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(研 究 目的)

本研究はデ ジタル 放送時代に対応 した メデ ィア教育、なかで も大学にお けるハ イ ビジ ョン映
像 コンテンツの制作指導 をす る際に どんな教材や教育方法が必要なのか、明 らかにす るのが 目
的である。そ のため大 学でプ ロ用 ノン リニア編集 システム を使 つて′
、イ ビジ ョン番組 の制作指

導を実践し、使い方が難しいノンリニア編集を初心者に1指 導するため独自に教材ゼデオを開発
した。そして開発し々教材をcラ ーニングで活用しながら、大学の演習授業で」ラエヨングを
併用した総合的な指導を;案 践して、その成果や課題、今後の方向性を探ったものである。
(研 究方法)

ハ イ ビジ ョン番組 の制作手法 を分析 した。そ の結果、従来 と大 き く異なる点はないこと
を確
認 した。 ただ し設備 費用 を考 えると編集機は大学等で導入す るには高額である。そ こでテー プ
編集 に比べ て編集機能が優れ 、低価格 で導入できるノン リニ ア編集 を活用 した。映像 フォーマ
ッ トを HDVに 限定 して 、全体的な設備 導入 コス トを抑 えた。導入 した編集 システムはテ レビ
局で最 も採用例が多 い 「カノープス」 で、学生にノン リニ ア編集機 の使 い方 をわか りやす く指
導す る教材 ビデオを独 自にハ イ ビジ ョン映像で開発 した。そ して開発 した教材 ビデオを eラ ー
ニ ン グで活用す る形 も併用 して 、授業でハ イ ビジ ョン
番組 の制作 を指 導 した。 目標 は 「テ レビ
局 と同 じレベ ルの作品」で、完成作品は Webで 公開す ることを前提 に した。本研究は、この よ
うな形でハ イ ビジ ョン制作 の指導を大学で実践 して 、そ の教育効果や課題 を分析・ 評価 した も
ので ある。
(結 果および考察)

指導対象は 08年 度前期 に開講 した 3年 生の演習科 日である。 1ク ラスは 20人 、編集機 カノ
ー プスは 5台 使用 した。 1回 目の ガイ ダ ンスで eラ ーニ ン グに よる
教材 ビデオ の 自己学習を説
明 して、2回 日以 降は教材 ビデオを見て い ることを前提に指 導 した。 この授業計画で学生が最
初 に取 り組む のが eラ ーニ ン グによる自己学習である。使用 教材 は大学 の授業で活用す るため
に独 自に開発 した もので ある。全体 の長 さは約 27分 、 15の 章 に分 かれていて 、項 目ごとに
単
独 で視聴 して も理解 で きるよ うに開発 した。
授業 4回 目が終了 した段 階で受講者全 員 にアンケー ト調査 を実施 した。そ の結果、ノン リニ
ア編集 の流れや基本 的な操作は、ほぼ全員が 「理解 できた」 と回答 した こ
。 うした eラ ーニ ン

グの効果を教員の視点で分析すると、①全体の流れを容易に理解 した、②初期段階でスムーズ
に操作できた、③復習にも有効だった、④到達目標が明確に示せた、⑤授業時間を有効活用で

きた。一方、課謳としては①学生により個別学習度が違う、②複雑な操作の理解は難しい、③
授業後半の利用度は少ない、と評価できた。演習授業で学生が制作した作品5本 は文化情報学
部の同意を得てHPの 学部サイトで公開した。
こ うした結果か ら考察すると、操作が難 しいノン ソニア編集の使 い方を学ぶ上で、開発 した
教材 げデオは効果があ り、その教材を活用 した eラ ーニングの併用は極めて有効だった。短い
指導時間のなかでノンヅニア編集について学生の理解度は高かった。指導する側からは、教員
にしか出来ない個別指導を限 られた授業時間で効率的に行な うため、eラ ーニ ング併用が効果
的だった と評価できた。 こ うした指導では、ノン リエア編集を軸に映像制作全体を指導するこ
とが容易で、教育現場でのハイ ビジョン制作の可能性を実証することができた。
本研究から得 られた知見 としては、①ハィ ビジョン HDVで 制作、②プロ用ノン)ニ ア編集
を活用、③機材 の低 コス ト化を図る、④作品は 「伝えるメッセージ」が重要、⑤テクニカル な
手法 と共に 「テ レビ制作者の視点」を指導すること、がどが教育現場で求められているど実感
した。今後は編集 と共にカメラ撮影が大 きな課題だと考えている。 このためノンヅニア編集の
ハイ ビジ!ョ ン撮影や野外 ロケも含めた、
他に、
総合的な映像制作指導 の教材開発を進めている。
こ うした取 り組みがデジタル放送時代のテ レビ制作者の育成につながれば幸いである。本研究
の成果の一部は 「椙山女学園大学研究論集」第 40号 に掲載 される予定である。
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