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に就くぺきではないので、いまここで諦めてくださったほうが将来のためになる

でしょう。

カットの中のリズム。カットのつながりのリズム。

それらのリズム感を集大成して、総体として大きなダイナミズムを生じさせた

ものが作品になっていきます。

視覚にもリズム感があるとわからない方は、映像作品を一度、音を消して見て

みてください。出来の良い作品は、音がなくても、なんとなくおもしろそうに感

じられるものです。

つまり、物語にあった"連続する映像のなかに現れる視覚的変化の連続性"が、

見ている観客におもしろさを感じさせ、それがまた物語のおもしろさを導くこと

になるのです。

テンポとリズムが生むダイナミズム

映像の連続性と変化を組み合わせた表現が、映像的ダイナミズムを生み出すの

ですが、それは見て感じられる印象ですから、視覚印象のダイナミズムというこ

とになります。

見て楽しむことができるのは、われわれ人間の感性(知、情によって柵成された

もの)が生んだ固有の能力です。

このダイナミズムは、映像の梢成によって綴急、長短、強弱の印象によって発

生させることができるわけですから、映像のテンポ(早さ)とリズムを感じさせら

れなければ、観客を楽しませることができません。

観客にある時間を共有してもらうためには、その物霞の寵り口にあったテンポ

とリズムがなければならないのです。それは音楽とまったく同じです。

極端な説明をすれば、クラシック音楽とポップスは、それぞれ固有のテンポと

リズムがあります。それと同じで、物語のテーマと語り□にあった映像のダイナ

ミズム(動的、活動的)をもちいた展開によって作品が櫛成された(演出された)と

きには、その作品は、固有のテンポなり、リズムを持つことができるのです。

そして、作品全体の起承転結をつつむことができる映像の流れになっていれば、

独自の作品世界を提示することができるようになると同時に、そこには、その作

品自体のテンポとリズムが発生している、ということができます。

そのような観点から、静止した画面(カットのこと)は、３秒という長さを映画

の先人たちは発見しました。

静止したカットは、だいたい３秒間見せられる、というものです。

もちろん、カットの描写しているものが複雑すぎたり、形が見えにくいなどと

いう質の違いによって秒数は違ってくるのですが、一般的な概念として、静止カ

ットは３秒ほどが無難だというのです。それ以上長いとテンポは遅くなり、それ

２２
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監鶴なり演出家が、この映像のダイナミズムを意識して作品を創るのか、物語

や観念を優先させて映像的な問題を二次的に考えているのかによって、作品の仕

上がりは決定的に違ってくるのです。

実写日曽堅ﾖ塞辺雪の閲璽

映像のダイナミズムを意識する必要を感じないのが、昨今の実写映画の監督志

望者といえます。

この規定は不思潔なようですが、当然なのです。新しい道具が開発されたばか

りのはじめの時期は、それを発明し、開発した一部の人々のものでしかありませ

んから、彼らは、つかい勝手の悪い道具を一般の人々がつかえるように努力して

いく時代がつづきます。そうすれば、その道具の癖や問題点というものを終始考

えて、それを概念的に理解していく時代がつづきます。紡織機械、列車、車、飛

行機、パソコンとなんでもそのような歴史を潤み重ねてきました。

映像も同じで、動く写真の技術の開発と同時に、動く写真の意味を考えていた

時代がありました。しかし、動く写真のようなものがデジタル信号に転換される

時代になりますと、人々は映像の本質を考えることを忘れていったのです。

そして、とりあえずの業務に対応できるような技術の習得だけが必要になって、

きわめて原理的な問題などは歴史的遺物として、人々は、映像に原則などはある

わけはないと考えてしまうのです。

それで、映像を仕事にしようとする若者たちも、原理原則を教えられたり考え

ることもなくなり、絵が好きだからアニメの世界に入り、ＣＧでは、パソコンの

キーボードを打つことだけを学習すれば、それですむと考えるのです。

また、実写の映画を志す若者は、撮影すればすむことのように見えるために、

映画的な素材、自分の感性を表現したいというテーマだけを考えてしまうのです。

実写での直接的な問題は、被写体が芝居をしてくれるために、その芝居を撮っ

たカットをつないでいけば映画らしく見えたりしますし、カメラワークもアニメ

以上に自由であるので、ともかく動いているカットをつなげられるという気楽さ

が、映像のダイナミズムの問題に対するセンスを減殺させるのです。

視覚的ダイナミズムによる劇的効果という意味を利用することなく、役者や実

景(実際の景色)に依存して漫然と撮ってしまうのであれば、スキルが上がらない

まま終ってしまうのは当然といえます。

２３

以上に短ければ、性急さを感じさせるだけになります。

映像に馴れてしまった現代人には、３秒が長過ぎるという感覚も育っています

が……。このような事例からも、映像の綱急の性格というものをとらえてみてく

ださい。



鋤血uiijij．

なかには、映画だと自由に表現できるという発想があるようですが、そのよう

な気持ちだけでは、“映画的なるもの"は手に入れることはできません。それでも、

謎鰐鰐擁疑砿測需巽んy震震欝?鰯
してしまってメジャーになってしまった監督のなかに、このタイプは多いのです。

視覚的なダイナミズムへの無理解は、制作を志望する若者にもいえることで、

それが"映画的なるもの"を安易な解釈にまかせ、好き勝手にやっていいと誤解さ

れている温床になっていると感じます。

例外はありますが、動きを表現するための作画の枚数を極度に制限されている

ＴＶアニメでは、自由に動かせないために、動きの不足をいかに映像的機能を利

用して映画らしくするか、というテーマを追及してきましたから、実写以上に映

像的な作品が出たりするのです。

しかし、一般的には、アニメという"絵"を媒介にした仕事をしている人のほう

がセンスがいいのではないか、と誤解されていますが、それもまちがいなのです。

昨今のCGの演出家たちは、リアルだったり、凝ったレイアウトを駆使したよう

な絵にすることが映像的だと誤解しているようですが、それは本末転倒であると

断言できます。

しかしながら、ＴＶアニメでも歴史が長くなってくるにつれて、コマ･マンガの

影響を受けすぎたスタッフが参加するようになり、さらに、絵的なものが映像で

あるという誤解が支配しはじめて、アニメ作品をレイアウト絵の羅列にしてしま

っているという現実もあります。

これもまた実写とは別の、映像にたいする誤解から生れているのです。

映像の欠点

説明するまでもなく、映像のあるべき姿は、みなさんが赤ちゃんの頃から知っ

ているものですが、なんとなく知っていることと"認識されていること”というの

は違います。

映像の本質を正しく認識するために知っていなければならない最大の要件は、

映像作品は観客を時間的に拘束する絶対的欠点をもっているということです。

この欠点は、動きがともなうために生じます。

絵画でも小説でも、時間の長短は観貧する側の自由にゆだねられています。

しかしながら、演劇や舞踏も、表現するための動きがあるために、上演される

時間に拘束されていますので、映像だけが特別ではありませんが、映画が発明さ

噸蔵での動きをともなった表現媒体は､絶対的にﾗｲプ(生)でした。
生の出演者と生の観客が同居する空間では、演技者、演奏者、歌手、踊り手た

2４



図
映
像
の
枇
本

視覚と聴覚

映像を主体に考えますと‘‘音"は従属的に考えてしまうものですが、音が映像に

無関係ではないのは、みなさんが知っているとおりです。

映像には、音楽と効果音、それに言葉(台詞とナレーション、歌詞)がついてま

わり、これら音声によって、映像は決定的に助けられますので、映像作品を視覚

媒体と規定してしまうことはできないのが現実の状況です。

現場的な現実でいいますと、映像だけで見ているとメチャメチャでも、音声が

入るとつながってしまうというケースは珍しくありません。

映像作品を創るうえでは、視覚媒体の要素を先行して考えて決定するケースが

多いので、視覚媒体と規定してしまうのですが、作品によっては、音声を先行し

て映像をプランニングする場合もあります。

しかし、そのような場合でも、視覚のダイナミズムという要素を考慮した演出

をしなければなりませんので、映像主体の作品創りがおこなわれます。

音がこうだからこれしかできない、というのでは、映像作家としては敗北宣言

になりますから、独自性のある映像を採用したかどうか、をチェックする心構え

を持っているだけでも勉強になります。

視覚と聴覚が意識と生理にあたえる刺激の主従の問題、認識と感情の感応は、

視覚と聴覚のどちらが優先するのかは、ぼくには想像がつかない問題ですが、少

2５

ちは、観客といっしょに呼吸をしていましたので、観客の反応を感じとって演じ
方を変えることができました。

たいして、映像作品は一方的に観客を時間的に拘束し、しかも、映像はその展

開が演劇や舞踏以上に瞬間的に変化できるため、観客は息をつめるようにして画

面を見守らなければならない状況におかれるようになりました。そのうえ見直し

はききませんから、作品がつまらないものであったら、観客にとっては地獄にな

ります。

ですから、映像作品を制作するスタッフは、不特定多数の観客を縛ってしまう

時間を"楽しく''‘‘有意義に"に享受させる義務がある、という覚悟を持たなければ

ならないのです。

この映像がもつ"時間的拘束"という本質的な欠点を乗り越えて、観客を楽しま

せるためには、映像の原則を厳守するだけでは運成できません。まったくちがっ

た要紫が必要なのです。

それが"物語"というツールなのです。これは本テキストのテーマではありませ

んのであまり多くの説明は避けますが、とても大切なことですから、次の章で少

しだけ説明しておきたいと思います。
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なくとも作品であるべきものは、両者のバランスが良いものではないか、としる
すだけにします。

新奇のアイデアが良く見える場合でも、アイデアだけが突出していることはな

く、音も画も演出全般もバランスが良いためにそのアイデアも良くみえるのです

から、そのひとつだけをとりだして真似をするとコピー以下の作品になってしま

います。

２６





０M,１血IiQij。

鵬吾か時階

時間を乗り越えるもの

立ち話や携帯電話でのお喋りは時間を忘れさせます。噂匿もそうでしょう。

そのような会語が嫌いだというひとは特別なので、ここでは考えないことにし

ます。

この立ち話、噂話が物語の根本です。

あまりにも単純すぎて疑問に思うひともいるでしょうが､このレベルの"お話”

は思考を刺激するものでなく、“続けていられる"おもしろさがあります。時間

を気にすることのない‘‘お語"こそが、時間を乗り越えられるといえるのです。

物題というものを考える場合、最低限立ち話ていどのおもしろさがあればい

いということになるのですが、問題なのは、商品として不特定多数におもしろ

がられる話、作品として語られるべき物語とは何か、ということになります。

そうなりますと､立ち識はちょっと違った要緊が要求されます。
ですから、現場では、流行にのったものにしようという提案が出たりします。

それでもいいでしょう。流行にのったものは、みんなが好きな普遍的な真理が

ふくまれていたりしますから。

“物語''と雷きましたが、ストーリー、お話、筋響き、ドラマといった言葉で

語られているものと同じです。

“物語には永遠の真理がふくまれている”というような面倒な調釈は、別のテ

キストで勉強してください。

さて、前述の理由で、観客の時間を拘束しても、観客に怒られないようにす

るためにこそ物語が必要である、と考えてはどうでしょうか。蕗していると時

間が経っていく、時間を忘れさせる。この機能を利用しないのはとても損なこ

とです。

どんな素購らしい発見や発明、どんなに素晴らしい物事の真理を聞かされて

も、観客にそのテーマについての関心がなければ、いくら真理を語られても眠

気をもよおすだけです。逆に、関心を持っている人物が想像もしないようなこ

とをやってくれたり、想像通りのことをやってくれる話というのは、喋ってい

ても聞いていてもおもしろいものです。そうして、時間が経過していきます。

この原理を映像作品で忠実にやればヒットすることになるのですが、これは

とんでもなく難しい仕事です。そのときは傑作といわれて観客動員が凄かった

りしても、ちょっと時間が経つとつまらない作品だといわれたりもするからで

す。

２８



図物顧るには時間がいる

物
冊
が
時
間
を
乗
り
越
え
る

物題を語ることは"過程を密る,'ことです。過程にはどうしても時間が必要に

なり、誇るべきものに時間とともに発展性があるからこそ、おもしろさを創出
できると断言できます。

観客はこの<発展性＝おもしろさ＞を要求します。変化とも理解していただい

てよいでしょう。ですから、昔から成長物盟が好まれているというのは、短絡

的鯛鯨雛と雲ＨＷ澱ﾘi雛を描いたものでいいと着い
ときには考えてしまうものです。挑戦はおおいに結構ですが、そのような作品
で名作といわれているものは少ないという事実だけは忘れないでください。
短編であっても、具体的な物語で寓意(ある意味性)を感じられるもの。
これは必要です。

ひとつの完成した語り口を種得するのは、たとえ短い作品でも難しいもので

すが、物語る過程(プロセス)＝語り□、を発揮したものでなければ、観客は見
てくれませんから、物語るものがなければ映像作品を創ってはならない、とい
えるのです。

時間にみあった物語を創作する覚悟が必要とはいえ、１０分の作品に10分の決

ま然罵の物語という法則はありません。
戯作者(作家、シナリオ・ライター)や演出家の個性や実力によって、１０分間

にいれることができる物麗の量は違ってきますし、逆に物題を先行させて、時
間の脇を決定することもできます。

一枚の絵画は、そこに描かれたものだけで作者の心や人格、思想を一息に反
映しています。つまり、抽象であれ具象であれ、なんらかの物語が含有されて
いると考えられますので、名作といわれている絵画は、５秒見ただけでその価
値がよみとれて、そのうえで30分鑑賞していても飽きないものなのです。
作品からなんらかの窟味を読み取るためには、鑑蕊眼にゆだねられるという

もうひとつの側面も一考の余地がありますが、ここでは表現者側の立場に絞っ
て、とりあげないことにします。

２９

こういう場合、物語そのものの問題は語られても、けっして表現の仕方が高

尚だからとかくだらないからだとはいわれないものです。

つまり、観客は究極的には物語しか覚えていない、といえます。だからこそ、

"物語"が大切なのです。



・・ＣＯ Ｃ

腿JzIZm

さて、映像媒体では、どのような穏類のものであれ、絵画とは違って鑑賞す

る時間を強制するものですから、“物題"によって時間を克服する必要性が強く
なります。

そして、物語るというストーリーテリング(語り口)そのものに、時間ととも

に発展するおもしろさがなければなりません。ディテール(細部)がおもしろい

ということは近年よくいわれますが、それは本来の作品的評価の対象にはなら

ないものと知るぺきです。

たとえば発展性のない１カットの画面を10分間流しっ放しにするのは、ただ

の観察行為でしかなく、銀行やコンピニの監視カメラの映像と同じ機能しか示

していないことになります。

すなわち、絵画や写真、彫刻などには、集中した表現がなされ、映像では、

潤み重ねが必要な、より具体的な物麗の過程を表現できるのですから、その機

能を理解して利用しなければならない、と説明することもできます。

このような例からも"映像にも語り口がある”と想像してくださるとありがた

いのですが･･…｡。

物贈とは

映像作品においては、戦闘シーン、ダンス・シーン、歌を唄うシーン、ベッ

ド・シーンなどは、すぺてが"同質"の映像だと考えてください。

こういったカットが延々とつづくのがいい、というのはよほどの好き者で、

一般的ではないでしょう。

映像の意味性が同質で、発展性がないからです。

しかし、動きが派手なアクションやエロスであれば、映像的に見せ場になる

と感じて、観客サービスとして取り入れてしまうのが映像スタッフなのです。

ＣＧやテクニックをつかって変化をつけて見せても、よほどのことがなけれ

ば物語の発展性を語ることにはなりません。

にもかかわらず、このようなシーンは、映像を創る側にしてみればコルとこ

ろ、ついガンバルところとなります。

逆に、芸術的なものを意識しすぎることも危険で、心象風景を描こうとする

のも､恐ろしい農に陥ることになります｡描写が内向して､映像的にならない
傾向があるからです。

心のなかの思い、内向したといった気持ちというのは、流励的であるよりは

静止的傾向があるため、観念的な演出になり、固定したものになってしまうの

です。ですから"思い"の前か後ろの"発した思いの原因を描くこと""その思い
から発した次の行動や現象とはなにか''という前後のプロセスを描くことを考え
て、映像をヴィヴィッド(生き生きと)にしていく努力をします。

3０
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さて、以上をふまえて映像作品における"物語''を規定しましょう。

物願＝情の発展性("堕落する"でも図する"という発展性がある)です。

極論すれば、１モチーフでもつ映像は15秒が上限でしょう。ぼく自身が経験
したもっと極端な例は、７秒で１エピソードでした。

１分の映像なら最低４モチーフは必要だと覚悟して良いのです。ペッドシー

ンの後に、赤ちゃんが生まれればいいのです、という言い方もあります。パト

ルシーンのすぐ後に、ヒーローは勝ったのだが家族はいなくなった、というよ

うな発展的描写が必要なのです。ラブシーンの後は、ひとり残ったヒロインが、

その相手に対して復藩の刃をみがく、というシーンがなければならないという
ようなことですね。

そのうえで､物語が鎧(普遍的な意味)を持ち､プロットが観客を感動させ
ればいう事なしということになります。

こう述べると単純そうですが、実践が難しいのは、映像制作の条件(環境)が
共同作業を基本としていて複雑だからです。

原稿用紙にひとりの作家がペンで書くように、単一の意志を貫徹して完成さ

せられないために、各種の要因がはたらいて、物霊を正確に描けないのが映像
制作の仕事なのです。これを突破するやり方は、ひとつしかありません。

「映像と噸;できる物題か?｣と常に制作の現場で考え自問し､共存させるた
めの手法は多岐にわたってある、と賭けつづけるしかないのです。

普遍的解決策があると考えて、シナリオ・テキストを書くのはまちがいです

し、その種のものを読んでも、成功する物語の番き方の秘訣は書いてはありま
せん。

３１

これが、発展性を描くようにする、ということです。

変化というのは、ただ単に変化するのではなく、動機がふくまれた変化であ
る、と考えてください。

端的な例をあげますが、戦時中のプロパガンダ(宣伝)映画などは、ひとつの

メッセージ(イズム＝主義)を伝えるものですから、発展性に乏しく、自由な映

像表現という高みに至ることが少ないのです。これは反面教師として良いでし

ょう。メジャーな映画は、何百万、何千万というふつうの人々を観客として狙

っていますから、世界に数万人しかいないような観客を対象にすることはあり

ません。
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おもしろさとは

人それぞれに感じ方が違うので、おもしろさは世の中にひとつではありませ

ん。

それでも、誰でもおもしろく感じてくれるものを生み出していきたいという

のが、作品を創ろうとする作家たちの動機であるべきです。

お金儲けをしたいという動機は、不純ではありません。

理念で創りたいという心は認めますが、理念に縛られた者は、結局、楽しい

ものを創ることができないのではないか、と感じるようになりました。

理想主義的感覚は、高貴であっても孤高のものになりすぎ、独善に感じるこ
とがあります。そのために、作品自体が卑屈になってしまう傾向を鴫ぎとるこ
ともあるからです。そのような卑屈さがない潔癖な作品には敬意をはらいます
が、制作が苛酷すぎるものにもなります。

もちろん、自分の思いを伝えたいという衝動から作品創りをするのは良いこ
とですが、もともとかなりの制作資金を必要とし、次の制作を可能にするお金
儲けをしなければならないのが映像作品の成り立ちに欠かせないものだ、とい
うことは意議すぺきです。

同時に、視覚に訴え、音声をつかうという複雑で高度な技術を要する媒体で
もありますので、みんなで見て楽しいものを創りたいと考えるほうが、正しい
と感じます。 うっぷん

観客という大勢の人々 に開放感を感じてもらい、日頃の鯵慣を8潤らしてもら
い(感憎を吐き出す＝カタルシスを感じさせる）、共感を得られるようなものを

作り(創蝋たいと考えています。
観客の癒しになれば、それは最高です。

みんなで楽しめるオーブン・エンタテインメント(おおやけの娯楽)で、アー
トになればそれは最高ですが、ミュージカルは下世話でいいとも考えています。
いつも時計を気にしながら鑑賞しなければならない映像作品は、高尚以前に

出資者とインテリの遊びではないか、と感じてしまいます。
ですから、映像を芸能的に創作できないかというのが、ぼくの目標になって

きましたのは、みんなで共有されるべき楽しい作品を創出したいからなのです。

3２



先にシナリオの書き方の秘訣などはないと書きましたが｢踊る大捜査線｣など

のシナリオを書いていらっしゃるシナリオ・ライターの君塚良一氏が｢キネマ旬

報｣誌の連賊で、映画の脚本の雷き方をおもしろく鴇いていますので、紹介させ

てください。
図
物
柵
が
時
間
を
乗
り
越
え
る

氏は、自分の書きたいことや理念をそのままシナリオにすることを"直球"で

書くといっています。

そして、成功するシナリオは、まずベーシックなストーリーで観客を誘い、

楽しませ、そこに自分なりの哲学を上書きしていく、と述べています。

【キネマ旬報2000年７月上旬号】

法則として、主人公自身が、最初ドラマの中心にいると知らないように描く

のは、ふつうの人がヒー□一になっていくというストーリーなら、観客も感情

移入しやすいからだとしています。

つぎに、団体旅行(計画的で組織的に動き、友だちができたり、喧嘩もおこる

関係におく)と個人旅行(なんの制約もなく動きまわれる)の両方を同時に楽しま

せるように盤き、それに、バッドニュースとグッドニュースを交互に出して、

危機とその回避を連続して見せることで緊張感を持続させて、それをくりかえ

す。説明セリフは確信的に多用して、世界中の老若男女誰が観てもわかるよう

にして、隙間があったらともかく憎報をいれる。

法則が、物騒のテンポも脚本家の自由にさせないのは、観客は待ってくれな

いからだ、といいます。

登場人物の第一声から、物題についての筋をふり、前半１時間ですぺての情

報と伏線を張り、そうして、残り１時間でドラマを強引に解決させる、という

のです。それにお涙入れの伏線込みの15分を追加して、２時間15分の映画にす

るのだ、といいます。【キネマ旬報2000年４月下旬号】

コメディについては、シリアスなストーリーをブリにして笑いにオトスのだ

が、それでも、そのブリの部分を類型的に描かずに、人間を見つめ、リアルに

描くという手法をもちいて、笑いにオトセといっています。

【キネマ旬報2000年６月上旬号】

あまりにも数式的で、脚本家のリズムなどはないと自虐的にいっていますが、

観客の時間を拘束して見せなければならない映像作品の物語というものは、こ

のくらいの覚悟をもって、おもしろいストーリーを構築しなければならない、

という意味では、正しい意見だと感じます。

3３

シナリオの画き方
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演出家や監督、コンテ・マンは、君塚良一氏が述べていることを肌身につけ

ることぐらいはしていただきたいと思いますが、しかし、これがすぺてではあ
りません。
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映像とは連観して動く画

え

映像作品は動いてし､る画をつないで表現する媒体ですから、一枚の絵を見せる

のではなくて、しかも、音がともなって最終表現がさだまります。

この‘‘動く画"を“どのように''演出するのか、という部分を十分に理解してほ

しいのです。

これを制作するためには、映像の特性を知る必要があります。

映像＝視覚的なダイナミズム(時間経過をともなう強弱、綴急)があるもの。

映像の変化が、語り口を示す。

観客は同時的に観賞する。観客の感情を喚起する。

静止した絵＝固定化したもの。作者の理念を定諭させ圧縮させる機能を持つ。

被写体の作画された､または切り取られた一瞬の意味を表現できる。

観客は、定髄された印象から想像力を喚起させられる。

この機能の違いを認識してください。

現実には、なんとなく撮影されたものをつなげても作品らしいものが出来上り
ますし、映像的なダイナミズムなど知らなくても、感覚的に制作した画をつなげ
ても、作品らしいものが仕上がってしまいますが、それは偶然のできごとなので

す。

感性の問題は、映像が発生させるダイナミズムを消化したスタッフに許される

か、純粋に天才的アーティスト(芸術家)にまかされるものです。

映像は時閥経過をふくむ

映像＝動きのある画

動きがある→時間経過がある

時間経過→時間の流れを創作する映像演出が必要となる

映像演出→映像に現れているものすべてを演出しなければならない

“現れているものすべて"の意味は、単純に背景とキャラクターだけではありま

せん。美術、照明、衣装、小道具、そして、演技となります。そして、時間。そ
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映像のつながり麹発生させる

別々に撮影されたカットをつなげれば、それはつながって見えますから、連続

した画面、と理解することができますが、映像作品にする場合には、それだけで

つないだことにはなりません。

“つながり”を発生させるためには、カットとカットを物理的につなげることに

よって達成できますが、それ以外に、映像的につなぐこと、理念的につなぐこと

もある、と考慮する必要があります。

理念というのは難しい言葉ですが、“物語的に"と理解してくださって結構です。

作品＝ドラマ

ドラマ＝何か訴えるものがある物語十映像

映像によって表現される物語＝独自の物語空間が形成された映像空間がある

映像空間は架空の現実を描いていますから、連続したカットをつないだ関係の

なかに、ひとつの統制された光景(心象風景も)を映し出すものになっていなけれ

ばなりません。つまり、ふたつのカットでも、それをつないだ瞬間に、別個のも

のではなくなるのです。

その‘‘つなぎ"を発生させるものが、演技であったり、物理的な動きであったり

しますが、映像によってつながって創られた世界は、フィクションであってもそ
● ●

の世界のなかでの現実なのですから、制作的な問題から発生した"つながらない問

題"は絶対に見せてはならないのです。

そのために、映像演出の基本は、視覚的に統一された印象をもって各カットが

つながれているものを制作しなければなりません。

3７

のすべてを演出する能力と気力が要求されるのです。

なんとなく映るものをなんとかするという感覚では、コントロールできるもの

ではありません。

そのうえで、映像的な処理が考えられて、その技術的な手法までふくめたもの

が映像演出の基礎になりますから、複合的、重層的な作業になるのです。アニメ、

ＣＧであれば、その機能に応じたテクニカルな知識も身につけて応用しなければ

なりません。

プツ切りのカットをつなげて見せることが許されるのは、テレビのニュース番

組ぐらいで、それらは映像作品ではありません。

ＴＶのトーク番組やバラエティ番組も、多少映像的な演出手法がほどこされて

いますが、映像作品としての手法を駆使しているものではなく"番組"というもの

です。
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これを考えずに制作してしまったり、観念的にやってしまえば、コマ･マンガと

同じになって、観客が頭のなかでつなげる作業をしなければならなくなります。

それは映像作品ではありません。

この‘‘視覚的なつなぎ感"を発生させるために、アニメでいえば、背景の色をあ

わせたり、影をつけたりすることで統一する作業が生まれたりします。移動して

いるのであれば、そのスピード感をそろえる必要も出てくるわけです。

しかし、そのようなことだけで、映像のテンポやリズムも創作することはでき

ませんし、物雷世界を蕗るレベルは運成できません。

つながりのない映像をつなぐ音

映像栂成がロクなものでなくても、なんとか見られる"つながり感'，を感じさせ

てしまうのが、音声です。

映像に音楽や台詞がついているために、観客は映像という視覚印象の不連続性

にはかなり寛容です。

音は、絶対的に流れのある‘‘つながり''をもったものですから、音声といっしょ

に映像を見ていますと、よほどひどい映像展開でないかぎり、ヒドイとは感じな

いものです。

制作現場で厄介なことは、関係者でも音声がない映像などは意味がないものだ

と思ったりしていますから．映像そのものの問題を見過ごすケースが多いのです。

そして、音声がついてから、はじめて映像展開の意味がわかったりして、その

段階で、制作的演出的な問題が発見されて、大事件になったりします。

しかし、その段階では、映像の修正はできなくなっているのが現実なのです。

ＣＧが簡便につかえるようになって、映像修正はできるという考えは、基本的

に映像制作のコストを高くするだけなのですが、昨今、ますますポストプロダク
ツのパートの作業が増えてしまっており、映像制作についての歪んだ観念が育っ

ているのは不幸なことです。

アニメは、多少修正がきく場合がありますが、それでも、予算とスケジュール

の問題で、撮り直しがきかないと考えるのが現実的な姿勢でしょう。

学生のみならず、現場に入ったスタッフでも、完成した映像を音声なしで見て、

その映像がどのように柵成され、映像だけのテンポとリズムがどのように発生し

ているのかをチェックできるセンスをみがく必要があります。

しかし､ここに書いた"映像のﾃﾝボとﾘズﾑ"と"映像だけ切りとつ卿作さ
れたフィクションの世界が、どのように見えるか''という問題は、いつも看過され

てきた問題ですので、改善は難しいと感じています。

3８



この視覚的な印象が語るべきドラマにあったものであれば、視聴者や観客に物

語を感得させる要素としてはたらきます。

カットというものは、ひとつづきに見える(掴影された)画面のことをいいます

から、ひとつづきのように見える画面がカットではありません。

“ひとつづきに見えるようなカット''をつかうことは、計算しつくしたうえで

"錯覚でつながっているように見えるカット”をつかうことはあります。

しかし､現実は織な神経か誤解のまま創られた"つながっているように見えて
しまうカット"のほうが多いのです。

このカットがいくつもつながって、ある長さの映像作品ができるのですが、現

場的に面倒なのは、これらのカットが一挙に作画されたり撮影されたりしないこ

とです。

そのために、映画的な技法が生まれたという側面もあります。

この問題については、より高い表現の問題として検討される必要がありますが、

ここでは、“このような仕事の仕方であったために、映画というクリアで確固とし

た独立した世界を提供できる媒体になり得た"と表現しておきます。

ですから、ひとつのカットを制作(撮影)するときには、その前後のカットとの

つながりを考えて制作しなければならないのです。

その視覚的な印象(視覚的なロジックをふくんだもの。表現素材)を決定づける

カットは、映像のダイナミズムを導くものになります。

映像のダイナミズムというのは、躍動感だけではなく、静止感もその要素にな

ります。

図
映
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映像的なダイナミズム＝映像のテンポの緩急十視覚印象の強弱

カットの積み園ねが作品になる

映像ダイナミズム麹桐威する要素

蕪…三蕊舞子 映像の意味性が発生する

さらに、これらの映像から心象風景を描くことができるモメント(moment＝衝

動、心理的原因)を取り出すこともできるようになります。
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スリル感は、速度が速い方がいいのは当然ですが、同じスリルでも、高低感は、

スピード感のある画面だけでは表現しきれませんから、特異なカットのつながり

を発見する必要があります。

それでも、高さなり深さの感覚は、その緊張感を発酵させる時間と速度、レイ

アウトを狸得しなければ達成できませんから、永遠に難しい課題として残ります。

サスペンス感は、ゆったりとした展開でも問題はありませんが、心理的なテー

マにそったものを写し出していけば、視覚的な速度は瞬止していてもいいもので

す。

このようなカットの選択は、演出家が、ドラマ･ラインにそってどのように演出

していくかという手法の問題になるのですが、先にあげた三つの要素は独立した

ものではなく、スピード感によって長さが決定されることもありますし、画質に

よって長さが決定されることもあります。

逆に、予定されている長さに応じて、質感やスピード感をそのカット内で創作

しなければならないのが通例なので、現鰯的には、予定通りに掴影や作画がされ

なければ、どのように対処するかという臨機応変な判断が求められます。

撮影が終了したカットの最終決定は、全体の印象が確認できないまま判定しな

ければならないという事態も珍しくありませんので、予備カットを用意する必要

もあるでしょう。

ＣＧではスピードの変更は容易にできるために、ともかくやっておく、という

実践の種み重ねができる点は便利なのですが、その場合も、適切なスピード感の

決定などは、多数のスタッフの意見をきく配慮が必要です。

アニメでは、テイク１からテイク５までちがう作画をすることなどできないと

いう不自由さがあり、表現を達成するという意味では致命的といえます。

動かないカットでも長さがある

映像作品を構成するひとつのカットが、まったく動かないトメ絵(瞬止している

画面)でも映像の流れを意識させるように櫛成します。

一生懸命に描いた絵だから、長く見せる。恰好の良いトメ絵をつくりたい（見

たい)からトメ絵にして、長く見せる。

アングル、レイアウト(フレーミング)が気にいったから長く見せる。長回し(秒

数の長いカン,t;>にこだわる。
これらの預末な発想が先行しては、カットを作品の素材にすることはできませ

ん。

カットとは、あくまでもその映像作品全体が創出しようとしている物語の臨場

感なり、ドラマ的な訴求力に喚起したものでなければならないのですから、技法

にとらわれたり、そのときだけの気分で創られたものにこだわるのは、良くない
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