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章立て

• 教科書に沿ったロケ誘致について

• 事例紹介①：沖縄県内

• 事例紹介②：県外

• 事例紹介③：フランス

• 事例紹介④：アメリカ

• まとめ



ロケ誘致

ロケ誘致： 地域のイメージ向上

知名度アップ

文化振興

特に、観光客の増加による地域活性化効果が大きい

その他にも

直接的経済効果： 滞在費、交通費、機材調達費など

間接的経済効果： フィルムツーリズム（ロケ地訪問）

ex）「ローマの休日」など



「冬ソナ」ツアーの経済効果

日本： ２００３年４月から通算４回のテレビ放映

「冬ソナ」ブーム

２００４年４月～１０月までの７ヶ月間

・日本人観光客数 ⇒ 約１８万７千人 増加

・韓国の観光収入 ⇒ 約３００億円 増加



日本のロケ地観光

代表作

日本作品：「北の国から」（ドラマ）

「男はつらいよ」「釣りバカ日誌」（シリーズ映画）

「Love Letter」（映画）

国際観光面で大きな誘客効果

をもたらした日本での代表的事例

洋画：「LAST SAMURAI/ラストサムライ」

「SAYURI」



誘客への継続的取り組みの必要性

ロケ誘致のマイナス面： 単発的ロケ誘致

需要喚起がすぐ終わってしまう

原因 ： 放映終了後、情報発信が著しく減少

視聴者や観客の興味が他のものへ移る

ex)「北の国から」



フィルムコミッション

フィルムコミッション ： 映画やテレビドラマなどの撮
影を誘致するための非営利公
的機関

「神戸フィルムオフィス」
・日本で代表的なフィルムコミッション

関連作品
「GO」（２００１年公開）：地下鉄路線内での撮影
「リターナー」（２００２公開）：公道を閉鎖しての撮影



シネマーケティング事業

フィルムコミッションの問題点

「非営利公的機関」：地域サイドの負担が大きい
舞台設定が他の地域である

※ 地域の悩みに答える仕組み

「シネマーケティング事業」

自然な形で地域の観光宣伝を行える

ex)「幸福のスイッチ」



映画のまちづくり

長野県上田市・・・「第１０回上田城下町映画祭」

・同市でロケされた映画を集めて上映

・ロケ地ツアー

・シンポジウム などのイベント

Why??

上田市の持つ地域特性と資源

代表作：「たそがれ清兵衛」「スパイ・ゾルゲ」「博士の愛した数式」



映画のまちづくり

広島県尾道市・・・「映画」と「坂道」を生かした

観光まちづくり

・市街地に山が迫る地形

・「おのみち映画資料館」

代表作：「男たちの大和/YAMATO」
「東京物語」



ロケ誘致のメリット

自治体が巨額の資金負担を要しないロケ誘致

観光振興や地域おこしに今後大きく貢献

全国の多くの地域において可能

継続的なロケ誘致への取り組み

・地域の個性や魅力を創出

・着地型の地域ツーリズムを通じて

観光競争力強化へ繋がる



事例紹介：沖縄県内



流れです。

1. 沖縄県を舞台にした作品について

2. 代表例①与那国島：Ｄｒ．コト―
3. 沖縄フィルムオフィスについて

4. 県内で行われているロケーションツーリズム
について

5. その他の関連事項（沖縄国際映画祭）

6. まとめ（課題と展望）

7. 参考文献

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/B000CEK58Q/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=561958&s=dvd


• 映画
– カムイ外伝
– 群青 愛が沈んだ海の色
– 南の島のフリムン
– ナビィの恋
– サトラレ
– ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌
– 花より男子ファイナル
– ホームレス中学生
– カフ―を待ちわびて
– 明日があるさTHE MOVIE
– 子宮の記憶 ここにあなたがい

る
– パッチギ！Love&Peace
– サウスバウンド
– チェケラッチョ
– 涙そうそう
– アコ―クロ―
– 恋しくて

– ドルフィンブルーフジ、もういちど
宙へ

– 俺は、君のためにこそ死にいく
– ラフ ＲＯＵＧＨ etc…….

•TVドラマ
–ガラスの色の恋人
–本日の晴れ。異状なし
–琉神 マブヤ―
–まだ見ぬ父へ、母へ
～全盲のテノール歌手・新垣勉の軌跡～
–パズル
–最後のナイチンゲール
–僕の島/彼女のサンゴ
–Dr.コト―診療所2006
–CAとお呼びっ！
–瑠璃の島 スペシャル2007～初恋～
–女王の教室SP
–ちゅらさん３
–琉球偉人伝説
–異議あり！女弁護士大岡法江
–ホットマン
–浅見光彦シリーズ19「ユタが愛した探偵」
–さとうきび畑の唄
–Dr.コト―診療所 etc……



http://www.orion-tour.co.jp/
http://www.mabuyer.com/


代表例：Dr.コト―診療所 in 与那国

• 与那国島は、2003年夏に放映された「Dr.コトー診療

所」の撮影地となった。比川には撮影に使用した
セットの「診療所」が残っており，有料で内部を見学
できる。2004年11月に放送された2夜連続スペシャ
ル「Dr.コトー診療所2004」や、2006年10月から放送
の続編「Dr.コトー診療所2006」でも、与那国島でロケ

が行われている。与那国空港や港の観光案内所で
は、ロケ地めぐり用のパンフレットを配布したり、写
真展を開催したりしている。



志木那診療所に行ってみよう！



沖縄フィルムオフィスについて
• こういったロケーション・ロケハンの事業の撮影支援を行うた

めに、2003年に沖縄観光コンベンションビューローに専門部門
として設立された。

• 業務内容
– ロケ地のご紹介、撮影許認可の調整・交渉を行う。

– 映像制作関連事業者や宿泊施設などを紹介する。

– ロケハンでの案内も可能な限り行う。

– その他沖縄での撮影に関する各種ご相談に応じる

– ロケ現場への立会いも要望に応じて行う。

– サービスは手数料などなく、無料で受けられる。

• 支援件数

（平成15年4月1日～平成16年3月31日）



県内で行われているロケーションツーリズム

• オリオンツアーが、「映画をめぐる旅」と称して、
映画紹介しつつ、沖縄のロケ地情報を自社
ホームページに掲載。ロケスポットに関連した
ツアーを組んでいる。

http://www.orion-tour.co.jp/


第一回沖縄国際映画祭
• 開催期間 2009年3月19日～22日

• 場所 北谷町 美浜アメリカンヴィレッジ

• 集客数 約１１万人

• 第二回沖縄国際映画祭では、３０万人～５０万人の
集客を目指している。

市場規模は大きく、今後さらに拡大していくと考えられる。
沖縄におけるロケーションツーリズムの認識が広まれば、
新たな観光として成長していく可能性を秘めている。

http://www.oimf.jp/jp/


おまけ
来春公開予定 「てぃだかんかん」

主演：岡村隆史、松雪泰子 etc…

撮影現場に潜入！！

http://filmoffice.ocvb.or.jp/


事例紹介②：県外



フィルム・コミッションを利用した日本映画の例
• 『交渉人真下正義』（札幌市、神戸市、茨城県）
• 『最終兵器彼女』（小樽市、石狩市）
• 『星に願いを。』（函館市）
• 『（ハル）』（盛岡広域）
• 『スターフィッシュホテル』（会津若松市）
• 『下妻物語』（茨城県）
• 『リンダリンダリンダ』（高崎市）
• 『WASABI』（東京都）
• 『釣りバカ日誌10』（北九州市）
• 『世界の中心で、愛をさけぶ』（香川県、愛媛県）
• 『UDON』（香川県）
• 『Watch with Me 〜卒業写真〜』（福岡県久留米市）

ここに紹介しているのはごく一部。2004年度以降かなりの映
画がフィルムコミッションを利用しているので実際は膨大な数
に上る。また、本数としては、テレビ番組の方が圧倒的に多い。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E6%B8%89%E4%BA%BA_%E7%9C%9F%E4%B8%8B%E6%AD%A3%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%80_%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%80_%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B4%8E%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/WASABI
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%A3%E3%82%8A%E3%83%90%E3%82%AB%E6%97%A5%E8%AA%8C10
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%A7%E3%80%81%E6%84%9B%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%91%E3%81%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E5%86%99%E7%9C%9F_(%E6%98%A0%E7%94%BB)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C






神戸フィルムオフィス



神戸フィルムオフィスとは．．．

• 2000年9月13日に開設(代表 田中まこ氏)

• 神戸国際観光コンベンション協会を事務
局とし、神戸市国際文化観光局観光交流
課、神戸市シアトル事務所からなるプロ
ジェクトチームを結成し、兵庫県警など関
連機関の協力をもらいながら活動



ロケ地フォトアルバム
神戸のさまざまな風景を紹介

神戸ロケ地ガイド発行
支援作品のロケ地を中心に神戸のまちを紹介

するパンフレットを作製



神戸フィルムオフィスの提供サービス

• 道路・公園などの公共施設や民間施設などの
撮影使用許可手続きの簡便化

• 撮影ポイントの紹介など神戸のロケーションに
関する各種相談

• ロケーション・ハンティングのセッティング

• 映像製作に関する各種関連業者や神戸滞在
に必要な宿泊施設などの紹介斡旋

• 市民エキストラの紹介 など



神戸フィルムオフィスの支援作品
• GO（2001年）

• Returner（2001年）

• あずみ｜あずみ２（2002| 2004年）

• 交渉人真下正義（2004年）

• 天使の卵（ 2005年）

• ＡＬＷＡＹＳ 続・三丁目の夕日（2007年）

• クローズＺＥＲＯ（2007年）

• ホームレス中学生（2008年）

など多数☆



姫路FC
• 兵庫県内にあるFCのうち神戸フィルムオフィ
スと姫路FCがAFCI加盟 AFCNet加盟

支援作品例
リターナー2002年

ラストサムライ2003年

大奥2006年 など．．．



「ラストサムライ」ロケ受入に伴う姫路市へ
の経済効果

ロケ隊の規模
滞在人数(人) 滞在泊数(泊) 延泊数(人泊)

２５０ ５ １２５０

ロケ隊の消費額

宿泊等
(万円)

交通・レンタル
(万円)

雇用・警備
(万円)

ロケ中食事
等

(万円)

その他
(万円)

合計

４,１６２．９ １,１８６．１ ５４０．０ ４,２０３．１ ３７７．５ １０,４６９．６



海外のロケ地誘致
＆

まちづくり
～in france～



フランスで撮影された映画

• ダヴィンチ・コード

• アメリ

• TAXi

• トランスポーター

• マリー・アントワネット ・・・etc



フランスのロケ地誘致

• 『税制優遇措置法案』

フランスの国会で外国映画の国内撮影に対し
て税が控除される法案が可決。

《条件》

フランス国内の撮影日
数が５日以上。

撮影による出費が１００
万ユーロ以上。

ちなみに１ユーロで１３２円くらいだそうです・・・

※フランスでの出費の２０パーセント
の税額が控除される。対象額の上
限が400万ユーロまで。



フランスのロケ地誘致２

• 『フランス映画全国委員会サポート活動』

ロケ地探しの無償サポート。

宿泊や交通手段の手配、法律の知識の提
供まで。

ポストプロダクション(広告フィルムやテレビ
番組など)の支援。



映画から見るフランスの景観

【ダヴィンチ・コード】

ルーヴルのピラミッドと噴水

ウェストミンスター寺院も外観と礼拝堂

(真ん中の写真と右の写真)



映画から見るフランスの景観２

【アメリ】

舞台がモンマルトル(パリ)

カフェ・ドゥ・ムーラン

サンマルタン運河

サクレ・クール聖堂

ムーランルージュ



フランスのまちづくり

事例紹介・・・南フランスにあるゴルド

人口：２１００人

特徴：切り立った崖に

民家を作り、最上部が城と

教会。

映画『プロヴァンスの贈り物』

『フランスで最も美しい村』の１つに認定。



フランスのまちづくり
～ゴルド～

『フランスで最も美しい村』

・非営利団体「フランスで最も美しい村協会」が厳
しい審査のもと認定される。

・協会からの財政支援は一切なし。

・認定されると『フランスで最も美しい村』の名称
とロゴを使うことができ、イメージアップ。

・道路沿いの景観への配慮、個人住宅の修復な
どは自主的に行う 【最も美しい村運動】



フランスのまちづくり
～ゴルド～

ルール

新規建物は石で覆わなければならない。

窓ガラスは決められたサイズを越えない。

電柱・電線は地中に。(フランスではほぼ100%)

これらのルールは村民で決めたもの。

村民１人１人が景観を大切にしたいという思
いが強い。



アメリカにおけるロケーションツーリズム
の事例紹介
‐Hollywood, CA‐

061543K 石井 成一



HOLLYWOOD

• 米国カリフォルニア
州ロサンゼルスに位
置する映画産業の
中心地

• ニックネームの
“Tinseltown”は元を
金ぴかの町という意
味で、華々しいハリ
ウッドの事を表して
いる



ハリウッドの観光地

ウォーク・オブ・フェイム

• ハリウッド大通りとヴァ
イン通り沿いにある歩
道には2000以上の星
型プレートが埋め込ま
れている

• 有名人だけでなく、架
空のキャラクターもそ
の名を刻み、多くの観
光客が訪れる



ハリウッドの観光地（続き）

チャイニーズシアター

• ハリウッドの中心地に
ある大型商業施設ハ
リウッド&ハイランドの
中に位置する

• アカデミー賞授与式が
行われることで有名



映画の都HOLLYWOOD

• ハリウッド

• オレンジカウンティ（OC）
• サンタモニカ

• メルローズ

• マリブビーチ

• ロサンゼルス

• カリフォルニア

• ビバリーヒルズ



Beverly Hills Cop



カリフォルニア・フィルム・コミッション

• カリフォルニア州に
50を超える地域ごと
のオフィスを構える

• 州立公園やビーチ、
高速道路などでの撮
影許可を無料でオン
ラインで行っている



ハリウッドにおける地域活性化

ハリウッドの衰退から再発展へ

• 古くからあった建物は改修工事が行われ新
たなホテルやコンドミニアムに変わり、現在
はハリウッド&ハイランドを中心にハリウッド
大通りには数多くのバーやナイトクラブ、商
業施設が立ち並んでいる

• HOLLYWOOD Entertainment Ｄｉｓｔｒｉｃｔとして
新たに生まれ変わったハリウッドは、現在
多くの観光客が訪れる商業、エンターテイメ
ントの中心地となっている





参照

ウィキペディア（Wikipedia）
神戸新聞

沖縄ロケ地ガイド

Dr.コト―診療所ロケ地マップ

Kobe Film Office http://www.kobefilm.jp/
姫路FC http://www.city.himeji.lg.jp/fc/
オリオンツアーHP http://www.orion‐tour.co.jp/special/okinawa/
ロケ地データベースHP http://loca.ash.jp/htm/search.htm
琉神マブヤ―公WEBサイト http://www.mabuyer.com/index.html
沖縄フィルムオフィスHP http://filmoffice.ocvb.or.jp/
与那国町HP http://www.town.yonaguni.okinawa.jp/
沖縄県HP http://www.pref.okinawa.jp/

http://www.kobefilm.jp/
http://www.city.himeji.lg.jp/fc/
http://www.orion-tour.co.jp/special/okinawa/
http://loca.ash.jp/htm/search.htm
http://www.mabuyer.com/index.html
http://filmoffice.ocvb.or.jp/
http://www.town.yonaguni.okinawa.jp/
http://www.pref.okinawa.jp/


まとめ

①スムーズにロケを受け入れるには住民の協
力が不可欠であり、長期間のロケを誘致する
場合など、ロケに伴う営業活動や日常への影
響を住民に十分説明し、理解を求めていくこ
とも必要になってきます。

②ロケ地に決まれば、地域住民の話題を集め
て一体感を高めるメリットがあるうえ、ヒット作
になれば、そのロケ現場が「新たな観光名
所」となり、観光客増が見込めます。



課題

①もし企画（脚本など）が存在しなければ、誘致
の意味がなくなる。

②大規模な撮影の場合、受け入れられる基盤
がないとせっかくのロケ誘致ができない



ご清聴ありがとうございました。
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