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　　　　　　　　はじめにはじめにはじめにはじめに　　「　　「　　「　　「NANA」」」」大大大大ヒットヒットヒットヒットのののの秘密秘密秘密秘密とはとはとはとは？？？？

　　「NANA」
　　大谷健太郎督/日本/2005年/114分
　　原作：矢沢あい『NANA』（集英社「クッキー」連載」）

　　「NANA」ってなに？　という方はこのレポートを手にした方のなかにはおそらくいらっしゃ

　　らないと思います。このレポートでは現在も連載中の大人気漫画を映画にした「NANA」を

　　を中心にヒットの秘密を解き明かしていきます。

　　「NANA」の漫画も映画も知らない人のなかにはこう思う方もいるかもしれません。

　　そんなに大ヒットしているということは、すごい能力を持ったスーパーヒーロー（ヒロイン）が

　　大活躍する話なんだろうなぁ――と。

　　でも皆さんご存知のとおり「NANA」には超能力者は登場しません。ふたりの二十歳の女

　　性を中心に、１０代から２０代の若者たちが登場する（一部オジサン達も）だけなのです。

　　特殊能力がないヒーロー（ヒロイン）なんて、カッコよくないんじゃないの？

　　そんな声もきこえてきそうです。でもヒーロー（ヒロイン）を応援したくなるか、ならないかの

　　違いというのは、ヒーロー（ヒロイン）に何を求めるかで違ってくるものなのです。

　　自分自分自分自分にはないにはないにはないにはない能力能力能力能力をををを持持持持っているっているっているっている遠遠遠遠いいいい存在存在存在存在のののの主人公主人公主人公主人公にににに憧憧憧憧れたいのかれたいのかれたいのかれたいのか。。。。

　　自分自分自分自分とととと同同同同じにじにじにじに思思思思えるえるえるえる身近身近身近身近なななな存在存在存在存在のののの主人公主人公主人公主人公をををを応援応援応援応援したいのかしたいのかしたいのかしたいのか。。。。

　　「NANA」は、遠い世界の特殊能力を持った主人公が常人には到底できないような大活

　　躍をする物語ではありません。

　　自分と同じに思えるけれど、自分がそうしたいなぁ、そうだったらいいなぁと思えるような、

　　埋めようと思えば、がんばれば埋まると思えるような「差」を、憧れというスパイスで味付け

　　して、２つの視点で巧み（タクミとかけてるわけじゃないヨ！）に読者・観客の心を揺すぶる、

　　そんな作品――それが「NANA」なのです。

　　

　　さあこれから「NANA」大ヒットの秘密を探る旅に出かけましょう。
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　　　　　　　　第第第第１１１１章章章章　　　　　　　　三角関係三角関係三角関係三角関係

　　

　　物事は２つよりも３つのほうが複雑になります。物語を劇的にするには葛藤葛藤葛藤葛藤

　　＝　　＝　　＝　　＝コンフリクトコンフリクトコンフリクトコンフリクトが必要です。コンフリクトを克服していく過程で各キャラクター

　　の苦悩が行動となって表れ、奥深く立体感のあるキャラクターが形成されて

　　いくのです。

　　そういうわけでどの物語でも三角関係が重宝します。お昼のドラマの定番は

　　いわゆる「不倫もの」です。夫、妻、愛人。ほら、見事な三角関係ですね。

　　バイオレンスアクション作品だって三角関係があります。例えばトニー・スコ

　　ット監督の「ドミノ（DOMINO）」にだって、賞金稼ぎ（バウンティハンター）、

　　ホテル王、マフィアという三角関係があります。これに FBIも関係してくると

　　いう「ドミノ」はクライマックスへ向けてすべてが収束していく綿密な脚本を持

　　つ作品です。

　　さて「NANA」には奈々（ハチ公）と章司と幸子の三角関係があります。章司

　　は悪い奴じゃないし、幸子だってそうです。もちろん奈々だって。けれども別

　　れは突然やってきます。

　　三角関係によって奈々の失恋を目の当りにしたナナに小さな変化が起きま

　　す。泣きじゃくる奈々をなにも言わずにそっと抱くナナ。これによって深まっ

　　た二人の関係は、物語の後半でのナナとレンとの恋愛関係を描くための基

　　礎（土台）となるのです。

　

　　三角関係によって壊われた関係（奈々と章司）がある一方で、奈々とナナと

　　の結びつきは強くなりました。強まった関係によってナナは次第に奈々なし

　　にはいられなくなっていきます。一見すると強い女のナナが、実は繊細で弱

　　い部分を見せることで、そのギャップにますます読者や観客は惹きこまれて

　　いくのです（キャラクターに奥行きが出る）。

　　これらすべてのきっかけが「「「「三角関係三角関係三角関係三角関係」」」」なのです。
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　　２２２２章章章章　　　　　　　　３３３３つのつのつのつの役割役割役割役割をををを持持持持ったったったったナレーションナレーションナレーションナレーション
　　　　　　　
　　　　　　　　～「ノスタルジィ」「危険な香り」「サスペンス」～

　

　　「NANA」の特徴のひとつはナレーションナレーションナレーションナレーションです。適時に使われる奈々（ハチ）

　　のナレーションはモノローグの回想形式で、未来のある時点から過去の出

　　来事を振り返って「いまにして思えばあのときはこうだったんだよね、それな

　　のに私ったら云々」といったものとなっています。

　　原作漫画ではこのモノローグ調ナレーションが奈々からナナへ、そしてまた

　　ナナから奈々へと変化しますが、映画では奈々の視点に固定されています。

　　映画は上映時間が限られているので、奈々の視点だけに限定しているのは

　　正解でしょう。観客は奈々と一緒にナナの生い立ちやレンとの関係を知るこ

　　とができるからです。

　　それに奈々のナレーションは昔を懐かしむようなノスタルジィノスタルジィノスタルジィノスタルジィな雰囲気があ

　　って共感共感共感共感しやすくなっています。

　　さらに「あの頃」をしみじみと振り返るモノローグは、ナナたちの行く末（バッ

　　ドエンディング？）を暗示するかのようで、ある種の危険危険危険危険なななな香香香香りりりりさえ漂わせて

　　いるのです。

　　これが観客の欲望（先を知りたい）を刺激するというサスペンスサスペンスサスペンスサスペンスの効果をもた

　　らしているのです。

　　ナレーションを使うと楽なので、つい安易に使いがちですが「NANA」にお

　　いては「ノスタルジィ」「危険な香り」「サスペンス」という役割をしっかりと持た

　　せています。

　　ナレーションに複数の役割を持たせることで、物語を盛り上げるための相乗

　　効果を狙っているのです。けっして楽しようとしているわけではないのです。
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　　　　　　　　第第第第３３３３章章章章　　　　　　　　ストーリーストーリーストーリーストーリーをををを停滞停滞停滞停滞させないさせないさせないさせない回想回想回想回想シーンシーンシーンシーン

　　映画においては、回想シーンもつい使いがちです。しかし回想シーンはリス

　　クを背負っています。どんなリスクリスクリスクリスクか？　それはストーリーを停滞させるかもし

　　れないというリスクです。そもそも回想シーンはストーリーを前進させるもので

　　はありません。

　　メインキャラクターがどのような人物かがわからなければ読者や観客は応援

　　しにくいのです。そこでキャラクターのバックグランドを描こうとします。しかし

　　回想シーンで主人公のバックグラウンドを描こうとすればするほど、現在の

　　ストーリーは停滞していきます。なぜなら、回想シーンとは過去の出来事を

　　描くものなので、そのあいだはストーリーが前進しないからです。

　

　　バックグランドがきちんと描けていなければ感情移入されにくい。かといって

　　きちんと描こうとすればするほどストーリーは先へ進まない。

　　このこのこのこのジレンマジレンマジレンマジレンマをどうをどうをどうをどう解消解消解消解消するかするかするかするか？？？？　

　　幸い「NANA」にはバンドが登場します。かつての恋人レンが所属する売れ

　　っ子バンドのトラネスのコンサートに思い切ってやってきたナナの心情を丁

　　寧に描きつつ、コンサートの曲に合わせて、いままで謎に包まれていたナナ

　　とレンの別れの経緯を映像化してみせるという芸当で、見事にこのジレンマ

　　を解消しているのです。

　　冬。雪。田舎の駅。別れ。曲。

　　これらお約束の要素をすべて揃えつつ、コンサートの曲と回想シーンを重

　　ねてストーリーが停滞しないようにしているのです。
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　　　　　　　　第第第第４４４４章章章章　　「　　「　　「　　「ベタベタベタベタ」」」」こそこそこそこそヒットヒットヒットヒットのののの秘薬秘薬秘薬秘薬なりなりなりなり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                  ～お約束の要素てんこもり～
　　　　　　　　　 ～「私の頭の中の消しゴム」と「電車男」と北野武版「座頭市」を例に～

　　　　　　　　　

　　ある晩、ひとりギター片手に夜行列車（実際は新幹線）に乗って上京するナ

　　ナ。なんとも「「「「ベタベタベタベタ」」」」でおでおでおでお約束約束約束約束な設定ですが、それがいいのです。なぜなら、

　　ベタであればあるほど、観客の間口間口間口間口がががが広広広広がるがるがるがるからなのです。

　　韓国映画「私の頭の中の消しゴム」でもベタな題材を豊富に使っています。

　　・階級差　（社長令嬢と労働者の恋愛）

　　・親の反対　（娘の結婚に反対する父）

　　・育った環境の違い　（愛に包まれて育った娘と母に捨てられたた男）

　　・病気　（若年性認知症）

　　

　　どうです？　日本のひと昔もふた昔も前のドラマでありそうな題材の数々で

　　すね。でも「私の頭の中の消しゴム」も大ヒットしています。

　　

　　では次に、こんなストーリーを見聞きしたことはありませんか？

　　気立てはいいけど恵まれない環境で不幸といわれる毎日を送っている主

　　人公がある日、魔法によって運命の人に出会い、結ばれる。

　　どうです？　こんなストーリーの型（カタチ）は世界中に無数に溢れています。

　　あるときは「シンデレラ」と呼ばれたり、またあるときは「電車男」と呼ばれたり

　　しているのです。

　　例えば映画「電車男」はネットという日常で「ヘルパー」→「相棒」を得た青年

　　が、恋の成就を成し遂げる、アキバアキバアキバアキバ産産産産・・・・現代日本男性版現代日本男性版現代日本男性版現代日本男性版のののの新新新新シンデレラストシンデレラストシンデレラストシンデレラスト

　　　　　　　　ーリーーリーーリーーリーです。
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　　若くて綺麗で気立てもいいけど、地味な服を着てコツコツと働き、好きなグ

　　ッズやソフトに囲まれて生活している青年。

　　周りの人々（継母とその娘である姉たち）にはオタクだと言われて嘲られて

　　います。

　　会社ではパソコンが調子悪くなったときだけ呼ばれてすぐになんとかしろと

　　言われるそんな日々。

　　ある日電車（かぼちゃの馬車）に乗った酔っ払い（魔法使い）が魔法をかけ

　　てくれます。

　　エルメスという「姫」に出会った電車男は、ネット掲示板でみんなの助けを得

　　て恋の成就を成し遂げます。

　　これは、古今東西どこにでも見ることができる「シンデレラストーリー」をチョイ

　　と現代風にアレンジしたものです。こうして出来上がったのが映画「電車男」

　　なのです。

　　「NANA」だってどこかでみたような設定のオンパレードです。

　　田舎。駅舎。夜行列車（新幹線）。上京。バンドマン。ギター。ルームシェア。

　　ドロップアウト。孤独感。疎外感。居場所探し……。

　　こうして題材を書き出してみると、なんだか気恥ずかしさで背中がムズ痒くな

　　ってくる方もいるかもしれませんね。

　　東京人東京人東京人東京人――といっても、三代江戸っ子という人は東京の人口の何割ぐらい

　　でしょうか。自分のことを東京人だと言っている人のほとんどは、お盆やお正

　　月になると飛行機や新幹線に乗るために行列行列行列行列を作ります。
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　　つまり、日本に住むほとんどの人たちは「田舎モン」なのです。市場（マー

　　ケット）で考えた場合、圧倒的な数を誇る「田舎モンマーケット」を放ってお

　　くのはもったいないですね。すると当然、ターゲットに合わせた商品を開発

　　して売り出して儲けようとします。

　　ターゲットに気に入ってもらうには「「「「心心心心・・・・気持気持気持気持ちのちのちのちの琴線琴線琴線琴線にににに触触触触れるれるれるれる」」」」要素を商品

　　にたくさん詰め込むことが必要です。

　　でも、似たような商品はすでにたくさんあります。ではちょっと工夫しましょう。

　　「電車男」の「ヲタク青年とお嬢様」みたいに――。

　　新製品を！　という話になると、他にはない斬新でインパクトのあるものを！

　　と意気込みがちです。それも間違いではありませんが、雪を見たことがない

　　人がいきなりスキーやスノボをやってうまく滑れるわけがないのと同じように、

　　まずは基本という名の「ベタ」をたくさん詰め込むことをおすすめします。

　　基本基本基本基本があればがあればがあればがあれば「「「「応用応用応用応用」」」」がききますがききますがききますがききます。。。。

　　「NANA」はベタな要素がてんこ盛りです。

　　夢を歌い、夢を持って上京する女。

　　夢に恋して、自分の夢をみつけようと上京する女。

　　

　　上京すればなんとかなると思って鞄ひとつで上京――。そんな話はいくらで

　　もあります。鞄がギターになったところでたいした違いはありません。

　　雪の降る晩に夜行列車（新幹線だけど）に乗ってギターひとつで上京――。

　　ベタすぎます。

　　でもそれがいいんです。
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　　さえない青年が魔法という「きっかけ」でお姫様と結ばれる。

　　これもベタです。

　　でもそれがいいんです（二度目）

　　ちなみに北野武版「座頭市」には新吉（ガダルカナルタカ）というお調子者

　　のチンピラが登場します。

　　彼はだれにでもわかるベタベタベタベタなななな笑笑笑笑いいいいでちょっと一服できるような「間」を作る役

　　割を担っています。実はこういったベタな笑いを違和感なく提供できる人は

　　なかなかいません。

　　作品の「「「「間間間間」」」」をコントロールできるかどうかというのは大事なポイントです。

　　「間」をコントロールするには、ベタな要素を使うのが効果的なのです。

　　

　　「「「「ベタベタベタベタ」」」」こそこそこそこそヒットヒットヒットヒットのののの秘薬秘薬秘薬秘薬なりなりなりなり。。。。

　　　　

　　それにほんのちょっとのスパイスをきかせれば「NANA」にも「電車男」にもな

　　るのです。

　　では「NANA」にはどんな秘密のスパイスが効いているのでしょうか？
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　　　　　　　　第第第第５５５５章章章章　　　　メインキャラクターメインキャラクターメインキャラクターメインキャラクターがががが複数複数複数複数いるいるいるいるワケワケワケワケとはとはとはとは？？？？

　　　　　　　　～「R2-D2」との共通点～

　　　ベタな要素がてんこ盛りの「NANA」に使われている秘伝のスパイスとは？

　　ズバリ！　複数複数複数複数のののの視点視点視点視点がある。

　　

　　具体的にいうと、メインキャラクターがふたりいるということです。

　　たいていの物語には主人公はひとりです。主人公に感情移入した観客は、

　　主人公と共に葛藤（コンフリクト）を乗り越え、あるときは相棒を助け、またある

　　ときは一緒に泣いたり笑ったりして冒険を続けます。

　　一緒に冒険ができるかどうかのポイントは、観客が主人公に感情移入感情移入感情移入感情移入できる

　　かどうか、ということです。

　　感情移入できなれば、主人公がどんな困難に遭おうともしょせん他人事で

　　す。どんな恋をしようとも、ふぅ～んよかったね、ぐらいしか思いません。

　　「NANA」が使っている秘伝のスパイスとは、

　　「「「「リスクリスクリスクリスク分散分散分散分散とととと主要主要主要主要キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター強化強化強化強化」」」」

　　です。このふたつを同時に行っているのです。

　　〈リスク分散〉

　　主人公をふたり用意して、観客が「奈々とナナ」のどちらにも共感しやすいよ

　　うになっています。たとえどちらか片方だけにしか共感できなかった場合でも、

　　すくなくとも 50％の共感は得ることができるようにしています。
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　　〈主要キャラクター強化〉

　　一見するとナナは強い女性です。たったひとりでギター片手に、ビッグにな

　　ってやるという思いを胸に上京する彼女に、自分にはない強さと行動力を

　　憧れの目でみることができます（憧れ・ヒーロー、ヒロイン視）

　　でも、自分は強い女性じゃない。打ち込めるようなものもない。特別な才能

　　や特技があるわけでもない。

　　でも自分の居場所がどこかにあると信じている。そして幸せをみつけたい。

　　そんな思いを持っている人は、奈々に自分を重ね合わせることができます。

　　ナナみたいに歌が歌えるわけでもなく、何のあてもないのにひとりで上京

　　できるわけでもない自分だけど、夢を歌うナナを応援することはできる。

　　そうだ、大好きなナナのためにできることがあるかもしれない。大事な人の

　　助けになることができるかもしれない。

　　大事な人を応援する――これなら私にだってできる！

　　憧憧憧憧れるれるれるれる対象対象対象対象としてのとしてのとしてのとしての「「「「ナナナナナナナナ」　」　」　」　（実は弱く繊細な心を持っている）

　　自分自分自分自分とととと重重重重ねねねね合合合合わせるわせるわせるわせる対象対象対象対象としてのとしてのとしてのとしての「「「「奈奈奈奈々」々」々」々」

　　　　　　　　「憧れ」と「等身大」。この二つの要素を持った主人公といのがベストですが、

　　「NANA」ではふたつの要素をふたりの女性それぞれに振り分けています。

　　水面に落ちるしずくは、一滴よりも二滴がいい。なぜなら水面に広がる波紋

　　がぶつかりあって新たな動きが生まれるからです。

　　「ナナ」への憧憧憧憧れれれれという名の波紋と「奈々」への共感共感共感共感という名の波紋が交わる

　　とき、メインキャラクターへの感情移入はより細部にまで深く染みわたるので

　　す。
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　　さて、自分を重ね合わせる対象としてのキャラクターとして、とても参考になる

　　方をもうひとり（？）ご紹介しましょう。

　　さあ、観客にいちばん近いヒーローの R2-D2（「スター・ウォーズ」シリーズ）

　　の登場です。

　　

　　ここで、R2-D2 がエピソード１～６のすべてに登場していることを改めて意識

　　してください。そうすれば、あるエピソードを観てそこに R2D2 が登場したとき

　　に、まるで親しい身近な友人に会ったときのような感覚を味わっていることに

　　気がつくでしょう。

　　R2-D2 はジェダイの騎士でもなければ、ジェダイの騎士によって作られたロ

　　ボットでもありません。特殊プログラミングがされているわけでもない、どこに

　　でもいる量産型ロボットのひとつに過ぎません。

　　

　　そんな R2-D2 はいつもルークやオビ＝ワンやアナキンといったジェダイの

　　騎士をサポートしています。

　　ジェダイの騎士でない自分でも、歌が歌えるわけでもない自分でも、好きな

　　人のために、大事な人のためになにか手伝えることがあるかもしれない。

　　そんな身近な存在が物語の中で活躍する姿に、観客は拍手を送るのです。

　　R2-D2 は観客にいちばん近いヒーローであり、スターウォーズシリーズとい

　　う壮大な宇宙 SF大作の世界に参加するいうとっかかりを提供して、作品世

　　界の中で活躍さえさせてくれるキャラクター。それが R2-D2 なのです。

　　R2-D2 と奈々ってなんだか似ていますよね☆
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　　　　　　　　第第第第６６６６章章章章　　　　　　　　相棒相棒相棒相棒（（（（バディバディバディバディ））））ができるまでができるまでができるまでができるまで

　　　　　　　　～西部劇の手法～

　　ナナと奈々。ふたりは偶然の出会い（新幹線と部屋探し）がきっかけで東京

　　の調布で一緒に暮らしはじめて仲良しになりますが、まだ心の底で結ばれ

　　た関係ではありません。信頼・（愛情に限りなく近い→）友情が育まれるまで

　　にはもうひとつふたつのプロットが必要です。ではどのようなプロットが使わ

　　れているのでしょうか。

　　ひとつは奈々の失恋失恋失恋失恋です。奈々の恋人・章司がバイト先の幸子とねんごろ

　　になってしまったために奈々は失恋します。泣きじゃくる奈々をなにも言わ

　　ずにそっと抱くナナ。

　　もうひとつは、ナナとレンの再会再会再会再会です。奈々に誘われてトラネスのコンサー

　　トに思い切って出かけたナナはレンと再会します。これは奈々の「粋」な計

　　らいによって実現しました。

　　こうしてお互いが辛いときにお互いに相手を思いやったふたり――。そのと

　　きナナは奈々にはじめてはじめてはじめてはじめて自分自分自分自分のののの生生生生いいいい立立立立ちをちをちをちを話話話話してきかせますしてきかせますしてきかせますしてきかせます。。。。これを西部

　　劇で例えるならこうなります。

　　ガンファイトや騎馬戦をくぐり抜けたコンビが夜の荒野で焚き火して身の上

　　話をする、そんなシーンです。

　　こうしてナナと奈々は、心の深いところで結ばれたのです。

　　

　　→バディバディバディバディ（（（（相棒相棒相棒相棒））））のののの誕生誕生誕生誕生！！！！
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　　　　　　　　第第第第７７７７章章章章　　　　　　　　観客観客観客観客（（（（読者読者読者読者））））のののの憧憧憧憧れをれをれをれをキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターにににに反映反映反映反映
　　　　　　　　
　　　　　　　　～「下妻物語」との共通点～

　　観客や読者に感情移入してもらうには、まずは惹惹惹惹きつけるものきつけるものきつけるものきつけるものが必要です。

　　「NANA」でその役割を担っているのは「ナナ」です。

　

　　実はナナと非常に似たキャラクターが存在します。それはあの名作「下妻

　　物語」の桃子（←深田恭子が演じる）です。

　　桃子は親も兄弟も友達もそんなものいらないといいます。

　　人間は所詮ひとりで生きていかなきゃならないんだし、自分にとってきもち

　　いいものだけをまわりに集めてひとりで楽しくきもちよく生きていければいい、

　　そのためだったらウソでもなんでもつきまーす、わたし根性ねじまがってまー

　　す、そしてフリフリのかわいいお洋服を着たおばあちゃんになってある日ア

　　パートの部屋で亡くなっているのをロボットの大家さんに発見されるの☆

　　学校に友達がひとりもいなくても桃子はぜんぜん気になりません。周りにど

　　う思われようとそんなことはまったく関係ないのです。牛の糞かなにかが落

　　ている田んぼの真ん中の一本道をヒラヒラロリータ服で日傘をさして歩く桃

　　子は、一見すると自分の価値観をしっかりもって幸せをみつけた理想の女

　　の子にみえるでしょう。

　

　　ナナだってバンドが解散して一人になってなんのアテもないままギターひと

　　つ担いで上京するなんて、わが道を行くその姿も、理想の女の子にみえる

　　でしょう。

　　しかし両者には欠けているものがあります。

　　

　　それは――「「「「他者他者他者他者」」」」です。
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　　桃子もナナもはじめは、他者との関係のなかにあって自分の価値観をしっか

　　りもって生きているわけではないのです。

　　　「下妻物語」の桃子はヤンキー娘のイチゴという「他者」との出会いを通して、

　　友情という名の関係を築いて光り輝いていきます。

　　「NANA」のナナは、彼氏を追いかけて上京する奈々という「他者」との出会

　　いを通して、かぎりなく愛情にちかい友情という名の関係を築きつつ、どんど

　　ん深みにはまっていきます（このあたりが「NANA」の影の部分であり、そこが

　　魅力でもあります）。

　　さて「「「「下妻物語下妻物語下妻物語下妻物語」」」」の特徴を書き出してみましょう。

　　

　　田舎を舞台に独特のファッションの若者。

　　好きな事や世界に向かってがむしゃらに突き進む者。

　　わが道をゆく孤独。

　　人付き合いの不器用さ。

　　異質なふたりの、運命とも思えるような出会い。

　　これらに男女の恋愛を加えたのが「NANA」なのです。

　　一般的な観客観客観客観客（（（（読者読者読者読者））））とととと近近近近いいいい境遇境遇境遇境遇（田舎出身・人付き合いの不器用さ）にあ

　　りながらも、強く憧憧憧憧れるれるれるれる要素要素要素要素（大好きな道ををだれになんと思われようとも己

　　を信じて進む）を含んでいるキャラクター設定は、より多くの観客の心を惹惹惹惹きききき

　　　　　　　　つけるつけるつけるつけるのです。

　　つまり、キャラクターへの感情移入感情移入感情移入感情移入が上手なのです。いえ、上手というよりも、

　　二十歳の女の子の等身大等身大等身大等身大ののののリアルリアルリアルリアルなななな感覚感覚感覚感覚を物語に反映させる研ぎ澄まさ

　　れたセンスと勘のようなものがピカイチなのです。

16



　　第第第第８８８８章章章章　　　　　　　　観客観客観客観客（（（（読者読者読者読者））））のののの悩悩悩悩みやみやみやみや挫折挫折挫折挫折をををを反映反映反映反映

　　ナナと奈々。ふたりはアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーです。

　　いわゆるド田舎にあって、バンドマンの衣装（格好）というのはかなり目立ち

　　ます。――雪深い町。１時間に 1,2本の列車がやってくる田舎の駅。そん

　　な気候風土・環境にあって、革ジャンにブーツにギターという格好は、地元

　　で就職したり結婚したりしている者からみれば明かに異質で、共同体に同

　　化しないアウトサイダーです。

　　アウトサイダーの孤独感孤独感孤独感孤独感や疎外感疎外感疎外感疎外感を持ちつつも、音楽という共通項で仲間

　　を得てバンド活動を続けてきたナナにも、レンのバンド脱退という節目によ

　　ってふたたび孤独な境遇となってしまいます。

　　そしてある晩、ナナはひとりギター片手に夜行列車（実際は新幹線）に乗っ

　　て上京します。

　　上京の途中の駅から乗ってきた奈々は、地元の高校を卒業→専門学校卒

　　業→レンタルビデオ屋の店員→上京した彼氏を追って新幹線に乗ってきた

　　二十歳の女の子です。

　　明るい彼女も田舎という共同体では孤独感と疎外感を感じています。地元

　　で就職するわけでもなく、専門学校の友人たちと同じように東京の美大に入

　　りなおすわけでもなく、かといって結婚する予定もありません。自分の居場居場居場居場

　　　　　　　　所所所所をををを探探探探してしてしてして、、、、まずは先に上京した彼氏を追って上京するのです。

　　上京してインテリアショップで働きはじめますが、約１ヶ月で閉店。つぎに出

　　版社のアシスタントになりますが、コピーやお茶や雑用、それに先輩女性社

　　員の小言の毎日に疲れきった奈々は、部屋へ帰るためにアパートの７階ま

　　での階段を上りながら、わたしのわたしのわたしのわたしの居場所居場所居場所居場所はいったいどこにあるのだろうはいったいどこにあるのだろうはいったいどこにあるのだろうはいったいどこにあるのだろう、、、、とふ

　　と思うのです。階段、居場所、モノローグ調ナレーションを組み合わせたこの

　　シーンは、うまく若者の心情を表しています。
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　　第第第第９９９９章章章章　　　　　　　　きれいなだけじゃないきれいなだけじゃないきれいなだけじゃないきれいなだけじゃない「「「「リアルリアルリアルリアル」」」」とととと「「「「心心心心のののの奥奥奥奥」」」」

　　「NANA」はリアルリアルリアルリアルなななな心情心情心情心情を描くことに力点が置かれています。

　　例えば「男女関係」について。

　　章司にフラれた奈々は、自分は彼のために仕事に恋にとがんばっていたの

　　にぃと女友達に泣きつきます。でも女友達は「アンタばっかりが正しいってこ

　　ともないんじゃなの？」といった意味のことを言います。こんなことを言ってく

　　れる友人はなかなかいません（この女友達は原作では恋や愛についていろ

　　いろ深い洞察をしてくれるキャラクターです）。

　　章司だけが悪いわけでなく、奈々にも「別れ」の原因の一部はあることをきち

　　んと指摘してくれるのです。こうした経験を通して、どちらかというと自己中っ

　　ぽかった奈々は、やがて与える愛と受ける愛のバランス感覚を養って女性と

　　して、人として成長していきます。

　　一方ナナは別れた元カレに鎖のネックレスをかけて南京錠のようなもので

　　鍵をかけます。すごい独占欲！　それには彼女の生い立ちが関係している

　　のですが、とにもかくにもナナは自分の気に入ったものや好きなものを傍に

　　いつまでも置きたいという強い思いを持っているのです。そのため原作では、

　　次第に離れていきそうになる奈々（ハチ）を傍に繋ぎとめておこうとあの手こ

　　の手を尽くします。このあたりは見方によってはストーカーちっくかもしれませ

　　んね。

　　映画における視点は奈々に限定しているために、このあたりのナナの心の

　　深い部分はあまり描かれていません。でも南京錠ロックの鎖ネックレスという

　　小道具だけでも充分に、登場人物たちの心心心心のののの裏側裏側裏側裏側がチラッと見えるようにも

　　なっています。

　　「影」＝「裏」はキャラクターに奥行奥行奥行奥行ききききを与えるだけでなく、危険危険危険危険なななな香香香香りりりりも醸し

　　出しているのです。
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　　第第第第１０１０１０１０章章章章　　　　運命運命運命運命というというというというスパイススパイススパイススパイス

　　ヒトは偶然に弱い。

　　なぜなら偶然にもなにか意味があると思いたいからです。

　　例えば、どうしてかはわからないけれども、この泉の水を飲んだら長年患っ

　　ていた病気が治ったとしましょう。

　　たとえそれが理解できなくても、自分にとって良い作用を及ぼすときには、

　　泉を特別・神聖なものと崇めます。

　　でも、どうしてかわらないけれども泉の水を飲んだら一週間寝なくも平気に

　　なってずぅ～と起きていたら、あいつは狐憑きだと言われて村八分になって

　　しまったとしましょう。そんなときは泉に白い布かなにかで結界を張って呪わ

　　れた場所として近づかないようにします。

　　つまり、偶然偶然偶然偶然というというというという理解不能理解不能理解不能理解不能なものにもなものにもなものにもなものにも、、、、なにかしらなにかしらなにかしらなにかしら意味意味意味意味をををを求求求求めたがるのがめたがるのがめたがるのがめたがるのが

　　　　　　　　人間人間人間人間というものというものというものというものなのです。意味がわかって理解すれば安心できるからです。

　　偶然には意味がある。偶然とは運命であり、自分を幸せにしてくれるものだ。

　　そう考えると楽で、自分が生まれるずぅ～と以前から幸せになる運命にやっ

　　とめぐり合えたという、なにか偉大なものの一部に触れたかのような気持ち

　　になりやすいものです。

　　こんなに便利なものを利用しないなんてもったいない。

　　物語のいくつかの重要なポイントに偶然をうまく配置することができれば、

　　観客の気持ちをスゥッと何段階も高みに引き上げることができるのです。

　　ヒットの秘訣のひとつは「「「「偶然偶然偶然偶然＝＝＝＝運命運命運命運命」」」」の効果をうまく使うことなのです。
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　　さて「NANA」でも、おおきな偶然を２つ使っています。

　　〈偶然 1〉

　　同じ晩に同じ名前の同い年の女が上京する――この偶然に乾杯

　　〈偶然　2〉

　　同じ日に同じアパートの部屋を借りようと見に訪れる――この偶然を記念し

　　てなのでしょう、奈々はおそろいの「いちごのグラス」を買います。

　　偶然は便利なアイテムですが、使いすぎてはいけません。数が増えると偶然

　　ではなく「日常」となってしまうからです。

　　偶然に意味付けをしたがる人間の習性を理解している人は、それを日常生

　　活にも応用しています。

　　それはなにも難しいことではありません。皆さんも意中の彼（彼女）を偶然を

　　装って待ち伏せしたことがあるでしょう。

　　それを毎日していたですって？

　

　　やりすぎです（笑）　それだと偶然ではなくて、バンドの「出待ち」になってし

　　まいます。

　　偶然偶然偶然偶然をどうをどうをどうをどう使使使使うかうかうかうか。。。。偶然偶然偶然偶然というというというというスパイススパイススパイススパイスをめいっぱいをめいっぱいをめいっぱいをめいっぱい効効効効かせるにはかせるにはかせるにはかせるには何処何処何処何処でででで、、、、どどどど

　　　　　　　　んなんなんなんなタイミングタイミングタイミングタイミングでででで使使使使うのかうのかうのかうのか？？？？　それが大事なのです。
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　　このレポートはメールマガジン

　　「基本３分！映画レビュー　わかりやすい映画案内」で配信した記事のなか

　　のいくつかに加筆、編集して作成したものです。

　　メルマガではヒット分析、物語分析、キリスト教文化、マーケティングを切り

　　口に、映画を深く、わかりやすく解説・紹介しています。

　　無料レポート請求の際に了承をお願い致しましたように、メルマガ

　　「基本３分！映画レビュー　わかりやすい映画案内」に代理登録させていた

　　だきます。

　　今後も独自の切り口の映画レビューを配信してまいりますので、楽しみにし

　　ていてくださいね。

　　メルマガ「基本３分！映画レビュー　わかりやすい映画案内」発行人

　　ヒットアナリスト

　　ストーリーアナリスト

　　ライター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田圭

　　sea@team.wonder.ne.jp

　　

　　〈関連映画作品レビュー〉

　　「私の頭の中の消しゴム」

　　http://plain-story.cocolog-nifty.com/ps/2005/10/post_493f.html

　　「電車男」

　　http://plain-story.cocolog-nifty.com/ps/2005/06/post_3a17.html

　　「スター・ウォーズ　エピソード３/シスの復習」

　　http://plain-story.cocolog-nifty.com/ps/2005/08/3_be4a.html

　　北野武版「座頭市」

　　http://plain-story.cocolog-nifty.com/ps/2004/11/post_5.html

　　「下妻物語」

　　http://plain-story.cocolog-nifty.com/ps/2004/06/post.html
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