
1 はじめに

都市建設工学科では、2012年８月５日から７日まで

の３日間、主に学科の学生を対象に映画制作を通じて

都市建設／まちづくりを学ぶワークショップを開催し

た。まず、本学科と映画制作に疑問を持たれる読者の

方も多いと思われる。切掛けは2011年３月11日東日本

大震災である。テレビのニュースでは、毎回人命救助

のために自衛隊の姿が映し出されていた。しかし、過

酷な現場に全国から出向いて長期復興に当たったのは、

建設技術者（CivilEngineer）たちであったことを社

会は知らない。技術者の卵である学生たちが誇りを持っ

て、自分たちを上手く表現する力を学ぶ術として映画

制作を取り入れようとしたのが切掛けとなった。

今回のイベントは初めての試みであるが、今後継続

的に実施し、内外から認知される学科独自のイベント

に育てていくとともに、学科における都市建設／まち

づくりに関する教育に反映していくことを企図してい

る。本稿では、都市建設／まちづくりの教育や実践活

動における映像との関わりを概観した上で、ワークショッ

プの開催について、導入の経緯、基本構成、実践記録、

参加者へのアンケートを整理し、今後の教育活動に寄

与する知見をまとめる。

2 映像と都市建設／まちづくり

都市建設／まちづくりと映像との関わりは、多様化

している。都市建設／まちづくりの記録や情報発信の

ために映像制作を行い、様々なメディアにより情報発

信を行う活動は一般に見られる。フィルムコミッショ

ンの活動による映画ロケの誘致、地域の資源を全面に

取り扱う地域映画の制作（「眠る男」、「フラガール」

など）も盛んになっている。さらに、映像制作自体に

市民が参加する取組も広がりつつ有る。1996年から熊

本県ではじまった住民ディレクターの全国への波及が

有名であるが、愛知県でも市民によるまちの記録映画

を集めた「なごや・まちコミ映像祭」の開催などの実

績がある。土木学会でも、土木関係の記録映画などの

収集・表彰・上映などの活動を行っている。

一方、主に映像リテラシーの観点から、こどもによ

る映像／映画制作を行うワークショプも盛んになって

いる。また、まちづくりの観点から市民参加で郷土の

まちを題材にした映画制作ワークショップが開かれる

ようになっている。東海地域では、今回のワークショッ

プの講師を依頼した木全純治氏が、３日間で映画をつ

くるワークショップなどの実績を積んでいる。

これらの流れを統合して、都市建設／まちづくりの

教育や実践活動の中に、映画制作ワークショップの手

法を積極的に取り入れたのが今回のワークショップで

ある。

3 ワークショップの導入の経緯

本年度、在学生が毎年楽しみにして、主体的に参加

できるプロジェクトの創設について、学科内で検討を

行った。レゴブロックを使った土木構造物の造形コン

ペ、スマートフォン向けのまちづくりゲームアプリケー

ションの開発コンペなどについて検討を行ったが、先

述の観点から、都市建設／まちづくりと映像制作を結

びつけて、学生が主体的に参加できる取組を行うこと

が提案され、前述の木全氏のワークショップ手法を活

用したイベントの開催が決まった。

ワークショップは、オープンキャンパスが開催され

る３日間で行うこととし、学科の学生に参加を呼びか

けるとともに、高大連携の観点から、隣接する春日丘

高校にも参加の案内を行った。

結果、都市建設工学科の学生から14名、春日丘高校

から３名の参加を得た。

4 ワークショップの基本構成

ワークショップは、都市建設ショートムービーワー

クショップ／トシケン・ザ・ムービー2012と題し、

「３日間で映画ができる？都市空間を映像で遊ぼう＝

学ぼう！」というキャッチフレーズを示して実施した。

さらに、都市建設／まちづくりには、空間把握能力、

物語創作能力、組織運営能力が必要であり、映画制作

はそれらの能力を養うことになるという考え方を示し

た。ワークショップは、木全氏をはじめ、映画制作の

実務経験者を講師に招き、その指導の下で、学生が主

体的に企画・制作にあたるという形で実施した。

制作期間は、表１のとおり３日間とした。
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表１ ワークショップのスケジュール

撮影場所は、

中部大学キャン

パス内に限定し

た。毎日９時30

分から16時30分

の７時間におい

て実施した。

参加者には事

前にテーマを通

知した。今回は

テーマを「木と

コンクリート」

とし、二つの要

素を映画に取り

入れることを条

件とし、それ以外は全く自由とした。

参加者の募集に用いたリーフレットを、図１として

示しておく。

5 ワークショップの実践記録

5.1 ガイダンス

講師を代表して、木全氏から短編映画制作に関する

ガイダンスが行われた。

技術的には、順撮りで

行うこと、アップ・バス

ト・フルの３つのショッ

トを基本とすること、ズー

ム・パンなどのカメラ操

作は行わないこと、手持

ち撮影は行わないことな

どが指示された。いずれ

の指示も、初心者が撮影

することを前提に、画面

がくずれず、見やすいも

のとなるようにするため

の基本的な注意事項であ

る。

基本的な注意事項を確認した後、短編映画が持つ可

能性を知るために、２つの短編映画を上映した。

5.2 シナリオブレインストーミング

ワークショプの成否を決める重要な行程が、シナリ

オづくりのためのブレインストーミングである。この

段階で、10名程度にグループ分けを行う。10名は、こ

の後に行う役割分担から、映画のキャスト、スタッフ

を割り当てるための最適な規模として想定されている。

各グループには、専門家が各１名以上サポートするこ

とになっている。

写真３ グループ１のブレスト風景

写真４ グループ２のブレスト風景

事前の周知が十分な場合は、各自がストーリー案を

持ち寄り、多数決により、核となるストーリー案を決
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一日目 講師からのガイダンス（１時間）

シナリオ作成（４時間）

ロケーションハンティング（30分）

機器の使用方法の説明（30分）

二日目 撮影（６時間）

三日目 撮影補完（１時間）、編集（５時間）

図１ ワークショップの案内

写真１ 当日の看板

写真２ 講師のガイダンス風景



定して、細部の肉付け、場面構成、場面毎のセリフを

検討するという形で進行する。絵コンテを作成する場

合もある。なお、最も支持されたストーリー案を考え

た参加者が監督となる。

今回は、周知不足と映像作成への経験不足から事前

のストーリー検討が十分でなく、その場で、アイデア

を出し合う形になった。テーマである「木とコンクリー

ト」をどのように解釈するかで、様々な考え方が出さ

れた。特に通常の授業ではおとなしかった学生から積

極的なアイデアや意見が出されたり、習った専門知識

を含めて自信を持って話す学生の姿が印象的であり、

この場だけでも授業では見られない気づきがあった。

最終的に、グループ１では、自然を大切にする田舎

出の男の子と都会育ちで開発重視の女の子の対比をド

ラマにするストーリーへと集約された。グループ２で

は、エコロジーオタクの大学生に女子高校生がうんざ

りするというストーリーが出来上がった。ストーリー

が決まると、それぞれの意見を出し合って、白板に、

登場人物のキャラクター、場面展開、主なセリフなど

が書き出され、次第にシナリオが出来上がっていった。

田舎出の男の子を象徴する小道具として、大量の野菜

を調達することなども決まった。

5.3 役割分担・ロケハン・技術指導

ストーリー案が確定した時点で、主なアイデアを提

示した参加者が監督に決まった。さらに、ストーリー

の詳細が決められる中で、必要な役者の人数とキャラ

クターが決まり、役者担当が決まった。残りのメンバー

から、カメラ、録音、記録、撮影助手、編集といった

スタッフの役割が割り振られた。カメラ操作、編集技

術などに関心を持って参加した学生は、積極的に機器

操作の担当を希望した。

一日目の終了１時間前には、シナリオは概ね見通し

がつき、翌日の撮影に向けて、撮影場所として想定さ

れる学内の各場所の確認（ロケハン）を実施した。並

行して、技術担当には、カメラ、マイクなどの機器の

基本的な操作方法についてレクチャーが行われた。

なお、カメラ、マイク等の撮影用の機材は講師が持

ち込んだ業務用のものを使用した。編集機材について

は、学科の方で準備した。

5.4 撮影

二日目には、前日作成したシナリオに沿って、撮影

が行われた。シナリオの順番に沿って、撮影を重ねて

行く「順撮り」と言われる方法で行った。セリフが早

口になる、カメラ目線になってしまう、画面にマイク

が映ってしまう、カメラの位置が決まらないなど、当

初は、不慣れからのとまどいがあったが、次第に撮影

に慣れていき、急ピッチで撮影は進んだ。

当日は天候が不安定で、突然の雨に撮影が中断する

こともあったが、おおむね時間内で撮影を終了するこ

とができた。最終的には、15分程度の作品に編集され

るが、機材のセッティング、複数方向からの同一カッ

トの撮影、NGテイクの再撮影、つなぎとなる風景シー

ンの撮影などで、撮影には６時間以上を要した。

写真５ グループ１の撮影風景

写真６ グループ２の撮影風景

写真７ 教員が参加した撮影風景

グループ１では、オープンキャンパスであることを

利用し、実験設備の開放や公開講義を行っている教員

の協力を得て、振動台や水難体験設備のシーンの撮影

を教員も演じる形で実施した。
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5.5 編集及び撮影補完

三日目は、前日撮影した画像データをパソコンに取

り込み、編集ソフト「ediusneo」を用いて、編集を

行った。粗く編集をした上で、参加者が確認を行い、

不足するシーンや撮影に失敗したシーンがあった場合

には、改めて補完的な撮影を行った。

編集と並行して、著作権フリーの音楽素材から使用

する音楽の選定も行った。

また、編集した画像を確認しながら、タイトルにつ

いて議論を行った。グループ１の作品は「都会女と田

舎男」に、グループ２の作品は「それでも僕らはやめ

られない」に決まった。

5.6 上映

最終的に仕上がった作品を上映してワークショップ

は終了した。グループ１の作品は11分、グループ２の

作品は８分と若干短めのものとなった。また、改めて

学内に周知をして、上映会の機会を設けた。

6 ワークショップの参加者アンケート

後日、ワークショップに参加した学科学生にアンケー

トを実施した。

ワークショップに参加した学生生徒の属性は、大学

生14名（１年生１名、２年生４名、３年生２名、４年

生７名）及び高校生３名で、男子が９名、女子が５名

であった。このうち、学科学生に対して後日アンケー

トを実施し、12名から回答を得た。集計結果は次のと

おりである。

「ワークショップに参加して感想」については、有

意義・まあ有意義・普通・あまりよくない・よくない・

わからないの選択肢の中で、全員が「有意義」と回答

をしている。

図２ ワークショップと都市建設の関係

「次の機会の参加希望」については、「ぜひ参加し

たい」が２名、「機会があえば参加したい」が10名で

ある。

本ワークショップが都市建設やまちづくりに役立つ

かの問の回答結果は、図２のとおりである。

「役立つと思う」と「役立つかもしれない」があわ

せて、84％であり、映画制作の経験が都市建設に役立

つ可能性を示唆しているが、実感を伴っていない可能

性もある。「あまり役立たない」とした回答者は、内

容が都市建設から乖離したことを挙げている。

7 まとめ～映画制作教育への期待と課題

ショートムービーワークショップの開催は、今回が

初めての試みであったが、参加者からは良好な評価を

得た。アンケートからは、事前準備の不足、他学科へ

の広がり、時間の不足などの課題が示されており、改

善が望まれる。次年度以降も開催し、回を重ねる中で、

都市建設／まちづくりへの寄与度についても評価をし

ていく必要がある。また、ワークショップ終了後も、

参加者が自主的に映像制作を行うことを期待するもの

であり、制作の支援、発表の場の設定などの環境整備

を充実させていくことが課題である。

また、ワークショップの経験を踏まえて、講義・演

習において、映像制作を取り入れていくことも検討し

たい。大学教育において、映像制作を取り入れていく

ことの利点は、時間経過の中で比較可能な映像のアー

カイブを構築できることである。フィクションであれ、

記録映画であれ、都市を対象に撮影された映像の記録

は、都市について教育研究を実施するための重要な資

源となることが期待される。
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