
念すべき二人の全幕初共演となるかも
しれません。
また、古典からモダンまで、幅広いレ

パートリーにおいて世界の舞台で認めら
れている東京バレエ団です

が、溌溂とした
エネルギー溢れ

る「ドン・キホー
テ」は、すでに海外公演でも実績を
重ねた東京バレエ団の代表作の
一つともいえるものです。ダ
ンサー一人ひとりが傾け
た情熱が見事に結集する
熱い舞台が高い評価を得

ています。
古典の名作「白鳥の湖」と、熱気に満ちた「ド
ン・キホーテ」の連続上演となるこの公演は、異な
る魅力が存分に発揮される機会となることでしょ
う。

2007年4月、東京
バレエ団による2作「白鳥の湖」
と「ドン・キホーテ」の連続上演
は、まさに春爛漫の魅力溢れる公
演！
今回の「白鳥の湖」に
は、ベルリン国立バレエ
団のプリマ、ポリーナ・
セミオノワとシュツットガル
ト・バレエ団のフリーデマン・
フォーゲルを主役に迎えることと
なりました。両名とも、すでにそれ
ぞれのバレエ団の来日公演等で絶
大なる人気を獲得しているほか、
2006年には世界バレエフェスティバルで活躍を見
せ、ますます日本のバレエ・ファンを虜にしました。
ベルリンとシュツットガルトという異なるカンパニ
ーに所属する二人は、ガラ公演では組んでいるもの
の、全幕での共演は未経験。4月の東京の舞台が記

何か新しいことや挑戦的なやってみたいことを受け入れ
てくれ、一緒に何かを探すことが出来るパートナーだと
思う。こちらが何か提案しても全く相手にしてくれない
人もいるけれども、フリーデマンはとてもオープンで、
ごく自然に、お互い一緒に努力していこうという気持に
なれるのよ」

２人の相性の良さは、今夏の世界バ
レエフェスティバルの舞台でも明ら
かだったが、ついに全幕物の「白鳥
の湖」で日本のバレエファンの前で
踊るというのは一つの事件だ。
「バレエ・ダンサーにとって、白
鳥オデットと黒鳥オディール

を踊り分けられるく
らいエキサイティン
グなことはないわ。
実は「白鳥の湖」と
いうバレエ作品が生
まれた時から、この
オデットとオディール
を2人のバレリーナが
踊るというバージョンが
あったのは知っているし、

現在もそっちのバージョンで上演しているバレエ団もあ
る。でも、一人のバレリーナが違う役を踊るというとこ
ろに、この作品の醍醐味があるのよ。バレリーナがいか
に自分の演技力を発揮できるか。私の場合、オディールを
踊っている時は、内面こそ人間の女性だけど、姿が黒鳥
であることでもわかるように、どこか動物的で、狡猾で、
悪魔ロットバルトに操られてるんじゃなく、自分で進ん
で相手をだますことをいとわない、という風に解釈して
るわ。でもそれと同時に、もちろん美しくて、誰もが惹
きつけられるくらい魅力的で、素敵な女性でもあって」
では、ポリーナ版オデットはどうなのだろう？

「オデットは本当にきれいで、純粋で、神聖で、何者も侵
し難い･･･、でもそれ故に、何者にも守られていない、繊
細で、弱くて、優しい善なる魂があるの。あまりにも美
しいピュアな心を持つために、彼女は自分を救ってくれ
るであろう愛、つまりジークフリートにしろ誰にしろ、
苦しい思いをさせたくないとすら思うのよ。それくらい
なら自己犠牲の道を選ぶという･･･」
軸足が全然ブレないオディールの32回転フェッテを含
め、あまりにも軽やかに踊るため、全然苦労などなさそ
うに見えるが、ポリーナは「とんでもない」と真顔で否
定する。
「何回踊っても「白鳥の湖」は難しいバレエ作品の一

つで、踊る時は実は緊張してるのよ。技術的にも体力
的にも、最後まで踊り切れるかしら？って。でもそん
なことを考え続けても仕方がないから、自分の役柄が
どういう女性なのか、頭を切り替えて踊っているの。
特にオディールみたいな人間というか行動は、自分自
身の人生の中ではありえないシチュエーションだから、
楽しまなくちゃ（笑）。舞台の上だからこそ、ああいう
悪魔のような女性を演じることが出きるんですものね」
「白鳥の湖」以外で好きな作品、役として「マノン」
や「カルメン」などドラマチック＆ファム・ファター
ルの名前が続々あがっていったのも、舞台の上だから
こその変身が楽しめるからだろうか。
「オディールの32回転フェッテは、既に100年前から
披露されていた。でも当時は、ただただ32回、回るだ
けが目標で見てくれも何もなかったという（笑）。その
点、現在はどんどん技術も複雑になってきて、一つ一
つの形にもこだわりがあったり、1回１回の回転でもい
ろんなコンビネーションを組み合わせたリ、本当に工
夫されている。それに、100年前はバレリーナも背が低
く、もっとガッチリしていたから、より回りやすかっ
たんじゃないかしら。背が高くて身体も細いと、バラ
ンスをとるのが大変なのよ（笑）」

（取材・文／佐藤友紀　フリーライター）

「この鳥の形をしたピアス、フリーデマンからの贈
り物なの。彼はシュツットガルトにお店を持っていて、
私に“何かプレゼントしてあげるよ”って言ってくれた
から、これを選んだのよ。フォーゲルという彼の苗字は
“鳥”という意味だから、ピッタリでしょ（笑）」
ふだんはベルリンとシュツットガルトという離れた
カンパニーで活躍しているのに、ポリーナ・セミオノ
ワとフリーデマン・フォーゲルの息の合い方は、こん
な思いがけないところにも表れている。
「私にとって理想的なパートナーというのは、私が

東京バレエ団「白鳥の湖」
2007年4月10日（火）6:30p.m. 東京文化会館
2007年4月11日（水）6:30p.m. 東京文化会館
2007年4月12日（木）6:30p.m. 東京文化会館

熱気溢れる東京バレエ団
総力結集の傑作
「ドン・キホーテ」

（全幕）

ポリーナ・セミオノワ
インタビュー

オデットとオディール、

正反対の女性の踊り分け

を楽しみたい

ポリーナ・セミオノワ
インタビュー

オデットとオディール、

正反対の女性の踊り分け

を楽しみたい
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ポリーナ・セミオノワ＆
フリーデマン・フォーゲル主演
「白鳥の湖」（全幕）

12月上旬
前売開始予定

いつの時代にも、時代を代表する歌姫と呼ばれるス
ターが存在します。もちろんエディタ・グルベローヴ
ァもその一人ですが、彼女の場合、“コロラトゥーラ
の女王”の座を守り続けているその時間の長さは驚異
的というべきでしょう。グルベローヴァはすでに何度
もの来日を重ねてい
るので、その歌声に
触れ、魅了されてい
るファンは数知れま
せん。挙げ句の果て
はグルベローヴァが
歌うとなれば、世界
のあちこちへと出か
けていくというファ
ンも少なくないとか。
聴く者を虜にして
しまう最大の魅力として、彼女の超人的なコロラトゥ
ーラの技巧が挙げられます。しかし、歌唱というもの
は、必ずしもテクニックの正確さだけで人の心にまで
届くことはできません。グルベローヴァ自身が最大の
信条として、最も大切にしているのが、ベル・カント。
これこそが、彼女を揺るぎない“女王”の地位にとど
まらせているのです。美しい歌、あるいは美しく歌う

という意味のベル・カントも、テクニックの一つでは
ありますが、そこには、音楽全体をどう表現するか、
といったものも含まれてくるのです。
今回の来日リサイタルには、「彼女のコレが聴きた
い！」というプログラムが用意されました。『ランメ
ルモールのルチア』の狂乱の場はもちろんのこと、
『ノルマ』の“清らかな女神よ”は、2003年のあの
感動が再び蘇ることになるのです。
また、今回は公私ともに良きパートナーである
フリードリッヒ・ハイダーの指揮、彼がいま情熱
を傾けるオーケストラ、オビエド・フィラルモニ
ア、二人が認めたアルゼンチン出身の若きバリト

ン、イヴァン・パ
レイを共演者に迎
えます。ウィーン
を中心に活躍する
パレイは、若き才
能の発掘にも積極
的なハイダーとグ
ルベローヴァの両
名イチオシ。注目
の初来日となりま
す。
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オビエド・フィラルモニアは、スペインの世界遺
産の街として知られる古都オビエドで、1999年に産
ぶ声をあげた若きオーケストラです。フリードリッ
ヒ・ハイダーは、2004年にこのオーケストラの音楽
監督に就任しました。ハイダーの情熱を受け、急速
に評価を高めているこのオーケストラの注目の初来

日は、スペインの作曲家の作品によるオール・スペ
イン・プロ。真のスペインの情熱を響かせてくれる
ことに期待が膨らみます。共演には、バリトンのイ
ヴァン・パレイと、17歳でパガニーニ・コンクール
を征したヴァイオリニスト、イワン・ポチョーキン
が登場。新鋭の情熱にも注目。

エディタ・グルベローヴァ
〈オペラ・アリアの夕べ〉
2007年4月1日（日）2:00p.m. 東京文化会館
2007年4月6日（金）7:00p.m. 東京文化会館
■予定される曲目
モーツァルト：歌劇『後宮からの逃走』より
“あらゆる苦しみが”
ドニゼッティ：歌劇『ランメルモールのルチア』
より 狂乱の場
ベッリーニ：歌劇『ノルマ』より“清らかな女神よ”
ベッリーニ：歌劇『テンダのベアトリーチェ』より
“もし私に墓をたてることがゆるされても”
ほか、共演者のイヴァン・パレイによるアリア、
オーケストラ曲

■バリトン：イヴァン・パレイ
指揮：フリードリッヒ・ハイダー
演奏：オビエド・フィラルモニア

■入場料［東京公演・税込］
S=¥21,000 A=¥18,000 B=¥15,000
C=¥12,000 D=¥  8,000 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、学生券はNBSのみ
で、3月2日（金）より受付。

［このほか名古屋、大阪でリートによるリサイタル］
2007年4/10（火）愛知県芸術劇場コンサートホール

［052-241-8118］
2007年4/14（土）大阪・ザ・シンフォニーホール

［06-6453-6000］
＊東京以外の公演については、主催者にお問合せく

ださい。

フリードリッヒ・ハイダー指揮
オビエド・フィラルモニア演奏会
2007年4月7日（土）2:00p.m. 東京文化会館
■予定される曲目
ファリャ：歌劇『はかない人生』より
序曲と間奏曲
ファリャ：スペインの7つの民謡　

バリトン：イヴァン・パレイ
サラサーテ：バスク奇想曲

ハバネラ
チゴイネルワイゼン
「カルメン」幻想曲
ヴァイオリン：イワン・ポチョーキン

ファリャ：舞踊組曲「恋は魔術師」
■入場料［東京公演・税込］
S=¥12,000  A=¥10,000  B=¥8,000   
C=¥  5,000  D=¥  4,000  E=¥3,000
エコノミー券=¥2,000  学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみ
で、3月2日（金）より受付。

気鋭ハイダーが情熱を注ぐ
スペインの若きオーケストラ
オビエド・フィラルモニア初来日！
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円熟の“コロラトゥーラの女王”が放つ
これぞベスト・オブ・グルベローヴァ！

エディタ・グルベローヴァ
〈オペラ・アリアの夕べ〉

円熟の“コロラトゥーラの女王”が放つ
これぞベスト・オブ・グルベローヴァ！

エディタ・グルベローヴァ
〈オペラ・アリアの夕べ〉

Edita Gruberova RecitalEdita Gruberova Recital

Oviedo Filarmonia 
Conducted by Friedrich Haider

Oviedo Filarmonia 
Conducted by Friedrich Haider

イヴァン・パレイ

イワン・ポチョーキン

11月11日（土）
10：00a.m.
前売開始

11月11日（土）
10：00a.m.
前売開始

東京バレエ団「ドン・キホーテ」
2007年4月14日（土）3:00p.m. 東京文化会館
2007年4月15日（日）3:00p.m. 東京文化会館
＊出演者、入場料等詳細は追って発表いたします。
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Photo:Kiyonori Hasegawa

東京バレエ団
2007年4月公演
「白鳥の湖」
「ドン・キホーテ」

東京バレエ団
2007年4月公演
「白鳥の湖」
「ドン・キホーテ」

エディタ・グルベローヴァ＜オペラ・アリアの
夕べ＞のS～B券をお買い上げの方に、オビエ
ド・フィラルモニア演奏会のS～B券を1枚につ
き3000円割引きいたします。両公演は同時に
お申し込みください。両公演の券種は異なっ
ても結構です。NBSのみで受付。



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 ラコット氏モスクワヘ
「ドナウの娘」
こだわりの衣裳

「ドナウの娘」東京バレエ団初演も、いよい
よ来月に迫ってきました。すでに本紙では、こ
の作品の衣裳など製作状況をご紹介してきまし
たが、今回は去る8月、振付家ピエール・ラコ
ット氏がモスクワを訪れ、衣裳製作の工場での
綿密なチェックを行っている模様をお伝えしま
す。
ラコット氏は、衣裳の微妙な色の違いや布地
の光沢、細かい飾りの一つひとつまでに細かく
チェック。担当者との綿密な検討が行われまし
た。たとえば、チュチュの透け方に関して、ヨ
ーロッパではバレリーナの脚が透けて見えては
いけないのですが、バレエの芸術の基盤を脚だ
と考えているロシアでは、チュチュは半透明に
透けて見えるように作ります。そのため、ラコ
ット氏の意向で、脚が透けて見えないように直
すこととなった・・などなど。このほかにも、
さまざまな衣裳や頭飾りなど、ラコット氏のこ
だわりを実現させ、東京バレエ団初演に備えて
います。どうぞお楽しみに。

11月12日（日）2:00p.m. 東京文化会館大ホール

東京バレエ団「ドナウの娘」初演に向けて、ロマンティッ
ク・バレエの魅力や、その舞台化のエピソードなどが紹介さ
れる予定です。

■ 申し込み方法：東京バレエ団「ドナウの娘」の公演チケットをNBSチケットセンターでお買い上げいただいた方に
は、チケット発送時にイベントの申込書を同封いたします。その他の前売所でお買い求めいただいた方は、NBSチケ
ットセンターまで申込書をご請求ください。チケット1枚につき1名様のお申し込みとさせていただきます。
受付期間：9月20日（水）～10月20日（金）
お問合せ：NBSチケットセンター TEL 03-3791-8888

東京バレエ団「ドナウの娘」初演記念特別イベント〈ピエール・ラコット　ロマンティック・バレエへの誘い〉

11月16日（木）6:30p.m. 東京文化会館
11月17日（金）6:30p.m. 東京文化会館
11月18日（土）3:00p.m. 東京文化会館

■主な出演
フルール・デ・シャン
斎藤友佳理（11/16, 18）／吉岡美佳（11/17）
ルドルフ
木村和夫（11/16, 18）／後藤晴雄（11/17）

■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=¥11,000   A=¥9,000   B=¥7,000
C=¥5,000     D=¥4,000   E=¥3,000
エコノミー券=¥2,000  学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
10月13日（金）より受付。

東京バレエ団「ドナウの娘」

IPO創立70周年記念特別企
画として、室内楽にご招待
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団演奏会
の入場券（S, A, B）をお買い求めの方の中から、
抽選で300名様をイスラエル・フィルの精鋭3名で
編成されるエルサレム弦楽三重奏団演奏会にご招
待します。
招待日：2007年3月27日（火）7:00p.m.紀尾井ホール
■お申し込み期限　2006年11月20日
＊お申し込みはNBSのみで受付。
＊申し込みご希望の方は、入場券お求めの際に、
その旨お申し出ください。後からのお申し出は無
効となります。
NBSチケットセンター
TEL  03-3791-8888

（劇場リハーサルより）

12月6日（水）6:30p.m.  ゆうぽうと簡易保険ホール
12月7日（木）6:30p.m.  ゆうぽうと簡易保険ホール

［そのほかの公演］
12/26（火）福岡サンパレス［092-852-6606］
＊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。

■主な出演
ビム：高橋竜太（12/6）、氷室友（12/7）
母：　吉岡美佳（12/6）、高木綾（12/7）
M…：中島周（12/6,7） ほか

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000  
C=  ¥5,000 D=¥4,000 学生券=¥2,000
特別ペア券
★大人ペア券　S席2枚=¥18,000  
A席2枚=¥14,400
★親子ペア券　S席2枚=¥15,000  
A席2枚=¥12,000

東京バレエ団ベジャール生誕80周年記念特別公演シリーズ（III）「ベジャールのくるみ割り人形」

●「ザ・カブキ」
2007年1月23日（火）6:30p.m.  東京文化会館
2007年1月24日（水）6:30p.m.  東京文化会館
［そのほかの公演］
2007年1/30（火）北上市文化交流センター さくらホール

［0197-61-3500］
2007年2/3（土）サンパール荒川［03-3802-7111］
＊「舞楽」「バクチIII」「ザ・カブキ」（ハイライト）
＊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。

■主な出演
由良之助：
高岸直樹（1/23）、
後藤晴雄（1/24）
顔世：
斎藤友佳理（1/23）、
吉岡美佳（1/24）

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000
C=  ¥5,000 D=¥4,000 E=¥3,000
エコノミー券=¥2,000   学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで12月15日（金）より受付。

東京バレエ団ベジャール生誕80周年記念特別公演シリーズ（IV）「ザ・カブキ」

●〈オール・ロッシーニ・プロ〉
2007年2月8日（木）7:00p.m. サントリーホール
●〈バロック～ロマンティック・アリア〉
2007年2月11日（日）2:00p.m. サントリーホール
［そのほかの公演］
2/14（水）水戸芸術館　　［029-231-8000］
2/17（土）大阪・ザ・シンフォニーホール

［06-6453-6000］
＊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。

■予定される曲目：
●〈オール・ロッシーニ・プロ〉
『タンクレディ』より、“おお、祖国よ”
“君はわが心を燃え上がらせ～こんなに胸さわぎ
が”

『シャブランのマティルデ』より、“これで満足だろ
う”“ああ！なぜ、なぜ死は”

『セミラーミデ』より、“私はバビロニアで見た”
“ああ、いつも憂い”
『セビリャの理髪師』より、“今の歌声は”
『アルジェのイタリア女』より “愛する彼の
ために”
“皆さん、あなた方を信じます”
“祖国を思い”ほか
●〈バロック～ロマンティック・アリア〉
予定される曲目：
ヘンデル：『アリオダンテ』より、“まだ生き
ているのか”“不実な女め”、“恐怖と不吉の
夜の後に”
ロッシーニ：『セミラーミデ』より、“私はバ
ビロニアで見た”“ああ、いつも憂い”
トマ：『ミニョン』より、“君よ知るや南の国”
グノー：『サフォー』より、“私はどこにいる
の？”“不滅のリラよ”

■指揮：デイヴィッド・サイラス
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

ヴェッセリーナ・カサロヴァリサイタル

●Aプロ
2007年3月17日（土）7:00p.m. サントリーホール
●Bプロ
2007年3月18日（日）2:00p.m. サントリーホール
［そのほかの公演］
3/20（火）大阪・ザ・シンフォニーホール［06-6453-6000］
3/21（祝）愛知県芸術劇場 ［052-241-8118］
3/22（木）倉敷市民会館 ［086-434-0505］
3/24（土）福岡シンフォニーホール ［092-725-9112］
3/25（日）宮崎県立芸術劇場 ［0985-28-3210］
＊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。

■予定される曲目
●Aプロ
シューベルト：交響曲第3番
マーラー：交響曲第７番「夜の歌」
●Bプロ
R.シュトラウス：交響詩「ツァラトゥスト
ラはかく語りき」
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界よ
り」

■入場料［東京公演・税込］
S=¥22,000 A=¥20,000 B=¥18,000
C=¥15,000 D=¥12,000 E=¥9,000  
エコノミー券=¥7,000  学生券=¥6,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
2007年2月16日（金）より受付。

ズービン・メータ指揮イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団演奏会

2007年3月27日（火）7:00p.m.  紀尾井ホール
［そのほかの公演］
2007年3/28（水）日経ホール ［03-5255-2852］
2007年3/31（土）そごう劇場 ［06-6281-3222］
2007年4/ 1 （日）そごう劇場 ［06-6281-3222］
＊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。

■予定される曲目
モーツァルト：ディヴェルティメント変ホ
長調 K.563
ドヴォルザーク：三重奏曲 ハ長調op.74
ベートーヴェン：3つの弦楽三重奏曲 第1
番ト長調op.9-1 

エルサレム弦楽三重奏団演奏会

●「中国の不思議な役人」「舞楽」「バクチIII」
ほか
2007年1月27日（土）3:00p.m.  東京文化会館
2007年1月28日（日）3:00p.m.  東京文化会館

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000
B=¥6,000 C=¥5,000
D=¥4,000 E=¥3,000
エコノミー券=¥2,000   
学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券は
NBSのみで12月15日（金）より受付。

東京バレエ団ベジャール生誕80周年記念特別公演シリーズ（V）《ベジャールのアジア》

東京バレエ団ベジャール生誕80周年記念特別公演
シリーズ
3演目特別通し券発売中
S=¥21,000   A=¥16,800  B=¥12,600
ベジャールの80歳（傘寿）を祝うシリーズ3演目を同時に
お申し込みいただいた方には、ふだんでは考えられない
30パーセント引きの特別価格で提供させていただきます。
＊3演目特別通し券の販売はNBSチケットセンターのみ
で行います。定数に達し次第締め切らせていただきます
ので、お早めにお申し込みください。（3演目は同一の席
ではありません。）

「中国の不思議な役人」 ＊チラシ等でお知らせした発売日は、
10月21日（土）に延期になりました。

■入場料［税込］
S=¥15,000   A=¥13,000   B=¥11,000   
C=¥  8,000   D=¥  6,000   
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

2007年1月12日（金）より受付。

上野水香が選んだ
バレエ音楽CD
「Jewels of Ballet」発売

上野水香が自らセレクトしたバレエ音楽の
CD「Jewels of Ballet」が東芝EMIより9月27日に
発売されました。「踊りだけでなく、そのモチ
ベーションとなる音楽自体の素晴らしさを伝え
たい」という上野水香。これまでに踊った作品
を中心に選曲し、なおかつ曲順にまでこだわり
ました。チャイコフスキーの三大バレエをはじ
め、「ドン・キホーテ」、「ロミオとジュリエッ
ト」など、珠玉のバレエ音楽集となっています。

■「Jewels of Ballet」 TOCP-70074
■2006年9月27日発売
■￥2500（税込）

チュチュの透けについて検討するラコット氏（左）と衣
裳製作担当者。

2007年1月13日（土）6:00p.m. 
東京文化会館小ホール

約15年間ベジャール・バレエ団に在籍した小林十市氏によって、
ベジャール芸術の偉大さ、素顔のエピソードなどが紹介される予
定です。

■ 申し込み方法：東京バレエ団公演「ザ・カブキ」または〈ベジャールのアジア〉チケット購入の方を先着順で無料
ご招待いたします。NBSチケットセンターでお買い上げいただいた方には、チケット発送時にイベントの申込書を同封
いたします。その他の前売所でお買い求めいただいた方は、NBSチケットセンターまで申込書をご請求ください。チ
ケット1枚につき1名様のお申し込みとさせていただきます。定員になり次第受付を終了いたします。
お問合せ：NBSチケットセンター TEL 03-3791-8888

ベジャール生誕80周年記念特別イベント〈小林十市、ベジャールを語る〉

12月9日（土）10:00a.m.
前売開始

■入場料［東京公演・税込］
S=¥6,000 A=¥5,000
B=¥4,000
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８月29日付朝日新聞朝刊の文化総合欄に特集記
事として掲載された「新国立劇場オペラ苦戦」「最
新設備でも振るわぬ集客」と大見出し小見出しがつ
いた記事を読み、思うところが多かった。
新国立劇場オペラの有料入場率が年々下降を続
け、05年度は70.2％まで落ち込んでいるという。
新国側の言い分は、海外からの歌劇場の相次ぐ来日
などで、オペラ市場が飽和状態になっており、「お
客様の財布にも限りがあるから、同時期に海外オペ
ラが来日すれば集客に響く」とこぼしているという。
それに対し、「海外の劇場の来日公演はここ数年で
急激に増えたというわけではなく、むしろ高値安定
状態」と、根本的な原因は違うところにあることを、
この記事は示唆している。さらに、記事は演目が地
味なレパートリーに集中していること、効率的に劇
場を稼動させ安定的に集客を図る「レパートリーシ
ステム」の導入が立ち遅れていることを「苦戦」の

原因に挙げている。たしかに入場率が下がっている
ことを外来オペラ団のせいにするのはお門違いだ。
ラーメン屋でもイタリアン・レストランでも、ライ
バルが増えれば増えるほど、味を工夫し、サービス
に気を配り、生き延びる道を必死で模索する。新国
が新国ならではの魅力ある公演を続けていれば、入
場者が減っていくことはないだろう。また、新国の
ノボラツスキー芸術監督は「予算が減らされる一方
では現状維持が精いっぱい」と、無責任に逃げを打
つ発言をしている。音楽評論家の堀内修氏が「思い
切って、海外からの団体に場を提供するのもいい。
いいオペラを見たいというファンの要求にこそ耳を
傾けるべき」と提言しているのに対し、ノボラツス
キー監督は、来日公演に場を提供することについて、
「なぜ『敵』に塩を送らないといけないのか」と反
発している。
この記事を読んで、私には何をいまさらという感
が強い。長年このコラムを読み続けてくださってい
る読者の皆さんは、新国がこうなることを、私が
10年以上前から予告していることをご存じだろう。
私はこの劇場が二国と呼ばれていた建設準備段階か
ら関わってきたが、ある時を境に反対にまわった。
ソフトをどうするのかも議論せず、客席数も異常に
少なかったため、当時の赤松文部大臣を訪ね、抗議

したところ、彼女は内線で文化庁に電話し、担当者
の返答を私に伝えてくれた。曰く「ウィーンの国立
歌劇場がすべての面で世界のトップなので、客席数
もそこに倣った」だった。私はすかさず、「秘書官
を使って、オーストリアのショルテン文化大臣（当
時）に、いま新しくウィーンでオペラハウスを建築
するとしたら客席数をどうするか聞いたらどうか」
と言い残して大臣室を出た。その頃、オーストリア
文化省は文化予算削減のあおりから、客席数は
3,000席以上ないとオペラハウスの運営は難しいと
考えていたのである。以前にもこの欄で書いたこと
があるが、ある音楽評論家の重鎮は新国の座席数を
決定するに際し、「芸術や文化は小が大を兼ねる」
と発言して、無知な役人たちを「小さな劇場」へと
扇動したのである。この発言によって、どれほど政
治家や役人たちが騙され、現在や将来に禍根を残す
ことになったことか。
その後、役人たちは三顧の礼を尽くし、ウィーン
からノボラツスキーという芸術監督を迎えた。その
ときのすったもんだは記憶に新しいところだ。役人
にゴマをすり、タイコ持ちよろしくシッポを振って
この劇場に入りこんだ輩が、逆風が吹いてくると開
き直って、保身のためにこの劇場の悪口や批判を言
って責任を転嫁しようと汲々としている。自分たち

の能力不足、努力不足を覆い隠そうとしているよう
で、腹立たしい限りだ。この劇場の批判の矛先は、
ここに巣くい、これまで易きに流されてきた厚顔無
恥な連中に向けられるべきであろう。
実はこの原稿は、当方主催のフィレンツェ歌劇場
日本公演の真っ最中に書いているのだが、大人気の
『トゥーランドット』を上演するNHKホールのキャ
パシティは3,600席。新国のちょうど2倍だ。最高席
は50,000円だから、新国で上演すると、単純に計算
して2倍の100,000円になる。ただでさえ、オペラの
引越し公演の入場料は高いと言われているが、新国
で公演をやって入場料が一挙に跳ね上がったら、お
客がついてこないだろう。したがって、こんなチッ
ポケな劇場ではドサ回りの三流オペラならともか
く、一流歌劇場の引越し公演は難しい。新国はオー
プンしてすでに9年にもなる。長年の新国ウォッチ
ャーである私には、新国のこの体質が変わらない限
り、この先、何年経っても決して良くならないと断
言できる。
かくして、新国はますますさびれ、新国の責任者
は責任回避の言い訳を繰り返し、税金だけは無駄に
投入され続けることになる。新国はこの9年、膨大
な税金を使い続けてきて、いったいどんな成果を残
したというのだろう。

2007年3月の来日演奏会は、イスラエル・フィル

ハーモニー管弦楽団創立70周年を祝す記念ツアーの

一環として開催されます。30年におよび、このオー

ケストラの音楽監督を務めてきたズービン・メータ

氏に、記念すべきシーズンを迎えるイスラエル・フ

ィルについて、お話をうかがいました。

ーーイスラエル・フィル（IPO）の歴史70年
のうち、メータさんが音楽監督を務められ
たのは30年ですから、半分近くということ
になりますね。
メータ その前、私が25歳のときが最
初だったから、そこからだともう45
年ということになります。
ーー45年のなかで、最も印象的
なことはどんなことで
しょう？
メータ たくさんあ
りすぎますね・・。
ご承知のように、イ
スラエルではいつも、
生活そのものの状況が
「普通でない」ことが
「普通」ですからね。1948年から、いつも緊張して
いなければならなかった。オーケストラの団員や団
員の家族が戦争で傷つくといったことは、ロサンゼ
ルス・フィルではあり得ない・・。昼にコンサート
をやって、その夜に爆弾が落ちるということが、イ
スラエルではあり得るのです。ただ、そうした状況
だからこそ、人々にとって音楽は必要とされていま
す。不安ななかで、魂を癒すものとして必要とされ
ているのです。
ーーいま、世界的な傾向として若者のクラシック音
楽離れがあるともいわれますが、イスラエルでは
そうではないということですか。
メータ IPOでは、いろいろと工夫をしています。
たとえば「ジーンズ・コンサート」やコンサート後
にディスコを開催するとか・・。これには私もでき
るだけ参加するようにしていますが。あとは、レク
チャーを開催するとかね。このレクチャーには、若
い人だけでなく、一般の人もたくさん集まっていま
す。
ーー今度の来日演奏会は、IPOの創立70周年記念と
いうことになりますね。
メータ IPOが最初のコンサートを行ったのは1936
年12月だったので、実は今年の12月から、記念の
催しが始まります。12月17日から31日までは、数
多くのアーティストが招かれた大規模なフェスティ
バルを開催するんですよ。夏には6週間のヨーロッ

パ・ツアーも行います。
ーー今回のプログラムについてですが・・・。
メータ マーラーの第7番は、オーケストラにとっ
て最も難しい曲です。構成的な難しさをきちんと勉
強しなくては演奏できません。IPOは、2～3年前の
ヨーロッパ・ツアーでも演奏しました。日本の皆さ
んにも、マーラーの作品のなかでも最も美しいとい
える音楽を聴いてもらえると思っています。
ドヴォルザークは、チェコの音楽家だけれど、

「新世界より」には、アメリカ・インディアンの影
響とか、ウィーン風なものとか、ボヘミアン的なも
のとかがあります。
ーーウィーン、アメリカといったあたり、メータさ
んの音楽的なキャリアと通じるものを感じてしま
います。

＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊
ーーオーケストラの場合、メンバーの入れ代わりは
避けられないこととなりますが、世代交代といっ
たことを感じられたこと、あるいはそのために何
かなさっていることはありますか？
メータ IPOの場合、メンバーの定年は65歳と決ま
っています。でも、何も問題になることはありませ
ん。ことに弦楽器に関してはとてもレヴェルの高い
素晴らしいプレイヤーが多くいますからね。あと、
これは昨年から特別なアカデミーを設立しました。
「ブフマン・メータ・アカデミー」というもので、

大学のなかにあります。オーケストラのメンバーが
そこに行って、学生たちと一緒に演奏をするという
場です。学生たちは学校を卒業した後で初めてプロ
のオーケストラで演奏する、というのではなく、在
学中から実際に多くのことを学ぶことができます。
ーー未来への道というわけですね。ではほかに、今
後IPOでメータさんが今後やってみたいと考えてい
らっしゃることは？
メータ できれば、ワーグナーの音楽をやりたいと
思っています。実は今年も計画はあったんですが、
やはり緊張感が高まって、中止せざるを得なかった
んです。ただ、私たちには演奏する権利があり、そ
してそれと同時に演奏しなければならない、とい

うこともあると、考えているのです。
ーー最後に、日本の聴衆について・・。
メータ 日本に最初に来たのは1969年でした。ロサ
ンゼルス・フィルとでしたが、「ペトルーシュカ」
が終わったとき、全く拍手が無くてね（笑）。でも、
いまではヨーロッパと同様の大拍手が起こります。
日本の聴衆の進歩は素晴らしいし、日本にはたくさ
んの良いホールがあるのも嬉しいと思っています。
ーー素晴らしい演奏を楽しみにしています。

ズービン・メータ、イスラエル・フィルを語る
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団創立70周年記念ツアー

10月14日（土）
10:00a.m.
前売開始


