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沙第９章作画の究極的演出処理学

アニメやＣＧでは作画なのですが、実写でいえば撮影の仕事に含まれる要素ま

で説明することになるでしょう。しかし、むろん、撮影はまったく別な技術でも

ありますので、偉そうにいえば、ここではフォトジェニック(映像的)の観点から

の説明ということになります。

サイズをアップ気味にしない

この場合のサイズというのはフレーミング全般のことで、アニメにかぎっての

ことではなく、実写でも指摘できることです。

アニメーターは、コンテに指定されたフレーミングよりも必ずといって良いほ

どアップ気味に作画をします。これをするのは、作画が楽になるからです。

ＴＶの演出レベルで、これを制御した演出家を見たことがありません。ぼく自

身、総監鰯という立場にいるので、同じくこれにはノーコンですませていますが、

本来、許されるものではありません。

サイズが膝ぐらいまで入っているカットのフレーミングの暖昧さは、映像の流

れを暖昧に流す、または、意味性を付加せずに流すように演出したいときに多用

します。これは、映像全体の流れを演出するうえでは、かなり重要なサイズにな

ります。

これをすこしでもバスト.サイズにちかくなりますと、カット的意味が明確にな

ってしまいますのでjtカットの意味が違ってしまいます。被写体の個性を描いて
しまいますので流す画になりません。

フル.サイズといっても、足元と頭の上の空間があるかないかの場合と、その上

下の空間がまったくないちょっと寄りサイズになってしまいますと、それだけで

被写体中心のカットになってしまって、周囲の空間(状況)を描くというスペア(余
裕)が見えなくなります。

そうすれば､映像のダｲ甫謬ﾑはその印象が強くなりすぎて､映像的には固
くなるだけで、映像の流れは減殺されます。

膝がﾌﾚーﾑ内に入っているｻｲズの暖昧さは､膝がﾌﾚーﾑに入らずに難
の真ん中あたりで切られたちょっとした寄りサイズで作画されますと、目的とし
ていたカットの暖昧さは減殺されて、被写体中心の演技をとらえたものになって、

人物全体の雰囲気の表現が減殺されたりします。

ルーズアッブ.サイズの場合でも、これをきちんとしたアップ･サイズにされて
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アニメーターは絵を描くという意識が強いために、暖昧なサイズというものを

本能的に嫌う傾向がありますので、この是正策はないのですが、少なくとも、そ
のシーンにあったサイズ、フレーミングというものを理解して作画をしてほしい
と感じます。

もちろん、演出家にこのサイズに対するセンスがあれば、改善できることなの
ですが、それができないというのが現実なので、演出家たるものが、このセンス

を磨けばアニメーターが気をつける必要はないのですが、各スタッフそれぞれに
原則は知っておいてほしいと思います。

映像におけるカットのレイアウトというのは、全体的に暖昧なほうがいいとい

うのは、たえず劇中の状況を見せながら描いていかなければならないという要素
があるからです。

状況を紹介しなければならないという場合もあるのですから、被写体のみを中

223

しまいますと、周囲の雰囲気などはまったく無視されたものになって、カットの

つながりとしても、強固なアップ･サイズの印象だけが印象として突出して、シー

ン全体の流れが硬いものになってしまいます。

サイズごとに、順次、絵としての意味性が被写体中心の表現をするだけのもの

になっていって、映像的には硬いものになり、映像としての流れが消失していく

のです。コマ･マンガ的になるといってよいでしょう。

その逆に、カット運びを明確に示すために、これらアニメーターが好きで、描

きやすいサイズで描いたものでカットを稲み上げれば、カチッとした流れができ
る、ともいえるのです。

しかし、その場合、ルーティン(決まりきった＝お約束)的な展開になってしま

ってつまらない感じがするものになることも確かなのです。

が、それをもう－歩踏み込んで明確にカットの独自性を表現できるサイズとい

うのがあります。それは、それぞれのサイズの決まった取り方ではなくもう一歩、
寄りサイズにする方法です。

顔全体が入っているアップ･サイズの上下がフレーミングされない寄りサイズに

しますと、明確にそのカットはその被写体の独自性をアピールするカットになっ
てしまいますので、力チンとはまったカットということになり、それは目だけの

アップで、目の左右の肌が見えるフレーミングにするのか、目の左右ぎりぎりま
でフレームを寄せるか寄せないかでも、カットの意味性は違ってきます。極めて

強固なカットになるといってよいでしょう。それは、あらゆるサイズにいえるこ
とです。

そのどれを選ぶかは好き好きではありません。予定した作品に必要なフレーミ
ングか否か、という判断をしなければならないのです。
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心にしたカットというのは、よほど被写体の芝居が物語的に強固に突出したもの

でないかぎり、被写体だけの画というものはない、と考えたほうが良いのです。

被写体を中心にしたカットは、それだけのものなのだから“流れのなかの被写

体をとりだしたものが映像的である''と考えるほうがまちがいがないのですが、そ

れが良いというのではないということは、覚えておいてください。

ケースバイケースであり、それぞれの作品によってつかいわけなければならな

いのが、クリエーターでありアーティストなのですから。

レイアウトだけでは何も見えない

現在の制作現場で、作画作業のプロセスとして“レイアウトを出す"という段階

が設けられてしまっていることは、演出的には大変困っています。

これは、スケジュールがないところで作業をしていくなかで、スケジュールを

ごまかすために取り入れられた作業プロセスなのです。

つまり、とりあえず作画作業がはじまったときに、スケジュールがこなせない

アニメーターが、カットのレイアウトの絵を一枚だけ描いて、スケジュール表に

作業がすすんでいるように見せていたものが、いつの間にか作業プロセスの一環
と見なされるようになったのです。

しかし、制作時間がたっぷりある映画の場合、レイアウトという作業プロセス
は存在していました。

シナリオからコンテが必要なように、コンテから作画へ作業が以降する前に、

レイアウトでチェックする部門があってもいいだろう、という幸せな時代にあっ

た考え方なのです。

しかし．レイアウトというのは一枚の絵でしかありません。場合によっては、

背景のレイアウト一枚とキャラクターを乗せた絵で一枚のこともあります。
それだけを提出されますと、一見、カットの作画作業をしているように見える

のですが、カット全体の動きを想定していませんから、カット全体の時間のなか

で、どのように芝居をして、つぎのカットにどのようにつながるのか、まったく
わからないのです。それでは、演出家はなにも判定できません。

むしろ、うかつに背景がキッチリ描かれた一枚絵がありますと、そのうえに乗
せて動きをプランニングするときに、背景の設定に縛られて自由な演技をプラン
ニングすることができませんので、邪魔になることのほうが多いのです。

アニメーターが最初に描かなければならないのは、カット内の秒数の全体の動

きのプランを示したものでなければなりません。アニメという動くものを絵にす

るのですから……。
えさ念

その上で、その力､ソト内の動きのポイントとなるところの絵様が、そのカット
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カメラを固く意職をもつ

コンテを綴くときに、カメラの視線を慰識することです。それは、作画でも同

じです。
ますめ

なんとなくｺﾝﾃ用紙の升目に絵が書けるｺﾝﾃ.ﾏﾝ蝋る最悪のｺﾝﾃ絵
は、キャラクターの足場は考えず“こういうフレーミングで"という"気分のレイ

アウト”をします。
えがら

被写体の足場を考えませんと、すべて暖昧な絵柄になります。

そんなコンテで作画しなければならないアニメーターは困りますから『人物対比

表｣(キャラクターの身長を一覧表にしたもの)などを参照して、なんとなく仕駆と

してゴマカス作画をする努力をします。

そのようなレベルのコンテは、コンテの機能は果していないのですから、きち

んとコンテ用紙の升目を埋めるようなフレーミングなり、カット展開を考える訓

練をするために、カメラポジションを意織すぺきなのです。

ひとつのシーンを想像したら、そのシーンの全体状況を考え、シーンのなかに

キャラクターを配置してください。そして、想像上のカメラをおいて、そこでの

人物配置と芝居(動き)から発生する変化を想像するのです。

２２５

のレイアウトとして固定されるものなのですから、動きを想定しないでレイアウ

トが描けると考えるほうがまちがいなのです。

ですから、あるカット内のレイアウトというのは、動きや芝居のプランを立て、

そのなかで一番いいところをレイアウトとして固定するのであって、カットのは

じまりの部分が、カット内の一番いいところになることはありませんから、レイ

アウトから作画できるというのは考え違いもはなはだしいのです。

この“とりあえずレイアウトを出す"という作業が定着したことで、演出家やア

ニメーターから、カット内全体の芝居を創作させる能力を奪ってしまったという

側面もあります。

その結果が、一枚絵のようなカットがつづくアニメを創るようになってしまっ

たといっても過言ではないでしょう。

この作業が生まれた背景は、制作主導の作業進行がはじまり、アニメーターた

ちが掛け持ち仕事をしなければ食ぺていけなくなったから起こったことでもある

ようです。

これは早急に改善する必要があるのですが、現場はその必要性を感じようとし

ませんので、改善は不可能にちかいといって良いのです。

現実というのはこのようなものなので、この現実と対決しながら、作品を創っ

ていかなければならないのです。本当をいえば、関係者には、作品創りの邪麗を

しないように動いてくれると嬉しいのですが、そうはいかないようです。
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そうして、カットごとにカメラのアングルとレイアウトを考えながら、コンテ

の升目を埋めるように、物語に適切な絵を描いていきます。しかし、先に番いた

とおり、下手な絵を丁寧に描くことに終始したカットを創ることはいけません。

絵は流して描くのです。そうすれば、最低限度の統一感を描くことができます。

ただし、何も考えない“流した絵”だけを並ぺるのは最低です。

カメラのフレーミングの外にある"足場"を想定したレイウトが描ければ、その

カットが安定して"映像のなかのひとつのシーン"が猿得できるようになるのです。

カメラがどこに畷けるかと想像するためには、実際に使い捨てカメラで蝿影し

た経験を思い出せばいいことです。しかし、このような経験は、少年時代にやっ

ておくぺきなのですが、不思議なことにこれをやったことのないスタッフが多い

というのも気になるところです。

秒数(カットの長さ)に対してセンスを図く

このことは、演技に対してのセンスを磨けということでもあります。

コンテに書いた１カットごとに、その芝居に適切な秒数を打たなければならな

いわけですが、ぼくは演出になりはじめた数年、この秒数をつけることに恐怖感

がありました。
せりふ

演劇の経験がないために、役者ごとに違ってしまう台詞の秒数、芝居の秒数は

打てるわけがない、と思っていたのです。

しかし、いつとはなしに機械的にそれができるようになったのは、台詞に関し

ては、声をいれてくれる役者さんたちが、どのようなものであれ台詞をはめこん

でくれる技術をもっているとわかったからです。（ぼくは‘‘アフレコ''といって、

絵ができたあとで録音する方法しか経験していません。台詞を先行して録音して、

それに合わせて作画する“プレスコ'，という方法もあります）

しかし、そうなれば、台詞と台詞の“間芝居"ぐらいは、演技として成り立たせ

たいと思いながらも、結局、アニメの演技は“記号"でしかないとあきらめたとき

に、秒数打ちを機械的にできるようになりました。

しかし、この感覚はとてもいけないことなのです。

演出家をめざす者が、演技を配号としか見ないようでは、演出家になれるわけ

がないのです。

演技は演技であり、それは、スタニスラフスキーの演技論を勉強しないまでも、

現実の引き写しの演技、デフォルメの演技、様式としての演技ぐらいは、見わけ

られるようにならなければなりません。

大舞台、小舞台、大衆演劇、新劇、新派、歌劇にミュージカル、シリアス、コ

メディ、パントマイム、ストリップ。それに、人形劇、影絵、映画、テレビでの

演技の違いぐらいは識別して、それぞれの演技指導ができるぐらいの目は謎わな
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ければならないのです。それが理想だったのですが、わかったことは、全部わか

る暇はなかったということでした。笑ってください。

日本では、映画のなかに舞台の芝居があり、テレビのなかに素人芝居とか、演

出不在があって、役者に任せっきりの演出家もいるものです。それでも、視聴率

がいいんだから、あの演出家は威張っているんだろうなと思わせるものもあるの

ですから、笑われたっていいか、とも思っています。

ことほど左様に、肝心の演技論が演出家には不在なのです。

現実的にいえば、アニメでもアクション用、台洞用の区別をつけた秒数の割り

出しぐらいはできなければなりません。

たいていのスタッフのアクションは、頭のなかにある理想の動き(芝居でないこ

とが多い)を想定して秒を打つために、長くなりすぎます。

逆に、速い反応については、観念的に秒を打つために短かすぎて、観客には見

えない、聞こえない芝居の秒数になってしまいます。

見せるための秒数は、どのように短い場合でも、見える長さにしなければなり

ません。それを長く感じさせずに見せるための芝居のさせ方があるのです。

舞台では、なぜあのような演技をするのかといえば、かなり距離のある観客に

見せるためである、という簡単な哲理があります。

そのようなものを単純に採用するのはご法度なのですが、逆に、ディズニー･ア

ニメに代表されるように動かせばいいのか、というのもまた全面的に認められる

ものでもないのです。それは、ジヤパニメーションに見られるように、ひとつの

台詞にひとつの歯めポー ズがいいわけでもありません。
それでは、何をどうしたらいいのかわからないではないか、という方もまたこ

の仕駆に就くのはやめましょう。

原則を踏まえながら、独自のものを創ってみせるというスタッフこそ、現場は

求めているのですから。

ふつうの感情を麺月する

前章でも、ふつうを表現できるようになれ、と密きました。それをさらに具体

的に指摘しますと、当り前のことを当り前にわからせるように演出をして(芝居を

つけて)おかなければ、いざ、スリリングに、劇的に、悲しく、嬉しく、凄く、強

く、怖く、を描かなければならないところが、わからなくなるからです。

肝心の劇的なところを効果的に盛り上げているようには見せるためには、ふつ

うのところをふつうに描いておかなければならないということなのです。

人に優しくされれば嬉しいし、叱られつづけ、漕げられつづければ、気がおか

しくもなります。そういうものはそういうものだ、と描いておかなければ、テン

ションが高いばかりの映像になってしまって、結局のところ、どこにも見せ場が

２２７

図
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ない作品ができあがります。

全部が見せ場だ、とうそぶく人がいますが、それでも綴急のリズムがなければ、

時間経過にともなって鑑賞してもらう作品は、作品として見ることができません。

アニメによくある戦闘シーンなどは、その場にいる人物(キャラクター)たちに

とっては、怖い状況のはずなのです。なのに、戦いを当り前に戦わせるアニメ屋

さんの悪い癖は、劇的表現として損をしていることがいっぱいあるのです。

それを当たり前に怖いものだと想像できれば、それだけでひとつの物語だって

できるかもしれないのです。それが創作なのです。

それを描く、それを演出する、という心がなければ、作品創りなどはおもしろ

くもおかしくもない作品になってしまいますし、そんな作品では、人に見せるほ

どの価値もないものになってしまうでしょう。（他人のことなどいえませんけれど

……）

このことも、映像というものが強制的に観客を時間的に縛って鑑賞させるもの

ですから、ふつうはふつう、劇的は劇的、という波を創って示してあげなければ

ならない、ということがあるからこそ、ふつうにふつうを劇的に表現できなけれ

ば、観客に理解させることができないのだ、と覚悟してほしいのです。

上の行の太文字になっているの部分の、一見して矛盾する意味を理解できる

ようになってください。

劇中の“ふつう”というのも‘‘劇”なのですから、ただの“ふつう”ではない

のです。

キャラクターか適うとアップ・サイズも違う

同じようなサイズのカットの連続は、カットを変えたという印象は薄いもので

す。視覚的には、ドラマチックではありませんから。

それでは、カッティングのとき(カットが変るとき)にインパクトも発生しませ

ん。

さらに、主人公ならもっとアップ、パイブレーヤーならちよい引きサイズのア

ップなどという使い分けの必要性も想像できるようにしてください。

さらに、キャラクターによって芝居が違うのは当然にしても、じつは、芝居と

同じようにアップのサイズも違ってきます。

目がとても大きいキャラクターと、そうでないキャラクターのアップ･サイズも

違うぺきなのです。この理由はすでに何度も雷いていますので、想像して理解し

てください。

目が大きければ、もっとアップにしてもいいという考え方もあるようですが、

本当にそうでしょうか？
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カットの外に対醗がいる

対するものが画面の外にいる場合、その位瞳関係は、そのカットでも見えてい

なければいけません。画面の外のものをきちんと意識して、画面内の芝居を創出

しなければならないということです。

Ａのアップの場合、Ｂという話し相手は画面の外にいるわけですから、その画

面の外にいる人を見つめている目の位圃(方向性)をきちんと想定して演出しなけ

ればならないということです。

当然のことなのですが、アニメではこれが意識されていないで作画されるケー

スがありますし、先にしるしたとおりで、水平のカメラで見た水平の視線で問題

がなくても、アオリや傭徴のアングルでは、水平目線が水平に見ているように見

える保証はないのですから、気をつけなければならないのです。

それは、目のハイライトの点を描き込んだことで、目線(視線)が狂っているよ

うに見える場合もあるのです。

これは、理屈で解決することではなく、カットとして正確なのかという問題に

尽きるのだということを絶対に忘れてはならないのです。
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このことは、画面の外にその物語の世界がある、ということを意味し、それを
表現していることにもなるのです。

物語の世界が存在していると表現できなければ、当然のことながら、映像世界

の物語を表現することは達成されたことにはならないのですから、この程度のこ

とは、当然の技術であると考えるぺきなのです。

この問題は、カットに張力があるかないかと黒津監督がいっていることともつ

ながってきます。画面の張力という問題は、なにも群集シーン(モプ･シーン)での

張力の問題だけではなく、このような小さな張力の稲み重ねが"らしい"世界を創

作することになるのですから、うかつに考えて作画していけばいいという問題で
はないのです。

これと同質の問題が次の問題へとつながります。

２２９

では、大きな□で□の動きも大きければ、もっとアップにしていいのでしょう

か？という設問も残しておきますし、そうなれば、□の"動きの巾"の違いもあ

るのだ、というような想像もしなければならないのです。

すぺからく、カットのサイズはこうなんだ、という決まり事は一切ないのです

が、ルーズにやっていいものだ、ということもまた一切ありません。

その理由ももう霧かなくてもわかるはずです。
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カットのフレームの外にその人の身体b噛る

これが、わかっていない演出家とアニメーターもいっぱいます。

首が少しだけ画面に入っているレイアウトで、顔のアップを作画してもらいま

す。このとき、首の描き方がどういうポーズの上に乗っているのか考えないと、

首の傾きは描けません。

左のカットを見てください。

トップの作例では、首が傾いているので

すから、それに準じた姿勢をしていると観

客は考えます。

ですから、それにつづくカットの同じ人

物の首が、真っ直ぐに立っているように見

えてしまうのでは、首筋の傾きは同じでは

ありませんので、これではつながっている

カットにはならなくなるのです。

つぎのカットでわかることなのだから、

周麗鰹言鶏ｆＩ澱識I目お
かしい点を見抜きますから、左のカットは

つながらない、と考えなければならないの

です。

このことも、画面の張力を発生させてい

るのか発生させていないのかにかかわって

くる問題と考えるべきでしょう。実写で、

このように細かくカット同士の張力の問題

を考えないのは、実際の役者が演技でカバ

ーしてしまっていて、身体の位圃関係がカ

ットの張力を発生させているとは考え及ば

ないからにすぎません。
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パース綴をいれない

昔は、コンテにも作画にもパース線とい

うのはいれませんでした。そんな線を残し

た絵は、自分が下手だと白状してるような

ものですから、必ず消していたものなので

す。それでも残ってしまうので、パース線

を入れないで描けるようになろうとしたも

のです。それでも、時間がないところでやる仕事ですから、パース線が残ったり

するものなのです。

これが物駆の考え方の基本です。

このパース線が、現場で堂々と残るようになったのは、専門学校レペルで一律

な教育がおこなわれてからのようです。

理屈っぽくて技術を知っていると感じられるのがパース線だったので、学生た

ちも勉強した証明になると勘違いしたのでしょう。

コンテの絵にもこれを残すようになったスタッフが現れたときに、これではコ

ンテで映像のプランが立てられるスタッフは育たないだろうと感じました。

事実、そのような方向に事態はすすんでいます。

遠近法の消去点のある絵。

この画法は一見正しいようなのですが、近代絵画の技術のひとつでしかすぎま

せん。また、絵が描けない人が無理をして絵を描こうとするときに、必要なアタ
リ線と考えたほうがいいのです。

ここで反論があることを承知しています。遠近法が発明された頃の絵画を見る

と、パース線が書いてあるように見えるではないか、と……。

そうですが、それは遠近法という新しい技法が生まれた時代、技術をひけらか

している絵画であって、その後の絵画にはそんなものは描かれていません。

にもかかわらず、最近になってパースの線を意瀕したイラストが多く、そのた

めに、地平線にあたる消去点が見えていて、イラストそのものが狭いものになっ

ていたりしても平気なのは、あきらかにＣＧの影響です。

ＣＧのライン･モデリング(フレーム･モデル)などの技法がくイラスト的に扱わ

れたり､ＣＧでの作画の途中の絵らしいもの力躍Wごなるにつれて､バー ｽ線とい
うものが描いてあっても恥ずかしくないと信じられてしまったようです。

別に印象派をもちだすつもりはありませんが、本来、絵画というもの、絵を描

く行為というものは、そんなつまらない小さな技法にとらわれたものではなかっ

たはずなのです。

もちろん、下手同士が描くものなら、作業のプロセス上それは必要かも知れま

図
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パース線
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せん。

また、複雑な櫛造を正確に示す必要がある場合には、必須でもあります。

早く仕事をこなすためには、絶対条件ですから、パースをいれて作画もします。

複雑で不可解に見えるものを他人にも描いてもらうためにも、絶対必要なのです。

お願いしたいのは、そうでない場合には、感覚や感性で、絵というものに迫っ

ていただきたいということなのです。（ここでは感性を先行させます）

空だけの背景にパースを入れて雲を描くなどは、よほどのことがないかぎりや

めていただきたいのです。

（どのように気をつけて書いても、この問題は、現嶋的には反発を買うであ

ろうと想像します。それほど深刻な誤解があるということです）

おたま

カットﾛ画で雪置屋を待つな

これは演出と編集の問題なのですが、コンテ･マンも知らなければならないこと

です。

カット頭とは、そのカットのはじまるコマ(フレーム)のところです。最後のと

ころは､カット烏といいます｡業界用語ですが､技術輪を示すときにいつも使う
用篭です。

カット頭は画面のはじまりだから、動きはとまっているところからスタートさ

せなければならない。もしくは、Ｆ『.I．（フレーム・イン＝被写体が画面内にはいっ

てくること)するのだから、まずなにも映っていない‘‘間，'があって、そこに被写

体が入ってこないといけない。こんなことは、誰も教えていませんし、よほどの

ことがなければ、やってはいけないことなのです。

しかし、そのようになってしまうのは、作業がカットごとの作業になってしま

うために、ひとつのカットの作画(実写では撮影)が独立してしまうからなのです。

しかし１

カットは前のカットからのつながりがあってひとつの事象(芝居＝動き)を描く

ことで映像内の世界を描くものですから、独立していることはありません。

一連の事象のなかの－配を描くのがそれぞれのカットなのですから、スタッフ

はたえず“描かれる現実のなかの一瞬''が、そのカットのなかに描かれているよう

に創作していくことを考えなければならないのです。

カットのひとつひとつが独立しすぎていては、映像の世界が‘‘流れるひとつのも

の"に表現されることはありません。

まして、物語を語るダイナミズムは生まれません。

映像のダイナミズムというのは、映像だけのダイナミズムではなく“物語る映

像のダイナミズム''でなければならないからです。

カットは、ある芝居、ある動きのなかの一部をピックアップしたものですから、

２３２
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「動きの頭をひろう｣これが実写の場合の鉄則なのですが、動きの頭そのものでピ

ック・アップしてしまうと、止まって見えます。

Ｂの頭が上がる動きのなかの生がりはじめていく－番動きの大きい処"を拾っ

て、カット同士が止まってしまうように見える瞬間を排除するのです。

“動きの最大頂点を拾って"といういい方もありますが、それはカットごとにしか

鋭明できないことですので、これ以上は書けません。

これは、リアルな時間を再現することではなく、映像的な“らしさ"を構成して

いくことになるのです。
ずさん

アニメの編集では、そういう苦労をしませんから、映像的に杜撰なスタ､ソフが

仕事をしつづけることになります。
へど

このような脱明を若いスタッフごとに何百回も説明してきましたので、反吐が

出るくらい疲れてしまう事例なのです。

233

カット頭から勤きがなければならないのです。必然的に、その動きのスタートは、

映像的には前のカットの動きを受け継いでいるものですから、安定したポーズか

らのものはありません。とまりようがない一瞬を創作する発想をもたなければな

らないのです。

－連の動きをつなげて見せる場合は、なおのことです。

Ａの人物のアクション、例えば｢こんにちは｣と挨拶して、「はい、こんにちは」

とＢが答えます。あ１こういう芝居でもアクションといいます。

実写の棚影で監鶴が｢アクション･スタートｊと号令をかけて、キス･シーンがは

じまったとしてもビックリしてはいけないのです。

さて、ＡとＢとの挨拶の芝居で、Ｂの芝居は、Ａの挨拶したカットとは別カッ

トにしたとします。このときでも、Ｂのカットの頭は、停止したところから芝居

がはじまることはありません。

画面のなかでは、受け答えという一連の芝居をしているのですから、別カット

であろうがなかろうが、その現実の芝居のテンポを再現したタイミングで、カッ

トはつながなければならないのですから、カット頭でも視覚的に動きが停止して

いることはありません。

実写の編築では、これを意識していても、カットをつないで見ますと、止まっ

ているようなところから動きはじめているように見えてしまうことがあります。

動いていたにしても、動きが小さすぎますとそのように見えるのです。

そうしますと、編集マンは、いかに動いている処同士でつなげるか、と苦労を

して、それを完成させます。

この詳細も書きたいのですが、単純な原則を述ぺるにとどめます。
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それでもカット頭は止まってしまう

ＡとＢの人物の挨拶のシーンを別カットにすることを思いついて実行しようと

しますと、編集で苦労しないためにどのような演技をさせるか、という予定を立

てなければなりません。

そして、演技の割り振りをＡとＢの役者さんに指令するのですが、これもケー

スバイケースなので、ここでは番くことができません。

勘の良い演出家は、この編集の難しさを想像しますから、カット割りはしない

で、ＡとＢのふたりの芝居は１カットにしてしまったりしますが、この処理は、

映像構成上まったく別の性格の問題になります。

つぎに、数台のカメラを同時にまわして、任意のカットをピック・アップして、

映像をつなげていく場合でも、捌影時間にしたがって機械的につないでいっても、

カットはつながらないということを覚えておいてください。

カメラ・アングルの問題が一番大きいのですが、カットごとのフレーミングによ

って、動きの見え方が違ってくるために、連続して撮影されていったカットをそ

のままつないでいくだけでは、カッティングは完成しません。

カットごとの動きが飛んで見えたり、逆に重複して見えたりして、映像作品に

適合した“カットつなぎ"を手に入れることはできないのです。

映画の編集技法は、この問題を解決するために“マッチ･カットでつなぐ（動き

の合っているもの同士をつなぐ)''“ダブル･アクションでつなぐ""中抜きでつなぐ，，

といった手法で対処してきました。

諜な技術論のようですが､このような技法の集稲が映画的なものを創造させ、

映像を表現媒体にまで高めることがで競ようになったのです。
このセンスは、ケースパスケースで涌養されるものですから、スタジオ･ドラマ

専門の演出家にはこなせない技術のようです。

アニメでカット四mg図止璽､目外勧方法

役者は、カメラが回り出してから演技を開始します。そして、フィルムでは、

芝居がはじまったところのちょうど良いタイミングを選びだして、その部分から

フィルムを切って前のカットのお尻につないでいきます。

これが、映画の編集です。

アニメでは、すべて手で描くわけですから、芝居のスタートから作画できるよ

うに見えますが、現実はそうではありません。

演技の想像、クリエイト作業は千差万別ですが、たいていのカットのスタート

２３４
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それでも、“目パチ”については、観客はカット頭では画面の中央を見ますし、

人物であればかならず目を見ますから、映像的には有効な処理ではあるのですが、

カットの画面全体を支配する動きではありませんから、いつでも、どこでもつか

えるという手法ではありません。

2３５

の芝居は、アニメーターが描きやすいアングルで描かれています。

ですから、前のカットの動きの関連から考えたらつながらないケースのほうが

多いのです。そのために、アニメーターの描くスタートの絵はたいてい静止して

いるものが多いのです。

これを少しでもドラマにつかえる雰囲気のものにしてもらう努力もしなければ

なりませんが、それでも、スケジュールとか枚数が多すぎるとかいう理由で動き

がつけられない場合、ぼくがつかう方法があります。

キャラクターの全体を勤かさないですませられる『目パチ｣まばたきです。
ま

この動きを力､ｿﾄ頭でやってもら語"間"をふさいだり､ｱｸｼｮﾝ･カット
になっているように見せるのです。“板つき”的な感覚を排除する機能も果たしま

す。

目の動きでそれができるのは、観客の視覚感度は、人間の目の動きに大変敏感

だからです。人間は、他人の表栂を見ることに最大の関心をはらっているという

習性を利用しているのです。

これを利用して、逆に“間"の芝居ができたり、その動きを拾う編集をして、動

きをつないだように見せたりするのです。

（正確な演技ではありませんが、動いて見えるだけありがたいという手法で

す。なにしろ二枚の目を描くだけですむのですから）

もうひとつ別の方法があります。

カットのなかの主要な動きの部分を、カット頭では逆の動きにして、アクショ

ン･カットの動きとして流用するという方法です。

これは、動き(芝居)によってはできませんが、リミテッド･アニメでは結樹利用

できる方法です。カット頭の芝居というのは、観客には見えない芝居(動き)です

から、それをつかって“カットつなぎが凋麗に見えるほう"がいいと計算するのが

ぼくのやり方頚。
このような姑息な方法で、編集的な不都合を少しは回避することができますが、

困ったことに、この処理は、観客には意識しないと見えないという欠点がありま

す。当り前すぎるからなのです。しかし、逆にいえば見えないからこそつかえる

手法でもあるのです。

ですから、スタッフになりたいと考えている方は、この"ふつうに見えない動き

も見える''センスを身につけて、仕事に応用していただきたいのです。

絶対に損はさせない方法です。
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あくまでも、フィルムを物理的につなぐための手法であり、この小さな動きは、

カット頭の６コマ(６分の１秒)ほどの長さですから、観客は意闘して見ることも

できませんが、無意識的にカットのつながり感を喚起できて、動きのないカット

同士をつないだときの硬いつなぎ感を回避することができます。

表現技術というものは、当り前にやってしまいますと、あまりにも自然すぎて、

あからさまに見えるものでなくなるものですが、そのような処理を無視してはな

りませんし、もっと違う方法もあると思いますので、開発してくださると嬉しく

思います。

しかし、実写では‘‘まばたき"はしないように演技をさせます。

なぜなら､羅物の人物の"まばたき"というのは､観客から見るととても大きな
動きに見えて煩わしいからです。

なによりも、生身の人間は張りついたように、全く動かないということは絶対

にないので、不必要に動かすことはしなくても動いてくれているのですから、そ

のなんとはない動きを拾ってカットをまとめていくのです。

R釦こしている(フィックス)カットを見せる方法

それぞれのカットの呼吸を感じとって、カット頭を拾ってやり、そのカットの

呼吸の長さを感じとって、カット尻を切ってやる。

これがすぺてです。
し

白ベタ黒ペタの“パカパカ"は、左右にも前後にも動きを感じさせない“死にカ

ット"なのですが、それでもつかわなければならない時の長さはどうするか、とい

うことについては、やはり同じなのです。

絶対にやってはいけないことは、コンテで５＋０の指定があったから、五秒の

長さにすればいい、ということです。それでは、機械のやる仕事になってしまい

ます。

作画してもらったカットのクオリテイによって、そのカットの長さは、ある一

定の‘‘見せてほしい長さ""見てもらいたい長さ"というものが発生します。

もっとわかりやすい書き方をします。

下手な絵は短くしか使えません。いい絵なら長くも見せられます。しかし、そ

のカットの出来だけで長さは決められないのです。ドラマ的な必要なリズム(呼吸）

も餅らなければならないからです。
その上で、カットの長さを決定します。

それで思い出すことがあります。情景だけのカットの場合、背景ががんばって

作画してくれたりすれば、コンテの予定秒数を変えて、長く撮影してもらったり、

カメラワークがあるような場合でも、前後を余分に撮影をしておいてもらって、

２３６



映像的には動いていても§釦こしているものを見せる

「このカットの頭の部分に映っているものは、ちょっと見せたいんです。だから、

カメラのパン［アニメではfollow（移動)。実写ではカメラを固定軸にのせて上下

左右に振る方法］は、頭にトメがあってからスタートさせるようにします」

「しかし、前のカットからのつながりでいけば、カメラは頭から動いていたほう

がいい」

「そうしたら、肝心なものはすぐ見えなくなっちゃうじやないですか」

これは、本当によくあるケースなのですが、解決させているケースはあまりあ

りません。

このような場合、見せたいものを画面のセンターにとらえるのではなく、左右

に余分のスペースを描いておいて、カメラを余分なフレームからスタートさせて

移動していく間に、目的の被写体をフレームのセンターを横切るように撮影して

もらうのです｡これで､映像的な流れを識することなく､目的のものも観客に
見せられる長さを猶得できます。

このような問題をおこす演出家は、たいてい背景を最低限度の長さしか作画さ

せていませんから、改善させることができないで終わります。

実写の撮影でも同じことが起りますが、たいてい、前後を余分に掴影するとい

う綱神が徹底していますから、アニメほどスペアを猿得することが難しくありま

せん。

カメラの移動速度もカットごとに一定でなければならない、という原則はあり

ませんから、緩く速くといった変化をつける手法だってあるのですが、そういう

指令は面倒だ、という演出家のほうがアニメでは多いのです。

アニメでは、作業の途中では良くわからないので、少し余分に背景を描いても

らう。余分な勤きを作画しておいてもらう。掘影秒数を余分にとっておいて、編

集で処理をするという発想があればいいのですが、この感覚がまったく育ってい

ません。

余分なことは面倒で、お金がかかるからですが、ちょっとしたことで解決がつ

くことが多いにもかかわらずそれをしないのは、基本的には、本当の意味でのフ

ィルム編集の作業をしていないために、映像を実感して解決策を求める発想がな

いからにすぎません。
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編集で最終決定ができる余地を残しておくようなことは、行うべきでしょう。

この気分は実写の編集では、当り前に実行されていることです。



@m“Oiiij。

速いだけが龍ではない

動きや画面の移動速度が速いのを演出家とアニメーターはよろこんでも、観客

にはわからないケースが多いので感心できません。

スタッフだけがわかる動きは作ってはならないのですが、どうして、こうも他

人に見てもらうようなものを創ろうという意識が育たないのかはわかりません。

俗にいう、バツ、スー。またはその逆の、スー、パッ。

速くいきなりゆっくり動く、ゆっくりからいきなり速く動く、というアニメが

多すぎるのです。

この手法は、アニメーターたちが過酷なスケジュールのなかで、楽をする手法

として生まれたやり方なのです。肝心の途中の動きのないアニメの作画というの
＠。うJE

は極度に楽になりますので、窮余の一策が生み出した手法なのです。

パッのところは、極端にズラしたポーズを置き換えるだけですから、自分の得

意なポーズを描くだけですみますし、スーのところは、おなじポーズをジリジリ

引き写しにするように作画すればいいのですから、原画家は、タイムシートに数

字を悪くだけですむのです。

そうでなければ、一枚だけのヒキセルにすればいいのですから、もっと楽にな

ります。
あいまい

これをやれば、途中の芝居のポーズや、ひどく暖昧なポーズを作画しなし,です

みます。（暖昧ポーズを描くのはとても難しいのです）

これではアニメーションをやっていることにはならないのですが、そういうも

のがアニメだと信じている若いアニメーターが育っているのですから、これでは、

アニメの創作は豊かになりようがないとさえ感じてしまうのです。

さらに問題なのは、実写の画像をつかいながら、ＣＧで加工することが容易に

なったために、実物の人物をつかってアニメ的な動きの処理をしてしまい、それ

が今っぽい、ナウイ、格好良い、という状況にまでなってしまいましたから、な

んだかな－、と思います。

ＣＭであろうともひとつの作品ですから、作品全体のリズムの綴急の起承転結
しか

というのはあって然るぺきではないのでしょうか‘？それが、ひとりの演出家や

技術者の悦にいっている顔しか見えない作品というのは、公共の媒体にのせてい

いものなのか、と思わないでもありません。

２３８



面面卜につくられたスピード感を決めることは、演出家のセンス次第なのです

が，どのような基準で速度をつくるかといえば、作品中の物語の感情の推移によ

って決定される、ということです。

背景が空なら、それほど速くは動いて見えないだろう、というのは理屈です。

それがリアルであるなら、宇宙を航行しているロケットを撮影する場合、背景

はフィックス(固定)でいいことになりますが、それでは劇的表現にはなりません。

アニメだけでなく映画でも宇宙の背景をかなりの速度で動かしているのは、劇

的な状況を映像の感情として表現にしているからなのです。

カメラをパンさせれば、宇宙の背景でもかなりの速度で動いているように見え

ても問題はありませんし、物理学の問題を意識するよりも、映像の感偶表現とし

ていいのか悪いのかを問題にするようにします。

本当に物理的なことをいいだせば、宇宙のシーンでは音がなくてもいいことに

なりますが、そんな映画はみたくもありません。

もうひとつ別の問題なのですが、誰が見ても速すぎたり遅すぎる画面感覚でも、
自分にとってはこの速度感がちょうどいいといい張る演出家がいる場合です。こ
のほうが現場的には問題になります。

「だって、ここはプワーッ！という感じのスピードでしよ。これでは、プーン

で、プワーッじゃないじゃない？」「ブワーに見えませんか？ぼくにはそう見え

るけどな」「なんでそう見える？」「プワーにしたんですから」

視覚的感覚は人によって違うようですから、こういうときは、それぞれの演出
家は民主主義で多数決にしたがうようにしてほしいのです。

演出家ひとりのセンスが絶対ということは絶対にないのです。それは、周囲に
いるスタッフも承知しておいて、おかしいなと感じたら直させなければなりませ
ん。

そうしたズレた感覚をもった演出家はいっぱいいますから、演出家の意見は尊
重しなければならないと思わないでほしいのです。

背景を移動させる速度を決定する方法は、背景のディテールの描き方で移動距

離は違ってきますから、数字的に原則があるということはまったくないのです。

ディテールの細かいものは、ちょっとズラスだけでも速くなりますし、ディテ

ールがまったく描いていないぺ夕塗りの背景は、いくら移動距離を大きくしても
動きません。
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頂Ⅱ詞謄のスピード感覚



唆睡IiijiUf

こういう問題もあります。

移動距離が大きくて、長く撮影しなければならない場合、左右をペタ塗りにし

て、真ん中だけに雲を描いたりしたものをつかったりしますが、この場合、中央

の雲なり木なりが画面に入ってくるまでは、速度感が感じられない画面ができま

す。もっとも大切なカット頭に、速度感が見えない瞬間ができるのです。

このような場合は、雲なり木が描かれたセンター近くより撮影をはじめるよう

に指示しなければなりませんし、そうしなければ背景を描いてくれたスタッフに

対しても失礼です。

上図が一枚の背蛋の埋合、Ａフレームの画面にＢに描かれたものが入ってくるまで移動感が見えません。
ＣのフレームとＡが同じために、拠影はまたＡに戻って綴り返せますので、長い秒数に対応できます。

アニメのフォローは無調牛に速すぎる

アニメの創業の頃は、横フォローのカットになると、手前奥の動きがついたう

えに、横移動そのものの速度も速くなりました。

左から右(上昇指向の方向性のカット)の動きがあって、つぎにその逆。そして、
また右から左、右から左。しかも、カメラは上下にも揺れます。おかげで、ドラ
マを観賞する気分は無視され、キャラクターの性格もわからなくなるほどに激し
い動きが展開されます。

それが漫画映画だったのです。

しかし、絵が動くことが珍しくなくなれば、そのような媒体をつかって、新し

い物語世界を構築しようとしたのが、日本のＴＶアニメではないでしょうか？
無論、意識してはじめられたことではありませんでしたが、製作条件の厳しさ

がリミテッド･アニメでありながらも、見られるものを創ろうとしたことから、い
ろいろなジャンルの物鴎を制作するようになり、昨今にいたって、その媒体が社

会的地位を確立していったのだと感じます。

とすれば、アニメは絵が動いてなんぽの世界ではなく、３分の長さをこえた作

品なら明確な物語があるのですから、それを語る映像が必要な時代になっている

２４０


