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1　はじめに

1.1　背　景

　映画の上映は必ずしも映画館で行う必要はない。映写機（プロジェクター）とスクリーン，そ

して音を出すためのスピーカーがあれば，映画はどこででも上映することができる。そうしたこ

とから，公共ホールなどの映画館ではない場所で映画を上映する活動が日本各地で行われてい

る。特に近年はブームであるかのように，映画の野外上映会や野外映画祭が全国各地で開催され

ている。

　映画だけでなく，芸術一般を通してみても，地域社会における芸術作品の鑑賞の場は，美術館

などの文化関連施設だけにとどまらなくなってきている。文化関連施設を前提とせずに，路上や

空き地，古民家，廃校など，地域の様々な場所を活用して，芸術活動を行うアートプロジェクト

が1990年代から台頭し，2000年代以降，全国各地で賑わいをみせている。

　アートプロジェクトは，都市部の文化関連施設を利用する形態のものと，地方の一定のエリア

内に多くの会場を設け，作品を分散させて展示する形態のものとに大別することができる。ただ

し，その中間的な形態のものもある。

　例えば，1990年から商業施設や公共空間を利用して，芸術作品の展示を行ってきた福岡県福岡

市の「ミュージアム・シティ・プロジェクト」は都市型アートプロジェクトの先駆的な事例である。

　一方，2000年に新潟県十日町などで始まり，中山間地域にも芸術作品を設置した「大地の芸術

祭・越後妻有アートトリエンナーレ」は地方で開催されるアートプロジェクトの嚆矢である。温

泉郷の各地で芸術活動を行う大分県別府市の「別府現代芸術祭・混浴温泉世界」は2009年から始

まっている。その他，都市型のアートプロジェクトとしては「横浜トリエンナーレ（2001年～）」

や「あいちトリエンナーレ（2010年～）」，「札幌国際芸術祭（2014年～）」などがあり，地方型の

アートプロジェクトとしては，「瀬戸内国際芸術祭」（2010年～）」などが挙げられる。

　こうした芸術祭型のアートプロジェクトは，国内外から様々なアーティストを地域に招聘し，

彼らの作品を展示することで域外からの参加者を呼び込むことができる。また，作品を訪ねて開

催地域内を移動する過程で，参加者はその地域の文化や歴史，景観などを体感することになる。
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芸術祭型のアートプロジェクトは，参加者が宿泊したり，飲食や土産品を購入したりといった観

光消費だけでなく，参加者，ボランティア，アーティスト，地域住民などの様々なステークホル

ダー間のコミュニケーションから生まれる社会的効果も期待される。

　ここで，映画館や公共ホールなどで開催される従来型の映画祭について考えてみると，映画祭

では，観客は映画を見るために屋内の上映会場に長時間に渡って留まることになり，開催地域の

風土に直接触れる時間を取ることは少ない。そのため，開催地域の魅力が観客に十分に伝わらな

いまま観客は帰路につくことになりがちである。そこで，芸術祭型のアートプロジェクトが作品

を地域内に分散配置しているように，上映会場を地域に分散させ，地域内を回遊しながら映画を

鑑賞する形式の映画祭が生まれてきている。こうした地域回遊型の映画祭には，意図的に観客が

地域の街歩きをするように設計してある映画祭がある一方，複数の映画を並行して上映するため

の適当な規模の会場が地域内にないため，不可避的に会場を分散せざるを得ないといった事情の

ある映画祭もある。地域回遊型の映画祭は，カンヌ国際映画祭やベルリン国際映画祭のように，

映画業界人や映画専門家らが未公開の新作映画を評価のために鑑賞したり，映画業者が映画の売

買取引をしたりする場ではない。また，限定された映画関係者だけが社交を行う場でもない。だ

が，芸術祭型のアートプロジェクトと同様に，地域回遊型映画祭もまた，地域活性化に一定の寄

与があるはずである。

　本研究は，栃木県栃木市で開催された「栃木・蔵の街かど映画祭」，愛知県西尾市の離島，佐

久島で開催された「夜空と交差する森の映画祭」，兵庫県洲本市で開催された「うみぞら映画祭」

を実地調査することによって，地域回遊型映画祭の現状を把握し，それらの特徴を抽出した上で，

地域回遊型映画祭が地域に対してどのような意義を有するのかについて考察することを目的とし

ている。

1.2　先行研究

　映画祭に限定せずに，地域活性化を目的としたアート活動は1990年代から行われてきており，

代表的な活動にはアートプロジェクトがある。アートプロジェクトに関しては，様々な学問分野

からの相当数の研究が積み重ねられてきている。例えば，地球環境と作品の関連性，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。具体的なアートプロジェクトの事

例を取り上げた研究としては，小泉（2010）による越後妻有アートトリエンナーレを事例とした

芸術と社会との関連性構築についての研究，田中（2015）による中之条ビエンナーレを題材とし

てアートプロジェクトの現状と課題を考察した研究などがある。

　アートプロジェクトは，現代アートをテーマにしたものが多いが，現代アートに限られること

はなく， 音楽祭や演劇祭などの様々なジャンルがある。映画祭もアートプロジェクトに含まれる。

映画祭については，矢澤（2015）が，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

ての事例分析を行っている。また，矢澤（2017）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（景観活用型映画祭）について，その現状と観客や地域に与

える効果を論じている。

　本研究では，矢澤（2017）における景観活用型映画祭の効果についての研究結果を踏まえて，

さらに地域回遊型映画祭の意義について明らかにする。
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2　地域回遊型映画祭

2.1　「地域回遊型映画祭」の定義

　本研究では，映画祭の開催地域において，複数の上映会場が徒歩圏内に分散して設けられてお

り，会場間の移動時に，観客が映画だけではなく，地域の自然や風土，文化などに接することが

できる映画祭を地域回遊型映画祭と呼ぶことにする。地域回遊型映画祭の例としては，栃木県栃

木市の「栃木・蔵の街かど映画祭」，兵庫県洲本市の「うみぞら映画祭」，愛知県西尾市で開催さ

れた「夜空と交差する森の映画祭」，和歌山県和歌山市の「Kisssh-Kissssssh 映画祭」などを挙げ

ることができる。それに対して，地理的に上映会場が分散されていても，会場間の移動の際に，

観客が地域の風土などを楽しむことが期待できない映画祭は，地域回遊型映画祭には含めない。

例えば，東京国際映画祭は，会場が六本木地区や日比谷地区などに分散しているが，観客に移動

時に地域との触れ合いを提供しているわけではないため，地域回遊型映画祭には分類しない。

2.2　研究の方法

　本研究では，複数の地域回遊型映画祭の事例を比較検討することによって，一定のインプリ

ケーションを導出するスタイルの研究を行う。本研究では「栃木・蔵の街かど映画祭」，「夜空と

交差する森の映画祭」，「うみぞら映画祭」を取り上げ，直近年度に開催された映画祭を分析の対

象とした。研究においては，それぞれの映画祭が開催されている地域を実地調査し，関係者から

の聞き取り調査を実施した。実地調査は2017年10月から2018年 5 月まで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，各映画祭の主催団体が開設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，栃木・蔵の街かど映画

祭が2018年 5 月12日から13日，夜空と交差する森の映画祭が2017年10月 7 日から 8 日，うみぞら

映画祭が2018年 5 月19日から20日にかけて行った。なお，本稿の写真はすべて，著者が実地調査

の際に現地で撮影したものである。

　以下，第 3 章から第 5 章まで，栃木・蔵の街かど映画祭，夜空と交差する森の映画祭，うみぞ

ら映画祭について，それぞれの映画祭の概要と経緯，開催地の概要，上映会場の配置，参加者の

行動について見ていくことにする。

3　栃木・蔵の街かど映画祭

3.1　栃木・蔵の街かど映画祭の概要と経緯

　栃木・蔵の街かど映画祭は，とちぎフィルム応援団など市民団体でつくる実行委員会が主催

し，栃木県栃木市の中心市街地で毎年 5 月に 2 日間の日程で開催されている映画祭である。この

映画祭は栃木市内に点在する古い蔵や歴史的建造物を活用し，映画祭の期間中だけ，それらをミ

ニシアター化して映画を上映するのが特徴である。「蔵の数々をミニシアターに変貌させた映画

祭」というキャッチフレーズが付けられている。2006年に開始され，2018年までに計11回開催さ

れてきた。栃木・蔵の街かど映画祭が発足した当時の総合プロデューサーは，同映画祭の開催コ

ンセプトについて，「街全体が劇場となり，江戸や明治時代の蔵や日本家屋の数々が最新式のミ

ニシアターになるという全国に先駆けての大がかりの街歩き映画祭」であると語っている（天野，

2008）。
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　栃木市の市街地には，約300棟の蔵や，歴史的建造物が多数残されており，小京都，関東の倉

敷ともいわれている。映画祭の期間中には，栃木市の中心地にある伝統的建造物郡保存地区の周

辺に十数カ所の上映会場が分散して設けられる。参加者が映画の上映会場間を移動するに際し

て，街中を徒歩で歩きながら，街並みや街中イベントを楽しむことができる工夫がされている。

　上映会場には，プロジェクターとスクリーン，スピーカーなどが設置される。会場は座敷であ

る場合も多く，参加者は座布団やパイプ椅子に座って映画を鑑賞する。十数人も入れば，満席と

なる会場も多い。

　映画祭の開始当時には，作品を公募して賞を授与するコンペティション部門はなかったが，

2014年に「栃木・蔵の街かど映画祭アワード」が創設され，それ以降，多くの映像作家に作品発

表の場の提供と賞の授与を行っている。

3.2　栃木市の概要

　栃木市は栃木県の南部に位置し，2015年現在の人口は約16万人である。栃木県内での人口は，

宇都宮市，小山市に次ぐ第 3 位に当たる。市街地には江戸時代から明治時代にかけての蔵や商家

などが現存しており，平成21年度都市景観大賞「美しいまちなみ大賞」を受賞している。栃木市

は，渡良瀬遊水地などの自然景観と渡良瀬川や思川などの豊かな河川を有している。（写真 1 ）
　かつては栃木県の県庁所在地であり，商業分野においての中心的な存在であったが，県庁の宇

都宮への移転などが要因となって，栃木市の商業的な基盤は弱体化しているのが現状である。中

心市街地は，栃木駅（東武鉄道日光線栃木駅及び JR 両毛線栃木駅）から徒歩で10分程度の場所

に拡がっている。

3.3　栃木・蔵の街かど映画祭の上映会場配置

　2012年以降2018年までの毎年の会場の変遷は表 1 に示したとおりである。各年とも10カ所以上

の会場が設けられている。継続して使用されている会場も多いが，会場は年度ごとに若干の入れ

替えが行われている。

　2018年の映画祭における上映会場の配置は図 1 のとおりである。栃木高校講堂のほか，横山郷

土館，山本有三ふるさと記念館，かな半旅館など栃木市内の歴史的建造物10カ所が上映会場とし

て使用された。以下，それぞれの上映会場の特徴をみていく。

　オープニングセレモニーやアワード授賞式などが行われる栃木高校講堂は，この映画祭のメイ

ン会場である。栃木高校は創立120年を超える高校で，明治時代に建設された講堂は，国登録の

文化財に指定されている。講堂内には，歴代の校長の肖像画が掲げられており，歴史が感じられ

る建物である。（写真 2 ）
　栃木市役所の 1 階にある市民スペースは，この映画祭では比較的新しく，面積の広い会場であ

る。ここでは，視覚障害者向けに映画のシーンを言葉で説明するバリアフリー活弁士によるライ

ブガイド付きで，ドキュメンタリー映画などが上映された。（写真 3 ）
　万町北会場は，民間企業が所有しているイベントスペースである。この施設は日常的には利用

されておらず，映画祭の開催などの際に，臨時的に使用されている。この会場では，栃木市の名

所や名物を盛り込んだ全10話のご当地ドラマなどが上映された。（写真 4 ）
　横山郷土館は，店舗の半分で麻問屋，半分で銀行業を手掛けていた明治期の豪商である横山家
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表 1　栃木・蔵の街かど映画祭における会場の変遷

開催時期 会　　　　　場

2012年 5 月 栃木高校講堂，油伝味噌，岡田記念館翁島，岡田記念館南館，市役所正庁，市役所別館 2 階，山本
有三ふるさと記念館，かな半旅館，蔵の街観光館 2 階多目的ホール，北蔵カフェひがの，北蔵スタ
ジオ 2 ，関根邸，太田蔵，中田蔵（計14会場）

2013年 5 月 栃木高校講堂，市役所正庁，市役所別館 2 階，岡田記念館南館，油伝味噌，かな半旅館，蔵の街観
光館 2 階多目的ホール，山本有三ふるさと記念館，万町北会場，万町南会場，中田蔵，太田蔵，北
蔵 Café ひがの，関根邸，北蔵スタジオ 2（計15会場）

2014年 5 月 栃木高校講堂，油伝味噌，旧市役所別館，市役所新庁舎 1 階市民スペース，万町北会場，山本有
三ふるさと記念館，かな半旅館，蔵の街観光館 2 階多目的ホール，北蔵 café ひがの，北蔵スタジ
オ 2 ，太田蔵，中田蔵，関根邸，金魚湯（計14会場）

2015年 5 月 栃木高校講堂，旧市役所別館，横山郷土館，万町北会場，山本有三ふるさと記念館，かな半旅館，
太田蔵，蔵の街観光館 2 階多目的ホール，北蔵 café ひがの，旧木村履物店，中田蔵，陶珈紗 2 階「ぽ
たり」（計12カ所）

2016年 5 月 栃木高校講堂，油伝味噌座敷，市役所 1 階市民スペース，横山郷土館（オンデマンド上映），万町
北会場，山本有三ふるさと記念館，かな半旅館，太田蔵，蔵の街観光館 2 階多目的ホール，北蔵
café ひがの（オンデマンド上映），小山高専サテライトキャンパス，シェアスペース「ぽたり」，中
田蔵（計13カ所，うち 2 カ所はオンデマンド上映）

2017年 5 月 栃木高校講堂，油伝味噌座敷，市役所 1 階市民スペース，横山郷土館，万町北会場，山本有三ふる
さと記念館，かな半旅館，蔵の街観光館 2 階多目的ホール，小山高専サテライトキャンパス，シェ
アスペース「ぽたり」（計10カ所）

2018年 5 月 栃木高校講堂，市役所 1 階市民スペース，万町北会場，横山郷土館，山本有三ふるさと記念館，か
な半旅館，好古壱番館，小山高専サテライトキャンパス，シェアスペース「ぽたり」，とちぎ市民
活動推進センターくらら（計10カ所）

（出典：各年度の栃木・蔵の街かど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）

図 1　栃木・蔵の街かど映画祭の会場配置

（出典：栃木・蔵の街かど映画祭パンフレットから引用）
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の店舗兼住宅が郷土館として公開されているものである。同館には，当時の銀行業務の様子の再

現展示や日本庭園があり，映画祭の観客は無料で郷土館内を見学することができる。この会場で

はスクリーンではなく，展示室の一角に常設されている大型のテレビモニターでご当地映画が上

映された。（写真 5 ）
　山本有三ふるさと記念館は，栃木市出身の作家である山本有三を顕彰する記念館である。この

会場は通常は展示室として使用されているが，映画祭のために展示を移動させ，暗幕を張るなど

して上映会場として作り変えられていた。観客は，畳の上の座布団に座って映画を鑑賞する。記

念館には山本有三の遺品や関連資料が展示されており，映画祭の観客は記念館の展示も見ること

ができる。（写真 6 ）
　かな半旅館は栃木市の老舗旅館であり，この会場では，旅館の奥にある「離れ」の部屋が上映

会場として使用された。会場には，16ミリフィルム用の映写機が準備され，畳の敷かれた座敷で

子供向けの映画がフィルム上映された。観客は座布団に座って映画を鑑賞する。（写真 7 ）
　好古壱番館はそば店であり，奥座敷にプロジェクターやスクリーンなどを搬入して，上映会場

として利用されている。この会場でも，観客は座布団の上に座って映画を鑑賞する。民家での上

映であり，映画を見るには必ずしも良好な環境とは言えないものの，サラウンドスピーカーが配

置されるなど，音声面でも充実していた。（写真 8 ）
　小山高専サテライトキャンパスの会場では，若手映画作家育成プロジェクト（ndjc）による30
分の制作実習作品を中心に上映が行われた。（写真 9 ）
　シェアスペース「ぽたり」は，喫茶店の 2 階にある多目的の貸しスペースである。ここでは，

工作教室と「台北カフェストーリー」や「A FILM ABOUT COFFEE」などのコーヒーに関する映

画が上映された。（写真10）

　その他，中心市街地からは離れているが，栃木駅近くにある「とちぎ市民活動推進センターく

らら」でも映画の上映が行われた。

3.4　参加者の行動

　観客は，各自が見たいと思う映画を鑑賞するために，各会場を巡回していくことになる。各会

場の上映スケジュールには映画の上映間隔に余裕が設けられているため，参加者は 1 カ所の会場

にとどまるのではなく，蔵の街大通り一帯に位置する観光地に立ち寄ったり，飲食店で食事をし

たりといった行動が誘発される。大通りには，地図を見ながら会場を巡って歩く観客がよく見受

けられた。パンフレットに記載された指定の飲食店で映画祭の半券を提示すれば，一定のサービ

スが受けられるという半券サービスの仕組みも設けられていた。また，スタンプラリーが行われ

ており，映画祭のパンフレットに掲載されている指定の会場のスタンプを 3 個以上集めると「オ

リジナル映蔵木札」をプレゼントするというサービスが用意されていた。そのため，プレゼント

を求めて，複数の会場を巡るという観客も少なくなかった。

4　夜空と交差する森の映画祭

4.1　夜空と交差する森の映画祭の概要と経緯

　夜空と交差する森の映画祭は，自然に囲まれた大規模な場所に設営した複数のスクリーンで，

夕刻から翌朝にかけてオールナイトで映画を野外上映するイベントである。この映画祭では，多
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様な地形や自然環境に合わせて設営した複数のスクリーンで上映されている映画を，参加者が自

由に見て回ることができるのが特徴である。複数のステージでライブが同時進行する形式の音楽

フェスティバル（音楽フェス）に似たスタイルを採用している。

　この映画祭は，固定された一定の開催場所を定めているわけではなく，各回の開催ごとに，開

催地を変えるという方針を採用している。2014年の第 1 回目の映画祭は，埼玉県秩父郡にある

キャンプ場「フォレストサンズ長瀞」が会場として使用された。同会場では，大小合わせて 4 つ
のステージが設置され，それぞれのステージに設置したスクリーンで映画が平行して上映された。

　2015年と2016年の映画祭では，山梨県北杜市白洲町にある白洲・尾白の森名水公園「べるが」

が会場として使用された。2015年の開催では，会場は長編映画の上映やステージ企画を行うメイ

ンステージと短編映画を上映する 3 つのサブステージの計 4 カ所のステージで構成された。2016
年の第 3 回の映画祭でも，計 4 つのステージで構成されたが，それぞれのステージのデザインは

一新された。2015年の映画祭については，矢澤（2015）で考察が行われている。

　2017年の第 4 回の映画祭では，愛知県西尾市の離島である佐久島が会場に選ばれた。上映会場

は，前年までよりも 1 カ所少ない計 3 カ所で構成された。「しゅわしゅわ」という世界観で統一

された 3 つのステージで長編と短編合わせて37本の映画が上映された。2016年の映画祭では，

　4 つのステージで計57本の映画が上映されたが，2017年の開催では，ステージ数の減少に伴い，

上映本数が絞られた。

4.2　佐久島の概要

　佐久島は，愛知県西尾市の南西にあり，知多半島と渥美半島に囲まれた三河湾のほぼ中央部に

位置する離島である。2015年 4 月 1 日現在の人口は252人（65歳以上142人）であり，面積は173
ヘクタールとなっている。島の主要産業は刺し網漁やなまこ漁といった漁系や民宿である。島内

にはスーパーマーケットやコンビニエンスストアはなく，島民の多くは自給のために畑で野菜作

りをしている。島内の車両は軽自動車が中心で，信号機はない。島の中央部には小・中学校と市

営の診療所，西尾警察署佐久島駐在所がある。佐久島と本土とを連絡する交通経路としては，本

土の一色港と佐久島の東港及び西港とを結ぶ市営渡船がある。

　佐久島は1996年からアートによる島おこしに取り組んでおり，様々なアートイベントが随時開

催されている。島の各所にはアート作品が設置されており，年にほぼ 1 作品のペースで新設され

ている。

4.3　上映会場の配置

　佐久島での映画上映会場は図 2 のとおりである。上映会場は，佐久島の南部，中央部，北部の

　3 カ所に分散している。

　メインステージの「真夜中に抜け出して」は，佐久島の本島から橋で結ばれた大島という小さ

な島に設置されている。ここでは長編映画を中心に上映し，トークショーが行われる。（写真11）

　サブステージは，佐久島の本島内に 2 カ所設けられた。メインステージの「真夜中に抜け出し

て」からサブステージの「放課後，伸びた影と」までは徒歩で15分，もうひとつのサブステージ

「祭囃子の隙間から」まではさらに徒歩で 9 分程度を要する。

　各上映エリアを連絡する道には LED のランタンが並べられ，夜道に光るランタンとランタン

との間を歩いて移動すること自体にエンターテインメント性がある。
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　サブステージの「放課後，伸びた影と」は，島のほぼ中央部に位置する佐久島小中学校の校庭

が会場になっている。この校庭の一部は，キャンプのテントを張ることができるキャンプエリア

としても利用されている。（写真12）

　もうひとつのサブステージである「祭囃子の隙間から」は，佐久島の北部の大山エリアに設け

られた。ここへ行くためには，未舗装の暗い道を歩いていく必要がある。道の途中には，紅白の

幕や赤い提灯などが飾られており，祭囃子がスピーカーから流されている。このような演出に

よって，この会場では祭りの雰囲気が生みだされていた。（写真13）

4.4　参加者の行動

　2017年に開催された映画祭は，前年までのように閉ざされたキャンプ場ではなく，佐久島とい

う一般の住民が住み，民宿や飲食店もある開かれた地域での開催だった。地域を巻き込んだ佐久

島全体が会場となり，映画祭開催中は，島全体を広範に歩いて移動する参加者が多く見受けられ

た。佐久島は観光地であり，アートプロジェクトの古参としても知られている。また釣り場とし

ても観光客を集めている。だが，人口250人程度の佐久島は夜間の観光資源が乏しく，島内に長

時間とどまり，また宿泊する観光客は限られている。そうしたなか，1500人の参加者が佐久島に

滞在し，昼夜を通して活動したことは注目に価する。

5　うみぞら映画祭

5.1　うみぞら映画祭の概要と経緯

　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水浴場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 台のクレーン車で会場に吊るした特注の鉄骨で

図2　夜空と交差する森の映画祭の会場配置

（出典：夜空と交差する森の映画祭ウェブサイトより引用）
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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。大浜海水浴場

の会場では， 地元グルメの販売を行っており， 観客は飲食しながら， 映画を鑑賞することができ

る。

　同映画祭は，兵庫県洲本市出身の映像ディレクターである大継康高氏が実行委員会を立ち上げ，

2016年 9 月に初めて開催された。第 2 回目の映画祭は2017年 5 月に開催され，2018年 5 月に開催

されたうみぞら映画祭が通算 3 回目に当たる。2017年に開催されたうみぞら映画祭については，

矢澤（2017）で考察を行っている。本研究は2018年のうみぞら映画祭を対象にしている。

5.2　洲本市の概要

　兵庫県洲本市は，瀬戸内海の東域に浮かぶ淡路島の中央部にあり，北は淡路市，南は南あわじ

市に接している。洲本市は，2006年に五色町と洲本市が合併して現在の洲本市となった。2017年

　1 月現在の人口は約45,000人である。市の中央部には先山があり，東側には洲本市街地があり西

側の五色地域は丘陵地帯が広がっている。総面積は約182.4平方キロメートルで，淡路島全体の

約30％を占めている。

　現在，淡路島内には鉄道はなく，移動手段は自動車やバスが主である。1998年に明石海峡大橋

が開通し， 明石方面から自動車でのアクセスが容易となった。うみぞら映画祭の会場はいずれも，

洲本高速バスセンターから徒歩圏内に位置している。

5.3　上映会場の配置

　第 1 回から第 3 回までのうみぞら映画祭の会場は表 3 のとおりである。メイン会場である大浜

海水浴場と洲本オリオンの 2 会場は初回から連続して使用されている。初回の映画祭では台風の

影響を受けたため，　2 回目の映画祭からは開催時期は 5 月に変更された。また，　2 回目の映画祭

からは，雨天時は大浜海水浴場に代えて，洲本市文化体育館で映画を上映できるように体制が整

備された。

表3　うみぞら映画祭における上映会場の変遷

開催時期 会　　　　　場

2016年 9 月 大浜海水浴場，洲本オリオン，イタリア料理店「タイムアフタタイム」

2017年 5 月 大浜海水浴場，洲本オリオン，洲本市文化体育館

2018年 5 月 大浜海水浴場，すもとアルファビアミュージアム，洲本オリオン，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）

　2018年のうみぞら映画祭の上映会場の配置は図 3 のとおりである。上映会場は，洲本市の中心

地域に 4 カ所に分散して設けられている。

　同映画祭の上映会場は，メインとなる大浜海水浴場（海の映画館）のほか，定期上映館として

の映画館営業を終了し，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）と旧

紡績工場のレンガ倉庫跡地「すもとアルファビアミュージアム」（レンガ映画館），市の複合施設

「洲本市文化体育館」（ホール映画館）の 4 カ所に分散している。
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　大浜海水浴場は，環境省認定の「日本の快水浴場百選」にも認定されている風光明媚な海水浴

場である。ビーチは南北に750メートルあり，ゆったりと歩くことが可能である。海岸にはビー

チハウスがあり，公共のシャワー室や更衣室，コインロッカーなども整備されている。日没後に

は， クレーンで海上に吊られた巨大スクリーンのある会場（海の映画館）で長編映画を上映する。

（写真14）

　洲本オリオン（レトロ映画館）は，淡路島で最後まで残っていた映画館であり，2013年に映画

興行を終了した。閉館後も建物にはスクリーンや座席などが残されており，貸しホールに転換さ

れてイベントなどに使用されている。洲本オリオンでは，映画祭の主宰者でもある大継康高監督

の作品のほか，淡路島短編映画祭の優秀作品の再上映や淡路島の観光プロモーション映像などが

無料上映された。（写真15）

　すもとアルファビアミュージアム（レンガ映画館）の会場は，2000年に閉鎖されたレンガ造り

の美術館である。建物は1909年に鐘淵紡績（後のカネボウ）の原綿倉庫として建設された。1986
年のカネボウ撤退後は改修を経て，1995年に民営の美術館「ミュージアムパークアルファビア」

として開館した。しかし，経営悪化から2000年に閉鎖され，施設の寄贈を受けた洲本市は倉庫と

して使用してきた。2014年度には改修が行われ，「淡路花博 2015 花みどりフェア」の期間中，「す

もとアルファビアミュージアム」として再開した。同フェアの終了後は，再び閉館していた。う

みぞら映画祭では，映画祭の会期中，この建物を映画上映会場として利用した。（写真16）

　洲本市文化体育館（ホール映画館）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648席の文化ホールで行われた。この会場は，悪天候によって大浜海

水浴場での上映ができなくなった場合に，代替会場として使用される。

　洲本市文化体育館では，淡路市，洲本市，南あわじ市の島内全ての市でロケ撮影が行われた篠

原哲雄監督の『種まく旅人　くにうみの郷』，淡路市の棚田と古民家でロケ撮影された落合賢監

督の『太秦ライムライト』が上映された。（写真17）

図3　うみぞら映画祭の会場配置

（出典：うみぞら映画祭パンフレットから引用）
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5.4　参加者の行動

　洲本市内の 4 つの会場で映画を上映するため，市外からの観客は洲本市内を徒歩で移動しなが

ら，同市の風土や文化に触れることができる。洲本オリオンは洲本市の観光名所の一つであるレ

トロこみちにあり，映画館に訪れた観客は必然的にこの地域の魅力に触れることになる。（写真

18）

　洲本オリオン，すもとアルファビアミュージアム，洲本市文化体育館での上映はいずれも午後

　6 時頃には終了し，観客はメインイベントである大浜海水浴場での水上スクリーンを使った映画

上映に集まってくる。

　大浜海水浴場の巨大スクリーンでの映画上映に先立ち，会場の周辺ではさまざまなイベントが

行われ，観客は映画だけではなく，地域の魅力に触れることができるように工夫されている。大

浜海水浴場には，「淡路島グルメブース」として，洲本飲食組合を中心に淡路島グルメを楽しむ

ことができる飲食ブースが出店した。その近くには，淡路島の産業であるお香，吹き戻しや，イ

ンテリアにもなる植物標本（ハーバリウム）などの制作を体験できるワークショップエリアが開

設され，淡路島の魅力を発信するようになっていた。

　浜辺に設けられたステージでは，淡路島のベテランバンドや学生バンドなどが出演した「うみ

ぞら音楽祭2018」が開かれた。また，南あわじ市の慶野松原海水浴場で定期的に開催されている

人気のヨガイベントが特別に開催された。なお，　4 つの上映会場を全て巡回するとプレゼントが

もらえるという企画も行われた。

6　考　　察

　前章までに，栃木・蔵の街かど映画祭，夜空と交差する森の映画祭，うみぞら映画祭という 3　

つの地域回遊型映画祭の事例を見てきた。これらの 3 つの映画祭の特徴を比較したのが表 4 であ

る。

表4　3つの地域回遊型映画祭の比較

栃木・蔵の街かど映画祭 夜空と交差する森の映画祭 うみぞら映画祭

開催地 栃木市内 佐久島 淡路島・大浜海岸一帯

開催時期 2018年 5 月 2017年10月 2018年 5 月

上映会場数 10会場  3 会場  4 会場

上映会場の性質 蔵などの歴史的建造物 離島での野外上映 海岸での野外上映，閉館した
施設，公共ホール

料金  2 日間1,000円 12,000円  1 日2,000円

上映作品の傾向 長編と短編 短編映画が中心 海をテーマにした作品，地元
ロケの作品など，長編映画中
心

映画上映の時間編成 上映間隔にゆとりのある編成 会場間を移動するための時
間が適宜とられている

上映間隔にゆとりのある編成

開催地との関係 地域の店舗や施設を上映会場
として使用するなどで連携。

地域の店舗がブースを出店
するなどで連携。

地域の食材を使った飲食ブー
スの出店やワークショップを
開催。

（出典：筆者作成）
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　以上を前提にして，地域回遊型映画祭が地域活性化に対して，どのような機能を有しているの

かについて考察する。

　まず，地域回遊型映画祭は，上映会場を地域内に分散させ，地域にある多様な施設や店舗を映

画の上映会場として利用することにより，地域外からの参加者はもちろん，地域の住民にとって

も，地域の資源を再認識，再評価するための優れた機会を提供する機能を有する。

　第二に，地域回遊型映画祭は，地域住民の交流の場として機能する。地域の複数の場所が映画

祭の会場として提供され，運営されることによって，地域社会において映画鑑賞の場が多面化さ

れ，映画愛好家のみならず，地域住民が参加する映画鑑賞の場として機能している。大規模なプ

ロ向けの映画祭のように，鑑賞者が限定されるわけではなく，幅広い参加者によって映画をめぐ

る場が共有されている。映画祭の傍観者としてではなく，地域の住民が映画祭の主体者の一部と

して位置付けられるような場となっている。また，地域の数々の場所に上映会場が設けられるこ

とによって，人々が気軽に立ち寄ることができる場となっていることも，映画祭への参加機会を

身近なものにすると考えられる。

　現代アートを中心としたアートプロジェクトに比べた場合，映画祭は開催期間が 2 日間程度

と，相対的に短い。そのため，アートプロジェクトよりも，観客が映画祭へ参加する機会が限定

的である。これは，映画祭のデメリットともいえるが，一方で，短期間で地域ブランドを形成す

るには有効であると考えられる。また， 一般的に現代アートは美術愛好家以外には難解な面もあ

るが，映画は表現形態が分かりやすく，一般の住民にも受け入れやすい面があることも指摘でき

る。

7　おわりに

　本研究では，地域回遊型映画祭という概念を設定し，　3 つの映画祭の事例研究を行った。それ

によって，地域回遊型映画祭の現状の把握を試みた。また，　3 つの事例の比較検証によって，地

域回遊型映画祭の地域活性化に対してどのような機能を有しているかについての分析を行った。

ただし，定量的な検証を行っておらず，事例の分析によって得られた結論は仮説を導出した段階

にとどまっている。また，本研究では，観客に対する調査を行うことができなかった。観客への

アンケート調査や聞き取り調査の実施による観客の視点での分析も必要である。日本における地

域回遊型映画祭の数は限られているが，今後もできるだけ多くの事例を分析し，事例のモデル化，

一般化を進めていくことが今後の課題として残されている。
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