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ひどい公式かもしれませんが、上肥のように規定できるほどに、アニメではそ

のように動く絵が多すぎるといって過言では鮒ません｡それは､実写のアクシ
ョン物にもいえて、作品のバランスを考えて按配されたものは、最近とみに少な

くなったといえるでしょう。このようなカットの乱立は、作品全体のまとまりや
おとし

おもしろさをなくして、作品を同乏めるように作用します。

このようなことを書くと演出家､ｱﾆﾒー ﾀー ､スタントマン､紬飾たちが
怒るので、制作スタッフやライターは絶対に□にしません。そのようなスタッフ

を怒らせてしまったら作品は創れませんから、周囲のスタッフは知らぬ顔をする

ことを覚えたのです。

しかし、ヴィジュアル社会が成熟すれば、作品の競争が激しくなるのですから、

2４１

のです。

絵を動かせるのがおもしろいという時代は、とっくの昔に終わっているはずな

のです。しかし、ＣＧの画像が出てくるようになって、また、動けばいいだろう

という漫画映画の時代に逆戻りしているような印象を感じるのです。

どんなに素敵な絵であっても、映像に取り込まれた瞬間に、それは映像作品の

一部になってしまいます。ですから、どのように優れた刺激的な印象のカットを

制作しても、物語を盛り立てるように桐成されていないかぎり、記憶からは抜け

落ちていくのです。

ですから、無意味に手間がかかり、無意味に動く映像などは創る必要はないの

です。

人間の記憶は、理由は定かではありませんが、物語(世界観＝記憶を支える意味

性をもったもの)があって、その象徴になる映像を記憶される画像として印象に定

着させているのだと考えます。

ですから、映像作品というのは、まず"物語ありき"なのです。

それが、『＊＊＊マシーン｣｢美少女＊＊＊」でもいいのですが、問題なのは、

"マシーン"や"美少女"だけでは記憶に残らないはずです。まさに物語とは｢＊＊

＊｣の部分にあるのです。

そこの部分に特別な物語、あるいは固有名詞に象徴される物鱈があってこそ、

独自の作品として記憶されるのです。

とすれば、物語全体の流れのなかでの‘‘映像の視覚印象の位瞳づけ,,を正確に効

果あるものにするためには、全体のコンストラクシヨン(構成)を計算して、その

映像のダイナミズムが物語の語り手になっているように計算されたときに、初め

て獲得できる表現の立場(レイアウトであり速度でありキャラクターそのものであ

るすべてのもの)を算出する必要があるのです。
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もうこのようなことを黙っている時代ではないと考えるのです。

せっかく良いシナリオがあっても、役者たちが勝手に演技をしたらどうなるで

しょうか？舞台なら、稲古のあいだは演出の言うことを聞いておいて、公演に
なったら自由にやっちゃうチャンスもあります。しかし、よほど問題児でないか

ぎり、そんなことをやる役者はいません。

そろそろ、演出家やアニメーターも良いシナリオのいうことを聞く時代になっ

たのではないでしょうか？役者や演技がいいから、動きがいい．アクションが

上手、特撮アクションが上手だからという理由だけで、十年後も名作といわれた

作品はないのです。

心に残っている作品は、作品の全体像が上手に創られたものだということを思

い出したいものです。（無論、例外はあります）

つけＰＡＮ，角合わせはfoIIowにする

灘識凱／患擬錘

卿 癖
碗4.､ｖＡ準･

'ｗ，．：、､．

樹影するときには、背景を上にズラシなが

ら撮影するわけです

この項目はちょっとふみこんだ作画技術

のことになりますが、コンテでの描写を作

画にする上で、誤解されてしまう処理があ

りますのでしるさせてください。

コンテに次のような指示があるとしま

す。

被写体のＡがP.,.(パン･ダウン)する間に

小さくなっていきます。

これは、コンテでは、ふたつのコマをつ

かって、左図のように描かれていますと、

作画もまたタテに長い紙をつかって作画し

てもいいわけです。

下図のようにです。

作画的に問題なのは、長い紙に作画をし

ますと、動きのチェックが難しいので、ア

ニメーターは、このような作画はしないよ

うにしています。

実際、このような場合、長い紙には作画

しません。

背景だけ長いものを描いておいて、動く

絵のほうはスタンダードの大きさの紙に描

いて、それをセル絵にして、背景にのせて

提影をします。そして、撮影台に乗せた背

?４ワ
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栂影台を１コマずつ移動しながら柵彫する

手に収まる大きさのスタンダード用紙なら、

ラパラやって励きがチェックできる｡この大き

の紙をスタンダード・サイズに決めた先人た

の経験律には敬童を表し出す。

景だけを上にヒキアゲながら撮影します。

アニメの撮影台というのは、カメラは固定したままで、絵の素材をのせた台を

移伽させ、回転させたりして、撮影します。

横移動のときも同じで、基本的には、背景を移動させて撮影するのが原則です。

この技法をfollow(フォロー)と呼んでいます｡..ついていく”“追う''"従う”とい

う意味で、実写ではカメラが被写体を追って平行移動しながら撮影する方法です。

そのために、カメラを移励させるレールを敷いて撮影しますから、大変な作業

になります。最近では、カメラマンがひとりでカメラを背負ってやってしまうと

いう技術が流行っています。

ですから、follOWは、横移動と理解されていますが、縦の移動でも、被写体とカ

メラが移動して、被写体を撮影していれば"followする''と理解されます。

そして、アニメの撮影台では、平行移動しかできませんから、作業のすべてが、

followになってしまうのです。
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人物（被写体】

メラ

カメ

被写体の移動

固定カメラ
前々頁のコンテの表示を見てください。

大きいものが小さくなっていますので、こ

れはfollowではなくて、じつは、ＰＡＮ（パ

ン）なのです。

これは、ビデオ･カメラの侃影などでい

つもやっている方法で、カメラは－ケ所に

あって被写体を追いかける撮り方です。

しかし、このカメラもすこし被写体を追

いかけるよう移勅しながら、PANもすれば被写体の移動し'〃，Ｕａｄ､~ノイ汐蝿し‘dM~ﾉ､つ、Ｆ八Ｍﾆﾉﾘ'1L卜d，

“つけPAN'’㈹つけパン”という技法になっ

て、ちょっと高等技術という感覚になります。（誤解なのですが……）

コンテ.マンは、このようなカメラワークを指定すると高級っぽく感じるのでよ

く書きます。しかし、そんなのはウソです。

アニメーターにすればそんなコンテを見せられれば、長い紙に作画しなければ

いけないのではないかと考えてしまいますから、本当に迷惑なことなのです。

“つけPAN''効果を出そうとしても、スタンダード用紙で作画をして、大小、遠

近の作画をきちんとやればいいだけのことなのです。

背景の描き方と背景の移動メモリを変えて、移動間隔の変化をつければその効
果が出ますので、作画を長い紙に描く必要などはないのです。

それをやるだけなのですが、これは、もうひとつ別の技法があるために、作業

上の誤解を生むことになって、なんでもかんでも“つけPAN''指定する癖を生んで

いるのです。

それが，，角合わせ''です。

dIj
､

手

カメラ

つけバン

２４Ｍ

カメラが右にいくほど早くなる

回り込みの鵬じを出したいのかもしれ頚せん

このような場合でも作画はスタンダード

背矧の辿度を辿<していけばいいだけ
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角合わせの実際

右図のような場合、どうしても、背景と

セル絵の関係が発生しますから、フレーム

ごとに背景とセル絵を合わせて作画して、

撮影します。

しかし、この方法は、背景とセル絵の被

写体の足場の"組み合わせ"が大変に難し

いものになりますから、やらないほうがい

いのです。

なにより、セル絵にするものをパラパラなＬより、セル縮lこす色ものをバフバラフレーム指定のカド

やって動きをチェックできなくなるという（カメラはそのフレームごとにメモリを合
わせてセルを置いて柵影し蝋す）

欠点が生じます。

大きな紙に描いた絵の部分を重ねて、パラパラと重ねたもので動きを見ようと

しても、スタンダード用紙でチェックするほどに動きは見えません。

これは実際にやってみればわかりますから、試してください。かなり無駄な労
力のかかる作業になります。

さて、しかし、このような技法があるのだとわかっていただけますと、誤解の
はじまりを少しでも想像していただけると思います。

>---<､‐

コンテで右下図のように書いてしまうことは、よくあります。

このような場合、follow感覚よりPANにちかいのでこう書いてしまうのです。

しかし、だからといって、横に長い紙に作画して“PAN”処理をする作画はし
てはなりません。

横長の紙に作画をしていくほうが自然に感じられますが、それは“角合わせ．'に

しなければならない場合だけです。横長の紙に作画したものもパラパラと見るに

は大変見づらく、さらに、もうひとつ大変厄介な問題が発生しますので、やらな
いほうがいいのです。

フリッカーの発生ですｃ

2４９

カメラＰＡＮづけ

Ｌ1
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フリッカー

この螺フリッカーというのは、カメラの移動す

洲／
／~ﾌ３Ｊ再;;１m、

／

る方向に垂直(縦移動なら水平)にセル絵の

輪郭がプレて、ダブって見えることで、場

合によっては、絵そのものが戻ったり、ダ

ブっているように見えたりもする現象をい

います。

左図を見てください。

あくまでも、フレーム内での位置のズレ

が、動きを発生させていると考えてくださ

い。スタンダード用紙をつかってアニメー

ターが動きを作画するということは、フレ動いて見えるのは、フレーム内での被写ター刀､鋤さなfF画９つといつく一こ(ま、ノレ

体の位置ズレがあるからです。一ム内での位置ズレを見ているのです。

ですから、フレームは固定しているのが

前提です。

事実、アニメの撮影台のカメラは固定し

ていて、カメラそのものが左右に動くこと

はありません。（上下に動くこともありま

す）

何十枚もの違った動きの動画を撮影する

ということは、同一フレーム内で、作画さ

れた位置ズレのものを映しているわけで、

それを一気に映写しますと動いて見えるわ

けです。

それはＣＧの場合でもまったく同じで、
位値ズレlJk、あくまでも同一フレーム

ＣＧで作画や撮影をしても、その作業はす
内であるから、位置ズレをしている判定

ぺて同一フレーム内でおこないますが、Ｃができる。

Ｇでも、フレームを縦なり横に長くして作

画することはできますので、被写体を同一フレーム内におさめるために、長いフ

レームをスタンダードのフレーム内におさめるために、上下、左右のどれかの方

向にヒクことになります。

その場合、作画された動きとフレームをヒクことによっておこるもうひとつの

動きが重なって、フリッカーのおこる原因がふくまれてしまうのです。
次頁で、もう一度、セル絵とアニメ撮影台の関係でこの説明をしておきます。

2４６
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スタンダード用紙でないものに作画をし

ますと、被写体をフレーム内にいれて映す

ためには、どうしても、紙そのものを撮影

台でヒイて、フレームのなかに入るように

して撮影します。

そうしますと、セルをヒイた分だけ位置

ズレが起こります。

このセル(作画のあいだは紙)をヒクこと

によって、フレームが変化するというのは

わかりますね？

右上図のとおりです。

被写体を長い動画用紙に描いて、動きを

完成させても、それは、動画用紙の上で、

見た目では動いているように見えているも

のです。それはあくまでも、人間の目が直

接見て動いているように見える、と判定し

ているのですが、しかし、フレームが変化

しているというのは、視覚的に計算するこ

とは不可能です。

ここに、フリッカーが起こる原因がある

のです。

フレームが変化をすることを計算しなが

ら作画はできません。これは、どんな名人

にもできないことです。

なぜなら、動きを表現するための線はがＩ

/、
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なぜなら、動きを表現するための線はかなりの園になります。動きの部分によ

っては、戻る動きがふくまれていたりしますし、斜線もあれば、球面もあるでし

ょう。ですから、動きを表す作画の線の位置ズレと、フレームが変化することに

よって発生する線の位圃ズレを同時に考えながら、作画することは絶対的に不可
能なのです。

それでも動いたようには見えるのですから、それで撮影をしてしまいます。そ

うしますと、必ず、予定していない位置ズレの部分がフィルム上に映ってしまい
ます。

ちょっと戻った部分の動きが、作画的にいえば、戻りの動きの位圃になってい

たり、全体的に右に３ミリ位瞳移動していればベストであるのに、フレーム移動

があったために、５ミリ移動したことになって映ったり、ほとんど位圃ズレがお

きない線があったりするのです。

そのようなものが同時に映ってしまっている映像を、しかも一気に見なければ



ならなくなりますから、プレになって見えるのです。

これがフリッカーです。

ここではとりあえず"線"と密きましたが、面の移励でも同じことはおこります。

ですから、被写体独自の動きがあるものであれば、絶対にスタンダード用紙に

作画をして背景をヒク、というプランニングに変えなければならないのです。

しかし、コンテの上では、簡潔に演技内容や動きを指示するために、動画も長

い紙に描いたほうがいいと思えるカットの描き方をしてしまいます。

それはそれで､絶対に別の噂静ができないものです。
そうなりますと、かなりの頻度で、長い紙、大きな紙をつかって作画をしなけ

ればならないと思えるカットがコンテ上では続出します。

しかし、それにごまかされてはいけないのですが、コンテ･マンも演出家もアニ

メーターも、このコンテにごまかされてしまって、長い勤画用紙に作画をするこ

とを許してしまうものなのです。

そんな体験を無数にした身にとっては、つくづく絵のもっている脅迫観念とい

うものは激しいものだと感じています。ですから、初心者がこのまちがいを犯す

のは当然のことなのですが、やはり気をつけなければならない事項なのです。

フリッカーというのは、その部分だけ突出して｢厭だな」｢変だな」と思わせる

‘‘映像の汚れ"に見えますから、これを効果として利用する方法はないでもないで

しょうが、フリッカーのおこる場所というのはわかりませんので、劇中の表現効

果になるとは思えません。

“つけパンPAN''的な処理であっても、被写体の動きを見せながらカメラを移動

させるのなら、動きは絶対にスタンダード用紙に作画して、背景の移動速度を変

化させることで、演出の要求に応えるようにすればいいのです。

長い紙に作画をするのは、それ以外のどうしようもない時だけにします。

窓枠とキャラクターの対比

なぜ窓枠が大きすぎるのか？なぜ、それを気にしないで作画ができて、その

作画を演出家たちはオーケーするのか？

乗り物といえば大きくなって、そのなかに座るキャラクターは、なぜ小さくな

るのか？

ともかく不思綱なことなのですが、この現象は、この40年間、延々とつづいて

いるのです。

人物と背景の対比関係の問題なのですが、これが問題なく描かれたことはまず

ありませんから、ぼくの｢ファースト・ガンダム」（｢機動戦士ガンダム｣）では、

窓が大きすぎる、コックピットもブリッジも大きすぎるシーンが連続しています。

当時は、総監鶴であるぼくは、個々のカットの演出は担当演出に任せなければな

248
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らない立場にいましたから、そのような問題でリテークを出すことができません

でしたし、リテークを出せるようなスケジュールでもありませんでした。また、

ぼくがズポラで、設定段階でうるさくチェックをしないということも原因ではあ

るのですが、それにしても、不思認なくらいこの現象は現在もつづいているので

す。

それは背景とメカ･デザイナーの作画でもおこる問題なのです。

メカ･デザインの外観が出来上がってから、その内部の窓のある部屋を背景マン

なり美術監醤に設定してもらうのですが、なぜか、窓の大きさが合わないという

ケースが起こります。

もちろん、ちゃんと作画してくれるアニメーターも背景マン、演出家もいるの

ですが、それは例外的といっていいくらいなのです。当たり前に作画できるスタ

ッフやチェックのできる演出家は、キャラクターやメカニックの対比表などがな

くても、カットごとに適格に表現してきますし、演出的なコントロールもできる

のです。

そして、キャラクターの背丈の違いを一覧表にした対比表がなければ作画でき

ないと対比表を要求するようなスタッフにかぎって、実際には、正確な対比で作

画をしたことがないのが実状なのです。

これが現実ですから不思識ですし、もっとスケッチの練習をして絵が上手にな

りましょうね、というアドバイスもあり得ないとわかったのです。

そうなれば、絵を描くことが下手だから、といい切れる問題ではないとわかり

ますから、この原因については十年以上考えました。

なにしろ、そのようなスタッフは無数といっていいくらいですし、いつの時期

にもいたからです。

その結果、乗り物を大きすぎる描き方をしてしまうアニメーターとそれを許し

てしまう演出家の鑑識眼と心理には共通する問題があるのではないか、と思い至

りました。

絵が上手下手以上の原因ということであれば、それは、心の問題でしかない、

と考えるようになったのです。

幼児的な心理、もしくは、未開人的な精神に取り恐がれている、そうでなけれ

ば、宗教的心情に支配されているのではないか、という想像です。

そのような心根は、神的なもの、偉大なもの、もしくは、人が乗れるもの、人

が取り囲まれるものというようなものは、大きいものである、という脅迫観念、

もしくは、偉大であるものを描きたいという衝動(こかられているからではないか、

ということです。

宗教画には、その傾向は顕著です。仏様を大きく、弟子を小さく描きます。

その心理と同じ心理が‘‘人が乗るものは大きい，，という脅迫観念に囚われて、大

きく描いてしまうのであろう、ということです。
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そのような心理に支配されていれば作画の改善はできませんし、そのチェック
もできないでしょう。

そのようなスタッフには、ともかく対比表を示すしかないのですが、先に書い

たとおり、それも対策にはならないのです。

なにしろ、映像作品のカットは、足場が同じで水平の目線で作画をすることな

どはまずありませんから、背丈の対比表のような作画では対応できないことのほ

うが多いのです。

そこには還近感の違いのアレンジも入ったりしますから、そのちょっとしたア

レンジを乗り越えて“らしい"作画をしたり、それこそ背丈の違いまで描くのはと

ても難しい作業になるのです。

つまり、そのようなスタッフは、コンテで足場の上下差があると示しておいて

も、それを無視して作画をします。なによりも、両方の足が段差のあるところに

乗っていることなどを想像することが皆無なのです。

それは、椅子に座らせるポーズを描かせても、きちんと座った姿勢しか描かな

いことでもわかりますし、演出家もそれを許すのです。

そのようなスタッフを見つづけてきましたから、対策は、幼児的観察眼や子供

のままの欲望表現をする性格を直すしかない、ということになるのですが、これ

は、綱神病理学的治癒が必要なレベルかもしれませんので、ぼくには手の出しよ

うがありません。

だからといって、すべてのカットに手をいれていっていいのか、となれば、そ

れもしてはならないのです。スケジュール的に無理だという以前に、仕事をして

くれるｽﾀｯﾌがいてこそ､ｱﾆﾒ岸↓､う膨大にﾏﾝパﾜー の必要な仕事が完成
するのですから、スタッフの仕駆を無碍に否定していてはなりません。

そこにジレンマがある？とは、思いません。

現実は、こんなものなのですから、そのような力を借りてでも作品を創ってい

るほうが楽しいのですし、それでもいつか、幼かったスタッフが大人になってく

れればいいのです。

もともとアニメなんて、そんな上等なものではなかったはずなので、そのよう

なスタッフの集まりでもいいと考えている部分もあります。むしろ問題なのは、

ヴィジュアルがもてはやされるようになって商売になり、大人らしく見えている

のにガキが増えていることのほうだ、と感じるようになっている昨今です。
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カーブを曲がる

ある被写体がカーブを曲がるとき、どの

くらいのスピードで移動させたらいいの

か、という判定の問題です。

これを、カットの紙を硯んで、頭で考え

て、撮影台の移動を指定するメモリを作ろ

うとすることは、大変難しい仕事になりま

す。

しかし、移動速度を指定するメモリを作

る前に、実際に被写体を動かしてみれば、

撮影用のメモリを算出することができま

す。

車でも人物でもいいのですが、あるカー

上図の作築をしてｶｯﾄの秒数を割り出す

車でも人物でもいいのですが、あるカーブを曲がらせたいと思ったとき、実際

にイメージしているままにカーブのアクション･ラインを作って、そのうえでふつ

うに被写体を動かしてみるのです。

そして、その見た目の動きの感じから、秒数を割り出して、その移動距離をそ

のまま１コマごとに移動する距離にして、メモリを作るのです。

ここでいう｢ふつうに｣というのはどういうことかといえば、見たどおりの速度

であるかどうか、ということにすぎません。見た目で速ければ、速いのです。そ

れだけを気をつければいいのです。

むろん、速度配分のコツというものはあります。はじめゆっくり、なか速く、

後ろ速＜か、もっと速く、です。

実際にも、カーブを曲がるときは、同じスピードではありませんから、そうす

るのです。車の運転のアウトインアウトということも流用すれば、なお“らしい”

動きを再現できます。

しかし、波に乗っている感じをカメラでやってもらう場合は、逆のメモリにな

ります。

波のはじまりは、間のあいている速い速度になる距離のあるメモリにして、波
ま

の頭になったときは、距離の短い遅い速度のメモリにして、つぎに"間"をおいて

速い速度にして、さらに、波が一番底になったときには、またメモリの距睡を短

くして遅くします。

どうして？海にいって浮き袋につかまって、波に揺られてみてください。

大切なことは、セルは３コマごとに１枚変えても、背景の移動は１コマごとに
して撮影しなければならないことです。

背景が移動するスムースさの再現には、１コマごと、つまり、実際の被写体を
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剛勤耐

撮影するフィルムのようにつかわなければ再現できません。

これは、フォローの背景を移動させる場合も同じです。

セルが３コマごとに－枚撮影しているリミテッド･アニメなら、背景移動も３コ

マごとに移動させればいいのではないか、と実験したことがあります。

そうしたら、まったく駄目で、カタカタとトメの絵がつづいているだけになっ

てしまって、動きらしいものになっていなかったのです。

そのフィルムを観て、スタッフ全員で大笑いをしたことがあります。４０年ちか

く前の虫プロダクションの天井裏の試写室でのことでした。

背景の動きの視覚的な実際的移動感覚が、セル絵が３コマごとにしか動いてい

ない不自然さをカバーして、なんとか全体が動いているように錯覚させているの

です。それが、リミテッド･アニメの秘密だったのです。

錯覚１アニメにとってなんと偉大な発見でしょう！

アウト・アクション

作画で動きを見せるには、アウト･アクションに作画するという法則があります。

体と腕が重なって見える場合、腕の動きを体の外に見えるようなアクション･ラ

インを設定して、動かすという考え方です。

また、同じ腕の振り方でも、大きく外に動くようなアクション･ラインを想定し

て作画するということです。

それは、画面全体の動きに対しても同じで、直線のアクション･ラインにのせる

よりは、アウト･ラインにしたほうがきれいに見える、シルエットを見せられる、

という考え方にも流用されます。

動きがシルエット
アウト・アクションの例

として見えない例

そうすることで、動き(芝居)がはっきり

と表現できて、キャラクターもわかり、映

像的にも豊かになりますし、作画もしやす

いものになります。

しかし、この処理をしたからといって、

はっきりと見えるものではありません。ア

クション･ラインにのったポーズの問題で

すから、動きのなかの－瞬にしか見えませ

んので、観客には気づかれないものです。
つや

しかし、それでlibきの表現に艶がでます。
あや

＃愛がつくと考えても良いのです。丸みがで

て、ふっくらとするとも感じられます。

むろん、そのために作画枚数は２～３枚

増えるでしょうが、アクション･ラインの
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カーブをつけたアクション・ラインの例

⑬ ⑥

正面に近く匝線のアクション・ライン 囲

始まりと終わりのポーズの描き方次第では、枚数は増やさないでもすませられる

こともあります。

動きそのものをシルエットで見せるという考え方で、キャラクターづくりの鉄

則でもある“シルエットの違いで見せる，'ことと同じで、大変重要な処理の仕方で

す。

この基本の考え方があって、そのうえで、視覚印象として演出的に細部の描写

をする、という手順を覚えてほしいのです。

そうすれば、表現としてかなり大きく伝わる映像が猶得できます。

走っているときの腕の振りを大きくする描き方は、この考え方にしたがってい

るのですが、カットのサイズによって、アウト･ラインの取り方は違わなければな

りません。バスト･サイズとロング･サイズでは、そのサイズに似合った振り方を
考えなければならないのです。

しかし、たいてい、ロング･サイズの作画方法をパストサイズやアップ･サイズ

でもやってしまいますから、不自然な走り方になっているのがほとんど、と考え
てよいでしょう。

また、カーブをつけるという考え方は、デフォルメをするということにつなが

りますから、作画上のデフォルメと同じだと考えて柵いません。

ゴムマリがパウンドするとき、地についた瞬間は‘‘潰れ''、跳ねたときには"伸

びた"ように描くことによって、柔らかさが描けると学んだはずです。

このような技術はすべてに応用できるのですから、作画の詳細については、良
い作画の専門書で勉強してください。

プランとしては③のほうが⑧よりも豊かな表現になります｡これも一例ですか
ら、すべてに適合できる例ではありません｡迫力だけを演出するという場合も、ま

た違ってきますし、どの技術を組み合わせるかという問題も浮上します。
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・・ｏｏＣ

ｕＭＺｊ⑭1,皿

3コマ打ちの波を焼けると止まる

波の例で、大切な駆例を思い出しました。

画面に３分の１ほどのスペースを波が占めている場合、３コマ打ちで動かした

カットをつづけてつなぎますと、カットの頭とカットのお尻一つまりフィルム

のつなぎ目一のところで波の動きがとまって見えます。

３コマ打ちの波が、前のカット尻に３コマ、次のカットの頭に３コマあります

ので、この６コマ分がトマッテ見えてしまうのです。４分１秒、波が止まること

になります。

３０年ほど前このようなことを予想していなかった頃、本当に困惑しました。

波の動きは、前のカットの動きをつなげて、方向性を統一したりできませんか

ら、トメ感覚が極度に印象的にのこって見えたのでしょう。

このようなときは、かならずカットの頭と尻のフィルムを１コマずつ切る必要

があります。

３コマというのは、映画のフィルムでいえば８分の１秒です。つまり、動きを

感じられるためのトメで表現していい限界が８分の１秒だったのです。逆にいえ

ば、８分の１秒トマっているものを連続して見ると、なんとか動いているように

見えるのですが、カットの尻頭の３コマずつが動きのつながっていないもののつ

ながりの場合、トマッテ見えてしまうのです。

カットの違う“波のつなぎ"というのは連続している動きでないために、３十

３＝６コマで、つまりは４分の１秒、トマッテ見えてしまうのです。

同列の駆例ではないのですが、もうひとつ別の事例をあげておきます。

空だけの背景は、兼用でつかい回しをすることが多いのですが、背景の位圃を

同じままで、ふたつの連続するカットを撮影しますと、背景的にはひとつのもの
になってしまいますから、カットもひとつに見えてしまうことが起こります。

フィルムでつなげて見たときに、続いているカットであれば、背景がまったく

同じものですから、カメラが固定しているということになり、手前のセル絵だけ
がパッと変るサイレント時代のトリックをつかったように見えてしまいます。

このようなことを回避するためには、カットごとに背景をちょっとズラしてつ

かうようにします。

このようなことからも、カットナンパーが打ってあるから別カットだというい

い方は通用しないのです。

現場では、たえず対処しなければならない問題が内包されている、と用心する

必要があります。

日頃のセンス、柔軟性のある考え方を身につける、ということが、このような

事例からも指摘できるのです。

２５４



爆発するものはすぺてコナゴナになるというのが、アニメ関係者の観念になっ

ています。枚数を少なくして描くために、なんでもかんでもコナゴナに描くしか

なかったからそうなったのです。が、いつもそうでいい、ということはありませ

ん。

核鰻発の直下にいるわけでもないものが、なんで溶けもせずにみんななくなる

くらいにコナゴナになるのか？それは変だ、と考えてほしいです。それを考え
るだけでも、改善の道は見えてくると思うのです。

つまり、極端な例ですが、爆発は見えないカット割りをする、というような方
法で……。

また、爆発するものの栂造を考えれば解決することもあるでしょうし、爆発さ
せるものの性格を考えるだけで解決はできるはすなのです。

どのような威力をもったものが、どのような方向から、どのようなものを破壊
したのか、と考える癖を身につければいいのです。物の形をしたものは、それぞ
れの部品とか構造によって強度は違うのですから、壊れる順序が違います。発火
点によっても壊れ方は違います。

それらを正確に描く必要はありませんが、ちよっだけこんなことを考えるだけ
で、爆発の表現も違ってくるのです。

画を描くスタッフが大変で、金がかかるから、という制作サイドの都合だけで
コナゴナにするのはもうやめる時代がきたと感じます。架空の世界を描くのであ
ればあるほど、その世界の規範にしたがった表現があるのはずだ、と考えていく
ようにします。

しかし、最近は、ＣＧの作画では、あるテクスチャーやすでに市販されている

パターンを貼り付けるだけですませているという事例が散見されるようになって、
手雷きのアニメーターより酷いぞ、と感じるようになりました。

演出をするスタッフやオペレーターたちには、創作をすることの意味というも
のを、時代にあわせて考えなければならない時期にきているのではないかと痛感
します。

なによりも気をつけなければならないことは、制作現場の現場的な割合が画面

に見えてしまった瞬間から、映像のフィクションの世界は、フィクションでなく

なってしまうのですから、それは作品を創る行為ではない、ということを本当に
理解してほしいのです。
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宇宙はスタジオ･ライトにしない

ＣＧが簡便で自由になんでも描けると思われています。

しかし、本当に自由になんでも描いているのでしょうか？そうは思えないと

いう端的な例を挙げておきます。
ゆうよく

宇宙シーンで、地球を背景lこして宇宙戦艦が遊・eする。光線兵器が閃光を発す

る巨大マシーンがある。

こんなシーンは、とても自由に見えるシーンなのですが、どうもおかしいと感

じた画面に出会ったことがあります。

かなり考えた末の結論が、照明の問題であると気づきました。

被写体がどのような位圃にいようがよく見えているというのは、その原因がす

べての被写体にトップ･ライトがあたっていたのです。

なんでもかんでもというほどに、トップ･ライトが被写体に当たっていれば、地

球だって地球儀にしか見えませんし、距離感などは表現しようがありません。

トップ･ライトの位置はおわかりですね？ＴＶスタジオのみならず、大半の撮

影スタジオでおこなっているライティングで、被写体すべてにフラット(平坦)に
頭上から当てる照明のことです。

戸外のライティングには、そのようなことはありません。

これをやってしまいますと、マシーンのディテールをどのように描き込んでも、

すこしも宇宙にいるものとは見えず、なまじっかマシーンのディテールがリアル
すぎるために、出来のいい模型にしか見えないという結果に陥ります。
ムダな時間と労力をかけてしまっているという現実的問題しか見えず、作品の

なかの一部(フィクション世界の一部)の被写体にならなくなる創作(作画)をやっ
ていることになります。

そのようなものは、図解解説図やケームのなかなら問題はありませんが、少し
でもリアルな宇宙空間を演出して、それらマシーンをリアルに創作したいのなら、
少なくともスタジオ･ライティングを意識させない処理をしなければならないので
す。

コンピュータ･ゲームのなかのムービー･ブロックなら、それも“解説図"ですか

らそれで桐わないでしょう。しかし、“世界"を描こうとする"物語＝フィクショ

ン"の世界での描写なら、このような処理はしてはなりません。
ライティングは、セル絵の場合にも考慮しなければならない問題ですから、ア

ニメーターにも無縁の問題ではありません。
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これはひょっとすると、アニメーターた

ちの永遠の悪い癖というものになるでしょ

う。

カット頭のポーズは、動き(芝居)のはじ

まりだから、その動きの決まったポーズを

描くという考え方です。

たとえば、立っているなら、両手を真下

に下ろしたポーズ｡走っているのでしたら、

両手を前後に振り切ったポーズ。これが決

めポーズです。格好つける場合には、それ

ぞれの決めポーズというものがありますの

で、その一番決まった格好の良いポーズと
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いうことになります。

むろん、そのポーズは、歩いている動き

にもあって､足を前後に伸ばしきったところが、決めポーズになります。歩きも走
りも､もうひとつ決めポーズがありまして､その中間の足が左右重なるところです。
右図を参照してください。

振り返るのであれば、真後ろのポーズというものになるでしょう。

そのポーズに共通するのは、描き手の描きやすいポーズということです。
それが問題なのです。

なぜ問題なのかというその理由については、本テキストをここまで読んでくだ
さった方には想像がつくはずです。

そのようなポーズは、そのカットに必要なポーズ(演技の始まりｏｒ前のカット
の連続から発生するポーズ)でないからです。

何よりも、アニメーターそれぞれの描きやすいポーズであるだけでは、まちが

いなく連続するカットが要求しているものに応えているものでないのは事実です。

仕事をしている人の都合のポーズでしかありませんから、作品が求めているもの
ではないのです。

前後のカットの流れを見れば、そうそう描き手の割合のよいポーズの連続にな

ることなどはないのですが、そのように考えたことがあるスタッフは、演出家を
ふくめてそれほどいないはずです。

アニメやCGのように、幾百ものカットの積み重ねで出来上がっている作品は、

むしろ、描き手の都合で描いていいものなどはほとんどないという覚悟を持って
ほしいのです。
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動きの連続を表現するのであれば、動きの途中の変なポーズから作画をはじめ

なければならないことのほうが多いのです。むしろ、とても変な瞬間から作画を

しなければならないのがふつうだと思ってほしいのです。
あた欧

フィルム編集をやっていますと、カット頭を変なポーズにしてカッティングを

することのほうが多いくらいなのですが、このことに気づいているアニメーター

は大変少ないのです。

この作画のために無駄な枚数をかけているのも無視できないのですが、そのこ

とを問題にした制作マンは、現在までのところひとりもおりません。

動きをつなげる必要のない作画(カット)でも、これと同じようなことがおこり

ます。

コンテが要求しているアングルが描けない、そのような角度の顔が描けないと

いう理由で、自分の描きやすいポーズやアングル、スタイルでしか描かないケー

スはこれもまた山ほどあります。むしろ、そのコンテで予定したのと違ったポー
ズのカットで作品を発表しなければならないことのほうが多いというのが実情で

す。

人には得意不得意があって当たり前ですし、描きにくいアングルがあるのも当
然です。すぺてを完騒に描いてほしいと注文をつけるつもりも全くありません。

事実、そんな注文をつけずに今日までやってきました。
しかし、描けなければどうするのか、という問題についてはその解決策を考え、

相談し合っていきたいと考えているのですが、現実には、演出家のリテークとい
う形でしか行なえないというので、本当に残念なのです。会話が一方通行になっ
てしまうのですから。

考えてみる、検討をし合う、ということが、創作をすることを考え、将来の技
術向上につながるはずなのですから、考えた上でこれしか出来なかった、という
作画と､徽惟だけで描いている作画というのは､見ただけでわかるものですか
ら、そのようなアニメーターの手を見てしまいますとその人の将来が悲しいな、
ということまでわかってしまって、本当に辛いのです。

動きが速いと背愚も速くする

この場合の動きとは、“被写体の動き"ということです。セルで描かれているキ
ャラクターのことですが、生物でない被写体の場合もあります。

で、“被写体の動きが遅ければ、背景も遅くする''ともいえます。
しかし、すべてケースバイケースなのですから、この両方の原則が適応できな

い場合もありますが、それでもこれは原則にはなります。
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すなわち、なんとなく速度感が統一されていない、シーンとしてまとまりがな

いと感じた場合、背景速度が速すぎたり遅すぎるということが原因の場合がよく

あります。

この場合、背景の速度を動画の速度にあわせて改善してやれば、その一連のシ

ーンが見やすくなり、物語がわかりやすくなったりします。

一見、当り前の作業のようですが、これが出来ない演出家は多いのです。

そのようなスタッフは、おそらく遠いものは遅く見える、近いものは速く見え

るという、それだけの理屈に縛られて作業をしているからだと感じます。

劇的に高揚してきたのなら、背景は速くしていいのです。宇宙の背景だって、

戦闘シーンで止まったままでは、動画だけが動いたってつまらないでしょう？
ということです。

ここでは、それとは別の問題を書こうとしています。

被写体の動きだけが速くて、画面全体の速度感が被写体の動きをフォローして

ない速度である場合が、動きの変化のあるカットの場合に、結櫛あるからなので
す。

そのような場合、背景の移動速度も、動画の速度感に調和する速度に合わせな
ければならない、と覚えてください。

そうしませんと、画面全体が不自然に見えてしまって、その不自然な動きの抵
抗感というものが画面の流れを追うことができなくなって、物語を追うこともで
きなくなるからです。

ここで指摘したい例は、カツトサイズを違えれば、速度感も違ってくるという

ような微妙な性格のものではなく、被写体の動きがカットのなかで速くなったり

したときには、背景の速度感もあわせろ、という意味です。遅い場合も同じで、
遅くなったものにあわせなければなりません。

それが、前後のカットの基本的な速度とは違ってしまう場合があったにしても、

動画にあわせることを先行させます。

そうしますと、全体的に見た場合、メリハリのきいたカット展開になったりす

る別の良い効果が現われたりしますから、ひとつの方針だけに固執したりするこ
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ある背景速度が、前後のカットの速度と同じように統一されるぺきなのですが、

それにしたがいすぎていますと、むしろ、同一性が失われるケースがあるのです。

芝居の展開が止まってしまう、もしくは、後退してしまうというケースもあるの

です。

しかし、それにスタッフが気づかないケースがあるのは、作業としてはまちが

いなくやった、という意識が残っていると、‘‘見た目の不都合さ''に気がつかない

からなのです。

珍しい事ではありませんので、気をつけるぺきなのです。



､鋤加。

とはしてはなりません。

その場合に気をつけなければならないのは、見た目の印顛で速くなったのか遅

くなったのかということであって、作梁した数字を速くなるようにしたから問題

がないと考えてはいけません。

あくまでも、“見た目”でどうなのかという判定をしなければならないというこ

とを忘れないでください。

このようなことからも、逆に、カット(画面)というのは、“ひとつのまとまり感'，

を要求しているものであるという原則を思い出すことができるはずです。

ですから、カットが固有であるべきというのは特例であるべきだ、と考えなけ

ればならないでしょう。それがわかった上であれば、固有のカットの創作という

高い次元の仕事に挑戦して良いでしょう。

錯覚は利用しろ

錯覚は素晴らしい発見である、と書きました。

ディズニーの長編アニメでは、キャラクターに影がついているカットはとても

少ないはずなのに、見た後の印象でいえば、全体的に影がついていたという印象

をもっています。これがすでに錯覚なのです。

それを達成するために、影がなくても見せられるキャラクターの描き方やファ

麗為禦龍鮮獣亨恥繕2琵補而鰯総
督のチェックをうけずに、採用されてしまうカットもあります。きっとそのよう
なアニメーターは、作画監督よりも偉い(年寄り)のアニメーターの仕事なのでし

ょう。そのようなアニメーターは、どの作品にも必ずいるものです。

そんな横暴をして、若い人に嫌われないスタッフになりたいものだと思ったの

は、４０年ちかく前に見たディズニーの長編アニメ｢ファンタジア｣での思い出です。

さて、錯覚をどのように喚起させているのか、という技術論については検討を

したことがありませんので書くことはできません。しかし、どのような手法をつ

かったら信じさせるものが創れるのか、と考えつづける必要があります。

が、ひとついえることは、生真面目に仕事をしていればそれができる、という

ものではないということです。

最近のぼくの事例でいえば、ワン･カットのなかでも、右と左ではレンズの射角

が違っている画面を強引に－枚の画面につなげてしまって、つかったりしている

場合があります。
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