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ヒンデミット《画家マティス》におけるドラマと音楽形式
Drama and musical form in Hindemith’s Mathis der Maler
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招聘研究員　中　村　　　仁

要　　旨

　ヒンデミットのオペラ《画家マティス》はナチ政権誕生後の1933年から1935年にかけて作曲された。
オペラが完成される前の1934年３月に、交響曲《画家マティス》がフルトヴェングラー指揮のベルリ
ン・フィルによって初演される。初演は大きな成功を収めたが、その後のナチスのヒンデミットに対
する風当たりは強くなり、作曲者とナチスの関係は芸術政策をめぐる政治問題と化した。ベルリンで
予定されていたオペラの初演は中止され、オペラ《画家マティス》は最終的には1938年に中立国スイ
スで初演され、その後ヒンデミットは同年スイスへ、さらに1940年アメリカに亡命する。
　こうした成立背景から、16世紀のドイツ農民戦争を舞台に、創作活動の社会的意義に対する疑問か
ら、創作を離れ農民戦争に参加し、やがて挫折していくオペラの主人公の姿は、ナチ政権下の作曲者
自身の立場に重ね合された自伝的作品として解釈されてきた。こうした観点から作品を考察すること
は十分意義のあることであるものの、その一方でヒンデミットの創作史および20世紀のドイツ・オペ
ラ全体におけるこの作品の意義についてはこれまで十分議論されてこなかった。ヒンデミットは1920
年代後半《カルディヤック》（1926）、《今日のニュース》（1929）という二つの大きなオペラを書いて
いる。両作品で顕著であったのは、全曲をいわゆる「番号オペラ」として作曲している点である。し
かし《画家マティス》において全曲は７つの「景」Bildからなっており、一つの「景」は、切れ目の
ない規模の大きい形式によって作られており、それまでの彼のオペラとは異なったドラマと音楽の関
係性が打ち立てられている。本論文では、このオペラのドラマと音楽形式の関係性が、20世紀前半の
ドイツ語オペラの展開においていかなる意義を持っているのかを考察し、そしてそれを、世界恐慌を
機にモニュメンタルな形式の樹立に向かっていく1930年代の西洋音楽全体の潮流の中に位置づけたい。
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英文要旨

Hindemith’s opera Mathis der Maler was composed between 1933 and 1935. In March 1934, before 
the opera was completed, the symphony Mathis der Maler premiered, with Furtwängler conducting the Berlin 
Philharmonic Orchestra. Although this premiere was a great success, the Nazi’s criticism against Hindemith 
grew stronger, and the relationship between the composer and the Nazis grew to become a severe political issue. 
�e premiere of the opera that had been scheduled in Berlin was cancelled, and the opera Mathis der Maler 
eventually premiered in neutral Switzerland in 1938.

In this opera, the character of Mathis participated in the German Peasants’ War of the 16th century 
due to his questioning of the social significance of his creative activities. It has been interpreted as an 
autobiographical work of the composer himself under the Nazi regime. On the other hand, the signi�cance of 
this work in the history of the German operas has not been greatly discussed. Hindemith wrote two large operas 
in the late 1920s: Cardillac and Neues vom Tage. Both works were prominent as they were composed as so-called 

査読付き論文



１．はじめに

パウル・ヒンデミット（1895－1963）のオペラ

《画家マティス》は、作曲者の代表作としてその

名を知られている作品である。1938年５月28日に

チューリヒで初演されたこの作品は、その作曲時

期から初演までの期間が、ちょうどヒトラー政権

誕生後の最初の５年間にあたっており、作曲者自

身の新政権との様々な問題を抱えた関係の中で、

当時の政治情勢に翻弄されてきた作品でもある。 
オペラの主人公は16世紀を代表するドイツの

画家マティアス・グリューネヴァルト（1575-80
頃－1528）をモデルとしている１。宗教改革と農

民戦争による激動の時代の中、主人公マティスは

マインツ大司教の宮廷画家でありながら、自らの

創作活動の社会的な役割へ疑問を抱き、筆を捨て

農民戦争に参加する。しかし農民たちと理解し合

えずに挫折し、最後は天命である創作の世界に戻

る。ヒンデミットはヒトラー政権が誕生して間も

ない1933年６月に自ら台本作成に取り掛かりはじ

め、1935年７月にオペラを完成させた。オペラに

先行して作られた交響曲《画家マティス》が1934

年３月にフルトヴェングラー指揮ベルリン・フィ

ルによりベルリンで初演され大きな成功を収める

が、その後、ヒンデミットとナチスの関係が悪化

する中で、翌1935年にベルリン国立歌劇場で予定

されていたオペラの初演は困難になる。ヒンデ

ミットはその後数年にわたってオペラのドイツで

の初演を試みるが、最終的にドイツ国内での初演

は叶わず、オペラ《画家マティス》は1938年にス

イスのチューリヒで初演される。そしてドイツ国

内で自由な音楽活動を行うことが困難となったヒ

ンデミットは同年スイスに亡命し、さらに２年後

の1940年にアメリカへ亡命する。ナチ時代に亡命

したドイツ語圏の作曲家はシェーンベルク、ヴァ

イル、アイスラー、クシェネクら数多く存在する

が、ユダヤ系でも共産主義者でもないヒンデミッ

トは亡命した時期の遅さも含め、ナチ政権誕生時

から迫害されたこれらの音楽家たちと同様な例と

して語ることはできない存在である。

こうした背景から誕生したオペラ《画家マティ

ス》は、作曲者のナチ政権下での立場を主人公

に反映させた自伝的作品として解釈されてきた。

作品に作曲者のナチスへの批判を読みこんだり

（Kemp 1970: 28）２、あるいは逆にナチスのイデ
オロギーへの順応を指摘したり（Talyor-Jay 2004: 
173）することで、《画家マティス》を分析するこ

とは、しばしば作曲者のナチ政権下での政治責任

を問う作業となってきた。その一方でオペラの音

楽についての分析、研究はこれまで不十分であっ

たと思われる。とりわけこの作品をヒンデミット

のオペラ創作史、およびドイツ・オペラの歴史の

中で捉える視点が先行研究では不足してきたと言

える。本論文ではオペラ作曲時の作曲者とナチス

との関係ついて触れつつも、最終的にオペラ《画

家マティス》がヒンデミットのオペラ創作、さら

には20世紀のドイツ語オペラの歴史の中でもちう

る意義を考察したい。

２．オペラ《画家マティス》の成立経緯

２．１　ヒンデミットとナチス

ユダヤ人、共産主義者、さらには前衛芸術家を

好まなかったナチ政権にとって、ヒンデミットと

いう作曲家は、明確にその対応を決定することが

困難な作曲家であった。ヴィオラ奏者としてヒン
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‘number operas’. However, the music in Mathis der Maler consists of seven ‘Bilder’ (tableaus), wherein each 
‘Bild’ consists of continuous music without interruption, resulting in a much larger format than in the ‘number 

opera’. By analysing the structure of the ‘Bild’, we can point out Hindemith’s new method of the relationship 
between drama and music, as well as its significance in the development of the German operas in the 20th 
century.
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デミットは1920年代から1930年代初頭まで、指揮

者のクレンペラー、ヴァイオリニストのゴルトベ

ルク、チェリストのフォイアーマンなど多くのユ

ダヤ人音楽家と音楽的にも人間的にも親密な関係

を作り上げており、妻はユダヤ人であった３。ま

た1928年から29年にかけてヒンデミットは《リン

ドバークの飛行》、《教育劇》において当時共産主

義に傾斜して行くベルトルト・ブレヒトと共作し

ていた。しかし政治的に極めてナイーヴであった

ヒンデミットは、芸術の社会性を問題化しながら

も、芸術が政治思想の道具と化すことを危惧し、

ブレヒトとの関係はその後険悪化する。一方、そ

の後ヒンデミットと共作した作家はゴットフリー

ト・ベンであり、両者の共作により1931年にオラ

トリオ《無限なるもの》が生まれる。両者は引き

続いてオペラ創作を計画したが、ベンが時事的で

政治的な題材を取り上げたがるのに対し、ヒンデ

ミットがグリューネヴァルトやグーテンベルクな

どドイツの歴史に遡った題材を取り上げたがり、

両者の共同作業は解消される。その後ベンはナチ

政権の誕生を歓迎する立場を取るようになる。い

わゆる左派と右派どちらとも組んでしまえるヒン

デミットの政治的なナイーヴさは、ナチスがこの

作曲家への立場を容易に決定できない理由の一つ

であった。

またヒンデミットの作風も、ナチスにとっては

非常に取り扱いづらいものであった。1920年代半

ばまでは半音階的な声部進行や不協和音を多用す

る、いわゆるアヴァンギャルドの旗手とみなされ

ていたヒンデミットであるが、1920年代後半より

青年音楽運動に共感し、アマチュアのための作品

を多く作曲する中で、その作風は次第に簡素で調

的なものに移り変わっていった。1930年代初頭に

おいてのヒンデミットの作風は、「ロマン派音楽

の支持者たちにとっては前衛的すぎるものだが、

アヴァンギャルドたちにとっては穏健で順応的す

ぎる」（Breimann 1997: 32）ものであり、アヴァ
ンギャルドを「退廃芸術」として否定しようとし

たナチ政権にとってはけっして受け容れ不可能な

ものではなかった４。

よってナチスが政権を取る1933年１月以前から

ヒンデミットの作品は国家社会主義者たちに批判

を浴びており、ナチスとの関係は険悪であった

が、そこでは1920年代に書かれた挑発的、前衛的

な作品に対する批判が問題となっていた。1933年

４月にはそれまでの作品の約半数が「文化ボル

シェビキ」の烙印を押され、その演奏を禁じられ

るようになった（Breimann 1997: 33）。しかし同
時にヒンデミットに新政権の音楽政策への協力を

要請する動きも当初から存在した。1933年４月15

日にヒンデミットが出版社ショットに宛てた手紙

では、彼が文化闘争同盟の首脳部たちとの音楽

教育政策についての会合に招かれ、彼らによい

印象を与えることができたことが書かれている

（Skelton 1995: 69）。また同６月には国家社会主義
的な編集部に押さえられていた『音楽雑誌』に、

評論家ヴァルター・ベルテンらによるヒンデミッ

トの作品を擁護する記事が掲載されている（リー

ヴィー 2000: 13, 123）５。ヒンデミットが《画家マ
ティス》に取り組み始めたのは、このようにナチ

スやその共鳴者たちの間にヒンデミットを取り込

む動きがあった時期においてのことであったこと

をここで明記しておきたい。

２．２　作曲の経緯

ヒンデミットがグリューネヴァルトを主題にし

たオペラに取り組み始めたことが今日明らかに

なっている最初の資料は1933年６月17日付の出版

社ショットに宛てた手紙である（Breimann 1997: 
61）。最終的に作品が完成される1935年７月27日ま

で約２年かかることになるのだが、この２年間の

ヒンデミットの《画家マティス》をめぐる創作活

動は大きく分けると1934年３月12日の交響曲《画

家マティス》初演の前後で区切ることができる。

1933年６月にグリューネヴァルトに取り組み始め

たヒンデミットが出版社ショットに最初のオペラ

のシナリオに関する説明をするのが同年８月のこ

とである。しかしその前の７月にヒンデミットは
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ベルリン・フィルの指揮者フルトヴェングラーよ

り次のシーズンのための新作依頼を受けており、

オペラ創作を中断させたくないヒンデミットは、

ベルリン・フィルのための管弦楽作品をオペラの

ための音楽からなる組曲として計画することで、

両者の作業を同時に進めようとする。まずオペラ

のリブレット執筆にあたりシナリオを確定させる

までの作業が1934年１月まで続くのだが、その間

にほぼ同時並行でベルリン・フィルのための作品

を仕上げている。リブレットを作成する当初から

ヒンデミットは画家である主人公が絵を描く場面

を舞台に登場させるのではなく、グリューネヴァ

ルトのいくつかの作品を象徴するような場面を登

場させることを計画していた。そのため当初はオ

ペラの各幕の前奏曲としてグリューネヴァルトの

各作品を描いた管弦楽曲を作ることを計画してい

たとみられ６、それらを組曲にまとめてベルリン・

フィルのためのオーケストラ作品とすることが計

画されていた。その結果、グリューネヴァルトの

代表作であるイーゼンハイム祭壇画からの３つの

作品『天使の合奏』、『埋葬』、『聖アントニウスの

誘惑』をそれぞれの楽章のタイトルとした３楽章

からなる交響曲が1934年２月に完成する７。そし

て翌月の交響曲初演の直後からオペラの音楽の作

曲をはじめ、テクストの改訂作業と並行しながら、

1934年８月までに一通りの作曲を終える。その後

改訂作業に入り、翌1935年４月にヴォーカル・ス

コアを完成、７月に総譜を仕上げている。 
ヒンデミットがオペラのシナリオを練り、交響

曲《画家マティス》を作曲している間は、引き続

き、1933年11月に帝国音楽院総裁のリヒャルト・

シュトラウスから作曲部の諮問委員への指名があ

り（リーヴィー 2000: 124）、1934年２月には帝国
音楽院発足コンサートで自作を指揮している。し

かし同２月にはロンドンに亡命していたユダヤ系

であるヴァイオリニストのゴルトベルク、チェリ

ストのフォイアーマンと演奏および録音を行うな

ど、ナチスの印象を損ねるような活動も目立って

いた。しかし総じてこの時期ナチスの一部はヒン

デミットに歩み寄っており、ヒンデミット自身も

公的な役職に就かない限りでの協力は試みてお

り、ヒンデミットのナチス・ドイツにおける足場

は少しずつ固められていったと言えるだろう。そ

の中で1934年３月12日の交響曲《画家マティス》

初演の大成功があったのである。 
ローゼンベルク派の評論家ヘルツォークを中

心としたナチスのヒンデミットに対するネガティ

ヴ・キャンペーンが本格化するのは交響曲の初演

から約半年後の1934年秋以降のことであるが８、

その時点でヒンデミットはオペラの作曲を一通り

終えており、各場面の改訂作業に入っている段

階であった９。11月にはフルトヴェングラーによ

るヒンデミット擁護記事が新聞に載り、いわゆる

「ヒンデミット事件」10が起こる。しかしこれはベ

ルリンでのオペラの初演を可能とするために、ヒ

ンデミットとフルトヴェングラー、さらには出版

社も含めたヒトラーを取り込むための試みの一端

であり、ヒンデミット自身は同時に、ベルリン高

等音楽院でのヒンデミットのクラスにヒトラーを

招待しようと試みている（Skelton 1975: 121）。こ
れらはナチスにヒンデミットの音楽の価値を認め

させることを目論んだものであった（Taylor-Jay 
2006: 188）。しかしこうした試みは上手くいかず、
1934年12月にはゲッベルスによる公的なヒンデ

ミット批判演説が行なわれる（リーヴィー 2000: 
129-130）。しかしヒンデミット側も、《画家マティ
ス》のヴォーカル・スコアの完成が近づく1935年

３月に、ローゼンベルク派の音楽家ハーヴェマ

ンを通じて、出版社がナチスにヒンデミットの名

誉回復書簡を送ることをしている11。ナチスでも

このオペラを強く支持する者は多くおり、1935年

12月にフランクフルトで初演が行われる可能も存

在した（Breimann 1997: 66-67）。ヒンデミットは
1936年初頭には改めてヒトラーへの忠誠誓約に署

名することもしており、最後までオペラのドイツ

での初演の可能性を探っていたと言える。

よってオペラの作曲経過をめぐっては台本作成

と交響曲《画家マティス》の作曲が、ナチスに
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よってヒンデミットが取り込まれていく過程で行

われていたのに対して、交響曲初演後に本格化し

たオペラの作曲とその改訂作業は、ヒンデミット

がナチスによって攻撃され、それに対して名誉回

復を試みていた時期にあたる。ナチスがオペラの

初演を許可しなかったのは、決してオペラの内容

に問題があったからではなく、ヒンデミットの

1920年代の先鋭的な作風、ブレヒトとの共同作

業、挑発的なオペラなど過去の芸術活動が問題で

あり、《画家マティス》自体はそのドラマ、音楽

ともにナチスにとっては受け入れられる余地は存

在していたと思われる。

３．ドイツ・オペラ史の中の《画家マティ
ス》

３．１　「景」Bildという構成単位 

オペラ《画家マティス》をヒンデミットの創作

史、ならびにドイツ・オペラ史からみた場合、ま

ずをもって特異な点は、このオペラ全体の７「景」

Bilderという構成である。上演時間が３時間を超
えるこのオペラには７つの「景」が存在するが、

基本的に「幕」に相当する区分が存在しない。ブ

ライマンによるオペラのリブレットを草稿段階か

ら詳細に分析した研究によれば、ヒンデミットが

リブレットを作成するにあたり考えたドラマ全体

のプロットに関する草案には1933年８月から1934

年１月まで全部で６つのバージョンが存在したと

いう（Breimann 1997: 103-132）。そしてその第１
稿においては、ドラマの内容は最終版と大きく異

なるものの全体は４幕Akteからなることが計画さ
れていた12。続く1933年９月に作られた第２稿では

ドラマの内容が大きく変化するものの、全体が４

幕であるところは変わっていない。しかし同年11

月に作られた第３稿で「幕」は廃止され、全体は

７部構成になる13。その後の３つのバージョンでは

ドラマの内容に変化はあるものの、７部構成は踏

襲されており、最終的にオペラは一つ20～30分か

らなる７つの「景」Bildによって構成される14。

ヒンデミットは《画家マティス》以前に、1926

年の《カルディヤック》、1929年の《今日のニュー

ス》と二つの大きなオペラを書いている。しかし

これら二つの作品と《画家マティス》では場面や

幕の構成に根本的に大きな違いが見られる。まず

ヒンデミットにとってはじめての大掛かりなオペ

ラであった15《カルディヤック》において全体は

３つの幕Aktから成っている。E.T.A.ホフマンの
小説《スキュデリー女史》を原作に、自らの作品

を取り戻すために買い手を殺す金細工師カルディ

ヤックを主人公にしたこの作品の特異な点は、全

曲が３幕合わせて18曲にわかれており、それぞ

れの曲には１番から18番までの番号が付けられ、

「アリア」（第４番）、「リート」（第５番）、「二重

唱」（第９番、第10番）、「シーンと四重唱」（15

番）などのタイトルが付けられている点である。

バロック期から古典派にかけてのいわゆる「番号

オペラ」に則っている反面、「パントマイム、フ

ルートのための二重奏」（第６番）、「交唱、変奏

曲」（17番）など、古典的なオペラ作品にはない、

器楽形式のタイトルが付けられている曲も存在す

る。《カルディヤック》において顕著なのは、い

わゆる「新古典主義」と言われる、ロマン派以前

の音楽の遺産を、20世紀の新たなる作曲法におい

て換骨奪胎しながら再利用する姿勢であり、それ

は19世後半にヴァーグナーによって打ちたてられ

た楽劇Musikdramaとは異なった新しいオペラ創
作の方法論の追求であった。その際、歌を伴わな

いフルートの二重奏を中心に組み立てられた愛の

場面である第６番、オーケストラと二重唱の間で

フーガが繰り広げられる第10番、主人公カルディ

ヤックと群衆のやり取りが厳格なパッサカリアに

よって繰り広げられる第17番など、場面を象徴化

した器楽形式が厳格に用いられることで、音楽は

人物の心理や感情を直接描写せず、観客のドラマ

への感情移入は拒まれる。20世紀のドイツ・オペ

ラにおいてはブゾーニからブレヒト＝ヴァイルに

至る叙事演劇なオペラの系譜に繋がる作品であ

る。
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その３年後に書かれた《今日のニュース》は、

当時の大都市の新中間層の若い夫婦の夫婦喧嘩

をテーマとしたいわゆる「時事オペラ」Zeitoper
であり、レビュー風の響きや旋律を取り入れた

音楽は風刺的なニュアンスに満ちている。《カル

ディヤック》と異なり全体は３つの「幕」ではな

く「部」Teilに分けられており、番号は付けられ
ていない。しかし番号こそ付けられていないも

のの、それぞれ曲は「二重唱」、「四重唱」、「導

入とアリア」、「アリオーソとデュエット」など

のタイトルがつけられ、全部で25曲ほどのナン

バーに分かれており、その構成は《カルディヤッ

ク》に非常に近しい。主人公のラウラが風呂場で

新しい給油システムの素晴らしさを歌う「アリ

オーソ」16や、離婚の動機作りのためにラウラと

離婚調停会社の「麗しきヘルマン氏」Der schöne 
Herr Hermannが不倫密会による愛の場面を演じ
る「デュエット・キッチュ」でのヴァーグナーの

《トリスタンとイゾルデ》のパロディなど、この

作品でもヒンデミットは過去のオペラの語法を換

骨奪胎し、風刺的な効果を挙げている。

こうしたヒンデミットのオペラ創作の経緯を見

てきた場合、オペラ《画家マティス》の７景構成

は、非常に奇異に映るだろう。それぞれの「景」

Bildは、２つから３つの「場」Auftrittに分かれて
いるが、各場Auftrittは音楽的には必ずしも独立
しておらず、一つの景は音楽的に一つの連続体と

してまとめられている。ドイツ語のBildとAuftritt
は本来演劇用語としてはいずれも場面、情景を

あらわす言葉であり、一つの幕Aktの下位区分と
して機能する。ところがヒンデミットはAktとい
う言葉を使わずに、３時間を超える全曲を７つ

の景Bildに分け、その下位区分としてAuftrittと
いう言葉を使う。ヒンデミットは《カルディヤッ

ク》においてはBildを第１幕の二つの場面を指す
言葉として使っていた。第１幕後半において場面

が街の広場から貴婦人の寝室に転換するのだが、

この二つの場面をヒンデミットは第１場面Erstes 
Bild、第２場面Zweites Bildという言葉で記してい

る。一方、《今日のニュース》は、映画を思わせ

るように場面の切り替わりが早く、各部Teilが３
つから４つの場面Bildに分かれており、例えば第
１部は第１場面Erstes Bildが夫婦の住宅の居間、
第２場面Zweites Bildが市役所、第３場面Drittes 
Bildが「麗しきヘルマン氏」のオフィス、第４場
面Viertes Bildが博物館へと移り変わっていく。先
に述べた通り、音楽は番号こそついていないも

のの「二重唱」や「三重唱」といった独立した

ナンバーに分かれている。第１場面は「二重唱」

と「四重唱」の２曲、第２場面は「間奏と合唱」、

「二重唱」、「四重唱」、「三重唱」の４曲から成る

など、Bildはあくまでも場面上の区分であり、音
楽的なまとまりは構成していない。よって《カル

ディヤック》と《今日のニュース》において、前

者が３幕Akt、後者が３部Teilからなるという言
葉の選択の違いはあるものの、各幕ないし部が音

楽的に完結した小さな曲複数からなっており、そ

の際、場面が転換される場合、各場面はBildとい
う言葉で示されるものの、これはあくまでも場面

を表す言葉であり音楽的なまとまりとは対応して

いない、という点では共通している。

しかし《画家マティス》におけるBildは上記２
作品の「幕」にも「場面」にも相応しない、独特

の意味合いを持っている。それぞれの「景」17Bild
の上位区分となる「幕」は存在しないため、Bild
はその場面全体を一つの幕のように構成し、また

音楽的にもひとつのまとまりを構成する。ヒンデ

ミットは《画家マティス》において音楽をもは

や「二重唱」、「三重唱」といった短い完結したナ

ンバーには分けておらず、一つの景は、切れ目な

く続く一つの音楽的なまとまりをを表している。

景Bildの下位区分にあたる場Auftrittは文字通り
新しい人物が登場したり、それまで登場していた

人物が退場するなりすることで、舞台における登

場人物の布置が変わり、それに応じてドラマにお

いて新しい局面がもたらされる際に使われる。こ

のように《画家マティス》における景Bildの扱い
は、ヒンデミットのオペラにおける音楽の構成の
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ヒンデミット《画家マティス》におけるドラマと音楽形式

仕方が、それまでの作品から大きく変化し、バ

ロックや古典派に則った番号オペラを排し、一つ

の景を音楽的に一つの連続体として構成するよう

になったことをあらわしている。

では《画家マティス》において、音楽的な連続

体として作られた一つの景Bildをヒンデミットが
どのように構成しているのか、第３景を例に見て

みよう。ルター派の裕福な商人リーディンガー邸

を舞台にした第３景は４つの場から成る。まずル

ター派の書物の焚書が決まったことから、ルター

派の市民たちが重要な本を隠そうとするところか

ら第３景ははじまる。しかし焚書を命じた大司教

アルブレヒト18の顧問官であるカピトーが隠され

た本を見破る。ルター派に共感するカピトーは本

を没収するものの、市民たちの前でルターから大

司教に宛てられた手紙を読み上げる。ルターは大

司教が宗教的な権限を返上し、結婚して世俗領主

になり、ルター派を容認することを求める。カピ

トーと市民たちは大司教アルブレヒトを世俗化さ

せるために結婚させようと望む（以上、第１場）。

商人リーディンガーは娘のウルズラを呼び出し、

大司教と結婚することを要請する（以上、第２

場）。ウルズラはルター派を救うためならばと受

け入れるが、男たちの政治的な策略に翻弄される

自らの立場を嘆く。そこにウルズラの愛するマ

ティスが現われる。ウルズラはマティスへの愛を

告げるが、マティスは愛を受け入れられず、創作

を捨てて農民戦争の戦地に向かうことをウルズラ

に告げてその場を去る。背後では焚書の赤い炎が

燃え盛る中、ルター派の歌声が聴こえる（以上、

第３場）。その後リーディンガーが現われ、自失

茫然のウルズラから大司教との結婚の意志を確認

し、歓喜をあげる。焚書の炎の中、リーディン

ガーはルター派たちとともに新しい世界の実現を

想いながら歌う（以上、第４場）。

このようなドラマの展開から成る第３景は、上

記の通り４つの場からなっている。その音楽上の

構成との対応は以下のようになっている19。

第１場［323］

① ルター派による合唱、焚書への批判（変ホ長
調）（1-70）［70］
② カピトーの登場、ルター派の著作を焚書のため
に取り集める。フーガ（ロ短調）（71-131）［60］ 
③ カピトーはルターからの手紙について言及す
る。フーガ主題冒頭とレチタティーヴォ（132-
156）［24］

④ ルターからの手紙の読み上げと大司教結婚の計
画（変ホ短調）（157-323）［165］

第２場［71］

① リーディンガーのウルズラへの結婚の要請。
フーガ主題冒頭（変ホ短調）とレチタティー

ヴォ（324-359）［35］
② リーディンガーの退場と合唱。フーガの短縮再
現（変ホ短調）と合唱（360-394）［34］

第３場［432］

① ウルズラの怒りと絶望。伴奏付きレチタティー
ヴォ（395-435）［40］

②ウルズラとマティスの再会（436-461）［25］
③ ウルズラの愛とマティスの苦悩。三部形式の二
重唱（変ホ短調）（462-621）［159］

④ マティスの独白、もはや絵は描けず戦地に向か
う（622-652）［30］

⑤ マティス、ウルズラの二重唱にルター派市民に
よる《神を讃えよ、敬虔なキリスト教徒たち》

（変ホ短調）が重なる（653-826）［172］

第４場［111］

① リーディンガーの登場、フーガの短縮再現（変
ホ短調）、レチタティーヴォ（827-866）［39］

② リーディンガーの喜びの歌、フーガ主題の変奏 
（ホ長調）（867-904）［37］
③ルター派の合唱（変ホ短調）（905-937）［32］

細かく分けると10以上の異なる楽想から成る第

３景は一続きの音楽として書かれている。各部分
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で使われているモティーフは異なるが、上記の一

覧から明らかなことは、これらの音楽が変ホとい

う中心音をもとに書かれていることであろう。冒

頭の合唱が変ホ長調にはじまり、その後ロ短調か

らはじまるフーガに移るが、全体的に調的に安定

している部分では変ホ短調が支配的であることが

わかる（第１場④、第２場、第３場③、⑤のおわ

り、第４場①、③）。よって第３場面の音楽は変

ホという中心音により音楽的に統一されているこ

とを指摘できるだろう。

第３景には二つの中心的な音楽が存在する。前

半は第１場④のルターからの手紙の読み上げと、

カピトー、リーディンガーを中心とした大司教を

結婚させ世俗化させる計画が160小節以上に渡っ

て続く。ここの部分は手紙を読み上げる前半（3: 
157-229）20と大司教の結婚の可能性についてカピ
トー、リーディンガー、ルター派市民たちが議論

する後半（3: 230-323）に分かれており、それぞ
れ前半は旋律的に作られ、後半は同じ短い主題が

何度も回帰するロンド風の音楽になっている。し

かし前半の旋律冒頭（3: 157）と後半のロンド主
題冒頭（3: 230）が同じリズムになることで両者
にはモティーフ上の連関が与えられており、ドラ

マの展開上の継続性が音楽的にも示されている。 
一方、後半の中心は第３場②から⑤にかけての

リーディンガーの娘ウルズラと画家マティスの

400小節近い長大な場面である。内容的には導入

部を形成する②と、③のウルズラのマティスへの

想いとそれに応えられないマティスの間での二重

唱からなる。この二重唱はヴェルディのオペラを

思わせるような明快な旋律線により展開してお

り、19世紀のロマン派オペラとの結びつきを聴き

手につよく意識させる21。農民たちに対する抑圧

を思うと絵が描けず、戦地に向かうことを決意す

るマティスの独白である④を挟み、後半はマティ

スとウルズラの絶望的な愛が、焚書を目の前にし

たルター派による合唱《神を讃えよ、敬虔なキリ

スト教徒たち》と交錯しながら立体的な音楽に

なっている。

このように第３景は長大な二つの中心的な場面

を、その他の細かなエピソードが繋げていくこと

により全体として一つの音楽的な連続体として構

成されている。そして各部分に変ホ音を中心とし

た調的な連関を与えることが一つの景を一つの連

続した音楽としてまとめていく際に大きな役割を

果たしている。 

３．２　ドラマと音楽上のモティーフとの結びつき

一方、この第３景では上述の二つの中心的な場

面を挟む形で、第１場の途中、大司教の顧問官カ

ピトーが登場する場面にはじまるフーガの主題

が、第２場、第４場で再現されることにより場面

全体で重要な役割を果たしていることがわかる。

この第３景で何度も登場するフーガ主題（図１）

はドラマの上ではカピトーとリーディンガーとい

う人物、あるいはウルズラを大司教と結婚させて

世俗領主にし、ルター派を容認させることという

彼らの策略を象徴していると解釈できる。カピ

トーがルター派たちの隠し持つ本を見つけ出し、

集めていく様が同主題にもとづくフーガとして使

われるところ（3: 71-131）には、この主題がのち
に明らかになるカピトーの策略と結びついてお

り、また同じ主題を異なる声部が積み重ねていく

フーガという形式が、次々とルター派の本が集め

られ積み重ねられていき、ルター派の大司教に対

する不満が大きくなっていく様の象徴として解釈

されることを可能にする。またカピトーの策略を

引き受けた大商人リーディンガーが娘のウルズラ

に、ルター派を救うために自分たちの選んだ男と

結婚するように迫るレチタティーヴォでは、リー

ディンガーの台詞ごとにフーガの主題冒頭がオー

ケストラのトゥッティによって強圧的に提示され

る（3: 342-343, 345-346, 348-349）。このオーケス
トラのトゥッティは、カピトーとリーディンガー
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の策略がウルズラに犠牲を強いている様をあらわ

していると解釈することも可能であろう。さらに

このフーガ主題は、第３景の最後、結婚を受け入

れることを承諾したウルズラに対し、リーディン

ガーが喜びを歌い上げるところでも登場する。こ

こではフーガ主題冒頭のモティーフのリズムが変

えられ、さらに短調だったこのモティーフが長調

に変わっている（3: 867-870, 897-900）22。短調か
ら長調に変わったのは、彼らの策略が、ここでは

実現可能を思わせる喜ばしい状態に変わったこと

の象徴として読み取れるだろう。このように第３

場面でのフーガ主題の扱いは、ライト・モティー

フに非常に近いところにある。

こうした音楽上のモティーフとドラマとの結び

つきは、ヴァーグナーのように動機労作とドラマ

全体の展開に網の目のような相関性を与えている

わけではないが、要所では重要な役割を果たす。

とりわけ第６景の後半「聖アントニウスの誘惑」

の場面では、第１景冒頭に登場した主題との結び

つきが大きな効果を与えている。この場面は、グ

リューネヴァルトの作品『聖アントニウスの誘

惑』を象徴化した場面であり、聖アントニウスに

扮したマティスのもとにこれまでオペラに登場し

た人物たちが金銭欲、性欲、権力欲などの象徴的

なイメージを担ってマティスを誘惑する。そして

後半は悪魔たちによる合唱になる。悪魔たちの合

唱の主題（図２）は次のような歌詞と共に歌いは

じめられる。「この上ない悪意を持ったお前の敵

は、お前自身の中にいるんだ。」（6: 779-787）こ
の主題は、このあと第６景第２場の最後に悪魔の

合唱によって次のような歌詞を伴い繰り返され

る。「抵抗はやめろ。俺たち地獄はお前のすぐそ

ばにいる」（6: 958-965, 980-987, 1002-1009）。

このように冒頭主題は、マティスを誘惑する

様々な欲望がマティスの内に存在する悪魔である

ことを意味する歌詞と結びつけられている。一

方、この主題は、第１景第１場冒頭、マティスに

よってはじめに歌われる主題（図３）と非常に結

びつきが強い。第１景冒頭の主題は次のように歌

われる。「大地に日が照っている。すでに夏が柔

らかにせき立てながら近づいてくる。それは私を

呼び覚ますと同時に麻痺させる。まるで若き日々

のように、アイデアと創作が生れてくる。」（1: 
6-18）その後、自己の創作活動に対する疑念を露
わにしながら（「お前は神に頼まれたことを満た

したか？お前が創作することで十分なのか？自分

の利益だけで満足してやいないか？」（1: 47-55））
も、マティスはここでは５月の心地よい光の中で

創作に打ち込もうとしている。そして冒頭主題が

回帰する。「生気のない想い悩みで明るい昼を濁

らすのでない！光の時が示すものを従順に捉える

のだ。」（1: 56-64）

つまりこの第１場面でこの主題はマティスの創

作意欲、さらに言うならば、その目的に対する疑

念を孕みながらも、それらを打ち消すように創作

に打ち込もうとする姿勢を象徴していると言える

だろう。その後、農民戦争の指導者シュヴァルプ

と出会う中でこの疑念はいよいよ抜き差しならな

いものとなり、マティスは筆を折り、農民戦争の

ただ中に身を投げる。しかしそこでも農民たちと

分かり合えることができずに挫折する。第６場面

での悪魔の合唱による第１場面冒頭の主題の変

容は、マティスの創作自体が孕んでいた問題が、

「聖アントニウスの誘惑」の場面でもっともグロ

テスクな形で露わになる様を音楽的に表現してい

る。
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図３：第１景　６－９小節目の主題

図２：第６景　779－785小節目の主題



３．３　民謡の引用と劇中歌

次にこの作品がこれまでのヒンデミットのオペ

ラと大きく異なるのが、劇中歌の存在である。そ

もそもオペラにおける歌唱は、オペラの虚構世界

の中では基本的に「語り」として機能し、観客に

も「語られたもの」として受け止められる。しか

しこれまでのオペラ作品ではオペラの虚構世界の

中で「歌われる」歌がしばしば存在する（例えば

ヴァーグナーの《さまよえるオランダ人》第２幕

でゼンタが「歌う」バラードなど）。《画家マティ

ス》ではこの劇中歌が数多く使用され、またドラ

マ上でも大きな役割を担っている。

ヒンデミットがこの作品で劇中歌として頻繁

に使用するのは、19世紀にフランツ・マグヌス・

ベーメによって編纂された『古ドイツ歌唱集』に

載せられた中世ドイツ民謡やルターのドイツ語聖

歌の旋律である23。これら中世ドイツの音楽的遺

産とヒンデミットの関係は、1920年代後半より青

年音楽運動、とりわけフリッツ・イェーデ率いる

グループとの共同作業にはじまる。世紀転換期の

ヴァンダーフォーゲル運動から生まれた青年音楽

運動では都市の教養市民層の学生たちが楽器を演

奏、あるいは合唱をしながら郊外に繰り出してい

くのだが、その際に中世以来のドイツ民謡が好ん

で歌われたという。急速な産業化が進み近代化し

ていく都市文化への反発として、こうした運動の

一部はやがてナチズムに取り込まれていくのだ

が、ヒンデミットはこうしたアマチュアたちに新

しい音楽、しかも歌いやすくわかり易い音楽を提

供していくことに当時力を注ぎ、また彼らと共に

活動することを通じて近代以前のドイツの音楽的

遺産に出会うこととなる。《画家マティス》にお

いてドイツ民謡を効果的に使用することをナチ政

権の「血と大地」のイデオロギーへの従順な姿勢

を表しているとして批判するあり方は、戦後のア

ドルノを代表としたヒンデミット批判の系譜の

中で繰り返されてきたものである（Adorno 1982: 
243, Mauer Zenck 1980: 69）。しかしここではその
民謡の使い方に注目してみたい。ヒンデミットの

それまでのオペラにはなかった新しいドラマと音

楽の結びつきの方法がそこには現われているから

である。

第６景第１場、農民軍は敗れ、指導者である

シュヴァルプが殺され、マティスはシュヴァルプ

の娘レギーナと逃亡する中、オーデンヴァルトの

森に紛れ込む。ドイツ・ロマン派において神秘的

な深淵の世界を象徴する森の中の世界で、眠り込

むレギーナにマティスは天使たちが美しく合奏す

る場面を語り聞かせる。これはグリューネヴァル

トの代表作であるイーゼンハイム祭壇画の一場面

『天使の合奏』（図４）を象徴化した場面である。 

この場面ではオペラの前奏曲が再現される。グ

リューネヴァルトの作品タイトルである《天使の

合奏》と題されたオペラの前奏曲は序奏とソナタ

形式に近い主部から成り立っている。序奏ではト

ロンボーン３本によりドイツ語聖歌《３人の天使

が甘美な歌を歌っていた》の旋律が提示され、こ

の旋律が各楽器によって引き継がれていく24。つ

まり《３人の天使が甘美な歌を歌っていた》の旋

律は、オペラ全曲で一番初めに現われる旋律なの

である。前奏曲は主部に入るとまるで古典派の交

響曲のようなシンメトリカルなフレーズ構造によ

る３つの主題による提示部、そしてはじめの２つ
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図４：グリューネヴァルト『天使の合奏』より
（コルマール・ウンターリンデン美術館所蔵）



ヒンデミット《画家マティス》におけるドラマと音楽形式

の主題と《３人の天使が甘美な歌を歌っていた》

が対位法的に絡み合う展開部を経て、《３人の天

使が甘美な歌を歌っていた》の旋律による頂点が

築かれる。再現部は短縮された第１主題に引き続

き第３主題が再現されコーダを迎える。 
こうした前奏曲の音楽的素材は、この第６景第

１場において再現される25。逃亡に疲れてマティ

スのマントの上に眠りこむレギーナに対し、マ

ティスはオーデンヴァルトの森の夜の不気味さか

らレギーナを守るために、天使たちが聖母マリア

を讃えて合奏する理想郷的な調和した世界の様子

を生き生きと語ってきかせる。その語りの内容

は、グリューネヴァルトの『天使の合奏』につい

ての言葉による描写になっている。一方、その間

に３度、レギーナが《３人の天使が甘美な歌を

歌っていた》（図５）を歌い挟む。マティスの語

りはグリューネヴァルトの『天使の合奏』の描写

であるが、そこで語られる３人の楽器を演奏する

天使はレギーナの歌う《３人の天使が甘美な歌

を歌っていた》の中の３人の天使とも呼応してい

る。

先に述べた《さまよえるオランダ人》のゼンタ

のバラードがそうであるように、オペラにおける

劇中歌（「歌われる」歌）は、しばしばその歌詞

の内容が、ドラマのその後の展開を予告する形

でドラマ自体に再帰的に作用する（Abbate 1991: 
73-87）。一方、この場面ではすでに前奏曲で奏で
られたそれぞれの主題に、『天使の合奏』におけ

る楽器を奏でる３人の天使たちの描写という意味

が与えられる。それと同時にレギーナが《３人

の天使が甘美な歌を歌っていた》を「歌う」こと

は、マティスが「語る」『天使の合奏』の様子を

レギーナが「歌っている」と同時に、レギーナ自

身が『天使の合奏』の天使となっていると解釈で

きる。レギーナが《３人の天使が甘美な歌を歌っ

ていた》を３回歌い挟むことは、３人の天使がそ

こに現われていることを意味しうる。マティス

が「語る」天使たち世界が、ここではレギーナの

「歌う」行為を通じて再帰的に現われるのである。

オーデンヴァルトの深い森の中で起こるこの幻想

的な場面で、マティスは自ら創作した作品の世界

を語り、レギーナはそれに呼応してその創作世界

の中の天使として美しい調べを歌う。こうして神

秘的な深い森の中で再現される前奏曲と、歌われ

る劇中歌は、オペラの虚構世界に複数の位相を与

える。虚構の中の虚構（『天使の合奏』、《３人の

天使が甘美な歌を歌っていた》）が、ここでは現

実になる。そしてそうした効果を生み出す道具立

てとなったのが、E.T.A.ホフマンからヴェーバー、
ヴァーグナーに至るまでドイツ・ロマン派オペラ

に特徴的な神秘的な深い森の場面であり、オペラ

の中の劇中歌であり、さらにはグリューネヴァル

トの絵画とドイツ語聖歌である。こうしてヒンデ

ミットはドイツ・オペラの歴史、ドイツの歴史的

遺産を自由に行き来しながらそれらを重層的に組

み合わせることで大きな効果を挙げている。

３．４　交響的音楽

こうしてヒンデミットは《画家マティス》にお

いて過去のオペラの様々な遺産を取り入れてい

く。しかもそれまでの自身のオペラ創作とは異な

り、過去のオペラ様式を換骨奪胎することで異化

効果を挙げるのではなく、音楽はしばしば舞台上

のドラマティックな展開に直接寄り添うことで大

きな効果を挙げる。そのためドラマと音楽との関

係はそれまでのヒンデミットのオペラ作品とは大

きく異なる。

そうしたヒンデミットの姿勢がよく現われてい

るのがいくつかの感情的な振幅の大きいドラマ
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図５：第６景　320－323小節目
《三人の天使が甘美な歌を歌っていた》

©1934 SCHOTT MUSIC, MAINZ-GERMANY. ©RENEWED 1962.



ティックな場面における音楽のあり方である。と

りわけ顕著であるのが第５景第２場の大司教アル

ブレヒトとウルズラの二重唱である。先の第３景

で述べた通り、裕福な商人リーディンガーの娘ウ

ルズラは大司教アルブレヒトを世俗化させルター

派を救うという目的のために大司教との結婚を強

いられる。一方、大司教アルブレヒトは司教座の

財政難を克服するためにも結婚が必要であるとカ

ピトーに唆され、渋々自分の花嫁候補と出会う。

しかしアルブレヒトはウルズラがカピトーやリー

ディンガーの策略に利用されていることを直接ウ

ルズラに語る。一方、アルブレヒトと対峙するウ

ルズラは初め、自分は策略のことを知らずアルブ

レヒトとの結婚に積極的であるふりをするが、ア

ルブレヒトにそれを見破られる。すると、ウルズ

ラは怒りと不甲斐なさのあまり、思いのたけをア

ルブレヒトに吐露する。ルター派への共感、農民

戦争の惨状をアルブレヒトに訴え、彼がそれを解

決するように懇願する。

これらのウルズラの懇願をヒンデミットは非常

にドラマティックに表現している。ウルズラの独

白は、まずウルズラによって歌われる息の長い旋

律に始まり（5: 356）、ウルズラの感情の高まりに
応じて、ソプラノの高音による二つの頂点が築き

上げられる。一度目は406－408小節目にかけての

「この上なく穏やかな男たちが［反乱の］渦に巻

き込まれてしまっています」であり、ここでのウ

ルズラの歌唱はその時点での最高音である二点イ

に達する。そして引き続き416－420小節目にかけ

ての２度目の頂点「彼らは地上でもっとも愛すべ

きことをないがしろにしてしまうのです」におい

て最高音はさらに半音上がり二点変ロに達する。

そして最後に大司教の前に跪いて次のように訴

える。「あなたは何もできない人間なんでしょう

か？あなたの信仰の信奉者として、全ての争いを

解決する者として立ち上がってください。敬虔な

信仰を持ちながらも争い合う人々の一群を、救済

の高みに導き上げてください。」（5: 433-446） 
この部分の音楽はそれまでの流れから一度区切

られ大きくテンポを落とす。弦楽器による第３音

を欠いたト調の空五度の伴奏を背景にウルズラは

新しい旋律を歌い始める。旋律の前半では「信

仰」Glaubensという歌詞の部分でそれまでの最高
音である二点変ロに達し最初の頂点が築き上げら

れ、さらに後半部は「救済」Heilという歌詞の部
分でさらに半音高い二点ロに達し、大きなクライ

マックスが築き上げられる（図６）。そして直後

からこの旋律がブルックナーを思わせるオーケス

トラの豊饒なトゥッティ26によって一通り繰り返

される（5: 445-455）。ウルズラの真摯な訴えに心
を動かされたアルブレヒトは考えを改める。しか

し彼はウルズラと結婚し世俗領主となるのではな

く、宗教者として隠遁することを決める。

ヒンデミットが書いたのは、大編成のオーケス

トラとウルズラの間で繰り広げられる感情の起伏

が大きいロマンティックな音楽である。1920年代

の半音階進行や刺激的な不協和音を伴った対位法

的音楽とは対照的に、ここでの音楽はとりわけ旋

律線がはっきり出ており、さらに歌手によって歌

われた旋律がオーケストラによって繰り返される

ことでロマン派オペラのアリアのような直接的感

情表現に訴える音楽となっている。オペラ《画家

マティス》でのヒンデミットのオーケストラ書法

は、先に論じた第３景のように伴奏に徹すること

なく対位法的に作られているところも多いもの

の、この場面のように要所でオーケストラは伴

奏に徹しながら歌手の歌唱を厚みのある響きで

支え、感情表現の振幅を極限までに押し進める。

オーケストラが伴奏に徹し、歌手によって歌われ

る単一主題を繰り返すことで、人物の感情表現を

推し進めていく様はヴァーグナーよりも中期まで
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図６：第５景　442－445小節目
©1934 SCHOTT MUSIC, MAINZ-GERMANY. ©RENEWED 1962.
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まっている28。さらにこうした変化はヒンデミット

個人の作風の変化だけに帰されるものではなく、

1920年代後半から1930年代にかけてドイツだけで

なくヨーロッパの多くの作曲家にみられる傾向で

あり、単純にナチスのイデオロギーとの関係から

のみ説明できるものではない。歴史的に遡った過

去との結びつきをモニュメンタルな形で提示する

傾向は、例えばストラヴィンスキーの『エディプ

ス王』（1927）、『詩篇交響曲』（1930）にも見られ、

またシェーンベルクやベルクあるいはバルトーク

の作品においても、この時代、調的な響きや過去

の音楽的遺産との結びつきが顕著になる（例えば

ベルクの《ヴァイオリン協奏曲》（1935））。よっ

てオペラ《画家マティス》は、ナチズムと親和

性を持ちうる音楽か否か、だけではなくこうした

1930年代ヨーロッパの音楽、オペラ創作全体にお

ける潮流に位置づけられることが必要である。こ

うした1930年代前後に起こった前衛音楽のある種

の「反動化」は、世界恐慌以降、左右を問わず政

治的に緊迫していくヨーロッパ社会の動きに対す

る作曲家達の反応としてみることができるが、そ

れらの音楽が内に孕んでいるイデオロギー性およ

びその中でのオペラ《画家マティス》の位置づけ

については改めて別の機会に詳しく考察したい。

【注】
１ 「マティアス・グリューネヴァルト」という名は没後に
忘れられていたこの画家の略伝を17世紀に書いた画家
ヨアヒム・フォン・ザントラルトによる誤記であると
いわれる。20世紀に入ってからマティアス・グリュー
ネヴァルトが誰であったのか、ということに関する研
究が続き、その結果、画家の名前はマティス・ニート
ハルト・ゴートハルトであるとされた。ヒンデミット
のオペラの主人公が「マティス」であることも当時の
研究成果を受けてのことである。オペラのリブレット
を執筆するにあたり、ヒンデミットは1930年代初頭に
入手できる16世紀初めの宗教改革、農民戦争をめぐる
多くの二次文献を参照し、その数は40冊にのぼった
（Breimann 1997: 61-62）。よってヒンデミットの姿勢は、
できる限り歴史的な事実に基づいた物語を作ろうとい
うものであり、1938年にチューリヒで初演された際の
プログラムには、このオペラに登場する人物のうち、

のヴェルディの作品を思わせる27。直情的な感情

表現に長けた19世紀の音楽の遺産がこの場面では

大きな効果を挙げている。

４．おわりに

以上のように《画家マティス》でヒンデミット

が試みたのは、それまでの《カルディヤック》や

《今日のニュース》に見られたようなバロック、

古典派の音楽を換骨奪胎し、厳格な器楽形式に基

づいたオペラとは異なり、民謡や聖歌などの中世

音楽からヴァーグナーも含めた19世紀のオペラに

至るまでの音楽的遺産を縦横無尽に利用したもの

であった。ヒンデミットの前２作をはじめ、第一

次世界大戦後のドイツ・オペラにおいては、いか

にヴァーグナーの楽劇とは異なったオペラ創作を

するのかが重要なテーマであった。その結果、古

典派以前のオペラ様式が新しい音楽語法と組み合

わされながら再利用され、ドラマと音楽との関係

性に異化効果的・叙事演劇的な効果を生み出した

のが、ヒンデミットの前２作をはじめとした1920

年代のドイツ・オペラの一傾向であった。しかし

《画家マティス》では、過去の様式の利用は、中

世からヴァーグナーに至るまで広げられ、その結

果、ヴァーグナーの楽劇とは異なったオペラ様式

を作るのではなく、ヴァーグナーの語法もまた過

去の遺産の一つとして利用されるに至った。その

結果、ドラマへの感情移入を拒み、叙事演劇的な

音楽とドラマの関係を打ちたてていた前２作とは

異なり、音楽は時にはドラマと一体となって、ロ

マン派オペラのような聴き手の感情に大きく訴え

る効果を挙げている。

こうした傾向を、前衛芸術を嫌うナチ政権のイ

デオロギーに則った「反動化」であると解釈する

ことは不可能ではない。しかしヒンデミットの中

世ドイツ音楽との関わりはナチスに攻撃されてい

た1920年代半ばからすでに始まっており、また対

位法的な音楽が和声的な音楽に変化し、ロマン派

の音楽に接近していくことも1920年代末からに始
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場、オペラの最終場面の音楽に使われる。 
第３楽章「聖アントニウスの誘惑」：楽章冒頭はオペラ
の第６景導入部として、楽章の主部第１主題は第６景
第２場後半にアントニウスを苦しめる悪魔たちの合唱
の音楽として、第２主題は同第２場前半の娼婦に扮し
たウルズラによる誘惑の場面の音楽として使われる。
コーダ最後のコラールは第６景最後の聖アントニウス
と聖パウルスによる「アレルヤ！」に使われる。 

８ 同年10月、ライプツィヒでは予定されていた交響曲《画
家マティス》の上演が中止された（リーヴィー 2000: 
127）。 

９ ヒンデミットは1934年７月31日までにオペラの各場面
の第１稿を全て出版社ショットに送っており、その後
各場面の歌詞・音楽の改訂作業に入っている（Breimann 
1997: 64-65）。 

10 『ドイツ一般新聞』1934年11月25日付に「ヒンデミット
事件」と題したフルトヴェングラーによる記事が掲載
される。ナチス文化共同体の反ヒンデミット・キャン
ペーンに対してヒンデミットを擁護する記事であった
が、結果的にナチスの文化政策への批判と見なされ、
ナチスの文化への取締りが却って強化される結果を招
いてしまった。フルトヴェングラーは《画家マティス》
の初演計画をめぐるヒトラーとの会合を拒否され、最
終的に帝国音楽院、ベルリン・フィル、ベルリン歌劇
場での地位を失う（リーヴィー 2000: 128-129）。 

11 この試みは上手くいかず、逆にハーヴェマンが失脚し
てしまう（Breimann 1997: 45-47）。 

12 フランクフルトを舞台にした２つの幕とマインツを舞台
にした１幕、オッペンハイムを舞台とした１幕（Breimann 
1997: 105）。 

13 この時点では７つの各場面には番号が振られているの
みで「幕」、「場」といった記述はない（Breimann 1997: 
113-114）。 

14 実際の上演では第２景と第３景の間、第５景と第６景
の間に休憩が入ることが多い。 

15 《カルディヤック》以前にヒンデミットは《殺人者、女
たちの望み》、《ヌシュ・ヌシ》、《聖スザンナ》という
３つのオペラを書いているが、いずれも上演時間25分
から１時間の１幕オペラであった。 

16 この作品はヒトラーも鑑賞しており、風呂場で裸の（実
際は裸に見えるコスチュームを身にまとっている）女
性が歌うこの場面により、ヒンデミットに対する印象
が決定的に悪化する。先に言及した1934年12月のゲッ
ベルスの演説でもこの場面は問題とされる。「時流に
乗ったりするために卑猥なバスタブのシーンに裸の女
を登場させ、女性を笑いものにするだろう……そして
たいていは破綻した音楽を作曲し、耳をつく不協和音
をまき散らすのである」（リーヴィー 2000: 130） 

17 《カルディヤック》、《今日のニュース》において「場面」
と訳したBildを、《画家マティス》ではその機能の違い

農民戦争の指導者の娘レギーナ以外はいずれの人物も
歴史上実在した人物をモデルにしたことが明言されて
いる（Bruhn 2009: 90-91）。
　しかし1970年代には歴史学者リーケンベルクが、従
来の説を覆し、マインツ大司教の宮廷画家で、宮廷を
辞して農民戦争に参加したマティス・ニートハルトは
イーゼンハイム祭壇画を描いたグリューネヴァルトと
は別人物であるという説を提示した。ニートハルトは
グリューネヴァルトがイーゼンハイム祭壇画を描く際
に助手として彼を手伝った人物で、その後マインツの
宮廷画家となるが、職を辞して農民戦争に参加する。
一方グリューネヴァルト自身はマインツ大司教のため
に仕事をすることはあったものの、宮廷画家ではな
かったという。また農民戦争との直接的な関係もない
という（Rieckenberg 1971, Breimann 1997: 87-91）。

２ その根拠としてしばしば挙げられるのが、オペラの第
３景におけるルター派の書物に対する焚書の場面であ
る。 

３ もっとも奇妙なことに、これらのユダヤ人音楽家との
交際はナチス当局により非難されていたものの、妻の
ゲルトルートがユダヤ人であることは少なくともヒン
デミットが亡命をする1938年まで全く問題とならな
かった（Zenck 1980: 103-104, Breimann 1997: 38）。

４ もっともこれはナチス時代に新しく作曲された音楽に
対する明確な判断基準が存在しなかったこととも大き
く関わる。ロイターやツィリッヒなどの、1930年代の
ヒンデミットに比べると、より進歩的な無調や12音技
法を採り入れた作品もナチス時代には演奏されている。 

５ 『音楽雑誌』の編集者ボッセとヒンデミットはナチ政権
樹立以前から交流があり、このベルテンによるヒンデ
ミット論文は、雑誌に掲載される前にヒンデミット自
身によるチェックを受けている。ヒンデミットはベル
テンの論文が「数多く存在する誤解を解く出版」にな
るであろうことをボッセに感謝している（Gustav Bosse 
Archiv［Regensburg 個人蔵］：1933年５月30日付のヒン
デミットからボッセへの手紙）。ヒンデミットとボッセ
の書簡はドイツ史研究者の穴山朝子氏にご提供いただ
いた。この場を借りて感謝したい。 

６ 第一幕前奏曲が《天使の合奏》、第二幕前奏曲が《セバ
スチャンの殉教》、第三幕前奏曲が《聖アントニウスの
誘惑》、第四幕前奏曲が《埋葬》（Hirsbrunner 1990: 65
およびBreimann 1997: 108-111）。

７ 交響曲《画家マティス》のオペラ《画家マティス》と
の関係は、以下のようになっている。
第１楽章「天使の合奏」：オペラの前奏曲として全曲が
使われ、またその大部分がオペラの第６景第１場にお
いてマティスがレギーナに「天使の合奏」について語
る場面で再現される。
第２楽章「埋葬」：オペラの第７景第１場と第２場を繋
ぐ間奏曲として使われる。また同じ素材は第７景第３
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ヒンデミット《画家マティス》におけるドラマと音楽形式

き込まれている。楽器の削除がとりわけ多いのがこの第
５場面のアルブレヒトとウルズラの二重唱、そして第６
部後半の悪魔たちの合唱場面であるという（Hirsbrunner 
1990: 71）。このことは、これらの場面での楽器編成が厚
みを持っていることの証左となるであろう。 

27 ヴェルディのオペラは1920年代以降ドイツでは好んで
上演されるようになり、ナチス時代においてはイタリア
との政治的な接近もあり、その農民的な出自をいわゆる
「血と大地」のイデオロギーに結びつけて語られるよう
になる。ヴェルディの上演回数はやがて1930年代後半
よりヴァーグナー作品のそれを超えて、ヴェルディは
ドイツで最も上演されるオペラ作曲家となる（Kreuzer 
2010: 138-244）。 

28 たとえばギーゼルヘア・シューベルトは1927年に作曲
された《室内音楽第６番》とその1929年の改訂版を比
較しながら、この時期のヒンデミットの音楽が簡素で
調的なものへ、対位法的なものから和声的なものへ次
第に変化してゆく様を指摘している（Schubert 1980: 
97-100）。
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から「景」と訳したい。 
18 マインツ大司教アルブレヒトは実在のマインツ大司教
アルブレヒト・フォン・ブランデンブルク（1490－
1545）がモデルとなっている。マインツ大司教は当
時、神聖ローマ帝国の７人の選帝侯の中で最高位であ
り、ホーエンツォレルン家出身のアルブレヒト・フォ
ン・ブランデンブルクは、地元の豪商フッガー家から
の資金援助により大司教の座についた。彼はフッガー
家の援助により贖宥状（免罪符）のドイツでの販売を
独占することで大きな財を成しており、1517年のヴィッ
テンベルクにおけるルターによる「95箇条の提題」は
アルブレヒトに宛てて書かれたものである（瀬原 2013: 
23、27-28）。 

19 （  ）内は小節番号、［  ］内はその部分の小節数。調的
に安定して部分には中心調を表記した。 

20 第３景157小節目から229小節目。以下、小節数は同様
の形式で提示する。 

21 ジークリント・ブルーンはこの２重唱を二つの主題に
よるソナタ形式として解釈しているが（Bruhn 2009: 
117）、二つの主題による動機労作のような展開はなさ
れておらず、概ねA-B-Aのシンプルな三部形式になっ
ていると見るべきであろう。 

22 リズムは変わっているが、フーガ主題冒頭の短３度順
次上行－短３度下行－完全５度上行－長２度上行－短
３度下行という音程関係が、ここでは長３度順次上
行－長３度下行－完全５度上行－長２度上行－長３度
下行となっており、もとのモティーフを長調にしたも
のであることがわかる。 

23 ベーメの歌集からの民謡以外に、第１場面で修道士た
ちが正午の聖歌《Rector potens, verax Deus（真のみ神
は）》を、第３場面ではルター派たちがドイツ語聖歌
《神を讃えよ、敬虔なキリスト教徒たち》、第６場面では
カトリックのミサの聖体の続唱《Lauda Sion Salvatorem
（シオンよ、救い主を讃えよ）》が歌われる。 

24 ジークリント・ブルーンはこの３本のトロンボーンと
いう楽器の選択に、伝統的な宗教音楽における「神
の裁き」の象徴を読みこんでいる（Bruhn 2009: 133-
134）。 

25 前奏曲主部の呈示部は数カ所の変更点を除けば、ほぼ
そのまま再現される（6: 198-317）。その後、レギーナ
が《３人の天使が甘美な歌を歌っていた》（以下、《３
人の天使》）を歌い（6: 318-328）、提示部の第１、第２
主題および《３人の天使》による対位法展開に移るが、
序曲の展開部とは異なる音楽になっている（6: 329-
358）。この展開の頂点で再び《３人の天使》が現われる
が、その後の音楽は前奏曲の再現部とほぼ同じである
（6: 359-408）。最後にもう一度《３人の天使》が歌われ、
この場面を終える（6: 409-418）。 

26 ヒンデミットのもとに残された指揮者用の総譜には、実
際の上演を反映して、オーケストレーションの変更が書
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