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第２幕。クリスマス・パーティの開始を告げるのは、支部を取り仕切るジョージと、最も過
激なトニー（ビリーの兄）の 2 人。原作映画では、組合のパーティが一瞬だけ映るが、ここ
では、第２幕オープニングの華やかな一大イベントになっている。ジョージが、観客を炭鉱
夫に見立て、
「鉱夫諸君、鉱夫諸君、イージントン炭鉱夫福祉機関によるクリスマスの無料パ
ーティにようこそ」と語りかける。そして、
「さて、ストライキに入っち 9 ヶ月半。へこたれ

原作映画では、炭鉱夫を対象としたクリスマス・パーティらしきシーンが一瞬

たかな？」と訊くと、観客から「No」の返事。声が小さいので、
「さあ、もっと元気に。へこ

映る。舞台中央にいて盛り上げているのは、ジョージだ。この部分は、映画で

たれたかな？」
。
「No！」と返事が大きくなる。観客参加型だ。
「だいぶ 良くなりよった！ じ

も不明瞭な部分の一つ（後述する～脚本の不出来）
。夜のように見えるが、前後

ゃあ、これまでで最高のクリスマス・パーティば始めよう」
。

関係からして、まだ陽の高い時間だ。

パーティの前に、
「肉料理」 賞の福引の抽選を行う。そして、さらにその前に、肉を寄付し
た団体への謝辞が入る。団体は 3 つあるが、一番受けるのが 3 番目。
「最後に、ニューキャッ
スルの素敵な同志に感謝申し上げたい。ニューキャッスル工科大学のレスビアン・ゲイ・サ
ークル。頬（ホモ）肉 と 肩（オカマ）肉とカンバーランド・ソーセージば提供。ここで、ビ
リー登場。
「彼は、スパークリング・パートナーのビリー・エリオット君」
。ビリーが手に持
つバケツの中から、ジョージが当たり番号を 1 枚だけ選ぶ。

そして、いよいよショーの開幕。エルトン・ジョン作詞作曲のナンバー『メリー・クリスマ
ス・マギー・サッチャー』は、すごく楽しい。場面は 4 回変わる。1 回目は、全員がマギー・
サッチャー故元首相のお面を被って斉唱する。
「♪メリー・クリスマス、マギー・サッチャー。
神のご加護ば。じゃあ、皆で 一気に歌おう」
「♪メリー・クリスマス、マギー・サッチャー。
今日はお祝いだ。これで、死に一歩近づいたから」
。音楽は楽しいが、歌詞はブラック・ユー
モアがありすぎるので、元首相が亡くなった時、そのまま続けるかどうかが検討されたとか
（でも、結局続けることに）
。

2 回目は、サンダーランド孤児院から参加した 2 人の子供が登場。最初は、ベッドで寝てい
るシーンがあり、
「♪君らのストッキングは 襲われる。クリスマスのお菓子ば 盗むため」
「♪
だけん、がっかりしないこと。それが君のためだとさ」で始まり、最後は「♪インフラ整備
なんか、やめちまえ。産業団地が優先だ。給与も下げてやれ」と政策批判に向けられ、子供
たちが背中を見せると、ベッドの裏には『石炭でなく、失業保険を』
『とっとと失せろ』の文
字が。後半のインフラ整備云々は、サッチャー政権が高速道路建設などのインフラ整備を一
切やめ、民営化による経済効率を重視した「小さな政府」政策をとったことへの皮肉。この
場面の最後には、サッチャーの扮装をしたジョージが、胸に大きな『私に 1 票を』の大きな
ワッペンを付けて登場する。役柄上、ジョージはいつもいばっているので、ちょうどよく似
合っている。

3 回目は、炭鉱夫福祉機関による政治的な人形劇。
「♪ファシストのブーツば履いた、お巡り
も いるばってん。すべての労働組合の面々も、皆 馴れ合いさ」
「♪そして、皆 仲良く手ば
つないで、一列に並ぶんだ。だって、サンタも民営化しちゃったから」
。この時の主役は、リ
アルにモディファイされた人形。歌詞は、炭鉱のストライキが、他の労組からの支援を受け
られず、そのため敗北したことへの当て付け（ただし、本当は、独走したスカーギル委員長
が悪い）
。ただ、サンタの民営化は云々の皮肉は面白い。

4 回目。観客も交えて全員で歌う。大きなサッチャー人形も登場するが、ここでユニークなの
は、アメリカ民謡『いとしのクレメンタイン』の替え歌が最後に挿入されること。その歌詞
も痛烈だ。
「♪ぼくのいとしい、いとしいヘゼルタイン」
「♪あんたは どあほう、あんたは ろ
くでなし、あんたは、くそったれの豚野郎」
。これを、4 人の少女が天使の白衣を着て歌う。
因みに、ヘゼルタインは当時の副首相。

賑やかなシーンが終わると、パーティは 2 つ目のナンバー『地下深くに送り込まれた』へと
移行する。パーティの余興で、今年は、ジョージがビリーの父を指名したのだ。
「
『ビッグ・
スペンダー』 や、ジャッキー！」と叫んだのは、元気な祖母。
『ビッグ・スペンダー』は 1967
年作曲のヒット曲。
「そんな曲は歌えん、古いフォークソングを歌う」と言って歌い始める父。
だから、この歌詞は父自身の話ではなく、一般的な炭鉱夫の生活を歌ったものだ（そこが、
第１幕で祖母が歌った『酔いは覚めとった』と違う）
。
「♪俺にも 若い頃があった。谷や丘ば
見て歩いた」
「♪将来も考えた。豊かでワクワクするような」
「♪しかし 15 の誕生日、俺は、
組合費ば納めた。そいで、地下深くに送り込まれた」
「♪冬は寒さで凍りつき、夏は熱気で焼
かれた」
「♪だが俺は、稼ぐため留まった、死ぬまで離れないだろう」
。非常に重い内容の歌
詞だ。この詞を聞くと、当時の ある炭鉱夫のインタビューが思い起こされる。
「切羽といわ
れる採炭現場がどんな条件のところか 1 回でもよいから働いてもらいたいものだ。トイレが
ない仕事場で持参した弁当を食べなければならないのだ。そんな不衛生で過酷な仕事場は炭
鉱しかない。しかしわれわれは楽しんで働いている。炭鉱村の暖かいコミュニティーを愛し
ているからだ。われわれはみなコミュニティーのために働いているのだ。その命より大切な
炭鉱コミュニティーをサッチャーは壊そうとしているのだ。炭鉱を閉鎖すれば村は死ぬ、こ
れが一番つらいことなのだ〔山崎勇治『石炭で栄え滅んだ大英帝国：産業革命からサッチャ
ー革命まで』より全文引用〕
。

後ろに座ってじっと聞き入るビリー。父の歌が、
「♪俺は、家族ば持った。息子達は誇りば与
え、そいで、俺ば乗り越えて行った」に来た時、ビリーの隣に座った兄がビリーを小突く。
お前も、ちゃんと頑張れよという意味なのか。歌はさらに、｢♪いつしか俺は、年ば数え始め
た。今や俺は、老人だ。召される時ば 待つだけの。もう一度、地下に戻されるまで｣。フォ
ークソングの割に、実に暗い。
クリスマス・パーティで、みんなが騒いでいる時、ビリーの父は、暖炉にくべ
る薪を工面するため、亡き妻のピアノを壊している。このシーンでは、まだ明
るい。その後、薄暗くなってから、一家全員が揃ってささやかなクリスマスの
会が開かれる。父親がなぜ泣くかも よく分からないが、そもそも、なぜ炭鉱夫
のパーティに参加していないのか？

しかし、歌が、
「♪一度、俺は恋ばした。彼女は俺にとって世界やった」
「♪俺達は、将来ば
語り合った。考えつく限り」
。
「♪俺がわずか 37 の時、彼女は天に召されて行った」までくる
と、3 年前に死んだ自分の妻サラのことで頭が一杯になり、歌えなくなってしまう。そのた
め、ビリーがその後を引き継いで歌う。その時までには、パーティで一杯いた人々は、目立
たぬように一人去り二人去りして、いつしか 2 人だけになっている。巧みな舞台構成だ。

父が帰宅すると、背後にいたマイケルがさっと寄ってくる。原作映画での雪だるまのシーン

そして、暗くなってから雪の街路で遊ぶビリーとマイケル。親がパーティに行

に該当する。ビリーは、既に、父が手に持っていた缶ビールを受け取り、少し飲んでいた。

ったから、子供たちが外に出たのか？ それなら、日中から騒いでいた連中は

そのビール缶を、今度はマイケルが手にする。一方、映画では、マイケルの持ってきた不味

一体誰なのか？ 疑問は多い。それはさておき、ここで、マイケルがビリーに、

いビールを、ビリーがもらう。立場は逆だが、ビールをやりとりするという意味で、似てい

家から持ってきた酒を「パパがキッチンに貯め込んどる」と言って渡す。
「バレ

る。ただ、この先 2 人は、しばらくの間、映画とは全く違った行動をとる。

なか？」
。
「幾らあるかなんて 知らんたい」
。

まず、ビリーが、クリスマス・プレゼントについて、
「僕のもらったんは、支援団体からの地
図１冊だけ」と不満をもらすと、マイケルは「まだマシじゃなかか」
。よっぽどひどいと思い
きや、
「僕なんか、サッカーのユニフォームと、ケビン・キーガンって奴のサイン入り写真」
と言う。キーガンは、当時のイギリス・サッカー界のスーパー・スターなので、ビリーより
遥かに豪華なプレゼントだ。サッカーに興味のかけらもないマイケルは、だから自慢する。
「だけん、交換した。ブランニューのシンディー人形の看護婦と！」と見せびらかす。観客
の笑い声。ビリーは、何の感動もなく人形を受け取ると、マイケルが後ろを向いた隙に人形
にビールを飲ませる。ビールで濡れてしまったので、逆さまにして振っていると、それを見
つけたマイケルが飛んできて大事そうに庇う。第２幕のビリー／マイケル・シーンは、第１
幕のそれに輪をかけたコメディになっている。真面目一方でない、こうした幅の広さが、こ
のミュージカルの人気が高い理由であろう。

マイケルは、ビリーがバレエをやめていると聞き、
「きっと、そいで良かったんだ。だって、
バレエ学校に 行かなくてよか」と言う。それに対し、ビリーは、
「そいのどこが、いいんだ？」
と不満気に訊き、マイケルは「寂しかやろ」と答える。この「寂しかやろ」は、原作映画で

雪ダルマを作っていたビリーは、思わず「手が凍えそうだ」と口にする。する

は、始めの頃、マイケルの女装場面で使われる台詞だ。ミュージカルの第１幕にあったマイ

と、マイケルは、
「手ばこっちへ」と言うと、コートを開けてビリーの手を自分

ケルの女装場面は、楽しい内容で統一されているので、しんみりした台詞は似合わない。そ

の胸に当てる。不思議そうに「何しよん？」と訊くビリー（1 枚目の写真）
。マ

こで、マイケルが本音を語る重要な台詞を、ここで活かすことにしたのであろう。このタイ

イケルは、
「なんも。手が 暖まるやろ」と平然と答える。ビリーは、ずっと前

ミングは実に上手い。というのは、この直後、ビリーの「ここは、凍えそうだ」に引き続き、

の女装のことも思い出し、
「オカマなのか？」と尋ねてみる。
「なして そう思

マイケルが、ビリーの手を胸に入れて暖めるシーンへと自然につながるからである。この名

う？」とマイケル（2 枚目の写真）
。
「冷たいやろ？」
。
「気持ちよか」
。そして、

場面は、原作映画と基本的にすべて同じ台詞。ビリー：
「何しよん？」
（1 枚目の写真）
。マイ

思わず、マイケルがビリーの頬にキスする（3 枚目の写真）
。ひょっとしたら、

ケル：
「手が 暖まるやろ」
。
「オカマなのか？」
。
「なして そう思う？」
（2 枚目の写真）
。
「冷た

ビリーも同じ気持ちかと期待するマイケル。しかし、ビリーは、
「バレエが好き

いやろ？」
。
「気持ちよか」
。ここで、マイケルがビリーの頬にキスする（3 枚目の写真）
。
「バ

だからって、僕はオカマじゃなか」と宣言する。がっかりして、
「黙っててくれ

レエが好きだからって、僕はオカマじゃなか」
。
「黙っててくれちゃ」
（4 枚目の写真）
。

ちゃ」と頼むマイケル（4 枚目の写真）
。ニヤッと笑って安心させてやるビリー。

そして、原作映画ではボクシング・クラブの建物内で、ミュージカルではそのまま屋外で、

ビリーは、目の前のボクシング・クラブに、マイケルを呼び入れる。そして、

ビリーがマイケルにチュチュを「付けろよ」と渡す。しかし、その後の展開は両者で全く違

「ここって、何て寒いんだ！」と言って、マイケルにチュチュを渡す。
「これ な

っている。映画では、ビリーがバレエの基本動作を教えるが、ミュージカルではマイケルが

ん？」
。
「さあ、付けろよ」
。以前マイケルが、二度もチュチュのことを言ってい

おどけて大活躍。チュチュを着るため、長ズボンを脱いだマイケル。
「ここって、何て寒いん

たので、ゲイとは知らずに、持って来てやったのだ。因みに、ビリーの「ここ

だ！」。そして、
「少し小さいや」
。さらに、赤い短パンと色が合わないので、
「いかん、赤と

って、何て寒いんだ！」の台詞は、ミュージカルではマイケルがチュチュを着

チュチュが合ってなか」
。チュチュを着たマイケルは、ビリーに、
「ねえ、バレエの手ほどき

る時に叫ぶ。極寒のリングで、薄着のバレエ姿になった 2 人。ビリーは、バレ

して」と頼むが、ビリーは「言ったろ、もうやめたって」と断る。それに対し、
「ほんのちょ

エの基本型をマイケルに教える。
「プリエ」と言い、足のポジションを 1 番、2

こっと」と言いながら、寄って行くマイケルのコケティッシュな動きが実に可笑しい。

番、5 番と指示するが、マイケルの足はそれについていけてない。

マイケルは、ふざけている間に、180 度開脚の形になってしまい、悲鳴を上げるマイケル。こ
の後のマイケルの台詞、
「なして 『くるみ割り人形』っちゅうか、分かったぞ」は、観客の
笑い声が一番大きかった場面。チャイコフスキーのバレエ『くるみ割り人形』に出てくる 180
開脚の人形のことを指しているものだが、
『くるみ割り人形』
（The Nutcracker!）と「タマ直
撃で痛い！」
（nut cracker！）という隠語を引っ掛けた表現だ。

この時、ビリーの父が、ジョージともう一人の 3 人で、外の雪道にさしかかっ
た。第２幕冒頭で、疑問を呈したことだが、陽の高い時間からジョージはパー
ティの中心人物だった。従って、夜遅く帰途に着くまで 7-8 時間は飲んで騒い
でいたことになる。一方、ビリーの父は、夕食を家で家族と食べている。パー
ティに参加したのは、それ以後だ。実に奇妙な組合せだ。ミュージカルのよう
に、組合主催の家族ぐるみのクリスマス・パーティがあって、三々五々引き上
げていく方が自然だと思うのだが。
とにかく、3 人目の男が、雪ダルマに小便をひっかけていて（ひどいことをする
チュチュを着たマイケルとふざけているのを見られてしまう原作映画と違い、マイケルは、

ものだ）
、クラブに明かりか点いていることに気付き、
「誰かいるぞ」とジョー

誰にも見られることなく、チュチュを着たまま帰宅する。
「よければ、チュチュ 持っててい

ジに教える。そして、中を確かめにいったジョージが、ビリーの父に息子の行

いよ」。
「いいの？

為を教える。結果論からいって、この場にビリーの父がいないと困るので、こ

やった！」
。
「まさか、その格好で？」
。
「もちろん。誰も 気付かない」
。

最後の一言は、マイケルの寂しい家庭環境を、よく示している。盛大な拍手で退場する。

うした変な脚本になったのであろう。

一番笑わせる場面の直後に、一番静かで美しい場面が用意されている。マイケルが舞台中央
に残していったテープレコーダを、ビリーが取り上げてスイッチを入れる。それを、舞台の
左の壁に置き、上着と靴を脱いだだけで、スムースに次のシーンに切り替わる。流れるよう

ビリーが、マイケルと戯れながら踊っている最中に、ジョージに言われた父が

な演出だ。さっきまでビリーが座っていたイスを取り上げると、ビリーは回転させる。する

中に入ってくる。顔を見合す 2 人。見下げ果てた息子の姿に、顔を覆う父。し

と壁面がするすると後退し、ビリーにスポットライトが当てられる。

かし、ビリーは、今までの鬱憤をすべて吐き出すべく、父の前で踊り始める。

『白鳥の湖』の音楽が始まると、ビリーの背後にもう 1 つスポットライトが当たり、大人に
なったビリーが同じ格好で現れる。原作映画では、ラストシーンで大人になったビリーが登
場するが、ミュージカルでは、一種の「夢」という形で、大人と子供の 2 人のビリーによる
幻想的なダンスがくり広げられる。一般の公演では、単に大人の俳優が演じるだけだが、こ
の日だけは、特別に初代のビリーを演じたリアム・モワー（現役のトップ・ダンサーの一人）
がその役をこなしている。エリオット・ハンナは、立ち位置から、リアム・モワーを見るこ
とをできないので、2 人の息がぴったり合っているのは練習の賜物である。

ビリーは、ストリート・ダンスを懸命に踊る。

この場面、後半はカメラが自由に動き回る。興味深いのは、エリオット・ハンナの正面（1 枚
目の写真）から始まり、リアム・モワーの周囲を半周して、舞台方向（2 枚目の写真）へと回
り込むショット。観客席がこんなに真っ暗だとは意外だったし、カメラが観客席から見てい
て邪魔にならないかと疑問だった。リアム・モワーも、公演後のインタビューで、
「カメラク
レーンが近づいてきたり、左右にカメラが設置してあったりした」と述べている。

映画の最後、大人になったビリーが、
『白鳥の湖』の“白鳥役”で登場するが（1
枚目の写真）
、ミュージカルでは、イギリスを代表する演出・振付家マシュー・
ボーンによる新解釈で高い評価を得た『白鳥の湖』で、初代ビリー役のリアム・
モワーが、
“白鳥役”ではなく“王子役”で出ている（2 枚目の写真の右側）
。

1 枚前の写真と下の写真は、2 人が絡んで踊るシーン。もちろん、リアム・モワーの方が数段
上だが、ビリーも手や足の線がきれいに伸びて美しい。

最も幻想的で美しい場面は、ワイヤーで吊るされたビリーが空中を自由に飛ぶシーンだ。最
初は手をつかんで回転させ（1 枚目の写真）
、そして手を離して宙を舞う。ビリーの姿勢が非

ミュージカルで最も幻想的なシーンの背景には、ひょっとしたら、ビリーとマ

常に美しい（2 枚目の写真）
。そして、再び、腕をつかんで大きく振り回し（3 枚目の写真）
、

イケルがロープで遊ぶこのシーンが あったのかもしれない。と言ったら、叱ら

最後に高く伸び上がった姿勢で静止する（4 枚目の写真）
。

れるかも…

幻想的なシーンのフィナーレは、ワイヤーを中心に回転させられたビリーが、舞台の天井近
くへ引き上げられるシーン。このシーンについて、エリオット・ハンナは「ぜんぜん怖くな
い。初演の時は怖かったけど、今はへっちゃら」と述べている。

ビリーが地上に戻り、ピルエットで移動しながら父の前でフィニッシュを決めたところで、
一連のシーンは終わる。ビリーの長いダンスは、
『怒りのダンス』
『白鳥の湖』
『電気のように』
と 3 つあるが、それぞれ、コンテンポラリー・ダンス、クラシック・バレエ、ストリート・
ダンスと異なり、この部分は本格的なバレエ。ビリー役の子役によって、得意パートが異な

ダンスの最後、父の直前までやってきて取るこのポーズ。これは、父に対する

る（歴代 37 人中、バレエ出身は 22 人）。小さい頃からクラシック・バレエで頭角を表してい

一種のデモンストレーションでもある。自分は、こんなにもバレエが好きなの

たエリオット・ハンナの動きは実にきれいで滑らかだ。さて、舞台上では、父が息子の才能

だと主張するための。父は、さすがに息子の才能に気付き、
「家に帰れ、ビリー！」

に気付き、
「家に帰れ、ビリー！」と命令した後で、バレエの先生の家に向かう。舞台の上で

と命令した後で、バレエの先生の家に向かう。この部分、映画とミュージカル

は、中央まで出たところで雪が舞い始め、先生の家の前の場面へと移る。

は全く同じ。

そこは、バレエの先生の家の前。原作映画では、先生の家の中での会話になっているが、ミ
ュージカルでは屋外のままだ。だから、家の外に先生が出てくる。会っていきなり、父が「幾
ら かかるんやね？」と訊き、先生が「まず、メリー・クリスマスでしょ」と諌めるところは
両者とも全く同じ。その先は、ミュージカルの方が 3-4 倍の会話量。父：
「あいから 考えよ
った」。先生：「邪魔した本人だもの」
。手厳しい。
「合わせる顔がなか」
。本当だ。「構わない
わ。クリスマスには寛容にならないと」
。
「教えて欲しか… 本当に やっち行けるんか？」
「何
を？」
「そりゃ、学校とか、オーディションたい」
。
「分かるわけないでしょ？ 合格したか…
ランベール・バレエ学校か（別のバレエ学校）… その他大勢のように 不合格か。私に分か
ると？」
。っこまでは、怒りにまかせて無愛想に応対していた先生。しかし、父が、
「じゃあ、
お終いだ」と言って去って行くと。慌てて引き止める。先生は、ビリーの才能を何とか活か
したいのだ。
「待って！ ロンドンで まだオーディションが」
。
「間に合う？」
。
「ええ」
。以上
の部分が原作映画では抜けている。つまり、12 月末になっても、まだ入学のチャンスがある
ことは、どこかで触れておくべきだ。その点、ミュージカルの方が親切だと思う。

気を取り直した父が、
「バレエ学校っち、幾らぐらいかかるんかいな？」と訊く。
「年に 5000

バレエの先生の家まで歩いていく父。先生のいる客間まで案内されると、唐突

ポンドと、生活費」
「学費が免除される場合も」と先生〔現在だと、2 割程度の学生が全額免

に、
「幾ら かかるんやね？」と訊く。これには、先生も呆れて、
「まず、メリー・

除〕。
「オーディションの話なんや」と父。
「そんなら、20 ポンドくらい」と気楽に先生。とこ

クリスマスでしょ」とたしなめる。しかし、父としては、ビリーのことで頭が

ろが、20 ポンドでも父には重い負担なのだ。「ロンドンへのバス代も なかんに」
。先生が、

一杯なのだ。
「思ってるほど 高くはありませんよ。2000 ポンドかしら。でも、

「バス代なら 私が…」と申し出る。すると、父は、「お金は要らんけん。物乞いじゃなか。

学費が免除される場合も」
。ミュージカルでは 5000 ポンドになっている。5 年

息子だから」
。この部分は原作映画とほぼ同じ。
「お願いだから、バカげた労働階級の意地な

でそんなに値上がったのか（映画は 2000 年、
ミュージカルは 2005 年）
？ 「2000

んか忘れる時じゃない？ あの子には天賦の才が。それにチャンスも。それでも させるの、

ポンド？ オーディションの話なんや」と父。
「ロンドンまでのバス代なら、私

鉱夫を？ 町は もうこれまで。終わったわ。先のない闘争を続けとるだけ。私は敵じゃない

が払いますよ」
〔親子で、往復 20 ポンド程度〕
。この部分、ミュージカルに比べ、

のエリオットさん。私達は同志なの。だから、声をかけて。援助させて」
。この先生の必死の

格段に短い。オーディションの費用の話もしないで、いきなりバス代に話が飛

説得は、ミュージカルだけ。そして、最後、
「ビリーにして下さったこつに、お礼ば言いたい。

んでしまう。その後の会話。父：
「物乞いじゃなか」
。先生：
「物乞い？ ふざけ

心から感謝するけん」
。
「それだけ？」
。
「俺のしぇいで台無しにした。自分で 何とかしゅる」
。

ないで」
。
「ビリーにして下さったこつに お礼は言うが、あいつは息子やけん。

ここは、よく似ている。最後に涙する父。この涙は、今から自分が行う屈辱的な行為に対す

自分で 何とかしゅる」
。この辺りも、かなり短い。

る“悔し涙”であろう。
下の 2 枚の写真は、帰宅した父をベッドから起き上がって見るビリーと、その
ビリーを見つめる父。
「自分で 何とかしゅる」ためには、
“スト破り”しかない
と覚悟した表情だ。3 枚目は、スト破りの集合場所での父。

舞台は、先生の家の前の雪のシーンから、スト破りの集合場所へ。父の立ち位置はおろか、
姿勢すら変わらない。ただ、スト破りの連中が現れるだけ。ほんの数秒での場面転換だ。

顔見知りのスト破りから、
「信じられん、ここで お前に会うとはな」と声をかけられ、
「物事

顔見知りのスト破りから、
「信じられん、ここで お前に会うとはな」と声をか

は変わるんだ」と父。
「お前さんが正気に戻って 嬉しか」
。
「放っちいてくれ！」
。原作映画と、

けられ、
「物事は変わるんだ」と父。
「お前さんが正気に戻って 嬉しか。変わる

ほぼ同じ。この後、映画ではバスに乗るが、舞台では、怒れる炭鉱夫達と、スト破りを隔て

もんだな」
。ミュージカルと違うのは、最後の一文のみ。スト破りの乗ったバス

る柵がそれを代行している。

の車内にいる父の姿に気付き、驚愕する長男トニー。

舞台に流れる、
「スト破り、スト破り、スト破り、スト破り、スト破り」という際限のない声、
声、声。そのくらい怒りは大きい。ただ、資料によれば、クリスマスまでに職場に復帰すれ
ば、1400 ポンドのボーナスを支給するという政府の切り崩しで、1 月には、何と 41％の炭鉱
夫がストから脱落していたという。従って、スト破りの人数は、本来ならもっと多かったハ
ズだ。余談まで。スト破りを軽蔑する叫び声を上げていた兄は、スト破りの一団の中に父の
姿を見つけて、激しく動揺する。
「おやじ！」
「おやじ、何しよるん？」
。最後は、凄い大声で
「おやじ！！！」びながら、引き止めようと柵を乗り越える。この場面は、原作映画と全く

スト破りのバスに親爺？ 信じられない気持ちで 兄は柵をよじ登り、炭鉱の敷

同じ。

地に入り、父の後を必死で追いかける。

兄は、父に駆け寄る。そこから、父の 2 つ目のナンバー、
『きっとスターになれるだろう』が
始まる。
「♪もう 続けられん。心は引き裂かれた。負けた、終わった、滅びたんだ」
「♪息子
に 未来ば与えてやりたい。真剣に考えてやりたい」
。それに対し、兄は、
「今さら 降参なん

「おやじ、なんしよるんだ！？ こぎゃんこつしちゃ いかん！」と必死に止め

かできん。一年間 職なしで頑張った。もう二度と口ばきけんくなる。俺のためにも やめて

る兄。
「現状ば見てみろ。哀れな息子に、なん一つしてやれんだろ？」
。
「今さら

くれ。自分自身のためにもな！ あいつは、まだガキなんや」
（兄は歌わない）
。

降参なんかできん。長かこつずっと、皆で頑張っちきよったんだぞ！」
。

父は、さらに、
「♪きっとスターに なれるだろう。どこまで伸びるか、誰にも分からない。
チャンスば与えられるのは、俺だけだ」
、
「♪もう 続けられん。心は引き裂かれた。負けた、
終わった、滅びたんだ。息子に 未来ば与えてやりたい。真剣に考えてやりたい」と訴える。
これに対して兄は、
「今さら降参なんかできん。一年間 職なしで頑張った。もう二度と 口ば
きけんくなる。俺のためにも やめてくれ。あんた自身のためにもな！ あいつは、まだガキ
なんや」と食い下がる。すると今度は、
「♪きっとスターに なれるだろう。どこまで伸びる
か、誰にも分からない。チャンスば与えられるのは、俺だけだ」
「♪世に出れば 輝ける。こ
こにいて 無為に過さずに、人生のチャンスば与えてやらんと」と切々と歌う。兄もそれに負
けじと、
「俺達の問題じゃなか。子供の問題じゃなか。皆のため、皆のチャンスのためだ。皆
の未来、皆の過去のためだ。ダンス好きのガキの問題じゃなか。俺達の歴史の問題だ。俺達

「ちいちゃいビリーんためだ！ すごい天才かもしれんけん！」
。
「頼むちゃ！

の権利の問題だ」と理性に訴えようとする。さらに、
「これまで払った犠牲ば 考えてみてく

俺のためにも やめてくれ！ あいつな、まだ 11 やろ。子供なんや。ただのク

れ。俺が子供の頃から 教えてくれたろ。だから、その時の情熱ば忘れんでくれ」と感情にも

ソガキなんやぞ」
。
「俺たちは 終わった。穴ば掘るしか できんやろ？ あん子

訴えかける。

には、チャンスば与えてやらんと！」
。歌でない分、台詞は かなり短い。

それでも止めない父を、
「黙れ、ぶっ殺すぞ！ 消えちまえ！」と突き放した兄だったが、炭

「お願いだ、俺んためにやめてくれ。金なら なんげなしゅるから」「帰ろう、

鉱夫仲間の、
「♪心配しゅるな、俺達は失望さしぇん」という声に、折れて、父を抱きとめる。

おやじ」
。最後には、スト破りを断念させる兄。

ここからの展開は、原作映画とミュージカルで最も相違の大きな部分である。
「労働党は 役
立たず」と書かれた大きなポスターの前で、みんなからカンパしてもらったお金を数えるビ
リー。
「全部で、19 ポンド 17 ペンス半。それに 12 ペセタ」
。
「バス代にもならんな」と兄。そ
こで、ジョージが、
「50 ペンス硬貨で、30 ポンドあっけんぞ」と言うが（ここは映画と同じ）
、
兄は、
「そいは使えなか。新しいサンドバッグ用やろ」と断る。ジョージは、
「芸術は 支援せ

ジョージ：
「レッスン代の 50 ペンスだ。新しいサンドバッグば買う代りに、お

ないかん！

ボクシングしとっても、パレスチナ人じゃなか」と大見得を切る。しかし、そ

前にやる」
。兄：
「これじゃ、ホテル代にもいかん。50 ペンスなんか、いじくる

れは無教養の露呈で、兄に、
「ペリシテ人やろ！」といなされてしまう（ペリシテ人は、実利

んやめて、もっとマシなこつば考えろ」
。
「金なら なんげなしゅるから」と約束

主義者のこと）
。

した割には、冷淡な兄だ。

兄：「まるで足りん。遠いから、宿にも泊まるやろ。これじゃ、絶望的だ」
。そこに突然、ス
ト破りの男が現れる。兄：
「貴様、何の用だ？」
。スト破り：
「ゴタゴタは 嫌いだ」
。
「なら出
てけ。ここは、スト破りの来るトコじゃなか」
。ところが、スト破りが危険を冒してやって来
たのは、
「さあ」と言って、札束をビリーに渡すためだった。

ジョージは、
「そーか。なら、補足給付で、福引くじば買っちみちゃうか。コン
サートも よかな」と明るいし、前向きだ。ビリーも、
「ありがとね、ジョージ」
と感謝する。しかし、兄は、
「ビリー、金な、どこさもなかんだ。分かっちゃろ
うが！」と否定。ジョージが、さらに、
「仲間に頼めば、ちょこっとくらいは集

兄：「それ何だ？」
。スト破り：
「この子のだ」
。兄が「知るか、寄こせ」とビリーから札を取

まるかも」と言っても、
「金なんかどこさもなか。変な希望ば与えなかでくれ」
。

り上げる。そして、
「お恵みは受けん」
。ビリー：
「ちょっと待って」
。兄：
「黙れ！ 穢れた金

自分では何一つ知恵を出さず、他人の案を批判するだけというのは、最低の態

に 用はなか」
。ビリー：
「だけん、これで全部払える」
。スト破り：
「頼むよ、トニー、この子

度だ。そんな中、動いたのは父だった。亡き妻の形見の金製品を、愛しげに触

に、チャンスば与えてやれ」
。兄：
「こんなものは 要らん」と言い、
「スト破り！」と叫びな

った後で、思い切って質屋を訪れる。悲しいが、これが唯一現実的な解決策だ

がら、札束を相手の胸に札束をぶつける。

ったのであろう。

床に散らばったお金を集め、
「何百ポンドもある。使えなか、父さん？」と訊くビリー。最初
は否定的だった父。しかし、炭鉱夫仲間の無言の同意の姿勢に押され、ついに兄も認める。
「行けよ、オーディションに」
。そして、こう付け加える。
「ここは どげんなる？ 騙された
んだ。仕事に戻る奴が増えとう。くそ金持って、ロンドンに行って来い。一体なんで、共同
体ば守ろうとしとる？ 一体なんで、閉山ば避けとる？」
。そして、去って行く。しかし、こ
の“資金調達法”に関しては、原作映画の方が現実的であろう（父が母の遺品を質屋に持っ
て行く）
。そもそも、床に落ちたお金をビリーに数えさせること自体、屈辱的で、ビリーに相
応しい行動とは、とても思えない。しかも、自分の家族のため、恥を偲んでスト破りをして
きた男が、数ポンドならまだしも、何百ポンドもくれるとは到底あり得ない。

「じゃあ、これ使うよ」とビリー。炭鉱夫たちがみんなで、ビリーと父に旅行の準備をさせ
てやる。そして、
「♪俺達は進み、輝くだろう。俺達は進み、機会をつかむ。俺達 皆、人生
に誇りば持っちるぞ」と歌う。それに加え、第１幕の冒頭で歌われた「♪俺達は、共に立ち
上がる。闇の中でも、嵐の中でも。俺達は、肩と肩ば寄せ合う。暖め合うため」も、二重唱
の形で歌われる。奥に炭鉱夫たち、手前にビリーと父が立ち、見送られる。そして、両者の
間に板（幕ではない）が下りて遮断されると、ライトが明るくなり、場面はロンドン郊外の
王立バレエ学校へと一瞬に変化する。

オーディションのため、ダラムから長距離バスに乗り、王立バレエ学校を訪れ
るビリーと父。11 才の児童が入学できるのは下級学校（Lower School）だが、
それは、ロンドン郊外のリッチモンド公園のホワイト・ロッジにある。そして、
その石造りの新古典主義の建物は立派だが、映画で登場する建物とは違う。撮
影が許可されなかったのか？

第２幕で、最も重要な王立バレエ学校の場面は、複数の独立した短いシーンが積み重ねられ、
最後の面接～『電気のように』へと発展していく。その最初のシーンが、学校に到着し、面
接予定者リストとの確認。ここで面白いのは、担当者の女性に、
「お仕事は？」と訊かれ、
「ま
だ、学校やけど」
。
「いえ、あなたの職業です」
。
「炭鉱夫たい」
。それを聞いた女性は、そのよ
うな人種など縁がなかったので興奮し、
「まあ、本当に、地下に潜られるのですか？」と言う
と、後ろ結びにしていた髪を解いてセクシーに見せようとする。その姿をちらりと横目で見
ているビリー（因みに、手に抱いているのは、大事なお金のビン）
。

次の短いシーン。ビリーが女性に連れられてドアの向こうに姿を消すと、左端に登場した如
何にも金持ちのロンドン紳士。
「実に、神経にこたえますな」とロンドン訛で話しかける。聞
き取りにくかった父が、
「何ち言われた？」と聞き直す。
「実に… 神経にこたえますな。お分
かりかな… 時々…息子のトマスより、私の方が神経質になってしまいまして」
。それに対し、
父は、「うちにも 初めてとよ、あんだっち同じ」と答える。その強い方言に、何を言われた
のかさっぱり分からない紳士。
「何と言われました？」
。父は、ゆっくり くり返す。「うちに
も・初めて・とよ」
（It’s wor forst time,）
「あんだっち・同じ」
（like, y’knar.）
。しかし、
これでは、いくらゆっくり発音しても、分からないものは分からない。全編を博多弁にした
のは、この部分があったため。ここだけ、強い方言で訳しても、他が標準語だったら、あま
りに唐突で不自然になるからだ。

王立バレエ学校のオーディションの場面は、ミュージカルの 16 分に対し、原作
映画では 10 分弱。その差は、学校で起きるエピソードの差となって表れる。映
画版ではストーリーの流れは比較的単調で、特に、コミカルな部分は全くない。
映画版のエピソードは、①受験生の待合室、②身体検査、③「やめたい」
、④実
技試験、⑤受験生への暴行、⑥面接、⑦面接後のビリーへの個人質問の 7 つ。
このうち、①と②は映画のみ。また、ビリーのダンスは、映画では④、ミュー
ジカルでは、⑦に回されている。従って、両者を対比する場合、最初の場面は
紳士が去った直後、今度は右端からビリーが顔を出し、
「父さん、お願い、僕 もうやめたい」

③の「やめたい」のシーンとなる。ビリーがドアから現れ、
「父さん、お願い、

と言い出し、父が「バカなこつ ゆうな」と押し戻す。この部分だけは、映画と内容も台詞も

僕 もうやめたい」と言い出し、父が「バカなこつ ゆうな」と押し戻す。内容

同じ。

も台詞もほぼ同じ。

そして、いよいよオーディションの実技試験。試験官の机に並ぶ面々と、その前に立つビリ

次が、オーディションの実技試験。試験官がずらりと並び、その前にビリーが

ーの構図は映画もミュージカルも同じ（試験官の人数は 6 人から 4 人に減っている）
。ただ

立つシーンは、ミュージカルでもそっくりそのまま再現されている。白の半そ

し、同じなのはそこまで。あとは、すべて違っている。

でシャツに青い短パンまで同じ。

まず、手に持っているビンのことを、
「ウィリアム、何を持ってるんだね？」と尋ねる試験官。

映画版では、コミカル 4 場面（お金のビン、カセットの巻き取り、間違った曲、

「僕のお金たい。オーディション用の。50 ペンス硬貨と、スト破りのお金」
。
「置いてもらえ

曲の音程の狂い）がない代わりに、バーが置いてあり、バレエの基本姿勢をと

るかね？」
。ビリーは、試験官のテーブルの上に ビンを置く。

らせる。スケートでいうなら、コンパルソリーとフリーの両方がある感じ。

次いで、実技用にカセットテープを取り出したビリー。テープがカセットから長く飛び出て
しまっている。
「うわ… しまった、ごめんなさい。よかよか、慣れてます。元に戻せます」
。
しかし、指では直せず、
「鉛筆ば 借りても？」と、一番端の試験官に鉛筆を持って来てもら
う。そして、上手に巻き込んでいく。途中で、ニッコリするところが可愛い。実技面接のシ
ーンで一番観客に受ける箇所だ。

巻き取りが終わり、鉛筆を取り戻しにきてもらい、いよいよカセットが回り始めるが、最初
に違う曲が入っている。
「次の曲たい、先送りせな！」と必死で体で示すビリー。

そして、ようやく正しく『白鳥の湖』が始まったら、今度は、手で巻き戻したことがあだに
なって、再生音が変に波打つに。両手で頭をかかえ込むビリー。もう絶望だ。

映画では、ドゥミ・プリエの後、すぐにフリー演技に入るのだが、ここでは、
ミュージカルの場面の順番に合わせて解説しているので、映画では、もっと後
再び、板が下り、左端に男性ダンサーが出現。股間部のサポーターに見慣れない父が、それ

に出てくるシーンを先に紹介する。最初は、廊下で待ちくたびれた父が、暇そ

を見て、思わず叫び声をあげる。
「タバコ吸いまへんか？」とダンサーに勧められ、近くまで

うにきょろきょろしている短いカット。ミュージカルでは、父がコミカル面で

恐る恐る寄っていって、自分の股間に手をやる。タガコをもらい、また離れてから「どげん

大活躍するのだが、原作映画では何もしない。自分の育ってきたのとは別世界

も ありがとね」
。視線は反対側を向いている。

に投げ込まれ、おどおどと縮こまっているような感じだ。

どこの出身かと訊かれグラスゴーと答えるダンサー。このダンサー、スコットランド訛が強
いので、大阪弁で訳すことにした。
「わいは 13 歳からここに。あんた、苛立ってまへんか？」
。
「あの子が こぎゃん風になるとは」と父。ダンサー：
「わいの父も 同じやった」
。父：
「そー
かね？ えいくそ、畜生め！ だけん、そー、今では慣れたんやい？」
。ダンサー：
「うぅん、
父は ひどい 『えいくそ』 やから」
。そして、この人物が、どんな父親かよく分かったので、
「あんたは、息子はんを 支えてあげるんや」忠告する。

次に、左端から現れたのが、最初の誘導係の女性。父がタバコを吸っているのを見て、
「エリ
オットさん、ここは禁煙ですよ！」と注意する。ということは、さっきのダンサーは違反行
為と知ってて勧めたわけだ。捨て場所がないので、えいやとばかり女性に渡す父。禁煙で吸
えないの欲求がたまっていたのか、嬉しそうに吸う女性。

最後のミニー・シーンが、原作映画にもあった、ビリーが他の受験生を殴る場面。実技試験

2 番目は、ビリーが絶望して、他の受験生を殴るシーン。原作映画では、実技の

での大失敗ですべての希望を失くしたビリーは絶望のどん底。他の受験生から、
「どうかした

本番を踊り終えた後、受験生の控え室に戻り、出来栄えのひどさに落胆してい

の？」と訊かれ、
「まるっきし時間のムダやった」
。
「何をバカなことを。くだらないオーディ

るところから始まる。親切そうな受験生が、
「どうかしたの？」と声をかけ、ビ

ションだよ」と親切に声をかけるが、
「かまうな」とつれない。それにもかかわらず、受験生

リーが「まるっきし時間のムダやった」と答える。
「気にするな。くだらないオ

が、親しげに肩に手をかけ、
「ねえ、心配ないって」と言った途端（上の写真）
、ビリーに頭

ーディションだよ」となぐさめる。しかし、
「来年があるさ」と肩に手をかけた

をつかまれ、壁にガツン。舞台にひっくり返る。

のがいけなかった。
「失せろ、このオカマ！」と顔面パンチをくらう（下の写真）
。

その直後に、ビリーは父と一緒に呼ばれ、最終面接が始まる。この場面、映画では、2 人を正

その直後に、ビリーは父と一緒に呼ばれ、最終面接が始まる。2 人が座ると、主

面から捉えている。ミュージカルでも、それと全く同じ構図をとらせようと、2 人に正面（観

任面接官が、
「エリオットさん、相互尊重と自己修養が、本校の生徒の絶対的な

客の方）を向いて座らせる。そして、面接員の質問は、音声だけが流れる。かなり斬新な演

資格要件です。あのような暴力的行動は、いかなる場合も許容できません。お

出だ。しかも、1 台のカメラで最初から最後まで撮り続け、非常にゆっくりとズームで拡大し

分かりですか？」と話し始める。そして、
「我々にとって重大な関心事であり、

ていく。一番最初のシーンと、最後のシーンを 2 枚並べるが、如何に大きく拡大されたかが

最終的な判断にも大きな影響を与えます」とも。そして、実際の質問に入る。

対比できる。面接内容は、基本的に映画と同じ台詞。ただし、ビリーの暴行のあとに述べら

ビリーに、
「なぜ バレエに 興味を持ったのかね？」
。しかし、ビリーの口は重

れる「我々にとって重大な関心事であり、最終的な判断にも大きな影響を与えます」の部分

く、
「さあ…」
「自然と」だけ。
「バレエのどんな所に 惹かれたのかね？」の質

は削除されている。

問にも、「ダンスに」とだけ。これでは、印象は最悪だ。

すべての質問が終了した後、
「あなたの方から、質問はありますか？」と父に訊く。映画では、
すぐに、
「いいえ、特にありません」と答えるが、ミュージカルでは、ビリーが 14 秒にわた
って何やら父親の耳に囁き続ける。何かと期待を持たせておいて、父親の返事は「いいえ」
の一言。これも笑いを誘う。

ここまでのやりとりは、映画もミュージカルもほぼ同じ。
「ウィルキンソンさん
も、手紙で強く推薦されています。あなたの家庭の事情も、説明されています」
も同じ台詞。そして、
「生徒達は、バレエのみならず学業の面でも、高い水準を
期待されています。お子さんは、家族から 100％の支えが必要です。ビリー君を
支える覚悟はありますか？」と訊かれ、
「ええ。はい。あります」と答える父と、
その父を見るビリー。そこも全く同じ。違うのは、その先。
「あなたの方から、
質問はありますか？」と訊かれ、しばらく考え、
「いいえ、何もありません」
。
あくまで真面目一方だ。

面接官の、
「では、結果は、追って連絡します」の言葉と同時に、ビリーは、早々と席を立ち、
鞄をかける。あきらめきっているので行動は早い。出て行こうとした時、
「あと もう一つ」
「ビリー、教えてもらえる？ 踊っていると、どんな感じがするか」と質問が追加される。
そして、始まる『電気のように』
。ここも、全歌詞を紹介しよう。
「♪うまく 説明できない、言葉がないから」
「♪抑えることのできない、感じ」
「♪自分が誰なんか、忘れてしまうような」
「♪そいでいて、全身が満たされていく」
「♪耳ん中で、音楽の奏でられるような。夢中で聞いていると、自分が消えていく」
「♪そいで、何かが変わるんたい。体の奥に 炎が点いたように

「♪何かが体に溢れ もう止まらない」
「♪すると突然、飛ぶんたい。飛ぶんたい、鳥のように」
「♪電気のように、電気のように」
「♪体の中で 火花が散り、そいで、僕は 自由になる」

面接官の、
「では、結果は、追って連絡します」と言葉。先に席を立つのは、父
の方。映画では、ビリーは一応実技のダンスを最後まで踊ったガ、ミュージカ

「♪少し 怒りにも似て、少し 怖れにも似て」

ルでは全くのゼロ。その絶望度の違いによるのだろう。
「最後に一つ」
「ビリー、

「♪混乱し 困惑し 何も考えられない」

教えてもらえる？ 踊っていると、どんな感じがするか」と質問された時、ビ

「♪泣きじゃくっている時のように、虚ろな心から 溢れ出る」

リーはまだ席を立ったばかりだった。ビリーは、最初の一言は、
「分からんけん」
。

「♪それが なんか知らないし、話せない」

がっかりする質問者。その後、
「よか気持ちたい。次第に、なめらかに話せるよ

「♪耳ん中で、音楽の奏でられるような。だけん、その音楽は 聴くことができない」

うになっていく。
「はじめは緊張するけど、踊り出すと、なんもかも忘れちゃう」

「♪だけん、それが僕を衝き動かす。体の奥で、燃え上がるように」

「そいで、何かが変わるんたい。体の奥に 炎が点いたように」
「飛ぶんたい、

「♪何かが体に溢れ、もう止まらない」

鳥のように」
「鳥のように、電気のように」
「そう、電気のように」
。ミュージカ

「♪すると突然、飛ぶんたい。飛ぶんたい、鳥のように」

ルの最重要ナンバー『電気のように』の台詞が、この時点でもう登場している。

「♪電気のように、電気のように」

映画の脚本家がミュージカルの歌詞も作っているので、このように原作の台詞

「♪体の中で 火花が散り、そいで、僕は 自由になる」

が見事に活かされているのだ。

「♪僕は 自由になる」の歌詞が終わった直後、ビリーは鞄を父に投げ渡すと、すぐに飛び上
がってバック回転し…

2 人が座っていたイスの上では絶妙なバランスを取ってみせ…

ミュージカルでは、面接官の最後のダメ押しの質問からビリーの素晴らしいダ
ンスが始まるが、原作映画では、実技試験の時にもうビリーは踊り終えている。
ビリーのダンスは、いつもストリート系だ。緊張しているせいか、上手さは、
①怒りのダンス、②ボクシング・クラブでのダンス、③実技試験の順で、一番

さらに、上の最後の写真から、本格的なストリート・ダンスに入る（下の 2 枚も）
。

冴えない。だから、失望して、受験生を殴ったのかも。

そして、クラシック・バレエのピルエット。

一応、ピルエットらしきものも見せている。

100 秒にわたる激しいダンスの後、一旦静止し、
「♪電気のように、体の中で 火花が散り、そ
いで、僕は… 自由になる… 自由… 僕は自由だ！」と叫び、再びダンスに移る。疲労困憊し
ている状態での歌わせるのは、非常に酷だと思う。

歌った後も、ジャンプ、連続前方回転の後、ピルエット、そして決めポーズ（2 枚目の写真
は、ビリーのピルエットを真後ろ（舞台側）から観客側を向けて撮ったものだ。

スタンディグ・オベーションを受けるのは、当然だろう。

ビリーが逃げるように去ると、父も帰り始めるが、途中で呼び戻され、
「ストライキの成功を」
と言われる（映画と同じ）
。そこは舞台の中央。そして、場面はそのままイージントンに移り、
救貧無料食堂へ（ここでも、父は身動き一つしていない）
。

面接を終えて部屋から出ていく父に向かって、主任面接官が、
「ストライキの成
バレエ学校で姿を消して、45 秒後、ビリーも食堂に姿を現す。さすがに、衣装は変わってい

功を」と話しかける。面接でこういうことを話しかけるのは異例なことだ。ビ

ない。しかし、ダンスの終了直後は激しかった動悸も、会話ができるまでに収まっている。

リーに好意をもった証拠ともいえる。それに対し無言で出て行く父。緊張して

大したものだと恐れ入るしかない。マイケルに、
「ビリー、ホントに あごば殴ったと？」と

いるのか、絶望してすねているのか。帰宅してから、暗い顔で並ぶ 2 人。特に、

訊かれ、
「殴ったんやなくて、ちょこっと押しただけ」
。
「次は、王立ボクシング学校だな」と

ビリーの悲壮な顔が印象的だ。お腹が空いて食べまくっていたミュージカルの

冗談を言うマイケル。

ビリーのような明るさはない。

色々な人にオーディションの結果を訊かれるビリー。その間も、常に何かを食べている。あ
れだけ激しい動きをした以上、栄養補給は欠かせないのでは、と変に納得させられる。

食堂を出ようとして、最後に声をかけたのがジョージ。
「おい、ビリー、何か言うてきよった
か？」。
「ううん、まだ、ぜんぜん！」
。
「心配しゅるな、受かっちるっち、安心しぇい」
。しか
し、ビリーがいなくなり、ビッグ・デイヴィが「どげん思う？」と訊くと、
「あいつか？ 見

ビリーが帰宅する途中で、ジョージが、
「おい、
ビリー、何か言うてきよったか？」

込みは なかな」
。デイヴィが、
「天才げな、言うてなかったか？」と問い正すと、
「天才？ ば

と訊く。
「ううん、まだ」。
「心配なんかしぇんでよか。祈っちるからな」
。嬉し

かばかしい。俺が 親爺やったら、脚ば ちょんぎっちやる」
。この人物、口も意地も悪い。

そうなビリー。映画版のジョージは、本当に好人物だ。

祖母が、郵便配達の来たのを見て、
「郵便！」と言うのは同じ。ただ、宛名まで
待ちに待った学校からの通知。原作映画と同じように祖母「郵便！」というところまでは同

はまだ見ていない。郵便物など、あまり来ない環境なのだろう。玄関まで飛ん

じだが、こちらは、しっかと手紙をつかんで舞台の下からせり上がってくる。

でいって、封筒を回収したのは父だ。

そして、祖母、父、兄の三者で激しい争奪戦がくり広げられる。映画では、テーブルの上に

因みに、原作映画では、手紙の争奪戦などない。手紙を回収した父により、直

手紙が立ててあって、それをビリーが手にとるだけだが、なかなかそこまで行き着かない。

ちにテーブルの上に安置される。

祖母から手紙をひったくった父が、
「じゃあ、開けちゃうか」
。兄は、
「何だと？ 開けちゃだ
めだ。ガキのだぞ」と一人まとも。父：
「構うもんか」
。兄：
「構うに 決まっとう。自分の手
紙ば開けられたら、気分よかか？」
。父：
「手紙なんか、来よるこつなか」
。なるほどと納得し
てしまう。その手紙をひったくって、
「湯気で開けれるぞ」と言い出したのが祖母。それをま
た父が奪う。それを兄がひったくって、
「こんなの間違っとう。ガキのなんや」
。

兄が手紙を背中に隠したのを、さっと後ろに回りこんだ祖母が奪い取り、
「ナイフで、下ば切
りゃええわ」
。兄が、
「なあ、下から開けたら、ますます変やろ。ばあちゃん、たいがいにし
とけ」
。兄の目の前で手紙をヒラヒラと振って見せる祖母。そして、父に渡す。そして父は、
手紙を見つからないよう股に挟み、手に開けて、手紙など持ってないと示す。この手紙のシ
ーンは、観客からの笑いが絶えない。

結局、兄が手紙を確保し、テーブルの真ん中に立てて置く。
「ここに置いておくからな。ビリ
ーが帰るまでだぞ」
。そして、2 人の悪戯者を手で追い払うような仕草。

今度は父が、振り向いて、同じように祖母に向かって手で追い払う。中指を立てて見せる祖
母（上の写真）。中指を立てのるは、
「くそくらえ」の意味だ。怖いお婆さんだ。2 人があきら
めるのは、ビリーの声がしてから。あきらめて、テーブルの後ろに 3 人が並んで座る。映画
では兄が立っているが、基本的には同じ。

ビリーは家に入ってくると、真っ直ぐキッチンに向かい、クッキーを食べてからミルクをラ
ッパ飲み。のども渇いているのだと思う。

そして、振り向き、手紙の存在に気付く。思わず、
「来ちゃった」
。

帰宅したビリーは、手紙を見て、ついに来たかと覚悟を決める。

3 人が立ち上がって、ビリーを迎える。3 人の目線が面白い。

手紙は、3 人が待ち構えるテーブルの真ん中に置かれている。

途中まで近付いたビリーが、立ち止まり、中腰になって手紙を見ると、3 人も中腰になってビ
リーを見返す。実にユーモラスだ。

そして、ビリーが、手紙の宛先を読み上げる。
「ウィリアム・エリオットは… オカマだ」
（is
queer）
。ここも、観客からの笑い声が大きいところ。だって、バレエは “おかま” じゃな
いと言っていて、
「おかま」と書いてあるのだから。queer には、他にも、変人、イカレポン
チ、ヘンタイなどの意味があり、どの訳を選んでも可笑しい。観客も、いろいろな意味にと
ったのだろう。

父が、すぐに「
『殿』
（Esquire）だ！！」と怒鳴る。確かに、
“William Elliot is queer”と

因みに、映画では、ごく当たり前に“Mr. William Elliot”と書かれている。

“William Elliot Esquire”は遠くから見れば似ているのだが…。笑い声は、こちらの方が
大きい。祖母の笑い方も面白い（2 枚目の写真）
。

ビリーは手紙を手にし、2 階に上がって行く。最初は手紙を読んでいて、最後にはベッドに横

ビリーは、手紙を手に取ると、すぐに隣の（2 階ではない）寝室に直行。封を切

になる。そして、業を煮やして皆が階段を上がり始めたので、1 階へと下りる。

って、読み始める。表情では、結果は分からない。

ビリーは、閉じ籠ったまま出て来ない。合格していれば、喜んで飛び出てくる
そして、父が、
「で？」と訊くと、
「入れんかった」
。ここは原作映画と逆の答えだ。映画の内

ハズだ。そう思い込んで、残念だったなと言おうと寝室のドアを開ける父。し

容は分かっているから、ドキッとする。ビリーは、すぐに手紙を丸めて、ゴミ箱に捨てる。

かし、悲しげに枕を抱え込んだビリーの口から出た言葉は、
「入れた」
。

それを見た父は、
「残念だったな」と慰め、祖母も、
「まあ… ビリー」と悲痛な声を出す。そ
れに構わず、クッキーを食べるビリー。よほど、お腹が空いているのかと…

兄は、
「気にしゅるな」と言いつつ、ゴミ箱から手紙を取り出し、開いて読んで、そして首を
振る。ビリーに近付くと、手紙で頭を一発叩き、
「この悪タレが！」と言い、ビリーを片腕で
つかむと（すごい力だ）
、逆立ち状態になるのも構わず、
「こいつ、受かっとうぞ！」と叫ぶ。
それにしても、結構危険だと思うのだが。

父と兄は、
「俺たちゃ負けんぞヒットラー」
「英国魂 知らんのか？」と大喜びで、空中で胸を
合わせる。クラシックな内容で、何とも微笑ましい。

朗報をみんなに伝えようと、炭鉱夫の集会所に走る父。

そこに、ちょうどやって来たジョージと、ビッグ・デイヴィ。父が、
「こいつ、学校に受かっ

集会所に着くと、父は、
「こいつ、学校に受かったんだ！」と自慢げに叫ぶ。し

たんだ！」と自慢げに言うと、ジョージが、難しい顔で、
「聞いとらんのか？」と言う。
「何

かし、室内の空気は冷め切っている。そして、みんなから「聞いとらんのか？」
。

をだ？」
。
「仕事に 戻る。ストライキは終わった。さっき、地方委員会から知らしぇが届いた。

「仕事に戻る」
。
「ストライキは終わった。組合は 昨日降参しちまった」と教え

降参しちまった。負けたんだ。なんもかも失った」
。

られる。

最も愕然としたのは兄。
「大丈夫だろ、父さん」というビリーに対し、合格通知を見せつつ、
「大丈夫？ お前が ここに戻って来る時、知っとる奴は全員、失業しとるだろう。この町で
も、隣の町でも。どこもかしこもだ。この辺りの町は 全部だ」と話す。さらに、全員に、
「10
年で、炭鉱はすべて閉鎖だ。俺達は終わりだ。俺達は恐竜だ。20 万人だぞ！」と叫ぶように

言う。近い将来の失業を覚悟した、悲痛な叫びだ。絶滅した恐竜との対比は、ぴったりとし
か言いようがない。兄が、最後に、ビリーに、
「皆がダンサーにはなれん」と捨て台詞のよう
に言って、手紙を投げ捨てるのは、やっかみ半分か。

父も兄も炭鉱へと向かう。最後に残ったジョージ。食堂での陰口とは裏腹に、
「おめでとうよ、
偉いぞ。合格しゅるっち 思っとった」とビリーに声をかけ、ボクシングで殴るフリをする。
ビリーが怖がって悲鳴を上げたので、ダンスの真似をしてごまかす。実にご都合主義で いい
加減な人物だ。

不安そうなビリーに、祖母が声をかける。
「大丈夫かい？」
。
「怖いんだ、おばあちゃん」
。
「怖

父と一緒に、母に報告に墓地へ来たビリー。
「なんだか怖いんだ、父さん」
。
「そ

い？ 何が 怖いんだい？」
。
「不安だよ。ここに いたい」
。
「ここには いられんけん。もう、

いでよか。誰やっち怖い」と父。
「気に入らなんやら、戻って来てよか？」
。
「な

部屋ば貸しちまった」
。この会話は、原作映画で、ビリーと父が墓地でする会話とよく似てい

ん 言うとる？ もう、部屋ば貸しちまった」
。以前はビリーを子供扱いして無

る。

視していた父だったが、今や、とても息の合ったいい親子だ。

ビリーがキッチンに行き、鞄に合格通知を入れる。すると、場面が転換し、バレエ教室にな
る。奥の方から女生徒が入ってくる。

王立バレエ学校に入ったことは、もう知れ渡っている。
「ホンに受かったと？」
。
「まあね」
。
「これにサインしてくれる？」と一斉に押し寄せる生徒たち。デビーが一人、すねて遠くの
壁に寄りかかっている。

そこに、先生が登場。ビリーへの質問は、つれない。
「何かご用？」
。
「合格ば 報告に来よっ
た」。「そう」
。
「父さんが、知らせて来いと」
。
「連絡なら、学校からもらってる」
。
「先生、僕
すぐに来るべきやった。けど…」
。
「分かるわ」
。つまり、スト再開のゴタゴタで遅れたという
ことだろう。原作の方は、もっと簡単だ。上の会話は 7 ラインあるが、映画では、わずか 2 ラ

遅ればせながら、バレエ教室まで、お礼を言いに来たビリー。
「先生、ぼく 報

イン。

告に」
。
「分かってるわ、ビリー。デビーから聞いてる」
。

ここで、生徒達は、強制的にトイレ休憩。追っ払うためだ。うじうじ残っていたデビーも、

「なしても… お礼の言いたくて。全部に」
「会えなくて寂しかです」
。
「大丈夫

追い出され、ふてくされて出て行く。ここからが、本当の師弟の会話。
「先生、なしても お

よ」
。
「寂しかたい」
。
「これから、君は 飛躍するの。そこで、新しい人生が見つ

礼の言いたくて。やってくれたこと 全部に。すべて先生の おかげたい」
。
「じゃ、頑張って、

かるわ」
「健闘を祈ってる」
。そして、再び女生徒との代わり映えのしない練習

ビリー」
。この部分も映画の倍の長さ。

に戻っていく先生。

最後の最も長い部分。一度出て行こうとしたビリーが、思い直してまた戻ってきて、本音を

もう少し、このシーンは長くても良かったではないかと思う。先生もあまりに

打ち明ける。
「会えなくて寂しかです」
。
「大丈夫よ。入学すれば、ここが 如何にお粗末だっ

クールすぎる。ミュージカルは、その経験を踏まえた、改良バージョンなので

たか分かる。二流の練習だったってことも。これから 5 年、想像もつかない体験よ」
。
「そん

あろう。

な…」。
「それで いいの。世の中 そんなものよ」
。
「先生は、分かってなか。こん町に帰る度
に 会いに来ます」
。
「忠告してあげる、ビリー。ここには 来ないで。振り返らないの。心機
一転で始めて。ここには、何もない」
「君は… ものすごく… 憎いくらい… 特別なの」
「さあ、
私が泣き出す前に、行って」
「それから ビリー。頑張るのよ」
。
「先生も 頑張って」
。
「ええ…
ありがとう。さよなら、ビリー」
。映画の 10 倍はあろうかという長さ。ここは、ウィルキン
ソン先生の登場場面で、私が 一番好きなシーンだ。かつて、ビリーの兄から「あんたの趣味」
「資格は何なんだ」
「そげなんは『おたく』の仕事だ」
「それでもバレエの教師か」
「中流の く
そ女」と罵られ、激怒した時の先生は、そこにはいない。自分のバレエ教室がお粗末で、自
分の能力もお粗末、自分の人生もお粗末、と認めた上で、ビリーを鼓舞し、ビリーの才能を
讃えている。二流の教師が、天才を発見し、育てたことに矜持を持ち、自分のすべてをさら
け出したその姿。先生が、
「ビリー。頑張るのよ」と言った中には、イギリス No.1 のバレエ
学校で、努力して頭角を表して、というくらいの意味しかない。しかし、ビリーが何気なく
返した「先生も頑張って」の言葉に対し、ウィルキンソン先生は、自分のこれからの人生、
もう二度と“第二のビリー”など現れない中で、二流の人生を営々と“頑張り”続けなけれ
ばならない自分の姿を改めて認識し、涙を止められなかったのであろう。よくできた脚本だ
と思う。

先生が出て行き、ビリーが一人残され、再び場面転換。次は、炭鉱の入口だ。ビリーの立ち
位置は変わらないが、カメラは天井からの構図へと切り替わる。

ビリーが、父と一緒にトランクに衣類を折り畳んで詰めている。周りには、炭鉱夫やその家
族が並んでいる。流れる歌は、
『我らは王者やった』
。
「♪我らは かつて大地に 希望ば抱いた。
我らは 正義と若者に 夢ば託した。すべての人は 皆 平等だった。我らは かつて英雄であり
王者やった」
「♪しかし、どげん偉大なもんにも 終わりはある。我らは 転落の如何に早いか
知っちいる。そいで、我らは大地の中に 葬られる。しかし、一粒の種も 実ば結ぶ」
「♪だか
ら、我らは誇りば持っち 力強く歩く。我らは一緒に、一斉に進む。大地は枯渇し 地獄のご
と冷たい。しかし、我らの進む時は いつでん一緒だ」
。なかなか含蓄のある歌詞だ。因みに、
口で衣類の一端をくわえて服を畳むというのは、ユニークな方法だ。

歌は、さらに続く。
「♪我らは 富の分配さるる 土地ば見た。痛みは救われ、飢えは満たされ
た。民衆は敬まわれ、暴君は殺された。魂は救われ、人生は全うされた」
。ここからが、スト
ライキについて。
「♪我らは、持てる手段で 抵抗した。我らは、解放さるる瞬間ば 夢見た。
我らは、見えるものすべてと 闘った。闘いには負けたが、闘志は消えない」
。そして、ビリ
ーが走って行って、全力で父に飛びつく。感動的なシーンだ。

炭鉱夫が、入坑のために並ぶ。
「♪我らは負けたが、誇りは捨てない。我らは負けたが、黙っ
ちはおらん。我らは負けたが、また闘うぞ。そいで、我らの進む時は いつも一緒だ」
。

そして、ついに地下へ。全員がヘッドライトを点ける。照明が消され、真っ暗な中にヘッド
ライトの光だけが鮮やかに見える素晴らしい演出だ。歌の最後の部分、
「♪だから、我らは誇
りば持っち 力強く歩く。我らは一緒に、一斉に進む。大地は枯渇し 地獄のごと冷たい。し

イージントンでの映画の最後の場面が、炭鉱夫が地下に降りて行くこのシーン。

かし、我らの進む時は いつでん一緒だ」がくり返し歌われ、徐々に地下へと降りて行く。そ

ミュージカルでは、ヘッドライトを点けて、象徴的に取り扱っているが、現実

れをじっと見守るビリー。

はこんなものなのだ。

ビリー以外、誰もいなくなり、
「ダラム炭鉱夫組合、労働解放団、イージントン支部」と書か
れた勇ましい絵だけが背景に掛かる。そこに、すっと現れるビリーの母。3 度目の登場だ。最
初の出現の時と同じように、
「慌てるから、忘れるのよ」と言って、毛糸の帽子を渡す。
「さ
よなら、ママ」
。
「さよなら、ビリー」
。
「すぐに 会える？」
。
「そうは思わないわ。あなたは？」
。
「僕もそう思う。だから、手紙 書いたよ」
。この部分は、原作映画には全くない。しかし、

ビリーが、家を出て行く前、ボケた祖母も、その意味に気付いてか、必死に抱

第 1 幕の『母の手紙』と対になった、
『母への手紙』
。ビリーと母の最後の別れだ。

き締める。このシーンを昇華させたのが、ミュージカルの『母への手紙』だ。

そして、ビリーは、手紙を読み始める。短いので、全文紹介する。
「大好きなママ」
「♪お願いだよママ、知っておいて、僕がずっと思ってたと」
「♪ママと一緒で 誇らしかったと。ママが誇らしかったと」
「♪すべてが誇らしかったと」
「♪そいで、約束するからね、ママ」
ここで、母が歌うので、主語が変化する。
「♪あなたの行うすべてが、自分らしくあることを」
もう一度、ビリーに戻る。
「♪ママ、僕な、いつも誠実でいるよ」
母。
「♪いつまでも 愛してるわ」
ビリー。
「♪いつまでも 愛しとーよ」
母。
「♪いつまでも 愛してるわ、ビリー」
ビリー。
「ママ」

ビリーは、
「じゃあね、ママ」と言って、消えた亡霊に別れを告げると、町に向かって片膝を
付いて礼を尽くし、町を去ろうとする（ステージから降りて、客席の通路を歩き始める）
。

ビリーが。父と兄と一緒に、バス乗り場に向かっている。その時、遠くから、
そこに、マイケルが現れ、
「おい、ダンス・ボーイ！」と呼びかける。原作映画と全く同じだ。

「おい、ダンス・ボーイ！」というマイケルの叫び声が聞こえてくる。ビリー

ビリーは、マイケルの元に戻り、頬にキスすると、
「じゃあな、マイケル」と言って去って行

は、マイケルの所まで走って戻り、ためらいなく頬にキスすると、
「じゃあな」

く。

とだけ言って 2 人の元に駈け戻る。マイケルは無言のままだ。

そして、幕が下りる。原作映画だと、この後、バスの乗り場で、父と兄との別れのシーン、
さらに、成長して大人になったビリーが『白鳥の湖』を踊るシーンがあるが、それはカット
されている。というよりは、
『白鳥の湖』は、第２幕の前半の山場として、既に織り込み済み
と考えた方がいい。さて、一旦下りた幕が再び上がると、そこに父と先生が登場し、全員を
呼び集める。最後に客席側から登壇するのがビリー。スタンディングオベーションで拍手さ

これでミュージカルは終わるが、映画では、バス乗り場での別れのシーンがあ

れる中、全員で深く 2 礼した後、ビリーだけが前に出て深く 1 礼。主役だけに許される華や

る。ビリーは、父と思い切り抱き合い、バスに乗り込む。窓の外にいる兄は、

かな一瞬だ。

Ｖサインをしてみせる。

この、全員での挨拶は、あっけないほど早く終わる。そして、先生が「照明」と叫ぶと、す
べてのライトが消され、舞台は中央の 1 つのスポットライトを残し、真っ暗に。そこに浮か
び上がったのは、ビリーの後姿。ここから、最後のフィナーレが始まる。ミュージカルの本
番は終わっているので、観客向けのサービスだ。

振り向いたビリーが、独特の振り付けでタップのステップを踏む。

次は、後ろの暗がりにいる女生徒 2 人とビリーの 3 人が、同じ動作をくり返す。そして、疎
の次は 3 人、そして 4 人、最後に両脇の男性達が加わる。先頭はビリーだ。まさに、晴れ姿。
踊りが一巡し、ビリーが後ろを向いて手を広げ、ストップをかける。

そして、再び全員で楽しくタップを踏む。ビリーは、主役の貫禄十分だ。

このパフォーマンスが終わると、次は主要な俳優の紹介。まずは。父と兄。ビリーが誘導し、
紹介する。その次が、祖母。

次に、ビリーの前を飛んでいくのが、
『白鳥の湖』を一緒に踊ったリアム・モワー。

そして、バレエの先生。

最後にマイケル。紹介するのは、常にビリーだ。

フィナーレの最後は、ラインダンス。中央は、もちろんビリー。

ダンスの最後に、ビリーは後ろに下がっていき…

全員が決まった場所目がけて走り、中央の一番高い所にビリーを乗せて、一種の人間ピラミ
ッドを作る。

中央で、誇らしげに両手を挙げるビリー。ライブ中継と映画製作を無事終えて、嬉しそうだ。

この後は、特別公演だけのビッグな“おまけ”
。過去 10 年のロンドン公演でビリー役を演じ
た 37 名のうち、22 名が参加した特別フィナーレだ。まず、一番手で登場したのが、初代の 3
人のビリー役。右端が、リアム・モワー。

現役のビリー4 人も登場する。左端が、エリオット・ハンナ。

22 人が、それぞれの個性を発揮したダンスを披露し、最後は、再び人間ピラミッド。中央は、
当然、エリオット・ハンナ。役得だ。

最後の最後は、22 名全員が、出場順に左から右へ一列に並ぶ。

その後、今日の公演の出場者全員も加わり、紙吹雪が舞い、華やかなグランド・フィナーレ。

観客席も、一番上の席まで、全員がスタンディング・オベーション。この記念すべき、特別
な公演の成功を、鳴り止まぬ拍手で祝った。
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