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レオニード・ヤコプソンのバレエ作品におけるユダヤ性 
―舞踊ミニアチュール『恋人たち』とバレエ『婚礼行列』を巡って― 

 
梶彩子 

 

《要旨》 

振付家レオニード・ヤコプソンは、ユダヤテーマの小品『恋人たち』（1958 年）

及び全 1 幕のバレエ『婚礼行列』（1975 年）を上演した。ユダヤ人問題を抱える

ソ連において、それは大きなリスクを孕むことであった。 

ユダヤテーマの試みとして位置づけられる『恋人たち』では、ユダヤの民族舞踊

の動きを取り入れながらコミカルな 1 組のカップルを描いた。一方『婚礼行列』で

は、シャガールの絵画にインスピレーションを得たレヴェンタリの舞台美術やショ

スタコーヴィチの音楽が効果的に用いられ、ユダヤ人の悲嘆が前面に押し出されて

いる。 

本稿ではヤコプソンのユダヤ的出自やアイデンティティーに触れたのち、どのよ

うにユダヤ性がそれぞれの作品で表出されたのかに着目しながら、音楽、舞台美術、

振付の観点から作品分析を行った。 

 

《キーワード》 

ソ連バレエ、レオニード・ヤコプソン、舞踊ミニアチュール 

 

はじめに 

本稿ではバレエ振付家レオニード・ヤコプソン（1904-1975）によるユダヤテーマの舞踊

ミニアチュール『恋人たち』（1958 年初演）、バレエ『婚礼行列』（1975 年初演）を取り

上げる。ヤコプソンが生きた 1904 年から 1975 年までの 71 年間は、ツヴィ・ギテルマン

が葛藤の 1 世紀 1と呼んだ、19 世紀末から約 100 年間に及ぶロシア・ユダヤ人が生きた悲

劇と受難の時代と重なる。ユダヤ人問題を抱えるソ連においてなぜヤコプソンがリスクを

承知でユダヤテーマにこだわり、どのようにユダヤ性が 2 作品中に表出されたのかを検討

する。 

 

                                                         
1 ツヴィ・ギテルマン（池田智訳）『葛藤の 1 世紀：ロシア・ユダヤ人の運命』サイマル出版会、

1997 年。 
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1. 舞踊ミニアチュールの定義とヤコプソン作品について 

本題に入る前に、本稿で扱う『恋人たち』が分類される形式である舞踊ミニアチュール

の定義を確認したい。舞踊ミニアチュールとは、1981 年のバレエ百科事典によればワンス

ロフにより下記のように記述されている。 

 

舞踊ミニアチュールとは、舞踊作品の小形式で、エストラーダやバレエに存在する。

あらすじのあるものとないものがある。舞踊アンサンブルのレパートリーの基盤とな

っている。 

舞踊ミニアチュールはバレエ作品の中で形成された。19 世紀初めロシアには民族

ディヴェルティスマンが流入し〔中略〕、19 世紀半ばからはコンサートで上演される

ようになり〔中略〕、バレエ作品の中で発展するようになった（『眠れる森の美女』

の『おとぎ話』や、『白鳥の湖』や『ライモンダ』における民族舞踊）。フォーキン

も舞踊ミニアチュールを手掛けた（『ヴァクハナリア』、『瀕死の白鳥』等）。 

 同じ主題で結びついたいくつかの舞踊ミニアチュールがシリーズとなることもよ

くある（ゴレイゾフスキー振付『スクリャビニアーナ』、ヤコプソン振付『ロダン像』、

ロプホーフ振付『展覧会の絵』）。それらをもとにひとつの公演ができることもある

（1959 年「舞踊ミニアチュール」2）。舞踊ミニアチュールとは、振付の実験や、新た

なイメージや表現手段の探求に適した形式である。現代バレエにおいて現代的なテー

マが舞台上で実現されたのは舞踊ミニアチュールというジャンルの中であり、ここで

は多くの成果が蓄積された。人気を集めたのはゴレイゾフスキー、ヤコプソン、アサ

フ・メッセレル、エルモラーエフ、ヴァルコヴィツキー、ブルメイステル、ラパウリ、

アレクシーゼ、マイヨーロワらの舞踊ミニアチュールである。3 

 

上記の記述はロシア及びソ連における舞踊ミニアチュールの伝統のみに限った説明だ

が、民族舞踊が起源であり、独立した作品としてコンサートで上演されながら、やがてバ

レエ作品内で用いられるようになり、さらにバレエ作品の中から独立した形で上演される

ようになった、というのが大まかな流れである。日本語で言うところの小品と近いが、舞

                                                         
2 公演「舞踊ミニアチュール」は、1958 年 12 月 31 日が正しい初演日である（下記文献収録の公演

ポスター参照）。 Леонид Якобсон: Творческий путь балетмейстера, его балеты, миниатюры, 
исполнители: сб. / Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С. М. 
Кирова; под ред. Вольфсона. С. М. М., Л., Искусство, 1965. С. 25.   
3  Ванслов В. В. Балет: Энциклопедия. Григорович Ю. Н. (главный редактор) М., Советская 
энциклопедия, 1981. С. 569. 



 

3 

踊ミニアチュールは小品より広義的で、1 作品として独立した後の形式にのみ小品という

語を用いることが可能である。ヤコプソンの舞踊ミニアチュールは個別の作品であるため、

同義的に小品という語を用いても差し支えはないだろう。小規模の舞踊ミニアチュールは

次々と湧き出るインスピレーションの舞踊化に適するためヤコプソンが好んだ形式で、

1958 年には 3 部構成の舞踊ミニアチュールを集めた公演を行い、1960 年にはレンフィル

ムで『舞踊ミニアチュール』のタイトルで映画化された（監督: アポリナーリー・ドゥト

コ、レオニード・ヤコプソン）。この 16 の小品を集めた映画は翌 1961 年には第 1 回モン

テ・カルロ国際テレビ祭で黄金のニンフ賞を、同年スイスで開催された第 1 回ローズ・ドー

ル（第 1 回モントルー国際テレビ祭）で栄誉賞を受賞した。4 バレエ映画は、バレエ・リュ

スのダンサーであり、パリ・オペラ座を長年率いてきたセルジュ・リファールも高く評価

し、オペラ座を退き創設したパリ舞踊大学から賞を与えている。同映画の中には本稿で分

析するユダヤテーマの小品『恋人たち』も含まれており、ヨーロッパ世界にユダヤテーマ

のバレエ作品が公開されたということになる。リファールだけでなく、例えば、ハンガリー

の振付家イムレ・エック（Imre Eck, 1930-1999）が書簡の中で映画『舞踊ミニアチュール』

を通してヤコプソン作品を知ったと述べている 5ことからも、ヤコプソンのバレエ映画は

当時のバレエ関係者の耳目を集めたといえる。なお、ヤコプソンは 1969 年創設の自身の

バレエ団 6を舞踊ミニアチュールと名付けており、ヤコプソンの思い入れの深さが垣間見

える。 

なお、本稿で扱うふたつ目のバレエ『婚礼行列』は現在では通常 1 幕のバレエ作品とさ

れているが、ヤコプソン自身は「ミニアチュールもしくは小さな一幕バレエ」と説明して

いる。例えば映画『舞踊ミニアチュール』に収録されているどの作品も 5 分前後の長さで、

ダンサーの数も多くて 4 人であるのに対し、『婚礼行列』は 10 分程度の長さで登場する

ダンサーも 12 人と多いため、本稿でも例に倣って『婚礼行列』は全 1 幕のバレエ作品と

して扱う。 

 

 

 

                                                         
4 Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов (1918-2003). Коллектив авторов. СПб., Аникушин, 2003. 
С. 79. 
5 Экк И. Письмо Л. В. Якобсону о спектакле (машинопись) // Центральный Государственный архив 
литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб.) Ф. 87. Оп.1. Д. 156. Л.12. 
6 現在の正式名称はレオニード・ヤコプソン記念サンクトペテルブルグ国立アカデミー・バレエ劇

場（日本における通称はロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ）。 
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2. ユダヤ的出自とアイデンティティー 

ロシアにおける先行研究では、ヤコプソンの振付家としてのキャリアが平坦なものでは

無かった理由のひとつとしてユダヤ人差別は言及されてきたものの、作品のユダヤ性を掘

り下げた研究は無かった。ヤコプソンの創作活動とユダヤ人としてのアイデンティティー

を結び付けた考察はロスが最初に行い、ヤコプソンをソ連バレエにおけるアウトサイダー

であり、同時にソ連邦におけるユダヤ人というマイノリティーであると位置づけている。7

確かにロスの指摘するように、ヤコプソンはソ連のバレエ振付家の中でも実験的な作風を

前面に押し出した異彩を放つ異端児であり、バレエ界における多くはないユダヤをルーツ

に持つ一人であった。8  しかし、ユダヤ人のヤコプソンが人種差別に屈することなくユダヤ

風の作品を作ったとまとめてしまうのは尚早である。なぜなら、ロシアのユダヤ人問題は

迫害者と被迫害者という単純な図式で描くことはできないほど複雑であるためである。 

まずはヤコプソンのユダヤ人としてのアイデンティティーを考える上で最も基本とな

る出自を見ていきたい。本稿では、キーロフ劇場に提出された個人アンケートを参照する。

現時点ではっきりしているのは、レオニード・ヤコプソンは父ヴェニアミン・サモイロヴィ

チ・ヤコプソン（Вениамин Самойлович Якобсон、生年不詳-1914 年没）、母ヴェラ・ミハ

イロヴナ・ヤコプソン（Вера Михайловна Якобсон、生年不詳-1931 年没、旧姓トーリナ

Торина）の三男としてペテルブルクに生まれている 9ということである。民族的帰属

（национальность）10 は両親、本人ともにユダヤ人となっている。父ヴェニアミン・ヤコ

プソンの職業は商工業新聞の広告募集エージェント（агент по сбору объявлений торгово-

промышленной газеты）11 で、母ヴェラ・ヤコプソンは専業主婦だった。ロスによれば、12

父方か母方かは不明だが祖父に当たる人物（同じくユダヤ人）が 19 世紀半ば頃、マリイ

                                                         
7 Janice Ross, “Jewish Culture and Identity in the Russian Ballet. The Case of Leonid Yakobson.” J. B. Ingber, 
ed. Seeing Israeli and Jewish Dance. (Detroit: Wayne State Univ. Press, 2011), p. 57. 
8 なお、 バレエ・ダンサーではマイヤ・プリセツカヤやプリセツカヤの母方の一家であるメッセレ

ル家（プリセツカヤの伯母スラミフィ、その弟アサフ、スラミフィの息子ミハイルら著名なバレエ・

ダンサーを輩出）がユダヤ系で知られている。他にもキーロフ劇場で活躍したバレリーナ、ニーナ・

チモフェーエワもユダヤ人である（1999 年にイスラエルに亡命）。 
9  ЦГАЛИ СПб. Ф. 337. Оп. 2-1. Д. 414. Л.10. Якобсон Леонид Вениаминович - балетмейстер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. 1950 年 12 月 30 日にキーロフ劇場提出の個人情報アンケート

より。 
10 民族的帰属とは、第 5 項目もしくは第 5 欄と呼ばれるパスポート申請書に記入する項目である

（現在は廃止）。大学入学などの選別等にも用いられ、ユダヤ人は不利な民族的帰属とされた。 
11  ЦГАЛИ СПб. Ф. 337. Оп. 2-1. Д. 414. Л.10. Якобсон Леонид Вениаминович - балетмейстер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. 
12 ロスは出典を明記していないが前後の文脈から推測するにヤコプソンの親族の証言に基づくもの

と考えられる。 
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ンスキー劇場の第 1 ヴァイオリン奏者として妻子とペテルブルグ移住を許可されたとい

う。13 移住前の居住地も不明だが、ユダヤ人が住むことを許されていた定住地域であると

考えるのが自然であろう。ヤコプソンの祖父一家がペテルブルクに移り住んできたとされ

る 19 世紀半ばは、アレクサンドル 2 世による改革下で一部の特定の職業に就くユダヤ人

が定住地域から都市部への移住を許可されるようになり、流動した時期と重なる。ペテル

ブルグの住所録『全ペテルブルグ』«Весь Петербург»を参照したところ、母方姓のトーリ

ンという苗字を持つ人物は見つからず、父方姓のヤコプソンのうち、父称から推測するに

祖父とみられるサムイル・ヴーリフォヴィチ・ヤコプソン（Самуил Вульфович Якобсон）

という人物の存在が確認できた。14 肩書が«от. арт.» と表記されており、от. が何の略かは

不明だが арт. はアーティスト артист であろう。現段階でこの人物がマリインスキー劇場

のヴァイオリン奏者だったかどうか判断はつきかねるが、芸術家であったことは確かであ

り、ロスが用いる証言とも一致する。当時都市移住を許可されたユダヤ人のカテゴリーに

は属さないものの、音楽というユダヤ人の占める割合の大きい分野でその才能が評価され

たのだろう。一方、レオニード・ヤコプソンの父親であり、サムイル・ヤコプソンの息子、

ヴェニアミンは、商工業新聞というユダヤ人の民族性とは直接係わりのない仕事をしてい

ることから、ユダヤ人であることに強く固執していたわけではなかったといえる。そして

その息子のレオニード・ヤコプソンも、ユダヤ人学校ではなく単一労働学校で学んでおり、15

ロシア化したユダヤ人一家の姿を見出すことができる。ヤコプソンは、また、ユダヤ人学

校やシナゴーグに通うなど日常的にユダヤ文化の中にあったわけでも、シオニズム運動な

ど政治活動に参加したわけでもなかった。つまり、ヤコプソンがユダヤ人であることを示

すものは、もはや両親がユダヤ人であるという事実のみであった。このようにある意味希

薄化したユダヤ・ルーツを持つ一方で、ヤコプソンは強いユダヤ人としてのアイデンティ

ティーを自覚していた。10 歳という幼い年齢で父親を亡くしていたことも無縁ではなか

ったと考えられる。加えて 14 歳から 16 歳の思春期に経験した世界一周 16という稀有な体

                                                         
13 Janice Ross, Like a Bomb Going Off. Leonid Yakobson and Ballet as Resistance in Soviet Russia. (New 
Heaven and London: Yale University Press, 2015), p. 63.  
14  Весь Петербург на 1895 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. СПб., издание А. 
С. Суворина, 1895. С. 265.  
[https://vivaldi.nlr.ru/bx000073983/view]（2020 年 11 月 1 日最終閲覧、以下同様） 
15 現在の名称は 155 番ギムナジウム。公式サイトに卒業生としてヤコプソンの名が挙がっている。 
[http://gymnasium155.narod.ru/Celebrity.htm]  
16 ヤコプソンがおよそ 800 人の子供たちと共に経験した世界一周については下記を参照。 
北室南苑『陽明丸と 800 人の子供たち―日露米をつなぐ奇跡の救出作戦―』並木書房、2017 年。 
梶彩子「振付家レオニード・ヤコプソン―その知られざる生涯 ―」『スラヴ文化研究』第 16 号、

2019 年、56-71 頁。 



 

6 

験も、いつ故郷に生きて帰ることができるかわからない極限状態に置かれ、己とは何者な

のかを否応でも考えさせられる出来事となったであろう。 

ヤコプソンは 1948 年から 1953 年の反ユダヤ主義の時代、いわゆるコスモポリタニズム

批判の時期にそのあおりを受けた。当時、反ユダヤ主義のキャンペーンは芸術、文学、音

楽、哲学、学問の分野で一般的に行われ、ユダヤ人は「根なし草的」コスモポリタンとし

て選びだされたが、それはユダヤ人には愛国心が無く、祖国ソヴィエトに忠誠心など持っ

ていないということを意味するものであったという。17 ヤコプソンがユダヤ人であること

を公に非難されたのは、バレエ『シュラレー』18（1950 年初演）に対しスターリン賞が授

与された直後のことであった。妻イリーナによれば、中央紙にバッシング記事を書かれ、

キーロフ劇場を追われたのである。19 記事のタイトルは「バレエにおけるコスモポリタン」

であったというから、コスモポリタニズム批判に乗じて最初の振付家としての大きな成功

を得たヤコプソンを失脚させようとしたのは明らかである。目論見は当たり、ヤコプソン

はキーロフ劇場を追われ、反ユダヤ主義のほとぼりが冷めた 1954 年になるまでキーロフ

劇場で作品を上演することができなかった。このバッシング記事事件で、ヤコプソンは日

常的なユダヤ人差別を除いて、おそらく初めて、ロシアのユダヤ人が経験してきた反ユダ

ヤ主義の憂き目に遭ったのである。このことでヤコプソンはユダヤ的出自を再自認したの

ではないだろうか。 

ヤコプソンが実際、バッシング記事による解雇等、ユダヤ人であるために不利益を被っ

たことは確かであり、その事実を否定することはできないが、しかし、同時にヤコプソン

はレニングラード舞踊学校を卒業後、キーロフ劇場及びボリショイ劇場というソ連の二大

劇場で振付を行い、海外公演にも参加できたソ連バレエ界のエリートでもあった。おそら

く、だからこそ、コスモポリタニズム批判の時代にあっても、少なくともバッシング記事

を書かれるまではキーロフ劇場で幕物作品を上演することができ、さらにはスターリン賞

も授与されている。ヤコプソンの創作活動においてユダヤ人であるということが不利に働

いたことはあったが、民族性だけが直接創作活動に支障をきたしたわけではなかった。反

クラシック・バレエを標榜した言動、実験的な作風、頑固で自分を曲げない性格も、同僚

やダンサーらの反感を買っただけでなく、ソ連当局の攻撃の対象となった。ヤコプソンが

                                                         
17 ツヴィ・ギテルマン『葛藤の 1 世紀』223 頁。 
18 『シュラレー』の初演時のタイトルは主役の名を取った『アリ・バティール』だったが、のちに

『シュラレー』に改題され、現在も『シュラレー』が一般的なタイトルである。混乱を避けるため

本稿では『シュラレー』に統一する。 
19 Зайдельсон В., Якобсон И. Д. Беседы о Леониде Якобсоне или Необходимый разговор и письмо, 
посланное вслед. СПб., Максима, 1993. С. 27-28. 
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当局から受けた理不尽な妨害の数々は、ヤコプソンが受けたユダヤ人差別同様、決して無

視できる事実ではないが、しかし、そうしたヤコプソンの譲らない性格やユダヤ的出自を

もってしても、当局はその創作活動を完全にやめさせることはできなかった。ヤコプソン

は決して諦めなかったし、その才能を評価し常に支持する人々がいた。ヤコプソンは 71

歳で亡くなる直前までバレエを作り続けた。そして、「バレエ界のエリート」でありなお

かつ「ユダヤ人」という危うい立ち位置にありながら、様々な障壁に屈することなく活動

を続けられたからこそ、ユダヤテーマのバレエ作品という大胆な創作が可能だったのであ

る。それはまさにヤコプソンにしかできないことだった。 

 

3. バレエ小品『恋人たち』（1958 年初演、音楽: シモン・カガン） 

『恋人たち』«Влюблённые»はヤコプソンの最初のユダヤテーマの作品で、タイトル通り若

き恋人たちを描いた舞踊ミニアチュールである。民族舞踊と生き生きとしたジェスチャーが

融合した約 3 分の作品で、音楽はユダヤ系ロシア人の作曲家シモン・カガン（Симон 

Михайлович Каган, 1908-1997）の同名作品が用いられている。カガンは、ロマンス歌手イ

ザベラ・ユーリエヴァの伴奏ピアニストとして有名だが、レニングラード・ジャズ、ひい

てはソヴィエト・ジャズの先駆的な第一世代に当たる。20 曲中にはクレズマー音楽の有名

な歌曲『7 時 40 分』（作曲家不詳）が順番を入れ替え多少のアレンジを加えられながらも

全編引用されており、音楽はユダヤ的である。2018 年 12 月 6 日掲載のサンクト・ペテル

ブルク・コメルサント紙の公演評でも『恋人たち』について「『7 時 40 分』（の音楽）に

乗せられたカンカン」21 と評されており、音楽によって印象付けられる作品のユダヤ性は

ロシアの観客には当時も現在も暗黙の了解として受容されていたと考えられる。 

あらすじは特定の作品に基づくわけではないが、ドブロヴォリスカヤは『恋人たち』に

ついて、「恋人たちはショーレム・アレイヘム作品の登場人物を想起させる」22 と指摘し

ている。ショーレム・アレイヘムはイディッシュ語文学の代表的な作家で、ユダヤ人共同

体（シュテットル）の物語を数多く残し、ソ連時代最も広く読まれていたユダヤ人作家の

一人である。代表作ではミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』の原作となった『牛

乳屋テヴィエ』が広く知られている。イリーナ・ヤコプソンの証言によれば、モスクワ国

                                                         
20 Ворохов Т. С. Из истории «эвакуированной эстрады» (материалы к творческой биографии артистов 
ленинградской эстрады). Университетский научный журнал 41, Санкт-Петербургский университетский 
консорциум, 2018, С. 58.    
21 Извитый сюжет: «Жар-птица» в Театре балета имени Якобсона. Газета "Коммерсантъ С-Петербург" 
№225 от 06.12.2018, стр. 12. [https://www.kommersant.ru/doc/3821073]  
22 Добровольская Г. Н. Балетмейстер Леонид Якобсон. Л., Искусство, 1968. С. 108. 
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立ユダヤ劇場の元団員も『恋人たち』について、「純粋なショーレム・アレイヘムだ」と

述べたという。23 アレイヘム作品で描かれるユダヤ人像が広く流布していることが伺える。 

ヤコプソンが最初のユダヤテーマのバレエ作品に取り組むきっかけとなったのは、1949

年頃、モルドバの首都キシナウに派遣され、現地の民族舞踊団ジョーク（Жок）で振付家

としての仕事を受けたことである。作品自体の初演は先にも述べたように 1958 年だが、

『恋人たち』の原型となった小品『ユダヤの踊り』«Еврейский танец»（音楽：民族音楽）

は 1949 年、モルドバの首都キシナウの民族舞踊団ジョークで初演されている。24 モルド

バでの創作活動については不明点が多いが、名前を出さない（いわゆるノンクレジット）

条件で民族舞踊団から給料を得ていたようである。コスモポリタニズム批判の時期とも重

なり、ユダヤテーマの作品を作ること自体、一般的に言えば危険であった。しかし、モル

ドバは古くからユダヤ人居住地があり、ユダヤ文化の一大中心地で、ポグロム、ホロコー

ストを経てなおユダヤの舞踊文化が残っていた。ウクライナ同様、モルドバには 1960 年

代、70 年代になってもユダヤ・ダンスと共にユダヤ式の結婚式が存在していたという。25 日

常にユダヤの舞踊文化が根付いている地でユダヤテーマの作品を上演することはさほど

危険ではなかったのだろう。ヤコプソンがこのような地域に根差したユダヤ文化に触れる

機会を得たことは、その後の創作活動に少なからぬ影響を与えた。 

1960 年の映画『舞踊ミニアチュール』は、各小品の冒頭でごく簡単な導入のナレーショ

ンが入る。『恋人たち』もその例にもれず、次のようなナレーションがついている。 
 

Давно настали сумерки. Давно закат погас. Куда спешишь ты, юноша, в вечерний этот 
час? 
訳: とうに薄暗くなりました。とうに日が沈みました。どこへいくのか、若者よ、こ

の夜の時間に？ 
 
また、ナレーションの草稿は下記の通りである。 
 

Счастливые влюблённые! Их нежность 
Легко перелилось в движение танца…26 

                                                         
23 Ross, Like a Bomb Going Off, p. 208.  
24 Ross, Like a Bomb Going Off, pp. 203-204.  
25 Walter Z. Feldman, Klezmer: Music, History, and Memory (New York: Oxford University Press, 2016), p. 
210. 
26 ЦГАЛИ СПб. Ф. 87, Оп. 1, Д. 152, Л. 34. Литературно-иллюстративный материал (библиография, 
выписки, списки произведений искусства, отобранных для миниатюр) 
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訳: 幸せな恋人たちよ！彼らのやさしさは 

踊りの動きの中に容易に移っていきました… 

 

どちらを見ても「ユダヤの」恋人たちということは強調されておらず、ナレーションの構

想段階からユダヤ性を明示することは念頭になかったということが確認できる。コスモポ

リタニズム批判時の不遇を考えれば明言が避けられていたのは当然のことかもしれない。 

 では実際に踊りの内容を、民族舞踊とジェスチャーの大きくふたつに分けて分析してい

きたい。作品中にはクラシック・バレエの動きは使用されず、全編通して民族舞踊がベー

スになっている。ここで用いられている民族舞踊は、フレイレフス（ウクライナとモルド

バで用いられた「一般的なユダヤの踊り」を指す言葉）27 であり、通常結婚式で踊られる。

ヤコプソン作品の多くは音楽に合わせた非常に細かく緻密な振付が特徴的だが、例のごと

く音符ひとつひとつと足のステップが一致するよう振付がされている。機械的に音のひと

つひとつを踏むだけでなく、つま先立ちで伸びあがり歓喜を表現したり、片脚のつま先で

地面に円を描く動きでためらいや恥じらいを表したりと表情豊かに足のステップが用い

られている。加えて、恋人たちが繰り広げる会話という物語要素が盛り込まれることによ

り、足のステップの表現はより奥行きを増している。一方、上体（上半身）は足と比べる

と動きは少なく、ジェスチャーを除くと基本的に手を軽く握り肘を体の横に曲げたポジシ

ョンになっている。女性はスカートをつまむこともあるが、いずれにしろ足の動きのほう

がはるかに多く、足のステップに特化した踊りである。 

ジェスチャーから浮かび上がるのは、コケティッシュな女の子に振り回される青年とい

った関係性である。女の子がそわそわした様子で登場し、待ち合わせ場所に青年が登場す

る。恥じらいながらも 2 人は互いに愛を打ち明け共に歩む未来を空想し、歓喜するという

筋立てが、踊りと融合したジェスチャーによって明確にしめされている。それは恋人たち

の会話でもあり、後半部分の将来を空想する場面では、結婚式の誓いのシーンや赤ちゃん

をあやすしぐさが登場する。ジェスチャーもリズムに乗せられているため、踊りと滑らか

に継ぎ目なくつながっている。顔の表情も通常のバレエ作品よりも豊かであり、コミカル

である。また、女の子が赤ちゃんをあやし、青年が喜ぶ動きは 3 回、女の子が青年の方へ

振り返り、青年が感動するしぐさは 4 回、それぞれ音楽に合わせて繰り返され、誇張され

た滑稽さをもたらしている。結婚式の空想というユダヤ性が色濃く表現されるシーンでは、

男性の両手を上方にかざすポーズがユダヤの結婚式に登場するフーベ（婚礼の天蓋）を彷

                                                         
27 Feldman, Klezmer: Music, History, and Memory. p. 412. 



 

10 

彿とさせる（図 1）。フーベとは、婚礼の際に設えられる四本の柱で支えられた天幕で、

その下で、花嫁と花婿がラビと両親の列席で婚礼の契りを交わす。28 フーベを思わせるポーズ

は『婚礼行列』でも用いられており（図 2）、ユダヤの結婚式を象徴するものとしてヤコ

プソンが考案したと考えられる。幸せな将来を共に空想した恋人たちは歓喜し、青年は片

脚を高く振り上げ喜びを表現し、若い恋人たちの底抜けの明るさによって作品は幕を閉じ

る。 

 

図 1 『恋人たち』のフーベ 

【著作権保護のため、図版を削除しました―編集部】 

 

 

図 2 『婚礼行列』のフーベ 

【著作権保護のため、図版を削除しました―編集部】 

 

 

『恋人たち』はで復刻上演され今でもレパートリーに入っている他、ワガノワ・バレエ・

アカデミーの課題作品として未来のダンサーたちも踊っている。 

 

4. バレエ小品『婚礼行列』 

 『婚礼行列』は『恋人たち』同様、1 組のカップルを取り巻く物語だが、作風は一変し、

物語は帝政時代のユダヤ人社会を舞台に、貧しさゆえに引き裂かれる恋人たちを取り巻く

悲劇へと変わっている。自身のバレエ団舞踊ミニアチュールの旗揚げ公演（1971 年）で初

演される予定だったが、直前に上演禁止処分を受け、その後 1975 年 6 月 21 日に初演され

た。ヤコプソンは初演から 3 か月も経たぬうちに、10 月 17 日に胃ガンでこの世を去って

おり、文字通り死の直前に上演に漕ぎつけたのが『婚礼行列』だった。『恋人たち』がヤ

コプソンにとってユダヤテーマの作品の試みであるとすれば、『婚礼行列』は同テーマの

集大成と位置づけることができるだろう。ヤコプソンはなぜ、ユダヤテーマの作品で婚礼

の悲劇を描いたのだろうか。 

作品中には美術、音楽それぞれにおいてバレエに先立って作られたユダヤテーマの作品

が用いられている。『婚礼行列』はしばしばシャガールの絵画の舞踊化と言われ、実際に

                                                         
28 S・アン=スキ（赤尾光春訳）「ディブック」『ポーランド文学古典叢書 5 ディブック ブルグ

ント公女イヴォナ』未知谷、2015 年、117 頁。 
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ヤコプソン自身もシャガール作品を基に作ったと述べている。29 シャガールの絵画は特定

の作品がそのまま舞台美術に用いられているわけではなく、舞台美術家のワレーリー・レ

ヴェンタリ（Валерий Яковлевич Левенталь, 1938-2015）により、シャガールの初期作品に

基づいたシャガール風の舞台美術が作られた。参照されたとされるシャガール作品は『ロ

シアの結婚式』（1909 年）、『結婚式』（1911 年）、壁画『音楽』、『舞踊』、『文学』、

『演劇』（1920 年、モスクワ国立ユダヤ劇場のために制作）が挙げられるが、その多くは

どれも幸福感に満ち溢れており、作品の悲劇性と相反している。この中で唯一、『ロシア

の結婚式』のみが、新婚夫婦を通してユダヤ人社会の貧困を描いている。黒田晴之は、「シャ

ガール作品のなかでも写実的な部類に入る『ロシアの結婚式』（1909 年）は，官憲（？）

に追い立てられる『憐れなユダヤ人の新郎新婦と楽士たち』を描いて、人口のうえではマ

ジョリティーを占めていたヴィテブスクのユダヤ人が、社会的には相変わらず抑圧される

側にあった様子をドキュメントしている」30 と興味深い指摘をしている。ヤコプソンはこ

の帝政時代の「憐れなユダヤ人」の姿を見逃さなかったのではないだろうか。 

シャガールの絵画作品と共に用いられたユダヤテーマの音楽作品は、ショスタコーヴィ

チの『ピアノ三重奏曲第 2 番終楽章』で、1944 年に逝去したショスタコーヴィチの友人で

音楽学者のイワン・ソレルチンスキーに捧げられたレクイエムである。ヘーントワによれ

ば、ヴィテプスク出身のユダヤ人画家ソロモン・ゲルショーフがショスタコーヴィチに歌

ったユダヤ的モチーフが使用されている。31 このユダヤ的モチーフはその後「ファシズム

と戦争の犠牲者たちに」と献辞がつけられた『弦楽四重奏曲第 8 番』（1960 年）でも用い

られた。ヘーントワはさらに、『ピアノ三重奏曲第 2 番終楽章』について「フィナーレは、

具体的な人物描写、献辞から明らかになる動機からさらに遠くへと聴き手を連れ去ってい

く。このような『死の舞踏』が、アウシュヴィッツやマイダネクにあった強制収容所の現

実であることを当時の人々はみな知っていた」32 と述べている。ショスタコーヴィチの音

楽にはホロコーストの犠牲者に対する哀悼のまなざしが込められている。『弦楽四重奏曲

第 8 番』において、『ピアノ三重奏曲第 2 番終楽章』から引用された「あのユダヤ風の沈

                                                         
29  Якобсон Л. В. Доклад на совещании ЛОВТО (Ленинградское отделение Всероссийского 
Театрального Общества, ныне: Союз Театральных деятелей России) о создании театра 
хореографических миниатюр 21 декабря 1970 года // Якобсон Л. В. Письма Новерру: Воспоминания и 
эссе. Нью-Йорк, Неrmitage Рublishers, 2001. С. 338. 
30 黒田晴之「シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか―あるいはロシア革命前後のユダ

ヤ人が展開した音楽について（1）」『言語文化研究』第 27 巻、第 2 号、2008 年、59 頁。 
31 ソフィヤ・ヘーントワ（亀山郁夫訳）『驚くべきショスタコーヴィチ』、筑摩書房、1997 年、33
頁。  
32 ヘーントワ『驚くべきショスタコーヴィチ』33 頁。 
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鬱な死の舞踏のテーマも、さながら泣き踊りのように響いている」33 とヘーントワが述べ

ているように、『婚礼行列』で響く旋律は悲痛さに満ち、むしろ葬式のような陰鬱な悲し

みを想起させ、喜ばしいはずの「婚礼」からは程遠い。 

あらすじは特定の物語が原作として用いられているわけではなく、普遍的な不釣り合い

の結婚の悲劇が描かれている。レオニード・ヤコプソン記念サンクトペテルブルグ国立ア

カデミー・バレエ劇場の公式サイトに示されているのは次のような筋書である。 

 

小さな楽隊の音楽に合わせて通りを婚礼行列が進んでいく。花嫁は悲しみに暮れて

いる。裕福な家に嫁にやらされたが、彼女には、彼女と同じくらい貧しい恋人がいた。

かわいそうな少女の不運な恋人は出来事にショックを受けている。彼は苦しみ、請い、

恋人と引き裂かないでくれと懇願する。しかし裕福な花婿の両親は彼を無作法にはね

つけ、花嫁の両親は何もできない。婚礼行列は続いていく。34 

 

ヤコプソン研究者のズヴョーズドチキンは、「ショーレム・アレイヘムの時代の貧しいユ

ダヤ人婚約者の恋をめぐる社会ドラマが、悲劇的でグロテスクな動きで表現されている」35 

と述べている。既に述べたように、全く作風の違う『恋人たち』においてもアレイヘムの

名が引き合いに出されており、当時のソ連の人々の間で、革命前のユダヤ人像がアレイヘ

ム作品の登場人物と密接に結びついていたことが伺われる。アレイヘム作品が代表するイ

ディッシュ語文学の隆盛が、舞台芸術の受容にも大きく波及していることがわかる。もっ

とも、アレイヘム作品の多くは喜劇調であり、主人公の思いを寄せる女性が裕福な家に嫁

いでしまう悲恋がテーマの短編『ソロモン雅歌』等不釣り合いな結婚が描かれたものがあ

るが、『婚礼行列』のような激しい悲しみとは異なる。 

振付に関して、ズヴョーズドチキンは「その動きの元になったのは、ユダヤ・スタジオ

ハビマの作品『ディブック』である。ワフタンゴフ劇のように『婚礼行列』では登場人物

の感情の動きが『ジェスチャーの音楽』、まず手の動きを通して表現されている」36 と説

明している。ハビマとは、1917 年にスタニスラフスキーの後援を受けて演出家エフゲニー・

ワフタンゴフがモスクワに設立したユダヤ劇場で、最も有名な作品が S. アン=スキ原作

                                                         
33 ヘーントワ『驚くべきショスタコーヴィチ』42 頁。 
34  Свадебный кортеж. Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Леонида 
Якобсона. [http://www.yacobsonballet.ru/ru/afisha/svadebnyy-kortezh]  
35 Звёздочкин В. А. Творчество Леонида Якобсона. СПб.: СПбГУП, 2007, С. 186. 
36 Звёздочкин. Творчество Леонида Якобсона. С. 186.  

なお原文ではヘブライ語の冠詞を付けた«Гадиббук»の表記だが通称の「ディブック」に統一した。 
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のイディッシュ語劇『ディブック』（1922 年初演）である。『ディブック』初演の 1922

年からハビマがロシアを離れる 1926 年まで 37の間は、ヤコプソンの学生時代（単一労働

学校を経てバレエ学校で学んでいた）と重なる。ヤコプソンが『ディブック』を観たかど

うかはわかっていないが、当時大きな話題を呼んだことやヤコプソンの芸術全般への高い

関心から、その可能性はある。実際にハビマの『ディブック』と『婚礼行列』の動きには

どの程度共通点があるのだろうか。1960 年代に撮影されたハビマによる『ディブック』の

映像 38が一部残っており、互いに挨拶をしあう男たちの指が真っ直ぐに伸ばされた手

（0:07-0:26 頃）や、少女のかかとを地面につけない歩み（0:34-0:37 頃）は、人形を彷彿と

させるぎこちない動きを生み出している。断片の映像だけで比較するのは難しいが、人間

の動きと異質な「人形らしさ」は、『婚礼行列』にも共通する点である。一方で、言葉を

持たないバレエ芸術の特性により、例えば走る時に両腕を振り回すなどひとつひとつの動

きが誇張されており、ヤコプソン作品の登場人物の方がより動きが大きい。『ディブック』

では奇しくも『婚礼行列』同様不釣り合いな結婚が描かれており、裕福な男性との結婚を

強いられるヒロイン、レアが、生まれる前から結婚が決まっており意中の相手だったハナ

ンの死霊（ディブック）に憑依されるというあらすじになっている。『ディブック』が初

演後まもなく世界巡業し世界的な知名度を得たことも手伝ってか、名だたる振付家によっ

てバレエ化されてきた。有名な振付家の作品では、1975 年のジェローム・ロビンズ 39版

『ディブック』（音楽：レナード・バーンスタイン、ニューヨーク・シティ・バレエ）や、

1988 年初演のモーリス・ベジャール版『ディブック』（音楽：ユダヤの民族音楽、ベジャ

ール・バレエ・ローザンヌ）、近年の作品では、2001 年初演のロシアの振付家アレクセイ・

ラトマンスキーによる『レア』（音楽：バーンスタイン、アレクセイ・ファデーチェフ・

ダンス・カンパニー）が挙げられる。ロビンズだけでなく、ベジャールもラトマンスキー

もユダヤ人の父親を持つ振付家である。ヤコプソンは『ディブック』をバレエ化したわけ

ではないが、一連のバレエ版『ディブック』に先駆けてユダヤテーマの作品を上演したこ

とは注目に値する。また、ハビマと並ぶもうひとつのユダヤ劇場であるモスクワ国立ユダ

                                                         
37 ハビマは『ディブック』を携えて 1926 年にヨーロッパ・ツアーに発ち、その後ソ連に戻ることは

なく、1931 年から現在に至るまでイスラエルに拠点を置いている。 
 The Dybbuk [https://youtu.be/tOZ132QZ1PE] - קובידה 1965 - 1960 38
39 ロビンズはユダヤ系アメリカ人振付家で、バレエ『ディブック』に先立って、ミュージカル『屋

根の上のヴァイオリン弾き』の振付も担当した。 
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ヤ劇場のソロモン・ミホエルスは、シャガールの壁画から学んで登場人物の音楽的で表現

力豊かな動きを生み出したという。40 

では実際に『婚礼行列』の振付を、前半と後半に分けて分析していきたい。前半は登場

人物たちが出そろい、花嫁と恋人が会話をする部分までとする。舞台上には花嫁の友人、

楽隊 3 人組、ラビ、花婿と花嫁、花婿の両親、花嫁の両親、花婿役の 12 人のダンサーが

順番に登場し、婚礼行列を成していく。花嫁の友人を筆頭に、それぞれの登場人物たちは

舞台上手から現れ下手に移動しながら短いソロ・パート（両親や花婿と花嫁の場合はペア

の踊り）を踊り、下手袖に入ると、客席からは見えない舞台両袖で方向転換をしながら再

び下手袖から登場し、次のソロを踊る登場人物の奥を通って上手袖に踊りながら移動する

（図 3）。行列が蛇行しながら絶え間なく続く様子を描く巧みな演出である。作品の前半

はこのように行列で登場人物が出そろうプロセスの中で、それぞれの登場人物に付与され

た異なる舞踊語彙がフレーズごとに掲示され、観客はその性格や物語における立ち位置を

知る。花嫁の友人は花嫁の将来的な妊娠のうわさをジェスチャーで示しながら歩み、続く

楽隊 3 人組は立ち位置を交替しながらそれぞれの楽器を演奏して進む。ラビはシャガール

の絵画『祈るユダヤ人』（1914 年）そっくりの出で立ちで天を指さしながら登場し、何か

を主張するように話すジェスチャーをしながら、その場で飛び跳ね、回りながら歩んでい

く。尊大な様子で満足げに登場するのは裕福な花婿の両親で、対照的に青白い服と青ざめ

た顔で力なく歩む貧しい花嫁の両親が続く。父親そっくりの服装とひざを曲げふんぞり返

った姿勢で花婿が花嫁の手を引いて登場し、乱暴に花嫁を抱きしめようとしたり、すり抜

ける花嫁に気づかずきょろきょろ見回したり稚拙で愚鈍な様子を見せる。花嫁はかごから

鳥が逃げ出そうとするかのように天へ手を伸ばし、花婿に抱き上げられると足をばたつか

せ空を蹴り虚しい抵抗を見せる。音楽も花嫁のパートまでは同じフレーズが繰り返される

が、花嫁の踊りからは急に悲鳴のような高音に変わり、登場人物の一部（花嫁の友人とラ

ビ）はその場でポーズを取って静止する。行列の最後尾に花嫁の恋人が登場し、何かを請

うように両手を差し出しながら歩み、片脚立ちでもう片脚を組み、上体を折り曲げ縮こま

ったポーズで苦悩を表現する。花嫁とその恋人はお互いに気づき、他の登場人物が皆静止

する中でキスを投げ合い会話をする。この 2 人の踊りの中では、花嫁が自在に向きを変え

ながらリフトされるなど重さを感じさせない動きが多用され、花嫁は際立つ衣装の白さや

はためく軽やかなベールと相まって、シャガール作品の浮遊する恋人たちの姿や、ヤコプ

                                                         
40 Сулина А. Н. М. Шагал в балетном театре: «Свадебный кортеж» Л. Якобсона // Дзяржава і творчая 
асоба : матэрыялы V рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 4 снежня 2014 г. / Беларуская 
дзяржаўная акадэмія мастацтваў. Мінск, 2014. С. 102. [http://repository.buk.by/123456789/15198] 
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ソンのバレエ『シュラレー』の鳥から乙女に自在に姿を変えることができるヒロイン、スュ

インビケをも想起する。 

 

 

図 3 婚礼行列の進行方向 

 

後半では、音楽が悲痛さを増すのと相まって物語は一気に加速し、恋人たちが引き離さ

れるドラマが展開されていく。花婿の母親が恋人を引きはがし左頬をひっぱたき、花嫁と

花婿の婚礼を無理やり続けようとする。ここで花婿の両親が『恋人たち』でも登場したフー

ベのポーズをとりながら新郎新婦の周りを踊っている点は興味深い。なすすべもなく立ち

尽くす両親のもとに駆け寄り花嫁はさめざめと泣き、友人も慰めようとするが、その場は

紛糾し、各々が自分の舞踊語彙で好き勝手に主張する。そんなカオス的状況の中、花嫁は

花婿一家の踊りの輪に投げ込まれ、逃げまどい、続くソロで花婿の父親は地面を力強く踏み

鳴らしながら片手をもう片方の手に打ち付け花嫁に払った高い持参金を表すジェスチャー

を繰り返す。ラビ、楽隊 3 人組、花婿の父親は同じ踊りで花嫁の両親の方を指し示す。花

嫁と恋人は彼らに促されるようにして、すすり泣きのような高音のフレーズに合わせて花

嫁の両親の前に膝をつき許しを請うが、花嫁は花婿に差し出されてしまう。許しを請う場

面は物語のクライマックスになる。再び花婿の両親は勝ち誇ったように新郎新婦の周りで

フーベのポーズを取り、ラビや楽隊 3 人組―結婚の儀式をするために呼ばれた参加者たち―

はいそいそと駆け寄り両親の手を握り祝福する。登場人物は前半の最後の静止した立ち位

置に戻り、再び花嫁と婚約者の会話が展開される。婚礼行列は後半の紛糾などなかったか

のように続いていく。花嫁の恋人は打たれた左ほおを痛そうに抑えながら追うが、取り残

され、行列とは反対方向に後ろ向きで上に伸びあがるようなジャンプを交えながら進み、

慟哭のモノローグを展開する。縮こまりうつむいていた恋人が初めて感情を激しくあらわ

にするのがこのモノローグである。両腕をねじるようにからませ身を震わせ、両手を差し

上
手
袖 

下
手
袖 
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出し、頭を抱え、洟をぬぐい、自らをなだめる。再び後ろ向きに進みながら上体を折り曲

げ片脚を上げ両手を交差させて反対側の手で上げた脚を持ちいびつなポーズを繰り返す。

ラストは正座で前方に進みながらむせび泣き、零れ落ちる苦い涙を一粒ずつ手のひらに溜

めて飲み干し、片脚を抱え抱きしめ力なく頭を垂れる。不釣り合いな結婚により恋人を失

う身を引き裂かれるような辛さが慟哭のモノローグで表現され、絶望を耐え忍ぶしかない

無力感が涙をためて飲み干すシーンに表れている。 

ヤコプソンはユダヤ文化の中で育ったわけではなかったが、キシナウでユダヤ文化に触

れたり、反ユダヤ主義の差別を受けたりしながら、ユダヤ人としてのアイデンティティー

をより確固なものとしつつ、同時代の芸術家であるシャガールとショスタコーヴィチの作

品に呼応する形でバレエを作ったと見ることができる。シャガール作品で描かれる帝政時

代のユダヤ人の不遇や、ショスタコーヴィチの音楽で響くファシズムの犠牲となったユダ

ヤ人への哀悼をふまえた上で『婚礼行列』に目を向けると、ラストシーンで涙を呑む花嫁

の恋人は、葛藤の 1 世紀を生きてきたユダヤ人の姿と重なる。ヤコプソンはこれまでも、

『奇跡の国』（1967 年）、『ヒロシマ』（1979 年初演）41 でそれぞれ独ソ戦や原爆の悲劇

を描いてきたものの、同様にユダヤ人迫害を直接描くことは避けている（避けざるを得な

かった）。しかし、作品は単なる不釣り合いな結婚の物語を超えた悲痛さに満ち満ちてお

り、ユダヤ人が経験してきた困難や絶望、嘆きを見る者に訴えかけてくる。 

『婚礼行列』はレオニード・ヤコプソン記念サンクトペテルブルグ国立アカデミー・バ

レエ劇場で 2003 年と 2018 年に再演され、上演数は決して多くはないものの今も受け継が

れている。また、2017 年にはアメリカのゲルシー・カークランド・バレエでも上演されて

いる。 

 

おわりに 

 ここまで見てきたように、ロシア化したユダヤ人であったヤコプソンは、民族舞踊、シ

モン・カガンやショスタコーヴィチの音楽、シャガールの絵画等からインスピレーション

を得ながらユダヤ性を取り入れ、独自の舞踊語彙を編み出し創作を行ってきた。舞踊ミニ

アチュール『恋人たち』はユダヤの舞踊文化を取り入れた底抜けの明るさを持つ若い恋人

たちの物語であり、そのユダヤ性は控えめな民族舞踊的な表現にとどまる一方で、『婚礼

行列』では、シャガールの絵画やショスタコーヴィチの音楽におけるユダヤ表象が交錯す

                                                         
41 『ヒロシマ』の初演は 1979 年だが、自伝によれば 1969 年の第 1 回モスクワ国際バレエコンクー

ルで披露した際に非難されたとあるので、『婚礼行列』よりも先に完成していたとみることができ

る。 
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ることで、帝政時代のユダヤ人社会を舞台にした不釣り合いな結婚という普遍的な悲劇の

向こうに、ロシア・ユダヤ人の声にならない嘆きを見出すことができる。今後は演劇との

関係や出自についてもさらに調査を進めていきたい。 
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Jewishness in Leonid Yakobson’s Choreographic Miniatures 
Lovers and Wedding Cortege 

 
KAJI Ayako 

 
Leonid Yakobson created the Jewish-themed choreographic miniatures Lovers (1958) and 

Wedding Cortege (1975) at great risk in the Soviet Union, where anti-Semitism was entrenched. 

Privileged as an elite figure in ballet, yet vulnerable as a Soviet Jew, he overcame great obstacles 

with his perseverance and talent. Thus he was able to compose such bold works as Jewish-themed 

ballets. 

The choreographic miniature Lovers is a short comical love story about two young lovers, based 

on Jewish dance culture. Its Jewishness is expressed mainly through Jewish folk dance. In Wedding 

Cortege, which was staged just before the choreographer’s death, Yakobson added to the Jewish 

theme by using a Marc Chagall-like decor created by Valery Levental and Shostakovich’s music 

Piano Trio No. 2 in E minor, Op. 67, both of which evoke the tragic history of the Jewish people. 

The ballet is set in a Jewish shtetl in the Russian Empire, and it is about an imbalanced marriage; 

beyond this ordinary tragedy stands the grief of Russian Jewry. 

 

Key Words: Leonid Yakobson, Soviet ballet, Choreographic miniature 


