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トメ絵竃映像的にするための技法

トメ絵(瞬叶面面)でも、映像的にはそのカット自身が要求する、ある一定の時

間的長さがあります。それを正確にピックアップする演出センスがはたらけば、

静止画像も映像のなかの一員となって、流れにのりテンポを構成するリズムを発

生させることができます。

一度掴影されたカットは、どのような画でも、ある一定の情報量(物語の一部と

しての口鯛＝ストーリーテリングを醸し出す)と、クオリテイ(質感)を内包します。

カットのヴァリュー(価値)が現れる、のです。

そのカットのクオリティが、作品の感情表現、語り口として必要とされる有効

な長さを自動的に発生させているものですから、演出家、編集マンはそれをピッ
クアップしていきます。

カットの呼吸の長さ、というものがある、ということです。

その呼吸をつかまえることができれば、映像のなかで流れを発生させるタイミ

ングを手にいれることができます。

アニメでは、どういう動き(芝居)になっているかを感じさせるような、あるレ

ベルの作画ができれば、トメ絵でも動きを感じさせてくれることができるもので

す。

なにも動かないカットは“３秒はつかえる”という先に書いた経験則を思い出し

てください。

逆にいえば、３秒しかつかえないのが、トメ絵のクオリティなのです。
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のです。

全体のテンポとリズムを生み、それにそったカットであるのか、樹成であるの
か、と考えなければならないのです。

“そのカット"だけにこだわった演出をしてしまうことは、決定的にまちがいの元
になります。

１カットだけ完成されたカットでも、それが全体のなかで突出しすぎていれば

作品を破堀するかもしれないのです。

もちろん、作品のスタイル(様式)として全体のなかでの一部になっているカッ

トなら、どのようなトメ絵でも、どんなに長いワンカットであろうとも構いませ

ん。

作品としての様式を創出しているのか、思いつきだけでやっているのか、とい

う境界線を見極められるセンスは、映像作家にもとめられる重要な資質なのです
が、この判定こそもっとも難しいものです。

しかし、それでも、大変な思いをして撮った(作画した)カットだから長く見せ

るという発想は、貧困の極みです。
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フレーミングのダイナミズム

アオリのアングルで撮影したものは、強いものの表現。

だから、劇中人物が威圧感をうける強い者なら、見上げているように見えるア
オリのアングルをつかう。

縦のカットは､見下しているように見えるのだから､映像的(視覚的)には、
強い者が弱い者を見ている時につかうアングル。

同じく、縮戯のカットは、客観的で説明的なのだから"間"をつくったり、シー

ンが変ったときにつかう。

対象を画面いつぱいに撮影するアップ･サイズは、そのディテールを見せるのだ

から、観客にその対象をよくわからせるときとか、脅迫的な印象をあたえるとき

につかい、ロング･サイズは客観的で説明的である性質を利用しながら、モプ(群

衆）・シーンのような鰯を表現できるので、客観的なダイナミックな画像になる。

速すぎれば、怖い。（速すぎてなにも見えないカットは問題外です）

速い奴は、強い。

速ければ、そそっかしいかもしれない。

遅すぎれば、イラつく。

遅ければ、重厚。

遅ければ、間抜けか……。

フレームの右から入ってきた人物が強い人物で、左から出てきた人物は弱い人。

けれど、いつかはガンパル人かもしれない。

正義の人物は左から入ってきて、右からきた悪漢をやっつけて、勝ったときに

左に向いて右手に立ち、本当に強い人となる。

以上は、映像内にあらわれている被写体(対象物)の性格や意味をいっさい考え

ないで、映像そのものが持っている印象を思いつくままに列挙したものです。

これらは、人間がもともと見て感じることができる原理的な印象で、本能的心

理にはたらきかけている印象なのです。

この視覚印象の力学を利用するのが、映像演出の基本なのです。

たいていの映画監督や演劇の演出家は、この一般常識を漠然と利用しているだ

けで、体系化しているとは思えませんし、本能的なものに頼ってなんとなく映像

の舞台を栂成しているようです。

周囲の関係者もそれを容溌しているようですが、伝統的な舞台、能や歌舞伎、

シェイクスピア劇でもそうでしょうが、そのような環境では、それぞれの技法の

原則は伝統的にうけつがれていくシステムがあります。
毎んらん

しかし、映画の世界で(さ、映像が氾濫すればするほど、この視覚力学の原理的

な面を、知識と感情の両面から知って、基礎学力として応用するセンスを学習す
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カメラを縮職にして棚影すると、なに寝ている人物をフレーミングする場合、
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右の図のＡのようにフレーミングされる

はずです。このフレーミングでは、立って

いる人、という表現になってしまいます。

これが、映像の表現なのです。

つまり、このフレーミングでは、寝てい

るという表現を破壊します。

しかし、寝ているという描写をしたあと

ならＡのようなカットのフレーミングでも

許されると考えてしまうのが、現場の感覚

なのです。

ただし、物語の表現としてそれでいいの

かと考柳ば､まったく別問題も発生しま
すが、台詞との関係で安定したフレーミン

グを要求されているのなら、採用しなけれ

ばならないケースもあります。

同じような例ですが、少し違った状況を

考えて見ましょう。

賀
○一コ
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ることが忘れられています。

見ればわかると思いすぎている素人が参画しすぎた結果なのです。

しかし、映像制作という現場は、ひとすじ縄ではいかないとんでもなく怪しい

場所なのですから、シンプルな原則は頭においておいたほうが現場では楽になり

ます。その応用は無限なのですから……。

さて、つまらないことですが、典型的な例を挙げておきます。

虻
Ｂ

'･南右の図のＢの状況です。シーンそのもの

が高い所にあって、そのシーンのスリリン

グさをあらわしながらも、カメラが高い所

にいる人物ａの目になって、下にいる被写

体を見た場合の撮影とします。

この場合、ａという人物の目線で撮影し

たカットが必要なので、Ｃのようなフレー

ミングを採用したとします。

このＣのカットは、映像的には先の例と
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同じできわめて安定していて、立っている、という視覚印象が先行しています。

実写なら、この人物の背景に数百メートル下の光景が映っていますから、状況

のスリリングさも表現しているので問題ないと考えてしまいますし、なによりも

撮影現場が実際に危険であったりしますから、Ｃのフレーミングで良いというよ
うな判断をしてしまうものなのです。

しかし、Ｃのフレーミングでは、断崖絶壁にいるｂという人物の状況や物語的

なスリリングさは、映像的に表現されていませんので、ラッシュで、はじめて映

像の結果になったもので判断してみると、映像的に安定しすぎていることに気づ
いたりして大問題になったりします。

アニメでも、このようなミスは多いものです。

フレーミングの問題は、すべから＜視覚印象が優先して、結果現れる効果がど

うであるか、と、プランニングしなければならないのです。

絶対に、演出家の頭のなかにあるイメージで補完して、映像の善し悪しを判定
してはならないのです。

空間も映像のダイナミズムを生む

レイアウトやフレーミングによって、カットのなかには空間も発生します。そ

の余白も絵画的には必要なものですし、カットにとっても必然的に発生するもの

ですが、その空間もまた視覚的ダイナミズムを発生させるものです。

次の頁のＡ，Ｂ，ふたつの"カット並び"を見てください。

ＡとＢのフレームのなかの○と◆は、ある被写体です。

Ａの場合は、第一のカットの被写体が右にあり、次のカットの被写体も右にあ

ります。映像作品はこのようにカットが次にもつながっていくわけですが、ここ

では、このふたつのカットの印象だけを問題にします。

Ｂの例では．ふたつ目のカットの被写体が、左にあります。

ここでは印刷されたものですから同時に見ていられますので、印象は強いので

すが、Ａの例では、左のカラになっている空間が連続するので気になり、次のカ

ットでは、左側が埋まるものがくるのではないかという期待を喚起します。が、

ふたつ目のカットも左側がカラですから、観客は｢またか……｣とも感じます。

同一性＝変化が乏しい、と感じてしまうのです。

Ｂの例では、観客はふたつ目のカットを見て、第一のカットであいていた空間

を埋めてくれるように作動するふたつ目のカットに、視覚印象が安定します。か

つ、対抗しているものを示すことにもなりますので、そこで物語られるものを黙

って見ていられます。本能的に発展性を読み取るのです。

このように、映像そのものの印象だけでも、予測とか期待をみちびくこともで

４４
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当たり前の上下感覚でいえば、上に見えるものは大きいし、上位のもの、に感

じることもできます。上からくる(見えてくる)ものは、強いもの、とも感じられ

ます。

下からのものは、その逆の印象づけをしてくれます。

それと同じようなことで、右と左ではどちらが上か下か？という問題も、先

にちらっと書いたように、右に見えるものが上位で、左に見えるものが下位とな

ります。

強いものは、右から出てきますし、右から左に動いているように展開されたほ

うが正確につたわります。同時に、自然な流れ、当たり前の流れに見えますし、

左から右に動くものよりも、短い時間感覚でとらえられます。

その理由は、次の項目で詳述します。

きますし､雛も喚起できます｡そして､当然のなりゆきを示すこともできるの
ですし、不安定感や安定感を持続させることもできるのです。

このことから‘‘空間も視覚的リズムを生む"というような定義を生むこともでき

るのです。

Z副旨の』ざＦ
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心贋の位画

前項までにしるした、映像における左右の一般的印象は、我々の心腫が左側に

あることから決まっているのです。

これが、このテキストの最大重要要件で、このことを了解できれば、映像制作

をかなりのレベルで達成できます。
が み て しもて

舞台の上手(観客から見て右側)、下手(観客から見て左側)。

これは経験的に決められたことなのですが、そうなった原因も、われわれの心

臓が左にあるからなのです。

人間は、左側に心臓があるために、左から来るものに対して心臓をかばおうと

します。防御の姿勢をとろうとします。

逆に、右から来るものに対しては寛大です。右ききなら受けやすいということ

も原因しているでしょう。

背中から刺激を受けるのと、正面から刺激を受けるのとでは、どちらがダメー

ジが大きいかと考えても良いでしょう。

もちろん例外もありますが、陸上競技のトラックで走る競技は、左回りです。

それは心臓のほうに加重をかけるほうが楽だからです。右回りでは、心臓は遠心

力の問題もあって、外側に引っ張られるような感覚を嫌がってしまうのでしょう。

それは視覚印象にもつながっていて、左からの刺激には右からのものより、“脅

かされる”"より緊張して防御しよう”とする意識がはたらくのです。

“ヤパイ""まずい""怖い"という感情を誘発する刺激になります。“悲しい""苦

しい"というマイナス感情も誘発されます。

右より見えてくる視覚印象は、心臓より遠いために、プラス指向を喚起すると

いうとオーバーなのですが、観客は寛容にその存在を認めることができるのです。

当たり前にその存在を容認できるものは、右側に見えるものなのです。

ですから、観客であるかぎり、右にあるもの、右から現れるものについては、

鰹そう戦や"と受けいれます。
その受容できるという視覚感覚が、観客にとっては上位感になって、大きなも

の、強いもの、というようなものは、右側から登場させるようになったのです。

ですから、舞台では右側を上手にしたのです。とすれば、左側を下手にして、演

劇的な手法を伝承してきたということになります。

これを演劇的に応用すると、当たり前に来るもの、鯉い降りるもの、大きなも

の、という意味性を持たせるためには、上手から登場させればいい、ということ

になります。

その逆が下手で、弱者、虐げられている者は下手におきます。が、上昇指向が

あるものを表現しようとすれば、下手から上手に移動させるだけで、最低限度の

４６
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ドラマの内容とそれを表現している芝居(映像)の動きの方向性が違反していま

すと、観客は本能的に気持ちわるく感じるのは、心臓の位置を変えられないから

です。

この原則を知らないで制作をすると、当事者も‘‘なんか変''と感じながらも、そ

の理由がわからず、改善する方策が思いつかないということになります。

感覚がするどい演出家や監督は、これを本能的に解決しているのですが、頭で

っかちに演出をしますとこれを違反することになります。理屈の押し売り的演出
いんぺい

が先行すれば、本能などは隠蔽されてしまいますから、このまちがいを犯したり

します。

鴎止した画面(絵画)でも、たいてい、右の位圃にあるものが"上位"に感じられ、

左に置かれているものが"受けている"ものです。

右ききが多いから、左向きの顔が多いということもあるのですが、左を向いて

いる顔のほうが、なんとなく抵抗感がないと感じるのは、心臓の位圃から決まっ

ているのです。

右から読む縦組み文章と左から読む横組み文章の文字文化の違いも考えなけれ

ばならないのですが、それは複雑すぎる要素があるので触れません。

上下の問題はいわずもがななのですが、立体感を映像で利用することが正しい

のかどうかは、疑問のあるところです。

これに‘‘高度感"も同質のものとして考えて良いのでしょうが、1950年代にカ

ラーの立体映画をかなり多く制作した時期がありました。

しかし、発色が良くないという理由よりも、な｛こかが目の前に飛んでくるよう

に見える映像は、観客にとって安心できないので快感にはなりませんでした。お

もしろい以前に見にくいのです。

４７

意味は視覚的に表現できます。

上手から下手に移動するものは、それだけで"流れくだるもの""大きなものが

おりてくる”と感じられますから、右から左に移動するものは、時間的にも短く感

じられます。

このことから、つまらないシナリオなら、ずっと右から左に移動する動きで構

成すれば、少しは観客をだませるという冗談もでてくるのです。

この考え方は、すぺての演劇的手法に応用できますし、演技の基本はこの動き

の方向性で菱現されますから、同じ視覚印象を武器にする映像も、これを流用す

ぺきなのです。

劇は複合的な動きの組み合わせから発生するものですから、複雑な表現になっ

た場合は、これを基本にして、各種の芝居の方向性を組み合わせていけばいいわ

けで、映像でさらにその動きの方向性を強化することができます。
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観賞できるという条件は、観客が安全であるという心理を喚起していなければ

なりませんから、ことさら立体感を強潤する必要はないというのが正しいのでし

ょう。

前後懇や高低感は、あくまでも映像的に演出して見せる、というレベルにとど

めておくほうが良いと思えます。

表現の自由は、自堕落を生むだけですので、表現には規制や条件があったほう

が、より新しいセンスオプワンダーが創作される要因になるのではないでしょう

か？

ですから、視覚印象が劇表現を伝えるにあたって、いかに有効に観客にはたら

きかけているのか、というのがすぺての判定基準であって、その映像の質(クオリ

ティーヴァリュー)が、劇を語るモメントとして正確に作動するのか、と考えるべ

きです。

現場では、この映像を狸得するために、握影、作画、演技を動員し、カメラ･ポ

ジションとカメラワーク、照明、美術までのすぺてが、劇にそって適格な映像が

猿得されるように醒置することを配慮しつつ‘‘変化のダイナミズム"を演出してい

かなければならないのです。

ここで説明した視覚的印象の力学(ダイナミズム)というのは、利用しなければ

ならない、というような甘いものではなく、絶対原則です。

以下、このテキストでは、各項目について、もうすこし詳細に述べていきます。

4８
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沙第４章2000年までの現実問題

現場にいるスタッフ

ＴＶアニメからはじまったといって過言ではない日本のアニメーションの現場

は、映像を演出することについて意謝することや、演技そのものについて考える

ことはまれであったと感じますが、それは、ディズニー・アニメの現場でも似た

ようなものだと思っています。そんななかでも、何人かのタレント(才能)をもっ

たスタッフが、アニメの新しい表現媒体としての可能性をひろげてくれ、また、

世間もアニメ的な表現を迎えてくれるようになったために、われわれは今日まで

仕事としてやってこられたのです。

本テキストでこの章をもうけたのは、映像について知らないスタッフが決定権

をもっていたりする現状から、最低限度、知っておいてもらいたい映像の癖の問

題をしるしておきたかったからです。むろん、これが映像の原則を支えているも

のです。

また、現場に長くいた者として、映像を演出することとはどういうことか、ど

のように対処していったかということを、すこしでもお知らせしておいたほうが

いいとも感じはじめたからです。

映像というものは見てわかるようだから、特別な才能や知識は必要ではないら

しい、流行の職業らしい格好良さがあるらしい、実業といわれている業態が地盤

沈下しているので、コンピュータ関連駆業や映像関連事業が新しいらしい、とい

うように"らしさ"を想像させてくれるものが映像であるために、この職務に、ふ

つう以下のセンスしかもっていない人がスタッフとして参入してくることが少な

くありません。そのうえ、ギャラが安いという決定的ハンディキャップもあって、

必要なタレント(能力)をもったスタッフを集められないのです。

映像教育についても、映像制作に原則があると想像することのない人々が、教

育する立場に立っていることも、若手育成ができない原因にもなっています。

昨今の映像教育の現場は吋流行の産業になりそうだという名目だけが先行して

いるように見えます。明治のはじめに産業育成をしたインテリジェンスは、工学

というような基礎学を必要としたために、安易に走れなかったのですが、映像に

ついては基礎学を見逃す教育者が多いのです。

それもこれも、見てわかるらしい映像媒体の特性が誘導していることなのです。

そのうえ、ＣＧのハードの利便性が、素人にも映像を創作することを可能にさ

せてしまったため、ますます安易な映像制作という環境を生み出してしまい、映
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ぼくは、すでに前章までに書いたことを意識しながら、仕事としてコンテを切

り続けてきました。実写の演出をしたことがなく、演劇経験もなかったのですが、

大学で映画の演出を専攻していたおかげで、心理描写を映像的な手法でどのよう

にやっていくのか、というようなことは考えていましたから、コンテを切ること

がどういうことかわかっていたつもりでした。

また、小学校の頃には手塚治虫の漫画ファンでしたので、マンガ絵とか小松崎

茂の絵物語の絵を、ペンでコピーする真似ごとはやっていましたから、プロダク

ションに入って半年目でコンテを切ることになっても、それほど苦痛ではありま

せんでした。

演出志望者は、絵を描けなくてもいいのですが、ぼくていどの訓練はやってお

くべきでしょう。そして、“カットの癖"についての確信ぐらいは身につけておく

べきです。

そのような立場から見たとき、プロダクションのレベルでのコンテ・マンやア

ニメーターの作画したものに、演技が描かれていないというギャップを感じなが

らも、低予算ＴＶアニメをつくる手法を確立した手塚治虫先生のバンク･システム

(同じ絵をつかいまわしたりするようなもの）というものに放り込まれましたので、

"演技も糞もない。フィルムにしてしまえばいいのだ"という発想も獲得していき

ました。

つまり轡映画はﾓﾝﾀー ジｭで見せるしかない"とい漁悟を植えつけられ､そ
れを実践しましたので、フリーランスになってから、杜撰な演出家とののしられ

た時代も経験しました。
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初期の『鉄腕アトム｣の演出をさせてもらった頃、声優さんたちに演技の注文を

つけられない自分を発見して、燦然とした経験もあります。

アフレコ自体がまだ新しい職業であったために、声だけの出演者たちは、たい

ていぺﾃﾗﾝの役者でした｡そのうえ､ｒﾌﾚｺというｽﾀｲﾙがもともと台
詞の秒数をきめてしまったものに台詞を充ててもらう作業であったために、役者

５１

像についての認識を高めることなく、誤解を生んでいく土壌を育てていると実感

します。
すその

しかし、映像制作の裾野がひろがっていくことは、識字率が高し､方がいいのと

同じで、決定的に不幸な事態ではありません。

しかし、裾野がひろければ名選手が出るのかという問題と同質で、才能がなけ
らくいん

ればダメだ、とはっきり伽各印をおす側面も必要なのですが、焔印をおすインテリ

ジェンスがないのが現実ですから現場的な改善ができないのです。

現燭のなかの自分
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に対して演技の注文をつけることはとても失礼なことである、という意識もあり

ましたので、注文をつけられなかったのです。

音響監督と効果マンがキャスティングを決め、演技指導をやり、ＢＧＭ(背景音

楽)の発注もやるという時代ですから、学校卒業二年目の演出家などは、制作進行

以下にあつかわれたものです。

そのような状況で、役者に演技に注文をつけてはならないという意識が、ぼく

のなかで決定的に育ちました。このぼくのコンプレックスが解けたのは、声優と

いう職業が確立したらしいこの十数年ということになります。

録音時に台詞をアテルというのは、基本的には、演技者にたいして失礼な行為

なのですから、アフレコで演技をしろという注文をつけるのはいまでも苦痛です。

これを乗り越えるためには、事前に台詞を録音するプレスコ方式を採用すれば

いいのですが、ぼくは一度もこれをやる機会に恵まれませんでした。

録音方式がどうであれ、自分に、演技についての演出的な注文がつけられるの

かと意識した頃から、ぼくはアフレコに付き合うようになったのですが、それは、

シリーズ監督を任されるようになってしばらくしてからのことでした。

このような事態の展開からも、ぼくは、アニメのカットを記号としてとらえて、

カットごとの表現のディテールにこだわらない演出家になっていきました。

ともかくフイルムをつなぐ。つないで篭をわからせる。もともとアニメも映画

なのだから、映画の古典的手法が発見した"モンタージュ論"を応用すればいいと

考えたのです。

では、モンタージュとはどういうことか、次の頁で説明いたします。

５２
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カットは混号

映像作品のカットは、基本的には、記号

的に作品に作用します。

なぜなら、いかに上手にアニメートでき

たカットでも、映像的にはワン･カットの

意味しかありませんから、映像が絵を媒体

にして物語を見せる機能があると理解しま

すと、そのカットは、ひとつの記号でしか

ありません。

考襲|撤懲瀦蕊is戯
た考え方でしたが、もっとも初期の短編映

画の時代は、動きを見せるだけのフィルム

でしたから、この考え方もありませんでし

た。

では、個々に映像の記号の肥号たる理由

を述ぺておきます。

図③

⑬

⑨

Ａのカットが、ロング･サイズ。

Ｂが、ミディアム･サイズ。

Ｃが、バスト･サイズ。

Ｄが、アップ･サイズ。

これらのカットに映っているものは、同

じもので同じ向き、とします。

それをＡＢＣＤの順にならぺて、映像と

して見せれば、‘‘近づく''もしくは"近づい

た"という意味を発生させられます。

その逆にならべれば、“遠のく”"行って

しまう"という表現になります。

フレームに対する被写体のサイズの違い

だけで、このような意味性を伝えることが

できるのは、カットの基本的性格が記号だ

からです。

この記号性を利用したものが映像です。

５３
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この記号性を記号的にせずに、物語の表現の一部としてこなしてつかえるよう

になりますと、映画の表現の一部としてつかえるようになるのです。

記号論については、各稲の視点から群述することができますが、理屈っぽくな

るだけですので、ここまでにします。

演技を演出するという観念がない

演技というものは、記号にちかい性質もあるのですが、もともとは人間の感摘

を表現する技術です。

演出の仕事とは、ひとつひとつの役柄(キャラクター＝人物)を創造し、その感

情の流れを的確以上に表現できる手法をそれぞれの役者にあてはめていき、その

うえで、いくつもの役柄をドラマ･ラインにそって、複合的に櫛成して、物語の語

り□の方向性をさだめていくことだといえます。
●

すべから＜柵の流れを見極める仕駆となります。

役者は、それを個々の問題として意識して、劇中に身を投じます。そこには酵

止感覚は皆無です。

しかも、その慣を人格としてとらえて表現させようとすれば、千差万別の感栂

のラインを想定しなければなりませんから、役づくりにはトメ(静止)はあり得ま

せん。

しかし、キャラクターの演技を"ポーズ"と錯覚しているアニメのスタッフには、

演技の"流れる性格"を想像することができません。
威

演技そのものも"間"を要求されたりしますから“トメ絵"的な芝居も入ってき

ます。内省的な物麗であれば演技は綱やかになり、アニメの“トメ芝居"にちかい

ものになったりもします。

このように、時としてポーズに近似した表現があるために、アニメ関係者が芝

居を理解していないにもかかわらず、そうとは見えない事態がつづいているので
せりふ

す。この食い違いが“トメポーズ"に適合した"決まり切った台詞まわし”を要求

する演出家を生んだりしているのです。

これは、演技というものを考えることとは対極にある方法ですから、演技との

距離は想像を絶するものがあります。演劇的センスが絶無なのです。

アニメしかしらない演出家たちとアニメーターに、演技センスがないとわかる

端的な例は"歩く"演技と"走る"演技にあらわれます。

これを作画することは大変に難しいことですので、一生のあいだでも、何度も

気にいった作画ができる動き(演技とは書きません)ではないのですが､それ以前
に、ともかく歩いていれば良い、走っているのだから良い、という決定が、演出

家のあいだでなされてしまうのです。

アニメの場合、“ともかく絵なんだからしょうがない"というエクスキューズを

５４
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演技とは体が動くこと

驚くぺきことですが、アニメのコンテ･マンと演出家には、この"演技とは身体

が動くこと"という意識がないようです。

ふつうのカットでは動かず、アクション(活劇＝戦い＝スポーツ的な動き)だか

ら動く、と考えている節があるのです。

制作的に作画枚数のコスト的な問題もあって、動かせないという制約に縛られ

ている、と理解することもできますが、しかし、アニメは動くものだからという

ので、ディズニーの長編アニメのように、なんでもかんでも暴力的に動かすこと

にも問題があると感じます。

どちらにしても、制作的制約から生まれた表現なのですが、いつの間にか正し

いもののように感じられてしまって、ジャパニメーションのように、描きやすい

ポーズの連続になったりする傾向がつづいたりするのですから、表現技術が向上

する素地はなかなか醗成されないのです。

子供に見せるものだから動きをシンポライズしている、と意職されているスタ

ッフもいるようですが、ドラマの必要から生まれる演技は無限にある、と考える

スタッフは、全体では極めて少ないのです。

その逆に、アニメは動かさなければならないらしい、とわかっているスタッフ

は、画面全体を回り込みさせるようなことで、演技をつけていると誤解している

場合もあるのです。

演技をさせるためには、ドラマにそって、ひとつの役柄の演技と全体の役柄の

行動を組み合わせて、物語ることができるのか、と考えることなのです。

そのためには、ドラマ全体を一貫した流れとしてつかまえられる創造力がなけ

ればなりません。完成作品の見え方が想像できる、といいかえることもできます。

完成作品が見える、ではありません。見え方が見えるか、ということです。

５５

生みやすいことがあって、このように雑にいってしまえる網神的土壊が、あの走

る演技は良かった、というレベルで考えるスタッフを生まないのです。
ぼくもこれらの作画が難しく、演出的にコントロールできませんので、まずは、

"歩く”"走る"芝居を劇中にとりいれない努力をしつづけてきました。

しかし、それでも、時としてどうしても採用せざるを得ない基本的な動き(演技

以前の動き！）ですから、結局、スケジュール内で制作できれば良い、作品をＴＶ

にのせられなければ、犬の遠吠えにもならないと考えて、その部分の演出を放棄

してしまうという情けない演出家になってしまったのです。

しかし、なかには素晴らしいアニメーターもいらっしゃって、実写でも再現で

きないような歩きの芝居を作画される方もいるのですから、アニメだって捨てた

ものではないのです。
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そのうえで、演技を演出するということは、人間の身体が感情によってどのよ

うに動くか(どういうポーズが発生するか)ということを連続的に表現することだ、

と理解する能力なのです。

しかし、この簡単な発想がないために、女の子なら、すぐに両手を握りしめて、

胸の前にあげるニヤンニャン･ポーズになったり、頭から倒れて気絶もしていない
したい

のに、手足の力がぬけた死に体を取らせるポーズが横行したりするのです。
にら

ちょっとエッチな話になると機械的に頬を赤くそめる。会§舌シーンになると硯

めっこの位圃関係にする。ちょっと考えて、お茶を飲むか、タバコを吸わせる、

というものになったりもしますが、それは、プロのレベルではありません。

キャラクターがからむような(両者の体位の問題ですが)会話シーンがない！

というのが現実なのです。これは、人間が動くことを想像していないからおこる

表現で、けっしてプロの仕事とはいえません。

演技の詳細については、その種のテキストに目をとおして勉強していただきた

いものです。

大劇場、小劇場、映画、テレビ、アニメという媒体の違いによって演技は違い
ひゆてき

ますし、観念的なもの、比喰的なもの、シリアス、コメディ、ミュージカル、ボ

ードビルによる演出スタイルの迎いもありますが、この"スタイルの違い"という

冨葉も理解できるようなセンスは身につけてください。

アートとして創り上げるものもありますし、古典的な演技論を醤いたスタニス

ラフスキーの感情移入的な演技とプレヒトの自省的な演技、というようなものも

知っておいても無駄にはなりません。

しかし、演技というものは、リアルであればいいだけではなく、デフォルメす

る必要も、整理をする必要も、あります。

それらは、感慣の移行を明確にするための要件として、必要なことなのです。

これらのことは、原則であって、気分だけですませる問題ではないのです。そ

して、演技を意識しつつ、ドラマの構成を考え直さなければならない、というレ

ベルになれば、シナリオ自体の問題にもなってくる、ということは理解しておい

てほしいのです。

B習層的対応の仕方

人物(キャラクター)の性格は、一度設定したら(決めたら)変えてはなりません。

当たり前のことなのですが、これが守られないのも現実なのです。

原因はあります。

ストーリーの展開を考えていると、人物の性格を意識するのが二次的になって

しまったりするからです。

ですから、－度書きはじめたストーリーはまずラストまで櫓いてみて、その上
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ＣＧやアニメの場合は、個々 人の作業になることが多いので、各人が率先して

５７

で、一人ひとりの性格をチェックしてストーリー全体を見直します。

この作菜の進め方は、すぺてのパートにいえることです。

コンテ･マンなら、まず第一稿のコンテをラフでなるぺく早く仕上げて、そのう

えで、第二稿をチェックすることによって、不都合を解決する方法を発見して手

直しをし、実際の第一稿にする、というぐらいの段取りを踏みます。それを自分
のなかでやるのです。

アニメーターなら、担当パート全体のカットをラフに描き、動きのつながりの
プランをとって、演出家と協緬をして、そのうえで、各個のカットの実作業に入
るようにします。

実写でいえば、役者との脚本読みに入る前に、演出家はコンテを仕上げるべき
なのです。そうすれば、文字だけで想定されている暖昧なものが、もっと強固な
ドラマ･ラインを生み出すことになります。

コンテというのは、映像の展開によってドラマのプラン全体を見渡すことがで

きて、再栂築するアイデアを投入することができるものです。
コンテを書けない、読めないスタッフには、この意味がどうしても理解されな

いので、本当に残念なことだと思います。

コンテ作業は、ただシナリオを画にするための段取り的な作業ではありません。

シナリオ執箪の一部であって、シナリオをより強固にしていく最後の砦とも考え
て良いのです。なぜなら、コンテ作業もデスクワークなのですから、シナリオ作
業と同じ位置づけにあって、ストーリーを最後にチェックできる機会なのです。
実写でいえば、現場に入っていない最後のストーリーラインのチェックの機会

なのですから、シナリオ的な作業段階にもふくまれているのです。

しかし、コンテ作業にはこのような側面があるとは、制作者にもスタッフにも

理解されていないのが現実なのです。

この問題は、ひょっとするとゲーム制作にもいえるかもしれません。
コンテではプランがわからないから、ともかくコンピュータ内で制作して動か

してみれば問題がわかるのではないか、と思う方がいらっしゃるようです。しか
し、それは、コンテで動きを読んで具体的な結果を想像する訓練ができていない

スタッフのやることではないのでしょうか？

各パートの作業がはじまる前に、なるべくはやく全体の流れを見るようにする
ようてい

これが､手戻1Jをなくして､作業効率をあげる要諦だと感じます。
個人の能力に任せてしまって、最終的にできあがった作品を見てから、「アチヤ

ー！こんなはずではなかった！」と手直しをするケースが、どれだけ多くの無駄

を発生させているかということは、実務にかかわっていらっしゃるスタッフはい
つでも経験しているはずなのです。
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第一段階の作業を終了させ、他パートのスタッフのチェックをうけられる状態に

もちこむか、せめて自己検証ができる段階にもちこむことが、作業効率をあげ、
良い作品をつくるコツだと思います。

そうすれば、スケジュールだって見えてきますし、作業に穴をあげることもな
くなるのです。

現実はそんなものじゃないという現実も承知していますが、理想を知って困難

に立ち向かうのと、最初から流されていくのとでは、長いあいだに大きな差が出

てきて、結果、評価を得るものを残すのか、ゴミ箱に捨てられるのか、という違
いを想像してほしいのです。

映像作品のアタック

映像作品は、映像を楽しく見せるためのものですから、俗にいうトップ･アタッ
クは必要です。

映像的にはクライマックス的であって、そこにその後のストーリーの背景なり、
中核のテーマが語れられているものがベストでしょう。

え

“見せ画''をつくり、はじめに物語全体の触りを見せる、ということです。

特別なロボット(これもキャラクターです)が出てくる物贈なら、トップ･カット

でロボットを出せということですし、まずは物語の輪郭を説明して、観客に見る
方向性を示してやる、ということです。

シナリオ構成論でいう起承転結の"起"から入りますと、イントロダクションの

長い作品になってしまって、じつは、ラストから逆算すると不要な部分だったと
いうケースは多いのです。

映画は短編小説のように圧縮した物語を見せることができますから、各シーン

のイントロ的な剖分をどんどん削除していって、シーンのクライマックスだけを

つないでいく！というぐらいの覚悟をすべきなのです。

そのうえで、全体として、観客にわからせる起承転結の綱成を検証するのが手
順です。

だからといって、激しい描写がアタックになるというものではありません。

アタックでは、“ほかの作品とは違うぞ''という差別化を見せる、と考えるべき

で、激しければ良いとは限らないのです。この点は、誤解はしないでいただきた
いのです。
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圧倒的に情報の物量を必要とするＴＶは、つぎの日には、その悩報が修正され

ていても平気な媒体です。それは悪いことではなく、もともとそのような速報性

という機能をそなえた媒体なのです。

ＴＶの機能の本質は、バラエティであって、ドキュメントとワイドショーと学

術的な番組がゴッタ煮になって平気な世界なのですから、表現の正当性が問われ

る媒体では決してないのです。

それでも報道をおこない、データを提供できる機能が高まったために、各穏の

機能が付加されていったのです。それゆえ、テレビで表現されたことは、ときに

は誤解の温床となったり、歪曲の拡大極小の世界にもなってしまうのですが、伝

播力が圧倒的なために、テレビで表現されたことが正義(世間の風潮･流行)になっ
てしまう傾向があります。

しかし、映像作品を創るということは、テレビのバラエティ的な番組のなかの

ひとつを埋めることではあっても、テレビの番組をつくっていくことではありま

せん。

テレビという媒体のなかのひとつの時間枠を発表の場にして、独自性のある物

語世界を提供しているものです。

膨大な時間枠を埋めるために、テレビ･ドラマというものが生まれました。そこ

２
０
０
０
年
ま
で
の
現
実
Ⅲ
胆

(99）などの映画を監督なさっ

引用させていただきます。

で仕事をした後、「ヒート

たマイケル･マンの言葉は

テレビのまやかしと正麟

「テレビ・ドラマは、せりふと俳優のアップで成り立つ世界。欲求不満になる。

映画なら言葉に頼らない表現も可能。作り手としては、ずっとやりがいがある」

（1996.5.23.朝日新聞夕刊）

翻冒はするどい

できの悪いアニメの演出をしているスタッフたちは、ふつうの人たちが、でき

の悪いアニメをできが悪い、といっていることを知らなすぎるようです。

「なんか、トメ絵だったものがいきなり動いてしまったりして、またすぐにトマ

ルのね。だから見たくないのよ」

これが、ふつうの人のアニメ評です。演劇や映画でもこれにちかい反応が観客

にあります。
こや

長すぎる、かったるい、と思っても、一度劇場に入ってしまった観客は、楽し

みたいと願っていますから、最後まで見てしまいます。
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その感想が、よくいわれている｢作者のマスターベーション(自己陶酔)はわかる

けど、他の人に見せるんだったら、もう少しねえ｣というようなものです。

作品は発表されるものですから、スタッフの自慰的なものであってはなりませ

んし、一般化したおもしろさがなければ、発表してはいけないでしょう。

完成した作品は、クリア(明快)でなければならない、と規定することもできま

す。メジャーなヒット作品には、すべてこれがあります。小さな個性と才能しか

ないスタッフの自慰的な作品などは、四畳半のマスターペーションなのですから、

そのようなものを見せられて楽しむ観客は、それほどいないものです。

どうせなら、美人のお股を見たい、と考えるのが観客なのです。

この場合、“美人に見える”という部分が、作品のクリアな要素になりますが

"どういうものが美人なのか"は、作品の狙いによって違ってきます。

そして"どのように美人であるか"と描くことが作品のテーマになり"その美人
がスポーツをやっている”というのが、作品の発端になり"その美人は振られてし

まった"というのがストーリーのアイデアになり"振られた結果、美人はより美人
になった"というのが、最終的なキーワードになります。

その結果"走ることの素晴らしさに目覚めた人は本当に美しい"というのがアイ

デアとストーリーを帰結させるためのプロットになり、表現としては"その走り方
とは、呼吸をしないある一瞬"に表現の力点を圃いてみる、ということで、こうい

うものに映像作家は燃えるのです。

そのようなストーリーのドンデンとして、“美人でなくても美人になれる”とい

う普遍的な真理を語ることで､ストーリーテリングに高めることができるのです。

そして、それは本当におもしろいよねというのが、作品評になります。

マニアやオタクといった観客は、好きなものには底知れない優しさをもってい

ますが、ふつうの観客は正直で怖い人たちですから、平気で真実をいい、欠陥を
ついてきます。

仲間内の褒め言葉と評論家の批評は、ふつうの人びとの気分が代弁されていな

いものですから、素人である観客が魂めてくれるまでは、自分のことをアーティ

ストだと信じることはやめたほうがいいのです。
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