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➠ 5 ᅂ᮶ாᅗ㝷ࣆ࣭ࣜ⚅ࠉ↋⤂࠻ࡾ
ࢦ࣭࢜ࢪᏕᰧ࡚⾔ࡖࡒ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࡡ㛣ࢅ࠷ࡿࡾ࡛ࠉ⣑㸧㐄㛣࡞ࢂࡒࡖࡒ᮶ாᅗ㝷ࣆ࣭ࣜ⚅ࡢ
㸫᭮㸦㸩࡞⤂ࠉ࠷ࡱࡢࠉࡖ࡛ࡥ࡛ࡗ࠷࡙࠷ࡾࠊ
᭩⤂࡞ཤຊࡈࡎ࡙ࡵࡼࡖࡒࢦ࣭࢜ࢪᏕᰧࡡ༛ᴏ⏍ࠉ⏍ᚈࡒࡔࡵࡐࡿࡑࡿᠩ࡞ⁿᢇࡊࠉふᐂ࠾ࡼᬦ
࠾࠷ᢷᡥࢅࡵࡼ࠹ࡆ࡛࡚ࡀࡒࡡࡢࠉᎪࡊ࠷࡛࠷࠹࠾ࠉࣆ࣭ࣜ⚅ධమࡡషဗࡡὮࡿ࠾ࡼぜ࡙ࡵࠉࢦ࣭࢜
ࢪᏕᰧࡡⁿᢇࡓࡄᴗ❻࡞ࣝ࣊ࣜⴘࡔࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡵ࠾ࡖࡒࡡ࡚ࠉ
ࡐࡿൃ࡞࡛ࡖ࡙ࡢࠉᏭሕវࡡࡻ࠹ࡵࡡ࡞ࡖ࡙࠷ࡾࡻ࠹ࡓࠊ
ࡵࡔࢀࢆࠉࡥ࡛ࡗࡥ࡛ࡗࡡషဗ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࡱࡓฝᮮ㒂ฦࡵ࠵
ࡾࡊࠉሔ࡞ฝⁿࡊࠉெ๑࡚ⁿᢇࡌࡾ௧୕ࠉࡐࡿࡽࡡてࠉ‵ങ
ᚪさ࡚ࠉࡐࡡ࠵ࡒࡽࡡࡆ࡛ࢅ⮤て࡚ࡀ࡙࠷࠷⩽ࡵ࠷ࡾࡡ࡚ࠉࡆ࠹ࡊ
ࡒࡆ࡛ࡢࡊࡖ࠾ࡽᮇெ࿔ᅑࢅぜ࡙Ꮥࢆ࡚࠷࠾ࡄࡿࡣࡼ࠷ࠊ
ᅂࡡࣆ࢘ࢪࢷࣁࣜࢅᨥ࠻࡙࠷ࡒࡡࡢ࠷࠹ࡱ࡚ࡵࡂࣈࣞࡡࢪࢰࢴࣆ
࡚࠵ࡾࠊࡐ࠹࠷࠹ெࠍ࡞ᑊࡌࡾᣭᣔࡷឺᗐ࡛࠷ࡖࡒࡵࡡࢅ࠷ࡊࢀ
࡞ࡊ࡙࠷࠷ࡢࡍࡢ࠷ࠊ⤂ⁿᚃࡡᡬ୕ࡅ࡚ࠉࡐࡡ࠵ࡒࡽࡡࡆ࡛ࢅᣞᦤ
ࡊࡒࢪࢰࢴࣆ࠷ࡒࡆ࡛ࢅ⏍ᚈࡒࡔ࡞ࡢఎ࠻ࡒ࠷ࠊ⮤ฦࡓࡄࡻࡄࡿࡣ
࠷࠷ࠉ⮤ฦ࡞㛭౿࠷ࡆ࡛ࡢ⪲࠾࠷࡛࠷࠹ࡡ࡚ࡢࠉᅂࡡࡻ࠹ࢨ
࣭ࣘ࡞ࡢཤຊ࡚ࡀࡂࡾࣛࢪࢠࢅ⮤ฦ࡚⫴ㇿ࠹ࡻ࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࡐࡡࡻ࠹ெ࡞⯑ྋࢅ⏕ណࡊ࡙ࡂࡿࡾࠉ࠽ெࡻࡊࡢ࠷࠷ࡓࢀ࠹ࠊ
ࢨ࣭ࣘࡡහᐖ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᢇ⾙ࡢ࠾ࡽ㌗࡞ࡗ࠷࡙࠷ࡾࠉ⾪⌟࡛
ࡊ࡙ࡡషဗషࡽࢅࡊ࡙ࡊ࠷࡛࠷࠹ណぜ࠵ࡾࡆ࡛ࡵࠉࡆࡆ࡞᭡࠷࡙࠽ࡀࡒ࠷ࠊࡵࡔࢀࢆࠉ㧏ᗐᢇ࡚
⮤ฦࡡࢨ࣭ࣘࢅషࡾ࡛࠷࠹᪁Ἢ࠷ࢂࡄ࡚ࡢ࠷ࡊࠉ㐽ᢝࡢ⮤⾔࠹ࡀ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ
㸟
BP ZOOM ࡡ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࡢࠉ༔๑୯ࡢࢦ࣭࢜ࢪᏕᰧࡡᕵ᭻⩽ධ
ဤ࡛ࣈࣞࡡ㸫ெࠉࡐࡊ࡙࢜ࣤ࣍ࢩ࠾ࡼᮮࡒ࡛࣍ࣝࣤࢦ࣑ࢻࣤࠊ༔ᚃ
ࡢࠉࢦ࣭࢜ࢪᏕᰧࡡ⏍ᚈࡢ㸩ெ࡞⤘ࡖ࡙⾔ࡖࡒࠊ㏳ゼࡡࢪࢰࢴ
ࣆࢅ࠷ࡿࡾ࡛ࠉ⥪ເ㸦㸪ྞࠊൃࡢౚ࡞ࡻࡖ࡙⅍⌔࡚ࠉ㣏ࡡ‵ങ࡞
ᚹṽࡈࡿࠉ༔ᚃࠉ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࢅつࡀ࡞⾔ࡖ࡙ࡢࠉ࠹ࡒࡒᐱࢅࡆ࠷
࡙࠷ࡒࠊ
ࡐࡿ࡞ࡊ࡙ࡵࠉBP ZOOM ࡡ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࡢ㈻㧏ࡂࠉࡌ࡚࡞ࣈ
࡛ࣞࡊ࡙Ὡ㌅ࡊ࡙࠷ࡾཤຊ⩽ࡵኬ࠷࡞ຫᙁ࡞ࡖࡒࡻ࠹࡚ࠉ࣭࣠ࢠࢨ
ࣘࢴࣈࢅ⤂࠻ࡒᚃࠉ᮶ா࡚ࡡපⁿ୯ࡵᙴࡼ࡞ఌ࠹ࡒࡴ࡞ཤࡊ࡙࠷ࡒ
ࡻ࠹ࡓࠊ
ᙴࡼࡡࢨ࣭ࣘࠖA WONDERFUL WORLDࠗࡢࠉࢦ࣭࢜ࢪࡡୠ⏲
ࢅᙴࡼࡡࢠࣚࣤⓏវᛮ࡚⾪⌟ࡊࡻ࠹࡛ࡊࡒࡵࡡ࡚ࠉୌぜࢨࣤࣈࣜ
ࡻ࠹ࡓࠉࡐࡆ࡞ࡢࡈࡱࡉࡱゝ⟤഼࠷࡙࠷࡙ࠉ࠷ࡗࡡࡱ࡞࠾ᙴ

ࡼࡡୠ⏲࡞ᘤࡀࡍࡽ㎲ࡱࡿ࡙ࡊࡱ࠹ࠊࡐࡿ࡚࠷࡙ࠉࡆ࠾࡞◒⥚࠽ࡆࡿࡿࡣࠉࡌ࡙ྋ↋ࡊ࡞ࡖ
࡙ࡊࡱ࠹ࡻ࠹༱࠹ࡈ࠵ࡽࠉࡐࡆ࠾ࡼᮮࡾ⥥ᘿវࡡࡻ࠹ࡵࡡࠉൃ࡞ࡢࡒࡱࡼ࠷㨡ງࡓࡖࡒࠊ
ࡈ࡙ࠉⁿ┘࡞ࡗ࠷࡙ࠉ⠾༟࡞វࢅ᭡࠷࡙࠽ࡆ࠹ࠊ
ࡉࢆࠖࡥ࡛ࡽᩝᴞࠗ ࠖᒜࡡ㡚ᴞᐓࠗ
ࠈ࢛ࣛࢩࢻࣜㄊࡽࡡୠ⏲࡛࡚ࡵゕ࠻ࡣ࠷࠷ࡡ࠾ࠉࡐࡿࡆࡐ❟࡙ᯀ࡞Ề࡚ࡢ࠷ࠉ࣓࣭ࣝࢵࡊࡶ
ࡽ࡞ふᐂࡢᅸࡈࡿ࡙࠷ࡒࠊࢨࢰ࣭㹍ࡡࡻ࠹ሔ࡚ࡢิࡴ࡙࡛࠷࠹ࠉࡐࡡ⮉ࡌࡾ࡛ࡆࢀࡡ࠷❟
ࡔᣲࡾ⯑࠷㸝࡛࠷ࡖ࡙ࡵࠉⴘㄊᐓࡡࡻ࠹࡞ᗑࡖࡒࡱࡱࡓ㸞ࢆ࡛ࡵ㨡Ⓩࡓࠊㄊࡽࡡ㨡ງ࡞ཱིࡽࡗ
࠾ࡿ࡙ࠉ࡚ࡵࠉᏋࡡᯗ࡞ࡱࡽࡒࡂ࠷࡛࠷࠹ཬᢘ⢥♼つࡂࠊࡆࡱ࡚ࣚࢩ࢜ࣜ࡞ࠉࢂ㐠ࢅ࠷ࡂ
࠾ࢅᚃࡵἸ┘ࡊ࡙࠷ࡒ࠷ࠊ
ࢲ࢜ࣂࣤࠖእࡡ࠽࠾ࡍࠗ
ࠈࣂࣤࢹ࣏࣐ࢪࢹ࠽ᐂࢅᕬࡀ㎲ࡳࡡࡢࠉ࠷ࡈࡈ࠾㑟㐠ࡡࡻ࠹Ẵࡌࡾࠉࡐࡿࢅ㏣ᡥ࡞࡛ࡖࡒࡻ
࠹షဗ࡚⮣ࢆࡓࢲ࢜ࣂࣤࠊࡐࡡモࡲࡢࠉ࠽ᐂࡡࢿࣛ࠷࠷ࡆ࡛ࡵ࠵ࡖ࡙ᠺຉࡊࡒ࡛࠷࠻ࡾࡓࢀ࠹ࠊ࢙
ࢲ࣭ࣖࢺࡡ⨮า࡛࠷࠹ࣂࣤࢹ࣏࣑පⁿ࡚ࡢࠉᙸࠍ࡞ࡊ࡙ᢇ⾙ࡡᢠ㟚࡞ࡖ࡙ࡊࡱ࠹ࡡࡓࠉᅂࡡモ
ࡲࠉࡐ࠹ࡊࡒᘚᐐࢅࡡࡽࡆ࠻࡙࠷ࡂࡀࡖ࠾ࡄ࡞ࡿࡣ࠷࠷࡛ᛦ࠹ࠊ
kaja ࠖࣛࣤࢠࠗ
ࠈ࣏ࢩࢴࢠࢾࢰࡷ㡚ᴞࢅᕟࡲ࡞࠹࡛࠷࠹᪁Ἢ࡚ࠉ᮪⌦ࡡୠ⏲࡞㏖࠷㎲ࢆࡓࡻ࠹ kaja ࡼࡊ࠷షဗࠊ
࠷ࡗぜ࡙ࡵ୕ᡥ࠷࡛ᛦ࠹ୌ᪁ࠉ࠷ࡗࡵࡡ kaja ࡚ࡢࡂࠉืࡡ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭࡚ⁿࡋࡾ࡛࠹ࡾࡡ࠾
࡛វࡋࡾࠊࡐࡡ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ࡢୌெ࡚ࡂ࡙ࡵࡻࡂࠉ㸧ࡗࠉ㸨ࡗࡡ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ࢅ⤄ࡲ࠵ࢂࡎࡾ࡛࠾ࠉ
ࡓࡿ࠾࡛⤄ࢆ࡚ࡵ㟻Ⓣ࠷࠾ࡵࡊࡿ࠷ࠊ
ࢲ࣭ࢫࠖࢹ࢜ࣚࠗ
ࠈᜂ◒ࡿࠉከࡡୠ⏲࡞㏖࠷㎲ࡲࠉࡐࡆ࡚ኬࡀࣛࣤࢡࢅ᧧ࡾࠉࡐࡡࣛࣤࢡࡡິࡀ࡚ᵋᠺࡈࡿࡒషဗࠊ
⯑ྋ࡚ࣛࣤࢡࢅ⏍ࡀ∸ࡡࡻ࠹࡞ぜࡎࡼࡿࡾ࠾࠹࠾ົㇿࡓࡖࡒࠊࡐࡿࡢ࠾ࡽᠺຉࡊ࡙࠷ࡒࠉ᪁ࠉ
ࣛࣤࢡࢅᡥᨲࡊ࡙࠷ࡾࠉࡵࡖ࡛⦋ᐠⁿᢇࡊ࠾ࡖࡒࠊࡆ࠹ࡊࡒషဗࡢࠉ↯᪺࡚ࣛࣤࢡࡀࡿ࠷࡞
ぜ࠻ࡾ࠾࠹࠾࣎ࣤࢹ࡞ࡾࡡ࡚ࠉපⁿࡌࡾࢲࣔࣤࢪᑛ࠷ࡓࢀ࠹ࡆ࡛ṟᛍࠊ
ࠖ➏㢞ࡡࡱࡱ࡚ࠗ
ࠈࡷࡖ࡙ࡂࡿࡱࡊࡒࠊ㸦㸥ฦ㛣ࠉ➏࠷ࡖࡤࡊ࡛࠷࠹
షဗࠊ࠹ࡷࡼࡢࠉ⌟♣ఌࡡዥᛮࡡ♼⤊Ⓩୠ⏲
ࢅᥝࡂࡡ࠷࠷ࡡ࡚ࡢ࠷࠾࡛វࡋࡾࠊᮇெ࡞㈈௴ࡂࠉ
♣ఌࡡ࡞࠾⏍మ࡚࠵ࡾዥᛮ࡞ష⏕ࡊ࡙ࠉࡐࡆ࡞࡞
࠾ࢡࣞࢷࢪࢠࡵࡡつ࠷࡙ࡂࡾࠊࡐࢆୠ⏲ࢅୌ㛣࡞
ࢂࡒࡖ࡙ⁿᢇࡊࡒࡼ࠹ࡾࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊ
to R mansionࠖtetetete ten minutesࠗ
ࠖ㸼㸶㹂㸺ࠗ
ࠈࠖ㸼㸶㹂㸺ࠗࡢࠉ࢛࣑ࢼࣁࢪ㸷࡚ⁿࡋࡼࡿࡒࡵࡡࡓࠉ
ࡱ࡛ࡴ࡙វࢅ᭡ࡂࠊ
ࠖtetetete ten miniutesࠗࡢࠉኬ㐠ⰹ࡚ࡵⁿࡋ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡚ࠉᫎᖳࡡࠔࣉࣇࣤ࣬
࣭ࢷࢪࢹࠕࡡᐼᰕఌ࡚ጙࡴࡒぜ࡙ࠉࡐࡡࠉᮇ࡞ࡵࡆ࠹࠷࠹ࢡ࣭ࣜࣈฝ࡙ࡀࡒࡡ࠾࡛㟻Ⓣ࠾ࡖ
ࡒࡡ࡚ࠉࣆ࣭ࣜ⚅ཤຊࢅ౪㢏ࡊࡒࠊࢨࢰ࣭㹍࡞ᮮ࡙࠷ࡾ࠽ᐂ࡚ࠉኬ㐠ⰹ㛭౿⩽௧አࡢࠉࡆࡡࡻ࠹ࢨ

࣭ࣘࢅぜࡒࡡࡢิࡴ࡙࡚ࡢ࠷࠾࡛ᛦ࠹ࠊ࠷ࢂࡣࠉࢤ࣐ࢴࢠ࣬ࢠࢨࣘࣤࡡୠ⏲࡚ࠉࡐࡿࡢࠖGAMEࠗ
ࡵྜྷࡋࠊ࠾ࡿࡼࡡ࢛ࣛࢩࢻࣜ㒂ฦ࡛࠷࠹࠾ࠉࡐࡡࢪࣅ࣭ࢸິࡀࡢ☔࠾࡞㟻Ⓣ࠷ࠉࡐࡿࡓࡄ࡞Ἰᩝ
࡛࠷࠹࠾ࠉᙴࡼⓆᒈࡊࡒ࠾ࡒࡔࡡషဗࢅぜࡒ࠷࡛ᛦࡖ࡙ࡊࡱ࠹ࠊᐁࡢࠉெⓏ࡞ࡢࠉ࢛࣑ࢼࣁࢪ㸷࡚ࠉ
ࡐࡡⓆᒈᙟࢅぜࡒ࠾ࡖࡒࡡࡓࠉࡐࡡከࡢྑࢂ࠾ࡖࡒࠊᙴࡼࡡࢠࢨࣘࣤࡆࡿ௧୕ኬࡀࡂఘࡦࡾ࡛
ࡢᛦࢂ࠷ࡓࡄ࡞ࠉషဗࡡࢷ࣭࣏ࡷࡐࡡ⾪⌟࡞ࡡࡻ࠹ᡥἪࢅᏕࡦࠉཱིࡽථࡿࡾ࠾ࠉᙴࡼࢪࢷ࣭
ࢩ࡚షဗࢅⓆ⾪ࡊ࡙࠷ࡂ௧୕ࡢḖ࠾ࡎ࠷࡛ᛦ࠹ࠊᇱᮇⓏ࡞ࡢࠉኬ㐠ⰹ࡚ࡢࡂࠉࢪࢷ࣭ࢩ࡚షဗࢅⓆ
⾪ࡊࡻ࠹࡛ࡊ࡙࠷ࡾ࡞ࡔ࠷࠷ࢡ࣭ࣜࣈ࡚࠵ࡽࠉࡊ࠾ࡵ࣒ࣤࣁ࣭ࡡ⤎ᮨࡵᅖ࠷ࡻ࠹ࡡ࡚ࠉᑑᮮ࡞
ᙽࡊࡒ࠷ࠊ
㹅㹅㹈ࠖGood Morning! I love you!ࠗ
ࠈࡂࡼࡡࢦ࣭࢜ࢪᏕᰧ࡛ஹὮࡡ࠵ࡾ࢜ࣤ࣍ࢩࡡ㹅㹅
㹈࠾ࡼࠉᙴࡼࢅࢆࡓࡡࡢࠉᾇአ࠾ࡼඁࡿࡒࢠࣚࣤష
ဗࢅᣅࡂ࡛࠷࠹ࣆ࣭ࣜ᭩ࡡᇱᮇ⥲࠾ࡼࡢ࠷ࡈࡈ࠾አࡿ࡙
࠷ࡾ࠾ࡵࡊࡿ࠷ࠉࡐࡿ࡚ࡵ࠽࠾ࡗᙴࡼ࡞ཤຊࢅị
ࡴࡒࡡࡢࠉᙴࡼ⮤㌗࡞ࡈࡱࡉࡱࢠࣚࣤࠉࣂࣤࢹ࣏
࣑ࡡୠ⏲ࢅ▩ࡖ࡙ࡵࡼ࠷ࡒ࠷ࡡࡥ࡛ࡗࠊࡐࡿ࡛ࠉᙴࡼ
࠾ࡼࡢࠉ⏍ງ࡛࠷࠹࠾࢙ࢾ࣭࡛ࣜ࢟࠷࠹ࠉࢷࢠࢼࢴࢠ
࡚ࡢ࠷ࠉࡆ࠾ൃࡼᚸࡿ࡙࠷ࡾࠉࡖ࡙࠷ࡾࡵࡡ
ࢅវࡋཱིࡖ࡙ࡵࡼ࠷ࡒ࠷࡛⩻࠻ࡒ࠾ࡼࡓࠊᚃࠉᙴࡼ
ࡡࡻ࠹షဗషࡽࢅࡌࡾ࠾ࠉ㛏࠷┘࡚ぜ࡙࠷ࡀࡒ࠷࡛
ᛦ࠹ࠊ
Le Carre Curieux ࠖderniers instants…ࠗ
ࠈࢸ࡛࣭࣍ࣞ࣍ࣜࢅⁿࡋࡾࢩࣔࢡ࣭ࣚࡡெࡡషဗ࡛ゕࡖ࡙ࡊࡱ࠻ࡣࠉࡐࡿࡱ࡚ࡓࠉᬉṹࠉࡂ
ࡼ┘࡞ࡌࡾࢩࣔࢡࣛࣤࢡࡡୠ⏲࡛ࡢࡱࡾ࡚㐢࠹ࠊᙴࡼࡡషဗࡢࠉᙴࡼ㌗࡞ࡗࡄࡒᢇ⾙࡚ࠉࡥ࡛ࡗࡡ
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۔4 月例会報告『コルテオに参加して』
09 年 2 月 4 日より東京公演から始まったシルク・ドゥ・ソレイユの『Corteo（コルテオ）
』
。6 名の
アーティスト達に月例会で、自身の事、シルク・ドゥ・ソレイユについて語っていただきました。
西田：では自己紹介からお願いします。
Valentyna Paylevanyan（以下ヴァレンティナ）
：私はコルテオでキャラクター、アクロバット、風
船ダンスを演じています。27 年間サーカスで働いています。ウクライナ人です。そしてこちらにいるの
は Grigor Pahlevanyan（以下グレゴリー）です。2 人ともロシアでずっと働いてきました。彼はア
ルメニア人です。ソヴィエトサーカス公団のあとはロスカンパニーで働いてました。1982 年から 2 人
一緒に働いています。(注：小人の夫婦)
Dimitry Turkeev（以下ディミトリ）
：私はウクライナ人で、空中ストラップのアーティストです。2005
年に ACC と一緒に仕事をしました。
（注：今回の会合は彼に頼んで皆を集めてもらいました。
）
Irina Teslenko（以下イリーナ）
：私もウクライナ人です。コルテオではパラダイス（コリアンクレイ
ドル）
、鉄棒などに出演しています。もともとスポーツをやっていて、サーカスで働き始めたのは最近で
す。
Petar Stoyanov（以下ピョートル）
：私はブルガリア人です。トランポリンとシーソーをやっています。
コルテオは最初の頃から参加していて、トレーナー的なこともやっています。
Eduard Novac（以下エディック）
：私はモルドバ人のジャグラーです。キエフのサーカス学校で勉強
しました。沢入国際サーカス学校にいた高村篤君と同級生です。3 年前からコルテオで働いています。
西田：では日本人側も自己紹介しましょう。ではハンガーマンから。
犬飼：こんにちは。20 年くらい大道芸をしています。
西田：彼はストリートパフォーマーとしてフランスやヨーロッパのフェスティバルに何度も参加してい
ます。
ディミトリ：シルク・ドゥ・ソレイユ（以下ドゥ・ソレイユ）のボス、ギー・ラリバテも大道芸人でし
たよね。髪型もボスに似ています（一同笑）
。
大野：今日は来てくれてありがとうございます。私は ACC で働いています。コルテオはこの間観まし
た。楽しかったです。今日はお話を聞くのを楽しみにしています。
長屋：ACC の新入社員です。モンゴルのサーカス学校でコントーションの勉強をしました。
大須賀：こんにちは。私も ACC で働いています。今日はお会い出来るのを楽しみにしていました。
安部：こんにちは。私は電力会社に勤めています。サーカスが大好きで良く見に行きます。海外に出張
する時は必ずその国のサーカスを見に行きます。日本でもたくさん見ています。コルテオも観ましたし、
ドゥ・ソレイユは全部見ています。
『サルティンバンコ』は 7 回観ました。
ピョートル：コルテオは一回だけですか？（一同笑）
ディミトリ：サルティンバンコは内容がかわってきているから、また観なくちゃいけないですね。いま
は舞台サーカスのような感じでアメリカで公演しています。
Kent：20 年東京に住んでいるデンマーク出身のジャーナリストです。サーカスとストリートパフォー
マンスが好きです。インドへ行ったりサーカスを観にペルーまで行きました。
船橋：コルテオを見る機会が今まで無かったのですが、今日はお会いできて嬉しく思っています。
上島由紀：今日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします。
船橋：彼女は日本の古典芸能のパフォーマンスもするんですよね。

上島敏昭：日本の伝統的な大道芸をやっています。例えば、傘の上でボールを回したり、ジャグリング
のようなことをやったり、獅子舞などもやります。
西田：小さい会社の小さい社長です。ギー・ラリバテとギー・カロンとは古いつきあいです。日本でド
ゥ・ソレイユが最初に興行を始める前に、2 人と中国で会いました。これからフジテレビに会いに行くの
だけど、どういう会社？と聞かれました。最初日本で売り込むのが大変だったみたいですが、今は見事
に逆転しています。今日は楽しくお話ししましょう。
辻：こんにちは。僕も ACC で働いています。ディミトリとは 4 年前に北海道と姫路で一緒に仕事をし
ました。今日は皆さん来てくれてありがとうございます。
マハバット：今日通訳をしますマハバットです。キルギス人です。日本に留学しています。
西田：コルテオはいつ始まったのですか？
ディミトリ：4 年前です。ちょうど二日前の 4 月 21 日、4 周年を迎えました。
エディック：101 人のアーティストが交代しながら続いています。
ヴァレンティナ：4 年間で 1480 回のショーをやりましたが、その間ずっと出演しているのが、私達（ヴ
ァレンティナとグレゴリー）小さい 2 人だけです。
（一同驚く）
西田：どのくらい練習して作りましたか？
エディック：構想を含めると 5〜6 年。アーティストと一緒につくるのは 7 ヶ月です。カナダで初演して、
その後アメリカで公演しました。そして日本に来ました。
ヴァレンティナ：大陸での移動は、気候にあわせて移動しました。寒いときは暖かい所、暑いときは涼
しいところ、といった具合です。
西田：アメリカではコルテオのテントは一つ？
ディミトリ：テントは一つです。移動はトラックが 60 台連なって動きます。まるで電車のようです。2
週間かけてテントを設営しました。今のコルテオのショーはとても大きいので、これ以上はさすがに物
量を増やしたくないようです。
大野：コルテオはこれまでのドゥ・ソレイユとイメージが違うような気がします。これまでは個人をあ
まり見せることはなく、全体を見せることに重点を置いていた、誰が演じても成り立つショーに見えま
したが、コルテオは個人芸が生きています。とてもサーカス的に感じました。
グレゴリー：そうですねその通りだと思います。
エディック：このショーはドゥ・ソレイユでは初めて人間が前に出てくることを前提に作られたショー
です。技術や装置などの技術的なことよりも、人間を重視した作品だと思います。
大野：ドゥ・ソレイユに入る前にドゥ・ソレイユに対するイメージ、入ってからのイメージで変わった
ところはありましたか？そもそもなぜ、コルテオに出演しようと思ったのでしょう？
エディック：どうして、コルテオに出演しているかというと・・・他に仕事がなかったのです（笑）
。ド
ゥ・ソレイユのイメージですが、入る前は凄く大きいサーカスと聞いていましたが、あまり具体的なイ
メージはありませんでした。入ってそれを実感しました。
ピョートル：私はドゥ・ソレイユどころかサーカスに対するイメージすらありませんでした。スポーツ
出身でトランポリンをやっていました。入ってから、動物もいないし、こういうサーカスもあることを
知りました。
ディミトリ：彼はコルテオに出演する前にカナダで、世界中で公演しているドゥ・ソレイユのアーティ
スト達に何かあった場合、いつでもそこに参加出来るような、ドゥ・ソレイユの待機場のような所にい
ました。そこには 100 人くらいアーティストがいます。そこで 5 ヶ月くらい練習していました。待機中
にコルテオから声がかかりました。
大野：モントリオールで待機中は、お給料はでるのでしょうか？

ピョートル：もちろんです。そこでは毎日のスケジュールが決まっていて、何時から何時まで何のトレ
ーニングをやるか、どの先生と何をするかなど決まっています。その場所にはオーディションを受けて
からそこに入ります。
辻：どこの公演に行くか、わらない状態で待機するのですか？例えば日本で公演中のコルテオにいくか
もしれないし、ヨーロッパで公演中のサルティンバンコにいくかもしれない、という状態ですか？
ディミトリ：そういうときもありますが、だいたいはオーディションの時に、何にどんな人が必要かと
いう事を念頭において、人を取っています。でもどこに行くかの保証はありません。その辺は臨機応変
に対応します。
イリーナ：私の場合は特別かもしれません。私は待機状態というのはありませんでした。私は体操をし
ていました。その演技ビデオをドゥ・ソレイユが見て、すぐに出演先が決まりました。コルテオではコ
リアンクレイドルの演技をしていますが、前にやっていた飛び手がやめてしまったので、すぐに決まり
ました。かなり急いでビザなど取得しました。
ディミトリ：彼女の演目は、演技者の具体的な体重体型も決められていたので、そこにフィットしまし
た。珍しい状況かもしれません。
西田：体操は何をしていましたか？
イリーナ：ウクライナの体操チーム、4 種目です。
西田：オリンピックは目指していたの？
イリーナ：アテネ五輪の準備をしていたのですが、怪我をしてしまった。アテネはテレビで観てました。
西田：4 種目で何が一番好き？
イリーナ：段違い平行棒です。
ディミトリ：私の場合は、ドゥ・ソレイユのプログラムは、ドゥ・ソレイユの中ですべて作られると思
っていましたので、私は自分のそれまでの作品がきちんと出来るかどうかが、入るときのポイントでし
た。私達の作品はほぼそのままで、コルテオで公演できています。それまでドゥ・ソレイユは好きでし
たが、自分がそこに入るとは思いませんでした。なぜかというとドゥ・ソレイユの中で作品を作り直す
と思っていたから、私には縁がないと思っていました。
大野：自分の作品をいじられるのが嫌だったということですか？
ディミトリ：ドゥ・ソレイユから電話が来たときに、私はスポーツの人間ではないし、私達は私達の作
品を持っていますが、それでもよいですか？と聞いたら、彼等は衣装と音楽は替えますが、その他はそ
のままで良いと言いました。彼等から電話が来たときにビデオを送ろうとしたら、もう彼等は私達の作
品のことは知っていました。彼等は 4 年間、私達のことを調べていました。かなり追いかけられていた
と言えます。私はヴァリエテで働くのが好きで、コルテオにはヴァリエテの要素があるから、そういう
ところも好きです。
グレゴリー：コルテオの作品では、演出家はそれぞれの演目のキャラクターを最初から決めていて、小
人 2 を出演させることを考えていました。ちょうど私達がイスラエルで仕事をしていたときに、ドゥ・
ソレイユの演出家が私達のもとに来ました。2003 年の話です。イスラエルでの仕事は小人達だけでやっ
ているショーでした。その前はロシアのロスカンパニーで働いていました。今はフリーランスです。私
達 2 人（ヴァレンティナと）は 3 つの番組を持っています。さらに 2 人のパートナーと 4 名で行うアク
ロバット、リングを使った演技、あと沢山の猫を使った芸です。帰ろうと思えば、ロスカンパニーには
帰れます。
Kent：古いサーカスと今のサーカスとどう思いますか？どっちが好きですか？
グレゴリー：違いは大きいですが、昔のサーカスは動物がいて、リングにおがくずがひいてあって、動
物がいて、においがありました。今のサーカスは、ショービジネスですね。

西田：伝統的なサーカスはショービジネスではないということ？
グレゴリー：そうですね。伝統的なサーカスはサーカスそのものが生活スタイルであり、朝から晩まで
サーカス場で全部自分達で仕事をしなくてはならなかった。衣装を縫うのも、動物の世話をするのも、
道具を作るのも、みんな自分達でやらなくてはなりません。今のサーカスは、細かいことはを全部誰か
が代わりにやってくれます。私達はただサーカス場に来て、ショーに出演だけして帰ります。
生活しているということが、昔のサーカスにはあった。一つの演目を作るのに全部自分たちがやって
いました。足りない物があれば全部自分たちで揃えたり、取り替えたりしていた。今のサーカスには、
私にはそれをする権利すらありません。昔はショーの内容を変えようと思えば、自分で変えられた。自
分が見せたいショーをやっていた。今では自分で変える事ができません。今回の場合は全部決められた
ことしか出来ない。契約がそれを許さないのです。
ケント：どうして、今のサーカスで働いているの？
グレゴリー：今は休暇中です（一同笑）
。昔は全部やっていましたが、今はあまり仕事をしていませんか
らね。私の回りに何か問題が発生しても、誰かが解決してくれます。しかし、昔のサーカスにそれほど
戻りたいとも思いません。もう年金生活して、引退したいです（笑）
。
ケント：他の人は、伝統的なサーカスで働きたい？
エディック：どうでしょう？良い方法で、自分を見せられるところがあればそこに行きます。
ヴァレンティナ：もちろん、ソ連時代とペレストロイカ以降のサーカスを巡る環境は変わりました。サ
ーカスをとりまく環境は悪くなっています。
グレゴリー：気持ちが揺れ動く所ですが、昔のサーカスは長い間契約は出来ませんし、仕事を常に探し
て行かなくてはいけません。それはそれで大変です。
西田：コルテオが終わったらどうしますか？
グレゴリー：先のことはあまり考えません。とりあえず休むでしょう。でも猫と一緒にやれるサーカス
ができるならそこに戻りたいですね。
犬飼：バルーンの演目はすごく良いのですが、前からやっていましたか？
ヴァレンティナ：バルーンの演目はコルテオの演出家によるものです。リングの演技はコルテオの前か
らやっていました。
安部：何かを体で表現するときにサーカスは非常に制限が多くあると思いますが、今回の葬式のテーマ
を与えられた時に、どのように演技を創作していったのでしょうか？もし、テーマが誕生だったら、何
かトリックを変えたりしますか？
グレゴリー：私の場合、それは演出家の仕事だと思います。私は演出家の言葉に従っています。
エドワード：アーティストは道具だとも言えます。
安部：ディミトリはどうですか？
ディミトリ：たとえばコルテオの場合、葬式という演出の中で、1 人のクラウンが死ぬときに自分の人生
を思い出す、という作品です。彼が思い出す、彼が思い描くサーカスをアーティストが演じています。
例えば、彼がなりたかったサーカスアーティストを演じています。結果的に演出家が考えるものにあわ
せることになりますが、だからといってマリオネットではありません。サーカスはアーティストがやっ
ているし、人がやっているものです。
西田：演目、パーツの演出、全体の演出を違う人がやっている。悲しいことをジャグリングで表現する
場合は、パーツの演出家がいるわけです。
ディミトリ：コルテオには古い芸が沢山出てきます。18 世紀のイメージで創っています。はしごの演技
もそうですし、古く渋い作品を集めています。はしごの演技も、彼はあの演技を昔からやり続けていま
す。

西田：ドゥ・ソレイユのこれまでの演出だと、一気に登っていくと思うのだけど、彼は出来るか出来な
いかをわざわざ見せているところがあるよね。
ディミトリ：彼はアゼルバイジャン出身です。本当に長年あの芸だけをやっています。
西田：あれこそサーカスアーティストだよね。
グレゴリー：昔のソ連のサーカスのシステムは学校の後のサーカススタジオで練習をしたり、サーカス
学校で番組を作って、公演をしたり、すごく長い時間をかけて作品を準備して創りました。あの人はそ
うやって作品を作って来た人ですね。
ディミトリ：彼は 33 歳です。とても良い「役者」だと思います。
西田：イリーナは段違い平行棒をアレンジしたような新しい作品を作る気はないの？
イリーナ：スポーツの世界から来たばかりで、いまは精一杯ですが、でも新しいことをするのも魅力的
です。
西田：日本のイメージはどうですか？
ディミトリ：タバコを買うのが大変です。
ヴァレンティナ：すばらしいです。凄く好きです。
船橋：食べ物はいかがですか？
ディミトリ：アメリカから日本に来るときに、一番皆が心配したのは食べ物でした。やはりステレオタ
イプに捕らえている人が多くて、アーティストの中には日本では魚しかないと思っている人が多くて。
しかし、来てみるといろいろな食べ物があるので、皆喜んでいます。テントに併設している食堂ではい
ろいろな国の食べ物を食べられます。たとえばある国のお祝い事があったら、その国の料理をつくって
くれたりもします。とても満足しています。
西田：反対にドゥ・ソレイユに対して不満はありますか？
ディミトリ：不満を話す機会があります。毎週 1 回 45 分間、アーティスト達が集まって不満を言い合う
会合があります。一番大切なことは仕事をきちんとこなしてゆくことですから、そのためにも意見を言
い合います。
大島：ちゃんとガス抜きの場があるんですね。別に酒を飲ませなくても、ミーティングをすれば良いわ
けですね。
犬飼：ちなみにどんな不満がありましたか？
ディミトリ：たとえばアーティスト達が、ショーが終了した後にハイタッチをするのですが、しないよ
うに言われたことがありました。でも私達はハイタッチが好きだったので、それは残念でした。
エドワード：個人的な話ですが私達はショーが始まる前に、客席にでているシーンがありまして、私は 2
〜3 分カーテンに隠れて待っていなくてはならなかったのですが、その間じっとしているのが面白くなく
て、ある時カーテン越しに客席にちょっかいを出したことがあります。後で、演出家に怒られました。
（一
同笑）
安部：ヴァレンティナさんが風船に乗って客席に行くとき、お客さんに捕まれたことはありますか？
ヴァレンティナ：ありましたよ。日本で起こったことですが、客の手の上で「押して」と言ったら逆に
掴まれて引っ張られてしまいました。靴も脱げてしまいました。アメリカでは 50 代位の男性にキスをさ
れてしまいました。
グレゴリー：
「だめだよ！」って舞台上から言ったのに、やられてしまった。だから僕が客席に降りてそ
の男の奥さんにキスしかえしてやりました（一同笑）
。その男性は奥さんに怒られたのか、その後神妙な
面持ちで可笑しかったですよ。でもその人はその後何度も観に来てくれて、とてもよいお客さんでした。
出席者：安部ಕ⠂、犬飼伸次、ウラコワ・マハバット、大島幹雄、大須賀哉子、大野洋子、上島敏昭、

上島由紀、Kent W. Dahl、長屋歩未、西田敬一、船橋雅子
Valentyna Paylevanyan、Grigor Pahlevanyan、Dimitry Turkeev、Irina Teslenko、
Petar Stoyanov、Eduard Novac（敬称略

辻卓也 記）
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