付けでは難しいようなアクションのアイデアも

的に協力をさせて頂きたいと

あったりするので、そういったところはかなり面白

思っております。荒牧がキャプ

いと思います。日常芝居のシーンとアクションで

チャーを使用した映像制作に

は担当の役者さんを入れ替えています」

長けておりますので、そういっ

■ VICON について ■■■■■■■■■■■■

I.G）は 株 式 会 社 SOLA DIGITAL ARTS と
協業しフル 3DCG 作品『ULTRAMAN』の制
作を手がけている。
フル 3D アニメ
「ULTRAMAN」は、2019 年

方

向 と SOLA DIGITAL

八木下「安定性というのはとても高かったと思い

ARTS の映像制作のパイプラ

ます。他のもので運用した時には 1 日のうちで何

インが完全に合致したことに

回 か は 一 旦 止 めることも ありました。今 回 の

なります」

ULTRAMAN の撮影ではそういったこともほぼ

春にNetflix にて世界同時配信が決定されて
いる。
ビジュアル面においても「誰も見たこと
のないウルトラマン」
を目指す本作では、神山
健治氏・荒牧伸志氏の W 監督のほか、世界で
活躍するスタッフの手でフル 3DCG アニメー
ションとして制作されている。今回は同作品の
ク リ エ イ タ ー と し て 株 式 会 社 SOLA
DIGITAL ARTS から CG ディレクター 八木
下浩史氏、
モーションキャプチャーアーティスト

かなったですね。二日で 30 分撮影してますので、

牧 野「SOLA さ ん は 純 粋 に

少しでも止まったら間に合わなくなってしまいま

CG 映像制作を追及されてき

すから」

た会社さんですし、荒牧さんはとことんお仕事を

ムを作っていきたいと思います。
とことんやれる

追及される方です。I.G もこれまでリアルな 2D

現場ですので、何かをとことんやりたい方に来て

井上「止まっても最大 15 分程度でしたし。
やはり

アニメーションをとことん追求して今に至ってお

頂ければ良いですね」

VICON は安定はしていると思うので、
やはりトラ

ります。取り組んでいる作品は、必ずしも市場に

ブルはないのが一番いいですね。又その辺りのト

ニーズがあるわけでもなく、
ウケけているものを

橋本「実際に監督と直接話せる職場はなかなか

ラブルに関してはご協力いただきました株式会社

やろうということでなくて、会社としてやりたい

ないと思います。そういった観点からもやる気と

MOZOOさんのご経験もあり助かりました」

井上暢三氏、制作進行として株式会社プロダク
ション・アイジーから宇土澤秀公氏に取材し

橋本氏と牧野氏

んだ！という作 品 制 作にこだわるという社 風で

コミュニケーション能力の高い方に来ていただ

やってまいりました」

ければと思います」

八木下「同じ様なシーンは再撮しなくても良いよ

橋本「CG の技術は様々な分野に転用できるも

牧野「SOLA さんも I.G も、面白そうな場所を見

うにモーションのライブラリ化ができればいいな

のです。その中で弊社は CG 映像制作を中心に

つけたら、そこに行ってみようじゃないか、行って

と思っております」

取り組んでいます。弊社で採用したい人材とい

みないとわからないという社風なので、好奇心

たしましては、一緒に最高のエンターテイメント

旺盛な方にはうってつけの職場です。何に対して

井上「テレビシリーズですと、量をこなさないとい

映像を作るんだというモチベーションの高い方

も面白がる能力のある方に是非来て頂きたいと
思います」

■ 今 後 につ い て ■■■■■■■■■■■■■
（左から）宇土澤秀公氏、井上暢三氏、八木下浩史氏

■ ULTRAMAN の制作について ■■■■■■

ルタイムで CG のキャラクターに動きが反映され

を教えていただきます。

八木下「キャプチャー収録時に監督立会いの下、

プレビューできるようにしました。そのときの音質

その点では世界でも荒牧監督でないとこのクオ

役者さんの撮影のディレクションを担当しており

にもこだわりたいという監督からのオーダーが

リティーでこのスケジュールの撮影をするのは難

ました。荒牧監督のいつものスタイルなのです

あったので、音声と身体の動きをリアルタイムで

しかったと思います」

が、
ディレクション側から演技を指定するのではな

プレビューできるようにしました。最終的にはその

くて、役者さんと対話をしながら演技プランを決

流れを監督に気に入って頂きました」

めていくスタイルです。
セリフに関してもこういう
言い回しの方がいいのではないかとか、立ち位置

て弊社といたしましては全面

た意味でも I.G さんの目指す

株 式 会 社プロダクション・アイジー（以 下：

た
（以下：敬称略）。

クションコーディネーターさんに入って頂いて、手

井上「神山監督は演技を中心に、荒牧監督はアク

けないので、ルーティン作業の部分はなるべくコ

にいらして欲しいと思っております。もちろん技

ンピュータに任せられるところは任せていきたい

術的に長けた方も素晴らしいのですが、最終的

と思ってます」

には映像になるものですので映像屋になりたい

橋本「I.GxSOLA DIGITAL ARTS で制作する

人が来てくれるといいですね」

アニメはこのモーションキャプチャスタジオから
さい」

ションをダイナミックにするプランを立てるなど
宇土澤「キャプチャするにあたって、いかにスムー

特に役割分担が決まっているわけではないので

宇土澤「効率化していくというのを前提としてそ
牧野「作品を観て頂くお客さんに最も確実に伝

多数制作されますのでみなさん是非ご期待くだ

もこの方がいいのではないかなど、その都度アク

ズにできるか撮影自体が滞りなく進められるよう

すが、何回か撮影を進めていくうちに制作スタイ

の中で監督には今のキャプチャで満足して頂いて

ターさんと相談しながら進めていきます。いわゆ

に準備いたしました。例えば、絵コンテで小道具や

ルがまとまってきました。荒牧監督はこれまでの

いるので、質をいかに落とさないかというのが自

わるのは、技術よりも作り手の真摯な思いだと思

る従来のセルアニメの制作工程とは異なり、絵コ

大道具が出てきますが、それをどのように手配す

ご経験で実際の距離感で撮影が難しい場合でも

分の課題だと思っております」

うんです。SOLA さんと一緒に、そういうフィル

ンテはラフに作ってキャプチャの時にフレキシブ

るのか、撮影後は進捗管理をし、次にどう効率よく

こうしたら撮影できるというノウハウを沢山お持

ルに変わっていくというスタイルですね」

撮影ができるかを構想しました。
テレビシリーズで

ちなので、
モーションキャプチャーでどのように撮

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

すと話数をまたいで部屋のセットが使い回しでき

影すれば、その後にうまく運用できるかというアド

株式会社 SOLA DIGITAL ARTS では、制作に

井上「モーションキャプチャーのテクニカル面を担

るので、そういうところをどう使い回せば効率よく

バイスを沢山頂きました」

携 わ る ス タ ッ フ を 募 集 中 だ。同 社 の

当しております。
モーションキャプチャーには様々

撮影できるのかを私の方で取りまわしました」

COO/Producer 橋 本トミサブロウ氏と I.G 牧
■ ULTRAMAN の見所について ■■■■■■

野治康氏に両社が協業に至った経緯や若手スタッ

ずに撮影をしたい欲求があります。例えば撮影エ

■ W 監督での制作について ■■■■■■■■

八木下「セルアニメだと絶対にできない会話シー

フに対する要望などを語ってもらった（以下：敬

リアは制限がありますので、その決められた空間

八木下「私もこういった経験（監督が二人）ははじ

ンがドラマとして成り立っているところですね。そ

称略）。

内をどのように使用すれば、
シーンをまとめて撮

めてだったのですが、制作はとてもうまくいきまし

れはやはりキャプチャーならではだと思います。長

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

影できるか、実写と同じ様にいかにスムーズに撮

た。
こういった制作スタイルは珍しいのではない

尺で二人で机を挟んで話しているシーンがある

影していくか、
セットチェンジをいかにスムーズに

かと思っております。荒牧監督はキャプチャのご経

のですが、作画ですと微妙な動きは描き分けるこ

橋本「2019 年以降も I.G さんのラインナップが

おこなうか、
というのを設計しました。監督が最終

験が長いので、
コンセプトデザインの時点で部屋

とができない部分もキャプチャーで制作すること

豊富にあります。その流れの中で I.G の石川社長

的な CG の画をイメージしやすいようにCG キャ

の空間の広さだとか、
こういうシーンの時にはこ

により微妙な動きも再現できました」

がクレッセントさんの VICON をはじめとした最

ラクターや背景をあらかじめシーンに読み込んだ

のくらいの長さの廊下があったらいいのではない

状態でスタンバイし、
アクターさんが演じたらリア

かというご指示を頂き、効率的に撮影できる方法

な制限があるのですが、監督としては制限を感じ

新の機材を導入しているのは、3D 作品に注力し
井上「アクションも見所が多く、
プランニングもア

ていくということの証だと思います。それに対し

取材：立石伸雄

構成：菅崎英展（Video Journal）

ProductionI.G × SOLA DIGITAL ARTS

最新鋭キャプチャースタジオ OPEN!
カメラ ： VICON VANTAGE
ソフトウェア ： SHOGUN

V16 ×

30 台

■キャプチャースタッフ大募集！

キャプチャー撮影に興味のある方、最新鋭の設備で仕事をしたいという方、皆
様のご応募、
スタッフ一同、心よりお待ちしております！
（未経験者も応募可）
●映像制作スタッフも募集中！
（募集職種は次頁でご確認ください）
＜問い合わせ先＞ 株式会社 SOLA DIGITAL ARTS
http://sola-digital.com/jp/ recruit@sola-digital.com TEL : 0422-56-8185

