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それでも、よほど特殊なものを予定する場合には、コンテで指示しなければな

りません。が、それはよほど特殊な場合です。演出的にも特別でしょうし、音の

性質そのものも特別なものを考えついたときには書きいれます。

それでも、コンテをきっているときの勢いで書き込んでしまう、螺発のドカー

ンやパキューン、パーツというものは、画で表現したいことを擬音で表現してい

ることであって、効果音の指定ではないはずです。それはまちがわないで下さい。

繰り返します。擬音的な表現と効果音の指定というのは、まったく違うものだ

ということはきちんと理解できるようになってください。

ト書きも少ない、カット内でやらせることも不明瞭で、カット自体も不足して

いるというコンテでは、音の指定をする必要があるでしょうが、そのようなコン

テはそもそも元の演出が決定的にまずいのですから、そんなコンテは、根本から

直す必要があるのです。自分の頭のなかにあるイメージを効果音でおぎないなが

ら仕駆をしているようなコンテは、コンテになっていない証拠なのです。

一般の観客をおもしろがらせる映像作品というのは、コンテ･マンの思い込みを

効果音だけで表現できるようなものではないのですから、見てストーリーと演出

が見えないようなコンテに、どんなに効果音の文字を大きく書いても、それでク

2０１

わかりやすい最悪の例が、「ドアが開く音(off)」「ドアの閉じる音(off)｣なので

すが、ともかく、これは初心者にかぎらずよく記入されています。

で駄ら諦綴蕊謡喫無蛮蛎誘と溌畠琶儒
て、効果マンたちは、ドアとの距離まで考えて創っていれてくれているのです。

ですから、キャラクターが入ってきたらドアを開けて入って来られるような場

所なのかそうでないのかがわかるコンテを密いておけば、どのようなスタッフに

持ち込んでもきちんと音をつけてくれます。

まして、爆発音などは見ればわかるものなのですから、見てわかるフィルムや

ビデオ、フロッピー、ＣＤ、ＭＯなどを制作して、音響スタッフに渡せばいいだ

けのことなのです。

効果マンは、コンテ･マンや演出家が想像する何十倍もの音を制作していれてく

れているのですから、コンテで思いついたレベルの効果音の指定などは絶対にし

てはいけません。

そんなコンテは、効果マンを無能だと考えているから記入してやっているのだ

ということになって、スタッフをバカにしていることになります。

このことを想像できないコンテ･マンと演出家がほとんどですから、音のことを

勉強するためにもダビングに立ち合って、効果マンがやっている仕甑をよく聞い

てください。
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オリティを上げることはできません。

どういう週所(シーン)かわからせる

ｷｬﾗｸﾀー たちが､どのような場所にいるかわからないような錐びは､観
客にはタブーです。

シーンの場所がどういところかは、早くわからせなればなりませんが、シーン

のトップ･カットでわからせなければならない、というほど機械的なものでもあり

ません。

また、シーンを紹介するだけのカットを作るというのはあまりにも芸がないこ

とですから、それも考え物です。

シーン紹介は、基本的にはカットの段取りで理解させられるものですから、こ

の段取りを覚えてください。（といっても、その方法を具体的に書かないのは、ケ

ースバイケースで説明しきれないからです）

また、シーン紹介はパン(PAN)処理になってしまうという覚え方はせずに、レ

イアウト次第で解決できることもありますし、キャラクターの芝居(動き)の展開

で、自動的に見せられる方法もあるのですから、工夫しすぎてしすぎるというこ

とはありません。

どのような場所で、ということが永遠にわからないのでは、観客は欲求不満に

おちいって、物語を見ることをやめるかも知れないと用心すぺきなのです。

しかし、最近のフィルムを見ますと演出的に凝りすぎるために、シーンが変っ

たという段取りもなく物麗が進行するケースが散見されます。

段取りの基本は、じつは、カット運びというよりは、ドラマの進行そのもの、

つまり、台詞展開で完了させられるケースのほうが多いのです。にもかかわらず、

映像処理の意外性というような視点からの演出をしすぎて、ドラマ的に解決して

いないことがあります。

このところをまちがわないでほしいというのが、ぼくの立場です。

コンテは流して見てストーリーの節目を見る

パラパラと流して見ていって緩急があり起承転結が見えれば、かなり良いコン

テです。

一回目はパーツと流し見をして、ストーリーの節目がどこにあるかと見るので

す。読むのではありません。戦圏シーン(アクション･シーン)の多いストーリーで

あれば、なおのこと流し見をして、全体の作品の出来上がりの見え方の印象を想

像します。

ストーリー展開が重要であれば、それなりのタイミングとテンポ(速度ですが、
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二度目には、台詞とカット内容がマッチ(合う)しているか、カットごとの処理

をどうしているのか、と読み込んでいきます。

このときに、コンテのコマとコマのあいだが読み取れるように描かれているか、

とチェックします。ト書きを読みながら判定をします。

絵がきれいかどうかは、まったく関係がありません。なまじきれいな絵ですと、

どうしてもそれにゴマかされて、映像としての内容がきちんと描かれていない部

分を見抜くのが難しくなるので、こちらのほうが厄介です。

極端にいえば○×でしか人物(被写体)を描けないスタッフのものでも、カット

としての内容が明確であれば、判読できます。

また、ラフすぎる絵(薄い絵、位圃関係やアングルが暖昧な描き方、カメラワー

クが不明瞭)のコンテは、コンテ･マン自身の不綱さの旺明になりますので、映像

処理を想定していないことが多い、と警戒すべきです。

きれいな文字である必要はないのですが、他人が読むことを意識していない薄

い文字、金釘流の文字で読めないもの、大きさが不揃いなども、コンテとしての

欠陥を内包していると考えます。（ぼくの字は誰も読めないようで、本当にすまな

いと思っていますが、どうしてもきれいに書けません！）

不思職なもので、目にあらわれているものが、コンテのクオリティをかなり的

確に表現していますので、ともかく、流して見ることで、かなりの精度でコンテ

の良し悪し減見抜けます。

それが、楽譜のように読む、ということになるのかもしれません。この第二段

階での読み込みをしなければ、コンテを読んだことになりません。

チェックする側は、この読み込みをしながら、改訂穂のプランをたて、直しの

指令をするのですが、直接直してしまうケースも出てきます。
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コンテの塾理学

そうしゆくすう

総呪数(フィルムをフィート単位で計算したことから、この言い方が残ったので

す)と全体のカットは、コンテの整理をする段階で意識します。

この作業を第一稿レベルの仕事で意識できれば、最高の仕事ができるようにな

ります。
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速度の違いは"映像の長さ"で表現されることがあります)があるかどうかを、コ

ンテ絵の並び方とレイアウトと、台詞の園(内容ではありません。鼠です)で判定

していきます。

コンテというのは、そこから完成された作品が、観賞者の気分とは関係ない時

間の流れのなかで見せるものですから、コンテもまずは流すように見るのです。
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無尽蔵な鼠の力､ソト数や、作画や仕上げ、撮影が難しい力､ソトがいっぱいある

場合は、そのようなカットが必要なのか、スタッフが好きだけでやっているのか

を現場的視点から考えて整理していって、制作ができる範囲に押し込んでいきま

す。（直していくということです）

この感覚は大切なことで、この作業をしますと作品はかなり濃厚なものになり

ます。

これを自分の醤いたコンテでやって、コンテの整理の仕方がわかってきますと、

かなり腕が上げられると保証します。が、これをある一定のスケジュールのなか

で実行するのです。

ある一定期間が設定されているからこそ、仕事は完了するのであって、スケジ

ュールのない仕事は完成したことはない、という永遠の鉄則は忘れてはなりませ

ん。

直さないコンテは秀れることはない

若いコンテ･マンのコンテをそのまま採用したり、チェックする立場の人が、ち

ょっとだけ直したコンテが秀れることは、まずありません。

コンテというよりも、映像作品はいろいろな要紫が凝縮されたものですから、

書き下ろし的に完成することはまずないのです。ありえない、と断定しても良い

でしょう。（多少の例外はあります）

この作業形態を持ったものは、整理統合、劇的要素が複合作用したものになり

ますから、一気に雷いたコンテではそれは達成されていないものです。

これについても例外があり、天才の仕事は別でしょうし、勢いがあるときは、

確かにそのスタッフの勢いのままのコンテが良いケースもありますが、いつもそ

うだ、ということはありません。

チェックする立場のスタッフが無能か無神経か、作品に対して情熱を持ってい

ない人であれば、コンテの修正は行なわれることはありませんので、これにも気

をつけるぺきで、安心してはなりません。

チーフという管理職についているスタッフでも、その職務に適していない人は

いますし､一流になるためのW溌をつんでいない人もいるのですから､この現象
は珍しいことではないのです。

一番困ったケースは、アニメなどお仕着せの仕事だからと大人プッて、結局な

んのチェックもしないスタッフがいるということですから、自分の仕駆が認めら

れている場合も、どのようなレペルで認められているのかと用心する気持ちはい

つも持っている必要があります。その用心が、自分のスキル(技術)を高めること

になるのです。
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コンテは、コンテ･マンのクリエーターとしての覚悟が投入されているものです

から、そのようなものをチョット見ただけで、あれを直せこれを直せ、おれが直

してやるというのは無礼千万なことです。

作品のペースになる大切なものですから、他人のコンテは認めなければなりま

せん。

作業の途中とか、第一稿として提出されて直しを前提にしているものは、いく

らでも異見をいれて良いでしょう。

しかも、決定稿にちかいもの、すなわち、前提条件である制作主旨を満たして
はたん

いるコンテに、部分的(こ他人が手をいれますと、その部分から作品全体が破綻し

ていきます。

バランスが崩れるのです。

ですから、あるていどのレベルに達しているコンテは、すべてを認めるしかな

いのです。

他人のコンテを全剖直してしまうという悪評のあるぼくですが、上記のように

既めたコンテは過去に数本ありますし、全部番き直すのは極端にしても、直しを

入れる場合は、一部を直しただけでは全体のバランスが崩れてしまいますから、

全直し的になってしまうというのが当然の帰結なのです。ですから、直しをいれ

るということは、とんでもなく大変な作業になるのですから、うかつに直せない

というのが本当のところなのです。

厳密に作品を観ていますと、250カットのなかに、他のスタッフの手による数

カットが入っていた場合、下手な直しをしてしまいますと、そのカットは浮いて

見えてしまうものですから、気をつけなければならないのです。
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また、コンテについては、競作(コンペテイシヨン)方式を採用するという方法

もあります。

フィルムやビデオテープをまわす前の段階で、－本のシナリオから、二、三本

コンテを切らせてみて、良いものを採用するという方式です。

その後の経費投入のリスキーさとくらぺれば、問題にならない手間のはずなの

ですが、これをやった製作方法というのは聞いたことがありません。

不思鯛なことなのですが、コンテを読むことができなければ、やる意味はない

とはいえますが、おもしろい方法だと思っています。

205

他人のコンテはやたらに直してはいけない
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ト書きの脱明すぎ

コンテの“ト書き''(この場合は内容説明)が多いということは、コンテの画面の
ｘ

なかで描かれていることが‘‘画"では説明不足になっている、と見るぺきで、怪し

いコンテなのです。

感栂表現に関するト書きが多い場合は、芝居の展開が不足しているのです。芝

居で表現できないから、文字で書いていると判断してまちがいありません。

絵が描けないスタッフのコンテでこれがおこった場合は、コンテ･マンの説明に

そって、ほかのスタッフがコンテの絵を描いてやってください。

観客はコンテに書かれたト書きを読みながら映像を見ることは絶対にありませ

んから、コンテの画の展開を改善させなければならないのです。

しかし、絵が描けないスタッフのト書きは、おそらく、カット内容についての

説明と演技の説明が適格なはずですので、これにしたがうだけで、コンテ絵の問

題をとりあげる必要はないはずでもあるのです。不思溌なことに、演出力があり

絵が描けないスタッフのト書きというのは簡潔で、箇条雷きになっている卜響き

が演技の展開を示していますから、アニメーターが迷うことがありません。スタ

ッフであり得る人というのは何らかのスキルをもっている、と納得させられるも

のです。

むしろ、なまじの絵を描けるスタッフの自信が仕事の邪魔をしているケースの

ほうが多いものです。

コンテは作集指令醤ですから、ある特定の作業税明は別ですが、それはト書き

ではありませんから、場合によっては、かなり克明なものがしるされたりします。

どういうト書きが良いかという問題は難しいもので、コンテでは、作業手順を

示すト書きが、芝居の順列を追って書くだけで良く、アフレコ台本では、状況説

明を簡潔な文章で書くぺきであろう、と考えます。

コンテで怪しい卜需きというのは、状況を文学的に書いたり、感悩表現の説明、

仕穏(芝居＝演技)の説明を情緒的に文章化したものです。

コンテは、映像運びそのもの(演技も状況も描かれている)が指令書として記入

されている性格のものですから、それだけを雷くようにします。

しかし、「ｉｎする」｢手前にｏｕｔする｣がト書きであり内容脱明であると信じ

ているレベルのスタッフには、文体の指導をするのは難しいのです。

コンテは、厳然として映像の設計図的性格が露見しているように示されればい

いのです。
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なければならないからです。

コンテ用紙の升目を無視するのは独走的

なように感じますが、まったく違って、無

神経の証明でしかないというほうが多いの
です。

右のような描き方です。

しかし、このカットはマンガでいう見開

きなのだから、大きく描いてよ－、という

絵がほしくなるときはいくらでもあります

が、そのような場合でも、あくまでも、画

面の桐成上、そのような気分に見えるカッ

ト展開をコンテで研究するしかないので

す。

コンテ用紙のうえで、うかつに大きな絵

アニメのコンテで"狭い"という表現は、まず見たことがありません。それは、

コンテ･マンの視線(想像力)が"狭さ"を考えることをしないからでしょう。

コンテ用紙の升目を埋めることに関心がいくだけで、劇のシーンの広さを想定

する余裕がないのです。

しかし､劇を描いていくうえ附きっ騨所によって人物(ｷｬﾗｸﾀー )の心理は
変わるかもしれない、と想像する演出眼をもたなければなりません。

そのようなことは、基礎学中の基礎学なのですが、そのようなことを想像する

余地がないスタッフが大半であるのも事実ですので、アニメやＣＧの作品では、

広すぎるシーンの描写がえんえんと続くのです。

コンテのマス目を大きく描くな

図マンガなら、ページ一杯の－枚絵もありますし、見開きページにドーンと－枚
というケースもあって、迫力も出せます。

しかし、映像の場合、それはまったくないのです。映画にしるテレビにしろ、

画面は同じ大きさのものに表現されるからです。

ですから、コンテ上での升目を大きくして、ド迫力の絵を描くのだよ－、とア

ニメーターに指示するのはナンセンスなのです。コンテの上で迫力のあるように

見えるカット絵などを描いても、意味はありません。

映像の展開上の迫力を出す柵成を創作し
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一

を描いてしまいますと、そのような迫力のあるカットが手に入るのではないか、

と判定をまちがえることのほうが多いのですから、極力やめたほうがいいのです。

それでも、コンテ用紙の升目を無視した大きな画を描くケースがあります。

それは、作業上の指示を簡潔にするために、升目を無視した画面を描くときで

す。

たとえば、カメラがパン(横移動。縦移動もあります)をする場合は、升目にこ

だわらずに、パン移動の長さを設定した画面にして、それぞれの芝居の指示を描

きこんでいったほうがわかりやすいからです。

次のような例です。

～

傍

上図の例は、カメラが左から右にPAN｡もしくはfollowする場合です。

背景が、たとえば町から郊外、その向こうにドームが見えるというようなもの
にすれば、縦に描いていきますとわかりにくくなりますから、横に描いてしまい
ます。

その上にのる人物Ａが、左から走り、中央で立ち止まり、左右を見てから、ド

ームに向かって走り出す。

それぞれのフレームでの芝居の指示は、別個に描かなければならない場合もあ
りますが、全体図は、上図のようにすればわかりやすいはずです。このような場
合、コンテ用紙の升目を無視することはあるのです。
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自分の都合の位置関係にしない

設定の図面では、一台分の車しか入らない倉庫の設定があっても、カットにす

るとその余白に数台分のスペースが空いていたりすることがあります⑥

節
８
噸

設定区 カットでは

極端な表現をすれば、四畳半の部屋が大広間に見えしまうというようなケース

ですね。そのようなレイアウトは、まずコンテの段階でのいい加減さが反映され
ていますから、気をつけるべきです。

また、人物配置が、カットごとにコンテ･マンが描きやすい絵柄で描かれてしま

うこともあります（これも図示しないでいいでしょう)。これらは、やってはいけ

ないことなのですが、なぜこのようなことが、現場でおこるのでしょうか？

想像力がないのだといえば簡単なのですが、観察眼を育てる以前に、物事を見

ていないスタッフがいると考えたほうがいいと思いはじめました。

また、ぼくらの世代では漫画なんだから仕方がないと考えていた節もありまし

て、ぼくもその例外ではなかったのです。

しかし、表現は進化しているのですから、このような墓本的なことは、本能的

に修正する感覚を育てたいものです。

前頁の下図の例は、左のフレームの背景に、セルで横に長いものが入ってくる

動きを想定している場合、セル絵は横長にこう描いてください、と示します。

これも縦にふたつにわけて描いてしまったら、とても判りにくくなりますから、

コンテ用紙の升目を無視した描き方をします。

大ロングの場合、中央奥の芝居はこうだと指定する場合に、やむをえず升目を

無視したフレームを描いて指示することもありますが、それらは、あくまでも作

業手順を示す描き方です。

そのようなものがコンテですから、完成映像の気分をマンガのように描くのと

は違うのです。
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こういう堀所

注＝手前にも壁があり寵す。
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ことが一番の問題ではあるのですが、これは永遠の現場的テーマではあるのでし
ょう。

実写の場合は、セットやロケ地で撮影できる条件というものが必然的に発生し

ますので、その条件にしたがって演出をしますから、どうしてもリアルにならざ

るを得ないのです。（このいい方は、ほとんど嘘です）

それがわからずに、自分の頭のなかにある予定だけを描いていくコンテでは、

この問題は意外とクリアされることがないのは、結局、現実的なフィクションを

創る作業の本当の意味を知らないスタッフが関与することが多いからなのです。

フィクションの世界を創る映像というのは、ウソを本当らしく見せる技術の集

大成なのですから、頭のなかにあることを大切にするのではなく、設定なり、シ

ナリオなり、人物設定を組み合わせていって、いかにウソ八百のリアリズムを栂

築するか、と論理的につめていく作業が必須なのです。

イメージだけで出来上がるのが映像の仕事ではないのです。

しかし、作品というものは、イメージがあってこそ酒手できるのです。

この矛盾する二行の文章の表現を本能的に理解できるかできないかが、勝負に

なることもまた事実なのですが、だからといって、自分のイメージなり演出手法

を金科玉条にして、その手法に自信を持ちすぎますと、いろいろな作品を創るこ

とができないという運命も待っていますが、固有の才能と褒め称えられもします。

問題は、その固有な才能で十年食えるのか、というまったく別の問題も立ち上

がってきますので、仕駆をして生活をしつづけるということは本当に難しいこと

なのです。

マシーンと人間の関係を描くことを面倒がるな

キャラクターを描くことが上手でないコンテ･マンや演出家でも、メカといわれ

るものを描くのが得意だったりします。

しかし、そのようなスタッフは、ロボットであれそのほかのメカであれ、それ

らマシーンと人間の関係を示すカットを描くことは面倒がります。メカだけを描

くことに集中して、人間との関係を示すカットは描きたがりません。

その逆に、人間の描写に関心がいってしまっているスタッフは、コンテで、人

がﾏｼー ﾝに乗り込むカットや､す輔や背景にﾏｼー ﾝがあるカットを描くこ
とはまずやりません。

ある大きさのマシーンがあれば、それは背景になることもあるのですから、そ

のような物がある舞台を設定するのですが、それでもマシーンとの関係性を描く

２１０
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セックスの衷現と同じに考える

上述の問題をマシーンとキャラクターの関係性の表現を気をつけろといってい

るだけの文章だ、と感じるのでは失格です。

じつは、映画であれアニメ、ケーム、ＣＧであれ、その媒体そのものが好きでこ

の仕事に入った人たちは、基本の感性はハードが好きでしかないというスタッフ

が多いのです。それは、作品のジャンルが好きだ、といういい方にも適応できま

す。

しかし、映像作品は、じつは物鴎があってこそ媒体を支えられるものなのです

が、ハードやジャンルが好きという人は、物麗が好き、物題を描くことが好きと

いう文芸的、演劇的な感性が希薄であることが多いのです。これについては、一

流といわれている監督たちにもその傾向がかなりあります。

また逆に、文芸的、演劇的素蚕が強い監督であれば、映像的な機能については

無関心という場合もよく見受けられます。どちらも極端で、それが映画を不幸な

２１１

のを嫌います。面倒くさいのでしょう。

どういうシーンかわかるように演出しなければならない、という原則を無視す

るのです。

大道具扱いになったりもするのですから、それらの描き方は、臨機応変に、適

格におこなわれなければならないのですが、それらの物がキャラクターとどのよ

うなかかわりあいであるのかという描写は、ともかくおざなりにされます。

乗用車ならとくに説明する必要がないのは、誰でも知っている道具だからです。

しかし、フィクション上のマシーンなら、人物との対比や、乗り降りの描写を

することで、人との関係性を描く必要が絶対にあるのです。

そうしなければ、その作品独特の劇空間を構成するように演出することはでき

ませんし、観客には、どこにコックピットがあるのかもわからないまま作品が終

わったりします。

特別なマシーンの場合、それをいつも画面のなかに映し込んでおくだけで、作

品のアイデンティティ（個性）を表現することもできるのですから、利用しない

手はないのです。

そのようなことを、劇を進行させながら自然に見えるように演出して、さらに

は、マシーンの性能も描く必要もあるのですから、メカの設定雷やキャラクター

表を目の前において、コンテを切る癖をつけるのです。

そのうえで、ロボットのコックピットは、狭く冷たく寂しいものかもしれない、

というような想像ができるようになればペターです。

別の劇の場合、コックピットが安息の場所なら、そのように演出しなければな

りません。
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媒体にしているという側面があります。

映像作品というのは、この両者のセンスをいかにバランス良くとって見せてい
くか、というのが勝負になる媒体なのです。

俗にいう"美女と野獣""メカと美女''を映像は求めますが、その"と"の部分を

つなげる"物語＝文芸''的素養とそれを表現する‘‘演劇的"素養が必要なのです。

これを言い切った識者が少ないのは本当に残念で、だからこそ、ろくな作品が

生まれていない、ともいえるのです。すなわち、映像演出家には最低限度の学識

が必要なのだ、という点は押えていただきたいということなのです。好きだけで

できるほど簡単なことではないのです。
〈沙や

そして、それでいて、“流行りもの"という芸能的、風俗的側面もあるものです

から、上等でいいわけでもないのですから、誰にでもできるものと錯覚できる媒

体でありつづける必要もあるのです。

こう書きますと矛盾する媒体と理解するか、このように広いものをカバーでき

るものと理解するのか、と、とても難しいように感じます。しかし、そうは思い

ません。

人間は、もともと矛盾するようなことを平気でやっている動物なのですから、

この程度のことは理解できるようになってください。たとえば、セックスのこと

をわれわれはどう理解しています？エッチなもの助平なもの、セクハラと理解

しながらも、子供が産まれるセックスのことをそのように表現しますか？にも

かかわらず、われわれはセクハラを□にするのです。これをおかしいと感じたこ

とありますか？ないはずです。

その心はどこにあるのかと想像すればいいのです。映像媒体は、と考えるから

難しくなるのです。聖俗あわせ持つセックスにかかわる表現と同じだと考えれば

いいのです。

宇宙での立ちポーズのモビルｽーツ

ぼくの作品の例を挙げるのは恐縮しますが、わかりやすいので挙げます。

飛行しているはずの人型のモピルスーツが立っているポーズをしている。

そういうコンテを無数に見せられて、無数に直してきましたからいえるのです

が、立っているポーズでは飛んでいるという表現は表現できないのです。

これを想像できないレペルのスタッフは、クリエイターとして失格なのです。

キャラクターによって飛んでいるという表現だって、いろいろあるはずなので

すが、そのような違いを想像できないスタッフというのは、じつは、ふつうのこ

とも表現できていないことが多いのです。

この例は、初心者には理解できないでしょうが、次のようなことです。

２１２
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具体的な事を思い出しました。たとえば、昔の巨大ロボット物では、人型の□

ポットのことを"－体""二体"と呼んでいましたが、ぼくのガンダムの世界では、

"－機"と呼ばせるようにしたというような例です。しかし、以前からのセオリー

的表現から抜けだせない関係者(過去のものに囚われている人たち)は、モピルス

ーツの機数を表現するとき、コンテ上でも"－体""二体"と書くことになんの抵抗

も見せません。
畝､じゃ＜

これは、センスのなさ以前に、創意というインテリジェンスの脆弱さを感じま

す。それでは、新しいものを創っていこうという意欲も、実餓的な感性があると

も見えないのです。事実、そのようことをやってきたスタッフの中年以降の生活

も知っていますから、このような指摘をさせていただくのです。概念の問題だけ

ではなく、生活にも仕事ぶりにもその感性と能力は現れるものなのです。

もっとも、日常会話のなかでは、いまでも、ぼくは"あのモピルスーツの一体は

さ"などといっていますけど．…．．。

213

ふつうに見えるということはどういうことか？これを表現しようとするのは

どういうことかと考えていけば、自然体の姿、自然の光景というものと、劇が発

生させる特別な表現との違いが理解できるはずです。

劇的な事件は、劇的なのです。特別なのです。特別であるから、表現して他人

に見せる価値があるはずなのです。

それが劇なのです。

であれば、飛ぶというアクション(行為)は特別なのですから、立ったままの姿

で表現できるはずがないのですから、どのように表現するか、と考えるはずなの

です。

この感性は、もっとも原理的でもっとも初歩です。この感性がないスタッフは、

もともと創作という作業にかかわれるはずがないのだと覚悟してほしいのです。

むろん、その感性を生まれ育ったときから持っているスタッフもいますが、遅咲

きのスタッフもいます。訓練で身にもつけられますから、現在ダメだからダメだ、

というつもりはありませんが、この頁を何度読んでみてもわからないという方は、

やはりこの職業に就くことはお勧めできません。

ですから、まずは、ふつうのことを表現できるように訓練をして、創作意欲を

喚起してほしいのです。

そのうえで、創作上のフィクションの世界では、どのように創作するのかと考

える訓練を自己に課すのです。
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宇宙や空の背景シーンは短くする

映像は、変化をもとめる媒体なのですから、宇宙だけ、空だけ、の背景をつづ

けるような栂成は、改訂すべきです。

それでいて、観客は知っている光景には共感を持ってくれますから、会話シー

ンが宇宙である場合には、なるぺく早く違う背景(観客の知っている背景)になる

ように工夫します。
たい鱈

つまらなし､背景のまま芝居を進行させるのは、スタッフが怠惰で、センスのな

い証拠となります。

シナリオの文字の表現は､性々 にLfてこのような映像の臨場感(共感を喚起する）
を忘れている場合がありますので、画にして気づく不都合さは、コンテで解決す

るようにします。

こういうところに、シナリオそのものを改訂せざるを得ない要因がひそんでい

るのですが、この改善策を思いつけないコンテ･マンや演出家が多いのも事実なの

です。

そして、とまた矛盾することを密きます。ワン･カットごとに新しい背景を描か

なければならないような作品では、ＴＶシリーズのような作品の制作には対応で

きないのですから、なるべく空の背景で済ませられるような作品づくりをしなけ

ればならないのです。

ですから、現場で学生のような理想論を振り回すことはしてはならないのです。

ここで、頭がキレた方も、このような職場に就職することはやめましょう。

え

画Iこよって秒数は違ってくる

これは編集レベルの問題なのですが、作画や演出の問題でもありますので、こ

こにしるします。

エンピツでとりあえず作画したカットで掴影された画面と、完成したセル絵と

篭で描いた背景が撮影された画面では、同じカットの同じ秒数のものでも、その

見え方が違います。

それは、ＣＧの場合もまったく同じで、ライン･モデルとか、とりあえず、面に

テクスチヤーを貼りつけただけの動きで、最終の編集をしてしまいますと、長す

ぎる短すぎるという問題がおこって、カットの長さをまちがえることがおこりま

す。

これは、回避することができません。

ですから、原則は、完成したカットで最終編集をすぺきなのです。

214
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服は洞替えられないのか？

キャラクターの服装が同じなのは、アニメの乗り越えがたい条件でした。

いろいろなアニメーターが描かなければならないキャラクターの服装を変えた

りしたら、ひとりのキャラクターが同じキャラクターに見えなくなる危険があっ

たからです。

髪型ひとつ変えれば、別人になってしまうのがアニメの現実だったのです。

これは、実写でも同じで、髪型を変えることで、年齢の違いを表現したりする

ことができますので、それを観客にわからせる演出は、考えるほど簡単ではあり

ません。映像的な段取りを配慮しなければ、成功しないのです。

２１５

アニメのエンピツ絵では見たときにはちょうど良い長さのカットが、完成品の

絵で見ますと短いと感じることが多いのです。無論、長く感じるケースもでてき

ますが。

ともかく、仕上がりの秒数が違って見えてしまうことがおこるのです。

原因は、画面の情報量(質感)の見え方の違い、識別されるものの違いから、視

覚的印象が違ってしまうことからおこる現象なのです。

映像のダイナミズムが実感できれば、これは理解できます。

このような問題があるのですから､ﾌｨﾙﾑ編集(映像)は､完噂融たカット
でなければできないのですが、現在のＴＶアニメの制作状態では"線撮り撮影,'と

いような作業が常態ですから、考えようがない問題なのです。

そのために、映像的に感度の低いスタッフしかいないことになるのですが、現

場で訓練しようがありません。

完成したカットで編集ができるスタッフなら、映像の感度が上がるのかといえ

ば、それもありません。

なぜなら、アニメではコンテで秒数が決まりすぎているために、編集でやるこ

となどはないと考えるスタッフが大半だからです。

そのような人たちは図動く映像のつなぎ方"という技術が別にあると想像するこ

とはありません。

実写から覚える編集というのは、アニメとはレベルが違う高いものなので、そ

の技術は当然ながら、アニメにもＣＧにもそのまま利用できるのですが、これは

アニメの関係者には想像されることがありません。

実写からアニメに転向する編集スタッフはいませんし、アニメから実写の編集

にいくスタッフもいないからです。両方の編集をやる方も知ってはいますが、ア

ニメの素材が編集を考えるにはきゅう＜つすぎるために、その違いを現場のスタ

ッフに教えるだけの要素を持っていないので．どうしようもないともいっている

のが現実です。
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これを是正する方法は、まだ発見されていないのですが、ぼくはこれにチャレ

ンジする機会を手にいれられて試してみました。

1999年から2000年にかけてｵﾝｴｱされた御ガﾝダﾑ｣という作品で､同じ
キャラクターでも服装や年齢も変えてみましたが、現在のアニメーターの技鼠は、

ＴＶシリーズでもそれを表現できるところまできていたと確認できました。

もちろん、キャラクターデザインそのものも昔と違うレベルになっているから

でもあります。それをやってみて、作品全体が柔らかくなったという印象は、演

出家にとっては大変嬉しいことでした。

しかし、そこで問題になったことがあります。担当演出家たちが、どこでどの

ように服装を変えたら良いのかというセンスがなかった、という問題が露見した

のです。

服装のことをふつうに考えることができなかったのです！

演劇的に日常というものを考えるセンスが欠落していたために、予定が見えて

しまう衣装の交換がおこなわれたのです。これは具体的に説明しないとわかりに

くいので割愛しますが、まさにスタッフのアニメ病が出たといって良いでしょう。

キャラクターの服装などは変わらないのだから、どうでもいいという感覚があ

れば、キャラクターの日常の行動のどこで服装を変えるかという問題が、劇的効

果の表現をふくめてどのように演出されなければならないのか、という問題を意

識できるスタッフがいなかったのです。これは、本当にショックでした。

ですから、腕まくりをする、というようなちょっとした服装の変化もふくめて

考えられるセンスというのは、正面から演出できるようにセンスを高めなければ

出来るはずがない、と、ぼくをふくめて考え直さなければならない問題になった

のです。

なぜ映像が流れる構成をしないのか？

日本では、コミック世代の視覚的な感覚が原因になって、映像が流れを感じさ

せないようになっていると感じます。

ヨーロッパでは、アートを意識しすぎて、考えるものを目指していますから、

映像が流動的でなくロジック的になってるのだろう、とも推測します。

アメリカでは、動けばいい……でもありません。

基本的原因は、ヴィジュアル時代になり、人々が無尽蔵の映像を見るようにな

って、映像に不感症になってしまっていることだと感じられます。

そして、現場的な理由は、映像処理上の最大重要素である映像の編集技術の低

下がおこっているのも、現場のスタッフも大衆化しすぎているからでしょう。

それが‘‘カットは独立したもの''という通念が固定することにつながり、その一

方で"カットとカットはつなげばなんとでもなる”という極端な通念が広がったか

２１６
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背景だってうかつに描かせない

実写は撮影現場で掴影するだけで、その場所はその場所とわかる映像が手に入

ります。ＣＧでは、ずうっとつづけて見せていけばいいだけのことです。

しかし、アニメではカットの数が多く、また、いちいち白紙から作画しなけれ

ばならないために、ちょっとアングルを変えただけで、同じ場所が同じとわから

ないケースが出てきたりします。

同じ場所だとわからせるために、同じ背景を"使い回し"したほうが良いケース

(背景を兼用する)もあります。

時間が違うという表現をするために、同じ背景をつかいながらも部分的に色を

変えてつかうようにしたほうがわかりやすい場合もあるのです。

それを、コンテ･マンや演出家のちょっとした気分でアングルを変えたりすれば、

同じ場所に見えないことがおこったりして、物語を描くうえではそんな場合は珍

しくありません。
いじ

な(こよりも、背景一枚余分に背景マンに描かせることは、スタッフ苛めになっ

たりしますから、このような配慮も必要なのです。

背景の見え方の問題は、実写の撮影でもおこります。

２１７

らだとも感じられます。

フィルムで編集されている映画の世界では、まだ厳然として映像ソースである

カットの編築処理がおこなわれていますので、コマを手にすることができます。

そのようなアナログな行為が、映画的な映像の流れを創出しているのではないで

しょうか。

ビデオ編集は、ワン･フレームを手で触れないというフラストレーションが映画

派の人間にあるので馴染めませんし、ビデオ馴れしているスタッフは、フレーム

を遠隔操作しているフラストレーションを感じていない、という仕事の違いがあ

るように感じられます。

テレビ･アニメでは、スケジュールの悪さがあって、フィルム編集の段階で、画

面が完成していないのに編集してしまうために、フィルム上で各カットがどのよ

鳥綻蕊鰯言隠ているのかと訓練する昌を養えなくなったので徹
ぽ＜自身、４０％のカットの画がない状態のフイルムで、映画一本分の編集をし

たことがありますが、一般の方が見ても映像の流れの破綻はないように見せてし

まいました。（作品としてのクオリティは棚上げします）

これは神技だと誉めてほしいのですが、誰も誉めてくれません。なぜなら、当

然のように見えるものにしましたので、第三者の目からは誉めようがないのです。

これは、ぼくにとってではなく、フィルム制作上の不幸な現象です。
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同じ場所で撮影しているために、画面上でも同じ場所に見えると信じ込みすぎ

て、画面をつなげて見たら、別の場所のように見えてしまうケースは、採光や色

彩、物の配圃によっておこります。これは先に説明したとおりです。

その逆に、別の場所のはずなのが、カットをつなげてみたら、同じような場所

にしか見えないケースも出てきます。

これは、現実の光景を切り取ったときに、映像的にどのように見えるかという

ことを考え落ちしているからおこることで、スタッフ一同、監箇がなにをやろう

としているのかを監視していなければならない問題になるのです。

監督たちは、そのような周囲の目がなにを訴えているのか、ときには配慮する

必要があります。

監督という天皇が完壁であるということは、撮影現場ではそれほどないもので

す。が、だからといって、天皇のわがままがなければ撮影は爵徹されないのもま

た事実なのです。

無爾■轡唾睡塑

無璽園帯がわからないスタッフが多かったのは、ぼくの時代でした。

アニメの場合、少ない枚数で無重騒帯の表現をする方法がわからないからだと

思っていましたが、そうではなく、身体が浮いちゃうんだ、という現象の説明か

らしなければならなかったのです。

アポロが月に行き、シャトルが飛ぶようになって、その質問がなくなったのは、

生理的に無重力が理解できるようになったからです。

それでも、その表現を枚数をつかわずに処理するのは、やさしいことではあり

せん。

カットのフレーミングの取り方で、浮遊感覚を演出するということは、皆さん

が知っている安定したフレーミングとアングルでは視覚的に安定しきってしまい、

不安定な浮いているという感覚が出せませんから、カメラのアングルとフレーミ

ングで歪んでいる感じを構成したのです。

そして、重力があるシーンでは、厳然として安定したカメラ・アングルで構成し

て対比させました。これは、視覚的な印象をアテにした演出方法です。

これを考えなしで構成すれば、無重量帯も重力があるシーンも、同じ雰囲気に

なってしまいますから、状況を描くこと(キャラクターのいる場所の説明)もでき

なくなります。

ですから、癖のある手法をいつでもつかって良いのか、となれば、あるシーン

すべてが逆さまでもいいだろうという感覚はいかがかと感じます。なぜなら、観

客は上下さかさまの画面をいつまでも見ていられるほど、柔軟性のある神経を持

っていないからです。鑑賞しうる画面構成というのが求められるわけですから、

２１８
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総合､統合もしくはトータル

究極的な演出術は、いままで書いてきた部分的な技術を統合する、もしくは統

一することである、といういい方に集約されます。

一部分だけを考えていたのでは、作品という総体は支配できないともいい換え

られます。

それでは、面倒なことを一杯考えなければならないように感じますが、作品と

して見たものには、技術的な苦労などはまったく感じさせられないものにして、

観客を楽しませなければならないのです。

ためになる、勉強になる、という作品でも、“楽しみのもの"になるように作り

上げるべきなのです。

苦労しただろうな、というものが見えるものでは、作品としての高みに至って

いないと覚悟すぺきです。そして、できることなら、作者が死んだあとでも評価

されるものであれば、それは幸せなのです。

が、時代に乗っただけの作品では、そうはならないということは、本当に覚え

ておいてください。

それはともかく、それが最終的に目指すべき目標であっても、けして高みを狙

２１９

常識を駆使できるセンスも必要になってくるのです。

実写では、なまじ役者が動けるばかりに、このような大原則を無視して演出す

ることが多いのですが、それでは、役者が可哀相です。

現在でも、宇宙での爆発で煙がでれば、それがフレームの上方向にあがってし

まうという描き方をしてしまうことはまだあるのですが、そのようなことが全面

的にいけないことである、とはいえないのです。

だいたい、宇宙では煙が見えるのか、という想像もしなければならないのです

から、知らないものを生理的に理解することは、簡単なことではありません。

そのために必要な能力とはなにかとなれば、想像力しかないということなので

すから、そのためには、ドキュメタンリ－を中心にした映像は厭になるくらいに

見ておいたほうが良いでしょう。

つまり、科学考証ではこうなのだけれど、物寵として描く場合はこのようにし

たほうがいいというケースはいくらでもあるのです。

し牝､一方の見解を尊重するばかりに､一方がお留守になるというｹー ｽも
枚挙に暇がないのが現実なのですから(ぼくだって月面上でも人をふつうに歩かせ

る！）、ここにも演出家やコンテ･マンにバランス感覚が求められるのです。

このように、映像の作品創りでのトップの仕事というのは、ある一部の感覚だ

けが優れて成立するものではく、たえずトータルな感覚と注意力が求められてい

ると指摘できます。
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って上品なものを創ればいいというものではないのですが、だからといって、自

分だけわかればいいというものは、作品にもなっていないのですから、それはま

ちがってはいけません。これが、若い作り手にいいたい最大のことです。
で、いきなり、変なことを書きます。

アニメ絵って、大雑把でいいんだろうという、息を抜いた考え方も、反語とし

てわかるスタッフには憧れます。

人気がある作品といい作品

残念ながら、良い作品が人気が出るとは限りません。だからといって、くだら

ない作品だから人気が出るものでもありません。

人気が出る秘訣はあります。それは、時代に乗ることです。冗談のようですが、

それだけなのです。

では、そのハウツーは何かとなれば、説明できません。

一見、説明しているような方々が世間にはいらっしゃいますが、所詮、結果論

でしかないのが大半です。それでも、一般の人からヒット作を生み出したいと考

えていらっしゃる方がいるようなので、そのような記駆が出たり、コメントを求

められたりもするのですが、本当の意味での大衆(観客＝ファン)は、そんなもの

には興味がないのです。

ですから、一見ハウツーを語っているものに意味はないと考えて良いでしょう。

その意味では、このテキストもそうかもしれないと用心する必要はあります。

それでも、原則というのは、時代に支配されるものではありませんから、それ

だけはまちがわないで下さい。
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