
 

要約 

スプリット・スクリーンとはひとつの画面を任意に分割し

て、複数の映像を組み込んだもので、映画表現の様式として

考案された。これはマルチ映像の一種でありながらマルチ映

像史の中での位置づけは明確でない。本研究は一般的には映

画表現のひとつとして認知されているスプリット・スクリー

ンがどのような系譜をたどってきたか明らかにすることを目

的とした。これをとおしてマルチ映像史の一端を整理するこ

とができると考える。 

 このテーマに関する先行研究や調査資料はほとんど存在せ

ず、スプリット・スクリーンを使った作品リストもない。し

たがって現在入手可能な映画作品を視聴することをとおして

史的整理を行った。 

スプリット・スクリーンの原初的形態は特撮映画の嚆矢と

されるメリエス映画に見ることができる。合成技術も未熟な

時期にすでに複数の映像を１画面に焼き込む表現が試みられ

ている。その後はトーキーが登場するまではサイレント映画

の表現の試行と拡張としてつかわれてきた。『ナポレオン』

(1927)はサイレント末期の「トリプル･エクラン＝３面マルチ

スクリーン」映画として知られるが、ここにもスプリット・

スクリーンは使われている。 

 第二次世界大戦後に開催された万国博覧会は映像展示が主

流となる。この状況は劇場映画にも影響を与えた。1960年か

ら 1980 年代の映画は万国博覧会のマルチ映像の隆盛と呼応

するようにスプリット・スクリーンが活用される。『華麗なる

賭け』(1968)、『絞殺魔』(1968)などは代表例である。この時

期のブライアン・デ・パルマ監督作品の多くにスプリット・

スクリーンが挿入される。 

1990年代には映画のデジタル化がはじまる。この時期から

再びスプリット・スクリーンをつかった映画が増える。画面

の分割と複数の素材の取り込みなどの作業はデジタル化によ

って容易にかつ映像の精度を落とすことなく可能になった。

2000年代に入ってからのスプリット・スクリーンはこのデジ

タル技術が大きく影響していると思われる。この表現を取り

入れた作品数も映画発明からの 100年間を上回る勢いである。 

本研究では、スプリット・スクリーンはサイレント期、万

博の映像展示併走期、デジタル期と大きくは３つの時代区分

ができることを示した。 

 

１．はじめに 

1-1 本研究の背景と目的 

マルチ映像は、複数の異なった映像を同時につかって、メ

ッセージを包括的・効率的に伝える表現と技術の総称である。

マルチスクリーンやマルチビジョンなどの呼称があり博覧会

等のイベントや、文化施設、商業施設でも使われている展示

映像の代表的な形式である(図 1)。またマルチ映像には、ひと

つの画面を任意に分割して、そこに異なった映像を配置して

構成する方法もある。これはスプリット・スクリーンといい、

映画の表現手法のひとつとして考案されたものである(図 2)。 

マルチ映像は国際博覧会のような大規模なイベントを中心

につくられることが多いために、博覧会史あるいは映像展示

史の一部で扱われている(註 1)。そこでは少なくとも断片的に

マルチ映像史を見出すことができる。一方で映画の中でスプ

リット・スクリーンとしてつかわれたものは、同じマルチ映

像でありながら、それが映画を特徴づける表現形式のひとつ

としてみなされてきた。マルチ映像の歴史においてスプリッ

ト・スクリーンはどのように位置づけられるのか。スプリッ

ト・スクリーンはどのような変遷をたどって今日に至ったの

か。本研究はマルチ映像のひとつの形式でありながらその歴

史にはほとんど登場しないスプリット・スクリーンをマルチ

映像史に組み込むことを目指した試みである。 

すなわち本研究は、マルチ映像の中の、映画のスプリット・

スクリーンに着目し、成立から今日に至るまでの系譜をたど

りながら、マルチ映像史の一端を明らかにすることを目的と

してスタートした。 

1-2 先行研究 

映画史の中でマルチ映像の記述としては、サドゥールの『世

界映画史』で『ナポレオン』(1927)におけるトリプル･エクラ

ン（３面マルチスクリーン）に言及しているが(註 2)、同映

映画におけるスプリット･スクリーンの系譜 
～マルチ映像史の傍流として～ 
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画内で使用されたスプリット・スクリーンの記述はない。ケ

ヴィン･ブラウンロウの『Parade’s Gone by…』ではスプリッ

トの事例として『Suspense』(1913)をとりあげているが、こ

れは『ナポレオン』以前の多画面表現の背景として述べられ

ており、スプリット・スクリーン史を俯瞰しその中で位置づ

けたものではない(註 3)。脇山の『TVCMにおけるスプリット・

スクリーン表現の問題点と課題』で、一部で触れてはいるが

映画のスプリット・スクリーン史を構築する上での役割は果

たしていない(註 4)。この映像表現に関しては歴史的位置づけ

や、表現の背景、表現の特徴はもとより、基本情報であるこ

の手法をつかった作品リストすら存在していない。一部の映

画ファンによるサイトの記述（註 5)に断片的に書かれている

もののこれは学術資料として評価されるものではない。その

意味ではスプリット・スクリーンが歴史的に考察された研究

を見出すことはできない。 

1-3 研究方法 

マルチ映像の歴史は、前述のように映画史や国際博覧会史

のなかで表現の展開例や展示の応用として断片的に論じられ

ることがある。特に展示映像としてつかわれる場合は、かつ

てのマルチ映像がフィルム上映という「映画的」でありなが

ら、そこには照明演出、特殊効果、あるいはライブとの共演

表現などの複合演出、標準化されない上映システムなど、い

わゆる劇場映画とは異なり上映時に付加される側面があるた

め「拡張映画 Expanded Cinema」として見られることもあ

った（註 6）。つまりマルチ映像は非劇場映画であり、一方で

スプリット・スクリーンは映画の表現手法のひとつとしてあ

つかわれるという矛盾した状況がある。 

前述のようにスプリット・スクリーンをあつかった先行研

究は、希少で断片的なため、研究論文や文献が見いだせない。

映画のスプリット・スクリーンは、他の映画研究と同様に作

品自体を対象に分析、考察を進めることを基本とする。現在

入手可能な作品を視聴し、表現部分の抽出、構成方法、シー

クエンスにおける機能や社会背景を加え、時代区分について

検討していく。スプリット・スクリーンを使用した映画情報

が限られているため、本研究で分析の対象としたものはアメ

リカ（ハリウッドメジャー）が中心となった。その映画作品

リストは本論文の最後（註の末尾）に列記した。また社会背

景としてスプリットに少なからず影響を与えた国際博覧会や

映像のデジタル化等を考慮しながら、スプリット･スクリーン

史を固めていくことにする。なお本稿で使用した映画のスク

リーンショットはＤＶＤから抽出したものである。 

1-4 マルチ映像におけるスプリット・スクリーン研究の意義 

マルチ映像は、一般的にはマルチスクリーンやマルチビジ

ョンなど、複数のスクリーンやモニターを用いて作品を完結

させると考えられている。岡田晋が 1970年に著した『映像未

来学』（美術出版社）では「マルチ映像」という用語は用いら

れず「マルチスクリーン」あるいは「マルチプロジェクショ

ン」として紹介された。いわゆる複数の映像とは、複数の上

映幕をもつ映像と同義であった。一方ひとつのスクリーン上

の映像を分割する表現は、明らかにマルチ映像でありながら

同書では「マルチイメージ」といい、マルチプロジェクショ

ンと区別がなされているが、これこそ今日のスプリット・ス

クリーンを意味するところとなっている。 

1970年は日本万国博覧会開催年であり、マルチ映像が会場

を席巻した状況を、岡田晋は日本政府館の演出担当としての

関わりのなかで十分に承知していた。日本万国博の映像展示

に大きく影響した 1967年のモントリオール万国博でも、マル

チ映像はやはり複数のスクリーンをもつ映像システムとして

とらえられている。実験映画や展示映像に詳しい『Science 

and Technology in the Arts』(1974)ではモントリオール万国 

博で上映されたマルチ映像を Multiple Screen, Multi-Image 

Multi-projection と表記している(註 7)。1970 年以降のしば

らくは、これらの直訳としてマルチ映像の関連用語が使われ

たのではないか。マルチ映像とは Multiple Screen が示すよ

うに集合映像の側面が強調され、展示映像の代表的手法とし

て確立した。 

一方単画面の分割はマルチイメージと称され、マルチスク

リーンに見られるある種の「派手さ」や「スケール感」は乏

しく、マルチ映像の傍流として見られ、必ずしも注目される

ことはなかった。もともとスプリット・スクリーンは映画用

語であり（註 8）、マルチスクリーンとは区別して論じられて

いた。 

しかしながらマルチ映像は複数の映像を同時に扱うという

表現の原点に立ち返った時、「集合映像」としてのマルチスク

リーンと、「分割映像」としてのスプリット・スクリーンは上

映システム上の違いはあるものの展示映像と映画に分けて論

じる意味はない。本稿は将来的にマルチ映像史に統合するこ

とを展望しつつ、映画のスプリット・スクリーンをマルチ映

像の重要なもう一つの側面としてとらえる。いうまでもなく

マルチ映像の現状を明らかにするためのスプリット・スクリ

ーンの史的整理、これが本研究の意義である。 

 

２．スプリット・スクリーンの誕生 

2-1 映画の誕生期の試み 

フランスのジョルジュ・メリエスは二重露光、クランクス

トップなどによりトリック撮影を見出し、映画の発明後まも

なくして独創的な作品を公開しはじめた。彼の映画は一般的

には特撮の始まりとして扱われることが多いが、数回に分け

て撮影された人物やエピソードを同一画面内に合成配置する

という表現は、分割こそされていないがスプリット・スクリ

ーンの原初的な表れが見てとれる(図 3、図 4)。 

メリエス作品のようにひとつの画面に別の画面を組み込む

という点は「スプリット・スクリーン」を彷彿とさせる効果

がある。『The Film Encyclopedia』によれば、スプリット・

スクリーンの表現手法はマットプロセスと多重露光がもたら

すとしており（註 9）、その意味でもメリエス作品をスプリッ
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ト・スクリーン表現の嚆矢と位置付けることができる。映画

は 1985 年にリュミエール兄弟によって技術的に完成したと

されるが、その直後にはスプリット・スクリーン史が始まっ

たといえよう。 

エドウイン・Ｓ・ポーターによる『アメリカの消防夫の生

活』（1903）は映画創世記の作品で、10 分の短編映画に、い

わゆる「編集」が施されている。冒頭のシーンは消防署のひ

とりの消防夫のショット

に、彼の留守宅の様子が

合成されて、２つのエピ

ソードが同時進行する

（図 5）。消防を生業とする

男が、その自宅の被災を

知らずに消防署で待機す

る。自宅は出火して男の

妻は乳呑児をかかえて右往左往する。２地点の対比が緊張感

のある導入部となっている。この作品が製作されたのは映画

の編集作業が見出される時期と重なるが、二つのショットを

同時に見せる工夫は、物語の設定と状況をわかりやすく見せ

る編集の手法に、メリエスの多重露光を組み合わせて考え出

されたともいえる。スプリット・スクリーンの最も初期の作

品である。 

1910 年代は『白人奴隷商人』（図 6）、『サスペンス』(図 7)、

『２つの魂』などが製作・公開された。 

たとえば『サスペンス』(1913)では夫は仕事、自宅には留

守居の妻と家政婦がいる。その家政婦が外出したことを見た

浮浪者が侵入しようとする。それに気づく主婦、浮浪者の行

動、助けを求める妻からの電話に出る主人。この３者の同時

刻における行動がスプリット・スクリーンで表現される。分

割は三角形であり３者の位置関係と動きがサスペンスを高め

ておりスプリット・スクリーンがストーリーに重要な役割を

果たしている。 

2-2サイレント時代の拡張映画表現～『ナポレオン』 

アベル･ガンス監督の『ナポレオン Napoléon』(1927)はサ

イレント末期の映画で、トリプルエクランすなわち３面マル

チスクリーンを使った作品として知られる(図 8)。４時間近く

に及ぶ作品は、終盤まで１枚のスクリーン上で「通常の映画」

として進行する

が、最後のシー

クエンスになる

とスクリーン左

右の黒幕が両方

に開かれ、横に

スクリーンが３

枚並ぶ大画面で

展開する。この

映画を映画史上で有名たらしめているのはトリプルエクラン

だが、この作品の前半の１画面映像の中にスプリット・スク

リーン（脚本上は Polyvision となっている）が使われている

ことはあまり知られていない。 

 初めて使われるのはナポレオンの少年時代のシークエンス。

兵学校の寄宿舎で、彼が大切にしていた鷲を仲間に逃がされ、

その犯人たちと周囲の寮生を巻き込んで大ゲンカになる場面

である。すでに就寝時間となっていたためそのけんかは枕投

げ（Pillow Fight）となり、羽毛が部屋中に散乱する。『ナポ

レオン』で最初にスプリット・スクリーンが登場するのはこ

のシーンである（註 10）。初めに４面（２×２）続いて９面（３

×３）の分割映像となり 14 秒続く。ここには Pillow Fight

の９種類の異なったショットを組み込んであり、けんかの激

しさと混乱と、同時に少年ナポレオンのすさまじい憤りとが

表現されている（図 9）。 

 もう一ヶ所は「トゥーロンの包囲」シークエンスの最終場

面である。小ジブラルタルの攻撃に勝利するナポレオン。画

面は縦３分割のスプリット・スクリーンとなる（図 10）。中

央にナポレオンを置き、左右は戦闘のショットである。雨混

じりの雹の降る中で指揮官としての存在感を増し、状況に動

じず堂々と指揮をとる姿は、両脇の激しい戦いの動きと対照

的である。ここでは兵学校時代に世話になった下働きの男夫

妻が短くインサートされ、スプリット･スクリーンは４回、延

べ 14 秒使われている。 

 映画誕生からはじまるサイレント映画の時代は「映像」だ

けを拠り所にして表現の可能性が試みられた時期である。そ

図 5）アメリカの消防夫の生活 

図 6）『白人奴隷商人』(1910)       図 7）『サスペンス』(1913) 

図 3）『一人オーケストラ』(1900)      図 4）『ゴム頭の男』(1901) 

図 9）,図 10） 『ナポレオン』よりスプリット・スクリーンのシーン抜粋 

図 8）『ナポレオン』のトリプルエクラン 
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図 15）ニューヨーク世界博 

図 16）モントリオール万国博 

のひとつに画面分割があり、多視点からなる映像表現が用い

られたのではないか。「一つの視点一つの映像」という映画の

原則からすると、スプリット・スクリーンの使用は異質でも

あるが、音声の演出介入がなかった時代の野心的な試みとし

てはじまったと考えられる。 

 

３．展示映像と併走するスプリット・スクリーン 

3-1戦後初の国際博とスプリット・スクリーン 

第二次世界大戦によってしばらく途絶えていた国際博覧会

は、戦後 1958年ベルギーのブリュッセルにおいて復活した。

この博覧会において「もっとも風変りな」パビリオンとして

話題となったのはル・コルビジェ設計によるオランダのフィ

リップス館である。無窓建築のその中では『Electronic Poem』

と題した抽象的な映像がマルチプロジェクション作品として

投影され、電子音楽とともに上映された（図 11、図 12）。マル

チプロジェクションそのものはこの時点でも 50 年以上の歴

史があり（註 11）技術的には完成の域に達していた。 

翌 1959年モスクワで「アメリカフェア」が開催された。冷

戦下での開催ではあるがアメリカにとっては近代化した市民

生活をアピールできる絶好の機会ととらえ、開催の前年、そ

の演出をチャールズ・イームズに依頼した。彼の企画は 7面

マルチ映像『Glimpse of the USA』である。アメリカの自然、

住宅、家庭、都市生活など多様な姿を７つのスクリーンで表

現し 12分の作品としてモスクワ市民に公開された(図 13)。 

『ナポレオン』が特殊映画ゆえに一部の都市での公開に終

わったが、このようにマルチ映像が再び公開されるようにな

ったのは『ナポレオン』から 30年近くたってからである。マ

ルチプロジェクションという意味では先述のフィリップス館

があるが、アメリカフェアでの７面マルチは戦後初の本格的

マルチ映像といえる。そして複数の映像を使う同時代の流れ

はハリウッド映画にも見られるようになる。 

 マイケル・ゴードン監督作品『夜を楽しく』(1959)はスプ

リット・スクリーンを使った映画の復活である(図 14)。この

作品は男と女の色恋話だが、物語の進行に電話が重要な役割

をはたす。今日では当たり前のように使われる電話のシーン

のスプリット・スクリーンが多用される。合計 6シーン 5分

20秒で、これらはすべて男と女の電話シーンに限られる。ス

プリット形式は縦 2分割のほか３つのタイプがありシーン設

置との整合を図っている。 

3-2 博覧会の影響 1962年～1978年 

1962年シアトル 21世紀博覧会ではチャールズ･イームズが

科学館のために制作したのが６面マルチ映像『科学の家』で

ある。また 1964年にニューヨークで開催された国際博覧会で、

ＩＢＭ館は「think 考える」をテーマに出展し、その主展示

を 22面スクリーンによりマルチ映像として展開した(図 15)。

ジョンソン・ワックス館では３面マルチ映像『To Be Alive!』

が上映され、再び国際博覧映像展示時代の到来を予感させた。 

博覧会の映像展示史にお

いて、1967年に開催された

モントリオール万国博覧会

のマルチ映像は映像展示の

エポックとされる(図 16)。

複数の映像を組み合わせて

展示に使う試みは先行する

国際博覧会でもその兆しは

あったが（註 12）、出展国や

出展企業を問わず多くのマ

ルチ映像が出現したのはこ

の博覧会が史上初であり、

その後の博覧会の映像展示

にも大きな影響を与えた

（註 13）。1970 年の日本万

国博、1985年のつくば国際科学技術博覧会も同様である。 

博覧会は実験的、先進的試みが提供されるエンターテイン

メント空間という側面を持つゆえに、これらの展示映像はま

た、劇場映画の表現にも影響を与えた。 

1966年製作の『グランプリ』(図 17)はジョン・フランケン

ハイマー監督作品でＦ１モナコグランプリを舞台にした映画

である。市街地のカーレース、車載カメラによる主観映像な

どを中心にスプリット・スク

リーンが使われる。この表現

の発想の起点となったのは

1964 年ニューヨーク世界博

覧会で、フランシス･トンプソ

ンが制作した３面マルチ映像

作品『To Be Alive!』などから

で（註 14）、モントリオール万

国博もすでに展示計画が進展している段階であり、『グランプ

リ』への影響は十分に考えられる。 

モントリオール万国博の翌 1968年にはスプリット・スクリ

ーン映画史に不可欠な 2つの作品が登場した『華麗なる賭け』

図 11）,図 12）1958年ブリュッセル万国博の展示映像 

図 14）『夜を楽しく』 図 13）アメリカフェアの展示映像 

図 17）『グランプリ』 
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と『絞殺魔』である。 

『華麗なる賭け』は大富豪クラウンを演じるスティーブ・

マックイーン主演の映画である。クラウンは自身の実態を隠

しながら５人の手下をつかって銀行強盗を成功させる。その

襲撃の前後や、クラウンに接近する保険調査員の女との駆け

引きをスプリット・スクリーンで構成する（図 18）。本編は

102分の映画だが、その中の 12シーンで使われその合計は 6

分 34秒になる。最も時間を割くのはその冒頭のタイトルバッ

クで、2分 20秒秒間のすべてスプリット・スクリーンとなっ

ている。本作品を特徴たらしめる導入である。 

 『絞殺魔』はボストンで発生した高齢女性を狙った連続殺

人事件をあつかった実話に基づく作品である。警察の聞き込

み、被疑者の確保、犯行を恐れる婦人たちの行動、マスコミ

の取材などがそれぞれ多様な視点で撮影された素材を用いて

分割画面にはめ込まれる（図 19）。本作品のスピード感や緊

迫感をスプリット・スクリーンに託している。116 分の本編

に 15分 32秒のスプリットシーンが使われており、その表現

が「頻出する印象」すら与える。 

 これらの作品が製作・公開された時期は国際博覧会のマル

チ映像が会場を席巻した時期と重なっており、世界に向けて

発信された国際イベントの情報が、幾人かの映画監督に「一

つの視点、一つの画面」という従来の映画の概念を拡張させ

る契機となったとも考えられる。 

3-3 パルマの試み 1970年代 

ブライアン・デ・パルマ監督は長回し、主観描写、スロー

モーション等のテクニカルな表現で独自の映画スタイルを作

り上げた映画監督として知られる。その中でも画面を分割し

て複数のショットを同時に使う「スプリット・スクリーン」

は他の映画監督に比べて使用した作品数が多く、彼の映画を

特徴たらしめている。 

最初にスプリット・スクリーンを使ったのは 1970 年制作

の『Dionysus』である（註 15）。この時期は先述のモントリ

オール万博でマルチスクリーン作品が多く制作されその後の

劇場映画にも影響を与えた時期である。『Dionysus』後の約

10 年間はサスペンス映画を中心にパルマ監督作品にはスプ

リット・スクリーンが頻繁に使われる。 

『悪魔のシスター』（1973）では、分離手術を受けた女の一卵

性双生児の片方が、黒人青年を殺害する。その元夫と共謀し

殺人の隠ぺいを図る。しかしその一部始終は向かい側のビル

の住人であるジャーナリストに見られてしまうが、「殺人」と

「目撃」とが 1シーンまるごとスプリット・スクリーンで表

現される（図 20）。 

『ファントム・オブ・パラダイス』（1974）は売れない歌手が

怪人「ファントム」と化しての復讐劇である。爆弾を仕掛け

た舞台で使う車とその状況に居合わせる人物とでスプリッ

ト・スクリーンが使われる。時限装置の時計音と劇場リハー

サルの軽妙なリズムとが不調和であることも合わせて、サス

ペンスとしての緊張感をあおる（図 21）。 

また『キャリー』（1976）では、女子高校生キャリーがパーテ

ィー会場で血を浴びせられたことを契機に超能力が開眼し参

加者を惨殺する。そのときのキャリーと逃げ惑う人々がスプ

リット・スクリーンで表現される。サスペンスの強調を伴い

ながら怨念と恐怖との錯綜が混在するシーンである（図 22）。 

そのほか『殺しのドレス』(1980)(図 23)、『ミッドナイト・

クロス』などでも使われており、スプリット・スクリーンは

ブライアン・デ・パルマの定番表現ともなった。 

その後は 1990年制作の『虚栄のかがり火』、1998年制作の

『スネーク・アイズ』と使われたが 1970 年～1980 年初頭の

ような頻出は見られない。したがってモントリオール万国博

の前後が起点となった「マルチ映像ブーム」の影響が持続し

た約 10年あまりが、パルマ監督が最もスプリット・スクリー

ンに執心した時期であり、この表現手法の一時代を画した一

人であることは間違いないだろう。つまり一人の監督の作品

に多くのスプリット・スクリーンを使うのはパルマ監督だけ

であり、スプリット・スクリーン史には不可欠な存在である

といえる。 

3-4映画表現における物語性の主軸とワンポイント 

展示映像としてマルチスクリーンを使った場合、当然スク

リーンは複数枚が用意される。プログラムの途中で全画面連

続した表示、あるいは１画面だけの表示（他はブラックアウ

ト）があったとしても、基本的には全編がマルチ映像である。

映画では、後述のとおり実験的な試みとしては「全編スプリ

ット表現」はあるものの、ほとんどの映画では特定のシーン、

図 20）『悪魔のシスター』       図 21）『ファントム･オブ･パラダイス』 

図 22）『キャリー』             図 23）『殺しのドレス』 

図 18）『華麗なる賭け』            図 19）『絞殺魔』 
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図 28）『１２７時間』            図 29）『グリーンホーネット』 

図 26）『オーシャンズ 13』  図 27）『ウッドストックがやってくる』 

あるいは特定のシークエンスの中で限定的に使用される。 

マルチスクリーンが会場を席巻したモントリオール万国博覧

会の前後に企画製作された『華麗なる賭け』(1967)や『絞殺

魔』(1968)は、ストーリーの基軸にスプリット・スクリーン

を据えている。例えば『華麗なる賭け』では、102 分の本編

の中でスプリットされた表現の登場率は 7.4％である。同様

に『絞殺魔』では 116分の作品中において 10.6％に及ぶ。１

画面映像が基本の映画としてはかなりの比率を占めている。

これらはスプリット・スクリーンが物語の展開に重要な役割

を果たす表現として多用された例である。 

さらにスプリット・スクリーン比率の高い作品がある。1970

年に公開された『ウッドストック』(図 24)はニューヨーク州

で開催された大規模野外コンサートの記録映画として知られ

る。そのディレクターズカット版は権利関係がクリアされた

出演アーティストが加わり、225 分の長編となった。スプリ

ット・スクリーンは合計 73シーンで使われ、その合計時間は

101分 18秒に及ぶ。作品中に占める割合は 45.2％と単画面と

分割画面とがほとんど同じ比率で登場するという稀な映画と

なった。前述したように、万博で上映されたマルチ映像が影

響したことも含めて、国際博覧会とこれらの映画の公開時期

が重なる事実は注意しておきたい。 

1978年には市川崑監督は『女王蜂』(図 25)を製作した。こ

の中では事件の鍵となる指輪が発見された瞬間の、関係者そ

れぞれの驚きやとまどいの表情を、スプリット・スクリーン

をつかって表している。本篇がはじまってから 1時間 45分後

に 3秒間だけ 6分割される。作品中で画面が分割されるのは

この 1回限りである。 

1950 年代末から 1970 年代後半にかけて製作された映画で

使われるスプリット・スクリーンは『女王蜂』のような例外

はあるが、物語を牽引する重要な役割をもつものが多い。こ

の時期は国際博覧会で映像展示が主流となった時期と重なっ

ており、マルチ映像隆盛の状況は少なからず映画表現に影響

を与えたと考えられる。その後映画のスプリット・スクリー

ンは 90年代半ばまで製作本数は減るが、映画がデジタル化さ

れるとその状況に変化がみえてくる。 

 

４．デジタルシネマ処理のスプリットへ。 

4-1自由度が増す画面の分割と挿入 

映画のデジタル化の動きと連動するように 1990 年代後半

からふたたびスプリット・スクリーンをつかった映画が増え、

特に 2000年前後には多くの映画でスプリット・スクリーンが

つかわれている。例えば『スネーク・アイズ』（1998）、『ヴァ

ージン・スーサイズ』(1999)、『スナッチ』(2000)、『フォン・

ブース』(2002)などである。 

1999年 3月、ジョージ・ルーカスはＥ－シネマ構想（デジ

タルシネマ）を発表しその年の 6月にはスターウォーズ・エ

ピソード１を世界で初めてデジタル映画として公開上映した。

映画のデジタル化が一気進んだのはこのときからである。ま

だ模索段階だったとはいえ、合成や分割処理が画質を落とす

ことなく繰り返し、容易に行えるのは映画の表現をまた一歩

進展させた。 

映画のデジタル化は、当初はポストプロダクションにおけ

る作業精度を飛躍的に向上させた。１画面内に複数の映像を

配置することも、任意の形に分割することも、もはやフィル

ム上に光学処理することもなく、デジタルデータに対して加

工されるため、原則的には分割数や、処理の回数とは関係な

く、元の映像の精度が保持し続けられる。 

映画史においては、このデジタル化は明らかに技術的変換

点であり、表現としてのスプリット・スクリーンが増えたの

もこのことと無縁ではない。事実 2000年以降の映画でスプリ

ット・スクリーンを使ったものはハリウッド中心の作品に限

れば過去 100年間に使用された映画数を上回る。この時期か

ら製作された『アダプテーション』(2002)、『ハルク』(2003)、

『オーシャンズ 13』(2007) (図 26)などはいずれもスプリッ

ト・スクリーンを用いている。さらに『(500)日のサマー』

(2009)、『ウッドストックがやってくる』(2009) (図 27)、『127

時間』(2010) (図 28)、『グリーンホーネット』(2011) (図 29)

など最近のハリウッド作品に至ってもその傾向は変わってい

ない。 

4-2 実験的試み 

一方で実験的な試みとして『TIMECODE』(2000)があげられ

る。99分の全編が 4分割のスプリット・スクリーンで構成さ

図 24）『ウッドストック（D-cut版）』   図 25）『女王『』 
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れている。どの 1画面をとっても 1ショット・１シーンでほ

とんどが撮りっぱなし無編集版である(図 30）。ある意味では

鑑賞者が個別の画面を組み合わせながら「全体」のストーリ

ーを即興的に組み立てていくという「負担」を強いられる映

像である。負担とは鑑賞者の演出への関与であり、４画面を

「選択視」し続けなくては

ならないという緊張状態が

強いられる。マルチ映像で

は制作者はある程度の強制

力を持って、特定の画面に

鑑賞者の視線を導く「視覚

的誘導操作」を取り入れる

ことがある。しかしこの作

品は一切の誘導はなく、鑑賞者は並行して流れる 4つの映像

に対峙させられる。不親切で主幹となる映像が不確定である

一方で、自由な鑑賞態度を許容する映画である。 

また『カンバセーションズ』（2005）では対面する二人の会

話は２台のカメラで個別に撮影され、分割画面による対面と

して構成される(図 31）。かつての恋人同士の再会をきっかけ

に接近する互いの微妙な心理的距離感や表情の変化を、二人

を一度にフレームに入れたいわゆるツーショットではなく、

男と女の一人ずつのフレームを隣接させることで、再燃する

思いともどかしさを表現している。 

このツーショットをあえて分割する手法は『アメリカング

ラフィティ２』(1979）でも用いられているが（図 32）、作品

の表現の基軸となる手法として積極的に使ったものとしては

『カンバセーションズ』が典型である。 

 デジタル化は映画製作のワークフローに大きな変革をもた

らした。しかしそれは作業効率や物理的側面にとどまること

なく画面を分割して多数の映像を組み込むという複雑でかつ

難易度の高い映像表現も容易にかつ高精細を維持したまま可

能とする、表現の面でも影響を受けた。自由度の高い加工が

可能となったのもこの映画のデジタル化が強く影響している。 

 

５．結論 

5-1 スプリット・スクリーン映画の時代区分 

本研究は、マルチ映像の歴史のなかでほとんど扱われるこ

とのない、映画におけるスプリット・スクリーンに着目し、

成立から今日に至るまでの系譜をたどりながら、マルチ映像

史の一端を明らかにすることを目的として着手した。スプリ

ット・スクリーンは一つの画面を分割して、複数の映像を組

み入れて構成する映画の表現手法のひとつである。今日では

映画に限らずテレビＣＭ、報道番組、プロモーション映像な

ど多様な分野に波及している。映画の表現形式として誕生し

たスプリット・スクリーンは、複数の映像を同時に扱うとい

う表現の本質をみる限り、マルチ映像に通底する実態と変わ

ることがなく、「マルチ映像」として扱うことを拒む要件は見

当たらない。マルチ映像研究のひとつに歴史的事実を明らか

にする側面があるが、本研究が「傍流」としたスプリット・

スクリーンは「本・傍」を分けることなくマルチ映像史に加

えていくことに異論の余地はないだろう。スプリット・スク

リーンは分割映像としてのマルチ映像であり、いまや「映画」

の枠を超えた表現として扱われるべきと考える。 

スプリット・スクリーンは映画の誕生まもない時期に開発

された。原初的にはジョルジュ・メリエスの「偶然の発見」

に拠るところもあるが、その後は博覧会の展示映像等の時代

背景もあり、着実に進展していった。本研究は映画のスプリ

ット・スクリーンは次の３つの時代に区分することが可能で

あると結論付ける(図 33)。 

１．第 1期：映画誕生～サイレント期（1895年～1930年頃） 

２．第２期：国際博覧会の映像展示からの影響期 

（1950年頃～1980年頃） 

３．第３期：デジタル技術による表現の拡張期 

（1995年頃～現在） 

スプリット・スクリーンを使った映画リストは存在しない

ため、使用実態を把握するには、可能な限り実作品の鑑賞を

とおして個々に確認する以外に方法はない。この時代区分の

ための資料として使ったリスト(註に掲載)に、今後新たな作

品が加われば、区分の年代が前後する可能性はある。しかし

数年のずれはあったとしても、上記３つの区分が大きく変わ

ることはないと思われ、これをマルチ映像史に組み込むこと

としたい。 

5-2 今後の課題 

スプリット・スクリーンが大きく３つの時代に区分ができ

図 31）『カンバセーションズ』        図 32）『アメリカングラフィティ２』 

図 30）『TIMECODE』(2000)  

図 33) スプリット･スクリーン映画の時代区分 
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ることは前述のとおりである。しかし映画がトーキーとなっ

てから 1950 年代の後半までの約 30 年間と 1980 年代初頭か

ら 1990年代の半ばの役 15年間がなぜ空白期なのかその理由

を明らかにすることは今後の課題としたい。さらに各時代区

分ごとに特徴づけられる表現の傾向はあるのか、についての

検証はこれからである。 

マルチ映像は形式的には集合映像と分割映像とに分ける

ことができる。また表示装置によってはマルチスクリーン、

マルチビジョン（マルチモニター）などがあり、それらの応

用場面では博覧会や展示会等のイベント、博物館等の文化施

設、商業施設、テレビ番組、プロモーション映像など多岐に

わたる。本研究では映画のスプリット・スクリーンをマルチ

映像史に併存させる展望を見出したが、最終的には上記のよ

うな永年多岐にわたるイベント等の非劇場映画として制作

上映されたマルチ映像を「マルチ映像史」として整理統合す

ることを目指したい。 

 

（付記） 

本稿は 2012年芸術工学会秋季大会において口頭発表した内容を進展

させたものです。発表の際に貴重なご指摘をいただいた皆様に感謝

もうしあげます。 

 

 

 

註 1． John Belton,  Widescreen Cinema, London, Harvard 

University Press, 1992 は大型映画史が中心だが、その中の

p38:Polyvision の項で『Napoleon(1927)』のトリプルエクランに

関して触れている。また博覧会関係は Anna Jackson, EXPO 

International Exposition 1851-2010,  V&A Publishing, 

 London,2008 などの博覧会通史には主たる映像展示としてマルチ

映像に触れている。さらに各博覧会の公式記録集に出展館毎の記

録が記載されている。  

註 2. G ･サドゥール（丸尾定訳）『世界映画史』みすず書

房,1980,pp433-435では、数回にわたり「トリプルエンクラン」の

記述があるが、映画の前半に使用されるスプリット・スクリーン

については触れられていない。同書には『Napoleon』に関して

pp148-150,p153,p433,p435 に記述があるが、同様にスプリット・

スクリーンが使用されている事実には触れられていない。 

註 3. Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By…, London, Martin 

Secker & Warburg Limited, 1968, pp23-25 

註 4. 脇山真治「TVCMにおけるスプリット･スクリーン表現の問題点

と課題」『芸術工学研究』Vol.7, 2007,pp1-16 

註 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Split_screen_(filmmaking) 

そもそもスプリット・スクリーンの映画作品リストはない。ファ

ンサイトに一部が掲載されているだけ。 

註 6. Gene Youngblood, EXPANDED CINEMA, E.P.Dutton & 

co.,New York, 1970／David Curtis, Expanded Cinema: Art 

Performance Film, Tale Publishing, London, 2011 にはマルチ映

像（主としてマルチぷロジェクション）作品の事例が多く掲載さ

れている。   

註 7. Stewart Kranz, Science and Technology in the Arts, New 

York, Litton Educational Company, 1974, pp164-208 

註 8. Ephraim Katz, The Film Encyclopedia, 3d Edition, New 

York, Harper Collins Publishers.Inc, 1998, p1294 

註 9. 同上 

註 10. Abel Gance, Napoleén(1927), translated by Maya Hassan, 

London, Faber and Faber Limited, 1990, p11. ショットNo.87の

補説としてスプリット・スクリーンの最初の仕様について記載さ

れている。ただし脚本上では”Polyvision”となっている。 

註 11. 1900 年に開催されたパリ万国博覧会では、フランスのラウ

ル・グリモワン・サンソンが 360 度の全周映画『Cinéorama』を

制作し上映した。撮影は放射状に並べた 10 台のカメラ、上映は同

様に 10 台の映写機を使用した。同期はクランク、歯車という機械

仕掛けだったが、マルチプロジェクションの初期のものとして記

録されている。 

註 12.ブリュッセル万国博のフィリップス館は、 

註 13．この博覧会では 112 面マルチ映像（ディアポリエクラン）＝

チェコスロバキア館、5 面マルチ映像（ラビリンス館）、などなど

を入れて事例の列挙すること。 

註 14. Murray Pomerance, R. Barton Palmer A Little American 

Film Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 

and London, 2011, pp139-1424 

註 15.本作品のみ実視聴できていない。三留まゆみ『ブライアン･デ･

パルマ』洋泉社､2006､p176 には次のようにある。『Dionysus』

(1970)は日本未公開、DVD､ビデオともに発売されていない。上映

時は 3 面スクリーンだが、ビデオ版では 2 面のスプリット･スクリ

ーンとなっている。 

 

＜スプリット･スクリーンを使用した映画作品リスト＞ 

本研究で参照した映画リスト。この作品群に至る経緯は、映画史、

博覧会史、展示史、関連の書籍ならびに映画雑誌、映画評論等に

おいて「スプリット・スクリーン」が記載されたもの、あるいは

「スプリット・スクリーン」を示唆する作品をすべて視聴し、実

際に使用を確認したものである。さらに Web 上の映画関連サイト

も参照したが、いずれも視聴確認できたものに限定して採用し、

一覧表とした。 
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