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ライターは執簸がはじまりますと、ときにテーマを忘れて、ドラマの剖分であ

るシーンを書くことに集中してしまいます。キャラクターが気にいっているとか、

シーンや事件が気にいったりしますと、どうしてもそのような描写に関心がいき
ます。

そのため､津体のﾗﾝｽから考えますと､描写にデｯｺﾐﾋﾂｺﾐができま
す。これを"揃えていく”という配慮をもって、コンテを切っていきますと“自動

的に作品のスタイル＝様式"というものが生まれ、均整のとれた作品になるもので

すが、その整理ができるバランス感覚を手にいれるためには、訓練しかありませ

んし、そのために場数を踏む必要はあります。

しかし、処女作品が良いというのは、あらゆるジャンルで指摘されていること

で、かならずしも数をこなせば上手になるというものではありません。そこにも、

創作するという仕事のおもしろさがあるのです。

４）揃えるということ

シナオどおりにコンテを切っていっても、簡単に流すようにカットを栂成すれ
や

ば、映像的には痩せます。逆にふくらませるところでは、カット割りを綴密にや

ったり、演技のつけ方を濃厚にすればいいのです。

それだけで全体のバランスは揃えられます。

しかし、それでは限界がある場合に、シナリオそのものに手をつけることにな
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２）ポイント

もっとも大切なことは、ラスト･シーンのまとめ方を読み込んで、そこから逆算

してトップ･カットから作業を始めるように心掛けます。絶対に、頭から書き下ろ

すことはしてはなりません。

そうしませんと、ダラシのないコンテになって、まとまりの良い演出はできま

せん。映像作品の根本は構成していくものですから、なんとなくまとまったもの

では作品になりようがないのです。

ただし、創作というものはそういうものはなく、物語が展開していった結果の

意外性を創作したいから、最後から逆算する"予定調和'，の創り方はしたくないと

いう考え方もあります。黒湧明監督は基本的にはそのように考えた監督なのです

が、それでも、全体がわからなくてもいい、とは指摘していません。

この兼ね合いについては、文章で説明できるというレベルではありませんので、

個々に創作のあり方を開拓する必要があるのです。すぺてを教えられるものでは

ありませんし、すべてを教えてもらいたいと考えるマニュアル人間タイプは、創

作活動には向いていないといえます。
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りますが、そのやり方は、たえずテーマとストーリーの関係を忘れず、それを補

強するという意識をもってかからなければなりません。

そのうえで、新しいアイデアがあればまったく違った展開を創作することがで

きますが、それについては、スタッフ間の協議が必要になってきます。

どんなに優れたアイデアでも、撮影現場で、または作画の現場で実行できない

ものであれば意味がないからです。また、仕事でやっているのであれば、予算と

スケジュールの制約も考慮しなければなりませんから、制作枠のなかで実行でき

るのか実行できないのかと検討する機会はもうける必要があるのです。

絶対にやってはならないことは、テーマとストーリーは変えてはならず、別の

劇的に異質な要素を持ち込んではならない、ということです。そんなことをやっ

てしまえば、まったく別の作品を作ることになってしまうからです。

しかし、この件についても、企画段階ではかなり無責任に違う作品になってし

まう、という現実があるのも事実ですし、シナリオの中身が違ってしまったとい

うことも、それはあります。

シナリオ揮浩錆

昔のシナリオ・ライターの野田高梧という方は｢シナリオ梱造諭｣という著作を

著しています。ぼくは、この著作は三冊買いましたが、ほとんど読んでいません。

なぜなら、そのタイトルがシナリオを考える上でのすぺてを言い表しているから

で、内容については、個々 の作例の説明に陥っているからです。
しかし、シナリオは、梱造＝栂成。

それ以上のものではないという、野田高梧氏の考え方は最重要です。

氏は、小津安二郎監督とのコンビで、日本映画全盛の頃に活躍をなさった方で、

物静かな物語のシナリオでありながらも、確かにシナリオは構造の問題なのだと
いう凄みを感じさせるものがありました。しかし、小津監督作品というものが古
典になってしまったために、お蔵入りするかのようになってしまい、その良さを
鑑賞できない時代になってしまったことは、本当に残念なことです。

このシナリオ構造論にしたがえば、コンテを切りながらシナリオを考える場合、

台詞のディテールにこだわるのではなく、作品の全体構造にとって、そのシーン、

そのカット、その台詞、その芝居が適格に稲み上がっているか、と考えればいい
のです。

それ以上のことを考えますと、余計なものを入れることになり、作品を破綻さ

せることにつながります。ですから、全体を見渡す感覚というものを研ぎ澄ます

必要がある、のです。
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文字にしたものが、正確に映像で表現されないのは厭だというのがライターの

立場ですが、シナリオは小説のような完成された表現を要求されていませんし、

映像制作上の第一段階の作業にしかすぎません。

ですから、コンテでは、シナリオに書かれていることだけを実行しても、貧し

いものになってしまう、というのが結論です。

不自由を感じることが多い、ともいえます。

映像にしていく作業をコンテでおこなっていきますので、どうしても芝居に付

帯した新しい台詞が創出されていきますからそれらの改訂はライターには認め

てもらいたいのです。

これをライターに魂めてもらうために、まちがいなく良くなっている結果をコ

ンテで示す必要がありますから、かってに直す、かってに加筆するような表現は

あってはならず、絶対に物語やキャラクターの性格設定の枠組みを逸脱すること

なく、膨らませて良くする必要があるのです。

ということは、これができるためには、演出家やコンテ･マンにも文芸的な素質
が要求されますので、日頃の訓練が本当に必要となってきます。

貧しい感性と貧しい経験律のなかから、映像作品が樹築されることはないので
す。
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シナリオ・ライター副題a者におこる不思園

シナリオ・ライター志望者におこる不思鯛な事例というものに、次のようなもの
があります。

自分が設定した背景、人物を忘れる。

３ページ前に書いた事を忘れる。

途中で新たに思いついた事象を霧いているうちに、自分の頭のなかで前に露い
たことをロジック的に埋め合わせているために、物語の展開としてはその前の事
象とつなげていないことがあるのです。

ロボット物などは、ＳＦ小説でも文学作品でもないのだから、ＳＦ的な設定や

ストーリーの整合性は考えなくていいと思っている、という節もあります。

ＳＦ的なセンスなんていうものは、興味をもってくれる奴以外はわかるわけが

ないのだから、ＳＦ的に書いている自分のものは一般人にはわからなくてもいい、
と思っている節もあるということです。

作品に登場させたキャラクターは、殺すなり、出て来なくていいよと物語上の

引導を渡さないかぎり生きつづけているのですから、絶対に忘れてはいけません。
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キャラクターと物鯛奄ふくらます
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雲霧W萎職縦i鱗識識：
在します。

状況説明は、状況説明として独立させなければできない、というライター志望

者たちです。

例えば窓枠があって、そこに厚みがあるのを説明しなければならない必要があ

ったとします。その場合、わざわざ窓枠の厚みを説明するカットを挿入するだけ

では、説明になりません。映っているだけではなんだかわからないのです。です

から、そのような場合、人物の芝居で、肘を掛けさせるとか、窓枠にコップを乗

せる芝居を作ればいいのですが、この設定と人を絡めることができないのです。

殊に、大きな設定の場合、演技と絡めて説明してしまうとか紹介してしまうと

いうのが出来にくいものです。それでも、それを芝居、もしくは物盟の展開説明

をするカットのなかで紹介してしまう、説明してしまうという手法をそのつど発

明しなければならないのです。それが創作をするということなのです。

すなわち、どこかでやった手法をつかう、みんながやっているからいいんだ、

という発想は、それはコピーであって、創作行為ではないのです。しかし、この

コピーと創作の違いがわかっているスタッフもまた少ないのが現実ではあります。

ですから、設定というのは、作劇上のもっとも重要な要素なのに、それを考え

ないでストーリーが書けると考えてしまうような、本来的に作劇的センスを持っ

て#塵隣人は珍しくはありません。
戯作者とはなにか、という簡単な質問に、自分で回答を考えるようにしてほし

いのですが､堤尋馬は､上記のような不思溌な人の存在と不思議な現象がおこる
のですから、粗忽者以前の志望者が多いのかもしれません。
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◇k書きで人物(被写体)の芝居を説明しすぎるのはいけません｡文章のかわりに、
画になるもの、すなわち、演技(動き)そのもので表現することを心掛ける。

◇「ともかく……』のような接続詞は気をつける。なぜなら、そのような言葉をつ

かうということは、ドラマの論理的な展開を考えていないことが多いので、再

考の余地がじゅうぶんにあるからです。

物語展開の論理的説明が入るか、人物の心情描写が入るはずだ、と考えると

突破できます。

◇むろん、「ともかく……｣の台詞が必要なときもありますが、その場合は、その

接続詞そのものがおもしろいと感じられる台詞回しのときです。

◇書き言葉で台詞が書かれている場合は、ともかく直します。

台詞は、話し言葉ですから当然なのですが、意外とミスっています。－番良

＜聞こえてくる密き言葉は、ＴＶの刑事物、ミステリー物によくある事件経過

を説明する時に乱用されますので、そのようなものを参考にしてください。

「……被害者は、１時に立ち去ったようです｣のようなつかい方です。わかり
ますね？

◇汚い言葉と悪い言葉は、つかってはなりません。

相手が悪い奴(敵方)を指している台詞なら、無条件に｢奴らj｢連中｣という代名

詞をつかってしまいます。一見、不都合はなさそうですが、そうでしょうか？

喋っている人物の性格によっては、違う表現をすることはいくらでもあるので
す。

◇男の主人公には｢……ぜ｣という語尾をつける、というような考え方は、パター
ン以下ですからやめましょう。

◇ほかの番組でやっているから、やってもいいでしょうという発想はいけません。
スタッフとして無神経です。

時代にあわせた作品のほうが当たるという感覚があるからでしょうが、流行
はや

語、流行り言葉は、風俗物以外の作品ではつかわないほうが無難です。作品を

短命にするからです。一年後に聞いたら、ダサイと感じてしまうような言葉だ

ってあるのですから、本当に注意する必要があるのです。

◇言葉遣いは、しっかりとした構造のものを(つまり俗にいういい言葉＝標準語）
をつかっておくほうが得なのです。

ハリウッド映画は、どこの国の物語であろうと英語(標準語＝国際語)でやっ

てしまうのは、映像の機能が、オーブン●エンターテイメント性＝インターナシ
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演出家としてシナリオに気をつけること

以下、列挙します。その方がわかりやすいからです。
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ヨナルなお楽しみを認めているからです。が、実は、もっと別の理由がありま

す。

ヨーロッパでは、自国語に翻訳した吹き首えで上映されるケースが大半なので

す。ですから、微妙すぎる台詞回しにこだわったって仕方がないでしょう、と

いう考え方です。シナリオ梱造論にしたがえば、ますますディテールの問題で

はなく、構造の問題ということになりますから、台詞の時代性や微妙すぎるこ

だわりは不要といえるのです。

そういう覚悟はまったく同意できないという意見もあることは、ひとつの立

場として認めますが、そのような作品については、このテキストの対象外です

から、これ以上触れることは避けます。

しかし、現地語に吹き替えたことによって、現地の人々が共感できる作品に

なったという例もあるのですから、多少は身を引いて考える必要はあるのです。

アニメやＣＧを主体とした作品は、風俗的なテーマであっても、描写は実写

よりシンボル的ですから、あくまでも標準語をつかったほうが得といえます。

海外に出すときは、発表される現地語に吹き替えられるのですから、あなた

だけが好きな日本語のフィーリングなどは消し飛んでしまう、ということを覚

えておいてください。

悪人なら‘‘悪い冨葉をつかわせて悪を表現する''というのも、きわめて一面的

な考え方です。性格や物認の栂造(悪役らしいプロットを組む)を創作すること

で、言葉遣いなどのりこえて徹底した悪役を描くことはできます。

演技で十分にカバーできます。

劇を創るうえで大切なことは、人物像を鮮明にする栂造(文脈、ストラクチャ
ー)にありますから、それを配慮するほうが大切です。まさに、ここは、まずシ

ナリオ梢造論の糟神にのっとるぺきなのです。

◇映画のような長い作品では、シーンの頭(シーンのなかのクライマックスに相当
する)だけを拾って作劇する、と考えて栂成します。

プロセスを描いていますと一見"情感溢れる”と感じられる桐成にはなるので

すが、だらしがない展開になるようです。

◇ストーリーがまとまらず、時間切れで原稿を制作に手渡さなければならない場
合、ラスト･シーンに、その物語に出てきたキャラクターを全員集合させますと、
たいていまとまります。

これが究極的な秘訣です。バカにしていいですよ？
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コンテを眺めて、面白くない、わかりにくいという感覚を受けたら、それは物

語の流れが途絶えている、と考えて良いものですから、改訂します。

その要点としては、次のようなものが挙げられます。

方向性を整理する

初心者では、方向性が逆になっていて、それで、とてもわかりにくいものにな

っていることが多いのものです。

そのようなコンテは、たいてい、そのシーンの人物配協図(被写体の位圃関係の

見取り図)などが番き込んであります。それは"カット割り”をしていくうちに方

向性が逆になって、自分でも位置関係がわからなくなり、配圃図を必要とするの

です。

そのような場合は、どこで方向性が逆になったのかを見つけて、その段階から

直せばいいのです。たいてい、数枚のコンテを直すことになって、大変なのです

が､それ里噸瀕っきりとして展開になります。
カット面(画面面)だけを見ていって、配圃関係が見えてこないというのでは、

基本的に失格なのです。

前後竃つなげるという感覚で鯉正する
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物贈的には

人物の流れを見て、肝心の部分と不要な部分がどれかと見定めて(読み取るので

はありません)、必要な前後をつなげるように修正します。

これは、シナリオでも判定できるのですが、文字だけで考える流れでは、あら

ゆる事象が見えていませんので、コンテで判明することが多いのです。画にする

と事象の流れが全体的に見えてくるものですから、それが見えていない、という

ことは、どこかに手抜きがあって、表現(カットの割れ方、演技のつけ方)が不足

していると爺鄭きなのです。
その上で、冗漫(長すぎる＝グダグダ見える)でない長さに整理していくのです。

そして、先にも書きましたが"シーンのクライマックスだけをつなぐ"ぐらいに考

えて、物麗の骨格を語るという栂成を手にいれられます。

“映像の飛躍"という機能がありますが、それを利用するのです。細かいことにこ

だわりますと物語はすっきりとしません。

これについては、シナリオ・ライターから異議がでるでしょうが、文字でおう物

語はどうしても理念的で蓋然的で、画面に映るあらゆるものを想定することが不
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可能なのです。

実写であれば、この問題は事前にかなり解消している性質のものです。なぜな

ら"映すぺきもの''という実態を想定しているからです。

アニメではこの感覚がありません。アニメでは、文字から画にするまでのギャ

ップが実写以上に大きいからです。それでも、原作のマンガがあれば、実写とお

なじように推測できる場合もあります。

シナリオとコンテで考えることは、同一人物がシナリオを書きコンテを切って

も、コンテで判明する問題というのはあるのですから、他人のシナリオからのギ

ャップが発生するのは当然なのです。

しかし、文化系の人々はコンテを読む努力をしませんから、どうしてもシナリ

オに荷担して最終画面を推測しますし、旧来の制作プロセスにとらわれているス

タッフには、コンテの段階で成される創意について見逃される傾向にあります。

前後をつなぐという方法には、問題のシーンなりブロックの前後にある物語的

な共通事物を見つけ出して、その記分をつなげられるような芝居を創作すればい

いのです。

情景描写を追加してクッションをつくるだけですむ場合もありますし、感情表

現なり時間経過になるようなたったひとつ台詞を追加してすむ場合もあります。

しかし、これも、あくまでも前後のつなぐぺきシーンの要素の巾のなかで成さ

れなければならないもので、よけいな憎報や感情を追加することはしてはなりま

せん。あくまでも"劇としてのつなぎ"でなければならないのです。
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ここまでで、映像についての原則は示したつもりですので、この章では、現場
で具体的に気をつけるべき点を列挙していきます。

このような雷き方をしなければならないのは、映像主体の時代になってしまっ

た現在、スタッフたちが、映像を創るための基本的な事柄を学ぶことがなく、現
つ

業に就くようになったからです。

映像というのが、考えなくても見えるために、その表面だけを見て、自分にも

できそうだ、好きだから仕事にしよう、と考えてしまう風潮があるからです。

それは、映像関係の教育機関も同じで、商売になるからという理由だけで学校

を開設している現実がこれをあおり、また、とりあえずの技術の習得に時間とお

金がかかるという理由から、若者たちに安易な考え方を植えつけている側面もあ

るからです。

貧しいモノクロの映画しかなかった時代とビジュアル横行の現代で、名作とい

われるものがどれだけ増えたでしょうか？関係者が増えたわりには、名作が多

出していると感じないのは、ぼくだけではないはずです。

これから密くことは、ビギナー的なことなのですが、これさえも知らずに業務

をこなしているスタッフがいるのですから、ひょっとしたら実務的なアドバイス

になっているかも知れません。

そうであれば、この程度のことはまず身につけて、効率良い仕事をしてくださ

ることをお願いします。

実務と区切りましたので、記述に第６章までの内容と重なる部分があることを

ご容赦ください。

カットとはひとつの画面

カットとは、ひとつのつながりだけの画面のことをいいますから、そのカット

内の動きは、ひとつの連続として見えるはずなのですが、現実はそうではありま

せん。

動きが早すぎて動きがつづいて見えない、とか、動画のぐあいが悪かったから、

つづいているように見えないのに、カット･ナンバーがひとつで、ひとつのカット

袋にはいっているから、１カットと悟じられている現実があります。

１カットに見えるような内容になっていなければ、それは↑カットになってい

ないのですから、直さなければならないのですが、ひとつのカット袋にはいって

しまっているのだから１カットだ、というのはまちがいなのです。

1７０
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演出するという願

演出とは、文字で書かれたドラマをカット(映像の断片＝ピース＝ショット)を

つかって、感動的に表現することです。むろん、文字にされていない場合もあり

ますが、それさえも表現してみせるというのが、演出家の心意気なのです。

この演出の心意気を自分のものにするためには、広い視野を持つべきなのです。

少なくともアニメしか知らない、では、表現は達成されません。

映画演劇といわれているものから、ミュージカル、ダンス、地方にある独自の

演劇、影絵、人形劇と媒体が違えば、それぞれにあった演出というのがあります

ので、そのようなものがどのように演出されているのか、というものを知る必要

1７１

ＴＶアニメ･レベルでは、動きを表現する“中割り"の動画の枚数を減らします

から、リミテッド(枚数を減らして動きを省略した、という意味)･アニメというの
です。

そのために、極端な枚数減らしをした作画の場合、動きがつながらず、飛んで
いるように見えてしまうケースがあります。そのような場合、一見、動きつなが
っているようでも、つながっていないのですから直さなければなりません。

こんなことを番かなければならないとは、数年前までは思いもしませんでした。

昔は、下手なアニメーションでも、おおらかにつながっていたものです。

ところが、最近の事例は、自分たちの目にどう見えているかという自分の視覚

印象をないがしろにするスタッフがいるということなのです。または、自分の仕

事が好きで、その欠点を見抜いていない、といういい方もできます。

ひとつひとつのカットがいくつもつながっていったものが、ひとつのシーンを

栂成して、いくつものシーンがまとまって作られたものが、一本の映像作品にな

るのですから、最低、ひとつのカットのなかの動きは"一連のもの"でなければな

りません。

前のカットは前のカットで、後ろのカット後ろのカット。そこにはつながりな

ど見えない。そのように感じているスタッフが現職に就いている駆実を、先輩た

ちは見逃さないでほしいのです。

ひとつのカットのなかで、どのような演技がおこなわれて、どのような画面サ

イズとアングルと時間(秒数と呼びます)と速度によって構成されるのかという理

解は、最低限度もつぺきなのです。

また、リミテッド･アニメの手法というのは、省力化(安易なやり方)の手法です

から、いつも理想を胸に抱いて、現在はいろいろな駆情があってこれで我慢して

いるのだけれど、いつかは本物の作品をつくってみせるという心掛けを忘れない

でください。そのような心掛けを持つことが、目の前の仕事を効率良く、制限さ

れたなかでもその条件にのっとったうえでの、いい仕事をすることになるのです。
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があります。

できることなら、勉強してほしいものです。

ぼくは、そのようなことを知りませんでしたので、本当に損をしたと感じてい

ますが、そんな別のものが参考になるわけがないと感じるような方は、映像の仕

事に就くのはやめたほうがいいのです。とても成功しませんので、将来の生活は
苦労をするからです。

マンガは、鑑賞する時間を読者が決められますから、小説と同じで、読み直し

が利く演出が"コマ構成''や‘‘書き方"にあらわれています。

しかし、映画やアニメ、演劇などは、ある一定時間内で、しかも見直すことが

なく進行する見世物ですから、一度に見せて、いかにおもしろく観せるかが演出

の勝負になってきます。

途中での見直しがきかないという絶対的な制約があることを忘れずに演出をし

なければならず、そのなかでも、映像をつかうアニメやＣＧでは、殊に変化が激

しいものですから、絶対的制約のなかで、観客に見直しをさせず、混乱させない

ようにカットを組み立てなければなりませんので、映像の原則という最低限度の

約束事が認識されるようになったのです。

その映画が発見した映像的な原則を厳守したうえで、そこに独創性をつけくわ

えるように考えます。

かつてに創ることと独創性があるということは、本質的に違うことであると覚

えてほしいのです。

独創性というのは何かということは難しすぎて説明はできませんが、それを発

見するのが、クリエイター(創作者)やアーティスト(芸術家)の一生の宿題になり

ます。

同じシナリオ(台本＝脚本)からでも、演出次第で面白くもなり、駄目にもなり

ますが、このことは、案外スタッフのあいだで認識されていません。いや、認識

されているはずなのですが、その是非を□にすることは絶対にないのです。そん

なことをして、評価をまちがえたりしたら、その後の仕事がこなくなるからです。

再演とかリメイクものでないかぎり、制作されるものはたいていひとつだけで

すから、演出家やコンテ･マンの能力がくらぺられることがないということが、評

価を暖昧にし、さらには、良い出来であることと、人気が出る(興業収益が良い）

ことはまったく違うために、現場のスタッフは絶対に評価をしないのです。

それは作品創りにとっては不幸なことなのですが、スタッフの側からいえば、

そこそこの能力でも食ぺていける原因になってしまっているという現実もありま

すし、現場の能力が上がらない原因になってしまっているという側面もあります。

この暖昧な状況が、スタッフの裾野を広くして、異能の才能を育てる土壌にな

1７２



演技はポーズやマンガ・パターンではない

女の子を演出すると、すぐに八の字眉の表倒をつくる。
か ら 曙

また、ちょっと身体全体の芝居をさせようとすると、両手を胸の前でにぎりし

めて、膝を内側であわせる"困ったちゃんポーズ(ニヤンニヤンポーズ)"になる。

エッチな話をする、キスという単語が出ただけで、頬を赤くさせた表情をする。

マンガ、アニメ、ＣＧにはこのような演技が続出します。

もっと典型的な芝居のパターンは、困ったときや照れたときに頭を掻くという

ポーズです。そして、さらに典型的なことは、タバコを吸わせるというポーズで

す。

これらは、どこでも見られる"芝居の類型"なのですから、まずこんなことはさ

せないという覚悟をもって、自分なりの独創的な演技を考えてほしいのです。と

いうのは、このようなことをうかつにしている演出家や演技者は無能であると白

状しているようなものだからです。

逆にいえば、演技のできない役者には、タバコでも持たせればいい、という考

え方も現場にはあって、そのようにしている場合もあります。

ですから、よく見かけることはやっていい、のではなく、やってはいけないこ

と思って良いでしょう。

また、格好いいポーズ、可愛いポーズのことだけを考えて、それだけを追求し

ますと、動き(演技)を考えていないということの証明になってしまいますので、

それもやってはならないことなのです。

ポーズというのは、ある動きのなかの特徴的な一瞬のものであり、あるひとつ

の演技を考えていって、その演技のなかのチャーミング･ポイントともいえる一瞬

に創出(発見)できるものだ、と聴織してほしいのです。

そのうえで、その一瞬をなんとかフィックス(固定し拡大)する方法がないもの

かと考えるのです。

しかし、実写であれば役者そのものの魅力、その人の魅力でもある特別な一瞬

のものが魅力あるということであり、それは作画されるキャラクターでも同じで、

さらに、それが物題の展開の絡み合って魅力が増幅されたりするのですから、ひ

とつのポーズそのものに魅力がある、と考えるのがそもそもまちがいなのです。

■
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ー
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り、創作活動を広く豊かにしているという事実もあって、この問題については、

作品創りの側から見た理想論をかかげて、出資者にはスタッフの能力はシビアに

見ないでほしいものです、というとても暖昧な表現にとどめておきます。
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決めポーズ

アニメ的にいえば、たいていの"決めポーズ"というものは、お尻が座り、腰も

座った落ちつききうた姿勢であることが多いものです。
ということは、次に動かすときには、静止している状態からの作画になります

から､枚#hはかかります｡動かし出しに枚数がかかるので､芝居(動き)として見
ますと"間"が発生してしまいます。

つまり､本来"動きのなかの決めポー ズ"というのは､静止しきった状態藤は？
＜、厳密にいえば"決めポーズになる一瞬前のポーズ"が本当の格好良さを港み出

させているのかもしれないのです。

これに似たことを｢タミヤ模型｣の社長がおっしゃっています。

【田宮模型の仕事／文葱容秋文庫･1999】

夕ミヤでミリタリー物のプラモデルのフィギュアの試作品ができたときに、ア

ニメーターの大塚康生氏(東映動画の長編漫画時代から仕事をなさっている名人で

す)に監修してもらったら、「２コマ遅い｣と指摘したそうなのです。

タミヤ模型では、はじめて創るフィギュアであったために、社員にモデルをや

らせ、それを三次元カメラに撮影しないまでも、かなりのポーズを研究して再現

したフィギュアが、“収まりすぎるポーズ"であったために硬直していて、雰囲気

がないということを大塚氏は指摘したのです。

逆にいえば「２コマ早いポーズ｣でトメればいいのです。

１/24の１秒が１コマですから、１/12秒前のポーズでフィックスすれば動きが想

像できる(予感できる＝見る者の想像を喚起する)ポーズを再現したほうが、フィ

ギュアが生き生きと見えるというのです。

この考え方は、アニメのみならず、演技論にも適応できる考え方で、生身の演

技でも硬く見える芝層駒ﾄﾒポー ズの連続のようになっているのかもしれませ
んので"決め込む前の動態の演技'，を意識することは、無駄ではないのです。

マンガとの違い

ふうし

マンガの基本は、一枚の絵でカリカチュア化(調刺言=批判すること)したり、表

現は象徴的に整理したものを[デフォルメ(瀦張)とシンプル化]したものですから、

その影響を受けたコマ･マンガの作画の手法(ここではポーズ)がつかわれています。

マンガの表現は象徴的、記号的で、漫画といわれる所以の性格をもっていて、

その描写はあくまでも動きを想定しない(想像はさせます)表現をする媒体にとっ

ては有効で、極めてシンプルであり、素晴らしい表現手法といえます。

しかし、映像でつかわれる絵が漫画絵でも、動きがともなうために自動的に演

1７４



そして、特別な表現をもとめた作品であれば別なのですが、ふつうに理解して

もらうためには、映画が開発した演劇的手法を利用するのが得なのです。

この観点にたてば、マンガに現れているポーズをいかに映画的に表現したらい

いか、とも考えなければなりませんから、演技を学ぶ必要がでてくるのです。

しかも、それだけでなく、カットの画面のフレーミング(レイアウト)も同時に

考えなければならないのが、アニメであり映画である映像作品の演出の宿命なの
です。

右の図で、例をあげます。

画面的にいえば、映画でいう“肩ナメ”

カットの場合、マンガは象徴的ですから、

手前の人物の表情が見えていても構いませ

ん。しかし、映像では芝居(動き)が入りま

すので、これは許されません。

動いた瞬間に、首が90度曲がっていたと

わかるので、不自然な表現になってしまう

からです。
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映像では動きも表現の一部になっていますから、首の曲がり方が観客にも気に
なってしまうのです。

映像自体も記号的なのですが、動きがあるために視覚印象の機能が、マンガ以

上になりますので、マンガで許されているポーズや表現でも、映像では真似をし
てはいけないケースがあるのです。

この違いがわからないのはt,繰覚的な意識が低いからなのですが､基礎的な映
像制作の教育をうけていない弊害でもあるのです。

しかし、もうひとつ別の理由もあって、演技を描けなくさせているのです。

絵を描くとき、未熟なスタッフは、自分自身の潜在的な欲求願望を描いてしま

うという癖があるということです。

殊に、異性の表現は、スタッフの願望が表現されている場合が大半で、キャラ

クターの性格描写以前に、女の子はこうであってほしいという男性の欲望表現が、

表現以前のポーズを描かせるとことがあるのです。

劇的な手法が前提になった表現が強制されてしまうのです。

ですから、演技はトメポーズの連続ではなくて、まず演技という動きがあって、

そのなかからトメポーズにしてもいいような格好のいいポーズを発見するように

心掛けることなのです。

それは大塚康生氏の目と技術を持つ必要を感じさせ、そのセンスがあれば、演

技も見えてくるようになります。



０m“iijij，

うかつなスタッフの欲望表現は、物鴎を語るうえでは余分な要素(決定的に異質
な要素)になりますので、そんな絵は鑑賞を邪鰯するだけですから、気をつけつづ
ける必要があるのです。

男性が、安易な願望キャラクターを描きつづければ、女の子に証められる風潮

をつくるだけでなく、観客を幼児化の方向にさそい、自分が成長しないことを正

当化することになりますから、気をつけるぺきなのです。

演劇では、女性の役者が女性の役を演じたりしますから、このレベルの演出や

演技は、よほどおバカな舞台でないかぎりありません。

表現するということは、社会に影響をあたえる部分がある、ということも心す

べきことでしょう。

これと同質の問題が、発音とイントネーション、発声の問題にもあります。

若い男性が理想としている少女像は、ファンタジー世界でもないかもしれない

造型(ここでは、姿形)であったりするのですが、夢物語を描くにしても、もうす

こし当たり前のところからキャラクターを造型する勇気をもってほしいのです。

しかし、これは、日本映画全盛の頃にも同じような傾向があって、かなり社会

的に認知されている映画監督たちでも、高くて可愛く聞こえる声の女優を好むと
いうことがつづきました。

日本人が単一民族だとは思っていないのですが、色合いが似ている民族のため

に、いろいろなタイプを創造するのが苦手なのが日本のヴィジュアル世界のスタ
たち

､ソフの質のようです。

映像媒体そのものが若いせいで、スタッフが未成熟なのかもしれませんが、そ

ろそろ、広い趣味性を表現する方向性を麺得して良い時期になったのではないか

と考えています。

その意味では、ハリウッド映画というのもステロタイプ(同質)であるといえな

いでもありません。ヨーロッパや日本以外のアジアという風土は、古来からある

独自性をもっていますので、かなり参考になる"違うもの"を映像にも表現してい

ますので大変参考になると感じています。

板つきで始めない

“板つき"というのは舞台用蕗です。芝居がはじまったときに、すでに舞台上(板）

に人物がいることを"板付き''といいます。

人物にかぎらず、映像であればどんな被写体でも対象になる問題で、カットが

はじまったときに、被写体がすでにカット内にいる状態を"板つき"といいます。

この手法は、やってはいけないことではないのですが、初心者にとても多い手

法なので、やってはいけないと考えるべき問題になってしまうのです。

1７６
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直接的な理由は、コンテ･マンや演出家に映像センスがないから、“板付き"にな
ってしまうのです。

つぎに、演技という動的なものを想像できないスタッフに演出をさせようとす

るからおこる問題なのです。そして、これは、メジャーの映画であっても、Ｂ級

クラスの作品にはかなり多いものです。

演劇の演出でも、演技を想像できない演出家というのは山ほどおりますので、

このような欠点に見えてしまう"板付き"の芝居が多くなるのです。

物理的、制作的な理由があることも原因しています。

アニメでは、枚数制限です。

なんでもかんでも動かしてしまったら枚数ばかりかかって、作業が大変になり

ますから、この条件を満たそうとすれば、なるべく動かさないようにしようとし

て、“板つき"の芝居なります。スケジュールがパンクするよりは、作品を完成さ

せるほうが大切ですから、このようなことが珍しくなくおこりますし、ぼくだっ

ていくらでもやっています。

アニメでいえば、台詞があるカットはトメ絵に、□だけがパクパクと動く手法

をとらざるを得なくなり"板つき"の演出をすることになるのです。

実写やＣＧの場合は、枚数は考えなくていいのですが、この問題がけつこう出

てしまうのは、まず台詞を聞かせるための演技の創出が難しいという演出家たち

の想像力の欠如という根本的な問題があって、“板つき"になってしまうのです。

演出というのは、考えるほど簡単なものではなく、ＴＶのドラマやＴＶ用の映

画を見ればわかることで、映像のダイナミズムを感じさせるような演出はそれほ

ど多いものではありません。

演出家に映像的センスがないだけでなく、鋭明しなければならないような溜厚

な物語があるときにも、“板つき"の演技を誘導してしまうことはあるのです。

演出家は、どうしても作品全体のことを考えてしまいますので、映像的に演出

することをいつも考えているわけではありません。

まして、コンテを描いてプランをたてる余裕がない実写の場合であれば、シナ

リオからぶつつけで掘影をしますので、ストーリーをつたえることが優先する演
出に陥ってしまったりします。

このようなケースでは、演出家の心理状態は、論理的な思考が優先しますから、

映像的、視覚的センスを忘れて、役者の演技の良し悪しの判定だけに集中してし

まうのです。

そのようなときは、映像表現のダイナミズムの問題は、演出家の直感にのみゆ

だねられてしまって、映像的に甘い演出になってしまいがちなのです。

そのような場合、役者の演技でカバーしようと意識してしまう演出があって、

そのような作品は珍しくありません。それでも、なんとか見られるものになるの

は、演技そのものが良かったりするわけですから、作品的にはなんとか誤魔化す
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ことができてしまうという結果が残されてしまうのです。

それを演出がうまいと判定されたりすれば、役者は可哀相ですが、演出家は得
をします。

素人が大手の会社やプロダクションに入ったときに、映像作品の演出なんてこ

うするんだ、と教えられる恐ろしいセオリー(パターン)があります。

「はじめロングで撮りましょう。そして、肩ナメふたつ撮り、アップでおさえて、

ロングでしめて、はい、ドラマ｣というものです。

いまどき、こんなことやっているスタッフはいないと思いますが、カメラの感

度が良くなり、レンズのズーム性能が凄くなれば、誰でもきれいで変化のある画

面が撮れるようになりましたので、安易な映像制作の現場がなくならない、とい

う意味では、将来のほうが怖いかもしれません。

この傾向を増長させているものに、視聴者の問題もあります。

いろいろな映像を見過ぎた環境にいる観客、視聴者は、映像に対しての理解力

が訓練されていますから､少し馬§い悪いものでも平気で理解して見過ごしてし
まっている、ということです。晶眉の引き倒しということがおこるということで、

映像時代だからといっても、すぺての事柄が良い方向にすすむとはかぎらないの

です。

会鰭シーンは硯めつこではない

会話をさせるときに、キヤクラターの身体をいちいち話をする相手に向かわせ

る(正対させる)ことはしてはなりません。

実際には、身体をそつぼに向けたまましやぺることはよくやるはずです。会話
の内容によっては、相手に目を向けないことだってあります。これは日常的に自

分の身体の動きを意識していれば、簡単に想像のつくことです。
その逆のケース。

逃げるとなれば、背中をまつすぐに向けて逃げる、という描写です。

逃げるときに、背中をモロに見せてしまったら、相手から狙い盤ちされるぐら

いの想像力は、仕事以前の問題として想像してほしいのです。

このような仕事は、物語の登場人物の性格、能力を考えていないということに

なります。

また、状況によっても演技というものは変わるものですし、演技のさせ方で、

その人物がいる状況を描写できるのだ、という想像もしてほしいのです。

演技次第で状況(人物のいる場所)を説明できる。

これは経験のないスタッフにはわからないでしょうが、たとえば、首を曲げる

にしても、頭が下がったままで後ろを向こうとすれば、天井が低いという表現を

1７８
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したことにもなるかもしれないのです。

頭ひとつの位圃でもそうなのですから、全身をつかった演技ならかなりの状況

を表現できるのです。それを考えずにただ自分の好きなポーズでしゃべらせるだ

けというのは、演出をするという仕事にはなりませんので、本当に、演技をつけ

るという意味を考えてほしいのです。

このことは、個々のカットのなかでの演技の処理についていえば、アップ･サイ

ズでも頭の傾きが問題になる、首の傾きや方向が問題になる、という事例になり、

それが演技的に適切なものかどうか、と検討しなければならないという目を養う

ことになるのです。つまり、ポーズという演技の一瞬の形についても、それがカ

ットのフレーミングによって適切に表現されているかという判断をできるかでき

ないか、という問題になってくるからです。

むろん、それらの問題は、前後のカットの流れのなかで決定されることであっ

て、かってにアップ･サイズの格好良い絵柄だけを描けない理由になる、というこ

ともわかるようになります。

このような判断ができるようになるためには、演劇の演出論というようなもの

も参考になるはずですが、ぼくは、その種の適切なテキストは知りませんので、

各自でさがして勉強をしてほしいのです。

しかし、本当のテキストや良い具体例というのは、優れた演劇や映画のなかに

いっぱい示されていますから、優れた作品を見ることがもっと有効な勉強の仕方
なのです。

好きで見るものと学ぶために見るものも違うのだ、ということは本当に理解で

きるようになってください。

演劇では、正確な背景などなくても、演技と台詞でどのような場所、どのよう

な時間経過を現すかという研究を終始して、それを表現にまで高めているのです

から、その演出と演技は大変参考になるのです。

しかし、アニメのコンテ･マンと演出家には、演劇的な演出の基本を知りようも

なく、まして、生理的に演出をするというレベルに至っているものがあまりにも

少ないというのが現実ですので、参考になる作品はないと断定しても良いでしょ

う。

見るぺきアニメがあるにしても、アニメをやろうと志す若者なら、違う穏類の

ものの良さを知って、それを取り込んでくるという幅広い感性を養うことが大切

なことなのです。

その端的な例を｢ライオン･キング｣という舞台に見ることができます。もとも

とはディズニー･アニメを原作にした舞台なのですが、その演出家ジェリー・テイ

モアは、長いあいだアジアのローカルな演劇(日本の淡路島に残る人形劇やジャワ

に残る人形劇など)などをいろいろ勉強をなさった方で、そのアイデアから、縫い

ぐるみや肴ぐるみの新しい使い方を駆使して、大変ユニークなミュージカルの新
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しいスタイル(様式)を構築して、成功しているのです。そこには、違う要素の良

いものを取り入れて、新しいものを創っていこうとする作業のプロセスが観察で

きる優れた舞台になっています。

そのようなものを知る必要がない、と考えるのは絶対にまちがいであると断定

できます。

偏敵と目の高さ

ふかん

アニメのコンテでIま、傭職の絵(床が見える背景)になってしまうケースが嫌と

いうほどあるのは、コンテ･マンや演出家が、前屈みの姿勢で作業をしているから

だと書きました。

描くぺき対象を証めているとか、スタッフが幼児的心理の発露であるというの

は二次的な理由で、根本的に見せるものの見せ方を知らないからに過ぎないので

しょう。

他人に見てもらうものを創るということは、プロとしての最低限度の自覚であ

るはずなのですから、好きなものを描いて仕事になるのだからいい、という気分

では、仕事はしてはならないと考えるぺきなのです。

ともかく、傭脚のカットは客観的視点すぎて、劇的には特別すぎるカットだと

覚えてください。それゆえ、客観的描写であるために、解説図にちかい性格をも

ったアングルではあるのですから、コンピュータのＲＰＧの解説図解のような使

い方が適切であるといえるのです。

つまり、傭職のカットは、外の世界から物語世界を見下している表現で、前屈

みの姿勢で世界を見下ろして描いているという表現になってしまうのですから、

神様でもない限り傭脚の画面などはあり得ないのです。

高層ピルが多くなって傭職の景色を見ることが珍しくなくなったことが、傭脚

の画面のつかい方に無神経になっていったのではないか、という可能性もありま

すので、“時代性の現れとして傭臓の画を切り取る”という考え方はありますが、

それはまったく別の視点の問題であるのです。

実写の映像で、カメラはたいてい人間の目の高さよりすこし下に設定します。

(無論、例外はいくらでもあります)それは、そのアングルが自然らしく見えるか

らではなくて、また、偶然に当たり前の手法になったのでもありません。

どうせエンタテインメントの画面を作るのなら、不自然でない程度の日常的に

見ているアングルではなく、ちょっとだけ格好良＜見える、やや下からのアング

ル(目線)を麺得することで、独自の映像世界を猿得しようとしたからです。

しかし、ステディカムなど最近の移動カメラのシステムが便利になったおかげ
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