
ぼくも芝居などを見たことがなく演出をやってしまったひとりです。
しかし、長いあいだこの仕事をしてきたおかげで、時代性、対象観客、公演ス

タイルといったものを考慮して、エンタテインメントを提供すぺきだと考えるよ
うになりました。

その結果、演技がわかるためにはどうするか？観賞能力を高めるためにはど
うするか？創作能力を上げるためにはどうするか？と考えるようになりまし

た。

解答は、単純です。

すべから＜良い芝居をみて、良い本を読み、良い映画をみて、良いケームをし

て、良いファッションを意識して、自己訓練するしかない、ということです。
アニメだけ、ＣＧだけ、絵画だけ、小説だけでは、ひろい見識もセンスも身に

つきませんから、複合的な作業である映像作家にはなれません。

厳密にいえば、映画では演技を見る目は養えませんし、絵画だけでは、彫刻の

世界はわかりません。声優になるための声優の訓練というものもありません。

演技をするという基本の勉強しかないのです。

そして、演技を知るためには、日常のなかで豊かな感性を育てていくという意

識をもたなければ、感性などは身につきません。

年齢それぞれで体験しなければならないことをきちんと体験しなければ、情操

は育ちませんから、初恋も失恋もしなければなりません。

恵まれていない環境なら、他者にたいして、自分を表現したいという欲求を正

確に育てる意識をもちつづける努力をしなければなりません。
たんもの

昔、呉服屋の小僧さんに入った若者は、まず、もっとも高価な反物を触らせら

れると聞きました。良いものを知れば、悪いものは自動的にわかるようになるか

らです。それを三年続ける。この糟神です。

悪いものを見ていては、良いものの良さは、絶対にわかりません。

それは、食ぺ物でも人付き合いでもそうですから、すぺから＜上等といわれて

いるものを見て、聴いて、触り、付き合うのです。

ぼくらの世代は、若者たちにこの‘‘良いものだけを知れ"という原則を教えずに

‘‘なんでもありなのだよ”とゴミにも民主主義的な平等の存在意義があると教えす

ぎた、という反省があります。

物語を考える場合も、日常的に良き人との接点をとれる訓練をしていなければ、

ストーカー的な物語を平気で書いてしまうでしょうし、演技指導をする場合にも、

役者たちの感覚と理解がどこにあるかを見抜くことができなくなります。

そのときの仕事であるドラマの必要な部分を"こうだ"と説明できるポキャブラ
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ごい

ﾘー (ー語鍾)をもつ必要もあります。

そして、最後は役者に任せてしまえる無神経さすらも、度睡として監鰯の武器

になったりするのですから、我をとおすことが正しいのか？と考える自分をつ

くる必要もあります。

飛躍した例でいえば‘‘すべて自湖霧んだ"‘‘自然が教師であった"といったレ
オナルド･ダ･ヴィンチの見識から、億目する感性と理解力を育ててくださいと言

葉にします。

そのような観察眼と見識をもつためには、旅行もしなければならないでしょう。

しかし、一方で、一芸に秀でた人は他のものを知る力をもてる、という真理も

ありますから、ともかく、ひとつのもので良いのですから、自分が触れるひとつ

の世界の最上等なものを知り、理解する努力をつづけることは､大切なことなの
です。

6２
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>>＞第５

コンテをきる原則

の原Ｒ

コンテ作業上の原則というのは、コンテを書くための原則ではなく、映像にす

るための原則のことです。

最初のカットで、Ａという人物がフレームの右から登場したら、つづく次のカ

ットでも右からの方向性を維持しなければならない。そのようなことです。

同じ人物Ａが、つづくカットでの動きの方向性が逆になっていれば、その人物

はＡではないかもしれないと観客が感じます。

それは、動きの方向性そのものが意味を含んでいるからです。

方向性が逆になっていると、逆というだけで別の意味を持ってしまいますので、

その場合の人物を、観客はまず同一人物とは感じず、別の人物と考えてしまい、

同一人物だと理解しようとする時間が必要になってしまうのです。

この理解する時間が必要ということは、瞬間的に物語を追いかけている観客に

とって決定的に邪魔になります。理解しなければならない努力が、この場合、雑

念(よけいな理解を強いるもの)になるからです。

方向性が逆ということは、それだけで逆の意味を持つのです。対するもの、反

対のもの、という意味で、まったく違ったものという意味も感じさせることがで
きます。ですから、同一人物なのに別の方向の動きで示されますと、観客は戸惑
うのです。

この視覚印象を利用していくことで、映像で物語ることができ、この視覚印数

が映像のダイナミズムを発生させているのです。

カットのフレームに対する方向性を維持する、もしくはその逆を示すことで、

映像が贈る意味性が反対になる、と覚えるのでも良いでしょう。そして、その違

いを感じるということが映像のダｲﾅﾐズﾑを発生させる欄こなっているので
す。

映像のダイナミズム、それは、我々 人間の目が、どのようlこものを視覚して、

それを心理的に受け止めているかということを基本にしているもので、解釈はふ

くまれませんので、よほどの例外がない限り、原則的に適応できる映像の性能と

いうことになります。賎念なことは、その基本のレベルで、趣味噌好をいれて考

えてしまう人々が多すぎるために、原則としての映像のダイナミズムを理解する

スタッフが少ないという現実があります。

いまここで挙げた例だけでは、まだわかりにくいため、これからいくつかの映

像的ダイナミズムを発生させる要素について説明していきますので、映像のダイ
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①

この映像を支える原則である映像のダイナミズムを理解しなければならないの

は、映像作品が原則的に一気に見てもらって楽しむものだからです。つまり、一

度で理解され感じられるようにするために、“映像の原則である映像のダイナミズ

ム"を自分のものにしておかなければならないのです。

この原則を映画の先人たちは、実務を重ねていきながら発見していったのです。

観客を時間的に拘束して見てもらうものが映像作品であれば、観客の視覚的生

理に違反しないようにする努力をしていくほうが確実に見やすいものができるの

です。そのためには、視覚印象のダイナミズム(映像のダイナミズム)を利用して、

よりドラマチックに描くほうが得なのです。これは、観客の理解を疎外するよう

な要素を、映像に映し込まないための手法にもなっているのです。 図
映
像
の
原
則

沸滴性の癒味の理､

＠の例⑳の例

①

ナミズムそのものの性格を理解していってください。

上図の矢印が動きの方向です。また、①と②は、別のカットだと考えてくださ

い。

また、フレーム内の被写体サイズの大小には関係がなく、動きとしてはフレー

ムに入って出ていくもの(被写体)でも構いませんし、矢印の方向に移動している

ものを、カメラ(フレーム)が追いかけていると考えても栂いません。

② ②
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さて、③と⑧の①で、まず最初の印象が示され、それにつづく②のカットで、

①のカットの意味性が補強されます。

しかし、⑳の場合は、方向性が同一であるために、映像的には意味性が稀薄で、

単純に①のつぎの②のカットは、物語的には"同じもの''という説明を補強してい

るように見えます。

⑧の②では、対立する方向性が示されていますので、①とぶつかりあうという

印象が出てきます。

前頁の図を、動きの方向性を想像しながら、もう一度良く見てください。

⑬の例の①と②の○は、同じ物、と想像できますが、⑬の例ではどうでしょう

か？

＠の②の○は、ひょっとしたら、③の①とは違う○に見えませんか？

そのように見えないというのであれば、どうしようもないのですが、別のもの

と想像することは、③の例よりは容易なはずなのです。

ですから、＠は、物密的にいえば"対立する相手の出現"を映像的に説明してい

ることになります。

この印象の違いが、物語的にも対立の構造を発生させ、映像的にも強固な印象

を生み出します。それゆえ、会話のようなシーンでは、方向性がぶつかるカット

のつなぎ方がおこなわれるのです。なぜなら、会話をするということは、両者の

合意ができるまでは、対立の関係だからです。

会話の意味性をこのように捉えることができない方は、じつは、根本的に物語

を描く素養がないことになります。

もちろん、②の①と②のような同一の方向性をもった会話シーンもあります。

その場合は、会話の内容がからみあっていない、すぺっているような印象を演出

したいというようなときにつかわれますし、同意しているテーマを別々の理屈で

説明しているときなどにつかわれます。むろん、応用は無限です。
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⑳図

この原則も、ぜひ覚えてください。

視線の向きは、映像では明確に方向性を

示すものとして扱っています$ん
ですから、劇映画では‘‘目線”という映

画用語を基準にして、現場の作業がすすめ

られます。このテキストではそれに倣って

"目線''で言葉を統一します。

目線は、あらゆる意味で方向性を示すも

ので、‘‘劇的な何か"を感じさせることがで

きるものですから、カットを制作するうえ

で重要な基準になるのです。

⑳図

図
映
像
の
原
則誰かが何かを見ているという場合、左向

きであれば、目線は右から左に向いていま

すから、カットの方向性は、右から左と考

えます。右の③図です。

その目線が変われば(右の③図)、なぜ変

わったのかという暗示的、もしくは、観客

に好奇心を喚起させる意味が発生します。

劇であれば、その意味は人物の感情が発

生させたものだと理解できますから、その

意味をわからせる展開にしなければなりま

せん。

その意味は、右図の＠というカットで明

示されなければなりません。

右の⑳と、が同一カットで、同一人物で

あれば、目線が変わっただけで、映像的に

いえば、方向性は大きく変わったことにな

ります。

それは、映像的には、かなり大きな"変

化”を表現したことになります。

ですから、よほどの理由がなければ､③、

③のカットにつづく＠のカットで、目線の

違った理由になるもの(方向性が転換した

視綴(目線)の向き＝方向性麹示す

6７
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⑳図

、図
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、図

→

理由＝劇的変化が大きくなった理由になる

もの)を見せる必要があります。

そうしなければ、観客は期待を裏切られ

るわけですから、見にくい映像という感触

を感じるだけになります。

もう一度、左の列で、⑳、③、＠という

連続しているカットを見てください。

音声がなくても、③から③へ目線が変わっ

ただけでも、方向性は左右逆に見えるわけ

ですから、大変大きな変化ということにな

ります。その変化を見せられれば、その変

化の理由はなぜなのだろう、と観客は考え

てしまいます。

ですから、目線の向き(方向性)が変わっ

たのなら、次に変化した理由なり、原因を

示さなければならないのです。観客の期待

(心理的な欲望)を次のカット＠で描いてや

らなければならないということなのです。

それが意外なものであったり、納得する

ものであることが、劇的な効果を創作する

ことになるのです。

動いただけで意味が発生するのですか

ら、なんとなく動かす、なんとなく動いて

いるものを描くということはできないこと

になります。
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方向性奄爆器する窟味

前頁の⑳と⑥がワン･カットであれば、被写体は左右を見る芝居をしているわけ

ですから、その目線の向かっている方向(フレームの外)にその視線が見ているも

の(対象)、もしくは、その動きがめざしているもの(目標)があるはずです。

それを＠のカットで明らかにするときには、その目線の方向(動きの方向)の逆

のもの(対立する方向性をもったもの)を描かなければ、⑳③のカットを受けたカ

ットにはなりません。

この対立と｢受け｣がうまくできたカットのつながりであれば、劇的な関係を演

出することができます。

しかし、劇的効果よりも、スムースな展開を心がけるのなら、方向性を統一し

て描けば、抵抗感なく見易いものにすることができます。ですが、この場合はた

だ流れているだけの映像になってしまいますので、劇的葛藤は描けません。

かっとう

葛藤＝もつれ、争い(つまﾄﾉ、対立であり衝突）

劇（ドラマ＝物語)＝葛麗を描くこと

このように考えますと、映像としてはたえず対立樹造を描いた方がいいのです

が、それを描くためには、まずは、物理的にも感情的にもスムースな流れを構成

できる基礎学力がなければ、いざというときに対立も葛藤も描けませんので、葛

藤を描くという命題はいつも意識する必要があります。

ぼくが学生時代にやらされた実験で、こういうものがあります。

走るだけの人物を、いろいろなサイズで撮影したカットをそろえて、動きの方

向を統一したものと、カットごとに方向を変えたもののふたつを見比べる実験で

す。フィルムの長さは両方とも同じにします。

これを映写して見比ぺると、同一方向の動きにまとめたフィルムのほうが、あ

きらかに三分の一ほど短く感じられたものです。

次に、右から左に方向が統一されたもののほうが、左から右のものより短く感

じます。そして、方向性を逆に取り混ぜたものが、一番長く感じるのです。

つまらないシナリオを演出するときは、全編、右から左に向かう方向で統一す

ると短く感じられていいかもしれない、という先にも書いたような冗談があるく

らいです。

逆の方向で統一したものは、上昇指向を喚起してくれて期待を抱かせるのです

が、いつも力強く、厳しいという印象を植えつけるだけで、あまり長く見せられ

ると疲れます。

これが、視覚による印象なのです。

６９
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方向性だけでも、映像のダイナミズムを成立させるのですから、映像の作劇の

表現に利用しなければなりません。同時に、そのほかの要因、フレーミング、長

さ、芝居など、映像を成立させているすべての要因を考慮しなければなりません。

１カットの長さはカットの画質[質量＝クオリティ＝どれだけの情報瞳が映って

(作画して)いるか]によっても違ってきますので、複合的要因が重層的に作用して

きます。それゆえ、すべての要因の力学を総合的に考えなければならない、とい

えるのです。

つまり、カットの長さは、演出家が勝手に決定できるものではなく、カット内

の要素の複合的な力学によって決まってくるのですから、予定するカットがある

のなら、それはプランニングの段階でカットの輪郭を設定しなければならないと

いうことになります。
はんらん

映像が氾濫する時代になりましたので、映像に対する感度が高くなっているの

は確かなのですが、ただ見ているだけでは映像の感性は訓練されません。

‘‘意識して''見ること。

そして、なぜそのように樹成されているか、なぜそのように制作されたのかを

考えることで、はじめて映像を制作する糸□になる感性を育てることができます。

ＣＭは、短い時間に情報をつめこむことと、いかに長く感じさせるように見せ
ふしん

るかに腐心していますから、良くできているＣＭは、たいてい力､ソトごとに動き

が左右逆になるように檎成(編集)されています。方向性がぶつかって見えると、

視覚印象の抵抗感が生じますので、長い映像に見えるのです。

しかし、ここでしるしたような意味を正確に理解した上で、スタッフがＣＭを

演出しているケースは少ないでしょう。おおむね、スタッフの経験と勘でそのよ

うな結果になっているようです。

映像の原則さえ知っていれば、これらの仕事も勘にたよらずできるようになる

のです。

サイズ(画角）

サイズというのは、フレーミングされた画面のことです。ビデオ･カメラが普及

したため､ｻｲズについての詳細な説明l螺ぶいて良いでしょう。
人によっては､ｱｯプｻｲズのときの顎の位置懲４１ストｻｲズのときの胸

の位置をどこにとるか、と悩むようですが、それは噴末なことですから、お好き

にやって良いでしょう。

ここでは、映像のダイナミズムの観点から確潔しておきたいことにしぼります

ので、次の⑳＠のふたつの例をつかって説明しておきます。
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園

③の例

①

映
像
の
原
則

①

⑳、．とも、タテに見下すように見てください。

⑳、＠の①②③はそれぞれの別カットとします。被写体は同じものです。

それが動いていると考えると面倒なので、ここでは｢止まっている｣ものと考え

て、カメラのフレーミングのみを変化させたカットと考えます。

厳密にいいますと、カメラのレンズを変えずに、カメラが接近もしくは後退し

て撮影した場合と、ズームレンズで変化させた場合ではカットの質は違ってきま

すが、ここではそれも考慮しません。アニメでは、レンズの違いが質的変化を起

こすことはありません。ＣＧ画像では、レンズの画角変化の模擬操作がおこなえ

ますが、それも考えません。

あくまでも、フレームに対した被写体の大小だけを考えます。

○

凸 〈７
②

；1.,
〈／ （

②

⑬の例

みくだ

７１

○

③③

１
１
１
１
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さて、⑳の例は、視覚印象の強度が強くなっていきます。⑧はその逆です。

それだけのことですが、視覚印象のダイナミズムを感じることのできる基本な
のです。

この印象の強弱を利用することで、物語の語り□を映像的にコントロールでき
るのです。

この強弱の意味性は、言葉に変えると、次のような認識を喚起していると考え
られます。

接近する、接近してくる＝迫る。良くわからせる。局部を認識させる。

わからせたい。認識させたい。見せたい。見ろ！

良く見ようとする､見たいものを見せる＝ディテールが描写できる。

対象を観察したいという欲望巻溌させる。
これをわかれ。認識しろ。欲望を満たせ。

怖いだろう。気持ち悪がれ！

遠のく＝距離が離れる。見せたくない。行ってしまう。逃げる。昔のもの。

見たくない。逃げたい。こういうものだから、もういいだろう。

全剖が見える＝全体を観察しろ。状況をわかれ。わかってよ。もういいよね。

客観化＝被写体がそのような状況にいる(ある)。

周囲のなかで埋没させる。

見せたくない。見たくない。

以上の例は、とりあえず思いついた言葉でしかありませんが、映像の変化は、

このような言葉に転換できるということの意味をよく想像し、理解してください。

この機能があるからこそ、映像は｢語り□＝ストーリーテリング｣を持てる、

のです。

この⑳､⑧の①→②→③が、ワン･カットであっても基本の印象は変わりません

が、ワン･カットの場合は、語り□が性急になります。

もちろん、カメラワークの速度を変えることで"ゆったり感"を表現することも

できます。

ワン･カットにするということは、表現をシンプルにすると考えてもいいのです

が、カットが変わる、カットを違えたほうが良いという場合は、‘‘カットが変わる

境い目"が瞬間的に変化を生む表現になりますから、別の意味もくわわる、と考え

て、採用には用心が必要なのです。

注：ワン・カットか別カットカ'の問題は、カットの長さという要素が加

わることによって､表現される意味性に違いが生じてしまいます。そして、

カットの長さの問題は､劇的な語り口の問題、という、もっと総論的なテ

ーマとして考えなければならないので、ここでは考えないようにします。
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確認の意味で、サイズの定義を書いておきます。

人物が小さくて周囲の景色なども入っているカットが、ロング･サイズ。人の

顔いっぱいのようなカットが、アップ･サイズ。そう覚えれば、あとは、すべてそ

の比較になります。

エクストラ･ロング･サイズ(超ロング。エクストラ･ロング･ショット）

ロング･サイズ(ロング･ショット）

フル･サイズ(フル。全身が上下のフレーム内に入っている）

ミディアム･サイズ(膝ぐらいから頭が入っている）

バスト･サイズ(胸から頭がフレームに入っている）

クローズアップ･サイズ(アップ･サイズとも｡顔全体がフレーム内に入っている）

エクストラ･クローズアップ･サイズ(顔の一部しか入っていない）

図
映
像
の
原
則

これらのサイズによって"画質的(クオリティ)な意味の違い"というものが出る

ということを、日常に見られる映像を観察して覚えてください。

7３

モニターもスクリーンも、物理的な画面の大きさは変わりませんから、画面サ

イズは、カメラワークか被写体の動き(演技)によって変化をつけるか、カットの

転換をすることによってのみ表現されます。

サイズの違いの発生＝映像のダイナミズムを発生させる基本。
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画面サイズは変化する

映像で大切なことは、フレーム内のサイズが変わるということです。ここでい

うサイズとは、映像のなかの被写体サイズをさします。

モニターやスクリーンのサイズはそれぞれで違っても、２１インチのモニターは

21インチで変化はしませんよね。

このサイズ変化こそが映像のダイナミズムそのもので、映像表現上、重要な機

能となります。しかし、不思識なことに、このことを意識して正確に演出のなさ

れた映像が一般的かどうかというと、かなり怪しいと感じます。

なぜサイズが変わるのか？

カメラの前にいる被写体が、手前からむこうに行けば、アップからロングに画

面は変化します。その逆の動きをすれば、アップになっていきます。

また、被写体が動かなくても、カメラの方が被写体から後退(俗にヒクという。

トラック･バック。ズーム･パック)すれば、アップからロングにすることもできま

すし、その逆がトラック･アップかズームアッブです。

映像は動きによって表現されるものですから、サイズの動きは当然のこと(こよ

うに見えますが、これを上手につかって演出できるかというと、それは別問題で

す。

ことに、コンテの段階で完成映像を想定しながら、この動きの変化を効果的に

つかって演出することは、一般的には難しいようです。

初心者は、フレームのなかで動く演技というものを想定できず、たいてい｢板つ

きの芝居｣になってしまうのです。

「板つき｣とは、芝居用露なのですが、一カ所にとどまっている演技のことをい

います。舞台の板の上に貼りついているという意味です。

歌舞伎ではたいへん多い手法なので、やってもいいと思っている演出家がいる

らしいのですが、歌舞伎は歌舞伎の様式が確立されているものですから、映像で

真似をしていい効果が生まれるとは思えないのです。

映像本来の演出をめざすのなら､演技を描きながらﾕ峯弓を動かす､という二
重の動きを想定するぐらいはしたいものです。それが、“志”というものです。
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カメラのフレームミング、モニターのフレームに対して被写体がどの位置にあ

るのかということです。レイアウトに準じます。

これも、映像的な意味性に大きく作用します。

⑳ ⑭

⑪

図

位固(フレーミング)の趨味性

、

被写体が同じ○であっても、フレーミングされた○の見え方は、それぞれ違い

ます。

これを同じだと感じるようでは困りますので、違いがわかるように訓練してく

ださい。

なにが違うかといえば、⑳と③では、⑳のほうが"なんとなく来そう"に見えま

す。

‘‘来そう，，という感覚は手前に来るという意味で、向こうに行くという印象はあ

りません。控え目に見ても、左下に向かうかもしれないと感じます。

③のほうは、横に真っ直ぐに移動するように感じられます。手前にくるという

感覚は、⑳よりは少ないと感じられるでしょう。

＠と＠では、それぞれ空いているナナメ上に移動しそうに感じますが、両方と
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も手前に来そう、という印象は少ないはずです。もちろん、まったく感じないと

いうことではありませんが、フレームにそって画面内をクルクル回ってしまうか
もしれないという想像をかきたてるのではないでしょうか。

そして、、の左下にある○は、、より元気かもしれませんし、＠と、では、ど

ちらが‘‘強そう"でしょう？判定はまかせますが、印象は違うと思います。

これが、フレーミング、または、レイアウトによる印象の違いです。

そして、それは、視覚印象が違いを発生させているものですから、これも映像

のダイナミズムを生むもうひとつの原則となります。

そうそう、③、⑧、＠、＠とも、○は同じ大きさなのですが、大きさだって違

うように見えませんでしたか？

大きさが違って見えるのは、位画のモメント(moment)のはたらきによるもので

ある、とされています。

フレーミングに対して被写体がある位圃により、視覚印象の違いが発生するこ

とを、物理的にいうところの能率(moment)が発生していると考られているわけで

す。映像を演出する上で、これを無視するのはとても損なのです。

これに遠近、上下の違いを加えれば印象の違いはより明確になり、物理的に匹

敵するほどの違いを発生させることができるのです。

もう一度確潔の意味で、今度は下図、、⑤を見てください。

横センターの位置の○では、どのように動きを想像させてくれるでしょうか？

、の○は、右方向に移動するしかありませんし、＠はその逆なのですが、どち

らも一直線に真横に移動したとしても、、と⑤では、視覚印象として同じには感

じられないはずです。

想像してみてください。

、のほうは、上がっていくように見える、上がっていくかもしれないという想

像を喚起されませんか？

⑤のほうは、下がっていくように感じられるでしょう。

これが物理学にも匹敵する、視覚印象の問題なのです。

、 ⑤
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右のほうが上位にあるという視覚印象の大原則があるために、われわれは、右

にあるものは、滑らかに動くと感じられ、それは川の流れのように、なんとはな

しに下に行く、と感じてしまうのです。

左の位圃は、心理的に下位であるために、左にあるものが横に移動するだけで

も、下から移動するということは無理して移動するように感じられて、上向きに

移動しているのではないか、強い動きだ、という印象をうけるのです。

そう感じるのは、見る者の心臓が左にあるためです。そのことは第三章で書い

ておきました。

心臓という左にある最も大切な臓器を守りたいという本能があるために、人間

は本能的に左にあるものを守ろうとします。

ですから、左から右に移動して見えるものに対しては、あえて動こうとするも

のだから、上昇しようとしている指向性があると感じてしまうのです。

逆にいえば、反対の右側から移動するものには、自然な動き、受け入れやすい

動きとしてとらえる癖がありますから、見る者は寛容に受け入れてしまうのです。
かみて

ですから、演劇界の先人たちは、右手の位置を上位＝上手としたのです。

演劇と映像は、見て楽しむものですから、視覚印象の原則は同じで、視覚印象

の力学は同じように作用します。

こういうことを理解せずに、演劇、映画、アニメ、ＣＧは違うものだと考えて

しまうようでは、広く物事を理解することはできませんし、創作するという活動

はできないでしょう。できたにしても、とても巾の狭いものになってしまいます。

では、７５頁の＠，＠は、③、．に対してどういう位圃付けになるのでしょう

か？

上下感では、⑬､＠以上に下位の印象を受けますし、左右の位置に関係なく"安

定"した印象も受けます。

鶴安定"というのは、静止感覚を喚起することですから、静けさや時間が停止して

いるような感覚を表現することに有利につかえます。

同時に、左右における位圃感覚の違いが、＠、＠のどちらが安定感、静止感が

強いかといえば、理輪的には心臓によっている＠の左側ということになります。

＠のほうは、左にすぺっていくかもしれないという想像を刺激されるのは、上

位にあって、動きを喚起する位置にいるからです。

しかし、先ほど動きを想像したときは、＠，＠は、⑳、⑧以上に元気でした。

それは、下位の安定、静止感を想定した位置から動かざるを得ない可能性を想

像したとき、上昇指向をもっている、と見る側が想定したからなのです。

守りの側からわざわざ動くなら、強い動きになってしまう、と、観客が想像す

るのです。期待でもあるのですが……。これが、劇の上昇志向をささえてくれる

原動力になるのです。

7７
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こういった感覚の違いは、心臓を左に持っている人間の視覚印象のメカニズム

が引きおこすものですから、個人差はありません。ですから、視覚印象にも原理
原則があるといいきれるのです。

しかしながら､人によって多少受け取る印象が違うことがあります｡な熊ら、
人間は精神的な動物ですから、成長する過程でなんらかの強い印象変換や偏りが

あって、ここにしるした感じ方と違うという方もいらっしゃるのです。そのよう

な方には、ここに番かれている例は、一般的な印象なので、これを原則にして利

用したほうが有利だ、と覚えてほしいのです。

これらの印象の違いは、漠然としたものではありませんので、“物語の流れ"を

感情表現にしたがっておこなう場合、稲極的に利用すべきなのです。

ただ、利用の仕方は単純ではなく、複合的につかうことのほうが多いので、結

局ケースバイケースになってしまい、教えにくい部分でもあるのです。

しかし、複合的につかえるからこそ、おもしろいともいえるのです。
あい広い

創作行為というものは、未定のもの、不特定で畷昧なものを整理統合して、第

三者に感動してもらうものを創るのことなのですから、とりあえずは、原則を知

り、利用することが有利であることは当然なのです。

フレーミングカWgHR蔵現をする

作品のなかで、カットのサイズが、アップになったりロングになったりするの

はなぜだろう、役者(人物＝キャラクター)の顔をはっきり見せるためにだけアッ

プにするのではないだろうな、というような疑問はもってほしいのです。

そのように考える癖をつけることが、自己訓練になります。

人にはいろいろな感情がありますから、カメラのサイズ、アングルは千変万化

でしょうし、感情表現が芝居(ドラマ＝ストーリー＝劇)の進行を高めるように作

用するのですから、そのときの劇の流れに最適なフレームのサイズというものが

あります。

また、被写体それぞれについても、独自のフレーミングを要求するものですか

ら、同じアップの撮り方がほかの被写体に適応できるということは、絶対にあり

ません。

しかし、フレーミングはそれぞれにこれだと覚えてしまいますと、被写体それ

ぞれが持つ独特の個性を引き出すフレーミングを発見して、撮る(作画する)とい

うことが忘れられるのが現場なのです。
つつし

これは、厳に慎むべきなのです。
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フレーミングにも時代の癖というものがあります。

この十年、ＴＶのフレームのなかを概観すると、以前よりもアップ･サイズが多

くなっています。ＴＶ馴れをした人々が、もっと見たいという衝勤を満たすよう

に、制作者側の意思がはたらいているのでしょう。もしくは、それが流行りだと

感じているスタッフの漠然とした習性のあらわれかもしれませんし、社会心理学

的な病理の問題もあるように感じますが、それはこのテキストのテーマではあり

ませんので割愛します。

このような流行による変化もありますので、被写体の描写にとって本当に最適

なフレーミングはどれなのか、という気のつけ方は、いつもしなければなりませ

ん。

カメラマンと演出家の、そのときの都合だけでフレーミングをすれば、横着者

の"画"になって、観客というマジヨリテイ(不特定多数)を感動させることはでき

ません。

良い映画というものは、独自でありながらも、大衆を納得させられる明確なス

タイル(様式)があるものです。そのようなことを承知したうえで、自分だけの原

則や方法論を独創していく努力が必要なのです。

自分なりの定形(ルーティン)の発見なのですが、それは、最後の命題であって、

原則を無視して独得できるものではありません。

図
映
像
の
原
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そのためには、アップ、バスト、ミディアム、ロングの各サイズが基本的に持

っている"感情表現をするうえでの映像の強度"を感覚的につかむ努力をつづけな

ければなりません。それは、被写体によって違ってくる、と本能的にわかるまで

になってください。

被写体の問題とは、その被写体を映像にとらえたときの訴求力(訴えかける力）

がどの程度かという判定基準を持つ、ということです。が、これこそケースバイ

ケースになってしまいますので、判定はやさしいものではありません。

被写体の動き(演技)と背景との関係、演技者同士の関係性、そのうえでのカメ

7９

また、サイズの変化は、前後のカットの関係とも深いかかわりあいをもってく

るものですから、その流れと全体との関係のなかで、「このカットは、このサイズ

を要求しているのだ」と見抜かなければならないのです。つまり、‘‘そのカット”

だけを考えているのでは、正確なフレーミングを猶得することはできません。

演出者は、観客に、劇中の感情がどのように悲しくなったのか、嬉しくなった

のか、の経過を示し、わからせるために、このような展開にするしかない、と考

えぬいていくのです。そのなかで適切なサイズを決めていきます。このように考
たいじ

えた上で、最終的には、単純で率直シンブノレな想像をもって、作品に対崎してい

くセンスが演出者に求められます。
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ラワーク(作画の調子)全般、その映像上の仕上がりの結果、と、あらゆる要件を

考慮して決定しなければならないのです。

フレーミングそのものが感憎を表現するための基本的な要素であるということ

は、原則中の原則であって、ただ格好の良い絵を定着させるためのものではあり

ません。

感情表現が劇にそって適格に描かれているカットが、格好の良いカットになる

のです。格好良いだけでは、格好良＜はならないのです。その場合は、たいてい

ギャグになってしまいます。

アングルと方向性

映像の視覚的な印象の強弱は、生理的物理的なモメントから発生するものです。

ですから、映像の力学というものがあるのです。

アングル、サイズ、動きの方向性、動きの速度が、その主要要素です。

アングル(被写体に対する撮影角度）

傭臓(フカン)のアングル＝弱い印象。総論的印象。

岬り(アオリ)のアングル＝強い印象。怖い印象。

人間の平均的な目の位圃のアングル＝安定感、自然感覚。ふつう感覚。

動きの方向性

右から来るものは強い(左に向うもの)＝ふつう。当たり前。

自然的に強い印象。

左から右に向くもの＝逆行する印象があるために、そのものが強いと

いう印象。

しかし、左にあるだけのものは、安定と下位の

印象。

正面から向うに行く＝当たり前で、弱い印象。状況鏡、総論的印象。

正面からこちらに来る＝旗え印象。自己主張。動きに強制感がある。

下から上に行く＝極度の逆行だから強い印象。下にあるままのものは

下位。

上から下に行く＝自然的に強い。怖い。圧倒的印象。

8０

「


