ーム﹂の主役だった東方神
起︵同２００３年︶︑ＳＵ

ＣＴｚｅｎ﹂︒

年︶︑
は︑ＮＣＴという１つの世

そもそもＮＣＴ １２７

世界観を再構築

年︶︑
界を構成する１つのユニッ

日 本 で 収 め た 彼 女 の 成 功 実はこの時期にすでに韓国 マネージメント・システム グループである︒欧米の音

世界第二の音楽市場である いたように見えていたが︑ 日米のボーイバンド形式と を築き︑世界市場を開いた
・中国・アメリカ・カナダ

ットが存在し︑韓国・日本

国拠点︶などの多様なユニ

世の中には５㍍とか８㍍

では︑ＮＣＴ １２７とＮ
ＣＴ Ｕがそれぞれビルボ
ード・アルバムチャート５
位と６位を︑
今年日本では︑
ＮＣＴ １２７とＮＣＴ
ＤＲＥＡＭがオリコンチャ
ート１位を獲得している︒

ありながら︑新しい世界観

年︶とともに第３世代で

Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ︵同

個々の戦略に留まるのでは

界に対して現地化のような

ムを含む様々なリスクと限

代に経験したナショナリズ

るこのような試みは︑ 年

ＳＭの長年の願望でもあ

とコンセプトで第４世代を

年︶︑

開いたグループである︒

線︶を意味していて︑国家

ウルの経度︵東経１２７度

ノロジー﹂を︑１２７はソ

﹁ネオ・カルチャー・テク

称からも表れる︒ＮＣＴは

そのアイデアは︑その名

ＧＭワールドワイド・テレ

ユニットは︑アメリカのＭ

とするものでもある︒次の

本から乗り越えてしまおう

そのものを変えることで根

なく︑﹁Ｋ﹂という世界観

張的な音楽テクノロジーと

を基盤とした開放的かつ拡
おける第４世代の時代が加

ｙｗｏｏｄ︒Ｋ︱ＰＯＰに

ースするＮＣＴ︱Ｈｏｌｌ

ではない﹁グローバル都市﹂ ビジョンと合同でプロデュ

して読み取ることができ
速している︒

宝塚歌劇花組が︑紀元前 年からの古代ロ
ーマを舞台にしたミュージカル﹁アウグスト
ゥス︱尊厳ある者︱﹂︵田渕大輔作・演出︶
を東京宝塚劇場で上演している︵７月４日ま
で︶︒シェークスピアの﹁ジュリアス・シー
ザー﹂などで有名なカエサル暗殺の後︑地中
ゆ ず か れ い

海世界の覇者となったガイウス・オクタヴィ
ウス︵柚香光︑写真中央︶の物語だ︒敵対す
るポンペイア︵華優希︶やライバルのマルク
ス・アントニウス︵瀬戸かずや︶︑クレオパ
トラ７世︵凪七瑠海︶らが登場し︑史実とフ
ィクションを交錯させながら観客を古代ロー
マへと誘う︒
トップスター柚香の清廉な個性を生かす構
成になっている︒残忍な権力争いの中にあっ
ても︑オクタヴィウスは︑自らの弱さを自覚

荻原

浩

タケウマ
Ⅳ．私は私の世界へ帰るのだ ２

画

着ていた服は洗濯機に入れ︑洗剤も投入し︑ス
イッチを入れるだけにしておいた︒私自身はあの
日と同様︑朝食を取らずに出るから︑洗うべき食
器はない︒キッチンの生ゴミだけ片づける︒美冬
を起こさないように︑音を立てずにすべてをすま

午前６時 分︒

せた︒

すかのように︑真っ白い衣装で登場する場面

さて︒ちょっと早いが︑そろそろ行こう︒

する︑正直な人物だ︒その清らかな精神を表
は︑生々しい現実世界を飛び越えた美しさで

プしたようだ︒時計の分針がほとんど動かない間

ちょっとで私の家事の手際は格段にスピードアッ

もっと手間取るつもりだったのに︑この二週間

のだ︒

で冷やしておこう︒美冬はアイスティーが好きな

ょうどいいように濃いめの紅茶を淹れて︑冷蔵庫

い

ないな︒アイスティーつくろうか︒氷を入れてち

キッチンを出ようとして︑気づいた︒飲み物が

Ｂｅａｓｔ ﹂

周囲を圧倒する︒ファンタジーの世界の英雄
のようでもある︒
後半のショーは
﹁Ｃｏｏｌ
︵藤井大介作・演出︶︒レビューのベテラン
の作だけあって︑カラフルでパワフル︑歌と
ダンスを次々に畳みかけ︑柚香の野性味を浮
かび上がらせる︒宝塚歌劇ならではの︑大階

に︑たっぷりの紅茶を淹れ︑小ぶりのピッチャー

段を使った群舞のフォーメーション︑色や光
にも工夫があって︑近年︑人気のアイドルの

た全編津軽弁の快作を撮っ

青森出身の鬼才監督がま

マン＋雨﹂﹁ウルトラミラ

魅力を感じる﹂︒﹁ジャー

しすることができない人に

分と社会をスムーズに橋渡

な要素をもっているから﹂
主人公だけではない︒カ
フェに集まる客たちもみな
どこか不器用だ︒演じるの
は名脇役の宇野祥平以外は

さて︒
アイスレモンティーにしようか︒レモンもスラ

イスした︒
こと︒
階下の寝室で音がした︑気がした︒

の中では︑美冬が起き出して︑最後に顔を見せて

の前に︑洗濯機を回しておこうか︒たぶん私は心

いかん︑起きたか︒早く家を出ねば︒いや︑そ
の人々︒﹁欲がなく︑現実

くれることを期待していた︒
午前６時 分︒今度こそすべきことがなくなっ
つ

て︑私は一人で家を出た︒
ささや

玄関ドアに吊るしたウィンドチャイムが︑いっ
つぶや

てらっしゃいと囁く︒私は︑さよなら︑と小さく
呟いた︒

画を見つめ直したかった﹂

は﹁自分を空っぽにして映

きの太陽はもう︑青色のシーツの裾に穴を開けて︑

空は洗いたてのシーツのようだった︒初夏の早起

何日も雨が続いていたが︑今日はよく晴れている︒

六月はこちらでもやっぱり六月で︑昨日までは

から︒今は﹁オリジナルで

はゆっくりと歩いた︒

も見納めだ︒少し遠回りをして︑駅までの道を私

の街によく似た︑でも他人の空似のようなこの街

りだった︒時間はじゅうぶんすぎるほどある︒私

あの朝と同じ７時半すぎの下り電車に乗るつも

家並みに黄金の光を振りまいている︒

せたかった﹂と笑った︒

ら故郷と向き合う︒﹁登ら

が︑今回の少女は山の上か

去の津軽弁映画にもあった

のショットが印象深い︒過

少女の心象を映す岩木山

また撮ろうと思っている﹂

原作ものが２作続いたの

をそのまま見てほしい﹂

て面白い︒意味よりも現実

分を表現できる﹂﹁音とし

囲気︒グラデーションの部

できないもやーっとした雰

が伝える︒﹁標準語に変換

そんな﹁緩さ﹂を津軽弁

と地続きの緩さが面白い﹂

すべて演技経験のない地元

に移して冷蔵庫のドアポケットに置いた︒

ダンスとはまた違う︑立体的な群舞の迫力を
見せつける︒
トップ娘役の
華と︑ダンディ
ーな男役の瀬戸
が今回を最後に
退団する︒大人
っぽい艶を持つ
貴重な存在だっ
たこの２人に
も︑たくさんの
拍手が贈られて

た︒越谷オサム原作﹁いと

クルラブストーリー﹂の主

いた︒

みち﹂︵ 日公開︶︒短編

に放り出される前の原始的

も含め４本目の津軽弁映画

ションに障壁がある人︑自

﹁他人とのコミュニケー

カフェでバイトを始める︒

直そうと︑青森市のメイド

らだ︒いとは内気な性格を

である祖母に育てられたか

れない︒津軽三味線の名手

は強く︑同級生でも聞き取

公いと︵駒井蓮︶のなまり

津軽の田舎町に住む主人

いてどんどん広がった﹂

の世界が私の記憶と結びつ

具体的に動き出した︒小説

ゃべり続ける 歳の少女が

をもちながら︑津軽弁をし

た︒言葉にコンプレックス

しい風景がよみがえってき

﹁読みながら脳内に懐か

人公もそうだった︒﹁社会

宝塚花組、
古代ローマへ誘う

だが︑
原作ものは初めてだ︒

︵北海道大学准教授︶

る︒公式ファンクラブの名

も︑﹁市民﹂と合成した﹁Ｎ

それでもリードの長さ︑

うまくはいかなかった︒
１㍍ ㌢の間隔を保って
年散歩してきたわけで︑そ
こには︑あうんの呼吸とで
も言いたい間合いが生まれ
てくる︒

）
（

ＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ︵同
ＳＨＩＮｅｅ︵同
ト・チームである︒その中

金 成玟
ｆ︵ｘ︶︵同 年︶︒アジ
には︑ＮＣＴ Ｕ︑ＮＣＴ

年︶︑少女時代︵同

ュー 周年︒オリコン・ア ブレイクした︒当時︑日本
アを越えた﹁ファンダム﹂
ＤＲＥＡＭ︑ＷａｙＶ︵中

今年はＢｏＡの日本デビ ップを歌い︑若者の間で大

位︑６年連続の﹁紅白歌合 が紅白に出場するなど︑﹁韓 ューは 年︶とＳ．Ｅ．Ｓ ︵﹁ｆａｎ﹂と領土を意味

ルバムチャート６枚連続１ では 年に４人の韓国歌手
年︶︒ する﹁ｄｏｍ﹂の合成語︶

は︑Ｋ︱ＰＯＰ産業におい では音楽産業の急速な構造 を参考にしつつ︑ハードな 楽業界やメディアが︑Ｋ︱
などの国籍を持つメンバー

戦﹂出場など︑振り返れば︑ 国歌謡﹂が全盛期を迎えて ︵同 年︶︑神話︵同

サウンドやラップ︑シンク ＰＯＰを新しいポップスと

ても大きな分岐点だった︒ 変動が始まっていた︒
がそれぞれのコンセプトに

アイドルグループの第１ ロダンスなどは︑ 年代韓 して真剣に注目し始めたの

﹁海外市場﹂の不確実性は

とか伸び縮みするフレキシ

る︒例えば︑去年アメリカ

合わせて自由に入れ替わ

年にデビューしたＮＣ

確実性へと変わり︑その過 世代は︑﹁Ｋ︱ＰＯＰアイ 国ポップスの影響を強く受 もこの頃だった︒
程で﹁Ｊ﹂とは区別される ドル﹂の原型を作り︑アジ けたものだった︒
第２世代は︑ＢｏＡに続 Ｔ １２７は︑ 年代の本

とか︒確かに口回りの立派

ドしたＥＸＯ︵同

起こしたＨ．Ｏ．Ｔ︵デビ き︑日本の﹁第２次韓流ブ 格的なグローバル化をリー

ものとしての﹁Ｋ﹂という アで﹁韓流ブーム﹂を巻き
呼び名も生まれた︒
そして︑今度はアメリカ
市場にたどり着いたＫ︱Ｐ
ＯＰは︑さらなる分岐点を
作ろうとしている︒ＢｏＡ
と同じく音楽事務所ＳＭエ
ンターテインメント
︵ＳＭ︶
所属のＮＣＴ １２７は︑
その試みを象徴するボーイ
バンド︒その位置付けは︑
Ｋ︱ＰＯＰアイドルの歴史
ともいえるＳＭのアイドル
全世代を見渡すとよりはっ
きりと見えてくる︒

﹁都市﹂を基盤に
１９８９年に設立された
ＳＭの第１号アイドルは︑
年にデビューしたヒョン
・ジニョンだった︒当時ア
メリカで流行していたニュ
ージャックスウィングのリ

と っ さ

ている︒これは︑咄嗟に犬

なひげがこの犬種の特徴
ブルリードというものもあ

こ

すっかり老犬になったう
ちの仔は︑歩くことより︑
匂い嗅ぎにいそしむように
なった︒長い一時停止を受
たゆ

け入れてわたしは︑犬が堪
能するまでリードを弛ませ
て︑待つことにしている︒
ふと犬が顔をあげて︑わ
とでも言

たしを見つめる︒もう終わ
りましたけど？
いたげに⁝⁝︒
﹁じゃ︑帰ろうか﹂
とわたしが言い終わらない

©宝塚歌劇団

」
ＮＣＴというユニットを構成するチームの１つ「ＮＣＴ

散歩の間 あうんの呼吸

ズムに︑あのソテジワアイ

うちには︑ 歳のミニチ
ュア・シュナウザーがいる︒ を引き寄せるときに便利な

で︑オスメス問わず︑基本
るけれど︑散歩には不向き

フックなのだ︒心憎い工夫

おっさん顔である︒
だ︒
犬が不規則に動くので︑

と感心した︒

﹁男の子ですか﹂と必ず聞
命に関わる事故を招くこと

シュナウザーとはドイツ語

かれるので︑せめて身につ
もある︒フレキシブルとい

友人に作ってもらった

（３）

多江子
東

で﹁口ひげ﹂という意味だ

ける物だけでも女の子らし

犬を飼い始めた頃︑わた

うだけあって︑飼い主と犬

しは﹁脚側歩行﹂という訓

くという親ゴコロから︑友

できあがってきたリード

練を熱心にやった︒常に飼

とのつながりも︑なんだか

には︑同色のリボン状のア

い主の足元を歩くという︑

希薄だなあ︑とも思う︒

クセントがついていた︒わ

人に﹁革で赤いリードを作

たしには︑これがただのリ

美しい作法を身につけさせ

って﹂と依頼した︒

ボンでないことはすぐにわ

ようとしたわけだが︑結果

うちに︑ひげ面の犬はきび
すを返して︑とことこと歩
き出す︒リードを弛ませた
まま⁝⁝︒
犬を散歩させていれば︑
誰もがリードを介した会話
を経験しているだろう︒
弛んだリードをはさんで
歩く人と犬の姿に︑わたし
はいつも﹁いい景色だなあ﹂

現実と地続きの緩さ

（４）

かった︒絶妙の位置につい

愛犬のリード

と思わずにいられない︒

津軽弁映画
「いとみち」
監督

横浜 聡子さん

ドゥルよりも先に韓国語ラ

脚本家
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