
鞠理的につなぐ｡映像的につなぐ

カットとカットの動きをつなげる場合でも、基本的な考え方に"違い"がありま

す。

物理的につなげるのか、映像的につなげればいいのか、という問題です。

物理的に、という意味は、撮影場所の状況に支配されたカットづくりにしたが

う場合のことで、実写ではことさら意識しない問題かもしれません。

わかりやすい例でいえば、階段を下りている被写体のカットをつなげる場合、

降りている角度に合わせて、次のカットも同じ角度を採用するような場合です。

下の位置から上がった場所に移動したというカットを描く場合にも、上がった、

という角度を意識して、動きをつなぐ場合でもあります。

ほかにもいろいろなケースがあるでしょうが、ともかく、掴影堀所に支配され

て被写体の動きを演出するのが基本ではあります。

しかし、実写ではこの問題は特別に考えないでも実践しているようですが、と

きに、映像的につないだほうが良いと考えた場合には、撮影場所の喝所的な支配

を無視して、動きを中心に考えたつなぎを意識したカットの創作をしたりもしま

す。

たいていが、シーンの変わり目の瞬間などで採用されることが多いのですが、

カットとカットの‘‘つながり感覚''を深くしたい場合につかわれる手法で、その場

合は、撮影場所の制限を無視した動きを採用したカットをつかいます。

その場合の主眼は、フレーム上の動きの方向性と速度を同一にする、カットを

創るために撮影場所の支配を無視した動きを採用すること、ということになりま

す。

アニメやＣＧの場合は、撮影場所そのものも手で描いたものですから、実写の

ようにやろうとすれば、背景設定、メカ設定にしたがって、被写体の位置関係を

想像して、カットごとの位圃関係を確定して、動きの方向性の統一感や、場所の
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つないでいけば、カットとカットはなんとかつながって見えてしまいます。

アニメの場合は、これを作為的に作画してつなげなければなりませんので、プ

ランニングの段階から厳密な視覚印象を画面上に作画しなければならず、演技以

前に演技の動きの線(アクション･ライン)を正確に理解して作画する必要があるの

です。

つまり、芝居そのものを想像できて、そのうえで、その芝居のアクション･ライ

ンのうえで、どの地点の動きから作画をするのか、と考えなければならないので

すから、動きのはじまりの点と終わる点を描けばいい、ということはまったくな

いということになります。
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関係性を描き、動きの方向性を統一して表現するように作画していきます。

これは、基本的に正しい考え方です。

しかし、すでにちょっと触れたように、必ずしも物理的な位圃関係を意識する

ことが絶対的に正しい、ということはありません。

映像的な連続性を強調したほうがいいというケースでは、シーン変わりでなく

てもよく採用します。設定を無視して、映像的につながりが良い方向性なり、速

度を優先して、作画されるのです。ただし、映像的なつなぎであったほうが良い

と見られるケース、という条件がつきますが、この条件についての説明もかなり

難しくて、感覚的、という部分に足が踏み込んでしまうことが多いので、ここで

はできかねます。

例として指摘すれば、時間的な飛躍をしたほうがいい場合、もしくは、カット

の連続性を強調したい場合、その逆に、そのカットが、前後のつながりから離れ

ていると表現したほうがいい場合などに採用されます。

ここでも矛盾するケースを挙げてしまいましたが、創作行為の基本にあるもの

が、すべて原則にのっとることが正しいのではなく、ケースバイケースであると

いう言葉をしるしておきます

具体的に書いたつもりですが、事例がわからないかぎり、この項目の事例も抽

象的な表現と感じるはずですから、編集の具体例については、文字にすることが

できないとしるしたのです。

なんとなくすっぽ抜けているカットの意味

映像上でなんとなくすっぽ抜けている、もしくは、不足感があるカットという

のがあります。“なんか変"という奴です。

作業的には、編集の段階では、しばしば体験することです。

むろん、自分が演出して撮影したものであれば、そんなことを感じるカットは

ないと考えてしまいますが、撮影まではカットを個々にチェックしているだけで、

全体の流れをチェックしているような動きをともなって見てはいません。

あくまでもプラン、として考えているだけです。

ですから、全体の映像が見下せて(カットをつないで動いたものを一気に見るこ

と)、初めて発見する不足感とか、変、妙だ、抜けているな、ごちゃごちゃしてい

るな、と感じられることがあるのです。

そんなことは絶対にない、と感じている演出家や監鶴がいたら、それはそれだ

けの才能しかない方の発言です。

その場合の原因は、明確にカットの集積体であるフイルムなりビデオが説明し、
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実写では撮り直しは不可能ですから、シーンごとのラフ編集したものをそのつ

どチェックして、セットがバラされる前にリテイク撮影をおこないます。（現場的

には絶対に不可能なことですが、やるときはやります）

アニメ、ＣＧではこのリテイクは、実写よりは可能ですから、作業をさかのぼ

ってそのカットをチェックしてみるべきです。

意外と下手なままの絵であったり、何よりも、カットの意味を考えず作画をさ

せたまま流れ作業のなかでオーケーを出してしまったということがわかったりす

るものです。

前後のカットが並んだだけで、見落としていた問題的が明確になったりしてい

るので、改善は意外と可能です。

しかし、問題もあります。

当初の演出プランの段階での思い込みに縛られてしまっている場合には、この

改善作業というのはできないものです。

これも才能がないことからおこっていることなのですが、そうではなく、現場

的な現実のなかでは、考え落ちというのは珍しくないのですから、悲観せずに手

直しすることをお勧めいたします。手直しができる、と見つけられただけで才能

があると判定できるのですから、直しきることができればそれは立派なものです。

、
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ですから、カットがそろった段階で映像を見るときには、当初のプランニング

を忘れて、映像になっている情報だけで物語の意味が読み取れるのか、展開や演

技が的確であるのかと判断するように、自分を訓練するのです。

おおむねの演出家は、だいたいが貧しい発想にのっとった段階でのプランニン

グに縛られていますから、問題点が発見できないという根本的な問題はあります。

自分だけはそうではない、という意識を育てるためには、いつもいつも新しい

発見があるのだ、次の作業段階では、よりよく創りうる可能性があるのだ、とい

う自信をもってチェックに望めばいいのです。

先の作業のすぺてを丸呑みすることは、自身の可能性の芽を摘むことになりま

すので、それだけはやめるぺきなのです。

ふつうにいえば、既成概念に縛られない、はじめのプランが正しいのか疑う訓

練をいつもしておく必要がある、ということです。が、作業の途上でいじりすぎ

たかもしれない、という意識がのこっている場合は、初心にかえれば改善策を発
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描くべきものが描かれていないことを意味している、と考えて良いのです。

つまり、どこかに手抜きやミスがあるはずですから、再度、カット全体をチェ

ックしなければなりません。

部分的におかしいと感じたのなら、その前後をふくんだどこかに問題があるは

ずなのです。
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見できるということもありますから、意識の置き所は難しいところです。

がいざん

なにしろ、前提を無視した改3丁というのは改蹴になり、勝手な変更になってし

まいますからそれはしてはいけないのです。あくまでリテイクするという範囲は、

当初の予定を踏み外してならないという条件がつくということは忘れないで下さ

い。

しかし、現実には、これも守られない原則でもありますから、スタジオ･ワーク

のなかにおける創作作業というのは、けっして自由なものではないのです。

これをいかに乗り越えるのか、というのが現実的な対処能力としてスタッフ各

員に求められる能力ということになります。

-枚の絵を見ているだけではリテイクはできない

これをいい換えますと、ひとつの演技を見ているだけでも、ワン･カットを見て

いるだけでも、背景や美術を見ているだけでもリテイクはできない、ということ

です。

こういう経験があります。不足感のあるカットを映像上で見つけて、数日後に

問題のカットを探し出してもらって、さて、リテイクの指示を出そうとしたとき

に、背景とセルを重ねて見るかぎり、リテイク要素というものを発見できなかっ

たということがありました。むろん、フィルムを見ているのですから、その映像

の印象からリテイクをしなければならないと考えたのですが、その理由がどうし

ても明確でないのです。作画が良かったりすればなおのこと、カットそのものに

問題がないように見えるのです。

リテイクの数が多い場合、このような問題はいつもおこります。むしろ、感覚

的にリテイクをしなければならない、と感じたようなカットの場合、その原因が

あいまいであったりしますから、これがおこるのです。

この場合は、一枚の絵を見てリテイクしないと決めるのは危険なことです。

ですから、映像に戻る。つまり、フィルムなりビデオで、もう一度動く絵(映像）

を見て、なぜ自分がリテイクをしなければならないと感じたのか、ということを

チェックするのです。

そうしますと、今度は具体的な視点をもって映像を見ますから、動く絵(映像）

が何を不足しているか教えてくれます。問題点を抽出(ピック・アップ)するセンス

と考えをもっていなければできることではないのですが、リテイクしたいと感じ

たというセンスがあれば、具体的な解決策も考えられて改善することができるは

ずです。
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釦寝くなると見えなくなる

手書きのアニメでは、画が良くなると絵そのものが見えなくなります。

別に変な書き方をしているのではなくてそうなのですが、どういうときに起こ

る現象かといいますと、絵がまずい、レイアウトがまずい、動きがまずいという

ことでリテイク(直した)した場合に起こる現象なのです。

お話にそっている絵であっても、絵がまずければ、そのまずさが見えてしまい

ますから、どうしても絵そのものが見えてしまうのです。

見ていてひっかかる、止めっぽく見える、という見え方をします。

力の入ったポーズとか力んだレイアウトを続けますと、その"力の入った"部分

しか見えませんから、その場合は上手な作画であっても、その"力の入った''部分

しか見えませんのでヒツカカツタ見え方になったりして、まずい絵にちかい印象

になってしまいます。

そのような絵を流れにそって直して作品上にはめ込みますと、そのカットで描

かれるべき表現が、前後の流れのなかに埋め込まれてしまいますので、（物語の流

れのなかに埋め込まれてしまう)自然なものになって、絵そのものが見えなくなっ

てしまうのです。

それでいて、物語をより適切に描いたものになっているわけですから、いいも

の、という風に見えるようになるのです。

すぺてのカットがそのようになるに描くのがペストなのですが、なかなかその
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この視点は、アフレコやダビング作業でもいえることで、演技、効果音、音楽

などのあり方を考える場合(この場合は、それぞれの作業の判定する、という性格

の仕事になります)もまったく同じなのです。全体のなかでまちがいがないか、と

考えて聞いていれば、問題点というのは自動的にわかると断言できます。

その瞬間の演技、音響のあり方というものだけに固執しますと、まちがった判

定を下してしまいます。

壱織茨蕊欝?脇蕊撚鯛潟鮮燕織蕊
してはならないのですが、細部のいくつかのイメージだけが具体的に頭にあって

演出をしていますと、まちがった意思決定をしてしまいますから、それだけはし

てはなりません。

作品のなかで印象が良いものというのは、あくまでも前後の関係性のなかから、

もしくは、全体の印象があったればこそ良かった、と観客は妃橘するものです。

少なくとも前があるから、そのとき見せられるものが印象に残るのですから、

"印象をつけるためにそこだけを考える"という発想だけは、絶対にしてはならな

いのです。
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ようになりません。しかし、この感覚を身につけられるようになりますと、適切

なリテイク指示も出せますし、また、どのように直したらいいのかということが

わかる基準というものも手に入れられます。

しかし、現実にはたいてい、目立たせようとするリテイク作業が多いので、決

して作品を補完するようなことがおこらないケースのほうが多いのです。

絡無といえる演劇的センス

これは自分自身の問題なのですが、生まれてはじめて作画を見せられたときに、

その作画のなかに現れているポーズが正確なのか、動きの速度が正確なのか、ま

ったくわかりませんでした。まして、現実の肉体をつかった役者の演技でいいの

か悪いのかもわかりませんでした。

ですから、アフレコに立ち合ったときに、台詞の違いが聞きわけられないのも

当然のことでした。

現在でも、それがわかるとは思っていませんが、それでも、アニメの画面のう

えでならこんなものだろう、という検討は多少つくようになりましたが、多少で

あることはまちがいありません。

にもかかわらず、アニメを演出しているように見えるのは、限られた表現(動く

絵をつかうというだけで圧倒的な制限があります。逆にいえば、肉体をつかうと

いうのも圧倒的な制約ではあるのですが)のなかでの表現の段取りはこんなものだ

ろう、という技術論が身についているだけ、ともいえるのです。

さて、そのようなレベルなのですが、それでも痛感することは、演劇的センス

が絶無なまま物語を語ろうとするｽﾀｯﾌがいかに多いか､ということに鵜す
るのです。

しかし、演劇的表現を採用することは特別なことであると考えているシナリオ・

ライターもいるのですから、映画も演劇も表現媒体としては同じ物であって、ち

ょっとした技術の違いしかないのだ、と教えることは大変難しいのです。

演劇的なことというのは、たいそうなもののようにとらえる必要もなければ、

その手法をアニメに導入することも難しいことではないのは、同質なものだから

です。が、これは特別な感じ方のようで、いまだに、演劇を別物と見るスタッフ

が多ければ、演劇人にも、映画は下等なものだと感じてしまう人もいるのですか

ら、ましてアニメをや、と思っている人もいるでしょう。

この場合の演劇的という意味は、物語のプロセスを語るために肉体を持たない

までも、キャラクターという動的な被写体をつかって語るプロセスを行使するわ
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けですから、演技をさせなければなりません。とすれば、すでにアニメでも演劇

がはじまっているのです。であれば、演劇が開発した物語手法を利用できないは

ずはないのに、なぜ、アニメで演劇的手法をつかってはいけないのでしょうか？

映画であろうがアニメであろうが演劇であろうが、基本栂造は同じなのですか

ら、特別に考える必要などはないのです。

しかし、マンガとＴＶのおかげで、われわれは演劇的に語ることを無意識のう

ちにわかっているつもりになっているという問題もあります。

ですから、演劇的な題り□などはセンスでカバーできると誤解しすぎて、根本

的な語り□の原則というような問題を見過ごしすぎているのです。わかりやすく

いえば、ことさら勉強するものはない、と思いすぎている素人が現場に入り込ん

でいるのです。

センスで創作をクリアできるのは、天才だけです。それがわからない素人がこ

うも現場に入りこんでいるということが、現代の問題なのです。

ごう気見､表現の自由と窓口が広がったことを賞賛されていますが､それは市民の
倣慢ではないでしょうか？インターネット上の素人の文章に読む価値がないの

と同じなのです。そのような技術では作品は生み出せないのです。

それを承知したうえで、映像創作をするということの問題を考えていけば、ぼ

くの場合には、演劇的素養の欠落という問題だったのです。

そして、それが肉体をとおして題られる物誇であり、そのプロットをいかに組

むかという問題であると気づきました。これが映像を創作の対象にする者にとっ

ての第一段階なのです。そのうえで、映像化するという視覚印象の力学をとおし

て物語るということを思考できる者が、はじめて映像作家になれるのです。
これが最低限度の条件なのです。

この規定は一面的に感じられるでしょうが、ホームビデオや芸術華トキ義の作

品を目にすれば、この規定が乱暴ではないとわかるはずです。

それでも、小学生が映像作品を創ってはいけないとは申しません。それぞれの

レベルでの作品というものはあるのですから、それは認めるのです。しかし、映

像論についての重要なことは、まず発表されるマーケットがあるべきで、マーケ

ットを想定しないものは製作できない、というもうひとつの次元の問題があるか

らです。

しかし、数千万のプライベート空間に向けての作品であれば、どのようなもの

であっても良い、という一方の論も魂めるものです。が、それでも、映像の不自

由さをクリアするための技術としての演劇論というものは存在する、と指摘して
おきます。
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痴悩感度の鋭副上がもたらす保守指向

面倒なサブタイトルをつけましたが、最近、文字通りの問題を感じるのです。

われわれの世代までは、視覚表現をしようとすると、動きそのものを表現した

いと欲望していました。

しかし、表現が下手(絵が下手ということもふくまれます)であるため、また、

実写でいえば機材の性能不足のために、それが上手に表現できずにこの程度と妥

協してきたものです。

逆に、前例がないためにと、技術不足をおぎなうために、マンパワーとアイデ

アをはたらかせて、新しい表現媒体に成長させてきた先人たちのはたらきには、

敬意を表します。なにしろ、社会的に認知されていない職場に率先して身を投じ

たということは、その現場に入るだけでも一大難駆であったのに、それをやり、

表現としての機能を高める努力を重ねてきた方たちは、われわれの世代が経験し

たものなどは比ぺ物にならないものであったでしょう。

そのようなスタッフたちの集まりだったのですから、覚悟が違っていたと想像

できます。

しかし､日本でﾏﾝガが膨大に出版されるにつれてヴｲツｭｱﾙ媒体徴こあ
ふれるようになって、映像には、静止絵が多くなっていくように感じられます。

ヴィジュアル世代の人々は、動きのなかの一瞬を見届ける感度が高くなっている

証拠だと感じるのです。

しかも、きれいな絵と汚い絵が混沌と共存する状況にもなっています。これは

現代だけの現象でしょうか？

その表現衝動の根本は、恐らく動きのなかの一瞬を見届けてしまうという感性

と表現技術の馴れがあるからで、生まれたときから様々なヴィジュアルを厭とい

うほど見せられていれば、感受するセンスは身につきます。

しかし、その‘'見馴れた感性''が求めているものが<動きそのもの＝変化>では

なく、固定化(安息)を求めているように感じられてなりません。そうでなければ、

速すぎる速度感。

つまり、極端なのです。

これは、人間という生活する動物にとって、かならずしも良い傾向ではないと

感じます。

表現が固着していくという脅迫観念は、固定化、懐古趣味の冗長、保守であり

たいという願望表蛸と感じるのです。
動物としては、健やかとは思えないのです。

逆にいえば、われわれの世代までは、動きそのものに興味がいっていて、それ

が現代的とかモダンな感覚と感じていたのでしょうから、漠然として対象を観察

2８８
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芝居切溢をﾘｱﾙにするまちがい

実写の時代劇の世界で､演劇用の本来ｵー パー テﾌｫﾙﾒを繕を､ﾘｱﾙであ
るかもしれない時代劇に持ち込んでしまったという無神経さは、制作論、演技論

にもつうじる無神経さと同じだと感じています。

時代考証の専門番には、必ず書いてある“とつくり''は明治以降のものというこ

とも、守られている時代劇は見たことがありません。観客がわからなくなってい

るのだからいいじゃないか、みんなでやれば怖くないの綱神ですね。

これは素朴でいいとは思えないのです。

その意味でいえば、先の項目で先人たちの業細を誉めましたが、全部を誉める

わけにはいかない面もあるのです。人間のやる事というのは、このようなもので

しょう。これは、アニメに限らず、ということになります。

それは、ほかの国でも同じようなものだと想像がつくようにもなりました。

映像作品がアート至上主義がいいのか、といったような原理的な問題も、ヨー
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できなかったという悪癖もあったと思えます。

しかし、あまりに小さなディテールの差異にこだわる表現に集中することが、

作家的センスを贈くことになるとは思えません。もっと大きく対象を見て、物事

のありようを観察する訓練をしませんと、十年、二十年という長い人生に耐えら

れる仕事にはならないのではないでしょうか？

なによりも、映像は変化するものです。

それが、映像のなかだけで成立する都合のいい‘‘トメと動き"だけであったら、

それは自己分裂の表現でしかないと感じるのです。

「都合良く動いて、そこ好きだから止まってくれ｣というのでは、物語る機能の

能力も表現できないと考えます。まして、他人に伝えられる作品(媒体)になるこ

とはないでしょう。

このテーマを再考することはできるのですが、むだな文字の羅列になりそうな

のでやめますが、理屈抜きでいえば、実写映像のアニメ化というような問題は、

今後のＣＧワークにとって大きな課題になると想像します。

そして、社会的な問題でいえば、誰でもが映像をつくれるような状況になり、

映像の仕事が親戚縁者に後ろめたい職業ではないと認識されるようになったため、

本来、この仕事に向いていない人でも、とりあえず好きだからやってみるという

タイプの方が多すぎて、映像を汚していくと恐れてもいます。

好きこそ物の上手なれの"好き"のレベルが時代によって格段の実力差、センス

の差になっているように感じます。そんな問題が、自分にとってはどういうレベ

ルにいるのか、と値踏みはしていただきたいし、それを支援しようとする関係者
ェ銘し

lさ､映像の理想といった志をお腹のなかに持っていていただきたいと思うのです。
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ロツパ各国でもいまだに討論されているようですから、価値論を一方の論で裁断

することなどはできません。カンヌ映画祭で大賞を猶った作品が、興行的にヒッ

トするとは限らないというようなことからも想像がつくかと思います。

このようなこなれていない媒体である映像媒体は、じつは、まだまだ媒体その

ものが新しいものだからでしょう。そして、そのような作品を創る仕事に参入す

るような人たちも、まだまだ浮かれているだけの状態なのかもしれないのです。

このようなことからも、まだやることがいっぱいあるジャンルだと想像してほ

しいのです。やれる隙はいっぱいあるのです。

ラフ･スケッチで恩WR隠郡３を見つける

作画での演技の問題を考えるとき"感傭表現を適格にすればいい，'ということで

す。

さきに物理的なことを指摘しておきますと、ＴＶサイズと映画サイズでは、演

技は違ってきます。

これをわかりやすい例で説明しますと、アップ･サイズとロング．サイズでの□

の開き方の大きさは違える必要があります。動きの間隔がフレーミングの比率に

よって見え方が変わるから、それにあった大きさにしませんと、とんでもなく大

きな動きになったりして、醜くなるだけであったりするのです。

それは、瞳の大きさも同じ作画的配慮を必要とします。

これは、□や瞳だけでなく、すぺての動き(演技)にいえることですので、応用

できるようにしてください。

芝居そのものは整理する必要がありますので、マンガにあるステロ･タイブな芝

居の表現は参考にはなります。

ルーティンワーク(決まりきったやり方)とはいえ、一応の"型"になっているも

のなのですから、そこから‘‘動いたらどうなるか''と考えて、動きの途中が自分の

苦手なアングルになってしまっても、自分の描きやすいアングルに持ち込む癖を

出さないように作画をする訓練をします。

スケジュールの問題があったりして、なかなか苦手なポーズを克服する時間が

ないにしても、十カットに－回ぐらいは"苦手な途中のポーズ"を描く努力はした

いものです。

それを十年つづければ一流のアニメーターになれます。ギャラをもらって勉強

できるのは得だ、と考えてほしいのです。

そうすれば、自分なりの独創(アレンジ)を加えられるようにもなりますし、作

品全体の構成から推測して、シーン全体のなかでの、あるカットのキャラクター

の感情の表現はくこの程度に押さえて流すようにする＞〈ここでは、はっきりと強
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2９１

調するので、このような芝居を描く〉と変化させた演技が描けるようになります。

その基礎学力を高めるためには、良い芝居や映画をみて、苦手であろうがジョ

ギングとラジオ体操ぐらいはやって、筋肉の勘き方を意職する生活をすることで

す。

ＣＧの場合、イメージそのものをコンピュータ上に作画しようとしますと動き

は完成しませんから、まず、基本の最低限度の動き(芝居)のラインをワイヤモデ

リングします。

そうしますと、どことどこで変化(アヤ＝結果的に、リズムをつけることになり

ます)をつけたら良いか、どこで省略していいか、ということがわかりますから、

その上で、目指すべき芝居を追加していきます。

作画が自由すぎると感じますと、作業を無制限にしなければならないというプ

レッシャーにとらわれて完成がおぼつかなくなるので、ともかく、そのときの仕

事の全体像を設定してしまうのです。

まず、ライン･テストをするぐらいのつもりで全体柵成をすませませんと、作品

のテーマまで見えなくなります。

感情表現というのは、ひとつだけのアクションのひとつだけの表現で完成する

ことはありません。あくまでも、感摺の表現の出発とその上昇期とその頂点、そ

して、その終濁点があります。その流れをまず設定して、それから描くという作

業に入らなければなりません。

これは、作画の問題だけではなく、役者の場合の肉体をつかう場合でも同じこ

となのです。

問題なのは、自分が思っているとおりなのだけれど、その表現(演技)が第三者

から見てわかる表現になっているのか、という問題なのです。

感惜表現は、一点の表情だけではありませんから、受けて、感栂をだして、リ

アクションして、つぎの感情の流れにつなげられるのか、と考えなければなりま

せん。そのうえで、感情そのものの起承転結もつけくわえなければならないので

す。

その流れのプランが、正しいか正しくないか判定するためには、まず基本ライ

ンという流れを設定しなければならないのです。

あそこの動きはいいんだけどね、とか、あそこの表栂はいいんだけどね、とい

う一点の評論は、作品全体の評価は低いということを窟味しますから、まちがわ

ないでください。
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演技のためのデッサン

演技で表現するということは、すぺてを見せることではありません。

わたしたちは、毎日、いろいろな人を見、自分も感情をもって生活しているの

ですが、そのようなものを観察して演出的、作画的に活用すればいいのですが、

それができないのは、感情の現れ方には無限のバリエーションがあり、しかも、

ドラマによって要求される演技も違ってきますので‘‘表現をしなければならない”

というプレッシャーを感じすぎてしまうからなのです。

そのプレッシャーから自分を解放するために‘‘まずデッサンから入れ"というの

が、ワイヤ･モデリングであり、動きのラフ･スケッチなのであって、一枚のレイ

アウトという固定したもので映像のプランができると考えるのは根本的にまちが

いなのです。

しかし､ふつうｱﾆﾒに関熱るｽﾀｯﾌは､演技そのものには無関心すぎ、
その創造力にいたってはいうに樟られるレペルが多いので、少なくともつぎのよ

うに理解してください。

映像につかわれる感慨表現は、整理されデフォルメ(変型)されたものです。

しかし、デフオルメーシヨンが物事をややこしくし、表現を粗雑なものにして

しまう原因にもなっています。

ですから、シナリオに示されている事情をわからせるにしても、

ドラマ表現＝論理的な整理学をもって説明する

＝今これを人の感情で表現する。

この手順を理解できるようになってほしいのです。

この全体のバランス感覚を配慮して、演技を想像していくようにするのです。

そして、シナリオで説明口調のものでも、キャラクターの肉声(しゃべり言葉に
せ り ふ

する=>台詞にする)にしなければならない、と考えて、演技を想像するのです。

肉声にするということが"どのような芝居をさせるか"という演技論につながり、

それを演出するのが、演出家なりコンテ･マンの仕事になります。

たとえば、ミステリー作品では、謎解きの部分がどうしても事情説明になった

りしてしまいます。

それでも、ドラマ的な表現と桐成は要求されますので、論理性とドラマの流れ

から結論づけられる必然的な決着(感情的な流れの結論)が描かれて、観客という

第三者がおもしろがってくれるようにしなければならないのです。そのうえで、

映像的にどのようにふくらませるか、という条件がつきますので、それを達成す

２９２



これらを想像できなければ、コンテ用紙を前にして、芝居を想像して自分の体

を動かしてみることです。ビギナーは、考えるだけでは具体的な演技は出ないも

のです。

演技そのものは、劇団やスタジオに入ってトレーニングをおこなって習得する

のが早道ではありますが、自己訓練が無意味であることはありませんので実践す

ぺきなのです

しかし、これをやったというスタッフに出会ったことがありませんので、アニ

メに関与するスタッフは、身体を動かすことが嫌いなのではないか、と想像して

います。

仕事のためにも実践すぺきなのですが、自分の健康のためにも、身体を動かす

ぺきではないかと感じます。

高校時代までになんらかの運動競技に興味をもって、クラブ活動をやったこと

のあるスタッフと、文科系オンリーで現場に入ったスタッフでは、その違いが明

確にある、という率実は忘れないでください。机の上やパソコンで絵を描いてい

ただけでは、身体を動かしてきたスタッフには勝てないと思ってくださって結梱

です。

ですから、文科系オンリーできたなら、体育会系に勝てるだけのセンスを持っ

ていると自負できるレベルでなければならないといってしまいます。
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1996年に公開された映画｢ヒート」で、アメリカの代表的なふたりの俳優が、

まったく違った攻め方をしている例が示されていますので、監督のマイケルマン

の言葉で紹介しておきます。これは、典型的な例ですので、一般論として理解し

てほしいのです。

「アル･パチーノは、役柄の感憎を分析して、撮影三週間前には台本を完霊に覚

えてしまう。そして、ハナ(役名)になりきって無意識に演じる。一方、ロパート

デ･二一□は常に｢今、マッコーリー(役名)は何を感じているか｣と考え、そこか

ら役に入っていく。素晴らしい演技という結果は共通するが、二人の役に対する

アプローチは、まるで逆だ」
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るようにカットの絵柄(レイアウトと芝居)を考えます。

さらに、これに背景的な変化が付加されれば、かなり映像的な演出ができるよ

うになったといえます。

問題は、これらの要素を同時に考えなければならないことです。直感的に演出

できるようにならなければ、スケジュールのある仕事は達成できない、というこ

とです。

そのためには、キャラクターすべての演技的特徴を設定して、動かすのではな

く演技をさせる、という意職を育てていくしかないのです。
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演出家は、結果を役者から引き出せばいいのですが、役者やアニメーターをつ

かうときに、そのスタッフがどのような感性をもって仕事をしているのかを見抜

いて、それをフォローし、そのバランスを取らなければならないのですから、ひ

とつの目だけでは取りまとめることはできないのです。

ですから、演出家というのは(コンテ･マンも同じですが)、客観的にそのシーン

に登場するすべての駆物とキャラクターを観察して、ドラマの表現にどのように

影響し合うのかという計算をしつづけて、そのバランスを取りながらも、映像と

しての"それぞれのカットに切り取る"仕事をしなければならないのです。

心函&厚麹考える

心理的な隙影もアニメという映像で描けます。演技ではなく、映像的にもでき

るということです。

たとえば、Ａがチピで、Ｂが大きいとします。そのふたりのふつうの会話シー

ンでも、Ａをとらえるカットは、いつもフカン。Ｂをとらえるカットは、いつも

アオリにします。

と、会騒の内容に関係なく、ＡはＢのプレッシャーを受けている、と映像的に

描くことができるのです。

それがＡの心理的な負担になっているかもしれない、と語ることになったりし

ます。

このような手法は、ケースバイケースで山のようにあります。

映像のダイナミズムとは、視覚的な印象によって‘‘心理的なものに作用するモメ

ントなのだ''という窟味がわかれば、この応用は無尽蔵にできるはずです。

漫然と知った風なカットを羅列するのは、コンテ･マンが演出家として無能であ

るという表現になります。

光と影のフォトジェニック

映画が基本的に、光と影の芸術であるという考え方があります。前章で詳述し

ませんでしたが、映像が動く機能をフルに活用した媒体なら当然のことです。

それを意識してほしいのです。そうすれば、前項の心理描写にだって、対応で

きるものになります。

具体的にいえば、光のある場所から陰に入ると、その光の変化だけでも動きが
あります。

その変化と物語の変化、心理の変化というものをシンクロして描くことができ

ます。その変化が物語そのものであったりするわけですから、その変化を漫然と

とらえてはならず、それを演出し、作画し、演技にも応用していかなければなら

294



"間･が潤賓.演技の要繍は"､『

大きい段取りが説明されて、ともかくドラマの流れはわかりながらも、アニメ

に欠けているものに、芝居の"間"があります。これは、ぼくも演出できない代表

選手です。

あるのは､当駆者たちが気がついていない物理噸鱒"か､なにもさせないで
できてしまった‘‘間"で、それは映像のスキマで、“間芝居"ではありません。

"間の芝居"は、トメではなく動き(演技として)が絶対不可欠な要素になって、そ

のうえで表現されます。

それが演出しきれず、また、アニメーターにこの部分をやってくれと指令でき

ない気弱さが、正確な"間芝居'，を手にいれられない理由になっている気配が、現

場的にはあります。

ぼくの場合は、ヤパイ風間芝居"をつくるくらいなら力押しで流し切ってしまう

という脅迫観念に、長年とりつかれていました。

森繁久也という大ペテランの役者さんは、1994年10月のＮＨＫのインタビュー

で｢難しいのは、間、ですね。間、しかありません｣とおっしゃっていました。

どういうことかな一とわからなければ、自分の感性で受侶して自分のものにす

るしかありません。

これがわかるようになれば、感惰表現がおもしろくなるでしょうし、キャラク

ターのある時の感憎の高低が行動のモチーフになって、ドラマはよりふくらむ方

向に走るようになります。

しかし、ここでいう感情というものも、ひとりのキャラクターの感情というよ

り、作品全体のトータルな感情を考えるべきなのだというのが、コンテ･マンと演

出家に課せられた課題なのです。
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ないのです。

ただ、この考え方は、現場で応用できるのかといえば、なかなかできるもので

はないのです。

しかし、“応用する”という意識はたえず持たなければなりません。

画一的に作業をすすめなければならない状態というものもありますが、そうで

ないときは、これを"応用"する“利用"することで、表現を豊かにして見せる、

という心意気は、大切なことなのです。

股定書やキャラクター表が、ひとつの描き方を決めたにしても、それをすべて

の画面に適応するのが正しい、ということは絶対にないのです。

が、マスプロ化が進んでしまった現場では、どうしてもこの"臨機応変の応用”

ができないというのが実情なのですが、それに打ちのめされたままでいいという

ことは絶対にありません。
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台園配分

全編に台詞をいれるのではなく、台詞の多いシーン少ないシーンとその展開の

変化をつけるという配慮は、シナリオの段階だけでなく、コンテの段階でも考え

るべきです。

それで映像のリズムを創出できます。

観客は、いちようにフラットだったり、早すぎるもの、力の入りすぎたものを

楽しむことはありません。

それに気がつくだけでも、作品全体のリズムをつけるとはどういうことか、と

考えるようになります｡この感度(感性)を持つことが､樵かもしれません。
そうなれば、音楽を聞かせるブロックが自動的にできたりして、より見やすい

画面構成になり、さらにリズム感が増幅してよい作品に仕上がるはずです。

落語の例は、劇構成だけでなく画面構成にもいえることなので、落語の間合い

の研究や､ちょっとした識(ﾃﾚで見ることができない世の中になってしまい
ました。いま流行りのコントとはちがいます)での間合いの研究は、良い作劇の原

則を教えてくれます。

さらに、歌謡曲の檎成とその歌唱は、劇の基本になっている場合がありますか

ら、名曲といわれているものは、カラオケなどで歌詞カードを硯めっこすること

をお勧めします。これは損をさせません。

さらに、出来のいいという条件がつくのですが、四コマ･マンガですが、これに

ついては最近は見る機会がないので、誰それの作品がいいとはいいがたいのが残

念です。

２９６
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”第１１章画以外のこと＝音声

ふつうに演技をつける

“ふつう”をどのように演出するかということは、やさしいことではありません

が、まずふつうが演出できなければならないと蟹いてきましたので、演技でも、

議麹潟譜貰聴iI瀧燃わけがないので四ｺﾏマン
ガと同じで、良いものを探し出して参考にしてください。

良いものには、その良さが明らかに表現されていますから、そのテクニックな

りコツを、自分なりに分析する癖をつけるのは無駄なことではありません。

走れば両手を左右に大きくひろげで振って走るというような、アニメ的な動き

は、アニメの基本技術であるアウト･ラインの原則に合わせたものですが、ひとつ

のやり方をなんにでも適応してすませられると考えるのは、不綱者の考え方で、

フレーミングによっても適応の仕方は違うと鴨いたはずなので、それを思い出し

たください。

倒れる人が無条件で倒れることはないのに、頭から倒れる。即死でもしなけれ

ば､人間は頭から倒れることなどはありません。

または、倒れれば倒れっぱなしで、次の芝居がなく、寝てしまうポーズのまま

でいる。このような例は、劇が戦闘中であったり、場所が道路の真中であれば、

絶対にないはずなのです。

しかし、現実には、そのようなコンテや作画が大変に多いのです。

このようなことがおこるのは、まず、コンテを番＜とか、演出をするというこ

とを特別なことをしなければならないものと考えすぎているからでしょう。

しかし、劇を描くにしても、映像的に演出するにしても、まず基本は、その媒体

によって示される"ふつう"感覚の画であり、そのうえで、劇的な展開を描いてい

かなければならないのです。

基本は、“ふつう"です。

だからといって、その"ふつう"は、日常的な"ふつう"ではありません。その

媒体による"ふつう"というものがあります。それを習得する必要があります。

劇にだっていろいろなスタイルがある､ということから、舞台の大きさによって、

立ち姿のホールドの仕方だって違ってくるのです。宝塚の舞台と新劇の舞台でも

違ってきます。そのような想像ができれば、映画にだっていろいろなジャンルが

あるわけですから、演出、作画、演技のありようは、すべから＜変わってきます。
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演技､８

ぼくは実写の演出をしたことがありませんから、演技についても実際的なこと

は知りません。

映画というものが当り前の媒体になって、映画における演技は、舞台のものと

違うというようなことを知りましたが、それも違うのではないかと思っていまし

た。

ひところ、映画はカットごとに撮影するのだから"演技の非連続性''というよう

な考え方がある、というような理屈を認めている時期もありました。

しかし、演技というのはひとつしかなく、演じるだけのことでしかありません。

その上で、媒体によって、多少の表現上の差異はあるのですが、それがどの程度
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たとえば、写真のキャラクターをそのままコピーして絵になるのかといえば、

絵になりません。どうしても絵にするためのテクニックをつかわなければ、絵に

ならないのです。

それは、媒体が変われば、それぞれのペーシックになる"ふつう"があって、そ

れをペースにして、“劇的な何か"へ変貌する"見世物"へ進行していくのです。

そのような動きや芝居の基本がわからなくなったら、自分で演じてみれば、お

のずと“作為してつくるもの”のなんたるかがわかってくるはずです。

そのためには、いつも体を鍛えておくという配慮も必要です。スポーツ好きと

そうでないアニメーターで、描く動きが違うということは本当に真実なのですか

ら。

そして、日常行動も自分でチェックできる感性を育てつづけることを自己修養

の一部にしてほしいのです。

人間は歩くことも立つこともできるのに、アニメの会話シーンになると突然、

動かなくなりますから、ふつうの人に｢アニメって、突然不自然に動くから嫌なの

よね｣といわれるのです。

これはなにも枚数制限だけが原因ではないところから生まれている欠点なので

す。

会匿をしていても、人物がからむことはいくらでもあることですが"からみ"と

いったらセックス･シーンしか頭に浮かばないスタッフが多いのですから、どうし

ようもないかもしれませんが。

人間の身体は、ふつうでもねじれたり傾いたりしますし、手も足も動くのです

から、それらをつかって会話にからみの芝居がはいりますと、演出に艶が出ます。

枚数がかかる芝居はしてはいけないからという理由で、なにもしないでいますと、

創造する巾がなくなるだけでなく、実生活まで枚数のかからないものになってし

まいます。それは、恐ろしいことです。
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のものであるぺきかというのは、一概にいえませんので、演技の基本を演劇論の
うえで学習すべきなのです。

映画では、技術論としてはクローズアップの演技というものもあるらしい、舞

台とは違うらしい、という程度のことなどは、作画の違いと同じように考えれば

すむことですし、所詮は、蓋然的なとらえ方でしかありません。

「舞台では俳優が語り、映画では監綴が語る」という魂識のされ方もあります。

しかし、それも媒体の機能を考えれば、いわれるまでもないことですから、特

記するようなことではありません。

カットの素材だからといっても、俳優の個性と役柄が加わって役柄の人物を表

現するという基本には、なんら違いはありません。

映画では、映像の力学によって整理されますので、その部分が違うように見え

ますが、映される演技そのものは演技そのものでなくてはなりませんし、その演

技が、その作品の表現に似合っているのか似合っていないのかでしかありません。

ただ、明確にいえることは、フォトジェニック論でいう映像的に合致する演技で

あればいいんだ、という論は容認できません。

良い役者は、映画であろうが舞台であろうが良い役者として、見えるものです。

ですから、映画的演技を技術として習得しようとする演技者は、すぐに行き鰭

まってしまうと考えています。声優を目指す、役者は目指さない、といっている

最近の若い人達の動向も知っていますから、それは、まちはいなのだから気をつ

けて先輩たちを観察してください、と申し上げておきます。

「映画では誇張は許されない。舞台の役に化けるということが群されない。自然

らしさを要求する。舞台では誇張がある』

蓋然的ではありますが、この考え方は基本ではあります。

舞台での誇張は必要な技術として確立されたものですから、まちがいではあり

ません。さらに、その演技の誇張は、その芝居の様式にもかかわる造りの問題に

もなっていますから、自然体の演技ではなく、様式が導き出した演技でもある、

ともいえます。

しかし、様式が先にあって、誇張されたり、様式化された演技が発生したので

はなく、まず訴求すべき演芸(芸能かもしれませんし、ただのお楽しみだったかも

しれないのですが)があって、それを演じているうちに様式が確立されてきたので

はないかと考えています。

家元の形式があって、生まれたものでないことは確かなはずです。つまり、技

術先行ではなかったと信じています。

しかし、映画が非連続的に撮影していき、役者にカメラを意識させれば、一見
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