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はじめに 

 

 

 

 アドビ（Adobe）社がリリースした映像コンポジティング・ソフトウェアであるアフター・

エフェクツ（After Effects、以下 Ae）は「レイヤー構造の時間軸をもったフォトショ

ップ1（Photoshop、以下 Ps）」といわれている。バージョン5.0（2001年4月リリース2）

から「3Dレイヤーとカメラ・レイヤー」機能が追加され、それまで平面のみだったアニメ

ーションを疑似的な立体空間で展開することが可能となった。つまり、映像コンポジティ

ング・ソフトウェアでありながら、３DCGソフトウェアのバーチャル3D空間に近づいた。こ

の変化につれて、従来の「コンポジティングの結果（プレビュー・パネルの画面内容）」

と「インタフェース上のレイヤー構造」の関係が変わった。 

 この変化に向かって２つの課題が立てられるだろう。とりわけ、「コンポジティングの

結果とインタフェース上におけるレイヤー構造の関係はどのように変化したか」、及び「そ

の変化による状況はバーチャル3D空間内でどのように展開するか」という課題である。さ

らに、一つ目の課題において「両者の関係はどのように変化したか」を論じるまえに「両

者はどんな関係をもっているか」そして「Aeのレイヤー構造における歴史的関連の整理が

できるのか」という「疑問」が現れる。 

 以上の課題に対し「先行研究はどのように行われていたか」を探り始めたが、直接的に

本論の課題に関わる資料が少ない状況に直面する。デジタル制作領域において多数のAeを

解説する書籍は「技術的な使い方」に注目している。インターネット上にアクセスできる

Aeの教育サイトも同じ状況となり「アヤト（http://www.ayatoweb.com/ae_tips.html 2014

年11月20日）」と呼ばれる、人気があるウェブサイトはその好例である。メディア・アー

ト領域において、ソフトウェアのインタフェースにおける「レイヤー構造」と異なり、相

内啓司と伊奈新祐はそれぞれの著作において、ほかの側面から「レイヤー構造」について

言及した3。 

 とはいえ、課題の解決できる手がかりがまったく見つからない状態でもない。レフ・マ

ノヴィッチ（Lev Manovich, 1960～）が2013年に出版した著書『Software Takes Command』

                             
1 伊奈新祐『メディアアートの世界』、国書刊行会、2008年、208頁。 
2 ウィキペディア「Adobe After Effects」http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects、 

2014年 11月 20日アクセス 

3相内啓司が 2004年に執筆した論文「ビル・ヴィオラ『ミレニアムの五天使』、その闇、天使、ことば、映像」はヴィ

ル・ビオラ（Bill Viola, 1951～）が制作したヴィデオ・インスタレーション作品『ミレニアムの五天使』を巡り――

映像芸術（ヴィデオアート）における、「作品」の起源としての作者、「作品（表象装置、表象空間）」、鑑賞者（受

容）との関係を基本問題としている。論全体の構成は、受容論的観点、テクスト論的観点を参照しつつ、表象空間に介

在する多元的要素をテクストとして解釈し、表象空間全体としての現れをそれらのテクストが織りなすレイヤー（階層）

構造としてとらえるものである――とした内容である。 

伊奈新祐が 2008 年に編著した『メディアアートの世界』の『コンピュータアートからヴィデオアート、そしてメディ

アアートへ（P208）』の部分において Ae の特徴として「レイヤー構造」を取り上げたが、紙数の関係で「レイヤー構

造」に関わる具体的な内容の展開ができなかった。 
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において、PsとAeのレイヤー、3Dコンポジティング、ハイブリッド・メディアなどを取り

上げる。この著作はデジタル時代のソフトウェアの重要性を指摘する研究書であり、ソフ

トウェアが中心となった内容が書かれ、内容と方向性は本論に近いと考えられる。 

 本研究において立てられた２つの課題に向かって一つの結論――映像オブジェクトの表

現は、従来のレンズベースの映像をシミュレートすることではなく、新たな視覚言語を展

開させるためのイメージ形式である――を導き出すことができる。ここで取り上げる「レ

イヤー構造」という用語は前述した通りに映像処理ソフトウェア（例：Ps、Ae、Mayaなど）

のインタフェース上の構造を指している。 

 「Aeのレイヤー構造」に関わる「2つの疑問」に対し、歴史的なつながりを整理する必要

がある。すなわち、一旦「コンピュータに頼った制作」から離れ、コンピュータが発明さ

れる前から「答え」を探りはじめる。時代的に遡りしながら、デジタル制作に使われてい

たインタフェースにおける「レイヤー構造」はそれ以前の時代では、すでに利用された「レ

イヤー構造」を継承した結果につながる。そして、さまざまなメディアがコンピュータに

収斂されつつあり、インタフェースにおける「レイヤー構造」は単なる制作上に使われる

「ツール（透明的存在）」ではなく、「イメージとして存在するオブジェクトの表現（反

映的存在）」に展開していくことを記述する。 

又は「どのように展開するか」という「課題」を明確にするために「映像オブジェクト」

という用語を設定する。「映像」という日本語は複数の意味をもち、風間正（1956年～）

は著作『現代映像芸術論』において、以下のように記述した。 

 

日本において漠然と「映像」といった時、我々はテレビの画面や映画のスク

リーンに映し出された像のことをすぐに思い浮かべる。しかし、1980年代から

のいわゆる「映像のマルチメディア移行期」以降では、コンピュータのCRT画面

やさらにはインターネット接続された携帯電話の小さな液晶画面での映像情報

さえも示す、非常に広範囲な意味で使われる言葉となっているのが現状である。 

  （風間正『現代映像芸術論』出版文化研究会、2007年、10頁） 

 

風間は日本語における「映像」という言葉の複雑さを指摘した。本論において「映像」

をどのように「解釈」する糸口も含まれている。すなわち「上映形式のコンピュータ・グ

ラフィックス（Computer Graphics、以下 CG）作品、インターネットを利用したインター

ネット・アート作品及び展示型のインスタレーション作品」という３つのジャンルの総称

であり、いわゆる「デジタルメディア・アート」である。そして「オブジェクト（Object）」

という言葉はマノヴィッチが著作『ニューメディアの言語』において提示した「ニューメ

ディアのオブジェクト（New media object）」であることを指している。彼は著作のなかで

「ニューメディアのオブジェクト」を以下のように説明した。 

 

 ニューメディアのオブジェクトとは、デジタルの静止画像、デジタル合成

されたフィルム、3Dの仮想環境、コンピュータゲーム、独立したハイパー・

メディア DVD、ハイパーメディア・ウェブサイト、あるいはウェブ全般であり

うる。そのためこの用語は、あらゆるメディア・タイプ、あらゆる構成形態、
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あらゆるスケールを通じて当てはまるような、ニューメディアの一般的な諸

原則を記述しようとする私のねらいにはぴったりなのだ。 

（レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』堀潤之訳、みすず書房、 

2013年、51頁） 

 

さらに、彼は「オブジェクト」といった用語を 4つの目的――彼の関心がメディア・ア

ートだけではなく、文化一般にあることを強調するため／コンピュータ・サイエンスとコ

ンピュータ産業における標準的な用語であるため／1920年代のロシア・アヴァンギャルド

の芸術家たちがオブジェクト（事物
ヴェシチ

、構 成 物
コンストルタツィア

、物 体
プレドメート

）という言葉を使うときに、つき

まとうコノテーションを活性化させるため／1920年代のアヴァンギャルドが実践した研

究所での実験という概念を再活性化するため――から注釈した4。 

本論において「オブジェクト」といった用語を使用した目的はマノヴィッチが記述した

「4つの目的」の内容と一致している。マノヴィッチの著書のなかでは「マイクロソフト・

オフィス／Microsoft Officeで使われる＜オブジェクトのリンクと埋め込み＞（OLE）」

といった実例を取り上げ5「オブジェクトといった用語はすでにコンピュータ・サイエンス

とコンピュータ産業における標準的な用語であること」は本研究と直接に関連しているの

が確認できる。第３章で記述する筆者の制作プロセスには 3DCGソフトウェアが欠かせない

存在であり、3DCGソフトウェア（例： Autodesk社、Maya）において「オブジェクト」と

いった用語が頻繁に使用される6（例：プレーン・オブジェクト、オブジェクトモード）。 

「オブジェクト」という用語に定着したもう一つの理由はヴィデオ時代において、ヴィ

デオ・アーティストであるヴァスルカ夫妻が制作した――入力ヴィデオのより明るい部分

が走査線を上に「引き上げる」要因となる。その他の合成波形と組み合わされたとき、ラ

スターは三次元的な等高線図を形成し、ヴィデオの輝度が高度を決定する――作品には、

すでに「ヴィデオ・オブジェクト」という用語がつかわれていた。また、ART+COMの作品

《過ぎ去った事物の不可視のかたち（1995-2007年）》において、「フィルム・オブジェ

クト」といった用語が使用されているからである。アナログメディアである「フィルム・

クリップのフレーム（以下、フレーム）」を１フレーム 1フレーム、コンピュータに取り込

みバーチャル 3D空間内に GPS的に配置することはこのアート・プロジェクトの作品がもつ

最大の特徴といえよう。さらに、バーチャル 3D空間内に配置された「フレームのかたまり」

を、「立方体（固体）オブジェクト（solid object）7」などの用語を使用せずに、「フィル

ム・オブジェクト」と呼んでいる。すくなくともそれは「フィルム・クリップを利用した

こと」と「一種のニューメディアのオブジェクトであること」と関連しているのが確認で

きる。 

以上の内容をまとめてみると、本論において取り上げるヴィデオ・アート作品における

ヴィデオ・オブジェクト、筆者が制作した上映用の CG映像作品に使われる「画像、動画像

                             
4レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』堀 潤之訳、みすず書房、2013年、51－3頁。 
5レフ・マノヴィッチ、同、51頁。 
6 「Maya2013オンライン・ヘルプ」http://download.autodesk.com/global/docs/maya2013/ja_jp/index.html 

 2013年 6月 30日アクセス。 
7 Lev Manovich, Software takes command, London: Bloomsbury Academic press, 2013, P170 
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をマッピングしたプレーン・オブジェクト」、ART+COMの作品で呼ばれた「フィルム・オブ

ジェクト」、藤幡正樹のインタラクティブ作品を含め、総合的に「映像オブジェクト」と呼

びたい。 

 ここまでの内容を踏まえ、本論の構成は以下の通りである。 

 第１章では、「レイヤー構造」について歴史的に関連する内容を整理する。とりわけ、

キアロスクーロ木版画、コラージュ及びフォトモンタージュにおける「レイヤー構造」か

らはじめる。「舞台装置、ピープ・ショー、展開型しかけ絵本」という異なるメディアも

すでに「レイヤー構造」が使われていることを明白にする。また、セル・アニメーション

の制作に使用された「セル画」と「マルチプレーン・カメラ」は「レイヤー構造」の特徴

をもち、フィルムのマスク合成に使われているオプティカル・プリンターも（作品例：リ

プチンスキーの《TANGO》、1980年）「レイヤー構造」が欠かせない存在である。そしてヴ

ィデオ・スイッチャー、キー合成（作品例：リプチンスキーの《STEPS》、1987年）は、オ

プティカル・プリンターの特徴を継承している。本章の最後に「レイヤー構造」を用いた

作品における「透明性の戦略」と「反映性の戦略」の特徴について説明する。 

 第２章では、Psを実例として取り上げ、コンピュータのさまざまな映像処理ソフトウェ

アは、第１章において記述した「レイヤー構造」をデジタル化したこと、及び「コンポジ

ティングの結果とレイヤー構造の関係」を記述する。Aeは「レイヤー構造の時間軸をもっ

たPs」という特徴があるので、レイヤー構造を利用した作品例として筆者が制作した「私

とファン・ゴッホの寝室」を取り上げる。さらに、Aeでは「3Dレイヤー機能」と「カメラ・

レイヤー機能」の設定できるため、制作者に「擬似的なバーチャル３D空間」を提供したこ

とにより、「コンポジティングの結果とレイヤー・パネルの関係」がどのように変化した

かを記述する。 

 第３章では、3DCGソフトウェアが制作者に提供した「真のバーチャル3D空間」において、

「コンポジティングの結果」は「レイヤー・パネル」に依存せず、作品形式によって、異

なる「映像オブジェクト」に展開していくことを記述する。とりわけ、上映形式作品では、

筆者が制作した《互（Link）》と《量（Layers）》を作品例にして、「3Dコンポジティン

グを利用した制作の場合、画像と動画像をマッピングしたプレーン・オブジェクトを利用

し、象徴的にレイヤー構造を表現する。自作品以外の展開形式において、２段階を分けて

記述する。まず、インターネット・アート作品であるArt+Comの《過ぎ去った事物の不可視

のかたち》について、バーチャル3D空間内でフィルムのコマを再構築することや鑑賞者は

インターネットを経由しアクセスできる映像作品の特徴を述べる。つぎ、インタラクティ

ブ・アート作品である藤幡正樹の《Field-works@Alsace》を取り上げ、GPSを利用し、位置

データと動画像イメージをバーチャル3D空間内でプログラミングにより、コンポジットす

る。鑑賞者は円盤を操作して、制作者が記録した映像をGPSのルートに沿って鑑賞する特徴

を記述する。 

 第４章では、ここまでの内容を整理し自作品の立ち位置を明白にしたうえ、結論を導き

出す。 

 

以上は本論におけるおもな内容である。 
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第１章 レイヤー構造の系譜 

 

１−１ 多色木版画からコラージュ、そしてフォトモンタージュへ 

 

 キアロスクーロ木版画とは、キアロスクーロ素描（着彩紙に淡彩と白いハイライトを用

いて描かれた素描である。）を版画によって模倣しようとする努力から生み出された多色木

版画の一種類であり、同系色を薄い色から濃い色へと刷り重ね、紙の白をハイライトとし

て、微妙な陰影表現や明暗の効果を示す技法である。基本的には「ライン版木」と「トー

ン版木」と呼ばれる 2 種類の木版（2 版以上の場合もある）を組み合わせ、着彩紙に刷る

ことによって１枚の絵を完成させる8（図１）。 

 その魅力は――多くの作品は十分な

大きさがあり、色彩が加えられている

ことに合わせて、間違いなく装飾品と

しての価値があること、入念な制作工

程によって制作されたため、きわめて

高価でありながら希少な芸術作品であ

ること――にあるといえるだろう。本

節ではキアロスクーロ木版画における

「誕生、発展、終焉」という歴史的な

時間軸に従い、4 名の作家とそれぞれ

の作品を取り上げ、制作上に使われた

版木の数は 2版から 4版に増やしたこ

とを記述する。 

 多色版画の一種類であるキアロスクーロ木版画、その誕生についてヴィッテンベルクの

ルカス・クラーナハ（1472—1553 年、以下 クラーナハ）とアウグスブルクのハンス・ブ

ルクマイアー（1473-1531年、以下 ブルクマイアー）、2名の作家と作品を取り上げなけ

ればならない。前者はキアロスクーロ版画を実験的に制作した作家であり、後者はそれを

正式に定着した先駆者である。この 2人は「対抗していた」という説があり、この対抗が

なければ、キアロスクーロ木版画の技法は広がることはないだろう。 

 1507 年頃クラーナハは手で着彩した青い紙に黒と金で刷られた《聖ゲオルギウスと竜》

（図２）を制作した。この実験的な作品を目にしたブルクマイアーは印刷者であり、彫り

師であるヨスト・ド・ネッカーとの共同作業により《聖ゲオルギウス》（図３）と《神聖ロ

ーマ帝国皇帝マクシミリアン１世騎馬像》（図４）を制作した。この 2点の作品は真のキア

ロスクーロ木版画を誕生させたといわれている。クラーナハはブルクマイアーの成果を目

にしたとき恐らく独自の発案が横領されたと思っただろう。彼は作品《聖クリストフォル》

（図５）に早い制作年代をつけ、自分こそこの技法の発明者であることを見せかけようと

した。 

                             
8幸福輝、渡辺晋輔編『キアロスクーロ木版画―ルネサンスとバロックの多色木版画』国立西洋美術館、 

2005年、19頁 

図１、キアロスクーロ木版画の構成 
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 前述した通りに２人が制作したキアロスクーロ版

画は２版を使用したのが明らかなことである。保井

亜弓が執筆した紀要「世にも華麗な多色木版画―ブ

ルクマイアー作《聖ゲオルギウス》《マクシミリアン

一世》再考」9はキアロスクーロ木版画における「金

刷り」技法の研究である。論文では２人の作品が宮

廷サークルの注文を受けた制作となったので金と銀

が使用され、銀の部分は酸化による変色が見られ、

金にも変色がみられることを記述した。キアロスク

ーロ木版画における制作プロセスの一部である「金

刷り」技法の研究は進んでいるが、初期の制作プロ

セスの全体を明白に記述した資料が残されていない

ため、当時の版画家たちはどのように制作していた

のかがわからない10。 

 多色木版画の誕生地はドイツであるが、イタリア

で制作された作品は最も品質が高く「ライン版木」

を使用せず４版の「トーン版木」を使用した作品も

現れる。ウーゴ・ダ・カルピ（Ugo da Carpi, 1480

                             
9 保井亜弓「世にも華麗な多色木版画―ブルクマイアー作《聖ゲオルギウス》《マクシミリアン一世》再考」金沢美術工

芸大学 紀要 No50、2006年、97(24)頁 
10幸福輝、渡辺晋輔編『キアロスクーロ木版画―ルネサンスとバロックの多色木版画』国立西洋美術館、 

2005年、21頁 

図２、ルカス・クラーナハ（父） 

     《聖ゲオルギウス》 
   ロンドン、大英博物館 
   木版 2版使用 

図３、ハンス・ブルクマイアー（父） 

  《聖ゲオルギウス》 
  アムステルダム国立美術館 
  2版使用、黒と緑がかった灰色 

  326× 235mm、1508年 

図４、ハンス・ブルクマイアー（父） 

  《神聖ローマ帝国皇帝 
    マクシミリアン１世騎馬像》 
     木版 2版使用   

    323× 228mm、1508年 

 

図５、ルカス・クラーナハ（父） 

     《聖クリストフォル》 
   ２版使用、黒と灰色 
    287× 203mm 

    （紙寸 288× 204mm） 
     1509年頃 
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年頃-1532年、以下 ウーゴ）が 1527年ごろに制

作した《ディオゲネス》（図６）11はその好例であ

り、トーン版木のみによって描かれたこの作品は

キアロスクーロ木版画の金字塔となっている。緑

と茶色を使った２枚の作品が現存しているが本論

では最も成功した刷りだといわれる「緑による刷

り」を取り上げる。作品の特徴は輪郭線が見当た

らず、４つのトーン版木から図柄を構成すること

であり（図７）、キアロスクーロ木版画の金字塔と

なっている。 

 

 主題となっている人物は古代ギリシアの犬

儒派の哲学者、シノペのディオゲネスである。

彼は自らに貧困を課し、慣習や決まりごとにと

らわれることなく、簡素で実用的な生活必需品

の満足すべきことを教え喩した。樽を住処とし、

あるときなど昼に正直者を探しランタンを手

に町を歩き回ったと言われる。版画では背景左

に樽が見えるが、右に見える鳥はもうひとつの

有名な逸話を仄めかしている。プラトンが人間を羽のない２足動物と定義したことを聞

いたディオゲネスは、羽をむしった鶏を講堂に放ち、「これがプラトンの言う人間だ」

と言って嘲ったという。 

（展覧会カタログ『キアロスクーロ木版画―ルネサンスとバロックの多色木版画』 

国立西洋美術館／（財）西洋美術振興財団、2005年、68頁） 

 

 

 

 

                             
11幸福輝、渡辺晋輔編『キアロスクーロ木版画―ルネサンスとバロックの多色木版画』国立西洋美術館、 

2005年、68,69頁 

図６、ウーゴ・ダ・カルピ 
     《ディオゲネス》 
   ４版使用、４種類の緑 

    479× 349mm 
      1527年頃 

 

図７、ウーゴ・ダ・カルピの《ディオゲネス》に使われる４つのトーン版木 
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 エッチングの普及により、キアロスクーロ木版

画は 17 世紀において凋落の傾向にあり、18 世紀

になると、ルネサンスやバロック時代の偉大な画

家達の素描や絵画を複製化する事業に使われる12。

終焉期において、ジョン・バプティスト・ジャク

ソン（John Baptist Jackson, 1701年頃-1780年

頃、以下 ジャクソン）の作品《キリストの死へ

の哀悼》を取り上げる（図８）。 

 ジャクソンはパピヨンのもとで腕を磨き、その

後色彩とインクの可能性を追求した。研究を行っ

た結果、凹版印刷機をもとにしながらも彼自らの

工夫を反映させた特別な印刷機を使用し、４版の

トーン版木だけで 10 種類の異なる陰影を表現す

ることができるようになった。 

 《キリストの死への哀悼》はジョセフ・スミス

（銀行家、駐ベェネツィアのイギリス公使、1682 

-1770 年）がコレクションしたレンブラントの油

彩スケッチに基づいた作品であり、ジャクソンが

世界に向けて彼の幅広い能力を示した。最も注目

できる特徴は黄色と灰色を基調とした４版から印

刷されているが、茶色のみに限っても５種類の異

なる陰影の表現をみることができることである。その結果本作の画面はレンブラントの油

彩スケッチがもつ多様な色調を、並外れて忠実に再現しているのである13。 

 

 ここまで、キアロスクーロ木版画における４名の作家及びそれぞれの作品を取り上げた。

前述したようにキアロスクーロ木版画は立体感を求めるため、複数の版木を用い一枚の紙

に印刷する技法を利用し、一つの版木は一つの「レイヤー」とみなすことができる。複数

のレイヤーを組み合わせ、一つの絵画作品を完成させる。鑑賞者はキアロスクーロ木版画

を鑑賞するとき、作品にある「作り出された立体感」に注目し、制作プロセスにおいて「レ

イヤー構造」を利用したことがわからないであろう。むしろ制作側にとっては「どんなプ

ロセスを踏まえ、作品制作を行われたかを、鑑賞者に隠そうとした」というのが狙いであ

る。つまり、制作者が隠した「レイヤー構造」は鑑賞者にとって「透明的存在」である。

また、キアロスクーロ木版画の技法から「複数の要素による組み合わせでイメージ（絵画）

を構成する」という可能性を示してくれた。この「組み合わせ」という方法はつぎに記述

するコラージュをはじめ、フォトモンタージュ、セル・アニメーションなどの制作にもつ

ながる。ではキアロスクーロ木版画のつぎに、写真におけるコラージュ、及びフォトモン

タージュのレイヤー構造を整理する。 

                             
12幸福輝、渡辺晋輔編『キアロスクーロ木版画―ルネサンスとバロックの多色木版画』国立西洋美術館 

 2005年、173頁 
13同、180頁 

図８、ジョン・バプティスト・ジャクソン 

     《キリストの死への哀悼》 
     ４版使用、黄色、灰色と２種類の茶色 
    351× 275mm（紙寸 475× 309mm）、1738年 

      1527年頃 
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 コラージュ（Collage）について、河本真理は以下のように説明している。 

 

 コラージュと言う言葉は元々「糊で貼付ける」という意のフランス語の動詞

「coller」から派生した。（中略）20 世紀美術の文脈においてコラージュは新聞

紙、木目を模した壁紙、防水布、さらには芸術家の作品自体といった既製のオブ

ジェクト（物）を台紙に貼付けるということ以上に、他の領域（あるいは他の時

間）に属していた、一つあるいは複数の要素を、新しい芸術のコンテストに移す

ことを意味する。コラージュにおいて重要なのはこのように諸要素が移動し、新

たに出会うことによって、形態・構造のレベルもしくは意味のレベル（あるいは

同時に二つのレベル）において、元のコンテクストからの逸脱が生じることであ

る。それゆえ、コラージュの原理に基づいて制作された作品は異質な構成要素を

受け入れ均質な空間を破壊する不連続性を特徴とする。こうしてコラージュは、

遠近法による均質で連続したイリュージョン的な空間を提供してきた、ルネサン

ス以来の絵画システムを、根本的に問い直すことを可能にし、今日に至るまで多

岐にわたって展開されてきた、豊穣な可能性の地平を切り開いたのである。この

間コラージュの概念は著しく拡大し、この用語は、「糊で貼付ける」といった技

法を示す言葉というより、「環境芸術」や「ハプニング」まで包括する、むしろ

コンセプチュアルなメタファーとして用いられるようになった。コンピュータで

日常的に使う「カット・アンド・ペースト」は、コラージュが非物質化した究極

の姿である。 

（河本真理『切断の時代』ブリュッゲ、2007年、5-6頁） 

 

 一般的に、20世紀初頭に現れた「キュービズム」の作家たちはルネサンス以降、具象絵

画における線遠近法を否定しているというような記述が多く見られる。しかし、キュービ

ズムの作家たちは「線遠近法」を徹底的に分析した上、対象を基本的な構成要素に分解し

それを再構成することを目指していたと考えられる。その結果、形態の新しい結合、理知

的な空間形成を求め、「再構築」の結果として「多視点」、「視点変換」といった体験を鑑

賞者に提供することとなった。複数の素材（もしく

は異なるメディア）を組み合わせることにより元の

コンテクストからの逸脱が生じることは以降のヴィ

デオ・アーティストたちの作品と筆者が制作したデ

ジタル映像作品に影響を与えたといえよう。つまり、

「解体と再構築」により、「レンズベースの画像」と

いう制約から解放することを探求することにつなが

る。そして後述するヴィデオ・アーティストたちの

作品と筆者の自作品において「再構築する」という

特徴が顕著である。最初のコラージュ作品はパプロ・ピカソ（Pablo Picasso, 1881 -1973

年）が 1912年に制作した《籐椅子のある静物》（図９）14といわれ、この作品はロープで

                             
14 アート／ART「パピエ・コレとコラージュ」http://artprogramkt.blog91.fc2.com/blog-entry-69.html 

2014年 12月 7日アクセス 

図９ パプロ・ピカソ、《藤椅子のある静物》
1912年 27× 35cm、パリ、ピカソ美術館 
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枠取りした楕円形のキャンバスに「籐椅子の模様が印刷された油布」を貼り付け、果物ナ

イフ、輪切りのレモン、グラス、パイプ新聞（ジュルナル）の三文字「JOU」が絵の具で描

かれ平面的な表現の中に多層な空間を作

り出している。この作品は絵画による「忠

実に再現する」ことが無意味であるのを

象徴的に示し、前述したようにルネサン

ス以来、油彩画に特権的な地位を与え遠

近法による再現（模倣）と画家の技巧に

より支えられてきた絵画システムに対す

る「自己批判」である15。 

 コラージュという技法は写真領域に影

響を与えた。カットした二次元の素材と

貼付けたパーツを単一のユニットに納め

る。従来のプリント、ペインティング、

ドロイング、及びほかの素材を写真に融

合したコンポジティング作品となる。カメラが発明されることにより、絵画における「線

遠近法」は「レンズベースの画像」に移行し始める。しかし絵画領域と同様に写真メディ

アの領域において「レンズベースの画像」という制約から越境しようとする作家もいる。

1960 年代より、ポップ・アート運動に参加し大きな影響を与え、イギリスの 20 世紀の現

代芸術を代表する一人、デイヴィッド・ホックニー（David Hockney,1937 年〜）である。

彼が 80 年代において制作したフォトコラ

ージュ（photographic collage）作品やコ

ンポジット・ポラロイド (composite 

polaroid)作品はキュービズムの影響を受

けたことが作品のなかから確認できる。 

 作品《Merced River, Yosemite Valley》

（ Photographic collage, 52 × 61 

in,Sept.1982、図 1016）は、アメリカ合衆

国カリフォルニア州中部を流れるマーセド

川(ヨセミテ渓谷)をモチーフにしたフォト

コラージュ作品である。「風景」を表現する

のに、一枚の写真ではなく、複数の写真を

積み重ね（＝レイヤー構造）、「コラージュ」

を活かした。素材となった写真はそれぞれ

の時間、空間をもち、「組み合わせ」により、

自然風景を再構築した。 

                             
15河本真理『切断の時代』ブリュッゲ、2007年、31頁 
16 《Merced River, Yosemite Valley》http://www.hockneypictures.com/photos/photos_collages_02.php 

2015年 2月 7日アクセス 

図 11《Don + Christopher Los Angeles 6th March》 

   Composite Polaroid, 31 1/2 x 23 1/4 in 1982 

   

図 10《Merced River, Yosemite Valley》 

     photographic collage, 52× 61 in, Sept.1982 
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《Don + Christopher Los Angeles 6th March》（Composite Polaroid, 31 1/2 ×23 1/4 

in,1982 年、図 1117）は写真メディアを用いた「多視点」表現の典型的な作品である。合

計 63 枚（横 7 枚×縦 9 枚）同じサイズのポラロイド写真を用い、一つの作品として鑑賞

者の前に表われる。使用した写真はそれぞれの時間や空間を持ちながら、作品の全貌から

モデルである二人の男性が確認できる。ホックニーは「レンズベースの画像」を尊重しな

がら（同じサイズで要素として使用した写真のこと）、それを解体して再構築することを試

みた。またポラロイド写真が「白いフレームをもつ」という特徴を利用し「素材として使

われた写真の存在」を強調している。「多視点」表現以外「視点変換」という意図が含まれ

ている。鑑賞者は一枚一枚の写真をみるとき、それぞれの写真が異なる時空間を保ってい

ることが確認できる。そして 63枚の写真を一つの作品として鑑賞する際、鑑賞者はホック

ニーとモデルの間に存在する位置関係の変化に気づき、作品に参加するような体験を得る。 

 《Merced River, Yosemite Valley》（1982）と《Don + Christopher Los Angeles 6th March》

（1982）を比較してみれば、両者の区別はつぎのようにまとめる。前者において、なるべ

くイメージの連続性を保つといった前提で、フレームのない写真を斜めにすることや積み

重ねること（＝レイヤー構造）により、「風景」が表現される。後者において、複数の写真

が整然に配置され、重なっていないように見える。確かにポラロイド写真がもつイメージ

の部分は重ねっていないが、フレーム（下の部分）の上につぎの写真を積み重ね、要素と

して使用した写真は「瓦状（＝レイヤー構造）」となっていることが考えられる。 

 写真要素が含まれるコラージュ作品は再撮影や再出力することにより、フォトモンター

ジュ作品を作り上げることができる。また、フランス語の「monter（登る、上がる）」から

派生し、「montage（モンタージュ）」は映画編集に用いられる用語である18。 

 1839 年にダゲレオタイプ（銀板に写真を感光させる）の写真が発明された。17 年後の

1856年にギュスターブ・ル・グレイ（Gustave Le Gray, French, 1820-1884年）が写真作

品《海景（Marine, bateau quittant le 

port/ Seascape with a Ship Leaving 

Port）》を発表した。普通に見える海

の風景であるが、実際に空と海をそれ

ぞれに撮影してから、ネガを切り貼り

し、再度撮影した写真作品である。当

時技術では海と空が同時に露出するこ

とができなかったため、ありのままの

風景を忠実に再現する目的として、複

数のネガを組み合わせフォトモンター

ジュ技法であるといわれる（図 12）19。 

 

                             
17 《Don + Christopher Los Angeles 6th March》http://www.hockneypictures.com/photos/photos_polaroid_01.php  

2013年 10月 20日アクセス。 
18 Mia Fineman, Faking It Manipulated Photography before Photoshop, New York: Metropolitan Museum of Art,  
2012, 271 
19 「始まりは現実を忠実に写し出すためだった」http://dc.watch.impress.co.jp/cda/exib/2006/11/22/5112.html、

2014年 12月 1日 

図 12  ギュスターブ・ル・グレイ《海景》 
   1856-1857年、ガラスネガ、銀板写真 
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「忠実に再現」に活用された技法――ネガを切り貼り、組み合わせ、再撮影、現像――に

より作り出した写真は、後に「操作された写真（manipulated photography）」の一種類と

なり、鑑賞者には写真加工のプロセスに用いられた複数の素材（レイヤー構造）を隠して

いることが特徴である。 

 本節ではキアロスクーロ木版画をはじめ、コラージュとフォトモンタージュ領域におけ

る「絵作り」に欠かせないレイヤー構造に関連する内容をまとめた。異なるメディアに含

む「複数の素材を組み合わせする際に生じたレイヤー構造」という特徴は、後述する各節

において、さまざまな形式で継承される。またこの特徴はデジタル制作（Psなど使われた

レイヤー構造）にも影響を与えたことが否定できない。 

 

 

 

 

１－２ 舞台装置、ピープ・ショー、展開型しかけ絵本 

 

遠近法に基づく中世紀の舞台装置は当時物珍しいものであったが、18世紀にヨーロッパ

演劇の基本的舞台装置として定着される。既に劇場でさまざまな工夫が行われていたが、

明確なパースペクティブ20の情景が使用されたことを記録したのは、1508年が最初の年で

あった。橋本能は著書『遠近法と仕掛け芝居』において 1650 年プチ・ブルボン宮の大広

間で幕を上げた悲劇『アンドロメード』を実例として取り上げ、著書のなかでは舞台で使

われた仕掛け、場面転換、音楽の歌詞を紹介したプログラムである『アンドロメードの筋

書』の内容を引用し第一幕から第五幕の場面について以下のように記している（図 13）21。 

 

第一幕（大きな都市） 

 舞台両袖と奥は構造

のそれぞれ異なった壮

麗な宮殿である。しかし、

それらの宮殿は遠近法

で見事に平衡を保って

いる。 

 

第二幕（庭園） 

 同じような植木鉢に

植えられたオレンジの木の列が舞台両袖から離して置かれ、それが舞台中央奥まで

見事なアーケードを形作る。舞台は三本の小道に分かれ、遠近法の巧みな技巧が三

本の小道を千歩以上もあるように思わせる。 

 

                             
20清水裕之『劇場の構図』鹿島出版会、1985年、132頁 
21橋本能『遠近法と仕掛け芝居』中央大学出版部、辰川弘敬、2000年、7-9頁 

 

図 13 『アンドローメド』の第一幕から第五幕までの舞台場面 
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第三幕（海辺、舞台両袖は断崖、舞台奥は大海原） 

 水平線に浮かぶ船は、見ているものから六海里も離れている。 

 

第四幕の「王宮の前庭」と第五幕の「神殿」も遠近法で構成されている。 

（橋本能『遠近法と仕掛け芝居』中央大学出版部、辰川弘敬、2000年、7-9頁） 

 

 多くの鑑賞者は詩句が聞きづらくなっても、遠近法に基づく舞台装置をよりいっそう楽

しむため、最も遠い席に座ろうとしたことも『アンドロメードの筋書』から引用し著書の

なかで記述した。 

 

『アンドロメード』のほか、1652

年にスペインのブエン・レティ宮

殿で上演されたカルデロン／

Calderon delaBarca,Pedro(1600

年-1681年)の『森の女と稲妻と石

像／La fiera, el rayo y la piedra』

（図 14）の舞台装置であるが、そ

の仕組みを明確にしている22。 

イタリアルネサンスの劇場空間

の構成原理の背景には、ブルネレ

スキからレオナルド・ダビンチにいたるまで、自然の形をいかに見たままに写実的に表現

するかが大きな関心事となっており、その表現技法として、パースペクティブが登場した。 

パースペクティブは基本的に左右対称の単一焦点の技法で描かれ、もっと複雑なセット

においても、基本は単純なアーチの組み合わせで、構成されていることが特徴である（図

1523）。清水裕之は著書『劇場の構図』において以下のように記述してある。 

 

バロック劇場の舞台装置は、平面にパー

スペクティブの技法を用いて絵を描き、そ

れを門形のパネル状に何枚も重ねて、立体

的な空間を構成するように考えられてい

た（この方法はウィング・ボーダー方式と

いう）。 

（清水裕之『劇場の構図』鹿島出版会、 

1985年、195頁） 

 

 さらに、ウィング・ボーダー方式という技

法を用いたことにより、「微視的な視軸の広が

りには対応しにくい」という明らかな問題点

                             
22橋本能『遠近法と仕掛け芝居』中央大学出版部、2000年、12-4頁 
23清水裕之『劇場の構図』鹿島出版会、1985年、195頁。 

図 14  カルデロン 「野獣、光、そして石」1652年  

図 15 単一焦点の技法に基づき配置されたパネルと

固定された鑑賞者の視点 
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が避けられないことまで著書のなかにおいて言及した。 

 ルネサンス及びバロック時代において、限られた舞台空間のなかでそれ以上の広さを表

現するため採用したウィング・ボーダー方式の舞台装置は「レイヤー構造」に頼っていた

ことに違いない。この方式の特徴を活かしたのは舞台装置だけではない。つぎに取り上げ

るピープ・ショーの仕組みはその好例である。 

 

 ピープ・ショーは 1700年ごろ、アウグスブルクのマーチンエンゲル・ブレイトが遠近

法を使った覗きからくりの劇場を作った。彼は奥行き感を絵の立体感のなかに求め、鑑賞

者の注目点が中に進んでいくと、情景の細部が入れ替わる（図 1624）。イラストレーター、

絵本作家である吉田稔美25は以下のように、ピープ・ショーを説明している。 

 

ーロッパで考案された装置で、遠

近法と覗き穴のレンズ効果を利用

して、近景・中景・遠景にいたる

複数枚の絵を窓状にくり抜いたも

のを、間隔をあけて配置し、それ

を片目で覗き見ることで予期せぬ

視覚的な驚きを得る仕組みになっ

ています。今では、それら歴史的

ピープ・ショーは、写真と映像の

歴史をたどる関連として専門的な

博物館とコレクターが所蔵するの

みで、現代では広く知られるもの

ではなくなっています。 

  

 簡潔にまとめてみると、ピープ・ショー

は遠近法と覗き穴のレンズ効果を利用して、

窓状の複数の絵を等間隔に配置し、それを

片目で見ることで思いがけない視覚効果を

得るという視覚装置である（図 1726）。舞台

装置とピープ・ショーはメディアの形態が

異なることにより、一度に鑑賞できる人数

が異なっている。しかし、ピープ・ショー

がもつ「鑑賞者の視点が固定されること」、

「窓状にきり抜いたものを利用すること」

「間隔をあけてくり抜いたものを配置する」などの特徴は中世紀の舞台装置をミニチュア

                             
24東京都写真美術館編『映像工夫館テーマⅢ』東京都写真美術館、1996年。 

25 吉田稔美「ピープショー・シアターについて」http://nevergirls.in-www.jp/peepshow-info.html 

2013年 6月 15日アクセス。 
26東京都写真美術館編、前掲書、1996年。 

図 16  覗き穴のレンズから見られるピープ•ショーのなか 

図 17 ピープ•ショーの構造を表わす 
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化した結果であると考えられる。また、鑑賞者はピープ・ショーを分解しその構造を見る

ことができるが、レンズから箱のなかの内容を覗くという楽しむ方法が一般的であろうと

考えられる。つまり、制作者は箱とレンズを利用することにより鑑賞者に「思いがけない

視覚効果」を与えようと考えた同時に、「レンズから覗いて鑑賞してほしい」という意図

も明白に表わしている。 

 

 ここまで映画前史における舞台装置とピープ・ショーの実例を取りあげ、「レイヤー構

造」に関連すること――単一焦点の技法で描かれたパネルなどを用い、間隔をあけて配置

し、限られた空間のなかで、なるべく奥行き感を追求する構造である――を明白にした。 

2つの実例のなかから、以下のように 3つの特徴をピックアップした。 

 

１、視点――鑑賞者は席に座るか、覗き穴を通して見るかを問わずに自分自身の視点が固

定される。 

２、立体的空間の構成方式――舞台装置の開発者（制作者）は複数の門形のパネルを強い

視軸に沿い配置することにより、限られた舞台空間のなか

で立体的空間を構成する。 

３、隠蔽的構造――鑑賞者の視点が固定されたため、構造が見えない。 

言い換えれば、開発者（制作者）が鑑賞者に構造を見破られないよう

に様々な工夫をしている。 

 

 3 つの特徴は前述したキアロスクーロ木版画の特徴と同様に舞台装置とピープ・ショー

の制作者は「レイヤー構造」を利用したにもかかわらず、奥行き感（立体感）を求めるた

め、鑑賞者にそれを隠そうとしていた。つまり、鑑賞者は作品を鑑賞する際に、作品に含

まれるレイヤー構造は「透明的存在」である。また、この 3つの特徴は後述するセル・ア

ニメーションの制作プロセスにも現れ、ウォルト・ディズニー（Walt Disney,1901〜1966

年）が開発したマルチプレーン・カメラ（Multiplane camera）にもつながる。 

 

 レイヤー構造を利用したすべての視覚装置は前述した３つの特徴に従うわけではない。

展開型しかけ絵本はその好例である。 

 しかけ絵本の起源は 13世紀ごろに遡ることができる。当時は天文学や医学などの分野に

おいて実用研究書として使いはじまった。寓意集や伝承物語を継承した娯楽ためのしかけ

絵本は 18世紀ごろにヨーロッパで現れ、19世紀となってからこどものためのしかけ絵本

が登場した27。神野善治が『現代のしかけ絵本』の「ごあいさつ」において以下の内容を

記述した。 

 

 しかけ絵本の醍醐味は何と言ってもページをめくると立体が飛び出してきたり、

立ち上がったり、絵が動いたりする 3次元の展開にあるが、そこに工夫されている

視覚的で立体的なしかけは、紙の平面上に絵と文により構成された 2次元の絵本と

                             
27 本庄美千代編集・解題『技法の歴史：開く、覗く、聞く、動く絵本』武蔵野美術大学美術館、2013年、『ごあいさつ』

部分を参照する。 
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は異なる期待と興奮をかきたてる迫力があるといえる。 

（佐久間保明『現代のしかけ絵本』武蔵野美術大学美術資料図書館、2007年、10頁） 

 

 『現代のしかけ絵本』のなかで「かたちで見る」と「動きで見る」といった立場から、

しかけ絵本を 2つの部分で分けていた。さらに、「かたちで見る」部分のなか、「ブックレ

ット型」、「劇場型」、「ドールハウス型」、「メリーゴーラウンド型」、「展開型」といった 5

つの種類を分別した。筆者は本論と関連しているのは「かたちで見る」といった部分に分

類された「展開型」である。 

 読者がよく目にするのは「ブッ

クレット型」と「劇場型」が多い

だろう。しかし、本という書籍の

形態を思い切って楽しく裏切って

くれるのが、「展開型」といったか

たちである。単にページを繰ると

いう動作から解放される読者も本

の概念から自由になり、自身の空

想世界に思う存分遊ぶことができ

るからである28。なかでも《都市

公園（The City Park）》（26.4 ×

23.8 ×2 cm、1981年、図 18）が

有名な一冊である。本庄美千代が

『技法の歴史：開く、覗く、聞く、

動く絵本』及び佐久間保明が『現代のしかけ絵本』においてそれぞれ以下のように説明し

た。 

 

 メッゲンドルファーの傑作のひとつで、この作品では独自の技法を発明した。特

徴は切り抜きカット絵の接合にテープが使用されている点である。その接合部分の

向きを自由に変えることによってどこからでも眺められるしかけである。視覚的な

ピープ・ショー効果と立体的遠近感、組み立て方法のヴァリエーションなど子ども

のためのしかけ絵本の最高傑作。 

（本庄美千代編集・解題『技法の歴史：開く、覗く、聞く、動く絵本』武蔵野美術大学美術館、

2013年、26-7頁） 

 

 直訳すると「都市公園」となる、メッゲンドルファーによって 1890年頃に刊行さ

れた作品の英語版レプリカ（複製）。都市回廊とも言うべき内容を示しており、市街

に生活する人々の様々な局面が都市の光景として切り絵のように表現されている。

折り重なった部分を開いたのち、どのように置いてもいいので、透視図や俯瞰図と

しての体感をはじめ自由な楽しみ方ができる。19世紀の都市に形成された活力ある

                             
28佐久間保明 構成•解説『現代のしかけ絵本』 武蔵野美術大学美術資料図書館、2007年、10頁。 

図 18メッゲンドルファー《都市公園》26.4× 23.8× 2 cm、 

  1981年 
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図 19 大量のセルが上下に重なる際、 
同色の 2つの円は異なるように見える。 

市民社会を、そこに住む人々が謳歌していたとわかるような作品である。 

（佐久間保明構成•解説『現代のしかけ絵本』武蔵野美術大学美術資料図書館、2007年、36頁） 

 

 この内容から《都市公園》という展開型しかけ絵本はピープ・ショーの視覚的特徴を継

承しつつあり、切り抜きカット絵（パネル状ページ）を自由に配置できるようにした。い

いかえれば、ローター・メッゲンドルファー（Lothar Meggendorfer,1847-1925年）が制

作した《都市公園》はピープ・ショーの仕組みにおける「解体と再構築」の実験であろう。 

 また、本論は《都市公園》における「透視図や俯瞰図としての体感をはじめ（視点変換

ができる）」、「折り重なった部分を開く（多視点、間隔をあける）」、「どのように配置して

もいい（自由配置）」といった特徴に注目したい。これらの特徴は舞台装置とピープ・ショ

ーにおいて記述した３つの特徴と比較すれば、その違いは明白であろう。舞台装置とピー

プ・ショーの制作者は鑑賞者に「レイヤー構造」を利用したことを隠すことことに対し、

展開型しかけ絵本の制作者は「レイヤー構造」を利用したこと（仕組み）を鑑賞者に示す

ことにより、鑑賞者が作品を楽しむことができる。つまり、鑑賞者が《都市公園》を鑑賞

する際、鑑賞者にとってページは「反映的存在」である。 

 

 

 

 

 

１－３ セル・アニメーション、マルチプレーン・カメラ 

 

アニメーションの制作者は「セ

ルロイド板／celluloid（以下、セ

ル）」を選んだ。セルは「透明であ

る」という特徴を活かし、元画面

を構成する各要素に分かれ、別々

のセルに各要素を描くことができ

る。つまり必要に応じて各要素が

描かれたセルを上下に重ねること

ができる29。セル画がもつ「レイ

ヤー構造」の特徴はコンピュータ

を利用した Psの「レイヤー構造」

に影響を加えたと考えられる。 

 しかし、透明なセルを好きなように重なるわけにはいかない。それは「透明である」と

いっても、物質的な（マテリアル、厚みなど）原因で、一度に数多くのセルを使用すると

透明な状態を保つことができなくなるからである（図 1930）。実際、一般的にアニメーター

                             
29「How Walt Disney Cartoons Are Made (Burbank version)」http://www.youtube.com/watch?v=ycU8BhfEs_I 

2014年1月12日アクセス。 
30「History of Cel Animation」」http://www.youtube.com/watch?v=dRKWRMbTvWs、2014年 1月 12日アクセス。 
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たちは画面を構成するために使用されたセルの枚数を一定の範囲から越えないように制作

している。 

  

 セル・アニメーションの制作プロセスにおい

て撮影は必要なステップである。おもにタイム

シートに指定されたタイミングをもとに撮影が

行われる。撮影に使用するカメラは撮影セット

の一番上に固定され、背景とセル（複数の場合

も含む）が上下に重なった結果を一コマ一コマ

撮影していく（図 2031）。その結果はフィルムに

記録される。つまり、コマ撮りといった手法を

用い静止画像に時間軸を加えるステップである。 

 

 カメラを用い撮影を行う際に「背景部分にズームイン（アウト）のカメラワークを表現

するとき、画面に描かれた全ての要素が同時に変化する」といった問題にウォルト・ディ

ズニーが注目した。「奥行き感を正確に表現できない問題（図 2132）」を解決するため、彼

はマルチプレーン・カメラを開発したといわれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大口孝之は著書『コンピュータ・グラィックスの歴史』におい

て、マルチプレーン・カメラ（図 22）33を以下のよう記述した。 

 

【マルチプレーン撮影】 

 背景画とセル画、及びブック（セルより上に重ねる切り抜か

れた背景画）を、間隔を空けて何層にも重ね、それぞれの移動

速度やフォーカスの位置などによって、立体的な効果を表現す

る手法のこと。 

（大口孝之『コンピュータ・グラィックスの歴史』、フィルム

アート社、2009年、241頁） 

 

                             
31「Disneyland - 3.16 - Tricks of Our Trade」http://www.youtube.com/watch?v=Mjg2LAREin4 

2013年 8月 20日アクセス 
32同、2013年 8月 20日アクセス。 
33島崎清彦『白雪姫の出来るまで』日本大学芸術学部図書館所蔵、1938年、91頁 

 

図 20  背景の上にセルを合わせ、 
上に設置されたカメラで撮影する。 

図 21  奥行き感を正確に表現されてない。画面を構成する各要素が同時に拡大することが問題となった。 

図 22  マルチプレーン• 

    カメラの構造 
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 ウォルト・ディズニーは「図 20」として挙げられた風景の絵画（背景部分）を遠近関係

に従い、画面を構成する要素を 4つの部分に分けた。4枚のプレーンに各要素を配置した。

撮影カメラに一番近い 1枚目のプレーンには木、手前の道路、柵を配置し、次に 2枚目の

プレーンには田んぼ、道路、民家を配置した。3枚目のプレーンには遠くにある山を配置

し、4枚目のプレーンには月と空を配置した。各プレーンの間に一定の距離を保っている。 

 マルチプレーン・カメラを利用した結果「ズームイン（アウト）」、「パン」などのカメラ

ワークを表現する際、画面を構成する各要素が同時に変化せずに、より正確に奥行き感が

表現できるようになる（図 2334）。ズームと視軸上の奥行き感を求めること以外に、各プレ

ーンに対する照明の違い、使い分けも可能となった。また、レンズの焦点（被写界深度）

の調節も可能となり、アウト・フォーカス効果も得られる。さらに、移動撮影効果を行う

場合にも、背景の動きに従って移動するから前景へはトラッキング・アップの効果を生む

と同時、背景に対しては実景を撮影するときと同じ遠近感をもたらすことができる35。 

 

 撮影カメラを一番上に固定すること（特徴１、視点）、同時に多数のセル画を使用し、各

セル画の間に距離を保つこと、個別にコントロールできること（特徴２、立体的空間の構

成方式）、もちろん作品のなかでは観客にマルチプレーン•カメラの構造（存在）を隠して

いる（特徴３、隠避的構造）。 

 

 マルチプレーン・カメラにお

ける 3つの特徴は前述した舞台

装置とピープ・ショーの特徴と

一致することが見えてくるだろ

う。 

 以上、セル・アニメーション

の制作について、含まれるレイ

ヤー構造をまとめた内容である。 

 ここまで取り上げた舞台装置、

ピープ•ショー、セル・アニメー

ション、マルチプレーン・カメ

ラには限られた空間のなかで、

鑑賞者により正確な奥行き感を

与えるため、「レイヤー構造」を

利用した特徴が含まれているこ

とが明白となり、そして鑑賞者にとって「レイヤー構造」は「透明的存在」である特徴も

浮かび上がる。 

 

 

                             
34「Disneyland - 3.16 - Tricks of Our Trade」http://www.youtube.com/watch?v=Mjg2LAREin4、 

 ウォルト・ディズニーの解説に基づき、筆者が作成した内容である、2013年 8月 20日アクセス。 
35島崎清彦『白雪姫の出来るまで』日本大学芸術学部図書館所蔵、1938年、91頁 

図 23 各要素を 4枚のプレーンに分けて配置する（左）。 
マルチプレーン•カメラを利用した「ズームイン」の結果で
ある。各要素がそれぞれに拡大し、一番遠い「月と空」は、

ほとんど拡大されていない（右）。 
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１−４ オプティカル・プリンターとフィルムのマスク合成 

 

 ポーランド出身の映像作家ズビクニュー・リプチンスキー（Zbignew Rybczynski,1949

年〜 以下、リプチンスキー）が制作した《タンゴ（TANGO）》（1980年、35mm short film, 

8:14, SMFF Se-Ma-For Lodz, Poland 以下、日本語タイトルのみ、図 24）36はオプティカ

ル・プリンターを利用した代表作であろう。 

 登場する 36人のキャラクターが一つの部屋に出入りし、同じ動きを繰り返し重なってい

くという内容のフィルム作品である。リプチンスキーのホームページにはつぎの解説が掲

載されている37。 

 

 異なるライフステージから来た

36人のキャラクターが異なる時間

を表現した。ループしている動き

で一つの部屋のなかで相互干渉し

あい一台の固定カメラを通して観

察できる。私は 16,000枚のセルマ

ットを手で描き一台のオプティカ

ル・プリンターを用い数十万コマ

を作り出した。 

 

 フィルムにエフェクトやマスクを

付け加えるのにオプティカル・プリンター（Optical Printer）は欠かせない存在である。

オプティカル・プリンターの原点は早期のプロジェクション・プリンター（Projection 

Printer）というマシーンを改良したことにあり、さまざまな特殊効果（special visual 

effects）を作り出すのに用いられる。 

 1929年、リンウッド（Linwood G.Dunn,1904-1998年）はプロジェクターとモーション・

ピクチャー・カメラ（motion picture camera）を組み合わせたことにより最初のオプティ

カル・プリンターが構成され、映画《Ringside》(1929)に使われた。1930年代からこの技

術により、シーンからシーンへのトランジション（例えば、ワイプ、プッシュ・オフー）

及びさまざまなイメージの修正や変形がフィルムに表現できるようになった。 

 1946年に彼はロサンゼルスにあるハリウッド社（Hollywood Film Enterprises）によっ

て生産されたオプティカル・プリンターのマス・プロダクト・システムである Aome-Dunn 

Printerで特許をとった。このマシーンは一台のカメラを利用しプリント・ヘッド（Print 

Head）に通るフィルムを、一コマ一コマで再撮影（rephotography）する。カメラとプリン

ター・ヘッドの位置は正確にコントロールできるためレールに設置され水平と垂直方向に

調整することができる。アニメーションの制作に使われる場合オプティカル・プリンター

                             
36リプチンスキー《Tango》http://www.zbigvision.com/Tango.html 2013年 9月 10日アクセス 
37同、以下は掲載している原文（一部）である、2013年 9月 10日アクセス 

 Thirty-six characters from different stages of life - representations of different times - interact in one 

room, moving in loops, observed by a static camera. I had to draw and paint about 16.000 cell-mattes, and make 

several hundred thousand exposures on an optical printer.  

図 24  《タンゴ》のスクリーンショット 
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は同じフィルムストリップ（filmstrip）を繰り返し露光することができ、また複数のソー

スを単一のフレームのなかに合成できる。 

 オプティカル・プリンターを利用することにより、写真のマテリアルはプラスチック・

メディアとなり、一連のイメージ（imagery）のように取り扱うことができる。また同じ方

法でグラフィックスと融合し、通常のアニメーションのように操作することできるように

なる。オプティカル・プリンターは再撮影（rephotography）のプロセスに基づき、その機

能は以下のように要約することができる。 

 

（１）全画面の変換 

   停止 

   スーパーインポーズ／ディゾルブ／フェード 

   垂直／水平 反転 

 

（２）タイム・ベースの変換 

   ループ 

   スピードの変化 

        （動きのスピードを減速／加速する） 

   リシークエンス（resequencing） 

        （早送り、巻き戻し、インタレース、フリッカ） 

 

（３）画面の変換 

   パン 

   ズーム 

   コンポジティング（文字、記号の追加を含む） 

   再フレーム化、切り取り 

 

 プリンターにより、作り出したオプティカ

ル・エフェクトは「スーパーインポーズ・タ

イプ」と「マスク合成・タイプ」という２つ

のグループに分類できる。「スーパーインポー

ズ・タイプ」の場合、多重露光（overprinting）

することにより、２つの異なるイメージを同

じフレームに納まるエフェクトをベースにし

ている。フェードやディゾルブはこのタイプのプロセスに分類できる38。 

 本論において「マスク合成・タイプ」に注目したい。同じタイミングでプリント・ヘッ

ドに、すでに完成（現像）したフィルム素材とマスク部分となるフィルム素材を通させる

必要がある（図 2539）。マスク部分では、おもに「白黒マスクとブルーバックによるマスク」

                             
38 Michael Betancourt, “The History of Motion Graphics,” Optical printing, United States of America, 2013,36-9     

39 ibid.,36  

図 25 オプティカル・プリンターの構成 



 22 

という２種類にわけることができる。また、２種類のマスクには「ステーショナリーマッ

ト（固定マスク）やトラベリングマット（移動マスク）」がある。とりわけ、ステーショナ

リーマットは名前とおり、マスクが変化しない場合に使われている。マスクがつねに変化

している場合、トラベリングマット（移動マスク）を利用することができる。《タンゴ》の

制作においてリプチンスキーが手描きのセルマットを利用したと述べ、そのセルマットは

一コマ一コマで登場するキャラクターの輪郭や動きを切り取るため、白黒のトラベリング

マット（移動マスク）を利用したことにつながる。 

 白黒のセルマットのほかに、ブルーバック（blue background）という手法を利用するこ

とがある。青い背景の前で人物などの撮影を行い、ブルーの部分は後に行うマスク合成処

理において別の素材に入れ替えることができる。モノクロフィルムを利用する場合、ブル

ーに対する感度が鈍いフィルムを使い、ブルーの部分が真っ暗に写る。そのフィルムを適

正な露出で、リスフィルム（超硬調のフィルム）に転写すると、ブルーの部分とそれ以外

の部分とを区別するマスクを作ることができる。オプティカル・プリンターを利用した合

成を行い、マスクにより切り出した部分と別のフッテージをはめこんで合成することがで

きる。カラー・フィルムを利用する場合、ブルーバックによるマスク合成のプロセスは複

雑となるが、基本的にはマスク部分を「白黒マスク」に置き換えるという特徴は変わらな

い。おもなプロセスは以下のようにまとめてみる（図 26）40。 

 

１、ブルースクリーンの前にキャラクター（俳

優などの被写体）を撮影する。 

 

２、撮影したカラーポジフィルムを、オレン

ジ色のフィルターを利用しオプティカ

ル・プリンターで撮影する。この際用い

るフィルムはオルソマチックタイプのハ

イコントラスト・モノクロ・フィルムで

ある。これによって露光、現像されたフ

ィルムは「透明背景にネガ像（キャラク

ターのハイライト部分、黒とグレースケ

ール）」という状態である。 

 

３、次に撮影したカラーネガフィルムを、青

フィルターを利用しハイコントラスト・

モノクロ・フィルムに露光する。これに

よって、「透明背景にポジ像（キャラク

ターのハイライト以外の部分、黒とグレ

ースケール）」という状態となり、ハイコントラストフィルムが完成する。 

                             
40ウィキペディア「ブルーバック」http://ja.wikipedia.org/wiki/ブルーバック、2014年 12月 21に日アクセス 

図 26 ブルーバックによるマスク合成プロセス 

           キャラクターはリンゴであ
る 
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４、２と３で作成したハイコントラスト・モノクロ・フィルムを2枚重ねると、両者背景は

透明であり、キャラクターだけのポジマスク（キャラクター＝黒、背景＝透明）が出

来上がる。これを適切な露出で、撮影しキャラクターのネガマスク（キャラクター＝

白、背景＝透明）が作成される。またこのマスクをネガポジ反転することで背景だけ

が透けたポジマスク（透明背景にリンゴのシルエット状態）が出来上がる。 

 

５、背景素材、ポジマスク、ネガマスク、キャラクターのカラーポジを合わせて撮影を行

う結果、キャラクターが背景にあるように合成できる。 

(１)カメラに近いプロジェクターにポジマスクを掛け、カメラから遠いプロジェクタ

ーに背景のマスターポジを掛けて撮影する。撮影されたフィルムをこの時点で現

像すればキャラクターの部分が黒となり未露光であるから。 

(２)カメラ内のフィルムを巻き戻す。 

(３)背景のマスターポジを外す。ネガマスクを装着する。 

(４)手前のポジマスクを外し、キャラクターのマスターポジを装着する。 

(５)ネガマスクは動かさずに、キャラクターのマスターポジの位置を微調整し撮影を

行いキャラクターと背景が合成されたフィルムが出来上がる。 

 

 もっと複雑な合成においてプリント・ヘッドに複数本のフィルムを同時に通す必要があ

る。オプティカル・プリンターの処理プロセスは前述したキアロスクーロ木版画の制作プ

ロセスとフォトモンタージュの再撮影のプロセスを融合したといえるだろう。複数本のフ

ィルムやマスクは合成用の素材となり、「一本の素材（フィルムもしくはマスク）」は「一

つのレイヤー」であると考えれば、プリント・ヘッドに存在する「レイヤー構造」はレン

ズを通して記録ポジフィルムにコンポジットされる。オプティカル・プリンターにおける

マスク合成は以降のヴィデオ合成に影響を与え、さらに、コンピュータを利用したデジタ

ル合成にも継承されている。 

 

 

 

 

 

１−５ ヴィデオ・スイッチャーとキー合成 

 

 1970年代から、ヴィデオがフィルムと同様に映像表現に利用され、両者において、エド

モン・クーショは以下のように述べている。 

 

 電子イメージは、映画イメージと同様、形態的に、光学に基づく象形的体系に属

する。しかし、“スキャニング”（走査）と言う新しい録画技術を利用する点が特徴

的である。走査原理の発見は 19 世紀に遡るが、光学投影からできたイメージを平

行線に分解するプロセスである。 

（風間正『現代映像芸術論』、出版文化研究会、2007年、41頁） 
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 エドモン・クーショのほか、ウッディ・ヴァスルカ（本名：Bohuslav Peter Vasulka: 

1937年〜、チェコ）は「ヴィデオはフィルムを否定する」と、以下のように述べた。 

 

 映像を記録してそれを有線で別の場所へと送ることができる。つまり、ある地

点から別の地点へと放送できるという考えかた、この究極的な超越性――マジッ

ク――という着想、イメージを含むように組織された信号、（……）このことに

対するユートピア的概念が存在することは、私にとって明白でした。 

（クリス・メイ＝アンドリュース『ヴィデオ・アートの歴史』伊奈新祐訳、 

三元社、2013年、121頁） 

 

 ダニエル・リーヴス（Daniel Reeves,1944年〜）はヴィデオの即時性について、以下の

ように述べた。 

 

 私は、ヴィデオ・カメラ（ある種の制約はあるが）ペンやブラシ、彫刻の道具

と同じように直接使えるツールとなりうるのだと感じることによって、本当に魅

了され夢中になりました（……）3/4 インチ U マチック・デッキはかなり扱いづ

らいものでしたが、私はいまカメラをもって出かけられることがわかりました。

しかし、扱いにくいか否かにかかわらず、バックパックとカメラを携えて出かけ

れば、まさにその場で対象をカメラに収め、見たいものを選べば、すぐにその場

で確認することができました。 

（前掲書、117頁） 

 

 1970年代のなかばから、さまざまな理由によりヴィデオ・アートの実践はフィルムと区

別される。多くのアーティストは、フィルムからヴィデオに切り替えることを選んだが、

フィルム経験から得られたスキル

と感性をヴィデオに持ち込んだ41。 

 ビル・ヴィオラが制作した《反

映するプール（The Reflecting 

Pool）》42（1977-79 年、ヴィデオ

テープ、カラー、モノラル・サウ

ンド、７分）やリプチンスキーが

制作した《階段（Steps）》（1987

年、35mm／video、カラー、26分）

はその好例である。 

 《反映するプール》（図 27）は

ヴィオラが初期に制作したヴィデ

オ・アート作品である。 

                             
41 クリス・メイ＝アンドリュース『ヴィデオ・アートの歴史』伊奈新祐訳、三元社、2013年、115-6頁 

42 《The Reflecting Pool》というタイトルについて、複数の翻訳がある。本論では、《反映するプール》に統一する。 

図 27《反映するプール（The Reflecting Pool）》スクリーンショット

1977-79年 
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 2006年、東京の森美術館にて開催された展覧会「ビル・ヴィオラ はつゆめ」のカタロ

グにおいて以下のように記述している。 

 

 一人の男がもりのなかから現れ、池の前にたつ。男は叫び声とともに飛び

跳ね、時間が突然停止する。水面上に映る像が動き、小さく浪が揺れるのを

除いて、すべてのものは静止したままになる。やがて男の姿は画面から消え

る。池のなかに時が閉じ込められたかのように、何が起きているのかは水面

の映り込みしか見ることができない。最後に男は池から姿を現し、森へと消

えていく。この作品はある男が自然界に姿を現し、虚像と間接知覚の世界の

洗礼を受けるさまを描いている。 

（展覧会カタログ『ビル・ヴィオラ はつゆめ』森美術館、納屋嘉人、 

 2006年、44頁） 

 

 作品制作について、クリス・メイ＝アンドリュースは著書において。以下のように記述

している。 

 

 1977 年から 1979 年にかけて、ヴィオラは、ヴィリアム・ブレイク（William 

Blake,）、P.D.ウスペンスキー（P.D.Ouspensky）、ジャラル・アルディン・ルミ

ー（Jalal al-Din Rumi）、老子（Lao Zi）といった幻想的神秘主義的な文学にま

すます興味をもつようになった。これと同時期にヴィオラは「見えないもの」に

関するアイデアを表現することができるメディアとして、もしくは目に見える現

象とそれらの背後にあるエネルギーの力との間のギャップに橋渡しをするため

の手段としてのヴィデオの概念を発展させた。（中略） 

 ヴィオラは、「光景（Views）」ではなく、むしろ「場（Fields）」を観察し記録

するために、固定した静止カメラの使用を認めている。（中略）  

 作品ではエネルギーの神秘的な変化を現すためにヴィデオ技術が用いられて

いる。ヴィオラは人間と自然の相互作用の時間的連続性を操作している。それら

の関係性を演出するために、リニアな時間をフリーズし、逆転し、矛盾を作り出

す。（中略） 

 慎重にシンプルな電子的なマスクを用いて、ヴィオラは、ヴィデオ画面を上部

の動作と反射像が対応しないふたつの別の時間枠に分断した。プールの表面は、

もはや人間の動作を単に反映するのではなく、テレビ画面の枠内では統一された

ままであるが、一時的に分断された別々の世界となる。 

（クリス・メイ＝アンドリュース、前掲書、伊奈新祐訳、117頁） 

 

 ヴィオラは自分のコンセプトを表現するため、「シンプルな電子的なマスク」を利用し、

画面を上下に分断した。彼は制作段階において「フィルムの合成に使われた白黒のステー

ショナリーマット（固定マスク）」のような技法をヴィデオのキー合成（ルミナンスキー43、

                             
43 ヴィデオ信号の明るさ（白と黒）の構成要素。0ボルトは黒に対応し、1ボルトは白に対応する。その間の段階がグ

レーの階調となる。通常は「1vpp(volt peak to peak)」と記述される。同、366頁 



 26 

もしくは外部キー）にも利用したと推測できるだろう。この場合、「上部の映像、白黒マ

スク、下部の映像」という３種類のヴィデオ信号をミキシングしたと考えられる。 

 前述したようにフィルムにおけるマスク合成がもつ特徴や技術はヴィデオの合成に影響

を与えた。ヴィデオの場合、エフェクトや合成にはヴィデオ・スイッチャーが欠かせない

存在であろう。例えばフィルムにおいてブルーバックによるマスク処理のプロセスが複雑

で「骨が折れる作業」といえよう。ヴィデオ・スイッチャーに頼ったクロマキー（chromakey）

技術44はフィルムに使われた、ブルーバックによるマスクの技術を活かし、キーヤーに取

り除く色（通常はブルーかグリーンかの背景色）を指定することによりアルファチャンネ

ルが作成され、即時に別の映像素材と合成できる。 

 

 

 リプチンスキーは制作した《階段（Steps）》はその好例であり（図 28）、ホームページ

には作品について、つぎの解説が掲載されている。 

 

 あるテレビスタジオで、かの有名な『戦艦ポチョムキン』のオデッサの階段のシ

ーンを新しいバーションで撮影するための準備が整っている。コンピュータがこの

実験に参加するためにサンプルになるアメリカ人を選びだし、彼らは政府の代理人

によって統率されている。この人々の集団（カラー）は、自分たちが映画の中の人

物（モノクロ）と共演していることに気づく。映画の中の人物たちはコサック兵に

ブーツでふみつけにされ、階段を逃げ降りる人々によって押し倒される。この出来

事の「生きた」目撃者であるアメリカ人観光客は、罪のない市民を殺す兵士を前に

しても、落ち着き払って写真を撮ったり、ハンバーガーを食べたりし続ける。この

虐殺から唯一逃れた乳母車の赤ん坊の笑顔（カラー）の上にエンド・クレジットが

流れる。 

 （中略）考慮しなくてはいけない技術上の問題が無数にあり、撮影に13日間かか

った。多くの要素がこの作品の進行を決定づけたが、私にとって最も重要だったの

は、時間の実験である。テクノロジーは、ものごとを描写し、感情や出来事への動

きを作り出す。それらに時間を与えるのである。私は現在をとらえようとしていた

が、その現在は未来に存在していた。それゆえ、私はある意味ではエイゼンシュタ

インの映像に1925年から入っていくことができた。私は時間をさかのぼって旅をし

ていたと言えるし、過去とコラボレーションしていたとも言える。私は一見して分

かるような素材を必要としていたが、これにはエイゼンシュタインは完璧だった。

                             
44複数のヴィデオ・ソース間で電子的なミキシングを行い、どれかひとつの映像ソースからのイメージによって置き換

えることができる。 同、362頁 

図 28 リプチンスキー、《階段（Steps）》 
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「オデッサの階段」は類いまれなるシーンであり、短くて、象徴的だ。人々が走っ

ていたり、兵士が銃を撃っていたり、幾何学的なシーンでもある。そこにはドラマ

があり、始まりと終わりがある。『階段』はテクノロジーがいかに変化したかを示

しているし、またテクノロジーそのものについての映画でもある。私は7台のフィル

ム・カメラと4台のヴィデオ・カメラと限りない数のケーブルやワイヤーを持ってい

た。最も興味深かったのは、撮影中にこれらのイメージを見ることだった。それゆ

え、映像は現在に結びついたにもかかわらず、これらのテクノロジーを使っていた

私は過去の一部だった45。 

 （中略）映画のなかの登場人物と互いに影響（interact）し合うような演出がで

きるため、ブルー・ステージで撮影した俳優の素材をキーイングしポジ・フッテー

ジとしてレイヤーに割り当てる。（中略）11日の間で350カットのマルチ・イメージ・

スペシャル・エフィクトをすばやく仕上げた。アルチマット・ユニット（Ultimatte 

Unit）、アンペックス・オプティクス・イメージ・ムーバー（Optics image mover）、

手描きマットを利用し、そしてライブでスイッチャーの担当者もいる。この作品の

サウンド・エフェクト、録画と編集といったポスト・プロダクションは一日で同時

に完成した46。 

 

 この作品は同時に、フィルムとヴィデオを利用し制作（撮影）を行ったためさまざまな

合成システムを利用し、「俳優レイヤー、マスク・レイヤー、原作映画レイヤー」にまと

めることができる。「俳優の映像はカラーであり、原作映画は白黒である」という特徴を

利用し、鑑賞者には作品に含まれるレイヤー構造を明白に示している。 

 前述したように、ヴィデオ・スイッチャーはヴィデオ・アーティストにとって重要であ

る。スウェーデンのアーティストであるトゥーレ・ショーランダー（Ture Sjölander, 1937

年〜）たちが仮設のヴィデオ映像スイッチャーを構築したことをはじめ、ナムジュン・パ

イクと阿部修也など、多数のアーティストとエンジニアにより開発された。本節において

すべての開発者とその作品をまとめることが不可能であるが、ここでは、ウッディ・ヴァ

スルカの活動に注目したい。 

 

 スタイナとウッディのヴァスルカ夫妻はアメリカで映像操作技術の実験を行ったもっと

も多作で重要なヴィデオ・アーティストである。1970年代に多くの電子工学のエンジニア

やメーカーと恊働し、メディア固有の言語を探求し、展開するために設計された、さまざ

まな特殊な機器を開発した。 

 1973 年に開発した――異なるヴィデオ映像を６つまでのレイヤーに割り当てることが

でき、前景／後景の関係を操作可能にする装置である――「マルチキーヤー」のほかに、

1974年ヴァスルカ夫妻はラット／エトラ・スキャン・プロセッサをはじめとする機器によ

り、きわめて明確に特定された分析的目的をもって、制作することができた。この年で制

                             
45 イメージフォーム「ズビグ・リプチンスキー コレクション」http://www.imageforum.co.jp/zbig/vol2.html  

においてリプチンスキーのホームページを翻訳した内容を引用する。2014年 12月 24日 
46「Steps」http://www.zbigvision.com、掲載された内容を参考し筆者が翻訳した内容である。 

2014年 12月 24日アクセス 
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作した作品《C トレンド》においてウッディ・ヴァスルカはラット／エトラ・スキャン・

プロセッサを利用し――入力ヴィデオの輝度が高度を決定しより明るい部分が走査線を上

に「引き上げる」要因となり、その他の合成波形と組み合わされたとき、ラスターは三次

元的な等高線図を形成する――ジェフリー・シアー（Jeffrey Schier）が呼んでいる「ヴ

ァスルカ効果（Vasulka Effect）」により、都市の交通の流れを捉えたヴィデオ映像に操作

を加え、ヴィデオ・オブジェクトが生成される（図 29）47。 

 

 そして1974年から1975年まで制作した作品《電子映像の時間／エネルギー構造

（Time/Energy Structure of the Electronic Image）》はラット／エトラ・スキャン・プ

ロセッサだけを利用した。ウッディ・ヴァスルカはこの作品について「即興的な様式は、

厳格な心理的スクリプトや電子映像のフレーム構造に関する強固な概念よりも、重要では

なくなってきた。時間／エネルギー・オブジェクトとそのプログラム可能な構成要素、す

なわち波形に対する認識へと力点が移行した」と述べている。確かにヴァスルカは、これ

までの「レンズベースの映像」という制約から解放された新たな視覚言語を確立するため、

スキャン・プロセッサによる映像操作能力を体系的に探求している48。 

 ヴァスルカ夫妻はスキャン・プロセッサ以外、作品にヴィデオ・キーヤーという装置も

利用し、《マトリックス・シリーズ（Matrix Series）》という連作を展開していく。ヴィデ

オ・キーヤーは複数のオーディオ信号とヴィデオ信号を組み合わせ、多層構造のイメージ

と音声による作品の制作ができる。《マトリックス・シリーズ（Matrix Series）》では20

台のモニターが「ヴィデオ配列（video array）」にして、複数のモニターの画面を横切っ

て同期した水平波のなかを移動する抽象形態が表示される49。 

 ここまで、ヴィデオ・アーティストたちはヴィデオスイッチャー・とシンセサイザーの

技術により、さまざまな実践を行ったことを記述した。1980年以降、コンピュータ技術が

発達してきたことによりフィルムとヴィデオにおけるボーダーレス化を促し、両者の特徴

はコンピュータに収斂されつつあり、ソフトウェアのインタフェースや機能として再確認

することができる。また、本節では、取り上げたアーティストたちの作品において、「レン

                             
47クリス・メイ＝アンドリュース、前掲書、175-6頁  
48同、178頁 
49同、178-9頁 

図 29  ウッディ・ヴァスルカ《Cトレンド》、1974年 
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ズベースの映像」という制約から解放された、新たな視覚言語を確立するためさまざまな

側面から実験してきたことは共通している特徴である。 

 

 

 

 

 

１−６ まとめ 「透明性の戦略」と「反映性の戦略」 

 

 アメリカの美術批評家ロザリンド・E・クラウス（Rosalind E. Krauss,1941年〜）は 2000

年頃に――1970年代以降、芸術作品の制作において、さまざまなメディウムの領域横断的

に使用された状況に対し――「ポストメディウム」といった概念を提唱した。この概念は、

クレメント・グリーンバーグ（Clement Greenberg, 1901-1994年）による「モダニズム（芸

術表現はジャンルに固有のメディウムへと純化されるべきである）、メディウム・スペシ

フィシティ（Medium Specificity）」についての批評であった50。特に「ヴィデオ」の例

において、カメラ、スクリーン、写真、映画、テレビ、サウンドなど、多元的な要素の集

合体であり、モダニズムの概念では当てはまらないと考えられる。 

 本章の最後では「透明性の戦略と反映性の戦略」という観点から、ここまで取り上げた

キアロスクーロ木版画、コラージュとフォトモンタージュ、舞台装置、ピープ・ショー、

展開型しかけ絵本、セル・アニメーションとマルチプレーン・カメラ、実験映像作品（オ

プティカル・プリンター、ヴィデオ編集装置）に含まれる「レイヤー構造」をどのように

利用したかをまとめる。 

 ジェイ・ディヴィットボルター（Jay David Bolter,1951 年〜）とダイアン・グロマラ

（Diane Gromala,1960年〜）が著書『メディアは透明になるべきか』において「モダニズ

ム、ポストモダニズム」と「透明性の戦略、反映性の戦略」について以下のように説明し

ている。 

 

透明性の戦略 

今日の情報デザイナーがメディアは消えるべきだと信じている。理想的なインタフ

ェースは、データ世界への透明な窓だと確信しているのである。（中略）ユーザー

はインタフェースを意識しないことが期待されている。ユーザーはインタフェース

自体ではなく、それを通して内容を見るべき、ということだ。 

（ジェイ・ディヴィットボルター、ダイアン・グロマラ『メディアは透明になるべ

きか』田畑暁生訳、NTT出版社、2007年、50頁） 

 

反映性の戦略 

ルネサンス期から十九世紀まで、多くの画家たちが、“透明性”と別の戦略をとっ

てきた。（中略）ひねくれた、もしくは不可能な視点からの歪められた絵画やドロ

                             
50 門林岳史「ポストメディウム」http://artscape.jp/artword/index.php/ポストメディウム 

2015年 2月 8日 アクセス 
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イング。また、鏡を絵のなかに映っていたり、観客が絵の一部であることを暗示す

るような絵画作品も少なくない（Alpers 1983）。こうした技巧は、キャンバスを通

して描かれた世界を心地よく眺めることを妨害するだけではない。われわれに、絵

画がいかに世界を表現し、観客がいかにそのプロセスに関与するかということを考

えさせるのだ。 

 二十世紀の美術とデザインでは、透明性へのオルタナティブは、より数も増え、

影響力も増した。（中略）明快さをもとめるだけではなく、絵画やデザインを“通

して”見るという自己満足的態度からわれわれを覚醒させるために、複雑でインパ

クトのあるイメージを作りたいとする欲求もあった。アーティストたちをコラージ

ュという技巧にむかあわせたのはこの欲求のほうだ。絵画、版画、写真といった異

なったメディアによってつくられたイメージをレイヤー化するさまざまな技巧に

も、コラージュという言葉は拡大してつかわれる。コラージュも、モダンニズムに

特有の技巧と呼ばれてきたが、チヒョルトらのクールで明快なモダニズムには属し

ていない。むしろ、未来派やダダ、レトリスムらによる、改良された（即興的な）

モダニズムに属している。これらのモダニストたちは、絵画の表面について、創造

のプロセスについて、見る人に考えさせるという立場をとっており、彼らのデザイ

ンは折衷的・多重的である。こうした傾向は、モダニズムが多様的なポストモダニ

ズムに取って代わられる一九六〇年代以降にも引き継がれた。（中略）透明性の戦

略は今日の大衆文化（劇映画やテレビドラマ、テレビニュースなど）で顕著だが、

メディアで飽和したわれわれの社会にあって、それへの対抗軸も次第に人心を得て

いるのだ。 

（前掲書、93-4頁） 

 

 『メディアは透明になるべきか』はデジタル・アート及びデザインを背景にした著作で

あるが、「反映性の戦略」において記述したように、「デジタル制作環境」は視覚文化の歴

史と切り離せず、さまざまなメディアの特徴を継承したことを指摘したから「透明性の戦

略と反映性の戦略」は本章において記述した内容にも援用できる。キアロスクーロ木版画、

舞台装置、セル・アニメーション、マルチプレーン・カメラに含まれる「レイヤー構造」

はレンズベース画像の特徴に従い「透明性の戦略」をとる。つまり、制作プロセスに使わ

れたレイヤー構造（インタフェース）を鑑賞者に隠し、鑑賞者は描かれた世界を心地よく

眺める。また、ピープ・ショーは前述したように「透明性の戦略と反映性の戦略」という

両者の間で、「透明性の戦略」に近づけようとしている。展開型しかけ絵本、コラージュと

フォトモンタージュ作品、実験映像作品（オプティカル・プリンター、ヴィデオ編集装置）

に含まれる「レイヤー構造」は二つの位相の間で行き来し揺動している。本論にとってこ

の「揺動性」は重要であり、後述する筆者の自作品に影響を与えた。 

 本章では「レイヤー構造」の歴史的に関連する内容を整理することができた。異なる時

代、異なる視覚装置、異なるメディアにおいて「レイヤー構造」が利用されていることを

明白にした。すでに前述したとおり、さまざまなメディアはコンピュータに収斂しつつあ

り、「レイヤー構造」もソフトウェアのインタフェースに応用されるのが周知のことであ

る。この状況に対し、マノヴィッチは著書『Software Takes Command』において、過去の
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さまざまなメディア・テクノロジーは、「メタ・メディウム」としてのコンピュータ上で、

ソフトウェアに実装されるようになり、その過程で以前は各々のメディアに独自に備わっ

ていた技法やツールが総合的なソフトウェア環境に取り込まれていく51。彼は「メディア

はソフトウェアになる」という結論を出した52。ソフトウェアが発達していくことや制作

者が横断的に利用することにより、異なる視覚メディア（visual media）が映像（moving 

image）に融合できるようになる。映像表現の可能性は「時間ベース（time-based）」から、

「コンポジティング・ベース（composition-based、Ae を利用する場合）」に展開し、バ

ーチャル 3D空間を利用すれば、「オブジェクト指向（object-oriented）」に到達できる

と、マノヴィッチは指摘した53。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
51 「訳者あとがき」（レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』堀 潤之訳、みすず書房、2013年、465頁）を 

 参照する。 
52 Lev Manovich, Software takes command, London: Bloomsbury Academic press, 2013, 156 
53 ibid., 295 
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第２章 ソフトウェアのインタフェースにおける「レイヤー構造」 

 

 

 本章では、Psを実例として取り上げ、コンピュータのさまざまな映像処理ソフトウェア

は、第１章において記述した「レイヤー構造」をデジタル化したこと、及び「コンポジテ

ィングの結果とレイヤー・パネルの関係」を記述する。そして Aeでは「3Dレイヤー機能」

と「カメラ・レイヤー機能」が設定できるため、制作者に「擬似的なバーチャル３D空間」

を提供したことにより、「コンポジティングの結果とタイムライン・パネルの関係」がど

のように変化してきたかを記述する。3DCGが提供した「真のバーチャル 3D空間」におい

て（Mayaの例）、必ず「レイヤー（インタフェース上）」を作成する必要がなくなり、コン

ポジティングの結果はレイヤー構造に制約されない。 

 Aeはバージョン 1.0（1993年リリース54）から、レイヤー機能をもっているが、Psはバ

ージョン 3.0（1994年リリース）から、レイヤー機能を追加された。1994年アドビ社は Ae

と Psを所有し、1995 年から Ae（バージョン 3.0）と Ps（バージョン 3.0）の連携が強化

され、Ae に Ps ファイルをコンポジションとして読み込めるようになり、静止画像を素材

として利用した動画像の制作には「Psから Aeへ」といった流れ（work follow）が生じる。

すなわち、Psファイルに含まれている「レイヤー構造」を保ち、Aeに読み込むことができ、

また、Aeで書き出した静止画像のデータは Psを利用し加工できる。さらに、Aeは Psが提

供した静止画像のデータだけではなく、文字、3Dモデリング、映像、サウンド、など「レ

イヤー」といったかたちで、さまざまな素材を読み込むことができる。 

 19世紀の末に発明された映画（cinema）は「動く写真（moving picture）」であるよう

に理解された。フィルムのフレーム（frame）を高速に再生することにより、鑑賞者には「画

像が動く」といった効果を与える。このコンセプトはヴィデオにも影響し、デジタル技術

を利用した動画像の制作にも当てはまる。例えば Aeの場合、「タイムライン・パネル」の

フレームレート（frame rate）を設定する必要があり、一定した速度（fps）で、フレーム

を再生することとなる。Aeはフィルムやヴィデオの特徴を継承し、一方、「3Dレイヤー（2.5

次元的な表現55）」と「カメラ・レイヤー」などの機能により、制作者には「擬似的なバ

ーチャル 3D空間」を提供した。「擬似的なバーチャル 3D空間」を利用した場合、フレー

ム（静止画像、あるいは動画像）は「空間のなかで配置されたオブジェクトである」よう

に、みなすことができる56。 

 3DCGソフトウェア（例：Maya、1998年にバージョン 1.0リリース、Osは windows NT57）

の場合、おもに「モデリングからスタートし、従来の映画の合成」や「CGアニメーション」

など、動画像の制作に利用される。Aeと比較し「アニメーションが作成できること」や「さ

まざまな素材をバーチャル 3D 空間のなかに読み込める」といった共通点がある。Ae と異

なる特徴は「読み込まれた素材を、レイヤーに変換せず、オブジェクトとして表示される

                             
54 ヴィキペディア「Adobe After Effects 」http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects 

 2015年 2月 8日 アクセス 
55 レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』堀 潤之訳、みすず書房、2013年、231-2頁。 
56 Lev Manovich, Software takes command, London: Bloomsbury Academic press, 2013, 294-5頁 
57 Auto desk「Maya 1.0/1.0.1 for Windows NT Qualification, March 1999」
http://download.autodesk.com/us/maya/qualcharts/nt_maya_1_x.html 2015年 2月 8日 アクセス 
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こと」であろう。また、制作者には「最も自由度が高いコンポジティングの環境を提供し

た」と理解でき、「オブジェクト指向の 3Dコンポジティング」の可能性を示した。 

 

 

 

 

２−１ Psのレイヤー 

 

 デジタル映像制作のプロセスにおいて「レイヤー（Layer）」は、よく知られている専門

用語である。風間正は『現代映像芸術論』において「レイヤー」という用語を以下のよう

に説明している。 

 

 従来のアニメーションにおける「セル」をデジタル化した概念であり、透

明な複数の板（レイヤー）を無限に生成することが可能な概念である。この

レイヤーによって、様々な画像を多重的に重ねるという手法が、現代では一

般的になっている。例を挙げれば、本来撮影された「リンゴ」と「リンゴの

影」は一体のものであったが、デジタル映像では、「リンゴ」と「リンゴの影」

は、別々のレイヤーで人工的に加工して、後に合成可能である。 

   （風間正、前掲書、145頁） 

  

 デジタル映像表現における「レイヤー」は前章において、記述したアナログ時代のアニ

メーション制作に欠かせない「セル」により「デジタル化」した結果であることを明白に

指摘している。また「様々な画像を多重的に重ねる手法」はキアロスクーロ木版画、コラ

ージュやフォトモンタージュに使われた手法にも関連している。 

 今日では「セル」の特徴や使い方を継承し、コンピュータを利用した画像及び動画像処

理を行っている。デジタル環境で画像をコンポジットする場合、制作者は画面を構成する

各要素を別々のレイヤーに配置することができる。各レイヤーにある要素の輪郭、切り抜

き、透明度などをコントロールし、削除や別の要素で置き換えることもできる。 

 風間はレイヤーを説明した後、「リンゴと影」の例を挙げた。筆者はこの例に基づき、 

Psを用い「机の上にリンゴがある」という画像を制作した（図 30）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 30  Photoshopの「レイヤー」によるデジタル合成の例である。 
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 1994年、アドビ社（Adobe）がリリースした Ps3.0から、レイヤーを追加した58。ソフト

ウェアが提供したインタフェースでは、左側（デフォルトの設定では右側にある）に「レ

イヤー・パネル」があり、右側の「画像ウィンドウ」にはコンポジットされた画像を常に

表示している。「レイヤー・パネル」に納められた複数のレイヤーがセルと同様に、最初は

透明な状態である。セルに描くことと同様に透明なレイヤーに画面を構成する各要素が置

かれる。「セルの場合使用する枚数に注意すること」と「撮影と現像といった過程を経ない

とその結果が確認できないこと」に対し、Psのレイヤーには「物質的な制限を持たず 100％

透明であり、画像ウィンドウを利用し即時に、コンポジティングの結果が確認できる。本

例では 3つのレイヤーを使用したが、制作の必要に応じてその数を増減することも可能で

ある。 

 レイヤーの数は好きなように使用し作業の結果もその場で確認ができることはデジタル

制作環境のメリットであると言えよう。このような作業環境はセル・アニメーション制作

に使用された「セル」の特徴を継承し「デジタル化」した結果であることが否定できない。

制作者にとって、レイヤーの「透明度をコントロールする」ことはもっとも重要であり、

よく使われている方法は以下のようにまとめる。 

 

１、画像を切り取る。削除された内容が占めていた部分が透明となる。 

 

２、一部の画像情報（色など）を選択し削除する。削除される部分は透明になる。 

 

３、レイヤー・パネルにある「透明度」の値を 0％と 100％の間で設定する。 

  0％の場合画像は完全的に透明となり、100％は不透明（画像の元の）な状態である。 

 

４、レイヤー・マスク機能を利用する。 

構造上の順位で、上のレイヤーに「マスク」を付け加える。「黒＝透明、白＝不透明、

グレー＝中間」という「決まり」に従い「マスク」に黒、白、グレーを塗り足してい

く。同時にこのレイヤーにある画像がマスクに塗り足された状態に応じて透明となる。

マスク機能により、上にある画像が透けて下の画像が表示される。 

 

５、アルファ・チャンネル 

画像の特定の領域に対して編集、分離、保護などの操作を行うときに、画像の一部を

保護する「マスク」として使用できる新規チャンネルのことである。画像ファイルの

透明状態をたもちながら、保存するのに使われる59。カラー・チャンネルのほかに追

加された、黒、白、グレーを利用した「マスク・チャンネル」である。 

 

 以上、画像処理において、おもに使われる「レイヤーの透明度をコントロールする方法」

                             
58 ウィキペディア「Adobe Photoshop」http://ja.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#cite_note-10 

2014年 12月 27日アクセス 

59 Photoshop Help「アルファチャンネルの使用方法」http://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/5779.html 

2014年12月27アクセス 

http://helpx.adobe.com/jp/photoshop.html
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を 5つまとめた。「レイヤー・マスク機能」において記述した「決まり」は、前章において

取り上げた「フィルム・マスク合成の特徴（白黒マスク）」を継承したことに違いない。 

 

 本論において「レイヤーの透明機能」のほかに「画像ウィンドウ」にある「画面を構成

する各要素の位置関係」と「レイヤー・パネル」にある「複数のレイヤーの上下関係」に

も注目したい。Psには「レイヤー・パネル」のなかで一番上にあるレイヤーが画像ウィン

ドウのなか、一番前（上）で表示される」という特徴がある。例えば「レイヤー・パネル」

にある「リンゴ（上）、影（中）、机（下）」の順番を「机（上）、リンゴ（中）、影（下）」

という順番に変更すれば、「画像ウィンドウ」では「机」だけ表示され「リンゴ」と「影」

は一番前（上）にある「机」に隠される（図 31）。 

 

 

 

 制作者は各要素を視軸上の前後（奥行き）の方向に沿って「前面と背面」という順番を

変更したい場合、前述したように必ず「レイヤー・パネル」にあるレイヤーの順番を変更

してから「画像ウィンドウ」のなかで結果を確認する必要がある。 

 以上の実例から、「レイヤー・パネル」に存在する「レイヤーの順番」はコンポジティン

グの結果を制約60（レイヤー・パネルを経由しないと画像の処理ができない）しているよ

うに理解できる。この「制約」の特徴はアドビ社がリリースした Aeにも現れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
60 後述において取り上げる 3Dコンポジティングと比較する。 

図 31 レイヤーの上下順番と表示の関係 
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２−２ 映像コンポジット・ソフトウェアのレイヤー構造 

 

２−２−１ Aeのレイヤー構造 

 デジタル映像制作プロセスに欠かせないレイヤー構造は映像コンポジット・ソフトウェ

アにも応用される。Aeのインタフェースでは、すべての素材（画像、動画像、文字、3D

オブジェクト、カメラ、ライトなど）を「レイヤー」といったかたちで「タイムライン・

パネル」にのせる。Aeは「キーフレーム（タイムライン、時間軸）を持った Ps」であり61、

Psのレイヤー構造を保ったままに素材として「タイムライン・パネル」に読み込むことが

できる（図 32）。 

 

基本的には、「タイムライン・パネル」のなかで、レイヤー（静止画像）の位置、回転、

スケール、透明度などのオプションに変化を加え、タイムラインに沿い「キーフレーム」

をつけることにより、静止画像を動画像にすることができる。もちろん「コンポジティン

グ・パネル」では、動画像の結果を即時に確認することができる。前述したように Aeは

Psの特徴を継承し、静止画に時間軸を加えることができるが、一方、Psに含まれる「画像

ウィンドウ」と「レイヤー・パネル」の間で存在する「制約」の特徴は「コンポジション・

パネル」と「タイムライン・パネル」の間でも反映される。 

 

例：複数の素材が視軸上の奥行き方向に沿い、関係を決めるための移動操作に対し 

 

                             
61 Lev Manovich, Software takes command, London: Bloomsbury Academic press, 2013, 289 

図 32  Adobe社の「After Effects」による映像コンポジティングの例である。 
   ①コンポジション・パネル  ②タイムライン・パネル 

① 

② 
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 通常のレイヤーを使用する場合、前述したように、「コンポジション・パネル」では素材

を直接に操作し前後の順番を変更することができない。必ず「タイムライン・パネル」で

各レイヤーの上下順番を変更しなければいけない（図 33）。 

 

 

 

以上の実例において左側では、「タイムライン・パネル」には「レッド、イエロー、ブル

ー、ホワイト」という上下順番をもつ４つのレイヤーがある。この上下順番に応じて「コ

ンポジション・パネル」にも同じ色と順番で重なる４枚のプレーン（平面）がある。右側

では、「タイムライン・パネル」で４つのレイヤーの上下順番を「イエロー、レッド、ホワ

イト、ブルー」というように変更した。「制約」の特徴があるから「コンポジション・パネ

ル」でもプレーン（平面）の前後関係が「イエロー、レッド、ホワイト、ブルー」という

順番に変更される。 

 

つぎでは、筆者が Psと Aeを利用し、制作した映像作品《私とファン・ゴッホの寝室》

〔１分、ステレオ、カラー、2004年〕について説明する。 

 

 

 

２−２−２ 《私とファン・ゴッホの寝室》（2004年） 

 

 筆者は来日前、家事の手伝いをおこなっていた。その中で今でも特に記憶にのこってい

る出来事が、家具を移動したことである。図書館に保管された画家ファン・ゴッホが描い

た《ファン・ゴッホの寝室》（57.5×74cm、1889年）を目にしたとき、この絵に描いてあ

る家具を動かしてみようと思ったのが最初の制作動機である。その頃リプチンスキーが制

作した《タンゴ》に含まれる「複数のキャラクターが登場すること」、「キャラクターのア

図 33 「タイムライン・パネル」でレイヤーの上下順番を変更する 

   ことによって「コンポジション・パネル」にある素材の前後関係が変わる。 
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クションがループしていること」及び

「撮影カメラが固定されていること」

と「大量のセルマットとコマを使用し

たこと」という特徴に影響された。ま

た、ハリウッドの VFX映画のコンポジ

ティング技術にも興味をもちはじめ、

コンポジティング作品を制作してみた

かった。家具の数が少ないため長さ１

分で「Aeを用いた実写と絵画のコンポ

ジティング映像作品」を制作すること

に決めた（図 34）。 

 制作プロセスは以下のようになる。 

 最初は Psを用い、スキャンした画像データを各要素に分けして編集する。そして Aeの

なかで、クロマキー技術を用い、撮影したキャラクターのアクションを抽出し、Psで処理

した画像データと合成する。Aeが Psのレイヤー構造を保ったままに読み込み、静止画で

ある絵画の各レイヤーにキーフレームをつける。「床、窓がある壁、両側の壁、奥にあるイ

ス、机、右側のベッド、手前にあるイス」といった順番で真っ白なスクリーン上に現れ、

静止画像を動画像にする。その動画像を背景にし、クロマキー技術で抽出したキャラクタ

ーのアクションを合わせる。１体のキャラクターのアクションを利用し、登場する人数と

おりに複製し、「コンポジション・パネル」で動画像をチェックしながら、「タイムライン・

パネル」のなかで各要素（壁、床、家具、複数のキャラクター）のレイヤー順番を上下に

入れ替える。そして、背景の動きに合わせ位置と大きさの変化にもキーフレームをつける

（図 35）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制作においてキャラクターの背景を透明にするためブルーバックを利用した撮影を行い

Aeのなかで「クロマキー」技術を利用した。この技術は前章の「フィルムのマスク合成」

において取り上げた「ブルーバックによるマスク合成」の影響を受け、「ヴィデオ・キーヤ

ーによるクロマキー技術」を継承したことにつながる。 

 前述したように《タンゴ》の影響を受けたので、本作品には「絵画の視点が固定してい

ることに合わせ、キャラクターを撮影するカメラを固定する」、「複数のキャラクターが登

場する」という特徴がある。また制作中ではソフトウェアのインタフェースにおいて「コ

ンポジション・パネル」と「タイムライン・パネル」の間にある「制約」といった 2Dコン

図 34 『私とファン•ゴッホの寝室』のスクリーンショット 

 

図 35 《私とファン•ゴッホの寝室》の制作プロセス 

Psスキャンしたデータを各要素に分け、 
              各レイヤーに割り当てる 

Aeで撮影したキャラクターのアクション（前景）と 
    Psで加工した原作の素材（背景）を合成する 
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ポジティングの特徴が「当然」であるよう受け入れ、制作を行うことに直面した。この状

況を考えつつ、作品の特徴をつぎの制作につながる課題に置き換えた。とりわけ、絵画の

視点が固定していることに合わせ、キャラクターを撮影用のカメラにも固定したこと、つ

まり、「視点変換」の表現が一つの課題である。複数のキャラクターが登場したが、複数の

レイヤーを用いたことが観客に暗示的に伝わり（透明性の戦略）、観客は複数のレイヤーを

用いられたことを考えなければならない。また 2Dコンポジティングを用いたため、各レイ

ヤーのもつアイデンティティが統合される。つまり、「多視点表現」がもう一つの課題であ

る。マノヴィッチは著書『ニューメディアの言語』においてこの 2つの課題に近い内容を

次のように指摘した62。 

 

 いったんすべての要素が出そうと、それらは合成されて単一のオブジェクトとな

る――つまり、それぞれの要素の個別のアイデンティティが見えなくなるような仕

方で、調整される。各要素の出所がさまざまで、別々の時間に別々の人たちによっ

て作られたということは隠される。その結果、継ぎ目のない単一の画像、音声、空

間、シーンが生まれるのである。 

 

 前述した「多視点の表現」や「視点変換の表現」といった 2つの課題のほかに Aeが提供

した「2Dコンポジティング」以外の「コンポジティング方法」を探りはじめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２−３ Aeの「3Dレイヤー」と「カメラ・レイヤー」 

 

 本論の「はじめに」おいて記述したように、2Dコンポジティング環境に「3Dレイヤーと

カメラ・レイヤー機能」を追加することにより、それまで平面のみだったアニメーション

を疑似的な立体空間で展開することが可能となった。Aeは映像コンポジティング・ソフト

ウェアでありながら、3DCGソフトウェアのバーチャル3D空間に近づいた。 

 前述した通り Aeは Psのレイヤー構造を保ったまま、それを素材として「タイムライン・

ウィンドウ」に読み込むことができる。各レイヤーに「3Dレイヤー機能」を加え、「コン

ポジション・パネル」にある素材を視軸の奥行き方向に沿って間隔をあけて配置すること

ができる。さらに「カメラ・レイヤー」を作成し、バーチャル・カメラで各レイヤーの画

像を俯瞰することができる。3Dレイヤーとカメラ・レイヤーを活かし、制作者は前記した

                             
62レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』堀潤之訳、206頁 
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舞台装置、ピープ・ショー、マルチプレーン・カメラの構造を再現することが可能となっ

た（図 36）。 

 

 

 

 「X軸」と「Y軸」をもつ「2Dコンポジティング環境」に「3Dレイヤー」機能を加え、

各レイヤーに「Z軸」を追加することにより、制作者は「擬似的なバーチャル 3D空間63」

のなかで、イメージを操作することができる。この変化につれて前述した「制約」の特徴

が変わる。前節において取り上げた実例を再び利用し、「3Dレイヤー」機能が利用された

場合、「制約」の特徴はどのように変化したかを記述していく。 

 

 

例：複数の素材が視軸上の奥行き方向に沿い前後関係を決めるための移動操作に対し 

                             
63 後述する 3DCGソフトウェアがもつ 3次元空間に対し、映像コンポジティング・ソフトウェア（Ae）が提供した 

3次元空間は擬似的な存在である。 

図 36  マルチプレーン・カメラの再現  

メニューの「レイヤー」から「カメラ」を作成する

（左） 

 

3Dレイヤーとカメラレイヤーを含んだレイヤー構造

（下） 
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 3Dレイヤーを使用する場合、「コンポジション・パネル」のなかで、直接に素材を操作

することが可能となる。この場合、「タイムライン・パネル」にある各レイヤーの上下順番

は変わらない（図 37）。 

 

 以上の実例において、左側では「タイムライン・パネル」のなかに「レッド、イエロー、

ブルー、ホワイト」という上下順番をもつ４つのレイヤーがある。この上下順番に応じて

「コンポジション・パネル」にも同じ色と順番で重なる４枚のプレーン（平面）がある。

右側では、「タイムライン・パネル」で４つのレイヤーの上下順番を変更せずに「コンポジ

ション・パネル」にある素材を直接 Z軸の「位置」を変更することができる。また、3Dレ

イヤーを利用する場合、「コンポジション・パネル」にある素材に「Z軸」を加えることに

より、各素材の前後関係はレイヤー構造上の上下関係に制約されなくなる。そして、レイ

ヤーの上下順番を変更しても、「コンポジション・パネル」にある素材の前後関係に影響し

ない。さらに、バーチャル・カメラの移動により視点変換の表現が実現できる。その場合、

展開型しかけ絵本を鑑賞するように、さまざまな角度から、「コンポジション・パネル」に

ある、複数素材の「レイヤー構造」の状態を確認することができる。「2Dキャンバス（フ

レーム）」に配置された素材は「3D空間（場）」に配置された素材となる（図 38）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 37   3Dレイヤーを利用する場合、「コンポジション・パネル」直接に素材を操作することができる。 
       そして「タイムライン・パネル」にあるレイヤーの上下順番に依存しないようになる。 

図 38  
視点変換によって各 
プレーン（平面）に 

おける「レイヤー構造」 
 
カメラ２＝元の視点 

カメラ１＝カメラ２がプ
レーン（平面）の左移側に
移動してからの視点 
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 「3Dレイヤー」機能の登場は平面のみだったアニメーションを疑似的な立体空間で展開

することが可能となった。本論では「平面のみだったアニメーション」を、広い意味で劇

場とテレビアニメ、実験アニメーションなどを含めたすべての映像作品であると考える。

擬似的な立体空間を「バーチャル 3D空間」であると考える。「展開すること」のなかには

「レンズベースの映像の展開」と「映像オブジェクトの展開」があると考える。ここでは、

「レンズベースの映像の展開」について以下のように記述し、「映像オブジェクトの展開」

については、第３章において記述する。 

 制作者は「レンズベースの映像」の特徴に従い、制作を行う場合、画面のフレーム（画

額）が重要になってくる。フレームに納まった映像の「奥行き感を求めこと」や「気づか

れない合成64」のために、ツールとしてレイヤーの機能と構造を利用している。例えば、

前述した「マルチプレーン・カメラの再現」は典型的な実例である。観客には「レイヤー

を用いたことを見破られないように」各視覚装置の特徴をそのままに受け入れ「バーチャ

ル・カメラ」の位置を固定するようにした。「バーチャル・カメラ」の移動があったとして

も、映像を撮影したカメラの動きシミュレートし、フレーム以外の部分を画面に入れない

ように工夫している。 

 また、デジタル・コンポジティングは伝統的な映画のショットをシミュレートする場合、

「3Dレイヤー」などの機能が追加され「擬似的な立体空間」を制作者に提供したとしても、

Psと Aeだけでは、「映像コンポジティング・ソフトウェア」の限界に突き当たる。今日に

至っては、物語映画とアニメーションの制作において「奥行き感を求める度に 3DCGソフト

ウェア」を利用している。さらに、3DCGソフトウェアとさまざまな画像処理、映像処理ソ

フトウェアを横断的に併用し、実

際に映画のカメラで撮影されたよ

うに見える効果をシミュレートし

作り出している。 

映画《パニックルーム（Panic 

Room）》（David Fincher、カラー、

112分、2002年）にあるロングテイ

クシーンはその好例である。鑑賞

者の視線が部屋の中で、「ドアに

ある鍵穴の中（図39）65」など通

常ではありえない場所まで、そし

て映画カメラであれば、できないカメラワークでキッチンを一直線に通り抜け、建物内を

回遊していた。まさしく侵入者が建物に侵入しやすい場所を探しているような没入感を観

客に与える。このシーンを実現するため、建物内部にある壁、階段、キッチンなどの施設

は、すべて3DCGソフトウェアと画像処理、映像処理ソフトウェアを併用し制作されている。

3DCG映像の表現力は実物のカメラで撮影した映像と変わらない「イリュージョン」を観客

に見せることが可能となった。 

                             
64気づかれない合成は「合成であると気づかれないこと」を指す。 
65「VFX BREAKDOWN- Panic Room: The BIG Shot」https://www.youtube.com/watch?v=kdbpCc3OLgA  

 2013年 8月 2日アクセス 

図 39  3DCG技術によりモデリングした「鍵穴のなか」である。 
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「レンズベースの映像の展開」は「気づかれない合成」のため、「バーチャル 3D空間」が

必要となることに結びつく。「気づかれない合成」のために利用される「擬似的なバーチャ

ル 3D空間」がもつ特徴を以下のようにまとめる。 

 

１、Aeは読み込んだ素材（3Dモデリングを含む）を「レイヤー」に置き換え、「コンポジ

ション・パネル」のなかで「厚みのないプレーン」として表示される。つまり、「完

成した作品を素材にし（コラージュ的な考え方）」同時にフレームをプレーンに置き

換える。カメラ、ライトなども「レイヤー・パネル」のなかで、レイヤーとして作成

され「コンポジション・パネル」のなかでは、「バーチャル・カメラ」が表示される。 

 

２、3Dレイヤー機能により「X軸（横、左右方向）」と「Y軸（縦、上下方向）」をもった

プレーンに「Z軸（奥行き、前後方向）」を加え、平面であるプレーンを「オブジェク

ト化」された。「プレーン・オブジェクト」には位置情報を示す Z軸をもっているが、

厚みがない。 

 

３、レイヤーが「プレーン」に対する「位置、スケール、回転」といった操作の「制約」

がなくなる。しかし、レイヤー（カメラ・レイヤーなどを含む）を削除すれば、それ

に対応した素材も削除される（逆も成立する）。 

 

４、カメラ・レイヤー機能により作成されたバーチャル・カメラは「擬似的なバーチャル

3D空間」のなかで移動することにより、間隔をあけて配置されたプレーン・オブジェ

クトを「コンポジティング・パネル」で表示することができるようになる。しかし、

カメラをモーション・パスに沿って移動することは困難である。 

 

 以上、「擬似的なバーチャル 3D空間」の特徴をまとめた内容である。映像コンポジティ

ング・ソフトウェアが提供した「キャンバス的な平面（2D平面）」と 3DCGソフトウェアが

提供した「真のバーチャル 3D空間」にとって、「擬似的なバーチャル 3D空間」は中間的な

存在といっても過言ではない。 

 本節において、映像コンポジティング・ソフトウェアはどのように「レイヤー構造を継

承したか」を記述してきた。次節では 3DCGソフトウェアが提供した「真のバーチャル 3D

空間」において、「レイヤー構造はどのようになるか」そして、「制約の特徴はどのように

なるか」を記述する。 
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２−４ 3DCGソフトウェアとレイヤー構造 

 

 今日、ほとんどの 3DCGの基礎技術は 1970年代において、アメリカのユタ大学に所属し

た研究者たちが「リアリティ」を追求するために開発した。例えば、「隠面消去法や簡易透

過アルゴリズム、環境マッピング（1975年）」を研究したマーチン・ニューウェル（Martin 

E.Newell）は自分の愛用しているティーポットをモデリングし、これが以降世界中で CG

アルゴリズムの性能評価に使用される「ユタポット」となった。ほかにはスムーズ・シェ

ーディング（グーロー・シェーディング、Gouraud Shading、1971 年）という手法を開発

したアンリ・グーロー（Henri Gouraud）をはじめ、ベトナムからの留学生であるブイ・ト

ン・フォン（Bui-Thoung, Phong）が「改良型のスムーズ・シェーディングのアルゴリズム

（1973 年）」を発表したと同時に、反射を拡散成分と鏡面成分とに分け、簡易的なハイラ

イトを生ずるアルゴリズムも考案した。ファーストネームのフォンを取り「フォン・シェ

ーディング（Phong Shading、1973年）」とよばれ、3DCGをリアルに表現する上で非常に大

きな貢献をした。フォンの後を受け継いたのはジェームズ・ブリン（James F.Blinn）であ

り、シェーディングのリアリティを高める研究を行い、「ブリン・シェーダー（1977 年）」

として現在に至って使用されている66。 

 「シェーディング」に関連する研究以外に、エドウィン・キャットマル（Edwin E.Catmull）

は Zバッファ・アルゴリズムを考案し、きわめて単純なアルゴリズムであるため、ハード

ウェア化が容易であり、高速で図形を生成できる。さらに図形の表面に模様を与える方法

としてテクスチャ・マッピングを考案した。これにより、石膏像のような無地だった 3DCG

に、絵や写真などの模様を貼り付けることが可能となった。そして、キャットマルは「3DCG

でアニメーションを作る」といった、画期的なアイディアを思いつき、それを実行する技

術を開発した67。 

 1980 年代から、商用の 3DCG ソフトウェアがリリースされ、機能はさらに充実されつつ

あり、史上初の CG映画《トロン》（Tron、スティーブン・リズバーガー監督、1982年）が

制作された。その後、《ジュラシック・パーク》（Jurassic Park、スティーヴン・スピルバ

ーグ監督、1993年）、《タイタニック》（Titanic、ジェームズ・キャメロン監督、1997年）、

《マトリックス》（The Matrix、ラリー・ウォシャウスキー、アンディ・ウォシャウスキー

監督、1999年）など、さまざまな映画制作に 3DCG技術が利用され、21世紀に入ってから、

日進月歩の 3DCG技術は繁栄期を迎える。 

 3DCG ソフトウェアは、統合型ソフトウェア（制作プロセスの調整が行える）のほかに、

個別の機能に特化したソフトウェアが存在する。モデリングには「モデラー（例：Auto Desk 

Mudbox）」、レンダリングには「レンダラー（例： Auto Desk Mental ray）」とよばれる

ソフトウェアがある68。また、Maya4.5(2002年、Alias|Wavefrontリリース)から、作成し

たモデリングに「連番画像、ムービー・ファイル」をマッピングする機能により、3DCGソ

フトウェアは、Ae と同様に、バーチャル 3D 空間のなかで、動画像を利用することができ

                             
66大口孝之『コンピュータ・グラィックスの歴史』、フィルムアート社、2009年、63-4頁 
67 同、65頁 
68 「3DCGソフトウェア」 http://ja.wikipedia.org/wiki/3DCGソフトウェア 2015年 2月 5日アクセス 
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るようになった69。 

 Aeが提供した「コンポジティング環境（バージョン 5.0から、3Dレイヤー機能が追加さ

れた）」と異なるパラダイム（paradigm）である 3DCGソフトウェアを利用し、制作を行う

場合、オートデスク（Auto Desk）社の Mayaはその好例である70。映像の「イリュージョ

ン」を観客に見せるため、基本的には「現実をシミュレートすること」や「気づかれない

合成」といった目的に使われる。Mayaにおける中心的なコンセプトは「巨大なキャンバス

の上で」制作を行うことではなく、無限の広さをもつ「3D空間のなかで」制作を行うこと

である。Aeがもつ「擬似的なバーチャル 3D空間」に対し、「真のバーチャル 3D空間」と

いえる。また Aeと同様に、「タイムスライダー」にキーフレームをつけることにより、ア

ニメーションを作成し、オブジェクトに時間軸を加えることができる。作品制作にはモデ

リング(オブジェクト制作)、シーンのセットアップ（ライティング、カメラなど、オブジ

ェクトの配置）、アニメーションの設定、レンダリングといったプロセスが必要となって

くるのは周知のことである。 

 

 Mayaでは、読み込んだ素材を「レイヤー」に置き換えない。画像、動画像（連番画像を

含む）、文字などの素材を読み込む際、それぞれの大きさ（サイズ）に応じて「X、Y、Z」

軸をもつプレーン・オブジェクトとしてシーンのなかで表示される。3Dオブジェクトの場

合、すべての 3D情報を保ちシーンのなかで表示される。サウンド素材の波形は「タイムス

ライダー」で表示される（図 40）。つまり、オブジェクトを操作するときレイヤーを経由

しなくてもよい。 

 シーンにある複数のオブジェクトの表示状態を区別する必要がある場合「ディスプレ

ー・パネル」のなかで「レイヤー」を作成しオブジェクトをレイヤーに追加することがで

きる。この場合、レイヤーはオブジェクトに対し「表示／非表示、通常、テンプレート／

                             
69 Auto Desk「連番テクスチャの使用について」http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=6084 

では「バージョン 8.5から」と表記した。筆者の経験では、「バージョン 4.5から」である。2015年 2月 8日アクセス 
70Mayaの「ディスプレー（レイヤー）・パネル」について、説明しやすく理解しやすいため、取り上げる。 

図 40  Mayaのインタフェース（一部）パスペクティブ・ウィンドウに表示された画像、3Dモデリング、文字 
    右下のディスプレー・パネルには「レイヤー」が作成されていない。 
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参照71」といった表示状態しかコントロールできない。 

 Aeのインタフェースが提供したコンポジティング環境に対し、3DCGソフトウェアが提供

したバーチャル 3D空間はこれからのメディアデザインに最も相応しい環境であると考え

られる。「Aeのもつ擬似的なバーチャル 3D空間」と比較しながら、「真のバーチャル 3D空

間」がもつ特徴を以下のようにまとめる。 

 

１、3DCGソフトウェアはすべての素材を一つのバーチャル 3D空間に収斂することができ

る。それぞれの素材には 3次元の座標を与え、アイデンティティを保ち「レイヤー」

に置き換えられない。 

 

２、バーチャル 3D空間のなかで、作成したオブジェクトには「厚み」がある。ほかに厚み

のない「プレーン・オブジェクト」も作成することができる。またカメラとライトも

オブジェクトとして作成される。 

 

３、一つのレイヤーには複数のオブジェクトを追加することができる。また、レイヤーの

上下順番を変更してもオブジェクトには影響しない。もちろん、レイヤーを削除して

もそのレイヤーにあるオブジェクトは削除されない（逆も成立する）。 

 

４、バーチャル・カメラを自由に操作できる。あるいは曲線（軌道／Motion path）に沿い

移動することができる。 

 

 実際、「擬似的」と「真」というのは Aeと Mayaのもつ「バーチャル 3D空間」を区別す

るために使われるが、本論の場合両者が共通している「バーチャル 3D空間」に注目したい。 

 ここまで、「レンズベースの映像」や「気づかれない合成」といった目的をもって、「バ

ーチャル 3D空間」が利用されることを記述してきた。しかし、「バーチャル 3D空間」では、

必ずしも「レンズベースの映像」、あるいは「気づかれない合成」のために、使われる必要

はない。この場合、バーチャル 3D空間を利用し、「多視点や視点変換表現」を取り上げ、

第３章において記述する「映像オブジェクトの展開」に結びつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
71 Maya2013オンライン・ヘルプ「レイヤ(Layers)メニュー」

http://download.autodesk.com/global/docs/maya2013/ja_jp/index.html?url=files/GUID-30599EB3-CC29-4E8E-8D23

-2D214883FCBB.htm,topicNumber=d30e83137 2014年 12月 28日アクセス 
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２−５ まとめ コンポジティングの結果とレイヤー構造 

 

 本章では Ps、Ae及び Mayaに含まれている「コンポジティングの結果とレイヤー構造に

はどんな関係あるか」、また「その関係はどのように変化したか」について記述してきた。 

 Psのインタフェースは前章において記述した制作経験と技法を継承し、イメージが画像

ウィンドウに配置され、レイヤーとして処理される。イメージにおける前後関係はレイヤ

ーの上下順番に「制約」されている。また多くの操作はイメージに対する操作というより、

レイヤーを経由しイメージを操作することとなる。 

 Aeは Psと Mayaの中間的な存在である。とりわけ、Aeは Psのレイヤー構造を読み込み、

静止画像に時間軸を加えることができる。またすべての素材を「レイヤー」に置き換え、

タイムライン・パネルに配置する特徴をもっている。しかし、Aeは 3Dレイヤーとカメラ・

レイヤー機能を追加したことにより、バーチャル 3D空間に近づいた。その結果、イメージ

は厚みのない「プレーン・オブジェクト」となっているが、レイヤーに置き換えられるこ

とは変わっていないので、「制約」が完全になくなるとはいえない。 

 ３DCGのデジタル環境において、（Mayaの場合）必ず「レイヤー」を作成する必要がなく

なり、コンポジティングの結果はレイヤー構造に「制約されない」といえよう。 

 以上、「コンポジティングの結果とレイヤー構造の関係」はどのように変化してきたか

をまとめた。Psから Aeを経由し、Mayaに展開していくことにつれて、コンポジティング

の結果はレイヤー・パネル内のレイヤー構造に制約されなくなる。また、Aeが制作者に擬

似的なバーチャル 3D空間を提供し、バーチャル・カメラの移動ができるようになり、間隔

をあけて配置されたプレーン・オブジェクトを「コンポジティング・パネル」で表示する

ことができるようになる。バーチャル・カメラを設定することと同時に、さまざまな「バ

ーチャル 3D空間」を利用した「映像オブジェクト」の表現に結びつける。つまり、インタ

フェースにおける「レイヤー構造」は単なる制作上に使われる「ツール（透明性の戦略）」

ではなく、「イメージとして存在するオブジェクトの表現（反映性の戦略）」にも展開し

ていく。 

 

 次の章において作品を取り上げる「バーチャル 3D空間」における「映像オブジェクト」

にはどんな展開があるのかを記述する。 
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第３章 バーチャル 3D空間における映像オブジェクト 

 

 英語の「object」（オブジェクト、物、目標物、対象）は「客体」の意味をもち、「subject

（サブジェクト、主体）」に対する。積極的に「オブジェクト（オブジェ）」を利用した

のはダダイズム（Dadaism）からであり、マルセル・デュシャン（Marcel Duchamp, 1887

〜1968年）は代表的な作家であろう。また、シュルレアリズムにおいても、「もの」とい

う作品の総称として用いられた「オブジェ」が提示され、マン・レイ（Man Ray, 1890〜1976

年）、サルバドール・ダリ（Salvador Dali, 1904〜1989年）などのシュルレアリストとダ

ダイストたちにより、さまざまなオブジェが発表されてきた。 

 第二次世界大戦後は、各種のオブジェとコラージュとを寄せ集めたアッサンブラージュ

が導入された。ネオ・ダダやポップ・アーチストのロバート・ラウシェンバーグ（Robert 

Milton Ernest Rauschenberg, 1925年〜2008年）などのアーティストたちにより、量産品

やその廃品などを利用したコンバイン・ペインティング（combine paint）が確立した。続

いで、ポップ・アートのアーティストたちが提示した「オブジェ」は実物というより、作

者の個人的な方法論により「再構築された」ものである。1960年の初頭からなかばにかけ

て、アメリカでは「ミニマリズム」とよばれる動向が現れ、ドナルド・ジャッド（1928〜

1994 年）は 1965 年に「特殊な客体（Specific Objects）」と題された文章を発表し、イ

リュージョニズムを排除する方向に向かって、制作していた。 

すでに前述した（「はじめに」部分）とおりに、1970年代、ヴィデオ・アーティストで

あるヴァスルカ夫妻が制作した作品には「ヴィデオ・オブジェクト」という用語が使われ

ている。今日、デジタル技術を利用した映像制作において、ART+COMの作品では、「フィ

ルム・オブジェクト」といった用語が使用されている。またマノヴィッチが著作『ニュー

メディアの言語』のなかで、「オブジェクト」といった用語を 4つの目的――彼の関心がメ

ディア・アートだけではなく、文化一般にあることを強調するため／コンピュータ・サイ

エンスとコンピュータ産業における標準的な用語であるため／1920年代のロシア・アヴァ

ンギャルドの芸術家たちがオブジェクト（事物
ヴェシチ

、構 成 物
コンストルタツィア

、物 体
プレドメート

）という言葉を使うと

きに付きまとうコノテーションを活性化させるため／1920年代のアヴァンギャルドが実

践した研究所での実験という概念を再活性化するため――から注釈した72。 

以上の歴史的な前提を踏まえ、「オブジェクトといった用語は、すでに、コンピュータ・

サイエンスとコンピュータ産業における標準的な用語であること（マノヴィッチ）」は本論

において「オブジェクト」といった用語を使用した目的である。筆者の制作に使われる 3DCG

ソフトウェア（例： Autodesk社、Maya）において「オブジェクト」が頻繁に使用される

こと（例：プレーン・オブジェクト、オブジェクトモード73）は、その好例である。 

 本章では 3DCGソフトウェアが制作者に提供した「バーチャル 3D空間」において「コン

ポジティングの結果」は「レイヤー・パネル」に制約されなくなり、作品形式によって、

異なる「映像オブジェクト」に展開していくことを記述する。とりわけ、上映形式作品で

                             
72レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』堀 潤之訳、みすず書房、2013年、51－3頁。 
73 「Maya2013オンライン・ヘルプ」http://download.autodesk.com/global/docs/maya2013/ja_jp/index.html 

 2013年 6月 30日アクセス。 
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は筆者が制作した《互（Link）》と《量(Layers)》を素材にして説明する。また、インタ

ーネット・アート作品である Art+Comの作品《過ぎ去った事物の不可視のかたち》とイン

タラクティブ・アート作品である藤幡正樹の作品《Field-works@Alsace》を取り上げる。 

 コンポジティングの立場から、映像コンポジティング・ソフトウェアが利用される「2D

コンポジティング」に対し、3DCGソフトウェアが利用されるコンポジティングを「3Dコン

ポジティング」とよびたい74。 

 

 

 

 

 

３−１ 映像オブジェクトにおける上映形式の作品（１） 

             《 互
たがい

（Link）》（5分 20秒、カラー、ステレオ、2006年） 

 

 第２章において取り上げた「多視点、視点変換」表現の可能性について実験するため、

または「2Dコンポジティング」以外の「コンポジティング方法」を探るため、各種の資料

を収集しはじめた。なかでは、リプチンスキーが制作した《NowaKsiazka（New Book）》（35mm 

short film, 10:26, SMFF Se-Ma-For Lodz, Poland 1975年、以下《New Book》）の影響を

受けて《互（Link）》を制作しはじめた。「3Dコンポジティング方法」の可能性を実験する

ため、映像コンポジティング・ソフトウェアのかわりに、3DCGソフトウェアを利用するこ

とにした。 

 《互（Link）》（図 41）は日常に

おける人間関係を描くことではな

い。プレーン・オブジェクトを 6枚

用い、キューブ状に組み合わせたそ

れぞれのプレーン・オブジェクトに

生活の風景（動画像）をマッピング

し、一つの「環境空間」を構成する。

その中心に、もう一つ小さめのボッ

クスが配置され、6つの方向（前後、

左右、上下）から、撮影した人の静

止画がボックスの表面にマッピン

グされ、キャラクターボックスとな

る。 

 バーチャル・カメラのエイム（注目点）がキャラクターボックスに固定し、カメラ自体

がボックスを中心にして円周状に移動する。バーチャル・カメラ、キャラクターボックス、

環境空間を現すキューブの視軸が一致した時、静止するキャラクターがキューブに入り込

                             
74 Lev Manovich, Software takes command, London: Bloomsbury Academic press, 2013, 289 

図 41《互（Link）》のスクリーンショット 
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み、その風景に合わせてアクションを繰り返す。カメラのズームアウトによりキューブと

中心にあるキャラクターボックスの関係を鑑賞者に示す。 

 

 

 

 

３−１−１ 制作プロセス 

 

 本作の制作プロセスはつぎのようになる。「素材撮影」、「Psと Aeを利用する素材編

集」、「3Dソフトウェアによる再構築」、「効果音と書き出し」といった 4段階であり、

以下のように記述する。 

 

 素材撮影段階において登場するキャラクターを 6つの方向から写真撮影を行った。分か

りやすく記述するため、頭頂に F1を、背中に F2を、左側に F3を、正面に F4を、靴底に

F5を、右側に F6を、作品内容の順番どおり各方向に番号を割り当てる。生活風景の撮影

内容、もしくはキャラクターアクション部分にも以下のように、「廊下で歩く」に B1を、

「トレーニング・サイクルに乗る」に B2を、「図書館で資料を探す」に B3を、「道路で

ジャンプする」に B4を、「靴の紐を結ぶ」に B5を、「部屋で本を読む」に B6と番号を付

ける。 

 Psと Aeを利用する素材編集段階ではこれからの作業に応じて撮影した素材を Psと Ae

でアルファ・チャンネルを設定し、画像と動画像のサイズを変更する。撮影環境がそろっ

てないため「靴の紐を結ぶ」部分の動画像は Aeのクロマキー技術を使用し背景である空（写

真）とキャラクターのアクションをコンポジットする。 

 主に 3DCGソフトウェアを用い、編集された素材の再構築を行う。モデリングとマッピン

グ、ライティングとカメラ、VC1のモーション・パスの設定とレンダリング、3段階に分け

て作業を進める。 

 モデリングとマッピング段階では、

まず、バーチャル 3D 空間の原点

（X=0,Y=0,Z=0）を中心にして人体の比

率通りに 6枚のプレーン・オブジェク

ト（以下、プレーン）をボックス状に

組み合わせた。F1 を上のプレーンに、

F2 を後ろに、F3 を左側に、F4 を正面

に、F5を靴底に、F6を右側に、それぞ

れのテクスチャ画像を貼付けキャラク

ターボックスを完成する（図 42）。 

 つぎは正方形のプレーンを 6枚用い、キャラクターボックスを中心にして囲むように、

キューブを構築する。キャラクターボックスの向きを基準にして、F1の上に配置したプレ

ーンに B5を、F5の下に配置したプレーンに B1を、F6の右に配置したプレーンに B3を、

F3の左に配置したプレーンに B6を、F4の前に配置したプレーンに B2を、F2の後ろに配

図 42  マッピングしたプレーン・オブジェクトを用い、 
 キャラクターボックスを構成する 
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置したプレーンに B4を、そ

れぞれにマッピングした

（図 43）。そして、各プレ

ーンが裏向きに反転し、さ

らに両面レンダリングがで

きないように設定する。以

上のプロセスを経て、バー

チャル・カメラがキューブ

の裏側が見えて、カメラに

近いプレーンがじゃまにな

らず、透明になるような効

果が得られる。 

 キャラクターボックスとキューブの位置関係を視点変換の表現で鑑賞者に伝わるため、

ライティングとカメラ段階では、6点のディレクショナル・ライト・オブジェクト75（L1

〜L6）とバーチャル・カメラ・オブジェクト(以下、VC1)を 1台作成する。ライトはシーン

の全体（6つの方向）を照らし、VC1は後のプロセスにおいてモーション・パスに沿って移

動したり、停止したりする。 

 VC1の移動の設定とレンダリン

グの段階では、前記した通りに

VC1のエイム（注目点）がキャラ

クターボックスに固定し、カメラ

本体がモーション・パスに沿い移

動する（図 44）。VC1、キャラク

ターボックス、キューブ、3者の

視軸が一致すると、VC1が一時的

に停止し(VC1-1〜VC1-6)、キャラ

クターがキューブの真ん中にある

背景に入り込み、アクションをル

ープする。 

 具体的に、VC1が VC1-1位置に

止まっている場合、VC1から見え

たメイン画面では F1が B1の中で「頭上から撮影した歩き」をとったアクションがループ

する。周りの子画面にキャラクターがいないため風景の静止画となり、B5がカメラに近い

プレーンとなったため自動的に透明になる。 

 VC1が VC1-2位置に止まっている場合、VC1から見えたメイン画面では F2がB2の中で「ト

レーニング・サイクルに乗る」をとったアクションがループする。同時に B1が下の子画面

                             
75 Maya2013オンラインユーザガイドにより、ディレクショナル・ライトは以下のように説明する。 

ディレクショナル・ライトは、一方向のみを均一に照らすライトです。光線は平行で、あたかも無限大のプレーン

に対し直交して光が照射されるかのようになります。 

図 43 キャラクターボックスを中心にして 
プレーンを用い、キューブを組み合わせる 

図 44  VC1の位置の変化（VC1-1〜VC1-6）と 
モーション・パス及び作成したライト（L1〜L6） 
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図 45  VC1-7と円状モーション・パス（上） 

   

  VC1-7 が円状移動している際、VC1

から見えた全体の構造（右） 

となりアクションをループしている。ほかの子画面にはキャラクターがいないため静止画

となり、B4がカメラに近いプレーンとなったため自動的に透明になる。 

 VC1が VC1-3位置に止まっている場合、VC1から見えたメイン画面では F3が B3の中で、

「図書館で資料を探す」をとったアクションがループする。同時に B1が下の子画面となり

アクションをループし、B2が左の子画面となりアクションもループしている。ほかの子画

面にはキャラクターがいないため静止画となり、B6がカメラに近いプレーンとなったため

自動的に透明になる。 

 同様に、VC1が VC1-4位置に止まり F4が B4（道路でジャンプする）の中でアクションを

ループし、B1が下の子画面となり、B3が左の子画面となる。2つの子画面のアクションが

ループしつつ、B5と B6子画面にはキャラクターがいないため静止画となる。B2がカメラ

に近いプレーンとなったため自動的に透明になる。 

 VC1が VC1-5位置に止まっている場合、VC1から見えたメイン画面では F5がB5の中で「靴

の紐を結ぶ」というアクションをループする。B4が下の子画面となりアクションをループ

し、B3が左の子画面と

なり、B2が上の子画面

となりアクションもル

ープしている。B6子画

面にはキャラクターが

いないため静止画の状

態を保ち、B1がカメラ

に近いプレーンとなっ

たため透明になる。 

VC1が VC1-6位置に止

まっている場合、VC1

から見えたメイン画面

では F6が B6の中で「部屋で本を読む」というアクションをループする。下に B1、左に B4、

上に B5、右に B2、それぞれにアクションをループしている様子が確認できる。B3がカメ

ラに近いプレーンとなったため透明になる。 

 B6のアクションがループしつつ、VC1本体が VC1-7位置に移動し、VC1-7のモーション・

パスに沿い円状移動しはじめ、全体の構造（キャラクターボックスとキューブの位置関係）

を鑑賞者に示す（図 45）。 

 効果音と書き出し段階では Adobe社のプレミア（Premiere、以下 Pr）を用い、自分で録

音した効果音を付ける。「アニメーションとレンダリング」の段階で説明した順番を用い、

このプロセスは以下のようにまとめる。 

 最初はキーボードで入力する音にした。カメラが VC1-1位置に着き、入力しているキー

ボードの音から B1の足音にフェードする。VC1-1から VC1-2に移動するとき、足音から B2

のレーニング機材とサイクルが出した音にフェードし、カメラが VC1-2位置に着き、B2の

効果音がメインの音となり、B1の足音が聞こえる程度に弱くなる。VC1-2から VC1-3に移

動するとき、B2の効果音が弱くなりつつ、B3の効果音にフェードする。カメラが VC1-3

位置に着き、ページをめくる音と本を取り出す音がメインの効果音となり、B1と B2の効
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果音のボリュームを弱く設定する。カメラが VC1-3から VC1-4に移動するとき、B3の効果

音からマウスをクリックする時の音にフェードする。カメラが VC4位置に着き、「マウス

のクリック音」が繰り返される。この時、ほかの効果音のボリュームは弱く設定する。 

 VC1-4から VC1-5に移動するとき、B4の効果音から、B2、B3の効果音にフェードする。

B1が徐々に隠されたため、効果音がフェードアウトする。B5にはほとんど音が出さないア

クションが設定されたため、効果音を使用せず、替わりに B4、B3、B2のボリュームを平均

に出すように設定する。 

 VC1-4から VC1-5に移動するとき、B4、B3、B2の効果音からキーボードの入力音にフェ

ードする。カメラが VC6位置に着き、B6（キーボードの入力音）の効果音をメインにして、

ほかの画面の効果音を弱くしたが、VC1-7に移動する前に、全部の効果音を一気に出し、

VC1-6から VC1-7に移動し始めた時点から、6つの画面の効果音が同時に消え、カメラが

VC1-7位置に着くまで、無音の状態に設定した。 

 VC1が VC1-7位置からモーション・パスに沿い円状移動し、鑑賞者に全体の構造を示す

ため、「プリンターの出力（プリントする）音」を最後の効果音として使用する。「プリ

ントを終え、用紙を送り出す」という効果音が消えるとともに、作品は終わりとなる。 

 以上、制作における「素材撮影」、「Psと Aeを利用した素材編集」、「3Dソフトウェ

アによる再構築」、「効果音と書き出し」といった 4段階のプロセスをまとめた内容であ

る。つぎに影響を受けたリプチンスキーの《New Book》と本作品の関連を記述する。 

 

 

 

 

 

３−１−２ 《New Book》（1975年）の影響と《互（Link）》の特徴 

 

 3つの課題のなかにある「多視点」

表現のインスピレーションを与えて

くれたのはリプチンスキーが制作し

た《New Book》（1975年）を目にし

たときである（図 4676）。 

 1つの画面が同じサイズで 9つに

分けられ、オレンジ色のコートを着

用している男性がメインのキャラク

ターとなる。彼は各子画面に一定の

時間で滞在しその画面の中で「物語」

が展開される。男性の移動ルートで

鑑賞者の視点を 9つの子画面のなかで誘導している。そして男性が滞在する画面の音はほ

かの子画面の音より、ボリュームの差を利用し鑑賞者の意識と視点を一緒に誘導する。 

                             
76『Film & Videos ZbigRybczynski ズビグ・リプチンスキー コレクション Vol.1:メディア』 DVDによる 

スクリーンショットである。 ダゲレオ出版 2005年発売 

図 46 《New Book》のスクリーンショット 
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 通常の 1画面の映像作品と異なるのは《New Book》が鑑賞者に選択権を渡したといえよ

う。鑑賞者の視線が 1つの子画面にずっと注目しなくてもよい。また、キャラクターの移

動ルートから離れ、多数の子画面の間で行き来できる。少なくとも《New Book》（1975年）

から、「多視点（作品の 9つの子画面）と注目点の移動（鑑賞者の視線が子画面の間で行

き来すること）」といった 2つの特徴をまとめることができるだろう。 

 マルチ・スクリーンを用いた「多視

点」表現を作品に活かし、3DCGソフト

ウェアを使用し複数の子画面を立体的

（キューブ）に構築する。「注目点の

移動」を「VC1の移動」で置き換え、

「視点変換」表現を実現した。前記の

制作プロセスにより、3つの課題と本

作の特徴をつぎのようにまとめる。 

 バーチャル 3D空間内で必要な画像

と動画像がテクスチャとしてプレーン

にマッピングする技術により、動画像

をバーチャル 3D空間内で表示するこ

とが可能となった。つまり、動画像をオブジェクトとして、その存在を鑑賞者に明示的に

伝えることが実現できた。この技術的な課題をクリアし、VC1の「位置変換」により鑑賞

者に「固定する視点と移動する視点」が提供できるようになる。 

 固定する視点は《New Book》（1975年）の特徴を継承したマルチ・スクリーンによる「子

画面的多視点」である。VC1が停止状態になったとき、メイン画面と周囲にある 4つの子

画面で構成するマルチ・スクリーンである（図 47）。《New Book》（1975年）のように子画

面を均等配置することではなく、シンプルなキューブで異なる画面構成を目指している。

マルチ・スクリーン作品と同様に、鑑賞者の視線はメイン画面と周囲にある子画面の間を

行き来し、鑑賞者に「多視点」の表現を暗示的に伝えている。 

 移動する視点は鑑賞者に VC1の移動

を通じてキューブとキャラクターボッ

クスのもつ異なるアイデンティティに

より「多視点」の表現を明示的に伝え

ている（図 48）。通常の 2Dコンポジ

ティングのプロセスではカメラが固定

されるため各素材のアイデンティティ

を消そうとしていることと異なり、12

種類の素材を利用したことを明白にす

る。 

「固定する視点（透明性の戦略）と

移動する視点（反映性の戦略）」はデ

ジタル映像表現において、互いに重要であることを表すため漢字のタイトルとして「互（た

がい）」を使用する。英文のタイトルを「Link」にするのは VC1の存在で両者をつながる

図 47   固定する視点による中央にあるメイン画面と周囲にあ

る 4つの子画面 

図 48 移動する視点により素材のもつアイデンティティと構造

上の関係を鑑賞者に示す 
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意味を表わす。 

本作は「動画像をマッピングしたプレーン」を用いた「多視点と視点変換」の意図を表

現した。言い換えれば、《互（Link）》は「映像オブジェクト」と「3Dコンポジティング」

における一つの作品例に過ぎない。資料の収集と整理を踏まえて《互（Link）》において検

証された技術と表現を軸としながら、次作品について記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３−２映像オブジェクトにおける上映形式の作品（２） 

             《 量
りょう

(Layers)》（5分 20秒、カラー、ステレオ、2008年） 

 

 現在、「デジタル化」という言葉は我々の生活の隅々まで、浸透している。《量(Layers)》

を制作する前に手元に収集した資料を整理し、浮かび上がる2つの課題をつぎのようにまと

めてみる。 

 Prを用い、動画像を編集する際

「編集素材のシーケンス（sequence）

をヴィデオトラックに載せ、シーケ

ンスをコマ単位で表わすことがで

きる。しかし、プレビュー画面には

大量のコマが存在していることが

確認できない」といったインタフェ

ースにおける当たり前の状況を新

たな課題として注目してみる（図

49）。 

 この課題に関連できる資料を探

しつつ、再度《タンゴ》の制作プロ

セスを振り返ることになった。前述した通りに、リプチンスキーが「私は16,000枚のセル

マットを手で描き、1台の光学式プリンターを用い数十万コマを作り出した」と述べたが、

作品では大量のコマの存在を明示的（オブジェクトとして）に鑑賞者に伝わっていないこ

とが一つの新たな課題である。 

 

図 49 

Pr のプレビューパネルに
は複数のフレームを明示的
に示していない。（左） 

 
 
 

Video1トラックにある 
シーケンスのフレーム
（下） 
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 この課題をベースにして「画面

内容とメディア」の関係にも着目

し《タンゴ》と《互（Link）》がも

つ「キャラクターのアクションが

ループする」といった特徴を再確

認する。フィルム作品を上映する

場合、鑑賞者は「映画の内容がル

ープしている」といったスクリー

ン上に映し出された結果を鑑賞し、

映写機にセットされたフィルム自

体がループしているか否かという

事象を考えない。 

 2008年に制作した《量(Layers)》（図50）はバーチャル3D空間のなかで、円状グラウンド

に沿って前進しながら撮影した写真素材（一連のイメージ）を複数のプレーン・オブジェ

クトにマッピングする。「画像をマッピングしたプレーン」を利用し、ムービーフィルム及

びヴィデオテープを象徴的に表現した。さらに、移動するカメラの視点を設定し、鑑賞者

に「時間要素の空間化」や「再構築する意図」を明示的に表現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３−２−１ 制作プロセス 

 

 本作の制作プロセスは「素材撮影」、「PsとAeを使用する編集」、「3DCGソフトウェアでの

再構築」、「効果音と書き出し」といった4つの段階に分けて記述する。 

 素材撮影の段階において作者本人であるキャラクター撮影部分とデータベースである写

真撮影の2つの部分に分けて以下のように説明する。 

 キャラクター撮影部分では「靴底すなわち底面」を除き、5つの方向から撮影を行った。

本作の撮影は静止画像ではなく、キャラクターが走ったり、止まったりするアクションを

行った。分かりやすく記述するため、頭頂にF1を、背中にF2を、左側にF3を、正面にF4を、

右側にF5を、5つの方向に番号を割り当てる。 

図 50《量(Layers)》のスクリーンショット 
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図 52  Y 軸に沿いプレーンの配置

（一部） 

 データベースである写真撮影の部

分では、京都市左京区の国立京都国

際会館に隣接した宝ケ池公園にある

「円周状グランド」を一周し、各ブ

ロックのつなぎ目を基準にしてデジ

タルカメラで撮影し、計357枚の写真

を記録する（図5177）。 

 Psと Aeを使用する編集段階にお

いて、キャラクター部分の処理が Ae

を用い行った。5つの方向から撮影

した映像それぞれにアルファ・チャ

ンネルを付け、映像のサイズを変更

する。「走る」と「止まる」といっ

たアクションがループできるように

交代させ、次の段階に使われる素材として書き出す。データベースである写真の処理は Ps

を用い行った。まず、357枚の写真を連続再生した際に画面が激しくぶれないよう、1枚ず

つ修正を行い、画像サイズも変更する。さらに、元写真データが黒に暗転する処理と路面、

木、街灯などをトレース処理も行い、テクスチャ素材としてそれぞれに保存する。 

 3DCGソフトウェアを用い編集された素材の再構築を行う。モデリングとマッピング、ラ

イティングとカメラ、VC1の動きの設定とレンダリング、3段階に分けて作業する。 

 モデリングとマッピングの段階では《互（Link）》と同様に、人体比率どおりに 5枚の

プレーンをボックス状に組み合わせキャラクターボックスを完成する。 

 357枚の写真を 357枚のプレーンに貼付け、「画像を

マッピングしたプレーン」を作成する。内容がループし

ている素材を再構築する実験であるため円周状に「画像

をマッピングしたプレーン」を配置しない。3D空間の座

標である Y軸（縦方向）、X軸（横軸方向）、Z軸（奥行

き方向）に沿い「画像をマッピングしたプレーン」を配

置する。 

 Y軸の場合、写真の順番どおり「画像をマッピングした

プレーン」を上下に配置する。357枚の「画像をマッピン

グしたプレーン」を1つのグループとして3回複製する。計

4グループの「画像をマッピングしたプレーン」が縦方向

に設置される（図52）。 

X軸も同様な手順で、合計5グループの「画像をマッピン

グしたプレーン」を横方向に配置する。Z軸の場合、奥行

き方向に沿い各「画像をマッピングしたプレーン」の間に

一定の間隔を保ち配置する。さらに、Z軸の間隔に植物を

                             
77Google Map「宝ヶ池公園」 https://www.google.co.jp/maps/@35.0604067,135.7864551,190m/data=!3m1!1e3 

2014年 7月 5日 

図 51 円周状グラウンド（右上） 
    

   写真素材の撮影プロセス 
           （左下） 
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あらわした「画像をマッピングしたプレーン」の組み合わせを120組配置した（図53）。 

以下の内容では3つの軸に沿い配

置した複数の「画像をマッピングし

たプレーン」を「セット」と記述す

る。 

 ライティングとカメラの段階では

《互（Link）》と同様に 6点のディ

レクショナルライト（L1〜L6）を作

成し、6つの方向から空間を全体的

に照らした。そしてバーチャルカメ

ラ（以下、VC1）を一台作成し、エイ

ムをキャラクターボクスに固定し、

カメラ  本体がキャラクターボック

スと一定の距離を保ち配置した。 

 「VC1の移動の設定」といった段階では、セットを動かさず、キャラクターボックスとVC1

を3つの軸に沿い移動するように設定する。カットのない実験映像作品であるが、「はじま

り、ムービーフィルム、ヴィデオテープ、バーチャル3D空間、ループ」といった5つの部分

を以下に記述する。 

 

「はじまり」部分について 

 黒い画面から走っているキャラクタ

ーの背中にフェードインする。画面が

キャラクターの背中からズームアウト

し、円状の道に沿い前進している様子

が見えてきたところでズームアウトが

止まる。しかし、キャラクターは普通

に走っているが、周りの環境が非常に

ぶれている状況が確認できる。この状

態が継続すると思いきや、周囲の環境

が動かず、キャラクターが走る動作を

続けた後、その動作が止まる（図54）。 

 この部分を制作するにはセットのY軸の1枚目のプレーンの前にキャラクターボックスと

VC1を配置する。その1枚目のプレーンに357枚の元写真データでできた1つの動画像シーケ

ンスを貼付ける。さらに、VC1から見えたのは通常のシングル画面であるようにVC1の位置

を調整する。鑑賞者に「キャラクターが円周状の道に沿い走っている」という印象を与え

ようとした。 

 

 

 

 

図 54円周状の道に沿い走っている画面 

図 53  Z軸に沿い配置されたプレーンと植物を 

    表わす「画像をマッピングしたプレーン」の組み合わせ 
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「ムービーフィルム」部分について 

 キャラクターと周囲の環境が停止状

態になり、全画面表示の状態からズー

ムアウトしはじめる。キャラクターが

停止したまま、周囲の環境がムービー

フィルムのように上から下にロールし

キャラクターが再び走り出す。キャラ

クターと周囲の環境が回転しつつキャ

ラクターがボックス状となり白いワイ

ヤーフフレームで表示される。周囲の

環境もムービーフィルムの枠をあらわ

す白いワイヤーフフレーム状になる（図55）。このワイヤーフフレーム状態をたもち一周回

転し再び全画面表示状態に戻る。 

 この部分を制作するにはVC1の本体が移動と回転を同時にするように設定する。さらに両

者を中心にして一周回転し元の状態に戻る。鑑賞者に「キャラクターボックスとセットの

位置関係」及び「フィルムメディアは大量のフレーム（コマ）を使用しループする画面を

表現すること」を明示する。 

 

「ヴィデオテープ」部分について 

 キャラクターは写真の動きと関係

なく、「走る」と「止まる」といった

アクションを繰り返している。画面

が徐々に暗くなり、ワイヤーフレー

ム状態に切り替えつつ、ズームアウ

トする。縦方向と横方向がプレーン

ごとにクロスしていく状態が確認で

きる。この状態が続いている間に画

面がカラーに戻り、横に並んでいる

写真が一枚一枚、徐々に暗転し始め

画面が横方向に集中していく。黒地の上に白い線で元の写真をトレースされ、スクリーン

の右側から左側に高速スクロールしている内容が眼で追えなくなってしまう（図56）。キャ

ラクターの背中にズームインし道を表わすトレース線が見え、高速スクロールが止まる。 

 画面の内容は具体的写真から抽象的な「線」に変化し、横方向に集中していく。ヴィデ

オテープはムービーフィルムより普及しやすいメディアでありながら、記録された情報が

眼で直接に見えないことを鑑賞者に示す。 

 この部分を制作するにはキャラクターボックスをY軸とX軸が積み重ねている部分に配置

する。VC1は全画面表示の状態から少しずつ後ろに移動しセットのX軸（横方向）に配置し

たセットが現れる。そしてキャラクターボックスとVC1に対して左側から右側へ移動するよ

うに設定した。 

図 55 ワイヤーフフレーム状態のプレーンセット 

図 56  X軸に沿い配置したプレーン（一部） 
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「バーチャル3D空間」部分について 

 キャラクターボックスの左側を映

す画面となり前進するキャラクター

ボックスとぶつからないように、「画

像をマッピングしたプレーン」が一

時的に消える（図57）。スピードアッ

プと共にキャラクターボックスがセ

ットを貫通しキャラクターの正面が

映る画面となり、初めてキャラクタ

ーの後ろにあるセットの様子を表す。

キャラクターボックスが走りを続け、

後ろにある写真も連続再生されるよ

うに切り替える。 

 走りが止まり、キャラクターボックスの左右にある2枚の「画像をマッピングしたプレー

ン」に円周状に進む動画像が映し出される（図58）。 

 この部分は、バーチャル3D空間を

代表できるZ軸に沿い、キャラクター

ボックスが「走りと止まり」を切り

替えて移動する。VC1がキャラクター

ボックスを中心にして、位置を変更

する。 

キャラクターボックスと「画像を

マッピングしたプレーン」の位置関

係を利用し、鑑賞者に「3Dコンポジ

ティングの可能性」を示す。 

 

 

「ループ」部分について 

 画面が作品のはじまりと同じよう

な「キャラクターが円周状の道で走

る」といったシチュエーションに戻

る。しかし、最後の部分において、

最初の部分と比較すれば、周りの環

境が激しくぶれずに、キャラクター

の足下にも影が現れる（図59）。キャ

ラクターが円周状の道に沿い走り続

き、画面が黒にフェードアウトする。 

 この部分と最初の「はじまり」部

分が同じ全画面表示にするにはVC1を右側のポジションから後ろに移動し、カメラ位置を固

定する。キャラクターの足元に影をつける作業はAeを使用する。 

図 58  2枚のプレーンの真ん中あるキャラクター 

図 59  円周状の道で走る画面戻る 

図 57  キャラクターボックスとぶつからないように 

                 消えていく「画像をマッピングしたプレーン」 
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 鑑賞者は「ループ」と「はじまり」を比較し、キャラクターの足元に影がつくようにな

る以外、画面が激しくぶれないことが確認できる。 

 

 以上5つの部分を踏まえ「VC1の移動の設定」を終了しレンダリングする。 

 効果音をつける作業はPrのなかで行う。キャラクターボックスに「走るときの足音」を

設定する。ほかには「はじまり」と「ムービーフィルム」部分に映写機がフィルムを再生

する時の効果音を設定する。「ヴィデオテープ」部分にはヴィデオテープを再生デッキに入

れるときと高速で早送りするときの効果音を設定する。「バーチャル3D空間」部分にはハー

ドディスクがデータを読み書きするときの効果音を設定する。3種類の効果音の間にクロス

フェードをかけ、ムービー・ファイルに書き出す。 

 以上が制作における「素材撮影」、「Psと Aeを使用した編集」、「3DCGソフトウェア

での再構築」、「効果音と書き出し」といった５段階のプロセスをまとめた内容である。 

 

  

 

 

 

 

３−２−２ 《量(Layers)》と《アヴァロン》（2001年）の爆発シーン  

 

 日本アニメーションの研究書である『アニメ マシーン』 

において、トーマス・ラマール（Thomas Lamarre、

1959年〜）はサミュエル・エドガートンが幾何学

遠近法の近代化論の復権に向けた本の最後で掲載し

たヤマハのバイクの前輪の組立分解図（図 6078）を

取り上げ、以下のように「分解投影図」を説明して

いる。 

 

  分解図もしくは分解投影図は工学的なダイ

アグラムや組み立て説明書で広く用いられて

いるが、この図では、車輪の組み立て方を示

すために、すべての要素が引き離れつつ、適

切な位置に置かれている。しかし、視る側か

ら離れたところにある車輪の部品が一点透視

図法に従ってより小さくなっているわけでは

ない。そこには、一点透視図法のような形で

の地平線や消点はない。分解投影図は、一点透視図法のようにスカラー量の

関係を維持しているわけでもない。むしろ、さまざまな要素が正投影遠近法

                             
78 ヤマハのサービスマニュアルの図示に触れることができないため『アニメ・マシーン』、160頁の図示を引用する。 

図 60 ヤマハのバイク（XS650モデル）の前輪

の組み立て分解図 
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のようなやり方で、部品の大きさを変えずに、対角線に沿って配列されてい

るのだ。これは理にかなっているし、合理的でさえある。 

 （トーマス・ラマール『アニメ マシーン』藤木秀朗監訳、名古屋大学出版社、 

  2013年、159頁） 

 

 分解投影図の構造とセル・アニメーションのコンポジティングをもつ特徴(撮影カメラが

アニメーション・スタンドのロストラムに固定され、一点透視図法に従うイメージ作り、

セルを隙間なく上下に積み重ねることによって 2つの軸に沿ったカメラの運動の表現が可

能であること)を比較してみれば、「一点透視図法のようにスカラー量の関係を維持してい

ないこと」と「各要素の大きさを変えずに対角線に沿って配列されること」は明白な特徴

であるといえよう。 

 また、奥行きへのカメラの運動を表現するため、マルチプレーン・カメラが開発された

が、運動の首尾一貫性を保つことには負担がかかると記述した。彼はアニメーションにお

けるカメラの可動性の表現は、映画のカメラの可動性の表現に参照できると指摘し「分解

投影図」を活かした一つの例として、押井守が監督した映画《アヴァロン》（押井守、106

分、カラー、ステレオ、2001年、12秒）には何層にも重ねて、爆発を表現するシーン（図

6179）をとりあげた。著書の『第 11章分配的な領域』において以下のように記述している。 

 

 

 この「アニメーションになった映画」は、弾道的な角度や加速した戦争テ

クノロジーに溢れた軍事抗争のただ中で、戦闘が突然停止し、それが何層に

もレイヤーから構成されていることを示している。実はこれはヴィデオゲー

ムであり、ヒロインのアッシュはコンポジティングを解体されたイメージの

中の隔たりに入り込んだり、そこから出たりする。 

 もし映画が参照点と見なされれば、コンポジティングもまた「内的なモン

タージュ」や「イメージ内の編集」と言い表せるかもしれない〔注：レフ・

マノヴィッチ(Lev Manovich)の Language of New Media, 155—160における「コ

ンポジティングと新たなタイプのモンタージュ」についての論議もまた参照〕。

それは、多平面的なイメージの中の数々の平面間で生じる隔たりや隙間を扱

うことに関わっている。コンポジティングは通常、レイヤー間の隔たりにつ

                             
79 『アヴァロン』 バンダイビジュアル 2001年発売 DVDによるスクリーンショットである。 

図 61 映画『アヴァロン』の爆発シーン カメラの移動を利用し、ヴィデオゲームが多平面なイメージで 

   構成されていることを表現する。 
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いての私たちの知覚を減少させたり抑制したりするのに用いられる。例えば、

セル・アニメーションの世界では、アニメーターはマルチプレーン・カメラ

のシステムによって、ある特定の種類のコンポジティングを展開することが

可能となった。このコンポジティングは、最終的にはイメージをスカラー比

に従った世界へと閉じ込めるものであるが、アニメーターたちはそれを用い

て、映画カメラの可動性を参照しつつ、「自然」に感じられる奥行きへの運動

の感覚をもたらす方法によって、イメージのレイヤー間の関係を操るように

なった。 

（前掲書、P163） 

 

 彼は『アヴァロン』の爆発のシーンを用い「アニメーターたちはマルチプレーン・カメ

ラのシステムを利用し、イメージのレイヤー間の関係を操ること」と「映画カメラの可動

性を参照したこと」により、「スカラー比に従った世界」と異なる表現を試みたことを分析

した。中では「それが何層にもレイヤーから構成されていることを示している」と記述し

た内容があり、ここに記述された「レイヤー」は本論において取り上げた「画像、動画像

をマッピングしたプレーン」の表現と見なすことができる。 

 また、「分解投影図」と「画像、動画像をマッピングしたプレーン」は近似していること

が偶然ではない。第２章において記述したように、今日のデジタル・コンポジティング・

ソフトウェアが映像制作者に提供したインタフェースと機能はセル・アニメーションにお

けるコンポジティングの構造とマルチプレーン・カメラのシステムを継承したからである。

筆者はラマールと同様にマルチプレーン・カメラのシステムをもつ特徴に着目した。映画

とアニメーションの合流点である《アヴァロン》（2001年）の爆発シーンは「画像、動画

像をマッピングしたプレーン」の特徴をもっていると見なすことができる。「多視点」と「視

点変換」表現を利用し、「それぞれに起こした爆発が一つの視軸に沿って間隔をあけて配置

されること」と「カメラが曲線に沿って移動し、ヴィデオゲームの世界が多平面的に構成

されていること」を鑑賞者に提示した。 

 しかし、《アヴァロン》（2001年）の爆発シーンは「画像、動画像をマッピングしたプレ

ーン」の特徴をもっていると見なすことができるが、ラマールが提言した「分解投影図」

と「画像、動画像をマッピングしたプレーン」は全く同じであると断言できない。「分解投

影図」は一つのイメージ（オブジェクト）の各構成要素を分解し、間隔をあけて奥行きの

視軸（対角線）に沿って配置することに対し、「画像、動画像をマッピングしたプレーン」

は「画像、動画像」の構成要素を分解しないことは明白な違いである。 

 以上、《量(Layers)》と《アヴァロン》の爆発シーンの関連性をまとめた内容である。 
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３−３ 映像オブジェクトにおけるインターネット・アート作品 

    《過ぎ去った事物の不可視のかたち（The Invisible Shapes of Things Past）》 

 

 

 

 本研究をはじめてから資料収集の段階において筆者はインターネット80を経由し

Art+Comの《過ぎ去った事物の不可視のかたち（The Invisible Shapes of Things Past）》

（1995-2007）というアート・プロジェクトの記録映像を「フィルム・オブジェクト」とい

う用語が使われていることは印象的である（図 6281）。マノヴィッチは著書《ニューメデ

ィアの言語》において、この作品を以下のように記述している。 

  

 ユーザーは、ベルリンの 3Dモデルの中で航行していると、街路に横たわ

る細長い形態に出くわす。作家たちが「フィルム・オブジェクト」と呼ぶそ

れらの形態は、都市の相当する地点で撮影されたドキュメンタリーのフッテ

ージに対応している。それぞれの形態を作り出すにあたっては、元々のフッ

テージがデジタル化され、フレームが奥行き方向に次々に積み重ねられるの

だが、正確な形態は元々のカメラの〔移動撮影やパンなどの〕パラメータに

よって決まる。ユーザーは、最初のフレームをクリックすることで、フッテ

ージを見ることができる。フレームが次々と表示されていくと、形態はそれ

に応じて薄くなっていく。 

 あらゆる文化的経験を空間化するというコンピュータ文化の一般的な傾

向に従って、この文化的インタフェースも時間を空間化し、それを 3D空間

に置かれた形態として表象する。この形態は、本とみなすこともできる――

個々のフレームが本のページのように次々と積み重ねられているのだから。

カメラがたどった時間と空間の経路は、ページごとに読まれる本となる。カ

メラの視覚による記録は具体的なオブジェクトとなり、その視覚を生じさせ

た具体的な現実と空間を共有する。映画が固体化されているのだ。そのため、

このプロジェクトは、映画のバーチャルな記念碑としても理解できる。（バ

ーチャルな）都市に置かれた（バーチャルな）形態は、映画がデータの検索

と使用のための道具箱ではなく、文化的表現を定義づけるような形式だった

                             
80 The Invisible Shapes of Things Past  
http://www.artcom.de/en/projects/project/detail/the-invisible-shape-of-things-past 2014年 6月 17日アクセス 
81「スクリーンショット」同、2014年 6月 17日アクセス 

図 62 『過ぎ去った事物の不可視のかたち』のスクリーンショット 
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時代を思い起こさせる。 

（レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』堀潤之訳、みすず書房、 

 2013年、145頁） 

 

 「フィルム・クリップ」のフレームを一フレーム、一フレームで、コンピュータに取り

込み、バーチャル 3D空間内で「撮影カメラの移動経路に従い、フレームを次々と積み重ね、

GPS的に配置していくこと」や「鑑賞者はバーチャル・カメラ・コントローラーを利用し、

カメラをコントロールすることができること」はこのアート・プロジェクトの作品がもつ

最大の特徴といえよう。さらに、バーチャル 3D空間内に配置された「フレームのかたまり」

を「Solid object／立方体（固体）オブジェクト」などの用語を使用せずに「フィルム・

オブジェクト」という用語を使用した。 

 「フィルム・オブジェクト」と《量（Layers）》のなかで取り上げた「画像をマッピング

したプレーン」は、「時間要素の空間化」と「再構築」に関する実験である。《過ぎ去っ

た事物の不可視のかたち》がもつ「（バーチャルな）都市に置かれた（バーチャルな）形

態は、映画がデータの検索と使用のための道具箱ではなく、文化的表現を定義づけるよう

な形式だった時代を思い起こさせる」という特徴は、筆者が第２章において記述した「イ

ンタフェースにおけるレイヤー構造は単なる制作上に使われるツール（透明的存在）では

なく、イメージとして存在するオブジェクトの表現（反映的存在）にも展開していく」と

いった内容がかなり近い意味をもっている。また、両作品において制作者はバーチャル・

カメラが移動する特徴を利用し、「透明性の戦略」と「反映性の戦略」の間で揺動する視

点を鑑賞者に提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３−４ 映像オブジェクトにおけるインタラクティブ・アート作品 

 《Field-works@Alsace》（「Future Cinema」、ZKM、カールスルーエ、ドイツ、2002 年） 

 

 藤幡正樹は1991年から、カメラとGPS（Global Positioning System）設備を併用し、

《Field-works》と呼ばれるシリーズ作品を制作しはじめた。作品ごとに、特定のエリアの

なかで、GPSつきのカメラを持ち歩き、出会った人のインタビューを撮る。同時にGPS情報
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も一緒に記録される。藤幡は『Field-works をめぐって』82において、GPS情報を用いたプ

ロジェクトの背後にある考え方について以下のように説明している。 

 

 位置情報とは、まさにそれを持つ人間のアイデンティティーであり、極めて

個人的な情報である。これは、かつて地図がそれぞれの国の国家機密であった

の対して、まっこうから対立する性質の情報であるということがわかる。カー

ナビは確かに便利かもしれないが、僕は地図という与えられた客観性に対して

ある種の不信感を抱いている。GPS を兵器として使わないこと、GPS の極めて

個人的な位置情報を使って、極めて個人的な地図を作ること、極めて個人的な

世界像を作ることが、まずこの「Field-work」シリーズのプロジェクトの背後

にある考え方である。 

  （藤幡正樹『Field-works をめぐって』55頁） 

 

 1992年から2009年まで全シリーズには９作品があり、全ての作品には「GPSによる個人的

な世界を作る」という特徴が一貫している。《Field-works@Alsace》は藤幡がドイツで制

作した作品であり、以下のように説明している。 

 

 ドイツとフランスが接する国境は、長く紛争の対象となってきた地域であり、

ストラスブールはその地域（アルザス地方）の中心となる街であり、現在はヨー

ロッパユニオンの会議場のひとつが置かれている町だ。現在でこそ、通貨もユー

ロに統一されたが、僕がドイツに滞在していた1998 年当時は、まだマルクとフ

ランの時代で、レストランでマルクを使うとフランでお釣りが来るような状態だ

った。国境沿いで起こるさまざまな変化に興味を持ったことと、GPS という位置

情報取得装置がつながって、このプロジェクトははじまった。 

 実際には、GPS 付きのヴィデオカメラを持って、国境沿いのおもしろそうな場

所のめぼしを付けては、次々とインタビューで攻めて行くのだが、次々とある種

の偶然が目の前で起こって、いろいろと不思議な体験をした。それがすべて映像

となっているわけではないのだが、極めて個人的な体験が、いわゆるドキュメン

タリー映画とはまったく異なる形で記録され、また再現されていると言えるだろ

う。 

  （藤幡正樹、前掲資料、57頁） 

                             
82 藤幡正樹「Field-works をめぐって」

http://recherche.beauxartsnantes.fr/sites/recherche.beauxartsnantes.fr/files/Field-work.pdf  

PDFファイル、2014年12月28日アクセス 
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 《Field-works@Alsace》は全シリーズの第５作品目であり、インタラクティブ・アート

作品である。作品を展示する際、スクリーンに「バーチャル3D空間のなかで、撮影当時の

GPS情報（白い線）に沿い、プレーン・オブジェクトに置き換えられたインタビューの記録

映像が配置される」といった映像を投影する。また、鑑賞者は円盤状のインタフェースを

操作し、バーチャル・カメラをコントロールする。バーチャル・カメラの視点はGPS情報（白

い線）に沿って移動し、スクリーンの上で作者が記録したインタビューの素材（プレーン

状となった記録映像）を鑑賞できる（図63）83。 

 シリーズ作品の表現に共通しているのは写真（プレーンにある記録映像が停止している

場合）、ドキュメンタリー・ヴィデオ（鑑賞者がプレーンにある記録映像を選択し再生す

る場合）、ロケーティブ・メディア（作者が移動する際に、記録したGPS情報）をバーチャ

ル3D空間のなかでコンポジットし84、撮影カメラを利用したが、バーチャル・カメラの使

い方は「レンズベースの映像」のためではない特徴が本研究に関連していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
83 藤幡正樹《Field-works@Alsace》http://www.field-works.net/03_alsace/press/super002.jpg 

2014年 12月 30日アクセス 
84 Lev Manovich, Software takes command, London: Bloomsbury Academic press, 2013, P185 

 

図 63 藤幡正樹《Field-works@Alsace》インタラクティブ・アート、2002年 
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３−５ まとめ 「映像オブジェクト」としての展開 

 

 本章では、バーチャル 3D空間における「映像オブジェクト」の展開――映像（上映）作

品、インターネット・アート作品、インタラクティブ・アート作品――に関連する、３つ

の作品例を取り上げた。各作品に共通している特徴を以下のようにまとめる。 

 

１、多視点の特徴 

複数の素材（写真、フィルム・フッテージ、ヴィデオ）を利用し、それぞれの素材がもつ

アイデンティティを保ち、バーチャル 3D空間のなかで配置されている。 

 

２、視点変換の特徴 

バーチャル・カメラの移動を設定、もしくはコントロールすることにより、バーチャル 3D

空間のなかで配置されている素材の存在を鑑賞者に明示的に示す。 

 

３、時間要素の空間化 

前述した３つの特徴によって、バーチャル 3D空間のなかで、作品に使われる画像、動画像

素材に含まれる「時間要素」は視覚情報に置き換えることができる。 

 

 筆者の作品は各メディアとソフトウェアのインタフェースがもつ「レイヤー構造」から

インスピレーションを受けた。Art+Comの作品はフィルム・フッテージのフレームをベー

スにしている。藤幡の作品は GPS情報を利用し、個人的な世界像を作るといった目的から、

制作しはじめた。異なる作者が異なる出発点で制作した、異なる形式の作品に共通してい

る特徴をまとめることができたのは偶然ではない。前述した３つの特徴は「映画がデータ

の検索と使用のための道具箱（透明性の戦略）ではなく、文化的表現を定義づけるような

形式（反映性の戦略）である」という意図が共通しているので、制作者たちはこの意図を

鑑賞者に伝えるため、さまざまな「映像オブジェクト」作品を制作した。これからの時代

も、バーチャル 3D空間を利用した、新たな展開が期待できる。 
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第４章 まとめと今後の展望 

 

 

 本論は画像処理（Ps）、映像コンポジティング・ソフトウェア（Ae）における「コンポジ

ティングの結果とインタフェース上のレイヤー構造の関係」という課題をめぐり、考察を

行ってきた。「両者の関係」を考察するため、３つの段階に分けた。 

 第１段階では、ソフトウェアのインタフェース上の「レイヤー構造」について歴史的な

つながりを整理した。キアロスクーロ木版画をはじめ、コラージュ、フォトモンタージュ

がもつ「複数の要素による組み合わせで、イメージを構成する」という特徴をまとめた。

そして、視覚文化に関連する「舞台装置、ピープ・ショー、しかけ絵本」やフィルム時代

の「セル・アニメーション、マルチプレーン・カメラ、オプティカル・プリンター」、及び

ヴィデオの合成とエフェクトに使用する「ヴィデオ・スイッチャーとキー合成」にも「レ

イヤー構造の特徴」が含まれ、「時代とメディアの区別を問わずに、レイヤー構造は繰り返

し利用される」という結果につながる。 

 第２段階では、「Psと Aeのインタフェース上のレイヤー構造」は、前段階において整理

した各メディアがもつ「レイヤー構造」の特徴を継承し、コンポジティングの結果は、レ

イヤー・パネル内のレイヤー構造に「制約される」特徴を記述した。 

 第３段階では、Aeがもつ「擬似的なバーチャル 3D空間」を利用する場合、「制約の特

徴はなくなるが、素材とレイヤーはリンクされていることが変わらない（読み込んだすべ

ての素材をレイヤーに置き換え、コンポジティング・パネルで表示する特徴）」ことに対

し、Mayaがもつ「真のバーチャル 3D空間」では「制約の特徴がなくなり、レイヤーを作

成しなくてもよい（すべての素材がもつアイデンティティを保ち、シーンのなかに読み込

む）」ことを確認した。 

 以上の３つの段階を経て、Psと Aeがもつ「レイヤー構造」について、歴史的関連性を

明白にしたうえ、Psから Aeを経由し Mayaに展開していくにつれて、コンポジティングの

結果はレイヤー構造に「制約されなくなる」という特徴がある。「この変化と共に、これ

らのソフトウェアを使用した表現にどんな影響を及ばしたか」という課題について、「レ

ンズベースの映像から映像オブジェクトへの展開」を取り上げた。 

 各種のソフトウェアは「レンズベースの映像」に対して、撮影カメラの映像、カメラワ

ークをより正確にシミュレートできる。そして、異なる素材（バーチャル・カメラの移動

を含む）のもつアイデンティティが「ショット（shot）」に統一される。言い換えれば、

制作者は CG技術と透明性の戦略を利用し、複数の素材とレイヤー構造の存在を鑑賞者に気

づかれないようにした。作品例としては、《パニックルーム》と筆者が制作した《私とフ

ァン・ゴッホの寝室》を取り上げた。 

 第３章では、筆者が制作した《互（Link）》や《量（Layers）》では、バーチャル・カ

メラの移動を設定することにより「画像、動画像をマッピングしたプレーン」の存在を鑑

賞者に明示した。Art+Comが制作したインターネット・アート作品《過ぎ去った事物の不

可視のかたち》では、バーチャル・カメラを操作することにより、バーチャル 3D空間のな

かにある「フィルム・オブジェクト」の存在を鑑賞者に明示した。藤幡正樹が制作した

《Field-works@Alsace》はインタラクティブ・アート作品である。鑑賞者は円盤状のコン
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トローラーを操作することによって、作品に設定したバーチャル・カメラをコントロール

し、プレーン・オブジェクトとして表示されたインタビュー映像を鑑賞し、もしくはスク

リーンに投影された作品全体の内容（移動したルートに従い配置された、複数のプレーン

状のインタビュー映像）を鑑賞することができる。 

 上記の作品には「多視点、視点変換、バーチャル・カメラの設定（移動、コントロール）、

時間要素の空間化」といった共通している特徴をまとめることができる。本論においては、

広い意味で「映像オブジェクト」として記述し、反映性の戦略を利用したことは明白な特

徴である。 

 「映像オブジェクト」はデジタル技術を利用しているが、デジタル制作に頼らない時代

では、「映像オブジェクト」の特徴をもった作品はあるのかという疑問が生じる。すでに、

第１章においてヴァスルカ夫妻が制作したヴィデオ作品《Cトレンド》（1974年）ではス

キャン・プロセッサーによって、ヴィデオ・カメラのフレームから解放され、「ヴィデオ・

オブジェクト」が創造された。また、

伊藤高志が制作したフィルム作品

《SPACY》（16mm、10分、カラー、

1980-81年）は「体育館のなかで配

置された複数の写真パネル（多視点）」

「撮影カメラが曲線と直線の運動軌

跡に沿い（カメラをコントロールす

る）、画像の中の画像という無限の入

れ子空間を作り出したこと（視点変

換）」といった特徴85をもっている。

《SPACY》において、体育館のなかで

並んでいる写真パネルが「映像オブ

ジェクト」的存在であるといえよう

（図 64）。 

 ルネサンス時代からデジタル時代まで、「レイヤー構造が繰り返して使われたこと」と同

様に、第１章において記述した「キュービズムの作家たちはルネサンス時代の絵画システ

ムに対する解体と再構築の実験」は、それ以降の時代においても繰り返されている。フィ

ルムとヴィデオの映像作家たちの作品において、新たな視覚言語を確立するためさまざま

な側面から実験してきた。筆者が制作した作品において、インタフェースにおける「レイ

ヤー構造」は単なる制作上に使われる「ツール（透明的存在）」ではなく、「オブジェク

トとしての表現（反映的存在）」にも展開していく。Art+Comや藤幡正樹が制作したそれ

ぞれの作品がもつ特徴から考えると「映画（もしくはインタビューの記録映像）がデータ

の検索と使用のための道具箱ではなく、文化的表現を定義づけるような形式」であるとい

えよう。 

 以上の内容をふまえ、本論の「はじめに」において、取り上げた「コンポジティングの

                             
85 松本俊夫『逸脱の映像』月曜社、2013年、92頁 

 

図 64  《SPACY》のスクリーンショット 
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結果とインタフェース上におけるレイヤー構造の関係はどのように変化したか」、及び「そ

の変化による状況はバーチャル 3D空間内でどのように展開するか」という課題に対し、「イ

ンタフェースにおけるレイヤー構造は単なる制作上に使われるツール（透明的存在）では

なく、イメージとして存在するオブジェクトの表現（反映的存在）にも展開していく」と

いう結果につながる。さらに、一般的に応用できるように、パイオニアたちの経験を参照

し、筆者は「映像オブジェクトの表現は、従来のレンズベースの映像をシミュレートする

ことではなく、新たな視覚言語を展開させるためのイメージ形式である」と結論づける。 

 コンピュータを利用した CG技術は「いかに現実空間をシミュレートできるか」という目

標を目指し、ソフトウェアが進化し、その歴史は 1944年に遡ることができる。米海軍と空

軍は航空機の性能を設計段階で評価するためのシミュレーターの開発をマサチューセッツ

工科大学に依頼し、1948年に、年間 100万ドルという過去最高のコンピュータ開発計画と

なった。その結果、研究者たちは、ワールウィンド・コンピュータに CRT（ブラウン管）

ディスプレイを取り付け、点で図形を表示する実験を行い、シミュレーションの結果を動

画で表示できた。これが史上最初のデジタル CGの誕生といわれる。その後コンピュータを

利用した CG技術が充実され、現実空間をシミュレートすることが可能となった。1973年、

E&S社（Evans & Sutherland、1968年設立）がフライト・シミュレーター用模擬視界装置

である NOVOVIEWが完成した。さらに、同社が 1981年に発表した「NONV CT5」において 2500

面からなるテクスチャ・マッピング付きのポリゴン表示を実現させたため、時の変化や天

候まで表現可能となり、データの入れ替えだけで、ありとあらゆる場所での訓練が可能と

なった86。 

 第２章において記述したとおり、1980 年代や 1990 年代の映画制作（レンズベースの映

像、気づかれない合成のため）には CG技術が欠かせない。今日に至って複数のソフトウェ

アを横断的に活かし、異なる領域の表現を利用し、現実とほとんど変わらない、「リアルな

再現」が可能となったといえよう。「再現性」を追求することによって、技術が進んできた

が、技術の可能性は「再現性」だけには寄らずに、自由度が高い 3DCGソフトウェアを使っ

た多様な造形表現の可能性が考えられる。「具象絵画から抽象絵画へ展開すること」と同様

に、3DCGにおいても再現性以外の新たな世界観を作り出す可能性が新しい視覚言語の可能

性につながり、「映像オブジェクト」というかたちでソフトウェアの力を探求したい。 

 本論を作成している間に、筆者は映像芸術に関連する歴史、理論の調査、及び作品に対

する客観的な研究の重要性を改めて認識した。今後も引き続き領域を問わずに、さまざま

な理論や表現に注目していく。 

 

 

 今日、我々は「0、1」を基本としたデジタル技術を用い、「自然界の創造、表現」を再認

識し、探っているように考えられる。実は、中国の春秋時代の老子が『道徳経』87におい

て、以下のように述べた。 

                             
86大口孝之『コンピュータ・グラィックスの歴史』、フィルムアート社、2009年、21頁、62頁 
87老子の著書と伝えられる道家の経典。二巻、八十一章。戦国時代初期から中期頃成立。現象界を相対化してとらえ、

現象の背後にある絶対的本体を道とし、 それから付与される本性を徳とし、無為自然の道とそれに即した処世訓や政

治論を説く。 道を宇宙の本体とし、道に則った無為自然・謙遜柔弱の処世哲学。道徳経。老子道徳経。 

http://www.1-em.net/sampo/sisyogokyo/Laozi/index.htm 2014年 12月 30日 アクセス 
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道生一、一生二、二生三、三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。 

 

「道(タオ)から「一」が生じ， 「一」から「二」が生じ， 「二」から「三」が生じ， 「三」

から宇宙（世界）が創成された。 創成された宇宙は背後に「陰」を，前面に「陽」を配置

する。そうした陰と陽という原理があまねく行きわたり、調和で満たされる」88という意

味である。「道（タオ）」において、「万物には陰と陽の対立する二つの局面があり、陰

と陽はその中に生まれた気によって調和されている」という考え方をもっている。上記し

た内容から「陰＝０、陽＝１」というような関係がつけられ、「一、二、三」は三次元空

間（もしくはバーチャル 3D空間）を指しているように理解できる。古代思想と現代技術が

関連しているのは偶然ではないと考え、次回の研究テーマを「バーチャル 3D空間に関連す

る 3DCG技術と中国の老子思想（宇宙観）」に設定し、まずは「老子の思想が CGによって、

どのように再現できるか」といった出発点から踏み出し、研究や制作が両立できるように、

進んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
88 同、『道化第四十二 （すべてのものは道から生まれる）』、2014年 12月 30日 アクセス 
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