
のスコアを読み解くメータの音楽の優美さは、あいかわ

らずみごとなものだ。そこには、一歩先をゆくヴィジョ

ンのもとで喜劇性と抒情性が溶け合った、最も高度な意

味における喜劇が出現する。そして、それはロンコーニ

のヴィジョンとも絶妙に調和する。

その白眉となるのが最終幕。ロンコーニの演出により、

マルゲリータ・パッリの舞台美術は、ベッドで眠るファ

ルスタッフ一人を残して、一瞬のうちにかき消え、自然

の風景が現れる。秋の森の魔法にかかったかのように、

樫の木の上で眠りつづけるファルスタッフ。じつに美し

い演出だった。（ジョルジョ・ペステッリ）

『ラ・レプッブリカ』記事より

必要な情景を的確に作りあげる圧倒的な舞台技術と感

性。ロンコーニはきわめて美しい舞台を作
りあげた。マルゲリータ・パッリの美術はエリザベ
ス朝イギリスを現代という時代で新たに染め直す。メラ

ンコリーの表現はまさに完璧。ファルスタッフのベッド

のまわりに組み立てられる秋の森の美しさも格別だっ

た。現在のウインザー王家の慣習を意識したドレス、バ

ッグ、髪型などには、カルロ・ディアッピのアイロニカ

ルな衣裳デザインのセンスがうかがえる。

ファルスタッフはいたずらっ子のようなドンファン。

名優ルッジェーロ・ライモンディの懐の深い役作りは、

浅薄なカリカチュアを排する。マリオーラ・カンタレー

ロ（ナンネッタ役）やバルバラ・フリットリ（アリーチ

ェ役）が特にすばらしかった。（ミケランジェロ・ズル

レッティ）

『イル・コッリエーレ・ディ・フィレンツェ』記事より

40年のヴェルディの作曲歴のなかでただ一度だけ書か

れた喜劇のタイトルロールを演じたルッジェーロ・
ライモンディは、現在求めうる最高のファ
ルスタッフを見
せてくれた。大
ベテランでありなが

ら、ビロードのよう

に滑らかな声は今な

お健在であり、この

役柄がまさにライモ

ンディのはまり役で

あることを実感させ

た。「人生はみな芝居

だ」と喝破する零落

の騎士ファルスタッ

フのユーモアを、ラ

イモンディはあますところなく表現した。フィレンツェ

五月音楽祭との共演30周年を迎えたルカ・ロンコーニの

エレガントで知的な演出にはひときわ大きな拍手が巻き

起こった。（ドナテッラ・リギーニ）

『イル・メッサジェーロ』記事より

現実がお伽噺へと変貌する、まさに魔法
の一瞬。フィレンツェ歌劇場の観客からは自然に拍

手がわき起こった。ヴェルディとボイトのユーモアを少

しも壊すことなく、ロンコーニは軽やかな手つきで15世

紀イギリスを現代へと移し替える。

老いにも、突き出た腹にもへこたれず、いでたちだけ

は伊達男のファルスタッフは、道化役ではあるが、滑稽

なだけのひょうきん者ではない。輝かしく、表現力に富

んだ合唱。歌唱を覆い隠すことなく、対話を交わすオー

ケストラ。喜劇は軽やかに高速で走り抜ける。（アルフ

レード・ガスポーニ）

『イル・ジョルナーレ』記事より

フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団の演奏は、ヴェルデ

ィの究極のメッセージのなかに含まれたまぎれもなく本

物の音楽的発想を、これ以上望めない形で現実のものに

した。メータは単に音を磨きあげただけでな
く、鋭利な音の構造をさらに際だたせるこ
とに成功した。音の響きにおいてもリズムにおいて
も、五月音楽祭管弦楽団は、あくまでも澄みきったフレ

ージングによって、ヴェルディの意図をよみがえらせた。

ルッジェーロ・ライモンディは伝説的ともいうべき舞

台演技の能力を最大限に発揮し、「太鼓腹」ファルスタ

ッフをあますところなく描き出した。（マルチェッロ・

デ・アンジェリス）

『イル・マニフェスト』記事より

今回の舞台で特に説得力があったのは、行き過ぎた悪

ふざけが一切なかった点、そして、背後に常に人生の苦

さや不実を隠しながらも、コミカルでアイロニカルな喜

劇のリズムを追求した点である。

最終幕の宙に浮かんだベッドは、まさにポエティック

かつ魅惑的で、夢幻の世界をかいま見せるアイデアであ

り、それと同時に、周囲から浮いたファルスタッフの孤

立ぶりをみごとに形象化している。メータはヴェル
ディのスコアの中に、ほとんど弦楽室内ア
ンサンブルのような音のからみ合いや、管
楽器の陰影に満ちた色彩によって、繊細き
わまりない器楽のテクスチャーをみごとに
浮き彫りにする。圧倒的な存在感のルッジェー
ロ・ライモンディ以外では、アイロニーをたっぷり盛り

込んだバルバラ・フリットリの演技が出色のできばえ。

カルロ・ボージ、ジャンルカ・フローリス、ルイージ・

ローニの３人も大健闘。（アッリーゴ・クワットロッキ）

5月12日に新演出初演を迎えた『ファルスタッフ』
には、各紙がこぞって絶賛の評を掲載しています。
その一部をご紹介します。

『ラ・スタンパ』記事より

白日夢のようなポエジーが随所に光る、才気
にあふれた一級品の《ファルスタッフ》。
笑劇（ファルス）じみたところは微塵もなく、それで

いて少しも気取らない娯楽性に満ちたコメディをルカ・

ロンコーニは作りあげた。

熟練の作曲術がいたるところにうかがえるヴェルディ

今年春のパリ・オペラ座バレエ団による「パキ
ータ」、そしてボリショイ・バレエ団による「フ
ァラオの娘」と、日本のバレエ・ファンの皆さま
にはロマンティック・バレエの魅力をあらためて
感じていただけたことでしょう。そしてその期待
は、秋の東京バレエ団「ドナウの娘」へと向けら
れているはず。
東京バレエ団初演となる「ドナウの娘」は、ロ
マンティック・バレエの代名詞ともいえる伝説の
バレリーナ、マリ・タリオーニのために、彼女の
父フィリッポ・タリオーニが作った名作。ロマン
ティック・バレエの真髄ともいうべき、現実世界
と幻想世界を舞台とした神秘的な物語で
す。舞台は15世紀のドイツ。ドナウ川沿い
の村に住む可憐な娘フルール・デ・シャン
は、領主の花嫁に選ばれたことで恋人と引き
裂かれ、ドナウ川へと身を投げます。
そこで水の精となったフル
ール・デ・シャンと、
後を追ってきた恋人ル
ドルフは困難な愛の試練を乗り越
え、地上への帰還を果たします。
見どころは、主人公であるフルー

ル・デ・シャンの表現力といえます。純
粋無垢な村娘と浮遊感に満ちた妖精の姿

…、それぞれの異なる表情が表されてこそ、
「ドナウの娘」という作品の真価が披露される
こととなるのです。今回の上演では、そうした
表現力の深さでは世界の舞台でも高く評価
されている斎藤友佳理、そして役柄を深
く理解することによる内面からの溢れるよ
うな表現を身上とする吉岡美佳が、この難役に
挑みます。「この役は誰でもが踊れるというわ

けではない」と言う「ドナウの娘」を
蘇らせた振付家ピエール・ラコットが
認めた二人だけに、期待が高まります。
また、この作品はヒロインが暮らす
村、お妃選びが行われる領主の宮廷、

ドナウの川底と、場面が移り、そこには村
人や貴族、女官や護衛、小姓、子供たち、さ
らには妖精たちと、延べ128人の出演者を

要します。村娘の可憐なダ
ンスや妖精たちの幻想的な

群舞の華やかさ、
恋人を失ったルド
ルフの狂気を描く
ドラマティックな
場面などを、80名
のダンサーが、まさに総力を結集して挑む大作と
なります。東京バレエ団初演となる今回、もちろ
ん、衣裳、装置も入念な準備が行われています。
総数158点にのぼる衣裳は、「ドン・キホーテ」の
ときと同様に、ロシアのグリシュコにオーダーさ
れていますし、装置に関しても、ラコット氏のイ

メージをもとに、新たな製作が
進められています。ラコット氏はもちろん、東京
バレエ団が総力を挙げて臨む公演だけに、衣裳や
装置の製作に関してはさまざまなエピソードも。
これらの製作秘話は、次号から連載でご紹介して
いく予定です。どうぞお楽しみに。
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前号に続き、「ドナウの娘」を蘇らせた振付家
ピエール・ラコット氏によるインタビューをご
紹介します。

ーー「ドナウの娘」の復元振付をどのように進め
られたのでしょう？
ラコット 参考となった資料はパリやロンドンに
あったもの、あるいは残された多くの批評など
がありますが、決定的だったのはフィリッポ・
タリオーニが作曲家のアダンに出した指示です。
ここには、タリオーニがどのような展開を求め
ているか、最初から最後まで、細かい指示がさ
れていて、ドラマの叙情性や展開を、ここから
学びとりました。振付に関しては、私自身が熟
知している当時のスタイルというものを踏まえ、
自然に浮かんでくるという感じでしたね。フィ
リッポ・タリオーニがマリ・タリオーニに出し
た練習の指示というのもとても役立ちました。
パの運び方などが記されているもので、細かく
複雑で、非常に早い運び方となっていました。
こうしたものはわずかにロシアに残っていたも

のなんですが、マリ・タリオ
ーニのような優れたバレリー
ナをもってしても、「ドナウ
の娘」という作品が難しいバ
レエだったということがうか
がわれました。
ーーその難しさが、「ドナウ
の娘」という作品が当時人
気の高い傑作だったにもか
かわらず、失われてしまっ
たことに関係しているので
しょうか？
ラコット 「ドナウの娘」は、

パリで初演され、その後の
ツアーの最初がロシアでし
た。当時はとても人気のあ
る作品で、マリ・タリオー
ニと同様に当時優れた女性
ダンサーがロシアに行った
際に踊りたいと懇願したの
ですが、フィリッポ・タリ
オーニに断られたというエ
ピソードがあるようです。
このようなことがあって、
ロシアではマリ・タリオー
ニが踊り、やがてシルフィ

ードとマリ・タリオーニが一体となったように、
ドナウの娘もタリオーニの、ということになっ
た。おかげで、彼女に次ぐようなダンサーがい
なかったために、作品そのものが廃れてしまっ
たわけです。
ーーそれほどにマリ・タリオーニと一体化してし
まった「ドナウの娘」を蘇らせるのは大変なこ
とといえますね。
ラコット たしかにそうです。この役は誰でもで
きるというものではありません。ただ、バレエ
というものは、たしかにテクニックを見ること
も楽しみではありますが、私にとっては魂を伝
えるものです。「ラ・シルフィード」は、東京バレ
エ団のレパートリーに入り、日本の観客の皆さ
んに愛されています。もともと日本には洗練さ
れた趣味、美しさを生活の中に取り入れる素養
があるからだと思います。「ラ・シルフィード」が
これだけ愛されているということから考えても、
ロマンティック・バレエの記念碑的作品である
「ドナウの娘」が、同様に、いえ、さらに愛され
る作品となることを、私は予感しています。

フィレンツェ歌劇場日本公演
『ファルスタッフ』特集第2弾

フィレンツェ歌劇場日本公演
『ファルスタッフ』特集第2弾

メータが語る『ファルスタッフ』の魅力
「音楽と演劇の両方の素晴らしさを

一気に味わって欲しい」

第1幕、ドナウ川上沿いの村。フル
ール・デ・シャンと恋人ルドルフ
は妖精であるドナウ川の女王にも
祝福される幸せな日々を過ごして
いるが、ある日領主の男爵が村で
最も美しい娘を妃に迎えるとお触
れを出す。フルール・デ・シャン
の義母は、自慢の娘が選ばれるこ
とを期待するが、フルール・デ・
シャンはお城では足をひきずるな
ど演技をして、自分が選ばれない
ようにすると、ルドルフに告げる。

お妃選びの日。村の若
い娘全員が城を訪れる。
フルール・デ・シャンは
足を引きずって現れるの
だが、男爵は彼女の姿に
返って心を動かされ、花
嫁として選ぶ。男爵の従
者であるルドルフは、あ
わてて自分たちの仲を告
げるが、反逆罪で捕われ
てしまう。絶望したフル
ール・デ・シャンは、バ
ルコニーからドナウ川へ
と身を投げる。

ロマンティック・バレエの記念碑的作品
「ラ・シルフィード」よりも愛される予感
ロマンティック・バレエの記念碑的作品

「ラ・シルフィード」よりも愛される予感

振付家ピエール・ラコット「ドナウの娘」を語る（2）

ヴェルディの『ファルスタッフ』は、イタリア・
オペラの大巨匠が生涯最後に書いた傑作として誰も
が認めるところ。フィレンツェ五月音楽祭の首席指
揮者として20年余りを務めてきたズービン・メータ
が、この音楽祭で『ファルスタッフ』を手がけるの
は今年が初めてです。これは、この偉大な作品を上
演することへの真摯な思いの結果ということができ
るでしょう。シェイクスピアの戯曲を題材とした台
本の素晴らしさにあわせ、ヴェ
ルディの音楽的到達点とされる
この作品において、演奏者の充
実がいかに重要であるか、初演
を終え、たしかな手応えを掴ん
だメータの言葉からもうかがい
知ることができます。
「『ファルスタッフ』という作品
は、ヴェルディがそれまでに書
いた作品とは大きな違いをもっ
ています。まず一つには、『ファ
ルスタッフ』には、それまでヒ
ーローだったテノールが登場し
ません。主人公のファルスタッ
フは、ヒーローどころか正反対の卑俗な人物として
描かれます。でも、そのアンチ・ヒーローを含めて、
最後まで誰も死なないというのは特徴的なことで
す。そして、音楽的には、いわゆる聴かせどころと
なるアリアといったものがなく、その代わりにアン
サンブルが重要になるのも大きな特徴であり、魅力
となっています。第１幕と第２幕の幕切れの9重唱、
そしてフィナーレのフーガといったものがね。」
たしかに、第1幕では互いに窺いあいながら復讐
計画を歌う男性陣と女性陣が絶妙にからまり合う9
重唱があり、第2幕の方では若い二人の愛の二重唱

と復讐に燃える男たち、間男を隠す女たちと洗濯篭
のなかで音をあげるファルスタッフによって繰り広
げられるまるで絵巻物のような9重唱があります。
これらの9重唱では、たとえば男性陣と女性陣では
拍子が違ったり、一緒に歌っている女性たち4人も、
一人ひとりが違う言葉を歌うなど、音楽的な構成の
妙がこのオペラの聴きものとなっています。そして
フィナーレで「世の中はすべて冗談、人はふざける

ために生まれた。誠実もあやふ
や、理性だってあやふや」とい
うファルスタッフの台詞が次々
に受け継がれるフーガは、この
オペラ全体を締めくくる沸き立
つような大団円へと導きます。
「『ファルスタッフ』の上演の難
しさは、主役一人に優れた歌手
がいればできるということでは
ない点にあります。今回は、ラ
イモンディという主人公に恵ま
れたうえ、とてもバランスのと
れた歌手陣になっていると思い
ます。」

メータの言葉は、今回の上演に並々ならぬ自信を
もっている証といえるでしょう。日本公演において、
当初予定されていた歌手のうち、何人かが変更にな
りました。これは、このオペラが音楽的に難しいア
ンサンブルが重要であることから、日本公演のみの
キャストを組むことは適当でないというメータの判
断に基づくものです。練り上げられたアンサンブル
の魅力が発揮されるメータ＆フィレンツェ歌劇場の
自信作『ファルスタッフ』が、この秋、日本のファ
ンの心をしっかりと捉えます。

新演出初演に
イタリアの各紙絶賛!
新演出初演に

イタリアの各紙絶賛!

東京バレエ団「ドナウの娘」
蘇る幻のロマンティック・
バレエの傑作！

東京バレエ団「ドナウの娘」
蘇る幻のロマンティック・
バレエの傑作！

2次発売7月15（土）
10：00a.m.より

8月26日（土）10：00a.m.より
一斉前売開始

第3幕
第3幕

第3幕

第3幕

第2幕

第2幕　フルール・デ・シャンの
身投げを見たルドルフは正気を失
い、自らも後を追って川に飛び込
む。彼は、ドナウの川底でドナウ
の女王から、ベールをかぶった水
の精のなかから、フルール・デ・
シャンを見つけられれば、二人と
も地上に還してあげようと言われ
る。ルドルフは愛の力によって、
この試練を乗り切る。二人は共に
水面へと昇る。

東京バレエ団「ドナウの娘」
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, 11/18）／吉岡美佳（11/17）
ルドルフ
木村和夫（11/16, 11/18）／後藤晴雄（11/17）
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
管弦楽：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。

第1幕　村娘フルール・デ・シャン（左）
とルドルフ（右）の衣裳デザイン画

お城で足をひ
きずるフルー
ル・デ・シャン
の衣裳デザイ
ン画 ルドルフに試練

を与えるドナウ
の女王の衣裳デ
ザイン画

2次発売の詳細については、
中面をご覧ください。



起 
承 
転 
々 

vol.170

国の責任
佐々木忠次

今年の5月、東京バレエ団は22回目になる海外公
演を実現した。ベルリン公演の模様は前号のＮＢＳ
ニュースで、デンマーク公演に関しては今号に公演
評が掲載されているのでぜひご一読いただきたい
が、これで海外での公演数は通算668公演となり、
わが国の舞台芸術の世界における前人未踏の記録を
さらに更新することになった。
これまで30か国141都市での公演を実現している
が、すべて思い出深いものばかりである。私も今年
で73歳、よくぞここまで頑張ってこられたものだと、
自らを褒めても罰は当たらないのではないか。昨今
はさまざまな日本の団体が海外公演を行っている
が、全額自己負担というケースが少なくないと聞く。
東京バレエ団の場合は、一定金額以下では契約をし
ないし、ホテルも4つ星以上、現地の交通費も現地
主催者負担、さらに外国人の有名スターをゲストに
入れて、その人気に頼ることもない。文化交流にお

いてはもちろん、外交のうえでもこれまで東京バレ
エ団が果たした役割は大きいと自負している。
私は前回、このコーナーで文化行政に対し苦言を
呈した。そこで書いたことは、文化庁の役人に当方
の職員が注意されたことのひとつとして「特定の人
だけが安く買えることは許されない」とか、「品位
を落とすような売り方をするな」と言われたそうだ。
ところが6月17日付日本経済新聞（朝刊）に載った
「日本のオペラ不振脱却なるか」という記事を読ん
で驚いた。新国立劇場が、安売り券（25歳以下の学
生に売れ残ったチケットをオペラS席なら5,000円、
舞踊、演劇なら半額で売るらしい）を出していると
ある。税金を湯水のように使っている新国立劇場に
は平気でやらせておきながら、民間の芸術団体には
（芸術創造活動重点支援事業は税金が使われている
のだから）閉店間際の叩き売りのような品位を落と
すことはするな、と言うのはいかがなものか。
その記事によれば、新国立劇場のオペラ部門の入
場率が、1997年のオープン以来、最低の水準まで
落ち込んでいるという。オペラ劇場の約1,800の客
席に対し、「有料入場率」が、70.4％だという。観
客の減少は、国内の民間団体でも深刻になっていて、
東京二期会、藤原歌劇団といった日本を代表するオ
ペラ上演団体が苦境に立たされているという。その

理由に公演が供給過多に陥っていることを挙げてい
る。オペラ公演数は、1995年が535公演だったのに
対し、2004年は1,167公演に倍増しているという。
「中でも増えたのが海外の歌劇場の来日公演、いわ
ゆる『引っ越し公演』で、95年から9年間で3倍近
くに伸びた」とある。私に言わせれば、建物を除い
て中身が丸ごとやってくるのが「引っ越し公演」だ
が、それはごく一部で、大半は日本を稼ぎ場所にし
たドサ回り公演だ。「引っ越し公演」の名に値しな
い。海外からの出稼ぎオペラ団が、日本のオペラ団
の活動を圧迫しているのは実感として理解できる。
バレエだってそうだからだ。国内の団体よりも安い
公演料で全国津々浦々を回っているから、日本の団
体が入り込む余地がない。いくら資本主義社会だか
らといって、芸術文化まで市場原理に任せておいて
良いというものでもないだろう。ひところ、中国製
の安い衣料品が国産品を圧迫し、国による保護ウン
ヌンが問題になったことがあるが、文化をどうする
かは、国の姿勢の問題だ。
いまのような出稼ぎオペラやバレエが跋扈する現
象は、ハコモノ行政のツケだと私は見ている。かつ
てこの欄でも、雨後の筍のように各地にできた文化
ホールが文化の墓標になっていると書いたことがあ
る。いまやそれらの文化ホールを持て余して、安い

出稼ぎオペラを引き受けて外国のオペラ団をやった
という公演実績だけを残そうとするのも、公共の文
化ホールの管理運営を民間に任せてコスト削減を計
ろうとする「指定管理者制度」も、ハコモノ行政失
敗の後始末に違いない。ただ、「文化」は「安全」
と一緒で、根本は国が責任を持たなければならない
ことだろうと私は思っている。脱線事故を起こした
ＪＲ西日本やトラブル続きの日本航空のように、民
間だけに任せておいては、効率優先やコスト削減で
「安全」がないがしろにされがちだが、文化だって
同じことだ。ヨーロッパの主要な国々は文化を最優
先に考えている。
外国からの出稼ぎオペラやバレエに、日本の市場
をかき回されてオタオタするよりも、品質の良いメイ
ド・イン・ジャパンの工業製品が世界中を席巻したよ
うに、芸術文化の面においても外国製品に勝るとも
劣らないものを我々はつくっていかなければならな
い。それなのに、いまの文化行政と実態の間に大きな
隔たりを感じずにはいられない。私が口先だけで言
っているのでないことは、これまでの東京バレエ団
の海外での実績が裏付けてくれるだろう。ただ、そ
の東京バレエ団の海外公演に関しても、行政は書類
上でしか判断せず、他の団体の海外公演と横並びで
しか評価していないと思えるのは残念至極である。 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 世界バレエフェスティバル
オーストラリア・
バレエ団から、

注目の初出場
ルシンダ・ダン＆
マシュー・ローレンス

第11回世界バレエフェスティバル開催ま
で残すところ一か月となった今月、バレ
エ・ファンの皆さまも期待高まる日々をお
過ごしのことでしょう。でも、バレエフェ
ス開幕に向けて期待と興奮が高まっている
のはダンサーにとっても同様のようです。
ここでは、今回がバレエフェス初参加とな
るオーストラリア・バレエ団の二人から届
いたメッセージをご紹介します。
オーストラリア出身で、ローザンヌ国際
コンクールでのグランプリを獲得し、ロン
ドンのロイヤル・バレエ・スクールで学び、
バーミンガム・ロイヤル・バレエでの活躍
を経てオーストラリア・バレエ団に戻った
ルシンダ・ダンは、「権威ある世界バレエフ
ェスティバルで踊れることに、胸踊らせて
います。世界的に偉大なダンサーたちと同
じ舞台で、オーストラリア人のダンサーと
して踊れることは、何より素晴らしいこと
と感じています」との言葉を送ってくれま
した。実力派の彼女の初登場は、今回のバ
レエフェスの目玉の一つともいえるでしょ
う。
ルシンダ・ダンと組んでの初登場となる
ニュージーランド生まれのマシュー・ロー
レンスからは、「素晴らしいフェスティバル
に参加できることをとても誇らしく思いま
す。また、日本を訪れるのは今回が初めて
ですから、とても楽しみにしています。私
たちは、オーストラリア・バレエ団を代表
する“親善大使”として、日本の観客の皆
さまに、何かひと味違った楽しさを感じて
いただきたいと願っています」というメッ
セージが寄せられています。
オーストラリア・バレエ団は、1962年に
設立されたバレエ団で、ヨーロッパのカン
パニーに比べると新しい団体ではあります
が、国内での年間公演数は約200におよぶう
え、海外公演も活発に行い、そのクオリテ
ィの高さにおいて、「新しい名門」と称され
るところとなっています。1993、96年の日
本公演でも、その実力のほどを発揮したこ
とをご記憶のファンも多いことでしょう。
すでに「バレエの祭典」のラインナップで
もご紹介している通り、オーストラリア・
バレエ団は2007年7月には来日公演を行いま
す。カンパニーを代表する二人のプリンシ
パルは、来年に控えた公演への期待も高め
てくれるはずです。

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）3:00p.m.  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）6:30p.m. 東京文化会館
オデット／オディール：上野水香
ジークフリート：アンドレイ・ウヴァーロフ

●「ジゼル」（全幕）
８月15日（火）6:30p.m. 東京文化会館
８月17日（木）6:30p.m. 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
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）

■入場料［東京公演・税込］
S=¥15,000 A=¥13,000 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、学生券はNBSのみで
7月7日（金）より受付。

「ドン・キホーテ」

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

■指揮：ズービン・メータ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団

●『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：マリオラ・カンタレーロ
クイックリー夫人：エレナ・ジーリョ ほか
＊当初予定されていたナンネッタ役のステファニ
ア・ボンファデッリと、クイックリー夫人役のベ
ルナデッテ・マンカ・ディ・ニッサは、健康上の
理由により、5月のフィレンツェでの初演に参加で
きず、そのため日本公演については上記の通り変
更となりました。

●『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：カール・タナー（9/17,19）

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
＊9月17日のカラフ役は、フィレンツェ歌劇場側の都
合により、カール・タナーに変更となりました。

『ファルスタッフ』

■『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。

＊左記のキャストは6月25日現在の予定です。

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

10月5日（木）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
10月6日（金）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール

■主な出演
オデット／オディール
吉岡美佳（10/5）
上野水香（10/6）
ジークフリート
木村和夫（10/5）
高岸直樹（10/6）

■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
管弦楽：東京ニューシティ管弦楽団

■ 入場料［税込］
S=¥10,000   A=¥8,000   B=¥6,000
C=¥4,000     D=¥3,000   学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで9月8日（金）より受付。

第11回世界バレエフェスティバル
●Aプロ
8月3日（木）6:00p.m. 東京文化会館
8月4日（金）6:00p.m. 東京文化会館
8月5日（土）3:00p.m. 東京文化会館
8月6日（日）3:00p.m. 東京文化会館
●Bプロ
8月 8日（火）6:00p.m. 東京文化会館
8月 9日（水）6:00p.m. 東京文化会館
8月10日（木）6:00p.m. 東京文化会館
8月11日（金）6:00p.m. 東京文化会館
●ガラ
8月13日（日）3:00p.m. 東京文化会館

■出演予定
（女性舞踊手）
ジョエル・ブーローニュ（ハンブルク・バレエA、Bプロのみ）
アリーナ・コジョカル（英国ロイヤル・バレエ団）
ルシンダ・ダン（オーストラリア・バレエ団）
オレリー・デュポン（パリ・オペラ座バレエ団）
イリーナ・ドヴォロヴェンコ（アメリカン・バレエ・シアター）
マリア・アイシュヴァルト（シュツットガルト・バレエ団）
アレッサンドラ・フェリ（アメリカン・バレエ・シ
アター／ミラノ・スカラ座バレエ団）
シルヴィ・ギエム（英国ロイヤル・バレエ団）
アニエス・ルテステュ（パリ・オペラ座バレエ団）
マヤ・マッカテリ（コロラド・バレエ団）
レティシア・オリヴェイラ（ヒューストン・バレエ団）
タマラ・ロホ（英国ロイヤル・バレエ団）
ポリーナ・セミオノワ（ベルリン国立バレエ団）
ガリーナ・ステパネンコ（ボリショイ・バレエ団）
ヴィエングセイ・ヴァルデス（キューバ国立バレエ団）
ディアナ・ヴィシニョーワ（マリインスキー・バレエ）
（男性舞踊手）
フィリップ・バランキエヴィッチ（シュツットガルト・バレエ団）
ホセ・カレーニョ（アメリカン・バレエ・シアター）
ロメル・フロメタ（キューバ国立バレエ団）
ヨハン・コボー（英国ロイヤル・バレエ団）
ズデネク・コンヴァリーナ（ナショナル・バレエ・オブ・カナダ）
マシュー・ローレンス（オーストラリア・バレエ団）

ニコラ・ル・リッシュ（パリ・オペラ座バレエ団）
マニュエル・ルグリ（パリ・オペラ座バレエ団）
デヴィッド・マッカテリ（英国ロイヤル・バレエ団）
ウラジーミル・マラーホフ（ベルリン国立バレエ団）
ジョゼ・マルティネス（パリ・オペラ座バレエ団）
アレクサンドル・リアブコ（ハンブルク・バレエ）
ジル・ロマン（モーリス・ベジャール・バレエ団）
ロバート・テューズリー
イヴァン・ウルバン（ハンブルク・バレエ、ガラのみ）
イナキ・ウルレザーガ（オランダ国立バレエ団）
アンドレイ・ウヴァーロフ（ボリショイ・バレエ団）
フリーデマン・フォーゲル（シュツットガルト・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
共演：東京バレエ団

■A、Bプロ入場料［税込］
S=¥25,000  A=¥22,000  B=¥19,000
C=¥15,000  D=¥11,000  E=¥  7,000

■ガラ入場料［税込］
S=¥28,000  A=¥25,000  B=¥22,000
C=¥18,000  D=¥14,000  E=¥10,000 
F=¥ 8,000

＊新たに、アメリカン・バレエ・シアターのイリーナ・ド
ヴォロヴェンコの出演が決定しました。
＊当初チラシ等で発表したローランド・サラビアは、本
人のやむを得ない事情により出演できなくなりました。代
わりましてキューバ国立バレエ団よりロメル・フロメタが
出演いたします。

第2次発売
7月15日（土）10：00a.m.より
＊各前売所からの回収分、キャンセル分を集めて、
NBSとe+のみで第2次発売いたします。一斉前売でチ
ケットが入手できなかった方は、この機会にいま一度
お問合せください。（公演日、券種によりご用意でき
ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2（波多野ビル）
●音楽ツアーデスク
（担当：水谷・宮本・田中・坂田）

詳しいパンフレットをご希望の方は
右記までご連絡ください。

03-5213-6240
03-5213-6231
※受付：（月）～（金）9：30～18：00

FAX

モーツァルトイヤーを記念し、郵船トラベル
では、モーツァルトの足跡を辿る特別ツアー
を企画しております。第1弾の「誕生」に始ま
り、「旅路」「故郷」へと、そして秋の第4弾は、
「円熟」。経験豊富な添乗員同行による少人数
定員周遊型“音楽旅悠人”の秋の特別企画を
皆様にご案内致します。

モーツァルト生誕250年記念企画
■出発日と旅行代金：2006年10月25日（水）～11月1日（水）

（お1人様）528,000円

第4弾『円熟』編　パリ・ミラノ8日間

10月27日（金） パリ・オペラ座（ガルニエ）にて

モーツァルト《コシ・ファン・トゥッテ》
指揮：G. クーン　
出演予定歌手：E. ウォル、E. ガランカ、R. ランモンディ

～鑑賞可能なオペラ演目～

〈音楽旅悠人
た び ゆ う じ ん

〉
魅力溢れる演奏会と、日中の充実
した観光を楽しむ周遊型旅行

10月29日（日） ミラノ・スカラ座にて

モーツァルト《アルバのアスカニオ》

10月30日（月） ミラノ・スカラ座にて

モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》
指揮：グスターボ・ドゥダメル　出演予定歌手：Ｃ・アルヴァレス
（E・シュロット）、I・ダルカンジェロ（A・エスポシート）

パリ（サンジェルマン・アン・レー） ミラノ

上記公演の鑑賞チケット代金は、全てオプションです。パリ・オペラ座

指揮・出演歌手：後日発表

モーツァルト生誕250年記念企画
第4弾『円熟』編　パリ・ミラノ8日間

（2名様1室・エコノミークラス利用の場合）

東京バレエ団「白鳥の湖」

ルシンダ・ダン マシュー・ローレンス

5月に行われた東京バレエ団の海外公演について、
前号ではベルリン公演での模様を、著名な批評家ク
ラウス・ガイテル氏によるレポートでご紹介しまし
た。今回は、デンマーク公演に関しての新聞評など
から、観客の熱狂ぶりをご紹介します。
「モーリス・ベジャールは、非常に力強いダンサ
ーの踊りで有名な東京バレエ団と密接な関係を結
んでいるが、私としては同バレエ団の女性たちも
男性に劣らず、魅力的な動きを見せていることを
強調しておきたい。観客たちは、東京バレエ団の
くり広げる“驚くべき世界”に魅せられ、モーリ
ス・ベジャールのセクシーな振付に酔い、嵐のよ
うな拍手と歓声、口笛で劇場を満たした。」と、
Weekendavisen紙。
また、Jyllands-Posten紙では、「何という正確
さ！」という見出しのもとに、次のように東京バレ

エ団の魅力が記され
ています。「何という
正確さだろうーーシ
ンクロした腕と脚の
ナイフのように鋭い
列ーーまるで超人的
で、当地ではあまり
見られないほどのも
のだ。ソリストと群

舞の輝きが競いあっている、この技術的に素晴らし
く優秀なバレエ団には、軽やかさと完全な美しさが
ある。芸術的レベル、そして心に描かれるなめらか
な動きのパターンといった抽象的な喜びだけをとっ
てみても、この経験を楽しむべきである。なぜベジ
ャールが東京バレエ団を好むのかがわかる。この完
全なる正確さなしには、彼のバレエは必要な衝撃を
得られないからだ。ここには少しのミスもない。午
後にはコンゲンスニュトーウへ出かけましょう！」
（＊コンゲンスニュトーウとは、デンマーク王立劇場のある場所のこ

と）

デンマーク公演最終日の朝刊に載ったこの記事に
よって、人々が劇場へと押しかけ、当日券売り場に
は長蛇の列ができ、開演時間を30分も遅らせなけれ
ばならないほどでした。
東京バレエ団は帰国後すぐに、世界バレエフェステ
ィバル、秋の「白鳥の湖」の準備に追われています。
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“驚くべき世界”に
劇場を満たす拍手と歓声

東京バレエ団第22次海外ツアー速報第2弾
デンマーク公演

“驚くべき世界”に
劇場を満たす拍手と歓声

NBSホームページ
フィレンツェ歌劇場
『ファルスタッフ』

スペシャル・サイト！
6月下旬より、NBSのホームページに、フ
ィレンツェ歌劇場日本公演『ファルスタッ
フ』に向けたスペシャル・サイトが設けら
れました。5月のフィレンツェでの新演出
上演の模様を動画でご覧いただけるほか、
出演者たちのインタビューが紹介されてい
ます。どうぞご覧ください。
NBSのホームページ
http://www.nbs.or.jp/

デンマーク王立劇場

批評が掲載された
Weekendavisen紙と
Jyllands-Posten紙。


