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1 はじめに

1.1 背 景

ここ数年，一種のブームであるかのように，日本各地で多くの映画の野外上映会が開かれてい

る。もっとも，映画館のない地方では野外上映会は決して珍しいものではなく，映画館がある都

市部ですら，野外上映会は夏の宵の風物詩ともいうべきイベントであった（加藤，2006，p.147）。
映画祭においても，企画の一つとして野外上映はしばしば見受けられる上映形態である。代表

的なものとしては，スイスのロカルノ国際映画祭における広場での大規模な野外上映があげられ

る。日本においても，湯布院映画祭の前夜祭に由布院駅前で行われる野外上映や，東京国際映画

祭の企画の一環で開催された東京都港区の芝公園で東京タワーをバックに映画鑑賞をするという

イベント「TOWERLIGHTCINEMA」など，野外上映の要素を取り入れた映画祭も少なくない。

ところで，フランスのリュミエール兄弟が19世紀末にシネマトグラフを公開して以来，映画の

上映は一般に，映写機から投射される光をスクリーンに映し出すことによって行われてきた。映

画館やホールといった静かで真っ暗な空間の中で，観客は椅子に座って静かにスクリーンからの

反射光を見つめることが映画を鑑賞するときの基本姿勢であろう。映画の上映には本質的に暗闇

と静寂が求められ，にぎやかな祭りの喧騒とは対立するものだといえる。そうだとすれば，人々

はなぜ，決して良好な環境とはいえない野外上映にひきつけられるのだろうか。

近年では，映画を野外で上映するだけではなく，映画祭の開催地域に固有の自然や風土を活用

して映画を上映する形式の映画祭（本稿では景観活用型映画祭と呼ぶ）も次々と生まれ始め，注

目を集めている。

本稿は，長野県飯山市の「みゆき野映画祭in斑尾」，広島県尾道市の「瀬戸田映画祭」，兵庫県

洲本市の「うみぞら映画祭」という，3つの景観活用型映画祭を実地調査することによって，景

観活用型映画祭の現状を把握し，それらの特徴と景観活用型映画祭が観客や地域に対してどのよ

うな意義を有しているのかについて考察することを目的としている。
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1.2 問題の所在

映画祭というものをどのように定義し，性格付けするかについては，一義的なものはない。そ

こで，本稿では，矢澤（2012）で検討したように，映画祭を複数の映画を一定の期間に一定の場

所で公に対して上映する特別な行事と定義する。映画祭のことを，英語ではfilmfestival，フラン

ス語ではfestivaldufilm，イタリア語ではfestivaldelcinemaという。このように，映画祭は広く

国際的に，「映画＝film」と「祭り＝festival」という言葉が組み合わされて形成されている概念

であるといっても差し支えないだろう。

鶴見俊輔は，芸術を純粋芸術，大衆芸術，限界芸術の3つに分類している。鶴見によれば，「純

粋芸術は，専門的芸術家によってつくられ，それぞれの専門種目の作品の系列にたいして親しみ

をもつ専門的享受者をもつ。大衆芸術は，これもまた専門的芸術家によってつくられはするが，

制作過程はむしろ企業家と専門的芸術家の合作の形をとり，その享受者としては大衆をもつ。限

界芸術は，非専門的芸術家によってつくられ，非専門的享受者によって享受される。」（鶴見，

1999，pp.14-15）
限界芸術とは，「芸術と生活との境界線にあたる作品」であり，「生活の様式でありながら芸術

の様式でもあるような」ものであるとされている。（鶴見，1999，pp.14-16）
鶴見は，限界芸術の例として，祭り，葬式，盆踊り，年賀状といった様々なものを挙げ，祭り

については，次のように述べている。

「あらゆる種類の限界芸術が，オールスター・キャストで出そろうのは，祭の時である。映画が

総合的大衆芸術であるのと同じ意味で，祭は総合的限界芸術である。そして，祭という儀式を

かりた限界芸術が，それぞれの時代の芸術の総体を生んだ集団生活の実態の集約的表現なので

ある。」（鶴見，1999，p.34）
一方，映画について，四方田（2000）は，日本映画は，その始まりの時期や1960年代までの

「映画黄金時代」において，「鶴見俊輔のいう『大衆芸術』と『限界芸術』の境界線上にあった」

（pp.16-17）と指摘する。

こうした見解に従えば，映画祭は，映画と祭りの二つの要素を備えた大衆芸術と限界芸術の中

間領域にある芸術であるということができるだろう。

ただ，一口に映画といっても，鶴見や四方田が念頭に置いている娯楽色の強い作品から，前衛

映画や実験映画のように，娯楽色を排した純粋芸術の領域に属する作品まで，映画にはその内容

によって幅がある。従って，映画は四方田（2000）が指摘するように，『大衆芸術』と『限界芸

術』の境界線上の作品ばかりではなく，『純粋芸術』と『限界芸術』の境界線上にある映画作品も

少なくないはずである。そうしたことから考えれば，映画祭というものは，大衆芸術と限界芸術

の中間領域にあるものだけだとは言えず，上映する映画の内容によって，純粋芸術と限界芸術の

中間領域にある映画祭も存在することになる。

映画そのものは大衆芸術あるいは純粋芸術であったとしても，その上映形態がいかなるものか

によって，その映画の芸術としての性質に影響を及ぼすことが十分に考えられる。特に，景観活

用型映画祭は，純粋芸術あるいは純粋芸術に近い映画作品に対して，より限界芸術性を帯びさせ

る効果を与えるのではないだろうか。これが本稿の問題意識のひとつである。

矢澤（2015）は，野外上映型映画祭が観客や地域に対して有する機能について，①映画鑑賞の

堅苦しさを払拭する機能，②映画鑑賞体験に地域性を付加するという機能，③参加者に対して，

他者とのコミュニケーションを図る場を提供する機能，④普通の映画館での映画鑑賞とは異な
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り，参加者が「映画を楽しむ」だけでなく，「映画祭の会場の雰囲気そのものを楽しむ」機会を提

供する機能，という4つを導いている。

これらに関しては，次の岡田暁生の指摘が，③と④に整合的である。岡田は，音楽を聴く喜び

について言及しているが，これは音楽を映画に置き換えても共通して成立する考え方だといえる。

「コンサートには行かず，ほとんど専らCDやパソコンからのダウンロードなどで音楽を聴くこ

とを慣わしとしている人々の場合は違うのかもしれないが，やはり大多数の人にとって音楽を

聴く最大の喜びは，他の人々と体験を共有し，心を通わせ合うことにあるはずである。（中略）

聴く喜びはかなりの程度で，語り合える喜びと比例する。音楽の楽しみは聴くことだけではな

い。「聴くこと」と「語り合うこと」とが一体となってこそ音楽の喜びは生まれるのだ。」（岡

田，2009，ii）
この指摘の音楽を映画に置き換えてもその構図は同じである。映画は見るだけでは十分である

とはいえず，「見ること」と「語り合うこと」とが一体となることによって，映画観賞の喜びは拡

大するといえる。

そして，岡田は音楽それ自体と音楽を聴く場の関係について，次のように説く。

「思うに最も幸福な瞬間にあっては，音楽それ自体の素晴らしさはもはや意識に上がってこな

い。音楽は一つの場の中に消滅する。そんなとき私たちは，音楽それ自体を聴いているのでは

なく，音楽の中に場の鼓動を聴いているのだ。まさにそういう稀有な体験と出会うためにこそ，

音楽を聴く意味はある。」（岡田，2009，p.217）
この指摘についても音楽を映画に置き換えてみることが可能である。映画観賞には，映画の良

し悪しだけではなく，映画を見る「場」が重要であるということができる。岡田の表現を借りれ

ば，人々は，映画それ自体を見ているのではなく，映画の中に場の鼓動を感じているということ

になる。

近年，大地の芸術祭，瀬戸内国際芸術祭，北アルプス国際芸術祭など，開催地の景観や自然と

芸術作品を融合させるようなアートプロジェクト（アートイベント，アートフェスティバルとも

いう）が注目されている。アートプロジェクトには美術展のほか，音楽祭，演劇祭などの様々な

ジャンルがあり，映画祭もアートプロジェクトに含まれる。アートプロジェクトに関しては，

様々な学問分野からの研究が蓄積されており，主なものをあげれば，地域環境と作品との関連性，

アートプロジェクトによる経済効果，アートによるまちづくり，アートプロジェクトのマネジメ

ント，アートプロジェクトのキュレーション，アートによる教育効果，アートが地域社会や地域

住民に及ぼす効果などの先行研究がある。また，山田（2016）は，都市祭礼文化の継承と変容に

ついて，ソーシャル・キャピタル論を適用して分析を行っている。

アートのうち，絵画は展示の巡回が可能であり，音楽や演劇も会場を移動しての巡回公演が可

能である。また，映画は作品を複製することを前提とした芸術であるため，上映する場所と設備

さえあれば，物理的に会場が限定されるわけではない。

しかし，大地の芸術祭や瀬戸内国際芸術祭などのアートイベントは，特に野外に設置されたオ

ブジェやインスタレーションが特徴的である。これらは絵画などと異なり，別の場所に動かすこ

とが想定されておらず，「その場所」に行かなければ見られない，体験できない作品であるという

特徴を持っている（高山，2017，p.5）。
これは，景観活用型映画祭でも同じである。権利関係を適切に処理しさえすれば，映画自体は

どこででも上映することが容易に可能であり，それを観客は見ることができる。しかし，景観そ
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のものや，ある種インスタレーション的な要素を持った映画上映は，その開催地まで行かなけれ

ば見ることができない。そこが，映画館などでの映画観賞と景観活用型映画祭での映画観賞との

分水嶺であるといえるだろう。

本稿では，矢澤（2015）で考察した野外上映型映画祭の効果についての研究結果を踏まえて，

さらに景観活用型映画祭がどのような社会的意義を有するのかについて明らかにしていく。

2 景観活用型映画祭

2.1「景観活用型映画祭」の定義

本稿では，映画祭の開催地域に固有の自然や風土を活用して映画を上映する形式の映画祭を景

観活用型映画祭と呼ぶことにする。映画の野外上映は景観を活用して行われることが多いが，す

べての野外上映が景観を活用しているわけではない。また，景観活用型の映画上映がすべて野外

での映画上映を指しているというわけでもない。

一般社団法人コミュニティシネマセンター（2017）に掲載されている映画祭カタログを参考に

しつつ，このカタログに掲載されていない映画祭も加味して，定義から景観活用型映画祭と判断

される映画祭の例を具体的に抽出すれば表1のようになる。

景観活用型映画祭は野外上映であることが多いが，蔵などの歴史的な建造物をミニシアターと

して使用する栃木・蔵の街かど映画祭のようなケースもある。また，国外にも目を向ければ，約

5000人を収容できるローマ帝国時代の競技場であるプーラ円形闘技場での上映で知られる，クロ

アチアのプーラ映画祭などの例をあげることができる。

2.2 研究の方法

一般に，研究には仮説検証型の研究と仮説導出型の研究がある。野外映画上映を題材にした映

画上映環境の研究は，映画上映というきわめて実践的な分野ではあるが，いまだ先行研究が十分

に積み重ねられた状況にあるわけではない。そのため，本稿で取り上げる景観活用型映画祭の研

究は，先行研究から導出された仮説を精緻化するタイプの研究にはなじみにくい領域である。そ

こで，本稿では，いくつかの景観活用型映画祭の事例を比較検討することによって，一定のイン

表1 国内の景観活用型映画祭の例

特 徴開始年開催地映画祭名

避暑地での野外上映1984長野県諏訪郡星空の映画祭

市内に点在する蔵を上映会場に，複数の映画を各所で
並行上映

2007栃木県栃木市栃木・蔵の街かど映画祭

雪で作られたスクリーンで上映2009長野県飯山市みゆき野映画祭in斑尾

学校の校庭や大理石の庭などに上映2013広島県尾道市瀬戸田映画祭

音楽フェスティバルのように野外の複数のステージで
短編映画を並行上映

2014長野県・愛知県夜空と交差する森の映画祭

海上にクレーンで吊るしたスクリーンで上映2016兵庫県洲本市うみぞら映画祭

（出典：筆者作成）
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プリケーションを導出するスタイルの研究を行うことにする。

本稿では，日本で開催されている景観活用型映画祭のうち，矢澤（2015）で考察した映画祭の

事例を除外するとともに，比較的特徴があると考えられる映画祭を事例研究の対象として抽出

し，「みゆき野映画祭in斑尾」，「瀬戸田映画祭」，「うみぞら映画祭」を取り上げている。研究に

おいては，それぞれの映画祭が開催されている会場を実地調査し，また，関係者からの聞き取り

調査を実施した。実地調査は3つの映画祭ともに，2017年中に開催された映画祭について実施

し，映画祭の過去の経緯については，各映画祭の主催者が作成しているウェブサイトや資料の閲

覧および聞き取り調査によって把握した。なお，実地調査は，みゆき野映画祭in斑尾が，2017
年2月18日から19日，瀬戸田映画祭が2017年8月11日，うみぞら映画祭が2017年5月20日
から21日にかけて実施した。

以下，第3章から第5章まで，みゆき野映画祭in斑尾，瀬戸田映画祭，うみぞら映画祭につい

て，それぞれの映画祭の概要と構成について見ていく。

3 みゆき野映画祭in斑尾

3.1 みゆき野映画祭 in斑尾の概要と特徴

みゆき野映画祭in斑尾は，毎年2月に長野県飯山市の斑尾高原スキー場で開催されている北欧

と日本の短編映画を上映する映画祭である。同映画祭の最大の特徴は，スクリーンがすべて雪だ

けで作られたスノーシアターである（図1参照）。

この映画祭の開催目的は，北欧と日本の文化交流の促進であり，特に青少年へ異文化体験を提

供することにある。みゆき野映画祭in斑尾は，スキーをするために同地を訪れている観光客が主

な対象となっている。

図1 みゆき野映画祭 in斑尾の雪で作られたスクリーン

（出典：筆者撮影）
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3.2 みゆき野映画祭 in斑尾の歩み

みゆき野映画祭の創設は，映画祭代表の橋本晴子氏が2007年にフィンランドのイナリ村SIIDA
で毎年冬季に開催されているスカブマゴヴァット映画祭を訪れ，これと同様の映画祭を日本でも

開催したいと考えたことがきっかけだった。みゆき野映画祭では，スカブマゴヴァット映画祭と

同じサイズの雪のスクリーンを使用しており，みゆき野映画祭では，同映画祭からの許諾を得て，

同様のデザインを日本で再現している。

橋本氏によると，スカブマゴヴァット映画祭の雪で作られた劇場に感動したことに加え，上映

されていた映画と同映画祭の考え方にも感銘を受けたという。そこで，フィンランドでスノーシ

アターを設計・管理し続けている人物から技術を学び，日本での開催準備を続けた。雪と天候の

条件が適していることから開催地を長野県の斑尾高原に決定し，2009年に最初の映画祭を開催し

た。それ以降，毎年2月に映画祭を開催している。

各年度の開催概要は表2の通りである。年によって規模の大小があるが，初回から一度の中断

もなく，毎年映画祭が開催されている。同映画祭では，北欧5カ国（ノルウェー，スウェーデン，

フィンランド，デンマーク，アイスランド）で製作された短編映画のなかから映画祭で上映した

い上映作品を選定し，権利処理を行ったのち，日本語字幕を付けるなど，日本での上映に向けた

作業を行っている。

同映画祭では，このような作業を経た作品を斑尾高原でのスノーシアターだけで上映するので

はなく，他の地域でも上映会を開催して上映したり，他の映画祭と提携して作品を提供したりし

ている。特に，2011年9月の東日本大震災以降は，チャリティ活動として，全国各地で映画上映

を続けている。

表2 みゆき野映画祭in斑尾の歩み

10月，斑尾高原でサーミ映画を上映する。2008年

2月，斑尾高原にスノーシアターを設置し，第1回映画祭を開催した。全国10会場で映画
を上映する。

2009年（第1回）

2月，北欧と日本の映画約40本を上映する。『南極料理人』の上映と監督・出演者による
トークショーや関連イベントを実施する。4会場で映画を上映する。

2010年（第2回）

2月，斑尾高原スノーシアターを開催する。屋内では，北欧専門家による国別紹介トーク
イベントや北欧料理教室，交流パーティなどを実施，屋外では，北極圏テントカフェ，北
欧雪上サウナ体験，来日バンドによるフィンランドロックライブなどを実施する。全国6
会場で映画を上映する。

2011年（第3回）

2011年9月から東日本大震災の被災地での無料上映会やワークショップ開催のための運営
資金を集めるためのチャリティ映画祭として日本全国で展開するようになる。2月，斑尾
高原スノーシアターを開催する。全国40会場で映画を上映する。

2012年（第4回）

2月，斑尾高原でスノーシアターを開催，北欧5カ国とサーミ，日本の短編映画を上映す
る。雪上たき火カフェなどを開く。全国9会場で映画を上映する。

2013年（第5回）

2月，斑尾高原でスノーシアターを開催する。全国21会場で映画を上映する。全国21会
場で映画を上映する。

2014年（第6回）

1月に石川県白山市，2月に斑尾高原でスノーシアターを開催する。全国40会場で映画を
上映する。

2015年（第7回）

2月に斑尾高原と石川県白山市の2カ所で同時にスノーシアターを開催する。全国7会場
で映画を上映する。

2016年（第8回）

（出典：みゆき野映画祭ウェブサイトと聞き取り調査を基に筆者作成）
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3.3 みゆき野映画祭 in斑尾の構成

3.3.1 映画上映プログラム

この映画祭では，北欧5カ国と日本の短編映画を中心にプログラムが構成されている。2017年
の上映作品は表3の通りである。北欧5カ国の短編映画は，新作だけではなく，旧作の名作まで

がバランスよくラインナップされている。また，開催地である飯山市の生徒が制作した作品や映

画祭のワークショップで制作された作品も上映プログラムに組み込んでいる。

上映会場は夜の雪上であるため，気温がかなり低い。そのため，全プログラムを通じて映画を

観賞することは難しい。そのため，多くの観客は会場とホテルを行き来し，しばしば暖を取りな

がら，映画観賞を続けていた。ただし，2017年の映画祭では，悪天候のため，Cプログラムの途

中で映画上映が中止となった。

3.3.2 その他のアクティビティ

みゆき野映画祭の目的は，北欧と日本の文化交流の促進であり，特に青少年へ異文化体験を提

供することにある。そこで，映画祭では映画の上映だけではなく，数々のワークショップを充実

させている。

2017年の映画祭では，次のようなワークショップが実施された。まず，宮澤賢治の『雪渡り』

を原作に無声映画を制作し，参加者自らが雪のスクリーンで発表するという『雪わたり』ワーク

ショップが行われた。集まった子供たちは小道具作りから，カメラの前での演技，映画上映前の

司会まで，映画にかかわる仕事を一通り体験した。

「実木草（みきくさ）クラフト製作体験」では，参加した子供たちは試行錯誤しながら，自然

の植物を接着剤で組み合わせて表情豊かな小さなキツネを制作した。作った作品は撮影する短編

表3 みゆき野映画祭 in斑尾における2017年の上映作品

鉄のいばらをこえて（ノルウェー，2001年）
影絵でIターンしてみた（日本・飯山市，2016年）
無声映画『雪わたり』with“声のお絵かき”“おせなか音頭”（日本，2017年）
ムーンウルブス－月狼（スウェーデン，2016年）
いじめは「ダメ」といおう（フィンランド，2015年）
シマウマのシマシマ（デンマーク，2016年）

Aプログラム

痕跡（ノルウェー・サーミ，2015年）（オーロラ記念撮影会）
父（ノルウェー，2005年）
ザ・ひげ（フィンランド，2015年）
ほんと の きもち（アイスランド，2016年）
わたしの斑尾スノーシーン（日本・公募，2017年）
マラソン日記（ノルウェー，2015年）
バックカントリースキー斑尾（日本，2016年）

Bプログラム

痕跡（ノルウェー・サーミ，2015年）（オーロラ記念撮影会）
映画『イーグル・ジャンプ』スペシャルトークイベント
冬のトナカイ（ノルウェー・サーミ，2016年）
ひいおじいちゃんの不思議な話－海賊船（デンマーク，2016年）
国を追われたこどもたち－ファリダの場合（ノルウェー，2015年）
姉さんの夏休み（スウェーデン，2008年）
グリーラ（アイスランド，2016年）
オーロラは見ている（ノルウェー・サーミ，2015年）

Cプログラム

（出典：みゆき野映画祭in斑尾告知用チラシ及び同映画祭ウェブサイトから筆者作成）
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映画の小道具として使用する。

続いて，音楽家のおおたか静流氏による「声のお絵描き」と「おせなか音頭」のワークショッ

プがあった（図2参照）。また，休憩の時間にはフィンランド人の黒澤シニッカ氏によるフィンラ

ンドクレープづくりが行われた。

ワークショップの後半には，映像作家の加藤文崇氏による無声映画の撮影があった。仮装した

子供たちが雪のスクリーンの前でおおたか静流氏が考案した「おせなか音頭」を踊る。それに先

のワークショップで作った木の実のキツネの映像を組み合わせて編集し，短い無声映画を制作し

た。

4 瀬戸田映画祭

4.1 瀬戸田映画祭の概要と特徴

瀬戸田映画祭は，広島県尾道市瀬戸田町で毎年8月中旬に開催されている野外映画祭である。

6回目にあたる2017年は，同町内の瀬戸田サンセットビーチで8月11日から13日までの3日間

にわたって開催された。同映画祭では，瀬戸内海にある生口島と高根島の様々な場所を使って映

画の野外上映を行っているところから，景観活用型映画祭のケースの一つとして取り上げること

にする（図3参照）。

この映画祭は，家族で楽しめる映画から若手監督の映画まで，「島とまるごと映画する」をテー

マに，2013年から開催されてきた。映画の上映だけではなく，映画作りのワークショップや，瀬

戸田の名物を提供する出店，音楽ライブやキャンプ，サイクリングツアーなどのアクティビティ

を用意している。2017年の映画祭の上映会場となった瀬戸田サンセットビーチは，映画祭の開催

される8月中旬には，海の家もオープンし，海水浴客でにぎわいを見せる。また，キャンプ場も

併設されている。

この映画祭は，開催回ごとに上映場所や内容を変えており，海上へスクリーンを張ったり，大

理石に上映したりするなど，瀬戸田の特色や地形を活かした野外上映を行っている。上映作品も

図2 おおたか静流氏による音楽ワークショップのようす

（出典：筆者撮影）
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「夏」，「海」，「島」などをモチーフとした作品を選定して上映してきたことも特徴である。著名

な作品だけではなく，若手監督の作品も上映を続けている。また，映画上映だけでなく，演劇の

上演，音楽ライブ，飲食店の出店，映画制作ワークショップなど，多様性に富んだ企画を続けて

いる。

4.2 瀬戸田映画祭の歩み

瀬戸田映画祭は，2012年10月12日と13日の両日，「第1回さきがけ瀬戸田映画祭」として広

島県尾道市瀬戸田町で開催されたのがはじまりである。2012年度末で廃校が決まっていた同町

内の南小学校などを会場に，児童の思い出作りとなるようなイベントとして，町出身の当時24歳
の映画監督川本直人氏が企画した。初日は南小学校の校庭にスクリーンを張り，アニメーション

映画などを上映，2日目は瀬戸田市民会館に会場を移して短編映画などを上映した。翌2013年に

も南小学校を会場にして映画祭を開いた。

2014年は8月8日から10日までの3日間にわたって映画祭を開催した。初日は瀬戸田高校，

2日目は旧南小学校で上映した。最終日は耕三寺博物館を会場にし，敷地内にある大理石の庭園

「未来心の丘」にある大理石をスクリーンに見立てて映画を上映した。

2015年は8月21日から23日までの3日間の開催だった。この年は映画上映だけではなく，演

劇も上演し，また，海水浴場に隣接する広場も会場に加えた。初日は瀬戸田高校体育館で瀬戸田

町を舞台にした演劇を上演し，そのあと，中庭で映画上映を行った。2日目，3日目の両日は瀬戸

田サンセットビーチ（しまなみレモンビーチ）で長編映画を上映した。

2016年7月には，映画祭代表の川本氏が瀬戸田町で，小中高生に向けた映画制作のワーク

ショップを開いた。フィルムを削ったり，ペンで着色したりするシネカリグラフィーという技法

によって映像作品を作り，完成した作品は同年8月12日から14日までの瀬戸田映画祭で上映し

た。各年度の開催概要は表4の通りである。

図3 瀬戸田映画祭の開催風景

（出典：筆者撮影）
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4.3 瀬戸田映画祭の構成

4.3.1 映画上映プログラム

2017年は瀬戸田サンセットビーチを会場にして8月11日から13日までの3日間にわたって映

画祭が開催された。2017年の上映作品は表5の通りである。初日は映画祭の代表である川本直人

氏のあいさつのあと，ワークショップ作品の上映が行われた。上映開始時に若干の機材操作トラ

ブルがあったが，小学校2年生の男子が作った1分12秒の作品など，映画製作ワークショップで

作られた映画が編集されて上映された。休憩をはさんで，シネカリグラフィーで海という字を

フィルムに刻みつけて作られた角南誠監督の『船出』，実写とシネカリグラフィーを組み合わせた

映画祭の主催者でもある川本直人監督の『潮汐の窓』，被爆体験者をテーマにした白石慶子監督の

アニメーション『ホウセンカおじいちゃん』，穴掘り勝負という奇妙な世界を描いた矢川健吾監督

の『穴を掘る』が続けて上映された。最後は孤独な男女の出会いを描いた須藤彰監督の『ECHOS
エコーズ』が上映された。2日目は，ワークショップ作品の上映と，篠田正浩監督の『瀬戸内少

年野球団』の特別上映があった。3日目は，ワークショップ作品の上映と，相米慎二監督の『台

風クラブ』の特別上映があった。

このように，比較的有名な過去作品と，主催者自身が監督した短編作品，その他，若手の映画

作家による短編作品，ワークショップで製作された作品を取り混ぜて上映するのが瀬戸田映画祭

のプログラミングの特色といえる。

表4 瀬戸田映画祭の歩み

初日は南小学校の校庭でアニメ映画『ももへの手紙』と川本監督の『渦潮』，2日目は瀬戸
田市民会館で『東京の青』『新しきブーメラン』『山犬』『渦潮』を上映する。

2012年（第1回）

南小学校で映画を上映する。2013年（第2回）

初日は広島県立瀬戸田高等学校で嶺豪一監督の『故郷の詩』と島村和秀監督の『あおいちゃ
んの星座』（入場無料）を校舎にスクリーンを垂らして雨天のなか上映する。2日目は旧南
小学校校庭に海をバックにスクリーンを設置して園子温監督の『自転車吐息』を上映予定
だったが，台風の影響で中止する。3日目は，大理石の庭園である耕三寺博物館「未来心
の丘」で白い大理石をスクリーンにして午後７時半から川本直人監督の『渦潮』と『渦汐』，
花岡梓監督の『昨日のきおく 今日のりんかく 明日のぼうきゃく』，木村達人監督の『stone
meditation』，山本圭祐監督の『疾走ラブレター』の5本（入場無料）を直接映写する。

2014年（第3回）

初日は広島県立瀬戸田高等学校の体育館で，演劇『海のWindows，夜のDoors』を上演，
その後，同校の中庭で若手映画監督による映画3本『DOOLLA』『どろん』『みんな蒸して
やる』を無料で上映する。2日目には，瀬戸田サンセットビーチに会場を移し，『男はつら
いよ 浪花の恋の寅次郎』，3日目も同ビーチで『ももへの手紙』を上映する。屋台も出店
する。

2015年（第4回）

瀬戸田サンセットビーチを会場にして，初日は若手監督の短編作品，2日目は岩井俊二監
督の『打ち上げ花火，下から見るか？横から見るか？』，3日目は北野武監督の『菊次郎の
夏』を上映する。

2016年（第5回）

（出典：瀬戸田映画祭ウェブサイトなどを基に筆者作成）

表5 瀬戸田映画祭における2017年の上映作品

『瀬戸内少年野球団』，『台風クラブ』特別上映作品

『船出』，『潮汐の窓』，『ホウセンカおじいちゃん』，『穴を掘る』，『ECHOES エコーズ』，
『ワークショップ作品』

通常上映作品

（出典：瀬戸田映画祭パンフレット及び同映画祭ウェブサイトから筆者作成）
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4.3.2 その他のアクティビティ

瀬戸田映画祭が開催される8月中旬では，映画祭の会場が開場する午後5時には，野外で映画

を上映するにはまだ明るい。そのため，上映開始の午後7時半まで，音楽のライブ演奏や映画制

作のワークショップなどを催し，飲食ブースで飲食物を販売している。

映画祭グッズのコーナーでは，ティーシャツやタオル，サコッシュと呼ばれるバッグ，缶バッ

ジ，映画祭紹介を掲載した小雑誌などの限定商品を販売している。また，キャンドルホルダーに

絵を描いて，映画祭のオリジナルキャンドルを制作するコーナーも用意されている。

映画制作ワークショップでは，フィルムに直接色を塗ったり，傷を付けたりするシネカリグラ

フィーという手法で参加者は映画制作を体験することができ，作った作品は映画本編上映前に実

際にスクリーンで毎日上映される（図4参照）。

5 うみぞら映画祭

5.1 うみぞら映画祭の概要と特徴

うみぞら映画祭は，京都市の映像制作会社「海空」や淡路島観光協会，淡路島フィルムオフィ

スなどで構成されている「海の映画館をつくろうプロジェクト」実行委員会が主催し，兵庫県の

淡路島にある洲本市の大浜海岸とその周辺の施設で開催されている映画祭である。うみぞら映画

祭の最大の特徴は，大浜海岸の波打ち際に2台のクレーン車で海上に吊るした特注の鉄骨で組み

立てた巨大スクリーン（縦5メートル，横10メートル）での映画上映である（図5参照）。2017
年開催の映画祭では，5月19日から21日まで，メーンとなる大浜海水浴場（海の映画館）のほ

か，1013年に映画館としての営業を終了し，現在は貸しホールとなっている「洲本オリオン」（レ

トロ映画館）と洲本市文化体育館（ホール映画館）の3カ所で映画が上映された。

大浜海水浴場の会場では地元グルメの販売を行うなどしており，観客は飲食したり，浜辺にレ

ジャーシートを敷いて，寝そべったりしながら，映画を見ることができる。

図4 瀬戸田映画祭の映画制作ワークショップ

（出典：筆者撮影）



96 県立広島大学経営情報学部論集 第10号

5.1.1 うみぞら映画祭の歩み

うみぞら映画祭は，兵庫県洲本市出身の映像ディレクター，大継康高氏が映画祭を開催するこ

とによって地元の活性化を図ろうと，実行委員会を立ち上げて2016年9月に初めて開催された。

大継氏は2015年4月に「海の映画館をつくろうプロジェクト」を開始した。これは，海の映画

を集めた映画祭を開催することと，淡路島を舞台にした映画を製作することの2つを柱とする企

画から構成されていた。大継氏は，企画書を持参して地元の企業をまわり，同級生や行政に協力

を要請した。クラウドファンディングを活用するなど，資金調達活動にも奔走した。地元の映画

館「洲本オリオン」の館長である野口仁氏や淡路島フィルムオフィス，淡路島観光協会の支援を

受け，企画は本格的に進んだ。

しかし，海にスクリーンを作るに際し，当初の船で浮かべる案や海に杭を打つ案は行政からの

許可が降りなかった。そのとき，大継氏の先輩に当たる地元のクレーン業者社長との話し合いか

ら，スクリーンをクレーン車で吊るすという案が浮上し，行政からの許可を得ることができた

（結城，2017）。また，淡路島観光協会，洲本商工会議所，淡路青年会議所からの協力を受けるこ

ともできた。

大継氏は，淡路島出身の俳優，笹野高史氏を主演に，大継氏が脚本と監督を担当した映画『あっ

たまら銭湯』を完成させ，2016年9月に第1回のうみぞら映画祭が開催されることになった。

2016年の開催状況は表6の通りである。

図5 うみぞら映画祭の海上に吊るされた巨大スクリーン

（出典：筆者撮影）

表6 うみぞら映画祭の歩み

洲本市の大浜海岸近くで巨大スクリーンの設置テストを実施する。2016年7月

17日から19日まで，洲本市の大浜海岸，洲本市の映画館「洲本オリオン」，イタリア料理
店「タイムアフタタイム」を会場に，『あったまら銭湯』などを上映する。17日には俳優
の笹野高史，中尾萌那らが挨拶，19日にはガガガSP，にこいちが音楽ライブを開催する。
上映したのは，『北の零年』『夏の終り』『種まく旅人 くにうみの郷』『海難 1890』『ファ
インディング・ドリー』。約3000人が来場した。

2016年9月

（出典：うみぞら映画祭パンフレット及び同映画祭ウェブサイトから筆者作成）
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5.2 うみぞら映画祭の構成

5.2.1 映画上映プログラム

2017年5月の映画上映プログラムは表7に示した通りである。開催初日は，大浜海水浴場で開

かれたオープニングセレモニーの後，『あったまら銭湯』と『モアナと伝説の海』が海上のスク

リーンで上映された。

2日目は，まず，洲本オリオンで淡路島短編映画祭の優秀作品3本を上映した。上映されたの

は，洲本商工会議所青年部が制作した淡路島をテーマにした音楽映像「Takarajima」，島の食材で

薫製作りを楽しむ「島の部活」の紹介，4月に南あわじ市の福良地区で開催された春祭りのよう

すを撮影したドキュメンタリーの3本である。続いて，この映画祭の主宰者でもある大継康高監

督の『あったまら銭湯』が上映された。この劇場の観客席は99席あるが，上映開始時にはほぼ満

席となり，補助席が並べられるほどの盛況ぶりだった。このあと，洲本オリオンでは淡路島を舞

台にした『瀬戸内少年野球団』（篠田正浩監督）を上映した。

一方，別の映画上映会場となっている洲本市文化体育館は体育館やホール，会議室などが設置

された複合施設である。映画の上映は席数548席の文化ホールで行われた。映画祭のゲストで，

『あったまら銭湯』にも出演している松原智恵子氏が主演した『ゆずの葉ゆれて』が上映され，

終映後には松原氏が舞台あいさつで登壇した。続いて，淡路島出身の俳優で，『あったまら銭湯』

で主演している笹野高史氏が出演した『オケ老人！』が上映された。

メーンイベントとなる海の映画館では，海上の400インチの巨大スクリーンで，ディズニーの

アニメ映画『モアナと伝説の海』が吹き替え版と字幕版でそれぞれ1回ずつ上映された。浜辺に

は木製のベンチが用意されているが，多くの観客は砂浜にレジャーシートなどを敷いて座り，飲

食をしたりしながら，楽な姿勢で映画を鑑賞していた。

5.2.2 その他のアクティビティ

2017年のうみぞら映画祭では，初日のオープニングセレモニーで，神戸市出身のアコース

ティックデュオ「にこいち」がライブを行い，前年の映画祭のために作られた映画『あったまら

銭湯』の主演女優である松原智恵子氏と中尾萌那氏がゲストとして登壇した。

2日目は，大浜海水浴場の浜辺に併設された音楽ステージで，「うみぞら映画祭2017」が開催さ

れた。淡路島の地元アーティスト5組が出演したほか，最後にプロバンドの「ガガガSP」が出演

した。ガガガSPは『あったまら銭湯』の主題歌などを担当し，メンバーが同映画に出演もして

いる。3日目は，5組のバンドとタヒチアンダンスグループが出演した。

この映画祭では浜辺にバーベキュースペースを開設しており，事前予約定員制で淡路ビーフや

野菜といったバーベキューの食材やテーブル，コンロなどの機材を有料で配達するサービスを

表7 うみぞら映画祭における2017年の上映作品

19日：『あったまら銭湯』，『モアナと伝説の海』（吹替版）
20日，21日：『モアナと伝説の海』（吹替版），『モアナと伝説の海』（字幕版）

大浜海岸

20日，21日：「淡路島短編映画祭」で人気を集めた作品を招待上映，『あったまら銭湯』，
『瀬戸内少年野球団』

洲本オリオン

20日，21日：『ゆずの葉ゆれて』，『オケ老人！』洲本市文化体育館

（出典：うみぞら映画祭パンフレット及び同映画祭ウェブサイトなどから筆者作成）
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行っている。また，会場に併設されている淡路島グルメブースには飲食ブースが並び，軽食や飲

み物を販売している。

6 考 察

以上，開催地域に固有の自然や風土を生かして映画を上映する形式の3つの映画祭の事例を見

てきた。1つめは長野県飯山市の斑尾高原スキー場で開催されているみゆき野映画祭in斑尾であ

り，2つめは広島県尾道市で開催されている瀬戸田映画祭，3つめは兵庫県洲本市の大浜海岸で開

催されているうみぞら映画祭である。

これらの3つの映画祭の特徴をまとめたのが表8である。なお，開催期間，料金，映画以外の

アクティビティなどは2017年の開催時のものである。

以上を前提にして，景観活用型映画祭がどのような特徴を有し，また，利害関係者や地域に対

して，どのような意義を有しているのかについて考察する。

まず，それぞれの映画祭の開催地域が，映画祭開催以前に，そもそも別の観光資源を有してい

るという点で，景観活用型映画祭は，過疎地で地域活性化や観光振興を期待して行われる地域映

画祭とは若干異なっているという点を指摘しうる。

映画祭を活用して開催地域への観光客誘致を図るというよりもむしろ，主となる観光資源に訪

れた人々に対して，映画祭のほうが副次的に映画鑑賞の機会を提供するという側面がある。他の

レジャーに乗っかる形での開催であり，映画が他のレジャーに歩み寄る形での映画祭であるとい

うことができる。一方で，別の観光資源と映画祭が組み合わされることにより，開催地では，よ

り確固とした地域ブランドの形成や観光振興が図られることになるという面もある。

二つ目は，景観活用型映画祭は，質は高いが，一般に興行価値が高いとは言えない映画を観客

に伝えるための装置となっているという点があげられる。みゆき野映画祭in斑尾では，北欧諸国

の短編映画という，良質ではあるが，必ずしも一般の商業映画館で上映できるだけの集客力があ

るとはいえない映画を上映している。瀬戸田映画祭では，映画祭の代表が監督した実験的作品や

図6 うみぞら映画祭の飲食ブースのようす

（出典：筆者撮影）
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若手の監督によるインディーズの短編映画を取り上げている。また，うみぞら映画祭は，代表が

監督した映画をプログラムに組み込んでいる。商業ベースの劇場公開が難しい性質の映画であっ

たとしても，上映形態が魅力的であれば，観客に対する訴求力が高まり，結果として，映画祭を

訪れた多くの観客に映画を見てもらうことが可能となるという効果がある。

これを鶴見俊輔の限界芸術論の枠組みから見れば，景観活用型映画祭は，純粋芸術を限界芸術

に近づける効果をもたらすということを意味する。映画というカテゴリーでいえば，鶴見は前衛

映画を純粋芸術に，時代物映画を大衆芸術に，記録映画を限界芸術として分類している。そして，

祭や町並なども限界芸術だとする（鶴見，1999，p.88）。繰り返しになるが，みゆき野映画祭in
斑尾で上映される北欧の短編映画や瀬戸田映画祭で上映されるシネカリグラフィーによる短編映

画や若手監督による短編映画は純粋芸術に近い作品である。それらの作品を景観活用型映画祭で

上映することによって，映画は，作品そのものと上映形態を合わせ，全体として限界芸術として

の色彩を帯びることになる。

三つ目は，景観活用型映画祭においては，観客が純粋に映画を鑑賞するという行為だけではな

く，映画制作という側面を重視する傾向があるということがあげられる。少なくとも，本稿の事

例で取り上げた映画祭については，そうした傾向が顕著である。みゆき野映画祭in斑尾では，主

として子供を対象にした映画制作ワークショップを開催し，年少者に対して実践的な映像制作教

育を提供するプログラムを組んでいる。また，瀬戸田映画祭では，映画祭の会期前に小中高生向

けの映画制作ワークショップを開催したり，会期中にも映像制作ワークショップを開催したりす

ることによって，映画制作のすそ野を広げようとする活動を行っている。うみぞら映画祭の場合

は，映画制作のワークショップなどは行ってはいないが，2016年の映画祭開催時には主宰者自身

表8 3つの景観活用型映画祭の比較

うみぞら映画祭瀬戸田映画祭みゆき野映画祭in斑尾

2016年2013年2009年開始年

兵庫県洲本市の大浜海岸広島県尾道市の生口島・高
根島

長野県飯山市の斑尾高原ス
キー場

開催地

5月8月中旬2月開催時期

3日間3日間1日間開催期間

海上にクレーンで吊るした
巨大スクリーンへの投影

大理石や学校の壁に吊るし
たスクリーンへの投影など

雪で作ったスクリーンと客
席

上映環境の特徴

ゲストに関連する映画と海
に関する映画

若手作家の短編映画と比較
的有名な長編映画

北欧と日本の短編映画上映プログラムの方針

海水浴場（但し，海水浴に
はオフシーズン）

海水浴場，キャンプ場スキー場会場の環境

大人1日2,000円無料無料料金

音楽ライブ，飲食ブース映画制作ワークショップ，
飲食ブース

映画制作ワークショップ映画以外のアクティビティ

地元住民，映画祭目的の観
光客

海水浴客，地元住民スキー客主となる観客層

砂浜に座る芝生の上に座る雪の上に座る，雪の上で立
ち見

鑑賞時の観客の行動

代表者の監督作品が上映作
品に含まれる

代表者の監督作品が上映作
品に含まれる

特になし主宰者と上映作品との関係

（出典：筆者作成）
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が監督した長編映画を製作しており，映画を見るだけではなく，映画を作る面を重視しているこ

とが分かる。

以上のように，景観活用型映画祭という「場」は，映画をより限界芸術に近いものへと変貌さ

せ，地域にとっては地域ブランドの形成などに寄与し，観客にとっては映画鑑賞の敷居を低くす

るという意義などを有するといえる。

7 おわりに

本稿では，国内で開催されている3つの景観活用型映画祭を実地調査することによって，景観

活用型映画祭の現状の把握とその意義の考察を試みた。ただ，景観活用型映画祭はこれらに限ら

れるわけではなく，今後も様々な形式で拡大していくことが予想される。また，本稿は3つの事

例の比較検証により，景観活用型映画祭が利害関係者や地域にどのような意義を有しているのか

について考察したが，定量的な検証は行っていない。今後の課題としては，国内外を通じて，さ

らに多くの事例を収集し，景観活用型映画祭の展開方向の考察を継続していく必要がある。また，

定量的な調査の実施も今後の課題として残されている。

（本研究はJSPS科研費26380556の助成を受けたものです。）
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