
リライトガイドライン（２部）。

リライト（プロット、設定の書き直し）に関するガイドライン。

一旦プロットが決まった場合、書き直すためのチェック、変更のためのガイドライン。

・セットアップ

ストーリーの最初の部分。

ストーリーを理解するのに必要となる、鍵となる情報を相手に伝える。

・主人公は誰か？

>娘。
・何についてのストーリーか。

>森の呪いを解き放ち、過去からの因果を断ち切る。
・何処を舞台としているのか。

>横乃瀬村。
・ジャンルは何か。

>オカルト系ファンタジー。
ここが不明だと、相手は何が何だかわからなくなってしまう。

・チェック項目

・イメージから始まっているか。

>子供が森に入る所から始まっている。
・イメージはストーリーに対する流れや感覚を与えているか。

>子供の行方不明が刑事を動かした。
・ストーリーを始める為に明確な刺激、促進させる要素はあるのか。

>子供の事や森に関する一件。
→それは力強く、劇的だろうか。

>過去の出来事や事件解決への動き。
・なるべく行動に寄って表現されているか。

>母親に関する出来事の正体や、子供を救いたいという目的について行動している。
・中盤の展開は終盤と結びついているだろうか。

>最初の子供の救出、母親に向かい合う事。
・中盤の展開は明確だろうか。

>父親から物事を聞き出すこと、その過程。
・中盤へ導いているだろうか。

>過去の出来事を求め、父親への話を求めようとする。
・ターニング・ポイントは明確だろうか。

>資料整理の所、父親に向かう所。
・クライマックスへ導いているか。

>森へ向かうために全てを集約している。
・クライマックスが最終となっているか。

>森ヘ向かい、全てを終わらせること。
・全てのまとめは簡潔になっているだろうか。

>子供は救出され、森の瘴気は全て消える。
・サブプロット。

・メインのストーリーと異なるプロット。

・ストーリーのうち、どちらがメインプロットなのかわからない場合は「ストーリーの流れは何処から来るのか、最も

重要な出来事は何処にあるのか、ナニが言いたいのか、それを言う助けになっているのはどの部分か」を考える

こと。



・作品が失敗しているのは、サブプロットの失敗が多い。

・サブプロットの開始＝３幕構成のうち、１幕目のラストにあたる。

・サブプロットのクライマックス＝２幕目の中盤にあたり、ここからメインプロットのクライマックスに向かっていく。

チェックポイント

・このサブプロットは必要なのか。

>刑事の出来事から、外にいる人間や大人が主人公や伝承に順応していく。
・メインストーリーに追加されたプロットとなっているだろうか。

>刑事のプロットはメインプロットを外から補完する流れとなっている。
・メインストーリーと交差するだろうか。

>交差する部分は後半に少なくなってくる。
後半に増やすようにする。

・ストーリーに深みをもたせているだろうか。

>外から見た視線で、捜査をする事で常識的な所から徐々に伝承に立ち入るようになっている。
・サブプロットはいくつあるのだろうか。

>刑事、父親の側の２つ。
父親の側はわずかにある。

・もし３・４つ以上のサブプロットがあるなら、メインプロットとストーリーB、ストーリーCに集中させるため、捨て去
ることが出来るサブプロットはないだろうか。

>牧師と修道女のプロットは削除する。
刑事のプロットの内、妻に関する物は辛味がないので削除する。

・それぞれのサブプロット、特にストーリーB、ストーリーCに明確な起点、折り返し地点、クライマックスが存在し
ているだろうか。

>刑事のプロットは子供の救出になる。父親のことや森の仕組みの理解、警備に関する事。
・サブプロットの解決、終了はメインプロットにおけるクライマックスの近くで起こっているだろうか。

>子供の救出は、森の瘴気が完全に消滅する前に解決する。
・勢いについて。

>勢いはゆるく、掘り下げは浅い。
勢いを持たせるようにはどうしたらいいのだろうか？

・１つのシーン次のシーンを導く時に生まれ、導き出されたシーンは次のシーンを導き出す。

・アクション＝ストーリーを前に押し出すアクション（行動）で、リアクション（反応）を引き出す。

・バリア＝障壁を立て、関門によって行動を別の形で継続させるようにする。

・コンプリケーション（複雑化）＝事態をややこしくして、解決のために動かす。

・リバーサル＝１８０度逆の方向へ動かし、展開を変える。２・３幕目の部分で使うことが多い。

・シーン・シークエンス（シーン内の流れ）＝シーン内に存在する一通りの流れ。

・勢いとペースは別物である。勢いがある＝ペースが早いではない。

・アクションとリアクションが存在し、それらがストーリーラインと関係している限りストーリーは動き続ける。

・チェックリスト。

・どのようにアクション・ポイントが使われているのか。

>捜査、牧師の家に向かう事。行動により事態が判明する。
・ストーリーはアクション・ポイントを通し勢いを増しているのだろうか。

>アクションを通し、宮司の話を通してさらなるアクションへつないでいる。
・ストーリーはダイアログを使いテンポを早めているだろうか。

>テンポはそのまま。会話によりテンポが損なわれている気がする。アクションを増やすべき。
・どのような種類のアクション・ポイントが話の中にあるだろうか。

・それは障壁、複雑化、リバーサルのどれだろうか。

>一直線で、これらがない。但し森に入れないという制約により回り道をさせて宮司の話へと持ち込ませている。
・それは何処で起こり、どの程度の頻度で起こっているだろうか。



>森に入れない、過去について話さない。
・シーン・シークエンスはあるだろうか。

>森に入る流れと、その展開。
出来る限り、突然そうなる事態にしないようにしている。

・脚本の中にシーン・シークエンスになり得る所があるだろうか。

>刑事と娘とのやり取り、牧師と宮司とのやり取り。
・それは何処で起こり、どのように機能しているのだろうか。

>森に向かう行動。
・流れから脱線していないだろうか。

>森を軸にし、脱線しないようにしている。
・メインプロットとサブプロットの展開は、それぞれしっかりと焦点が当てられているだろうか。

>刑事の場合、子供をすくう事への捜査。
メインプロットの娘の場合、森と親の確執と和解が軸になる。

・ストーリーの中に存在している要素から、アクションやシーン・シークエンスを作り上げることが出来ないだろうか。

>森の経緯や移動から流れを作っている。
・シーンについて。

シーンについて不明な場合、

・何処でシーンを始め、何処で終わらせるべきか。

・シーンのポイントは何か。

・そのシーンが伝える最も重要な情報は何か。

・シーンの焦点は何か。

・何処に向かっているのか。

を明確にする。

不明の場合ははっきりさせるか削除する。

・チェックポイント。

・全てのシーンは存在するべき理由を持っているのか。

>それぞれのシーンへの繋ぎとして必要である。
・大半のシーンはストーリーをクライマックスに向けて動かしているのか。

>全ては森に向かう様にしている。
・大半のシーンは方向性を持つように構成されているか。

>森に向かう事を想定し、構成している。
・どこかに向かっているという感覚を与えてくれるか。

>森へ向かう様にしている。
・方向性を作り上げる所はあるのだろうか。

>森における子供の行方不明、森の瘴気を守るために母親が身を捧げた事。
・シーンは始まるべき位置から始まっているだろうか。

>子供が森に向かうシーンにより、森が特殊な力を持っていることを示唆している。
・シーンを始める前に余計な情報を与えていないだろうか。

>森の力以外に与えず、随時話の展開と共に与えている。
・シーンの役目が終わった後で、シーンをダラダラと引きずっていないだろうか。

>引きずる事はなく、次のシーンへつないでいる。
・シーンがイメージに寄って作られるということをしっかり覚えているだろうか。

>森や情景のイメージを軸に作り上げている。
・ただ情報を羅列するだけではなく、イメージ、コンフリクトをうまく使い、感情に訴えるシーンを作り上げただろう

か。

>親子の確執や神社の情景、牧師と娘の家族としての対比等を使っている。
・シーン同士の関係は面白いだろうか。

>繋ぎとなっている為、面白味が薄い。何かしらのギミックが必要だろうか。



・シーンは反復的なものになっていないだろうか。

>神社や警察署への行き来が多く、反覆的になりやすい。
時刻を使い印象が異なる様調整する。

・平坦なものになっていないだろうか。

>同じ所を行き来している為、平坦になりやすい。時刻や印象で調整する。
・退屈ではないだろうか。

>情報のやり取りがメインなので退屈になりやすい。ギミックや演出でカバーするしかない。
・面白くて、劇的で、魅力的なハプニングが起きているだろうか。

>神楽殿に瘴気が入り込む所を阻止する。
最初に森に入ろうとしても入れない。

只、劇的なハプニングはない。

・観客は、ストーリー全体は元より、クライマックスまでのそれぞれのシーンを楽しむことが出来るだろうか。

>それぞれのシーンは森に関する事で意味をなしている。
説明が多く、楽しめるかどうか不安になる。

・統一感に関するもの。

・チェックポイント。

・提示した情報は、全て使用されているか。

>全て使用している。
・使用した情報は、全て提示されたものか。

>伝承や森に対する解決方法などは明示されている。
・提示と使用について、独自な物を見出したか。

>会話が多く、独自のものといえば巫女装束と米くらいしかない。
・提示と使用に、なにか別な意味をもたせたか。

>森や伝承に関する事について。
・提示と使用の際に情報を巧妙にカモフラージュし、観客の驚きを喚起させようとしたか。

>直接見せるために情報のカモフラージュは行っていない。父親の心情について隠していて、親子の軋轢に関
する情報を明示している。

・提示と使用をユーモアに作り出すために使っただろうか。

>ユーモアはなく、性格な情報だけを与えている。故にユーモアがない。
・視覚的な統一感を作り出す為に必要な、中心になるものがあるだろうか。

>神社と森、桜。
・中心になるものが暗示されているだろうか。

>森。
・視覚的な面から検討されているか。

>桜の春。
・イメージを繰り返すことで統一感を作り上げているか。

>桜と森のシーンを多く入れておくことで森と桜という統一感を出している。
・シーンや人物、アクション、イメージの対比を使い、より劇的な質感やインパクトを作り上げているか。

>娘と宮司、修道女と牧師。刑事と息子。親子としての対比が多い。
・部分部分に集中すること無く、全体を見て少なくとも１回はリライトを行ったか。

>２回以上書き直している。

・アイディアを更に深める。磨きをかける。

１　サバイバル。

生き残ろうとする本能を強調する。

２　安心・安全。

落ち着ける場所や、我が家を求める。身を守る場所を探す。

３　愛・帰属意識。

家族、人と人との繋がりを求める。

コミュニティに受け入れられる。



４　尊敬、自尊。

認められる。

報酬を貰う。

勝ち取る。

５　知識欲・理解欲。

物の道理を理解し、知識を探求する。

６　審美的なものへの要求。

調和や絶対的な秩序、偉大なる物の結びつきを求める。

７　自己実現要求。

自分が何者なのか知らしめる。

能力を開花させる事で自己を表現する。

・チェックポイント。

・テーマを一行で言い表す事が出来るだろうか。

>子供に感応していく大人。
・ストーリーはテーマに従い、テーマはストーリーに従っているか。

>子供の主義により、大人は動かされて森に向かう案を了承する。
・テーマはセリフの中ではなく、登場人物やアクションを通して表現されているか。

>セリフや回想の中に多く、アクションが少ない。
・イメージはテーマを押し広げる役割を果たしているだろうか。

>森に入るのに妥協した大人に対し、子供は妥協せず前に進んでいった。
・登場人物が観客に直接メッセージを伝えていないだろうか。

>伝えることはしていない。
・小さなテーマがストーリーのメインテーマと干渉する場合、躊躇せずに削除しただろうか。

>刑事の妻に関するエピソードは削除した。
・テーマと自分自身のつながりについてじっくり考えただろうか。

>大人との繋がり、子供の考えが正しいのかどうか、について考えた。
・統計データの結果を考慮に入れただろうか。

>和製ファンタジー、まして大人が登場しその考えのもとで行動するというのは市場を無視している。

神話的要素。

・脚本の中に神話が息づいているだろうか。

>復活と復帰、封印に関する神話が生きている。
・もしそうなら、いかなる拍子を用いて英雄の旅を描いているだろうか。

>大人との確執や主張。

・欠いている拍子はないだろうか。

>森に向かう点で偶発的な要素が有り、その根拠がたまたまであったと言うケースがある。

積極性があれど、その手段が偶発的なのでちぐはぐになっている。

必然性のある要素を入れる必要がある。

・必要な人物を欠いてはいないだろうか。

>欠いている事はない。

・主人公を助ける人物は必要だろうか。

>修道女がいる。
・もし必要なら、それは賢明な老師だろうか、それとも魔法使いだろうか。

>魔法使い。

・英雄の旅に深みをもたらす助けとなっているだろうか。

>後始末のサポートをしてくれる。

・主人公に旅に出ることをしり込みする、無知で未熟で地味な非英雄的存在として始めることで、神話要素に感

情的深みを加えているだろうか。

>寧ろ積極的な面が強い。周りが止めている感じがする。



・主人公は旅をすることで成長や変化を見せるだろうか。

>大人の事情を知り、責めなくなり受け入れるようになる。

・神話の要素を支えるために、強固な３幕構成を使っているだろうか。

>１幕目は捜査の一件から。２幕目は父親との会話。３幕目は神楽祭りの出来事。

・冒険の世界に入り込むための序幕、ポイントはあるだろうか。

・プロットが落ち着く箇所や、生死を巡る体験を作り出す折り返し地点はあるだろうか。

>中盤の調査の所で一旦展開が落ち着く。娘が決意をした時に森に入れない理由について宮司が語る所。

　通常、説明台詞は現在巻き込まれている出来事と関係ない事が多く、脚本をつまらなくしてしまう。

　また、過去のモチベーションより現在のモチベーションの方が重要なのに、そのモチベーションの描写がおろ

そかになってしまう。

　回想は話を止めてしまう為、謎解きを除きほとんど使わない。

チェック項目。

・登場人物はモチベーションを出来事から与えられているだろうか。それともダイアローグから与えられているだ

ろうか。

>１５年前の出来事から与えられている。
・登場人物がストーリーに入り込むことを羽切と示す瞬間はどこにあるだろうか。

>娘が神社に戻って来た時。

・登場人物の行動に対するモチベーションを知っているだろうか。

>母親の死後、止めていた神楽祭りを再開した理由。母親の死により止めていた物をなかった事にしようとしてい

る。

・登場人物のゴールは何だろうか。

>全ての元凶である森の瘴気を止める事。

・ストーリーを通し登場人物を突き動かすための十分な説得力を持ち得ているだろうか。

>神楽祭りの一件を巡り、宮司との対立を描いている。

・登場人物はゴールを達成するために行動的だろうか。それとも受動的だろうか。

>行動的で、自分地震で何とか指標としている。

・行動はストーリーラインに適したものだろうか。

>ストーリーラインを基準に選定している。

・もしアクション・アドベンチャーなら行動は力強く劇的だろうか。

・もし人間関係にまつわるストーリーなら、行動は繊細だろうか。

>宮司との和解、そこから向かう物など、行動は大胆でありながら繊細になっている。

・回想や長いセリフ、バックストーリーは絶対必要な場合にのみ使っているだろうか。

>回想はカットする。バックストーリーも情報の一部を除いてカットしている。
・可能ならいつでも、まとめたり除外したりできるだろうか。

>纏めたり除外するのは難しい。ストーリーラインが固定されている為。

・登場人物のキャラクターの柱を数語で表すことができるだろうか。

>立ち位置を表わすことは可能。

・キャラクターの柱とストーリーの柱がどのように交差するか明確になっているだろうか。

>ストーリーの柱の上に、キャラクターの柱が乗っかる形になっている。

コンフリクト（葛藤、対立）を見つめる。

チェック項目。

・主人公は誰で、敵対者は誰なのか。

>主人公は娘、敵対者は宮司。

・コンフリクトは何か。

>神楽祭りの再開とその根拠を巡り、対立している。

・それは内面的か、相対的か、社会的か、状況的か、絶対的か。

>内面的で状況的。かつ相対的。

・コンフリクトの大部分は人間関係の中で表現されているだろうか。

>父と子、母親との関係で表現されている。



・どのようにコンフリクトは表現されているだろうか。

>神楽祭りの理由について調べている。

・コンフリクトを表現する際、問答、対話と共にイメージや行動を用いているだろうか。

>姪との会話や姿ケ池での出来事で表現している。

・シーンにさらなるインパクトを加えるため、登場人物の小さなコンフリクトを作っただろうか。

>修道女や家族に対する行動など、外にいた人間としてのコンフリクトが出ている。
・ストーリーを貫くメイン・コンフリクトはあるだろうか。

>父親と娘の確執。
・ストーリーの柱とキャラクターの柱の両方に関係しているだろうか。

>父と娘の確執の切欠が森にあり、これを開放することが両親の本当の望みであった。

その話とキャラクターの柱が繋がっている。

キャラクターについて。

 

　登場人物は、それぞれストーリーの中で多面的で深みのある人物として描き、ストーリーや他の登場人物から

何かしらのアドバイス、教え、挑戦、圧力、影響といったものを受けるに連れ、より立体的となる。

まさに生きているかのような人物像として描かれるからこそ変化、成長することが出来る。

　一方で、単に肉体的な特徴で寄ってのみ表されるステレオタイプな登場人物は平坦的で大抵、１つや２つの

言葉で言い表す事が出来る。

　こういった登場人物はショー・ウィンドゥの飾り付けのように、ストーリーの為日本の小さな客割を果たすに過ぎ

ない。

その平面的な主人公のために、映画も薄っぺらなものとなってしまっている。

観客は登場人物の新たな一面を発見し、施工方法や行動原理を知る。そして観客は登場人物の見せる反応の

中からその人物の感情を受け取る。

　行動、意思決定。

　登場人物の心の動きを理解するには、どのように意思決定を行うかを知ることが大切になる。

　例えば、引き金を引くべきかどうか、任務を受けるべきかどうか、かかわり合いになるべきかどうかといった決断

を下す瞬間は、登場人物を明らかにする強い瞬間となる。

チェック項目。

・ステレオタイプに陥っていないだろうか。

>ありきたりな属性を付けることはしていない。あくまでプロフィールとストーリーから作成している。

・３次元的であるべき登場人物が一次元的なものになっていないだろうか。

>現在、過去、未来をそれぞれ作成し登場人物を一次元的に捉える事はなくなる。

・主人公のキャラクターの変化はどのようなものだろうか。

>母親の死の真相を知り、それを止める母親の意思を継いで全てを終わらせようとする。

・登場人物は変化するために十分な時間を与えられているだろうか。

>事実を知ってから、神楽祭りまでの間が空いている。

・その変化は納得できるものだろうか。

>全ての真相を知り、彼女は向かうことにした。

・主人公はどのような影響に寄って変化を起こすだろうか。

>宮司が母親の死の真相を話す。

・触媒となる登場人物は存在するだろうか。

>牧師と修道女、刑事。
・恋愛関係は存在するだろうか。

>ない。
・ストーリーは登場人物に変化する要素があるだろうか。

>森に関する一件と、その解決の上に登場人物を乗せている。

・変化はストーリーや登場人物達から影響を受けることで引き起こされるが、その変化の様子はイメージや行動

の中にしっかりと見て取ることが出来るだろうか。



>周りの人間に影響を与え、同時に受けている。周りの捜査の結果から、宮司に迫り真相を得ることが出来た。

・変化はテーマとストーリーを表現する手助けになっているだろうか。

>子供と大人の判断の変化という点では、手助けになっている。

登場人物の機能。

チェック項目。

・主人公と敵対者は明確だろうか。

>父親、森の中にいる存在との敵対は明確になっている。

・もし敵対者が複数いるなら、より焦点が当てられている人物はいるだろうか。

>父親に焦点を当て、そこから更に森の中にいる存在に当てている。
・サポートするキャラクターは誰だろうか。

>宮司、刑事、牧師、修道女。
・ストーリーにどのように貢献しているだろうか。

>娘を森に向かわせていく。
・もしテーマを述べるキャラクターがいるならが、単にメッセージを伝えるだけではなく、他の役割も与えられてい

るだろうか。

>娘を森に向かわせるため、全ての事実を突き止めようとサポートしている。
・すべての登場人物がストーリーの中で役割を持っているだろうか。もし同じ役割の登場人物が複数いるなら、

統合する事ができないだろうか。

>牧師と修道女は重なっているが、年代的に同意できるかどうかで異なる。大人は子供の裏方や、外部から物を

知る役割にになっている。ガキ大将と子供達は統合するべきだろうが、１対多を演じさせるためには統合が出来

ない。

・ストーリーが必要としている役割の登場人物を欠いてはいないだろうか。

>全てにおいて必要であり、欠いていることはない。


