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［チケット取り扱い］　チケットスペース03-3234-9999（オペレーター対応）　チケットスペースオンライン　　検索　（パソコンのみ）
TBSオンラインチケット　TBS　熊川　　検索
Bunkamuraチケットセンター　03-3477-9999（10：00～17：30）　オンラインチケット My Bunkamura　http://www.bunkamura.co.jp/mybunkamura/
チケットぴあ0570-02-9999（Pコード：437-389）　http://pia.jp/t/k-ballet/
ローソンチケット0570-000-407（オペレーター）・0570-084-003（Lコード：36400）　http://l-tike.com/k-ballet/　イープラス http://eplus.jp/kumakawa/

◎キャスト予定は2014年6月1日現在のものです。出演者の病気や怪我など、やむを得ない事情により変更となる場合があります。最新のキャスト情報はhttp://k-ballet.co.jp/company/にてご確認くだ
さい。なお、公演中止の場合を除き、実施するすべての公演に関して、キャスト変更に伴うチケット代金の払い戻し、公演日や券種の変更は原則としてお受けできませんので、あらかじめご了承ください。◎公
演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償はいたしかねます。◎未就学児童の入場はお断りいたします。★印公演のみ５歳以上の方の入場が可能です。但し、お席は必要です。◎演出上開演後の入場
は制限させていただく場合があります。

［お問い合わせ・ご予約］ チケットスペース03-3234-9999 http://www.ints.co.jp/　
［公演に関する詳細］ http://k-ballet.co.jp/

〈その他の全国公演〉［愛知］10／16（木）愛知県芸術劇場 大ホール　［大阪］10／18（土）フェスティバルホール ［福岡］10／21（火）福岡サンパレス
　　　　　　　　　［香川］11／1（土）アルファあなぶきホール 大ホール［宮城］11／5（水）東京エレクトロンホール宮城

Photographs by  Nobuo Yano

料金：S席￥18,500／A席￥14,000／B席￥10,000（税込）★＝S席￥12,500／A席￥10,000／B席￥8,000 ／C席￥6,000（税込）　　指揮：福田一雄／井田勝大　管弦楽：シアター オーケストラ トーキョー

6／17（火）
一般発売開始！

日程
開場／開演
ドン・ホセ
カルメン

10／9（木）
18：00／18：30
熊川哲也
白石あゆ美

10／10（金）
13：30／14：00
熊川哲也
白石あゆ美

10／11（土）
12：30／13：00
宮尾俊太郎
佐々部佳代

10／11（土）
16：30／17：00
福田昂平
神戸里奈

10／12（日）
12：30／13：00
遅沢佑介
浅川紫織

10／12（日）
16：30／17：00
熊川哲也
白石あゆ美

10／13（月・祝）
13：30／14：00
熊川哲也
白石あゆ美

10／25（土）
12：30／13：00
遅沢佑介
浅川紫織

10／26（日）
16：30／17：00
宮尾俊太郎
佐々部佳代

10／25（土）
16：30／17：00
熊川哲也
ロベルタ・マルケス

10／26（日）
12：30／13：00
熊川哲也
ロベルタ・マルケス

熊川哲也 ロベルタ・マルケス
（英国ロイヤル・バレエ団 プリンシパル）

遅沢佑介 宮尾俊太郎神戸里奈浅川紫織 白石あゆ美 福田昂平佐々部佳代
Artistic Director : Tetsuya Kumakawa

Production/Choreography : Tetsuya Kumakawa

Original Scenario : Henri Meilhac & Ludovic Halévy  (based on the novel by Prosper 

Mérimée)

Music : Georges Bizet  Set Design : Daniel Ostling

Costume Design : Mara Blumenfeld  Lighting Design : Hisashi Adachi

主催：　　　 ／　　                                              　　　　特別協賛：　　　　　  株式会社オンワードホールディングス 協賛：　　　チャコット株式会社　オフィシャルエアライン：　　　　 制作：K-BALLET ／　TBS

愛は人を狂わせる――
       熊川哲也が創る運命のドラマ、世界初演！

TBSテレビ60周年特別企画

2014年 10／9（木）～13（月・祝）・25（土）・26（日）



芸術監督：熊川哲也 Artistic Director : Tetsuya Kumakawa

演出・振付：熊川哲也 Production /Choreography: Tetsuya Kumakawa

原台本：アンリ・メイヤック／リュドヴィック・アレヴィ（プロスペル・メリメの小説による）
Original Scenario: Henri Meilhac & Ludovic Halévy  ( based on the novel by Prosper Mérimée)

音楽：ジョルジュ・ビゼー Music : Georges Bizet

舞台美術デザイン：ダニエル・オストリング Set Design: Daniel Ostling

衣裳デザイン：マーラ・ブルーメンフェルド Costume Design: Mara Blumenfeld

照明：足立 恒 Lighting Design: Hisashi Adachi

演出家・熊川哲也、また新たな境地へ――
                   ビゼーの名作オペラがドラマティックに生まれ変わる！

Ｋバレエ カンパニー設立15周年記念の今年、絶賛を浴びた3月の『ラ・バヤデール』に続き、
またも全幕バレエの新プロダクションが産声を上げる！
3年の構想期間を経て、この秋世界初演を果たすのは、熊川哲也演出・振付による『カルメン』。
運命の恋人たちの情熱と愛憎の物語は、メリメのフランス文学史に輝く名作として、
またビゼーの華麗かつ劇的なオペラ作品として、あまりにも有名だ。
情熱の赴くままに生きる魔性の女カルメン、その魅惑に抗えず堕ちてゆく男ドン・ホセ――
狂おしくも美しいこの愛の顛末は、時代を超えて人々を魅了してきた。
本プロダクションではビゼーのオペラ本来がもつ世界観を活かした構成のもと、
多種多様な登場人物たちが織り成す生 し々い人間ドラマを
熊川ならではの卓越した演劇性と音楽性とで描き出し、バレエ芸術へと昇華させていく。
これまでクラシカルにして革新に満ちた無二の世界を築き上げてきた彼の
まぎれもない集大成であり、また新たな代表作となることは必至だ。
バレエダンサーとしても深淵にして孤高の境地を極める今の熊川だからこそ見たいドン・ホセ、
そしてカルメンには英国ロイヤル・バレエ団で今最も輝ける舞姫ロベルタ・マルケスの出演も決定！

　舞台はスペインのセビリア、タバコ工場前の広場から始まる。町の警備
にあたっている竜騎兵の伍長ドン・ホセを幼なじみのミケーラが訪ねてく
るが、あいにくホセは不在だ。警備の交替でホセが現れると、休憩時間を
迎えたタバコ工場から仲間たちが出てくる。その中で最も人気が高いのは
カルメンだ。カルメンは言い寄ってくる男たちを思わせぶりにかわし、堅物
のホセに流し目を送る。無関心を装いながらも彼女の魅力に惹き付けら
れる自分を感じるホセ。やがて工場で喧嘩が始まり、相手を傷つけたカル
メンが兵に捕えられる。だが、ホセと二人きりになったカルメンは、彼を誘惑し、
自分を逃がすようにと口説く。ホセもその誘惑に勝てず、酒場で会う約束
を交わして彼女を逃がしてしまう。
　酒場ではカルメンをはじめとする女たちや、闘牛士のエスカミーリョた
ちが踊っている。カルメンを逃がした罪で営倉に入れられていたホセが、カ
ルメンを訪ねてやって来る。ホセの来訪を待っていたカルメンは喜ぶが、甘
い時間もつかの間、帰営のラッパの音で兵営に戻ろうとするホセに呆れ、自
分を愛しているならば兵隊などやめて一緒に自由気ままな生活を、とホセ
を惑わす。そこに入ってきた隊長のズニーガに対し、剣を抜いてしまったホセ
は脱走兵となり、密輸業者の仲間に入ってしまう・・・。

　これまで先人の創ったさまざまなバレエ作品を自
分なりの解釈で手掛けてきましたが、最新作の
『ラ・バヤデール』で10作を数え、次は演出家とし
て新たなフィールドへと進む時期だろうという思い
は近年ありました。ダンサーとして肉体の芸術であ
るのは当然のことですが、僕自身の年齢や経験値
からいっても、心理描写などのより深い表現領域
の追求をさらに押し進めていく時。その欲求に従
い、言葉のないバレエという世界でいかに表現し
ていくかを突き詰めていくと、題材の可能性として
オペラの世界にはまた違った魅力があると感じた。
これまでの古典バレエの改訂とは一線を画する新
しい挑戦であり、その第一歩としての『カルメン』
です。
　オペラは全4幕、3時間以上と長大ですが、今回
はオペラのストーリーラインに忠実に沿う形で、踊り
に合う曲をバランス良く配分しながら凝縮し、全2幕
のグランド・バレエに仕立てます。さまざまな人間模
様が入り乱れるこのドラマに必要な要素は過不足

Kumakawa’s Production of Carmen

Storyなく取り入れていますから、一瞬たりとも目が離せな
い、密度の濃い物語展開になるでしょうね。身体芸
術における演劇性をこれまで以上に追求した、クラ
シック・バレエ作品としての新たな『カルメン』をお目
にかけます。

モダンにしてクラシカル。
洗練の美術が
1800年代前半のスペインへいざなう！

　舞台美術はメトロポリタン歌劇場やミラノ・スカラ
座のオペラ作品等、世界のステージ・シーンで活躍
しているダニエル・オストリング、衣裳はMETの作品
等で彼と仕事を共にしているマーラ・ブルーメンフェ
ルドに依頼しました。すでに2年前から具体的に動
き始めていますが、率直な印象として、やはり一流
のアーティストは提案してくるものも一流だというこ
と。今回初めてのコラボレーションですが、非常に
高いレベルからのスタートを切ることができましたし、

結果、素晴らしいものが出来上がったと満足して
います。その世界はモダンにしてクラシカル、抽象
的でありながら写実的。まさに僕が目指す『カルメン』
にふさわしい理想空間です。あの装置が舞台に現
れたら瞬時にして時代を遡り、1800年代前半のスペ
インへとトリップできるはずです。
　これまでのプロダクションから一歩踏み込んだ、
新たな視点での空間作りも試みています。バレエで
はどうしてもダンス・スペースが優先され、舞台中央
に四角い空間を作ることになりますが、そこをあえ
て崩し、現実の場所としてのリアリティを優先した
設計です。たとえば実際の酒場では空間全体に
テーブルやイスが点在しているのが普通でしょう？ 
もちろん障害物があることで振付の制約にはなりま
すが、そのハードルありきでアプローチしていくと、
かえって立体的な振りが生まれたりする。振付にも
新たな視点が生きてくると思います。

今だからこそ踊るドン・ホセ
　バレエの主役はヒーロー的な役柄が多いですが、
ドン・ホセはそうではない。生真面目に生きてきた堅
物で、一途すぎるゆえに愛に惑わされ、負のスパイ
ラルに飲みこまれてどん底まで堕ちていく、ただの
男です。僕自身にとっても希少な新しい役柄と言え
ますし、日本の観客もＫバレエ カンパニー設立から
15年の間に共に成長してきて、こうしたキャラクター

の美学を理解し、受け入れられるまでに成熟して
いるのではと思っています。
　『ロミオとジュリエット』に引き続きパートナーを組
むロベルタ・マルケスは生まれながらのラテンの血
を感じさせる独特の表現力があり、カルメンとして
申し分のないバレリーナ。カルメンのような破天荒
で情熱にあふれる役柄は若い日本人ダンサーに
とっては大きな挑戦になると思いますが、小手先の
表現は必要ないと彼女たちには言っています。あ
くまでバレエですから、人間の身体の造形美で魅
せることが第一であり、それができる確信を持っ
て配役しました。バレエを美しく踊れば、その振り
がそのままカルメンその人になるのです。

熊川哲也が語る！新作『カルメン』

4月の来日時、『カルメン』リハーサルを見学する
舞台美術家のダニエル・オストリングと。

ＭＥＴやスカラ座でも活躍する気鋭デザイナー
      ダニエル・オストリングと初のコラボレーション！

CarmenDon José

Micaëla

ドン・ホセ
竜騎兵の伍長 カルメン

タバコ工場で働く
ジプシーの女

エスカミーリョ
闘牛士
やがてホセの恋敵に

ミケーラ
ホセの幼なじみで婚約者

モラレス
竜騎兵の士官

ズニーガ
竜騎兵の隊長

メルセデス
ジプシー
カルメンの友人で
密輸業者を
手伝う

ダンカイロ
密輸業者

フラスキータ
ジプシー

カルメンの友人で
密輸業者を手伝う

レメンダード
密輸業者

友人と密輸業の仲間

上司と部下

上司と部下

同僚
婚約

ひとめ惚れ

恋に落ちるが
やがて…

Escamillo
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