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ヨーロッパの宮廷における祝祭は、十六世紀を通じて、伸張してきた王権の

自己アピールの手段であった。この意味では視覚化した権力という問題を考察

する絶好の題材である。

宮廷の祝祭は同時に、今日まで続く芸術の有力ジャンルとしてのバレエの歴

史に決定的な影響を及ばしている。

バレエはルネサンスのイタリア宮廷で祝典の幕間劇として始まったとされる

が、十七世紀後半のフランス宮廷、すなわちルイ十四世のヴェルサイユにおけ

る祝祭劇はバレエの発展に大きな役割を果たしている。国王がバレエを愛好し、

自ら踊り、また奨励したからであるが、同時代のヨーロッパの他の宮廷では祝

祭劇はどう行われていたのであろうか。

本論文ではルイ十四世のブルボン家と並ぶもう一つの大きな王家であるハブ

スブルク家のヴイーンの宮廷における十七世紀の祝祭劇について検討し、その

表現の質と政治との関係を考察することにより、このバロック的芸術の嫡子と

してのバレエが保持している権力の表現の可能性を検証する足がかりとした

い。

1．十七世紀のオーストリア・ハブスプルク家

1．1．カール五世からレオボルトー世までのハブスプルク家を巡る歴史的状況

ハブスブルク家は十六世紀中頃のカール五世の時代、スペインとその海外領

土、イタリアの一部、ネーデルランド、フランドルなどに加え、先祖からの本

拠地であるオーストリアを領有し、さらに神聖ローマ皇帝位を確保し、九世紀

にフランク王国のカール大帝が実現して以来の全ヨーロッパ的な版図を持つこ

とになった。

カール五世の退位に伴って、ハブスブルク家は彼の弟フエルディナンドー世

のオーストリア系と息子フェリーペニ世のスペイン系に分かれたが、ヴイーン

に宮廷をおくオーストリア系は神聖ローマ皇帝位を保持し、名目的とはいえ全
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ヨーロッパ的な規模で最高位の支配者であった。

カール五世の時代はオスマン・トルコの脅威が西欧を覆い、また宗教改革が

始まった危機の時代であった。カールが全ヨーロッパ的な支配者であったこと

と、これらの全ヨーロッパ的な危機が発生したこととが重なり合い、ハブスブ

ルク家は全欧的な問題に関与する宿命を負うことになった。これは中世以来の

ドイツ人皇帝の全ヨーロッパ、とりわけイタリアでのヘゲモニーの追求が、足

下のドイツでの皇帝権の弱体化を招いた失敗に鑑みれば、ハブスブルク家にと

って難しい舵取りが要求される状況であったことになる。

カール五世以来、ハブスブルクは一貫してカトリックの守護者の立場に立っ

ており、他ならぬカール自身の治世下において、彼には不本意ながらプロテス

タントが宗派として成立したのは、ハブスブルク王権が自らの指導で対トルコ

戦争における全ヨーロッパの協力体制を組むための妥協の産物であった。

カール五世以後もハブスブルクは引き続き対トルコ防衛と宗教対立という全

欧的な問題への対処を迫られ続け、特に十七世紀になるとフェルディナントニ

世は対抗宗教改革の旗手として支配領域内のプロテスタントを弾圧し、その結

果三十年戦争を招いている。

三十年戦争の和平条約である1648年のヴェストファーレン条約はドイツに

おける宗教対立のいわば最終解決となったものだが、これは宗教問題に限って

いえば1555年のアウクスブルクの和議の再確認であり、各領邦はそれぞれ宗

派を決定できるという内容であった。

このような経緯は同時代のフランスと比べると著しい対照をなしている。

フランスでも十六世紀後半に激しい宗教対立があり、いわゆるユグノー戦争

が戦われたが、この経緯の中でヴァロワ朝が途絶え、新教派のブルボン家のア

ンリ四世がカトリックに改宗して王位を継いだ。これ以後フランスは国内を王

権が統一し、諸地方勢力の力を殺ぎ、宗教的にもカトリックにまとまっていく。

ハブスブルクがヨーロッパの周辺を囲むように広大な領土を分散して持ってい

たのに比べると、フランスはヨーロッパの中央に周りから抱かれるように存在

し、ハブスブルクが全ヨーロッパ的な大問題を負わされていたのに対し、ブル

ボンは当面フランス国内の統治に腐心していればよかったのである。

十七世紀の前半にあたるアンリ四世とルイ十三世の時代には地方の諸勢力は

王権に服従するようになり、それまでしばしば王権に対立する諸侯の旗印とし

て利用されてきたプロテスタントは宗教面でも衰退した。ルイ十四世が即位し

てまもなくのフロンドの乱（1648－1653）を最後に、フランスでは一国を単位と
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する中央集権国家が成立する。
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1．2．レオボルトー世とその治世の概要

フランスでルイ十四世の治世にあたる十七世紀の中葉から後半にかけてオー

ストリア・ハブスブルクの当主であったのはレオボルトー世であった。レオボ

ルトの生年は1640年、没年は1705年であり、神聖ローマ皇帝への即位は1658

年である。ちなみにルイ十四世は1638年生まれで2歳年長、即位は1643年

であるが、親政を開始したのは1661年だから、レオボルトに3年遅れている。

レオボルトの父親フエルディナント三世の後継者としては、当初長男のフェ

ルディナント（即位すれば四世）が予定されていて、レオボルトは聖職に就く

はずであったが、兄の突然の死去により皇位がまわってきた。このような生い

立ちから、彼は比較的字間に造詣が深く、また芸術に対するセンスが優れてい

たとされる。特に音楽には非凡な才能があり、自ら作曲もしている。1

彼の治世は対トルコ戦争の時代であり、特に1683年には首都ヴイーンがオ

スマン・トルコ軍に包囲されるという大事件があった。このような危機を乗り

切ったことと、彼の時代が続く十八世紀におけるハブスブルク帝国の興隆の基

礎を作ったという点で彼の治績への評価は高く、当時は「大王」の称号を与え

られもした。

ただ、この治績のうち彼自身の功績に帰せられるものがどの程度あるかとい

う点になると疑問の余地がある。対トルコ戦での勝利は有名な将軍オイゲン公

の活躍によるところが大きい。レオボルト自身はヴイーン包囲の際、逃げるよ

うにして宮廷をドナウ川上流のバツサウに移している。

しかしこの戦役でヨーロッパ各国の諸王公の協力を取り付け、ともかくも全

ヨーロッパ的秩序の形成、維持に成功した功績は評価されていいのではないか

と思われる。

●2

2

レオボルトー世時代の祝祭

1．『黄金の林檎』

この時代のバレエの多くは、宮廷での祝祭に際しての大がかりなスペクタク

1ハダモフスキーによれば、1666年から1697年までの期間に 33のオペラと11の

Rappresentazione
sacre（宗教書楽劇）を作曲し2題の演劇を創作した。

Franz HADAMOWSKY：Wien Theate曙eSChichte－Von den Am伝ngen bis zum Ende des Ersten

Weltkrjegs．Abschnitt6．Wien（JugendundVolk）1988．p．145
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ルの一部として上演された。

レオボルト時代のヴイーン宮廷で開催された祝祭の中でもっとも大規模なも

のは、彼の結婚式のために企画された『黄金の林檎』（□pomod▼oro）である。

レオボルド1世とスペイン王フィリップ4世の娘マルガレーテMargarete

meresiavon Spa山enとの結婚式は1666年12月に行われ、このときさまざま

な催し物（花火、馬術バレエなど）が上演されたが、この『黄金の林檎』には5000

人収容の巨大劇場が必要であり、その建造が結婚式までに間に合わず、上演は

延期された。その後長男誕生などの機会に上演する計画もあったが実現せず、

結局16朗年7月の皇妃の誕生日に上演された。なお、このマルガレーテは、

ヴュラスケスの有名な『女官たち』（ラス・メニーナス）に描かれたあの王女

である。

筋立ての構想はスバツラFrancesco Sba汀a、演出と舞台はブルナッツイーニ

LudovicoOttavioBumaciniにより、音楽は基本的にはチェスティAntonioCesti、

バレエ部分の音楽はシュメルツアーJohaれn Heindch Schmelzerが担当し、ヴ

イーン王宮Hofburg内のコルティーナ劇場neater aufder Cortinaで上演され

た。レオボルト時代の舞台芸術はほとんどがブルナッツイーニの手によるもの

であった。

ギリシャ神話のパリスの審判に題材を得たこの『黄金の林檎』は、全幕上演

にまる2日間（8時間）かかるという大がかりな作品であるが、ここに煩をい

とわずにあらすじを記す。2

プロローグ

ハブスブルク家支配下にあるヨーロッパとアメリカの国々が擬人化された

「オーストリアの栄光」（Gloda
austdaca）を讃える。彼女は、愛の神ア

モーレと、皇帝一家に世継ぎを授ける結婚の神ヒメネオに感謝を捧げる。

ここで長男フェルディナンドの誕生を讃美する歌が歌われる。3

2

以下「ビーバース舞台音楽辞典」による。

SieghadDOHRINGetal∴PipersEnzyklopadiedesMusiktheaters，M吐nchen1986

3
長男フェルディナンドは、1667年9月に誕生し、翌年の1月には死去する。この長男フェル

ディナンドの誕生に関する部分は1667年12月に計画された上演のために付加されたもの。
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第1幕

第1場 地底のプルートの国。プロセルピーナが地下の国での生活を嘆く。

夫のプルートは彼女に、ここではともかくも女王でいられるのだから、と

たしなめる。侍女のディスコルデイアは、いざこざの原因は父親からの遺

産を不正に分配し、自分は天上で何の悩みもなく幸せに暮らしているジュ

ビターにあると言い立てる。プルートは，他の神々はみなジュビターの味

方ではないかと反論する。ディスコルデイアは、神々の間に不和の種をま

いてご覧に入れようと約束する。そこでプルートは彼女をオリュンボスヘ

遣わす。

第2場 天上のジュビターの国。神々の祝宴。ディスコルディアは神々の

間に黄金の林檎をひとつ投げ込む。その皮の上には「最も美しい人のもの」

という文字が書いてあった。ジュノーとヴィーナスとアテーナの間で争い

が起こり、ジュビターは、清純な羊飼いとして暮らしているパリスに林檎

が誰のものかを判断させようと決める。神々の祝宴の席が雲におおわれて

いく。その間、狂言回しの道化モモはパリスの徳へ疑いの言葉を述べる。

第3場 イダ山上の森の情景。エノーネとパリスは二人の間の愛を讃美す

る。マーキュリーがジュビターの命でやってきて、林檎を届けるとともに

女神たちの到来を告げる。エノーネはパリスが貧しい羊飼いの自分を捨て

てしまうのではないかと不安になる。もう一人の羊飼いアウリンドはェノ

ーネに横恋慕しているが、エノーネの乳母フィラウラは彼をあざける。

第4場 パリスの宮殿。モモは自分を道化だとして挨拶し、今までのこと

の成り行きを皮肉たっぶりに解説する。ジュノーは富と権力、アテーナは

勝利の力でパリスの気を引こうとするが、武張ったことを嫌うパリスはモ

モと一緒に兵士の身分を皮肉る歌を歌う。ヴィーナスはその場の光景を庭

園に変え、絶世の美女といわれるヘレナを要せると約束する。そこで彼は

林檎をヴィーナスに渡し、ヘレナの住むスバルタへ出発の準備をする。ヴ

ィーナスは自分の勝利を誇る。

第2幕

第1場 港。フィラウラはアウリンドからエノーネに会わせてくれと頼ま

れるが断り、彼を去らせる。モモはパリスの出発が迫っていることを告げ

る。パリスはヘレナに会いたい気持ちを抑え、まずはエノーネとフィラウ

ラにいろいろ言いつくろいをする。モモは彼の道徳の素養がこの件の判断
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者としてふさわしかったかどうかと皮肉る。

第2場 地底世界への入り口。渡し守カロンが最近何もすることがなくて

困ると愚痴をこばす。復讐の女神フーリアたちは地獄の神プルートからた

だで渡してもらえる特権を与えられているが、カロンは彼女たちは乗せた

くないと言う。ディスコルデイアの依頼で、フーリアたちは神々に続いて

人間たちをも争わせるために地獄の火で人間たちを焚きつけようとしてい

るのである。

第3場 港。ヴィーナスはアモーレに、スバルタに向かって出発するパリ

スを示し、ヘレナとうまくいくよう助けてやりなさいと命ずる。

第4場 アテネの兵営。アテネの王ケクローブスとその配下の兵士たちは、

自分たちの力をもう一度戦場で見せたいものだと思っている。アテーナ女

神が彼らにそのチャンスを与えようと言う。彼女は彼女に加えられた侮辱

に対して復讐するよう彼らに命ずる。ケクローブスの妻アルチェステは、

自分も戦場に連れて行くよう夫を説得する。

第5場 トリトンの沼（リビヤにあるトリトンの湖、アテーナ女神の生ま

れ故郷）。アテネの将軍アドラストと兵隊たちが、アマゾネスの格好をし

た少女たちと戦闘試合をしてアテーナ女神の誕生日を祝っている。しかし

女神は実際の戦闘へと彼らを駆り立てる。

第3幕

第1場 風の洞窟。風の精たちが彼らの冒険の物語を語る。ジュノーは風

の精たちにスバルタヘ向かっているパリスの船を嵐で沈めてしまうように

そそのかす。

第2場 クサントス川の谷。エノーレはいなくなったパリスを嘆く。エノ

ーレに言い寄るアウリンドは求愛を拒まれ、クサントスの流れに身を投げ

ようとする。モモは彼を押しとどめ、パリスがエノーレを見捨てたと教え

て慰める。

第3場 戦の神マルスの武器庫。ヴィーナスは愛人であるマルスに、アテ

ーナにしたがっているケクローぺとの戦での援助を頼む。

第4場 岸辺の見える海上。パリスを嵐から救うために、ヴィーナスはネ

プチューンに対し、ジュノーにそそのかされた風の精たちが吹き起こす嵐

を鎮めるよう頼む。パリスの航海はこれによって平穏になる。フィラウラ

は嵐の様子を見て、パリスはまさかこんな嵐の中を出帆しないだろうと思
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う。彼女はパリスの不実を知りエノーレへの望みを抱いているアウリンド

に、パリスが嵐のために出帆しないと告げ、絶望させる。

第5場 野外劇場。ケクローブスとマルスの戦いで、アテネの市民は王と

共に捕虜となって引き回される。

第4幕

第1場 エノーレは嘆きのあまり疲れ果七眠り込んでしまう。夢を見なが

らパリスの名をつぶやく。フィラウラは彼女を起こし、嵐のためにパリス

は出航できないだろうと言って彼女を慰める。

第2場 アテネのアテーナ女神の神殿。王の留守のアテネ市民たちは将軍

アドラストとともに犠牲を捧げるが、神官たちの祈りにも関わらず犠牲を

焚く煙は天に上っていかない。ケクローブスがマルスとの戦いに敗れ、ア

テーナ女神の面目がつぶされ、女神は不機嫌だからである。アテーナは地

震を起こして、彼女の神殿も神像も破壊してしまう。アテネ市民は彼らの

王と黄金の林檎をマルスの手から奪還しなければならなくなった。王妃ア

ルチェステも戦いに加わることになった。

第3場 天の川と火の星座の近く。ヴィーナスは自分の支配下の星々に、

勝利を予告して輝きを増すように命ずる。アモーレは火の圏域から炎とと

もに急いで出て来る。ジュノーはヴィーナスに対抗して四大のひとつ「火」

を呼び出し、パリスを助けたネプチューンの圏域を干上がらせてしまうよ

うにと命ずる。だが「火」は自然の秩序を乱すことをためらう。

第4場 ヴィーナスの宮殿の前庭。3人の優美の神の、自分たちの慈愛に

満ちた行為を妨げるさまざまな不都合を嘆く滑稽な会話。ヴィーナスとマ

ルスが、捕虜となったケクローブスとその配下の兵士を引き立て、黄金の

林檎、それにジュノーとアテーナから奪った彼女らのいつも身につけてい

る目印の品々を運びながら勝ち誇って帰ってくる。だがそこヘアモールが

アテネ市民の軍勢が近づいていると告げ知らせる。

第5場 マルスの陣地。アドラストとアルチェステに率いられたアテネ市

民の軍勢がマルスの陣地に押し寄せるが、マルスに反撃されてしまう。ア

テーナ自ら彼らを攻撃へと追い立てている。彼女には徳によってヴィーナ

スに勝てるという自信を抱いている。
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第5幕

第1場 パリスの別荘。エノーレはいまだにパリスを待ち続けているが、

悪い事態を予感する。フィラウラとモモがパリスは出航したらしいと言う

と、エノーレは放心して倒れてしまう。ジュノーはジュビターに、ネプチ

ューンも「火」も彼女の言うことを聞こうとせず、パリスを罰することが

できないでいると不満を述べる。ジュビターは彼女には「権力」があるで

はないかと言ってなだめるが、彼女は「美」も自分の属性であると言い張

って譲らず、ジュビター自身が判定すればよかったのに、と非難する。ジ

ュビターが不機嫌そうに話を中断して席を立った後、ジュノーは暴風雨を

起こす。モモは、そんなことをしてもパリスを滅ばすことはできない、せ

いぜい彼の別荘を項すぐらいが関の山だと言って笑う。エノーレはパリス

の不実に絶望して、自ら命を絶とうとする。アウリンドがそれを止めには

いる。今や彼女はフィラウラも支持するようになった彼の求愛を受け入れ

る決心をする。

第2場 マルスの陣営の前の広場。アテーネとジュノーはヴィーナスとマ

ルスに戦いを挑もうとするが、二人は自分の美への評価を求めて互いにい

がみ合っている。ジュビターはそんな争いにうんざりして、稲妻を放って

黄金の林檎が保管されている塔を壊し、彼の従者の鷲に林檎を運んでこさ

せる。アテーナもジュノーも、それは自分のものだと言い張り、そこへ飛

来したヴィーナスは、パリスの判定を無効にするのかと訴える。ジュビタ

ーは三人がみな満足がいくようにと、林檎を二つの大きな君主国の共通の

新芽であり、また新婦でもあるマルガレーテに与えることに決する。彼女

の中にジュノーの「権力」、アテーナの「精神」そしてヴィーナスの「美」

が一体となっているからである。ジュビターは皇帝夫妻の子孫と共に繁栄

している未来の世界の姿を示す。一同の歓呼の声とともに舞台の上は海に

面した豪華な宮殿の前の広場となる。空気の精たち、海の生き物たち、そ

して地上の騎士たちの踊りによって幕が下りる。

この筋立てがさまざまな「見せ場」を作り出すための枠物語であることは一

見して明らかである。プラトニズム的な天体の世界、ギリシャの神々の天上界、

羊飼いの居る地上の牧歌的情景、船の見える港、勇壮な戦争、地底の冥界など、

大がかりな舞台装置の活躍する見応えのある場面が選ばれ、それらがダイナミ

ックに交替する。
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2．2．『黄金の林檎』におけるアレゴリーと作品の完成度

ここにはまたアレゴリーによる構成を見て取ることができる。アレゴリーは

次の2つの体系に構成されている。

ひとつは徳目のアレゴリーであり、これはジュノーの力、アテーナの知、ヴ

ィーナスの美として表されている。

もうひとつは自然哲学によるアレゴリーで、地、水、風、火の四大がそれぞ

れ第一幕のプルートの地底の圏域、第二幕のネプチューンの海、第三幕の風の

精の洞窟、第四幕の惑星界に割り当てられ、それらの間の干渉により、嵐や戦

争、火災が起こり、同時に人間の愛情と敵意がそれらの配合に支配されている。

要するに、世界の秩序を影で支配しているのがこの四大である。

これらのアレゴリー体系によって組み立てられた擬制のギリシャ神話の世界

が最後の場面で現実のハブスブルク皇室に結びつく展開が鮮やかである。

このようなバロック時代のドラマツルギーを見る場合、近代人の美意識によ

つて判断すると的を外すことになろう。近代では、表現はまず対象の表現であ

り、その対象そのものの存在と自我との当初の感情的な一体感から動きが生じ、

その動きの中に再び自他の距離が生じるが、バロックの表現はそうではない。

それは対象の「型」の表現であり、その対象の世界の中での固定した位置の厳

密な確認であり、自己の位置と対称の位置との測定により距離が提示される。

その提示された距離の構築により、作品という小宇宙が生起するのである。

だから十七世紀の王宮祝典である『黄金の林檎』に関して、「舞台芸術の最

高峰、モーツアルトとシカネーダーの『魔笛』」に至る古いヴイーンの民衆劇

の伝統の出発点と言う意義を与え、「劇全体から見ればきわめて多数のかつ本

質的に野卑であった幕間劇」を連ねた「魅力的な不整合」を批判するゼルツレ

のような言い方は、後世の人間の視点を無媒介に適用し、このような芸術形態

の可能性を汲み取らない、あまりに一面的な批評といわざるを得ない。4

しかしながら、この祝祭劇にはやはり無理、こじつけの感があることは否定

できない。

アレゴリー劇はひとつの小宇宙（ミクロコスモス）として完結していると同

時に、ある独特のしかたで現実と対応関係を持っている。むろんこの対応は近

代劇のリアリズムでもなければ感情移入でもない。だがその対応の了解可能性

4リヒヤルト・アレビン、カール・ゼルツレ（Richad ALEWⅥV XarlSÅ⊥ZLE）『大世界劇場』

（円子修平訳）、法政大学出版局1985、169頁
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に劇の本来的な効果（感動）がかかっているのである。この意味で、『黄金の

林檎』は完成度が低いと言う批判は可能であろう。

このことを論じるにあたって、当時の祝祭劇一般について3つの点を確認し

ておきたい。

ひとつは、この当時の祝祭劇は、あくまで宮廷内部の行事であるということ

である。．この点プロの役者やダンサーが客としての観客に入場料の対価として

見せ物を提供する近代の商業演劇とは全く異なる。登場する役者や踊り手は、

一部の専門家を除けば現実の宮廷でふだん顔を合わせている仲間であるし、専

門家にしても王宮に雇われている家臣という身分なのである。バレエには宮廷

内にプロの舞踊家のアンサンブルがあり専門の作曲家がいたが、演劇と同じく

貴族とその周辺の人たちが好んで出演したジャンルでもあった′。また国王自ら

が舞台に立つこともある。5

もう一つの点は、この宮廷という組織は独立したひとつの小世界であり、そ

の中にはさまざまな身分による秩序があるということである。この秩序は劇の

中にそのまま反映されるわけではない－一例えば国王が常に最高位の役を演じる

わけではない－が、その現実の小世界と劇中世界とのつながり方に何らかの意

味が発生すると言うことである。

三番目の点は、当時の舞台がちょうどわれわれが舞台という言葉で考える、

一段高いプラットフォームの上の、周りを額縁のように綾取りされた横長の長

方形の、のぞき穴のような空間の形をとるようになる移行期であるということ

である。この時代以前には、祝祭劇が上演される場所は、例えば宮殿の中庭に

作った仮設の桟敷で囲まれたグランドであったり、舞踏会場のホールであった

りした。このような場合、観客は演戯が行われている場所の周りを囲むように

して参集しており、この中からときに演戯する人が中央の舞台に出てくる。あ

るいは国王の席は舞台と観客席の境界線上に置かれ、国王は坐したままで、あ

る時は観客、ある時は役者となるような場合もあった。

このような当時の祝祭劇を巡る条件を考慮した上で、フランスの宮廷で挙行

された同様の催し、例えばルイ十四世が好んで踊った『夜のバレエ』などを見

るとき、次のような特質が明らかになる。

『夜のバレエ』には神話的な形象や自然哲学的アレゴリーも使われているが、

その中に具体的な「国民」が登場する。例えば夕方の町で菓子を買う伊達男や

5HADAMOVSIくY同上毒139貞。
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酒落女、街灯点灯夫、辻強盗に襲われる市民階級の女などである。

また『夜のバレエ』では最終場面でルイ十四世自身が夜明けの太陽となって

登場する－「太陽王」の名の由来－が、その直前の場面では贋金作りが隠れ家

から出て来て、鍛冶屋が仕事を始めるなど、王権の秩序への敵対者と秩序の維

持を代表するものが提示され、その後に国王が秩序を保証するものとして登場

するのである。

ルイ十四世の時代より半世紀前のヴァロワ朝末期に催された『女王のバレエ

コミック』では、国王アンリ三世は先に述べた周りを観客席に囲まれた平戸間

の舞台と観客席の境界上に座を占め、最初の場面で魔女キルケに苦しめられて

いるという男が国王の前に現れ解放してほしいと嘆願する。

これらの例を見ると、フランスでは国王が混乱を鎮め、統治するという問題

意識が、アレゴリーの体系の中に顕著に現れているのであり、また逆に国王の

視点から国内秩序が把握されるような劇中世界の構造が成立していることが分

かる。そしてそのことが、作品を鑑賞する行為を遂行する－ということは同時

に作品に参加し、作品内の世界に生きるということでもある－者にとって、作

品の意味を細部まで了解可能にし、統一感を与える根拠となっているのである。

これに対してハブスブルク家の『黄金の林檎』は、プロローグで支配下の国

々が擬人化されたオーストリアを讃えるというように、理念的な世界秩序の把

握が表現されるが、統治者であるレオボルトが直接秩序の担保者として振る舞

うというモチーフがなく、また皇帝レオボルト自身の視覚から国内が具体的に

把握されているという造形が見られない。

ここまでの考察は次のような結論を導く。

フランスにおいて、確立した王権の劇中の小世界への造形が可能であったの

に対し、本論の最初に予備的に考察したハブスブルクを巡る政治的な状況は、

ヴイーンの宮廷の劇に依然としてカール五世以来の全ヨーロッパ的理念を持ち

込み、規模の壮大さに比してアレゴリー的表現に生ぬるさを与えているのであ

る。

2．3．『ラテン君主国の勝利』

このようなハブスブルクの宮廷劇の傾向は、レオボルト時代のもう一つの大

がかりな祝祭劇、『ラテン君主国の勝利』（bMonarchia】a血atrion血1te、1678

年10月10日）においてはいっそう顕著である。これはレオボルトの3人目

の皇后エレオノーラEleonora Magddena¶1ereSiaにより皇太子、後のヨーゼ
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フー世が誕生したときの祝典オペラである。

この劇のあらすじは次のようなものである。6

短いプロローグの後、「楽しさ」（dieFr6hlichkeit）によって幕が開けら

れる。

戦の女神ベローナ（Bellona）が象に乗り、象や馳駆に乗った軍勢を引

き連れ、「統治の野望」（Re由ersucht）に伴われて入場する。そして出陣

せよ叫ぶ。

「平和」（derFriede）は、「地球の内部の建物」（einuntedrdisches Geb如de

inderErdkugel）に引っ込んでしまう。するとその建物は崩壊してしまう。

ジュビターに率いられた神々は、「平和」を連れだし、「サトウルヌスの

居所」（SitzdesSaturnus）へ連れて行って最良の統治形態について判断を

下そうとする。君主制（Monarchie）か、貴族による共和制（Adelsrepublik）

か、平民民主制（Demokratische Republik）か、どれが最良の統治形態か

を決めようというのである。

議論の結果無論君主制が最良のものとされる。

さらに歴史上の君主制の中で、どの時代のものが最良かを決めることに

なる。

アッシリアか、ペルシャか、ギリシャか、ローマか？

「不和」（Zwietracht）が舞台の上を飛び、4つの君主制の上に炎を投げ

落とす。そこで戦いが始まる。死者の楽園（ElisischeFreuden－Felder）に、4

人の死んだ英雄、ニヌス、ダリウス、アレクサンダー、シーザーの魂が集

まり、闘争を繰り広げる。シーザーが一対一の決闘で一人ずつ倒していき、

倒されたものたちは再び亡霊Schatten－Gestdtとなり、地面の中に消える。

十七人の「ローマ君主国の騎士達」（diemtterderR∂mischenMonarchey）

が勝利を祝う踊りを踊ってオペラは終わる。

ここではより一層明確に、ハブスブルクの君主が自分の立場をどのようにと

らえていたかが見て取れる。

ニヌス（アッシリアの王）やアレクサンダーといった歴史的な英雄を登場さ

せることによって、ハブスブルク家が古代からの世界帝国の正当な後継者であ

O

HADAMOVSKY同上書147頁。
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るという理念が提示されるが、時間・空間を距て、質の異なる世界を組み込む

ことによるイメージのふくらみという効果はここでは著しく衰退している。

3．バレエについて

ここまでは祝祭劇全体の問題を論じてきたが、最後にレオボルトー世時代の

バレエについて補足しておこう。

この時代のバレエの第一のジャンルは、祝祭劇も含むオペラの中に挿入され

たものであり、オペラの終わり、あるいは各幕の終わりは必ずバレエで締めく

くられた。ハダモフスキーによれば、レオボルドー世とそれに続くヨーゼフー

世時代の約200曲のオペラには、350曲のバレエが挿入されている。7

これらのバレエは、劇本編に登場した人物によって踊られるのが普通であっ

た。例えば『黄金の林檎』の終幕バレエでは空の精霊、大地の騎士、海のセイ

レーンとトリトンが踊った。また『ラテン君主国の勝利』では「ローマ君主国

の騎士達」の踊りによって全幕が締めくくられる。

第二のジャンルは、独立した小劇作品としてのバレエであり、このようなバ

レエはたいてい皇帝一家の構成員、廷臣たちや貴族たちによって踊られた。オ

ペラに挿入されたバレエと同じく、舞台衣裳（仮装）を着けた Char止tertanz

（登場人物としての役があるバレエ）であった。

またこのようなバレエ作品はカーニバルの期間中に上演されることが多かっ

た。

1662年には、謝肉祭の期間中にさまざまの「美しいバレエ」■■sch6neBdlette‖

が上演されたという記録がある。

1671年の謝肉祭の期間には「スペイン風喜劇や卓抜な娯楽演目、それにバ

レエが上演された」‖mit spa山schen Com∂djen，YOrtre瓜ichenlustigen

Sch且打ereyenundBdettenzugebracht”．と記録されている。

1676年にはバーデン辺境伯フリードリツヒ（Mark伊akn Friedrich von

Baden）の元帥への推戴を記念して、「大変おもしろいバレエ」‖ein sehr

erg6tzlichesBallett‖が行われたとされる。

1686年の記録では、謝肉祭は宮廷でも、

ラ、バレエその他の娯楽によって」▼▼mit

弧dererndivertimentei－▼締めくくられた。島

同上喜、同頁。

同上書148頁

諸侯貴顕の宮殿でも、「喜劇、オペ

Kom6dien，Opem，Balle仕en und
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このようにバレエは大きな演劇的な時間の流れの中に挿入される華やかで活

発で刺激的な幕間という色彩が強く、バレエそのものが筋を持って時間的に展

開するという表現はまだこの時代には着想されていないことが分かる。

このことは同時に、独立作品としてのバレエについても当てはまる性格であ

る。なぜなら、バレエは年間の時間の流れの中で謝肉祭のようなある特別な意

味を付された期間に上演されるものであり、ここでも通常とはレベルの違う時

間を体験する催しとしてとらえられていたと考えられる。

このようなバレエの祝祭的、かつ世俗的な性格と対比されるのがオラトリオ

や宗教音楽劇（Rappresentazionesacre）であり、謝肉祭の後の四句節に上演さ

れた。それまでの娯楽的、世俗的な謝肉祭のムードから、宗教的な雰囲気に戻

る時期であった。

祝祭劇に関連してヴイーンの宮廷でもう一つ忘れてはならないジャンル右耳馬

術バレエ（RoJ3b山1ett）があるが、考察は別の機会に譲る。




