
モンテヴェノレディとモチェニーゴ

津上智実

The Venetian gent1eman Giro1amo誼ocenigois remembered today primari1y 

in re1ation to日onteverdi'sくI1combattimento di Tancredi e C1orinda>. 

A carefu1 reading of the composer' s 1etters and prefaces to his 

publications and some contemporary wri tings makes i t c1ear that 

話ocenigorepeatedly prompted担onteverdito write works in genere 

rappresentativo' at least from 1624 to 1630， a period in which Venice 

had yet no opera house. In his eighth book of madrigals (1638)醒onteverdi

referred to 話。cenigo twice in a praising tone. This exceptional 

treatment suggests that this book would be actually dedicated to 

Mocenigo， whi1e the formal dedicatee was Emperor Ferdinando III. 

本論では、クラウディオ・モンテヴェノレディ C1audio日onteverdi(1567 

'"'-' 1643) のヴェネーツィア時代の音楽活動の一端について、一人のパト

ロン、ジローラモ・モチェニーゴ GirolamoMocenigo (1581'"'-'1658) と

の関わりを軸とすることによって、可龍な限り生き生きとした像を描き

出してみたい。ヴェネーツィアの貴族モチェニーゴの名は、まずモンテ

ヴェノレディの<タンクレーディとクロリンダの戦い 11 combatti-

mento di Tancredi e Clorinda >と結び、ついて記撞されるが、モンテヴェ

ノレディの残した書簡などの関連文書を丹念に見ていくと、この名が散見

され、かなり長期に渡って密接な関わりを持ったことが知られる。

モンテヴェノレデ、イがモチェニーゴの下で書いた作品の大半は失われてし

まい1)、その音楽的な実態を知ることはできないQ だが以下に見るよう
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に、残された記議類からは二人の関心がとりわけ音楽劇の創作に向けら

れていったことが窺われる。それは現存するモンテヴェルデ、イの初期の

オペラと晩年のオペラとの関の失われた環を知る手がかりとしても、ま

た1638年のサン・カッシアーノ劇場開場と共に華々しく幕を開けるヴェ

ネーツィア・オペラの前史としても興味深い。ここでは残された書簡や

出版譜の序文の類などを主な手がかりとして、モンテヴェルデ、ィとモ

チェニーゴとの関わりを洗い出し、モンテヴェルデ、イにとってモチェ

ニーゴというパトロンがどのような存在であったのかを考えてみたい。

υ二人をつなぐもの

1613年、ヴェネーツィアのサン・マルコ聖堂の楽長に任命されたモン

テヴェノレデ、イは、ヴェネーツィア共和匡ドージェつきの礼拝堂楽長とし

て、サン・マルコ聖堂における礼拝とヴェネーツィアの大規模な国家的

祝典に際して膏楽を提供するのみならず、市内の能教会での大きな祝典

や、スクオーラ・ディ・サン・ロッコを始めとする大きな信心会の行事

のためにも音楽を求められた。それらについては出納簿を始めとする公

文書等の記録によって比較的よく跡づけられるが、ヴェネーツィア貴族

の私邸における音楽活動について記した史料は限られている。

モンテヴェノレデ、ィとモチェニーゴ、との関わりを証するものとして筆頭

に挙げるべきは、(1) <<マドリガーレ集第八巻))(1638) に奴められた

序文と f演奏の手引きJともいうべき一文[後述]で、ここでモンテヴェ

ノレディは二度に渡ってモチェニーゴの名を挙げている。次に (2)モン

テヴェノレディの書簡の内、モチェニーゴの名が明記されたものが 2通(書

簡96、118) 2)、モチェニーゴへの関接的な言及があるものが 1通(書

簡110)ある。さらに (3)モチェニーゴとの関わりの中で生まれたり、
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あるいはきっかけが得られた作品、すなわちくタンクレーデ、ィとクヨリ

ンダの戦い><アルミーダ Armida>く偽りの狂女リコーヲ Lafinta 

pazza Licori>に言及した次の書籍が挙げられる。

くタンクレーディとクロリンダの戦い>:書簡92

くアルミーダ>:書簡旬、 110、115、118

<鵠りの狂女リコージ>:書簡 (92'"'-'104， 106， 108の内)92、96

最後に (4) <掠奪されたプロセノレヒ。ナ Proserpinarapi ta>の出版台

本と、その上演についてのジョーラモ・プリウーリ Giro1amoPriu1i 

の記述を加えなければならない。

本論において検討の対象とするのは以上である。

2) <<マドリガーレ集第八巻》の序文と「演奏の手引き」

《マドリガーレ集第八巻>>(1638)は、第七巻(1619)以来実に19年

振りのマドリガーレ集であ号、 1608年の<情け知らずの女たちのパッロ

11 ba110 delle 1ngrate>に遮る作品を含んでおり、後半生における世

搭曲創作の総括といった趣を備えている。これはそンテヴェノレディの生

前に出された最強のマドジガーレ集となった。

この第八巻は神聖ローマ皇帝フェノレディナンド三世に捧げられた曲集

で、巻頭にはフェノレディナンド三世に宛てた献辞があるが、それに続い

て「クラワディオ・モンテヴェノレデ、イが読者に[申し上げる]CLAVD10 

問問EVERDEA' CH1 LEGGE [ママ]Jと題した序文が掲げられているむ

この序文は f興奮様式 stileconcitatoJのマニフェストとして重要な

ものであり、ここでモンテヴェノレデ、イは興奮様式が岳分の創案になるこ
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とを主張し、その最初の実作品としてくタンクレーディとクロリンダの

戦い>の名を挙げて、次のように述べる。

fより長い隷拠を得るために、私は、叙述したいと望む特性をもっとも適切に、

しかも自然に表現する詩人として、詩聖タッソを取り上げました。そして音楽の中

で相反する情熱、すなわち戦爵と嘆願と死を描くのに適った機会として、タンクレー

ディとクロリンダの戦いの叙述を選びました。 1624年に、私はこの作品を志の聡暁

な特別の保護者であり、いとも清澄な共和国の憂れた高官、ジローラモ・モチヱニー

ゴ寵下の御霊敷で演奏されるよう計らいました。そしてこれは高貴なヴェネーツィ

アの最良の市民たちに多大の拍手と称讃をもって迎えられました3)。怒りを描く最

初の試みが成功したのを見て、私はさらなる熱意をもってさらに探究を進め、教会

用であれ室内用であれ、この種の勉の作品を書きました…J4) 

ここで<タンクレーディとクロリンダの戦い>が1624年に「私の聡明

な特別の保護者 mioparticolar padrone晶 partialprotettoreJであ

るジョーラモ・モチェニーゴの屋敷で演奏されたことが明記されている

が、このように特定の作品の上演に言及するというのは、くオノレフェー

オ L'Orfeo> (1607年上演、 1609年出抜)を5j1Jとして、モンテヴェノレデ、イ

の出版曲集において他に例を見ない。

やはり例外的なのは、第八巻の第一部 f戦いの歌 CantiguerrieriJ 

の第八曲として収められたくタンクレーディとク E リンダの戦い>の楽

譜に先立つて、「演奏の手引きj とでも呼ぶべき一文が掲げられている

ことであるc ここには演奏者の登場の仕方から始まって、登場人物の身

振りの付け方、使用楽器とその役告、発声と発音についての留意点、装

飾の可否に至るまで事結かく述べられ、最後に初演の時と場所、そして
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観客の反応まで触れられている。ニれを訳出してみよう。

「くタンクレーディとク E リンダの戦い〉、 トノレクヲート・タッソ氏作詩。

かのタッソの筆iこなるくタンクレーディとクロリンダの戦い〉に作曲したもの。

この作品は上演摸式 (genererappresentativo)によって演奏するべく意留されて

いるので、(身振りを伴わないマドリガーレが数曲歌われた後で)音楽が演奏され

ている部屋の一方の側から、不意に登場人物が現われるようにするべきである。ま

ず甲青に身を恩iめたクロリンダが徒歩で現われ、その後を追ってやはり武装したタ

ンクレーディが作り物の罵 (Cavallo誼ariano)に乗って現われ、それから語り手

(Testo)が歌い始める。登場人物たちは語りが表現する通りに歩き回ったりジェ

スチャーをつけたりし、それ以上で、あってもそれ以下で、あってもならず、注意深く

そのテンポと手の動き、足の運びを守るようにするべきで、一方、楽器奏者たちは

〔ある時は〕興奮した響きと〔またある時は]柔らかい響きを顎かせるようにし、

また語り手はテンポ通りに言葉をはっきりと聞かせて、そこから生み出されるもの

が互いに結びついて統一のとれた模倣となるようにするべきである。クロリンダの

出番では、語り手は沈黙し、クロヲンダが日を開く。タンクレーディについても同

様である。楽器は、ソプラノ、アルト、テノール、パスの 4本のヴィオラ・ダ・ブ

ラッチョ、そしてコントラパッソ・ダ・ガンバ[大型で低晋のヴィオラ・ダ・ガン

ノ'¥Jで、後者はチェンパ立と共に通奏低晋を受け持つが、歌詞の構緒内容を模倣す

るように演奏されるべきである。語り手法明瞭なしっかりした声で、明確な発音を

心がけ、歌詞がよりよく聞き取れるように、楽器からいくらか離れて立つようにす

るとよい。語り手はゴ、ノレジアやトリルを勝手につけてはならず、それが許されるの

は『夜よ Notte~ で始まる節 5) を歌う場合だけであり、それ以外の部分は歌詞のa情

緒内容に応じて類宅 (porterale pronuntie)するようにしてほしい。

このような方法でこの作品は(12年前のことだが)的、私の特別の主人であるジ
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ローラモ・モチェニーゴ毘下のパラッツォで上演された。すべてが完壁で、極上の

識絡な趣味を錆えた騎士であられることを示された。それは謝肉祭の時期の楽しい

夜の集まりの余輿で、あらゆる高貴な方々が列席されたが、方々は哀れみの念に心

動かされて、ほとんど涙を涜さんばかりで、あった。そして拍手喝采されたが、それ

はこの種の歌を見たことも買いたこともなかったからである。J7) 

ここからは初演の熱気が生き生きと伝わってくる。この曲集のタイト

ノレページにも「身振りを伴わない歌の間で短いエピソードとなるであろ

う上演様式による小規模な作品を含む Conalcuni opuscoli in genere 

rappresentativo， che saranno per brevi Episodij fra i canti senza 

gestoJ 8) とあり、まさに普通の演奏会の途中で思いがけず甲胃をつけ

た登場人物が現われ、力強い朗唱にのって一謹のパントマイムを含む劇

的なシーンが展開され、聴衆はあっけにとられながらも自と耳を奪われ、

最後には涙をこぼしたことで、あったろう。そうした様を努髪とさせる記

述となっている。

モンテヴェノレデ、イがこれほど詳締に具体的な上演方法を書き残した例

は他にない。その最後に、段落を改めて、この作品が f私の特別の主人

であるジョーラモ・モチェエーゴ関下のパラッツォで nelPallazzo 

del' Illustrissimo et Eccelentissimo Signor Girolamo Mozzenigo mio 

particolar SignoreJ謝肉祭の催しの一環として上演されたことが、モ

チェニーゴへの讃美の言葉(iすべてが完窒で、極上の織紐な趣味を構

えた騎士であられる Conogni compitezza， per essere Cavaliere di 

bonissimo et delicato gustoJ) を交えて明記されているのである。

一方、この曲集の第二部「愛の歌 CantiamorosiJ に終曲として収め

られたく情け知らずの女たちのパッロ>については、演奏者一覧と簡潔
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なシナリオが曲頭に掲げられているが、しかしこの作品がそもそも1608

年にマントヴァの宮廷で上演されたことについては一言も掠れられてい

ない幻G さらにこの畠集の第一部巻頭には、その歌詞から神聖ローマ皇

帝レオボルトのために書かれたことが明らかな作品<抱の者は愛の神に

ついて歌えばよい Altricanti d' Amor>も収められているのに、その

作由の経緯や上演の機会についての言及は全くなされていない10)。くタ

ンクレーディ>だけが、あるい法モチェニーゴだけが部外なのである。

3) 1627'"'-' 1628年の書簡

次に検討するのはモンテウ、エノレディの書簡である。書籍は今 13127通

が伝えられ11)、それらは1601年から1643年に及ぶが、ここで問題となる

のは1627年から1628年にかけての書簡である。 JI震に見ていこう。

3-1)書簡位、 1627年 5月 113 、ストジッジョ宛

これはモンテヴェノレディがくタンクレーディとクロリンダの戦い>に

言及した現存する唯一の書簡である 12)。マントヴァから新しい劇作品を

依頼されたモンテヴェルテ、イは、ここでアレッサンドロ・ストヲッジョ

Alessandro Striggio (1573頃'"'-'1630) に宛てて、急ぎ仕事と良い仕事

とは両立しないという基本的な考えを述べ、急いで新しい作品を書くつ

もりのないことを暗に示した上で、いくつかの提案を行なっている。

「…急いで書くことも可能ではありましょうが、しかしながら速さと出来の良さ

とは両立するものではないということを私は知っております。ですから、もしも時

間があって、またもしも私が関下の大変すぐれた才能から生み出された作品を手に

することができるのであれば、私が限りない喜びを感じるであろうことを御確信下
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さい。と言いますのも、揮下が私にどれほどの容易さと的確さをもたらして下さる

かを存じているからです。もしもこの許画が本格的な劇に付槌する幕開嘉jに関わる

ものであるとするならば、それほど労多いものでもなく、作品もそれ迂ど長いもの

とはならないことでしょうが、しかしながらあたかも叙事詩のように語らなければ

ならない劇に短期間で、歌をつけるということになりますと、イ言じて頂きたいのです

が、寵下、出来の悪いものになるか、あるいは体をこわすか、というこつの過ちの

どちらかに縮らずには済みません。

と;まいえ、たまたま私はタッソの多くの詩節iこ曲をつけたところで、それはアル

ミーダが fおお、あなた、私の心の半分を奪い去り、半分を置き去りにしていく人

よ otu che porte I parte teco di me， parte ne lassi~ と始め、その後に被

女の嘆きと怒りが続き、ヲナノレドが答えるところですが、もしやこれがお気に召さ

ないとも隈らないと存じます。また私はくタンクレーディとクロリンダの戦い〉に

も曲をつけております。また再度、ジューヲオ・ストロッツィ氏の小さな窮につい

ても熟慮してみました。それは大変美しく、ありきたりでなく、 400行ほどの長さ

で¥くアミンタに恋した偽りの狂女リコーリ>と題し、様々な滑稽な屡慣の後、

ちょっとした素敵な計略によって結婚式で終わるというものです。

これらの作品あるいは類訟のものは他の楽曲の関で、短いエピソードとして用いる

にふさわしいものです。...J 

これは詞時iこ<アルミーダ>について初めて言及した書簡ともなって

いる。この記述から、くアルミーダ>もくタンクレーディとクロリンダ

の戦い> (128行)と同様、 f他の楽曲の間で短いエピソードとして用い

るにふさわしいもの servirecome per episodietti fra al tre musicheJ 

すなわち上演形式の作品で、あったことが窺われる。モンテヴェルディが

<アルミーダ>で題材としたのは、タッソの拍手放されたエノレサレムJ
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第16歌第40節でリナ/レドに捨てられたアルミーダが嘆く部分からであり、

ここでも「嘆きと怒り」が主眼となっている。くアルミーダ>の楽譜は

失われてしまったが、上述の「怒りを描く最初の試みが成功したのを見

て、私はさらなる熱意をもって・・・この種の飽の作品を書きました.，.J (第

八巻序文〉とある作品の一つであることは間違いない。

マントヴァが選んだのはく偽りの狂女ヲコージ>の方であり、この後

ストリッジョとの間で頻繁に交わされた手紙からは、モンテヴェノレデ、イ

が並々ならぬ'情熱をもってこの題材のオペラ化に取り組んだ様子が伝

わってくる。

3-2)書簡96、1627年 6月5日、ストリッジョ宛

<偽りの狂女リコーヲ>を巡る一連の書簡の中で、再びモチェニーゴ

の名前に出会う。それは前の手紙からおよそ一ヶ月後、 G月 58付けの

書簡においてである。この手紙は次のように始まる。

r3日前にジューリオ・ストロッツィ氏がヴェネーツィアに掃着し、く儀りの狂

女リコーリ>を偉大な君公方の御前用に曲付けできるよう、怠の考えに従って書き

換えて頂きたいという私の大変熱心な求めを受けて、気持ちよく協力を申し出て下

さいましたが、その時告白されたことに辻、この離を書いた持、心の中に患い描い

ていた完成度に達することができず、そこで対話形式にして、私の主人で、あるモチェ

ニーゴ氏が催させておられた音楽の夕べの集いで喜iまれるようにしたとのことです。

しかし在は、この作品が並々ならぬ成果を収めるのを自の当たちにし、これに歌を

つけてみたいと患ったのでした。...J 

ここで興味深いのは、この題材との出会いがそチェニーゴ邸での催し
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においてであったという点である。 r私の主人であるモチェニーゴ氏が

催させておられた音楽の夕べの集い aduna veglietta di musica che 

faceva fare un tal signore illustrissimo醒ozenigo，mio signoreJ 

においてこの作品の対話形式での上演に接したことが、 1627年の春から

秋にかけてモンテヴェノレデ、イが熱中したオペラ創作の題材を提供してく

れたのである o 9月にはすべてを完成してマントヴァに送っている叫

が、結局この作品はマントヴァ側の都合で、上演されずに経わり、楽藷は

失われてしまった。

3-3)書籍110、1627年 9月258、ストヲッジョ宛

<偽りの狂女ヲコーリ>の上演計画が頓挫した後、マントヴァからま

た新しい作品の提供を求められたモンテヴエ/レディは、次にくアルミー

ダ>を推す。

f私は頭下が、私の費やすことのできる張りの時間すべてを、関下の繊細なご趣

味のためにお仕えするよう、どれほど望んでいらっしゃるか存じておりますので、

私があらゆる可能なことを為すのに欠けることはないと侮確信下さい。パルマのた

めのこれらの歌[を書くこと]で私が非営にs忙殺されているのは事実ですし、語下

がイ可かすで、iこ出来上がったものを得覧になりたいというお気持ちであれば、ひょっ

とすると、恐らくくアルミーダ>が関下のお気に召さないことはないでしょう。と

申しますのも、この作品はそもそも関下と同じ趣味の持ち主のために書かれたもの

だからです。...J 

ここで「寵下の繊細な趣味 Lanel gusto delicatoJ r麗下と詞じ蓮

味 similegusto che V.S. I.J と述べられている「趣味 gustoJ とは何
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であろうか?ストリッジョはモンテヴェルディのマントヴァ時代の同僚

にしてオペラ<オノレフェーオ>の台本作者であり、ヴェネーツィア転出

後のモンテヴェノレデ、イとマントヴァ宮廷とをつなぐ太いパイプ役として、

数々の音楽劇を求めた人物である。したがってこれは音楽劇創作への強

い興味を意味すると考えられる。

この「同じ趣味の持ち主」が誰であるのか、ここでは不明だが、最後

の書簡(書簡118) にそれを解く鍵が含まれている。その前に書篇115が

ある。

3-4)書簡115、1627年12丹18日、ストリッジョ宛

「パノレマで、関下の手紙を 2通受け取りました。 1通はくアルミーダ>が私の主人

である[マントヴァ]公爵殿下のお気に大変召したので、関下にそれを送るよう…

指示されたものです… 3日前にヴェネーツィアに戻りますと、すぐさまくアルミー

ダ〉を写譜へと田しました。次の郵梗でそれを諒下にお送りすることになると患い

ます・・・」

このように書き送ったものの、実擦にはくアルミーダ>の楽譜は年明

けまで発送されない。次の書籍はその弁明ともなっている。

3-5)書簡118、1628年 2月4日、ストリッジョ侯爵宛

これがくアルミーダ>に言及した最後の手紙となる。モンテヴェノレ

ディは 1月半ばに再びパノレマに来ている G

f…改めてくアルミーダ>を送るようにとの寵下からの揮命令を受けて、私はど

れほど心苦しく患っていることでございましょう。と申しますのも、私は(昌下そ

うでありますように)パルマにお号、かのくアルミーダ>は一一一神様が証人となっ
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て下さいますように!一一ヴェネーツィアにあるからです。私がその作品をこのク

ジスマスに閣下iこお送りすることを控えたのは、ヴインチェンツォ公殿下〈栄光あ

れ!)ゆがお亡くなりになったからであり、よもやこの謝肉祭にこの作品を楽しも

うとお考えになるとは患いもしなかったからです。このような私の落ち震に、もし

閣下が私の心をのぞいて御覧になれれば、私がひどく打ちひしがれておちますこと

をきっと信じて下さいますでしょう。しかしながらかのくアルミーダ>は呂下、私

のこの上なく敬愛する特別の御主人モチェニーゴ氏の手にあります。そこで今日

ヴェネーツィアへと出発するこの震で、私は大至急この紳士に手紙を書き、[くア

ルミーダ>の楽譜の]写しを作ってジャーコモ・ラパツリーノ氏に手渡すよう依頼

致します。ラパツリーノ氏辻、マントヴァ人として関下に心からお仕えする者であ

り、またサン・マルコの歌手にして私の非常に親しい友人であり、またこの[ラパツ

リーノ]氏に対しても、上述のモチェニーゴ氏(地ならぬ伎の主人であり、また彼

から非常に敬愛されています)から写しを受け取るよう努め、できれば関髪を入れ

ずにそれを私の名において関下にお送りするよう重々依頼する手紙を書いておりま

す。私はこの騎士が非常に礼{義正しい方であり、またラパッヲーノ氏が極めて熱心

に閣下の従僕たることを示したがっていることをよく存じておりますので、関下、

私はこの楽譜が能う限り早く器下のもとへと送られるであろうことを微塵も疑いま

せん。-一J

ここでくアルミーダ>の楽譜が「私のこの上なく敬愛する特別の御主

人モチェニーゴ氏の手に nellernani del signore illustrissirno 

Mozenigo， rnio affezionatissirno e particolarissirno signoreJ ある

ことが明かされる D しかも本体ではなく写しを送るというのは、オリジ

ナノレの楽譜の所有者意識がモチェニーゴにあることを示唆する G した

がってこの作品はそもそもモチェニーゴのために書かれたこと、つまり

78 



上述の f同じ趣味の持ち主j は他ならぬモチェニーゴであることが明ら

かになるのである。

4) <掠奪されたプロセルヒ。ナ>

1630年 4月1613、モンテヴエ/レディのく掠奪されたプロセノレピナ

ProserpIna rapI ta>が、ジローラモ・モチェニーゴの娘ジュスティニ

アーナ・モチェニーゴとロレンツォ・ジュスティニアーニとの婚礼の祝

いとしてパラッツォ・モチェニーゴ、で、上演されたG

この作品に言及した手紙は伝わっていなし ¥15)。楽譜も失われてしまっ

たが、印刷台本が残っている9 その巻頭に収められたモチェニーゴ宛の

献辞(エヴァンゲリスタ・デウキーノ EvangelistaDeuchino執筆) ~こ

は次のように記されている。

fこの優美な作品は、関下を措いて也に保護者とするべき人を持ちません。貴殿

のこの上なく賢明な助言に従って、これはストロッツィ氏によって書き上げられ、

貴殿のこの上ない威光によって、クラウディオ・モンテヴエノレテ、イ託の手で音楽付

けされ、ふさわしい詰課によって予言的に響きあうようにされました。さらに揺り

と振り付けをジローラモ・スコラーリ氏に、背景と機械仕掛けを非営に天分あるジョ

ゼッペ・ショッピ氏に託され、そして今司、貴殿の御令嬢のこの上なく幸せな結婚

に際して、いつもながらの物構しみのなさでこれを上演させようと望んでいらっ

しゃいます。J16) 

またヴェネーツィアの名門貴族ジローラモ・プヲウーリの日記にその

模様が書き残されているので、引用してみようむ

令壌の婚礼に捺して fジローラモ・モチェニーゴ氏は、縁者や友人た
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ちのために大変正式な特別の晩餐会を擢されたが、それは正に貴族にふ

さわしいしつらえでj、品数の多い豪華な食事でもてなされた。

fそのような晩餐の後、 24時まで舞踏会が催され、それから宵寵の中、聾火を焚

いて、く掠奪されたプロセルピナ>が音楽によって朗唱され上演されたが(それに

類似のものは見たことがなかった)、この上なく完壁な声と楽器とによって上摸さ

れ、列席の人々が皆仰天し驚嘆したことには、空中への出現や場面転換等々が仕組

まれていた。この饗宴はモチェニーゴ氏が住み、その-~皆を所有しているラッセ通

りの邸で行なわれ、グリット託が所有する上階で劇の上演が行なわれたが、この劇

はフィレンツェ出身で、ヴェネーツィア在住の有徳の土ジューヲオ・ストロッツィ氏

の筆になるもので、音楽はドージェ礼拝堂の高名な楽長モンテヴェルデ、イの作であ

り、フランスのローヌ大公やカンデーノレ大公らも稀にみる御、満悦振りで皆一様に賛

嘆しておられた。J17) 

以上二つの記述からくプロセルピナ>が舞台装置や踊りを含む大規模な

スベクタクノレで、あったことが分かる。それはモンテヴェノレデ、イがモチェ

ニーゴのために書いた最も大きな作品で、あったことだろう O かつて<偽

りの狂女リコーリ>で耕作を共にしたジューリオ・ストロッツィの台本

を得て、モンテヴェノレディものびのびと筆をふるったであろうと想像さ

れるが、その音楽は三重唱く今日のそよ風の何と優しいことよ Come

dolce oggi l' auretta>ただ一曲を残して18)失われてしまった。

5)貴族私部での音楽活動

<タンクレーディとクロリンダの戦い> (1624)から<アノレミーダ>

(1627以前)を経てく掠奪されたフ。ロセノレヒ。ナ> (1630) に至るまで、

80 



モンテヴェノレデ、イがモチェニーゴ邸で新しい音楽劇の試みを次々と展開

していった諜が以上かち読みとれる。モンテウ、エノレディがモチェニーゴ

を「私の特別の主人」とくりかえし呼んでいるのは当然のことだろう G

共和制で宮廷を持たないヴェ不一ツィアにあって、こうした大規模な世

裕作品を上演する場を提供してくれる貴重なパトロンだ、ったのであるむ

モチェニーゴ以外では、ヴェネーツィア貴族ベンボのパラッツォで

1620年に<アポッロの嘆き Lamentodi Apollo>が試演されている(書

簡41、1620年 2月 1日、ストリッジョ宛による)。この手紙の記述によ

れば、当時ストリッジョの台本で、マントヴァのために作畠中で、あった牧

歌劇<アポッロ>からく嘆き>の部分が「近頃ベンボ邸で関かれるのが

垣例の音楽会 concertoche si suol fare da questi tenpi in casa d' un 

certo signore de casa Benbi [ママJJの終わりに上演されて好評を博

したとあり、音楽好きのパトロンで、あったジョヴァンニ・マッテオ・ベ

ンボ GiovanniMatteo Bemboの邸でその頃定期的に音楽会が開かれ、

モンテヴェノレデ、ィも関わっていたことが窺われる c だがこの後モンテ

ヴェノレディの手紙や序文類にベンボの名が挙がってくることはない。

モンテヴェノレディの書簡に名前が見出されるヴヱネーツィア糞族とし

ては、他にロレンツォ・ジュスティニアーニ LorenzoGiustinianiが

いるが (1622年の書簡72~76) 、もっぱらマントヴァ宮廷から役者を信

り受ける交渉に終蛤している(ちなみに彼は上述1630年の新郎である〉。

貴族の私蔀における音楽活動として他には、ヴェネーツィア駐在イギ

リス大使アイザック・ウェイク卿 SirIsaac Wakeの依頼で、 1627年6

月17!3土曜自、午前11s寺から午後 2時まで、大使邸にお忍びで、滞在中の

ブランデ、ンブルク公子ゲオノレク・ヴィノレヘノレム選帝公のために室内楽の

コンサートを行なったことが知られる(書簡101、1627年 6月24目、ス
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トジッジョ宛による〉。演奏曲目は不明である。

ここから、ヴェネーツィアの個人的パトロンの中で、もモチェニーゴが

モンテヴェノレデ、イにとってlt¥カュに突出した存在で、あったかが窺われるa

6)モチェニーゴ

ジローラモ・モチェニーゴ(1581~ 1658)は、 ドージェを 7人輩出し

た名家19)に生まれ、 ヴェネーツィア政詩要人として活躍した人物であ

る20〉。 lS14年、ヴィチェンツァのカピターノ(長官)に任命され、 1620

年にプロッヴェテ、ィトーノレ(地方司政官)として元老院の一員に加えら

れた。 1624年、サヴィオ・ディ・テッラフォルマ(内睦省入 1634年に

シンダコ(市長棺当)、 1636年に十人委員会委員に選ばれ、パドヴァの

カピターノ(l637~8) と十人委員会委員長を壁任、 ドージェ補佐宮の

地位にまで、登ったD この補佐官はドージェを直接補をするべく量かれた

6人21)で、ヴェネーツィア敦府のまさに頭脳部に当たる要職である。

モチェニーゴは政治家としてほかりでなく、音楽のパトロンとしても

活躍し、後の名を冠する作品や彼に捧げられた作品が伝わっている22)。

またアッカデーミア・デイ・ジェネロージ AccaderniadeiGenerosi(寛

大な者たちのアッカデーミア)のメンバーで、会員名をエトゥヲーオ

(l'Etrio) といい、 1616年 ヴェネーツィア大司教ヴエンドラミン

Francesco Vendrarninの枢機卿選任を祝ってヴエンドラミン自作の裁由

<シモラークロ Sirnolacro>を上演した際、領詩を寄せたことが知られ

ている23)。

7)モンテヴェノレデ、イにとってのモチェニーゴ

パオヲ Dornenicode'Paoliはその著において、くアリアンナの嘆き
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Lamento d' Arianna>が多声編曲されたのは「ドーニによればj ヴェネー

ツィア貴族ジローラモ・モチェニーゴの求めに応じてで、あったと述べて

いる24h多声編曲版は1614年の《マドリガーレ集第六巻》に収めて出版

されたから、これが本当ならば、モチェニーゴはヴェネーツィア時代の

最初期からモンテヴェノレデ、イの劇音楽に着目して{嘆きかけたことになる G

だがドーニ GiovanniBattista Doni (1594頃'"'-'1647) は f一人のヴェ

ネーツィア貴族の求めに応じて arichiesta di un nobil venezianoJ 

と述べるだけで個人名は挙げておらず25)、結局これは推奨の域を出ない

ことになる。

いずれにせよモチェニーゴが、オペラ劇場開設以前のヴェネーツィア

において、モンテヴェノレディに上演形式の作品を書く場を継続的に提供

していたことは、本論における検討から明かであろう。このことを踏ま

えてく(マドリガーレ集第八巻))(1638) に再び呂を向けると、この曲集

におけるモチェニーゴ、の特別の扱いが新たな意味を帯びて見えてくる。

すでに70歳を越えたモンテウ、エノレデ、イが自分の歩んできた道を振り返

り、世俗作品の総括を行なった時、高らかに宣言したのは輿奮様式の創

出で、あった。マントヴァ時代に「嘆きjの歌で一世を思磨した作曲家が、

ヴェネーツィア時代に至ってようやくそれにふさわしい表現手段を見出

した f怒り jの歌は、人間の情緒を十全に措くことを初めて可能にした。

この興奮様式の創始に場を与え、それに続く上演様式の諸作品創作の

きっかけを作った恩人の名を書き記しておきたいとモンテヴェルデ、イが

考えたとすれば、それはごく自然なことで、あったろう。序文が「モンテ

ヴェノレディが読者に[申し上げるJJと題されていることは先に述べた

が、この f読者Jの筆頭に考えられていたのはモチェニーゴ、で、あったろ

う。また当時57歳、ヴェネーツィア政府高官としてモチェニーゴは、モ
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ンテヴェノレデ、ィにとってパトロンとしてアクチュアノレな重要性を持って

いたのである。その意味で《マドリガーレ集第八巻》は、表向きは神聖

ローマ皇帝フェノレディナンド三世に捧げられているものの、実質的な被

献呈者はモチェニーゴで、あったと解することが可能であろう。

註

( 1 )現存するのはくタンクレーディとクヨリンダの戦い〉、それにく掠奪された

プロセルピナ〉からの三重唱一曲だけである。

( 2) 書簡ならびにその通し番号については註11を参照。

(3 )ここまでは、デニス・アーノルド『モンテヴェノレディ』後藤暢子・戸口幸策

訳、みすず書房、 1983年、 127'"'-'128頁より引用。これ以外の書簡ならびに序文等の

邦訳はすべて筆者によるものである。

(4 )マリヒ。エロ編纂『モンテヴェノレデ、ィ全集~ [今後『全集』と略記する]第八

巻(1 )の巻頭に掲載されたファクシミヲ販より。なお『モンテヴェノレディ全集』

の書誌は次のとおりである。 Tuttele opere di Claudio めIflteverdi，a cura di Gian 

Francesco Malipiero (16 volumi)， Il Vi ttoriale degli ltaliani， Asolo， 1926-1942. 

ed. 2， Universal Edition， Vienna， 1954-1968 con un supplemento (volume 

3CVll) pubblicato nel 1966. 

( 5 )これは詩の第三節で、物語の流れから一旦離れて f夜Jに対して祈願を捧げ

る部分となっている。

(6 )出張年の1638年の12年前だとすれば、 1626年となり、序文に記された1624年

と艶歯きする。この食い違いについては藷説がある。

(7) W全集』第八巻(1 )、 132-----133票。

(8) W全集』第八巻(1 )の巻頭に掲載されたファクシミラ版より。

(9) W全集』第八巻 (2)、 314頁。
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(10) W全集』第八巻(1 )、 1頁。 f皇帝の diCesare'"永遠の冠を戴く lacorona 

immortal'"おお、偉大なフェノレナンド Ohgran FernandoJ と歌われる。

(11)モンテヴェノレディの書簡については、近年ラックス校訂の優れたテクストが

出され な Monteverdi:Lettere， a cura di Eva Lax， Firenze， Olschki， 1994)、

それに伴ってスティーヴンスによる英訳版も改訂された (TheLetters of C. 

Monteverdi， Translated and Introduced by Denis Stevens， Revised Edi tion， 

Oxford， Clarendon Press， 1995)0本論はこの二著に基づいている。書簡ならびに

『全集』からの引用テクストは本来ならば原文を掲げるべきであろうが、従来のパ

オヲ版 (c.Monteverdi:・Lettere，Dediche e Prefazioni ， a cura di Domenico de' 

Paoli，まoma，Edizioni de santis， 1973) とは異なり、これらはいずれも入手が

容易なので割愛する。書需には通し番号が打たれて誤りなく検索できるので、本論

でもこの書簡番号を明記し、ラックス版とスティーヴンス該の該当頁を個々に記す

ことはしなしL

(12)スティーヴンスの前掲書巻末には「書簡と注釈で言及されたモンテヴェノレディ

の作品一覧Jという索引が設けられているが、そのくタンクレーディ>の項 (449

頁)はこの書籍を見落としている。

(13)書簡106、1627年 9A10員、ストヲッジョ宛による。

(14)第七代マントヴァ公ヴインチェンツォ二世は、 1627年12月25日に没した。

(15)現存するモンテヴェノレデ、イの書簡の大半はマントヴァのストリッジョ宛に書

かれたものであるが、 1628年以降、マントヴァは公位継承戦争で騒然となり、手紙

のやりとりそのものが激減してしまった。

(16) Paolo Fabbri: Monteverdi， Torino， Edizioni di Torino， 1985， p.282. 

(17) Paolo Fabbri:めIJ1teverdi，Translated by Tim Carter， New York， Cambridge 

U. P.， 1994， p.223. フアップヲは英訳に際して大幅な改訂を施している。この部

分はその際に加えられた。この英訳から重訳。
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(18)死後出販の《マドヲガーレ集》第九巻(1651)所収。

(19) とはいえ貴族の最重要グループ「大きな家系 casegrandiJの19家門には嘉

していなかった。クリストアァー・ヒパート『ヴヱネツィア~ (上)、横山徳、官訳、

原書房、 1997、129頁参照。

(20)スティーヴンス、前掲書、 280頁。

(21)塩野七生『続・海の蔀の物語:ヴェネツィア共和国の一千年』中央公論社、

1981、225"-'231頁参照。

(22) リッチョ GiovanniBattistaまiccioの《音楽の完壁な護美 Divinelodi 

musicali ))第三巻 (1620)にくラ・モチヱニーガ La躍。ceniga>と題するエコー・

カンツォーナがあり、オピッツィ DomenicoObizziの1627年出張の 2巻のマドリガー

レ集はモチヱニーゴ、iこ献呈されている。

(23) Elena Povoledo: ‘むnarappresentazione accademica a Venezia nel 1634' 

in: Studi sul teatro veneto fra rinascimento ed eta barocca， a cura di抵 T.

Muraro， Firenze， Olschki， 1971， p. 161. 

(24) Domenico de'Paoli: Monteverdi，現ilano，豆usconi，1979， p.296. 

(25) G. B. Doni: Trattato della musica scenica， in G. B. Doni: De' trattati 

di musica， Firenze， 1763， p.98 (Fabbri， op. cit. 1985， p.382より引用)

ちなみにドーニは1630年代にモンテヴェルデ、ィと書需を交わしている。

つがみ もとみ (S.54年卒)

16-17世紀の西洋音楽史を専門とする。主要論文:‘Anthologi es of 1 tal ian Madri gal s printed 

in Antwerp and Nuremberg: A comparative study' ， Music Printing in Antwerp and Europe 
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