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残念ながらレナが広島に来
ることができなかったので、
プロデューサーの私が彼女
の代理として参加していま
す。ディレクターのレナ・フォ
ン・ドェーレンにとって、これ
が最初の作品です。彼女が
まだ学生だったころから作
り始めた作品で、学校との
共同制作となっています。
このフィルムは、自由と友情、
恐れと危険についての物語
です。シンプルで誰にとって
もわかりやすい内容です。
子どもが見るのにも良いフ
ィルムです。しかし、とても重
要なことが描かれています。
（小鳥の物語なのですが）
彼は飛ぶことを覚えなけれ
ばならなかった。それが自
由の獲得だったからです。

Unfortunately, Lena 
could not come to Hiro-
shima, so I came here on 
behalf of her as a 
producer. For director 
Lena von Döhren this is 
a first film. She started 
making the film when 
she was a student, and it 
created co-working with 
the educational institu-
tion.

この作品は、私の好きな曲
をもとに作ったものです。私
は小さい頃からアルゼンチ
ンの伝統的なタンゴが非常
に好きでした。数年前、この
音楽をもとにした話を作ろ
うとしました。ピクシレーシ
ョンのテストなどをした結
果、最終的にこの作品を完
成させることができたので
す。最初、この作品を作り始
めたときに良い着想を求め
てフランスに行きました。ピ
クシレーションがとても難
しいと思う一方で、とても興
味深く、また魅力的だと感
じました。撮影地は春と夏
は特に天候が安定せず、雲
が多い場所だったので、全
体の3割の撮影を終わらせ
る為に50日も費やしてしま
いました。

The origin of this film is 
music. When I was a 
really young child, I liked 
classic tango songs from 
Argentina. Some years 
ago, I decided to create a 
story that are based on 
the music I liked for long 
time. I tried some tests 
using pixilation, and 
finally I could make this 

work. At first, I went to 
France without any idea of 
what to do. I found pixila-
tion interesting and 
attractive although I was 
thinking that this is 
extremely difficult. In the 
region where I took this 
film, the weather condi-
tions are really unstable, 
especially during the 
spring to summer period, 
because we have a lot of 
clouds, and we had to 
shoot for 50 days outside 
in order to get only 30% of 
the film.

私はフランスを拠点にカル
トブランシュという会社で、
主に日本の若手監督の作
品の配給や製作、企画を行
っています。今回の和田淳
さんの作品のプロデュース
を行いました。このフィルム
は、フランスのサクレブルー
プロダクションと共同制作
です。ここ数年、和田さんの
作品は海外の映画祭で非
常に高い評価を受けてい
ます。私自身も和田さんの
作品のファンであり、ぜひ
海外で和田さんの新しい作

品をプロデュースする機会
を持ちたいと考えていまし
た。
今回はこれまでの和田さん
の作品と違い、私たちから
テーマの提示を行いました。
「不服従」というのがそのテ
ーマです。同じテーマでオ
ムニバスの作品集をフラン
スで制作していたのですが、
今回、和田さんが日本人監
督として初めてシリーズに
参加しました。

I am a producer from 
CaRTe bLaNChe, the 
company distributing, 
producing and designing 
works created by Japa-
nese young filmmakers. 
This film was co-directed 
by Atsushi Wada and 
Sacrebleu Productions. 
Recently, Mr. Wada’s 
works are drawing a great 
deal of attention in anima-
tion festivals oversea. I 
personally impressed by 
his work and always 
think I would like to 
make an opportunity to 
produce his new work 
abroad. 
This film is little bit 
different from his past 
films. We set a theme 
“disobedient” and Mr. 
Wada creates the film 
with his interpretation. 
It is one of the omnibus 
films created in France 
and he is a first Japanese 
director to participate in 
the series.

The film is about 
freedom, friendship, fear 
and danger. It is a simple 
film and understandable 
for everyone. It is also a 
nice film for children. 
There is very important 
thing in the film. (This is 
a story about the bird.) 
He had to learn how to 
fly. That is how he 
acquires freedom.

8月24日午後0時15分からコンペティション1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。8月24日午後0時15分からコンペティション1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 24th, 0:15pm Artists talk about their workAugust 24th, 0:15pm Artists talk about their work
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私のアニメーション作品は、35
ミリのフレーム一つ一つに、墨
や普通のマーカーを使って直接
絵を描いてゆくものです。1975
年以来この技法を使ってアニメ
ーションを作り続けています。第
一作目は、「リトル・バニー」でフ
ィラデルフィア国際映画祭に出
品しました。1980年代はじめ、
カナダを旅した際に、木下蓮三
氏と夫人で隔年開催している広
島のフェスティバルのディレクタ
ーである小夜子氏と知り合いま
した。この出会いがきっかけで、
「ヒロシマの蟻」という作品を、
初めて広島に出品したのを名誉
に思っています。その後、「愛と
平和」「キモノ・チャイニーズ・フ
ァンタジー」他ずっと出品し続け
ています。今回は「ジャパン・ファ
ンタジー」を出品しています。

いつも私の作品を受け止めてく
ださるフェスティバル・ディレク
ターの木下小夜子氏の心づか

いに感謝します。氏とフェスティ
バル開催に関わっている皆さん
に、格別の愛と平和をこめて、感
謝いたします。広島を訪れる観
客の皆様を、広島市はあたたか
く受け入れ、日本人の深い友情
を示してくれることでしょう。

常に、広島アニメーションフェス
ティバルに注目しています。

2012年8月16日カラカスにて
ホセ・カスティロ

My work consists of making 
an imat ion  mov ies  and  
drawing cartoons directly 
onto  a  35mm ce lulo ide  
frame, either with Chinese 
ink or conventional mark-
ers. Using this tecnique 
from 1975,  I  have been 
making animated films. My 
first movie was ‘Conejín’ 
( ‘Little Bunny’ ), which 
participated in the Phila-

delphia International Film 
Festival. At the biginning of 
the 1980s, I had the oppor-
tuni ty  o f  t rave l l ing  to  
Canada to meet Mr. Renzo 
Kinoshita and Mrs. Sayoko 
Kinoshita, the director of 
the Hiroshima Animation 
Film Festival, held every 
two years. Through this 
encounter I had the honor 
to participate in the Hiro-
shima Festival for the first 
time with the movie ‘La 
Hormiga de Hiroshima’ 
( ‘Hiroshima´s Ant’ ). After-
wards and though all these 
years, I have been present 
at the festival with other 
movies of mine like: ‘Amor 
y paz’ (`Love and Peace’ ), 
‘Kimono Fantasía China’ 
( ‘Kimono Chinese Fan-
tasy’), and this present year 
2012, I am participating 
with ‘Fantasía Japonesa’ 
(‘Japanese Fantasy’). 

I want to show my grati-
tude for the attention that 
the director of the Hiro-
shima Animation Festival, 
Mrs. Sayoko Kinoshita, has 
always had for me person-
ally, and for my work. I 
want to send her my most 
special greetings of love 
and peace, and of course to 
all the personnel who make 
the Hiroshima Animation 
Festival possible, to the 
audience I give you a warm 
welcome to the city of Hiro-
shima and I tell  you in 
advance that you will find 
in Hiroshima the great 
friendship of the Japanesse 
people.  

Always keeping an eye on 
the Hiroshima Animation 
Festival. 

José Castillo
August 16, 2012  
Caracas - Venezuela

広島大会に出品し続けるベネズエラの作家
カラカスから愛をこめて広島へ
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助川勇太
Yuta Sukegawa

灯花
The Light

山村浩二
Koji Yamamura

マイブリッジの糸
Muybridge's Strings

パトリック・ドヨン
Patrick Doyon

サンデイ
SUNDAY

DIMANCHE

学生で参加してから、今回
で七回目のコンペティショ
ンです。こんなにも長く、フ
ェスティバルに関わること
ができ、感謝しています。
この作品は時間がテーマで
す。マイブリッジという実在
し、亡くなった人物の直線
的で途切れてしまった時間。
それに母と娘という循環す
る時間を対比させました。
作品の構想をしているころ
に、妻と娘の成長について
話をしたことも発想のきっ
かけになりました。

‘Muybridge’s Strings’ was 
a joint work with 
National Film Board of 
Canada and it completed 
in 2011. The film has 
already been screened in 
other festivals and 
theater. However, I was 
strongly moved when I 
saw it screened yester-
day. The Hiroshima 
Animation Festival is 
special to me. I first 
participated as a student 
27 years ago. Since then, 
it is seventh competition 
for me. I would like to 
thank you all for letting 
me take part for such a 
long time.
The theme of the film is 
the comprehension of 
time. In contrast with 
the linear time of Muy-
bridge, a man who actu-
ally exist and passed 
away, I placed mother 
and daughter as spiral 
flux of time. The germ of 
an idea came up to me in 
a conversation with my 
wife. We talked about my 
daughter’s growth, and it 
was while I was making 
the concept for the film.

The film is about 
freedom, friendship, fear 
and danger. It is a simple 
film and understandable 
for everyone. It is also a 
nice film for children. 
There is very important 
thing in the film. (This is 
a story about the bird.) 
He had to learn how to 
fly. That is how he 
acquires freedom.

thought that nobody 
knows what will happen 
to this. So, I wanted to 
shine a light on those 
people and things that 
are ignored by people. 
That’s how I got the 
inspiration to make this 
film.

The film is based on my 
memory of when I was a 
child growing up in a 
small town in Quebec, 
especially on Sundays. 
There are a lot of memo-
ries that I remember and 
can put into my films. 
For example, we went to 
church,   and to my 
grandmother’s house. 
And now, I remember 
that I only put a coin on 
the train tracks just 
once. Although there are 
memories that can be put 
into the films, there is 
also a fictional element. 
For example, I was not 
alone because I have a 
cousin. I chose to elimi-
nate my cousin so that 
the boy in my film could 
become bored.
By starting with a 
memory or reality, it is 
easier for me to trans-
form my ideas into 
fictional ones.

着想の部分についてお話
します。ある日の深夜、疲れ
て仕事から帰っている途中、
たまたま空を見たら、街灯
が点滅して今にも消えそう
な状態でいるのを見つけま
した。それが3日、4日と続
いたので、誰もこの子がこ
んな苦しい状態になってい
ることを知らないのかなと
思いました。そこで、こうい
うちょっと弱い立場とか、見
捨てられたものとか、そうい
うものに光を与えられるよ
うな作品を作れないかなと
思って、この作品を作りまし
た。

I’ll tell you about how I 
got the inspiration to 
make this film. On my 
way home from the office, 
tired at midnight, when I 
was just looking up at 
the sky, I found a street 
lamp which was about to 
turn itself off. That situa-
tion had been building up 
for three or four days. I 

「サンデイ」は、小さな男の
子が線路の上にコインを置
くという物語です。この作品
は、ケベックの小さな町で
育った私の、特に日曜日の
思い出に基づいています。
私は子供のころの事を非常
にたくさん覚えていて、その
多くをこの作品の中に入れ
ました。例えば、毎週日曜日
に教会に行ったこと、祖父
母のところに行ったこと。私
自身も一度、線路の上にコ
インを置きました。このよう
な思い出をたくさん作品の
中に入れましたが、フィクシ
ョンの部分もあります。例え
ば、私にはいとこがいたの
で、実際には一人ではあり
ませんでした。私は、いとこ
を削除して、その少年が退
屈になるようにしたのです。
思い出や現実から始めるこ
とで、自分の考えをフィクシ
ョンのものに変えやすくな
るのです。

“Sunday” is a story about 
a little boy who puts 
coins on the train tracks. 

「マイブリッジの糸」はカナ
ダ国立映画制作庁との共
同制作として、2011年のは
じめに完成しました。すで
に他の映画祭や映画館で
公開されていますが、昨日、
スクリーニングに立ち会い
感動を覚えました。やはり、
広島アニメーションフェス
ティバルは自分にとって特
別ですね。ちょうど27年前、

ヨングン・キム
Young-geun Kim
イェヨン・キム
Ye-young Kim

シティ
City

too, but we did not just 
represent the city. We 
shot the film thinking 
about different ways of 
seeing things. The theme 
of this film is also the 
city, but we also made 
this film from the 
viewpoint of seeing and 
hearing based on the 
current way of looking at 
things.

Cityという作品は、都市の
骨とか壁とかそういったも
のをすべて取り除いたもの
の中で一日、一日、人々がど
のように過ごしているかと
いうものを表してみました。
基本的には、２Dというのと
３Dというソフトを使いな
がら、全体の４０％にロト
スコープというものを使い、
残りは自分で人形を動かし
たりして撮りました。４ヶ月
かかり、２人で仕上げまし
た。前作の「Shall we take a 
walk?」も街をテーマにして
いるのですが、ただ街を表
すのではなく、それぞれの

見方を考えながら作ってい
きました。街というテーマで
もあるのですが、今現在の
物の見方というのを踏まえ
て、視覚と聴覚にも観点を
置いて作品を作っていきま
した。

We represented how 
people move, and how 
daily life looks like 
without floors, walls, or 
anything except for 
humans in the city. Basi-
cally, we shot the film 
using an application 
called 2D and 3D, and 
we used a Roto-scope for 
40% of the film. The 
remainder was puppet 
work. We worked for 
four months to finish 
shooting. Our previous 
film, ‘Shall we take a 
walk?’ has a city theme, 



3D と伝統的な 2D との両方の良
い点を挙げていただけませんか?
3Dの良いところは、奥行感と安定
感だと思います。対象を動かそう
とするとアニメーターは相当苦労
しますが、3Dでは、非常に簡単に
できます。一方、伝統的な 2D で
は、デッサン表現に力を見いだす
事ができます。

Q4. ディズニーが 3D に移行して
から、新しいものや実験的なこと
を見失っているような気がしてい
ましたが、今日視覚的にも斬新な
作品を観てとてもうれしくなりまし
た。他のプロジェクトや動きを教え
ていただけませんか?
ディズニーが用意する映画制作
の環境は、アーティストにとって安
心できるものです。
4～6ヶ月もの期間、非常に辛抱
強く「紙ひこうき」の制作を見守っ
てもらいながらも、アーティストに
新しい事を試す機会を与えてもら
ったり、創造性を育む環境を用意
してもらいました。今後発表される
作品にも、質の向上が見られるは
ずです。

Q5.セミナーの観客の反応はいか
がでしたか?
皆さん、とても礼儀正しく、しかも
ここぞという時にはしっかり笑っ
たりもしてくださいました。

Q1.白黒のカラーと、ポイントとな
る赤は、日本映画でいえば「天国と
地獄」であり、アメリカの映画では、
それに影響を受けた「シンドラー
のリスト」かと思いますが、それを
ご覧になったのでしょうか? それと
も、独自のアイディアでしょうか?
「シンドラーのリスト」を 意識した
つもりはないのですが、特別な二
人の関係を視覚的に表現しようと
思い、二人の世界をつなぐものと
して赤を使いました。

Q2.音楽について、セミナーでは思
っていたものとは違っていたとお
っしゃっていたように感じました
が、もう少し詳しく教えていただけ
ませんか?
思っていたものと違う音楽という
ことではなく、思っていたものよりも
良い音楽ができたということです。
正直に言うと、子供の頃「魔法使
いの弟子」を観ながら育ってきま
したので、音楽に合わせてアニメ
ーションが動くということはとても
素晴らしいと思っていました。この
作品ではそれを再現しようと思っ
たのです。
音楽ができ上がるのを待ってカッ
ト割りを音楽のビートに合わせる
ことができました。

Q3.3Dと2Dの両方のよい面を採
用したとおっしゃっていましたが、

Q6.制作の舞台裏についてお話し
いただけませんか?
ジョン・ラセターはいかなる理由
や場合であれ、観客の信頼を裏
切ることのないようにと指示をし
てくれました。劇場にいる事も忘
れ、物語に溶け込んで集中できる
ような世界を創造するということ
です。

Q1. The black and white accented 
with red, you can see it in the 
Japanese movie “High and Low”, 
also in the American movie 
“Schindler’ s List”. Did you see 
those? Or was it your own idea?
It was not consciously any-
thing to do with “Schindler’ s 
List". This is more a kind of 
signal that makes the connec-
tion between those two people, 
they were very special.  And to 
be able to see the only color in 
the entire universe makes 
them very special.

Q2. About the music, it was little 
bit different than you expected, 
can you be more specific?
I wouldn’ t say that it’ s not 
what I wanted, I think it’ s 
better than I expected. Hon-
estly, I grew up listening and 
watching “The Sorcerer’ s 
Apprentice”, it was part of my 
childhood.　
The animation moves in time 
with the music, it is a wonder-
ful thing. And I wanted to do 
something like that.
I waited for the music to show 
up and once we got it, we got it 
down to exactly like we 
wanted, even more by synchro-
nizing the beat to the cuts.

Q3. You took the best of both 2D 
and 3D. I was wondering what 
for you were the good things 
about both 3D, and the 2D tradi-
tional animation style?
The good thing about the CG 
is dimension and stability. It is 
very difficult for animators to 
turn a stiff, rigid object, but 
CG can do that effortlessly. 
And in the traditional anima-

tion, you can find the quality of 
the drawings which have the 
energy of expressiveness.

Q4. I feel like since Disney moved 
to 3D, they lost the search for 
new things and experiments, so I 
was very happy to see movie 
today which is visually very new. 
I was wondering if you could tell 
me about any other projects?
I think that in the environ-
ment that Disney has created 
for film making, artists can 
feel safer and more confident, 
and I think it’ s a really nice 
time for upcoming projects.
They let us make “Paperman” 
for 4 to 6 months waiting very 
patiently, letting our artists 
run with new techniques, 
having the trust and patience 
to go with that, and they 
showed us they have a lot of 
trust in creating an environ-
ment which fosters creativity.
You will see the upsurge of 
quality in the upcoming films.

Q5. How about the audience’ s 
response?
The audience of this festival 
was very polite, and they 
clapped and laughed at the 
right times.

Q6. Can tell us about anything 
behind-the-scenes?
John Lasseter, a lot of direc-
tion, he doesn't want to break 
the audience’ s trust, for any 
way or any reason.
By making something you are 
making a world that the audi-
ence can believe in, become 
absorbed in the story and 
forget that they were in the 
theater, and they just go into 
the story.

ディズニーの最新短編作品「紙ひこうき」監督のジョン・カーズ氏が、制作にあたってのインスピレーション、音楽や舞台裏について質問に答えてくださいました。
John Kahrs answers the questions about the inspiration, the music, and the behind-the-scenes of Disney’s latest short “Paperman”.

両方の世界の長所 Best of Both Worlds
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