあるメンバーにお願いしたりす

ることが多い。今後もオーディションの予定はないという。キャストはほとんどがサーミだが多少

例外はある。現代のサーミ社会を題材にするような演目の場合は、サーミやノルウェー人に関係な

く地域に住む人々にお願いしたこともあった。

　しかし演目ごとにキャストが新しくなると、人材の教育・養成は大きな問題となる。H氏は、もっと

俳優や脚本家の教育に投資したいけれども、今のところは資金が十分ではなく、思うようにトレーニン

グできていないと語る。とりわけ俳優はサーミ語で演じなければならないため、劇場は言語トレーニン

グの役目も担わなければならない。また、俳優経験のない場合や、若い俳優たちは積極的に教育する必

要がある。

　現在訓練中の新しい演目では、４人の若い俳優をキャストとして迎える。そのうち２人の女の子

は俳優としての教育を受けてきたものの、残りの２人の男の子は劇団の舞台に立った経験がない。

ただし、一方の男の子は人気のあるラップシンガーで人前に出ることには慣れており、もう一方の

男の子はサーミの子ども番組の中で「お兄さん」役として活躍していた。近年の傾向として、若い

人が劇団に入ってくる傾向は高まっている。ただその内実としては、男の子よりも女の子のほうが

舞台女優になりたいと考えるようであり、男の子の志願者は少ない。しかし、より広い視野でみれ

ば、オーディション番組が人気になりつつあるので、素人が応募してスターになっていくという傾

向も徐々にみられてきている。こうした環境の中で、いかにサーミの俳優を確保し、教育していく

かということが、目下のところ、そしてサーミ劇場の今後にとっても大きな課題となっている。

第３節　まとめ

　以上、ノルウェー・サーミにおける博物館と劇場のあり方を概観してきた。簡潔に、両者のそのサー

ミとしての特徴を挙げるならば、まず博物館では、サーミの人たちによる所有と経営が基本であり、

近年では職員のサーミに関する専門家としての資質向上も目指されるなど、構成員へのこだわりが

目立つ。ただし、人数的には足りていないことが問題となっていた。サーミの表象に関しては、伝

統的なサーミの衣装や住まい、工芸品の展示を主にしつつも、現代的なサーミ・アートの収集にも
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余念がないことをふまえると、伝統的か現代的か（古いものか新しいものか）という観点へのこだ

わりはあまりうかがえない。博物館の主要な活動である展示がほぼ専門職員の裁量に任されていた

ことから、クリエイティブな活動にも寛容な姿勢をもっているといえるだろう。

　一方、劇場でもサーミの俳優やスタッフを確保することは重視される傾向にあった。だが、サー

ミでなくともサーミ文化に理解の深いスタッフが中心となっていたり、サーミではないスタッフを

いかに教育するかということが課題となっていたりした点を含めると、博物館より構成員には柔軟

である。また、演目はサーミ文化をベースにしつつも、創作や異文化との融合に積極的であり、観

客からは、視覚的な演目自体への評価が高かった。こうしたことから、劇場におけるサーミの表象

はどちらかといえば現代的でクリエイティブな志向性が強く、先住民としてのサーミの伝統よりも、

現代を生きるサーミのリアリティを示す役目が大きいといえる。

　どちらの場合も、伝統的なあり方や歴史を全面的に出さなくともサーミとしての表象が可能と

なっていることは、サーミの現在と今後の権利を見据えるという意味では発展的で、有効なことで

あると考える。しかしノルウェーに限らず、たとえばフィンランドの国立博物館でもサーミは「植

民地支配状況」に関する展示がないなど、古いものが十分に明らかにされていないという実態があ

る（本多・謝 2007）。こうして伝統的な、過去のものが色あせていき、クリエイティブな新しいも

ののほうに表象が偏っていく場合、先住民族・サーミとしての存在や価値をどう考えていけばよい

かということは論点となる。またその際、博物館や劇場の役割と価値も検討していく必要があるだ

ろう。これらは今後の分析視点の一つとして、アイヌ民族との比較考察の中で改めて深めていきたい。

注

１）財団法人アイヌ民族博物館，2012，「財団法人アイヌ民族博物館　略歴及び概要」

　http://www.ainu-museum.or.jp/info/disclosure/profile1210.pdf（2013年１月15日閲覧）。

２）毎日新聞ｊｐ，2012年12月27日，「2012年ダイジェスト／北海道」（地方版記事）

　http://mainichi.jp/（2013年１月15日閲覧）。

３）ただし私たちが訪問した際にモダン・サーミ・アートの展示はなされていなかった。

４）1970年代からトロムソ大学においてサーミの研究が可能になったという。また、カウトケイノ

にはサーミ大学もある。詳しくは第３章を参照。

５）舞台の両脇にはコンクリートが使用されており、有名な建築家による設計で、受賞実績もある。

しかし劇場側の利便性については考慮されていないため、コンクリートの壁が邪魔となって舞台

が小さくなってしまっていることが問題だということである。

６）なお日本へのツアーは札幌も視野に入れて検討したかったが、オーガナイザーがいないこと

と、劇団のセットを含めたツアーに莫大な経費がかかってしまうため難しいということであっ

た。サーミ劇場としては、北海道と沖縄への遠征に興味をもっているという。

７）H氏は日本の大学への留学経験があり、文学部演劇科で学んだことがある。
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