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「ヘルシンキで行われたサーミ劇団の公演は歴史的
な出来事といえます。フィンランドには活気に満ちた
先住民族が、独自の力強い文化とともに暮らしてい
ることを忘れてはならないと、声高に叫ぶことなく観
る者に伝えてくれる作品です。ヴェルケアペーの物語
を舞台化してくれたアリ・ペッカ・ラッティに心から感
謝します」

(Riitta Kylänpää  『Suomen Kuvalehti』2014年7月号)

「アイロハス―太陽の息子」は、あらゆる感覚を鋭敏に
してくれる作品です。多彩な才能を持つ芸術家ニルス・
アスラク・ヴェルケアペーについての物語で、彼がい
かに自然の美しさを伝えたかったかを描いています。
また彼がいかにサーミの人々の民族意識を高めたか
も伝えています。本作品はステージングと音楽の面で
も輝きに満ちています。ヒーロー像を描いたものでは
なく、代わりに描いているのは、「いつでも別の選択を
する可能性はある」ということです。この作品は、現代の

「ホモ・エコノミクス」とは逆を行く人物として、常に時
代に立ち向かった男性像を描き出しています」

(Maria Säkö 『ヘルシンキ新聞』2014年2月8日)



「アイロハシュ―太陽の息子 (Áillohaš - The Son of the Sun)」は、2
人のフィンランド人舞台芸術家、フィンランド国演劇賞を受賞して
いる劇作家アリ・ペッカ・ラッティ (Ari-Pekka Lahti) と、著名な振付
師ハンナ・ブロテルス (Hanna Brotherus) が手掛けた新作舞台演
劇です。

フィンランド極北の地、先住民族サーミの居住地に、トナカイ守りの
息子で、繊細で夢見がちな少年が住んでいました。やがて地域に
伝わる成人の儀式を迎えたとき、彼は若い雌のトナカイを刺し殺す
ことを拒みました。男性的な通過儀礼を果たせなかったのは、彼が
自然と深いつながりを持っていたからでした。彼はラップランドの
ツンドラを歩き回り、鳥たちと一緒に歌うのが好きでした。彼の行
動は地元住民たちから冷ややかな目で見られました。親戚たちで
さえも、彼が本当の男になれるのだろうかと心配し始めました。しか
し彼にはある使命があったのです。その使命を果たすため、彼は故
郷を離れて世界へと飛び出し、ニルス・アスラク・ヴェルケアペーの
名で知られるようになりました。地域の偏見と国の本流との狭間で、
堅い決意を秘めた若者は、自身の民族文化の革新的なパイオニア
へと成長したのです。

本作品は、自己不信に陥りつつも自己を追究し、芸術の喜びと名声
の苦しみの両方を見出したアーティストの肖像を描いています。一

人の男性の運命を、力強く、美しく詩的に描くとともに、ラップランド
に暮らすサーミの人 と々彼らのアート、そして生き残りのための闘
いについても伝えています。物語は、環境の破滅に盲目的に突き進
む世界で、美しさと純粋さを求める切なる思いを表現しています。

ニルス・アスラク・ヴァルケアペー（サーミ語で「アイロハシュ (Áillo-
haš)」） (1943年～2001年) は、サーミの芸術と文化をフィンランドの
国内外に広めた最も有名なサーミ人芸術家の一人です。ヴァルケ
アペーにとって、日本はもう一つの故郷といえます。彼は多くの時
間を日本で過ごし、日本文化の影響を強く受けました。彼の作品が
日本でもよく知られているのはそのためです。ヴェルケアペーは多
彩な才能を持ち、作家、音楽家、ビジュアル・アーティストとして成
功を収めました。最も広く読まれている作品の一つ「わが父、太陽
よ (Beaivi, áhčážan) 」は、1991年度の北欧審議会文学賞を受賞して
います。

本作品はフィンランド国立劇場、ノルウェー国立サーミ劇場、ルス
カ・アンサンブルによる共同演劇プロジェクトです。初演は2014年、
サーミのナショナルデーである2月6日にフィンランド国立劇場で行
われました。以来、ノルウェー、フィンランドとスウェーデンの北部地
域で巡回公演が行われています。

アイロハシュ―太陽の息子 芸術家ニルス・アスラク・ヴェルケアペーの肖像



Áillohaš – the son of the sun is a new stageplay by two Finnish 
theatre artists: the state prize awarded playwright Ari-Pekka Lahti 
and renowned choreographer Hanna Brotherus. 

In the far north of Finland, a sensitive, dreamy young boy is the 
son of a reindeer herdsman within the Sami community. When 
the time comes for him to undergo his community’s traditional 
coming-of-age ritual, he refuses to stab a young doe to death.  The 
young boy’s failure to fulfill this masculine rite of passage stems 
from his deep connection to nature: he enjoys wandering through 
the Lappish tundra and singing with the birds.  His activities are 
frowned upon by the local population.  Even his relatives begin to 
wonder if he’ll ever be a real man.  However, he has a mission.  This 
mission takes him far from his native landscape out into the world, 
where he becomes known by the name of Nils-Aslak Valkeapää.  
Caught between local prejudice and the national mainstream, this 
determined young boy grows into a groundbreaking pioneer of his 
ethnic culture.

The play paints the portrait of a self-doubting, soul-searching ar-
tist, who discovered both the joy of art and the bitterness of fame.  

A powerful, beautifully poetic study of one man’s destiny, the pro-
duction also tells the tale of Lapland’s Sami people, their art and 
struggle for survival.  The tale expresses a yearning for beauty and 
purity in a world blindly propelled towards ecological disaster.

Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš in the Sami language) (1943-2001) 
was a Sami artist and one of the best known promoters of Sami 
art and culture both in Finland and abroad. You can say that Japan 
was his other home. He spent lots of time there and was strongly 
influenced by Japanese culture. That is why his art was also quite 
well known in Japan. Valkeapää was multi-talented, achieving a 
career as a writer, musician and visual artist.  One of his most wi-
dely read works is The Sun, my Father (Beaivi, áhčážan), for which 
he received the Nordic Council Literary Prize in 1991.

This production is a collaboration between the National Theatre 
of Finland, Beaivváš Sami National Theatre and the Ruska Ensem-
ble. The premiere was held at the National Theatre of Finland on 
the Sami National Day 6 February 2014. Since then the play has 
been touring around the Northern district of Norway, Finland and 
Sweden.



” This Sami-theatre performance in Helsinki is historical. It 
screams without screaming that we must wake up; that 
there is a vibrant and lively indigenous nation in Finland 
with a strong and personal culture,  ...Many thanks for 
Ari-Pekka Lahti to being able to dramatize Valkeapää´s 
story.” 

(Riitta Kylänpää, Suomen Kuvalehti, 7/2014)

“Áillohaš – the son of the sun is a theatre piece that sensi-
tizes all the senses. It tells a story of multitalented artist 
Nils-Aslak Valkeapää. It shows how Valkeapää wanted 
always to tell about nature´s beauty. The play also tells 
how Valkeapää lifted up samipeople´s sense of nationality. 
The son of the sun is filled with light also regarding it´s sta-
ging and music. It does not paint a picture of a hero – ins-
tead it shows that there is always a possibility of making 
another choice. It creates a picture of a man who always 
stood up as an opposite figure to today´s homo economicus.” 

(Maria Säkö, Helsingin Sanomat, 8.2.2014)



『アイロハシュ—太陽の息子』について
大笹吉雄  演劇評論家

　愛媛県の今治市に住んでいた子供のころ−具
体的に言えば1950年代になる—時々アイヌの一
座が巡演して来ことがある。今も行われているの
かどうか知らないが、町外れの空き地に幕を張
り巡らせて、アイヌの伝統的な芸能を見せたので
ある。

　わたしは小学生だったが、これを学校が鑑賞教
室に取り上げて、クラス全員が先生の引率で見に
行った。サーカスが対象になったことも、相撲の興
行を見に行ったこともある。もっとも多かったのは
もちろん映画で、これは年に二、三度は先生に連
れられて映画館のイスに座った。

　そういう学校行事の中にアイヌの芸能を見る
会もあって、イヨマンテと呼ばれる熊祭りの様子や、
鶴の踊りや、指笛の音楽などを見たり、聴いたりし
た。これをふっと思い出したのは、2013年に初来
日したノルウェー国立サーミ劇場の『白霜頭と夢
見る若者』を見たときで、登場人物の衣装がアイヌ
風だったからである。そして今回、フィンランド

国立劇場、ノルウェー国立サーミ劇場、ルスカ・ア
ンサンブルによる共同演劇プロジェクト『アイロハ
シュ—太陽の息子』（アリ・ベッカ・ラッティ脚本・演
出、ハンナ・ブロテルス演出）のDVDをはじめて見
て、ふたたびアイヌの芸能を連想した。どこか共通
のものを感じる。

　タイトルロールはサーミ語の呼び名で、ニルス・
アスラク・ヴァルケアペーというサーミの芸術と文
化をフィンランド国内外に広めたもっとも有名な
サーミ芸術家の一人だという。この人は日本での
滞在経験もあり、その文化の影響をも受けたとい

うが、この男の少年時代から、若い雌のトナカイを
殺すという男としての通過儀礼を拒否し、ある使
命を果たすために、故郷を離れて世界へ飛び出す
までを歌舞を交えて描いたのが本作である。

　壁と脚立だけという簡素な空間の中、魂の飛翔
と祈りを強く感じる。人間的であると同時に、宇宙
的な濃密な時空がここにはある。



Translated by Kanako Uzawa and Haukur J. Gunnarsson

When I was a child in Imabari in the Ehime Prefectu-
re – in the 1950’s to be precise – an Ainu touring troupe 
would sometimes visit our city. I don’t know if this is 
still so, but they would set up a stage in an open space 
in the outskirt of the city, and perform the traditional 
arts of the Ainu.

As an elementary school student, we were taken to 
see these performances by our teacher as a part of the 
school’s “culture class” activities. “Culture class” also in-
cluded watching the circus or a Sumo wrestling match. 
The most common activity, though, was going to the 
movies. Two or three times a year I would sit in the chair 
of a movie theatre, accompanied by our teacher.

Through these cultural activities we had the opportuni-
ty to see traditional Ainu performances such as the Bear 
Ritual “Iomante” and the Dance of the Crane, and listen 
to the jaw harp Mukkuri. These memories suddenly 
came back to me when the National Sami Theatre from 
Norway visited Japan in 2013 and I saw their perfor-
mance “The Frost-haired and the Dream-seer”, with 
costumes inspired by Ainu traditional design.

Recently I watched the DVD of “Áillohaš – The Son of 
the Sun”, a coproduction between the National Sami 
Theatre, Ruska Ensemble and the National Theatre of 
Finland, and again I was reminded of the Ainu perfor-
mances. I sense that they have something in common.

The title refers to one of the most famous Sami artists, 
Nils-Aslak Valkeapää – called Áillohaš among the Sami 

– who widely promoted Sami arts and culture within 
and outside Finland. Áillohaš visited Japan several 
times and was influenced by Japanese culture. This play 
describes how he, as a youth, refused to perform the 
traditional Sami coming-of-age ritual of killing a young 
female reindeer, and instead chose to leave his home 
and go into the world to pursue a career as an artist.

The play is performed in a simple set of bare walls and 
a step-ladder, wherein the flight and the longing of the 
soul is strongly felt, making it human, and at the same 
time cosmic and rich in space and time.

About “Áillohaš – The Son of the Sun”
Yoshio Ozasa, Theatre Critic



なぜ、ニルス・アスラク・ヴァルケアパーの戯曲を書いたのか

世界は急激に画一化しています。効率、成長、競争力の言葉が、
よりよい明日のための闘いへと駆り立てます。それにもかかわ
らず、天然資源は枯渇し、環境問題はより切迫したものに変わ
りつつあります。じきに行動様式や思考モデルを更新する必
要に迫られるのではないでしょうか。 

ニルス・アスラク・ヴァルケアパーは、自然の美、伝統的な生活
様式に従って語ることに生涯を捧げました。彼は芸術を通して、
自分の民族のアイデンティティのために闘いました。ある時自
分たちの故郷を追われ、新しい風習、新しい文化を学ぶことを
強要された民族のアイデンティティです。 

私はそのことに関心を持ちました。不運や偏見にとらわれず、
自分の心に忠実な人間を戯曲にしたいと思ったのです。

アリペッカ・ラハティ (Ari-Pekka Lahti)
劇作家と演出家

Why did I write a play about Nils-Aslak Valkeapää?

The world is becoming more uniform by the minute. Efficien-
cy, growth and competitiveness are the catchwords leading the 
struggle towards a brighter tomorrow. Meanwhile our natural re-
sources are being depleted and the threat of environmental dis-
aster is escalating. Our pattern of behavior and philosophy of life 
urgently need a radical change of direction.

Nils-Aslak Valkeapää dedicated his life to the beauty of the natu-
ral world, and to campaigning for a traditional way of life. He used 
his art to promote and maintain the ethnic identity of his people 

– a people once driven out if its homeland and forced to adopt the 
ways of a different culture.

 This intrigued me. I wanted to write about someone who stayed 
true to his heart in the face of adversity and prejudice.

Ari-Pekka Lahti
Writer and director

翻訳　ロミマキコ
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