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高度映像空間への予兆

映像表現の技術は L 、ま、エレク ト ロニクス の 1:\1て\研究と実践によ っ て解決されてゆく

の技術革新の '1 1 で、 2 1"11ト紀へ向けて新しい べきものだと思うし、私1''1身も次のチャンス

整理!統合の|時代を迎えようとして \ ，~ 。 また rt'生かして追求しなければならないと 店、っ て

一方、都市空I /\Jの胞設、展示、イベン ト など いる 。

のあらゆる分野からのH央像表現への期待が、 ただこの 「映像空間創造」というテーマは、

日増しに l.'tj ま っ ている 。 抗Ilïlî訂剛、建築、環境、防相: \ 1、公共(I(j ・ 私

こ のような大きな JJfì動の中て\映像 t 環 (I(j インテリア、展覧会、 昨覧会、イベント、

境と い うテー?を立てて、いま起こりつつあ 民示など、将米のアー ト とデザインにかかわ

る現象に制をかけてみようとしたのがこの本 る 1~，'7，広 い領域にまたがっ ている t.:"'t に、関係

の狙いである 。 する符分町:11\ 1でのi百発な火lオLの必~ー を!必じて

たまたま私 1'1 身のこ こ 数年米のテー?であ い る 。

るビデオ l映像の環境的発表、すなわち「未米

庭闘」 から「銀河庭1 ，;i I J へ続いている仕事が、

やはり l映像と環境の liil起に涼くかかわってい

る 。 またビデオやレーザ一光線と舞踊を含む

一連の環境的バフォーマンスの実現も、者11市

空flnへ述紡しているものだ‘し 、 ここ 1 、 2 年

のビデオH射象と彫刻を組み合わせた仕事は、

そして 、 射代美術がインスタレーションや、

パフォーマンスへ向かっ てい っ た潮流からみ

ても、芸術作品という枠を向何本しながら、 |映

像の分野との合流に入るのは必然的な辺のひ

と って‘あろう 。

したがっ て、この本がひと つの刺激となっ

て、いま終分野で個別じ発ノ 1: し、しかも lIiI :lli

都市の公共宅1mへの提案fl(jな凶を持っている 。 が拡散しかねない こ れらの領域を泌底してい

したがっ て、都市が日皮.m幸III化への技術的 る引象へのi剥心ぞ 11乎び起こすことに役立てば、

推力によ っ て変不しはじめて い る H寺期に 、|映 私に t っ て噌外の幸せである 。

像表現というアー ト fllli他に |二|党め、 テクノロ なお、この木の実現に際し深いi~JI}'ll併の |二、

ジーを内包 した表引手段を手がかりに、次の さまざ、まな御協力をいたfごいた特様へ、 心か

者11市環境をÎ:llj造i2立1する -γf

したのが、この本の発111!のき っ かけてある 。

もちろん、さまざまな技術的ディテールや、 1987年 4 Ji 

恒l々の問題の迫求において、充分に突っ こん

てはいなし、。 それらは、今後符方而の関係者 11111 )勝弘
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銀河庭園 I Galaxy Garden 1986 

ビデオ ・ インスタレーション「銀;可庭園」

は. 1986年に発表されたR則象環境による人工

庭園である。 この映像環境の中に観客を誘い

込む発表形式は，すでに 1974年の「ラス ・ メ

二一ナス」から始まっているが， とくに庭園

的構想によって発表されたのは. 1 98 1 年の「未

来庭園←ー情報環境彫刻J-J であり，この

時はビデオカメラ，モニターテレビなどとと

もに， ホログラフィー映像も展示されていた。

その後 1 983年の「未来庭園一一山口勝弘ビ

デオスベクタル」が開かれ， ビデオカメラ，

モニターテレビのほか，レーザー光とビデオ

の組み合わせによる「レ ザー樹」という作

品を発表した。

したがって今回の「銀河庭園」も，こうし

た一連の日央像空間を庭園的イメージによって

構成してゆく方法に入るのである。

ところで. . 昨年発表された「銀j可庭園」は，

メタリックなバルーンや，石や乾草などを使

って幻想的空間を演出した。それと同時に，

この「銀河庭園」を構成する作品群のそれぞ

れに，田崎和隆作曲による環境音楽が付され，

会場全体が， 映像 ・ 音響環境となるように考

えられていた。

近い将来， こうした映像 ・ 音響環境が都市

の中の精神的建りの装置として.かつての庭

園が果たしていたような機能を， 都市生活者

のために用意すべき時代がくるだろう 。

*銀河庭園一一山口勝弘ビデオスペアタタル兵庫県立

近代美術館 1986年 11 月 16日 ー 12月 14 日主催・兵庫県立

近代美術館/毎日新聞社/例伊藤文化財団/後援 兵庫県・

兵庫県教育委員会/神戸市・神戸市教育委員会/毎日放送

/スポーツニッポン新聞社/毎日小学生新聞/毎日中学生新

聞/協力 日本ビフター株式会社/株式会社乃村工套社
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Galaxy Garden 

左右に各 1 2台のモニターを，立体的に構成

し，それぞれの画面が銭面上に映りこむため，

鏡面空間に浮遊しているかのように見える。

前頁右側の函函は渦巻状の回転運動をコンビ

ュータ装置によって作成し， 抽象的パターン

による無限運動を表わしている。 左側の画面

は.機械技術文明の廃棄物の映像とデジタル

な数字の記号を組み合わせ，現実の風化する

イメージを表わしている。

このふたつの構成装置は.銀河庭園へ誘導

するためのゲートであり，その装置の聞を抜

けて銀河庭園へ入ってゆく 。 正面奥には

Pyramid が設置S れ.左右に各ふたつずつの

ピデオ ・ インスタレーションが置かれている。
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山口勝弘略歴

1928 東京 ・ 品川に生まれる.

1951 日本大学法学部法律学科卒業. 北代省三・

武j剤散らと実験工房を結成.ガラスによる

構成絵画「ヴィトリーヌ J(滋口修造の命名)

を制作，翌年発表

1967 第 5 回グッゲンハイム国際展 (N. Y.). 

1968 第34回ウ'ェニス ・ ヒ'エンナーレ

1970 日本万国博三井グループ館プロテ'ユーサー

を務める.

1975 第 13回サンパウロ ・ ビエンナーレでピラー

レス工業賞受賞.

1977 ビデオによる最初の個展「山口勝弘ビデオ

ラマ展J 開催(南直i廊 ・ 東京)

1978 r国際ビデオアート展'78J (草月ホール・東

京)

1981 ポートピア'81博覧会記念ポートピア国際ピ

デオアートフ工スティパルの実行委員長 ・

審査員を務める r山口勝弘ーーヴィトリー

ヌからビデオまて'J (神奈川県民キ.ャラリー).

「山口勝弘展 未来庭園による J (東京画

廊).

1982 r明日の美術館を求めて一一美術劇場J (兵

庫県立近代美f桁館).ビデオ彫刻「イメージ 

I~ードJ(池袋 ・西武百貨店). 以後六本木・

WAVE，有楽町 ・ 西武百貨店のビデオ ・ ディ

スプレイを手がける.

1983 r山口勝弘ビデオスベクタクル〈未来庭園}J

(佐谷画廊 ・ 東京)

1985 第 6 回ロカルノ国際ビデオアート ・ フエス

ティノてルて賞金のレーザー賞受賞 rビデオ ・

インスタレ ション J (ビクタ VIC 東京 ・

大阪). rJUN ポートピア・セレプレーショ

ンJ (神戸) .

1986 rハイテク ・ アールヌーボーJ(ラ・フォーレ

著書

赤坂). rノ、ィテクノロジ一国際展J (名古屋・

東京).ビデオ彫刻'J r I ~ロッコ Jr三重奏J を

制作 r銀河庭園一一山口勝弘ビデオスベ

クタクルJ(兵庫県立近代美術館).

「不定形美術ろf..， J 学芸書林1967年

「環境芸術家キースラーJ 美術出版社 1978年

「作品集山口勝弘360' J 六耀社 1981 年

rj令たいパフォーマンスJ (共著) 朝日出版社1983年

「ロポットアウ'ァンギャルド J PARCO 出版 1985年

「ノ fフォーマンス原論」 朝日出版社1985年

Galaxy Gαrden 

[写真提供 ・ 筆者]
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プラネット・ステーション I Planet Statior、

水平に並べられた鏡の上に設置されたモこ から，抽象的な合成函像が飛び出してくる。

ターテレビは，時に水に浮かんだように見え 石と鏡による伝統的な池の模擬的イメージの

る。 上に. ビデオR則象の内容によってもう一度現

これは，鏡の周囲に並べられた岩のような 実世界へフィードパックされる。

石組みのせいて・ある。 つまり，この石組みが この二重三重の現実世界との往復により，

与える効果は，日本庭園の池を見ているよう この明象体験は掛在に屈折する。 またこのよ

な錯覚性である。 うな映像庭園は，これからの公共空間，とく

それはモニターテレビが，銭面上に斜めに にロビーのような広い空間に設けられてきた

立てられているため，スタティックな画面感 日本庭園の代わりに設置されてゆく可能性が

が消えて，鏡の池の上に浮かんて'いるような ある。 しかも画面上の日央像ソフトを，四季お

錯覚性によってより強調されている。 そして りおりに代えることによって.日本的な季節

石や乾草のように，非文明的なイメージの中 感の演出が行なえる。

12 



ヒ。ラミッドI Pyramid

ピラミッド状に積み上げられたモニターテ

レビは， モニュメンタルな立体感を与える。

今回は会場のスペースの限界を考え，ほぽ

3分の!のピラミッドとなっている。 そして

モニターテレビに映し出される映像は，火と

水を対比的な要素としながら，火によって熔

解する物質であり. しかも固まれば透明な固

体となるガラスを，火と水の媒介として組み

合わせている。

燃え上がる炎のピラミッド。 そして光を反

射し透過させて回転し続けるヵ・ラスの塊。 さ

らに落下する滝の流れと，逆流しながら上昇

する水流。宇宙的図像の運動の中に，一種の輪

廻を描こうとした日央像が組みこまれている。

田崎和隆の音楽はパッノ、の旋律をもとに，

ある精神的限想へ誘いこむ上て効果的である。

この Pyramid も.人びとが往き交う広い公

共空間に， ひとつのシンボルとして設置し，

その周囲に休息の椅子などが置かれれば，都

市生活者への休らぎの環境となるだろう 。
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鏡とハーフミラーをもった一種のボックス

である。 その中に，ジグザグの波状の形をも

った日央像が俵めこまれている。 5 台のモニタ

ーがそれぞれ 5 菌の鏡に映りこみ.その映像

の波が無限空間の中へ続いてゆく 。

この映像装置は， 19世紀に流行したジオラ

マあるいはパノラマの変形である。 またジオ

ラマやパノラマが，風景や社会的出来事の視

覚的パースベクティブを展開していると同時

に，すべてが人工的に合成された映像装置で

あったように，この Cosmic Wave はあくまで

も人工的な波動空間の上映装置である。

したがって，現実の距離を失なって.ただ

暗い虚の空間の中に現われるイメージを追う

だけが.われわれの視覚体験である。

16 
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スリー・パッセージ I Three Passages 

イメージを内包した彫刻，あるいはイメー

ジを増殖させる胎内空間とでもいった作品で

ある。

この立体の中に映りこむ無数のイメージの

断片は，わずか l 台のモニターテレビによっ

て生み出されている。 床に近いところに水平

に置かれた画面が，左右の奥行きを持った鏡

の上へ，つぎつぎと反射しながら上昇してゆ

く 。 天国への映像階段と呼んでもいい。

中の映像は，人間の顔，抽象的な渦巻き，

都市空間の断片などカ、現われる。 現代の都市

の中に織りこまれている見えない小路とでも

いうべきもの，人びとや車の走りまわる日常

的な道路ではなく，都市の中の見えない裂け

目のような空間を考えてみた。

こういう映像装置が，インテリジェン卜 ・

ビルのどこかに，あるいはペントハウスの静

かな片隅に，さりげなく立っている姿を，な

んとなくイメージしたくなる。

20 
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マジック・スクウェアー I Magic Square 

9 台のモニターテレビを魔方陣のように配

置し，その映像をふたつの垂直に立てられた

銭面によって，奥行のある空間を作っている。

映像は，抽象的なモザイク模織の中に.人

物像，胎児のレントゲン写真，頭蓋骨などが

骸めこまれ， 一種のマンダラとも見えるよう

な構成になっている。

22 
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映像空間創造

映像と蜘克一ーその現実と夢 1 都市空間を皮膜化しつつある映像化現象

現代というのは，われわれの生活を取り巻 現代の都市像をみると，ちょうど 1950年代

いているあらゆる場に，映像を発信するさま 後半から. 60年代に入っていく頃，ニュー ヨ

ざまな装置が用意されている 。 家庭の中に， ークの中心街である，ノfーク ・ アベニューや，

オフィスに，商業空間に，都市空間に，イメ フィフス ・ アベニューに， しだいにガラス張

ージを紡ぎ出し，イメ ージを映し出し，イメ りの高層ピノレ群が登場してきた。

ージを移し変えるあらゆる装置が増加しつつ ガラスによるカーテン ・ ウオール工法が，

ある 。 ピノレの視覚的イメージを変えていったのであ

まさに都市空間という 言葉は. I映像都市空 る 。 いわゆる近代建築といわれる建物の素材

聞という 言楽に置き換えられでもおかしくは は，鉄骨とコンクリー卜とがヲスによって代

ない。 また，そういった映像化しつつある環 表され，とくにコンクリー卜の素材をむきだ

境の中で生きているわれわれにとって ， 映像 しに用いた，物質的存在感のものが少くなか

というのは，見る対象物としてあるだけでは った。過去の建築の索材である石に代わって，

なし深〈意識の中に映りこみ，感受性や認 コンクリ ー 卜が，強度性と重量!惑を表現して

識のー加去にまで影響を及ぼしているのである。 いた。 ところが，大型の板ガラスを水平の床

したがって，この本の中で考えなければな から吊り下げるカーテン ・ ウオール工法の登

らないことは，現代の映像化しつつ変貌を遂 場によって，コンクリー卜の壁面は姿を消し

はじめ，代わって透き通ったJゲラス而がヒツレ

の皮膜となりはじめた。

ガラスの性質というのは，光を透過し，光

を反射し，イメージを~I映し出す。 とくに，ガ

ラス面が鋭化してくると， ヒツレの壁画全体が

鋭の立体に変わってゆく 。 建物のもつ物質感

を消去してゆくイメージの皮膜の建築であり，

鋭をまとった虚像の建築である 。 都市空間の

げようとしている都市空間の中で，今後Eの 中にこうした建築物が増え ， ガラスの|羽日空

ような創造が可能なのかであり，それをでき 間が増えると ， 都市のなかを歩ふ都市営率

るだけ幅広い視野をもった展望によって問題 で移動する人間にとって，都市環境は，まさ

点を浮き彫りにしたいと思っている 。 に映像が錯綜し，浮遊する空間となる 。

現代と古代とが融けこんでゆ〈映像空間. そして虚像と

実像が浮遊する現代都市(ローマにて) [写真・山口勝弘]

26 

鏡と鋭の聞に乱反射するイメージ，虚像と

実像が交錯し，過去と現在が入り乱れ，自然

と人工が融合してゆく 。 とくに， 夜へ変貌し

てゆくとき，都市はしだいに実像を消し去り

つつ，移し L、光ぞ自らの内部から発散しはじ

める 。 物質的部分は， 閣のなかに埋もれ，多

様な光のイメージが， 都市全体を包みこんで

ゆく。

このような都市像を見ているわれわれは，

すでに都市そのものが， 一種の巨大な映像の

迷宮と化し，その時4刻々と変化するスペク

タクノレ空間のなかに，われわれ自身がすべり

こみ，イメージの一部と化しているのに気づ

くのである。

そして都市空間が，索材や，建築や，発光

映像空間創造

パリの都市再開発の代表例「フォーラム・デ・レアール」

の周辺に生まれつつある鏡の建築群 いかにもフラ ンス

らしい映像造形による都市像である. [写真 ・ 山口勝弘]
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映像空間創造

1970年代に入って，プライマリーな彫刻的イメージの建

築が増加してくる. ロサンゼルスのダウンタウンに遣っ

たホテルの円筒形の銭面ピJレ. [写真 ・ 山口勝弘]
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i原の織りなす自発的な生成のカによって，い ている空聞が地加していた。

つの間にかl映像空聞を~ tì lJ造してしまったのに 一方，都市空間の騒々しい動的風景に対比

対し，いま都市は新しいテクノロジーの装置 する閣の中に，光の戯れるイメージの洞窟が

によって，次の映像空間の創造に取り組みは 用意されていた。数多くの映画館が都市空閉

じめている 。 それは電子的な技術を中心とし の夢の領域として，革命や戦争や，また生活

て生まれてきたテレビ，ヒヲ、、オ，ホログラフ の不公平きや，あらゆる欲望から人びとの心

ィー，三次元映像などに代表される映像装置 を調整する機能を果たしていた。テレビとい

と，そこに上演されてゆく映f純平の明滅する う光る窓，あるいは発光する情報メディアが

時の流れてある 。 出現するまでの都市空間は，スタティックな

そして，これらの新しいテクノロジーによ 写真イメージを中心とした二次元上の空間に

る映像空間が，将来の都市の創造的役割を， /::' 展開し，また動〈映像は，都市の外部空間や

のような手法，どのような計画にー基づいて造 公共的な空間から遮断された閣の空間に封じ

り上げてゆくか。 その見通しを立てようとい こめられていたのである 。

うのが，この次に述べる問題である 。

2 映像装置の発生

写真技術と映画技術は，記録と再生のプロ

セスを通じて，光学的原理と化学的原理の応、

用によっている 。 しかしテレビやビデオの場

合， 外界に存在する対象物のイメージを記録

するカメラのレンズ系にのみ，光学的技術が

用いられるだけで，化学的技術はすでに影を

ひそめている 。 その化学的技術の代わりに登

しかし，テレビの登場によって，われわれ

の都市空間は，まったく新しい映像環境へ突

入することになった。

その変化の第ーは，動〈映像が，明るい空

間のなかで、見られるという点である 。 そして

第二の点は， リアノレタイムに情報映像が現わ

れるという点である 。 いままで，暗い洞窟の

中に生きていた光の動〈映像は，太陽や人工

光と同じ光る映像になり， 日常の生活空間の

あらゆる場面に侵入しはじめてきたのである 。

場したのが危磁的技術であって，あらゆる映 一方，テレビの放送オ、ットワークは，現実

像は非可視的な電気信号となり磁気媒体上に に起こりつつあるイベン卜を，リアルタイム

記録されている 。 の中て映像化し，送信し，受信することを可

1920年代以後，写真はポスターや展覧会， 能にした。 この技術的成果は，都市空間のな

見本市，博覧会などの視覚伝達手段に利用さ かで起こりつつあるイベン卜を，しかもその

れ，都市空間]の中に，映像時代の先駆的情況 気になればあらゆるイベン卜を，映像として

を用意した。 とくに， フォトモンタージ‘ュの

手法が，一枚の写真に閉ざされがちなテクス

卜の内容を解体しつつ，次のテクス卜編集へ

のパオ、となることそ証明した。

この時代のフォトモンタージ、ユは，新しい

都市像の解説の手法であると同時に，大衆社

会のなかにあらゆる階庶sが混合してゆく，現

代都市空間を映しだす鋭像的役害IJを果たした。

つまり都市空間が，多様化する情報によって

物理的スペースを超え，見えない情報再生産

の活力によって脈動している様相ぞ，それら

のフォトモンタージュが予言的に表現してい

たのである 。 こうした映像化されつつある情

報の増加に対して，家庭の中にはアノレパムが

ととのえられ，家族の歴史がひっそりと眠っ
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情報化することである 。 したがって，この映

像化された情報もまた，者[1市空間の現実その

ものであり，起こりつつあるイベントにはか

ならないので、ある 。

1960年代に起こったこの革命的な事実は，

それ以後の都市空間の機相を変えるもっとも

大きな要因であり，この結果はむしろ 1970年

代を経て，この80年代に至って，ょうやく映

像都市の構造的変革が具現化しているといっ

た状態である 。

この構造的変革を支え， その変革のより大

きな結果を導きつつあるのが，電子画像と呼

ばれる映像技術?である 。 つまり 1960年代のカ

ラーテレビの普及や衛星中継の実現や， また

ビル ・ バーカー フラズマ ・ アート「光の動映像J (1985) 

「ハイテ7ノロジー ・ アート国際展J より [写真 ・ 山口勝弘]

上 レーザー・アートのり、イテク・アールヌーボーJ

より (1985) [写真提供・トータルメディア開発研究所]

右頁一一ー山口勝弘 ビデオ ・ アートのカレイド・スコープ

( 1977)[提供 ・ 山口勝弘]



伊勝隆康 六本木 . WAVE内ビデオ映像[写真・斎藤

さだむ]
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コンピュータ ・ グラフィックスの萌芽的な実

験は，すべてこの電子画像時代の序幕でしか

なかったので、ある 。

一方，すでに白黒のテレビの放送開始から

間もなく，光る l映像装置であるテレビは都会

の各所にその姿を現わしはじめ，広場や店先

に多くの群衆を集めた。 テレビ画像の前て、\

人びとは見知らね者同士のコミュニケーショ

ンを発生させていた。 いわゆる情報の広場が

実現していたのである。この情報の公共空間

は， 1930年代に生まれた電光ニュース以来の

ものである 。 いずれにせよ，都市空間のなか

に映像環境が自然発生的に出現したのである。

しかし，テレビの生産量の増加とその結果と

しての普及により，ふたたびこの映像装置は

家庭を核とした個人的な情報装置に自|羽させ

られていったのである。

3 映像環境への試み

さきに述べた映画は，単一のスクリーン上

に上映されることが原則lであったが， そもそ

も映画の前史として登場していたカメラ ・ オ

ブスキュラにしても， 18世紀以来の幻燈装置

やジオラマやパノラ?の視覚的環境装置は，

すべて見世物的な性格を持っと同時に， 一種

の映像環境の人工的な実験だった。とくに視

覚的な文脈からみると，現笑空間や対象物の

実像のスケーノレを拡大し，あるいは縮小し，

あるいは寸企分たがわ必実物大という自在な操

作が行なわれ，環境に包みこまれる側の観客

は現実と錯覚の相互作用によ っ て，心理的ゆ

らぎのf司王験を得ることになった。

今日の映画の中でのマノレチプロジェクショ

ンや，拡大映像，あるいは球型状のスクリー

ンへの」ニ映などは，すべてこのH央像環境の歴

映像空間創造

つくば科学万博会場内「ジャンボトロンJ CSONY) [写真・
斎藤さだむ]

史へつながっている。したがって，ビデオに たがってこのチューブ冷大型化するには技術 ところで，われわれのあらゆる映像体験の

おけるマルチ映像やプロジ、エクターによる大 的限界がある。また同様にそれをナ小型化する タイプは， どうも次のようなふたつの方向に

型化， またビデオ ・ インスタレーションへの にも技術的限界がある。しかし， 現在の大型 向けられているという事実がある。

関心も ， これらと連続している視覚化され， 化の方向はビデオプロジ‘エクターの出現や， そのひとつは，いままで述べてきたように

シミュレーション化される映像環境への強い ジ、ヤンボ 卜 ロンに代表されるような発光素子 拡大化の方向であり，映像環境によって現実

志向性にはかならない。 の集積によってある可能性を探している。 ー のシミュレーシヨン化を行なう方向である。
ところで，現在の映像メディアの中心てあ 方小型の方は，すでに実用化しているような もうひとつは，映像体験を小型化し， ポータ

る CRT(陰伍線管)1;J:，その名の通りガラスの 液品タイプのものが，ポータフツレ化への方向 ブノレ化する方向である。このポータフツレ化の
チューブ守を原理的形態として持っている。し を可能にしている。 ひとつの歴史が額縁絵画となって続いている
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し，さらに細密画のような極小への興味へた

E り 2 くのである。またより映像的体験とい

うものなら， 18世紀英国の風景と風景画の流

行から生まれた例の手鏡「クロード ・ グラス」

がある。つまり惰円形の凸面鏡の上に，眺め

たい風景を映し出して，それを観賞するので

ある。

このポータフツレな風景の映像化の変換装置

こそ，映像メディアのはしりであり同様に，

映像を私有化するメテ川アの発端である。こ

うして，カメラや小型テレビによって，われ

われは環境のなかにメディアを持ちこみ，ま

たメテ1 アとともに生きる生き方を続けてい

るのである。したがって，ヘッドホンと小型

のテープ再生装置を組み合わせたウォークマ

ンのような音響メディアは，ポータフツレ化よ

り先のステップへ踏みこんだ生体内部環境へ

の音場発生装置を予想させる。

山口勝弘 ビデオ・カレイド ・ スコープ (1982)

モニタ テレビと鏡を組み合わせたカレイド ・ スコープ.

鏡による映像の立体的変形と無限の分解が視覚的遊戯を

生み出している[写真 ・山 口勝弘]

山口勝弘 ビデオ彫刻「イメージ・バード」池袋・西武

百貨店 (1983) [写真 ・ 藤塚光政]
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4 CRT と都市空間

映像装置の極小化!;J:.，脳内部への視覚像発

生の生体的装置を生みだすかもしれないが，

ふたたび現実の都市空間像を考えてみると，

CRT と呼ばれる光る窓，あるいは光る商，あ

るいは光るスクリーンと呼ぶべき映像装置が，

1970年代後半から，ふたたび都市空間の中に

目立つ てきた。 とくに商業的技術とてもいう

べき電気器具店の店頭のマルチ展示は，いわ

ゆるシングル ・ フレームの映像展示とはまっ

たく異なった展示効果を示すことを教えてく

れた。 あたかも，現代美術のなかに 1960年代

に現われたアキュミユレーションのスタイノレ

と同じように，同ーのシンボ、ノレやイコンやオ

フージ、エが，寸分たがわ必大きさで連続的に並

列している映像空間が出現したのでゃある 。 し

かも美術でのアキュミュレーションカえ ほと

んど静止したイメージ群であるのに対して，

このマルチ ・ テレビのイメージは，同ーの方

向への動きと，群映像の変化をもたらしてい

る 。 さらにこのマルチ ・ テレビの映像効果を

検討してみると，単一のテレビ面上での動き

の速度よりも，開央像化した時の動きの変化

私自身の経験では，マルチイメージを撮影

する場合，対象物のコンポジョンを上下左右

への連続的構成守考えるのはもちろん，画面

上での対角線的連続性を計画したカメラ ・ ア

ングノレも必要になる 。 ところで: こうした映

像制作の技術面は， まだマノレチイメージ、につ

いては未開拓のものが多い。 それだけにマル

チイメージ導入の問題は，ハード函での拡大

映像のインパクトだけでなく，映像制作の技

術が，その効果を左右することを覚えておく

必要がある 。

またl映像環境という点から言えば，画面の

サイズ、に限界のあるマルチイメージの手法で

はなく，単一画面ての大型イメージへの欲求

は否定できない。 現在の技術的段階でも，普

通の室内照明であれば，ほとんど問題のない

プロシ、エクターが実現しているし ， とくにリ

アプロジ、エクターの場合，観'貰上のアメニテ

ィーもより期待される 。 すでに，展示用や博

覧会のような大量の観客数を予定しなければ

ならない場合， こうした大型イメージとその

映像環境への演出が不可欠になっており， 1964

年に，モントリオーノレ万国博で試みられた映

像展示手法以来，多くの博覧会展示!;J:.，映像

はより速く見える 。 また光のグラデーション に頼るパーセンテージが増加している 。

の変化は，単一のテレビ商上のイメージの訴 ビデオ映像の高画質化の動向は， 当開映写

求力が弱まる部分だけ，光の明暗の変化が強 面の拡大へつながる問題だし，その結果起こ

調される 。 またズームインや対象物のアップ るのはl映画とテレヒ:あるいはビデオとの交

の動きも，より強調される 。 流である 。 したがってこの大型イメージの利

こうした観察の結果について言 えることは， 用計画の内容と方向については， CRT 系の光

これらのモザイク状のマルチ映像， とくに同 る面，ジャンボトロン系の発光素子，従来型

ーソースの集合による映像効果は，明らかに の GE 系のプロジ.エクター， 三管式のプロジ

単一の画面を眺めるものと異なった効果を与 ェクター，液品系の平面化， OHP系の反射型

える 。 それは歌でいえば合嶋のような効果で など多種多様な方式が今後， しだいに整理也統

あると同時に，光の階調，画面の動きといっ 合されていくだろう 。

た点て。強調が起こっている 。 い、うことは， ただ現時点てやも， こうした方式の中から上

こうしたマルチイメージを都市空間の中に設 映環境とコスト ・ パフォーマンス上ふさわし

置する場合， そこに，流される映像の内容， いものを選択してゆく方法は考えられるべき

対象物のイメージや，シンボノレや，イコンな である 。 それと同時に，マルチイメージのソ

どを強〈印象づけるというこ t よりも，マノレ フトについて述べたことと同じ問題がこの大

チイメージの画面全体が，いかなる映像効果 型イメージについても 言えることは言 うまで

として伝達されるかを計算しなくてはならな もない。 すなわち，その上映環境と選ばれた

いし，また複数のソースにより本格的なマノレ 機材の性能に合ったより効果的なソフト製作

チモザ、イクを試みる場合には，より計算され を行なうという点である。

た画像制作と編集が必要になってくる。

映像空間創造

髄
拠 F|
・山地取.
1985年 5月，ニューヨークの下街に出現したディスコりマ

ラ字ベ 7 ムL

日本の建築家・磯崎新の内部設計によって，古いオベラ

ハウスが，巨大なマルチス?リーンの BGV と，コンヒ.ユー

タ制御のライティングやサウンド，現代美術との絶妙の

コ ディヰートで，スーパー ・ モダーンな新名所として

よみがえ っ た. [写真・安斎重男]
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5 環境映像への段階

現在までに，すでに多くのメディアによる

都市環境への映像空間の試みと実践が続いて

きた。それらのいくつかは，姿を変えて生き

残り，また次のメディアのなかに吸収され，

またはメディア ・ ミックスとして多様化しつ

つあるのが現在の情況であろう。そうした流

れの中で， ~、わゆる BGM，つまり音楽の世界

から生まれてきた環境と音楽の問題は，一種

の環境演出の手法として，音楽内部の問題と

は月1)の視点から生まれてきた。ホテルの ロ ビ

ー，空港ピノレ，あるいは工場や事務所空間の

ような仕事の場， または都市の外部環境やシ

ョッピング ・ モーノレ舎はじめとする商業空間

に多〈現われてきた。

とくに大きな空聞を相手にする場合， その

拡がりのほかに，吹き抜け空間のような高さ

をもった場所によると，いわゆる多チャンオ、

ノレによる音響の設計が求められる 。 1970年代

から続々と増えてきた太型空間を内に取りこ

んだピノレの多くは， ショッピングの空間とロ

ビー的なプラサ手が復合しているため ， いわゆ

る外部空間のスケーノレでの環境関十が求めら

れている 。

それらの場では当然，照明，音響といった

演出要素が必要になってきているが，それ以

外に大型の環境彫刻が登場してきている。こ

ういうスーパー ・ スペースの内部空間は，都

市のなかの都市という性格を帯びているため，

当然そこに映像的要素の必要性が生まれてく

る。こういう場の必然的な条件の中に，環涜

映像に対する関心が起こってきたのである 。

ところで， 1970年代後半にいわゆる BGM に

対応したかたちでの BGV，つまり環境映像と

いう 言葉が用いられはじめた。 この場合の環

境映像は，カフェパーの流行とミュージ、ツク ・

ビデオの発生にかかわりを持っている 。 ファ

ッション・ムーブメントをリ ー ドする音楽グ

ノレープのいわゆるプロそーション・ビデオと

して，音響のリーダーシップから作られたビ

デオソフトで，ファッション関係の店舗や，

カフェパーは，ポスターや写長叶、ノレの代わ

りにモニターテレヒ?を設置しはじめたのであ
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「炎と水と人閉じ|

山本圭吾「炎と水と人間と J (1987) 

名古屋のセントラルノTークの地下街から，

「アネックス」への入口にあるお面マルチビジ

ョンには，通行人の姿が.炎や水の中を歩く

姿として映し出される.その災や水は，単に

カメラで撮影したものではなく ， 絵巻物や扉

風絵に見るような色彩や形態に変貌させるこ

とによって，それらのイメージが.通行人の

画像とひとつになり，精神的なエネルギーに

まで昇華させるように意図されている.

炎の持つ魅力は，物が燃えて消滅に向かう

プロセスを経て無に帰すことと，それにもか

かわらず，それを見る私たちに，神秘的・精

神的なエネルギーを感じさせることにある.

この作品「炎と水と人間と」は， 1 6系統の

映像をコンヒ・ユータ ・ プロ グラミングしたも

ので，不特定多数の通行人という参加者によ

って織りなされる部分と全体， 自己と宇宙の

関係を.システムをf吏いながらシステムを超

え，秩序を超えた，時空間的コラージュとな

るはずで， ふたつの自然の元繁， 炎と水に，

人聞がからむマンダラでもある.

伊疎隆康「アンピエント ・ ヒ'テ・オ J (1983) 六本木 ' WAVE

[写真 ・ 斎蔵さだむ]

る 。

環境映像の第一次ブームは，こうしたソフ

トと都市空間の出会いから生まれたと同時に，

このミュージック ・ ビデオの持つコマーシャ

ノレ性へ，純粋ビデオアートの作家やそこで用

いられた手法が流れこんでくる 。 つまりコマ

ーシヤルとアー ト のフュージョン現象が，こ

の第一次環境映像時代に起こったのである。

アメリカのビデオ ・ アーテイス卜のジョン ・

サンボーンなどはそのk引列であろう 。 また西

海岸で名作「プレリュード」を制作したロン ・

へイズなどもこのフュージョンに巻きこまれ

たのである 。

ところで，こうした商業ベースで始まった

環境映像の上映は，大型 CRT か，小型のプロ

ジ、エクタ一程度の規模でしかなかった。 この

BGV の発生のもう 一方の流れは，家庭内への

環境l映像の似入であった。 あたかも，かつて

の風景jWIが来たしていたような自然への欲求

制1:l.jたす機能を持った，風景や暖炉の炎など

を映し出す映像がそれである 。

ミュージック ・ ビデオの目まくいるしい画面i

転換と早いテンポに対して ， こちらはまった

く逆のモノトーンな動きの少ない映像内容の

ものが求められた。 壁紙ピデオなどという 言

葉も出てきたように，映像の内容があまり自

己主張しない， あってもなくてもいいような

非刺激性のものを?特徴としている 。 いずれに

せよ，こういうふたつのまったく相反した目

的をもった環境映像が， それぞれ}) 1J111i1の方向

から者11市空間のなかに入ってきたのである。

それと同時に，環境音楽という 言葉と，ほと

んど同絡で，環境映像という 言葉が自立しは

じめたのである 。

さらに興味ある点は，オーディオ技術の先

行に対して ， ビデオの千平及とともにテレビ受

像機の音質の向上力守主められ，ようやく AV 時

代へ入っていったのである。一部の若者の生

活空聞を中心に発生した環境映像が， 次の第

二次環境映像へ移行するのは， 1980年代へ入

って間もなく起こっている 。 この第二次環境

映像というべきものは，むしろ映像環境時代

と呼んだ方が適当である。というのは，すで

にみてきたようなマルチイメ ージや大型イメ

ージは，者[1市空間のなかに導入する方向から

映像空間創造

上一一六本木・ WAVE の外壁に埋めこまれたビデオ ・ ディ

スプレイ[写真 ・ 斎藤さだむ]
下一一山口勝弘「記号ヒ・テ'オ J (1983) 六本木 ' WAVE [写

真 ・ 斎藤さだむ]
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発生してきているからである 。 したがってこ

の80年代に始まった映像環境の特徴は，都市

の大型の内部空聞を対象としたり，より公共

的な場へl映像による環境を作ってゆこう t い

う目自{Jからスタ ー 卜している，点にある 。

この映像環境の計画と設計の手法として，

ひとつは博覧会や見本市などの展示的手法で

あり， もうひとつはビデオアー トのなかで生

まれてきたビデオ ・ インスタレーションの手

法である 。 なかでも，このビデオ ・ インスタ

レーションの手法は，ビデオ映像を単一の@fl

而上にH央しだすだけでは飽き足らない作家や，

立体的な造形分野からビデオアートに関心を

抱いた作家たちから生まれてきている 。

アメリカで活躍しているナム ・ ジ、ュン ・ バ

イク 1.1.， この分野での先駆者であるが，日本

では手ム自身も 1970年代からさまざまなピデオ ・

インスタレーションを手力fけてきた。 しかし

最近てやは，アメリカやヨーロッバを含む多く

の国て1 ビデオ ・ インスタレーションを作る

作家が増えてきている 。 この現象は，美術界

での動向として絵画や彫刻といった独自の表

王尉祭式が次第に崩れてゆき，展示される会場

全体をひとつの芸術環境として構成するイン

スタレーションの手法の流行と無関係で.はな

山口勝弘 ビデオ彫刻 「バロンコ」新宿・伊勢丹 ( 1986 )

[写真・斎旗さだむ]

この作品の彫刻的構造体は，アルミの鋳造

で， しかも砂型に筋目を入れ，表面に黒鉛仕

上げをしている.黒々しい素材感がある.が

っしりとした構造体に，意外にブラウン管と

そこに映し出される映イ象アー卜が， し っ くり

と結びついたのである.

ところで， このビデオ映イ象の制作は， いろ

いろな手法が混合している . たとえば，ガラ

スの塊と炎を組み合わせたものは，クリスタ

ルガラスの冷たい透過性の物質と，熱い炎の

ゆらめきを重ねて撮影している . ガラスの透

明な塊と，その表面の流動的な形は，光のさ

まさ'まな影響をうける . このガラスの塊を，

ターンテーブル上に乗せて，ゆっくりと回転
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|ビデオ彫刻「パロッコn
させて，そこに，ゼラチンの色フィルターに

よる照明光を当てることによ っ て ガラスの

色は. まるで透明な色で着色したように変わ

る.このガラスの塊の後方に，国型燃料で炎

を作り重ねてみると，実にさまざまな映像

効果が生じる.ガラスが鋭くえぐれたところ

へ， 炎が映りこむと.放電のような光の動き

が現われたり，ガラスそのものが，燃えてい

るように見える.

CGのプログラムでも，透過光や光の屈折効

果は得意とするところだろうが， こういう実

物による シ ミュレーションの面白さもなかな

か捨てがたいと思っ た.

またピクターのアニヒ.ユータを使っ て作ら

れた映像を，実写の画面と組み合わせてみた

このア二ヒ.ユータの利用では，とにかくも っ

とも単純なオペレーシ ョンを条件にし.その

なかで\アニヒ。ユータはなにカ〈てFきるかとい

う研究をやっ てみた.

素材はひとつの写真である。 20世紀のはじ

めに，写真による動体の連続的変化を記録し

たマレーの写真である.馬に乗っ た|人の男，

これが素材である。 この写真を，まずアニビ

ュータに記録させる.その時カラー調整をし

て，渋い秋のヨーロ ッパ的色調を加えてみた.

そして，同じ写真をカメラ入力してアニヒ.ユ

ータ内で合成させる.最初にコンヒ.ユータ入

力している画面を.アニヒ.ユータのジョイス

ティックで，さまさ'まな大きさ， さまさ' まな

画面上での動きを加えながら， ビデオに記録

してゆく . こうして得たものを，最終的にビ

デオ編集のDVEによ っ て加工しながら編集す

る.

そのほカ\スキャニメー卜によ って作成し

た抽象的なパターンを， DVEでキュ ブ処理

をしたりして，ダイナミズムを加えたことも

やった.映像制作というのは，なにからなに

までひとつのシステムで処理するよりは.い

ろいろな機器の特性を読んで，それらを使い

こなしてゆく必要がある.それとともに，ビデ

オ映像というのは，それがどういう条件で，

またどういう場とか環境の中で放映される

かということをつかんでから告別乍するべきだ

ろう.ビデオ彫刻という造形と E央像のダブル・

パインドの場合も当然，これが鍵である.

6 総合映像展示の時代へ

これまでは，とくに CRT を中心として展示

される映像環境の問題をとりあけてみてきた。

しかし，現在のわれわれは， このほかにも多

くの映像化しつつあるメテV アを持っている 。

そのひと つがホログラフィーである 。 ホロ

グラフィーの登場も， もちろん最初はその縁

日三技術のレベルとその可能性に， も っぱらの

関心が払われていた。 とくに実物的な立f*!r-，.\è;，

しかし触党的な対象ではないイメー凶器が興

味の対象てあっ た。 しかし， この新しい技術

はしだいにレベルア ッ プし， 芸術的な目的の

ために利用されるものも増え，ホログラフィ

ー ・ アートという名称、も一般化しつつある状

態である 。

このホログラフィーも， 美併号館やギャラリ

ーでの展示から，都市空間のl映像へと，パブ

リックな目に触れるチャンスが増えてきてい

る 。 フランスでは， 自動車会社ノレノ一公団が

パブリシティー用の大型ホログラフィーを，

ホログラフィー ・ アートで撮影している 。 ま

たわが国でも石井勢津子の反射型ホログラフ

ィー板を立体的に構成した造形が，都市のシ

ョーウインドーに展示されている 。 こうした

ホログラフィー映像の展示として商白いのは，

映像空間創造

左一一山口勝弘 ・ 立案ホログラフィ _rメディア地蔵」六

本木. WAVE 裏通り[写真 ・ 斎旗さだむ]

右 山口勝弘・立案ホログラフィー「メディア七福神」

有楽町 ・ 西武百貨店階段[写真・斎藤さだむ]
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ダグラス ・ タイラー ホログラフィーによる立体造形.

一種の映像彫刻としてのおもしろさがある. [写真 ・山口

勝弘]
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六本木WAVE の裏通りに設置されている「メ

ディア地蔵」である。このハイテック風なメ

ディアと伝統的なオフeジ.ェのフュージョンが，

ったのは1985年， パリのポンピ ドゥ・センタ

ーで聞かれた「非物質性」展を挙げるべきだ

ろう。この展覧会は，内容的に言っても時代

六本木の都市空間に異和感なく入っていった への挑!被であったと言えるが，その展示手法

のである。同様な発想が，有楽町西武の階段 からみても総合映像展示にふさわしい方法を

まわりの各層に，「メディア七福神」が設置さ とっていた。

れ， WAVE と同じような効果を上げている 。 この「非物質'性」展は，現在われわれの生

ところで総合映像展示の時代い、うのは，ビ 活の周辺に増加しつつある人工的な物質，あ

デオのインスタレーションやホログラフィ ー るいは合成された自然，いわゆる自然のなか

の展示な r，現在手に入る映像メディアを総 にその母型を持たないものが，人間の手によ

合しながら，都市空間の映像化を計ることを つて ， とくに新しいテクノロジーによって生

指している。そういう意味では， WAVE や有 みだされていることをテー?としている。し

楽町西武はその先駆的役割lを果たしている例 たがって，展示されるものも，ホログラフイ

といえる fごろう。 一・アートや， コンピュータ・クマラフィ ック

また展示計画のなかでも，とくに印象的だ スや，ビデオやスライドなど，いわゆる映像

メテV アのすべての装置が展示用に用いられ

ている。なかには，スライドによる三面マル

チ1:，そのスクリ ーン上に穿たれた孔からマ

J~，ホログラフィー像，斎藤切のスライドと

写真の組み合わせなど，各メディアを展示に

生かした実験室で、あった。

ノレチのビデオモニターの映像が組み合わされ すでに現代の博覧会，展示会，そのほか増

たものなど，まさに総合映像展示の場となっ 加しつづける文化施設のなかには，各種の映

ていた。さらに， この会場内では， オ一テデデ、守、

オのソ一スは，すべて入口でi度されるヘッド

ホンから流れることになっていて，ヘッドホ

ンを外せば， 会場は無音の空間である。

このような総合映像展示の萌芽的な， しか

し本格的な目的で設計されたのは， 1981年に

神戸で開かれた 「ポートピア '81博」のテ-7

~て、あった。

会場には私のビデオ・インスタレーション

や福野輝郎のビデオのコーン，中井恒夫の写

{象メディアが利用され，いわゆる物からメデ

ィアへ，物からプロセスへの展示手法が増加

している。そういう意味からも総合的な映像

展示の基本的コンセプトと設計について，充

分な議論を重ねて行なわなければならないし，

映像メテV アの技術的追求と表現手法の研究

上でも，アートとデザ、インの相互的な詰縄1 と

触発の場が必要になってきている。

映像空間創造

スライドの 3 菌マ Jレチプロジェクションとスクリーンに

埋めこまれたモニターテレビの窓. 2 種類の映像が自動

的な制御によって上映される(パリ，ポンピドゥ ・ セン

ター「非物質性J 展会場にて. 1983) [写真 ・ 山口勝弘]

セ
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品川口美術館内映像設備(1987) 企画・設計・トータ jレメディア開発研究所/内装設計 ・ 毛綱毅噴建築設計事務所 / ビデオ映像ー山口勝弘 [写真・斎藤、さだむ]
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JLIJl]ポートピア・セレプレーションl

地域の変貌にかわる
AVコミュニケーション変革が
進んでいる

1986年，神戸の人工島ポートピアのファ ッ

シヨン ・ タウンの中に，ファッションの総合

企業株式会社JUNが，建築家安蕨忠雄に設計

を依頼し，関西支社の新社屋が完成した.

この完成披露のパーティを，なにカか、新しい

趣向て

さつそ〈安藤さんの建物を見にゆ〈と， �91J 

のコンクリー卜打放しの手法であるが，けっ

して重たい感じではなく，むしろ空間を豊か

にはらんだ閉達な建物である.

広い眺望を持った屋上空間，そして独特の

湾曲した大きな壁画，これらを見てすぐに浮

かんだのは，メタリックなバルーンを空中に

浮かべようという案だった.そしてこのコン

クリートの壁画には，色ゼラチンをかけない

タングステンの照明で，光の抽象絵画を描こ

うと恵、った

そして観客を誘導してゆく内部空間には.

ビデオ・インスタレーションを誘導装置に使

い，高い吹き抜けの事務空間は，レーザーの

パフォーマンスに新宮晋さんのモビール彫刻

を組み合わせることにした .

音楽演出は rグル プ・ アールジユニ」のメ

ンバー田崎和隆さんにお願いした.

屋上の演出は，バルーン 1 0個と ， 焔の柱を

12本， 1 手IJに並べ，海から吹いてくる風の音

の環境を取りこんだ演出となった.

レーザー・ノ Tフォーマンスのほうは，レー

ザーに照明を加えて，モビールの動きととも

に，空間を映像化することになった.とくに

印象的だったのは，新宮さんのモビールの紙

を透してレーザー光が軌跡を描いてゆくこと

で，予想しなかった効果がおもしろかった.

JUNポ トピア・セレプレーション 1986 彫刻・新宮

晋/音楽 ・ 国崎和隆/レーザー ・ 株式会社ザ・レーザー/構

成演出・山口勝弘/施工・株式会社乃村工事社[写真提供 ・

株式会社JUN]

映像空間創造
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|ビデオ彫刻「三重奏」 I
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都心型の都市再開発地区として， 1987年に

完成した大崎ニューシティーの中に，本格的

なビデオ彫刻として制作したものである.

手ムの場合， ビデオ・インスタレーションと

いう名称と，ビデオ彫刻jという名称を，それ

ぞれ使い分けている .

ビデオ彫刻という場合は，ひとつの独立し

た造形的作品であり，その形態に映像が組み

こまれているものである.今回の「三重奏」

は， ビデオ彫刻「ノ fロック」とほとんど同じ

時期に構想されたので，形態的にも兄弟のよ

うな関係にある.

とくに「三重奏」の場合は.半分野外の環

境に設置されるということもあり， またモニ

ターテレビ以外の本体は.半永久性というこ

とも考え，アルミニュームの鋳造て'作つであ

る。 ピラミ ッ ド状の基礎の上に，円筒型の本

体が立っている.

3 つの形は，それぞれ大小があり.その円

筒型の中に四角い窓が聞いている . この窓の

高さもそれぞれ高低があって，この彫刻を見

る人びとの背の高さを考えている .

この「三重奏」の設置されている場所は，
すー

新しく開館した品川 O美術館の入口で， ビデ

オの上映装置と電源のスイッチは，美術館の

オフィスの中に設けられている . なお，この

フロアはパブリック ・ スペースとして夜遅く

まで人びとが利用するため， ビデオの電源は

自動的にオン・オフされるようになっている.

上映される映像は，抽象的図形をもったも

ので，テンポの早い編集のテープと，品川の

海にちなんでる，水面のゆらめきを抽象的映像

としてとらえ，色彩処理をしたものとが用意

されている.

なお.モニターテレビのメンテナンスのた

め，円筒型の上部が蓋になっていて，装置を

取り出すことができるようになっている.ま

た，それに関連してモニターテレビの寿命と.

ブラウン管の交換などの諸問題は，照明器具

のランプの交換と同じように考えておくべき

だろう.

左頁左一一山口勝弘 ビデオ彫刻「三重奏J ( 1987) 大崎

ニ ューンテイ コ ーディヰー ト・千歳産業株式会社

/施工 ・ 大塚工芸株式会社 [写真 ・ 斎蕗さだむ]

左頁上_ r三重奏J の映像[写真 ・ 斎磁さだむ]

上ー「三重奏J ドローイ ング

7 高度映像化環境の創造

いまわれわれにとって， t~市宅1111 というの

は，東京をはじめとする大都市のなかに成立

しているものだけを意味するわけにはいかな

lI~f~メディア， とくにテレビ・オ、ッ卜ワー

クの存在と流通空間のなかに情報として雌り

こまれている映像空間， また激しい人1111 と物

の流動，芸術形態の変化，ハイテ クノ ロ ジー

による影響L これらすべてが，いま 1'-'1度l映像

化環境への方向を模索している 。 ここで青 う

lfZ度映像化環境というのは，いままで.われわ

れが開発し，試み，実刑化してきたさまざま

な映像装哉とその装誼から送り出される映像

のすべてについて，ごく近い将米，さ らに 'IIJ

映像空間創造

度の装世のレベノレアップと，装置問のインタ

ーフェースの統合がはじまることを指してい

るのである 。

そのひとつが，ピテーオシステムにおける VHS

とベータの両方式における質的向上，さらに

ハイビジョンへ移行してゆく流れである。い

まひとつは，写真やフォトコピーのような静

止画像と， 11州市1，テレビ，ビデオなどのillJ}画

像のそれぞれの技術的システムの整理統令が

行なわれることである 。 もちろんここには印

刷というプロセスも 当然合まれる 。 さらには，

静止画像を環境化するための拡大方式，複製

化するためのシステムなど，装誼商でのお画

質化，利JlJの上での簡便化， それに加えて情

報流通としてのオ、ットワーク化にこれらすべ

ての問題がかかわっ てくる 。

すでに各専門の|映像関連企業では，こうし

た映像革命の時代への対応、を梓々と進めてい

るが，いま屯~なのは，こうした映像閑述の

専門的な技術革新とともに，者11市や建築分野，

あるいはインテリアや商業空1mにかかわる分

野，あるいは盛岡や彫刻などの環境芸術にか

かわる分野などからの，将来のニーズと可能

性を醸成してゆくことであろう 。

彫刻lや絵画が，公共空間lの場のなかで1映像

化し， 1映像盛岡やビデオ彫刻が設置されてゆ

くのも，者11市空1111の映像化のひとつであろう 。

また各磁のイベントやパフォーマンスが，者11

ïlï空間のスペクタクノレとして開催が日常化す

れば，当然スーパースケーノレの映像装置やレ

ーザ、一発信装置が登場しなければならなくな

る 。

すで、に強)J な投光装自主がコンピュータ制御

で利用され，スーパーランチャ一式の大型プ

ロ ジ.ェクターの次の性能が求められ，ジ.ヤン

ポトロン型映像スクリーンが，都市空間に設

置されることになる 。 既成の建築の皮膜が，

し fごいにH央{象のスクリーンイヒしつつあるなか

で， これ らの皮)1英への映像投影のほかに，建

築の外部と内部の皮肢が一種のフィノレター機

能を果たすような材質的な革命も夢で、はない

fごろう 。 そうなれば，これらのあらゆるフィ

ルターの上に，必要に応じさまざまな映像が

明滅しつづける都市へと，われわれの映像環

境の夢が拡がるのである 。
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イスラムの寺院にみられるあの建築の外部

と内部のすべての空間を埋めつくしているモ

ザ、イク模様は，この寺院を?精神の視覚的シン

ボ:ノレとし，見ることと読むことを統合した宇

宙観の表現でもある 。 つまり，このイスラム

の寺院の持っている精神と視党的喜びの例は，

建築的なフィノレター上へ，新しいテクノロジ

ーによる光と色とイメージと音響を含んだ，

いまだ見たことない芸術的表現が可能である

ことを示して~， J.， 。

この夢は，いまのところ理想の映像環境に

見えるかもしれないが，すでにこういうプラ

ン守実現化する技術的，装置のシステム的な

面でのフィジピリティー ・ スタディー可能な

段階にきていると思われる 。

別の見方からすると高度映像化環筑へ向か

う基本的な計画索定のために，何らかの組織

が必要なのではないかと思う 。 というのは，

現在進行しているハー ドウェア面での各企業

内の研究開発が，いわゆる民生用と専門家用

の二本立てで行なわれ，多くのアプリケーシ

ョンを必要とする映像装置の一連のシステム

開発には向いていないのである 。 また，建築

や，インテリアや，商業空間や，各種展覧会・

博覧会用の映像のニーズを実現する場合は，

時間的制約からも，すでに実用化ずみの装置

やシステムに車買らさ「るをえない。 ということ

は，より高度の映像化環境を目指しでも実現

不可能で、ある 。 その中間の解決方法として，

映像システムに詳しいコンサルタン卜に頼る

か，芸術的なソフト面からの冒険に賭けるこ

とになる 。

こういう現実の情況の壁を破り，こういっ

た映像にかかわる都市空間の雰囲気"あるい

は各方面から起こりつつある実例， あるいは

可能性を含んだイメージなど，多角的な材料

を集めてみたのが， この企画である 。 こうい

った角度から映像空間に関連する資料を並べ

てみると ， いままで各専門分野の仕事として

行なわれてきた映像環境の種類と内容が，意

外に豊富であることに気づく 。

それと同時に ， これだけの材料からでも，

いま述べてきたような高度映像化環境のため

の基本的な問題の所在の見当くやらいはつくの

ではな L、だろうか。
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都市空間というものを前提としながら， そ

の中に， し fごいに映像的要素をもったイメ ー

ジが侵入し， すでに人工的なH央像装置の数々

が，者1I市環境を変えつつある姿を見てきた。

来るべき高度映像化環境のイメージを頭に

推iいていると，ふとマノレセノレ ・ デ、ユシャンの

「大ガラス」のことを思いだす。 テ、、ユシャンが

その後ほとんど作品制作に手を下さなくなる

前に，この「大yゲラス」を完成し， しかし完

成としづ 言葉を使うことの無意味さを実証し

てしまう不ìWJの事故による破損と，その念入

りな修理をもって世に泣きれたこの作品の意

味を考える 。

私にとって，この「大カヲス」と「造作」

のふたつは，見事に照応、しあう作品として存

在してし、る 。

それは人聞とイメージの|刻係を考えた場合，

「大ガラス」の方は， 環境のなかに宙吊りにさ

れたまま， r こへも行かないで空中に止まっ

ている存在， そしてもう 一方の「泣作」の方

I.J:.，厳重な壁の向こうの空間に， しっかりと

閉じこめられたまま，誰か一人の明き見る人

にだけ与えられるイメージとしての存在。

われわれが環境映像といっているものもま

た，公共的な空間に設置されたものと ， 向分

の部屋でひっそりと見るための環境映像とが

ある 。

そして， このテーユシャンの「泣作」につい

て建築家であり環境芸術家であったフレデリ

ツク・キースラーは， これを世界て初Jの rx 光

線絵画」と呼んだので、ある 。

すなわち透視される絵画という fl~1床である 。

マ Jレセ Jレ ・ デユシャン「遺作」の扉 (1946-66) Co lI., 
Philadelphia Museum 01 Art 

イメージとはつねに透視されて存在し，虚空

( 1りJiI威しながら人間に働きかける 。

またキースラーはこの「大カヲス」を， 絵

11
111 彫刻建築と解していた。 それは，私な

り に読解すると ， 平面上に捕かれているい、

J ぷ11.本て.'I.J:.絵画的属性をもち， しかしこの絵

uガラス4反上に拙かれフレームの中に絞めこ

l ~ LJぶ上に自立している 。 とし、うことは， 三

次J乙(I(Jな存在てあり，彫刻と同じようにその

川|川の どこからも眺められる 。

そ してまたなぜ佳築なのかと 言 え If，この

!大カ、 ラス」は， ZEのようなフレームを持って

(r(I :する 。 窓というのは，雄物の内部から外

川 また外部から内音1Iを明き見るための装置

であ る 。 つまりこの r大ガラス」では窓だり

か fバE し，建築そのものは i ì'íえている 。 しか

L. 比えない建築を暗示しているのが， この

'iレセ jレノデユシャ ~/r大舟えス (彼女の独身者たちによ
, 'C裸にされた花嫁，さえも )J{1915 23 ) とその下半分

~ F) Col l., Philadelphia Museum of Art ~ 
i 

/ 
A、、

「大カヲス」と環境との関係である 。

そしてキースラーが言いたかっ たことは，

環境いづなかで，この作品が， 絵画的、彫

刻的，建築的な既成のあらゆる属性を苧みな

がら ， しかもそれらの属性からまったく自由

に存在し，それぞれのカテゴリーを統合して

いるからに外ならな L 、 。

さらにこの作品が，眺める周辺の環境， ま

たそれを眺める人をも耳足りこんで眺められる

存在であるい、う J弐て‘も，人間と環境の相互

(I(J なかかわりの中に， まさに宙吊りになって

いるもの一一イメージである 。

|映像と環境が副!け令い，見る人も見られる

人もその 1 1' に，そのそとに 1'1在に引われ消え

てゆく状態。

、. 

映像空間創造
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衡の中の映像空間

最新のテクノロジーで電気のプレイランドを実現

でんきの科学館
身近な電気をさらに身近に

中部電力が，中部地方の文化活動の発展に

寄与し，併せて電気と電気事業についての理

解を深めるために，同社創立35周年記念事業

の一環として名古屋市の中心部伏見の繁華街

に新らしく開設した「でんきの科学館」は，

A)電気の発見. B) くらしと電気 C)電気の旅，

0) ズームイン浜岡. E) ふしぎの国. F)情報プ

ラザ，それに双方向映像の「オームシアター」

を配する総合的な施設だが，入館者と電気と

のふれ合いを，より豊かで実りあるものにす

るために，全展示にさまざまな映像展示の工

夫がなされている.

たとえば. A)電気の発見では， エジソンや

ボルタら電気の発見や初期の発明に貢献した

先人たちの像がホログラフィーて・浮かび上が

り. C)電気の旅では， 立体映像による 3 D シ

アターにより，電気が家庭に届くさまを理解

させ. 0) ズームイン浜岡では，浜岡原子力発

電所の実物の四分のーの精巧な模型を舞台に

して，マジックビジョンが映し出す登場人物

によって，原発の仕組み， 安全性，未来の原

子力発電をPRする.さらに「オームシアター」

では. 15面の巨大なマルチスクリーンによっ

て，観客自身が商商に登場し，参加すること

により，双方向映像コミュニケーションを体

験させる.

ほかにも多種類の最新の映像技術を全館に

展開して， こうした施設が， ハード ・ ソフト

ともに質の高い映像展示を必要としているこ

とを如実に示している .

上記の諸施設に加えて， 付帯設備としての

395席の本格的コンサートホールやイベント

スペース，ギャラリー， レストランなどが充

実して， この地域の科学と文化の拠点となっ

ている.

上 15面のマルチスクリーンによる双方向映像の「オ

ームシアター」

下一一ビデオテソタスが楽し〈電気を科学する

[写真提供 ・ 株式会社電通映画社]

株式会社電通映画社

東京都中央区銀座3-5-18 ft (03) 544-9265 

商工美術株式会社

東京都目黒区目黒本町2- 17-20 ft (03)716-7601 
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時代の感性とニーズに応えて，知的空間を創造する丹青社

' 

4回，ー ~ 

ー"
京王聖蹟桜ケ丘S ・ C
若い街のAV先進スペース

多摩ニ zータウンの東端の拠点，京王線の

聖蹟桜ケ丘駅周辺は，ひたすら西へと膨張を

続ける東京のベッドタウンの中でも，近年と

みに高級化している住宅地域で， 周駅を中心

とした，長期計画に基くショッピング・セン

タ一作りが進められている.

この「京王聖蹟桜ケ丘s . c [ショッピンク・

センターJ Jでーは.7 ， 200平方メートル. 6 階建

ての内部に設置されたビデオ映像による案内

情報やBGVが展開され，利用者の好評を得て

いる. 若い街聖蹟桜ケ丘にふさわしいコンセ

フトである.

上一一ゆったりとしたンヨツピング ・ ゾーンの各所に
BGVが設置されている

右一一ビデオ映像による案内情報

[写真提供・株式会社丹青社企画開発統括部第 i 部]

‘' 

街の中の映像空間
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上右 ーエスカレーターの脇に股値された シースルーの

オブジヱ.ディスプレイの内部まで見える

上左一一CREBEの入口ピラミツド状のガラス屋根の頂
部に据えられたヒ・デオ映像テ・ィスプレイと.左手の現代

彫刻が，ベスト ・ マ ッ チ ング

左一一シースルーのオブ ジエに通じる入口

CREBE 
環境映像とアートが
都市再開発の主役

富山県高岡市の都市再開発事業の一環とし

て 1986年に完成したファッション・スペース

rCREBEj [クレビ] は，地下 1 階，地上 2 階
の店舗スペースにタワーのホテルを組みこん

だ，現代感覚;盆れる建物て二 21世紀を干鯉?に

入れた，高岡市の情報・文化のネットワーク

のセンターとして機能するスペース作りを志

向している.

-

rCREBEj の正面入口，ピラミ ッ ド状のガラ

ス屋根の頂部に据えられたビデオ映像ディス

プレイが.そのかたわらに建つ関正司の伸び

やかなステンレス彫刻とマ ッ チして，ぉ;西落

なエントランスを演出すると岡崎に，映像機

器の斬新な使用法が.建築面積 1 ， 4∞平方メー

トルを優に超えるこの建物全体の印象深いシ

ンボルにもなっている.店内の各所に配され

た映像ディスプレイのさまさ・まな工夫が，そ

の効果をさらに高め，補っているのは言うま

でもないことである.

街の中の映像空間

地域全体を包むソフトウエアが
映像環境作りの決め手になる

美術館，博物館などの大規模な展覧会の展

示や店舗ディスプレイはもとより，都市計画，

地域再開発計函の企画・設計 ・ 施工にいたる

まで，株式会社丹青社の仕事は，われわれが

日常触れていながら気付かずにいる，およそ

ありとあらゆる空間に及んでいる . こうした

長年にわたる数多くの実績に支えられながら.

ハードウエアとしての良質な展示に加えて，

空間全体をソフトウエアとして捉える，いわ

ば創造的な知的空間としてのスペース ・ デザ

イ ンを早くから志向してきた同社は.世の中

全体の感性の変化やニーズの多様化，高級化

が.当然のことながら不特定多数の， あらゆ

る階層.あらゆる年令の人聞が集散するスペ

ースそのものの規模や立地条件，質の変化を

もたらすものと予測して，こうした時代の要

求を先取りし.また適切に対応するために，

積極的な展示空間づくりを展開し，その数多

くのノウ ・ ハウのキーワードのひとつとして

映像テクノロジーを駆使した環境映像や，情

報伝達システムを，スペース ・ デザインに幸且

みこんでいる.

時代の情報化.AV化が商業店舗空間や展示

空間の変化をうながし， そこに実現された展

示空間はまた，そこに集散する人身によって

それ自体の変容を求められるという図式が.

ひとつの店舗空聞から建物全体へと紘がり ，

さらに地域全体を変貌させてゆく . そのプロ

セスを加速度的に早めているのが， ビデオ映

像によるBGVや情報伝達システムであり，さ

らにまた，丹青社のプランに1必ずといってよ

いほど含まれる彫刻やオブジエなどのインス

タレーションである.一見して正反対の要素

と思われる映像テクノロ ジーと現代美術との

みごとな一体化が，建物全体，エリア全体の

ソフトウエア化に一役かっているのである.

上下とも 店内の各所に配された映像ディスプレイ

[写真提供 ・株式会社丹青社企画開発統括部第 l 部]

株式会社丹青社

東京都台東区上野5-2-2 ft(03) 836-7347 
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乃村工套社の
オーディオ・ヒ、ジュアル・

コミュニケーション

映像・音・光 体感空間へ

近年のメディア界のひとつの潮流である映

像の氾濫は，ごく自然な成り行きとして，そ

の後，陶汰の時代を迎えた.当初，商業空間

や文化関連の諸施設において，単にアイキャ

ッチャ一機能として，また情報伝達ツールと

しての狭義の目的性に立脚し，導入が図られの

た“映像"は，独自の表現アイデンティティ

において，映画やテレビといった概存の映像メ

ディアとの明確な分化を欠いたまま没個性的

な展開をみせた.また，華々しく登場したニ

ューメディアもビデオテックスやCATVなどに

見られるように，利便性の追求や使用目的意

識と噌好|企の分析が十分にないまま，いまだ

定着をみていないのが現状である.

そうしたZ式行錯誤の段階ともいえる時を経

て いまこそ“映{象"に秘められた限りない

可能性を切り拓いていかなければならない.

“映像"を単にフレーム内で完結する世界と

してとらえることなく，大きな拡がりを持つ

生命体としてみつめ，多機な視点から検討を

加え，ゆるぎないパワーを導き出すこと.そ

のためには，映像コンセプ卜の的確な構築.

ビジュアルな演出性の錬成，さらには日央{象が

担う機能を充足させ得る技術力の確立といっ

た，さまざまな角度からのアプローチが重要

であろう.

こうした考え方を基軸にすえ，私たちは空

間全体をひとつの大きなコミュニケーション・

メディアとしてとらえながら，“映像"と空間

との有機的な結びつきを積極的に採り入れ，

アトラクティブで多彩な映像環境の創造をめ

さ' している.何かを伝達し紹介するというこ

とで完結してしまう，これまでの展示映像の

概念から大きく脱却し，“映像"による表現領

域の拡大を図りつつ，人びとの知と感性に触

れる体感的宇宙の現出を大きな課題に掲げな

がら，“映像"と取り組んでいる.

つくば科学万博'85をはじめとする博覧会や

イベン卜，歴史を継承し新たな文化を創造す

る博物館，科学館，常に新鮮な情報と話題に

溢れたショップや企業のコミュニケーション

の場といった.人と人が触れあうあらゆる舞

台で，“映像と光と音による体感空間"をキー

ワードに，これからも映像世界の領域を鉱げ

てゆく . (株式会社乃村工塞社映像開発室)

釜石・鉄の歴史館

釜石市の新しい観光拠点として羊式高炉の原寸大

模型，マルチイメージ映像によるオーデイオ ・ ビジ

ュアル技術を駆使した「総合，寅出シアター」を中心

に目"釜石と鉄の関わり"や“鉄の過去の未来"を幅

広くとらえた構成となっている

所在地岩手県・釜石市

完成時期 1985(昭和60)年 7 月

竹/1.火力展示館

〆 r f ア表現の革新をめぎし，単一の空間が賃層的

弘 I 両端発進機能を持つこと. また，環境構成的な体

同{，.が中心となって，人と人の対話性を充足する

の制造を基本理念としている.

1< j也 広島県 ・ 竹原市

I，~iof期 1985(昭和60)年 11 月

浜松まつり会館

浜松まつりの屋台展示空間音響 ・ 照明・映像 ・ 実

物により，情緒豊かに祭のドラマを再現してゆく.

所在地静岡県・浜松市

完成時期 1985(昭和60)年 4 月
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ハイテクノロジーがハーモニーを奏
でる時，映像は豊かなエンターテイ
ンメント性を演出する

コンビュータ，それは人間の能力をはるか

に越えた完壁さを所有する.ロボッ卜演出，

マルチ映像構成，サウンド・ライテイング効

果.これらの繊細で徹密なシステムを自在に

制御する，無限の可能性を秘めたエレク卜ロ

ニクスの結集.その時，映像表現は，革新の道

をめさ' し， ヒューマンなコミュニケーション

を創造しつつ，人びとを新たな感動の世界へ

とい5なう.
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映像が創造する非日常空間一一
そニには高いドラマ性と感性が求め
られる

シアター形式の演出空間は，そこに集う人

びとの期待を一点に凝集し，強い共有体験を

生み出すということから，映像の持つ本来的

な特性を充介に発揮できる場である.迫真性

や臨場感を高めたり，あるいはファンタジー

やロマンを彩るなど，空間は映像によって活

性化しつつ動的に変貌する.多彩な光の演出

などと一体となって創り出される非日常空間

一一.こ こには高いドラマ性が求められるほ

か，洗練された感覚が息づいていなければな

らない.

インフォメーンヨン イノテリジェンス

情報から情報へ一一一
知の空間を構成する映像は多彩な特
性と機能を発揮する

展示空間に配置される情報メディアの採用

にあたっては、コンセプ卜やテーマに基づい

た情報の構成が必要となる. 実物資料，グラ

フィック ・ パネル，造形模型など.メディア

特性を多角的に検討してゆく . CRT映像は，

他のメディアでは語り切れない動的，かつス

トーリー性の高い情報を提供し，複合情報を

効果的に展開する，背景情報から詳細情報ま

て対応できる柔軟性の高いメディアである.

株式会社乃村工事社

東京都港区芝浦4-6-4 n (03) 455-1 171 
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トータルメテ河ア開発研究所と映像空間
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国立歴史民俗博物館
導入展示の20面マルチビデオ
映像システム

展示は日本列島に人類が登場するところか

らはじまる.観覧者は光に充ち溢れた現代から

薄明の中に展開される原始の世界へタイムス

リ ップする.導入部に位置するタイムマシン

の鏡面に，メカニカルに反射する映像は日本

各地の四季の海.果てしなく繰り返す波は観

覧者を悠久の世界へと誘う.日本は四方を;毎

に図まれ南北に布団長<，文化は海をj度って入

ってくる. 20面の日央イ象はタイムマシンの外を

通り過ぎる世界.

映像関連機器 ・システム設計制作段置

ト ー タ Jレメディア開発研究所

ナシ ョ ナル電設株式会社

総下電器産業株式会社

ナシ ョ ナ Jレ通信特機株式会社

街の中の映像空間

環境演出の主役としての

映像空間作り

この研究所が手がけた映像空間にはユニー

クなものカ〈多い.

ここに掲載した作品は公共文化施設におけ

る一部の例にすぎないが，これらの実績をみ

ても，映像を単に情報伝達のメディアにとど

めず，環境演出の主役としての映像，その主

役としての映像による空間作りの姿勢を強〈

読みとることができる.

ことに博物館などの場合は，日常空間から

非日常空間への時空を越えた旅立ちをいかに

演出するかが重要なポイン卜になり，映像の

果たす役割りも大きいが，その級い方もまた

実にみごとである.

もともと，この研貯斤の創造する空間は，

従来の展示形式にこだわることなく，音，光，

映像，物，を自由に駆使して，空間の中で複

合重層的に構成したものが多い.

これは，展示空間を単なるディスプレイ空

間として捉えるのではなくて，むしろ体験，

体感を通して知識を得させる「感性刺激型展

示」をめさ'していることを伺わせるものであ

る.

最近になって「展示的手法J，つまり，時間

事由をともなった映画演劇的感動と展示的演出

効果の結合手法を発表して，プロジェク卜を

一層個性化している.

こうした空間創造が可能な理由には，この

研究所の創成期からのメンバーに映画，舞台

美術のすぐれた経験者が多いことに加え.わ

が国を代表する大手の電子電気機器メーカー

と手を結んだ， ソフトリ、ード両面にわたる

R&D力が重要なファクターになっていると

いうことがあげられよう(川端)

トータ Jレメディア開発研究所

東京都中央区八重州2-2-7 ft(03)276-8185 
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東京都江東区立深川江戸資料館
情景と情感を創出する大型環境映像

展示場には実寸大に復元された江戸深川の

町が;広がる . 通り，路地，舟着場など.こち

らは近代化の進む都市から江戸末期，情緒豊

かな下町へタイムスリップ.物売りの声，鳥

のさえずり ， 風，雨の音とともに， 大ホ リ ゾ

ン 卜 には四季お り おりの雲.草月から月の出ま

でが映しだされる.

20分間のコ ンビュータ制御は，なつかしい

わが町，下町のドラマを堪能させる. 情緒，

情感を作りだすエレクトロニクス.

映像関連機器・ システム設計制作設置

トータルメディア関発研究所

ナンヨナ Jレ電設株式会社

松下電器産業株式会社

松下電工株式会社

街の中の映像空間
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映像化店舗事例レポート

商業空間の中の“光る壁"一一一マルチヒ、ジョン
ブラウン管が流通システムを変える

取材協力 日本ビクター株式会社

レポーター 前田義寛(rビジオ、スビデオシンポジウム」委員)

都市の中の新しい風景に出会うことがある。

この新しい風景は，きわめて電子的な音と映

像で構成されるイメージ空間だ。 大規模化す

る都市機能と個性化する商業空間は，この“新

しい風景" で彩られている。

多目的ビル，複合ピル，ターミナル ・ピル，

ショッピング・センター.ホテル，飲食店，

ショップ，各種サービス施設など，都市の中

の商業空間は，いま “新しい風景"をアク テ

ィブに取り入れ，華麗に変身しようとしてい

る。

都市の“新しい風景" を構成するのは，音

と日射象(オーデイオ・ビジュアjレ =AV) であ

り，そのエレメントはブラウン管だ。 いま，
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ブラウン管は商業空間を埋める“光る壁"であ

り，情報発信;原でもあるのだ。

ここに紹介する 〈映像化店舗〉 は， “光る壁"

をインテリア材のように使いこなし，音と映

像の情報発信で店舗空間の付加価値を高め，

新しい流通回路を作り上げようとしている先

発事例ばかりだ。

このレポー卜では，いま最も新しい映像化

店舗を紹介しながら，都市の中の “光る壁"

の意味を考えてみたい。

*資料 r，荷X::'1'U i!のための AV システ ム ・ ガイド" J (11 

本ピクター)

ru反ヲ日足.il主とヒ‘テ'オ一一映像イヒJ，li術研究と 1古川'Jï!出 ( 11

本ピクター)

映像系とコンヒ。ュータ系の複合映像システム

JR芦屋駅前再開発計画の一環として建設さ

れた多目的複合商業ビル「ラポルテ」は，関

西地区における典型的な映像化店舗として昭

和6 1 ( 1986) 年 11 月のオープン以来，話題と

なっている 。 「ラポルテ」は，地下 2 階，地上

6階，延べ床面積45 ， 000平方メー トルの大規

模な商業ビルで，ファッション ・ ショップ，

情報コーナー.カルチャー・サロン，ヘルス・

ク ラフ，ヘルス ・ クリニックなどが入居して

いる。 館内には， 館内情報サービスや BGV(環

境ビデオにあるいは芦屋市のパフ' リ ックな情

報提供(ビデオテックス).不動産情報のマル

チディスフレイなど多彩な映像系の情報シス

テムが組み込まれ，各フロアには rラポルテ」

の映像化シンボルであるかのように多数のブ

ラウン管が配置3 れている。

「ラポルテ」の日央像システムは 2 系列に介か

れている。 ひとつは館内映像情報システム

(CATV) て二これは館内ガイド. BGV などア

ナログ的なビジュアル情報を流している。 こ

れに対して，デジタル的なビジュアル情報を

流しているのがビデオテックス 。 「ラポルテ」

は，アナログとデジタルを複合した“ハイブリ

ツ ド映像システム"による映像化店舗と いって

も よいだろう 。 「ラポルテ」のような大規模施

設 (百貨店，複合ビル，駅ターミナルなど)

では，情報提f供共系と環境創造系の 2 系列によ

る映{像象システムカが〈構築されるケ一スカが〈多Lい、、。

こ れらのシステムをコンヒ.ユ一夕によつて集l 州…に哨一制
システムなとど. も増えている。

fラポルテJ 兵庫県芦屋市船戸町 4 - 1

映像化店舗事例レポート
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旅のイメージをマルチ映像で演出圃・・・・・・・・・・・・・岡本交通公社名古屋伏見支店 [ロビーカウンターg

マルチビジョンは都市の新しい風景。 名古

屋市を訪れ，広小路通りと伏見通りが十字に

交わる栄町の交差点に立つと r日本交通公社」

名古屋伏見支店のある日土地名古屋ピル|階

の24面マルチビジョンがひときわ目立つ。 そ

れは，ニューメディア時代を象徴する都市の

多面的な顔のようでもある。 ある時は具体的

なH則象が，ある時にはシンボリックなイメー

ジ画像が. 24台のブラウン管に揺れ動いて，

名古屋の夜に彩りを添えている。

24面マルチビジョンの特色は，日央像を重層
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いることだ。 たとえば"皮の日央像はミラーに

よって増幅され，どこまでも無限に連続する。

いまや旅行もイメージの時代である。 若いl嘗

の求める旅のプランは. ~則象イメージによっ

て増幅される。 旅行商品の訴求に映像は欠か

せないのである。 同店の場合，マルチビジョ

ンだけでなく， ビデオテックスによる旅の情

報提供サービスも実施している。

r 日本交通公社」名古屋伏見支店 愛知県名古屋市中

区栄 2 - 1 - 1 日土地名古屋ビル

AVシステムによるビアホールの演出

ビアホールもオールシーズンの営業展開を

図るためには， ビール以外の付加価値を売ら

ねばならない。 カラオケ，プロレスなどのア

トラクション ・ サービスを打ち出す店もある

が r舞鍛麟J (札幌)は AV システムによって新

しいと'アホール演出を5式みている。

店内には 100インチの大型ビデオプロジェク

ターをはじめ，多数のモニターを配置，本格

的なプ口用ビデオカメラを設置，イベン卜の

ライブ放映もできるようになっている。 店内

の間仕切りの壁画を見ると. 10インチの小型

映像化店舗事例レポート

カラー・モニターテレビが埋め込まれ. BGV(環

境ビデオ)が流れている。 こうしたさり気な

い映像展示が若い層にアピールしているとい

う 。 また，店内はライブ ・ ステージ感覚で，

天井のライトやカメラ，スビーカーなと。がハ

イテク ・ ムードを醸し出しており，若い人の

ノ、一卜をとらえているようだ。

「舞戯麟」北海道札幌市中央区南三条西四丁目アーバ
ン札幌ピル
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百貨店，大型量販店における店内の映像情

報提供サービスは CCTV(閉回路テレビ)，館内

放送などの形でかなり以前から実用化され，

マルチテレヒ.についてもすでに早い時期から

採用されてきた。 しかし，これらの映像化は，

いわばハードウエア主導型で，映像ディスプ

レイが珍しい時代のハード的設備投資の域を

出ていなかったようで，このため，せっかく

のシステムが中途で挫折したり，マンネリ化

した運用のままで，“お荷物"になっているケー

スもある。

こうした，いわば“日剣象化店舗第 l 期"の教訓

をふまえて，最近ふたたひ'マルチビジョン・

システムをはじめとする映像展示や映像情報

提供のメリッ卜が見直されている。 大都市の

商業施設，駅ピルなどでの大型R則象システム

の導入もさることながら，地方都市の大型量

販店などでも，あい次いで日央像化にふみ切る

ケースが増えている。

大阪 ・ 南海電鉄沿線のチェーンストア「オ

ークワ」の尾崎店が昭和61 ( 1986)年にオープ

ンしたが，出店にあたってのコンセプ卜は「情

報イじハイテク化による先発店との差別化」

であり，そのイメージ ・ シンボルとして， 情

報化=マルチビジョン・システム，ハイテク

化=シースルー・エレベーターがそれぞれ導

入され，店の中央部に設置された。

映像システムの設計にあたっては rわくわ

く ・遊・ YOU ・テレビステーション」という コ

ンセプ 卜 を設定，文字通り遊び心のあるエキ

サイテイング(わくわく)映像で.店舗イメー

ジを演出することにした。

同店は，店内の 16面マルチテレビ， 35台の

モニターテレヒ'を使って店内の⑪東境演出.

②情報サービス，信》也域コミュニケーション

を実現しようとしている。 こうした地方都市

の大型量販店舗は，単に物販機能を有するだ

けでなく，ショッピンク'を通じての生活提案，

店内イベン卜を通じての文化活動といった多

面的な性格を持っている。 したがって，マル

チビジョンは，環境創造や情報提供にとどま

らず，地域社会に向けての情報発信の機能も

持つことになる。 それだけに，きわめて社会

性のあるメディアの誕生ということができる。

「オ-7 ワ J尾崎店 大阪府泉南郡阪南町下出 167- 1 

マルチビジョ ン (4 x 4 面)
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映像と光の不思議空間作り | 映像化店舗事例レポート

ヒ、デ、オレンタルショップ・ビデオピア [ビデオ・ショ、ンプ]

大都市から地方都市まで，このところビデ

オ・ショップ(レンタル・ショップ)がたいへ

んな勢いで増えている。 映画.音楽，アニメ

など.ビデオソフトのレンタル需要が急増し，

ショップ展開は全国いたるところで見うけら

れる。

「ビデオレンタルショップ・ビデオヒ.ア J (浜

松)もそのひとつで，約 130平方メートルのフ

ロアに9 ， 00日本ものスト ック ・キャパシティを

誇る大型店である。 この店のウインドー・デ

ィスプレイは， まさに「ビデオヒ・ア」の名前

にふさわしい，一種の“視覚体験"のスペース。

ビデオ日剣象とライティングをミラー効果によ

って混合させ，不思議な“光る空間"を演出して

ファンタスティックなイメージで演出し，入

りやすい店にしようというのが，この店のデ

ィスプレイのコンセプ卜になっている。 映像

化店舗のシステム設計は多彩だが rビデオピ

ア」のそれは，“アテンション・ゲッター"とし

ての役目であり，道行く人の足を止め，心を

とらえるビジュアル空間創造の実験といえる

だろう 。

いる。

ビデオ・ショップが増えてきたとはいえ，

海賊版やポルノチック ・ ソフトなど.とかく

ビデオソフ卜にはグレイ・イメージがついて

まわる。 これでは家庭の主婦層や青少年層を

キャッチできない。 なんとかイメージ・チェ

ンジを図りたい， というのが「ビデオヒ・ア」

の発想であった。 このためまず店頭を明るく，
々
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ショールームの映イ象化も急テンポで進んで

いる。 なかでもショールームにおける映像展

示は，マルチテレビ ・ システムの導入によっ

て，近年ますます活発になってきている。 テ

レビ，ビデオの販売促進をめ~.す家電エレ

ク卜ロニクス ・ メーカーのショールームだけ

ではなく，自動車，不動産， OA 機器など多業

種にわたってショールームへの映像システム

の導入が進んでいる。

野村不動産の場合は，不動産の物件情報を

来店者に効果的にプレゼンテーションするた

めに「マルチイメージビジョン」を導入した。

このシステムは 15台のカラー ・ モニターテレ

ビに，動画と静止画によるR則象情報を映し出

すというもので，とくに鮮明で迫力のある静

止函の物件データのディスプレイが好評のよ

うだ。 野村不動産のシステムの特徴は，この

ような静止画と動きのある映像という二種類

の映像情報を， MSX パソコンの制御で多彩な

画面構成をするところにある。

不動産ビジネスは.タイムリーな情報提供

が不可欠であり，店頭におけるアップツーデ

イ卜な物件情報の提示が必要となる。 このた

めには.情報のメンテナンスが容易な静止画

の利用が効率的であるということから「マル

チイメージビジョン」が開発されたと L寸 。

「野村不動産」東京都新宿区西新宿ト26- 2 

マルチイメージ ビジ ョ ン ( 3 x 5 面，テレビフ ォト

ンステム，ビデオ映像のパソコン制御システム)

[株]イメージプラ ンニ ングの開発による

エレクトロニツク・バンキング時代のシンボル圃・・・・・・・・・・・ Ii 協和銀行日本橋支店[銀行ロビー11

銀行のロビーといえば，預金や振込窓口で

顧客の名前が呼ばれるまでの待ち時間のため

のスペースである。「アサヒグラフ」 や 「毎日

グラフ」 のような写真誌をはじめ，女性週刊

誌，住宅雑誌などの活字メディアがサービス

用に置かれている光景をよく見かける。 こう

した在来型の銀行ロビーも.映像情報システ

ムの導入によって大きく変わろうとしている。

活字メディアよりも，もっと直接的に視覚に

訴える映像メディアによって.待ち時間中の

情報提供の効率を高めようというわけだ。

協和銀行は，営業店舗のリニューアル化に

際して，映像による情報提供機能を強化して，

新しい銀行イメージ“エレクトロニック・バン

キング"の確立をめさfしている。 東京地区にお

いては，日本橋支店の改装に際し rマルチビ

ジョン・システム」を設置し，多彩な映像情

報提供により，ロビー空間の付加価値を高め

ている。 16面のマルチ函面を利用し， ①銀行

の新商品 PR， ②取引先企業の紹介，Q)!也主主情

報(区役所の広報ビデオ)などを，動画と静

止画の組み合わせによって送り出している。

映像化店舗事例レポート

日本橋という，東京のビジネス ・ センター

の中心部に立地する店舗として，マルチビジ

ョン・システムは，エレク卜口ニック ・ ノ fン

キング時代に向けてのシンボルのような意味

もあるようだ。

「協和銀行日本橋支店」東京都中央区日本橋室町 3 -

2 -15 

マルチビジ ョ ン ・ シ ステム (4 x 4 面，動画，静止

画.文字情報)
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高感度Jヤング層口映像イメージでアピールf.li~13t"V;/~Jl t:J~fl-{~-91:'7"tO-)V' l 
レイ・エ ファッション ・ ビjレg
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映像が街の表情を変えた一一最近，名古屋

のヤングの閉て喋庁しい「ファッションタウン

藤ケ丘j (地下鉄東山線)カ〈注目されている。

昭和61 (1986)年 10月，この旗ケ丘駅前に復合

ファッション・ビル「レイ・エ・ルイ j(地下

|階，地上 6 階)がオープンしたのだ。 この

あたりでは近年急速に開発が進み，ニュータ

ウン化しているが，エリアには 6 つもの大学

が進出，さながらヤング・タウンの雰囲気が

溢れている。

ファッション，スポーツ，音楽， レジャー

など，ヤングの遊び志向，高感度志向に対応

した出店が多い中て二ひときわ注目度の高い

のが「レイ ・ エ・ルイ」である。 この貸ビル

は地下|階から 3 階までがファッシヨン・ブ

ティック， 4~皆ιι上はフィットネス・クラフ'

などで占められている。

「レイ・エ・ルイ」は店舗設計に際してR則象

化を志向した。 このため大型 (28型)ブラウン

管による 12面マルチシステムを導入，“高感度

イメージ情報"を館内に流している。 レイアウ

ト的な特長は， 1 階から 3 踏までの吹き抜け

のスペースを利用してマルチによる映像壁面

を設けたことで，ファッション・ビルにふさ

わしいニュー感覚のインテリアとなっている。

また，館内のインフォメーション・コーナー，

各フロアーにもテレビを設置.全館にビジュ

アル・イメージ空間を点在させている。

r レイ ・ エ・ Jレイ J 愛知県名古屋市名東区疎が丘 140

東北新幹線の開通により，その停車駅及び

その周辺は見ちがえるばかりの変貌を遂げて

いる。 上野からわずか50分という通勤圏に入

った宇都宮も，それまでのイメージから大き

く様変わりして，栃木県の表玄関にふさわし

く洗練された街作りが進んでいる。 市内随ー

のナイトゾーン泉町もその例に洩れず，時代

の流れを反映した店舗が続々と出現している。

「ミッドナイト・サパ-A toZj は，いち早〈

映像化店舗としての店作りに着手し，ひとき

わ目立つ店頭テ'ィスプレイで注目を集めてい

る。

映像化店舗事例レポート

4 階建ての酒落たピルの入口には26インチ

の大型モニターが 16台並び， VHD ビデオディ

スクによる BGV (環境ビデオ)，店内のライブ

演奏をビデオカメラで生中継するなど，夕闇

迫る頃になると.いやが上にも迫力ある鮮明

な映像で集客効果を高めている。

r A to Zj は82名を収容できるパブで，店内

の 100インチのカラー・ビデオプロジェクター

による大迫力の映像が好評だ。

「ミ ッ ドナイト ・ サパ- A 10 ZJ 栃木県宇都宮市泉町

1-3 
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イベントとマルチビジョンの立体演出四国圃圃
テルミナ錦糸町 [駅ビル11

JR錦糸町駅前のイメージ ・ チヱンジに大き

く貢献したのが「テルミナ錦糸町」だ。

昭和36( 1961)年に錦糸町駅ビルとしてスタ

ー卜，何回かの改装でマイナー・チェンジを繰

り返してきたが，昭和60(1985)年に大改装。

「若い人のファッションの街一一錦糸町」の新

しいシンボルとして「テルミナ」が生まれた。

この大改装のコンセプ卜が「映像を中心とす

るニューメディアの導入による複合的な情報

提供機能」であった。

「テルミナ」のR則象化の目玉は， 1 6面マルチ

テレビである。 4 階のテルミナスタジオに設

72 

置されたこのマルチには，イベン卜・スペー

スにおけるイベントの DJ や，ジャズダンス，

ファッション，スキーなどの BGV (環境ビデ

オ)映像が流8れ，イベントとの連動による

映像演出は集客効果を高めることにもつなが

っている。 マルチビジョンのメリッ卜のひと

つは，このような映像とイベン卜との立体的

アプリケーションにあり，オープン ・ スペー

スにおけるパフォーマンスの効果を高めてい

る。

錦糸町ステーショ ン ビJレ「テル ミ ナ錦糸田TJ 東京都

墨田区江東橋 3 -14-5 

映像化店舗事例レポート

中京地区ではR阿象化店舗のはしりといえる

「ノ、一卜・スタッフ J (ユニ一豊橋を昭和

57 [1982J 年に改修)は， まさに全館が映像

で溢れている。

地下 l 階から地上 2 階までがカジュアル雑

貨，ファッション，インテリアなどのショッ

フ， 3 階が会員制のフィッ卜ネス ・ クラブ(ジ

ャズダンス，エアロピクスのスタジオ， トレ

ーニング・ルームなど)と「スタジオ・ハー

卜ステーション」。

お客は圧倒的に 1 5~25歳までの女性で占め

られている。 「ヤングが飛びついてくれるのは

音であり映像である」というコンセプ卜のも

とに，今までのユニーとはまったく違ったイ

メージで店舗経営に取り組んでいる。

店内の情報発信基地は 3 階の「スタジオ・

ノ、一卜ステーションJo 4 台のハイファイ VHS

ビデオによる BGV(環境ビデオ) ， DJ を館内27

台のモニターで放映し，若い女性たちのハー

卜をつか仁ことに成功している。

「ハ ト・スタ ッ 7J 愛知県豊橋市広小路ト 6 - 2
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| 宝石に関する情報発函司
E璽里富里盟理..  彊E四E.I.5-.ﾃ'. ~?'/ *-5ﾁ [複合ビ川 1

多目的ピルは現代の情報発信基地でもある。

そこでは，人，モノ，情報が交錯し，未来を

予感させるパフォーマンスが行なわれている。

物販のための複合ビルも，今日ではモノを売

るだけではなし情報スペースとしての機能

も発揮する。 宝石，貴金属商が集団入居する

総合宝飾ビジネス・センター「ジユエラーズ・

タウン オーラム」は，さながら，“宝飾の情報

基地"である。

「オーラム」は，地下 3 階，地上 7 階，総面

積8 ， 793平方メートルのピルだが，この 5 階に

多彩な情報サービス・センターがある。 ここ

から館内に向けてビデオ，ヒeテ'オテ'ィスク，

ノ Tソコン (MSX) ， CD などのハイテク・メデイ
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アを駆使してさまぎまな情報が提供される。

|階には「オーラムプラザ」があり ， 5 面マ

ルチ (26型)による映像の送り出しが行なわれ

ている。

「オーラム」は，宝石の専門ピルであり，そ

の情報提供も宝飾品に関する最新情報を中心

に，ファッション，デザイン，海外情報など

が幅広く提供されている。 こうした，“情報の提

供が新しい情報を生むYいう情報発信機能を

効率よく運用していくうえで，映像メディア

の果たしている役割りは大きい。

rジユエラーズ・ タウン オーラLo. J 東京都台東区東

台東 I -26-2 

映像化店舗事例レポート

白いインテリア，白い空間デザインでイメ

ージを統ーしたレストラン「ウイズワンJ (長

崎) 。 この店はオープン以来，長崎港が一望で

きるファンタスティックなエキゾチック・レ

ストランとして話題になった。 「ウイズワン」

はボウリング場，ビリヤード，卓球場，ロー

ラー・スケート場などのインドア・スポーツ

施設と隣接するレストランで，周囲は明るく，

スポーティな雰囲気である。

「ウイズワン」のエキゾチック演出に，映像

が大きな役割を果たしている。 店内には28イ

ンチの大型モニタ-9 台が BGV(環境ビデオ)

システムとして配置され，さまさ'まな環境映

像やイメージ・ビデオで雰囲気を作っている。

白一色の店内デザインとマッチングさせるた

め.モニターのフレームもまっ白。 白い空間

に，ブラウン管の窓が 9 つある，といった感

じで設計されている。

「ウイズワンJ 長崎県長崎市家野町 5 -32 
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