フランス・オペラの誕生

その五

―グルック『オーリドのイフィジェニー』―
内藤義博
１．序文
グルックのオペラ改革といえば、カストラートによる超絶技巧の歌唱ショーのようにな
っていたイタリアのオペラ・セリアを、劇と音楽が有機的に結びついた演劇性を回復する
ことによって変革していこうとするものであったことは周知の事実である。この改革にあ
たっては、先行者であるヨメッリやトラエッタ同様に、合唱やダンスが組み込まれたリュ
リやラモーによるフランスの音楽悲劇がその模範の一つとされたのであった。
ところでグルックはイタリア語版『アルチェステ』の印刷譜につけた「レオポルト大公
への献辞」のなかで「私は音楽をその真の役割に限定するように努めましたが、その役割
とは表現力をもって詩に仕えることであり、そのためには筋書きに忠実に従って、決して
筋を中断したり、過剰に多数の装飾音で詩を押し殺すことがないようにするということで
す」1と改革の方向性を示している。この表現は＜音楽を詩の従者にする＞というように理
解されることが多いが、こうした理解はまるでグルックが改革オペラをリュリのスタイル
の音楽悲劇にもどそうとしているかのような誤解を与えてしまうだろう。グルックが目指
したものがそのようなものでなかったことは、グルック自身がかつてリュリが音楽をつけ
たのと同じキノーの詩に音楽をつけて、まったく別の『アルミード』を上演したことから
も分る。
『フランス音楽に関する手紙』
（1753 年）でフランス語からは音楽を作ることができない
と主張したルソーは、1774 年 4 月 17 日にパリ・オペラ座での『オーリドのイフィジェニ
ー』のゲネプロに立ち会い、感激のあまりグルックに「あなたは私がこれまで不可能と思
っていたことを実現なされたのです」2というメモを送ったと言われている。何がルソーを
これほどまでに感動させたのか。オペラ改革の理念をたんに＜音楽を詩の従者にする＞と
いうように矮小化することでは見えてこないグルックのオペラ改革の姿を『オーリドのイ
フィジェニー』を題材にして検討してみるのが、この小論の目的である。
２．音楽史的・文化史的背景
ルイ 15 世の時代は気候の温暖化や農業生産力の飛躍的向上による人口増加など経済状況
が飛躍的に発展した時期であった。そうした経済状況の安定・発展を背景にして、ルイ 15
世の宮廷はルイ 14 世の晩年時代とはうって変わって享楽的で放埓的な考え方が支配的にな
った。芸術の分野ではいわゆるロココ様式が支配的になり、繊細・優美を基調に、さまざ
まな装飾が使われ、男女の色恋を中心にすえたギャラント性が重視された。音楽悲劇の新
作・再演が激減して、身体の動きを華麗な音楽にのせて見せるバレエを中心にしたジャン
ルが支配的になってきたのは、こうした思潮の影響であることはいうまでもない。
さらに 1752 年から 54 年にかけて燃え上がったブフォン論争は音楽悲劇に大きな打撃を
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与えた。論争の中で音楽悲劇と比較されたイタリアのオペラ・ブッファやルソーの『村の
占い師』の流行からオペラ・コミックに人々の関心がうつった。教養もなければ伝統もも
たない新興のブルジョワジーにとって、ギリシャ・ローマ神話の登場人物たちにいったい
どんな関心がもてようか。アポロンだのジュピテルだのという庶民の日常生活とまったく
かけ離れた神話世界ではなくて、女中だとか旦那といった身近な登場人物のさまざまな駆
け引きなどが物語の中心になっているから、庶民ならだれでも親しめる内容であった。そ
ういったことから、このジャンルが 1750 年代以降爆発的に流行した3。
フランスにおける音楽状況の変化は、当時ヨーロッパにおいてパリとともに音楽の二大
都市といわれていたウィーンの劇場音楽にも影響を及ぼした。1754 年に前任者のエステル
ハージ伯から劇場総監督官の役職を引き継いだドゥラッツォ伯はフランス・オペラとイタ
リア・オペラの融合による改革を考えていた。カストラートがその超絶技巧を誇示して聴
衆を魅了するために物語の進行をとめてしまい、歌詞そのものをゆがめるという悪弊をに
がにがしく思っていたドゥラッツォ伯やグルックはオペラを本来の姿にしたいと考えてい
た。オペラを統一性を持った劇とするためには、柱となる筋を中心にしてすべてが構成さ
れるような形式にしなければならない。彼らはすべてのレチタティーヴォ、アリア、合唱、
ダンスが筋に組み込まれ、簡素にして重厚な悲劇を再興したいと考えていた。そのモデル
としてフランス・オペラが彼らの念頭にあった。ドゥラッツオ伯は自らパリに出向いて、
「パ
リの四劇場および地方の劇場にかかわる出来事」や作曲家、踊り手、バレエ監督、仕掛け、
舞台装置について詳細な情報を送るという契約を、オペラ・コミック作家のファヴァール
とのあいだに結んでいる4。さらにグルックをフランス劇場の音楽監督に指名し、1758 年か
らオペラ・コミックの作曲をさせたことも、彼が最初に講じた方策のひとつである。その
結果、当時のウィーンではパリで初演されたほとんどのオペラ・コミックがその数ヵ月後
には上演されるというくらいに、太いつながりができあったのである。こうした経験がグ
ルックにフランス語オペラを作曲させる大きなきっかけになったことは言うまでもない。
それから数年後の 1761 年にイタリアの貴族カルザビージがブッフォン論争に激しく揺れた
パリでの滞在を終えてウィーンに到着し、カストラートによってゆがめられた伝統的なイ
タリア・オペラの改革を訴えた。ドゥラッツォ伯はカルザビージとグルックにオペラ改革
を委ねることになり、改革オペラ第一作『オルフェオとエウリディーチェ』が誕生するこ
とになる5。
なぜグルックたちのなかでオペラ改革とオペラ・コミックが結びつかなかったのだろう
か？たしかに同じ時期に当時の社会の中心的存在となりつつあった市民の家庭を主題にし
た、いわゆるジャンル・セリユー（市民階級の家庭がもつ問題を描く悲劇でも喜劇でもな
いジャンル）が提唱され、ボーマルシェは 1767 年の『演劇のジャンル・セリユーに関する
試論』のなかで「18 世紀の君主国家の平和な家臣である私に、アテネやローマの激変がい
ったい何だというのか？ペロポネソスの暴君の死にたいして、またオーリドでの若き姫の
犠牲にたいして、いったい私がどんな真摯な関心をいだけるというのか？」6と古代悲劇を
取り上げる意味を全面的に否定していることも確かだ。他方、ヴォルテールは古代ギリシ
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ャ悲劇に関する論文（1748 年）で、ラシーヌの『イフィジェニー』に触れて「悲劇の中で
最も驚く作品はクリテムネストルが娘を擁護するものではなくて、アシルが恋人を擁護す
るものである」7と述べて、ラシーヌが悲劇に恋愛を持ち込んだことを非難し、古代ギリシ
ャ悲劇に立ち返るように勧めている。後に新古典主義美術運動にたいして共感を示すこと
になるディドロは 1757 年の『「私生児」に関する第三対話』のなかで、18 世紀の演劇がな
すべきことを列挙したなかで、音楽劇には古代の悲劇を導入すべきだと主張した。なぜな
ら、悲劇は音楽劇詩と同じように韻文であることが必要であるのにたいし、市民の家庭を
主題にした劇には韻文はふさわしくないから、音楽悲劇の主題にはならないからである8。
ところでオペラ改革の思想的な側面を見る上で注目すべき出来事がこの時期に起きてい
る。ロココ様式をまっこうから否定する新古典主義の芸術運動である。いわゆる新古典主
義様式である。これは 1746 年に、火山の噴火で埋没していたローマ時代の町ポンペイの遺
跡が発掘され、古代ローマの遺品が紹介され、古代ギリシャ・ローマへの関心がかきたて
られたことが大きなきっかけとなっている。とくにドイツのヴィンケルマンが 1755 年に出
版した『ギリシャ美術模倣論』のなかで、芸術は自然の理想化であり、その理想化に到達
していたギリシャ芸術を模倣すべきだと主張して、ヨーロッパ中に大きな反響を呼んだこ
とから、官能的・享楽的なロココ様式にたいする批判として、ギリシャ芸術の簡素で壮大
な形式美を模範にしようとする運動となった。美術の分野で新古典主義と呼ばれる運動で
ある。新古典主義では、ロココの官能性に対する反動として、英雄の死、自己犠牲、博愛
主義など、禁欲的、悲劇的テーマが好まれたが9、こうしたテーマこそグルックの改革オペ
ラの主題となっていく。
以上の概観から分るように、グルックのオペラ改革は、イタリア・オペラにおいてカス
トラートがもたらした悪弊によって劇としての統一性を失ったイタリア・オペラと、神話・
伝説が主題とされてそのリアリティーを完全に失っているフランス・オペラとの融合をは
かり、簡素にして質実剛健を重視するギリシャ悲劇に立ち返ることで音楽悲劇を再興する
ことが目指されたのである。
３．イフィジェニーという主題
イタリア・オペラとフランス・オペアを融合したいというドゥラッツォ伯のもくろみ、
そして自己犠牲や英雄的態度を理想と掲げる新古典主義的思潮からすると、ギリシャの命
運のために決然として生贄に供せられるのを選ぶイフィジェニーという主題は、改革オペ
ラの目指すものとしてふさわしい主題の一つであるが、グルックの『オーリドのイフィジ
ェニー』は先行作品と比較してみるとどのような特徴が見られるのだろうか？
メネラーオス（アガメムノンの弟）の妻ヘレネーがトロイアの王子パリスに略奪された
ことをきっかけにして起きたトロイア戦争に出陣すべくオーリド（アウリス）に集結した
ギリシャ全軍の総帥であるアガメムノンがディアーヌ（アルテミス）の不興をかったため
に無風状態が続きオーリドから出帆できず、ディアーヌの怒りをおさめるためにはアガメ
ムノンの娘を生贄に捧げなければならないという物語は、ギリシャ悲劇作家のエウリピデ
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スとソフォクレスによって後世に知られ、多くの作家のインスピレーションをかきたてて
きた。とくに 17 世紀になるとエラスムスのラテン語訳をはじめとして、仏語、伊語、独語
に翻訳されて、広く読まれるようになった。したがってラシーヌが 1674 年に『イフィジェ
ニー』を初演したときにはこの主題は広く知られていた。18 世紀になると 24 本もの台本が
音楽化されることからも分るように、オペラの分野で一大流行となる。なかでもアポスト
ロ・ゼーノの台本には 10 人の音楽家が曲をつけるほどの人気であった10。グルックは 1763
年にウィーンで初演されたトラエッタ作曲の『トーリドのイフィジェニー』の指揮をして
おり、この主題について十分な知識と経験があった。
エウリピデス、ラシーヌ、グルック11に共通するイフィジェニーの主題は（１）アガメム
ノンの苦悩と（２）イフィジェニーの態度の二つだといえる。
（１）メネラーオスの妻ヘレネーがトロイア王子パリスに略奪されたことからギリシャは
トロイアに全軍を送ることになり、その総帥としてアガメムノンを選んだ。オーリドまで
来ていざ出帆というときに風が止んでしまい出港することができない。神官カルカスを通
して知らされた神託はディアーヌがその鹿を殺したアガメムノンへの報復として彼の娘イ
フィジェニーを生贄として要求しているということであった。娘をディアーヌの祭壇に供
さねば風は吹かず、ギリシャ全軍はトロイアに向けて出帆することができないが、かとい
って娘を犠牲にすることは親として耐えられないという、ギリシャ全軍の総帥としての
《公》の立場と娘の親としての《私》の立場とのあいだの葛藤がアガメムノンの主題であ
る。エウリピデスでもラシーヌでもアガメムノンは一貫して《私》の立場をとっている。
エウリピデスでは弟のメネラーオスからギリシャ全軍の総帥としての任務を全うするよう
に執拗に詰め寄られても翻意することはないし、ラシーヌでは神託を受けたときにいっし
ょにいたユリスに「名誉、祖国、国民、わしの命に従う国王たち、ギリシャに約束された
アジアの支配、をどうするのだ、娘のために国家を犠牲にして、名誉を失った国王が、ど
の面さげて家庭に老い朽ちるつもりなのだ」と突き上げられ、「ユリスに説き伏せられ、泣
く泣く娘の犠牲を命じた」（第一幕第一場）が、婚約者アシルの翻意という嘘をでっち上げ
てオーリドに来るなという手紙をアルカスに持たせる。グルックではこのあたりのいきさ
つは省略され、アシルとの婚礼を挙げるという理由でオーリドにやってくるイフィジェニ
ーを待っているところから始まる。この三つの作品の比較から見えてくる大きな相違は、
エウリピデスとラシーヌではアガメムノンが《私》の立場に固執し、アガメムノンがとる
べき《公》の立場については第三者に代弁させていることである。エウリピデスでは弟の
メネラーオスが、ラシーヌではユリスが《公》の立場からアガメムノンの任務を説いてい
る。それにたいしてグルックではアガメムノン一人が《私》の立場と《公》の立場のあい
だで揺れる内面を吐露する。したがって前二者ではアガメムノンはあくまでも《私》の立
場を通そうとするために意固地な人物として描かれているが、グルックでは《私》の立場
と《公》の立場のあいだで動揺し、どちらも強いて選ぶことができない葛藤を内包する人
物として示される。
（２）自分がディアーヌの祭壇で生贄にされることを知ったイフィジェニーの対応の仕方
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は、この作品の重大な主題の一つであることはいうまでもない。エウリピデスのイフィジ
ェニーは始めアガメムノンになんとかしてほしいと懇願するが、自分の死にどんな意義が
あるのかを知ると決然として死を受け入れる高潔さを持っている。他方、ラシーヌの場合
イフィジェニーは「この尊重、この従順が、何か別のご褒美に値すると思召しでしたら、
また、泣き濡れたお母さまのお嘆きを哀れと思召しでしたら、数々の名誉に取り巻かれて
いる高貴の生まれの私として、命まで奪われなくともと、申し上げたいのです」
（第四幕第
四場）と、王の中の王であるアガメムノンならどんなことをしてでも娘を救う方法を探し
出せるだろうと言わんばかりの台詞を吐き、さらには「アガメムノンの娘として、お父様
というこの心地よい名前で最初にあなたを呼んだのは、この私です」（第四幕第四場）と、
父親の情に訴えかけるような台詞を繰り返して、なんとかして死から逃れようとする。ア
ガメムノンは結局、親としての情を選択し、イフィジェニーを逃がす手はずを整える。し
かし、すでにイフィジェニーが生贄として指名されていることを知ったギリシャ軍が逃亡
を妨げようとしたため、これを見たイフィジェニーは、はじめて犠牲に供されることを決
心する。したがって、イフィジェニーの決心は内発的なものではなくて、ギリシャ全軍か
ら逃れることはできないことを自覚したという外発的なものにほかならない。この点でグ
ルックのイフィジェニーはエウリピデスと同じく、自分の死にギリシャの命運がかかって
いることを知るやいなや決然とした態度で死を受け入れるその高潔な姿勢で際立っている。
彼女はアシルとの婚礼の延期という知らせを受けて、アシルが他の女性を好きになったの
ではないかと嫉妬するなど、アシルとの愛情の問題では普通の女性と同じような対応の仕
方をしているが、いざ自分の命がギリシャ全軍の命運を左右することが分かると敢然とし
て自らの命を惜しむことなく死を受け入れようとする。この高潔さがディアーヌの翻意と
いう結末に説得力を与えていることは疑いない。グルックのイフィジェニーの自己犠牲や
死を前にした高潔さは、まさに美術における新古典主義の特長でもあることからも分るよ
うに、改革オペラがこの時期の思潮の刻印を受けていることを如実に示しいている。
４．悲劇と音楽悲劇の違い
悲劇と音楽悲劇の違いはどこにあるのかという問題はすでに 18 世紀の中ごろにマブリが
音楽悲劇の詩学を創始せんとして行なったさまざまな議論の対象のひとつでもあった。マ
ブリは、音楽悲劇の詩（キノー）が悲劇の詩（ラシーヌとかコルネイユ）に比べて劣ると
いう理由から音楽悲劇を悲劇よりも劣ると主張する議論があることを念頭におき、悲劇に
せよ音楽悲劇にせよ観客を感動させるという本来の目的に達するために必要不可欠な一点
があるとするならば、悲劇は詩だけでその一点の状態を達成しなければならないのにたい
して、音楽悲劇は詩と音楽の両者でこの一点を実現することになるから、当然のこととし
て悲劇の詩と音楽悲劇の詩だけを比較してその優劣を云々することは問題にならないと述
べた12。このような主張が 18 世紀の中ごろに出現するようになってきた背景には、いうま
でもなくラモーの作品が音楽悲劇における詩と音楽の関係を大きく変貌させることになっ
たという事実がある。
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リュリがフランス語オペラを創始するにあたって最も重視したのはフランス語レシタテ
ィフであった。もともとイタリアで創始されたオペラはギリシャ悲劇が歌(réciter)われてい
たという伝承にもとづいて叙唱される悲劇の復活を目指したものであって、1640 年代まで
のイタリア・オペラはモンテヴェルディの作品なども含めてアリアをもたない叙唱劇であ
った。リュリがそうした伝統をフランスに導入して、すでに確固たる地位を築いていたフ
ランスの悲劇に対抗しうる音楽悲劇を創始するには、悲劇の朗唱(déclamation )を参考にし
て音楽が詩の抑揚を際立たせるようなレシタティフを作ることが必要であった。リュリが
ラシーヌ悲劇の上演に通ってフランス語の韻律法を身につけようとしたというエピソード
はこのあたりの事情をよく示している。したがってリュリの音楽悲劇ではほとんどのレシ
タティフがクラブサンによる単純な和音の伴奏だけの単純レシタティフ(récitatif simple)
であり、ディヴェルティスマン以外の場所に今日的な意味での心地好い旋律を求めても無
駄である。音楽は歌詞を旋律にのせるためにあるのではなく、詩に内在する抑揚や朗唱に
伴うアクセントや語調を強調するために存在する。レシタティフと音楽の関係は基本的に
はラモーの音楽悲劇でも変わらないが、ラモーの特長は、レシタティフの前奏ともいえる
リトルネッロにフルオーケストラが使われ、オーケストラ伴奏のついた伴奏つきレシタテ
ィフ(récitatif accompagné)や色彩感豊かなオーケストラ曲が激増したことである。そして
なによりも重大な変化は音楽の役割の変化である。音楽がたんに言語の抑揚や語調を強調
するだけではなく、詩の意味内容を先取りすることで、登場人物の内面を表現するように
なってくる。ラモーの色彩感豊かなオーケストラはレシタティフの伴奏をしながら、内面
を描き出すということが可能になったのである13。マブリが音楽悲劇は詩と音楽の両者でも
って聴き手を感動させる一点に達すると主張したのは、こうしたラモーの音楽の出現によ
る詩と音楽の関係の変化をうけてのことであった。
ラモーの音楽が作り出した音楽と詩の関係をさらに推し進めたのがグルックの音楽悲劇
である。詩には詩の論理があると同時に、音楽には音楽の論理がある。詩的論理とは、情
念と情念のぶつかり合いによって生じる劇的強度は漸進的に高まりクライマックスで頂点
に達するというものであるのにたいして、音楽ではその強度のクライマックスをいつでも
好きなところにおくことができる。その結果として、音楽悲劇の詩を取り出したときに見
られる強度の位置と音楽悲劇全体として強度すなわち主題の位置にずれが生じることにな
る。
グルックの『オーリドのイフィジェニー』の詩だけを読んでみると、イフィジェニーを
オーリドから遠ざけようとするアガメムノンの努力にもかかわらず、何も知らずにオーリ
ドにやってきたイフィジェニーがギリシャ全軍の名誉を救うために犠牲に供せられる運命
にあることを知るやいなやそれを受け入れて両親や婚約者と苦渋の別れを交わすのに、そ
れを受け入れられない母親のクリテムネストルや婚約者のアシルが祭壇に殴りこみをかけ
るようとすることで生じる混乱の箇所で、クライマックスに達する。ところが作品を聴い
てみると、音楽はまったく違った位置に強度がおかれていることが分る。グルック『オー
リドのイフィジェニー』における音楽の強度を図式すると以下のようになる。
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アガメムノン独白
序曲、アガ
メムノン独白
生贄
イフィジェ

神事

ニー到着

第一幕

第二幕

第三幕

第一幕
リズミカルな序曲からなだれ込むようにして始まるアガメムノンのモノローグ「非情な
ディアーヌよ／そんなことを命じても無駄だ／こんな恐ろしい犠牲は」は、嵐のように次々
と繰り出される音が象徴する運命の威圧に抗するかのような印象を与え、ギリシャ全軍の
総帥としての《公》の立場と生贄に捧げるように指示された娘の父としての《私》の立場
とのあいだの選択で逡巡するアガメムノンの苦悩の深さを表すにふさわしく、聴き手の心
を一気につかむに十分な音楽的強度をもっている。その結果、音楽の聴き手はこのオペラ
の主題がまさにアガメムノンの苦悩であることを理解する。
いったんは神託を受け入れてイフィジェニーをオーリドに呼ぶことにしたアガメムノン
だが、再び使者をやって、婚約者のアシルが婚礼の延期を申し出たからオーリドに来なく
てよいと知らせるも、行き違いになり、何も知らずに喜んでやってきたイフィジェニーと
母親のクリテムネストル一行の到着を知らせる華やかなオーケストラ伴奏にのって途切れ
途切れに吐露されるアガメムノンの「わが娘よ…体が震える…」は、けっして悲愴な音楽
でもなければ、嵐のように激烈な音楽でもないのに、伴奏と歌詞との乖離によって人物の
内面を鮮やかに照らし出す。華やかな音楽が登場人物の苦悩を強め鋭くするということは、
かつてなかった前代未聞の音楽実践である。これはレシタティフ・オブリジェ(récitatif
obligé)のまったく新しい姿であり、聴き手に強烈な印象を与える。
第一幕後半では、アシルが婚礼を延期したと聞かされて自分への裏切りと勘違いするイ
フィジェニーと彼女が呼び寄せられた理由（表向きの理由も真の理由も）を知らないアシ
ルの誤解から生じた二人の言い争いと和解が描かれる。詩の側面から見れば、情念と情念
がぶつかり合う詩的強度を示しているといえるが、詩的内容をストレートに反映した音楽
であり、音楽的には強度はそれほど高くない。
第二幕
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第二幕前半は和解したアシルとイフィジェニーが婚礼の準備をする場面が第一場から第
三場まで延々と続く。そのあいだにはバレエが挿入されていることもあり、ディヴェルテ
ィスマン的要素が強く、音楽的な強度はかなり下がった状態が長く続く。それも後半で予
定されている大激変への「ため」の場面とみなすこともできそうだが、それにしても長す
ぎる。彼らの何も知らぬ様子に心打たれたアルカス（アガメムノンの家臣）がイフィジェ
ニーは生贄に捧げられるためにオーリドに呼ばれたのであり、そのための祭壇を準備して
いるのであって、婚礼のためのものではないという事の次第を打ち明けてしまう。
イフィジェニーとの言い争いの原因となった企みがアガメムノンの仕業だと知ったアシ
ルはアガメムノンとさしで対面することになる。アシルから激しい非難を受けて、それに
対抗する行きがかりから、娘を無理やりにでも生贄にすると公言しなければならなくなっ
たアガメムノンの苦悩の独白にあてられた第二幕最後の長大なモノローグは、この作品最
大の音楽的強度をもち、アガメムノンの苦悩をあますところなく表現しており、圧巻であ
る。
アシルが退場し、一人になったアガメムノンは行きがかり上イフィジェニーを生贄にす
ると言ってしまったが、娘には生きていてもらいたいと突き上げる胸のうちを激しい伴奏
にのって吐露する。しかし一転して、ギリシャの利益をないがしろにする情けない自分の
姿に落ち込む。だが祭壇に連れていかれ、胸に刃を突きつけられ、血を流すイフィジェニ
ーの姿を思い描いて激昂し、歌詞の合間にたたみかけるような伴奏にかきたてられるよう
に「惨い父親！お前には聞こえないのか／ウメニデスの叫びが？／あたりに響き渡る、／
恐ろしいシュルシュルいう音が、／彼女たちの人殺しの毒蛇の／親殺しの復讐をする／彼
女たちはすでにお前を苦しめ始めている」という激しい言葉で自分を責める。なんとか両
者をうまくおさめる方法はないのかという自問にたいして、みずから「なにも」と応えた
あとの沈黙の深さ。音楽はたんに詩の抑揚を強調するだけでもなければ、詩が示す情念を
なぞるだけでもなく、詩の表す意味と言外に示される意味という二重性をもったもの、こ
の箇所で言えば、アガメムノンの矛盾した内面を描くところにこそ真骨頂があるというこ
とを示している。詩に音楽をつけるオペラという形式にすることに意味があるとすれば、
まさにこうした芸当が音楽にのみ可能だからである。この場面のアガメムノンのモノロー
グはまさにそうした好例である。全編中で強度の頂点に達するこのモノローグは、アガメ
ムノンの苦悩こそがこの作品の主題であることを示している14。
第三幕
自分の命がギリシャの命運を左右することを知ったイフィジェニーは決然として死を受
け入れる。アシルおよびクリテムネストルとの対面は、死を決意したことで平静な状態に
たちいたったイフィジェニーと、それを受け入れられず激怒する婚約者および母親の対比
によって徐々に詩的および音楽的強度が強まっていくが、平静な心的状態にいたったイフ
ィジェニーを音楽的に描くことが強度の高まりを抑制しており、けっしてアガメムノンの
独白のレベルに達することはない。アシルが祭壇に殴り込みをかけんとする混乱の頂点で
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ディアーヌが降臨し、自らの指示を撤回するというかたちで物語は解決する。型どおりの
合唱とコントルダンスで幕が下りる。
以上見てきたように、悲劇は、その関心、興味、テンションが最後に置かれたクライマ
ックスまで漸進的に増大、強化するように作られているが、グルックの『オーリドのイフ
ィジェニー』では、序曲や最初のモノローグなどの強烈な音楽で聴き手を一気に引き付け
るような作りになっている。さらに第二幕の後半に音楽的な強度の頂点をつくり、まるで
吊り橋の形状になるように、最初と最後に二番目の強度をつくり、その間は強弱のメリハ
リをつけることでつないで、結末に導くという構造になっている。このようなことが可能
になるのは、明らかに音楽の論理と詩の論理が異なっているからである。こうした両者の
論理の相違については、もちろんグルックは作曲家としての長い音楽実践の過程で自然発
生的につかんでいたのだと思われる。
５．音楽悲劇における詩と音楽
音楽劇における詩と音楽の関係についての議論ということで言えば、1745 年というかな
り早い時期に音楽固有の論理をオペラのつくりのために利用すべきだと考えていた音楽家
がいた。それは『イタリア・オペラとフランス・オペラに関する手紙』を書いた無名時代
のルソーである。これはオペラの作曲で世に打って出ようと考えていたルソーが『メルキ
ュール・ド・フランス』あたりに投稿しようと考えて書いていたが中断してしまった音楽
批評で、主として歴史物を中心としたメタスタージオの詩によるイタリア・オペラと神話・
伝説を題材にしたキノーの詩によるフランスの音楽悲劇を比較して、音楽には一気に聴く
者の心を捉え別世界に連れ去るという特長があるのだから、オペラではそうした音楽固有
の長所を利用すべきで、そのためにはメタスタージオの詩のように、通常の悲劇のごとく、
一つ一つ論理を組み立てていくような詩は音楽には合わず、キノーの詩のように神話・伝
説を題材にした驚異の世界こそがオペラにはふさわしいとして、フランス・オペラの優位
を説いている。「キノーは悲劇も喜劇も作らず、スペクタクルの第三のジャンルを考案した
のです。彼はまさにオペラを作ったのです。彼は、歌いながら会話することの滑稽さを観
客に隠すためにはたった一つの手段しかないこと、つまり彼らの心を奪い、魔法の世界、
妖精の国に運び去り、意外さや驚異によって彼らを幻惑させなければならないと感じてい
たのです」15という主張は、ルソーが明らかに前世紀におけるオペラ論争（とりわけ新旧論
争におけるキノー批判）を意識していることを示しているが、それに続く「輝かしい芝居
に耳に快い音楽が加われば、感覚を魅了して、目にしているものが真実らしくないのでは
ないかなどと精神に考えさせません。したがって、オペラでは悲劇の舞台の方式に従おう
とか、観客を徐々に魅了しようと考えてはなりません。このようなやり方では決して成功
しないでしょう。観客の心を一気に奪い、魅惑しなければなりません。そしてオペラは、
もしつねに大合唱と最も華麗な舞台装置の華やかさから始まれば、いっそうその効果をう
まく作り出すことになるでしょう」16という一節にみられるような、音楽固有の論理を前面
におし出していこうとする論説は、ラモーを支持し、ラモーの音楽が今後の音楽悲劇のあ
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り方を示しているという判断にもとづく立場から行なわれている。1733 年に『イポリトと
アリシ』でオペラ座にデビューしたラモーのオペラはその充溢した和声と鮮やかなオーケ
ストレーションで人々を驚かせ、とたんにリュリ的伝統にたいする侵犯として批判の的と
なった。もちろん実践的には 1745 年には『プラテ』
『ナヴァール姫』『ポリムニーの祭典』
と三本ものオペラがヴェルサイユで上演されるなどラモーの評価は確実なものになってい
たとはいえ、音楽論の面ではそれを理論的に合理化するすべがなかった。そのためにマブ
リやレモン・ド・サンマールたちがそうした試みをしてきたのだが、ルソーのこの未完批
評はそれにつながるものである。その意味で、あくまでもフランス・オペラの観点からの
議論であるとはいえ、音楽の存在がオペラを通常の悲劇とまったく異なったものにしてい
ること、音楽の存在が音楽悲劇の構造を完全に変えてしまうものであることを明確に指摘
している点で当時は出版されてなかったとはいえ、18 世紀後半における音楽劇にたいする
とらえ方の方向性を示唆するものとして重要である。
さらに『オーリドのイフィジェニー』の音楽分析においてその強度の頂点を作り出して
いるは、アガメムノンのモノローグであるが、これがレシタティフ・オブリジェによって
作られていることは、登場人物の内面を表現する上でこの種のレシタティフがもっとも適
切であることを示しているが、これについて初めて言及し、その劇的音楽としての重要性
を主張したのもルソーであったことは、偶然ではないように思われる。
ルソーがレシタティフ・オブリジェに初めて触れたのは『フランス音楽に関する手紙』
（1753 年）においてイタリアの作曲家による伴奏のあり方を《旋律の統一性》ということ
の一つの例として説明するためであったが、1767 年に出版された『音楽辞典』では単独の
項目を作って詳しく説明している。
《レシタティフ・オブリジェ》

これはリトルネッロや合奏の速いパッセージと混ぜ

合わさって、言わば独唱者とオーケストラがお互いに拘束しあい、その結果彼らが注
意深くなり、お互いに待ち合わねばならなくなるようなレシタティフである。レシタ
ティフとオーケストラの輝かしさをまとった旋律との交互の絡みは近代音楽において
最も感動的で、魅力的で、力強いものである。俳優は全てを言うことが彼には許され
ていない情念によって興奮し忘我の状態になり、中断し、立ち止まり、故意の言落と
しをし、その間オーケストラは彼のために歌う。そしてこうして満たされた沈黙は、
俳優が音楽に言わせていることを自分で全て言う場合よりも無限に聞き手を感動させ
るのである17。
ギリシャ全軍の統帥としての責任とそれをまっとうするためには自分の娘イフィジェニ
ーを犠牲に供さねばならないという《公》と《私》の立場の葛藤が頂点に達するモノロー
グでアガメムノンはイフィジェニーが生贄の祭壇でその剣でもって心臓を抉り出される場
面を自ら想像し、その圧倒的な情景に言葉を失い、それを避けるための手立ては何かない
のかと自問するが、オーケストラが沈黙によって何もないと答える。まさに「俳優は全て
を言うことが彼には許されていない情念によって興奮し忘我の状態になり、中断し、立ち
止まり、故意の言落としをし、その間オーケストラは彼のために歌う。そしてこうして満
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たされた沈黙は、俳優が音楽に言わせていることを自分で全て言う場合よりも無限に聞き
手を感動させるのである。」レシタティフ・オブリジェの意義は、歌詞とは違うことを音楽
に表現させるところにある。たんに激しい内容の歌詞を激しい音楽で表現するだけなら音
楽には存在理由はないが、歌詞が表向き表現している内容と違う内容を音楽が表現するこ
とで登場人物の内面を深く描き出すことになるところに悲劇に音楽をつける理由、まさに
音楽の存在理由が生まれる。
ところで興味深いのは、ディドロが『「私生児」に関する第三対話』のなかでラシーヌの
『イフィジェニー』のクリテムネストルのモノローグ（第五幕第六場で、イフィジェニー
の死を避けることができないと分ったクリテムネストルが、上記のアガメムノンのモノロ
ーグに似て、イフィジェニーの死の情景を想像して激しい怒りを爆発させる場面）をレシ
タティフ・オブリジェにすることを提案していることである。もちろん劇的状況としては
このモノローグもアガメムノンのそれに類似している。しかし決定的に違うところは、ア
ガメムノンのモノローグが《公》と《私》の立場の葛藤から生じているのに対して、クリ
テムネストルにはなんら内的な葛藤がないということだ。クリテムネストルの場面はただ
一方的に激しいだけで、怒りの情念に対抗する情念が存在しない。つまりオーケストラが
クリテムネストルの表向きの歌詞とちがう情念を表現する必要がないわけで、レシタティ
フ・オブリジェにする理由がないのだ。この場面をグルックがレシタティフ・オブリジェ
にしなかったのは、こういう理由からではなかったかと想像される。もちろんグルックが
ディドロの上記著作を読んだかどうかについての確証はないが、グルックの音楽家として
のセンスがそうさせたのだろうと予想しても、あながちはずれてはいないだろう。
さらに興味深いことはグルックの改革オペラにおけるこうした新しい音楽の使い方を反
映して、音楽についての考え方に変化が生じていることである。たとえばラセペードであ
る。彼は『音楽の詩学』という 1785 年に出版された著作の中でフランスで上演されたグル
ックのフランス語オペラの例を盛んに挙げながら、喜びが生み出すのは歌でありダンスで
あるが、それは真の音楽ではなく、真の音楽とは苦悩や悲しい憂鬱によって生みだされ、
それらを描くような音楽であると主張する。
したがって喜びが歌を生み出したのであり、それは幸福で満たされた人間のために作
られた音楽の一部門であって、それがダンスの観念を人間の中に目覚めさせる。だが、
私たちが真の音楽を手にしたのは苦悩と悲しい憂鬱のおかげであり、それは情念の、
とくに最も深い情念の生き生きとした絵図であり、それこそが私たちの魂の中に情念
をかくも強く刻み、かくも素早く燃え立たせるのであり、かくも甘美な涙を流させ、
不幸を感じたことのある魂に、その結果貴重で忌まわしい感受性という贈物をうけと
ったあらゆる魂に、かくも甘美な感動とかくも親しい喜びを与えるものなのである。18
そして伴奏についても、伴奏は「一人の登場人物」であって、登場人物と対話したり、彼
が隠そうとする感情を暴いたり、登場人物の歌詞の意味をそのまま従うのではなく、彼を
苦しめている内面の苦悩を描く必要があると主張する19。
以上のことから、グルックの改革オペラは、彼に先行するフランスの音楽思想家ルソー
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の音楽観に導かれつつ、その実践によって、新しい音楽観を作り出したと言えるだろう。
６．結論
『オーリドのイフィジェニー』を聴いたルソーを感激させた理由は何であったのだろう
か？結論として、この音楽悲劇の特長をまとめてみよう。
第一に、古典派やロマン派の音楽になじんでいる私たち現代人には当たり前のことに思
えるかもしれないが、登場人物の心情をオーケストラが的確に描き出しているということ
にある。リュリの音楽は登場人物の心情ではなく、言語のもつ抑揚とか朗唱のアクセント
を際立たせるためのものであって、登場人物の心情を描くためのものではない。グルック
の場合はつねに登場人物の心情にあわせた音楽が鳴らされるために、極端なことを言えば、
歌詞の意味が分からなくても登場人物の心的状態は把握できる。そのためにグルックの音
楽は登場人物の心情にぴったり寄り添う場合もあれば、レシタティフ・オブリジェを使っ
てその葛藤する心情の一方を表したり、葛藤そのものを描いたりする場合もある。
第二に、ルソーは『フランス音楽に関する手紙』においてフランス語の韻律法に合った
音楽ということにこだわったが、グルックはこの要請をなんなくクリアしている。他のヨ
ーロッパ緒言語が長・短というイアンビックな韻律法を持つのにたいして、短・短・長と
いうダクティリックな韻律法を持つところがフランス語の特長である。それに合わせてア
クセントの置き方も変わってくる。グルックは、上で指摘したような、登場人物の心情に
合わせることに配慮しただけではなく、同時にフランス語の韻律法に適合した音楽を作っ
た。これは、どんなに厚みのあるオーケストラ伴奏であっても歌詞が聞き取れるという音
楽美学的効果をもたらす。
第三に、この作品の劇的構成の統一性と簡潔性である。ラシーヌの『イフィジェニー』
があまりに有名なので、音楽悲劇の作者たちはこれを利用して、重要なことだけで物語を
構成し、枝葉にあたるものは捨象することが可能だったと考えられる。当時、オペラを観
にいくような人々ならイフィジェニーの物語は周知のことであり、ラシーヌに見られるよ
うな登場人物の家系だとか、なぜイフィジェニーが生贄に捧げられなければならなくなっ
たのかという部分は省略して、苦悩するアガメムノンの激越な胸の内を吐露する場面から
始めてもなんら問題はなかった。したがってこの主題に絶対に必要と思われる出来事だけ
を中心にして筋を組み立てるということが可能になった。その結果、劇的構成に簡潔性と
統一性をもたらすことができた。そして音楽的には最初と中間部と最後に音楽的強度の頂
点を持ってきて吊り橋構造にすることによって、最初から観客を物語の中に没入させ、飽
きさせることなく最後まで導くことができた。
以上のことから、グルックのオペラ改革は、＜音楽を詩の従者にする＞というようなも
のではなく、音楽に新しい意義づけを与えることによって成り立っていることが理解され
よう。
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