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この作品は、基本的に、家族の
心の様子を描いたものです。家
族の中でも、それぞれ異なる考
えを持っていることにより、関係
がこじれたりすることがあると思
います。この作品には、女性し
か出てきません。そして、その
女性たちはそれぞれ役割を持っ
ており、観る人は感情移入をして、
同感したりしなかったりすると思
いますが、私はこの作品の解釈
を述べることは避けたいと思って
います。というのは、この作品の
解釈は書き記すことは難しいから
です。観た人によって、それぞ
れ解釈の方法が異なると考えて
います。したがって、解釈は観た
方にお任せをしたいと思います。
家族間の異なる考えによって生じ

る問題をどう解決するかについて
も、それを観た人にお任せした
いと思っています。

Basically this story is about 
family and psychological 
things. Because there are 
various opinions among 
family members, trouble can 
sometimes happen. Only 
female characters appear in 
this f i lm, and they have 
their own role. The audience 
feels empathy, and either 
agrees or disagrees with 
that. I would say that it is 
hard to explain the interpre-
tation. I think that the inter-
pretation is different from 
person to person. I would 
like to leave everyone out 
there to interpret the film in 
their own way. This seems to 
be less problematic.

This film is our final gradua-
tion work.  We wanted to 
show another way of seeing 
this incurable disease, as 
poetically as possible. It took 
6 months to make - 3 months 
to research and 3 months to 
complete the animation. We 
wanted to inform people 
about this disease without 
making them afraid.  We 
decided to film the animation 
in both monochrome and 
color. The monochrome, rep-
resenting reality was filmed 
at 6 frames per second. The 
color, representing memories 
was filmed at 12 frames per 
second. This technique was 
u s e d  t o  s h o w  t h e  t w o  
extremities of this disease.

この作品は私たちの学校最後の
卒業作品です。アルツハイマーと
いう治療不可能な病気をできる
だけ詩的に、違った見方で表現
したかったのです。3 カ月調査し、
3 カ月で制作、計 6 カ月で完成
しました。私たちはアルツハイ
マーについて人々を恐れさせるこ
となく語りたかったのです。モノ
クロとカラー両方を使うことにし
ました。現実を表現するモノクロ
のシーンを1秒ごとに6フレーム、
記憶を表現するカラーのシーン
を 1 秒ごとに 12 フレームにしま
した。この技術はアルツハイマー
の両極を表すことに使われました。
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この作品は５人の監督によって
制作されましたが、私だけが来
日しています。私が全体の方向
付けをしました。この作品に取
り掛かるにあたり、私と同世代
の５人にインタビューをしまし
た。そこで驚いたのが、会話
をしたいが、できないという人
が多かったことです。結局、こ
の作品は子供の父親に対する
裁判のようなものになりました。
しかし、子供が父親を一方的
に攻める裁判ではなく、父親の
リアクションも描きました。それ
がこの作品のコアの部分になり
ました。

This film was made by five 
directors, but unfortunately 
I am the only one who came 
to Hiroshima. I am an over-
all director. Before working 
on this film, I interviewed 
five people of the same gen-
eration as me. I surprisingly 
found that most of them 
want to have a conversation, 
but can’ t. This film is like a 
trial  from kid to father.  
However, it is not just a one 
way attack from a kid, but 
also depicts a father’ s reac-
tion to his kid. That became 
the core of this film.

‘Ishihara’ came from my per-
sonal experience of color 
blindness. My brother and I 
are color blind. I also did 
some interviews with other 
color blind people. Before 
this film, I was working with 
American composer Steve 
Reich. I got inspiration from 
one of his pieces and thought 
it would be good for this film. 
I composed music based on 
his original version. I knew 
that I wanted to use music 
from a modern composer. For 
me, there is a connection 
between their music, science, 
math and emotion, and I 
knew it would fit the image.

「イシハラ」は私自身の色覚障害
の経験が元になっています。私
の兄弟もそうでした。フィルムを
作る際には、他の色覚障害の人
たちのインタビューも行いました。
この仕事の前に、アメリカの作曲
家、スティーブ・ライヒ氏と仕事
をする機会があり、彼の音楽か
らインスピレーションを受けまし
た。このフィルムにぴったりだっ
たので、彼のオリジナルヴァー
ジョンから自分で曲を書きおこし
ました。元々、現代の作曲家の
曲を使おうと考えていました。と
いうのも、そうした音楽は、科学
や数学、感情といったものとつ
ながりがあり、イメージに合って
いると思っていたからです。

ヨアヴ・ブリル
Yoav Brill

イシハラ
Ishihara

ダーヴィト・ブオプ
David Buob

ザ ハウス
The House

ジュリエン・ムロン
ヨハン・ロスティ
Julien Mouron
Johann Rosti
アルツハイマー、ア ポストポーンド  リアリティ
Alzheimer-a postponed reality

イヴァン・ボグダノフ
Ivan Bogdanov

ファーザー
Father

８月26日午前11時15分からコンペティション3の監督記者会見があり、各自の作品について語られました
August 26th,11:15am Artists talk about their work

。
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監督インタビュー　DIRECTOR’S INTERVIEW

この度はフェスティバルに参加
することが出来、大変光栄です。
“Taxonomy” は妻が亡くなる３
週間前に完成した、彼女にとっ
て最後の作品です。死を前にし
た彼女が総体的に見たこの世
界は、存在するもの全ては違う
ように見えるけれども、根本的
には全てが同だということでし
た。この地球上に存在する昆
虫も岩も建物も全ては分子から
できた同じ存在なのだと。最後
は病に侵され完成さえ危ぶまれ
ましたが、それでも毎日数時間
でも作業し完成させた作品です。
彼女が生涯を通じてテーマとし
てきた「変容」を彼女が描い
た絵と私の音楽で表現した ”
Taxonomy” をより多くの人に見
ていただければと思います。

I ’ m real ly  honored to  be 
invited to this animation festi-
val. “Taxonomy” is the last 
work of  my wife.  She had 
finished this film three weeks 
before she died. When she was 
facing death, she realized that 
everything  in  th is  wor ld  
seems apparently different, 
but that things are fundamen-
tally the same. For instance, 
insects, stones, and buildings 
are the same, because these 
a r e  m a d e  o f  m o l e c u l e s .  
Around the end of making this 
film, her physical condition 
was serious, and as she was 
only able to work for a few 
hours every day, it seemed 
that even finishing this work 
could be difficult. However, 
her desire to finish this film 
encouraged her to keep work-
ing. I’ d like you to see “Tax-
onomy” and to experience the 
theme of her lifework, trans-
formation, expressed by her 
drawings and my sound track.

「スリーピンコード」の、ポーラン
ド語の原題は「スネポヴィーナ」
ですが、これは「sen（夢）」と
「pępowina（へその緒）」をくっ
つけて私が作った言葉です。その
上に元のポーランド語では「snuć
（編む）」という意味もあるのです
が、英訳の「スリーピンコード」
ではその意味がなくされました。
私は夢遊病であるので、ストーリー
でも現実と妄想、意識があるのと
無いのの移り変わりを捉えたかっ
たのです。夢遊病の人がその二
つの間を行き来するように映像を
見る人も何が現実で何が妄想な
のかが分からなります。
その意識不明の少女を囲む三人
の人物を私は「ヘルパー」と呼ん
でいます。彼女を支え、危険から
守ることもあれば、制御し自分の
意志と関係ない方向に誘導するこ
ともあり、少し威圧感がある存在
です。しかし彼らが何を現わらし
ているのかは決め付けづ、観客
の方にそれぞれ意味を考えていた
だきたいと思っています。

The title of the film in Polish is 
“Snępowina” and it is a neologism I 
created made from the words “sen” 
meaning “dream or s leep” and 
“pępowina” meaning “umbilical 
cord”. An extra meaning of the word 
“snuć” meaning “weave” is also 
included in the original Polish but 
that is subsequently lost in the 
English translation of “Sleepincord”. 
The film explores the shifts between 
reality and dreams, the conscious 
and unconscious, and is based on 
my own sleeping habits. I suffer 
from sleepwalking disorder and 
therefore the viewer is never sure 
what is reality and what is a dream, 
just as the sleepwalker balances 
between the two.
I have named the three characters 
that surround the unconscious girl 
as “the helpers”. They can be seen to 
both support and prevent her from 
harm, but also to direct her against 
her  w i l l ,  and  are  a  somewhat  
unnerving presence. However who 
they are and what they represent I 
have left open for interpretation to 
give people freedom to attach their 
own meanings and thoughts. 

1980 年から毎月路上の証明写
真撮影機でセルフポートレイトを
撮るプロジェクトを始め、途中で
妻や子供がこのプロジェクトに加
わりました。現在も続いており、
今後も継続して私が死ぬ日まで
撮り続けたいと思っています。も
し子供が興味を持てばその後も
引き継いでくれるかもしれません。
これを始める 5 年前から現在ま
で 35 年間継続中の、飲食する
もの全てをノートに記録するプロ
ジェクトに取り組んでいるため、
何か視覚的なものに取り組みたく
なってこのプロジェクトを始めま
した。今では自分の写真を撮るこ
とは歯を磨くのと同じ位私の日常
生活の一部になっています。

I started this self-portrait 
project  in 1980 with the 
public photo machine on the 
road. And my wife and child 
joined in along the way. I am 
still working on the project 
now, and hopefully want to 
continue until I die. My child 
could inherit it, if he is inter-
ested. As I already had a con-
ceptual project, started five 
years earlier, where I keep a 
record everything I eat and 
drink for 35 years, I wanted 
to do something visual for 
this project. Now taking the 
portraits for the project has 
become one of my routines, 
just like brushing my teeth.

‘The Tongueling’ は初めての作
品でした。終わった時には、「こ
んなもの誰にも見せたくない！」
と思っていました。しかし、周
囲が「よかったよ」と言ってくれて、
「そう悪いものじゃないのかもし
れない」と思い始めました。日
本に来て作品についてお話して
いる今では、最高だって思えます。
ストーリーは結末から考えてい
きました。子どものころ、ラスト
シーンと同じようなことをして、
「二度とやるんじゃないよ」と母
に叱られました。もちろん、や
るなと言われれば、やってしま
うものでしたが。そこから想像
を広げて、他のキャラクターが
舌で何をするのかを考えました。
どうぞ、楽しんでください！

The Tongueling was my first 
film. When I finished, I felt 
“Gosh! I hate it. I don’ t want 
to show this to anyone!” but 
after everyone had seen it 
and said “It was OK” I began 
to feel “Maybe it wasn’ t that 
bad”. Now I’ m in Japan, 
talking about it, I feel great. 
The story grows from the 
last scene. When I was little, 
I did just the same as in the 
last scene. My mother said, 
“Never, ever do that again!” 
Then I had to do it. Starting 
from there, I imagined what 
other characters would do 
with their tongues. Please 
enjoy!

記者会見　PRESS CONFERENCE

この場所にいる事がとても幸せ
です。今までに訪れたなかで最
高の映画祭だと思っています。
私の作品「Chinti」(ヒンディー
語で「蟻」) は、自分でタージ
マハールを建てる決心をした蟻
の話です。タージマハールの近
くに住んでいた時の感動がアイ
ディアのもとになったのですが、
周りにたくさんの虫がいたこと
にも着想を得ました。ロシアに
戻ってから、短編を作りたいと
思い、インドで親しまれている
様々なお茶の葉を使う事を決め
ました。とても良い発想だった
と思います。背景は実験的な
試みで、コンピューターソフト
ウェアと砂アニメーションの手
法を使っています。

I am very happy to be here, 
it is the best festival I have 
ever seen.
About my film, “Chinti” (ant 
in Hindi), it is about ant, 
who decided to build his own 
Taj Mahal.
When I was living near the 
Taj Mahal, and I was really 
impressed by that, there 
were a lot of bugs below it.
After I returned to Russia, I 
decided to create a short 
film, and I used many differ-
ent kinds of tea, which is 
very  popular  in  India ,  I  
thought it was a very good 
idea.
The  background i s  very  
experimental, and it is a 
combination of techniques 
using software and sand ani-
mation.

布団という作品には、ストーリー
やキャラクターはないんですが、
私の中にある体とか、頭の中に
ある感覚をイメージ化した作品
です。私はいつも感覚で作品を
作っているので、言葉で説明す
るというのが自分でも結構難し
いところがあります。
それでも見ている人が、私の作
品を見て、その人の体の中で
共感してくれる部分があればと
ても嬉しいと思っています。

Futon does not have a story, 
or any characters. I just 
want to express my physical 
feelings and also the psycho-
logical feelings that only 
exist inside of me. I created 
this film from my senses and 
feelings, so it is very difficult 
to express those in language.
However, if the audience 
have any sympathy deep 
inside of their bodies, that 
will be my pleasure.

この作品は、学校の卒業制作とし
て作り始めました。なので、学校が
様々な準備や情報を提供してくれま
した。広島国際アニメーションフェ
スティバルはとても有名で、教室に
もいつもポスターが張ってあったの
で、ずっと前から知っていました。
タイトルである「M’ échapper de 
son regard」は、フランス語で他
人の目線から逃げるという意味です。
作品の中で鶏を使った理由は、鶏
でなければならなかった理由は特
にありませんが、人間に虐待的に
殺され食べられていく、弱く、力を
持たない動物を選びたかったので
す。学校で他の作品も手掛けなが
らこの作品を作り、一年かけて制作
を終えました。今回初めて日本に
来ましたが、全てがとても綺麗で、
日本人のみなさんはとても優しく心
が暖かいと思いました。昨晩は広
島のホテルに泊まったのですが、
たくさんの人に助けてもらい、とて
もありがたかったです。

I made this film as a senior, so 
my school prepared various 
things. This Hiroshima Inter-
national Animation festival is 
so famous and the poster was 
a l w a y s  p u t  u p  s o  I  h a v e  
known about this for long 
time. ‘M’ échapper de son 
regard’ means escape from 
other ’ s eye in French. The 
reason why I used chicken in 
this film is, actually I did not 
have to use chicken, I had to 
choose animals that are weak, 
killed abusively and eaten by 
people. I made this film in one 
year with others in the school. 
I came to Japan for the first 
time, but I feel everything is 
beautiful and everyone is kind 
to me. I had trouble in the 
hotel last night but many 
people helped me. I was very 
thankful to them.

“I finally produced ‘Border-
line’ last year, in 2011, after 
having played with the idea 
for about three years, and 
once I had the story it took 
me a year to make. I am a 
big fan of lonely characters, 
and this animation docu-
ments the numerous suicide 
attempts of a border guard. 
My guard is suicidal, but I 
tried to keep some humor in 
the story.  Sometimes in 
Zurich, if you don’ t have 
shoes or money, the border 
guards won’ t even let you in! 
What  I  l ike  most  about  
making films is that they 
are always a souvenir of a 
point of your life. Lastly, I 
have to say that it is finally 
a great pleasure to be able to 
visit Japan!” 

3 年間の構想と 1 年間の制作
の末、2011 年にボーダーライ
ンを完成しました。私はいつも
孤独の中にいる人がとても好き
で、この作品には国境警備員
の多数の自殺の試みが見られ
ます。主人公が何度も自殺しよ
うとしますが、ユーモアの残る
ストーリーに仕上げました。
チューリッヒではたまに靴やお
金なしでは入国が拒否されます。
私が映画製作において一番好
きなことは、映画がいつも人生
のある時期の置き土産になるこ
とです。日本に来ることができ
てとても嬉しいです。

監督インタビュー
DIRECTOR’S
INTERVIEW

26 日のコンペティション 4 の監督
に語っていただきました。
Directors of Competition4 talked 
about their films on August 26th.

マルタ・パジェック
Marta Pajek

スリーピンコード
SLEEPINCORD

ユリ・エー
Yuri A

ファミリー
Family

ケン・フィールド
Ken Field

タクソノミー
Taxonomy

エッリ・ヴオリネン
Elli Vuorinen

ザ タングリング
THE TONGUELING

ナタリア・ミルゾヤン
Natalia Mirzoyan

チンティ
Chinti

チェン・チェン
Chen Chen
エスケープ ヒズ ステア

Escape his stare

水尻 自子
Yoriko Mizushiri

布団
Futon

ダスティン・リス
Dustin Rees

ボーダーライン
BORDERLINE
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ASIFA PARTYASIFA PARTY
We enjoyed Well, as you can see…Everyone was drink-

ing, mingling, and having a lot of fun! See 
if you can spot the Lappy Staff!

ご覧のように　観客も監督も映画祭スタッフも飲ん
でミングルして楽しんで！
ラッピースタッフがどっかにいる．．．かな～？？


	LP5_P1-8
	LP5_P2-3
	LP5_P4-51
	LP5_P6-7

