
    

新新新新たなたなたなたな地平地平地平地平をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    

    

新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場バレエバレエバレエバレエ団団団団、、、、このこのこのこの秋始動秋始動秋始動秋始動！！！！    

    



 

    





QuestionQuestionQuestionQuestion１１１１    デヴィッドデヴィッドデヴィッドデヴィッド・ビントレーとは・ビントレーとは・ビントレーとは・ビントレーとは何者何者何者何者かかかか？？？？    

    AnswerAnswerAnswerAnswer①①①①    英国英国英国英国バーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエ芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督    

AnswerAnswerAnswerAnswer②②②②    世界世界世界世界でもでもでもでも稀有稀有稀有稀有なななな才能才能才能才能をををを持持持持つつつつ、、、、英国英国英国英国がががが誇誇誇誇るるるるロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエ系譜系譜系譜系譜のののの振付家振付家振付家振付家    

AnswerAnswerAnswerAnswer③③③③2010/20112010/20112010/20112010/2011 シーズンからのシーズンからのシーズンからのシーズンからの新国立劇場舞踊芸術監督新国立劇場舞踊芸術監督新国立劇場舞踊芸術監督新国立劇場舞踊芸術監督     
                                                                            ＜＜＜＜プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール＞＞＞＞                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

▲▲▲▲デヴィッド・ビントレーデヴィッド・ビントレーデヴィッド・ビントレーデヴィッド・ビントレーCBECBECBECBE    

 

英国ハダースフィールド生まれ。 

英国ロイヤルバレエ学校に入ったが、当時英国ロイヤルバレエでは、マーゴ・フォンティン、ルドルフ・ヌレエフ、アンソニー・ダウエル

など世界的なダンサーが活躍していた黄金時代であり、フレデリック・アシュトンやケネス・マクミランが最高傑作を生み出す同時代

に居合わせていた。 

1976 年サドラーズ・ウェルズ・バレエ(現バーミンガム・ロイヤルバレエ)に入団し、瞬く間に秀逸なキャラクター・ダンサーとしての頭角

を現した。アシュトン振付の「ラ・フィユ・マル・ガルデ」のアランやシモーヌ、「真夏の夜の夢」のボトム、「シンデレラ」の意地悪な姉な

どを演じている。入団後 2 年も経ずにプロとしてサドラーズ・ウェルズ・バレエのために「アウトサイダー」を振り付けた。この作品には

既に人物への鋭い洞察、知的で刺激的な音楽の選択などビントレーの資質が現れていたが、ここではジョージ・バランシンなどのア

メリカの影響とアシュトン、チューダー、マクミランなどのイギリスの伝統的系譜がともに見て取れる。 

1982 年に 3 ヶ月間アメリカとドイツのダンスシーンを視察、この経験は間違いなくビントレーのイマジネーションを拡げ、ビントレーが

持っていたイギリス的アプローチの本質に確信を与えることになった。 

1986 年から 93 年の間、サドラーズ・ウェルズ・バレエや英国ロイヤルバレエの振付家として活躍。1993 年にフリーランスになった時

には世界中の 7 カンパニーから新制作依頼が殺到した。 

ピーター･ライトを引き継いで 1995 年からバーミンガム・ロイヤルバレエ芸術監督。ビントレーの見事な振付はアシュトンやマクミラン

の継承者にふさわしいものである。 

2001 年 CBE(大英帝国勲章)受勲。2009 年に振付けた「E=mc²」（バーミンガム･ロイヤルバレエで世界初演）が、South Bank Show 

Award を 2010 年１月に受賞、また同時に英国の権威ある賞,「ローレンス・オリヴィエ賞ベスト新作ダンス部門」にもノミネートされた。 

2008 年 9 月 1 日より新国立劇場舞踊芸術参与(次期芸術監督予定者)。2010 年９月より新国立劇場舞踊芸術監督に就任（バーミン

ガム・ロイヤルバレエ芸術監督と兼任）。2005 年新国立劇場で「カルミナ･ブラーナ」、2008 年 11 月に新国立劇場新制作「アラジン」

が上演され高い評価を得た。 



 

                            ＜プロフィール＞ 

新国立劇場バレエ団 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

1997199719971997 年新国立劇場年新国立劇場年新国立劇場年新国立劇場のののの開場開場開場開場とともにとともにとともにとともに活動活動活動活動をををを開始開始開始開始。。。。芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督にはにはにはには開場当初開場当初開場当初開場当初のののの島田廣島田廣島田廣島田廣にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、

99999999 年年年年よりよりよりより牧阿佐美牧阿佐美牧阿佐美牧阿佐美がががが就任就任就任就任、、、、国内外国内外国内外国内外のののの振付家振付家振付家振付家、、、、デザイナーなどとデザイナーなどとデザイナーなどとデザイナーなどと連携連携連携連携しししし、、、、海外海外海外海外ダンサーもダンサーもダンサーもダンサーも加加加加

ええええ多彩多彩多彩多彩なななな舞台創舞台創舞台創舞台創りをりをりをりを続続続続けるけるけるける。。。。オーディションでオーディションでオーディションでオーディションで選選選選ばれたばれたばれたばれた才能豊才能豊才能豊才能豊かなダンサーをかなダンサーをかなダンサーをかなダンサーを核核核核としてとしてとしてとして、、、、ここここ

れまでれまでれまでれまで上演上演上演上演したしたしたした作品作品作品作品はははは「「「「眠眠眠眠れるれるれるれる森森森森のののの美女美女美女美女」「」「」「」「くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形」」」」「「「「白鳥白鳥白鳥白鳥のののの湖湖湖湖」「」「」「」「ジゼルジゼルジゼルジゼル」「」「」「」「ドン・ドン・ドン・ドン・

キホーテキホーテキホーテキホーテ」」」」などのなどのなどのなどの古典作品古典作品古典作品古典作品やややや「「「「シンデレラシンデレラシンデレラシンデレラ」（」（」（」（アシュトンアシュトンアシュトンアシュトン振付振付振付振付）、「）、「）、「）、「ロメオとジュリエットロメオとジュリエットロメオとジュリエットロメオとジュリエット」「」「」「」「ママママ

ノンノンノンノン」（」（」（」（マクミランマクミランマクミランマクミラン振付振付振付振付）「）「）「）「ライモンダライモンダライモンダライモンダ」（」（」（」（プティパプティパプティパプティパ振付振付振付振付、、、、牧阿佐美改訂振付牧阿佐美改訂振付牧阿佐美改訂振付牧阿佐美改訂振付）「）「）「）「カルミナ･ブカルミナ･ブカルミナ･ブカルミナ･ブ

ラーナラーナラーナラーナ」（」（」（」（ビントレービントレービントレービントレー振付振付振付振付）、「）、「）、「）、「アラジンアラジンアラジンアラジン」（」（」（」（ビントレービントレービントレービントレー振付振付振付振付）、「）、「）、「）、「アンナ･カレーニナアンナ･カレーニナアンナ･カレーニナアンナ･カレーニナ」（」（」（」（エイフエイフエイフエイフ

マンマンマンマン振付振付振付振付））））などレパートリーはなどレパートリーはなどレパートリーはなどレパートリーは日本日本日本日本をををを含含含含むむむむ８８８８カカカカ国国国国のののの振付家振付家振付家振付家によるによるによるによる４２４２４２４２演目演目演目演目をををを数数数数えるえるえるえる。。。。近年近年近年近年ババババ

レエレエレエレエ団団団団としてのとしてのとしてのとしての総合力総合力総合力総合力がががが高高高高くくくく評価評価評価評価されされされされ、、、、04040404 年年年年にはにはにはには「「「「ライモンダライモンダライモンダライモンダ」」」」でででで朝日舞台芸術賞朝日舞台芸術賞朝日舞台芸術賞朝日舞台芸術賞をバレをバレをバレをバレ

エエエエ団団団団としてとしてとしてとして受賞受賞受賞受賞。。。。牧芸術監督牧芸術監督牧芸術監督牧芸術監督はははは 06060606 年年年年にににに完全完全完全完全オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル振付振付振付振付作品作品作品作品のののの「「「「椿姫椿姫椿姫椿姫」」」」でででで同舞台芸術賞同舞台芸術賞同舞台芸術賞同舞台芸術賞

をををを受賞受賞受賞受賞。。。。08080808 年年年年ににににはははは米国米国米国米国ケネディ・センターにおいてケネディ・センターにおいてケネディ・センターにおいてケネディ・センターにおいて海外海外海外海外デビューをデビューをデビューをデビューを果果果果たしたしたしたし高高高高いいいい評価評価評価評価をえをえをえをえ、、、、

翌翌翌翌 09090909 年年年年にはモスクワ・ボリショイにはモスクワ・ボリショイにはモスクワ・ボリショイにはモスクワ・ボリショイ劇場劇場劇場劇場にににに招待招待招待招待されされされされ「「「「椿姫椿姫椿姫椿姫」」」」をををを上演上演上演上演しししし大大大大きなきなきなきな成功成功成功成功をををを収収収収めためためためた。。。。

テテテテクニッククニッククニッククニック、、、、表現力表現力表現力表現力、、、、精神力精神力精神力精神力をををを兼兼兼兼ねねねね備備備備えたえたえたえた名実名実名実名実ともにともにともにともに国立国立国立国立のののの名名名名にににに価価価価するするするする国際国際国際国際レベルのバレエレベルのバレエレベルのバレエレベルのバレエ

団団団団にににに成長成長成長成長しているしているしているしている。。。。シーズンをシーズンをシーズンをシーズンを通通通通してしてしてして出演出演出演出演するするするする契約契約契約契約ダンサーダンサーダンサーダンサー６９６９６９６９人人人人、、、、演目演目演目演目によってによってによってによって出演出演出演出演するするするする

登録登録登録登録ダンサーダンサーダンサーダンサー２６２６２６２６名名名名、、、、総勢総勢総勢総勢９５９５９５９５名名名名のバレエのバレエのバレエのバレエ団団団団。。。。2010201020102010 年年年年９９９９月月月月よりよりよりより、、、、デヴィッド･ビントレーがデヴィッド･ビントレーがデヴィッド･ビントレーがデヴィッド･ビントレーが

芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督にににに就任就任就任就任（（（（英国英国英国英国バーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエ芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督とととと兼任兼任兼任兼任））））。。。。    



QuestionQuestionQuestionQuestion    2222    新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場のののの芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督としてとしてとしてとして何何何何をするのかをするのかをするのかをするのか？？？？    

AnswerAnswerAnswerAnswer①①①①    英国英国英国英国でのでのでのでの経験経験経験経験をををを活活活活かしかしかしかし、、、、日本日本日本日本のののの舞台芸術舞台芸術舞台芸術舞台芸術のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる発展発展発展発展にににに尽力尽力尽力尽力するするするする    

AnswerAnswerAnswerAnswer②②②②    牧芸術監督牧芸術監督牧芸術監督牧芸術監督をををを引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ、、、、バレエバレエバレエバレエ団団団団をををを新新新新たなたなたなたな地平地平地平地平へへへへ    

AnswerAnswerAnswerAnswer③③③③バレエをバレエをバレエをバレエをエンターテインメントとしてエンターテインメントとしてエンターテインメントとしてエンターテインメントとして一層一層一層一層楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで頂頂頂頂きききき、、、、身近身近身近身近にににに感感感感じてもらうじてもらうじてもらうじてもらう            

                                                                                        劇場劇場劇場劇場はははは、、、、今今今今まさにこのまさにこのまさにこのまさにこの時代時代時代時代にににに生生生生きているものきているものきているものきているものなのですなのですなのですなのです        

                                                                                                                                                                                                                                                                                ～～～～    David BintlDavid BintlDavid BintlDavid Bintleyeyeyey    

    

    

    
    

                        

    

    ▼▼▼▼2010201020102010 年年年年１１１１月月月月「「「「2010/20112010/20112010/20112010/2011 シーズン・ラインアシーズン・ラインアシーズン・ラインアシーズン・ラインアップップップップ」」」」発表発表発表発表    

                                

    

    次期芸術監督次期芸術監督次期芸術監督次期芸術監督にににに就任就任就任就任することがすることがすることがすることが 2008200820082008 年年年年にににに発表発表発表発表されてからされてからされてからされてから、、、、ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは新国立劇場芸術参与新国立劇場芸術参与新国立劇場芸術参与新国立劇場芸術参与としてとしてとしてとして、、、、あるあるあるある

いはいはいはいは振付家振付家振付家振付家としてとしてとしてとして度度度度々々々々来日来日来日来日、、、、2010/20112010/20112010/20112010/2011 シーズンのシーズンのシーズンのシーズンの準備準備準備準備をををを進進進進めつつめつつめつつめつつ、、、、積極的積極的積極的積極的、、、、精力的精力的精力的精力的にににに活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。    

    そのそのそのその中中中中でビントレーがインタビューでビントレーがインタビューでビントレーがインタビューでビントレーがインタビュー、、、、記者会見記者会見記者会見記者会見、、、、あるいはおあるいはおあるいはおあるいはお客様向客様向客様向客様向けトークイベントなどでけトークイベントなどでけトークイベントなどでけトークイベントなどで、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし語語語語っていっていっていってい

るのはるのはるのはるのは、、、、バレエへのバレエへのバレエへのバレエへの深深深深いいいい「「「「愛情愛情愛情愛情」」」」とととと、、、、英国英国英国英国ロイヤルのロイヤルのロイヤルのロイヤルの系譜系譜系譜系譜にあってにあってにあってにあって培培培培われたわれたわれたわれた卓越卓越卓越卓越したしたしたした見識見識見識見識にににに基基基基づくづくづくづく「「「「劇場劇場劇場劇場とととと舞台舞台舞台舞台

芸術芸術芸術芸術のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿勢姿勢姿勢姿勢・・・・社会的役割社会的役割社会的役割社会的役割」、」、」、」、バーミンガム・ロイヤルバレエでバーミンガム・ロイヤルバレエでバーミンガム・ロイヤルバレエでバーミンガム・ロイヤルバレエで芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督としてとしてとしてとして大大大大きなきなきなきな成功成功成功成功をををを収収収収めているめているめているめている

実績実績実績実績をををを背景背景背景背景としたとしたとしたとした「「「「バレエバレエバレエバレエ団団団団のののの目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向」」」」についてですについてですについてですについてです。。。。    

    彼彼彼彼はははは「「「「劇場劇場劇場劇場はははは、、、、今今今今まさにこのまさにこのまさにこのまさにこの時代時代時代時代にににに生生生生きているものなのですきているものなのですきているものなのですきているものなのです。。。。そしてこれからもそしてこれからもそしてこれからもそしてこれからも、、、、時代時代時代時代とともにとともにとともにとともに生生生生きききき続続続続けるべけるべけるべけるべきききき

だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 ２０１０年１月の「ラインアップ」発表時には、自らのラインアップの説明に加え、世界的にひっ迫にした経済

状況のことにも言及し、「たいへんに厳しい時代ではありますが、こういう時代にこそ、人々は心の滋養をより

一層求めるものです。英国では大戦中に多くの人たちが、食糧配給の列に並ぶのではなく、劇場の入口に

列を成したことがありました。社会や世界経済が不透明である時こそ、人々に心の栄養を与える劇場への予

算が徐々に、あるいは劇的に減ったりしないことを望んでいます」と話した。 



ReachReachReachReach    the the the the public public public public     おおおお客様客様客様客様ととととよりよりよりより近近近近くくくく    ～～～～    David BintlDavid BintlDavid BintlDavid Bintleyeyeyey    

▼▼▼▼2010201020102010 年年年年１１１１月月月月「「「「おおおお客様向客様向客様向客様向けラインアップけラインアップけラインアップけラインアップ説明会説明会説明会説明会」」」」開催開催開催開催    

    

    

    ▼▼▼▼2010201020102010 年年年年５５５５月月月月「「「「カルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナ」」」」公演直前公演直前公演直前公演直前、、、、劇場開場以来初劇場開場以来初劇場開場以来初劇場開場以来初のおのおのおのお客様向客様向客様向客様向けけけけ公開公開公開公開リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル実施実施実施実施    

            

▼▼▼▼2012012012010000 年年年年５５５５月月月月「「「「カルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナ」」」」公演終了後公演終了後公演終了後公演終了後にににに連日連日連日連日アフタートーク・イベントもアフタートーク・イベントもアフタートーク・イベントもアフタートーク・イベントも    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

２０１０年５月「カルミナ・ブラーナ」のリハーサル時には、お客様により身近にバレ

エを感じてもらいたいとの願いから、新国立劇場開場以来初の「お客様向け公開リ

ハーサル」を実施。折しもアイスランドの火山噴火の影響で来日予定が遅れ、公開

リハーサル当日に成田着、空港からリハーサル室へ直行となった。長旅の疲れも

見せず、リハーサル指導にあたった。公開リハの後はトークイベントも開催され、お

客様からもたくさんの質問やコメントが飛び交い、大盛況となった。 

５月に５年ぶりの再演となった「カルミナ･ブラーナ」公演終了後、アフタートーク・イベントも開催、多くのお

客様との直接的なコミュニケーションが実現した。お客様から「日本人のダンサーに足りないものは？」との

質問に「多くの優れた日本人ダンサーが世界中で活躍しています。確かにバレエは多くのことをダンサーに

要求します。手脚の長さ、音楽性、身体能力 etc、僕が最も重視するのは才能の輝きがあるかどうかです。

新国立劇場バレエ団のダンサーたちにはそれがあります。もしそうでなければ、僕はここにいません」と答

え、満場の喝采を浴びた。 

２０１０年１月「お客様向けラインアップ」説明会を開催。その中でビントレーは「たとえば「白鳥の湖」や「眠れる森の美

女」はロシアのバレエ団が素晴らしいステージを見せます。なぜならそれらの作品はロシアのダンサーのために創られ

た作品だからです。同じように「アラジン」は新国立劇場バレエ団のダンサーが世界一素晴らしく踊ります。なぜなら、こ

の作品は彼らのために創られた作品だからです。これからの新国立劇場バレエ団に必要なのは彼らのための作品で

す」また、日本人ダンサーの資質に対する質問には「優れた才能を持つ日本人ダンサーたちが世界中で活躍していま

す。今や日本にも新国立劇場バレエ団があるのですから、日本が育んだ素晴らしいダンサーたちを日本のお客様に見

ていただくためにも、そうした才能の海外流出を食い止めることも必要ではないでしょうか」と語った。 



＜＜＜＜ビントレーとビントレーとビントレーとビントレーと新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場バレエバレエバレエバレエ団団団団のののの出会出会出会出会いいいい＞＞＞＞    

        ～～～～運命運命運命運命のののの女神女神女神女神はははは「「「「カルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナ」～」～」～」～    

                                         

                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

▼▼▼▼「「「「カルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナ」」」」初演初演初演初演リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル２００５２００５２００５２００５年年年年    

                        

                                                                                                                                                                                                        
                                    ▲▲▲▲2005200520052005 年初演年初演年初演年初演「「「「カルミナ･ブラーナカルミナ･ブラーナカルミナ･ブラーナカルミナ･ブラーナ」」」」撮影撮影撮影撮影：：：：瀬戸秀美瀬戸秀美瀬戸秀美瀬戸秀美    

    

    遡遡遡遡ることることることること５５５５年前年前年前年前、、、、2005200520052005 年年年年「「「「カルミナ･ブラーナカルミナ･ブラーナカルミナ･ブラーナカルミナ･ブラーナ」」」」のののの上演上演上演上演がががが、、、、デヴィッド・ビントレーとバレエデヴィッド・ビントレーとバレエデヴィッド・ビントレーとバレエデヴィッド・ビントレーとバレエ団団団団のののの運命運命運命運命

的的的的なななな出会出会出会出会いとなりましたいとなりましたいとなりましたいとなりました。。。。    

    2005/20062005/20062005/20062005/2006 シーズンのシーズンのシーズンのシーズンの開幕公演開幕公演開幕公演開幕公演にビントレーにビントレーにビントレーにビントレー振付振付振付振付のののの当作品当作品当作品当作品をををを新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場がががが上演上演上演上演、、、、そのステージはそのステージはそのステージはそのステージは日本日本日本日本のののの

観客観客観客観客にににに大大大大きなきなきなきな衝撃衝撃衝撃衝撃とととと感動感動感動感動をををを与与与与えましたえましたえましたえました。。。。公演公演公演公演はははは大成功大成功大成功大成功、、、、バレエバレエバレエバレエ団団団団がががが１１１１つのステップをつのステップをつのステップをつのステップを駆駆駆駆けけけけ上上上上がったがったがったがった瞬間瞬間瞬間瞬間でででで

もありましたもありましたもありましたもありました。。。。    

    ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは当時当時当時当時をををを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、「「「「熱心熱心熱心熱心でででで意欲的意欲的意欲的意欲的なダンサーたちなダンサーたちなダンサーたちなダンサーたち、、、、優秀優秀優秀優秀なスタッフなスタッフなスタッフなスタッフ、、、、素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい劇場劇場劇場劇場････････････「「「「カカカカ

ルミナ・ブラーナルミナ・ブラーナルミナ・ブラーナルミナ・ブラーナ」」」」のためにのためにのためにのために日本日本日本日本にににに滞在滞在滞在滞在したしたしたした日日日日々々々々はははは、、、、僕僕僕僕にとってはにとってはにとってはにとっては何何何何もかもがもかもがもかもがもかもが素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい経験経験経験経験でしたでしたでしたでした」」」」とととと

後後後後にににに語語語語っていますっていますっていますっています。。。。    

初演時「カルミナ･ブラーナ」のプ

レトーク・イベント。多くのお客様

が詰め掛けた。登壇者には故・若

杉弘氏も（当時新国立劇場オペ

ラ芸術参与） 

公演直前のリハーサルで来日したビントレーからバレエ団全員に「ビント

レー直筆イラスト付きｃｋパンツ」（当作品主役の神学生３が履いているも

のと同じ色形のパンツ）がプレゼントされたことも、いかにバレエ団ダンサ

ーとビントレーの間に親密な信頼関係が築かれていたかを物語るほほえ

ましいエピソード。 



～～～～新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場バレエバレエバレエバレエ団団団団のためにのためにのためにのために振付振付振付振付けたけたけたけた「「「「アラジンアラジンアラジンアラジン」」」」公演直前公演直前公演直前公演直前にににに 2010/20112010/20112010/20112010/2011 からのからのからのからの芸術監督就任芸術監督就任芸術監督就任芸術監督就任のののの発表発表発表発表、、、、    

    ランプのランプのランプのランプの精精精精・・・・ジーンがジーンがジーンがジーンが願願願願いをいをいをいを叶叶叶叶えたかえたかえたかえたか？？？？～～～～    

                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

                

撮影撮影撮影撮影：：：：瀬戸秀美瀬戸秀美瀬戸秀美瀬戸秀美                                

    そのそのそのその後後後後、、、、新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場がビントレーにがビントレーにがビントレーにがビントレーに全幕新制作全幕新制作全幕新制作全幕新制作をををを依頼依頼依頼依頼、、、、ビントレーがビントレーがビントレーがビントレーが新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場バレエバレエバレエバレエ団団団団のためにのためにのためにのために「「「「アラジンアラジンアラジンアラジン」」」」をををを振振振振りりりり付付付付

けけけけ、、、、2008200820082008 年晩秋世界初演年晩秋世界初演年晩秋世界初演年晩秋世界初演されましたされましたされましたされました。。。。公演全日公演全日公演全日公演全日のののの主役主役主役主役をををを新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場バレエバレエバレエバレエ団団団団ダンサーでキャスティングしたダンサーでキャスティングしたダンサーでキャスティングしたダンサーでキャスティングした初初初初のののの全幕公演全幕公演全幕公演全幕公演

でででで、、、、公演公演公演公演はははは大大大大きなきなきなきな成功成功成功成功をををを収収収収めましためましためましためました。。。。    

    ビントレーはこのビントレーはこのビントレーはこのビントレーはこの時時時時のことをのことをのことをのことを振振振振りりりり返返返返りりりり「「「「僕僕僕僕にとっにとっにとっにとってててて、、、、このこのこのこの新制作新制作新制作新制作はカルミナのはカルミナのはカルミナのはカルミナの時時時時のののの１０１０１０１０倍以上楽倍以上楽倍以上楽倍以上楽しいしいしいしい経験経験経験経験でしたでしたでしたでした。。。。ダンサーたちダンサーたちダンサーたちダンサーたち

がががが難難難難しいしいしいしい課題課題課題課題をををを克服克服克服克服しながしながしながしながらららら目目目目のののの前前前前でででで成長成長成長成長していくしていくしていくしていく姿姿姿姿をををを見見見見るのはるのはるのはるのは実実実実にににに感動的感動的感動的感動的でしたでしたでしたでした。。。。彼彼彼彼ららららもももも、、、、新新新新しいしいしいしい作品作品作品作品をををを一緒一緒一緒一緒にににに創創創創りりりり上上上上げげげげ

ていくていくていくていく喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じてくれたようですじてくれたようですじてくれたようですじてくれたようです。。。。貪欲貪欲貪欲貪欲にそしてにそしてにそしてにそして真摯真摯真摯真摯にににに全全全全てをてをてをてを吸収吸収吸収吸収しようとするしようとするしようとするしようとする姿勢姿勢姿勢姿勢はははは僕僕僕僕にとってもたいへんにとってもたいへんにとってもたいへんにとってもたいへん好好好好ましいものましいものましいものましいもの

でしたでしたでしたでした」」」」とととと語語語語っていますっていますっていますっています    

    そしてそしてそしてそして、、、、2008200820082008 年年年年６６６６月月月月、、、、ビントレーがビントレーがビントレーがビントレーが 2010/20112010/20112010/20112010/2011 シーズンからシーズンからシーズンからシーズンから芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督にににに就任就任就任就任するするするする予定予定予定予定であることがであることがであることがであることが内外内外内外内外にににに発表発表発表発表されたのでしされたのでしされたのでしされたのでし

たたたた。（。（。（。（バーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエバーミンガム・ロイヤルバレエ芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督とととと兼任兼任兼任兼任））））    

    新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場のののの舞踊芸術監督舞踊芸術監督舞踊芸術監督舞踊芸術監督をををを引引引引きききき受受受受けたけたけたけた理由理由理由理由のひとつとしてのひとつとしてのひとつとしてのひとつとして「「「「正直正直正直正直これまでこれまでこれまでこれまで、、、、世界世界世界世界のののの多多多多くのバレエくのバレエくのバレエくのバレエ団団団団からからからから芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督にににに就就就就

任任任任してほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという依頼依頼依頼依頼がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、全全全全ておておておてお断断断断りしてきましたりしてきましたりしてきましたりしてきました。。。。新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場からのオファーはからのオファーはからのオファーはからのオファーは思思思思いもかけないことでしたいもかけないことでしたいもかけないことでしたいもかけないことでした

がががが、、、、にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず今回今回今回今回このこのこのこの依頼依頼依頼依頼をををを受受受受けたけたけたけた理由理由理由理由はははは新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場バレバレバレバレエエエエ団団団団のダンサーたちがとてものダンサーたちがとてものダンサーたちがとてものダンサーたちがとても好好好好きだからということがきだからということがきだからということがきだからということが大大大大きききき

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。このバレエこのバレエこのバレエこのバレエ団団団団のののの特徴特徴特徴特徴でもあるでもあるでもあるでもある繊細繊細繊細繊細さやさやさやさや清潔感清潔感清潔感清潔感、、、、さらにはこのバレエさらにはこのバレエさらにはこのバレエさらにはこのバレエ団団団団はダンサーたちがおはダンサーたちがおはダンサーたちがおはダンサーたちがお互互互互いをいをいをいを気遣気遣気遣気遣うううう大大大大きききき

なななな家族家族家族家族のようにのようにのようにのように暖暖暖暖かなかなかなかな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のとてものとてものとてものとても素敵素敵素敵素敵なカンパニーでなカンパニーでなカンパニーでなカンパニーで、、、、そうしたバレエそうしたバレエそうしたバレエそうしたバレエ団団団団はははは世界世界世界世界にもにもにもにも多多多多くありませんくありませんくありませんくありません」」」」とととと話話話話していますしていますしていますしています。  

世界初演世界初演世界初演世界初演「「「「アラジンアラジンアラジンアラジン」」」」のリハーサルのリハーサルのリハーサルのリハーサル時時時時、、、、全全全全てのてのてのての役役役役のののの振付振付振付振付

をををを自分自分自分自分でででで踊踊踊踊ってみせてってみせてってみせてってみせて、、、、ダンサーとともにダンサーとともにダンサーとともにダンサーとともに作品作品作品作品をををを創創創創りりりり上上上上

げていったげていったげていったげていった。。。。プリンセスプリンセスプリンセスプリンセス役役役役のダンサーのダンサーのダンサーのダンサー曰曰曰曰くくくく「「「「ビントレーさんビントレーさんビントレーさんビントレーさん

がががが踊踊踊踊ったったったったプリンセスはプリンセスはプリンセスはプリンセスは私私私私よりよりよりより可愛可愛可愛可愛かった・・・かった・・・かった・・・かった・・・」」」」    

2010201020102010 年年年年２２２２月下旬月下旬月下旬月下旬、、、、バーミンガム･ロイヤルバレエによるバーミンガム･ロイヤルバレエによるバーミンガム･ロイヤルバレエによるバーミンガム･ロイヤルバレエによる

恒例恒例恒例恒例のイベントのイベントのイベントのイベント「「「「音楽音楽音楽音楽とダンスのとダンスのとダンスのとダンスの夕夕夕夕べべべべ」」」」がバーミンガム・がバーミンガム・がバーミンガム・がバーミンガム・

シンフォニー・ホールでシンフォニー・ホールでシンフォニー・ホールでシンフォニー・ホールで開催開催開催開催されされされされ、「、「、「、「アラジンアラジンアラジンアラジン」」」」がががが抜粋上抜粋上抜粋上抜粋上

演演演演されたされたされたされた。。。。写真写真写真写真はははは新国立劇場公演新国立劇場公演新国立劇場公演新国立劇場公演    



    

    



    



QuestionQuestionQuestionQuestion    3333    具体的具体的具体的具体的にはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことをするのかするのかするのかするのか？？？？    

AnswerAnswerAnswerAnswer①①①①    バレエバレエバレエバレエ団団団団をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高いレベルへいレベルへいレベルへいレベルへ＝＝＝＝ダダダダンサーンサーンサーンサーのののの才能才能才能才能をををを一層活用一層活用一層活用一層活用するするするする

様様様様々々々々なななな作作作作品品品品にににに出会出会出会出会いいいい、、、、多多多多くのステージをくのステージをくのステージをくのステージを踏踏踏踏むことでむことでむことでむことでアーティストとしてのアーティストとしてのアーティストとしてのアーティストとしての    

                                        ダンサーのダンサーのダンサーのダンサーの才能才能才能才能はははは開花開花開花開花しますしますしますします    

～～～～    David BintlDavid BintlDavid BintlDavid Bintleyeyeyey    

    

    

    

    

    

    ▼▼▼▼「「「「ペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェ」」」」                    ▼▼▼▼「「「「火火火火のののの鳥鳥鳥鳥」」」」                                        ▼▼▼▼「「「「シンフォニー・イン・シンフォニー・イン・シンフォニー・イン・シンフォニー・イン・Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」    

        PPPPhoto by Bill Cooperhoto by Bill Cooperhoto by Bill Cooperhoto by Bill Cooper                                                                                撮影撮影撮影撮影::::瀬戸秀美瀬戸秀美瀬戸秀美瀬戸秀美    

                     

                

 左から▲「「「「コンチェルト・コンチェルト・コンチェルト・コンチェルト・バロッコバロッコバロッコバロッコ」」」」photo by Andrew Rossphoto by Andrew Rossphoto by Andrew Rossphoto by Andrew Ross        ▲▲▲▲「「「「テイク・フテイク・フテイク・フテイク・ファイブァイブァイブァイブ」」」」    photo by Bill Cooperphoto by Bill Cooperphoto by Bill Cooperphoto by Bill Cooper    ▲▲▲▲「「「「イン･ジ･アッパールームイン･ジ･アッパールームイン･ジ･アッパールームイン･ジ･アッパールーム」」」」photo by Bill Cooperphoto by Bill Cooperphoto by Bill Cooperphoto by Bill Cooper    

ビントレービントレービントレービントレー新芸術監督初新芸術監督初新芸術監督初新芸術監督初シーズンはシーズンはシーズンはシーズンは、、、、トリプル・ビルトリプル・ビルトリプル・ビルトリプル・ビル公演公演公演公演（（（（３３３３つのつのつのつの作品作品作品作品がががが１１１１つのつのつのつの公演公演公演公演にににに組組組組みみみみ込込込込まれているまれているまれているまれている演目演目演目演目））））    

２２２２本予定本予定本予定本予定されていますされていますされていますされています。（。（。（。（２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１０１０１０１０月月月月のオペラのオペラのオペラのオペラ劇場公演劇場公演劇場公演劇場公演とととと２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年３３３３月月月月のののの中劇場公演中劇場公演中劇場公演中劇場公演））））こうしたこうしたこうしたこうした公演公演公演公演のののの場合場合場合場合、、、、ダダダダ

ンサーはよりンサーはよりンサーはよりンサーはより多多多多くのくのくのくの役役役役、、、、パートをパートをパートをパートを演演演演じるじるじるじる好機好機好機好機がががが与与与与えられることでえられることでえられることでえられることで今今今今までまでまでまで未知未知未知未知であったであったであったであった才能才能才能才能やややや個性個性個性個性がががが開花開花開花開花するするするする可能可能可能可能

性性性性がありがありがありがあり、、、、このこのこのこの経験経験経験経験がダンサーをがダンサーをがダンサーをがダンサーを成長成長成長成長させるとビントレーはさせるとビントレーはさせるとビントレーはさせるとビントレーは述述述述べていますべていますべていますべています。。。。    

ビントレーのビントレーのビントレーのビントレーの「「「「ペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェ」」」」    

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１０１０１０１０月月月月２２２２７７７７日日日日～～～～１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日    オペラオペラオペラオペラ劇場劇場劇場劇場    

同時上演同時上演同時上演同時上演    

バランシンのバランシンのバランシンのバランシンの「「「「シンフォニー・イン・シンフォニー・イン・シンフォニー・イン・シンフォニー・イン・Ｃ」Ｃ」Ｃ」Ｃ」        

フォーキンのフォーキンのフォーキンのフォーキンの「「「「火火火火のののの鳥鳥鳥鳥」」」」    

「「「「ダイナミック・ダンスダイナミック・ダンスダイナミック・ダンスダイナミック・ダンス」」」」        2011201120112011 年年年年３３３３月月月月１９１９１９１９日日日日～～～～２７２７２７２７日日日日    中劇場中劇場中劇場中劇場    

        バランシンのバランシンのバランシンのバランシンの「「「「コンチェルト・バロッココンチェルト・バロッココンチェルト・バロッココンチェルト・バロッコ」」」」    

        ビントレーのビントレーのビントレーのビントレーの「「「「テイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブ」」」」    

        サープのサープのサープのサープの「「「「イン・ジ・アッパールームイン・ジ・アッパールームイン・ジ・アッパールームイン・ジ・アッパールーム」」」」    



    

AnswerAnswerAnswerAnswer②②②②    クラシッククラシッククラシッククラシック～～～～ジャジャジャジャズズズズ～～～～現代音楽現代音楽現代音楽現代音楽----バレエのバレエのバレエのバレエの持持持持つつつつ多様性多様性多様性多様性をををを提供提供提供提供するするするする    

まずまずまずまず第一第一第一第一におにおにおにお客様客様客様客様にににに心心心心からからからから楽楽楽楽しんでいただきたいしんでいただきたいしんでいただきたいしんでいただきたい。。。。バレエはエンターテインメントなのですバレエはエンターテインメントなのですバレエはエンターテインメントなのですバレエはエンターテインメントなのです    

ステージとステージとステージとステージと客席客席客席客席がががが一体一体一体一体となるようなエキサイティングなとなるようなエキサイティングなとなるようなエキサイティングなとなるようなエキサイティングな舞台舞台舞台舞台をををを上演上演上演上演していきたいしていきたいしていきたいしていきたい思思思思いますいますいますいます            

                                                                ～～～～    David BintreyDavid BintreyDavid BintreyDavid Bintrey    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ビントレーはステージとビントレーはステージとビントレーはステージとビントレーはステージと客席客席客席客席がががが一体一体一体一体となるようなエキサイティングなとなるようなエキサイティングなとなるようなエキサイティングなとなるようなエキサイティングな公演公演公演公演をををを目指目指目指目指したいとしたいとしたいとしたいと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。    

「「「「日本日本日本日本のおのおのおのお客様客様客様客様はははは、、、、静静静静かにかにかにかに真面目真面目真面目真面目にににに舞台舞台舞台舞台をををを鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞してくださいますしてくださいますしてくださいますしてくださいます。。。。国民性国民性国民性国民性でもあるのでしょうがでもあるのでしょうがでもあるのでしょうがでもあるのでしょうが、、、、これがこれがこれがこれが英国英国英国英国ですですですです

とととと、、、、舞台袖舞台袖舞台袖舞台袖にいてもにいてもにいてもにいても、、、、ありていにありていにありていにありていに言言言言えばえばえばえば騒騒騒騒々々々々しいくらいのしいくらいのしいくらいのしいくらいの客席客席客席客席のののの様子様子様子様子――――おおおお客様客様客様客様のののの話話話話のののの内容内容内容内容までがはっきりとまでがはっきりとまでがはっきりとまでがはっきりと聞聞聞聞こえこえこえこえ

たりしますたりしますたりしますたりします。。。。バレエはまずバレエはまずバレエはまずバレエはまず、、、、ものすごくものすごくものすごくものすごく楽楽楽楽しいエンターテインメントであることをしいエンターテインメントであることをしいエンターテインメントであることをしいエンターテインメントであることを日本日本日本日本のおのおのおのお客様客様客様客様にににに知知知知っていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば開幕公演開幕公演開幕公演開幕公演のののの「「「「ペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェ」」」」はははは、、、、ペンギンやシマウマなどのペンギンやシマウマなどのペンギンやシマウマなどのペンギンやシマウマなどの動物動物動物動物のののの着着着着ぐるみをぐるみをぐるみをぐるみを着着着着てダンサてダンサてダンサてダンサ

ーたちがーたちがーたちがーたちが踊踊踊踊りますしりますしりますしりますし、、、、内容的内容的内容的内容的にもにもにもにも楽楽楽楽しいしいしいしい作品作品作品作品ですのでですのでですのでですので英国英国英国英国ではではではでは子子子子どもたちにもどもたちにもどもたちにもどもたちにも大人気大人気大人気大人気のののの作品作品作品作品ですですですです。。。。環境問題環境問題環境問題環境問題をををを扱扱扱扱

ってはいますがってはいますがってはいますがってはいますが、、、、決決決決しておしておしておしてお説教説教説教説教くさいステージではありませんくさいステージではありませんくさいステージではありませんくさいステージではありません。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「イン・ジ・アッパールームイン・ジ・アッパールームイン・ジ・アッパールームイン・ジ・アッパールーム」」」」はサープのはサープのはサープのはサープの最最最最

高傑作高傑作高傑作高傑作ともともともとも言言言言われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、このこのこのこの作品作品作品作品がががが上演時上演時上演時上演時にはにはにはには、、、、必必必必ずずずず客席客席客席客席からからからから大歓声大歓声大歓声大歓声がががが沸沸沸沸きあがりきあがりきあがりきあがり、、、、拍手喝采拍手喝采拍手喝采拍手喝采となるとなるとなるとなる作品作品作品作品

ですですですです。。。。またまたまたまた「「「「テイク･ファイブテイク･ファイブテイク･ファイブテイク･ファイブ」」」」はははは僕僕僕僕がががが振付振付振付振付けたけたけたけた作品作品作品作品ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの音楽音楽音楽音楽はははは世界的世界的世界的世界的にににに有名有名有名有名なジャズなジャズなジャズなジャズ界界界界のののの巨匠巨匠巨匠巨匠デイヴ・ブデイヴ・ブデイヴ・ブデイヴ・ブ

ルーベックにルーベックにルーベックにルーベックに捧捧捧捧げたものでげたものでげたものでげたもので、、、、彼彼彼彼のアルバムののアルバムののアルバムののアルバムの曲曲曲曲をををを使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。おおおお客様客様客様客様もももも客席客席客席客席でスウィングしながらでスウィングしながらでスウィングしながらでスウィングしながら、、、、心底心底心底心底ステステステステ

ージをージをージをージを楽楽楽楽しんでくださいますしんでくださいますしんでくださいますしんでくださいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ劇場劇場劇場劇場でででで存分存分存分存分にエネルギーをにエネルギーをにエネルギーをにエネルギーを得得得得てくださいてくださいてくださいてください」」」」    



デヴィッド・ビントレーのこれまでデヴィッド・ビントレーのこれまでデヴィッド・ビントレーのこれまでデヴィッド・ビントレーのこれまでのののの軌跡軌跡軌跡軌跡    「「「「WelcoWelcoWelcoWelcome to the Penguin me to the Penguin me to the Penguin me to the Penguin cafcafcafcaféééé」（」（」（」（バーミンガム･ロイヤルバレエバーミンガム･ロイヤルバレエバーミンガム･ロイヤルバレエバーミンガム･ロイヤルバレエ発行発行発行発行））））よりよりよりより    

1.1.1.1.幼少期幼少期幼少期幼少期～～～～ロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエ学校時代学校時代学校時代学校時代までまでまでまで    １９５７１９５７１９５７１９５７－－－－１９７４１９７４１９７４１９７４                                ２．最初のチャンス １９７６－１９７８    

        

    

    

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

「テイク・ファイブ」：新国立劇場で 2011 年３月上演予定               

★「テイク・ファイブ」：2006 年のニューバージョンが 

                                                 新国立劇場で 2011 年３月上演予定                 

                                                 

                                                                                                                                                    「「「「テイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブ」」」」                PPPPhoto by Bill Cooperhoto by Bill Cooperhoto by Bill Cooperhoto by Bill Cooper    Bill Bill Bill Bill     

 

  

デヴィッド・ビデヴィッド・ビデヴィッド・ビデヴィッド・ビントレーはントレーはントレーはントレーは 1957195719571957 年年年年にイギリスにイギリスにイギリスにイギリス北部北部北部北部のハダーズフィーのハダーズフィーのハダーズフィーのハダーズフィー

ルドでルドでルドでルドで生生生生まれたまれたまれたまれた。。。。    

両親両親両親両親ともともともとも音楽教師音楽教師音楽教師音楽教師でででで、、、、熱心熱心熱心熱心なジャズなジャズなジャズなジャズ奏者奏者奏者奏者だっただっただっただった父父父父はははは息子息子息子息子にににに幼少時幼少時幼少時幼少時かかかか

らジャズのらジャズのらジャズのらジャズの名盤名盤名盤名盤にににに触触触触れさせたれさせたれさせたれさせた。。。。ビントレーはダンスにビントレーはダンスにビントレーはダンスにビントレーはダンスに興味興味興味興味をををを持持持持つようつようつようつよう

になりになりになりになり、、、、すべてをやってみたいとすべてをやってみたいとすべてをやってみたいとすべてをやってみたいと言言言言ったためったためったためったため、、、、10101010 歳歳歳歳からからからから地元地元地元地元でジャズ･でジャズ･でジャズ･でジャズ･

ダンスダンスダンスダンス、、、、タップ・ダンスタップ・ダンスタップ・ダンスタップ・ダンス、、、、民族舞踊民族舞踊民族舞踊民族舞踊、、、、キャラクター・ダンスのレッスキャラクター・ダンスのレッスキャラクター・ダンスのレッスキャラクター・ダンスのレッス

ンをンをンをンを受受受受けたけたけたけた。。。。しかししかししかししかし 1972197219721972 年年年年からはからはからはからは、、、、ヒッパーホルムのドロシー・ステヒッパーホルムのドロシー・ステヒッパーホルムのドロシー・ステヒッパーホルムのドロシー・ステ

ィーヴンズ・スクールでバレエにィーヴンズ・スクールでバレエにィーヴンズ・スクールでバレエにィーヴンズ・スクールでバレエに専念専念専念専念するするするする。。。。2222 年後年後年後年後、、、、弱冠弱冠弱冠弱冠 16161616 歳歳歳歳でででで彼彼彼彼はははは

最初最初最初最初のバレエをのバレエをのバレエをのバレエを振付振付振付振付けけけけ、、、、イーゴリ・ストラヴィンスキーのイーゴリ・ストラヴィンスキーのイーゴリ・ストラヴィンスキーのイーゴリ・ストラヴィンスキーの 1918191819181918 年年年年のののの演演演演

劇音楽劇音楽劇音楽劇音楽「「「「兵士兵士兵士兵士のののの物語物語物語物語」」」」をををを舞台化舞台化舞台化舞台化するするするする。。。。    

    1974197419741974 年年年年、、、、彼彼彼彼はロイヤルはロイヤルはロイヤルはロイヤルバレエ・アッパー・スクールにバレエ・アッパー・スクールにバレエ・アッパー・スクールにバレエ・アッパー・スクールに入学入学入学入学しししし、、、、バレバレバレバレ

エのエのエのエの訓練訓練訓練訓練をををを受受受受けつつけつつけつつけつつ振付振付振付振付もももも続続続続けけけけ、、、、2222 年目年目年目年目にはにはにはには「「「「美美美美しくしくしくしく適切適切適切適切なことなことなことなこと」」」」でアでアでアでア

ーシュラ・モアトンーシュラ・モアトンーシュラ・モアトンーシュラ・モアトン振付振付振付振付コンクールでコンクールでコンクールでコンクールで優勝優勝優勝優勝するするするする。。。。卒業卒業卒業卒業のののの年年年年にはにはにはには「「「「コッコッコッコッ

ペリアペリアペリアペリア」」」」のコッペリウスのコッペリウスのコッペリウスのコッペリウス博士博士博士博士をををを踊踊踊踊りりりり、、、、類類類類まれまれまれまれなキャラクター・ダンサなキャラクター・ダンサなキャラクター・ダンサなキャラクター・ダンサ

ーというーというーというーという評判評判評判評判をををを確立確立確立確立しししし始始始始めためためためた。。。。彼彼彼彼はロイヤルバレエはロイヤルバレエはロイヤルバレエはロイヤルバレエのののの創立者創立者創立者創立者でありでありでありであり大大大大

物物物物であるニネット・ド・ヴァロワからこのであるニネット・ド・ヴァロワからこのであるニネット・ド・ヴァロワからこのであるニネット・ド・ヴァロワからこの役役役役（（（（他他他他にににに「「「「ジョブジョブジョブジョブ」」」」のサタのサタのサタのサタ

ンンンン役役役役もももも））））のののの指導指導指導指導をををを受受受受けているけているけているけている。「。「。「。「マダムマダムマダムマダム」」」」としてとしてとしてとして知知知知られるド・ヴァロワられるド・ヴァロワられるド・ヴァロワられるド・ヴァロワ

はははは、、、、イギリスのバレエイギリスのバレエイギリスのバレエイギリスのバレエ界界界界のダンサーのダンサーのダンサーのダンサーやややや振付家振付家振付家振付家をををを数多数多数多数多くくくく教教教教ええええ、、、、数世代数世代数世代数世代にににに

渡渡渡渡ってってってって影響影響影響影響をををを与与与与えたえたえたえた敬服敬服敬服敬服すべきすべきすべきすべき女性女性女性女性であるであるであるである。。。。当時当時当時当時のロイヤル・バレエのロイヤル・バレエのロイヤル・バレエのロイヤル・バレエ

団団団団のののの芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督、、、、ケネス・マクミランもケネス・マクミランもケネス・マクミランもケネス・マクミランも彼彼彼彼のののの振付振付振付振付のののの才能才能才能才能をををを認認認認めていためていためていためていた。。。。    

 

 1976197619761976 年年年年、、、、彼彼彼彼はバレエはバレエはバレエはバレエ学校学校学校学校をををを卒業卒業卒業卒業しサドラーズ・ウェルズ・ロイヤしサドラーズ・ウェルズ・ロイヤしサドラーズ・ウェルズ・ロイヤしサドラーズ・ウェルズ・ロイヤ

ルルルルバレエにコールバレエにコールバレエにコールバレエにコール・ド・バレエとして・ド・バレエとして・ド・バレエとして・ド・バレエとして入団入団入団入団するするするする。。。。好調好調好調好調なスタートをなスタートをなスタートをなスタートを

切切切切りりりり、、、、２２２２年目年目年目年目でフレデリック・アシュトンでフレデリック・アシュトンでフレデリック・アシュトンでフレデリック・アシュトン振付振付振付振付「「「「リーズのリーズのリーズのリーズの結婚結婚結婚結婚」」」」のののの

主要主要主要主要なななな役役役役であるシモーヌであるシモーヌであるシモーヌであるシモーヌ役役役役をををを踊踊踊踊りりりり、、、、一躍一躍一躍一躍そのそのそのその名名名名をををを知知知知られることとなられることとなられることとなられることとな

ったったったった。。。。そのそのそのその 2222 年後年後年後年後、、、、彼彼彼彼はははは初版初版初版初版のののの「「「「テイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブ」」」」をををを初演初演初演初演するするするする。。。。

これはデイヴ・ブルーベックのこれはデイヴ・ブルーベックのこれはデイヴ・ブルーベックのこれはデイヴ・ブルーベックの音楽音楽音楽音楽にににに振付振付振付振付けたジャズけたジャズけたジャズけたジャズ風風風風のののの作品作品作品作品でででで、、、、

見見見見たたたた者者者者にもにもにもにも踊踊踊踊ったったったった者者者者にもにもにもにも愛情愛情愛情愛情をこめてをこめてをこめてをこめて記憶記憶記憶記憶されているされているされているされている作品作品作品作品であるであるであるである。。。。    

    サドラーズ・ウェルズでビントレーのサドラーズ・ウェルズでビントレーのサドラーズ・ウェルズでビントレーのサドラーズ・ウェルズでビントレーの芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督だったピーター・だったピーター・だったピーター・だったピーター・

ライトはライトはライトはライトは、、、、このこのこのこの若若若若いダンサーにいダンサーにいダンサーにいダンサーに振付振付振付振付をををを奨励奨励奨励奨励しししし、、、、1978197819781978 年年年年にににに最初最初最初最初のののの大大大大きききき

なチャなチャなチャなチャンスをンスをンスをンスを与与与与えたえたえたえた。。。。ビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤ

ルバレエのためにルバレエのためにルバレエのためにルバレエのために「「「「アウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダー」」」」をををを創作創作創作創作したしたしたした。。。。このこのこのこの作品作品作品作品にはにはにはには、、、、

豊豊豊豊かなかなかなかな創意創意創意創意とととと登場人物登場人物登場人物登場人物のののの洞察洞察洞察洞察、、、、鋭鋭鋭鋭いいいい演劇的演劇的演劇的演劇的センスセンスセンスセンス、、、、並並並並々々々々ならぬならぬならぬならぬ詳細詳細詳細詳細

にににに渡渡渡渡るるるる音楽的知識音楽的知識音楽的知識音楽的知識がすでにがすでにがすでにがすでに見見見見てててて取取取取れたれたれたれた。。。。使使使使われたわれたわれたわれた音楽音楽音楽音楽はははは、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど

知知知知られていなられていなられていなられていないチェコのいチェコのいチェコのいチェコの作曲家作曲家作曲家作曲家ヨゼフ・ボハッチのものだったヨゼフ・ボハッチのものだったヨゼフ・ボハッチのものだったヨゼフ・ボハッチのものだった。。。。ここここ

れらのれらのれらのれらの資質全資質全資質全資質全ててててがやがてがやがてがやがてがやがて彼彼彼彼のののの作品作品作品作品にににに太鼓判太鼓判太鼓判太鼓判をををを押押押押すものとなったすものとなったすものとなったすものとなった。。。。    
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                      ■多くの成功を掌中にし     ▲2010 年５月新国立劇場公演「ガラントリーズ」 

                                                                                 撮影：瀬戸秀美 

  

 

 

 

 

 

 

 

    そのそのそのその後後後後のののの 5555 年間年間年間年間はははは多多多多くのくのくのくの成功成功成功成功にににに恵恵恵恵まれるまれるまれるまれる。。。。ニネット・ド・ヴァロワのニネット・ド・ヴァロワのニネット・ド・ヴァロワのニネット・ド・ヴァロワの

「「「「チェック・メイトチェック・メイトチェック・メイトチェック・メイト」」」」のののの赤赤赤赤のキングののキングののキングののキングの演技演技演技演技でででで賞賛賞賛賞賛賞賛されされされされ、「、「、「、「諺諺諺諺のののの草地草地草地草地」（」（」（」（1979197919791979

年年年年）、「）、「）、「）、「ナイト・ムーブズナイト・ムーブズナイト・ムーブズナイト・ムーブズ」（」（」（」（1981198119811981 年年年年））））をををを含含含含むサドラーズ・ウェルズ・ロむサドラーズ・ウェルズ・ロむサドラーズ・ウェルズ・ロむサドラーズ・ウェルズ・ロ

イヤルイヤルイヤルイヤルバレエのためのいくつかのバレエのためのいくつかのバレエのためのいくつかのバレエのためのいくつかの作品作品作品作品とととと、、、、初初初初のののの全幕物語全幕物語全幕物語全幕物語バレエバレエバレエバレエ「「「「トゥオトゥオトゥオトゥオ

ネラのネラのネラのネラの白鳥白鳥白鳥白鳥」（」（」（」（1982198219821982 年年年年））））でででで成功成功成功成功をををを収収収収めためためためた。。。。そのそのそのその他他他他にににに踊踊踊踊ったったったった役役役役はド・ヴァはド・ヴァはド・ヴァはド・ヴァ

ロワのロワのロワのロワの「「「「放蕩者放蕩者放蕩者放蕩者のなりゆきのなりゆきのなりゆきのなりゆき」」」」のののの水夫水夫水夫水夫、、、、ジョン・クランコジョン・クランコジョン・クランコジョン・クランコ振付振付振付振付「「「「じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ

馬馬馬馬ならしならしならしならし」」」」のグレミオなどがあるのグレミオなどがあるのグレミオなどがあるのグレミオなどがある。。。。1983198319831983 年年年年はとりわけはとりわけはとりわけはとりわけ活躍活躍活躍活躍したしたしたした年年年年となとなとなとな

ったったったった。。。。英国英国英国英国ロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエのためにのためにのためにのために作品作品作品作品（「（「（「（「コンソート・レッスンズコンソート・レッスンズコンソート・レッスンズコンソート・レッスンズ」）」）」）」）

をををを振付振付振付振付けたばかりでなくけたばかりでなくけたばかりでなくけたばかりでなく、、、、彼彼彼彼のののの作品作品作品作品「「「「コロスコロスコロスコロス」」」」がイヴニング・スタンダがイヴニング・スタンダがイヴニング・スタンダがイヴニング・スタンダ

ードードードード賞賞賞賞をををを獲得獲得獲得獲得しししし、、、、26262626 歳歳歳歳にしてサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルにしてサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルにしてサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルにしてサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルバレエバレエバレエバレエ

のカンパニー・コレオグラファーにのカンパニー・コレオグラファーにのカンパニー・コレオグラファーにのカンパニー・コレオグラファーに任命任命任命任命されたのであるされたのであるされたのであるされたのである。。。。このこのこのこの成功成功成功成功はははは翌翌翌翌

年年年年もももも続続続続くくくく。。。。ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは３３３３つのつのつのつの振付賞振付賞振付賞振付賞にににに加加加加ええええ、、、、ミハイル・フォーキンのミハイル・フォーキンのミハイル・フォーキンのミハイル・フォーキンの

「「「「ペトルーシュカペトルーシュカペトルーシュカペトルーシュカ」」」」のタイトル・ロールをのタイトル・ロールをのタイトル・ロールをのタイトル・ロールを踊踊踊踊ってオリヴィエってオリヴィエってオリヴィエってオリヴィエ賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞、、、、

計計計計４４４４つものつものつものつもの賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした。。。。    

    そしてそしてそしてそして彼彼彼彼はははは、、、、1985198519851985 年年年年にエジプトのにエジプトのにエジプトのにエジプトの神神神神にににに想想想想をををを得得得得たたたた抽象抽象抽象抽象バレエバレエバレエバレエ「「「「ホルスホルスホルスホルス

のののの息子息子息子息子たちたちたちたち」」」」をををを、、、、1986198619861986 年年年年にににに英国英国英国英国ロイヤルバレエのためにスピードロイヤルバレエのためにスピードロイヤルバレエのためにスピードロイヤルバレエのためにスピード感感感感のののの

あるあるあるある「「「「ガラントリーズガラントリーズガラントリーズガラントリーズ」」」」をををを、、、、そしてそしてそしてそして同同同同じくじくじくじく 1986198619861986 年年年年にサドラーズ・ウェにサドラーズ・ウェにサドラーズ・ウェにサドラーズ・ウェ

ルズ・ロイヤルルズ・ロイヤルルズ・ロイヤルルズ・ロイヤルバレエのためにバレエのためにバレエのためにバレエのために全幕作品全幕作品全幕作品全幕作品「「「「雪雪雪雪のののの女王女王女王女王」（」（」（」（ハンス・クリスハンス・クリスハンス・クリスハンス・クリス

チャン・アンデルセンによるチャン・アンデルセンによるチャン・アンデルセンによるチャン・アンデルセンによる同名同名同名同名のののの童話童話童話童話にににに基基基基づくづくづくづく））））をををを創作創作創作創作したしたしたした。。。。そのそのそのその年年年年

はははは英国英国英国英国ロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエのレジデント・コレオグラファーにのレジデント・コレオグラファーにのレジデント・コレオグラファーにのレジデント・コレオグラファーに任任任任じられたじられたじられたじられた。。。。    

    

今今今今ではそのではそのではそのではその演劇的演劇的演劇的演劇的なななな全幕作品全幕作品全幕作品全幕作品でよくでよくでよくでよく知知知知られていることであるられていることであるられていることであるられていることである

がががが、、、、デヴィッド・ビントレーはデヴィッド・ビントレーはデヴィッド・ビントレーはデヴィッド・ビントレーは、、、、英国英国英国英国のののの豊豊豊豊かなかなかなかな演劇的遺産演劇的遺産演劇的遺産演劇的遺産にににに

影響影響影響影響をををを受受受受けたけたけたけた物語物語物語物語バレエというバレエというバレエというバレエという英国英国英国英国のののの伝統伝統伝統伝統をををを明明明明らかにらかにらかにらかに受受受受けけけけ継継継継

いでいるいでいるいでいるいでいる。。。。このこのこのこの思想思想思想思想をををを持持持持つイギリスつイギリスつイギリスつイギリス的振付的振付的振付的振付けのけのけのけの流派流派流派流派はははは、、、、ド・ド・ド・ド・

ヴァロワヴァロワヴァロワヴァロワ、、、、アシュトンアシュトンアシュトンアシュトン、、、、マクミランによってマクミランによってマクミランによってマクミランによって扇動扇動扇動扇動されされされされ、、、、普及普及普及普及

したしたしたした。。。。英国英国英国英国ではバレエはではバレエはではバレエはではバレエは頻繁頻繁頻繁頻繁にににに物語物語物語物語のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして、、、、ストーリストーリストーリストーリ

ーとーとーとーと感情感情感情感情をををを伝伝伝伝ええええ、、、、登場人物登場人物登場人物登場人物をををを掘掘掘掘りりりり下下下下げるためにげるためにげるためにげるために使使使使われたわれたわれたわれた。。。。ここここ

れとはれとはれとはれとは別別別別のののの思想思想思想思想のののの流派流派流派流派はアメリカのジョージ・バランシはアメリカのジョージ・バランシはアメリカのジョージ・バランシはアメリカのジョージ・バランシンがンがンがンが

そのそのそのその典型典型典型典型とされるがとされるがとされるがとされるが、、、、物語物語物語物語やややや舞台装置舞台装置舞台装置舞台装置までもあるまでもあるまでもあるまでもある程度不要程度不要程度不要程度不要とととと

しししし、、、、抽象的抽象的抽象的抽象的なななな作品作品作品作品がががが好好好好まれたまれたまれたまれた。。。。    

 



 ５．最大の成功作品、人気作品が次々と生み出される１９８７－ 

                                                       

                                                    ▲▲▲▲「「「「ペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェ」」」」よりよりよりより                                    photo by Rpy Smiljanicphoto by Rpy Smiljanicphoto by Rpy Smiljanicphoto by Rpy Smiljanic    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PPPPhoto  by Bill Cooperhoto  by Bill Cooperhoto  by Bill Cooperhoto  by Bill Cooper    
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このこのこのこの後後後後のののの数年間数年間数年間数年間にににに、、、、ビントレーのビントレーのビントレーのビントレーの最大最大最大最大のののの成功作成功作成功作成功作がががが生生生生まれたまれたまれたまれた。。。。名人芸名人芸名人芸名人芸

をををを見見見見せせせせ付付付付けるけるけるける「「「「アレグリ・ディヴェルシアレグリ・ディヴェルシアレグリ・ディヴェルシアレグリ・ディヴェルシ」（」（」（」（1987198719871987 年年年年））））にににに続続続続くくくく作品作品作品作品はははは彼彼彼彼

のののの最大最大最大最大のののの人気作人気作人気作人気作のひとつのひとつのひとつのひとつ「「「「ペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェ」（」（」（」（1988198819881988 年年年年）、）、）、）、そしてイそしてイそしてイそしてイ

ギリスギリスギリスギリス北部出身北部出身北部出身北部出身のののの靴職靴職靴職靴職人人人人にににに関関関関するコメディー・バレエするコメディー・バレエするコメディー・バレエするコメディー・バレエ「「「「ホブソンのホブソンのホブソンのホブソンの

選択選択選択選択」」」」はははは大大大大きなきなきなきな話題話題話題話題となったとなったとなったとなった。「。「。「。「マダムのためにマダムのためにマダムのためにマダムのために－『－『－『－『イギリスのイギリスのイギリスのイギリスの』』』』ババババ

レエレエレエレエ」」」」とととと副題副題副題副題がつけられたこのバレエはがつけられたこのバレエはがつけられたこのバレエはがつけられたこのバレエは、、、、物語物語物語物語バレエというバレエというバレエというバレエという偉大偉大偉大偉大なななな

英国英国英国英国のののの伝統伝統伝統伝統へのへのへのへの捧捧捧捧げものであったげものであったげものであったげものであった。「。「。「。「ホブソンのホブソンのホブソンのホブソンの選択選択選択選択」」」」のののの初演初演初演初演はははは、、、、20202020

年以上前年以上前年以上前年以上前にににに初演初演初演初演されたフレデリック・アシュトンのされたフレデリック・アシュトンのされたフレデリック・アシュトンのされたフレデリック・アシュトンの「「「「リーズのリーズのリーズのリーズの結婚結婚結婚結婚」」」」

以来以来以来以来となるとなるとなるとなる大喝采大喝采大喝采大喝采をロイヤル・オペラ・ハウスにもたらしたをロイヤル・オペラ・ハウスにもたらしたをロイヤル・オペラ・ハウスにもたらしたをロイヤル・オペラ・ハウスにもたらした。。。。    

    そのそのそのその後後後後はははは 1990199019901990 年年年年「「「「惑星惑星惑星惑星」、」、」、」、1991199119911991 年年年年「「「「シラノシラノシラノシラノ」（」（」（」（ともにともにともにともに英国英国英国英国ロイヤロイヤロイヤロイヤ

ルバレエルバレエルバレエルバレエ））））とととと、、、、成功度成功度成功度成功度のややのややのややのやや低低低低いいいい作品作品作品作品がががが続続続続いたいたいたいた。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、1993199319931993

年年年年のバーミンガム・ロイヤルのバーミンガム・ロイヤルのバーミンガム・ロイヤルのバーミンガム・ロイヤルバレエのバレエのバレエのバレエの「「「「シルヴィアシルヴィアシルヴィアシルヴィア」」」」とととと同年高同年高同年高同年高いいいい評評評評

価価価価をををを得得得得たたたた「「「「墓墓墓墓」」」」はははは、、、、彼彼彼彼がますますがますますがますますがますます充実充実充実充実していることをしていることをしていることをしていることを証明証明証明証明したしたしたした。「。「。「。「墓墓墓墓」」」」

はははは、、、、1988198819881988 年年年年にににに亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった故故故故フレデリック・アシュトンをフレデリック・アシュトンをフレデリック・アシュトンをフレデリック・アシュトンを偲偲偲偲んでんでんでんで創作創作創作創作

したしたしたした作品作品作品作品であるであるであるである。 

 

    ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤルバレエをバレエをバレエをバレエを離離離離れたビントレーはれたビントレーはれたビントレーはれたビントレーは、、、、続続続続くくくく数年間数年間数年間数年間にににに海外海外海外海外でででで仕事仕事仕事仕事

をするをするをするをする機会機会機会機会をつかむをつかむをつかむをつかむ。。。。世界中世界中世界中世界中のバレエのバレエのバレエのバレエ団団団団のためにのためにのためにのために振付振付振付振付けたがけたがけたがけたが、、、、そのそのそのその

中中中中にはミュンヘン・バレエのにはミュンヘン・バレエのにはミュンヘン・バレエのにはミュンヘン・バレエの「「「「コンプリート・コンソートコンプリート・コンソートコンプリート・コンソートコンプリート・コンソート」（」（」（」（1994199419941994

年年年年）、）、）、）、シュツットガルト・バレエのためにシュツットガルト・バレエのためにシュツットガルト・バレエのためにシュツットガルト・バレエのために振付振付振付振付けたけたけたけた辛辛辛辛らつながららつながららつながららつながら大大大大

成功成功成功成功のののの「「「「エドワードエドワードエドワードエドワード 2222 世世世世」（」（」（」（1995199519951995 年年年年）、）、）、）、サンフランシスコ・バレエサンフランシスコ・バレエサンフランシスコ・バレエサンフランシスコ・バレエ

のののの３３３３作品作品作品作品などがあるなどがあるなどがあるなどがある。。。。そのひとつがそのひとつがそのひとつがそのひとつが「「「「ザ・ダンス・ハウスザ・ダンス・ハウスザ・ダンス・ハウスザ・ダンス・ハウス」（」（」（」（1994199419941994

年年年年））））であるであるであるである。。。。近年亡近年亡近年亡近年亡くなったくなったくなったくなった友人友人友人友人とととと同僚同僚同僚同僚をををを偲偲偲偲んでんでんでんで創作創作創作創作されされされされ、、、、別別別別のののの友友友友

人人人人のののの芸術芸術芸術芸術家家家家ロバート・ハインデルのデザインによるロバート・ハインデルのデザインによるロバート・ハインデルのデザインによるロバート・ハインデルのデザインによる装置装置装置装置とととと衣装衣装衣装衣装をををを使使使使

ったこのったこのったこのったこの作品作品作品作品はははは、、、、個人的個人的個人的個人的なななな感情感情感情感情のこもったのこもったのこもったのこもった作品作品作品作品であるであるであるである。。。。    

 

★「ペンギン･カフェ」：2010 年１０月新国立劇場開幕公演 

記念記念記念記念すべきビントレーすべきビントレーすべきビントレーすべきビントレー新芸術監督新芸術監督新芸術監督新芸術監督のののの最初最初最初最初のシーズンはのシーズンはのシーズンはのシーズンは、、、、彼彼彼彼のののの最大最大最大最大のののの人気作品人気作品人気作品人気作品「「「「ペペペペ

ンギン･カフェンギン･カフェンギン･カフェンギン･カフェ」」」」でででで幕幕幕幕をををを開開開開けるけるけるける。。。。日本日本日本日本でのでのでのでの公演名公演名公演名公演名はははは「「「「ペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェ」」」」としているがとしているがとしているがとしているが、、、、

英題英題英題英題はははは「「「「''''StillStillStillStill    LifeLifeLifeLife' at the ' at the ' at the ' at the PenguinPenguinPenguinPenguin    CaféCaféCaféCafé」」」」でででで、、、、''''StillStillStillStill    LifeLifeLifeLife''''つまりつまりつまりつまり静物画静物画静物画静物画のののの中中中中でしでしでしでし

かこれらのかこれらのかこれらのかこれらの稀少動物稀少動物稀少動物稀少動物がががが見見見見られなくならないようにられなくならないようにられなくならないようにられなくならないように、、、、というビントレーのというビントレーのというビントレーのというビントレーの思思思思いがいがいがいが込込込込めらめらめらめら

れているれているれているれている。。。。２０２０２０２０年年年年以上以上以上以上前前前前にににに初演初演初演初演されたされたされたされた作品作品作品作品ながらながらながらながら環境問題環境問題環境問題環境問題というというというという非常非常非常非常にににに今日的今日的今日的今日的なななな

テーマをビントレーテーマをビントレーテーマをビントレーテーマをビントレー独特独特独特独特のユーモアのユーモアのユーモアのユーモア感覚感覚感覚感覚とエンターテインメントとエンターテインメントとエンターテインメントとエンターテインメント性性性性たっぷりのたっぷりのたっぷりのたっぷりの展開展開展開展開でででで

見見見見せるせるせるせる大傑作大傑作大傑作大傑作。。。。英国英国英国英国ではではではでは子供子供子供子供たちにもたちにもたちにもたちにも大人気大人気大人気大人気のののの作品作品作品作品でもあるでもあるでもあるでもある    

 



  ７．果敢な一歩１９９０－                         ８.新しい役割 ２００１－ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1990199019901990 年年年年、、、、ピーター・ライトのピーター・ライトのピーター・ライトのピーター・ライトの指導指導指導指導のののの下下下下、、、、サドラーズ・ウェルズ・サドラーズ・ウェルズ・サドラーズ・ウェルズ・サドラーズ・ウェルズ・

ロイヤルバレエはロンドンをロイヤルバレエはロンドンをロイヤルバレエはロンドンをロイヤルバレエはロンドンを去去去去るというるというるというるという果敢果敢果敢果敢なななな一歩一歩一歩一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出したしたしたした。。。。

バレエバレエバレエバレエ団団団団はバーミンガムにはバーミンガムにはバーミンガムにはバーミンガムに拠拠拠拠をををを構構構構ええええ、、、、バーミンガム・ロイヤルバレバーミンガム・ロイヤルバレバーミンガム・ロイヤルバレバーミンガム・ロイヤルバレ

エとなったエとなったエとなったエとなった。。。。そのそのそのその５５５５年後年後年後年後、、、、ピーター・ライトはピーター・ライトはピーター・ライトはピーター・ライトは引退引退引退引退しししし、、、、デヴィッド・デヴィッド・デヴィッド・デヴィッド・

ビビビビントレーがントレーがントレーがントレーが芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督のののの座座座座をををを引引引引きききき継継継継ぐべくぐべくぐべくぐべく招招招招かれかれかれかれ、、、、彼彼彼彼はははは今日今日今日今日もそのもそのもそのもその

任任任任にあるにあるにあるにある。。。。新新新新しいバレエしいバレエしいバレエしいバレエ団団団団のためにのためにのためにのために彼彼彼彼がががが最初最初最初最初にににに作作作作ったったったった作品作品作品作品はははは、、、、カーカーカーカー

ル・オルフのル・オルフのル・オルフのル・オルフの有名有名有名有名なななな曲曲曲曲にににに振付振付振付振付けたけたけたけた「「「「ポップなポップなポップなポップな」」」」バレエバレエバレエバレエ、「、「、「、「カルミナ・カルミナ・カルミナ・カルミナ・

ブラーナブラーナブラーナブラーナ」」」」であるであるであるである。。。。次次次次はははは 1996199619961996 年年年年のののの「「「「遥遥遥遥かかかか群集群集群集群集をををを離離離離れてれてれてれて」」」」であるがであるがであるがであるが、、、、

これはこれはこれはこれは「「「「ホブソンのホブソンのホブソンのホブソンの選択選択選択選択」」」」のののの作曲家作曲家作曲家作曲家ポール・リードのポール・リードのポール・リードのポール・リードの曲曲曲曲にににに振付振付振付振付けたけたけたけた

全幕全幕全幕全幕のののの物語物語物語物語バレエであるバレエであるバレエであるバレエである。。。。    

    監督監督監督監督というというというという新新新新しいしいしいしい役割役割役割役割にににに慣慣慣慣れるにつれてれるにつれてれるにつれてれるにつれて、、、、違違違違ったったったった角度角度角度角度からバレエからバレエからバレエからバレエ

にアプローチすることによってにアプローチすることによってにアプローチすることによってにアプローチすることによって一連一連一連一連のののの成功成功成功成功もついてくるもついてくるもついてくるもついてくる。。。。デューデューデューデュー

ク・エリントンのク・エリントンのク・エリントンのク・エリントンの音楽音楽音楽音楽によるウィットのきいたジャズ・バレエによるウィットのきいたジャズ・バレエによるウィットのきいたジャズ・バレエによるウィットのきいたジャズ・バレエ（「（「（「（「くくくく

るるるるみみみみ割割割割りりりり人形人形人形人形のキャンディのキャンディのキャンディのキャンディ」」」」(1996(1996(1996(1996 年年年年))))、「、「、「、「シェークスピアシェークスピアシェークスピアシェークスピア組曲組曲組曲組曲」（」（」（」（1996199619961996

年年年年）、）、）、）、深深深深いいいい精神性精神性精神性精神性のののの「「「「奇跡奇跡奇跡奇跡のヴェールのヴェールのヴェールのヴェール」（」（」（」（1998199819981998 年年年年）、）、）、）、そしてそしてそしてそして記念碑的記念碑的記念碑的記念碑的

2222 部建部建部建部建てのてのてのての叙事詩叙事詩叙事詩叙事詩「「「「アーサーアーサーアーサーアーサー王王王王」（」（」（」（第第第第 1111 部部部部 2000200020002000 年年年年、、、、第第第第 2222 部部部部 2002200220022002 年年年年））））

をををを創作創作創作創作したしたしたした。。。。アーサーアーサーアーサーアーサー王伝説王伝説王伝説王伝説にににに基基基基づいたこのづいたこのづいたこのづいたこの２２２２夜夜夜夜にににに及及及及ぶバレエはぶバレエはぶバレエはぶバレエは、、、、

魔法使魔法使魔法使魔法使いいいい、、、、騎士騎士騎士騎士、、、、愛愛愛愛とととと裏切裏切裏切裏切りのりのりのりの壮大壮大壮大壮大なななな物語物語物語物語がががが４４４４時間時間時間時間のスリリングなのスリリングなのスリリングなのスリリングな

ダンスのダンスのダンスのダンスの中中中中にににに凝縮凝縮凝縮凝縮されているされているされているされている。。。。またまたまたまた、「、「、「、「四季四季四季四季（（（（The SeasonsThe SeasonsThe SeasonsThe Seasons）」（）」（）」（）」（2001200120012001

年年年年）、「）、「）、「）、「コンサート・ファンタジーコンサート・ファンタジーコンサート・ファンタジーコンサート・ファンタジー」（」（」（」（2002200220022002 年年年年）、「）、「）、「）、「四季四季四季四季（（（（Les SaisonsLes SaisonsLes SaisonsLes Saisons）」）」）」）」

（（（（ロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエロイヤルバレエ 2003200320032003 年年年年））））などのなどのなどのなどの抽象抽象抽象抽象バレエとバレエとバレエとバレエと、、、、ファミリーファミリーファミリーファミリー向向向向けけけけ

のののの新新新新しいしいしいしい童話童話童話童話バレエバレエバレエバレエ「「「「美女美女美女美女とととと野獣野獣野獣野獣」（」（」（」（2003200320032003 年年年年））））をををを振付振付振付振付けたけたけたけた。。。。さらにさらにさらにさらに

２２２２つのジャズ・バレエがつのジャズ・バレエがつのジャズ・バレエがつのジャズ・バレエが続続続続くくくく。。。。デューク・エリントンへのオマージデューク・エリントンへのオマージデューク・エリントンへのオマージデューク・エリントンへのオマージ

ュであるがュであるがュであるがュであるが、、、、音楽音楽音楽音楽はジャズはジャズはジャズはジャズ作曲家作曲家作曲家作曲家でバンド・リーダーのコリン・タでバンド・リーダーのコリン・タでバンド・リーダーのコリン・タでバンド・リーダーのコリン・タ

ウンズによるウンズによるウンズによるウンズによる「「「「オルフェウスオルフェウスオルフェウスオルフェウス組曲組曲組曲組曲」（」（」（」（2004200420042004 年年年年）、）、）、）、そしてそしてそしてそして彼彼彼彼のののの初期初期初期初期のののの作作作作

品品品品をををを完全完全完全完全にににに新新新新しいバージョンにしたしいバージョンにしたしいバージョンにしたしいバージョンにした「「「「テイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブテイク・ファイブ」（」（」（」（2006200620062006 年年年年）。）。）。）。

10101010 年前年前年前年前のののの「「「「くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形のキャンディのキャンディのキャンディのキャンディ」」」」創作時当初創作時当初創作時当初創作時当初からからからから考考考考えていえていえていえてい

たたたた、、、、ジャズジャズジャズジャズ３３３３部作部作部作部作がこれでがこれでがこれでがこれで完成完成完成完成をををを見見見見るるるる。。。。    

    ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは 2001200120012001 年年年年のバースデー・オーナーズ・リストでのバースデー・オーナーズ・リストでのバースデー・オーナーズ・リストでのバースデー・オーナーズ・リストで CBECBECBECBE

をををを授与授与授与授与されたされたされたされた。。。。現在彼現在彼現在彼現在彼のバレエはのバレエはのバレエはのバレエは海外海外海外海外でででで定期的定期的定期的定期的にににに上演上演上演上演されているされているされているされている。。。。

2005200520052005 年年年年、、、、彼彼彼彼はははは「「「「カルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナ」」」」をををを上演上演上演上演するためにするためにするためにするために日本日本日本日本のののの新国新国新国新国

立劇場立劇場立劇場立劇場バレエバレエバレエバレエ団団団団にににに招招招招かれたかれたかれたかれた。。。。そのそのそのその大成功大成功大成功大成功によりによりによりにより、、、、翌年翌年翌年翌年「「「「アラジンアラジンアラジンアラジン」」」」

のののの創作創作創作創作をををを委嘱委嘱委嘱委嘱されたばかりでなくされたばかりでなくされたばかりでなくされたばかりでなく、、、、このこのこのこの羽羽羽羽がががが生生生生えたばかりのバレエえたばかりのバレエえたばかりのバレエえたばかりのバレエ

団団団団のののの芸術参与芸術参与芸術参与芸術参与のののの地位地位地位地位をををを提示提示提示提示されたされたされたされた。。。。彼彼彼彼はははは、、、、2010201020102010 年年年年にはバーミンガムにはバーミンガムにはバーミンガムにはバーミンガム

でのでのでのでの責務責務責務責務とととと平行平行平行平行してしてしてして、、、、新国立劇場新国立劇場新国立劇場新国立劇場のののの舞踊舞踊舞踊舞踊芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督となるとなるとなるとなる。。。。    

    ピーター・ピーター・ピーター・ピーター・ライトからライトからライトからライトから手綱手綱手綱手綱をををを引引引引きききき継継継継いだビントレーはいだビントレーはいだビントレーはいだビントレーは、、、、バーミンバーミンバーミンバーミン

ガム・ロガム・ロガム・ロガム・ロイヤルイヤルイヤルイヤルバレエをバレエをバレエをバレエを若若若若くくくく活気活気活気活気あるあるあるある才能才能才能才能にににに満満満満ちたちたちたちた世界的世界的世界的世界的なバレエなバレエなバレエなバレエ

団団団団へとへとへとへと育育育育てててて続続続続けているけているけているけている。。。。バレエバレエバレエバレエ団団団団はははは、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい作品作品作品作品をををを上演上演上演上演しておりしておりしておりしており、、、、

大成功大成功大成功大成功をををを博博博博しているピーター・ライトしているピーター・ライトしているピーター・ライトしているピーター・ライト版版版版をををを多多多多くくくく含含含含むクラシックむクラシックむクラシックむクラシック作品作品作品作品、、、、

マクミランマクミランマクミランマクミラン、、、、アシュトンアシュトンアシュトンアシュトン、、、、クランコクランコクランコクランコ、、、、ド・ヴァロワというド・ヴァロワというド・ヴァロワというド・ヴァロワという英国英国英国英国のののの遺遺遺遺

産的作品産的作品産的作品産的作品、、、、そしてバランシそしてバランシそしてバランシそしてバランシンンンン、、、、ファンファンファンファン＝＝＝＝マーネンなどのマーネンなどのマーネンなどのマーネンなどの 20202020 世紀世紀世紀世紀のののの名名名名

作作作作とととと、、、、新作新作新作新作のののの絶絶絶絶ええええ間間間間ないないないない注入注入注入注入があるがあるがあるがある。。。。彼彼彼彼はスタントン・ウェルチはスタントン・ウェルチはスタントン・ウェルチはスタントン・ウェルチ、、、、

ライラ・ヨークライラ・ヨークライラ・ヨークライラ・ヨーク、、、、オリヴァー・ヒンドルオリヴァー・ヒンドルオリヴァー・ヒンドルオリヴァー・ヒンドル、、、、キム・ブランドストラッキム・ブランドストラッキム・ブランドストラッキム・ブランドストラッ

ププププ、、、、マイケル・コーダーマイケル・コーダーマイケル・コーダーマイケル・コーダー、、、、ギャリー・スチュワートギャリー・スチュワートギャリー・スチュワートギャリー・スチュワート、、、、バーミンガム・バーミンガム・バーミンガム・バーミンガム・

ロイヤル･バレエのロイヤル･バレエのロイヤル･バレエのロイヤル･バレエの新新新新しいメンバーにしいメンバーにしいメンバーにしいメンバーに新作新作新作新作をををを委嘱委嘱委嘱委嘱しているしているしているしている。。。。自身自身自身自身がががが創創創創

作作作作したしたしたした 15151515 以上以上以上以上のののの作品作品作品作品をををを含含含含めるとめるとめるとめると、、、、バーミンガム・ロイヤルバーミンガム・ロイヤルバーミンガム・ロイヤルバーミンガム・ロイヤルバレエはバレエはバレエはバレエは

英国有数英国有数英国有数英国有数のののの創造的創造的創造的創造的なバレエなバレエなバレエなバレエ団団団団といえるといえるといえるといえる。。。。2010201020102010 年年年年、、、、バーミンガム・ロバーミンガム・ロバーミンガム・ロバーミンガム・ロ

イヤルイヤルイヤルイヤルバレエはバレエはバレエはバレエは、、、、バーミンガム・ヒッポドロームをバーミンガム・ヒッポドロームをバーミンガム・ヒッポドロームをバーミンガム・ヒッポドロームを新本拠地新本拠地新本拠地新本拠地としてとしてとしてとして

めでたくめでたくめでたくめでたく 20202020 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるがえるがえるがえるが、、、、そのそのそのその 4444 分分分分のののの 3333 はデヴィッド・ビントレはデヴィッド・ビントレはデヴィッド・ビントレはデヴィッド・ビントレ

ーのーのーのーの敏腕敏腕敏腕敏腕にににに支支支支えられてきたことになるえられてきたことになるえられてきたことになるえられてきたことになる。。。。    

 

 



ビントレービントレービントレービントレー作品作品作品作品のののの特徴特徴特徴特徴    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビントレービントレービントレービントレー作品作品作品作品のののの中中中中でもでもでもでも唯一唯一唯一唯一「「「「ペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェペンギン･カフェ」」」」はははは、、、、スタイルとスタイルとスタイルとスタイルと内容両内容両内容両内容両

方方方方のののの観点観点観点観点からからからから、、、、様様様様々々々々なななな意味意味意味意味でででで他他他他とととと明確明確明確明確にににに区別区別区別区別してみることができるしてみることができるしてみることができるしてみることができる。。。。ビンビンビンビン

トレートレートレートレー自身自身自身自身がこのがこのがこのがこの作品作品作品作品をををを「「「「変変変変わったわったわったわった作品作品作品作品。。。。それそれそれそれ以前以前以前以前にもにもにもにも以後以後以後以後にもにもにもにも私私私私がががが作作作作っっっっ

たものとはたものとはたものとはたものとは違違違違っているっているっているっている」」」」とととと説明説明説明説明するするするする。。。。このこのこのこの作品作品作品作品がががが作作作作られたのはられたのはられたのはられたのは、、、、生態系生態系生態系生態系とととと

環境環境環境環境のののの問題問題問題問題がががが政治的課題政治的課題政治的課題政治的課題としてとしてとしてとして高高高高いいいい関心関心関心関心をををを集集集集めためためためた１０１０１０１０年間年間年間年間のののの終終終終わりのこわりのこわりのこわりのこ

とでとでとでとで、、、、当時当時当時当時のののの話題性話題性話題性話題性とわかりやすさにおいてとわかりやすさにおいてとわかりやすさにおいてとわかりやすさにおいて出色出色出色出色であったことからであったことからであったことからであったことから、、、、このこのこのこの

作品作品作品作品はたちまちはたちまちはたちまちはたちまち観客観客観客観客にににに受受受受けけけけ入入入入れられたれられたれられたれられた。。。。    

    1976197619761976 年年年年にビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルにビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルにビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルにビントレーはサドラーズ・ウェルズ・ロイヤルバレエバレエバレエバレエ（（（（現現現現ババババ

ーミンガムーミンガムーミンガムーミンガム・ロイヤル・ロイヤル・ロイヤル・ロイヤルバレエバレエバレエバレエ））））にににに入団入団入団入団したしたしたした。。。。ここでここでここでここで彼彼彼彼はははは師師師師とととと仰仰仰仰ぐニネット・ぐニネット・ぐニネット・ぐニネット・

ド・ヴァロワにド・ヴァロワにド・ヴァロワにド・ヴァロワに指導指導指導指導をををを受受受受けけけけ、、、、アシュトンアシュトンアシュトンアシュトン、、、、マクミランマクミランマクミランマクミラン、、、、バランシーンバランシーンバランシーンバランシーン、、、、ププププ

ティパといったティパといったティパといったティパといった振付家振付家振付家振付家たちのたちのたちのたちの作品作品作品作品をををを踊踊踊踊ってそのテクニックをってそのテクニックをってそのテクニックをってそのテクニックを吸収吸収吸収吸収しつつしつつしつつしつつ、、、、

自自自自らららら類類類類まれなまれなまれなまれな才能才能才能才能にににに恵恵恵恵まれたキャラクター・ダンサーというまれたキャラクター・ダンサーというまれたキャラクター・ダンサーというまれたキャラクター・ダンサーという評判評判評判評判をををを形成形成形成形成すすすす

るるるる。。。。彼彼彼彼のペトルーシュカはのペトルーシュカはのペトルーシュカはのペトルーシュカは特特特特にそのにそのにそのにその世代世代世代世代のののの出色出色出色出色のののの演技演技演技演技とととと見見見見なされているなされているなされているなされている。。。。    

「「「「誰誰誰誰がががが見見見見てもてもてもても、、、、ビントレーはニジンスキーがビントレーはニジンスキーがビントレーはニジンスキーがビントレーはニジンスキーが持持持持っていたものをっていたものをっていたものをっていたものを持持持持っていっていっていってい

るるるる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、演演演演じているじているじているじている役柄役柄役柄役柄がががが何何何何であれであれであれであれ、、、、自分自分自分自分のののの体形体形体形体形をそれにぴったりをそれにぴったりをそれにぴったりをそれにぴったり合合合合

うようにうようにうようにうように変化変化変化変化させられるさせられるさせられるさせられる能力能力能力能力であるであるであるである。」。」。」。」            ジャン・パリージャン・パリージャン・パリージャン・パリー、、、、1984198419841984 年年年年    

        

クレメント・クリスプはクレメント・クリスプはクレメント・クリスプはクレメント・クリスプは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした資質資質資質資質はははは彼彼彼彼のののの「「「「自分自分自分自分がががが演演演演じるステップのじるステップのじるステップのじるステップの

潜在力潜在力潜在力潜在力をををを理解理解理解理解するするするする振付家振付家振付家振付家のののの能力能力能力能力」」」」からからからから来来来来るものだというるものだというるものだというるものだという（（（（1981198119811981 年年年年）。）。）。）。意外意外意外意外

なことではないがなことではないがなことではないがなことではないが、、、、このこのこのこの役作役作役作役作りのりのりのりの才能才能才能才能はははは彼彼彼彼のののの振付作品振付作品振付作品振付作品のののの中中中中にににに顕著顕著顕著顕著にににに現現現現れてれてれてれて

いるいるいるいる。。。。彼彼彼彼はははは例外例外例外例外なくなくなくなく非常非常非常非常にににに個性的個性的個性的個性的なキャラクターをなキャラクターをなキャラクターをなキャラクターを振付振付振付振付けているがけているがけているがけているが、、、、どのどのどのどの

ステップとステップとステップとステップと動動動動きがそのきがそのきがそのきがその個性個性個性個性をををを最最最最もももも鮮明鮮明鮮明鮮明にににに表表表表すことができるかをすことができるかをすことができるかをすことができるかを直感的直感的直感的直感的にににに

知知知知っているっているっているっている。。。。このこのこのこの技技技技はははは「「「「ペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェ」」」」のののの動物動物動物動物たちのたちのたちのたちの、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ際立際立際立際立

ったったったった性格描写性格描写性格描写性格描写にはっきりとにはっきりとにはっきりとにはっきりと見見見見てててて取取取取れるれるれるれる。。。。    

ロイヤルロイヤルロイヤルロイヤルバレエのレパートリーのクラシックバレエのレパートリーのクラシックバレエのレパートリーのクラシックバレエのレパートリーのクラシック作品作品作品作品にににに触触触触れたことでれたことでれたことでれたことで、、、、ビントビントビントビント

レーレーレーレーはバレエはバレエはバレエはバレエ団団団団のののの伝統伝統伝統伝統とととと遺産遺産遺産遺産にににに対対対対するするするする深深深深いいいい敬意敬意敬意敬意をををを徐徐徐徐々々々々にににに身身身身ににににつけることつけることつけることつけること 

ととなったととなったととなったととなった。。。。特特特特にそのにそのにそのにその演劇性演劇性演劇性演劇性とととと、、、、物語物語物語物語をををを重視重視重視重視しししし、、、、アイデアをアイデアをアイデアをアイデアを表現表現表現表現すすすす

るるるる革新的革新的革新的革新的なななな言語言語言語言語をををを見見見見つけことにつけことにつけことにつけことに価値価値価値価値をををを置置置置きききき、、、、舞踊言語舞踊言語舞踊言語舞踊言語でストーリーでストーリーでストーリーでストーリー

をををを語語語語るというるというるというるという点点点点においてにおいてにおいてにおいて。。。。それとそれとそれとそれと同等同等同等同等にににに、、、、彼彼彼彼はははは実験実験実験実験しししし挑戦挑戦挑戦挑戦しししし観客観客観客観客をををを

楽楽楽楽しませたいというしませたいというしませたいというしませたいという欲望欲望欲望欲望をををを持持持持っておりっておりっておりっており、、、、そのそのそのその作品作品作品作品にふさわしいとにふさわしいとにふさわしいとにふさわしいと感感感感

じたじたじたじた舞踊形式舞踊形式舞踊形式舞踊形式やスタイルをやスタイルをやスタイルをやスタイルを何何何何でもでもでもでも取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる。。。。コックスはコックスはコックスはコックスは彼彼彼彼をををを次次次次のののの

ようにようにようにように評評評評しているしているしているしている；；；；    

「「「「彼彼彼彼のののの周周周周りにあるりにあるりにあるりにある世界世界世界世界がががが提供提供提供提供するあらゆるものをするあらゆるものをするあらゆるものをするあらゆるものを吸収吸収吸収吸収してしてしてして自分自分自分自分のものにのものにのものにのものに

してきたしてきたしてきたしてきた、、、、クラシックにクラシックにクラシックにクラシックに厳格厳格厳格厳格にににに基礎基礎基礎基礎をををを置置置置いたいたいたいた振付家振付家振付家振付家」」」」    

コックスコックスコックスコックス、、、、etetetet    alalalal    1988198819881988 年年年年    

        

プロのプロのプロのプロの振付家振付家振付家振付家としてのビントレーのとしてのビントレーのとしてのビントレーのとしてのビントレーの最初最初最初最初のののの作品作品作品作品「「「「アウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダー」」」」

（（（（1978197819781978 年年年年））））はははは、、、、劇的劇的劇的劇的なプロットなプロットなプロットなプロット、、、、登場人物登場人物登場人物登場人物のののの鮮明鮮明鮮明鮮明なななな性格描写性格描写性格描写性格描写、、、、そしそしそしそし

てあまりてあまりてあまりてあまり知知知知られていないられていないられていないられていない音楽音楽音楽音楽というというというという、、、、ビントレーのビントレーのビントレーのビントレーの強強強強いいいい好好好好みにみにみにみに端端端端をををを

発発発発してしてしてして成立成立成立成立したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。そのそのそのその後彼後彼後彼後彼はははは、、、、作品作品作品作品のののの中中中中でででで滑稽滑稽滑稽滑稽、、、、悲劇的悲劇的悲劇的悲劇的、、、、

叙情的叙情的叙情的叙情的、、、、強健強健強健強健とととと、、、、様様様様々々々々なムードをなムードをなムードをなムードを並並並並べることにべることにべることにべることに取取取取りりりり組組組組むむむむ選択選択選択選択をするをするをするをする。。。。

1988198819881988 年年年年のののの「「「「ペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェ」」」」でででで非常非常非常非常にににに好評好評好評好評をををを博博博博したしたしたした後後後後、、、、ビントレビントレビントレビントレ

ーはーはーはーは初初初初のロマンティック・コメディーをのロマンティック・コメディーをのロマンティック・コメディーをのロマンティック・コメディーを振付振付振付振付けるけるけるける。。。。おそらくこれまおそらくこれまおそらくこれまおそらくこれま

でのでのでのでの作品作品作品作品のののの中中中中でででで最最最最もももも恒久的恒久的恒久的恒久的なななな成功作成功作成功作成功作であろうであろうであろうであろう、、、、全幕全幕全幕全幕もののもののもののものの「「「「ホホホホブソブソブソブソ

ンのンのンのンの選択選択選択選択」」」」であるであるであるである。。。。1980198019801980 年代年代年代年代にはにはにはには、「、「、「、「コンソート・レッスンズコンソート・レッスンズコンソート・レッスンズコンソート・レッスンズ」（」（」（」（1983198319831983

年年年年）、「）、「）、「）、「アレグリ・ディヴェルシアレグリ・ディヴェルシアレグリ・ディヴェルシアレグリ・ディヴェルシ」（」（」（」（1987198719871987 年年年年））））などでなどでなどでなどで純粋純粋純粋純粋なななな舞踊舞踊舞踊舞踊のののの領領領領

域域域域にもにもにもにも少少少少しずつしずつしずつしずつ入入入入っていくっていくっていくっていく。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼のののの作品作品作品作品のののの多多多多くはくはくはくは「「「「雪雪雪雪のののの女王女王女王女王」」」」

（（（（1986198619861986年年年年）、「）、「）、「）、「シルヴィアシルヴィアシルヴィアシルヴィア」」」」(1993/2009(1993/2009(1993/2009(1993/2009年年年年))))、「、「、「、「遥遥遥遥かかかか群集群集群集群集をををを離離離離れてれてれてれて」（」（」（」（1996199619961996

年年年年））））などのようになどのようになどのようになどのように、、、、彼彼彼彼がががが好好好好むむむむ劇的劇的劇的劇的なななな物語物語物語物語というジャンルにというジャンルにというジャンルにというジャンルに入入入入るものるものるものるもの

であるであるであるである。。。。彼彼彼彼はははは、、、、観客観客観客観客にににに「「「「こうだこうだこうだこうだ」」」」とととと押押押押しししし付付付付けたりけたりけたりけたり説教説教説教説教したりするのしたりするのしたりするのしたりするの

でなくでなくでなくでなく、、、、演劇的演劇的演劇的演劇的なななな言語言語言語言語とととと神秘的神秘的神秘的神秘的なななな能力能力能力能力でそれとなくほのめかすにはでそれとなくほのめかすにはでそれとなくほのめかすにはでそれとなくほのめかすには

何何何何がうまくいくかがうまくいくかがうまくいくかがうまくいくか、、、、非常非常非常非常にににに確確確確かなセンスをかなセンスをかなセンスをかなセンスを持持持持っっっっているているているている。。。。例例例例えばえばえばえば彼彼彼彼はははは

「「「「森森森森のののの花花花花」（」（」（」（1985198519851985 年年年年））））ではではではでは、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざ明示的明示的明示的明示的にににに何何何何かをかをかをかを提示提示提示提示することすることすることすること

なくなくなくなく、、、、戦争戦争戦争戦争、、、、愛国心愛国心愛国心愛国心、、、、帝国帝国帝国帝国のののの滅亡滅亡滅亡滅亡というというというという問題問題問題問題にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

それはそれはそれはそれは絶滅絶滅絶滅絶滅というテーマをというテーマをというテーマをというテーマを扱扱扱扱ったったったった時時時時にもにもにもにも見見見見られたられたられたられた手腕手腕手腕手腕であるであるであるである。。。。    

    ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは、、、、バレエのためのインスピレーションをバレエのためのインスピレーションをバレエのためのインスピレーションをバレエのためのインスピレーションを純粋音楽純粋音楽純粋音楽純粋音楽からからからから

得得得得ることがよくありることがよくありることがよくありることがよくあり、、、、彼彼彼彼のののの作品作品作品作品はははは音楽音楽音楽音楽にぴったりにぴったりにぴったりにぴったりとととと寄寄寄寄りりりり添添添添っているっているっているっている。。。。

彼彼彼彼はそのバレエにはそのバレエにはそのバレエにはそのバレエに独自独自独自独自のものとなるようなのものとなるようなのものとなるようなのものとなるような新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを創創創創るためにるためにるためにるために、、、、

作曲家作曲家作曲家作曲家とととと共同共同共同共同でででで作業作業作業作業することをすることをすることをすることを好好好好むむむむ。。。。彼彼彼彼のののの好好好好みはみはみはみは多岐多岐多岐多岐にににに渡渡渡渡っておりっておりっておりっており

（（（（彼彼彼彼はクラシックはもちろんはクラシックはもちろんはクラシックはもちろんはクラシックはもちろん、、、、ジャズジャズジャズジャズ、、、、スイングスイングスイングスイング、、、、ビッグ・バンド･ビッグ・バンド･ビッグ・バンド･ビッグ・バンド･

ミュージックのミュージックのミュージックのミュージックの大大大大ファンであるファンであるファンであるファンである）、）、）、）、異異異異なるなるなるなる舞踊舞踊舞踊舞踊スタイルにスタイルにスタイルにスタイルに合合合合わせてわせてわせてわせて異異異異

なるスタイルなるスタイルなるスタイルなるスタイル、、、、異異異異なるなるなるなる時代時代時代時代のののの音楽音楽音楽音楽をををを混混混混ぜぜぜぜ合合合合わせるわせるわせるわせる創意創意創意創意にににに非常非常非常非常にににに富富富富んでんでんでんで

いるいるいるいる。。。。生生生生きききき生生生生きとしてドラマティックなきとしてドラマティックなきとしてドラマティックなきとしてドラマティックな彼彼彼彼のののの「「「「カルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナカルミナ・ブラーナ」」」」

のののの音楽音楽音楽音楽はははは、、、、ニコラス・ドロムグールにニコラス・ドロムグールにニコラス・ドロムグールにニコラス・ドロムグールに「「「「豪華豪華豪華豪華にポップにポップにポップにポップ」」」」とととと評評評評されされされされ、、、、まままま

たたたた極極極極めてめてめてめて伝統的伝統的伝統的伝統的なななな「「「「くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形」」」」にデューク・エリントンによるにデューク・エリントンによるにデューク・エリントンによるにデューク・エリントンによる

このこのこのこの音楽音楽音楽音楽のジャズ・バージョンをのジャズ・バージョンをのジャズ・バージョンをのジャズ・バージョンを使使使使ってってってって革命革命革命革命をををを起起起起こすことにこすことにこすことにこすことに成功成功成功成功しししし

たたたた。「。「。「。「くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形のキャンディのキャンディのキャンディのキャンディ」」」」はははは、、、、ジャズとクラシックのスタジャズとクラシックのスタジャズとクラシックのスタジャズとクラシックのスタ

イルをアメリカ・ミュージカルのイルをアメリカ・ミュージカルのイルをアメリカ・ミュージカルのイルをアメリカ・ミュージカルの自己顕示癖自己顕示癖自己顕示癖自己顕示癖とととと混混混混ぜぜぜぜ合合合合わせることでビわせることでビわせることでビわせることでビ

ントレーがントレーがントレーがントレーが発見発見発見発見したしたしたした新鮮新鮮新鮮新鮮なななな比喩的表現比喩的表現比喩的表現比喩的表現によってによってによってによって、、、、非常非常非常非常にににに独特独特独特独特なななな作品作品作品作品とととと

見見見見なされているなされているなされているなされている。。。。一方一方一方一方「「「「ペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェ」」」」はははは、、、、様様様様々々々々なななな音楽的音楽的音楽的音楽的スタイスタイスタイスタイ

ルのルのルのルの幅幅幅幅にににに合合合合わせながらもそれぞれのエッセンスとわせながらもそれぞれのエッセンスとわせながらもそれぞれのエッセンスとわせながらもそれぞれのエッセンスと雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと

保持保持保持保持しししし、、、、オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル性性性性のあるのあるのあるのある振付振付振付振付をををを創造創造創造創造するするするする彼彼彼彼のののの才能才能才能才能をををを示示示示すもうすもうすもうすもう一一一一つつつつ

のののの好例好例好例好例であるであるであるである。。。。    

    ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは振付家振付家振付家振付家としてとしてとしてとして感銘感銘感銘感銘にににに値値値値するするするする幅幅幅幅をををを持持持持ちちちち、、、、またまたまたまた完全完全完全完全にコンにコンにコンにコン

テンテンテンテンポラリー・バレエとはいえないけれどもポラリー・バレエとはいえないけれどもポラリー・バレエとはいえないけれどもポラリー・バレエとはいえないけれども現代現代現代現代のののの香香香香りがするりがするりがするりがする独特独特独特独特のののの

スタイルをスタイルをスタイルをスタイルを持持持持っているっているっているっている。。。。彼彼彼彼はしばしばはしばしばはしばしばはしばしば「「「「同同同同じバレエをじバレエをじバレエをじバレエを 50505050 回回回回もももも作作作作るこるこるこるこ

とにはとにはとにはとには興味興味興味興味がないがないがないがない」」」」とととと言言言言っておりっておりっておりっており、、、、新新新新しいしいしいしい多様多様多様多様なななな観客観客観客観客をををを呼呼呼呼びびびび込込込込めるよめるよめるよめるよ

うなオリジナルなアイデうなオリジナルなアイデうなオリジナルなアイデうなオリジナルなアイデアやアプローチをアやアプローチをアやアプローチをアやアプローチを常常常常にににに探探探探しししし求求求求めているめているめているめている。。。。彼彼彼彼はははは

バーミンガム・ロイヤルバーミンガム・ロイヤルバーミンガム・ロイヤルバーミンガム・ロイヤルバレエのバレエのバレエのバレエの監督監督監督監督としてとしてとしてとして作品作品作品作品をををを生生生生みみみみ出出出出しししし続続続続けるけるけるける。。。。

それはそれはそれはそれは、、、、彼自身彼自身彼自身彼自身のののの言葉言葉言葉言葉でででで形容形容形容形容するならばするならばするならばするならば「『「『「『「『クラシッククラシッククラシッククラシック』』』』とととと、、、、あまりあまりあまりあまり

にににに流行流行流行流行にににに左右左右左右左右されるようになったされるようになったされるようになったされるようになった『『『『コンテンポラリーコンテンポラリーコンテンポラリーコンテンポラリー』』』』のせまいのせまいのせまいのせまい定義定義定義定義

をををを超越超越超越超越したしたしたした作品作品作品作品」」」」であるであるであるである。。。。    

 

 



    ビントレービントレービントレービントレー振付振付振付振付ののののスタイルスタイルスタイルスタイル    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多作多作多作多作でででで多様多様多様多様なデヴィなデヴィなデヴィなデヴィッド・ビントレーッド・ビントレーッド・ビントレーッド・ビントレーのののの後後後後にはにはにはには、「、「、「、「変身変身変身変身」」」」などのなどのなどのなどの力強力強力強力強いいいい舞舞舞舞

踊劇踊劇踊劇踊劇からからからから、「、「、「、「ガガガガラントゥリーズラントゥリーズラントゥリーズラントゥリーズ」」」」のようなのようなのようなのような叙情的叙情的叙情的叙情的なななな音楽音楽音楽音楽のののの舞踊化舞踊化舞踊化舞踊化までまでまでまで、、、、非常非常非常非常

にににに多岐多岐多岐多岐にににに渡渡渡渡るバレエるバレエるバレエるバレエ作品作品作品作品のののの長長長長いリストがいリストがいリストがいリストが続続続続いているいているいているいている。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これらこれらこれらこれら

のののの作品作品作品作品からからからから彼彼彼彼のののの振付振付振付振付スタイルをスタイルをスタイルをスタイルを典型典型典型典型づけるといえるづけるといえるづけるといえるづけるといえる、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの頻発頻発頻発頻発するするするする特特特特

徴徴徴徴をををを引引引引きききき出出出出すことはすことはすことはすことは可能可能可能可能であるであるであるである。。。。    

    ビントレーにはビントレーにはビントレーにはビントレーには強強強強いいいい演劇的演劇的演劇的演劇的センスとセンスとセンスとセンスと、、、、主題主題主題主題をををを開拓開拓開拓開拓しししし、、、、論議論議論議論議をををを巻巻巻巻きききき起起起起こすこすこすこす問問問問

題題題題にににに明示明示明示明示やややや「「「「説教説教説教説教」」」」なしになしになしになしに取取取取りりりり組組組組むむむむ能力能力能力能力があるがあるがあるがある。。。。これをこれをこれをこれを彼彼彼彼はははは、、、、工夫工夫工夫工夫にににに富富富富んだんだんだんだ、、、、

しばしばしばしばしばしばしばしば超現実的超現実的超現実的超現実的なななな、、、、想像的表現想像的表現想像的表現想像的表現というというというという形形形形でででで成成成成しししし遂遂遂遂げるげるげるげる。（。（。（。（絶滅絶滅絶滅絶滅したオオウしたオオウしたオオウしたオオウ

ミガラスをカフェのウェイターとしてミガラスをカフェのウェイターとしてミガラスをカフェのウェイターとしてミガラスをカフェのウェイターとして描描描描くくくくというというというという、「、「、「、「ペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェ」」」」のののの

中心中心中心中心となっているとなっているとなっているとなっている思思思思いつきはいつきはいつきはいつきは、、、、そのそのそのその最最最最たるたるたるたる例例例例だだだだ。）。）。）。）筋書筋書筋書筋書きのないきのないきのないきのない作品作品作品作品でもでもでもでも、、、、

少少少少なくともなくともなくともなくとも様式的様式的様式的様式的なななな主題主題主題主題をををを持持持持っておりっておりっておりっており、、、、作品作品作品作品にににに個個個個々々々々のののの味付味付味付味付けとけとけとけと独自性独自性独自性独自性をををを与与与与ええええ

ているているているている。。。。    

    ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは極極極極めてめてめてめて演劇的演劇的演劇的演劇的なエンターテイナーであるなエンターテイナーであるなエンターテイナーであるなエンターテイナーである。。。。彼彼彼彼のののの振付振付振付振付にはオリにはオリにはオリにはオリ

ジナルでクレバーなジナルでクレバーなジナルでクレバーなジナルでクレバーな動動動動きのウィットがきのウィットがきのウィットがきのウィットが詰詰詰詰まっておりまっておりまっておりまっており、、、、踊踊踊踊りとりとりとりと劇場劇場劇場劇場にににに対対対対するするするする感感感感

化性化性化性化性のののの情熱情熱情熱情熱をををを伝伝伝伝えるえるえるえる。。。。自身自身自身自身がががが優秀優秀優秀優秀なキャラクター・ダンサーだったなキャラクター・ダンサーだったなキャラクター・ダンサーだったなキャラクター・ダンサーだった経歴経歴経歴経歴をををを持持持持

つビントレーはつビントレーはつビントレーはつビントレーは、、、、アイロニーとユーモアをアイロニーとユーモアをアイロニーとユーモアをアイロニーとユーモアを駆使駆使駆使駆使してとりわけしてとりわけしてとりわけしてとりわけ鮮明鮮明鮮明鮮明でででで詳細詳細詳細詳細なななな人人人人

物描写物描写物描写物描写をををを作作作作りりりり上上上上げるげるげるげる。。。。    

    彼彼彼彼はしばしばバレエはしばしばバレエはしばしばバレエはしばしばバレエ作品作品作品作品のインスピレーショのインスピレーショのインスピレーショのインスピレーションをンをンをンを純粋音楽純粋音楽純粋音楽純粋音楽にににに見出見出見出見出しししし、、、、概概概概しししし

てててて他他他他のののの振付家振付家振付家振付家がががが使使使使ったことのあるったことのあるったことのあるったことのある音楽音楽音楽音楽をををを避避避避けるけるけるける。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、デューク・エリンデューク・エリンデューク・エリンデューク・エリン

トンのトンのトンのトンの「「「「ジャズジャズジャズジャズ＝＝＝＝くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形」」」」はははは「「「「くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形のキャンディのキャンディのキャンディのキャンディ」」」」のののの出出出出

発点発点発点発点でありでありでありであり、、、、音楽音楽音楽音楽のののの中中中中のののの意外意外意外意外なリズムやメロディーなどのなリズムやメロディーなどのなリズムやメロディーなどのなリズムやメロディーなどの変変変変わったところわったところわったところわったところ

がががが、、、、ビントレーのビントレーのビントレーのビントレーの進取進取進取進取のののの気概気概気概気概にににに富富富富むむむむ振付的反応振付的反応振付的反応振付的反応をををを刺激刺激刺激刺激したしたしたした。。。。彼彼彼彼はははは、、、、作曲家作曲家作曲家作曲家とととと

のののの共同的共同的共同的共同的なななな関係関係関係関係のののの中中中中でででで一一一一からからからから仕事仕事仕事仕事をををを始始始始めることをめることをめることをめることを好好好好んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、音楽音楽音楽音楽とととと動動動動きのきのきのきの

有機的有機的有機的有機的なななな関係関係関係関係のののの達成達成達成達成をををを求求求求めてめてめてめて、、、、新新新新しいしいしいしい音楽音楽音楽音楽のののの作曲作曲作曲作曲をををを委嘱委嘱委嘱委嘱するというするというするというするという冒険冒険冒険冒険をすをすをすをす

ることもしばしばであるることもしばしばであるることもしばしばであるることもしばしばである。。。。ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは作品作品作品作品のテーマをのテーマをのテーマをのテーマを注意深注意深注意深注意深くくくく研究研究研究研究しししし、、、、複複複複

数数数数のもののもののもののもの（（（（映映映映画画画画、、、、絵絵絵絵、、、、本本本本、、、、神話神話神話神話、、、、物語物語物語物語））））からからからから同時同時同時同時にアイデアをにアイデアをにアイデアをにアイデアを引引引引きききき出出出出してそしてそしてそしてそ

のののの融合融合融合融合からからからから彼彼彼彼のイマジネーションをのイマジネーションをのイマジネーションをのイマジネーションを膨膨膨膨らませることもあるらませることもあるらませることもあるらませることもある。。。。    

 

 ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは、、、、作品作品作品作品のデザインをテーマとのデザインをテーマとのデザインをテーマとのデザインをテーマと動動動動きにきわめてきにきわめてきにきわめてきにきわめて密接密接密接密接にににに結結結結びつけびつけびつけびつけ

ることをることをることをることを好好好好みみみみ、、、、初初初初めからめからめからめから自分自分自分自分のバレエをどのようにのバレエをどのようにのバレエをどのようにのバレエをどのように見見見見せたいかせたいかせたいかせたいか、、、、非常非常非常非常にににに確固確固確固確固

としたアイデアをとしたアイデアをとしたアイデアをとしたアイデアを持持持持っているっているっているっている。。。。まだまだまだまだ何何何何らのらのらのらの動動動動きもきもきもきも作作作作っていないっていないっていないっていない前前前前にににに、、、、彼彼彼彼がががが頭頭頭頭

のののの中中中中でででで生生生生みみみみ出出出出すすすす数数数数々々々々のののの絵絵絵絵からからからから、、、、まずデザイナーまずデザイナーまずデザイナーまずデザイナー達達達達とととと衣装衣装衣装衣装とととと装置装置装置装置のデザインにのデザインにのデザインにのデザインに

ついてついてついてついて話話話話しししし合合合合いがいがいがいが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。このアプローチはこのアプローチはこのアプローチはこのアプローチは本来本来本来本来、、、、バーミンガム・ロイヤバーミンガム・ロイヤバーミンガム・ロイヤバーミンガム・ロイヤ

ルルルルバレエのようなバレエのようなバレエのようなバレエのような大大大大きなきなきなきな組織組織組織組織とのとのとのとの仕事仕事仕事仕事のののの事業計画事業計画事業計画事業計画にににに関係関係関係関係するするするするものであるものであるものであるものである。。。。

「「「「作品作品作品作品をををを作作作作るときにるときにるときにるときに贅沢贅沢贅沢贅沢できてできてできてできて『『『『衣装衣装衣装衣装をデザインしてをデザインしてをデザインしてをデザインして！』！』！』！』とととと言言言言うだけでうだけでうだけでうだけで良良良良いいいい、、、、

なんてことはなんてことはなんてことはなんてことは一度一度一度一度もありませんもありませんもありませんもありません。。。。最初最初最初最初にすべてのデザインのにすべてのデザインのにすべてのデザインのにすべてのデザインの特徴特徴特徴特徴をををを注意深注意深注意深注意深くくくく

熟考熟考熟考熟考してしてしてして、、、、結合結合結合結合とととと全体全体全体全体のののの意識意識意識意識をををを持持持持ちつつちつつちつつちつつ、、、、テーマやテーマやテーマやテーマや他他他他のののの要素要素要素要素とととと緊密緊密緊密緊密にににに織織織織りりりり合合合合

わせるのですわせるのですわせるのですわせるのです。。。。すべてがすべてがすべてがすべてが完全完全完全完全にににに溶溶溶溶けけけけ合合合合っていることはっていることはっていることはっていることは、、、、私私私私にとってにとってにとってにとって不可欠不可欠不可欠不可欠なななな

のですのですのですのです。」。」。」。」    

    ビントレーはビントレーはビントレーはビントレーは、、、、彼彼彼彼のののの前任者前任者前任者前任者であるピーター・ライトのクラシックのであるピーター・ライトのクラシックのであるピーター・ライトのクラシックのであるピーター・ライトのクラシックの伝統伝統伝統伝統にににに

健全健全健全健全なななな敬意敬意敬意敬意をををを持持持持ちちちち続続続続けているがけているがけているがけているが、、、、それはそれはそれはそれは革新的革新的革新的革新的・・・・実験的実験的実験的実験的であろうとするであろうとするであろうとするであろうとする決意決意決意決意

をををを通通通通してしてしてして成立成立成立成立しているものでありしているものでありしているものでありしているものであり、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに「「「「イギリスイギリスイギリスイギリス的的的的」」」」でありながらもでありながらもでありながらもでありながらも

明確明確明確明確にににに彼特彼特彼特彼特有有有有のものとわかるスタイルにのものとわかるスタイルにのものとわかるスタイルにのものとわかるスタイルに結実結実結実結実しているしているしているしている。。。。彼彼彼彼はははは特特特特にクラシックにクラシックにクラシックにクラシック

作品作品作品作品をををを全全全全くくくく現代的現代的現代的現代的なななな手法手法手法手法でででで改定改定改定改定することにすることにすることにすることに興味興味興味興味をををを持持持持っておりっておりっておりっており、、、、特定特定特定特定のムードのムードのムードのムード

やややや意味意味意味意味、、、、効果効果効果効果をををを作作作作りりりり出出出出すためにすためにすためにすために、、、、ひとつのひとつのひとつのひとつの作品作品作品作品のののの中中中中でジャズからソシアル・でジャズからソシアル・でジャズからソシアル・でジャズからソシアル・

ダンスダンスダンスダンス、、、、バレエまでバレエまでバレエまでバレエまで様様様様々々々々なななな舞踊様式舞踊様式舞踊様式舞踊様式をををを折衷的折衷的折衷的折衷的にににに並並並並べてべてべてべて使使使使うこともしばしばあうこともしばしばあうこともしばしばあうこともしばしばあ

るるるる。。。。彼彼彼彼のののの振付振付振付振付はははは、、、、そのそのそのその特徴特徴特徴特徴としてとしてとしてとして流暢流暢流暢流暢でありでありでありであり、、、、入入入入りりりり組組組組んだフットワークのめんだフットワークのめんだフットワークのめんだフットワークのめ

まいがするようなまいがするようなまいがするようなまいがするような複雑複雑複雑複雑さとさとさとさと、、、、空間空間空間空間のののの中中中中のラインのラインのラインのライン、、、、形形形形、、、、パターンにパターンにパターンにパターンに対対対対するするするする強強強強いいいい

意図意図意図意図によってによってによってによって、、、、ディテールとアクションがみっしりとディテールとアクションがみっしりとディテールとアクションがみっしりとディテールとアクションがみっしりと詰詰詰詰まっているまっているまっているまっている。。。。    

    「「「「ペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェペンギン・カフェ」」」」のアップ・ビートでのアップ・ビートでのアップ・ビートでのアップ・ビートで気気気気まぐれなまぐれなまぐれなまぐれなムードムードムードムード、、、、挿話的挿話的挿話的挿話的なななな構構構構

造造造造はははは、、、、ビントレーのビントレーのビントレーのビントレーの振付振付振付振付にににに「「「「くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形のキャンディのキャンディのキャンディのキャンディ」」」」以来再現以来再現以来再現以来再現されたされたされたされた

特徴特徴特徴特徴であるであるであるである。「。「。「。「くるみくるみくるみくるみ割割割割りりりり人形人形人形人形のキャンディのキャンディのキャンディのキャンディ」」」」はははは、、、、同様同様同様同様にににに生生生生きききき生生生生きとしてカきとしてカきとしてカきとしてカ

ラフルでおめでたいムードでありラフルでおめでたいムードでありラフルでおめでたいムードでありラフルでおめでたいムードであり、、、、しゃれのしゃれのしゃれのしゃれの効効効効いたタイトルはいたタイトルはいたタイトルはいたタイトルは音楽音楽音楽音楽とととと振付振付振付振付のののの

「「「「組曲組曲組曲組曲」」」」的的的的なななな構造構造構造構造にににに拠拠拠拠っているっているっているっている。。。。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその１１１１曲曲曲曲１１１１曲曲曲曲はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ異異異異なっなっなっなっ

たたたた新新新新しいしいしいしい個性個性個性個性をををを描写描写描写描写しているしているしているしている。。。。    

    


