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＜ペンギンの山 2008 定点写真＞　

「かわなかのぶひろ」からの案内　「映像の地下水脈」＃６　次回は４月

　三月十二日（水）　はれ。

　ついに歯医者へ行くことに決めた。
　いちおう予約してもらったが待たされることは必至、「日本語練習帳／大野晋(著)／
岩波新書／1993年刊」を持って行く。
　買ったとき一度ざっと読んだきりで、その中にたしか、戦後すぐのこと、日本語を廃
止してフランス語かドイツ語を国語にしようという動きがあったというエピソードが紹
介されていたと記憶していた。 　それがどういうことだったかを知りたくなって探した
わけで。
　この話は、明日にでも。

　とりあえず、現在のある歯をこれ以上悪くならないような治療を続けて、それからど
うするか決めましょう、ということになった。
　どうするか、といっても結局は入れ歯ということになる。いやだな……。
　とにかく、歯医者へ行ったのは十五年ほど前が最後で、その時に比べるとなかなか興
味深い器機がいろいろ。
　治療椅子に五インチくらいのモニターが付いていて、環境ビデオをやっている。何か
役に立つのかな。
　面白いのはレントゲンで、スリットカメラが顔の周りを回るというもの、それもフィ
ルムレスでＰＣ画面に呼び出せる。
　
　待っている間、いくら本が読めるといっても歯科の待合室も治療椅子も好きになれな
い。
　機器類もそのうち珍しくもなくなるはずだし……。
　長期間通うことになるのかな……。

　三月十一日（火）　はれ、気温が上がって霧が靄になって、陽は出ているが明確な晴
ではないし、曇ともいえない。

　校正で一日、また運動不足の日。

　更新　２月２９日　
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　一週間前に下の前歯が自然に抜けた。
　まあ､かなり前から腫れたり痛かったりしていたものだった。
　そろそろ、歯医者へ行く決心をすべきなのかな。
　

三月十日（月）　雪から雨。大げさに言えば、朝のうちはカット綿の大きさの雪が降っ
ていた。

　ＰＤＦにする文書を校正、以前テキストをつくったとき、面倒なので漢字は現代漢字
のままにしておいたもの。
　やってみると旧漢字がなかなか見つからないし、フォントにない文字もある。
　外字をつくればいいのだがＰＤＦにしたときそれが表示されるか？
　神（神）は機種依存文字だからMacの人は表示できないのかな？。
　（神）の旧漢字を表示できない方、連絡下さい。

三月九日（日）　晴。

　昨日から来ているＯ氏につき合ってもらい、フォトグラファーＴ氏のためにロケハン
に行く。
　一般的にいちばんの撮影ポイントはまだ雪が深く通行止め状態。

　いままで十数回も側を通っているのに気が
つかなかった場所。
　東山を一つ越えた谷間にある「八坂の大
滝」
　つい最近、ローカル紙に氷柱の写真が載っ
ていたので行ってみる。

五十メートルの上から落ちてくる水が太い氷
柱をつくっている。
　写真を見たときより氷柱が小さくなってい
るがそれなりの迫力。
　左の写真は、滝の裏側から。

　とにかく、現場まで行くのがたいへん、車
が止められる所から直線で約百メートルだが
かなり迂回しなければならないし獣道風な急
坂。

　　下右は、滝の裏側から



三月八日（土）　はれ。

　鰺の開き

　フライ用に加工冷凍し、残りを干物にす
る。
　何と一匹五十八円也。

　　　　
　駅弁　鰺の押寿司　960円

　1999年秋から2000年はじめ頃、大船の松竹大船撮影所で仕事をしていた。
　そのころ、駅で見る度に食べてみようと思っていて果たせず。
　スーパーの駅弁大会で見つけて思わず買ってしまった。
　

　三月七日（金）　積雪一センチ、すぐとけてしまうが一日中天気雪。



　これは白菜です。
　葉の上部を縛っておかなかったので雪の重
みで平らになってしまった。
　これは食べられない。
　
　ＰＤＦ作成ソフトが届いたのでさっそく変
換してみる。
　2001年頃にテキストデータ化しておい
た「草飼稔 作品集」をpdfにしてみた。
　　テストでアップしてあるので興味がある
方は……。

三月六日（木）　はれ。

　このところ暖かいので畑にあった雪もほとんどとけてしまった。 　その畑の隅にモグ
ラが盛り上げた土を発見、秋にはせっかくのザルに干しておいた柿を盜食されたし、土
中に埋めてある大根はどうなっているか。
　今年はモグラ対策も必要かな。

　

三月五日（水）　旧暦一月二十八日　啓蟄

　今日は「クレーム　claim」について。 　パートの仕事をしている某外国人が「最近、
店にクレームが多くなった」と聞くが「クレーム」ってどういう意味ですか、と。
　まあ、「商品などに苦情を言いに来る人が多くなった」ということで「クレーム」は
日本では「苦情」という意味で……。
　すると、母国語が英語の外国人が「それは違う、その場合はcomplaintを使う」
と……。
　確かにそうだ、大昔、アタシの脳内辞書は「クレーム＝苦情」だけで、初めて外国へ
行ったとき。
　飛行場で 荷物が出てくる所に「Baggage Claim」の標識を見て「あ、荷物がなくなった
り、壊れたときに苦情を言うところ」また「Claim Tag」も「荷物がないときに半券の番
号を照合して苦情が言う」ためのものと思っていた。
　おおまかな意味としては間違いではないが実は「荷物取扱所」と「荷物預かり証」の
ことだった。
　企業で、日本語で言うクレームを扱う部署は「the complaints section」だったと何かの
ドラマで見たことがあるような……。

　タイ国の人に「鳴く」と「泣く」の概念と違いを教えていて「タイにはどんな種類の
鳥がいるのか」と聞いたら「食べる鳥と食べない鳥の二つだ」という。
　そんなわけないだろう、あ、聞き方が悪いのか、質問の意味を理解されてないのだろ
うと諦めて「食べる鳥はどんな声で鳴くのか」と聞いたら……。
　「うるさい」と……。これは質問が煩いということではなく騒々しいの意味。
というわけで、この項は時間切れで諦めることにした。

　今思い出したけど、昨日のテレビで「子晶野羽←」が出ていて、一緒に出ていた人が
「あんたのお母はん（義母）は、兆吉←の社長はんと姉妹でっか」と聞いた。
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　楽屋落ちのつもりだったのだろうが、あまりにも的を得る質問に大笑い。

　　三月四日（火）　はれ。
いまどき、こんなの使っている人は少ないけ
ど。
　トリニトロンねたにつづいて今日はケータ
イ。
　三洋につづいて三菱電機がケータイかた撤
退というニュース。
　アタシが最初に使った通信器機はポケベル
で、1988年頃、それなりに便利だった。
　ただし、家の固定電話からの転送機能を利
用していたので、電話がかかってくると直後
に電話が入ったことをポケベルに知らせてく
る。
　しかし、どうでもいい電話や留守電の無言

電話まで転送されてくるのでけっこう電話代がかさんでしまったことはある。
　それにテレカとセットで持っていないと……。
　そして、1993年頃、ケータイがデジタル化されたのを機に、さっそく購入、器機だけ
でなんと十万円だった。
　もちろん、折りたたみは出来ないし、大きさも固定電話の受話器とほぼ同じで重い。
　それに通話料も高く、受信だけに使って、よほどのことがない限りケータイからかけ
なかった。かけるときは公衆電話でテレカを利用という不便さもあった。

　1996年頃、ＰＨＳが安くて便利だと聞いて、ＤＤＩポケットのＰＨＳ機に変更、それ
が何と無料。
　二年ほど使って故障、次に充電池の他に単４電池が使えるというＰＨＳ機に変更。
　それも九百八十円だった。
　地下鉄の駅ホームでも使えたし、地方へ行っても幹線路から離れなければ通話は切れ
ないし非常に便利だった。 　それも三年で故障、次のも無料で交換。

　ところが、2002年頃、東京を離れようと引っ越しをしようと家を探し始めたらつなが
らない場所が今まで考えていた以上に多かった。
　現在のところに決めたとき、約百メートル離れた線路の踏切を境にしてまったく電波
がないことに気づいた。
　当時はインターネット環境が整備されてなく、ＰＨＳのairＨというのを利用するしか
ないなと思っていただけにショックだった。 　それで2003年のはじめにＰＨＳを
DoCoMoに替えた。
　それも無料の器機で、一度充電池を替えてもらったが故障もなくもう五年使ってい
る。

　いまはケータイが絶対に必要な生活をしていないし……、今後、ケータイは必要なの
か、と考えると……。
　でも、車を使っている間は持っていないと不安なことはたしか。

　　三月三日（月）　くもり。



　大音響で驚く。
　気温が上がって西側の小屋根から一度に雪
が滑り落ちた音だ。
　その後、落ちた雪をかたづけるのが大変、
ネコ車で四回運んだだけでギブアップ。
　目分量ではあと十回は……、でも、そのう
ちにとけるからいいか。

　危険なのは大屋根の北東部、雪量はないが
瓦の形のまま凍っていて落ちそう。

　上の写真のような瓦の形の氷塊が突然落ちてきたら、通る人や車が危ない。
　毎年やっているように、スティール竿で突いて落としておく。

　これで屋根の雪は全部なくなって逆流による水漏れも止まる。

　春が近いとはいえ、まだ畑の表面は７０％が雪（約５センチ）、陽当たりの悪い北側
には３０センチも残っている。

　ソニーがトリニトロンテレビの生産を中止するというニュース。
　え、トリニトロンってまだつくっていたの？と思ったが今使っているのもソニーだっ
た……。
　最初に買ったテレビ（モノクロ）は、東京オリンピックの年、1964年のこと。
　早川電機（シャープ）だった思う。
　カラーテレビに替えたのは1973年頃でトリニトロンの１３型、それからプロ仕様の
「プロフィール」が出たので（1980年頃）買う。

　「プロフィール」はモニターだけで、ビデオ、音声多重放送など、ＡＶ出力対応でＢ
Ｓ受信化のチューナー・アンプは別、もちろんスピーカーも別というコンポタイプでシ
ンプルなデザインが気に入っていた。当時としてはホントに画期的なテレビ。
　１７インチだったか２１インチだったか記憶にないが……。十年ほど使って突然モニ
ターが壊れ、スピーカーと台と一緒に捨てる。

　壊れたのはモニターだけで、「プロフィール」のチューナー･アンプは、そのまま梱包
してまだ持っている。　リモコンも、たしか一緒にしてあるはず。
　どなたか要りませんか？
　

　三月二日（日）　はれ。

　最近、いろんな人からＤＶＤとブルーレイについて質問されるけど、実は詳しことは
知らない。
　逆に知っていそうな人に聞いて答えているが、人から聞いたことを元に話してもアタ
シ自身が納得できないでいるのはたしか……。
　
　アタシはＤＶＤを説明するとき「デジタル・ヴィデオ・ディスクDigital Video Disc」
ではなく、ホントは「デジタル・ヴァーサタイル・ディスク Digital Versatile Disc」と
いって「 (物が)多目的の、色々に利用できる、用途の広い、万能の／コンサイス時事英
語辞典より」多目的のディスクのことで。
　ＣＤより記録な容量が多いからデータ量の多いCADや動画映像を記録するのに便利な
もの……、デジタル・ヴィデオ・ディスクと限定して言うのは間違いだと……。



　ところが、アタシのＤＶＤの知識はここまでで……。
　ＰＣでＤＶＤを扱ったこともないし（ＰＣに装置がない）ただ、昨年秋に「ＶＨＳ
←→ＤＶＤ」という器機を買ったことがあるだけ。
　それはビデオ用ＤＶＤ－Ｒを使うものだが、それでデータも記録できるの？データ用
は別？

　まず驚いたのが「ＨＤ ＤＶＤ」というもの。
　アタシは東芝が手を引くまで存在を知らなかったけど、頭の「ＨＤ」は「高精細／
High Definition」ということなので、今までのＤＶＤより記録容量が多いことはわかっ
た。
　調べると、これはハイビション放送時代に備えて開発されたディスクで、ブルーレイ
も同じだがブルーレイの方が「ＨＤ ＤＶＤ」より記録容量が多いということ。

　余談だが、ハイビジョンというのは、元はＮＨＫが作った言葉で、日本国内では普通
名詞になりつつある、しかし、High Definition TV と言わないと世界では通じない。

　いずれにしても、アタシ自身の問題として、ＶＨＳをＤＶＤに変換したら、後はどう
したらいいのということ。
　現在使っている器機が死ぬまで故障しなければそれでもいいか、という消極的な手も
ないわけでもないがアナログ放送がなくなる二年先も多分、生きているだろから……。
　ホントに2010年にアナログ電波を止めるのだろうか。
　あたしが思うに、延期せざるを得ない状況になるかも。

　また余談だが、最近、市で地域別に地デジの電波状況を調査したところ、三ヶ所百五
十世帯に電波がきていないという。
　國の補助金を当てにするつもりらしい。

　よく質問されれるのは、ハイビジョン放送はきれいなの？とか、ハイビジョンで撮る
ときれいなの？ということ。
　詳しくは専門的になるので省略する部分もあるが。

　まず、放送は、高精密画像だから当然きれいに見えるはず。
　1991年頃からアナログ・ハイビジョン作品の制作に関わったことがあるが、編集スタ
ジオで見たときはたしかにきれいだったが放送は見ていない。
　受像器のデモ用映像もやったことがある。
　とにかくフィックス・ショット（カメラを固定して撮影する）のみで、つなぎはディ
ゾルブ（オーバーラップのこと）、ただきれいに見せるための面白くも何でもないも
の。
　今さらだが、こんなのに騙されてはいけない、今でも電波にのせてない分は割り引か
なければならない。
　でも、デジタルになるとどうなんだろう。
　店頭でハイビジョン放送というのを見かけることがあるけど、すごいと思うほどの驚
きはない。

　もう一つ余談だが、1995年だったか、テレビ関係者のある会合で市川崑監督と偶然隣
り合わせになったことがある。
　遅れていったので一番前の席に座ったら隣が市川崑監督だったわけで。
　そのとき、ハイビジョンでのドラマ撮影の難しさ（アタシの考えている難しさとは違
うかも）をちょっと話した。

　監督は、フジテレビのＢＳ放送用にハイビジョンでドラマ（山本周五郎原作／その木
戸を通って」をつくったあとで、ハイビジョンの撮影はピーカンは適さない（コントラ
ストがつきすぎて）、だからアメリカの映画撮影のように、テント状のもので太陽光線
を遮って撮影したと言っていて、わたしの経験から（レインボーブリッジをテーマにし



たドラマをつくった）もそう思います、と答えたことがある。
　まあ､緊張もしていたし、舞い上がっていたので他に何を話したか覚えていない。

　話をもどすと、録画する場合は、二年後ならともかく、現在のＶＨＳ、ＤＶＤやＨＤ
ＤＶＤやブレーレイでもアナログ放送を録画する分には期待しない方がいい。
　大昔、ＶＴＲが出たとき、ある人がテレビの写りがよくない実家の父親に買ってやっ
て、録画したら「きれいに撮れない」から返すと言われたという。
　それはあたりまえで……。
　「ハイビジョン対応」なんていう器機を「ハイビジョン＝きれい＝この器機で録画す
ればきれい」と勘違いするのと同じようなもの。

　撮影は、市販のカメラでよくある「ハイビジョン対応」というのに惑わされないよう
に。
　今のカメラの性能はいいから、何でもそれなりにきれいに撮れるはず。
　市販のハイビジョンカメラで撮れば、視覚的、物理的なきれいさは、もっとあるかも
しれないが……。
　問題はその出口、つまり受像器やモニターの性能で、もっと問題なのはシロートとい
えども「何をどう撮って、どう見せたいか」だと思っている。
　それがきれいだったらなお、いいじゃん。

　まあ､長くなったがアタシのＤＶＤに関する知識は、2000年で止まってしまっていたと
いうことで｡
　

　三月一日（土）　積雪五センチ。

　昨夜の某テレビ（ビレテ本日←）で某出演者（名前は忘れた）がイージス艦の衝突回
避の素朴な疑問として「警笛のようなものを鳴らすとかが出来なかったんでしょうか
ね」と言った。
　すると、某出演者（員議院議衆党民自栄勝沢平←）が、すかさず『乗組員はみんな寝
ているので警笛を鳴らすと、全員が起きてしまうから鳴らさない……』と。
　その後、何のフォローもなく番組は終わってしまった。
　何かヘンないい訳（？）だと思うがジエータイの人たちは、いつも静かでよく寝られ
る環境にあるということか……。

　雪なので温泉へ。

　大雪警報が出ていたが昼頃に解除。


