
背既の立濁

ぼくは背景９?作業のことはまったくわかりません。
映像＝動く画。この問題だけを考えてきたからです。つまり、“変化する画像”

"物語＝変化する"ことが好きなのです。

ですから、一枚絵の背景の描き方も知りません。ぼくが、絵が描けないコンプ

レックスがあるから、考えたくないのかもしれませんが……。

ぼくの立場では、ひたすらいい背景が上がってくることを祈っているだけです
んでしまうから、ということもあります。

そして、いい背景マンのお手伝いをいただいてきましたから、ありがたいと思

っているだけなのです。それで、背景マンにとんでもない作業を強いているらし
いのです。

しかし、そのようなスタッフの手を借りながらも、ひとつだけ気になっている
ことがあります。

なぜ、背景マンは無駄な絵を描くのか、という点です。

セルで隠れてしまう部分にまで丁寧な作画をしてくれるのは、一見ありがたい

のですが、それは無駄な作業だといいたいのです。

出塁員灘鶏蕊噌嘉WiW雪繍課』i慧駕詮？悲
らリテークをくらって描き直しをするのは厭だといわれてしまえば、そのとおり
で、その状態を認めるしかないのです。

そのようなスタッフですから、彼らが仕事に対処する場合、まず、一枚の背景
のどこを観客が見るのか、と考えます。

そして、アニメーターが作画した背景の原図というものを、セルの動きを想定
しながらも、観客が気持ちよく見ることができるレイアウトを描くことからはじ
めます。

二重手間のようですが、背景マンはそれをして、自分が納得しないかぎり、作
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つなぎ合わせの郁分は、むろんウソパースの絵です。もし、それを鴎止画像で

見たら、そんな絵はつかってはならないとリテークをしてしまうようなものです。

しかし、カメラワークのあるあいだの絵なので問題はないだろう、錯覚に頼ろう、

と考えて実行しました。

しかし、そんな絵を描かなければならなくなった背景マンは、大変に悩んだと

聞いています。しかし、映像的には問題がないと感じていますが、背景マンは、

カメラが動いていようがいまいが、その部分をビデオで止めて眺めて、厭だなぁ

と臆っているはずなのです。しかし、映像なんてそんなものなんですよ、と思っ
てほしいのです。



Q､“耐

画しません。その結果、アニメーターの作画したレイアウトを無視することも多

くなります。

なぜなら、背景マンだけが色がついた画面を想定して、フレームのなかにおさ
え

まる絵を描かなければならなくなるのですから、彼らは映像の"画"を考えるので

はなく、一枚の絵としての完成度を高めようとします。

見るポイントに対する感度の違いがあるのです。

これは、映像を稲み上げている作業をしている演出家の立場からすると、とて

もありがたいことなのです。仕上がりが良くなるからです。

画面の骨格が出来る、と感じられますから、安心できる素材になるのです。

ですから、背景マンは、背景をシンプルなものと考えることができませんが、

それでも物の形を描くのは大変なので、なるべく線で表現できるプランニングと

いうのを考えます。

しかし、それ以上のことは、それぞれのプロダクションの企菜秘密のようで教

えてもらったことがありません。

画像が流動するものとも考えられないのは、基本を一枚の絵としてとらえてし

まうからで、欠点ではないのですが、無駄な作業をしてしまうという結果として

現われますので、時間を賀やしてしまうことがおこります。

このことについては、解決策がありません。多少の解決策としては、アニメー

ターと同じスタジオで作業をして、連絡を密にとることなのですが、現在のよう

に個人スタジオの集まりがアニメの制作状況ですので、これは出来ないのです。

ですから、自噺的にいわれているのは、「覚悟してやるか、諦めて手抜きできる

空だけの背景の話を作るか？」といったものです。
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カメラマンの宮川一夫は、1935年から1990年まで仕事をした仕事師です。代

表作に、黒津明監督作品｢羅生門』｢用心棒｣｢影武者｣などがあります。

この稿は、キネマ旬報社発行の氏の特集本からの抜粋ですが、大変に参考にな

ることをおっしゃってくださっていますので、要約して掲賊させていただきます。

◇観客が見たがっているものを撮る。

◇カメラマンの仕事は、構図と配光とカメラ･ワークが主となる。

◇黒を際立たせるために白の艶、グレーの階鯛の鮮明さが必要。

◇モノクロームのネガの現像で、フィルムの乳剤である銀を残す"銀残し'，

という手法も､黒を黒らしくするための表現のひとつとして開発した。
◇しっかりとした画は、必ずコントラストがある。明るいものがあるから黒

を感じる。

◇暗い画面でも、大事なところは必ずノーマルな露出にしておいて、プリン

トのときに焼き締める。

（現在は考えられない処理ですが、言葉として覚えておいてください。コ

ンピュータ処理でも似たような技法はあるようです）

◇影は照明や光だけでつくるものではなくて、打ち水をするだけでもモノク

ロームでは黒くなって影に見えたりする。こういう発想を生活観察からで

きるように心掛ける。

◇カメラの移動では、縦の動き横の動きが同時につくれるおもしろさがある。

◇炎をそのまま撮影していいのかと考える。「炎上｣(市川塵監督作品)では、

金粉をつかって炎を表現した。

◇フレームの外にも存在するものがあると感じさせる画を創る。

◇目線の先に、観客は碓かがいると想像するので、次のカットでは目線のと

ころにその対顔を画くレイアウトというものもある。

◇パン、移動、ズームなども、被写体の動きをキッカケにしてはじめるとい

う意織をもつ必要がある。そうでないとカメラ･ワークが見えてしまう。

トリッキーになる場合もある。

（芝居をきっかけに映像を動かすという意味をわかってください）

◇ズームをとめる場合も、一瞬戻してとめると静止感が出たりするのは、舞

踊の所作と同じで、トマレばいい、というものではない。

◇無理な動きをしても違和感がない。観客が鴎される呼吸というものがある。

◇いい面をつくらず、お芝居をきちんと見せるサイズで押していく場合もあ

る。
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カメラマン・国I樟Ｅの世界
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◇信条は、映画は森羅万鮫を映すものだから、カメラマンは引き出しが一杯

詰まっている方がいい。【宮川一夫の世界くキネマ旬報社刊>より】

ぼくは今日まで、実写のスタッフのこのような記事を読んだことがなかったの

ですが、すべてに同意できます。ことに、最後の教訓は、スタッフたるものすべ

からくこのような心構えで仕事に望む必要があると実感できます。

老人のいう古いことばかりで、アニメには関係がない、とは思わないでくださ

い。

枚数減らしの手法

スケジュールに追われ、制作条件を省力化する必要のあるテレビ作品では、枚

数を減らすことは、大切な任務になります。

コンテ･マンたちは、これを無視して好きな画面をつくってはいけません。

逆に、枚数減らしに馴れすぎたコンテ･マンと演出家は、映画に迫ることができ

なくなります。機械的な仕事をしつづけますと、いつの間にか怠惰になって、映

像的な発想が貧相になるからです。

つかい回しのカットは、機械的に指定されているものをつかうだけではなく、

以前につくったカットを覚えておいて、再利用するときには、ちょっと手を加え

て偽j静物''にしてつかうﾏﾒさが必要です。
兼用する、というのは、そのままつかうということではないのです。が、どう

してもそのままつかうものだ、という通念が支配的です。

つかいようによっては、つかい回しのカット(パンク、ＢＡＮＫ＝兼用カット）

とは見えないようにつかえるのですから、簡単に(面倒に、ではありません)手を

加えられる方法を思いつけるように、日頃の訓練をしなければなりません。

このために、キャラクターの服装を変えてはならないという条件が発生するの

です。服がいちいち変わってしまったら、つかい回しはやりづらくなります。

そのようなことから、左右対象のキャラクターだと便利に再利用できるからい

い、と発想する時代もありました。

セルを裏返しにして彩色すれば、再利用の可能性は増えるわけで、右向きのキ

ャラクターを作画するのが苦手なアニメーターなら、左向きに作画しておいて、

裏返しにして清雷することもできるので、それは便利です。

また、作画する場合に、バンクにつかえそうなカットなら、癖のないカットに

しておく配慮もまた有効です。そうすれば、パンクにつかいやすいでしょう。

しかも、そのカットをつかうときにも、フレーミングをすこし変えるとか、動

きのタイミングを変えたりして、すこしでも新しいものにする努力をしなければ
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なりません。

逆シートを流用することも、有効です。

これは、カットのなかでつかわれている動きを逆の動きにしてつかうことです。

カット頭につかえば、カットつなぎをアクション･カットにすることができて、

"つなぎ”がきれいになります。その逆に、カット尻でつかって、次のカットのつ

なぎに利用することもできます。

もちろん、カット内でのメインの動きだったりしますから、全部をつかうこと

ができなかったりしますし、動き(芝居)によっては流用できないものもあります。

しかし、ひとつの目的で描かれたものは他にはつかえないという固定した考え

方はとにかくやめて、なんでも利用するという精神がリミテツド･アニメでは必要

なことなのです。

その程度の加工や流用は､演出家は鯛がらずにおこなうぺきです。
クリカエシの動画などを前につかったタイミングのままつかうのでは、機械的

すぎて、演出家のやることではありません。

このつかい回しのカットの考え方は、ＢＡＮＫシステムの省力化の意味だけで

はなく､舞台が現実に見嘉ものでないような作品では､全体の画面構成が整理さ
れて、見やすいフィルム上りになりますので、稲極的な意味で有利な面もあるの

です。

つぎに、ヒキセルの多用です。

これをやりすぎますと撮影が大変なので、乱用は禁物なのですけれど……。

また、オフ芝居の採用もあります。

動きの凄い芝居、作画の大変なキャラクターは、画面の外で芝居をやっている

という栂成にしてしまって、音戸と台詞でゴマカス演出を心掛けるのです。

しかし、これはやりすぎますと、作品としてはまったくつまらないものになる

可能性がありますから、ほどほどにしなければなりませんが、忘れてはならない

手法ではあります。

あとは、ＰＡＮ（パン)。Ｔ､U・(トラック･アップ)。T.B.(トラック･パック)という

カメラ･ワークを乱用することです。

カメラ･ワークだって動きですから、遠慮する必要はありません。しかし、撮影

部のスタッフとは大喧嘩になるでしょう。

そして、やり過ぎたと感じたら、少しは動かすということを思い出します。

そのときには、作画の大変なキャラクターのフル･サイズを10カットつづけるの

ではなく、アップにしてやるとか、超ロングにするとかして、作画園の配分を考

えます。この配慮は、アニメーターを救います。

コンテ･マンと演出家の無神経が理由で、現場を泣かせるようなことはしてはな

りません。

カット、カットのサイズの飛躍はダイナミズムを生むうえで有益なのですから、
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その変化を想定して栂成することは、作品的に有利にはたらくでしょう。

これらの考え方は貧困の極みとは思いませんが、仕上がりについては、各スタ

ッフのセンスが問われることになります。

そして､こんなことをﾃｷｽﾄに書くこと自体､創作に対する識だと照る方
がいらっしゃるのを知っていますし、ぼくに枚数をかけない指導などできるわけ

がない、とせせら笑うスタッフがいるのも知っていますから、全面的に有効だと

はいえないようです。
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爵１Ｌ の源,,4心宿

映画を鴎ることは不思畷ではない

1999年の頃でした。アニメの仕事をしているぼくが映画のことを語るのが不思

譲だというアニメ解論家に出会いました。また、アニメの世界に入ったのは、フ

ィルムが好きで、映像演出的については、フランスの"ヌーペルパーグの手法"な

どを参考にしているといったときに、アメリカのアニメ評論家からも同じように

驚かれました。ともに、デジタル社会の申し子かもしれません。

デジタル＝二者択一の分類主義という意味でつかっています。

右か左かという奴です。

アニメはマンガ絵をつかっていますから、映画よりマンガにちかいと感じるの

でしょうか？アニメを好きだということを特別な趣味と思いたがって、ふつう

ではない自分を跨示したいのかもしれません。が、そのような意識こそ創作にと

っては危険で、その思考回路の狭さが気になります。

このことは、アニメはアニメ、ＣＧはＣＧという考え方ですから、漁師には農

業のことはわからない、教員がふつうの親の子供を教えることはできない、とい

う考え方にもつながります。

また、前述の評繍家のような頭の回路でしたら、アニメはアニメが好きな人以

外絶対に楽しめないものになりますから、興行収益500偲円などということはあ

り得ないことになります。ディズニーが世界中の人に愛されていることなど理解

できない、ということになりますし、人の生き方が作品に現れているというよう

なことも想像できないことになります。

だとしたら、人の悪らしが風土と関係があるなどということは想像外のことに

なり、学問をする懲味なども想像できないはずです。

これが、歪みのはじまりになります。

創作行為というのは、可能性を求めるものですから、前例がないものにチャレ

ンジするという糟神が基本にあるのであって、テクスチヤーにあるものをつかい、

マニュアルがなければわからないという話ではないのです。

ここまで醤いてきたことでも、総論では筋がとおっているようなことでも、各

論では矛盾があったり、実際と理想の矛盾があって、それを解決するだけが仕事

になってしまって、矛盾だらけの仕事をしろ、とも雷いています。

これでは、映像制作の仕事などできないと感じる方もいるでしょう。混乱させ
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日本がマンガ大国になった理由

これは映像とは関係がないテーマなのですが、それでも視覚印象にかかわるテ

ーマなのでしるしておきます。
がみてしもて

心臓の位置から考えて、舞台の上手下手が発生したと雷きました。ということ

は、右上から左下にむかって見る(読む)のは、この原則にのっとって考えれば"流

し見''ができます。きわめて自然な感受行為なのです。

縦書きの文章で吹き出しの台詞を読むのも、視覚印象としてはきわめて自然で、

理解するうえでも精神的に楽に感じられます。が、じつは、自然すぎて、すべて

受動的に"受け流せる印象展開"になります。

日本人はこの方式に馴れて、思考回路と袈現が感覚的に一致していると思えま

すが、それで、同時に創作もしてきました。

西洋や韓国、東南アジアのマンガは、逆です。横書きの文章を左から右に読み、

ｺﾏ運びもこれに準じて左から右に扇騨､鯛も同じ方向性で読みますから、
問題はないようですが、視覚移動は、下手から上手です。
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ているとも承知しています。

それでも、映画が好きで、映像制作をやってみたいと思う方はいるわけですか

ら、この矛盾をどのように解決したらいいかと、考えなければなりません。

創作については、技術や方法論というものには解決策はありません。このテキ

ストもそうで、理想に向かうための実務的な基礎知識しか雷いてありません。

ここから"いかに応用するか"という独自の判断と創意が、創作を喚起するので

す。

仕駆に馴れ切った人は、創意や思考が過去のものであったり、疲れ老いて貧し

くなっているようで、現場で見ていますとそれが見えるスタッフはいます。

コンテを切るにしても、シナリオに響いてあるとおりに絵を並ぺていけばいい

と信じているコンテ･マンはいますし、演出するというのは、自分がわかっている

範囲でやることで、創作するという意味を考えたことがないというスタッフも珍

しくないのです。

ぼくも、ガンダムという作品で汚染されて死に体でいたために、働き盛りに何

ひとつ新しい仕事ができなかったのですから、ほかの人のことは笑えません。

では、どこに解決策を求めるかといえば、結局、時代性にあった一般的了解を

取りつけられるものを探る、ということになるでしょう。

とすれば、専門的、とか、プロ的判断が、創作行為にもっとも障害になること

かもしれないとも考えているのです。それでも、プロがいるではないか、という

反論には、そのようなプロは優れているからで、そのような方は日夜勉強なさっ
ています。
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たえず上昇指向を喚起します。

逆にいえば、読むという理解力、論理的思考を立ち上がらせなければならない

という"力"が必要になります。

ですから、それらのマンガを読みますと抵抗があり、視覚印象以前に、脳のど

こかでまず理解するという転換作業があって‘‘マンガを見る”という感覚があるよ

うです。

西欧で理学的な思考が発達し、哲学という分野を発達させたのは、この言語の

表示形態とかかわっている、と考えられます。

それが思考回路にもかかわっていて、人間の生理的なな(こかが横書きと左から

右に読むものを欲求したのではないかと考えるべきでしょうが、その原因と欲求

のありようについては、想像がつきません。

横番きでも、アラビア(他にもあるのでしょうが知りません)のような右から左

に読む文化圏だってあるのですから、生理的文化的な欲求の違いというものはあ

ったはずでしょう。

哲学的思索については、横書きのインド哲学がなぜ中国の漢字文化に翻訳して

受け入れられたのかはわかりませんので、視覚印象が、決定的に思考要因に差異

を生んだと考えるのは早計かもしれません……。

が、視覚印象そのままに受容できるという‘‘流し見"を可能にしてくれた要素が

日本のマンガにあったために、大人までが読むものに成長したのはないのでしょ

うか。

そうでなければ、大人が感嘆するような歴史物、文芸的なもの、学術紹介のよ

うな媒体にまで、マンガがつかわれるようになりはしなかったと思うのです。

アメリカでは、1950年代に、マンガが一般化しようとしたとき、レツドパージ

のように、政治的にマンガに弾圧を加えた時代もあったと聞きます。

それを考慮する必要はあるのですが、それでも、英語のマンガ絵を多用したマ

ニュアルなどは、一見コマ漫画に似ているようですが、あくまでも実務的に作業

を理解しろというものですから、横文字を読み理解するという理知的作業を前提

にしているものであって、日本のコマ漫画とは性格が違うものだと感じています。
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ドラマのなかに描かれ創作されたあるシーンは､その映像空間のなかでは"現実”

です。

現実であれば、それぞれのカットは‘‘架空現実のなかの一定の時間の流れ'，を描

いていることになりますので、それぞれのカットのなかの時間も同じ連続性が保

たれていなければ、同じ時間の流れには見えません。

しかし、現実にカットを制作するプロセスは、同時に制作されることはありま

せんし、実写で数台のカメラをつかって同時に撮影したカットでも、そのカット

をつなぐ場合、握影時間にそってつないでも、つながって見えないことのほうが

多いのです。なぜなら、カットを撮影してしまったあとでは、カットそのものの

独自性(存在意味が発生している、と理解してください)があって、鴨影時間に準

じたタイムコードしたがってフィルムなりビデオをつないでも、つながらないの

です。

日常的にこの問題を見ようとすれば、ＴＶのスタジオ番組を録画して、あとで

音を消して見ると、音声をいれて見ていたときとの違いがわかるはずです。

カットとカットは物理的につながっていても、映像としてはつながっていない
事実を見ることができます。

音があると連続して見えていた映像というのは、ライブであるのを承知してい

た観客の意識がつなげて見ていただけなのです。

しかし、フィクション(物雷)を描く場合は、これは許されません。

なぜなら、描かれる世界は、前提としてカメラのない架空の舞台であるわけで

すから、物語を見せながらも、舞台そのものの広さから、人物関係までその世界

の現実として表現しなければなりません。

実写の物語であれば、その必要はないだろうと感じるのはまちがいで、シプヤ

で撮影しても、雰囲気が物語にあっているのかいないのかという問題を考えれば、

シプヤの街頭で樋影していたにしても、物語に必要なものを映し込むセンス、ま

たは排除するセンスが必要になってくるのです。

しかも、撮影は、物語が必要とする時間内でおこなわれるものではありません。

撮影日時が違ってしまうということもありますし、アニメでいえば、背景マンや

アニメーターが違ったりもしますから、映像的同一性を渡得するのは、現場的に

は不可能にちかいのです。

そのために、基礎技術として"連続性"を演出できる能力が求められるのです。

しかし、それは技術ですから、映像的な処理(映像としての創作性)をほどこす

ことで解決できますが、その技術をつかった瞬間に、カットのつくる映像の流れ

は現実のものではなくなって、創作されたものになります。
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映像制作を邪魔するものは映傷劇作そのもの
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“創作されたもの＝物語的に"ということですから、ロジック的に連錠性を確保し

たもの、といって良いでしょう。

そして、その瞬間に、そのカットは映像的なダイナミズムを狸得したことにな

りますが、これは、決して生真面目に制作した方がいいということではなく、フ

レキシブルに創作するという感覚を求められている、という側面も内包されてい

ます。

この問題が理解できれば、映像的にはウソをやったほうがいい、視覚の錯覚を

利用する、というレベルにまでいきつくようになります。

そのようにフィクションをフィクションとして描く手法を手にいれればいれる

ほど、それを際立たせるためには、穏やかな表現や、同一のスピード感が一定の

連続性で演出できる適格な映像処理を身につける必要性がでてきます。

それが、映像的な変化(センスオプワンダーーうわっ－凄い、という感じのもの）

を創作することができる基礎になるのです。

全部が変化の連続であった場合、その途中に、いざ変化した視覚印象を放り込

もうとしても、すでに観客の感覚が飽和していますから、変化そのものが見えな

くなります。

強い音を聞きっぱなしでは、そのうえに強い音を出そうとすれば、どうしよう

もない強い音にしなけばならないのと同じことなのです。

騒音の音楽もありますし、映像の騒音もある、ということは想像できるように

なってほしいのです。

2７２



演出的にひとつのカットのことを考えているときに、別のアイデア、別の判断

基準、別の何かをもちこんではいけません。

この規定は、前項の記述とは矛盾するでしょうが、作品として完成させていく

ときには、この整合性はとられなければなりません。

作品というものは、ひとつのアイデアから生まれます。しかし、ひとつのアイ

デアでは作品はできあがりません。いくつもの要素が組み合わされて新しいもの

が創り出されます。

（この一文にも矛盾がありますが、感性で乗り越えるのです）

そうでなければ、神蕗や昔語、伝説などで、あらゆる物語が雷りつくされてい

ますから、新しいものなどは創作されようがないのです。

しかしながら、それでも、作品のなかに"異質のもの"をもちこむことは許され

ません。

そうしませんと、チグハグなものが入って作品がまとまりません。

異稲格闘技的にいろいろな要因を組み合わせて新しい物麗をつくれ、といいな

がらも、なぜ"別の判断基準＝異質なもの"をもちこむな、というのでしょう？

発想は良い、基本の物麗ライン(ストーリー)も良い。いくつもの要素が入って

いて、アクションあり、コミカルでもあり、ラプストーリーあり、戦争物っぽい

し、神話の要素も入っているので、誰にでもわかるストーリーであると、ここま

では問題なくすすんだとします。が、ここまでは、アイデアとラフ･ストーリーと
いうレベルでしょう。

問題がおこるのは、このあとなのです。

具体的なプロット(ストーリーをこのような段取りですすめていこうと、シーン

割りをしたぐらいのプラン)を考えていく段階で、セットの数、登場人物の整理、

ストーリーの変更などいろいろな要因を考えて、具体的なシナリオ化への作業に

入っていきますと、テーマとストーリーを補強しないものを思いついたりします。
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別なもの＝異質なもの＝テーマとストーリーに無関係なもの。

このように規定できます。

が、この判定はとんでもなく難しいのです。

企画の段階で考えていたフィーリングやストーリーを考えるうえで、キャラク

ターの性格描写のフィーリングに、ちょっと違う要素といえるのですが、この判

定はなかなかできないものです。

２７３

別の基箪奄持ち込まない
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センスの悪いアイデアには、企画の段階でさえも"別物"の要素が入ってしまう

ことがありますが、いくつものありそうな要素を組み合わせている企画であれば、

この判定はますます難しくなります。

ですから、言葉でいえば、基本路線に合わない色合いが違うものはいれてはな

らない､というぐらいが精一柘馳このことは､演出にも､演技､作画､撮影、
照明、美術、造型一般、衣装、結髪などのすべての創作部門にいえることなので

す。

演出の段階でも、ほかの価値基準をもちこんでしまうことはあります。その場

合、そのアイデアはカットの足を引っ張るように作用してしまい、決して作品を

いいものにはしません。

ぼくの経験では、ＴＶシリーズ｢プレンパワード」（1998)という作品で、巨大

人型の乗り物を登場させたとき、モピルスーツ(こちらのほうがロボットにちかい）

との差別化をすることを考えつづけて、ようやく空を飛んでいるときに"立たせた

ポーズ"で飛行させることにしました。

‘‘飛ぶ"よりも‘‘漂う”"浮いてしまう"というフィーリングを演出したかったので

す。

しかし、そのコンテにしたがって演出をした担当者は、作画の段階でそれらの

ポーズを｢ガンダム｣のモピルスーツのように、横飛びに変更したのです。もちろ

んま傭糠’聯は誇異なデザｲﾝのﾓピﾙｽーﾂを登場させたときIこ
その特異性を表現するために、特に変なポーズをコンテに指定しておいたのです

が、これもまた、担当演出の段階で、過去にあったような当り前の格好良いポー

ズにされたこともあります。そのような判断が、別の基準を流用しているという

例です。

そのちょっとした違いを膜ぎ分ける臭覚がなければ、クリエーターになれない

といっていいかもしれません。
さまつ

これは一見I貫末なことのようですが、まったくそうではありません。
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別の例をもうひとつ挙げておきます。

アイデアもテーマも基本ストーリーも良いにもかかわらず、物語展開になると

(フィルムになった結果は)ディズニー･アニメに出てくるような小さい動物が、主

人公の少年のペットとして出てくる。軍隊を出動させるために、ペンタゴンらし

いシーンがあったほうがリアルらしいからと、そのようなシーンは出す。狂言回

しには．ＦＢｌらしい人物を出したほうがいいと考えて出演させる。子供の母親

はシングル･マザーにして、もうひとりの準主役とラストでラプラプになる。

このストーリー仕立ての道具だては、すぺて過去の作品にあったもののコピー

です。小さな漁村に寂しがり屋の巨大なロボットが友情を求めてやってくるとい

１
１
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ロボット物は、もともと"巨大ロボットの活躍"と"人の物語''などという異穏

格闘技の性格を持った作品です。そのようものには"別のものだらけ満戯"なのだ

から判断基準などはないのだろう、と感じていらっしゃる方がいたら、それは違
います。

物密にテーマがありますから"そのテーマの範囲"という厳然とした基準は設定

され、そのなかで"巨大ロボット”を物題のうえでどのような位置づけにするかと

考えて、ストーリーを構成していくのですから、ロボットについての考え方にも
ある巾が設定されています。

この基翠をどのように設定するかについては、面倒でとても説明できませんが、

このような基型を理解するためには、文芸的なセンスーシナリオを腕める－

と、それなりに執箪できる能力がなければ理解できませんし、まして、創作する
ことはできないのです。
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う良いテーマは、そのような既存の方法論の真似をした語り□であったために、

テーマと語り□のバランス感覚が失われてしまい、良い結果になりませんでした。

事実、ペットの動物は冒頭のシーンに出演していただけでいつの間にかいなくな

って、物寵は終わってしまいました。

作りがこなれていないのです。

ストーリーからプロット、コンストラクション(構成、構造、組み立て)が、作

品の元のｱｲデｱから職されたものでないために､出物腫物のおかげで､作品
でも のはれもの

のテーマ自体を殺してしまい駄作(こしてしまったのです。

物麗展開が、知った風な過去の映画のいただきで、テーマと基本ストーリー化

という作品の基準(作品の様式＝フォルム)から類推されたものではない、という

いい方もあります。この作品のタイトルは作品の名誉にかけてしるすことができ

ませんが、珍しい例ではありません。



衷面ヅラ懇真似する(アレンジの要締）

見た目の技術的なことはすぐに真似ができます。

とても良い例が1999年に公開された映画『マトリックス｣の360度から被写体を

撮影した映像です。

なにもこの例だけではなく、見た目でわかる技術は簡単に真似ができます。

若いうちは雄でもやることで、それほど恥ずかしいことではありません。

それはシナリオ･テクニックから最終の編集作業、録音にいたるまで、すぺての

クリエイティプな行為にいえることです。

ストーリー･ラインそのものの真似から､人物配置を知ったものを流用すること、

シチュエーション(状況＝舞台設定)を流用する、キャラクターの性格設定を流用

する、関係性を流用する。

演出手法も、カメラ･ワークも、演技でもそうですから、録音にいたるまで、技

術で真似できないものはありません。

フランスのジョルジュ.ポルテイという方によれば、悲劇の局面というのは、３６

しかない、というくらいですから、独自性などそれほど明確に確立できるもので

はf;洩鯛謡簡駕P謙f駕鴻蕊謡聴とえのとおり
生まれています。

それも事実ですから、真似だけが良いとはいえないのです。

クリエイティピティの問題は複雑すぎうら高尚すぎますので、ぼくには番けませ
んが、現場的な皮麿感覚でいえば、表面面をそのまま真似するな、ということで
す。見たままをコピーするな、ということです。

アレンジすれば良いということですが、問題は、どのようにアレンジするかと
いうことになります。

それは当初の作品企画の枠の範囲から導き出される巾があり、その巾にあわせ
て、か、あるいは、作品の巾から導き出されるスタイルにアレンジする、という
ことになります。

これ以上の説明はできません。

“まんま"の採用はコピー以下、真似以下です。たとえキャラクターの名前を変

えようとも、描写が同じなら、「碁｣のケームのルールも同じで、碁石の色を赤と
黄色に変えただけで、新しいケームができたというようなものです。それは創作
行為ではありません。

ｍ
‐
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では、アレンジの問題を意識しながら、それでも独自性のある物にするという

のはどういうことでしょうか？難しい設問です。

2７６

剛噸ij。



掴だからといって、いま流行っている物は、すでにその時代の結果でしかありま

せんから、データが絶対ということはありません。

そんなデータ主義では、数年先のヒットをめざしているプロダクツ(企画)につ

いては当てはまりません。データというのは、結果ですから、十年先の予見は含
んでいないのです。

しかし、大衆は保守的であるので無視できない、という意見も全否定できない

のです。

大変、難しい問題です。
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答えられないと思いますが、このように考えたらどうでしょうか？

絶対的に新しいものが世の中にひとつだけあります。それは、世の中は変わっ

ていく。時代が変わっていく。これだけは、絶対的に新しいものです。

この時代性にあわせていくことは、すくなくとも回顧でもなければ、コピーし

ようにもコピーのしょうがありませんから、この時代にあわせた表現スタイルを

発見する、表現の方法を考えてみる、という考え方が有効ではないでしょうか？

自分の問題として言い直せば、時代性を見ることができる感性を自らに育てる
こと、です。

それが有効だと感じるのは、俊英、ヒーローといわれる新しい才能は、年寄り

の博学者からは生まれていない、という事実です。

知識があるだけではダメなのですから、コピーができるということは、それだ

けの知識があるということになり、感覚は年寄り的かもしれないのです。

それでも、俊英、ヒー□一たちは、たまたま当たっただけではなく、その背景

には、十数歳までにできる基礎の勉強はしているということです。

天才的といわれている人たちは、勉強しているという意識はなく、好きであっ

たために基礎学力を十数歳までに身につけてしまう学問を仕込んでいたのです。

そのうえで、新しいなにかをやっていける人は、俊英でありヒーローになります。

偶然で達成されたことはない、ということは覚えておいてください。
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映像はコミック･マンガではない

カット(映像)のつながりの処理については、現在はコミック･マンガの影響があ

らわれすぎて、映像を流れるもの(動くもの)と理解しないで処理されているケー

スが多くなりました。

コミックのコマ割り的なカットは、ひとつのカットのなかで、ひとつひとつの

演技の起承転結が完結していたりして、断片的に感柵を固定してしまう気配があ

ります。カットとカットの動的つながりを発生させる手法はとられていない場合

が多いのです。物語で転換させている、次のコマを見せるようにしています。

しかし、映像作品のカットは、独立したものでは絶対にありません。すぺての

カットは、連続した映像の流れを発生させるピース(断片)であって、固有に(個的

に)存在できないのです。（コミックでも同じ要素はあるのですが、動的気分は少

ないといえます）

このような指摘をすると、映像的にするためには、動きを感じさせればいいの

だろうと理解したりして、とんでもなく動きの速いカットや、極度に短いカット

をつなぎこんだりします。

また、カットとカットのつながりを無視して、カット単独で速かったり、逆の

動きをつなぎあわせたりすることがおこります。

これは、ＣＭの悪しき影響、理屈で考えてしまったことから起こる問題で、ひ

とつのカットの動きが速くても、作品としての流れが速くなることはない、と覚

えてほしいのです。

映像は、全体のカットをつなげて作品全体のテンポが決定したところで、はじ

めて表現としての流れの速度が決定されるのです。

そのうえで、リズムの変化という味付けがくわわれば、最高の映像になります。

アニメに関していえば、予算的な条件から、動きを発生させるための枚数をか

けられず、リズムを発生させる動きが描けず、それをカバーするために、動くと

ころでは重点的に動かしたりして、作品全体のリズムを狂わすことが日常的にお

こなわれています。

それを"まったりとしたいい描写だ"といってしまうのは、アート志向のインテ

リの遊び感覚です。

この現象は、実写にもみられます。

ひとつのカットのレイアウトなり演技を大切にしすぎたり、監督の固定的な映

像理念を大切にしすぎた結果、おこることなのです。

最悪なのは、カメラのセット．ポジションを動かすことを面倒がったことが原因

で、流れる映像を創作しない映像構成にお目にかかることも、珍しいことではあ

１
１
１
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カット頭の動きをコントロールする

フィルム（ビデオもしくは映像素材)を編集する段階で、はじめて明らかになる

問題をあげておきます。が、しかし、この映像創りの最終作業段階で判明するこ

とが、映像の創作をしていく上では、出発点になる考え方であったりするのです

が、これが、映像制作全般に反映されることは、絶対にありません。

信じられないことなのですが、これが現実で現場が職月を重ねていますので、

素人までが映像の仕事に手を出しはじめたのかもしれないのです。

その理由は、アニメのテレビの仕事では、カットごとに完成された映像によっ

て編集作業をするケースがまったくなくなってしまいましたので、演出家やチー

フ･アニメーターたちに、どうしても理解されない問題が残ってしまって、その改

善がされず、連綿と失敗と無駄な仕事がつづけられているのです。

また、理解されていない原因になってしまっているのが、コマ漫画を見慣れて

しまっている世代による画像に対する不感症という問題もあります。

そのために、カット(画面)が変われば絵は変わっていてもいい、と思い込んで

いるスタッフたちがいるようなのです。

一般の観客が、映像に馴れたために、多少不都合な画像でも、被写体がどのよ

うなものか、どのようなところなのか、どういう状態なのかといった状態を考え

る癖がついたということも原因しているようです。そのために、本来、映像上で

完結させなければならない映像世界の情報の提供の技術がおろそかにされている、

という側面もあるのです。

そのようなことから、映像を構成するカット、カットのつながりの問題が問題

として魂鯛されることがなくなったのでしょう。

しかし、映像は映像であって、コマ漫画でもなければ、勝手に画面転換を考え

させる媒体でもない独自の手法をもったものなのです。

すなわち、編集段階で感じる問題は、以下のとおりです。

圃
究
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りません。

もっと寂しい理由は、お金をかけたセットだからたっぷり見せなければならな

い、というような脅迫観念や、スタッフ同士の仲が悪くなってしまって、柔軟な

撮影ができなかった、とか、ひとりの役者のおかげで時間がなくなってしまって、

どうしようもないカットしか撮れなかったというケースは、見ていてわかるもの

です。

そのようなことがわかる観察者としてのセンスも、スタッフになる方は磨くよ

うに努めてほしいのです。



カット頭(カットのスタートの時の画像のことです。フィルムでは、１コマ目と

いうことになります)に動きがないので、つなげない。

カット頭の動きが速すぎて見えないので、つなげない。また、遅すぎるのでつ

なげない。

アニメでいえば、動きの中枚数が入っていないので、つなげない。逆に枚数が

入りすぎているのでつなげない。

動き(芝居)の変化がないので、つなげない。動き(芝居)の変化がありすぎるの

で、つなげない。

１
Ｉ
Ｔ
Ｊ

Ｉ

矛盾の羅列ですが、いつでも、いくらでもおこっている問題なのです。

しかし、これがわからなくなっているのが現場のスタッフなので、止めの絵を

つなげて見禍れてしまった目には、それでいいと感じてしまうのでしょうが、そ

のようなスタッフには、動きのつながりが見えなくなっているのです。

つけ加えれば、つなげないという意味は、次のカットとつなげない、という意

味です。

そして、教えることができない問題というのは、なぜつなげられないのかとい

う理由です。

これは、まさにケースバイケースですので説明できません。説明をすることは

不可能ではないのですが、膨大な例が必要ですので、文字で説明すると一冊の本

ができてしまいます。

簡単に説明を試みてみます。

アップ･サイズとロング･サイズのつなぎ方とアップ･サイズどうしのつなぎ方で

は、同じ鋤きのつながりでも、カットごとの映像のつなぎ方は違ってくるのです。

速い動きと遅い動きをフレームのサイズの違いも勘案してつなぐ場合、それぞ

れにつなぎ方の方法があります。このような事例は山ほどありますので、番くこ

とができないのです。

ですから、現場に入ったスタッフは、編集作業を見ながらツポを知るしかなく、

個々の駆例から、自分なりに最大公約数的な公式を見つけ出すしかないのです。

それがわかってきますと、カット頭の動きはどこから描いたらいいのか、とい

う〔動き＝演技〕のスタートの問題がわかるようになるのです。

しかし、アニメーターは絶対にフィルム編集などの現場を見学することはあり

ませんので、アニメーターに教えることはできないのです。

Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
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実写では、この問題はアニメほど深刻に考えません。

なぜなら、本質的に実写は、動きのある素材があって、そのフィルムなりビデ

オなりの映像を編集するわけですから、動きのあるなしは考えていません。

そのうえ、動きが－コマ(フレーム)単位で動いていますので、動きそのものを

２８０
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