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>>>総論

冒葉の定麟

映像とはえスクリーンやモニターに映し出されて動いている画面(絵、このテキ
ストでは"画"と表配します)のことです。

映画、テレビ、アニメーション、影絵、ＣＧ，ミュージック･クリップ、ＣＭそ

れら類するものすぺてが"映像"で構成されているものですから、それによってつ

くられた作品は"映像作品"です。演劇も視覚印象にたよっている部分があります

ので映像的といえるでしょう。

一枚の写真を映像という場合もありますが、本瞥では、あくまでも動きをとも

なった画をしめしています。
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しかし、テレビ画面に写し出されるものすべてが映像作品とはいえません。テ

レビでは報道番組といわれるように、たいてい"番組"であり、スタジオで制作さ

れたライブ(実写→ニュース、バラエティ)も番組の一部です。それらは娯楽番組

といわれても‘‘娯楽作品"とはいわれません。

それでもＴＶ番組は映像を表現手段にしているために、ヴィジュアル社会の担

い手であり、同時に、どのように優れた映像作品でも、ヴィジュアル社会の担い

手のひとつにしかすぎません。

ぼくにとってはゲームのＣＧ映像は縁がないのですが、ＣＧの制作者一般にも、

本テキストには参考になる考え方がふくまれていると思います。

また、実写(ライブ＝リアル)映画とアニメ(ＣＧも)は映像媒体として同質です

が、実写とアニメでは"画の質飼が違いますので、まったく同質ではありません。

しかし、本テキストでは、映像が同一の機能をもつために、実写とアニメは同一

のものとしてあつかいます。

その映像作品を柵成する"ひとつづき"の画面(連続しているひとつの動きの画

面)を日本では"カット''と呼んでいます。ショット、ピース、ともいいますが、

このテキストでは‘‘カット"で統一します。

実写ではワン･カットごとに撮影をしていって、その撮影を終了させるとき映画

監督は｢カット！」と号令します。また、フィルムを編集で物理的に切ることも

｢カットする」といいますが、これとは違いますので、混同しないでください。

映像には原則がある

アニメの現場では、ギャラが安くていつも人手不足のために、素人が仕事をし
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つづけています。実写映画の世界でも似たようなものだと聞きますし、ケーブル．

テレビ局やＣＳ放送局などが多くなり、多チャンネル化が進むにつれて、素人に

ちかいスタッフが現場にまぎれこんで久しい、という現実もあります。

それでも映像作品をつくりつづける現場があるのは、社会的な要請があるから

であり、映画やアニメ、ＣＧで動く画をつくるのが好きな若者たちがいるからで

す。ビデオ・カメラに代表される機械(ハード)の性能が良くなって、アマチュアで

も映像作品らしいものを制作できる環境が、さらにそのような若者を増やしても

います。

そのため、だれでも映像作品をつくれる環境が整ってきたと信じられるように

なった現在、本当の意味でのヴィジュアル社会が到来したと感じます。

一方で、アマチュアでもプロでも、撮影し編集してまとめたものが"なんとなく

変だ''"思っているほど映画っぽくない"と感じるケースが多いと思いますが、そ

れには、はっきりとした原因があります。

映像そのものが持っている‘‘原則"を無視しているからです。

見てわかるものに‘‘原則"があるというのは想像しなかったことでしょうが、見

たままでわかるはずの映像にも、原則があるのです。それを無視しますと、“まと

めたつもりのものも、まとまったものに見えない"のです。

この映像の原則を知らないで現場に入ってしまった映像スタッフが、とても多

いのが現実なのです。

企画の段階でのテーマの選定が悪い、ストーリーが悪い、檎成が悪い、作品に

しようとする対象がまちがっているということもあります。

しかし、“カット＝映像の断片"をつかって作品にしていくためには、いくつか

の原則があるということを承知するだけで、作品にまとまり感が発生しますし、

映像で露ろうとしているテーマが、映像を見ているだけでも語られている、とわ

かったりするようになるのです。

このテキストでは、テーマとかストーリーの問題はとりあげず、〈カット＝映像

そのものの制作(撮影、作画)にふくまれている問題>だけにしぼって説明していき

ます。

これを理解すれば、みなさん方が制作しようとする映像作品が、見た目だけで

も納得いくものになり、語ろうとする主張が視覚的にもわかりやくす＜なったり

して、本当の映像作家としての勝者になれることをお約束します。

感性で映像は樋れない

どのようなジャンルの作品であれ、それを創作(制作ではありません)するため

には、まず創り手の感性が要求されます。

とはいうものの、映像は感性だけでは撮れませんし、作画もできません。
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なぜなら、映像というのは"見た目"でわかるように見えますが、じつは、かな

り複合的な要素が霞届的につまっているものですから、“なんとなく見た目のとお

り”に制作しても、作品にちかづくことができないのです。

そのために"映像の原則"を知る必要があり、そうしたほうが制作的に時間を省

略できますし、創作上もかなり得をします。しかし、このことはほとんど認識さ

れず、確立した技術論として認識されることもなく過ぎてきました。

感性というのは、企画の段階での"ひらめき＝思いつき"と、最終的に作品をま

とめる段階で"直感"が必要なときに働かせるものであり、制作プロセスの途上で

は、かなり論理的な作業に終始すべきものなのです。これは、体感的にお伝えす

ることができます。

当然ながら、制作途上のどこかの段階で、感性を働かせなければならないこと

はあるにはありますが、それはケースバイケースであるため、これについてはと

ても説明しきれるものではありません。

コンテを鏡む

アニメを制作する時には、「絵コンテ｣というものを必ず用意しなければなりま

せんし、実写でも、本来的にいえばコンテは必要なものです。最近では、ＣＧに

よる特殊撮影のカット(合成など)が多くなって、必然的にコンテを用意しなけれ

ばならなくなってきています。また、コンテそのものが出版されているケースも

ありますので、それなりに知る機会も増えてきました。

今、ここで書いてきた『コンテ｣とは、コンテュニティの略語が、日本の映画用

麗になったものですが、アメリカではストーリー･ボードとも呼ばれており、つか

われ方は現場では少し違うようです。

c◎nlinuMy＝連続(状態)。(論理的に)密接な関連一続き。(映画､ラジオ､テレビの）
栂影[放送]用台本｡(番組の問に入れる放送者)つなぎ[贈り］の部分

【研究社NEWCOLLEGIATE英和辞典より】

この言葉のとおり、コンテというのは、映像作品をつくるためのプランニング

を示した設計図ですが、“映像を続けるために，'どのようにするかという撮影台本

のことを"コンテ"といった日本の先人の感覚には頭がさがります。

しかし、現状では、このコンテの意味を知らず、漫画に似ているようなものだ

と勘違いをしている人々がほとんどです。

実写映画の世界では、コンテの存在を知っていても、そんなものは絵が描けな

いから書くことはしない、頭のなかで"シナリオからコンテを切る"のが職人だと

思われていることの多いのが日本の現状ですので、コンテを霧くことはないがし
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ろにされる傾向があります。

コンテは、描く、書く、もしくは切る(きる)、また"割る”ともいいますが、な
あい底い

ぜか固定していません。それはコンテ作業を暖昧にしてきた歴史がそうさせたの

かもしれません。

コンテ用紙の実物例(各社､各人によって多少梯形式は違います）

、｡． (株）キネマ旬閲社

Ｆ扇一両一Ｆ丙~盲一Ｆ記一ｍ
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コンテ用紙の大きさはＢ４からＡ４サイズまで、スタッフの好みや、作品の長

さ、スタイルによって多少違いますが、原則的には１ページに４～５コマ(フレー
わく うL←ム

ム＝枠)があるものです。コマーシャノレのような短いものでは、枠まですぺて手描

きですませることがあります。

なお、ストーリー･ボードの場合、－枚ずつ描いたものをならべていくという方

法をとります。
ますめ

絵の升目(コマ)の大きさは同じであるのが基本ですが、特別な場合は、升目を

無視することがあります。

長編マンガは、コマ(フレーム)の形や配圃そのものが表現の最終形態の一部に

なりますから、升目自体を変化させたりもします。

しかし、コンテではコマの大きさを変化させてはいけません。それは、モニタ

ーもスクリーンの大きさも変わらないからです。

ですから、一定のフレームのなかで映像の変化を創作するプランを考え、他人

にわかる形で書くことがコンテ作業になります。

コンテを読めれば、完成作品の仕上りの70％までは想像できると断言できます。

しかし、コンテは、たいていザツな絵と汚い文字で書かれているために、出資

者や制作者、企画者がコンテを読んで作品のクオリテイを想像することはしませ

ん。そうして、試写を観てから、こんな作品は頼んだ覚えがないといったことが

起ったりします。
ぜろごう

それをカバーするために、予算のある映画制作では、零号(0号)というラッシ

ュ(とりあえずつないだフィルムの状態)に、仮の音声をいれたもので作品的なチ

ェックをして、再度プランニングを直したりするケースがあります。

零号というのは、作品の仕上りの第一段階にもいたっていないという意味なの

ですが、実情は、零号というのが完成品を意味してしまっていることが多くて、

この仮に音をいれてチェックするというプロセスが割愛されてしまっているので、

ロクな作品が出来上がらないという現実もあります。

コンテを読めれば、こういう無駄な作業プロセスが省けたりするのです。

しかし、コンテでチェックしておいて万全だと思える作品でも、本当は、零号

ラッシュで作品の最終確認をしたいのが監鶴なのですが、そのような恵まれた制

作状況はあまりなく、それは天国のような世界での話になります。

コンテの仕寧

コンテをきる＝映像の栂成をすること＝演技を演出すること

＝物語を贈ること

これがコンテの仕事なのですが、このコンテを読むためには特別な能力が要求
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されます。マンガのような形態なのですが、マンガを読むように読めず、見ても

マンガのようにおもしろくないのは、劇的な表現になっていないからです。です

から、コンテを読むための能力が要求されるのです。

それは、コンテが音楽でいえば楽譜のようなものだからです。

電気製品や製造製品の設計図とも同じような性格のもので、楽譜も設計図も、

そこに雷かれている記号の意味がわからなければ、絶対に完成品を想像すること

はできません。

コンテに絵がならんでいても、それは映像にするプランとしての絵ですから、

マンガとは違い、秒数という現実的な時間を想定して醜み取る能力がもとめられ

ます。

さらには表現されていく物語の変化を想像して、その変化した画像が映像にな

ったときのことをも想像しながら読まなければならないのです。

映像作品になったときに、物語がどのように映像的に栂成されているのか、感

情表現がどのような変化で劇的に構成されているかを、視覚的な印象の流れのな

かでチェックするのです。そのために、まず、紙の上に示した設計図としてのコ

ンテを制作するのです。

さらに、コンテを理解するために大事なことがあります。

“映像には視覚印象の力学"ともいうぺき"映像のダイナミズムの要素"(楽譜でい

えば、これがそれぞれの音符ということになります)の原理がありますから、これ

を知っていれば、現実の時間のなかで映像が展開されていったとき、観客がどの

ような印象をうけて楽しんでくれるかということもわかってきます。

以上のような理由から、コンテは楽譜を読むように、醜むための基硬学力と想

像力が要求されるものなのです。

しかし、コンテは一見、コマ･マンガのように、誰でも見ることができて、理解

できる絵という記号で書かれているために、誰にでも読めるものだと誤解されつ

づけています。

一番困ることは、視覚印象の原理などあるわけがない、見えるものは見ればわ

かる、という錯覚がありますから、コンテを読み取る能力は必要ないと思われて

いるのです。

映像演出の要点は、カットに現れる感情表現が、どのようなアングルとレイア

ウトと動き(映像的変化)で見えている(表現されている)かを見抜くことにありま

す。そして、コンテはプランですから、前後のカットの関係から、その映像表現

が正しいか正しくないかも判定できしかも、表現される時間を想定して考える
ことができるため、お金のかかるフイルム製作前に作品の完成度を高められる余

地をのこした作業プロセスともいえるのです。

このコンテによって、制作されるであろう作品の価値を読み取り、より完成度
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の高いものにしていくことができるのです。

映像の頚

マンガでは、読む時間は読者が決めることができますが、映像作品は、観賞す

る時間は作品自体が決定しています。しかも、見直しができないという条件がつ
はんらん

きます。ビデオやＤＶＤの氾濫で見直しができるというのは、あくまでも例外的

な考え方で、基本は、見直さずに最後まで一気に見せるのが映像作品の絶対的条

件(性格＝機能)です。

この機能を知っていた映画の先人たちは、－度見せるだけで物語を理解させる

ために、映像はどのようにしたら良いかと考えて、いくつかの映像的な原則を確
立しました。

モンタージュ理論やイマジナリィ･ラインといったものです。

それらは、ぺつに難しい理屈ではありませんでしたから、ぼくは、それら基本

の考え方を忘れずに、コンテを切り、演出を覚え、自分に想像がつかない局面に

ぶつかった場合には、その理屈(技法でもあります)を利用して実務を突破してき
ました。

そして、演出をすること、物語を創ることができるようになればなるほど、こ

の理屈と技法のもっている意味がすばらしいものであるとわかるようになりまし
た。

つまり、これを守っていくだけで、アニメという素材でも、映画らしいフィク

ション(ウソ八百の本当らしい話)をつくることができると信じるようになってい
ったのです。

そして、わかってきたことは、それらの理屈をささえているものが、映像を成

立させている各種の要素がふくまれた"映像のダイナミズム"にかかわるものであ

り、それは、映像制作をするうえで絶対に忘れてはならない音符に相当するよう

なものだ、と理解できるようになったのです。

しかし、映像が珍しくないヴィジュアル社会になるにつれて、この映像の本質

的性格はないがしろにされてきました。原因は、人々が映像に馴れ過ぎたためな
のです。

絵が描けることは、コンテを書くうえに有利ではありますが、アニメーターや

ﾏﾝガ家出身の描く勲ﾃは､おうおうにして馴れた絵柄(殊にｻｲズ=フレーミ
ングとレイアウト)の羅列になってしまう傾向があります。それらの作品は、絵で
はあっても不思議と映画的(映像的)ではありません。

つまり、もっといってしまえば、このテキストで説明していこうとする、映像

を演出していくという、映像を成立させていくための"映像のダイナミズムの原



則(映像を支えている要素、要因)”を無視しているもの、になってしまっている

からなのです。

映像作品というのは、単に映像(勤く画のことです)をつかえばいいというもの

ではなくて、演劇的(演技がふくまれるのは当然です)な要素も持ち込まなければ、

いくら映像をつかっても‘‘作品"には迫れません。

なぜなら、映像作品は、現実の時間経過のなかで観なければならないものです

から､観客に時間経過を耐えさせるためには､"物語的なもの"鎧営闘こしなけ
ればならないのです。

演劇的手法のなかにある物騒の語り口のおもしろさは、歴史的な修練を経たも

のですから、これは利用しなくてはなりません。もっといってしまえば、映像の

すばらしさだけでは、観客は五、六分という時間にも耐えてくれません。

そして、その物題を映像で伝えるのですから、長編マンガの視覚印象の展開(読

者が自由にコントロールできる展開時間)とは違って、映像作品が強制的に持続さ

せる誇りロの時間(作品が支配している視覚時間)を心地好く見せるための"映像の

力学＝映像のダイナミズム"を利用しなければならないのです。

>>>>>＞〈<<<<〈

このテキストに書かれている考え方は、ひとつのサンプル(例)です。

演出は、大変に柔軟性に富んでいるものですから、このテキストの原理原則を

越えたこともおこります。

それでも、映像など感性だけでなんとでもなると思うのは、時間と労力の浪賀

になりますからやめていただきたいのです。

ロボット物のアニメしか知らない者に、原理原則など番けるわけがないという

意見があるでしょうが、それは逆だと言いたい気持ちもあります。

なぜなら、ウソ八百の素材をつかいながらも"それらしい"映像世界を構築する

には、映像の力学に頼るしかなかったという事実があったために、実写(ライブま

たはリアル)のような仕事の、もともと“リアルらしい素材"をつかって映像世界

を創る作り手以上に、ぼくは映像の力学にはナーバスに対応してきました。

アニメの記号そのものは無機貿な映像素材ですから､それらをつかって"らしさ'，

を演出しようとすれば、映像の力学に敏感になるのは、実写の世界のスタッフ以

上だという確信があります。むしろ、映像を"らしく''演出する基晦学だけをたよ

りにフィクション(架空世界)を柵築しようとしてきたのです。

そのキャリアの上にたって、原理原則を無駄にするな、と若い映像制作スタッ

フ志望者たちに伝えておきたいのです。
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動かないカットでも長さがある４０

トメ絵を映像的にするための技法４１

フレーミングのダイナミズム４２

空間も映像のダイナミズムを生む“

左右の上下“

心GNNの位固４６

４９－第4章aooo年までの現実問題
現場にいるスタッフ５０軸hを創作するという観念純い“

現堀のなかの自分５１演技とは体が動くこと５５

カッ トは肥号５３ 現実的対応の仕方５６

映像作品のアタック

テレピのまやかしと正麓

1m客はするどい

自己惟饗

８
９
９
１

５
５
５
６

64－第5章映像の原則
コンテをきる原則

方向性の恵味の迎い

視線(目線>の向き＝

方向性を示す

方向性を統一する意味

サイズ(画角）

画面サイズは変化する

位眉(フレーミングフの意味性

フレーミングが感情衷現をする

アングルと方向性

遠近の問盟

アングル<角度)の意味性

備闘はつかうな！

照明(ライテング）

色彩(カラーリング)のなかの

補色の間１，９０

動きの発生による愚昧性９３

動きの複合の興台から

視覚的意味性を見つめる妬

能舞台に見る視覚原則％

イマジナリィ･ライン”

目親合わせ１０３

越えられない国測Rは移助する１０６

ふたつ同帥に発生する

イマジナリイ･ライン１０８

イマジナリィ･ラインを

乗り越える方法１１０

速度感の統一１１１

“
“

イマジナリィ'ラインの実際(図）１１４

喜怒哀楽を描く適度感１１５

映像は麗化を求める１１６

カットが変わることも動き１１８

アクション,カットは

戦闘のことではありません１１９

綱典で見つけるテンポ、リズム120

曲酌要素から方向性を決定する１２１

８３間をコントロールする１２２

作品の凍席感１２３

カットの頭は待つな１２４

フレーム･イン、アウトの間１２５

黒ペタは動きを殺す１２７

主観のカメラ･客観のカメラ１２８

印
的
沌
泌
お
お
師
帥
鯛
“
”



板つきではじめない１７６

会騒シーンは硯めっこではない178

惰諏と目の高さ１８０

画にのる台飼、すべる台飼１８２

期股図は股I↑回であり製図である183

ミニチュアやＣＧを本物にする１８５

回想と夢

レンズの雫

パーソナルなフィルム、

広いフィルム１３４

３蛎酌はダイナミズムの面倒さ１３６

函埋感を出すのは

アニメの方が殿しい１３３

1３１

１３２

137－第6章コンテ主競
1925年のモンタージュ闇１３８コンテでリアル時間を暁む

フォトジェニーとリズム的１４０コンテの奥源

映像学の消失１４１テｽｸﾜｰｸ”を亘面qijすな

ハイリスクな実写の世界１４２コンテの例の台飼の考え方

コンテは映徹製作の股計図１４３コンテでシナリオを

田浮明の瀬出窟度脱１４４改訂する麹しさ

画面の弧力１４５シナリオ

コ ンテはマンガのコンテ作案

出来損ないでは怠い１“過去の歴史と現実

実写では

コンテマンのシナリオの蔑み方160

シナリオ桐造墳１６２

キャラクターと物園をふくらます１“

シナリオ・ライター志望者に

おこる不思胴１“

演出寂としてシナリオに

気をつけること１“

前後をつなげるという

感覚で修正する１”

”
妃
興
鍔

１
１
１
１

錨
”
”
銅
釣

１
１
１
１
１

169－第ﾌ軍ビギナーの実務
カット割りのこと１８６

リチャードクーの方法１８６

見せ場を見せるための

必要な余分１８８

制約があるからこそ

作品は仕上がる１９０

カットとはひとつの画面１７０

波出するということ１７１

演技はポーズや

マンガ･パターンではない１７３

決 めポーズ１７４

マンガとの違い１７５

221－第９章作画の究極的演出処理学

191－第B章コンテの究極的処理学
マシーンと人間の関係を

描くことを面倒がるな２１０

セックスの表現と同じに考える２１１

宇宙での立ちポースの

モピルスーッ２１２

５覇や空の背景ｼー ﾝは絹くする２１４

画によって秒数は遭ってくる２１４

服は葛智えられないのか？２１５

なゼ映倣が流れる

桐成をしないのか？２１６

背景だってうかつに猫かせぢい２１７

無亜冒帯の演出２１８

縫合、統合もしくはトータル２１９

人気がある作品といい作品２２０

プロットとカットの弧力の閥係

１９２

コンテの絵は一所懸命に

描いてはいけない１９４

コンテにカットとページの

ナンバーは轡かない，９４

作興を示すＥ副緬き忘れるな196

オーバーラップ<ＯＬ）の

秒数の考え方１９７

第一鴇のコンテは

全体的に長くｅく１”

コンテに効果音の指定はしない２０ｏ

どういう１２所(ｼー ﾝ)かわからせる２０２

コンテは流して見て

ストーリーの節目を見る２０２

コンテの整理学２０３

皿さないコンテは

秀れることはない２０４

他人のコンテはやたらに

画してはいけない２０５

ト書きの脱明すぎ２０６

シーンの股定にそった

広さと狭さを描く２０７

コンテのマス目を大きく描くな

２０７

自分の稲合の位置関係にしない209

、
○
コ
↓
の
．
前

ふつうの感情を表現する

キャラクターが違うと

アップ･サイズも違う

227

228

サイズをアップ気味にしない２２２

レイアウトだけでは

何も見えない２２４

カメラを固く意露をもつ２２５

秒数(カットの長さ）

に対してセンスを層＜２２６

1３
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カットの外に対象がいる２２９

カットのフレームの外に

その人の身体がある２３０

パース練をいれない２３１

カット頭で芝届を待つな２３２

それでもカット恩は

止まってしまう２３４

アニメでカット頭の

静止感を外す方法２３４

静止している（フィックス）

カットを見せる方法２４６

映像的には動いていても

卿止しているものを見せる

速いだけが能ではない

亜而卜のスピード感覚

アニメのフォローは

無条件に速すぎる

つけPAN，角合わせは

fOIowにする

被写体の移動

角合わせの実照

フリッカー

窓枠とキャラクターの対比

カーブを曲がる２５１

アウト･アクション２５２

３コマ打ちの波を縦けると止まる

２５４

燭発だっていろいろある２５５

宇宙はスタジオ･ライトにし怠い２５６

決めボー ズからｽﾀー ﾄするミス２５７

動きが速いと背景も速くする２５８

鰭覚は利用しろ２６０

聞景の立喝２６１

カメラマン･宮川一夫の世界２６３

枚数減らしの手法２“

237

238

239

240

蛇
“
婚
“
妃

２
２
２
２
２

267－第１０章究極の演出心得
映画を題ることは

不思胴ではない２６８

８本がマンガ大国にj８つた班由２６９

映餓制作を邪gﾖするものは

映倣制作そのもの２７１

別の基準を持ち込まない２７３

表面ヅラを真似する

（アレンジの要繍）２乃

映律はコミック．マンガではない２７８

カット餌の動きを

コントロールする２７９

物理的につなぐ．映蝕的

につなぐ２８Ｉ

なんとなくすっぽ抜けている

カットの息味２８２

－枚の絵を見ているだけでは

リテイクできない２８４

画が良くなると見えなくなる２８５

絶無といえる澗gS的センス２８６

視覚感度の鋭敏化が

もたらす保守指向２８８

芝居の■をリアルにする

まちがい

ラフ･スケッチで

感個表現をみつける

演技のデッサン

心理描写を考える

光のフォトジェニック

。間口が演技．

澗技の図蹄は･間・

台』駒2分

鯉音現喝でのスタッフの感度

３１４

好色にやってなにができる３１６

日常感覚の畏失と

責任健囲の理解３１７

ちょっとおかしいという

感覚の冒告３１８

原則ということについて３２０

加
魂
認
翻

295

296

297－第１１童画以外のこと＝音声
ふつうに演技をつける２９８

澗 技鯛２９９

戸園としての演技の基本３０１

Ｂ・ ＧＭ３０３

音 の原則３“

芯の音とまわりの音３０６

ジャンル（カテゴリー）分け

３０７

人をぶつ音・シーンの音３０８

シンセ・デジタルのまやかし

３０９

オーバースペックに仕立てる

３１０

劇の圏リロによりそう３１１

台 詞 の 鎧 音 ３ １ ２

洩出厚たるもの耳を持て３１３

アフレコ台本の曾曾方３１４

321－第１２章エンタテインメントとは何か
｢花伝啓』より引用３２２ｱﾆﾒ,ＣＧ(こ強誰が鑑のか？３２３映画的なるもの 325

埋
匡
の
↑
匡
○
Ｕ

３２９－あとがき
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沙第１章映像の根本

睡塵の蓮園生

え

映像は、画の動きそのものであり流れでもあるわけですから、見ている実際の

時間に縛られています。読むものではありませんが、見るといっても、一枚の絵

を見るように見るものでもありません。

また、サイレント時代の映画でなければ音声をともなっており、聞こえてくる

ものを聞き取って理解できるものでもあります。

すなわち、リアルタイム(時間を追ってそのままの状態)で観賞し、理解し、楽

しむもので、観たあとの余韻は、小説や絵画、演劇とおなじように印象として残

りますが、時間に縛られて鑑賞する媒体であるために、途中での見直しや読み直

しができません。

この条件を満たすように映像制作をするのが、原則になります。

ですから、映像の演出とは、映像の連続性と映像の変化が生み出す視覚ダイナ

ミズム(力学)の創作と規定できます。

アニメや実写をつかってなにかを表現しようとしますと、コンテの執箪時には、

これを意識しつづけなければなりません。

映像作品は、いくつものカットを潤み重ねて(つなげて)いきますので、カット

とカットのつながりが、一定の連続性を持つ必要があります。

Ａのカットと次につながるＢのカットが、同じ場所、同じ時間、同じ何かを伝

えようとする場合、同じようなテンポ(早さ)とリズム、同じような質感で見えな

ければ、別のものに見えてしまいます。

そのために、まず映像制作の基本は、この同じものであるように描く(または、

制作する＝撮影する)、つまり、同質性を描くためのカットは‘‘連続性を発生させ

る"ように創らなければなりません。

これが第一の基本です。

ＡとＢの人物は違うものだから、違っているのが当たり前で、同質は求められ

ないといった場合でも、同一の場所にいるという表現が絶対条件である場合は、

物理的にも空間的にも、そして、映像のテンポやリズムも、同質性や連続性を演

出しなければ、同じ場所で同じテーマ、同じ物盟を表現しているようには見えな

いのです。

カットのリズムやそのつながりのリズムが違っても、‘‘リズムが違う＝何かが違

う＝同一ではない=う物語が変わっていく''というサインになってしまうのです。

1６



二人を押えているワンカソト
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空間の同一性

まず、“空気感の同質性を描かなければならない''という理由をあげましょう。

二人の人物がひとつの場所にいる場合、これを二人同時にひとつのフレーミン

グ(カメラの枠の中に入れる)したカットなら、なにも考える必要はありませんが、

一人ずつの別のカットにしてつなぐ場合、映像的同質性をもたせるには、実写の

撮影現場では意外と難しいのです。

同じ場所で撮影しているのならまちがいようがないと考えるでしょうが、映像

的には別の場所で撮影されているように見えてしまうカットを撮影してしまうこ

とがあるのです。

原因は、撮影現場の環境にごまかされてしまっていることが多く、技術の問題

である以前に、映像的配慮の問題になってくるのです。

たとえば、右に林、左に町がある景色で、Ａは林を背景にしたカット、Ｂは町

を背景にしたカットにして撮影した場合、そのふたつのカットをつなぐには、よ

ほど巧妙に演出をしませんと、同一の場所にいるようには見えなくなります。

'７

なぜ連続性が必要なのか、という理由を観念的に述べてもわかりにくくなるた

けなので、もっともわかりやすい具体例をあげます。

Ｂと町の背景 Ａと林の背景

忍織
Ｐニワ◆■◆●■■●ｄ■■■●●b■■●●｡●●も◆●①●
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同じ場所で会話をつづけている演出をしているつもりでも、背景が違いすぎて

いますと、画面上ではとても離れているように見えたりして、観客は｢なにか変な

のだな』と感じてしまいます。この同一性や連続性を明確に意識してカットを制作

しないと、違和感のするカットができあがってしまうのです。観客に｢何か変』と
感じさせていますから、同一性を描くことにはなりません。

映像的に平坦な描写を必要とするときには‘‘連続性を保つ制作をする''と強く意
識しなければならないのです。

アニメでも設定番に準じすぎて、上肥と同じような例がおこることは珍しくあ

りません。

その場合の解決策は、連続性のある要素を見つけ出して、“背景的にもつなげる”

作画(撮影)をする配慮を演出家が持たなければならないのです。

“連続性"を映像上に創作し発生させるためには、場所の問題だけでなく、芝居そ

のもの、色彩、衣装、結髪、小道具、大道具の使い方、さらには、レイアウト、

カットそのものの動きの方向性、その展開のテンポとリズムまで、同一性を意識

した演出をしなければならないのです。

これが第二の基本ですが、これらの要因の癖については、順次、説明していき

ます。

映像はﾖ矧上を求める

‘‘変化"とは映像が変わることですが、実際に動いているものを撮影すれば自動的

に映像は動くわけですから、わざわざ変化を演出することはないと思うかもしれ

ません。

しかし、動きそのものの変化は"劇的な変化"ではなく、被写体の動きでしかあ

りません。そのような自然の動き、日常の動きを写したものは記録ではあっても、

映像の作品的変化ではありません。

ここでいう変化とは"表現するために映像８１局変化させる卿ことです。
最近のＣＭは、映像の‘‘変化"を描くことに偏りすぎて、緩急のリズムが極端す

ぎたり、カットの数の多いものが増えていますが、例としてわかりやすいのでま

ずはああいったものだ、と思ってください。

しかしながら、ＣＭを連続して見せられてわかることは、変化しすぎる映像は、

記憶として残る印象が散漫になってしまい、よほど好きな映像でなければ覚えて

いないことで、これは皆さんが日常的に体験していることでしょう。

ＣＭも優れた映像作品であるのですが、本テキストで対象にする作品は、もう

少し長い映像表現をするものを対象としていますから、ＣＭに表れている技法の

全てが良いものだというつもりはありません。

1８
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そのためには、物語の内容と映像のダイナミズムの強弱のバランスが良いのか

悪いのか、と判断できる感覚が必要になってくるのです。

映像が特異すぎると物語が見えなくなる傾向がありますので、物篭は無視して、

視覚感覚だけを刺激する作品にしたい、と考えるスタッフは気をつけなければな

らないのです。それでは、幅の狭い特別な作品になってしまいます。

映像作品をメジャーにするためには、まず物語があるということを忘れないで

ください。

そして、“変化"を描くためには、連続性を描いている部分があってこそ見えて

くるのですから、まず"映像的連続性"を演出できなければならないのです。

1９

映像作品が素晴らしいのは、－瞬にして劇的変化を見せられることです。

これが視覚のダイナミズム(鴎と動の刺激＝緩急)なのです。

ニュース番組でアナウンサーのカットから、報道レポートの画面に切り替わる

という場合でも、映像的変化の質は同じなのですが、ここでいう変化とは"映像作

品を成立させ、物語をドラマチックに描くための変化"のことですから、ニュース

番組のアナウンサーからレポートの映像に強引に変わるようなものは対象として

おりません。

あくまでも劇的な意味の変化を示すものでなければならないのです。

すなわち、劇的変化の強弱にそって、映像のダイナミズムの強度をもちいて表

現していこうとすることが、映像演出の仕事になるわけなのですが、だからとい

って、変わったカットを並ぺたてて映像の変化を見せすぎますと、長時間ＣＭを

見せられているのと同じ結果になってしまいますから､‘‘物語にそったほどよい変

化"を創作する必要があるのです。これが"映像を演出する"ことなのです。
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変化の創出(テンポとリズム）

前項とは逆のことを、まず雷きます。

一定の連続性が保たれているだけの作品は、冗漫でつまらないものになります。

‘‘劇的"というのは、本来‘‘変化"が生むおもしろさなのですから、驚きをともな

う劇的変化を描くべきなのです。

「飽きないような画面をつくれ」という意味で、手塚治虫先生も「センスオプワ

ンダーのある話と画面。ルーティン（決まりきった）でない画をつくれ」と言っ

ていました。

観客は物語を観ますから、ドラマを描いていく過程は観客の心情に触れるよう

な櫛成にします。その部分を映像の乱舞で描くこともできますが、映像の騒音に

なってはいけません。

まずは、物語の贈るべき流れを創出することに重点をおいて、観客の心情にそ

うようなテンポ(早さ)を創出しなければならない、というのが第一の要点になり

ます。
いんりつ

これに映像のリズム(韻律)とし､う味付けを加えることができれば万全なのです。

このリズムの集大成が、また次のテンポを創出します。

テンポもリズムも音楽的な憩味が強いのですが、視覚的変化でも、テンポとり
かんき⑨う

ズムは知覚されますから‘‘視覚変化のダイナミズム(強弱または緩急)"をカットの

構成で発生させなければならないのです。

カットそのものにリズムの要緊がふくまれ、カットの潤み重ねによって生じる

リズムもあります。

次の頁にふたつの縦の流れで示したカットのつながりを見てください。

Ａの流れとBの流れの違いを、わかっていただけたでしょうか？

見ただけでも、Ａのものは単鯛に感じたと思いますし、Ｂのほうは、テンポもリ

ズム感もあると感じられたはずです。これが、変化のあるカットと、そうではな

いカットの潤み重ねによる違いなのですが、どちらが良いかということではあり

ません。

もちろん、カットを連続して撮影していくことによって、Ａのほうにも、映画的

なダイナミズムを発生させる余地はあります。しかし、その場合は、カメラワー

クに膨大な労力がかかるでしょうし、また、短い時間で表現できるのか、という

ような問題も考慮しなければなりませんので、ワンカツトで撮るぺきところを、

いくつものカットに分けた"カットの制作"は、どうしても必要になってきます。

この違いは本能的にわかるようになってください。

この違いがわからない人もいるはずですが、そのような方は、映像関係の仕事

2０


