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セッション 1 ／ 2

会

場：山形大学小白川キャンパス／清風荘

主

催：山形市創造都市推進協議会／国立大学法人山形大学／山形市

協

力：認定 NPO 法人山形国際ドキュメンタリー映画祭

【開催趣旨】

【略歴】

山形市は、山形の映像文化をはじめとする芸術文化を、産業振興・観光振興・教育振興に活かした
まちづくりを推進するとともに、国内外の創造都市との交流・連携を進め、
「創造都市やまがた」の
発展を目指しています。
映像は人と人とを結ぶ媒体であり、寛容と開かれた談話を掲げ、新しい発想を促すものだと考えて
います。山形市が 1989 年にスタートさせた山形国際ドキュメンタリー映画祭は、2006 年には法人化し、
映画祭を運営・開催しており、世界中の映画ファンから高い評価をいただく中で、山形から世界へ巣
立つ映像作家も少なくありません。
山形市では山形フィルムコミッションを設立し、ロケーション誘致や撮影支援を行っております。
さらに、商業映画の分野でも、ダイバーシティメディアと株式会社ムービーオンでは、山形国際ムー
ビーフィスティバルを開催し、若きクリエイターへの支援を行っています。
このように、山形市では産・学・官と市民は共に映像文化を重要な独自の地域資源として捉え、創
造都市として歩み始めているのです。

アンドレア・メネゲッリ

Andrea MENEGHELI

アンドレア・メネゲッリ氏は 10 年前より現職の

Mr. Andrea Meneghelli has served as Curator

イタリアのボローニャ市チネテカ映像アーカイブ

of the Film Collections at Cineteca di Bologna

責任者。2001 年よりチネテカで映像作品の保存、

(Italy) for the past decade. A Cinematheque

カタログ作成、デジタル化、新しい作品の入手と

employee since 2001, his work today covers

修復プロジェクトによりコレクションの充実を図

conservation, cataloging, digitization, collection

ると共に視聴覚財産のオンライン普及活動におい

enhancement through new acquisitions and

てヨーロッパでの主導者。ボローニャ大学にて映

restoration projects, as well managing European

画史を学び、長年にわたり様々な映画や教育用映

initiatives devoted to the on-line diffusion of the

像資料の制作に携わる。 イタリアの沈黙の時代

audiovisual heritage. Mr. Meneghelli graduated

と民族誌的ドキュメンタリーに特化した DVD コ

from the History of the Cinema Department at

レクションを編集。 映画史に関するエッセイな

the University of Bologna and over the years has

ど書籍も多く、雑誌、定期刊行物にも寄稿。 また、

been involved in various productions of films and

ボローニャで毎年開催される映画祭「Il Cinema

educational audiovisual material. He edited DVD

Ritrovato」の諮問委員。

collections devoted to Italian documentary in the
silent era and Italian ethnographic documentary.

映画祭が開かれる 2017 年、山形市の創造都市としての取り組みをより進化させ、その発信力を高

He's author of several essays and articles

めるために、国内外のゲストを招き、シンポジウムとワークショップを開催します。映画祭関係者だ

on film history published and various books,

けでなく、市民の方々に「創造都市」についての理解を深めていただく機会とします。

magazines, and periodicals. He is also member
of the advisory board of the film festival “Il
Cinema Ritrovato”, which takes place annually in
Bologna.

【プログラム】
平成 29 年 10 月 12 日（木）
シンポジウム「クリエイティブ・ツーリズム 文化資産の活用」 会場 / 山形大学小白川キャンパス
15：20 〜

アンドレア・メネゲッリ

/

チネテカがボローニャ市にもたらすもの

15：50 〜

葉山茂

/

地域と旅行者が共創する地域資産の可能性

16：05 〜

テディー・コー

/

フィリピンでの映像活用事例

16：50 〜

パネルディスカッション （コーディネイター 山本陽史）
スペシャルコンサート

会場 / 清風荘

開場 18：00

葉山茂

HAYAMA Shigeru

大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合人間

After graduating from the Graduate University

文化研究推進センター研究員［国立歴史民俗博物

for Advanced Studies, Sokendai, in Japanese

館特任助教（併任）］。総合研究大学院大学文化科

studies, Mr. Shigeru Hayama has worked as a

学研究科日本歴史研究専攻修了後、国立歴史民俗

researcher at the National Museum of Japanese

博物館外来研究員・同機関研究員・同特任助教を

History, and as a researcher and special

経て、2016 年より現職。現代における自然と人

assistant professor at the National Institute of

のかかわりを研究する。おもな著書・編著書に『現

Japanese History. He has served in his current

代日本漁業誌—海と共に生きる人々の七十年』
（昭

position since 2016 and studies the relationship

和堂 2013 年）、『東日本大震災と気仙沼の生活文

between nature and people in modern times. His

化—図録と活動報告』
（国立歴史民俗博物館 2013

publications include “Modern Japanese Maritime

年）がある。

Folklore - Seventy years of people living with
the sea” （Showado 2013）, “The East Japan
great earthquake and lifestyle in Kesennuma – a
catalog and activity report”（National Museum

演奏 トミ・レブレロ

of Japanese History 2013）.

平成 29 年 10 月 13 日（金） 会場 / 山形大学小白川キャンパス
13：00 〜 14：30

葉山茂

/

15：00 〜 16：30

渡邊竜一

4

セッション 1

モノ語る人びと – 津波被災地・気仙沼から

/

セッション 2

映画製作プロセスを活用した地域活性化
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テディー・コー

Teddy CO

渡邊竜一

WATANABE Ryuichi

1958 年 中 国 人 の 両 親 の 下、 フ ィ リ ピ ン・ マ ニ

Born in 1958 in Manila of ethnic Chinese

株式会社フィデア総合研究所 理事。株式会社ア

Mr. WATANABE, an executive director of the

ラに生まれ、フィリピン大学にて学ぶ。映画館

parentage, he studied at the University of the

ジア ･ メディアプロモーション 代表取締役。神

FIDIA Research Institute Cooperation and a

で文化員として 30 年間勤務するほか、フィル

Philippines. He has been a cultural worker in

奈川県出身。㈱リョケンのハウスエージェンシー

representative director of Asia Media Promotion

ムアーキビスト、キュレーターとしても活躍。

cinema the past 30 years. Also he works as a

にて日光・鬼怒川の旅館の販売促進を手掛けた後、

Inc., was born in Kanagawa prefecture. He

Cinemalaya や QCinema などの映画祭の選抜委

film archivist and a curator. He has been on

情報誌「じゃらん」「ゼクシィ」等の編集、読者

has served as an editor for Japanese leading

員会のメンバーでもある。2004 年から政府機関

the selection committees of important local

向けのイベント企画・運営を経て、株式会社リク

magazines such as Jalan, a travel magazine, and

NCCA のメンバーで、現在芸術分野のコミッショ

independent film festivals like Cinemalaya and

ルート地域活性部契約プランナーとして様々な観

Zexy, the most popular bridal magazine. After he

ナーと映画部門の総責任者を務める。2008 年、

QCinema. Since 2004, he has been a member

光地域活性事業に従事。その後映画やドラマのロ

joined Recruit Holdings Co.,Ltd., he engaged in

フィリピン中から映像と映像製作者が集まる映

of the Cinema Committee of the National

ケ地を紹介する情報誌「ロケーションジャパン」

regional revitalization projects through tourism

画 祭 Cinema Rehiyon を 共 同 設 立。2017 年 か ら

Commission for Culture and the Arts (NCCA)

の創刊編集長を務め、中央省庁、都道府県等の観

and became a chief editor of Location Japan, a

2019 年にかけて行われるフィリピン映画 100 周

and is at present the Commissioner for the

光アドバイザー、
委員を歴任。徳島県上勝町の「い

film location magazine. As a tourism advisor,

年を祝う国の式典の指揮を取っている。

Arts, and also the Chairman of its Committee on

ろどり」事業アドバイザーのほか、福島こどもみ

he has produced various film tourism projects

Cinema. In 2008, he co-founded Cinema Rehiyon,

らい映画総合監修、秋田大館市活性化映画「ハナ

offered by central ministries and prefectures. He

which is the largest annual gathering of films

ばあちゃん～わたしのヤマのカミサマ」を企画製

has also served as a Tourism Ambassador for

and filmmakers from all over the provinces of

作、
北海道への中国観光ブームを作った映画「狙っ

Akita, Fukushima and Tokushima prefectures.

the Philippines. He is currently spearheading

た恋の落とし方」日本配給をプロデュース。また、

He produced distribution of “If You Are the

the country's celebration of the centenary of

秋田県の地元銀行理事として政・官・学・民・金

One” in Japan and boosted the number of

Philippine Cinema, from 2017 to 2019.

の連携による基幹産業活性化の取組みを展開中。

Chinese tourists in Hokkaido. As a board
member of regional bank in Akita prefecture, he
is currently working on a project to activate key
industries.

トミ・レブレロ

Tomi LEBRERO

山本陽史

YAMAMOTO Harufumi

ブエノスアイレス出身のバンドネオン奏者／シン

Tomi Lebrero（38）is a singer songwriter

和歌山県出身。山形大学教授。日本近世文学を専

Prof. Yamamoto, born in Wakayama prefecture,

ガー・ソングライター。アルゼンチンのインディー

from Buenos Aires. His main instrument is the

攻。日本世間学会代表幹事。日本トランペット

is a professor in Yamagata University.

ズ音楽シーンで躍動。アルゼンチンでは 6 枚のア

bandoneon. He is an important figure of indie

協会常任理事。ボローニャと山形の交流を推進す

He studies Japanese literature and culture

ルバムを、うち 2 枚は日本の大洋レコードで制作。

music scene in Argentina nowadays. He made

る「チェントロ・ポルティコ」顧問として創造都

and is an executive director at the Japanese

映画、劇場音楽にも携わり、2013 年には、トミ・

six albums in his country and two of them where

市ボローニャ市／ボローニャ大学と山形市／山形

trumpet association. He has worked towards

レブレロが馬に乗ってアルゼンチンを旅し、現在

edited in Japan by Taiyo records. He also makes

大学の交流を推進。ボローニャ市で俳句と『おく

boosting tourism through music festivals and

のアルゼンチン音楽に触れるロードムービー「It

music for movies, theater, and in 2013 he made

のほそ道』のワークショップを開催。音楽祭によ

has held music festivals all over Japan. He has

will not arrive」を製作。

a horse trip of 2000 km from where it was born

る観光推進を手がけ、日本各地でブラスアンサン

participated in the Zao Jazz Festival, the World

the documentary "It will not arrive" that shows

ブルフェスティバルを開催。また、フィンランド

Horn Festival in Yamagata in 1995, the Choukai

a panorama of Argentinean music nowadays.

やフランスの音楽祭への参加経験も豊富。山形県

Forest Music Festival, and many others.He has

国際音楽祭実行委員、1995 年世界ホルンフェス

been active in the twinning of Bologna City and

ティバル in やまがた専門委員、
眺海（ちょうかい）

Bologna University with Yamagata City and

の森音楽祭実行委員を歴任。2005 年旧松山町（現

Yamagata University.

酒田市）から文化功労表彰、2014 年山形市市政
功労表彰（教育・文化等）
。
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ご挨拶

小山清人山形大学長

佐藤孝弘山形市長
（代読：横倉明史山形市文化振興課長）

皆さん、山形大学へようこそお越し頂きまし

このたびは、山形創造都市国際会議 2017 に

て、
ありがとうございます。
今日これから午後いっ

ご参加頂きまして誠にありがとうございます。

ぱいそして夜、さらに明日の朝も予定があると

国内外から、お越し頂きました皆様を心より歓

いうことでありますが、創造都市山形を発展さ

迎いたします。

せるために、皆さんのいろいろな知恵を頂いて、
議論をして頂ければありがたいと思います。

現在、山形市では、魅力ある文化資産や文化
活動を町の活性化に生かしていく創造都市事業

国際会議ということですので、今回はイタリ

を推進し、ユネスコ創造都市ネットワークへの

アとフィリピンと日本、この三つが絡んで創造

加盟に向けて、いろいろな、様々な取り組みを

都市に関する、特に映像を通して議論をして頂

行っております。

きます。国際会議は、私自身もいろいろな国際

本市の映像文化の中核となる山形国際ドキュ

会議に出てきておりまして、感じることがあり

メ ン タ リ ー 映 画 祭 2017 は、 本 日 ま で 開 催 さ

ます。たぶん、皆さんも同じだと思うんですけ

れておりますが、この山形創造都市国際会議

れども、国が違うと、カルチャーが違う。その

2017 についても、その目標を推進する上で大

カルチャーというのは一番重要なのですが、も

きな役割を担っていると考えております。

ちろん言葉も違うし、育った環境、あるいは価

このたびの国際会議には、ユネスコ創造都市

値観が違うんですね。特に環境が大きいのかも

ネットワークに加盟しているイタリア・ボロー

しれません。そういう違ったカルチャー同士の

ニャからアンドレア・メネゲッリ氏、フィリピ

中での議論と。それを、創造都市というひとつ

ン・マニラからはテディ・コー氏、アルゼンチ

のキーワードに向けてですね、いろんな価値観

ン・ブエノスアイレスからはトミ・レブレロ氏

をお互いに理解しあって、そしてそれをこうひ

にも参加頂いており、世界の多様な文化に触れ

とつの新しいものを提案できると。この部屋の

られる絶好の機会であります。

中でですね、新しい創造都市のあり方に関して、

また、映像や文化資産を活用し、観光の振興

少しでも新しいものが出ればいいなという事を

や、地域の活性化を図っている国内外の事例や

私自身は思っております。是非忌憚の無い意見

ご意見は、創造都市を推進していく本市にとっ

を交わして、その意見、相手の意見を聞くとき

ても大きな学びとなり、今後の活動に役立てる

に、あ、育った環境が違うんだと。そういう背

貴重な財産になるものと期待しております。

景を後ろに見ながら、議論をして頂ければあり

本日、国内外からご参集頂きました皆様には、

がたいなという風に思います。今日の午後は、

創造都市についての理解をより一層深められま

皆さんにとって有意義な時間になりますように

すとともに、創造都市山形を体感して頂き、充

お祈りしまして、私の挨拶とします。どうぞ、

実した国際会議となります事を切に願っており

よろしくお願いします。

ます。
むすびに、本会議の開催にあたり、ご尽力頂
きました山形大学の関係者の皆様に心から感謝
を申し上げますとともに、ご参会の皆様の健勝
を心からご祈念申し上げ、挨拶と致します。
平成 29 年 10 月 12 日
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シンポジウム「クリエイティブ・ツーリズム

文化資産の活用」

チネテカがボローニャ市にもたらすもの
アンドレア・メネゲッリ
イタリア ボローニャ市チネテカ映像アーカイブ責任者

今日は山形の皆さん、山形大学の皆さん、こ

ルムとして約 70000 本保管されています。特に

んにちは。今日はですね、皆さんにこのように

45mm と 16mm で映画創成期時代のものから

迎えていただきまして大変感謝を申し上げま

あります。ここ数年は当然の事ですけれどもデ

す。特に山本先生には非常に感謝を申し上げま

ジタル映画の保存も行っています。そしてもち

す。こうして、私の町ボローニャ、そして山形

ろん、一世紀以上の歴史を持つフィルム・メカ

とボローニャの友情について語れる機会を得ま

の保管はおろそかにせず、新しいことも続けて

して、大変ありがとうございます。

おります。

ボローニャ・シネマテーク（チネテカ）は国

映画遺産の保存や修復において、私たちの役

際的に評価の高い映画に関する映像遺産を保

割はますます重要となり、フィルムアーカイブ

存・復元・普及するためのセンターです。1960

や修復するラボラトゥーリがより大きく機能的

年代に創設され、89 年から FIAF 国際フィル

な進境点になれるよう、私たちの背中を押して

ムアーカイブの連盟の会員になっております。

くれたのです。

この 15 年間、ボローニャ・シネマテークは
町の人々や諸外国人の興味を得るために、活動

私たちの目的にかなう建物を見つけました。そ

の範囲やプロジェクトの幅を広げてきました。

れは以前駐車場だった、ジュリオーロという名

その活動とは、映画の修復、映画遺産の保存、

前の駐車場です。1990 年にイタリアで開催さ

学校や市民への学習会、毎日の映画上映、映画

れたサッカーワールドカップの折に建てられた

や DVD に関する書籍出版、復元された映画遺

ものでしたが、その数年後いろいろな理由で使

産を上映する映画祭「イルチネマリトロパート」

われず放置されてしまいました。現在、どのよ

の企画です。これには世界中の映画ファンが集

うな状態か、こちらをご覧下さい。これが現在

います。そして、映画に関する書籍や雑誌のほ

の様子です。ホームレスが中に寝泊りしている

か、ポスターや写真、監督や脚本家に関する様々

状況でした。

な資料を調べることができる、フィルムライブ
ラリーです。
短いフィルムを通して活動を要約して皆さん
にご紹介したいと思います。
（以下画像を映しながら）

Yamagata Creative Cities International Conference 2017

放置されたこのスペースを町にとって便利で
活気のある場所に再び戻すことが私たちの狙い
です。映画を保管し、修復する場所、しかし同
時に市民に開かれた場所であり、私たちの仕事
を直接見ることができたり、私たちと働く専門

これはボローニャの中心にあります大きな広

家を育成し、映画に関する講座が開かれ、小さ

場、マッジョーレ広場です。これが私たちの映

なシアターとして機能し、喫茶店や、多分レス

画館です。これが私たちの図書館です。学習、

トランもあった方がいい、という風に私たちは

セミナーなど行っております。フィルムを修復

計画しています。郊外でありながら文化的に賑

するというところです。後ほど詳しくお話いた

わう場所となります。写真から私たちのプロ

します。そして、私たちの最も重要な復元映画

ジェクトがどんなものか見て頂きます。

祭の事について後で申し上げます。

10

町の郊外に、使用されていない建物、しかし、

イタリアの国の方から補助金を出してもらう

いくつかの項目に立ち止まって詳しく説明し

ように、郊外にある使われていない建物をまた

たいと思います。フィルムアーカイブにはフィ

活気のある場所に戻すという事で、国からの援
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助も得るようにしております。そしてこのよう

特に彼の仕事の仕方に新しい光を与えました。

的にも重要となるこの挑戦に取り組んでいま

れども、こういった状態に劇場がなる予定です。

に、私たちの新しいアルキーピオ、アーカイブ

チャップリンの家族は、私たちのシネマテーク

す。つまり、シネマ・モデルニッシモ劇場に、

映画遺産の復元においても、私たちのラボラ

の機関を作ろうと思っています。

にこれらの資料をゆだね、全部デジタル化し、

再び生命の息吹を吹き込むのです。内装に、最

トリーのおかげで、ボローニャ・シネマテーク

この一階の入口を入った所に、正面にフィル

現在すべて閲覧できます。その一部はオンライ

も素晴らしいアールヌーヴォー調を取り戻し、

は常に活動しています。そこで使用されている

ムが並んでいる状態です。そして、上にはデジ

ンで見ることができます。その他、チャップリ

現在の技術水準でもって高品質な作品を鑑賞す

様々な機械、発達した修復法、あらゆる映画修

タルデータが並んでいます。

ンの家族は、全部作品の修復を私たちに任せて

るのに絶好の環境を作っています。地下劇場の

復に必要な研究作業によって、この研究室は今

くれました。長編・短編と、その数はかなりの

復活は、ボローニャ市にとって素晴らしいチャ

日国際レベルの基準になっています。本部はボ

ものです。

ンスです。歴史中心街の中央という、映画文化

ローニャに、そして二つの支部が香港とパリに

普及に理想的な場所に、新しいシネマ・モデル

あります。私たちは、ボローニャ・シネマテー

ニッシモ劇場が誕生します。

クだけではなく、他の多くのシネマテークや制

こうして二つの、私たちの活動拠点。二つで
すね、新しいものと古い方の、古いものとして
はフィルムです。フィルムはデジタルな状態と

このチャップリン・プロジェクトは、私たち

してあるという風に、シンボリックに、入った

の活動の両極性をよく表しています。一つは保

時に見ることができます。

存・保護・リサーチ・修復。もう一方は、映画

キングコングとか、マリリン・モンローがい

作会社、国際配給会社のためにもフィルム復元

そして別の角度からの、一階の入口の所なん

は過去においても今日においても、観衆の目に

たりとか、アラビアのローレンスがいたり、有

をしています。ボローニャ・シネマテークが企

ですけれども、その二階の部分の所には、階段

触れ続ける必要があるのです。つまり、過去の

名な映画の、有名な人たちが皆ボローニャに集

画して行ったフィルムの復元により、イタリア

を利用しまして展示会をできるようになってお

映画は、今日の映画なのです。

まっているというような、夢を描いた映画館の

映画史上重要な作品を現代に再び呼び戻すこと

予定図です。中には、
ピンクパンサーまでいます。

ができました。

ります。

映画の上映会場に関しても、私たちは野心的

これは一階の見取り図なんですけれども、部

なプロジェクトを行っていて、それは、ボロー

これは、以前こういったものだったという写

屋がいくつもありまして、そこにはフィルムを

ニャの歴史に深く関わることです。町の中央に

真と、
見取り図です。1900 年代初めの様子です。

していますけれども、足下を忘れたことはあり

保存するようになっております。温度・湿度が

存在する古い映画館を修復するプロジェクトで

これが 1900 年代初め、劇場はこんな風だっ

ません。私たちは、ボローニャ市と、ボローニャ

保たれた状態で、いい状態で映画が保存される

す。1900 年代初め、ボローニャは都市整備を

状態になっています。

行ったのですが、その過程である時期、中世の

たというものですね。
これがデコレーションで、電気というか、灯

私たちはこのように、世界に扉を開いて活動

市が州都であるエミリア・ロマーニャ州で撮影
された多くのフィルムの修復と保護に着手し始

そして、その上の階になりますけれども、火

建築物、パラッツォ・ラヴェルティーニという

事にならないよう酸素をコントロールする場所

名前ですけれども、その建物が建っていた場所

で、その当時の工事の様子です。こうやって

品とでも言いましょうか、短い映画ですが、そ

になっています。

に、パラッツォ・ロッザーニと呼ばれる建物が

できました。これが映画館の入口です。そして、

れらはとても貴重で、過ぎ去った過去の映像を

そして、三階はラボラトーリでフィルムの修

新しく建てられました。それは様々な機能を持

下に下りる階段があります。

通して、私たちが失ったものを取り戻し、今を

復をする場所になっています。これは、横から

つ鉄筋コンクリート製の建物で、当時、ボロー

これがボローニャの中心です。赤いのがピ

見た建物の状態です。

ニャの近代的シンボルでした。中には、地下劇

アッツァ・マッジョーレという広場です。左側

例えばこれは 1912 年に撮影された短い観光

先ほどのトレイラーの中にチャップリンの姿

場と、町でも指折りの素晴らしいシアターが

の二つ、緑と黄色、映画館があるところが緑の

フィルムです。タイトルは、
「モニュメントの町、

を何度も見られたかと思います。その通り、ボ

入っていました。このシネマ・モデルニッシモ

印です。

ボローニャ」現存するボローニャを撮影したも

ローニャ・シネマテークの最も野心的なプロ

劇場は、1915 年にオープンし、50 年、60 年代

ジェクトの一つが、チャップリン・プロジェク

には近代的なプロジェクトによって劇場スペー

まだ仕上がってない、工事している状態です。

このフィルムは、「イタリアのグランデ・ツ

トです。一番のミッションは、偉大なこの映画

スを完全に映画館へと方向転換しました。一つ

これは、オリジナルの、その当時のままの消

アー」と名づけられた DVD の一部で、ボロー

人から譲り受けた紙製の遺産を守ること、つま

のシアターは 2007 年まで使われていました。

息物です。劇場、映画館がこういった状態でし

ニャ・シネマテークが発行しました。何年も

りです。

これが入口です。今日、こういった状態で、

めました。ドキュメントフィルム愛好会用の商

理解する助けにもなります。

のとしては、最も古い作品です。

り手書きの原稿や台本、手紙、写真、新聞の切

一つの劇場にいくつものシアターがあるシネ

た。現在が、こういった状態です。去年で、今

かけた特殊研究の成果であり、そのおかげで、

り抜き、詩、絵、スコアなどです。信じられ

コンが増えている近年の傾向に逆行し、ボロー

はもっと違うようになっています。現在こう

1900 年代初頭のイタリアを私たちの記憶に取

ないほど大量にあります。映画界の巨匠の中

ニャ・シネマテークは以前の映画館を取り戻す

いった状態、劇場の中ですね。

り戻し、今日見ることができなくなった当時の

で、最も普遍的偉業を振り返るため、彼の人生、

ため、国際的な新しい感覚で、文化的にも経済

12
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そして二年後か、来年できたらいいんですけ

様子と、類稀な美と歴史的重要性を提示するド
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くさんの人々が集まり、切符を買うことなしに、

ジミ・ヘンドリクスの映像がひいておりますね。

7000 万円と横で言ったのはですね、交通機関

1900 年代初め、イタリアは多くの映画撮影

映画史に輝く傑作を見ることができます。無声

今回、今年のゲストの皆さんです。講演やセ

に支払ったものが 50 万ユーロという事が、日

者達に大変愛された国でした。イタリア人ばか

映画が上映されるときは、オーケストラの生演

ミナーなど、いろいろなイベントも他にやって

本円にすると 7000 万、約 7000 万円になるとい

りでなく、多くの外国人は、イタリアをあちら

奏が映画を伴奏してくれます。

いるわけですけれども、ここでは「ロッセリー

うふうに言ってます。全部トータルしますと、

ニ無しでは生きていけない」というタイトルの

ここにトータルと書いてありまして、200 万、

講演会です。

約 200 万ユーロになります。

キュメンタリーです。

こちらと歩いては、風景・村・街・行事・工場・

フェスティバルの一週間が終わっても、スク

人々の習慣と風習を撮影しました。フィルムを

リーンと観客席はそのまま広場に残され、8 月

吟味し、約 100 本映像を集めることができまし

中旬までの一ヶ月間以上置きっぱなしになりま

私たちのイベントでは、デジタル化された映

お金の話で締めくくりたくはありません。素

た。見る者に、空間も時空も越えた旅へ誘うこ

す。というのも、星空の下の映画館と呼ばれる

像だけではなく、オリジナルの 35mm のフィ

敵な話で締めくくりたいと思います。フランス

の DVD 製作のため、61 の映像を選び、作った

イベントが行われ、そこでは、市民や観光客た

ルムを上映し、1950 年代 60 年代のオリジナル

の監督の映画を上映している時に、流れ星が流

ものです。

ちに名作を上映し続けます。2017 年に上映さ

のカラー作品で上映する、という事もあります。

れたんですね、右に見える白い線がそれです。

この講演を終わるにあたり、最も人気のある

れたたくさんの作品の中に偉大な黒沢明監督の

マッジョーレ広場のそばにですね、ここ 3 世

それで観客たちが「おお～」と皆さん映画を見

私たちのイベントについてお話しします。市民

作品も上映されました。「生きる」「乱」「七人

紀のボローニャの町を映した写真の展示会も開

ながら言ったそうです。私たちのカメラマンが

や世界中の人々に出会うきっかけをくれ、大き

の侍」でした。

かれました。町の周辺全体にですね、ポスター、

ですね、こうやってちゃんと流れ星が撮れたと

映画のポスターを貼りまして、このイベントが、

いうのはほとんどミラクルじゃないかっていう

な興味と楽しみをもたらし、観客の情熱がイベ

それでは、ここで終わりにする前にですね、

ント継続を後押ししてくれます。この復元映画

いくつかの映像と今お話ししました復元映画祭

この街が映画一色になっているという事を表す

ふうに私たち喜んでおります。そして毎年、成

祭、イルチネマリトロバートは、私たちの活動

イルチネマリトロバートの模様をお見せし、次

ために、こういったいろいろなポスターを街中

長を続ける、この大きなイベントになりつつあ

がどんなに素晴らしく有益であるかを教えてく

のパネリストの方にお話を移させて頂きたいと

に貼りました。

るものと、この偶然の一致で結ばれまして、と

れます。毎年 6 月 7 月にかけ一週間開かれ、今

思います。

フェスティバル中、学校で行われたイベント
です。

年は 31 回目を迎えました。映画遺産・映画史・

これが夜の映画上映のときで、広場ですね、

全世界のアーカイブ修復事業に関するフェス

上映広場に皆さんが集まって見ている所です。

ティバルでありますが、私たちにとっては何と

夕方になると、こうやって皆さん観客が集まっ

無声映画ですのでオーケストラをその下に、楽

言っても映画を愛し続けることのできるお祭り

てきます。約 5000 人ほどの観客が集まります。

団が居るのがご覧になられるかと思いますけれ

であり、映画の持つ美しさや豊かさに驚く祭り

多くのイタリア人、多くのボローニャ人、そし

ども、オーケストラで演奏しての上映でした。

となっています。

て多くの外国人もたくさん集まってきてくれま

お祭りの様子を映したものです。

フェスティバルには毎年、日本映画の時間を

す。そのために、字幕はイタリア語と英語です

このイベントは、最終的に重要な、町にとっ

設けている事を皆さんにお伝えしなければいけ

ね、二つの言葉があります。町の各劇場で上映

て重要な、経済的にもとても重要な効果を現し

ません。これは東京の国立近代芸術美術館の

され、合計で 500 本以上ですね、上映されます。

たという事がここに書いてある数字でお分かり

フィルムセンターとの共同で行っております。

また、こちらも先ほどと同じ広場の様子です。

になるかと思います。

今年は、例えば 1930 年代の時代劇を 8 本上映

500 の映画、19 日間の映画上映日、そして 3 つ

一番上の 75 万ですね、ユーロという数はで

いたしました。

の映画コンサートがあります。そして 55 の国

すね、これはホテル、お客さんが、観客が来て

からのお客様たちがやってきます。4 つの大陸

くださるおかげでホテルに支払ってくれたもの

からです。

をまとめますとこれだけの金額になり、今アン

フェスティバルでは 5 つのシアターで数百本
の映画を朝 9 時から見ることができます。夜は

先ほど、今年が 31 回目と申し上げたんです

ドレアさんが日本円にしたらいくらになるか

毎晩上映される映画で締めくくられます。私た

けれども、始まったばっかりのときは映画の数

今計算しております。円に直しますと 9900 万

ちが好む表現でお伝えするならば、広場が世界

は 15、20 作品でしたので、今このように大き

以上の金額になります。42 万ユーロというの

で最も大きな劇場となるのです。数限りないた

く成長している事に大変私たち驚いています。

は、レストランとかバーですね、その収益です。
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ありがとうございます。

「ポチョムキン」
、ロシアの映画ですけれども、

ボローニャの一番の広場、マッジョーレ広場で
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ても夢のようなひと時でした。
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シンポジウム「クリエイティブ・ツーリズム

文化資産の活用」

地域と旅行者が共創する地域資産の可能性
葉山茂
大学利用機関法人人間文化機構総合人間文化研究推進センター研究員
国立歴史民俗博物館特任助教（併任）

葉山と申します。今日は、「地域と旅行者が
共創する地域資源の可能性」というタイトルで

体験型の旅行のことです。この言葉は、2000

お話させて頂きます。

年にニュージーランドの観光コンサルタントで

ここでお話するのは実践のことではなくて、

あるクリスピン・レイモンドらが、旅先でその

どちらかといえば理論的なことです。今回は、

地域の人々の生活に何らかの形で関わり、その

地域資源を地域に住む人々が主体的にその価値

経験から学ぶ旅行をクリエイティブ・ツーリズ

を発見し、育てていくことが重要であり、同時

ムと名づけました。

にその営みにおいて地域の外からやってくる旅

このクリエイティブ・ツーリズムという考え

行者たちの役割が重要だという話をしようと

方は、2008 年に世界創造都市フォーラム 2008

思っています。

で日本に紹介され、金沢や大阪、石垣島など各

このような話をするのは、地域文化あるいは

地で実践されるようになりました。例えば金沢

地域での生活を資源として活用した観光は地域

では、町の中にある作家のアトリエを訪問する

が観光客にコンテンツを提供するだけの一方的

ツアーや、路地・ギャラリーなどをめぐるツアー

な営みではなく、地域と訪問者による双方向の

をしています。また、石垣島では、地元のクリ

営みだと考えるからです。地域の文化は、現状

エイターやその作品をめぐるツアーを企画して

あるいは過去だけに価値があるのではなくて、

います。

これからも発展しつづけようとするモチベー
ションにこそ価値があるのだと思います。

いことが特徴で、都市型の非日常空間との出会
いを念頭に、クリエイティブ・ツーリズムのク

響を及ぼすもので、地域の中だけで一方的に育

リエイティブはいわゆるクリエイターと結びつ

まれるものではありません。従って、クリエイ

いています。

ティブ・ツーリズムという視点を持つとき、地

しかし、クリエイティブ・ツーリズムという

域住民が地域の問題に向き合いつつそれを外部

考え方が生まれた経緯を見ると、そうした一部

からやってくる観光客との協業によって問題を

のクリエイティブな人々に焦点を当てるだけで

解決していく糸口がありうるのではないかと考

はない、別の可能性があるように思います。そ

えます。

れは、普通の人々の普通の生活に焦点を当てた

まずクリエイティブ・ツーリズムの定義を確認
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これらのツアーは、アートとの結びつきが強

地域の変化や発展は、旅行者たちが大きな影

ここで今日、話す内容を簡単にお話しします。

16

は、現地の、現地住民のライフスタイルに学ぶ、

観光のプログラムです。
日本の地方が直面する問題として、過疎・高

し、その現状を概観して可能性をお話しします。

齢化や災害があります。過疎・高齢化について

その後過疎・高齢化地域におけるクリエイティ

は、国内のどこでも見られるものとなり、いか

ブ・ツーリズムの可能性と、民俗学という学問

にして地域を発展させていくのか、あるいはい

領域がそれをどのように論じてきたのかを紹介

かにして地域を保つのかはすぐにでも解決すべ

します。最後にそれらをまとめるという流れで

き課題となっています。特に、過疎化・高齢化

お話しします。

によって地域を維持するための機能が著しく低

まず、クリエイティブ・ツーリズムの定義を

下し、その有効な解決手段を模索する動きが続

確認しましょう。クリエイティブ・ツーリズム

いています。こうした状況は、地域の中にいれ
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ば当たり前のことですが、多くの都市住民には
他人事として映るのが現実です。

それが「雪下ろしツアー」です。この地域は
雪害に悩まされてきました。かつては積雪に対

てきた技術や知識は旅をする人々を強く惹きつ

て来る性質の観光だと言えます。今回示した事

けるものなのです。

例は、なかなか地域から外部へ発信しにくい過
疎・高齢化や災害などの事例でした。しかし、

また、災害について言えば、2011 年の東北

し地域の人々が協力して雪下ろしをしていまし

私は、民俗学を専門にしています。この研究

地方太平洋沖地震や 2015 年の熊本大震災は記

たが、現在では人口が減り、高齢化も進んで雪

史を見ると、1950 年代から観光が一つのテー

こうした課題を共有し、外部の目を加えながら

憶に新しいところです。これらの自然災害に

下ろしができなくなりつつあります。そうした

マになっています。民俗学で観光を早い時期に

地域の人々が自らの生活の質を向上していく目

よってもたらされた被害からの復旧は、今も続

中で、かつて「雪下ろしツアー」が企画されま

取り上げたのは宮本常一という人です。

を持つことにより、一見マイナスに見える事柄

けられています。また、例えば、山形で言えば

した。

宮本は日本全国を歩き回り、民俗調査をする

は資源化することができます。

豪雪は毎年経験するものです。こうした災害も

これは雪下ろしの写真ですが、こうした雪下

中で、離島地域が経済的に本土に対して遅れて

現在、地域が抱えている問題は地域内だけで

また、地域の中では問題が共有されながら、そ

ろしをしたあと、宿舎で山菜など地域の食材を

いることを認識します。そして、解決の方法と

解決すべき課題ではなく、むしろ多くの人々に

れが外部の社会では認識されにくいものです。

使った料理を出して、ボランティアをもてなし、

して観光に注目します。しかし、宮本は当時の

知ってもらいながら広く共有し、ともに考え、

場合によっては地域の人々の家を訪問して話を

観光開発が、地域の、地元の人々が観光客の求

解決方法を作り上げていくべき課題です。その

農村交流や地域おこし協力隊などの活動が盛ん

聞くなどのプログラムが実践されていました。

めるものを作ることに傾倒し、農業や漁業など

意味で、クリエイティブ・ツーリズムは地域と

になり、地方や、地方の地域社会にも都市の目

もちろん、雪下ろし自体が珍しいので来るとい

の地元の産業を捨てようとしていることに気づ

旅行者が共創する地域資源の可能性を拓く観光

が向くようになりつつあります。また、東北地

う人も多いのですが、その経験を通じて、なぜ

きました。

のあり方なのではないかと考えます。

方太平洋沖地震の被災地では、週末ボランティ

雪下ろしにボランティアが必要になっているの

そこで、宮本は、観光を通して目指すべきは

アなどが盛んに行われています。

かを考える機会を持ち、それが結果として地域

旅人の天国ではなくて、地域に住む人々のため

の抱えている実情に接近することにつながりま

の天国を作ることだと主張します。観光とは誰

す。

にとってのものなのかが 1950 年代から問われ

一方、近年 I ターンや U ターンが進み、都市

こうした過疎・高齢化や災害の問題は、地域
の住民自体が解決すべき課題であって、一見す

ていたのです。

れば観光という枠組みでは扱いにくいように思

こうした活動を通して、ボランティアとして

われます。しかし、地域資源というのは地域の

地域に来る人々は雪下ろしというプログラムを

この議論が意味しているのは、観光をきっか

良いことばかりではないのです。一つ、例を示

消化しつつ、地域の現状を学び、一方で地域の

けとして地域が自らの生活基盤を見直し、強化

しましょう。

人々はボランティアが来ることによって地域の

すべきだということです。人々は、地域で営ま

生活を語り、地域について新しい知見を得た

れる農業や林業などの生業活動や、置かれた状

集落維持が困難となるいわゆる限界集落化が進

り、地域で生きる活力を得たりしています。そ

況を打開しようとする営みに魅力を感じ、その

んでいます。この地域は、アートトリエンナー

して、こうした企画の面白いところは活動を通

一端を経験したいと地域にやってくるものなの

レが開催され、多くの観光客が作品を観るため

して地域の人々と友達関係ができ、都市の人々

だと思います。それは、具体的な地域でしかで

に集まるようになりました。一方で人々は、アー

がリピーターとなる場合が多いことです。

きない経験であり、地域にとっては外部の人々

新潟県十日町市の山村は過疎・高齢化が進み、

と現状を共有できる機会ともなります。こうし

トの作品を見に来ますが、そこに滞留すること

このような、いわば一見マイナスに見えるよ

が少ないため、アートの祭典が地域の経済に貢

うなことが地域の資源となる可能性があるので

た相互の働きかけが、地域の新しい資源の創出、

献する度合いは低いとされています。

す。同様のことは、被災地の週末ボランティア

そして地域文化の更新につながるのであり、こ

ツアーや、農業や漁業などのボランティア活動

こに、地域はその内部と外部の人が共創できる

にも起きています。

可能性があるのだと思います。

事業単体の経済的効果を見ると、観光として
は失敗しているようにも見えますが、アート作
品の運営に関わりたい人々がボランティアとし

被災地の現状を学びながら、同時に地域の食

話をまとめます。クリエイティブ・ツーリズ

て来て、この地域の魅力にとりつかれ、地域で

材を消費し、かつ地域の人々と交流して帰るの

ムの本質は、地域の人々の生活に何らかの形で

必要とされるほかのボランティアにも参加する

です。過疎・高齢化の現実のなかでも人々が日

関わり、その経験から学ぶことにあります。い

ようになってきています。

常を営むために続けている努力、そして蓄積し

わば、旅行者が地域の生活の深い部分に関わっ
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シンポジウム「クリエイティブ・ツーリズム

フィリピンでの映像活用事例

文化資産の活用」

テディー・コー
フィリピン映像研究者、アーキビスト
山形国際ドキュメンタリー映画祭 2017 アジア千波万波審査員

皆さんこんにちは。私はフィリピンのマニラ

んですけれども、私は映画のプログラムの担当

から来ましたテディ・コーと申します。今回こ

をしていますので、映画のお話をしたいと思い

の会議にご招待頂きましたけれども、同時に、

ます。

昨日閉幕しました山形国際ドキュメンタリー映

それぞれの委員会には、毎年予算があてがわ

画祭の「アジア千波万波」という部門の審査員

れまして、大きな予算ではありませんけれども、

を務めるために山形に参りまして、それに続き、

私たちが責任を持って、助成金というか補助金

創造都市のこの会議にご招待頂きました。

のような形で、様々な団体に出すようになって

事前に私は原稿を用意しないで参りました。

います。その団体というのは、民間団体であっ

大変、それは謝罪をさせて頂きますけれども、

たり、あるいは政府の他の機関であったりする

パワーポイントではなくて、私が今所属してい

事もありますが、いずれにしても文化・芸術に

ますフィリピンの文化芸術機関である NCCA

関わる予算を私たちが助成金の形で分配してい

という所の web サイトを見て頂いてます。

るんです。

国の機関でありまして、文化芸術のためのコ

その映画の委員会が携わっている私たちの助

ミッションという団体なんですけれども、大統

成金の出し先というのは、様々な例えば映画の

領直下の機関になってます。国の政府機関です。

ワークショップであったり、あるいは映画祭、

この NCCA というのは、政府の機関の中で、
文化芸術政策の企画、そして政策提言、そし

ブにもお金を出しているんですけれども、決し

て実際の実務を行っている文化芸術団体にな

て大きい予算ではありませんで、確か 2 万アメ

ります。

リカドル位の規模のものです。

このコミッションの中は 4 つの分野に分かれ

私たちは映画祭にお金、助成金を出している

ていまして、一つ目は芸術分野、そして文化遺

わけなんですけれども、それはマニラ、首都の

産の分野、そして、連動的なコミュニティと言

マニラで開催される映画祭もあれば、また地方

いますか先住民の文化に携わる部門、そして 4

の各地で開催されている映画祭もあります。で

つ目の分野は、文化教育まあ流通文化の流通や

すが、私たち映画委員会が実際に掲げている大

広報をめぐる分野になります。

きな目玉企画というのが、自ら手がけている映

私自身が代表していますのは、芸術分野、アー
ツ分野になります。すべての部門に渡って、19
の委員会が設置されています。芸術分野の中で
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画祭で、シネマデューディヒヨンという映画祭、
私たちがやっている映画祭です。
地図の方お願い致します。まあここで検索を

は、7 つの芸術分野に分かれているのですが、

してフィリピンの地図をインターネットでお見

一つは視覚芸術、美術ですね、そして文学、ダ

せすることが出来たかもしれませんけれども、

ンス、演劇、音楽、そして建築そして映画とい

割と私はアナログ人間でして、技術が不得意な

う 7 つの部門です。私は映画部門の代表をして、

ものですから、ポスターの地図をお見せします。

トップをしています。

ペンで指し示します。パワーポイントではなく

今日は映画のお話という事ですので、NCCA

20

映画製作にも分配しています。そしてアーカイ

てペンポイントです。

の様々な多岐にわたる活動についてはこの web

フィリピンの規模を見て頂きたかったのです

サイトをご自身で見て頂くのが一番いいと思う

が、いかに多様であるかという事に注目して頂
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きたいんですけれども、おそらく日本では、単

国であるのにも関わらず、すべてが一極集中し

などでも作られている映画祭の映画が集められ

まあこんな風に各地で開催されていて、昨年

一民族という言い方もありますけれども主には

ていてマニラにすべてが集まってしまっている

て私たちの元に届く事もあります。いずれにし

の 8 月に開催されたのはここのミンダナオ島の

日本語という一つの言語を使っている国ではな

という国なんです。フィリピンの人口は 1 億 500

ても、映画祭がとても多いので、私たちがすべ

東の方です。

いかと思うんですけれども、北方や沖縄には先

万人くらいなんですけれども、1200 万人がマニ

てを掌握、把握しているとはいえません。

住民の文化が残っているとは聞きますが。

ラに集中しています。日本は過疎化の危機にあ

そして映画祭の前に、ほとんどの都市では映

ると聞きましたけれども、フィリピンの場合は過

画祭の前にお祭り騒ぎがある時に、美人コン

昨年の開催された映画祭の様子をレポートした

剰な人口拡大に悩んでいるという事です。

クールというのがあるんですね。美人コンクー

映像、短いクリップをお見せしたいと思います。

主要な三つの島が、ルソン・ビサイアス・そ
してミンダナオという島が三つあります。海に

パワーポイントはありませんけれども、ここ
でちょっとホワイトボードを下げてもらって、

よって分断されているとは言えるかもしれませ

この映画祭がある各地すべて違う言語が語ら

ルに加えてかもしれませんけれども、各地域社

初日、映画祭の初日の様子を概観して頂けると

んが、この島の列島は山々もありますし、小さ

れている地域なんです。地方によって言語が違

会では、映画祭を開催するのが非常に盛んに

思います。

な国がたくさん集まっているというような姿だ

うんです。ルソン島だけで 5 つの映画祭があり

なってきています。そして、各地で作られた短

モーターケードで行列を組んで会場に向かっ

と見て頂けると思います。

ます。この辺はルソン島の一部とみなされてけ

編映画や長編映画の一番優れたものを取りまと

ている所です。屋外上映です。ダンスフェスティ

このようにして、島がとても近いにもかかわ

れども、この辺には映画祭はありません。セブ

めて一箇所にあつめて、それをシネマリオンと

バルというものではなくて、開幕式にこういう

らず、島ごとに言語が違うというような非常に

だけでも 5 つ映画祭があるんですけれども、そ

いう映画祭で上映するんです。通例ですと一年

催しが組まれたんですね。そして、映画を作っ

多様な文化のある国なんですけれども、もちろ

の中の一つを私たちは助成しています。ミンダ

のなかの 2 月に地方映画祭というんですけれ

ていた 100 人以上の方をゲストとしてお迎えし

ん、一方ではタガログ語という公用語というも

ナオは、こっちの西の方はイスラム教の人がと

ども、地方映画祭を開催していましたが、3 年

ました。ほとんどが、地域で、各全国の地域で

のもありますが、細かい先住民の言語など集め

ても多いことで有名ですけれども、全体見渡す

くらい前から開催時期をいろいろ変えてました

映画作りをしている若い人たちです。ですので、

ると 100 以上の言語がこの国では喋られていま

とムスリムとキリスト教そして先住民の人たち

が、来年からは 2 月にまた固定化したいと思っ

全国、フィリピン全土から人が集まっていると

す。その中でも主要な言語というのは 12 あり

が混在して暮している島です。この辺はサモア

ております。

いう雰囲気を感じとることができます。そして、

ます。

ンカというあたりですけれども、私たちの補助

この映画祭は、運営や開催が決して容易なも

一般的に映画祭でよくあるようにワークショッ

を受けていませんけれども 3 つくらい映画祭が

のではありませんけれども、というのは毎年そ

プがあったり、シンポジウムがあったり、もち

ある所です。

の場所を移動させているからなんですね。私た

ろん上映もありますし、上映の後に、こちらの

上からですね、私たちの委員会が助成をして
いる、補助をしている映画祭の場所をお見せし
たいと思うんですけれども、一番北の所から始

まあこんな風にして年中全国で様々な映画祭

ち NCCA というのは、ある種のガイドライン

ドキュメンタリー映画祭と同じように、監督が

めますけれども、それぞれの地域の映画祭には

が開催されているんですけれども、映画祭と合

のようなもの、こういう風にやりなさいという

来ていれば Q&A、質疑応答の時間も設けてい

おそらく 4000us ドルくらいの金額を助成して

わせて上映しているのが、地元の若い人たち特

規約は作っているんですけれども、このパート

ます。どうもありがとうございました。

います。その受け手というのは、地域の学校で

に学生さんなどにですね、自分の地域・文化を

ナーとなる地域社会のオーガナイザーたちが運

あったり、あるいは地元の政府であったりしま

写し取る映画を作るように促しています。自分

営を実際に携わります。

す。その政府が、私たちの出した要請に対して

たちの言語で、自分たち自身の物語を語るよう

いくらかの負担をするというような形の映画祭

に促しています。

というのは、それぞれの地域社会にとって、
映画祭のようなイベントを組織するノウハウを

そして映画祭が終わった後にそこの映画祭の

蓄積していって欲しいからなんですね。そうい

では、支援している映画祭を見て頂きましょ

ワークショップで製作された一番優れた映画

う意味では、地元のカラーの強い映画祭にして

うか。ここがマニラですけれども、マニラにも

を、それぞれの地域社会を映し出すような映画

いくように私たちの方からも促しています。五

映画祭はたくさんありますが、マニラには 5 つ

を私たちは集めているんですね。もちろん、そ

目並べみたいでしょ？

から 7 つぐらいの映画祭がたくさんあるわけな

れは映画祭の外で作られたものでも構いません

もう 9 年、開催を続けて 9 年になります。来

んですが、中には国際映画祭が 2 つもあります

し、私たちが支援していない映画祭のワーク

年で 10 年目になるんですけれども、最初 2 回

けれども、彼らは私たち映画委員会の助成を必

ショップで作られたものも含まれます。

はマニラで行っていました。マニラの文化セン

運営をしているのだと思います。

要とはしていません。こんなに巨大な、大きな
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そして、例えば北のバギオやこちらのレイテ

ターという所で開催していました。
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パネルディスカッション

コーディネーター 山本陽史山形大学学術研究院教授

山本

お待たせいたしました。ではディスカッ

的な悩みとしては、映像文化の仕事をしたい、

ションをしたいと思います。最初にユネスコの

しますといった事はもちろん理念ではあるんで

創造都市ネットワークとは何かという話を簡単

すけれども、市民の血税を使ってする事業です

にしておきたいと思います。

ので、常に市議会から批判される、あるいは市

これはユネスコのホームページです。現在創

民の批判にさらされると。で、文化というとこ

造都市には 116 のメンバーがいるという事で

ろで、映像がどのように役立つのかを市民にど

す。54 の国の 116 の都市が現在ユネスコの創

う賛成してもらうか、実際まあ例えば市民の

造都市ネットワーク、クリエイティブシティー

ニーズとして他にもいろんなやるべき事がある

ズ・ネットワークに加盟しているということで

ではないかと。学校を作ったり、病院を作った

すね。

りの方が重用ではないかと。市民全員が映画好

加盟分野はですね、7 分野あります。クラフ

きではないじゃないですかと。その事をいつも

ト、工芸、デザイン、フィルム、映画、ガスト

言われていて、予算の確保がいつも問題なんで

ロノミー、
これは鶴岡市が加盟していますが「食

すけれども、地元の地域住民・市議会・市長に、

文化」と日本では訳しています。それからリテ

映像文化を公共事業として予算を確保する、そ

ラルチャー、文学ですね。そして音楽、それか

れを納得してもらうためにはどのような事が必

らメディアアートという 7 つの分野です。

要でしょうか。

ボローニャは音楽分野で加盟しています。
モーツァルトなどが滞在した事もあり、音楽分

山本

野で加盟していますが、映像の分野でも重要な

も同じような悩みがあると思うんですけれど

仕事をやっていると。他にもボローニャソー

も、税金を使って、公共のお金を使ってやると

セージとかの食文化でも加盟できただろうと思

きに、なぜ映画なのか、他の分野ではないのか

います。いろんな分野で多芸な都市もたくさん

と問われるという事です。これはアンドレアに

あります。また、いったん加盟すると映画分野

答えていただきます。市の規模はだいぶ違いま

の仲間とだけ付き合うわけではなくて、いろん

すけれども。ボローニャは 40 万人ぐらいの規

な分野の都市との交流が求められると聞いてお

模の市ですが。

はい、ありがとうございました。どこで

ります。
山形市は現在申請書を提出しておりますの

アンドレア・邦訳

まず個人的な視点からお話

で、今月末くらいに結果が分かるのではないか

したいと思います。確かにおっしゃるように、

ということです。山形はもちろん映画の分野で

映画祭の運営資金で病院の一つも立つかもしれ

加盟を申請しています。

ませんけれども、私の場合はっきり言えるのは、

では質問をお受けします。どうぞ。

映画は私の人生を救ったんです。いわゆる、病
院だったと言えます。映画こそが、私の病院だっ

質問者

今日は、大変興味深いお話ありがとう

ございました。私は仕事で東京の隣にある川崎
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たのです。
確かに行政マンとして叩かれてしまうのは、

市という所の公共文化施設で、映像アーキビス

世界、全国の皆さんそうかもしれませんが、公

トの仕事をしている者なんですけれども、現場

的な資金を使って町・市民に貢献しているとい
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う事、その価値を付与した貢献をしている事を

ですので、容易、楽だとは言えませんけれど

について少し否定的にお話をしたわけなんです

形市の方がもっと深くて、逆に大学も 2 つある

説明する事は容易な事ではありません。30 年

も、探り続けていく、そして情熱を持って取り

が、考えてみるとですね、今 31 万人の人が 3

し、国際映画祭もあるし、あるいはいろいろな

前に私たちの映画祭を始めたときは、とても小

組むという事がカギではないでしょうか。

年に 1 度新潟の十日町市に集まっています。そ

文化資源、あるいは建物でも人でも、非常に豊

れは、なぜ成功したのかと言いますと、恐らく、

かなものがあって、逆に私はいま川崎市中原区

最初の設計の時に、住民を巻き込むという事を

25 万人、人数だけは居るけど何も文化資源がな

上映するかというのが問題だと思うんですね。

考えていたからだろうと思います。というのは、

いと。あるいは、文化資源があるのに、それを

して、行政に働きかけて一週間広場で屋外上映

例えば、ハリウッド映画などを映画祭で上映す

映画ではないんですが、芸術祭をやるときに、

市が認めてくれない状況にあると思っています。

をするのがいいのではないかという事を、私た

るならば、どうせシネコンなどで上映している

専門家が表現をするための手段を地域が与える

ちは説得にかかりました。そして屋外上映を始

ような映画なので、市民の血税を使って、公的

という事ではなくて、地域とともに作るという

山本

めましたら、即一般の市民が大変熱心に参加し

なお金を使ってそれを上映する必要はないとい

事を最初に設計したと。で、それがすごく大事

います、山形をお褒め頂きまして誠にありがと

てくれるようになりました。無料で、屋外で映

う事です。

で、つまり住民が当事者になる経験をできたか

うございます。人口の事もあると思うんですね、

ですが、もう一方では映画というのは、例え

どうかという事が、結局続けられたか続けられ

規模が大きい町だとやっぱりいろんな意見があ

その中でも商業映画ばかりではなくて、私たち

ば地域社会を映し出すメディアであったり、地

なかったかという事に深く関わっていたのでは

る、出てくると思いますね。川崎というのは巨

は古典映画、サイレント映画など、いわゆる難

元の文化を伝える、あるいは習慣や習俗を伝え

ないか、という風に思います。ですから、まあ

大ですから。創造都市は比較的中規模というか。

しいといわれる映画でも屋外で上映しました。

る学びの場としての道具という映画を考えると

先ほどは雪の話をしましたが、実際にその物事

鶴岡なんかも今 10 数万人ですから兵庫の篠山

例えばスウェーデンのベルリマンの映画、ス

いう事ができると思うんです。

を進めて、深く何かを続けていこうとすれば、

市も工芸で入ったんですけれども、人口は数万

さい規模の映画祭でした。広場での上映なんか
はありませんでした。
当初、映画祭は冬の開催をしていました。そ

画を見ることができるわけなんですね。ですが、

テディ・邦訳

私から見ると、どういう映画を

いやまあ、川崎にもいいものがあると思

ウェーデン語の映画にイタリア語をつけた字幕

例えば昨日終結しました山形国際ドキュメン

やはり住民が当事者になる経験をいかに提供で

人ですね。そういう所は比較的一芸というのか、

版で上映などもしましたが、そういうものも非

タリー映画祭では、私は 2 本の日本映画を見ま

きるかという事をちょっと考える必要があるの

意見もまとまりやすいという事もあるのかもし

常に人気を誇りました。つまり、ボローニャの

した。一本は北海道の映画で、もう一本は沖縄

ではないかと思いました。

れません。

市民は大変喜んでくれたのですね。そして、ボ

の映画だったのですが、つまり私は旅をしたと。

ローニャの市長もまるで一つの賞を貰ったくら

飛行機に乗らなくても日本の北の方、そして南

山本

いの喜びようをしていまして、大成功だったん

の方の文化を知る事になったんです。もちろん、

いま人口何万人ですか。

です。その後、広場を 30 日間、夏の間は毎晩

その今言ったような映画というのはそれほど簡

上映をするという、そういう制度に切り替える

単に誰もが見つけられるものではないんですけ

ことになりました。

れども、例えば youtube を検索したとしても出

大きな都市になると創造都市と言っていて
はい、ありがとうございました。川崎は

も、ネットワークには関心があまりない都市も
ありますけれども。川崎は入っていないんです
ね。政令指定都市で入っているのは札幌と神戸

質問者

150 万です。

ですね。。川崎の事例は出たのは、山形といい
対照なのかなと思います。

てくるような映画ではありません。どこにでも

質問者

屋外上映をするに至っています。ある種の熱気

あるならば、上映の必要はないと思うんです。

が、私の施設のある中原区、一つの区だけで人

質問者

というか狂乱みたいなものが起こった、とも言

ですが一方で思うのは、商業的な映画でも、映

口 25 万人で、それは山形市と同じです。

けれども、本当に新興の、高度経済成長以降に

えると思いますけれども、そして、行政の方に

画祭のような文脈の中で上映すると、その作品

いらっしゃる方々は、映画において市民が喜ぶ

がある種のコミュニティ意識とか、違う意味合

山本

んだということを発見しました。つまり、選挙

いを持つことができるんです。そういう価値も

きて、人口激増してる所ですね。

権のある市民が喜んでいるという事なんです

あると思うんです。そして、優れた作品である

ね。ある意味では、私たちはラッキーだったか

ならば、それは教育の機会になることは間違い

質問者

ただし、私はたまたま 3 年前に 1 年間

化問題に悩んでいますけれど、川崎市だけは小

もしれませんけれども、私たち自身は大変情熱

ありません。

山形市内に住んだ事もあるんですけれども、私

学生が増えすぎて、いま小学校を新しく作って

のリサーチの結果、山形市と川崎市中原区は同

いる、あるいは中学校の給食も今までできてい

じ人口規模だけれども、文化的な土壌は実は山

なくて、今まであまり教育にお金をかけていな

そして現在は、この広場で年間 45 日間もの

を持ってこの運動を推し進めてきたというのが
実際の所です。
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葉山

日本語で言いますが、私はさっき芸術祭

しかも、全部で 7 つの区があるんです
実際、文化的土壌が無いと言いました

出来上がった工業都市・産業都市なので、今は
中原区、武蔵小杉ですね。新しい町がで

人口も過剰になってきてますし、あるいは東京
のベッドタウンとしての高層マンションなどの
開発もあって、実際いま日本中が過疎化・高齢

やまがた創造都市国際会議 2017

27

かったもので、中学校に給食を導入するのを今

例えば、100 ドルくらいで一本の映画が作れて

だと。それは展示もそうだし、論文もそうだし、

と、それからカトリックの宗教の混ざりあった

時やっていて、そのために市の予算はあまり文

しまう。そして、今では、無料のテクノロジー

それから映像のような人の感性に訴えるやり方

領域を記録しました。例えば小さな村では、悪

化的なものに使えてないと。ちょっとそういう、

が手に入るような時代に入っていますし、また、

もあるだろうと。その全てを挑戦するという事

霊に取り憑かれたという事例を記録しました。

日本の中においてもかなり後進的な状況にある

地方に住んでいると、マニラと違って生活費で

が、結果として人に伝える、博物館が一番大事

そして奇妙な、古めかしい儀式のようなものを

んですけど、お金の規模だけは大きいと、ちょっ

すね、食費など生活費がとても安いという利点

にしている伝えるという役割を研ぎ澄ましてい

撮影していたんですけれども、彼はある日、私

と異常な状況にあると思います。

があります。

く事なのではないかっていう風に考えて、映像

にこう言いました。「私は、今ではイタリアで

もひとつに選んでいるという事です。

最も優れた、あるいは一番有名な映像人類学者

そして私たちが彼らを促すのは、自分たちの
山本

と言われているけれども、でも実は僕がやりた

都市にもいろいろあると思います。そう

アイデンティティを探る道具として映画作りに

いう違いを越えて行こうというのがこの創造都

取り組んで欲しいという事なんです。人の真似

山本

記録っていうか、伝達、人に伝える手段

いのはホラー映画なんだよね」こうした映像人

市のネットワークだと思いますけれども、あえ

をするな、マニラやハリウッドのような大形映

という考え方ですか。当然記録にもなるわけで

類学の映画とは、ある種のジャンル映画とみな

てそれに入らないっていう選択をしてる都市も

画の真似をするんではなく、ドローンを使って

すよね。明日その点を説明して頂きますが、明

す事もできるんではないでしょうか。

たくさんあるという事ですね。ありがとうござ

こんな風に空撮しようという事を考えないで、

日来られない方も多いと思いますので。

いました。

むしろ自分自身の固有のスタイル、そしてロー

そして、テディさんにお聞きしたいんですけ
れども、非常にあなたのプロジェクトは面白い

カルなストーリーを語っていく事で、自己表現

葉山

記録という、実は私が映像を撮りはじめ

と思いまして、一方では地域の多様性のそれぞ

を探っていくのではないだろうかと思います。

たのは、記録であって人に伝える事ではなかっ

れの味わいや、奇妙さみたいなものを守ろうと

くさんの小さい町で映画祭をやってますよね。

この方針のおかげで、恐らく地域に密着した映

たというのは明日ちょっとお話しするんですが、

している。でももう一方では、それぞれの都市

それは、若い人たちが支えている。特に、若い

画が作られているのだと思います。

そもそもは、私が経験した事を何か後で検証で

が繋がるというネットワーク、そしてコミュニ

質問者

ちょっとテディに質問したいのは、た

映画作家が出てきている様子だったんだけれ

そして、やり始めて気づいたんですが、この

きるような形のものを残しておきたいという事

ティを作りあげてますね。イタリアでは状況が

ど、その人たちってやっぱり、映画についての

地域で活動している若い人たちの才能の、そし

でした。それは、
被災地に行くという事が決まっ

違うんです。本当に山のように各地で映画祭が

イメージ、映画作家になりたい、そういう思い

て可能性の大きさに驚かされました。マニラで

た時にですね、私が、いま気仙沼に 7 年ぐらい

開催されていて、でもそれぞれは孤立している

の人がたくさん居るって事なんでしょうかね、

映画を作っている人たちよりもよっぽど面白い

通ってるんですが、気仙沼に通うという事が決

んですね。そして場合によっては映画祭同士が

若い人たちの中に。作ってみたいというか。

ものを作っている事を私たちは発見する事に

まった日に、私の同僚の先生から、一台カメラ

競合しあっているという状況なんです。そして、

なったんです。地方の製作者の方が。

を渡されて、
「これを使って、自分の見たものを

そういう意味では非常に面白い戦略を採ってい

記録しておきなさい」と言われて、記録をして

られるなと思うんですけれども、私の質問は、

みたらいろいろ写っていて、後から面白くなっ

じゃああなたが助成している内容というのは何

てきたので撮り続けているという事です。

でしょうか。資金的な援助だけなのか、あるい

テディ・邦訳

そのワークショップに参加し

ている多くの人々は、非常にアマチュアでし

山本

て、学生であり、大学生であり、高校生の人た

さんは民俗学者だと思うんですけれども、映像

ちもいます。最近はデジタル技術のおかげで編

というツールを選択したのはどうしてなのか説

集がパソコンでできるなど、非常にフィルム、

明していただけるとありがたいです。宮本常一

映画作りというものがアクセスがしやすいもの

さんの時代は、聞き書きという形でしたよね。

葉山さんに私から質問があります。葉山

は、他の実務上の支援をしているんでしょうか。
山本

はい、ありがとうございます。

ラミング、作品選考の部分で手伝うという参加
アンドレア・邦訳

になっていて、文字を書くこと、あるいは絵を

プロモーションを手伝うとか、あるいはプログ

二つお話したい事があるの

の仕方。どういう風にされているんでしょうか。

描くことに近いような感覚で、若い人たちは携

葉山

映像ですね、非常に難しいところ来まし

ですが、まず映像人類学的な事、あるいは民俗

わっていると思います。特に若い人というのは、

た。と言うのは、映像をやろうと言う風に考え

学的に映像を使うという事は、非常に危うい事

テディ・邦訳

テクノロジーとの親和性が高いからといえると

た事はあまりなかったんです。考えていたの

だなと思う事があります。私は、イタリアで最

ているわけではありません。アドバイスもし

思います。

は、私博物館という所に居ますので、あらゆる

も有名な、最も優れた映像人類学者といえるル

ますし、また必要であるならば経験豊かな映

そして、彼らは映画を作ろうと思った時に、

手段で自分の経験した事、それから研究の成果

イージ・ジアッニと仕事をした事があります。

画作家、マニラではない所から派遣をして、

決してお金、大きな予算を必要としないんです。

というものをあらゆる手段で表現する事が大事

ジアッニは、イタリア南部における地元の宗教

その現地でワークショップを開催してもらっ
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確かに、資金だけの提供をし

やまがた創造都市国際会議 2017

29

いうのは元々。その地方言語の言葉でばかり映

い映画祭があるという事でボローニャに私自身

創造都市としてなるならば、映画祭をこれ以上

そして、地元の映画ばかりを上映しろという

画が作られていました、当時は。ですが、その

も足を運びますけれども。そんなわけで、ド

に盛り立てる、そして映画祭以外のいろんなイ

風に押し付けているわけではなくて、マニラで

事が実際は様々な誤解を生む事になります。例

キュメンタリーをマイナスではなくてプラスと

ベントを続けていって、成長していったら良い

作られた映画やその他の地域の映画の上映も手

えば、マニラの人たちが、ムスリム地域ミンダ

して捉えて、前面に出してはどうかというのが

と私は考えます。

伝いをしています。フィリピン全国の多様性が

ナオ島の人たちを描く映画を作りたかった時

私から提案したいです。果たして若い人たちが

写りこむような、そういう映画祭を私たちは応

に、間違った表象をしてしまうわけなんですね。

ドキュメンタリーをどう思っているか分かりま

山本

援しています。

実は、イスラム教といっても 13 もの様々なた

せんけれども、非常にクリエイティブな事が一

回のユネスコへの申請は、ユネスコが追い求め

こんな風にして、私は映画を通して、例えば

くさんの民族文化が多様なんです。そこで、ミ

週間の間に行われています。特に、アジアの人

ている世界の持続可能性や多様性に対して、ド

言語の保存に貢献していると思います。今では

ンダナオ島のムスリムの映画作家が、自分自身

たちにとって、かつてアジアではドキュメンタ

キュメンタリー映像がとても貢献するはずだ、

言語がどんどん失われていってしまっている時

の文化について映画を作ったものが、それがま

リーが全く無かった時代から今に至るまで、ア

アジアやアフリカいろんな地域との接点を持て

代になっていますので。もちろん言語もそうで

さに正しい表象になるんじゃないかと。

ジアで集まれる、そしてアジアのドキュメンタ

るはずだ、ということを文面に織り込んでいま

リーが成長できる唯一の場であったのがこの山

す。結果がどうなるかはまだ分かりませんけれ

形だったんです。そして、その作家たちは促さ

ども、ただ今のご発言もですね、活かしながら

れ、応援され、そしてこの山形の場で成長をす

今後に繋げていければと思います。

たりしています。

すけれども、文化の多様性もとても大事だと思
うんです。どうして、私たちがここにこのよう

山本

にして集っているのかという理由は、まさに多

します。

それでは最後の質問ということでお願い

最後に貴重な提言をいただきました。今

るようになっていった。今では大変有名になっ

様性を大事だと思っているからなんですね。例
えば食文化を考えてみると、ハンバーガーや

質問者・邦訳

私はタイから来ています。ちょっ

た、世界的に有名な作家になった映像作家もと

観衆から

ファストフードだけではなくて、様々な食べ物

と発言したいんですけれども、ドキュメンタ

ても多いんです、山形から排出したものが。そ

そのような……

を私たちは食べたいじゃないですか。そういう

リー映画祭に参加するためにやってきました。

んなわけで考えるのは、やはり創造都市という

事なんです。

2001 年から、毎回ではないけれども、なるべ

のは地元の人の事だけではなくて、むしろ他の

く来たいと思っている国際映画祭なんですね、

人が参加していく事の、参与型のクリエイティ

という事で、時間が参りました。この後スペ

作品がリヨンの映画祭に集まってくるという時

山形のドキュメンタリー映画祭は。そして今回

ブなプログラムとして考えていってはどうかと

シャルコンサートが清風荘であります。芭蕉に

に、その集まった人たちは皆大変驚くんですね。

ユネスコの創造都市ネットワークに加盟を申請

思います。つまり、外の人がやって来て、ある

啓発されて歌を作っているという事ですね。ミ

これほど豊かな文化をフィリピンが持っていた

しているという話を聞いて、ああ良かったな

いはレジデンシーのような形でもいいと思うん

ニコンサート、一時間程度のコンサートです。

のかという事に驚き、またスタイルの多様性、

という風に思うんですけれども、一方で思うの

ですけれども、地元の人と共に何か協同してい

もしお時間ある方は、そちらのコンサートにお

二つとして同じスタイルを持っている映画が無

は、パンフレットなどを見ていて思うのは、山

く、育てていくという事が、面白いエリアなん

出かけ頂ければと思います。

いじゃないかという事に驚かされ、そしてその

形の一番大きな長所であり、またリソースって

ではないかと思います。つまり、すでにあるも

また、明日は葉山さんと渡邊さんのセッショ

事が私の大きな強みとなっていくんじゃないか

いうのは、まあ資産というものは、ドキュメン

の、とても大事なルーツみたいなものを利用し

ンがあります。葉山さんのより具体的なお話も

と思います。

タリーの町であるっていう事だと思うにもかか

て、伸ばしていくという事が考えられるんじゃ

伺えると思います。

フィリピンの映画史の 90 年間を振り返って

わらず、パンフレットではそれがなかなか分か

ないかと思うんです。地域の人が、外から来た

というわけで本日のシンポジウムはここまで

みると、最初の 90 年間というのは、デジタル

らない、そこが前面に出てきてないっていう事

映画作家と交流して出会う事によって、作り手

といたします。長時間ありがとうございました。

技術ではありませんでしたので、全てがマニラ

が残念です。この 30 年近く国際映画祭が続い

がまた山形からも出てくると思いますし、その

中心主義でした。その時代においては、公用語

てきたこの歴史の中では、世界中からドキュメ

事は、例えば毎回私が山形映画祭に来る時にボ

であったタガログ語でしか映画が作られていま

ンタリーのために集まって来たたくさんの人た

ランティアの熱意などにとても嬉しく思います

せんでした。今さっき地図でお見せしたように、

ちがいます。つまり、私たちにとって山形はド

し、触発されるっていうことにも関係していま

ルソン島の中心部ですね、マニラを中心にした

キュメンタリーの町なのです。例えば、ボロー

す。映画祭自体は 2 年に 1 回しかありませんの

地域の地方言語なんですけれど、タガログ語と

ニャに私たちが行くのは古い映画の、素晴らし

で、開催の少なさがちょっと残念ですけれども、

そして、一堂に世界の、全国の映画祭たちの
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そうですね。
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スペシャルコンサート
日時

平成 29 年 10 月 12 日（木） 開場 18：00 ／開演 18：30

会場

清風荘

トミ・レブレロ
アルゼンチン シンガーソングライター・バンドネオン奏者

トミ・レブレロ氏がセッションを重ねている、くるりの「ブレーメン

BREMEN」
、友川カズキの曲

など日本人アーティストの曲を熱唱した。また、レブレロ氏が敬愛する松尾芭蕉をうたったオリジナ
ル曲「Matsuo Basho」も披露した。
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セッション 1

モノ語る人びと – 津波被災地・気仙沼から
葉山茂
大学共同利用機関法人人間文化機構総合人間文化研究推進センター研究員
国立歴史民俗博物館特任助教（併任）

国立歴史民俗博物館の葉山と申します。所属

関わって来たのかをお話しします。その関わり

がたくさん書いてありますが、今日は国立歴史

の中で、文化財レスキュー活動を担当すること

民俗博物館、歴博の葉山としてお話をさせて頂

になったのですが、その文化財レスキュー活動

きます。

は一体どのようなものなのかを詳しくお話しま

まず簡単な自己紹介から始めます。私は今、
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す。そして、文化財レスキュー活動を通じて映

国立歴史民俗博物館の特任助教で、災害や地域

像を作成し、また文化財を救って来たわけなの

開発に関して研究をする立場で、所属しており

ですが、その活動の中で私が考えたことを、そ

ます。おもな研究ですが、本来私は生態人類学

の後話します。それが、物質文化、モノと場所

を専攻しておりました。で、現在は民俗学をお

と身体と記憶の関係です。そして、それを映像

もに研究している状況です。何をしているかと

として紹介する流れでお話をしていきたいと

いいますと、人と自然の関係の変容を研究して

思っております。

おります。人がどういう風に生きてきて、どう

まず、歴博が東日本大震災、東北地方太平洋

いうことを地域の中でしてきたのかを研究する

地震の後に気仙沼で行ってきた活動を紹介し

のが、
私の研究課題です。ここで私の専門を言っ

ます。私たち歴博の民俗研究系のメンバーは、

ているのは、多分後からお話しする事と関連す

2011 年 3 月の災害のあと、気仙沼で文化財レ

るのですが、被災地で私がしていたことは、文

スキュー活動をしてきました。それが、2011

化財レスキューという仕事で、生活の痕跡であ

年の 5 月 6 日から始めて、現在まで続いていま

るモノを集める仕事なのですが、それが結果と

す。対象となっているのは、宮城県気仙沼市の

しては人々の生き方を研究することにつながっ

小々汐集落の尾形家住宅という一軒の家です。

ていっているので、少しここでお話をしました。

文化財と言ったときに、一軒の家をレスキュー

さて、私の最近の仕事ですが、2011 年の 4

の対象にするのは少し違和感があるかもしれま

月から現在まで宮城県気仙沼市で被災文化財の

せん。しかも、じつは尾形家住宅は文化財指定

救援活動に携わっております。この活動は通称、

をされていません。ですが、私たちはこの家を

文化財レスキューといいます。また、救援活動

レスキューの対象にしてきました。

の成果を活かして、歴博の第 4 展示室にありま

尾形家住宅で私たちが活動する事になった経

す、尾形家住宅の再現模型の制作に携わって参

緯ですが、2008 年から私たちは尾形家住宅の

りました。再現模型の制作は 2013 年に終わっ

一部を再現模型として作って、展示することを

ていますが、今日は、この二つのことを中心に

目指しておりました。目的としては、日本の一

お話をします。

般的な住宅、古い家の生活空間を再現するこ

今日の話の概要ですけれども、まず全体とし

とを考えていたわけです。生活空間といいます

ては、東北地方太平洋沖地震の被災地である気

のは、それぞれの住宅は現在ならば単なるプラ

仙沼で、国立歴史民俗博物館、歴博が携わる活

イベートな場所に思えるわけですけれども、家

動を通して、撮影してきた映像を紹介すること

は人が出入りする場所で、かつ信仰の場でもあ

と、その映像記録を解説することが今日のお話

ります。そういう、その人が出入りし、かつ信

です。話の流れですが、まず気仙沼における歴

仰を営む場としての生活空間の家を再現しよう

博の活動の紹介し、その中で私がどう気仙沼と

というのが、再現模型を作る目的でした。2008
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年から調査を始めて 2013 年に完成予定だった

前 54 戸の家があったと言われていて、親類関

点になっていた福島で集合し、そこからレンタ

で、乾燥したあとに一枚ずつ剥がす作業です。

のですが、2011 年の 3 月 11 日に津波で被災し、

係で結ばれた人々がこの集落には住んでいまし

カーで気仙沼に入りました。そして現地を視察

ですが、すぐには取れないので、少し剥がして、

流されてしまいました。

た。この集落で、私たちは生活の記録を残すこ

して、文化財レスキューという仕事ができる

また刷毛をかけて、こういう作業を繰り返して

模型を作るための調査が終わる前、というよ

とだったので、伝統的な行事であるとか、それ

のかどうかを判断した後、帰りの車の中で「暇

剥がしていきます。

りはむしろこれから 1 年間をかけて本格的な調

から生活文化をいくらか映像にとって展示室で

そうだから、じゃあ気仙沼担当ね」と言われて

で、これは、そのクリーニングしてきれいに

査をしようと言っていた矢先の災害でしたの

展示をしようと考えていました。それで撮った

気仙沼に携わることになりました。それから

なったものを、一点一点資料登録カードを作っ

で、何かしなければいけないという話になりま

映像が例えばこんなものです。

2011 年は、毎週、週に 3 日間、気仙沼に通い、

ていく作業です。見て頂いて分かると思うので

被災した家から生活用具とか文書とかを救出す

すが、この 4 本、記録映像として撮ってあるも

る作業をしていました。

のなのですが、非常に特徴がないというか、見

した。所有者の尾形さんと話し合った結果、展

この映像は、12 月の恵比寿講の日に恵比寿

示は進めて欲しいと言って頂きましたので、私

様にお膳を供えるところです。ちょうど震災

たちは展示を作ることになりました。そのため

の前の年、2010 年の 12 月 15 日に撮ったもの

文化財レスキューという仕事に携わったわけ

ていて映像としては他人が見るには非常につま

には展示に必要な資料を集めて保全しなければ

です。本来はこういう映像をこの場で流すはず

なんですが、この仕事を簡単に説明しておきま

らない映像にも見えるかもしれません。そう

いけない。そしてもう一つは、これは求められ

だったのかもしれません。しかし、そうはなり

す。文化財レスキューは、簡単に言ってしまう

やって見ると、歴博のメンバーが撮影した映像

てはいなかったんですが、せっかく展示に必要

ませんでした。というのは、被災をしてこの家

と、被災現場で物質文化を救う、モノを救う活

の特徴は、全体的にはおもに記録を目的とした

なものを集めるのであれば、展示の背景になる

は 100m 流されて、生活する部分がつぶれてし

動です。民俗学では、文化は無形文化・有形文

映像であることと、私たちが作業をすると没頭

もの、被災前にどういう生活を人びとがしてき

まった状態で残ったからです。

化に分けて考えることがあるのですが、この場

してしまうので、その没頭してしまった間に起

たのかを伝えるような資料を集めておく事が大

ここまで、私は元から気仙沼に通っていたよ

合は無形文化については扱わず、有形文化に関

こっていることを客観的に見るための備忘録で

事なのではないかと考えるようになって、私た

うに話してきましたが、じつはそうではありま

わるものを扱うところに特徴があります。この

あったりメモ的な映像であったりという意味で

ちは被災前の生活を伝える資料の保全活動を始

せん。私が気仙沼に関わるようになったのは、

活動の作業内容は、被災現場での資料の救出と、

撮った点にあります。ですから報道の映像にく

めました。

2011 年の 4 月 22 日からです。それまでは、歴

それからその拾ったものを泥落とし、水で洗い、

らべて、他者への視線というか、他者に対する

ここから少し尾形家について説明します。尾

博が第 4 展示室、民俗の展示をリニューアルす

整理、保管です。

見映えを意識していないのがこの映像群の特徴

形家住宅は、宮城県気仙沼市小々汐にあった古

るので、リニューアル準備のためのデスクワー

ここから、文化財レスキューの仕事の様子の

い住宅です。1810 年に建てられました。ちょ

クをしていました。震災前は他人がやっている

うち、クリーニングの映像をお見せします。こ

ただ、その我々が撮る映像の質は、途中で変

うど建てられてから 200 年が経ったところで津

ことという意識がありましたので、知っていた

れが、泥落としをしているシーンです。扱って

わってくることになりました。どう変わったの

波の被害に遭いました。ということは、この家

情報は小々汐の地名だけで、気仙沼にあること

いるモノは、アバと呼ばれる漁具で、網漁に使

かと言いますと、撮影当初は、私はあまり視聴

はこれまでに 3 回の大津波を被っています。し

以上は知りませんでした。さらに、気仙沼がど

うウキです。一番簡単なものから手をつけるの

者のことを気にしないで映像を撮っていまし

かし、津波を乗り越えてこの家は使われ続けて

こにあるのかすら分からない状態で、家の写真

がこの仕事の鉄則なので、誰でもできるものか

た。というのは、私が映像撮影をする事が初め

きました。

も見たことがない中で、震災をむかえました。

らやることになりました。この作業をしている

てだったこともありますし、他人に見せる目的

この家の写真ですが、屋根が非常にきれいに

そして 2011 年の 4 月 21 日に、私の上司から、
「明

のは市民の方々で、いわゆる博物館の専門家で

が無かったので、他人にこれを知って欲しいと

見えていると思います。ちょうど 2009 年に茅

日気仙沼に行くんだけれども、車の座席が一つ

はない人たちがやるので、一番簡単な、誰でも

いう形で撮る映像は撮っていなかったわけで

葺の屋根を葺き替えたところでした。ですから、

余っているからお前も行かないか」と言われた

手を付けやすい、一番環境が厳しい状況で使わ

す。2011 年の 6 月くらいまでは、ほかのメンバー

きれいな状態だったのですが、その家が流され

のが、気仙沼に行くきっかけでした。それで、

れていたウキのような、いわゆる塩水に浸かっ

も自分たちの活動を検証するために映像を撮っ

てしまいました。

その時、誰にも相談せずに「行きます」と答え

ても大丈夫なものから作業を始めました。

ていました。つまり、単純な記録であったと言

これがクリーニングの、水洗いの様子です。

じゃないかと思います。

えます。ところが、
2011 年の 7 月ころになって、

次に、この住宅があった小々汐集落ですが、

たのですが、よく考えると妻に断りもいれずに

宮城県の北部の気仙沼市にあります。ちょうど、

被災地に行くと言ってしまったので、ちょっと

文書を網で挟んで、挟んだ上から刷毛をかけて

私たちが毎週気仙沼に通うので、私たちの博物

対岸が市街地になっているのですが、その市街

後から後悔したのですが、22 日あわてて準備

洗っています。これが修復です。これは私の手

館のなかで、この人たちは一体何をしているの

地の向かい側にあるのが小々汐集落です。被災

をして、状況もわからずに当時、新幹線の終

ですが、水で濡れた紙は、くっついてしまうの

かという話になってきました。それを説明する

36

Yamagata Creative Cities International Conference 2017

やまがた創造都市国際会議 2017

37

回ってくるお祭りです。御神輿が来たときに、

ために、編集をして見せなければならないこと

します。これは歴博の展示室の様子ですが、住

映像を用いて、自分や関わった人びとの身体

になりました。そこで初めて他人が見る視点を、

宅の所有者である尾形さんが友達を連れて展示

感覚がどうにかして扱えないだろうかと考えた

お供えやお賽銭を入れるのですが、そのお賽銭

私も得る事になりました。

室に来られた所を写真に撮ったものです。こう

わけですが、というのは、普段私たち論文でい

は米とお金を一緒に用意しておいて、それを供

これが最初の頃の映像なのですが、まず、人

やって人が集まると、あたかもそこに本物の家

ろいろなものを書きます。しかし、文章ではな

えるのです。その米とお金を一緒に入れておく

に見せる気がないので、しかも被災地に初めて

があるような錯覚に陥るのですが、その家の中

かなか伝わらない事柄があります。それを、も

袋をオハネリ袋といいます。今のシーンは、そ

入ったところなので、映像を撮る事自体に躊躇

の、土間の囲炉裏の上にヒゲ棚という棚があり

う少し感覚的に分かり得るものが、この映像と

のオハネリ袋をどうやって作るのかを話してい

があって、窓を開けていません。きれいに撮る

ました。そのヒゲ棚を発見したときの映像を見

いう手段なのではないかと考えたわけです。以

ました。ちょっと特徴的な形の袋で、面白いの

のであれば窓を開けるはずですが、そうはして

て頂きたいと思います。

下、モノ語りが出てくるシーンを少し紹介しま

で「これどうやって作るの？」って聞いたとこ

す。

ろで、この話が始まったのです。それで話は当

いません。それから車の車内をたくさん振り回

このヒゲ棚の上に、魚を置いて乾燥させたと

しています。自分の視線の通りに映像を撮って

かお餅を置いておいたとか、そういう過去の記

これは、被災から 6 年、今年の春に被災地の

事者たちだけにとどまらず、私が文化財レス

いるのです。最初はそうやって続けていたので

憶が出てきたのですが、これを全く認識せずに

状況を聞いたものです。被災の日に避難した場

キューの作業場で一緒に作業してくださってい

すが、途中で、たくさん撮りためた映像を見直

映像として撮っていました。よく見ると、2011

所でそのとき考えたことや見ていたものについ

る方々に話を持ちかけました。そしたら、
「明

す機会を私は持つことになりました。そして、

年の 5 月 6 日ですから、レスキュー作業を始め

て語ってもらいました。彼は、避難した時に、

日持ってくるからその話をしようよ」という話

見直している間に気づいたのが、モノ語りの

た直後に撮っていました。こういう経験を振り

写真を撮るかどうか迷ったらしいのですが、お

になって、撮った映像がこれです。

きっかけとしての物質文化です。というのは、

返って、場所とモノと身体と記憶は密接に結び

母さんが、「こういう経験しないから撮っとき

この話している方の妹さんが前の年亡くなっ

私たちが現場でモノを拾った時に、何度もモノ

ついていることに、後から気づいていきました。

なさい」と言ったので、写真を何枚か携帯で撮

て、その思い出を一緒に語っています。こんな

についての話を聞く機会がありました。私たち

そして、場所とか、モノは、身体化した記憶を

りました。これがその写真です。彼は、少し高

風に生活の記憶が、モノがあることによって具

は、生活に関する物語に遭遇するきっかけを非

言語化するきっかけなのだと気づきました。と

台から海を眺め、そして自分の家が流れていく

体的に出てくることを、こういう映像は後から

常にたくさん得たわけです。最初はその事を全

言いますのは、被災の現場で文化財レスキュー

のを見ていました。現在は同じ場所がこんな状

それを確認して撮り直している映像ではありま

く認識せずに、自分の視線の赴くまま撮ってい

活動をしていると、マスメディアの方々などか

態になっています。災害があった日は、ここか

すが、こういうものを今撮りためています。そ

たのですが、偶然そういう場面が映り込んでお

ら、こんな事態のときに一体何をしているのか、

ら海を眺めていたわけですが、今では防潮堤が

のモノをめぐって、モノ語りが生まれてくる

りました。それに気づいたのはずっと後になっ

お前たちが復興を止めているんだ、すごく迷惑

できて、この上に道路が作られることになり、

シーンをもう少し象徴的に捉えた映像を過去に

てから、2012 年の 6 月になってからです。別

なことをしていることが分かっているのかと、

海はほとんど見えなくなりました。ちょうどこ

作っていますので、それをお見せして私の話を

のモノに関する記憶が語られる場を目に私たち

私たちは何度か詰問されました。それで、モノ

の場所に家があったはずなのですが、つまり防

終わりたいと思います。ちょうど 20 分くらい

が出会ったので、過去にそういう事が無かった

を残す意味を考えなきゃいけない事態になりま

潮堤の下になってしまったので、誰にとっても

ありますので、お見せします。今までの話の復

のだろうかと見ていくことで、過去にもそうい

した。そこで出てきたのが、今お話したような

永遠にもう戻れない場所になってしまったので

習のような形になると思います。

う映像を撮っていたことが分かったわけです。

モノと身体、記憶の関係だったのです。

す。こういう状態になると、私たちは、風景が

多分今だったら、こういう音楽は使わないだ

そうやって見ると、被災地では瓦礫はしばし

場所とかモノとかにこだわって見ると、過去

失われてしまうんだと気づくわけです。ですか

ろうなとは思うんですが、当時の私の技術では

ば、早く片付けるべきゴミと認識されるのです

にあった生活のイメージを具体的に救出できる

ら、その失われていくものに対して感覚が働く

ちょっと最初の入りとお終いとどうしていいか

が、よく考えてみれば、瓦礫と呼ばれているも

可能性があるんじゃないかと考えました。逆に

うちに記録を取れないだろうかと考えました。

わからなかったので、音楽を使いながらこうい

のは、災害の直前までは生活を構成していたも

言えば、場所とかモノとかが失われれば記憶も

だいぶ時間が押している気がしますが、もうす

う映像を作りました。肝心の、一番お話をした

のです。被災後は、それが無秩序になっただけ

失われてしまうのではないかと考えました。そ

こしお話をします。

かったのはワラ打ち石の事だったのですが、肝

であって、本来は記憶の源泉であったはずだと

の時に、私たちが現場で経験した身体と場所と

気づきました。

が結びついていて、それが大事だということを、

日本語の映像としても何が起こっているかわか

ラを持っていないので、なかなか映らないのが

映像を通して表現しうるのではないかと考えま

りにくいので説明します。これは、祭りの日に

こういう活動なのですが、もう一回どこかでそ

した。

撮った映像なのですが、村々を神社の御神輿が

ういうシーンに出会えないかなと思いながら今

ひとつ、例を示します。これはヒゲ棚（火棚）
と呼ばれるものです。ヒゲ棚について少し説明
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もカメラを回している現状です。以上で私の話

に何かプロセスを加えたいと考えるかもしれな

を終わります。ありがとうございました。

い。その時にあなたがされたプロセス自体が何

りがとうございました。
ではうお一人テディ・コーさんにお願いしま

聞いた事がありません。失われたものは多かっ
たと思います。

だったのかを確認する必要があると思うので、

す。テディさんはフィリピンの映像研究家と

その地域ですね、ビサイアス州の地域の地元

葉山さんありがとうございました。では

未来へのガイドとして記録を残す事が大事だと

フィリピン各地で大小行われる映画祭の援助・

に住んでいる映画作家たちが、かなりこの台風

30 分くらいディスカッションの時間としたい

私は考えます。つまり、もちろん作業を通して

アドバイスなどを行っている政府の要職にある

のインパクトと影響力の大きさを録音した映像

と思います。今日は国際会議ですので海外から

過去や歴史や伝統のようなものが私たちの手元

方です。ではテディさん、コメントをお願いし

があります。彼らが作った映画作品は、私が

ゲストに来て頂いております。テディさんとア

に届くわけなんですけれども、それだけではな

ます。

知っている限りで 3 本ありますし、他にも知ら

ンドレアさんの。お二人にまずお伺いしたいと

くて、あなた自身がどのようにしてそれを掘り

テディ・邦訳

葉山さんどうもありがとうござ

ない監督がたくさんいて記録をしていたと思い

思います。感想あるいはご質問、ご意見、なん

出したかという作業を視聴覚映像に納めて残し

いました。色々学ぶ事がありました。まあ質問

ます。もう一方では報道ですね、ニュース報道

でも結構ですのでいかがでしょうか。

ていく事がとても重要だと私は考えています。

というよりも、私からもコメントというか、今

によって地域の被害がだいぶ記録されていたと

特に質問は無いんですけれども、そのような

お話を聞いての印象をお話したいと思います。

いう事は聞いています。

山本

アンドレア・邦訳

まず非常に素晴らしいプレ

お仕事は、ある種の考古学のようにお聞きし

そしてそれに加えて、二人のフィリピンを代

ありがとうございます。確かに修復の

たんですけれども、考古学というのは、常々私

表するような有名な映像作家たちが自ら長編の

スキューの仕事を記録する活動の意義につい

ルール、作業のプロセスを残しておく事を、私

は過去の事を掘り出す作業だと思っていたんで

映画を作る、現地に行って作っています。ラグ

て、意味についてお話を頂きましたけれども、

たちは意識していたんですが、2011 年現在で

すが、今聞いていると実はごく最近までの過去、

リアスという監督と、ルアンテ・メンドーサと

私のほうからも一つ理由を付け加えさせて頂き

言うと、あまりプロセスではなくて、私たちの

現在とまでも言えるような過去を掘り起こされ

いう監督で同じ現地で撮ってはいるんですけれ

たいと思うんです。

日本で言えば、どちらかと言えば結果が求めら

たんじゃないかなという風に思いました。そし

ども、ドラマ性の高いものに完成させています。

皆さんの活動というは、レスキュー、救助と

れていて、どれだけ救ったのか、何をしたのか

てその事は多分、今よりも 50 年後に価値を増

映画作家たちの関心という事でいうならば、

して、修復活動だという風に見なされると思う

で成果を計られている中で、私たちはそのプロ

していくような内容ではないでしょうか。

んですけれども、とりあえずヨーロッパの修復

セスにこだわることを、なんと言うんですかね、

の理論においては、一つのルールがあるんです

ゼンテーションで、意義深いものだと思います

コメントを申し上げさせて頂きました。

ので、感謝致します。いくつか視聴覚記録、レ

葉山

今年の山形ドキュメンタリー映画祭でも未だに

被災の映像を見ながら思い出したのは、この

震災や津波の被害その後を撮り続けている日本

こだわってよいという風に上司からも言われた

日本の大震災の 2 年半後にフィリピンでは巨大

の制作者がいる事に驚かされます。今フィリピ

ね。そのルールというのは、一つには修復のプ

し、私自身がそういう風にしたいと思ったので

な台風、台風ハイアンという台風に襲われまし

ンでは、台風ハイアンの被害への関心は下がっ

ロセスを記録する事がとても重要だというのが

やってきたのですが、今後はもう少しシステマ

た。この台風ハイアンはレイテ島に上陸したん

てきてしまっていて、2 ～ 3 人くらいは制作資

ヨーロッパで言われているんです。その事には

ティックにとか、制度としてそういうことをで

ですけれども、それは 2013 年の 11 月でした。

金を得たいという風に新作の企画をマニラでし

二つの理由があります。修復をする人たちがど

きるようになったらいいなと今考えました。

そして今の映像で、船が陸上に押し上げられて

ているようですけれども、フィリピンではずっ

のような行為の中で行っているかという事を人

山本

ありがとうございました。今日初めての

いる姿を見て、このような映像ではやはりフィ

と関心は低くなっているんです。まとめて言い

に見せられる形にするという事、そしてその事

皆さんもいらっしゃるかと思いますので、簡単

リピンでもありましたけれども、一方では台風

ますと、フィリピンでも日本でも、このような

によって、その修復の作業自体に責任を取ると

にアンドレア・メネゲッリさんの仕事をご紹介

や洪水があまりにも酷くて、ハイアンではほと

自然災害を蒙る場所という事では共通点がある

いうことだと思うんです。

いたします。イタリアのボローニャ氏のチネテ

んど全てが失われてしまった、町自体人の生活

という事を改めて考えました。

そしてもう一つのルールというのは、修復を

カ、日本語に訳しにくいんですけれども、映画

の痕跡が消滅するような状況だったんです。一

葉山

する作業というのは、いずれ未来の修復者の目

図書館というか映画博物館ですね、そこでアー

つには、恐らく家の作りがずっと弱い建材で造

を拾った経験は、私にとっては恐らく映画制作・

に止まるために、説明するために必要になっ

カイブ部門の責任者を努めて折られます。

られたからじゃないかと、日本と比べて。この

映像制作ではなくてフィールドワークだったと

こうやって、映像を撮って、そしてモノ

てくると思うんですね。現在におけるテクノ

毎年「復元映画祭」という催しを開催されて

台風は、世界中の、歴史上で最も強い強烈な台

思っています。ですから、直接役に立たない映

ロジーや知識というものが、例えば 50 年後に

おりまして、劣化してしまった映画のフィルム

風だったといわれています。ハイアンの台風の

像も大量に撮りましたけれども、そうやって社

は新しい人が現れて、そして新しい視点や考え

を復元して上映する活動をされているので、映

後、フィリピンでは、皆さんのような、このよ

会の現実にアクセスしていくことができる、未

方やテクノロジーを持ってあなたがされた作業

像修復についての経験が大変豊富な方です。あ

うな丁寧で周到なお仕事をしているという話は

だにそのことを許されていることが、私にとっ
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ては幸運なことだと思いますし、現場に身を置

掛けられたという事ですね。だから、無関係に

山本

き続ける事というのはすごく大事なのだろうと

突然個人の家に災害後に行って何かができると

て映像化するようにする、今後計画なんかがあ

その作品をどんどん自分でハンマーで壊してい

考えています。そういう意味で、考古学のよう

いうのはまずないと思います。前からの関係を

るんですか？

くシーンを見ていたんですね。で、こんな風に

だとお話をして頂きましたけれども、実は過去

続けたという事です。

葉山

定期的というのは全く無くて、最初のタ

モノを断ち切ることは、気持ちとしては分かる

を掘り出しているようでありながら、この過去

山本

イトルは、来年の 3 月に歴博の研究映像として

んだけれども、でも割り切れないという気持ち

を現在、あるいは未来にどうつなぐかを考えて

始まっていて、お互い信頼感ができていたとい

作らなきゃいけない映像のタイトルなんです。

が、この経験の確か 2 ～ 3 年前だったと思うん

います。で、今後もこういう映像を撮るときに、

うことですね。大晦日、オシラサマの事、正月

もうちょっと早くできるんじゃないかと思って

ですが、しています。で、そういう意味ではこ

未来に人が生き続ける時にどういう風に役立て

にすでに取材ができるような間柄になっていた

いたんですが、別の仕事の方に時間を取られて

の被災地に行った時に、家が突然なくなる経験

られるのかという事、そういう視点で映像を撮

ので、その後の取材もスムーズに進んだという

しまって編集が間に合わなかったので、趣旨と

と、自分がしたその家が失われていく経験と、

り続けられたらなという風に思っています。

風に考えていいんですかね。

しては同じ事をやっていますので、ちょっと古

非常にシンクロ、重なりました。それもあって、

葉山

なかなか、そこがですね、担当者が震災

い映像を持ってきました。で、3 月にはそれが

本来私はモノが嫌いで、博物館もそんなに好き

し、フィリピンもそうですし、台湾とかもそう

を期に全く変わってしまいまして、結局、震災

完成して、歴博のホールで上映する予定です。

じゃなくて、モノを扱いたくないから、本来は

ですが、このアジアは、自然災害というものが

前は私の上司が担当していたんですが、そこ

山本

はい、そういうことだそうです。いかが

漁業の研究をしはじめて、漁業者の行動を観察

激甚化しやすい場所ですので、そういう場所で

に私が入っていったので、じゃあ文化財レス

でしょう、皆さんのコメントやご意見などあり

するという研究をしていたんですが、それがモ

災害とどういう風に付き合い続け、それをどう

キューという事をするときに、どうやって信頼

ませんでしょうか。

ノを通しても同じ事ができるんだなという事を

いう風に乗り越えて来たのかという事を記録す

を得るかを非常に考えました。で、例えば単純

質問者

実は気づいたというのがこの経験でした。

るような映像というものが、今後どれ位かかる

な事ですが、いついつ行くからよろしくお願い

場からなんですが、モノの消えていく立場によ

かは分かりませんが、作れたらいいのかなとい

しますという事を必ず言ってから帰ると。その

く出会う仕事というか、まあボランティアのよ

私の感想ですが、たまたまそういうことに

う風に思っています

日は必ず行く。それから、物を持っていくとき

うな、民生委員という仕事をしております。突

なったんだと思いますけれども、映像に残すと

山本

お二人に昨日から引き続いてコメント頂

も、文化財のレベルでいうと、すぐにでも持っ

然亡くなった方のお宅とかにお邪魔する事があ

いうことが当初の記録という目的からだんだん

きました。あとは新しく質問・ご意見や質問が

て行って保管をして修復をした方がいいんです

りまして、まあ事務的な事を考えますと、そこ

変容していったのですね。

ありましたら承りたいと思いますがいかがで

が、雨ざらしにしてでも文化財の立場を優先す

にあったものが瓦礫と同じようになってしまう

葉山さんは本来は映像作家ではないんですけ

しょうか。質問したい事でも結構です。

るんじゃなくて、現場の人たちあるいは所有者

んですけれど、今教えていただいて、モノが記

れども、新しい経験を積んでいって、映像の可

今日は留学生も来ているので、東日本大震災

の立場を優先し、これを持って行くから良いで

憶を呼び覚ます源泉だという事が、改めて大切

能性というかですね、学問と芸術が結びついて

の事を説明しておきます。2011 年 3 月 11 日午

すかという事を必ず言うとか、そういういわゆ

な事を教えて頂いたんだなと、それはすごくあ

いくような、おそらく無意識のうちにそんな流

後 2 時 46 分に東北地方の太平洋側で大きな地

るフィールドワークの、日常のフィールドワー

りがたく思いました。これから担当のご高齢者

れの中にある、という感じはいたしました。

震が起き、その後大津波が襲いました。現時点

クの基本をもう一回やり直すような形が 2011

の所へ行くときは、そういう目を持ってもう一

じつは明日山形大学で「博物館のアートリ

で亡くなった方・行方不明の方が 1 万 8500 人

年 4 月以降 3 ヶ月 4 ヶ月位ですけれども、それ

度見てあげなければならないんじゃないかなと

ソースの活用」というテーマのシンポジウムが

くらいおられます。

で信頼関係ができたという事です。

思いました。いいお話をありがとうございまし

あります。新しい技術、テクノロジーが博物館

そして津波のために福島県の原子力発電所で

山本

現在も続いている？

た。

のあり方を変えていく流れの中に今あります。

事故が起きまして、それが今でも大きな影響を

葉山

現在も続いてます。

葉山

与えています。

山本

どれぐらい定期的に行っているという事

震災があったからではありません。というのは、

でモノを記録していけるという。そういう事が

になるんですか？

私の実家というのは、道路工事が入って壊さな

起きているんだなということです。その記録が

以前から決まっていた事なのですか？

葉山

きゃいけないということがあって。自分の家を

ネットで流れるだけでなく、そこに新たに人を

葉山

います。

壊すプロセスを見なきゃいけない、自分にとっ

呼び込む事にも繋がっていくのではないかとい

ては残酷な経験でした。それで、その経験の中

う感想を持ちました。

特にその、日本というのは、日本もそうです

葉山さんが尾形家に調査に入ることは、震災
2008 年から調査をしていましたので、

関係ができていて、関係ができているから声が
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そういう意味では、フィールドワークが

大体月に 1 回、3 日くらいは必ず行って

で、その記録というのは定期的に編集し

先生の研究とはずいぶんかけ離れた立

じつはですね、これを発想したのは別に

で、父親は美術をやっているんですけれども、

山本

はい、ありがとうございました。

それはプロだけではなく、アマチュアでも映像
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葉山

昨日もちょっとお話をしたんですが、表

現手段というのは、多分いっぱい持たなきゃい
けないものだと思います。自分が知った世界と
いうものをどういう風に表現するかといったと
きに、大学であれば論文・レポートといった形
で、文章で表現する場合が非常に多いわけなん
ですが、本来は文章では落ちてしまう事が非常
にたくさんあって、それは例えば展示という形
でモノを使って見せることもできますし、ある
いは今のような映像という形でもできますし、
プロだとかアマだとかはあまり関係が無くて、
特に今携帯とかスマートフォンも出てきました
ので、誰でも映像が撮れるような時代になった
時に、それを使って自分が知り得た世界を、い
かにたくさんの方法で表現できるかということ
が、博物館にいると、大事なことなのだと感じ
ます。
山本

44

ありがとうございます。

Yamagata Creative Cities International Conference 2017

やまがた創造都市国際会議 2017

45

セッション 2

映画製作プロセスを活用した地域活性化
渡邊竜一
株式会社フィディア総合研究所理事、株式会社アジア ･ メディアプロモーション 代表取締役

皆さんこんにちは。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今年結構こういう大学

まして、学生時代もずっと演劇をやって、友人

で講義をさせて頂くのが多くて、東京でですね、

たちにも映画関係に行ってる友人たちもたくさ

東京農工大学っていう理数系の大学ですけれど

んいて、そんなちょっとミーハーな所もあるも

も、そこでお話をさせて頂いたり、あと政策研

ので、それが役に立つのではないかなという思

究大学院大学でお話をさせて頂いて。参加する

いから始めていきました。

方は本当様々で、そういう方々に、私のやって

私が関わっている領域は、いろいろとあるん

きた事がどういう風に響いているのかなと首か

ですけれども、大まかにいうと観光まちづくり

しげながらもお話させて頂いて。この後もお話

という領域です。その観光まちづくりを進める

しますけれども、映画という言葉が持つ力がと

中で、まちの活性化について私が思うのは、人

ても大きくて、魔法というか魔力というか、そ

が動く事を観光と、ものが売れるっていうこと

んな風に感じるんですね。私が着目したのは、

で、お土産とか物販などが、地方に経済効果を

映画が、街づくり、地域を活性化するのに役に

生むすごく大事な事ではないかと考えて、地域

立つんじゃないかなっていう風に思って、もう

の活性化に関わらせて頂いてます。その時に大

かれこれ 20 年以上、注目をしながら活動させ

事なのが、コンテンツと編集能力で、後で触れ

て頂いてます。

ますけれども、そういうものを活用していきな

で、私がやっている業務領域は、20 代の頃
は編集畑の仕事をしておりました。旅行の情報
誌で「じゃらん」っていう情報誌がありますけ
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で、元々自分自身、大学は演劇を専攻しており

がら、この 20 年間いろいろ活動してきたお話
をしていきたいと思います。
映画やテレビドラマを使った地域活性化は、

れど、その「じゃらん」の編集をしたり、結婚

地方が自信を持ち、気持ちを一つにまとめる

情報誌の「ゼクシィ」、の創刊の時に関わらせ

ツールだという事で着目しています。全国に

てもらったりとか。人に情報を束ねて伝えてい

フィルムコミッションができたのが 2000 年頃

くって事がすごく大切なんですが、それを社会

です。平成 12 年に大阪にロケーションサービ

人に入ってからすぐに学ばせてもらったという

ス、大阪商工会議所の中にできたのが日本で一

のはとてもいい経験だなと思っています。

番最初のフィルムコミッションだと言われてい

で、そこから地域活性化の仕事を 20 代後半

ます。ちょうど同時期に 16 箇所でフィルムコ

くらいからやるようになりまして、最初は何て

ミッションができて、その仕組みが非常に地域

言うか、難しい学術的な地域活性化っていう入

活性化に役に立つんだっていうような事で、全

り方だったんで、私自身も地方に行ってピンと

国的に設立しようという動きになりました。そ

来ない事が多かったんです。その後に今から

の頃に全国的にブームになるきっかけが、お隣

20 年位前ですが、映画やドラマのロケを誘致

韓国で作られた「冬のソナタ」です。日本です

して活性化しようという、山形にもありますけ

ごいブームになり、日本人が韓国にロケツーリ

ど、フィルムコミッションというものが全国に

ズムとして行くきっかけになった、代表的な出

出来上がりはじめて、私も中央の全国組織の広

来事だったんです。でも振り返って日本みると、

報委員をやらせてもらった中で、これはもしか

フィルムコミッションができる前から、代表的

したら可能性があるんじゃないかなということ

な撮影のロケツーリズムみたいなものはありま
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した。北海道の富良野では「北の国から」をきっ

くロケ地観光を地元も取り組んだと聞いていま

か補助金を取って来いとか、いろんな罵声を浴

植えれば早く色づくだろうとか、そういう事を

かけにたくさんの方が観光客として行きまし

す。観光客もロケ地にたくさん訪れました。そ

びせられたり、役立たずと言われたそうです。

地元の人はよく知っているんです。そういう所

た。これが無かったら富良野が観光地として強

んな取り組みが 14 ～ 5 年前のことです。

そこで何とかしなきゃいけないと思って、悩ん

は、地元の人が一生懸命頑張る。で、横石さん

く認識されることも無かったと思います。東京

映画は観光地だけではなく他にいろいろな効

でいました。たまたま出かけた大阪での営業の

は一生懸命料亭とかに通ってこの葉っぱ使って

の葛飾柴又は、
「男はつらいよ」寅さんのロケ

果をもたらすのですが、地域活性化で有名な事

際に、がんこ寿司があり、そこで食事をしてい

下さいっていう売り場を開拓して、結果年商は

地として、今でもすごく定番の観光地になって

例で、葉っぱビジネスというのを聞いた事ある

る時に後ろで女子大生が、モミジの葉っぱを

現在 3 億円くらいありますけれども、1000 人

るんじゃないかなという風に思います。これら

方？

やっぱり意識の高い方々が今日来てるん

「あ、これきれいね」って言ってハンカチに包

弱くらいの町がですね、売り上げを上げて、年

は映像が与えた効果じゃないかなと思います。

だなと思います。私はここの上勝町という徳

んで持って帰ったのを見て、なんだ？そんなに

収 1000 万を超えているおばあちゃんたちも何

全国的にフィルムコミッションが立ち上がっ

島県の町に、2000 年くらいから通わせて頂く

大事にモミジの葉っぱを持って帰るのかと不思

人もいると。凄いですよ、空港からレンタカー

たのが 2002 年頃、その後、地方で恋愛のドラ

ようになりまして、それで、町の様々な活性化

議に思い、そこから葉っぱに可能性を感じたっ

借りて行くと、手前の勝浦っていう町を越え

マなんかが撮影され、その舞台に行ってみよう

のお手伝いをしてました。この仕掛け人が横石

ていうことです。それで町に帰って、葉っぱを

て、トンネル越えると凄い家がいっぱい建って

みたいな事が始まりだしたのが 2004、5 年くら

さんという方です。その横石さんと、地元の中

売りましょうって言ったらアホかと言われたっ

ます。これいろどり御殿って言われてるんです。

いだったというように思います。その後爆発的

にもそれから外にも、いろんな形でこの活動を

ていう所から話が始まっているんです。そんな

収入の中心がおばあちゃんたちになっていて、

に日本各地にフィルムコミッションなるものが

もっともっと知ってもらいたいと思ってまし

言葉に折れず、説得を続けて 4 件くらいの農家

なおかつ、結局年金も貰うけど納税者だってい

出来、今度はフィルムコミッションがどういう

た。その頃テレビでも「カンブリア宮殿」や「ガ

の方々が協力をしてくれて、事業が始まりまし

う。だから、病院に行く暇がないから、医療費

効果を出すんだろうかっていう事を、中央省庁

イアの夜明け」等の番組でも取り上げられるよ

た。横石さんは、映画の中でもテレビでも言っ

は少なくなって、ＵターンＩターンが凄い増え

の方で注目をするようになりまして、私も関わ

うになって、注目を浴びていました。ただ、町

てないですけど、19 年もの間 1 円も家にお金

てと。そういった事例です。

り、一緒にやった事業があったんです。2006

の人たち全部が納得してこの活動に協力してい

を入れていないんですよ。その間ずっと奥さん

それでも、協力してくれない町の人が居るの

年に徳島県で、
さだまさしさん原作の「眉山」っ

るのかというと、まだそういう状況ではないの

が支えてたんです。その金をどうしてたかって

をなんとかしたいという事で、映画にしまし

ていう映画が撮られましたが、この映画のロケ

で、もっと継続して情報として出していかない

いうと、一生懸命料亭に通って、料理のどこで

た。2 年くらいかけて、本当に脚本から一生懸

地を定点観測して、経済効果がどれぐらいあっ

といけないし、ファンも増やしていかないとい

ツマモノを出しているんだというのを、いわゆ

命練ってやりました。吉行和子さん、富司純子

たんだろうというのを調査してみようかと。当

けない。
「どうしたらいいかな渡邊さん」と言

るマーケティングしていたわけです。どこでど

さん、中尾ミエさんとか、アミューズっていう

時はロケ地の活用方法なんていうのも、地元も

われた時に、これは「じゃあ、映画作りという

う出るのかっていう。最初の４軒のおばあちゃ

芸能プロダクションにも協力してもらって、主

分かるようになってきまして、商店街がこぞっ

のもいいんじゃないですか」ということで映画

んたちを、料亭に連れて行って、料理のどこで

題歌を原由子さんが歌ってっていうような形で

ていろんな「眉山」がらみの商品を出しました。

化のお手伝いをしようっていうような事を始め

こういう風に葉っぱを出しているんですよって

やった映画です。結構、単館でヒットしました。

また、特産品を開発して映画に絡めて販売をす

ました。

いうのを見せたという。そういう所から懸命に

未だにいろんな所に担いで持って歩いて上映し

るという事も始めて、経済効果がざっと 39 億

この町はなぜ活性化したのかいうのは、ご存

葉っぱビジネスを育てて。だから今、葉っぱの

ているような感じの映画ですけれども。撮影中

円。この映画自体が、この年もの凄い当たった

知の方もいるかもしれないですけど、葉っぱを

ツマモノを販売している町は他にもあるんです

に有名人が町に来ると賑わうわけですよ。で、

という訳ではないです。この年の興収で 20 位

売ったんですよ。今から 30 年位前に、横石さ

けれども、全国のシェアでいうと 85％くらい

外の人に認められるというのが凄く大事で、あ、

くらいだったと思うんです。そういった映画で

んが農業指導、営農指導員として、農協の職員

が上勝町です。どこでも売ってる葉っぱですよ。

自分たちの町ってこんなにいい所なんだな、こ

も、しっかり地元がそれを認識して、ロケ地を

として、徳島市から上勝町の方に来ました。そ

ただ、ポイントがあるんです。これ、料理の季

んな有名な女優さんが来るんだなっていうの

活用していくと、こういう経済効果も生まれる

れで、様々な農業の指導をしていく中で、上勝

節感を出すためにツマモノは使うんですよね。

が、また町の自信にもなって。また地元の人が

んだよっていう事でした。

町は柑橘系の農産物が中心だったんですけれど

だから、先取りしないといけないんです。季節

いってる事とちょっと違った目でね、町の事を

今日は山形に来てるので、フィルムコミッ

も、ある年大冷害で柑橘類が全部ダメになって

感を。つまりちょっとだけ早くモミジを色づけ

見てくれるんじゃないかなっていう風に思った

ションが出来始めた頃に山形でも、「スウィン

しまったんです。で、もう町の中が荒んでしまっ

させたりしないといけない。これが、おばあ

りします。なので、今ここの町っていうのが、

グガールズ」っていう映画が撮影されて、すご

て、町の外から来ている横石さんに対して、何

ちゃんたちの知恵なんですよね。南側の斜面に

年間 4000 人くらい視察で来るんですよ。観光
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地じゃないですよ全然。でも観光地じゃなくて

私は東急田園都市線沿線に子どもの頃から住

いっぱい来ている事を北海道のロケ地になった

いって売り込まれる映像と違って、自分が良い

も、年間 4000 人くらい視察に来る、いわゆる

んでいたんですが、この沿線が凄く人気になっ

阿寒の人たちが知らないので。何か最近中国人

と思って見た映像に感情移入すると行きたくな

視察観光というのが起きているというような事

たのが、ドラマ「金曜日の妻たちへ」。このド

いっぱい増えてんな、なんでだろう、いやこれ

るんですよ。プロモーションビデオと映画の大

です。なので、それもまたひとつ町に経済効果

ラマがずっとシリーズとしてこの沿線を取り上

だよ、っていう事を分かってもらうために、北

きな違いです。

を生み出しているっていう風な結果に繋がって

げ続けて、東急田園都市線が人気の場所になり

海道で 11 館映画館を空けました。映画自体は

映画やドラマで地域を活性化する考え方って

います。

ました。恐らく、首都圏で今でも凄く価値の高

中国の映画が日本で当たるっていうのはまず無

いうのを言ったんですけれども、やっぱり映画

あと、私そのロケ地のいろんなコンサルティ

い沿線になっているんじゃないかなと思いま

いんですけれども、地元の人たちがちゃんと何

とかを通して地域資源を再発見しようという事

ングを始めたすぐ後にですね、さっき言いまし

す。そう考えると、映画とかドラマって単に観

に映りこんで何に感情移入して来てるんだろう

については、映画という言葉が持つ力がとって

た「じゃらん」とか「ゼクシィ」の編集をやっ

光だけではなく、ロケ地ツアーだけじゃなくて、

かっていう事をしっかり分かってもらう事が大

も大きいです。「映画やりましょうよ」って言

てたって経験があったので、映画とかドラマの

沿線の価値それから不動産の価値も上げるのだ

事と考え、見てもらいました。同時に、こういっ

うと、まず NO と頭ごなしに言う人はあまりい

ロケ地を紹介するこの「ロケーションジャパン」

と思います。

たものを、映像には、著作権利がありますので、

ないです。何それと興味を持って下さいます。

それと、私もちょっと関わった事例です。中

そういう権利を使わせてもらうことで、北海道

それから、やっぱり映像には伝える力が大きい

を創刊してしばらく編集長をしておりました。

国の映画で「狙った恋の落とし方」という作品

の PR を、大々的に中国の本土でやって、継続

と。なので、映画なら楽しそうだなとか、この

編集で、いろんな事を伝えていこうと。創刊し

ですが、2008 年の暮れに公開された 2009 年の

的に北海道へのツアーってものを作ったという

街で映画が作られたら面白いという風に、街の

てすぐに、相談があって取り組んだ事例が、こ

正月映画です。中国では 3 億人くらいが見たと

事をやりました。これも、非常に高い人気にな

人たちが楽しんで参加してくれる場作りになっ

れも全く観光地じゃない事例です。フジテレビ

いう作品です。中国の方に聞くと、未だにこの

りまして。

ていければいいと考え、映画による街づくりに

で、2004 年に「アットホーム・ダッド」と言

映画の事は知ってるし、この映画にちょっとで

あと、この頃からだと思うんですけど、メディ

うドラマがありまして、主な夫と書く方の主夫

も関わったと言うと、握手を求めてきます。そ

アのあり方が凄く変わってきましたね。この翌

フィルムコミッションに関わっていると、成

のドラマだったんですけど、このドラマのロケ

れぐらい有名な映画です。映画自体が今の中国

年に私が仕掛けたのは、日本でも出てますけど

果の指標も求められます。直接的には、映画の

地を捜しているよっていうのを、フジテレビの

の世相を反映し、登場人物の相関の中で、恋愛

「vivi」っていう雑誌のモデルの、これ中国人

制作舞台が来てくれる事による、制作費を使う

制作の方から相談をされました。それでちょう

の印象的な背景として北海道が映りこんだ。な

です。中国人の女の子たちを、彼女たちもこの

という効果があります。それから、ドラマに映

どマッチングしたのが、当時オリックス不動産

ので、感情移入した向こう側に背景が映りこむ

映画の事はよく知っていたので、ロケ地をめぐ

り込んだものが広報される事、あと地域そのも

で大規模マンションと戸建で売れ残ってて困っ

と、もの凄い事が起きるんだなと感じた事例で

らせて、それで、雑誌のモデルさん、影響力の

のの価値が上がっていくブランド効果というの

ていた物件があるんです。不動産って売れ残る

した。本当にとんでもないブームが起きていま

ある子たちに回らせて、SNS でつぶやかせるっ

もありますし、第三者に褒められると自信を持

と大変なんですよ、ずーっと金利が発生します

して、多分東北や、東京にいたりするとあんま

ていうような事をやりました。いまで言うと、

てる、アイデンティティの向上効果。あと、楽

し。で、それを何とかしようという事で、ドラ

り分からなかったのですが、北海道は本当に凄

youtuber だったりとか、広い意味でインフル

しそうなんで参加してみようかなっていう参加

マのロケ地にしました。立地が駅から少し遠い

いことになってました。ロケ地になったホテ

エンサーと言われている人たちですよね。山形

意識の向上。さらに言うと、観光や物産などが

ので厳しかったんですけど、ドラマがそこそこ

ル、阿寒湖のホテルは前年対比で 64 倍の中国

でもインバウンドの様々な取り組みの中で、イ

売れていくというような事。ただ、こういうの

ヒットしましたので、すぐ完売しました。これ

人の方が来ましたし、釧路市も 14 倍くらいの

ンフルエンサーを使うというような事はだいぶ

もきちんとした仕組みにしていかないとなか

は凄い、不動産価値を高めるんだっていう事が

中国人の方が来ました。このちょっと後ぐらい

最近でもやるようになりましたけれど、これ

なか地元にお金が落ちるという形にならないの

凄く分かったと。いわゆる観光だけじゃないで

ですかね、銀座で爆買いっていう事がメディア

まだ 2012 年くらい、5 ～ 6 年前ですけれども、

で、これはどうしようかと常々考えています。

すよね。未だにこのマークスプリングスってい

で言い出すようになりましたけど、その前に北

この頃にちょっと取り組みまして、やっぱり凄

後でこの仕掛けたものを参考にお伝えします。

うこの大規模マンション、戸建の所ですけれど

海道でこんな事が起きていたんです。私がこれ

い反響です。ここで一ついえるのは、映像、プ

はい。で、ロケ地ツアーの魅力って何なんだ

も、不動産価値高いままです。やっぱりドラマ

に関わらせてもらったのは、この映画の配給権

ロモーションビデオと違って、感情移入した映

ろうかなっていう事なんですけれど、その場所

とかに使われる事っていうのは大きいのかなと

利と、プロモーションの権利を使わせてもらっ

像の作品に映りこむものっていうは、第三者目

でドラマのワンシーンがよみがえる期待感みた

いうような事ですね。

て北海道での公開をしました。まずは中国人が

線という事になるんです。来て下さい来て下さ

いな所があります。それから、出演者がその場

という、今も出てますけれども、こういう雑誌
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所に立った事実への感動と体感。フィラデル

んだ地域参加型の映画です。ちょっと映像見て

な地域でやってました。そのセミナーを大館で

特徴は、いわゆるフィルムコミッションって

フィア行くと図書館がありまして、階段登って

ください。

開く事にしました。その開いたセミナーで、ソ

いう事だと、企画が東京の方とかで作られて、

フトはあまり興味のない当時の市長に、その場

ロケをする時だけお手伝いするっていう事が結

いった所に足型があるんですよ。わかりますか

こんな作品です。見たことある人？

全国公

ね、そこの足型に足を合わせてこういうポーズ

開というか、劇場公開していないので見てる方

で、やりましょう！

というような事を言った

構多いんですけれども、これはもう映画を作っ

をとる人がみんないるんですけど、
そこは「ロッ

はほぼいないです。ただ、これ 2011 年の 2 月

おかげで、周りがとてもやりやすい環境ができ

ていくプロセス全部に地元が関わるっていうの

キー」のロケ地なんですね。ロッキーが立った

に地元で、体育館などを使って公開をさせても

て、受け皿の組織である LLP というのを作っ

がポイントです。通常の映画だと、いわゆる制

同じ場所にいる感動みたいなものがあります。

らいました。で、一ヶ月で制作費を回収しちゃっ

て、プロモーション映像を一回作り、そこから

作委員会っていうものが形成されて、ここに

また、現場で知りうるより深い内容、作品とか

たんですよ。それぐらい、地元の人が何回も何

本編までこつこつと地元でやっていくといった

は、広告代理店とか、それからテレビ局とか、

地域の理解、あと既存の観光地とは違う現地の

回も見てくれて。もちろん低予算で作ったとい

事でやりました。それと同時に、地元の新聞社

それから DVD を作る所とか、そういった所が

新しい魅力が生まれますよという事です。こう

うのもあるんですけれども。で、一ヵ月後に地

と組んで、プロジェクトがスタートする所から

出資をしながら形を作っちゃうもんで、いわゆ

いった事を前提にしながら、私が取り組んだ地

震が来ました。そこからはいわゆる劇場公開な

ずっと記事でフォローをしてもらいました。一

る様々な権利、窓口権利っていう言い方をする

域参加型の映像っていうのを、取り組み事例を

どもちろん出来なくなりました。ただ、更に一ヶ

番左側の上のこっちが、これが最初のセミナー

んですけれども、例えばテレビ局が入ってきた

お話したいと思います。秋田県と沖縄それぞれ

月位してからですね、権利を地元で制作委員会

の時の記事です。ここからいろんな形で記事に

らテレビで放映する段階になったら放映の窓口

でやった取り組みです。

みたいな形で持つようにしたので、被災して避

していってもらって。役者さんが決まると、役

権利はウチのテレビ局が持ちますといった形に

私は今、フィデア総研の理事をやらせても

難されてきた方々向けに避難所を回って見せて

者さんがどうしても目立ちますから、中心の記

なって、権利は全部そっちが持つと。でも、そ

らってます。フィデア総研は山形の荘内銀行、

いきました。娯楽に飢えていたこともあったの

事になっています。今度頑張ってる日景さんと

うではなくてこのプロジェクトは地元が権利を

秋田の北都銀行のシンクタンクの会社です。北

で。この映画なんですけれども、ちょっと変

かね、中心のメンバーなんかも記事になってま

持つようにしようという事になりました。なの

都銀行がある秋田県もですね、観光とか地域づ

わった作り方をしました。地元の、青年会議所

す。今度、だんだんネタも深くなってきます。

で先ほど、地震の後無料でもいいから避難され

くりというので困ってて、映画で何とかならな

の当時理事長をやってた人、凄く行動力があっ

エキストラで出た人とか、もしくは、エキスト

てる方々に対して上映しようという事ができた

いかなという思いを持っていました。2008 年

た日景さんという方と知り合いました。で、彼

ラで行ったけど出れなかった人とか、そういう

のも、地元が権利を持っているからなんです。

くらいから取り組んだ事例ですが、秋田県大館

も秋田を活性化したいという思いがとっても強

人たちなんかもどんどんこういう風にコラムに

市という所、今一生懸命秋田が秋田犬のふるさ

くって、理事長の時に、秋田活性化株式会社と

出てきます。これすごく大事なことです。これ

廃線を使ったレールバイク、まあそういうのも

となので、秋田犬を使って PR を一生懸命やっ

いうのを作って、小口で 50 万 100 万っていう

するとですね、自分の映画になってくるんです。

今観光資源としてとても人気になって、パナソ

てます。この映画にも秋田犬出てきます。映画

ような株主の方々 85 人の方から出資を募って

自分の映画だって言える。いっぱい自分の映画

ニックの電池のコマーシャルなんかにもね、使

のパンフレットにも私書いたんですけれども、

作った会社です。それで東京の銀座に「なまは

だって言い出す人が町なかにたくさん出てくる

われたりしました。エボルタってやつ。あと、

地元の人に「何もないところ」って言わせたく

げ」っていうお店を出しまし、今でもずっと流

ということです。なので、さっき言いました地

映画の中に出てきたロールケーキが売れた。ま

なかったんですよ。私の母親も秋田なんですが、

行ってるお店です。実際に秋田の古くからあっ

震の前 1 ヶ月しかないんですけれども、もう地

た、いわゆる観光地ではないんです大館って。

「竜一ね、秋田行ってもなーんも無いから」っ

た古民家をビルの中に移築して、営業も続けて

元で回して地元の人たちが愛着を持って一生懸

けれども、いろんな源泉があって、いろんな色

てよく言うんです。でも何も無いって言ったら

いるんです。そういう経営感覚があって、地元

命見てくれる映画になりました。地元のおばあ

のお湯が湧くもんで、そういうのを湯めぐり

何も始まらないじゃないと思うんですね。観光

に対してとても熱い思いを持っている彼だから

ちゃんのなどはイスに正座して拝みながら見て

セットにしました。また、DVD はですね、町

だととくにそれを言っちゃダメなんです。子ど

こそ、その観点を映画に置き変えて一緒にやら

るんです。そういうの見てると、涙が出てくる

のですね、特産品のカタログに今でも載ってい

もの頃に行った秋田の風景はとてもきれいだっ

ないかって持ちかけたのが 2008 年の話でした。

位嬉しかった。5 回も 6 回も見に来てくれて、

るんですよ。だから、町の人たちが、「何にも

たし、食べ物も美味しかった。でも、地元にい

私がちょうどその頃東京国際映画祭っていう映

同じ所で笑うかと思ったら違うんですね。見る

ない」って言わずに、この映画見てって言って

ると、どうしても寂しいのかなと。何も無いと

画祭がありますけど、その関連事業を企画して

度に多分違う所を見てると思うんですよ。なん

くれてる事がとても良かったと思っているんで

言ってしまいがちなのかなと思うんですけど、

まして、地方で映画を作る環境をどんどん作り

かそういう、ほのぼのする作品になっていきま

す。地元に経済効果が落ちる仕組みを作った

それを何とか違う形にしたいなと思って取り組

ましょうというセミナーを年間 4、5 本いろん

した。

かなというような事であります。ロケ地ツアー
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も凄く人気になりました。さっきの映像にも

の結節点というか、入口になっている所なんで

カーからインセンティブが出るので、その費用

れるっていう、もれなく単位が取れますってい

ちょっと映ってましたけど、ロケ地の一つであ

す。なので、そこからやんばるだったり、国頭

も制作費の一部に回し、買ったジュースのうち

うのを是非教授お願いしますって言って教授に

る松峰神社、地元の人でもあんまり行かない神

村だったり、北部は凄く緑が多い所です。緑と

の 10 円が例えば制作の方に寄付される仕組み

お願いして、この活動に協力してもらった人に

社なんですけれど、この神社のお賽銭箱が増え

そういう北と南の交流点なので、縁の街ってい

にしました。そんなに大きなお金ではないんで

は 2 単位取れるっていう協力をしてもらいまし

たんですよ。それで建て替えるとか言い出した

うような町のコンセプトを決めて、商店街の交

すけれども、自分の買ったジュースの一部が町

た。で、そのかわり、単位取れるからにはミッ

んで、「それはちょっと待ってくれ」と、
「今の

流人口を増やしましょうというのがこの映画の

の映画に協力してる、みたいな、そういう参加

ションが必要です。大きく二つのミッションを

方がいいんだから」みたいなこともありました。

企画です。経済産業省の事業を調査から実際の

の形も作っていく。それから、地元の銀行、沖

学生さんたちには課しました。何かというと、

あと、海外の映画祭に出品しました。そういう

実施事業、それから映画だけではなく町並み整

縄銀行さんに協力してもらって、地元で作った

一つはその学生さんたちの中に編集部を作りま

動きが町の人たちの誇りにもなるんだって思い

備の事業なんかもやっていきながら仕掛けとし

組織である LLP と銀行とをすぐ提携をしても

して、瓦版を作ってもらった。映画をやってる

ます。そんな試みをやったハナばあちゃんは、

てやったものですね。やっぱり同じように映

らい、行政の予算は後からの入金ですから、つ

プロセスの最中を取材して記録をして、それで

結局全国公開はしませんでした。でも地元の人

画を作っていくプロセスで盛り上げようって事

なぎの融資をしてもらいました。さらに協賛し

町の人たちに対してアピールをする瓦版を作っ

たちが地元に誇りを持ってもらえるような映画

で、様々な事をやりました。商店街活性化だっ

て頂いたりしました。あと何よりも、行員の

てくださいっていう編集部を作るという事。そ

の作り方として試みた映画です。

たんで、まずちょっと商店街の人たちに映画の

方が一生懸命で、それこそモギリを手伝っても

れから、ロケ地の記録を取るスタッフを作りま

この仕掛けを全国公開の映画にちょっと変え

気持ちになって欲しかったんです。それでレッ

らったりとか、PR を手伝ってもらったり。あ

しょうと。ロケ地ツアーとか、後に使いますよっ

てやってみようかっていうのが、沖縄の名護

ドカーペットを商店街に引いたんですね。それ

とは、この撮影中に沖縄銀行の那覇の本店と名

ていう話をいろいろしたと思うんですけども、

市でやった作品です。これも映像があるので、

でみんなで一張羅着て歩こうぜみたいな事をや

護の支店には、撮影中のロケギャラリーができ

撮影隊は、地元のそのロケ地をどう記録する

ちょっと見てください。

りました。また、地元に名桜大学っていう大学

ましたね。その撮影のシーンとか、台本だとか

かっていう所に対してはあまり無いんです。映

があるんですけれど、その大学の学生さんなん

そういうのを飾って頂きました。商店街を活性

画を作る事に一生懸命です。だから、地元が一

多く見てくれたのは地元沖縄の人でした。沖縄

かもパレードに参加してもらいました。それか

化するということで、町に人がいる事も大切で

生懸命ここに何があった、どういう事だったか

で、レンタル DVD の回転率がもの凄かったと

ら、市民のキャストオーディションっていうの

す。なので、アートベンチみたいなものを、こ

を記録しないといけない。でもできる人たちが

聞いてます。あとは、この映画のすぐ後に主演

もやりました。いろんな、ちいさな役をたくさ

れも映り込みますから、アートベンチも作ろ

いない、たぶんフィルムコミッションの人なん

の波瑠さんが朝ドラに決まったというのも非常

ん作りまして、町の人たちがたくさん参加して

うって事で、近隣の学生さん、それからクリエ

かも撮影の手配とか、協力っていうので一生懸

に大きかったのかもしれません。その後この映

もらえるように。あと、映画に映り込んだ所に

イター、の方々からデザインを募集して選んだ

命で、手一杯なんですよ。そこを学生さんたち

画の中でも出てくるんですけれども、名護でや

感情移入した先には、観光とモノが売れるとい

休憩ポイントを作りました。いくつも、参加し

に協力してもらう。でこれ、観光で言う着地型

る桜祭りっていうものにもコメントを波瑠さん

うことに繋げたいので、名護らしいレシピを考

てもらうような仕掛けをしました。銀行の協

コンテンツっていう魅力なんですね。例えばこ

がくれたりして、未だに交流が続いています。

えたりとか、商品の開発なんかもやりました。

力っていうのはやっぱり大きかったですね。先

の席に波瑠ちゃんが座りましたって言ったら、

この映画もですね、感情移入させるような作り

さらに映画を作っていくプロセスにどう参加

ほど言いましたギャラリーだったり、提携をし

この席に来たときに魅力がつくんですね。そう

方、
いわゆる恋愛映画として作りました。ヒュー

させるかっていう事を考えた時に、町の人たち

てもらった、あと地元のそういう映画作りの団

いうのって着地型コンテンツなんですよ。こう

マンストーリーの脚本を作るのはとっても上手

にいわゆる行政の補助金だけに頼るんではな

体に銀行が協力するっていうのは、信用にも繋

いうのって、なかなか記録しておかないんです。

だと定評の大谷健太郎さんという監督、
「黒執

く、応援ののぼりを作って、1 本 6000 円で地

がります。それから、開発した特産品の販路の

そういうものを、学生さんたちにフォーマット

事」とか「NANA」っていう映画とかをやっ

元で協賛として買ってもらいました。150 本ほ

拡大に協力なんていうのもやってもらったりし

を作って記録してもらう係。大きくはこの二つ

た監督です。脚本作りがとっても上手な監督に

どののぼりが町に立ち並びました。そうやって

ました。なので、こういった事も、いろんなも

を協力してもらいました。やっぱり、町づく

お願いをして、作品としては恋愛ドラマとして

支援体制ができるようになりました。さらに通

のに繋がりましたよっていう事。あと、地元の

りってこう一部の人たちが頑張ってても、なん

完結する映画にしてます。そしてその背景に映

り会が募金箱を置いて、この映画の応援をしま

大学、名桜大学さんですね、地元の活動組織と

かやっかむ人とかね、んーって斜めに見ちゃう

り込ませるのはどうするかという事を一生懸命

した。商店街にいくつかある自動販売機もこの

の提携をしてもらいました。で、この期間中活

人とか結構いたりします。ただこれ、名桜大学っ

町の人たちと考えました。名護は沖縄県の北部

映画を機に付け替えました。付け替えると、メー

動に協力してもらった学生さんには、単位が取

て沖縄にある大学なんですけど、沖縄から言う

これは全国公開をしました。40 館位でした。
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形で内地、いわゆる本土から来ている人たち、

方で秋田を舞台としたタイのドラマっていうの

事なのかなと思っています。さっきの「ハナば

れるかなって括ったのが、
「健康を回復できる

学生さんたちのほうがどちらかというと多いん

を制作しました。タイの有名な俳優さん、女優

あちゃん」の話なんかでいうと、地元のキーマ

ような町」。伊東市だったら、健康な町になれ

ですよね。なので、
まあ 4 年間沖縄の名護に行っ

さんに来てもらって、剣道を舞台にしたドラマ

ンだって言ってた日景さんって人がいました。

ますよ、今まである食事、温泉、スポーツ、祭り、

てるにも関わらず、なかなか沖縄の地元と触れ

を作りました。で、その出演俳優さんにインス

去年市議会議員で出まして、トップ当選しまし

イベント、いろんな形のものが違った形で見え

合う機会がないので、そういった機会も作って

タグラムに投稿してもらったりとか、それから

て今市議として活躍しておられますし、あの映

てきませんかっていうような括り方です。こう

あげられたらいいなっていう思いで、こういう

ドラマの役名でフェイスブックページを立てて

画に、映画サークルの、映画オタクなんですっ

いうようなのが、いわゆる編集っていう事なん

試みをしまして、でまたそういう子たちもやっ

もらったりだとか。あと、関連した番組にたく

て言って協力してくれた福原さんって人は今市

だと思うんですけど、こういう事をしながら町

ぱり活き活きとやるわけですよ。一生懸命取材

さん出てもらって、LINE でつぶやいてもらっ

長をやってますし、まあそういった形で一生懸

の魅力を括る。で、ここにメディアが関わって

をしてね。それで、全部で 10 版くらい発行し

たり。いろいろ今ある SNS をたくさんの形で

命あそこに関わったメンバーなんかもやっぱり

くると効果的になってくるんですよね。

て瓦版作りましたけど、この瓦版を嬉々として

駆使してやりました。ドラマの放送したのが今

キーマンであったし、町のリーダーにもなって

で、いま日本各地で DMO とか、DMC と呼

配ってくれるわけですし、またその配られた人

年の 2 月なんですけれども、3 月末、4 月の頭

くるような人たちでした。そういう人たちをい

ばれるものができてきます。山形も DMC、そ

たちもやっぱりこう喜んで見てくれるっていう

ぐらいまでの SNS の延べのアクセス数が 2600

かにメディアとして後押ししていくのかってい

れから DMO を作ろうというのがありますね。

状況があって、映画自体の効果以外にもいろん

万もあったんですね。タイって 6000 万ちょっ

う事、それを行政や金融、メディアという所が

DMO 知ってる人？

な周辺の効果っていうのがあるんだなっていう

とだったと思うんで、延べでもの凄い回数アク

後押しをして、今度は誰に、例えば大館だった

ます。DMO っていうのは、凄くシンプルに言

風に思いました。

セスした人が多分居ると思うんですけれども、

ら大館の魅力を伝えるのかっていうはっきりと

うと、今までの観光協会とか観光連盟とかって

で、いま秋田の方ではですね、また「ハナば

とんでもないアクセス回数でした。で、こういっ

した、冒頭言いましたけど編集力っていうのが

いう組織よりも、お金稼ぎましょう、地元が一

あちゃん」に続いていくつか試みをしている最

たアクセスの事を、これからどういう風に受け

大事なのかなと。誰に、何を、どういう風に伝

生懸命潤うような観光のあり方を考えましょ

中です。大曲、大仙市は花火の町として有名な

皿として作っていくかっていう事を、今タイか

えるのかなっていう編集力っていうのが凄く大

うっていう事を昨年度から国が一生懸命提唱し

所ですけど、ここもまた最初の「ハナばあちゃ

らのインバウンドの形として、秋田県は観光と

事なような気がしています。

て組織化しています。で、いま日本全国に 157

ん」をやった時、
それから名護の「がじまる食堂」

して取り組もうという事をやってる最中です。

ちょっと何となく、編集の仕方の一つの例と

箇所 DMO ってものができていて、山形にもい

それと、これも私が関わっている秋田の委員

して挙げますけど、私が町作りに関わった今か

くつか、手を上げてる所もあれば、できた所も

て、今はこういうのを地元の人たちと一緒に、

会の中で提言してやった事なんですが、NHK

ら 30 年位前に最初に関わったのが静岡県の伊

あります。でもその時に凄く考えなきゃいけな

内蔵が商店街の横にあったんですけれどそこを

の連ドラ・大河ドラマの誘致委員会っていう

東市という所でして、熱海の隣の伊東。で、こ

いのが、お金が落ちる仕組みを考える事なんで

改装した店舗を作って、なかなか売り物がない

のを作りませんかっていう事でやりました。

の熱海の隣の伊東はですね、熱海に対抗すべく

すね。その時に、お金はどこに落ちているかっ

もんで売るための商品開発を一生懸命今やって

NHK の連続テレビ小説、朝ドラが来たのがず

観光協会の協会長やら、旅館組合の組合長は県

て言ったら、地元にお金が落ちるのって食べ物

る最中です。こういうのがある程度できてきた

いぶん前なんですね、秋田県は。なので、そろ

に陳情しまくるわけです。何を陳情しまくるか

だったり、お土産物だったりとか、体験だった

らいいかなと。こんな感じで地元の食材をブラ

そろ来てもいいんじゃない？

で、さっきの波

というと、熱海より一発でも多く花火を上げろ

りするんですよ。こういうものをいかに整備を

ンドに、まあ大曲の場合はとにかく花火、一日

瑠さんの効果も凄くあったし、いいねっていう

と言うんですよ。馬鹿じゃないかと思うんだけ

していくかっていう事だと思います。なので、

で町がぶっ壊れるぐらい人が来るので、それ以

思いがあって、それでこういう事をやってみよ

ど、でも、いやちょっと待ってくださいと。そ

まあ映像はあくまで手段ですから、町の人たち

外の時にいかに来てもらうかっていう事が大事

うっていう事もやっています。

もそも行った旅館に魅力がないとダメじゃない

が参加して映像に映り込む、何が映り込んでど

ですかっていう事なのに、いや行政ですよと、

うやったらお金が落ちるのかという事を凄く考

をやった時と同じようにシンポジウムから始め

あ、何人かいらっしゃい

なので、毎日大曲に来て下さいっていう意味で

で、いま凄く思っているのが、こういった映

の「毎日大曲」っていうブランドを作って、活

画とかテレビとかドラマ、まあそういったメ

一生懸命 PR して、一発でもいいから花火を打

えていく必要があるんじゃないかな、なんてい

動している所です。

ディア、それからそこに関わる様々な周辺のメ

ち上げろと。そうしたらわが町にも来る、みた

う風に思います。私は映画、地方行くと映画人

それから、今もう映画だけが凄く効果がある

ディアっていうのが今ありますけれども、そう

いな事を言って。違うと。町の魅力を、
きちんと、

みたいな顔してますけど、基本的には映画の人

ことではなく、いろんなメディアの形があるん

いうメディアで、地元の活性化をするキーマン

その欲しい情報の人に欲しい形で届けましょ

ではありません。観光町作りの人なので、映画

だなっていうのもあって、昨年はちょっと私の

をどうやって後押しをするのかっていう事が大

うって言った時に、じゃあどういうテーマで括

は手段として使っています。なので、基本的な
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考え方は、町にお金が落ちたり、町が活性化す

「DMC」の「C」は「カンパニー」ですね。「LLP」

かってもらえるか、古い映画を使ってやろうと

な映画祭の立ち上げに関わりました。その時に、

るために、使い道として良いんだったら、そ

は、「リミテッド・ライアビリティ・パートナー

いう事を行っております。昨日の講演の方では、

まず地元の人たちに来てもらいたくてちょっと

の時に映画の作っていくプロセスを活用してき

シップ」ですが、これを少し解説して頂ければ

私はボローニャの短編映画を皆さんにご覧頂い

試みたのが、地元のテレビ局が持っている古い

たっていうような事になります。今は全く違う

と思います。

た事を紹介しましたけども、これは 105 年前に

ニュース映像を入口で流すことです。例えば、

事も考えてます。例えば、先月は秋田の食材を

渡邊

作られたものです。その中でですね、メインと

そんな年にまだここに橋がなかったんだ、と

提供する飲食店を東京の北千住にオープンしま

町づくりは無責任な事が多いんです。自分たち

なった所が広場ですね、町の中心部にある広場

か、そういう映像を地元の人は見て喜んでるん

した。ここも今度メディア化していこうと思っ

の仕事が忙しいからとか、なんか用事があるか

なんですけれども、これは 100 年前の姿、これ

ですよ。だから、昔の映像と今を比較すること

ています。働いてくれる職員はオーディション

らとか逃げちゃう人が多い。しかし、LLP は、

を皆さんにご覧頂く事ができました。私たちプ

で凄く楽しいことがあるんだろうなと。逆に言

をして採ろうとかね。で 3 ヶ月に一回ローカル

自分たちで判断をしないといけないことがすご

ロジェクトとしてですね、旅行者の方に、現在

うと、ヨーロッパだと、例えば「ローマの休日」

の番組とかに、秋田に行ってもらって出てもら

く大きいです。編集も似ているんですが、私が

の広場に行った時に携帯電話などで古い映像を

なんかで映り込んだその景色は未だに変わらず

うと。で、その映像を店内で流すと。そういう、

編集長をやっていた時に、後輩の編集長には表

見て頂いて違いを見る、またはそういった事で

にあって、この辺でジェラート食べてたなとい

普通の飲食とは違うありかたみたいなものも手

紙の責任を持つようにいいました。わかりま

歴史を感じるようなツアーを作っていきたいと

うのが未だにその体験ができるが凄いと思いま

段として模索しています。特産品の開発にもい

す？ 1 月号と 2 月号の表紙は同じターゲットで

思ってます。一年前からフィルムコミッション

す。

くつか着手させてもらったりしてます。なので、

も違いますよね。タイムリーな情報をジャッジ

として、ヨーロピアン・アーカイブという所と

山本

手段はその時々で変えますけど、基本的には観

する人が編集長なんです。ライターとかカメラ

一緒にプロジェクトを始めております。そう

ニャにどのくらい観光客が来てますか、あるい

光作りをやらせてもらってます。ただ、やっぱ

マンとかプロから上がって来た情報をジャッジ

いった事で、ヨーロッパの各都市、古い都市で

は増えていますか。

り映像とかメディアが持っている力というのは

することが編集長の大事な仕事です。町づくり

コンソーシアム、ボローニャだけではなくヨー

アンドレア・邦訳

大変大きい。それから、地域が参加する仕組み

も、ジャッジするための組織を作ることが大事

ロッパの各都市、古い都市でですね、こうい

という具体的な数字は申し上げる事はできない

を作るというのも、大変大きな事です。町の人

です。

う所でローカルアーカイブを立ち上げまして、

んですけれども、確実に旅行者は増えています。

たちが参加する場をたくさん作って、その時に

山本

なるほど。それではですね、アンドレア・

オーディオメディアを通じてですね、100 年前

明日の講演でも申し上げるつもりなんですけれ

自分たちの町の事を考える場をたくさん持っ

メネゲッリ氏にコメントをいただきたいと思い

の姿、50 年前、15 年前の姿それぞれの姿を見

ども、コンソーシアム、美術館などのいろいろ

て、町の事もまた見直してですね、何も無いっ

ます。

て頂くようなプロジェクトをやっております。

なワーキングに協力してですね、旅行客を増や

て言わないで、自分たちの町にはこういう良い

アンドレア・邦訳

今回の講義大変興味深くお

この目的というのはですね、市民の皆さんだけ

すような努力をしています。そしてボローニャ

所があるんだよっていうのをどんどん自慢して

聞きしました。しかも、見ていて大変面白かっ

ではなくて、旅行者の皆さんにも町の歴史や知

は食文化、こちらの方にも大変魅力があります

いけるような人たちが一人でも増えれば、この

たです。私の現在の仕事というのは、アーカイ

識を高めてもらう事、そして旅行者の皆さんに

ので、このような事からも、旅行者を増やして

町の活性化という事に繋がっていくのかなって

ブの方ですね、古い映画、過去のものを使って

市の事をより深く理解してもらう事を目的とし

いくっていうプロジェクトが盛んに行われてい

いう風に思いながら日々活動させてもらってい

活性化というような事をやってますので、渡邊

ています。ですから、渡邊さんがなさっている

ます。繰り返しですけれども、今旅行者が何人

ます。

さんのアプローチとはちょっと違うかもしれま

事とはやり方、アプローチが違うと思いますけ

というのは今言えませんが、ツーリズム、旅行

せん。過去の事と現在を繋げてやるという事で、

れども、渡邊さんはこれから作ろうとしている

者は確実に増えているという事です。

私のほうの活動はしております。

事ですけれども、私たちは過去のものを使って

山本

活性化しようという事でやっております。今、

アさんはイタリアのボローニャ市からお招きし

町で、大きなビルもありますし、高いタワーも

ここでまた強調したい事というのは、現代の事

ました。ボローニャは創造都市の中でも有名な

あります。ですけれども、旅行者というのは、

ではなくて古いものでもツール、まあその旅行

町です。私は 2013 年から毎年訪問しています。

ちょっと補足します。学生もたくさんいます

ヴェニスとか、フィレンツェとか、そういう所

を活性化する可能性があるという事です。あり

ミラノとローマを結ぶ鉄道の途中にあり、交通

ので。
「DMO」は「ディスティネーション・マー

に行くかと思います。それを、私たちはどう

がとうございました。

の要衝です。またベェネツィアにもフィレン

ケティング・オーガナイゼーション」のこと、

やってボローニャの魅力を旅行者の皆さんに分

渡邊

ツェにも行ける。

はい、じゃあ講義というか、私の方からお話
するのはこのあたりで終了にします。

LLP は 有 限 責 任 の 法 人 格 の こ と で す。

ボローニャは大変良い所なんですね。中世の
山本

ありがとうございました、皆さん拍手を

お願いします。
（拍手）
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受皿の整備だったりとか、ツアーも作ったりし

と検索して是非見てください。本当泣けますよ。

になりましたのでこれで渡邊さんのセッション

ローニャには寄らないで通過してしまっていた

ています。

本当に感動する CM、泣ける CM でタイって調

2 を終わりにしたいと思います。どうもありが

んですね。ところがここ数年、一昨年くらいか

山本

私は西日本出身ですので、帰省したりす

べると、タイの保険会社とかのクリエイティブ

とうございました。

ら、日本人の個人旅行の人が私と同じホテル泊

ると駅や空港などにタイ語が入り始めているこ

が出てきますが、本当に泣けます。非常にクリ

まっているのに会うようになった。今年は日本

とに気づかされます。西日本にかなりタイから

エイティブ能力が高い。なので、クリエイティ

人の団体バスツアーが来ていました。

観光客が来てるんですね。先々週も京都行きま

ブをお願いする予定ではいたんです。でも、イ

想像すると恐らく一通りイタリアを旅したと

したら、家族旅行できた大甚の一家に比叡山で

ンバウンドと考えると、彼らがクリエイティブ

いう日本の観光客が二度目以降の旅の滞在地・

会いました。その動きがまだ東北までは届いて

をしてもらう場所、舞台が秋田だっていう事も

見学地としてボローニャを選ぶ向になってきた

いない状況なんですよね。ただ、東北の方はま

アリなんじゃないかっていう思いでやりまし

のかな、と感じました。

だまだ震災の影響が残っていると思いますの

た。そして、これは受け皿を作っていく事と同

で。

時に、継続的にやっていくべきだと思っていま

ただ、以前の日本からの観光ツアーだと、ボ

ただ日本人だけでなく、全体として増えてい
るという話をボローニャ大学の先生から聞いて

ただ、タイの人たちは日本にかなり来るよう

す、今後も。タイだけではなく、これから来る

きました。どちらかというと工業都市や見本市

になってるんでしょうね。

可能性の高いような場所でもできたらなと思い

会場としての役割を果たしてきたボローニャが

渡邊

ビザの発給要件が免除になりましたの

ます。

観光地としても注目を浴びるようになってきた

で。あと経済的にも上がってきてるということ

質問者

のかなと、そういう変化を感じたという補足で

もあります。これから増えてくると思います。

何か若い方に何かメッセージとか、注目すべき

す。

山本 （質問者に）どうぞ。

今後何か 10 年間ぐらい、未来に何か展望です

質問者

とか、何か学生さんに参考になるようなコメン

皆さん渡邊さんへの質問やコメントがあれば

とても興味深いプレゼンテーションあ

今日来てるのが、学生さんが多いので、

りがとうございました。山形のドキュメンタ

トなどお願いします。

リー映画祭で今回アジア部門の審査員をつとめ

渡邊

SNS はタイ語でしょうか、それとも英語です

た塩崎と申します。で、アジアの作品って凄く

社に入れなかったんですよ。どこを受けても落

か？

今面白いのがたくさん挙がって、技術も凄く上

ちるんです。私の同期、同級生はそれこそ何人

がっているってことを感じたんですけれども、

も東宝だとか、東映だとかに入ったり、劇団四

を呼んだので、全てタイ語です。ただ少し失敗

渡邊さんが今後アジアと企画していくこと、も

季に入ったりしましたが、私は入れなくて。た

したなと思ったのが、合作にしとけば良かった

しくは夢に思っていることとかあれば、参考に

だ、ずっと言い続けましたね。映画のことは。

なと。タイの方々は、タイでものすごく有名な

教えてください。

ことあるごとに言い続けたので、そういえば渡

女優さんたち、かなり人気のある俳優さんたち

渡邊

邊さん、映画好きだったんだよねといろんな人

が来てたんですけど、日本では誰も関心を示さ

けがありました。秋田県がタイをいわゆるイ

を紹介してくれるようになりましたね。結果、

なかったです。それがいい事もあるんだけど、

ンバウンド、観光の市場として凄く重要視し

いわゆる映画会社に入ってやるアプローチとは

ちょっと盛り上がりという所に欠けたかなと思

たっていうのもひとつあります。もうひとつは

違うかたちで、私は映画作るようになりました。

います。

ちょっと私の知り合いが、映画会社で今、日活

ですから、言い続けることは大事なのかなと思

山本

タイからの観光客は増えていますか？

という映画会社の社長をやってるんですが、そ

います。そうすると、いろんな人がいろんな事

渡邊

今、アクセスは増えていますが、ちょっ

こがタイの最大手の映像制作をやるカンタナっ

を教えてくれる、それを受け止める気持ちもす

と根本的な課題なんですが、東北は受け皿が無

て会社と合弁の会社を作ったんですよ。お話の

ごく大事です。そして、ずっと思い続けて、そ

いんですよ。ですから、一生懸命プロモーショ

通り、タイの今クリエイティブの能力は非常に

れを発信することも大事だと思います。

ンするだけでなく、今はインバウンドのための

高 い。 特 に YouTube で「 泣 け る CM

山本

承りたいと思います。いかがでしょうか。
私から質問ですが、このタイの場合ですね。

渡邊
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タイ語です。基本全部現地の制作クルー
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例えばタイで言うと、タイでやるきっか

タイ」

実は私は大学が演劇科でしたが、映画会

ありがとうございました。ちょうど時間
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