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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 10 号（1998 年 6 月発行）の拙稿『ロマン的想像力とロッ
シーニの音楽（1）』及び第 11 号（同年 10 月発行）の『ロマン的想像力とロッシーニの音楽（2）
』
。14 年前の執筆で、
現在の筆者の認識とは違いもありますが、表記の一部変更のみで HP に掲載します（末尾の付記は今回追加しました）。
（2012 年 10 月）

私に対位法を教えてくれた人は、音楽の先生よりもむしろ
ジャン・パウルである。

はじめに

（ロベルト・シューマン）

ロッシーニ時代のもう一つの音楽

音楽とは何か──この漠とした問いはことあるごとに私の脳裏に浮かんでは消えるが、いまだ確とした答えを得ない。
定義が問題なのではない。
「ムジカ（音楽）」という言葉自体にはもはやポエジーやファンタジーといった言葉の詩的な呪
縛力は無いし、そもそも私が音楽という語をもって指すのは「音による芸術」
（『広辞苑』
）というありきたりの定義とは別
なものだろうから。ディスクや演奏を通じて「人工的に構成組織された音の芸術」を聴く私たちを不意に襲う、あらゆる
感覚がない混ぜになって魂を奪われる瞬間や、その永続的な残像といったものが問題なのだ。
それは音楽的知覚を媒介としたものであるがゆえに、音楽体験とか音楽による感動と呼ばれるだけで、実はまったく異
なる概念なのかもしれない。だが、それを説明しようとすれば音楽的なアナロジーを導入せざるを得なくなる。モーツァ
ルトのケッヒェル何番の曲ではなく、彼の音楽のどこかで聴いたことのある一節、例えば穏やかに反復する弦のさざ波の
上に、不意に木管楽器が天からさす一筋の光のように立ち現れるその刹那、私たちの内奥に湧きあがる言いようのない切
なさといったものだ。
このような音楽の秘密を楽音の中に捜し求めても無駄だろう。楽譜上はあまりに単純かつ陳腐で、いったいどこにそん
な魔力が潜んでいるのか解明できないからである。これは、いかに精緻に肉体を解剖しても魂の所在が不明なのと同じこ
とではあるまいか。私が現代の記号論的音楽分析に懐疑的（というより不感症）なのは、優れた音楽には常に純粋な記号体
系に収まりきれない魂が宿っているのではないか、という思いを捨てきれないからである。
すでに私は「魂」や「天」という言葉を使ってしまっている。音楽とは、つまるところ一種の超越的契機を包合するも
のであって、それを語ろうとすればおのずと超越的言語を導入せざるを得ないのかも知れない。にもかかわらず、ロッシ
ーニ愛好家としての私は、普段まったく別種の音楽にどっぷり浸って生きている。
思えば、ロッシーニの音楽ほど非超越的な世界も珍しいのではないか。それは純粋に音楽言語そのものであって、ロッ
シーニを聴きながら感傷的になったり、涙するとは思えない（まったく無いわけではない。個人的には 1995 年にペーザロで聴
いた《ギヨーム・テル》のフィナーレで、もう死んでも悔いはないとさえ思ったのだから）。ロッシーニの音楽を聴いていると、

左脳だか右脳だかどちらか一方の、論理や言語に関係した方だけで接しているのではないかと感じることがある。ロッシ
ーニの音楽は論理的かつ明晰で、知的な快楽の部類に属しているのだ。そこがロッシーニのいいところ、と私は肯定的に
捉えているのだが、そんな日々が続いてふと誰か別な作曲家の哀切な音楽を耳にすると、思いがけず心にじわりと染み渡
ってくる。ロッシーニに欠けているものが何かを実感させられる瞬間である。
しめっぽい感傷やメランコリー、涙を誘う哀感と無縁なロッシーニの音楽は、昨今流行の癒しの音楽の対極に位置して
いる。それは慰めのための音楽ではない。健康的で前向き、洗練され、貴族的で知的な精神のための音楽なのだ。ところ
が多くの日本人は、ロッシーニの音楽を通俗的で浅薄と決め込んでいる。その辺のギャップを突ついて議論しようとは思
わない。問題はロッシーニの音楽の理解や解釈にあるのではなく、受け手の有様にかかわるからである。私たちは自分の
好きな音楽を自由に選択し、享受しうるのだから、これがあれより素晴らしいなどという優劣論争をしても意味がない。
アダージョばかり集めた音楽や癒しの音楽ディスクが売れている国でロッシーニ愛好家が少数派なのは当然で、それはそ
れでいい、としか言いようがない。ロッシーニ的なものと非ロッシーニ的なものは、それぞれ共存してバランスが取れる
のであって、どちらか一方に偏る方が不健全なのだともいえよう。ロッシーニとベートーヴェン──仮にこの二人を両極
に据えるなら──はどちらも必要だし、ロッシーニのオペラが爆発的に人気を得た 1820～30 年代のパリで再発見され、
見直されたのも、ほかならぬベートーヴェンの音楽だったのである。
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視点を変え、ロッシーニの音楽を「散文的な世界」と捉えるなら、そこに欠けているのは「詩的な世界」といえよう。
ロッシーニの音楽が現世的であるなら、それは超越的なものの対極に位置するのである。ベルリオーズやヴァーグナーと
いったロマン派芸術家がアンチ・ロッシーニとして台頭するのも、一種の補完作用といえる。私自身はそれを対立的なも
のとは考えず、両者に通底するものがあると理解しているのであるが、これについては後述したい。けれども私が本稿で
最初に語りたいのは、少し別な領域の音楽である。それはロッシーニとポスト・ロッシーニの時代に花開いた「詩的想念」
や「詩的想像力」ないしは「超越的音楽のイメージ」である。これは実際に耳で聴く音楽とは異質な次元のもので、文学
や空想の中にのみ存在する。それもまた、ロッシーニ時代のもう一つの音楽なのである。

詩と音楽、詩的な音楽
「詩と音楽」という言葉で私たちがすぐに思い浮かべるのは歌曲──とりわけ 18 世紀末～19 世紀のドイツ・リート─
─ではなかろうか。ゲーテ時代のツェルターからシューベルトやシューマンを経てヴォルフに至るリートの系譜は、詩と
音楽を融合させる試みである。そして「詩と音楽」を「詩的な音楽」と言い換えると、ロマン派のピアノ曲が連想される。
《無言歌》のメンデルスゾーンからショパン、シューマンへと到るピアノ作品は、レヴェルの差はあるにせよ、詩的想念
の音楽による形象化と理解しうる。どちらも文学との深い繋がりから派生した芸術であり、シューベルトはゲーテやシラ
ー、シューマンはジャン・パウルや E.T.A.ホフマンの文学なしに、あのような音楽を作り得なかったのではなかったか。
「ロマン主義の権化」と呼ばれたシューマンは、少年期にジャン・パウルの作品に耽溺し、音楽家になるか作家になる
か大いに迷ったという。ギムナジウムを卒業後、彼はバイロイトにジャン・パウルの跡を訪ね、さらにミュンヘンに赴い
てハイネを訪ねているが、それはあくまで一人の文学青年としてである。このことでもシューマンのロマン主義的形成の
深源に、ドイツ・ロマン派ないしは前ロマン派文学が位置していると判る。
文学者の側も音楽に魅惑され、そこから霊感と影響を受けた。シューマンに決定的な影響を与えたジャン・パウルは小
学校教師兼教会オルガニストの息子として生まれ、その作品には豊かな音楽的調べが内包されている。彼の文学は深い哲
学的思索と夢想を言葉の音楽として紡ぎ出したものであり、文学というよりも「言葉による音楽」と呼びたくなるほどだ。
若きスタンダールは、オペラ作曲家になるべきか喜劇作家になるべきか、真剣に悩んだ。スタンダールはほとんど音符を
知らなかったにもかかわらず自分に楽想があると信じ、後年自伝的作品『アンリ・ブリュラールの生涯』の中で、若き日
にナポリへ行ってパイジェッロの従僕にならなかったことを後悔している。中には完全に職業音楽家となった文学者もい
た。ルソーは写譜で生計をたてながらオペラ=バレエ《優美な詩の女神たち》やオペラ《村の占い師》を作曲し、ホフマ
ンは作家としてだけでなく、作曲家、歌劇場指揮者、評論家、ピアニストとしても活動し、1816 年に発表したオペラ《ウ
ンディーネ》が大成功を収めた。その作品は今日数多くのディスクで聴くことができる。
このような作家たちが音楽小説や音楽評論に手を染めるのは至極当然のことで、ホフマンの『クライスレリアーナ』も
スタンダールの『ロッシーニ伝』も、同時代音楽との深い結びつきから生まれている。その一方、現実の音楽とは別な次
元の音楽に憧れ、そこから詩的なイマジネーションを膨らませた作家たちもいた。彼らにとって耳に聞こえる音楽はあく
まで魂を飛翔させる契機にほかならず、その究極の姿は詩的想像力の中で具現化される超越的音楽にあったのである。
19 世紀ロマン派文学に現れる音楽は、現実の音楽と結びつくものと、詩的な想像力の領域に属するものの二つに分け
ることができる。作家たちは「耳で聴く音楽」の代表というべきロッシーニの音楽と、「聞こえない音楽」である超越的
音楽の間を行き来しながら、詩的・文学的想像力をはばたかせていった。ここではまず、そうした詩的想像力の生んだ、
現実には存在しない音楽のイメージから探っていくことにしよう。

詩的想像力と天界の音楽

最初に、ロマン派文学の中に現れる「天界の音楽」のイメージと、その源泉について明らかにしておこう。以下は、モ
（1795 年）からの引用である1。
ーツァルトより 7 歳年下の作家ジャン・パウル（1763-1825）の小説『宵の明星』

1) 枝垂れ白樺のまわりに、すでにこの日ヴィクトルが島で耳にしたある不可思議な旋律ゆたかな音楽が湧きおこった。
ついに彼は頂上の白樺の木の下にたどりつき、その旋律は、今しも数々の楽園と花咲く生け垣を横ぎって流れてき
たグラスハルモニカの旋律のように、よくひびきながら彼を取りまいた。
［中略］ 彼は戦慄しながらこう考えた。第
二の世界の上を飛ぶときに天使たちから、またあるあまりにも大きな歓喜が溜め息で表現され、その溜め息が風に

1

ジャン・パウル『宵の明星』抄、岩田行一訳（ドイツ・ロマン派全集 11、国書刊行会、1990 年）
。以下、引用文末尾に該当頁を示す。

2

乗って運ばれる音に変わるときに合一した魂たちからふともれるように見えるこれらの音色は、どのような見えざ
る手から出てくるのだろうか？

（邦訳、28-29 頁）

2) 人間の内部には、いまだかつて満たされたことのないようなある大いなる願望が存在している。つまり、この願望
には名が付いていないのだ。この願望はその対象を探しもとめているが、しかし君のあげるどんな名も、またどんな
喜びも、断じてこの願望が探しもとめているものではないのだ。しかし君が夏のある夜に北の方を眺めたりはるかな
山なみの方を見たりするとき、はたまた月の光が地上に落ちていたり満天に星がちりばめられていたりするとき、は
たまた君が大きな幸福に包まれているとき、当の願望がふたたたび立ちあらわれる。
［中略］ 何ものも名づけること
のできないこの願望の名を人間に対してあげてくれるのは、われわれの奏でる絃と楽の音だ──憧れに満ちた精神は
そのときさらにはげしく泣き、もはやいても立ってもいられなくなり、悲しみに我を忘れて楽の音たちのなかへ入り
こんでこう叫ぶのだ。「お前たちが名をあげてくれるすべてのもの、それこそまさに自分には欠けているものだ」
（邦訳、39 頁）

3) 彼は盲目の少年に、フルートを手にとって、いつも新年とおのれの誕生日の朝に聴かせてもらっていた「法悦の歌」
を、さながら次第に消えていく生命の木霊のように奏でてほしいと頼んだ。［中略］ 旋律のなかで解放される白鳥に
も似て、夕焼けのなかで、金色の霞と喜びの露のなかで、神を前にして恍惚忘我のあまり死んでしまった太陽から、
天球の諧調が湧きでてくるように思われたとき……永遠なる神の慈愛がわれわれの心を覆うために用いるあらゆる
花々が、この神の慈愛のやさしい手が頼りない人間を導く際に横ぎるあらゆる至福の広野が、天使のように飛びなが
らエマーヌエルの前を通りすぎて行ったとき──［中略］ 彼はいっぱいになった胸をもはや抑えることができず、感
謝のあまり胸も張りさけんばかりだった。

（邦訳、79-80 頁）

あたかも音楽に刺激を与えられた詩人の想像力が、言葉でもって永遠の音楽を奏でているかのようだ。それは過去にも
現在にも未来にも現実の楽曲としては存在しなくても、音のイメージでしか存在しえない調べを想起させる。多感な魂は
その音楽に「第二の世界を飛ぶ天使の歓喜の溜め息」を思い浮かべ（1）、哲学的魂は渇望と憧憬を呼び覚まされ、人間の
内部にある大いなる願望の前にたち竦む（2）。より崇高な魂は、法悦のうちに創造主を見出す（3）のである。
高人エマーヌエルは「法悦の歌」を聴き、神を前にして恍惚忘我のあまり死んでしまった太陽から「天球の諧調」が湧
きでてくるように思った。このあと彼は恍惚として魂が大地から遊離し、失神状態の中でこの天球の諧調を聴くのである
が、それは次のように描写されている。

真夜中の永遠の深みのなかで、ある単一の音が上下に屈折した──第二の音が東に──第三の音が西に湧きおこっ
た──最後に、遠方から天空全体が鳴りひびきはじめ、それらの音は島を流れ、感動した魂たちにしみこんだ……そ
れらの音が島の上にあったとき、あらゆる人間たちは歓喜と憧憬のあまり泣いた……それから、とつぜん、太陽たち
がその運行をもっと速め、それから、音たちがさらにもっと高くなって、旋回しながら、ある鋭い、果てしない音の
高みのなかへ消えうせた。
［中略］ ああ、そのとき、われわれがこの世で愛してきたあらゆるもの、われわれがこの世で失ってきたあらゆる

ものが、すべての貴重な時間が、すべての悲嘆の野が、すべての愛する人間が、すべての涙が、すべての願望が、わ
れわれの前をすばやく通っていった。──最高の音たちが鳴りやみ、ふたたび鋭くなり、ついでかなり長いこと鳴り
やみ、またひとしお鋭くなったとき、ハルモニカ鈴たちが人間たちの下でふるえ、彼らはそれらの上に立って、その
鋭い振動がふるえている自分たちをことごとく解体してしまうことを願った。──すると、か黒い小さな雲に包まれ
たある崇高な影像が白いヴェールをまとって立ちあらわれ、旋律ゆたかにこう言った。「音たちのなかでひとしお甘
美に死ね。
」

（邦訳、82 頁）

ここに描かれた天球の諧調とは「天界のハルモニア（天界の音楽）」にほかならず、もともとはピュタゴラス派の天文学
説で協和音程（八・五・四度）の数比が宇宙秩序の形成原理（ハルモニア）とされ、天体の運行から音楽的諧調音を生じる
というものである。そこから、「人間の魂もまたハルモニアにほかならず、実際の音楽のうちに具体化された数の神的秩
序の媒介によって魂は浄められ、神的なものに近づくことが可能となるという説」2が派生したのであった。
ところで、不粋を承知で上に引いた文章を音楽的に読み解いておこう。
2

『音楽大辞典 4』（平凡社、1982 年）2011 頁（項目：ピュタゴラス派［天野千佳子・筆］
）。さらに詳しくは S.K.ヘニンガーJr『天球
の音楽──ピュタゴラス宇宙論とルネサンス詩学』山田耕士他共訳（平凡社、1990 年）及び海老沢敏「アリストクセノスの『ハルモ
ニアの原理』
」（
『音楽の思想－西洋音楽の流れ』音楽之友社、1972 年所収）を参照されたい。

3

先の三つの文章には旋律（もしくは旋律らしきもの）が存在していた。1）では「枝垂れ白樺のまわりに」湧きおこった
「旋律ゆたかな音楽」が、「数々の楽園と花咲く生け垣を横ぎって流れてきたグラスハルモニカの旋律のように、よくひ
びきながら」ヴィクトルを取り囲む。それはヴィクトルへ、第二の世界の上を飛ぶ天使たちの「歓喜の溜め息」が「風に
乗って運ばれる音」を想起させる。2）の、人間の内部に存在する「いまだかつて満たされたことのないようなある大い
なる願望」の名を人間に対して告げるのも、「われわれの奏でる絃と楽の音」であり、3）でエマーヌエルへ「神を前に
して恍惚忘我のあまり死んでしまった太陽から天球の諧調が湧きでてくるように」思わせたものも、盲目の少年がフルー
トで吹く「法悦の歌」である。
これに対し、肉体を離脱したエマーヌエルの魂が経験した「天球の諧調」は、旋律ではない。それは明らかにピュタゴ
ラスの宇宙秩序の形成原理に呼応した神的秩序のハーモニーである。最初に「真夜中の永遠の深みのなかで」根源的な音
が立ち現れ、「単一の音が上下に屈折」つまり八度（オクターヴ）で響きわたる。次いで第二の音が東に湧きおこる。こ
れが完全五度であるのは間違いない。問題は西から湧きおこる第三の音であるが、これはピュタゴラス理論におけるもう
一つの完全協和四度ではなく、三度であろう3。こうして根源的な音に二つの音が加わって一つの諧調（C - E - G の長三和
音）となり、「遠方から天空全体が鳴りひびきはじめ」たのである。

ここには旋律を必要としない永遠の調和（ハルモニア）だけが存在する。だがそれは、静止したハーモニーではない。
天体の運行が速度を増せば「もっと高く」なり、「旋回しながら、ある鋭い、果てしない音の高み」へとのぼりつめ、虚
空に消えうせる。あるいは長い休止を挟んだそれは、再びクレシェンドして「鋭く」なるかとおもえば、ディミヌエンド
して絶対の無音へと吸い込まれる。そのさなか、「音たちのなかでひとしお甘美に死ね」という神秘の言葉が、何者かの
口から「旋律豊かに」──音楽的に言えばアリオーゾによって──告げられるのである。
読者はこの描写で何かの音楽を思い浮かべたかも知れない。私が想起したのは R.シュトラウスの交響詩《ツァラトゥ
ストラかく語りき》の冒頭部分である。地鳴りのような低弦の上でトランペットが C - G - C と立ち上がり、オーケスト
ラの総奏が長三和音から短三和音に屈折し、次に短三和音から長三和音へと戻ると輝かしい和音が爆発し、その余韻をオ
ルガンが引き継ぐ、というものである。現代人であれば先のジャン・パウルの文章が喚起するのは筆者と同様《ツァラト
ゥストラかく語りき》であろうし、それはそれで──まさしくその部分が天地創世としてイメージされるなら──正しい
といえる。けれども、
『宵の明星』の書かれたのが 18 世紀末であるのを思い起こせば、ジャン・パウルがイメージした
のはたぶん会堂に響くパイプ・オルガンの音であっただろう（彼はオルガニストの息子でもあった）。
これとは別に、『宵の明星』の詩的で音楽的なイメージから私が連想したのは、メロドラマである。メロドラマ
Melodrama とは、表現的な音楽に伴奏されて俳優が朗読もしくは朗唱する劇で、ルソーが《ピグマリオン》
（1770）で創
（どちらも 1775 年）で確立した音楽劇の一ジャンル
始し、ゲオルグ・ベンダが《ナクソス島のアリアドネ》と《メデア》

である。ジャン・パウル自身が『宵の明星』の中でこの語を用いたことでも（邦訳、66 頁）、何らかの関連が認められる
であろう。
ところで、ジャン・パウルの「天球の諧調」の起源がピュタゴラス派にあるとしても、そうしたイメージが時代から時
代へ順次受け継がれてきたわけではない。ピュタゴラス派の夢想した宇宙秩序と音楽的調和の一致という壮大なパノラマ
は、確かに新プラトン学派を経て中世に至る形而上学に影を落としているが、文学作品ではジャン・パウルまではっきり
とした形で現れてこないからである4。そして『宵の明星』以後「天球の諧調」のイメージは、ゲーテやノヴァーリスを
経てフランス・ロマン派文学の中に定着するのである。それゆえ「天球の諧調」は近代の詩的想像力にとって刺激剤の役
割を果たし、ロマン派文学の中で花開いたと言ってもよいだろう。
では、ピュタゴラス派の夢想した宇宙秩序と音楽的調和の一致は、音楽史においてどのような位置を占めているのか。
興味深いことに、ピュタゴラス派の理論は中世まで形而上学的音楽論の中に生き続けてきた。そこでは音楽が、「宇宙
の音楽（ムシカ・ムンダナ）」
「人間の音楽（ムシカ・ウマナ）」
「楽器の音楽（ムシカ・インストウルメンタリス）」の三つに分類
され、最も高次のそれが「宇宙の音楽」、最も卑しいものが「楽器の音楽」と位置づけられている。私たちが普段享受し
ているのは、この最も低次の音楽なのである。上記三種の音楽のうち、耳に聞こえない思弁的音楽である「宇宙の音楽」
と「人間の音楽」を否定したのはヨハネス・デ・グロケオ（生没年不詳、13～14 世紀？）とされる5。かくしてルネサンス
3

4

5

これは、ジャン・パウルがこれに先立ち次のように書いたことでも判る──「僕の恍惚忘我がピアノのただ一つのふるえる長い三和
音にあわせて上下に揺れうごくならば、そのとき、わななきと沈黙と無限なる愛とが僕の有頂天になっている心をあまりにも苦しめ
るでしょう」
（『宵の明星』抄、70 頁）。
ジョスリン・ゴドウィンは『星界の音楽──神話からアヴァンギャルドまで 音楽の霊的次元』斉藤栄一訳（工作舎、1990 年）の中
で古代から現代に至る膨大な著述から神秘的音楽のイメージを引き出し、天球の音楽についても詳述している。しかし同書の場合、
中世までのそれと比して 17～19 世紀の文学についての情報は極端に乏しく、不思議なことにロマン派文学についても言及していない。
私は 18 世紀以降の文学に現れる天界の音楽のイメージは、純粋に詩的想像力の所産として、中世までのそれとは違った視点で論ずる
べきだと思う。
海老沢敏「ヨハネス・デ・グロケオの『音楽論』」を参照されたい。なお、『音楽論』の邦訳が出版されている（ヨハンネス・デ・グ
ロケイオ『音楽論』中世ルネサンス音楽史研究会訳、春秋社、2001 年）。

4

以降の音楽理論は、
「聴くことのできる音楽」
（器楽と声楽）だけが対象とされるに至ったのである。
近代の合理的な音楽理論に存在の場を持たない「聞こえない音楽」や「天球の諧調」のヴィジョンが蘇るのは、先に見
たようにジャン・パウルのバロック的想像力の中においてであった。音楽理論が捨てたものを文学が拾い上げ、これに生
命を与えたのだ。それは詩人ノヴァーリス（1772-1801）の『青い花』
（原題『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』未完
（第一部 1807 年完成、1831 年完結）へと受け継がれる。
『青い花』には次のように書
1801 年）や、ゲーテの『ファウスト』

かれている。

王は、優しく王女を抱擁しました。星々の精霊が玉座のまわりに立ち並び、勇士も列に加わって、所定の位置に着
きました。
［中略──王と王女が星座のカードを並べ、記号と図像の美しい調和ができると］ 同時に和やかな、深く心を動か
す音楽が空中に聞こえましたが、その音楽は、広間の中で奇妙に入り混じりもつれ合いながら動いている星々と、そ
の他の不思議な運動から生まれてくるようでした。6

フランス・ロマン派文学と「天界の音楽」

前述のように、ジャン・パウルの想像力に蘇った「天界の音楽」のヴィジョンはドイツ・ロマン派からフランス・ロマ
ン派へと受け継がれ、ロマン派を突き抜け神秘主義の扉をも押し開くことになる。19 歳で『ファウスト』をフランス語
（1855 年）を見てみよう。
訳したジェラール・ド・ネルヴァル（1808-1855）の『オーレリア』

一つの星が突如光り、私にこの世界ともろもろの世界の秘密を啓示した。［中略］ 寂とした闇の深所から、二つの
音符が鳴り渡った。一つは低く、一つは高く。──すると直ちに永遠の天球は回転し始めた。祝福されよ、おお神々
しい讃歌を始めた最初のオクターヴよ。日曜より日曜にかけ、すべての日を汝の魔法の網に椈いとめよ。汝がために
山は谷に歌い、泉は小川に、小川は大河に、大河は大洋に歌う。大気は顫え、光は現れそめる花々をなだらかに綻ば
す。愛の吐息、愛のおののきが地の膨らんだ胸から洩れ、そして星辰の合唱が無限の裡に展び拡がる。遠ざかっては
引き返し、縮まっては花のように拡がり、そしてかなたに新しい創造の種を蒔く。7

（1866 年）に描いている。修道院で死
テオフィル・ゴーティエ（1811-1872）もまた、天界の音楽を小説『スピリット』

んだ、恋する女性の魂が肉体から解放され、虚空の無限の藍碧の中へ飛翔してゆく。そこは無数の光（霊魂）に満ちた宇
宙だった。

ときどき無限の彼方へ神さまのご命令を伝えに行く大天使がお通りになりましたが、その巨大な翼のあおりで全宇
宙が揺れ動きました。［中略］ わたしは暁光に似た光や、虹色の反射や、金銀の光芒や、ダイヤモンドをちりばめた
燐光や、放射する光線のからみ合いや、すべて神の光の豪華さ、至楽および恍惚のなかを、一秒間に何百万キロとい
う速さで行ったり来たり上がったり下がったりしました。ピュタゴラスがその反響を聞いたという天界の音楽も聞き
ました。宇宙の枢軸である神秘な数字がリズムをしるしました。地球は雷のように力づよく、フルートのようにやさ
しい、なめらかな唸りをあげながら、太陽に引かれて虚空をゆるやかに旋回していました。わたしは水星から海王星
まで、あらゆる惑星が衛星をともない、楕円を描きながら通って行くのを一目で眺めました。8
「芸術のための芸術（l’art pour l’art）」を唱えたといわれる芸術至上主義者ゴーティエがその最後の小説で描いた霊界
描写は美の極みで、晩年の彼がスウェーデンボリばりの幻視者になったのではないかと思わせるほどだ。9
ところでフルートという楽器が出てきたので、少し脱線させていただく。ゴーティエは天界の音楽の響く中で、地球が
「フルートのようにやさしい、なめらかな唸りをあげながら」虚空を旋回している、と書いた。ジャン・パウルの『宵の
明星』の中で、エマーヌエルに「神を前にして恍惚忘我のあまり死んでしまった太陽から天球の諧調が湧きでてくるよう
に」思わせたのもフルートの調べであった。だが、なぜそれはフルートなのか？
伝承によると、ピュタゴラスが音における数的関係を発見するきっかけは、鍛冶屋の叩くハンマーの音を耳にしたこと
にあるという。次いで彼はそれを弦の分割に当てはめたのであるが、忘れてならないのはピュタゴラス派の理論には天界
の音楽を具体的に想起させる音のイメージが存在しないことである。「宇宙の音楽」も「人間の音楽」も純粋な数的比率

6
7
8
9

ノヴァーリス『青い花』薗田宗人訳（ドイツ・ロマン派全集 2、国書刊行会、1983 年）159-160 頁。
ネルヴァル『オーレリア』佐藤正彰訳（ネルヴァル全集Ⅲ、筑摩書房、1976 年）59 頁。
ゴーティエ『スピリット』田辺貞之助訳（沖積舎、1986 年）158-159 頁。
現実にバルザックからゴーティエに至る作家の多くがスウェーデンボリの影響を受けている。

5

の抽象世界であって、聴覚ではなく内なる耳（= 魂）で聞きとるハルモニア、つまり「聞こえない音楽」なのである。ピ
ュタゴラス自身も耳で音楽を判断することを批判していたという。すでに述べたように、中世に至るまで楽器による音楽
は理論上もっとも下位に置かれ、存在を認められていたのはオルガンと声（但し男声のそれ）のみだった。それゆえ近代の
文学にも、「聖なる楽器」のオルガンが天界の音楽や超越的イメージを導く例が見出せる。例えばバルザックの『セラフ
（1835 年）には、教会中に鳴り響くオルガンの音が「はるかな円天井まで荘厳な響きで満たし、柱頭に刻まれた軽
ィタ』

やかな花々の中を光のように戯れながら、音楽の宇宙を啓いてみせるように」とある。10
しかしながら、オルガンがキリスト教的な聖性を付与された楽器であるがゆえにありきたりの類比やイメージに陥りが
ちであることは、引用したバルザックの表現でも明らかだろう。そもそもオルガンは神聖な場所である教会の内陣に据え
られた機関（= オルガン）であり、聖なる有機体の一器官（= オルガン）なのだ。
これに対し、フルートや笛は悪魔を呼び出す「反キリスト教的」楽器である（「横笛を奏でる者がいる所には、キリストは
存在しえない」とクリュソストモスは断言する11）。キリスト教以前の異教や原始宗教では笛が「神を呼ぶもの」であり、魔力

を備えた楽器であった。それが後に忌むべきものないしは反キリストとされたのは、笛が単に男性性器をイメージさせる
セクシャルな楽器だからではなく──ルネサンス期にはしばしばそうしたシンボルで扱われたのだが──それが古代宗
教と深く結びついたためであろう。ジャック・シャイエはモーツァルト《魔笛》の分析で、魔法の笛のシンボリズムを四
大元素と関連づけ、次のように説明する。

「空気」の指図によって使用される（男性の息を吹き込む）運命にある魔法の笛は、雨（「水」）にみまわれ、雷（「大地」）
が鳴り、稲妻（「火」）の光る嵐の夜、魔法によって作られている。したがって、魔法の笛は、四大元素を兼ね備えて
いるがゆえに完璧なのである。12

ロマン主義→反キリスト教的非合理主義→神秘主義へと連なる近代の詩人たちが笛を好んでモティーフとする背景に、
こうしたイメージの連鎖があるのだろう。異教の神を呼び出す笛の末裔であるフルートこそが、「聞こえない音楽」を魂
に響かせ、神秘の高みへと引き上げるのである。

耳に聞こえる旋律は快いが、聞こえぬ旋律はもっと快い。
だから、そのやさしい笛を吹いてくれ。
感覚する耳にではなく、もっと心に響くように、
音のない曲を、魂の耳に。
（キーツ『ギリシャの甕のオード』）13

数的秩序としての音楽と「光」
すでに見たように、
「天界の音楽」のヴィジョンには、音楽と天体のそれぞれが数的秩序に従うとの理解が背景にある。
「宇宙の枢軸である神秘な数字」にほかならない。そして天界
そこでの音楽は天球の諧調（ハルモニア）であると同時に、
の秩序は、
「光」によって視覚的イメージを与えられる（すでに引用したゴーティエの文章が示すように）。バルザックもまた、
『セラフィタ』の中で音楽、数的秩序、光を巧みに結びつけ、天界の芸術としての音楽について語っている。

音楽は天上の芸術で、この原理が実現されたものです。音楽は《数》によって調和された音の集まりではないでし
ょうか。
［中略］ 音楽と人間の声は、有機化された化学的物質と、思想によってあなた方の中に用意された同じ物質
との共鳴から生ずる結果であることは明らかです。その同じ物質はあなた方の地球の偉大な養い親である光によって
秩序づけられているのです。14

光はメロディーを生み、メロディーは光を生んだ。色は光とメロディーであった。運動は《御言葉》を授かった《数》
であった。要するに、ここではすべてが同時に、光を発し、光を透し、動きを示すのであった。だから、すべては浸
［中略］
透し合い、空間には遮る物がなく、
《天使》たちは無限の奥深くまで経めぐることができたのである。

二人［ウィルフリッドとミンナ］は眼にみえない絆によって物質界と霊界が結ばれていることを理解した。すぐれた

10
11
12
13
14

バルザック『セラフィタ』沢崎浩平訳（世界幻想文学大系 6、国書刊行会、1983 年）186 頁。
G.ファン・デル・レーウ『芸術と聖なるもの』小倉重夫訳（せりか書房、1980 年）209 頁。
ジャック・シャイエ『魔笛 秘教オペラ』高橋英郎・藤井康生訳（白水社、1976 年）145 頁。
S.K.ヘニンガーJr、前掲書、107 頁。
バルザック、前掲書、177 頁。
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天才の崇高な努力を思いながら、天上の歌を聞き、二人はメロディーの原理を発見した。その歌は色や匂いや思想の
感覚を呼びさまし、地上の歌がかすかな愛の思い出を甦らせるように、あらゆる創造物の無数の細部を思い起こさせ
るのであった。15

こうした詩的な音楽理解は、神秘主義の影響を受けたフランス・ロマン派作家が共有する思想であるといってもあなが
ち間違いではないだろう。

第二視覚で見る音楽の幻影

耳による音楽を批判し、内なる耳（魂）で聞きとるハルモニアこそが真の音楽であり、協和音程が宇宙の形成原理と一
致するがゆえに天体の運行が音楽的諧調を生じるというのが、ピュタゴラス派の「天界の音楽」であった。そこでは神秘
の数比だけが真の音楽とされ、旋律はもとより「聞こえる音」それ自体も存在しえない。それゆえ既存のあらゆる音楽と
は別次元の超越的音楽、もしくは現実の音楽と対立する思弁的音楽なのである。しかし、耳で聞く現実の音楽は古代ギリ
シャ以降中世に至るまで、実質的に旋律的な単声音楽であり、和声的契機を欠いていた。そして

単旋律の音楽（モノフ

ォニー）が継起する音の線的秩序であるのに対し、同時に鳴り、響き合う音の調和は空間的秩序にほかならない。それゆ

え、旋律と、異なる音から派生するハーモニーが別な次元に属すると考えられても不思議はない。なぜならスウェーデン
ボリの思想に影響されたフランス・ロマン派の作家には、多かれ少なかれ「自然的段階」と「霊的段階」に二分する思考
法がみられ、それは彼らの語る地上と天界、外部と内部と照応する。
ところで、私たちは協和する二つの音に独立した二つの音を聞くだけでなく響きや諧調を、音響物理学的にいうところ
の倍音列に発生する多様な音を伴って聞き取るのであるから、その空間的広がりには際限がない。それゆえ響きの発見は
同時に空間の発見でもあった。ボードレールは書く──「音楽は空間の観念を与える」と（『赤裸の心』）。
たった一つの響きが鳴らされただけで、不意に別の世界が出現する。それは触知可能な物質世界とは違う形而上的世界
のようでもあるが、確かに実在としての手応えも与えてくれる。だから、音による響きは別世界への扉を押し開く鍵とい
えよう。もちろん耳も聴覚も一種の入口に過ぎぬのであって、この世の外へと私たちを誘うかに思わせる瞬間を現出させ
るものがとどのつまり私たちの意識や想像力（あるいは単なる脳内物質）の働きだとしても、これを追憶を許す生々しい傷
痕として魂へ刻み込むものもまた、ある種の音楽の内部に存在している。ロマン的想像力はそこを出発点に現実の彼方へ
と飛翔していくのである。それゆえ「聞こえない音楽」であるはずの天界の音楽のイメージが近代文学の中に蘇ったとき、
それがオクターヴや純粋なハーモニーの響きやフルートの音という「聞こえる音楽」として表象されたのも、至極当然の
ことであった。
ここでロマン派特有の音楽理解の特徴として改めて理解しておきたいのは、彼らにとって音楽が想像力飛翔のための、
契機や触媒でもあったという点である。音楽をそれ自体として享受するのでは、ごく当たり前に「聴いている」に過ぎな
い。そうではなく、阿片やハッシッシのような幻覚剤として音楽を想像力へ投与することにより、夢想と幻視への旅が始
まり、物語が紡ぎ出されるのである。自分の耳にする音や音楽を即座に映像として見ることができれば、人は己の幻影を
次々に語って飽きることがないだろう。ハイネの小説『フィレンツェの夜』（1836 年）の主人公はそうした幻視者の一人
であり、ハイネはそうした知覚を「音楽的な第二視覚」と名付けた。語り手である青年はパガニーニの演奏を聴きながら
自分の第二視覚で見た光景を次々に語ってゆくのであるが、その一つは次のようなものである。

［僧侶の姿に変身したパガニーニがヴァイオリンを弾き続けると──］ 赤い血の波間から、鎖から解き放たれた悪霊たち

が顔を出すのが見えました。おとぎ話に出てくるような醜悪な怪物たち。こうもりの翼をもった鰐、鹿の角をはやし
た蛇、ラッパ型の貝がらを被った猿、家長のように長いひげをはやした海豹、頬に乳房をつけている女の顔、緑色の
らくだ、得体の知れぬ合の子動物、そんな怪物どもが皆、冷たいずるそうな目をみはり、長いひれ状の前足でヴァイ
［中略］ ぼくは狂気におちいらぬよう耳を抑え、
オリンを弾く僧形のパガニーニにつかみかかろうとしているのです。

目を閉じました。すると幻影は消え、ぼくが再び目を開いたときには、あわれなジェノア人は先ほどと同じ格好で、
相変わらず乞うような様子であいさつをしており、聴衆の方は感極まって拍手喝采を続けておりました。
（『フィレンツェの夜』
）16

目を瞑って脳裏に映る映像を観ているのではない。白昼夢であり、幻覚そのものである。そして彼もまた「天界の音楽」
のヴィジョンを見る。
15
16

同前、228、230 頁。
ハイネ『フィレンツェの夜』立川希代子訳（ドイツ・ロマン派全集 16、国書刊行会、1989 年）137-138 頁。
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あたかも、全被造物が彼［パガニーニ］の奏でる音に従っているかのようでした。彼が人間惑星であり、そのまわ
りをおごそかに至福のリズムを響かせながら天地万物がめぐっているようなのです。おだやかな光を放って彼のまわ
りをめぐりながら近づいてくるいくつかの大きな光、あれは天の星たちでしょうか。そしてそれらの運行に従って生
じてくる音のハーモニーは、天体の合唱でしょうか。このような音の恍惚をこそ、詩人や予言者たちは告知している
のですが。17

だが、それが単なる幻影に過ぎぬことを、青年自身も了解している──「［巡礼者たちの］唇から流れ出す、ぼくが天
体の合唱と思った聖歌は、実はヴァイオリンの音色が反響していたものでした」。
ハイネが第二視覚と名付けたものは、詩的想像力にほかならない。それはロマン的人間に固有の才能といっても良いが、
現実の音楽だけが彼らの想像力に翼を与えたのではない。存在しない音楽への憧憬もまた、彼らを夢想へと誘うのである。
（1832）でこう詠んでいるように。
ネルヴァルが詩『ファンテジー』

その曲のためなら、私は全てを捨てよう、
ロッシーニも、モーツァルトも、ウェーバーも。
物憂くうらさびしく

古い古いその曲は

私だけには、秘かな魅（まどわ）しの力を持つ。

ふとその曲を耳にする度ごとに、
二百年の昔へと、私の魂は若がえる。
それはルイ十三世の御世……私には見える気がする、
夕日に黄ばんだ、緑の丘の拡がり行くのが。18
紙数の都合で第 3 節以下を省略したが、ネルヴァルが「その曲のためなら全てを捨てよう」と言ったのは、自分の魂
を 200 年前へ運び去り、前世で見た一人の貴婦人に会わせてくれる音楽のことなのである。それさえあるなら、ロッシ
ーニもモーツァルトもウェーバーも捨てて悔いはない、と詩的な魂は思うのである。

ロマン派芸術家とロッシーニ

いみじくもネルヴァルは、ロッシーニ、モーツァルト、ウェーバーの順に作曲家の名を挙げている。これにベートーヴ
ェンを加えた四人が 1820～30 年代のロマン派にとっての音楽の神々であり、その筆頭がロッシーニなのである。しかし、
この序列を見て納得のゆかぬ読者もいるはずだ。とりわけロッシーニ・ファンでない者にとってはそうだろう。バッハは
当時フランスで知られていなかったから仕方ないとしても、装飾だらけ旋律をヘラヘラ歌う浮薄なロッシーニが、なぜモ
ーツァルトやベートーヴェンより上位に置かれねばならないのか。モーツァルトは天使の歌をうたい、ベートーヴェンは
音楽を崇高な人間の高みへと導いた。だが、ロッシーニはその音楽で何を歌ったというのか？
聞こえない音楽や音楽のもたらす幻影に憧れたロマン派芸術家たちの多くがロッシーニを至上の作曲家と認めた、とい
う事実は、現代人にとって一つの謎であるに違いない。ロマン主義者は音楽の神髄も深みも知らず、流行に流される程度
の理解力しか持たなかったのだと考える者もいるだろう。だが、たとえ音楽通を自認する者が、ウェーバー、ベートーヴ
ェン、シューマン、ベルリオーズ、ヴァーグナーたちの「ロッシーニ批判」を持ち出そうとも、私はそれを遙かに上回る
量のロッシーニ擁護と賛辞の一覧表を提出できる。そこに名を連ねているのは、スタンダール、ハイネ、バルザック、ド
ラクロワ、ネルヴァル、ゴーティエ、ヘーゲル、ショーペンハウアー、サン=シモン、マッツィーニであり、音楽家では
ショパン、リストをはじめロマン派作曲家の多くが含まれる。それどころか表向きの批判者でさえ、実は「隠れロッシー
ニ・ファン」や「転向者」だった証拠さえ容易に見つけ出せるのである。それゆえ 19 世紀のロッシーニ批判の言説をも
って現代のアンチ・ロッシーニ派が理論武装するのは無意味だと私は断言したい。それは不毛な議論しかもたらさない。
むしろ、ロマン派芸術家がロッシーニの音楽のどこに絶対的な価値や美質を認めたかを理解する方が、ずっと有意義であ
るだろう。
19 世紀の芸術家や哲学者にとってロッシーニの音楽は何を意味したのか、それを理論的に把握するため、哲学者ショ
ーペンハウアーに登場してもらおう。
17
18

同前、139 頁。
ネルヴァル『ボヘミアの小さな城』収録詩篇、中村真一郎・入沢康夫訳（ネルヴァル全集Ⅰ、筑摩書房、1976 年）79-80 頁。
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『意思と表象としての世界』とロッシーニの音楽

アルトゥール・ショーペンハウアー（1778-1860）が熱烈なロッシーニ信奉者であったことを、読者はおそらく知らぬで
あろう。だが、彼がロッシーニの音楽の愛好者だったか否かはここでの問題ではない。19 世紀の最も聡明な哲学者の一
人ショーペンハウアーが、おのれの哲学に音楽やロッシーニ作品をどう位置づけたかが問題なのである。それを理解する
には彼の主著『意思と表象としての世界』が書かれた時代や、彼と音楽とのかかわりを探っておかなくてはならない。
『意思と表象としての世界』は 1818 年、ショーペンハウアーが 30 歳のときに書き上げられ、翌 19 年ドレスデンで出
版された。反響は絶無に等しかったが、唯一ジャン・パウルが熱烈な賛辞を呈したところに同書のロマン的性格がうかが
える。しかもこの書は芸術論としても優れ、その中で音楽が重要な位置を占めるのである。では、ショーペンハウアーは
どのような音楽環境に育ったのだろうか。
ショーペンハウアーは少年時代からフルートに親しみ、楽譜の読み書きができ、成人してからは毎日 1 時間ロッシー
ニの「天上の音楽」を奏でた（彼は、ロッシーニの音楽をみずからフルート用に編曲していた）19。芸術への愛情はことのほか
深かったが、ゲッティンゲン大学では医学部に籍を置き、次いで哲学部に転じて 1811 年から 13 年までベルリン大学で
学び、14 年以降はドレスデンに住み、
『意思と表象としての世界』を書き上げたのだった。当時彼はモーツァルト、ハイ
ドン、ベートーヴェンの音楽を知っていたが、オペラの方をずっと愛しており、1818 年頃にはロッシーニのオペラのフ
ァンとなっていた。ロッシーニ作品はその前年すなわち 1817 年からドレスデンでも集中的に上演が始まり、同年《タン
クレーディ》
、翌 18 年には《デメトリオとポリービオ》
《幸せな間違い》
《イギリス女王エリザベッタ》が上演されてい
る。ショーペンハウアーがドレスデンを一歩も離れずとも、また《セビーリャの理髪師》を知らずとも、ロッシーニ作品
の真価を知る条件は充分整っていたのである。以上の点を踏まえ、
『意思と表象としての世界』の扉を開くことにしよう。
「世界はわたしの表象である」──この冒頭の一語が『意思と表象としての世界』の根本原理を言い表している。ショ
ーペンハウアー自身の表現を借りて敷衍するなら、「この世界は主観との関係で存在する客観にほかならず、認識する者
がいて初めて認識されるものとして存在する世界、すなわち表象に過ぎぬ」ということになる。そこだけ読むと、後世が
唯我独尊的な厭世主義と曲解した思想となってしまうが、要は、認識によって成り立つ世界こそは認識する存在者の生き
んとする意思の客体化であり、すべてはそこから出発しなければならない、ということである。これが同書第一巻と第二
巻の実に乱暴な要約であるが、正確な内容を把握してもらうにはもちろん原本をお読みいただくよりほかない。
第三巻は芸術論に当てられており、ショーペンハウアーは美についての考察に続いて諸芸術を認識作用と外的世界との
関係と捉え、意思の客体化としての表現のさまざまな段階について論じてゆく。建築や造形芸術から意思の客観化の最も
高次の悲劇に到るまで、既存の芸術の諸形式はすべてそうした認識作用と意思のさまざまなレヴェルでの発現と解釈する
のである。だがその最後で彼は、音楽だけは他の諸芸術と根本的に違うと言う。なぜなら唯一音楽だけが「世界にある存
在物のなんらかのイデアの模写や再現とは認められない」にもかかわらず、人間の最も奥深いところに直接的に働きかけ
る「普遍的な言語」そのものだからである。それゆえ音楽以外のいっさいの芸術が、「個別の描写を通じて意思の客観化
であるイデアの認識を促すこと」を目的とするのに対し、音楽はイデアを媒介せず、それを飛び越えて「意思全体の直接
の客観化」をなし遂げるのである。そのことから次のような驚くべき言葉が語られる。

音楽は現象するこの世界からさえ完全に独立し、端的に言って現象する世界を無視しているのであって、たとえこ
の世界がぜんぜん存在しないとしても、音楽だけはある程度までは存在しうるとも考えられるほどなのである。20

これはある種逆説的な論理であるが、音楽が個々の意思の表象による世界とは別個に、意思全体の反映として厳然と存
在しうることを言い表している。だが、あくまで哲学者であるショーペンハウアーは、ここから「天界の音楽」へと飛躍
したりはしない。彼にとって音楽とは、ジャン・パウルの言う「第二の世界を飛ぶ天使たちの歓喜が溜め息で表現され、
その溜め息が風に乗って運ばれる音」でもなければロマン的魂が第二視覚で見る幻影でもなく、あくまでも現実の、和声
と旋律を持つ音楽なのである。
ショーペンハウアーは音階や調性、和声を、無機的な自然界にも等しい、意思の客観化の最も低い段階と位置づける。
そうして、最も高次な段階にあるのが旋律であると言う。

旋律こそが、いいかえればこの高い、歌う主声部、全体を主導しなにものにもしばられない自由意思で、一つの思
19

20

以下ショーペンハウアーの生涯についてはリュディガー・ザフランスキー『ショーペンハウアー』山本尤訳（法政大学出版局、1990
年）を参照。彼が毎日 1 時間フルートでロッシーニの音楽を演奏し、みずから編曲したことも同書 400 頁と 482 頁に書かれている。
ショーペンハウアー『意思と表象としての世界』西尾幹二訳（世界の名著 続 10、中央公論社、1975 年）485 頁。
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想が終始一貫してとぎれることなく有意義につながりながら進行し、一つの全体を表現していく主声部こそが、意思
の客体化のかの最高の段階、人間の思慮深い生活と努力にあたるであろうということをわたしは再認識しておきたい。
［中略］ 旋律をあみ出し、旋律のなかに人間の意欲と感覚のこのうえなく深い秘密をあらわにするのは天才の業であ
［中略。彼らは］自分の理性では解しようのない言葉で世界の内奥の本質をあらわに示し、このうえなく深遠な叡
る。

知を語り出す。21

ここにいう旋律とは、それ自体が完結した普遍性を具えたものであって、音楽以外の意味や概念や模写に依存したもの
ではない。それゆえ、ショーペンハウアーはロマン的な音楽解釈や夢想を斥け、描写音楽や概念に仲立ちされた音楽を斥
ける。音楽は純粋に意思全体の反映であらねばならず、それ以外の何物でもあってはならない。彼はこのようにして詩句
とその概念の模倣であろうとするリートを批判し、ハイドンの《四季》や《天地創造》といった描写をねらう音楽を批判
するのである。
だが、ショーペンハウアーはテキストを伴う「歌」を否定しているのではない。テキストを持っていても、旋律それ自
体が純粋に完結した言語でなければ真に高次の音楽たりえないと言っているのである。では、彼にとって理想の音楽とは
とどのつまり、誰の、どんな音楽だったのか？

それがロッシーニである。ロッシーニの歌唱旋律には音楽固有の言語が

備わり、歌詞を超越しているがゆえに、純粋かつ高次の音楽と彼は認めるのである。
ロッシーニはテキストを重視しなかった。彼は自分の音楽を異なる作品、異なるシチュエーション、異なるテキストに
置き換え、転用している。そのことで現在に至るも馬鹿にされ、批判され続けていることは読者も承知しているだろう。
だが、そうではないのだ。ロッシーニの美質はテキストを超越する音楽の自律性にあるのであって、同時代の卓越した芸
術家や詩人、哲学者が彼の音楽の究極の価値として認めたのもその点なのである。結果的にロッシーニは、音楽は詩の従
順な僕（しもべ）でなくてはならないと考えたゲーテ以降のリート詩人や作曲家と正反対の道を進んで行ったのである。
テキストと旋律の関係についてショーペンハウアーが語った次の言葉は、ロッシーニの転用問題に対する一つの解答と見
なすことができよう。

一つの詩につけられた旋律には普遍的な意味があって、それはなお他の詩にもつけることができるもので、旋律に
表現された普遍的なものをもつ任意に選ばれたさらに他の詩も、旋律のこの普遍的な意味にいずれも等しい程度で適
応し得よう。22

同時代のドイツで巻き起こったロッシーニ批判に対し、ショーペンハウアーは一つのエピソードを示して次のユーモア
に富む反駁を加えている。

ドイツの音楽家たちの嫉妬が一世代にもわたって偉大なロッシーニの功績を認めまいとやっきになって抵抗して
きたありさまを見ればよい。事実、私もそうした嫉妬の目撃者であって、ある創設された大きな合唱団の集まりの席
で、この連中が彼の不滅の《高鳴るこの胸》を笑い物にするために、献立表をこの旋律にのせて歌ってみせたのだ。
情けない嫉妬よ。旋律はこの卑しい言葉を圧倒し、飲み込んでしまった。こうしてあらゆる嫉妬にもかかわらずロッ
シーニの素晴らしい旋律は全世界にひろまり、すべての人間の心を爽快にしてくれるのである。当時もいまも、そし
て《世の続くかぎり》いつまでも。23

ロッシーニ評価の基盤の再構築に向けて

ロマン派の芸術家や哲学者たちがロッシーニの音楽にいかなる美質を認めたのかを解き明かすのが本論の目的であっ
た。そのために現代人の忘れ去った音楽のイメージや思想を求めてロマン派文学やショーペンハウアーの哲学を巡り歩い
てきたのであるが、これをさらにヘーゲルの哲学やヴァーグナーの（反面教師としての）思想で補強すれば、ロッシーニの
音楽の本質を哲学的・美学的に位置づけることができるだろう。それはまだ先のことであるが、本論でその一端を明らか
にしえたのではないかと私は考えている。
これまでのようにロッシーニの音楽を中身のない軽薄な音楽と考える者がいるなら、それは誤解か偏見のどちらかであ
る。確かに現代の、詩的想像力を喪失し、音楽の中に概念や意味、癒しやありきたりの感動を求める者の耳に、ロッシー
ニの音楽は軽薄に響くことだろう。だが、その真価を理解しえたとき評価は逆転し、音楽の受け止め方それ自体も根本的
21
22
23

同前、481 および 483 頁。
同前、488 頁。
ラルフ・ヴィーナー編著『笑うショーペンハウアー』酒田健一訳（白水社、1998 年）127-128 頁における引用。
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に変わるはずである。ロッシーニの旋律を浮薄で単純な音の羅列と捉えるか、純粋かつ固有な音楽言語による完結した思
想と捉えるかで、オペラに対する見方も違ってくるはずである。
ヴァーグナーやヴェリズモから現代に至るオペラとロッシーニのオペラとでは、その本質がまったく異なっているのだ。
オペラの持つ文学的・演劇的側面を音楽よりも優位に置いた結果、音楽が手段となり、ベルカントは失われ、音楽の自律
性が失われたのである。その意味でオペラは、ロッシーニとともにその歴史的使命を終えた芸術と言ってよい。ヴァーグ
ナーもまた、オペラはロッシーニをもって「死んだ」と宣言した。彼の次の言葉は思いのほか真実を言い当てているので
あって、その意味でヴァーグナーの思想は常に反面教師としてロッシーニ擁護論へと転化可能なのである。

ロッシーニをもって本来の意味におけるオペラの歴史は終わりを告げた。それまで意識されていなかったオペラの
本質の萌芽が発展を遂げ、意識化されたむき出しの豊満さに達したとき、つまり音楽家がこの芸術作品の無制限の権
力をもつ絶対的構成要素として認知され、観客の嗜好が音楽家の態度に対する唯一の指針として認知されたときに、
それは終わった。見せかけのドラマが実際にことごとく根底から排除され、耳に心地よい無条件に名人技的な歌唱が、
歌手たちの唯一の使命として承認され、またこうした理由で彼らが作曲家に出す注文が、絶対に譲れない彼らの権利
として承認されたときに、それは終わった。［中略］ 少なくとも確かなのは、ロッシーニをもってオペラが死んだと
（『オペラとドラマ』）24

いうことである。

もちろんこれはヴァーグナーの膨大な言説の一部でしかなく、彼が自分の思想を構築するために行なった意図的な操作
や過誤、偏見を指摘するのはそれほど難しいことではない。しかし、現代においてヴァーグナー批判を展開することに大
きな価値があるわけではない。それは余りにも 19 世紀的な論理であるし、あらゆるオペラを体系的に自己の枠組みに押
し込めようとする支配思想そのものが過去のものとなってしまったのである。ヴァーグナーもまた、ヘーゲルやマルクス
のように歴史的文脈で読み直すことによって普遍的な価値を持つ「歴史的な」思想体系であって、その価値は歴史的とい
うよりむしろ相対的なのである。
「オペラの死」も「神の死」と同様に、19 世紀の転回点における象徴的な標語として銘記しておこう。だが、ヴァー
グナーが「オペラの死」を、ニーチェが「神の死」を宣言した時から、芸術文化は自らが新しき神になろうとする野心家
の思い上がった思想の餌食となってしまったのではないか。偽りの神と偽りの救世主が現れ、新しき価値と再生を掲げて
大衆をたぶらかし、おのれの死の道連れにする。近・現代の、つまりは「オペラ」と「神」が死んだ後の歴史とはそのよ
うなものであった。
優れたベルカント歌手やロッシーニの真価を理解する人々が現れ、彼のオペラが復興されるにつれ、私たちもようやく
ロッシーニの音楽の神髄と理想美に触れることができるようになった。それは 19 世紀的な批判の枠組みを飛び越え、ま
ったく新たな光に包まれて現代に蘇ったのである。ロッシーニ復興はやがてオペラ史の再考を促し、21 世紀にふさわし
いオペラとその美学の再生をもたらすに違いない。それは演劇として行き詰まった現代オペラが新たな生命を獲得する糸
口になるだろうと私は確信している。ロッシーニ作品を通じてオペラの思想的基盤を再構築すること、これが私たちに求
められているのである。
最後にあらためてショーペンハウアーの言葉を引用して締め括りとしたい。次の文章に漠として語られている主題に、
私は新たなオペラの未来を予感するのである。

われわれの想像力（ファンタジー）がいともたやすく音楽によって刺激され、眼にこそ見えないが、われわれに向
かって直接に語りかけ、しかも活発に動き回る精霊の世界を形成しようと試みるうちに、われわれの想像力はこの精
霊の世界に肉と骨のころもを被せ、したがってこれとよく類似した実例をもってこの精霊の世界を具体化してみよう
と試みるようになるというのも、以上の事情に由来する。これこそが歌詞をつけた歌の起源であり、そしてその行き
つくところ歌劇（オペラ）の起源だといってよいのである。
オペラの歌詞がこの従属的な位置を捨てて自ら主になるようなことがあってはならず、また歌詞を表現することが
目的になって、音楽の方を単なる手段にするようなことがあってはならないのは、ほかでもなく、右に述べたオペラ
のこの起源のゆえである。このようなことをすれば大きなしくじりであり、ひどい背理になるであろう。なぜならば、
音楽はいかなる場合でも人生とその事象の純粋な真髄のみを表現するものであって、さまざまな事象の方を表現する
ものではないからである。
［中略］ そういうわけだから、もし音楽があまりに歌詞にぴったり密着したり、外的な出来事に合わせて自分を鋳

型に嵌めこもうとしたりすると、音楽は自分のものでもない言葉でおしゃべりをしようとあくせく骨を折ることにな

24『オペラとドラマ』杉谷恭一・谷本愼介訳（ワーグナー著作集

3、第三文明社、1993 年）68-70 頁。
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る。こういう間違いを犯さないようにという姿勢をロッシーニのようにきれいに守った人は誰もいない。ロッシーニ
の音楽がじつに明瞭にまた純粋に、音楽に固有の言葉を語っているのはそのためで、したがってそれは歌詞をまった
く必要としてはいないのであるから、楽器だけで演奏されても、その効果は十分だといえるほどである。25

付記：
ショーペンハウアーはその後もロッシーニとモーツァルトの音楽を愛し続け、ヴァーグナーの音楽の才能を認めようと
（フランツ・リスト宛の書簡、1854 年 12 月 16 日付）と尊
はしなかった。ショーペンハウアーを「カント後の最大の哲学者」

敬するヴァーグナーは、《ニーベルングの指環》の序幕（《ラインの黄金》）を贈ったが、これを読んだショーペンハウアー
は仲介者ヴィレ博士に謝辞を伝言するよう求めながらも、
「彼［ヴァーグナー］は音楽を壁の釘にかけておくべきです。彼
には詩人としてのほうに才能があります！ 私ショーペンハウアーは、ロッシーニとモーツァルトに忠誠を誓い続けるこ
とにします！」と語った。そしてローベルト・フォン、ホルンシュタインに向かって、「あの男は詩人であって音楽家で
ない」と述べたのだった。26

25
26

ショーペンハウアー『意思と表象としての世界』485 頁
クルト・フォン・ヴェステルンハーゲン『ワーグナー』三光長治・高辻知義訳（白水社、1973 年）272 頁。一部表記を変更して引用。
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