《エルミオーネ》 作品解説

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 32 号（2011 年）の拙稿「ロッシーニ全作品事典（22）
《エルミーネ》」
。書式を変更して一部改訂し、推薦ディスクを追加して HP に掲載します。

（2012 年 10 月）

Ⅰ-27 エルミオーネ Ermione
劇形式 2 幕のアツィオーネ・トラージカ（Azione tragica in due atti）
台本

アンドレア・レオーネ・トットラ（Andrea Leone Tottola,? [1770 以前]-1831）

原作

ジャン・ラシーヌ（Jean Racine,1639-1699）の 5 幕悲劇『アンドロマク（Andromaque）』
（1667 年 11 月 17
日ルーヴル宮殿の王妃の居室にて初演）。

作曲年 1819 年 11 月～3 月（または以前。解説参照）
初演

1819 年 3 月 27 日（土曜日）、サン・カルロ劇場、ナポリ

人物

①エルミオーネ Ermione（ソプラノ、b-c’’’）……メネラーオ［メネラーオス］王の娘、ピッロの許婚者
②アンドローマカ Andromaca（コントラルト、a♭-a’’）……トロイの王子エットレ［ヘクトール］の未亡人
③アスティアナッテ Astianatte（黙役）……アンドローマカの息子
④ピッロ Pirro（テノール、a-d’’’）……アキッレ［アキレウス］の息子、エピロ［エピロス］の王
⑤オレステ Oreste（テノール、e♭’-d’’’）……アガメンノーネ［アガメムノン］の息子
⑥ピラーデ Pilade（テノール、c’-b♭’’）……オレステの友人
⑦フェニーチョ Fenicio（バス、F- f♯’）……ピッロの教師
⑧クレオーネ Cleone（ソプラノ、c’-c’’’）……エルミオーネの友人
⑨チェフィーザ Cefisa（ソプラノ、b-c’’’）……アンドローマカの友人
⑩アッタロ Attalo（テノール、c’-a♭’’）……ピッロの部下
他にエピロスの貴族、トロイア人の囚人、オレステの家来たち、スパルタの娘たちの合唱

初演者 ①イザベッラ・コルブラン（Isabella Colbran,1784-1845）
②ロズムンダ・ピザローニ（Rosmunda Pisaroni,1793-1872）
③不詳（王立バレエ学校の生徒）
④アンドレア・ノッツァーリ（Andrea Nozzari,1775-1832）
⑤ジョヴァンニ・ダヴィド（Giovanni David,1790-1864）
⑥ジュゼッペ･チッチマッラ（Giuseppe Ciccimarra,1790-1836）
⑦ミケーレ・ベネデッティ（Michele Benedetti,1778-? [1850 以降]）
⑧マリーア・マンツィ（Maria Manzi,?-?）
⑨ラッファエーラ・デ・ベルナルディス（Raffaela De Bernardis,?-?）
⑩ガエターノ・キッツォラ（Gaetano Chizzola,?-?）
管弦楽 2 フルート／ピッコロ、2 オーボエ、2 クラリネット、2 ファゴット、4 ホルン、2 トランペット、3 トロ
ンボーン、ティンパニ、大太鼓、シンバル、トライアングル、舞台上のバンダ、弦楽合奏
演奏時間 序曲：8 分

第 1 幕：約 76 分

第 2 幕：約 50 分

自筆楽
自筆楽譜 オペラ座博物館図書館、パリ（N.2 を除く全曲）
ロッシーニ財団、ペーザロ（N.2）
全曲初版 Tito di Gio. Ricordi,Milano,1858.（ヴォーカルスコア初版。19 世紀唯一の全曲楽譜）
Fondazione Rossini,Pesaro,1995.（下記全集版。総譜初版）
現行譜

下記全集版とそのリコルディ社によるヴォーカルスコア

全集版

Ⅰ／27（Patricia B. Brauner / Philip Gossett 校訂,Fondazione Rossini,Pesaro,1995.）

楽曲構成
楽曲構成 （全集版に基づく）
序曲 Sinfonia〈トロイア！ かの栄光の日よ！Troia! qual fosti un dì!〉
（合唱）
（ヘ短調、3／4 拍子、マエストーゾ～へ
長調、4／4 拍子、アレグロ）
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【第 1 幕】
N.1

（アンドローマカ、チェフィーザ、アッタロ、フ
導入曲〈トロイア！ かの栄光の日よ！Troia! qual fosti un dì!〉
ェニーチョ、男声合唱）

──

導入曲の後のレチタティーヴォ〈あなたの夫の霊に All’ombra del tuo sposo〉
（アンドローマカ、チェフィーザ、
アッタロ、フェニーチョ）

Ｎ.2 合唱〈東方から Dall’Oriente〉
（クレオーネ、女声合唱）
──

合唱の後のレチタティーヴォ〈ああ、みなさん、気遣いに A tante cure, o amiche〉
（エルミオーネ、ピッロ）

Ｎ.3 エルミオーネとピッロの二重唱〈それ以上言わないで！ 判っています Non proseguir! comprendo〉
（エル
ミオーネ、ピッロ、合唱）

──

二重唱の後のレチタティーヴォ〈ギリシャの使者よ、お入りください Venga il Greco Orator〉
（エルミオー
ネ、クレオーネ、ピッロ）

Ｎ.4 オレステのカヴァティーナ〈憎むべき王宮よ！Reggia abborrita!〉
（オレステ、ピラーデ）
──

カヴァティーナの後のレチタティーヴォ〈どうするのか、もしピッロが君の弱さに Che fia di te, se tal
mollezza a Pirro〉
（オレステ、ピラーデ）

Ｎ.5 行進曲［Marcia］
──

行進曲の後のレチタティーヴォ〈（私を見て、蒼ざめたわ！Mi guarda, e impallidisce!）〉
（エルミオーネ、ア
ンドローマカ、オレステ、ピラーデ、ピッロ、アッタロ、フェニーチョ、合唱）

Ｎ.6 ピッロのアリア〈息子の手の中で輝いている Balena in man del figlio〉
（エルミオーネ、アンドローマカ、オレ
ステ、ピラーデ、ピッロ、アッタロ、フェニーチョ、合唱）

──

アリアの後のレチタティーヴォ〈（留まるのは危険だ Periglioso è il restar:）
〉
（エルミオーネ、クレオーネ、ア
ンドローマカ、オレステ、ピラーデ、フェニーチョ）

Ｎ.7 フィナーレ I〈あなたを愛するですって？ ああ、そうです、愛しい人よ！Amarti? Ah sì, mio ben!〉
（エル
ミオーネ、クレオーネ、アンドローマカ、チェフィーザ、オレステ、ピラーデ、ピッロ、アッタロ、フェニーチョ、合
唱）

【第 2 幕】
──

レチタティーヴォ〈嬉しい知らせです、ああ、殿さま！Liete novella, o Sire!〉
（アンドローマカ、チェフィー
ザ、クレオーネ、ピッロ、アッタロ）

Ｎ.8 アンドローマカとピッロの二重唱〈（愛しい夫の霊よ！Ombra del caro sposo!）〉
（アンドローマカ、ピッロ）
──

二重唱の後のレチタティーヴォ〈私の運命が成りますように Sia compiuto il mio fato〉
（エルミオーネ、アン
ドローマカ、クレオーネ、フェニーチョ）

Ｎ.9 エルミオーネの大シェーナ［Grand Scena］
〈彼女が勝利するなんて！…Essa corre al trionfo!...〉
（エルミオー
ネ、クレオーネ、オレステ、フェニーチョ、合唱）

──

大シェーナの後のレチタティーヴォ〈ああ、なんとピッロに迫っていることか Ah qual sovrasta a Pirro〉
（ピラーデ、フェニーチョ）

Ｎ.10 ピラーデとフェニーチョの小二重唱〈かくも恐ろしい考えに A così trista immagine〉
（ピラーデ、フェニーチ
ョ）

Ｎ.11 シェーナ〈私は何をしたの？ 私はどこにいるの？…Che feci? Dove son?...〉
、エルミオーネとオレステの二
重唱〈復讐した！ そして誰の血で… Vendicata! E di qual sangue…〉
、フィナーレ II〈ああ！ 君を再び
見つけた！Ah! ti rinvenni!〉
（エルミオーネ、オレステ、ピラーデ、男声合唱）

物語 ［場所はエピロスの首都ブトリント］
【第 1 幕 】
トロイア戦争に敗れたトロイア人たちが、祖国滅亡を嘆いている（序曲。合唱付き）。トロイアの英雄ヘクトール
の未亡人アンドローマカもまた、息子アスティアナッテと共にエピロスの王ピッロの捕虜となっている。ピッロ
の親友アッタロは、息子の解放を条件にピッロの愛を受け入れるよう彼女に求めるが、アンドローマカは拒否す
る（Ｎ.1 導入曲）。
宮殿の庭では、スパルタの娘たちがピッロの婚約者エルミオーネを森に誘っている（N.2 合唱）。だが、ピッロの
心が離れたと苦しむ彼女は楽しむ気になれず、折悪しく現れた婚約者の不実を責め立てる。ピッロは「私は王だ。
王を侮辱する気か」と開き直るが、ギリシャ王の使者オレステの到着を知り、動揺する（N.3 エルミオーネとピッロ
の二重唱）。
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オレステが友人ピラーデと共に壮麗な宮殿に現れる。オレステはエルミオーネに愛の炎を燃やすが、ピラーデ
は彼をいさめる（N.4 オレステのカヴァティーナ）。ピッロと対面したオレステがアスティアナッテの引渡しを要求す
ると、ピッロはこれを拒否し、エルミオーネに国を去るよう言い渡す（N.5 行進曲～N.6 ピッロのアリア）。
宮殿の外でオレステに求愛されたエルミオーネは、なおピッロへの愛を捨てられずに苦しむ。そこにピッロが
来て、アンドローマカの愛を得るためにアスティアナッテの引渡しに同意するので、狼狽したアンドローマカは
慈悲を請い、猶予を願い出る。エルミオーネはそれがピッロの策略であるのを見抜き、彼を非難して一同混乱に
陥る（N.7 フィナーレ I）。
【第 2 幕 】
宮殿の入口。ピッロはアッタロからアンドローマカが結婚に同意したと聞き、喜ぶ（レチタティーヴォ）。そこに
現れたアンドローマカは亡き夫の霊に対し、
「息子の命を助けたら貞節を失う前に自分の命を絶つ」と誓う。ピッ
ロに結婚の祭壇へ来るよう促されたアンドローマカは、あらためて夫の霊に貞節を誓う（N.8 アンドローマカとピッ
ロの二重唱）。アンドローマカの真意を知らぬエルミオーネは、
「手練手管を用いてピッロを奪った」と彼女を侮辱

する。
エルミオーネはなおピッロの愛を取り戻したいが、ピッロとアンドローマカの結婚式の音楽を聞くと逆上し、
彼女を愛するオレステにピッロの暗殺を求める。オレステが躊躇しながら短剣を手に結婚式に向かうと、独りに
なったエルミオーネはピッロへの愛と憎しみに引き裂かれ、半狂乱になる（N.9 エルミオーネの大シェーナ）。一方、
ピラーデとフェニーチョは、もはや不幸は避けがたいと不安にかられている（N.10 ピラーデとフェニーチョの小二重
唱）。

さらに錯乱を深めたエルミオーネは、ピッロを殺さないで、と叫ぶ。だが、血のついた短剣を手に戻ったオレ
ステに「ピッロを殺した」と告げられると、エルミオーネは「愛する人を殺した」と言ってオレステを非難する。
ピラーデと仲間たちが来て、逆上した民衆からオレステを逃がそうと船に導く。エルミオーネは「荒れ狂う海が
お前に復讐するがいい」と叫び、その場に崩れ落ちる（シェーナ、エルミオーネとオレステの二重唱、フィナーレ II）。

解説
【作品の成立】
ロッシーニは前作《リッチャルドとゾライデ》
（1818 年 12 月 3 日、サン・カルロ劇場初演）において初めて舞台上
のバンダを使用し、オペラ改革を前進させた。新作《エルミオーネ》の作曲は《リッチャルドとゾライデ》に続
く 4 ヶ月間に行なわれたが、ロッシーニは 1818 年 12 月中に《アルミーダ》を 3 幕から 2 幕に改作し、年が明け
た 1819 年 1 月 20 日には国王フェルディナンド 1 世のためのカンタータ《王立サン・カルロ劇場の芸術家たちが
陛下に恭しく捧げる敬意（Omaggio umiliato a Sua Maestà dagli artisti del Real Teatro S.Carlo）1》を初演するなど、
多忙をきわめた。このカンタータは、国王フェルディナンド 1 世の病が癒えたのを祝して前年 12 月にサン・カル
ロ劇場の芸術家たちが企画したもので、当初は翌 1819 年 1 月 12 日に初演予定だった（ロッシーニの作曲が間に合わ
ず、同月 20 日に延期されたと思われる）。

2 月 28 日には《オテッロ》を再演したが（3 月初めにかけて 4 回公演）、これと並行して《エジプトのモゼ》の第
3 幕を増補改訂して 3 月 7 日に初演し、その際新たに〈祈り〉
（N.12）を作曲して舞台上のバンダを用いた。翌日
の『両シチーリア新聞』は、「とりわけ宗教的、感動的、崇高な頌歌（cantico）によって自分の作品を豊かにし、
新たに独創的な美を付与したロッシーニ」を称賛している2。このように、ロッシーニ 27 作目のオペラ《エルミ
オーネ》は、多忙な中にあって活力に満ちた仕事のさなかに産み落とされることになる。
台本作家は、
《エジプトのモゼ》も手がけたナポリ王立劇場の詩人アンドレア・レオーネ・トットラ（Andrea Leone
Tottola,? [1770 以前] -1831）で、原作を 17 世紀フランスの劇作家ジャン・ラシーヌ（Jean Racine,1639-1699）の 5 幕

悲劇『アンドロマク（Andromaque）』
（1667 年 11 月 17 日ルーヴル宮殿王妃の居室で初演）に求めた。これはエウリピ
デス（Euripides［Εὐριπίδης］,紀元前 480 頃-406）の悲劇『アンドロマケー（Andromache［Ανδροµάχη］）』
（紀元前 428-425
頃）に題材を採るラシーヌの傑作で、トットラはイタリア語訳に基づいてドラマの筋書きを踏襲し、検閲に配慮し

て改作を施した（エルミオーネの自害を除去したのもその一つ）。
ロッシーニが母に宛てた 1818 年 9 月 22 日付の手紙から、この時点で《エルミオーネ》の台本をすでに手にし
ていたことが読み取れる（彼は、作曲中の《リッチャルドとゾライデ》とは別に作曲すべき「良い台本」をもう一つ持って
いると語っており、それが《エルミオーネ》と推測しうる）。そして 11 月 30 日付の手紙では、
「ぼくは《アンドローマ

カ（L’Andromaca）》と題された別なオペラに着手しました。これは謝肉祭の終わりに上演されるでしょう」と記し
ていることから、この段階で作曲がすでに始まっていたものと思われる3。バルバーイアは 12 月 31 日付の内務大
臣宛の文書の中で、四旬節までの上演作品リストに「《エルミオーネ》
（ロッシーニ氏が作曲中）
」と挙げ、四旬節
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に先立つ上演であることを示唆している（四旬節の演目は、《オテッロ》と《エジプトのモゼ》が予定された）4。
多忙な中、ロッシーニが意欲的に取り組んだことは、翌 1819 年 1 月 19 日付の母宛ての手紙に、
「ぼくは、ぼく
の《エルミオーネ》と共にずいぶん前進しています。題材が悲劇的すぎるのを懸念しますが、一丁上がり（è fatto
il becco all’Oca）と言える今となっては、ぼくにとってどうでもいいことです」と述べ5、この段階でほぼ出来上が

っていたことをうかがわせる。台本が正式に検閲を通ったのは 2 月 8 日6、上演告知は 3 月 22 日に『両シチーリ
ア新聞』でなされたが、そこには木曜日（25 日）に予定した初演が舞台の準備不足のため、土曜日（27 日）に変更
されたと書かれている7。

【特色】
特色】
ラシーヌ『アンドロマク』と同じ題材による歌劇は 18 世紀中に多数作られたが、中でも重要なのはアントーニ
オ・サルヴィ（Antonio Salvi,1664-1724）の台本を皮切りとする一連の《アスティアナッテ（Astianatte）》であった
8。サルヴィの台本はジョヴァンニ・アントーニオ・ペルティの作曲で

1701 年 9 月 11 日にフィレンツェのヴィッ

ラ・ディ・プラトリーノで初演され、以後レオナルド・ヴィンチ（1725 年ナポリ）やニッコロ・ヨンメッリ（1741
年ローマ）を含めて少なくとも 9 作が作られている。これに対し《アンドローマカ（Andromaca）》と題されたオペ

ラは、1722 年 12 月 26 日フェッラーラ初演のアントーニオ・ギズリエーリ公爵台本／ジュゼッペ・マリーア・ブ
イーニ作曲9を手始めに、セバスティアーノ・ナゾリーニ作曲（1790 年ヴェネツィア）まで少なくとも 10 作が初演
されている10。これに《ピッロ（Pirro）》その他の関係する題名や題材のオペラを含めると、その数はさらに増え
る。
《アンドローマカ》の系列で有名なのが、カルダーラ作曲《アンドローマカ》
（台本：アポストロ・ゼーノ台本、1724
年 8 月 28 日ヴィーン、デッラ・ファヴォリータ劇場初演）と、パイジェッロ作曲《アンドローマカ》
（台本：ジョヴァン
ニ・バッティスタ・ロレンツィ 1797 年 11 月 18 日ナポリ、サン・カルロ劇場初演）で、パイジェッロ作品は 19 世紀にも

再演されるなど広く流布した11。しかしながら、女の激しい情念を表現した作品は新古典主義（ロココ様式を批判し
て古代ギリシャ・ローマの復興を目指す美学上の運動）の延長上に派生し、ルイージ・ケルビーニ作曲の《メデ（Médée）》
（1797 年 3 月 13 日パリ、フェドー座初演）を嚆矢とする。ロッシーニのエルミオーネもケルビーニのメデの流れを

汲む新しいヒロインの一人であり、ベッリーニのノルマと共に前ロマン的な女主人公と位置づけられる。
物語は、トロイアを滅亡させたエピロスの王ピッロがトロイア王子ヘクトールの未亡人アンドローマカに結婚
を迫り、婚約者のエルミオーネがピッロへの愛憎の果てに狂乱し、オレステにピッロを暗殺させるというもの。
ロッシーニ作品ではエルミオーネに焦点を当て、第 2 幕の中盤以降を激しい怒りと絶望から錯乱するヒロインの
狂乱の場とした。トットラは初版台本の緒言でラシーヌに敬意を払い、
「令名高きラシーヌの有名な悲劇『アンド
ローマカ』から筋書きと主要なエピソードを授けられた」と明言している12。その原点に位置するエウリピデスの
『アンドロマケー』との関連については、
「エルミオーヌが正妻であるのに子が無いため、側室でありながらピリ
ュスの子をもうけたアンドロマックを憎み呪う」点や、
「父王メネラーオスの力を借りて母の生命か子の生命かと
（渡辺守章）と指摘される13。
脅迫させる残酷さも、ラシーヌとは趣が異なる」

トットラは物語に関しておおむねラシーヌ原作を踏襲したが、最も大きな違いは導入部の追加とフィナーレの
処理にある。つまり、合唱を伴う導入の
設定やエルミオーネとピッロの対話（二

ラシーヌ『アンドロマク』

トットラ台本『エルミオーネ』

重唱）はトットラの創作であり、原作の

アンドロマク Andromaque

アンドローマカ Andromaca

第 1 幕第 1 場はオレストとピラードの対

ピリュス Pyrrhus

ピッロ Pirro

話で始まる。そして原作の第 5 幕最終場

オレスト Oreste

オレステ Oreste

（第 5 場）でピラードがエルミオーヌの

エルミオーヌ Hermione

エルミオーネ Ermione

死を聞いて錯乱する設定をしりぞけ（原

ピラード Pylade

ピラーデ Pilade

作ではエルミオーヌがピリュスのなきがらに

クレオーヌ Cléone

クレオーネ Cleone

かがみこみ、短剣でわが身を刺し貫いて死ぬ）、 セフィーズ Céphise

チェフィーザ Cefisa

エルミオーネが気絶して倒れるという、 フェニックス Phœnix

フェニーチョ Fenicio

オペラの幕切れの定型を採用している。 アステュアナクス Astyanax（言及のみ） アスティアナッテ Astianatte（黙役）
アッタロ Attalo（トットラによる追加）

登場人物の名前も、大半が原作の置き換
えである（右表）。

主役エルミオーネは、ロッシーニの絶対的プリマ・ドンナ、イザベッラ・コルブラン（Isabella Colbran,1784-1845）
のために作曲され、オペラ・セーリアの女王然とした役柄に秀でた彼女は、エルミオーネ役においても他にひけ
をとらぬ存在感を獲得している。苦悩する女として登場する彼女は、N.3 のピッロとの二重唱において早くも激

4

烈な歌唱を繰り広げ、第 2 幕では狂乱の域に達する。とりわけ規模の大きな第 2 幕の大シェーナ（N.9）では、シ
ェーナに続いて舞台上のバンダによる行進曲と合唱を耳にして苦悩を深め、実質的なアリア〈非道な女が彼を奪
った！（Un’empia mel rapì!）〉に移行する。その形式は通常の「カンタービレ～カバレッタ」と異なり、僅か 24
小節のレチタティーヴォが朗誦と同時にプリモ・テンポの印象を与え、序曲のクレシェンド（ハ長調、4／4 拍子、
アレグロ）による合唱を伴うテンポ・ディ・メッゾを挟んでオレステを巻き込む。続くピウ・モッソからをカバレ

ッタと理解しえなくもないが、慣習的なカバレッタとは音楽のスタイルが異なっている。その意味で全 427 小節
に及ぶ「大シェーナ」は、劇の流れに沿って自由に展開させたものと理解でき、ロッシーニのそれ以前のナンバ
ーの形式性を踏み出している。これは N.11 エルミオーネのシェーナ～オレステとの二重唱も同様で、歌唱とレチ
タティーヴォによるシェーナを自由に統合した対話を採用し、後半部も通常のカバレッタ形式から離れている。
そうした点に《エルミオーネ》の斬新さがあり、ロッシーニのイメージするヒロインの錯乱や狂乱が、必然的に
形式の逸脱を伴うことが判る。二人のテノール主役は卓越したサン・カルロ劇場のメンバーで、ピッロ役をバリ
テノーレのアンドレア・ノッツァーリ（Andrea Nozzari,1775-1832）、オレステ役をテノーレ・コントラルティーノ
のジョヴァンニ・ダヴィド［ダヴィデ］（Giovanni David,1790-1864）が創唱している。
ロッシーニの改革姿勢は序曲（シンフォニア）にも表れており、トロイア陥落を嘆く合唱を緞帳の背後で歌わせ、
その音楽に幕開けの地下牢獄の囚人の合唱を先取りさせ、序曲とドラマを渾然一体としている。興味深いのは、
序曲と導入曲の冒頭で使われる印象的なへ短調の下降旋律とハイドンのオラトリオ《四季（Die Jahreszeiten）》
（1801
年）の冒頭 4 小節との一致である（これは筆者が最初に指摘するものである。次頁の譜例参照）
。ロッシーニのそれは単

に短調で順次下降する音階でもあるが、その強烈な印象と効果はハイドンのそれと同質であり、偶然や他人の空
似でないことは 1811 年 5 月にボローニャでロッシーニがこのオラトリオの演奏に携わり、熟知していただけでな
く、他の作品にも《四季》からの素材借用があることでも判る（《セビーリャの理髪師》第 2 幕の三重唱のアレグロ部は、
明らかに《四季》第 4 曲ジモンのアリアに起源を持つ。若き日のロッシーニがハイドンのオラトリオ《天地創造》と《四季》を
積極的に研究したことは、後にヒラーとの対話でロッシーニ自身が語っている）。
譜例
Haydn:

Die Jahreszeiten

Rossini: Ermione

この序曲のアレグロにおけるクレシェンドは、第 2 幕エルミオーネの大シェーナの中のアリアのカバレッタで
も使われるが、ロッシーニはこうした序曲と劇を一体化する試みをそれ以前から行っている（例：《シジスモンド》
《泥棒かささぎ》
）。

本作の改革的側面はエルミオーネが登場のカヴァティーナを持たないことにも表れており、N.2 合唱に続くレ
チタティーヴォの中でエルミオーネがピッロを見つけて不実をなじり、合唱を交える激しい二重唱（N.3）に発展
するのであるが、劇的展開としても見事である（前記のように、この部分の設定はラシーヌの原作にない）。Ｎ.4 オレス
テのカヴァティーナも従来のように単独の登場アリアに処理できるところを実質的なピラーデとの二重唱とし、
オレステのパートに c’’’が頻出する（記譜上は八つ）。N.6 ピッロのアリアは規模の大きなナンバーで、途中にエルミ
オーネやオレステを適宜交え、さらに他の 4 人と合唱が加わる。形式的にはテンポ・ダッタッコ～プリモ・テン
ポ（カンタービレ）～セコンド・テンポ（カバレッタ）であっても、従来に比してテンポ・ダッタッコの比重が大き
くなり、ここでのピッロは激烈なアジリタと装飾を繰り広げ、音域も A-c’’’と 2 オクターヴを超えるなど、初演歌
手ノッツァーリの卓越した技巧が聴き取れる。
第 1 幕フィナーレ（N.7）の冒頭に置かれたエルミオーネとオレステの短い二重唱も、旋律を共有して歌い継ぐ
タイプではなく、劇的な対話を巧みに音楽化している（オレステの最高音 d’’’はここで歌われる）。行進曲の音楽を挟ん
でのフィナーレ主部は見事な九重唱で始まり、テンポ・ディ・メッゾの経過部を挟み、推進力に富む音楽で 9 人
の人物と合唱が突進するアレグロのストレッタに至る（ハ長調、2／2 拍子、アレグロ）。その中でオクターヴを 9 人
が半音階で上昇する珍しい用法も使われ、その頂点で 3 人のソプラノと 2 人のテノールがアクート（記譜上の c’’’）
に達するというのも異例であろう（ちなみに当時のコルブランにとって、c’’’は相当きつい要求であった）。
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主役 4 人の中で声楽的なポジションが薄いのはアンドローマカで、導入曲の中で短いながらも技巧的なソロ〈可
愛いわが子！ ひと時たりとも（Mia delizia! Un solo istante）〉を持つものの、卓越した歌手が望む独立したアリア
は第 1 幕にも第 2 幕にも与えていない。初演歌手ピザローニは前作《リッチャルドとゾライデ》からロッシーニ
作品の初演に参加したが、そこでも第 2 幕で彼女のアリアを設け（N.12 ゾミーラのシェーナとアリア）、ナポリでの
次作《湖の女》では音楽的にも充実した登場のカヴァティーナ（N.3）と第 2 幕のアリア（N.10）をマルコム役の
彼女に与えたことを考えれば、
《エルミオーネ》はドラマ優先の作劇であると判る。第 2 幕アンドローマカとピッ
ロの二重唱（N.8）も、他の楽曲に比してインパクトに乏しい。
こうした作劇上の特色は少ないナンバー数にも表れており、第 2 幕は N.8～N.11 の僅か 4 曲であるが、N.10
ピラーデとフェニーチョの小二重唱はプリマ・ドンナの喉を休ませるための挿入と理解しうる（N.9 の終止のホ長調
→ハ長調［レチタティーヴォ前奏］→イ長調［小二重唱］→ハ短調［N.11 冒頭のシェーナ］の移行も不自然である）。仮にこ

の小二重唱を挿入しなければ、第 2 幕は「アンドローマカとピッロの二重唱」に続いて「エルミオーネのグラン
シェーナ～シェーナと二重唱、フィナーレ II」で処理でき、演劇的な密度がより高まったはずである。反面、少
ないナンバー数であるのもかかわらず、シャーベット二重唱というべき前記ピラーデとフェニーチョの小二重唱
（N.10）を除いても四人の人物の二重唱が四つあることも特色の一つといえる（N.3 エルミオーネとピッロ、N.7 フィ
ナーレ I 冒頭のエルミオーネとオレステ、N.8 アンドローマカとピッロ、N.11 エルミオーネとピッロ）14。

こうした構成面での特色は、早い段階でトットラがラシーヌの原作に沿った台本を作成し、ロッシーニも慣習
的な登場のカヴァティーナを求めなかった結果と思われる。目立った旧作からの転用が無いことでも、ロッシー
ニの意欲的な取り組みが感じられ、充実した音楽が多く劇としての完成度も高い。だが、次に見るように初演は
成功せず、再演の機会を失うことになる。

【上演史】
上演史】
《エルミオーネ》の初演は 1819 年 3 月 27 日、ナポリのサン・カルロ劇場で行われた。キャストはエルミオー
ネ役がイザベッラ・コルブラン （Isabella Colbran,1784-1845）、ピッロ役がアンドレア・ノッツァーリ （Andrea
Nozzari,1775-1832）、オレステ役がジョヴァンニ・ダヴィド［ダヴィデ］
（Giovanni David,1790-1864）と最高のメンバ

ーで、アンドローマカ役のロズムンダ・ピザローニ（Rosmunda Pisaroni,1793-1872）も卓越したコントラルトだっ
たが、初演は失敗を喫し、シーズン中に合計 7 回しか上演されず、その最後の 2 回（4 月 18 日と 19 日）は第 1 幕
のみの上演に終わった（以後 1 世紀半もの間、一度も再演されずに埋もれてしまう）。
『両シチーリア新聞』は沈黙を守り、かろうじて 4 月 12 日付の同紙でバレエに関して、
「数回上演されたオペ
ラ《エルミオーネ》
」に先立つことが触れられるにすぎない。これが初演の大失敗を隠蔽するための措置であるこ
とは、同年ライプツィヒで出版された『一般音楽新聞（Allgemeine musikalische Zeitung）』21 号にミラーノの通信
員が、
「ナポリで、すでに終わった四旬節の間に、つまり 3 月に、ロッシーニが完全に失敗を喫した新作オペラ《エ
ルミオーネ》を作曲した。この失敗（フィアスコ）は秘密にされ、イタリアでもある時点まで少ししか知られず、
ミラーノでもずっと後に知られるに至った」と書いたことでも判る15。後にロッシーニは作曲家フェルディナン
ド・ヒラーに《エルミオーネが》が「とても退屈な作品」であるとし、その理由を観客が喜びそうなアリアが無
く、「全部がレチタティーヴォとデクラマートだったから」と述べている16。主要人物の登場カヴァティーナ、第
2 幕のアリア、各幕半ばの三重唱以上のアンサンブル、明快な形式性という、従来のオペラの枠組みを離れた改革
的姿勢もまた、当時の観客に嫌われたのかも知れない。
ロッシーニにも自分の作品がナポリ人の嗜好に合わなくなったとの自覚があり、前年、母に宛てた手紙の中で
「ぼくは自分の栄光のために（オペラを）作曲するのであって、他のことは気にしません」と述べている（1818 年
2 月 13 日付。《エジプトのモゼ》の初演に先立って書いた言葉）17。興味深いのは、エスキュディエ兄弟が 1854 年に出

版したロッシーニ伝に、この作品を翻訳してフランスで舞台にかけないかと問われたロッシーニが、
「いや、これ
はぼくのイタリアの小さな《ギヨーム・テル》で、ぼくの死後にしかその日は戻ってこないだろう」と述べたこ
とである18。
とはいえ当初ロッシーニはこのオペラを封印するつもりはなく、バルバーイアから自筆楽譜を引き揚げると、
楽曲の多くを 1 ヵ月後にヴェネツィアで予定した《エドゥアルドとクリスティーナ》に改作転用し（1819 年 4 月
24 日、ヴェネツィアのサン・ベネデット劇場初演）、その後も楽曲の一部を 1820 年 6 月の《湖の女》ナポリ再演、1822

年ヴェネツィアの《マオメット二世》再演で挿入している。そして 1824 年のロンドン滞在でキングズ劇場の興行
《イタリア王
師ジョヴァンニ・バッティスタ・ベネッリ（Giovanni Battista Benelli,1773-1857）に新作を委嘱され、
ウーゴ（Ugo, Re d’Italia）》と題したオペラの作曲を約束した。ロッシーニはこれを《ブルグントのアデライデ》の
改作に《エルミオーネ》の楽曲を取り入れて完成したものと推測されているが、ベネッリの破産により初演不可
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能となり、その楽譜も第三者の手を経るうちに失われてしまった19。
ロッシーニが《エルミオーネ》の出版を拒否したため、全曲の初版楽譜は 1858 年まで出版されなかったが、初
演からほどなく（1819 年 4 月）、ナポリのパトレッリ社（Patrelli）からオレステのカヴァティーナ（N.4）と第 1 幕
フィナーレ冒頭のエルミオーネとオレステの二重唱がピースの形で海賊出版され、ミラーノのリコルディ社も数
曲を 1820 年代に出版している。その中で各国が後追い出版をして一定の流布をみたのは、オレステのカヴァティ
ーナのみである。
初演のみで再演されなかった《エルミオーネ》は、158 年後の 1977 年 8 月 31 日にシエナの受胎告知教会（Chiesa
dell’Annunziata）で演奏会形式による復活演奏が行なわれ、1986 年 6 月 23 日にもパドヴァのポッリーニ劇場で演

奏されている。舞台蘇演は、1987 年 8 月 22 日、ペーザロのロッシーニ・オペラ・フェスティヴァルにて果たさ
れた（演出：ロベルト・デ・シモーネ、指揮：グスタフ・クーン、エルミオーネ：モンセラ・カバリエ、アンドローマカ：マ
リリン・ホーン、ピッロ：クリス・メリット）。その後 1995 年にグラインドボーン音楽祭でも取り上げられるなど世

界各地で上演されており20、ペーザロでは 2008 年 8 月に 21 年ぶりの再演がダニエレ・アッバードの新演出で行
われた（指揮：ロベルト・アッバード、エルミオーネ：ソニア・ガナッシ、ピッロ：グレゴリー・クンデ）。

推薦ディスク
推薦ディスク
・ 2008 年 8 月ペーザロ、ロッシーニ・オペラ・フェスティヴァル上演ライヴ キングインターナショナル KKC9006
(日本語字幕付)
ダニエレ・アッバード(演出) ロベルト・アッバード指揮ボローニャ市立歌劇場管弦楽団、プラハ室内合
唱団

エルミオーネ：ソニア・ガナッシ、アンドローマカ：マリアンナ・ピッツォラート、ピッロ：グ

レゴリー・クンデ、オレステ：アントニーノ・シラグーザほか

台本に基づく正式題名は《Omaggio umiliato a Sua Maestà dagli artisti del Real Teatro S.Carlo in occasione di essere per la
prima volta la M. S. intervenuta in detto Real Teatro dopo la sua felicissima guarigione. la sera del dì 20 Febbrajo 1819》
2 Gioachino Rossini, Lettere e documenti,vol.I.,29 febbraio 1792 - 17 marzo 1811.,a cura di Bruno Cagli e Sergio Ragni.,
Fondazione Rossini,Pesaro,1992., p.362.n.1.
3 Gioachino Rossini, Lettere e documenti,vol.IIIa.,Lettere ai genitori.,a cura di Bruno Cagli e Sergio Ragni.,Fondazione
Rossini,Pesaro,2004.,p.222.[書簡 IIIa.120]
4 Lettere e documenti,vol.I.,p.346.n.3.
5 Lettere e documenti,vol.IIIa.,p.230.[書簡 IIIa.124]
6 同日付の警察長官からノイア公爵ジョヴァンニ・カラーファ宛の通知。Lettere e documenti,vol.I.,p.361.[書簡 168]
7 全集版序文 p.XXX.
8 ラシーヌからロッシーニに至る台本の詳細な検証は、I libretti di Rossini 11 Ermione.,a cura di Mauro Tosti-Croce.,Fondazione Rossini, Pesaro,2004.を参照されたい。
9 台本作者名と初演日は I teatri di Ferrara. Commedia, opera e ballo nel Sei e Settecento.,a cura di Paolo Fabbri,Lucca,
Libreria Musicale Italiana 2002,Tomo II.,p.559.による。なお、この作品は The New Grove Dictionary of Opera.,4-vols.,
Macmillan,London,1992.の項目 Buini, Giuseppe Maria の作品表に見出せない。
10 詳細は Claudio Sartori : I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800.,Bertola & Locatelli,Cuneo,1990-94.の「Astianatte」「Andromaca」「Pirro」その他の関連する作品名を参照されたい。なお、The New Grove Dictionary of Opera,op.cit.の
項目「Racine, Jean」は、ラシーヌ『アンドロマク』に基づくオペラとしてカルダーラからパイジェッロに至る 8 作品を挙げ
ている。
11 サン・カルロ劇場でも 1804 年 1 月に再演されている。
12 Ballora, Giovanni Carli.,Descendit ad inferos.,Programma del ROF.,p.13 における引用。
13 ラシーヌ『アンドロマック』解題（
『ラシーヌ戯曲全集 第 1 巻』伊吹武彦／佐藤朔編集、人文書院、1964 年所収）、146 頁
14 これに先立つ改革的オペラ・セーリア、例えば《アルミーダ》には四重唱と三重唱、
《リッチャルドとゾライデ》には四重唱、
《エジプトのモゼ》には四重唱や、
《マオメット二世》には大三重唱（テルツェットーネ）があるが、
《エルミオーネ》には二
重唱までのナンバーしかない。
15 全集版《エルミオーネ》序文、及び I libretti di Rossini 11 Ermione.,op.cit.,pp.X-XI.,n.6 e n.9.
16 Hiller, Ferdinand. Plaudereien mit Rossini.,1855. (in Bollettino del Centro rossiniano di studi.,Anno XXXII,Fondazione
Rossini,Pesaro,1992.),pp.94-95.
17 Lettere e documenti,vol.IIIa.,p.199.[書簡 IIIa.108]
18 Les Frère Escudier: Rossini: sa vie et ses œuvre.,E.Dentu,Paris,1854.,p.123.
19 これに関する詳細は全集版《エルミオーネ》序文 pp.XXXV-XXXVI.を参照されたい。
20 2009 年までの上演記録は Opera Rara による全曲録音（ORC42）のブックレット pp.39-40.に掲載されている。なお、2010
以降の上演は行われていない（2012 年 10 月現在）。
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