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概要： 近年の動画作成には、スピードとクオリティが要求される。本研究では著者が毎年参加する「つくば

路 100km 徒歩の旅」を事例にして、多人数における共同動画作成の工程をチャート化して説明する。共同作

業をする上で、上記のデータを捌き、動画化するのは一学生としては難しいものがある。そこで、作業工程を

チャート化してさらなる作業効率のアップを目標に、どのように多人数で動画を作成するのかの解説をおこな

う。 
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1. はじめに 

 著者は毎年夏に茨城県の「つくば路100km

徒歩の旅運営協議会」が主催するイベント

『つくば路100km徒歩の旅
1
』に学生スタッフ

として参加し、毎年映像制作をしている。こ

のイベントは茨城県南部の小学生4〜6年生

(約140名)が親元を離れて４泊５日をかけて

取手市-つくば市間100kmの険しい道のり(筑

波山の登山も含む)を歩き抜くもので、子ども

たちに「生きる力の醸成」を育むことを目的

に2007年から始まった体験型学習事業であ

る。 

 著者は大学１年生の2017年よりこのイベン

トに参加し今回が3回目となる。このイベン

トは県内南部地域から応募してきた小学生 約

140名と、主催側のスタッフ約40名、大学生

ボランティア約70名の総勢250名が参加す

る。大学生ボランティアの中で撮影・動画制

作スタッフは著者を含む約7名で、主な仕事

は子ども達が歩く100kmの行程を撮影し、イ

ベント終了の3週間後に行われる報告会まで

に『つくば路100km徒歩の旅』を１本のビデ 

 
1 「つくば路 100km 徒歩の旅」 本年度は 2019 年 8 月 6

日〜10 日に行われた） http://tsukubaji100toho.com/ 

 

オ作品としてまとめ、小学生の家族やイベン

トに協賛していただいた企業に配布すること

である。 

 このような大型イベントにおける映像制作

では、共同作業における役割分担と行程管理

が不可欠である。特に本イベントでは、複数

のスタッフが多人数（参加する小学生）を撮

影し、短い期間に大量に撮影されたデータを

集めて編集し、１つの作品を完成させなくて

はならない。これらを効率的にスピーディに

行うには、本番のイベントの中でスタッフの

連携がはかれるように、事前に十分な打ち合

わせが欠かせない。本研究は『つくば路100km

徒歩の旅』を事例にして、多人数における共

同動画作成の工程をチャート化して説明し、

複数の人でチームを組んでひとつのものを作

り上げていためのノウハウ、円滑に実施する

ための作業の分担や人員の配置について説明

する。 
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2. 映像制作と作業行程について 

(1) 作業工程（全体）と制作期間について 

本イベントにおいて、映像制作は次の５つの

工程で行なわれる。 

① 撮影（写真・動画）--イベント中に実施 

② 動画作成（編集）  --イベント終了後 

③ DVDパッケージ・ラベル印刷 

④ DVD封入 

⑤ 報告会で配布 

①の撮影は、イベント開催中（8月6日〜10

日）の5日間に行う。撮影は5日間で100km

の道のりを1日あたり8〜12区間に分けて行

う。１区間あたり2〜4名の撮影班が子ども達

と一緒に歩きながら撮影（写真・動画撮影）

を行い、また全ての子どもが必ず１回は写真

や映像に映るように注意しながら撮影する。

そして映像を見た時にどこの場所かを思い出

しやすくするために、目印になる標識や景

色、建物なども一緒に撮影する(背景にしなけ

ればならないポイントなども存在する)。(図

１[5]参照) 

②は撮影班が写した映像の編集作業である。

こちらはイベント終了後3週間後に行う報告

会に間に合うように編集し、１日あたり10-15

分の作品を作成する。(図1[5]参照)③はDVD

ケースにいれるラベルを作成し、ケースに収

納する。(図1[6]参照)④DVDは小学生と関係

者（協賛企業含む）への配布用に200部作成

する。また、封入前に全てのDVDが正しく再

生されるか、出力装置を使用しながら一枚ず

つ確認していく。(図1[7]参照)⑤はイベント

3週間後に行われる報告会で映像総集編の視聴

会を行い、DVDを配布する(報告会終了後、次

年度のスタッフ及び参加者募集映像を作成し

始める)。(図1[8]参照) 

 

 (2)撮影・映像スタッフについて 

100km徒歩の旅の撮影・映像制作スタッフ

は、毎年７名の学生スタッフにより行われ、

スタッフは毎年入れ替わる。必ず前年度に経

験したスタッフが3名と、新しく入ってきた

新人スタッフの3〜4名がチームを組んで行

う。 事前準備として、イベントが行われる数 

ヶ月前から、新人スタッフは経験者から、動

画撮影方法や編集方法や作業工程についてト

レーニングを受けて準備する(現状、紙面を用

いたマニュアルなどはなく実践形式のトレー

ニングとなっている)。(図1[1]参照) 
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図１：映像作成全体のフローチャート 
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3. 動画作成の流れ 

動画作成は、作品完成までの日数管理計画を

立てて、役割分担を決めて進めている。動画作

成の流れは以下のように行われる。 

①絵コンテ作成 

②撮影 

③.1写真・動画・BGMの選定 

③.2編集(編集、テロップ、トラジション、 

BGM) 

まず①の絵コンテ作成は動画作成の設計図のよ

うなものである。撮影の前段階で必ず、絵コン

テを書く。メインとなる5日間のテーマに関し

てはリーダーが設定をおこない、各担当者がそ

れにそって１日のテーマをあげて書いていく。

(図1[3]参照) 

②の撮影は、事前に作成された絵コンテに基づい

て撮影スタッフが撮影をする。絵コンテには事前

に決められた景色、ポイントは確実に撮影するよ

うに示されている。(図１[4]参照) 

 

③の写真・動画選定については、スタッフが撮影 

した写真・動画1日分を全てチェックし、編集可能な

ものとそうでないものに分ける。全データの総計は、

５日分で、約３万枚の写真と 80 時間分の動画デー

タになる。これを各選定作業によって、３時間分の

動画データにまとめていくもので、莫大な時間のか

かる作業である。写真や動画の選定のほか、音声

(BGM)なども選んでおく。(図 2[1]参照) 

 
 
④は選定した画像や動画データを編集する。編

集作業には２つのタイプ：荒編集と通常編集がある。

荒編集は使用する動画のカットを行う。一本取り

の動画などもあるため映像映えする箇所を選択

する。写真なども、光度をあげて使うことがある

ための編集もここで行う。(図2[2]参照)通常編集

は荒編集をした素材を動画に組み込んでいく工

程である。一日あたりの動画の長さが決まってい

るため、それに合わせることを前提に組んでいく。

全体的な動画と写真を同じ量にすると映像に飽

きが規定しまうため、写真４：動画６の割合で組

んでいく。２つの編集作業のほかに、ビデオの画

面切り替え（トラジション）を行う。ビデオ編集

では、子どもたちがメインで映るように、また超

尺の映像のため酔わないように、ビデオエフェク

トをつけていく。基本的に使うトラジションは、

ディルゾブ系を用いる（暗転やホワイトアウトな

ど）。さらに、音つけやテロップ挿入を行う。各ス

[4] 

[2] 

[1] 

[3] 

[1] 

[2] 

[4] 

[3] 

図2:動画作成のフローチャート(前半部分) 

図3:動画作成のフローチャート(後半部分) 
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タッフに編集した動画をまとめて１本の作品に

完成させる。(図3[2][3]参照)) 

 

4. チェック事項について 

動画作成の際に、必ず守らなければ行けない事

項は次の3点である。 

①全参加者（子ども）の顔が全て写っているこ

と。 

②同じ子ばかり写っていないようにすること。

③テロップの名前、名称等にあやまりを確認す

ること。 

次にどのようにこれらをチェックしているのか

確認作業(図2[4]、図3[4]を参照)について述べ

る。 

まず確認作業には、作成には、第一映像チェッ

クと第二映像チェックがある。第一チェックで

は、主に①及び②の確認を行う。方法として

は、子どものそばに5日間いるスタッフに名簿

を渡し、五日分の作成中の動画を見てもらい、  

登場回数を計測してもらっている。また、写真

が多いまたはたりないと確認されたら第一編集

作業に戻し、写真を増やすまたは減らす。この

作業があるため、撮影時に取り漏らしがないよ

うに行っている。（図2[4]参照） 

第二チェックでは、③の内容を主に確認して

いく。名前や名称に関しては、名簿等で一つず

つ確認していく。この段階でエラーが多いの

が、エンドロールにのせる協賛会社のロゴの配

置ミスである。このようなエラーは編集者の注

意力や経験にかかっている。今年度はエラーは

なかったが、２年前までは出力後にミスが発覚

し訂正作業に追われたりしていた。テロップの

誤字は頻繁に起こるため、他のスタッフと連携

してミスの発見と確認作業を行う。(図3[4]参

照) 

 

 

5. 共同作業について（考察） 

今やるべき作業は何で次にやるべき作業は何な

のかについてタスクの見える化をしていかない

と、スタッフはうまく動いてくれない。現在は全

体を見通せる経験者スタッフが指示を出しなが

ら進めている。作業の工程をひとつずつマニュア

ル化することが必要だと考える。 

編集ソフトついては、全員が同一ソフトを使用し

せずに編集しているため、こちらについても問題

が発生している。統一化することにより、タスク

間の共有が捗るのではないかと思われる。 

イベント本番前の時間に、新人スタッフが動画作

成をすることはほぼなく、作成期間になって初め

て編集ソフトに触れる。もし時間があれば、イベ

ント実施前に動画編集のトレーニングを実施で

きるとより効率がよいと思われる。 

 

6. まとめと今後の展望 

 現在、すでに2020年度夏の100km徒歩の旅に

向けて準備が始まっている。著者は本イベント

の運営協議会で動画作成の効率化についての情

報を共有しており、この論文に基づいて「動画

作成のマニュアル」を完成したいと考えてい

る。作成したビデオを、参加する小学生や、保

護者さま、協賛の方々に見ていただいたとこ

ろ、より簡潔で内容の濃いものにしてほしいと

いう希望があった。今後は映像をもっと楽しく

視聴してもらえるように、編集するビデオを一

本の映画のような作りにしたり、After Effect

を用いてグラフィックの幅を広げたりしたいと

考えている。そのようなことをする場合は、さ

らに作業の効率化が求められると思われる。著

者は今後ともこの団体とか関わっていくため、

これまでの経験から動画制作における作業の効

率化や、楽しい動画作りについての方法を提案

し協力したいと考えている。 
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付録：100km 徒歩の旅映像作成フローチャート(全体図、動画作成のフローチャート) 


