舞台の上では、みんな、まっぱだか
A WAY OF LIFE

ダンサー、アクター、シンガーソングライター

高良結香さ ん

。
1975年に開幕したの名作ミュージカル『コーラスライン』
2006年９月、その再演がニューヨークのブロードウェイで開幕した。
唯一のアジア人系の役コニー・ウォンを演じているのが、
オーディションに合格して役を射止めた日本人女性、高良結香さんだ。
世界中から集まった一流のダンサーや役者たちがしのぎを削る
ブロードウェイの舞台に立つまでの道のり、
そして『コーラスライン』の舞台に立った心境は――。
彼女の新たな「スタートライン」が、華やかな舞台の向こうに見えてきた。
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『コーラスライン』
の劇場前で。
一見、小柄な高良さんだが、
インタビューで 話を聞くと、
その 有り余るエネルギーに
圧倒される。

高良結香
オフィシャルサイト
（英語）
http://www.harvest-f.com/takara/

PROFILE

高良結香｜たからゆか
沖 縄 出 身 。５歳 からバレエをはじめ 、
バージニア州立大学へ留学しダンスを
専攻。ニューヨーク移住後、ステップス・
オン・ブ ロードウェイで 奨 学 生として
ダンスレッスンを受ける。2000年にミュー
ジカル『フラワー・ドラム・ソング』
ワーク
ショップのオーディションに合格しブロード
ウェイ
・デビュー。その後、
『マンマ・ミーア！』

「

「ミュージカルは不自然、自分には合わない」
と
思っていたんですよ。ショーを見ても、
なんでいきなり歌い出すわけ!?って（笑）

」

のオリジナルキャスト、
『フラワー・ドラム・
ソング』
アメリカツアーの主演、宮本亜門
演出による『太平洋序曲』
ブロードウェイ
公演の出演など、ミュージカル女優として
活躍するかたわら、作詞作曲活動も行ない、
日米でコンサートを開催。現在はミュージ
カル『コーラスライン』
のリバイバル公演
にコニー・ウォン役で出演中。

自分の体で表現する
バレエが好き

通して表現するけれど、
バレエは自分の体を使って
自分の気持ちを伝えられる。それが好きでしたね」

幼い頃、地元沖縄で生のミュージカルを見ら

小学校からアメリカンスクールに通っていたため、

れる機会はなかったが、映画『サウンド・オブ・

大学進学先は当然のようにアメリカを選んだ。

ミュージック』
や
『メリー・ポピンズ』
が大好きだった

南部の大学に入学し、ダンスを専攻。しかし、

という高良さん。バイオリン、ピアノ、習字など

ダンサーとして幅を広げたい気持ちでいっぱい

様々な習い事に挑戦して、最後まで続けたのが

だった高良さんに、大学の枠は狭すぎた。

クラシック・バレエだった。

「自分にラベルをつけないで、どんな音楽にも

『これ
「５歳の時に友達の発表会を見に行って

合わせて踊れるダンサーになりたかったんです。

やりたい！』
と、即決しました。それから18歳まで

モダンバレエやヒップホップも大好きで、クラブで

ずっとバレエ一筋。ピアノやバイオリンは楽器を

（笑）
。
アメリカには、
朝７時まで踊って平気でしたよ

BLOG
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高良結香オフィシャルブログ
http://yukatakara.jugem.jp/
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※１

バレエのほかにどんなダンスが身につけられる

合格者を見ると私のような
（体型や人種の）
人は

だろうと夢を持って来たから、大学が物足りなく

ひとりも選ばれていなかったり……。悲しくて、

感じて。歌をやりたいという気持ちもあったので、

悔しくて、家に帰るまで待てずに泣きながら歩いた

じゃあ、エンターテインメントの中心地のニュー

こともありました」

ヨークに行こう！ と、大学は１年で逃げてしまい

ハマースタインの作品
『フラワー・
ドラム・ソング』

自分の体で表現する
バレエが好き
ニューヨークでは、ダンス専門学校として名高い

ミュージカルの金字塔

『コーラスライン』
『 コーラスライン』は、1 9 7 5 年４月
ニューヨーク、オフ・ブロードウェイの

転機になったのは、2000年、ロジャース＆

ました」

公演が決定する前の、試作段階のこと。

のオーディションだった。
「ワークショップ
（※１）
でアジア人女優を探して

パブリック・ニューマン劇場
（299席）
で
幕を開けた。ダンサーへの徹底的な
インタビューを行ったマイケル・ベネット
は、ショービジネス
（原案・振付・演出）
界で舞台にすべてをかける若者たちの
姿、そして彼らが抱える複雑な家庭

いると知って。バレエ経験が条件で、歌の課題

環境、思春期の戸惑い、性の悩み、

がロジャース＆ハマースタインの楽曲を16小節、

苦悩を赤裸々に描き出す
希望や不安、

「ステップス・オン・ブロードウェイ」
の門を叩いた。

だったんです。彼らは、
『サウンド・オブ・
ミュージック』

奨学金のオーディションに合格、週８〜10時間

の作詞作曲家。小さい頃から何度も見ていた

学校で働く代わりにレッスン料全額免除で

から、その曲だったら自分なりの演技をしながら

レッスンを受けつつ、
ミュージックビデオやモダン

歌えて、負けない！ と思って」

バレエ・カンパニーのオーディションを受け続けた。

結果は見事合格。高良さんは、プロのミュージ

「ポップスが好きだったから、
『ミュージカルは

カル女優としてデビューを果たした。その後、

不自然、自分には合わない』
と思っていたんですよ。

ラジオ・シティ・ミュージックホールのクリスマス

ショーを見ても、なんでいきなり歌い出すわけ!?

のショーや『マンマ・ミーア！』など、大人気の

って
（笑）
」

ショーに次々と出演。ミュージカル女優としての

ことに成功。爆発的な大ヒットとなり、
3ヵ月後にはオン・ブロードウェイに進出
した。翌76年のトニー賞では最優秀
作品賞、振付賞を含む9部門を独占
受賞。ピューリッツァー賞演劇部門賞、
ニューヨークドラマデスク批評家賞
なども連続受賞し、1990年4月まで
ロングラン公演。
85年には映画化され、
日本でも大ヒットとなった。
2006年9月、
16年ぶりに再演がスタートした。

キャリアを着実に築く。
しかし、狙ったオーディションにはなかなか
合格しない。
「オーディションに行っても、
（ダンスを）
見てもらえ

自分の体で表現する
バレエが好き

ないこともありました。それは自分がアジア人

WEB

だったからかもしれません。ダンスを見せて、自分

『コーラスライン』のオーディションを受けた

なりに一生懸命踊っても背が低いから……アジア

のは、
2005年。
オーディションは４回にもわたった。

人だから……。オーディションが終わった後、

「最終オーディションの翌日、ショーを見ようと

コーラスライン
オフィシャルサイト（英語）
http://www.achorusline.com/
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「コーラスライン」
とは、稽古で舞台上に引かれる横一線のラインのこと。バックコーラス、つまり役名のないキャストたちがダンスでこれ以上前に出ないようにするた
めの目印として引かれる。これはメインキャストとバックコーラスを隔てる境界線をも意味している。左から4番目が高良さん。
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と言う高良さん。
「食べ物も
「沖縄をまるごと愛してます」
おいしいし、太陽がガンガン痛いほど照りつけるのも
一番すてきなのは、
うちなんちゅ
（沖縄人）
の
最高。でも、
ハート。ニューヨークでも、世界のどこにいても、I will
always be an island girl!（私はずっとうちなんちゅ
」
です！）

思ってタイムズスクエアの49丁目の劇場で

次第に心を開き、それぞれの人生と、ダンサー

チケットを買っていたんですよ。エージェント

として抱える葛藤を語り始める。

「そこで、
みんなもまっぱだかだ、
ってことが初めて
わかったんです。
舞台の上では自分のことで精一杯

から携帯に電話があって
『昨日のオーディション
はどうだった？』
って聞くから
『うーん、まあ、自分

客席から
『コーラスライン』
の舞台を見た。

『コーラスライン』の舞台に立つのもまた、

だから、
周りは見えない。
初めて客席からみんなの

なりのベストは出したつもりです』
って言ったら

そうした葛藤を抱えたダンサー自身だ。高良

姿を見て、この作品がどうしてお客さんにこれだけ

『おめでとう。君のベストは、合格だったよ』
って

さんが演じるのは、背が低いためにバレリーナ

感動を与えるのかがわかりました。

言われて……。もうその場で大泣きで、叫びま

をあきらめたコニーの役。
「自分がオーディションの時に感じた気持ちを、

したよ
（笑）
」

17人それぞれが、演技じゃない、自分の人生の
葛藤や苦しさを、まるごと『はい！』
って差し出し

毎晩、そのまま出している感じですね。演技じゃ

ている。
２時間15分の公演の後に、
みんなの人生

ない、まっぱだか、ですよ。ショーのエネルギーが

がわかる。それは、衝撃でした。痛くて、
うれしくて、

2006年９月から
『コーラスライン』
のステージに

そのまま伝わって、キャストのみんなはとても仲が

かなしくて……。次の日、キャストのみんなに手紙

週８回立つ日々だ。

良いです。劇場や自宅でパーティがよくあるし、

を書いたんです『
。ありがとう。みんな、はだかに

（笑）。家族みたいに
ケンカもしょっちゅうだし

って」
なってくれてありがとう』

その後、リハーサル、プレビューショーを経て、

『コーラスライン』
は一風変わったミュージカルだ。
とあるショーのオーディション会場。主役
舞台は、

みんなで愛し合って、この作品を毎晩1060人の
お客さんに伝えています」

ミュージカルにとどまらずエンターテイナーという

の後ろで踊るバックコーラスの役を得るために

ケガで休演して
わかったこと

多くのダンサーが集まった。最終選考に残った
17人は、名もなきダンサーや、かつてスポット
ライトを浴びたことのある元スター。

大きな傘の下で、アメリカと日本で活躍したいと、
高良さんは言う。
「初めて台本を読んだときに、コニーは私自身

演出家は彼らに「今日はちょっと変わった

高良さんは、
昨年11月、
足にケガを負い、
３ヵ月

オーディションをしよう。君たち自身の人生を

の休演を余儀なくされた。
「どん底のさらに底」
まで

語ってほしい」
と言う。とまどうダンサーたちも

落ち込む日々から少しずつ気力を取り戻し、初めて
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のキャスト契約は１年。今後は、
『コーラスライン』

だな、と思いました。がんばりやで、どこにいても負
けず嫌い。
沖縄では
『ガージュー』
って言うんですよ」
Text by Saya Pauley

