
えんさ

こんなことを密きますとシナリオ・ライターから、怒声と怨嵯の声が聞こえて

きますが、ぼくはシナリオの必要性は潔めていますし、それがなければ、プラン

ニングの第一段階の検討もできず、コンテにだってかかれないとも承知していま

す。

また、シナリオによっては、シナリオにしたがうべき仕事もあり、ぼく自身そ

のような経験もしましたし、コンテ・マンや演出家によっては、シナリオ通りに

コンテを切れ、という指令を出したことも山ほどあります。
映
像
の
原
則

璽的雪Eひら方向性を決定する

動きの方向性の問題は、なにもカットごとの芝居をつなげて見せるためのもの

だけではなく、その作品全体の印象をどう桐成するがによっても決定されます。

巨大な敵は、右上から左下に流れるように、ということを基本方針にする。

右から左への流れは自然に感じられる流れですから、自明のものの動きを示すこ

とになる、と書きました。

主人公は、原則としていつも左から右に向かうぺきなのは、下位から上位であ

る上手にむかうほうが、力を感じさせる方向性がはたらきますから、主人公たち

にはこのアクション・ラインを踏襲させるのです。

しかし、こういった規定はゆるい規定で、そうすべきだというのではありませ

ん。

劇的展開を表現していけば、その方向性は変わっていきますし、変わるぺきな

のです。

が、基本の方向性を意識しておくと、作品全体をすっきりと見せる手法を狸得

することになり“なんとなく変”という感触はなくなります。

このような視覚的な印象、自然な心理的な要素を利用することによって、観客

の理解を少しでも得ようとする配慮は、酉２１週以前の問題なのです。

そして、劇のクライマックスでは、敵と味方は、左右から激突するという桐成

になるので、方向性はぶつかりますが、いつもいつも動きが激突していますと疲

れるだけで、クライマックスになったときには、誰も見てくれないという結果に

もなりますから、全体のバランスをとるというセンスを、たえずみがく必要があ

るのです。

1２１

オに手をいれて、映像的におもしろく見せられるのなら、コンテの段階でも物語

の栂成そのものも変えて良いと思っています。

この意見を拒否するライターは、シナリオでなく小説を書くぺきですし、最低

コンテまで切るべきなのです。ですから、シナリオに文芸的な飾りは必要がない、

ということも指摘できます。
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時間をコントロールする

映像とは動いているものだと書きつづけています。

トメ絵のカットは、３秒を単位にすればいい、とも書きました。これは、スク

リーンがスタンダード、モノクロ映画の時代にいわれていた原則ですが、現在で

も考慮して良い要素です。

しかし、画面の見せ方の違いで、この秒数は変動します。

カラーになったり、ワイドになったり、ハイビジョンでの３秒は、映像の情報

屋が多くなっていますから短すぎるでしょうが、逆に、映像が明瞭に情報を提供

しているために、短くてもいいかもしれません。

3.5秒か４秒か？

観客が映像を見ることに訓練されてしまったた雛､この秒数感覚は変化して
いるよう噂が､素人ｽﾀｯﾌの手による映像が氾濫していますから､混乱した
映像感覚に惑わされないようにしなければならないでしょう。

人の生理、呼吸と脈摺とも関係があるかもしれないことですので、秒数＝時間

の問題は、あまり無視しないほうが良いのです。

お楽しみで見ている観客に対して「これはおれが好きだから見ろ」という脅迫

は通用しないのです。

しかし、みんなが好きそうなら見てもらえる映像にする、というミーハー的な

精神も大切なのです。
たて

「ホーラ、きれいな女優さんでしよ｣「恰好いい殺陣でしよ」と、ドラマの感情

線にのせて見てもらうようにする、という時間を創作するのです。

これが映像の時間を創作する動機になります。
そうしつ

ただ見せているというカットでは、ドラマ的感情の8奇間経過は喪失します。

見てもらっている、という創作の意思が観客につたわり、被写体がそのように

動いていれば、観客は三十秒のスローモーションでも、ゆったりとしたパンの映

像であろうが、文句をいわず見てくれて、ドラマ上の時間経過のある次の展開に

とつぜん変わっても、とまどうことはありません。

その逆に、現実にはとても短くて早い表現でも、観客になんであるのかと見せ

なければならない場合、その時間を長くみせる手法をつけて表現するケースもあ

りますが、その表現自体不自然でも、表現として映像展開に意味があり、テンポ

もリズムも整理統合されていれば、これも問題はありません。

問題なのは、そのような処理をするときに、表現としての統制感、作品のフォ

ルム（様式）のバランスを良いものにする、ということに尽きます。

ただ恰好良いからスローモーションにするというのでは、実写であればフイル

ムの使いすぎになりますし、芝居のまずさを際立たせるだけになります。

1２２



作品の速度感

動きの方向性や遠近感そのものに映像的原則があるなら、速度感にも原則があ

りますが、それは、その速度がそのときの被写体との関係で正しいかというので

はなく、物題映像として正しいか、を考えろということです。

リアリズムは関係ないのです。

。カットの長さ”というのは時間の問題ですが、時間の長短にも速度感がふく

まれていますから、物語の語り□と深いかがわりあいをもっています。

速度感は時間のテンポであり、次にリズムによって発生するものですが、これ

らから発生する速度感が本能的にわかるようになりますと、作品全体の適切な速

度感が生み出せます。

そして、それはカットの内容そのものと関連してきます。

作品における速度感というのは、基本的にカット、カットの長短によって決定

されますが、それは視覚印象のスピード感だけではなく、作品全体のなかで適当

な長さであるか、という判断力をもたなければならないのです。

台詞が長いからこの長さはしょうがないだろう、描写するものが精密であるか

ら、どうしてもそのカットは長くなってしまう、というレベルでやってしまって

は、この判定力は身につきません。

長い台詞に見合った映像処理をしたカットにすれば、長さは感じないのです。

短すぎるからよく見えないカットになってしまうというのではなく、短すぎるカ

ットなら、映像的な手法、演劇的手法をこうじて見えるような短い長さに演出す

れば良いのです。これは、実写でもおなじです。

最低の方法はスローモーションにすれば、劇的効果も損なわれずに数倍の長さ

のカットが手にいれられますし、そのカットのメイン・アクションの前後、メイ

ン・アクションを引き出す“立ち上がりのアクションを追加する''ことで達成す

ることもできます。

それが一連の効果音でまとめられていれば、ひとつのものに見えてしまって

"かったるい”カットになることはなく、速度感も失われません。

映
像
の
原
則

ぼくは“立ち上がりのアクションを考える”ことが好きなので“カット頭”に、

余分に見えるが余分でない動きを作画させるようにしてきました。

そうしますと、短すぎるカットという弊害をクリアにすることができ、つなが

りもスムースになります。また、カット尻に余分ではあるのだが余分には見えな

い動きをつけ加えることで、つぎのカットへのつながりを良くすることもありま

1２３

アニメでいえば、バカみたいに枚数使ってさ、とか、ＣＧならディテールなん
ののし

か見せてどうするの、帝ﾘ作時間だけかけてさ、と罵られることになるのです。
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このような処理が視覚的な抵抗感を消していきますから、リズムを壊さず速度

感を維持できるのです。

しかし、テンポを意識し、リズム感を出すために、それぞれのカットをそれな

りに付け加え整理していっても、物語に必要な一定の速度感を護得できない場合

もあります。

ある一定の長さの作品を物理的時間的に圧縮していった場合、その作業によっ

て、別のテンポ感やリズム感が発生してしまって、その新しいレペルのテンポに

よって、全体を再検討しなければならないケースが出てしまうことです。

作業上発生したこの第二段階のテンポを全体的に最適化するためには、または

じめから見直していって、全体のテンポとリズムのバランスをとるようにします。

これは大変に面倒な仕事ですが、いつもおこる事態ですので、おっくうがらず見

直し、手をくわえて、さらに第三段階のバージョンにして、編集全体を考え直す

ようにします。

ＴＶの場合は、さらにある一定枠の時間にまとめなければならないという条件

がありますので、完成させた、とか、満足できる作品はほとんどないというのが、

ぼくの記憶です。

急いで付言すれば、作品の長さを引き伸すほうが簡単、ということはありませ

ん。

それでも、編集の基本＝速度感、というこの基本は、カットそのものによって

引き出されるものだと覚えてください。

写されているものがトメの絵であるカットの連続でも、そのカットのクオリテ

ィ（性格、描写されているもののディテールの強弱）によって、自動的に長さと

いうものが導き出される、とも書きました。

その導き出された長さを整理していくと自動的にある一定の長さになり、これ

を速度感といっているのですが、映画の場合は、テンポ、リズムというほうが適

切であるのですが、速度感であることはまちがいがないのです。

1２４



ＡというカットとＢというカットがつづいていて、作品上では連続したもので

あれば‘‘一連の動き”“一連の時間”として表現されなければなりませんから、カ

ットの頭に“待つ間”の演技はありません。

道理なのです穣珂これがなかなか実践できない問題なのです。
コンテでは、升目に並んでいる絵を醜みながら、映像内の表現される時間をと

ばして読んでしまいますので、作画の段階では、そのカットのはじまる頭の芝居

(トメポーズ）からはじめてしまって‘‘つながり要因''を見落すのです。

また、映像になった場合、カットの頭を見ている時間（間）がなくなってしま

うので“見る間が必要だ”と感じて、カットのはじまりはちゃんと見えていない

といけない、と考えているスタッフがこれをやります。

この考え方が、ヴィジュアル化してからのスタッフに多いのは、あきらかにマ

ンガの読みすぎが影響しているようですが、映画を勉強してきた若者には、この

癖はありません。

もっと厄介な原因は、アニメーターがカット頭のポーズを描きやすいポーズや

角度から作画をはじめる癖があるということです。

そうしますとたいてい、第一のポーズが“決めポーズ”からはじまります。

この“決めポーズ”というのは、基本的に安定した静止ポーズですから、動き

出すまでの“間”の動きというものがあって枚数がかかります。
念しぱい

“決めポーズ”からの作画や演技というものは、立ち上がりの“間芝居＝スタ

ートさせるための動き”が発生しますので、映像になったときに、そのカット頭

は、どうしても待っているように見えてしまうのです。

これをやられますと、編集の段階でどうしても切ることになりますから、せっ

かくの動画の数枚がなくなってしまうのです。

動きの途中から作画したほうが枚数はかからないのですが、アニメーターも演

出家もこれを利用しないのです。

前のカットからのつながりを意謝すれば、前のカットの芝居を‘‘受けたつづき”

の途中から作画したり演技をしたりするようになりますから“つながり感”を獲

得できるのですが……。

アニメーターは、中途半端なポーズ（動きの途中のポーズ＝格好悪く、描きづ

らいポーズ）からはじまりますから描きたくないのです。

実写の演技ではトメ芝居から入って、余分な部分はカッティングで処理します。

囲
映
像
の
原
則

1２５

カットの頭は待つな
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フレーム・イン、アウトの間

画面に景色しかないところに、被写体が入ってくるフレーム・インとその逆の
ま

フレーム・アウトのタイミングの取り方が原因で、不必要な‘‘間”ができてしま

うことは、昔から今までもっとも多い問題ですが、編集で是正できると考えられ

ていますのでなかなか解決できないのです。

フレーム・インというのは、被写体がカメラのフレーム内に入ってくるのです

から、完全に被写体が入っていないコマ（フレーム）から、フレーム内に入って

くるように見せなければならない、と考えているのは、そもそものまちがいなの

です。

カメラが待っていて被写体をとらえるように見える‘‘間”ができてしまいます

と、観客にカメラの存在を愈識させてしまうことになりますから、いけないので

す。
そがい

なにより、不必要な“間”は力､ソトの一連性を疎外します。

速過ぎるフレーム・インではいけないからちょっと間をとって、という考え方

もないではありませんが、それでも前のカットにいた被写体がフレームに入って

くるのを待つのでは、物麗の題り□を中断させて、景色を見せるだけのカットに

なってしまいます。

ぼく自身、初期の頃は、カット頭はかすかに待つぺきではないかと感じていた

時期があり、２４分の３，つまり、８分の１秒の“間”の１コマ抜いた“２コマの

間”をつくっていた時期があります。

ＴＶなどでは、枚数が使えない制限から、ゆったりとした演技が作画できない

ために、性急過ぎないようにするためにこの“間''は必要だと感じていました。

"見せる間”というやつです。

しかし、目が馴れていくにしたがって、どうしても画面のセンターに被写体が

来るまでの“待ち感覚''が苦痛になってきました。

ゆっくり入ってこさせるなら、入って来るところにすでに被写体が映っていて

いいのです。そして、ゆったりとした演技をさせながらセンターまでの芝居を描

けばいいだけのことなのですが、アニメでは枚数がかかります。

基本的には、完全なフレーム・インというのはよほど特別なことでなければ使

わないほうが良いのです。ですから、半分以上被写体がフレームに入っていると

ころからセンターへいくように設計するようにしていったのです。

また、被写体がフレームそのものに入ってくるというケースの場合、画面の中

央がカラ（空）になっているわけですから、劇を描くときに有効な方法ではない、

と考えるべきです。

観客は、カット頭はかならず画面中央に視点が集中して、左右上下を見るのに

1２６
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則景色を見せるカットというのは、かなり明確に独立したものになります。だか

らといって、単独のカットになるという意味はありません。この意味は、もうひ

とつの別の重要な演出基本を紬しています。
つまり“カットとカットは別物だから、カットを変えたら何をやってもいいと

いうことは絶対にない”ということです。

しかし、これはこれでまったく理解されていません。

なにしろ、カットをいくつもつかって表現できるのが映像作品ですから、つく

り手のイメージを並ぺていけば表現できる、と勘違いしているスタッフが多すぎ

るからです。

映像のダイナミズムがカットをつないでいくメカニズムとして作動させている

のですが､作者のｲﾒー ジを羅列しても映像作品にはならないということは､簾
に銘じてほしいのです。カットは物語に殉死するものなのです。

これが、究極の原則です。

黒ベタは動きを殺す

これは最近の現象なのですが、アニメの世界では俗にいう“黒ペタのコマ''が

劇中、カットの動きの途中でつかわれることが多くなりました。

その逆の‘‘白ペタのコマ''というものもあります。

黒のほうは、カメラのシャッター開角度をゼロにして、なにも写さないように

するか、黒い紙とかセルを撮影するケースもあります。白のほうは、光そのもの

を撮影してしまうか、白いものを撮影します。

1２７

は、数分の１秒という時間をつかいますから、カット頭が端からはじまる演技は

つかってはならない、と考えるほうが正しいのです。

ですから、ぼくは、あるときから、フレーム・インをさせる場合に、被写体が

隠れるものを画面の中央において、その中央ちか＜の陰から出て来るフレーム・

インの方法をつかうのが適格と考えるようになりました。

そうすれば、フレームの端から画面中央にくるまでの枚数をかけるよりも、画

面中央でフレーム・インさせて、そのぶん身体の芝居に枚数がさけるという利点

もでてきます。

実写でも大画面で見る場合、観客の視線が四方の隅にいくには１秒という時間

はかかりますから、特異なレイアウトにした場合“被写体を見つける時間”を想

定して、その時間を映像上にフィクスする必要があるのです。

アニメでフレーム・インする動きが多いのは、コンテの段階で素人が考えやす

い手法だからで、そうであれば“待つ間”は編集の段階ではカット（削除）する

ようにします。
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これが劇中に出てくるということは、われわれの世代では、それほどありませ

んでした。なぜなら、刺激として強すぎて、そのようになる瞬間というのは、劇

が終了したときぐらいだと思っていたからです。

黒か白だけのコマというのは、画面全体の四隅までがまったく同じですから、

フレームのどの方向にたいしても傾きのない（方向性がない＝動きを感じさせな

い＝指向性がない）ものであり、このコマをつかった映像のダイナミズム的な処

理は“パカパカ”のような極度に刺激的なものになります。

画面内の左右上下に向く動きがないのですから、光効果そのものが、リアル時

間（観客が見ているという時間）に関与して刺激を喚起するだけで、これはここ

でいう映像のダイナミズムとは性質が違い、方向性などは喚起させません。

しかも、黒とか白という視覚的に強度な画面は、いっさいの描写を拒否したも
庫うわ

のですから"燕"か"飽和"というような意味でしかつかえません。
この手法が頻繁につかわれるようになった理由は、明快です。

たら

画面展開をﾊﾂ』;fﾘさせたい｡ハッキリと見たいという質の悪い演出家たちの
欲望がさせている脅しなのです。

アニメで、動きの途中で黒コマや白コマをいれるのは、動き（芝居）の“中割

り”が作画できないからやっているのです。

バｶｯと見えるような刺激をあたえておけば"誰まし"になりますから､そ
のつぎに動きの結果になる描きやすい決めポーズを作画するだけで、動いたよう

に見えます。

つまり、正当なアニメーションをしていないのです。演出や作画の基本がしっ

かりしていないからやってしまうのです。

この手法は、ＴＶ番組でも見受けられるようになりましたが、刺激が強くなけ

れば見てくれないのではないか、という恐怖心からやっているようにも感じられ

ます。

基本的には、黒ペタとか白ペタ、黒コマ、白コマは‘‘死に画”で、極度に固ま

った画像ですから、このコマの前後はつなぎようがないのです。

ﾖ錘のカメラ・唇観のカメラ

ここでいうカメラとは、カメラ・ポジションのことです。

アニメでいえば、そのとき、予定されている作画のフレーミングやサイズを決

定するレイアウトと考えてください。

その視点は、コンテ・マンなり演出者、監督の視線であり、作り手の意思が決

定した視点ということです。実写では、カメラ・ポジションという言い方で代弁

するわけで、これにはカメラワークもふくんでいます。

1２８
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さて、この項の本論は、これからです。

映像作品は、カメラをつかって制作されるのですが、それでも、カメラの主観

が潤厚なもの、監督の主観が明確に反映されているカメラ、役柄の主観、客観的
なカメラというものがあります。

そして、カットの構成によって、そのシーンの流れ全体が主観的であったり、
客観的であったりする意味発生もあります。

問題は、ここからなのです。

あるｼー ﾝでの全体的な流れが客観的であった場合､その流れ瀬視して思い
ついたような撮り方をしたカットを挿入しますと、全体の流れが破綻することが
あります。これは、気をつけていてもおこるのです。

なぜなら、コンテを書いていても、カットごとに演出をしていきますから、全

体の統一感は、よほど強力な理念をもっていないと保持できません。

実写の掘影現場でカット割りをしていたりしますと、現場の制約に振り回され

たりして、シーンの流れを考える間もなく分断したカットを撮ってしまい、それ

をまとめなければならない（編集する）ときに、この流れの不統一というような
寵態がおこります。

1２９

さて、その上で、カメラのポジションを決定した瞬間に“カメラの意思”とい

うものが発生します。

飛鯉している表現のようですが、カメラ・ポジションを決定するのは、カメ

ラ・マンなり監督の意思でおこなわれたものですから、カメラの意思はないので

すが、撮影されたものはカメラを通したために、あたかもカメラがそのように握

った、という見え方があります。

このことは、アニメでも感じられることで、監督であれアニメーターであれ、

撮影されたもののすぺてをコントロールすることはできません。なぜなら、露出

ひとつとってもそうなのですが、アニメでは、移動している背景とキャラクター

の最終レイアウトは、撮影されるまでは監督にもわかりません。

実写でも、セットやロケ現場の状況、役者等々の条件をふくんで撮影するので

すから、すぺてを監督の好きにはできず、カメラ・マンも、提供された素材にし

たがって蝿影するしかないのですから、すべてを決定できません。

そのうえで、撮影されたものに予定以上の効果があらわれていれば、監督もア

ニメーターもバンザイと叫びますし、逆の場合なら、こんな予定ではなかったと
資任のなすりあいがはじまります。

ここに、カメラが即物的もしくは機能的に創っていく映像の問題があり、撮影

された映像には、どうしても客観的作為が介在すると感じられるのです。

ＣＧでは、すぺてが意識して創られたものですから、この問題はおこらないよ

うですが、オペレーターと監督の関係性から生じる問題はあります。
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③－２

ですから、シーンごとの統一感を演出することは難しいのです。

端的な例は、ドアの手前と向こうの関係をどう描写するか、という問題で想像
できます。
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⑥－２③－２ ウ

⑳の例では、カメラはドアの外からキャラクター（役者）に芝居をさせて、ド

アを開かせてカメラもそのままドアの向こうに入っていくケースで、◎－１から③
－２までがワン・カットです。

このカメラの視線が、監督の主観か客観描写かは、前後のカットの配列を見な

ければわかりません。ここでは、これは問題にしません。

⑥の例の⑥－１では、ドアを開けたアクションのカットがあってから、⑤－２は

カットを変えて、カメラがドアを開くキャラクター（役者）をとらえます。

＠のケースでもアクション・カットの編集が完躍ですから、一切問題がないと

見えます。良くあるカット展開ですし……。

が、ここで、⑧の場合、重要な問題があります。

その問題は、カメラがキャラクター（役者）より先行して、ドアの向こうに入

ってしまっているということで、なぜこれが問題なのか、と感じられる感性を養

ってほしいのです。

わかりやすくいえば、ミステリーなどで絶えず主観から描写していって客観的

事実を探ろうとしているようなドラマ（劇的構成）で、カメラという客観的描写

が、より客観的ポジションの描写をしなければならないとすれば、⑧の例のカッ
ト展開は、映像的構成が劇的効果を薄めるように作動している、と気づかなけれ

１３Ｃ
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回想と夢

回想シーンというものは、たいてい、前につかったカットをそのまま流用（兼

用）してしまう、という慣例的なつかい方をしてしまいます。

1３１

ばなりません。

なぜなら“向こう”にカメラが役柄より先に入っているのですから、カメラは

"向こう”にある劇的に重要ななにかを見ているかもしれません。逆に、カメラが

先に入っていても、安全に役柄が入ってくるのを撮影しているのだから“向こう”

には劇的に重要なものはないということを、観客に見せていることになるかもし

れないのです。

ここにカメラの客観的存在が、劇中の状況を説明してしまっているという問題

があるのです。

物語の語り□の客観性以上に、カメラそのものの存在によって描写しているこ

とがあると気づいてほしいのです。

ですから、⑬を採用しろというのではなく、そのときの劇的構成としてどちら

が適格なのかという感性をはたらかせて、カメラを決める必要があるのです。

実写の場合、これに似た破綻をおこしたくないばかりに、また、不精で利□な

監督は、効率良く撮影することに腐心して、なるべくひとつのカメラ・ポジショ

ンで撮って、結果的に結栂まとまっているという印象をうける構成を狸得したり

します。

が､それが映像的に有効かということは､別問題で恥，
ｱﾆﾒでは､つまらないカットの鯛(その典型が兼用カットの多用という奴

です）になったりしますから、考え方はいつもフレキシブルにしておく必要があ

ります。

たいていがシーンごとにひとつの演出方針がつらぬかれているのですが、それ

でも、⑳という役柄の主観的にちかいところで構成されていたカットが、いい画

面を撮りたいばかりに、客観的なカットを採用してしまって流れがとまる、とい

うようなことは日常的におこります。

そのことが、統一感を疎外していても、カット並びとしてはいい、というよう

なことから妥協的な結果を容認したりします。

カットの展開が強引だなと感じるケースは、たいていが、この客観と主観とい

う視覚印象を無視していることから生まれる、と考えて良いでしょう。

この問題をコンテ・マン、監督、演出家として理解できるようになるためには、

編集を綴密におこなう経験を潤まなければなりませんし、ときにはカメラそのも

のの意思によって撮らされてしまったという感覚を体験する必要もあります。し

かし、この感触は、なかなかわかることではありません。
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夢想している本人が出演している映像であったりする経験は、我々自身が経験

していることもあって、一見“つかい回しのカット”を流用していいと考えてし

まいます。

しかし、回想や夢は、基本的には主観的映像ですから、当事者がいるカットな

のか、それではいけないのか、という点は考えなければなりません。

現実には、観客にわかりやすくするために同じカットを流用する必要もありま

すし、制作費を安くするために流用するケースもあります。

しかし、厳密に考えれば、客観的描写でいいのか主観的描写であるべきかは再

考して、新たなカットを制作する必要もあるのです。

しずく

レンズの罰９

ここで､ｶﾒﾗの問題で､ちょっとおもしろい締の例をあげます。
カメラのレンズなりフィルターに雨の滴や波の滴がついて画面が汚れることが

あります。これをしょうがないこととして、なにも考えずに採用して良いのかと

いう問題です。

これは、カメラが水上から水中に入るときや、湯気のたっている場所でおこる

問題です。
しずく

実写では当たり前の現象なのですが、このときレンズについてしまう雫やくも

りを許して良いのか悪いのかは、一考すぺき問題なのです。

なぜなら、カメラで撮影されたフィクションの世界では、カメラは存在しない

ことになっています。クリアな画面であればあるほど、カメラが撮影されている

技術を意識しても、カメラがその描かれた世界に存在しているという意識を、観

客は持ちません。お約束ごとだからです。
しずく

しかし、そのような画面のなかに突然、雨の滴がレンズに付着する瞬間が映っ

ていたりしますと、観客は映されている世界のなかに、きわめて客観的即物的な

存在であるカメラの存在に気づきます。

カメラという存在は、純粋に考えれば、物弱世界にあってはならない物です。

もちろん、このようなカットはいくらでもつかわれていますから、観客は許して

くれるでしょうが、本来的な制作理念からいえば疑問ではあるのです。

この観点から考えれば、カメラの存在を意識させすぎるカメラワーク、たとえ

ば、手持ちカメラで撮影して揺れているのがいいのかというようなことは、意識

しておく必要があるのではないでしょうか？

このテーマは複雑な内容をはらんでいますので、これ以上はしるしませんが、

速過ぎる映像はカメラの狂気だ、と感じるときはあります。

1３２



アニメでは、白紙から画面上のすぺてのものを創作しなければならないため、

画面上の臨場感をだすには、動きの速度、方向性などの物理的な要素を利用して

創作しますので、実写よりも映像栂成はシビアさが要求されます。

そのために、コンテが必須作業になっているという面もあります。

ＣＧ主流の作品では、カット割りが少なくなって、アニメで考えるほど映像的

な問題はおこらないといえますが、これも作品次第ですから、一概にそうだとは
いえないでしょう。

実写で映像的な問題を想像しないのは、現物を撮影すればそれだけで臨場感は

演出できてしまうからです。しかし、それほど簡単ではない、という現場の意見

も正しいのは、実写の場合、映像的な整理学が難しいという問題があるからです。

フィクション・ワールドを描くだけのものでいいのに、よけいなものが映り込
んでしまう、という問題です。

この場合の“よけいなもの”というのは、セットの場合であれば粗末なセット

というよけいな意味性も映るということです。オープン・ロケであれば、なおさ
ら、劇に必要のないよけいなものがいっぱい映ってしまいます。

時代劇の撮影で、役者の足元の草に江戸時代にはないはずの外来稲の草が生え
ていたとか、江戸時代の東京の空気はもっときれいだっただろう、というような
ことです。（この例えはかなリイヤラシイ）

メイキャップの不出来が映ってしまうということもあります。

それは、考えはじめたら厭になるくらいありますので、整理はできないという
のが実情でしょう。

しかし、映像力学の一般的印象論でいえば、アニメでは、素材がもともとウソ

八百なのですから、それをつかってフィクション・ワールドを視覚化させるため

:繍識鰯1悪無産弱琴聯駕裟淵逆
これらの整理学や原理的技法によって、ともかく、フィクションの世界lこを創

造するのですから、コンテ上、このような視覚印象の技法と創作の整理学が本能
的にできるように訓練しなければならないのです。

かなりの凡帳面さと視覚印象の錯覚を利用してみせるという度胸と、ともかく

作品にしてみせるという大雑把な感覚を同時にはたらかせて、たえず、数カット、

数シーン、全編というかたまりのなかで、そのなかの１カットの演出をどうすぺ
きか、と考えられるセンスと気配りが要求されるのです。
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卿息感を出すのはアニメの方力噸しい
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パーソナルなフィルム、広いフィルム

映画を中心に考えますので“フィルム”としたのですが、ビデオ作品でもあり

得ることです。
汀いぜんてさ

このテーマについては、蓋然的に書くしかありませんので、映画を大月ﾘして

‘‘パーソナルなもの”と“広いもの”のふたつにわけます。

パーソナルなフィルム＝人物に密箔した物語。ある物鱈世界で、主要な人物

に密着した描写だけで、ともかく物語を櫛築してい

る世界も垣間見えて、作品が完結しているフィーリ

ングの作品。

広いフィルム＝世界観を広く説明しなければならず、物隠世界の栂

造を人物をとおして説明するだけではすまず、世界

を描写するために、もうひとつの語り口を設定しな

ければならない物語。

客観的な世界描写も要求されるもの、といういい方

もできます。

ｆ〕たよ

映画の機能自体、パーソナノレなものに偏っていると考えて良いようです。

なぜなら、劇を進行させるためには人物（被写体）を映していきますから、皮

膚感にちかいところにあるものを語り□、として描写します。

カメラの機能が、パーソナルなもの、個的なものに接近せざるを得ないからで

す。

それゆえ、それをとおして語られる物語は、基本的にパーソナルな物語が似合

うのです。だからポルノも成立している、という考え方もあります.…．．。

しかし、映画がはじまったころから、活動大写真といういわれ方があったとお

りで、また、パノラマ性という機能もあり、それで興行ははじまったということ
も象徴的で、それが映画でもあるのです。

そこで、大長編物語があらわれ、世界そのものも描けるぞ－、とこころみた先

人もおりました。

事実、それはそれで新しい媒体の表現手段として確立していき、映画的なるも

のというのは、大活劇あり、世代間物語あり、戦争映画は得愈だよ－、とか、観

光映画的なものが成立した時期もあります。

シネラマというような巨大スクリーンが登場すれば、その傾向に拍車がかかっ

たりもしました。

広い作品というのは、単に、大長編物語、大作という考えていいのですが、そ

1３４



うであっても、考えなければならない問題があります。

大作物は、企画から演出するまでの方法論が難しくて、あのスペクタクル．シ

ーンは良かった、役者は良かった、と部分的な認められ方をしているものはいっ

ぱいありますが、成功作というものはそれほどありません。

最近厄介なのは、ＳＦやファンタジー物といったジャンルのものが多くなるに

つれて、この稲の小品であっても“広い創り方”を要求される作品があるという

ことです。

アニメが得意とするジャンルにも、これがかなり多いと指摘できます。

また､子供向けにみえる作品群鳴#に､このような作り方を要求されるもの
もかなりあるのは、独自の世界観を含有している作品があるからです。

このようなものの創り方は、パーソナルなものより難しいのです。

なぜなら、描くための視点が大きく飛鰯することが要求されざるを得ないから
です。

このコントロールは、シナリオの段階から、詳細に検討しなければならず、シ

ナリオの栂造が、直接、演出的な問題まで支配することがあります。

これを見抜かなければならないのです。

そこで問題になるのは、劇映画の監督は、このどちらかを得意とする癖がある

のではないか、と意識していないと失敗するということです。制作者たちの名誉

のために、具体例はあげられませんが、顕著な失敗例はかなりあります。この点
を、スタッフは用心する必要があるのです。

両方できると自己申告できるのは天才的な監督だけですし、人物を撮りたいと

考える監鶴は、おおむねパーソナルな志向が強いものです。

逆に“広いもの，'を指向するスタッフは、パーソナルなものに興味がいきかね

ていて、作劇（ストーリー）を失敗します。

その整合性をとるのは、頭で考えるほど簡単ではありません。

ですから“広いルックス”を持った作品を監督するときには、個的なフィーリ
ぞ

ングをどこまで殺ぎ落として、客観を導入できるか、または、世界観を§吾るため

には、シナリオの栂造自体から手を入れなければならない、という警句を十二分
に承知していただきたいのです。

なにしろ、映画というものが進化した現在、あまりにパーソナルに被写体にせ

まりながらも、世界が覗けないという作品があったりして、監督たちが、自分の

居所がこの二分化した問題を意識していないと感じられるのです。

むろん、この問題を意識して、自分のアイデンティティをさがしながら天才的

に両方やってみせる、という気合いは持つぺきです。

135
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映像的なダイナミズムの面倒さ

映像の原則は、左に心臓があるのがふつうだからこそ生まれた生理的な原理で

す。

しかし、自分の創作はそういったふつうのものではないのだから、そんなもの

から考えられた原則など無視してやる、と考えるのは櫛わないのですが、それで

は「自分でもなんか変だな」と感じるものになるでしょう。

‘‘映像の原則”の各項目でしるしていることは、譜面の五線と音符の読み方を書

いているようなものですから、違反できると思えないのです。

演出するということは、シナリオに示された劇（ドラマ）を人間の基本的な感

悩にしたがい、さらに創愈（独創性）によって創作していくことです。

そこには、まず演劇的な演出技法が必要とされます。

同時に、映像をつかうために映像力学を利用するというセンスが求められます。

さらに、アニメやＣＧの場合、素材が無機質のものであるために、命を吹き込

む造型が、役者を選ぶだけではすまないという要素がはいります。
椀んらん

この複雑さが、マンガとアニメの氾濫によって意識されなくなり、さらに実写

の生身の人物をＣＧ的、アニメ的に加工することを疑うことがなくなった世代を

生み出したことによって、おろそかにされています。

そのような表現が、生身の人間を否定する風潮を生んでいくのではないか、実

生活での人間の触れ合いを嫌悪する感覚を喚起していくのではないか、と恐れま

す。

発表される作品というのは、社会になんらかの影響をあたえるものです。

作品はヒットすればいいのだという論法は、一方では正しいのですが、この一

方の論にしたがうだけでは危険だと感じます。

映像はエンタテインメントなのだから、そういう面倒なことは考えないで良い

という表現の問題は、ぼく自身が社会の成員の一人であるので、かんたんに容認

できないのです。

映像媒体の有利なことは、これら複雑な要素がからみあっているおかげで、演

技をつけることが下手でも、映像処理でごまかせる面がありますし、絵や演技が

良ければ、映像的な処理が下手でもすむ場合もあります。

そこに、創作者たちの貿任を不明瞭にさせる点があって、いつまでもいいかげ

んな仕事をしていられる、という生活協同組合的な利点も発生します。

その対極にある問題は、どのひとつの要素が欠けても映像はつくれない、とい

う決定的に不利な要素をかかえているのが、映像制作の宿命なのです。
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1ｇａｇ年のモンタージュ瞳

1895年には、フランスのリュミエール兄弟によって映画が興行に供されるよう

になりました。その映像は、カメラは固定されたままで、動く被写体を映しただ

けのものです。モノクロ(白黒)の写真が動くだけで見世物になったのですから、

カットが変わるということはありませんでした。

しかし、十年もしない1902年には、ジヨルジュ･メリエスの『月世界旅行｣とい

う９分のＳＦ映画が製作されて、役者やセットがつかわれ、シーン転換もおこな

われ、一瞬にして被写体の人物が別のものに変わるという“トリック''もつかわれ

ています。しかも、ミニチュア･ワークも採用されて、映画がＳＦ的なものを素材

にしたものに合っていることを予見していました。

しかし、カメラ･ポジションは舞台を写すような癖はそのままで、ややヒキ･サ

イズのフレーミングで、いつも数人の人物がフレームにおさまっているというも

のでした。

翌1903年には、エドウィン｡Ｓ･ポーターが｢大列車強盗｣という映画でクロー

ズアップをとりいれて､人物のフル･サイズだけではない画面構成を採用しました。

その前に虫眼鏡の視点をまねたアップ･サイズをつかった映画もあったようです

が、映像の劇的ダイナミズムを予測させたのは｢大列車強盗｣がはじめとされてい

ます。

１９１０年代になれば、デイヴィッド．Ｗ･グリフイスの｢国民の創生』（1915年）

｢イントレランス｣（1916年)などが、多くの技法をつかってみせて、スラツプステ

ィック(ドタバタ)映画では"コマ落とし"の技法が映像の柔軟性を徹底的に開発し

ていきます。そして、サイレント映画の頂点ともいうべき作品が現れます。

それは、映像のダイナミズムと映画の視覚冨題という概念の集大成的な成果で、

映画はモンタージュで栂成されるものだと主張し、その理論にのっとった『戦艦ポ

チョムキン｣(1925年)が製作されたのです。監督はセルケイ．Ｍ･エイゼンシュテ

インです。

同時にベラ･パラージュの｢視覚的人間｣という論文がでて、映画がこれまでの

芸術とはちがう独特のものだと指摘しました。

モンタージュ(montage，仏語の盛り上る、上昇の意味)論を、映画評論家の登

川直樹は、次のように説明しています。

“観客が見たいと思っているものを順につないでいくこと”と規定して"しかし、

現象をそのままつないでも面白い映像展開にはならないので、省略、飛躍のため
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の技法と考えて良い"としています。

【小型映画･映画制作の技法“モンタージュの理輪と考え方''玄光社】
乱蕊な規定ですが、まずは、そのようなものだと考えて良いでしょう。

モンタージュ論は、エイゼンシュテインの前に、レフ.クレショフが、「映像の

組織的手法を考えて、個々 の断片であるカットに価値があるのではなく、‘‘カット

のつながりを組み合わせた技術"つまり"与えられた材料を一定の秩序によってつ

なぎ合わせること＝モンタージュ"が、映画にもっとも璽要なもの｣で、これが映

画に固有な性格だと規定しました。

ここでいう"一定の秩序''というのは"物語性"と考えて良いでしょう。ロシア

革命の時代でいえばイデオロギーをプロパガンダするという意味であったのです

が……。

これをうけてフセヴォロド．プドフキンは｢母｣(1926年)という映画でそれを拡

大して"カットは詩人にとっての単語のようなもので、ほかのカットとの総合によ

って栂成されて映画的現実が語られ、現実以上の大きな表現を与えられる"という

ことを示し、クレショフの技術論的なモンタージュ論を芸術的な理論にまで高め

たとされています。

クレショフとプドフキンの"カットのつなげ合わせ方に腐心した,,のは、コンテ

ュニテイを重要視する視点でもあるのですが、それに対してエイゼンシュテイン

は｢映画の弁証法｣で、映画は知的でありうるという視点にたって、漢字の"□＋

犬＝吠える”というような例を引用をしながら、映像の組合せからより大きな意味

が発生するという考え方を示しました。

つまり、カットとカットはただ結びつくものではなく、ぶつかりあって、その

衝突から新しい意味が発生すると考えていったのです。

弁証法とは、エイゼンシュテイン当時の考え方でいえば、自然や社会、思考は

一般的な運動法則、発展法則に準じたものであると考えていましたので、発展的

表現が成される方法と考えて良いでしょう。もちろん、哲学の世界での解釈はも

っと複雑怪奇で、ぼくには理解できません。

この論もつきつめていけば、形式主鍍的であるという非難も浴びています。

たしかに、こんな考え方は、古くさい無声映画の時代のものでしょうが、モン

タージュ論で大切なことは、映像は種み重なって(連続して)観客に示されるもの

ですから、そこに意味とはいわないまでも、ある種の雰囲気(気分＝印象)を提供

することはできる樋能がある、と理解する必要はあります。

そのうえで、意味の発生があると考えるのはナンセンスではありませんし、視

覚印象がもつ潜在的な刷り込みというものもありますから、そこからある認識な

り概念を定着させることはできると考えています。

“ＣＭ効果がある""サプリミナル効果がある”ということは、映像がなんらかの意

味を発生させているからこそ、見ている人々に心理的な影響を植えつけて、お金
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をつかわせる行動をおこさせることができるのです。

エイゼンシュテインのモンタージュ論は、カットとカットのぶつりあいによっ

て、より以上の意味性、思想性を喚起させて、観客を引き込むことができる“アト

ラクションのモンタージュ”とよばれる理論に発展し、そのために弁証法的飛躍も

ありえて、カットとカットの衝突によって生じる刺激は、音楽の倍音のように見
ることも聞くこともできず、ただ感じるだけのものにまでいたる"オーパートーン

のモンタージュ"になって、理性を刺激して哲学と同列の意識カテゴリーにまで高
められる、とまで考えたようです。すごいですねえ。

フォトジェニーとリズム瞳

ロシアでモンタージュ論が語られている頃、フランスでは、監督というより評

論家であるルイ･デリュックが、映画の動く写真に魂の躍動を見て、フォトグラフ

(写真)ではなくフオトジェニー(映像美といって良いでしょう)が大切といいだし

ました。極論すれば、映画にあった役者のほうが、演劇的に優れた役者よりフォ

トジェニックで．映画的カットの撮影を心がけるべきだという説です。

それを受けてジャン･エプスタンは、被写体の励性および個性のみがフォトジェ

ニツクであり、優れたカットは糟神的価値(valeurmorale)をも観客に喚起させら

れるというのです。しかも、カメラによって被写体が内在するフォトジェニーを

発見できると、撮影された映像に生命感を与えられるとしており、これを紹介し

ている評論家の岡田真吉によれば、“カメラが示すあらゆる対象に生命感を与える

カメラのアミニズムという性格を重要視している”という評価にまでなります。

【映画調座第２巻／三笠鶴房／昭和28年刊】

この理論のいきつく果ては、映像の表現の豊かさと深さを求める理論でありな

がら、しかも理念的には｢超現実』をも表現し得るというのですから、ひたすら凄

いと感動しなければなりません。

しかし、映像の構成については、フォトジェニツク論はモンタージュ論に負け

ている部分があって、それをルネ･クレールやレオン･ムーシナックが、リズム論

というものでおぎなおうとしました。

"ｶｯﾄの持続時間､物語を示す内面的な表現と客観描写の繍のﾘズﾑ､カメ
ラそのものが記録した対象の動きのリズム、観客にあたえる印象の強弱によって

喚起されるリズム、そのようなものが、映像表現というものを支配しているので

はないか"と指摘したのです。

モンタージュ論よりは即物的ではなく、視覚印象により接近した造型媒体とし

て“リズムのオーケストレーシヨンを時間的空間的に手にいれられる媒体"である

というのです。

岡田真吉はこれを要約して『映画で感励をあたえるためには、映像的美しさだけ
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