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ログライン

　ある夏の沖縄、16歳の少女レイは米兵2人に暴行を受ける。10年後、レイは釈放さ
れた米兵に対面するためアメリカへ。レイは兵士の息子パリスに出会い、彼を誘拐してし
まう。

映画概要

　この映画は、アメリカ兵に暴行を受けた少女レイの10年後を描いた長編ドラマ。レ イは自
分の中に宿る深く重い何かを取り除くため、アメリに帰国した兵士に対面しに行く...その過程
でレイは、何も知らない兵士の息子パリスに出会い、父親と瓜二つのパリスを誘拐してしま
う。
　ストーリーはレイと少年パリスに焦点を当てる。傷を負ったレイと、純粋な兵士の息子パ
リスが過ごす複雑な時間と、レイがたどり始める人間回復、レイとパリスの近くとも遠い関係
が徐々に収縮して行く、その瞬間を映し出す。そしてレイが自身の経験を少年パリスに伝え、
真正面から向き合う様子が、美しい沖縄の自然とともに迫真の演技で表現される。この映画
は、何の共通点もないかのように見える二人が、異文化と悲しい過去を、ともにぶつかり合い
ながらも乗り越えようとする物語でもある。

あらすじ

　沖縄に駐屯する米兵ネルソンとカーターは、ある暑い夏の日、学校帰りの一人の少女レイ
を誘拐し暴行する。2人の兵士は暴行した後、少女レイを海に置き去りにする。レイは奇跡的
に助かる。
　沖縄を、日本を揺らした暴行から10年、レイは消えない痛みと悲しみを抱え、釈放され自
由の身となった兵士2人に直面するためアメリカへ渡る。
初めて行く異国の土地アメリカ。工場地帯に下流階級の住民が住む地域に足を踏み入れるレ
イ。甦る10年前の恐怖。レイは兵士に対面することの難しさを全身に感じながら、目的を達
成しようとする。
　兵士、ネルソンの家の前でただ観察するレイ。家のドアから顔を出すネルソンを10年ぶり
に見るレイは震えが止まらない。その直後に現れる若い少年。ネルソンの一人息子、パリス。
10年という長い期間をレイはたった一人で痛みを抱えてきたのに、この兵士は何事もなかっ
たように息子と暮らすことが可能であることを目の当たりにし、レイは混乱する。その何日か
後、レイはパリスを誘拐してしまう。
　パリスを誘拐しモーテルに監禁し始めたレイは、ネルソンのすべてを聞き出そうとする。し
かしパリスが父親ネルソンの過去について何も知らないことにすこしずつ気づき始める。ショ
ックを隠せないレイ。また同時にレイは純粋な少年パリスへ憧れと妬みを抱くようになる。
小さなモーテルの部屋に理由もなく監禁されたパリスは、まもなくレイへと反抗し始める。
何かを隠すレイの態度に興味と同時に怒りを隠せないパリス。そしてパリスを監禁しきれない
レイの繊細さと優しさがパリスを少しずつ変えてゆく。2人はぎこちなくまた不思議な関係を
築き始める。それはパリスが、レイの口からパリスの父親の過去を聞かされたときに大きく動
きだし、パリスの将来だけなく、ネルソン、レイの将来までも変えることになる。



映画の特徴

　主人公レイに、「ひめゆりの塔」でデビューした沖縄出身の女優エリカを起用し、沖縄とシカゴで撮影された
約75分の長編作品。沖縄の目を見張るような青い海、美しい自然、すさまじい台風を盛り込みながらストーリ
ーは進む。

　監督は日本人とアメリカ人のチームそして夫婦でもある純子とエドワードによる初の脚本・監督、プロデュー
スのアメリカインデぺデント映画。オリジナルの脚本と、映像、そして迫真の演技を見せる役者達。「レイ、最
初の呼吸」は2007年IFPラフカットラボの10作品に選ばれている。IFPラフカットラボはアメリカ全土から応募さ
れる新人監督作品の中から10作品のみが選出され、一年間にわたりNYを中心としたベテランフィルムメーカ
ーからのサポートを通じて映画を完成させるプロジェクト。

監督からのメッセージ　
　主人公レイは、生まれ変わりたい一心で「呼吸」をします。その最初の呼吸を求め続けるレイの姿が、少年
パリスに伝わっていきます。兵士とその犠牲者の間に立ちはだかる大きな壁を一人で乗越え、壊そうとする
レイ。それは世界中で毎日繰り返される「悪い循環」を断ち切りたいという彼女の願いであり、次の世代への
訴えでもあります。
  
  お互いの理解があれば、その壁はもっと低くなるはず。自分に起こった苦痛にフタをすることをやめたレイ
が、それを次の一歩に繋げるために必死で伝えようとし、それを受け止める兵士の息子。レイは少年パリス
に自分の経験を伝えようとすることを通して、兵士の育った環境、文化をも経験します。それは、過去の出来
事、そしてただただ怖ろしく憎かった兵士を一人の人間として知ることにもつながっていくのです。
　
レイの「呼吸したい」という衝動によって、10年前の悲しい事件に真剣に向き合うことになった3人は、それぞ
れがそれぞれの成長への一歩を踏み出すことになります。「表現すること」が対話を生み、悲しい過去を乗り
越える次のステージに進む原動力になるのだと思います。



主役 エリカ

　1979年、沖縄那覇出身。 1995年「ひめゆりの塔」監督神山征二監督でスクリーンデビュー。1998
年是枝裕和監督の「ワンダフルライフ」で注目を浴びる。その後、北村龍平監督の「Alive」、黒木
和雄監督の「美しい夏キリシマ」、2005年、映画「誰がために」で浅野忠信の恋人そして妻役で出
演、2005年に青山真治監督、浅野忠信主演映画「エリ・エリ・レマサバクタニ?」(カンヌ映画祭招
待作品)に出演。2007年沖縄ホラー映画「アコークロー」出演、東京を中心に公開中。 2007年制作
映画、監督富永昌敬(オタギリ ジョー主演「パビリオン山椒魚」)による「コンナオトナノオンナノ
コ」で主演、またベテラン美術監督木村威夫監督作品「こぶ広場(仮題)」に、長瀬正敏、宮沢りえ、
浅野忠信と共に共演する。

　テレビ東京で2007年10月から放映される「キューティーハニー」、NHK連続テレビドラマ「もう一
度キス」、WOWOWオリジナルドラマ「Duet」に出演しテレビドラマでも活躍する。 CMではサントリー
「旬果絞り」、2006年秋から「DHC」プラチナシルバーのイメージキャラクターとして全国コマーシ
ャル放映中。 また沖縄ミュージシャン JI MAMAのミュージックビデオ「裸足からびさー」(ソニーミ
ュージック)にも出演中。



パリス役:カトリ・イーソン

　18歳。ノースキャロライナ出身。8
歳の時家族映画“Ditchdigger’s 
Daughter”でスクリーンデビュー。
その後、CBS映画”To
Dance with Olivia”,マイケルアプ
テット監督”Nathan Dixon”などの
メジャー映画出演。またインデぺデ
ント映画多数に出演。バイオリン、
コース、舞台役者としても活躍す
る。ハンプトン大学の1年生。

ネルソン役:ショーン・ニッ
クス

　シカゴのベテラン舞台役
者。ノースウエスタン大学
時に役者としてデビュー。
シカゴを代表とするメジャ
ー舞台で主役として活躍す
る。シェイクスピアーから
現代アメリカ文学劇、グア
ンタナモアラブ兵士など多
彩な顔をもつ役者。

カーター役:リック・アーサー

　米軍海兵として沖縄への駐屯経験
を持つ。その後ノースイースタンイ
リノイ州大学をでて、舞台と映画両
方で活躍する。多くのインデペンデ
ント映画において主役を務めてきて
いるインディーベテラン役者。メキ
シコの奇才詩人といわれるミゲル・
ピネーロの劇、サスペンス映画や、
アクション映画もこなす肉体的にも
マルチな才能をもつ役者。



脚本・監督:

梶野純子&エドワードコジアースキー

　純子とエドワードは、アメリカ長編映
画のプロデューサー、企画、マネジャー
として過去10年にわ たりチームとして活
躍。また、ドキュメンタリー、短編、コ
マーシャル、ミュージックビデオにおい
て その製作のキーパーソナルとしても活
動する。純 子とエドワードは 2005年、
短編映画「Homesick Blues」の脚本.監督
を務める。映画「Homesick Blues」は、
シカゴ国際映画祭、ハワイ国際映画祭
ニューヨークフィルム&ビデオ国際映画
祭、アムス テルダム国際映画祭、ミッド
ウエスト映画祭、など ほか多数の国際映
画祭正式招待作品。 2005年シカゴインデ
ペンデント映画協会にて、最優秀賞ベス
トフィルムを受賞。

　梶野純子、1974年長野県生まれ。1996
年に単身渡米し、英語と異文化の厳しさを身をもって経験しながら、エド.ラドキ(映画監督「The 
Dream Catcher」1998年ロスサンゼルス映画祭最優秀監督賞、「The Speed of Life」2007年ベネチア
映画祭Queer Lion受賞)監督の元に弟子入りする。その後、コロンビアカレッジシカゴ映画学科で修
士号を得る。

　パートナーであるエドワード.コジ
アースキーは、シカゴ出身。19歳に
して、「フールーズ.ガンビット」
(82分)の長編映画をユニバーサルス
タジオからの支援のもと脚本、監督
を務める。ほかに多くの映画雑誌、
ネットマガジンに多くの記事を出版
する。

　2007年、アメリカインデペンデン
ト映画協会のラフカットラボ10作品
に選ばれ、ニューヨークを中心に映
画の完成と市場へ向けてのサポート
を得ている。



プロデューサー:小出正之
 小出正之 1971年、静岡生まれ。1994年東京理科大学を卒業し、大手アニメショーン会社サンライズ
（株）へ入社。1997年、フリーのCGディレクターとして独立し、ガイナックス（株）、スタジオ４ｃ
作品に参加する。1998年 に、フジテレビ深夜ドラマ「美少女H3」を脚本・監督をし、2001年、 日台
合作ムービー「乾杯」で、脚本・監督を担う。その後、2002年 乾杯シリーズ3作目にあたる「二月
的故事」を監督。2003年に 自身初のオール日本キャスト＆日本ロケ映画「ふるり」を監督。「ふる
り」は韓国・富川(プチョン)国際映画祭でワールドプレミア上映され、全170作品中観客動員1位に輝
く。 ２００７年「アディクトの優劣感」（２００７年台湾・日本）をプロデュースする。

　プロデューサー:梶野夕子
　夕子、長野県出身。「レイ、最初の呼吸」はプロデューサーとしての第一作目。1999年に中国へ
北京語言文化大学の留学生として渡り、その後インディアナ州立大学へ編入し、心理学と中国語専
攻、2003年修士号を得る。中国語、英語に堪能、またスペイン語もこなす。日本、中国、アメリカの
3カ国で言語学、心理学、経済学の教育を受け、中国全土、チベット、コスタリカへの単身の旅の経
験をもつ。

撮影:ステファン・コムズ
　ステファンは劇作家ブレット・ニューブーの劇を脚色した長編映画「アール」の撮影監督を担う。
ステファン脚本・監督の短編「トータリーセイディー」はニューヨークをはじめとする多くの映画祭
招待作品。大学で映画の講師として教壇にも立つ。

編集:クリス・ボスカーディン
　ハリウッド映画から自主制作映画まで、幅広い分野で編集者として活躍する。クリスの編集した映
画としてスラムダンス最優秀脚本賞受賞映画「ミュージックボックスのナイチンゲール」カンヌマー
ケット出品作品「スレイブ」、また大型映画「ホームアローン2」「逃亡者」「ラブ ジョーンズ」「
ラストダンスは私と一緒に」「アナイズ・ミー」「シークレット・嵐の夜に」など多数のハリウッド
映画の編集も担う。

音楽・音響:マーク・メッシング
　マークは自身の経営する会社マエストロ・マティックを通じ、映画や劇の音楽の作曲はもちろん、
あらゆる音楽の作曲を手がけながら多くのコンサートで演奏もする幅広いタレント持った作曲家。マ
ークの手がけた映画には「デザイン」(サンダンス映画祭)、「フライング」(カンヌ映画祭)を代表す
る多くのインデペンデント映画が含まれる。また。シカゴを代表する劇場の音楽の作曲をも手がけて
きている。現在映画と劇の作曲のほかに、自身オーケストラバンド「Mucca Pazza」のリーダーとし
て多数のコンサートやテレビの出演もする。

美術:デイビット・クリストファー・クラウス
　愛称「ビック」として業界で知られる美術担当のデイビットは、舞台劇場レッドムーンのセットデ
ザインを担当しながら、映画の美術を手がけてきている。コロンビア大学シカゴで映画美術を教え、
自身の会社Big Works Incを通じて彫刻や劇場のデザインも務める。



　「レイ、最初の呼吸」
　ホームシックブルースプロダクション 

制作/脚本/監督:
梶野純子&エド コジアスキー

プロデューサー:
小出正之
梶野夕子

撮影:
ステファン コムズ

編集:
クリストファー ボスカーディン

美術:
デイビッド クリストファー クラウス

音楽/音響:
マーク メッシング

キャスト

テンガンレイ:
エリカ

パリス ランド:
カトリ イーソン

ネルソン ランド:
ショーン ニックス

ヘンリー カーター:
リック オーサー

オルガンプレイヤー:
サミュエル ウィディモン シニア

合唱団
チャールズ アリングトン
ジョイス アリングトン
ジャーミー テレル ベイスレイ
セレサ ブラウアーズ
ラティシア ブラウン
ラトヤ ブラウン

ラティナ クレイ
ターレイヤ クレイ
アンドレアンナ クーパー
バーサ デイヴィス
アントン グレイ
シャーレイ グリフィン
サマンサ イングラ
アニイエ リデル
デブラ ラビングス
アントネシア シャノン
ジェームス R. シャノン
デブラ トーマソン
グラディース L. ウォーカー
バリン ウェデモン
クロイエ ウィグリー
デボラ ウィリアムス

牧師:
レブ ロビエ ジャックエッテ

尋問者:
ケビン ジョン

警察官:
上村 敬

シカゴスタッフ

プロダクションマネージャー:
スチュワート グロブス

助監督:
シェイディー エルナシャイ

助監補:
カーラ ストラム

衣装:
マリーナ クッチャー



ヘアーメイク:
ジョン シャーロ

第一撮影助手/カメラオペレーター:
ハンター ワレン

第二カメラオペレーター:
ケビン ピットマン

第二撮影助手:
ジャスティン ワトソン

第一スティール撮影:
ウィル オークン

第二スティール撮影:
サンチアゴ

スティール撮影、ビデオ撮影:
スティーブ リーチ

ビデオ撮影:
サリー トウフィグニア
ベンジャミン スティーガー
ケレブ ローソン

照明:
ケビン ピットマン
エレクトリック:
エリック ザンクリー

照明補:
トム ウッド

主要グリップ:
ジョン アートリー

グリップ:
ブライアン ソーウェル
ビリー サラザー
アシュレイ パヴィシック

小道具:
アードリー シリワット

セット大工:
マイク オー ネイル

人形デザイン:
ローラ アニス

絵コンテ:
スティーブ リーチ

美術助手:
モリー シルヴァン
クリスティーン ブロコッズ

録音:
ケビンJ サマーズ
J.T.ミラー
チャッド マイナー
アダム タガラ

録音助手:
ケビン フェーバー
ジャスティン シェル
マイケル ウッドノース

編集助手:
ケレブ ローソン

スタント指導:
デイヴィッド サモ

スキューバ指導:
ジョン カラス

エリカアシスタント:
キップ ヘンドリックス

エリカアシスタント補:
ジェシカ レンスロウ

制作コーディネーター:
フェリックス ジュー

第二助監補:
グレッグ キンドラ



主要プロダクションアシスタント:
キップ ヘンドリックス
ライアン ヴァン アート

宣伝広告コーディネーター:
ケン スタックニク

プロダクションアシスタント:
デイブ ケイン
マーク A. セザリック
ヴィッキー チャン
ジェイソン ハーニングトン
デビー カプラン
ケレブ ローソン
ナタリー ポストン
アダム レンチ
チャールズ ロジャーズ
サンチアゴ
ジョエル スコーナー
ダン スティメリング
ステーィーブ ウー

沖縄、日本スタッフ

助監督:
谷 洋平

助監補:
関谷 崇

ヘアーメイク:
水野 みゆき

撮影助手:
松本 貴之

スティール撮影:
国府田 たま子
永富 真利子
横田 裕子

照明技師:
金沢 正夫

グリップマン:
永田 英則

録音:
ベン スティーガ-

制作スーパーバイザー:
伊藤 秀裕

制作コーディネーター:
大塚 玲美

英語台詞指導:
ショーン 村松

プロダクションアシスタント:
濱砂 祐治
神野 恵美
金城 吏希
大島 崇平
竹本 慎之介
山田 孝典

ポストプロダクション

音声編集:
ルー マロッゼィ

ポストプロダクション音響スーパーバイザー
デイヴィッド　カールソン

アフレコ録音:
ジェイコッブ ロス

ポストプロダクション音響アシスタント
ニック　ベルリン

ミュージシャン:

ギター
ジム ベッカー

パーカッション
ポール ブラノン

ピアノ
ロニ- クーラー

チェロ
フレッド ロンバーグ・ホルム

パーカッション
フランク ロサリー



ギター
グレイ カーラ

パーカッション
ブレント ローマン

バイオリン／三線
チーシュアン ヤン

三線/歌
棚田静子

てぃんさぐぬ花
歌:エリカ
沖縄民謡

さとうきび畑
作詞作曲:寺島 尚彦
歌:エリカ

協力:
有限会社エクセレントフィルム
SPLIT PILLOW NFP協力
マエストロ-マティック
エクスペリメンタルスタジオ

HDカメラ協力:
株式会社Zacutoレンタル

照明機材協力:
プロダクトプロダクション
株式会社アンドオキナワ

撮影地:
アメリカ合衆国 イリノイ州シカゴ
日本 沖縄県屋我地島/古宇利島
© 2008 Okinawa LLC


