
画面の被写体に対するサイズ

ロング・サイズ＝弱いが、情報園は広い。漠然としている。

アップ･サイズになるにしたがって強い。アップに

なるにしたがって、情報鼠は綴密に精織になる。

【個々 のサイズの意味性は考えてくださいね】

動きの速度

早ければ＝潤い。怖い。

遅ければ＝かったるい。イライラする。ゆったりする。穏やか。

【矛盾する意味があることを見逃さないでください】

あまりにも当たり前のことですから、これらのことは教えられなくてもやって

いて良さそうですが、現実にはそうでもありません。

アニメの場合、右利きのスタッフが多いために、キャラクターを左向きに描く

癖があったり、フル･サイズの人物を描くのが面倒だから．アップ･サイズのカッ

トが多いコンテができたりします。

実写では、撮影現場の都合やスケジュールの問題で、妥協したカットを撮るし

かないということもおきます。

つまり、映像の原則を無視した画面桐成は、現実にけつこうあるものなのです。

本来は、速度を表現するには、被写体の能力、性能、物語全体の流れから必然

を考えて割り出さなければならないのですが、ひとつのことだけを考えて、「こん

なものだろう」と処理してしまうケースがほとんどで、正確に速度を表現できるス

タッフは、それほど多くありません。

逓丘の問題

これについては、基本はフレーミングのサイズの問題と同質ですが、微妙に違

う性格も持っています。

遠近の演出は、大きさだけを考えると、フレームのなかにおける被写体のサイ

ズの比率を示すだけのものになってしまい、映像的にいえば、カットそのものが

持つ意味性の違いを力学的にとらえているだけになります。

しかし、遠近を演出することは、同時にフレームのなかで切り取られた劇空間

(フィクション･ワールド)の世界における被写体同士の距離や関係性を表現するこ

とになります。

つまり、視覚印象の力学的な意味が希薄になって、観客が、環境と被写体の劇

的な関係性を読み取ることに力点をおいてしまうカットができてしまいます。

我々が日常的に見る光景のなかで、人が歩いている光景のカットなら、観客は

視覚印象の力学に支浬されたまま見守るでしょう。

８１

図
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しかし、ＳＦやファンタジーの世界や時代劇では、おうおうにして、その作品

のなかに描かれているものだけの世界になりますから、観客は、背景や事物と被
写体の関係性を醜み取ることになって、視覚印象の原理的な支配から抜け出てし
まうのです。

カットの奥のほうに映っているどんなに小さいものであろうとも、あれはなん

だろう、と考えてしまうでしょうし、人物が、背景と比較して大きかったり小さ
かったりすれば、その関係性の意味を読み取ろうとします。

つまり、フレームに対する比率という二次元の視覚印象の問題などは無視して、
映されている視覚憎報の理解に関心がいくのです。

そうなりますと、映像作品のカットは、観客にとって未知なる物を説明するか

理解させるというカットを用意しなければなりませんから、手前の被写体と奥の

背景との関係性を描くことに留意することになります。

しかも、劇的な流れを停止させずに、物語は流れるように栂成しなければなら

ないというまったく次元の違う仕事が入ってくるのです。

このことは、現代物の実写以上に、時代劇やアニメやＣＧ作品で要求される要

素で、かなり高度な演出術を要求されるのですが、なぜかまったく認識されてい
ません。

なぜ高度なのかといえば、劇的な梱成を優先させれば、背景的な問題や、劇世

界の日常的なことを説明している暇はない、と演出家は感じてしまうのですが、

それを紹介しておかないと世界観がわかりづらくなったり、人物描写の表現が不

明瞭になってしまうことがあるので、構成上のバランスが極度に難しいのです。

ですから、フィクション･ワールドでは、観客にわからせなければならない現実

は、正確に描かなければならないのですが、そのカットやスペース(鑑賞時間)は、

物麗的にはたいてい余分なことなので、劇の進行のバランスを崩すように作用し

ます。そのバランスをとるのは、本当に難しいことなのです。

別のいい方をすれば、未知(異質)の被写体が同時に描写されている場合、劇的

な関係を視覚的に聡らせるのは手間がかかりますので、どのように有効な遠近の
描写にするか、という問題につきあたります。

その場合に有利な道具になるのが演劇的手法なのですが、それを最大限に投入

するためには、映像的にも劇的にも、極度に構成する"力"が要求されます。

アングル(角度)の燭味性

実写のカメラでいえば、被写体に対する｢仰角｣、「傭隙｣、「水平｣のことです。

アニメでは、この効果を絵そのもので描き出しますが、これを正確に表現でき

るアニメーターが少ないので、現実的な問題としていえば、採用しないほうがい
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実写の｢目線の高さの水平｣というカメラ位置は、‘‘ふつう"を表現します。なぜ

なら､いつでもだれでもが見ている高さか烈光愚だからです。
ですから、そのカメラの視線の高さを"目線で撮る”といういい方もしますが、

この"ふつうの高さ"というものが、一定していないという問題が発生します。

原則とはいうものの、映像の原則は物理学的原則ではないので、決定的にひと

つではないのです｡しかも､映像では脅鮮につかわれますから､すべて､原則
を理解をしたうえでの応用となるため、厄介な仕事になるのです。

一定していないことの理由は、人間の目の高さが、背丈によってみんな違うか

らで、一般的にいう"ふつうの目,'の高さは、どのあたりにあるのかということを

考える必要があります。作品によっても、また、シーンによってもそれは違って

くるのです。

大人を主人公にした場合と子供を主人公にした場合では、その作品によって‘‘ふ

つう''の高さは違ってきます。

また、終始客観的に寵られる作品なら、カメラの目線は一定でいいかもしれま

せんが、実写では、カメラを役者の瞳に映ってしまう位置におくことができない、

という絶対条件がありますから、撮影のつど、方策をこうじてカメラをセッテン

グしなければなりません。つまらないようですが、この物理的制約は無視できな

いのです。ただし、最近ではデジタル処理でつまらない映り込みを消すこともで

きますが……。

いずれにせよ、単純にひとつの考え方で作品のすべてが構成されるわけではあ

りませんから、カメラのアングルはたえず考慮しなければならない問題なのです。

それでも、応用を考えるうえで基準となる原則は必要なので、以下のことを覚

えておいてください。

一般的に、実写のカメラの三脚の高さは｢90センチ｣に設定されています。

その理由は、当たり前の大人の目線の高さで被写体を映してしまうと、あまり

にも日常的すぎるから、どうせ映画を撮るなら、被写体がちょっと格好良く見え

るやや低めの高さで撮影したほうがいい、ということです。これは現場の経験か

映
像
の
原
則

１
１
１
１
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い、といいきれます。

極端に前後左右、上下のどこからか狙うカメラ・アングルに、それぞれ意味があ
るのは、一般的に理解できることでしょう。

しかし、実際には、特別なアングルが適切につかわれることは少ないのです。

それには、撮影現場の問題やスケジュールの問題、スタッフや監鶴のマメさの

問題があって、アカデミー賞を猫得している作品ですら、つまらないところで手
間を惜しんでいるケースがあったりします。

だからこそ、原則を踏まえる努力はすぺきで、そのうえで、現場でどこまで妥

協できるのか、と考えるようにします。
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ら生まれた原則です。

大人になっているみなさんならわかると思いますが、たまに、町中でしゃがん

だ位置から人々のいる光景を見ますと、ちょっと景色が違って見えるという経験
をしているはずです。

その｢ちょっと違う｣という視覚印象が、映像のダイナミズムを喚起してくれる
のです。

これは、アニメであれＣＧであｵ1利用すべきです。

しかし、多くのアニメでは、厳密に高さ90センチからのカメラ・アングルが衷現

できません。ともかく描いたキャラクターを見せるだけで、アニメになっている

ように見えますから、少しだけアオリのアングルにするというデリケートな構図
を持ち込む必要がないように感じられているのです。

さらに、アニメでは漫画絵を動かすという発想からはじまっていますので、キ

ャラクターそのものが、アオリにも傭脚にも描けない場合があるのです。

ですから、アニメーターのなかに、それらのアングルが描ける必要がないと考

えているスタッフもいるのです。その考え方はいけないのですが、必要がなかっ

たことも事実なのですから、一般的にアニメーターや漫画家は、アオリの角度の

キャラクターを描くことを苦手にしています(下から見た顎の線は難しい)ので、

実行が難しいのです。

ぼくは、アオリ主義がとおせないために、実写はいいなという感覚になってし

まうのですが、たまに、アオリのキャラクターを描けるアニメーターと出会えた

ときは、ニコニコしてしまいます。

娯楽というものは非日常の体験ですから、この感覚は大切にしたほうが良いで
しょう。

仰角（アオリ）のアングル＝被写体を大きく見せます。

圧力を描けます。

それに対するものが重圧と感じます。

水平もしくは目線アングル＝ふつうを描けます。

傭瞳＝客観化の描写。

全体を見せられるので、解脱的描写になります。

被写体を小さく見せます。

機能的には簡潔で当たり前のことなのですが、実写でも、この感覚を喚起する
映像を獲得するのは容易ではありません。

アニメやＣＧでは制作が簡単に感じられる傭脚のカットなどは、実写では、ク

8４



傭瞳はつかうな！

“ナカヌキ'，などという実際的な掘影法が得意な監督がいるのも、実働が大変であ

るためなのですが、作業効率は良くても、作品にとって有効な手段であるかとい

うと、それは別問題なのです。

アニメでは、カット制作ごとに全スタッフが動かなければならないような民族

大移動的問題にはならないために、傭脚のカットはちょっと面倒だなと感じられ

るだけで、無神経に制作されてしまいます。

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｉ

園

レーンを借りてこなければ楓影できませんし、ロケであれば、多くのスタッフが

様々な用意までしたうえで、山ひとつ登らなければならない場合さえあるのです。

職のｱﾝグﾙは､物題舞台を全体的に理解できて､被写体の配圃を示すのに
便利です。劇進行の段取りも描けます。制作のうえでも、スタッフ全剖の民族大
移動をしないですませられるアニメでは多用されます。

コンピュータ･ゲームのイントロの画面はその典型で、キャラクターの浬圃、ア

イテムの説明に便利なアングルなので、解説図的アングルともいえます。

たいてい、右上にキャラクターが位瞳していて左にむいて紹介されています。
これは、先に説明した映像の原則に自動的に適合していますので、なんとなくあ
あなっている、のではないのです。

映
像
の
原
則

しかし、ドラマでつかわれる傭職のアングルは、映像的にいえば感情が入らな

い客観的な画で、ひょっとしたら、冷たい突き放したように感じられるかもしれ
ません。

観客を劇中に参加させるために、視覚印象を喚起する必要がある作品では、傭
磁のアングルの多用は絶対におこらないはずなのですが、アニメでこれをつかう

スタッフが多いのは、コンピュータ･ケームの影響もありますが、もともと映像に

対する理解力がなかったためなのです。

劇が進行していて、傭磁にできないはずのシーンでも傭臓にしてしまうのは、
映像のダイナミズムの原則を知らないだけでなく、映像を頭で拡大解釈している
からおきることなのです。また、傭徴のカットを、仕事をすすめる上での説明図

とあつかって、映像表現することの一助としてどのように作品に関与しているの

か考えていないのでしょう。

シナリオをわきに置いてコンテ用紙にうつむき加減に絵を描き、文字を密いて

いくのがコンテ作業ですから、前屈みになって物語世界を考えています。

そうなりますと、創作すぺきフィクションの世界も、うつむいている視界のな
かにすべてあります。見下ろしているのです。ですから、どうしても傭臓の絵が

8５



できてしまうのです。

この姿勢で、想像力がないスタッフがコンテを切れば、物語の現実の世界を現

実的描写にしようという想像は、－片だってはたらきません。

そのような仕事をするスタッフでも、なんとなくつまらないと感じるときがあ

るからでしょう。ときおり思い出したように、四畳半が十畳以上になってしまう

水平アングルのレイアウトが飛び出したりします。

場所の違いが、劇的な要素としてはたらくケースがある、と考えないで、変っ

た絵柄を探そうとしているだけですから、こうなるのです。

そのようなセンスでは、傭徴がつづきすぎるのを修正しようとしておこる次の
られつ

レイアウトが、真似事のアングノレ、知った映画の真似事の羅列になるのです。

場所の制限から発生するカメラ・アングルでは、変わったカット、おもしろいカ

ットはできない、と考えてしまうのです。

昔のモノクロの｢鉄腕アトム」の時代、

地中を掘り進むアトムをロング･サイズの

断面図のカットで描いたことがあります。

右図参照です！

このカットのカメラはどこにあるのか、

カメラをどこに直けるのかは、誰にもわか

りません。

つまり、いいかげんなマンガ絵なのです。

劇を語る映像的機能をもたない解説図なのですｃ

解説図には、劇的な要素はないのですから、ル

だ"と説明する必要があるくらいなのです。

Ｒｆ

劇中にいれるときには"これは解説

舞台になる場所が制限されているのなら、その制限(たとえば狭い場所)を描く

おもしろさがあるはずなのです。フレーミングを工夫して表現すれば別のおもし

ろさが出る、というような想像力をはたらかせる癖をいつも訓練する必要がある
のです。

目線の高さなどという問題を考えることもなく、そのアングルが映像的に自然

かどうか、ということをまったく感じていないのでは、プロとはいえないのです

が、傭脚のカット、傭撤の絵のほうが、いつも前屈みの姿勢で描いている絵だか

ら、自然に感じられるようになってしまっているスタッフが多いように感じられ
ます。

アニメに本物の演出家があらわれない理由は、この作業姿勢にあるのかもしれ
ません。

アニメ、ＣＧの関係者は、デスクやキーボードに向かっていないときぐらい、
身体を正面にむける癖をつけて、朝日ぐらいは見るようにしてほしいものです‘，

崎



照明(ライティング）

「映画は光と影の芸術｣だと認識されていた時代もありました。しかし、都市化が
すすみ、闇がなくなったおかげで、光と影に鈍感になってしまっているのが、現

代人かもしれないのです。

また、機材の性能が良くなったおかげで、照明技術についての感度が悪くなっ

ているスタッフが排出されるようにもなるでしょう。

セル･アニメでは、もともとキャラクターに影をつけて動かすことは、労力の問

題があって、長い間やってはならないことであったので、ぼくの時代のスタッフ

は、光と影については鈍感でもありました。

何しろ、影のあるところは陰の色だけ。そうでなければ、影はない。

場面の雰囲気は、ひたすら背景に描いてもらって、セルのキャラクターには影

がないのがふつうでした。それでも、生真面目なスタッフのおかげで、夜のシー

ンの色、夕方の色を考える、というようなことをやるようになり、影を二重につ

けることもやったりするようになりました。ＣＧで彩色ができるようになって、

さらに色合いに深みが出せる時代にもなったのです。

これが実写、ＣＧ作品になれば、照明の明暗。濃淡。それだけでなく、レイア

ウトにおける千差万別の照明効果の組み合わせが可能になります。

しかも、映像はそれを変化させて、表現の手段とすることができるのですから、

照明の問題に再度敏感になって良いでしょう。

照明を巧みにつかうだけで、サスペンスを生み、スリリングに描ける映像は、

照明の変化にたよっていることを思いおこしてください。

ホラー、ミステリー物は、陰影がなければ成立しないはずです。

園
映
像
の
原
則

８７

どのような表現でも､作者の菖雛を写し出しますし､今後は､さらに都市化
生活と個的生活が拡大していきますから、クリエイターを目指すべき若者たちは、
現在ただ今から健康な日常生活をする、多少のスポーツをやってバランス感覚を
やしなうといったようなことは、必須事項としなければならないでしょう。外で
何かをやるのが嫌いだから、スポーツが嫌いだから映像の仕事を選んだという発
想は、すでに死語である考えてほしいのです。

生き生きとした映像は、制作者たちの活力の反映でもあるのですから．．…．！
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上図は、極端な例ですが、例を多くあげますと繁雑になるだけなので、やめま

した。

⑭と、のカットは安定していますが、陰影のつけ方で印象が違うのは当然のこ
とでしょう。

＠と＠は、光をいれたことで、カットに方向性をもたせてしまったために不安

定に感じられるのです。確認しますが、フレームのなかの○印は、すべて中央の
同じ位置にあります。

不安定ということは、観客は次の動きを予測している、ことになりますから、

これを利用してカットもつないでいくことができます(方向性が発生していると考

えることができます)。それが、映像の連続性を発生させることもできるのです。
フレームのなかの○(被写体)は、二つ、三つ、それ以上の場合もあるわけです

から、そのレイアウトによっても、カットの映像的ダイナミズムとしての方向性
や動性といった質量は違ってきます。

さらに、映像では被写体は固定していません。芝居によって動きが変化します。
光自体が動くことによって、陰影もコントラストも違ってきます。こういった

映像の変化をどのように物語にからめて表現するか、利用するか、が演出家の仕
事になってきます。

照明は、カメラワーク以上に複雑なものですが、原則的なことは、次のように、
みなさんがすでに知っているとおりのことでしかありません。
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どのように狭い画面でも、陰影は発生するでしょうし、光それ自体も変化しま

す。被写体の鼠、ひいては、カットそのものの貿週と陰影、光の関係性の変化に
よって、作品の感情表現にあたえる印象は、絶対的に違ってきます。

現場的には、独創的な良い照明プランを設定することが難しいのは、想像がつ
きます。最近の実写では、フィルムの性能が良くなり、ビデオ.カメラの性能も良
くなりすぎたおかげで、照明プランを意職する演出家が少なくなっているという
問題も発生している、と聞きますし、そのうえで、スケジュールや予算がないの
で、照明マンをじゅうぶん雇えないという原因もあるようです。
しかし、ＣＭの独特な照明を見せられますと"本編(映画のことをそう呼んでい

るのです)"でもガンパッテもらいたいものだと感じます。
アニメでは、光の問題はすべてアニメーターと背景の作画、美術の問題になっ

てしまいますので、実写で発生する問題と性質が違ってきます。
さすがにビジュアル化社会の申し子たちは、われわれの世代と違ったライティ

ングを映像に持ち込んできましたので、嬉しい限りですが、技術の偏重に陥らな
いように祈るだけです。

それはＣＧも同じで、絵画的なものがペースになっている画像では、陰影の一
律化が気になります。

空気感、広がりを創るためには、ライティングの問題が最重要なのですが、演
出家からオペレーターまで、この認識はまだ低いと感じないでもありません。

圃
映
像
の
原
則

マンガ、イラスト、アニメなどは、ライティングは自由に描写できるはずなの
ですが、やはり決まりきった仕事(ルーティン･ワーク)になってしまうのは、クリ
エーターが時代の流行にながされる傾向があるからでしょう。
赤ちゃんのころからＴＶやＣＧのカラーの画像を見過ぎた世代は、そのなかか

ら好きな画像を特定している癖というか心があるのではないか、と指摘する心理
学者もいます。

それでは．仕事に入る前から、イメージが固定しているということになります
から、気をつけたいものです。

照明を学ぶための有効な方法としては、モノクロ時代のメジャーな映画を見る
ことをお薦めします。これらも、それぞれの時代のルーティン･ワーク(パターン）

8９

明るすぎる＝苦痛、不安、動揺、極度の変化、絶対平和、等々。

明るい＝楽しい、安心、幸せ、平和、憩い、等々。

薄暗い＝不安、期待、不気味、等々・

暗い＝絶望、恐怖、死、あるいは絶対安心、等々・

漆黒の闇＝無、終局、等々。
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に汚染されていますが、映画がめずらしくて最新の表現手段と自惚れていた時代

のものですから、それなりのスタッフが時間とお金をかけて照明を設定していま

す。感度が低いフィルムをつかい人工的な作業をしながらも、いかに自然らしく

見せるか、自然に見えなければどのようにゴマカスか、というテクニックが満砿

されています。どのように手前と奥の被写体に照明をあてて、画面に深みを出す

ようにしているか、という技術がよくわかります。

盗む価値のある技術を観察できるのです。

学習の方法としてもっとも大切なことは、またここでも｢自然から学べ｣という
レオナルド.ダ.ヴィンチの至言を持ち出します。

自然のほうが圧倒的に豊かで広大ですから"景色を見る''訓練を終生することで
す。

時間とお金の余裕があるのなら、いろいろな土地の景色を24時間、四季おりお
りの時間の変化を観察することです。豊かな空気、豊かな人栂、豊かな歴史を見
ることが、照明感覚と次の項目の色彩感覚を育てると信じています。

啓籍とＴＶモニターの画像や映画は、すでに他人の創作の結果でしかないので
すから、極端にいえば、デジタル化したデータでしかありません。もっと極端に
いえば"情報のピット(断片)”でしかないと感受できる感覚は育てる必要がありま
す。

アニメやＣＧの現場では、当初に出た設定雷に描かれた影のつけ方にしたがい
すぎて、カットの意味を考えないで作画をすることがしょっちゅうありますが、
考えもののやり方だ、と感じます。

さらに、重要なことは、そのシーンの物理的な設定に合わせた影のつけ方がい
いのか、映像的な連続性を演出する影のつけ方がいいのか、というのもあって、
どちらがいい、ということではないのです。すべからくケースバイケースなので
す。

つまり、創作行為というのは、一面的な処理が正しいと断言できないところが
ある、という、もう一方の原則(反対の原則＝矛盾する原則)もある、と承知して
おいてほしいのです。

色彩(カラーリング)のな伽､補色の問題

色彩に、暖色･寒色があるのは、ご存じの通りです。
色彩の考え方は、これに尽きます。

暖く感じる色と寒く感じる色と、色にも意味があります。

この機能(性格＝質の違い)を、なんらかの感情を語らせようとする映像に利用
するのは当然のことです。

9０
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作品上の問題は、パカパカ処理を長時間やりつづけていたということで、物語
の内容がどうであれ、われわれの年代では、問題のフィルムのように数十秒以上
の長い時間、パカパカをやることはありませんでした。

掴影部のスタッフに負担をかける処理なので、問題のフィルムではスタッフが
よくやったものだと鰯き、制作部のスタッフもよくそのような処理を認めたもの
だと呆れました。

そのような効果が格好良いと感じてしまえば、無定見にやってしまう世代の出
現に呆然とし、演出家のわがままに呆れもしました。

また、ぼくらの世代は、公共放送という媒体では、刺激過多の表現をしてはな

9１

本テキストで、意味性といいつづけてきたことを、色彩の意味性ということか

ら理解してくださると嬉しく思います。

映像は変化するものですから、色彩を変化させることで、物題映像の変化の意

味性を描くこと、物語の意味性を補強することができます。ですから、演出家た

るもの、自分の狭い好みで色彩をプランニングすることは避けたいものです。

ここでは、色彩についての別の注意点を述べておきます。

1998年に、ＴＶアニメを見ていた子供たちが目まいをおこしたり、曜吐したり

して、病院に駆け込んだという事件が起こりました。

そのアニメで問題になったのが、強すぎる光刺激です。そのような駆件は、過

去になかったことでした。

そのアニメでつかっている手法は"サプリナ"(サブリミナル)といわれている手

法で、ひとコマごとに明るい、暗いをクリカエス手法です。

画面がパカパカと明るい暗いをクリカエスので、われわれはその手法を‘‘パカパ

ガ'と呼んでいました。

その手法が24分の１秒の間に最大で12回、最小で４回クリカエシます。その違

いによって、いろいろなテンポを表現できますし、光印象の強度も変えられて、

まったくの黒と白のコマをクリカエス方法から、ちょっと蝿出オーバーのコマと
ノーマルのコマのクリカエシなどと、やり方はいろいろあります。

ぼくらの世代がつかった‘‘パカパカ"は、ほとんどが白と黒、もしくは、露出オ

ーバー(白に近い感覚)ですが、それでも長時間つかうのを避けたのは、目がチラ
つくからです。

全国各地で同時的に目まいをおこして廻吐するようなレベルの事件がおこった
ことは初めてでしたので、ぼくは、原因を知るために、問題のフィルムをチェッ

クしました。

その原因はひろく報道されましたので、ご存じのとおりなのですが、－般論的

な原因は、観客の大半が児童であったことです。好きな番組を集中して見る年代
であったために、目まいをおこしたのです。
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らないと考えていますから、問題のフィルムを見たときに、公共に対して発表す

る作品の性質を考える感覚一倫理観といったもの－がなくなっているスタッ

フの出現にも樗然としたのです。これは、演出家ひとりだけを賀める問題ではな

く、関係者すぺてが自閏の念に駆られてほしい問題なのです。

次に、色彩そのものも問題です。

その作品で"パカパカ"をやっているときにつかっていた色彩が"宵"と"ピンク'’
でした。

この色による"パカパカ効果"は、一種独特な透明感と空気感があって、ぼくも

好きで、ある特別な効果を上げるためにつかったことがあります。その作品が上

映された当時でいえば、デジタル的なフィーリングを描いたので、若者たちに好

まれていた手法でもあったのですが、ぼくは、－分以上はつかっていません。
“宵"と“ピンク"は補色関係にあります。

ここで問題が深刻になるのです。補色の問題については、カラーチャートなど

で確かめていただければわかるとおり、色が網膜に焼きつく現象が明確にありま
す。残像現象の効果は、白黒以上です。

ですから、補色関係の"パカパカ"を見つめていれば、気持ちが悪くなって、目

まいがおこり、倒れたり、０国吐するようになるのは、当然のことなのです。最悪
考えなければならないのは、催眠効果をおこすことでしょう。

視覚印象を武器にする表現媒体ですから、このような問題がおこることを考慮
するのは当然なのです。

しかし、補色の問題については、一般のマスコミでは指摘されずにすまされて、
これも無神経だと感じました。

この問題は、ただ演出的に必要だから、良い看想だから、前にやっている作品
があったから、というような理由だけで‘‘やって良い"という問題ではないのです。
上記の事件の結果、ことなかれ主義のサラリーマンや規制好きの人たちによっ

て、アニメでは刺激的な効果はつかってはならないという厳しい規制がかけられ

てしまい、その結果、過去の作品のなかには、ＴＶではオンエアできないものが
でたりしました。

また、大人を対象にした作品でも、アニメ作品なら、すべてオンエア前に‘‘部屋
を明るくして見ましょう"というテロップが出るようになった事態は、小児的病理
現象にみえる柵けない現象です。

たったひとりの演出家の不行き届きと、無神経な制作スタッフのおかげで、こ
のようなことになってしまったことは、忘れてはなりません。

気をつけるべき常謝というものはあると承知し、倫理にかかわることに関与す
るのも表現者である、と自戒すぺきでしょう。
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動きの発生による恵味性

動きが意味を発生させるのが、映像です。

な謡鯛鴬黒?畿鯛緩燕麓護ら雛譜簿
不明瞭になる、ということもおこり得ます。

逆にいえば、動いているもの同士(動きのあるカット)をいい加減につないでい

っても、それらしいものに仕上がってしまうこともある、という場合が日常的に

出現するのです。

映像は鋤きをあらわす生き生きとしたものなのですから"ヴィヴィッドさ＝生き

生きとした"フィーリングを猫得することを本義にしたいものです。

ヴィジュアル社会になって"動くものを見る”ことが当たり前になりすぎて、視

覚印象の力学(ダイナミズム)がないがしろにされたことから、現場的にも無駄を
しているという現実があったりするのは、もったいないことだ、と痛感もするの

です。

では、動きそのものの意味性は、映像の変化のなかで、どういうふうに作用す
るのでしょうか。

ゆったりとした速度感は．語り□を適格に理解させるように作用するでしょう。
逆に短ければ、性急さだけでなく、多様な面を一気に描出してみせるという手

法にもなります。

そして、フィクション･ワールド(劇空間)を描くわけですから、物語としては、
まず"変化するものがある'，と考えるのではなく、“変化を求める素材がある"ので、
描かれるぺきものは、必然的に映像空間のなかの劇に"必要な変化(動き)を創作し
なければならない”と考えて演出をするのです。

この場合、重要なことは、映像そのもので世界観も物鴎をすすめる事象も表現
するのですから、映像は、観客やプレイヤーに容易に理解できて楽しめるように

表現されなければなりません。

となれば、制作者や演出家という送り手だけが楽しめる速度感でいいわけがあ

りません。

一律に早過ぎる速度、一律にゆったりとした速度でもいけません。視覚におい

てリズム感がないものは、楽しむ側にとっては苦痛で、飽きるからです。

これが現場では、意外と配慮され、実践されてはいません。

思い当たる原因はあります。

送り手は、作品に対する思い込み(理念)に縛られていますので、その理念を伝

９３
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えることに没頭してしまって、早過ぎたりリズム感がなくなったりして、一律の

速度感で維持してしまうという結果に陥ってしまうのです。これが、映像の現場

では日常茶飯事なのです。

こういったことを是正するためには、音楽がどれほど短い時間のなかでも、テ

ンポとリズムをいかに変え、いかに聴かせているか、ということを思い出すこと

です。

映像は、鑑賞する観客の時間を絶対的に縛ってしまう媒体なのですから、音楽

的な手法は応用すぺきです。

映像作家といわれているスタッフは、物語を語ることに関心がいきすぎて、視

覚的なリズムについて無関心すぎるか、過度に視覚的です。

つまり、思いのたけを、ともかくも視覚情報によって伝えたいばかりに、視覚

媒体の癖である映像の原則を知らず、個々に描いてある映像のリズムもテンポの

感覚も気づかずに、むやみに視覚媒体を実務的につかってしまうのです。

ヴイジュアル社会になり、選ばれた人の職場に過大な人々がスタッフとして参

加したために、落雷きのような映像が多くなっているのです。

この問題を解決するためには、最低限度の映像の原則を知るべきだ、というこ
とに尽きるでしょう。

ですから、映像にもリズム感があるということぐらいは、視覚的に理解でき、
感じられる感性を育ててほしいのです。

そして、実務的には、映像のリズム感は編集でコントロールするものではある

のですが、コンテ作業の段階でも、かなりコントロールできるものなのだという
感度と認識をもってほしいのです。

出来の良い映像作品は、映像の展開そのものが、かならずある一定の変化する
テンポがメロディを奏でていて、それに正確な視覚リズムが付与された音楽のよ
うになっています。

そのような"芸"こそが、観客に見てもらうのに必要な最低限度の"作り"なの
だということを忘れないでほしいのです。

ゲームの場合、作品展開をプレイヤーにゆだねてしまう媒体であるために、こ

のようなことを考えず映像展開をする傾向がありますから、別の意味でも気をつ
ける必要があるのではないかと感じます。

動きの複合の舞台から視覚的窟味性を見つめる

複雑な要素が組みあわさってできあがっているために、考えるぺきこともいっ
ぱいあり、独自のおもしろさを表現できるのが映像の良いところです。しかし、

そのために、いいかげんにやっても成立してしまう媒体である、という危険性も

9４
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がみてしして

舞台では上手(観客から見て右側)、下手(同、左側)といわれる意味については、

すでに説明しました。

上手である右手が上位。その逆は下位で、それによって、人物配置も自動的に

決まってきます。

上位＝力の強い者は、上手に配腿するだけでその表現ができます。

強い敵も上手にいますし、上手から出てきます。

悪魔や敵になる宇宙人もそうです。

極めて自然なものも上手にあります。

劇全体のなかで敗北していく人物(役柄＝キャラクター)なら、基本的には、上

手から出て下手に消えていくように演出します。

その逆に、上昇するもの、上昇指向するものは、下手から上手に向かって登場

させます。

たとえば｢ぼくは成功するぞ－j｢アアコさん！ぼくを愛してください｣『王子

様はいつ来るの？」というような人物たち(劇の終了時に成功を納める人たちは、

上昇指向を持っている人たち)の将来は明るいものですから、下手から上手に向か

って登場させ、演技を展開させます。

これは映像のダイナミズムと一致するので、観客は本能的に納得します。

９５

ばら

季んでいます。

この点は、制作者、演出サイドのスタッフが、もっとも気をつけなければならな

いのです。

そのための鉄則。

まず、コンテ･マンや演出家は、作業の途上のそのときどきの気分で、初期に設

定し、創作したプランニングを変更してはならない、と知るべきです。

現場では、かなり場当たり的に、噴末な視点からでた決定がおこなわれる傾向

があります。むろん、当初の考えの抜け落ち、見落とし、ポカの指摘、という大

変有効な発見もありますが、それでも、うかつにそのときの気分で提案されたり、

思いついたりした改善策にしたがってしまいますと、ミスをおこす原因になりま

す。総論の視点が欠落しているからです。全体像から逆算したらまちがっていた、

現堀の都合だけで改訂をおこなってしまった、ということは珍しくないのです。

ですから、改善策をこうじる場合は、当初はどうであったのか、という視点に

かえって、判定をするようにします。

ここでは、視覚印象の機能を開拓した舞台から、視覚印象の原則を芝居に当て

はめて考えてみます。
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追われている人とか、絶望から自殺をしようとする人物は、上手から下手に移

動するように登場させて､劇を進行させます｡負けていく人噸ぎうです。
上手から下手に登場して勝っていく人物の劇が進行して、挫折することlこよっ

かｇ』う

て物語が佳境にはいれば、その劇中で、その人物を下手におくように動かして敗

北感を強濁し、そこに悲劇のクライマックスの演技をおきます。

そのうえで、なんらかの転換があって成功に転ずるのなら、上手に向きを変え

させるという動きにしていくのです。そして、鰯後のクライマックスのプロセス

を描き．上手、もしくは、フィナーレでは中央正面に位置させます。

この"向きを変化させたところ"がキッカケ(劇的転換)になり、芝居の見せ場で

あるクライマックスは、上手に向いていく動きで表現されます。

“逆にむかせる"ということが、大きな転換の表現になってしまうのですから、

簡単といえば簡単な手法です。原則というものは、もともとシンプルなものなの

です。

舞台のうえで説明したことは、映像にもあてはまることです。

自作でいえば、ガンダムの登場は、まず右上位瞳から左向きにしてあります。

それが強いときは、ずうっと左向き(上手から下手に流れる方向性を堅持)なので

す。

負けそうな劇のときには、押されっ放しを表現するために、右方向から来る敵

に対して、ずうっと左向きに演出します。その間の劇なり戦闘シーンは、画面全

体が、左の下手に流れる構成にしてあります。

そして、逆転劇の瞬間に右向きに変えて上昇指向を発生させて、下手から上手

に向かわせることによって、観客の視覚印象のダイナミズムを利用して、より逆

転劇が印象づけられるように演出しています。

能舞台に見る視宣喧目１１

能舞台も視覚印象の原則にしたがって造られています。

役者の登場する揚幕の位圃は下手にあり、舞台は上手にあります。

しかも､役者がある距離を移動しなければならない"総り"があって､本舞台
に演者が移動するまでは、上昇指向を確定する位薗と方向性を映像のダイナミズ

ムの原理にしたがっていますから、自動的に観客に期待感を喚起させることがで
きます。

また、古い舞台形式ですから、目上の観客に対して"礼"を示す所作をおこなう

ためにも"橋懸り"が必要であったとも想像できます。

ですから、それより新しい形式である歌舞伎の舞台の"花道"以上の強制力を持
つものであったようです。

9６
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正確に勉強していませんので、暖昧に書きますが、能舞台そのものが特異に見

えるまでに様式を確立したということは、演技の様式をも徹底的に確立していく

ことになったようです。

ですから、演じる行為もすぺからく"型"というものにはめて考えるようになり

ましたので、演技をしていくプロセスそのものにも無駄がなく、上手下手を違反

することはありません。
そ

能のなかの狂言というこっけい劇では、繁雑な演技を整理し殺ぎ落としていっ

て、結果、260の型にしたがわせるようになったともいいます。

ふつう"型にはめる”ということは、決して良い意味でつかわれませんが、狂言

に関していえば"型にはめる”"型に落とす'，ことによって、演技が洗練されて力強

いものになりました。

感情表現は、これを端正な形で演じなければならない、としたのですから、完

壁に演じられれば、力強い表現として確立し得るのです。

なにしろ、観客は下賎の者ではなく、ひたすら尊い人々に供されたのですから、

演技も明断であれ、と意識されたのでしょう。

この技術論には傾聴するものがあって、暖昧な技術しか持っていなければ、型

にはめるという方法にしたがうほうが明快で、力強い表現を独得できる、という

ことを教えています。

この、原則、もしくは、法則にしたがうということは、けっして妥協ではあり

ません。むしろ、無駄な努力を排除するために有効な手段です。

能狂言が強力に様式美の確立をめざしたのは、権力者に献じられるものであり、

またそれによって、戯作者や役者が生活する手段にしたからです。

その証拠に、好き者の尊い人が演じる場合のために、本舞台の上手には"貫入□”

という特別の出入り□が上手奥に設定されているのです！

それは、実際の演目ではほとんどつかわれないのに、現在でもその施設が舞台

に残されているのです。これは、おもしろい現象だと思いませんか？

能そのものが、もともと野外で演じられていましたから、屋根も必要でした。

屋内で演じられるようになっても、観客から見れば邪麗になる“目付柱"や屋根ま

で残した舞台を建設するのは、伝統様式を受け継ぐ方式としてもいかがなものか

と感じないでもありませんが、古典でも、すでに視覚認識にもとづく舞台様式が

確立していたという観点は見過ごしてはなりません。

ですから、視覚原則である映像原則というものは、守るにこしたことがないの

です。

しかしながら、現在以後のわれわれがおこなおうとする創作活動のすぺてが、

古典的様式に縛られる必要もありません。

原理原則というのは、あくまでも原理原則でしかありません。創作には、たえ

ず、例外はありますし、新しい発見もあります。また、旧来のものを破壊すると
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いう意思もあります。

また、生活習慣の違いから、心理的な印象度が一般と違うというケースもあり

ますし、人によって違う感性が身についてしまっている場合もあります。天才と

いわれる人々の反応は、常人には想像などつきません。原則を無視した感性が作

動することもあるでしょう。

それぞれの理念、思想、信条、宗教、考え方に支配されすぎて、感性的なこと

が二次的に作動するような人も、例外的な感覚を示すこともあります。

映像のダイナミズムというのは、生理的印象の原則でしかありませんから、例

外は認めざるを得ないのです。

しかし、一般的にいわれる原則というのは、原則としての意味はありますから、

これは認識として了解して、自分以外の観賞する人々に理解され、楽しめるもの

を創作するために、徹底的に利用したほうが得なのです。

９８
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イマジナリイ・ライン

これは現場で演出をするうえで、演技者や撮影、照明、美術、重機（特機とも。

クレーンなどの事）操作マンなどのスタッフに、または助監督、アニメーターた

ちにカットごとの処理を考えてもらうとき、大変便利な考え方なのです。

イマジナリィ・ライン＝映像線（味も素っ気もない駅なので、カタカナで通し

ています）

具体的には、一連のシーンのなかで、いくつものカットに分けて撮影する場合、

カメラが乗り越えることのできない線だと考えてください。

被写体とカメラの関係で発生する線、と解釈してくださって結栂です。

もちろん、コンテにおいても被写体をとらえた画を描いた瞬間に、このライン

は発生しますから、コンテ・マンも十分に承知して現場での混乱がないように、

イマジナリイ・ラインを設計してください。コンテとは、スタジオなり撮影現場

での撮影プランを示したものですから、イマジナリィ・ラインが狂ってはいけな

いのです。

A図

②カメラ

′、

⑯カメラが移動した）

、
、

、イマジナリィ・ライン

Ａ図の場合、イと□の被写体を結んだライン（線）を“イマジナリィ・ライン'’

と呼びます。ひとつのシーンを撮影する場合、そのシーンのトップ・カットでこ

れが決まってしまいます。コンテでも、シーンの最初のカットでこれが発生しま

す。

一度発生（設定）させたイマジナリィ・ラインは、以後、同一シーンであれば、

9９
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カメラは絶対に乗り越えてはならないというのが、イマジナリイ・ラインの原則

です。

簡単な原則ですが、実写の撮影現場では、いろいろな制限がありますので、こ

れを守ることが大変難しいのです。

それでも、どのように問題を解決して、どのように早く撮るか考えた末に、映

画用に必要なカットを撮影するための必要最低限度守らなければならない原則は

これだ、と発見したのがこの原則なのです。

ですから、ここまで述ぺてきたカットの方向性の統一を考えていくうえでは、

このイマジナリイ・ラインの原則を守ることだ、と断定して良いものなのです。

この考え方がわかれば、コンテを切っていくうえでも大変有効で、作業も早く

なります。

１
１
１
１
‐
Ｉ

さて、前頁のＡのカメラ・ポジションで撮影されたカットのフレーミングから

は、以下のような方向性の見えるカットが独得できます。

⑳－１ ⑱－２ ⑳－３

このシーンのトップ．カットが、前頁Ａの状況で蝿影されたら、⑳一１のよう

になります。

となれば、以下のカットは、⑬－２，③－３のように撮らなければ方向性は保

持されませんから、⑳－１に関連するカットは、⑳ー１の状況で発生したイマジ

ナリィ．ラインを越えたところにカメラを持っていって掴影してはならないので

す。

アニメやＣＧでは、カメラ位置の意識をしませんから、なにをいっているのだ

ろうと感じるのは、②－２，③－３のカットの方向性など、自動的に頭に浮かん

でしまうように見えるからです。

しかし、同一シーンに数人の被写体がいたり、野球の試合のように人物の位圃

が決まっている場合は、このカメラ．ポジションを考え、イマジナリィ・ライン

を想定してカットの設計をしないと、相互の位置関係が混乱する場合が多々あり

ます。例はいくらでもありますから、ＴＶなどで気をつけて見つけて、自分のも

のにしてしまいましょう。
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