
 

創設以来、数世紀にわたってバレエ芸術の総本
山として君臨してきたパリ・オペラ座バレエ団。
3年ぶりとなる2006年日本公演には、古典の傑作
「白鳥の湖」と、ロマンティック・バレエの名作
「パキータ」全幕という、まさにパリ・オペラ座
が“世界一”の輝きを放つプログラムが用意され
ました。バレエ・ファンなら絶対に見逃せない2
作です。
パリ・オペラ座バレエ団の「白鳥の湖」は、偉
大なるダンサーにして振付家であったルドルフ・
ヌレエフによるもの。この洗練とエレガンスを誇
るバレエ団に、ロシアの厳格さとダイナミズムを
持ち込んだことで知られています。世界中に数々
の振付があるこの作品ですが、ヌレエフ版のアイ
ディアはその後の多くの振付家に影響を与えてい

るといわれます。日本公演のキャストは、残念なが
らまだ発表することができませんが、本拠地パリで
は、この12月から1月にかけての「白鳥の湖」は全
公演ソールド・アウトと人気は上々。その注目の一
つには、オレリー・デュポンが初めてオデット/オ
ディールを踊ることや、12月にはミラノ・スカラ座
にもゲスト出演する気鋭エトワール、マチュー・ガ
ニオがこれもまた初めてジークフリート王子で登場
するから、といったことが大きいようです。日本の
ファンの期待も高まっているようです。
もちろん、「パキータ」についても、バレエ・フ
ァン待望の声は高まるばかりといったところでしょ
う。「ラ・シルフィード」と同じくロマンティッ
ク・バレエの時代にあった1846年にパリ・オペラ
座で初演されたこの作品は、長らく、プティパによ

る改訂版、つまり第2幕の子供のマズルカ、パ・
ド・トロワ、グラン・パだけが上演されることが通
常となっていたのですが、2001年にパリ・オペラ
座での全幕復元が実現したというものなのです。こ
の復元は、ロマンティック・バレエに造詣の深いピ
エール・ラコットの力があってこそのものでした。
「パキータ」といえば、物語のない第2幕で、ソ
リストたちの美技が光る華やかな踊りが華麗に繰り
広げられるものと思っているあなた！ここでは、そ
うした魅力はもちろんのこと、ロマンティック・バ
レエ特有の魅力にも目覚めること間違いなしです。
初演の地の誇りをかけて、華麗にして豪華に繰り広
げられるロマンティック・バレエの真髄を、どうぞ
ご堪能ください。
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パリ・オペラ座日本公演
●「白鳥の湖」（全幕）
2006年4月21日（金）

4月22日（土・昼）
4月22日（土・夜）
4月23日（日）
4月24日（月）

●「パキータ」（全幕）
2006年4月27日（木）

4月28日（金）
4月29日（土・昼）
4月29日（土・夜）
4月30日（日）

会場：東京文化会館
＊開演時間およびキャスト、入場料等詳細はについて
は追って発表いたします。

お待たせしました！3年ぶりの来日
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「白鳥の湖」

「パキータ」

2006年1月中旬
前売開始予定
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バレエ・ファンにはもうお馴染み。豪華ラインナップを揃えたNBSの「バレエの祭典」特別鑑賞会は、会員になられますと、一般入場料よりも安い会費で、毎回優先的に良い

お席が確保されるほか、魅力的な特典が用意されています。新規会員募集、詳細については別紙チラシにてご案内しております。

今回のラインナップは6公演全10演目。今回は特に、第1回開催から30周年を迎える世界バレエフェスティバルの記念公演が含まれるほか、いま話題を呼んでいるオースト

ラリア・バレエ団のニュー・プロダクション「白鳥の湖」と「眠れる森の美女」。ベジャール・バレエ団による伝説のロック・グループ「クイーン」の音楽を使った「バレエ・フ

ォー・ライフ」の待望の再演、東京バレエ団によるロマンティック・バレエ「ドナウの娘」の初演など、バレエ・ファンにとっては見逃せない公演がズラリ！　

バレエ・ファン必見
「第19回バレエの祭典」豪華ラインナップ発表！
バレエ・ファン必見
「第19回バレエの祭典」豪華ラインナップ発表！

2006年
1月10日（火）より
郵送による

新規会員募集開始

モーリス・ベジャール・バレエ団（2演目）
Aプロ：「バレエ・フォー・ライフ」
Bプロ：「愛、それはダンス」
伝説的ロック・グループ、クィーンとモーツァルトの音楽を融合させた「バレエ・フォー・ライフ」、そしてベジャー
ルの往年の傑作の数々が集められた「愛、それはダンス」での巨匠モーリス・ベジャール率いる精鋭カンパニーの2年ぶ
りの来日公演のキーワードはズバリ“伝説”。その瞬間、感動に立ち会うチャンスです！！

第11回世界バレエフェスティバル（2演目）Aプロ、Bプロ
3年に一度、世界中のバレエ・ファンが注目するバレエの祭典も、今回は第1回開催から30
周年を数える節目の年となります。世界中でも他では実現できないトップ・ダンサーたちが
一堂に会し、凌ぎを削るこの公演は、回を重ねるごとに国際的な評価を高めてきました。フ
ァンはもとより、ダンサーたちにとっても、ここに出演することこそ、頂点の証しと認めるま
でになったのです。記念すべき30周年の今回は、より一層の熱気が高まることとなるでしょう。

東京バレエ団「ドナウの娘」（初演）
（1演目）
「ドナウの娘」は、4月にパリ・オペラ座
によって上演される「パキータ」、5月にボリ
ショイ劇場によって上演される「ファラオの
娘」とともにロマンティック・バレエの復元
に力を注ぐピエール・ラコットにより、長年
の眠りから覚めた作品です。ラコット自身の
指導のもと、東京バレエ団初演が果たされる
こととなります。

オーストラリア・バレエ団
（2演目）
Aプロ：「白鳥の湖」
Bプロ：「眠れる森の美女」
いまオーストラリア・バレエ団によ
る古典作品の新演出が話題を呼び、世
界の注目を集めています。今回の来日
公演は10年ぶり3度目。2002年に初演
された「白鳥の湖」、そして2005年9月
に新制作されたばかりの「眠れる森の
美女」は、いずれも「21世紀の古典バ
レエを探る」というこのバレエ団のポ
リシーに沿ったもの。観る人に鮮烈な
印象を与えるものとなっています。乞
ご期待！

“最後の”〈ルグリと輝ける仲間たち〉
（2演目）Aプロ、Bプロ
美しく輝く、その言葉そのものである世界の頂
点に立つマニュエル・ルグリが、信頼と実力を認め
た仲間たちとともに繰り広げるこの公演は、毎
回ファンのため息を誘う華麗な世界を楽しませ
てくれます。第6回を迎える今回は、このシリ
ーズ最終回。ルグリ・ファンはもとより、オペ
ラ座のダンサー・ファンは絶対に見逃せません。

世界バレエフェスティバル全幕特別プロ（1演目）
第1回開催から30周年を迎える今回の「世界バレエフェスティバル」全幕特別プロは、記念す
べき年にふさわしい魅力満載！ 4組のゴールデン・カップルによる3演目がプログラムされまし
た。タマラ・ロホとホセ・カレーニョを迎える「ドン・キホーテ」では溌溂とした活気が、ボリ
ショイのスター、スヴェトラーナ・ザハーロワとアンドレイ・ウヴァーロフによる「白鳥の湖」では古典
の傑作の真髄に迫ります。また、アリーナ・コジョカルとマニュエル・ルグリ、ヴィシニョーワ
とウラジーミル・マラーホフのコンビは、このフェスティバルならではといえるものです。

Aプロ：タマラ・ロホ＆ホセ・カレーニョ主演
「ドン・キホーテ」（全幕）

Bプロ：スヴェトラーナ・ザハーロワ＆アンドレイ・
ウヴァーロフ主演「白鳥の湖」（全幕）

C-1プロ：アリーナ・コジョカル＆マニュエル・
ルグリ主演「ジゼル」（全幕）
C-2プロ：ディアナ・ヴィシニョーワ＆ウラジー
ミル・マラーホフ主演「ジゼル」（全幕）
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パリ在住の友人が、時々、フランスでの出来事に
ついてメールで知らせてくる。今回は、先般フラン
スで起こった移民の暴動についてであった。その友
人いわく、日本のように単一民族で国家が形成され
ているところに住んでいる人には理解できないこと
だろう、と言い切っている。たしかに、私をとりま
く欧米のアーティストでも、父方と母方はイタリア
系とかスイス系でも、本人はドイツ国籍というよう
なアーティストも少なくない。アラブ系の移民の第
2世代、第3世代がフランス社会に溶け込む段階で
摩擦が生じてもおかしくなく、今回の事件もこうし
た歴史的背景に基づくもの、と友人は結論づけてい
た。フランスのシラク大統領も11月14日、夜のテ
レビ演説で「『どれだけの履歴書が名前や住所を理
由に、ゴミ箱ゆきになっていることか』と発言し、
暗に郊外に住む移民の若者が直面している雇用差別
の実態を認めた」という（11月15日付朝日新聞）。

いま、世界は弱肉強食の傾向が強まる一方、依然
として人種差別が根強く残っている。先般のミシシ
ッピのハリケーン被害でも、世界のリーダーと自他
ともに認めるアメリカが、援助の手を1週間近く差
しのべなかったことの理由の一つとして、「黒人に
対する人種差別だ」という見方をする人がいるのも
事実である。
フランスの暴動に話を戻そう。友人のメールによ
ると「やがて沈静化に向かうものと思われるが、仏
政府はかなり長期的展望に立って、教育の機会均等
化、文化活動の推進、補助金支援等の政策を打ち出
した」という。モラルの低下は芸術文化の欠乏から
生まれるというのは私の持論だが、さすが文化先進
国フランスならではの、まず文化に目を向けさせる
発想が、なんとも羨ましい。
先日、「たけしVS石原都知事」というテレビの番
組を途中からだったが偶然見た。少なからぬ驚きだ
ったのは、たけしという人が都知事を向こうに回し
て歯に衣着せず堂々と正論で立ち向かっていたこと
である。今や日本は「本当のことを言うとナイフで
刺される」という話が冗談と受け止められないほど、
言いたいことを控え、注意しようにも注意できずに、
口をつぐむ人が多くなっている。教師が躾と思って
生徒に手をあげることさえ憚られるような風潮は、

どんどん日本を衰退の方向に向かわせているとしか
思えない。たけしの「すべての乗り物からシルバー
シートなんかなくせ」発言に、私はいたく共感した。
私も古希を過ぎ、時には優先席の厄介になろうと思
っても、携帯電話のメールに夢中だったり、トイレ
でもないのに化粧に余念のない若い女性が占領して
いて座ることもできない。もしもこうした“差別席”
がなくなれば、モラルのある人が自然に立ち上がっ
て、「どうぞ」と席を譲るに違いない。なまじ変な
優先席があるから、誰も席を譲ろうとしないのだ。
フランスの暴動と日本人のモラルの問題を一緒に
論じるわけにはいかないが、長い目で見て、教育と
か芸術文化への取り組みを強化しなければ、こうし
た問題は根本的に解決しないのではないだろうか。
私にも希望がないわけではない。NBSは来年３月
で創立25周年を迎えるが、私がこれまで企画して
きた公演に多くの人が賛同してくれたのは、ありが
たい限りだ。先にこのNBSニュースでもお知らせし
たとおり、NBSは「特に公益の増進に著しく寄与す
るもの」として、文部科学大臣より〈特定公益増進
法人〉に認定されたが、この創立25周年という節
目を契機に、欧米の芸術団体のように本格的にファ
ンドレイジング（寄付金募集）活動に取り組みたい
と思っている。ヨーロッパの芸術団体は国や州・市

などから手厚い支援を受けている。一方、アメリカ
の芸術団体は、日本では考えられないほどの税制上
の恩典があって、民間に企業や個人が寄付しやすく、
その寄付金が公的支援に代わって芸術団体を支えて
いる。ひるがえって日本は、ほとんど公的支援は期
待できず、入場料収入だけに頼っているといっても
過言ではないから、自ずと入場料が高くなってしま
う。
もうこの年齢になると欲も得もないので、次の世
代のために少しでも良い環境を残すことが、私に課
せられた最後の使命のように感じている。「感動」
は人々の心を豊かにしてくれる。遠回りかもしれな
いが、劇場で他の観客と一緒に「感動」を分かち合
うことが、モラルの向上に役立つかもしれないとも
思う。だからこそ、一人でも多くの人に舞台の「感
動」を肌で感じる機会を提供したいと思っている。
とりあえずは、こうしたファンドレイジング活動が
オペラ・バレエを愛する人々に理解され、多くの
人々が協力してくれて、欧米並みの環境に近づくこ
とを願っている。
すでに、私の呼びかけに対して、「貧者の一灯で
すが…‥」と寄付を申し出てくれる人が相次いでい
る。涙が出るほど嬉しい。

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
斎藤友佳理
セルビア国立劇場で
「ジゼル」

2006年3月に行われる平成16年度芸術選奨文部
科学大臣賞受賞記念公演として東京と横浜で行
われる「ジゼル」への出演がファンの期待を集
める斎藤友佳理。本紙前号では、この12月にリ
トアニア・バレエの80周年記念ガラ公演に出演
することをお伝えしましたが、このリトアニア
の後にセルビア・モンテネグロ（旧ユーゴスラ
ヴィア）のセルビア国立劇場の「ジゼル」に招
かれることが決まりました。同劇場からは、こ
れまでにも何度も出演の要請がありましたが、
今回ようやく実現する運びととなりました。斎
藤友佳理とパートナーを組むのは高岸直樹。
現在モスクワで、レッスンのほか、大学で舞
踊教師としての勉強に励んでいる斎藤友佳理は、
「今回のお招きは急な話だったし、東京バレエ団
で踊るときのように、毎日一緒にいる仲間と踊
るというのとは違う緊張感がありますが、踊れ
る機会は大切にしたいということでお受けしま
した。いつも思っていることですが、踊ること
からは毎回、自分が得るものがありますから、
今回はじめての地で踊るということもあってと
ても楽しみ」と語っています。

東京バレエ団2006年度
新規団員募集
オーディション開催
東京バレエ
団の新規団員
募集オーディ
ションが下記
の日程により
開催されます。
国内はもと
より、海外に
おいても高い評価を得ている東京バレエ団は、
これまでにパリ・オペラ座、ミラノ・スカラ座、
英国ロイヤル・オペラハウス、ウィーン国立歌
劇場、マリンスキー劇場など、世界の名門歌劇
場にたびたび出演し、“日本が生んだ世界のバ
レエ団”として認められてきました。今後も、
海外ツアーや新作の初演など、盛りだくさんの
企画が予定されています。東京バレエ団への入
団をご希望の方は、どうぞこのオーディション
にご応募ください。詳細のお問合せについては
下記まで。
■第一次オーディション
日時：2006年2月26日（日）午前11時より
場所：東京バレエ団スタジオ
■お問合せ
チャイコフスキー記念東京バレエ団
Tel 03-3791-7000

《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
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
2006年
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（月）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）
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）
東京バレエ団
＊出演者は11月20日現在の予定です。出演者の都
合により変更になる可能性があります。

＊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
＊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。

ボリショイ・バレエ団2006年日本公演
●｢ラ・バヤデール｣
2006年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｣
2006年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：グラチョーワ、タオール：スクヴォルツォフ］

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］

＊主な配役は11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
2006年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」
2006年
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
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
2006年1月20日（金）より受付。

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］
2006年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］
2006年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2006年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、
神奈川県民ホール Tel 045-662-8866

見学を終えたリー・チーガイ氏は、「東京バレ
エ団のプロフェショナルなダンサー魂に、あ
らためて驚きを覚えた」と感想を語りました。
また、「昂」誕生のきっかけとなったダンサー
であるシルヴィ・ギエムの公演《ギエム「最
後のボレロ」》公演が一週間後に始まること
を知ると、帰国の予定を変更して公演に駆け
つけました。映画制作への熱意を高める良い
機会となったようです。

第1回以来「世界バレエフェスティ
バル」の常連で、ABTを本拠に活躍
していたキューバ出身の名ダンサー
フェルナンド・ブフォネスが去る11
月１０日、癌（黒色腫）のため亡く
なりました。享年50歳。ご冥福をお
祈りします。

リー・チーガイ監督
東京バレエ団を訪問
リー・チーガイ監督
東京バレエ団を訪問

W H A T ' S  N E WW H A T ' S  N E W
「不夜城」、「マジック・キッチン」などで知られる
映画監督、リー・チーガイ氏が、去る11月10日、東京
バレエ団を訪れました。今回の来日は、すでにマニア
の間では話題と期待が高まっているバレエコミック
「昂」（原作：曽田正人）の実写映画化にあたって行わ
れた出演者のオーディション開催のためでしたが、そ
の多忙な中での来訪は、原作者である曽田正人氏が、
「昂」の制作にあたって東京バレエ団を取材したこと
から実現することとなりました。
およそ1時間ほど、「ギリシャの踊り」のリハーサル

ベルリン初演レポート
明春2月にベルリンから東京に舞台を移して
上演されるマラーホフ版の「眠れる森の美女」
の世界初演が、去る10月26日ベルリン・ドイ
ツ・オペラで行われました。ここでは、ドイ
ツのバレエ評論家による初演レポートをご紹
介します。2月の吉岡美佳、マラーホフ主演、
東京バレエ団による東京公演がますます楽し
みになってきました。

マラーホフの花が開くと、緑は青々と萌え出す。
人々はバラの花に目を向ける。ベルリン・ドイツ・オ
ペラのエントランスで、あるいは上り階段で、ロビー
でさえも。そして、美術家のワレリー・コングロフによ
ってフランス風の庭園に変えられた舞台においても。
「庭園とは魔法がかけられた場所」であると、「花
を愛する」ウラジーミル・マラーホフは公演パンフ
レットで語っている。まるでおとぎ話のように、マ

ラーホフに命を吹き込まれた花や木々。妖精たちが
バラの木の茂みから舞い降りる。「妖精たちの存在
は、いわば花や木々がモティーフになっているので
す。」と、芸術監督ウラジーミル・マラーホフは説明
するが、それが踊りの本質をなしているわけではな
く、ベルリン国立バレエ団の「眠れる森の美女」に
おいても、妖精たちはこれまでのように完璧にプテ
ィパの精神を受け継いで演じている。「プティパの振
付に基づいて」とプログラムには書かれているとお
り、マラーホフは、実際、チャイコフスキーのバレエ
「眠れる森の美女」をヴァレンティナ・サーヴィナ
の強力なサポートのもとに演出した。彼女はプティ
パの弟子であるエリザベータ・ゲルトに師事してい
たため、オリジナルの振付を知っていたのである。

とはいえマラーホフ
は、そのために自由な
演出ができなかったわ
けではない。むしろそ
の逆で、彼は自らの趣
向でこのバレエ作品を
創り上げた。いわゆる
ピョートル・チャイコ
フスキーの真の傑作で
ある第2幕のパノラマ
の場面と、それに附随
する移行のシーンもな
くなり、オーロラ姫は、
まだ愛の喜びが開花し

ていない、キスによる目覚めのときに、自分がすで
に結ばれていることに気づく、といったように。
マラーホフは「城のもつ重厚な具象性」を避けて、
バレエの舞台を明るい魔法の庭園に移し替え、「眠
れる森の美女」を自然現象のように演出したが、根
拠は希薄である。コングロフは舞台全体を巨大なバ
ラの生け垣に変えたので、オーロラ姫が棘で怪我を
するためのカラボスの必要性も薄れてしまった。
ベルリン国立バレエ団の妖精たちはどちらかと言
えば脇役に追いやられており、このバレエの演出効
果を最大限に発揮させるためには、その分、すべて
に抜きん出たカラボスが必要だろう。その点で、初
日にこれを演じたミヒャエル・バンジャフはひじょ
うに沈着な演技であった。

衣裳はやや過剰でフリルが多く、
舞台装置は振付のあらゆる輪郭を
無秩序におおいつくすきらいはあ
るものの、ともあれマラーホフ演出
の「眠れる森の美女」は成功を収めた。
オーロラ姫がバラの花にあふれ
た過去に別れを告げると、ようや
く彼女の花の夢が実る。世界のト

ップバレリーナ、ディアナ・ヴィシニョーワが、観客
の期待に応え、あらゆるキッチュから解放され、彼女
のテクニックを引き立たせるロイヤル・ブルーのチュ
チュを身にまとって踊り出したのだ。
このカンパニーのゲスト・プリンシパルであるデ
ィアナ・ヴィシニョーワは、ウラジーミル・マラー
ホフと共にまさしくその実力を誇示し、導入部分を
慌しくすませてから、誰もが夢見てやまない崇高さ
をかもし出す。また、マラーホフ自身はパートナー
として望まれる完璧な踊りでデジレ王子を演じ、リ
ラの妖精のベアトリス・クノップはあらゆる批評を
超越する踊りを見せた。観客はしばらくすると、マ
ラーホフの意思が、溢れんばかりのバラの香りを漂
わせていることに気づくのだ。きたる日本公演でも、
きっとうっとりするような美しさの中で「眠れる森
の美女」の香りが広がることだろう。

ハルトムート・レーギッツ（ベルリン在住）

溢れんばかりのバラの香りに包まれた
マラーホフ版「眠れる森の美女」世界初演
溢れんばかりのバラの香りに包まれた
マラーホフ版「眠れる森の美女」世界初演

ベルリン国立バレエ団初演より　Photo:Sandra Hastenteufel

ディアナ・ヴィシニョーワ（オーロラ姫）と
ウラジーミル・マラーホフ（デジレ王子）

ベルリン国立バレエ団初演より　
Photo:Sandra Hastenteufel

ナージャ・サイダコワ（オーロラ姫）
ベルリン国立バレエ団初演より　Photo:Sandra Hastenteufel

訃報
フェルナンド・ブフォネス死去
訃報
フェルナンド・ブフォネス死去

「ジゼル」第1幕　東京バレエ団公演より

2004年フィレンツェ公演
「ドン・キホーテ」カーテンコールより

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」
2006年
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」
ベジャール振付「ギリシャの踊り」
ベジャール振付「ボレロ」
2006年
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［06-627-1061］
●ベジャール・プロ
4月18日（火）大阪・フェスティバルホール［06-627-1061］
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（東京公演）
●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ック管弦楽団（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2006年3月3日（金）より受付。

「牧神の午後」首藤康之

溢れんばかりのバラの香りに包まれた
マラーホフ版「眠れる森の美女」世界初演


