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オスカー・ワイルド作《王女の誕生日》 

－フランツ・シュレーカーのオペラ《烙印を押された者たち》の素材として－ 

Oscar Wilde's "The Birthday of the Infanta", 

 as one of the Materials of Franz Schreker's Opera "Die Gezeichneten" (The Stigmatized) 

田辺とおる 
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 フランツ・シュレーカー(Franz Schreker, 1878-1934)のオペラ《烙印を押された者たち》には、複数の文学的素

材が組み込まれているが、本稿では、作品創作の契機となった童話《王女の誕生日》からの影響、および彼が付随

音楽を担当したこの童話のパントマイム劇公演と、オペラ作曲に至る経緯などについて考察する。彼は文学の既作

から多様な作品を選び出してオペラ台本の素材としただけでなく、作曲においても過去や同時代の様々な作風を躊

躇なく採取して、作詞作曲の両面において傑出した様式融合の能力を発揮した。1908 年のウィーン・クンストシャ

ウで公演されたパントマイム劇には、世紀転換期ウィーンの様式から脱皮しようとする、新しい表現主義的な様式

への胎動が見られるが、それがオペラ創作にも受け継がれている事を本稿は検証していく。 

 

キーワード：世紀転換期ウィーン、表現主義、ラス・メニーナス、ヴィーゼンタール、クリムト 

 

 

1. はじめに 

本稿は《烙印を押された者たち》（以下《烙印》）を

扱った一連の論考に続くものであり１、創作の契機を提

供したオスカー・ワイルドの童話《王女の誕生日》（以

下《王女》）２からの影響に焦点をあてる。 

このオペラは珍しい経緯を辿って完成した。発端は、

画家グスタフ・クリムトが企画した 1908 年の展覧会ク

ンストシャウにおける、童話をパントマイム劇に仕立

てた公演である(同年 6 月 27 日)。シュレーカーは、ク

リムト自身が発案したこの公演の主演女優グレーテ・

ヴィーゼンタールによって、付随音楽の作曲者に抜擢

された。一方、公演を観た作曲家アレンクサンダー・

フォン・ツェムリンスキーは、才媛の門下生で後のグ

スタフ・マーラー夫人、アルマ・シントラーに恋心を

寄せていたが、アルマが自分を醜い男と嫌っているこ

とも知っていた。彼は公演に強く感化され、自身を暗

示する自虐的発想から「醜い男の悲劇」を扱ったオペ

ラの台本執筆をシュレーカーに依頼した。しかしシュ

レーカーには自ら作曲する欲求が高まり、ツェムリン

スキーの同意を得て、作詞作曲ともにシュレーカーの

手になるオペラ《烙印》が完成したのである。 

このような経緯に関わった人物はいずれも、世紀転

換期のウィーンにおいて濃厚に交流し、絵画、舞踊、

音楽という様々な分野で歴史に名を残した芸術家たち

である。《烙印》の誕生は、異分野の交流が芸術に豊か

な成果をもたらした、この時代のウィーンらしい現象

と言えよう。さらに注目すべきは、オスカー・ココシ

ュカ等を筆頭に、表現主義的な方向性への転換が模索

されたクンストシャウにおいて、ヴィーゼンタールが、

当時としては前衛的な舞踊劇を披露したことである。

それは《烙印》台本の構成にとどまらず、音楽にも影

響を及ぼしたと考えられる。パントマイム付随音楽か

ら 8 年後に完成した《烙印》の音楽は新しい様式感に

踏み込んでおり、文化的潮流という外的影響を受けて

新しい様式感に基づくオペラを作ろうとした、シュレ

ーカーの試みが見て取れる。 

 

2. 作詞・作曲者シュレーカーと《烙印》 
フランツ・シュレーカーは 1878年、ボヘミア出身の

ユダヤ人写真家である父と、オーストリア貴族の母と

の間にモナコで生まれた。一家は流浪の末、1881年に

オーストリアのリンツに定住する。1888年に父が亡く

なると、母は子供たちを連れてウィーンに移った。フ

ランツはピアノ、オルガン、ヴァイオリン、和声、音

楽理論などのレッスンを受けた後にウィーン音楽院に

入学し、ロベルト・フックスに作曲、アルノルト・ロ

ゼにヴァイオリンを学び、1900年に卒業した。管弦楽

曲や歌曲を作曲した後に歌詞台本も自ら執筆してオペ
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ラ作曲に着手し、学生時代の習作《炎》(1902)から数え

て第 2 作目の《遥かなる響き》(1912)で大きな成功を収

め、母校の作曲科教授に迎えられた。そして《烙印》

(1918)、《宝探し人》(1920)を加えた 3 作によって、ワ

イマール共和国時代の現役オペラ作曲家としては、リ

ヒャルト・シュトラウスと並んで最も上演数の多い作

曲家の一人となる
３
。1920年にはベルリン音楽大学学

長に任命され、多くの優れた門下生を輩出した
４
。しか

しナチス信奉者による公演妨害やナチス自体からの排

斥を受け、1933年に全ての公職を失った上、脳梗塞を

患う。そして失意の内に 1934年の誕生日を二日後に控

えた 3 月 21日、55歳で夭折した。彼の作品はナチスか

ら「頽廃音楽」
５
に指定されて上演禁止が続く。戦後の

ヨーロッパでは 1980年代以降、次第に公演されるよう

になったが再評価の歩みは遅く、現在も劇場レパート

リーとして定着したとは言い難い。 

《烙印》は台本執筆(1909-1912)、作曲(1913-1915)、

出版(1916)を経て、1918年 4 月 18日にフランクフルト

歌劇場で初演された。舞台は 16世紀のジェノヴァであ

る。「烙印を押された者」とは、障碍者、病人、マッチ

ョという 3 人の主役を指す。最初に登場する貴族アル

ヴィアーノ(テノール)には「およそ 30歳の醜い男、せ

むし、大きくて光り輝く眼、せわしない」というト書

きが付けられている。彼は芸術を愛し、私財を投じて

「エリジウム」という芸術の楽園を建設したが、自ら

の姿が相応しくないと考えて近づかない。そのアルヴ

ィアーノを敬愛し、肖像画を描きたいと願うのがジェ

ノヴァ市長の娘カルロッタ (ソプラノ)である。彼女は

ファム・ファタール的に性愛を求めるが心臓を病んで

肉体の愛には耐えられず、奔放な心を絵画製作に向け

ている。またイタリア的マッチョの典型であるタマー

レ伯爵(バリトン)は友人の貴族達と「エリジウム」に入

り浸り、誘拐した市井の娘を地下洞に連れ込んで乱行

に耽っている。カルロッタにも積極的に言い寄り、終

幕で思いを遂げる。この他、悪徳政治家のアドルノ公

爵(バスバリトン)が加わる。この役の歌手はアルヴィア

ーノを告発する警察隊長役も兼任し、公爵の差し金で

あることを暗示する。さらにジェノヴァ市長、ピエト

ロ (刺客)、マルトゥッチャ(家政婦)、複数の放蕩貴族、

元老院議員、誘拐された娘等が登場する。 

開幕に先立つ 10 分程の前奏曲は、独立した作品とし

ても優れており、「アルヴィアーノ」「アルヴィアーノ

の愛の憧れ」「アルヴィアーノの呪い (畸形)」「タマー

レ伯爵」「カルロッタ (の脆弱さと妖しさ)」など、劇中

繰り返し使われる重要なライトモティーフが提示され

る６。オペラ完成以前、シュレーカーはこの前奏曲を中

心にして後半を他の場面の音楽で書き足した 25 分程

の《あるドラマへの前奏曲》を編んでいる。 

第 1 幕はアルヴィアーノ邸である。彼がエリジウム

を市に寄付するという計画を知った貴族達は乱行の露

見を恐れて反対するが、市長や議員を招く宴会が準備

されていく。タマーレが登場し、街で見かけた美女に

心を奪われたと話す。続いて市長が娘のカルロッタを

連れて到着すると、タマーレはこの娘が先般の美女だ

ったと分かって言い寄るが、はぐらかされる。宴会か

ら抜け出したカルロッタはアルヴィアーノに自らを画

家と紹介し、絵のモデルになってほしいと頼む。自分

の醜さを嘲笑われたとアルヴィアーノは怒るが、カル

ロッタの熱意に打たれ、アトリエに向かう。 

第 2 幕はアドルノ公爵宮殿の場から始まる。貴族達

の裏工作が奏功し、公爵は島の譲渡承認を躊躇う。そ

こへタマーレが来て、公爵にカルロッタへの取りなし

を頼む。さらに地下洞の秘密を打ち明け、譲渡に拒否

権を発動するよう強要する。奸計が語られる二重唱の

後、場面はカルロッタのアトリエに転換する。カルロ

ッタはアルヴィアーノに「人間の手ばかりを描く画家

の友人」について語る。その人は心臓が弱くて肉体の

恍惚に耐えられず、幸福な愛を知り得なかったという。

官能の高まりのうちにカルロッタはアルヴィアーノへ

の愛を告白し絵を完成させるが、憔悴してよろめき、

側にあった絵の覆いを落とす。それは彼女が語った手

の絵だった。アルヴィアーノは逸話の主体がカルロッ

タ本人であったことを知る。カルロッタの求愛にアル

ヴィアーノは性行為をもって応える事ができず、ぎこ

ちない抱擁が続く間、言葉は黙し管弦楽が心の起伏を

描写する。やがて召使がアドルノ公爵の来訪を告げる。 

第 3 幕はその翌日で、舞台はエリジウムに替わる。

民衆が壮麗な島に感嘆していると、アルヴィアーノと

婚約したカルロッタがアドルノ公爵に伴われて登場す

る。彼女はタマーレの求愛に応えることを公爵から進

言されても拒んだが、肖像が完成した今、アルヴィア

ーノへの愛は消え、タマーレの情熱が甦って欲情が高

まる。民衆はアルヴィアーノを英雄と称えるが、彼は

カルロッタが見えないので落ち着かない。そこに警察

隊長が現れ、一連の少女誘拐事件の犯人としてアルヴ

ィアーノを糾弾する。タマーレが濡れ衣を着せたので

ある。アルヴィアーノは真実を示すため皆を地下洞へ

案内する。そこには乱交の痕跡が残り、カルロッタが

気を失ってタマーレの傍らに横たわっている。タマー

レは彼女が自ら身を任せたと言うが、アルヴィアーノ
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は信じない。アルヴィアーノに糾弾されてもタマーレ

は臆することなく、カルロッタへの思慕に恍惚となっ

て決闘をしかけるが、反対にアルヴィアーノに刺殺さ

れてしまう。その断末魔の叫びでカルロッタは目を覚

ますが、アルヴィアーノを化け物扱いし、瀕死の息で

タマーレの名を呼ぶ。正気を失ったアルヴィアーノは、

舞台上も管弦楽も沈黙する中で、脈絡のない言葉をシ

ュプレッヒゲザング風に語って退場する。幻想的な前

奏曲の冒頭が管弦楽に回帰する不気味な雰囲気の中、

突然、民衆の驚愕を代弁するようなニ短調の全合奏和

音が悲劇的に鳴り響いて幕が下りる。 

《烙印》が高く評価された要因の筆頭は、シュレー

カーの傑出した様式融合の能力といえる。台本は既存

の文学をオペラ用に改筆したものではなく、独自のス

トーリーを持つ書き下ろしだが、広範囲かつ様式や特

質においても多様な文学作品を素材に採取している。

作曲に際しても、過去や同時代の異なる作風が躊躇な

く吸収された。基調をドイツ後期ロマン派に置き、ワ

ーグナーを強く継承しながらも、プッチーニを思わせ

る抒情性、ヴェリズモ的な荒々しい音楽による激情の

誇張、独特の浮遊感を持つドビュッシーの和声と管弦

楽法、シェーンベルクを手本とした無調音楽などが見

られる。それらが卓越した作曲技術、とりわけ高度な

和声と管弦楽法から生み出される多彩な響きに支えら

れて融けあい、独特の作風が形作られたのである。 

 

3. 《ラス・メニーナス》から《王女》へ 
 ワイルドが発表した 9 編の童話は、童話集《幸福の

王子》(1888)に 5 作、《石榴の家》(1891)に 4 作収めら

れており、後者の第 2 話にあたる《王女の誕生日》は、

次のような物語である。スペイン王女の 12 歳の誕生日

を祝って、王宮の庭では闘牛やサーカスが催されてい

た。中でも王女が気に入ったのは、貴族が狩猟に出か

けた森で発見し献上した侏儒の踊りだった。変形した

大きな頭を振りながら曲がった脚でよたよたと歩く様

に王女は大笑いし、髪に差した白バラを投げ与えた。

侏儒は王女に愛されていると誤解し、自分も愛を告白

しようと宮殿の中に入ると、鏡の間に迷い込む。最初

は鏡と判らなかったが、やがて異形が自らの姿と気づ

き、絶叫して倒れ込む。王女の一行が来て、大げさに

床を拳で叩く侏儒の様に大喜びするが、突然侏儒は奇

妙な呻きを発して動かなくなった。侍従が胸に手を当

てて「彼のハートは壊れてしまった」と告げると、王

女は「今後、私のところに遊びにくるのはハートのな

い人にして頂戴」と叫んで庭に駆け出していった。 

ワイルドは 17 世紀スペイン・バロック絵画を代表す

る画家ディエゴ・ベラスケス(1599-1660)を称賛し、マ

ドリッドのプラード美術館でフェリペ 4 世の娘、マリ

アやマルガリータの肖像に見入っていた。童話のモデ

ルとして「ベラスケスの描いた幼い青ざめた少女」に

言及したと、ワイルドの次男ヴィヴィアン・ホランド

（1886-1967）は回想している。しかしベラスケス、王

女、侏儒という 3 つのキーワードから素直に連想され

るのは、プラード美術館所蔵の大作《ラス・メニーナ

ス（女官たち）》【図 1】に違いない。 

 

ワイルド全集を翻訳した西村孝次は、童話集が所収

された第 3 巻の訳注と解説で、ワイルドがこの作品に

強い感銘を与えられたと言及し、王女の顔の「意地の

悪い冷たい表情」に父親が鋭い衝撃を受けたというホ

ランドの記述を紹介した上で「心臓のないものにして

ね」と言い放つ王女を「無知という形で無垢」と７、ま

た「美しい王女の醜い無情さは詩的」、童話中の侏儒の

醜い畸形については「ベラスケスのそれに劣らずなま

なましい」と評している８。自らの純粋な気持ちに率直

であるが故に残酷な行為も辞さぬ美少女という、《サロ

メ》にも通じる、ワイルドらしい人物像が見て取れる。

王女マルガリータについては「飽きて駄々をこね始め

た表情」という解釈が一般的で、ワイルドのように画

面右前に描かれた侏儒に関連づけて、意地悪さや冷た

さと解く記述は珍しい。 

フェリペ 4 世期のスペイン王朝が抱えた数百人の奴

【図 1】Velázquez: Las Meninas (1656) 
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隷のうちには、ベラスケスが任官していた 40 年ほどの

あいだにも、50 人以上の「慰み者」と呼ばれる道化た

ちがいた。侏儒、超肥満、巨人、異形、阿呆、黒人、

混血などで、一般の奴隷よりも格段に恵まれた取り扱

いをうけ、王侯貴族の装飾、ステイタス、富の誇示と

して養われ、現代のペット市場における珍種と同様に、

非常に高額で取引された。家族の一員と見なされて時

に「きょうだい」などと呼び掛けられていた彼らは、

階級社会の序列からはみ出た存在として国王一家と親

しくし、国王の飼い犬を踏みつけるような事まで許さ

れるほど自由に振舞っていた９。ワイルドは、宮廷生活

においてそのような存在であった侏儒に、絶望からの

ショック死という瞬間のドラマを与えた。ワイルドに

よるドラマ化は、ベラスケスが絵にこめた侏儒の悲し

みの具現化といえる。絵画の 5 歳の少女は、童話では

無邪気かつ冷徹な 12 歳として描かれる。そして「デカ

ダンスの寵児」１０として人気を博した 19 世紀末の文

学者ワイルドが脚色した物語を、ウィーンで同じく世

紀末の耽美の潮流の中にあったシュレーカーが、世紀

の転換を跨いだ 1908 年に作曲した。しかしこの曲は、

初演した踊り手のヴィーゼンタール姉妹によって表現

主義の幕開けとも評される様態を得たのである。 

 

4. 《王女》付随音楽とその初演 
クリムトが企画した広範な展覧会「クンストシャウ」

はウィーン市内の、現在はコンツェルトハウスが建っ

ている場所に建築家ヨーゼフ・ホフマン(1870-1956)が

一時的に建築したパヴィリオンを舞台として、1908 年

6 月 1 日から 11 月 16 日まで開催された。国立オペラ

ハウスからも楽友協会ホールからも東に程近く、リン

グ(環状通り)の一本外側にあたるロートリンガー通り

に面している。これは、クリムトやホフマンが中心と

なって 1897 年に設立したウィーン分離派(Die Wiener 

Secession)から彼らが決別した 1905 年以来、最も大規

模な催しであった。パヴィリオンは、分離派の芸術の

神殿とされた分離派会館(Das Secessionsgebäude)が

荘重で没歴史的急進主義を標榜した事とは対照的に、

マリア・テレジア時代の優雅な遊楽城館(Lustschloss)

として構想され、家具や陶磁器と並んで 16 点のクリム

ト絵画も展示された。絵画部門のモットーとしてカタ

ログに引用されたのは「芸術は自己以外の何物も表現

しない」というオスカー・ワイルドの言葉であった１１。 

そのワイルドの童話をパントマイム劇に仕立てて庭

園劇場で上演するという構想は、宮廷歌劇場バレエ団

ソリストから独立して自らのバレェ団を率いていたグ

レーテ・ヴィーゼンタール【図 2】の舞踊を当て込んで、

クリムトが発案した。そしてシュレーカーに作曲を依

頼したのは、グレーテその人である。姉のグレーテが

侏儒、妹のエルザ【図 4】が王女を演じた１２。 

グレーテは後年、身体表現によって音楽を学習する

リトミック理論を打ち立てたエミール・ジャック＝ダ

ルクローズ１３に師事している如く、当時の因習的なバ

レェの概念を超越して身体表現に意味合いを込めよう

とし、《王女》公演の前年に自らの出身である宮廷歌劇

場バレェ団を「感情や、音楽の理念を表現することな

しに、拍子にあわせて飛び跳ねるだけ」と酷評して退

団した。彼女においては躍動、跳躍、回転の全てに特

有の様式があり、しばしば背中を丸めたポーズを採用

して「球面的な舞踊」と呼んだ。それは動作に転化さ

れた拘束のない自由なウィーン世紀末の精神と評価さ

れ「舞踊の分離派」を宣言するものであった１４。この

公演がバレェではなくパントマイムと命名されていた

由来は、ここに見ることができる。姉妹は響きに宿る

熱情に惹かれ、音楽もまた舞踊のリズムと特徴的なモ

ティーフの多彩さによって、物言わぬパントマイムに

比類ない豊かさを与えた１５。  

付随音楽の作曲を担ったシュレーカーにとって、依

頼主と同時に侏儒役がグレーテ・ヴィーゼンタールで

あったことは、作品が《王女》であることと同格の意

味をもったに相違ない。今日モダンバレェの祖と評さ

れている人物が侏儒を、その妹が王女を踊る事を念頭

に、シュレーカーは作曲を進めた。それは新しい舞踊

から霊感を得た新しい舞踊音楽が創られる過程であっ

た。グレーテは「我々の理想は、我々の着想に完璧か

つ独創的主体的に寄り添いながら、音楽を作曲してく

【図 2】《王女》公演の同年、ヨハン・シュトラウスのワル

ツ「美しき青きドナウ」を斬新に踊る Grete Wiesenthal 
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れるような音楽家である。フランツ・シュレーカーの

《王女》において、侏儒の舞踊の音楽は、私が望むも

の全てを満たしてくれた」と賛辞を贈っている１６。 

この仕事はまた、シュレーカーのキャリアを拓く大

きな契機ともなった。作曲時点のシュレーカーは個人

レッスン教師、ウィーン・フォルクスオーパーの合唱

指揮者の他、1907 年に自ら組織したフィルハーモニー

合唱団の音楽監督といった仕事に携わっていたが、自

身の作曲活動においては、相変わらずオペラ《遥かな

る響き》を脱稿することができていなかった。目立っ

た成功はなく、音楽院卒業当時に期待された程には既

作の演奏会も続かなかった。そのようなシュレーカー

にとってこの仕事はよほど嬉しかったとみえ、 

 

「姉妹芸術である絵画の方から救済の手が差し

伸べられた。クリムトのクンストシャウは、開幕

公演としてワイルドの《王女》のパントマイム音

楽を求めてきた。私は 10 日間で仕上げた」１７ 

 

と記している。またエルザの夫ルドルフ・フーバー=ヴ

ィーゼンタールは、熱狂的な作曲の様子を「市電にの

っても道を歩いていても、どんどん旋律を紡いだ」と

述懐している１８。シュレーカーはこの作品を、筋の展

開に合わせて 12 のタイトルに分かれた 35 分の二管編

成室内管弦楽による通作作品に仕上げた。エドワル

ド・ヨーゼフ・ヴィンマーの舞台もまた、絵画《ラス・

メニーナス》を踏襲している【図 3】。作曲時のシュレ

ーカーもワイルドの文学を通してこの名画を見据えて

いた事は想像に難くない。  

この庭園劇場ではフリードリヒ・ヘッベル(1813- 

1863)の演劇《ゲノフェーファ》１９と《王女》の 2 作

が公演された。ショースキーは前者を「かつてクリム

トのグループが自分たちの芸術の中で解き放とうと試

みたが棄ててしまった、デモーニッシュな激情に負わ

された苦悩のうちに〈神の義〉が認められる事を頌え

た」作品と評し、「人生を洗

練されたゼスチュアとみる

視覚芸術家たちの新しい立

場の反映」としたワイルド

作品と対照させて「ウィー

ンの近代視覚文化の最も包

括的な表明」と言及してい

る２０。さらにショースキー

はこの 2 公演を「上流社会

向け」とした上で、オスカ

ー・ココシュカがクンス

トシャウに関わるように

なった事について「いた

ずら気のある若い芸術家

に、唯美主義者の悦楽の園で彼の郭公の卵を産む機会

を供した」と述べ、彼を表現主義の爆発と論じている。

実際に彼はこの翌年にどぎついポスターを描き、同じ

庭園劇場で《殺人者、女たちの希望》を上演した。 

しかし多くの文化人の心を虜にしたヴィーゼンター

ルが踊った《王女》について、たとえばペーター・ア

ルテンベルクの小文からは、この公演に表現主義の萌

芽を既に見出していることが読み取れる。 

 

[⋯]せむしの侏儒が踊り、恍惚に至る。若き王女は

感動して彼にバラを投げる。彼はやられた、やら

れてしまったのだ。それは我々すべての運命だ！

我々は火を付けられ、燃え上がる。バラを投げて

来る人がいる。しかし彼女は本気ではない。でも

我々は死に絶えてしまう。魂の弾みと感動する力

を失う。殺されてしまった我々は爾来、もはや我々

のものではない人生を歩む事になるのだ。知らず

知らずのうちに我々は畸形で滑稽な侏儒よろしく、

情熱的に倦むことなく、生涯のプリンセスたちに

踊ってみせている。[⋯] 

エルザ・ヴィーゼンタールは、たとえ未だ萌芽

であろうとも既に女性的力によって「破壊」を撒

き散らしている「子供っぽい存在」、すなわち若い

王女のパントマイムを素晴らしく演じた。彼女の

右に出る者はいない。この、若いクサリヘビのよ

うやく生え始めた毒牙のように、未だまどろんで

いる破壊的な力を備えた、美しい子供。 

グレーテ・ヴィーゼンタールは不幸な侏儒を演

じた。一人の畸形（理想的に眩しい姿と対照させ

るのにこれ以上の風体はあろうか）が感動的なま

【図 4】王女の公演衣装

を纏った Elsa 

【図 3】《王女》公演舞台写真 
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でにグロテスクに体をよじって踊っている、哀れ

にもベストを尽くしながらしかし、神の恩寵が彼

に及んでいないばかりに征服することはできずに

いる。そうとしか見えなかった。この舞踊は畸形

のドラマだ。それは、畸形である我々が我々にと

って眩しい人々の前で踊る悲劇、我々全てにとっ

ての悲劇なのだ。[⋯] 

総じてこれは、来るべき発展への重要な萌芽で

ある。誰もがこのように来るべきものに対してさ

らに築きあげることができたら！成熟には時間と

適度な雨、太陽、自由な空気が要る。繁栄するに

はいくつもの好適な配置の妙が必要なのである。

エルザ・ヴィーゼンタール万歳！２１ 

 

 アルテンベルクの批評文をハルデス＝ヴゥーテノー

は次のように総括している。《烙印》創作へのシュレー

カーの道のりを明確に示唆する記述と言える。 

 

ペーター・アルテンベルクは侏儒の悲劇の中に、

理想に敗れた芸術家あるいは人間そのものの寓話

を見ている。彼による王女の性格付けによって、

サロメやヴェーデキントのルル、もしくはシュレ

ーカーが後に為すオペラの謎めいたヒロインたち

への親近性は明らかになる２２。 

 

 また、従来は後述の 1923 年改訂版のみが出版されて

いたが、1908-1910 年にかけての改訂を含めた初演版

楽譜がヘイリーの手によって 2002 年に出版された際、

彼はこの曲が表現主義の先駆けを為している点を説い

て序文を閉じている。 

 

ドラマが切迫する箇所の音楽では、既に《烙印》

のアルヴィアーノから《歌う悪魔》《クリストフォ

ロス》《ヘントの鍛冶屋》に至るシュレーカー後期

の角ばったスタイルが、とりわけ後年の組曲版で

は割愛された終景において彷彿される。このよう

な《王女》の陰鬱なトーンは、磨き込まれたウィ

ーンのユーゲントシュティールの陰に表現主義の

爆発的な威力が隠れている事を思い起こさせる。

シュレーカーの《王女》の初演版の出版は、ウィ

ーンの文化生活の美学的転換点において鍵となる

作品の再発見を可能にしたのである２３。 

 

さらにヘイリーは同じ序文の中で、音楽評論家ハイ

ンツ・ハルトマンが雑誌 Der Merker 1910 年 4 月号に

寄稿した作品評を紹介している。それによればハルト

マンはこの作品を「モダンバレェの為の音楽の最初の

成功例」と評して以下のように続け、当時斬新なスタ

イルであったパントマイムについて「ここから多くの

道筋が出発していく開始点」と述べている。 

 

この音楽は、従来の概念に基づく舞踊音楽では

まったくないが極めて肉体的だ。侏儒の踊りは管

弦楽的詩情の最も高貴な例であり、より多くの力

を内包するドビュッシーともいえる。[⋯]そして躊

躇なく多くの実験を盛り込んでいるのに「なんと

全てが輝かしく響いている事か！」２４ 

 

 このように《王女》については、原作童話、シュレ

ーカーの音楽、ヴィーゼンタール姉妹のパントマイム、

上演されたクンストシャウという環境の全てにおいて、

この時代の括りと理解されているウィーンのモダニズ

ム(Die Wiener Moderne)の転換点と見なすことができ

る。そしてそれは、既存の美学に立脚しながらも前衛

的要素を盛り込んでいく事によって、しばしば折衷主

義とも揶揄される事になるシュレーカーの特質であり、

同時に、とりわけ《烙印》において印象的な創作様式

の出発点としても捉えられる。 

 この公演の意味合いをクンストシャウの全体構想の

中で位置づけている、ヴェルナー・ホフマンの記述に

も触れておきたい２５。クリムトの構想は、「芸術家社

会(Künstlerschaft)であり、自らが共同の芸術作品の一

部と感じる者は誰でもこの中に入れる」という制作者

と鑑賞者の「理想的共同体」を作る事にあった。ホフ

マンはルクス２６がクンストシャウに寄せたエッセイ

から「クンストシャウの完全な建築的調和の中にあっ

ては、人間全体が芸術作品のように思われる」と引用

し、このような美学的ルールを受けいれる者は誰でも

自らを芸術作品に仕立てる事ができる、と述べている。

最も似合う衣装をつけ、練習したポーズをとれば人間

は「衣装の中の衣装」となり、小道具となり、生活と

芸術を一致させる特殊な芸術作品となる。人間は一個

の物体として芸術を体現しているのではなく、商品価

値とは無縁で、自らが永続的な芸術作品なのだという

のである。そしてクリムトが描いたのは「一個の芸術

品となるために自らの舞台装置と一体となった人間」

であり、その事によって画家とモデルは共に、制作者

と鑑賞者をと結びつける「芸術家社会」に属すると続

ける。多くの裸婦モデルと同居して愛人関係を結び、

金箔を多用した豪華な装飾のなかで展開する、ファ
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ム・ファタール的な女性のエロスを画面に留めたクリ

ムトの人と作品を思い起こすとき、彼がこのような構

想の下に創作していた事には合点がいく。 

 そしてホフマンは《王女》公演を、その逆の意味で

制作者と鑑賞者の区別が取り除かれた例と位置付け、

人間が芸術作品の中に入り込むのではなく、芸術作品

としての人間が画面から抜け出て現実の中に歩み入っ

たと論じた。女優はベラスケスの画中の人物であり観

客は舞台装置の一部として、「庭園、舞台、観客、音楽、

華麗な舞台装置といったすべてのものが一つに溶け合

って芸術作品となった」というルクスの表現を紹介し

ている。さらに、この現象の思想的背景として芸術作

品を「劇が誕生した当時」すなわちコロスと観客の間

に区別のないギリシャ古典劇の状況に戻したと言及す

る。古代ギリシャの観客と比較して現代の観客を俗物

と呼んだニーチェから「すべて、歌い踊る森の神サテ

ュロスか、あるいはサテュロスが現わす者たちの偉大

で荘厳なコーラス」２７という古典劇の定義を引用して、

クンストシャウの理念が美学的観客を要求して現代の

劇場を否定したと評価している。 

 シュレーカーがパントマイム劇の付随音楽を提供し

た「場」は通常の劇場公演ではなく、このような構想

をもった実験場であった。装飾（芸術）と人間（生活）

との関係を多角的に追及する試みが、絵画から家具に

至る様々な美術作品によって表現されている渦中で、

スペイン・バロックの外観を纏ったワイルド作品が表

現主義的手法による舞踊によって上演された。この芸

術様式の複層構造に、シュレーカーは刺激を受けたこ

とであろう。クリムト絵画のファム・ファタールが《烙

印》におけるカルロッタ像に、また、芸術の一体空間

という思想がエリジウム島に、源泉の一つを提供して

いると見なすことは的外れではない。 

この公演の成功によってシュレーカーの評価は急速

に高まり、ウニヴェルザール社との継続的な楽譜出版

契約に至った。ヴィーゼンタール姉妹に新曲を書く傍

ら、こまやかな改訂を加えながら《王女》を各地で再

演していくことも企画された。しかし 1910 年 2 月 28

日、ウィーンのアポロ劇場における自主公演を最後に、

一か月のロングランがキャンセルされ、その後取り上

げられることはなかった。通常はアクロバットやカン

ガルーの格闘まで登場するレヴュー劇場にこのような

パントマイム劇が合わなかった事を「バレェ劇場にと

っては斬新に過ぎるし、商業劇場にとっては難し過ぎ

る」とヘイリーは評している２８。 

 公演が頓挫したことを受けてシュレーカーは、1910

年 8 月 28 日付の書簡を皮切りに、室内管弦楽版のフル

オーケストラ編曲をウニヴェルザール社と協議し始め

ている。その計画では編成にとどまらず、約 30 分のパ

ントマイム劇を 1 時間のバレェに拡大する事も企てら

れた。改訂の足跡は 1914 年まで認められるが、おそら

くは大戦の影響で一時中断する。その間に彼は構想を

変更し、舞踊から切り離したうえに 10 分程短縮した管

弦楽組曲にまとめることを決意した。管弦楽は、「木管

3 管編成、ホルン 4 本、トランペット 3 本、トロンボ

ーン 3 本、チューバ、打楽器、チェレスタ、ギター、

ハープ 2 台、弦合奏」と、4 管編成の《烙印》をはじ

めとするオペラ作品の編成には及ばないものの、初版

から大幅に拡大したロマン派音楽のフル編成になって

いる。この組曲版は 1923 年にヴィレム・メンゲルベル

クに献呈され、彼が音楽監督を務めていたアムステル

ダムのコンセルトヘボウ管弦楽団で初演された。 

 中断と編曲再開の間にシュレーカーはオペラ《烙印》

と《宝探し人》という二つの代表作を完成させ、独特

の多彩で華麗な管弦楽法が確立した。しかし本質的に

オペラを中心とした劇音楽作曲家である彼にとって、

若書きの出世作はヴィーゼンタール姉妹の舞踊という

強烈な印象とも相まって愛着があったようだ。管弦楽

法の腕を磨いた彼が最終的に選択した《王女》の音楽

は、舞踊を伴わずに管弦楽を拡大した組曲に落ち着い

た。当然ながらこの改作からは、《烙印》にも使われた

響きを、初版よりも明確に聞き取ることができる。 

さらにこの曲は、1926 年に《スペインの祭り》とい

う表題で再び約 1 時間のバレェ音楽に「戻され」、マッ

クス・テルピス(Max Terpis)振付、レオ・ブレッヒ(Leo 

Blech)指揮によって 1927 年１月 22 日にベルリン国立

歌劇場で初演された。しかしこの作品は確かに《王女》

に基づき、王女は登場するものの、その他はマリオネ

ットや闘牛士、魔術師などであって侏儒は登場しない。

もちろん、クライマックスの鏡を見て絶望して心臓発

作をおこし、命を落とすという場面も割愛された。シ

ュレーカーは、かつての苦い経験を踏まえてエンター

テイメントに徹したのであろう。 

 

5. 《王女》から《烙印》へ 
シュレーカーが書き残した《烙印》成立の経緯は、《遥

かなる響き》や《宝探し人》の創作経緯を詳説してい

るのに比べ淡白な印象を受ける。 
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《烙印》台本の成立について語るべき事は少な

い。一人の作曲家が私にオペラ台本の執筆を求め

てきた。私は驚き、戸惑いながら彼に素材と主題

を持っているか否かを尋ねた。彼の答えはただ「ひ

とつ、醜い男の悲劇って奴を書いてくださいよ！」

というだけだった。私は、書いた。しかし正直に

言えば、仕事が熟すにつれて私には、私でなく別

人が音楽をつけるのだという考えが、ますます忌

まわしく、我慢ならなくなってきたのだ。 

私は既にその「音楽」の確かな輪郭も姿態も掴

んでいるというのに。それはまるで、詩作と共に

私の音楽的自己までも他人に譲り渡してしまうよ

うな、あるいは、それとともに私の内面と、生命

の核心までを売り飛ばしてしまうようなものに思

えた。そしてわたしは、この台本の為に闘う決心

をした。しかし無用であった。芸術神アポロンの

もとなる我が同僚は物分かりよく、多くの言を費

やすまでもなく私を理解してくれた２９。 

 

 シュレーカーはこの代償にエドガー・アラン・ポー

の《赤死病の仮面》( The Masque of the Red Death, 

1842)の台本化をツェムリンスキーに提案したが受け

入れられず３０、結局ツェムリンスキーは、オットー・

ヴァイニンガーの最初の伝記作家であるゲオルク・ク

ラーレンに台本を依頼して、ワイルドの童話を《小人》

という題名でオペラ化した(ケルンにて 1922 年初演)。 

 もとより《王女》は《烙印》創作の契機となったに

過ぎない。シュレーカーはこのパントマイム劇をオペ

ラ化しようとした訳ではなく、「醜い男の悲劇」という

概念が抽出された事によって、様式感や作曲技法の継

承はあったにせよ、新オペラ構想はこの童話劇とその

付随音楽から離れて独り歩きしたはずである。ワイル

ド原作、ベラスケス絵画、作曲、初演時の様態と批評

文などの全てが《烙印》誕生の契機をなす事に注目す

れば、ツェムリンスキーの提案がなかったとしても、

遅かれ早かれ《烙印》はシュレーカーの手で創作され

たのではないか、という思いにも至るのである。 

今一度、ハルデス＝ヴゥーテノーを引用したい。彼

は《王女》を自然（侏儒）と文化（＝人工、王女）の

対立と見なし、「心理的には、自然から出でて〈わたし〉

を有さない侏儒は、自分の鏡像という〈実在しない自

己〉に恋して〈あなた〉の見えないナルチスの、対立

概念である。[⋯]ワイルド童話では宮廷社会、とりわけ

王女がナルチス的と表現される」と述べている３１。 

 この、侏儒は自己を有していないという点こそが、

シュレーカーが《王女》から逸脱して《烙印》を構想

した根幹と言えるだろう。《王女》の侏儒は（自然が彼

に与えた）畸形を知らずに過ごしてきたが鏡によって

知る羽目になり、衝撃を受けて死ぬ。本人の作為は介

在しない。王女の方は、周りが自分を褒め、欲しい物

を自由に要求できる立場を自覚していることが、結果

的に自己愛を支えている。侏儒の苦悶には気付かず、

自分の遊び道具として不都合であるという理由から

「心臓のないものにしてね」と言い放つ。無知ゆえに

残酷な言葉を発するが、本人にその自覚はない。 

 ワイルドの童話は両者の無作為の交錯が悲劇を惹起

する構成をとっているが、シュレーカーにとってこれ

は、「醜い男の悲劇」としては物足りなかったのではな

いかと思われる。侏儒という異形のインパクトは強い。

《烙印》においても単に醜いだけではなく、障碍者と

いう設定によって《王女》を継承したが、彼のドラマ

トゥルギーの中心は「欲望を成就するべく策を弄する」

人間の交錯にあった。その点では 1903 年に台本に着手

して 1910 年に作曲が完成する《遥かなる響き》も同様

である。若き作曲家は自らの芸術の為に恋人を捨てて

放浪した末に貧困、病気、失意のうちに死に、市民家

庭の令嬢である恋人は作曲家を追って家出した末にヴ

ェネツィアの高級娼婦から街娼にまで身を落とす。 

 この点において、シュレーカーはアルテンベルクと

は対照的に《王女》を理解したのである。アルテンベ

ルクは、無作為の交錯に見えるこの童話劇に人間その

ものの寓話を見、その点にハルデス＝ヴゥーテノーは

サロメ、ルル、シュレーカー・オペラの「謎めいた」

ヒロインへの親近性を指摘したのだが、シュレーカー

には、人間の寓話をオペラ化するために、無作為の交

錯からそれを読み取るような、アルテンベルク並みの

慧眼を聴衆に期待するつもりはなかった。作為と作為

が交錯した末に破滅していく人々の物語という「どぎ

つさ」は、少なくとも《遥かなる響き》と《烙印》に

は色濃く反映している。とりわけ後者の前提に醜い男

＝畸形があった事を考えれば、ツェムリンスキーの依

頼を受けて台本執筆にとりかかったシュレーカーが、

多くの先行作品や心理学、哲学書を参照する過程で求

めていたものは、結局のところ人間の意図、恣意の発

露の様態のサンプル収集だったのではないかと思われ

るのである。 

 このようにシュレーカーは《王女》から離れて《烙

印》の構想を温めたと考えられるが、登場人物や場面

については両作の間に対象関係を見出すことができる。

再びハルデス＝ヴゥーテノーの言葉を借りる。 
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 シュレーカーは《烙印》の台本作成にあたり、

その荒々しい筋書に魅力的な変容の過程を盛り込

んだ。心無い王女は心臓を病むカルロッタ、醜い

侏儒は美を追い求めるせむしのアルヴィアーノ、

タマーレは男性美の理想像、すなわち自らの完全

な対照概念とアルヴィアーノが対峙するという、

比喩的意味において鏡の具象化である。また《王

女の誕生日》の決定的なシーンであるバラと鏡の

場は、カルロッタのアトリエシーンにおける「明

らかに素振りだけの愛の告白」と、最終景のアル

ヴィアーノとタマーレの対決の場に照応する３２。 

 

 ハルデス＝ヴゥーテノーは《烙印》を《王女》の変

容と見なす。とりわけタマーレを鏡に照応させている

ことは興味深い。これによって、対照関係が侏儒と障

碍者や王女と美女という外形的類似に留まらず、人物

の性格付けも《王女》から受け継がれていることが明

らかになる。しかし似通った人物設定でありながらド

ラマ展開の恣意性において大きく異なるという点は、

皮肉なダンディズムと濃厚な情熱という、ワイルドと

シュレーカーの美学の違いも際立たせているだろう。 

 

6. 《烙印》台本の素材となった作品 

シュレーカーは様々な作品を参照しながら、人物像

に厚みを与える。一方ストーリー展開は、主にフラン

ク・ヴェーデキントの戯曲《小人の巨人カール・ヘッ

トマン》(Karl Hetmann, der Zwergriese, 以下《ヘッ

トマン》)３３に依拠した。 

カール・ダールハウスは《王女》の他に、シェーン

ベルクの音楽付きドラマ《幸福な手》(Die glückliche 

Hand)と《ヘットマン》を、人物設定と劇的構成の概

略が取材された作品として「それぞれ相応に変形した

姿でオペラの中に再発見することができる」と述べ、

その他多くの作品からディテールが採用されたと指摘

している３４。ダールハウスは題名のみを列記したが、

《ボッロメオ家の人》（フェルディナント・フォン・ザ

ールの戯曲 Der Borromäer）からは豪華な洞穴（グロ

ッタ）を持つボッロメオ宮殿、《ペレアスとメリザンド》

（メーテルリンクの戯曲 Pelléas et Mélisande）は三

角関係、女の移り気や男二人の決闘などの筋立て、《サ

ロメ》（ワイルド）と《地霊》（ヴェーデキント）から

はファム・ファタール、《フィオレンツァ》（トーマス・

マン）からは、姿は醜いが精神性の高いルネサンス知

識人で禁欲主義者のサヴォナローラと、生の象徴であ

るバッカス礼賛者のメディチ家総帥ロレンツォとの対

立などが参照されている３５。さらに精神的背景として

はカール・クラウス、オットー・ヴァイニンガー、シ

グムント・フロイト等の著作が反映している。またク

ラインはニーチェからの影響にも言及している３６。 

シュレーカーのオペラには「折衷的」であるという

言及がしばしばみられる。主に作曲手法について指摘

されるのだが、《烙印》については、このような台本執

筆の経緯にも同様の評価を下されることが少なくない。 

確かにこれ程多様な作品の参照は、オペラ史上でも

際立っている。ルネサンス期フィレンツェの抗争、バ

ロック期スペインの絵画や政治的対決、ファム・ファ

タールをはじめとするモダニズムが描いた精神世界、

絶望した侏儒の死などという凡そ童話らしくはない童

話、ヴェーデキントのブルジョワ批判、シェーンベル

クに影響されて採取した黎明期の表現主義的潮流など、

素材の多彩さは特筆に値する。個々の作品において、

往々にしてシュレーカーの目論見とは異なる意図をも

ち、必ずしも心理の表象ではなく劇中の行為として存

在していた事物から、シュレーカーは独創の産物を創

造した。《ヘットマン》のヘットマンは「優等人種協会」

を創設したのにも関わらず、畸形のために自身は入会

しない。このアンビヴァレントな感情も、ほとんど変

形される事なくアルヴィアーノに反映している３７。な

お、《ヘットマン》およびルル像というヴェーデキント

作品が《烙印》に及ぼした影響については、稿を改め

て論じたい。折衷ではなく融合的創造ともいうべき経

過をたどって、《烙印》の台本は次第に形をなしていく。

それは弁証法的な成果とも見なすことができるだろう。 

 

【欧文要旨】 

Der Autor hat eine Reihe von Artikeln, bei denen 

es sich um Franz Schrekers Oper Die Gezeichneten 

handelt, in mehreren Universitätsjournalen 

veröffentlicht, die im Volltext im Internet zu lesen 

sind. Der vorliegende Artikel versteht sich als eine 

Folge dieser Reihe und behandelt den Einfluss von 

Oscar Wildes Märchen The Birthday of the Infanta 

als das Werk, das Schreker den Anlass zur 

Schöpfung der Oper anbot. Schreker komponierte 

die Tanzmusik zum Pantomimenspiel dieses 

Märchens. Er hat nicht nur seine Auswahl einer 

Vielzahl von literarischen Werken unterschiedlicher 

Stile als Material für das Opernlibretto verwendet, 

sondern auch bei der Komposition mehrere 
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Stilrichtungen ungehemmt miteinander verbunden. 

Im Pantomimenspiel, das 1908 in der Wiener 

Kunstschau uraufgeführt wurde, ist eine neue 

Bewegung zu erkennen, die sich aus dem Stil der 

Wiener Moderne der Jahrhundertwende 

herausragend um einen neuen expressionistischen 

Stil bemüht. Dieser Artikel untersucht unter 

anderem, ob diese Bewegung auch bei der 

Opernkomposition fortgesetzt wird. 

 

                                                      

【註】 
１オペラ《烙印を押された者たち》について筆者が発表した論考は、インターネット上にも全文公開されている（参考文献表

参照）。 
２ Vgl. Wilde, 1993, およびワイルド, 1988. 
３ アメリカの音楽学者でフランツ・シュレーカー財団理事長を務めるクリストファー・ヘイリーは、この 3作が出そろった

1920年から 1923年を成功の年と名付けている。1920/21年のシーズンにおいては、3作と《烙印》の直前作である《からくり

の鐘と王女》を加えた 4作品が、ドイツとオーストリア各地の劇場およびスイスのチューリッヒで、合計 150回以上公演され

た。また演奏会用の諸作品はドイツ語圏以外にもイタリア、スウェーデン、フランス、チェコスロヴァキア、アメリカなどで

演奏され、さらにオペラの翻訳語上演も視野にいれて、イタリア語、フランス語、スペイン語、英語などの翻訳台本が出版さ

れた。Vgl. Hailey, Franz Schreker, a cultural biography, 1993, S.132. 
４  後世に名を留めた作曲家としてはクシェネェク、ゴルトシュミット、ワーグナー=レゲニ、ヴォルペ、さらに作曲講座ア

シスタントとしてシュレーカーを支える傍ら、彼のオペラのヴォーカルスコア用ピアノ編曲を残したグマインドルなど。また

指揮者ではロジンスキ、ローゼンシュトック（ナチスから逃れて来日し、のちの NHK 交響楽団の育成に貢献した）、シュミ

ット=イッセルシュテット、ホーレンシュタイン、ピアニストではシュピルマン（映画《戦場のピアニスト》のモデル）など

をあげることができる。 
５ 宣伝相ゲッベルスの発案で 1938年 5月にデュッセルドルフで開催された「退廃音楽展」ではユダヤ人の作品、黒人音楽

を起源にもつジャズを取り入れた作品（クシェネックの《ジョニーは弾き始める》など）、ハンス・アイスラーのような社会

主義者の作品などと並んで、「文化ボルシェビキ」として、シュレーカーをはじめ、シェーンベルク、ベルク、ヒンデミット、

ヴァイルなどの作曲家と彼らの作品が弾劾された。この催しのカタログ図版でシュレーカーは、エルンスト・トッホと並んで

「二人のユダヤ人多作家」と紹介されている。さらに「フランツ・シュレーカーはオペラ作曲家の中のマグヌス・ヒルシュフ

ェルトであった。彼が作曲しようとしない性的な病的錯誤は存在しなかった」という説明が付された。ヒルシュフェルト

(Magnus Hirschfeld, 1868-1935)は同性愛を擁護した内科医、性科学者。Vgl. Ziegler, 1938, S.13. 
６ これらのモティーフ名は作曲家の命名ではないため統一されていないが、本稿は F.Schreker, Die Gezeichneten, Thematische 
Analyse. Wien: Universal-Edition, Nr.5762, S.12ff. を典拠とした。この書物には著者名が記載されていないが、フランツ・シュレ

ーカー財団のホームページ上の文献目録にはリヒャルト・シュペヒト(Richard Specht, 1870-1932)が著者として明記されている。

その根拠はシュレーカーとウニヴェルザール出版社との交換書簡上の記載とされている。Vgl. Stollberg, 2006, S.261. 
７ 西村孝次, 『全集第 3巻』訳注補遺・解題 1988, 414および 447頁。 
８ 西村孝次, あとがき 1968, 271頁。 
９ 中野京子, 2011, 43-46 頁。 
１０ 富士川義之ほか編著, 2013, 12頁。 
１１ ショースキー, 1983, 332頁。 
１２ Grete Wiesenthal(1885-1970), と妹のElsa (1887-1967)。宮廷歌劇場バレェ団に所属したのち退団し、末妹Berta (1892-1953) も
加えて独自のバレェ団を結成し、ウィーンのカバレット劇場「こうもり」(Kabarett Fledermaus)で公演して評判を得ていた。そ

の様式は「グレーテ・ヴィーゼンタール・テクニック」と呼ばれる斬新なもので、現代舞踊の先駆けと位置付けられている。

ファンの中にはクリムトの他、フーゴー・フォン・ホフマンスタール、ペーター・アルテンベルク、マックス・ラインハルト、

アルフレート・ロラーなど、世紀転換期ウィーンの錚々たる芸術家が名を連ねていた。グレーテはサイレント映画の女優やバ

レェ振付でも高い評価を受け、自宅は著名人の集うサロンとして、ナチス時代に至ってもなお注目を集めた。 
１３ Émile Jaques-Dalcroze(1865-1950）。ウィーン出身のスイスの作曲家・音楽教育家。運動を通じて音楽を学び経験するという、

音楽学習の方法論の一つであるリトミック(仏：rythmique)を発展させた。 
１４ Harders-Wuthenow, 1998, S19-20.  
１５ C. Hailey, Vorwort zur Partitur, 2002, S.III. 
１６ Wiesenthal 1909, S.65ff. 
１７ Hailey, Vorwort zur Partitur, 2002, S.I. スコアの前文でヘイリーは、ウニヴェルザール出版社の楽譜カタログに載せたシュレ

ーカーの「自伝的小文」から、その喜びと興奮の有様を引用している。 
１８ Hailey, Vorwort zur Partitur, 2002, S.I. 
１９ 1841年に完成したヘッベルの戯曲は、1848年完成の R.シューマンの同名のオペラの台本をシューマン自身が執筆するに

あたり、底本になった。 
２０ ショースキー, 1983, 406頁。 
２１ Altenberg, 1909.  
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２３ Hailey, Vorwort zur Partitur, 2002, S.III. 
２４ Hartmann 1910, S.565ff.  
２５ ホフマン, 1977, 15-16頁。 
２６ Joseph August Lux (1871-1947), オーストリアの作家、建築批評家。 
２７ ホフマン, 1977, 16頁。ニーチェは「観衆がコロスのうちに自身を再発見し[⋯]全ては一つになって[⋯]踊りながら歌うサテ

ュロス達と、このサテュロスたちを身がわりとしている人々との間に区別がなかった」と述べている。（ニーチェ「サテュロ

スと演劇の根源現象」、『悲劇の誕生』秋山英夫訳、新潮文庫、1966 年、82 頁） 
２８ Hailey, Vorwort zur Partitur, 2002, S.II. 
２９ Schreker, Über die Entstehung meiner Opernbücher, 1920. 
３０ シュレーカーは「《赤死病》、E.A.ポーからの自由な改作による一幕のオペラ台本」 ( Der rote Tod, Operndichtung in einem Akt, 
frei nach E. A. Poe) の一部を雑誌 Der Merkerに掲載し、「つづく」と締めくくっているが、後半は発表されていない。 (Schreker, 
Der rote Tod, 1912) 引用元 https://de.wikisource.org/wiki/Der_Merker/Inhalt (2017.12.12.閲覧) 
この雑誌は 「オーストリアの音楽劇場雑誌」 (Österreichische Zeitschrift für Musik und Theater)という副題をもち、ウィーンの出

版社 Österreichischer Verlag から 1909-1922の間、隔週刊で発行された。 
３１ Harders-Wuthenow, 1998, S17. 
３２ Harders-Wuthenow, 1998, S19. 
３３ Wedekind, Karl Hetmann, 1962. ヴェーデキント《佝僂の巨人カアル・ヘットマン》1930。《ヒダッラ、または存在と所有》

(Hidalla oder Sein und Haben)という題で 1904年初演。作者が 1911年に改題した。 
３４ Dahlhaus, 1986-1997, S.640. 
３５ ダールハウスはワイルドが同性愛の恋人アルフレッド・ダグラスに宛てた書簡《深き淵より（獄中記）》(1897)もあげてい

る(Vgl. Dahlhaus, 1986-1997, S.640.)。 
３６ Klein, 2010, S.98ff. 
３７ Dahlhaus, 1986-1997, S.640. 
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