
マイ・フェア・レディ  
～映画版（1964 年）に基くあらすじ 

 

時は 1912 年 3 月、まだ春浅く肌寒い夜のロンドン、コヴェ

ント・ガーデンのオペラハウス前。オペラが終わり正装した

観客が続々と広場に流れ出てきて、街は俄かに活気づくが、

生憎の雨となって観客は帰路を急ぐ。その中に、花を売りさ

ばこうと人々の間を縫い歩く花売り娘、イライザ（オードリ

ー・ヘプバーン）がいた。イライザの物言いは下町言葉丸出

し－その汚い言葉を、大きな柱の陰でそっと書き取っている

男がいる。彼こそは、高名な言語学者ヘンリー・ヒギンズ教

授（レックス・ハリスン）。母国語である“正しい”英語を

愛し、方言・訛りを研究し尽くした彼は、英語の話し方でそ

の人物の生まれから経歴まで、ぴしゃりと言い当ててしまうのだ。 

イライザのあまりに酷い訛りに対するヒギンズの研究興味は、それを語るうちに憤怒に変

わり、ヒギンズは“なぜ英語ができんのか？”WHY CAN’T THE ENGLISH を歌い嘆く。 

 

英語の「話し方」に階級が現れるというのが持論のヒギンズ教授。“正しい”英語をしゃべ

ることで、生活が変わり人生が変わると熱弁し、ついにはイライザを指差して 

「こんな花売り娘でも、私の手にかかれば 6 ケ月で立派なレディに仕立て上げられる！」

と豪語するのだった。先ほどからその話を興味深く聞いていたのが、インドからヒギンズ

教授に会うためにロンドンに戻ってきていたピカリング大佐（ウィルフレッド・ハイド・

ホワイト）である。ピカリング大佐は言語学の研究家でもあり、瞬時にヒギンズとすっか

り意気投合。上機嫌なヒギンズはイライザに花の代金をたくさんはずむと、ピカリング大

佐と肩を組み、陽気に去っていってしまった。 

 

イライザはヒギンズの言葉が頭から離れない。“正しい話し

方を身につければ、一流の花屋の売り子にだってなれる、

人生が変わる”－そして彼女はある決心をした。 

そしてイライザは、まだ見ぬ幸福の予感と憧れを“素敵じ

ゃない？”WOULDN’T IT BE LOVERLY と歌い、市場中

を下町の仲間と踊りまわるのだった。 

 

♪♪♪ 

 



「手も顔もちゃんと洗ってきたんだよ。」 

翌朝、精一杯着飾ったイライザがヒギンズ邸にやって来た。話し方を教授してくれと言う

のだ。イライザの訛りに関しては昨夜「研究終了」しており、既に興味のないヒギンズ教

授は体よく彼女を追い返そうとしたが、そこでピカリング大佐が賭けを持ちかける。 

 

ヒギンズ教授はその言葉通りに、イライザを6ケ月で立派なレディに仕立て上げられるか？

もし成功したら、費用は全てピカリング大佐が負担する－というのである。 

 

途端に面白がってすっかり乗り気になったヒギン

ズ。そのヒギンズのやや常軌を逸した様子に怖れ

を成したイライザは辞そうとするが、結局ヒギン

ズの説得とチョコレートの誘惑には勝てず、ヒギ

ンズ邸に住み込みで教育を受けることとなった。 

目標は 6 ケ月後、イライザを真のレディに変身さ

せ、領事館の舞踏会に出席させること。 

まずはイライザを着替えさせることにしたが、何

とイライザは風呂に入ったことがない！家政婦の

ピアス夫人（モーナ・ウォッシュボーン）が何と

かバスルームに押し込んだが、イライザはギャーギャーと動物のように喚きっ放し。こん

な娘が本当にレディになれるのか･･･。 

 

一方ピカリング大佐は、下町育ちでサバけているとはい

え、年頃の娘をこうして自宅に預る以上、分別は弁えて

いるよね？とヒギンズ教授を質す。ヒギンズはこれを一

笑に付して“僕は普通の男さ”I’M AN ORDINARY MAN 

を歌って答える。偏屈で女嫌いの独身主義者であるヒギ

ンズにとって、女性や色恋事は全く以って興味の対象外

なのだった。 

 

♪♪♪ 

 

イライザの父親＝アルフレッド・ドーリトゥル（スタンリー・ホロウェイ）は呑んだくれ

のダメ親父。ヒギンズがイライザに花の代金をはずんだ夜にも、酒を呑む金がなくイライ

ザに無心をしたばかりだ。そんなアルフレッドが、イライザがヒギンズ教授の家に引越し

たという情報を聞きつけて、じっとしているはずはない。娘は教授に囲われたか。それな

ら教授から金でも･･･と。 



“運が向いてきたぞ”WITH A LITTLE BIT OF LUCK とお気楽な歌を歌い、ご機嫌で街

を練り歩く。彼は憎めない好漢であり、仲間達の人気者でもあるのだ。 

 

ヒギンズ邸へ無心にやって来たアルフレッドに「それなら娘は連れて帰ってくれ。」と突き

放すヒギンズ教授。アルフレッドは懸命に自らの「道徳観」を語り、遂にヒギンズを感心

（呆れ？）させてしまう。「それ以上でも以下でもない」キッチリ 5 ポンドをせしめると、

アルフレッドは引揚げていった。 

丁度アメリカの篤志家から、道徳に関する講演依頼を再三受けて閉口していたヒギンズは、

渡りに舟とばかりに、自分の代わりにアルフレッドを「イギリス一の中産階級道徳家」と

して推薦する返信を送るのであった。 

 

♪♪♪ 

 

ヒギンズは、連日イライザを厳しく訓練・教育した。その並々ならぬ苦労ぶりにヒギンズ

邸の使用人たちは“お気の毒なヒギンズ先生” POOR PROFESSOR HIGGINS を歌い嘆

息するばかり。一方で録音機、楽器、バーナー・モニター（？）といった機器を駆使し、

ありとあらゆる工夫を施してイライザの発音を矯正するヒギンズのレッスンの厳しいこと。

イライザは不平不満を募らせつつも耐えてはいたが、密かに悪態をつかずにはいられない。

（“今に見てろ！”JUST YOU WAIT ） 

 

特にイライザに深く染み付いた ai と h の誤った発音の矯正、および上品で美しいイントネ

ーションの習得は困難を極めた。イライザはもちろん、教えるヒギンズやピカリング大佐

の疲労も限界に達している。もはや無理かと思われたが、ヒギンズはあきらめない。イラ

イザの努力を認め、珍しく優しく励ますヒギンズの態度が奇蹟を起こす。 

「スペインの雨は主に平野に降る（The Rain in Spain Stays Mainly in the Plain.）」 

明晰なイライザの発音が実験室に響きわたる。ついにやった！イライザとヒギンズ、ピカ

リング大佐は狂喜して夜中の 3 時というのに“スペインの雨”THE RAIN IN SPAIN を歌

い踊る。ヒギンズとピカリング大佐は、

難関を越え目途がついたと見て、イライ

ザを社交界デビューの前哨戦に出すこ

とを決めた。 

 

一方、イライザは精神が高揚して眠れな

い。困難を乗り越えた達成の喜びに、そ

してその成功をともに喜び、手をとって

踊ったくれたヒギンズへの想いに･･･。



ピアス夫人や女中たちにベッドに入るよう窘められても、天にも昇るように気分ははしゃ

ぎ、跳ね回る。イライザの歓喜が爆発する“踊り明かそう” 

I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT の場面である。 

 

♪♪♪ 

 

ヒギンズの選んだ前哨戦の舞台は、社交界の名士淑女が

集う名門・アスコット競馬場。 

（アスコット・ガヴォット ASCOT GAVOTTE） 

ヒギンズの母（グラディス・クーパー）がボックスシー

トを保有しており、それにかこつけたのだ。 

 

やがて、ヒギンズが選んだリボンのついたニューモード

のドレスに身を包み、イライザが登場する。その美しさ

は、名門アンスフォード・ヒル家の御曹司フレディ（ジ

ェレミー・ブレット）を一目惚れさせてしてしまうほど。

あっという間にイライザはボックスシートの華となる。 

しかし所詮つけ焼刃であり、イライザの中身はいまだ下町の花売り娘のまま。会話を続け

るほどにボロが出て、ヒギンズとピカリングをヒヤヒヤさせるばかり。挙句の果てには競

馬に興奮のあまり、「それーっ、ケツをひっぱたけーっ！」と下品に叫びだす始末･･･。 

 

やはり、厳しい。アスコット競馬場でのイライザの様子には、ピカリング大佐も激しい不

安を抱く。ヒギンズの母からは「人間でお人形遊びをしている。」と非難もされた。 

しかし、当のヒギンズ教授に怯む様子は全くない。イライザとヒギンズは、更に 6 週間に

亘り壮烈な訓練を続けていく。 

 

一方、アスコット競馬場でイライザに一目惚れしたフレディは気持ちを抑えられず、ヒギ

ンズ邸までやってくる。会うことは叶わなくても、イライザの住む街にいるだけでいいの

だと、“君住む街で”ON THE STREET WHERE YOU LIVE に想いを込める。 

 

♪♪♪ 

 

遂にその日がやってきた！ 

トランシルヴァニア女王主催の舞踏会、そこで完全なる変身を遂げたイライザを見せるこ

とができるか？不安から盛んにワインをあおるピカリング大佐と対照的に、ヒギンズ教授

は落ち着き払っている。 



階上から、イライザが降りてきた。 

皓く輝かしいドレスに、ティアラやネックレスで盛装した彼女は息を呑むほどに美しく、

気品に溢れている。その姿や立居振舞いは既に満点だ。ピカリング大佐も少し安心したよ

うにイライザを見つめる。一方、平気を装っていたヒギンズだが、皆がイライザに気を取

られている隙にこっそりワインをあおっている。そしてそのヒギンズがイライザをエスコ

ートして、いざ出発だ。 

 

イライザの輝かしい美貌と高貴さは、

舞踏会会場に到着した瞬間から注目

の的となる。そこに、イライザの素

性を知りたがる貴婦人の命を受け、

探ろうとする下世話な男が･･･。 

胸に勲章をこれ見よがしに並べたて

たこの男は、かつてのヒギンズ教授

の教え子＝ハンガリー人の言語学

者ゾルタン・カルパシー（シオド

ア・ビケル）。品性はともかく、言

語学の実力を備えたこのカルパシー

を見事欺けたなら、ヒギンズ教授の完璧な勝利である。 

 

イライザの美しさはトランシルヴァニア女王にも絶賛され、イライザはその王子の今宵最

初のダンスの相手に選ばれる。イライザは踊りも鍛え上げられており、その優雅さも人々

を魅了している。やがて今日まで共に歩んできたヒギンズとも踊り･･･ここでヒギンズは勝

負に出た。しつこくイライザの様子を窺うカルパシーに、何と自らイライザのダンス・パ

ートナーを譲ったのだ！ピカリング大佐は気が気じゃない。 

 

－果たして、カルパシーはイライザの素性を読み切った。 

今宵の主役に輝くあの女性の正体は･･･と貴婦人方にご注進して回る。あっというまに舞踏

会場を駆け巡るその噂話は、ほどなくヒギンズにも入ってきた･･･。 

場違いに響き渡るヒギンズ教授の嬉しそうな笑い声！ 

カルパシーの見立ては「あの英語の美しさはイギリス人ではない。身分を隠してはいるが、

彼女はハンガリー王女に間違いない！」というものだった。 

 

♪♪♪ 

 

 



舞踏会は大成功に終わり、自宅に凱旋したヒギンズ教授とピカリング大佐の興奮はなかな

か収まらない。（“でかしたぞ！ YOU DID IT ）浮かれ騒ぐ男どもは、イライザの冴えない

表情に気付くこともない。 

極度の緊張の中、ヒギンズのために懸命にやり遂げたイライザだったが、労いの言葉もな

く放置される自分が惨めに思えてくる。ヒギンズは「（舞踏会の出席者は）みんなアホばか

りだ。まんまと騙されおって･･･。」と嗤うが、イライザは本物のレディに“生まれ変わろ

う”と努力してきたのだ。 

 

私は所詮、ヒギンズ教授の実験対象でしかない。レディどころか、一人の人間として扱わ

れることもない－。それに気づいたイライザの胸に悲しみと怒りが込み上げる。 

一人残された実験室で嗚咽を上げるイライザ。そこに戻ってきたヒギンズは無神経に「ス

リッパはどこだ？」と声をかける。イライザは思わずスリッパを投げつけて、怒りと悲し

みを爆発させ、大喧嘩となる。 

一向に自分の気持ちを判ってくれないヒギンズの様子に、とうとうイライザは「ここに私

の居場所はない。」と決心する。ヒギンズからもらった指輪もお返しします、と。 

これに逆上したヒギンズは指輪をひったくると暖炉に投げ込み、部屋を出て行ってしまっ

た。ヒギンズが出ていった後、イライザは慌てて暖炉に手を突っ込み指輪を探す。あった！

よかった！彼女にとって、ヒギンズがくれた指輪は本当に大切なものだったのだ。 

･･･でも、もはや持っていくことはできない。イライザは指輪をそっと暖炉の上に置き、荷

物をまとめてヒギンズ邸を後にする。 

 

♪♪♪ 

 

ヒギンズ邸の前では今日もフレディが

待ち構えていた。飛び出してきたイライ

ザを追いかけ、フレディは甘い恋の言葉

をかける。 

しかし、イライザはヒギンズのことを思

い出し、「言葉なんてもううんざり！言

葉なんてどうでもいいの！“愛してい

る”なら、言葉以外の証拠を見せて！」

と激しく心の叫びをぶつける。 

（“証拠を見せて” SHOW ME ） 

 

♪♪♪ 

 



ヒギンズの許を飛び出したイライザは、再びコヴェント・ガーデンの青物市場に帰ってき

た。しかし既にレディとなったイライザには、もはやこの市場に居場所はなかった。途方

に暮れるイライザの目の前に現れたのは、父アルフレッド・ドゥーリトルである。シルク

ハットにモーニング姿でキメている。何とアルフレッドは、ヒギンズ教授が手紙を送った

例のアメリカの篤志家から相続を受け、年 4,000 ポンドの年金を受け取る大金持ちになっ

ていたのだ。おまけに、明日は永く式も挙げずにいた愛人との結婚式だという。 

「自分の脚で立て。立てるさ。お前はもう立派なレディだ。」 

イライザをそう励まし見送ると、アルフレッドは酒場へ戻り“時間通りに教会へ”GET ME 

TO THE CHURCH ON TIME を歌い、陽気に結婚前夜を呑み明かす。 

 

♪♪♪ 

 

翌朝、イライザがいないことに気付いたヒギンズは大いに取り乱す。イライザはヒギンズ

の秘書としての役割も務めていたから尚更だ。“女ってやつは･･･”A HYMN TO HIM と嘆

くことしきり。 

 

一方、イライザはヒギンズ夫人（ヒギンズ教授の母）の許に身を寄せていた。昨夜の一部

始終を聞いたヒギンズ夫人はイライザの気持ちを理解し、すっかり味方になっている。 

そこに立腹したヒギンズ教授がやってくるが、母親とイライザが一緒にいるのを見て悪態

をついた挙句、逆に母に叱られて壁際の椅子でふて腐れてしまった。 

 

ほどなくヒギンズ夫人に来客があり、再びイライザとヒギンズは二人きりになった。 

「愛してとは言いません。ただ、優しい気持ちを。人間らしい関係を･･･。」とイライザが

嘆願しても、ヒギンズは素直になれず、身勝手で偏屈なまま。とうとうイライザもキレて

しまい「フレディと結婚し、私が（ヒギンズに教わった）音声学の教師となって彼を養う！」

と宣言する。そして「あなたを世界の全てと思うなんて、私は何てバカだったんだろう！」

と“あなたなしでも” WITHOUT YOU を歌ってヒギンズをやり込める。 

 

この期に及んでも、ヒギンズは素直

になれない。自分と対等にやり合う

までになったイライザを頼もしい

と賞賛し、自嘲気味に笑うのだ。こ

れを見たイライザは、全てが終わっ

たといった表情でヒギンズに別れ

を告げ、出て行ってしまう。 

♪♪♪ 



イライザを失った現実に対し、更に強がるヒギンズだが、なぜかどうしてもイライザのこ

とが頭から離れない。 

ヒギンズはこの時初めて、イライザを愛している自分に気付いたのだ。 

「あの子の喜びも悲しみも 今は私の一部。見慣れた あの顔･･･。」 

（“忘れられない彼女の顔”I’VE GROWN ACCUSTOMED TO HER FACE ） 

 

独り淋しく実験室に戻って椅子に腰を

降ろし、呆然と録音したイライザの声を

聞くヒギンズ。出会った頃のあの汚い訛

りも、遠い昔のようにただ懐かしい･･･。 

 

と、急に蓄音機が止まりイライザの声が。 

「手も顔もちゃんと洗ってきたんだよ。」 

静かに部屋に入ってきたイライザの表

情は、優しさに満ち満ちている。 

 

イライザが戻ってきてくれたことが判

り、ヒギンズの表情と声が輝く。 

「イライザ！」 

しかしまた思い出したようにいつもの口調に戻し、「スリッパはどこだ？」と言うや帽子で

顔を隠しつつ、椅子から脚をゆっくりと投げ出すヒギンズ。 

そのヒギンズを呆れたように見つめるイライザの表情は、しかしどこまでも優しく、愛情

に満ちた美しいものなのだった。 

 

（ 了 ） 

    


