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●はじめに（１）

∇∇∇∇わかりやすいってどういうことわかりやすいってどういうことわかりやすいってどういうことわかりやすいってどういうこと？？？？

わかりやすい文とは以下のようなものです。

「「「「筋筋筋筋がががが通通通通っていてっていてっていてっていて、、、、一読一読一読一読すればすぐにわかりすればすぐにわかりすればすぐにわかりすればすぐにわかり、、、、ニニニニ通通通通りのりのりのりの意味意味意味意味にとるところにとるところにとるところにとるところ
のないのないのないのない文章文章文章文章」」」」

ほかの言い方をすると、「５歳の子供にもわかる」ということです。これについて映画
作品を例にお話しましょう。

アメリカ合衆国で作られた映画作品の多くは、わかりやすいテーマとシンプルなスト
ーリー構造を持っています。ある映画作品がどのようなストーリーなのかを表現する
のに「ログライン(Log line)」という言葉を使うことがあります。ログライン(Log
line）とは、ストーリーを述べてある一文のことです。

○ではディズニー配給でピクサー（※１）制作のアニメーション作品をとりあげ
　ます。

「ファインディング・ニモ」のログラインとプレミスは以下のようになります。

▽ログライン(Log line）
―――――――――――
「魚（カクレクマノミ）のマーリンが人間にさらわれた息子のニモを探す」

これなら５歳の子供でもどんな物語なのかすぐにわかるでしょう。
ログラインに関連した言葉で、ほかに「プレミス(Premise)」というのもあります。プレ
ミス(Premise)とは、ストーリーが展開していくための基礎となるアイデアのことで
す。

▽プレミス(Premise)
―――――――――――
「主人公の父親（魚）が、海の生物たちの助けを得て、人間にさらわれた息子を
探し出す」

主人公が家族を探して旅をするというのはよくあるストーリーですが、ここでは
主人公が魚であることをはじめ、登場キャラクターのほとんどが人間以外の生物
（魚類や鳥類）なのがユニークなアイデアとなっています。
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▽ストーリー（Story)
――――――――――
「オーストラリア・グレートバリアリーフ。魚（カクレクマノミ）の子供（ニモ）
が人間にさらわれる。父（マーリン）はニモを探しに冒険に旅立つ」

どうです？　これならわかりやすいでしょう。
つまり、５歳の子供でもよくわかるログラインやプレミスやストーリーが「わかりや
すい」ということのよい例なのです。

---------------------------------------------------------------------------
※１ ピクサー

ピクサー・アニメーション・スタジオ。アメリカ合衆国にあるＣＧアニメーションス
タジオ。前身はルーカスフィルムのコンピュータ部門。短編ＣＧアニメーションと長
編ＣＧアニメーションを製作。長編ＣＧ作品には『トイ・ストーリー』『バグズ・ライ
フ』『トイ・ストーリー2』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』
『Mr.インクレディブル』があり、すべて全米年間興行収入ランキングTOP5に入る。
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
「ファインディング・ニモ (FINDING NEMO)」
（アンドリュー・スタントン監督/ジョン・ラセッター製作総指揮/2003年/アメリカ
　/101分）
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
「ファインディング・ニモ」 竹書房・ピクサー文庫

脚本：アンドリュー・スタントン/ボブ・ピーターソン/デヴィッド・レイノルズ
ノヴェライズ：白崎博史
---------------------------------------------------------------------------
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●はじめに（２）

∇∇∇∇わかりやすさがわかりやすさがわかりやすさがわかりやすさが必要必要必要必要とされているとされているとされているとされている

わかりやすさはいつの時代でも必要とされます。どの時代でも、物事がむずかしいよ
りはわかりやすいほうがいいと思っている人はたくさんいたでしょう。またこれから
はますますそう思う人たちが増えるにちがいありません。

現代は特に「わかりやすさ」が必要とされています。なぜ必要なのでしょうか。これに
ついて２つの点からみていきましょう。

ひとつめは「人の移動」です。
人の移動によって世界中の人々がいろいろな場所に短時間で行くことができるよう
になりました。いろいろな国や地域の人たちがお互いに話すには、なるべくわかりや
すいほうがよいのです。
言語でいうと、多の国々では英語がよく使われています。これは英語が偉いからでは
ありません。英語はほかの世界中の言語と比べると簡単で、多くの人々が使っている
からなのです。
国際社会では簡潔でわかりやすいことが求められるのです。

ふたつめは「データの移動」です。
世界中に張り巡らされたインターネットを使って、あらゆるデータは世界中を飛び回
っています。膨大なデータの中から、ある目的に合うデータをいくつか取り出します。
それらを識別、分類、整理すると、ある目的を達成するために役に立つ「データの集ま
り」になります。

仮に、ここに「データの集まり」のうちの一部を必要としているAさんがいるとしまし
ょう。いまあなたが持っている「データの集まり」はそのままではAさんの役には立ち
ません。そこでAさんがほしいと望むデータの集まり（形）にして渡してあげたらど
うでしょう。Aさんはきっと喜ぶことでしょう。こうした「だれかが欲しいと望むデー
タの集まりを作ること」が、わかりやすくする、ということなのです。インターネット
の普及でこれからますます「わかりやすくする」技術が必要になるのです。

○映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

　▽「ニモの手がかり」１

マーリンは息子のニモを探しています。やがてニモの手がかりになるものを見つけま
す。潜水マスクです。黒いゴムに黄色い枠がついたそれはニモをさらっていったダイ
バーが使っていたものでした。

潜水マスクになにか書いてあります。マーリンは人間の言葉が読めません。しかしド
リーは人間の言葉が読めるというのです。マーリンとドリーは協力して潜水マスクの
文字を読み取ることに成功しまた。
やったぁ！　マーリンは大喜びです。マスクに書いてある住所がどこなのかはふたり
（二尾）にはわかりませんが、とにかくニモの手がかりをつかんだのです。
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膨大なデータが流れている海（インターネット）でやっと見つけた手がかりは潜水
マスクでした。でも潜水マスクに書かれている人間の文字を読まないと必要なデータ
を手に入れることはできません。

そこでデータの読み方（識別、分類、整理方法）を知っているドリーが活躍しました。
ここでドリーが潜水マスクに書かれた住所（シドニー、ワラビー通り４２、P・シャー
マン）が示す場所がどこかをマーリンに教えてあげることができれば最高です。

しかしその場所はわからない。でもニモを助けるという目標を達成する（わかりやす
くする）ための手がかりを得ることができました。

広大な海の中から必要なデータを取り出して読む能力があるというのは、もう当たり
前の時代なのです。

いま必要とされているのは、「だれかが欲しいと望むデータの集まりを作ること」。

★★★★つまりつまりつまりつまり、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく提供提供提供提供するするするする能力能力能力能力がががが求求求求められているのですめられているのですめられているのですめられているのです。。。。
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●わかりやすくする７つの方法

【【【【１１１１】】】】共感共感共感共感をををを得得得得るるるる

伝えたい事柄について、なるべく早い段階でそれがどれだけ大事かを簡潔に示しまし
ょう。このとき、多くの人の共感を得るよう努めましょう。

○映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

作品のはじまり（セットアップ）でのことです。
オーストラリア北東のグレート・バリアリーフ。マーリンと妻のコーラルはイソギン
チャクの新居を手に入れて、これからはじまる新生活に心を躍らせています。
イソギンチャクのすぐ下の岩場にある小さな洞窟の中にはコ、コーラルが産んだ400
個あまりの卵がきれいに並んでいます。

そこに、どう猛な肉食魚で海の殺し屋と言われているオニカマスが現れたのです！

マーリンはコーラルと卵を守ろうとオニカマスに食らいついていきました――が、オ
ニカマスの強靭な尾ビレに弾き飛ばされ、岩棚に激突して意識を失ってしまいました

どのくらい時間が経ったのでしょう。マーリンが意識を取り戻すと、コーラルがみあ
たりません。それに明後日には産まれるはずだった小さな生命も奪い去られていたの
です。

落胆するマーリン。でも岩肌のかすかな窪みに卵をひとつだけみつけました。表面に
は少しヒビが入っています。
マーリンは卵をすくいあげて、胸に抱きしめました。

「パパが守ってあげる。約束だ。おまえには何も起きないようにするからね……ニモ」

400個あまりもあったうち、たった１個だけ残った卵――。それは妻のコーラルをも失
ったマーリンにとってかけがえのない卵になったのです。

このようにマーリンにとってその卵（ニモ）がいかに大切かということを、作品のセ
ットアップで説明しています。
作品の冒頭でマーリンの心情や境遇に感情移入した観客は、その後の行末を親身にな
って見守り、応援したくなります。

★★★★大事大事大事大事なことをなことをなことをなことを相手相手相手相手にににに伝伝伝伝えたいときにすべきことはえたいときにすべきことはえたいときにすべきことはえたいときにすべきことは、、、、まずまずまずまず、、、、それがどれだけそれがどれだけそれがどれだけそれがどれだけ大事大事大事大事かをかをかをかを
　　　　簡潔簡潔簡潔簡潔にににに示示示示しますしますしますします。。。。このときこのときこのときこのとき、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく多多多多くのくのくのくの人人人人のののの共感共感共感共感をををを得得得得るようるようるようるよう努努努努めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。
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●わかりやすくする７つの方法
　

【【【【２２２２】】】】複数複数複数複数のののの視点視点視点視点をををを持持持持つつつつ

ある事柄について、複数の視点を持つことができれば、単数の視点を持つことしかで
きない人たちよりも有利になります。

○映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

ニモは外の世界を知りたいと思っています。外の世界に興味があるのです。しかし父
親マーリンは外の世界は危険だと言ってニモに外の世界を見せないようにします
（情報の制限）。

ニモは外の世界があることを知っています。もしも外の世界があることを知らなけれ
ば、外の世界を見たい、知りたい、とは思わないでしょう。
父親（母親）のマーリンは、外の世界は危険だとニモに教えます。ニモの安全を考え
ての親心からそう教えるのです。
でもニモは実際に外の世界を自分で体験しないことには、危険だということを実感で
きないのです。

外の世界が存在するということを知られてしまったからには、そこにはどのような危
険があるのかをちゃんと教えてあげなければいけません。

「危険だから外に出てはいけない」と100万回言っても、外の世界への興味が膨らむだ
けなのです。

外の世界を見ることは、いろいろな視点を手に入れることを意味します。複数の視点
を持てば、さまざまな事柄を比較できるのです。

ある事柄をわかりやすく伝えるためには、さまざまな視点で対象となる事柄をみつめ
いくつかの要素に分解し、伝えたいターゲット層に最もよく伝わるように組み立て直
す作業が必要です。

★★★★わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく伝伝伝伝えるためにえるためにえるためにえるために必要必要必要必要なことなことなことなこと

〈〈〈〈１１１１〉〉〉〉複数複数複数複数のののの視点視点視点視点をををを持持持持つつつつ

〈〈〈〈２２２２〉〉〉〉比較比較比較比較するするするする

〈〈〈〈３３３３〉〉〉〉ターゲットターゲットターゲットターゲットにににに合合合合わせてわせてわせてわせて組組組組みみみみ立立立立てててて直直直直すすすす
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●わかりやすくする７つの方法

【【【【３３３３】】】】はたらきかけはたらきかけはたらきかけはたらきかけ、、、、応応応応えるえるえるえる　　　　――――――――想像想像想像想像するするするする――――――――

相手の立場になってわかりやすく教えてあげると感謝されます。人に感謝されるとい
うのはうれしいものですよね。

○映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

ボートでやってきた人間のダイバーに息子のニモをさらわれたマーリンは「だれかボ
ートを見なかったかい」といろんな魚に尋ねます。だれも相手にしてくれないなか、ド
リー（ナンヨウ・ハギ。お人好し。物忘れがヒドイ）だけが「ねえあたし見たわよ」と
応えてくれました。どうやらボートのことを知っているようです。
こうしてマーリンはドリーと一緒に旅をすることになります（相棒の誕生）。ここで
ドリーはマーリンのヘルパーになると同時に、観客のヘルパーにもなります。

ドリーがマーリンのはたらきかけに応えようとしたことで、二人（二匹）が出会って
バディ（相棒）関係ができたのです。 こうして冒険が繰り広げられていきます。

人生もこれと似ています。だれかがだれかにはたらきかけ、これに応えることで物事
が動きはじめます。良い方向へ行くか、悪い方向へいくか、その重要なカギのひとつは
なんでしょう。それは、コミュニケーションを円滑にすすめるために必要な、わかりや
すく話したり書いたりする技術なのです。

マーリンのように困っている人（魚）のはたらきかけに、きちんと応えてあげること
ができれば、あなたはとても感謝されます。感謝されれば、その人とよい関係を築くこ
とができます。人（魚？笑）とのよい出会いではじまるよい関係はあなたの人生を豊
かなものにするでしょう。

多くの人に感謝される人がいると聞けば、さぞすばらしい人なのだろうと皆が思うで
しょう。なにかの機会があればその人に会ってみたい、その人とお話してみたい、その
人と遊んでみたい、その人とビジネスをしたい――。そう望まれた有名人がいます。三
国志の登場人物の劉備玄徳（※１）さんです。ほら、名前をよ～く見てください。「徳」
という文字が入っていますネ。 すごく大雑把な言い方をするとこうです。徳がある人
に会いたいと、各地から優秀な人たちが集まってきたんです。それで玄徳さんは自分
の国を作ったんです。「徳」があって「得」した……。
どうです？　わかりやすいって、けっこうお得でもあるでしょ？

★★★★はたらきかけはたらきかけはたらきかけはたらきかけ、、、、応応応応えるえるえるえる。。。。相手相手相手相手のことのことのことのこと（（（（状況状況状況状況、、、、願願願願いいいい））））をををを想像想像想像想像してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう。。。。

---------------------------------------------------------------------------
※１　劉備玄徳
前漢６代景帝の子で中山靖王劉勝の子孫。黄巾の乱で関羽、張飛と共に義兵を挙げる。
諸葛孔明を軍師に迎え、天下三分の計をもって蜀漢を建国して皇帝となる。
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●わかりやすくする７つの方法

【【【【４４４４】】】】興味興味興味興味をひくをひくをひくをひく

だれかになにかを伝えたいのならば、聞き手の興味を引く仕掛けを用意しましょう。

○映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

マーリンは人間のダイバーにさらわれた息子のニモを探しています。魚たちの群れに
向かって「誰かボートを見なかったかい？」と必死に尋ねますが、みんな先を急いでい
るらしくて誰も相手にしてくれません。

しかし幸運にもマーリンはドリーと出会ってニモ探しの旅をはじめることになりま
した。しかし普通ならマーリンひとりがいくら呼び掛けてみたところで、だれも相手
にしてくれません。そんな状況でマーリンの呼びかけに応えてくれたドリーはちょっ
と変わり者（特徴的なキャラクター）という位置付けになります。

それはいいとして、マーリンとドリーがサメに出会ってしまったときのことです。そ
れも、サメの中でも最も強暴なことで知られるホホジロサメでした。サメは、マーリン
がカクレクマノミという種類の魚だとわかると「カクレクマノミ？　マジで？」「なあ
なあ、ジョーク言って」とせがみます。

ここではじめてマーリンがみんなに注目されます。なぜジョークを言ってくれと頼ま
れたのか。なぜならカクレクマノミの英語名には「Clown fish」。Clown には「道化者、
ピエロ」という意味があるからなのです。

また、マーリンとドリーがアオウミガメの甲羅に上に載せてもらって東オーストラリ
ア海流に乗っているときのことです。マーリンは「クラゲライダー」だと紹介されます
それを聞いた子ガメたちは歓声を上げていっせいに「おじさん面白い？」「どこから来
たの？」「ホントにクラゲの森を通ったの？」と訊いてきます。

子供は好奇心が旺盛です。クラゲライダーと聞いて子供たは好奇心が刺激されたので
す。そしてマーリンはたいへんな人気者になりました。

サメに遭ったときは、カクレクマノミということでジョークをせがまれただけでした
が、アオウミガメに会ったときには、「小さいのにクラゲとやり合う命知らずなスゲェ
奴」と注目を集めたのです。

やがて、命知らずにも見える行動をするのは、人間にさらわれた息子のニモを探すた
めだと知ったみんは、マーリンを応援するようになるのです。
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マーリンは必死にニモを探してクラゲの森を通ったことで、みんなに注目されるよう
になりました。これはマーリンが自分に注目が集まるようにと狙ってそうなったわけ
ではありません。息子のニモに会いたいという必死の行動が、結果的にみんなの注目
を集めるようになったのです。

だからといって、なんでも必死になればみんなの注目を集めることができるというわ
けではありません。

「ファインディング・ニモ」は映画作品なので、多くの人に映画を観てもらうことを目
的のひとつとしています。そのためには特徴的な魅力あるキャラクターを配置する必
要があります。

「息子を必死に探すマーリン」は観客が感情移入しやすいキャラクターです。感情移入
しやすいキャラクターを作って、観客になりそうな人々の注目を集めているのです。

映画作りには、こうした綿密なキャラクター設定やストーリー構築の技術が必要なの
です。

これはわかりやすく伝えるためにはなにが必要なのかを教えてくれます。どんなに有
用な情報を持っていても、人に知られなければ意味がありません。

★★★★人人人人のののの注意注意注意注意をひくのはをひくのはをひくのはをひくのは、、、、相手相手相手相手になにかをになにかをになにかをになにかを伝伝伝伝えるときにえるときにえるときにえるときに必要必要必要必要なななな大事大事大事大事なことなのですなことなのですなことなのですなことなのです。。。。

11/16　　　　　　　　　「『ファインディング・ニモ』が教えてくれる、わかりやすくする７つの方法」
　　　　　　　　　　　　　　　                            



●わかりやすくする７つの方法

【【【【５５５５】】】】わかっていることほどわかっていることほどわかっていることほどわかっていることほど丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明するするするする

人は自分にとってあたりまえと思えることを省略する傾向があります。なぜなら自分
がわかりきっていることを繰り返すのは面倒だからです。

○映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

マーリンは人間のダイバーにさらわれた息子のニモを探しています。いろいろな魚に
出会う度に、息子がさらわれたことを説明します。それを聞く度にドリーも「まぁ大
変！」といって驚きます。なぜならドリーは物忘れがひどくて、マーリンとの旅の目的
（ニモを探し出すこと）をすぐに忘れてしまうからなのです。

マーリンにとってみれば相棒のドリーにまで幾度も説明しなくてはならないのでな
んだか面倒に思います。

「物忘れがひどいドリー」という設定にした利点は、作品にユーモアのセンスを持たせ
ことができるということがあります。

わかりやすさという意味での利点は、観客を迷わずに目標に向かってしっかり誘導す
ることができということがあります。

マーリンは、相棒のドリーにさえ幾度も「息子のニモがさらわれたので助けたい」とい
うことを説明します。これは、観客に主人公たち（マーリンとドリー）の目的をはっ
きり印象づける効果があります。そうすることで、サメに襲われたり、深海魚に襲われ
たり、クラゲに刺されたりといろいろな障害に遇いながらも「旅の目的」＝「さらわれ
たニモを探し出す」を明確にすることができるのです。

マーリン自身にとっても、幾度も「息子がさらわれたんだ」と説明することで、大きな
障害に遇っても強い信念でニモを探し出す勇気と力を湧き上がらせているといえる
でしょう。

たとえ自分にとってわかりきっていることでも、幾度も丁寧に説明することで対象を
注意深くみつめ、自分がこれからやろうとしていることを明確にできます。
あとは明確な目的（目標）を達成するためになにをすればよいかを見極めて、必要な
ことを確実に実行していけばよいのです。

マーリンは幾度も自分にとってわかりきったこと（息子のニモがさられた）を説明
することで、目的に向かって自分を奮い立たせ、困難を乗り越えてニモを助けに行く
のです。

★★★★自分自分自分自分がわかっていることほどがわかっていることほどがわかっていることほどがわかっていることほど、、、、他人他人他人他人にはにはにはには丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。
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●わかりやすくする７つの方法

【【【【6666】】】】耳耳耳耳をかたむけるをかたむけるをかたむけるをかたむける

相手の言っていることに耳をかたむけてみましょう。なぜなら、相手がなにをわかっ
ていて、何をわかっていないかを正確に知る必要があるからです。

また、はじめに抱いたイメージはなかなか拭えません。また思い込みを改めるにはず
いぶんと労力がいります。

なぜなら人は一度確定した情報を修正することを疎ましく感じるからです。
丸1日かけて部屋の模様替えをしたその翌日、急に引っ越さなければならなくなった
らどうでしょう。せっかく模様替えしたのに面倒だなぁと思うことでしょう。

○映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

　▽「ニモの手がかり」２

ニモの手がかりの潜水マスクには人間の言葉が書いてあります。マーリンにはそれが
重要な意味をもっていることはわかりますが、いったい何を意味しているのかはわか
りません。

物忘れがヒドくて、なんだか頼りなく思えるドリー。マーリンはニモを早く探し出し
たいために、そんなドリーのことを足手まといかもしれないとちょっと思いはじめま
す。ドリーはいい人（魚）なんだけど、このまま一緒にいたらいつまでたってもニモ
をみつけられないかもしれない。

でも、ドリーは人間の文字を解読してくれたのです！
マーリンにもわかるようにしてくれたのです！

ドリーありがとう☆　
足手まといだなんてちょっぴりでも思った自分を恥ずかしく思うマーリンはドリー
に感謝しました。

人間の文字が読めて、その内容をちゃんと記憶することができたドリーをみなさ
んはどう思いますか。
かっこいいとこあるでしょ、ドリーって☆

自分はすべてわかっているつもりでも、人の言うことに耳を傾けてみましょう。そう
すれば、自分がまだ何をわかっていないのかを知ることができたり、新しいことを知
ることができたりします。

★★★★ほんのほんのほんのほんの少少少少しでもよいのですしでもよいのですしでもよいのですしでもよいのです。。。。耳耳耳耳をかたむけてみましょうをかたむけてみましょうをかたむけてみましょうをかたむけてみましょう。。。。
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●わかりやすくする７つの方法

【【【【７７７７】】】】バックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドにににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを持持持持つつつつ

相手相手相手相手ののののバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドにににに関関関関するするするする情報情報情報情報をひとつでもをひとつでもをひとつでもをひとつでも多多多多くくくく知知知知っておくとっておくとっておくとっておくと、、、、なにかをなにかをなにかをなにかを伝伝伝伝
えるえるえるえる場合場合場合場合にとてもにとてもにとてもにとても役役役役にににに立立立立ちますちますちますちます。。。。

なにかを伝えたい相手はいったいどんな人でしょう。
性別は？　年齢は？　国籍は？　
アジア系か？　ヒスパニック系か？　アングロサクソン系か？　
プロテスタントか？　カトリックか？　イスラムか？　ヒンドゥーか？

何に興味をもっている人か？　何を大事にしている人か？　何にこだわりを持って
いる人か？

こうした要素をひとつでも多く知れば、相手に最もわかりやすく伝える方法を考える
ことができるのです。

★映画作品「ファインディング・ニモ」を例にみてみましょう。

マーリンとドリーがニモを探しています。海の中で迷子になって道を訊いた相手はな
んとクジラでした。そしてマーリンとドリーはクジラに飲み込まれてしまいます。
クジラの口のなかで、マーリンはヒゲにむかって何度も体当たりを試みます。けれど
いっこうに口の中から脱出できません。

絶望的な状況だと感じるマーリンでしたが、ドリーはクジラ語が話せると言い張って
なにやらクジラと会話らしきものはじめました。

「喉の奥へ来なさい」とクジラが言ってるヨ。ドリーが通訳しました。
するとクジラの舌が大きくせりあがって垂直に切り立った崖になりました。真っ暗な
クジラの喉に落ちそうになりなりながらも必死で絶壁の突起につかまって落ちまい
とするマーリン。

クジラが「手を離せ」って言ったの。ドリーが言いました。
意を決したかのように、マーリンはドリーと共にクジラの喉の奥へ落ちていきました

つぎの瞬間、ふたりの体は宙高く舞いあがりました。クジラが吹き上げた海水ととも
に空高く昇って海に出ることができたのでした。
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これは「ヨナの物語」を連想させるシーンです。「ヨナの物語」とは旧約聖書のヨナ書に
出てくるお話です。それはよく「魚に呑まれたヨナ」と言われ、キリスト教圏の人々は
子供の頃に一度は聞いたことがある話だといいます。

---------------------------------------------------------------------------
ヨナの物語

預言者（神の言葉を預かるという意味で「預言者」。「予言者」ではない）のヨナはある
日、神に「ニネベの人々に悪事を悔い改めるように私の言葉を伝えなさい」と言われま
す。

ヨナはニネべに行きたくありませんでした。なぜならニネベは大アッスリヤ帝国の首
都で、アッスリヤ人の残酷さは誰でも知っていたからです。そこでヨナはニネベには
いかずに、なるべく遠いところであるタルシシ行きの船に乗り込み、船底で眠りにつ
きました。

船が出航するとやがて嵐になりました。積み荷を海に投げ込みましたがこのままでは
船が沈みそうです。ヨナは自分の行いを悔い改めて、船員たちに自分を海に投げ込ん
でくれるようお願いしました。船員たちは仕方なくヨナを海に投げ落としました。す
ると風と波がおさまって静かになりました。

海に投げ落とされたヨナは、大きな魚に呑まれました。でも生きていました。ヨナは神
に感謝して祈りました。３日後、魚は陸の近くまで泳いできて、ヨナを浜辺に連れてき
ました。

絶望的な状況に陥って一度死んだかに思えても、危機的状況を打破して脱出するとい
うのは生と死のモチーフを用いた典型的なパターンのひとつです。

クジラに呑まれてしまったマーリンとドリーでしたが、それは一時的な試練のときで
あって、やがてクジラから脱出して目的地（シドニー）に到着するだろうということ
を観客に予想させるものとなっているのです。

西欧キリスト教圏の有名な物語をモチーフとして映画作品に取り入れる目的は、比較
的なじみのある話を基礎にすることで、物語の流れを理解する大きな助けになればと
考えてのことでしょう。
そもそも「ファリンディング・ニモ」のマーリンの目的は、たった1匹だけ生き残った
わが子をどこまでも探して旅をする、というものです。
これは新約聖書（ルカによる福音書15章）に出てくる例え話「いなくなった羊」に共
通するものでもあります。
---------------------------------------------------------------------------
いなくなった羊

あるところに羊飼いがいました。100匹の羊を飼っていたが、そのうちの1匹がいな
くなってしまいました。羊飼いは、けわしい岩のひとつひとつを探してみたり、暗い藪
の中をランプで照らしてみたりして、いなくなった羊を探します。やっとみつけた羊
を肩にのせて、うれしくて心も軽く家に帰ると、残っていた羊と村人とで祝宴を開い
て、みつかった羊のことを一緒に喜んでもらいました。

1匹だけいなくなった羊をニモに置き換えてみれば、羊飼いはマーリンです。羊飼い
（マーリン）は1匹の羊（ニモ）を探してけわしい旅に出るのです。
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「ファインディング・ニモ」はアメリカ合衆国のＣＧアニメーションスタジオである
ピクサー社で制作された作品です。そのため、多くのアメリカ人が比較的よく知って
いるであろう事柄を基に映画を制作しているのです。ここでいう、よく知っているで
あろう事柄とは、聖書の教養のことをいいます。

日本で生まれ育った人が、例えば、「今度の転校生は体が大きく、気はやさしくて力持
ちなんだよ」と聞けば「桃太郎みたいなやつかな」と連想するでしょう。ならば「今度の
転校生は桃太郎みたいな奴なんだよ」と聞いたほうが、おおまかなイメージを描きや
すいのです。

★★★★相手相手相手相手ののののバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドにににに関関関関するするするする情報情報情報情報をひとつでもをひとつでもをひとつでもをひとつでも多多多多くくくく知知知知っておくことはっておくことはっておくことはっておくことは、、、、
　　　　なにかをなにかをなにかをなにかを伝伝伝伝えるえるえるえる場合場合場合場合にとてもにとてもにとてもにとても役役役役にににに立立立立ちますちますちますちます。。。。

だれかにとってわかりやすくても、だれかにとってむずかしいことがあります。
わかりやすくするときに重要なことは、

「「「「相手相手相手相手のののの立場立場立場立場になってみるになってみるになってみるになってみる（（（（相手相手相手相手のことをのことをのことをのことを想像想像想像想像するするするする）」）」）」）」

ということなのです。

映画は「感情」を扱っています。感情とはすなわち心の動き。相手を思いやり、お互いに
尊重しあって、心が踊るようにあたたかくなる。このレポートがそんなあなたの生き
方の助けになりますように。

本レポートをお読みくださり、ありがとうございました。

なお、このレポートの内容は引用可能です。

おもしろいな。使えるな。と思った方は、あなたのホームページ（サイト）やウェブロ
グやメールマガジンでぜひご紹介ください。
【注】引用する際は、無料レポートの配布場所

http://tinyurl.com/apvvs

　　を併記してください。

メールマガジン
「わかりやすい日本語で（Plain Japanese）」
http://www.mag2.com/m/0000091141.htm

「基本３分！映画レビュー　わかりやすい映画案内」
http://www.mag2.com/m/0000152956.html
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