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ご挨拶

2020年に⼊り、本当に⾊々なことがありました。

こうしす！の周辺では、2⽉には⼩説版こうしす！が出版され、また、

5⽉には京都デジタルアミューズメントアワード受賞など嬉しいニュース

が続いています。

その⼀⽅で、新型コロナウイルス感染症の影響で世界中が深刻な状況

となっています。当団体のメンバーや関係者の皆様におかれても、こうし

た影響を少なからず受けている状況かと存じます。こうした状況のなかで

も、皆様の暖かいご⽀援ご協⼒により、こうしす！の制作活動を継続でき

ていることに、⼼より御礼申し上げます。

この先の情勢がどのように変わっていくか⾒通せない部分が⼤きいで

すが、「⾏けるところまで参ります」（�祝園アカネ。こうしす！第2

話より）を胸に活動を継続していきたいと考えております。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

2020年10⽉17⽇ 

Open Process Animation Project Japan 

代表理事 井⼆かける
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活動報告

OPAP-JPの2019-2020年を振り返ります



2019年1⽉-2020年12⽉のできごと

森野 憂希

2019年3⽉

こうしす！2019年上半期クラウドファンディングを実施しました。 今回

のクラウドファンディングでは、延べ59名の⽅から合計42万4,960円のご

⽀援をいただきました。

2019年9⽉

こうしす！第3話Part2が公開されました。

2020年2⽉

【こうしす！EE】⼩説「こうしす！社内SE祝園アカネの情報セキュリテ

ィ事件簿」が発売されました。

今回のパートでは、わたくし森野も制作進⾏として参加させていただきエンドク

レジットに載ることが出来ました。Part3も誠意製作中です。

わたしも⼀冊購⼊させていただきましたが、とても楽しくて知識になる⼀冊で

す！
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2020年5⽉

第2回 京都デジタルアミューズメントアワード 映画・映像・アニメーショ

ン部⾨賞を受賞。

http://www.pref.kyoto.jp/noryoku/news/awards.html#d21

著者紹介

森野 憂希

森野 憂希（もりの うさき）  

たまにつぶやく森野のtwitter https://twitter.com/Mory_rabbit0328 

2001年愛知県で⽣を受ける。  

去年の会報では「実⽤英語技能検定2級取得を⽬指している」と書きま

したが、結局⾼校在学中に取得することはできませんでした（苦笑）  

そして去る、2020年4⽉に就職しましたが、5⽉末までリモートワーク

となり苦戦。いろいろありましたが、これからの新⽣活を頑張りたいと

思います。とりあえず、当⾯の⽬標は労働時間関連の法令、社内規則の

順守ですね。私結構のろまなので気を付けたいと思います。  

あとはインシデントですねぇ……。  

インシデント…。(´･ω･‵)ｳｯｱﾀﾏｶﾞ

まさに「こうしす！」を知らしめる第⼀歩となった出来事ですね！わたしもほん

の1bitでもいいので貢献できたでしょうか…？いや、これからも貢献していく

ぞ！
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2019年度決算報告

期間

2019年1⽉1⽇から2019年12⽉31⽇まで

活動計算書

単位：円

科⽬ ⾦額

I 経常収益

1.受取会費

正会員受取会費 5,000

賛助会員受取会費 62,467 67,467

2.受取寄附⾦

受取寄附⾦ 624,960 624,960

3.その他収益

雑収益 42,809 42,809

経常収益計 735,236

II 経常費⽤

1.事業費

（1）⼈件費

⼈件費計

0

（2）その他経費

業務委託費 445,263

通信運搬費 21,606

消耗品費 4,683

⽀払⼿数料 57,520
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科⽬ ⾦額

広告宣伝費 9,441

その他経費計

538,513

事業費計 538,513

2.管理費

（1）⼈件費

⼈件費計

0

（2）その他経費

印刷製本費 37,072

通信運搬費 124,418

消耗品費 1,183

⽀払⼿数料 41,203

その他経費計

203,876

管理費計 203,876

経常費⽤計 742,389

当期経常増減額

△ 7,153

III経常外収益

過年度損益修正益 10,274

経常外収益計

10,274

 当期正味財産増減額

3,121

前期繰越正味財産額 △ 51,893

次期繰越正味財産額

△ 48,772

貸借対照表

単位：円

科⽬ ⾦額

Ⅰ 資産の部

1.流動資産
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科⽬ ⾦額

現⾦預⾦ 16,261

流動資産合計 16,261

2.固定資産

固定資産合計 0

資産合計 16,261

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

役員借⼊⾦ 65,033

流動負債合計 65,033

2.固定負債

固定負債合計 0

負債合計 65,033

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 △ 51,893

当期正味財産増減額 3,121

正味財産合計 △ 48,772

負債及び正味財産合計

16,261

財務諸表の注記

重要な会計⽅針

財務諸表の作成は、NPO法⼈会計基準（2010年7⽉20⽇ 2017年12⽉

12⽇最終改正 NPO法⼈会計基準 協議会）によっています。ただし、財

産⽬録の作成は省略しております。

施設の提供等の物的サービスの受⼊の内訳

当期は計上しておりません。
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活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役

務の提供の内訳

当期は計上しておりません。

借⼊⾦の増減内訳

単位：円

科⽬ 当期残⾼ 当期借⼊ 当期返済 期末残⾼

役員借⼊⾦ 54,000 76,753 65,720 65,033

計 54,000 76,753 65,720 65,033

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

活動計算書

単位：円

科⽬

計算書類に計上され

た⾦額

内、役員との取引

内、近親者及び⽀配

法⼈等との取引

正会員受取会費 5,000 5,000 0

雑収益 39,954 39,954 0

計 44,954 44,954 0

貸借対照表

単位：円

科⽬

計算書類に計上され

た⾦額

内、役員との取引

内、近親者及び⽀配

法⼈等との取引

役員借⼊⾦ 65,033 65,033 0

計 65,033 65,033 0

9





寄稿集

プロジェクトメンバーからの寄稿です





⼩説 こうしす！ 「リモートワー

ク」

井⼆かける

2020年春。

私たちは思いがけない事態に直⾯しました。外出⾃粛により世間では

あちらこちらでリモートワークが導⼊され、乗客数は激減、そしてテナ

ント収⼊も激減していました。そう、新型コロナウイルス感染症の影響で

す。

経営陣は⼤パニックでした。ただでさえ鉄道事業というのは「⾦を失

う」事業です。不動産や⾞両、設備は放置していても固定資産税が掛かり

ますし、客が乗らないから全線運休なんてこともできません。その上、

⾮正規従業員を全員解雇なんてことをすれば、たちまち事業が⽴ち⾏かな

くなります。なぜなら、現場の職⼈技に⽀えられている事業だからです。

したがって、事業のスリム化は困難でした。幸いにも、副業のぽん酢の販

売は絶好調でした。まだ業務⽤途の市場には⾷い込めておらず、悪影響は

ほぼゼロ。むしろ、⼀般消費者の「巣ごもり需要」により、売上は⼤躍進

しました。2019年度第四四半期から2020年度第⼀四半期にかけての業績

でいえば、Ｔ国データバンクに「調味料メーカー」と記載されてもおかし

くない状況となったのです。

「もう『◯◯醸造』って名前にすれば良いんじゃないですかね」

私がそう⾔うと、英賀保は⾸を横に振りました。

「ダメだよ。どこかの酒造会社と名前が被るから」 

「そこですか」

鉄道会社は基本的にはリモートワークというのが難しい業態です。普

段から準備もしていませんし。まあ、無理だろうなって思ってたんですけ

どね。ところが……。
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「明⽇から従業員の半数をリモートワーク♥にしようと思うんだ。お願い

ね」

という、社⻑の鶴の⼀声で、鉄道の運⾏に従事しない本社勤務者の半

分をリモートワークとすることに決まってしまいました。

そういえば、弊社は元々お役所気質で、その上、創業家が政治的な

諸々に巻き込まれやすいのでした。まあ、あの社⻑ですから、ご友⼈から

「リモートワーク」というキーワードを吹き込まれて暴⾛しているだけの

ような気もしますが。

問題は、これまで全く準備をしていなかったということでした。現業

向けの端末はありますが、沿線無線WAN内でしか接続できませんし、そ

もそも数が⾜りません。持ち出し⽤のノートパソコンは僅か、VPNもシ

ステム課内で適当に使っているSoftEther VPNぐらいしかありません。

システム課の緊急会議で、⼭家課⻑がため息を漏らしました。

「どうすればいいかしら……？」

そう尋ねられた私は、答えに窮しました。

「……とりあえず、各⾃の⾃宅のPCで業務をしてもらうしかないんじゃ

ないでしょうか」

明⽇から、ということなら、それしかありません。

「でもさー、社内システムにアクセスできないと何も仕事ができないよ

ね」

と垂⽔先輩。

「せめて、去年のOffice 365の稟議が通っていれば……」

課内はどんよりとした空気に包まれました。

「とりあえず、VPN経由で接続出来るサーバーを限定した上でVPNを全

社に開放するしかないのでは」

結局、その少佐の提案が最終的に受け⼊れられることとなりました。
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弊社は元々鉄道路線のスペースを活⽤した電気通信事業を営んでいた

こともあり、回線の太さは問題ありません。ですが、不安は当然あるわ

けで……。  

 

 

次の⽇。

ほぼぶっつけ本番の状態でリモートワークに突⼊しました。システム

課の中では、私と垂⽔先輩が⾃宅で勤務します。正直、私は毎⽇回送列⾞

で通勤しているので、リモートワークの意味があるかどうか謎なんですけ

どね。

それにしても、社⽤携帯とはいえ、⾃宅に居ながら、電話が鳴り⽌ま

ないという状況は、さすがに精神的に来るものがあります。

『システムが動かないんだけど！ どうしてくれんの！』 

「まず、社内ポータルサイトに接続できる状態ですか？」 

『はあ？ そんな細かい事はどうでも良いから、早く直してね』

ガチャリ。

こんな問い合わせばかりです。怒れる500⼈の社員を、たった4⼈で相

⼿しなければなりません。いやまあ、英賀保、CIOを含めれば6⼈なので

すが、あの⼆⼈はむしろマイナスでカウントしたほうが良いでしょう。と

いうことは実質2⼈……？

まあ、そんなこんなで、⾊々な苦労がありましたが、翌⽇にはVPNに

繋がらないという状況はほぼ解消しました。VPNのログをリモートで確

認する限り、全てのユーザーが⼀応ログインできているようです。⾃画⾃

賛ですが、かなり優秀ではないでしょうか。

ところが、その後も⼀部のシステムが動かないという連絡は絶えませ

んでした。VPNはきちんと繋がっているのになぜでしょうか。嫌な予感

がします。私は、恐る恐る社内ウェブサーバーのログを確認しました。

あぁ……。

私は納得してしまいました。
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Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows N

T 5.1; Trident/4.0) 

Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows N

T 6.1; Trident/5.0) 

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows N

T 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Cent

er PC 5.0; .NET CLR 3.0.04320) 

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows N

T 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.

0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022) 

そこは、サポート期限切れOSの『３密』でした。Windows NT 5.1は

Windows XPのこと、Windows NT 6.0はWindows Vista、Windows

NT 6.1はWindows 7のことです。最近は⾊々と最新のブラウザに合せて

システムを改修していっていますから、そりゃ動かんわなって感じです。

多少は古いブラウザも覚悟しなければならないだろうとは思っていました

が、さすがにここまで酷いとは。

ええ、想像はできました。想像はできましたけど、まあ、諦めの境地

ですね。

SoftEther VPNだと仮想的なハブに接続しているのと同じですから、

もし、この中にはコンピューターウイルスに感染しているPCがあれば、

横に感染が広がってしまうおそれがあります。幸いにも、念のためセキュ

リティポリシーで⼀⼈に⼀つのVLAN IDを割り当てていたので、ある程

度は安⼼ですが、この調⼦だといつか事故が起きてしまうことでしょう。

もう既に起きているのかも？

⾒なかったことにしましょう。ああ、私は何も⾒ていない。

「垂⽔先輩、リモートワークどうですか？」 

「快適だよ、⾃宅のキハ20で仕事してるから」 

「はぁ、気動⾞の中で仕事してるんですか？」 

「だよー。私の愛するキハ20ちゃん♥」 

「さいですか。リモートワークなのに鉄道⾞両で仕事するなんて、どうか

していますよ」 
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まぁ、あの⼈は、国鉄型気動⾞であるキハ20を個⼈所有している時点

で（以下略）。

……ん。

鉄道⾞両で仕事。

どうせ間引きダイヤにするなら、電⾞や気動⾞が余るのでは。それを

臨時オフィスとして、留置線のある全駅に配備し、そこに分散して出勤し

てもらえば、オフィスの『３密』を解消できるのでは�。

まぁ、沿線無線WANも使えますし、電源もありますから、デスクトッ

プPCを設置すれば……実現できないことではありません。しかも、気動

⾞なら⾃家発電機能付きですから、架線のない留置線に置くことだってで

きます。⼿柄⼭の基地で⾞両ごと準備して、そのまま各駅に送り込めば、

システム課の⼿間も知れています。何かトラブルがあれば、本社の⼤将軍

駅か、あるいは各システム課員の⾃宅の最寄り駅まで回送すれば良い。我

ながらナイスアイデアです。

本当は、ゼロトラストなんちゃら的な感じで社内LANという概念を廃

することができれば良いのですが、⼀⽇や⼆⽇でできることではありませ

んから、仕⽅ありませんね。

この思いつきは何故か好評を博し、無事、⾛るオフィスが爆誕いたし

ました。

……これでよかったのですかね。よかったんですよきっと。

とにもかくにも、この突拍⼦もない取り組みがメディアに注⽬され、

テレビ局からの取材が殺到しました。社外からの利⽤要望も多く、退役し

た⾞両を博物館から引っ張り出してまで対応することに。これには経営陣

もニッコリで、広報課の英賀保芽依も上機嫌でした。

⼀⽅で、私はLANケーブルに埋もれ、天を仰ぎました。

英賀保は私の様⼦を⾒て⾸を傾げました。

「アカネちゃん、どうしたの？ せっかく褒められたのに」 

「もっと時間があれば、もっとマシな⽅法を⽤意できるはずなんです。は
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ぁ……普段から、もう少し準備しておくべきでした。情シスはいつも妥協

の連続です」

すると、英賀保芽依が⽬をキラリと輝かせます。

「もう少し時間が欲しい？」 

「そりゃ、欲しいです」 

「どれぐらい？」 

「せめて再来年ぐらい……。え、何ですか？」 

「」

新型コロナウイルス感染症の流⾏は、再来年に延期になった。

「」

……え、今何かインジェクションされませんでしたか？

（⼩説版 INCIDENT 2に続く）

※本作品はフィクションです。 

現実世界で新型コロナウイルス感染症による影響下で奮闘しているす

べての皆様に、敬意と感謝の意を表します。 

著者紹介

井⼆かける

情報処理安全確保⽀援⼠、作家、プログラマー。代表作はアニメ「こう

しす！」、⼩説「こうしす！社内SE祝園アカネの情報セキュリティ事

件簿」（翔泳社刊）など。個⼈的にも新型コロナウイルス感染症の流⾏

の影響を⾊々受けており、早くコロナ渦を脱したい今⽇この頃です。

18



アニメの本質的発展には何が必要

か?

⽟⾍型偵察器

1.はじめに

「現状のアニメは価値あるものだが、現状に満⾜せず、今後更に発展

させていくべきである」。このような考えは、アニメの制作者と受容者と

を問わず、アニメに関わる多くの⼈に共有されているだろう。しかしアニ

メの発展には何が必要かについてのはっきりした共通認識も、それを⾒出

すための⼤勢の参加者による広範な議論も現在のところ存在していないよ

うに思われる。

ある⽬的を達そうとする際、その達成に必要な⾏動についての正確な

知識は重要である[注1]。その知識に従い⾏動することで、⽬的を効果的

かつ確実に達する事ができるからだ。また、アニメの発展という⽬的で

は、その達成に関わりうる⼈が⼤勢であるため、協働により、各個での⾏

動に⽐べてより効果的な⾏動が可能となる。その際、協働への参加者が、

⽬的達成に必要な⾏動に関する共通の知識に基づくことで、円滑に協働を

⾏える可能性を⾼めることができ、アニメの発展を効率的に促進すること

ができる。

注1 : 世の中には、「努⼒は必ず報われる」といった誤った知識も多く

流布している。⽬的を誠実に追求するのであれば、このような誤った知識

には従うべきではないだろう。⽬的達成のために思いつく⼿段の中には正

しい⼿段だけでなく誤った⼿段もあり、正しい⼿段において努⼒を⾏わな

ければ⽬的は達せられないため、「努⼒は必ず酬われる」とは限らない。

正確な知識を得るには、⼀般的に、⼤勢の⼈による議論が有効であ

る。⼤勢で議論を⾏うことで、ある説の提唱→その説への反論の提出→反

論を反映した新説の提唱という知識の精緻化のサイクルを、個⼈や少数者

での議論よりも早く回すことができ、正確な知識を早く獲得することがで
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きるからだ。しかし現在、アニメの制作者側にも受容者側にも、そのよう

な⼤勢による議論は存在していないように思われる。

⼤勢の参加者の議論により⽣まれた知識は、アニメの発展にとり有⽤

である。なぜなら、そのようにして⽣まれた知識は確からしさの⾼い知識

であるためだ。もし確からしさの低い知識に基づいて⾏動すると、⽬的を

達成できない可能性が⾼くなる。また、確からしさの低い⾮効率な⼿段を

とることで、⼤きな労⼒を費やした割にアニメの発展の度合いは僅かでし

かないということも起こりえる。

本稿は、上記のような認識に基づき、「アニメの本質的発展には何が

必要か?」という問いについて検討し、「アニメの本質的発展にはアニメ

制作に関する新しい知識の創出が必要である」ことを主張するとともに、

反論の提出など更なる議論の展開を求めるものである。

2.問いの厳密化

アニメの本質的発展には何が必要か? この問いをこのまま我々の⽇常的

な⽅法で解釈すると、意味がとても曖昧なものになる。そして、この問い

には多様な答えが提出され、そのどれもが正しいとも誤っているとも客

観的には断⾔できないという結果になるだろう。本稿ではこのような結果

は⽬指さない。本稿で⽬指すのは、この問いに対する厳密かつ客観的な答

えの提出である[注2]。前述のような答えの多様性は、問いの意味が曖昧

であることから⽣じていると考えられる。そこで本稿ではまずこの問いに

ついて段階的に詳しい記述を⾏い、意味を明確化する。なお、本章での問

いの厳密化は、問いの語句から多くの⼈に直感的に連想される意味との完

全な⼀致を⽬指すものではなく、本稿で意図している問いの意味を、ある

程度納得されることを⽬指しつつ記述するものである。

注2 : この⽬標は、⼈に真理は知りえないということにより達せられな

いのが明らかであるが、この⽬標の達成を試みた結果得られた回答は、現

時点で得られる最も確からしい答えと⾔えるだろう。

2.1.「アニメ」について

本稿では、アニメという語について、ある特定の作品や作品群ではな

く、アニメというジャンルやカテゴリ、あるいはアニメという概念を指す
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ものとする。すなわち、本稿においてアニメとは「過去に作られた全ての

アニメ作品」以上の意味を持ち、過去の作品群だけでなく今後作られる作

品群も含めた、アニメと呼びうるあらゆる不特定の作品を意味する。この

「アニメと呼びうる」ものに含まれるのは、現代の⽇本で「アニメ」とい

う語から直感的に連想されるセルアニメやセルアニメを模したデジタル制

作アニメ、またテレビアニメやアニメ映画などのような所謂アニメだけで

はない。古今東⻄を問わず様々な⽂化圏の様々な⼿法による様々な様式の

アニメ、例えばシネカリグラフィ、クレイアニメ、切り絵アニメ等も含ま

れる。このように本稿ではアニメという語に広い意味を持たせており、本

稿の回答は、⽇本の所謂アニメに適⽤できるほか、その他の多様なアニメ

にも適⽤できるものである[注3]。

注3 : 筆者は所謂アニメを念頭に置いて考察を⾏ったのだが、結果的に

所謂アニメの特殊性(所謂アニメが持っているがそれ以外の広義のアニメ

ーションは持っていない性質群)を考慮せず、⼀般的な対象についての考

察となったため、「アニメ」の意味を広げてある。

2.2.「アニメの発展」について

「アニメの発展」について、次のような3つの項により定義できるだろ

う。すなわち、アニメの発展とは:

(イ)既存のアニメ作品群との共通性あるいは類似性を持ちつつ、 (ロ)更

に優れた作品群が、(ハ)継続的に作られること

と等しい。

この定義を構成している各項について検討しよう。まず、アニメの

「発展」後に作られる作品群が(イ)「既存アニメ作品群との類似性或いは

共通性」を持っていなければどうなるだろうか? そのような作品群はアニ

メとは⾒なされず、そのような作品群が作られてもアニメの発展とは⾒な

されないだろう。次に、「発展」後の作品群が(ロ)「(以前よりも)更に優

れた」という性質を持っていなければ、それは明らかに発展とは呼べな

い。そして上記2つの条件を満たしていても、そのような作品群が(ハ)

「継続的に作られ」なければ、それは⾔わば少数の優れた作品群が⼀過的

に作られただけでしかなく、このことをもってアニメというジャンルやカ

テゴリが発展したといえるかは疑わしい。
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これらの項の中で、本稿の主張において重要なのは、(ロ)「更に優れた

作品群が」の項である。本稿では、「更に優れた作品群」が作られること

の必要条件についての主張を⾏う事で、その条件がアニメの本質的発展に

とっても必要であることを主張する。よって、もし前述の定義が否定され

たとしても、代わって主張される定義の中に、(ロ)「更に優れた作品群

が」と同義の項が必要条件として含まれているならば、本⽂書の主張の否

定には結びつかない。

2.3.「アニメの本質的発展」について

アニメの発展はアニメの価値の増⼤とも⾔い換えられ、アニメの価値

には様々な種類のものがある。すぐ思いつくものとしては、作品を⾒るこ

とで得られる⾯⽩さとか、友⼈との話のネタになるといったものが挙げら

れる。このように多様なアニメの価値は、少数の本質的価値とその他の副

次的価値に分けて考えることができる。本質的価値と副次的価値の間に

は、「本質的価値は副次的価値にとり必要である」という関係がある、こ

れは⾔い換えると「本質的価値は副次的価値なしでも存在できるが、副次

的価値は本質的価値なしには存在できない」ということになる。もしアニ

メの本質的価値が発展すれば、それに依存している副次的価値も増⼤する

だろう。しかし、ある副次的価値が増⼤しても本質的価値の増⼤は⽣じな

い。またアニメの本質的価値は、社会の中に存在する、または存在しえる

全てのアニメ作品が持っている、あるいは持つことが可能な価値である。

これは、ここで⾔う「アニメ」が前述のように「ある特定の作品や作品群

ではなく、アニメというジャンルやカテゴリ、あるいはアニメという概

念」を指しているためだ。「(全てのアニメ作品が)持つことが可能な価

値」という点は説明が必要だろう。この記述は、1つのアニメ作品に複数

の版が存在しえることを前提としている。複数の版の中には、特に⼤きな

価値を持つ成功作と、価値が⼩さいか全く無い失敗作がある。本質的価値

は全てのアニメ作品の成功作の版に共通して含まれている価値である。

アニメの副次的価値には、例えばアニメを⽤いた経済活動から得られ

る経済的価値や、⼆次創作のネタになるという価値。また特殊な例として

は、アニメによる情報セキュリティの啓蒙[注4]という価値などがある。

経済的価値は感情的価値などに依存しているため本質的価値ではなく、⼆

次創作のネタという価値も、事例により異なるが感情的価値を主とする別

の価値に依存していると思われる。また情報セキュリティの啓蒙はごく⼀

部の作品のみが持っている価値なので本質的価値ではない。
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注4 : ちなみに情報セキュリティの啓蒙という価値は筆者が制作に参加

した⾃主制作アニメ「こうしす!」で追及された価値である。

⼀⽅、アニメの本質的価値とは具体的には何なのかについて、筆者は

まだはっきりした⾒解を述べる段階にはない。しかし以下では、本質的価

値とは「燃え」「萌え」「泣き」「笑い」等の⾔葉で表現される感情的価

値のことだと仮定して読むことで理解の助けになると思う。これらは本質

的価値ではない副次的価値だが、その中でも本質的価値に近いものだ。感

情的価値の増加によって経済的価値も増加するが、経済的価値の増加によ

っては感情的価値は増加しないというのはイメージしやすいだろう。ただ

し、本質的価値とは感情的価値のことであるという仮定は厳密には誤って

いる。アニメは情報の記録のための「動く学術的スケッチ」のような形

で、感情的価値を伴わずに価値ある形で使うことも可能だからだ。この例

のような情報の記録は価値あるものだが、この価値は感情的価値には依存

していないため、感情的価値を本質的価値としないアニメが存在しえるこ

とになる。

本稿の問いでは、「アニメの発展」ではなく「アニメの本質的発展」

を扱う。これは、本稿の問いに対して考えうる回答のうち、本質的でない

副次的発展を対象としたものは⽐較的意義が低いため、これを排除するた

めだ。例えば、「アニメの発展」と聞いて、それはアニメの経済的価値の

増⼤、⾔い換えればアニメがより「売れる」ようになることや、アニメー

ターの⾦銭的待遇向上などのことだと直感的に連想する⼈は多いだろう。

しかし、このようなアニメの経済的価値の増⼤は本質的発展ではなく副次

的発展である[注5]。

注5 : このことについて説明しよう。なぜ、アニメの経済的価値の増⼤

は本質的発展ではなく副次的発展なのか? アニメの経済的価値は、⼤雑把

に⾔えば受容者が制作者に⾦銭を払うことで⽣まれる。受容者が⾦銭を払

う理由は、作品を受容する権利を得たいから(その⼀形態に購⼊がある)と

か、良い作品の制作者に相応の対価を払いたいからなど様々なものがある

だろう。その多様な理由はどれも、作品が感情的価値を持っていなければ

⽣じないはずだ。感情的価値を全く持たないつまらない作品をわざわざ⾦

を払って受容しようとはしないだろうし、その作品への相応の対価は0だ

ろう。感情的価値が0である作品の制作者に⾦銭を払うこともあるだろう

が、それは作品の価値への対価ではなく、価値とは関係ない制作者の消費

労⼒への補償などである可能性が⾼い。つまり、アニメの経済的価値が存
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在するにはアニメの感情的価値が必要であり、アニメの感情的価値がなけ

れば経済的価値は存在できない。このことから、アニメの経済的価値はよ

り本質的な価値である感情的価値によりもたらされた副次的価値であるこ

とがわかる。ただし、この説明は⼤雑把なものであることには注意すべき

である。アニメの感情的価値より更に本質的な価値が存在する可能性はあ

り、また、つまらない作品に対し不相応の⾦銭を払いそのことを⾯⽩がる

ことで価値を得る受容者の存在も考えうるというような反論がありえる。

それでも、「アニメの本質的発展とはアニメの経済的価値の増⼤やアニメ

ーターの待遇向上のことである」という直感的判断を疑う理由としてはこ

の説明で⼗分だろう。ただし、本稿の議論では「アニメの本質的発展とは

アニメがより「売れる」ようになることやアニメーターの⾦銭的待遇向上

のことである」ことを否定するが、このことはこれらが無価値である事を

主張するものではない。アニメの経済的価値の増⼤やアニメーターの⾦銭

的待遇向上はアニメの本質的価値ではないが副次的価値に含まれ、その

増⼤により、アニメは副次的発展を遂げることができる。

3.本論

本稿の問いを考えるにあたり、まず問いを次のように⼀般化する。す

なわち、あるカテゴリにおいて新しいものが⽣まれ、そのカテゴリが発

展するためには何が必要なのだろうか? この問いについて、まずコンピュ

ータや航空機などの⼯業製品を例に考えよう。コンピュータや航空機など

多くの⼯業製品は現在その草創期に⽐べ、性能の向上や価格の低下など多

くの点で⼤幅な発展を遂げている。そしてこれらの製品カテゴリの発展

は、既存製品群よりも優れた性質を持つ新しい製品がカテゴリ内に⽣まれ

ることで⽣じている。この新しい製品の誕⽣は、それらが設計・製造され

る際に依拠している知識の発展に深く依存している。たとえば新しい⾼性

能コンピュータの誕⽣は電⼦⼯学や計算機科学などの発展なしにはありえ

ないものだし、新しい⾼性能航空機の誕⽣も、航空⼒学や材料⼯学などの

発展なしにはありえない。また、これらの発展の事例では、前述のような

学術的で⼀般的な知識だけでなく、過去の製品群の実⽤から得られた利

点・⽋点などの知識や、設計者・製造者の直感的判断が依拠する所謂「暗

黙知」[注6]のような特殊な知識も、発展に貢献しているだろう。このよ

うな⼯業製品は、⼈⼯物の⼀種という点でアニメと同じである。このこと

から、アニメも⼯業製品と同様に、制作の際に依拠している知識の発展が

より優れた新しいアニメの制作に必要であろうという仮説が⽴てられる。
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注6 : 暗黙知とはもともとハンガリー出⾝の物理化学者・社会科学者で

あるマイケル・ポランニーが考案した概念だが、その後、経営学者の野中

郁次郎⽒によって意味がアレンジされている。wikipediaの「暗黙知」の

項⽬(2020年3⽉28⽇閲覧)によると、野中⽒は暗黙知を「経験や勘に基づ

く知識のことで、⾔葉などで表現が難しいもの」と定義しており、本稿も

この定義に従っている。なお、本稿ではこの後「形式知」の概念も出てく

るが、この意味について本稿ではwikipediaの「形式知」の項⽬(2020年4

⽉28⽇閲覧)に従い、「主に⽂章・図表・数式などによって説明・表現で

きる知識」とする。

ではこの仮説はどのようにすれば確かめられるだろうか? 実験によって

確かめることはできない。なぜなら、⼤半のアニメ作品は、社会の中のあ

る⽂化的基盤、つまりアニメ⽂化の中で制作されるが、アニメ⽂化の持つ

性質は複雑であり、その性質を保ったまま外部の影響を受けない閉鎖的環

境に再現する事はできないためだ。⾔わば、⽂化をフラスコに⼊れること

はできないのである。このことから、この仮説の検証には、検証としては

不完全な⽅法であるが、理論的検討が最も有効であると考えられる。そこ

で、次のような思考実験を通し、知識の発展がアニメの発展に必要か否か

について考えてみよう。

ある⽣まれて間もない⾚ん坊が、森の奥深くに置き去りにされた。こ

の⾚ん坊はこのまま死んでしまうように思われたが、幸いな事に野⽣

のオオカミに助けられ、⽣き延びることができた。やがて⾚ん坊はオ

オカミに育てられ、森の中で⽣きるのに⼗分な知識を学び、⼀⼈⽴ち

するに⾄った。そして⾚ん坊はオオカミに拾われて以降の⼀⽣を、⽂

明から隔絶された森の中で過ごした。このようなオオカミ⼈間にアニ

メを作ることはできるだろうか?[注7] 

注7 : この記述内容はフィクションの思考実験だが、wikipediaの「野

⽣児」の項⽬(2020年5⽉14⽇閲覧)によると、⼈間が⽂明から隔絶された

環境で育った事例は複数実在するようである。

答えは明⽩に「不可能」である。オオカミ⼈間にはアニメを作るどこ

ろか、アニメというものを想像することすらできないだろう。これは、ア

ニメ制作という⾏為が⽂明の中の⾮常に多くの知識に依存しているためだ
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[注8]。例えばアニメの発明には少なくとも映像装置の発明が不可⽋であ

り、1891年にエジソンによって世界初の映像装置であるキネトスコープ

が発明される、つまり映像装置についての知識が⽣み出されるより以前に

アニメが作られることはありえない。そしてキネトスコープもまた、それ

が発明されるまでの、先史時代まで含めた⻑い歴史において積み重ねられ

てきた膨⼤な知識が無ければ発明されえないものだ[注9]。オオカミ⼈間

は、⽂明中に存在する知識体系の恩恵を受けることはできないため、アニ

メの制作に必要な知識を得る事は不可能だ。全く⼀から知識体系を作り上

げようにも、数⼗億以上の⼈間が数万年以上の時間をかけて発展させてき

た知識を、⼀⼈の⼈間の⼀⽣の時間で作り出すことは不可能である[注

10]。

注8 : 実のところ、オオカミ⼈間にアニメ制作が不可能である理由を知

識の不⾜のみとする認識は不⼗分である。オオカミ⼈間にアニメの知識を

与えるだけですぐにアニメを作れるようになるわけではない。なぜなら、

アニメの制作にはそのための道具が必要であり、仮に道具の制作⽅法を知

っていたとしても、道具を⼀から作り最終的にアニメを作り上げるまでに

は⾮常に⻑い年⽉を必要とするからだ。例えば映像装置のネジ1を作るだ

けでも、⾦属の精錬から始めなければならない。このことから、オオカミ

⼈間がアニメを作るためには、知識だけでなく労⼒の蓄積も必要であるこ

とが分かる。しかし、本稿の議論では知識のみを扱う。この理由は、道具

の制作という形で労⼒を適切に蓄積するには、どのような道具が必要かと

か、その道具はどのようにすれば作れるかといった知識が必要であり、オ

オカミ⼈間によるアニメ制作では労⼒よりも知識の⽅が本質的な制約であ

るためだ。

注9 : パラパラマンガであればキネトスコープのような⾼度な機械は不

要だが、本稿で⾔うアニメの概念にはパラパラマンガのような簡易なもの

だけでなく、テレビで放送されているようなある程度⾼いストーリー性を

持つ所謂アニメも含まれている。このような所謂アニメの表現媒体として

パラパラマンガは不⼗分だろう。

注10 : このことは、1891年以前の⼈類の持つ知識の全てがキネトスコ

ープの発明に必要であることを主張するものではない。そのような知識の

中にはキネトスコープの発明に不必要な知識も含まれているだろう。しか

しそれでもなお、キネトスコープの発明が膨⼤な知識に依存していること

には変わりない。
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発明に知識が必要であることは、アニメだけでなく、全ての⼈⼯物に

⼀般化可能である。なぜなら、そもそもある⼈⼯物が発明されるには、ま

だ実在しないそれをまず想像しなければならないが、想像には知識が必要

であるからだ。⼈は、あるものを想像できたからといってそれを創造でき

るとは限らないが、少なくとも、想像できないものを創造することはでき

ない。したがって、オオカミ⼈間に想像できない⼈⼯物は、オオカミ⼈間

が創造することはできない。⽯器のようなごく簡易な⼈⼯物なら創造可能

かもしれないが、それもまた、オオカミ⼈間が⽣活の中で得た知識に依存

している。⽯を初めて⾒たオオカミ⼈間に⽯器をすぐ創造することはでき

ない。⼈⼯物の発明には相応の知識が必要なのだ。

そして、上述の思考実験におけるオオカミ⼈間とアニメとの関係は、

現在の我々と発展した新しいアニメとの関係に当てはまる。オオカミ⼈間

に発明可能な⼈⼯物がオオカミ⼈間の知識により制約されているのと同様

に、現在我々に制作可能な⼈⼯物も、現在の我々の知識に制約されてい

る。我々は我々の知識の範囲内でしか⼈⼯物を制作することはできない。

もし我々が新しい知識を獲得すれば、我々はその知識をもとに新しい⼈⼯

物を制作することが可能になるだろう。そしてその知識がアニメ制作に関

わるものであれば、我々は新しいアニメ作品を制作することが可能にな

る。我々が今後獲得する新しい知識の全てが必ずしも新しいアニメ作品の

制作に寄与するわけではないだろうが、少なくとも新しいアニメ作品の制

作には、アニメ制作に関する新しい知識が必要なのである[注11]。

注11 : ⻑々と書いているが、「漸進的発展もまた⼩さな発明の積み重

ねである」という説明のほうが簡潔で納得しやすいかもしれない。

4.今後の展望

本節の⾒出しは「今後の展望」となっているが、まず本稿の意義につ

いて軽く述べ、そのあとで今後の展望について述べる。

本稿の意義について、本稿の結論に着⽬して評価するならば、意義は

⼩さいといえる。本稿の結論は「アニメの本質的発展にはアニメ制作に関

する知識(以下、「制作知識」)の創出が必要」というものだ。この制作知

識の創出には、「アニメの本質的発展には何が必要か?」という問いへの

素朴な回答の多くが含まれる。例えば「職⼈技の向上」「新しいアニメ制

作ソフトウェアの開発」「綿密なマーケティング」などは制作知識に含ま
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れるだろう。 このことから多くの⼈にとり本稿の結論は⾃明であると思

われ、結論の新規性の点での意義は⼩さいといえる。本稿の意義の⼤部

分は、結論ではなく、問いと暫定的な答えを提⽰したことで今後の様々な

議論の起点になりえるという点にあるだろう。

現在のところ、⾃分が知る限り、アニメの発展について、本稿のよう

に論⽂形式で詳細に論じた⽂章は本稿のほかに存在していない。したがっ

て、恐らく多くの⼈に新鮮な印象を与えられたのではないだろうか。その

新鮮さが⾯⽩さや⾏動意欲に繋がっていれば、本稿の意図は概ね達せら

れ、また⼗分な意義があるものと評価できる。そして、本稿の意図が達

せられていれば、下記の3つの議論領域を⽰唆できていると思う。

(イ) アニメの発展には何が必要か?

(ロ) アニメの発展にはどのような知識が必要か?

(ハ) アニメの発展に実効的に寄与する具体的知識は何か?

もし、本稿で与えられた新鮮さが⾯⽩さや⾏動意欲に繋がっていれ

ば、上記のいずれかの議論領域で議論を展開していただきたい。もしその

ような⼈が1⼈でも現れてくれれば本稿の意義としては⼗分である。以下

では上記の3つの議論領域について概説するとともに、現時点での筆者の

暫定的な意⾒を述べておく。

4.1.議論領域(イ): アニメの発展には何が必要か?

(イ)の議論領域は、簡単に⾔えば本稿の主張の正しさを議論する領域で

ある。この領域における問いは、本稿と同じ、「アニメの本質的発展には

何が必要か?」だ。これに対し、既に答えは出ただろうと思う⼈もいるか

もしれない。確かに、本稿はこの問いに対し「アニメ制作に関わる新しい

知識の創出」が必要であることを主張している。しかし、この答えが問い

に対する完全に正しい、真理であるとする⾒⽅は不当である。この不当で

あるという考えは「⼈が真理を知ることはできない」という考えに基づい

ているが、ではなぜそう考えられるのだろうか?

過去、⼈の知識は、⼀時的な停滞や後退はあるものの、概ね⼀貫して

発展し続けてきた。そして、その過程で幾度となく既存知識の誤りが暴か

れ、より正確な新しい知識に代わられてきた。したがって、現在の最も

確からしい知識も、将来更に正確な知識に代わられることはほぼ⾃明であ

る。そして将来においても、⼈が真理を知ることは絶望的だろう。⼈にで
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きることは、真理に向かって終わりのない永遠の漸進を続けることだけ

だ。このことから、本稿の主張を完全に真なるものとは到底⾒なせない。

また同様に、本稿の主張を完全に偽なるものと⾒なすのもまた不当であ

る。

また、本稿にも疑わしさは存在する。本稿の疑わしい点には、例えば

本稿が扱っている問いの前提がある。本稿で検討している「アニメの発展

には何が必要か」という問いでは、アニメは発展しうるという事が前提と

なっており、本稿ではこの前提を正しいものと仮定した上で検討を⾏った

が、この前提は反論がありうるものだ。例えば、「アニメ作品は作者の意

図が最良の形で反映されているもの、或いはそのように⾒なすべきもので

あり、発展の余地はない」というような反論はある程度有⼒であるように

思われる。

このようなことを書くと、正しいかどうかはっきりしない本稿の結論

に基づいて(ロ)や(ハ)の領域の議論を⾏うのはナンセンスであると思われ

るかもしれない。しかし、この考えは正しさを過剰に追及するものであ

り、アニメの発展という実践的⽬的に照らすと不適当だろう[注12]。本稿

の結論は真理とは⾔えないまでも、恐らく多くの⼈にとり⾃明と思われる

内容であり、蓋然的な正しさとしては⼗分と考えられる。本稿の結論をと

りあえず正しいものとして(ロ)や(ハ)の領域の議論を進め、もし本稿に有

⼒な反論が提出されるなどして(イ)の領域の議論に進展があれば、それに

応じて(ロ)や(ハ)の議論を修正しても⼤きな問題は⽣じないだろう。

注12 : 「杞憂」という⾔葉は、昔の中国で空が落ちてくることに怯え

ていた⼈々の故事から⽣まれたものだ。この故事の通り、もし⾮常に厳密

に検討するならば、空が落ちてくる可能性を完全に否定することはできな

い。しかし、そのようなごく僅かな可能性に怯えるよりは、その可能性を

無視して暮らすほうが有意義であろう。同様に、本稿の結論が完全に間違

っている、すなわち「制作知識の創出はアニメの発展に全く寄与しない」

という可能性も、空が落ちてくる可能性ほどではないが概ね無視できるよ

うに思われる。しかし、制作知識の創出だけでアニメの発展が遂げられる

かを疑う余地はあるだろうし、制作知識の中にはアニメの発展にほとんど

寄与しない知識も含まれているだろう。このように、本稿の結論の不⼗分

な点が指摘され修正されることは⼗分ありえ、またそれはとても有意義

でもある。
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4.2.議論領域(ロ): アニメの発展にはどのような知識が必要

か?

(ロ)の議論領域は、本稿の結論に依拠しつつ、未知の制作知識のうち、

アニメの発展への寄与度合いの特に⼤きな知識はどのようなものかを議論

する領域だ。制作知識の中で、アニメの発展に全く寄与しえないものは無

いように思われる。⼀⾒いかに取るに⾜らない知識であっても、その知識

に依拠したアニメ作品を想像することができるため、ほぼすべての制作知

識はアニメの発展に寄与しえるだろう。しかし、未知の制作知識はその⼤

半がアニメの発展への寄与度が低いものであり、寄与度の⾼い制作知識は

ごく少ないと考えられる[注13]。そして、その知識を探索する研究者もま

た少ないことも考慮しつつ素朴に考えると、(ハ)の領域の研究は甚だ⾮効

率と⾔える。このような(ハ)の領域の研究にとり、潜在的な新制作知識の

中でアニメの発展への寄与度の⾼い知識を特徴づけることができれば、研

究の効率を向上できる。なぜならこのような活動により、(ハ)の議論領域

では、まずその特徴を有する新制作知識から探索を始め、その特徴を持た

ない知識は後回しにできるようになるためだ。

注13 : 制作知識もパレートの法則に従うという推測はそう不⾃然なも

のではないだろう。

アニメの発展への寄与度の⾼い知識の特徴として、筆者は論⽂形式で

表現された知識と形式知があると考えている。論⽂形式の知識は形式知に

完全に含まれるものだが、今後の議論の参考になることを意図し、この両

⽅についてゆるく正当化を試みる。

⼈の知識発展活動のうち⽩眉と⾔えるのが学術活動である。学術活動

は⼈の知識の発展で中核的な役割を担ってきた。暗黒とまで⾔われる中世

においてさえ、宗教的知識の発展は学術の⼀種である神学が担ってきた

のである。こうした学術活動による知識の発展の基本的な⽅法は、⼝頭の

ほか論⽂や書籍を介した議論だが、中でも中⼼的なのが論⽂による議論で

ある。⼤部分の論⽂では、他の論⽂を引⽤し、その内容に依拠してさらに

⾼度な知識を⽣んだり、また反論を加えてより確からしい知識を⽣むとい

ったことがなされている。このようにして他の論⽂を引⽤して書かれた論

⽂は、更に他の論⽂で引⽤されることで、更に⾼度な知識や確からしい知

識を⽣む素材になる。このような引⽤の連鎖により、引⽤のネットワーク

を形成し、議論を⾏うことで、より正確で⾼度な知識へと漸進していくの
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が、学術活動における知識の発展の基本的な⽅法である。このほか、学術

的な知識は形式知の形をとっているという点も、⾒過ごされがちだが知識

の発展に資する重要な特徴だろう。引⽤や議論が活発に⾏われるために

は、知識は容易に他者に伝達可能である必要がある。そのためには暗黙知

より形式知のほうが都合が良い。

本稿が、他論⽂の引⽤はしていないものの基本的に論⽂形式で書かれ

ているのは、上記に基づき、アニメの発展について論じる⽅法の1つの例

を提⽰するためでもある。しかし、論⽂形式は、慣れていないと執筆にか

かる労⼒や時間などのコストが⼤きいという問題もある。このことはまさ

に今、筆者が⾝をもって実感している。よって、「形式知の引⽤ネットワ

ーク」のような論⽂形式のエッセンスを維持しつつ更に早く楽に簡単に知

識を表現できる形式を開発するのも、(ロ)の領域の重要な役割と思われ

る。(ハ)の領域ではアニメ制作者による試⾏錯誤か重要になってくるだろ

うが、アマチュアを含む多くのアニメ制作者はアニメ制作を主眼に活動し

ており、論⽂執筆に⼤きなリソースを割いてなどいられないのだ。

ところで、今までは、アニメ制作の多くの部分において、直感的判断

で表現が作り上げられてきた。特に、作画における形態や動きのデフォル

メの仕⽅、カット割り、構図などは直観的判断により決められる場合が多

いだろう。恐らく、アニメ制作における重要な知識は⾔語で明確に表現で

きない暗黙知の形でしか存在しえないという認識は多くの⼈が持っている

のではないだろうか。このような考えを維持したまま暗黙知の発展により

アニメの発展を遂げることも可能だろう。しかし、それがアニメの発展に

とり最適とする考えは⾮常に疑わしい。また、⾃分の経験上、暗黙知より

形式知のほうが疑いやすいように思われ、これも利点の⼀つだろう。確

かな知識を得るためには既存の知識を疑うことも重要だ。

4.3.議論領域(ハ): アニメの発展に実効的に寄与する具体的

知識は何か?

(ハ)の議論領域は、アニメの発展につながる具体的な知識は何かについ

て議論する領域だ。アニメの発展に実質的に寄与しえるのはこの領域にお

ける議論である。(イ)と(ロ)の領域は(ハ)の領域の議論が効率的に⾏われ

るよう⽀援する役割を持ち、アニメの発展には間接的に寄与するものだ。

(ハ)の領域の議論は、多くの場合、実験を伴いながら⾏われることになる

だろう。理論的検討により仮説を⽴て、その仮説を反映した作品や実験映
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像を作り[注14]、実験により仮説を検証し、必要に応じて理論を修正する

という⽅式の議論が多くなされるのではないだろうか。そのような議論に

おいて注意すべき点として、仮説の検証⽅法がある。

注14 : 必ずしも本番の作品制作で⾏う必要はなく、既存作品の素材を

流⽤して作る簡易な実験⽤映像を使っても仮説の検証には⼗分だろう。

制作知識の中でも特に重要な知識は、制作者の意図どおりの表現上の

効果を⽣む⽅法についての知識であることには特に異論は無いだろう。こ

のような知識を表現知識と呼ぶことにする。表現知識には例えば、画⾯内

の特定の物体に注⽬させる構図や、キャラクターのある感情を表現するカ

ット構成(モンタージュ⼿法)、何らかのテーマを伝えるための脚本構造な

どについての知識などが含まれる。表現知識の検証⽅法として、実証実験

と実感実験が考えられる。実証実験は、ある表現知識に基づいた表現が多

数の受容者に対して有効かどうかを調べるものだ。具体的には例えば、作

品公開後の⼀般受容者へのアンケートや感想の分析などにより、予想内の

⼼理的効果が⽣じているかを調べ、表現知識の有効性を検証するものであ

る。⼀⽅実感実験は、制作者が作品や実験映像を受容し、予想内の⼼理的

効果が実感されるかどうかを調べるものである。同じ映像を受容しても、

⽣じる⼼理的効果は⼈によって違う場合がある。そのため、制作者が、実

感された表現知識に依拠して制作を⾏おうとするならば、必ず⾃らを被験

者として実感実験を⾏わなければならない。

⼀⾒、実感は知識の検証⽅法として甚だ不完全であるように感じられ

るかもしれないが、制作者の⽬的や⼀種の好みによっては、実感された表

現知識は実証された表現知識よりも適切である。例えばある制作者が、

「⾃らの感性に照らして最も良い作品を作る」ことを⽬的としている場合

は、その制作者は⾃⾝により実感された表現知識を採⽤すべきだ。実感に

よる表現知識の検証は、現在多くの制作実践の中で既に採⽤されている⽅

法でもある。例えば、アニメーターの描いた原画や動画が演出担当者や監

督の感性的判断によりリテイクになることはよくあるはずだ。この場合、

「このカットにはこの原画や動画が適している」という形式の表現知識が

原画や動画の形で提出されたが、演出担当者や監督により実感されなかっ

たため棄却されたということになる。

ただし、実感実験を⾏う制作者は、⼀般的な受容者との間に、制作ス

キルや感性の違いだけでなく、制作者であること⾃体により⽣じる受容特
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性の差異が存在しえることに注意すべきだろう。このような差異を、筆者

は制作者バイアスと呼んでいる。制作者バイアスとは、実感実験に使⽤す

る作品や実験映像を制作者が⾃ら作ったということにより、その⾮制作者

との間に⽣じる受容特性の差異である。制作者バイアスとして考えられる

具体例に、例えば苦労して考えたアイデアや苦労して作った映像は良いも

のと評価してしまうというものが考えられる。この例は経済学におけるサ

ンクコスト効果(コンコルド効果とも呼ばれる)の特殊例だが、他にも、映

像のマクロな特徴とミクロな特徴のそれぞれの注⽬度の⽐率などで差異が

あるかもしれない。もし作品の制作者が、「⾃らと同等の受容スキルを持

つ受容者であれば予想内の受容上の効果が普遍的に⽣じる」というような

ことを意図して作品を制作するなら、その限定された普遍性を持たせるた

めに制作者バイアスの影響は取り除く⽅が望ましいだろう。

4.4.議論領域(ロ)(ハ)に対する反論への応答

議論領域(ロ)(ハ)において、「制作知識の中でも論⽂形式の形式知の創

出が特に有効である」と「表現知識の検証⽅法には実感と実証が有効であ

る」という2つの主張をゆるくではあるが⾏った。ここで、この2つの主

張に対し予想される反論に応答しておく。想定する反論は次のようなもの

だ:

*このような表現知識の創出やその利⽤は、受容者の多様な作品解釈

の可能性を機械的な法則の中に閉じ込め、また制作者の神秘性を剥ぎ

取るもので、アニメ制作者が⾏うべきでないグロテスクな⾏為であ

る。* 

まず、受容者の作品解釈への制約について応答する。議論領域(ロ)(ハ)

で論じた表現知識の創出と利⽤は、受容者の解釈可能性の、制作者の意図

したある範囲への局限化を⽬指すものだが、1通りの解釈への完全な統制

はまず無理であるし、局限化された範囲内でなら⾃由な解釈が⾏えるもの

である。よって作品解釈の⾃由度を過度に奪うことにはならない。アニメ

制作と受容は、制作者から受容者に向かっての⼀⽅向のコミュニケーショ

ンとして理解できる。この理解に基づくと、制作者は必然的に解釈の制約

を望むことになる。例えば、「戦争の悲惨さを伝えるアニメ」を意図して

いる制作者は受容者に「戦争の魅⼒」が伝わることは望まないだろうし、
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「キャラクターの可愛さを伝えるアニメ」を意図している制作者は「キャ

ラクターの醜さ」が伝わることは望まないだろう。しかし、制作者は⾃ら

の望んだ解釈の範囲内でなら、「戦争はどのように悲惨か」とか「キャラ

クターにどのような可愛さがあるか」といった細部にはある程度多様な解

釈を許容するはずだ。また、もし⼗分な表現知識が得られれば、制作者は

解釈の制約について、狭い範囲から広い範囲まで⾃由な範囲を意図して作

品を制作できるようになる。しかし、実際には解釈の制約は統計的なもの

に留まり、どのような表現知識によっても想定外の解釈を0にすることは

できないだろうし、解釈の範囲を唯⼀の1通りの解釈にまで制約すること

もできないだろう。

次に、「作者の神秘性を剥ぎ取る」という指摘について応答する。あ

らゆるアニメは、制作者が、⾃らの思い描いた価値を実現しようとした結

果産まれたものだ[注15]。そのため作者にとり、作品の価値は、制作⼿段

ではなく制作⽬的が担う。最良の⼿段は⽬的の最良の実現のために必要だ

が、⼿段⾃体が価値を持つわけではない。反論者の⾔う「神秘性」は作品

の価値と不可分であろうから、「神秘性」は制作者が思い描いた実現すべ

き価値、つまり制作⽬的に宿っていることになる。その制作⽬的を達する

⼿段を精緻化するものが制作知識であるから、制作知識の創出は作品や制

作者の神秘性を剥ぎ取ることにはならない。制作知識は制作者が実現すべ

き価値を規定するものではない。⼿段は⽬的を規定しない。制作者は、受

容者がどのような作品を望んでいるかについてはある程度知ることができ

るが、受容者が望んでいる作品の制作を制作者が望むとは限らないし、ま

たそのような義務も制作者にはない。作品で実現すべき価値は、制作者⾃

⾝の⾃由意志により決められる。本稿が(ロ)(ハ)で主張したような制作知

識の創出と利⽤は、アニメ制作の持つ神秘性を剥ぎ取るものではなく、む

しろ制作者が思い描いた価値とそれに宿る神秘性の強⼒な伝達を可能にす

るのである。

注15 : あるアマチュアイラストレーターの話によると、絵を描き始め

る際は完成状態をはっきり想像していない場合も多く、描きながらイメー

ジを具体化していくことが多い。このように最初に完成状態(⽬的)を明確

化しない制作⽅法でも、制作中に得られる無数の選択肢の中から逐次的に

あるものを選ぶ基準は偶然性ではなく制作者の意図によるものだ。そのた

め、その意図の集合を制作者の⽬的と⾒なすことはできるだろう。
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最後に、「グロテスクな⾏為である」という指摘について応答しよ

う。といっても、本稿が(ロ)(ハ)で主張したような制作知識の創出やその

利⽤にグロテスクさが伴うことには異論はない。このような⾏為がグロテ

スクであるとしても、将来、現在よりも更に優れたアニメを制作するには

必要なことであるというのが筆者の⾒解だ。このことは、次のような例え

話で概ね理解できるだろう。美少⼥/美少年和装メイドアンドロイドは美

しい外⾒をしているが、その外装を取り払えば無数の⾦属部品が⼈の形に

組み合わさったグロテスクな姿を現す[注16]。⼀般の⼈々がこのような姿

を⽬にすることはないだろうが、アンドロイドの開発・製造に携わる技術

者は必然的にグロテスクな姿を⽇常的に⽬にすることになる。これは当然

のことだ。いくらグロテスクな姿は⽬にしたくないと望んでも、⾃らの望

む最良のアンドロイドを作ろうとするならば、その過程で不可避的にその

ような姿を⽬にしなければならない。そして、そのようなグロテスクな物

体を作る⾏為はグロテスクな⾏為であるといえるだろう。これと同様に、

⾃らの思い描いた価値を最良の形で受容者に届けるには、受容者の受容特

性の法則を把握しなければならない。いくらグロテスクな⾏為だと感じて

も、受容特性の法則を把握しなければ、どのように受容されるかの予測も

できないためだ。普段イラストを描く際などには法則に基づいた予測など

全くしておらずグロテスクさも感じないと⾔われるかもしれないが、これ

は暗黙知に依拠して無意識的に予測を⾏っているためだ。この際の暗黙知

や予測をいくらか誇張し極端な形で⾔語化するならば、例えば「⾃らの⼿

癖や直感に従って描くことで、キャラの可愛さを表現できる」といったも

のになるだろう。これも⾒⽅によっては、「⼿癖や直感」と「キャラの可

愛さ」の間の法則性に基づき予測を⾏いながらイラストの制作を⾏ってい

ることになる。素朴に考えると、現状のように、グロテスクさを伴わない

暗黙知に従った制作をこのまま今後も維持しても特に問題は無いようにも

思われるかもしれない。しかし現在、暗黙知の典型例である「職⼈技」と

か「直感的判断」といったものの有⽤性を、形式知による理性的判断やそ

れを機械化したコンピュータ処理が凌駕し代替しつつある。このことは形

式知の、暗黙知に対する主に発展可能性における優位性を物語るものだろ

う。したがって、⾃らの⾏為のグロテスクさを⾃覚したとしても、動じる

ことなく断固として制作を遂⾏できるような強い⼼を持つ制作者が、今後

のアニメの更なる発展には必要なのではないだろうか。

注16 : ここでのメイドアンドロイドへの⾔及は、特定企業の特定の製

品を念頭においたものではない。
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5.感想の有⽤性みたいな

前節で述べた内容は、アニメの制作知識の研究の、⽐較的中核的な部

分に関するものだった。そして、制作知識の研究⽅法には主に理論的研究

と実験が考えられるが、このどちらもがある程度多くの労⼒を伴うもの

だ。そのため、制作知識の研究の中核的な領域に参加するのは、⽐較的⾼

いモチベーションを持つ⼈に限られてしまうだろう。⼀⽅、アニメを純粋

に娯楽として受容している⼤部分のアニメファンにとっては、こうした研

究の意義は認められても、研究に直接的に参加するのはハードルが⾼いと

感じられる⼈が多いのではないだろうか。そこで最後に、多くのアニメフ

ァンにとっても実⾏しやすく、また研究上の意義の⼤きな活動である、感

想の提供の有⽤性について記述し、本稿を締めくくることにする。

制作知識の中の表現知識の発展において、少数の研究者の⼒だけでは

不⼗分で、⼀般の受容者の協⼒が必要な部分がある。それは、感想など

の、特に⾃主制作アニメ制作者への提供だ。表現知識は実証された知識と

実感された知識に⼤別されるが、このうち、実証された表現知識を⽣む、

つまり表現上の効果に関する仮説を実証実験により検証する際には、その

仮説に依拠して作られた作品や個別の表現が受容者にどのような受容上の

効果を与えたかの情報が必須である。その情報とは、具体的には主に感想

のことだ。現状では、商業アニメに対する感想は、多くの受容者から豊富

に提供されている。⼀⽅、⾃主制作アニメにおいては、商業アニメに⽐べ

て提供される感想は⼤幅に少ないのが現状である。⾃主制作アニメの多く

の作品に多くの感想が提出されれば、その作品が依拠している知識の検証

に役⽴てられ、知識の発展が促進されるはずだ。

このように書くと、「現在、知識の検証を意図して感想を読んでいる

制作者はほとんどいないため、感想を送ることは無意味である」という反

論がありえる。この反論にはある程度同意する。しかし、この反論は形式

知の検証のみに妥当するものだ。表現知識識は形式知と暗黙知に⼤別さ

れ、表現知識の検証を意図していない制作者に感想を送ることでも、暗

黙知の発展を促進する可能性がある。暗黙知に依拠して直感的判断のよう

な形で作品を制作した場合、⼤部分の制作者はそのことを⾃覚していない

はずだ。しかし、その作品に対する感想の多くが予期されていた範囲から

外れた内容であれば、そこで⽤いられている表現⼿法は失敗であったと判

断され、無意識のうちに暗黙知に修正が加えられるだろう。
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感想などの提供は、表現知識の実証に必須であるだけでなく、制作者

のモチベーションを⾼める効果もある。作品についての感想は嬉しいもの

でありモチベーションに繋がるというような発⾔は、アニメ制作に限らず

創作活動を⾏う多くの⼈からされているし、受容者からの反応の少なさを

理由に創作活動をやめる⼈の話も⽬にすることがある。これらのことか

ら、制作者の中で制作知識の実証を意図している⼈が少ない現状において

は、感想がもたらしえる価値は、知識の発展への寄与よりも制作者のモチ

ベーション向上によるもののほうが⼤きいと考えられる。そのため、感想

の提供が知識の発展に寄与する度合いが低いとしても、嬉しさやモチベー

ション向上という⼤きな副次的価値を⽣めるために、感想の提出は有⽤と

⾔える。実践上は、「制作者へのお礼」などを主⽬的、知識の発展への寄

与を副次的⽬的として感想等を送るのが良いのではないだろうか。

では、制作者に提供する感想はどのようなものが望ましいのだろうか?

この問いについて、表現知識の発展の観点から回答するなら、感想は正確

かつ詳細なものが望ましい。なぜなら、実証実験により得られる知識の正

確さや詳細さは、感想の正確さや詳細さに依存しているためだ。表現知識

は、「受容時に⼼理的効果Aを⽣むには表現Bが有効である」という形式

を持つ。この形式の知識を実証実験で確かめるには、表現Bを作成し、⼼

理的効果Aが実際に多くの受容者に⽣じているかを調べればよい。その結

果が予想内であればその知識は実証され、予想外であれば反証されたこ

とになる。この際、結果の情報が不正確であれば、実験により得られる知

識に誤りが含まれてしまうため、これを防ぐために感想は正確であること

が望ましい。不正確な感想を送ることなどありえないという⼈は多いかも

しれない。しかし、感想によって制作者に喜んでほしいという欲求から、

あまり意図的でなくても不正確な感想を送ってしまう恐れは⼗分にあるは

ずだ。筆者も、こうした誘惑に駆られた経験は少なからずある。このほ

か、実証実験における⼼理的影響の情報が詳細であれば、表現と⼼理的影

響の対応関係を細部まで知ることができる。このような知識によって、表

現がもたらす細かな⼼理的影響⼒まで活かされた作品を制作できるように

なる。これらのことから、表現知識の発展を⽬的とするならば正確さと詳

細さを備えた感想が望ましいと⾔える。表現知識の獲得は、⾔い換えると

⼈の⼼を理解することでもある。⼈の⼼の正確で詳細な理解に基づき創作

を⾏うことで、制作者の思い描く価値のゆたかな伝達が可能になるのだ。
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編集後記

本当は6⽉刊⾏予定でしたが、今年は予定外のことがたくさん起こり、

ついに年末となってしまいました。 次回はもっと早く刊⾏できるよう頑

張ります。

井⼆かける

― 寄附歓迎！―  

当団体へのご⽀援は主に以下のウェブサイトにて受け付けております。 

(※2020年12⽉現在の情報です)

Syncable - ご寄附

https://syncable.biz/ass

ociate/opap-jp/donate/

PIXIV FANBOX - 賛助会員

https://www.pixiv.net/fan

box/creator/6788743
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トポスト紙】 / 本⽂の種類：上質９０ｋｇ / オプション加⼯：表紙・PP加⼯（ク

リアPP）/ 製本⽅法：くるみ製本 / とじ⽅：左とじ
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