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はじめに
筆者は、2005 年日本国際博覧会協会主催ショートショートフィルムフェスティバル
EXPO2005 にて上映された短編映画『由貴の休日』1 の制作において、新規格の HDV カ
メラを使用して撮影を行った。この作品は、名古屋大学大学院国際言語文化研究科プロ
フェッショナル論講座制作第一回短編映画作品である。講座に所属する学生達が監督、
制作スタッフを務め、演出方法や撮影方法など非常に自由な形で撮影が行われた。
筆者はプロデューサーと同時に、ソニー株式会社製HDVカメラHVR-Z1Jを使用する
シーンの撮影を担当した。作品は、最終的に博覧会会場内愛・地球広場のスクリーンで
上映されたので、映像作品として最低限の品質を備えていなければならないのは当然の
ことである。しかし、必ずしも高度な専門技術や、
「ハイエンド」と呼ばれる高価なプロ
用機材によって構築された撮影システムを使用する必要はないと考える。撮影技術や撮
影機材、編集機材などの制作フォーマットは、使用目的や規模に適したものを選定する
ことが重要であり、新規格であるHDVカメラを使用しての撮影は、制作過程の簡素化及
び、フィルム調の映像表現など様々な側面において効果を得ることが出来たと言える。
しかし一方で、プロの技術者による HD 撮影やフィルム撮影によって制作された作品と
比べ、技術力、品質ともに格段の差があることを認めざるを得ない。
本論文では、従来のDV カメラから新規格HDV カメラへの変遷の過程と、性能と特性
の相違点について述べた上で、
『由貴の休日』制作における実体験を踏まえ、HDV カメ
ラによる撮影の効果とメリットについて説明する。更にHDVカメラ撮影と、現状有効と
される標準的な HD 撮影技術に関する理解を深め、HD 撮影に移行するための今後の課
題について考察する。

DV カメラの普及
DV カメラによる撮影は、映像制作の一端を担っている。DV カメラの画質性能が進化
していった過程と、その機能的特性について順を追って説明をする。2000 年 5 月 10 日
に発売されたソニー株式会社製DVカメラDCR-VX2000は、民生用でありながら公共媒
体での映像配信に耐え得る画質性能を備えていた。更にDCR-VX2000の業務用機種であ
るDSR-PD150 は、小型の DV カメラ本来の機動性を生かした撮影スタイルを可能にし、
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小規模撮影での制作を行う深夜番組、CM制作、PV制作など多くの現場で活用されるよ
うになった。DV カメラが普及した大きな理由は以下の 4 点にある。

①高解像度の 3CCD（Change Coupled Device）搭載 DV カメラの種類の増加
②アドバンスト HAD テクノロジー 2 による高感度撮影
③ DV テープ自体の特性である高音質のサンプリング・レート
④機動性と使い易さ、低予算での撮影システム可能

① DV カメラの登場時、3CCD 搭載 DV カメラは、ソニー株式会社製 DV カメラ DCRVX1000、松下電器産業株式会社製 DV カメラ NV-DJ1 の 2 種類だけで、それ以外は単板
式 CCD の DV カメラだった。しかしその後、ソニー株式会社から DV カメラ DCRTRV900、松下電器産業株式会社から NV-DJ100、NV-MX3000、キャノン株式会社から
DM-XL1、DM-XV1 と、次々に 3CCD 搭載 DV カメラが登場する。それぞれの DV カメ
ラはレンズ性能、解像度、CCD の大きさなどの改良に取り組んできたため、3CCD 搭載
DV カメラは高画質化されていった。
②アドバンストHADテクノロジーは、
プロ仕様カメラには標準的に搭載されている機
能だが、低照度下の画像ノイズを低減する効果がある。DVカメラにこの機能が導入され
たことで高感度の撮影を行うことが可能となり、
夜間などの低照度下における撮影でも、
高画質を保持することが可能になった。
③DVテープ自体が持っているサンプリング・レートが48KHz-16bit3 であるためDAT
（業務用デジタル・オーディオ・テープ 48KHz-16bit）と同音質の収録が可能である。加
えて従来の DV カメラは音声入力端子がミニプラグだったのに対して、DSR シリーズの
業務用には、
断絶や断線に対する安全性の高いキャノン式音声入力端子が備わっており、
録音機能面での信頼性が増した。
④ DV カメラはプロ用カメラに比べて、安価で機動性に優れ、撮映のための人数を必
要としない。また編集スタジオを借りなくてもパソコンで編集作業が行えるため、作業
効率が大幅に上がった。
以上の四つの理由から、2000 年から 2002 年にかけて、民生用 DV カメラと業務用 DV
カメラを使用しての低予算制作形態が、様々な現場に採り入れられるようになった。

DV カメラの進化
DV 制作に先がけて、既に HD 制作では、24p（プログレッシブ）方式 4 と、フィルム
とほぼ同等の階調再現域を可能にするシネガンマ設定機能を搭載したソニー株式会社製
HDCAM1080/24p（Cinealta）の開発により、フィルムに限りなく近い画像質感の再現
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を可能にしていた。HDカメラの画質性能の向上に伴いDVカメラにも、フィルム質感の
再現が求められるようになる。DSR-PD150 での撮影では、撮影時にシャッタースピー
ドを 1 秒 30 コマにすることで擬似的に 30p を再現したり、編集時に、60i のビデオ映像
の奇数フィールドか偶数フィールドのいずれかのフィールドを抜き去り、残ったフィー
ルドをコピーして二重にすることで、人間の視覚に近いとされるビデオカメラの 60i の
リアルな質感を意図的に崩し、フィルム質感に近づけるなどの F（フィルム）効果と呼
ばれる撮影(編集)技法が用いられてきた。色合いに関しても、撮影時にホワイトバラン
スを調整して、やや赤みを帯びたフィルム質感を出し、更に編集上で加工するなど、フ
ィルム質感を再現するための様々な方法が採られてきた。しかし、フィルム質感の再現
を求めるプロの技術者達の声は、DVカメラの画質性能の限界を代弁している。映像プロ
デュースを手掛ける大屋友紀雄氏は以下のように述べている。

フィルムは 1 秒間あたりに扱う情報が少ないわけなので、考え方によってはビデオ
のほうが 正確 であるのだが、報道などの用途を別にすれば、その正確さがかえ
って情緒を損なうように感じられてきた。そこで、ビデオで撮影した映像にさまざ
まの効果（F 効果などと呼ばれる）を適用して、24 コマのような残像感を出す技術
が工夫されてきた。しかし、こうしたエフェクトにも限界があり、どうしても「ビ
デオっぽい」と呼ばれる画になってしまうという現実があった（阿部 49）

DVカメラによるフィルム質感再現の可能性という問題は、2003年11月に発売された
松下電器産業株式会社製カメラ AG-DVX100A の登場により急展開を向かえる。AGDVX100 の改良機として、AG-DVX100A が発売され、従来の 60i などのインターレース
方式 4 にかわり、プログレッシブ方式での録画が可能になった。プログレッシブ方式は、
CG などの書き込み作業が容易に行えるという大きな利点を持つ。また、24p（2 : 3 プ
ルダウン）方式 5 により、DV カメラで撮影した素材をフィルムに焼き付けるキネコ作業
が容易に行えるようになったことで、DV カメラによる本格的な映画制作や CM 制作に
も使用される契機を作り出したと言える。
更に、AG-DVX100A には、シーン・ファイルと呼ばれるカラー・コレクションを調整
する機能と、シネライクガンマと呼ばれる文字通りフィルムの階調を擬似的に再現する
ガンマ設定機能があるが、これらは HD 撮影においてビデオ・エンジニアの作業であっ
た色相、彩度などの微妙な調整を必要とするカラー・コレクションと、フィルムに近い
階調設定という二つの機能を、DVカメラ本体に内蔵化したものである。これまでに述べ
たような新機能と様々な改良点によって、DVカメラはHDカメラの性能に更に近づいた
のである。
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図１

プログレッシブ方式とインターレース方式の違い

DV から HDV へ
AG-DVX100A の登場により、DV カメラは、HD テープやフィルムなどの他記録メデ
ィアとの互換性や、画質性能の向上などの機能面において格段の進化を遂げる。更に、
HD と DV 双方の記録方式を可能とする新規格の「HDV カメラ」が開発されたことによ
り、DVカメラによるフィルム質感再現の可能性という限界に迫りつつあった問題に、一
つの解決策が出されたのである。キヤノン株式会社、シャープ株式会社、ソニー株式会
社、日本ビクター株式会社の 4 社は 2003 年 12 月から始まった地上デジタル放送と、日
本国内における将来的なBSデジタルハイビジョン放送などに向けて、DV規格をベース
にしながら MPEG2 で圧縮された HD 信号のデータ記録仕様「HDV 規格」を新たに定め
た。
HDV 規格は、HD（High Definition）規格同様の 1080i と 720p の 2 種類のビデオ信
号がある。従来のSD（Standard Definition）規格は、480iの1種類のみで、AG-DVX100A
のプログレッシブ方式も 480p であり、SD 規格再生時に 60i に変換される。2004 年 10
月発売のソニー株式会社製民生用 HDV カメラ HDR-FX1 と、2005 年 1 月発売の業務用
HDV カメラ HVR-Z1J は、1080/60i のビデオ信号を備えた HDV カメラで、カメラ内部
処理によるシネトーンガンマ設定により、
AG-DVX100Aのシネライクガンマと同じく画
質をフィルム質感に加工することが出来る。また、HVR-Z1Jではインターレース方式で
映像を再現するため、シネフレームと呼ばれるフィルムに近いフレームレート(コマの速
度)質感を擬似的に再現することが出来る。現状ではAG-DVX100A のように 480/30p プ
ログレッシブ方式で記録されたものもSD規格再生時に480/60iに変換されるため、結果
的には、AG-DVX100A も 60i に置き換えられることになる。HVR-Z1J も擬似プログレ
ッシブ方式で 60i に変換するので、フィルム質感に近づけるための変換方式が異なって
いるだけである。
HD 規格及び HDV 規格において、1080i と 720p の 2 つのビデオ信号が存在するが、制
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作過程でどちらの方式を採るかが選択される。プログレッシブ方式の利点は、撮影後の
CG合成加工作業が困難なくできる点にある。また、フィルムに焼き付けるキネコ作業を
行う場合は特に 720p での撮影が適している。インターレース方式は、同じ HDV プログ
レッシブ方式より高解像度の記録が出来るため、
SD規格に置き換えても画像の質感を保
持することが出来る。つまり、手間の掛かる CG 合成作業などを必要としない制作であ
れば、30p の質感を再現する 1080i でのシネフレーム設定の方が有効であるといえる。

解像度と質感の関係性
記録メディアと上映メディアについて考えなければならないことがある。例えば、
35mm フィルムカメラで撮影された作品を、VHS に収録し、ビデオ・デッキで再生した
映像の質感は、VHS ビデオカメラで撮影された作品を、同じくビデオ・デッキで再生し
た映像の質感とは異なるはずである。収録されたメディアの容量に納めるために、デー
タ情報量は圧縮されているのだが、収録に用いられた撮影機器が高解像度であれば、あ
る程度の画像の質感は保証されるのである。
記録メディアは、データ情報量を保存する容器であり、画像の質感を左右することは
出来ない。撮影時点において、記録メディアの種類やレンズやフィルターなどの撮影機
材によって受ける様々な影響により、画像の質感が決定されるのであり、高解像度の撮
影機器によって撮影された映像の方が、画質は優れていることになる。したがってHDV
規格のような高解像度で記録されたものが、最終的に SD 規格で出力されたとしても、
SD 規格の DV カメラで記録するよりも画像性能を引き出すことが出来るのである。
表１ HDV 規格と DV 規格の比較

HDV（1080i）
ビデオ信号
画素数
圧縮後のビットレート(画像)

1080/60i

HDV（720p 方式）
720/30p

720/60p

DV
480/60i

1,440 × 1080

1,280 × 720

720 × 480

約 25Mbps

約 19Mbps

約 25Mbps

HD（HDV）の高解像度化―フィルム高画質への接近
HDV 規格や DV 規格などのデジタル画像は、ピクセル単位の集合で形成されており、
HDV規格は拡大すると縦：横＝1：1の正方形ピクセル 6 から形成されていることを確認
できる。一方、フィルムのアナログ画像は、細かい粒子の集合で出来ている感色層と呼
ばれる光と色を再現する層によって画像が形成されている。SD規格からHD（HDV）規
格へ進歩したということは、より繊細な表現が可能になったということであり、画像が
正方形ピクセルの集合によって形成されていることを、意識されないまでに滑らかな画
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質質感を表現することが可能となった。HD(HDV)規格で表現された画像は、フィルム
画像を見ているような錯覚を覚える。1 秒間 24 フレームという速度的効果に加え、画素
数の密度もフィルム質感を再現するための重要な要素であると言える。

写真１

デジタル画像

写真２

写真１白枠の拡大画像

シネフレーム機能によるジャギーの軽減効果
従来の DV カメラは、フィルム質感を再現するために適した画質調整機能を有してい
なかった。編集の際に「F（フィルム）効果」のような編集加工技法を用いたり、撮影時
のシャッタースピードの調整を行うことで、フィルム質感に近づけるための様々な試み
がなされてきた。しかし、これらの方法で再現された擬似的なプログレッシブによる映
像には、カメラをパーンした際に、直線部分や輪郭部分に階段状のギザギザが現れるジ
ャギーと呼ばれる現象が起こるため、フィルムの滑らかな画質を再現することが不可能
であった。
「F（フィルム）効果」によりジャギーが発生する原因は、1 つのフィールドを重複さ
せることで擬似的に30pにしているため、画素の再現性能が半減されることによる。AGDVX100A や HVR-Z1J には、初めからそれぞれプログレッシブ方式やシネフレームな
ど、フィルム質感に近づけることを前提とした画質調整機能が搭載されている。AGDVX100A はプログレッシブ方式であるため、全ての走査線を走査して 1 フレームを描
くのでジャギーの発生が起きない。一方、HVR-Z1J は HDV 規格 1080/60i の高解像度
は、映像を作り出す画素の最密度が高いため、ジャギーが見えづらくなっている。その
上で、1080i方式で撮像された信号から１秒30 コマや1秒24 コマで撮影されたような映
像を作り出すシネフレームの効果を加えることで、ジャギーの問題が解消され、高画質
のフィルム質感を得ることが可能となった。

階調設定によるフィルム質感の再現
これまで述べてきたような DV カメラの特性と利点が、実際にどのように『由貴の休
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日』制作に反映されているのかを、いくつか撮影技法を例として説明していく。
AG-DVX100A と HVR-Z1J は、それぞれシーン・ファイル、ピクチャープロファイル
と呼ばれる、画像質感の調整機能を有する。AG-DVX100A の説明で述べたが、ビデオ・
エンジニアの作業であった色相、彩度などの微妙な調整を必要とするカラー・コレクシ
ョンと、フィルムに近い階調設定という2つの機能が、DVカメラに内蔵化されたのであ
る。
ビデオの階調はフィルムの階調の 6 分の 1 の広さしか持たないため、暗幕を使い人工
的に暗さを調節するなどした上で、照明を用いるなどしない限り、フィルムに近い階調
を得ることは難しかった。こういった事情から、従来のビデオカメラでは、暗部が均一
に黒く塗りつぶされてしまうということが多かった。AG-DVX100A と HVR-Z1J は、そ
れぞれシネライクガンマ、シネトーンガンマと呼ばれる階調設定機能を有するため、
ビデオでありながらフィルムの階調に近づけることが可能になった。階調が広くなるこ
とで、暗部の微妙な濃淡を描写することが出来るのである。写真 3-A は、正午に主人公
が電話で目を覚ます場面である。室内は光源がほぼ無い状態である。しかし、主人公の
姿やテレビの輪郭、布団の模様などを認識することが出来る。従来の DV カメラによる
撮影では、暗部のかなりの部分が黒く塗りつぶされてしまうため、照明を用いて明るく
し、色調調整によって暗い雰囲気を表現する必要があった。シネライクガンマ、シネト
ーンガンマなどの階調調整機能を使えば、色調調整を行わずとも暗い部屋を表現するこ
とが出来る。
『由貴の休日』の撮影の際にも白熱電球（タングステン・ランプ）の 300W
などの簡易照明で対応することが出来た。

3-A

3-B

暗部の階調表現
写真３（撮影者

小野寺圭介

逆光状態での映像

AG-DVX100A 使用）

図 2 は、写真 3-A 撮影時の照明配置図である。カーテンが少し開いた程度の暗い部屋
の雰囲気を出しつつ部屋の状況を把握出来る程度の明るさにするために、白熱電球の
300W1灯をカメラ左後方に配置し、微光で部屋全体を照らした。白熱電球の前にはフィ
ルターを被せることで光を和らげ、影が目立たなくなるようにした。カーテンの隙間か
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ら入る太陽光による白とび 7 を防ぐため、トレーシング・ペーパー3枚を窓に貼り付け太
陽の光を拡散させた。簡易的な照明配置とカメラ内調整を用いるだけで、意図したイメ
ージを映像化できるという利点は、
『由貴の休日』制作における最大の収穫である。

図２

写真 3-A 撮影時の照明配置図

通常、DVカメラに限らずビデオカメラを用いて逆光の状態で撮影する場合、被写体の
顔が黒く塗りつぶされてしまわないように、背景部分を必要以上に明るくする必要があ
った。
『由貴の休日』では、AG-DVX100A のシネライクガンマを用いることで、写真 3B のように逆光の状態でも、被写体が黒くつぶれてしまうことがなかったため、目視し
た状態と同じ明るさで撮影することが出来た。照明を用いなくても、階調調整によって
白とびや黒つぶれの起こらない映像を得られることは、撮影の効率化や、より柔軟なス
タイルでの撮影を可能にする。さらに、画像質感の調整機能と階調設定機能を用いて、様
々な映像表現をカメラ本体で調整できるようになったため、撮影者は HD 制作における
ビデオ・エンジニアの作業を 1 人で行うことが出来る。このことは、我々のような自主
制作者達にとって、AG-DVX100A と HVR-Z1J による撮影が、画像質感の向上ばかりで
なく、目的の用途に適した様々な形態の撮影システムの構築が可能となることを示唆し
ている。

ゲイン性能の活用
DVカメラには、暗い場所で撮影する際、感度を高めることで映像に明るさを増すゲイ
ンという機能がある。ゲインを用いて感度を高めることは、電子的増幅処理を加えるこ
となので、画面を明るくした割合に応じてノイズが増えてしまうという難点がある。従
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来の DV カメラでは、ゲインを用いた際に、画面上のノイズが気にならない境界は 6dB
までだったが、AG-DVX100A と HVR-Z1J を用いた『由貴の休日』では、感度を 9dB ま
で高めてもノイズが気にならなかった。
『由貴の休日』の舞台は、我々が普段生活する日常的な空間なので、専門的な知識と技
術を必要とする照明効果よりも、違和感のない自然光による照明効果を重視した。暗い
場所での撮影の際、照明機材の設置が必要だが、上にあげたようなゲイン性能の効果に
より、撮影者による画像質感の調整や、微妙な調整を必要とする照明機材の使用を最低
限に抑えることで、撮影時間を大幅に減らし、少人数のスタッフでの撮影が可能となる。
小規模の撮影現場を作ることは、役者の疲労と緊張を減らし、役者の自然体の演技を引
き出す効果も期待できる。
『由貴の休日』は、撮影準備 7 日間、撮影期間 5 日間という短期間で行われたため、作
品を完成させるための苦肉の策として、AG-DVX100AとHVR-Z1Jを効率良く使用する
操作方法と、その特性を同時に習得しながら撮影を行った。結果的に多数のロケーショ
ン撮影を行い、移動時間を多く取ることが出来たため、ロケーション撮影のスケジュー
ル管理や、撮影準備を効率化し、臨機応変に安全に撮影を進めることが出来た。AGDVX100AとHVR-Z1J の使用により、撮影時における技術管理や映像表現は、目的と効
果を限定したいくつかの撮影技法と、撮影者のカメラ操作によって済ませるようになっ
た。このことは一面で、技術的な選択の幅を狭めることに繋がるのだが、その反面、ア
マチュアや自主制作による映像制作の安全性を増し、
多様な映像表現や演出を可能にし、
スケジューリングとコスト管理を容易にするメリットにも転じるのである。

HDV カメラ HVR-ZJ1 の撮影現場での実用例
『由貴の休日』では、実際にソニー株式会社製 HDV カメラ HVR-Z1J を用いた撮影を
行った。ここでは、実体験に基づいて HDV 撮影時の状況と、HDV カメラ HVR-Z1J の
画質調整機能ピクチャープロファイルの活用による効果について述べる。短編映画『由
貴の休日』は、松下電器産業株式会社製 DVカメラAG-DVX100Aを用いて前半部分を撮
影し（担当

小野寺圭介）
、ソニー株式会社製 HDV カメラ HVR-Z1J を用いて後半部分

を撮影した（担当

服部達哉）
。2 種類のカメラを用いた理由は、画像質感の違う２種類

のカメラを、シーンによって使い分けるという映像的演出により、作品前半のドラマ的
描写と、後半からのドキュメンタリー的描写を区別して表現するためである。作品前半
から中盤までのドラマ部分は、鮮明な画像を表現するのに適したAG-DVX100Aを用い、
後半の風景を中心としたドキュメンタリー部分は、1080i の滑らかな画像を表現できる
HVR-Z1J を用いた。
後半部分の撮影で求めるモチーフは物語の主人公、由貴の視点から見える名古屋の街
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の景色であり、その先にあるのは、日本国際博覧会開催以前の名古屋の町並みの美しさ
である。1080i の高解像度である HDV を用いることで目線の表現とし、にじむような滑
らかな雰囲気の画像質感にすることで、フィルム質感に近づくように撮影した。その際
に、以下の三点の撮影技法を用いた。

① HVR-Z1J の画質設定機能ピクチャープロファイルを用いた画像質感の調整
② POV にリアリティを持たせるために、トラベリング・ショットを活用
③役者の自然な表情を捉えるために、演出を最小限に抑制

①HVR-Z1Jの画質設定ピクチャープロファイルは、表1のような設定項目に分かれて
いる。フィルム質感を再現することを目標に、ピクチャープロファイルの項目を次のよ
うに設定した。色の濃さは、しっかり色をのせた色彩を出すことで画像に重みを持たせ
るために強めに設定した。色相はいじらず、シャープネスは、あまり画面が固くならな
いように減退させ、輪郭の強調を抑える。スキントーンディティール及びスキントーン
レベルは、画像補正機能なので OFF にした。露出などの自動調整プログラム AE を調整
するAE シフトは機能自体使わないので 0値にし、AGCリミットは6dB に設定。WB（ホ
ワイトバランス）シフトは、赤み（＋値）と青み（−値）を微調整できる便利な機能で、
フィルム質感に近づけるため基本的にはやや赤みを足した。撮影中は夕方に移り変わっ
ていく描写であったため、物語の時間に合わせて次第に赤くしていった。ATW(オート・
ホワイトバランス)感度は高に設定した。ブラックストレッチを OFF にし、暗部の階
調を広げることでフィルム質感に近づけた。同様にシネトーンガンマタイプ 2 を選択す
ることで黒に深みを持たせた。特にシネフレーム30の選択は重要であり、フィルムのコ
マ落ち感を再現した擬似プログレッシブ方式で、ビデオと親和性の高い秒30コマの画を
再現できるため、運転する自転車からの視点のような動きのある動画の撮影に最適であ
った。

表２

ピクチャープロファイルの設定項目と『由貴の休日』撮影での設定値

●色の濃さ
●色相
●シャープネス

+3

● AT アイリスリミット

0

● WB シフト

0

● ATW 感度

F11
-2 〜 4
高

●スキントーンディティール

OFF

●ブラックストレッチ

OFF

●スキントーンレベル

OFF

●シネマトーンガンマ

タイプ 2

● AE シフト
● AGC リミット

0

●シネフレーム

6dB
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②運転する自転車からの視点の表現に、トラベリング・ショットを用いた。この撮影
では、HVR-Z1J を視点に近い高さに固定して、自転車を運転しながら、視線が向いた方
向に働く慣性の力を利用して撮影した。これは小型の DV カメラの特性を活用した撮影
方法である。HD カメラなどの大型のプロ用機材では、自転車に乗っての撮影は非常に
困難である。

写真４

自転車でのトラベリング・ショット

③役者の自然な表情を捉えるため、台詞や動作などの演出を出来る限り抑制した。普
段の話し方、自然な素振りなどを引き出せるように、簡単な動きの指示のみにとどめ、役
者が自発的に動き出すよう促した。物語のクライマックスで、由貴が目の前に広がる景
色の美しさに感動するショットでは、左から右へ由貴が景色を見渡すのと連動して、由
貴を軸にして円を描く様に、右から左へカメラを移動しながら由貴の表情を撮影した。
角度のある河川敷斜面での撮影のため、スムーズなトラベリングを行うのに、小型のDV
カメラは適しているので、カメラ自体の運動による撮影からも演出効果が得られること
を再認識した。

写真５

由貴を軸に円を描いたトラベリング・ショット

HDV 制作の利点と HD 制作へ移行するための今後の課題
HDV 制作フォーマットと HD 制作フォーマットを比較して、HDV カメラを使用して
の撮影の利点を述べた上で、HD制作へと移行するための今後の課題について言及する。
HDV 規格の制作と比較するのは、CineAlta HDW-F900（1080i/24p）
、バリカム（720/
24p）など HD 規格での制作である。HD 規格での撮影と HDV 規格の撮影における根本
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的な違いは、カメラ本体の大きさと、多様性を備えたプロ向けの機能である。高解像度
のため、SDよりもフォーカスの採り方が難しくなった点は、双方のカメラについていえ
る。しかし、HDV カメラ HVR-Z1J のレンズ口径が 72mm なのに対して、HD カメラ
CineAlta HDW-F900 のレンズ口径が 95mm というように、レンズ口径の大きさから被
写界深度の幅が深くなるため、HD カメラの撮影では、フォーカス調整が難しくなって
いる。例えば、画面前景から後景にフォーカスを送る場合も、CineAlta HDW-F900 で
は、その作業を撮影助手に行わせる必要がある。一方、HDV カメラ HVR-Z1J ではフォ
ーカス送りの場合も、1 人で作業することが出来る。ビデオ・エンジニアの作業になる
ガンマ設定、カラー・コレクション調整も、HD カメラの場合は、細かい項目まで設定
する必要があるのに対し、HDV カメラ HVR-Z1J は、簡単な項目から選択できるため、
微妙な調整は出来ないが、比較的容易にガンマ設定とカラー・コレクション調整を行う
ことが出来る。
HD 撮影では、フィルム質感を再現するためのシネガンマ設定は非常に繊細な調整を
必要とする。まず露出（Ｆ値）を低めに設定して白とびをなくすことで、画面内の映像
情報量を最大限に採り込む。その場合輝度が平均化され、被写体となる人物の顔が暗く
見える傾向がある。放送業界における映像の明るさの基準値は、フェイス・トーンと呼
ばれる被写体の顔が、白とびしてしまう明るさの 60% に達していることである。画面全
体の露出を決めた後で、暗くなった被写体に照明を当て、フェイス・トーンを基準値ま
で引き上げなければならず、自然な明るさを再現するために、計算され尽くした照明設
定をする必要が生じる。つまり照明を組み立て、微妙な調整により画面を作り込み、モ
ニターで確認した上で、初めて撮影が可能となるのである。HVR-Z1J は、シネトーンガ
ンマ設定により、ある程度の環境であれば、照明を使わずに、フィルム質感に近い映像
を収録することが可能である。このように、CineAlta HDW-F900 などの 24p、30pHD
規格による HD 制作と、HVR-Z1J のような HDV 制作での撮影可能条件は大きく異なる
のである。
短編映画『由貴の休日』制作では、HDV カメラ HVR-Z1J を用いることで、ある程度
までフィルムの質感を再現することが出来たように思われる。HD 撮影を簡素化、縮小
化した HDV 撮影による実体験は、HD 制作の基本的な性能と、HD 規格の特性を知るた
めに有効な実践であり、高い汎用性と、小規模低予算制作におけるフィルム質感の再現
という要求に対して、充分な効果をもたらしたと考える。
HDV カメラの登場は、映画技術史の観点からも、興味深い意義を持つと思われる。映
画の記録形式が、フィルムからデジタルへと移行しつつある状況の中、映画制作そのも
のの形態を変容させるような、小規模と低予算での映画撮影が可能になれば、アマチュ
アや自主制作者による映画制作が更なる活況を呈し、多様性ある作品作りが行われるよ
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うになるだろう。
映画以外のコンテンツとしても利用可能なHDVカメラによる映画制作
は、既存の興行形態や上映形式に依存することなく、インターネットを通じて自由な形
で上映することが可能なため、従来の映画産業からは異なる領域で、新たなジャンルの
発展や、独特のスタイルを持つ映画作家の出現を促す役割も期待できる。
見る者にとって特殊な作業であった専門的技術や、訓練と経験を必要とするフィルム
カメラによる撮影は、作る者と、見る者の間に境界線を作り出してきた。映画の本質的
な映像イメージであるフィルム質感を再現できるという可能性によって、両者の間の境
界線が曖昧になり、多くの人達が、様々な観点と感性による映像表現や、その受容を行
うことに発展すれば、映画の多様性とメッセージ伝達の機能がより強化されることに繋
がるだろう。歴史的に培われてきた映画技術を保存、練磨するとともに、映画技術が多
くの人々に伝播され、様々な形で利用されていく過程において、より普遍的かつ利便性
の高い技術へと変容していくことで、映画技術によって成立する映画自体のさらなる発
展が望まれる。
実際には、一般的に見る者は、プロの技術者のような訓練された映像の判別能力を有
していない場合が多く、映像の良し悪しは印象によって左右されるという不確定要素を
含んでいる。フィルム質感が与える印象の問題について、日本映画テレビ技術協会学術
担当常任理事編集委員の伊藤二良氏は、次のように述べている。

人間が映像を見る時の感情から考える必要がある。居間のテレビで見る映像はどう
しても日常的になるのに対し、暗い環境で多くの人と一緒に見る映画には非日常を
求める傾向が強い。その時には動きは粗いが秒 24 コマは印象に残る（伊藤 53）

こうした専門識者の発言を参考にすると、画質のフィルム質感だけでなく、通常見て
いるテレビの画質との差異や、上映環境、コマの速度感による錯覚効果などの相乗効果
により、見る人に強い印象を与える効果があるように思われる。映画の映像イメージ
に関する様々な要素についても考察を加えていく必要があるが、筆者は、特に「フィル
ム質感の再現」を、映像作品の完成度を高める重要な要素であると仮定し、映像制作に
取り組んでいくつもりである。HD 制作フォーマットは、大規模撮影及びそれを可能と
するプロ・レベルの技術とノウハウを必要とする。今後 HDV 制作から HD 撮影へ移行
するためには、HD カメラの性能や特質と撮影現場における様々な条件について検証と
分析を行う必要がある。しかし、現状では、HD 制作フォーマットに触れる機会は、プ
ロダクションによる中・大規模撮影や、HD制作環境の整備された関東地方に限られ、莫
大な費用を必要とするなどの物理的、経済的問題がある。筆者は、過去 3 回撮影助手と
して HD 撮影による制作現場に参加する機会を得たが、撮影現場における多忙な労務の
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中では、各現場の環境条件や、撮影担当者、制作フォーマットの違いによって様々な形
で使用されるHDカメラの機能や特性及び有効な実用方法に関して理解するための十分
な時間を得ることは非常に困難であった。パナビジョン・デジタルイメージング・ジャ
パンの秋山雅和氏は、HD 制作フォーマットがいまだ不完全で、試行錯誤によって様々
な形での運用が行われていることを指摘した上で次のように論じている。

デジタル制作にあたっては、いま「できること」と「できないこと」をしっかり把
握することが重要である。また、
「できること」でも時間と費用はどうなのかを知る
ことが必要であり、技術的な可能性とその方法論が現実的か否かの判断がいる。
（秋
山 57）

実際の HD 撮影による映像制作時には、技術スタッフと機材、時間と費用など様々な
面から綿密な計画を立てなければならない。今後は、HD 撮影を想定して積極的に HDV
カメラを用いた撮影を繰り返すことで、レンズ性能、照明効果、編集フォーマット、予
算などに関して総合的な観点から考察を試みていく。HD 撮影に関する理解と技術を深
め、HD カメラの性能を最大限に引き出すために有効な撮影技法と、理想的な HD 制作
フォーマットについて、プロの技術者や開発者などの意見を集めるなどしていきたい。

注
1 『由貴の休日』
（プロデューサー：服部達哉、監督：森香織、2005 年 7 月〜 8 月上映）の脚本が
『メディアと文化』創刊号 pp.121-127 に掲載されている。
2 アドバンスドHADテクノロジーは、黒い被写体や暗い環境下での撮影時におけるノイズを大幅
に低減する。
3 CD 音質のサンプリング・レートは 44.1KHz-16bit、FM ラジオ・テレビの音質は 32KHz-12bit
である。
4 プログレッシブ方式は、全ての走査線を走査して画を描く方式である。1 秒間 60 枚全てがフレ
ーム画になる。インターレース方式と比べ、1 枚の画像情報量は 2 倍になり、解像度も高くなる
ため、緻密な映像になる。インターレース方式は、1 本おきに走査線を走査して画を描く方式。
走査線によって描かれた画像をフィールド画と呼ぶ。
奇数の走査線で描かれた奇数フィールド画
と偶数の走査線で描かれた偶数フィールド画が交互に描かれる。
この交互に描かれたフィールド
画を重ね合わせると完全な画像が完成する。これをフレーム画という。標準のテレビ放送では１
秒間は 30 フレームで構成されており、人間の視覚にもっとも近いとされる。フィルムは１秒間
24 フレームである。
5 AG-DVX100A は 24p、24pA、30p の三つのプログレッシブ方式を選択できる。24p は撮影した
素材をフィルムで焼き付けるキネコ作業や CineAlta などの HD 規格 24p 方式にアップ・コンバ
ートする際に使用する方式である。24pA(アドバンス)は、SD 規格である 480/60i 方式で 24 フ
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レーム映像を擬似的に再生するために使用する方式である。30p は、ビデオの 1 秒 30 フレーム
に合わせたプログレッシブ方式である。
6 DV 規格は縦：横＝ 1：0.9 の縦長ピクセルである。
7 露出が高すぎるため画面の一部もしくは全体白一色になってしまうこと。
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