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はじめに

本稿では、2007 年 7 月に劇場公開され、スマッシュヒットを記録した日本映

画『キサラギ』の詳しい読解を行いたい。

『キサラギ』は、近年の日本映画の中でも、無類に面白い作品に数えられよう。

『キサラギ』が成功した理由としては、テレビドラマなどでもおなじみの俳優を

多く起用したということもあるが、最大の理由は、シナリオが大変巧妙にできて

いるためであるということは衆目の一致するところであろう。『キサラギ』はウェ

ルメイド・プレイである。話の伏線が巧妙に張られ、二転三転していくスリリン

グな展開があり、ラストには予想外のハートフルな結末が待ち受けている。かと

いって、筋が複雑すぎて観客を置き去りにしてしまうタイプの映画ではない。最

初はさりげなく話題に上った出来事や小道具などが後々別の意味を帯びてくると

いう点で、話のディテールに気を配り記憶する必要があるとはいえ、乗りのよい

演出作法やギャグ調の台詞まわしとあいまって、注意力のとぼしい観客でも無理

なくひきつけるものになっている。『キサラギ』は巧妙に仕組まれた筋書きをも

つと同時に、万人向けの分かりやすい娯楽作でもあるのだ。しかし、そうである

なら、いったい『キサラギ』について何を問題にする必要があるのだろうか。

通常『キサラギ』は、マイナーなアイドル・如月ミキの死因をめぐって、５人

の男たち（家元、安男、スネーク、オダ・ユージ、いちご娘）が繰り広げる「密

室推理劇」だと考えられている。たしかに犯人探しや謎解き――考える材料が前

もって示されるのではなく、隠されていた事実や証言が次々と現れて、それまで

の解釈を覆していくという点では、謎解きという言い方は正確ではないかもしれ

ないが――の要素はこの作品のメインプロットを形成している。しかし、『キサ

ラギ』の真の主題は、そのような表向きの謎解きプロットの裏側に潜んでいる別



− 246 −

映画『キサラギ』論

の側面にあるのではないだろうか、というのが本論文の基本的な問いである。そ

して『キサラギ』は「意図せざる、偶発的かつ相互主観的なコミュニケーション

行為」を主題化した物語として読まれるべきである、というのが本論文の主張で

ある。

アイドルの不可解な死という謎を解き明かそうとするのは、意識的かつ理性的

な行為にちがいない。さまざまな材料を関連づけ、矛盾する事実を排除し、首尾

一貫した筋書きを（再）構成しなければならないからである。多分に不協和音や

オーバーリアクションを伴うとはいえ、男たちが協力して行ったのはそのような

行為に見える。そしてその結果、彼らは一つの思いがけない結論に到達すること

になる。しかし真に思いがけないのは彼らが得た事実そのものというより、男た

ちをして、そういう発見をなさしめた「不思議な力」、つまり偶然がもたらした

関係性のほうであるかもしれない。

男たちはアイドルの死因を突き止め、その結論を受け入れるが、その後も不思

議でとらえどころのない感覚の余韻に浸っている。

オダ・ユージ「不思議な子だ ･･････ 如月ミキ。とらえどころがない」

　　いちご娘「本当に ･･････。我が子ながら、まるで虚像のようだ」

　　　　家元「アイドルは虚像。まさにそのものです」

　　　　安男「ここの５人だって、同じようなもんですよ」

　　スネーク「 そうだよ、まだ何か隠している奴がいるんじゃねえか？　今まで言ったことだっ

て本当かどうか」

オダ・ユージ「本当なんて分からんよ。真実は常に主観でしかありえない」

　　いちご娘「人間はみな未知である ･･････ か」

　　スネーク「意味わからん」

　　　　家元「 みんな夢みたいなもんだってことですよ ･･････。僕はミキちゃんに最高の夢

を見させてもらいました」（p.132）※ 1

ここでいう「虚像」とは、「ウソ」や「作り物」という意味ではなく、リアル（現実）

でありながら、同時にアンリアル（非現実）な存在、いわば「虚」と「実」とい

う対立を超えた何物かであろう。オダ・ユージは「本当なんてわからんよ。真実

は常に主観でしかありえない」と言うが、この発言はジャック・ラカン風に次の
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ように言い換えられるべきかもしれない。「真実とはつねに偶発的な相互主観的

コミュニケーションによって再構成されるものにほかならない」と。これはまた

手紙というメッセージのもつ効果とも関連しており、『キサラギ』は、そのよう

な主題をめぐる物語としてあるのではないか。しかし、結論を急ぐのはまだ早い。

話を元に戻して、ウェルメイド・プレイとしての『キサラギ』について具体的に

検討していくことにしたい。

『キサラギ』――ワンシチュエーション・ドラマ

『キサラギ』は映画として成功したが、基本的な設定や筋展開は映画的という

より、舞台のそれではないかという見方は適切である。『キサラギ』において、

基本的な情報はすべて登場人物の台詞によって伝達される。場面は一室内に限定

され（「場の単一」）、時間的には一日以内の出来事であり（「時の単一」）、筋書き

はアイドルの死の真相を解き明かすという一点に集中している（「筋の単一」）。『キ

サラギ』の設定と構成は、芝居の中でも制約の多い古典主義的な三一致（三単一）

の法則に従っているとさえ言えるかもしれない。

だが、なにもわざわざフランス古典主義演劇の創作理念を引き合いには出すに

は及ばない。形式を適切に表示する呼び名としては、ワンシチュエーション・ド

ラマと言えばよさそうである。※ 2『キサラギ』の原作者・脚本家の古沢良太は「山

奥の山荘、豪雨にあって道が閉ざされ、電話も通じない ･･････ なんて言われた

らもうそれだけでムショウにワクワクするタチなのです」と語り、「僕なりのワ

ンシチュエーション物をつくりたいという思い」が「脚本家を志したころから

あ」ったことを明かしている。※ 2 場面移動が最小限に抑えられた「密室」状況で

の推理物として成功した映画史上の名作としては、アメリカ映画『十二人の怒れ

る男』が最も有名であり、同作品のパロディーであると同時に独自の価値をもつ、

三谷幸喜脚本による映画『１２人の優しい日本人』もある。『キサラギ』はこのジャ

ンルにおける新しい収穫の一つである。

舞台設定および登場人物について

そこでまず場面設定であるが、ビルの屋上に設けられたペントハウスの一室が
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『キサラギ』の主要な、というより唯一の舞台である。映画冒頭のシーンで一人

の青年――家元――がエレベーターに乗ってビルの屋上まで上がってくるショッ

トがあるので、この部屋の位置関係が知られる。しかしこれ以降、カメラは――

人物の動きに応じて室内を自由に移動することこそ禁じられていないが――一部

の回想シーンを除き、この部屋の外へ出ることは許されていない。ビルの屋上の

一室というロケーションは、家元が語るように「天国の如月ミキに一番近い場所

でっていう演出」である。すなわち、そこは現実世界（この世）と非現実、もし

くは虚構世界（あの世）の境界上に位置する、中間的でアンビギュアス（曖昧か

つ多義的）な領域であると考えてよいかもしれない。

家元はパーティーらしき集会の準備を始める。横断幕には「～永遠の清純派グ

ラビアアイドル～如月ミキ一周忌追悼会」と大きく書かれている。家元は、「普

段はしがない公務員」にすぎないが、「如月ミキに関することなら誰よりも詳し

いと自負して」いるオタク青年である。

彼が準備を一通り終えたところで、太めの体形の男が姿を現す。安男である。

安男は「福島で農業をやって」いて、「如月ミキファンサイトに書き込むのが、

俺の唯一の楽しみ」だと語る。

三番目に登場するのはスネークである。スネークは「雑貨店で働いて」おり、「如

月ミキを愛する気持ちは誰にも負けないつもりなんでヨロシク」と挨拶するが、

いかにもお調子者らしい様子が伺える。

四番目は、見るからに堅物そうなオダ・ユージという人物。オダ・ユージは、「追

悼会といっても気楽なパーティー」だとする、普段着姿の家元に反論し、「亡くなっ

た人間に対する真摯な思いがあるならば、おのずとそれにふさわしい服装という

のがある」はずだと喪服の着用を強硬に主張する。

家元が着替えのために席を外している最中に登場する人物はいかにもうさんく

さい、無精ひげの中年男である。最初はみなから大家かと誤解されるが、じつは

５人のメンバーの最後の人物、いちご娘だということが判明する。いちご娘とい

うハンドルネームと実際の人物像との極端な対比は、インターネット上で知り

合った者同士が、オフ会という形式で実際に出会う際に生じるイメージギャップ

を象徴しているのかもしれない。
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かくして、それまで一度も面識のなかった５人の男たちが、ビルの屋上の一室

で一堂に会することになったわけである。彼らに共通するのは、グラビアアイド

ル如月ミキの熱烈なファンという一点だけである。

推理劇――アイドルの死の真相をめぐって

この日、2007 年 2 月 4 日は、Ｄ級アイドル如月ミキの一周忌に当たっていた。

如月ミキは１年前のその日、マネージャーの留守番電話に「やっぱり駄目みたい。

私もう疲れた。いろいろありがとう。じゃあね」というメッセージを残し、自宅

マンションに油を撒いて火をつけ、焼身自殺を遂げたのである。新聞報道によれ

ば、彼女は仕事がうまくいかないことに悩み、発作的に自殺を決意したとされて

いた。

如月ミキ追悼会の開催を呼びかけた家元は、アイドルの死を悼みながらも、同

好の士を相手に自慢のコレクションを披露するのが秘かな楽しみであった。ミキ

の自殺のことを考えてくよくよしていても死んだ彼女が帰ってくるわけではな

い。いつまでも悲しみに浸っているのは我らのアイドル如月ミキにふさわしいと

は言えないのではないか。いつも笑顔を忘れなかった、おっちょこちょいで愛す

べき如月ミキを偲んで今日一日は大いに語り合おうではないか。家元の思いはそ

のようなものであり、家元以外のメンバーもまたそうした感情を共有していたで

あろう。

ところが、オダ・ユージだけは違っていた。彼は「如月ミキは自殺なんかして

いない ･･････ 殺されたんです」と言いだすのである。オダ・ユージのこの不意

の発言によって場の雰囲気は一変する。彼は如月ミキの死の直後から、独自の捜

査を続け、一つの確信にたどり着いていた。如月ミキはストーカー被害に遭って

いたという。そればかりではない。オダ・ユージは犯人の目星も付けていた。一

周忌追悼会のもともとの発案者もじつはオダ・ユージだった。オダ・ユージの本

当のねらいは意中の人物をおびき出して動かぬ証拠をつかむことだったのであ

る。

オダ・ユージの爆弾発言をきっかけに始まった如月ミキの死の真相をめぐる推

理劇は、本当は彼女は自殺したのではなく、何者かの手で殺されたのだという方
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向へ突き進む。かくして「犯人探し」が始まる。さまざまな証言や傍証により、

如月ミキを殺した人物、もしくは彼女を死に追い込んだと思しき人物が指名され

る。しかし、そのたびごとに新たな証言や証拠が出てきて、それまでの推理が覆

される。最初はいちご娘、次にはスネークがミキ殺しの容疑者として追及を受け、

さらに話は一転、追及する側だったはずのオダ・ユージ自身が今度は如月ミキを

自殺に追い込んだ張本人として追及される破目に陥る。じつにめまぐるしい展開

である。

映画『キサラギ』を推理劇として見た場合、確かに中心プロットは犯人探しの

行方にあるにちがいない。しかし、二転三転するストーリー展開の中で、如月ミ

キの死に責任がある人物が次々に交替するという筋書きは、ある程度予想のつく

ことかもしれない。観客にとってよりいっそう興味深い展開に映るのは、登場人

物の意外な正体が次々と暴露されていくことのほうではないだろうか。すでに述

べたように、５人の男たちは如月ミキのファンという共通項でつながってはいる

が、オフ会の場でもお互いをハンドルネームで呼び合い、本名をあえてたずねる

ことはしない。自己紹介の際の最低限の情報を除けば、氏素性はほとんど伏せら

れている。背景情報が不明、もしくは不透明であるということは、お互いをある

程度まで虚構上の、もしくは匿名の存在に接近させてもいる。しかし、如月ミキ

の死の真相に迫るプロセスの中で、各々の人物の、如月ミキとの浅からぬつなが

りが明るみに出てくるのである。結局のところ、家元を除く４人の男たちは生前

の如月ミキと直接の接点をもっていたことがわかる。この事実を知った家元はと

いえば、疎外感にさいなまれ、しだいに自信喪失に陥っていく。

　　　家元「 何が如月ミキ愛好家家元だ ･･････ 何がミキちゃんに関することなら誰よりも詳

しいだ ･･････ 僕よりミキちゃんに近い人物がどんどん現れる。いい気になって

知識をひけらかしていた前半部分の自分が滑稽だ ･･････!」

　スネーク「イヤ、そう言うなって。家元さんのコレクション、マジすごかったもん。ねえ！」

　いちご娘「まあね」

　　　家元「 でもあんた達はミキちゃんと個人的な接点があるじゃないか！　いちご娘さんは

部屋入ってるし、下着たたんでるし！　スネークさんなんかは仲良しだし、コ

クってるし！　オダさんに至ってはマネージャーだもん！　タレントと二人三脚
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のマネージャーだもん！　僕なんか所詮写真と記事を切り貼りしてるだけの虫け

らさ！」

　　スネーク「何も虫けらってことはねえんじゃねえ？」

オダ・ユージ「私より詳しい部分もありましたよ」

　　スネーク「ほら」

オダ・ユージ「 ただひとつ言わせてもらうと、あなた、ミキの最大の魅力はぱっちり二重の目

だと言っていましたが、あれ、プチ整形です」

家元・スネーク「そうなの！？」

　　　　家元「 プ、プチ、プチ整形 ･･････ やっぱり虫けらだ。この中で僕が一番ミキちゃん

から遠い ･･････」（p.95-96）

こうしたやりとりの後、それまでただ一人、話に着いてこられず、みそっかす

同然の扱いをされていた安男もまた、じつはミキが最も信頼を寄せていた幼なじ

みの「ヤックン」であったことがわかる。さらには最初にストーカー殺人を疑わ

れたいちご娘は、如月ミキが四歳の時に生き別れた実の父親であったことまでが

判明する。

家元「もう何でもいいや。お父さんね。ハイ！　お父さん！ ･･････ っていう

かここにいるの、僕以外、全員身内じゃん！　ミキちゃんの純然たるファンって

世界中に僕だけだったんじゃないのかな」(p.123)

家元を除く４人は、「血縁者」「上司」「親友」「隣人」といった、如月ミキの実

人生のそれぞれの領分で、彼女を支えた身内や親しい人物ばかりだったのである。

こうした人物状況は、ことによるとアガサ・クリスティーのある有名な探偵小

説を連想させるかもしれない。その小説では、密室状況の殺人現場に居合わせた

被疑者全員が、捜査の過程で、過去に発生したある幼児誘拐事件の被害者家族の

縁者ばかりであることが明らかになる。しかし注目すべき相違点もある。クリス

ティーの小説では、関係者が偶然、事件現場に居合わせたという見かけの状況は、

実際は彼ら自身によって用意周到に計画されたものにほかならなかった。これに

対し、『キサラギ』の場合は、如月ミキへの愛着の念を別にすれば、男たちが集まっ

たことに意図的な申し合わせは一切なく、あくまでも偶然がもたらした結果にす

ぎなかったということである。別の見方をすれば、男たちの間には個人の意図を
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超えた無意識の連帯が存在したと見ることができるかもしれない。

しかしいずれにしても、家元だけは如月ミキの縁者ではなかった。いかに熱狂

的とはいえ、家元は一ファンとしての立ち位置を踏み越えることはなかった。家

元にとって、如月ミキはあくまでも憧れのアイドルにほかならず、彼は生身の如

月ミキと直接交渉する権利にも機会にも恵まれなかったのである。しかしながら、

そういう彼にも間接的ながら一つの交渉手段が残されていた――ファンレターで

ある。次節では、この手紙に焦点を当てて、相互主観的コミュニケーションを通

して真実が立ち現れるプロセスを見ていくことにしたい。

コミュニケーション／真実

すでに述べてきたように、『キサラギ』のプロットは、自殺した元アイドルの

死の真相を５人のファンが喧々諤々想像力をフル稼働しながら推理していくとい

うものであった。したがって途中の段階も含めて、推理によって獲得された認識

は、個人に属するものではなく、５人それぞれが関与する中で獲得されたものに

ほかならなかった。一人が何らかのアイデアを述べれば、それに随伴する事実に

ついて、別の誰かが支持（または否定）する証言を行ったり、別の視点を提供し

たりしながら、一つの仮説が築かれては崩されていくのである。この作品には、

古典的な探偵小説に登場するような天才的な個人は登場せず、真実を見通す特権

的なパースペクティブは存在しない。その代わりにあるのは限界をもった複数の

視点だけである。もし何らかのパースペクティブがあるとすれば、それらの視点

の相互交渉が生み出す偶然の産物としてであろう。（謎解き＝犯人探しの原動力

となる強固な意志の所有者だという点では、オダ・ユージが主要な役割を担って

いる。したがって、如月ミキの死の真相を追求するというメインプロットの中心

人物はオダ・ユージだということができよう。しかし、彼もまた単独で真実に到

達する力をもっているわけではない。）

一方、如月ミキの死にまつわる謎解きの過程で、５人のうち４人までがじつは

如月ミキの縁故者だったという裏面が見えてくるわけであるが、家元だけは当て

はまらない。このため家元はみずから孤独感を深めていくことになる。家元は追

悼会の主催者であるはずだが、会のもともとの発案者がオダ・ユージであったこ
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とはすでに触れた。では、家元のステータスはいったい何であろうか。この問題

を考えるときに浮上してくるのが、あとで見るように、家元が如月ミキに宛てて

出した２００通に及ぶファンレターと、その見返りに家元が受け取った、如月ミ

キ直筆の手紙なのである。

『キサラギ』のプロットは巧妙卓抜なので、手紙の意味や機能についても、プロッ

トに従って丁寧に見ておく必要があるかもしれない。そう考えると、冒頭からし

て重要な伏線が敷かれていたことがわかる。

家元はスクラップブックを開いて自らのコレクションを仲間たちに自慢してい

る。一番目の品は、如月ミキがメジャーデビューする三か月前に掲載されたとい

うグラビア写真。二番目は母校の学校新聞に載ったというインタビュー記事。

「私すごくおっちょこちょいなんです。この間なんか、ヘアスプレーと間違えて殺虫剤を頭に

かけちゃって。言っとくけど、頭に虫がわいたわけじゃないですよ（笑）」(p.32)

引用の件は、如月ミキの人となりを観客に印象づけるとともに、後になって、

この発言は彼女の「死因」と直接に結びつく重要情報となっていたことが理解さ

れるのである。

以上の二つのアイテムに加えて、極めつけのレア物として差し出されるのが、

如月ミキが家元に宛てた直筆の手紙なのである。その手紙は家元が３年間にわた

り毎週１、２通、合計２００通以上書き送ったファンレターの返事だという。そ

の手紙は漢字が異様に少なく、替わりに誤字・脱字が異様に多かったが、そうし

た特徴こそ、事務所のチェックを受けないまま、如月ミキ本人が書いた手紙であ

る何よりの証拠だった。

オダ・ユージ「 （読む）家元さんのお手紙にいつもはげまされています。辛いことがあっても、

家元さんのお手紙を見ると、お仕事頑張ろう！と思えるんです。ミキの命より

大事な宝物です ･･････」

　　いちご娘「内容はお世辞だな」

　　　　家元「そんなのは分かってますよ」(p.34)

家元が３年に渡り送り続けた２００通のファンレターの代価としては、たしか

に短い手紙であろう。内容はつたなく、誇張が目立つ。だがこの如月ミキの手紙

は、５人の登場人物によって、その本来の意味を読まれることはないのである（少
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なくとも、この時点では）。いやもちろん、形としては読まれるのだが、通り一

遍の社交辞令（「要はお世辞だ」）と解されて受け流されてしまう。

如月ミキの手紙はそれが如月ミキ本人によってしたためられた手紙であるがゆ

えに価値ありと見なされる。その証拠に手紙の所有者である家元は仲間たちから

羨望と嫉妬の入り混じった眼差しを向けられている。しかし、男たちにとっては、

誤字・脱字の多いその手紙の価値とは、あくまでも希少なコレクションとして価

値（市場価値）であるか、さもなければ、アイドル如月ミキの代用物（フェティッ

シュ）としての価値であるか、そのどちらかであろう。もしかするとそこに込め

られていたかもしれない差出人の個人的な思いなどは忖度されることがなく、手

紙のもつ本来のコミュニケーションとしての価値は顧慮されることがない。要す

るに、手紙というメッセージに含まれる意味はほとんど理解されないままなので

ある。

さて、映画の冒頭でしばしの関心を浴びたのち、たちまち忘れ去られてしまう

如月ミキの手紙であるが、映画の結末近くになってもう一度、男たちの注目の的

になる。それは如月ミキの死の「真相」が解明された後のことである。如月ミキ

の死因をめぐるスリリングな推理については、種明かしを避けるためにできるだ

け具体的言及を控えることにしたい。ただし、ここでの議論の必要上、言ってお

かなければならないことがらが二三ある。

まず、如月ミキの死には、程度の差こそあれ、家元を除く４人の男たち全員が

関わりをもっていたということである。それはすでに述べたように、彼らが如月

ミキの実生活と直接の接点をもっていたことと関連している。家元だけが唯一の

例外であり、それゆえに疎外感を味わうという図式もまた同様である。

　スネーク「ま、アレだ、結局ここにいる全員の責任てわけだ。･･････ あ（家元を見る）

　　　家元「 ハイそうです。この件に関してもやっぱり僕だけは完全に関わってません！　ハ

ハハ（泣き笑い）」(p.123)

もう一つの注目点は、男たちがたどり着いた真相にとって不都合な事実、説明

のつきかねる問題があったという点である。それは具体的には「ミキの死体が発

見された場所」のことである。彼女は窓ひとつない小さな物置部屋で死んでいた

のだが、なぜ彼女がそんなところに行ったのか、その理由がわからないのである。
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その物置部屋には何であれ、貴重品はなかったはずだという。

　いちご娘「自殺なのかな ･･････ やっぱり」

　スネーク「気づかなかったことにしようぜ、さっきの説でおさめようよ」

　いちご娘「あ」

　　　安男「どうしたんですか」

　いちご娘「･･････ ダンボール ･･････」

　スネーク「ダンボール？」

　いちご娘「そうだ、あの部屋にダンボール箱があった」

　スネーク「ダンボール箱？」

　　　安男「中身、見ました？」

　いちご娘「（うなずく）」

　　　安男「何が入っていたんですか」

　いちご娘「手紙、たくさん ･･････」

　　　　　一同、呆然。そして家元を見る。

　　　家元「･･････ え？」

　スネーク「２００通の手紙 ･･････」

　　　安男「家元さんのファンレターを取りに行った ･･････ ？」

　　　家元「 ･･････ そんなバカな。やめてくださいよ。なんでそんなもの取りに行くんです

･･････ 命の危険をおかしてまで取りに行くものじゃないでしょう！」(p.126-128)

少々長い引用になったが、まさしく真実の立ち現れる瞬間であるといえよう。

ここで一同はようやくミキの手紙に隠れされていた別の意味、手紙の「真の」メッ

セージに気づき始めたのである。オダ・ユージは家元のスクラップブックを開く

と、その文面を再び読み上げる。家元からもらったファンレターについて、如月

ミキが「命より大事な宝物」だと言っていたのは決して「お世辞」ではなかった。

如月ミキから一番遠い存在にすぎなかった家元。「友達でも、マネージャーでも、

幼馴染でも父親でもない」家元。彼は「単なる一ファンだからこそ」、如月ミキを「本

当に支えていた」のであり、それゆえに如月ミキもまた「正真正銘のアイドル」だっ

たのだ。かくして映画『キサラギ』は、前後二度にわたって披露される、如月ミ

キという死者からの手紙＝メッセージの変容を物語る作品として理解することが
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できるのではないか。

ここで一つ補足すれば、如月ミキの手紙の「真の」メッセージが立ち現れたと

いうとき、そのメッセージが何であるにせよ、もともと明確な意味（意図）とし

て存在していたものが、たまたま何らかの外的な障害のせいで伝達を阻害され、

その障害が取り去られた結果、本来の姿が出現した、というように考えるべきで

はないということである。『キサラギ』の中に「真実」の出現が見られるとすれば、

それはあくまでも５人の男たちの出会いがもたらした偶然の産物にほかならない

のである。

オダ・ユージ「 不思議だな。我々が導き出した結論は推論かもしれないが、だが、今日という

日にこの５人が揃わなければ決してたどり着く事ができなかった結論だ」

　　スネーク「へへ、本当に不思議な偶然っすね」

　　いちご娘「物事に偶然はない。すべて必然だよ、天体と同じでね」

　　　　家元「僕たちが今ここにいる事に意味があるんですね」

　　　　安男「見えない力に引き寄せられたって事ですか？」※ 3

オダ・ユージ「天国の如月ミキがそうさせたのかもしれないな、きっとそうだ」

コミュニケーションについての精神分析学者ジャック・ラカンの公式を借りれ

ば、「送り手は受け手から自分自身のメッセージを反転したかたちで受け取る」

ということになる。精神分析の患者は精神分析医に向かって話しかけながら、同

時に自分自身に向かってメッセージを発している。しかし患者はそのことに気づ

いていない。分析医の仕事とは患者が無意識に自分自身に発しているメッセージ

を聞こえるようにすることである。患者の言葉を解釈することで、分析医は患者

のメッセージがその真の、無意識の次元で患者に送り返されるように仕向ける。※ 4

　映画『キサラギ』において、精神分析医に相当する特定の人物は存在しないが、

相互主観レベルのコミュニケーションを通して、「送り手は受け手から自分自身

のメッセージを反転したかたちで受け取って」いるのである。家元は一ファンと

して、合計２００通の手紙を如月ミキに書き送った。はたして送り手（家元）の

メッセージは受け手（如月ミキ）に届いたのであろうか。たしかに届いたと考え

られる。なぜなら如月ミキからの返事が直筆の手紙というかたちで返ってきたか

らである。しかしその手紙のメッセージ（「命より大事な宝物」）は「お世辞」と
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して受け取られた。

ミキからの返事が単なる社交辞令にすぎないのであれば、家元は自分の書き

送った手紙がミキにとってどのような価値をもっていたかについても、たいした

期待を抱くことはできなかったはずである。まさか、それが文字通りに「命より

大事な宝物」であろうとは。家元がミキの手紙のメッセージを文字通りの意味だ

と悟った経緯についてはすでに述べた。如月ミキの死の状況がアイロニカルにそ

れを示していたのだ。このことがわかったのは５人の男たち相互の偶発的コミュ

ニケーションから生じた一帰結であった。ここに至って家元（送り手）は自分自

身のメッセージが何を意味したかを、受け手（如月ミキ）から反転したかたちで

受け取ったのである。

※ 1　 本文中に引用した台詞は、古沢良太著，『[ シナリオ版 ] キサラギ』（白水社，

2008）を使用した。シナリオ版と完成した映画では若干の相違がある。

※ 2　前掲書

※ 3　この台詞は映画本編からのものであり、シナリオ版には存在しない。

※ 4　 Dylan Evans, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis 

(Routledge, 1996) P.26 参照。




