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林 ） こんにちは。マルチメディアボ

お手元のアンケートにもぜひご協力ください。予

ランティアの林と申します。本日は、プラザサロ

定があって、中座される方も、アンケートを書い

ンにようこそおいでいただきありがとうございま

ていただいて、受付の者に渡していただけたらと

した。プラザサロンは、厚木市情報プラザでの新

思います。

たな出会いの場ということで、厚木市のご協力を
得て、マルチメディアボランティアが主催、運営

今日は、
「プロが使う CCD カメラでのビデオの撮り

しております。

方」を学びます。デジタルビデオカメラがいろい

青の名札を付けた者が、マルチメディアボランテ

ろありますが、「そのあたりに興味があったの

ィアです。今日も何人か、手伝いに来てくれてい

に・・・」という方がもしいらっしゃったら、手

ます。ちょっと手をあげてくださいますか？

をあげていただけますか？

今

お時間が許せば、後

日は、この者たちが、お手伝いをさせていただき

ほど、
「デジタルビデオ編集」ということでも、サ

ます。

ロン終了後、お時間をいただいて、デモの用意が

今日は、
「プロに伺うビデオの撮り方」ということ

ありますので、そのあたりも楽しみにしていただ

で、マルチメディアボランティアの福島豊彦さん

けたらと思います。

に、話題提供者としてお話いただきます。
プラザサロンは、参加者のレベルを問わずに、
「あ

今日の流れを簡単に説明させていただきます。ま

あ、こんなこともできるのか、やってみたいな」

ず、お手元の資料に沿って 30 分程、福島さんから

ということが、一つでも得て帰っていただければ

パワーポイントというプレゼンテーションソフト

と思いますので､どんどんわからないことは、恥ず

を使いながら、ビデオの撮り方の要点をご説明い

かしがらずに「他の人もわからないのではないか

ただきます。その後皆さんに、実際にカメラに触

もしれない」と思って、質問してくださって結構

っていただきまして、お手元の資料にありますよ

です。積極的な発言、参加を期待しております。

うな撮影の仕方を実際にやっていただきます。そ
の後、実際に撮ったビデオを見ながら、皆さんで

デジタルカメラで写真を撮らせていただきます。

お話し、福島さんのコメントをいただきながら、

カメラで撮ったものは、後ほど、厚木市のホーム

復習を進めていただければと考えております。

ページや、今、お手元にございます、マルチメデ
ィアボランティアが制作しております「プラザニ

福島さんのご紹介を少しさせていただきます。福

ュース」にも、もしかしたら載るかもしれません。

島さんから丁寧な紹介文をいただきまして、それ

そのあたりで、お写真が載ることを許可していた

を読ませていただきます。

だけたらと思います。
「どうしても困る」という方､

「38 年間、精密機器の会社に勤務していました。

今いろいろ、プライバシーの問題もありますので、

設計、技術畑が多く、自動車部品の開発で、一旦

挙手していただけたら、配慮させていただきます。

定年を迎えました。ビデオは最初、趣味でしたが、
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自分の技にチャレンジし、実習、研修を重ねてい

パワーポイントによるデモ

くうちに、ようやく皆さんに見ていただけるよう
な商品作りができるようになりました。今までに

ビデオ撮りの目的

携わって完成させた作品は 300 本にも渡り、作品

いろいろ、皆さんも運動会、講演会、結婚式とビ

の多くは結婚式のビデオに携わっています。

デオを撮られると思いますが、主役は誰なのか、

カメラマンとして学び、感じてきたことは、ビデ

息子さんであり、お孫さんであり、新郎新婦であ

オに表現したものを見て、多くの人が感動し、楽

り、先生であり、そういった主役をメインにまと

しみ、再度、
「また見たい」と感じられるものでな

めることが大切だと思います。

くてはならない。映像は心の表現。そのためには、
撮影者のシナリオ、技、見る人のリアクションま

この作品のどこが重要で、どう撮るべきか、重要

でを想定して撮影に取り掛かることが肝要だと思

なところをぼかすと、絵全体が甘くなるというか、

っております。」

だらだらと終ってしまうので、強調するところは

という言葉を事前にいただきました。では、福島

強調するようにしたほうがいいと思います。

さんにバトンタッチして、
「ビデオの撮り方」のポ
イントをご説明いただきます。福島さん、よろし

この作品はどんな方が見られるのか、生徒さんが

くお願いします。

みられるのか、或いは家族が見るのか、友人・知
人が見るのかというようなことも考えられるのが

（ 福 島 ） ただいま、紹介いただきました、マルボ

いいと思います。

ラの福島です。よろしくお願いします。
「ビデオを一本まとめるにも、機材、シナリオ、

皆さんの動きをカメラに置き換えてとる。新郎新

撮影、編集、まとめの問題といろいろあります。

婦がドアを開けてスポットを浴びて入場する。み

今日のテキストらしきものは、定年を迎えてから、

んながそこを注目する。というところは、撮り逃

ある学校にパソコンを 3 ヶ月ほど習得に行ったの

さないほうがいいと思います。花火など、ドーン

ですが、そのときに、
「趣味でやっているなら、ビ

と上がったら、皆さんそちらを向くと思いますが、

デオのまとめをやってみたら」と言われ作ったも

そこを逃さないように、花火を入れるとか、或い

のを、使わせていただきます。

は見ている人の表情を入れるとか、そういう皆さ

皆さんが、聞きたいところからちょっと外れてい

んの眼をカメラに置き換える。

るかもしれませんが、主に、
「操作」
、
「カメラワー
ク」を主体に、話させていただきます。

撮影に入る前に、自分で企画を充分に練られたほ

「私ならこれをやってみたい」というのがありま

うがいいと思います。運動会であれば、何の種目

したら、話しているときに、テキストの「撮影受

に出るのか、どこで構えていると、直線やカーブ

付」の数字をメモ書きをしていただいて、後で皆

を撮れるかとか、天気のこと、会場のことを前も

さんの番号、名称を受け付けますので、それをや

って企画、立案されたほうが、いいと思います。

っていただく。ということで、心づもりをしてい
ただけたらと思います。

企画は制作の原点である。
つまらないところを長く撮ったり、本当に見たい
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ところが消えていたりとか、そういう時間配分も

手前はどうだったかということを対比させるにも。

考慮して立案しましょう。
和やかな雰囲気を表すには、
「丸型の構図」などが
要点をメモ。事前調査をして、メモを撮ってそれ

いいと思います。「三角形の構図」もあります。

を反映するとか、自分のイメージを整理しておく、
アフレコに使う曲はどんなものがいいかなど、そ

ここからは「画面サイズ」ということで、
「ロング

ういったイメージもまとめておかれるといいと思

ショット」、よく夕陽が落ちたときに使われます。

います。

「ミディアムショット」、スチール写真でもよく使
われます。ただビデオの場合、前から最後までほ

起承転結。すぐ「承」
「転」に入りたがるものです

とんど画面サイズに変化がないというのもかんば

が、
「起」の部分、オープニングに工夫をしてまと

しくない。アップ、ロングショットの中で、船の

める。まとめにもひと工夫することにより、まと

中の人を、ズームで寄ってアップにしたり。

まった作品になると思います。
映されるときは、必ず最後の画面サイズを覚えて
カット割台本。各カットの時間の配分を立てて、

おかれるといい。後で編集すれば別ですが、この

例えば、「60 分で撮ってくれ」と言われ、ある部

機械は時系列的につなぎ撮りをしますので、
「ロン

分だけ 30 分も 40 分も撮ってしまうと、大切なと

グ」
「ロング」と続いたら、
「アップ」したり、
「ミ

ころが短くなってしまうので、時間配分を立てて

ディアム」にしたり、ずっとロングは撮りこぼし

おかれるといいと思います。

はないと思うけど、あまり興味が湧かない。アッ
プばかりでも疲れます。画面サイズの配分に心が

タイトル、写真。結婚式でしたら、２歳や 3 歳の

けたらいいと思います。

時の写真などをインサートカットでちょっと入れ
るとか、イラストで花とか、タイトルの文字を入

アップショット。花を撮ったり、動物を撮ったり、

れたりとか、シナリオの中でもひと工夫するとい

表情をほしいところで。

いと思います。
結婚式で新婦がお母さんに手紙を読んだりします
映像と音声のバランスを取る。大事な足音が入っ

と、お母さんが涙ぐんだりされますが、そこを入

ていないとか、やけに BGM が強すぎるとかは、非

れるとか、そういうのもいいかと思います。

常に見ていて疲れるものです。ゆっくりしたとこ
ろに速いテンポの曲を入れたりするのもよくない

人物サイズについて。フルショット。旅行でバッ

と思います。

クのホテルの様子とか、公園をバックにしたり、
みんなが入って背景も見える。

次は、
「 構 図 の ヒ ン ト 」に入っていきます。
「遠近」

フルフィギュア。これは、一人を全身入れる。

「左右対象の構図」
、
「放射の構図」、写す人の好み
も入ります。私も「斜めの構図」をよく使います。

ニー・ショット。膝から上くらい。ミディアムシ

立体感を出すのに、効果的です。向こうに対して

ョットのサイズにふさわしい。
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ます。そして最後もフィックスで切る。
ウエストショット。ここでも撮りやすい画面では
ないかと思います。

フィックスが決まりますと、絵もしまってくると
思います。最初と最後にフィックスを入れる。パ
ンニングは使わない。ズームを併用してもいいで

バスト・ショット。バストから上。

しょう。そのときは、体の苦しいほうから撮る。
楽な方から撮ると、最後はどうしてもぶれたりし

アップショット。帽子がおもしろいときなど。こ

ますので、パンニングをするときは、身体の苦し

れもフィックス（静止画面）で入れるのもいいか

いほうから楽なほうに戻していく。戻したときに、

と思います。

ピントが狂わないように、途中動いているときに、

アップは短く入れる。ズームなど寄った時は短く

オートの設定ですとピントはあいますが、マニュ

いれることを意識されるのがいいかと思われます。

アルを使っていると、止まってからピントを合わ
せず、動いているときに合わせて最後を決めちゃ

ニュースでは、小泉首相の目が狙われると思いま

う。人間の眼は動いているときは甘いものです。

すが、まつげの 1 本もわかる画面構成だと、長く

ですから、最初はもちろん、ピントを合わせてス

は使えない。もちろん、フィックスで、短く。

タートさせます。どんどん近場で花なら花を入れ
ておわるときは、花までのピントを読んでおいて、

人数によって、ワン・ショット、ツー・ショット、

距離を縮めていく。動いているときに。最後にピ

スリーショット。これから上は、フル・ショット

ントの合った状態で終ることを心がけるといいと

と言います。

思います。

カ メ ラ ワ ー ク 、カメラを動かす、止める、そうい

ティルティング。下から上へ。パンアップ、パン

ったやり方に入ります。

ダウン。花火など、パンアップで。パンダウンで

フィックス。1 本のテープをまとめると六割くら

すと、歌っている人の履物など、全身を映してお

いはフィックス＝静止画が主体となります。長時

いて、パンダウンさせてみる。比較的早くカメラ

間は使わないほうがいい。長くても 5 分くらい。

を動かすワークのことをティルティングと言いま

あとは、お客さんのほうに振るとか、会場を入れ

す。

るとか、公園などですと、相当長くフィックスで
もたせますが、運動会などでは 5 分も使わないと

ズームイン。これはよく使われると思います。全

思います。

体の中の 1 点を強調する使い方です。海の中でし
けているとき、最初は海のしけているところを出

パンニング。２つほど重要な点があり、往復パン

して、ここに船があるということで、グーっとよ

ニングはやらない。タブーとされています。最初

る。全体を見せたあと、重要なところを見せる。

と最後にフィックスを必ず入れる。

これもあらかじめ寄ったところのピントを合わせ

２〜３秒フィックスを入れて、パンニングをはじ

ておくのがいいと思います。民放や NHK でも、寄

めて、そこでズームを効かせるのもいいかと思い

ったらピントがボケたということもあります。カ

4

メリハをやらないで、急ぐこともあるので、ニュ

２つか３つカメラがあればフォーカスアウトも生

ースなどは寄った後に補正していますが、できれ

きますが、1 台のカメラですと、あまり使われな

ば寄る前に合わせて、一回リハーサルをやると、

いと思います。特に人物は、フォーカスインやフ

ピントがよく合うと思います。

ォーカスアウトはタブーというか、あまり使われ
ません。顔をぼかすのは失礼にもあたりますから。

ズームアップ。今の逆。運動会でお嬢さんが踊っ
ている。最初、お嬢さんの踊りを撮りながら、で

これがカット割台本です。学校の一日を 65 分でま

は、どういう構成になっているのか､輪がいくつあ

とめた場合、時間をこのように当てたわけです。

るのか、他の人に見せたいというとき、
「こういう

最初ブルー送りを 20 秒から 30 秒入れます。皆さ

配列になっていたんだな」とわかるような 1 点と

んの登校風景を 3 分間、1 時間目の授業を 15 分い

全体の背景をわかるときに使う方法です。

いところを撮ります。休憩はだんらんを入れると
か、昼食、下校、落としているところは、フェー

フェードイン。今も 2 回か 3 回やりましたが、徐々

ドアウト、フェードインでやったほうがいいと思

に画面を出していく。最初画面を暗くしておき、

います。

だんだん絞りを開けていって、適正な絞りまで明

下が BGM、アフレコで、朝は元気のいい曲、帰り

るさをあげていくことです。物事が始まるときの

はなだらかなゆっくりした曲もいいと思います。

最初に使うといい。
重要なことは必ず、音が終ってから絵が終る。3
フェードアウト。何かを撮り終わりましたという

分間で絵を入れた場合、実際は 2 分 30 秒であった

とき、画面を暗くして、見えなくしていく。

り、絵の時間のほうが音の時間より短い。最初遅
れて絵が出る。絵が出てから音が出ます。音が下

このフェードインとフェードアウトは、時間的な

がってから絵が終る。よくテレビの番組も気をつ

流れを作るときに、よく使う手法です。フェード

けてみていただくと、必ず、絵が出てから音が出

アウトして、フェードインして、違う場面になる

る。音が消えてから絵が消える。これが基本です。

とき。時間的な経過があったときに入れます。

アフレコの時間を調節すると同時に、アフレコの
レベルを変えない。音声レベルは一定にしたほう

フォーカスイン。水溜りやネオンや、イヤリング

が、いい作品になると思います。

のギラギラを徐々にピントを合わせていく。花な
どをインサートカットで入れるのですが、ボケた

カット割台本を作ってから撮られると、時間配分

花からピントを合わせる。

がよくなる。

逆にフォーカスアウト。ピントを徐々にぼかして

機材は参考にならないかもしれませんが、備品の

終わりにしていきます。フェードアウトと似てい

予備はお持ちになったほうがいい。

ますが、どうしてもフェードアウトが使えないと
きに、フォーカスアウトを使います。

「撮影後のまとめ」ですが、ビデオが完成した段
階で、自分の素直な感想をまとめておく。これも
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一週間、10 日経つと、自分の思っていた記憶がな

人の撮ったビデオ作品に関心を持って、比較検討

くなるので、完成したとき、無理してでもまとめ

する。自分はいいと思っても、人の撮った作品を

ておけば、次の作品に生かされると思います。

比べると、勉強になることもありますので、人の
撮った作品を比較されるのもいいかと思います。

テキストの最後にまとめをつけておきました。ビ

完成したときに、評価・感想を書いておく。

デオ撮り 10 か条。20 でも 30 でもあげられますが、

次はこういうことにチャレンジしたいとメモされ

大事なところはここだろう。と挙げさせていただ

ておけば、将来遭遇したときに、
「あれを入れよう」

きました。１、事前の調査を充分行う。これがビ

とか、
「あそこが面白かったのでもう一回使ってみ

デオ撮りの五割以上を占めるのではないかと思い

よう」とか、感想を書いておけば作品が上達して

ます。会場はどうか、時間帯はどうか、行くまで

いくと思います。

の車の道はどうか、人は何人くらいか、雨が降っ

実技編

たらどうするかなど、事前の調査を充分されるこ

＜ここで、撮影の希望を受け付けました。＞

とが、いい作品づくりになると思います。

ビデオの操作を説明します。つなぎ撮りになって

２．撮影したものをどんな方がみられるか、見る

いますから、スイッチを入れるとあかりがつきま

方のことも考えて、撮影場所に早くいって、明る

す。入れなければ止まっています。

さ、バランス、手順、場所、リハーサルをしてみ

これが絞りです。開放、絞り。これがズームです。

るのもいいかと思います。

これがピントです。一番手前。これが無限大です。

撮影にはヤマ場が何回かある。
「トイレにいってい

皆さん映すときには、一回寄ってピントを合わせ

たときに、大事な場面を取り逃がす」なんてこと

て、正規の位置に戻してから映し始めていただく

のないように、ヤマを逃さないようにする。

といいかと思います。

カメラぶれは作品の低下につながる。
三脚など、建物などにあてて撮るといい。

カメラ撮影と試写会

ハンディでとるときは、ほっぺたにつけて動かさ
ないようにしています。カメラブレを防いでいま

質疑応答

す。身体を落として広く構える。

Ｑ １ ．パンニングですが、往復がいけないという

カメラをやたらにふりまわさない。

のは、なぜでしょう？

フィックスを多めにする。

Ａ ．どうしても続けてとりたいというとき、同じ

パンなどで、振り回し方が速すぎるときがある。

サイズで戻さずに、ひと工夫されたほうがいいと

音量は最後まで一定に。

思います。同じサイズで戻るのはよくない。そこ

カメラポジションは高さに気をつける。子どもさ

におもしろい動物がいれば、そこにグーっとよる

んなどは脚をついて撮る。高さには訳があります。

ことで、往復パンから逃れられることがあります。

犯人などは上から見下ろして構えます。新婦など

スピーチが長くて、言葉を落とせないときなど、

は、低めに構えてパンアップし、見上げる、下か

よく聞いている人にグーっと寄って、違うコース

ら撮ると効果としていいので、高さに気をつける

で戻すということが、私でもあります。

のもいいかと思います。
花なども、目線にあわせ、カメラを下げて撮る。

Ｑ ２ ．みんなカメラで写すとハレーションを起こ
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すことがありますよね。そういうときは、マニュ

（マルボラ

林 ） ここで一応解散にします。アン

アルの絞りで修正するのでしょうか？

ケートをボランティアに渡してください。もしお

Ａ ．いいことをお聞きになりました。例えば、手

時間が許す方は、お残りください。デジタルビデ

前がものすごく明るい。ただ写したいのは、奥の

オ編集についてデモを行います。

方だという場合、マニュアルで、その方の顔がは
っきりわかるくらい、まわりはハレーションを起

（マルボラ

林 ） これから何をやるかを一応説明

こしていてもしょうがないから、その奥の方に合

します。今日お持ちしたのは、ソニーVAIO という

わせて撮られるのがいいと思います。逆もあると

比較的新しいノートパソコンで、購入時について

思いますが。周りが犠牲になりますが。

いた「Movie

Shaker」というソフトがあります。

これは短いビデオクリップを編集するものなので
Ｑ ３ ．アフレコを入れるときは、ビデオで撮ると

すが、我が家でテレビの番組から甲子園とコンサ

会場の音が入ってしまいますが、その場合は、音

ートを IEEE1394＝iLink と呼ばれるもので、テレ

声を殺しておかなくてはいけないのですか？

ビの映像はアナログですが、それをデジタル変換

Ａ ．アフレコを入れると、現場音は消えます。注

してこちらのパソコンに取り込みました。それを

意していただきたいのは、アフレコを入れると、

数秒ずつ編集したり効果をつけたりしたものです。

現場の残しておきたい言葉が切れてしまうので、

映像編集は私も初めてでしたが、そのソフトでし

テープのカウントを見ておくとか、あの人がマッ

たら簡単に１、2 時間で習得して作ったものです。

チをつけた、退場した、そこまで入れたいという

マルボラの田村さんに紹介していただきます。

場合、絵で確認するとかしないと、必要な現場音
が消えてしまうことがあります。

（マルボラ

田 村 ） デジタルビデオを取り込むと

き、形式を変えなくてはいけません。デジタルビ
Ｑ ４ ．6 ページの３３ですが、「カット割台本」と

デオには、出力端子がついています。これはパソ

ありますが、「ブルー送り」とは何でしょう？

コンに取り込むとか、デジタルでデータをやりと

Ａ ．テープを最初起動させたときは、スクラッチ

りするための端子です。アナログビデオはダビン

ノイズが多いものです。テープの巻き始め、巻き

グするとどんどん劣化しますが、デジタルは一切

終わりは。青い紙などを使います。今のデジタル

劣化がない。

ビデオには、ブルー送りの機能があります。ハレ

ただしデジタルで取り込むときも、元々の画像が

ーションを起こさない程度に、青い紙を使うこと

悪ければどうしようもありません。

もいいでしょう。

パソコンで画像を取り込むといいように思えます
が、現在の技術ですと、非常に大きなハードディ

Ｑ５．文中で文字を入れるときの注意は？

スクの空き容量が必要になります。だいたい 3 分

Ａ ．カメラに文字を打ち込むデジタルビデオもあ

間のビデオ（avi）を取り込むと、約 100 メガバイ

ります。ローマ字入力で漢字変換をするものも出

ト食ってしまいます。1 時間 2 時間だと、ハード

ています。紙に書いて映されるのもいいかと思い

ディスクの半分、5 ギガ、6 ギガ食ってしまうとい

ます。

う状態になってしまいます。
最近はどうしているかというと、専用ソフトがあ
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り、独自の圧縮技術で編集をして、それほど容量

やると、非常にきれいな 1 回撮りしたものと同じ

を食わないような形をして戻してやるという方式

ようなきれいなテープができます。ですので、こ

になっています。

れからなさる方は、簡単ではあるが、まだまだマ

パソコンに取り込めば劣化は一切ありません。た

シンの力が弱いということで、思っていることが

だし、雑誌の付録のビデオＣＤなどは、多少、コ

１００％できるかどうかはわからない。マシンの

マ落ちとか、画質は落ちます。

力次第。これは標準でついているソフトですが、

ＭＰＥＧとかの技術は、パソコンでも見られるよ

例えば「Video

うに、画像を小さくする規格を使っています。

ぱい出ていますので、こちらを使われるともっと

Studio」とかの編集ソフトがいっ

もっと楽になります。どれがいいかとよく聞かれ
アナログの場合、ビデオ編集をするとき、一方ダ

ますが、いちばんいいのは自分が使いやすいもの、

ビングしながらそのまま下へ持っていくという形

友達でも誰でも、よく使っている人と同じものを

をとりますが、デジタルの場合、元の画像データ

使うと、すぐに聞けるということがありますので、

に字を入れるとすると、字は別、音も別、つまり

そのあたりで検討されるのがいいと思います。

３つの領域でやっていきます。つまり元データは

基本になるのは、福島さんがなさっていただいた

変わらない。元データにかぶせた場合でやってみ

もので、それが素人でも多少楽にできるというの

る。よければ合成する。編集する場合、元データ

が、こういうパソコン編集と思ってもらえばいい

を一切いじっていないので、劣化はない。そのか

と思います。

わり、そういうことをやらなくてはいけないので、
パソコンのパワーが弱いと、コマ落ちしたり、音

（マルボラ

が抜けたりします。つまり 3 つの仕事を同時平行

わりです。アンケートをお願いします。最後まで

して行うことになります。

ありがとうございました。

素人でもできます。例えば星グルグル。こんな形
になる。これにテキストを入れます。フォントの
設定、大きさを指定して、これでＯＫ。自由な字
が使えます。
もしパソコンでデジタルビデオ編集をすると思っ
たら、最低でペンティアムⅢの 800 メガで、ハー
ドディスクは最低１０ギガ。４０、５０ギガが望
ましい。メモリーとしては 125 が最低。多ければ
多いほどいい。できれば、１ギガヘルツ以上のパ
ソコンで、256 のメモリーとかいうものが必要に
なってきます。ここで編集したものは、再度ｉＬ
ｉｎｋを通して、ビデオカメラに戻してやれば、
そのままデジタルビデオとして観れます。それを
今度は 1 回だけダビングして普通のＶＨＳにして
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林 ） これで、今日のプログラムは終

