
映像学の消失

前項までの理論は、インテリの多かったサイレントからトーキーにいたる時代

は、かなり現場的な認識を得られていたようです。が、残念なことに、映画に音

声がとりいれられ、演劇的性格が強くなっていくにつれて、このような理論は忘

れられていきました。
おういつ

演閣ﾘ偏重でも、映画にすれば映画という気分が横溢するようになり、映画に馴

れるにしたがって、映像そのものの機能に配慮する気風がうすれていったのです。

それでも、このようなインテリ的な思考が、その後、いろいろな映画のスタイル

を桐築していったのですが、そのような歴史については．専門の綴籍で勉強して

ください。

それでも、サイレント時代を知っている巨匠たちは、映像の癖を良く記憶して

いました。

日本でいえば、小津安二郎、溝口健二、黒浬明といった監箇たちで、同時代の

海外の監督たちも同じく、彼らは、前述したような理屈を承知のうえで、映画を

監督したものです。

しかし、それらの監督たちは職人気質が強く、アカデミックになじむ性格がな

かったために、映像学といったものを保持し、後継者につたえるという気風はあ

りませんでした。

それでも、彼らの作品の映像的な手法を知るだけでも、映像学は豊かになるは

ずなのですが、その視点を周囲のスタッフや研究者が体系として記録する場をも

てなかったのは、日本の文化風土が技術の表層だけをとりいれるという悪い癖が

あったからだと感じます。

すぺての技術論が‘‘実務での勘を育てればいい"というレペルに落ちてしまえば、

原則とか映像学という認識は育ちようがありません。

しかし、それにしても、映画は見ればわかる媒体であるという感覚は、ちょっ

と漁ではないかと感じます。

園
コ
ン
テ
主
誕

1４１

ではなく、シーンとシーンをつなぐリズムの正しさが必要｣と規定しました。

【前掲醤】
いふ

新しい媒体に対する畏怖する心が、このように映像を過大評価するような理論

をつくりだしたのでしょうが、映画の理論といってもこの程度のもの、とすませ

ていいでしょう。

しかし、映像に馴れすぎた我々は、少しはこういった薬を飲む必要があると思

いますし、アニメから映像を実感するようになったぼくにしてみれば、映像にそ

のような力があろうと感得した先人のセンスは、自戒の琶葉になっています。
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現在は､ピデｵや認ﾀﾙｶﾒﾗに代表されるような便利な道具が開発された
ために、映像制作が素人にも簡単にできるようになり、大衆化すれば、原理原則

の意味性が消失する面もあるものです。

しかし、少なくとも、プロになろうとする若者は、映像についての最低限度の

癖(原理)は承知すべきでしょう。認識していることと、なんとなく知っていると

いうのでは、実際の応用面ではかなりの差が出てしまうものなのです。

ですから、映像のメカニズム(原理原則)を理解して演出するためには、その設

計図(映像制作のための楽譜に相当する)であるコンテュニティ＝ストーリーボー

ドで検討すぺき、というような基礎学ぐらいは承知すべきなのです。

そうすれば、制作すぺき作品を表現するためには、映像の理論で語っているこ

とが確認できて、さらに、実作で応用できる映像の考え方も発見できるはずなの

です。

少なくとも、現場での職人技だけでない豊かな成果を得られる早道がコンテに

ある、とも理解できるようになるはずです。

八イリスクな実写の世界

コンテュニティが撮影台本と訳されたために、はじめは、文字でしるされた撮

影手順のメモだったようです。詳細は、実写の現場にいた経験がありませんので

知りません。

しかし、文字でプランニングして、それにそって適合するロケ地を選定し、セ

ットを造り、配役を決めても、視覚表現される映像の並び方は、監督の頭のなか

にしかない概念であるのが現実ですから、それをもってして、監督にイメージが

あるといわれたりしているようです。しかし、個々のカットについて具体的でな

いことは確かなので、周囲は大雑把な完成型さえ想定することはできません。

コンテのラフ･スケッチを描いた監督もいたようですが、全編のカットのコンテ

を書くようなことはしなかったようです。それで、おのずと監鶴たちは、現場で

コントロールできる映像手法を駆使することになります。

それで成功なさったのが、先にあげたような監督たちなのですが、なにがおこ

るかわからない現場で、ひたすら職人芸にたよるだけでは、実務を継承する気風

が育たなかったのは容易に想像できます。（ただし、すべてがそうであった、とい

うことでもありません）

また、ある時期、文芸偏重(シナリオ主鍍)、演劇偏重のインテリ監督たちに映

画を任せたことも、映像を考えるうえでマイナスになりました。

文芸的あるいは演劇的な芸術指向が、面倒なドラマ制作にはしらせて、映像の

力学を忘れさせたという歴史もあるのです。
ぼっこう

その逆というよLﾉ反動として、映像李トキ義の勃興もありましたが、どちらに

1４２



コ
ン
テ
主
義

コンテは映像MH&作の鯉針図

コンテは、映像を具体的に想定したプランニング素材をつくる作業ですから、

この作業をしていきますと、文字で考える以上に、物語の構成、台詞の在りよう

の是非(リズム感まで)、芝居の在りようなどを、映像表現ではどうすべきかとい

う問題点が明確にわかるようになります。

コンテが読めれば、映像的な解決策も発見できるようになるのです。

そうなれば、映像によるダイナミズムから発した改変項目があらわれたりしま

すから、シナリオを変更する必要がおこってくるのも必然なのです。

これについて、一般的に理解できる例を挙げたかったのですが、どうしてもで

きませんでした。

しかし、原則的にいえば、コンテはシナリオ以上に詳細明確に映像的な設計図

ですから、シナリオの問題が映像的に明確になり、それを改善するためには、シ

ナリオの頭の段階から直す必要が出てきたりもします。

まだ撮影にはいっていないのですから、シナリオの根本的な部分にさかのぼっ

ての改訂ができるのです。

1４３

しても極端なのです。

そのような監鵠たちや自分なりの映像手法をもちあわせていない監怒、表現し

ようとすることが不明瞭な演出家であればあるほど、どんなにラフな絵でも、全

部のカットを並べた絵によるコンテを書くぺきだったのです。

そうすれば、周囲も具体的な準備ができ、映像の語り□という側面から、内容

についての再検討もできて、撮影現場でのリスクも軽減できたはずなのですが、

実写の世界では、コンテ作業が割愛されましたので、コンテ･レペルでのシナリオ
かいざん

の検討も改§丁も改葱もおこなわれず、本質的な意味での映像的表現(こともなった

シナリオの改訂作業は確立されませんでしたので、現場での末梢的な改訂がおこ

なわれただけのようです。

シナリオは、映像的に執箪されることを要求されているのですが、どう考えて

もシナリオの段階では、最低限度の物認構造を示したものにしかすぎません。

コンテで映像の原形がどのように配列されているかチェックをする、というク

ッション的作業がなかったために、優れたシナリオでも凡俗の監督がダメにした

という例はあったのではないでしょうか？

こんな状況では、周囲の関係者は個々にシナリオの文字から想像できるプロッ

トのおもしろさが画面に映るように祈るだけで、期待せずに、ひたすら試写を待

つ習性だけを身につけたようです。

期待していなければ、どんなに出来が悪くてもそんなものだよね、と諦められ

るからです。
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撮影に入ってしまえばどうしようもなくても、デスクワークであれば、ひとり

のスタッフの労力で根本からの改訂だって可能なのです。

しかし、コンテ作業がデスクワークだからこそ、次のような誤解がおこるので

す。

デスクワークというシナリオと同じ作業内容で、なんでオーケーの出たシナリ

オが直せるのだ、という考え方です。しかし、くりかえしますが、コンテはかな

り具体的に演技をつけ、カット割りをしていくものですから、楓影現場にちかい
かも

フィーリングが醜し出せます。極端なL1い方をすれば、捌影現場でどうしても直

さざるを得ないというフイーリングにちかいものを予定できますので、現場を想

定してシナリオに手をいれることができるのです。

そのうえで､まだデｽｸﾜー ｸの段階ですから､ｼﾅﾘｵの豊置しだって可能
なのです。

それでも、実際には、実写でもアニメ、ＣＧでも、制作現場に入ってからコン

テが改訂されることもあります。

現場が最後の砦ですから、現場的な事情によって、コンテは、ひとつのカット

を制作しなければならない事情によって変更されるのは当然のことなのです。

しかし、シナリオからの変更とコンテからの変更では、変更巾が違いますから、

物語制作の根幹にかかわる変更巾の大きい作業は、作業プロセスの最初にすませ

るのが妥当であるのは、議論の余地がないところでしょう。

だからこそ、シナリオ以上に具体的に作品の完成形にちかいコンテの段階で、

関係者が検討する機会を設定するほうが、完成作品のリスクは少なくなるのです。

創作には例外がつきものですし、例外を創ること、例外にチャレンジすること

が創作行為なのかも知れませんから、シナリオをコンテの段階で手直しするとい

う馴れない方法をおこなうことぐらいはやってほしいものです。

また、コンテ厳守という原則を必ず守らなければならない、ともいえませんか

ら、これもまた、現場作業に入ってから直しても良いのです。

これについて、黒浬明監謂は、興味深いことをいっています。

黒薄明の遍礎鵜

「黒津明全作品集」（東宝事業部刊）のなかの｢映画についての雑談』のなかで、

監鶴は、「一応コンテュニテイを雷いても、その通りに撮れてもおもしろくはない。

何かの理由で予定が変わって不思識な効果が生まれることがある。それを全体の

バランスを崩さずに支えていった場合、大変おもしろくなる。陶器を焼くときの

上薬の効果と同じで、計算に入っていなかったおもしろいことが起こるのが時々

ある」といっています。
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殺見てすごく広い絵と、なんとなく小ぢんまりまとまっている絵の差は、画面の

張力の差、という表現をしています。

つまり、画面外にあるものまで感じさせるのが、画面の張力があるかないかと

いう問題で、画面に広がりがあるということです。

これを画面にするのは、監醤の寅任だといい切っています。

これを、黒湧監綴は｢群築を撮る場合、スクリーンに入るだけの範囲に人を集め

て撮っても、ボリュームは感じない。群集をガッと集めて撮るとフレームの外に

も人を感じさせる｣と、簡単にいってしまっています。

しかし、それは、誰にでもできる問題ではありませんし、作画によってそれを

カバーしようとする場合には適応できないケースと感じられます。

しかし、そうではありません。厳密にフレーム内の具象の栂築の仕方というセ

ンスを鍛えれば、できないことではないのです。

その場合、画面の張力を発生させるものは、フレームにかかっている被写体が、

自然体であるのか、フレームに収まるように配置されているのかの違いだ、と断

定できます。

ですから、フレームにおさまっているのではなくて、そこにいる、そこにある、

という自然体のアングルなり芝居を創作すればいいのです。そうすれば、張力は

発生させられます。

これについては､実写でも同じで､千人のｴｷｽﾄﾗを集めても､精細にフ
レーミングできる配置にすれば、千人が千人のままに映ってしまって、その周囲

1４５

これは、まったくそのとおりなのですが、この感覚は、上級編でしるすレペル

のことなのですが、大事なことなのでここでしるしておきます。

コンテはあくまでの予定です。プランです。現実の現場が、監督ひとりの思い

通りであることなどはまったくありません、

場所の問題、大道具、小道具、太陽の位置、天候、役者の状態、機嫌のよしあ

しまで関係していて、それがひとりの監督の考えているとおりになっていること

などは絶対にないのです。それは、アニメでも同じです。

その現場に足を踏み入れてみて、その上でコンテの上にある予定と現場の状況

をすりあわせて、そして、ワン･カットが擬影され、作画されるのです。

そのときに、はじめて、創作の最終的な決断がされ、それによって手にいれた

カットが、黒津監督がいうようにバランスよく支えあうようなものとなっていれ

ば、それは、素晴らしい作品を育てていくのです。

さらに、大事な問題を黒深監督は指摘していますので、ここでしるしておきま

す。
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に数万の群衆がいる、と想像させることがありません。

つまり、よほどのことがないかぎり意図してフレーミングする必要というのは、

どのようなケースでもあると考えるぺきで、油断は禁物なのです。

【上記黒漂発言は、黒澱明全作品集｢映画についての雑談｣より

1985年東宝株式会社事業部出版商品販促部発行】

コンテはマンガの出来損ないではない

現場のスタッフでもコンテが読めないのは、コンテが音楽でいえば楽譜のよう

なものか、電気製品の設計図とも同じようなものである、ということを理解して

いないからです。

楽譜の五線紙上の音符の意味がわからなければ、演奏される音楽を想像するこ

とができませんし、電気部品の各稲の部品の恵味を知り、その組み合わせでなに

が作動できるか理解できなければ、完成される製品の性能も形態も想像できませ

ん。楽譜と設計図は、読めないことが一見してわかるものです。しかし、一般的

には、コンテは一見マンガのようなのでそれがわからず、どうしても読めるもの

と誤解してしまうのです。

コンテを判譲する必要がある、とわからないのです。

マンガ家志望の人には、マンガよりも簡単そうなものだと思われていますし、

制作スタッフは、ラフなマンガと思っていますから、コンテをマンガ感覚で読ん

で、映像になったときのことを想像できないのです。
唖んべん

実写のスタッフは、本編(日本の映画人は、劇場にかかる作品のことをこう言い

ます)のコンテを描くことは徒労だと思い、現場で、直感的にカットが割れない監

督は無能と思われていますし、コンテはSFX用(特撮用)の画面を制作するために

必要なもの、と理解している方もいらっしゃるのです。

しかし、映画学校のシステムが完備している国で勉強したスタッフたちは、こ

の部分での学習をしていますので作品を見ればわかりますが、基礎学が欠如して

いるスタッフには、これが見抜けないのでいます。

良いものを見る目を養っておかなければ良いものはわからない、という原則が

ありますから、基礎能力を持っていなければ、この違いは絶対にわからないでし

ょう。
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コンテでは、作品を見せる時間とその時間に見合った映像の変化が、劇的に正

確かどうかということを読み、劇として正確に映像が並んでいるかを読み取れま

す。

ＣＭという短い作品のコンテをたいていのスタッフが読むことができるのは、

映像的な表現ロジックを読み取るのではなく、アイデアそのものを検討する素材

になっているからでしょう。また、ワン･カットの制作費が莫大なケースが多いの

で、それらを検討する素材にもなっていますから、それを読むことに比重がおか

れています。ドラマを作品の創作された時間のなかで読むという要素は稀薄で、

ＣＭのコンテから物語的に映像的概念を読むことはないと感じます。（このいい方

は偏見もあるでしょう）

ドラマを明確に含有しているものは、ドラマそのものを読み取りながら、同時

に、長い時間の映像的な変化を読み取り、その時間の推移とからめて、被写体の

感情を読み取る必要があります。

１分、３分、７分という作品の長さの違いは、単純にプラス感覚では読み取れま

せん。１時間と1時間半、２時間という時間も同じことで"時間の質"が変わってき

ます。

観賞する側からすれば、１時間52分と2時間2分の違いは、１０分の違いではなく、

20分ぐらいの違いに感じられますし、制作する側は、観客以上に長く感じます。

現実の時間(観賞時間)をふくんでいる物語は、このような問題も想定しなければ

ならないのです。

この違いを映像作品はきちんと再現しますので、物語をどのように見せるのか、

どのように見えるのか、という問題は、コンテで検討します。

勘で解決しようとするのは、余人にはできないことで、監督の頭のなかだけの

仕事ということになって、本当にリスキーな仕事になるのです。

シナリオでは、観賞する時間という映像的質感はなく、忘れている、といった

ほうが正確ですから、映像作品では、どうしてもコンテのようものが有効な検討

素材になるのです。（天才的にこれが読めるライターとプロデューサーはいらっし

ゃいます）

しかし、たいていのコンテは汚い絵と汚い文字で密かれていますから、内容を

検肘する素材にならないと感じられています。

もっと厄介で面倒な問題は、きれいな絵ときれいな文字で書かれたコンテは、

そのきれいさという面で霜されてしまって、それで作品が出来上がるだろうと錯

覚することです。

マンガのように読めてしまうコンテは、作品として完成品に近いのではないか
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コンテでリアル時間をI篇む
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と感じられるのですが、よく考えてみてください。マンガのように読めるコンテ

は、その段階ですでに読む人の想像力が入り込めるまでのものを描いてしまって

いるということで、そんなコンテは、コンテそのものが完成品に近いのです。そ

のようなものには、映像作品を設計していくプランニング(この場合は、動きを想

定した展開ということになります)の要素などはふくんでいませんから、コンテで

はないのです。

マンガのように読めてしまうコンテは、映像作品を設計していく機能はふくま

れていないと考えるぺきなのです。

コンテは楽譜のような位圃付けにあるものですから、読みづらいものなのです。

このことは大変重用なことですので、本当に忘れないでください。

むろん、コンテにも読みづらいものや読みやすいものがありますので、読みに

くければコンテになっているかもしれない、という勘違いはしてはなりません。

コンテの璽霞

概論を長々としるすよりも、コンテのうえでの実際を見てみましょう。そして、

コンテの機能というものを想像する訓練をしてください。

次の頁の升目の絵を素材にして考えていきます。

まず、キャラクターの性格などは無視して、映像を檎成させる素材として見て

ください。

物理的なト書で書きますと『ＡとＢの待つ部屋にＣが入ってきて、ＡはＢを残し

て退出する』です。

しかし、実際のシナリオでは、このト書きはないかもしれず、または、「ドアを

開いたＣに気づいて、Ａは黙って退出する」と書いてあるかもしれません。シナリ

オ上での描写はさまざまで、その描写もないかも知れません。

ですから、このシーンの冒頭で三人のキャラクターがどの位置にいるのかもわ

からない場合がありますが、その場合でも、前後のシーンの流れから人物配耐を

決定しなければなりませんし、台詞だけ雷かれている場合には、その台詞から人

物の配置までをも創作しなければならないこともあります。

その人物配圏そのものが、人物の性格描写になっていたりしますし、劇の流れ

を説明することにもなりますので、コンテを描くという仕事は、基本的には演出

の仕事なのです。

1４８
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上手の４つのコマ(フレーム)は、ワン･カットですから、カット･ナンバーはひ

とつしかつきません。左下に書いてある数字はそのカットの秒数でが12秒という

ことで、＋００の部分は、１秒の何分のいくつかの秒数を指定するところですが、

そこに数字が書いてありませんから、この場合は12秒でまとめるカットです。

ｼﾅﾘｵの条件は満たしていると考えて＜だ勢ル
しかし、このカットの場合の最大の問題は、傭磁のアングルでのワン･カットで

いいのかという問題です。

コンテというものは不思議なもので、一度コンテ化されたものは、スタッフ間

では直してはならないと信じられています。別のいい方をすれば、映像の意味性

が違ってくることを想像しないスタッフがほとんどなのです。
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しかし、カメラ・アングルを変え、カットをわけるかわけないかで、このひとつ

のシーンが根本的に違うものに見えてしまうのです。映像の意味性から発生する

違いがあるということで、このひとつのト書きの例でも無数の演出ができるので

すが、ここでは、ふたつだけ、別の例を示してみます。

イの例

Ｉ

層

詞
！

Ｃ

一

国

／
４

訂術

Ｃ、ドアをⅢけるⅢ

Ｃ「あ、失礼する」

２＋０

Ａ，振り向く金Ｂは、左｜Ａ「･…･Ｉ

手前に座っている。

Ｃ、歩みはじめる丘

３＋1２

鯉溌鰐くる｡｜龍:::｣、

７－卜1Ｗ

ＡとＣがすれちがい．

Ａはドアの向こうにFrO．

する。ＣはＡの居た処に

立ち止まると Ｃ「(背中）

良くＩ問れている‐

３十mＩ

上図のイの例は、傭卿のカットをつかわすに、カメラはふつうに人が立つなり、

座るなりしている高さより、やや低い目線で構成されています。これは、先の傭

戯だけのワン･カットの例のものにくらぺれば、カメラが劇中に入っていると考え

ます。劇を進行させている人物たちと同じような高さの視線なので、そのように

考えることができるのです。そして、四つのカットで描成されているので、カツ

１５℃
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ロの例
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Ｂ，右を向く。
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カメラはＣを追う。

Ｃ，Ａのいた処に立ち止

忠る‘，

コ
ン
テ
碓
瀧

３計－０

トナンバーがそれぞれに与えられて、それぞれの瞬間の人物たちの感情をより観

客に伝えたいという意思があることがわかります。

このような裁量をするのが、演出家の仕事になってくるのです。

Ｂは、そのＣを目で追う。６

４

席

Ｌ

／－、

３＋０

に
●

Ｃ「……－

Ａ「……

Ｂの見た目で、

ＣとＡがすれちがう．
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イ、□の例以外にもいくらでも違うカット割りをコンテ化できます。つまり、

無数の演出ができるということです。

どれがいいかということは、前後の芝居の展開がわからないので、このレベル

では決定できません。ですから、そのときの演出家の気分とか好みだけで決める

ことはできません。

しかし、とりあえずは、傭磁のワン･カットとイ、□のふたつの例で、映像的な

考え方やシナリオの改変の仕方の例を説明します。また、３人の位圃はすべて同

じ処からはじまりイマジナリィ･ライン(前述)も違反していないという条件で説明

します。

イと□の例では、すべて別カットですから、それぞれにカット･ナンバーがつき

ますが、□ではＡとＣの人物が同時に入っているところから、カメラはＣにつけ

たまま移動しますので、ワン･カットになります。

この場合、厳密にいえば、カメラはＣの人物を追うために、パンをするのかフ

ォローをするのかという技術的違いはあります。そのディテールも違うのですが、

それについてはここでは説明しません。

シーン･ナンバーとカットナンパーについて説明しておきますと、実写の場合

は、明確に撮影現場が違うのでシーン･ナンバーが必要になります。シーンの数に

よって、現場の設定が違ってしまいますし、シーンの数によって予算から違って

しまいます。つまり、現場でも、シーン･ナンバーによって撮影チームの組み方が

変ったり、スタッフの日程表まで作らなければなりませんので、絶対に必要なも

のなのです。

アニメでは、シーンの違いによって予算、スケジュール、スタッフ、キャステ

ィング割りを多少考慮することはあるのですが、実写ほど切実なものではありま

せんので、シーン･ナンバーをつけることはやめてしまいました。ドアの向こうと

こちらをワン･シーンにするかどうか、とか、電話をしている同士のカットをワ

ン･カットずつシーン･ナンバーを振るかどうか、と複雑になってしまうと、カッ

トの総鼠がわからなくなり、制作面でも面倒になりますので、シーン･ナンバーを

つかうことはしなくなったのです。

さて、先にあげた三つの例にもどって説明をします。

映像的にいえば、イの例のほうが客観的かもしれませんが、傭職のカットがな

いために、純粋に客観的には見えないかもしれませんが、傭職だけの例のものに

くらべれば、劇中にカメラが入っているごくふつうの栂成になっています。

しかし、このレベルのアングルとフレーミンクでも、カットの配列やどこまで

をカット1で描写するのかという問題で全体の構成は違ってきますし、雰囲気も違

ってきます。その違いは、全体の劇の流れのなかで判定されるべき問題ですから、

この段階だけではどれが良いとはいえないのです。

1５２



図
実写では、縮徴でワン･カットだけで構成されたカットの例については、撮影が

苦手ですから、よほど必要と考えられないかぎり採用しません。

なによりも、演技をする人物が実際の役者であり、撮影するカメラもその人物

と同じ高さで撮影することを考えてしまいますから、なかなか傭徽のアングルを

採用することはないのです。そのことが、結果的に劇中にカメラ視線を採用する

ことが多くなってしまうのです。それは、ふつうにちかい描写を麺得することで

すから、決して悪いことではありません。

しかし、アニメのコンテの段階では、この傭臓のアングルというのが、とても

多いのです。そのようなコンテを悪くスタッフは、実写の現場をしらないからで

はなく、劇中の芝居をカットにしていくための映像的な想像力がないからなので

す。
ひんぱん

リアルな演技をリアルに演出しようとすれば、傭脚のようなアングルが頻繁に

採用されるはずがない、と想像できないのです。

それは、漫画チックなキャラクターが対象でも、その演技をカメラに収めよう

とすれば、やはり、傭脚のアングルが適切でないことが多いのです。

なぜなら、実写の例でわかるまでもなく、劇を表現していこうとすれば、その

キャラクターの感情表現をしなければ劇は表現できませんから、物語が進行しな

いのです。ですから、どうしてもカメラは劇中に入っていってしまうのです。劇

的表現をしたいとすれば、それはほとんど本能的、といっていいくらいです

にもかかわらず、アニメのコンテについては、初心者に書かせると、ともかく

傭磁のカットが多くなります。

この理由については、長年考えてきました。無論、才能がないコンテ･マンや演

出家がそのようなアングルを多く採用するのはわかるのですが、それにしても、
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ン
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主
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□の例のほうは、Ｂの人物の目線から見たものという感じで構成されています

ので、Ｂの人物の主観的な描写といえないでもありません。

このような違いがどうなんだ、といわれてしまったらどうしようもないのです

が、３つの例には違いがあると感じてください。

見方について確認しますが、－コマずつ丁寧に見るのではなく、示されたカッ

トの順番で画面が変化する映像になるわけですから、全体が動いているように想

像しながら見ることです。できることなら、指定された秒数を意識して、その秒

数にちかい速度で判読してみてください。そして、その違いを想像するのです。

なんど見比ぺてみても、その違いがわからない方もいらっしゃるはずですが、

そのような方は、映像の仕事に向いていないのですから、なるべく早く別の仕事

を探すことをお勧めします。

では、違いがわかるようになったところで、もう少し詳細に三つの例の違いを

説明いたします。
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多過ぎるのです。実写を経験しているスタッフは、本能的に撮影現場を知ってい

ますから、絵描き出身者ほどに傭脚のカットを指定することはありません。

デスクワークの哩考画面に出すな

それでわかったことは、デスクワークのせいだと気がついたのです。

コンテをきる作業は机の上でやります。最近はパソコンでやるスタッフもいま

すが、どちらにしても、前屈みの姿勢で物事を考えて創作の仕事をしていますか

ら、描くぺき世界をいつも上から見下ろして作業するという心理が働くとわかっ

たのです。よほど想像力があり映像の癖を理解しているスタッフでなければ、こ

れを解決させることができません。

つまり、自分が理解している物語の世界を創作するときに、シナリオに盤かれ

たようにキャラクターたちを動かしていこうとすると、まずその全体像が頭に描

かれます。そして、その動き(本当は芝居＝演技)の全体像が理解されますと、そ

れを説明しようとするのです。その場合、本能的に傭脚で考えてしまうのでしょ

う。他人の頭のなかのことはわかりませんが、多分、そうだと思います。それで、

そのプランニングの段階のものを、コンテ用紙の上に描いてしまうのだと考えま

す。そうしますと、どうしても縮臓のカットになりがちなのです。

しかし、傭磁という画面は、客観的→解説的→感情移入できない、のです。

つまり、観客を劇中に誘導することができない癖をもったカットですから、本

来的に適切なカットとしてつかうのはとても難しいアングルなのです。

しかし、傭脚の画面というのは、どこか非日常的で格好がいいと感じる面もあ

って、そのようなカットを採用してしまうという側面もあります。

だれかの目線で見下ろしている場合でもないかぎり、そのようなアングルは、

世界を見下ろしているだけのカットになってしまいますので、劇的に有効なケー

スというのはとても難しいのです。

このことは、極端にいえば、前屈みになって作業をしているスタッフの作業姿

勢の癖が出てしまっているだけのことで、描かれるべき劇に必要な画面(カット）

ではないのです。

想像するというのは、前かがみの姿勢では発揮されることがないのに、デスク

作業をやっているためにその癖が現われてしまうのですから、本当に気をつけて

ほしいのです。

実写の撮影現場では、傭脚のカットなどは、天井があると撮影できませんから、

天井がないセットを造らなければならなくなるでしょう。また、照明は広い場所

をバランス良くセッティングしなければなりませんので、小道具の配置などもご

1５４



コンテの例の台飼の露え方

先のコンテの列についてはドラマ的に考えれば、Ｃの人物の主観の描写に終始

する必要も出てくるでしょうし、Ａという人物の主観という考え方も出てきます。

さらに、客観的描写と主観を織り混ぜ、さらに、相互の主観的描写も組み合わせ

るということも考えられますから、傭隙のままというのはよほどのことがなけれ

ば実行されません。

映像的には、カットの軽重、速度感によってさらに違う手法が識じられるでし

ょう。その結果の映像的な印象は、天と地ほどの違いがあります。

この違いが読み取れなければ、コンテを切ることもできなければ、読み取るこ

ともできません。

圃
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さて､次に雛の項を見てください。
例では、「あ……｣｢ま．．…･｣といった小さな感嘆符があるかないかになっていま

すが、カットの軽重によって、シナリオ通りにいかないケースを示したつもりで

す。

傭戯でロング･サイズの元のカット運びの台詞の展開がシナリオ通りだとします

と、Ａ、Ｂの台詞になっている感嘆符(ここに具体的な台詞の改変が入るかもしれ

ないのです)は、カットの軽重によって発生させた台詞です。

なぜなら、ヒキの画面では、人物の全体の流れですませられることも、カット

が人物のディテールをとらえられるサイズになればなるほど、そのカット長さや

芝居のディテールから想像できる新しい要素を追加しなければ、カットが持続し

ないことがあるからです。

そのような場合には、カットを成立させるための台詞の変更や追加、削除とい

う必要が出てくるのです。

このような作業が映像的に必要になってくるケースというのは、コンテの意味

がわかってきますと、どうしてもやらざるを得ないシナリオの改変という形にな

1５５

まかしがききませんから、全体的な作業としてはかなり面倒なので、敬遠される

のです。

最近のＴＶドラマでは、ビデオ･カメラや照明器材が軽く小型になり、なにより

も、高感度のフィルム、ビデオテープのおかげで、昔よりは傭脚撮影が容易にな

っていますので、多くはなっています。

ドラマを描きたいのなら、この実務的な条件に縛られてはならないので、実写

でも、どうしても傭臓のカットが必要ならカメラをクレーンに乗せる、実際の建

物の天井をぶち抜いてでもガンパリますが、基本的には特殊なアングルと考える

ぺきなのです。
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って現われてくるのです。

カット(画)がコンテ･マンなり演出家の思いついたもので、台詞はシナリオのま

まというのであれば、コンテで思いついた独特な映像的意思と、そのレペルに上

がっていないシナリオの台詞が重なることになります。それでは、創意のギャッ

プを表現することになって、作品を創るという大目的には違反する可能性が出て
きます。

このように蕗きますと、シナリオ通りにコンテを切ればいいではないか、とい

う反論が出てくるのを承知しています。

しかし、先の三つの作例からも、画面によって台詞は違ってくるということを

知ってほしいのです。コンテは、シナリオの次におこなう創作作業ですから、第

二の検討ステップなのですから、なんの検討も改善もされないというのでは、作

品は向上させなくていい、ということになります。

コンテでシナリオを改ﾛ加rる殿しさ

がいり

シナリオとコンテの禿離は埋められない性格があると考えるスタ､ソフは、いま

だにいます。

映像は映像だから撮影での改変はあるだろうが、芝居は芝居、ドラマは劇、劇

は演劇、演劇は台詞なのだから、と認識しているスタッフたちは、コンテでは映

像のはたらきによる演劇的、感情的表現が導入されるとは想像しませんから、コ

ンテの段階でシナリオを改変されることはない、と考えるのです。

映像で考えることと、文字で考えることは質が違いますので、シナリオ主義か

ら出発したテーマ主義や理念に先走った作品、プロパガンダ的な旧式な映像企画、

さらには、文芸映画なるジャンルまであった時代もありますので、そのような種

類の作品なら、コンテで根本を変えずになめらかなものに直すこともできます。

しかし、そのような主義というか主観から企画制作される作品を、わざわざ、

映像的な作品にする必要があるとは思えない、というのが小生の持論です。

映像をつかうのであるから、映像のダイナミズムを利用したヴィヴィッドな作

品を創出したいと考えるのです。

しかし、それなりになめらかな作品にすることはできることはできるのです。

なにしろ、制作者とライターとコンテ･マン、演出家、監督は、ともに映像表現を

利用して、素敵な物語を創りたいと考えていて、その目的は同じなのですから宿

敵関係ではありません。
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シナリオの段階で、映像的な問題を考慮することもできますが、それは理想論

です。

なぜなら、シナリオの作業では、テーマとストーリー･ライン(ストラクチャ

ー＝文脈＝映像の文脈もあります)の検証をしなければなりません。

テーマはまちがいないか。

テーマにそった栂成(コンストラクション)とプロット(栂成)はいいのか。

ストーリーは支離滅裂になっていないか。台詞でつないでいく劇展開はサマに

なっているか。

さらに、もっと深くテーマを総合的、有機的に物篭が語っているか。

白紙からこれだけのことを創出し、検討していくのですから、映像の問題はこ

の次になりますし、なって良いといいきれるほど大変な作業なのですから、シナ

リオでは、まず上記の項目がすべて達成されている物題になっているかを読み取
ることに終始します。

そのうえで、映像にすることについての都合不都合という問題も並列的に検討
をするのです。

そのための作業がシナリオ執距であり、シナリオを密く意味があるのです。嗣
浬明監督は、「シナリオは映画の幹だ｣と規定しています。
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コンテ作蟻

コンテ作業では、物語の論理性やテーマ論は前提として意識されますが、作業
に入れば、そんなことは忘れてしまいます。

コンテ作業は、映像のダイナミズムにのっとって、シナリオを読み込んでいき

ながら、個々のシーンやカットをいかに画にするかという演出プランをたててい

くのですが、シナリオを逆算しながら物語の根本を映像的に検証していると考え
てください。

映像の栂成については、映像のストラクチャーという問題も考えますから、キ

ャラクターの芝居の展開が、台詞なしでも十分にわかるようにコンテ化できれば、

台詞を重ねるとうるさくなりますので、台詞はカットしたくなりますし、シーン

のはじまりの描写について大変なアイデアが生まれれば、それにそった改変も考
えます。

しかし、そのようなことは、コンテを切ってみなければわかりません。

コンテを書く前の段階でわかることは、ストーリーの基本的な流れを了解して、

画面栂成も場合によっては、改変したほうがいいというぐらいなものですし、そ

のような問題も、だいたいは、頭から細かい演出をコンテ化してみてわかること

1５７

シナリオ
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なのです。

その結果､農総なﾗﾝﾆﾝグであるｼﾅﾘｵにくらぺて､より完成作品を
具体化する作業ですから、シナリオを改訂せざるを得ないことが出てくるのです。

黒輝明監督は、演出は｢シナリオという木に果物を実らせる作業だ｣と規定して

いますから、それにのっとれば、コンテ作業というのは、果物を実らせるための

仕掛けを考える段階ということになりましょう。

過去の歴史と野謬目

かいざん

無能なコンテ･マンやおバカな演出家によってシナリオがメチャメチャに改霞さ

れた歴史がありすぎたことが、プロデューサーやライターから、コンテでシナリ

オの直しはしてはならないという概念を育てたのでしょう。

その逆、悪いシナリオを演出で良くすることはできない。

これも鉄則ではあるのですが、シナリオに手をいれられる余地がある作業がコ

ンテをきる作業ですから、悪いシナリオをコンテの段階でいいシナリオにしてし

まうというケースもまたいっぱいあります。

つまり悪いシナリオを演出で良くすることができないのは、シナリオ改訂を想

定していないからだということはできます。

しかし、多少の直しではどうしようもないというシナリオについては、コンテ

で直している暇もないことは事実です。

また、良いシナリオであっても、それをシナリオどおりコンテにしても、その

シナリオどおりのコンテの切り方は百万穏類のやり方があって、まずい仕上がり

になることもあるのですから、事は面倒なのです。

そのような仕事は、物語を映像的に転換する能力がないスタッフがやったから

なのだ、という痛烈な反省はなかなか生まれません。

なぜなら、現場には、才能の問題は問わないという暗黒の戒律があるからです。

そんなことをすれば、自分の能力の問題を問われることにもなりかねませんか

ら、そういう不文律が生まれてしまったのでしょう。

しかも、一般的には、映像作品の最終決定者は演出家である監督にありますか

ら、監督には作劇能力があると信じられてもいますので、能力の問題は永遠に不

問に伏されるのです。

そのような混沌とした状況下でも、改訂してはいけない優れたシナリオもある

と知るべきですし、一度決定されたシナリオを無制限に改変する権利は監督にも

ないとも知るべきです。また、コンテでシナリオを改訂するには、コンテを書く

スタッフに、厳然たる作劇能力が求められるという事実も直視しなければなりま

せんから、自分の能力を高めておかなければならないという努力は死ぬまですべ

きなのです。

1５８



実写の場合は、コンテという綴密な机上プランがないままに、シナリオから想

像して、ドーンと巨大セットを造り、不必要なモブ･シーンを予定して、撮影をし

てしまいます。

そして、最後の編集の段階で映像を並ぺてみて、台詞の削除をおこなったりし

て、映像的栂成から判断した判定がされたりするようです。また、視覚的な題り

□と台詞との整合性をダビングで再考して、その段階で最終的に台詞の整理がお

こなわれたりするようです。（経験がありませんので想像です）

このポスト･プロダクツはかなり意味のある作業で、映像そのものが鴎っている

部分が発見できて、映像全体にサンドペーパーをかけることになり、良質な作品

に変身させられます。しかし、最近、ポスト･プロダクションの比重が大きくなっ

ているのは、コンテを制作しないためおこっていることのほうが多いと硯んでい

ます。

コンテというのは、編集作業にちかいところまで踏み込んでいるということを、

実写のスタッフは認識してほしいのです。

しかし、アニメでは、ダビングの段階で台詞の削除などできなくなっているの

ですが、それはスケジュールがなくなっているからであり、実写以上に削除する

スペアがない画面作りをしているからです。

図
コ
ン
テ
主
義

映像は豪華でなければならない、とか、制作費が巨額なのも宣伝になるがらと

いう感覚があったりして、実務的に無駄がいけないと一概にいえない側面もあり

ます。

無駄の部分が、余裕のあるふっくらとした作品をつくらせたりしますから、す

べてが厳格なプランのもとに撮影しなければならない、とはいい切れないのです。

このようなことができる映像が"なにを語っているのか"と見抜くセンスがある

かないかによって、仕上がりは左右されてしまうのでしょう。

そのセンスは、最終的には、編集作業に立ち合って学んでいくものなのですが、
げんこん

現今のアニメのように"画がないのに編集"をしてしまっているスタッフには期待
できません。

また、演出家や監督は、ひとつの作品制作の組織のうえでは絶対決定者であっ

ても、すべから＜能力の問題が問われていますので、当駆者が錯綜する場合は、

広く周囲の意見をきいて独善を排除する、という用心深さを持つぺきでしょう。

アニメやＣＧの場合は、映像はすべてウソ八百なのですから、映像力学を徹底

的に利用しなければフィクション･ワールドを‘‘らしく"描くことはできません。

実写の場合、無賀任にシナリオのままのコンテであったり、現場でストーリー

1５９

実写では
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を考えるのだ、という方法がとれるのも"らしいものを映して'，フィクション･ワ

ールドを栂築しているからだと感じます。（想像でものをいっています。ご容赦く

ださい）

アニメも実写も"媒体十素材＝作品''の構成要因がどのように作用するか考慮し

て、映像作品の高みをめざしたいものです。

コンテ･マンのシナリオの臨み方

１）読み込み作業

まず物語のテーマを把握します。

シリーズ物なら、シリーズ物としてのテーマもありますから、それを把握して、

一本ごとの話のテーマを重ね合わせて、双方がどういう関係にあるか理解しなけ

ればなりません。

テーマ＝主題＝物語で訴えるもの。

乱暴にいえば、冒頭とラストを読んで、中味になにが書いてあるか想像できる

シナリオなら出来が良いといえます。

つぎに、全体をとおして、出物ハレ物(ハレ＝晴れ＝華やかなこと。祭はハレの

イペントといういい方があります)をチェックします。つまり、人物の数と駆件の

数、その配分が人物がらみで事件とつながっているかを読みます。

コツとしては、ニュースを書くときの原則、５Ｗ１Ｈが描かれているかという

気をつけ方をします。

いつ、どこで、誰が、なにを、なぜ、どのように、です。

この要件が漏れていなければ、物麗を伝える櫛成には問題がないシナリオとい

うことができます。

つぎに、出物がストーリーの流れのなかでバランス良＜配分されているかを判

読しながら、見せ場(ハレ)の数と前後の物語との関係を読み取り、画面的配分を

想定してみます。

ライターはひとりで物語を総きますから、ときにつまらないところに気をとら

れて、必ずしも、ストーリーにそって‘‘出物ハレ物''が配分されているとはかぎり

ませんので、これをチェックするのです。

画面展開の構成を想像をして、流し読みをするのです。その際に、自分の判断

にも独りよがりというものがありますから、用心をして流し読みをするの必要が

あるのです。

以上のチェックをしなければなりませんから、最低、三回は続む必要がありま

すが、内容を読み込む、ということと、流し読みをしてチェックをするというよ

うに、読み方を違える必要があるのです。

1６０


