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Ⅰ．本稿のねらい

Ⅱ．地方の現状

Ⅲ．フィルムコミッションという組織

Ⅳ．福井県内のフィルムコミッションの現状

Ⅴ．福井県内のフィルムコミッションの課題

地方自治体は交流人口を増やすことによって経済効果を得ることを模索している．その一つと

して，映画やテレビドラマなどのロケーション撮影を誘致することが考えられる．

フィルムコミッションは映画やテレビドラマなどのロケーション撮影をサポートする非営利組

織である．フィルムコミッションは2000年以降日本全国に次々と組織され，現在その数は100

以上を超えている．

福井県内のフィルムコミッションとはいかなる組織であり，具体的にどのような活動を行って

いるのだろうか．福井県内にはフィルムコミッションという名前を掲げている組織が４つある．

名前を冠してはいないが，あわら市のように観光商工課がフィルムコミッションの役割を果たし

ている自治体もある．筆者は福井市とあわら市で聞き取りを行い，実態調査を行った．これまで

あまり知られていないフィルムコミッションの現状と課題，そしてフィルムコミッションが潜在

的に備えている可能性を指摘したい．
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Ⅰ．本稿のねらい

人口減少という課題を抱える自治体は，交

流人口を増やすことによる経済効果を模索し

ている．その手段の一つとして，映画やテレ

ビドラマのロケーション撮影１の誘致がある．

映画やテレビドラマなどの物語の舞台となっ

た場所を訪ねる観光客を多く呼び込み，市や

町の活性化を図るという考え方である．

その際に大きな役割を担うのがフィルムコ

ミッションという組織である．フィルムコミ

ッションとは映画やテレビドラマなどのロケ

ーション撮影をサポートする非営利組織であ

る．日本では2000年代から全国各地に設立

されており，現在では100を超える．

福井県内には「フィルムコミッション」と

いう名前を掲げている組織が４つある２．名

前を冠してはいないが，あわら市のように観

光商工課がフィルムコミッションの機能を果

たしているところもある．そもそもフィルム

コミッションとはいかなる組織であるのだろ

うか．また，福井県内のフィルムコミッショ

ンが具体的にどのような活動を行っているの

か，あきらかにされていないのが実態ではな

かろうか．筆者は福井市にある福井フィルム

コミッションとフィルムコミッションの機能

を担っているあわら市の観光商工課で聞き取

り調査を行った．

福井フィルムコミッションは県庁所在地に

存しており，県内で最初に設立された．もっ

とも歴史があるということは，実績が数多く

あり，有する知識や経験が県内のフィルムコ

ミッションの中でもっとも豊富であろうと考

えたことが調査の対象として選んだ理由であ

る．

2016年の春に全国で上映された映画「ち

はやふる３」は，2015年にあわら市でロケー

ション撮影が行われた．その際にあわら市観

光商工課がフィルムコミッション業務を行っ

ている．映画のロケーション撮影に関して具

体的にどのような役割を担ったのかをあきら

かにすることがあわら市観光商工課を選んだ

理由である．

本稿のリサーチクエッションは福井県内の

フィルムコミッションとはどのような存在で

あるのか，また，フィルムコミッションが抱

える課題は何なのかである．福井フィルムコ

ミッションとあわら市観光商工課の活動を通

して，現状と課題をあきらかにしたい．

Ⅱ．地方の現状

「地域活性化」，「地域おこし」，「地域再生」

という言葉が，テレビや新聞そしてインター

ネットなどの様々なメディアで飛び交うよう

になって久しい．地域社会が活発に機能する

ためのポイントは人口である．少子化によっ

て日本全体の人口が減少する状況下で人が流

出していくため，地方では二重の人口減少が

進み，過疎化が加速している．増田［2014］

によると，2008年をピークに日本の人口は

減少し始め，このまま何も手を講じない場合

2050年には9,708万人，21世紀末には4,959

万人と現在のおよそ40%の水準まで急減する

と推計される．人口予測は精度が高く，大き

くぶれることはないと言われている．さらに

増田［2014］は，2010年の国勢調査に基づ

いた試算によって，2040年時点で20～39歳

の女性人口が5割以下に減少する自治体を

「消滅可能性都市」と定義している．子ども
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の95%は20～39歳の女性から生まれるが，

その世代の女性が半減する消滅可能性都市は

896の自治体にのぼり，全国約1,800市町村

のおよそ半分に相当すると報告されている．

定住人口の減少は地域経済活動の停滞を引き

起こす．

そのような現状の中で，地域は少子化対策

と人口流出対策など定住人口を増やす施策が

迫られるが，簡単に解決する問題ではない．

地域経済の活性化を図るための一つの方策

として，地域に訪れる観光客を増やすという

考え方がある．つまり交流人口を増加させよ

うというものである．

図１は1989年（平成元年）からの福井県

内の観光客入込数の推移である．1991年に

900万人を超えてから2003年まで増減はあ

るが，900万人の水準を維持してきた．しか

し2004年は7月に福井豪雨や相次ぐ大型台

風の襲来によって夏以降の観光客が減少した

ため，結果として900万人を割ったと福井県

では分析している．

その後2008年には初めて1,000万人を突

破した．福井県はその理由の一つとして，前

年の2007年10月から放映されたＮＨＫ連続

テレビ小説「ちりとてちん」で小浜市などが

ロケ地になった効果を指摘している．

当時の地元紙『日刊県民福井』は，市内に

ある御食国（みけつくに）若狭おばま食文化

館やロケ地を自由に周遊できるレンタサイク

ルなどの利用者が目に見えて増加したことを

伝えている４．

2011年には東日本大震災の影響で旅行が

自粛されたこともあり1,000万人を割り込む

が，2013年には再び1,000万人を超えた．

2015年の観光客入込数は1,270万人あま

りであり，1989年以降最高を記録した．そ

の主な要因は北陸新幹線が金沢まで開業した

ことや中部縦貫自動車道の北陸自動車道との

接続や京都縦貫自動車道の全線開通によって

利便性が向上したことに加え，首都圏におけ

る集中的なプロモーションなどにより北陸・

福井の注目度が向上したことであると福井県

図１ 福井県観光客入込数
出所：福井県観光営業部観光振興課［2015］より作成．
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では分析している．つまり首都圏や大都市圏

につながる鉄道や道路が整備されたことによ

る交通の利便性の向上とそのことを訴求する

集中的な広報・宣伝活動の結果であるという．

交通インフラを整備することや集中的なプ

ロモーションを行うことは交流人口を増やす

ためには大切な施策であろう．一方で別のア

プローチもある．

それは交流人口を増やすために映画やテレ

ビなどを活用するという方法であり，コンテ

ンツツーリズムと言われる．コンテンツツー

リズムとは地域に関わるコンテンツ（映画，

テレビドラマ，小説，まんが，ゲームなど）

を活用して観光と関連産業の振興を企図した

ツーリズムである．それは地域に「コンテン

ツを通して醸成された地域固有の雰囲気・イ

メージ」としての「物語性」「テーマ性」を

付加し，その物語性を観光資源として活用す

ることである５．コンテンツツーリズムをこ

のように定義すると何か新しい概念のように

考えられるが，物語に出てくる場所を訪ねる

旅そのものは昔からあったのである．古いも

のでは，名所を読んだ歌枕であり，『太平記』

や十返舎一九の『東海道中膝栗毛』などが代

表例であるが，それらが読み物として定着し

た江戸時代から同様の観光は存在していたと

言われている６．

昨今のコンテンツツーリズムでよく知られ

ているのはアニメの「聖地巡礼７」であろう．

その事例として学術研究でも多く取り上げら

れるのがアニメ「らき☆すた８」である．「ら

き☆すた」の物語の中で重要な場所として登

場するのが神社であるが，その神社は埼玉県

北葛飾郡鷲宮町にある鷲宮神社をモデルにし

ている．「らき☆すた」ファンはその鷲宮神

社を聖地として訪れるのである．アニメで取

り上げられた神社が観光地として脚光を浴び

るという現象である．ネット通販サイトで検

索をかけると，聖地巡礼に関するガイドブッ

クや書籍が数多くヒットするので，聖地巡礼

は旅行の一つのあり方として認知されている

と言えるかもしれない．

Ⅲ．フィルムコミッションという組織

映画やテレビドラマなどでコンテンツツー

リズムを促すことはできないかと企図するの

がフィルムコミッション（以下FCと表記す

る）という組織である．FCは映画やテレビ

ドラマ，テレビCMなどのロケーション撮

影を誘致し，撮影をスムーズに進めるための

後方支援を行う非営利組織である．撮影が支

障なく行われるような支援とは，映像制作者

がイメージする撮影場所の紹介や撮影を行う

際に必要な警察や消防などへの撮影許可申請

の代行，撮影スタッフの宿泊施設や弁当の手

配先の紹介などを指す．

そもそもFCの歴史は1940年代にアメリ

カ・ユタ州で始まったとされる．世界的な

FC組織であるAFCI（Association of Film

Commissioner International）は「フィル

ムコミッションは情報提供，ロケ地の照会・

下見など各種無料サービスを提供することで，

制作会社の撮影に係るあらゆる課題の解決に

協力する．最も重要なことは映像産業のスタ

ッフに対して，最終的にどこで撮影するかの

意思決定を行うために必要な情報を提供する

ことであり，それがFCの使命である９」と

している．どの場所で撮影するかによって，

映像制作責任者の撮影に関わるヒト（役者や
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スタッフ）・モノ（撮影機材など）・カネ（制

作費）のマネジメントが変わってくる．撮影

場所によって役者やスタッフの拘束日数や時

間が違ってくるであろうし，追加で必要とな

る撮影機材や逆に不要となる機材もあるであ

ろう．それらはすべてカネと深く結びついて

いる．ヒト・モノ・カネのマネジメントを左

右する情報提供の担い手がFCであるという

のである．

アメリカで始まったFCはその後世界的に

広まり，日本で初めてのFCは2000年２月

に誕生した「大阪ロケーション・サービス協

議会」である10．日本全国の撮影支援ネット

ワークを強化し，国内外の映画・映像作品の

製作支援，FCや映像関係者の人材育成支援

などを行うジャパン・フィルムコミッション

（JFC）によると，正会員として加盟するFC

は平成28年８月１日現在，全国で106を数

える．FCの組織構造を見てみると，NPO

法人として活動しているものもあれば，役所

の観光業務を担うセクションが行っていると

ころもある．

JFCでは毎年各地域の JFC会員の参加を

募り，研修会を行っている．2016年７月に

は１泊２日の日程で，FC業務の基本的活動

についての講義や警察庁担当者の道路交通法

についての講義も行われた．また，東映東京

撮影所の見学も盛り込まれ，各地域のFCの

連携強化と効率化そしてスキル向上を図って

いる．

JFCのHPには FCの３要件が書き記され

ている．

（１）非営利公的機関であること

（２）撮影のためのワンストップサービス

を提供していること

（３）作品内容を問わないこと

（１）については，あくまでも無償での制

作支援を行い，映像制作者とは金銭の授受を

行わない関係を保持することがねらいである．

（２）に関しては，一元的な窓口サービス

であることがポイントである．撮影場所が複

数の場合，本来ならば映像制作者がそれぞれ

の管理者に撮影許可を求めなければならない

が，FCを窓口にすることで一元化が実現さ

れるということである．そして（３）である

が，FCが作品を評価することがないように

基本的にはすべての依頼作品を支援し，撮影

の内容や規模によって優遇・拒否することは

ないという11．その理由としては，もしFC

が作品によって優遇・拒否することがあれば，

それを防ごうと映像制作者が作品内容を自主

規制するような状況が生まれることを懸念す

るからである12．

では，基本的には作品内容に関与せず，映

像制作者にとって都合のよいワンストップサ

ービスを無償で提供するというFCが2000

年以降に日本全国で広まりを見せた背景には

何があるのであろうか．

2003年10月から内閣に設置された知的財

産戦略本部のコンテンツ専門調査会では，コ

ンテンツビジネスの振興の在り方について検

討が進められ，その報告書が2004年４月に

『コンテンツビジネス振興政策―ソフトパワ

ー時代の国家戦略―』としてまとめられた．

それによると，映画，音楽，アニメ，ゲーム

ソフトといった日本のコンテンツは世界的に

総じて高い評価を得て，日本のイメージを

「COOL JAPAN」へと大きく変化し始めて

いる．
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しかし，世界から高い評価を得ているのは

創業者や業界の個々の努力によるものであり，

コンテンツビジネスという視点で見ると共通

した理念のもとに国を含めた関係者が一体と

なってその振興に取り組んできたとは言えな

いとしている13．

日本のコンテンツビジネスの事業規模は総

額として11兆円台を推移しているが，近年

はやや下降傾向である．対GDPで比較した

場合，米国が５%であるのに対し日本は２%

であり，国際平均の３%を下回っている14．

また，事業規模全体に占める海外展開の割合

で比較すると米国の17%に対し日本は3%で

あり，すぐれたコンテンツの魅力をビジネス

において十分にいかしきれていないのが実状

であると分析している．

また，コンテンツビジネスは他の産業への

波及効果が期待できるので，国家戦略と位置

づけて積極的に展開すべきであるとして，以

下の３つを重点項目として掲げている．

（１）地域等の伝統・文化デジタルアーカ

イブの構築やその活用などを支援す

る

（２）フィルムコミッションのロケ誘致活

動を支援する

（３）地域における「コンテンツ戦略」に

関する取組を奨励，支援する

この重点項目からわかるように，コンテン

ツビジネス振興における地域での戦略とフィ

ルムコミッションの重要性が読み取れる．国

策としてフィルムコミッションや地域ブラン

ディングに取り組む時代が到来していること

ははっきりしてきていると言えるであろう15．

国としてはFCを支援すれば，ひいてはコ

ンテンツビジネスを積極的に展開するための

端緒となるという思惑であろうが，映像制作

者サイドはFCになにを期待しているのであ

ろうか．

永橋・神谷・宮西［2011］が映画関係者

に行ったインタビューを要約すれば，「日本

映画は産業としては苦しい状況にある中で，

警察や消防など様々な役所での撮影許可に時

間が取られては非効率であるので，FCが関

与することで自治体がイニシアチブをとって

各所の撮影許可申請の窓口の一本化を図れば，

映像制作者としては負担が軽くなる」という

主張である．撮影許可申請を行う仕事は映像

制作者でなければできない仕事というわけで

はない．また，制作者のイメージにあった撮

影場所を探すことに関しても地の利があるの

で，比較的時間をかけずに探して候補地を挙

げることはFCの方が効率よくできるかもし

れない．映像制作者の仕事の一部をFCが行

えば，映像制作者の負担が軽減されると同時

に，映像制作者しかできない仕事に労力を投

入できるというメリットがある．

表１はFCの業務内容である．逗子フィル

ムコミッションの案件処理オペレーションを

元にして，筆者が撮影前，撮影中，撮影後の

時系列でまとめ直したものである．

フィルムコミッションは映像制作者からの

問い合わせから始まる．基本的には待ち受け

る仕事である．企画書や脚本などで撮影内容

を精査し，撮影協力を決定すれば撮影許可申

請の代行や撮影場所の下見などに同行するこ

とになる．撮影によってはあらかじめ登録し

ているエキストラへの連絡や新たなエキスト

ラの募集を行うのもFC業務の一つである．

撮影中は現場に立ち会うのが基本である．
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天気などによって撮影する順番が変更になる

こともあるであろうし，撮影できないシーン

が出てくるかもしれない．そのようなときに

は代わりの撮影場所が必要になり，FCスタ

ッフは代替案を求められる場面もあるであろ

う．撮影現場での諸問題に対応するのもFC

の大切な業務である．

撮影が終わると，上映や放送日時に関すプ

ロモーション活動を行う．これらの一連の業

務の流れは逗子フィルムコミッションを参考

に検討したが，一般的な業務内容であると考

えられる．

この一連のロケーション撮影の支援を行う

ことで，FCは何を期待しているのであろう

か．FCが映像制作支援を行うことで期待す

る効果は３つある．

１つめは直接的経済効果である．ロケーシ

ョン撮影に関わるのは，プロデューサーや監

督，助監督などの制作スタッフそしてカメラ，

音声，照明などそれぞれ複数の助手を含めた

技術スタッフ，役者とそのマネジャーや付き

人などが考えられ，相当数の人員になる．予

算規模にもよるが，これらの撮影関係者が何

日間かロケ地に滞在するので，発生する宿泊

費や食費，遊興費などの費用がロケ地にとっ

ての直接的経済効果となる．

そして２つめは間接的経済効果である．映

画が上映された後，観客がその映画の印象的

なロケ場所を訪れるという行動は前述したコ

ンテンツツーリズムである．映画の観客が観

光客としてロケ地を訪れる際の宿泊費や食費

そして遊興費が間接的経済効果である．直接

的経済効果は具体的な数値が計算できるが，

間接的経済効果を正確に計算することは難し

い．観光客の入込が映画によるものであるの

か他の要因によるものであるのか，実証が困

難であるからである．

神奈川県逗子市にある逗子フィルムコミッ

ションでは間接的経済効果を上記とは違った

概念定義を行っている．

まず，逗子市内でロケーション撮影が行わ

れた番組などの放送をビデオで保存し，FC

のスタッフがそのビデオをチェックして，あ

きらかに逗子市内の場所とわかるシーンの露

出時間を計測する．次に社団法人日本広告業

協会が刊行している『放送広告料金表』に基

づき，テレビ局や時間帯別にコマーシャルの

スポット料金に照らして試算するというもの

である．

３つめはパブリシティ効果である．これは

その地域が宣伝されて観光客を招き寄せると

ことができる効果やその地域の人々に地元の

良さを再発見させる効果としている16．２つ

めの間接的経済効果と重なる意味合いを持つ

業 務 内 容

撮影前

映像制作者からの問い合わせ
内容のヒアリング
企画書または脚本など具体的な撮影内容がわかる
書類の送付を依頼・受領
撮影内容がわかる種類を審査し，協力可能性の可
否を判断
ＦＣの利用申込書の提出依頼・受領
許認可代行手続きおよびロケハン同行
市民エキストラ・撮影サポーターへの依頼・手配
弁当（食堂など）の手配

撮影中

ロケの立会い（公共施設の場合は鍵の管理）
撮影中の様々な対応
ロケ現場の原状回復確認，制作スタッフへのアン
ケート調査・回収

撮影後

撮影翌日 撮影協力関係者に電話やメールで御礼
ロケの報告書を市長まで供覧
公報誌や地元ラジオ，web ページに上映・放映
時間など事前周知
上映・放映内容など成果物の確認
直接的・間接的経済効果の測定および協力時にお
ける改善点などの検証

表１ フィルムコミッションの案件処理オ
ペレーション（逗子フィルムコミッ
ションの場合）

出所：長島［2007］61ページを一部改変して作成．
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が，ロケ地となった地域の人々が映画を鑑賞

したときに自分たちが住む街のよさをあらた

めて発見する効果という概念を加えている点

に特徴がある．

以上のようにFCが映画制作支援を行うこ

とによって期待するのは，地元への経済効果

であると言える．映画制作者は多くの興行収

入を期待しながら撮影を行うであろうし，テ

レビドラマの制作者はいかに視聴率を高くす

るかを考えながらドラマを制作するであろう．

つまり，ロケーション撮影を行った地域経済

にいかに貢献できるかということは，少なく

とも制作過程では考えないであろう．FCと

映像制作者はそれぞれが期待するものが異な

り，懸隔が生じているのである．これについ

ては後述する．

Ⅳ．福井県内の FC

福井県内にあるフィルムコミッションは４

団体である．その中で福井フィルムコミッシ

ョンは最も古く，2003年から業務を行って

いる17．

福井 FCは福井市商工労働部観光文化局お

もてなし観光推進課がFCの機能を担ってい

る18．FC専従スタッフはいないが，おもて

なし観光推進課の職員２名が観光推進業務と

FC業務を兼ねている．

FCには映像制作者がイメージする撮影場

所があるかどうか，ある場合はどのように撮

影許可申請を行えばいいのか，問い合わせの

電話やメールが来る．福井FCに問い合わせ

があった実例をあげると，車が通る古いトン

ネルの有無や比較的撮影がしやすいという理

由から最近廃校になった学校があるかどうか

などという内容である．「車が通る古いトン

ネル」と言っても人里離れた狭い山道にある

トンネルもあれば，生活道路にある古いトン

ネルもあるだろう．映像制作者の具体的なイ

メージを聞き出し，そのイメージにあった候

補地を探すのがFCの最初の業務である．そ

の場合，複数の候補地がすぐに思い浮かび一

人で迅速に対応できることもあるだろうが，

ふさわしい候補地が思い当たらない場合は周

囲の人間に尋ねて，いくつか選び出すことに

なる．

続いて，FC担当者は映像制作者に撮影候

補地の画像データや大手検索サイトの地図情

報のURLを示す．FCが挙げた候補地の中

から撮影を行うこともあるであろうし，映像

制作者が探してきた場所で撮影することもあ

るであろう．映像制作者が希望すれば，FC

が代わりに撮影許可申請書を作成し，所轄の

警察署や施設管理者などに提出するといった

対応を行う．複数箇所に撮影許可申請書を提

出するような場合やどこに撮影許可を求めて

いいかわからない場合もあるであろう．その

ようなときはFCに依頼をすれば対応してく

れるので，映像制作者にはFCを活用したい

という動機が生じるであろう．

福井FCには2015年度１年間で，テレビ

や映画そしてCMなどの映像制作者から電

話やメールで40～50件の問い合わせがあっ

たという．撮影の問い合わせがあったときに

は基本的には断らないスタンスを取っている

という．「ロケ地に関する情報の引き出しが

多いに越したことはないが，どのような問い

合わせが来るのかは事前に予測ができず，一

人で対応するには限界があるので，周囲の人

が持っている情報や知恵をうまく活用する」
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と福井FCの担当者は述べている．

福井FCが支援した比較的最近の特筆すべ

き案件は2010年１月に行われたテレビCM

の撮影である．それは大手携帯電話会社のテ

レビCMであり，福井市の一乗谷朝倉氏遺

跡でロケーション撮影が２日間にわたって行

われた．白い犬が扮するお父さんとベテラン

女優演じるお母さんの二人が夫婦で福井を旅

行するという設定であった．撮影には高校生

をはじめとした地元のエキストラが参加して

いる．一乗谷朝倉氏遺跡で撮影が行われたテ

レビCMは，翌２月から全国放送された．

図２は大手携帯電話会社のテレビCMの

撮影が行われた福井市の一乗谷朝倉氏遺跡と

その周辺にある一乗滝や寺社などを含めた

2007年からの観光客入込数の推移である．

2008年は445,800人，2009年は540,000人

である．大手携帯電話会社のテレビCM撮

影が最初に行われたのは2010年の始めであ

るが，入込数は前年比1.33倍の721,000人，

翌年の2011年は前年比1.3倍の938,000人で

ある．その後は2011年をピークにして減少

傾向にある．テレビCMの撮影の舞台とな

ったことと観光客が増えていることの因果関

係は解明できていないが，CMの放送後に一

時的に観光客が増加している事実が図２のグ

ラフから読み取れる．

その後，同じエリアで2011年６月26日か

ら28日，2012年７月28日から29日そして

2012年８月21日に３種類のCM撮影が行わ

れ，数ヶ月後に全国放送されているが，2012

年の入込数は前年に比べて減少している．

一乗谷で撮影されたテレビCMには「一

乗谷」という地名が表記されている．一乗谷

に興味を抱いた人が検索をかければ，どうい

う場所であるのかをすぐに知ることができ，

訪ねることもできる．しかし，映画，テレビ

ドラマ，テレビCMなどコンテンツの内容

によっては撮影場所が表記されないものも数

多くある．観た人の心に突き刺さり，訪ねて

みたいと思ったロケ地であったとしても，そ

れがどこであるかわからないということが生

図２ 福井市一乗谷朝倉氏遺跡周辺の入込数
出所：福井市商工労働部観光文化局のデータより作成．
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じるであろう．FC側から見れば，ロケーシ

ョン撮影に裏方として協力したにもかかわら

ず，FCの名前はもちろん地名も表記されな

いとすれば，FCが映像制作に協力しようと

するモチベーションは生じにくいのではない

かと考えられる．

また，映像制作者からの問い合わせがあり，

イメージに合った撮影場所を提案しても採用

されないこともあるであろう19．福井 FCは

どのようなスタンスで業務を行なっているの

かを聞いてみると，「質よりも数が大事であ

り，撮影に結びつかない場合もあるし直接福

井の PRにはならないような案件もあるが，

誠実に対応する．誠実な対応の積み重ねが信

用を醸成し，ひいては大きな案件につながっ

ていくのではないか」と担当者は述べた．

必ずしも撮影に結びつかなくとも，映像制

作者からの問い合わせに「誠実な対応」をす

れば信用につながるであろうが，加えて，福

井FCにはロケ地に関する情報が蓄積されて

いくことになる．その情報は別の制作者が欲

するロケーション撮影の現場になり，ひいて

はFCが期待する直接的あるいは間接的経済

効果に結実する可能性を秘めていると言える

であろう．福井FCが意図しているかどうか

はともかく，福井FCの考え方と行動は合理

的であると考えられる．

あわら市はフィルムコミッションという看

板を掲げてはいないが，観光商工課がその機

能を果たしている20．FC業務に関しては特

定の担当者は置かず，映像制作者からの問い

合わせがあった場合は電話を受けた職員が管

理者と相談し，担当者を決めていくというや

り方をとっている．

映画「ちはやふる」は競技かるたを題材と

した末次由紀の漫画が原作で，主人公の綾瀬

千早（あやせちはや）が高校で競技かるた部

を立ち上げ，メンバー５人が大会で活躍する

様子を描いている青春ストーリーである．綾

瀬千早が幼い頃に競技かるたに夢中になるき

っかけを作ったのがあわら市出身の綿谷新

（わたやあらた）であり，映画のストーリー

の中であわら市は重要な意味を持つ場所とし

て登場してくる．映画は2016年３月に１作

目，翌４月には２作目が全国で上映された．

東京都府中市，滋賀県大津市そして福井県

あわら市でロケーション撮影が行われている

が，「あわら市で撮影を行うかもしれない」と

いう一報が観光商工課に入ったのは2014年

12月のことである．その後，映画制作者10

数人があわら市に訪れて撮影のための下見を

市内各所で行った．

あわら市内で撮影が行われたのは2015年

５月20日から25日であり，総勢80名ほどの

スタッフによるものであった．

具体的な撮影場所は JR芦原温泉駅構内と

駅前ロータリー，駅前にある書店という設定

の店舗，市内を流れる竹田川の堤防，そして

綿谷新の実家という設定の民家である．

この中で芦原温泉駅前と駅前にある書店21

は原作の漫画にも登場してくる．撮影の前の

下見は必要であろうが，撮影の候補地探しの

必要はなかったと考えられる．また，映画に

登場する綿谷新の実家については，原作の出

版社関係者の伝で映画のストーリーにあうイ

メージの民家を探し，持ち主の許可を得て撮

影を行った．

市内を流れる竹田川の堤防では，主人公の

千早たちが新と再会するシーン，新が携帯電

話をかけるシーンそして自転車で走るシーン
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が撮影された．

映画制作者が撮影に適した堤防を探してい

ることをあわら市は知らされており，原作に

出てくる場所も含めていくつかの場所を提案

し，映画制作者とともに下見を行った．

千早たちと新が再会する堤防については，

結果的には制作サイドが独自に見つけてきた

ところで撮影が行われた．あわら市が提案し

た場所は採用されなかったが，撮影が行われ

た堤防に近いところに撮影関係車両のための

駐車場を確保するというサポートを行ってい

る．

新が携帯電話をかけるシーンについては当

初は別の場所での撮影を予定していたが，監

督の判断で予定とは違う場所で撮影が行われ

た．

芦原温泉駅前と市内を流れる竹田川の堤防

での撮影許可はあわら市の観光商工課が市長

の名前で地元の警察署に申請書を提出し，許

可を得ている．映画制作会社の名前で申請す

るよりも市長名で申請する方が，許可が下り

るまでのプロセスはスムーズに行くと考えら

れる．

また，撮影期間中はあわら市の担当者が現

場で立会い，制作サイドから要請があったこ

ともあり地元の婦人団体とともに炊き出しを

行った．

撮影後の業務としては，映画の公開に合わ

せる形でチラシを作った．『ちはやふる ロ

ケ地「あわら」の楽しみ方』として市内のロ

ケ地を地図と写真付きで紹介し，映画を観た

人の撮影場所を訪れたいというニーズに対応

している．チラシは市内の観光案内所に置い

て自由に持ち帰ることができるようにし，そ

の一方で県外での出向宣伝のときに配布した．

ロケーション撮影が行われた東京都府中市，

滋賀県大津市そして福井県あわら市の３市合

同のロケ地マップは別途作成した．しかし，

そのマップには紙面の都合上，盛り込める内

容に制約があるので，あわら市のロケ地を単

独で PRすることを企図した．それが『ちは

やふる ロケ地「あわら」の楽しみ方』を制

作した理由である．その制作にあたっては，

平成27年度12月で補正予算を計上し，映画

のパンフレットなどと併せて持つことができ

るようＢ５サイズのものを２万枚作成した．

『ちはやふる ロケ地「あわら」の楽しみ

方』にも紹介されているが，映画「ちはやふ

る」にはあわら市内を流れる竹田川の堤防が

２ヶ所登場する．もともとは何の変哲もない

堤防である．しかし，映画の撮影地として使

われることで物語性を帯びてくる．それは「主

人公の千早と新が再会する」堤防であり，「新

が自転車で通る」堤防である．物語の場所を

訪ねるという行動はコンテンツツーリズムで

あり，歴史的に古いものであることは先に述

べたとおりであるが，何気ない街の風景が映

画の撮影地として使われ物語性を帯びたとき

に，その撮影地は観光地化するのである．

内田［2009］は，物語として送り出された

地域のイメージは簡単には消えないので，観

光へと向かう動機は単純な地域広告や地域広

報を通じてよりも格段に高められるはずであ

ると説いている．つまり，映画やテレビのロケ

地となって，その土地に物語性が付帯される

ことで観光へと向かう可能性を指摘するので

ある．あわら市が制作した『ちはやふる ロ

ケ地「あわら」の楽しみ方』で紹介されてい

る堤防はまさに観光地の様相である．

高橋［2008］で明らかにされていること
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であるが，FC活動の特異性は何の変哲もな

い場所をロケ地にすることで観光資源化する

ことにあるとしている．

この指摘は大変興味深いものである．しか

し，先に述べた世界的なFC組織である

AFCI によると，FCの使命は映像産業のス

タッフに対して最終的にどこで撮影するかの

意思決定を行うために必要な情報を提供する

ことである．つまり，どこで撮影するかを決

定するのは映像制作者であるので，FC単独

で観光資源化することはできない．したがっ

て，映像制作者との協働によってなんの変哲

もないロケ地を観光資源化することがFC活

動と言えるのではないだろうか．

映画のスタッフであれば上映による興行収

入を期待し，テレビドラマのスタッフであれ

ば放送での高い視聴率を期待する．一方の

FCスタッフは興行収入や視聴率よりも地域

への直接的と間接的な経済効果を期待すると

いう点で，FCと映像制作者の間には懸隔が

生じている．その点では同じ撮影現場にいな

がら同床異夢と言えるかもしれない．しかし，

期待するものが違う者同士の協働作業によっ

て，おそらく期せずして，何の変哲もない場

所を新しい観光地につくりかえているのであ

る．

Ⅴ．福井県内の FCの課題

これまで福井県におけるFCの現状につい

て検討してきた．あわら市の事例からわかる

ように，FCと映像制作者との協働によって

何の変哲もない風景が映画の舞台となること

で観光地化する可能性があることを指摘した．

福井FCの事例のように，既存の観光地であ

る一乗谷朝倉氏遺跡がテレビCMの撮影の

舞台となることで注目を浴びることもあるこ

とがわかった．

映画やテレビドラマそしてテレビCMな

どのコンテンツの舞台になることによって物

語性が付与され，新たな観光地が生まれるこ

とがあるし，既存の観光地にこれまでとは違

った光が当てられることもあるのである．

定住人口が減り，交流人口を増やそうとす

る機運が高まる中，観光地を創出する役割を

担うFCには可能性があるであろう．

課題として指摘しておきたいのは，FCに

おける人材育成である．福井市もあわら市も

観光を担うセクションの人員がFC業務を兼

務している．映像制作者からの問い合わせや

映画などの撮影が頻繁にあるわけではないの

で，FC業務に専念する人員を置くことはむ

ずかしいであろう．定期的な人事異動もある

ので映画の続編の撮影が決まったとしても前

任者は別のセクションに異動しているといっ

た可能性は考えられる．懸念されることとし

ては，資料などの最低限の引き継ぐものは残

っていたとしても，FC業務を担当した人間

が身をもって得た知見を組織として蓄積し学

習するサイクルを構築できないおそれがある．

属性も含めてFC業務に対応できる人間を持

続的に配置し，知見を蓄積していく仕組み作

りが求められると言えるのではなかろうか．
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注）

１ 映画やテレビドラマの撮影を行う際に，

スタジオ内にセットを組むのではなく，機

材を持ち出し既存の風景や建物を活用しな

がら行う撮影．

２ 福井フィルムコミッション，敦賀フィル
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ッション，勝山フィルムコミッションの４
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３ 競技かるたに情熱を傾ける高校生たちの

青春ストーリーである．主人公の綾瀬千早

という女子高校生が競技かるたにひかれる
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17 小谷［2011］．
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フィルムコミッションの場合，問い合わせ
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して撮影を行っている．
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