


『ジ‘ユラシック・パーク』の記録を破。

史上最高の興収新記録に突進!!

クリントン大統領も絶賛!

rlD4J は社会現象!!

今世紀最高最大の映画と全世界が注目していた「インデペンデンス・デ

イJ (/04)が 7 月 3 日に全米で公開され、驚異的なヒットになっている。

初日 5 日間で8 ， 350万ドル、『ジ、ユラシック・パークJ の持つ 9 日間で 1

億ドルの記録を 7 日間で更新、また20日間で 2 億ドル突破の最短新記録を

樹立している。この記録の波は世界に拡がり、香港、プエルトリコ、台湾、ア

ルゼンチン、マレーシア、シンガポールでも続々初日新記録を達成している。

fE.T.Jrジ‘ユラシック・パーク J を抜き、史上最高の興収記録の樹立は

時間の問題と見られている。

スピルパーグ監督も「僕は宇宙人の地球侵略テーマは作ったことがない

が、r1 04J は、お金を払って見たい映画。 3 億ドル以上の史上 NO.1 の興収

になるだろう J と、“タイム"誌の大特集でコメントしている。

“ニューズ・ウィーク"もカバー・ストーリーで大特集しマスコミは絶

賛。クリントン大統領もホワイトハウスの試写室で観賞し絶賛。多くの人に

見てほしいと語り、いま世界で‘社会現象になっている。

異星人の地球攻撃でアメリカの大都市

は壊滅!!人類は生き残れるか?

壮絶な宇宙戦争が始まる!!

7 月 2 目、宇宙をモニターしていた衛星アンテナが奇妙な音をキャッチ

したのが発端だった。全米各都市の上空に宇宙船の大群が出現。人類に攻撃

を仕掛けてくる。ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシントン DC など、大都市

が壊滅状態になり死傷者続出。死の街を逃れた群衆で‘パニック状態、 lこなる。

ホイットモア大統領 (f あなたが寝てる聞に… J のビル・プルマン)は、

非常事態発生に国防総省グレイ将軍らと陣頭に立って対策に当たる。

7 月 3 日、天才的コンビューター技師デイビ、ツド (f ジ‘ユラシック・パー

クJ のジ、工フ・ゴールドブラム)は異星人の解明を急ぐ。

空軍基地からは、ヒラ一大尉 (f パッドボーイズ J のウィル・スミス)、

ジミー (f メンフィス・ベル J の八リー・コニック・ジ、ユ二ア)らが宇宙船

にミサイル攻撃を加えるステルス戦闘機で出動。壮絶な空中戦を展開。

その頃、大統領はネパダ砂漠の空軍秘密墓地エリア 51 に、 40 年前、地球

に不時着した宇宙船が極秘に隠されている×ファイルの存在を知り、異星

人の地球壊滅作戦を掴む。

大統領はエリア 51 を本部にし、宇宙船に核ミサイル発射を命令。異星人

との最終戦争が始まる。果たして人類は生き残れるか?。その日は独立記念

日。運命の 3 日聞をへて、かつて見たことのないスペクタクルが、あなたを

直撃する。

E作費 8，000 万ドル!驚異の SFXI

極限を生きる人々の涙と感動のドラマ!

舎世紀最高最大のイベント・ムービー!!

パニックと宇宙戦争のすごさと共 lこ、極限状況でのヒューマン・ドラマ

が見事に織り込まれ、涙と感動を呼ぶのが、世代を越えた観客層を集め社会

現象になった重要なポイントだと、分析されている。

大統領夫人を「ダンス・ウィズ・ウルブズ Jなど 2 度オス力一候補の名女

優メアリー・マクドネル。重病の子供を抱えた父親を『ラスト・ダンス Jの

ランデイ・クエイド。エリア 51 の科学者を『ジ、エネレーションズ J のアン

ド口イド役で有名なブレント・スパイナーなど、演技派名優が総出演。

監督は大ヒット SF fスターゲイト J のローランド・エメリッヒで、脚

本、撮影、美術、衣裳、音楽など前作のスタッフが再結集。

CG の最新技術と、ミニチュア模型を使った伝統的な手法が同時に駆使

され、画期的で独創的な SFX が作り出された。

モーション・コントロール・ユニット、爆破ユニット、巨大模型ユニット

などが絶妙のチームワークで、都市壊滅シーン、空中戦シーン、数千人のエ

キストラによるパニック群衆シーン、衝撃的なクリーチヤーなどスペクタ

クル満載。世紀のエピック・スケール・アドベンチャーが誕生し、いよいよ

日本を直撃する。
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