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ゲストトーク　藤川史人（監督）  村上浩康（映画監督） 
　　　　　   小原治（KANGEKI 主宰･ポレポレ東中野スタッフ)

■ 広島県三次からペルーアンデス地域へ

小原　僕が初めて藤川くんと会ったのが２０１５
年のぴあフィルムフェスティバルで、『いさなとり』
を見て素晴らしい作家だなと思いました。その
何年後かに藤川くんの最新作として見たのが『Ｓ
ｕｐａ Layme』だったんですが、まず思ったのが、
藤川くん、どこ行ってるのって（笑）。あらため
てこの映画を撮るに至った経緯をお話ししてもら
えますか。

藤川　先週こちらで上映していただいた『いさ
なとり』という映画は、広島県の三次という町
で撮った映画で、僕が一人で空き家に暮らしな
がら、１０人弱のスタッフに来ていただいて、一ヶ
月ぐらいかけて撮影をしました。ただ、自分が思っ
てることをうまく言葉にできなくてスタッフに迷惑
をかけたり、いろいろありまして。映画は無事に
完成したんですが、これから先どうやって映画を
作っていったらいいのか全然分からない状態に
なってしまいました。それでも自分が暮らしたい
と思った場所で、そこに生きている人たちと一緒
に生活しながら映画を作りたいという思いは『い
さなとり』の頃からずっとあったんですね。それで、
うまくコミュニケーションがとれないんだったら、
いっそのこと日本語が通じないところに行っちゃ

えと思いまして。学生時代に１年間だけペルーで
働いてたことがあって、縁がある好きな国だった
ので、日本以外で映画を撮るならペルーしかな
いよなと思ったんです。

学生時代は、リマの博物館で働いていたんです
けど、リマって大都会なんですね。ペルーには、
アマゾン熱帯雨林地域もあって、そこは旅行で
一回行ったんですが、アンデス地域には行けなく
て、僕にとっては未知の場所でした。だから、せっ
かくペルーで映画を撮るならアンデスで撮ってみ
ようと。２０１６年２月にペルーに渡って、ペルー、
ボリビア、アンデス地域を旅しながら、その年
の１２月ですかね、最終的に出会ったのがＳｕｐａ 
Layme一家で、彼らを撮らしてもらえることにな
りました。

■ 映画のフォーマットに収まらない映画 

小原　今日あらためて見て、アンデスの山岳地
帯に暮らす、とある一家の日々の様子が東中野
の小さな壁に映ってること自体がなんだか不思
議だなと思ったし、僕らが普段「時間」とか「空
間」と呼んでいる物理的な尺度とはまた別の、
映画ならではの驚きを持った「窓」が開いていて、

とても貴重な体験をさせていただきました。

今日はゲストに、映画監督の村上浩康さんに来
ていただいています。最近では『東京干潟』や『蟹
の惑星』といった作品が大きな話題になりまし
たが、村上さんは映画批評の言葉も素晴らしく
て、藤川くんの作品を見てどんな言葉を見つけ
てくれるんだろうなと、とても興味があったので
お越しいただきました。

村上　ハードルを上げていただいてありがとうご
ざいます（笑）。小原さんがＫＡＮＧＥＫＩの紹介文で、
藤川監督は映画の表現の幅を常に開拓してる、
広げるように映画を作ってらっしゃる方だって書
いてましたよね。『Ｓｕｐａ Layme』を見て、まさ
にそう思いました。

話は遡ること紀元前になりますが（笑）、アリス
トテレスという人が、演劇についてこう言ったん
です。「劇には、始めがあって真ん中があって終
わりがある」と。今聞くと、当たり前じゃないかっ
て思うんですが、これはつまり、時間に沿って展
開される芸術に対して、初めて「構成」という
ものを見出したんですね。その後、いろんな時
間芸術がこの構成に則って発展していきます。た
とえば、世阿弥は日本の能に「序破急」という
３部構成を生み出した。有名なのは「起承転結」
ですね。これは中国の漢詩から来てると思うん
ですけど、文学も時間を持って読み進めていくわ
けで、ある種の時間芸術です。もちろん映画も
時間芸術で、アリストテレス的な構成に則って
物語やドラマが付加されて、皆さんがイメージす
るような一般的な映画のフォーマットが出来上
がっていきました。ただ、そのフォーマットに飽
き足らない人がやっぱり出てくるわけです。フォー
マットに不自由さを感じて、そこから飛び出した
り壊したりしようとする映画の作り手がたくさん出
てくる。そういう人は、いわゆる前衛映画とか
実験映画とか、難解な芸術映画と定義されてし
まいました。だから、映画が生まれて１３０年ぐ
らい経ちますけど、従来のフォーマットは未だに
更新されていないと思うんです。

『Ｓｕｐａ Layme』も、確かに構成はあるんですよ。
映画の最初と最後で家族の暮らしも置かれてる
状況もだいぶ変わっています。だけど、今言った
ような、従来の映画のフォーマットに収まらない、
ものすごく自由で開かれた感じがするんですね。
なんでそうなのかと言うと、この作品は、藤川
さんが現地に長らく滞在して一家と暮らした、そ
の時間がそのまま映画に投影されてるからなん
です。撮ってきたものを無理やり映画の時間に
合わせてるんじゃなくて、あくまでも自分が体験

（写真左より、村上浩康監督、藤川史人監督）
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した事象を基軸にして作品化してる。だから、
藤川さんが現地で感じたことと、我々が映画を
通して見ることの間に、同じ速度の時間が流れ
てる感じがするんです。これがとても心地よくて、
自然に引き込まれていって、しかも、はっきりし
た物語とかドラマがないから、見る方も自由に
思考ができる。子どもたちが藤川さんに「３×３
はいくつ？」と聞いているのを見て、自分も大
人に同じことをやってたなとか、そういうことが
思い出される。

なおかつ、小原さんがおっしゃてましたけど、地
球の裏側にあるような人たちの生活が、すごく身
近に感じられていいなと思ったんです。僕も基本
的には長く取材してドキュメンタリーを作ってるん
ですが、そうすると結構いろんなエピソードが撮
れるんですよ。それらを映画に合わせて構築し
ていくと、ある種のドラマみたいなものを作ろう
と思えば作れるんですね。僕は、映画の時間の
中にいろんなものをギュッと押し込めてつくって
いるから、『Supa Layme』のような映画を見ると、
ガツガツしてなくて品がいいなあと。話しててわ
かると思うんですけど、僕、ガツガツしてるじゃ
ないですか（笑）。人間の性格がそのまま現れ
てる感じがして、本当に羨ましく思いました。

藤川　恐れ多いです。村上さんの映画も被写体
の方との関係性がにじみ出ていて、本当に度肝
を抜かれました。同じレベルにいるとは全然思え
ていないので、後を追いかけさせていただいて
……。

村上　いや、とんでもない。
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■ 映画ならではの時間感覚と、監督独自の撮影手法

小原　ドキュメンタリーはフィクションと違って、
粗筋が事前に用意されているわけじゃないので、
撮り始めたはいいけど終わり時が難しいとよく言
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われます。ラストシーンはこの映画の監督である
藤川くん自身のいろんな気持ちが滲んでいたと
同時に、とても映画的な終わり方だなとも思いま
した。

藤川　あれが実際に撮影の中でも最後のカット
で、あのカットを撮ったときに「これで終われる」
と思いました。あれ以降は撮影せずに、編集作
業に入った記憶があります。ただ、彼らと学校や
山の家にいるときは、何を撮ってるんだろうって
毎晩考えていて、怖かったですね。彼らは夜が
早くて、日が落ちたら１８時とか１９時には布団
に入るんです。僕も布団には入るんですけど寝ら
れるわけなくて、２３時、２４時くらいまで毎日も
んもんと考えごとをしていました。最終的には宇
宙とか死について考えるんですけど（笑）、その
手前で「これはどんな映画になるんだろう」って
毎晩考えていて。「ちゃんと撮れてるのかな」「い
や、『ちゃんと』ってなんだ」「そもそも映画って
なんだ」とか、そういうことをずっと考えていた。
考えてもしょうがないし、日が昇ってきたら彼ら
は生活を始めるので、またそれを撮らせてもらう
んですが。だから、日が昇ると潔いけど、日が沈
むとネガティブといいますか、そういう暮らしを
ずっとしていたのは覚えてますね。
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小原　そんな日々を経て形になった『Ｓｕｐａ 
Layme』は、ファーストカットから映画独自の時
間感覚が流れていました。これがテレビやＹｏｕ Ｔ
ｕｂｅだったら、ダラダラしてるっていう理由で、
時間がもっと細切れに処理されてしまうけど、こ
の映画は全編にわたって映画ならではの贅沢な
時間が行き渡っている。それは村上さんもおっ
しゃったとおり、藤川くんだからこそ編集できる
時間感覚ですよね。藤川くんがあの場所で実際
に感じていた時間の流れや空間の広がりが編集
にも帯びていると思うし、同じ１０３分の尺で別
の人が編集しても、この時間感覚は生まれてい
なかった。

藤川　とある映画祭に出品して、結果はダメだっ
たんですけど、コメントに「冒頭のシーンが長す
ぎてダメでした」って書いてありました（笑）。

村上　テレビとかＹｏｕ Ｔｕｂｅと時間感覚だけじゃ
なく、撮り方自体もまったく違うんですよ。すごく
印象的なんですけれど、お母さんにインタビュー
するシーンがふたつありますよね。ひとつ目は、
テロリストの話をするシーン。今までの緩やかな
流れの中で、突然現実的な話が出てきてドキリ
とするんですけども。撮ってる状況がよく練られて
ると思うんですね。つまり、短期間であの家族を
取材したら、まずその話を聞かせてくださいって
ところから入ると思うんです。そうすると、いかに
もインタビュー然とした撮影になる。ところがこの
映画は、日常の延長の中で、突然あの話を聞
いてるんですよ。あのときお母さんは鮮やかな手
付きで毛糸を紡ぎながら、まわりでは子どもたち
が絵を描いたり遊んだりしてる。日常と非日常の
対比が生まれて、すごく効果的になってるんです
よね。糸をたどっているのが記憶をたどっている
ことのメタファーとしても感じられて、幾重にもイ
メージが広がっていくんです。

どういうシチュエーションで話を聞くかって、ドキュ
メンタリーの非常に重要な要素で、ただ単に話
を聞けばいいわけじゃないんです。その人の話が
どうしたら見てる人に最も響くか、あるいは、そ
の人が一番話しやすい状況はいつなのかを考え
て撮るわけです。藤川さんは長い間、あの家族
とともに暮らしていますから、当然あの話は知っ
ていて、いつ話を聞くか、虎視眈 と々狙ってたと
思うんです。で、今だと思って投げかけた。重要
なのは、こちらだけの問題じゃなくて、藤川さん
との関係ができてるから、あのお母さんも日常会
話の中でさらっとああいう話をしてくれるんです
ね。構えて話をしてないんですよ。それがやっぱ
りあのシーンがすごく生きている理由ですね。も
うひとつ、自分の生い立ちを語るシーンも、お母
さんが料理をしていて、子どもがカメラを遮った
りしますが、ああいうのもすごく効果的ですよね。
日常の営みの中で、彼女が、我々が想像もしな
い体験をしてることが顕になる。そこに深みと奥
行きが生まれている。さすがだなぁと思いました。

藤川　ありがたいです。聞いていて思い出したの
が、最後のほうで、ダニ（長男）とローリー（次男）に、
将来何になりたいかって聞いてるんですが、あん
なことを聞くつもりじゃなかったんですよね。たま
たまあそこでああやって撮っていて、陽の感じも
すごく良くて、ふっと話しかけたというか。でも確
かに、今だったらいいなというタイミングはすごく
うかがってたんだと思います。

小原　Supa Layme一家にカメラを向けるにあ
たって、心がけていたことはありますか。

藤川　先ほど村上さんにおっしゃっていただいた
ように、カメラの前に子どもが立っても、どいてと
かは一切言わないようにしていました。僕が彼ら
の生活に入らせてもらって撮らせてもらってるん
だし、そもそも僕がいるだけで邪魔なんだから、
それ以上迷惑はかけないようにしようと。あとは、
カメラは三脚に載せて撮ることですね。最初に
手持ちはしないと決めました。手持ちでは一回も
撮ってないですね。

小原　この映画を見て、広大な時間や空間を感
じるけど、それはあの場所だからという理由だけ
じゃないと思います。今の話につながるんですけ
ど、ひとつはフィックスの画の効果、人がフレー
ムアウトしてもカメラを動かさないことによって、
フレームの外が鑑賞者の頭の中に広がっていく。
そういう効果が確かにあった。もうひとつは、逆
にカメラを動かしたときに、その画を撮っている
藤川くんの存在を起点にして、藤川くんの前後
左右に広がっている空間も僕らは同時に受け
取っている気がする。そのことと、この映画を見
たときに感じる空間的な広がりは無関係じゃない
んだろうなと思いました。

藤川　本当は、カメラをまったく動かさずにパン
もしないと思ってたし、自分から話しかけたりもし
ないって決めてたんですけど、決めたところで気
がついたらカメラを動かしちゃうし、話しかけら
れたら答えちゃうんですよね。だから、それはそ
れでいいかと思いながら撮ってました。
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われます。ラストシーンはこの映画の監督である
藤川くん自身のいろんな気持ちが滲んでいたと
同時に、とても映画的な終わり方だなとも思いま
した。

藤川　あれが実際に撮影の中でも最後のカット
で、あのカットを撮ったときに「これで終われる」
と思いました。あれ以降は撮影せずに、編集作
業に入った記憶があります。ただ、彼らと学校や
山の家にいるときは、何を撮ってるんだろうって
毎晩考えていて、怖かったですね。彼らは夜が
早くて、日が落ちたら１８時とか１９時には布団
に入るんです。僕も布団には入るんですけど寝ら
れるわけなくて、２３時、２４時くらいまで毎日も
んもんと考えごとをしていました。最終的には宇
宙とか死について考えるんですけど（笑）、その
手前で「これはどんな映画になるんだろう」って
毎晩考えていて。「ちゃんと撮れてるのかな」「い
や、『ちゃんと』ってなんだ」「そもそも映画って
なんだ」とか、そういうことをずっと考えていた。
考えてもしょうがないし、日が昇ってきたら彼ら
は生活を始めるので、またそれを撮らせてもらう
んですが。だから、日が昇ると潔いけど、日が沈
むとネガティブといいますか、そういう暮らしを
ずっとしていたのは覚えてますね。
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ぎてダメでした」って書いてありました（笑）。

村上　テレビとかＹｏｕ Ｔｕｂｅと時間感覚だけじゃ
なく、撮り方自体もまったく違うんですよ。すごく
印象的なんですけれど、お母さんにインタビュー
するシーンがふたつありますよね。ひとつ目は、
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ると思うんですね。つまり、短期間であの家族を
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いてるんですよ。あのときお母さんは鮮やかな手
付きで毛糸を紡ぎながら、まわりでは子どもたち
が絵を描いたり遊んだりしてる。日常と非日常の
対比が生まれて、すごく効果的になってるんです
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メージが広がっていくんです。
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■ 記録よりも記憶を重視した映画／フラハティ  
    の撮りたかった光　

村上　被写体の方が言っていた「フミト、お前
はその小さな目で何を見てるんだ」って、まさに

「お前はこの映画で何を撮るんだ」って問いかけ
ですよね。それを藤川さんも自問自答してたと思
うんですけど、その答えがこの作品ですよね。先
週『いさなとり』を見て思ったんですけど、藤川
さんの作品は基本的に、被写体と被写体の間に
カメラが割って入らないんですよ。『いさなとり』
は劇映画、ドラマですけど、ドラマだと普通、会
話の場面でカメラを切り替えしたりするじゃない
ですか。一切そういうことをしないんですね。劇
映画だろうがドキュメンタリーだろうが、介入しな
いってことが藤川さんの基本的なスタイルだと思
うんです。もちろん被写体に影響は与えている。
子どもたちがいくら自然に振る舞っていても撮ら
れてる意識はあります。その意識がパフォーマン
スを生むこともあると思うんです。

話がちょっと飛びますけど、藤川さんが学生時代
に博物館に勤めてたっておっしゃってたじゃない
ですか。そして今は文化人類学を勉強されてい
ると。『いさなとり』もそうですが、藤川さんの作
品は文化人類学とか博物学的な視点もやっぱり
あるんですね。その土地に暮らす人々とともに、
その土地の風土とか文化とか歴史を一緒に取り
込んでいる。だけど、この映画は記録映画じゃ
ないと思うんです。記録よりも記憶を重視してい
る。記憶を映像に定着しているから、我々がこ
の映画から受けるのは情報とか物語じゃなくて、
藤川さんが現地で感じた印象とか興味なんです。
だから、すごく心地よくて自由なんですね。

藤川　確かに、記憶っていうのはすごくしっくりき
ました。

村上　だからね、ちょっと長いけどいいですか
（笑）。先週、藤川さんは、小川紳介に影響を
受けたって言ってたじゃないですか。この映画も
小川紳介的な部分はあるんですけど、もっと言う
と、小川紳介が一番尊敬してるロバート･フラハ
ティを想い起こさずにはいられないですよね。ロ
バート･フラハティはドキュメンタリーの父と言わ
れてる人ですが、今から１００年前に『極北のナ
ヌーク』という映画を撮って、これが一応ドキュ
メンタリー映画の原点と言われています。アラス
カの北極圏に住むイヌイットの一家と一緒に暮ら
しながら撮った作品です。その中で、イヌイット
の人たちが氷を削ってかまくらみたいな家を作る
シーンがあるんですが、氷が全部不透明だと中
が真っ暗になっちゃうから、一箇所だけ明かり取
りに、透明な氷を切り取ってきてはめ込むんです
よ。そこから差す光をもとに彼らは暮らしてるわ
け。フラハティは、その光の中で暮らしている家
族を撮りたかったと。だけど、当時のフィルムは
感度が悪いから真っ暗で撮れなかった。しょうが

ないから、かまくらを半分に切って、さも室内で
暮らしてるみたいに演じさせたって言ってるんで
すね。

『Supa Layme』も、室内に差す光のカットがあ
るじゃないですか。あれはたぶん、フラハティが
撮りたくても撮れなかった光だと思ったんですよ。
こう言っちゃなんですけど、北極圏とかアンデスと
か、我々から見ると地球の果てみたいなところで
も、我々が暮らしている都会でも、光は平等に
降り注ぐじゃないですか。その光の中で我々は
生きて暮らして死んでいく。その天からの恵みと
いうか、平等に差す光みたいなものをフラハティ
は撮りたかったと思うんです。ああいう光のカッ
トって、これまでの映画でたくさん撮られてるけど、
僕が思うに、フラハティ的な意味であの光を捉
えたのは、１００年後に現れた藤川監督なんじゃ
ないかなって。ちょっと褒めすぎたけど（笑）、僕
はそう思って、ものすごく感慨深かったんですよ。

小原　あのカット、印象的ですよね。壁の隙間
から光が射し込んでいて、その光を辿っていくよ
うにしてカメラも動く。他のカットのカメラの動き
とは決定的に違う何かがあるように思えました。

藤川　ありがとうございます。高地で酸素も薄い
し、ずっとぼーっとしてるので、ただ必死に撮っ
てたんですけど。今思い返すと、光に吸い寄せら
れる虫みたいな気持ちだったのかなって思いま
す。すみません、全然フラハティっぽく言えない
ですけど……。
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■ 一家が山を下りた理由　

村上　一家が町に下りなければならなかった理
由、それをあらためてうかがえますか。

藤川　彼らは、僕から見たらすごく豊かな暮らし
をしてるなと思いながら撮影してるんですが、貨

幣制度とか、ある種の面で見ると、ペルーの中
でも持たざる者なわけです。アルパカの毛を刈っ
てたシーンがあると思うんですけど、年に１回、
アルパカの毛を収穫して町の業者に卸して得る
お金が唯一の現金収入で、それも、アレキパっ
ていう町で働くサラリーマンの月収にも満たない
ぐらいなんですね。でも、ふもとの村までキャラ
バンを組んで行って、アルパカの肉や毛と、じゃ
がいもやとうもろこしを物々交換したりして、お金
がなくてもああやって暮らしていけるんです。

それでも都会の暮らしにあこがれてしまうのは、
悪い意味でのグローバリゼーションというか、そ
ういう影響がすごくあるなと思っています。彼らも、
自分たちの暮らしに自負はありつつも、お金がな
いのはいけないことなんじゃないかみたいな、自
分たちを卑下する視点みたいなものが確かに
あって。あとは、子どもの教育ですよね。あそこ
は小学校までしかなくて、中学校になるとみんな
山を降りて一人暮らしをするか、親戚の家に預
けられるか、寮に入るかです。あの一家は、家
族と離れたくないって思いが強かったので、長男
が中学校に入るのを機に山を下りようかって。
そういう複合的な理由で山を下りることになった
んです。

映画では撮ってないんですけど、ベロニカ（お母さ
ん）は、引っ越した当初は山が恋しくて毎日泣い
ていて。見たら分かるんですけど、全然いいとこ
ろに暮らしてないんですよ。地主さんのトラクター
が置いてある敷地の納屋の２階みたいなところで
暮らしていて、ハエがすごいんですよね。山の上
にいたらあんなにハエはいないです。僕も引越し
先にいると一週間に一回は熱が出たり、子どもた
ちも病気がちになったり、明らかにいい影響はな
いんですけど、それでも子どもたちは毎日学校に
行けて、綺麗な制服を着れることが嬉しかったり
するわけです。ビセンテ（お父さん）も、家族が一
緒にいられることが何より嬉しそうでした。だか
ら、日本から来た僕の勝手な目線で、山のほう
が良かったよとか、そんなことは決して言えませ
ん。彼らがこれからどうなるのかを僕はずっと見
続けていきたいなってことだけで。その答えは、
彼ら自身もまだ分かってないといいますか。

小原　『Supa Layme』を見ていると画面の向こ
うとこちらの遠近がゆらぎます。最初アンデスの
広大な山岳地帯がバーンと映って、遊牧民の暮
らしが映って、父親がテロに襲われたというエピ
ソードが出てきて……僕らの住む世界とはやっぱ
り違うように見えるんだけど、彼らの着ている服
とか帽子とかは僕らとそう違わないし、スマホも
僕らと同じように使っていて。でも、将来何にな

りたいかと聞かれた少年の「おまわりさんになり
たい。でもおまわりさんになったら強盗に殺され
ちゃう」といった言葉が僕らの不意を突くように
差し込まれる。あの少年の瞳の中にあるものを
理解するのはやっぱり簡単なことじゃないと思っ
たし、こうした遠近のゆらぎの中に彼らがこれま
で続けてきた暮らしのかたちのひとつの終わりも
編み込まれていくような、一筋縄ではいかない映
画時間だと思いました。



■ 最新作『ひかりのどけき』

村上　実は、藤川監督はすでに新作の劇映画
をお撮りになっているんですけど、それはこの広
大なアンデスの風景とは真逆の、マンションの一
室で展開する、これまた家族の物語なんですよ
ね。僕がすごく納得できるのは、こういう広大な
場所で撮ろうが、日本のマンションの一室で撮
ろうが、場所とか文化とか生活とか関係なく、人
間の営みってものをどこでも撮れるんだっていう
自信があっただろうということです。予算がない
とか、そういうこともあるんでしょうけど、でも俺
はそこで勝負できるんだっていう自信のもとに生
まれた作品だと思います。これから上映もしていく
んですよね。なんという作品でしたっけ。

藤川　『ひかりのどけき』という映画です。今後
上映していきたいなと考えております。

村上　これも素晴らしい作品なのでぜひ見てい
ただきたいですね。

小原　そろそろお時間でして、最後にお二人か
ら告知をお願いします。

藤川　１１月の終わりごろから新宿のＫ'ｓシネマ
で「ペルー映画祭」が開催されます。その中で
『Supa Layme』も上映していただきます。ペルー
は、海岸地域、アンデス地域、熱帯雨林地域と、
気候が大きく３つに分かれていて、地域ごとに言
語も違えば格好も違うし、暮らしも音楽も違いま
す。そういうペルーの多様性みたいなものが集
まった映画祭だと思いますので、興味がありまし
たらぜひお越しいただけると嬉しいです。

村上　ウェブ開催になりますが、山形国際ドキュ
メンタリー映画祭で上映があります。震災から１
０年が経った今、４人のドキュメンタリー作家が
何を撮るかというオムニバス風のドキュメンタ
リーで、『１０年後のまなざし』という作品です。
その中の一話を僕が撮ってまして、もしよければ
ご覧いただければと思います。１０月１０日にウェ
ブで上映があります。

小原　ありがとうございます。『東京干潟』も『蟹
の惑星』も、ずっとどこかで上映されてますよね。
村上さんの作品も本当に素晴らしいので、ぜひ
見ていただければと思います。では、お時間にな
りましたので、今日のＫＡＮＧＥＫＩはこれで終了し
たいと思います。藤川史人監督と村上浩康監督
でした。どうもありがとうございました。
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村上　一家が町に下りなければならなかった理
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するわけです。ビセンテ（お父さん）も、家族が一
緒にいられることが何より嬉しそうでした。だか
ら、日本から来た僕の勝手な目線で、山のほう
が良かったよとか、そんなことは決して言えませ
ん。彼らがこれからどうなるのかを僕はずっと見
続けていきたいなってことだけで。その答えは、
彼ら自身もまだ分かってないといいますか。
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らしが映って、父親がテロに襲われたというエピ
ソードが出てきて……僕らの住む世界とはやっぱ
り違うように見えるんだけど、彼らの着ている服
とか帽子とかは僕らとそう違わないし、スマホも
僕らと同じように使っていて。でも、将来何にな

りたいかと聞かれた少年の「おまわりさんになり
たい。でもおまわりさんになったら強盗に殺され
ちゃう」といった言葉が僕らの不意を突くように
差し込まれる。あの少年の瞳の中にあるものを
理解するのはやっぱり簡単なことじゃないと思っ
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で続けてきた暮らしのかたちのひとつの終わりも
編み込まれていくような、一筋縄ではいかない映
画時間だと思いました。

村上　この一家は映画をご覧になったんですか。

藤川　完成形は見てないんですけど、山を下り
るところまでは見てますね。僕が日本で映画の
資金を貯めてペルーに戻ったときに、山から下り
て３～４ヶ月経ってたんですけど、すでに山の暮
らしが恋しかったらしくて、みんなで笑いながら
食い入るように見てました。僕もスペイン語がす
ごく下手なんですけど、彼らもスペイン語は第一
言語じゃなくて、特にベロニカは小学校３年まで
しか学校に通っていないので、ビセンテが「ここ
のお前のスペイン語、すごいおかしいよ」みたい
に茶化したりして。あと、僕は彼らが話している
ケチュア語が分からないので、子どもたちにお小
遣いをあげて、スペイン語に訳してもらいました。

村上　自分たちが映画の主役というか題材にな
ることは、どういうふうに認識してたんでしょうか。

藤川　彼らはスマホを持っていて、それで映画
を見たりしているので映画がどういうものかはもち
ろん知ってるんですけど、映画館に行ったことが
ないと話していました。彼らが知ってる映画も、
ハリウッド映画とか商業映画で、ドキュメンタリー
映画と呼ばれるものを見たことはないと思います
し、自分たちが主役の映画ってことも、たぶんピ
ンとはきてないと思います。ただ、日本で機会が
あったら上映したいって話をしたときに、すごく嬉
しそうにしていたのは覚えています。

（会場拍手）

2021.9.4 Space＆Cafe ポレポレ坐にて
採録･撮影＝木村奈緒



■ 最新作『ひかりのどけき』

村上　実は、藤川監督はすでに新作の劇映画
をお撮りになっているんですけど、それはこの広
大なアンデスの風景とは真逆の、マンションの一
室で展開する、これまた家族の物語なんですよ
ね。僕がすごく納得できるのは、こういう広大な
場所で撮ろうが、日本のマンションの一室で撮
ろうが、場所とか文化とか生活とか関係なく、人
間の営みってものをどこでも撮れるんだっていう
自信があっただろうということです。予算がない
とか、そういうこともあるんでしょうけど、でも俺
はそこで勝負できるんだっていう自信のもとに生
まれた作品だと思います。これから上映もしていく
んですよね。なんという作品でしたっけ。

藤川　『ひかりのどけき』という映画です。今後
上映していきたいなと考えております。

村上　これも素晴らしい作品なのでぜひ見てい
ただきたいですね。

小原　そろそろお時間でして、最後にお二人か
ら告知をお願いします。

藤川　１１月の終わりごろから新宿のＫ'ｓシネマ
で「ペルー映画祭」が開催されます。その中で
『Supa Layme』も上映していただきます。ペルー
は、海岸地域、アンデス地域、熱帯雨林地域と、
気候が大きく３つに分かれていて、地域ごとに言
語も違えば格好も違うし、暮らしも音楽も違いま
す。そういうペルーの多様性みたいなものが集
まった映画祭だと思いますので、興味がありまし
たらぜひお越しいただけると嬉しいです。

村上　ウェブ開催になりますが、山形国際ドキュ
メンタリー映画祭で上映があります。震災から１
０年が経った今、４人のドキュメンタリー作家が
何を撮るかというオムニバス風のドキュメンタ
リーで、『１０年後のまなざし』という作品です。
その中の一話を僕が撮ってまして、もしよければ
ご覧いただければと思います。１０月１０日にウェ
ブで上映があります。

小原　ありがとうございます。『東京干潟』も『蟹
の惑星』も、ずっとどこかで上映されてますよね。
村上さんの作品も本当に素晴らしいので、ぜひ
見ていただければと思います。では、お時間にな
りましたので、今日のＫＡＮＧＥＫＩはこれで終了し
たいと思います。藤川史人監督と村上浩康監督
でした。どうもありがとうございました。

２０１９年｜１０３分｜カラー｜１６：９｜ペルー
出 演：Vicente Supa Huamani , Veronica Layme Torres , 
Dani Daniel Supa Layme , Roly Jeferson Supa Layme , 

Reina Elizavet Supa Layme , Jonatan Efrain Supa Layme

監督･編集：藤川史人

藤川史人（ふじかわ･ふみと）
１９８５年広島生まれ。特定の土地に一定期間暮らし、
そこで生きる人々と映画制作を行ってきた。監督作に
「過日来」（２０１２年）、「いさなとり」（２０１５年 PFF
２０１５観客賞日本映画ペンクラブ賞、バンクーバー国
際映画祭招待上映、リマ･インディペンデント国際映画
祭グランプリなど）、「Supa Layme」（２０１９年 リマ･
アルテルナ国際映画祭国内部門グランプリ、パチャマ
マ国際映画祭コンペ部門入賞など）、「ひかりのどけき」
（２０２１年）など。

『Supa Layme』

（会場拍手）

2021.9.4 Space＆Cafe ポレポレ坐にて
採録･撮影＝木村奈緒
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