き く人

大森正夫

で 現在 はその トップとして若手の指導に当たって いる方や、
親 しいベ テ ラ ン脚本 家 た ちか ら、「最 近 の若 い脚 本 家 は、

答 える人

藤川桂介

とにか く基本 的な約束事 を無視 して しまって、ただ、す っ

告発人

正体不明

飛 んだ話 を書 けば いい と思 って いる人 が多す ぎるんです。
それを正常な形 に直すだ けで も、大変な苦労を して しまう
んです。しか も漫画 の原作 に寄 りかか って いるだ けで、オ
リジナ リテ ィが ほ とん ど感 じられな いんです。こんな状態

￨￨、 講義 を終 え
藤り

c 、

をつづ けて いた ら、将来映画 のような長尺 ものなんか書 け

大森教授指定の図書館 へや って来 る。

る脚本家 はいな くなって しまうのではな いのかな」という、

桂 の本の種え込みが見 える コーナーのテーブル を用意 して
もヽ
る大森。

ため息混 じりの訴 えがかな りあるんです。
大森

とですか。

￨￨ よる しくお願 いいた します。
藤り

大森

講義 を終 えたばか りでお疲 れ と思 いますが、しば らく『嵯

つ ま り基本 を無視 する者 が、多 くな って しまった というこ

藤川

む しろ基本 を知 らないと言 ったほうが正 しいんで しょうね。
最近 は、その基本 ということが どんな ことなのか というこ

峨芸術』のためにお付 き合 い くださ い。

ともわか らな い人が いるんで す。結局先輩 たちか ら、そ う
慌ただ しく煎茶を自ら運続

い った ことを、受 け継 いで いな い者が増 えて しまった とい

くる大森。すでにテーブルには、

の ど飴、茶菓子な どが用意 されて いて、対談準備 は整 って

う ことなんです。その上 に、自分 か ら知恵 を出 して面 白 い

いるようである。

脚本 を書 こうという意欲が、まった く感 じられな くな って

￨￨、 荷物 を片づけて、
藤り
着鷹準備。

いる とも言われて いるんです。あま りにも原作者 である漫

ヽ
￨￨と 対座 して、ノー トパ ソコンを開 し
て対談 の準
大森 も藤り

画家 の力が強 くな って しまって いて、脚本家 がその内容 の

備完了。

不備 や、矛盾 に手 を加 えて修正する ということがで きな く
な って いるか らで もあるんですが、そ うな る と、漫 画家 に

大森

藤川

大森

￨￨さ んは これ まで いるいるな ジャンルで仕
早速 ですが、藤り

抵抗 して脚本家 の判断を主張 して しまうと、仕事 を失 って

事 を して こられま したが、大 き く分 ける と「作家」聯]本 家」

しまいます。そ こで若 い脚本家 たちは、ただ漫画 の コマを

ということにな りますかね。

つな いで い くだ けの、無難 な作業 を して収入 を得 るように

一 時「作詞家」の時代 もあ ったのですが、それ よ りも何 よ
りも、も う一 つ「京都 嵯峨芸術大学 メディアデザイ ン学 科

な って しまうんですよ。これで は脚本家 と してのオ リジナ

客員教授」ということも、落 とさな いでおいて ください。

しま います。昔 は、ある程度 力 をつ けな くて はデ ビュウで

いや あ、大変迂 闊で した。すみ ません。

きなか ったんですがね。脚本家 の地位 の向上 のために努力

(大 笑 い)
大森 (大 笑 い)

リティを磨 く機会 も失われ、楽 な方 へ、楽 な方 へ と行 って

してきた私 たち としては、残念 でな らな いことです。

藤川

大森 (愕 然 と して)そ うなんですか・ … 。しか し、もう問題 の核
心 へ突入 して しまったようなんですが、今 回 はアニ メー シ
ョンに憧れ る若 い人たちのために、実作経験者 でな くては

「アニメ大国の危機的未来」

わか らな いお話 を、た っぷ りと して いただ きた くて企画 し
たんです。ところで結論 め いて しまいますが、業界 の先達

藤川

たちは、ア ニ メー シ ョンの未来 につ いて、どんな見通 しを

(本 題 に戻 って)ま 哄 お話 してお きた い ことがあるんです
が、実 はも う何年 か前 か らですが、古巣 であ ったアニ メー
シ ョン世界で、大手の制作会社 の文芸担 当を務 めていた人
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して いるんで しょうかね。
藤川

「こんな状態を続 けて いた ら、
それは、言わず もがなですよ。

バーチ ャル対 談

ア ニメー ションに来来 はある●

絶望的な状況 にな って しまいます。アニ メ天 国な どという

大森

ことは、現場 を知 らな い人 の言 う ことで すよ」という こと

大森、盛ん ,こ ノー トパ ソコンを操作 し始める。

です。

藤 j:￨は その両にお茶を注 いで飲 む。

マス コミの報道 によれ ば、今 や 日本 のア ニ メー シ ョンは、
世界 を制 覇 して いる感が あるのですがね。(こ こぞ と切 り
込 む)突 然 ですが 、藤 川 さん は、今、若 い人 に伝 えた い と

「すべ ては
『宇宙戦艦 ヤマ ト』か ら始 まった

!」

思 って いる こととい った ら、まず どんな ことを挙 げた い と
思 いますか ?

藤川

藤川 (ち ょっと考 えて)流 行 の本 質 とい うものが どんな ものな

実 はあの作 品がテ レビに登 場するまで には、いろいると紆
余 曲折があ ったんです。しか し、そ のへ んのお話 は長 くな

のか ということを追及する意欲 を持 ってもらいたいですね。

りますか ら、害」
愛 させ て いただ きますが、とにか く放映が

最近 は何 か につ けて、無関心 で、流 れの勢 いに負 けて しま

決 まってか らは、毎 日夜 の 8時 か ら 9時 頃までメイ ンスタ

って いる人が多 いので すよ。ち ょっと冷静 にな って、流行

ッフ と打 ち合 わせ があ り、車 で送 られて 帰宅す る と、朝 の

の本質 を見つめてみようという気 持ちにな ってほ しい と思

8時 頃まで に脚本 を書 き上 げな くてはな りませんか ら、食

うんですが、いささか知 識欲 が薄 いんで はな いのかな 。趣

事、入浴 もそ こそ こに、脚本 の執筆 にかか る とい う状態 だ

味的な世界 にばか り興味が走 って しまって・ … 。

ったんです。とにか くこれが私 の将来 を決す るか も知れな

藤川 さんは、これ まで若 い人 のための映像・ … 特 に特撮、

い仕事だ という思 いもあ って必死で した。これ まで ドラマ

アニ メー シ ョン作 品や、小説でダ ン トツの実績 を挙 げてき

の脚本家 と比 べ て、アニ メー シ ョンの脚本家 の地位が極 め

たで しょう。そ こで今 日は、現代 の若者 の文 化 ということ

て低 か ったので、何 とか してそれが改 善 で きな いか という

に焦点を絞 って、お話 いただきたいんですが・ … 。

思 いもあ ったんです。当時大 ヒッ ト中で、私 もかな りの本

藤川 (大 森 の意 図を読んで)そ うなる と、や っぱ リアニ メー シ ョ

数 の脚本 を書 いていた永井豪原作 の『マ ジンガー Z』 とは

大森

大森

ンに関 してということにな るので しょうね。

違 う、大人 向 けのア ニ メー シ ョン とい う注文 で したか ら、

実 は我々 に して も、実戦経験 のある者 は皆無 ですか ら、そ

脚本家 と しての新 たな創 作意欲 を刺激 されて、大 いにや る

のへ んの ことにつ いて、学生 たち とどう向か い合 えばいい

気 にな ったんです。ところが業界 の友人 たちか らは、なぜ

のか戸惑 う ことが 多 いんで す。場合 によ っては、実態 を知

かそのプロデューサー と仕事する ことを止 めたほうが いい

らな い というだ けで、いたず らに否定 して しま った り、批

というア ドバ イスが次々 と飛 び込 んで きま した。その理 由

判 に終始 して しまうことがあ りますか らね 。

は現在 で ははっき りとわか っているのですが、その頃はま

￨￨ た しか に世代 の違 いによる、感1生 の違 い ということにもよ
藤り

大森

った く反対 され る理由がわか りませ んで した。私 は作家 と

るかも知れ ませんね。

しての勝負 を しようと決心 したのだ し、荒野 に丼戸 を掘 っ

そ ろそ ろ本題 に入 りますが、藤川 さん という と『宇 宙戦艦

てや る という気持 ちもあ ったので、一切反対する声 を無視

ヤマ ト』ということになるんで すが、そのあた りか らメ ッ

しま した。

セー ジを発 していただ けますか。

大森

当然 の ことですが、その成果 につ いて は、まった くわか ら
ないんで しょう。

藤川

もちろんです。孤独 で した よ。とにか くは じめはプロデ ユ
ーサー と私 しかいな いんですか ら・・・。それでも燃 えてい
ま したね。ああい った興奮状態 の作業 は、滅 多に味わえる
ものではあ りません。それ まで蓄積 して いた アイディアを
惜 しげもな く脚本 に注入 していきま した。

大森

しか しその結果、これ までは子供 の見 るものだ という認識
で しかなか った ア ニ メー シ ョンを この一 作 で社会 的 に認
知 させる ことに成 功 しま したよね。

藤川

テ レビシ リーズでは、裏番組 の『アルプスの少女』に敗れて
しまいま したが、間もな くその シ リーズを編集 して映画化
した ところ、爆発 的な人気 を得 て しま ったんです。そ して
さ らに劇場用 の作品 で ある『宇宙戦艦 ヤマ ト』を制作 した
ところ、そ の熱気 は頂 点 に達 して い って しまったんです。
フ アンの反応 はまさに熱狂 的な もので、学生 はもちろんの
こと、社会人 の間でも大 きなうね りとな って いきま したね。
時代 にも後押 しされ ま した。管理社会 の 閉塞感 か ら解放 さ
れて、みな宇宙で展開する ドラマに酔 いしれて いったんです。
もちるんあれだ けの超 ヒッ ト作品を生み出す と、私 自身 を
取 り巻 く環境 も一変 して しまいま した。

大森

初期 の 目的達成 ですね。

藤川 (当 時の困惑 した状態を思 い出すように)落 ち着 きた くても、
落 ち着 けな い状態 にな って しまったんです。これ は経験 し

「アニ メー シ ョンを検証 せ よ」

た人でな いとわか らないで しょうね。
大森

もちろんです。しか しとにか くあの作品が登場 したお陰で、
今 やア ニ メー シ ョンは、日本 の代表的なサ ブ・カルチ ャー
と言われるようにまで成長 したんですか ら、何 といっても

藤川君。わ しは この 日を待 って いた。君 はアニ メー シ ョ

告発人

ンにかかわ って 30年 以上 にもなれ ば、ただのめ り込 んで

『宇 宙戦艦 ヤ マ ト』の成功 をな くしては考 え られな い こと

藤川

大森

藤川

ですよね。

いるだ けで はなか っただろう。そのへ んの ことを正 直 に聞

その後『機動戦士 ガ ンダム』も出て きま したが・ … 。監督

かせ てもらいたい。

の冨野 由悠季氏 も随分感謝 して いま した よ。あの頃、中京

￨￨ わか りま した。お っ しゃる通 り『宇 宙戦艦 ヤマ ト』とい う
藤り

地 区で放送 して いた『ガ ンダム 』は、低 視聴率 に喘 いで い

きっか けがで きてか ら、メイ ンライター という責任 のある

たんですか らね。

仕事 をい くつ も任 され るようにな って、若 い脚本家 の指導

￨￨さ ん。あの頃 か ら大分 時間はたちま したが、ア
そ こで藤り

的な作業 も任 されるようにな りま したか ら、アニ メー シ ョ

ニ メー シ ョン界 は時代 と共 に進化 して きて い るんで しょう

ンの世界 へ深 く入 りこんで いけばい くほど(取 り巻 く環境の

か (語 調鋭 く切 り込 む)。

特異 性について興味を持つようにな りました。その結果、次々

実 は、一度 はそんなお話 も しておきた い と思 って いた とこ

とこの世界が抱 えている問題 にも遭遇 していったんです。

ろなんです。この ところ熱狂す る若者 たちの雰囲気 ばか り

大森

藤川

そ こで早速 だが、(い きな り切 り込 む)真 っ先 に気がつ く

告発人

が強調 されて きて しまって、アニ メー シ ョンというものを

の は、あのオーバーアク シ ョン という ことだ。何 で いちい

じっくりと見 つめてみようという1犬 態 にはな って いません

ちああ、大袈裟 な表現 を しな くて はな らな いのかね 。あれ

か らね。

は気 にな らな いのか !?

そ こで どうで しょう。この場 を現代風 に仮想現実法廷 に切

ドラマの世界 か ら移 って来 た私 にとって は、とて も気 にな

藤川

り替えてみませんか。

って仕方がな い ことで したよ。しか しアニ メー シ ョンはす

え っ !?

べ てが絵 なんです。存在感 ということで は、どう して も ド
ラマのそれ とは比較 にな らな い くらいに希薄 です。も し彼
惑 う。

らを 自然な形 で動か し、そ こに起 こる ことを 自然 に表現 し

大森 は構 わず lt話 を進 める。

た とした ら、恐 らく見 ている人 へ の訴求力 というものはほ

思 いが けな い提案 lt

戸

とん どな いに等 しいもの にな って しまいます。すべ ての表
実 はアニ メーシ ョンを冷酷な 目で見て いる告発人を用意 し

― にな って しまうのも、止 むを得 な いのではあ
現 がオーノヾ

てあるんですよ。

りませんか。しか しそ う思 えるようにな るまで には、かな

藤川

お知 り合 いの方ですか。

り時間がかか りま したがね。

大森

いや。いつも彼 は、ふ らっとここへ 訪ねて来 て は、問題 を

大森

告発人

大 きな 目に、大粒 の涙 は言 うに及 ば哄 喜怒哀楽 の表現

、
ζ
らっと帰 って行 くんです。
提起 して また′

も大袈裟な ら、そ こに起 こる事件、事故 も大袈裟 だ。あ ま

藤川

奇特な方が いらっ しゃるんですね。

りにも荒唐無稽 ではな いか。あんたは抵抗感を失 って しま

大森

確 か に。どこの どなたかわか らな いんで すが、決 しておか

ったのか !?

しな人 ではあ りませ ん。この際彼 を入れて、ア ニ メー シ ョ

藤川

いや。アニ メー シ ョンを書 き始 めた頃、お とな しい トーン

藤川

ン問題 を検証 する ことに しませ んか。大分前 に、彼 には伝
えてあるんです。もう、現れ る と思 うんですが・ … (有 無 を

の作品を、試みた ことがあったんです。しか しできてみると、

言わせな い雰囲気 である)。

くな って しま ったんです。そ してやが て、これ はア ニ メー

むむむ (唇 をへ の字 に結んで、覚悟 )。

シ ョン というメディアの特殊 1生 というものなので、他 のメ

どう して も迫 力不足 で物足 りな くて、だんだん我慢 で きな

ディア とは同列 に して批難す る ことはできない と思 うよう
問もな くそ こへ告発人が風 のように登場 して来 る。

にな ったんです。も し否 定 して しま うと、アニ メー シ ョン

片手 にステ ッキを持 ち、やせ形 の体形 に、こけた顔 には特

というメディア自体 を否定す ることにな って しまいますか
｀
ら。短所 に理 由あ りということなんですよ。

徴 が ある八 の字 髭 が ぴん と左右 に張 って いて、一見 して、
趨保守集国の棟梁か と思わせる熟 年 の男である。
賣機 としていて、高齢 を感 じさせな い精憚 さを感 じさせる。
11を 證み つ けなが ら、前 lc
やが てその鋭 bヽ 眼光 で、藤り

立て

たステ ッキの頭部の象牙の飾 りに、両手 を置 いて着座する。
一気 に緊張感が走 る。

告発人

お い、君。短所 に理 由あ りだなんて、開 き直 るつ も りな
のかね !?

大森

『宇 宙戦艦 ヤマ ト』
(慌 てて代 弁す る)た しか藤川 さん は、
の成功 というきっか けがで きたんで、大変忙 しくな ったで
しょう。それでアニ メー シ ョンに対 す る抵抗感が、次第 に

′1‑チ 、
'ル ●談

藤川

そんな ことは あ りませんで した よ。仕事が増 えるのにつれ

て も人 の手 を通 した温 かみ とい った感触 が感 じられ な く

て、かえ って この世界 が抱 えて いる 問題 につ いて、嫌 で も

な って しまったではな いか

る とい うだ けで、デ フォルメす るに して も極端 す ぎて、と

藤川

どう思 って いるんだ ね。とて も芸術 とは言 えな いだ ろう。

(口

朝笑気味)。

(一 刻 あ って、苦 しそ うに)前 進 した ことは したんですが、

だ った ら当然気 にな っていただろう。それが健全な感性

時代 の進展 に従 って、またまた新 たな問題 が出て きて しま

の持 ち主 というもんなのだ。君 はあの どぎつ い色 づかいを

藤川

未業 はあ う1ヽ
'こ

ラクターも美 しく整理 された。しか しただ綺麗 に描 けてい

考 えさせ られるようにな っていったんですか ら・・・。
告発人

Fニ メー シ 晏ン

薄れて いって しま ったんで しょうか。どういうことなんで
すか 。… ?

った ということで しょう。残念な ことです。
告発人

しか しアニ メー シ ョンには、まだ気がか りな ことが 沢山

しかも幼 児 が見 るということを考 えた時、色彩感覚 へ の影

ある。

響 ということを無視で きんだろう

さ らに台詞 の 問題 があるだ ろう。ドラマ と違 って、アニ メ

￨

その ことが真 っ先 に取 り上 げられる と思 って いま した。私

ー シ ョンで は、どう してあんな に しゃべ るのかね。すべ て

も常々そ う思 って いたんで す。しか しテ レビ番組 のアニ メ

の シーンで しゃべ っているではな いか

￨

ー シ ョンは決 して芸術番組 ではな いんです。その点 はち ょ
っと・・・。
告発人 (激 怒)何 !￨テ レビの影響力 ということを考 えた ら、無視
で きないのではな いのか
藤川

!￨

儡辛易 しなが ら、努 めて平静 に)た しかにあの色づか いにつ
いて はいつも不満 を感 じて いま した。しか しテ レビ番組 に
はスポ ンサー という存在があ ります。そのために目立 った
作 品 に しな くて はな りませ ん。あの強烈 な色 づか いも、営
業 を伴 って い る という一 面 もあるので、必要悪 とでもいい
・・。
ま しょうか 。

告発人
藤川

必要悪・ …

1?

そ の ことにつ いて は、私 も充分 に理解 して いるんで す。し
か しそれ に して も、も うち ょっと工夫 して、どぎつ さを和
らげるようにはな らないか と、何度 かプロデューサー に改
善 を要求 してみた ことがあるんです。しか し間 もな くその
疑 間 は、私 の知 識不足で、無理 な要求であ った ことがわか
ったんです。あれ はセルの上 に乗せ てい く、セル絵具 とか
ア ニ メ ックス と言 われ る東 映動画特有 の絵具 と言 われ る
もので、いわゆる、塗 る という感 じよ りもセル の上 へ置 い
て い くというものなんです。中間色 な どという、色 を混ぜ
て作 り出すような作業 はで きな い というのです。も しその
特殊性 を否定 して しまった ら、アニ メー シ ョンは成立 しな
くな って しまうことになるんです。

告発人 (表 情 を険 しくして)そ れでは これか らも、あの ままでい
いと言 うのか !?
藤川

いえ。そ うは思 って いませ ん。いつか は改善 して、理想 の
色 づかいとい うものを開発 しな ければな らない とは思 って
います。時間はかか るで しょうがね。それで も最近 は CG
の進 化 で、色 彩 に関 しては、大 幅 に改良 されて きたん じゃ
あ りませ んか。もうほ とん ど、セル に色 を つ ける という作

大森

業 は CGの 作業 にな って いるはずです。
噂では、トムス・エ ンタテイ ンメン トの「名探偵 コナン」が、
つ いに人間の手作業 を離れて、CGに な って しま ったよう
ですね。

藤川

そ うです。そ うです。最後 まで手塗 りの作業 に こだわ って
きて いたようなんですが、とうとうそれも CGに よる色 づ

藤川

アニ メー シ ョンでは人間関係 の 陰陽 とか、心 の中の葛藤 の

けにな って しまった と聞 いています。これで 日本 のアニ メ

ようなものを絵 の登場人物 に任せる というわ けには い きま

界か ら、手塗 りのセルはな くな って しまったようですね。

せ ん。とにか く動 いて いて も無言の ままで は、その意味が

告発人 (ま だ納得 できず に)し か し結果的 に、それは機械的 に美

わか っても らえ ません。ですか らどう しても、演 技 の補助

しくな っただ けで、温 かみ を失 って しま っただ ろう。キ ャ

のために しゃべ らせな くてはな らな くな って しまうんです。

それ は私 のように ドラマを書 いて いた者 に とっては、とて

告発人 (鋭 く迫 る)だ った ら、いいアーティス トを雇 う努力をす

も嫌 な ことで した。ドラマな ら俳優 の演 技力で表現する こ
とがで きますか らね。相手が絵 で は、どうア ニ メーターが

るべ きだろう

l

ネ ックは予算 問題 です。日本 のアニ メー シ ョンは世界 を制

藤川

努力 しても、人 間の俳優 が演ず るような陰影 まで は表現 し

覇 しているかのように思われていますが、収益 を上 げて い

きれ ません。そ こで脚本家 は、そ ういった人 間関係 の陰陽

るのは巨大組織 だ けで、ほ とん どのプロダクシ ョンはギ リ

や心理 的な嚢 のような ものを理解 しても らうために、あえ

ギ リの予算 で作 業 して いるんです。とてもスタ ッフ集 めの

て克明 に説 明 して しまうんです。つ ま り脚本家 た ちは、そ
うした弱点を知 った上で 苦心 して書 いているんで丸 ぜひ、

ために予算 を回すな どということはで きません。
告発人

そ の特殊事情 を ご理 解 くだ さい。ア ニメー シ ョンは、芸術
作 品 の ドラマ、演劇 とはまった く同列で は扱 えな いジャン

それ に しても作品 が不揃 いな どということは、通 常 の業
務ではあ り得な いことだろう

大森

ルなんですか ら。

￨

あの『宇宙戦艦 ヤマ ト』な どは、かな リバ ランスが取 れて
いたん じゃあ りませんか。

大森 (同 調 して)確 か にアニ メー シ ョンは、他 のジャンルの芸術
とは、ち ょっと違 った存在 といったほうが いいか も知れ ま

￨￨を 援護す るようlc言 って席 を立 ち、告発人の視線 をか
藤り

せんね。

わ しなが らお茶 の入れ替 えをする大森。

告発人 (険 しくな って)君 !そ んな ことを言 っていた ら、アニ メ
ー シ ョンは、現状 か らまった く進化 しな いことになるでは
ないか

藤川

ま した。当時の ことですか ら、まだ今 のよ うなア ニ メー シ

!

それ はそ うですが・ … 。(首 をす くめる)

大森

(大 森発言 に便乗 して)い い ところに気が つ いて くだ さい
ョンの異常人気 ではあ りませんで した。従 ってち ょっと高
額 のギャランティを払 えば、その頃の トップアーティス ト
が集 め られたんです。ところがア ニ メー シ ョンが次第 に隆
盛期 を迎 える と、それ らのアーティス トたちが、それぞれ
独立 して事務所 を作 り、制作 プロダク シ ョンを設立 してい

藤川

私 は少 な くとも、手が けて い る作 品が エ ンターテイメ ン ト

くよ うにな って しま ったんです。こうな る と、なかなか ト

で はあ っても、少 しでも上質 の作品 を作 りた い と思 ってや

ップアーテ ィス トだ けを集 めて、作 品作 りをする というこ

ってきま した。(挑 戦的 に)改 革 に後 ろ向きと言われる のは

とができな くな ります。
大森 (お 茶 を入れなが ら)も う随分前か らですが、そのスタ ッフ

不満です。
告発人 (待 っていたように)い い きっか けを作 って くれた。その
藤川
告発人

発言 に物 申 したい。

ッフの養成 を しなが ら、制作 の一部 を請 け負 っても らうと

え !?(驚 1号 )

いうことも、行われているんで しょう ?

アニ メーシ ョンには、さ らにもう一つ大 きな問題が ある

藤川

そ うい うことが きっか けで、現在 で は中国でも制作 が行わ

だ ろう。恐 ら くそれ は業界以外 の者 には、ほ とん ど知 られ

れ るようにな って、日本 のア ニ メー シ ョンに対するフ アン

て いな い ことだ と思 うが、ス タ ッフの編成 問題 だ。作 品 ご

が激 増 して きて はいるんですが、スタ ッフの レベ ル は、正

とにその 出来が違 いす ぎるん じゃな いのか。あんな ことは

直言 って 日本 のそれ とは比 べ ようもあ りません。

どんな世界でも許 される ことで はないぞ
大森

不足 を解消 しようと して、韓国 へ指導者 を送 り込 んでスタ

大森

!

最近 は中国 でも、圧倒 的 に日本 のア ニメー シ ョンに対す る
人気が集 中 しているようです が・ … 。

その ことでは異議があ りません。私 な どはあま リアニ メー
シ ョン番組 を見 る という機会 はな いんで すが、た しか にそ

告発人 (驚 愕 して)そ 、そんな ことにまでな っているのか l?

んな ことを感 じた ことが あ りま した。

藤川

￨￨(追 い詰 め られなが ら)ス タ ッフの力量が、バ ランスよ く揃
藤り

某新聞社が報ずる ところによる と、中国政府が観 たいアニ
メー シ ョンの調査 を した ところ、自国 のものが

18%だ っ

った編成 が し難 い という事情 が あるんですよ。大体、テ レ

たのに対 して、日本のものへ の興味は 68%だ ったんですよ。

ビ番組 を制作 して い くには、最低五班 ぐらいの チ ーム を作

いかに 日本のアニメー ションの影響が強 いかがわか ります。

らな い と、放送 に間 に合 わな くな って しまうんです。現在

そ こで 中国政府 は、日本 のアニ メー シ ョンの放送禁止 を指

な ど百本 ぐらいの番組を制作 している と言われて いるんで
すが、それを満 たす ほ ど素 晴 ら しいアーティス トが揃 え ら

示 した けれ ども、結局『 ドラえもん』だ けは許可せ ざるを
｀
得 ませんで した。そ こで彼 らは、日本 の乱立す る制作 プロ

れ は しな いで しょう。全盛期 のゴールデ ンア ワーの時間帯

ダク シ ョンと代表のアーテ ィス トを、込 みで契約 し始 めた

で も、ス タ ッフの力量 にはば らつ きがあ ったんです。そ の

んです。そ のため に日本 でのスタ ッフ不足 に、拍車がかか

番組 のメイ ンライターが脚本 を書 いた時 は、必然的 にいい

ってきている という現状 でもあるんです。

ス タ ッフが揃 ったチーム・ 一 つ ま りA班 か B班 に制作 を
担 当 させる と、必然 的 に他 の脚本家、中 で も新人脚本家が
書 いた もの は、次 第 に能力が落 ちる C、

D、

E班 が担 当す

る ことになる というわ けなんです。大手がそんな状態 です
か ら、弱小 プロダク シ ョンな どで は、言わず もがな とい う
ことにな って しまいます。
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￨￨、 告発 人 に差 し出 して、
大森 、お茶 を藤 り
再 び鷹 14

パ ソコンを操作 し始める。

着

いて

,'一

藤川

チャ■■■

ー
■ ニメーシ ョン:こ 工■ はあるか

テ レビ番組 の ようなスケールの作品だ と、出来が いいか悪
いかは、担当す るアニ メーターの文化度 が高 いか低 いかに
かか って いるんで す。か つて私 が書 いた ある番組 で、某国
の王女 の晩餐会 の シーンが 出て きた ことがあるんですが、
そのテーブル を見 た ところ、とても信 じられないような貧
弱な料理、安物 の果物 な どが、寂 しく置 かれていた ことが
あ ったんです。さすが に これ を見た時 は、プロデ ューサー
と共 に抗議 した ことが あ ったんですが、彼 の頭 の中には晩
餐会な どという光景 は想像 する こともで きなか った という
んで現 彼 は低所得のために、生活の レベルも低かったので、
生活 に追 われて いて、意欲 的 に知識 を吸収 しようという気
持 ちもなか ったんですね。今、都会 は どんな風景 にな って
いるのだろ うか、どんな風物 があ って、どんな フ ァッシ ョ
ンが街 を彩 って いるんだろうか ぐらいは知 っておかな くて
は、アニ メー ター と しての責務 は果 たせ ませ ん。これで は
脚本家 の要求する世界な ど、表現 で きるわ けはあ りません
ね。彼 はほ とん ど自宅のアパー トとプロダクシ ョンの間 し

告発人 (お 茶 に目も くれず)ス タ ッフの力量不足 ということに、
もう一つ付 け足 さな ければな らな いことが あるだろう。恐

か知 らな い という、実 に文化度 の低 い生 活 を して いたんで

らくこれ は、業界内部 の人間 に しかわか らな いことかも し

すよ。しか もア ニ メー シ ョンの場合 は、どう しても制作 プ

れな いが・ … 。

ロダクシ ョンが、街か ら離れ た郊外 にあることが多 いので、

￨1 問題 が 二 つある と思 います。アニ メー シ ョンで は、さまざ
藤り

スタ ッフはその近 くの沿線 に住 む ということが多 くなるん

まな分野 を分業 して作業 を してい くんですが、そのために

です。そ のため に時間 に追 われ る作業 を強 い られ るまま、

作品 のス トー リーの全体 を知 らな いまま、上か ら指示 され

知識 を吸収 した り、展 覧会、コンサ ー ト、芝 居、映画 な ど

た部分 的だけを請 け負 って作業 を こな してい く人が多 いん

に触れて感性 を豊か にする という余裕 も持 たずに、や り過

です。これでは全体 を繋 げた結果、作 品 が生 き生 きと した

ご して しまう人 も出て きて しまうんです。

状態で、有機 的に繋 げられ るだ ろうか という問題があ りま

アーテ ィス トと して は、志が低 す ぎますね。もの づ く りを

大森

する人 と しての、基本的な心が けの問題 ですね。

す。ス トー リーの展 開 も知 らな いで、ただそ の一 部 だ けを
告発人

ないで しょうね。

大森 (恐 縮 )す いません。

告発人

藤川

告発人

や っと反省 の気 持 ちが 出てきたな。よほ ど上 に立つ者が、

プロの世界 なんだか ら、そんな レベルで絵作 りをされて、

告発人

仕上 が りを考 えて統一 して いかな い と、納得 で きな い よう

商品化 されて しまうなんて いうことは、絶対 に許 されな い

な作品が登場 して くる ことになるだろう。

だろう。第一、そういう連中は、自責の念に駆 られないのか

ア ニ メー シ ョンの場合 は、他 のメディア と比 べ て、あ ま り

アニ メー シ ョンの世界 は、残念な が ら、昔か らの労働 環境

藤川

￨

にもかかわるスタ ッフが多す ぎるんですよ。とて もチーフ

の悪さはほとんど解消されていないんです。そんな事 情か ら、

ディ レクターや プロデューサーだ けでは、で き上が って き

スタ ッフがそれぞれ生活 の レベ ルア ップを した り、文化度

たものをチ ェック しきれません。

を高 めた りす る余裕がな いんで すよ。あ とは本人 の 自覚 の

そ こでだ。アニ メー シ ョンの絵作 りのへそ になる存在 と
いえば、や は リア ニ メーター ということにな るだろう。彼

大森

大森君。それ はわ しが言 うセ リフだ。

描 いていては、満足 で きる仕上が りにな って いる とは言 え

問題 です。
告発人

結局、アニ メー シ ョン界 には、資金 的な余裕がな い とい

らの文化度 の高低 によって、作 品 の質 が左右 され るん じゃ

うところに落 ち着 いて しまうのか。しか し表現 上 の 問題 と

ないのか。

して、質 の高 い作 品を作 ろうとすれ ば、質 的 に高 いスタ ッ

そ、それ は、私 にも興味がある話なんです。どういうことで

フを集める しかないではな いか。

すか ?

それなの に、なぜ か アニ メー シ ョンは評判 にな りつづ け、

大森

￨￨ いささかはっき りとは言 いにくいことがあるんですが・… 。
藤り

アニ メオタクな どという変種が次々 と増殖 して くるという

大森 (興 味津 々の表 情 にな って)藤 川 さん。そ う いうことは、ア
ニ メー シ ョンを正 しく理解 しても らうためにも、話 しても

現象が起 こって きて います。それが ます ます アニ メー シ ョ
ン大 国 という評判 を押 し上 げて いるんだけ ど、日本 のアニ

らったほうが いい と思 うんです。

メー シ ョンは、いささか本来 の姿 とは違 った方向へ 向か い

藤川 (決 心 したように)つ ま り問題 はアニ メーターたちの、作 品
づ くりににかかわる心が けの問題なんです。

つつあるん じゃな いんですか。
告発人
藤川

告発人 と弁護人資金 は、受話な標 つ ぎ:こ な って藩 ::を 見 つ
める。

き、君・ … (追 及 を取 って代 わ られて、大 いに不満そ う)。
いつの 間にか、大森 さん まで告発人 にな って しまいま した
ね。

大森

いや、いや、私 は藤川 さんの弁護人のつも りです けど・… 。

￨￨ その とお りだ と思 います。
藤り

アニ メー シ ョンが生み 出す独特な感性 に関 しては、受 け取

大森

る側 ももうち ょっと大人 にな ってほ しい と思 うこともあ り
藤川

も しその質 問にお答 えする とした ら、原因 は視聴者 の興味

ます。いうなれ ばアニ メー シ ョンと、それを取 り巻 くすべ

がテ レビか ら離れて、他 に楽 しい ことに向か って しまった

ての環境 は、も っと成熟 してほ しいっていうことにな りま

か らですよ。テ レビで ア ニ メー シ ョンを楽 しむ視聴 者 は、

すかね。

幼児 しか いな くな って しまったんです。そのために番組 ス

藤川 (同 調 して)そ うでな いと、ご老体がお っ しゃるアニ メー シ

ポ ンサーも、幼児 に向 けた企画以外受 け付 けな くな って し

ョンの弱点 は、いつ までた っても解消 され ません。若者 の

まったんです。

中 か らそ ういった環境 を改革 しようという者が現われて こ

告発人 (苦 々 しそうに)ま たまた営業がかかわっているのか・ …
藤川

な いと、アニ メー シ ョンの未来 に希望 はな くな って しまい

￨

『新鉄腕 ア トム』の脚本 を書 く時、若年者 向
それ に しても、
けの番組 につ いて私 と手塚 治虫 さん と、食事 を共 に しなが

ます。
告発人

らお互 いの考 える ことについて意見交換 しあ った ことが あ
ったんです。しか しそんな ことも夢 のように思えます。結局、

そ うだ。そ ういうことを真剣 に考 えな い と、ア ニ メー シ
ョンは、永遠 にサ ブという冠 を取 り除 くことはできな い

藤川

!

前 にも話 しま したけれ ども、かつて私が『宇宙戦艦 ヤマ ト』

青年層 は番組提供 の対象か ら外 されて、深夜 へ と追 いや ら

に取 り組 んだ時のように、若 い脚本家た ちがアニ メー シ ョ

れて しま ったんです。そ してそれ と同時 に、かつての ゴー

ンの未来像 を描 きなが ら、燃 えて くれな いと駄 目なんです。

ルデ ンア ワーの番組 に課せ られていた、少 しで も多 くの視
聴者 のために というメジャー志 向は消滅 して しまって、通
常の時間帯で は幼児 向けに、そ して深夜 では とにか く趣味
的なマイナー作品作 りばか りがはび こってい くようにな っ
て しまったんです。
大森

大森

か らも今 の状態か ら変わるような ことはな いんで しょうか

昔 は深夜放送 というと、スポ ンサーもつ きにくか ったんで
しょう。それが今 は、夜 明 けまでや って いますか らね。見
て いるのはオ タクだ けですよ。スポ ンサー も外国資本 が 多

藤川

ね。
藤川

け次第では、ひょっとしてサブ・カルチャー という名称か ら、

ご く少 な いオ タクを対象 と した作 品 が次 々 と発表 されて、

サブが取れる日があるかも知れ ません よ。

それ を愛する外国人 も増 えて きていますか ら、それが独特

告発人

の風俗 を生み出 して、秋葉原 にも集 まるようにな って い っ

￨￨ そ うな らな い と、本 当にア ニ メー シ ョン界 は、成熟 して い
藤り

しか し昔か ら若者 は、時代 を先駆 けようとい う意識がある
もんですか ら、どう しても行 きす ぎるんですよ。多少大 目

告発人
藤川

バルな広が りのある、独特 な若者 の文 化 を生み出 して いる
んですか ら・・・。

エ ンターテイメン トを中心 としたサ ブ・カルチ ャーの二つ

ち ょっと待 て

! いわ ゆる7「 タク と言われる者 には、い

というものを確立する ということです。その二つの部 門が

ささか歪んだ性 の意識がな いのか ?

お互 いに刺激 しあ って充実 して い くよ うになれ ば、今 日、

お っ しゃる意味が、何 とな くわか ります。昔・ … 二十年前

問題 にな ったアニ メー シ ョンの問題 は、ほ とん ど解消 で き

あた りに、石川 県 の教育委員会がスポ ンサー にな って、私

るだ ろう と思 うんですよ。そ して最終 目的である、サ ブ と

と若 い人 の対話 集会 をテ レビでや った ことが あ ったので

いう冠が とれる時がや って来 る という希望 を持 っているん

「人 間なんて嫌 いだ 。女 の子
すが、そ の時 19歳 の若者 が、

です。現実的 にはなかなか難 しいで しようがね。
大森

は絶対 に僕 を裏切 らな い。僕 は人 間 と付 き合 うよ りも、ア
ニ メの女の子だ け と付 き合 って いたいんだ。だか ら外 へ 出
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どういうことか。わ しも聞いておきたい。
つ ま リア ニ メー シ ョンにも、現状 の営業 を伴 ったエ ンター
テイメン ト部 門 と、純粋 の芸術 的な アニ メー シ ョン部 門 と
いうもの 。… つま りカリ
レチャー としてのアニメーシ ョンと、

もす ぐに裏切 った りする。しか しアニ メー シ ョンの女 の子

告発人

おお。それ はまた衝撃的な発言だな。

かないと思 うんです。

に見 てや らな い といけないか も知れ ませんね。今 やグ ロー

藤川

そ う言 いきって しまった ら寂 しいではあ りませ んか。心が

くな ってきて いる というで しょう。

たんです。見識 のあ る大人 か ら岬盛 を買 って いますがね、

告発人

￨￨さ ん。日本 のア ニ メー シ ョンは、これ
どうで しょう、藤サ

しか しそ うな った ら、きっと今 とは違 ったアニ メー シ ョン
界 の姿が見 られるようにな りますよ。

藤川

そ う いえば、思 い出す ことが あ ります。芸術 院会 員 の劇作

るよ りも、部屋 で コン ピューター と付 き合 って いる方が い

家 で、私 の師 で もあ った飯 沢匡氏 は、日本 のアニ メー シ ョ

いんだ」な どと発言 したのですが、ち ょう ど彼 は今 頃、オ

ンにはいつ も批判 的で、その時に引き合 いに出 してお られ

タク最前線 にいるので はな いか と思 うんです。きっとご老

たのが、チ ェコのアニ メー シ ョンの素晴 らしさというもの

体 は、そ うい った ことが言 いたか ったのではあ りませんか。

で した。私 はその ことを忘れ た ことはあ りませ ん。いるい

そ の とお りだ ! 生 身の人間の女性 に関心がな く、裏切

る と指摘 された問題 を克服 していけば、きっといい実 りを

らないか らアニ メに出て くる少女 に しか興味がないという

得 られ る 日が や って来 る と思 って いるんで す。最近 で は、

のは、精神的 に歪んでいる とは思わないかね。裏切 った り、

アカデ ミー短編 ア ニメ賞 にノミネー トされた り、フランス

裏切 られた り、助 けた り、助 けられた り・ … だか ら人生 は

のアヌシー 国際ア ニ メー シ ョン映画祭 で、日本人が続 けて

面 白いのではな いか

注 目を浴 びた りした りして います。

!

バーチ ャル対談

ア ニメー ションに来来 はあるか

大森

問題 は、未来 を託 される若 い人 ということで しょうか。

夢 を見た くて とか、夢 を追 いた くてな どと熱 っぱ く語 る者

藤川

そ うだ と思います。

が いますが、夢 は見て いるだ けだ った り語 っているだ けで

告発人

しか し現状 を見 つ めた ところ、残念なが ら、必 ず しもい

は、いつか冷 めて消 え去 って しまいます。夢 の味わ い とい

い方向へ 向か っている とは思えな いぞ。

うものは、実際 に追 ってみな くてはわか りません。何 をす

藤川

それは、教育の現場 に課せ られた、課題かも しれ ません。

るに しても、夢 は追 い始 めた時か ら苦 しみが始 まるんです。

大森

え ?(言 葉 に詰 まる)

しか しその苦 しみの 中 で 見 て いる夢が、格別 なんです。こ
れ ばか りは、本 当に夢 を追 ってみな いとわか らな いで しょ
うね。作 られた評判 の高 ま りに巻 き込 まれて、ただ、夢、夢
と口先だ けで弄んでいる間は、まった く夢の真の味わ いを
知 る ことはで きな い し、手 に入れる こともで きな い と思 い

ま哄 対話 のための雰 囲気作 りをす る ことで すよ。それ を

藤川

無視 したままで は、技術 は伝 え られても、心 まで受 け渡す

ます。
告発 人

ことはで きませ ん。人生 の先達 は、若 い人 との対話 の仕方
を工夫 しなければな らな いと思 います。
告発人

しか し現状 で は、ア ニ メー シ ョン大 国 と しての評判 に、
巻 き込 まれて い く若者 は多いのではな いのか。

大森

そのへ んの ことは、藤川君の持論 を述 べ ても らわな くて

みんなが もうち ょっと平静 さを取 り戻す には、かな りの時
間を要するで しょうね。何 とい っても、評判 の勢 いに乗 っ

はな らないだろう。

ているほうが格好 いいで すか ら。

￨￨ かねてか ら私 は、世代 がバ ウム クーヘ ン化 して いる という
藤り

ことを指摘 して きま した。それぞれ違 った時間の流れの中

告発人は、次第 にll■ しい雰 囲気 を満 し去 りつつある。

を生 きなが ら、それぞれの世代 の違 った価値観 を持 った世
代 が積み重な って きて いるんで す。か つて教育現場 を舞台

告発人

うことを、その まま正直 にぶ っつ けて しま った ら、説得不

先生が若者の言動 を批判す る言葉 を聞 きま した。あの時代

可能 にな って しまうどころか、恐 らく若者 か らは対話 自体

は教育者 も生徒 たちも、同 じ時代 の流れ の 中 で、同 じ価イ
直

大森

藤川

￨￨ だか ら私 はア ニ メー シ ョンの いい面 も、悪 い面 も知 った上
藤り

る先生 のお説教で、学生 たちはその 間違 いを修正する こと

で、説得 の技術 を持たな くてはな らな いと言 って いるんで

がで きたんです。しか し現代 では、とてもそ の ような一律

す。は じめか ら否 定的な立場 に立 って、押 さえつ けよ うと

な説得 の仕方では、納得 させる ことはで きな くな って きて

した り否定 した りして納得 させ ようと した ら、ただそ っぽ

いるんで す。時の流 れ は 目ま ぐる しく早 くな って きて いま

を向かれて しまうだ けだ と思 って いるか らです。実 は こう

す し、それぞれ の世代 で受 け止 め方 は、まるで違 って きて

いった ことは、若者が アニ メー ションに夢中にな り始 めた

います。

80年 代 頃 か ら起 こ り始 めた問題 なんですが、私 はそ の 当

確 か に、世代 によ って まるで価値観 が違 う し、人生観 も違

事者 と して、産経新 聞系 のある文 芸誌 に、ある提案 を した

って いて、それぞれ違 ったライ フスタイルを持 った世代 が

ことがあ りま した。

存在 しているということを感 じる ことがあ ります。

告発人

今 や教育の場を舞台 に した ドラマも、同 じ時間の流れ と同

大森

じ価値観 を共有 して いて、経験 の差 だ けで接 し合 った『金
って生 きる『ご くせん』の時代 に変 わ って きているんです。
お互 いに異質の存在 である ということを、認 め合 って生 き
ているんだ ということを考 えな くてはな らないかも しれ ま
せん。
世代 ごとに違 った価値観 やライ フスタイルが違 うというこ
とは、充分 に承知 していないといけないかも しれませんね。
「たかが ア ニ メー シ ョン。され どアニ メー シ ョン」
￨￨ だか ら、
藤り
なんです。若者 が乗 りやす い世界 を、多少 で も知 った上 で
対話 を したいと思 うんです。
告発人

しか し今 の若 い者 には、我 々の伝 えよう とす るものを、
受 け取 る準備 はで きているのかね 。

藤川

を拒否 されて しまうだろうな。

観 を持 って生 きて いたんで す。ですか ら、人生 の先達 であ

八先生 』か ら、それぞれが違 った存在 である ことを認 めあ

大森

夢だ と思 っている世界 にはさまざまな 問題点がある とい

と した大 ヒッ トドラマ『金八 先生』の時代 には、よ く金八

(上 を向 いて考 えて いるが、やが て)よ く若 い人 の中には、

… ・?
… ・?

藤川

する と間もな くある教育評論家か ら、賛同する原稿 が寄せ
られた ことがあるんで す。その要 旨は、いた ず らに反対 し

芸術、芸能 の世界 で作業 をす る者 は、その くらいの ことは

大森

た り、否定 した りしな いで、説得 の技術 を身 につ けな くて

しっか りと見 つめ られる 目を持 って いてほ しいですね。そ

はな らな い という ことです。それ は今 で も、厳然 と して生

れで はそ ろそ ろ結論 も出た ようなので、バ ー チ ャル・ リア

き続 けて いる と確信 して います。今 は とにか く理論 的に正

リティの法廷 は、このへ んで閉 じさせていただきま しょう。

しくても、それをその まま受 け渡 そ うと しても理解 して く

告発人も ここで退廷 していただきま しょう。

れな いで しょう。大学 ではそれぞれが 、プ ログ ラム を どう

大森

冷静 に考 えてほ しいんです。

お、お い。その前 に注文 してお きた い ことが ある。わ し

告発人

組 んで学生 と向 き合 うかで、説得 の成 否が決 まって しまう

はいつも、ここの若者 に興味 を持 って見つめている という

ように思えてな りません。

ことを しっか りと伝 えておいて くれ。

それでは最後 に、藤川 さん はメディアデザイ ン学科 の客 員

￨￨ あ、あのう、あなたはどこか らいらっ しゃったんで しょう。
藤り

教授 と して、今、どんな ことを若者 に訴 えた い と思 って い

告発人

見 ておればわかる

!

らっ しゃいますか。
￨￨「 夢 は語 って いるもので はな く、追 うものだ」ということで
藤り

指示 に従 って、告発人はす っき りとした雰囲気で鷹 を立 ち、
幅広 の窓へ歩み寄 る と、そのままガラスを抜 けて行 く。

すね。

藤川

あ っ。(思 わず叫ぶ)壁 抜 け男

!

告発人 は、図書館前 にある機 の本 の植 え込 み へ 向か い、ま
大森

るでその中へ溶 け込むように して消えてしヽったのであった。

ところで話がは じめに戻 るかも しれ ませんが、若 い人 は夢
を追 うと言 いなが ら、困 ったほうへ走 って行 って しまって

藤川

いる ということで したが、そんな若 い人 に注文 をつ ける と

大森 (呆 然 と見送 り)あ の男 は、桂 の木 の精霊だ ったのか 。… 。

した ら、どんな ことで しょう。

藤川

とにか く、知識 を取 り込 む ことに貪欲 にな ってほ しい とい
うことです。時代 にそ っぱを向かな いで、迎合 しな いで、そ

昔か ら山城国では、桂 の木 に神が宿 る と言 われて いま した
か らね。

大森

学生たちは、神 に守 られていたんですね。

の奥 に潜 んでいる庶民の真 の息づかいのようなものを感 じ
取 って も らいた いんで す。そ うでな い と、相手 に改 革 を促

￨￨。
感動の余韻 に浸 りなが ら、着席する藤サ

すような こともで きません。昨今 の若手作品 を見 る と、視

こかかる.
大森 は久 し振 りに煎茶 宅入れ直 しま

聴者無視 のめち ゃ くちゃな作 品 が登場 して きます。当然 の
ことですが、説得力を持 っていないものが多す ぎるんです。

大森 (茶 を出 しなが ら)ち ょっと話が長 くな って しまいま したが、

そのため に どう して も限 られ た人 だ けの もの・ 一 つ ま り

この対談が きっか けで、素 晴 ら しい後進 が、この嵯峨芸大

オタク作 品 にな って しまうんです。本人 はそれで満足 か も

か ら生 まれ ることを期待 したいですね。

しれ ませんが、そんな作 品 を見せ付 けられる方 は迷惑千万
な ことです。とにか く No.1に な らな くて も、世界 に一 つ

ひと患入れる大森 と藤り

￨。

の花 であれ ばいいということを曲解 して しまったままの人
が多すぎます。最近 は、すでに異質 ということだけではな く、

告発人

藤川

大森 (や がて)と ころで、も し若 い人 に挑戦 しても らいたい素材

その質 の高低 も問われ る時代 に移行 しつつあるんです。そ

がある と した ら、どんな世界 がある と思 い ますか。た しか

ういうことを、一刻でも早 く気が つ いてほ しいですね。

藤川 さん は、いつ も現状 に満足 して い られな くて、いるい

「No.1」 であるよ りも「Onlyl」 であれ というの
確 か に、

るな ジャンルでの改革 をも くるんで い らっ しゃいま した よ

は、それ までの権威主義 の時代 を打 ち破 って、新 たな時代

ね。学生 には、気概 を持 って、目標 に挑戦 して も らいた い

のルール を作 ろうという突破 口であ ったはずだがな。

んですが、何 かメ ッセー ジを送 って いただ けませんか。

ところが最近 は、ある程度の情報 を手 に入れて しまった ら、
それ以上奥 を窮 めてみ ようとい う意欲 に欠 ける者が多 くな
って いるんですよ。偏 った知識 による 自己満足 で終始 して

「アニ メー シ ョンで 時代 を書 け」

しまう若者が多 くな って いるように思えてな りません。仮
想現実・ … つ ま リバーチ ャル・ リア リティが流行 りだか ら
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藤川

説 の世界 を見 つめていた とこ
映像 の世界 にいて、憧れ の月ヽ

とい って、滅茶苦茶 で いい とい うわ けで はな いはずです。

ろ、古代史 とい う世界 の作 品が あ ま りにもつ まらな い し、

自分 のや っている ことを、謙虚 に検証 してみ る冷静 さを持

読者 の注 目もまった く集 まって いませんで した。作家 もほ

ってほ しいんですね。そ して とにか く一流 は一流であって、

とん ど意欲 的 にり

うという人が いませんで した。そ こで

̀も した空気 を一掃 してやれ といった、生
はそ ういった沈滞

どうひっ くり返 った ところで、三流が一流 に変わるわ けは

私

な い ということを知 るべ きです。だか らエ ンターテイメ ン

意気な気持 ちで突入 して い ったんです。それが歴 史 に興 味

トを狙 うのであれ ば、その中で少 しでも質 のいいものを作

のなか った若 い世代 にも、熱狂的 に受 け入れ られていった

るには、どう しな くて はな らな いのか というような ことを

んです。

バ ーチ ャル対談

大森

ア ニ メー ションに未来 はある4｀

も しその勢 いで言 うとした ら、どんな ことを若 い人 に言 っ
てや りますか。

藤川

(考 えなが ら)経 済 的な上昇期 で建 設 の時代 の象徴作 品 で
「管理社会」と言 う窮屈な時
あ った『マジンガー Z』 か ら、
代 に送 り出 した『宇宙戦艦 ヤ マ ト』は、「科学立国 の推進」
という時代 の後押 しを得 て、時代 の 閉塞感 か ら市民を解放
しま した。それで一気 に注 目されるようにな ったんですが、
しか しそれ と同時に人気 に乗 って制作 した映画『宇宙戦艦
ヤマ ト』というのは、人間関係 が薄れつつあ った時代 に送
り出されて い った ということを忘れても らいた くな いんで
す。実 は、あの作 品 には、人 のため に自らの命 に危険が あ
っても、使命 を果 たそ うとす る群像 を描 きま した。つ ま り
「献身」ということです。あの超 ヒ
古 い言葉 で表 現すれば、
ッ トが、今 日のアニメーシ ョン王 国 の基礎 を作 ったんです。
あれ以来私 は、アニ メーションもただ面 白いだけではな く、
何 か時代 に対 しての発言を したい、作家 としてその時代 に
対す るメ ッセー ジを送 り出 したい と心が けるように して き
たんです。は じめてテ レビ化 され たア ニ メー シ ョンの『 さ
す らいの太 陽』は、スポ根全盛 時代 に、あえて貧 しさをは
『ウ
ね返 して生 きる少女 の人生 根性 ドラマを書 きま した。
「
イ ンダ リヤ』で 薄れ る人間関係 を取 り上 げて 約束」をテ
『ゴ ッ ドマーズ』では、崩壊 して い く家
ーマ に しま した し、
「兄弟愛」をテ ーマに して書 きま
族 問題が騒 がれる時代 に、
した。見 ているうちに、何 かが心 に染みて い くような作 品
作 りを、心が けて い って くれる といいな あと思 って います。

大森
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った後 で、なぜ 力洵いにの こって忘 れ られな くな って しまう
作品作 りを心 が けて いたんです。せ っか くア ニ メーシ ョン
が大人 にも通 じるメディアにな ったのですか ら、ただ面 白
が るだ けではな くて、時代 を書 くメディア と しても使 う こ
とがで きる という確信 を持 って、いい作品を送 り出 しても
らいたいですね。
勇気 を持 って壊 す ものは壊 し、新 たな創造 に向か って い く
気概 を持 って くれ るようにな った ら、アニ メー シ ョンか ら
「サ ブ」という冠 も取れて、真 のカルチ ャー になるかも しれ
ませんね。

￨
藤り
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ですね。
藤川 (爆 笑の後 で)大 袈裟 に振 りかぶ って書かな くても、見終わ

大森

藤川 桂介

目立 たないように しなが ら、いるいる と仕掛 けがあったん

なるかもではな くて、なるんです。
二人、明る く笑 う。

大森

どうも、長時間有難 うございま した。

藤川

思 いつ くことを遠慮 な くに話 して きま したが、失礼 は どう
ぞお許 しください。

藤∫ 大森、一礼 移あ ってひ と思つ く。
tl、

● この対談は、藤川先生が書き下ろした「構成台本」によるフィクション
です。登場人物や場所など、どこまでが真実でどこからがバーチャルか、
それを決めるのはあなたです。大森
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』 キャッツアイ』などのテ レビドラマ、特撮映画、ア
ニメーションなどの脚本を書 く。
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