
②－１

⑥－３③－１ 、－２

さて、カメラがイマジナリィ・ラインを乗り越えるとＡ図の⑧カメラになりま

す。そのカメラで撮影すると、カットは③－１，⑬－２，．－３、のようになり

ます。

⑥-３ウ

⑥-２ウ

００

００
←

函確認の意味でカットを並ぺてみます。縦につながっていると考えてください。
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⑬－３ウ

⑧－１

⑳と．のそれぞれの流れ、つながり方は見やすく感じるはずです。

つながり方の意味を確潔します。③であれ、＠であれ、イ、□という二つの被

写体が同じ場所にいて、向き合っているだろう、ということは、３になっても、

想像がつきます。これは、方向性がぶつかりあっているために、観客は理解して
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くれるからで、方向性がイと□をつないでいる、ともいえます。

では次に、イマジナリィ・ラインを乗り越えてしまったＢのカットを、Ａをぺ

－スにしてつないで見ます。

⑬－１
イ ←

iｉ
*

⑭－２

→

*
③－２

－今

ウ
⑧－３

←

ウ

⑳－３

五 ←

えづら

さて、絵面（画面）だけ見れば、なんと

なく問題がないように見えますが、どうで

しょうか？

目線の方向性を考えて見直してくださ

い。二と三のカット並びは、一で示された

位震関係を想定した場合、問題ないと感じ

られますか？

被写体が向きあっている、と感じられま

すか？

感じられないはずです。

さらに、三と四の変化も気になりますか

ら、観客は、二と三の関係を改めて考えた

りします。そのうえ、四につづいてしまえ

ば、とんでもないことがおこっているので

はないか、と考えてしまいます。

劇的な展開がはじまった、とも感じさせ

られます。さらに、四から五へとカットが

つながっていけば、事態の変化をも想像さ

せます。

平坦な展開ではないことはわかります。

これは、カットの映し出す視覚の方向そ

のものに意味性があるからで、意味性がな

ければ、こんな見え方はしないはずです。

このような現象をおこさせる視覚的印象

(映像の力学）は確実に存在するのですか

ら、気をつけて映像を設計しなければなら

ないのです。

カメラはイマジナリイ・ラインを乗り越

えてはならないという原則は、ここで示し

たような例を稲み上げていって、体験的に

獲得した原理なのです。

1０２
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めせん

目線雲=視線

目線は映像的には、観客に映像の方向性を示唆するもっとも重要な要素です。

なぜなら、そのキャラクターなり役者が見ている方向には、な(こかがあるから

です。それを示すものですから、カメラワークそのものが生み出す方向性以上に

重要と考えていいのです。

なにしろ､物語を展開していくのは､劇中にいる人物(犬や猫､飾ように人
ではない場合もあります）なのですから、その人物＝キャラクターが見たもの、

意識したものがなにかということを、観客が正確に見られるよう（認識してもら

う）にしなければ、物語を理解してもらうことはできないからです。

1０３

さて、１０１頁で示した③と、の事例で、カットの順序を示したときに、イ、□

の被写体を示す順序を違えておきましたが、不自然には感じなかったと思います。

その理由も映像のダイナミスムに関することなので、考えてみてください。

そうです。
しもて

下手にある被写体の方が下位ですから、視覚印象や物語は下位からはたらきか

ける力の方が強いのです。それで、本能的に⑳ではイ、⑧では□、から図示した

のです。

“位髄のダイナミズム”が発生していたのですね。

これが、“映像のダイナミズム＝視覚印象,'が喚起している癖なのです。

しかし、映像の方向性という問題だけを考えた場合、前頁の二と三のカットの

つながりだけ、四と五のつながりだけ、をみた場合には、方向性の統一が見えま
へいたん

すから、平坦（フラット）な力､ソトつながりになります。

あくまでも､一のｶｯﾄがな陸んという前提のも鯉ことです。
映像的ダイナミズムは静かで破綻がありません。葛藤が生まれない展開です。

これに、カットの転換や芝居までもがゆったりしていれば、観客はなにも考え

ずに見つめていられるという機能（性格＝性能）を持っています。

つまり、カットのなかで、イなり□の被写体が方向性を転換する動き（芝居）

をすれば、このようにフラットな流れも手にいれられます。

向きを変えるという芝居をさせるだけで、フラットでつまらない展開が極得で

きますし、映像の統一性の基本を猫得することにもつながります。こういったフ

ラットな流れは、映像演出の基本なのです。

なぜなら、このようなフラットな流れの演出ができないと、イザというときに

"変化”を演出することもできなくなるからです。
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先に示した⑳－１，⑧－１のカットの場合、ふたりのキャラクターは同一画面

にいますから“目線合わせ”は、演出家も役者も考えずにできます。

しかし、次のような例では、目線だけで方向性を表現しなければならないフレ

ーミング（サイズ）になります。この場合には、視線の方向が、カット上（フレ

ーミング内で）どの方向に向いているか、見えるのか、と意識しなければなりま

せん。だいたい、パストサイズ以上のアップ・サイズのときに意識しなければ

ならない問題になります。

下図のカットは、すぺてイマジナリィ・ラインを越えていないものです。

周囲の光景が映り込まず、相手もカットに入っていないので、“目線合わせ''を

意図的に演出しなければなりません。

演技者もよほど気をつけませんと“目線を合わせた”表現にはなりません。

これは、作画の場合も同じです。

＠－１

ﾏー

、－２

、－３

００

なぜかといえば、カットのなかの方向性が、

完全に前のカットを受けた方向になっているか

どうかという問題は、カメラ・アングルによっ

て変わってくるからなのです。

ですから、役者同士の身長やいる場所の関係

を考えて、目線合わせの位圃（目線の方向性）

を決めるのですが、それはあくまでも第一義的

要素にすぎません。

ことに、－３の場合のように、かなりアップ

の目だけだったりしますと、キャラクターの姿

勢も観客にはわからなくなりますから、“目線

は相手（対象物）の目の高さを見る”と機械的

に考えることもできなくなります。

なによりも、カメラ・アングル、フレーミン

グなどの相互作用から見えてくる“カット全体

の方向性”すなわち“映像そのものが示す方向

性'，によって観客は方向性を視覚潔識しますか

ら、必ずしも、その場の視線を保持することが、

映像的に正しく見えるものになるとは限らない

のです。

もっとも重要な要素は、それまで描かれてき

た“ドラマの心理的な表現にかかわって表現さ

れている方向性”に合っているのか、合ってい

ないのか、という表現上の流れのほうが重要な

要因になってくるでしょう。

1０４



アオリのアングルで演技をとらえた場合、水平目線では見上げている印象が強

くなり、傭職のアングルであれば、逆の印象にもなりもします。

キャラクターや役者によって、視線の芝居にも癖がありますから、その癖をと

らえながら、さらに映像的に踏み込んで、“水平目線で見ているように見えるのか

どうか”“遠いところを見ているのかどうか”をチェックします。

演出家がこれを役者に指導することで、映像的に有効なものガ噸得できます。

目線の問題は、どのようにカメラがとらえて表現されているのかにあるのです

から、そこから表現の最終決定をします。これは、アニメでもＣＧでも考え方は

同じです。

背景まですべての作画ができる場合、フィクション世界のなかでは、キャラク

ターがどのような関係位置(足場の問題、距離の問題)にあるかを考えて、そのう

えで、物題的にもこれでいいのか、と考えるのです。

目線次第で、周囲の状況を説明することもできるのですから、このカットでは、

このような描き方が格好いいからという理由だけで目線を描いてはならないので

す。

実写のキスシーンの場合、目の前の人を見て芝居をしてもらいますと寄り目に

なってしまいますので、役者には遠くを見て芝居をしてもらいます。そうすれば、

映像的にはきれいに撮れて、距離的には絶対にキスができる位圃に両者がいるの

ですから、問題のない処理方法になります。

自然に抵抗感がないように描くということも、映像作品では、あくまでも映像

的に正確かどうかという部分に意味があるので、リアルであれば正確である、と

いうことには、表現としてはあまり愈味がないのです。

映
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イマジナリィ・ラインを無視して良い例外が、ひとつだけあります。

正面サイズは、原則的には右にも左にも流れのない（方向性は正面にいる観客

に対してのものなので、劇中のなにも見ていない目線）カットなので、カットの

1０５

この方向性に観客の感情は支醒されていますから、それに適合させた方向性で

撮影する（描く）必要があるのです。

このことは、観客に順応しろ、と聞こえますが、そうではありません。

映像作品の冒頭は、クリエイターでありアーティストであるあなたが提供した
ものです。提供した瞬間に、観客はその印象に支配されながらも、現実の時間の

なかで観賞していくことになるのですから、観客の期待や視覚印象を裏切ること

は、避けなければならないのです。

裏切ることで意外性を演出し、おもしろくする、という行為は、ここまで述べ

たフィーリングが理解できて、創作活動を実践できたスタッフにのみ許されるこ

とです。



,,'"Ｅイ

なかで動きが発生しないかぎり、つながらない性格を持っています。

しかし、目線を動かした瞬間に、動いた方向に方向性が示されますから、その

方向にイマジナリィ・ラインが発生します。次のカットからは、それにしたがっ
たイマジナリィ・ラインを設定して、撮影なり作画なりをすれば良いのです。

そうはいっても、正面サイズ（フレーミング）の切り取りカット（カメラに向
いたアングルのまま芝居をさせること）は、方向性がない流れのないカットです

から、よほどのことがなければ“つかえない硬いカット”だと覚えておいてくだ
さい。

越えられない国境線は移動する

これは、カメラのセッティングにかかわる考え方なのです。

イと□の向い合った人物がいる場合、この人物の目の合っている視線を貰通し

た線にイマジナリィ・ラインが発生します。

その時、あるシーンの最初のカットで、カメラがセッティングされますと、こ

のイ、□の被写体がつくったイマジナリィ・ラインは、絶対に越えてはならない

国境になります。

重要なことは、一度発生したイマジナリィ・ラインは、イ、□のそれぞれの後

方にまで延びています。この想定した線は、イ、□の人物が移動するにつれて移

動します。（驚きますねえ）

下の図を見てください。

Ｅ口
Ｄイ 【 、 ，〆

叶

ヂク

Eのライン

被写体のイ、□が、ＤからＥヘ移動した場合、上図のようにイマジナリイ・ラ

インもＤラインからＥラインへ移動しますが、ａカメラはイマジナリィ・ライン

の下にいましたから、Ｅになれば、ｂカメラかｃカメラの位置に移動して撮影し

鰯
》

,へ亀

E廼鋤麺

ヘヘ
Dmp

1０６

b力 メラ
ライン



園
映
像
の
原
則

1０７

なければなりません。

Ｅのライン位圃で、ｂカメラで撮影したカットのつづきを撮るなら、ｃカメラ

のような位置でも問題がありません。

しかし、それはあくまでも方向性を統一するという意味だけであげた例なので

す。

問題なのは、ａカメラがイ、□の被写体が移動したという動きまで撮影してい

る鰯合は、被写体イ、□の位圃関係は逆になったことを示してしまっていますか

ら、ｂカメラにもＣカメラにも移動できません。なぜなら、また方向性、位置関

係がａカメラの逆になる前に戻ってしまうからです。

戻った位圃関係に戻る、というのは、描写として進行を表現することにはなり

ません。

ですから、カメラも被写体と同じように移動して、イマジナリィ・ラインを越

えないような位置をつづけるのか、位圃関係が逆転してもいいのか、という基本

の問題にかえって考えなければならないのです。

逆転したのなら、なぜ逆転をさせたのかという、映像表現(物誇)としての理由

がなければならない、ということです。

理由=劇的変化があってよいという意味性

これがない限り方向性は、統一したものであるほうが望ましいといえます。

この問題は、カットを分けて撮影する場合には、本当にいつも意識しなければ

ならない問題なのです。

実写の撮影では、必ずしもプランニングどおりにカメラをセッティングできな

い事個が簡単に発生しますので、最低限度、映画らしいカットを握るために、イ

マジナリィ・ラインを意識して掘影しろと徹底して教えています。

ですから、全スタッフがこのラインを意識してすべての掘影準備をしますし、

ミスを犯さないよう専門のスクリプターという担当者をおいて、撮影のつどカッ

ト上の方向性、位置関係の関連性をメモにして、つぎの撮影の参考にします。

登場する被写体(人物)が多くなれば、それぞれの人物とのあいだにそれぞれ別

個のイマジナリイ・ラインが発生しますから、これを混乱させないように記録し

なければならず、そのうえで、作品全体の流れの方向性も見極めていなければな

らないのですから、スクリプターの仕事は大変な役割があります。

シーンが変れば、ほかのシーンのイマジナリィ・ラインは消失するのですが、

作品全体の流れの方向性は常に考えつづける必要がありますから、一本の作品の

制作が終了するまで、方向性の統一、もしくは、逆転させるタイミングという問

題は、常に意識しなければならない問題になります。

（スクリプターが留意すべきことは、ほかにもいっぱいありますが、本テキ

ストではこれ以上取りあげません）



人

ふたつ同時に発生するイマジナリィ・ライン

昔から絶対に解決できないイマジナリィ・ラインの問題があります。ふたつの
イマジナリィ・ラインの同時発生というものです。

走っている乗物に並列に座っているイと□のキャラクターを撮影する場合にお

こります。作画でも、ＣＧでも同じ問題として考えます。

この場合、イと□のキャラクターのあいだに－本目のイマジナリィ・ラインが

発生し、同時に乗物の移動する方向を示す二本目のイマジナリィ・ラインが発生
します。

映像上、大きな動きの方向性を示すもの（この場合は乗物の動く方向）も、イ

メージの基本になりますから、なんとなく、動いているものだから仕方がない、

と考えてしまうような性質の問題ではありません。

乗物の方向性が、物語的に逆になっていて気持ちが悪いと感じるのなら、乗物

を停止させるか、乗物の動きが見えない背景を舞台にするしかないのです。

しかし、列車を借りて撮影をする、とか、背景との関係でどうしても、ある方

向以外撮影ができないというケースは、実写の場合いくらでもあります。

それでも、解決できる方策を考えるぺきなのです。それも、シナリオの段階か

ら検討すぺき要件かもしれないのですが、これは理想論です。

以下の図例を見てください。

乗り物の

イマジナリィ・ライン、

）

鳳
/戸
I凸■U

鯛浄瀞…鋤
くぎ‘:::1.....:/づ

g顕@厘卿

物のイマジナリィ・ライン
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⑱－１⑥－１

被写体の目線の方向性はぶつかりあうように示されますが、乗物の方向性が逆

になってしまうという問題がおこります。

乗物の方向性が逆に映っているということは、映像の方向性の意味性から考え

ますと、“イと□は別のものに乗っているかもしれない”という疑念を観客に抱か

せることになります。

同じものに乗っているものを撮影しているのだから、そんなことは考えられな

い、というオパカな発言はしないでください。

会話をするという対立を表現するために視線という方向性はぶつかりあってい

る。ですから、見やすい、劇が進行している、とわかります。

しかし、同じものに乗っているという表現については、無視されているのです。

こういうとき、撮影現堀では「笑ってしまう」といういい方があります。知ら

ん顔するということです。

ですから、通常つかわれているカット割りでは、“同じものに乗っている被写体

を掴影しているのだから、観客が誤解することはないだろう"、と監督が覚悟して

設計しているのです。

しかし、これは映像的に厳密に考えれば、まちがいなのです。

同じものに乗っているのなら状況も“方向性の統一化”で表現したいものです。

それでも、絶対対立を描いているのだからこのままでいい、と考える余地もあり

ます。こういったことが、物語を語らせる映像の性格なのです。

おそらく、映像的に対立した描写にしたくないと思ったら、映像の統一性を保

Ａの正面ポジションからイと□の被写体を撮影する場合は、背景は、正面奥、

つまり、うしろに流れて映りますので、左右というような方向性の問題は、おこ

りません。

アップ・サイズを拾っても問題はないでしょう。

しかし、人物の関係性から生まれているイマジナリィ・ラインを乗り越えてい

ないからと考えて、ＢとＣにカメラ・ポジションをとりますと、以下に図示した

ような方向性を示したカットができあがります。

図
映
像
の
原
則
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持したほうが良いと判断するでしょう。また、一定方向の速度感を強調したい、

一方の方向性を保持したほうがスリリングだと判断すれば、映像的に逆になる方

向性のカットは挿入しない“別のカット割り”を考えるでしょう。

こういった瞬間こそ、演出家のセンス（感性）が問われるのです。

こういった使い分けをどのように処理しているかは、作品ごとに違いますので、

過去の作品を観てその違いを参考にしてください。

なかには、音声をいれることで映像的な問題を意識させないという演出方法も

あり、工夫の仕方は無限にあります。

イマジナリィ・ラインを乗り越える方法

ドラマの流れによって、上位と下位が逆転することはしょっちゅうありますし、

その変化を描くことがおもしろさに通じるのですから、必要があればいくらでも

変えて良いのです。

そもそもイマジナリィ・ラインを乗り越えてはならないという原則は、あくま

で固定した場所でのカットを割る場合にかぎってのことです。

イと□の人物が動いて、カメラの前で左右に入れ替われば、フレーミング内の

人物の位置は変わり、上位下位の位腫関係も変わります。

ひとりの被写体の場合は、その向きを変えればいいだけですし、カメラ前を横

切ってもらってもいいのです。その例は、106頁のＤとＥのイマジナリイ・ライ

ンの被写体がａカメラの前で移動した例で示してあります。

しかし、アニメの現場的な経験では、この簡単なことさえ実行できていないケ

ースが多いのです。

つぎは、カメラそのものが動いてイマジリィ・ラインを乗り越える方法です。

カット割りでは乗り越えられないイマジリィ・ラインも、同一カットの画面の

なかでカメラが乗り越えるのはオッケーなので、それで観客は了解してくれます。

偉そうですが、これが第二の原則です。笑っちゃいますね。

ＣＧでは気楽にやっていますが、アニメの場合は、動かせば作画枚数がかかっ

てしまうというプレッシャーがあって、簡単には実行しづらいのですが、原因は

そこだけにはありません。

基本的には、紙の上に絵を描くことで芝居を創ろうとするコンテ・マンや演出

家たちの、演技や動きに対する想像力の狭さに問題があります。

狭さの抜本的原因は、身体を動かす演技を想像できないことにあるのです。

じつをいえば、このことは、コンテ・マンは演出家であると同時に役者でなけ

ればならないというレベルのことを要求しているので、ムリな注文かもしれない

ことも承知していますが日々 総して､本物になってみせると覚悟するしかな
いでしょう。

1１０
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ふつうの芝居の速度、急いだ芝居の速度、危機感を表現する速度、悲しみを表

現する速度、うっとうしさを表現する速度、戦闘の速度など、一連のシーンの意

味を伝えるためには、それぞれの表現にあった一定の速度で描かなければなりま
せん。

ひとつの意味を表現するためのシーン、連続するカットは“ひとつの”という

一連を表現するための統一された速度で演出しなければならないのです。

速度感が同じでなければ“一連の”の表現にはなりません。ひとつのカットの

気分だけでは‘‘一連”は描くことはできないのです。

統一された動き、速度を表現することが､第一義的に必要なのです。

この原則が守れてこそ、自由に動かして見せられる映像をコントロールできま

１１１

このように、アニメのコンテ作業は非情なもので、本来は演技をさせるにはど

うするかということを、身体をつかう役者と同じレベルで想像できないといけな

いのですが、ディズニー・アニメ以来、なかなか解決できていない問題ではあり

ます。

ライブ・アクションを撮影して、作画に引き写すようなことがおこなわれるの

もそのためなのですが、そもそもライブを撮影させるために演技をつけられるの

か、というもっと基本の問題がありますので、ライブで撮影すればすむという問

題でもないのです。

もともと“演技不在”という現実は深刻ですから、優れた演出家というのは世

界的にも少ないのです。

まして、芝居を見たこともないスタッフが仕事をしている例が多いわけですか

ら、演技を想像できないのは当然でしょうし、役者の素養がなければ、動かそう

にも演技をコンテ上に描くことができないのは自明です。

それについては、ぼく自身そうなのですから、いつも苦労しています。

この逆の例もあります。

ｱﾆﾒ怠蛎"動きが命"とばかりに動かしすぎて､物語のなかで必要とされ
ている巾を逸脱している事例は、デイズニー以来の悪しき伝統としてあります。

ＣＧの場合も同じで、一度キャラクターをコンピュータに取り込んでしまえば、

あとはどうにでも動かせる、フレーミングも自由であるから何も考えずにとにか

く動かす、というものです。

確かに実写では、人間は自由に動きますが、それでも演技の問題は、ギリシャ

悲劇の時代から考えられてきていて、演劇人たちの生涯の課題になっているので

すから、その理由を考えるぐらいの知識をもって、アニメーションに挑戦してほ

しいのです。



全体の速度イ

す。これは、－度はじめてしまったら、以後、演出家がかってにやれるものでは

ないのです。すぺてカットに相談する精神が必要なのです。

動くものを撮影できる、作画すれば動くのだから自由にやっていい、というの

では、表現は達成されません。

また、描写される速度が現実のものなのだからそれでいいのだ、ということも

絶対にありません。

映像として、その速度感が適切かどうかが問題なのです。

しかし、これが現場ではなかなか理解されていませんし、理解されても実践が

難しいのです。

なにしろ、たまには、「できた」と感じられることもあって、それがまぐれ当た

りでも、自分の実力だと勘違いしてしまうものですから、理解の道は遠いのです。

くりかえします。

“一連の''つながりをもったカットは“一連の”意味しかありませんが、映像で

は、いくつもののカットで桐成されますので“一連の”意味がある場合は、統一

された速度感で描かれなければなりません。

“一連”のはずの印象が、観客にはバラバラの印象に視覚化されますと、つなが

りが見えなくなり、描かれている意味さえもわからなくなるのが映像なのです。

これをそれぞれのカットの制作上、いろいろな速度感に写ってしまったので仕

方がないとあきらめるのは、最終的なドタンバでの段階です。

人が逃げ、車が追う場合、以下のような速度関係になります。

横位圃の逃げる人＝口の速度

綱位圃で追う車＝ハの速度

赤面付置で逃げる人＝口の速度

７F面付置で追う車＝ハの速度

車が人に追いつく＝口とハの

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

０m“iijij）

総合の速度

→二の速度が発生する

Ａ、Ｃ、Ｅの人は同じ状態の人。

Ｂ、Ｄ、Ｅの車は同じ状態。

Ｅで、車が追いつくのですから、車のほうが早い。

ＡからＥまでが、まず全体としての一連の速度＝イ

Ａ、Ｃ、Ｅの人は同じ状態の人の描写か、第二の小さい一連＝口

Ｂ、Ｄ、Ｅの車は同じ状態の車の描写が、第三の小さな一連＝ハ

演出する上では､まず､全体のイメージとして鰯イ''のプランニングを立てます。

1１２



カットＥでは終わるわけですから“二”の速度は遅くなっていくのかも知れま

せんし、早くなっていくかも知れません。
にら

その帰結を晩みながら、全体のプランニングを“イ''と“二''で考えます。

次に、“イ”と‘‘二”全体の速度感を表現していくために‘‘□''“八”の速度感

をどのように演出するか、と考えます。

フレーミング、アングル、フレームのなかでの演技の巾によっても速度感は変

わりますから、それも考慮します。

ロングでは遅く、アップでは速くなってしまうでしょう。横位圃のアングルで

カメラ前に細い柱のような物が横切れば、カメラ前を移動する速度感が優先的に

印象に残って、より以上に速く感じられます。

贈れた空しか映らないアングルであれば、時速200キロで走っていても停まっ

ているようにしか映りません。正面サイズというのは、よほど速くないかぎり速

度感は見えません。

これら、映像的にどのように見えるか想像しながら、演出をします。

カット“Ａ”と“Ｃ”は同一のものですから、同一性を速度感の上でも出さな

ければなりませんし“Ａ”と“Ｃ”では、次第に速くなっていく、という必要が

あるのなら図Ａ”の段階で速くなっていくだろう、と予測させる描写も必要なの

です。

“Ｂ”‘‘Ｄ''も同じですが‘‘Ｂ''のカットがより速いものであれば、‘‘Ａ”に速く

なっていく予兆がなくても、“Ｃ''が“Ａ''より速くなっていても、カット的には
つながっていきます。

しかし、これをやってしまったら“Ｄ”はより速くしていくようにして、カッ

ト全体として速度感が速くなっていく、という全体の上昇感を描かなければなり
ません。

映像のダイナミズムは、ワン・カットの問題だけでなく、視覚される全体印象

の問題だ、ということを承知してください。

ここにあげた例はわかりやすい例です。

大切なことは、このような考え方はラブシーンであろうが適応されます。

しかし、これについても、現実的には理解されていません。速度の問題は移動

するものについてのことだろう、と理解されているからです。

1１３
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イマジナリィ･ラインの実際

ライブの場合、たえずこのラインを想定していないと方向性をまちがえてしま

うことがあります。

イのカメライのカメラ

イ Ａ

ハ

蕊
Ａ， Ｂを結ぶ線＝イマジナリィ ・ライン

ロ のカメラ ハのカメラ

Ａ ９

1Ｗ
Ａ

呂

ifliｉｉ
必要な 人物関係の面は

Ａ

、

カ メラワークで、
、

イマジナリィ・ラインを乗り越えなければならない

１Ｍ

イのカメラでは

こうは撮れない

■＆■

人物が移動して

イマジナリィ・ラインが変更する

､～

呂

、、

、Ａ



ここでいう速度感というのは、映像として喜怒哀楽を描くうえで必要な速度感

をさします。

ですから、走るもの飛ぶものの描写でも、気をつけなければならない問題とし

ては、正面サイズは速度感が出ないので、ガラスに写るものが速い速度で動いて

いるというような描写で、この問題を解決したりします。

カメラを腰えさせるというのもひとつの方策です。

掘影現場の現実そのままに写すしかないというのは、ドキュメンタリーの感覚

で、フィクションには似合いません。

ある時代、次のような問題も真剣に鯛論されたことがあります。

宇宙では、遠い星が移動して見えることはないから、背景に映っている星が移

動するのはおかしい、というものです。しかし、カメラをパンさせれば、どんな

に遠い星だってすばやく移動して見えますから、そのように撮影したと考えれば

いいのであって、理詰めが正しいということはありません。

戦闘シーンで背景が静止していたら気持ちが悪い、その違和感を解決するため

に、映像の技法をつかって“創作された映像表現”を創るのです。

速度というのはあくまでも画面上に映されたものであって、実際の速度とはま

ったく関係がありませんので、物盟のうえで不自然でなく、表現として適切であ

ればいいのです。

ですから、激しい感情表現のときに、映像の速度感は速くなるでしょうし、そ

れを演技だけで表現できると考えるのは、うかつかもしれないのです。

実写の場合は、実際に動くもの（演技するもの）を撮影しますので、現実の速

度感に縛られて、判定をまちがえるケースがあります。

撮影されるものとカメラとの距離、アングル、フレーミングによって、映像的

な速度感は違ってきますので、これをコントロールしながら、劇の感惰表現に適

切な速度感であるのか、と判定します。

その効果を出すために、光の変化、背禦と大道具、小道具の配圃と操作によっ

て線することもできます。
格子のようなものをカメラ前においてカメラを移動させれば、ゆっくり歩いて

いる人物も、手前の格子がとんでもない速度で移動している画面になりますから、

これが劇的に良いのかという判定はしなければなりません。

レンズの射角の違いによっておこる速度感は、望遠レンズと広角レンズ、魚眼

レンズを覗いた方には本能的にわかることでしょう。

ＣＧでは、このエフェクトのハード・ソフトがありますから、絵柄の問題だけ

でなく、速度感の問題を解決するために利用してみてください。

感惰表現というのは、速度によって表現される部分が多大にあるのです。
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ですから、あるひとつの感情を表現するためには、それにあったある速度で統

一しなければならないということもおこるので、現場的処理は大変に難しいので

す。

アニメやＣＧでいえば、背景を１コマ撮影するごとに背景を１センチ移動させ

る速度が正しい場合と、そうでない場合もあります。

それは被写体により、劇的に意味によって違うからで、一律に数字で示すこと

ができませんし、ギャグ物かシリアス物かでも違います。背景の描き方でも違っ

てきます。

画面全体の映像的質圏によっても違いがでて、ドラマの感情の流れの表現に適

合しているか、とも考えなければならないのですから、そのつど、テスト撮影を

して速度を決める必要があるくらいなのです。

しかも、自分にとってはこの速度が適切だ、と判定するのもまちがいで、一般

的に、そう認識できる速度かどうかという別の判定基準をもちこむ必要があるの

です。

映像は変化を求める

映像の連続性と動きの統一性を重点的に脱明してきましたが、もともと映像は

動くものですから、変化を求めています。

ですから、統一性を演出できるようになったら、語りロとしてのおもしろさを

描くために、変化を演出するようにします。

ここで、たえず統一されたものを破壊するようにしろ、と逆説する矛盾をやれ

と番いています。

それでも、こういうことは覚えておいてください。
かみて しもて

つまらない話だったら、作品全体を右（上手）から左（下手）に流れる方向性

に統一して描けば、時間を短く感じさせることができるとか、ＣＭのようにカッ

トごとに逆方向がぶつけあうように櫛成して、対立する視覚印象がつづけば長く

感じられる。

そして、長く感じながらも、映像的には対立関係の描写が一番変化があり、劇

的には一番おもしろみがありますから、そのような映像を支えるためにおもしろ

い話が必要なのです。

別々のカットで、敵対する人物ＡとＢが晩み合っている場合、Ａが左向きなら、

Ｂは右向きにする変化を採用しますが、それは、愛し合っているＡとＢでも、向

きは左右が逆になる表現を採用するのは、変化を描く、違いを描いているからで

す。

映像的には対立であっても、そこに遠近の問題が発生しますから、それをつか

１１６
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って同質の表現もできる、という別の要素の変化を映像は示すことができます。

愛しているか愛していないかというのは、物語的にいえば“対立”なのですが、

密習すれば同体になりますし、より激しく廟りあうためには距離が接近するかも

しれません。殴ったりもしますから……。

そのようなことが、次のドラマを導くことになるのです。

そして、シナリオに示されている劇的な展開（変化！）を描く場合、同じ場所、

同じ時間の流れのなか（舞台）にいる被写体の物理的関係性（遠近、方向性など）

を変えることで、これを適格に描くことができるのです。

重要なことはディテールではなく、基本的な映像の変化だけで描ける、という

点です。

被写体の演技だけで見せる方法もありますが、映像をつかっているという意味

はいつも考える必要があり、舞台ではないのだからカメラも動いてもいいだろう、

というのがぼくの感触です。

別のカットに変えていくという方法も“変化”です。

変化こそが、物語的なおもしろさを倍加させるのです。演技だけを見たいのな

ら舞台のほうが良いでしょう。

その変化が思いがけないものであればあるほど、観客はおもしろがってくれま

すから、その変化を効果的に描くために、物盟が平坦なところでは、正確に一連

の連続性を保たせながら変化をも描く、という高等技術も展開できるのです。

“変化だけ”見せても、観客は何を見せられているのかわからなくなる、という

事態にはいつも気をつけてください。

それでも、最近のビデオ・カメラの軽便な性能のおかげで、よく動く画面を見

せられますが、大きなスクリーン、小さなモニターによって、視覚印象は違って

きますから、作品に適切な変化というものはどういうものか、という想定はもっ

と厳密にされるべきです。

観客に認められないような遅すぎる速度や速い速度、または、短いカットも長

すぎるカットも意味がありませんし、肉体的にめまいをおこさせるような変化が

作品に良いわけはありませんから、それだけはしないようにしたいものです。

コンテ作業の机上計算だけで、この変化を表現できたと錯覚することがありま

すが、一連の連続表現という基本技術が未熟であれば、判定はいつも錯覚のまま
となります。

実写では、背景や役者の違いいが明確に描けますので、変化を描出するのはか

なり容易なのですが、アニメではキャラクターの違いを表現するのは、計算づく

でやらなければ正確に伝えることはできないときがあります。

なぜなら､ｱﾆﾒでは､－人のｱﾆﾒー ﾀー が描いたｷｬﾗｸﾀー でも､季描
きの絵であるために、瞬時には同一人物に見えない、というような情報が画面上

に伝わらないときがあるものです。
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そのために、変化と連続性の展開については、実写以上に、正確なコンストラ

クション（映像の栂造）を組んで“変化を描く段取り''をつけなければならない

ことが多いのです。

カットカ哩闘.ることも動き

カットが変わること自体も変化ですので、ｍｂきの一部だ、と前項で密きました。

変化すること＝な↓こかが動くということ

動く＝変わること

しかし、カットが変わることは、画面全体がすぺて一気に変わるわけですから、

映像的には大変極端な動きだということになります。

極端の意味は、たとえば、演技がはじまっているところがカット頭だとします

と、その演技は“演じられている”ではなくて“演じられた”という過去型の意

味をもってしまいます。

そのくらい極端に変化を描けるのが、カットを変えることなのです。

ですから、カットの頭から“その演技がはじまっている”という現在進行型を

表現したい場合は“はじまっている”展開にしなければなりません。

そのための方法は演技のつけ方とか、映像そのものの緩急（リズム）などを利

用して表現します。

これをおこなわないと“はじまっていた”という過去型を描くことがつづいた

りして、映像の語り口を乱します。

また､.視覚的印象としては、カット内に次のカットへつながる動きがない場合

の“カットつなぎ（カットの変換)”は、パキッというような視覚的に硬い感じに

なります。

映像の中心から閉じるか開くという強い視覚印象をうける転換がおこなわれま

すので、基本的には強引にカットが変換した、としか見えません。

このような感覚を視覚できるようになれば、フィルムなりビデオ編集にたちあ

った場合に、感度（センス）があがり“映像の編集”の重要性も理解できるよう

になりますが、このことはアニメの現場では意識されていません。

この部分はかなり難しい感覚の問題になりますので、経験をつんで想像できる

ようになってください。

１１８



アクション・カットはU圃闘のことではありません

カットをひとつづきにつながっているように見せるためには、カット同士の動

き（芝居）をつなげればいいのです。そのとき、ふたつのカットの動きの速度が

同じ速度であれば、そのつながりはごく自然なものに見えます。

場合によっては、違うカットがつながっていると感じさせないようにつなぐこ

ともできるのです。

このことが、同一性＝連続感＝一連、といった感覚を観客にあたえます。

この場合、芝居とか動きとかカメラワークというものは関係なく、そのカット

内で見える動きであればなんでも構いません。動きそのものを利用すれば、この

つながり感は手にいれられます。

ですから、同じ被写体の同じ速度感であれば、同一性をより強調すること（カ

ットを分けたと見えないくらい同じものに見える）ができます。

これが、心臓の位圃と同じくらい大切なもうひとつの原則といえます。

このつなぎ方と、動きのないトメ画のカットとカットをフィルムやビデオ上で

物理的につないで見えてくるつながり感とは、まったく違います。

この違いは、本当にわかってください。

では、動きをつなぐとはどういうことかといえば、動きがあればそこから新し

いカットはつなげられることができる、ということにすぎません。

また、動きがあれば、その動きをきっかけに次のカットにつなげられるという

ことなのです。動きがあればつなげられるという感覚は、なんとしても自分のも

のにしてほしいのです。

まして、前のカットの内容が、次のカットを観客も見たいだろう、と思わせる

ものであれば、そのカットの次に新しいカットをタイミング良くつなげれば、カ

ットが変わったと見えても、観客はカットが変わったと理解するより、劇中の気

持ちのままに次のカットを見てしまいますから、物麗を理解するものとして見る

だけになります。

アクション・カットという意味は、アクション＝動き＝芝居＝カメラの動き、

それらをつなぐことで、活劇や戦圏を写したもののことではありませんし、活劇

や戦闘のカットをつなぐだけの編集の技法でもありません。

1１９
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圃鎖で見つけるテンポ、リズム

トメ絵のカットの連続であろうと、次々と変わっていけば視覚的には変化を意

識させますから、その絵も動きの－部になります。

しかも、これも先に番いておいたことですが、トメ絵でも、その絵のクオリテ

イ（質感、貿鼠、とも理解してください）によって“見せる時間”“見せていい秒

数”というものがあります。

カットそのものが要求する時間がある、と考えてください。

演出家の気分とか理屈だけで、カットの長さは決定できません。

まして、編集の段階になれば、すぺてのタイミングはカット次第で決定されま

す。それを、決められた長さにまとめるためには、カットと相談するしかないの

です。

カットのクオリティに合った長さで編集ができるようになりますと、作品の基

本のリズムとテンポは、自動的に発生します。

カットのつなぎ方自体が発生させる映像的な変化（動き）のほうが、テンポと

リズムを支配する比重が大きいのです。

また、長めにつないでおいたカットを全体的に短めにつめていきますと、カッ

ト相互の力学的干渉がおこって、作品自体のクオリティが上がっていきますが、

逆に、短くしすぎて、クオリティが混乱したり、作品全体の雰囲気は狭くなった

りもします。

それらの質的偏重を当初の狙い通りにもちこむのも、編集の仕事です。

しかし、正確な編集の仕事を導き出すのも、制作されたカット次第ですから、

すべてを編集任せにして良いわけではありません。

ＴＶアニメに多い、動かない画面だけで構成された会話シーンなども、映像的

なリズムとテンポを勘案した台詞構成を意識すれば、それだけでも作品という質

感を創出することができます。

しかし、その場合は、シナリオの桐成や台詞を映像展開と平行して柵成し直す、

つまり、コンテの段階で樹成や台詞を直す必要がでてきます。

それができないコンテ・マンや演出家たちは、シナリオ至上主義以前に、その

まま映像化してしまうために、冗漫な仕上がりになります。

実写の場合でいえば、役者も良くない、セットもつかえない、というような状

態で、徹底的に映像的な柵成によって見せてなければならない場合、コンテで劇

を再栂成しておけば、かなりの精度で作品のクオリティを上げることができます

が、これもコンテを謡かず、文芸的素養のない監鶴にはできないでしょう。

しかしながら、コンテ段階でシナリオを直すということは、現場的には認めら

れない傾向があって、映像的解決を疎外させている現実もあるのですが、シナリ
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