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2月 マラーホフ版
「眠れる森の美女」(ニュー・プロダクション）

3月「ジゼル」

4月〈ベジャール=ディアギレフ〉

5月 第22次海外公演

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」

ディアギレフ・プロ：
フォーキン振付
「ペトルーシュカ」(東京バレエ団初演）
「薔薇の精」
ニジンスキー振付
「牧神の午後」(東京バレエ団初演）

2006年東京バレエ団の公演ラインナップをご紹
介します。今年もまた、古典の名作から日本初演ま
で、国内外での多彩な活動が予定されています。
2006年の幕開けを飾るのは、ウラジーミル・マ
ラーホフが2005年10月に新しく振り付けた「眠れ
る森の美女」。マラーホフらしい、カラフルで華や
かなファンタジーとして作られた舞台です。主演の
吉岡美佳は、日本での公演に先駆け、年明け1月5日
にベルリン国立バレエ団に客演。すでに深い信頼関
係を築いているマラーホフと東京バレエ団による新
たな「眠れる森の美女」が披露されます。
3月には、プリマ斎藤友佳理による「ジゼル」。平
成16年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公演〈ユ
カリューシャ〉の第2弾として行われるこの公演に
は、セルゲイ・フィーリンがアルブレヒト役に迎え
られます。受賞理由となった斎藤友佳理の極め付け
のジゼルをお楽しみに。
4月に行われるのは〈ベジャール=ディアギレフ〉。
この公演は、20世紀最高の振付家と謳われるモーリ
ス・ベジャールの生誕80年を祝うシリーズの第1弾
となるものとして開催されます。20世紀初頭にセン
セーションを巻き起こしたセルゲイ・ディアギレフ

が率いたロシア・バレエ団の代表作と、ベジャール
の代表作を並べるというこの企画からは、20世紀の
バレエ界の変遷をうかがい知ることができるでしょ
う。一方、ちょうど2年前に東京バレエ団を退団し
た首藤康之が、新たなレパートリーに挑戦すること
も話題を呼んでいます。
日本国内だけでなく、海外でも高く評価を得てい
る東京バレエ団。2006年も5月には第22次海外公演
として、ベルリンとデンマークで「ドン・キホーテ」
全幕とベジャール・プロを上演します。
海外公演帰国後も気の休まる暇はありません。7
月から8月にかけては世界バレエフェスティバル全
幕プロ「ドン・キホーテ」「白鳥の湖」「ジゼル」で
華やかなバレエの祭典を盛り上げ、9月には「白鳥
の湖」が続きます。ダンサーの誰もが、海外公演を
体験するたびに一回り大きく成長するようです。そ
して世界の頂点を極めるダンサーと3種類の全幕バ
レエでの共演が実現するこの夏、さらなる前進が期
待されます。
11月には、ピエール・ラコット振付による「ドナ
ウの娘」の日本初演が行われます。すでに2005年
夏から準備が始められたこの作品。バレエ・ファン

にとっての貴重な機会としても見逃せないものとい
えるでしょう。
12月、ベジャール版「くるみ割り人形」が2006
年を締めくくります。先にもご紹介の通り、2007

年1月1日はモーリス・ベジャール80歳の誕生日。
東京バレエ団によるこの公演は、ベジャール・ファ
ンにとって、氏の誕生日を祝す前夜祭ともいえるで
しょう。
なお、この後、ベジャールの生誕80年記念公演を
シリーズとして1月には「ザ・カブキ」を上演しま
すが、さらにスペシャルな企画の構想もあります。
東京バレエ団は、レパートリーにベジャールによる
オリジナル作品の数々がありますが、それらの作品
を盛り込んだ記念作品の制作をベジャール氏は考え
ています。もっと具体化した段階で正式に発表させ
ていただきますが、これが実現すれば、ベジャール
と東京バレエ団の一つの集大成ということになるで
しょう。ベジャール・ファン、東京バレエ団ファン
のみなさま、どうぞお楽しみに。

9月「白鳥の湖」

THE TOKYO BALLETTHE TOKYO BALLET

12月 ベジャール版
「くるみ割り人形」

11月「ドナウの娘」（日本初演）

7月〈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」「白鳥の湖」「ジゼル」

モーリス・ベジャール・バレエ団2年ぶりの来
日公演に用意されたプログラムは、伝説的ロッ
ク・グループ、クイーンとモーツァルトの音楽の
融合によって生み出されるエキサイティングな魅
力いっぱいの「バレエ・フォー・ライフ」と、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」の2演目です。
2005年には、ミュージカルや来日コンサートが
行われるなど、再び熱狂を巻き起こしたクイーン
ですが、ベジャールが「バレエ・フォー・ライフ」
をつくったのは1997年のこと。人々の心に響く音
楽のエネルギーを感じとり、自身の芸術のなかに

昇華させたベジャールのこの作品は、もはやバレ
エ・ファンだけでなく、ミュージカルや新たにク
イーン・ファンになった方にとっても魅惑的な舞
台として注目を集めることとなるはずです。前回
日本で上演された際にも、客席総立ち、涙と感動
の嵐の大反響となりましたが、今回はさらに高ま
る興奮の一夜となることが予想されます。
バレエ・ファン、ベジャール・ファンにとって
は、もう一作の「愛、それはダンス」も見逃すこ
とはできないはず。ベジャールの往年の傑作が集
められたこの作品は、「春の祭典」、「ロミオとジ
ュリエット」、「ヘリオガバル」、「わが夢の都ウィ

ーン」、「ギリシャの踊り」、
「アレポ」、「カスタ・ディーヴ
ァ」、「ルミエール」など、
1950年代から近年まで、およ
そ半世紀の間に生み出された
ベジャール・バレエの魅力の
エッセンスが凝縮されたもの
なのですから。今回の日本公
演では、2005年6月のパリで
の初演を、さらにバージョン
アップすることも検討されて
います。どうぞお楽しみに。
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2月下旬
前売開始予定

モーリス・ベジャールバレエ団
2006年日本公演（東京公演）
●「バレエ・フォー・ライフ」
6月15日（木）
6月16日（金）
6月17日（土）
6月18日（日）
●「愛、それはダンス」
6月21日（水）
6月22日（木）
6月23日（金）
＊詳細は追って発表いたします。

「バレエ・フォー・ライフ」「バレエ・フォー・ライフ」

「愛、それはダンス」「愛、それはダンス」

モーリス・ベジャール・バレエ団
2006年日本公演
あの熱狂と興奮、感動が
再び巻き起こる！
「バレエ・フォー・ライフ」
「愛、それはダンス」 5月 第22次海外公演
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置き土産
佐々木忠次

今年もいよいよ残すところあとわずかとなった
（これを書いているのは12月下旬である）。私の生命
も残すところあと何年か何か月か。一休の狂歌「門
松は冥土の旅の一里塚」ではないが、古稀を過ぎる
と、たしかに正月がくるたびに、また一歩冥土が近
くなったことを実感させられる。いつロウソクの火
が燃え尽きてもおかしくないから、せめて自分の信
念と生き様は何らかのかたちで残しておきたいと思
っている。幸いこのコーナーも、初台方面からは嫌
われながらも16年続き、芸術文化をとりまく環境に
対して細々と問題を提起してきたが、共感してくれ
る人が少しずつ増えてきているのはうれしい限りだ。
私は知らなかったが、12月9日は国連の「国際腐敗
防止の日」に定められているそうである。汚職など
の防止活動に取り組む国際NGO「トランスペアレン
シー・インターナショナル」日本支部は、今年の日本
での１0大腐敗疑惑事件を発表しているが、その第1

位に「相次ぐ官製談合」を選んだという。2位以下には
「全国小売酒販売組合中央会の不正支出」「経済産業
省の裏金問題」「大阪市職員のお手盛り厚遇」などが続
く。官製談合は何もゼネコンによる公共事業や道路公
団ばかりに限ったことではない。思い返せば、新国立
劇場誕生にまつわることでも、そうだったように思う。
ある人から週刊誌（週刊新潮12月1日号）のコピー
が送られてきた。「NBSの佐々木忠次専務理事は新国
批判の旗手として知られる。その人との対立を煽っ
てまで自らをPRするとは新国も肝が据わっている、
のではなかった」と私の名前が出ているところに、
ペンで傍線が引いてあった。「新国立劇場が大慌てで
回収した『文書』の中身」と題したこの記事は、要
約すると、新国は最近海外のメディアからも注目を
集めていることを宣伝したかったらしく、記者会見
で、ドイツのメディアに載った新国の公演評の翻訳
文を配った。バイエルン国立歌劇場が連れてきた記
者が、新国と外来公演の関係をシニカルに書いた記
事らしいが、記者会見に出席した雑誌編集者による
と「会見が終って帰社すると新国から電話がかかっ
てきて、文書をどうしても回収したいという。しか
も、チーフプロデューサー直々に回収しにきたんで
す」（同誌）という。それに対して「内部資料として
訳されたのに、翻訳した当人が知らないうちに配ら

れ、しかもライバルを刺激する内容だった。そこで
強硬に回収したのです」（同誌）と新国関係者の弁解の
言葉が載っている。どうやら、ここでいうライバル
とは私のことを指すのだろう。記事では「お粗末と
しか言いようがない」としているが、「雉も鳴かずば
打たれまい」で、あわてて回収するという失態を見
せるから、週刊誌の餌食になり、私としても“ライ
バル”と見なしていただいたことに敬意を表して、
このコラムで取り上げざるを得ないのだ。まさに恥
の上塗り、お粗末に三重丸だ。
日本の役所が証拠隠しに躍起となるのは、今に始
まったことではない。新国がまだ第二国立劇場（通
称=二国）と呼ばれていたころ、当時の文化庁長官の
肝いりで、○○年４月７日霞ヶ関の東海大学の大会
議室で机を口の字型に配して、三方を民間芸術団体、
一方を役人が占める拡大会議（二国を一日も早く作る
ための推進会議）なるものが開かれた。芸術団体から
の質問は、会の終わりごろに一問一答の形でやると
文化庁としては異例の申し出があった。会議が終わ
りに近づいたころ、質疑応答が始まった。すでに故
人になられているが、日本文化財団の山脇氏は「日
本のオペラハウスなんだからロビーは日本画で飾っ
て欲しい」とか、スペイン舞踊の川上鈴子女史は
「私は外国の友人が多いが、一番困るのは席が狭くて

足がのばせないという苦情を聞くので、外人でもゆ
ったり座れる席にして欲しい」とか、役人を安堵さ
せるような質問ばかり続いた。正直言って私はイラ
イラし、やむにやまれぬ思いで手を挙げた。そこに
いたすべての役人たちが、いよいよ来たぞ、という
目で私を睨みつけるのを肌で感じた。私は当日配ら
れた資料と役人から説明があったことで、食い違っ
ている点を指摘した。そのときも芸術団体からは何
も声が挙がらなかったが、会の終了直前になって、
文化庁側から「本日お配りした資料は一切もち帰ら
ないでください。あとで担当者が回収するので机の
上に置いておいてください」とのこと。役人は後で
問題になりそうな証拠を残すことを極端に恐れるの
である。今回の週刊誌の記事の一件は、私にそのと
きの記憶を蘇らせた。
この件も他のことも、私が冥土に旅立ってから真
実が明らかになるように、置き土産として実名入り
で記録してある。新国は数々の腐敗の中から生まれ
たと私は思っている。当時の10大腐敗疑惑事件の一
つに入ってもおかしくないと思えるほどだ。私が日
本にもオペラハウスが必要と説いて歩いていたのは、
まだ藤原義江さんが生きているころからだ。私のオ
ペラハウスに対する思いは、当時から現在に至るま
で、まったく変わっていない。 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
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
［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）

フォード：マリウス・キーチェン

フェントン：ダニール・シュトゥーダ

医師カイウス：カルロ・ボージ

バルドルフォ：ジャンルーカ・フローリス

ピストラ：ルイジ・ローニ

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

クイックリー夫人：ベルナデッテ・マンカ・ディ・ニッサ

メグ・ページ：ラウラ・ポルヴェレッリ
■指揮：ズービン・メータ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団

■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』
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
［主な出演］
トゥーランドット：アレッサンドラ・マーク

アルトゥム：エンリコ・コッスッタ

ティムール：ジャコモ・プレスティア

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）

ピン：ファビオ・プレヴィアーティ

パン：カルロ・ボージ

ポン：イオリオ・ゼンナーロ

役人：アントニオ・デ・ゴッビ
■指揮：ズービン・メータ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団

■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 ）
＊セット券はNBSで電話によってのみ受付いたします。
・お席については〈オペラ・フェスティバル〉会員席を
優先させていただきます。
＊セット券はオペラ2演目のS,A,B券を対象とします。
＊公演日およびS,A,B券の別は自由にお選びいただけま
すが、同一演目の組み合わせはお受けできません。
＊セット券は分割払いでも承ります。詳しくはNBSへ
お問合せください。
＊一斉前売に関しては、全公演のS～D券をNBSで電話
申込みをお受けするとともに、各前売所一斉に発売いた
します。（ただし、セット券で満席になった場合はS,A,B券が発
売されないことがありますので、あらかじめご了承ください。）
＊E.F券、およびエコノミー券の販売方法の詳細は、追って発
表させていただきます。

＊「フィレンツェ歌劇場」特報版において、エンリコ・
コッスッタの役をティムール表記しましたが、アルトゥ
ムの間違いでした。お詫びして訂正いたします。

《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］
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）
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12月10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
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｣
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、昼）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：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2005年12月10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。

「ラ・バヤデール」

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
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
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。

1月21日（土）
10:00a.m.より
2演目セット券受付

1月28日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

東京バレエ団「ジゼル」（全2幕）〈ユカリューシャII〉
［斎藤友佳理芸術選奨文部科学大臣賞記念公演］
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」
ベジャール振付「ギリシャの踊り」
ベジャール振付「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。

パリ・オペラ座日本公演
●「白鳥の湖」（全4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2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2005年12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。「パキータ」

ベジャール振付
「ペトルーシュカ」

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

パリ・オペラ座の「白鳥の湖」には、ブルメイス
テル版とヌレエフ版の二つの版があり、一時交互に
上演されていたこともあるが、ここ十年ほどはヌレ
エフ版が続いている｡ヌレエフ版は、ヌレエフがオ
ペラ座舞踊監督就任二年目の1984年、エリザベト・
プラテルとシャルル・ジュドの
主演で初演されて以来、歴代
のエトワール達が踊り、今シ
ーズン、上演200回を越えた｡
ヌレエフ版の大きな特徴は、
王子の立場からドラマを展開
させたことで、王子は、夢の
中で理想の姫オデットに出会
うが、家庭教師ヴォルフガン
グ＝悪魔ロットバルトによっ
て、夢は打ち砕かれ、二人は
結ばれないという悲劇的な結
末で終わる｡王子の心理に光を
当てた解釈は斬新で、現代に
通じる「白鳥の湖」の決定版
として愛されている｡振付の上では、プティパ＝イ
ワーノフの振付を尊重しながらも、オデット＝オデ
ィールと同等に王子にも踊りの見せ場を設けたり、
第１幕では、男性のコール・ド・バレエをたっぷりと
踊らせるなど、独自のアイディアが随所に光り、見
どころに事欠かない｡
この作品を踊ってきたスターたちに目を向ける
と、84年に主演したシルヴィ・ギエムが19歳でエ
トワールに任命されたエピソードはあまりにも有
名｡私が初めてこの版を見たのは、94年の暮れのこ
とだった｡主役は、まだ第一舞踊手だったアニエ
ス・ルテステュとジョゼ・マルティネスの新進ペ

パリ・オペラ座バレエ団
「白鳥の湖」「パキータ」のみどころ

●「白鳥の湖」
アニエス・ルテステュ／ニコラ・ル・リッシュ（4/21、4/23）
マリ=アニエス・ジロー／ジョゼ・マルティネス（4/22夜、4/24）
デルフィーヌ・ムッサン／ジャン=ギヨーム・バール（4/22昼）
●「パキータ」
オレリー・デュポン／マニュエル・ルグリ（4/27、4/30）
クレールマリ・オスタ／バンジャマン・ペッシュ（4/28、4/29夜）
ドロテ・ジルベール／マチュー・ガニオ（4/29昼）

＊上記の配役は2005年12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。

1月21日（土）10:00a.m.より
2演目セット券受付開始
1月28日（土）10:00a.m.より

一斉前売開始

パリ・オペラ座バレエ団
「白鳥の湖」「パキータ」のみどころ

彩な踊りが目を楽しませ、同２場は、暗殺されか
けたリュシアンをパキータが救う場面で、スピー
ディーなマイムが面白い｡第２幕は、ミンクスの
曲にプティパが振り付けた華やかなグラン・パ｡
オペラ座初演では、エトワールのデュポンとル

テステュの怪我で、配役に
変更が生じ、結果的にプル
ミエール・ダンスーズのクレ
ールマリ・オスタとマリ=ア
ニエス・ジローが活躍した｡
特にジローは、全公演の半
数以上を踊って、次期エト
ワール候補として圧倒的な
人気があった｡なお初日は、
デュポンの代役をオスタが
務め、マニュエル・ルグリ
と初めて共演｡ルテステュ
は、後半から登場し、特に
グラン・パで本領を発揮し
た｡

次いで2002／０3年のシーズンの再演では、年末
にオスタがエトワールに任命された｡年明けには、
レティシア・ピュジョルが清新なパキータ・デビ
ューを飾った｡ピュジョルの小回りのきいた踊り
と軽妙なマイムは、この役に理想的で、相手役の
ルグリも絶好調でリュシアンを熱演した｡
その他の大きな見どころとしては、プティパ振
付の第１幕のパ・ド・トロワ｡パリでは、初演の時
から、エマニュエル・ティボーが、同じ役を踊った
ニジンスキーの再来のような見事な跳躍を見せ、
評判を呼んだ｡日本公演でも活躍が期待される｡

渡辺　真弓（パリ在住・舞踊評論家）

ア｡息の合った瑞々しい舞台は、新しい時代の到来
を予告するようだった｡ルテステュがエトワールに
任命されたのは、それから３年後、同じく「白鳥の
湖」の舞台だった｡相手役はローラン・イレールで、
前日にエリザベト・モランとマニュエル・ルグリの

ペアを見たばかりだったが、ヌレエフ世代の風格あ
る演技には、連日感嘆させられた｡
99年の再演では、オペラ座を代表するオデット＝
オディールとして名高い名花プラテルが、引退を前
に格調高い名演を残したほか、客演のギエムとニコ
ラ・ル・リッシュのペアが、比類ないスケールを見
せ、空前絶後の人気を呼んだ｡第一舞踊手だったデ
ルフィーヌ・ムッサンとジャン＝ギヨーム・バール
のペアも印象深かった｡2002年には、マリインスキ
ー劇場からスヴェトラーナ・ザハーロワを迎え、ロ
シア旋風を巻き起こしたのに対し、第一舞踊手だっ
たマリ＝アニエス・ジローが、スジェのエルヴェ・

モローと組み、すがすがしいパートナーシップを見
せたのが記憶に新しい｡
「パキータ」と言えば、グラン・パが大変ポピュ
ラーだが、2001年1月パリ・オペラ座で２幕３場の
全幕版が蘇り、話題を呼んだ｡すでにこの舞台は、

ルテステュとマルティネスの顔合わせでDVDにも
なっているので、ご存知の方も少なくないだろう｡
全幕の復活に取り組んだのは、タリオー二版

「ラ・シルフィード」等ロマンティック・バレエの再生
者として知られるピエール・ラコットで、1846年初
演のマジリエの振付（作曲デルデヴェズ）と1881
年のプティパの改訂版を参考に、自身の改訂を試み
た｡舞台は、ナポレオン占領下のスペインの渓谷サ
ラゴサ｡踊りの上手な魅力的なジプシー娘パキータ
が、実は幼いころ、ジプシーにさらわれた貴族の娘
と分かり、一族の恋人リュシアンと結ばれるという
物語｡第１幕第１場は、異国的なジプシーたちの多

「白鳥の湖」 「パキータ」

Photo:Jacque Moatti Photo:Icare

『トゥーランドット』

来日公演キャスト

訂正


