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放送90年大河ファンタジー
「精霊の守り人」

いよいよ3月19日
放送スタート！
上橋菜穂子さん原作の「精霊の守り人」は日本以外に世界
7 か国語に翻訳され、NHK でアニメ化されたこともあるベ
ストセラー。実写化の要請が相次いだものの、この世界観を

再現するのは不可能と上橋さんは全て断ってきたそうです。
今回、シリーズ全 12 巻をドラマ化することで、ようやく許
諾を得ることが出来ました。
物語は、精霊の卵を宿したために帝から命を狙われる幼い
王子を、女用心棒が守りながら旅をするというシンプルな設
定。でも、権力者に都合良く歴史は作り替えられるという偽
史の問題が提示されたり、ある土地では恵みとなる事象が別
の土地では災いとなるというエコロジカルな視点が盛り込ま
れていたりと、ファンタジーと言っても十分大人が楽しめる
内容です。そして最終的には王子が大国の侵略戦争に向き合
う、まさに「大河」的な展開になっていきます。
全編 4K 制作なのでロケ場所にはこだわりました。原生林
を求めて北は北海道から南は熊本、鹿児島へ。絶壁で技術ス
タッフをザイルで確保しながら撮影したシーンもあります。
ヨンインテジャンクム
そして賑やかな街を再現するため、韓国の龍仁大長今パーク
（旧 MBC ドラミア）での撮影。
「宮廷女官チャングムの誓い」
や「トンイ」でおなじみの街並みが、美術スタッフの念入り
な飾り付けで、韓流ドラマファンにも分からないほどの変化
を遂げています。
何より一番の売りはアクションです。綾瀬はるかさんが
３か月も特訓をした短槍さばきは迫力満点。スタントを用
意していたにも関わらず、綾瀬さんのこだわりでアクショ
ンシーンの 99% は本人が演じています。CG で制作され

た怪物と戦うクライマックスシーンでは美しささえ感じるア
クションを見せています。
3 月から放送されるシーズン 1 は全 4 話。4 月からはシー
ズン 2 全 9 話の撮影が始まり、シーズン 3 の完成は来年以
降という長い旅が始まります。こだわりの美術に最先端の
VFX 技術、そして俳優陣の熱量の高い演技。スタッフ・キャ
スト一丸となって面白いドラマにしていきますので、ぜひ応
援して下さい。

◆放送90年大河ファンタジー
「精霊の守り人」
【放送予定】3月19日（土）スタート（連続4回）
毎週土曜 NHK総合 午後9:00〜
※初回73分。以降58分。
【 原 作 】上橋菜穂子
【 脚 本 】大森寿美男
【 音 楽 】佐藤直紀
【 出 演 】綾瀬はるか 東出昌大 木村文乃 林遣都
吹越満 小林颯／吉川晃司 高島礼子
平幹二朗 藤原竜也ほか
シーズン2・3（全18話）は2017年から順次放送予定
▲川に落ちた王子を救い出すシーンは昨年9月下旬に
下仁田で撮影。20度の水温のなか、お湯をかけな
がら奮闘する綾瀬さん。

公式HP：http://www.nhk.or.jp/moribito/
関連
番組

◆「精霊の守り人」のナゾを解け
〜食わず嫌いのための大河ファンタジー入門〜
３月14日（月） NHK総合 午後８：00 〜
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韓国歴史ドラマ

「イニョプの道」
4月3日
（日）
から
NHK BSプレミアムにてスタート！

15 世紀初頭、高麗から朝鮮王朝へと変わって
間もない第 3 代王、太宗（テジョン）の治世。
この激動の時代に、良家の令嬢から一夜にして
使用人の身分に転落してしまう女性イニョプ。
過酷な運命にも負けず力強く生きる女性の姿を
描いた、待望のヒロインドラマの放送がいよい
よ 4 月 3 日から始まります。イニョプが働くこ
とになった名家の使用人頭で、陰ながらイニョ
プを支えてくれるムミョン、そしてイニョプの
©JTBC Co., Ltd.
婚約者で、イニョプが身分を失った後も一途に
愛を貫こうとする名家の御曹司ウンギ。二人の ◆韓国歴史ドラマ「イニョプの道」
【放送予定】毎週日曜 NHK BSプレミアム
男性に支えられ、陰謀により命を落とした父の
午後9:00〜
第1回は4月3日（日）午後8:45〜拡大版
無実を証明するため果敢に運命に立ち向かうイ
【制作】2014年 韓国
ニョプ。
【出演】チョン・ユミ（イニョプ役）
オ・ジホ（ムミョン役）
3月27日
（日）
午後9時からは放送直前スペシャ
キム・ドンウク（ウンギ役）ほか
ルも放送予定ですのでこちらもお楽しみに！
公式HP:http://www9.nhk.or.jp/kaigai/inyopu/

©JTBC Co., Ltd.

NEP Information
映画『SHERLOCK/シャーロック 忌まわしき花嫁』
と
が登場
3月18日まで絶賛公開中！
！
日本を代表する人気アニメが大集合！
21世紀のロンドンを舞台に名探偵シャーロック・ホームズと相
棒ジョン・ワトソンの活躍を描く人気ドラマ「SHERLOCK ／
シャーロック」シリーズ。その特別編『SHERLOCK ／シャーロッ
ク 忌まわしき花嫁』をNEP と KADOKAWA が共同提供で、
TOHOシネマズ新宿ほか全国にて公開中です。期間限定での上映
なので、お見逃しなきよう！ ぜひご覧ください。

「ファミリーアニメフェスタ2016」に、NHKでおなじみの「忍
たま乱太郎」と「おじゃる丸」が登場します。2日間開催のワーク
ショップやゲームが楽しめるほか、キャラクターと一緒に写真が
撮れるグリーティングも！ 皆さまご家族でご来場ください。
▶︎
「おじゃる丸」手描友禅体験ハンカチづくり
3/26日（土）キャラクターグリーティング
▶︎
「忍たま乱太郎」手裏剣に挑戦！の段
3/27日（日）キャラクターグリーティング
◆ファミリー
アニメフェスタ2016
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みんなが大好きなアニメが大集合！

む
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無料！

【開催日程】
3月26日（土）
・27日（日）
午前10：00～午後5：00
（最終入場 午後4：30）
【開催場所】
東京ビッグサイト
東６ホール
http://www.familyanimefesta.jp/

◆映画『SHERLOCK/シャーロック 忌まわしき花嫁』
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※作品は五十音順です。
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© 尼子騒兵衛／ NHK・NEP
© 犬丸りん・NHK・NEP

さいしゅうにゅうじょう

＊「ファミリーアニメフェスタ」は、アニメが好きなお子様や保護者の方に、アニメを安全かつ快適に
東京ビッグサイト 東展示棟 東6ホール内
楽しんでいただくため、A
ni meJapan2016から独立した別催事として家族で1日中楽しんで頂ける
@famianifesta
ご入場は、小学生以下及びその保護者に限ります。 http://www.family-animefesta.jp
さまざまな催しを展開するものです。
東展示棟 東1-6ホール
2016.3.26
-27
東京
＊入場・プレイコーナー・ワークショップ・ステージ全イベント無料
会議棟 1F レセプションホール
ビッグサイト
2016.3.25 -26
（ご入場は、小学生以下及びその保護者に限ります）
とう きょう
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しょうがくせい い か お よ

同時開催

【原題】SHERLOCK: The Abominable Bride/2015年/
イギリス/カラー /約115分
【監督】ダグラス・マッキノン
【出演】ベネディクト・カンバーバッチ（シャーロック・ホームズ）
、
マーティン・フリーマン（ジョン・ワトソン）ほか
【配給】KADOKAWA
【提供】KADOKAWA、NHKエンタープライズ
公式HP：http://sherlock-sp.jp/

■主催：一般社団法人アニメジャパン ■特別協賛：
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メインエリア

［土］

［日］10:00-17:00（最終入場 16:30）

ビジネスエリア
［金］ ［土］10:00-17:00（最終入場 16:30）
http://www.anime-japan.jp ※ビジネスエリアのご入場は登録制となります。出展社との商談、
ビジネス目的のご来場者が対象です。
■協賛：

／
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／

■後援：経済産業省／一般社団法人 日本動画協会／コミック出版社の会
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