
18

FDI・2020・11

川上　一郎

デジタルシネマ Now !

164164

映画を巡る四方山話

　今月号では現在の動向と併せて映画制作
に関わる四方山話を紹介させていただく。

　さて、中国コロナによるパンデミックの
影響がいつ終息に向かうのかが最大の関心
事であり、全世界の映画興行業界は 8 割か
ら9割の売上減と最悪の状況が続いている。
この各国映画興行業界の動向については、
クリスマスシーズンを過ぎて来年春以降の
話題作封切スケジュール等が明確になって
きたから、あらためて紹介させていただく。
　今週に入り米国で 7 千スクリーンを展
開し、欧州などをくわえると 1 万スクリー

ンを展開している AMC が発表した第 3 四
半期の売上は対前年度比で実にマイナス
98％と惨憺たる結果であった。第 2 四半
期が売上零であり、8 月以降からわずかな
がら営業再開となる映画館も出てきたが、
集客の見込める話題作の封切は全て来年以
降に延期となり、過去の作品やいわゆる B
級映画（ハリウッドスタジオの子会社が低
予算で製作する映画、とは言っても 20 億
程度の製作費を投入している）しか上映さ
れていない。AMC では $99 で、最大 20
人までが映画館のサーバーに記録されてい
る作品中から 1 作品を選んで、プライベー

トスクリーニングを提供するサービスを開
始した。少しでも現金収入が入らないと年
末まで会社が存続できそうに無い危機感の
表れである。中国のワンダグループが過
半数の株式取得を仕掛けた頃には＄20 ～
＄25 で推移していた AMC の株価も最近
では＄2 台で推移しており、15％の株式を
未だ保有しているワンダグループも売るに
売れない株価水準である。
　ハリウッドスタジオによる映画館買収の
動きも、最大手のディズニーはテーマパー
ク部門の全面閉鎖による損失の影響が大き
く、ここ数年は新規投資には踏み出しそう
も無い。筆者が注目しているのは AT&T
傘下となったワーナーが中規模の映画館
チェーンを買収し、各映画館に 10Gbps
の専用回線を敷設し e-Sports 専用スク
リーンを全米に展開するビジネスモデルで
ある。映像信号は 8 ビット RGB と帯域が
狭いことから 120Hz のフレームレートで
4K-DLP プロジェクターを色温度 6500
ケルビンの P7 モードで運用すれば PC に
搭載したグラフィック基盤からのゲーム映
像も違和感なく投影できる。
　また、Apple や Amazon 等による映画
館買収の噂では都市部や地方の中核都市で
好立地の映画館ロビーを改装してアンテナ
ショップとして活用するビジネスモデルも
上げられている。また Netfl ix や、今週に
入ってパラマウントがネット視聴用低価格
スティック PC を展開している ROKU と
新形態の動画配信事業を計画しているので
は？　等などのアフターコロナでの新規事
業展開に関する情報が錯綜しているが、来
年のクリスマスシーズンでの公開が噂され
ている“AVATAR2”の 3D を含めた封切
上映のビジネスチャンスをどうのように捉
えて事業計画を立てるのかが最大の注目点
であることは言うまでも無い。
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図1 撮影監督の考えること
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アーティスト助監督 Artists Assistant directors ロケーションアシスタント Location assistants
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電気技師 Electricians 特殊効果コーディネーター Special effects coordinators 

エクストラ Extras 特殊効果監督者 Special effects supervisors

エキストラキャスティングコーディネーターExtras casting coordinators 特殊効果技術者 Special effects technicians

応急⼿当 First aid workers 現場での塗装補修 Standby painters 
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グリップ（セット操作） Grips (set operations) スタントパフォーマー Stunt performers 

ヘアスタイリスト Hair stylists 現場でのセット移動労働者 Swing gang workers 
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広告担当役員 Advertising executives パートナーシップ開発者 Partnership developers

配給担当役員 Distribution executives 広報担当者 Publicists
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完成した製品を劇場、ホームビデオ、テレビ、オンライン等の市場に配給する。

資料出所︓ " The Economic Imapact of the Motion Pitcture & Television Industry on the United State", April 2009, MotionPiture Association of Amerca, Page 8

1.企画段階
アイデアを思いつき、スクリプトを書き、それを売り込む。

表-1 映画やテレビのクレジットが⻑い理由

2.プリプロダクション

シーンの撮影、キャスト、場所の操作、映像のレビュー。

4.ポストプロダクション
映画の編集、タイトル、⾳楽、特殊効果の追加。

5.配給

アイデアの開発、計画、視覚化。予算の準備、撮影スタッフの雇⽤、スケジュールの作成。

3.本編撮影
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　さて、ここから映画に関わる四
方山話として筆者が日頃面白いと
感じた様々な話題を紹介させてい
ただく。

　以前、映画作品について映画監
督が著作権を主張できるのか否か
どうかの議論がハリウッドであ
り、著作権関係者も交えた議論の
結果、“監督は全体の方向付けと
決定をしているだけで芸術的創作
活動といえる活動は無い”との意
見が大半であったが、“撮影監督
の業務については芸術的創作活動
が認められるのでは？”との意見
も取り上げられていた。

　 図 1 は nofilmschool.com で
紹介されていた図で、撮影監督： 
Cinematographer の考えること
が網羅されている非常に面白い内
容である。撮影監督は、撮影に関
わる全てを統括する立場であり、
撮影機材の選定に始まり、撮影と
照明チーム、そして美術やセット
建込みなどのチーフクラス人選を
担当する。
　この多忙な撮影監督を悩ます
様々な問題を図解しており、担当
する作品に独自の映画表現手法を
どう生かすのか、連携する監督の
意味不明な場合も含めて様々な指
示をどのように理解して撮影に反
映させるのかに始まる。
　最近の一般的な作品ではワン
ショットが 2 ～ 3 秒であり、各
撮影ショットの映像的な連続性を
どのように担保するのかが頭を悩
ます問題である。また、ハリウッ
ドのアクション映画では通常 4 ～
6 台のカメラを使用し、異なる撮
影角度や画角で同時撮影を行い、
編集時にシーンの連続性をカット
の切り貼りで行う作業工程が一般
的となっていた。
　この、マルチカメラによる短時間切り貼
り映画制作手法に一石を投じて、オスカー
の撮影賞を受賞したのが、第一次世界大戦
の実話を元に制作された話題作“1917”
である。この作品は、数分にも及ぶ戦闘シー
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表 -1 映画やテレビのクレジットが⻑い理由
資料出所："The Economic Imapact of the Motion Pitcture & Television Industry on the United State", April 
2009, MotionPiture Association of Amerca, Page 8

ンを一台のカメラにより撮影された映像で
構成する非常に挑戦的な撮影手法であるが、
当然のことながらカメラワークや俳優の所
作全てに映像として成立するための綿密な
映像設計とリハーサルが必要となり、ネッ

ト上に“1917”のメイキングシーンの数々
を見ると撮影前の綿密な画面設計と併せて、
関連するスタッフへの動作指示が細部にわ
たって行われていることが感じ取られる。
　また、映画作品を構成するシーンではカ
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メラも役者も静止した状態の映像はほとん
ど無く、何らかの動き（カメラ側、演者、
背景等など）があるが、シーンの最初がど
のような構図で始まり、カメラの移動が水
平なのか、旋回なのか、上下なのか、はた
また寄りや引きの画角変化を伴うのかの画
面設計が問題となってくる。
　この何らかの移動を伴うシーンでは、映
画作品ならではの見せたい部分に焦点を合
わせて背景をぼかす“切れのある”映像表
現が必須となってくるが、役者の立ち位置
や照明のバランス、そしてカメラを移動し
たときの余計な映り込みが無いかを事前確
認しておく必要がある。

　最も大事な作業は肉眼で捉えているシー
ンでは無く、あくまでもカメラで撮影され
た映像に成果の全てが集約されていること
であり、デジタル撮影ではとくに優秀なビ
デオエンジニアやデジタルイメージグラ
ファーと称されるエンジニアを人選して
チームに配置しておくことが必須となって
くる。現場で完璧なマスモニによる画質
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適切な指示を出していく、まさに映像表現
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になっていることは非常に違和感を感じて
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アップルボックスApple Box
⽊製の箱で1／2，1／4等の⾼さの異なるサイズがあり、照明や各種機材の⾼さ調

整に使⽤される。⽇本の演劇関係では箱⾺・⾺と称される

エキストラ（語源は空気感や雰囲気であるが、エキストラのその他⼤勢は空気のよ
アトモスフェアーAtmosphere

うな存在と⾔った意味）

ベイビーレグ 短尺のトリポッドBaby Legs

バックイン 休息後に撮影を再開するときBack In

バーンドア ライトの全⾯に取り付けるアオリ板Barndoors

ベストボーイ 照明や電気技師チームの筆頭アシスタントBest Boy

ブラックラップ ⿊⾊のフォイルで明るさ調整に使⽤されるBlack Wrap

ブーム マイクロホンを取り付けるための伸縮する⻑い⽀柱でカメラを取付る場合もあるBoom

C-47 布を⽌めるクリップC-47

カメラウェッジCamera Wedges 1/2インチの⽊製クサビ

コンボスタンド 反射板とライトの両⽅に使⽤できる重量パイプのスタンドCombo Stand

クラフティ 撮影現場での飲み物や軽⾷サービス。昼⾷や⼣⾷はケータリングCrafty

クリビング グリップ⽤に使⽤される⼩さな⽊⽚Cribbing

クロッシングCrossing
カメラのセットアップ中にカメラ前を通過するときに”クロッシング”と声をかけま

す

Cスタンド 上下調整のできるグリップスタンドC-Stand

Day Player デイプレイヤー 撮影クルーは撮影当⽇または数⽇間だけの雇⽤であることからこの呼び⽅となる

ダート 三脚を安定させる⼆つ折りのサンドバッグ。サンドとも呼ばれるDirt

ディッティーバッグ カメラユニットが使⽤する⼩物⼊れバッグDitty Bag

ドアウェイドリーDoorway Dolly ドアを通過するときに⾳がしないように4輪のゴムタイヤを装着したドリー

デューベタイン 厚⼿の⿊い耐⽕布で窓の遮光などに使⽤されるDuvetyne

Feather フェザー ライトに旗を近づけたり遠ざけたりする照明⼿法

ファーストチーム 主役俳優First Team

ファニーパッド 吸⾳効果のある厚⼿のブランケット（綿⼊）Furnie Pad

照明・電気のチーフで撮影監督の指⽰に従い照明・電気チームを統括する。
ガファーGaffer

ゴッドファーザーがなまった省略形と⾔われている

ガファーズテープ 様々な⾊のダクトテープ。⽇本ではスリオンテープやガムテープが⼀般的Gaffers Tape

ハイボーイ 旋回できるコンボスタンドでオーバーヘッドスタンドとも⾔われるHighboy

ジャパニーズランタン 紙製のシェードを使⽤したソフトライトJapanese Lantern

キーグリップ カメラをサポートし、セットの安全性を確保するグリップ部⾨の責任者Key Grip

ランチで最後に座ったクルーメンバーで、全員がそろわないとランチが始まらない
ラストマンLastman

ので、ラストマンと呼ばれる

マジックアワー 夜明け前や⽇没後の刻々と明るさや⾊合いが変化する時間帯Magic Hour

マーティニ その⽇の最終撮影ショットMartini

モス ⾳声収録の無い撮影MOS

ピックアップ 短時間の再撮影Pick-Up

プレートPlate VFX撮影のための背景。グリーンバックやブルーバックが⼀般的

重くて尖った物などを運ぼうとしているときに、周囲に注意を促すために呼びかけ
ポインツPoints

る⾔葉

プラクティカル カメラが撮影した照明の状態Practical

ルームトーンRoom Tone
室内撮影のシーンで話し声や物⾳がするときに ” Hold Room Tone! " と呼

びかける

スクリム 光を拡散するためのディフューザーフィルターScrim

セカンドチーム 主役の代役Second Team

セカンドユニット 主役を含まないシーンを撮影するチームSecond-Unit

サイド 当⽇または撮影シーンの脚本Sides

ソフティー フォーカスプラーを操作するチーフアシスタントカメラマンSoftie

スティンガー 照明電源などの延⻑コードStinger

誤操作により照明が動いたり、電源が落ちたり、機器の動作が停⽌したときに発せ
ストライキングStriking

表ー2 撮影現場での⽤語集
The Essential FILM SET LING0 Dicitionary : nolmschool.com

られる⾔葉

ビデオヴィレッジ 撮影映像のモニター等をセットした監督やプロデューサーが座っているコーナーVideo Village

キャラクター 強み 弱み 動機

The Warrior︓戦⼠

⾝体能⼒/精神的能⼒

⾃信

団結

準備

⾃惚れ

敵を過⼩評価

⾃信過剰

誰かがその戦闘を終わらせる必

要があれば、それは私だ

The Child : ⼦供
豊かな想像⼒

信頼する

希望に満ちている

⾝体能⼒が弱い

世界を知らない

簡単に⾏動してしまう

学び、幸せを⼿にし、真実を発

⾒する

The Orphan : 孤児  
命令を信じる

⽣存⼒

共有体験への感情移⼊

他⼈からどう⾒られているかが

気になる。

⾃信が無い。

喜ばせたい気持ちが強すぎる

理解され、受け⼊れられ、⼈と

つながること

無限の⾏動⼒

The Creator : 創作者 天才的なアイデア

ビジョン

ビジョンを説明できない

完璧さを嫌がる

⼈よりも良いできを求める

彼らが作る物は何であれ永続的

な印象を与えます。何よりもレ

ガシー

⼤きな⼼

The Caregiver : 介護者 無私の⾏為

寛⼤

だまされやすい

⼀過性の⼼

他⼈の⽣存を重視する

どんな犠牲を払っても愛する者

を守る。

彼らは仕事をするために⽣きて

いる

The Mentor : 指導者
世界についての知恵

穏やかな存在感

みんなの意⾒を聴く

⾃分の問題が解決できない

予測が狂うこともある

暗い失敗から学ぶ

ガントレットを拾うように次世

代に教えるために

The Joker : ジョーカー
みんなが好き

周りにいると楽しい

深い魂を持てる

いざというときに頼りにならな

い

⼤抵は⾃分のために⾏動する

気晴らしが絶えない

何が⾃分の⼈⽣を楽にしてくれ

るのか。

何が⾃分を幸せにしてくれるの

か

The Magician : 魔術師
知識

戦略

歴史の理解

傲慢

⾃分の思い通りにならいと怒る

時には戦争のような状態になる

⼒と組織

彼らは世界のカオスを⾒て、パ

ズルを解く⽅法を知っています

The Ruler : 統治者
権⼒

コミュニケーション

リーダーシップ能⼒

あらゆるコストでのコントロー

ル

彼らに対する陰謀の被害妄想

彼らの⼒を維持し、より多くの

⼒を得ることによって、社会の

平和と秩序を維持する。

The Rebel : 反逆者

諦めない

⼤衆を⿎舞することができる。

ちょっとしたことで得する⽅法

を知っている

到達⽬標を頻繁に下げる。

稼ぐことに苦労がつきない

無⼒であり、前に進む道も無い

世界はクソだから変えよう

The Lover :  恋⼈

他⼈に捧げる

情熱的な愛情の対象

⾃分たちの気持ちをオープンに

する

他⼈のために死ぬことを厭わな

い

他⼈を喜ばせるために⾃分の⼈

格を⾃ら失うことができる

⾃分の持っている全てを他の⼈

に捧げること。

⼈間関係を強くするために

The Seducer : 誘惑者
カリスマ性

美しさ

スムーズな会話

道徳はありません

ショーを実⾏します。

どんな犠牲を払っても、思い通

りにショーを進めます

　 "The 12 Character Archetypes", nofilmschool.com

表-3 典型的な12のキャラクター特性

表 -2 撮影現場での用語集
The Essential FILM SET LING0 Dicitionary : nofi lmschool.com

であれば、本編撮影へと進展していく。
　本編撮影では、一挙に関連スタッフの職
種が増加し、チーフ以外は撮影当日の日雇
いとなるために日払い賃金の支払いを担当

する会計担当者から、職種別ユニオンと映
画制作者連盟との協定により義務づけられ
ている臨時保育所やスタッフの移動手段確
保等などの多様なスタッフが集合して映画

村が立ち上がることになる。
　そして、ポストプロダクションでは映像
編集に合わせて効果音や音楽収録が行われ、
VFX 等の特殊効果も編集の進行に合わせて

☆ http://www.uni-w.com/fdi/　ではフルカラーでご覧いただけます。
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キーグリップ カメラをサポートし、セットの安全性を確保するグリップ部⾨の責任者Key Grip

ランチで最後に座ったクルーメンバーで、全員がそろわないとランチが始まらない
ラストマンLastman

ので、ラストマンと呼ばれる

マジックアワー 夜明け前や⽇没後の刻々と明るさや⾊合いが変化する時間帯Magic Hour

マーティニ その⽇の最終撮影ショットMartini

モス ⾳声収録の無い撮影MOS

ピックアップ 短時間の再撮影Pick-Up

プレートPlate VFX撮影のための背景。グリーンバックやブルーバックが⼀般的

重くて尖った物などを運ぼうとしているときに、周囲に注意を促すために呼びかけ
ポインツPoints

る⾔葉

プラクティカル カメラが撮影した照明の状態Practical

ルームトーンRoom Tone
室内撮影のシーンで話し声や物⾳がするときに ” Hold Room Tone! " と呼

びかける

スクリム 光を拡散するためのディフューザーフィルターScrim

セカンドチーム 主役の代役Second Team

セカンドユニット 主役を含まないシーンを撮影するチームSecond-Unit

サイド 当⽇または撮影シーンの脚本Sides

ソフティー フォーカスプラーを操作するチーフアシスタントカメラマンSoftie

スティンガー 照明電源などの延⻑コードStinger

誤操作により照明が動いたり、電源が落ちたり、機器の動作が停⽌したときに発せ
ストライキングStriking

表ー2 撮影現場での⽤語集
The Essential FILM SET LING0 Dicitionary : nolmschool.com

られる⾔葉

ビデオヴィレッジ 撮影映像のモニター等をセットした監督やプロデューサーが座っているコーナーVideo Village

キャラクター 強み 弱み 動機

The Warrior︓戦⼠

⾝体能⼒/精神的能⼒

⾃信

団結

準備

⾃惚れ

敵を過⼩評価

⾃信過剰

誰かがその戦闘を終わらせる必

要があれば、それは私だ

The Child : ⼦供
豊かな想像⼒

信頼する

希望に満ちている

⾝体能⼒が弱い

世界を知らない

簡単に⾏動してしまう

学び、幸せを⼿にし、真実を発

⾒する

The Orphan : 孤児  
命令を信じる

⽣存⼒

共有体験への感情移⼊

他⼈からどう⾒られているかが

気になる。

⾃信が無い。

喜ばせたい気持ちが強すぎる

理解され、受け⼊れられ、⼈と

つながること

無限の⾏動⼒

The Creator : 創作者 天才的なアイデア

ビジョン

ビジョンを説明できない

完璧さを嫌がる

⼈よりも良いできを求める

彼らが作る物は何であれ永続的

な印象を与えます。何よりもレ

ガシー

⼤きな⼼

The Caregiver : 介護者 無私の⾏為

寛⼤

だまされやすい

⼀過性の⼼

他⼈の⽣存を重視する

どんな犠牲を払っても愛する者

を守る。

彼らは仕事をするために⽣きて

いる

The Mentor : 指導者
世界についての知恵

穏やかな存在感

みんなの意⾒を聴く

⾃分の問題が解決できない

予測が狂うこともある

暗い失敗から学ぶ

ガントレットを拾うように次世

代に教えるために

The Joker : ジョーカー
みんなが好き

周りにいると楽しい

深い魂を持てる

いざというときに頼りにならな

い

⼤抵は⾃分のために⾏動する

気晴らしが絶えない

何が⾃分の⼈⽣を楽にしてくれ

るのか。

何が⾃分を幸せにしてくれるの

か

The Magician : 魔術師
知識

戦略

歴史の理解

傲慢

⾃分の思い通りにならいと怒る

時には戦争のような状態になる

⼒と組織

彼らは世界のカオスを⾒て、パ

ズルを解く⽅法を知っています

The Ruler : 統治者
権⼒

コミュニケーション

リーダーシップ能⼒

あらゆるコストでのコントロー

ル

彼らに対する陰謀の被害妄想

彼らの⼒を維持し、より多くの

⼒を得ることによって、社会の

平和と秩序を維持する。

The Rebel : 反逆者

諦めない

⼤衆を⿎舞することができる。

ちょっとしたことで得する⽅法

を知っている

到達⽬標を頻繁に下げる。

稼ぐことに苦労がつきない

無⼒であり、前に進む道も無い

世界はクソだから変えよう

The Lover :  恋⼈

他⼈に捧げる

情熱的な愛情の対象

⾃分たちの気持ちをオープンに

する

他⼈のために死ぬことを厭わな

い

他⼈を喜ばせるために⾃分の⼈

格を⾃ら失うことができる

⾃分の持っている全てを他の⼈

に捧げること。

⼈間関係を強くするために

The Seducer : 誘惑者
カリスマ性

美しさ

スムーズな会話

道徳はありません

ショーを実⾏します。

どんな犠牲を払っても、思い通

りにショーを進めます

　 "The 12 Character Archetypes", nofilmschool.com

表-3 典型的な12のキャラクター特性

表 -3 典型的な 12 のキャラクター特性
"The 12 Character Archetypes", nofi lmschool.com
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進められてゆく。ここ数年での大きな変化
は、Prores によるフレーム単位での高効率
圧縮映像がスタッフ間で共有できるように
なったことから、撮影の進行とほぼ同時並
行でカット割りが確定するワークフローが
一般的となり、従って VFX との合成作業
も同時並行で進展できるようになっている。
　そして配給段階では一挙に関係スタッフ
の職種は激減し、ひたすら興行成績に一喜
一憂するとともに、ネット配信や VOD 向
け等の 2 次利用・3 次利用による制作費回
収に向けてのそろばん勘定が主体となって
くる。

　表 2 は撮影現場での用語集をまとめてい
る。メイキングシーンの映像で撮影チーム
が交わす会話を理解するための参考にして
いただければ幸いである。
　アップルボックスは、日本の演劇関係の
現場では箱馬とか馬として呼ばれている木
箱であり、高さの異なるアップルボックス
を組み合わせて照明やカメラスタンド等の
かさ上げに使用される縁の下の力持ちと
言ったところである。
　アトモスフェアーはエキストラ陣を表現
することばで空気のような存在のその他大
勢といった感じであるが、地方に撮影チー
ムがやってくると周辺には見学もかねてト
レーラーハウスが集まり、あわよくばエキ
ストラとして出演機会が無いかと集まる
人々が多いが、俳優組合に加入していない

と一切のギャラは支払われない。
　スタッフクレジットでカメラクルーのブ
ロックに Best Boy と表記されている職種
は照明機材等をセッティングするチームの
筆頭アシスンタントと言ったところである。
このチームのリーダーは Gaff er：ガファー
と呼ばれており Godfather の口語省略形と
言われている。
　また、撮影チームや照明チームのスタッ
フの腰ベルトには必ず色とりどりのガム
テープがセットされているがガファーズ
テープとしてセット内の装飾にマッチする
ように役者の立ち位置（日本では場見る）
を表示や、グリーンバッグの固定、スタン
ドの固定などに多用されている。

　表 3 はハリウッド映画の脚本執筆に関
連する記事で紹介されていた映画作品中の
12 のキャラクターについての強み・弱み・
動機について解説した内容である。
　The Warrior：戦士は、身体能力や精神
能力が強みであるが、自惚れや敵を過小評
価するところが弱みである等の分析結果は
ハリウッド映画を鑑賞するときに思い当た
る気がする部分もあり興味深い。

　図 2 は映像に関わる業界関係者の方に
とっては今更ながらのカラーセモリーであ
るが、色彩検定やインテリア関係のデザイ
ナーと会話するときの参考資料であり、実
際の映画作品におけるセットの色彩デザイ

画⾯で使⽤される
⼩さな光の点が⼀緒
になって画像を形成
します。 追加する⾊
が多いほど、画像は
明るくなります。 
最も⾊の濃い部分
は⽩です。  

プリンターで使⽤し
ます。これらの⾊の
インクの⼩さな点が
混ざり合って画像を
形成します。追加す
る⾊が多いほど、
画像は暗くなります。
⾊が最も多い領域は
⿊です。  

  カラーホイール上で隣合っている⾊    

カラーホイール上で反対の位置となる⾊ 

  カラーホイール上で等間隔となる3⾊

  カラーホイール上の⾊と、その補⾊と    
隣接する2つの⾊

  ⿊から⽩への階調変化スケール     

  ⼀つの⾊相での階調変化スケール           

  100% Black          65% Black        35% Black        

  100% Cyan         65% Cyan       35%Cyan        

     加法混⾊      

     減法混⾊      

  ANALOGOUS︓類似⾊     

  COMPLEMENTARY︓捕⾊     

  TRIADIC︓トライアド      

  SPLIT COMPLEMETARY
        :隣接捕⾊        

       OOL COLOR: 寒⾊                    WARM COLOR:暖⾊            

図 2 カラーセオリー

楽しさ、ユーモア、軽さ、
個⼈的な⼒、知性、論理、
創造性を⾼めます

バランス、調和、愛、
コミュニケーション、
社会、⾃然、受容を
サポートします   
   

落ち着き、平和、愛、
誠実さ、優しさ、
真実、内なる平和、
感情的な深さ、
献⾝を⾼める
   

創造性、⽣産性、喜び、
楽観主義、熱意、感情的、
表現を刺激する

物理的なエネルギー、活⼒、
スタミナ、接地、⾃発性、
安定性、情熱を⾼めます
  

直感、想像⼒、調和の⽅向、調停、芸術的
資質を刺激します

図 3  ⾊による特性

図4 戦略転換を迫られるESPNの現状
https://www.hollywoodreporter.com/news/is-disney-playing-for-keeps-with-espn

ンとは一致しない部分も多い。
　図 3 はハリウッド映画関係者での色に対
する捉え方が垣間見える図であり、日本人
とは色に関する感性の違いがあることがわ
かる。

　さて、図 4 は原稿執筆中に届いたディズ
ニーグループの事業再編にもつながりかね
ない ESPN の現状である。ESPN はスポー
ツ中継をエンターテインメントとして定着
させ 10 年前まではディズニーグループの
ドル箱であったが、2014 年以降は視聴者
数の減少が続き全盛期の 1 億人から 8 千 3
百万人へと 2 割減となってしまっている。
それにくわえて競合する Fox Sports 等の
他のスポーツ専門チャンネルとの競合で放
映権料が高騰しており経営的に苦しくなっ
てきているのが現状である。
　ディズニーグループは独自の動画配信
サービスである Disney+ に経営資源を集
中させたい方針であることから ESPN の事
業形態をどのように組み替えて採算性を上
げていくのかが興味深いところである。テー
マパーク部門の深刻な経営危機もあり、年
内にも ESPN の放送サービス内容を大幅に
改変する可能性が強い。

図 4 戦略転換を迫られる ESPN の現状
https://www.hollywoodreporter.com/news/is-disney-playing-for-keeps-with-espn

☆ http://www.uni-w.com/fdi/　ではフルカラーでご覧いただけます。


