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フランスでは音楽の歴史は独自の道を歩んでいます.  
16世紀のフランスは、宗教戦争など波乱の後、Henri IV世(R:1589 – 1610), Louis XIII世を経
て、Louis XIV世(R:1643 – 1715)がフランスを治め、 “偉大な17世紀”がはじまります.  

Ballet de cour / Air de cour
フランスでは、17世紀前半まで宮廷舞曲 (Ballet de cour) や宮廷歌曲 (Air de cour ; Lute伴奏に
よる世俗歌曲) など独自の音楽文化がありました.  
Air de cour は有節歌曲です.  それ以前の音楽は、多声の Polyphony で、1610年以降のフラン
ス音楽は Homophony で、拍節に発音をあわせて書いています.  1570年頃にパリで発展した、
韻律音楽 (musique mesurée) の影響を受けています.  自由な曲も多く、17世紀初頭には、
Polyphony 音楽の Air de cour の出版や、Monophony ; 単旋律だけの出版も多く出回っていま
す.  

初期バロック 1580〜1630
初期の音楽家はBallet de courやAir de courを中心に活動しています.  

Pierre Guédron (1575 – 1620),  
Antoine Boësset (1587 – 1643),  
Etienne Moulinié (c.1600 – 1669), 
Michel Lambert (1610 – 1696) 等

Air de cour の伴奏器楽のLute (仏 : Luth)の作曲が盛んになります.  
Ennemond Gaultier (c.1575 – 1651), 
Denis Gaultier (1603 – 1672)など

ゴルティエ(Gaultier) 一族を筆頭とするリュート奏者たちは、
様々な調弦法を試みた末、
ニ短調調弦*のBaroque リュート(Luth)を確立させます.  

*d-Moll 調弦 Luthの高い弦側を d-Moll(D, F, A)に調弦します.  

フランスの宗教戦争(Guerres de religion) : ユグノ(huguenot)戦争
1562年から1598年までの間、フランスのカトリックとプロテスタントの間で、36年間
に8回の内戦が起こしています.  1598年のHenri IV世によるナントの勅令(Édit de Nantes)公
布でフランス国内が治まります.  

宗教戦争が起きると礼拝音楽は、統治側から隠れて宗派を守るため、密やかに行う(小
規模な)形態になります.  そして、密かに行う必要が無くなった後も引き継ぎ発展します.  

Louis XIV世による中央集権的な権力に支持され、合唱団、バレエ団、オーケストラ、大が
かりな仕掛けを備えたオペラ座を維持していたことが、フランスのバロック音楽に独特の
体系を作ります.  

フランス語の特性と音楽
歌になりやすいイタリア語と違って、フランス語は「詠唱」に適しています.  ルネサンス
以来、ギリシャ演劇の伝統を最もよく受け継いだのはフランスの古典演劇です.  それを可
能にしたのは、中世においても脈々と受け継がれてきた弁論術や説教術の伝統です.  言葉
の韻律の効果を最大限に活かす為に、特定の動きに特定の意味を持たせる、コード化(約束
化)した身振り手振りを使って演出します.  
歌と物語に、振りと踊りが言葉を補助する様に加わります.  
Lullyはこの古典演劇で言葉と振りの使い方を研究しています.  
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Jean-Baptiste Lully (1632 – 1687) ジャン＝バティスト・リュリ
Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) マルク＝アントワーヌ・シャルパンティエ
Michel-Richard de Lalande (1657 – 1726) ミシェル＝リシャール・ドラランド
André Campra (1660 – 1744) アンドレ・カンプラ
Jean Gilles (1668 – 1705) ジャン・ジル

フランスClavecin楽派 (École française de clavecin)
Jacques Champion de Chambonnières (c.1601 – 1672) フランスClavecin楽派の創始者

ジャック・シャンピオン・ド・シャンボニエール
Jean-Henri d'Anglebert (1629 – 1691) ジャン＝アンリ・ダングルベール
Louis Couperin (1626 ca. – 1661) ルイ・クープラン 叔父

François Couperin (1668 – 1733) フランソワ・クープラン 甥
Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) ジャン＝フィリップ・ラモー

イタリアオペラの流入
1650年頃に、イタリア出身のマザラン枢機卿* Jules Raymond Mazarin(1602 – 1661)が、イタ
リアのOperaを紹介した事がきっかけで、イタリアの音楽がフランスに流入しはじめます.  

この時代のフランスではイタリアの Salamone Rossi (c.1570 – 1630) や Francesco Cavalli (1602 
– 1676) のOperaを上演するなど、イタリアの音楽を取り入れ始めています.  
しかし、オペラではなく、オペラ上演の幕間に演奏するLully の舞曲の人気が高まります.  

中期バロック 1630〜1680
この時期のフランスではLullyの他にもMarc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)がモテ(motet)
や劇音楽、室内楽の分野で活躍した他、Marin Marais(マラン・マレー, 1656 – 1728)などの
Viol奏者やClavecin奏者が、独奏組曲の優れた作品を多く残しています.  

フランスBaroqueで、最初は隆盛を極めていたLute が、17世紀になって徐々に、音量が小
さいこと、扱いやすさの面から鍵盤楽器 Clavecin (伊: clavicembalo, 独: Cembalo, 英: 
harpsichord) に入れ替わっていきます.  

*マザラン枢機卿 : イタリア中部Pescina出身、1639年フランスに帰化、
1643年ルイ14世の摂政大后Anne d‘Autricheの相談役、ルイ14世教育係

この時代の基準音Aは392Hz、現在の基準音442Hzより約全音低

後期バロック
1680〜1750
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Jean-Baptiste Lully (1632 – 1687)
Firenze で生まれ、Charles I世 (Guise 公) の公子 Roger de Lorraine に才能を
認められてフランスに渡り、モンパンシエ (Montpensier)女公, Anne-
Marie-Louise d'Orléans アンヌ・マリー・ルイーズ・ドルレアン(La Grande 
Madomiselle) の支援で正式な音楽教育を受けます.  その後1652年末から
1653年初頭にかけて、王の夜のバレ (Ballet royal de la Nuit) に出演し、
Louis XIV世に気に入られ、国王付き器楽曲作曲家、踊り手として王に仕
えるようになります.  

宮廷の弦楽合奏団「フランス王の24のヴィオロン」(Les Vingt-quatre
Violons du Roi) に参加し、才能に恵まれた Lullyは頭角を現し、王と親密な
関係を築きます.  

Jean-Baptiste Lully 

当時、大きな作品を複数の作曲家で兼担することは常で、作曲家たちは演奏家としても
「24のヴィオロン」に参加しています.  Lully はこの状況を嫌い、王の許しを得て、自前の
楽団「プティ・ヴィオロン」 (Petits Violons) を結成します.  1656年24歳のLullyは仮面舞踏会
“la galanterie du temps” の楽曲全てを、一人で用意しています.  その後1660年代にかけて、

Lully は王のために多くの舞踏音楽を作曲しています.  

1661年にLouis XIV世が親政を開始すると、彼は王の宮廷音楽監督 (surintendant de la musique 
de la chambre du roi) に任命され、同年12月に Lully はフランスに帰化します.  
1660年と1662年、Louis XIV世の結婚の祝祭にイタリアから Francesco Cavalli が訪れ、Opera
を作曲上演します.  この時の反響は大きくフランスは大きく影響を受けはじめます.  

Louis XIV.世は全ての芸術分野で独自フランス的な表現を要求しています.  フランスOperaは、
最初からイタリア伝統のOperaへの対抗という立場から考えられています.  王は、Lully の中
に王の構想を実現できるだけの意思と才能を見いだし、Lully に、Louis XIV世がOperaの制作
を任せます.  1673年、Lully は音楽悲劇(tragédie en musique) “Cadmus et Hermione”カドミュス
とエルミオーヌをParisで初演し大成功を収め、王自らも観劇に訪れます.  このOperaが初の
フランスOperaと見なされています.  

フランスOperaの特徴 フランス風 Récitatif 
イタリアOperaと、特に明確に対比できるのが、フランス風のRécitatif (Recitativo)です.  
Aria で、主人公が心情を表現し、続くRecitativoでは、短い Aria (petits airs)を織り交ぜながら
物語を進めます.  Recitativo では、フランス語の独特な抑揚に合わせ、Ariaを挟むことで、物
語にあわせて柔軟に対応できる形式にしています.  殆どの場合、Recitativo 部分は、短いAria 
より短く、AriaもイタリアOperaとは異なりDa capoは使わず、短く切り上げています.  

LullyのOperaで多く使われる劇的なテキストを使う Dramatic recitativoは、通奏低音だけが伴
奏するイタリア様式の Recitativo secco は使われなくなり、伴奏付きのrécitatif accompagnéと
なります.  悲劇的なrécitatif accompagné pathétique では、扇動するようなリズミックな伴奏
で、緊張感のある劇的な場面、混乱、狂気、魔法などの場面で使います.  

フランスOpera Divertissement (divεrtismɑ̃)
各幕は、divertissement で終わります.  これがフランスBaroque Operaの特徴です.  舞踏を好む
聴衆を満足させるために、大規模の合唱や豪華な情景をここに盛り込みます.  各幕の中で人
気のある場面、例えば、夢の光景(眠り), 誇張した虐殺(戦い), 嵐の場面などを取り上げ、最
後に大規模のpassacaille やchaconneで、ソリスト達や合唱が締めくくります.  
伊のDivertimentoの “娯楽”の意味と同じです.  
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Palais-Royal au nord du palais du Louvre ; ルーヴル宮の北側 Opéra Garnier en 1875 
(Théâtre national de l'Opéra)

Lully のOperaやバレエのオーケストラ曲は印刷された形で組曲として欧州全体に普及しま
す.  それらの組曲がBaroque時代のオーケストラ組曲の典型となります.  殆どの諸侯の音楽
蔵書には Lully の作品の写本があるとされています.  

1. Jean-Baptiste Lully / Moliere: “Le Bourgeois Gentilhomme”, LWV 43 町人貴族から

1-1. Ouverture
4-3. Marche pour la Ceremonie des Turcs (トルコの儀式) 第4幕第4〜5場

Louis XIV世がトルコからの使節の無礼な発言に腹を立て、トルコを諷刺した劇を書く
ようMoliereに命じたという話があります.  何やら怪しげな “トルコの儀式” は音楽と
舞踏を交え異国情緒に溢れ、当時の欧州では魅力的な演出となっています.  

Ensemble : Les Siècles (レ・シエクル) : 2003年 François-Xavier Rothが設立
指揮 : François-Xavier Roth
London, Proms 2013

指揮杖と指揮棒

指揮棒ではなく、床を叩く杖を使っています.  当時、指揮杖
(bâton)を使うことが普通です.  Lullyは指揮杖で誤って足をケガ
しそれが原因で急死しています.  

指揮棒を使う様になるのは、だいぶ後の話です.  
現代の指揮棒らしき物を用いて指揮をしたのは、19世紀初頭の
Carl Maria von WeberやLudwig Spohrと言われています.  当初の
指揮棒は巻き紙が用いられ、後に魚の骨で作った物を
Mendelssohnが愛用し、樹皮を剥いでいない菩提樹の枝を
Hector Berliozが愛用したとされています.  

Pipe bandのdrum majorが
持つ指揮杖

Lully のOperaはLouis XIV世の命に従い、見事フランス国民のOpera作りに成功します.  と言っ
てイタリアOperaが禁止されている訳では無く、1725年に設立されたConcert spirituelでは、
新しいイタリアOperaも公演されています.  結局、豊かな選択肢の多い、総合音楽芸術の環
境が整ったことになり、近隣各国にも音楽の恩恵は波及して行きます.  
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2. Jean-Baptiste Lully : “Requiem” Grand Motet “De Profundis” (深き淵より), LWV 62より抜粋

soprano : Sophie junker, Judith van Wanroij
altos : Matthias Vidal, Cyril Auvity
tenor : Thibaut Lenaerts, 
basse : Alain Buet

Cappella Mediterranea
Chœur de chambre de Namur
Millenium Orchestra
指揮 : Leonardo García Alarcón
2018, château de Versailles 

Requiem æternam dona eis Domine 主よ、彼らに永遠の安息を与え給え

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) : 
1688〜1698年頃, ParisのÉglise Saint-Paul-Saint-Louis教会に、Charpentier
が楽長に就いています.  1692年8月、Steinkirkの戦いの戦勝記念にTe 
Deum in D H.146を作曲し演奏されたとされています.  

Te Deumはカトリック系教会の伝統的な聖歌の1つで、歌詞の冒頭に
“Te Deum laudamus” (われら神であるあなたを讃えん)とあり、この名
称で呼ばれます.  Magnificatと同じく祝祭に使われます.  

曲は、有名な前奏曲を含め全11曲で構成しています.  

Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostulorum chorus, 
Te Prophetarum laudabilis numerus. 
Te Martyrum candidatus laudat exercitus. 

3. Marc-Antoine Charpentier : Te Deum in D H.146
1. Prelude (Marche en rondeau)
4. Pleni sunt caeli et terra (天と地も満ちて)  

Soprano : Jolanta Kowalska-Pawilkowska, Hanna Bayodi-Hirt
counter tenor : Maarten Engeltjes
tenor : David Hernandez, bariton : Stephan MacLeod
Le Concert des Nations & La Capella Reial de Catalunya
指揮 : Jordi Savall

天と地も満ちて、
御身の栄光と威厳
誉れに輝く使徒の集合、
褒め尊うべき預言者の集
潔き殉教者の一軍は皆共に御身を讃え

Lullyの “De Profundis” LWV 62は全9曲 c.22分のMotetです.  この8曲目が “Requiem” です.  
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後期バロック 1680〜1750

François Couperin (1668 – 1733)はフランスにおけるCorelliの様式を擁
護し、Trio Sonataを残しています.  コレッリ賛 (L‘Apothéose de 
Corelli)と名付けたTrio sonataを曲集”趣味の融合 (Les goûts-
réünis)”(1724)に収録しています.  リュリ賛 (L’Apothéose de Lully / 
Concert instrumental sous le titre d‘Apothéose composé à la mémoire 
Immortelle de l’incomparable Monsieur de Lully )”(1725)には、各曲に
Lullyにまつわる表題を付け、Parnassus山に登ったLullyが、Corelliと
伴にViolinを奏でる、といった筋書きになっています.  

コンセール(仏語 concert)は、バロック音楽のフランス式の管弦楽組曲を指します.  
コンサート(英語 concert)やコンチェルト(伊: concerto, 独: Konzert)などと同じ語源です.  
17世紀のフランス宮廷で、御前演奏会での演奏、また楽器演奏を嗜みとする王侯達が宮
廷音楽家を交え、合奏を楽しむために作られたのが始まりとされています. 

舞曲を中心に小曲を数楽章連ね、古典組曲の形となります.  最初の楽章は通常 prélude 
(前奏曲)を置きます.  代わりに緩やかな速度のGrave 部分と、速い速度のVivace 部分の緩
急の2部構成の、フランス式序曲形式を用いる場合もあります.  

演奏は室内Ensembleで、Violin, Viol, Oboe, flute traversiere, basson, clavecinなどの楽器群か
ら、楽章によって様々な楽器が登場して独奏的な活躍の機会を与えています.  

François Couperin の曲集 “王宮のコンセール(Concerts Royaux)”, “新しいコンセール
(Nouveaux Concerts)”や、Jean-Philippe Rameau の “コンセール形式によるクラヴサン曲集
(Pieces de Clavecin en Concerts)” が代表的な作品です.  

王宮のコンセール(Concerts Royaux)
Couperinは、
これらの曲は、私が従来出版したものとは異なっています.  これらはClavecin 独奏
で演奏出来るだけでなく、Violin, Flute, Oboe, Viola da gamba, fagottoで演奏する
ことが出来ます.  これらの曲は、私が一年の殆ど毎日曜日にルイ14世王が臨席され
開かれた親密な演奏会のために書いたものです.  

と書いています.  曲は2段の五線譜に記されています.  Couperinが書いている通り、
clavecin独奏で演奏することが出来る一方で、様々な旋律楽器を加えて演奏することが
出来る様に作られています.  楽器の指定は有りませんので、編成などの演奏実施面は、
演奏家に委ねられています.  

4. Le Parnasse ou L‘Apothéose de Corelli “パルナッソス山もしくはコレッリ賛” (1724)
1. パルナッソス山の麓で、Corelliは音楽の女神(Muse)達に立ち入る許しを請う

Corelli au pied du Parnasse prie les Muses de le recevoir parmi elles.
2. パルナッソス山での好意的に歓迎されたCorelliは喜び、従者たちと一緒に進む

Corelli charmé de la bonne réception qu'on lui fait au Parnasse, en marque sa joye. 
Il continue avec ceux qui l'accompagnent.

Musica Ad Rhenum (Flûte traversière baroque, violon, Basse continue)
指揮 : Jed Wentz
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Concerts royaux / Second Concert –
3. Air Tendre

5. François Couperin :王宮のコンセール第2番ニ長調
Concerts Royaux: Concerto No. 2 in D

3. Air Tendre 優しき歌
Clavecin : Laurence Cummings

イネガル奏法 (notes inégales)
フランス・バロック音楽で慣習的に記譜で均等音価の2つ音の一方を長く、一方を短く
不均一に演奏する奏法です.  inégalesは”不均等な”という意味です.  
単純な装飾法の一つですが、音楽に優雅さや、ときには力強さを与える効果があります.  
この奏法は17世紀から18世紀にかけてフランスで確立し、他のドイツ、英国などにも
”フランス風”といて浸透していきます.  

この不均一に装飾する音には慣習的な条件と方法があります.  音階の進行でない音符、
分散和音などは装飾しません.  均等の指定(note egales, également), またdetachez, détaché
など音価を指定し、音の間隔を指定することになる場合は装飾しません.  イネガルが似
合わない曲などにも使われません.  

次の例は、上記、王宮のコンセールにイネガル奏法を使う、音階進行の8分音符の
元の譜面、イネガル奏法を譜面化した例です.  3連符の2:1で記譜しています.  

記譜

inégales

蛇足ですが、このイネガル奏法はJazzのSwingに似ています.  生まれも育ちも違います、
決して同一視して語れる内容ではありません.  例えば、イネガルを使う条件にある音階
進行ですが、Swing jazzでは名曲 “in the mood”のように分散和音でも装飾します.  
JazzのSwingは1920年代にダンス音楽のRagtimeよりもスムーズな(柔らかい)リズムのアレ
ンジを求め、Louis ArmstrongやFletcher Hendersonのbandが関わりあみ出した修飾(変化)
方法が、JazzのSwingの不均一な(音価)配分に発展します.  
但し、根本にある装飾の方向性は、音形が似ている通り共通しています.  
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Couperin: Leçons de ténèbres 暗闇の朝課
Leçon de ténèbres (ルソン・ド・テネブレ; 闇の朝課)、
カトリックで復活祭に先立つ聖木曜日、聖金曜日、聖土曜日の三日間の典礼に歌います.  
典礼で13本の蝋燭を順に消し、最後に暗闇になることが曲名の由来です.  歌詞は
Lamentations de Jèrèmie (エレミア哀歌、旧約聖書予言者エレミアによる哀歌)によります.  
Couperinは、宮廷歌曲 (Air de cour)の様式を使っています.  

CouperinのOrdre 
CouperinのClavecin曲は約230曲あり、4巻のClavecin 曲集 (Pièces de clavecin)で、
27のオルドル (ordre : 順序の意味, 英 : order, 組曲)にまとめています.  
Clavecin曲集第1巻(1713), 第2巻(1717), 第3巻 (王宮のConcerts, 1722), 第4巻(1730)

L‘Art de toucher le clavecin (Clavecinの演奏技術, 1716)演奏方法、運指と装飾等を説明

6. François Couperin : Troisième leçon à deux voix (3回目(聖土曜日)の朝課)
エレミア哀歌第1章 10より

Sopranos: Rachel Redmond, Maïlys de Villoutreys
Organ, clavecin : Bertrand Cuiller
Viola da gamba: Myriam Rignol  

Jod. Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus: 
敵は手を伸ばし、全て望むものを奪った : 
quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum, 
異邦人が自分の聖域に入るのを見て、
de quibus praeceperas ne intrarent in ecclesiam tuam.
彼らがあなたの教会に入ってはならないと命じた

Caph. 

この歌詞こに出てくる Jod.とCaph.等は、Hebrew alphabet(ヘブライ文字)を
アルファベットに置き換えた 10番目のJに相当する Yod (J) と11番目 Kaf (K)に相当し
ます.  文字の発音をアルファベットで表記したものです.  1番目のAはAlef, 2番目のB
はBetです.  

フェニキア文字をアルファベットとして採用したギリシア文字(α. β)、
その後のラテン語(A, B)等, 古代イタリア地域諸言語や、インド・ヨーロッパ語族
(印欧語族)などアルファベットに置き換えることが出来る言語では似た音になりま
す.  ギリシア文字のα(alpha), β(beta)がalphabetの語源です.  

Rachel Redmond Maïlys de Villoutreys Bertrand Cuiller Myriam Rignol  
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“Le Tic-Toc-Choc, ou les Maillotins
右手と左手が同じ音域を演奏します.  

L‘Art de toucher le clavecinにある装飾記号についての説明 (一部)

7. “Le Tic-Toc-Choc, ou les Maillotins またはオリーブ搾り” 第3巻第18 ordre
Clavecin : Tomoko  Teramura (寺村朋子)

第3巻第18 ordreにある曲
“Le Tic-Toc-Choc, ou les Maillotins またはオリーブ搾り” 第3巻第18 ordreの
標題 “Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins”について、諸説あります.  “tic-toc-choc”は、曲の速
度から時計のリズムを表すと考える説が強いです.  “Les Maillotins”はオリーヴの搾り器の
ことのようですが、おそらく動物が引いたりして規則正しい音が聞こえていた様子では
ないかと思います.  

Couperinの注意書きによれば、この作品は 2 つの手鍵盤のCembaloを前提にしています.  
Couperinは、この作品をPièce croisée (交差作品)と呼んでいます.  Spinetのような1つの手
鍵盤の場合には、左手をoctave下げて演奏するとしています.  
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8. François Couperin : Les Barricades Mystérieuses
神秘の防壁

1. théorbe : Francisco López
2016-06

2. Virginal : Elena Zhukova 
2013-02-28, The house of Actors, Kiev

Muselarの女性
Johannes Vermeer, c.1672

Virginalの仕組みはCembaloと同じです.  弦を棒につ
いたピック(plectrum)ではじきます.  箱は長方形もし
くは多角形です.  異なるのは弦の張り方と、弦をは
じく位置です.  Cembaloが弦の端側を弾きます.  小型
のVirginalや箱形のMuselarでは、弦のはじく位置が中
央により(1/3近辺)ます.  音色は高倍音が少ない、丸
く柔らかい音色になります.  

Couperinの防壁の謎
この有名で謎めいた標題 “Les baricades mistérieuses”はクラヴサン曲集(Pièces de Clavecin)の
第2巻(1717)の第6 Ordreの5番目の曲で、標題については諸説あります.  Couperinの意図は判
りません.  

この “神秘の防壁” という謎めいた曲名は、音楽を聴いて感じること、和音が解決しようと
して解決しない、そこに “謎めいた壁”があるのかもしれません.  男女の恋愛の話、男女の
間にある壁の話等々と謎のままです.  Couperinの彫刻印刷の譜面では “baricades” と綴られ、
この綴りが使われています.  

Muselarは、Virginalの一種で北欧州だけで作られて
います.  低音に雑音が出やすいという難が有ります.  
Virginalを徐々に改良し、Muselarは置き換わって行
きます.  

Couperinの時代、Luteの文化は、扱いやすい鍵盤楽
器Cembaloに引き継がれていきます.  現在Style Brisé 
(broken style)と呼ばれる “不規則なarpeggio装飾”
は、1700年頃まで Style Luthé (Lute 奏法)と呼ばれて
います.  

Cembaloの最後に聞こえる音
弦をはじくPlectrumはワタリ
ガラスなどの鳥の羽軸を使っ
ていましたが、今はデルリン
樹脂製が多く使われます.  

曲の終わりで、押していた鍵
盤数個を戻す時、Plectrumが
弦に触れる音が聞こえます
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Jean-Philippe Rameau は、Jean-Baptiste Lully と入れ替わってフランスOperaの主たる作曲家と
なり、フランスのClavecinの作曲家として、François Couperin と並ぶ存在となっています.  
François Couperin と Rameau は、18世紀のフランスClavecin楽派の2人の中心となる作曲家で
す.  両作曲家とも、明らかに第一世代のClavecin奏者達が比較的固定化した古典組曲の様式
を新しい様式に脱皮させています.   

Rameau と Couperin は異なった様式を持っています.  彼らはお互い知り合っていません.  
Rameauが有名になったのは Couperin が亡くなった後です.  Rameau が最初のClavecin曲集を
出版したのは1706年、その頃 Couperin は50歳です.  

Rameau の音楽には、伝統的なフランス組曲の作品も含まれています.  
鳴き声などを模倣する作品 “Le rappel des oiseaux”鳥の声,  “La poule”鶏
人物などの性格的な作品 “Les tendres plaintes”優しい訴え, 

“L‘entretien des Muses” ミューズ達の語らい
高度な技を見せる作品、“Les tourbillons” つむじ風, “Les trois mains” 三つの手など、
音楽理論家、革新家として実験的な表現を見せる作品 “L’Enharmonique” 不協和音, 

“Les Cyclopes”一つ目の巨人など、
このような作品は、後進のDaquin, Royer, Jacques Duphly らに大きな影響を与えています.  

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)がフランス風のオペラの伝統を継
承し、舞踏オペラ(Opéra-ballet)や音楽悲劇 (tragédie en musique)を残
しています.  RameauはClavecin音楽の分野でも重要な足跡を残して
います.  OpéraのRecit.の様式はLullyの形式を引き継ぎ、Clavecin音楽
においても形式上はフランス風音楽の伝統に沿っています.  

Opéraの器楽曲やClavcin音楽には、Gallant様式や古典派の先駆と
見る事が出来る、当時としては斬新な和声があり、理論家として、
機能和声についての最初の体系的な理論書を残しています.  

自然の諸原理に還元された和声論 (Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels) (1722)
音楽理論の新体系 (Nouveau système de musique théorique) (1726)

機能和声法と調性を体系的に理論化した最初の音楽理論家です.  
harmonieという言葉を和声の意味で用いるのはRameauからです.  

かつて harmonic に相当する伊語 armoniche は和声ではなく、音楽を指しています.  この書
名は和声論と訳されていますが、音楽全般に関して記述されています.  これは、それまで
の、Venezia楽派の Gioseffo Zarlino ( 1517 – 1590)の著書 “ハルモニア教程 (Le istitutioni 
harmoniche, 1558)”で音律についてまとめている為、音楽全体について著述されていたこと
を継承しています.  従って “和声論” と訳すよりは “音楽論”と訳すのが適当です.  

9. クラヴサン曲集と運指法 (Pièces de Clavecin avec une méthode), in D-Dur RCT.3 (1724) 第2集
2-1. Les Tendres Plaintes “優しい訴え” Kotaro Nagano 2021-03
2-8. Les Cyclops “一つ目の巨人” Aya Hamada 濱田 2021-05-17

10. 新クラヴサン組曲 (Nouvelles suites de pièces de clavecin), in G-Dur RCT.6 (1728) 第2集
4-5. La Poule “めん鳥” Hank Knox 2012-11-20
4-9. L‘Egyptienne “エジプトの女性” Isidora Kuzmanović 2014-11
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第1場 Iphiseのアリア
Pour rendre à mon hymen tout l'Olympe propice,
On offre dans le temple un pompeux sacrifice.
Vole, Amour, seconde mes vœux!
Qu'à ton flambeau l'hymen puisse allumer ses feux!
Ce grand jour, cher Tirtée,
Ce jour qui va combler l'espoir le plus flatteur,
Me retrace l'instant où mon âme agitée
Reconnut un vainqueur.

Tu chantais, et ta lyre Formait de si beaux sons
Que le Dieu séducteur, qui prit soin de t'instruire,
Cherche à les imiter dans ses tendres chansons.
La plus ardente flamme S'empara de mes sens;
Qu'il est de chemin différens 
Pour triompher d'une âme! 

11. J.P Rameau : Fêtes d‘Hébé : Rameauの2番目の舞踏オペラ(Opéra-ballet) 
エベの祭典 (Les fêtes d‘Hébé), またはオペラの才人 (Les talens lyriques), 初演21 May 1739

Sparta王Lycurgusの娘イフィセ(Iphise)は、熟練の音楽家で戦士のティルテウス(Tyrtaeus)と
結婚しようとしています.  予言者(oracle)は、イフィセが「メッセニア人の征服者」と結婚
しなければならないと発表します.  ティルテウスは兵士を彼らとの戦いに先導します.  
イフィセは、予言者の示すバレエの形でアクションを示します.  ティルテウスは勝利し、
Happy endで終わります.  

第2幕 場面：寺院のpéristyle(柱廊)の情景
第1場 IphiseのAir 

Pour rendre à mon hymen  

Mezzo soprano : Léa Desandre
Les Arts Florissants, la Julliard 415
指揮 : Paul Agnew 

Concert style 
Grande Salle Pierre Boulez - Philharmonie, Paris. 
2019-12-21

全天の神々が我らの結婚に好意を抱くように
神殿には豪華な捧げ物を捧げます
急いで、愛の神よ、そして私の願いを!
あなたの炎が結婚の絆を活気づけます!
この素晴らしい日、忠実なTyrtaeusよ、
とても嬉しい望みを叶える日
彼は私の哀れな魂からの瞬間を思い出す
私の哀れな魂が勝者を見つけた時を語ります

あなたは歌い、あなたの竪琴は美しく鳴る
丁寧に教えてくれた愛の神は
私は優しい歌でそれを模倣しようとします
輝く炎は、私の感覚を手に入れました
魂を打ち負かすには、
何と多くの異なる道がある事でしょう!

Juilliard 415は2009年, Period楽器(古楽器復刻楽器)の合奏を目的として設立
Harry Bicket, William Christie, Monica Huggett, Nicholas McGegan, Rachel Podger, Jordi Savallが
指導に参加

Les Arts Florissantsは、フランスで活動する古楽器合奏および合唱団
1979年にWilliam Christieが設立
楽団の名称はMarc-Antoine Charpentierのオペラ “Les arts florissants, 花咲ける芸術”に由来
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“Mother and Child” double virginal (親子組み合わせの箱形 Virginal) 
(Octave機構、組み合わせ式の2段鍵盤)
演奏 : Anne-Sophie Van Haeperen 
Henry Purcell : Menuet in a Moll 
Joannes Ruckers(1578 – 1642) mother-and-child virginal (1623)の
複製楽器 (André Extermann工房w/  Fortis AG
Musical Instruments Museum, Brussels, 2020-06-18

珍しい鍵盤楽器

Clavicythérium : アプライト型Cembalo クラヴィツィテリウム
モントリオール美術館 (Musée des beaux-arts de Montréal)のBourgieホール
Yves Beaupré製作のClavicythérium
演奏 : Steve Bergeron

一番古い clavicytheriumは1480年頃のドイツ Ulm製のCembalo, 
現在、Londonの王立音楽院(Royal College of Music in London)に収蔵

1751年製のclavicytherium
フランドルのAlbert Delin工房製
Brussels楽器美術館所蔵


