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あらまし：自治体等の広報用の映像がウェブ上にアップされて話題を呼び、映像で情報発信する効果が注

目されている。大学の授業でも映像制作能力を育成する授業が広く行われるようになっている。しかし映像制

作能力の評価方法は教員の経験を基にしたものが多く、明文化されたものがない。本研究では、映像制作能

力のうち①映像制作の技法を学生がどの程度活用できたかを教員が評価する具体的な方法を検討し、②その

結果を学生による自己評価の結果と比較した。その結果、教員による評価では、技法を使えたカットの秒数

を反映した計算式で得点を出すことで「どの程度上手な映像か」という印象とより近い評価ができることが

わかった。また教員による評価と自己評価の結果には違いがあり、使い分ける必要があることがわかった。 
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1 はじめに 

自治体等の広報映像がウェブ上にアップされて話題を

呼び、映像で情報発信する効果が注目されている。大学

の授業でも映像制作能力を育成する授業が広く行われる

ようになっている。しかし映像制作能力の評価方法は教

員の経験を基にしたものが多く、明文化されたものがな

い。 

映像制作能力の構成要素については1980年代から金沢

大学の吉田貞介を中心とした研究グループが継続して研

究を行ってきた。吉田らは、映像制作能力を「つかみ方」

「組みたて方」「伝え方」の3つに分け、各項目に対応す

る能力を9項目に分けて示している [1]。例えば「伝え方」

の中には「制作技法」という項目があり、そこで学ぶ内

容を「音楽効果」「クローズアップ表現」パン表現」など

具体的に示している。この分類は、映像制作能力を教員

が評価することを前提としている。吉田らの構成要素は、

2009年にも実践で使われた報告があり[2]、最近でも参照

されている。しかし実際に各構成要素を評価しようとす

ると、評価方法を具体的に検討する必要があることに気

づく。 

一方、最近では、映像制作能力がメディア・リテラシ

ーの能力の一部として捉えられるようになった。メディ

ア・リテラシーの実践では、映像制作能力を自己評価す

るものもある[3] [4]。たとえば、「考えたことを映像にす

るときは，見る人にわかりやすくまとめることができる」

という質問を「当てはまる」から「当てはまらない」の4

件法で自分で選ばせるというものである[4]。映像制作能

力の自己評価は、教員による評価の結果と違いが出る可

能性がある。どのような評価方法を用いるとどのような

結果が得られるのかを明らかにすることは、大学で映像

制作を行う者にとって有益な研究になると考えられる。 

そこで本研究では、以下の 2 点を明らかにすることを

目的とする。 

①吉田らが指導目標として示した「映像の制作技法」を

学生がどの程度活用できたかを教員が評価するための具

体的方法を検討する。 

②「制作技法の活用」に関する、教員による評価と自己

評価の結果の違いを明らかにする。 

 

2 研究① 教員による評価方法の検討 

2.1 評価対象とする映像制作能力 

本研究では、研究対象を厳密化するために、吉田らが

示した映像制作能力のうち「伝え方」の下位分類にある

「制作技法」の評価方法を検討することとした。「制作技

法」の項目には「おもな内容」として、「音楽効果」「ク

ローズアップ表現」「ズーム表現」「パン表現」「チルト表

現」が示されている[1]。「音楽効果」は、編集段階の作業

であり、それ以外は撮影段階のカメラワークに関するも



のというように、制作段階の異なる要素が入っている。

本研究は、研究方法との対応を厳密化するために、撮影

段階の技法であるカメラワークの 4 項目に関して評価す

る方法を検討することとした。 

なお、吉田らはこれらの技法を「映像制作能力」の一

部として示しているが、一回の制作で学生が技法を使っ

たことが「能力」と呼べるかどうかは疑問が残る。そこ

で本研究では「制作技法を学生が活用したかどうか」を

評価対象とし、「制作技法の活用」と呼ぶこととした。 

 

2.2 手続き 

都内A大学のメディア専攻の授業で映像制作を行い、

授業の事前と事後で同等の難易度の 1 分程度の映像制作

課題を学生に課した。事前の課題文を表1に示す。「カメ

ラワーク」の評価に焦点化できるよう、映像で伝えるべ

き内容を課題文で示した。課題文は、文章と映像の対応

が求められる内容とし、吉田らの項目にある「クローズ

アップ表現」「ズーム表現」「パン表現」「チルト表現」が

効果的に使える内容にした。 

事前課題は2017年10月，事後課題は2018年1月に実

施した。授業内で課題文を示し、30 分程度の時間を与え

て、学生に各自のスマートフォンを使って撮影と編集を

その時間内に行うよう指示をした。調査対象は、受講学

生のうち調査に協力してくれた13名である。 

本研究では、映像制作能力の評価方法を事前課題の映

像を基に検討することとした。理由は、事後課題では、 

表 1 事前の課題文 

次の文章を映像にしてください。 

「コンビニの隣にある建物が明々館です。「若者とメディ

ア」は、この建物の地下の A002教室で行われています。

担当は村井明日香先生です。受講生はおよそ〇人。今日は、

映像制作の進め方について授業が行われています。」 

 授業で学んだ技法を使う学生が多いのに対し、事前調

査は、学生が使う技法が様々で、能力の差も大きい。様々

な技法や能力を評価できる方法を開発するためには、事

前調査を分析するのが適切と考えた。 

課題文の作成と学生の映像制作の技法の活用の評価は、

この授業を担当する、テレビ番組制作歴17年の教員が行

った。 

 

2.3 評価方法 

 教員が模範となる映像を制作し、それと同じ映像制作

技法を学生が使用している映像の割合を算出し、得点化

することとした。得点の計算式を図 1 に示す。この計算

式を開発した手続きを以下に述べる。 

①課題文を「対応する映像」ごとに10のセクションに区

切った（表2）。 

②セクションごとに「対応する映像」と「対応するカメ

ラワーク」を定めた。「対応する映像が、対応するカメラ

ワークで撮れている」場合に満点とすることとした。対

応する映像やカメラワークが何通りかある場合はそれも

模範となる映像の技法に示した。 

③「対応する映像」が撮れていても、「対応するカメラワ

ーク」ができていない場合は、得点を1/2で計算すること

とした。 

④課題文に対応する映像を撮っていても、映像が短すぎ

て見ている人が認識できないケースや、逆に、映像が長

すぎて見ている人にストレスになるケースもある。「適切

なカットの長さである」ことを評価に入れるため、学生

が撮影した「対応する映像」を秒数で出し、教員の映像

に対する比率で得点化することとした。 

⑤「対応する映像」が撮れていない場合もあるため、「表

現技術が使えている映像の秒数」を、「学生が制作した映 

教員映像 

映像① 映像② 映像③ 

学生映像 

映像①′ 
カメラ 

ワーク 

〇 

映像②′ 
カメラ 

ワーク 

× 

 
映像④ 

 

【計算式】 

学生が技法を使えた映像の秒数（カメラワークが使えていない場合は1/2）×100

学生映像全体の秒数＋足りなかった映像の秒数‐不要だった映像の秒数  

 

【左に示した学生映像を評価する計算式】 

        ①′×1＋②′×1/2          ×100 

（①′＋②′＋④）＋（①‐①′＋③）‐（②′‐②＋④）  

図 1 教員による評価の得点の計算式 
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像の全体の秒数」に「必要だった映像の秒数」を足し、「不

要だった映像の秒数」を引いた数で割り、100 を掛ける

ことで、教員が制作した映像と比較して、学生が制作し

た映像で表現技術が使えている映像の割合を算出した。 

 

3 研究② 教員による評価と自己評価の比較 

3.1 自己評価の評価方法 

学生による自己評価には、山口が自らの実践の評価で

用いた質問項目[3]を利用した。山口に従い、4件法で回答

させ，4点：当てはまる，3点：少し当てはまる，2点：あ

まりあてはまらない，1点：当てはまらない、と得点化し

た。質問項目のうち、吉田らの「制作技法」と対応する

「a.相手や目的を意識し，情報手段・制作技法を駆使した

表現ができる」という調査項目の結果を確認し、比較す

ることとした（表3）。 

表 3 自己評価の質問項目 

1．考えたことを映像にするときは，見る人にわかりやす

くまとめることができる 

2．発表や映像は，内容より見た目が大切だと思う。 

（※反転項目） 

3．考えたことを発表する時は，見る人が注目するように 

工夫している 

4．考えたことを発表するときは，人に伝わりやすい方法

を考えることができる 

5．言いたいことを短い言葉でまとめて表すことができる 

 

3.2 手続き 

研究①と同じ学生を対象に、授業初回の2018年9月に

調査票調査を行った。 

4 結果と考察 

4.1 教員による評価と自己評価の結果 

教員による評価と自己評価の結果を表 4 に示す。教員

による評価は、100点満点で、最高が26.88点、最低が6.74

点、平均が 13.23 点（SD＝5.45）だった。自己評価は、4

点満点で、5つの質問の得点の平均が、最高が3点、最低

が1.8点、全学生の平均が2.57点（SD＝0.35）だった。 

 

4.2 教員による評価と自己評価の結果の比較 

教員による評価の得点と自己評価の得点の関係を見る

ために、それぞれの得点を標準化し、散布図を作成した

（図 2）。その結果、自己評価の結果（縦軸）が近い者で

も教員による評価は大きな差がある場合や、逆に、教員

による評価の結果（横軸）が近い者でも、自己評価の結

果には大きな差がある場合があることがわかった。 

また、教員による評価の得点と自己評価の得点の順位

を事例ごとに比較したところ（表 4）、全く異なる結果が

ある場合があることが分かった。例えば、ID1の学生は、

自己評価は対象学生の中で最高位の 1 位だが、教員によ

る評価は、最下位の13位となった。 

 

4.3 考察 

教員による評価の得点は、映像を見たときに受ける「ど

の程度上手な映像か」という印象とおおよそあっており、

本研究の評価方法の有効性が示唆された。単に「技法を

活用したか」だけでなく、技法を使えたカットの「秒数」

を計算式に反映させたことで、評価したいものがより評

表 2 模範となる映像の技法（対応する映像と対応するカメラワーク） 

課題文 対応する映像 対応するカメラワーク 

コンビニの隣にある建物が  ①コンビニ パン（位置関係を示す） 

明々館です。 ②明々館外観 ロング（建物全体を見せる） 

  ③明々館看板 クローズアップ（文字が読めるサイズ） 

「若者とメディア」は、 

この建物の地下の 
④B1看板／階段を下りる クローズアップ／ドリー 

A002教室で行われています。 ⑤教室の扉 ロング 

  ⑥A002教室看板 クローズアップ（文字が読めるサイズ） 

  ⑦教室ロング 
ロング（全体像を伝える） 

フィックスまたはパン 

担当は村井明日香先生です。 ⑧先生バストショット クローズアップ（顔がわかるサイズ） 

受講生はおよそ〇人。 ⑨受講生 パン（受講生の全体をややアップで見せる） 

今日は、映像制作の進め方につ

いて授業が行われています。 

⑩スクリーンの文字 

（＋先生の顔／＋先生の話の言葉

ON／＋学生と手元の資料） 

スクリーンの文字がわかるサイズ 

 



価できるようになったと考えられる。 

 自己評価の得点が教員による評価の得点と大きく異な

る場合があるのは、学生の自己肯定感の違いやそれまで

の映像制作における経験など様々な要素が影響をしてい

る可能性があると考えられる。 

 

5 まとめ 

5.1 結論 

本研究の目的は、①映像制作の技法を学生がどの程度

活用できたかを教員が評価するための具体的方法を検討

すること、②「制作技法の活用」に関する、教員による

評価と自己評価の結果の違いを明らかにすること、の 2

点であった。 

 教員による評価では、技法を使ったカットの秒数を反

映した計算式で得点を出すことで「どの程度上手な映像

か」という印象とより近い評価ができることがわかった。

教員による評価と自己評価の結果には違いがあり、教員

が評価したいものが「映像制作の技法の活用」なのか、「映

像制作の技法の活用に対する学生の意識」なのかによっ

て評価方法を使い分ける必要があることがわかった。 

 

5.2 今後の課題 

①映像制作能力には、様々な要素がある。本研究はその

うち、吉田らが示した「制作技法」の「カメラワーク」

に絞ったものである。それ以外の要素を対象とした評価

方法の研究も必要と考えている。 

②本研究は、教員が制作した映像を基準に評価したもの

である。この映像の妥当性は検証する必要がある。 

③本研究では、様々な手法や能力に対応した評価方法を

開発するために、授業の初回に学生に制作させた映像を

基に研究を行った。授業の最後に制作させた映像もこの

評価方法で評価することで、授業評価に生かせるかどう

か、より正確な検討ができると考えられる。  

これらは、今後の課題としたい。 
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表 4 教員による評価と自己評価の結果 

ID 学年 性別 
教員による評価 自己評価 

得点 zs 順位 1-5平均 zs 順位 

1 4 男性 6.74 -1.19  13 3 1.23  1 

2 4 男性 26.88 2.51  1 3 1.23  1 

3 4 女性 14.29 0.20  4 2.6 0.09  5 

4 3 男性 7.08 -1.13  12 2 -1.63  12 

5 2 男性 13.33 0.02  5 2.4 -0.49  10 

6 2 男性 18.49 0.97  3 3 1.23  1 

7 2 男性 10.71 -0.46  9 2.6 0.09  5 

8 2 男性 11.75 -0.27  7 2.6 0.09  5 

9 2 男性 12.24 -0.18  6 2.6 0.09  5 

10 2 男性 11.33 -0.35  8 2.4 -0.49  10 

11 2 女性 20.21 1.28  2 2.6 0.09  5 

12 2 男性 9.3 -0.72  11 1.8 -2.20  13 

13 2 女性 9.58 -0.67  10 2.8 0.66  4 

平均   13.23     2.57    

SD   5.45   0.35   

 

 

図 2 教員による評価と自己評価の標準化

した得点による相関 
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