
愛知工業大学研究報告

第 33号A 平成 10年

『ベガーズ@オペラ』とイタリア@オペラ

ージョン@ゲイとヘンデルの異文化交流-

The Beggar's Opera and ltalian Opera: 

Intercultural exchange between 

John Gay and George Frederick Handel 

磯部 哲也

Tetsuya ISOBE 

John Gay's The Beggar's Opera is often said to be written in order to attack ltali釦 op巴ra，

especiaIly出atof Handel. However， John Gay had been clos巴 toHand巴1for sixteen ye訂sbefore 

The Beggar's Opera was produced in 1728. This紅白cleex紅ninesinterculturaI exchange b巴:tw巴巴n

John Gay and Handel. Gay first met Handel at Burlington House in l71O. And也巴nas a secretary 

to Aaron Hill， the thea甘emanager at白eQueen' s Thea甘巴 m役leHaymarket in 1711， he observed 

the process of production of Rinald， the first opera Handel composed in London. John Gay wrote 

a script for Acis and Galatea for Handel in 1718. Collaborating with Handel， Gay leam巴d出e

technique to bring togeth巴rwords and music. Though The Beggar's Oper・"U satirizes simile arias， a 

prison scene， imp訂 tiaIityto tw 0 heroines祖 drecitative， it does not attack Handel' s operas， but也巴

social context of English rec巴ptionof ItaIian opera. 
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オペラは 16世紀末にイタリアのフィレン

ツェでカメラータと呼ばれるグループによっ

て生み出された。カメラータは，ジョヴァン

ニ・デ・パjレディ伯爵の屋敷での音楽家や詩

人たちの集まりであった。彼らは古代ギリシヤ

の文化について議論し，ギリシャ劇はせりふ

も含めてすべて歌われていたと考え，ギリシャ

芸術を模範とする音楽劇を作り出すことを試

みたのである。ここからオペラが誕生した。

オペラはイタリアの各都市の貴族の祝宴で上

i資されることによって，イタリア全土に広まっ

て行った。そして，ザ、ルツブルクからウィー

ンを経て， ドイツに渡り，それからヨーロッ

パ大陸に浸透して行った。

オペラ誕生から 100年たって，オペラが

イギリスに伝わってきた。それ以前には，イ

ギリスには宮廷や劇場で上演されていたマス

ク(仮面劇)という音楽劇の伝統があった。

マスクでは普通仮面をつけた出演者がせりふ

で対話を進め，歌が挿入されるのが一般的な

形式であった。共和制時代に劇場が閉鎖され

たが，マスクは音楽劇であるということでか

ろうじて上演が許された。ウィリアム・デイ

ブナントの台本に，へンリー・クック，ヘン

リ-.ロウズ，マシュー。ロック，チャール

ズ・コールマン，ジョージ@ハドソンが作曲

した『ロードスの包囲』が 16 5 6年9月に

上演された。楽譜は残っていないが，せりふ

にも曲がつけられていたらしく，これが事実

上，イギリスの最初のオペラであると考えら
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れている。王政復古でフランスに亡命してい

たチャールズ二世が即位すると，劇場が再開

されるとともに，宮廷にイタリア。オペラが

入ってきた。完全な楽譜が残っている最初の

オペラであるジョン@ブロウの『ヴィーナス

とアドニス』が 16 8 0年代の初めに上演さ

れた。ブロウの弟子であるへンリー。パーセ

ルは唯一のオペラである『ダイドーとイニー

アス』を 1689年に作曲した。しかし，パー

セルが 16 9 5年に 36歳という若さで死亡

した後，イギリスのオペラ作曲界は 200年

の空白時代を迎えることになる。オペラの分

野に関して未発達の国であるイギリスに，イ

タリア・オペラを専門とする作曲家や歌手が

1 7世紀末からヨーロッパ大陸から多数移入

してきた。本稿では 1710年末にドイツの

ハノーヴァーからイギリスに招かれたヘンデ

ルとイタリア・オペラを風刺した作品である

と一般に考えられている『ベガーズ・オペラ』

の作者であるジョン・ゲイとの異文化交流を

考察する。

ホガースが 17 4 1年に制作した銅版画

『怒れる音楽家~ (図版 1)は，イギリスにイタ

リア・オペラの文化が入ってきた 18世紀初

頭における，イギリスの文化人たちの態度を

的確に示す一枚の絵である。譜面台の前でヴァ

イオリンの練習をしていたイタリア人の音楽

家は，窓の外から聞こえてくる騒音に対して，

両手で耳をふさぎながら静かにするよう叫ん

でいる。 Iロンドンの叫び声ほど外国人を驚

かせ，地方の大地主をこわがらせたものはな

いJ1とアディソンは『スペクテイター』の中

で書いている。このイタリア人はへンデルの

オペラを恒常的に供給することを目的に設立

された「ロイヤル・アカデミー。オブ・ミュー

ジック」の首席ヴァイオリン奏者であるピエ

トロ・カストルッチと考えられている。窓の

外の通りにはさまざまな音があふれている。

一番左の街灯の下で，泣き叫ぶ赤ん坊を抱い

ている妊娠した女性が左手に「貴婦人たちの

転落 (TheLadies' Fall) Jと題されたブロードサ

イド@パラッドを歌いながら売っている。彼

女の足元には，少女が左手にがらがらを持っ

て鳴らしている。少年が窓の下の穴に向けて

小便をしている。がらがらを持っている少女

が少年の小便をしているところを見て驚き 3

右手からボールが今にも落ちょうとしている。

少年の腰にまかれたひもの先にはスレート板

がつながれていて 3 歩くと音が鳴る仕掛けに

なっている。老人が窓の方に向かつてオーボ

エを吹いている。絵の中心には，頭の上に載

せている牛乳の入った桶を左手で支えながら，

牛乳売りの女性が売り声を上げている。そし

て右手で少年の小便がかかるのを避けるため

にスカートを少したくし上げている。彼女の

手前で，かつらをかぶった少年が腰に木で作っ

た剣をさし，近衛連隊兵のまねをして， ドラ

ムをたたいている。牛乳売りの女性の後ろに

は，人夫が重しをついて道路の舗装工事をし

ている。その後ろで，ごみ清掃人が左手に持っ

た鐘を鳴らしながら，廃財を集めている。さ

らにその後ろには，右手で手綱を持って馬に

またがっている男性が，左手に持った角笛を

吹いている。胸に馬蹄の形の印のついたベル

トを身に付けていることから，蹄鉄工である

ことがわかる。右側の手前には，研ぎ師が左

足で研ぎ石を回転させながら包丁を研いでい

る。一番右側に，魚売りが左手を頬に当てて

売り声を拡声させている。右手奥の建物の煙

突から煙突掃除人が上半身を出して，ブラシ

を持ち下に向かつて何か叫んでいる。

画面から動物の声も聞こえてくる。おおむ

が街灯にとまって，パラッド売りと合唱をし

ている。研ぎ師の足元で犬が吠えたてている。

右端の建物の屋根の上で猫が二匹向かい合っ

て鳴いている。さらに，牛乳売りの女性の背

後にある教会に旗が掲げられているところか

ら，何かの祝日であり，教会の鐘が鳴り響い

ているようである。右端の建物の壁には，

IJohnlρng， pewterer (しろめ事与量業者ジョン@

ロシグ)Jと書かれている。工場の中から機

械の音が漏れてきているようである。

ヘンリー・フィールデイングは wリスボ



『ベガーズ e オペラ』とイタリアーオペラ 21 

図版 L ウィリアム@ホガース， w怒れる音楽家~ (1741年)

図版2 図版1の部分拡大図
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ン航海日誌』の中で，立ち寄った港の喧騒は

「ホガースの想像力が版画の中に集めた，見

ただけで耳をつんざくのに充分なものより多

種多様な音の調和を構成している J2と17 5 

4年6月27日に記録している。フィールディ

ングは『怒れる音楽家』を最も音の満ちあふ

れているものの例として使っている。

窓の内側の世界と外側の世界は全く対照的

である。内側の音楽家の世界は，すべての音

が楽譜に書き表せられる様な人工的で，そし

て秩序だった世界である。一方，外側の世界

は楽譜には書き表せられない無秩序ではある

が自然の音から構成されている世界である。

イタリア人の音楽家は自国の音楽文化の優越

性を誇り，土着の文化に対して耳を閉ざして

受け入れようとはしないのである。町の喧騒

は「二つの文化に通じていない一本気の半エ

リート音楽家にたいする，近隣社会による制

裁J3である。

窓の内側の世界に対抗するものとして，窓

の左側に，街灯に半分隠れている『ベガーズ・

オペラ』の宣伝ポスター(図版 2)が貼られてい

る。ポスターには ITheSixty Second Day 

Comedians . . .白巴. • • [Theat]re Roya1 . 

Beggars Opera . . . Macheath by陥 Walker.Polly 

. . by Mis Fenton. Peachum by Mr. Hippisley 

VivatR巴x.Jの文字が見える。 wベガーズ・オ

ペラ』は 17 2 8年1月29日に初演され 3

6月 19日で幕を閉じた最初のシーズンで 6

2田上演された。ポスターの一番上に書かれ

ている 62日目とは最終日のことである。ロ

イヤル劇場は，リンカーンズ・イン。フィー

ルズにある劇場で，ロンドンでドルリー・レ

イン劇場と共に勅許状が与えられた劇場であ

るので Iロイヤル」の名が付けられている。

ウォーカー，フェントン，ヒッピスリーはい

ずれも初演の役者である。

ホガースはイタリア・オペラという外国文

化に対抗できる自国の文化として『ベガーズ・

オペラ』を使っている。

1 1 

ジョン・ゲイは 17 0 7年にパーンステイ

プル・グラマー a スクール時代の友人のアー

ロン・ヒルを頼ってロンドンに出てきた。作

家志望であったゲイにとって，ヒルは文学界

に属する唯一の知人であった。ヒルは当時劇

場の仕事に関係していて，演技，衣装や史実

など演劇にまつわるありとあらゆることを研

究し，舞台で実践していた。ゲイはヒルの秘

書として手助けすることになった。 17 0 9 

年ヒルはトーリ一党の国会議員ウィリアム・

コリアーによってドルーリ-.レイン劇場の

劇場支配人に指名された。しかし， 1 7 1 0 

年6月に劇団員に反発され，劇場から追放さ

れた。 1710年秋に，今度はヘイマーケッ

ト女王劇場の劇場支配人に任命された。 17 

1 0年当時の勅許劇場は 1674年に開場し

た第二次ドルーリー・レイン劇場と， 1 7 0 

5年に開場したヘイマーケット女王劇場の二

つであった。アン女王にちなんで名付けられ

た女王劇場は，劇作家ジョンーヴアンブルー

によって設計，建築された。コングリーブが

劇場支配人となり，初めはベタートン一座の

常設劇場であった。しかし， 1 5 0 0人から

20 0 0人を収容できる劇場は大きすぎて演

劇には向かないので，オペラを上演するイギ

リスで最初のオペラ劇場へと方針を変えられ

た。ヴァンブルーはヴェネチア駐在大使マン

チェスター公爵との関係を利用して，イタリ

アの一流歌手を呼び寄せ，イタリア・オペラ

上演の独占権を獲得した。

1 7 1 1年ヒルはロンドンにやって来たば

かりのへンデルにオペラを作曲するように説

き伏せた。ヒ jレ自身が英語で台本のあら筋を

書き，それを劇場付の台本作家ジョコモーロッ

シがイタリア語の台本に仕上げた。こうして

二週間で『リナルド』が完成され， 2月 24

日に初演された。 wリナルド』はこのシーズ

ンに 15回上演されるという大成功を収めた。

成功の最大の要因は舞台装置であった。ヒル

はイタリア・オペラの欠点は，まず第一に，

イタリア人とイギリス人の趣味と声が異なる
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ことであり，そして二番目に，外観に美しさ

を与える舞台装置や装飾がないことであると

分析した。この二つの欠点を解消する方法と

して，同時に耳と自に同じような快楽を与え

るために，音楽に卓越さを提示させ，そして

美しい情景で目を満たすようなドラマを形成

することを決意した。このヒルの理論から生

まれた『リナルド』は，第一幕で口から火と

煙をはく二頭の巨大な竜に引かれた戦車に登

場人物が乗って空中を飛んでいき，第一幕の

終わりですずめが舞台を飛び回った。第二幕

で二人の人魚が水中で歌い，第三幕は滝，雷，

稲妻，光，花火が満ちあふれでいた。観客は，

スティールの批判的な批評が出たにもかかわ

らず，このようなスペクタクル性にひかれて

劇場に足を運んで行ったのである。ゲイはヒ

ルの秘書として， このオペラの創造の場に立

ち合うことができた。 wリナルド』はゲイが

「いわば内側からオペラについて学び始めた

学校であった。 J4 

ゲイがへンデルと初めて交流を持ったのは，

Fリナルド』の初演より 3ヶ月前にさかのぼ

る。ヘンデルは 1710年 11月にロンドン

にやって来て以来，パトロンであるパーリン

トン卿のパーリントン・ハウス内に部屋を与

えられて，滞在していた。バーリントン卿は

知的サークルを主催していた。そのサークル

にはアレクサンダー・ポープ，ジョン・アー

パスノットそしてゲイなどの文学界の人々や

建築家や画家が参加していた。へンデルはゲ

イよりわずか 6ヶ月年上であった。ゲイはそ

の時のヘンデルの姿を 17 1 6年に出版され

た『トリヴィア』の中でパーリントン卿に敬

意を払いそしてへンデルの音楽を賛えて次の

ように描いている。

パーリントン卿の目の前で，衰微しつつあ

る芸術が復興する，

壁が活気ある絵画で生きている。

その場所でへンデルが弦をつまびくと，と

ろけるような調べが

魂をとりこにし，あらゆる血管にしみ渡る。

私は(きれいな靴をはいて)時折入ってい

く，

あらゆる芸術の女神に愛されているパーリ

ントン卿の屋敷に。 5

ゲイが初めてへンデルと会ってから 7年後

に，ゲイ自身へンデルにオペラの台本を提供

することになる。ヘンデルは生涯でイギリス

の作家や古典文学の研究者たち合計 11人に

台本を依頼することになる。イタリア・オペ

ラは当時ギリシャ神話や，古代ギリシャ・ロー

マの古典文学や聖書の物語などを題材とする

のが常であった。

ヘンデルのために台本を進んで書いたり，

あるいは書くことを承諾した人々のほとん

どは彼の音楽を認めている人であったり，

以前からの知り合いであったり，またその

両方であったりだ、った。(中略)ヘンデル

の台本作者の中で，高い文化に対する多く

の熱狂者たちは少なくとも一部にはへンデ

ルの作品を崇拝し，偉大な芸術を創造する

ことに参加したいという理由でヘンデルの

ために執筆したように思われる。 6

ゲイはジョン・ヒューズ，アレクサンダー・

ポープ，ジョン・アーパスノットの作品の一

部を利用して，へンデルが 17 1 8年に作曲

した仮面劇『エーシスとガラテア』の台本を

執筆した。乙の仮面劇は，ジョン・ドライデ

ンが翻訳したオヴィディウス作『転身物語J， 

ポ}プが翻訳したホメロス作『イリアド』と

ポープ作『秋』を基にした，せりふがなく，

すべて英語で歌われるものである。ゲイは他

の台本提供者とは異なっていた。他の作者は

既成の文章を再構成して台本を提供し，ヘン

デルがその台本を部分的に削除したり，言葉

を変更したりしながら，曲を付けやすいよう

に編集していたのである。ヘンデルは提供さ

れたものすべてに曲を付けていたわけではな

かった。一方，ゲイはへンデルが曲を付ける

ことを前提に台本を執筆したのである。

ゲイはヘンデルに理想的な牧歌詩の台本を
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提供した。共同でこのジャンルの最高傑作

を作り出した。言葉と音楽が密接に結合し

た牧歌オペラとして理解されることができ

る。 7

ゲイはヘンデルと共同作業で台本を執筆する

ことにより，ヘンデルからオペラの技法を学

ぶことができた。ウィントンはゲイの『エー

シスとガラテア』の台本執筆を rwベガーズ。

オペラ』に至る道のりでの，ゲイの演劇の徒

弟時代の完了J8と位置づけている。へンデル

もまた，パーリントン卿の屋敷でパーセルの

マスクを研究したことを活かして，初めて英

語の詩によるマスクを作曲する機会を得たの

である。

111 

1 707年にロンドンに来て以来 20年間，

ゲイはヘンデルを通してイタリア@オペラと

関わってきた。 wベガーズ・オペラ』の中に

この 20年間のイギリスにおけるイタリア咽

オペラにまつわる出来事が捕かれている。そ

のため wベガーズ・オペラ』は当時の観客

にとってイタリア・オペラを風刺した時事的

な作品として受け止められていた。序幕で，

三幕から成るパラッド・オペラの作者として

登場するベガーは，プレイヤーにオペラの制

作意図を次のように説明する。

当世の名高いオペラにきまって登場する直

喰の類は，もちろん入れてある。燕，蛾，

蜜蜂，船，花だとかをね。それにご婦人方

が大好きな牢獄の場面も忘れてないよ。こ

れで彼女たちの紅涙をしぼろうという算段

さ。役柄については，花形女優のお二人に

たいして細かなところまで配慮しであるか

ら，どちらからも文句の出る気遣いはない

ね。ただ，目下流行のイタリアーオペラと

は違って，徹頭徹尾わざとらしく仕立てる

ことは避けたから，その点はご容赦願いた

いな。たとえばレチタティーボは廃止した

よ。そのことを別にすれば，どこからどう

見ても本物のオペラに違いないさね。 9

ゲイは四つの点でイタリア e オペラを風刺し

ている。一番目に挙げられている直織を用い

たアリアは「イタリア・オペラの大きな特徴

であるJ100 序幕で述べられている直喰の例

は wベガーズ@オペラ』の中で，アリア第

3 4番(燕) ， 4番(蛾) ， 6番と 15番

(蜜蜂と花) ， 1 0番(船)， 2 2番(花)

に使われている。その他にも， 11番(狐，

雌鶏)， 1 3番(キジバト)， 2 3番(雌鶏，

雄鶏，)， 26番(燭)， 2 7番(鼠，猫，ブQ ，

40番(狐，猟犬)， 45番(鳥) ， 4 6番

と49番(鳩) ， 4 7番(小船) ， 4 8番

(小羊)の直喰を用いたアリアがある。

牢獄の場面はヘンデルのオペラ『タメラー

ノ~， wラダミスト』と『フロリダンテ』に

登場し，渡辺恵一郎は『フロリダンテ』にお

けるエルミーラとフロリダンテの別れの場は，

『ベガーズ e オペラ』のポリーとマックヒー

スの別れの場面になっていると述べ，ゲイが

へンデルのオペラを借用していることを指摘

している。 11牢獄の場面はへンデルのオペラ

の風刺であるだけでなく，また時事的な題材

であった。 wベガーズ e オペラ』の登場人物

マックヒースとピーチャムのモデルはジヤツ

ク・シェパードとジョナサン・ワイルドであ

る。押し込み強盗のシェパードは 1724年

2月に逮捕されたが，すぐに脱獄した。シェ

パードの追跡を依頼されたワイルドは5月に

居所を突き止め逮捕したが，一週間もたたな

いうちにシェパードは脱獄した。 7月に三た

び逮捕されるが， 8月 30日に処刑される直

前に脱獄に成功した。 10日後逮捕されるが，

5日後には脱獄した。 10月に五たび逮捕さ

れ，ついに 11月 16日に処刑された。シェ

パードを執劫に追跡したワイルド自身 172

5年 5月 24日に処刑された。ワイルドは裏

で盗賊回を組織し，手下に物品を盗ませて，

その品物を表の稼業である盗品仲買人として

ワイルドは盗品を持ち主に返すことによって

手数料を受け取っていた。さらに，仲間に加

わらない盗人を密告して死刑台に送っていた。
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次第に，ワイルドは政府のために働いて報酬

金を受け取る泥棒連行人になっていった。そ

してついには「ブリテン島とアイルランドの

泥棒連行人長官(Thief-TakerGeneral of Great 

Britain and Ireland) Jと自ら名乗るようになっ

た。シェパードの追跡を依頼されたのはこの

時期である。しかし，民衆は何度も脱獄を繰

り返すシェパードを英雄視し，ワイルドを悪

者扱いするようになっていった。ワイルドは

仲間の密告により過去の悪事がばれて3 死刑

が宣告されたのである。 vベガーズ・オペラ』

の中で，ワイルドの盗品仲買人と報酬金目当

ての密告の性格はピーチャムに与えられ，何

度も脱獄するシェパードの性格はマックヒー

スに与えられている。

シェパードが処刑された 8日後に， ドルー

リー@レイン劇場でシェパードを描いたパン

トマイム劇『ハーレクイン・シェパード』が

上演された。ゲイのパラッド「ニューゲイト

の花輪」がこのパントマイム劇の中で使われ

た。さらに， 1 7 2 5年に『監獄破り:ジヤツ

ク。シェパードの冒険~ ，そして27年 5月

3 0日に『ニューゲ、イト監獄の結婚』が上演

された。 wベガーズ・オペラ』の観客にとっ

て特設の場面は，イタリア@オペラのパロディー

であるだけでなく，現実の世界でも舞台の上

でも身近で時事的な題材であった。

序幕でのベガーの「花形女優のお二人にた

いして細かなところまで配慮しであるから，

どちらからも文句の出る気遣いはないね」

(5-6)という言葉は wベガーズ・オペラ』の

上演の一年前にロンドンで話題となった，二

人のソプラノ歌手の間で起こった出来事を基

にした時事的なものである。ヘンデルのイギ

リスでの最初のオペラ『リナルド』が上演さ

れた時の劇場支配人はアーロン・ヒルであっ

たが，ヒルは『リナルド』の上演二日日と三

日目の聞に解雇された。後任のオーウェン。

スウィニーは 17 1 3年に多額の負債を返済

できないために，売り上げ金を持ってヨーロッ

パ大陸に逃亡してしまった。そして， 1 7 1 

7年 6月の『リナルド』と『アマディージ』

の再演を最後に，オペラのシーズンが終了し

た。そのため，へンデルのオペラがロンドン

の劇場で連続して二シーズン上演されなかっ

たので，オペラ復興の運動が起こり，ヘンデ

ルの作曲および指揮によるオペラを恒常的に

供給するすることを目的に音楽協会が設立さ

れた。この協会は国王ジョージ一世が設立に

名を連ねたことから， iロイヤル@アカデミ-.

オブ@ミュージ、ック」と命名された。ロイヤ

ル・アカデミーは資本金一万ポンドの株式会

社であった。オペラの公演を成功させて利益

を上げるためには，イタリア人歌手が絶対に

欠かせないものであった。ロイヤル・アカデ

ミーの第二シーズンの 17 2 0年 11月 19 

日にセネジーノがボンノチーニ作曲『アスタ

ルト』でロンドン・デビューをした。第四シー

ズンの 17 2 3年 1月 12日にイタリアのソ

プラノ歌手フランチェスカ。クッツォーニが

ヘンデル作曲『オットーネ』でヘイマーケッ

ト国王劇場でロンドン・デビューをした。三

日後，アリオスティ作曲『コリオラーノ~ ， 

続いてボンノチーニ作曲『エルミニア』が上

演され，オペラに対する異常なほどの熱狂的

状況がロンドンで起とった。ゲイはスフィフ

トにあてた 2月3日付けの手紙で次のように

書いている。

かつては君の詩ーを鑑定したように 9 今誰も

が音楽を大いに鑑定するようになってきた。

一つの旋律と別の旋律とを聞き分けること

のできなかった人々が今ヘンデルとボンノ

チーニとアリオスティの異なる様式につい

て毎日議論している。人々は今ホメロスや

ウェルギ1)ウスやシーザーを忘れてしまっ

ている。というのは，ロンドンやウエスト

ミンスターでの教養ある会話の中で，セネ

ジーノが今までで一番偉大な人物であると

毎日認められているのだから。 12

セネジーノとクッツォーニに続いて，イタ

リアのソプラノ歌手ファウスティーナ・ボル

ドーニがロイヤル e アカデミーと年 25 0 0 

ポンドで契約を結び， 1 7 2 6年5月5日に

ヘンデル作曲『アレッサンド』でロンドン・
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デビューをした。一流のイタリア人歌手を三

人同時に雇うことはロイヤル・アカデミーに

とって，財政的だけでなく精神的な圧迫になっ

ていた。ヘンデルは『アレッサンド』で三人

のイタリア人歌手を出演させなければならな

いため，構成に苦心した。二人のソプラノ歌

手には，交互に歌う同じ数のアリアが与えら

れ，二人とも主役のセネジーノとの二重唱を

一曲ずつ歌い，ともに主役と恋に落ちるよう

に全体が構成された。さらに，二人のソプラ

ノ歌手がうたう二重唱では，どちらが主要な

パートであるかわからないようにヘンデルは

作曲しなければならなかった。

セネジーノは二人のソプラノ歌手に比べて

扱いが悪いという理由で，最終公演を迎える

前にイタリアに帰ってしまった。二人のソプ

ラノ歌手はライバル心で一杯になり何が起こ

るかわからない緊張状態が続いた。二人のラ

イバル心は 17 2 7年 6月 6日のボンノチー

ニ作曲『アスティアナッテ』の公演で頂点に

達した。 17 2 7年6月10日号の『プリティ

シュ・ジャーナル』は次のように伝えている。

いさかいは初めは，一方がシッと言う声を

出し，もう一方が拍手をすることだけで起

きていた。しかし，ついにやじゃ下品な言

葉にまで進展した。キャロライン王女が臨

席していたにもかかわらず，どんな敬意も

敵対者の無作法を制止する力にはならなかっ

た。 13

観客のやじに刺激されて，クッツォーニとファ

ウスティーナが舞台上でつつかみ合いの乱闘

を始めた。劇場は大混乱になり，オペラは中

断された。

この二人のソプラノ歌手の舞台上での争い

をゲイは第二幕十三場のニューゲイト監獄の

中のマックヒースの独房の場面で劇化してい

る。ポリーとルーシーはこ人とも自分がマッ

クヒースの妻であると思っている。二人はマッ

クヒースの独房で初めて対面し，お互いマッ

クヒースに踊されたことを知る。しかし，二

人は妻の座を譲らず，独房の前から立ち去ろ

うとしない。そして，アリア第 38番の中で

対決することになる。 i役柄については，花

形女優のお二人にたいして細かなところまで

配慮しであるから，どちらからも文句の出る

気遣いはないね。 J(5-6)というベガーの言葉

は『アレッサンド』に当てはまっても， wベ

ガーズ・オペラ』には当てはまらない。 wベ

ガーズ・オペラ』における女性の主役はポリー

である。第一幕十場でのポリーが歌うアリア

第12番以降，観客はポリーに感情が移入し

ていくのである。 14一方，ルーシーは舞台が

ニューゲイト監獄に移ってからの第二幕九場

になって初めて登場するのである。ルーシー

はポリーと同等の役割を与えられていない。

序幕のベガーの言葉はポリーとルーシーの力

関係について語るというよりもむしろ，観客

に一年半前の事件を思い出させるものである。

アディソンは『スペクテイター』第29号

(1 7 1 1年4月 3日号)の冒頭で， i舞台

の最初の登場で，イタリア語のレチタティー

ボほどイギリス人の観客を驚かせるものはな

いJ15と述べている。レチタティーボについ

ての問題には様々な側面がある。第一に，音

の高低と言葉の感情の問題がある。アディソ

ンは問号で次のように説明している。

それぞれの言語の音の高低やアクセントが

異なるように，すべての言語のレチタティー

ボの音楽も異なるべきである。さもなけれ

ば，一つの言語で感情を適切に表わすもの

が別の言語ではその感情を表わさないであ

ろう。(中略)たとえば，イタリアの音楽

における疑問や賞賛の音符は，そのような

場合の会話のアクセントに似ているが，イ

ギリス人が怒った時の声の普通の音の高低

に似てなくもない。主人公が伝令に質問し

ているだけなのに，主人公が伝令を殴り倒

すものだと予測したり，友人に別れの言葉

を言っている時に，友人とけんかをしてい

ると考えたりして，イギリス人の観客が舞

台上で起こっていることに関して極端に誤

解しているのを時折見るほどである。 16
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第二に，翻訳の問題がある。アディソンは

第 18号 (3月21日号)で，イタリア語か

ら脚韻を守って語順通りに英語に翻訳してい

くと，本来ならイタリア語で「哀れみ」とい

う語に付けられた柔らかい音符に，英語では

「怒り」という語が歌われることになる例を

挙げている。 17

こうした問題が起こるのは，イタリア・オ

ペラ受容の過渡期にはオペラは様々な方法で

上演されていたためである。 r1 7 0 5年か

ら10年聞は，劇団の国内向け改作において

も，上演ジャンルにおいても，ロンドンの劇

場は混乱と混沌の時期であった。 J18 1 7 0 

5年 1月にドルーリーーレイン劇場で上演さ

れた『キプロスの女王アルシノエ』はイギリ

ス人歌手によって全曲英語で歌われた。同じ

く17 0 5年に女王劇場で上演された『エル

ガストの愛』は最低のイタリア人歌手によっ

てイタリア語で歌われた。 17 0 8年 12月

に女王劇場で上演された『ピュロスとデメト

リオス』では主役のカストラートヴァレンティー

ニとニコリーニの二人はイタリア語で歌い，

残りの役については，ある部分はイタリア語

で，ある部分は英語で歌われていた。このた

め，イギリス人の観客はオペラ全体ゃあるい

は話の半分が理解できなくなり，イタリア。

オペラを「奇妙なオペラ(白eoutlandish op巴ra)J

と呼ぶようになった。

ベガーとプレイヤーは劇の最後のマックヒー

スがまさに処刑されようとする場面で再び登

場する。

プレイヤー:まかさ本当にマックヒースを

刑場に送ってしまうおつもりじゃない

でしょうな。

ベガー:もちろん奴を縛り首にするつもり

さ。芝居を完壁なものにするには，詩

的正義すなわち勧善懲悪を厳重に守る

べきだっていうのが，かねてからの私

の見解だからね。(中略)この点は観

客もすでに予期しているはずだと思う

がね。

プレイヤー:しかしねえ，そうなると，こ

の芝居は純然たる悲劇ってことになり

ますよ。やっぱりこの結末はよかあり

ませんや。オペラはハッピーエンディ

ングって決まってるんですぜ。

ベガー:貴君の言い分もはなはだごもっと

もだね。なあに，手直しはいたって簡

単さ。乙の種の芝居では，物語の進行

がいかに荒唐無稽だろうと，全然かま

わないってことになってるんだから。

さあ，そこの野次馬諸君，ひとつ走り

まわって r執行猶予」って叫んでく

れないか。 (82)

この悲劇的な結末からハッピーエンディング

への書き換えはイタリア・オペラを風刺した

ものである。オペラは貴族の屋敷で祝宴の時

に上演されるものとしてイタリア全土に広まっ

て行った。現存する最古のオペラであるヤー

コポ@ペーリ作曲『ヱウリディーチ』は， 1 

60 0年 10月6日にフランス王アンリ四世

とフィレンツェのメディチ家の令嬢マリアが

結婚した時に上演された。元のギリシャ神話

では，オルフェウスが死別した妻エウリュディ

ケーを追いかけて地下界に降り，音楽でブルー

トーの心を動かし，地上に達するまで妻の顔

を振り向かないという約束で妻を連れ戻すこ

とになったが，出口で約束を破ったため，そ

の希望を果たせなかったというのが結末であ

る。しかし r婚礼の披露宴の出し物にはハ

ピ・エンド(イタリア語で li巴tofine )がふさ

わしいJ19ので，オペラではオルフェーオが

ヱウリディーチとともに戻って，一向が喜ん

で歌い踊る結末に変更されている。

『ベガーズ・オペラ』も r二人の図抜け

たパラッド歌手ジェームズ-チャンターとモ

ル・レイの結婚祝い」のために書かれたとい

う枠組みが与えられている。そのため，マッ

クヒースの処刑の場面は執行猶予で死刑が免

れる結末に突然変わる。劇それ自体に結末を

変える動機が存在いないので，序幕に登場し

たベガーとプレイヤーが再び登場し，機械仕

掛けの神のように結末を変更するのである。
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オペラでは常に和解の場面で終わっていた。

その場面で悪人たちは許され，自分たちの

行いを改めることを約束させられた。ロン

ドンの人々はジョン・フレッチャーの劇で

そのような結末に慣れていたが，オペラで

はその結末は動機が与えられていないので，

より不合理なものであった。 20

今まで見てきたように， wベガーズ・オペ

ラ』はイタリア・オペラそれ自体を攻撃して

いるのではなかった。 wベガーズ・オペラ』

が風刺していたのは，イタリア・オペラを受

容するイギリスの社会やイタリア・オペラの

関する舞台外で繰り広げられていたスキャン

ダルや時事的な話題である。

IV 

『ベガーズ・オペラ』は初日を迎えるまで

成功するかどうかわからなかった。ドルーリー・

レイン劇場の支配人コーリー・シパーは『ベ

ガーズ・オペラ』が「風変わりで，実験的で，

標準外J21であるので，上演を断わった。し

¥かし， Iiベガーズ・オペラ』はまさにシパー

が上演を断わった理由である作品の独創性の

ために大成功を収めた。ゲイはロンドンに行

けなかったスフィフトに手紙で逐次報告して

いる。 17 2 8年 2月 15日付けの手紙で次

のように書いている。

『ベガーズ・オペラ』はリンカーンズ・イ

ン・フィールズの劇場で上演されている。

大成功であるので劇場は毎夜満席になって

いる。今夜が 15回目の上演で，もう二週

間は続くと思う。(中略) r奇妙なオペラ」

は最近とても客が入らないので，もし『ベ

ガーズ・オペラ』の公演が続けば，ロイヤ

ル・アカデミー・オブ・ミュージックから

私に対する抗議が起こされるのではないか

と思う。 22

続いて3月20日付けの手紙で次のように書

いている。

『ベガーズ・オペラ』は今36田上演され

ている。初日と同じくらい昨夜も満席であっ

た。しかも観客が減る見込みはほとんどな

さそうだ。しかし，ロイヤル・アカデミー・

オブ・ミュージックの取締役たちは， r奇
妙なオペラ」の公演目は『ベガーズ・オペ

ラ』の上演の中止を懇願するつもりである

という町の噂がある。 23

『ベガーズ・オペラ』は 1728年 1月 19 

日から 6月 19日までの最初のシーズンで合

計62回上演されるという大成功を収めた。

ゲイはロイヤル・アカデミーからの反応を常

に気にしているが，ロイヤル・アカデミーは9

1 7 2 8年6月1日に資本金約二万ポンドを

使い果たして，破産した。 wベガーズ・オペ

ラ』に観客が奪われたことが第一の原因であ

ると言われたが，実際は， wベガーズ・オペ

ラ』の上演があろうとなかろうと，いずれは

破産することは自に見えていた。アカデミー

のーシーズンの収入の見積りは 1万 1千ポン

ドに対して，支出は1万3700ポンドであっ

た。しかも，この収入の見積りは毎夜満席に

なるという非現実的な算定によるものであっ

た。最大の支出項目は歌手の出演料であった。

1726年からはセネジーノ，クッツォーニ，

ファウスティーナのイタリア人歌手にそれぞ

れ年間2000ポンド支払っていたのである。

このような収支決算で破産しないほうが不思

議である。

オペラ会社は経営には向いていなかった。

ロイヤル・アカデミーは年間 50公演で， レ

パートリーの数は 6から 10作品であった。

演劇の劇場であるドルーリー・レイン劇場は

年間 200公演を行い， 3 00 0ポンドの純

益を上げていた。イギリスの役者の年俸は，

最高でも 150ポンドであった。レパートリー

の数も 50から 60作品揃えていた。

『ベガーズ・オペラ』の上演とロイヤル・

アカデミーの破産とが重なったため，外国文

化のイギリスへの侵入を快く思っていなかっ

たイギリスの知識人たちに， wベガーズ・オ
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ペラ』の成功はイタリア@オペラを攻撃する

格好の機会を与えたのである。しかしs ゲイ

はヘンデルのオペラそれ自体を攻撃していた

のではなかった。ゲイが風刺していたのはヨ

イギリスにおけるイタリア・オペラ受容の状

況であった。

ゲイはへンデルから学んだ技法を使って，

イギリスの文化に合った新しいオペラを作り

出そうとした。その基本的な考えは，イタリ

ア。オペラから「わざとらしさJ(6)を取り除

くことである。そのため，主役をカストラー

トではなくバリトンの役にし3 レチタティー

ボと取り除き，イタリア。オペラの作曲法に

よるアリアではなく，イギリスの伝統的なパ

ラツドを用いたのである。この新しいオペラ

はドルーリ-.レイン劇場の支配人ですら上

演を却下するほど独創的な作品であった。ゲ

イはヘンデルを通して，イタリア・オペラを

知ることによって，新しいオペラを作り出す

ことが出来たのである。
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図版に関する注

図版 1. WilliamHogarth， The EnragedMusicianヲ
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plate47 of Engravings by Hogarth. ed.， 

Sean Shesgreen (New York: Dover Publications， 

l貯3)

図版2.WilliamHogarth， The EnragedMusic抑z

(detail). 
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