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バレエ・ファンにとっては欠くこ
とのできない3年に1度の“祭典”
「世界バレエフェスティバル」は、
今年で第1回開催から30周年を迎え
ます。記念すべき節目の年となる今
回は、全幕プロも4組のゴールデン・
カップルを迎えての3演目とパワー
アップ！　いずれもこのフェスティ
バルならではといえるものです。
「ドン・キホーテ」に登場する

のはタマラ・ロホとホセ・カレーニ
ョ。前回の世界バレエフェスティバ
ルでも披露した高速回転をはじめと
するテクニックに加え、“視線”に
ものを言わせる芝居のうまさをもつ
ロホの魅力が発揮されるには、キト
リ役はうってつけ。カレーニョは、
端正でのびやかな踊りでこの物語を
楽しませてくれます。スペイン出身
のロホとキューバ出身のカレーニョ
による「ドン・キホーテ」は、まさ
に本場ラテンの血を感じさせるもの
となること間違いなし。さらに、東
京バレエ団の溌溂とした踊りによっ
て、この作品の真の魅力が全開、お
祭り気分を盛り上げます。
「白鳥の湖」に登場するのは、

ボリショイのスター・コンビ、スヴ
ェトラーナ・ザハーロワとアンドレ
イ・ウヴァーロフ。古典の名作、
バレエの王道というべきこの作品
では、テクニックだけではない、

深い表現力が作品の真
価を決定づけるといえ

ます。長身と長い
手足、素晴らしい

プロポーションに恵ま
れたザハーロワのオ

デット／オディールは、
まさに白鳥の化身！　彼女のこの美
しさは、すでにパリ・オペラ座やミ
ラノ・スカラ座でも披露され、世界
最高レヴェルと評価を得ているも
のです。このザハーロワと正統的
なロシアのダンスール・ノーブル

としてボリショイの男性ダンサーナ
ンバー・ワンと認められるウヴァー
ロフのカップリングによる「白鳥の
湖」は、現在ロシア最高といえるも
の。ボリショイを担う看板スターに
よる迫真の演技にご期待ください。
また、世界的に高い評価をもつ東京

バレエ団のコール・ド・バレエの一糸乱れぬアンサ
ンブルも見どころです。
「ジゼル」に登場するのは、アリーナ・コジョ
カルとマニュエル・ルグリ、そしてディアナ・ヴ
ィシニョーワとウラジーミル・マラーホフの2組。
ご承知の通り、いずれのカップルとも、本拠とす
るカンパニーが異なるダンサーであり、まさに、世
界バレエフェスティバルだからこそ実現する舞台と
いえます。ロイヤル・バレエでダウエルの秘蔵っ子
として彗星のごとく登場したコジョカル。彼女がプ
リンシパルへの昇格を果たしたのは、ほかでもない
「ジゼル」でした。当時、弱冠19歳ながら、その成
熟した演技はロンドンの通の観客をうならせたとい
います。今回のルグリとの共演は、ジゼルとアルブ
レヒトの心の交流が深く表され、あらたな感動を呼
ぶ舞台となりそうです。ヴィシニョーワとマラーホ
フは、一昨年、東京バレエ団への客演で「ジゼル」
に登場し、その素晴らしさは証明済み。近年、ベル
リン国立バレエでの共演を重ね、“彼女は言葉を交
わさなくても通じあえる特別な存在”と認めるマラ
ーホフ。そのアルブレヒトの熱烈な愛を受けて輝く
チャーミングなヴィシニョーワのジゼル。あの感動
の舞台が再び実現します。

長らく全幕上演されることがなく、しかし、その
「グラン・パ」部分の上演はアマチュアからプロまで、
数多い・・・、これによって、「パキータ」は、よく
知っているけれど、本当は知らない、というバレエと
なっています。パリ･オペラ座による全幕上演を前に、
この作品について、その魅力などを、舞踊評論家の
佐々木涼子さんにうかがいました。

バレエ「パキータ」は
異例のロマンティック・バレエ
佐々木 まず、「パキータ」というバレエの最大の特徴と
いえば、この作品はロマンティック・バレエの定石と違
っていることがたくさんあるということ。つまり、ロマ
ンティック・バレエというのは、異国や超自然の世界が
舞台になるのが普通だったんだけれど、「パキータ」は、
フランス占領下のスペインが舞台となっていて、さらに
その時代を反映する人間像がリアルに取り扱われている
ことですね。そしてフランス人が登場する。これは、バ
レエの歴史全体を通じても、とても特別なことといえま
す。さらにいえば、ナポレオンの時代への評価はフラン
ス人の間でもさまざまですし、それがまだ記憶に新しい
時にバレエの題材になっているのは異例というべきもの
なんです。」

よく知っているけれど、知らない「パキータ」
――何故「パキータ」は、よく知られているけれど、知
られていない、という作品になってしまったのでしょ
う？
佐々木 「パキータ」は1946年にカルロッタ・グリジに
よる素晴らしい初演が行われました。でも、このとき行
われたのは、現在皆さんが“よく知っている”「パキータ」
ではありません。極端にいえば現在知られている「パキ
ータ」は、初演では無かったものです。とすると、いつ、
どこでこれが変わってしまったかということになります

ね。初演以来人気を誇ったものの、フランスのバレエの
衰退とともに、その上演は消えてしまいます。その一方
で、他の作品と同様にロシアで人気を獲得するわけです。
プティパが振り付けをし、改訂を重ねていくんですが、
ここでプティパは、第2幕最後の結婚式の部分をふくらま
せて「グラン・パ」を創ります。そして、最終的にはこ
の「グラン・パ」というプロットレス・バレエが「パキ
ータ」として上演されるということになったわけです。
ﾊﾟﾘ･オペラ座でも、今回日本で上演されるラコットによ
る復元振付が行われる2001年までは、「グラン・パ」だけ
を「パキータ」として上演していました。
――消えてしまった部分の物語を理解しておくことが必
要ですね。
佐々木 「グラン・パ」だけなら物語を知らなくてもそ
れなりに楽しめますが、物語部分が出現すると、それは
新たな感動です。物語の内容は、この作品がその後かた
ちを変えていくということとの関連は深いはずです。物
語の主軸は、ナポレオン第一帝政の統治下にあったスペ
インを舞台とするフランス軍士官リュシアンとロマの娘
パキータとの恋物語なんですが、そこに、現実世界でも
起こっているフランス軍とスペイン軍の表向きは友好的
でありながら、実は敵対している、という政治的な背景
が色濃く込められているんです。ロマ（ジプシー）のイ
ニゴとスペイン人のドン・ロペスは、リュシアンに対し
てそれぞれ恋敵と敵対国の士官という理由の違いはある
けれど、手を組んでリ
ュシアンを殺そうと企
みます。パキータは、
ロマのボスから、その
策略を手伝うよう命じ
られますが、こっそり
とリュシアンに合図を
送り、彼を助けるので
す。こうして難を逃れ
た二人が、最後にめで
たく結ばれる結婚式の
場面が拡大されたのが
「グラン・パ」という

わけです。「グラン・パ」だけだと、それほど深い物語が
あるとは思えないけれど、ここには政治的背景やそれに
まつわる人物の思いが渦巻いているんだと知っていると、
面白さが2倍、3倍になると思います。

全幕上演「パキータ」は“目で見るバレエ史？”
――「パキータ」の芝居としての魅力、楽しみになって
きました。
佐々木 基本的に「パキータ」の物語部分は、ものすご
いテクニックが登場するといった作品ではありません。
でも、ロマンティック･バレエの特徴である、スタイルを
感じさせる、見せる時代の作品だということが感じとれ
るはずです。たとえば第1幕では、フランスふうの、スペ
インふうの、そしてロマたちの独特のスタイルがね。バ
レエはロシアでの隆盛以降、踊りはスタイルを見せると
いうより、テクニックを見せる傾向になってしまいまし
たが、古い時代のフランスふうが、この作品には色濃く
込められているのです。それに、全幕上演で面白いのは、
目で見るバレエの歴史といった様相があることですね。
たとえばスカートの長さにしても、プティパの時代にど
んどん短くなって、クラシック・チュチュになり、それ

から現代に至る横に広がる形になってきたわけですが、
第2幕の１場と２場では、こうしたバレエの歴史が変化し
た50年くらいの時間を一挙に超えてしまうわけです。あ、
今のバレエになった、というくらいにね。おそらく、バ
レエ史的なことに詳しくない方でも、画期的な変化とい
うことは気がつくはずです。
「パキータ」という作品が、とてもしっかりとした物

語をもっていて、ロマンティック･バレエならではの美し
さをもったバレエであることも、全幕上演でしか味わえ
ない楽しみとなるでしょう。
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●「白鳥の湖」（全幕）
4月21日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［オデット／オディール：ルテステュ、王子：ル・リッシュ、

ロットバルト：ロモリ］

4月22日（土）1:30p.m. 東京文化会館　
［オデット／オディール：ムッサン、王子：バール、

ロットバルト：パケット］

4月22日（土）6:30p.m. 東京文化会館　
［オデット／オディール：ジロー、王子：マルティネス、

ロットバルト：ベラルビ］

4月23日（日）1:30p.m. 東京文化会館　
［オデット／オディール：ルテステュ、王子：ル・リッシュ、

ロットバルト：ロモリ］

4月24日（月）6:30p.m. 東京文化会館
［オデット／オディール：ジロー、王子：マルティネス、

ロットバルト：ベラルビ］

●「パキータ」（全幕）
4月27日（木）6:30p.m. 東京文化会館　
［パキータ：デュポン、リュシアン：ルグリ］

4月28日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［パキータ：オスタ、リュシアン：ペッシュ］

4月29日（土・祝）1:30p.m. 東京文化会館
［パキータ：ジルベール、リュシアン：ガニオ］

4月29日（土・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［パキータ：オスタ、リュシアン：ペッシュ］

4月30日（日）1:30p.m. 東京文化会館
［パキータ：デュポン、リュシアン：ルグリ］

＊上記の配役は2006年1月10日現在の予定です。やむを得
ぬ事情により、変更になる場合があります。

■入場料［税込］
S=¥25,000 A=¥22,000 B=¥19,000
C=¥15,000 D=¥11,000 E=¥ 7,000
エコノミー券=¥6,000 学生券=¥5,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
3月24日（金）より受付。
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パリ・オペラ座バレエ団

3月下旬
前売開始予定

第11回世界バレエフェスティバル
全幕特別プロ
●「ドン･キホーテ」（全幕）
７月29日（土）
キトリ：タマラ･ロホ バジル：ホセ･カレーニョ
●「白鳥の湖」（全幕）
７月31日（月）
オデット／オディール：スヴェトラーナ・ザハーロワ
王子：アンドレイ・ウヴァーロフ
●「ジゼル」（全幕）
８月15日（火）
８月17日（木）
ジゼル：アリーナ・コジョカル（8/15）

ディアナ・ヴィシニョーワ（8/17）
アルブレヒト：マニュエル・ルグリ（8/15）

ウラジーミル・マラーホフ（8/17）
ほか、東京バレエ団
■会場：東京文化会館
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

＊開演時間、入場料等の詳細は、近日発表の
予定です。
＊東京のほか、大阪でも8月19日（土）に「ジゼ
ル」（ヴィシニョーワ／マラーホフ）を上演予
定。

パリ・オペラ座バレエ団
「パキータ」の魅力大解剖！

～佐々木涼子氏に聞く～

パリ・オペラ座バレエ団
「パキータ」の魅力大解剖！

～佐々木涼子氏に聞く～

「ドン・キホーテ」

「白鳥の湖」

「ジゼル」

タマラ・ロホ&
ホセ・カレーニョ

スヴェトラーナ・
ザハーロワ

アンドレイ・
ウヴァーロフ

アリーナ・コジョカル

オレリー・デュポン マニュエル・ルグリ

マチュー・ガニオクレールマリ・オスタ

ディアナ・ヴィシニョーワ＆
ウラジーミル・マラーホフ

マニュエル・ルグリ

佐々木涼子氏（舞踊評論家）

■DVD「パリ・オペラ座バレエ
『パキータ』（全2幕）」
振付：ピエール・ラコット
BAL-DV43
約102分　NTSC カラー

■2003年1月収録
■価格：5040円（税込）
■発売：TDKコア
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偽装
佐々木忠次

昨年末、マスコミがこぞって取り上げた話題の一つ
に少子化問題があった。私を含め老齢化が進んでい
る中、政府の将来を見据えた政策が全くとられていな
かったツケが、いま廻ってきたということだろう。５０
年ほど前、私が初めてヨーロッパに行ったときのこと、
フランスで通訳をつとめてくれた若い学生から結婚
していることを知らされた。驚いたことに貧乏暮ら
しなのに子供までいるという。失礼をかえりみず経
済状態を尋ねると、彼ら夫婦は日本人だが、子供をつ
くるとフランス政府から補助金が出るので、当時貧し
かった二人にとっては、非常に助かっているとのこと
だった。その当時からフランス政府は将来の人口確
保を視野に入れて、百年の計に立った政策をとってい
たのだ。
わが国の音楽教育についても同じようなことが言

える。欧米（白人？）コンプレックスのためか、明治以
降、欧米に追いつけ追い越せの発想から、日本人特有

の悪声（浪花節、義太夫のような腹の底から絞り出す
ような声）をオタマジャクシによる明瞭な声に替えよ
うとした。私のような昭和ひとけた生まれの人間に
もピアノ、ヴァイオリンといったオタマジャクシの洋
楽教育を施した。そして、日本古来の三味線、琴、尺
八等の楽器は、私たちの世代の音楽教育から、まるで
臭いものに蓋でもするように、締め出してしまった。
国は税金をふんだんに使って、国立の音楽大学まで

つくったが、その卒業生がプロとして自活できる受け
皿をつくらなかった。すなわち、国立のオーケストラ
もオペラ団もつくっていない。そのせいばかりでは
あるまいが、欧米コンプレックスか、はたまた舶来崇
拝か、いまは日本の団体の活動よりも、次から次に日
本にやってくる海外からのオーケストラ、オペラ団、
バレエ団の活躍ばかりが目につく。いまの日本ほど、
自国の団体よりも海外からの団体の公演が氾濫して
いる国はないだろう。以前、このコーナーでも書いた
が、今年は特にオペラの当たり年で、玉石混淆さまざ
まなオペラ団が相次ぎ来日する。中には日本公演の
ためだけとしか思えない得体の知れないオペラ団も
ある。日本が世界に誇る新国立劇場のオペラなど、そ
れらの中に埋没してしまって、存在感が薄くなってい
る。さまざまなオペラ団が日本にくれば、それだけ日
本のオペラ・ファンは選択肢が増え、いろいろなオペ

ラを観ることができるから良いことだと主張する人
もいるが、果たしてそうだろうか。これまでは海外か
ら一流の芸術団体やアーティストたちによる質の高
い公演が、国内の音楽市場を活性化させてきた。とこ
ろが近年は、旧ソビエト連邦や東欧諸国からの団体が
続々と日本に押し寄せ、日本の芸術団体よりも安い入
場料で全国津々浦々まで公演を行い、日本の団体の活
動を圧迫している。むろん、資本主義の世の中だから、
それを否定することはできないが、悪貨が良貨を駆逐
するようなこうした状況が、日本の音楽界にとって、
そして日本の観客にとって、けっして良いこととは思
えない。問題は芸術とイヴェント、文化事業と興行の
違いを明確に分けることができないことだろう。海
外の芸術団体の招聘事業は、本来あくまで文化事業で
あって、イヴェントなどの興行とは違うと思うが、文
化事業の看板を掲げて、イヴェント興行のように金儲
けに励んでいるところがあるから厄介なのだ。
このところ、マスコミは連日こぞってマンションの

耐震偽装、ライブドアの偽計取引や粉飾決算のニュー
スを取り上げている。ヒューザーのマンションは広く
て安いことを売り物にしていたようだが、他と比べて
極端に安い裏には、鉄筋の量を少なくするといった違
法な経費削減の方法がとられていた。ライブドアの
手法は、法律さえ犯さなければ罰せられないから、法

整備がなされていないグレーゾーンで金儲けするこ
とらしいが、いつしか一線を越えて法の外に足を踏み
外してしまったのだろう。実はどこの世界でもこの
グレーゾーンに似たようなものは存在するようで、
我々の音楽や舞台芸術の世界でもないとは言えない。
音楽や舞台芸術は品質に関し法律の規制があるわけ
ではないから、偽装や粉飾をして実体以上に価値のあ
るものに見せかけたり、大げさな宣伝によって「風説
の流布」を試みている公演がなくはないようだ。結局、
主催者は観客の期待を裏切らない公演を提供し続け、
観客の信頼を得るかしかない。どこの世界でもそう
だろうが、信用がもっとも重要なのだ。
日本の政治家と官僚の将来のビジョンと定見のな

さが、無用な混乱を引き起こしてきた面があるのは否
定できないだろう。問題山積の音楽界も百年の計と
は言わないが、時流に惑わされることなく、せめて三
十年の計くらいは考えて、将来に向けた手を打たなけ
ればならない時期にきているように思う。ホリエモ
ンは「人を動かすのは金」と言うが、どうぞ皆さんも、
偽装、偽計、粉飾、それに風説の流布に惑わされない
ように、くれぐれもご注意のほどを。そういえば、新
国立劇場だって、国立のオーケストラ、国立のコーラ
ス、国立のバレエ団をもっていないのだから、国立
オペラハウスとは名前だけの偽装なのでは・・・。

東京公演に向けて
の東京バレエ団のリ
ハーサルは、来日し
たマラーホフの指導
のもと、年明け早々
から熱く開始されま
した。ベルリンでの
公演の合間を縫って

の来日となったため、マラーホフが滞在できるのは1月
12日から約1週間ほどと短い時間でしたが、連日、集中
的なリハーサルが行なわれました。自身が踊る王子役
だけでなく、カラボスもリラの精も、妖精たちの一人
ひとりまでをも、すべて自分で指導してしまうマラー
ホフ！　充実したリハーサルは、東京バレエ団の2006
年の始動にふさわしいものとなりました。2月の公演に、
より一層の期待が高まります。主演以外のキャストも、
右記の通り決定しました。

リラの精：上野水香
カラボス：芝岡紀斗（賛助出演）
妖精キャンディード：大島由賀子
小麦粉の精：乾友子
パンくずの精：高木綾
カナリアの精：高村順子（2/18、21）／長谷川智佳子（2/19）
妖精ビオラント：田中結子
4人の王子：高岸直樹、木村和夫、後藤晴雄、平野玲
ルビー：長谷川智佳子（2/18、21）／小出領子（2/19）
エメラルド：門西雅美
サファイア：佐伯知香
ダイヤモンド：西村真由美
シンデレラ：井脇幸江
フォーチュン王子：木村和夫（2/18、21）／後藤晴雄（2/19）
フロリナ姫：小出領子（2/18、21）／高村順子（2/21）
青い鳥：古川和則（2/18、21）／中島周（2/19）

マラーホフによる
リハーサル快調！

NBSのホームページからもチケットをご購入いただけます。http://www.nbs.or.jp/NBSチケットセンター 03-3791-8888

セルビアでの「ジゼル」
斎藤友佳理＆高岸直樹
に大喝采

本紙前々号で、斎藤友佳理と高岸直樹が、セ
ルビア国立劇場に「ジゼル」で招かれることを
お知らせしました。12月15日に行なわれたこの
公演の成功については、、新年早々に劇場総裁か
ら「その晩、幸運にも劇場に居られた満員の観
客の記憶に留められることとなるでしょう。二
人のソリストを迎えられたことは大変光栄なこ
とでした。」と感激を表す手紙が届きました。
今回は、公演の成功を伝える数々の批評のなか

から、一部をご紹介します。
「第2幕では、忘れられないジゼルが演じられ

た。友佳理は羽のように軽く舞台を浮遊し、人間
のものとは思えない動きをする非現実の姿をして
いた。彼女の踊りは非常に胸を打つものである。
また、類まれな、技術的に完璧な高岸直樹は、全
体の印象に大いなる貢献を果たした。」（ポリティ
カ誌）。「日出ずる国からのタリオーニ」と題され
たダナス誌には、「東京バレエ団の輝かしいキャリ
アをもつ斎藤友佳理と高岸直樹は、魅力あふれる
『ジゼル』の舞台を作りあげた。手の届かない愛は
現実と幻想の間を飛ぶ軽い動きによって描写され、
ロマン派文学の最良の部分に精神的にあい通じる
ものが感じられた。モスクワでアサフ・メッセレ
ルとマリーナ・セミョーノワに師事した斎藤友佳
理の真骨頂が示されたといえるだろう。また、目
覚ましく高いジャンプを素晴らしく披露した正確
なクラシック・ダンサーであるパートナー高岸直
樹の全霊をかけた協力を得て、第1幕での友佳理
は調和的に、かつ熱烈な表現と技術をみせた。そ
して第2幕では、この日本人プリマ・バレリーナ
の演技の崇高な瞬間がもたらされた。日出ずる国
のタリオーニは、表現面でも技術面でも完璧に踊
っただけでなく、それまでに感じたことのない視
覚的経験をさせてくれた。われわれの前にいたの
は人間ではなく、この世のものではない妖精その
ものだった。」
目の越えた観客、そして批評家たちから、大絶

賛を得た斎藤友佳理のジゼルは、来る3月には東
京バレエ団公演にて、東京と横浜で上演されます。
どうぞ、お見逃しなく。

Information & Topics

《マラーホフの贈り物》
●Aプロ
2月24日（金）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2月25日（土）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2月26日（日）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
●Bプロ
2月28日（火）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
3月 8日（水）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
3月 9日（木）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
［大阪公演］
2006年3月6日 フェスティバルホール［06-6375-7431］

●予定される出演者
ウラジーミル・マラーホフ（ベルリン国立バレエ団）
ジュリー・ケント（アメリカン・バレエ・シアター）
ルシア・ラカッラ（ミュンヘン・バレエ団）
シリル・ピエール（ミュンヘン・バレエ団）
マリーヤ・アレクサンドローワ（ボリショイ・バレエ団）
セルゲイ・フィーリン（ボリショイ・バレエ団）
ポリーナ・セミオノワ（ベルリン国立バレエ団）
アルテム・シュピレフスキー（ベルリン国立バレエ団）
マルチン・クライエフスキー（ベルリン国立バレエ団）
東京バレエ団
＊出演者は1月20日現在の予定です。
＊演目についてはチラシをご参照ください。

■入場料 [東京公演・税込]
S=¥16,000 A=¥14,000 B=¥12,000
C=¥  8,000 D=¥  6,000
エコノミー券=¥5,000 学生券=¥3,000

ボリショイ・バレエ団2006年日本公演
●｢ラ・バヤデール｣
5月3日（水・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：ザハーロワ、ソロル：ツィスカリーゼ］

5月4日（木・休、）1:00p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：ステパネンコ、ソロル：フィーリン］

5月4日（木・休、）6:30p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：グラチョーワ、ソロル：ウヴァーロフ］

5月5日（金・祝）1:30p.m. 東京文化会館
［ニキヤ：ザハーロワ、ソロル：ツィスカリーゼ］

5月7日（日）3:00p.m. 神奈川県民ホール
［ニキヤ：ステパネンコ、ソロル：ウヴァーロフ］

●｢ファラオの娘｣
5月 9日（火）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：ザハーロワ、タオール：フィーリン］

5月10日（水）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：アレクサンドローワ、
タオール：ツィスカリーゼ］

5月11日（木）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：ルンキナ、タオール：グダノフ］

5月12日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［アスピシア：アレクサンドローワ、
タオール：ツィスカリーゼ］

＊5月10日「ファラオの娘」の配役が、ボリ
ショイ・バレエ団の都合により変更になりま
した。
＊主な配役は2006年1月20日現在の予定です。
正式発表は公演当日になります。

その他の公演
5/13（土）兵庫　「ラ・バヤデール」

兵庫県立芸術文化センター［0798-68-0255］
5/14（日）滋賀　「ファラオの娘」
びわ湖ホール ［077-523-7136］

＊東京以外の公演については、各地主催者にお問合せ
ください。

■入場料［東京・横浜公演・税込］
S=¥19,000 A=¥16,000 B=¥13,000
C=¥10,000 D=¥  7,000 E=¥  5,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
（横浜公演のみ D=¥6,000 E=¥4,000
エコノミー券=¥3,000 学生券=¥3,000）
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBS
のみで4月7日（金）より受付。

「ファラオの娘」

東京バレエ団2006年公演《マラーホフの贈り物》全幕特別プロ マラーホフ新演出「眠れる森の美女」
2月18日（土）3:00 p.m. 東京文化会館
2月19日（日）3:00 p.m. 東京文化会館
2月21日（火）6:30 p.m. 東京文化会館

■主な出演
オーロラ姫：吉岡美佳
デジレ王子：ウラジーミル・マラーホフ
東京バレエ団
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

■入場料［税込］
S=¥14,000 A=¥12,000 B=¥10,000
C=¥ 8,000 D=¥ 6,000 E=¥ 4,000
エコノミー券=¥3,000 学生券=¥2,000

2演目セット券
セット券は2演目のS, A, B券が対象で、
同一枚数でセットとみなします。

1セットにつき2,000円割引。NBSのみで受付。

東京バレエ団「ジゼル」（全2幕）〈ユカリューシャII〉
［斎藤友佳理平成16年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公演］
3月22日（水）6:30 p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
［神奈川県民ホール開館30周年記念公演］
3月19日（日）3:00 p.m. 神奈川県民ホール
■ 主な出演　ジゼル：斎藤友佳理

アルブレヒト：セルゲイ・フィーリン
ほか 東京バレエ団
■ 指揮：福田一雄
演奏：東京ニューシティ管弦楽団

■入場料［東京公演・税込］
S=¥11,000 A=¥ 9,000 B=¥  7,000 C=¥ 5,000 D=¥  4,000    
学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで2月17日（金）より受付。
■ 入場料［神奈川公演・税込］
S=¥9,000 A=¥7,000 B=¥5,000 C=¥3,000 学生券=¥2,000 
＊神奈川公演についてのお問合せは、Tel 045-662-8866
神奈川県民ホールチケットセンターまで。

東京バレエ団〈ベジャール=ディアギレフ〉
●ディアギレフ・プロ
フォーキン振付「ペトルーシュカ」／フォーキン振
付「薔薇の精」／ニジンスキー振付「牧神の午後」
4月 9日（日）3:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
4月10日（月）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
●ベジャール・プロ
ベジャール振付「ペトルーシュカ」、「ギリシャの
踊り」、「ボレロ」
4月13日（木）6:30p.m. 東京文化会館
4月14日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［その他の公演］
●ディアギレフ・プロ
4月17日（月）大阪・フェスティバルホール［06-6227-1061］
●ベジャール・プロ
4月18日（火）大阪・フェスティバルホール［06-6227-1061］
4月19日（水）愛知県芸術劇場　　［052-339-2212］
＊東京以外の公演については、各地主催者にお問合せください。

■ 主な配役
●ディアギレフ・プロ
「ペトルーシュカ」：首藤康之、

小出領子（4/9）、長谷川智佳子（4/10）
「薔薇の精」：木村和夫（4/9）、大嶋正樹（4/10）、吉岡美佳（4/9）、
高村順子（4/10）
「牧神の午後」：首藤康之、井脇幸江
●ベジャール・プロ
「ペトルーシュカ」：後藤晴雄（4/13）、古川和則（4/14）、
吉岡美佳（4/13）、井脇幸江（4/14）
「ギリシャの踊り」：首藤康之
「ボレロ」：上野水香
■ ディアギレフ・プロ
指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（東京公演）

関西フィルハーモニー管弦楽団（大阪公演）
■ ベジャール・プロ
音楽は特別録音によるテープを使用。

■ ディアギレフ・プロ入場料
［東京公演・税込］
S=¥13,000   A=¥11,000
B=¥  9,000   C=¥  7,000
D=¥ 5,000
学生券=¥2,000
■ ベジャール・プロ入場料
［東京公演・税込］
S=¥12,000   A=¥10,000
B=¥  8,000   C=¥  6,000
D=¥  4,000   E=¥  3,000
学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで3月3日（金）
より受付。

モーリス・ベジャールバレエ団2006年日本公演
●「バレエ・フォー・ライフ」
6月15日（木）7:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月16日（金）7:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月17日（土）2:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月18日（日）2:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
●「愛、それはダンス」
6月21日（水）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月22日（木）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月23日（金）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール

■出演：ベジャール・バレエ団

その他の公演（予定）
6/25（日）兵庫　「愛、それはダンス」
6/30（金）大分　「愛、それはダンス」
7/1（土）大阪「バレエ・フォー・ライフ」

＊入場料および発売方法、また東京以外
の公演の詳細については、追って発表
いたします。

「バレエ・フォー・ライフ」

フィレンツェ歌劇場2006年日本公演
●『ファルスタッフ』
9月11日（月）6:30p.m.   東京文化会館
9月13日（水）6:30p.m.   東京文化会館
9月16日（土）3:00p.m.   東京文化会館
9月18日（月・祝）3:00p.m. 東京文化会館
●『トゥーランドット』
9月17日（日）3:00p.m.   神奈川県民ホール
9月19日（火）6:30p.m.    NHKホール
9月21日（木）6:30p.m.   NHKホール

●『ファルスタッフ』
［主な出演］
ファルスタッフ：ルッジェーロ・ライモンディ

（9/11, 9/13, 9/18）
ジョルジョ・スリアン（9/16）

アリーチェ：バルバラ・フリットリ
（9/11,9/13,9/16）

セレーナ・ファルノッキア（9/18）
ナンネッタ：ステファニア・ボンファデッリ
ほか

●『トゥーランドット』
［主な出演］
トゥーランドット：アレッサンドラ・マーク
カラフ：マルチェロ・ジョルダーニ（9/17）

カール・タナー（9/19）
アルベルト・クピード（9/21）

リュー：ノラ・アンセレム（9/17,9/21）
バルバラ・フリットリ（9/19） ほか

■指揮：ズービン・メータ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団

「トゥーランドット」

「牧神の午後」
首藤康之

■『ファルスタッフ』入場料［税込］
S=¥53,000 A=¥46,000 B=¥39,000 C=¥32,000
D=¥25,000 E=¥18,000 F=¥12,000   
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
■『トゥーランドット』入場料［税込］
S=¥50,000 A=¥43,000 B=¥36,000   C=¥29,000
D=¥23,000 E=¥17,000   F=¥12,000   
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
（横浜公演のみD=¥22,000 E=¥16,000 F=¥11,000 ）
セット券電話受付開始（2演目/S, A, B券）
2月11日（祝）10:00a.m.より

一斉前売開始　2月18日（土）10:00a.m.より
E, F券特別電話受付開始　2月11日（祝）
10:00a.m.より

まだクリスマスのオーナメントが街角を飾り、新
年ムードが残る１月５日のベルリン。地下鉄の階段
を昇ってドイツ・オペラの入口に出ると、まずはダ
フ屋とおぼしき男性たち、続いて"Sucht Karte!"
（チケット求む)と書いた紙を掲げて、劇場前に立つ
一般の人々が目に入った。昨年10月26日に開幕し
たマラーホフ版『眠れる森の美女』は、9回目の上
演となる今日も、完売の大人気だ。
さんざめく客席が、さらにため息に包まれたのは、

薔薇であふれた庭園が現れたオープニング。茨がか
らまるフェンスを背景に、６つの大きなボール状の
薔薇の植え込みが置かれた装置は、マラーホフが目
指した「フェアリー・テイル」テイストそのもので、
ボールが半回転すると、６人のフェアリー(妖精)た
ちがひとりずつ、そこに座った状態で登場する仕掛
けになっている。
「ほとんどの『眠り』は宮殿の中が舞台になってい
るけれど、お城の庭でさまざまな出来事が起こると
いうのも、あっていいんじゃないかと思ってね。も
ともと、オーロラのローズ・アダージオを始め、薔
薇にまつわるものがいろいろ出てくる作品でしょ
う。この際、薔薇の花園に、カラボスが仕掛ける針
も薔薇の棘にして、すべて薔薇づくしでまとめるこ
とにしたんです」
というマラーホフ。もともとドイツ民話がベース

になっている『眠れる森の美女』のドイツ語タイト
ルは"DORNRÖSCHEN"。直訳すると「茨の中の
小さな薔薇（姫）」（グリム童話の邦題は『いばら姫』）
といった意味だそうだから、マラーホフ版は、原作の
イメージにより近づいたと言えるのかもしれない。
その主人公がすぐには登場しないのが『眠り』の

常だけれど、マラーホフ版では、16歳の誕生日以
前に、チラッと幼少のオーロラが姿を見せる。いた
いけな少女にカラボスが近づき、「隙あらば」と狙
うところを、リラの精がしっかり阻止して、事なき
を得るのだ。
「ストーリーをわかりやすく伝えたかったし、善と
悪との対立を明確にして、登場人物のキャラクター
を、はっきりさせるのが目的です。妖精たちは、最
初と最後だけ出てきて、その間はぜんぜん違う話に
なるというような従来の展開を避け、全幕を通して、
ずっと存在しているようにしたかったのでね」

というマラーホフの意図は、見事に体現されてい
る。ほんの短いこの一場面の挿入で、オーロラ姫は
誕生以来、ずっとカラボスの魔の手にさらされ続け、
それをリラの精が懸命に守護してきたという関係と
経緯が、一目瞭然になっていたのだ。
こうした説得力ある導入を経て、いよいよ16歳に

なったオーロラ姫、吉岡美佳の登場。楚々としたた
たずまいで現れた吉岡オーロラは、４人の王子たち
との間で難関のローズ・アダージオを落ち着いて決
め、カラボスからの薔薇の花束を、満面の笑みを浮
かべながら受け取っていた。

「自分の踊りができればと思ったんですけど、緊張
で顔が引きつってたみたいです（笑）。それでも神経
を使うローズ・アダージオが終わったあたりからは
私自身のオーロラを演じられた気がします」
と、きっぱり。客席から湧き起こったあたたかい

拍手が、何よりも彼女が受け入れられたことを物語
っていた。マラーホフのデジレ王子が、お気に入り
の紫のコスチュームに身を包んで現れてからは、ぴ
ったり息の合った２人のパートナーシップを、ベル
リンの観客に存分に披露。結婚式の賑やかな饗宴ま
でが、あっという間に流れていった。
「サプライズが好き」というマラーホフは、宴た

けなわのこのエピローグにカラボスを登場させ、ピ
リッとスパイスのきいた演出を施す。ほんとうは怖
いおとぎ話――。そんなリアルな余韻を残して終わ
るマラーホフ版『眠り』は、最後までドラマを貫く
ことを忘れないスマートさに満ちていた。

（取材・文　伊達なつめフリーライター）

吉岡美佳、ベルリン客演はブラヴォーの嵐！
マラーホフこだわりのメルヘンの世界

「眠れる森の美女」

吉岡美佳、ベルリン客演はブラヴォーの嵐！
マラーホフこだわりのメルヘンの世界

「眠れる森の美女」

マラーホフフェア1月26日～2月28日
チャコット渋谷店にて開催！
マラーホフのトークショー、写真展ほか、詳細は
http://www.chacott-jp.comをご覧ください。

モーリス・ベジャール
生誕80年記念DVD
「ベジャール！」発売

モーリス・ベジャー
ルの生誕80年にちなみ、
記念DVD「ベジャー
ル！」Bejart! Vous avez
dit Bejart? が、1月27日
発売されました。およ
そ90分の収録には、ベ
ジャール自身が踊る貴
重な映像、ジョルジ
ュ・ドンの躍る肉体、上野水香の「ボレロ」レ
ッスン、東京バレエ団「ザ・カブキ」公演など
が収録されており、ダンサー、振付家、芸術家、
思想家としてのベジャールの真実が明かされま
す。
■2005年、フランス作品、91分、カラー、フラ
ンス語（ステレオ）／日本語字幕
■価格：5,040円（税込）、IVCF-5145
■発売元：株式会社アイ・ヴィー・シー

＊スヴェトラーナ・ルンキナは所属団体のス
ケジュールの都合により、マルセロ・ゴメス
は怪我のため出演できなくなりました。代わ
りにマリーヤ・アレクサンドローワとマルチ
ン・クライエフスキーが出演いたします。

Photo:Enrico Nowrath


