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日本におけるオペラ受容史 

    オペラにおける「踊り」の演出 

―戯曲版『エレクトラ』とオペラ版≪エレクトラ≫の間― 

           関根裕子 

０． 

ホフマンスタールがソフォクレスの同名の悲劇から翻案した『エレクトラ』には、戯曲

版（1903年ベルリン小劇場初演）とリヒァルト・シュトラウス作曲のオペラ版（1909年ド

レスデン王立歌劇場初演）がある。日本では、1913（大正 2）年に戯曲版が松居松葉率い

る公衆劇団によって上演されている。それに対しオペラ版は、戯曲版に約一世紀遅れて 2004

年 11月に新国立劇場に於いて日本で初めて上演された。iもちろん演奏会形式でのオペラ上

演はそれ以前に何度か行われている。1986 年に小沢征爾が新日本フィル交響楽団（於：川

口市民会館・東京文化会館、エレクトラ：豊田喜代美）、1995年にはジェゼッペ・シノーポ

リがドレスデン国立歌劇場管弦楽団と来日公演（於：サントリーホール、エレクトラ：ゼ

ビーネ・ハス）、1997年には若杉弘が東京都交響楽団（於：サントリーホール、エレクトラ：

岩永圭子）と、2003 年にはシャルル・デュトワ指揮で NHK 交響楽団と（於：NHK ホー

ル、エレクトラ:エリーザベト・コンネル）と、いずれも原語上演で演奏されている。 

 この戯曲版とオペラ版の日本初演年のタイム・スパンは何に起因し、何を意味するのだ

ろうか？そもそも R.シュトラウスのオペラの日本における受容は他の作曲家に比べて極端

に遅く、上演は 1980年代から始まっている。ii≪影のない女≫が 1984年 5月ハンブルク国

立歌劇場来日公演、≪ばらの騎士≫（1911）が 1986年ペーター・シュナイダー指揮、ウィ

ーン国立歌劇場来日公演（演出：オットー・シェンク）、≪サロメ≫（1905）が 1987 年東

京オペラ・プロデュース主催で≪アラべラ≫(1932)が 1988年サヴァリッシュ指揮、バイエ

ルン国立歌劇場（演出：ペーター・ボーヴェ）とシュトラウス・オペラの来日公演と日本

人による初演の第一波は 1980 年代に集中している。演奏会形式≪エレクトラ≫が 86 年に

小沢によって指揮されたことも、このような 80年代のシュトラウス・ブームの一環として

考えられる。 

なぜ日本ではオペラ版≪エレクトラ≫が演奏会形式で紹介されながら、オペラとしての

上演はなぜ 2004 年まで待たなければならなかったのか。技術的な面でいえばこの作品は、

タイトルロール級ワーグナーも歌えるような強靭な声をもった女性歌手を 3 人（エレクト

ラ、クリゾテミス、クリテムネストラ）も必要としており、それだけの技量を備えた歌手
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を揃えることはたしかに難しい。同じように 3 人のドラマチックな声の女性歌手を必要と

する≪影のない女≫に関しても、1984 年のハンブルク国立歌劇場や 1992 年のバイエルン

国立歌劇場も来日公演であり、日本人歌手による上演ではない。しかし問題は別のところ

にありそうだ。≪エレクトラ≫がウィーンを始め、ヨーロッパの歌劇場ではレパートリー

に入っているにもかかわらず、日本での上演が遅れた理由は、上演しても集客が望めない、

すなわち人気がないという要因にあるのではないか。一般的なオペラファンにとって親し

みにくく、魅力的でないオペラなのではなかろうか。 

 同じギリシア悲劇素材のソフォクレスやエウリピデス、オニールなど他の作家による『エ

レクトラ』や、このオペラ版の台本作家ホフマンスタールの戯曲版『エレクトラ』が、劇

場で「市民権」を得ているのに対し、このオペラ版≪エレクトラ≫が日本で受けない理由

は何なのだろうか。 

 筆者は、≪エレクトラ≫不人気の大きな原因を、シュトラウスが視覚的というよりも聴

覚的に、モチーフを駆使して交響曲的に、それも無調に近く作曲したからだと考える。い

わゆるオペラ初心者には「楽しくない」「暗い」「重い」舞台なのである。しかし音楽マニ

アにとっては、面白い作品であり、無理に舞台で見る必要もなく、演奏会形式で聴いたほ

うがオーケストラの大音響の醍醐味を味わえ、構成的にも「わかりやすい」のである。 

 このことは言葉を媒介とした文学・演劇から音楽が大きな位置を占めるオペラへ転換さ

れたときに起こったと考えられる。第一にシュトラウスがホフマンスタールの戯曲を大幅

にカットしたからである。シュトラウスは、文学的に重要であっても音楽の流れの妨げと

なる部分をカットして、そのかわり音楽的モチーフを使い、言葉として残っているテクス

トが歌われる背後に鳴らすなど、立体的に作曲することで、ホフマンスタールのテクスト

に内在した Stimmung（情調）を表現した。代表的な例が、冒頭から出てくるアガメムノ

ンを示唆するニ短調主和音から成り立つレラファのモチーフである。このモチーフは、エ

レクトラの第一声から父親の名を叫ぶ声として歌われ、その後も何度もエレクトラの父親

への執着、そして父親との絆、最後にはハ長調の主和音によるに復讐が達成されて王家の

復活を示唆する直前にハ短調で運命的に響きわたる。たしかに言葉による表現で醸し出さ

れていた状態感情のようなものは、音楽で表現されうることが効果的なことが多い。オペ

ラにおいてはセリフが多すぎると、聞き取りづらかったり、説明的になりすぎるなどの問

題が生じてくる。オペラにおける音楽の使命は、言葉を最小限度にして、言葉によって語

られるべき内容、むしろ言葉で表すことのできない感情、情調を表現することにあると思
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われる。したがってその感情や情調が、一般的な耳でも共有しやすい調性音楽に収まって

いれば観客の賛同は受けやすいが、そうでないシュトラウスの≪エレクトラ≫のような場

合、不協和音や無調に慣れていない観客の理解を得るのが難しくなるようである。 

第二に、オペラにおいて視覚的な面白さが失われたことがあげられる。戯曲版で重要な

意義を持つ最後の「エレクトラの踊り」のシーンは、シュトラウスとの共同製作の中で、

ホフマンスタール自身によって違うテクストと取り換えられてしまった。このためドラマ

の中では、三つのシーンで有機的に関連しあっていた「踊り」という言葉の意味内容が変

化した。一言でいえば、オペラ版では最後の「踊り」の意味は薄れてしまい、むしろ母親

とその愛人によって殺された父親に対するエレクトラの愛情、父親との絆の強さゆえに、

犠牲になるエレクトラが強調されることになった。 

実際最近のオペラ演出では、この「踊り」が踊られていないものが多い。シュトラウス

の音楽が踊り向きではないかというと、そうではない。後述するがホフマンスタールの抱

いたイメージとはあまり合っていないとはいえ、この部分は踊りやすい 4 分の６拍子の舞

曲のリズムになっている。しかし演出家はここでこのシーンの持つ象徴的内容を優先して、

あまり踊らせないことが多い。すなわち父との強すぎる絆の犠牲になるエレクトラの最後

を強調する演出である。 

たとえばクプファー演出のオペラ≪エレクトラ≫では、エレクトラの踊りは血のつなが

りを象徴する鎖を体に巻きつけながら死んでいくという演出である。また 2004 年 11 月の

新国立劇場におけるシルマー指揮、レーマン演出においても、最後の踊りは、レーマンら

しくヴァルハラに見たてたようなアガメムノンの城を焼きはなつような踊りというか足踏

みが演出されていた。レーマンの意図としては、ブリュンヒルデが父親ヴォータンから逃

れられないように、エレクトラもまた父アガメムノンとの血のつながりという鎖から逃れ

られず、復讐を果たした後、父の居城を焼き放つことで、自分の生の意味を失い燃焼しき

って事切れるということを表現したかったのであろう。最後のエレクトラの踊りはただ足

踏みをしているだけで、むしろ父親の居城を燃やすという象徴的な意味に意識が集中させ

られるような意図が感じられた。 

筆者はこの新国立劇場の≪エレクトラ≫公演プログラムに、1913 年の日本における戯曲

版『エレクトラ』上演にあたり、原作者ホフマンスタールが翻訳者でこの公演を率いた松

居松葉に宛てた手紙の中で、とくに最後のエレクトラの踊りはヨーロッパの女優よりも日

本の俳優のほうが上手に表現するだろうとたいへん大きな期待をかけていたと書いた。レ
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ーマン氏がこの 1913 年のエレクトラ公演に興味を持っているという情報も耳に入った。

100年前にホフマンスタール自身が期待した日本におけるエレクトラの踊りに、今度はどの

ような振り付けがなされるか、興味があったのである。しかし上述したように彼の演出で

は、踊りはほとんど無視されていたので、少し物足りなさが残った。 

それではなぜ踊らせないのだろうか。ここにはシュトラウスの音楽に問題があるように

思われる。 

本稿ではこのような視点から、戯曲版、オペラ版「エレクトラ」のテクストの差異から

生ずる舞台表象の変化を、この作品における「踊り」を例にとり考察することにする。 

 

I． 「エレクトラの踊り」解釈 

 

シュトラウスのオペラ作品の中で、原作がすでに戯曲として上演されていたものにシュ

トラウスが作曲したのは≪サロメ≫と≪エレクトラ≫だけである。ホフマンスタールとの

共同製作の中では、この≪エレクトラ≫だけが、セリフ劇ですでに上演された台本からオ

ペラに書き直す階で修正が加えられている。≪ばらの騎士≫、≪ナクソス島のアリアドネ

≫、≪影のない女≫≪アラベラ≫は、最初からオペラ台本として着想されている。 

 周知のように、≪エレクトラ≫はホフマンスタールと R.シュトラウスの共同作業から生

み出された 6 つのオペラのうち最初の作品である。二人の間の文通が始まって間もない

1906年 3月 11日、シュトラウスはホフマンスタールに宛てて次のように書いている。 

 

私は以前と変わらず≪エレクトラ≫をやりたいと思っています。そしてもうすでに私

が使いやすいように、テクストをカットしました。1 

 

この「私が使いやすいようにテクストをカットしました（ zum Hausgebrauch 

zusammengestrichen）」というのが問題である。さらにホフマンスタール自身もこの時点

では、自分のテクストをカットされることに不満を覚えていなかったことも問題である。 

 この頃の親友ケスラー伯爵の日記に書かれたホフマンスタールとの会話からは、ホフマ

ンスタールの当時の考えが読み取れる。 

                                                   
1 Hrsg.v. Willy Schuh: Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal Briefwechsel. 

München, Mainz. 1987, S.17. 
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セリフ劇は、もう役立たずです。たとえこういう役立たずが百回も書き割りの後ろか

ら「オレスト、オレスト」と叫んでも、誰も後ろで何が起こっているか考えない。音楽

はまったく違う表現手段です。だからこそ、私は戯曲でやろうとしたことを音楽でまず

上演しようと思うのです。シュトラウスが作曲してくれれば、エレクトラがこの後に立

ちあがって踊る踊りだって、ぜったいに絶大な効果をあげられます。（1907年 12月） 

 

1902 年の『手紙』で告白されたといわれる「言語不信」直後のホフマンスタールが、言

語では表現できないものを表現できる手段として音楽や舞踊に大きな可能性を見出してい

たことは知られる。このホフマンスタールの発言からは、そのことが確認できるし、同時

に、言葉では表わしきれない最後の踊りがオペラ版ではもっと効果的に表現できると期待

していたことがわかる。ホフマンスタールはオペラ版においてもエレクトラの最後の踊り

に重点を置いていたのである。 

 それではなぜ現在のオペラ演出でこの踊りは重要視されていないのだろうか？それを探

るために、ここで戯曲版とオペラ版の最後のシーンのテクストの違いを確認しておこう。 

 

オペラ版では、幕切れの部分に戯曲版とはまったく違った修正が加えられている。ト書

きの指示も大幅に削除されている。しかし踊りが完全になくなったわけではない。エレク

トラは、 

「聞こえないのかって？あの音楽が聞こえないのかって？ 

あの音楽は私のなかから湧いているのよ。 

何百人もの人たちが松明をかざして、何千何万という彼らの足音が果てしなく広がり、 

大地の隅々まで響き渡っている。 

あの人たちはみんな私を待っているの 

私が輪舞の先頭になって踊るようにと。 

でも私はそれができない。 

大洋が、ものすさまじい二十重にも重なる大洋が 

私の手足をその重みで私を埋め尽くそうとしている 

私は立ち上がることができない 
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この後、戯曲版とオペラ版とで大きな違いが出てくる。 

（戯曲版） 

クリゾテミス：（興奮のために、ほとんど叫ぶような声で） 

    聞こえないの？みんなが兄さんを担ぎあげているわ 

みんなの顔が変わった 

みんなのやつれた顔が涙でキラキラ輝いている 

    みんなが泣いている 

聞こえないの？ ああ 

（外へ走っていく。敷居際から下に降りる。女祭司メナードのように頭を後ろに

そらしておりてくる。膝をけりあげ、腕をのばして、名前のない踊りを踊りながら前へ出

てくる。） 

クリゾテミス: (ふたたび戸口にあらわれる。その背後には松明、おしあいへしあいする群衆、

男たちや女たちの顔) エレクトラ！ 

エレクトラ：（立ち止まって、じっと妹の顔をみつめる） 

    さあ、黙って踊りなさい。みんなこちらへおいで。ここで輪をつくって！私には

幸福の荷が重すぎるくらい。 

    でもみんなの先頭で踊ってあげるからね。私たちのように幸せなものにふさわし

いのは、たった一つ。黙って踊ることよ！ 

 （はりつめた様子で勝利の歩みを数歩進める。くずれ落ちる） 

クリゾテミス（そばにかけよる。エレクトラは身動きをしないで横たわったままである。

くリゾアテミスは、宮殿の扉に走り寄り、扉をたたく。） 

オレスト！オレスト！ 

 （静寂） 

 

ここの部分のオペラ版は以下のようである。 

○a クリゾテミス：聞こえないの？みんなが兄さんを担ぎあげているわ。 

みんなの目はきらめき、老いた頬は 

涙にきらめく。みんな泣いている。聞こえないの？ 

神々はよきもの。よきもの。 

   一つの命があなたと私とすべての人々のために始まる。 
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   それを与えてくれたのは無限に良き神々。 

A エレクトラ：（独り言で、クリゾテミスに気を留めずに） 

私たちは神々のもとにいる。私たち、成し遂げた者は。 

    （感動して） 

鋭い刃のように、神々は、私たちの心を貫き動かす。 

    でも彼等の神々の栄光は、決して多すぎることはない 

   私たちは闇に種を撒き、喜びにつぐ喜びを収穫した。 

   私は黒いしかばねとして 生きる人々の間にいた。そして今 

   私は生命の火であり、炎は世の闇を燃やす。 

○ｂクリゾテミス：これまで誰が私たちを愛しただろう。誰が私たちを 

    愛しただろう。弟が今ここにいて 

    愛が、香油や没薬のように私たちの上を流れる。 

    愛こそすべて。誰が愛なしに生きられよう。 

    エレクトラ、私お兄さんのところに行かなくちゃ。 

B エレクトラ：私の顔は 白く輝く月の面より白いはず。 

    誰かが私を見たら、その者は死を迎えるか、あるいは 

    喜びのあまり滅びるに違いない。 

    お前たち私の顔を見ているの? 

    私が発する光を見ているの？ 

ああ、愛は人を殺す。だが誰も、愛を知らずして死す者はいない。 

 C（エレクトラは敷居際から下に降りる。女祭司メナードのように頭を後ろにそらしてお

りてくる。膝をけりあげ、腕をのばして、名前のない踊りを踊りながら前へ出てく

る。） 

   この間、音楽はオーケストラのみ 

○d   (クリゾテミス再び戸口に現われる。その背後には松明、おしあいへしあいする群衆、

男たちや女たちの顔) エレクトラ！ 

D エレクトラ：（立ち止まって、じっと妹の顔をみつめる） 

    さあ、黙って踊りなさい。みんなこちらへおいで。ここで輪をつくって！私には

幸福の荷が重すぎるくらい。 

    でもみんなの先頭で踊ってあげるからね。私たちのように幸せなものにふさわし
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いのは、たった一つ。黙って踊ることよ！ 

 （はりつめた様子で勝利の歩みを数歩進める。くずれ落ちる） 

クリゾテミス（そばにかけよる。エレクトラは身動きをしないで横たわったままである。

クリテミスは、宮殿の扉に走り寄り、扉をたたく。） 

オレスト！オレスト！ 

 （静寂） 

 

一見してわかるように、オペラ版ではオレストによるクリテムネストラとエギスト殺害

という父アガメムノンのための復讐が遂げられた直後に姉妹による喜びのシーンが長くな

っている。なおクリゾテミスの aのセリフはエレクトラの Aのセリフと対応するように、b

は Bと cは C, dは Dというように対応し、オペラではその部分がだいたいエレクトラと

クリゾテミスの二重唱になっている。 

 この部分は、ホフマンスタールがシュトラウスの要望に応えて追加したものである2。 

シュトラウスはこの追加部分を、音楽的にたいへん効果があがるような作曲をしている。

たとえばエレクトラとクリゾテミスの勝利を喜ぶ二重唱は、二人の姉妹の対照的な性格の

差がはっきりと同時に聞き取れるように作曲されている。（235小節～247小節） 

その直前のクリゾテミスの人々の勝利を喜ぶ歓声が「聞こえないの？」という問いかけ

に対して、エレクトラが「聞こえないのかって？あの音楽が聞こえないのかって？あの音

楽は私のなかから湧いているのよ。」と答えた瞬間から、音楽は 4分の 6拍子に変わり、群

衆たちが王家の復活を喜びながら踊る輪舞が示唆される。しかしそれは背後で鳴り響くも

のである。エレクトラは王位継承者としてその輪舞を導かなければならないにもかかわら

ず、それができない。彼女には「大洋が、ものすさまじい二十層にも重なり、彼女の手足

をその重みで埋め尽くそうとしている」のである。ここの部分のオーケストラは、231小節

から波のうねりを表すようなパッセージとなり、234小節からそれは三連符によるアルペジ

オとなり、海洋の重圧に埋め尽くされると感じているエレクトラの心理状態が表現されて

いる。ただしテクスト面で残念なことが生じている。この「海洋」という言葉は、この戯

曲の前半で母親を暗示するものとして出てくるのだが、それがオペラ版ではカットされて

いるので、「海洋の重圧」＝母という、父とのそれとはちがったもう一つの絆の重さが薄ま

                                                   
2 1908年 2月 20日シュトラウスはホフマンスタール宛ての手紙で依頼し、ホフマンスタ

ールは 6月 25日付の手紙に添付して送っている。 
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ってしまっているのである。 

次に前述した姉妹の二重唱ののち、一人残されたエレクトラが踊るべきシーンが続く。

ト書きの指示では「メナーデのように頭を後ろにそらして・・・膝をけりあげ、腕をのば

して、名前のない踊りを踊りながら」前へ出て来なければならない。ここにオペラ版の演

出の難しさがあると考えられる。ここの部分の音楽は、先ほどの 230 小節から始まった 6

拍子の音楽であり、遠くから聞こえる群衆の輪舞を暗示したものが、さらに幅広く(breit)

堂々と(wuchtig)となったものである。この部分にエレクトラの歌唱はない。彼女は遠くで

人々が王家の復活を喜びながら踊るのを聞きながら、たった一人でメナーデのような「名

もない踊り」を踊らなければならないのだ。つまりオーケストラが奏でる輪舞の音楽とは

違う種類の踊りを踊らなければならない。シュトラウスがここの部分をどう解釈して、こ

のような音楽を作曲したかはわからない。彼はこの輪舞の音楽でエレクトラにも踊らせた

かったのだろう。しかし作品全体のテクストをよく読んでみると、ここでは前半で先取り

されていた「群衆の輪舞」とエレクトラの「個人的な踊り」が混在するシーンなのである。

エレクトラの最初のモノローグは、以下のとおりである。 

 

血煙りでかたちづくられる深紅の幕がはりおえられたそのあかつきには、あなた

のお墓のまわりを、わたしたちあなたの血を分けた者たちは、踊りまわるでしょ

う。踊りまわりながら私は一歩一歩。ひざをむくろどもの上にふりあげてやりま

す。このように踊るさまを見る者は、いえ、遠くから、私が踊る影だけでも見る

者は、言うでしょう。－どこか偉い王様のために血肉を分けたその子らがはなや

かな祭りをもよおしている、幸福なるかな、自らの墓をめぐってかくも王者たる

にふさわしい勝利の舞踏を待ってくれる子らをもつ者は！と」 

 

 このようにこの作品の最初のモノローグで、すでに復讐が果たされたのちに輪舞が踊ら

れることが示唆されている。シュレッテラーによると、この輪舞は、古代ギリシアの二つ

の踊りの概念のうち、ギリシア悲劇で使われたコレルオにあたるものだという。3合唱を伴

い、歩行が中心で上半身の動きは少ない踊りである。輪踊は、仲間と踊る。すなわち共同

                                                   
3 Schlötterer, Reinhold: Elektras Tanz in der Tragödie Hugo von Hofmannsthals. 

In.:Hofmannsthal Blätter, Heft 33, Frühjahr 1986, S.47f.  
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体の象徴ともなる。それに対して、最後に出てくるエレクトラの「名もない踊り」は、一

人で踊るオルケマイという概念のもので、現在一般的な踊りの動きに対して称する、模倣

的、全身を動かすものである。 

 ホフマンスタールは、なぜ最後のシーンに共同体の踊りとソロの踊りを混在させたのだ

ろうか？なぜエレクトラの踊りには細かい指示を書いたのだろうか？この点に関して、ホ

フマンスタール『エレクトラ』戯曲版についての研究では、すでに 1980年代から活発な議

論がなされ、ほぼ意見が一致している。4つまりエレクトラは本来、輪舞を導くべき立場に

ありながら、それができずに一人で踊る。彼女は幻想のなかで輪舞を率いる自分を見てい

る。しかし彼女の踊りは「メナーデのような」デモーニッシュなものである。彼女は、父

の復讐のためだけに生きてきた。その復讐がやり遂げられた今、彼女は自分自身の「生」

の意味を失っている。一方で父親との絆が強すぎて、もう一方で「海洋」の暗示する母親

との血のつながりにも押しつぶされている。彼女は親との絆の犠牲にならなければならな

い。 

そのような踊りをなぜメナーデの踊りに象徴させ、輪舞と対照させ、ひとつのシーンに

盛り込んだのだろうか？ここにホフマンスタールのオリエント色の強いギリシア観が織り

こまれている。それはオペラ版に挿入した最後のエレクトラのセリフが「輪舞の大いなる

力を知れる者は、死をおそるることなし、その人、愛は生命を奪うと知り足れば」という

イスラム教の僧侶を率いたジュラルディーン・ルーミーの言葉にヒントを得ていることか

らも推察される5。ホフマンスタールは、愛に潜む個と共同体の問題をオリエントのイメー

ジを借りて表現しようとしたのではなかろうか。この点については、ホフマンスタールの

ギリシア観、とりわけニーチェからの影響も配慮してさらに考察する必要があるだろう。 

                                                   
4 代表的な研究に以下のようなものがある。 

Schlötterer, Reinhold:Dramaturgie des Sprechtheaters und Dramaturgie des 

Musiktheaters bei Elektra von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. Berlin 

2005. 

Dahlhaus, Carl: Die Tragödie als Oper, Elektra von Hofmannsthal und Strauss. In: 

(Hg.) Winfried Kirsch, Siegehard Döhring; Geschichte und Dramaturgie des 

Operneinaktes. Laaber 1991. 

Meyer, Mathias: Der Tanz der Zeichen und des Todes bei Hugo von Hofmannsthal. In: 

(Hg.) Franz Link: Tanz und Tod in Kunst und Literatur.1993. 

Brandstetter, Gabriele: Tanz- Lektüren, Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde. 

Fischer 1995. 
5 Brandstetter, Gabriele: a.a.O.,S.282. 
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オペラ≪エレクトラ≫の演出の問題に戻る。シュトラウスは、輪舞とエレクトラのソロ

の踊りを同じ音楽で作曲した。この 6拍子のスキップが基本となるようなリズムの音楽に

メナーデのようなオリエンタルな踊りをどのようにイメージしていたのだろうか？このよ

うに二種類の踊りの音楽が二重に立体的に存在すべきシーンの振り付けの難しさに頭を悩

ませた演出家や振付家は、クプファー演出のように「絆」の犠牲になるエレクトラを強調

する以外に方法がなかったのだろうか。それとも歌手たちの舞踊能力の低さゆえにうまく

表現できないのか？エレクトラの最後の「名もない」踊りをめぐっては、まだまだ研究の

余地はありそうである。日本でこの≪エレクトラ≫の人気を高めるためには、この踊りの

シーンにホフマンスタールの意図を生かした演出的工夫がなされ、視覚的にも楽しめる作

品にする必要があるだろう。 

 

 

 

 

 

                                                   
i その後の調査で 1980年 10月 19日、23日、27日にウィーン国立歌劇場日本公演（於：

NHKホール）で《エレクトラ》が、指揮：ベリスラフ・クロブチャール、演出：ヴィーラ

ント・ワーグナー、エレクトラ：ビルギット・ニルソンで上演されていることが判明した。

これは外国の歌劇場の来日公演であり、日本のプロダクションではないものの、日本にお

けるオペラ版《エレクトラ》の初演となる。（昭和音楽大学オペラ研究所「オペラ情報セン

ター」、公演情報参照） 
ii その後の調査で、1956年 10月 30日、31日、11月 1日、2日、3日、5日、6日、12

日、13に日、14日、16日に、都民劇場 10周年記念公演企画で《薔薇の騎士》が指揮：マ

ンフレッド・グルリット、演出：千田是也、元帥夫人：三宅春恵他で上演されていること

が判明した。（昭和音楽大学オペラ研究所「オペラ情報センター」、公演情報参照） 

 また 1962年 4月に大阪国際フェスティバル（於フェスティバルホール）で、指揮：マン

フレッド・グルリット、演出：青山圭男により演奏されているが、コンサート形式だった

可能性が高い。 

 その後 1979年 1月東京オペラ・プロデュース主催公演（於：東京郵便貯金ホール）で《サ

ロメ》が、指揮：黒岩英臣、演出：鈴木啓介により上演されているが、日本における R.シ

ュトラウスのオペラ作品受容の最初のピークは1980年代から始まっていると言えるだろう。 


