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以下､出典がどうしても見つからないのですが､演技を考えるうえで縮に富
んでいる言葉なので、掲載させていただきます。

「行動には必ず動機があるので、動機を理解すれば演技の創造性が生まれる」

これが原則です。

が、それを狸得するうえでの方法論としては、

『演出者と俳優にわかれているのは、人間の目が自分を見るのに適していないか

らでしょう」

という演技についての現場的に冷静な観点がありますが、しかし、つぎの言葉

は、上配の考え方を除ける言葉です。これは、あるレベルにいたった役者の境地

で、それはあるだろう、と想像します。

「演技者には、自分が演じている人物を、もうひとりの自分が見ている、という

二重人格的累養が必要で、その技術に習熟していくと、なにを演じていても役者

Ａでありながらも、刑事とか買族、プレイボーイになっているというレベルにい

たる」 四
画
以
外
の
こ
と
Ⅱ
背
声

声優としての詞受の基本

ぼくは演技指導ができませんが、画面上の演技を見て知ったことはあります。

演技＝表現→感情と行動の整理。

自由な動きが演技になることはありませんから"なにを表現するために演じられ

ているのか"という動機について考えていきますと、自由にやっていいことは一切

ありません。

ですから、演技をするということは、ひとつの感慨を表現するにしても、まず

整理する必要があり、その形を猫得すると、ひとつの感憎の表現が運成されます。

自由に泣けばいい、好きに怒ればいい、思いつくままに喋ればいい、という演

技はないのです。

絵で表現するためにも、それぞれの喜怒哀楽、物語の流れ[ストーリー･ライン。

ストラクチャー(文脈)。語りロ。ストーリーテリング等を生むもの]によって、そ
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演技が違っていいように感じられますが、望遠レンズでアップ･サイズも撮影でき

ますから、役者はカメラのフレーミングを意識することなく演技をしなればなら

ないこともあります。

となれば、様式から要求される芝居以外の演技となれば、ただひとつ、自然体

の演技しかないということになりますが、この場合にいう“自然体の演技"という

意味は、‘‘演技としての自然体"という意味でして、これは、演技者に過酷な要求

をするレベルであるかも知れず、演出する側にとって見れば、過酷な演出眼を要

求するものですから、ぼくには、とうてい説明ができかねる問題ではあるのです。
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れらの感情表現が違ってきますから、正確なひとつを捜し出す必要があります。

そんなことはマンガではやっている、とお気づきの方には、さらに一歩すすん

で"動きが伴った演技"ということを演技の専門密で勉強することをお鰯めします。

アメリカの映画演劇の世界で羨ましいことは、スターになってからでも基礎を

教えるスタジオがあるということです。演技も自己学習で達成できるのは、天才

にしか許されていません。

基礎学力をもった指導者に教えを調うほうが早いのです。

そのうえで、アニメとＣＧと実写での違いについて脱明しておきます。

アニメは映像がきわめてシンポライズされたものですから、発声はクリアに努

めるぺきです。そうしませんと、絵に食われ(負け)てしまいます。

タイミングが合っていても、発声が自然体すぎますと、声が画面の後ろのほう

から出ているように聞こえます。劇中のキャラクターが、画面のこちらに喋って

いるように聞こえないのです。

そのために心がけなければならないことは、じつは、画面に合わせる、キャラ

クターに合わせて発声すること(演技をすること)ではありません。

あくまでも、“自分ならこのように演技をする''という明確意識をもって演技を

押し出すようにしなければならないのです。そうしなければ、絵にされているキ

ャラクターに負けてしまって、声はヒツコンで聞こえて、キャラクターに張り付

いてはくれません。一体化しないのです。

ことに作画をする前に声だけ録音するプレスコの場合、ラジオ･ドラマのように

完結しているように聞こえていても、画と合わせてみるとヒッコンでしまって"ノ

ッテいない"ことがよくあります。

出来の悪いｱﾃﾚｺ(英語でしゃべっている処に日椴幸ｱﾃﾙ)のように聞こ
えますから、録音中からクリアな発生を意識します。滑舌が良くなければならな

い、といういい方もあります。

かつばつ

滑舌がいし､＝音の口離れ(唇離れ)が良く、言莱としての音が良いこと。

もちろん、感情表現として正確であればたいてい問題はないのですが、おうお

うにして"流れがいい"と理解してしまいますと判定を間違えます。

日本の場合、声優専門の学校がありますが、この場合は、逆にクリアな発声を

することに終始してしまって、味のない演技、ステロタイブな芝居になってしま

う傾向がありますので、豊かな感情表現というものはどういうものであるのか、

というテーマをいつも意識して、感情表現の起伏と陰影を演技できるように訓練

してください。

演技としては、演技そのものの流れを整理して、次に、感憤の在り方の変化と

３０２
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パック･グラウンド･ミュージックの略ですから、背景音楽ということです。昔
は、伴奏音楽といっていたようですが、今では、ピージーエムといっています。
これについても、ぼくがなにもいえないのは、一度たりともこのプランニング

をやったことがないからです。

音響監督任せにしてきましたので、どのように考えるのかもわからないのは、
ケースバイケースの仕事ですから説明しようがありません。

ですが、ときどきぼくだって、その音楽のつけ方は違うのではないか、とチェ
ックをいれて直してもらうことはあります。

劇の流れについての考え方の違い、感性の違いによって、チェックをいれる余
地があるからなのですが、それでも、劇に対しての考え方の違い、感性のありよ
うによって、かなり違った音楽のいれ方ができます。

しかし、基本的な考え方はあります。
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ほかの演技者との組み合わせがどのようになっているか意識して、その関係性を
体で覚えるようにします。

そうして演じますと、演技そのものにテンポとリズムが発生します。

さらに、それを映像に付加する場合、アングル、サイズ、フレーミング、レイ

アウトとの関係によって、変更させる必要が少しあります。じつは、シーンの照
明の変化まで考慮しなければならないこともあるのです。

しかし、基本は"一枚板の舞台"の演技を持ち込むのではなく、芝居の流れを意
職することです。

演出家は、それらの演技の流れを注意深くみていて、物語の語り□として正確
かどうかをチェックし、不明瞭ならその点を改善させるように指示します。

本人はそのつもりで演じているのにそうではない、と指摘することが多いわけ

ですから、役者の表現がどのように違うのか説明できる言葉を演出家はいつも用
意しておかなければなりません。他人に伝わる言葉の訓練をしておけ、というこ
とです。

ＣＧの場合は、セル･アニメよりは実写にちかいので暖昧さが許されているよう
です。

作画のディテールが複雑であるために、画面の質感が実写にちかいように見え
るからです。

しかし、描かれたキャラクターは、記号そのものであるのですから、記号とし
ての"クリアさ"は要求されます。

役者の立場では、このことはあまり意識されることがないのは、キャステング
の段階で‘‘合うような声"をスタッフが選別してしまうからです。
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画と音との対立を考えたいれ方としてのコントラプンクト(対位法)。

画と音を同じ感憤で並列させるユニゾン(斉唱･ひとつの旋律を全部で唄う)。

これについては、説明する必要はないと思いますが、強いて脱明すれば、コン

トラプンクトについては、戦闘シーンだからといって、必ずしも格好のいい戦闘

シーン用の音楽をつかうだけではなく、情感あふれる音楽でも劇進行上は効果が

あがるようなケースのことで、特別な手法ではありません。

ユニソンは、戦闘シーンには｢それいけ｣という音楽をつけるということです。

ラブシーンについては、想像ができますね？

これは、対極的な考え方ですから、そのあいだにはいろいろな手法があります

し、この考え方は、なにもＢＧＭだけのことではなく、効果音のつかい方にまで

波及させなければならないことなのですから、考えないまでもなく、意識してい

ることではあります。

ですから、ひとつの音にだけこだわっていては、音楽のプランニングは立てら

ませんし、ひとつの効果音に取り付かれたりする演出家には、音響全般の指揮権

などは握れません。

ですから、フィルムの画面を作ることだけで箱一杯の作画スタジオの監督が、

音響監鶴に識ﾗﾝﾆﾝグを任せることは当然だと考えていました。
むしろ、生謡りの知識や趣味を振りまわす発言をして、音響スタッフを苦しめ

ることはしてはならないと自戒しつづけてきたのが、ぼくの立場です。

そして、そのほうが、仕事の上では良い結果を得てきたと感じています。

昨今のハリウッド系の作品は、絶え間なく音楽を流してしまうケースが嫌とい

うほどありますが、時代性だと見過ごすようにしています。

低音域の音響のつかいすぎもふくめて、あの作業のやり方には"お約束率"をや

っているとしか聞こえず、出資者にたいする強迫観念から、音楽を鳴らしつづけ

ているのではないか、としか感じられないのです。ですから、音響に興味をもっ

た方は、ハリウッド系とかアクション･オンリーの作品でないものを見て、まった

く別の方法もあるということを勉強なさっておいてください。

そのうえで、音についてどのように考えるかは、以下の項目を読んで考えてく

ださい。

音の原則

ピアノやギターのひとつの音は、ひとつの音のように聞こえますが、殴低振動

数の"基音"とそれ以外の"上音"があって、その上音のなかでも基音の整数倍振

動数をもついくつかの部分の音(たとえばオクターブ、さらに５度上さらに５度上

さらに……)という成分がある。これらの音の成分を"倍音"といって、これがあ
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次に、演出的な視点から音の成分がひとつではないという、別の例を挙げまし

ょう。

ひとつのコップをテーブルに鰯く場合を観察してください。手に持ったコップ

をテーブルの上に圃くと、音はひとつではなくふたつあります。ひとつの音で圃

＜のには、よほど巧妙にやらないとできません。…………試しましたね？

さて、音を考える場合、このようなことを考慮した上で、ハーモニーという問

題も考えなければなりません。楽器のハーモニーだけではなく、性質の違った音

が重なったときの"重なる音"にもこれはいえることで、単独で聞こえていたとき

と違う効果をもたらしてしまう問題もある、と承知しなければならないのです。

効果音を作るということは、コップを園＜表現でも、ふたつの音が必要である

と観察して、それを作って自然に聞こえるように配列していくことであり、その

うえで、ほかの穏々雑多な音の構成成分も考えて画面効果をあげていく仕事なの

です。

むろん、音翻効果によって画面以外のものの表現を描くこともできるようにも

なりますが､"画面以上に過多である''のがいいとはいえませんし、そうしなけれ

ばならないときもあります。ここもまたケースバイケースなのです。

音の成分が、画面にある音を出すものの‘‘音',であるにように聞こえるのかとい

う問題は、音の出入りがあるのかないのか、いろいろな成分を複合して、さらに

整理してはじめて表現になる、と考えなければなりません。

しかも､音同軸?ながりだけでなくカットとカットの関係性をつなげたり、
語る場合の"音の糊代"といった要素まで意識できるようになればたいしたものだ

と思います。

われわれが生活している空間というのは、ひとつの音だけということはなく、
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るから歌声や楽器の"音色"を決定する。

いきなりこのように醤＜と駕＜でしょうが、音ひとつとってもこういうものだ

ということを知ってほしいので、百科事典から書き抜いてみました。

このことからも、ひとつの音であっても上下にも音の成分があるとわかります。

さらに、音は波形で示されることからも、聞こえはじめと終わっていく前後の要

素も考えなければならず、音質の違いも考慮しなければならない、と想像がつき

ます。

ヴィジュアル作品では、これらの成分を持ったものが音楽と効果音と台詞とし

て重なるわけですから、画面をつくるスタッフも、多少は承知していて良いこと

なのです。

ぼくは音を覚えられないので、音楽や効果音のことは説明できませんが、音が

ひとつのものだと思うようなことはしないでほしいと思いますから、簡単にコン

テの上に効果音の指定などはしてほしくないのです。
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さまざまな音が聞こえるなかで生活しています。

ぼくは、一度、ある建設会社の開発部にある無反響音室(反響をまったくなくし

た部屋)に入らせてもらったことがありましたが、その体験はちょっと怖いもので

した。
ずがいこつ

音がまったく反響しなし､空間では、自分の声も拡散していって頭蓋骨の振動か

ら聞こえる音さえも聞こえていないのではないかと感じられて、自分がどのよう

に立っているのかもわからなくなるような不安定感を感じました。立っているの

が嫌になりますが、だからといって、しゃがんでみてもしゃがんだと感じられな

いくらいで、自分の姿勢を見てしゃがんでいるのがわかる、という感覚は、怪し

い感覚でした。単純に浮いている感覚、とは違うのです。

それで、聞こえない音も人間の聴覚というのは受信していて、体位を保持して

いるのだとわかったのです。むろん、平衡感覚をつかさどっている鋸官の問題も

ありますから、聴感の問題だけではないのですが、聴覚が関与している感覚であ

ることはまちがいがないと感じました。

われわれは、想像以上の音に囲まれて、ひょっとしたら空気そのものの音まで

聞いて、平衡感覚を維持していると感じるようになったのです。

芯の音とまわりの盲

前項のことから、そのものの音をつける場合、そのものの音であろうという単

音(とりあえず、そのものの音として聞こえる音)だけをつけても、それでは音と

しては痩せ細ったもので、雰囲気は醸成されません。芯になる音がなければ、存

在感が聞こえてこないのです。

音を綱成する成分(質)が、音を出すものを脱明できるものになっていなければ

ならないということで、音でそのものを説明するためには、その前後左右にその

音(基音)から派生する音もつければならないのです。前後という音の"出入り"が

波形で示されるもの、と、左右という基音を補完する上音に相当するものがなけ

ればならない、と言えばいいでしょう。

聞こえるだけの音で、そのものを表現していると考えるのは早計で、それでは

ただ派手な音、格好のいい表層的な音ですので、そのような音をいくら重ねても

ボリュームを上げても、“薄い音"といえるものでしかないのです。

逆にいいますと、派手で格好いいけれど、なんとなくうるさいと感じる場合、

薄い音で栂成されていると考えて良いでしょう。

問題なのは、そのような音で柵成された作品を劇場などの広い空間で聴きます
かも

と、音がヌケてしまって聞こえない席ができたりします。ライブ感が91'し出され

ていないのです。

薄い音ですと音同士が分離していて絡み合うことがなく、さらに、芯がありま
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ジャンル（カテゴリー）わけ

効果音制作の実際は、音をいくつかのジャンル(カテゴリー)にわけて制作する

ようです。例えば、一本の作品の全体の流れを聞かせる音を、各シーンごとに制

作して、まずそれをペースにします。その上で、具体的なシーンを説明する雨、

風、波のような自然音を独立させるか、ペースのものに追加して用意します。

こ測号"ﾑー プﾒﾝﾄ"という動きそのものにつける音のジｬﾝﾙを用意します
が。衣擦れや足音、ドアの開け閉めの音など、ですね。

これらも、音の穏類によって、別のジャンルにわけて用意します。効果音専門

のＣＤから引用する場合、シンセサイザーで作る場合、または、実際に衣擦れを

出す看物をつかって作る場合、小さい小道具のようなドアなどをつかって作る場

合､実際のｾｯﾄの音を収録してつかう場合､ぅ誉もこれもｹーｽパｲｹーｽです。
余談ですが、昔は、雨の音は油紙を張った団扇に、糸でぶら下げた大豆を叩く

ようにしたり､波の音は､竹篭に大豆なり小奪慈』,,れて作ったりしたものです。
そのように、実際に何かをつかって作った音を生音といっていました。

しかし、現在は、この生音をつくることをフォーリーといっています。ぼくら

の世代には妙ないい方だと感じるのですが、効果音までシンセサイザーで作るよ

うになって、あらためて、生音を作る技術をそんな特別ないい方をしないと気が
すまない世代が出てきたのでしょう。

劇には、ほかにもいろいろな動き(芝居)から発生する"ぶつかる”とか"殴る”

等という具体的な音や、乗り物の音、金属音や蝿発音等々が必要ですから、それ

らの音を音の性格の似たものを同じジャンルにしたり、芝居の性質によってわけ

たりして作業をすすめますが、それらの分類は、作業の鼠や性格によって千差万
別に行われます。

次に、これらの音を画面に当てはめていきながら、順次、合成、整理する作業
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せんので、空間を埋める(支える)ことができないのです。

基音が音の芯ということになるのですが、効果音の場合は画面を支配するペー

シックな音がそれに相当します。

簡単にいってしまえば、ダイナミック･レンジの広い雰囲気を醸し出す音が、シ

ーンの雰囲気をつくる芯になり、画面のなかの芝居や動きに合わせたそれぞれの

音を構成するのが、音響全般の仕事になるということでしょう。

実作業は、これらの制作を同時的に行いながら、不足している要素をつけくわ

え、逆に余分なものは捨てていくという作業を繰り返します。

そして、映画の場合は、行為(芝居)や動きの発する音をつけ、かつ、最重要な

のはその場面の雰囲気音を敷き、音楽と台詞を付け加えるのですから大変な仕事

になるのです。
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をして、最後のダビング作業がより早く簡潔に行われるように準備をしていきま

す。この作業が、プレ･ミックスといわれる作業です。

ただの雰囲気音だけでも６チャンネル(極端ないい方をすれば６本のテープを使

うということです)つかってしまったりする状況もありますし、台詞と音楽も一本

ずつのチャンネルにまとめられていることはありませんから、それらをブレミッ

クスの段階で、最終ダビング時にコントロールできるチャンネルにまとめていく

のです。

仕事がはじまったときには、百以上ものチャンネルであることも珍しくないよ

うですが、現実的には、３８チャンネルぐらいにして、最終ダビングで、演出家の

注文に対応できるようにしておくのですから、音響制作という仕事は、観念的に

考えているほど簡単な仕事ではありません。

なにしろ、聞こえない音〔ノンモン＝モノローグ(台詞)がない〕のチャンネルま

で作り、最近の５．１チャンネルでは、もっと大変な仕込みをやるようですから、

凄いとしかいいようがない仕事なのです。

人麹ぶつ盲・シーンの音

音を作るのがいかに大変かというのを、ひとつの例で説明しておきます。

自然界では、といういい方だけではなく、人と人、人と物、それらさまざまの
●●

関係性があるなかで音というものが発生するのですから、そのひとつの音だけで

完結するものなどありません。

人が人をぶつ場合でも、手そのものの動いたという表現、それにともなって動

く衣装の音、それを受ける側が発生させる衣装、髪、腕や足の動きをあらわす擦

過音、そして、ぶつ手が頬に当たったという音、と、その直後左右の音の成分を

いれる必要があります。

しかも、その場所がどのような処かも音で説明しなければならないのです。映

画はだいたい劇場という広い空間で鑑賞されることを前提にしていますから、そ

の空間を埋めるためにも、場所の空気感を表現しなければ観客はその劇空間を体

感できません。

サラウンドからはじまった５．１チャンネルのような鴎場感を再現する技術をつ

かう場合は、雰囲気をつくる音だけでもかなりのチャンネルが必要なのです。

ヴイジュアルを先行して考える演出家は、よく無音が必要だといい出して電気

的に音のない状態を無音の表現にしたがるようですが、それは決定的にまちがい
だと感じています。

なぜなら、電気的に無音状態を再現した場合、いきなり作品の音響が聞こえな

い状態になって、観客は現実の劇場の音や、家庭にいればそこの現実音が聞こえ

てしまうわけですから、観客は劇から遠ざかってしまいます。ですから、ノンモ
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シンセ・デジタルのまやかし

金属同士がこすれる、ぶつかるというような機械音、火薬の爆発というような
アナクロ的(古めかしい＝昔からの)な音の制作は、シンセサイザー世代のスタッ
フの耳が知らなくなったので、より良く作られなくなったという現実があります。
シンセイザーの電気的な加工音は、連続音も、カット●インやカット･アウトす

るような音も自由自在に作れます｡音の波形はあ無も自然界や動物が作りだす
不定形の波形とは微妙に違いますので、どうしても生（レア＝ヴィヴィッド)っぽ
く聞こえません。

もちろん、上手につくるスタッフもいるのですが、おおむねフラットで、低音
域にこもったりします。山のない音(ぼくはこれを四角い音といっています)とい
ったものが出来上がってしまうのです。

それでも“らしい音"に聞こえてしまうのは、われわれの実生活がデジタル的な
音で満たされるようになったからで、ＴＶドラマなどのなかの携帯電諾の音を自
分の携帯と間違えることなどからもそれはわかります。

そのような環境に生きているために、われわれは自然の音を忘れていると警戒
する必要があるのです。

空気の音というものも、風の音らしいものの単音ですむことは絶対になく、二
重三重に重ねた風音を波を打たせるようにしたりするような工夫はすべきで、こ
れに風圧の強弱、場所による違い、さらには、劇的効果としてはどうなのか、と
いうことを考えて、制作されるぺきなのです。

ノンモン(無音)でさえも、前後左右のスピーカーの音圧から聞こえてくる音の

定位感移動感がどのように硯熱るのか､という耳をもたなければならず、
さらに、その場合に起こる問題、逆相（逆位相＝左右決められた位圃から聞こえ

、
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ンのチャンネルも必要なのだ、といえるのですが．…．．。

それでも無音が必要だと考えるなら、劇的に無音を演出する作法を創出するし

かないので、それは凡俗の演出家にはできることではないのです。

この問題については、現在の現場がどのようにやったらいいか試行錯誤してい

る段階で６首からやっているノンモン(スタジオ内に数人の人をいれておいて、動

かずしゃべらせず、音のない状態で録音したテープ)をシーンいつぱいに流すとい
うようことではすまなくなっているようです。

このことが意味することは何か、と想像できない監督は、音畷の最終決定権を

持ってはなりません。映画では監督が天皇だという考え方は、全能の監督にして

初めて許されることなので、自分がそうだとうかつに思ってはいけないのです。
まして、このような手順を知らないコンテ･マンや演出家が、コンテに効果音を

指定するなどということは、もってのほかなのです。



る音が、左右逆になって出てくる)の問題も細かく修正しなければなりません。

逆相の問題は大脳牛理学的に、児童にとって良い影哩がないと確潔されていま

すので、絶対にやってはならないことなのですが、耳に絡むような音であるため、

この調整は各ジャンル(カテゴリー)の音のプレ･ミックスの段階で、細心の注意を

払って改善しておかなければなりません。なにしろ、大変な園のチャンネルをコ

ントロールしなければならないのですから、音出しが左右逆になってしまうこと

は、珍しいことではないようです。この問題がおこる原因は知りませんので、プ

ロになる方は専門書で勉強してください。

このように考えていけば、機械的に音をカットしてしまうという処理は外道で

すので、画面のカットが"カットつなぎ"だからといっても、音まで機械的にカッ

ト．インとカット．アウトでいいということはなく、いつも物語性や画面展開と相

談すべきなのです。

ＣＤが世に出たときに高低音域の不可聴音域をカットしたことから、デジタル

の音に対する誤解がはじまり、ドルピー●システムなどという偉そうなシステムや、

新しく出てきたCDのハイ･クオリティ･タイプのシステムなどで感じることは、本

来生理的である音感の再現というものが、技術職のセンスに奪われてしまって、

われわれの耳が悪くなっているのではないか、と邪推している部分はあります。

これはぼくだけの偏見ならいいのですが..….。

１
１
１
‐
！
‐
Ｉ
１
１
１
１

オーバースペックに仕立てる

配憶されたものは大部分が美化されるか表現が弱大になっているものです。過

大評価されているという感覚もあるでしょう。2000年の秋に、ぼくは20年前の作

品を５．１チャンネルで録音しなおすという珍しい体験をしました。この仕事につ
いてはいろいろ疑義はあったのですが、ここでは録音で知ったことだけをしるし

ます。

予想としては、昔どおりにやることが前提なのですが、それではファンそれぞ
れが持っている記憶のイメージに合うものにならないだろう、とオーバースペッ

クに仕立てることをスタッフにお願いしました。

モノラルと５．１チャンネルの違いによる増加を無視しても、単純にいえば20年

前の作品の10倍以上の量の効果音をつけてもらいましたが、それでもまあこんな
ものか、という印象のものになったのです。昔のままでしたら"こんなに貧相だっ

たのか"とあきれるようなものになっていたでしょう。

記憶というフィルターにかかった作品というものは、観客のイメージが増大し
ているのですから、そのくらいに対応しなければならないのです。もちろん、映

画というもののスタイルが変わってしまっていることもありますので、そのよう

３１０
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劇の霞り口によりそう

カット頭に動きのはじまりがくるというのは良くない、と作画の項目でも触れ

ましたが、音も同じで、音の波形のはじまりから入っていいのか、音の一番高く

なっているところからいれていいのか、という問題はあります。

カットがカット･インではじまっているということは、演技や音そのものははじ

まりから入っているわけではありませんから、音だって音の途中から入っても良
いのです。そのほうが切れ味がでたりもします。

風の音を波打たせるにしてもタイミングは計るぺきですし、さらに、どのよう

な物にぶつかっているのか、別の何かを動かしているのかもしれず、舞い上がっ

ている物そのものを考慮する必要があるのかもしれない、とまで考えなければ、

風の音ひとつも情景を描写をするところにまでは立ち上がりません。

波の音、雨、雪、ひと部屋の無音の表現にいたるまで考慮されるぺきで、周囲
のすべてを考慮する認職力を要求されるのが、音響の仕事なのです。

また、劇の進行にあわせて"場"の雰囲気音は変えてよいと考える立場でいえば、

同じコックピットだから、はじめから最後まで同じ雰囲気の音でいいとは思えま

せん。劇の進行に合わせて変化させていく必要がある、と指摘しておきます。

平静な雰囲気のときと戦闘シーンでは劇の意味が違いますから、同じ雰囲気音
では劇になじまないのです。

つまり、劇の進行次第によって"効果音の作りこみの仕方"は違えなければなり

ませんし、導入の仕方もひとつずつ再考しなければならないのです。

そんなにもいろいろな要素が稲み重なってしまう音はまとめようがないと考え

るのでは、無能のそしりを免れませんが、逆に、いろいろな音が入っていればい

いだろうということもまったくありません。
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なものにも合わせなければならない、という時代の要請もあるにはあります。

ですから、作品のリニューアルという問題は、スタッフや観客が考えているほ

ど簡単なものではなく、絵から新しいものにしようとしたら、物麗そのものもオ

ーバースペックになるように作らなければならなかったでしょう。

そのように考えてわかることは、たいてい映画のリメイク物がオリジナルに勝

てないというのは、この考え方をもたずに対応するからだと思いました。

しかし、今回の仕駆を見た方が‘‘昔の作品を知っていると、この20年間オール

ラツシュ(音のない絵だけのフィルム)を見せられていたという感覚がある''という

発言もありました。

が、問題は、どのような音を追加して10倍にしたのか、といわれれば、単純に

音の量を10コ増やしたというものではないので、どうなんでしょうねえ、という

しかない結果論もあります。



いろいろな音がはいってダンゴになってしまってうるさいというのは、どこか

のチャンネルのレベルが強すぎるか、芯のない音が並びすぎているのですし、あ

の音とこの音が聞こえているだけというスペック(性能)誇示のやり方は最下等に

属するものと感じます。

シンセサイザー独特の粒立ちと連続音に馴れてしまった現代、自然の粒立ちに

対するセンスは思い出すぺきでしょうし、物語の語り□を表現する粒立ちと劇場

空間を埋める音の定位感の再現は、音楽のライブそのままでなければならないと

感じます。 １
１
ｌ
‐

台詞の録音

効果音の問題を中心にしるしてきましたが、音の芯を録音するということで追

加しておきたいことを思い出しました。
せりふど

効果音や音楽がしっかり録音できるようになりますと、“台詞録リ"も|日来のＴ

ｖレベルの仕方では不適切になってきました。電気的な処理(コンプレッサーを使

う)で一定のレペルに保持して録音する方法は、芯がない音になり、全体的にフラ

ットでこもりぎみの音質になります。このような台詞は、効果音や音楽と重なり

ますと聞こえなくなったりして、どうしてもボリュームを上げてダビングしてし

まいます。

家庭用のＴＶで再生している場合は、これでもなんとか対応できますが、ちょ

っと性能の良い再生装圃では、うるさいだけで間きずらいものになります。

これを改善するためには、役者にはマイクのセンター(オン)の状態に正確に入

ってもらい、腹式呼吸で自然の発声をしてもらいます。（普段の発声は咽喉ではし

ませんからね）

そうしますと芯のある音声が録音できて、役者の声も良く聞こえて、かなりの

音響のなかでも粒立ちの良い台詞として聞こえます｡

口先だけや咽喉を使った発声では、甲高いだけだったり滑った音声になったり

するのです。

当り前のようですが、最近までのＴＶ用の録音のやり方は、どちらかというと

性能の良くなった機器に頼って、大声を出してもコンプレッサーで押さえて定位

になる録音をしてきました。そのために芯のない薄い台詞になり、背景の音に紛

れ込むような台詞になってしまいますので、役者はさらに声を張るようになり、

大きな声を出す訓練をするようになっていたりしたのです。

このコンプレッサーをかけて録音時の音声を電気的に制御するという方法は、

ベテランの役者と新人がひとつの番組を演じるようになって、その発声のバラン

スの悪さをカバーするために採用されるようになったようです。新人には大声を

出させて、なんとか台詞らしく格好をつけさせ、それにペテランが合わせたのを

３１２
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演出家たるもの耳を持て

ｉ
ｌ
１
１

図
作画スタッフや演出家、コンテ･マンという画面を作るスタッフは、音響スタッ

フがこのようなレベルを気をつけ、要求されて仕駆をしているのだと理解してほ

しいのです。そうすれば、うかつにコンテ上に効果音の指定などはできなくなる

はずです。それでもするというのは、おバカです。

演出家は、アフレコやダビングに立ち合っても、映像の構造(コンストラクショ

ン)から想像できる問題について、効果マン(サウンド･デザイナー、サウンド･エ

ディター)に指示出しをするぐらいで、細かい技術的な問題はスタッフに任せるぺ

きです。

そのためには、本質的に作品のプロットが読めないといけないということにつ

ながりますし、しかも、音の作り方と瞳き方というのは、すべからくケースバイ

ケースで判断しなければならない問題ですから、原則的にまちがいがない聞こえ

方をしているのか、と判定できる耳ぐらいは持たなければならないでしょう。

そのためには、光景、事象、アクション、それらがどのような音をともなうの

かという想像力を訓練する必要があります。

そのためには、ふつうの音を聞ける環境を麺得する必要がありますから、旅を

しろ、田舎に行け、というのです。
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隠すための必要悪の録音方法だったのです。

しかし、正確に台詞を演じる録音をはじめますと、台本を見ながらの発声だと

息遣いまで違って演技がパレテしまうというレベルに至ります。

これでは、仕事としては大変に問題です。下手な役者はつかえなくなりますし、

役者ごとの演出基準を設定して、役者間の組み合わせを鮮明なものにしなければ

なりませんし、演出家のエゴイスティックな要求を一律に役者に振り当てること

もできません。また、個々の演技指導と稽古が必要では、とうていＴＶサイズの仕

駆には対応できませんので、技術的にきれいな録音をする、という方向を維持す

るしかないのが現実ではあります。

この理想論のレベルでは、おもしろい話があります。

声の録音ではマイクは立てるのではなく吊るほうが良い、という話です。立て

たマイクというのは低い位置ですから、役者の胸の響きをうけてしまいますので、

吊るしたほうがいいというのです。人間の声は頭の上に響くらしい、というよう

な判定から生まれた手法のようです。歌の録音ではやっていることです。

購編劉営涯摩flW当繊:繍霞簾罵Ｒ
言葉もはっきりするというやつです。理由はわかりませんが事実そうでした。誰

が発見したのか知りません。



季節の音、山、海、砂漠、荒野、天候によっての違い、それらは体験するしか

ないといえます｡少なくとも､ｽﾀジｵ学をしているだけで独得できるものは
何もありません。アコースティックな音（生で聞かせる)、自然な音にたいする感

度を育てるということは、スタッフの引き出しの多さにつながるのですから、広

い体験がそれを支えるものだということを忘れないようにしてほしいのです。

究極的に良い録音をした作品などは、観終わったあと、音の印象がなくなって

いる、という名言があります。これは、本当に覚えておいていただきたいと思い

ます。

アフレコ台本の書き方

ますめ

アフレコ台本のカットの内容を雷＜升目には、力､ソトの内容を簡潔に雷くべき

です。やたらに、作画作業の指令の記号を悪きいれてはいけません。

あくまでも、動きのある画面を見ながら、役者が読むものですから、短く適格

に内容を書くぺきです。

台詞については、役名とオフ(off)台詞か背中台詞かの指定は、忘れずに書き込

みます。それによって、役者は、場面のなかで、自分の役がどこにいるか判断し

て、それによって、距離を感じさせる発声やそうでない発声をしながら演じます

ので、そのガイドブックになるようにします。

音響スタッフにとっては、カットの内容、つまり、動きの展開が適格にわかる

ように読めなければなりませんから、それなりキャラクターの動き、対するもの

の出入りについては書いておきます。

また、作業内容について特別な注文があれば、それは密いておかなければなり

ませんが、思い出したような効果音の指定はしてはいけません

効果音を制作するスタッフは、画面を見ながら、あらゆる音を想定しています

ので、演出とかコンテ･マンの想像する程度の音はすべて制作してくれますから、

指定してはいけないのです。

むしろ、そのようなものが書いてあると、効果マンにとっては邪臓になって、

自分たちの作業内容をメモができなくなります。やりづらくなるのです。

音響監督や音楽担当にとっては、アフレコ台本の余白が、自分たちのプランを

雷き込むスペースになるのですから、うかつなものは記入してはいけません。

音綴スタッフと役者の両者が、カットの内容を適格に理解できる説明が求められ

ているのです。

ｌ
ｌ
ｌ
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録音現場でのスタッフの態度

コンテ学とは関係ないのですが、演出家が現場に出るようになれば、録音スタ

314

qR“IiliUf



画
以
外
の
こ
と
Ⅱ
音
声

また、録音スタジオというところは、出資者、製作者、コンテが腕めず完成品

にちかい状態まで作品に接することができない人々が、はじめて作品をチェック

する場所でもあります。

ですから、現場のスタッフは、それらの人びとに礼を尽くすぺきです。

出資をしてくださった方や制作を許可してくださった方には、どんなに狭いス

タジオ内でも、映像が見やすく、音響のよく聞こえる席を提供しなければなりま

３１５

ジオでアフレコやダビングに立ち合うようになります。

すべてを録音監怒にまかせているのだから行く必要がないと考えていますと、

永遠に音声を演出家としてプランするセンスは身につきません。それでは、声優

を決定するセンスにも影響を与えます。

しかし、ただアフレコとダビングを学生のように見学しているのでもいけませ

ん。

画を完成させる担当者としては、画の修正に関係するようなことについては、

録音監督と打ち合わせをしなければなりませんし、台詞合わせについては、すべ

てを役者任せにできませんので、そのチェックは大切な業務になります。

アフレコやダビングの状態次第では、カットの修正をしなければならないこと

も山ほど出てくることもあるのですから、台本と首っ引きで、役者の台詞を聞い

ていなければなりません。

ここまでは、当然の業務としての姿勢です。

もうひとつ大切なことは、完成品にちかづいている自分の作品が、音をいれて

いくことによって、作品全体の見え方が予定通りであるのか、それ以上の効果を

出すためには、どのように演出したらいいのか、と考える機会でもあります。

その視点を絶対に忘れてはなりません。

録音監督がどのように処理をしていったのか、録音作業のあいだにチェックを

していくセンスを身につけるのです。

若い方は、作品上に現れるテンポとリズム、ことに劇的な要因が音にどのよう

な影響をうけるか、ということに無関心ではいけません。

だからといって、たまにしか録音に立ち合ったことがない演出家が気をつけな

ければならないことは、そのときだけ感じている方法論を音響スタッフにぶつけ

て、その要求を飲ませるということです。

演出家は、たしかに作品の最高責任者なのですが、たまにしか録音に立ち合わ

ない演出家が、録音監督以上にセンスがあるとはとうてい思えません。ですから、

まず、音響監鶴に相談するという姿勢は忘れないでください。

なのに、どうしてあんなに強気になれるのか、と購くようなスタッフがいるの

は事実なのです。たまに威張れるのでやってしまうのでしょうが、それは下品で

すのでやめるようにしましょう。
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せん。

テレビ番組の制作になれきっているスタッフには、この配慮が足りません。

それらの人びとが、現場第一主義を魂めてくださるまでは、現場の人間は、い

つもそれらの人びとの背後にひかえるという謙虚さが身だしなみというものです。

監督だからスタジオの中心にいるぺきだと思っているような神経では、人を観

察する能力など身につきません。

背後にひかえていても、作品に対して厳然として周囲が納得するような演出的

な意見を述べられれば、いつの間にかスタジオの中心に座っていることになるの

ですから、作品の芯を掴んでいるのは自分なのだ、いう自信だけをもって、スタ

ジオに入ってほしいのです。

ただ座って台詞の修正に集中するだけとか、録音監督のプランニングの問題点

も気づかず、効果音がどのように入っているのかも聞かず、それでいて、自分の

気づいたただ一点の問題を、前後の見境なしに修正させようという態度をとるの

は、とても恥ずかしいことです。

録音監督にすれば、絵をつくった監督や演出家が自分の上位にいる者だと覚悟

していますから黙っていますが、腹のなかでは笑うか、怒り狂っているのだと覚

えておいてください。

好きにやってなにができる

好きだけでやっても、映像作品は完成することはありません。それほど不自由

で独力ではできないものが、この穏の仕事なのです。

上映とか放映されるという期限が設定されている作品なら、完成させることが

できるでしょうが、それでも自分はこうしたいからとワン･カットの芝居にこだわ
いびつ

リすぎたLﾉ、作画にこだわりすぎていたら、完成した作品は歪なものになってし

まいます。

カットはいっぱいあって、それが組み上げられて、ようやく一本の作品になる

のです。一カ所を見ているだけでは、クズにもならないのです。

それは、役者もそうで、自分の出番だけはなんとか光らせておきたいという欲

が出てしまっては、映像作品を制作するうえでは自殺行為といえるのです｡やくどころ
ですからこそ、演出家は、それら各穏雑多に集まったスタッフの才能と役所を

正確に判断して、各自の才能をひきだし、コントロールして、映像上に定着させ

てやる、というセンスと度鼠が要求されるのです。

それら各穏の制約を切り抜けて完成させた作品は、可愛いものです。

３１６
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相談すべきことと､独自に判断して良いという鞘がわからないのだろう､と
わかったのはこの数年のことです。

自分がわからないことがあるとわからない、といういい方もあります。これを
わかるようになってほしいのです。

それだけでも、自分の技術(スキル)が高まる、ということは保証します。

本当に、知職のありようがどこかで違ってきていると感じるのは、年寄りの愚
痴でしょうか？

実写であれば、撮影するため現場に行かなければなりませんから、この問題は
おこりません。

デスク･ワークであるために、スタッフがデスクの前にこもってしまって、対話

３１７

目堂璽堂の璽突と宣睦範囲の理解

最近の､と条件零?けておきますが､ｱﾆﾒや漫画というデｽｸ･ﾜー ｸを業務
とする若者たちに危慣をいだくとすれば、日常の体験をとおして、または、育っ

ていくあいだに体験することの経験律の少なさが原因であろうという想像力のな

さが感じられる点です。

朝日の光景を知らなければ、影の描き方も知らない。時間経過を表現するとい

うことを知らなければ、まして、それが劇的にどのような意味を持つかというこ

とも想像しません。

ですから、縫度の高い場所というようなレペルは想像を絶するのです。安いツ

アーの海外旅行ぐらいしてくれと頼んでも、お金と時間がないからできないとい

われてしまえば、絶句するしかありません。

道路というものはアスファルトが敷いてあると信じきっているケースさえあっ

て、ちょっと昔の光景を創作するのも危険という手合いもいます。

このようなことは、演出をし、作画をするうえでは重要なことなのですが、体

感撫ければ､ｺﾝﾃで示されているものがどこまでが必要なことで､どこから
が麓沢をやっていることで、スケジュールと経費を考えて割愛すること、実行す

ぺきことかどうか、というようなことを判断する基準をもっていないというよう
なことにもつながります。

現場では、若いスタッフには、わからないことは聞きに来てくれ、相談してほ

しいことが山ほどあるはずなのに、と思って待っていても、相談しに来てくれな
いという状況がつづいています。

そして、結果は、やってしまったから開めてくれという状況がつづくのです。

それでリテイク(手直し)もできないまま作品が発表されてしまうというのは、本
当に悲しいことなのですが、これが珍しくなくつづいています。



がなされないためにこの訓練ができていないのでしょう。

また、基礎経験というものが、必要な知識として必要なのだということが麗識

されないままに、一定のレベル以下の人材が実務につくようになってしまってい

る現実も問題だとは感じます。

しかし、成功している業態のスタッフのあいだでは、相互の対話も批判も行な

われているのですから、トップがおっくうがらずにスタッフのあいだに入ってい

かなければならないのではないか、と自戒し、反省もします。

が、デスク.ワーク.オンリーの業態では、－部のまともなスタッフに業界全体

が寄り掛かってしまっている状況がつづいていると感じないでもなく、じつは、

アニメ、ＣＧの現場では、この偏向したカプセル状態が常態(ふつうになる、とい

う意味)になっていく傾向がますます強くなっていくのではないか、と予想してい

ます。

なぜなら、この問題の背景には都市化とデジタル社会が原因になっているので

すから、個人の力では止めようがない時代性が匂うからです。

この堀こ考えれば､今後､プロとして成功しようと意図する若者は､かつて、
数千年間営まれた人間の感性と経験律(自然と共存した生き方)を自分のものにし

て､それを表現し可も腰というガｲド･ﾗｲﾝをもったﾀﾚﾝﾄ(才能)が､固有の
ものを創作できると尊ばれることになる、と予想します。

そうでなければ、時代時代の局面を正確にひき映すことができるタレントの作

品です。

その中間はないと想像します。

予測は当たらないものですが、人間はこの数千年、基本的には変わったとは思

えないのです。となれば、どんなにデシタル社会になろうとも、そんな技術は、

たかがこの三十年程度で育ったものであり、その程度の時間で人間の本質が変わ

ったわけはないのですから、技術主導の思考とセンスで時代を切り拓く作品を創

作できると考えるのは軽率な衝動ではないか、と考えます。

周囲の連中より抜きんでたいと考える方は、このような考え方もある、と参考
にしていただいて良いと思います。

|『

１
１
Ｉ

ちょっとおかしいという感蹴の警告

制作当躯者であるあなたが、シナリオでもコンテでも、また、そのほかのどの
パートでもいいのですが、その仕駆が一段落して(もちろん、その途中の一段落し

たところでもいいのですが)、ちょっとでもおかしいな、とか、おかしいとは感じ

ない程度の落ち着きのなさ、座りの悪さ、納得がいかないという感じ、そのよう

な感触を得たときには、自分の仕事のどこかに問題があると思って、再度チェッ

３１８
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クしてください。

問題が見つかるはずです。

仕駆は終ったつもりなんだけど、風呂でも入って、トイレにいって、メシでも

食って、と、別のことをご機嫌になってやっていながらも、どこか遠くで"なんか

な－"という感触がのこっていたら、かなり確実に、やった仕事のどこかに、直さ

なければならない問題があるのです。

絶対にある、と断言できます。

その場合、できることなら、一日から二日の間をおいて、自分の仕事をチェッ

クするのが最良策なのです。

その場合の問題点は、多分、作業の途中経過のなかでは、ほかのスタッフにも

気がつかない程度の問題なのですが、完成品になったときに、直さなければなら

なかった、と後悔するような性格の問題です。

本人には一寸だけおかしいと感じられることでも、他人には、すごくおかしい

と感じられるものだということも、覚えておいてください。

こんなことがおこるのは、当事者というものは、仕事をやりとげるための条件、

周辺の情報、をよく知っています。ですから、こうしか出来ない、それでも良く

やった、というふうに、マイナス要因をかぶせて、仕事の出来上がりの評価をし

ます。仕駆をなんとかすませようとする意識がはたらいて、どうしても、自分の
都合でできる範囲で処理をすませてしまっているものなのです。

前向きに、とか、稲極的に、とか、プラスの方向に考えて処理をすることは、

自分からはまずしないものです。人間なんてそんなものなのです。もともと横着
者なのですから。

もっといいますと、自分の環境や境遇が良くないから、才能がないから、とい

うことを理由にして、こんなものと判定してしまうことが多いのです。

反省したにしても、積極的な意識をもってチェックすることができないために、

他人には問題点が見えても、本人には見えないということがおこります。

そうなりますと、指摘された問題点がわからないレベルにまで落ちこみますか

ら、つぎのような格言を知って、善後策をこうじる努力をしたいものです。「失敗

した時は、他人の意見を優先させなさい。失敗したのは、自分の考えで失敗した
のですから」

まして、物語というものは、そのような人をテーマにして、観客という第三者

を感動させるものなのですから、自分をとおして人間の癖を承知していくことは、
仕夢をするうえで有効な素養になります。

現実生活でも、本人に解決のできない問題を、他人が解決することはいっぱい
ありますよね。
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原則ということについて

本テキストでしるしたソフトウェアについての原則は、原則ではあるのですが、

適用はケースバイケースの性格のものです。

それでも、広く見渡したときに、原則が作用している、と理解すべき事項でも

あるのです。

それがわかれば、ひとつの規制をのりこえて、アニメなりに、ＣＧなりに、そ

れぞれの媒体にとっての"ふつう"を創出して描くことできるるようになり、そこ

から出発して、独自の創作をする行為のありようがわかるようになります。

ひとつの技術(やり方)を信奉してはならないのですが、そのひとつの技法とい

うものが生まれ、つかわれている理由がわかれば、新しい技法なり手法、原則を

生み出すことができるはずなのです。

ですから、原則はすべから＜応用するようにする、と用心をしなければならな

いでしょう。

技術というものを、安易な仕事をする技術として覚えてしまいますと、キチン

とした表現が面倒臭＜なって、肝心のことは覚えられなくなりますから、いつも

考え、用心すぺきことは、このやり方は原則に違反しているのか、していないの

か、そして、原則が正しいのなら、もっと効率の良い方法、もっと良い方法があ

るのではないか、と考えつづけることではないかと信じています。

そして、その仕事は、皆さんそれぞれの肩にのっている義務であり、任務であ

ると認識できれば、それぞれの成功はまちがいないのです。
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