イタリア・オペラにおける舞台上のバンダ（2）
── ベッリーニからプッチーニに至る変遷 ──

水谷 彰良

初出は『ロッシニアーナ』（日本ロッシーニ協会紀要）第 33 号（2012 年 12 月発行）の拙稿『イタリア・オペラ
における舞台上のバンダ（2）──ベッリーニからプッチーニに至る変遷』。これは同誌第 31 号に掲載した『イタリ
ア・オペラにおける舞台上のバンダ』の続きで、書式を変更して HP に掲載します。

（2013 年 7 月）

IV. ベッリーニ作品における舞台上のバンダ
ロッシーニのオペラ・セーリアの流布が、その後の舞台上のバンダ使用に決定的な影響を及ぼした。ナポリの
音楽学校で学び、学生時代にサン・カルロ劇場でロッシーニ上演に接したヴィンチェンツォ・ベッリーニ（Vincenzo
Bellini,1801-1835）もまた、その影響下に舞台上のバンダを用いた一人である。ベッリーニ全集の既刊オペラは《カ

プレーティとモンテッキ》と《夢遊病の女》のみであるが、ここでは《ノルマ》と《清教徒》も含め 4 作のバン
ダ用法を明らかにしておこう1。
ベッリーニ 6 作目のオペラとなる《カプレーティとモンテッキ（I Capuleti e i Montecchi）》の初演は 1830 年 3
月 11 日、ヴェネツィアのフェニーチェ劇場で行われた。この作品では、レチタティーヴォ、ジュリエッタとロメ
ーオの二重唱（N.5）、第 1 幕フィナーレ（N.6）、シェーナ、ロメーオとテバルドの二重唱（N.8）の三つのナンバ
ーに舞台上のバンダが使われる2。全集版はオリジナル・ヴァージョンの舞台上のバンダ・パート（初演時に使われ
たと思われるバンダ・パート譜の筆写譜）を補遺 2a に掲載、さらにミラーノ再演で使われたバンダのパート譜を補遺

2b として掲載するが、この二つのバンダ編曲の編成には大きな違いがある。
レチタティーヴォ、ジュリエッタとロメーオの二重唱（N.5）では 196-212 小節の僅か 17 小節にバンダが使用
され、ベッリーニはその最初の部分に「装置内の舞台上のバンダ（Banda sul palco dentro le scene）」と記し、さら
に「遠くから祝いの音楽が聞こえる（odesi festiva musica da lontano）」と付記し、舞台上のロメーオとジュリエッ
タがこれを耳にする設定にした。ここでは不意に聞こえる祝いの音楽が二人を絶望させ、カバレッタに先立つ緊
迫した音楽が導かれる（ベッリーニは最大四和音のバンダ手引きを記譜）。全集版の校訂者クラウディオ・トスカーニ
がボローニャの筆写楽譜（I-Bc）に基づいて再構成したオリジナル・ヴァージョン（N.5）のバンダ編曲の編成は、
フラウティーノ 1、クラリネット（in Fa）1、クラリネット（in Si♭）4、ホルン 2、トランペット 2、低音楽器［Bassi］、
小太鼓（Tamburo）で、ミラーノ再演ヴァージョン（N.5a）の編成は 2 倍の規模を持ち、オッタヴィーノ 1、フル
ート 1、クラリネット（in Re）2、クラリネット（in La）3、ファゴット 2、コントラファゴット 1、ホルン 2、ト
ランペット 4、トランペット（Tromba a macchina in Mi）1、トランペット 2（Trombe a chiavi in Mi）2、トロンボー
ン 3、セルペントーネ 1、鐘（Campanelli）、小太鼓（Tamburo piccolo）、大型の小太鼓（Tamburo grande）となって
いる3。
第 1 幕フィナーレ（N.6）では、冒頭合唱4、ロレンツォのレチタティーヴォに続く部分の冒頭に舞台上のバンダ
が勇壮な音楽を奏する。これはカペッリオの館の外で起きた争いを音楽で表わしたもので、続いてモンテッキの
郎党の襲撃を知ったカプレーティの人々が「武器を取れ！」と叫びを上げる。バンダの最初の演奏箇所は 133-145
小節で、ベッリーニはバンダの手引きを二声で記し、加えて「小太鼓連打（rol di tamburro）」と付記して戦いを表
す連打を求めている。ここでは合計 13 小節のバンダ音楽を舞台下のオーケストラ総奏が引き継いで強いコントラ
ストを生み、その部分の終わりにバンダと弦楽合奏を重ねてバンダの効果を高めている（201-207 小節。小太鼓なし）
5。この第

1 幕フィナーレのバンダも舞台裏での演奏を想定し、編成はオリジナル・ヴァージョンがフラウティー

ノ 1、クラリネット（in Sol）1、クラリネット（in Do）4、ホルン 2、トランペット 2、低音楽器、小太鼓（Tamburo）。
ミラーノ版はオッタヴィーノ 1、フルート 1、クラリネット（in Re）2、クラリネット（in La）3、ファゴット 2、
コントラファゴット 1、ホルン 2、トランペット 4、トランペット（Tromba a macchina in Re）1、トランペット（Tromba
a chiavi in Re）1、トロンボーン 2、セルペントーネ 1、鐘（Campanelli）、小太鼓（Tamburo piccolo）、大型の小太鼓
（Tamburo grande）である。

第 2 幕のシェーナ、ロメーオとテバルドの二重唱（N.8）における舞台上のバンダは 188 小節目から始まり6、バ
ンダとは別に舞台上のハープ（Arpa sul palco、188-228 小節）と舞台上のホルン（Cor. Sul palco）が使われる（195-228
小節。楽譜は四声体）。全集版の校訂者は自筆楽譜の 188 小節に記された「舞台上のアルモニア（Armonia sul palco）」
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の言葉が 195-228 小節の舞台上のホルンとハープの伴奏を指すと解釈しており、これが正しければ N.8 には「舞
台上のバンダ」と「舞台上のアルモニア」の 2 種が使われたことになる（楽譜
楽譜 1）。ここは舞台上のテバルドとロメ
ーオが葬列の悲痛な合唱を耳にしてジュリエッタの死を悟る印象的なシーンで、ベッリーニは合唱を「舞台上の
合唱（Coro sul palco）」とし、ト書きで「少しずつ弔いの従者が現れ、ゆっくりと回廊に長い行列をなす（comparisce
a poco a poco un corteggio funebre lento lento di fila lungo la galleria）」とされる。それゆえベッリーニは舞台袖から合

唱団が静々と歩んでくることを前提に長い音楽を付けているが、その後 197-210 小節にカットを施し、カット後
のヴァージョンでは「少しずつ」「ゆっくりと」長い葬列が歩む必然性が失われている（従来の印刷楽譜と上演楽譜
にはカットされた 197-210 小節が存在せず、前記のト書きも無い）
。

楽譜 1： 《カプレーティとモンテッキ》 第 2 幕ロメーオとテバルドの二重唱における「舞台上のアルモニア」の
指示とこれに続くバンダ音楽（左）、舞台上のホルンとハープによるアルモニアの音楽（右）

次作《夢遊病の女（La sonnambula）》はスカラ座に対抗するミラーノのカルカノ劇場の委嘱作品で、1831 年 3
月 6 日に同劇場で行われた初演も大成功を収めた。この作品の舞台上のバンダは第 1 幕導入曲（N.1.Introduzione）
のみに使用され、44-146 小節に関与し、その冒頭に「遠くで、大太鼓無しで（in lontananza senza Gran Cassa）」
と付記されている（ベッリーニは最大四声のバンダの手引きを記し、舞台裏での演奏を想定）7。初演時のバンダ編成は不
明で、典拠となる編曲資料が現存しないことから全集版は編曲の掲載を断念している。これとは別に、レチタテ
ィーヴォと合唱（N.5）の中で「舞台上の 2 本のホルン（Cor. Mi♭ sul palco）」を 18-21 小節に用い、続く 2 小節に
エコー（Eco）として別な二人の奏者を想定している（「他の者が遠くで（Altri in lontano）」と付記）。こうした限定的
な舞台上の楽器使用は、本作が田園を舞台とする叙情的な作品であることと無縁ではないだろう。
これに対し戦闘的な音楽にバンダを起用したのが、ミラーノのスカラ座のために書かれた《ノルマ（Norma）》
である（1831 年 12 月 26 日初演）。この作品のバンダは、第 1 幕導入曲、ポッリオーネのレチタティーヴォとカヴ
ァティーナ、ノルマのカヴァティーナ〈清らかな女神よ〉
、第 2 幕のレチタティーヴォと合唱〈戦いだ、戦いだ〉
の中で使われる（全集版が未出版のため、以下は自筆楽譜複製に基づく簡略な記述にとどめる）8。
《ノルマ》のバンダは自筆楽譜の中の空楽器のスペースに適宜書かれ、第 1 幕の導入曲では冒頭の楽器編成の
部分に段を指定せず Banda sul palco と記し、楽譜のバンダ開始部に「バンダ」
「トランペットとホルン[複数形]」
と指示している（バンダの手引きに 2 段分を使用）。続くポッリオーネのレチタティーヴォとカヴァティーナではアレ
グロ・マルツィアーレからバンダのみが演奏するが、その手引きは総譜の下から 2 段目（歌唱パートと低音楽器の間）
に記されている。ここではトランペットのファンファーレが二つのトランペット～四つのトランペット～六つの
トランペットと順次増強され、勇壮な行進曲では旋律だけが単声で書かれている（楽譜
楽譜 2）。そしてアレグロ・アッ
サイの合唱の前奏で舞台上のバンダにオーケストラを踏襲するよう指示し、音符の記載を省略している。
ノルマのカヴァティーナ〈清らかな女神よ〉では、カンタービレに続いてバンダによるファンファーレと行進曲
を経て、カバレッタに至る。第 2 幕での使用箇所は、レチタティーヴォと合唱（〈戦いだ、戦いだ Guerra,guerra!〉）
のみである9。
《ノルマ》における舞台上のバンダはトランペット隊を中心に勇壮なファンファーレや行進曲を演奏するもの
で、当時ミラーノがオーストリアの支配下にあったことから後述するヴェルディ作品と同様、オーストリアの軍
楽隊が演奏を担ったものと推測しうる。
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楽譜 2： 《ノルマ》 第 1 幕ポッリオーネのカヴァティーナにおける舞台上のトランペットの
ファンファーレ（上）とその続き（下。フラーヴィオの歌唱パートを含む）

最後のオペラ《清教徒（I puritani）》
（1835 年 1 月 24 日初演）はパリのイタリア劇場のために書かれたため、通常の
バンダではなく、小編成の楽器のみを舞台上もしくは舞台裏に用いる。これはイタリア劇場に大規模なバンダを
使用できないためで、第 1 幕［部］導入曲では通常バンダが担いそうな金管合奏をオーケストラに委ね、舞台上の
バンダはブルーノのソロ（〈O di Cromwell guerrieri〉）に続く、エルヴィーラ、アルトゥーロ、リッカルド、ジョル
ジョの唱和部分（〈La luna, il sol, le stelle〉）にのみ使われる（編成はクラリネット 2、ホルン 2、ファゴット 2。楽譜中央
の空スペースに 3 段を用いて記譜）10。これは無伴奏の四重唱に近いアンサンブルを背後から支えるとともに、独特

な音楽効果を生み出している。
第 2 幕フィナーレ末尾のアレグロ・マルツィアーレでは、二つのホルンが舞台上で演奏する。ベッリーニは第 3
幕アルトゥーロのシェーナのエルヴィーラの陰歌（8 分の 6 拍子、アンダンテ・ソステヌートの〈A una fonte affitto〉）
にバンダを想定し、クラリネット 2、ホルン 2、ファゴット 2 と記しているが、音符を書かずにその部分を抹消し、
ハープ独奏のパートのみ作曲している（楽譜
楽譜 3 ナポリ改作版ではその部分がハープとホルン 2 から成る）11。一連の音
楽は「舞台上（sul teatro）」と付記されていても、実際は舞台の袖や装置裏でプロフェッショナルな奏者が演奏し
たものと思われる。

楽譜 3： 《清教徒》 第 3 幕アルトゥーロのシェーナのエル
ヴィーラの陰歌におけるバンダ楽器の抹消

《ノルマ》と《清教徒》は第一次校訂譜が成立して上演に使われているものの、全集版は現時点で未出版につ
き、バンダに関する周辺状況が詳らかでない。批判校訂版の成立が遅れているドニゼッティ（Gaetano Donizetti,
1797-1848）やメルカダンテ（Saverio Mercadante,1795-1870）の作品も同様であるが、ドニゼッティの有名作品では

《愛の妙薬（L’elisir d’amore）》
（1832 年 5 月 12 日ミラーノ、カノッビアーナ劇場初演）が舞台上の小太鼓やトランペッ
ト（またはコルネット）とは別に、第 2 幕の導入合唱で舞台上のバンダを用いる。
《ランメルモールのルチーア（Lucia
di Lammermoor）》
（1835 年 9 月 26 日ナポリ、サン・カルロ劇場初演）では第 2 部第 1 幕、エンリーコとルチーアの二

重唱（N.4）の中間部ヴィヴァーチェの 32 小節間において、舞台袖もしくは舞台裏のバンダが奏する祝宴の音楽（＝
花婿の到着を告げる音楽）を背景にルチーアとエンリーコが短い対話を交わすが、これは本作で唯一バンダを使用す

る部分である。
より興味深いのはロッシーニの後継者メルカダンテによる大胆な舞台上のバンダの起用で、例えば《アンティ
（1834 年 3 月 8 日ヴェネツィア、フェニーチェ劇場初演）ではシンフォニーアに
オキアのエンマ（Emma d’Antiochia）》

舞台上のバンダを取り入れ、第 1 幕フィナーレと第 2 幕導入曲にもバンダを使用している12。ヴェルディ《リゴレ
ット》の先駆と言えそうなのが《摂政（Il reggente）》
（1843 年 2 月 2 日トリーノ、レージョ劇場初演）で、第 1 幕導入
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合唱が舞台上のバンダのみの伴奏で歌われる（ちなみに前記《アンティオキアのエンマ》第 2 幕の導入曲も、バンダのみ
の伴奏である）。

しかしながら、ドニゼッティとメルカダンテの舞台上のバンダに関する充分な資料を得られない現状では、そ
の変遷を明らかにすることができない。そこで話を次世代のヴァーグナーとヴェルディに移し、舞台上のバンダ
のその後について概略を記しておこう。

V. ヴァーグナー作品における舞台上のバンダ
イタリア以外の地で舞台上のバンダを積極的に導入したのがリヒャルト・ヴァーグナー（Richard Wagner,18141883）である。彼は生前未上演に終わった最初のオペラ《妖精（Die Feen）》
（WWV32。1833-34 年作曲、1888 年ミュ
ンヒェンで没後初演）において、すでに舞台上もしくは舞台裏の楽器演奏を想定し（編成は、フルート 2、クラリネット
2、トランペット 2、トロンボーン 4）13、デビュー作《恋愛禁制、またはパレルモの修道女（Das Liebesverbot, oder Die

Novize von Palermo）》
（WWV38。1836 年 3 月 29 日マクデブルク初演）では、舞台上と舞台裏にベルと軍楽隊（編成は、
ピッコロ 2、クラリネット 5、ファゴット 4、ホルン 4、トランペット 6、トロンボーン 3、オフィクレイド、バス・ドラム、サ
イド・ドラム、シンバル、トライアングル）を用いた。

こうした最初期の作品におけるバンダ使用は、
《恋愛禁制》に先立ってマクデブルクでベッリーニの《ノルマ》
を指揮したヴァーグナーが合唱とオーケストラを補強する名目で支配人を説得し、バンダを起用したのが発端で
あった。その際劇場から報酬を出せないと言われたヴァーグナーは臨時楽士の雇用を諦め、プロイセンの連隊に
所属する軍楽隊に出演を求めた。その結果、イタリアと同様、軍所属のバンダのオペラ出演が実現したのである（合
唱団にも軍所属の軍人歌手が参加）。これがヴァーグナーによる改革であることは、自伝の記述からも明白である。

いまだ例をみないこの躍進こそは、予約とかつての劇場出演とによるものであり、それゆえにこそ我らの
上演にこのような栄光が授けられたのである。私は、連隊所属の軍楽隊員とプロイセン軍隊内で見事に編成
された軍人歌手達とに対しては、我々の上演に共演させる埋め合わせとして、彼らの家族を立見席に限り特
に入場無料とする処置をとった。その結果、ベッリーニの《ノルマ》ではスコアに指定された通りの特に強
力な楽団を完璧に配備することができたし、当時の私が感嘆の目を瞠っていたイントロダクションの男声合
唱によるユニゾンも、最大級の舞台の上でさえ法外と思われるほど多数の男性歌手を意のままにすることが
（ヴァーグナー『わが生涯』）14

できたのである。

これ以後ヴァーグナーは、
《パルジファル（Parsifal）》
（1882 年）まですべてのオペラに舞台上または舞台裏の楽
器を用いたが、軍楽隊に該当するバンダの使用は《恋愛禁制》と《リエンツィ、最後の護民官（Rienzi, der Letzte der
Tribunen）》のみである（下記、一覧表参照）。そしてヴァーグナーが使用する大規模な編成の楽器群は、イングリッ

シュ=ホルン、ピッコロ 2、フルート 4、オーボエ 4、クラリネット 6、ファゴット 6、ホルン 12、トランペット
12、トロンボーン 4、トライアングル、シンバル、タンブリンを使用した《タンホイザーとヴァルトブルクの歌
合戦（Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg）》
（1845 年）で頂点を極める。次作《ローエングリン（Lohengrin）》
（1850 年）も舞台上または舞台裏にピッコロ、フルート 3、オーボエ 3、クラリネット 3、ファゴット 3、ホルン 4、

トランペット 12、トロンボーン 4、オルガン、ハープ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、テノール・ド
ラムを用いたが、これを最後に使用楽器が激減する。これは舞台上の楽器を特殊効果に限定して伴奏オーケスト
ラそのものの規模を拡大したためで、その用法もイタリア・オペラの伝統とは異なるものとなっている。ヴァー
グナー作品の舞台上と舞台裏の使用楽器を一覧表にしておこう。15

ヴァーグナーのオペラのおける舞台上と舞台裏のバンダまたは楽器使用
作品 （題名は略記）

初演

妖精

1888 年 6 月 29 日
ミュンヒェン（没後初演）

恋愛禁制

1836 年 3 月 29 日
マクデブルク

リエンツィ

1842 年 10 月 20 日
ドレスデン

舞台上・舞台裏のバンダもしくは楽器
フルート 2、クラリネット 2、トランペット 2、トロンボーン 4
ベル、軍楽隊（ピッコロ 2、クラリネット 5、ファゴット 4、ホルン 4、トランペット 6、ト
ロンボーン 3、オフィクレイド、バス・ドラム、サイド・ドラム、シンバル、トライアング
ル）
トランペット、オルガン、ベル、軍楽隊（第 3 幕：トランペット 12、トロンボーン 6、オ
フィクレイド 4、サイド・ドラム 10、テノール・ドラム 4）
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さまよえるオランダ人

1843 年 1 月 2 日
ドレスデン

タンホイザー

1845 年 10 月 19 日
ドレスデン

ローエングリン

1850 年 8 月 28 日
ヴァイマル

トリスタンとイゾルデ
マイスタージンガー
ラインの黄金
ヴァルキューレ
ジークフリート
神々の黄昏
パルジファル

1865 年 6 月 10 日
ミュンヒェン
1868 年 6 月 21 日
ミュンヒェン
1869 年 9 月 22 日
ミュンヒェン
1870 年 6 月 26 日
ミュンヒェン
1876 年 8 月 16 日
バイロイト
1876 年 8 月 17 日
バイロイト
1882 年 7 月 26 日
バイロイト

ピッコロ 3、ホルン 6、ゴング、造風機
イングリッシュ=ホルン、ピッコロ 2、フルート 4、オーボエ 4、クラリネット 6、ファゴ
ット 6、ホルン 12、トランペット 12、トロンボーン 4、トライアングル、シンバル、タン
ブリン
ピッコロ、フルート 3、オーボエ 3、クラリネット 3、ファゴット 3、ホルン 4、トランペッ
ト 12、トロンボーン 4、オルガン、ハープ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、
テノール・ドラム
イングリッシュ=ホルン、ホルン 6［可能ならさらに追加］、トランペット 3、トロンボ
ーン 3
オルガン、角笛、ホルン［複数］、トランペット［複数］、テノール・ドラム［複数］
さまざまなサイズの 18 のアンヴィル、ハンマー、ハープ
角笛、雷鳴機
イングリッシュ=ホルン、ホルン、鉄槌、雷鳴機
角笛［複数］、ホルン［複数］、ハープ 4
トランペット 6、トロンボーン 6、テノール・ドラム、ベル［複数］、雷鳴機

VI. ヴェルディ作品における舞台上のバンダ
ヴァーグナーと同世代のジュゼッペ・ヴェルディ（Giuseppe Verdi,1813-1901）は、ロッシーニやベッリーニの影
響下にオペラのキャリアをミラーノのスカラ座で始めた。舞台上のバンダは第 3 作《ナブコドノゾール［通称：ナ
ブッコ］》
（1842 年）で最初に使用し、
《ラ・トラヴィアータ》
（1853 年）までの作品に断続的に起用したが、その間

ロンドンで初演した《群盗》
（1842 年）や、地方都市での初演作（例えばトリエステ初演の《海賊》1848 年と《スティ
ッフェーリオ》1850 年）ではこれを控えている。次に、中期までのヴェルディ作品におけるバンダの問題を検討し

ておこう。
1842 年 3 月 9 日にミラーノのスカラ座で初演した《ナブコドノゾール（Nabucodonosor）》は全四部からなる宗
教的題材のオペラで、第二部以外の三つの部にバンダを起用した。該当箇所は次のとおりで、演奏場所は、舞台
上、幕の背後、舞台袖などさまざまである16。
第 1 部：N.4（第 1 部フィナーレ）76 小節目から「Banda di fuori17」と 324 小節以後18「Banda」
。
第 3 部：N.9（導入曲）「Banda」と N.10（シェーナ、アビガイッレとナブッコの二重唱）の 195 小節から「Trombe
nell’ interno」
（内部のトランペット。舞台裏の演奏を意味）。
第 4 部：N.12（シェーナとナブッコのアリア）「Banda di dentro」
（舞台裏もしくは舞台袖で演奏）と
N.13（第 4 部フィナーレ）「Banda19」
。
中でも第 3 部導入曲（No.9）はバンダで開始される点が興味深く、ヴェルディは「幕の上がる前にバンダのみで
（Banda sola prima d’ alzar il sipario）」と指示している。なお、初演時のバンダ編成を詳らかにする資料は残されて

いない。
その後ヴェルディは《マクベス》
（1847 年）までの作品に舞台上のバンダを継続的に使用し、作品の性格に応じ
てさまざまな用法を試みた。例えば 1844 年 3 月 9 日にヴェネツィアのフェニーチェ劇場で初演した《エルナーニ
（Ernani）》では、通常のオーケストラ以外に舞台上のバンダ、バンダの大太鼓、ホルン（Corno interno）、六つの

トランペット（6 Trombe interne）を用い、ヴェネツィアに駐屯するオーストリアのエステルハージ連隊の軍楽隊が
これを演奏したことが明らかになっている（全集版《エルナーニ》序文）。
しかし、ヴェルディはその演奏に満足できず、同じフェニーチェ劇場で初演を予定した《アッティラ（Attila）》
（1846 年）の作曲中にエステルハージ連隊のマエストロと口論し、新作ではバンダを使用しないと興行師アレッサ

ンドロ・ラナーリに通告した。ラナーリはフェニーチェ劇場の秘書官グリエルモ・ブレンナにこれを伝え、軍楽
隊のキャンセルを申し出たが（1845 年 11 月 13 日の書簡）20、劇場側はバンダには 50 回の上演もしくは出演回数分
の支払い契約があり、オペラに出なくてもバレエに関与するのでヴェルディに音楽を書かせるよう求めた。そし
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てラナーリに対し、
「劇場が提供するバンダは彼が《エルナーニ》を作曲したときのそれとは違い、たぶん、いや
むしろ確実に良くなっている」と伝えるよう促すとともに、ヴェルディがマエストロと口論したエステルハージ
連隊ではなく素晴らしいキンスキー連隊（reggimento Kinsky）のバンダを起用する、と言明した（署名が判読不能の
1845 年 9 月 18 日付の書簡）21。

ラナーリは劇場側の意向をヴェルディに伝えたが、ヴェルディは首を縦に振らなかった。そして再度説得され
ると、台本作家ピアーヴェに宛てた手紙に次のような意見を述べた。

キンスキーのバンダが素晴らしいバンダであるのは昨年聴いたから知っている。でもぼくは、舞台でのこ
うしたバンダに飽きている。それに題材が許さず、使う場所もないじゃないか、アッティラ登場の行進曲を
除いてね、それだって無駄にシーンが長くなってしまうだろう。それにこういうバンダはもはや新奇なもの
と評価されず、絶え間ない矛盾と騒音になっている。だから行進曲を書かなかったよ。
《ナブッコ》の中の女
戦士や、他の《ジョヴァンナ・ダルコ》の中の荘厳で重厚なものよりいい曲を、ぼくはもう作らないつもり
だ。それにバンダの騒音が無ければ壮大なオペラを作れないとでも言うのかい、
《グリエルモ・テル》
［註：ロ
ッシーニ《ギヨーム・テル》のイタリア語版］や《悪魔ロベール》は壮大じゃないのかね？……バンダが無くても！

今ではバンダは大都市では使われない、田舎のものさ。

（ヴェルディの手紙、1845 年 11 月 24 日付）22

その結果ヴェルディは《アッティラ》でのバンダ使用を拒否し、舞台裏の六つのトランペット、ベル、雷鳴機
の使用にとどめたのだった。
それでもヴェルディは次作《マクベス（Macbeth）》
（1847 年 3 月 14 日フィレンツェ、ペルゴラ劇場初演）に本格的な
バンダを起用し、
舞台裏のバンダとは別に舞台下（sotto il palcoscenico）の木管楽器グループも用いた（N.11 の 144-197
小節に断続的に関与。初演版の編成はオーボエ 2、クラリネット 6、ファゴット 2。改訂版［1865 年］ではコントロファゴット
1 を追加）23。舞台裏のバンダは四つのナンバー（N.2 導入曲、N.4 レチタティーヴォと行進曲、N.13 シェーナとマクダフ
のアリア、N.15 シェーナ、戦闘、フィナーレの讃歌）に関与し、N.4 行進曲（24 小節以降）では「Musica interna」と

され、N.15（使用箇所は戦闘 Battaglia のみ）では 8 本（初演版）または 4 本（改訂版）のトランペットが「entro la scena」
として使われる。
続く《群盗（I masnadieri）》
（1847 年 7 月 22 日ロンドン、ハー・マジェスティーズ劇場初演）、
《海賊（Il corsaro）》
（1848
年 10 月 25 日トリエステ、グランデ劇場初演）、
《ルイーザ・ミラー（Luisa Miller）》
（1849 年 12 月 8 日ナポリ、サン・カ
ルロ劇場初演）、
《スティッフェーリオ（Stiffelio）》
（1850 年 11 月 16 日トリエステ、グランデ劇場初演）にはバンダが使

われない24。いずれも外国や地方劇場とあって使用を控えたか、その必要を認めなかったのであろう。
このように舞台上のバンダから遠ざかったヴェルディであるが、ヴェネツィアのフェニーチェ劇場のための新
作《リゴレット（Rigoletto）》
（1851 年 3 月 11 日初演）では再び使用し、斬新な効果をもたらした。この《リゴレッ
ト》で意表を突くのが第 1 幕の導入曲冒頭、すなわちドラマそのものをバンダのみで開始させる用法で、舞台裏
のバンダ（大太鼓なしの舞台裏のバンダ Banda interna senza Gran Cassa）が、歌の伴奏を含めて最初の 96 小節を伴奏
オーケストラの関与なしで演奏する25。そして 193 小節目から舞台上の弦楽合奏（orchestra d’archi sul palcoscenico。
編成はヴァイオリン I.II、ヴィオラ、チェロ、コントラバス）が加わり、以後 232 小節までは舞台上の弦楽合奏と登場人

物の歌だけで進行する。その後はバンダ、舞台上の弦楽合奏、ピットのオーケストラがさまざまに関与し、359
小節から 441 小節まで三つのグループが同時進行で演奏を続け、視覚的にも音響的にも強いインパクトを与える。
つまり、この作品においてヴェルディはかつてなく複雑な楽器編成を織り交ぜ、劇の進行に沿って音楽を構築し
たのである。初演時のバンダは 24 名で、全集版の校訂者はその編成を、オッタヴィーノ 1、フルート 2．オーボ
エ 2．クラリネット 5（変ホ管 1、変ロ管 4）、ファゴット 2、トランペット 2、コルネット 2、ホルン 4、トロンボー
ン 3、チンバッソまたはバス・トロンボーン 1 と推測している。
続く《イル・トロヴァトーレ（Il trovatore）》
（1853 年 1 月 19 日ローマ、アポッロ劇場初演）では舞台上のバンダを
使用しないが、伴奏オーケストラの中にバンダ・トゥルカに相当するトライアングル、鐘、太鼓を含み、第 2 幕
の冒頭合唱では金床を叩く金槌（Martelli sulle incudini。合唱メンバーも随時金床を叩くよう指示される）、第 3 幕末尾
マンリーコのアリア（No.11）では舞台外で演奏するオルガンを用いる26。
次作《ラ・トラヴィアータ（La traviata）》
（1853 年 3 月 6 日ヴェネツィア、フェニーチェ劇場初演）では、厳密には
一箇所にのみバンダ使用を指示している。それが第 1 幕導入曲（No.2）の中のワルツ（valzer）で、舞台裏のバン
ダ（Banda interna）が演奏する。該当箇所は〈乾杯の歌〉直後の 375-552 小節、624-724 小節ときわめて限定的で
あるが、その間の歌はバンダのみで伴奏される。なお初演時のバンダ編成は不明ながら、指揮者、太鼓長、24 人
の奏者で構成されたことが判っている27。
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（1859 年 2 月 17 日ロ
その後ヴェルディは明らかにバンダへの関心を失い、
《仮面舞踏会（Un ballo in maschera）》
ーマ、アポッロ劇場初演）第 3 幕フィナーレが例外的な使用に当たる28。周知のように《アイーダ（Aida）》
（1871 年
12 月 24 日カイロのオペラ座初演）では舞台上や舞台裏にエジプトのトランペット（通称：アイーダ・トランペット）を

含む金管楽器群とハープを用い29、《レクイエム・ミサ（Messa da Requiem）》
（1874 年）では舞台裏の四つのトラン
ペット（4 Trombe in lontananza）を採用するものの、それらを伝統的なバンダと同列に扱うことはできない。これ
は《オテッロ（Otello）》
（1887 年 2 月 5 日ミラーノ、スカラ座初演）における雷鳴の効果音（第 1 幕冒頭の「Lampi e Fulmini.
Tuono e Organo.」。リコルディ社の印刷総譜で「sul palco」とされる）も同様である。

前記のように、ヴェルディは比較的早い段階で「バンダに飽きた」と述べたが、
《リゴレット》と《ラ・トラヴ
ィアータ》まで舞台上のバンダを断続的に用いた。作曲者のコントロールが充分きかない軍楽隊の使用にヴェル
ディが難色を示したのは間違いなく、伴奏オーケストラの規模を拡大し、必要に応じて舞台上や舞台裏の要員を
追加する点でヴェルディもヴァーグナーと同じ方向に進んだと理解しうる。これに伴い、作曲者が簡略に記譜す
る「バンダの手引き」を第三者が編曲する慣習も失われたが、舞台上のバンダはプッチーニやヴェリズモ作曲家
に受け継がれ、バンダ・パートも作曲者自身がくまなく書くようになった30。音楽のすべてに作曲家が責任を負う、
との近代の考え方に照らせば当然の措置といえよう。
では、軍楽隊の関与はいつ頃まで続いたのだろうか。本論で明らかにしたように、ロッシーニから中期のヴェ
ルディに至る舞台上のバンダは劇場オーケストラとは異なる軍所属のバンダを前提に、パート編曲もバンダの指
揮者やマエストロが行う特殊性を備えていた。スカラ座やフェニーチェ劇場では、イタリアが統一国家になるま
で進駐オーストリア軍のバンダが劇場との正式契約に基づいて上演に関与したものと思われるが、筆者はまだ統
一後のバンダの担い手を特定できずにいる31。仮に統一後の担い手がイタリア王国軍のバンダであれば、
「軍楽隊」
の関与が伝統として継続したことになるが、公設もしくは民間のバンダが関与したり、劇場による楽士の臨時雇
用システムが確立されていれば、バンダ＝軍楽隊とすることはできない。

VII. プッチーニ作品における舞台上の楽器使用
本論の締め括りに、ジャコモ・プッチーニ（Giacomo Puccini,1858-1924）のオペラにおける舞台上もしくは舞台
裏の楽器使用を明らかにしておこう32。
プッチーニが舞台上（sul palco）に楽器を用いたのは第 2 作《エドガール（Edgar）》
（1889 年 4 月 21 日ミラーノ、
スカラ座初演）における 8 本のトランペットが最初である33。これは第 3 幕の葬送シーンから使われ、リコルディ

社の総譜（1905 年。出版番号 126795）の編成は「8 Trb. in Si♭ sul palco」で、合唱と共に「遠く（lontano）」で演
奏し、幕の後半にも「遠く（lontano）、エコーのように（come eco）」の指示があり、舞台左右に分割してステレ
オ効果も狙っている（a destra／a sinistra）。
第 3 作《マノン・レスコー（Manon Lescault）》
（1893 年 2 月 1 日トリーノ、レージョ劇場初演）では、舞台上もしく
は舞台裏34に、フルート、コルネット、鐘（campane）、小太鼓、ソナリエーラ（sonagliera：複数の小さな金属の鈴を
紐や棒に結び付けた楽器）が使われる。

第 4 作《ラ・ボエーム（La bohème）》
（1896 年トリーノ、レージョ劇場初演）では、第 2 幕の末尾に舞台裏でピッフ
ェロ 4、トランペット 6、小太鼓 6 が演奏する。その部分はリコルディ社の総譜に「Sul palco」
「interni」とあり、
演奏しながら「（舞台に）近づき」「徐々に遠ざかる」といった指示を伴い、音による遠近効果を前提にしているが、
その編成と用法は伝統の延長上に位置するものと言えよう。
第 5 作《トスカ（Tosca）》
（1900 年 1 月 14 日ローマ、コスタンツィ劇場初演）では舞台裏または舞台上35で、フルー
ト 1、ヴィオラ 1、ハープ 1、ホルン 4、トロンボーン 3、鐘（campane）、オルガン、小太鼓 2、ライフル銃、大砲
が使われ、第 6 作《蝶々夫人（Madama Butterfly）》
（1904 年 2 月 17 日ミラーノ、スカラ座初演）では舞台裏または舞
台上36でハンドベル（campanella 註：Rescigno は campane と表記）、チューブラー・ベル（campane tubolari）、ヴィ
オラ・ダモーレ、バードホイッスル（fischi d’uccelli）、タム=タム、低音タム=タム（tam-tam grave）と、さまざま
な楽器が使われる。第 7 作《西部の娘（La fanciulla del West）》の舞台裏または舞台袖37でもチューブラー・ベル、
ウィンドマシーン（風音機 macchina del vento）、ハープ、フォニカ（fonica。プッチーニが特別に求めた楽器で、現在は
ヴィブラフォンで代用。Schickling, p.295.,n.1 及び Rescigno,p.145.参照）が使われる。

しかし、第 8 作《つばめ（La rondine）》
（1917 年 3 月 27 日モンテカルロ歌劇場初演）には舞台上や舞台裏の楽器が
一切使われない（但し、一般的な上演では舞台にピアノを設置するケースもある）38。
第 9 作《三部作（Il trittico）》
（1918 年 12 月 14 日ニューヨーク、メトロポリタン歌劇場初演）では、
《外套（Il tabarro）》
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の舞台裏または舞台上39にコルネット、自動車の警笛（tromba d’automobile）、ハープ、サイレン、低音の鐘（campana
grave40）が使われ、
《修道女アンジェーリカ（Suor Angelica）》では舞台上で青銅の鐘（campanella di bronzo）、舞台

裏でピッコロ、ピアノ 2 台、オルガン、トランペット 3、鐘、シンバルを用いる41。これに対し、
《ジャンニ・ス
キッキ（Gianni Schicchi）》では舞台裏に低音の鐘（campana grave42）のみが使われる（こうした舞台上もしくは舞台裏
の楽器の多くは、今日ではピットのオーケストラに組み込まれる）
。

プッチーニ最後のオペラ《トゥーランドット（Turandot）》
（1926 年 4 月 25 日ミラーノ、スカラ座初演）は未完部分
をフランコ・アルファーノが補作した作品で、管弦楽の規模がことのほか大きく、使用楽器も多彩である。舞台
裏または舞台上43で使われる楽器は、アルト・サクソフォン 2、トランペット 6、トロンボーン 3、バス・トロン
ボーン、ウッドブロック（tamburo di legno）、低音ゴング（gong grave）またはタム=タム44である。印刷総譜を見
ると別働のトランペットとトロンボーンを「金管楽器（ottoni）」と一括し、第 1 幕の譜表に「金管楽器とコントラ
ルト・サクソフォン（舞台上 sulla scena）」
、第 2 幕冒頭に「金管楽器─サクソフォン［in Mi♭］2、ウッドブロック
［tamburo di legno］
（舞台上 sulla scena）」
、第 3 幕冒頭に「金管楽器と低音ゴング（舞台上 sulla scena 註：実際の演奏
箇所では「隠れて nascosti」と指示）と示されている。アルファーノ補作のフィナーレではトランペット 6 とトロン

ボーン 3 が 442 頁以下に関与し、最初は舞台裏（interni）、最後の 33 小節は舞台上（sulla scena）で演奏する。
プッチーニ作品では多くの打楽器があらかじめ伴奏管弦楽に組み込まれており、《エドガール》の葬送音楽、
《ラ・ボエーム》の帰営する軍隊の行進曲、壮麗な効果や音響の補強を目的とした《トゥーランドット》の舞台
上の金管楽器群に伝統的なバンダ用法の痕跡があるものの、それ以外は効果音や特定シーンの音響効果に舞台上
や舞台裏の楽器が使われる。19 世紀半ばまでのイタリア・オペラに存在した外国軍楽隊の関与もプッチーニの時
代には無く、臨時雇用の楽士が演奏を担ったものと思われる。それでもモニュメンタルな性格を備えた《トゥー
ランドット》の中に、19 世紀イタリア・オペラの特殊性を形成した「舞台上のバンダ」の最後の輝きを認めても
間違いではあるまい。

結び
オペラの伴奏オーケストラは時代ごと、作品ごとに楽器の編成や配置が異なる。基本的には 17 世紀に作られた
オペラ用の劇場において舞台前に配置するオーケストラの区分が確立されたと理解でき、管弦楽は舞台よりも低
い位置の平土間の、仕切りによる区画の中で演奏を行った。観客席の平面よりも低い位置にオーケストラを置く
「穴」
（イタリア語では文字どおり通り buca d'orchestra と称する）は 18 世紀末に初めて現れたが、可動式に深さを調
節できる機構は近代の産物である。
「オーケストラ・ピット」とはこうした機構による配置を意味する用語である
が、便宜上、19 世紀になお一般的だった平土間と同じ平面の管弦楽用スペースにも適用される（平土間の演奏席や
その区画を表す適切な用語が無く、本稿ではオーケストラ・ピットの語で代用した）。

こうした通常の伴奏オーケストラとは別に楽士や小編成のアンサンブルを舞台上に配置する上演は、本論の第 1
回で明らかにしたように後期バロック時代のみならず古典期のオペラにも事例があったが、軍楽隊によるバンダ
がその後のイタリア・オペラに影響を及ぼすのはロッシーニの後期作品が発端である（但し、19 世紀イタリア・オペ
ラにおける舞台上のバンダの初使用を《リッチャルドとゾライデ》とする従来の説は、今後の研究で覆される可能性が高い）。

その後 19 世紀を通じて舞台上のバンダはさまざまな用法が試みられ、編成も上演ごとに異なるものの、ロッシー
ニから中期ヴェルディまでの作品は軍所属の楽隊の使用を前提に、作曲家の記した手引きをバンダの指揮者やマ
エストロが編曲して演奏した。上演に参加したことが判明しているのは、ナポリのブルボン家の軍隊所属の諸連
隊、ヴェネツィアのオーストリア進駐軍の諸連隊（エステルハージ連隊、皇室王室連隊、キンスキー連隊）の軍楽隊で、
彼らはカンタータやバレエの上演にも関与している。けれども他劇場のバンダの担い手に関する研究は進んでお
らず、基礎資料の欠如が原因で全集版にも具体的な言及が乏しく、軍楽隊の関与がいつまで続いたのかも明らか
でない。
こうした諸問題は現在の演奏に直接的な関係を持たないが、オペラ上演の歴史研究に不可欠のテーマであるの
は言うまでもない。軍楽隊の関与に対する聴衆の受け止め方、平土間の観客構成──スタンダールによればナポ
リのサン・カルロ劇場では平土間の 11 列目までを軍人が専有したが45、劇場における軍人の優遇と軍楽隊の使用
の間にどのような関係があるのか──という問題も含め、多角的に研究する価値があるのではなかろうか。

1

ベッリーニ作品における舞台上のバンダ使用の有無は、自筆楽譜とこれに基づく批判校訂版を参照しないと確かなことが言え
ない。従来文献は管弦楽編成を正しく伝えておらず、レシーニョ『ベッリーニ事典』（Rescigno, Eduardo.,Dizionario belliniano.,L’Epos,Palermo,2009.）における各作品の管弦楽編成も正確さを欠く。現時点で全集版（批判校訂版）の既刊オペラは

8

《カプレーティとモンテッキ》と《夢遊病の女》のみだが、
《ノルマ》と《清教徒》に関しては第一次校訂譜による上演も行
われ、自筆楽譜の複製も出版されている。
2《カプレーティとモンテッキ》の全集版とその校註書（I Capuleti e i Montecchi; Edizione critica delle opere di Vincenzo
Bellini.,vol.VI., a cura di Claudio Toscani.,2-vols,Ricordi,Milano,2003.）及び自筆楽譜の複製（I Capuleti e i Montecchi; A
facsimile edition of Rossini’s original autograph manuscript.,Garland Publishing, New York & London,1981.）参照。
3 楽器表記は典拠とした楽譜（I-Mr）の表記を現代のそれに置き換えたもの。例えば「Tromba a macchina」の原譜表記は
「Maschin Tromp[ete]」、「Trombe a chiavi」の原譜表記は「Clappentromp[eten]」と、現代とは異なる名称が使用される。
以下、現代と異なる原譜の表記は校註書の該当部分を参照されたい。
4 この合唱〈Lieta notte, avventurosa〉を独立して N.6 とする従来の区分は誤り。
5 ベッリーニがこの部分に付記した「前と同じく舞台上のトランペット Trombe sul palco come prima」が誤りであることは全
集版校註書 p.78.の該当箇所参照。
6 編成は、
フラウティーノ 1、クラリネット（in La♭）1、クラリネット（in Si ♭）4、ホルン 2、トランペット 2、バッシ（Bassi）。
ミラーノ版はオッタヴィーノ 1、クラリネット（in Do）3、ファゴット 2、コントラファゴット 1、ホルン 3、トランペット 4、
トランペット（Tromba a macchina in Re）1、トランペット（Trombe a chiavi in Re）2、トロンボーン 2、セルペントーネ
1、大型の小太鼓（Tamburo grande）。なお、自筆楽譜のバンダは 194 小節まで 7 小節しか書かれていないが、全集版ではど
ちらも 228 小節まで編曲されている。
7 《夢遊病の女》の全集版とその校註書（La sonnambula; Edizione critica delle opere di Vincenzo Bellini., vol.VII., a cura di
Alessandro Roccatagliati e Luca Zoppelli.,Ricordi,Milano,2009.）参照。
8 《ノルマ》の批判校訂版は未出版。自筆楽譜複製 Norma; A facsimile edition of Rossini’s original autograph manuscript and
the surviving sketches.,Garland Publishing,New York & London,1983.を参照した。
9《ノルマ》はまとまった自筆楽譜の他に多数のスケッチが現存し、初版楽譜その他の二次資料にもさまざまな異同がある。そ
れゆえバンダ用法の詳細分析は、批判校訂版の出版を待って行いたい。
10《清教徒》の批判校訂版は未出版。自筆楽譜複製 I puritani; A facsimile edition of Bellini’s original autograph manuscript
together with the Naples revision.,2-vols,Garland Publishing,New York & London,1983.を参照した（該当箇所は Act I.,
f.19.）。ベッリーニはパリ初演後にメッゾソプラノのマリア・マリブランを前提にナポリ改作版を作成し、これとは別に初演
版を改訂したことから結果的に三つのヴァージョンが存在する。それゆえバンダ用法の詳細分析も批判校訂版の出版を待って
行いたい。
11 ibid.,vol.2.,Act III,f.91. なお、ナポリ改作版ではこの部分がハープとホルン 2 に変更されている。
12 以下、メルカダンテ作品に関してはナポリのサン・ピエートロ・ア・マイエッラ音楽院図書館所蔵の筆写総譜のデジタル版
を参照。
13 ヴァーグナー作品の楽器編成は The Wagner Compendium, A Guide to Wagner’s Life and Music.,Edited by Barry Millington.,Thames and Hudson,London,1992.のオペラ作品一覧（pp.270-309.）に準拠。なお同書は英語文献のため軍楽隊を
military band と称する。
14 リヒャルト・ヴァーグナー『わが生涯』山田ゆり訳、勁草書房、1986 年。132 頁
15 基本情報は The Wagner Compendium.,op.cit.に基づく。
16《ナブコドノゾール》の全集版とその校註書（Nabucodonosor; The works of Giuseppe Verdi,Series I.,volume 3.,a cura di
Roger Parker.,The University of Chicago Press,Chicago and G.Ricordi & C.S.p.A,Milano,1987. Commento critico,1988.）
参照。
17 Banda di fuori che a poco a poco s’avanza（少しずつ前進する外部のバンダ）
18 前記全集版序文は p.257 からとするが、実際は p.324.から。
19 Banda coi soli stromenti di metallo senza gran cassa（大太鼓なしの金管楽器のみのバンダ）
20 Conati, Marcello.,La bottega della musica,Verdi e la Fenice.,Il Saggiatore,Milano,1983.,p.163.[書簡 156]
21 ibid.,pp.163-164.[書簡 22]。差出人はフェニーチェ劇場の経済部門の総裁 A.Murazzani と推測（n.45）
。
22 ibid.,p.165.に引用
23 詳細は
《マクベス》全集版とその校註書(Macbeth; The works of Giuseppe Verdi.,Series I.,volume 10.,Edited by David Lawton.,The University of Chicago Press,Chicago & London and Casa Ricordi-BMG Ricordi,S.P.A.,2005.) を参照されたい。
24《ルイーザ・ミラー》では伴奏オーケストラとは別に城の時計（Orologio［del Castello］
）、
《スティッフェーリオ》ではオル
ガンが使われる。
25 詳細は《リゴレット》の全集版とその校註書(Rigoletto; The works of Giuseppe Verdi.,Series I.,volume 17.,Edited by Martin Chusid.,The University of Chicago Press,Chicago & London and G.Ricordi & C.S.p.A, Milano,1983.) を参照されたい。
26 詳細は《イル・トロヴァトーレ》の全集版と校註書(Il trovatore; The works of Giuseppe Verdi.,Series I.,volume 18a.,Edited
by David Lawton,The University of Chicago Press,Chicago & London and G. Ricordi & C.S.p.A,Milano,1993.) を参照さ
れたい。
27 詳細は《ラ・トラヴィアータ》の全集版と校註書(La traviata; The works of Giuseppe Verdi.,Series I.,volume 19.,Edited by
Fabrizio Della Seta,The University of Chicago Press,Chicago & London and G. Ricordi & C. S.p.A,Milano,1997.) を参照
されたい。
28 現時点でヴェルディ全集の既刊は《ラ・トラヴィアータ》までの作品で、その後のオペラについては正確な楽器編成すら詳
らかでない（従来のリコルディ社の総譜における楽器編成は信用し得ない）。それゆえ、ヴェルディ後期作品の舞台上や舞台
裏の楽器使用に関する研究も今後の課題として残される。
29《アイーダ》の批判校訂版が未成立のため、使用楽器の数は文献間に一致をみない。
30 マスカーニ《わが友フリッツ》
、プッチーニ《ラ・ボエーム》のバンダ・パートも作曲者自身による。『グローヴ・オペラ事
典』の項目「Stage band」（Julian Budden 筆）。
31 バンダの団体名称は通例 19 世紀の印刷台本に記載が無い。それゆえ担い手を特定するには劇場ごとの史料調査が必要で、現
時点ではこれに関する情報を得られずにいる。
32 プッチーニ作品の楽器編成は Schickling, Dieter.,Giacomo Puccini, Catalogue of the works.,Kassel etc.,Bärenreiter,2003.
と Rescigno, Eduardo.,Dizionario pucciniano,San Giuliano Milanese,Universal Music MGB,2004.ならびに入手可能な各作
品の総譜を参照した。なお、本文における記載は Schickling に準拠し、Rescigno との異同を注記する（Rescigno には明ら
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33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

かに不正確な部分がある）
。
Rescigno は舞台上に、鐘（campanelli）、トランペット 8、小太鼓 4 とする。
Schickling は「onstage」、Rescigno は「internamente」。
Schickling は「Backstage」、Rescigno は「Sul palco」。
Schickling は「Backstage」、Rescigno は「Sul palco」。
Schickling は「Backstage」、Rescigno は「Nelle quinte」。
Schickling はピアノを舞台上・舞台裏の楽器としない。Rescigno はピッコロ、鐘（campane）、ピアノフォルテを「Sul palco」
の楽器とし、一般的な上演でもピアノが舞台に置かれる。
Schickling は「Backstage」、Rescigno は「Sul Palco」。
Rescigno は複数形で記す。
Rescigno はこれにタヴォレッテ（tavolette）を加えている。
Rescigno は複数形で記す。
Schickling は「Backstage」、Rescigno は「Sulla scena」とする。
Rescigno はタム=タムを挙げず gong grave のみ。リコルディ社の総譜は「Gong Grave opp.Tam Tam」。
スタンダール『1817 年のローマ、ナポリ、フィレンツェ』1817 年 2 月 20 日における記述。
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