
10点滴テンの美女を前にして男の心は迷い始めた…
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*これが10点満点の女性
新人のボー・デレク。ブロンド

の髪、ブルーの瞳。 96-56-91

というプロポーションも抜群で、、

例の「キング・コング」のヒロイン

彼を申し込まれたこともあるが台

本がくだらないからとあっきり

断わったほどのシッカリ者で

もある。今日まで映画界では

ほとんど無名の存在だった、

そこがまだエドワーズ監督には

嬉しかった。テストは即座にOKで

ここに 80年代をリードするグラマ

ラスな新女優が誕生したのである。

“テン"とは10点満点のこと..

あなたの恋人は何テンぐらい?
「ピンク・パンサー」シリーズの世界的なヒットで、

今や完全にアメリカ喜劇界の大御所となったブレー

ク・エドワーズ監督が 夫人ジュリー・アンドリユ

ースをスクリーンにひっぱり出して完成させた宿願

のロマンチック・コメディーである。

宿願というのは、この映画のアイデアを思いつい

たのが遠い独身時代のことだったからで、ブラッセ

ルの下町で交叉点の信号が赤から緑に変わるのを待

っていた彼は その時おなじく信号待ちの前の車に

女性の後姿を見た。ゆたかに流れるダークへアと日

焼けした美しい首すじ......顔が見えないだけに彼の

想像力はいっそっ刺激きれ、車が走り去ったのちも

妄想、はとめどなくひろがった。たぶん美人だろうな

それもとびきりセクシーな。レースが垂れてたとこ

ろを見ると結婚式に向っところだったのかも知れな

い。思いきってあとをつけて見ればよかったな。も

しつけて行ってたら どつなったろっ......... ?

そこから彼のストーリーは生まれた。信号待ちの

の女性にひきつけられてどこまでもあとを追って

いく男のストーリ一。舞台をハリウッドに置き代え

て、その男ジョージ・ウェバー(ダッドリー・ムー

ア)の職業はポピュラーソングの作曲家。大変な'iG

れっ子だから ハリウッドヒルズにある豪華な邸宅

にはロールスロイスがデンと置かれ、ベッドには恋

人の人気歌手引サムか(ジュリー・アンドリユース)カ。

彼の仕事の終わるのを待っている。

1....... かしジョージはなぜかいつも満たされなかった。

だから町へ出ると若い女の胸のふくらみとお尻のてい

っぱりに絶えまない視線を走らせる。上から下まで

じっくり観察したあとで採点する。採点はからかっ

た。あのミロのビーナスでさえも彼に言わせればか

ろうじて 7 点。だから 10点の女なんて夢だった・

そんな女が存在するなんて考えられなかった。とこ

ろがその夢にジョージは信号待ちの交叉点で出会っ

てしまうのだ。なんとしてもモノにしたい。たとえ

相手が新婚ホヤホヤでもかまうもんかノ こうして

女台まったラブ、・チェイス。いったいどつなるのでし

ょっね
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撮彩はハリウッドからさして遠くない海

ぞ、いの高級地マリブ・ビーチと、メキシコ

のマンザニロ湾に面したモダンなリゾート、

ラス・ハダスで行なわれた。

ブレーク・工ドワーズ宿願の傑作，
ブレーク・エドワーズ監督が、長年あた

ため続けたアイデアを映画化し、全米で爆

発的大ヒットを記録しているこの映画。男

なら言佐でもこんなことをしてみたいと思っ

ていることを 憶せずにやってくれる主人

公のジョージに心をくすぐられるような、

シャレたタッチのコメディにし上がってい

る。主演はエドワーズ監督の夫人でもある

大スター、ジュリー・アンドリユースの他

に、あのケッサク喜劇「ファール・プレイ」

で女に飢えた交響楽団指揮者を演じていた

夕、、ッドリー・ムーア そしてニューズ・ウ

ィーク誌が世界 1 の美女と絶賛した新人ボ

ー・デレク。

音楽を担当しているのは「ティファニー

で朝食を Jr酒のノくラの日々」そして「ピン

ク・パンサー」シリーズと常にエドワーズ

監督のよき協力者だったへンリー・マンシ

映画通の方ならご存知のことと思います

が、上の写真はアメリカの芸能界すべてを

網羅するバラエティ紙に掲載される“今週

の映画ベスト 50" の一部です。

“テン"はなみいる超大作をおさえてトッ

プを独走中。あなたはオリジナル・タイト

ルと日本題名が何本一致しますか?
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