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要旨 

 本研究は、映画資料館による地域活性化のメカニズムを明らかにすることを目的としている。調査結果から、映画資料館

による地域活性化を図るためには、常設の展示のみならず、映画上映や積極的な企画展の開催などが必要であり、地域住民、

旅行者、コンテンツの提供者、映画資料館の運営主体の四者間に良好な関係性を構築することが必要であることを示した。

その結果から、映画資料館は館内での資料展示だけで完結させるのではなく、映画資料と地域の観光資源を結び付けるため

のハブ的な役割を果たすことが重要であり、コンテンツ・ツーリズムを呼び起こすための装置となることなどが期待される。 

 

キーワード 映画資料館、ミュージアム・マネージメント、コンテンツ・ツーリズム 

 

1. はじめに 

 近年、文化・芸術による地域活性化が注目されている。

各地の美術館や劇場といった施設や芸術祭等の文化イベ

ントが地域外からも来訪者を集め、地元に一定の経済効

果をもたらしている。映画についてみると、1895 年 12

月 28 日にフランスのリュミエール兄弟が初めて映画を

パリで有料公開して以来120余年を経て、文化遺産とし

ての映画の価値は社会に定着したといえる。ただ、映画

は必ずしも映画フィルムなどに焼き付けられた映像コン

テンツだけを指すものではない。ポスターなどの宣伝材

料や映画人の遺品、各地の映画文化についての資料とい

った映画に関連する資料、いわゆるノンフィルムの映画

資料は、映像コンテンツそのものに比肩する重要性を持

っており、そのことが社会にも認識されてきている。 

このような状況のなか、日本各地で映画にまつわる資

料館が誕生している。しかし、従来の映画資料館につい

ての研究は、複数の映画資料館の活動や展示、内容を比

較検討し、それらの機能や役割を一般化・モデル化して

論じるのではなく、映画資料館の個別事例をそれぞれ取

り上げて紹介するものがほとんどであり、全国に点在す

る映画資料館の諸相を横断的に分析しようとする試みは

少なかった。 

「文化芸術の振興に関する基本的な方針－文化芸術資

源で未来をつくる－（第 4次基本方針）（2015年 5月 22

日閣議決定）」の「第3 文化芸術振興に関する基本的施

策 9 文化芸術拠点の充実等 (2)美術館、博物館、図

書館等の充実」には、「美術館、博物館、図書館等が、優

れた文化芸術の保存・継承、創造、交流、発信の拠点の

みならず、地域の生涯学習活動、国際交流活動、ボラン

ティア活動や観光等の拠点としても積極的に活用され、

地域住民の文化芸術活動の場やコミュニケーションを通

じた絆づくり、感性教育、地域ブランドづくりの場とし

てその機能・役割を十分に発揮できるよう、次の施策を

講ずる」との記述があり、博物館は地域に対する幅広い

貢献が求められているといえる。これは映画資料館も例

外ではない。 

およそ博物館というものは、博物館法が社会教育基本

法の中に位置付けられているように、社会教育施設とし

て文化芸術に貢献する役割を第一義として担っている。

しかし、一方で観光において集客施設としての役割が期

待され、地域振興やまちづくりの分野でも博物館は多様

な役割を果たすこともまた求められているといえる。 

文化・芸術には、①地域に人を集める、②地域の特徴

を出す、③地域の財産となる、④地域の話題を高めると

いった効果があり、結果的に外部から地域に資金が流入

するため、地域活性化が実現するという流れが期待され

る（筒井、2014）。それでは、映画資料館は地域活性化

に対していかなる役割があり、いかなる役割を果たすこ

とができるのであろうか。 

日本における公共文化施設の運営についての研究は、

建築学のアプローチからの研究や文化施設がもたらす経

済効果・文化的効果についての研究が多くを占めるが、

近年は博物館について、主に非営利組織の経営管理論の

立場からの研究が進展してきている。一方、映画による

地域活性化については、近年、映画と観光を組み合わせ

たコンテンツ・ツーリズムに関する研究が盛んに行なわ

れている。ただし、ロケ地観光以外の領域で、映画を活

用した地域振興の研究については、その数が限られてい



 

 

る。特に、映画による地域活性化を扱った研究のなかで

も、映画資料館もしくは映画アーカイブと地域の関係性

については、先行研究は限られており、その解明が待た

れる分野である。本研究は映画による地域活性化をテー

マとした研究のうち、従来行われてこなかった領域を埋

めるものと位置付けられる。 

本研究は、日本における映画資料館の現状を把握し、

映画資料による地域活性化のメカニズムを明らかにする

ことを目的としている。そのうえで課題を抽出し、地域

活性化における映画資料館のあり方に関する提案を行う。 

 

2. 映画資料館と映画資料 

 映画資料館には、館名に「資料館」や「記念館」、「ミ

ュージアム」などの言葉が含まれており、映画に関する

資料の収集・保存・展示のための独立した建物を有する

施設といった狭義なものから、図書館内の文庫や公共施

設内の展示室のように独立した建物を有していない小規

模なものまで様々な形態がある。 

そこで本研究では、岡野（2006）による文学館の定義

を参考にして、映画資料館を映画に関する資料を収集し、

保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供

し、その教養・調査研究・レクリエーション等に資する

ために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関す

る調査研究をすることを目的とする機関のことであると

定義することにする。 

映画研究において、研究資料となるのは第一に、映画

作品が記録されているフィルムである。しかしながら、

すでに無声映画の 90%は失われているといわれており、

戦前の日本映画研究においては、書誌やスチールなどと

いったノンフィルムのマテリアルが研究の第一次資料と

ならざるを得ない（権藤、2001）。こうした点で、映画

資料は映画の生成にかかわる歴史的証拠であり、映画研

究においては必要不可欠なものである。 

ノンフィルムの映画資料は、機能の観点から、映画を

作るためのもの（映画人の製作資料、脚本、美術・衣装

デッサン、キャメラほか撮影関連機材、衣装、小道具）、

映画が出来たあと主に宣伝に使われるもの（スチール写

真、ポスター、プレスシートほか宣伝材料、映写機ほか

上映関連機材）、映画をめぐる文献類（書籍、雑誌、映画

祭カタログ、団体パンフレット、新聞記事切り抜き）に

大別することができる（岡田、2016a）。特に、衣装や小

道具、ポスターなどは、それら自身が芸術作品としての

価値を持っているといえる。 

 

3. 先行研究 

 映画資料館については、先行研究が限られているため、

隣接する分野の研究についても検討する。まず、映画資

料館についての既存研究を検討し、続いて、コンテンツ

に関するミュージアムという点で文学館に関する研究と

映像による地域活性化に関する研究について、既存研究

をそれぞれ検討していく。 

映画資料館に関する先行研究は、およそ、映画資料館

内部の関係者が、それぞれの施設についての活動報告を

行ったものに限られている。例えば、おのみち映画資料

館による街おこしについて紹介した花本（2000）や、羽

島市映画資料館の設立の経緯と施設概要を説明した野田

（2012）は、映画資料館の個別事例を紹介したものであ

る。既往の映画資料館についての文献は、複数の映画資

料館の活動や展示、内容を比較検討し、それらの機能や

役割を一般化・モデル化して論じるのではなく、個々の

映画資料館を紹介した内容が主となっている。そのなか

で、横断的に映画資料館を扱った数少ない文献として、

東京国立近代美術館フィルムセンター編（2016）がある。

これは、アンケート調査によって、日本国内の 50 のノ

ンフィルムの映画資料館の基礎情報をまとめた基礎デー

タ集である。 

このように、映画資料館の先行研究は限られているが、

より一般的に地域の博物館全体に関する研究は相当な数

が積み重ねられてきている。そのなかでも、文学館に関

する研究は、映画資料館と親和性を有している。映画資

料館は、展示されているものが芸術作品そのものではな

いという点で文学館と共通している。美術館や博物館は

芸術作品や美術品の現物そのものを展示するのが一般的

であるのに対し、映画は映画館で上映されるコンテンツ

としての映画作品にこそ本源的な価値があり、文学につ

いても、コンテンツとしての文学作品にこそ本源的な価

値がある。映画資料館と文学館の展示物は、あくまでも

コンテンツを支える資料であるが、それら自体にも価値

を見出すことができる点で両者は共通している。文学館

を扱った研究は相当数あり、例えば、文学館の機能につ

いて論じた研究には、文学館の展示と観客の感興の関係

性について論じた中村稔（2011）や、文学館の来場者の

高齢化の背景と人々の文学に対する意識の変化について

指摘した紀田（2010）、文学館の活用と作家の復権につ

いて論じた一柳（2012）などがある。また、文学館をま

ちづくりと教育に関わらせて論じた研究としては、桝谷

（2018）がある。 

次に、映像による地域活性化については、コンテンツ・

ツーリズムに関する研究が進展している。2005年に国土

交通省・経済産業省・文化庁が共同で作成した「映像等



 

 

コンテンツの製作・活用による地域振興のあり方に関す

る調査報告書」は、コンテンツ・ツーリズムという言葉

を初めて公的に定義した報告書である。そこでは、「地域

に関わるコンテンツ（映画、テレビドラマ、小説、マン

ガ、ゲームなど）を活用して、観光と関連産業の振興を

図ることを意図したツーリズム」をコンテンツ・ツーリ

ズムと定義しており、その根幹は、「地域に『コンテンツ

を通じて醸成された地域固有の雰囲気・イメージ』とし

ての『物語性』『テーマ性』を付加し、その物語性を観光

資源として活用すること」としている。 

コンテンツ・ツーリズムに関しては、映像作品の舞台

であれば、目玉となる観光資源がなくても、どこでも観

光地となり得る可能性を指摘した筒井（2014）、情報イ

ンフラの発達による旅行者同士の双方向通信が、アニメ

ツーリズムによる観光振興に寄与すると論じた山村

（2009）などがある。 

コンテンツ・ツーリズムを取り巻くステークホルダー

との関係性を論じた研究には、観光行動に役割を果たす

主体をツーリスト（旅行者）、地域住民、コンテンツプロ

デューサー、観光プロデューサーの 4つに分類して分析

した岡本（2012）、新たな文化を創出する共創型の観光

まちづくりを実現するためには、ホスト（地域住民）、ゲ

スト（ファン）、コンテンツの製作者（著作権者、コンテ

ンツホルダー）という三者が垣根を超えて交流し、良好

な関係性を構築する必要があると指摘した山村（2016）

などがある。また、中村忠司（2016）は、観光客がリピ

ーター化するプロセスを、観光客と地域との関係性の深

化について考察し、4段階で整理している。 

コンテンツ・ツーリズムと地域活性化については、軍

司（2013、2014、2015）が、コンテンツ観光に基づく

地域活性化を行うにあたっては、来訪するコンテンツ観

光客に対し、作品ファンから当該地域へのファンへ促す

取り組みを行うことが重要であること、作品ブームが去

った後であっても、新規作品の受け入れや独自コンテン

ツの製作などによって、若年コンテンツ観光客の継続的

な受け入れが可能であること、コンテンツ観光受け入れ

においては、迅速に受け入れ施策を打ち出すことができ

る機関が受け入れを迅速に始めることが重要であり、こ

れを継続することによって観光集客効果のみならず様々

な地域活性効果が得られることを示している。 

 

4. 研究方法  

 映画資料館は、施設の形態の観点から大別して、①施

設の形態として、資料保存・展示のための独立した建物・

部屋を新築するか、あるいは既存の建物を転用するなど

により、独立した建物・部屋を有する「独立系映画資料

館」、②施設の形態として独立した建物を有しておらず、

資料室や文庫などといった他機関の一部門として機能し

ている「依存系映画資料館」に分けることができる。 

①の例としては、鎌倉市川喜多映画記念館、おのみち

映画資料館、羽島市映画資料館など、②の例としては、

調布市立中央図書館映画資料室、阪急文化財団池田文庫、

福岡市総合図書館映像資料課などがある。 

本研究では、映画資料館独自の機能に焦点を当てて分

析するため、①の独立系映画資料館であり、映画資料の

常設展示があり、展示活動が中心になっている施設を調

査対象とすることにした。 

調査対象の選定に当たっては、まず東京国立近代美術

館フィルムセンター編『全国映画資料館録 2015』に掲載

されている映画資料館をベースとし、未掲載であっても

映画資料館であると判断できる施設を加えて、国内の映

画資料館のデータベース化を行った。そのなかから独立

系映画資料館をまず抽出し、図書館業務を主たる業務に

している施設及び撮影機器や映画の大道具・小道具を主

な展示対象としている施設を除外した。また、2018年 4

月末時点で事業継続性が失われている施設も除いた。 

その結果、調査対象とした映画資料館は、表１のとお

り、27の映画資料館である。 

 

表 1 本研究の分析対象とした映画資料館 

館名 展示と資料収集方針 

北の映像ミュージアム＊  北海道ロケ作品 
三沢市寺山修司記念館 寺山修司の遺品 

高羽哲夫記念館 高羽哲夫の遺品 
庄内映画村資料館 地元ロケ作品 

SKIPシティ映像ミュージアム＊ 映像制作を展示 
世田谷文学館＊ 地元ゆかりの作家 

葛飾柴又寅さん記念館 「男はつらいよ」関連 
江東区古石場文化センター＊ 小津安二郎監督関連 

杉並アニメーションミュージアム アニメの制作過程 
市川崑記念室 市川崑監督関連 

三鷹の森ジブリ美術館 スタジオジブリ関連 
市川市文学ミュージアム＊ 市川市ゆかりの作家 

鎌倉市川喜多映画記念館＊ 川喜多夫妻の軌跡 
木下恵介記念館 木下恵介の遺品等 

羽島市映画資料館＊ 映画一般 
小津安二郎青春館 小津監督の子供時代 

京都府京都文化博物館 日本映画全般 
東映太秦映画村映画文化館（資料室） 映画一般 

神戸映画資料館＊ 映画一般 
橋本忍記念館 脚本家橋本忍の資料 

志村喬記念館 俳優志村喬の遺品 
おもちゃ映画ミュージアム＊ 玩具映写機など 

西川克己映画記念館 西川克己監督の作品 
おのみち映画資料館＊ 地元ロケ作品 

田中絹代ぶんか館＊ 田中絹代を顕彰 
二十四の瞳映画村 「二十四の瞳」等 

松永文庫＊ 映画全般 

（出典：著者作成） 

 



 

 

これらの映画資料館について、公式ホームページやパ

ンフレットの閲覧及び先行研究を検討することによって、

はじめに映画資料館を形態別に分類した。次に、それぞ

れの映画資料館について、①個別の特徴、②映画上映活

動の状況、③企画展の状況、④映画以外のコンテンツと

の共同展示の状況、⑤地域との連携関係について比較し

た。そのうえで各形態のバランスを考慮して、表１で館

名に＊を付した 12の施設については、現地視察を実施し、

館長などの管理者へオープンエンド形式の聞き取り調査

を行った。国内の映画資料館の数は限られており、統計

的分析には馴染みにくいことから、現地調査とヒアリン

グ調査による質的調査を主に実施した。なお、本稿の写

真はすべて筆者が撮影したものである。 

 

5. 調査結果 

(1) 映画資料館の形態別分類 

 日本における映画資料館の現状を把握するために、映

画資料館を設置目的と展示内容の観点から分類したとこ

ろ、人物中心型、映画一般型、地域中心型、作品中心型、

教育中心型に分けることができた。その内訳は以下のよ

うな結果となった。 

調査対象とした27の映画資料館のうち、12の映画資

料館が地元出身の映画人を顕彰することを主要な目的と

している人物中心型である。岡田（2016b）は、「それぞ

れの地元出身の映画人を顕彰することで、過去の日本映

画への郷愁を強調し、それを観光の振興に結び付ける例

は確かに多い。そのこと自体は、自然な流れかもしれな

い」と指摘する。例えば、下関市近代先人顕彰館（田中

絹代ぶんか館）は、女優田中絹代の出身地である山口県

下関市にあり、遺品や資料の展示を通じて女優の生涯が

紹介されている（写真1）。 

 

（写真 1）下関市近代先人顕彰館（田中絹代ぶんか館） 

 

 黒澤明監督の映画で有名な俳優である志村喬の業績を

顕彰するために兵庫県朝来市生野町に開館した志村喬記

念館には、生野銀山の精錬技師の次男としてこの地に生

まれた志村を記念して、市が復元を終えた旧生野鉱山の

職員宿舎が活用されている。また、木下恵介記念館は、

静岡県浜松市出身の映画監督木下恵介の功績を称える施

設である。 

 このように、映画資料館全体の中で、映画監督や俳優

などの映画人をテーマにした施設が最も高い割合を占め

ている。調査対象とした映画資料館において、それぞれ

の資料館のテーマとなっている映画人を列挙すれば、寺

山修司、高羽哲夫、小林正樹、成瀬巳喜男、柳生悦子、

市川崑、水木洋子、木下恵介、小津安二郎、橋本忍、志

村喬、西河克己、田中絹代の各氏であり、その大部分が

故人の著名映画監督や脚本家、俳優である。 

 次に、映画一般の資料を広く収集・展示することを目

的としている映画一般型の映画資料館は 6 施設である。

映画一般型の映画資料館は設立の経緯がまちまちである。

例えば、羽島市映画資料館は、閉館となった映画館内か

ら戦前戦後の映画ポスターなどの映画資料が 3000 点程

発見されたことが開設のきっかけとなった。 

 松永文庫は、映画研究家の松永武氏がおよそ 60 年に

渡って収集してきた映画・芸能関連の資料を、自宅を開

放して無料公開したことが始まりである（写真2）。 

 

（写真 2）松永文庫 

 

 また、おもちゃ映画ミュージアムは、築100年の京町

家を改装して、光学玩具、写真、マジック・ランタンな

ど歴史に関する展示と映画の初期に一般家庭で動く映画

を楽しんだ手回しの玩具映写機とその映像を中心に展示

している個人ベースで設立された資料館である。 

 一方、当該地域でロケ撮影された映画の資料公開・展

示を目的としている地域中心型の映画資料館は3施設で

ある。北海道札幌市の北の映像ミュージアムは、映画評

論家だった故・竹岡和田男氏の収集した映画のロケ資料



 

 

や取材資料などのコレクションを土台に作られた映画資

料館であり、北海道ロケ作品の資料収集と保存を行って

いる。同ミュージアムは、入居していた建物の都合で

2018 年 5 月末に閉館したが、再オープンを模索してい

る。竹岡コレクションに加えて、関係者などが寄贈した

映画のフィルムや脚本、ポスターなど約 5万点を所蔵し

ている（写真3）。 

（写真 3）北の映像ミュージアム 

 

 山形県鶴岡市の庄内映画村資料館には、室内ロケセッ

トや庄内ロケ作品の資料が集められている。また、広島

県尾道市のおのみち映画資料館には、『東京物語』をはじ

め、尾道市でロケ撮影された映画の資料が中心に展示さ

れている（写真4）。 

（写真 4）おのみち映画資料館 

 

 このように、特定の人物に焦点を合わせるのではなく、

幅広く地元ロケ作品を中心的なテーマにした施設は映画

資料館全体から見れば少数派である。 

 特定の作品に関する映画資料館としては、葛飾柴又寅

さん記念館、三鷹の森ジブリ美術館、二十四の瞳映画村

がある。 

 教育中心型の映画資料館には、SKIP シティ映像ミュ

ージアム、杉並アニメーションミュージアム、東映太秦

映画村映画文化館（資料室）がある。例えば、映像ミュ

ージアムは、埼玉県が整備した彩の国ビジュアルプラザ

の一角を構成する施設であり、子どもから大人までを対

象に映像制作を学習することができる参加体験型の博物

館である（写真5）。 

 

（写真 5）SKIPシティ映像ミュージアム 

 

(2) 映画上映活動の状況 

 映画資料館は、ノンフィルムの映画資料だけを収集・

展示している施設もあるが、映画の上映活動を行なって

いる場合も多い。映画資料館の管理者からの聞き取り調

査では、来館者の多くが映画の鑑賞を目的にするもので

あるとの回答が多くを占めており、映画上映は平常時に

比べて、来館者を大幅に増加させる効果があると判断で

きる。上映活動の状況は表2に示すとおりである。 

 

表 2 各映画資料館の上映活動の状況 

上映活動の頻度 映画資料館名 
ほぼ毎日 杉並アニメーションミュージアム、

三鷹の森アニメーション美術館、鎌
倉市川喜多映画記念館、京都府京都
文化博物館、神戸映画資料館、二十
四の瞳映画村 

月1回以上 SKIPシティ映像ミュージアム、江東
区古石場文化センター、木下恵介記
念館、羽島市映画資料館、田中絹代
ぶんか館、松永文庫 

年１～２回以上 北の映像ミュージアム、高羽哲夫記
念館、庄内映画村資料館、葛飾区柴
又寅さん記念館、小津安二郎青春館、
おもちゃ映画ミュージアム 

年１回未満又は不定期 三沢市寺山修司記念館、世田谷文学
館、橋本忍記念館 

なし 市川崑記念室、市川市文学ミュージ
アム、東映太秦映画村映画文化館、
志村喬記念館、西河克己映画記念館、
おのみち映画資料館 

（出典：筆者作成） 

 

 例えば、鎌倉市川喜多映画記念館では、映画上映ホー



 

 

ルを設置しており、ほぼ連日のペースで映画の上映を行

なっている（写真6）。 

（写真 6）鎌倉市川喜多映画記念館の上映ホール 

 

 京都府京都文化博物館と神戸映画資料館も映画上映専

用の施設を有しており、定期的な映画上映を行なってい

る。北の映像ミュージアムでは、月 1回のペースで、北

海道ロケなどをテーマにしたトークイベント「北のシネ

マ塾」を開催、年に約1回のペースで、映画の特別上映

会を開催していた。田中絹代ぶんか館では、田中絹代ぶ

んか館名画劇場として、月1回のペースで田中絹代関連

の邦画を中心に映画の上映会を行っている。 

 羽島市映画資料館では、毎月 1 回、「映画のつどい」

として懐かしい日本映画を上映している（写真7）。 

（写真 7）羽島市映画資料館内の上映スペース 

 

 羽島市映画資料館の館長からの聞き取り調査によれば、

入場者の年齢は 70 歳前後が多く、羽島市内からの来場

者がほとんどだが、三重県や愛知県、滋賀県などからの

観客もいるという。写真で示したように、一般的な映画

館と比べても遜色のない上映ホールを備えている施設も

あれば、パイプ椅子を並べて上映する簡易的なスタイル

の上映会場もあるといったように、上映会場の環境は映

画資料館によって千差万別である。 

 

(3) 企画展の頻度 

 映画資料館が来館者に対して、どれだけ目新しさを提

供しているのかを測定するため、企画展の開催状況を調

査したところ、常設展示だけの映画資料館がある一方、

常設展示のスペースと企画展示のスペースを分け、定期

的に企画展示の入れ替えを行なっている映画資料館があ

ることを把握することができた。企画展示の開催状況を

表 3に示した。 

 

表 3 各映画資料館の企画展示の状況 

企画展示の頻度 映画資料館名 
年４回以上 庄内映画村資料館、江東区古石場文

化センター、市川市文学ミュージア
ム、鎌倉市川喜多映画記念館、京都
府京都文化博物館、松永文庫 

年１回以上 北の映像ミュージアム、三沢市寺山
修司記念館、SKIPシティ映像ミュー
ジアム、葛飾区柴又寅さん記念館、
杉並アニメーションミュージアム、
市川崑記念室、世田谷文学館、三鷹
の森ジブリ美術館、羽島市映画資料
館、小津安二郎青春館、おもちゃ映
画ミュージアム、西河克己記念館、
おのみち映画資料館、田中絹代ぶん
か館 

年１回未満又は不定期 神戸映画資料館 

なし 高羽哲夫記念館、木下恵介記念館、
東映太秦映画村映画文化館、橋本忍
記念館、志村喬記念館、二十四の瞳
映画村 

（出典：筆者作成） 

 

 例えば、鎌倉市川喜多映画記念館は、常設展示のスペ

ースはほとんどなく、展示スペースのほとんどの部分は

企画展示のためのものである。ほぼ 4カ月ごとのサイク

ルで企画展示物を入れ替えるのが通例である（写真 8）。 

（写真 8）鎌倉市川喜多映画記念館の企画展示 

 

 羽島市映画資料館では、毎年約 1回のペースで企画展



 

 

示を行っている。企画展では、通常時には展示していな

いポスターやテーマに沿ったポスターをコレクターから

借りるなどして展示している。 

 松永文庫では、展示スペースの面積が常設展示の約96

㎡に対し、企画展示が約194㎡と広く、企画展示室は年

4回のペースで入れ替わる。 

 

(4) 映画以外のコンテンツとの共同展示 

 映画資料館には、映画関連資料だけではなく、映画以

外のコンテンツに関する資料を合わせて収集・展示して

いる施設がある。 

市川市文学ミュージアムは、千葉県市川市ゆかりの文

学者、映像作家、写真家などの幅広いジャンルの作家の

資料を展示・収集することを目的として開設された資料

館である（写真 9）。通常展示フロアは、映画、演劇、小

説、詩歌、文芸の５つのコーナーに分類されており、そ

れぞれのコーナーで市川市ゆかりの作家を紹介している。

このうち、映画のコーナーでは、女性脚本家の水木洋子

を中心に資料が展示されている。また、演劇のコーナー

では井上ひさし、小説のコーナーでは小説家の永井荷風

らが紹介されている。 

（写真 9）市川市文学ミュージアムの映画関連資料 

 

 世田谷文学館では、世田谷固有の文学風土を保存・継

承し、まちづくりの活性化に寄与、区民の文化交流の場

と機会をつくりだし、新たな地域文化創造の拠点をめざ

すという目的が掲げられており、映画関係では、映画監

督の小林正樹や成瀬巳喜男、衣装デザイナーの柳生悦子

関連の資料が所蔵されている。 

田中絹代ぶんか館は、1 階が郷土出身の作家の作品や

資料などを展示した「ふるさと文学館」、2階が「田中絹

代記念館」となっており、文学と映画の両方を扱ったも

のといえる。 

 

(5) 地域との関係 

 当該地域出身の映画人をテーマにするにせよ、地域で

ロケ撮影された映画をテーマにするにせよ、多くの映画

資料館は、地域と何らかの関係を有している。地域との

関連を具体的に明示している展示の具体例としては、北

の映像ミュージアムでは、北海道で撮影された映画のロ

ケ地マップとリストを展示していた（写真 10）ほか、出

版物として『北海道ロケ地マップ 100選＆リスト』や『北

海道・シネマの風景』、『ほっかいどう映画館グラフィテ

ィー』を発行している。 

 

（写真 10）北海道ロケ地マップ 

 

 江東区古石場文化センターでは、江東区における小津

安二郎監督のゆかりの場所を紹介している。また、おの

みち映画資料館では、おのみち芸術文化回廊図を展示し、

尾道市における芸術文化のゆかりの地を紹介している。

ただし、こうした展示がある一方、多くの資料館は、地

域との具体的な結びつきに乏しく、コンテンツ・ツーリ

ズムに対する情報提供についても積極的には行っていな

い。多くの映画資料館がコンテンツ・ツーリズムとの連

動は不十分である。 

 

(6)海外の事例 

 この節では、国内の映画資料館と比較するために、韓

国映画博物館を実地調査した結果を記述する。韓国映画

博物館は、ソウルのデジタルメディアシティの一角に位

置する韓国映像資料院の１階にある。映画博物館の常設

展示は、韓国映画史をテーマごとに 13セクションに分け

る形で資料を展示しており、加えてアニメーションのコ

ーナーとイベントスペースが設けられている。韓国映画

博物館は、映画の誕生から韓国の映画産業の現状までを

時系列に解説し、関連資料を展示している。解説文はハ

ングルと英語が同等の扱いで併記されており、海外から

の訪問者を十分に意識しているのがわかる。音声ガイド



 

 

は韓国語と英語の二カ国語が用意されており、スマート

フォンにダウンロードして使用できる。紙ベースのパン

フレットは日本語を含めて数カ国語が用意されている。

韓国映画の歴史的な全貌を短時間で紹介する施設として、

韓国映画博物館はユニークな存在であるといえる。 

 

(写真 11)韓国映画博物館の外観 

 

6. 考察 

 以上、映画資料館の現状を見てきた。まず、映画資料

館の分類の観点から、映画資料館の形態と来館者が映画

資料館に求めるもの及び映画資料館が来館者に与えると

考えられる効果をまとめると表 4のようになる。来館者

を映画資料館がテーマとしている映画作品や人物のファ

ン、たまたま同地を観光などで訪れた来館者、地域住民

という 3つのカテゴリーに分類し、カテゴリー別にみる

と、映画資料館は形態別に、それぞれ異なったカテゴリ

ーの来館者に対して、異なった効果を与えていると考え

られる。これを元に、映画資料館を取り巻くステークホ

ルダーがいかに地域資源とアクセスしていくかをモデル

化すれば、図 1のようになる。 

 

表 4 映画資料館の形態と来館者のニーズ 

形態 来館者 来館者のニーズと効果 
人物中心型 観光客 人物を知る、人物と地域のか

かわりを知る 
人物ファン 人物を深く知る、人物の人生

を追体験する 
地域住民 人物を通じた地域への愛着 

映画一般型 観光客 映画資料を観覧する 
映画ファン 映画への思いを高める 
地域住民 映画についての知見を得る 

地域中心型 観光客 作品と地域を知る 
作品ファン 作品の世界を追体験する 
地域住民 地域への理解・再評価・愛着 

作品中心型 観光客 作品を知る 
作品ファン 作品世界を追体験する 
地域住民 作品についての知見を得る 

教育中心型 地域住民等 映像に関する学習 

（出典：筆者作成） 

図 1 映画資料館と地域資源へのアクセス 

 

（出典：筆者作成） 

 

まず、映画の権利者が映画資料館に上映許諾を与えた

り、ポスターなどの映画資料の保有者が映画資料館に資

料を寄贈したり、貸し出したりすることで、映画資料館

が上映する映画や展示すべき映画資料を確保するのが❶

である。映画資料館は所蔵している映画資料に加えて、

こうした外部との連携によって、映画を上映したり、企

画展を開催したりすることによって、映画資料館に目新

しさを生み出す。 

映画資料館がテーマとしている映画作品や人物のファ

ンは、映画資料館の展示や上映作品に触れることによっ

て、作品の世界観を追体験したり、当該人物についての

知見を深めたりすることになる。また、映画資料館は、

こうしたファンに対して映画のロケ地情報などの提供な

どを行う。これが❷である。ファンはその過程で、当該

地域の歴史や文化を知り、地域への愛着が生まれること

になる（❸）。 

作品ファンや人物のファンではなく、たまたま同地を

観光などで訪れた来館者に対しても、映画資料館は、同

地でロケ撮影された映画や同地出身の人物についての情

報を提供する（❹）。その結果、旅行者は当該地域への知

見を深めることになる（❺）。 

地域住民に対して、映画資料館は、当該地域でロケ撮

影された作品や当該地域出身の人物の情報を提供する

（❻）。そうした情報から、地域住民は当該地域のことを

より深く理解し、再評価することになる。それが地域へ

の愛着を生むことになる（❼）。 

 このように、映画資料館は、その形態別に、それぞれ

異なったカテゴリーの来館者に対して、異なった効果を

与えることになる。ただし、人物中心型の映画資料館が

テーマにしている映画人は、基本的に地元出身の故人で

あり、過去の日本映画への郷愁は強調されたとしても、

映画資料館	 地域住民	

映画作品・人物	
ファン	

観光客	

コンテンツ	
提供者	

地域資源	

❶	

❷	

❸	

❹	❺	 ❻	 ❼	



 

 

現時点で多くのリピーターが存在するほど人気が高い人

物とはいえない。そのため、多くの一般的な観光客が当

該人物たちに多くの興味を示すということは期待できな

い。一般的な観光客の興味を得るためには、常設の展示

だけではなく、映画の上映活動や、企画展の開催といっ

た目新しさが必要である。 

 展示や映画上映などのイベントを通じて来館者を誘致

できた場合、映画資料館は、来館者の発生という事象自

体で地域活性化効果を生むことができる。ただし、圧倒

的多数の映画資料館は、現行の規模と展示内容では、単

独で観光客を誘致するまでの集客力を有しているとは言

い難い。ただし、その場合であっても、映画資料館は展

示を活用して、地域の魅力を発信することは可能である。 

 具体的には、映画資料館が当該地域のロケ地や物語の

舞台裏に関する情報を提供したり、テーマとなっている

人物と地域との関わりについての情報を提供したりする

ことで、来館者に地域についての理解を深めてもらった

り、関心を持ってもらったりすることができるはずであ

る。そのためには、地域住民、旅行者、コンテンツの提

供者、映画資料館の運営主体の四者間に良好の関係を構

築する必要がある。 

 映画資料館は、映画館内の資料展示だけで完結させる

のではなく、展示を活用して、コンテンツと地域資源と

を結び付けるための中継地の役割を果たすことができる

と考えられる。 

 

7. 政策的インプリケーション 

以上、地域活性化における映画資料館の役割について

検討してきた。まず、映画資料館は常設展示だけでは集

客効果が限定的であるため、各館では展示プログラムを

定期的に入れ替えたり，関連する映画上映を組み合わせ

たりすることによって来館者数の確保を図る必要がある。 

また、映画資料館の立地する土地ゆかりの人物か、作

品を中心とした地域中心型又は出身人物中心型の映画資

料館は、地元のロケ地情報を提供することによってコン

テンツ・ツーリズムを誘発するためのハブ（ネットワー 

クの中心に位置する集線装置）的な機能を果たすことが

期待される。このような結論を得て、本研究では、映画

資料館について次の提案を行う。 

第 1に、映画資料館は主に映画監督や俳優といった映

画人個人が単位となって設置されていることが多いため、

来館者がその映画人に興味がなければ、映画資料館を訪

れて資料を活用する動機を欠くことになる。よって、来

館者の興味を引くための目新しさが必要である。具体的

には、常設展示だけではなく、定期的な企画展の開催に

よって、来館者に新鮮なコンテンツを提供し、目新しさ

を創出することが必要である。また、映画上映をはじめ

とするイベントの開催によって、映画資料館に動的なラ

イブ感を付加することも求められる。 

第 2に、来館者が映画資料館の展示からどれだけ感銘

を受けるかは、来館者の映画に対する関心や素養に依拠

するため、来館者に映画についての予備知識がなければ、

展示物からの満足を得ることは困難である。よって、観

光客が映画資料館を訪れるためのハードルを引き下げる

ための取り組みが必要である。具体的には、来館者に対

して基礎的なセミナーや個別の解説を行うことによって、

来館者の興味や教養を涵養し、映画資料館はもとより、

映画そのものや映画のバックグラウンドとなっている地

域に対する関心を深めてもらうような取り組みが必要で

ある。 

第3に、映画資料館が地域活性化に寄与するためには、

映画資料館の経営に当たって、来館者、地域住民、コン

テンツの提供者、映画資料館の運営主体という四者が良

好な関係性を保つ必要がある。これらのいずれかが欠け

ても映画資料館の運営は成り立たない。具体的には、行

政サイドだけではなく、映画に造詣の深い学芸員あるい

は同等の役割を担う人材が映画資料館の運営の一部に携

わる必要がある。そのうえで、各ステークホルダー間の

利害調整を図っていくことが望まれる。 

第4に、映画資料館が地域活性化に寄与するためには、

映画資料館がコンテンツ・ツーリズムを誘発するための

仕組みを整備し、運用することを検討すべきである。具

体的には、映画資料館自身が、地域の同好者と連携する

などして来館者に地域のロケ地を紹介したり、ロケ地巡

りツアーを開催したりといった方法で、映画資料館を取

り巻く地域全体に来館者の目を向けさせる活動が必要で

ある。単に来館者を増やすだけではなく、来館者を積極

的に地域各所に誘導していくなどの方策が考えられる。 

 

8. おわりに 

 本研究の成果としては、次の点があげられる。まず、

全国に点在する映画資料館の実態を分類・整理すること

ができたことである。全国の映画資料館を、人物中心型、

映画一般型、地域中心型、作品中心型、教育中心型に分

類したうえで、それぞれの分布状況と実態を把握・整理

することができたのは本研究の第一の成果である。 

 次に、地域活性化における映画資料館のあり方につい

ての政策的な提言をすることができたことである。 

 本研究で実施した映画資料館のフィールドワーク調査

は 12件であるが、今後も実態調査を継続し、映画資料館



 

 

のデータを蓄積・増加させ、映画資料館の経営モデルの

精緻化を図ることが課題として残されている。 
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Abstract 

This research aims to clarify the mechanism of regional 

revitalization by the film museum. From the survey 

results, in order to revitalize the region by the film 

museum, not only permanent exhibitions but also movie 

screening and holding of aggressive exhibition are 

necessary. And it is necessary to build a good 

relationship between the four entities, such as local 

residents, travelers, film suppliers and the administrators 

of the film museum. Based on the above results, it is 

important that the film museum not only be completed 

by exhibition at the hall alone but to play a hub role to 

link movie materials with the regional resources of the 

area, to evoke content tourism. 

 

 

 


