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Information & Topics

ワルトラウト・マイヤー・メゾ・ソプラノ・リサイタル
9月12日（月）7:00p.m.  サントリーホール
●プログラム
ヨハネス・ブラームス
野の寂しさ（「低音のための6つの歌」Op.86-2）／わ
れらはさまよった（「4つの歌」Op.96-2）／森の寂し
さの中で（「6つの歌」Op.85-6）／永遠の愛について
（「4つの歌」Op.43-1）ほか
フーゴー・ヴォルフ「メーリケ詩集」より
朝早く／心を考えよ／なぐさめはどこに／捨てられた
娘／世をのがれた／ワイラ女神の歌

■入場料［税込］
S=¥15,000 A=¥13,000
B=¥11,000   C=¥  9,000
D=¥  7,000      
エコノミー券=¥5,000   
学生券=¥4,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券
はNBSのみで8月5日（金）より受付。

フランツ・シューベルト
さすらい人 Op.65-2  D.649／冥府から来た群れ
Op.24-1  D.583／春のおもい Op.20-2  D.686／野
ばら Op.3-3  D.257／ます Op.32  D.550／さすらい
人の夜の歌　Op.96-3  D.768／魔王　Op.1  D.328／
夜と夢　Op.43-2  D.827 ほか

■メゾ・ソプラノ：ワルトラウト・マイヤー
ピアノ：ヨーゼフ・ブラインル

その他大阪で公演
9/115（木）ザ・シンフォニーホール

［06-6453-6000］

スカラ室内管弦楽団
9月4日（日）3:00p.m. 紀尾井ホール
この他の公演
9/1（木）静岡グランシップ中ホール・大地　　　

［054-251-3302］
9/6（火）富山県民会館　 ［076-432-5555］
＊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［税込］
S=¥8,000 A=¥7,000
B=¥6,000
学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで8月5日（金）
より受付。

■プログラム
ロッシーニ：歌劇『セビリヤの理髪師』序曲
ボッテジーニ：コントラバスと弦楽のための歌劇『清教
徒』（ベッリーニ作曲）による幻想曲
ボルン：フルート、ピッコロとアンサンブルのための
「カルメン幻想曲」（改訂：M.ベルツォーラ）ほか

ズービン・メータ指揮 バイエルン国立管弦楽団演奏会
●Aプロ《オール・リヒャルト・シュトラウス・プロ》
9月20日（火）7 : 00p.m.  サントリーホール
R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」
R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシ
ュピーゲルの愉快ないたずら」
R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」
●Bプロ
9月27日（火）7: 00p.m.  サントリーホール
マーラー：交響曲第3番ニ短調

■Aプロ入場料［税込］
S=¥19,000 A=¥17,000 B=¥15,000
C=¥13,000 D=¥11,000   E=¥  8,000   
エコノミー券=¥6,000 学生券=¥5,000
■Bプロ入場料［税込］
S=¥25,000 A=¥22,000 B=¥19,000   
C=¥16,000 D=¥13,000   E=¥10,000   
エコノミー券=¥8,000 学生券=¥7,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみ
で8月27日（土）より受付。

■ソリスト：ワルトラウト・マイヤー
■合唱：バイエルン国立歌劇場合唱団

TOKYO  FM少年合唱団

東京バレエ団「M」
10月29日（土）6:30p.m.  ゆうぽうと簡易保険
ホール
10月30日（日）3:00p.m.  ゆうぽうと簡易保険
ホール

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000
C=¥5,000 D=¥4,000  
エコノミー券=¥3,000 学生券=¥2,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみ
で9月30日（金）より受付。

■主な出演
イチ：高岸直樹、ニ：後藤晴雄、サン：木村和
夫、シ（死）：古川和則、聖セバスチャン：大嶋
正樹、女：吉岡美佳、海上の月：小出領子、オ
レンジ：高木綾、ローズ：上野水香、ヴァイオ
レット：井脇幸江　ほか東京バレエ団

《ギエム「最後のボレロ」》
●Aプロ
「ギリシャの踊り」「小さな死」「ドン・ジョヴ
ァンニ」「ボレロ」
11月18日（金）6:30p.m.  東京文化会館
11月19日（土）3:00p.m.  東京文化会館
●Bプロ
「テーマとヴァリエーション」「Push Too」
「春の祭典」「ボレロ」
11月20日（日）3:00p.m.  東京文化会館
11月21日（月）6:30p.m.  東京文化会館

■入場料［東京公演・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=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで10月
14日（金）より受付。

その他の公演
11/23（祝）北海道厚生年金会館 ［011-241-3871］

■出演
シルヴィ・ギエム
マッシモ・ムッル（東京・大阪公演のみ出演）
東京バレエ団

シュツットガルト・バレエ団日本公演
●「オネーギン」全3幕
11月 8日（火）6:30p.m. 東京文化会館
11月10日（木）6:30p.m. 東京文化会館
（タチヤーナ：マリア・アイシュヴァルト、
オネーギン：マニュエル・ルグリ［特別出演］、
オリガ：エレーナ・テンチコワ、
レンスキー：ミハイル・カニスキン）

●「ロミオとジュリエット」全3幕
11月12日（土）1:30p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：アリシア・アマトリアン、
ロミオ：フリーデマン・フォーゲル）

11月12日（土）6:30p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：スー・ジン・カン、
ロミオ：フィリップ・バランキエヴィッチ）

■入場料［税込］
S=¥18,000 A=¥16,000 B=¥14,000
C=¥11,000 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NBSとe+で、学生券はNBSのみ
で10月6日（木）より受付。

11月13日（日）3:00p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：ブリジット・ブライナー、
ロミオ：ジェイソン・レイリー）

＊配役は5月30日現在の予定です。シュツットガルト・バレエ団の都合により
変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。正式発表は
公演当日になります。

■指揮：ジェイムズ・タグル、グレン・プリンス（11/13）
演奏：東京ニューシティ管弦楽団

［大阪公演］
11/15（火）「ロミオとジュリエット」

フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
（ジュリエット：アリシア・アマトリアン、
ロミオ：フリーデマン・フォーゲル）

シュツットガルト・バレエ団
フォーゲル＆アマトリアンの
「ロミオとジュリエット」

当代のロミオ・ダンサーといえば、（もちろ
ん私見も大いにまじえて）マニュエル・ルグリ、
そしてウラジーミル・マラーホフ。では次は？
と問われて、「フォーゲル！」と即答するには
まだ早いかもしれないが、「フォーゲルでは？」
と感じたのは、ロンドンはロイヤル・アルバー
ト・ホールの大きな円形舞台で、イングリッシ
ュ・ナショナル・バレエの『ロミオとジュリエ
ット』の舞台を見たときである。
初日を含む三回の公演に客演したのは、シュ
ツットガルト・バレエの新鋭フリーデマン・フ
ォーゲルと、パートナーのアリシア・アマトリ
アン。物語バレエの天才的振付家ジョン・クラ
ンコゆかりの南ドイツの名門で、入団からプリ
ンシパル・ダンサーへの昇格までほぼ時期を同
じくして成長してきた若い二人は、「甘く切な
い」といった、言葉にすればいささか気恥ずか
しくなるような感興に見るものを臆面もなく浸
らせるほどの、美しく初々しい恋人たちを演じ
ていた。
よりスター性に富み、まず目を引くのは、冒
頭にも述べたとおりロミオ役のフォーゲルであ
る。作りこみ練り上げた演技というわけではな
く、むしろ素のままの青年らしさを舞台に載せ
たという印象なのだが、それがじつに新鮮な魅
力となって無条件に観客の目を惹きつける。マ
キューシオの死の場面のように、激情の点火の
求められる場面での全身の表情も圧倒的で、生
まれながらのロミオ、といった趣きがあった。
十代の青年というのはどうかすると無口なも
のだが、同年代の少女はおしゃべりだ。その古
典的な構図どおりに、アマトリアンはキラキラ
と光の輝きをまとったように饒舌にフォーゲル
に語りかけ、恋人たちの親密な演技を引き出し
ていた。
容姿の釣り合い、個性の共鳴や補完、相乗効
果だけでなく、ダンサーとしての技量も揃って
トップレベル。フォーゲルの男性的な跳躍やゆ
るぎのない回転、アマトリアンの重心の高い軽や
かなフットワークなどは、純粋にステップとし
て取り上げても眼福といえるのに加え、上体の
柔らかさとそこから生まれる全身の表情の豊か
さが、このような物語バレエでの彼らを特別な
存在にしている。
これがイギリス・デビューとなった今回の舞
台は、初めてのカンパニーへの客演とあってさ
らに掘り下げる余地もあったかと思われたが、
それだけに踊り込んだクランコ版で与えてくれ
る感動の深さはいかばかりかと、大いに期待を
膨らませたことである。

（長野由紀／在ロンドン）
「オネーギン」
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数あるウィーン・フィルのメンバーによる室内楽
アンサンブルの中でも、ウィーン室内合奏団は、長
い歴史を誇る代表格。彼らが、文字通りウィーンを
代表するアンサンブルとして認められているのは、
“これぞウィーンの香り”と聴衆を無条件に納得させ
る高品質の演奏があればこそ！　それもそのはず、
ウィーン室内合奏団は、伝統あるウィーンの響きを
まもり、受け継いでいくことを第一の使命として活
動しているのですから。
今回の日本公演には、3つのプログラムが用意され
ました。ハイドンとモーツァルトのディヴェルティ
メントにいまや世界中の音楽ファンを魅了するニュ
ーイヤー・コンサートでもおなじみのJ.シュトラウス
の作品をプログラムしたウィーンの雰囲気満載のAプ
ロ、ベートーヴェンの室内楽3曲による本格派のBプ
ロ、そしてモーツァルトのディヴェルティメントと
ブラームスのクラリネット五重奏曲を組んだCプロで
す。

また今回は、この日本公演のために4名の奏者が加
わります。第2ヴァイオリンの純ケラーは、2002年か
らウィーン・フィルの第1ヴァイオリン首席奏者、ク
ラリネットのゲラルト=アロイス・パッヒンガーは
1988年よりソリストとして活躍を開始、1995年から

99年まではベルリン・フィルにたびたび招かれてい
る優れたソリスト、ホルンには、1980年以来ウィー
ン・フィルの第1奏者を務めるヴォルフガング・トム
ベックと2004年よりウィーン・フィルのメンバーとな
ったトーマス・イェブストルという実力派の4人です。

バイエルン国立劇場日本公演
●『タンホイザー』
9月24日（土）3: 00p.m.  東京文化会館
9月28日（水）5 : 00p.m.  東京文化会館
10月 1日（土）3: 00p.m.  東京文化会館
■指揮：ズービン・メータ

●『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
9月25日（日）1 : 00p.m.  神奈川県民ホール
9月29日（木）4 : 00p.m.  NHKホール
10月 2日（日）1 : 00p.m.  NHKホール
■指揮：ズービン・メータ

●『アリオダンテ』
10月 7日（金）6 : 00p.m.  東京文化会館
10月 9日（日）3 : 00p.m.  東京文化会館
10月11日（火）3 : 00p.m.  東京文化会館
■指揮：アイヴォー・ボルトン

■『タンホイザー』入場料［税込］
S=¥59,000 A=¥54,000 B=¥48,000
C=¥42,000 D=¥35,000
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
■『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
入場料［税込］
S=¥60,000 A=¥55,000 B=¥49,000
C=¥43,000 D=¥36,000
（横浜公演D=¥35,000）
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
■『アリオダンテ』入場料［税込］
S=¥54,000 A=¥48,000 B=¥42,000
C=¥36,000 D=¥30,000
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000

＊公演日・券種により売り切れの場合があり
ます。

＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみで
8月27日（土）より受付。

■予定される主な配役
『タンホイザー』
タンホイザー：ロバート・ギャンビル
ヴォルフラム：サイモン・キーンリサイド
ヴェーヌス：ワルトラウト・マイヤー ほか

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
ハンス・ザックス：ヤン=ヘンドリク・ロータリング
ベックメッサー：アイケ・ヴィルム・シュルテ
ヴァルター：ペーター・ザイフェルト
ダーヴィッド：ケヴィン・コナーズ
エヴァ：ペトラ=マリア・シュニッツァー ほか

『アリオダンテ』
アリオダンテ：アン・マレイ
ジネヴラ：ジョーン・ロジャーズ
ポリネッソ：クリストファー・ロブソン
ルルカーニオ：ポール・ナイロン ほか

■バイエルン国立管弦楽団
■バイエルン国立歌劇場合唱団
＊配役および上演の詳細等につきましては、公演チラシ
をご参照ください。

『アリオダンテ』

11/26（土）川口総合文化センター［048-254-9900］
11/27（日）新潟県民会館 ［025-229-2229］
11/29（火）アクトシティ浜松 ［054-251-3302］
11/30（水）愛知県芸術劇場 ［052-957-3333］
12/  1（木）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
12/  2（金）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
12/  9（金）福岡サンパレス ［092-852-6606］
12/10（土）熊本市民会館 ［096-355-7315］
12/12（月）オーバードホール（富山）［076-432-5555］
12/15（木）宮城県民会館 ［022-211-1189］
12/16（金）市川市文化会館 ［047-379-5111］
12/19（月）広島厚生年金会館 ［082-253-1010］
12/20（火）島根県民会館 ［0852-22-5556］

2006年NBS公演
ラインナップ
一挙公開

去る6月には、芸術監督として率いるベルリン国立バレエ団
とともに来日し、ダンサーとしての魅力とカンパニーを統率す
る力の両面における才能を発揮したウラジーミル・マラーホ
フ。でも、日本のファンの皆さんなら、彼のもう一つ
の才能からも目が離せないはず。そう、マラーホフ自
身が出演者、プログラムなど、すべてにおいてプロデ
ュースする〈マラーホフの贈り物〉は、日本のファン
のためだけに行われているのですから！
すでに今回で5回目となるこの企画ですが、マラーホ
フが選び抜いたダンサー、そして考え抜いた演目は、毎回、新
鮮な驚きとともにファンの心を魅了してきました。今回の出演
者たちにも、今を旬として活躍するダンサーが顔を揃え、それ
ぞれの最大の魅力が発揮される演目がプログラムされていま
す。
さてでは、今回の〈マラーホフの贈り物〉に、マラーホフが
用意してくれた“スペシャル”の一つをご紹介しておきましょ
う。来年2006年は、モーツァルト生誕250年に当たるメモリア
ル・イヤー。モーツァルトの生地ザルツブルクでは、音楽祭を
はじめ、さまざまな催しが大規模に開催されます。今回マラー
ホフがソロで踊る「イドメネオ」は、そのザルツブルクからの
依頼によって創られるというものなのです。マラーホフが挑む
最新作、新しい試みという点への期待が膨らまずにはいられな
いところです。

9月10日（土）
10:00a.m.より
前売開始

《マラーホフの贈り物》
●Aプロ
2006年2月24日（金）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2006年2月25日（土）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2006年2月26日（日）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
●Bプロ
2006年2月28日（火）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2006年3月 8日（水）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2006年3月 9日（木）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
●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）
マルセロ・ゴメス（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）
スヴェトラーナ・ルンキナ（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）

＊やむを得ない事情により、出演者・演目が変更になる場合があります。
最終的な出演者・演目は当日発表となります。

■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
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで2006年1月
27日（金）より受付。
［この他大阪で公演］
2006年3月6日　フェスティバルホール［06-6375-7431］

●予定される演目
■Aプロ：「ザ・グラン・パ・ド・ドゥ｣（ケント、マラーホフ）/ ｢眠れる森の美女｣より（ルンキナ、
フィーリン）/ ｢菩提樹の夢｣よりアダージョ（セミオノワ、シュピレフスキー）/ ｢白鳥の湖｣より第2
幕（ケント、マラーホフ、東京バレエ団）/ ｢ライモンダ｣（ルンキナ、フィーリン）/ ｢アポロ｣（セ
ミオノワ、シュピレフスキー）/ ｢葉は色あせて｣（ケント、ゴメス）/ ｢イドメネオ｣［初演］（マラ
ーホフ） ほか
■Bプロ：｢ファラオの娘｣（ルンキナ、フィーリン）/ ｢アリア｣（マラーホフ）/｢マノン｣より寝室
のパ・ド・ドゥ（セミオノワ、シュピレフスキー）/ ｢エチュード｣（ケント、マラーホフ、東京バレ
エ団）/ ｢ジゼル｣（ルンキナ、フィーリン） / ｢シルヴィア｣（ケント、ゴメス）/ ｢白鳥の湖｣より
黒鳥のパ・ド・ドゥ（セミオノワ、シュピレフスキー）/ ｢ヴォヤージュ」（マラーホフ） ほか

2006年NBS公演
ラインナップ
一挙公開

ジュリー・ケント マルセロ・
ゴメス

ルシア・ラカッラ　 &シリル・
ピエール

ウラジーミル・マラーホフ

スヴェトラーナ・ルンキナ
&セルゲイ・
フィーリン

ポリーナ・セミオノワ＆
アルテム・シュピレフスキー

ウィーンの名門が奏でる珠玉のアンサンブル
ウィーン室内合奏団

ウィーン室内合奏団
●Aプロ
11月29日（火）7:00p.m.紀尾井ホール
●Bプロ
12月3日（土）5:00p.m.紀尾井ホール
●Cプロ
12月４日（日）3:00p.m.紀尾井ホール
■入場料［東京公演・税込］
S=¥8,000 A=¥7,000 B=¥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、10月28日（金）より受付。

＊曲目については別紙チラシをご参照くださ
い。

［その他の公演］
11月30日（水）東京文化会館 ［03-3572-4311］
12月1日（木）鹿児島県文化センター ［099-223-4221］
12月6日（火）加茂文化会館（新潟) ［0256-53-0842］
12月7日（水）寺泊町文化センター（新潟）［0258-75-5155］
12月8日（木）青海総合文化会館（新潟）［025-562-2223］
12月11日（日）兵庫県立芸術文化センター ［0798-68-0255］
＊11月30日および東京以外の公演については、各地主
催者までお問い合わせください。

8月27日（土）
10:00a.m.より
前売開始

マラーホフが選んだ仲間、そしてプログラム。
スペシャル・プレゼントを受け取る幸福を！
《マラーホフの贈り物》

マラーホフが選んだ仲間、そしてプログラム。
スペシャル・プレゼントを受け取る幸福を！
《マラーホフの贈り物》

ウィーンの名門が奏でる珠玉のアンサンブル
ウィーン室内合奏団

Photo:Hugo Glendinning

1
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先の英国ロイヤル・バレエ団日本公演で「シン
デレラ」「マノン」の両作品に出演予定だったジ
ョナサン・コープ（43）が、7月17日、引退を決
意しました。
今回のアジア・ツアー中、シンガポールで「白
鳥の湖」を踊った後、クラシック・ダンサーとして
の体は終わったと自覚したそうです。NBSに届い
た彼自身の手紙には、長く踊り続けられたことを
幸運に感じると記されていることに加え、ただ、
日本で終止符を打てなかったことを残念に思って
おり、日本の観客の期待を裏切ってしまったこと
に、大きな罪悪感を抱いているとありました。

ジョナサン・コープ
引退を決意

イングリッシュ・ナショナル・バレエ「ロミオとジュリエット」
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最近この欄で取り上げるのは社会的な話題が多く、
私自身あたかも社会評論家にでもなったような論調が
多くなっていることが気になっている。私が仕事にし
ている芸術・文化は、歴史を紐解くまでもなく、社会
の動きと深くかかわっているからだが、それとは別に
しても、この年齢になると何にでも文句をつけたくな
るから我ながら困ったものだと思っている。先がそん
なに長くないと思うと、国を憂える気持ちが強くなっ

てきているようにも思う。言いたい放題はこのコラム
始まって以来のことだが、年齢とともにだんだん抑え
が利かなくなってきているかもしれない。
私が子供の頃は、日本の敵はアメリカやイギリスで
あり（鬼畜米英報道）、日本は永久に神が護ってくれ
る（神風が吹いて敵は木っ端微塵と、よく言ったもの
だ）と、マインド・コントロールされていた。偽りの
報道、独断と偏見に満ちた報道が怖いことを身に沁み
て感じている。その思いが15年にも及ぶ間、私に細々
とこのコラムを書かせている原動力になっているのか
もしれない。時代はどんどん変わり、敵も時代と共に
変わってきた。いまや民間事業者の敵は官僚であり、
政治家だと言う声さえある。これまで日本を支えてき
た優秀な官僚機構も、時代に合わなくなってあちこち
で歪みが生じている。公僕という言葉はすでに死語だ。
国民と公務員の関係は、税金というお金を払う側と、

そのお金によって生計を立てている側で、誤解を恐れ
ずに言えば、会社の社長と社員の関係のようなものだ
ろう。最近の事件を見ていると、警察や国土交通省の
役人はけっして給料を払っている社長（＝国民）を助
けようとはせず、かえって責任を知らず知らずのうち
に社長（＝国民）に押し付けようとしているようだ。
日本はいつから社会主義の国になってしまったのかと
思う。こうした国家公務員に対し、いくらお人よしの
民間人も黙っているはずがない。最近の新聞から気に
なった発言を拾ってみた。一橋大学学長だった阿部謹
也氏は「意に沿わせるためには脅しも辞さない行政」
（6月30日付け毎日新聞）と発言しているが、まったく
もって同感だ。私がかつて新国立劇場構想に批判をも
ち出した頃、補助金削減をちらつかせて、御上の意の
ままに私の敵に回った人を、いまだ苦々しく思い出す。
鳥取県知事・片山善博氏は「公務員になれば仕事が出

来なくとも安泰というのは根拠のない神話」としたう
えで、「能力が改善されない職員に退場してもらうの
は当然」で、「仕事の出来ない職員が多いほど非効率
になり、民間企業なら倒産する。不適格な職員に給料
を払うような税金の無駄遣いはできない」（6月14日付
け朝日新聞）と述べている。大賛成だ。元ソニー会長
の出井伸之氏は「民間は一生懸命リストラし、借金を
返してきた。経済にも明るさが見える。それだけに、
いっそう『官経済』の効率の低さが際立つ。」と指摘
したうえで、「今の公務員制度改革が欠かせないと考
える首相が現れることが必要だろう」（6月15日付け朝
日新聞）と語っている。こうした意見に接すると、JR
西日本の脱線事故の後、全鉄道会社に「自動制御機」
設置の義務化を発表したのも、役人が責任をとりたく
ないからだと思えてしまう。民間に高い金を払わせて
「自動制御機」設置を義務づけて、監督官庁の責任を

曖昧にし、収拾を図ろうとする。国土交通省のあり余
っている人員をリストラし、その給料分で「自動制御
機」をすべての鉄道に無料で設置しようという発想な
ど、絶対にあり得ないのだ。
6月28日付け読売新聞夕刊の特集で「検証、新国立
劇場」という記事が載った。「オペラ低迷、制作に甘
さ」と大きな見出しがついている。私の鉾先はどうし
ても新国に向かってしまう。この1年間の有料入場者
率はオペラ公演で75.8％だったとある。新国のキャパ
シティは1,800人だから、75.8％だと1,360人になる勘定
だ。バレエは前年度より8.8ポイント上昇したというも
のの、1,380人程度である。我々民間の団体が公演して
いる2,300席ある東京文化会館に置き換えれば、わずか
6割程度の入場者である。しかもバレエに関して言え
ば、集客力のあるチャイコフスキーのバレエを中心に、
世界中のスターに片っ端から声をかけ、民間団体の活

動を圧迫するほど、なりふりかまわず観客動員を
図ってこの体たらくとは・・・。マスコミもこう
した実態を正しく納税者が分かるように報道して
ほしい。私はどこぞの評論家のように口先だけで
批判しているのではない。私が主宰している東京
バレエ団が仮に新国立劇場で公演したとすれば、
これまでの実績からしても、もっと入場者率が上
がるのは間違いない。むろん、新国のように多額
の税金を使うことができれば、さらに入場率を上
げるのは可能だろう。まさに前述の片山知事の発
言通り、民間ならとっくに倒産である。郵政民営
化法案で国会は揺れているが、公務員制度の改革
こそ、いまもっとも必要とされているのではない
だろうか。連日うだるような暑さが続くが、国を
憂え、ついでに新国も憂えなければならないから、
ますます私は不機嫌になる。

2̃3月《マラーホフの贈り物》
5月 ボリショイ・バレエ団

11月 ウィーン・クラシックス

マラーホフ自身が厳選した出演者、そして演目が届けられる《マラ
ーホフの贈り物》。同質の繊細さが響き合う、マラーホフのベスト・パー
トナーのひとりであるABTのトップ・スター、ジュリー・ケントとの共演
をはじめ、2005年6月にベルリン国立バレエ団日本公演でペアデビュー
を飾ったポリーナ・セミオノワとアルテム・シュピレフスキーという成
長著しい新鋭コンビ、ため息がでるほどの美しさを誇るスヴェトラー
ナ・ルンキナとセルゲイ・フィーリンなど、見どころは尽きません。

3年に一度、いまや世界中のバレエ・ファンが注目するバレエの祭典の熱い夏
がやって来ます！　観客だけではなく、ダンサー一人ひとりも、この祭典のため
に鎬を削るというものだけに、その舞台が白熱の場と化すのも当然といえば当然
のことでしょう。世界広しといえども、頂点を極めるダンサーがずらりと居並ぶ
のは、この「世界バレエフェスティバル」だけ。出演者等、詳細の発表は2006年
年明けまでお待ちいただくことになりますが、バレエ・ファンの期待を裏切らな
い、いえ、期待を上回る興奮をお約束します。どうぞ、お見逃しなく。

パリ・オペラ座が、3年ぶりの日本公演に選んだ演目は、名作「白鳥の湖」
と「パキータ」。この2作品は、パリ・オペラ座が、エトワールからコー
ル・ド・バレエの一人ひとりまでのレヴェルの高さを、あらためて見せつ
けることになるといえるでしょう。
パリ・オペラ座の「白鳥の湖」といえば、このバレエ団きってのオデッ
ト／オディールとして輝くエトワール、アニエス・ルテステュの魅力が大
きく注目されますが、この作品の真の魅力には、主役だけでなく、群舞に
も完璧なテクニックが不可欠。美しく揃った体躯、指の先一本に至るまで
一糸乱れぬ群舞は、これぞ磨き抜かれた美しさを誇るパリ・オペラ座の
「白鳥の湖」を堪能させてくれることとなるはずです。

そしてスペインを舞台とした異国情緒あふれる「パキータ」。パリで初演され
ながら、その後失われてしまった19世紀前半のロマンティック・バレエの
一つであるこの作品が、ピエール・ラコットの復元によりパリ・オペラ座に蘇っ
たのは2001年のこと。有名なプティパ振付のグラン・パ・ド・ドゥはもちろん、
ラコット独特の細かいステップが満載されたこの作品は、見応えある踊りの連
続。これは即ち、パリ・オペラ座のダンサーの、世界に誇るテクニックが披露
される場ということになるわけですから、見逃すわけにはいきません。

鬼才、20世紀最大の巨匠、肉体の魔術師…‥振付家モーリス・ベジ
ャールには、その巨大な才能ゆえの、さまざまな“称号”が与えられ
てきました。その源であるベジャールの往年の傑作が集められたのが、
「愛、それはダンス」です。2005年5月から6月にかけてパリで初演され
たこの作品は、「春の祭典」「ロミオとジュリエット」「ヘリオガバル」
「アレポ」をはじめ、計17もの傑作が次々と繰り出されるというもので、
観客を興奮の世界へと誘いました。日本公演では、さらにバージョ
ン・アップが計られる可能性もあるとのこと。目が離せません！

いまや世代を超えて社会現象的高まりをも感じさせている伝説的ロ
ック・グループ、クイーン。ベジャールがこのクイーンとモーツァル
トの音楽を使って「バレエ・フォー・ライフ」を創ったのはすでに8
年も前のことと気付くと、あらためて、その先見性に驚かされます。
初めての人はもちろん、再び、三たびの人も、じっとしてはいられな
い、興奮と熱狂の「バレエ・フォー・ライフ」体験。今回もまた、見
逃せないはず！

近年、にわかにイタリアのオペラハウスの来日が数を増しました。イタリ
アの歌劇場はどこも、それなりにイタリア・オペラとの深い関わりをもって
いるとはいえるでしょう。しかし、そこに本当にイタリア・オペラの醍醐味
を感じさせる上演があったでしょうか？　フィレンツェ歌劇場には、オペラ
発祥の地としての誇りとオペラを楽しむことへの情熱があふれています。今
回の演目には、前回の日本公演でも絶賛を博した『トゥーランドット』と、
2006年5月に新演出される『ファルスタッフ』の2作が用意されました。壮大

いるこの舞台は、フィレンツェ歌劇場が誇る絶対の自信作です。
一方『ファルスタッフ』は、名演出家ルカ・ロンコーニが手がけ、2006年5
月に初演されるもの。プレミエから数か月後に日本で上演されるこの機会は、
オペラ・ファンにとってはこの上なく魅力的といえるでしょう。ズービン・
メータは、長きにわたりフィレンツェで音楽監督を務めていますが、ここで
の『ファルスタッフ』は初めてのことでもあり、またさらに注目と期待が高
まります。

美くしさと強さを備えた声、
そして豊かな表現力によって、
バイロイトはもとより、世界
中のオペラハウスでワーグナ
ー歌いのトップ・スターとし
て活躍しているデボラ・ポラ
スキーの、リートによるリサ
イタルが開催されます。
オペラにおいて優れた成果

を挙げている歌手がリートを歌うとき、そこにはオペラの舞台と
は違う、その歌手自身がもつ世界が生み出されます。声の色、表
情、詩の意味への取り組み、そして表現力・・・。歌曲を歌うと
き、歌い手はもてる力のすべてを注ぎ、その作品の真の姿を描き
出そうとします。したがって、同じ曲でも、歌い手によって描か
れる世界は変わってくるもの。ポラスキーが見せてくれる、深淵
なる世界を、どうぞご期待ください。

片やエジプト、片やインドと、ロシア・バレエの最高峰“ボリショイ”
が、4年ぶりの日本を圧倒するのは、エキゾティシズムの魅力！
愛と陰謀、そして幻想的な名場面が盛り込まれた「ラ・バヤデール」
でボリショイ・バレエ団が見せるのは、主役陣から影の王国の群舞に至
るまでの美しさと圧倒的な迫力。踊り手一人ひとりの質の高さ、力強さ
が発揮されるのが魅力です。また、婚約式でのさまざまなディヴェルテ
ィスマンのキャラクター・ダンスも見どころの一つ。ことに、迫力満点
の「太鼓の踊り」は、他では見られないこれぞボリショイ！

ウォルフガング・アマ
デウス・モーツァルトは、
“音楽の都”ウィーンにお
いて、最も敬愛される音
楽家です。生誕250年に当
たる2006年にちなみ、日
本でも、ウィーン・フィ
ルのメンバー14人による
特別編成のアンサンブル「ウィーン・クラシックス」のスペシ
ャル公演が実現することとなりました。このアンサンブルは、
弦楽器10名、管楽器4名から成ります。メンバーのなかには、ウ
ィーン・フィルで最年少のヴァイオリン奏者、チェロ奏者、ヴ
ィオラ奏者と、若手精鋭が揃い、バスーン奏者のミヒャエル・
ウェルバをはじめとしたヴェテランたちとともに、馥郁たるウ
ィーンのモーツァルトを楽しませてくれるでしょう。
時代を超えて息づく伝統の響きに、ウィーンの次代を担う若
い世代の感性が吹き込まれた演奏が、モーツァルトのメモリア
ル・イヤーを盛り上げます。

4月 パリ・オペラ座バレエ団 6月 デボラ・ポラスキー・
ソプラノ・リサイタル

2006年豪華ラインナップ発表2006年豪華ラインナップ発表
『白鳥の湖』

『パキータ』

『ラ・バヤデール』

『トゥーランドット』

『ファラオの娘』

『バレエ・フォー・ライフ』

『愛、それはダンス』

7̃8月 第11回
世界バレエフェスティバル

6月 モーリス・ベジャール・バレエ団

A GIFT FROM MALAKHOFA GIFT FROM MALAKHOF

BÉJART BALLET LAUSANNEBÉJART BALLET LAUSANNE

THE 11th WORLD BALLET
FESTIVAL

THE 11th WORLD BALLET
FESTIVAL

THE BOLSHOI BALLETTHE BOLSHOI BALLET

DEBORAH POLASKI
SOPRANO RECITAL
DEBORAH POLASKI
SOPRANO RECITAL

2̃3月《マラーホフの贈り物》
日本のファンのためだけにマラーホフが選んだ仲
間、そしてプログラムが届けられるスペシャル・
プレゼント！

4月 パリ・オペラ座バレエ団
『白鳥の湖』『パキータ』
名実ともに世界随一のバレエ団が、贅の限りを尽した豪華舞台。
夢のような美しさがここに！

5月 ボリショイ・バレエ団
『ファラオの娘』『ラ・バヤデール』
ロシア・バレエの最高峰“ボリショイ”！エキゾチックな超大作を携え
4年ぶりの来日。

7̃8月 第11回
世界バレエフェスティバル
もはや世界のバレエ界が注目する大イヴェント。見逃せ
ない、3年に一度の祭典。

6月 モーリス・ベジャール・バレエ団
『ベスト・オブ・ベジャールーー愛、それはダンス』『バレエ・フォー・ライフ』
巨匠ベジャール率いる精鋭カンパニーの来日。熱狂が約束された究極のダンスと音楽の融合がここに！

6月 デボラ・ポラスキー・
ソプラノ・リサイタル
世界中の歌劇場で活躍を続けるトップ・スター
が聴かせる深きリートの世界。

11月 ウィーン・クラシックス
モーツァルトのメモリアル・イヤーを盛り上げる
ウィーン・フィルの若手精鋭たちによる特別編成が
実現！

VIENNA CLASSICSVIENNA CLASSICS

BALLET DE L'OPERA NATIONAL
DE PARIS

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO

9月 フィレンツェ歌劇場9月 フィレンツェ歌劇場
『トゥーランドット』『ファルスタッフ』
オペラ発祥の地が威信をかけた舞台は
イタリア・オペラの醍醐味そのもの。

さと華麗さ、豪華絢爛な一大絵巻物として
創りあげられた『トゥーランドット』。プ
ッチーニの不朽の名作である「氷のような
心をもつ姫」の恐ろしくも魅力的な舞台が、
今日の映画界で最も評価されている中国人
監督チャン・イーモウによって演出されて

『ファルスタッフ』

マルゲリータ・パッリによる舞台デザイン画（第1幕）
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東京バレエ団の公演予定は、
2006年1月号にて掲載します。

「ファラオの娘」は、ゴーチエの原作をもとに、マリウス・プティパ
がロシア帝室バレエのバレエ・マスターに就く前に生み出したと言われ
る作品で、サンクトペテルブルクで初演されました。物語は、イギリス
人の青年がタイム・スリップし、古代エジプト人タオールとして王女ア
スピチアとの恋、恋敵の陰謀と対峙するというもので、タオールの愛と
ロマン、そして波乱万丈の冒険が、エジプトを舞台に、ときにはロマン
ティックに、ときには幻想的に繰り広げられます。ボリショイ・バレエ
がかもし出す究極のエキゾティシズムの魅力がここに！


