
なぜ、いま8ミリフィルムで映画を作るのか？
～短編映画『Q』（仮称）の挑戦～

映画製作チームREDCAP

大森 新二



日本のインディペンデント映画の現状

• デジタル撮影が大半を占める

（＝コストの高いフィルムは切り捨てられる）

• 全体的に作品の低予算化が進む

（＝スタッフ・キャストに十分なお金が行き渡らなくなる）

・古来保たれてきた技術が失われていく

（＝シングル8の生産停止、現像修了。フィルムを扱う人間の減少…）



今回の企画の目標

• フィルム文化の存続
8ミリ・16ミリ・35ミリ（あるいは70ミ
リ）が持ち得るフィルム特有の表現、
色彩を、インディペンデント映画から
追い出さない。
かつての有名監督も自主制作映画で8ミ
リを回していた。8ミリフィルムはあら
ゆる映像制作の原点であることを再確
認したい。
オワコンというレッテルから8ミリを引
き戻す。

• 映画産業への振興
モノは使われなければ廃れてゆく。
フィルムも需要がなくなれば、消え
て行く。
フィルムにお金を落としていき、
フィルムは必要という意思表示を行
う。ひいてはそのアクションが映画
産業に大きな活性化をもたらすに違
いない。
フィルム技術で食べている人たちを
バックアップする。お金を落とすこ
とが、技術を守ることに間接的につ
ながる。

一回きりの、作り手内部で完結させる取り組みではなく、
連続性を見据えたプロジェクトを実行する。



8ミリの長所・短所
（→なぜフィルム撮影で8ミリを選ぶか）

• フィルム独特の発色、色彩表現

デジタル的な機能で「フィルム風」な表現
ができるようになりましたが、粒子の質感、
色彩表現（特に黒を中心とした寒色）では抜
きんでています。8ミリフィルムは、35・16

ミリと比べて画質には劣るものの、取り扱い
の簡便さもあり、これらの長所を引き継いで
います。また扱いの簡便さもあり、8ミリ

フィルムはサーファーに愛用され、多くの動
画がSNSにアップロードされています。



世界では８ミリフィルムが見直されている？

• ドイツの映画機器メーカー「click & 

surr Berlin Mitte」では、かつて富士フ
イルムが製造していた「シングル8」

（製造終了）を独自に再開発し、販売
にこぎつける寸前まで来ています。

• 令和の現代、ついに8ミリカメラ「もどき」
まで登場。
大衆は8ミリカメラを欲しがっている？
商品名:Fragment8 カメラエフェクトレンズ

（掲載元）https://www.super8shop.de/

（掲載元）
https://vvstore.jp/feature/detail/16703/?utm_source=press



本企画で使用するフィルム

ヤフーショッピング内「KODAK Motion 
Picture Online Shop」では、
・カラーネガフィルム（VISION3・
500T,200T,50D)
・白黒ネガフィルム（Tri-X)
・カラーリバーサル＜反転＞フィルム
（EKTACHROME100D）
（Tはタングステン、転じて屋内用。

Dはデイライト、転じて屋外用）
以上5つのフィルムが販売されています。
本企画では、現在でも商業向けに使われ

ることの多い「VISION3」、ネガ・ポジ工
程が不要でクリアな色彩を出すことができ
る「EKTACHROME」を使い分けていきたい
と思います。



新たな8ミリフィルムの可能性

よこえれいな氏は2018年7月の展示
で、8ミリ映写機にデジタル写真を
プリントし8ミリ幅にカットされた

ＯＨＰフィルムをかけ、映写しま
した。不鮮明であり、モザイクの
ような面白さがあります。

こうして既存のフィルム映写から
逸脱し、なおかつ新しい8ミリ体験
を作り上げました。

本企画でも、この手法の採用を検
討しております。



現像所が国内で1つのみ残り、自家現像のための

薬品も入手が難しくなっている令和の世でも、イ
メージフォーラムではたびたび8ミリフィルムワー
クショップが開かれ、8ミリフィルムでの映像制作

を始めようとする後進をサポートする体制はできて
います。

また、かつて松本俊夫監督らに8ミリ処女作を激

賞され、フィルム撮影にこだわってきた原將人監督
も8ミリフィルムで新作を制作しているほか、「短
篇集さりゆくもの」では小口容子監督が商業映画な
がら8ミリフィルムを使って撮影を行っていたこと
も話題となりました。

映像の使命は「人に見せること」、そして「後世
に向け記録すること」。この二つなのではないで
しょうか。デジタルよりも記録・保管に適している
フィルムは、あらゆる時制を生き抜く道具として失
くしてはならないものだと考えています。

8ミリフィルムを後の世に残すために私たち映画
製作者がとるべき方法の一つとして、「8ミリで映

画を作る」という選択肢があるならば、それを行使
すべきなのではないでしょうか。

映画『ミタリ』予告編（Motion Gallery 公式YouTubeより）
監督 原將人

映画『泥酔して死ぬる』予告編（YouTubeより）
監督 小口容子



作品の概要（案）

• 上映時間 40~50分

• 撮影期間 2022年2月中の7~10日間

• 撮影場所都内

• 完成 2022年春

• 公開規模 単館上映を目指すほか、
「Amazon Prime Video」や「DOKUSO

映画館」などの映画サブスクリプ
ションサイトでの公開を検討。自主
上映会も検討中。

制作の柱

8ミリフィルムの質感を生かした表現・
題材を選び、結び付けてゆく。

「記憶と記録」をテーマに据え、人々や
土地、万物の持つ残存性やアーカイブ性
を絡めた人間ドラマを目指す。

自主制作の制約を感じさせない、自由か
つ普遍性を意識したものを目指す。



強調したいふたつのモチーフ

記憶と記録
人間の脳のメモリ―—すなわち「記憶」は、閉鎖

的であり時間とともに曖昧になりながらも、それを
持つ人にとっては鮮烈なものとなって残っていきま
す。そして人は、愛着を持ち続けてきたものから
「記憶」を読み取り、思い起こすことができます。

正確で第三者性を持ちながら、ほぼ未来永劫に
残っていく「記録」。両者の対立は、主観と客観の
対立でもあり、人間＝非人間の対立でもあります。

8ミリフィルム（総じてフィルムの表現）が現代
で「エモい」と評されるのは、記憶と記録——これ

ら二つの領域を曖昧かつ不確実に往来しているよう
な印象を受けるからではないでしょうか。記憶と記
録の混在を捉えてみたいと思っています。

生と死の境目
今年10月に、私は父を亡くしました。急変の報を

聞いて急いで帰郷しましたが、結局県外からの訪問
客は時勢や衛生面の理由で拒絶されてしまい、最期
をみとることができませんでした。これをきっかけ
に、私は生と死の両者の断絶、そして世界がそれに
及ぼす影響について考えるようになり、映像にして
みようと決意しました。

その断絶の本質を追求し答えを出すことは本当に
困難ではありますが、日本でさえ東京と地方の分断
が後戻りできないほどに深刻化している今、絶対に
取り上げるべきモチーフであると確信しています。



映像と音で訴える

• 観客に対し作り手として第2に提示し
たいもの。それは「8ミリの質感・味
わい」です。

セリフやストーリー性の主張を抑え、
そこに映っているもの（＝映像）と
音（環境音・音楽）を「直観」して
もらい、8ミリ独自の表現に気づいて

もらうことが、この企画でやりたい
最大の目標です。

• 矢崎仁司監督『三月のライオン』や
エドモンド・ヨウ監督『ムーンライ
ト・シャドウ』のような、アート性
を兼ね備えながら、映像と音で訴え
られる強度のあるコンテンツを目指
します。



プロット（案）

舞台はディストピアと化した東京、そして地方。
戒厳令の敷かれた新宿は、水を打ったような静け
さに包まれている。
記憶がだんだんと消えて行く原因不明の病気に
かかった恋人を持つルポルタージュ作家のA。彼
女は当局の検閲に抵抗しながら、取材を続けてい
た。取材を続けるうち、軍事施設の建設による集
団退去で無人になったはずの街に、ひそかに帰還
者が暮らすようになっていることを知る。そこで
は息をひそめるように町民が静かに、何事も起き
てないかのように生活を営んでいた。
しかし中には、新たに移住してきた核家族がい
た。彼らは、余命幾月もない父親の故郷に帰り、
父の死を静かに待とうとしていたのだ。
それでも消え続ける恋人の記憶。作り出される
あの町の記憶。それらを必死に記録しようとする
Aだったが、ついに町や東京に敵襲が影を落とし
始めた。

世界観
完全に中央集権化し、末梢のコミュニティが消滅
してゆくディストピアの日本。
高校の恩師がかつて、そろそろアメリカと中国が
軍事衝突を起こすのではないかと言っていたこと
を思い出し、人類最大の分断として「戦争」を配
置した。
行政は形骸化する一方、立ち退きに代表される強
権的政策の反動で、軍事施設周辺の地域に戻る
「帰還者」が続出し、後を絶たないまでに拡大し
ている。それどころか、政権の弱体化や組織再編
が裏目に出たことによる疲弊で取り締まる余裕が
当局には残っておらず、半ば黙認されている。
当局の検閲がインターネット、書籍、報道まで拡
大しているものの、非合法的手段が蔓延し、ハッ
キングや裏ルートから情報が手に入るようになる。



登場人物（案）

主人公・A（仮名）
東京に住むルポルタージュ作家。21歳。
記憶を失う病気を患う恋人を持つ。

Aの恋人
Aと同居する男性。28歳。
次第に記憶が薄れるにつれ人間らしさを失う。

立ち退き地に住む家族
・父親
余命宣告されたのを機に一家で「帰還」する。
・母親
・息子
・娘



プロット（案）におけるふたつのモチーフ

記憶と記録
Aは、自らの恋人との記憶が彼の消えていく記憶
と同期できなくなるという苦悩を抱え、ついに自分
が忘れ去られてしまうのではないかと怯えている。

彼との記憶（またはあの家族の/との記憶）はモ
ノに仮託されて「記録」として立ち現れる。写真、
着ていた服、一緒に聴いていた音楽。住んでいた家、
土地。肉体もそこに残る傷跡もそのうちの一つ。そ
れらには強い「愛着」が伴ってくる。

特定のモノについて書く行為は、記憶と記録をた
どる行為と等価で、個人を正面から捉える上でこう
した観念は切り捨てられない。

Aは、消えていく記憶と新たに生み出される（家
族との）記憶の交錯を体験する。

生と死の境目
恋人のAに対する記憶が消えることは、恋人の内部

におけるAの死を意味する。人間は、他者の内部で生
き死にを、知らず知らずのうちに経験することになる。

あの家族が日常で体験するのは、「まだ生きてい
る」という安堵感と「いつか必ず死ぬ」という恐怖・
諦観とのシーソーゲーム。家族らとAは、境目を歩き
続けるという不安定さに包まれている。それに覆いか
ぶさる政情不安によって、入れ子構造の負のスパイラ
ルが構築されている。

不安に包囲されているはずが、どうしてここまで
人々はほんのわずかな安らぎを見出せるのか。コロナ
禍で生き続ける私たちの暮らしと共通する部分があり、
普遍性をもって観客に提示されることだろう。



キャスト（決定）

向井 花 （むかい・はな）

A役。
早稲田大学文学部２年。
企画立案者とはサークルの同期。
株式会社ハリウッドラテ所属。

主な出演作

『カンカンSUN』

（2016年作品・木山みどり監督。さぬき映画祭2016優秀企
画上映作品）

『いただきガール』（2018年作品・かまだともゆき監督。
かがわ文化芸術祭2018「映画製作補助事業」製作作品）

いずれも主演。

オファーの動機
真面目。思ったことをはっきり言うタイプだったから。
我慢強いところもあり、監督のことをよく知っているから。



キャスト（決定）

聖矢 (さとし）

Aの恋人役。
オフィスニグンニイバ所属。

1994年7月11日生まれ。
大阪府出身。
21歳の時に大学を中退し上京。舞台を中心に活動し、ア
クションからストレートアクトまで幅広くこなす。

オファーの動機

あるワークショップを見学させてもらった時、たったワ
ンシーンの役でもかなりバックボーンを作り込んでおり、
セリフを極力排する本企画で、セリフ以外にキャラク

ターを語ってほしいと思ったため。



キャスト（決定）

朝日奈まお (あさひな・まお）

家族の娘役。
フリー。
被写体・モデルとしてキャリアをスタートさせる。
現在大学2年生。映画出演はこれが初めてとなる。
Twitterフォロワーは今年1月に1万人を突破した。

また、現在人気急上昇中のイラストレーター・古塔つみ
のイラストレーションモデルにも選ばれる。

オファーの動機

あどけなさからアダルトな表情まで幅広く自己表現でき
るところに魅力を感じた。

凛とした表情やたたずまいで作品をより鮮やかにしても
らいたいと思っている。



スタッフ（予定）

プロデューサー・監督 大森新二

学習院大学文学部哲学科2年。

早稲田大学映画研究会・稲門シナリオ研究
会所属。
2021年7月に映画製作チーム「REDCAP」を
立ち上げ、映画作品のみならずMVなどの企
画・プロデュースを行っている。

最も影響を受けた映画監督は、黒沢清・矢
崎仁司・長澤雅彦・牧口雄二・東陽一。

Twitter→@kasoukuukan21

Instagram→omori12345

Gmail→beltbelt10000@gmail.com



スタッフ（予定）

脚本 上條 輝

早稲田大学文化構想学部1年。
早稲田大学映画研究会所属。
自主映画作品の脚本を主に担当している。



スタッフ（予定）

撮影監督 村田 葉

武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科
2年。

大学では舞台美術について研究するかたわら、
インスタレーション作品を発表。照明を巧みに
取り入れた表現を得意とする。
Asia Digital Art award入賞。
今年5月にはデザイナー・ナカムラユキ氏とコ
ラボ展示を行うなど精力的に活動している。

Instagram→yoh_murata



スタッフ（予定）

音楽・サウンドデザイン 松本清太郎

上智大学文学部英文学科1年。
早稲田大学映画研究会所属。
作曲を行う傍ら、REDCAPの作品にも録音部と
して参加。

本企画では、劇伴のほか音声編集、現場録音、
SE作成など録音部の統括を行う。

助監督チーフ 比嘉光太郎

映画美学校フィクションコース初等科在学中。
早稲田大学映画研究会・稲門シナリオ研究会所属。

自主映画の現場で演出助手として参加しているほか、
國學院大學オカルト研究会にも顔を出し、ホラー短
編映画を制作するなど精力的に活動している。



スタッフ（予定）

助監督・脚本 中澤 陽

慶応義塾大学2年。
稲門シナリオ研究会所属。
自主制作映画に助監督として数本参加。

照明 宇田川友貴

早稲田大学教育学部2年。
照明として自主制作映画に参加。



スタッフ（予定）

制作部 濱本真優

文教大学教育学部2年。
早稲田大学映画研究会所属。
REDCAPサポートメンバーとして、本作品のた
めに参加。

本企画では、制作部業務やプロデューサーのア
シスタントを担当する。

宣伝部・助監督 小林 実莉

学習院大学文学部2年。
早稲田大学映画研究会・稲門シナリオ研究会所属。
監督志望。
大森とは同じ大学の同期。
SNS運営も担当している。



スタッフ（予定）

メイキング 赤松歩人

一橋大学社会学部2年。
早稲田大学映画研究会・稲門シナリオ研究会所属。
本企画では、作品のメイキング映像を担当。8ミ
リフィルムによる映画制作の試行錯誤を収める。
好きな映画監督は濱口竜介。

美術部 松本うた

城西国際大学映像メディア学部2年。
稲門シナリオ研究会所属。
大学で映像制作を学び、特に美術部に関心を持つ。



スタッフ（予定）

衣装協力 早稲田大学繊維研究会

1949年創立。
早稲田大学を中心としたファッションサークル。

繊維研究会では、早稲田大学をはじめとする総
合大学や、専門学生、美術大学生などが所属し、
それぞれの得意分野を活かしながら活動してい
ます。
また、OBは服飾分野以外にも広告、プロダク
トデザインなど様々な分野で活躍しています。

設立以来、服飾を中心に繊維産業の研究を行い、
1998年からは企画・運営・服の製作へと活動の

範囲を広げ、その発表として毎年ファッション
ショーを行なっています。（HPより抜粋）



なぜ繊維研究会と組みたいか
~自主映画のもう一つの挑戦~

繊維研究会は、歴史ある早稲田のインカレ
ファッションサークルです。一見、映画・映像
とはかかわりが少ないように思えますが、ここ
には新しい自主映画への挑戦があります。
それは、衣装を充実させることです。

多くの自主映画は、衣装に関わる予算を省くた
め、役者やキャストの持ち出しで衣装がまかな
われています。

しかしながら、そうした風潮がビジュアル面に
おける新味を欠いてきたことは否定できないで
しょう。

異分野とのタッグを組むことは、常に新味の追
求ともなります。また、8ミリフィルムにおけ

る「記憶と記録」の混在・曖昧さが、凝った衣
装デザインによりさらに大きな効果を生み出す
のではないでしょうか。
（画像は繊維研究会公式Instagramよりお借りし
ております）



予算（案）

フィルムにかかる費用
VISION3シリーズを、アジア最後の8ミリフィルム現像
所・レトロ通販（墨田区錦糸町）で購入すると仮定した
場合、現像料込で
5,800＋580（消費税）
＝6,380円（この価格で3分しか撮れない）
フィルムをおよそ
総尺数120分（約40巻）程度購入する場合、
6,380（円）× 40（巻）＝255,200円
がフィルムにかかる費用となる。
このほかにかかる費用を見積もると、
人件費（キャスト） 100,000円
衣裳費 100,000円
美術費 200,000円
車両費 150,000円
人件費（スタッフ） 150,000円
Motion Galleryでクラウドファンディングを行う場合、
Motion Gallery手数料（目標額120万円の場合） 120,000円
リターン製作費 150,000円

合計 1,225,200円
また、追加撮影やテレシネ、ポストプロダクション、
宣伝、自主上映にかかる費用を上乗せすると、

1,750,000~2,000,000円必要となるのではない
かと推測される。

調達手段
自己資金 300,000円

クラウドファンディング（目標） 1,200,000円
一般・個人協賛 150,000~300,000円
企業協賛 300,000円~400,000円

目標 1,950,000~2,200,000円



協賛について（案）

協賛は以下のように募集する。
（いずれも郵便局の振込用紙での応募）

個人協賛
1口 20,000円・30,000円・50,000円（任意選択）
おひとり様何口の応募でも可能。

リターン
エンドロールでの表記
完成品DVD贈呈

企業・団体協賛
1口 100,000円・200,000円・300,000円（任意選択）
1企業・団体様につき1口の応募。

リターン
エンドロールでの「協賛」表記
完成品DVDのみならず記念品多数贈呈
その他、タイアップなど柔軟に対応。

・協賛金額により、エンドロール
の表記（紹介順・文字の大きさ）
が異なります。
・300,000円を超える協賛金をお送

り頂いた企業・団体に関しては、
「特別協賛」の扱いとし、以下の
ような特典をつける予定です。

企業・団体様の本拠所在地まで出向き、無償上映会を
開催する（交通費不要）

自社・団体の広報、マスメディア展開に本作のビジュ
アル等を使用する契約
撮影現場、アフレコ現場見学
など



制作スケジュール（案）

2021年11月 HPやSNSでの情報展開・開示
協賛募集開始（2022年3月まで）
スタッフィング
キャスティング

2022年1月
Motion Galleryでクラウドファンディング実施（30日
間、All-in制を採用）
脚本完成・脱稿、ロケハン

2022年2月
撮影開始（7~10日間）、並行して現像・テレシネ
アフレコ、編集。ラッシュ映写。
2022年3月
完成。クラウドファンディング返礼品制作。
2022年4月以降
Amazon Prime Video、DOKUSO映画館での配信
映画館との自主配給に向けた交渉
自主上映会の開催



本企画へのコメント

私は自分の制作や活動の中で、「8ミリ」を名乗りつつ、
従来の8ミリとは異なるものを作ってきました。この天邪
鬼なやり方は私なりの8ミリとの戯れ方なのですが、それ
も斜陽な8ミリに駄々をこねるのが好きだからです。

8ミリ全盛当時の「8ミリやる」と現在の「8ミリやる」が

同じわけがなく、機材入手や制作費用などの障壁があり
ます。けれどもその反面、かつては出来なかった8ミリの
作り方ができます。

今は8ミリのネガフィルムがあるし、デジタルで編集でき
て、自家現像という選択肢もある。
かつての8ミリとそのやり方という凝り固まった憧憬にこ
だわらずとも、今しか出来ない「8ミリやる」があります。

ひとつの幹を称えるのでなく、柔軟に方向を変えて伸び
て広がる根を多様に張り巡らせることが今の8ミリの希望
で、REDCAPがその一端を担って8ミリをやってくれるの
だと期待しています。

——よこえれいな（映像作家・8ミリ女子）

本作品への皆さんのご協力を何卒宜しくお願い致します。
不明な点等あれば以下までご連絡ください。

Gmail  

beltbelt10000@gmail.com

TEL  07020251358

mailto:beltbelt10000@gmail.com
mailto:beltbelt10000@gmail.com

