


第三の衝撃 fエヴァンゲリオン』

劇場を直撃ff

全ての謎が、今、解き明かされるff

かつて、二つの強烈な衝撃がアニメファンを襲った。

1974年『宇宙戦艦ヤマトJ 。

1979年『機動戦士ガンダムJ 。

この二つのタイトルは社会を巻き込み、一大ブームを巻き起こした。

そして、 1995年。
ードインパクト

15年13\ りにアニメ界を、三度目の強烈な衝撃が襲った。『新世紀工ヴァンゲリオンj

である。

『新世紀エヴ.アンゲリオンJ は'95年 10月より '96年3月にわたり、テレビ東京系列に

てTV放映されるやアニメファンを熱狂させ、大反響を巻き起こした。

主題歌のシングルCDCキングレコード)は計80万枚、サントラ盤は各タイトル30

万近い数字を記録。 TV版を収めたビデオ・ LD(現在は 10巻まで発売)は、 1 タイトル平

均22万本、合計200万本突破の驚異的売上を記録した。また、コミックス(角川書店

「少年エースJ 連載)3巻で300万部突般、フィルムブ.ツクは全9巻で300万部を記録、

プラモデル(パンダイ)も全国で売り切れ続出の状態を続げている。この異常ともいえる

人気はTV放映が終わって半年以上たった現在も持続しており、まさに時代のエポックメ

ーキンクL 文字通り『ヤマトj rガンダムJ 以来のヒット作となった。

ハイクオリティな作画と魅力的で多彩なキャラクタ一群像、魅惑的な SF 設定、

生々しいドラマ、ダイナミックな戦闘シーン、斬新な画面構成、キリスト教や精神分

析学をドラマ本編に取り入れる街学趣昧、重厚な音楽、超高密度の情報量。そのどれ

をとっても従来のアニメの枠を遥かに越えた「新世紀J のタイトルに相応しい作品で

あった。さ 5に未完ともいえる衝撃の結末は、ファンの間で賛否両論入り交えた論議

を呼び、その人気に拍車をかける事になった。

今回の初の劇場用アニメーション『新世紀工ヴ.アンゲリオン劇場版シト新生j は、

TV版を再編集し、さうに新作カットを加えた《総集編》的内容の r EVANGELlON

DEATHJ と、新たにクライマックスシーンを描きなおした《完結編》にあたる

rEVANGELlONREBIRTHJ の2本か 5構成されている。

原作・脚本・総監督は TV シリーズ同様に、ファンに力ル卜的な人気を持つ、庵野秀

明。今回の映画化では庵野総監督以下、キャラクターデザインの貞本義行、メカニッ

クデザインの山下いくと、監督の摩砂雪、鶴巻和哉のほか、 TV シリーズを支えてきた

精鋭スタッフが集結。アニメファン、 SF ファンの熱い期待に応え、スケールアップし

た新しいエヴ.アが大スクリーンで態る。さ 5に、 TV シリーズで提示された fエヴ.アン

ゲリオン j の総ての謎が解き明かされる。

君は今、 fエヴ.アンゲリオン J の真実を見る……。

[新時代のクリエイター集団 l
l ガイナックス |
GAINAXが設立されて、今年で13年目である。

この間に、 GAINAXが制作したアニメ作品は、劇場作品 f オ

ネアミスの翼王立宇宙軍J ('87年)、 OVAr トップをねらえ !J

('88年)、 TVアニメ『ふしきeの海のナディアJ ('90年)、そして、こ

の『新世紀エヴ、ァンゲリオンJ('何年)と、数えるほどしかない。

「質より量」が優先されがちな商業アニメの世界において、

何という寡作ぶりであろうか。だが、そのGAINAXが制作し

たアニメ作品の殆どが、高い評価を受けた作品、あるいはアニ

メファンに強く支持された作品なのである。

l詰先端の技術と洗練されたセンス。高いクオリティとマニア

ックな作風。異才揃いのスタッフ、徹底したアーチスト中心の

制作方針・・……一一。 GAINAXは、あらゆる意味において突出

した個性を持つクリエイター集団なのである。

そもそもGAINAXは、オリジナル劇場長編アニメーション

映画『王立宇宙軍』の制作のために結成された組織である。設

立当時の中心メンバーはほとんどが20代。アマチュアフィルム

で活躍していたとはいえ、その殆どが、プロの仕事の経験のな

い持者逮だった。だが、『王立宇宙軍j は当時としては、空前の

クオリティを持つフィルムとして完成。テーマ的にも、 ドラマ

的にも、それまでのH本の商業アニメには見られない内容を持

つ、意欲的な作品であった。このフィルムで、すでに彼等の才

能と個性の強さは証明されたと言っていい。

さらに、 GAINAX は、ハロディとハード SF を融合させた

「トッフをねらえ! J. SF 連続冒険活劇『ふしぎの海のナディ

アj でアニメファンのハートをつかみ、『新世紀エヴァンゲリオ

ンj で、その人気を不動のものとした。

また、 GAINAX は、 ;&\['1 '1初から、アニメの命耐・制作だ

けに止まらず、パソコンゲームの企画・制作、 CD-ROM や

本の III' 板、キャラクターモデルなどの各種キャラクターグッズ

の企両・制作・販売、パソコン通信 iGAINAX-N ETJ.
「ガイナ祭」等のイベント等、意欲的に多方面での活動を続けて

L 、る。

例えば、ハソコンゲームにおいては、現在空前のブームと化

している育成シミュレーションゲームの草分け的作品となった

『プリンセスメーカーシリース]を発表、ゲーム界に新風を巻き

起こした。

GAINAX は、今やアニメの世界で、いや、若者向けのメディ

アの世界で、最も往日される存在であると言っていいだろう。

映両『新 lit 紀エウーァンゲリオン j は GAl NAX にとっては、『王

立下 tl:(軍 j 公開以来、 10 年ぶりの劇場作品となる。

GAJNAX の記念碑的作品に、そして、 H本のアニメーションの新

しい第一歩になる"lj Jだろう。

。

|庵野秀明則 2・脚本・総監符 |
代表作は『新世紀工ヴアンゲリオンJ r トップをねらえ !J rふしぎの海のナディアj。

その作品は、常に、力ルト的と言ってよいほどの強い個性と、魅力を持っている。特に『新世紀エヴァ

ンゲリオンj は、企画・原案の段階から、彼を中心にして制作が進めれられており、テーマ、モチーフ、

作劇、画面構成と、ほとんどあらゆる面が、彼の個'性で彩られていると言っていい。

また、アニメーターとしての才能も飛び抜けており、彼が作画した『風の谷のナウシ力j の巨神兵のシ

ーンや『王立宇宙軍j のロケット打ち上げのシーンなどは、今もファンの間でも語り草と芯っている。

1960年5月22日生まれ、山口県出身。ガイナックス所属。

|貞本義信キャラクターデザイン l
代表作は『新世紀エヴァンゲリオンJ r王立宇宙軍J rふしぎの海のナディアj 。

卓越した画力、シャープ芯線であり芯がう温かみを感じさせるタッチと、人間昧あふれる生き生きとし

た表情が特徴で、多くのファンの支持を得ている。

イラストレーターとしての腕前も素晴らしく、色彩感覚の良さと力強いタッチで、人気を集めている。

'94年 12月には、ガイナックスより CD-ROMの画集も発売された。

また、漫画家としての顔も持っており、現在も f新世紀工ヴァンゲリオンj の漫画版を『月刊少年エー

スj で好評連載中である。

1962年 1 月 29日生まれ、山口県出身。ガイナックス所属。

[山ドいくとメム?巧ヲ?シ- |
名古屋芸術大学在学中よりメ力二ックイラストや漫画作品を発表。確力、主主世界観に裏付けられる大胆な

デザインラインがマニアに注目されるクリ工イター。『新世紀工ヴアンゲリオンj では、メインメ力二ツク

のデザインを担当。

ガイナックスの作品では『トップをねらえ !J rふしぎの海のナディアj にもメ力二ックデザイナーとし

て参加。

コミックの著作『ダークウィス}\-J。現在は『風のゆくえj をコミック誌「電撃大王j に連載中。

1965年生まれ、岐阜県出身。

STAFF 製作角川歴彦/池口煩夫/山賀博之/倉益琢異・企画原作 GAINAX ・原作
脚本・総監督庵野秀明・監督摩砂雪/鶴巷和哉・キャラクターデザイン貞本義

行(コミック.月刊少年エース連載/角川書店刊)・メ力二ックデザイン 山下いくと/本田雄・

絵コンテ 鶴巻和哉/樋口真嗣/摩砂雪/甚目喜一/庵野秀明・作画監督本田雄/鈴木俊二回美

街監督加藤浩・色彩設定高星晴美・撮影監督白井久男・音楽鷺巣詩郎・主題歌高橋

洋子{オリジナルサウンドトラック盤.キングレコード}・音響監督 田中英行・音響制作 オーディ

オタナ力・制作プロデューサー石川光久・制作 PRODUCTION I.G/ GAINAX

CAST お24 寄明主主グ百琴 2E 有Jzrzz 子fJZ 訂ヨ
ウジ山寺宏一・冬月コウゾウ清川元夢圃碇ゲンドウ立木文彦

周三重像
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エヴァンゲリオン
14年の歳月と天文学的費用を投じ

て建造された汎用人型決戦兵器。各

地のネルフ支部で建造が進められて

いるが、実戦に投入されているのは、

零号機、初号機、弐号機の 3 体。 E

VA と呼ばれる事も多い。

使徒
人類を脅かす謎の存在。超科学

的な能力を持ち、様々 な容姿、形

態、攻撃手段で人類に迫る。その

目的、行動原理など一切不明。人

類補完委員会は、それぞれの使徒

をサキエル、シャムシェル、ラミ

エル等、キリスト教における「

使」の名で呼んでいる。

特務機関ネルフ
国連直属の特務機関。使徒の調

査、研究、織滅を目的として結成

された。

世界各地に支部があり、第 3新東

京市の地下のジオフロント(大深度

地下都市)内にあるのが本部である。

その存在は、使徒同様、一般には、

ほとんど知らされていない。

第3新東京市
本作品の主な舞台となる都市。

現在の神奈川県箱根に位置する。

一般には新し p日本の首都都市と

して説明されているが、その実体

は地下に大規模なジオフロント都

市を持ち、その中央に特務機関ネ

ルフの本部を擁する、使徒迎撃の

ための要塞都市である。

人類補完計
碇ゲンドウが責任者となって推

進させている、ネルフ内部でも極

秘の計画。実は特務機関ネルフの

本当の目的は、この計画であるら

しい。ネルフは団連の直属機関で

はあるが、実際には「人類補完委

員会 J なる組織が行動方針の決定

権を学握している。

セカンド・インパクト
丙暦 2000 年 9 月 13 日、突如起こっ

た In 界規模の異変 これにより人類

は約半数の同胞を失った。一蝦には、

巨大隙石の落下によるものと報道さ

れているが、実は南極に現れた第 l

の使徒アダムによって引き起こされ

たものであるらしい。

死海文
1947 年に、イスラエルの湖「死

海J 西岸の洞窟から発見された内

文書。キリスト教を根本から指る

がす内容が書かれているために未

公開となってる文苫がある、とい

う説もある。人類補完委員会は、

この「死海文苫 J の記述に従い、

EVA を建造し使徒との戦いを紺'

り広げているらしい。
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