
ワン･カットが長くなれば、一連の芝居がいくつも重なるように演出されなけれ

ばならない、という別の条件が発生しますので、現場的にはリスクの多い撮影方

法であります。しかし、手持ちカメラの長いカットを使うという手法に慣れれば、
現在のようにＴＶシリーズでも多用されるようになっていくのですが、そうすれ

ば、俳優や他のスタッフに過大の労力を要求するという側面があることも、演出
家は承知しなければなりませんし、カメラ･マンが演出をやってしまっているとい

う事態だってあるのですから、演出家たるもの、最後まで演出の仕事をやってほ
しいと願っているのです。
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ＴＶカメラが、アップにしすぎるというのも、対象を子細に見たいという観察
欲望があるからですが、ドラマとの関係性のなかで、表現としての全体のバラン
スはたえず考えつづけなければなりません。

作品世界なのだから、日常とは違う視線によって(変化ある目線で)描かれるほ

うがダイナミズムを感じさせますので、カメラが人の目線より高いか低いかとい
うことは璽要な要素になっています。

カメラのアングルによって、映像の質感が違ってくるわけですから、語られて
いる意味性も違ってきます。

目線の高さの表現は、ふつうすぎて当り前なので、観客には、変化のないもの

だ､ということを感じさせますので､劇中に観客を灘!感なく入り込ませる視線
は、このカメラ・アングルということになりますし、破綻のない状況を描くうえで
有効です。

覗いている、という感覚。

見下している、という感覚。

全体を観察しているという感覚。

全体を見渡せるとドラマ的と感じる感覚。

1８１

で、視線の高さのちょっと上からのアングルが多用されています。さらに、カメ

ラワークが自由になって、カットの長さも長くなっていって、より動的なカット

を撮る傾向も強くなってきました。

現代人は、カメラの視覚から観察したいという欲望が強くなってきたために、

周囲との関係性が見えるやや傭徽目の画面が好きになっている、という事実は見

逃してはなりませんが、やや下からのアングルの良さも忘れてはならないことで
す。

つまり、ひとつの映像の創作の考え方であり、流行りもあるようですから、い

つまでもひとつの手法にこだわるのが良いことではない、と感じるのです。

あくまでも、その物語に適切な表現(カット)であるのか、という問いかけを自

分に向けてしなければならないのです。
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平板でなければならないという感覚。

それらのものが、映像にダイナミズムを発生させて、観客に監瞥や演出家の意
思を感じさせ、独自の色合いを発生させることになります。

その上で、それぞれの機能の違った映像(カット)を組み合わせることで、作品

の色合いも違ってきますから、自分なりの独特なアングルと組み合わせを発見し
て、自分の世界を創作していただきたいのです。

小津安二郎監督の地上60センチ、畳30センチのカメラの高さで統一された映像

様式は、畳文化を表現するうえで有効で、美学にまで昇箪しているものですので、

ぜひ参考にしてください。

しかし、日本では、この先人たちの時代の仕事が良い状態のフィルムで残って

いないのは、大変に残念なことです。

画にのる台詞、すべる台飼

この項目にもうひとつ追加しなければならないのは、画面にのらない台詞もあ

るということです。

実写であれば、喋っているのはまちがいなく人間ですから、どのように撮影し

ていても、誰かが喋っていると理解できます。そのことで、観客は想像力をはた

らかせません。
いと波

しかし、アニメの場合、誰が喋っているのかわからないケースは、枚挙に暇が

ありません。最近は、ＣＧのおかげで豚や犬、猫が喋るようになりましたから、

配慮は同じようにしなければならないのですが……。

枚数制限のために、そうそう□を動かしてはいられないという現混的理由もあ

るのですが、それだけではなく､音声に助けられる識ぴを利用して､演出家が
不精をきめこんでいるケースが多いのです。

そのような仕事をしつづけていますと、実際にキャラクターが喋っている展開

をきちんと演出しようと思ってもできなくなります。不糟と怠慢の結果、技術が

自分の手に残らないということがあるのです。

キャラクターが映っていなくてもオフ台詞で誰が喋っているかとわからせる場

合は、誰が喋っているのかわかるカット運び(段取りを踏む)が必要なのです。オ

フ(Off)台詞は、漫然と使える手法ではないのです。

アニメの基本は、喋ることのないキャラクターに喋らせて劇を展開するわけで

すから、喋らないはずの絵のキャラクターが喋っているのだ、と観客にわからせ

るコンテワーク(演出)をしなければならないのです。

そのためには、台詞がカットにのっているのか、のっていないのかと判定でき

るセンスは持っていなければなりません。

1８２
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g塑図は哩壁図であり圏図である

傭臓のカットは解説図のような性格があると書きました。解説図というのは、

設計図みたいな絵面で、真正面、真横、真備職、真後ろのアングルの絵のことで

す。

そのようなアングルの絵は、物詣の映像世界では、原則的にはつかってはなら

ないのです。

これはカメラ・アングルというよりも、カット内に描かれている被写体が、これ

ら"真"とつくアングルに描いてもならない、ということです。

アニメで、真横アングルが良くあるのは、ヒキセルという真横(真上などもある）

1８３

極論すれば、バスト･サイズで、かすかに左右のどちらかに向いている水平アン

グルで喋らせると台詞がカットにのっている、と見えます。

キャラクターが横向きになってしまったら、台詞は画面上すぺっている、と感

じてください。

それ以外のカットの台詞は、誰が喋っているのかわからないと考えるべきで、

それをわからせるためには、明確な演技をつけ、きちんとリップ･シンクロ(台詞

を□の動きと合わせること)をさせなければならないのです。

キャラクターがカメラに背中をむけて喋らせるのは、本当をいえば、きちんと

した演技をさせないかぎり"誰が喋っているかわからない画面である”と考えるぺ

きなのです。

それがわかっていると感じるスタッフは、コンテを読んで理解しているだけの

ことなのです。

それにもかかわらず、いろいろなサイズで喋らせられるのは、物麗が進行して

いるので、ともかくも観客は想像して頭のなかで人物と音声をつなげて理解して

いるからなのです。

観客の想像力によって"いま間こえるている台詞は誰それのもの"と重ね合わせ

ているのです。

技術的にオフ台詞もつかっていいのだからという安易な考えで、オフ台詞を採

用することは、本来的に見直しがきかない映像作品の演出としては、殴低の演出

なのです。

だいたい、三枚の□だけの動きでは喋る芝居は描けないのです。それをリミテ

ツド･アニメだから仕方なくやっているのですから、これを当たり前と考えてしま

う感覚は直しておかなければなりません。

本来の手法を承知のうえでマンガにしているのでしたら、それは問題ないので

すが、リアルっぽいものを演出していると信じているスタッフの無定見さは別物

ですので、本当に上記のことは理解してほしいのです。
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の移動をつかわざるを得ないからで、好きだからやっているのではないのです。

枚数をつかえなければ、ゆったりとした移動感を出すために、泣く泣くつかって
いるのです。

にもかかわらず、この上キセルの方法と作画が多出したために、真横アングル

で被写体を描くことは問題のない描き方だと思われてしまったのが現実なのです。

考えてみてください。実際にその辺にあるもので見たものが、真横、真後ろの

アングルで見えるものはそれほど多くないはずです。たいてい、どこか別の面も
見えているものです。

映像世界というウソ八百のリアリズムを描こうとしているカットのなかに、そ

れら真横、真上というアングルが見せるものが映っていたら、本物らしく見える

でしょうか？被写体のどこか別の面が見えているアングルのほうが、本物らし

いはずです。立体感を出す以前の問題です。

便法でやっていることは正しくないのだ、ということを本当に知ってほしいの

です。

この影響を受けた悪い例に直面したのは、ＣＧの作画でアニメのように真横で

カメラの移動ができないと泣いているスタッフに出会ったときです。

ゴマカスためにやっている作画方法を、三次元のＣＧ画像で再現できないのだ

がどうしたらいいだろうか、という相談を受けたときには、本当にショックをう

けました。

実際に見えるものが、真横、真後ろ、真正面、真備脚、真アオリというように

見えることは、よほどのことがない限りありえないもので、それは製図のような

設計図でしかないのですから、そのようなアングルは劇中では描いてはならない

のです。

そんなアングルで描くことが許されているのは、三面図の設計図ぐらいなのだ

と理解してください。

劇中というのは、フィクションであっても、ある世界のなかの事象なのですか

ら、製図された三面図の世界のように描かれるべきではないのです。

いつでも、ふつうらしく見えるものを描くのが鉄則なのです。

ですから、ヒキセル.ワークをつかわなければならない被写体でも、ヒキセル．

ワークに耐えられるくらい真横に描きながらも、なんとか声而図的には見えない

描き方をして見せる努力をする上手なアニメーターもいます。

しかし、一般のスタッフには、これができないのです。

ヒキセルにするのだから真横でなければならない、という便法を鉄則にした覚

えはぼくにはないのですが、ぼくはヒキセルが好きな監督というレッテルを貼ら

れています。誰がそのようなレッテルを貼ったのでしょうか？

1８４



ミニチュアやＣＧを｡噸にする

ミニチュアを撮影するときもＣＧの映像を制作するときも、舞台になっている

光景を観客に"らしく"見せるには、カメラのアングルをその舞台の人間の視線の

高さに設定して描けばいいだけのことです。

ディテールを描けばいいだろう、というのは、二次的な処理でしかなくて、基

本はカットの積み上げ方で、リアルに見せることができます。

1979年の「スター．ウォーズ｣以来、この程度のことは雄でもおもしろがって

やっていますし、便利な工具のおかげで、小さいものでもディテールを作り込め

るようになりましたので、なんとかなると思われていました。

しかし、最近は、ディテールを作り込んで、目線をリアルな高さに決めても‘‘ら

しくない"ということを気づかれ、さらに、ＣＧで被写体の表面加工ができるよう

になるにつれて、ますます"ディテールを作り込んでもらし＜ない'，と気づかれる

ようになりました。

なぜでしょうか？

恐らく、原因は、映像内の空気感と距離感をいかに定着させるか、という問題

のようなのですが、これは、ぼくにはまったくわからない問題なので、解答も説

明もできませんが、少なくとも、カット割の稲み重ね方で解決がつくことのほう

が多いはずです。

そのためには、物語のらしさ、感情表現のらしさ、の展開をカット運びで適切

に行うことが技術的に優先するはずです。

それは、ＣＧワークがディテールの描写に入り込み、壮大にすごい描写ができ

るようになったのに、ちっともすごくないという大画面を見せられるにつけて、

確信するようになってきましたので、基本的には物題が大切である、というしか

解決方法がないと感じます。

しかし、アニメ、ＣＧの絵のプロたちはそうは考えず、いかにリアルな画面を

創るかというところに走っているのが現状です。しかも、お金をかけて！

考えてもみてください。すでに今日までにこれだけリアルなヴァーチヤルな映

像を見せられて、改めて感動することがありますか？絵だけでは、誰も感動し

ないのだということを、関係者は思い知ってほしいのです。
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1８５

ＣＧで泣いたスタッフには、３Ｄ(立体)にしてモデリングをしたのだから、真横

にしないで、手前奥のパースがついてもいいのだ、と指示しました。彼はそれを

聞いて安心して仕事をしてくれましたが、切ないことでした。
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カット割りのこと

ぼくには、“カット割り''の問題を確認させてもらうだけにします。

ゴジラがアップのカットで｢ギヤ－１」と吠えて、次のカットで女優さんのアッ

プがゴジラを見上げて｢キヤー！」と悲鳴をあげれば、ゴジラと女優の大きさは同
じになってしまいます。まして、女優さんの喉チンコのディテールまで見えてし

まえば、ひょっとしたらゴジラのほうのディテールはそこまで再現されていませ

んから、女優さんより小さく感じられるかもしれません。

この場合、女優さんがゴジラを見て仰天している描写のわけですから、アップ

にしていいのですが、作品的にゴジラが巨大であるというのを最後まで売る必要

がありますから、ゴジラのアップ･サイズのあとに、女優さんとゴジラの大きさを

対比させるカットを挿入して、それから女優さんのアップ･カットにつなげるとい

う手間(段取り＝オフ台詞をつかう場合の段取りと同じ)をかける必要があるので
す。

それでも、途中のカットがワン･カットぐらいでは雰囲気が出ないかもしれませ

んし、そんなことをやったら"間"ができすぎてしまうと感じてしまうこともある

でしょう。
すき波

その場合はその"隙間"を感じさせない内容のある"対比力､ソト”を演出する手

間をかける必要があるのです。

重要なことは、カット並びの問題と、縮戯の絵の印象効果をどの程度認識して

とらえているのか、という演出家のセンスの問題になります。

この場合、ゴジラが見たかもしれない女優さんの傭脚のアングルをカット的に

創出しておけばいい、という単純な方法論では、じつは、この場合の傭臓のカッ

トはゴジラの主観になってしまいますので、別の意味が発生してしまいますので

本当の解決策にはならないでしょう。

俗にいう』黙目の画"は主観的な画ですから､対比させる画(これは客観です）
とはちがう癖(質)がでますので、使い方はかなり難しいのです。

しかし、映像のダイナミズムの基本で何とかなりそう、というレベルにまでは

押し上げることはできるでしょう。

リチャード・クーの方法

人間の目はかなり高性能です。

ですから、ウソはウソと見抜くのですから、本物を撮れないかぎり、諦めてい

いのです。しかし、物語性にたよれば"らしい映像"で我慢してくれるのも観客で

すから"物語そのもので逃げる”という考え方もあるのですが、それも二十年前の

1８６
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１８フ

感覚でしょう。

リチヤードクーの写真集｢幻のドイツ空軍｣【ＰＨＰ研究所出版／1998】をご存
じの方は多いと思います。

ぼくはその写真を見た瞬間、息を飲みました。

そのへんにあるプラモデルを、そこそこに作ったもので撮影をした飛行機と軍
艦、自動車の写真集だったのですが、そのリアルなボリューム感には圧倒された
のです。

プラモデルとしては、決して織密に作っていませんので、ガンプラを作ってい

るファンの方の方がずっと上手です。

ｌこもかかわず、クーさんのプラモデルの写真は、本物そのものに見えるのです。

写真として本物を写している、と見えるのです。

クーさんご自身も丁寧に作ったから本物らしく見えるのではないと説明して、

カメラを自作改造することによって達成できたことだといっています。

そこには、まさに、特撮の心があります。特撮とは‘‘映像のなかでの本物らしさ”

が再現できればそれでいいのですから。

そのために、クーさんがカメラの改造をしなければならなかったというのは、

最重要課題なのです。

レンズが手前奥、同時にピントが合う必要性(被写界深度)、それにレンズの射

角との関係を考証して、１/72の飛行機に接写しても、１/25の自動車に接写しても、

背景を取り込んで一体化撮影できるカメラというのは、一般にはありません。プ

ロ用でもありません。用途が特殊すぎるからです。

そのカメラを手作りし、さらに撮影ではモデルに似合った背景をさがし、ライ

ティング(戸外撮影ですから太陽の光の加減)を考慮して撮影しないと本物らしく

映らないというのです。

これを達成するために、クーさんは国際経済アナリストという仕事をやりなが

ら30年あまりにわたってチャレンジしてきたのです。

本物が映っているように見えるのは、そこにあるという空気感を映しているの

です。モデルの遠近をほどよいピントとズレぐあいで表現するのです。そこには、

ＣＧの画像が持っている特性を殺している能力があるともいえます。

逆にいえば、なんでも創り込めてしまうＣＧの機能こそ、リアルに見せられる

ものを創れない欠点かもしれないのです。

だいたい、われわれは、実際(こものを見ている場合、すべてにピントを合わせ

て見ているわけではないのです。

さらに、背景の取り込み感覚という距離感が映っているのですが、それもまた

ピントが合っているのではないのです。そのような手法、考え方が凝縮されて、

"本物らしい"ミニチュアの写真を完成させているのです。

被写体はプラモデルですから、本物そのものの縮尺ではありません。本物に見
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えるようにデフォルメをされたモデルなのです。

このモデルのデフォルメについては、タミヤ模型の社長さんも、全部を均等に
縮尺しても本物らしく見えないので、自動車ならすこし細長いフォルムを採用す
るというように、モデルごとにどのように縮尺するかというセンスの問題がある
といっています。【前掲書】

“まんま"でやるということはないのです。

この澗神は、特撮を考えていくうえと作画でのコツが語られています。

“映像的にらし＜する''ということは、アニメであれＣＧであれ、また実写であ

っても、デフォルメをしながら、しかも独創をくわえられるセンスがなければ連
成できない、と教えてくれているのです。

このようなことから、ぼくは、ラフな一筆のタッチで、光そのものを描いてい

るように見えたりする印象派の絵画のようなデフォルメが必要ではないかと硯ん
でいます。

ディテールそのものを再現しようとするのは徒労で、作品の全体の画貿に見合

った陰影、作画の仕方、または、作画そのものの技法を開発して、さらには、映

像的な空気感や距離感を演出することではないかと思います。

ミニュアチュアでの作り方、ＣＧでの加工とライティングです。

さらに、見終わったあとで、印象が確固としたリアリズムを喚起するように演

出されなければならないということです。

しかし、現実的な対処の仕方は、観客に視覚して記憶される限界時間を想定し

て、作り込みなり、描かれたディテールが耐えられる秒数をとりだして、カット

を切っているのが現実的対処の仕方でしょう。

それができない被写体については、本物を撮影するしかないと覚悟すぺきです。

作為して映像で描く世界は、ありもしないものを本当らしく表現するお楽しみ

なのですから、自分の気分を創作の世界にもぐりこませるという想像力を喚起し

て、新しい作画の技法を開拓していただけると嬉しく思います。

見せ堀葱見せるための必要な余分

見せ場や格好いい芝居(ポーズ)をつくって見せてやるというのは、映像制作の

原則です。

しかし、本当にそうかといえば、それは違います。

ふつうに描くことが鉄則で、それがあって変化が見せられると書きました。

格好がいい話だけで構成しようとしても、物語には緩急が必要ですし、それが

なければ、観客が共感していく"流れ"を手にいれることができません。

ジェットコースター映画というものもありますが、映像作品のすぺてがジェッ

1８８
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卜・コースターであったり、首都高速一周レースでは飽きてしまうでしょう。

ひとつの動き、たとえば‘‘走る"というひとつの動きを考えても、フイルムなり

ビデオで見れば、格好悪い瞬間というのがあります。その格好の悪い瞬間のポー
ズがあるからこそ、格好の良い走りのポーズという瞬間が生まれるのです。

ですから、アニメやＣＧであれば、格好のいいトメの走りポーズを表現するた

めには、格好の悪い動きの途中のポーズも描けなければ、格好のいいポーズを映

像上に猶得することはできないのです。

しかし、現実には、格好の悪いポーズを描くことが厭で、格好のいいポーズの

連続で、ともかく動いているように見せようとして生まれたのが、ジヤパニメー

ションでもあるのです。

また、フル･アニメでも、アニメは動くものだからと途中の格好の悪いポーズを

なるぺく見せない早さで描いてしまうという悪い癖も出ています。

映像作品は動けばいいというものではありませんから、これらの極端な考え方

や表現の仕方は、認めるわけにはいかないのです。

ドラマを表現するという骨格は、その流れを維持する面白い表現を発見する必

要があるのです。

ドラマ主体ではなく、動きそのものによる表現を追及しようとしているのであ

れば、この限りではありません。

実写でも映像にするのだからという理由で、恰好つけの芝居の連続は、演技と

してのふくらみを感じさせず、作品を貧しくしてしまいます。

格好をおもしろくするためには、その前後に余分な動きが必要ということにな

ります。
趣にげ

無駄かもしれないものを作画する、何気ない芝居を配列する、そういうことが

見終ったあとで、印象に残るような見せ場とか好良さを提供できるのです。無駄

を無駄と見せない演出をする、という別のいい方があります。

それがなければ、表現(ドラマ)というものを上昇していくように描くことはで

きません。

デジタル社会になった現在、映像に描かれる世界もデジタルになって、格好良

いものの連続でなんとかなると信じてしまったスタッフが多いのは事実です。

それが、現在のリミテツド･アニメを過去のリミテッドの手法と違ったものにし

ているという側面もあります。

それがいいことなのか、新しい表現であるのか即断しかねています。

しかし、実写でもＣＧで加工できるがらというので、リミテッド.アニメの手法

をなぞってしまうという表現(技法)が出てしまいましたので、困惑しているのが

正直なところです。

そのような表現を駆使する作品の裏にひそんでいるスタッフの感性は、ドラマ

を指向するものではないので、映像的ではあっても物語を映像で語る作家になる
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ことはないでしょう､という雛は感じます。
おなじく、動きの途中を描くことを嫌うアニメーターは、本当に好きなアニメ

ートを猫得することもないでしょう、ということができます。

制約があるからこそ作品は仕上がる

現場というところは、予算、時間、撮影現場の条件等々、大変な規制があると

ころで映像をつくる努力がつづけられています。

そんな気にいらないことを呑み込んで作業をつづけるのは、当たり前以上なの

です。だからといって、その苦労を認めろということは、□が曲がっても観客に

いってはならないのが現場の人間です。

制約を承知のうえでつくるのが、映像制作の仕蕊といえるのです。

それは、アニメもＣＧもおなじで、芸術的な良心などクソクラエ！と思って

しまうのが現実なのです。

しかし、スケジュールという規制があるからこそ、作品は仕上がるのです。

スケジュールがないもので完成したという作品があれば、それは天才がやって

いるからでしょう。好きだけではなかなか完成形までの苛酷な作業はこなせるも

のではありません。

自由にやって何ができるか、と用心しなければならないのが、われわれ凡俗な

のです。

それは表現そのものにもいえて、じつは、本来、表現しようとする行為という

のは、描くべきものを整理することにあります。

自由奔放にやるというのは、創作行為そのものにあてはめられることで、作品

は整理統合された様式をもっています。

演技は人間がやることだからといっても、誰にでもできるものとは、誰も思っ

ていません。演技者は、昔からいっぱいいましたが、優れた役者はそれほど多い

ものではありませんでした。

なぜでしょうか？

優れた役者は、整理統合し、独創を加えられる何かをもっているからです。

こう考えますと、ＣＧが自由につかえるようになったからといっても、創作行

為が高度になることはない、といえます。

表現するということは、基本にまず整理と独創が必要なのです。

コンピュータ･モニターの怖いところは、この整理をするということを忘れさせ

て、何でもできそうと思わせるところにあります。

その具体的な例は、毎日見るＴＶ画面のなかにいっぱいありますから、各自で

検討して参考にしてほしいのです。

1９０
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泌第B章コンテの究極的処理学

この章では、現場的な処理学として、もっとも基本的なことを羅列していくこ
とになります。

この章で指摘するような実務的な基本ができないスタッフのために、現場では

無駄な仕事がつづいて、創作していこうとする意欲を減殺されることが本当に多

いのです。ですから、このような基本的なことを守るだけでも、作品の質は向上

すると思えるほどなのです。

しかしながら、この章を書きすすめていくうちに気づいたことは、現場でこん

な基本を教えなかったわれわれの世代の問題に思い至ったことです。

同時に、われわれの下の世代の若者たちは、基本を知らないまま社会人になら

ざるをえなかったとの思いを抱いているのではないかとも感じて、すべから＜、

われわれ世代の資任は重いと痛感するのです。

プロットとカットの頚力の関係

ｺﾝﾃ作業の具体的なことをしる蔦藤､もう一度､物語とカットの関係を理
解するために、プロットと‘‘カットの張力"の関係について説明します。

プロットというのは、“物語の運び"を示したもの。あるいは、物語の運びその

もののことで、これは、コンテ作業に入る前に、コンテ･マンの頭のなかに入って

いなければなりません。

そして、それにそって各カットを書いていくわけですが、それぞれのカットは

独立したものではなく、前後の関係性が密接にあるものにしていかなければなり

ません。その密接につながっている力を感じさせるカットであれば、それは、“カ

ットに張力"があるということになります。引っ張る力ですね。

逆にいえば、張力のあるカットを創っていかなければならないのです。その張

力が物語であるプロット(運び)を引っ張っていくわけですから。

カット（ショット）の使命=今ひとつのものを描写するだけでなく、雰囲気など

の物語世界を語るものも同時に描く。それができ

ているカットを張力があるという。

その力が、前後のカットをつなぐ力になって、その総合力が、物語を題る(表現

する)ことになるのです。

すなわち、物語世界とカットの関係というのは、次頁のように図示できるよう

に感じます。

1９２
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この個々のカットのなかに、世界を表現する属性(これも張力を発生させる一因

となります)をどれだI擬f<取り込んで描くことができるか､が演出の仕事になり
ます。演出家の仕頚の要諦です。ふく．〃
つまり､プロットの表現の拡大(物語を膨らませられる=属性の舟加)が､見世

物の要素になる(膨らませたところが見世物になる、と考えていいでしょう)ので

す。

けれど、そのためには、強力なプロットが必要なのです。どのように膨らませ

ても、物語の芯がわからなくなるような狭いものであっては、表現を膨らませよ

うがなくなります。

派手に演出してしまったり、上品に仕上げすぎたら、何もわからなくなってし

まったというのではまずいわけですから、ストーリーは明解で、力のあるもので

なければならない、ということになります。

そのうえで、カットカットで表現を膨らませるにしても、物語を食ってしまう

ような無定見な膨らまし方(属性の過剰な付加、ともなるでしょう)はしてはなり

ません。

しかし、“ただ物語の流れがわかる"だけでは、見世物にもなりませんし、映像

にして見せる意味もありませんから、物語を見せる(理解させる)バランスを計算

し鞭鰍ｼi耀龍雛無勢剛.すなわち張力という
ことになるのですが、この場合の張力というのは、物語を成立させている世界観

の意味性をもふくんでいる力という意味です。

しかし、カットは物理的な張力というものも保持しなければならないのです。

それについては、各個の問題として触れていくことになりますが、映像の原則

の項目ですでに詳細に示してあります。

ここでは、カットというものは独立して存在することは絶対にない、というこ

とを肝に銘じておいてください。

そのうえで、以下のことに気をつけて、コンテ作業をしていってほしいのです。

第
８
軍
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コンテの絵は一所懸命に描いてはいけない

コンテをきるうえで、升目に描く絵は、一所懸命に描いてはいけません。

不真面目な作画は困りますが、ていねいにコテコテと描いていますと、映像の

流れを演出しなければならないコンテのカット運びが固くなります。

映像の流れが綱成できなくなるのです。

カット運びがコマ･マンガのようになってしまう、という感触もあります。

ですから、ラフっぽい絵のほうが良い、といえます。しかし、コンテをペース

にして、アニメーターに作画してもらい、ほかのスタッフは撮影までの準備をし、

役者に演技をする情報を提示するものですから、あまりラフではいけません。

なによりも、コンテの絵を描くことでスケジュールがなくなってしまうのは冗

談になりませんから、多少ラフで描きながら、“映像で見せる実際の時間を意職し

てコンテをきる”という意認を持つぺきなのです。

基本は、映像のアタリをつけるためのものだという気分が大切ですので、とも

かく、ラフでなるべく早く第一稿をあげていく心栂えが必要なのです。

コンテは絵を見るものではなく、カットの流れを見るものですから、その画に

よって桐成された映像が、どのような視覚的な効果を生み出しながら、映像世界

を構築し物語っているのかを予定して、コンテを切らなければなりません。

それを表現プランとして示して、動き＝時間の展開の骨格が見えなければなら

ない、のです。

そのうえで、物麗が理解できるようになっているのか、各キャラクターはまち
らくいら

がいない性格描写であるのか、人間関係の衷現は正しいのかと逐一チェ､ソクしな

がら整理修正していく気分で作業をします。

コンテにカットとページのナンバーは画かない

コンテは最終決定稿まで、絶対にカットナンバーはいれてはなりません。

す紫芳寵悶櫛醐慨蔑瀧鯛鰯雲
用紙のセッティングを発明してください。

カットナンパーとページ･ナンバーがないとコンテ･チェックができないという

制作スタッフと総監譜がいること、また、数字で仕事をするスタッフがいること

は知っています。

そのようなスタッフのおかげで、まず数字を番いてくれなければ順番がわから

1９４



図このために、カットナンパーを入れるところに薄く丸印を書くようになりまし

た。あとでナンバ･リングを使うときの目印にするのです。が、これも本来必要の

ないものですから、書かないに越したことがないのです。

しかし、その丸印を書くぺきものと思っているスタッフは、大きさも濃さも考

えずに丸印を書きます。これもやめてください。薄い目印としての丸記号を書く

だけにすべきなのです。

本来なくていいものを書いてしまっている、という気持ちが持てないスタッフ

がこの丸印を濃く鋤鼠､ｺﾝﾃを汚いものにする努力をしています。
こんなことをする杜撰な神経をもったスタッフは、コンテ用紙の升目や罫線の

使い方にもいいかげんさがあらわれます。

コン孝真す場合､ｺﾝﾃ用紙を切ったり貼ったりするようになりますので、
罫線は"継ぎ接ぎ''のための大切な指針になっているのです。

この罫線を無視して、内容説明が次の段になっていたりしますと、継ぎ接ぎを

するために内容説明や台詞は書き直さなければなりません。

ですから、升目に相当する内容説明や台詞は、同じ段に密くようにします。

このような細かい配慮をできるのかできないのかでも、そのスタッフの能力を

推し爵ることができます｡物事一事が万事で､その人の能力の全体を推し園れる
のだということは、覚えておいてください。
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ないという理由から、現場では数字を書き込む癖がついたようです。

しかし、それらの数字がなくても内容を読めれば順番などわかります。ページ

がゴチャゴチャになっても、内容を見てページをそろえられないような原稿やコ

ンテは、まず出来が悪いものなのですから、カット･ナンバーが第一になければな

らないということはありません。

数字を大事にするスタッフは、内容などに関心がないままに作品を作らせてい

るスタッフか、数量で仕事の能率をはかり、ギャラを考えている人たちなのです。

第一稿、第二稿のコンテなどは、自分でやっていても直しが入るのが当然なの

ですから、数字を書き入れている暇などはないはずです。

数字を書き込むのは、コンテの内容に納得がいき、カット数の総量の見当がつ

いて、全体の秒数が完成品にちかいものが出て、めでたくも書きいれるものなの

です。

150ページ、500カットのエンピツ書きの数字を消すのは、それだけでも大変な

仕事で、内容をチェックする気持ちを減殺させてしまいます。

このことは、全スタッフに承知してもらいたいのです。



アウト)は、面面全体が次第に明るくなる

か暗くなる事。

Ｔ､U・（トラック･アップ)、T.B.（トラッ

ク･バック)は、ズーム･インとズーム･アウ

トですが、実写では、これは明らかに違う

効果として区別されますが、アニメでは同

じ効果と考えてよいでしょう。

実写では、カメラを移動する台に乗せて

被写体にちかづいていくことをT､ｕ，その

逆をＴ．Ｂ．で、ズームはあくまでもズーム・

レンズをつかって行います。

この効果は、レンズの問題として考えま

すと決定的に違うものです。

カメラそのものが移動する場合は、レン

ズの射角(レンズに写る角度)は変りません

作紫を示す記号は趣き忘れるな

カットごとの秒数は、これは前項の数字とは性質が違いますから、書き忘れて

はなりません。

第一稿でトータル秒数(全体の時間＝作品の長さ)を算出します。

改訂稿を出していくときに、その総秒数を勘案して次の作業にはいり、決めら
れた長さの作品を制作するペースとなるコンテにしていくのです。

コンテ作業は、すべてカットの秒数をおさえるのが作業のペースになると考え
て良いくらいなのです。

台詞記号。喋っている口元が見えない場合は"オフ"(off)。画面の外から聞こえ

る台詞も"オフ,'(off)。カメラに背中をむけているキャラクターが喋っているとき

は"背中"(背中台詞の意)。

動きを指定する記号。

Ｆｒ.O・（フレーム・アウト)、Ｆｒｊ．（フレーム・イン）は、フレーム内に入ってく

るのか出て行くのか？の指定になります。

follow(フォロー)は、被写体に平行移動するカメラから撮影しているという意味。

PAN(パン)は、カメラを－点に固定して、移動する被写体を追いかけることです。

しかし、アニメではフォローとパンの違いは視覚的には同じようにしか見えませ

ん。

Ｆ｣.(フェード・イン)、Ｆ．Ｏ．(フェード.丸いマスクを使ったアイリス･アウトの例

》

下から上の変化をアイリス・イン

クョ

唾

1９６



ここで、オーバー・ラップの秒数が、カ

ットそのものの秒数のなかにふくまれるの

かふくまれないのか、と問題になることが

ありますが、習慣的には、カットの秒数の

なかには、ＯＬの半分の秒数もふくむと考

えるようになっています。

ですから、タイムシート上では、次のよ

うに指示します。

左の図の｢前のカット｣｢後ろのカット｣が

同じ３秒とします。

０．Ｌ・は２秒としますと、１秒ずつ余分

に撮影してもらわなければならなくなりま

す。

それが、左図の潰しの入った三角形の部

分です。

そうしませんと、画面がダブっていると

ころに何が映っているかわからなくなるか

図
コ
ン
テ
の
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学

ｵーー ・ﾗｯブ《｡L』…＝前のカット 後ろのカット
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とおの

から、被写体やその背景の映り方は、見たままに接近したり遠退いたI:ﾉしますが、

ズームというのは、射角の変化で広角度から望遠角度の狭い視野(射角)に変化し

ていきますので、画の視覚的な質は根本的に違うものになります。

その視覚的な質の違いについては、毎日ご覧になっているＴＶ画面を意識して

見ることで学んでください。

Ｏ､L・（オーバー・ラップ）は、カットがダブリながら変っていくこと。

Ｆ」.(フェード・イン）とＦ．Ｏ．(フェード･アウト）は、画面が暗くなっていく

のか明るい適下腰鼎になっていくこと。

また、同じように画面を変化させていく方法なのですが、ＷＩＰＥ(ワイブ)と

いう技法があります。

また、形が変ったマスクをつかうワイブに、アイリス･イン、アイリス･アウト

などという手法があります。この場合、画面を区分けをするマスクをいろいろな

形にしたものを作ったりします。が、これらの画面転換の処理は毎日のＴＶで見

ているでしょうから、これ以上説明いたしません。

コンテは作業指令書なのですから、具体的な作業内容を示す記号は忘れずに書

きます。それぞれの動きに、その長さも必要なら秒数も決めていきます。

gf笥秒 叶4秒

本体の

3＋０

本体の

3＋０
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らです。

掴影するものがなければ､まの部分は何も映っていないものを映すしかなくな
りますから、隙間というか"間"ができてしまうことになります。ですから、タイ

ムシート上では4秒のカットを作成しなければなりません。

ということは、“余分の１秒"というのは余分でもなんでもなく、必要な秒数に

なってくるのですが、このことを理解しているスタッフは大変少ないのです。

カット本体の秒数が３秒で、それにダブってくるカットがあるのだから、それ

だけで１秒食われてしまう。もしくは見えなくなっていく、と感じるらしいので

す。そのうえ、“余分に１秒を付け加えるのは、余分かもし＜は無駄なものだ、と

感じてしまうようなのです。ぼくはその本人ではないので、本当の考え方はわか

りませんが、ともかく、余分の１秒の動き(芝居)のことなどまったく考えない演

出家は珍しくありません。

これについては、現場から反繍があるのであえて書くのですが、本当に余分と

感じていないのなら、余分な秒数である１秒のあいだで芝居をさせたことがあり

ますか？と聞きます。まずしたことはないはずです。

その理由は、枚数がかかるからやらない、という理由のようですが、では、Ｏ、

Ｌ・が終ってからカメラが動き出すでしょう？Ｏ､Ｌ､が始まる前にカメラは止まる

ものだと考えていたでしょう？とも聞きましょう。

カメラ･ワークだって映像の動きの一部なのですから、映像のダイナミズムから

考えれば、立派に演技の－記なのですが、ともかく、ひとつの動き(０．Ｌ,やＴ,Ｕ、

などなんでも)が終ってから次の動きになるというケースが本当に多いのです。

これは本当に不思鍛なことで、実写なら撮影したものはたいてい最後まで動い

ていますから、カットが消えきるまで動いているのは当然のことで、そのフイル

ムを素材にしてＯ､Ｌ・処理をするのですから、Ｏ､Ｌ､の途中で芝居が止まっている

などというケースはよほど計画しなければできないものなのです。

この問題は、スタジオでの実作業に入ってから判定に迷うことがおこるのは珍

しくありませんので、コンテの段階で確定しておくほうが良いのです。それは、

ほかのスタッフに対する礼綴でもあります。

もちろん、掴影してもらう直前まで秒数が決定しないケースもありますが、そ

のような例外を少なくするという精神、コンテ段階での検討をすませるという精

神で臨まなければなりません。

そのような気持ちがあってこそ、決められた秒数内で提供する作品の設計図で

あるコンテをつくりあげることができるのです。

秒数は、３秒と12コマの場合、３＋12と表示します。

しかし、コマ数を６，１２，１８コマ単位では指定しても、それ以上の細かい数字

1９８



コンテのとおりでなければならないという厳格さは良いものではありませんが、

だからといって、とんでもなく自由にやらせていいというものでもありません。

監督は、その与えられた秒数のなかで、作品を完成させなければならないので

すから、コンテのトータル秒数のまちがいは致命傷になります。作画作業に入る

前に、念入りにトータル秒数の検算はしておくべきものです。（内緒ですが、ぼく

は昔『カルピス名作劇場｣のシリーズのコンテで、三分以上もトータル秒数をまち

がえてしまい、その数字を信じて制作をして、放送直前にそのことに気づいた高

畑勲監鶴と宮崎駿作画監督にとんでもない迷惑をかけたことがあります。これは

一生の傷になっていますので、気をつけすぎてもしすぎることはないのです）

こOEI蝋おことに気をつけることから､自分の仕事にたいする身ぎれいさや気
配りを醸成する意識を育てていかなければ、数多くのスタッフが手伝ってくれる

仕事の指揮権は狸得できません。

クリエイターは感性でいくんだよ－、というのは、偉くなってもやってはいけ

ないことなのです。

、
コ
ン
テ
の
究
極
的
処
理
学

第一積のコンテは全体的に長く書く

しゃく

コンテ第一稿では、ｑＲ(フィルムやビデオの長さ)がオーバーするように書きま

す。その上で、第二稿で整理します。そうすれば、内容が圧縮されて密度が高く

なった作品に仕上がります。理想は、第二稿でも長めのほうが良いでしょう。書

き下ろしというのは、小説でも奨励できるものではありません。

チェックしてもらう第三者がいる場合は、この第二稿レベルまでの作業をすま

せて、第一稿として手渡すのが理想的なのです。（こんなことは絶対にありません

でしたので、どなたかやってください！）

内容の薄い貧相なイメージのコンテをふくらませるのは、チェックして直す人

にとっても、過酷な作業になりますから、コンテ･マンは、第一稿のコンテ執筆で、

考えられる限りのものを投入して、なるぺく早く書き上げます。

そのような段階では、意欲を出して作業をこなしただけという作業になります

199

で指定しては意味がありませんので、やってはなりません。

コンピュータでは１秒が30フレーム(フィルムのコマに相当するもの)になって

いますので、６フレームがコンテの上では最小単位になると考えて良いでしょう。

それ以上の細かい秒数指定は、コンテの段階では無意味ですので、作画の結果、

端数が出ることを予定して、その是非は作画の演出チェックのときに考えればい
いのです。その結果、タイムシート上では、いろいろな端数が出てしまってもい

いでしょう。最後は、フイルム(ビデオあるいは画像)の編集で決定するのですか

ら。
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から、コンテという体裁さえなっていない場合が少なくありません。

コンテのラストから逆算して、全体の構成のバランスや作業上の問題を整理し
ながら、第一稿を出すぐらいにはしたいものです。

そして、第二稿で整理学をやってほしいのです。時間があれば、ラフな絵をす

こしでも加筆訂正することもやってみましょう。そうすれば、またかなりの書き
直しができて、良いものにちかづきます。

この段階で､実務に対応するｺﾝﾃの職が現れます。
本当は、ここでコンテ･マンにとっての第一稿ができたことになりますので、第

三者にたいしては『第一稿です』といってくださると、チェックする方は嬉しいの
です。

その上で、第三者の意見をいれて、自分の感性と実務に対応しているコンテに

なっているかのチェックをしたところで、本当の意味での第二稿なり、決定稿に
持ち込むのです。

ここまでを与えられたスケジュールのなかでやります。

しかし、現実は、ラフの第一稿の段階でスケジュールがなくなって、チェック・

マンが全部直すか、そのままのコンテでフィルム作りがおこなわれるのが現実な

ので、悲しい結果が待っているのです。

このようなことを書いて、悲しいことを思い出しました。呪を切りきれないコ

ンテで作画に入って、最後まで放送予定秒数に切り込めなかった例があったこと

です。これは、現場のスタッフに無駄な作業を強いることになりますので、なん

としても、手際よい秒数にまでコンテは追い込まなければなりません。

ガイド的にいえば、作画に入らせてもよいコンテは、最終呪数に対してのオー

バー呪数が、３％前後のものでしょう。第一稿のコンテは、ザッと醤いた感触で

いえば10％ぐらいを見当にして良いと感じますが、これは本当に内容次第ですの

で、３％でも多すぎるときがあります。

コンテに関裸音の櫛這はしない

こうがあん

コンテにS､E､(効果音)を書くのはやめましょう。これはもう本気のお願いです。

大きな文字で書かれた「ドッカン｣という文字は、コンテ上の視覚印象として強

調されていても、出来上がりの映像にその効果が現れることはありません。

また、現実的には、そんなコンテを書く演出家にかぎって、ひとつの音しか気

にせず、全体の音のバランスに耳をきかせることはしていないものです。

また、こまめにコンテにSE､の指定をしますと、コンテに書いてないオフ(画面

の外で聞える音のこと)の音はいれなくていいのか、と効果マン(サウンド.デザイ

ナーとも)に指摘されるでしょう。

２００


