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性格も異なる作品が、実に生き生きと共存している
のは、そこにコレオグラファー、ベジャールの一貫
した哲学が宿っているからだろう。かつてベジャー
ルはこう発言している。「平和の中では人間の精神
は眠ってしまう。戦争、病気、肉親の死――そう
した危機こそが精神を目覚めさせるのだ」。20世紀
とは、戦争と破壊の時代であり、鋭利な時代感覚の
中でベジャールの創造性は研ぎ澄まされた。ときに
ユーモラスで楽しく、祝祭的な性格
をもつ「愛、それはダンス」が、決

して楽観的な作品でないの
は、ベジャールがつね
に抱いてきた、時代
への危機意識が息
づいているからだ

（さらにこの作品には
「二つの大戦の間」と
いうタイトルの新作も加えられてい
る）。

オムニバス作品にもかかわらず、すべて
見終わった後に全幕作品を鑑賞したような感慨が残
るのは、最初から最後までほとんど舞台に登場し、
各シークエンスをつないでいく役割を果たすロミオ
とジュリエットによるところが大きい。今回の来日

公演で再演される「バレエ・フォ
ー・ライフ」でフレディ役を演じ

るジュリアン・ファヴローと、ウクライナ出
身の若く美しい女性ダンサー、カテリーナ・
シャルキナが、“21世紀版”ロミオとジュリ
エットを演じる。昨年末にスイスで放映され
たドキュメンタリー番組の中で、ファヴロー
は「ロミオはロマンティックな世界の恋人で、自分

自身とは遠い役のように感じる」と語
っていたが、「バレエ・フォー・ライ
フ」で主役のフレディを演じる彼が、
「ロミオとジュリエット」を踊ること
は、とても意義深い経験のはずだ。30
年以上前、カンパニーのダンサー、フ
レール・ローランがジョルジュ・ドン
と浅川仁美を前にして「戦いをやめて
愛し合おう」と叫んだとき、ベジ

ャールはベルリオーズの音楽とともに「ロミ
オとジュリエット」を振付けていた。そ
して、エイズが蔓延する90年代、若い
ダンサーに囲まれたジル・ロマンはべ
ジャールに向かって「あなたは“戦いを
やめて、愛し合おう”と言った。なのに
なぜ愛は我々に戦いを強いるのでしょ

う?」と語る。「バレエ・フォー・ライフ」は「ロミ
オとジュリエット」への時代を経た回答であり、二
つの作品は、愛（あるいは愛の困難さ）という主題
において、深く通低しあっているのだ。
また、この作品では「春の祭典」も大きな鍵を握

っている。演じられるのは、ラストの生贄の踊りの
部分だが、これが最初と最後に二回踊られ(最初は
別のカップルが、最後はロミオとジュリエットが生
贄となる)、バレエ全体に鏡像的なストーリーを喚
起させる。視覚的に美しいだけでなく、猛々しく純
粋な「愛」を舞踊化したバレエとして、やはりベ

ジャールの最高傑作なのだ。
今年発売されたDVD『ベジャール!』の
中で、ベジャールは自分自身の人生と作
品における「死」について語っていた。
母親、父親、義兄弟、そしてジョルジ

ュ・ドンと、親しい人を次々と失い、死
を想うことを作品哲学として鍛え上げてきた巨

匠。それは、あるときには独特の宗教観となり、回
教徒のエクスタシー・ダンスを思わせる「ルミ」
（ダンサーと詩人）のような舞踏を産み出した。死
への思索は同時に激しい生への情熱と、他者とつな
がること――「愛」の渇望を生み出す。仏語で「舞
踊への愛」と名づけられた「愛、それはダンス」は、
芸術家ベジャールの内面の、激しい光と影のコント
ラストが視覚化されたドキュメンタリーなのだ。

（小田島久恵・ライター）

先頃の＜マラーホフの贈り物＞で「ファラオの娘」

の抜粋ほかを踊って、ボリショイのプリンシパルの

実力をぞんぶんに発揮したアレクサンドロワとフィ

ーリン。その正統かつ精確、華麗な足さばきで、連

日喝采を浴びた二人に、5月の来日公演に向けて作

品のことなどを聞きました。

［A:マリーヤ・アレクサンドロワ F :セルゲイ・フィーリン］

初演で熱狂的に迎えられた
「ファラオの娘」
――日本で初公開になる「ファラオの娘」について

お聞きします。フィーリンさんは本国で初演を踊

っていらっしゃいますが、初めて踊られたときの

感想はいかがでしたか。

F ぼくは初演でタオールを踊りましたが、マーシ
ャ(アレクサンドロワ)も初演を踊っていますよ。
A 私はラムゼの役を初日に踊りました。衣裳がと
ても美しくて、楽しく踊れました。ロシアのほかに
アメリカでもフランスでも、それからロンドンでも
踊りましたが、熱狂的に受け入れられました。色彩
もあざやかな美しい舞台ですから。
F 最近のボリショイの作品のなかでもっともすば
らしいバレエだと思います。規模の大きい全幕もの
で、踊りも多く、出演者の数もとても多いのです。
明るいダイナミックな舞台で、しかも内容は重苦し
くなく、古代を扱ったわかりやすいものです。ピエ
ール・ラコットの振付は複雑で少し風変わりなとこ
ろもありますが、とてもおもしろいですよ。
――「ファラオの娘」の原版はプティパの作品で

すけれど、今回プティパの研究家であるラコット

の振付を踊ってみて、ほかのプティパの作風とど

うちがうと思われましたか。

A 私の踊ったラムゼにはプティパのオリジナルの
ヴァリエーションがあるんです。もうひとつどこか
にあるらしいですが。でもそのほかの部分はラコッ
ト自身が振付けたもので、とてもおもしろい作品に
なったと思います。
F プティパの手法ととくに比べてみたことはないで
すね。これはラコットのオリジナルの作品だと考えて
いますし、それを踊ることはとても楽しかったです。
――音楽についてはどうですか。音楽のせいでこ

の作品は一度お蔵入りになりましたね。

F ええ、指揮者のロジェストヴェンスキーが芸術監督
になったときに、音楽が彼の気に入らなかったのです。
A プーニの音楽はなんの歴史的意味もないし、ア
カデミックな劇場で演奏する価値がないというので
す。でもバレエはシンフォニーを演奏するのとはち

がいます。ヴィジュアルなものですから、舞台から
受けるイメージが大事なんです。
F ダンサーにとってすばらしい音楽だと思いますよ。
軽やかで明るくて、踊りやすいし、覚えやすい。楽しい
ところも、深く味わえるところもあっていろいろに変
化します。踊っていて問題を感じたことはないですね。
A それに振付でじゅうぶん補っていますから。と
ても音楽的で表情豊かな振付なんです。叙情的だっ
たり軽やかだったり。その点でもラコットは成功し

ていると思います。
――アレクサンドロワさんはアスピシアとラムゼ

の両方を日本で踊られますね。どちらの役がお好

きですか。

A それを言うのはむずかしいですね。アスピシア
はファラオの娘でラムゼはその侍女ですが、どちら
もとてもおもしろい役です。とくにラムゼは褐色の
肌をした美しいエジプト娘で、私は大好きな役です。
私にとても似合っていると思いますよ。

F マーシャのラムゼはほんとにすばらしいですよ、容
姿も踊りも。誰もあんな風に演じることはできないで

しょう。もちろん彼女のアスピシアもいいけれど、ラム
ゼはマーシャのためにあるような役なんです。
A じつはラコットもそう言ってくれました。こう
いう風にできるなんて予期していなかったって。

「ラ・バヤデール」には精神的な
深みを感じる
――見るのがいよいよ楽しみです。では「ラ・バ

ヤデール」に移りますが、マーシャさんは今回ガ

ムザッティ役を踊られますが、ニキヤを踊ったこ

とはありますか。

A いいえ、まだなんです。踊りたいと思っていま
すが。でもガムザッティはほんとうにおもしろい役
です。グリゴローヴィチのヴァージョンでは踊りが
とても多いし。ガムザッティというのはさまざまな
演じ方ができると思うのです。それに比べ、ニキヤ
はすべて決められています。人を愛し、苦しんで、
あとは死の世界に入るという風に。でもガムザッテ
ィにはよくわからない点があって、いろいろに解釈
できるのです。
――フィーリンさんのソロルは、ガムザッティにど

んな気持を持っているのでしょう。

F ソロルは勇敢な戦士で、みなから尊敬されてい
ます。ガムザッティとの結婚を告げられて、ソロル
が拒否しようとするのは、ニキヤに対して愛を誓い、
心を捧げてしまったからです。そうでなければガム
ザッティと愛し合うこともできたでしょう。ガムザ
ッティがいやだというわけではないのです。
A ガムザッティは不幸な女性です。子供のころか
ら結婚を決められていたソロルに別の女性がいたこ
とを知って傷つき、性格が変わってしまったのだと
思います。むずかしい心理です。「ラ・バヤデール」
はとても精神的に深いバレエなのです。
――最後に自由時間には何をしていらっしゃるか教

えてください。

F 時間があれば子供たちと過ごしています。9歳
になる男の子と2ヶ月の男の子がいるので。赤ちゃ
んはかわいいけれど、おかげでひまな時はほとんど
ないですね(笑)。
A 私は時間があれば、別に暮らしているママのと
ころに行っていっしょに過ごすようにしています。
でも自由な時はあまりないですね。
F 自由な時間があったら、ぼくたちは日本に来て
たくさん踊りたいですよ(笑)。

(インタビュー、文：小町直美・舞踊評論家)
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モーリス・ベジャール・バレエ団
巨匠のすべてが凝縮されたベスト・オブ・ベジャール
「愛、それはダンス」が魅せるものとは？！

L'AMOUR-LA DANSE

モーリス・ベジャール・バレエ団
巨匠のすべてが凝縮されたベスト・オブ・ベジャール
「愛、それはダンス」が魅せるものとは？！

L'AMOUR-LA DANSE

「春の祭典」

「ロミオとジュリエット」
「ヘリオガバルス」

「わが夢の都ウィーン」

「ギリシャの踊り」
「ブレルとバルバラ」 「バレエ・フォー・ライフ」

「バレエ・フォー・ライフ」

「海」

モーリス・ベジャ
ール・バレエ団の
二年ぶりの来日公
演で、日本初上陸

と な る の が
「愛、それは

ダンス」
( 原 題

「L’AMOUR-LA DANSE」)。2005年初夏にパリ
とローザンヌで上演され、その後もフランスとベル
ギーの各都市で演じられている話題作だ。内容は、
16のシークエンスからなるオムニバス形式のバレ
エで、ベジャール氏の50年間の膨大なクリ
エイションの中から12の作品が取り上げら
れ、二部構成で展開される。長らくビデオ
や写真などの記録映像でしか見られなか
った名作が、まとめてライヴで見られ
る感動は、ベジャール・ファンにとっ
て格別のものだろう。「春の祭典」(’59)
「七つのギリシアの踊り」(’83)「ブレルと
バルバラ」(’01)といった日本のファンに馴染みの深
い作品に加えて、ジョルジュ・ドンとスザンヌ・ファ
レルが踊った「ロミオとジュリエット」(’66)、ショ
ナ・ミルクとパトリス・トゥーロンの映像が印象的
な「ヘリオガバルス」(’76)、異教的な魅力を放つ
「ルミ」(ダンサーと詩人)、かつてベジャール自身
がゴージャスな衣裳をつけて踊った(本作ではカン
パニーの女性ダンサーたちによって演じられる)
「カスタ・ディーヴァ」(’80)が再び演じられるの
も見逃せない。
休憩を挟んで約2時間半というボリュームのこの

作品を観て改めて驚くのは、ベジャール作品のテー
マの多彩さと、音楽の本質を把握する鋭い感性であ
る。制作された年代もバラバラで、主題もダンスの

「ルミ」（ダン
サーと詩人）

モーリス・
ベジャール

マリーヤ・アレクサンドロワ
Maria Aleksandrova

セルゲイ・フィーリン
Sergei Filin

ボリショイ・バレエ団
マリーヤ・アレクサンドロワ
＆セルゲイ・フィーリン
スペシャル・インタビュー

ボリショイ・バレエ団
マリーヤ・アレクサンドロワ
＆セルゲイ・フィーリン
スペシャル・インタビュー
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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

Information & Topics

ボリショイ・バレエ団2006年日本公演
●｢ラ・バヤデール｣
●ニキヤ ●ソロル
5月3日（水・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［●ザハーロワ、●ツィスカリーゼ］
5月4日（木・休）1:00p.m. 東京文化会館
［●ステパネンコ、●フィーリン］
5月4日（木・休）6:30p.m. 東京文化会館
［●グラチョーワ、●ウヴァーロフ］
5月5日（金・祝）1:30p.m. 東京文化会館
［●ザハーロワ、●ツィスカリーゼ］
5月7日（日）3:00p.m. 神奈川県民ホール
［●ステパネンコ、●ウヴァーロフ］

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

5月10日（水）6:30p.m. 東京文化会館
［●アレクサンドロワ、●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。
5月11日（木）6:30p.m. 東京文化会館
［●ルンキナ、●グダノフ］
5月12日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［●アレクサンドロワ、●ツィスカリーゼ］
＊主な配役は2006年3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」

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。

パリ・オペラ座バレエ団2006年日本公演
●「白鳥の湖」（全幕）
●オデット/オディール ●王子 ●ロットバルト
4月21日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［●ルテステュ、●ル・リッシュ、●ロモリ］
4月22日（土）1:30p.m. 東京文化会館　
［●ムッサン、●モロー、●ファヴォラン］
4月22日（土）6:30p.m. 東京文化会館　
［●ジロー、●マルティネス、●パケット］
4月23日（日）1:30p.m. 東京文化会館　
［●ルテステュ、●ル・リッシュ、●ロモリ］
4月24日（月）6:30p.m. 東京文化会館
［●ジロー、●マルティネス、●パケット］
＊4月22日昼・夜両公演および24日の配役が都合により上記
の通り変更になりました。右Close-up欄に関係記事あり。

●「パキータ」（全幕）
●パキータ ●リュシアン

4月27日（木）6:30p.m. 東京文化会館　
［●デュポン、●ルグリ］

4月28日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［●オスタ、●ペッシュ］

4月29日（土・祝）1:30p.m. 東京文化会館
［●ジルベール、●ガニオ］

4月29日（土・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［●オスタ、●ペッシュ］

4月30日（日）1:30p.m. 東京文化会館
［●デュポン、●ルグリ］
＊上記の配役は2006年3月20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

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）
「愛、それはダンス」
6/25（日）兵庫県立芸術文化センター［0798-68-0255］
6/30（金）iichikoグランシアタ（大分）［097-533-4004］
7/3（月）まつもと市民芸術館（松本）［0263-33-3800］
「バレエ・フォー・ライフ」
7/1（土）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
＊東京以外の公演については、各地主催者にお問い合わせください。

■入場料［東京公演・税込］
S=¥17,000 A=¥15,000 B=¥13,000
C=¥10,000 D=¥  7,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
5月19日（金）より受付。「バレエ・フォー・ライフ」

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）東京文化会館
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）東京文化会館
王子：アンドレイ・ウヴァーロフ（予定）

＊オデット／オディール役に予定されていたスヴェトラー
ナ・ザハーロワはボリショイ・バレエ団の都合により出演で
きなくなりました。2006年3月20日現在調整中です。

●「ジゼル」（全幕）
８月15日（火）東京文化会館
８月17日（木）東京文化会館
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

■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団
その他の公演（予定）
8/19（土）大阪「ジゼル」
フェスティバルホール ［06-6231-2221］

（ディアナ・ヴィシニョーワ、ウラジーミル・マラーホフ出演）

「ジゼル」

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』

■『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
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
エコノミー券=¥10,000
学生券=¥9,000
（横浜公演のみ D=¥22,000）
＊エコノミー券はe+のみで8月12日（土）、学生券は
NBSのみで7月21日（金）より受付。

ズービン・メータ指揮 フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団演奏会
9月14日（木）7:00p.m. 東京芸術劇場 プログラム

ヴィヴァルディ：4つのヴァイオリンの協
奏曲　変ロ長調Op.27
モーツァルト：交響曲第41番K.551「ジ
ュピター」
ベルリオーズ：幻想交響曲Op.14

■入場料［税込］
S=¥17,000   A=¥14,000   B=¥11,000
C=¥  9,000   D=¥  7,000   E=¥  5,000
エコノミー券=¥4,000
学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで8月12日（土）、学生券は
NBSのみで7月21日（金）より受付。

ズービン・メータ

「白鳥の湖」

後藤晴雄、
UNIQLOのCMに
出演

この3月、後藤晴雄がUNIQLO（ユニクロ）のCM
に登場しました。チノ＆カーゴ　キャンペーンの今
回、テーマは“「スーツ」だけが「フォーマル」じ
ゃない”。文字通り後藤は、真っ白なカーゴパン
ツ＆燕尾服で、女優の前田美波里さんをエスコート。
息のあったダンス・シーンも盛り込まれたこのCM、
ご覧になった方も多いことでしょう。新聞広告では、
彼自身のファッションに対するコメントも掲載され
ました。
4月の東京バレエ団公演《ベジャール=ディアギレ
フ》では、フォーキンとベジャール両振付家による
「ペトルーシュカ」での活躍が期待される後藤晴雄。
舞台での躍進とともに、さらなる注目と人気を高め
ていくことになりそうです。

2演目セット券
セット券は2演目のS, A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。

パリ・オペラ座の
新エトワール誕生と
日本公演キャスト

去る3月3日、パリ・オペラ座においてエルヴェ・
モローがエトワールに任命されました。「ラ・バヤ
デール」の初日に、ニコラ・ル・リッシュの代役と
して登場したモローは、ソロルは初役ながら、大役
をこなし、エトワールに任命されることとなりま
した。
1995年入団後、99年にコリフェ、2001年にスジェ、
2002年にプルミエ・ダンスールとなったエルヴェ・
モローは、美形かつノーブルなダンサーと認めら
れており、エトワールへの昇進は今か今かと、誰も
が望み、期待していたともいえるでしょう。
今回のパリ・オペラ座日本公演においては、当初
予定されていたジャン=ギヨーム・バールの代わり
に、4月22日昼公演の「白鳥の湖」に出演すること
が決定しました。端正な王子ぶりには定評のあるモ
ローですが、エトワールとなってほどないこの時期
に、その姿が披露される機会が訪れたことは、バレ
エ・ファンにとって嬉しい限りの出来事といえるで
しょう。

なお、パリ・オペラ座日本公演「白鳥の湖」に関
しては、出演者の怪我などの理由により、4月22日
夜公演、4月24日のロットバルトはカデル・ベラル
ビに代わりカール・パケットが、4月22日昼公演の
ロットバルトはカール・パケットに代わりステファ
ーヌ・ファヴォランが踊ることとなります。
変更後のキャストは下記の通り。
●オデット/オディール ●王子 ●ロットバルト

4月22日（土）1:30p.m. 東京文化会館　
［●ムッサン、●モロー、●ファヴォラン］

4月22日（土）6:30p.m. 東京文化会館　
［●ジロー、●マルティネス、●パケット］

4月24日（月）6:30p.m. 東京文化会館
［●ジロー、●マルティネス、●パケット］

ベジャール振付「ペトルーシュカ」を演じる後藤晴雄
Photo:Kiyonori Hasegawa

エルヴェ・モロー
（パリ・オペラ座「白鳥の湖」より）Photo:Icare

5月上旬前売開始予定
＊開演時間、入場料の詳細は近日発表の予定です。

4月8日（土）10:00a.m.より前売開始
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劇場へ行こう
佐々木忠次

前号で、シルバーシートで平然と化粧をしてい
る若い女性の話を書いたら、読者から溜飲が下が
る思いがしたという声をいくつも寄せていただい
た。電車の中で“大和撫子”が、化粧をするなど
もってのほか、世も末だと思っている人がたくさ
んいるのだ。そもそもシルバーシートなぞ設ける
からおかしなことになる。妙な優先席を設ける前
に昔ながらの敬老精神や思いやりの心が廃れない
ようにするべきではないか。こういう発想だから、
こんどは痴漢被害を防ぐために女性専用車をつく
ることになるのだ。老人や困っている人に席を譲
るのは当たり前、痴漢行為をはたらくのはとんで
もないという道徳教育をなおざりにして、方法論
や規則で解決しようとするから、どんどんおかし
な方向に進んで行くように思う。規則で取り締ま
る前に、他者を思いやる心を育むことが先決だ。
日本は諸外国に比べて宗教の及ぼす力が弱いこと

も、若い人たちの精神基盤がしっかりしていない
要因だろう。これからは今までにも増して道徳教
育や情操教育が重要になってくるのは間違いない。
シルバーシートをはじめ世の中には必要ないと
思えるものはいくつもある。いったん出来上がった
システムを変えるのは大変で、いまさらシルバーシ
ートをなくすことだってなかなかできないだろう。
やはり構造改革や規制緩和は必要なのだ。私がこの
コラムで頻繁に取り上げている新国立劇場だって、
今のままなら存在意義があるとは思えない。1年で
80億円の税金が使われていると聞くが、すでに開場
してから8年半経つ。それが正しければ、すでにざっ
と計算して680億からの税金が投入されているので
ある。新国立劇場はこの8年半の間に投入された税
金の額に見合うだけの成果を挙げたのか、検証して
みる必要があるのではないか。8年半かけて駄目な
ものは、根本から見直すか廃止するかのどちらかだ。
役所というところは、「書類がまわってきても報告
を承認するだけ」（防衛庁の天下り人事に関して、2
月6日付け朝日新聞）と、上下関係は徹底していると
いう。新国立劇場も似たようなもので、監督官庁の
役人がアーティストに支払うギャラが高すぎるの
ではないかと指摘しても、素人のような専門委員が
民間の団体はそれ以上に高いギャラを払っている

と主張すれば、それで通ってしまうらしい。
日本経済新聞の夕刊に連載されていた「おじさん
は怒ってるぞ」と題するコラムで、「若き『異星人』
に告ぐ」の6回目（3月8日付）の文章を読み、共感し
た。「通勤電車のなかで化粧をしたり、弁当を広げた
り。人目を気にしないということは他人との距離が
測れていないのかな。若い人に限らず、渋谷あたりの
道ですれちがうと『おれは絶対によけない』って勢
いで直進してくる人も増えたね。江戸のころの人た
ちは狭い道で傘がぶつかったり、雨のしずくがかか
ったりしないようにお互いに傾けた。そんな『傘かし
げ』の時代も遠くなりにけり、か」。こうした風潮につ
いて、目白大学の渋谷昌三教授（人間社会学）は「没人
格化といい、人を棒や石のように思い、必要な事物以
外は無視する。大都会で暮らす人が過度の情報やス
トレスにさらされないよう身に付けた技術」と言い、
それは「米国の説だそうだが、そんな生活の“知恵”
が悪い方に転んだのかもって」と、分析している。
近年、企業の採用担当者が求人にあたってどんな
能力を新入社員に求めるかというと、1番はコミュ
ニケーション能力だという。それは最近の若い人た
ちのコミュニケーション能力が欠如していること
の裏返しかもしれない。コミュニケーション能力と
いっても、もとをただせば他人を思いやる気持ちと

言っていいだろう。コミュニケーションがうまくと
れないというのは、やはり他人との距離がうまく測
れていないのだ。コミュニケーション力を育む社交
の場が少なくなってきているのも確かだ。同じ感情
を共有する場が少なくなっている。先頃トリノ・オ
リンピックのフィギアスケートで荒川静香選手が
金メダルを獲ったり、ワールド・ベースボール・
クラシックで日本が世界一になったのをテレビで
見ていて思ったのだが、感動を共有すると他者と
の距離を近くするのではないだろうか。誰かまわ
ず話しかけて喜びを分かち合いたくなる。オペラ
ハウスは元来社交場だが、スケートリンクだって
野球場の観客席だって社交場だ。テレビの前に座
っていても感動するのだから、その場に居合わせ
れば感動は何倍にも増幅することだろう。若い人
たちには、劇場でも球場でもスケートリンクでも
感動を生で体験できるところに足を向けてほしい。
これからの時代は、若い人たちは他の人々と一
緒に感動を分かち合うことでコミュニケーション
をとり、情操を高めるために。そして、シニア世
代は現役引退後も社会とのつながりを求め、心豊
かな生活をおくるために、社交場としての劇場の
役割が大きくなるのではないかと考えている。だ
から、老いも若きも劇場へ行こう。

昔のバレエについて読むのはとても楽しいが、同時
にじれったい思いもさせられる。感動的な形容や断片
的な描写ばかりで、実際はどうだったのか、想像に頼
るほかないからだ。
芸術は一朝一夕に出来上がるものではない。過去に
偉大な蓄積があって、その土壌の上に“今の花”を咲か
せる。それは舞踊も同じだが、しかし舞踊が他の芸術と
ちがうのは、往々にして作品が消えてしまうことだ。
美術なら作品そのものが残る。音楽には楽譜があっ
て、完璧に近い再現が可能だ。しかし舞踊譜は…、ごく
少数の人しか読み解けない暗号のようなものである。
そうやって惜しくも消えてしまった名作を甦らせ
たのがピエール・ラコットである。彼は残された暗
号を読み解き、周辺の記録を調べ、そしてもちろん
バレエ・テクニックについての自身の体験を駆使し
て（彼は元パリ・オペラ座バレエのダンサーだっ
た！）地下に葬られてバレエ史にその名を輝かせる
のみになっていた作品を復活させたのである。
その最初の試みが『ラ・シルフィード』だった。
絶版だった初演のタリオーニ版を復元したのだが、
この作品には双子のようなブルノンヴィル版があっ
て、そちらが生き残っていたため、さほどの衝撃に
はならなかった。
｠ ラコットの学問的情熱が次に向かったのは『ファラ
オの娘』である。プティパの若い時の作品で、その大
成功のおかげでプティパはマリインスキー劇場の首席
メートル・ド・バレエになったという曰くもあって、
バレエ史家は必ず取り上げるが、しかし実際には影も
形もなくなっていた。これが姿を現したのだから、バ
レエを知る者、だれしも胸を轟かせないではいられな

い。プティパといえばクラシッ
ク・バレエを大成した人として知
られるが、1862年初演の『ファラ
オの娘』はまだロマンティック期
のバレエだ。原作は『ジゼル』の
作者ゴーティエで、初演にはプティ
パ自身、それに『白鳥の湖』第2，4

幕振付のレフ・イワノフも出演し
ている。
しかし、ほんとうの驚きは『パ

キータ』だ。ジョゼフ・マジリエ
振付で1846年、ということは『ジ
ゼル』の5年後にパリ・オペラ座で
初演され、その時は大評判だった。
最初にヒロイン、パキータを踊っ
たのは『ジゼル』でスターになっ
たカルロッタ・グリジである。

この時代のバレエ、つまりロマンティック・バレエ
はどれも、個性的な人物たちを巡ってしっかりした筋
立てがあり、変化に富んだ場面が展開する。『パキー
タ』の場合は、場所はナポレオン統治下のスペインの
渓谷。そこでフランス人士官が一人のチャーミングな
ロマ（ジプシー）の娘に出会う。だがじつは彼女には秘
密があって、…というわけで、このバレエにはフランス
とスペインの国際関係に民族を超えた恋が絡み、スリ
リングなストーリーが民族色豊かに繰り広げられる。
初演当時のことは、バレエの歴史では大々的に扱わ
れているが、残念ながら作品はその後、あのマリウ
ス・プティパの手で大幅に改変され、20世紀のあいだ
に物語なしの一種のシンフォニック・バレエみたいに
なってしまった。その一枚のフレスコ画の背後に壮大
な寺院が隠れていたのが発掘されたのだ！　ラコット
版『パキータ』が与えてくれるのは、そのような考古
学的な感動でもある。｠ ｠ 
そこへきて今度は『ドナウの娘』（初演1937）の復
元版が東京で見られるのだという。フィリッポ・タリ
オーニの振付でアダンの音楽、シスリの美術と言えば、
『ラ・シルフィード』や『ジゼル』の妹のような作品
だ。初演の主役はもちろん娘のマリ・タリオーニ。ス
トーリーは、そう『ジゼル』と『パキータ』に『白鳥
の湖』を重ねたとでも言ったらいいか…、いや、ほん
とうにそうなのである。うそだと思ったら、今年11月
の東京バレエ団の初演で確かめてほしい。
こうしてラコットが次々に甦らせたロマンティッ
ク・バレエの娘たちに遭遇できるのは、まさに21世紀
ならではのバレエの感動である。

（佐々木涼子・舞踊評論家）

「ドナウの娘」は、「ラ・シルフィード」と同
様にフィリッポ・タリオーニが娘マリのために創
った作品ですが、長くレパートリーから消えてい
ました。これを蘇らせたのは、ロマンティック・
バレエに深い愛情を注ぐピエール・ラコット。
2006年11月に東京バレエ団初演が行われます。
「ドナウの娘」は、正直で自然な若い村娘（フ
ルール・デ・シャン）と、恋人ルドルフが、運命
に翻弄される恋物語です。フルール・デ・シャン
は、白痴で足の悪いふりをして、男爵の嫁選びか
ら逃れようとしますが、逆に彼女の愚直さと障害
に心を動かされた男爵は彼女を結婚相手に選びま
す。驚いたルドルフは、自分たちの仲を訴えます
が反逆罪で捕らえられてしまいます。絶望したフ

ルール・デ・シャンはドナウ川に身を投げます。
そして、彼女の後を追うように川へと飛び込んだ
ルドルフは、川底でドナウ川の女王から、ベール
をかぶったお供たちの中からフルール・デ・シャ
ンを正確に当てることができたなら、生き返らせ
てあげようと言われます。愛によってこの挑戦に
成功したルドルフは、フルール・デ・シャンとと
もに水面に昇ることとなるのでした。
ジゼルと同様に、第1幕と第2幕で全く違うタイ
プの役を演じるフルール・デ・シャンには、その
二重の役を演じるための解釈や表現が見どころと
なります。また、フルール・デ・シャンだけでな
く、ルドルフにも、技巧的なヴァリエーションや
パ・ド・ドゥ、そして狂気に陥った場面などがあ
り、男性ダンサーにとってもやりがいたっぷり、
見せ場の多い作品となっています。どうぞお楽し
みに。

「ドナウの娘」
東京バレエ団初演

「パキータ」
（パリ・オペラ座・バレエ団）

「ドナウの娘」（東京バレエ団　劇場リハーサルより）

「ファラオの娘」（ボリショイ・バレエ団）

ピエール・
ラコット

パキータ、アスピシア、フルール・デ・シャン。“ラコットの娘たち”
～いま蘇る失われたバレエ～
パキータ、アスピシア、フルール・デ・シャン。“ラコットの娘たち”
～いま蘇る失われたバレエ～
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