イギリス映画 （2015）

イギリス映画 （2000）

ミュージカル『ビリー・エリオット』の実写版は、最高に好きな作品なので、特別バージョ

ミュージカル『ビリー・エリオット』は、その 5 年前に制作された映画『リト

ンの詳細解説版を設けることにした。左側のこの欄に、開幕から第１幕が終わるまで、順を

ル・ダンサー（原題は同じ、ビリー・エリオット）
』と同じ監督、脚本家、振付

追って、短い解説と写真というように、小刻みに進めていく。原則写真は 1 枚とするが、ど

師により制作されたものなので、非常に類似点が多い。どの部分が、そのまま

うしても複数になってしまうことも多い。また、使用する写真は、他のあらすじと違い、オ

生かされ、その部分が改変されたのか、制作グループが全く同じで、時間的に

リジナルのサイズを用いることで、縦幅を縮小する。さらに、簡略版の解説では標準語を用

も 5 年しか経っていないので、両者を対比すると重点の置き所の違いがよく分

いているが、この詳細解説では敢えて方言を使用する。それは、元々このミュージカルは、

かって面白い。そこで、左欄のミュージカルと対比しつつ、それに該当する映

非常に強いダラム地方の訛が使われているからで、それを標準語に訳してしまうと雰囲気が

画のシーンは元々どのようなものであったか、その使われ方はどう変わってい

変わってしまうからである。そこで、私がイギリスから最初にブルーレイを取り寄せた時、

るのか、あるいは、全く同じなのか、を写真付きで解説するのが、この右の欄

全字幕を訳した時の博多弁をそのまま使用する。なぜ、博多弁なのか？ 英語の訛は主とし

である。従って、普通のあらすじは、
『リトル・ダンサー』を参照していただき

て発音法に起因するものが多く、単語そのものはそれほど変わらない。しかし、日本語の方

たい。なお、使用する写真は、他のあらすじと違い、オリジナルのサイズを用

言は名詞も動詞もがらりと変ってしまう。そこで、なるべく標準語に近く、しかし、方言で

い、縦幅を縮小する。左欄のミュージカルと違い 16：9 のサイズなので、縦幅

あることがはっきりわかり、かつ炭鉱地帯にも近い唯一の方言として博多弁を選んだ。ただ

を同じにしただけ横幅が狭くなっている。また、使用する台詞も、左の解説編

しやり過ぎると意味が分からなくなるので、標準語と適宜混ぜることにした（私は、九州の

と対比できるようにするため、博多弁を用いている。

人間ではないので、
「変な博多弁」になっているとは思うが、雰囲気は出ていると思う）
。以
下の台詞は、すべて方言を使っている。老人、あるいは、炭鉱夫は方言を強くし、子供や中
流階級では弱く、王立バレエ学校ではもちろん標準語、というように微妙に使い分けている。
これにより映画の雰囲気がより的確に伝わるものと期待している。
なお、ここでは、あらすじを詳しく紹介し、原作映画『リトル・ダンサー』と対比するのが

なお、原作映画では、ミュージカルの冒頭に該当する部分はまったくないので、

目的なので、映画そのものの解説は省略する。通常版の方を見ていただきたい。

しばらく空欄が続く。

1984 年 3 月 12 日、ダラム炭鉱夫組合のイージントン支部では、組合の事務所に炭鉱夫とそ
の家族が集まり、いつストライキの指令が出るのかを待っていた。実は、このストライキは、
3 月 6 日にイアン・マクレガー石炭庁総裁が、同年中に全国 174 坑のうち採算のとれない 20
坑を閉鎖し約 2 万人の合理化計画案を公表したことを受け、全国炭坑労働組合のアーサー・
スカーギル委員長が、全組合員によるストライキ批准投票（郵便による無記名の秘密投票）
という正式な手続きを踏まず、独断でストライキ指令を出したことにより始まる。そして、
ストライキは、1985 年 3 月 3 日までほぼ 1 年間も続き、他の労組からの支援も得られなかっ
たことから、無残な敗北に終わる。イギリスの労働紛争史上でも有名な事件である。
世話役の巨漢、ビッグ・デイヴィが出席者の確認をとりながら、歌い始める、
「♪そいで 手
の傷つき、血の出ても」
「♪そいで 肺の、塵で詰まっちも」
「♪そいで 胸の、張り裂けても」
「♪我らは決して、信頼ばやめん」
。そして歌は全員に」
「♪我らは 苦痛と空腹と闘う、あら
ゆる暴力に対し」
「♪我らは決して 希望ば捨てない、誇りある 正直な暮らしへの」
「♪だか
ら 我らは共に立ち上がる、霜や雹 雪の中でも」
「♪星こそは 我らが贖罪、だから知っとる」
。
少し方言を強くして訳してみた。このくらいの方がぴったりしているのでは？

この時、支部を取り仕切るジョージ（ビリーのボクシング教室のコーチでもある）が、
「指令
があった！」と言って現れ、両手の拳を振り上げる。
「やるぞ、ストライキだ！」
。ストの準
備のため帰宅する人々。

全員が帰った後、ビリーが歌う、
『優しく支えてよ』
。
「♪助け上げて、優しく支えてよ」
「♪
持ち上げて、高く支えてよ」
「♪長い夜の、闇の過ぎれば」
「♪明るい陽の下で、飛べるだろ
う」
「♪そいでもし、拒絶されようと」
「♪そいでもし、見捨てられようと」
「♪見つけるだろ
う、新しい明日を」
「♪そいで遂に、立ち止まったら」
「♪立ち上がろう、誇りを持って」
「♪
だって、一人やないから持って」
「♪そいでいつか戻るだろう、我が家へと」
。床の上で微妙
なバランスを取りながら歌わなくてはならないので、かなり難易度は高い。

ビリーの歌が終わると全員が戻ってきて、プラカードを掲げ、ストライキに突入する。歌は、
先ほどと同じ、
『♪星は見よる』
、その後半部分だ。
「♪星は見よる、自分の光を、そこに輝き
のあることを」
「♪星は見て知っとる、正義ば、そいで、権利ば」
「♪星は見て知っとる、闘
いば、苦痛ば」
「♪星は、光が再び輝く場所に 導いてくれる」
「♪我らは 立ち上がる、陽の
下で、同じ陽の下で」
「♪我らは 立ち上がる、全力で共に、全力で一斉に」
「♪我らは 立ち
上がる、全力で勝利のため、勝つまで」
。労働歌を基本にした、なかなかいい曲だ。

全員での歌が終わると一気に暗くなり、中央から 2 階にあるビリーの部屋がせり上がって来
る。全編を通して大きなセットはこれだけ、実に明解でシンプルだ。

せり上がった部屋を上から写したのが次のショット。このミュージカル・ライブでは、ライ
ブ映像が、そのままイギリス他 7 ヶ国の映画館で同時に観られるという画期的な試みがなさ
れた。舞台の場合、録音と照明はコンピュータで制御されているが、それに複雑なカメラワ
ークが加わる。これまであったオペラのライブ映像と違い、カメラは実に様々な角度から俳
優を捉えている。舞台の正面だけではなく、背後や、この写真のように天井からのものもあ
る。それらの映像を、最も効果的な形で切り替えながらライブでつないでいくのは、大変な
試みだったと思う。その革新的な技術も、この映画の見所の 1 つである。

ここから、ビリーの家の 1 階での、父と兄と祖母の 3 人の会話が始まる。まず、最初にラジ
アから流れる、サッチャー首相の演説。
「…少数の人間による、無情な決断の産物です。彼ら
は破壊者です。労働組合員でなく過激分子です。労働組合だけでなく、経済も傷付けていま
す。自由を破壊するため、自由を利用しているのです」
。ラジオを聴いているのは祖母。いい
加減頭にきて、父が「不愉快な魔女なんか 消すぞ」と言って一方的にスイッチを切る。さら
に息子が作ったプラカードを見て、
「社会主義労働者 だと？」と批判する。兄：
「政治的な煽
動だ、分かるか？」
。それを訊いた祖母が、突っ込みを入れる。
「煽動やなく、暴動じゃなか
んか？」
。そして、2 人の服装を見て、
「ズボン はいとらんね。で、お前さんはビキニかい」
。
さらに、孫に向かい、
「分からんな。炭鉱 どうしたいん？ わしなら、あげなもん閉めちま
うで」と過激な意見。実は、この現状認識が一番正しい。このお婆さん、なかなか鋭い。兄
は、
「それこそ、奴らの目的だ」と反論する。それが兄の立場だからだ。現実が分かっていな
くて、振り回されている犠牲者とも言える。

その後、スト破りが警官に守られて炭鉱に向かっているとの情報がもたらされ、父は、
「ビリ
ー、50 ペンス 置いとくぞ」と言って出て行く。このお金は、ボクシング教室の毎週の授業料
だ。今の 200 円ほど、月謝だと 800 円になるので、信じられないほど安い。しかし、ストラ
イキで無収入の父にとっては貴重なお金なのだ。寝坊して下りてきたビリーが、祖母に、
「こ
れ、衣類乾燥棚に入っとった」と言って、パスティ（肉と野菜の入ったパイ）を見せる。祖
母は少し、口はキツイ割に少しボケ気味で、自分の大好物を隠しておいて、忘れてしまった

映画『リトル・ダンサー』では、時代背景や地域の事情を説明する部分は一切

のだ。祖母：
「そいは なんや？」
。ビリー：
「パスティだよ」
。「そーかい。ありがたい。食べ

なく、いきなりビリーが祖母の朝食を準備する場面から始まる。ミュージカル

られたっち 思っとった」
。
「誰も食べないよ。そげなもん」
。
「こぎゃん うまかぁもんば」と

では、祖母の朝食を作るのは父。ビリーが直接食事を作ることは一切ない。左

言って、食べようとする祖母。
「おばあちゃん！ 病気になっちゃうよ。見て、カビの生えと

の場面も、食事を出しているのではなく、見つけ出してきたカビの生えた祖母

う」と慌ててビリーが止める。
「ハラハラさせるんだから。とにかく、ゼネストのことは 覚

の好物を見せているだけ。しかし、原作映画では、ゆで卵を作り（如何にも熱

えてても、自分で隠したパスティ、忘れちゃう」
。ミュージカルは、原作映画に比べかなりコ

そう）
、トーストも焼いている。しかし、祖母の痴呆度は非常に重く、せっかく

ミカルだが、冒頭のビリーの家のシーンでも、観客の笑い声がよく聞こえる。

ビリーが朝食を作っても姿が見えない。慌てて、探しに行かなくてはいけない。

しかし、ビリーが目を離した隙に、祖母はそれをかじってしまい、
「こりゃ、ほんと最悪やぞ」
と顔をしかめる。そして、
「あっちに、うまかソーセージ隠してあっけん」と言って去って行
く。ビリーは、祖母が消えると、パスティをすぐゴミ箱に捨てた。

ビリーは、テーブルに置いてあったミルクのビンから、直接飲んでしまう。すると、
「ねえ、

映画では、かなり後の場面になるが、ビリーが冷蔵庫から牛乳ビンを出して、

坊や。ビンから飲んじゃ ダメでしょ？」と声がかかる。ビリーが振り返ると、そこに死んだ

コップにつかずにビンから直接飲むシーンがある。すると、
「ビンから飲んじゃ

母がいた。
「ごめんなさい、ママ」と謝るビリー。死んだ母の幻想を見るということは、ビリ

ダメでしょ？」と声がかかる。ビリーが振り返ると、死んだ母がいた。ミュー

ーと母との絆の強さを表している。母：
「遅刻しちゃうわよ。50 ペンス持ってるの？」
。
「父さ

ジカルでは、死んだ母は 3 回登場し、そのうち 2 回は歌う。原作映画では、母

んがくれた」
。
「運動靴は持った？」
。靴がないので必死に探すビリー。「慌てるから、忘れる

の登場は 1 回だけ。しかも非常に短い。しかし、重要な点は、
“母が登場する”

のよ」と諭す（第２幕の最後にも、同じ台詞が使われる）。
「おばあちゃんが 動かしたんだ」
。

という設定だ。ビリーは、
「ごめんなさい、ママ」と謝り、母は、
「戻しておい

とビリー。役目を果たし消える母。

てね」と言って消える。

「ママ？」と言いながら、見つけた靴を手に部屋の中央で立っているビリー。ビリーが一歩

原作映画では、マイケルはボクシング・クラブには入っていない。クラブの入

も動くことなく、場面は、ビリーの家からボクシング教室へと切り替わる。背後で、すっと

口で、ビリーが、
「ほんとに、やらんけんと？」と訊く。マイケルは、
「うるさ

舞台下に降りていく 2 階建ての建物。このミュージカルの定番的な場面転換法で、きわめて

いな。そげな、くだらんもん。相手を殴るなんて、ナンセンスだ。だいたい、

簡潔、かつ、スマートだ。舞台の左からコーチが、
「来い、膝ば上げろ、たるんどるぞ！」と

なして君のやるんだ」と、剣もほろろ。
「うまいから」
。
「ウソつき」
。ミュージ

言いながら、生徒と一緒に現れる。

カルのマイケルと違って、かなり暗い性格だ。

ビリーを見つけたコーチが、
「こぎゃん遅く来て、どげんつもりだ？ 今しゅぐ、準備せろ」
と命令する。
「やるの？」
。
「当然だ。まだ何も しとらんやろ」
。
「だけん、もう終わる時間だ
よ」。
「やれ！ さもないと パンチば喰らうぞ！」と言ってグラブでビリーの頭をポカリ。そ

ジムの中に入って行く、ビリー。大きな違いは、ちゃんとリングがある。コー

の後、床の上で腕立て伏せをしている生徒に向かい、
「チビ助、そいばってん 腕立て伏せか？

チが、遅く来たビリーに、
「エリオット、遅刻だ」
「着替えて、リングに入っち」

サッチャーのパンティの中はビンビンだぞ」と励ます。子供に向かって言うにしては、何と

と命令する。内容は似ているが、ビリーは何も言い訳しない。まさか、ピアノ

も凄い台詞だ。

を弾いていたからだとは言えないだろう。

「遅刻したのは、おばあちゃんの面倒を…」と弁解するビリー（実際は、寝坊しただけ）
。
「今
すぐ、お前の面倒ば見てやる。俺が、健康のため、こいつば やっとうとでも？ もう 11 時
半だ。ボクシングが嫌いだと思われるぞ」
。
「嫌いだ」
。
「50 ペンス。好きでも嫌いでも、出す
べきもんは出しぇ」
。原作映画と異なり、こちらのコーチは営利主義的で、しかも、後から分
かることだが、実に意地が悪い。それでもって、組合の幹部ときている。困った人間だ。

「ベルが鳴った。セコンドアウト。第１ラウンド」と言って、ビリーと相手しようとするコ

コーチが、
「さあ、全力で当たれ、第１ラウンドだ」と言い、同年代の選手と戦

ーチ。しかし、ビリーは、横に飛んだり、手を振ったり、最後には腰をくねらせる。
「そいつ

わせる。ミュージカルでは、コーチがビリーと対戦するので、ビリーがふざけ

は、いったい何の真似だ？」と怒鳴るコーチ。「気を そごうと」
。
「ダンス・パーティじゃな

ても、それほど違和感はない。しかし、相手が少年のこの練習、ビリーは、ふ

か」
。映画よりかなり過激な動きだ。そこがまた面白い。インタビューでバレエの先生役のラ

ざけていると言うよりは、怖がって逃げ回っている感じ。如何にも頼りない。

シー・ヘンズホールが「（他のビリー役の）誰よりも元気なところが いいわ。コメディのセ

それを見たコーチ、
「なんや、またか。こいつな、男っち男ん闘いだ。お茶ん会

ンスも 素晴らしい。観客の心をつかんじゃう。天性のものなんだと思うわ」と述べている。

のダンスじゃなか」と叱りつけるのも尤もだ。

その次が、マイケルとの対戦。原作映画では、マイケルはそもそも入会していない。しかし、

コーチ：
「グリーヴス、こいつは ちんたらやっちるだけだ。気合ん入った奴ば

対戦相手に一発でノックアウトされる点は同じ。ただ、殴った後で、
「ごめんよ、ビリー」と

お見舞いしてやれ。女のごたぁ真似しやがって」
。あまりのひどさをイライラし

言うのが如何にもマイケルらしいし、
「なして謝る？！」と問い詰めるコーチも、人柄が出て

ながら見ていた父が、
「ビリー、パンチだ。頭ば打て！」と怒鳴ったのに気を取

いる。コーチ：
「奴が打ったら、お前が打ち返す！

られてノックアクト。

ボクシングなんだ！」
。

ビリーは、
「お前は恥だ、おやじさんと、そのグラブと、輝かしい伝統ある、このボクシング

ビリーは、
「お前は恥だ、おやじさんと、そのグラブと、伝統ある このボクシ

教室の」と言われる。そして、
「お前はサンドバッグば使って、練習してろ。帰るまでに、ウ

ング・クラブの」と言われる。ミュージカルは、この台詞をほぼ踏襲している。

ィルキンソンさんに 鍵ば渡しとけ」
。そして、ビリーは床に投げられた鍵を、何とか取り上

原作映画では、全部終わってから、コーチが 50 ペンスを請求する。そして、
「ビ

げようとする。ここまでがボクシング教室。そして、場面はそのままバレエ教室に切り替わ

リー、サンドバックだ。ぴしゃーっときるごとなるまで、帰るな。終わったら、

る。ビリーは振り向くだけだ（2 枚目の写真）
。すると、女の子がいっぱい入ってくる。

ウィルキンソンさんに 鍵ば渡しとけ」
。そして、鍵を渡される（床には放らな

い）
。それに、バレエ教室は、ホールの一角で既に始まっている。そして、ビリ
ーのだらしない練習振りも、デビーに見られている。ここで一つ疑問に感じる
ことがある。ストライキ中、バレエ教室が、ボクシング・クラブの一部を間借
りして開催されていて、デビーがビリーを見ている。それなのに、これから先、
ビリーは、ボクシングをサボってバレエをやることになるのだが、同時に練習
が行われていて、それが同じホールの中で、特に仕切り壁もないというのに、
ビリーの勝手な行動が、ボクシングのコーチの目になぜとまらなかったのだろ
う？ 脚本の抜け穴だとしか思えない。

ビリーが、
「先生、鍵」と渡そうとすると、先生は、
「君、誰？」と訊く。そして「ビリ・エリ
オット」と答えると、
「初めまして。マーゴよ。マーゴ・フォンテイン。まさかネ。出てって」
と早口で言う。マーゴ・フォンテインは有名なダンサー。だから、自分の名前は何も言って
ない。この先生は、原作映画より遥かに口数が多い。このバレエ学校の場面では、
『皆で輝こ
う』のナンバーと、バレエの指導とを、実に器用に交互に口にする。
「♪さあ皆で輝こう」
「ジ
ュッテ」
「♪そうよ。安っぽいダンスも芸術の力で変身する」といった具合。鍵を渡せずウロ
ウロするビリーに、
「君、入るの、出てくの？」
。レッスンの邪魔にならないよう片隅で縮こ
まるビリー。『皆で輝こう』の一番中心的な歌詞を紹介しよう。
「♪体は大きくても小さくて
も、背は低くても高くても、ダンスのできなくても、さあ皆で輝こう」
「♪失敗しても構わな
い、一緒だから目立たない、さあ元気を出して、さあ皆で輝こう」
。際どい歌詞もある。
「♪

上で書いたように、バレエの練習はすでにずっと前から始まっている。だから、

障害があっても構わない、足が悪くても、よそ者でも力を尽くせば それでいい、さあ皆で輝

ミュージカルのように、入ってきた先生に鍵を渡すのとは違い、タイミングが

こう」
「♪痩せでもデブでも構わない、智恵遅れでもすごいチビでも、できる子もできない子

難しい。ビリーは、何とか、
「先生、鍵」と声をかけるが、
「後にして」
。どちら

も、さあ皆で輝こう」
。

もすげない返事だが、こちらの方が短い。

前半のレッスンが終わり、出て行こうとするビリー。先生：
「いったい どこ行くの？」
。ビリ

ミュージカルでは、最初の『皆で輝こう』の間じゅう、ビリーは何もしない。

ー：「家に帰るけん」
。
「ダメ、ダメ。ダンスが終わってない。ここに残って、踊りなさい」
。

しかし、原作映画では、ビリーに気のあるのデビーに、
「一緒にやれば？」と声

「こんなの、バカげてる」
。そのキツイ言葉を聞いて、ピアノ係の男性が「そうそう」と頷く

を掛けられ、その時は、
「ううん」と答えるが、ウロウロしているので、先生に

ところが面白い。

目を留められる。

レッスンの後半はダチョウ羽の扇を使っての集団ダンス。
「♪さあ皆で輝こう。華やかな雰囲

結局、バレエ・シューズまで履いて練習に参加することに。そして、教室が終

気で輝こう」と踊る。終わって、ビリーは、
「50 ペンス、払って」と要求される。
「払わんけ

わって、先生が娘に、
「デビー、50 ペンス集めて」と行った時、ビリーは払わな

ん」。
「払いなさい」
。
「何のため？」
。
「レンスン料。健康のため、やってるとでも？」
（ボクシ

かった。そこで、家に向かって歩いているビリーに、車を横付けした先生が、

ングのコーチと同じなのが可笑しい）
。
「どういうこと？ これがレッスン？」
。
「もちろんレ

「50 ペンス、払って」と呼びかける。
「払わんけん」
。
「払いなさい。それじゃ、

ッスンよ。頭に来るわね」
。
「持ってないよ。ボクシングに使ったから」
。
「じゃあ、来週 持っ

来週 持ってきて」
。その後のやりとりは、ミュージカルよりかなり控え目。ビ

てきて」
。
「来週って？」
。
「また、来るんでしょ？」
。
「冗談だよね。こんな お遊び」
。先生の

リーは、
「無理ばい。ボクシングあっけん」と言うに留まる。先生も最後は「ご

問いかけに無言だった原作映画と違い、返事がキツイ。先生は「ご自由に」の一言。

自由に」
。

ビリーに気のあるデビー（先生の娘）が、ビリーの返事を聞いて、
「あんたって、サイテー」
と言って出て行くと、急に照明が消え、そこにビリーが一人影を見ながら踊るシーンに変わ
る。床の影を見せる真上からのショットはなかなか幻想的だ（観客席からは見えないかも）
。

すると、突然、祖母とのシーンに切り替わる。ビリーが、バレエのレッスンで帰りが遅くな
ったことを告げ口しないよう、
「パスティ持って来たよ。生協のだよ。僕の帰りの遅いこと、
父さんに黙っててね」ともちかけると、そっぽを向く祖母。結構、意地が悪い。ビリーがあ
きらめて、
「いいよ、あげる」とパスティを渡すと、とっさに引出に隠す早業が凄い。とても
御歳 84 才とは思えない。初演以来ずっと祖母役を務めてきた女優さんの熟練の技だ。

そして、ビリーに祖父のことを「どげん人だったの」と訊かれると、
「あいつは、まるっきり

原作映画には、祖母の夫に係わるような情報は何一つない。そもそも、前にも

の、ろくでなしやった」と、のたまわる。その言い方が面白い。そして始まる、
『酔いは 覚

書いたように、ボケがかなり進行しているため、詳しいことなど覚えているハ

めとった』のナンバー。

ズもない。

「♪わしな、あいつば憎んどった、33 年間ずっち。ありゃ 夫婦なんてもんじゃなか、わしが
いっちゃん知っとう」
「♪あいつな、家計費ば使いおった、ウィスキーやビールに。そいで、
なんも 手伝わんかった」
「♪えらい時代やった。だけん、豚野郎は 酒びたり。口論になると、
殴られた。わしは やられっ放しやった」
「♪だから、わしは ぶちのめしてやった、あいつの
抵抗できん時に。眠っちれば なんもできんから」
。おばあちゃんの苦労話で、いっぱい文句
は出てくるが、暗さはない。

一番ユニークなのは、歌の最後の部分。
「♪もし人生ば やり直しぇたら、男の手なんか借り
んで 生きていく。特に、お前のじいちゃんはな」
「♪あの時、これば知っとったなら、男ど
もに、クソ食らえばしてやった」
「♪ダンスに行っちも、男には見向きもしぇず、くるくる回
り、踊りば楽しんだやろう」
「♪一人で踊っち、楽しんで、一生、自分のままでいたやろう、
嫁には行かんで」
「♪そいで ずっと、酔ったままでいる」
。この“酔う”は、酒に酔っ払う意
味と、夢の中にいるという意味を兼ねている。歌が終わって、祖母の手にキスをするビリー。

ここで、場面は変わるが、祖母と別れてから服を着替えて現れるまで 45 秒。そして舞台の左
端から現れる。ほとんど出ずっぱりの主役なので、大変だ。この先の長い場面は、先ほどの
『皆で輝こう』と、新しいナンバー『団結だ、団結だ』とが混在する。具体的には、ビリー
のバレエのレッスンと、警官隊と炭鉱夫との闘争が交互に、というか、ミックスされて演出
されている。内容的にも、1 ヶ月ほどの経過を圧縮して見せているので、複雑で、変化に富ん
でいる。

ビリーが、警官隊の前でバレエ教室に行こうかどうしようか迷っていると、後から来たビリ

警官隊の前で、デビーがバレエについて語る場面は、非常によく似ている。デ

ーが振り返って声をかけてくる。
「じゃあ、戻ってきたの？」
。
「バレエにかい？」
。すかさず、

ビー：
「男の人も、しとるわよ」
。ビリー：
「ああ、オカマさ」
。
「そんなことなか」
。

デビーがけしかける。ここからの台詞は原作映画とほぼ同じ。
「男の人も、しとるわよ」
。
「あ

「誰がいる？」
。
「ウェイン・スリープは？

あ、オカマさ」
。
「そんなことなか」
。
「誰がいる？」
。
「ウェイン・スリープは？ オカマじゃ

みばい」
。ミュージカルでは、最後の文言が削除されている。ウェイン・スリー

なかよ」
。ここからが、映画とは決定的に違う。後ろにいた警官隊が笑うのだ。実はウェイン・

プは、1981 年にローレンス・オリヴィエ賞（ミュージカル部門の最優秀主演男

スリープは有名なゲイなので、この勘違いに笑って当然なのだが、原作映画では、ウェイン・

優賞）を受賞した名ダンサーだが、私生活ではゲイとして知られている。ミュ

スリープとゲイの関係は一度も指摘されない。

ージカルでは、このシーン以外でも指摘されている。

この長い場面は、前に述べたように、バレエのレッスンと、警官隊と炭鉱夫との闘争が交互

ミュージカルでは 2 回目のバレエ教室の最初に 50 ペンスを徴収されるが、原作

に出てくるが、最初はバレエ教室から。迷った挙句、ビリーがとうとう教室に顔を出したの

映画では、2 回目の練習後、全員いなくなってから、先生が、
「来週も、お目に

だ。さっそく、先生が、
「シューズは？」と訊き、
「持ってないよ」と答えると、
「さあこれ、

かかれるわよね？」と皮肉まじりに尋ねる。
「何だか… マジで変態みたいで」

履いて」と投げて寄こす。それを見たビリーは、
「履けないよ。マジで変態に見える」と嫌が

とビリー。これは、ミュージカルでは、バレエ・シューズをもらった時に言う

る（原作映画では、素直に履く）
。
「来る前に 考えておくべきね。50 ペンス」
。
「ええっ？」
。

言葉だ。
「そんなことないわよ。50 ペンス 出して」
。そして、お金を渡す。ミュ

「50 ペンス」
。ビリーが渡すと、
「先週の分は？」と、さらに請求される。追加して渡して、

ージカルでは、この後、バレエ・シューズを履くが、原作映画では、1 回目の練

「ペテンだよ」と一人ごちる。そして、ようやくシューズを履く。

習の時、にもうシューズを履いている。下の写真はその時のもの。

オカマじゃなかよ。アスリート並

最初のうちは、逃げて段の上に乗り、
「僕、何をしたら？」
。
「降りて、踊って」
。
「50 ペンスあ
げたやろ」
。反応なし。
「で、僕は？」
。
「皆に続いて」。反応なし。
「さっぱり、分からないよ」
。
反応なし。
「先生、何するか分からないよ」
。
「フロアバー」
。
「なにバー？」
。先生に頭を押し
付けられて床に。
「プリエ！」
。写真は、この場面。要は、何も基礎ができていないので、迷

ビリーが迷うところは、短いが、原作映画にもある。
「何するか分からないよ」
。

いに迷っているという感じ。原作映画の方が、先生は親切だった。

「皆に続いて」
。あまり困っていると雰囲気はない。

その後すぐ、練習中の少女達の両側に警官と炭鉱夫が並び、最初の歌が始まる。警官：
「♪お
いタインの田舎者、拝ませてやろうか？」
「♪時間外手当だ、見たいだろ？」
。炭鉱夫：
「♪穢
れた金 稼ぎやがって、ロンドン野郎」
「♪お前らが ピケ・ラインにいる時、かみさんとヤッ
てやる」。全員で、
「♪団結だ、団結だ。団結だ、いつまでも。皆は一人、一人は皆のため。団
結だ、いつまでも」。この間も、練習は続く。メイキングで、監督が、こう述べている。
「イ
ンテリ風に考えれば、炭鉱夫も警官も、実は両者とも労働者階級に属している。だから、労
働者階級への賛歌でもある」
。だから、
「♪団結だ、団結だ」を炭鉱夫も警官が合唱してもお
かしくはない。イギリスの階級制度の一端をうかがわせる深甚な言葉だ。

前のシーンで中央にいたバレエの生徒たち、そして、両脇にいた炭鉱夫と警官。次のシーン
では、警官と炭鉱夫が中央まで進み出て、バレエの生徒たちがその外側で踊っている。ビリ
ー1 人が、バレないよう顔を隠している。それは、炭鉱夫の一番手前に兄がいるからだ。そし
て、また、次はバレエ教室だけのシーンになる。

警官と炭鉱夫の抗争は、このタイミングでは、あまり強調されない。

そして、説明は全くないが、ビリーの進歩の具合から、バレエ教室に数週間通った後の場面

原作映画では、ピルエットの指導は、一人だけうまくできないビリーだけが、

であろう。先生が、生徒達にピルエットの説明をしている。
「皆さん、中央に。さあ、この次

受ける。指導内容の際の台詞はほぼ同じ。ミュージカルでは、ビリーにピルエ

が難しいの。ピルエットよ。頑張って。いいこと、壁の一点を選んで、その点に集中する。

ットができるまでの過程は省略されているが、映画では、失敗をくり返す様が

そこから目を離しちゃダメ。それから 体を廻し始め、次に頭を… でも、頭は最後に離れて、

延々と描写される。本を借りてきて、バレエ教室だけでなく、家でも隠れて必

最初に戻る」
「理解できた？」
。
「はい、先生」
。最初は、うまくできず、
「全員、絶望的じゃな

死に練習を続けるが、なかなか上達しない。映画を最初に観た時は、そんなも

いの。中でも最悪は君よ、ビリー・エリオット」
。生徒達に笑われる。そして、先生が、
「ま

のかと思ったが、ミュージカルを観た後で映画を見直すと、
「これで、本当に、

あいい、忘れて」と言い、一列にして回転しながら進ませる。

特別な才能があるのか？」と疑問に感じてしまう。

舞台では、連続しているが、実際には、多分、さらに数週間後、家での隠れ練習（原作映画

それだけに、ビリーにとって、ピルエットが出来たときの感激は大きく、町の

では）の成果か、先生に、
「おい、ヌレエフ、こっちへ来なさい」と皮肉を言われた後（ヌレ

通りを踊りながら駆け抜けるシーンがある。ミュージカル版では、抜群に上手

エフは高名なダンサー）
、ビリーは、見事な連続移動回転を見せる。生徒達もびっくりしたが、

くできたという感じがよく出ていたが、原作映画では、苦労の末にやっと並程

一番驚き、かつ、喜んだのは先生自身だろう。そっけなく「結構」と言っただけだが、顔は

度にできるようになったという感じで、残念ながら、特別な才能までは感じと

満足げだからだ。

れない。

再び、警官と炭鉱夫とのダンス。警官：
「♪クリスマスまで頑張ろう、儲かるんでね」
「♪俺
達の子は、専用バスで私立学校へ」
「♪タインの田舎者には、感謝するよ」
「♪家は増築でき
たし、半月後はマヨルカ島だ」
。炭鉱夫の歌はない。

次に、炭鉱夫と女子生徒が混成した変わったシーンで、そこで、父と、ボクシング・コーチ

ビリーがボクシングをサボっていることを告げられるシーンは、原作映画では、

のジョージの間で重要な話し合いが行われる。原作映画と似ているが、ジョージの性格が違

少しニュアンスが違っている。ジョージ：
「もし、50 ペンスが厳しいんなら、な

うので、台詞は違っている。ジョージ：
「金に困っちるなら、なげんか しようじゃなか」
。父：

くたっちよか。金んためにやっちるんじゃなか」
。父：
「何の話ばしとるんだ？」
。

「何が言いたい？」
。
「つまりな、50 ペンス捻出できんなら…」
。
「50 ペンス？」
。
「この 4 週

「ボクシングばい。もう何ヶ月も、ビリーば見やないんだ。ばつん悪か思いば

間、ビリーはボクシングに来やない」
（映画では数ヶ月になっている）
。
「行ってなかと？ そ

させるんじゃなかっち、黙っとったんやけど」
。
「初耳だな。やめさせるハズの

んなら、一体どこさ行っちゃのる？」
。これで、ビリーがお金だけもらってボクシングに行っ

なか」
。お金に目のないミュージカル版のジョージと違い、映画版のジョージに

てないことがバレてしまった。

は親身がある。

炭鉱夫と女の子達が混成シーンの背後で、先生とビリーだけのレッスンが行われている（中

ビリーの潜在的な才能に惹かれた先生は、授業中もビリーの指導に力が入る。

央・奥）
。これは、原作映画で、生徒達の前で、ビリーを手本にして教えていた先生の態度を、

「みんな、よく見てなさい。アラベスクからよ」
。そして、ビリーには、
「肩を

別の表現で表したものだろう。

下げて。前方を見るの、指の先よ」
。

恐らく、さらに数週間後、先生が「アティテュード・プロムナード」
（アティテュードのポー
ズを取ったままゆっくりと回ること）の練習を始める。ビリーに、
「今 何時？」と声をかえ、
ビリーが腕時計を持ってないと手で示すと、
「壁の時計で」と命じる。そして、
「ビスケット
拾って」と床にわざとビスケットを 1 個落とす。ビリーが、しゃがんでビスケットを取った
瞬間、片足をつかんで持ち上げ、そのまま片足で前かがみのまま回転させる。そして、惰性
のついたまま手を離す。ビリーは、最初はフラフラしていたが、次第に安定したアティテュ
ードのポーズのまま回転するようになる。そして、フィニッシュのポーズで停止。先生は、
満足げにその姿を確認すると、さらに完璧にすべく、
「ひじ」
「手の先」
「お腹」
「あご」と微
調整し、姿に見とれている。その母の姿と、ビリーの双方に嫉妬したデビーは、
「ママ、早く
次へ」と催促する。

原作映画には、アティテュード・プロムナードのシーンはないが、先生がビリ
ーの指導をしている間、完全に無視された形の女生徒達のシーンがある。先生
が、
「胸を、上へ開くのよ」
「いいこと、腕はこう、分かった？」
「足を 高く上
げて」
「力強く 誇り高く」とビリーを指導し続ける。業を煮やした生徒からは、
「先生、私たちもやってもいいですか？」との不満の声が。フィニッシュのポ
ーズ成功後のデビーの反応と似ている。

その後は、この長いフィニッシュのシーン。警官：
「♪このゲジゲジのモグラめ、タインのゴ
ミ野郎」
「♪お前達は罰せられるんだ、タインのゴミ野郎」
。炭鉱夫：
「♪恐ろしく無神経で、
胸のむかつく言葉」
「♪奴らの頭ば蹴飛ばして、ロンドンまで送り返しちまえ」
。ともに大合
唱だ。それが済むと、今度は、2 列に並び、前列のバレエ学校の生徒達が、
『皆で輝こう』か
ら「♪輝こう輝こう。さあ 皆で輝こう」を、後ろに立った警官と炭鉱夫が『団結だ、団結だ』
から「♪俺達は誇り高い労働階級。団結だ いつまでも。団結だ、団結だ。団結だ いつまで
も」を斉唱する。そして、
「♪いつも、いつも、いつも、いつも」と「♪いつまでも、いつま
でも、いつまでも、いつまでも」の別音階の合唱の中、ビリーが舞台中央でピルエットをく
り返す。

最後に、バレエ教室だけになり、女生徒達が見守る中、ビリーがピルエットの後、美しくフ

そして、遂に、父にバレエを踊っている現場を見つかってしまう日。ミュージ

ィニッシュの決めポーズをとる。確かにかりる上達したことが実感できる。バレエ教室の花

カルでは、壮大なナンバー『団結だ、団結だ』 がビリーのフィニッシュでピシ

形ダンサーといったイメージだ。観客の拍手の最中、舞台中央奥のドアがいきなり開き、父

リと決まった直後、父が劇的に登場するが、映画では、練習中に見つかるだけ。

が姿を見せる。この場面は、原作映画での父の出現よりも、遥かにドラマティックに設定さ

しかも、その場で叱責・糾弾するのではなく、黙ってビリーを家に連れ帰るだ

れている。

けなので、緊迫感はない。ただ、シチュエーション自体は全く同じだ。

従って、父の行動も過激だ。
「お前 何を遊んどる？！」
。
「してない」
。
「しとらん？！ ボク

家に連れて帰り、ビリーと話す父。ビリー：「バレエのどこが悪かと？」
。父：

シングは どげんした。タイツば履いた娘っ子とチャラチャラと」
。ビリーは、
「これ健康的で、

「どこが『悪か』だっち？」
。ビリー：
「ぜんぜん普通ばい」
。父：
「
『ぜんぜん普

スポーツと同じだ」
。
「バレエが？」
。
「バレエやったからって、オカマじゃなか。ウェイン・

通』だと？ 女ならな。だが、男のやるこつじゃなか。男なら、フットボール

スリープがいる」
。この先が原作映画と違う。
「ウェイン・スリープ！ あいつな、有名な オ

か、ボクシングか、レスリングだ。バレエなんかバカげとう」
。「男な、レスリ

カマなんやぞ」
（父も ちゃんと知っていた）
。
「俺の必死でひねくり出した 50 ペンスで、お前

ングなワケ？」
。
「くどいぞ、ビリー」
。
「何が 悪いのか分からんちゃ」
。
「そんく

は、イカレたのごたぁ走り回っとう！」
。ここで、先生が援軍に乗り出す。
「よくまあ そんな

らい、よく分かっちるハズだ」
。
「分からんけん」
。
「いや、分かっちる」
。
「お前、

頑迷でバカげたことを！」
。父：
「俺が頑迷だっち？

なん様んつもりだ？ ちゃんと 分かっちるくせに！」。
「何を？ 何が言いたい

この くそ女が」
。ビリーが、
「だげん、

僕 好きなんだ」と言うと、襟をつかんで“首吊り状態”にし、
「黙れ！ ボクシングも、バ

のさ？」。
「ぶたれたいんか、ビリー」
。
「バレエやったからって、オカマじゃな

レエも終わり。ずっと家にいて、ばあちゃんの世話ばしてろ」
（ビリーは、息ができなくて苦

か。バレエ・ダンサーん何人かな、アスリートと同じ。ウェイン・スリープが

しそうだ）
。
「ここで命令できるのは、私だけなのよ」と言い出した先生には、
「よく聞け！ こ

いる。彼もバレエ・ダンサーばい」と言うが（因みに、父は、ウェイン・スリ

いつは俺の息子だ。だから、俺に指図するな」
。ビリーの最後の懇願、
「こんなのバカげてる。

ープのことは初耳）、結局は、「金輪際、バレエんこつは忘れるんだ。ボクシン

励ましてくれてイイのに」は全く無視され、代りに重い宣告が下される。
「お前は学校以外 禁

グも やらんでよか。ずっと家にいて、ばあちゃんの世話ばしてろ」と宣告され

足だ」
。

てしまう。

ビリーは、頭にきて、父に向かって、
「大嫌いだ」
「この くそ親爺！」と思い切り怒鳴る。こ

ビリーは、頭にきて、父に向かって、
「大嫌いだ」
「この くそ親爺！」と怒鳴る。

の台詞は原作映画と同じだが、この後、ビリーは、
「わぁ… しまった！」と言ったことを後

そして、父の押さえつけるのを「離せ」と言って振り切り、家を飛び出して行

悔して逃げ出す。原作映画より、こちらの方が可愛い。その後、先生が、
「事態の収拾には、

く。ミュージカルのように、
「くそ親爺」と言ったのはマズかったという反省は

最高に知的な方法ですね」と皮肉たっぷりに言うが、そんな皮肉が通じる相手ではない。
「ビ

どこにもない。もう 1 点大きく違うのは、怒ったビリーが向かった先が先生の

リーに 二度と近づくんじゃなか！！」と怒鳴って出て行く。

家だという点。ミュージカルでは、ビリーは先生の家には行かない。

その後、一旦照明が暗くなり、先生が舞台の右脇からトイレを自力で引き出す。場面転換は
本当に早い。先生は、厚いコートを着ている、映像では汗まみれ。9 月末のロンドンといえば
涼しいので、照明がよほど熱いのであろう。

先生が引っ張り出したトイレの中には、実は、さっき逃げ出したビリーが入っている。ビリ

バレエの先生が、ビリーにオーディションの話を持ちかけるのは、原作映画で

ーは 2 度このトイレに入るが、その 1 回目だ。トイレを舞台に出した後、先生が、トイレの

は、自宅まで相談に来たビリーを送って行った車を降りた時。しかし、ミュー

壁に寄りかかってタバコを吸い始める。一方、ビリーは、トイレの中で、
「何でこんなことに？

ジカルのように、ビリーが、バレエに不満をぶつけることはない。先生が、
「驚

禁足だよ！」と悔しがって叫ぶ。そして、
「こんなバカげたバレエ、やるんじゃなかった」と

くでしょうけど、少し前から 王立バレエ学校を考えてたの」と言い出す。
「先

も。すると、先生が急に言い出す。
「ビリー、出し抜けなんだけど、王立バレエ学校を考えて

生、少し老けてません？」と問い返すところは、ミュージカルにもそのまま受

たの」
。ビリーは、トイレの上から、「先生、少し老けてません？」と口を出す。

け継がれている。

先生：
「私じゃない。バカね。君のこと。じき、ニューキャッスルで地方オーディションが」
。

先生：
「私じゃない、君のこと。私は 先生でしょ。ニューキャッスルで 地方オ

そして、
「練習は大変だけど、私が 個人レッスンすれば入学できるかもしれない」
。でも、ビ

ーディションがあるの」
。ビリーの断り方は、
「ぼく まだ全然ダメだし、何も知

リーは、
「だけん、ピルエットしか習ってない」とか「でも、禁足だよ！」と否定的。頭に来

らんばい」と「でも、禁足だよ 先生」
。先生：
「個人レッスンしてあげてもいい

た先生が、トイレのドアを開け放つ。結局、無料で個人レッスンをすることにし、
「放課後に

わよ」
。
「そんなお金 なかとよ」
。
「お金のためにやるんじゃないの」
。
「だけん、

ここで。誰にも内緒よ」ともちかける。ビリーは、
「先生、まさか、僕に気があるんじゃ？」

パパには？」
。
「言う必要ないでしょ」
。ここまでの台詞は、ミュージカルとは、

と真剣に訊く。
「面白いけど、ないわね」と先生。原作映画でも、笑いを誘う台詞が、そのま

かなり違っている。しかし、その後の、
「君と私だけで」
。ビリーは、
「先生、ま

ま使われている。

さか、僕に気があるんじゃ？」
。
「面白いけど、ないわね」は全く同じ。

最初のうち、ビリーは乗り気ではなかった。
「でも時間なんかないよ。だって、遊びたいし」
。
先生は、
「君がこの町にいて、仲間とバカしたければ、ご自由に」と突き放しておいて、「い
いこと、月曜の夜、君にとって特別なものを 持って来なさい」と話す。
「どんなものを？」
。
「君にとって大切なもの。どんな人間か、分かるようなもの。じゃあ、月曜日に」
。うつむい
てしまったビリーを見て、
「そうか、やる気がないの？ 勝手にしたら？」と去って行く。

どうしようか迷ったビリーは、マイケルに相談することにした。そのためにビリーが舞台上
ですべきことは、まず、先生ガ引っ張り出したトイレを押し戻し、次いで、舞台の左脇から
マイケルの部屋を、マイケルが乗ったままで引っ張りださなくてはならない。場面変換を俳
優自身が行う方式は、すっきりしていて面白いが、子役がそれをするのは、結構大変な重労
働ではないかと思う。

いきなりのオーディション宣言で、不安になったビリーはマイケルの家に直行
する。ミュージカルも、そのまま踏襲している。ドアが開いて、女装したマイ

マイケルの姿を見たビリーはびっくり。
「何だよ、それ！！」
。
「何が？」
。
「女の服 着てる」
。

ケルが登場。ビリーは、どぎもを抜かれて、入ろうかやめようか迷う。マイケ

「そうさ」
。変なことをしているという自覚が全くないところが怖い。

ル：
「どげんした、入れちゃ」
。ビリー：
「何しよん？」
。
「別に。おしゃれさ」
。

マイケルに、
「着たいんだろ」と訊かれ、すかさず、
「まさか。話があるんだ」と断るビリー。
しかし、マイケルは、
「遠慮するな。ママの 貸してやる」と言って、ビリーに合わせる。
「叱

中に入り、衣装ダンスから服を選び出し、
「着たいか？ ママの 貸してやる」

られん？」とビリー。
「まさか、パパだって、いつもやっとる」
。そして、
「持って」と一番合

と見せるマイケル。言下に否定するビリー。ミュージカルと違い、マイケルの

いそうな母のスカートを渡す。おぞましげに見るビリー。

言いなりにはならない。おぞましげなビリーの顔もいい。

ここで、びっくりして忘れていた話を始める。
「バレエしたんだ」
。
「バレエを？」
。
「ほんの ち

順序は逆になるが、口紅を塗られた後（下記参照）
、ビリーは、マイケルに「2

ょこっと」
。
「めちゃキモく なかね？」
。どちらかというと上の空状態のマイケルは、ビリー

週間後に、ニューカッスルでオーディションのあっけん」と打ち明ける。
「何

に何を着せるかに集中している。気に入った極彩色の服を見つけ、
「ビンゴ！」
。ビリーは、

の？」
。
「バレエ学校？」
。この相談に対し、マイケルは、ミュージカルのような

服を着ながら、
「バレエ 上手いから、王立バレエのオーディション 受けろって」と続ける。

メチャメチャなことは言わない。ビリーの「どげん思う？」という真剣な問い

「チュチュ着るのかい？」
。
「バカだな、あれは女の子。僕は 半ズボン」
。そして、
「で、オー

掛けに対し、
「やめとけちゃ」と反対する。
「なして？」
。
「寂しかやろ」
。
「バカ

ディション 受けるべきだと思う？」
。
「僕なら受けない。イカれてると思われる」
。マイケル

野郎」
。まともな答えは得られなかったが、マイケルの心情は吐露された。因み

の 2 段構えの反論は実に面白い。ビリーも、
「君だって、女の服着てる」と攻勢に出るが、
「そ

に、バレエ学校に行ったら「寂しかやろ」という切実な意思表示は、ミュージ

りゃ 別だ」と軽くいなされる。
「別？」
。
「当然だ」
。

カルの場合、第２幕で使われている。

マイケルは、ビリーに 3 枚着せた後、
「女の服 着るって、まんざらじゃないだろ？」と言い、
歌い始める。
「♪悪いと思うなら、偽善者だ。精神が高揚するやろ？」
。

マイケルの部屋のシーンは、原作映画ではかなり短い。マイケルの母の服を断
ってからは、もう服の話は一切なし。しかし、その後の、口紅のシーンは逆だ。
マイケルは、
「来いちゃ」とビリーを呼ぶと、
「動くなちゃ」と言いつつ、ビリ
次に、マイケルは、嫌がるビリーに口紅を塗る。このシーンは、原作映画の方がずっと長い。

ーの唇に口紅を厚く塗ってしまう。
「ヤバくなかね？」
。
「バカ言うな。パパも い

ミュージカルでは、ビリーは、あっという間に口紅をティシュで拭き取ってしまう。

つもやっちる」
。この息子にして、この父ありといったところか。

そして、歌とダンスの『自己表現して何が悪い』が始まる。
「♪自己表現して 何が悪い？ な
りたいもんに なればよか」
。全体のエンディングでも最後に歌われる重要なテーマだ。その
後も、2 人のデュエットが続く。
「♪自己表現して 何が悪い？ 自分らしく なればいい」
「♪
ドレスを着て 何が悪い？

なりたいもんに なればよか」
「♪関心ば惹くことが なぜ悪い？

大事なのは 何も気にしないこと」
。次の一節もいい。
「♪自己表現して 何が悪い？ 自分を
解放しよう」
「♪ダンサーになりたきゃ、踊ればよか。鉱夫になりたきゃ、掘ればよか」
「♪
他の誰かみたいに 着飾りたいなら、ワンダフル」
「♪恥知らずでも、奇抜でもなか、気に入
ればよか」
「♪君の退屈な人生に 口出しはせん。僕に 構わんでくれ」
。

歌とダンスの後は、歌なしのタップ。結構、2 人の息が合っている。

最後のフィナーレは、巨大な女性服が出てきて、華やかに歌い踊る。
「♪人は皆 それぞれ、
それが自然。それが事実、一目瞭然さ」
「♪どん詰まりの 世の中だから、個性を大事にしよ
う」。ミュージカル全体の、最後のラインダンスでも、この部分が歌われる。

このシーンの最後は、ビリー：
「じゃあ 決めるぞ！」
「腕組んで」
。マイケル：
「フィニッシュ！」
。
ビリーと巨大な服が退場した後、マイケルが 1 人出てきてポーズを決め、拍手を浴びて、す
ぐに真っ暗になる。

早朝に兄が凶器をもって、家を出て行こうとするシーン。原作映画では、
『母の
薄暗い照明のもと、再びビリーの家のシーン。原作映画にもある、暗くて暴力的なシーンだ。

手紙』と『ブギこそ生きがい』に相当する部分の後に挿入されている。どこに

2 階に隠してあった大きな鉄挺をこっそりと持ち出す兄（原作映画では金槌）
。下りてきたと

あってもいいような内容なので、ミュージカルの場合、場面転換の効果を考え

ころを父に見つかり、
「元あった所に戻して来い」と命じられるが、
「あんたに関係なかこっ

て、かなり前倒しで挿入したのであろう。父：
「お前は、要注意人物だ。刑務所

た」「俺に指図するな」と聞く耳を持たない。父は、
「そんなこつやってると、お前も病院送

行きになりよったら 困る」
。兄：
「そげなドジは踏まなか」
。刑務所が、ミュー

りだぞ」と言い、
「だから、戻して来い」と頼む。

ジカルでは病院になっている。

しかし、兄：
「やらせてみろ」
。父：
「戻せと、言っとるんだ」
。兄：
「どげんする？ 殴るんか？

さらに、父：
「やめろ」
。兄：
「とめる気か？」
。
「警告しとるんだ」
。
「何もできん

やってみろよ」と挑発する。最後には、
「お袋が死んでからの おやじは、唯のカスだ」
「役立

くせに。過去の人間やろ。お袋が死んでからの おやじは、唯のカスだ。どげん

たずのクズめ」と罵倒。激怒した父が、兄を殴り倒す。

しちまったんばい？」
。激怒した父が、兄を殴り倒す。微妙に違う台詞だ。

見ていたビリーが、
「お願い、やめて」と言うが、父は「こいつ、なんば見てやがる！？」と

殴られた兄は、そのまま黙って外へ出て行く。それを見ていたビリーは、父か

ビリーにも怒鳴りつける。叫びながら 2 階へと走るビリー。

ら「こいつ、なんば見てやがる！？」と罵声を浴びせられる。

ビリーが部屋に着いたところで、俯瞰ショットに切り替わる。ビリーが服を着替えている間
に、2 階のセットが下がり、着地したところで、バレエの先生の待っている姿に照明が当た
る。先生が言っていた「月曜の夜」のシーンへの転換だ。ビリーの家が、そのまま夜のバレ
エ教室へと変わる。

月曜の個人レッスンは、原作映画では、マイケルの女装シーンの直後にある。
ボクシング・クラブの片隅で、先生が一人待っている。

先生に、「ダンス用に、特別なもの持って来た？」と訊かれ、
「幾つか 持って来たんだけど、
どうしたらいいか、よく分かんなくて」と答えるビリー。そして、取り出したものは、原作
映画と全く違い、ルービック・キューブ、テレビのテーマ音楽の入ったレコード、ベイクド
ビーンズにレトルト・スープ。さすがに、最後の 2 つは、
「？」
。
「一体 それ何なの？」と先
生に問い詰められ、スープの袋を触りながら「さあ…」
。

先生は、「難しいかも しれないけど、君が どんな人間か、見つかれば、
“君自身のダンス”

先生に、
「持ってきた？」と訊かれ、
「よく分からないんたい、先生」とビリー。

も見つかるの」「理解できた？」
。ビリーは、
「何が？」とちんぷんかんぷんだ。
「大事なのは

持ってきたものは、バレーボール、運動着、手紙、カセットの 4 点。ミュージ

技術じゃない、君自身なの」とも説明するが、ビリーは、
「なして、
『僕自身』の話ばかり？」

カルと比べ、すごくまともだ。すぐに手紙に目を留めた先生、
「それは何？」
。

と反発する。その時、先生は、ビリーの手にしているものに気付き、取り上げる。
「これは何？」
。

「手紙だよ」
。
「見れば分かるわ」
。
「それ、ママから。18 になったら読みなさい

「手紙だよ」
。
「見れば分かるわ」
。
「開けてもよかよ」
。
「ありがとう。何かドキドキするわね」
。

って。だけん、もう読んじゃった」
。原作映画では、ミュージカルのような“バ

「それ、ママから。18 になったら読みなさいって。だけん、もう読んじゃった」
。個人的なも

レエ論”に関するやりとりは一切ない。しかし、最後の手紙の部分は、このシ

のなので、返そうとする先生。しかし、ビリーは、
「読んでいいんだよ」と促す。

ーンの核となるところなので、ミュージカルと映画は全く同じ。

そして始まる、
『母の手紙』
。全文を紹介しよう。

ここでも、母の手紙を全文紹介しよう。

「愛するビリー、ママは もう遠い思い出かもね。でも それは、多分いいことなの。あれか

「愛するビリー、ママは もう遠い思い出かもね。でも それは、多分いいこと

らもう、随分 経ったもの」

なの。あれからもう、随分 経ったもの」

「♪あなたの成長が見たかった。あなたが泣くのを見たかった。あなたが笑うのを見たかっ

「あなたの成長が見たかった。あなたが泣いたり、笑ったり、ハメを外したり

た。あなたがハメを外すところも見たかった。あなたを叱ったりもしたかった」

するのを見たかった。あなたを叱ったりもしたかった」

「♪でも お願いよ、ビリー。知っていてね、私はずっと そばにいて、すべてを 一緒に見て

「でも お願いよ、ビリー。知っていてね、私はずっと そばにいて、すべてを

きたことを」

一緒に見てきたことを」

「♪そして お願いよ、ビリー。知っていてね、私がずっと感じていたと。あなたと一緒で誇

「これからも ずっと一緒よ」

らしかったと。我が子であって誇らしかったと。すべてが誇らしかったと」

「あなたと一緒にいられて、あなたが我が子であって誇らしかったわ」

「♪そして、約束してくれる、ビリー。あなたの行うことのすべてが、自分らしくあること

「自分らしく生きてね」

を、そして常に誠実であることを」
「♪いつまでも 愛してるわ」
「ママより」
。

「いつまでも 愛してるわ」
「ママより」
。

原作映画の 2 倍近い長さだ。映像技術的は、ビリーの顔のアップがすごい。イスの位置が決

全体に、後半になるほど、短くなっているような感じだ（ミュージカルの歌詞

まっているので、遠方からでも、ここまでシャープにピントが合うのだろう。表情も豊かだ。

と比べて。逆に、ミュージカルでは、歌として成立させるため、後半を膨らま

とても、ノーカットの生放送とは思えない。また、ここは、母が一番長く登場するシーンで

せた）
。もちろん、ビリーは歌わないが、先生が読むに従い、暗唱して見せる。

もある（原作映画では、ここで母は出てこない）
。

そういう意味では、雰囲気は非常によく似ている。

前にも、書いたが、原作映画では、母の幻影は登場しない。

「ママは 特別な人だったのね」と言う先生。それに対しビリーは、
「ううん、フツーのママ

そして、
「ママは 特別な人だったのね」と言う先生。それに対しビリーは、
「う

だよ」
。ここは、原作映画と一言一句違わない。

うん、フツーのママだよ」
。

ここで、同じ構図のまま、
「月曜の夜」のシーン第 2 部に移行する。ドアが開いて入ってきた
のは、特別に呼ばれたピアノの男性。原作映画には登場しない。2 人だけだと聞いていたの
で、ビリーが「なんでここに？」と男性に訊くと、
「伴奏が 要るだろうが。アホたれ」
。口は
かなり悪い。しかし、先生が、ダンスの本質について、ビリーに、
「ダンスには 2 つの側面が
あるの。一つは、技術的なもので、何度もくり返すことで習得。もう一つは、内面から生ま
れる 非常に個性的な部分」と説明するが、
「それって何？」とビリー。そこで真価を発揮し
たのが、この男性。
「ロシア・バレエ団の創設者ディアギレフの理論で、単に装飾的なだけの
形態に革命を起こすべく、ダンスの神霊的な根源と原初的な表現法を再結合した」と解説し、
ビリーの思考能力を完全に停止させる。観客からも大きな笑い声が。しゃべっている内容は、
最初に先生の説明より、理論的で、ある意味では、より正しいのだが。結局、先生が、3 度目
の正直で、
「つまり、君の中に潜む“野人”を引き出せば、あとは 身を任せていればいいの」
と補足する。これも、ビリーには、分からなかったとは思うが。

そこで、実地教育のスタート。ビリーが持参したボクシングのグラブをはめた先生が、
「♪じ
っとしてるのが 好きなの？ 自制心なんか捨てちゃって」と言って、ビリーに打ちかかる。
「先生、危ないよ！」
。
「♪どんどん動く。それでいい。ちゃんと反応なさい」
。つまり、直感
で動く練習なのだ。歌はさらに続く。
「♪おとなしくしてないで。死人じゃないでしょ」
。そ
して、
「一緒に」と声をかける。
「♪音楽が流れたら、魂が揺すぶられ、足が自然と動き出す」
「♪それは証明してる、偶然じゃないって、ダンスこそ運命だと」
。ビリーは、生き生きと踊
り出す。何も考えなくても、体が勝手に動くのだ。

ビリーが持ってきたテープには、
『ブギが大好き』という歌が入っていた。それ
に合わせて踊る 2 人。正直言って、ミュージカルのプロのダンスを見た後で、
この映画を観ると、ダンスの部分があまりにも見劣りがする。そういえば、原
作映画で“バレエの先生”が踊るのは、この場面だけ。ミュージカルでは、い
つも踊っているのに。メイキングで、先生役のジュリー・ウォルターズは、こ
ここが、
『ブギこそ生きがい』の前半部分だ。ビリーと先生の絡みが実に見事。何と言っても

う述べている。
「私が踊るダンスを見たの。気分は最悪。
『出来ない』と言った

2 人ともプロのダンサーだから。
「♪ブギこそ 生きがい」
「♪何も考えないで、血わき肉おど

わ。
『冗談でしょ』って。そしたら、彼（振付師のこと）は『覚えられるよ。大

ろう」
「♪創造の日から、ずっと踊ってきた」
。
「♪ブギこそ 生きがい」
。これに比べると、原

丈夫』
。だから、私は、
「できっこない。そんなステップ、絶対に無理よ」
。3 週

作映画のブギは、何度もカットしていいところをつないでいるにもかかわらず、月とスッポ

間の特訓で、ここまでできたことを褒めるべきか。しかし、何と言っても彼女

ン、比較にならない。

の役は、バレエの先生なのだ。“努力賞”などと言っている場合ではない。

最後は、ピアノの男性も一緒になって、3 人でブギを踊る。如何にも楽しそう。人生の謳歌
だ。

一方、ミュージカルでは、
『ブギこそ生きがい』の前半と後半に挟まれて、ごく
簡単に取り扱われていた基本練習の部分は、映画ではきっちり描かれている。
ただし、あまりの厳しさに、というか、自分のふがいなさに、プツンと切れて、
ブギは一旦ここで終了し、ここから個人レッスン。何週間にもわたる基本レッスンを、わず

先生に怒鳴りまくる一幕もある。
「そっちはいいよ、やるんは僕やもん」
。
「分か

か 1 分 20 秒で、抽象的に表している。最も初歩的なところから、きちんと教え直す。
「初級

ってる」
。
「何も分かっちゃおらんよ！ 立派な家に住んでたっち、他のみんな

から始めましょう」
「脚を長く」
「伸ばして」
「ポアント、曲げて」
「足を前、後ろ」
「正面を見

と同じなんに。僕にああしろこうしろばっかし」
。
「ちょっと待ちなさい」
。
「バ

る」
「足を前後させて、反る」
「ルティレ」
「ターンアウト」
「肩を下げて、あごを上げる」
「つ

カげたオーディションなんか受けなかぞ！ 僕にこんなこつさせるんな、自分

ま先立ち、バランス」
「シャッセ・ターン」
。そして、中級レベル。ここが、一番印象的だ。床

のためじゃなかか！」
。
「ねえ、ビリー」
。
「自分は 落伍者やけん」
。
「そんな言い

を使い、その上で、1 本脚にした椅子を回転させる。それをマスターすると、今度はイスを床

方、やめなさい！」
。
「自前のバレエ教室だって持ってない。薄汚いボクシング・

に置き、その上に 1 回転して飛び乗る。そして、イスの上でバランス。最後は、上級レベル。

ホールで我慢してさ。自分の人生しくじったからっち、僕のあら探ししゅる

ビリーは自由に飛び跳ね、
「さあ、来い、バリシニコフ」
（バリシニコフも有名なダンサー）

な！」
。ここで、先生がビリーにビンタ。 すぐに言いすぎたことを悔やみ、先

と声をかけたピアノ係に向かってジャンプ。こうして、技術的な部分も磨かれていった。献

生に謝るビリー。ミュージカルとは関係ないが、基本練習は、実は大変だった

身的な先生の努力に頭が下がる。

ということを実感する意味で、謝るシーンの写真も載せておく。

そして、最後は、縄跳びをしながら、3 人で「ブギこそ 生きがい」を歌って踊る。技術と内
面の融合が完成した象徴だ。

最後にビリーが台の上から舞台中央に飛び降りて、床に大の字になってジ・エンド。そこで、
一旦照明がすべて消える。そしてすぐに、再び引き出されるトイレ。その中にドアを開けて
ビリーが入るのは、かっきり 7 秒後。

ビリーと、ビリーに片思いするデビーとのシーン。原作映画では、①父にバレ
エを見つかり、叱られ、家を飛び出た後、先生の家に行った時の会話と、②オ
ーディションの前日、個人レッスンの終了後の会話に分かれているが、ミュー
ジカルでは①のシーンそのものがないので、まとめて②の中に押し込まれてい
その 3 秒後には、隣のドアが開いてデビーが現れる。デビーはトイレの横に立つが、その間

る。①では、デビーの部屋で、パパが失業し、アルコール漬けになったこと。

ずっとトイレの中ではビリーが着替えている。青いズボンを、次の『怒りのダンス』用の赤

以前、職場で浮気したから、ママとは別々に寝ていると打ち明けられる。そこ

いズボンに履き替えるのだ。舞台の上で着替え。着替えながら、会話は進む。正直、大変だ

で、ビリーは、さらに、
「君のママはどう？ セックスしとらんと？」と尋ねる。

なと思う。デビー：
「オーディション、不安なんでしょ？」
。ビリー：
「そんなコトない」
。
「き

11 才にしては、すごい質問だ。
「そう、欲求不満。やけん、バレエやっちるん」
。

っと、ダメよ」
。原作映画と違い、こちらのデビーは意地悪。
「君のママは、
『すごく上手』だ

「セックスの代りにバレエしゅると？ 君ん家族、おかしかちゃ」
。デビーは、

って言ってた」
。
「そいはどうかな。ママは 性的に欲求不満なの。パパ、前はセックスしよっ

「おかしくなんか、なか」と言いつつ、ビリーの髪の毛をなでる。この部分の

たけど解雇されちゃった。副支配人だったけど、今はアルコール漬け」
。

エッセンスが、ミュージカルのトイレのシーンの前半になっている。

意地悪なのは、ビリーが好きだから。
「ビリー、あんた、私のこと好き？」と訊く。
「さあ…

そして、②の部分。
「ビリー、あんた、私のこと好き？」と訊く。
「分かんない。

考えたことないよ」と言いながらトイレから出る。
「私のアソコ 見てもいいわ」とデビー。

考えたことないよ」
。その無関心さぶりに、さらに、もう一歩踏み込んで、
「私

「そんな… いいんだよ」
。しかし、よく見ると、ビリーが親指を両方立てている。これは、

のアソコ 見てもいいわ」とデビー。しかし、ビリーは、
「いや、いいよ」と無

「やった！」という意味。原作映画では、ビリーが全く無関心だったのとは大違い。

感動・無関心。ミュージカル版より、かなりすげない感じ。

そこに、先生登場。
「オーディションが始まったら、
“集中”
。今までやってきた通りにやれば、
大丈夫」と念を押す。
「そんなこと、先生、分かっとう。同じことばっか」
。
「じゃあ、違うこ
とを。減らず口は叩かない」
。仲のいい者同士の会話だ。あまり先生を尊敬しているとは思え
ないが。でも、先生に「君にはやれるわ、ビリー。あいだけ頑張ったんだから、ちゃんとで
きる。他のことは すべて忘れなさい。自分のために やるの」と言われ、思わず抱き付くビ
リー。先生が、ビリーの手をほどこうと思っても、しがみついて離れないのは、脚本なのか、
この特別な公演のアドリブ（エリオット・ハンナの悪戯）なのか？

ビリーは、そのまま、舞台下から現れたベッドに座り、目覚まし時計を合わせる。そして、
そのまま横になり、眠る。ベッドは上昇。シーンはそのまま翌朝に。1 階に、ケガをした兄を
連れた 3 人のスト仲間がやって来る。
そして、オーディションの前日、原作映画では、警官隊による「ビリーの兄の
捕獲作戦が大々的に行われ、最後は警棒で殴られて血まみれになる。そして、
翌日朝、即決裁判を受けることに。ビリーも肉親として心配なので、当然、出
廷しなければならない。時間はちょうどオーディションに出発する時間と重な
っている。前日の夜、ビリーは先生の家に電話をかけたのだが、電話を取った
デビーが、すげなく扱われたことへの腹いせに、母には何も伝えていなかった。
そこで、待ちぼうけをくらった先生は、ビリーを糾弾しようと家へ向かう。

ピケ・ラインでの過激な行動で顔にケガをした兄。「組合が 何とかしてくれる」というジョ
ージに対し、兄は「組合なんかに 何ができる！」と厳しく反論。そして、
「これはもうスト
ライキじゃなか。階級闘争だ」と指摘。さすが一番の過激派。一方、2 階では、ビリーがうっ
かり寝坊してしまい、慌てて飛び起きる。大急ぎで下りてきたところを、父に見咎められる。
「鞄 持って、どこさ行く？」
。
「どこにも。外だよ」
。
「二階に戻れ」
。
「マイケルと約束が」
。
「今日は、どこさも行くな！」
。外には、警官隊が大挙して押し寄せているからだ。しかし、
先生との約束の時間に遅れたビリーは、出て行こうと必死。

「二階だ、今すぐ！」と命令する兄の目の前に手をヒラヒラと伸ばし、
「ねえ、すぐ戻るから」

このあたり、映画とミュージカルでは、状況がかなり異なっているので、写真

と、何とかごまかし、ドアまで辿り着いた時、そこに先生が現れた。
「マズい」と、部屋の奥

を並べる場所が難しい。1 枚目の写真は、ビリーが約束の時間に現れなかった

まで逃げ戻るビリー。

ので、カリカリしながら初めてビリーの家に来る場面。向こうからは、即決裁
判で釈放された兄が、父とビリーと一緒にやって来る。そして、家の前で、鉢
合わせになる。2 枚目の写真は、先生が「ビリー」と声をかける、ビリーが「先
生、やめて」と止める場面。何せ、バレエなど、何ヶ月も前にやめたことにな
っているのだから。父は、先生の顔を覚えてないと思うので、
「中で話した方の
よかろうもん」と家に招じ入れる。

突然現れた中流階級のマダムに、困惑する炭鉱夫たち。先生は、
「今日は」とニコやかに言い、
「入っても？」と言いながら、ずかずかと入っていく。そして、ビリーに、
「一体 何やって
るの？ 外で、45 分も待ってたのよ！ 何時か知ってるの？」と詰問する。原作映画では、
逮捕された兄の裁判に出ていたので仕方ないが、寝坊というのは恥ずかしい。

「遅刻したって 自覚あるの？」と問い質す先生に、父が「何に遅刻したばい？」と訊く。ビ
リーは、バレエを続けていたことがバレたら大変なので、
「お願い、黙ってて」と先生に頼む。
父：
「一体何が起きてるのか、誰か教えてくれ」
。ビリー：
「出てって」
。先生：
「ダメよ、ビリ
ー。いつかは、打ち明けないと」
。

家に入ると、先生はすぐ、
「理解し難いことは分かりますが、今日、ビリーは、
そして、遂に、話してしまう。
「皆さん、理解し難いとは 思いますが、お話しすべきだと…」
。

とても重要なオーディションを逃しました」と話し始める。すぐに、兄が、
「オ

「やめて、先生！」と後ろから止めるビリー。
「ビリーは、今朝、王立バレエ学校のオーディ

ーディション？」と訊く。
「王立バレエ学校です」と先生。バレエという言葉が

ションが」
。その瞬間、ビリーが呆然と顔を上げて、椅子に座り込む。

出た途端、あきらめたような表情をするビリー。

バレエの学校と聞いて、笑い出すジョージ達 3 人。それで、恥をかいたように思い、兄が怒
鳴る。
「冗談やろ？！」
。

バレエの学校と聞いて、
「おい、冗談やろ」と笑う兄。

先生：
「ビリーには、この２ヶ月、個人レッスンを」
。兄：
「何だと？ 誰がそげな許可を？」
。

しかし、先生から「いいえ、真面目な話ですよ」と言われて、だんだん表情が

「オーディションを 逃しました」
。
「ちょー待て！！ この町の危機ば、知っとーんか？！」

激しくなる兄。先生には、
「ウチがどげんなっちるんか、分かっちるんか？」と

「バレエだと？ 一生、スト破りに させる気か？

厳しい突っ込み。ビリーには、
「お前もだ、バレエだと、クソが！」と怒鳴る。

こいつは、まだ 12 だ」
。
「小さい頃から

始めないと」とビリー。原作映画と似た台詞だが、映画では 11 才と言い、演じているのは 13

さらに、先生に向かって、
「こいつば、一生スト破りにしゅるつもりなんか？ 見

才のジェイミー・ベル、ミュージカルでは 12 才と言い、演じているのは 11 才のエリオット・

ろちゃ。まだ 11 なんやぞ」
。ビリーは、すかさず、
「小さい頃から始めないと」

ハンナ。役柄設定上の問題とはいえ、実年齢では 2 才も違う。

と割って入るが、
「黙っちれ！」と一喝される。

兄は、さらに先生に詰め寄る。
「あんたの趣味で、弟に 女の真似はさせん」
。
「趣味だなんて、

この辺り、原作映画の台詞が、そのままミュージカルでも使われている。
「あん

失礼ね。ビリーには 飛び抜けた才能が」
。
「それが 何の役に立つ？

まだ、ガキだ！ なし

たの趣味で、弟に 女の真似はさせん」
。
「趣味だなんて、失礼ね」
。
「それが 何

て、ガキらしくさせん？」
。
「
“らしく”なくていい。バレエがやりたい」と、果敢に自己主張

の役に立つ？ まだ、ガキだ！ なして、ガキらしくさせん？」
。
「
“らしく” な

するビリー。

くていい。バレエがやりたい」とビリー。

兄は、今度は、先生を侮辱し始める。
「あんたの資格は 何なんだ？

炭鉱の厚生事業で、子

ここから、少し台詞が違う。兄：
「あんた、バレエの何を知っとーんだ？ あん

供に教えとる。そげなんは“おたく”の仕事だ」
。先生：「頭を冷やした方が、いいんじゃな

たの資格は 何なんだ？」
。先生：
「自己弁護のため、来たんじゃない」
。
「分かっ

い」。こう いなされて、兄は直接行動に出る。ビリーをひっつかんで、食卓テーブルの上に

ちるんな、あんたが「おたく」っちこつだけだ。クソどもに、通報せな いかん

乗せたのだ。そして、
「いいだろう、ダンサーになりたいんだな。やい、踊っちみせろ」と強

のかもな」
。
「頭を冷やした方が、いいんじゃない」
。そして、最後に、
「踊れる

要する。「バカバカしい！」と先生。見ていた同僚も、
「なあ、トニー」と止めに入るが、兄

っちんだな。そーか、やれちゃ。踊ってみせろ」と言って、テーブルの上に乗

は、「黙れ」と一喝。頭に血がのぼると、暴走が止まらない人間は時々いる。「来い。ダンサ

せる。そして、この先は、再び全く同じ。
「来い。ダンサーになりたいなら、な

ーになりたいなら、ならせてやる」
。先生が「やめなさい！」とビリーを止めると、
「それで

らせてやる」
。先生が「やめなさい！」と止めると、
「それでもバレエの教師か？

もバレエの教師か？ ありがたい機会なんやぞ！」
。

ありがたい機会なんやぞ！」
。

そして、ビリーに直接、
「さあ、踊っちみせろ、くそガキ！」と迫る。鬼のような形相だ。ビ

そして、ビリーに再度、
「踊っちみせろ、くそガキ！」と迫る。噛み付くような

リーは「いやだ」と拒否する（原作映画では 黙っている）。兄：
「いやか。踊りたくないそう

表情は、映画もミュージカルも同じ。困った兄だ。こちらのビリーは、黙った

だ。だから、バレエはもう させん」
。

まま。気が弱いのか。兄は、
「そうか、いやか」と決め付ける。

そして、先生に顔を近づけて、
「もしまた、こいつに近づいたら、殴っちやる！

中流の く

そして、先生に向かって、
「クソったれバレーな、もうやらんそうだ。もしまた、

そ女め！」
。ここから、先生の反撃が始まる。
「待ちなさい！ あんたに 私が分かるもんか、

こいつに近づいたら殴っちやる！、中流の くそ女め！」と言って、詰め寄る。

この威張り屋！ 思ってるんでしょ、失敗して 落ちこぼれるから、散財するだけだと」
。
「黙

この後の先生の反撃は、
「待ちなさい！ あんたに 私が分かるもんか、この威

れ！」。
「私が 何週間も教えてたのに、気付きもしない。バカげた階級制度の講義なんかやめ

張り屋！ 思ってるんでしょ、失敗して 落ちこぼれるから、散財するだけだと」

なさい」
。つかみ合いの喧嘩になる寸前、警官がやってくるとの連絡が入り、兄は急いで逃げ

までは全く同じ。しかし、我慢しきれなくなったビリーは、家の外へ飛び出し

出す。

て行ってしまう。

「ごめんなさい ビリー、望みが消えて」と言って去る先生。最後に残った父に向って、
「マ
マなら…」と訴えかけると、父からは「もう死んだ！」と怒鳴り返される。

全員が 逃げ出した後、ビリーは一声、苦悶の叫びを発するとテーブルから飛び降りる。そし
て、青い上着を脱ぎ捨て、2 階へと駆け上がり、怒りの叫びを上げながら、タップ・シューズ
に履き替える。ズボンは怒りの象徴の真っ赤。ここから、第１幕最大の見どころ、
『怒りのダ
ンス』が始まる。

そして、ビリーが全身で怒りを表現するストリート・ダンスが始まる。最初は
家の裏の煉瓦の空き地で。この部分が、ミュージカルでは、2 階でのタップ・ダ
ンスに対応している。

ビリーは、柵に手をかけ、足で激しくタップを踏む。常に柵を握っているのは、ビリーのい
る 2 階がかなり高い場所なので、安全対策でもあろう。ダンスは、これまでと違い、コンテ
ンポラリー中心。足で柵を蹴ることで、強い怒りを感じさせる。

ここで、再びメイキングから、監督のインタビューを引用。
「ビリーに要求される技能は 非
常に高度で、並外れたバレエの才能、バレエは、ロイヤル・バレエ学校に受かるレベルだ、
それに、コンテンポラリー・ダンスの手腕。出ずっぱりだからスタミナも要る。子供にとっ
て これほど挑戦的な役が構想され、上演にまで至った事は 一度もなかった。今、ビリーが
踊っているのは、そのコンテンポラリー・ダンスだ。それにしても、こんな苛酷な役に、ロ
ンドン公演だけで 37 人も挑戦し、その平均活躍月数は僅か 13 ヶ月（最長 24 ヶ月、最短 4 ヶ
月）というから、驚きだ。

手の動きが何となく似ている。

階段を一気に下りると、そこは、警官隊とストメンバーとの乱戦の場。背景に透明なライオ

そして、通りから見える家の外へ。ただし、警官隊はいない。観客は、マイケ

ットシールドを隙間なく並べた警官隊がいる前で、くり広げられるビリーの激しいダンス。

ル一人だけ。

最後は照明も赤く変わり、怒りを色で表している。ビリーは最後に高く伸びあがった後、一
気に床に倒れ込み、ダンスは終わる。

そして、通りを駆け抜けて…

最後は、突き当りのフェンスで終わる。

観客からは見えないが、カメラは、倒れ込んだ後のビリーの表情を捉える。限界まで体力を
消耗した疲れ果てた表情。

ブルーレイのメイキングで、最後に監督が語っている。
「この劇は、ある意味で、若い主役の
可能性の限界を見せる演出だ。まさに文字通り、極限に挑戦している子供を見れば、観客は
真に感動して声援を送りたくなるんだ」
。それを受けて、脚本家が、
「主役をやれる子なんて
いないと思ってたが、それを、ライヴでやっちゃうんだから、心を動かされて当然だ。とて
も幻想的な部分もあるしね」と締めくくる。11 才の子供に、ここまでやらせるという発想自
体、すごいことだと思う。

最後にビリーは立ち上がり、そのまま去っていく。スタンディング・オベーションで見送る
観客。これで第１幕が終了する。

トップページに戻る

●第２幕へ
Ｅ の先頭に戻る

ひ の先頭に戻る
イギリス の先頭に戻る

少年リストに戻る
映画リスト（邦題順）に戻る

映画リスト（国別・原題）に戻る

