談

リレー

対

にこそ真の力が存在する
中で永遠に生き続ける命

親父に反発して汗を流す大工の仕事をしたものの

空を見上げる癖が災いして逆に見つけた天職

無我夢中になれるものが自分には必要

ドキュメンタリー映画を難しい暗いと言うのは誤解

記録することから何かに出逢い何かが見つかる

シナリオを超えて見えてくる様々な未知の世界

伊勢
勢真一
真一氏
ドキュメンタリー映像作家
1949年東京生まれ。
『奈緒ちゃん』
『えんとこ』をはじめ、数多くのヒュー
マンドキュメンタリーを製作。
『風のかたち』文化庁映画賞・カトリック
映画賞受賞。
『大丈夫。
』キネマ旬報文化映画第 1 位、
『傍（かたわら）〜 3
月 11 日からの旅〜』キネマ旬報文化映画第 6 位。2012 年日本映画ペン
クラブ功労賞、2013 年度シネマ夢倶楽部賞受賞。近作は『シバ 縄文犬
のゆめ』
（2013 年）
、
『妻の病 レビー小体型認知症』
（2014 年）
、
『ゆ
めのほとり 認知症グループホーム 福寿荘』
（2015 年）
、
『いのちのか
たち 画家・絵本作家 いせひでこ』
（2016 年）
。最新作は『やさしくな
あに〜奈緒ちゃんと家族の 35 年〜』
（キネマ旬報文化映画第 3 位）
。

人の強さに力があるのではなく弱さ
限りある命を生きて死すとも映像の

映画は生きてきた証を伝えるポジティブなメディア

撮影される人をどんどん元気にしてゆく

大人が言う徘徊も子どもが言えば冒険になる

自分に出来るのは粘り強く諦めずにやり続ける事

新潟県三条市生まれ。千葉大学大学院（看護学）時代から認知症の本人
と家族が共に安心して自分らしく暮らしていくことをテーマに活動と研
究を続けてきている。東京都老人総合研究所を経て、2000 年より現所
属。当事者の声を聴きながら当事者や関係者と共にこれからの暮らしや
地域を創りだしていく研究スタイルを模索しながら、長年に亘って国内
各地で脱領域のネットワークを育て、認知症になってからの生きがいづ
くり、認知症の人の行方不明ゼロ作戦、地元の力を活かしたやさしい地
域づくり、本人自らが声をあげて誰もが暮らしやすい社会を目指す当事
者組織「日本認知症本人ワーキンググループ」の活動などを続けている。

観てもらう事で映画は映画になる

認知症介護研究・研修東京センター研究部長

一人でも多くの人に観てもらう真剣な努力を

永 田 久美 子 氏
永田久美子

リレー対談
ドキュメンタリー映画の
記録性が持つ価値

リー映画を観に来る人の年齢層が非

伊勢 認知症に関する映画は﹃妻
の病﹄と﹃ゆめのほとり﹄ですね︒
永田 撮影のスタイルとしては︑ひ

常に高 くて︑ど うして若い人があま
り来ないのかなと考えてみると︑まぁ

とりの人を追いかけて︑最も長い人は

最 新 作﹃やさし くなあに﹄

年ですよね︒

忙しいんだろうなぁとか︑ドキュメン
タリ ーは難しいとか︑面 白 くないと
伊勢

で︑障がいのある姪っ子と家族が 年

か︑暗い等の印象を持たれているのか
なと思いますが︑それは誤解です︒最

間︑頑張って生きたという話です︒
永田 それが映像で残るというの

近︑私の﹁監督のつぶやき﹂というブ
ログにも書いたけど︑
﹁食べず嫌い﹂の

たら 年の記録になっていました︒

永田 人を撮っているのに時代性

も一緒に記録できて︑すごいことだと

感じました︒

伊勢 動画の持っている情報量や

記録性はすごいですよ︒記録映画の

歴史は︑まだ１００年にもなりませ

年 後か

年 後か

ん︒でも 記 録しておくことで︑今の

人 だけじゃな く

１００年後の人に何かを語りはじめ

うと言う真剣な努力が足りないのか

てしっかりした哲学が生まれたかとい

のが一番大事だと思います︒ 年撮っ

伊勢 仕事は︑やり続けるという

か忘れ去っていた変 化を映 像が気づ

す︒突き進んでいる中で︑いつの間に

はなく普通の日常が残されていきま

永田 ドキュメンタリーは特 別で

るんじゃないかな︒

はドキュメンタリー映画を制作されて

もしれないけ ど︑面 白いですよ︑ド

うとそうでもないんだけど︵笑︶ で

かせてくれるものですね︒

と思います︒

は様々な分野にとって︑とても貴重だ

いて︑丁度台湾の映画祭から戻られ

キュメンタリ ー 映 画は︒今の時 代を

も︑自分に出来るのは粘り強く諦め

永田 観ていないのに敬遠する？

様な﹁観ず嫌い﹂じゃないですか︒

たばかりです︒今日は宜しくお願いし

生きている自分や家族や周りの人を

りたいこと︑知りたいことが見え︑持

いと関心を持つことから︑その人がや

未知の世界が見えるん

や歩み︑様々な生き方︑

ていると︑ドラマ以上にいろんな変化

永田 シナリオを超えて人を撮っ

けれど︑それ以上に映像そのものがす

めてもらいたい﹂という気持ちもある

伊勢 つくり手として自分を﹁褒

続的にものごとを考えられます︒と

でしょうね︒

きたので︑パンフレットにも寄稿させ

まりにも衝撃が大きく言葉が溢れて

年前で﹃ゆめのほとり﹄の試写で︑あ

永田 初めてお会いしたのは４︑
５

てくるわけで︑気がつい

で初めて何かが見つかっ

人が作品と出会うこと

で︑それを読む人︑見る

するということが大事

伊勢 ともかく記録

ていただきました︒

うようになりました︒

えなければと︑台 湾に行って強 く 思

もかく入口まで来てもらう作戦を考

勿論︑若い人に観てもらお

50

ます︒
伊 勢 こちらこそ︒新 作﹃やさし
く な あに 〜 奈 緒 ちゃんと 家 族の
年〜﹄の上映で台湾とアメリカに行っ

くてね︒

てきましたが︑日 本以上に反 応がよ

永田 言葉が通じなくても映像で
は伝わるんですね︒
伊勢 特に台湾は若い人が多かっ
たですね︒
永田 若い人が映画に来るという
のはいいですね︒
伊勢 現在日本では︑ドキュメンタ

35

伊勢

35

ずやり続けることです︒

永田 お久しぶりです︒伊勢さん

10

35

35

映像にしているので︑
﹁他人事﹂じゃな
35
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ごい力を持っている事に関心を持って
していく様を記録した﹃妻の病﹄はと

希望が見えるような気がしたという

く時︑手助けが必要な存在が身近に

本人が病気や障がいと一緒に生きてい

る﹂と思う︑
﹁あぁ︑本当にこの人がい

方も多いのでは︒

りね︒その時どうなるんだろうと言

てよかった﹂と思うような感じが﹁受

ても稀有なケースです︒元気な時から

ぐれたドクターでも︑何が起こってい

う不安感を誰もが持っているんです︒

容﹂なのではないかと思います︒

欲しいです︒

るのかわからず︑克明に奥様の変化を

﹃妻の病﹄という映画はきれい事では

永田 ﹃妻の病﹄でも深刻な大変さ

いて︑その人の優しさや様々な 可 能

永田 さまざまなテーマの作品が

書き留めておられたのが印象的です︒

なく︑
﹁自分は妻と一緒に暮らしてい

さむ瞬間がありました︒人間って︑つ

がある中︑本人が鼻歌でタンゴを口ず

伊勢 配偶者が︑そして自分自身

ありますが︑私にも 関 係が深い認 知

伊勢 私の中では︑認知症に対す

うことを体験しても︑認めることが

けない︒共倒れになってしまう﹂とい

長期間に亘り︑しかも症状ではなく︑

症をテーマにした作品︑１本目の﹃妻

るジャーナリスティックな 関 心以 上

らさを抱えながらも面白い面や豊か

性を引き出すんだよね︒
﹁強さに力が

の病﹄は︑どのぐらいで完成したんで

に︑友人夫妻の斗いを﹁記録してあげ

できない︑というのが苦しみに繋がっ

な面が出てきて︑問題もあるけれど

も認知症になるということは十分に

伊勢 主人公の石本浩市さんは友

たい﹂という想いが強かったのは確か

ていたけれど︑奥さんの認知症が更に

捨てたもんじゃないと思わせてくれま

ひとりの女性を撮っていたというのも

人でもある小児科医で︑小児がんの

です︒ただ症状を撮るのだけなら医

進行していく時に︑結局受け容れら

す︒ドキュメンタリーって深刻なテー

あるのではなく︑弱さにこそ力があ

記録を撮っていた 年の間に︑奥さん

学映画でいいわけです︒認知症のこと

れる様になっていくんですね︒これは

マももちろん大 事ですが︑人 間をな

起こりうる︑病気になったり︑老いた

が若年性の認知症になられたのが﹃妻

を新聞や雑誌や放送にわかりやすく

病気なんだと受け止め︑認めて︑一緒

ぞった時に希望が見えてくると言う

貴重です︒小児科の専門医で非常にす

の病﹄を撮るきっかけでした︒

紹介しようというプロ意識はわから

に生きて行けば︑また違った関 係が

病気や症状ではなく
人そのものを記録する

永田 最近は︑認知症のドキュメン

なくはないですが︑その積み重ねが誤

すか？

タリーも増えてきていますが︑普通に

のもすごい方 法 論だと 感じます︒ポ

スターも夫婦睦まじく認知症の本人

築けると思います︒
永田 このご夫婦は奥様が認知症

解や偏見を生んでいますよね︒
永田 問題のところだけが摘み取

暮らしていた女性が時間の経過の中で
レビー小体型認知症を発症し︑変化

緒に歩いている︑絶 対 的な存 在 感の

とご主人が寄り添って︑日常の中で一

時間があります︒事実を撮り続けて

がいることで自分が生きている﹂とい
う面もあったように感じました︒奥

いく中で存在の力が出るということ

になったことで︑ある意味﹁つれあい

なっていたりします︒で

様が認知症になることで︑自身の人

症の人に対する偏見に

も﹃妻の病﹄のご 夫 妻

を観てもらいたいです︒

永田 若者も小中学生もいて︑
﹁認

れますか？

る自主上映会には︑どんな方が来ら

伊勢 永田さんが関わっておられ

生も消えていく様なつらさもあったで

伊勢 撮り続けてきた姪っ子の記

を見て深刻な面もある

種の爽快感がありまし

録︑小 児がんの子ども 達の記 録︑認

しょうし⁝⁝︒

た︒自主上映会が各地

知症の人の記録に共通しているのは︑

けど︑観終わった後︑一

で 開 か れていま す が︑

13 ●月刊公論 2018. 8

られて報 道され︑認 知

ⓒいせフィルム

10

リレー対談
づくんですよね︒

知症のこと﹂をすごく真剣に観て︑気

まに生かされていくことへのつらさや

んですよ︒言われるがまま︑なすがま

伊勢 子どもや若い人は分からな

悲しさ︑みじめさを感じています︒言

られた様な対応が問題になってきてい

葉は優しいけれど︑実 質は本 人の時

ます︒それは︑傍にいないと見えませ

いし︑興味がないと決めつけてしまう

に︑近所の子どもが見ていて﹁おじい

ん︒たまに来るご家族や行政の人は︑

間をコントロールして︑手っ取り早く

ちゃん︑向こうに行ったよ﹂とか︑又

テキパキ動く職員の姿に﹁よく働いて

のは大人です︒認知症になってしまっ

子ども達が公園で遊んでいるのを︑お

いる﹂という印象を受けますね︒

処理してという感じで︑レールに乗せ

年寄りがベンチに座りながら見ている

伊 勢 ここはいいグループホーム

だ︑と思ったりね︵笑︶

永田 本当の意味でじーっとそこ

うまく出来ないというだけで︑誰にで

止めることは出来ても伝えることが

話さないということは︑他の人を受け

ているんです︒傍にいると判ります︒

大間違いで︑いろんな事を考え︑想っ

ね︑等︑傍にじーっといるからこそ見

たり︑もっと出来る事がある人だよ

ど︑も うちょっと 待てば言 葉を 発し

いんじゃないか︑何か言いたそうだけ

つらいんじゃないか︑放っておいて欲し

のか見えてくることがある︒本当は

にいると︑その人がどんな反応をする

伊勢 姉が知的障害の作業所を起

もある人間的なことですよね︒ずっと

ン出 来ないみたいに︑専 門の方が肥

だけど︑それがないとコミュニケーショ

永田 専門的知識やスキルは必要

と思います︒知的障害の人や認知症

症の人は︑ちゃんと分かっているんだ﹂

ムの映画を作ったわけですが︑
﹁認知

﹃ゆめのほとり﹄というグループホー

周 囲がコントロールして本 人を 動か

映画なんです︒

だ行って傍にいて記録していくだけの

通った認知症のグループホームは︑た

で︑主張しないのは仕事が出来ない奴

ね︒大人になって︑主張することが善

えてくるんです︒

話ですが︑公園に散歩に連れて行った

ほとり﹄は認知症のグループホームの

ら︑遊んでいた子ども達がおばあちゃ

き合いも昔からありました︒その後︑

ち上げた事で︑知的障害の人との付

伊勢 ﹃妻の病﹄のあとの﹃ゆめの

緒について行く﹂
って言うんです︒

達は﹁外に冒険に行きたいんだよ︒一

すね︒大 人が言 う﹁徘 徊﹂も 子ども

永田 お互い見守り見守られ︑で

こともあるし︑つながっているんです︒

たお年寄りがフラフラと出ていった時

全員が主人公の
グループホームの記録

があります︒

んと分かり合って話をしているシーン

大化してしまいます︒町での出会いや

の人︑あるいは２︑
３歳の幼児等︑言

す︑ということは 往々にしてあり ま

だという烙印は︑かなりの錯覚だと思

言する 人がいたら 聞 く 人もいないと

言するといい子だと言われたけど︑発

伊勢 子どもの頃﹁はい！﹂
って発

チャンスがあれば︑どんな世代とも関

葉が伝わらない存在は︑物事が分かっ

す︒本人は言わないけど気づいている

それはすごいこ とですよ︒

わりができます︒その方がむしろいい

ていない︑考えていないのかと言うと

永田

と思ってしまいます︒
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るのかなぁ︑と思ったら︑伊勢さんは

キャメラマンやスタッフに指示してや

からテキパキと︑黒澤明さんみたいに

てくれました︒撮 影 現 場で﹁監 督だ

ばあちゃん達は︑そういう 事を 教え

いますよ︒認知症のおじいちゃん︑お

ジャージにポロシャツという所が多い

たことがあるんです︵笑︶一般的には︑

ジを着ていないんですか？﹂と言われ

いますが手を挙げて﹁どうしてジャー

て︑ある 上 映 会で︑施 設の方だと 思

思ったのは︑そ ういう 空 気 感があっ

のグループホームはすごくいいな﹂と

普通だし自然だと思いますよ︒

よう﹂と着替えてきたりする︑それが

ら！綺麗な赤い服︑私も着替えてこ

服で行ったら︑おばあちゃん達が﹁あ

ら赤い服を着て行こうかな﹂
って赤い

う﹂と 言 うけど︑例えば﹁正 月だか

伊勢 ﹁何かあった時に困るでしょ

取っていけるか︑こんな歳の取り方も

あったらもう少し希望を持って歳を

とか難しい事ではなく︑どういう場が

ルですが︑今までの医療や介護の方法

と言う︑とても文学的な優しいタイト

になってしまいます︒
﹃ゆめのほとり﹄

永田 何人かいる職員が︑ひとり

いれば︑暮らしを丁寧に営んでいれば

暮らしを一緒に大事にしてくれる人が

あるんだとか︑又︑認知症になっても︑

憶えにくくて︑とても非人間的な場

なのか︑誰に話しかけたらいいのかも

ただ傍にいてボーッとしてるだけです
んでしょ？
永田 そうですね︑でもあのグルー

を全部切り捨てられて︑職員Ａ︑Ｂ︑

ひとりのつながりや個 人の楽しい話

ね︒職員は皆︑制服を着る︑と︒

ね﹂
って︵笑︶
︒でも撮影する人︑照明
の人︑録音の人︑あるいはマネージメ

伊勢 質問された人は多分批判的

いいんだと︑感じられます︒同じ介護

プホームの職員は︑皆私服ですよね︒

Ｃになってしまうのは︑本人から見て

保 険の制 度の下に︑現 在︑１万 数 千

てひとつのプロジェクトが成り立つわ
な意味だったと思いますね︒

価 値 観 が全 然 違 うんです

小規模なグループホームが出来たの

永田

か所のグループホームがありますが︑

もすごく寒々した光景で︑あの人が誰

ントをする人︑それぞれの役割があっ

けですね︒何もしないでボーッとして
いる人の存在があることで映画が出
来るんだと言うんだけどね︵笑︶

年以上経った今︑何を大事にして

本当に天真爛漫で︑いつもの地のまま

かが脇に追いやられ︑残念ながら管理

永田 そうしていたから︑みんなが

で︑ありのままをカメラの前にさらけ

的な面だけが重装備になっています︒

職員や行政任せにせず︑自分の事と

出せたのは貴重だと思いました︒
伊勢 そのグループホームのリー

画は︑難しいことをやらなくても︑特

して一緒に話したり︑遊びに行ったり

とがない﹂と 驚いていました︒
﹁きっ

殊な環境や装備に大きなお金をかけ

できたらいいな︑と思います︒この映

と 若い男たちが︵俺は別に若 くない

なくても出来る事はあるんだという

観てもらった時に﹁こんな姿︑見たこ

んだけど︑おばあちゃん達から 見る

ことが記録されていて︑どんな研修よ

ダー武田純子さんに完成前の状態で

と若いから︶来たので︑いいとこ見せ

伊勢 この作品は︑みんな︑ひとり

りも人材育成にいいと思います︒

麗に映っているかしら﹂とか︑気にな

ひとりが主人公︒そしてひとりひと

ようと思ったのかしら﹂
って︒
﹁私は綺

るって素敵なことじゃないですか︒
﹁あ
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元気に働いて活躍でき

だ け 早 めに 気 づいて︑

年以 上で︑今はできる

んです︒全部で 人ぐらいいたかな︑

影させてもらった人達に観てもらった

が出来上がった時に︑
﹁福寿荘﹂の撮

がんは不治の病ではないということを

像がたくさん溜まっていました︒小児

元 気に走り 回っていたその子 達の映

した︒分かり易さを大切にするテレ

らうようにしたいなと思って創りま

とそこにいるということを 感じても

り違っていて︑ひとりひとりがちゃん

ても︑
﹁俺は俺だ﹂
︑
﹁私は私よ﹂と言

は︑言葉が出なくて自分で出来なく

題があります︒でも﹃ゆめのほとり﹄

らしになってしま うという 大きな問

に周りに管理される暮

められなくなって︑一気

が出ない︑自 分では 決

も 取ってだんだん言 葉

す︒認 知 症が進んで年

るという傾向がありま

い﹂とか﹁映画は過去に撮影したもの

永 田 ﹁死んだ 事を 理 解していな

けです︒それでいいと思うんだよね︒

いるから﹁いる﹂と受け止めているわ

このおばあちゃんは映像の中に映って

くなられていたんですが︑要するに︑

ていたおばあちゃんは︑３か月前に亡

たの！﹂
って︒そう言われた映画に写っ

のおばあちゃんが﹁あんた︑ここにい

て︒途中で出てきた人を見て︑一番前

自分たちも映っているから︑笑いも出

をしっかり生きたという事を︑伝える

わけです︒映 画はその人がある時 間

ていた人がいなくなるという事はある

う思いで︒認知症でなくても︑撮影し

ら映画の中で生き続けてるんだと言

に元気に夢を語って生きていた︑だか

しました︒
﹁この子達はこの時こんな

う１本﹃大丈夫︒
﹄という映画を製作

に思う存分入れられなかったので︑も

に︑亡くなった子ども達を映画の中

伝えたくて創った﹃風のかたち﹄の時

ビを見慣れていると﹁いったい何を言
くれます︒

う暮らしが実現できることを見せて

おうとしているのか分からない﹂
って

ずに︑説明を待っているという感じね︒

永田 自分で感じたり考えたりせ

る︑いいじゃない︑と思ってもらいたい

ね︒何も出来なくていびきかいて寝て

と言うことがあるけど︑誤解ですよ

がい者〝なのに〟
﹂こんな事が出来る

う小児がんの記録映画をつくりまし

前︑
﹃風のかたち﹄と﹃大丈夫︒
﹄とい

の中で生き 続けるという 事です︒以

えていることは︑ある 意 味 永 遠にそ

きて死ぬんです︒でも︑映 像でと ら

人に 限 ら ず 誰でも 限 り あ る 命 を 生

伊 勢 ﹁ 遺 影 ﹂って︑家 に 写 真 を

います︒

しか出来ない大きな価値があると思

わっていきます︒ドキュメンタリーに

想い︑生きてきた証︑時代の総てが伝

すね︒記 録としてあれば︑観た人の

永田 すごくポテンシャルが高いで

と思いますね︒

伊 勢 ナレーションも 何にもない

な︒生きるということは︑そんなに都

た︒８割は治るようになりましたが︑

飾っていたり︑財布に入れてたりしま

映 画ってすごいと 思 う︑老

から︑でも︑その空気みたいなものを

治るのが難しい２割の同じ病気を抱

すね︒それが動画で残っていると︑声

伊勢 ﹁認知症〝なのに〟
﹂とか﹁障

﹁そ ういう 世 界 があるんだね﹂と 感

合よく︑
﹁こういう事が出来てこの人

えた子ども同士で語り合おうという

とか仕 草とか雰 囲 気とか︑その人の

なったりします︒

じられたら︑力になると思いますね︒

は立派なんだ﹂ではないからね︒

キャンプをしました︒ 年の間撮った

を求めているのか︑と︒

永田 立派に過ごしている認知症

伊勢 勿論︑パラリンピックを観れ

ので︑亡 くなってしま う 子ども 達が

10

映画のなかで
生き続ける人たち
永田 認知症の番組等で注目され

ば﹁すごい！﹂と思うし︑素直に素晴
年から

年の記録を撮った動機も︑
﹁長く生き

ことを感じさせますよね︒先程の

ているのは︑非 常に長い経 過を 辿る

毎 年 出てくるわけです︒前の年には

伊勢

ことが出来るポジティブなメディアだ

50

だ﹂と言うのではなく⁝⁝︒

ⓒいせフィルム

らしいと思いますよ︒
﹃ゆめのほとり﹄

ことです︒認知症は平均

15

20

35
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きたいと言う気持ちで撮りはじめた

ないかもしれない﹂姪っ子を残してお

ています︒ドキュメンタリーを好きで

表情で︑全身で︑ありのままに表現し

くても︑言 葉が出ないもどかしさを

永田

ています︒

け自主上映というスタイルにこだわっ

館のスクリ ーンで観る と︑
﹁生 きて︑

時 間が交 錯している様でした︒映 画

のを配給宣伝の会社が取り仕切って

伊勢 殆どの映画は︑製作したも

の主人公は高知出身なので︑高知の

人が一緒に観るわけですね︒
﹃妻の病﹄

主上映で皆が会場に集まって多くの

せん︒一長一短あると思いますが︑自

で完結してしまって対話は生まれま

が︑それぞれに貸し出して︑自分の中

うになるといいという 声もあります

ＶＤにして誰でも手に入れられるよ

画になるんです︒だから︑編集室やス

違いなく映画は観てもらうことで映

学校の体育館もあります︒そして︑間

ケースもあれば︑お寺の講堂︑教会︑

わせを頂いています︒ホールを借りる

けど是非やってみたいとか︑お問い合

でやっている人や︑やったことがない

伊勢 自主上映自体をずっと地域

と言う様な︑映像の力に共感します︒

消えてゆくってこういう事なんだな﹂

んですが︑どんどん元気になって︵笑︶
やってるのは︑そういうことなんです︒

を開くことも︑繋がりを考えること

浜の波と︑月が雲に隠れたり見えた

タジオで﹁傑作ができた﹂と悦んだり︑

認 知 症のケアの方では︑Ｄ

案外︑撮影されている人を元気にす

になります︒時代や生き方を写し取

上映する形ですが︑配給とか宣伝と

りする様子等︑生きる時間と自然の

キュメンタリーを観たり自主上映会

る機会だからかもしれませんね︒ド

存在をすごくしっかり感じたりでき

永田 撮影されることが︑自分の

るのかもしれません︒

り︑それを通じて今︑自分達はこんな

かいう仕事があることさえ知らずに

上 映 は どの よ う にしてい

らっしゃるんですか？

永田

大工から映画の世界へ
きっかけは﹁空﹂だった

生き方でいいんだろうか︑とハッとさ

映画を創り始めたので︑私は自分で
やっています︒
永田 かなり珍しいスタイルですよ

までは本当は﹁映画﹂じゃないんです︒

を決めたり賞を決めたりしても︑そこ

試写室で映画評論家や皆でベスト

せられる 面があります︒こういう 時
代だからこそ︑ゆったりした時間軸の
ドキュメンタリーを仕事の中で伝えた

たの﹂という感覚で見られて初めて映

さっきの福寿荘の﹁あんた︑ここにい

伊勢 ﹁どこで観られるんですか﹂

画になるんです︒やっぱり観てもらう

ね︒

とか︑
﹁ＤＶＤはないですか？﹂の問い

ということがすごく重要ですね︒

り︑仕事自体を記録として残してい

合わせもあります︒
﹁自主上映でない

事です︒カメラがある事を充分に意識

ちゃんやおじいちゃんの名優ぶりは見

﹃ゆめのほ と り﹄に 出てく るお ば あ

の﹃恍惚の人﹄を演りましたね︒でも︑

けど森繁久彌さんが有吉佐和子さん

い事情もあるから︑ＤＶＤも勿論考

たいと思っている人が家を空けられな

いの子どもがいるお母さん等︑一番観

あります︒認知症にしても知的障が

見てもらいたいという 気 持ちが強 く

化してないんじゃなくて︑映画として

が湧いてきたんでしょうね︒

伊勢さんはあの映像を見ながら音楽

どバリエーションがすごく 豊かです︒

ちゃん達が少 女の様に踊るシーンな

イムマイムのシーンもあれば︑おばあ

湖のほと りで踊っている 物 悲しいマ

音楽は全部マイムマイムのアレンジで︑

くことが大事ですね︒
伊勢 認知症の劇映画は結構あっ

と見られない﹂し︑意地悪してＤＶＤ

して︑それであんなに素敵な﹁芝居﹂

えてはいますが︑基本的には出来るだ

永田 ２本目の﹃ゆめのほとり﹄の

主人公を演じています︒ちょっと古い

て︑どこの国でもだいたい﹁名優﹂が

が打てるのはすごい︒例え言葉が出な
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キュメンタリーはその問題さえ語られ

しゃれでありたいと思っています︒
﹁ド

ので出かけて行ったら︑編集の前段階

意味で︑本当に仕事がなく空いていた

﹁今︑作 品が入ってますか？﹂という

絡があったのですが︑映像の世界では

ですね︒我が無 くて夢

と言う言葉が好きなん

か・・・︒
﹁無我夢中﹂

もまぁ︑夢の中と言う

たんですね︒だから 今

映 画 は︑映 像 も 音 楽 も お

ていればいい﹂と 言 う 人もいますが︑
の膨大に回っているフィルムを１時間

伊勢

自分が﹁あ︑いいな﹂と思うようなこ

の中︑変に︑ちょっと引
いた感じで自分の事を

半ぐらいにまとめる仕事で︑
﹁親父と
同じ映像の仕事だけはやるまい︒あ

とを積み重ねていくことが︑映画を創
る悦びだし︑ポスターも﹁あ︑いいね﹂

冷 静に考えたりしてい

で︑そのことで怒 られ

んなのは一人前の人間がやる仕事じゃ

たり批判されたりする

という様なものを作りたいですね︒

クションに出入りする人からも﹁今度

こともあるけど︑
﹁もっ

たら︑こんなに長 く 続

伊勢 実は︑親父が記録映画の編

うちの仕事も手伝ってほしい﹂と言わ

といいものを創れたら﹂

ない﹂とずっと思っていたのに︑やり

集者だったんですが︑離婚して一緒に

れるようになりました︒そのうち現

と言う事だけを想い続

永田 ところで︑伊勢さんがドキュ

暮らしていなかったので︑思春期の頃

場に出る様になって︑又空を見上げた

けてやって き ま し た︒

ね︒それを払拭するためにも︑もっと

殆ど冷静に考えないの

は親父を憎しみの対象みたいに思って

ら 現 場の大 先 輩 達から﹁入ったばか

もっといいものが創れたら自信を持っ

見てもらう機会が増えていってほしい

かなかったでしょうね︒

いたこともありました︒高校生から

りなのに︑天気をちゃんと心配してる

て﹁是非︑ドキュメンタリーを﹂と後

とうございました︒

な︑と思います︒今日はどうもありが

はじめたら結構面白くて︑夢中になっ

大学生になって︑だんだんそういう感

んだ﹂と︑大工の時とは逆に褒められ

輩にも勧めたいところですが︑人気な

てその仕事を仕上げたら︑そのプロダ

じではなくなってきた時にがんで急に

て︑
﹁これは天職だな﹂なんて思ってや

いんですよね︒ドキュメンタリーをや

きっかけは何でしたか？

亡 くなって︑映 像 関 係の人が葬 式の

永田 そうですか︵笑︶ いいお話

められなくなってしまいました︵笑︶

メンタリーを 撮られるようになった

時に︑親父と同じ仕事をしていると

は汗を 流してやる 仕 事︑と 思って大

す︒その頃︑働くという実感を持つに

でも︑人の向き不 向きなんて分から

てますが︑嘘じゃないんですよ︵笑︶

伊勢 ちょっと面白可笑しく言っ

永田 最初にもおっしゃっていまし

メーションでしょ︒

かじゃないかな？あとは劇映画やアニ

の中で１００人の内５人いるかいない

︵いせフィルム︶

〇三ー三四〇六ー九四五五

〜自主上映の問合せ〜

いました︒

伊勢 こちらこそありがとうござ

誤 解して﹁よかったら うちの仕 事を

工をやっていたのですが︑時々ボーっ

ないよね︒映像の仕事に限らないかも

たけど︑ドキュメンタリーは暗いとい

ろ うっていう 人は︑映 像を 目 指す人

と空を見上げる癖が災いして︑クビに

しれませんが︑始めた時も﹁夢中にな

うようなイメージがあるんでしょう

ですね︒

なっていました︒そんな時﹁今︑空い

る﹂と言う事が多分自分に必要だっ

手伝って下さい﹂と言ってくれたんで

てますか？﹂とプロデューサーから連
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