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報告・資料

日本の映爾祭の現状と課題に関する調査報告
一東京国際映画祭と湯和続映画祭に係る事例を機軸に据えながら…

A  Research on the Current Situations and Problems Surrounding Film Festivals in Japan: 
Through the Case Studies of Tokyo Film Festival and Yufuin Cinεma Festival 

見玉徹
K O D A M A  Toru 

The p獄 pose of this paper is to clari寺 the current situations 
and problems surrounding the following two examples of film 
festivals in Japan. One is Tokyo International Film Festival, 
which is a  principal example of a  film festival that is held 
under the collaるoration of the state and global companies in 
Japan. つ［he other is Yufuin Cinema Festival, which is an 
important example of a  film festival that is held もy local 
community in Japan. 

In this process, this paper also tries to identifシthe
co-operative policy mechanisms of the European countries 
towards international film co-production. Over the years 
many countries in Europe have developed international policy 
企ameworks for encouraging international film co-production 
in order to build and maintain vibrant film industries to 
compete against Hollywood products. The policy structures 
have ちeen built upon many bilateral co-production treaties, 
the multilateral co側production convention titled the European 
Convention on Cinematographic C o働production.

1  . 本務の詩的及び概要
1. 1 はじめに

されている挟画祭の数は 600 とも 700
とも苔われているが、 Iと確な数は定かではない。
の挟雷祭の開催時期等を掲載するウェプサイト f冨際映

iこは、 2008

｛牛の映画祭の構
[http: //www.jpnfilm.com／］。
順に、西欧で錦、北米で号3 件、

されている。日

445 
されている
ると、数の多い

ジアで 26件の映間
141 

れており、そのう
－東北で 18 近畿で 17

13件の映画祭の構報が登毅されている。
本稿は、
も、日
と、

される多種多様な映画祭の中で
る東京醤際映画祭

中
心的事例に、それらとの比較か も

ら、

は、 2007年度～2008
(B）「峡橡ヨンチンツ

ジメン
させたものである。

1. 2 映画祭の意義
とおり

そもそも
しγぐは、 fこうし可う

る多角

されてし、る映画祭であるが、
くとも臼

ベントを f挟冨祭J と
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称することができるJ という
るもの

f挟言語祭の定義」な

の
定義めいたも

として、文化庁による
ある。そこ

となる映画祭i士、 φ定期的に関撰されること、窃挟
として 3 日以上継続して行われること、③広く内外

の映画作品が参加できる途が関かれているとと、④商業
的、宗教的又は政治的な宣伝意図を有しないこと、とい
う四つの条持を充たさなければならないと記載されてい
る［文化庁 2008 :  1］。
しかし、これら

「映画
しなけれiまなら

なし
第一に「ブイノレム・マーケット j

を有しているという現状に明ら
そして第二に、下記のとおり
多かれ少なかれその開催国の文詑的イメ

公にアピーんするという して
f挟し可る、という ょっ

酉祭j の定義在構成する条件としては相応しくない。
結局のところ、映画祭の定義としては、「複数の映間作
品を、定期的に、一定期間において、一定の場所で、公

りj という
もののうち、（｛可ら
もの」

ものを

「代表的なものJ
していくというアプ口
あたって、さしあたって妥当なも ろう。

1. 3 映翻祭の分類 一国策型と地域主導謹一
るのが、

し、 、くべきか、であ
この点については、

国内作品、
短編、

その他種々のジャ
③コンペティション部門のあるなし、
（例：国策担、地域主導型、企業主導型ーけといった

こと
あると られる。

九ては、
しながらも、

そのなかでも、田と

I  110 卜ol.10.叫Geijutsu Kogaku：叩白山esi郡｜

画祭と、 NPO、地方昌治体などが主導する
というこつのカチゴヲーを中軸に掘
る国策型映岡祭の代表的事例として
そ

として湯布院映画祭を、それぞれ機軸どな
と している。

ため
映画祭の分

類について、
にパリ さ札た非堂手IJ組識で、

などの政治的活動を行
っている［http://www.fi印 f.org／］。一方、同連盟l士、も
うひとつの重要な役割として世界の挟画人が参加するに

しし
り、 2008

と
に対して
る。

てお
53 

レている。まさに世界の代表的主挟富祭
j を与え しているのであ

ごコンペチィション部門のあ
ション部門のあ

なし

ンベティ
③コンペディション

ドキュメンタリ ン
している。なかでも最

①のコンペティション部門のある
2008年の時点で＼カンヌ菌際映画祭

ランス）、ベネチア国際映間祭（イタリア〉、ベノレリ
（ドイツ）の三大映樹祭に加え、モントヲオー

ペティショ

ノレ（カナダ）、モスクワ｛口シア）、カイロ（x ジブト）、

ンャチスリ
／

3
、♂、
ノ
ノ
セ
ピ
ン
臼
サ
ル
ア

ン〉、ロカノレノ （スイス）、カ
）、マノレデ、ノレプラダ ンチン）、

12 の映画i祭が認、定されている。
映画祭であり、国や大企業からの

としての役割が期待された
る。

この①のカテゴ
リーに議する映画祭であり、筆者が 2006 部 10 月及び
2007 年 10 月に視察 1 した東京国際映画祭（TIFF/Tokyo 
International Film Festival）に焦点を当て訟がら、臼

じていきたい。
さ

入信本映橡間際振興協会と
となっており、さら
日本費易振興議講、記



－協賛・
まさに国と

も受けている。 7  

ックア
ツ 日
そして、

る。
5 月

ランス）と 2007 年 Q 月に視
ン）したザンセパスチャ

また、
i土、

祭の属する①よりも下位の窃に属する
されており、第 1
りも後発
るが、規模的にも
を岳
長を遂げている。ということで、

であ

1ても、適宜

国策型の映画祭であ
画祭と

なかでも 2008
る湯

当てながら、日
と課題について論じていきたい。そ

して、揚ギ存続挟画祭との比較で、
も遥宣触れていく（後に述べるように、
3 月および 2008 年 8 月
としてに参加し、 る

ト4 映画の二菌性
次に、上に大別

どのよう
ついて考えてみたい。そのために、ここでは、映画の持

としての性質と？商品J としての

よ

連賞ー について触れておきたい。
第一に、映画には、かならず仲り手、つまち「制作者j

映寓はひとちで作るもので誌なく、多くの
た者たちの共同持業のもとに作られる。

よって f説作者J といった場合、一般的に、脚本・

、
石
川
巾

AHhH 

俳髪、
ど）と、それら職人を統括する監督

と
映画は、

くる。そして、制作者によって制作された
として、鑑賞者に何ら

1くつかの社
会的評価を形成して、 てくる。

る。
がカ瓦

し、かる。
プリント
いつ
りウッド映画においては 100億円近し
も珍しくなしサ。そのため、
別に、これら
となる。もちろん、

（ノ＼
がかかるもの

とは

を負担

と を

になってくる。
もとに製作された映画作品が
り諮費された際、
対価（例：劇場鑑賞料や DVD小売鏑格など）
（リターン〉を受領する権利
うにして、制作者は制作に専念し、
スクの負担の見送りとしてヲターンを得る、とい
の基本的関係が成り立つのである。なお、かよう

恒人というよちは、映画配給会社、テレピ放送持、
どの企業法人で、あることがほとんどである。

の
よ

つ

このよ
ヲ

の i投資一商品一消費ーリターンJ と
としての側面である0

・代表して制作者と諜ち合い、映
させ、リターン
うのが、いわ

ゆる「プロデュ…サー（producer）」である。そしてこの

し＼う

と時
りのう映画の作品作り

と る。
別翻に分離可能なも

く、とき

されたもので、あっても、
ることによって、

として取引され
1て上映されたり DVD化さ
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されるのでなければ、
ることはできない。また、

として高し
あることや、より

、映画f宇品が制作され
リターン効率に結びつく
をかければ、

ワしし功瓦たち
もと

ことは、挟高金制作する過程において、制作者の意向よ
りも投資家の意向が尊重されること、つまりは挟酉の作
品性よりも映画の高品性が重要視されることに

スV

かように、 密接不可分なのもので
あ

1. 5 映画祭に諮る 4 つの視点
とするに際しでは、以上述べたよう
えた次の四つの視点が先ずは必須

のか、つまり
この第一の視点においては、

当該映画祭において、コンペティション部門はあるのか
どうか、如何なる内蓉やジャンノレの映闘がコンペティシ

してどのよう

ョン対象となるのか、コンペティシラン部門がない場合
iこ、どのような特色を有する

り立たせているのか、
っている
と コミュニケーショ

あるのかどうか、といった点が考慮されな らな
し可。

この挟画禁の上映機能に、先に述べた狭間の作品性を
促進する役割があることは言うまでもないが、持に映画
祭のコンペチィション部門が祖う上映機能に辻、映画の

く、高品性をも拠進する役割があること
については、後に述べる。

の映酉祭の上映機能に諮る規点は、
ものであり、上述の国策型挟画祭および、地域主導

型映醤祭の双方の上映機能を分析するぷ醸して考察され
なければなもないことは言うまでもない。本璃において
も、先ずはこの第一の視点から、東京悶際映画祭および

、きたい。

して、
係る投資家の募集、 る交捗など

山トol.1合判山町：山rnal of Desi郡（

を実蒐する場（「アイルム・マーケット J）が映画関係者
に提f共されるか密か、という点が考長愛されなければなら
ない。ブイルム・マーケットは、それを運営するためι
多大なる費用がかかるがゆえに、実際上は、

されることが多い。｛挟
されること

もある。〉本請においても、
る際に、こ
なお、日

あることは設うまでもないが、
2.2.2 「TPGの不調j

もので
「企画マーケット j
において
γては映画の作品性
されたい。

そして映霞祭の意義について考察するためには、上記
の二つの視点にあわせて、映画祭自体を l:＇＇のように経営
すべきなのか、という視点も考患しなければならないo

-,... f f ' ,紘一川知ど仙 普うまでもなく国策型映画祭と地域

され
ている開策型挟雷祭よりは、限
いられる

りにする。よって本稽においては、
る上で、こ り込ん

足りえているかj という
映闘の「殺り j である。それは、
した「ハレ（非日常）J

というからには、単なる
りj でなければならないのである。 w

、と思う

りJ
り、

、o f狭
く、 f祭
は、

2. 日本における撞策室誤園祭の現状と課題について
…東京国際映画祭を事慨にー

2. 1 東京臨際映画祭の上換機能
2. 1瞬 1 盟策型映画祭の政治性
国策型挟爵祭の上映機能を分析するためには、その開

つまり［文化の中心地としての関権
国のイメージ者全世界にアどールするJ という当該挟膏
祭が存する政治性をしっかりと捉えておくことが必要で
ある。控史を遡れば、かよう

世界三大映画祭といわれるカンヌ
国際挟雷祭、ベノレリ ら、



すでに色濃く見られたもので、あった。
1932 年に始めて開催された世界最古の映画祭である

ベネチア国際映画祭は、当初は市の観光振興の一環とし
て行われた美術展（ビエンナーレ）の一部として開催さ
れた。しかし 1936年からはムッソリーニにより国威高揚
のための政治的なイベントとして利用されるようになっ
た。一方、カンヌ国際映画祭は、このムッソリーニの国
威高揚に利用されていたベネチア国際映画祭に対抗して、
連合国側の政治的なフ。ロパガンダの場として、フランス
政府の援助によって 1939年に第 1回の開催が企図された。
しかしその後、第二次大戦に突入したことにより、 1946

年まで開催が延期されることとなった。第二次大戦後の
1951 年に第 1回が開催されたベルリン国際映画祭も、西
側諸国の芸術文化を東側諸国にアピールしたいという政
治的意図のもとに開催されており、当初は東側諸国の作
品は除かれ、ソ連作品の初参加は 74年を待たなければな
らなかった。
確かに、第二次大戦や東西冷戦が終結した現代におい
ては、あからさまなイデオロギ一対立構造の文脈で映画
祭の意義を論じることはナンセンスである。しかし、ベ
ネチア国際映画祭、カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映
画祭ともに、それぞれ、イタリア、フランス、 ドイツの
国家的な威信を担っているという事実には変わりはなく、
また、アメリカ発のハリウッド映画文化に対抗したヨー
ロッパ映画文化の発信基地としての重要な政策的役割も
担っていることも見逃してはならない。
また、アジアに視線を転じてみれば、アジアを代表す
る映画祭として近年急成長を遂げた釜山国際映画祭にお
いても、その開催の背景には、映画祭を開催することに
よって釜山市全体を活性化させようとする韓国の政策的
な意図があった。
このように、国と大企業とが総力を挙げて支援する国

策型映画祭は、映画文化の情報基地として世界の観客に
感動を与えることはもちろん、文化の中心地としての当
該開催国のイメージを全世界に発信するとし、う役割を担
っている。そしてそうしたイメージ発信が功を奏するた
めには、「こんなに素晴らしい映画作品を世界に先駆けて
『発見』『発掘』し、世に送り出しているこの映画祭の開
催国は、まさに文化の中心地として尊敬に値する j とい
う形で、他国からの信頼を集めることに帰結せねばなら
ない。
このような国策型映画祭の使命は、いわば、「ソフト・

パワー理論」に重ね合わせて考えることができる。「ソフ

ト・パワー（Soft Power）」とは、魅力的な文化や政策を
もって国際社会からの信頼を獲得し得る国の力のことを
意味し、軍事力によって国際社会を牛耳ろうとする強制
的な力（ハード・パワー）に対峠される概念である。冷
戦構造崩壊後の米国の新しい国家戦略の機軸として、ハ
ーバード大学ケネディスクール学長（当時）のジョセブ・
ナイにより提示されたものとしてつとに有名である。繰
り返しになるが、国策型映画祭は、映画文化の情報基地
として世界に感動を与えるという役割とともに、このナ
イが提示するところの「ソフト・パワー」を発揮し、国
際社会から尊敬と信頼を獲得できるような自国の文化情
報を世界に向けて発信するという使命を負っているので
ある。

2. 1. 2 コンペティション部門の二つの機能
国策型映画祭のソフトパワー機能をもっとも端的に担
っているのは、コンペティション部門である。もちろん、
大規模な国策型映画祭のみがコンペティション部門を有
するわけではない。しかし、コンペティション部門の存
在は、ソフトパワーを発揮することを期待される国策型
映画祭にとって、格別に重要な意味をもっ。
コンペティション部門では、世界中から応募のあった

作品を対象に事前審査を行って、幾つかの候補作品に絞
込み、それら絞り込んだ候補作品を映画祭で上映して、
世界各国から選りすぐられた審査員が、最高賞をはじめ
として、監督賞、主演俳優賞などを決めていく。
このコンペティション部門には、次の二つの機能があ

る。ひとつが、映画の作品面に対する「権威付与機能」。
国際的に有名な映画祭のコンペティション部門で賞を受
賞した映画作品の制作に関わった者、特に監督や俳優は、
映画祭から付与された「権威j により、映画界における
その後のキャリアの道が大きく開けてくる。
かつて「羅生門」でベネチア国際映画祭の金獅子賞（最

高賞）、「七人の侍J で同映画祭の銀獅子賞（監督賞）を
獲得し、「影武者」でカンヌ国際映画祭のパルムドール（最
高賞）を獲得した黒津明、「楢山節考」と「うなぎ」でカ
ンヌ国際映画祭のパルムドールを二回受賞した今村昌平、
「出NA-BIJ でベネチア国際映画祭の金獅子賞（最高賞）
を、「座頭市」で同映画祭の銀獅子賞（監督賞）を受賞し
た北野武といった日本を代表する映画監督が獲得した
国際的名声を考えれば、コンペティション部門の「権威
付与」機能の威力は容易に理解できょう。
コンペティション部門のもうひとつの機能が、映画の
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商品面に対する「商品価値付与機能J である 2。国際的
に有名な映画祭のコンペティション部門で賞を受賞した
映画作品は、同時に「商品」としての価値を高めること
にもなり、劇場における興行成績や DVD の販売成績の飛
躍的な向上を経て、それに投資した映画製作者に大きな
利益をもたらすことになる。
このようなコンペティション部門の二つの機能は、「先

ず国内の映画界で認められてから、それを土台に国際的
な映画市場に進出するJ というルートではなく、「先ず国
際的に有名な映画祭で賞を獲得し一気に権威とブランド
の両方を獲得してから、圏内市場に『逆輸入』される」
というルートを考える映画人にとっても、重要な意味を
もってくる。とくに後者のルートは、閉鎖的な国内市場
のなかで映画制作のチャンスがなかなか与えられない日
本の独立系制作者にとっては、重要な意味をもっ。
最近の例でいえば、「幻の光」でベネチア国際映画祭の
「金のオゼッラ賞」を獲得し、「ワンダフルライフ」で海
外の 4 映画祭の賞を獲得した是枝裕和監督のゼネラルプ
ロデューサーを務めたテレビマンユニオン会長・重延浩
氏の「独立系の映画が圏内で受け入れられるための戦略
として、国際映画祭に狙いを定め、一作ごとにステージ
を高めてきたJ というコメントは、このあたりのことを
如実に表している［読売新聞 2005 年 5 月 16 日付朝刊記
事］。

2. 1. 3 東京サクラグランプリの現況
東京国際映画祭は、ここ数年、海外から著名な監督や
プロデ、ューサーなどを審査員に招くなどして、この同映
画祭の顔ともいうべきコンペティション部門（最高賞は
「東京サクラグランプリ」）の活性化に努めてきた。しか
し筆者が視察した 2006 年の同映画祭のコンペティショ
ン部門においてグランプリに選ばれた「OSSll7 カイロ、
スパイの巣窟」という作品をみる限りにおいては、この
活性化策が功を奏しているとは到底言いがたいものがあ
る。
同作品は、 1955年のカイロでスパイが活躍するフラン

スのパロディー映画である。明らかにジェームス・ボン
ドを意識した主人公が養鶏場で銃撃戦ならぬニワトリの
投げ合いをするような場面があり、イスラム文化への無
知さをさらけ出すブラック・コメディーとしての様相を
呈している。ごく普通のコメディ映画である。
かような作品をグランプリに選んだ審査員の弁は、「芸

術性と娯楽性のバランスがとれていた」（インドネシアの
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ガリン・ヌグロホ監督）、「毒のない作品J （アメリカのプ
ロデ、ューサ一、ピル・メカニック）といったもので〔日
本経済新聞 2006年 11 月 4 日付朝刊記事〕、この作品がグ
ランプリに値する優れた要素を有していたというよりも、
他にいい作品がないから一番無難そうなものを選んだと
いうようなニュアンスを匂わせている。事実、審査員の
中には、「中園、韓国、香港映画が強いと思った」「（受賞
作は）グランプリに値するかどうか」と同作品のグラン
プリ該当性に疑問を投げかる者（柳町光男監督）もいた
［日本経済新聞 2006年 11 月 4 日付朝刊記事］。
筆者の意見としても、同作品が、同年のカンヌでパル
ムドールを獲得した「麦の穂をゆらす風」（監督：ケン・
ローチ）と比肩しうるような要素があるとは到底思えず、
また同作品をグランプリに選んだことが、東京国際映画
祭に期待される「こんなに素晴らしい映画作品を世界に
先駆けて『発見』『発掘』し、世に送り出したこの映画祭
の開催国である日本は、まさに文化の中心地として尊敬
に値する」という意味でのソフトパワー効果につながっ
たとも思えない。
一方、 2007年の東京国際映画祭コンペティション部門
においてグランプリを受賞した作品「迷子の警察音楽隊」
は、印象深い作品で、あった。文化交流でイスラエルを訪
問する途中で、田舎の村で一晩過ごすことになったエジ
プトの警察音楽隊が、宗教も文化も違う住民と心を通わ
せる姿をじっくりと描いている。監督のコリリン氏は本
作品が長編デビュー作で、ある。ちなみに二席の審査員特
別賞を受賞したのは「思い出の西幹道」（リー・チーシア
ン監督）、監督賞を受賞したのは「デンジャラス・パーキ
ング」（ピーター・ハウイット監督）で、あった。
この 2007年における作品選考については、「国際的に

知名度が低くとも、芯のある作品を選んでいて意欲的だ。
生きることの難しさ。そういう作り手の意図が明確な作
品が多かったJ （映画評論家の中川洋吉氏）といった肯定
的評価がなされている［朝日新聞 2007年 10月 30 日付朝
刊記事］。しかし実のところ、このコンペティション部門
で上映された外国の映画作品のうち、世界初上映だ、った
のは上記の「デンジャラス・パーキング」だけで、例え
ばグランプリを獲得した「迷子の警察音楽隊」も同年 5
月のカンヌ国際映画祭の特集上映「ある視点部門」で既
に「一目惚れ」賞を受賞した作品で、あった［朝日新聞 2007
年 10月 30 日付朝刊記事］。
東京国際映画祭の「コンペティション部門規約Jは「出
品資格」として幾つかの条件を定めているが、その中の



二つの条件、つまり「国際映画製作者連盟の認可を受け
た『長編コンペティション映画祭』のメイン・コンペテ
イション部門に出品されていないこと」と「東アジア・
プレミアであること」を充たすものであれば、他の映画
祭で既に上映された映画であっても出品が認められる
[http://www. tiff-jp. net/ja/awards/competition. html]。
さて、以上の状況から導き出される東京国際映画祭の

コンペティション部門が抱える課題は、端的にいえば、
優れた世界初上映作品が集まらない、よって映画祭の権
威付与機能・商品価値付与機能が定着しない、よってま
すます質の高い初上映作品が集まらなくなる、という「負
のスパイラノレ」である。
確かに 2007 年のグランプリ受賞作品は高い評価を得
た作品で、あったが、初上映作品ではなく既に他の映画祭
（カンヌ）で上映され注目を集めた作品で、あったという
意味で、東京国際映画祭がその価値を「発見j 「発掘」し
て世界に情報発信した、というようなものではない。つ
まりこの作品は、東京国際映画祭が抱える「負のスパイ
ラル」を断ち切り、ソフトパワー効果を発揮するまでに
は至っていないということである。
この「負のスパイラル」のなかで、東京国際映画祭の

コンペティション部門は、受賞作品に対する「権威付与
機能」と「商品価値付与機能J の双方を発揮できない状
態が続いており、このことが、世界の映画人を同映画祭
のコンペティション部門から遠ざけているのである。
例えば、この点は、 2007年の東京国際映画祭の作品選

定に係る総責任者（ゼネラル・プログラミング・ディレ
クター）・黒井和男氏による談話の中で、出品を要請した
ところ映画の作り手の方から「他の映画祭に出品したい」
「東京で、の受賞は欧米の商売につながらない」とのコメ
ントがあったことが紹介されていることからも、明らか
である［朝日新聞 2007年 10 月 31 日朝刊記事］。またこの
点に関連して、筆者自身が同映画祭を視察して、映画業
界関係者にヒアリングした際にも、日本以外のアジア地
域の映画の作り手はとくに、東京国際映画祭のコンペテ
ィション部門に出品するよりも、釜山国際映画祭のコン
ペティション部門（新人発掘を目的とした「 New
Currents」という名の新人賞部門）に出品することを優
先させる傾向にあるとの話が聞かれた。理由はシンブPノレ
で、「釜山のほうが東京よりもより注目されているから」
というもので、あった。また、アジア地域の映画の作り手
からすれば、東京国際映画祭より釜山国際映画祭のほう
が、アジア地域の映画の作り手に対するアプローチが極

め細やかで、その分情熱が感じられるといった事情もあ
るようだ［日本経済新聞 2006年 11 月 4 日］。

2. 1.4 東京国際映画祭の上映機能改善のための方向性
以上見てきたように、東京国際映画祭のコンペティシ
ョン部門の上映機能は、「こんなに素晴らしい映画作品を
世界に先駆けて『発見』『発掘』し、世に送り出したこの
映画祭の開催国である日本は、まさに文化の中心地とし
て尊敬に値する」としづ意味でのソフトパワー効果を発
揮できていない。東京国際映画祭のウェブ上のホームペ
ージに掲載されている、「世界の 2,600有余の国際映画祭
の頂点に立つカンヌ、ヴェ不チア、ベルリンに比肩し、
世界四大映画祭と評価される国際映画祭を目指します」
[http://w阿 . tiff-jp. net/ ja/tiff/about tiff. html］と
の勇ましい文言が空しく響くばかりである。
世界の映画界において存在感の薄い東京国際映画祭の
コンペティション部門に垂れ込める暗雲を、どのように
打ち払えばよいのだろうか。大まかな方向性としては、
大きく三つあろう。
第一の方向性は、審査部門を、より見識の高い審査員
で固め、グランプリの受賞基準を上げること。世界中か
らの優秀作品の応募を引き込めるような、きめ細かな国
際的対応能力を備えたスタッフ体制を築くこと。当たり
前のことである。しかし、この当たり前の路線から、圧
倒的な権威付与機能と商品価値付与機能を確立してきた
カンヌ等欧州の国策型映画祭に比肩しうるような体制を
築き上げるのは、至難の業である。よってこの方向性に
あまり実効性があるとは思えない。（2008 年の東京国際
映画祭コンペティション部門の審査委員長は米国の熟練
俳優ジョン・ヴォイトに決定しているが、海外の著名俳
優を審査委員長に据えればコンペの質が向上するという
わけでもあるまい。）いずれにせよこの場合、当該年度の
候補作品のどれもが受賞基準に充たないもので、あったな
らば臆することなく「受賞なし」とすることも必要であ
ろう。多くの文学賞がそうであるように、受賞基準を充
たさない作品に賞を連発すると、瞬く聞にその賞自体の
「権威付与機能」「ブランド付与機能」は失墜する。
第二の方向性は、同映画祭のコンペティション部門は

新進気鋭の新人・新作品を「発見J 「発掘J することを目
的とするという方針を明確に打ち出すこと。この方向性
を具体化させるためには、俳優のロパート・レッドフォ
ードが主催する米国ユタ州のサンダンス映画祭、釜山国
際映画祭のコンペティション部門「New Currents」、国内
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では「ぴあフィルムフェスティパルJ といった新人発掘
機能を成功させている他の映画祭から多くのことを学ば
なければならない。同時に、これら既存の映画祭との間
で優秀な新人からの出品をめぐる蛾烈な競争に打ち勝つ
ためのしっかりとした運営体制も必要となる。
第三の方向性は、プロの審査員の審査に基づくコンペ
ティションという体制を廃止し、世界最大の映画祭のひ
とつで、あるトロント国際映画祭（カナダ）が採用するよ
うな最高賞を観客からの投票で決めるという体制に移行
すること。ちなみにトロント国際映画祭の観客賞（最高
賞）は米国アカデミー賞の前哨戦として機能しており、
前者で観客賞を受賞した作品が、後者でノミネートされ
たり受賞したりするケースがここ最近増えてきている。
また、公募で選ばれた映画愛好者 50名の一般審査員によ
り、 最高賞等を決定するローマ国際映画祭（イタリア）
のような例も参考になろう。もちろん、この方向性にお
いては、投票者の大半を占めるであろう日本の観客の「目
利き力」の高さが問われてくることは言うまでもない。
その意味では、「こんなに素晴らしい映画作品を世界に先
駆けて『発見』『発掘』し、世に送り出しているこの映画
祭の開催国は、まさに文化の中心地として尊敬に値する」
というソフトパワー効果の発揮に直接的につながるもの
ではある。
以上述べたコンペティション部門改善のための三つの

方向性のどれを採用しようとも、一朝一夕に東京国際映
画祭の「権威付与機能j 「ブランド付与機能J が改善・定
着することはない。長期的視野からの地道な努力が必要
である。
最後に、東京国際映画祭の上映機能全体の向上に向け
た二つの方策について、以下に簡単に触れておきたい。
第一に、東京国際映画祭にて催されている「アジアの

風」「日本映画・ある視点」といった日本やアジア映画の
特集上映の強化に今後とも努めることが必要である。映
画祭の担うソフトパワー効果は、最新作品の発見・発掘
だけでなく、過去の秀作・傑作の「再発見」「再規定J か
らももたらされる。「長年 TIFF を見てきて歯がゆく感じ
るのは、過去の様々な経験が有効に蓄積されていないこ
とだ。今回は節目の年にもかかわらずゆかりの映画人の
姿が少なかったが、ここにも出品者らと継続的な関係を
築けずに来た弱点が見てとれるJ ［朝日新聞 2007 年 10

月 31 日付朝刊記事］との同映画祭の特集上映に関する批
判的コメントを、関係者は真塾に受け止めるべきである。
この点については、下記の湯布院映画祭の事例から学ぶ
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べきことは多い。
第二に、東京国際映画祭を視察して顕著に浮かび上が
ってきた問題点のーっとして、「『祭り』足りえていない」
ことが挙げられる。先ず、会場の六本木ヒルズおよび渋
谷 Bunkamura というロケーションが「祭りの場」として
まったく相応しくない。そして、ゲストだけでなく一般
参加者自自身が「ハレ（非日常）の舞台」の主役となる
ような祭りに必須の仕掛けがまったくなされていなし、。
一部の業界人の内輪の会という雰囲気が漂っている。総
じて、そこに吸い寄せられてしまうというような「祭り
の場」としての魅力・吸引力が、まったく感じられない
のである。この点についても、下記の湯布院映画祭の事
例から学ぶべきことは多いだろう。

2.2 東京国際映画祭のマーケット機能
2. 2. 1 停滞する TIFFCOM 会場
これまで東京国際映画祭のコンペティション部門が持

つ上映機能についてみてきた。ここからは、同映画祭に
付随して開催されるフィルム・マーケット（TIFFCOM）に
視点を移して、同映画祭のマーケット機能の現状と課題
について考えてみたい。
官頭で触れたとおり、フィルム・マーケットとは、映

画の配給権や放映権の売買、映画製作に係る投資家の募
集、映画の国際共同製作などに係る交渉やその他の映像
関連商品のフ。ロモーションなどを実施する商業的なイベ
ントのことである。フィルム・マーケットは、映画祭に
付随して開催されることもあれば、映画祭とは独自に開
催されることもある。
例えば、世界三大フィルム・マーケットと呼ばれるカ
ンヌ・フィルム・マーケット（Cannes Film Market）、ア
メリカン・フィルム・マーケット（American Film Market）、
ミラノ国際フィルムマーケット（MIFED）のうち、カンヌ・
フィルム・マーケットはカンヌ国際映画祭に付随して開
催されている。一方、残りの二つは特定の映画祭とは直
接関係なく独自に開催されている。しかしカンヌ国際映
画祭の強力な求心力を下支えしているものとして、世界
最大のフィルム・マーケットの存在があることや、長ら
くコンペティション部門を機軸に据えて、フィルム・マ
ーケットを併設してこなかったベネチア国際映画祭が、
2002年よりフィルム・マーケットを併設して映画祭全体
の求心力を高めようとしていることなどを鑑みれば、フ
ィルム・マーケットを同時に開催することは、映像産業
振興策の一環として国から支援を受ける国策型映画祭に



とっては、欠かすことのできない要素であると言えよう。
東京国際映画祭においては、これまでに 1992 年及び
1993年に TIFFCOM を開催していたが、その後一時中断さ
れ、 2005 年になって再開したという経緯がある。その
TIFFCOM の現状は、どうなっているのだろうか。
筆者が 2006年 10 月に視察した TIFFCOM においては、
フィルム ・マーケットのスペースは、六本木ヒルズ、の森
タワーの 40 階に確保してあった（図 1）。（ちなみに 49
階には新作映画を同マーケット参加者に特別上映するた
めのスクリーニング会場が設置してあった。）当日配布さ
れたパンフレットによれば、 40 階のスペースにブースを
出展していた企業や団体の合計は 96。内訳は、日本の企
業・団体のブースが 57、韓国の企業・団体のブースが 13、
台湾の企業 ・団体のブースが 9、中国の企業 ・団体のブ
ースが 4、香港の企業 ・団体のブースが 4、アメリカの企
業 ・団体のブースが 4、その他の国の企業 ・団体のブー
スが 5。
ブースの数は以上の通りであるが、実際の状況を一言

で表現するならば、「高層ビルのワンフロアーにただブー
スが並んでいるだけ」となろう。そこには、何らの活況
も高揚感もなく、様々な国の人が行き交う国際色豊かな
風景もなく、日本国内の限られた企業の「内輪の会」と
いう雰囲気が漂っていた。会場における人影はまばらで、
そのまばらな人影のほとんどが日本人で、映画製作に係
る交渉が実施されているようなブースもさして目に付か
なかった。この TIFFCOM会場の停滞感は、そのまま、 10
月 23 日に開催された TIFFCOM のオープニング・レセプシ
ョンにおいても表出しており、そこは、閉鎖的な日本映
画業界に属する人々の名刺交換会以上のもので、はなかっ
た。総じて、 2006年の TIFFCOM は、日本と海外の映画産
業の交流と発展に貢献するなどという状況には、全くな
かったといっていい。
この意味で、 TIFFCOM の事務局が作成した 2006 年 11

月 1 日付の報告書に記載されている 「2006年の TIFFCOM
においては 39 カ国から 2,923 人の来場登録があり、海外
からの来場者は 2005年と比較して 245 人（約 46.5 % )  
増加し、特に北米からの来場者が増加した」との誇らし
げなデータには、重大な違和感を感じる。この数字だけ
を突きつけられると、如何にも同年の TIFFCOM は大盛況
であったかのような印象を与えるが、実際は全く違った
のである。また、同データでは 「2,923人の来場登録者」
の 7割以上の 2, 151 人が日本人であったとされている点
は、 TIFFCOM の国際色の低さを表すものとして要注意で

ある。
この TIFFCOM の停滞ぶりに比べて、同年の 5月に視察
したカンヌ国際映画祭およびそれに付随したカンヌ ・フ
ィルム ・マーケットの活況ぶりは、際立つていた。カン
ヌでは、海岸沿いやメインの映画祭会場の複数フロアー
において広大な面積を確保し、そこに世界中の企業や国
の出先機関が何百というブースやパピリオンを設けて、
活発な映画の配給権や放映権の売買、映画製作に係る投
資家の募集、映画の国際共同製作に係る交渉などが日夜
繰り広げられていた（図 2）。
海岸沿いにひしめくようにして設置されていたパビリ
オンは、主に各国の映像産業支援機構のもので（日本か
らも JETRO／日本貿易振興会のパビリオンが設置されて
いた）、そこでは毎日のように午後のはやい時間帯からカ
クテルパーティが開催され、自国出身の映画監督による
トークショウなどを企画するなどして、世界中からやっ
てきた映画関係者を引き寄せて、自国の映像文化 ・映像
産業に対する興味を喚起 ・定着させようとする熱気に満
ち溢れていた。
映画祭の参加者に事前配布された「The Guide 2006」

図 1 TIFFCOM の様子

図 2 カンヌ・フィルム・マーケットの様子
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というガイ
祭には、

ックによれば、 2006年のカンヌ毘際挟雷
2倍を軽く超える 7000人以上

の来場登録者の名前が記されているが、間ブックの発行
持の関蕗上、問ガイドブック立記されていなし

、たことであろう。そもそも、実際にカンヌ
吾から克れば、「2倍以上j などとい

数的な違いをはるかに超越した「然り J としての譲りよ
がりにおけ
っていた。

、カミ、

とにかく、カンヌのマーケッ
一体化して、「世界最大の挟蕗の祭り J と
い活沈と高揚感じ告まれていたのである。

映画祭と
し

2. 2. 2  T  P  G の不調
かような TIFFCOMの停滞ぶりは、ブース会場に漂う
しい雰囲気だけでなく、

るために TIFFCO現 して開催されてし、る fTPG/
Tokyo Project GatheringJ の不調ぶりにも、
れてし

ブイノレム・ γ ーケット
る際、考悲しなければならないのが、挟i語の
製作」を話し合うための場、つまち国籍の違う映画耕作
者（映画の作り苧）と映画製作者（投資家）がひとつの
映闘を作るた持
において上挟・

完成
していくことにつし し、

イノレム・マーケット
と
に対
いて発揮

るかどうか、という
としてのブ

これから映画を作りたい

ット j にお

国内市場だけでなく海外市場
ことから、

ターゲットとして注昌
司本映像国際振興協会
「映像コンテンツ

の一環としてけ…Pitch （プロァュ
サーズ＼ワークショッ 70) Jを推進してきた。この事業は、

よる海外麗関誌進を図るために

における

されてい
ニジャハ

3本の若手の映間人に、カンヌ
ットにおいて自ら

ンスを与えることを目的としており、り
されている ソ／j-pitch. jp／］。
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東京匿捺映画祭においては、 2005年よ号、挟覇の作り
して自らの企冨をプレゼンし、

させていく場として TPG が設置され
ており、 2005年の TPG におし
撞いた実$ やアニメの企麗 20
画の中には、深作健太監督の企開 （復） J のよ
うに、香港や韓盟の 15社から商談を持ちかけられるよう
なものもあったようだが、 8 本のアニメ全離はどれも反

る（日本経葬新罷社 2005年 11月 5
日

だが、
2006年の TPG

された企画は 28
として拳加したの

内訳は実写が 22
アニメが 8 本、そのうち日本以外のア
フロデュ
そしてそれ
…の自に留まるよう

サ
の
一
メ

ユ一一

J

ア

レベルは告も当てられないほど低いものがあ
つ 、イ可入かの外冨人プ口ヂューサーが TPG 開始後まも

て会場を後にしたのを自にした。総じて、
f映画の国際共同製作を提進する場j

なく
TPG の器
供する ていなかったと断じ を得ない。

河瀬直美に実写企画の中には、よしもと
よる監督を予定している厄achi Honey 
のような注目企画もあるにはあったが、 TPG
としては、東京盟際快調然の停滞ぶちをそのま
るかのよう金重苦しい雰囲気が漂っていた。
また間じ会場において、「設界の挟商市場におけるアジ

シンポジウムがあり、日本、
してアメリカの 3 入の挟函プロヂューサーからアジア挟
画市場のダイナミズムに関する講演会が実擁されたが、
そこで話された内容に、 TPG の機能自捧がまったくつい
ていけていないという
つ。

に、 TPG が抱える

言立っていたように思

J:で指摘
際映嗣祭のご2 ンペティション部門が飽える問題とまった
く同じ構造会持っている。つまり、質の高い企画が集ま
もない、よって構外の有力製作者・ブヒヱヂューサーが集
まち会い、よって企画マーケットとしての世界的な権

e ブランドが確立しない、よってますます質の高い企
らなくなる、という f負のスパイラノレj である。

るためには、
目を集める大きな成功事例の出現が先ずは必要であろう。

ライバノレと目される釜山



どうであろうか0

1998年の第 3 回目より、
中の映間作品企画をアジアを中心とした国々

に対して紹介する「Pusan Promotion Plan 
i
J
 

、、iJPA 
ひiひA

J
’a号、、 して関寵されており、同映画祭
のひとつの顔として成功を収めてきた。 2007年の PPP に
おいては、世界中から応募のあった 200以上の企画の中
から選りすぐったおの企画（25 カ国からの広募金調）
が紹介怠れ、大いに活況を量していた。さら

フィルム e マーケットでは、
間製作の促進を目的とした新しいプロジェクト
「Co-production PROJ が別途罷擢されており、そこでは、

中冨、香潜、台湾、ベトナム、マレ…シア、タイ、
オーストラリア、ニュージーランド、アメヲカ、そして
呂本といった間々から集まった計 116 の企業や毘停から
言十 52
れま

プレゼンチーションが行われ、加
、に活況を呈していた。〈ちなみに同年の PPP

および Co-production PRO では、上述の呂
パンが主権する
まさにアジア

東京ではなく
い。 f三月
がア
よほ

も開櫨された。〉
る映画の国際共同製作の拠点は、

国際映画祭の PPP
てい
との映

くのしかかってくる〔 E
2005 
しカhしこ
ちをも凌駕する

ットの活況ぶ
2006年に裸カンヌである。

映画祭においては、「 Producers
Network 守的 j という企画マーケットが顎寵されており、
そこでは、世界 55 カ国からの約 550人のプロデューサー

し、 5 丹 18 詰～25 自の 8 日間にわたって約 500
本前後の映画企画のプレぜンチーショ

けた交渉が行われていた。まさ
ーケットとして、東京はもちろん釜山を
するもので、あっ
ちなみにこのカンヌの企画マーケットにおいても、上

述の「J-PitchJ が実撞されており、日本からぬ
泣ヂュ…サーが参加して、自らの企画を欧州のプロ

り込んでし
ロ

割は梅外か
しか見られない。

梅外市場も狙し、たい。 ラン

ス ら、 アランス系移民
8 月己目
号

さをうかがうことができる。

に変えてもいいJ ［日本経済新聞 2006

したサンセパスチャ
、ても、欧州 28 カ富の計 48 人 ω一ノ口アュー

される「European Producers ClubJや、
のプロデューサ…対象の教育プ

Films Crossing Bo吋 ersJ な

サーによっ
EU 
ログラム
体が、映闘の国際共同製作の従進を目的としたプレぜン
テーションやワークショップをど関寵しており、
からやって来た映画関係者の強い関心を引き
(European Producers Club は、 2002 年 12 月から 2007
でに、述べ 2000人以上の参加者を集めて 27 の国際

共同製作フォーラムを開催してきたという実績を持つ。）
ではなぜ、欧州の映画祭においては、映闘の国際共開

製作の交渉・実施がこれほどまでに盛んなのであろうか。
そこには、大きく二つの理由があるものと考えられる。

は、歌州各国の国内映画市場においては、
しっ

かりと育まれてきていることにある。この基盤のもとで、
欧州の映画製作者は、イ在留の映画人の映間企闘に対する
？目利き力j
じる
ける

、いい全冨であれば果敢に出資に応
してきた。そういったことが、欧州にお

き、その交渉の
として映画祭の企画マーケットが活況を呈しているの

であ
そして実は、欧州における

その交渉の場と
もたらしている
トマネー
ある。こ

ットの活況を
「ソフもうひとつあ

money)J とそれに係る

2.2.3 欧州におけるソフトマネーと盟際共同製作条純の
存在

ソフトマネーとは 映画を主とする験強
製作支援のために欧州各国の政府機関か

ンチンツの
される返
Adam and 還不要の 金のことである

Wistreich 2005: 
見ると、ブランスが約 4 {意9044

しており、ドイツが約 1

2002 年の実績を
ロと突出

8454万ユーロ、イギリ
スが約 7392万ユー口、スペインが約 7034万二エ…口、オ
ランダが約 4724万ユー口、イタリアが約 4142万五…口、
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スウェ 会主主守 36023755 万ユー口、
万ユー口、ノルウ
2291 万ユーロと

2904万ユーロ、ベルギーが約
く［European Audiovisual 

Observatory 2004: 
欧州各国が支給するソフトマネーは、

と されることから、
してのみ支給され
j は本来的に対

「国
とし

て、例えば「当該映画の挟麗製作者は法人であり、その

産映画
る。つまり、

権は自
ていな

され
しい条件を定めてい

EU 

らなしリといっ
る。護数の国からの映画製作者による共同製作のもとに
ある映画作品が、こういった f国産映画J の条件を溝た
ゆとができないの詰明自である。
しかしこのような状況では、欧州各国で実擁されるソ

アトγネーの存在が、かえゥて、龍々
インセンチィブを減退させるという

しめる可龍性がある。
とする立場から
る。すれば、 ければならなし

このような状況を回避する

られるための、条約上の仕組みが存在して
いる。その条約上の枠組は、欧州、！の特定の二国間、
は欧州各国と歌持i以外の地域の閣との間で締結された一
国間条約に基づくものと、
された協定である「映聞の国際共同製＃に孫る欧州、｜協定
（τhe European Convention 
Co-production)J 

る国々においてさよう

on Cinematographic 
る（い

るのかについては、表 。
、EZF／つu3  

しようと
する挟菌製作者は、この二国間条約または多国間協定の
いずれかの条件［2007: 72 - 77] 
製作を実施すること iとより、当該映画製作者のそれぞれ
の自国の管轄当昆から、

(official co-production) J として誌、定して
もらうことができる。
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農 1 ：欧安N各爵関で締結された映画の国際共同製特に孫る二冨
開条約の状況

表 2 : I設隷各盟と散州以外の匿の間で締結された映菌の菌際共
同製作！こ係る二国間条約の状況

• 
． ． 

－ 

:.. 

’里

オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
ロシア

ハンガリー
アイJレランド
アイスランド
イタリア
jレクセンブJI.,ク
ラトピア

表 3：映画の間際共爵製作に罷る欧州協定の加盟関（言十 38 カ盟〉

そしてこのようにして として
認定された盟欝共同製作の成果物としての挟雷は、
映画〔national film)J と全く同じ条件で、当該認定を

た各自のソブトマネーの支給対象となるのである。
干のように、欧州においては、各国が支給するソフト

らず、
していくような政治的枠組みが絹のおのよ

ち巡らされており、 な調講Z告となって、
と比して抜きん出て活発



に実施されている。そしてそのことが、実質的には、米
国のハリウッド映画による欧州映画市場への攻勢に対す
る防波堤を築く役割を果たしているのである。
ちなみに 2005 年に欧州各国で国際共同製作によって

製作された映画の本数が、同年に当該国で製作された映
画の総本数に占める割合は、ベルギーでは 7 5 % (30本／
40本）、デンマークでは約 36. 6 %  (15本／41 本）、フラ
ンスでは 47. 5 %  (114本／240本）、ドイツでは約 29. 5 %  
(43本／146本）、イタリアでは約 31. 4 %  (27本／86本）、
ルクセンブルクでは 9 0 % (9 本／10 本）、オランダでは
約 18. 2 %  (6本／33本）、スペインでは約 37. 3 %  (53本
/ 1 4 2本）、スウェーデ、ンで、は約 20. 5 %  (8本／39本）、
イギリスでは約 46. 2 %  (36 本／78 本）という状況とな
っている［European Audiovisual Observatory 2006: 7  
12］。
このような背景のもとに、カンヌ国際映画祭やサンセ

パスチャン国際映画祭を始めとした欧州｜の国際映画祭の
企画マーケットは、国際条約に基づきながら欧州各国が
支給するソフトマネーを利用して映画の国際共同製作を
実施したいと企図する世界の映画人がパートナーを求め
て集う場として、大いに活況を呈しているのである。

2. 2. 4  T  P  G の不調の背景にあるもの
さて、では日本政府が映画製作支援のために提供する

補助金（つまりソフトマネー）の額はどうであろうか。
文部科学省は、 2008年度の予算として映画製作への支援
のために 6 億円を確保している
[http://www.vipo.or.jp/ja／］。そもそも日本政府がこの
補助金を国際共同製作による映画製作にも「開放」する
用意があるかどうか不明であるが、いずれにせよ、この
金額が、他国から見て魅力的に写るとは到底思えない。
かつ、いまのところ、日本が他国との間で映画の国際共
同製作に係る双方向型の条約を締結したという事実はな
い。よって日本が、欧州のようなソフトマネーと国際条
約をうまく組み合わせた政治的枠組みをもって、映画の
国際共同製作を推進していくことは、現状では考えられ
ない。
しかし、そういったソフトマネー及びそれに関する国

際条約の不備に関することよりも、そもそもT p  G が停
滞していることの根底には、他国の映画人の手による映
画を受容する精神的土壌の乏しい日本の映画市場の存在、
そういう環境下で他国の映画人の映画企画に対する「目
利き力」を磨くことなく、「国内ですぐに儲かるかどうか」

とし 1 う短絡的な基準に依る投資に終始してきた日本の映
画製作者の存在があることを忘れてはならない。さよう
な短絡的思考しか持たない映画人が集う企画マーケット
に、海外から優れた企画が集まるはずがない。
かような状況だから、海外の映画人はおろか、日本の

優秀な映画人も、自らの映画企画への投資に応じてくれ
る映画製作者を求めて海外に飛び、立つので、ある。例えば、
2007 年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞（グランプ
リ）を獲得した河瀬直美監督の「贋（もがり）の森」は、
実は、日仏の国際共同製作による映画であり、この作品
への出資者であるフランスの映画配給会社のドリーマシ
ンのへンガメ・パナヒ氏は、同作品の脚本を読んだその
場で「製作資金の半分を出す」と約束したという［日本経
済新聞 2007年 6月 2 日付朝刊記事］。これが日本の投資
家で、あったならば、異国の映画人の手による映画企画に
対するかように鋭い「目利き力Jを発揮できたかどうか、
甚だ疑問である。同作品はカンヌでの受賞前からフラン
ス国内の 70館で公開が既に決まっていたのに対して、日
本での公開は同賞受賞前に約 10 館でしか決まっていな
かったとしづ事実は、日本の映画配給会社の「目利き力」
の弱さを如実に物語っている。
また、 1999 年に「M/OTHERJ でカンヌ国際映画祭の国

際批評家連盟賞を受賞した諏訪敦彦が監督した「不完全
なふたり」は、フランス人俳優が主演し、全編をフラン
スで撮影、日仏で製作資金を調達した国際共同製作映画
であるが、諏訪監督は、同映画に絡めて、「僕のような映
画人にお金を出す所は日本にもフランスにも多くはない
が、フランスの方が映画人を育てる意識が強しリとのコ
メントを残している［日本経済新聞 2007年 6 月 2 日付朝
刊記事］。（なおちなみに同映画は 2005年にスイス・ロカ
ルノ国際映画祭で審査員特別賞と国際芸術映画評論連盟
賞に輝いた。）
日本の映画製作者、特に大手の法人投資家は、一般的

に、日本の映画市場において短期的利益をもたらす映画
にしか投資したがらず、長期的視野から映画人の創造力
を育てようとする意識などは、ほぼ全く持ち合わせてい
ないと言っていい。だから優秀な独立系映画人の才能が、
海外に流出していくのである。 TPG の不調ぶりは、そう
いった日本の映画業界の持つ根本的な問題の一端が表出
したものである。そう考えると、ここで問われているの
は、 T p  G に如何に客を呼び込むかという小さな一過性
の問題に限定されるものではなく、一般の観客を含めた
日本の映画界全体の「目利き j のレベルをどのように底
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図3 湯布院映画祭の上映会場

図4 湯布院映画祭のシンポジウム会場

上げしていけばよいのかという大きな問題で、ある。それ
はつまり 、「こんなに素晴らしい映画企画を世界に先駆け
て『発見』『発掘』して資金を出資した映画製作者が属す
る園、そして出来上がった映画の素晴らしさを『発見』
『発掘』して世に広めた観客が属する国である日本は、
まさに文化の中心地として尊敬に値する」という意味で
のソフトパワー効果を発揮できるかどうかの根本的問題
なのである。

3  日本における地域主導型映画祭の現状及び課題につ
いて ー湯布院映画祭を事例に－

3. 1  湯布院映画祭の上映機能
これまでは、国策型の大規模な映画祭の現状と課題に

ついて、東京国際映画祭を機軸に据えながら述べてきた。
ここからは、視点を日本国内に移して、国内の地域主導
型の映画祭の現状と課題について、大分の湯布院映画祭
を事例に考えてみたい。
官頭で触れたとおり、湯布院映画祭は、1967年に第 l

回の映画祭を開催して以来、 2008 年 8 月で 33 回の開催
を数えた、日本最古の映画祭である。上映会場は、 JR 由

122 I  V ol.10.  20091 Geijutsu Kogaku :  t山 nal山肌｜

布院駅から徒歩 5分ほどにある中央公民館（図 3）。上映
後は、同公民館の 2階で上映映画の作り手と観客が語ら
い合うシンポジウムが開催され（図 4）、その後、近くに
ある亀の井別荘などの旅館におけるパーテイへと皆で雪
崩れ込む。そういう 日々が 4 日間続く 、というのが例年
のパターン。
なぜ、湯布院映画祭は、かように長い期間にわたって

映画ファンの支持を獲得し続けることができたのか。筆
者は、 2007 年 （第 32 回）および 2008 年（第 33 回）の
同映画祭に参加し、実行委員として同映画祭の企画運営
に関わるなどして、この秘密に迫ろう とした。
ここでは先ず、その経験に基づきながら、湯布院映画

祭の上映機能に関して考察したいのであるが、そのため
の背景事実として、日本の映画市場の現況を簡単に確認
しておきたい。

3.  1. 1 寡占化の進む日本の映画市場
いま、日本国内の映画市場における邦画の勢いが、注
目を集めている。日本映画製作者連盟が発表したデータ
によれば、 2006年の国内映画市場における邦画の興行収
入は約 1,079億円と、久々に洋画の興行収入（約 950億
円）を上回った。興行収入 100億円を超える大ヒットの
邦画はなかったものの、ヒットの目安となる興行収入 10
億円以上の邦画は 28本にのぼり 、前年実績を上回った。
2007年には洋画が再び盛り返し、邦画の興行収入を上回
ったが、それでも興行収入 10億円以上の邦画は 29本に
のぼった［http: //www.eiren.org/toukei/index.html]。
かような数的データだけを見れば、日本映画産業がわ
が世の春を謡歌しているかのように見える。しかし興行
収入上位の邦画の顔ぶれを見れば、その歪な姿が浮き彫
りになってくる。つまり 、その上位のほとんどが、①高
視聴率を獲得したテレビ番組を映画化したものや、②高
発行部数を達成したマンガを映画化したものによって、
占められているのである。
これら映画作品は、「如何に低リスクで短期間のうちに

大きく儲けるか」としづ企業（特に都心部に位置するメ
ディア系企業を中心とした大企業群）の論理で製作され
たもので、あって、目くるめく変わりゆく時代の流行を部
分的に加工してパッケージ化し、 メディアを介したイメ
ージ戦略により消費者の購買意欲をそそる 「商品」とし
ての力が非常に強い。そしてできるだけ多くの社会層に
アピールできる 「最大公約数」的な内容を携え、リスク
の少ない 「レディメイドの紋切り型」ー たとえば、前



作の安直な焼き直しに過ぎない「パート 2 」や「パート
3 」のようなー を繰り返してく。このような映画産業
における利益至上主義的な傾向は、ただ「いま話題の映
画を観た」という記号的事実だけが重要な現代社会の大
衆消費者の存在によって、ますます増幅していき、映画
文化の画一化を招いていく。
そしてその映画文化の画一化の波は、シネマコンプレ
ックス（シネコン）の登場によって、特に日本の地方都
市において、深刻なまでに加速している。
シネコンは、ワーナー・マイカル・シネマズ、 TOHO シ

ネマズ、ユナイテッド・シネマに代表されるように、大
手映画会社や大手商社からの出資を受けて経営されてお
り、安定した興行収入が見込めるハリウッド・メ、ジャー
製作の最新映画や、東宝・東映・松竹を中心とした日本
の大手映画会社が配給する最新映画の公開を偏重するき
らいがある。そしてシネコンは、巨額の宣伝費がかけら
れ、誰からも受け入れられるような無難な内容をもった
これら「大資本映画J をもって、多くの観客を吸い寄せ
る。その背後で、必ずしも大衆的なウケを狙った内容で
はない独立系の映画制作者の手による映画（シネコンは
この手の映画を敬遠する傾向あり）を館主の才覚で上映
する街中の既存の映画館が経営困難に陥り、次々と閉鎖
に追い込まれてしえ。
日本経済新聞朝刊の「映画文化守れ主役は市民」と題

する 2006年 5月 20 日付の記事によれば、金沢市では、
その中心街・香林坊にある「シネマストリート」に、 1980
年代から 90 年代まで、 10 館以上の映画館が軒を連ねて
いた。しかし、郊外に 3 つのシネコンが開業したことを
背景に、 2002 年までに、それら 10 件以上あった映画館
の全てが閉鎖した。北海道北見市でも、 10館以上あった
映画館は全て姿を消し、今はシネコン l館だけが存在す
る。徳島市では、かつて 20館以上の映画館があったが、
隣接する町にシネコンが l館開設したことを背景に、今
では残る映画館は 1館だけになった。高知市では、かつ
て 10館以上の映画館があったが、今ではシネコン 1館だ
けになった。前橋市では、映画館が完全になくなったと
いう。これと似たような現象は、地方都市のそこかしこ
で見受けられる。
日本映画製作者連盟の統計によれば、 2000 年末から

2006年までの 6年間で、全国のシネコンのスクリーン数
は、 1, 123 から 2,230 へと 9 割以上増えた。一方で、シ
ネコン以外のスクリーン数は、 1,401 から 832 へと 4 割
以上減った。現在、全国のスクリーンの 7 割以上はシネ

コンが占める。しかし上述の通り、シネコンが上映する
映画は「大資本映画」 iこ偏っており、（かっ複数のシネコ
ンが同時にそのような「大資本映画j を上映する傾向が
強いため）、シネコンのスクリーンが増えたことは、その
まま、多種多様な映画の上映機会が増えたことを意味し
ない。
そしてこのシネコンの進出という事象に、地方都市に
おける人口減少や低所得といった問題が複合的に絡み合
い、地方都市における映画文化は、壊滅的な状況にある。
このことは例えば、財団法人・国際文化交流推進協会（エ
ース・ジャパン）が 2004年 3月に発行した「地域におけ
る映画上映状況調査：映画上映活動年間 2003J と題する
報告書にあるデータが如実に示している。間報告書には、
2003 年に日本で公開された映画（短編と成人映画を除
く）の合計 561 本（＝邦画 220本＋洋画 341 本）が、各
都道府県で最も人口の多い都市で、どの程度公開されて
いるのかを調査した結果が掲載されている。その内容が、
興味深い。
公開率が高い都市からみていくと、東京では 9 8 %の計
548 本（＝邦画 208 本＋洋画 340 本）が公開、大阪では
7 6 %の計 429本（＝邦画 137本＋洋画 292本）が公開、
名古屋では 6 5 %の計 364本（＝邦画 108本十洋画 256本）
が公開、札幌では 6 1 %の計 345本（＝邦画 112本＋洋画
233 本）が公開となっている。一方で、同公開率が最も
低かった都市からみていくと、下関市では 5 %の計 29本
（＝邦画 18 本＋洋画 11 本）が公開、鳥取市では 9 %の
計 51 本（＝邦画 25本＋洋画 26本）が公開、いわき市で
は 1 2 %の計 68 本（＝邦画 33 本＋洋画 35 本）が公開、
松江市では 1 4 %の計 80 本（＝邦画 44本十洋画 36 本）
が公開となっている。つまりは、大都市部における映画
作品公開率と地方都市におけるそれとの聞には大きな聞
きがある、ということである。いわば、映画文化に対す
るアクセシビリティ（accessibility）について、大都市
と地方都市では、大きな格差が存在するということであ
る。
このような映画文化の危機的状況が続く地方都市にお

いて、住民や NPO、地方自治体などが協働で映画祭を開
催し、映画を媒介に地域を盛り立てていこうとすること
の意義は大きい。なかでも、日本映画の上映にこだわり
続けながら大分の湯布院という小さな町で 30 年以上も
開催され続けてきた湯布院映画祭の存在は、圧倒的なメ
ディア力をもってフロー型の文化情報を押し付けてくる
東京と対峠し、ストック型の文化情報をもって戦いを挑
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もうとする「湯布院の反乱J とも呼ぶべき事態とも言え
よう。

3. 1. 2 湯布院映画祭における日本映画特集の意義
湯布院映画祭は、コンペティション部門をもたない。
かわりに、第 l回の開催より、実行委員会が選りすぐっ
た「実写の邦画」の新旧作品を織り交ぜて特集上映して
いる。同映画祭のホームページに「日本映画のファンと
日本映画の作り手が出会う場としての映画祭というのが、
この映画祭のコンセプトです」と書かれている
[http://www. d  b.ne. jp/yufuin-c／］。要するに、日本の
持つ独特な文化的土壌のもとに創作され世界に誇るべき
「日本映画」の灯火を絶やしてはならない、という思い
が貫かれているのである。
では湯布院映画祭が上映し続けてきた映画作品とは、
どのようなものなのか。多種多様な上映作品群の特徴を
簡潔に言い表すことは至難の業であるが、ひとつ共通項
を挙げるとするならば、いかなるジャンノレのいかなる時
代につくられた作品であれ、「時代とともに変化し続ける
日本人の心の中核にあって動じないものJ を再考する機
会を与えてくれる、そんな作品を湯布院映画祭は上映し
続けてきたと言えるのではなかろうか。
そしてその精神は、 2007年の特集上映「日本映画の美
の記憶～大映京都撮影所が遺したもの～j や 2008年の
特集上映「何だ、って面白くしてやる！舛田利雄のあくな
き仕事」においても貫かれていたものと思う。特に、か
つて世界に比類なき映像美を創出するための傑出した技
術力を誇った大映の京都撮影所の手による「怪談雪女郎」
(1968年公開）を始めとした 8本の映画作品が特集上映
された 2007年の試みは、出色の出来で、あった。
2007年の湯布院映画祭が、大映京都の映画作品を特集

上映することに見出した意義は何か。その問いに対する
答えは、映画批評家の仕事を語った以下の加藤幹朗氏（京
都大学教授）の言葉に、凝縮されていると思われる：
「映画批評家の仕事は、同時代に不当に評価された映画
作品の意義を（再）発見することにある。しかしそれは
同時に、作品がなぜ不遇をかこったのか、その理由を映
画史と映画理論の双方において同定する作業ともならな
ければならない。さもなければ、その（再）発見も批評
家のたんなる主観的印象にとどまることになろう。そし
て、それがさらに既成の映画史と映画理論の再検討をせ
まらなければ、作品の意義の（再）発見もやはり意味の
ないものとなるだろう。要するに、作品とそれが一時的

凶卜ol.10.…Geijutsu K  

に帰属すべき歴史的、理論的枠組みとは弁証法的に再規
定されなければ、作品を論じる意味もない。言いかえれ
ば、映画史と映画理論は場合によってはただ一個の奇跡
のような作品によって変更をせまられる柔軟な枠組みで
なければならなしリ［加藤， 2005］。
2007 年の湯布院映画祭のパンフレットの冒頭ページ
は、大映京都が 1956 年から 1971 年の聞に製作した 400
本以上の作品群（その多くがし、わゆるプログラム・ピク
チャー）のうち、代表作と呼ばれるものでさえ、当時の
映画評論家達からは正当な評価を受けていなかった事実
を指摘している。その理由としては、「当時の日本映画の
レベルが高かったので、週代わりの娯楽時代劇は評論家
たちの記憶に残らなかったということは考えられる」と
しているが、一方で「同時代の映画評論家たちは大映京
都の映画の面白さを正しく評価できなかった」と断じて
おり、さらに「しかし、 1971 年の大映本社の倒産による
映画製作中止から三十数年たった現在、多くの人が『大
映京都の時代劇は面白い。他社にはない独特の味わいが
ある』という」「使い古された言葉だが、失われて初めて
その偉大さがわかったのである」と述べて、まさに、今
回の企画の趣旨が、失われた映画の「再発見」とその日
本映画史文脈における「再規定」にあったことを示唆し
ている［2007湯布院映画祭パンフレット： 4 5］。
そしてこの 2007年の試みにおいては、映画の特集上映
にあわせて、大映京都の創造力の根幹を支えた 5 人の映
画人 映画監督・田中徳三氏、美術監督・西岡善信氏、
キャメラマン・森田富士郎氏、照明技師・中岡源権氏、
そして大女優・藤村志保氏ーを招き、そのクリエイティ
ピティの源について、自由闘達なトークショウが開催さ
れ、日本映画技術の真髄に触れる機会を観客に与えるこ
とに成功していた。
このような一連の試みの中で、観客は、「再発見」と「再

規定」を実行しながら、今から約 40年も前に、これほど
までに観た者の心を捉えて離さない魅力的な映画作品が
つくられていたという単純な事実に驚惇し、日本人の心
の中核にあって動じないもの確かな存在を深く悟ること
となったのである。
この点に関して、今回上映された大映京都作品の中で
も、観る者の心に特に際立つて印象深いインパクトを残
した「怪談雪女郎J (1968 年公開）にまつわるエピソー
ドを、以下に簡単に紹介したい。
「怪談雪女郎J は、大映京都によって製作され 1968

年に公開された映画作品で、監督は田中徳三、主役の「雪



女j を演じるの誌、大挟の看板女優・藤村J志保である。
当時の大映京都が讃えていた二つの特徴、つまち議底し

された類まれな
によっ

こと
で溢れんばかり
る。

内では、ある鶏の「化学反応」が起こったようである。
その証拠とじに同映画祭の最終日に上挟された松竹配
給の作品「やじきた週中てれすこ J (2007 年 11 月より

ロードショー）を観たある若者が、
2階で開催されたシンポジウムの場で、

つかのシーンで CG （コンピュータ・グラフィックス〉が
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という f本物Jを観て目が肥えた後で辻、この CG による
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していたー
とし

氏日くの）
として告らが f日

「再規定J
て、会場の多くの観衆が心に撞し
つまり、彼に代表される観衆の多くは、この作品に触れ
たことにより、「いまj をfむかし」との対比から晃据え、
相対化し、時代とともは変化し続ける詞本人の心の中核
にあって動じない何か在感得すること
る。そしてこjもこそ、

技であり、こういっ

したのであ

挟画界に
布院映回祭の

3. 1.3 実行委員会の企画力
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って、
その第一の理由は、いうまでもなく、同映画祭を約 30

し、以来幾多の閤難iこ直面しながらも、
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「昌幸せき力jは、
といった都心部在住のブロの挟画人のそれを

彼らは、世間一段ι有名な監督の芋

本映画に対する

はる
による を、それ
が［有名な監督や排鑑の作品であるj ということだけで
映画捺で上映することはしない。彼らは、
での上映に相応しし
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そしてかような企画力 された湯布院映画祭の
「目利き力j の高さこそが、 有名

レクタ
る他の映画祭
揺岡市が主催するアジア・フォーカスなど）と明確に差
別記し、全国から名うての映雷還を翠客として呼び寄せ、
かつプ立の峡部人をして「湯布説挟踊祭に呼ばれること
は光栄である j と言わしめる、ひとつのブフトパワ

してきたのである。
w の湯布院挟麗祭のソブトパワー効果は、時
く、海外の挟器入にも届いてし

今年に入札ブインランドの
されている fソダンキュラ映画祭j

キ・カウリスマキ監督も名を連ねる）より f文化交流j
の申し出があり、その第一弾として、湯布院映雷祭実行

2007年 8月に開かれた

（後述／「ゆふいん
ューサーを兼任）

、F
、ーー

、ん文化・
ッテリ・アオン・パー

グ芸術監督が紹かれた〉。かような の串し出
が、フィンランドという遠い冨の映蹄無からあったのは、
約 30年の歳月を経て形作られてきたf湯布院映画祭ブラ
ンドj が、世界的視野で見ても非営に高い評価を受けう
るものであることの雄弁なる証拠である。
の点については、？

1なし
欝1祭の関係者は、 ところがあろう。

3. 1.4 挟額を媒介！こしたコミュニケーシ3 ン
この湯布院校画祭のソフトパワ…に引き付け

してくる「映画溜j の方々の丁々発止のやち
とりは、湯布院映画祭のひとつ「名物J となっている。
は、特別試写作品の上換の後に必ず催されるシンポ

ジウムにおいて、たった今鑑賞したばかりの作品の監督
や出演俳護に詳して、映画作品の内饗や出演者の演技の
出来について鋭い震関やコメントを投げかける。彼・彼
女らは、割分がJ謀議した映画に対しては惜しげのなし

り、不満足なものに対しては、何らの臨時もなく、
もらった作品はこういう点でまったく面白

くなかったj というコメントを次々と搭びせかける。こ
のような巌しいコメントを受けた龍作者側も、ときに冗
談を交えながら、ときに真剣そのものの表構で、譲客か
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ら る。
このよう 「作り手j と の開で交わ
さ コミュニケーションが、約 1時需 30

したムードの
というひ

られる。まさじ
を媒介として、それ

がなければ決して出会うことがなかったであろう人々が、
日が歩んできた人生の「重みj f匂いj f彩り J といった
ものをしみじみと醸し出しながら、
かり合う。このやりとりが、まさに の様相
を呈 ら、映画作品とは別の「物語」を奏でる。そ

は、シンポジウムの終了後に開催され
るパ…ティにおいて

る。
らし 1は、

映画の魅力というものを非常によく映し出していると言
える。すでに専門家から
絵語、彫刻について、 fこ

く

る

1る音楽や
どこがいいのか自

ない人
という漠然とし？と稽級意識が存在するからである。
映画作品となると、例え専門家から高い評価を受

ても、
いと

らしい作品を知っている j

しない、自由
きたからであろう。そしてこのこと
う「お祭 h が、ときに地域社会と

自分がつまらな
たJ r自分ならもっ

映画祭とい
1親和性を発揮

し、市井の人々が生の歓喜を語らい合うじ＼レの舞台j
として機能するのであろう。
＂＂＇，，..にこそ、湯布院挟画祭が 30年以上の長きにわたっ

て人々に愛されて続けてきた大きな理由のひとつがある。
そしてこのような

るj とし 1 う く見ら
れなかったものであり、繰り返しになるが、開挟画祭の
関係者は、この点からも湯者説映園都から大いに学ぶべ
きことがあろう。

3. 1ι 今後の課題
り返しになるが、かような湯布院挟画祭の魅力は、



メンバ…の方々が 30 年という長し
月 してきた「鶴来jき力j、そしてその f国利

に呼応して全国からやってくる
よって育まれてきたものである。

今後ともこのような魅力を発揮し続けるためには、この
持組みを、知何にして若い世代に受け継いでいくことが
できるか、という点が大きな課題となってこよう。

ンパーの方々は、そろそ
ようとしている。そして観客も、 50代～60代の方々

九このままい付試、 10年後には
ための映画祭j となってしまう。そもそも、年齢的にも
体力的にも、挟酉祭を運営したり、
することが器難な状況も今後生じてこよう。
このゆゆしき

により構成される
号越え、如荷にして新しい世代

していくかが、揚布院映画祭が抱え
ある。

3.2 地域主導型映麗繋の経営課題
さてこれまで、

布院映麗祭の魅力と課題について触れてき ここ会＝ら
は、
いて、 「自律性j

、、。

3.2. 1 中止に追い込まれる金閣の地竣主導型挟菌祭
昨今、話本の各地で開催されてきた映画祭が、次々と、
中止に追い込まれている。
例えば、 2006 年 7 月はじめには、 10 月
されていた東京国欝ファンタスティック

止が発表された。ド中止」ではなく「休止j というのは、
あくまで再開会念頭に寵いているからだそうだ。）

5 千万円の同映画祭予算の多くを負担していた冠ス

ピデヌ？の繁明期のお
ない先鋭時な作品（中には日
画「ムトワ 踊るマハラ

されることの
ヒットしたインド挟

）を上映する
とあった。しかし、各国の多種多様な映画の DVD

るようになった現在の観客に対しては、ア
ら

それから、
りファンタスティック

ゅう
したことも、こと挟

しいところであろう。同映

山後の過疎化に協む夕張市が、
として位置づ汁る として、当

さと

として、娯楽性の高し
や「プロ ューサーズj とし、ったハリウッ ら

してきた。しかし夕張計が 2006
したことにより、

予とと

していた過
もとに、在律的な運営体制

の構築を自指 2008年 3
月から開催が再開された。 4000 万円のう 企業
30宇土から 2000万円だという
インニュ…ス 2008年 3月 31 日
この 2 つの事椀が端的
（梶：；東京国際ブアンタスティック
ポンサー／ゅうばちファンタスティック
タ

る
されて

、込まれれば、
ある、という

る。つまり、映繭祭の「持続性j ということ
知荷にして依存体質から説却し、「自律的Jな運営体制を
敷くことができるかという点が非常に重要になってくる。

3. 2. 2 自律的運営に向けた活動一山影国際ドキュメンタ
リー映顕祭の場合一

そういった「故存手本質からの脱却j f§ 
に向けて行動を遅こし踏めたのが、山形国際ドキ

ュメンタヲー映露際である。
として 1989年より隣年ごとに関穫

されており、東アジアで初めてのドキュメンタリー映画
として、有名である。インターナショナノレ・コンペチ

ィションとアジアプログラムの 2 つのコンペティション
部門と、多彩な特集上挟部門より成り立っており、 200

名を超えるボランティアスタッアが運嘗者支えている。
メラで簡単にドキュメンタワータッチ

の映操作品が制作できるようになった状況も追い風とな
号、同映酉祭への応募作品は、 2005年度には、初回（1989
年）のそれと上として 221本の約 7搭になっ
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4 月におPO 山形市から独立し、 NPO 法人として活動し
ていくことになった。その一環として、 2006年震より企

W とを開女合し、 さ

らには、県内の公共施設向けの映像ソフト販究といった
東北の地県での上挟会の実施など者組み込 市を主催者lこすると、

17年度の時点で、運営資金の総額約 1
3,300 万円のうちの 1議丹を山形市が負担して運営さ

れている状況であり（文化庁，お06 :  5 - 6］、先の 2 つの
事街からいえば、 ιi形市が財政危機に詰れば、 ＠［ちにi司

も中止に追い込まれるような状況が続いてきた。
山形市は 2007年の開催に対しても l館 5千万円
を支絵したが（準鵠年に 5千万円、開擢年比 1億円）、
後も同じよう される保証はない。
そこでこのような f依存体賀j か

に脱皮するために、 2006 

もうとしている［日 2006年 9 J:J 2 日

しかしこの附G 法人化の結果として、
これま

の増加（これを 4 人の NPO
あたる東京事務賭｛配給会社の創入舎）

く

どに

の休刊、そ
してきているとい

10 月 13 13 
w の苦境を山形国際ドキュメンタリ り越

えること かどうかは、 さない。

3.2.3 自律的な盤営であることの利点
さて、かように し、「自か

していくことには、 fスポンサーがこけたら自分も
こけるJ Zごし、う
言告となるという「ハードの間J のメリットがある
なく、先に湯高院映画祭について述べた、「畠分遣自身が

くまで堪能できる作品を上挟する j という f主客一
捧型j の基準によりながら、（的の映麗祭とは一線を画し
た）独自の土挟作品在選定できるという「ソフト
のメリットもある。これが逆に、単体の企業ス

自治体からの諦助金に頼っているよう
であるなら認、当然、
金の「出し手j
なり、

をいちいち詞わなければならなく
くりあげたような

ンドJ を築いていくことは盟難になってくる。
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、F
、曲叩！ 、ては、例えば、山形ドキュメンタリ

ドキュメン
タリーという
「沖縄J
た際に

－政治性の強いジャ
うとし

えながら、「独立後は自邑な企闘も可能。
ドキュメンタリ…映画擦と連携したj活動もできるJ と、

もたらす「ソフトの酎J のメリットを認識

ューサーの中島
「映臨祭誌、ある程度行政から独立

ましいj f京都は日本映画の生産拠点としての歴史があり、
ていない。しかし、

と
さなどから、趣旨がだんだ、ん畠がっていって

どのコメントを述べている点も、性自されたい
・大阪 2003年 9 月 12 日

して流
にあったと
（約 1千万

らの
と、チケット収入によって鶏われてし、る。そこに

は、単一の企業スポンサ…や地方告治体への「依存体費j

れてしも
いえるのではなかろう

は、全く
うのべ…ジには、
た約 180社が

レットの後ろのほ
中心とし

として名
ており、かっ求た、映酷祭期間中には日本全土からやっ
てきた熱烈な映画ファンが映画祭チケット在購入してい
く。
このように地元のステイクホルダーと

ンと
…の方々の 30年以上に及ぶ血と
そしてこのような

1るカ￥らこそ、
ような、類まれなるソフトパワー

ア
パン

は、上述した
γてこられたとい

えよう。

4 “「祭り j 足りえているか
る上で、志れられがちだ

つまり可祭り J足ちえているのかj と
たい。

とり と



ける違いだけでなく、この「祭
というりj と

がある。
り」として成立するためには、ゲストの

映画人や主催者はもとより、そこに参加するすべての観
日常） J から逸説した［ハレ（非日常）

における主人公となるような仕掛けがなけれ誌ならい。
り」として機能するためには、

ロケーションの力が相乗的に融合することによって、
込むような仕掛けがなけれ

ばならないのである。
り返し触れてきたとおり、

は、こういった仕掛けがまったく擁されていない。その
ったく 「祭り j 足りえていない。六本木ヒノレズ

と Bunkamura とし、うビジネス 1て淡々と
される｛大規模な）「映罷上映会j という

できていない。確かに、レッドカーベット（2008
カーペットの色を緑色に変えてグリーンカーペットと呼
んでいるが）を歩く俳優や監督の姿はある。そしてそれ

もある。しかしそうした
とともも 1

され、すぐにいつもの日常に引き戻されてしまう。
そもそも、六本木ヒノレズ（
ヒノレズ）およ Bunkamura という口ケーション自体

出る り
交う雑踏
から引き

七三

と、
の中に敢り残されて、 fハレ（非日
り下ろされてしまう。そこには、

どが、

fアジアブォーカス・
際映麗祭j に対しでも語いた。上映会場であるソラリア

ラホールの一歩外を出ると、映爵祭と
る天神の傍に取り残

されてしまう。そこには、映隅ファンを引き
ない「祭ちの場J としての装置がどこにもない。

れてしまっている。
る湯布読という町には、

をひきつける口ケーションとしての力
日本で最も人気のある

よる観光地づくり

自

がある。そもそ
とつであり、かつ、

で
瓶
ろとるを

hvてし
ある。
泉の存在以上に、
した

きた｛あるがままの吉然、あるがま
とした議光地j が醸し出す「日

にある。
2っ この という fハレ

される湯布院映画祭自体が
している

告

さらに3rJの fハレ
という、いわば「ハ
日 してきた

とつで、ある。つまり、 fハレの舞合J であ
も、湯布誌というより広々とした

り独特のブ
る
［ハレの葬台J
ァンタスティック ることこそが、湯

う点のひとつ

を保持してき
ツチンかつて西ドイツ・

の為たりにした
つつ、湯布院という町の

ベノレグチM

ら求め続けてきた
じめ、彼らととも

の血のにじむような努力がある。
そして特に中谷氏は、そのよう

院映画祭の「ハ
げてきたキーパーソンと
中谷氏辻、

をつくちあ
してき
1962 

ι旅館 f亀の井別荘」を継いで以来、「湯亮院ブランドJ
ヲスマj としての役割はもとより、

大分市出身の方々が多い同映画祭実行委員会の面々と湯
布院在住のサボータ
は
る）と
大阪か

としても活議されてい
る擁護し役として、はたまた、

てくる映臨人たち

くてはなら
カ
て
た
ー
し

ンヌ国際映画祭とサンセパスチャ
も共通して見

1にある英しい町において関鑑される。そ w
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空ど青し 自い砂浜というじ＼ が始めかち
ち用意されてお号、その場にi寄り立つ

ような高揚惑で包み込む。しかしより 映酉

σ〉
と町が一体化して、ひとつ

し、「ハレの舞台j であるへと
も、より広々とした fハレの舞台j

続けているという、祭ち独特のファンタスティック
揚感を提供することができる点である。この「ハレの二

は、カンヌ及びサンセパスチャンという町と挟
画祭とが、長い壁史の中で互いに相乗的に高めあいなが

させてきたものであ
ある海繋合（ヘヴンデ）という町も、映画祭の関擢とと
もに発展してきたリゾート地であるが、未だ発展途上に
ある。そのロケーション自｛本が持つ犠力i立、カンヌ及び
サンセパスチャンのそれには及ばない。）
つまり、映岡祭について考える
の「町づくち j

とである。町は、軍支府機関や大企業がつくるものではな
く、そこで生を営む者たち、そのまちを愛する者たちが

くり上げてし市￥なければならない。

そ 町のシンボノレとして
というものが、その挟画祭にやってく

されていかなければなてのスチイク
らtiい。
かようにして、
ロケーションといっ
とによって、；まじめて
w とを、
らない。六本木や渋容のピジネス衝に器執しなければな
らない理由はどこにもない。東京には、挟富のもつ力を
引き立てる、もっと魅力的な町が沢山島るのだから。

入、コミュニニチイ、
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1  2007年の視機において辻、スケジュールの都合上、東京国際映盤祭の
上映機能に欝する現地調査のみを実識した。
ただし最近では、構外主要験欝祭のコンペティション部の f商品価値
付与機能」が必ずしもうまく機能しない状況が沼本国内において兇ら
れるようになっている。紋iえば、 2008年度のカンヌ館蝶映画祭で最高
賞を受賞した fクラス」は、関年 11 月にやっと日本国内で翼い手がつ
き、日本公開はその 2年後を予定している。この点について、ユニプ
ランス楽京のパレリ｝アンヌ・クリステン氏は「詫来の最高賞作は映
冨禁の簡にすくe売れたo fクラスJは、わざわざ東京で配給会社や映直
館愛読んで試写をし亥した」と述べている〔朝日新開 2008年 12月初
日付朝刊記事］。また、 2008年東京冨堅実映画祭の fワールドシネマ部
門j では、時年のカンヌ問機映画祭グランプリ受賞作品 fゴモラj や
儒監督賞受賞作品 fスリ…・モンキ…ズ」など 10本が上狭されたが、
このことはそのまま、日本の配給会社が「畿通に映湖館で公務しても
集容が望めない」との環白からこれら作品を買うのをためらっている
とを意味している〔朝日新諮 2008年 12月 20 日付戦和記事］。

表 1～表 3 は、 European Audiovisual Observatoryが 20例年に発表
した調査レポートで示された情報部uropean Audiovisual 
Observatory 2004: 88］に、特にイギリスの条約締結状況に関する新
たな情報［U K Film Council 2006: 2］を加えて筆者が作成したものであ
る。


