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19世紀サンクトペテルブルク帝室劇場の
バレエレパートリーにおけるディヴェルティスマンの変容

はじめに

　ディヴェルティスマンとは、元来18世紀の舞台演劇中の余興を指す。また、ラモーやグルッグ

などの18世紀のオペラに挿入されるバレエ・シーンや、ソロ、ドゥエット、複数人による様々な

ダンスで構成されるコンサート・プログラムを指す場合もある（１）。バレエにおいては、いくつ

かの短い踊りが集まってひとつの塊を成している場面、形式をディヴェルティスマンと言う。

ディヴェルティスマンの規模は作品により様々だが、19世紀を通して大規模化したと言える。例

えば、『ジゼル』第一幕の「ペザントのパ・ド・ドゥ」は作品のある一部分だけが舞踊場面という、

小規模なディヴェルティスマンである。その後19世紀後半には『コッペリア』のように再終幕全

体がディヴェルティスマンのバレエがつくられ、19世紀末にかけてはマリウス・プティパ、レフ・

イワノフらがクラシック・バレエ様式を整え、『白鳥の湖』、『眠れる森の美女』、『くるみ割り人形』、

『ライモンダ』などのさらに大規模なディヴェルティスマンを含むバレエを振付けた。クラシッ

ク・バレエ様式におけるディヴェルティスマンは、物語から完全に独立し、劇の本筋と直接的な

つながりを持たない踊りを含むこともある。また、純粋に舞踊を楽しむ場面として、観客の楽し

みのひとつともなっている。

　本論文で扱うディヴェルティスマンは、上記のようなバレエ作品の一部としてのディヴェル

ティスマンとは違い、ひとつの公演ジャンルとして独立して上演されていたディヴェルティスマ

ンのことである。これまで、ロシア・バレエにおけるディヴェルティスマンの上演史研究は行わ

れていない。ある特定の時期のディヴェルティスマンの上演状況や、その特徴を取り上げるのみ

にとどまり、通史として完全なものが存在していないという状況である。具体的には、19世紀初

頭のナポレオン戦争期に上演されていたディヴェルティスマンと、19世紀後半にアルトゥール・

サン＝レオンが振り付けたバレエや、『眠れる森の美女』を代表とするマリウス・プティパらの

バレエ作品中に含まれるディヴェルティスマンの存在が確認されているのみである。つまり、

1820年代から1860年代までのディヴェルティスマンに関しては未解明であり、いわば空白の期間

ということになる。そもそも、これまでのロシア・バレエ史研究は、バレエ作品の上演史を扱う

ものが多く、ディヴェルティスマンに関しては見過ごされてきた可能性がある。これは、これま
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でのロシア・バレエ史研究がＶ・クラソフスカヤの『ロシアのバレエ劇場　誕生から19世紀前半

まで』（２）や『ロシアのバレエ劇場　19世紀後半』（３）、R. J. Wiley 著 «A Century of Russian 

Ballet»（４）などの二次文献を基としているためと考えられる。

　本研究テーマを成立させるために不可欠な資料となるのが、19世紀のサンクトペテルブルグ帝

室劇場の公演情報ポスター（５）（Афиши Императорских театров）である。これは先述の二次文献

の基となっているもので、オペラやバレエだけでなくディヴェルティスマン上演に関しても記録

がある。現時点でこれを一次資料としたディヴェルティスマン研究は存在しないため、本研究は

ロシア・バレエ史における新たな研究分野を提示するものである。

　本稿の狙いは、前述のようなロシア・バレエ史におけるディヴェルティスマン上演史上の空白

を補い、19世紀のサンクトペテルブルク帝室劇場ではディヴェルティスマンが独立したひとつの

公演ジャンルとして定着していたということ、また、それが19世紀を通して上演され続けていた

ことを明らかにするものである。また、その際、ディヴェルティスマンとバレエ、オペラとの関

係性について言及し、ディヴェルティスマンがいかに変容、発展したか論じる。

　本稿では、まず第一章では本論文で扱う公演情報ポスターの概要、研究手法を概説する。続く

第二章、第三章、第四章では、実際に公演情報ポスターを分析して得られた結果をもとに、バレ

エ、オペラとの関係も含めて三つの時代に区分し、ディヴェルティスマンの特色、傾向を明らか

にする。

第一章　サンクトペテルブルク帝室劇場の公演情報ポスターの概要と研究手法

概要

　ロシアの劇場の歴史は、アレクセイ・ミハイロヴィチの治世に始まる。以後、現在に至るまで

劇場の発展の一端を観客が担ってきた。劇場は観客に対して予定する上演作品を事前に公開し、

観客はその情報を頼りに劇場へと足を運ぶ。この情報公開媒体こそが公演情報ポスター

（афиша）であった。ラーピナによるロシアの公演情報ポスターに関する研究によれば、ロシア

においては18世紀初頭から定期的に劇場で作品が上演されるようになり、この時すでに公演情報

ポスターは存在し、劇場そのものの歴史と共に発展したという。また、公演情報ポスター афиша

はフランス語 affiche に由来するロシア語だが、この語は19世紀初頭に定着したという。それ以

前は、［о комедии объявленные листы］や［комедианские ярлыки］などと言った（６）。

　19世紀の公演情報ポスターには、演劇やオペラ、バレエ、ヴォードヴィル、サーカスなどの様々

なジャンルの舞台作品に関する情報が記載されている。作品名や作家などの他、作品の構成や出

演者などに関する情報も含まれているため、劇場史研究において最も重要な資料といえる（７）。

すなわち、これは、他の回想録などの文献に比べ、最も正確で公正な情報の源泉ともいえる貴重

な資料である。1809年から1917年のサンクトペテルブルク帝室劇場の公演情報ポスターは、ロシ
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ア国立図書館（サンクトペテルブルク）に所蔵されている（ただし1810年、1811年、1812年、そ

して1832年、1833年、1838年から1849年までは所蔵していない）。公演情報ポスターのサイズは

時代により異なり、19世紀前半のオリジナルサイズは縦約29cm、横約22cm、そして19世紀後半

は縦約48.5cm、横約41cmとなっている。演劇やサーカスなどの公演情報ポスターにはカラーの

ものも存在するが、基本的にすべて白黒二色刷り、片面印刷となっている。

　19世紀サンクトペテルブルクにはいくつもの劇場が建設されており、公演情報ポスターには複

数の劇場の情報が掲載されていた。本稿で扱うバレエ、オペラ、ディヴェルティスマンの上演は、

主にボリショイ劇場、アレクサンドリンスキー劇場、ノーヴィイ劇場、そして1860年に開場した

マリインスキー劇場で行われていた。

研究手法

　本稿では1809年から1869年までの公演情報ポスターを扱い、19世紀のロシア・バレエの中心地、

首都サンクトペテルブルクの帝室劇場で上演されていたバレエを含むすべての演目、すなわち、

バレエ、オペラ、ディヴェルティスマン上演の掲載記録すべてを整理、分析した。

　帝室劇場では一回の公演でいくつかの作品を上演するケースがしばしば見られ、その順序が公

演情報ポスターの下部に記載されている。本稿で論じる独立したディヴェルティスマンは作品の

ひとつとして数えられ、ここに記載されていた。もちろん、西欧の多くの劇場と同様、ペテルブ

ルクでも演劇の一部として付随するディヴェルティスマンは存在しており、この場合は公演情報

ポスターの作品題名下部に「演劇作品の一部にディヴェルティスマンが含まれる」と明記され、

したがって公演順序には「ディヴェルティスマン」と記載されない。

　19世紀初頭から1869年の間にサンクトペテルブルクで上演されていた独立したディヴェルティ

スマンは、バレエレパートリーやオペラレパートリーとも密接に関わりあいながら、内容や特徴

を変化させていった。また、その発展は時代ごとに独自の傾向を持っており、三つの時期に大別

することができる。よって、次章以降は19世紀初頭から1830年代までを第一期、1840年から50年

代を第二期、1860年代を第三期とし、第一期はロシア・スラヴ民族的、愛国主義的ディヴェルティ

スマンの上演、第二期はディヴェルティスマンの多様化とロマンティック・バレエ作品、オペラ

との関係性について、そして第三期はバレエ作品に含まれるディヴェルティスマンの上演につい

て、順に考察する。

　なお、本稿で扱う時代の帝室劇場のバレエマスターを務めたのは、次の5人である（年は在任

期間）。シャルル =ルイ・ディドロ（1801年～1832年）、アレクシス・ブラーシュ（1832年～

1838年）アントワーヌ・ティテュス（1838年～1848年）、ジュール・ペロー（1848年～1859年）、

アルトゥール・サン＝レオン（1859年～1869年）である。
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第二章　  第一期（19世紀初頭～1830年代）のロシアにおけるディヴェルティスマン
の定着

愛国主義的、ロシア・スラヴ民族的バレエの誕生

　1673年、アレクセイ・ミハイロヴィチ（在位1645-76）の命により、ロシアで最初のバレエ『オ

ルフェウスとエウリディケーのバレエ』が上演された。同バレエは振付、衣装、物語、すべてが

西洋風であった（８）。以来、ロシアは西欧諸国から舞踊教師、振付家を招くことでバレエを取り

入れ続け、18世紀末から19世紀初頭には『フロールとゼフィール』などのバレエ・ダクシオンが

上演されていた。常に他国文化を模倣し、自国よりも他国の歴史、主題を物語ってきたロシアだっ

たが、1812年のナポレオン戦争の勝利がロシアのバレエの様相を大きく変えた。そしてそれが民

族性豊かなバレエ、ディヴェルティスマンの誕生へと結びつくこととなった。

　ナポレオン率いるフランス軍を打ち破ったロシアは、戦争勝利を祝してバレエ『祖国への愛』

（Любовь к отечеству）を上演した（1812年８月30日（９）初演）。上演後には国民義勇軍志願のため

に駆けていったものがいたほど、作品は愛国心を呼び覚ます内容だったようである（10）。翌1813

年５月19日にはグランド・パントマイム・バレエ『ドイツのロシア人、または祖国への愛の結果』

（Русские в Германии, или Следствие любви к отечеству）が、そして1814年６月３日には歴史バレ

エ『ロシアの勝利、またはパリのロシア人』（Торжество России, или Русские в Париже）がノー

ヴィイ劇場で初演された。いずれもナポレオン率いるフランス軍撃退を祝してイワン・ワリベル

フが振付けたもので、特に後者は祖国への愛、ヨーロッパ解放を誇る作品であった（11）。イワン・

ワリベルフ（1766-1819）はロシア人最初のバレエマスターであり、バレエ作品中に同時代性を

取り入れるなど、改革を行った人物である。

　こうした愛国主義的バレエの誕生は、すなわち、バレエが他文化として定着していたロシアの

バレエにおいて初めて自国のアイデンティティーが生まれた瞬間でもあった。そして、前述の愛

国主義的バレエの成功を受け、ロシア・スラヴの民族性豊かなディヴェルティスマンが数多くつ

くられることとなった。

ロシア・スラヴ民族的ディヴェルティスマンの定着

　さて、19世紀初頭から1830年代の期間に上演されていたディヴェルティスマンは、スラヴ地域

の宗教儀式や民間暦などの主題を持ち、そのほとんどに題名がついていた。そして、スラヴ地方

の民族舞踊で構成されていた。この時期のディヴェルティスマンを代表するのが『セミーク、ま

たはマリアの森の遊楽』（12）（Семик, или Гулянье в Марьиной роще）である。これは19世紀前半

のディヴェルティスマンの中で最も上演回数が多く、1830年代を通してずっと上演され続けた。

同ディヴェルティスマンは1815年１月25日にモスクワ（オスタンキノのシェレメーチェフ家の農
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奴劇場）で初演され、サンクトペテルブルクでは４年後の1819年11月24日にボリショイ劇場で初

演された。モスクワ初演版を振付けたのは、イワン・ワリベルフの教え子、イサーク・アブレツ

（1778-1829）であった。このモスクワ初演版をもとにサンクトペテルブルクで振付け、上演した

のはフランス人ダンサー、振付家のオーギュスト・ポアロ（1780-1844、以下O. ポアロ）であった。

　以下に公演情報ポスターに掲載されたモスクワ初演版（13）（【資料１．】）とサンクトペテルブル

ク初演版（【資料２．】）の『セミーク、またはマリアの森の遊楽』の内容を紹介する。なお、「　」

内は歌の題、（　）内は出演したダンサーで、／で性別を分けた。B、Mはそれぞれ公演情報ポ

スターに表記されている Б、М（Большой/ Большая、Малый/ Малаяの略と考えられる）、名の後

に続く数字は、同性のダンサーを区別するために付けられたたものと考えられる。

【資料１．】『セミーク、またはマリアの森の遊楽』

モスクワ、ズナメンカ劇場（1815年６月１日の公演情報ポスターより）

ディヴェルティスマン、様々なキャラクター・ダンス（14）、ホロヴォード、コーラスから構成さ

れる。その間に、帝室劇場指揮者ダヴィドフ作曲のロシア、マロロシアの歌、アブレツ振付によ

るダンス。

歌：ロシアの歌、コーラス「かわいい愛しいあなた」（オクネワ）

マロロシアのドゥエット「過ぎ去りし枯れ木の恨み、ドンのコサックたちは馬に乗る」（ソ

コロフ／メドヴェージェワ）

カルテット「夕焼けの太陽、失う時」（ソコロフ、ズボフ／オクネワ、メドヴェージェワ）

ダンス：ロシアのダンス（オクネワ／スルーキン）

　　　　コサックのダンス（メドヴェージェワ／ロバノフ、Y・イワノフ）

　　　　ロシアのダンス（アブレツ／クロトワ、イワノワ、ロバノワ）

　　　　ロマのダンス（ノヴィコワ、バルコワ）

　　　　ホロヴォード、コサックのダンス（劇場バレエ学校生徒）

【資料２．】『セミーク、またはマリアの森の遊楽』

サンクトペテルブルク、ボリショイ劇場（1819年11月24日の公演情報ポスターより）

新しいグランド・ディヴェルティスマン、モスクワで上演されたのと同様にO.ポアロが振付けた。

様々な民族舞踊（15）、白樺を伴うホロヴォード、コサック、ロマのダンス、ロシア、マロロシア

の歌、コーラスから構成される。

ロシアの歌はクラリネットやブーベン、木皿、スプーンなどの演奏による。ダンスの振付はO.ポ

アロ、作曲はダヴィドフ、アリアはカヴォス作曲、新しい衣装担当はバビニ、美術はモスクワ地

方のマリアの森。



442

歌：マロロシアのドゥエット（クリモフスキーとソスニツカヤ）

歌「魂よ、我が霊魂よ」（イワノワ）

コーラス・カルテット（クリモフスキー、マチヒンとソスニツカヤ、イワノワ）

ダンス：ロシアのダンス（ソスニツキー、ラマザノフ／ノヴィツカヤ B1、イワノワ、ズボワM、

テレショワM、アザレヴィチェワB、レウトワ）

コサックのダンス（イストミナ／ゴリツ、アルテミエフ、トゥリク、ジジエ、マルセル、ドミト

リエフ）

ロマのダンス（パリニコフとピスクノワ／カラチンツォワ）

　『セミーク、またはマリアの森の遊楽』がサンクトペテルブルク帝室劇場で上演されると、

1820年代には次々とロシア・スラヴ民族的性質を持ったディヴェルティスマンがつくられ、1830

年代まで上演され続けた。それらは『セミーク、またはマリアの森の遊楽』と同様にスラヴ圏を

中心とする地域のキャラクター・ダンス（ロシア、ロマ、コサックのダンス、クラコヴャックな

ど）で構成されていた。このようなディヴェルティスマン創作の中心人物はオーギュスト・ポア

ロであった。

　O. ポアロ（公演情報ポスターではオーギュストと表記された）はキャラクター・ダンス、特

にロシアのダンスを得意とし、後にマリー・タリオーニにもロシアのダンスを教えた人物である。

O. ポアロについて特筆すべきは、帝室劇場のレパートリーにディヴェルティスマンを定着させ

たという点であろう。彼は帝室劇場バレエマスター、貴族家庭の舞踊教師を務め（16）、1830年代

までにバレエよりもディヴェルティスマンを中心に振付けた。今回の調査、分析によれば、彼は

21のバレエと33のディヴェルティスマンを振付けたことが明らかとなった。O. ポアロは1844年

に没するまでペテルブルクで活躍し、『ペテルゴフの遊楽』（Петергофское гулянье、1821年初演）、

『新しい形のセミーク』（Семик в новом виде、1822年初演）などを振付けた。また、同時期に活

躍したバレエマスター、ディドロもスラヴ民族的ディヴェルティスマンを振付けている。ディド

ロはナポレオン戦争中に一時ロシアを去ったが、1816年にふたたび帝室劇場バレエマスターに着

任すると国内の変化を鋭く察知し（17）、プーシキンの原作をもとにバレエ『コーカサスの捕虜』

（Кавказский пленник、1823年初演）や『ルスランとリュドミラ、または黒魔術師チェルノモー

ルの打倒』（Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника、1824年初演、モ

スクワで1821年に初演されたグルシュコフスキーのバレエをもとにO. ポアロと共作）、ディヴェ

ルティスマン『領土へ帰還するポジャールスキー公』（Возвращение князя Пожарского в свое 

поместье、1826年初演）、『農村の祭り』（Сельский праздник、1828年ディドロ版初演、1829年ディ

ドロ、O. ポアロ共作版初演）など、ロシア・スラヴを主題とした新しい作品を振付けた。
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第三章　  第二期（1840年から1850年代）のバレエ、オペラとディヴェルティスマン
の関係

題名のないディヴェルティスマンとキャラクター・ダンスの多様化

　1840年以降になると、第一期のようなロシア・スラヴ民族的なディヴェルティスマンの上演は

下火になり、代わって特別なテーマ性を持たず、様々な国々のキャラクター・ダンスで構成され

る舞踊小品集的ディヴェルティスマンの上演が盛んになった。この第二期のディヴェルティスマ

ンの特徴は、題名がつかず、公演情報ポスターにも「ディヴェルティスマン」と題されるのみで

あった。振付者、作曲者が誰なのかも明記されないことがほとんどであった。Ｖ・クラソフスカ

ヤは、この時期の題名のないディヴェルティスマンを「国民の生活の課題から遠く離れた無思想

な見世物（18）」と表現し、第二章で紹介したようなナポレオン戦争以後に誕生した民族性豊かな

ディヴェルティスマンと比較している。しかしながら、第二期のディヴェルティスマンで披露さ

れるキャラクター・ダンスの種類は豊かさを増し、ディヴェルティスマンの中で踊られるだけで

なく、本章に述べるようにバレエ、オペラの中でも得に際立ったものとして存続していった。

　第二期のディヴェルティスマンの特徴として挙げられるのは、題名がなくなったという点の他

に、第一期に見られたようなマイムの出し物がなくなり、様々な国々のキャラクター・ダンスや

パ・ド・ドゥ、パ・ド・トロワなどの舞踊のみで構成されるようになったという点である。そし

て、第二期には第一期に比べて、はるかに多くの種類のキャラクター・ダンスが踊られるように

なり、ディヴェルティスマンはスラヴ地域だけでなくハンガリーやスペイン、フランス、イタリ

ア、そしてアラビアや中国などの様々な民族舞踊を取り入れたキャラクター・ダンスで構成され

ていた。

ディヴェルティスマンの上演割合

　ディヴェルティスマン、バレエ、オペラの上演回数は、若干増減の振れ幅は見られるものの、

第一期から第二期へ向けて増加傾向にあったことが分かった。以下の通りディヴェルティスマン

（D）、バレエ（B）、オペラ（O）の上演回数を表にあらわした（【表１．】）。なお、一年分の公演

情報ポスターが存在する年のみを集計した。

【表１．】ディヴェルティスマン、バレエ、オペラの上演回数
（D：ディヴェルティスマン、B：バレエ、O：オペラ）

年 1815年 1818年 1820年 1821年 1822年 1823年 1824年 1827年 1829年 1830年 1831年 1834年 1835年 1836年 1837年 1850年 1851年 1853年 1854年 1856年 1858年 1859年

D公演回数 2 9 8 9 16 7 6 21 11 10 11 19 18 19 17 19 7 34 48 54 16 24

B公演回数 7 17 14 20 36 27 16 40 22 19 11 27 23 32 60 25 29 74 82 92 93 116

O公演回数 33 39 33 36 72 39 24 74 20 11 6 22 35 81 200 59 33 128 116 181 142 164
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　ディヴェルティスマンの上演割合を見てみると、かなりの割合で上演されていたということが

分かる。1830代までのディヴェルティスマンの上演回数は平均して年間約12回と、決して多くは

ない。しかしながら、バレエの上演回数に対するディヴェルティスマンの上演回数は平均で46％

となっており、ディヴェルティスマンの上演割合が相当多かったことがわかる。続いて1850年代

以降にはバレエ、ディヴェルティスマンの上演回数は増加し、年間平均91回のバレエ公演、35回

のディヴェルティスマン公演があった。1850年代全体のバレエに対するディヴェルティスマン上

演の割合は、平均33％となる。第一期ほど多くはないものの、19世紀にディヴェルティスマンが

頻繁に上演されていたという事実は非常に興味深い。

バレエレパートリーとディヴェルティスマンの接点

　第二期に上演されていたディヴェルティスマンの内容とバレエレパートリー、ロシア・オペラ

内のバレエ・シーンには、異国情緒、キャラクター・ダンスという共通事項があった。ここで、

まず当時のロシアのバレエレパートリーの変化を振り返りたい。

　1830年代末から1850年代にかけて、ペテルブルクはロマンティック・バレエの全盛期を迎える。

この時期のバレエを牽引したのはフランス人バレエ・ダンサー、バレエマスターのアントワー

ヌ・ティテュスとジュール・ペローであった。そして観客の注目の的となったのが、マリー・タ

リオーニ（ペテルブルク滞在1837年～1842年）ファニー・エルスラー（ペテルブルク滞在1848年

～1850年）、カルロッタ・グリジ（ペテルブルク滞在1850年～1853年）、ファニー・チェリート（ペ

テルブルク滞在1855年～1856年）らであった。

　さて、サンクトペテルブルクでは1835年の『ラ・シルフィード』初演をさきがけに、『後宮の

反乱』、『ドナウの娘』、『ラ・ジターナ』、そして『ジゼル』など、次々に新しいロマンティック・

バレエ作品が上演された。なかでもペローがペテルブルクで振付けた『カタリーナ』（元の振付

はアルトゥール・サン＝レオン）や、『マルキタントカ』（あるいは『マルキタンカ』）、『ガゼルダ』、

『ファウスト』、『エスメラルダ』は、特に上演回数が多かったことが今回の調査で明らかとなった。

こうしたロマンティック・バレエ諸作品には、異国情緒が漂うという共通の特徴を持っている。

上記の上演回数が多かったバレエも、この特徴を含んでいる。作品の舞台がイタリアやスペイン、

ドイツなどの異国となり、主人公が妖精やロマとなる。そして必然的に舞踊の種類も異国的にな

り、すなわちキャラクター・ダンスが重要となる。

　ロシアのバレエにおいてキャラクター・ダンスが非常に重要な要素となり得たのは、ナポレオ

ン戦争の経験を機に愛国主義的バレエが成功したからであった。その後、ディヴェルティスマン

の中でキャラクター・ダンスは最も重要な要素となり、存続し続けた。そして（偶然にも）上記

のようなロマン主義の影響を強く受けたロマンティック・バレエが上演されるようになり、ここ

でも同様にキャラクター・ダンスが重要な位置を占めるという結果になったのであった。
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ロシア・オペラとディヴェルティスマンの接点

　バレエと同様に、ロシア・オペラにおいてもキャラクター・ダンスは重要な要素であったこと

を強調したい。ダルゴムィシュスキーやセローフ、ルービンシュタイン、チャイコフスキー、ム

ソルグスキー、リムスキー =コルサコフ、ボロディンら19世紀のロシア人作曲家のオペラには

バレエが含まれていた。Ｖ・クラソフスカヤは「これらのオペラではダンスが重要な役割を担い、

時には大規模なバレエ・シーンが含まれていた（19）」と述べている。では、このようなオペラに

含まれていたバレエとはいかなるものであったのだろうか。

　以下に1869年までに上演されていたロシア・オペラの中でも、特に上演回数が多いオペラ作品

を選び、公演情報ポスターの分析結果から得られたバレエ・シーンのダンス、振付の推移を【表

２．】にまとめた。

【表２．】オペラ作品中のバレエ・シーン

初演 作品名（作曲） ダンス内容 振付

1836年 皇帝に捧げし命
（グリンカ）
全４幕

第２幕：
１）クラコヴャック
２）マズルカ

初演～：ティテュス
1843年～：N. ゴリツ（マズルカ）、
P. ジジエ（クラコヴャック）
1861年～：N. ゴリツ

1842年 ルスランとリュドミラ
（グリンカ）
全５幕

第３幕：花輪のダンス
第４幕：
１）ニンフたちのダンス
２）ソロ
３）アラブ人たちのダンス
４）レズギン

初演～：ティテュス（初演時は
パ・ド・ドゥ、レズギンのみ）
1861年～：A. ボグダノフ

1856年 ルサールカ
（ダルゴムィシュスキー）

全４幕

第１幕：ロシアのプリャスカ
第２幕：スラヴ、ロマのプ
リャスカ
第３幕：ルサールカたちのダ
ンス

N. ゴリツ、プティパ振付
1861年～：N. ゴリツ、A. ボグダ
ノフ
1865年～：A. ボグダノフ、F. ク
シェシンスキー

1865年 ログネダ
（セローフ）
全５幕

第２幕：
１）ホロヴォード
２）スコモローフたちのプ
リャスカ

A. ピショ

※ダンス内容、振付は1869年までの上演に関する情報

表に示したダンス内容からわかるように、オペラ内のバレエ・シーンは主にディヴェルティスマ

ンの主要な要素、キャラクター・ダンスで構成されていたことが明らかである。もちろん、作品

の舞台となっているスラヴ地域のキャラクター・ダンスが主となっている。

　また、これらのキャラクター・ダンスで構成されるバレエ・シーンが、公演情報ポスターにお

いて大々的に表示されていたということも、加えて強調したい。通常、オペラ作品情報の表記は
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上演日、場所、作品名、作曲者などの作品上演に関わる人名などの基本情報に加え、バレエ・シー

ンの詳細、そしてオペラ歌手の配役がほぼ同量の割合で表記される。一方、公演情報ポスターの

場所の都合上、情報量を縮小して表示しなければならない場合には、オペラの配役は記載されず

に、バレエ・シーンの詳細が記載された。つまりバレエ・シーンのある幕、ダンスの種類や名前、

そしてダンサーの名前は、オペラ歌手の情報よりも優先されたということになる。端的に言えば、

オペラの中のキャラクター・ダンスに関する情報がより重要であったと理解できる。これは観客

の関心を反映していたものと考えられる。

第四章　第三期（1860年代）のバレエとディヴェルティスマン

ディヴェルティスマンの古典主義回帰と多様性

　第三期に入ると、独立したディヴェルティスマンの上演回数は第二期よりもさらに減少した。

1860年代全体で見ると、バレエの上演回数に対して平均29％の割合でディヴェルティスマンが上

演されていたことがわかる（第二期の平均が33％なので13％の減少）。また、第二期と同様に、

題名がなくキャラクター・ダンスを含む様々なダンスで構成されたディヴェルティスマンが主流

だった。しかし、この時期のディヴェルティスマンにはこれまでになかった古典主義回帰傾向が

見られた。それはサン＝レオンが振付けた『ニンフたちとサテュロス』（Нимфы и Сатир、1861

年初演）において確認できる。公演情報ポスターでは、このディヴェルティスマンの作品ジャン

ル欄には「全１幕のアナクレオン的ディヴェルティスマン」（анакреонтический дивертиссмент（20） 

в одном действии）と表記されている。アナクレオン的、すなわち古代ギリシャ風のバレエはロ

マン主義がバレエに影響を与える以前に主流だったバレエであり、ペテルブルクでは19世紀初頭、

ディドロがバレエマスターを務めていた時代にたびたび上演されていたジャンルである。

　もちろん、古典主義的ディヴェルティスマンの誕生後も、これまでの例に則ったキャラク

ター・ダンスが含まれるディヴェルティスマン『農村の祭り』や『マスカレード』も初演されて

おり、これはディヴェルティスマンがジャンルにおいて多様化したことを示している。これらの

ディヴェルティスマンはアレクセイ・ボグダノフ（Ａ . ボグダノフ）が振付けた。

　アレクセイ・ボグダノフはペテルブルク帝室舞踊学校を卒業し、1854年からはソリストとして、

1858年からは舞踊教師、振付家として活躍した。前述のロシア・オペラの他、1850年代、1860年

代の『フェネッラ』、『悪魔ロベール』、『ユダヤの女』などのオペラのバレエ・シーンの振付も行っ

ていた。『農村の祭り』（Деревенский праздник、1860年初演、Ｎ . ティヴォルスキー作曲）は公

演情報ポスターによると、Pas de deux、Pas de deux, Valse、Polka champêtre、Pas de trois、

Polka, Pas d’Ensembleの５つのダンスで構成されていたことがわかる。そして、ディヴェルティ

スマン『マスカレード』（Маскарад、1866年初演）は、10の舞踊小品集で、詳細は以下に列挙す

るとおりである（【資料３．】）。なお、初演の1866年11月17日は２曲目、３曲目，４曲目だけの上
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演だったが、５日後に行われた二度目の公演（同年11月22日）では６曲追加された（かっこ内は

出演ダンサーを示す。ただし、公演情報ポスターのロシア語は日本語に訳出し、フランス語はそ

のまま表記した）。

【資料３．】ディヴェルティスマン『マスカレード』

（A. ボグダノフ振付、1866年２回目の公演より）

１．マーチ

２．Pas de quatre tambourin（ケンメル１、メダエワ／Ａ . ボグダノフ、イワノフ）

３．Rédova-Polka プーニの新しい曲（ラジナ１／ F. クシェシンスキー）

４．Pas de deux プーニの新しい曲で（プリフノワ／ゲルト）

５．Danse sans nomレフ・イワノフの作曲（カンツィレワ／Ａ . ボグダノフ）

６．Pas de corbeille, solo（レベジェワ）

７．Valse pas de quatre プーニの新しい曲（ソコロワ１、ワシリエワ３／ヴォルコフ、レガー

ト１）

８．マズルカ（リャドワ２、コシェワ）

９．ロシアのダンス（N. ゴリツ）

10．Grand Galop（出演者全員に加え、ストゥコルキン１、A. ピショ、カリーニン、その他の

男女ダンサー）

　本章で紹介した1860年代の三つのディヴェルティスマン『ニンフとサテュロス』、『農村の祭り』

『マスカレード』には、それぞれ別のテーマが与えられており、第三期（1860年代）のバレエレパー

トリーの豊かさ（後述）の影響がうかがえる。

バレエ作品に含まれるディヴェルティスマン誕生

　1860年代になるとロマンティック・バレエは衰退傾向にあったものの、サンクトペテルブルク

帝室劇場のバレエレパートリーはこれまでにないほど多様性に富んだ。というのも、既存のロマ

ンティック・バレエ作品が上演され続け、加えて、1859年秋からジュール・ペローに代わりバレ

エマスターに就任したアルトゥール・サン＝レオンが、舞踊場面の多い新しいバレエを次々と振

付け上演していったからである。さらに、マリウス・プティパの振付作品も次第に増加し、彼の

初のヒット作『ファラオの娘』が初演されたのもこの時代でもある。

　このように様々なバレエが混在する時期に、新たにレパートリーに加わったバレエの中でも特

にこの時代を象徴したバレエが、1864年12月に初演されたサン =レオンの『せむしの仔馬』で

あった。『せむしの仔馬』はロシア・フォークロワに基づいていたという点、そして再終幕がディ
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ヴェルティスマンだったという作品の構造に特徴があった。このバレエは大ヒットし、初演から

２年間のうちに80回も上演された。

　バレエマスター、アルトゥール・サン＝レオンの作風の特徴としては、舞踊中心で物語性に乏

しいと語られることがある。確かに、公演情報ポスターを見ると、作品中におけるダンスの数が

著しく増加していることが確認できる。中でも特にソロのダンスが増えていることがわかる。興

味深いのは、サン＝レオンはキャラクター・ダンスを作品中に多用していたということである。

　以下に示すのは公演情報ポスターに記載された『せむしの仔馬』の情報である（【資料４．】）。

『せむしの仔馬』はサン＝レオンが振付けたバレエの中でも、作品中のダンスの数が最も多いバ

レエのひとつである。注目すべきは、10のキャラクター・ダンスとフィナーレで構成される第三

幕のディヴェルティスマンである。さらに、第三幕以外にもこれまでディヴェルティスマンで踊

られてきたような種のキャラクター・ダンスが含まれているという点において、これまでのバレ

エ作品とは一線を画していると言える。

【資料４．】『せむしの仔馬』

（サンクトペテルブルク、ボリショイ劇場、1864年初演、アルトゥール・サン＝レオン振付）

【第１幕　第１場】

・ロシアのプリャスカ

・トレパック

【第１幕　第２場】

・フレスコの復活

【第２幕　第３場】

・ナーレーイスのダンス

【第３幕　第４場】

・様々なキャラクター・ダンス

１）「ナイチンゲールよ、私のナイチンゲールよ」のテーマ

２）メランコリア、マズルカとフィナーレ

【第３幕　第６場】

・赤魚とフナのダンス

・グラン・パとバッカナーレ

【第３幕　第７場】

・ロシアの様々な民族の踊り

１．ラップランド人

２．ラトビア人
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３．ポーランド人

４．ペルシャ人

５．イメレチア人

６．ロシア人

７．ワラキア人

８．ミングレル人

９．ウラル人

10．マロロシア人

フィナーレ

　バレエ作品中にディヴェルティスマンを加えるというサン＝レオンの試みは、『せむしの仔馬』

以後も続いた。例えば、1869年２月４日に初演されたサン＝レオンのキャラクター・バレエ『ヴァ

シリスク』（全一幕）では、公演情報ポスターに「劇中のダンス」（Dance scéniques）と「ディヴェ

ルティスマンで踊られるダンス」（Танцы в дивертиссменте）と記され、明確に物語中のダンスと

ディヴェルティスマンとを区別している。同バレエのディヴェルティスマンでは「マントのダン

ス」、「ドラゴンのパ」、「アダージオ・ダクシオン、ワルツとフィナーレ」のダンスが公演情報ポ

スターに記されており、「マントのダンス」はキャラクター・ダンスであった（21）。ただし、『ヴァ

シリスク』がそれまでのバレエとは異なり、ダンスを見せるためにつくられたバレエであったと

考えられる。というのも、『ヴァシリスク』初演から２日後、２月６日付の『ゴーロス』紙には、

作品の筋とダンス、そして作品中のディヴェルティスマンとバレエプログラムそれぞれに相関関

係が見られないと記録されているからである（22）。

　『せむしの仔馬』第三幕のキャラクター・ダンスは、広大なロシア帝国領土内の様々な民族の

ダンスである。この第三幕は、これまで上演されてきたどのディヴェルティスマンよりも、どの

バレエよりも連続するダンスの数が多い。サン＝レオンが目指した舞踊中心のバレエとディヴェ

ルティスマンとが結びつき、『せむしの仔馬』が誕生した。彼は1869年にペテルブルクを去り、

1870年にはパリで『コッペリア』を振付けた。『せむし仔馬』で作品中にディヴェルティスマン

を含めるという新しいバレエの構造は、『コッペリア』にも適用されたのだった。

おわりに

　本稿では1809年から1869年までのサンクトペテルブルク帝室劇場の公演情報ポスターを扱い、

バレエ、オペラ、ディヴェルティスマンの上演に関する情報を整理、分析し、時代ごとの特徴か

ら第一期（19世紀初頭から1830年代）、第二期（1840年から1850年代）、第三期（1860年代）に分

け、考察を行った。
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　一般にディヴェルティスマンはクラシック・バレエ様式の重要な要素のひとつとして認識され

ており、作品中に含まれるものとして知られている。だが、サンクトペテルブルク帝室劇場の公

演情報ポスターを用いた本研究によって、19世紀を通してロシアではひとつの公演ジャンルとし

て、独立したディヴェルティスマンが上演されていたということが明らかとなった。これは西洋

にはほとんど見られないものであり、独立したディヴェルティスマンが盛んに上演されていたこ

とは、ロシア・バレエ史上の大きな特徴であると結論付けたい。

　ロシアのディヴェルティスマンは、キャラクター・ダンスを中心に構成されるものであった。

ナポレオン戦争の影響を受けて誕生した愛国主義的バレエにはスラヴ地域のキャラクター・ダン

スが含まれており、これを機に数多くのロシア・スラヴ民族的テーマを持つディヴェルティスマ

ンが創作されることとなった。その代表作として本稿ではディヴェルティスマン『セミーク、ま

たはマリアの森の遊楽』を紹介した。

　また、本研究によって、サンクトペテルブルク帝室劇場にディヴェルティスマンの基礎を築き、

レパートリーとして定着させた人物がオーギュスト・ポアロであったことが明らかとなった。彼

は19世紀前半にロシア・バレエの礎を築いたシャルル＝ルイ・ディドロ、そしてロシア人初のバ

レエマスター、イワン・ワリベルフと共に帝室劇場で活躍していた。

　ディヴェルティスマンはレパートリーに定着してからは、バレエ、オペラと関係を持ちながら

発展した。1840年から50年代にかけては、ディヴェルティスマンの主要な要素であるキャラク

ター・ダンスが、作品中に異国、民族的要素を持つロマンティック・バレエと結びついたこと、

さらには、ロシア・オペラ作品中の一部として昇華したということを明らかにした。そして、

1860年代にはアルトゥール・サン＝レオンがディヴェルティスマンをバレエ作品中に組み入れ、

舞踊中心の作品を振付けた。ここでもやはりキャラクター・ダンスが重要な要素を担っていたこ

とを論じた。

　クラシック・バレエ様式に見られる作品中に含まれるディヴェルティスマンは、サン＝レオンに

よって始まり、マリウス・プティパ、レフ・イワノフらが発展、完成させた。しかし、本論文で

取り上げた独立したディヴェルティスマンが、そのままクラシック・バレエ様式に取り入れられ

たという確たる証拠はない。だが、ロシアにおいて特徴的な独立したディヴェルティスマンとい

う上演形式が、何らかの形でクラシック・バレエ様式に影響を与えたことも考えられる。それゆ

え、これを裏付ける根拠を探求することは、今後の課題としたい。また、サン＝レオンがペテル

ブルクでバレエマスターを務めた時代、西欧ではロマンティック・バレエは衰退しヴォードヴィ

ルやオペレッタが流行し、観客の注目をひくカンカンなどが盛んだった。このような変化がロシ

アの帝室劇場にどのように影響を及ぼしたのか未だ明らかとなっていない。ディヴェルティスマ

ンという舞踊のみで構成される演目の流行、そしてそれをバレエに取り入れるという動きと、こ

うした西欧の傾向とがどのように関わっていたのかも含め、今後探求していく必要があるだろう。



451

19世紀サンクトペテルブルク帝室劇場の
バレエレパートリーにおけるディヴェルティスマンの変容
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