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【韓国 TVドラマ『アテナ』の支援事例】 インペインターグローバル 代表 朴省姫氏 

 

アイリスの撮影においては、たくさんの秋田のシーンが撮影され、これまでのドラマよりも大

きな影響を及ぼし、韓国に多くの秋田ファンを創出した。 

本日は、こうした韓国ドラマを活用して地域を活性化する活動についてご紹介する。 

 

映画・ドラマを活用するにはしっかりとした戦略が必要である。 

韓国のドラマ・映画が日本に撮影に来るパターン別に状況が整理できる。 

①企画段階で、ストーリーの中で日本の地域を特定して撮影が必要とされる場合（撮影地域

にスポンサーが居なくても撮影に来る）。 

②企画に季節や日本のイメージがあるものの場所は特定されていないものの、現地スポンサ

ーや支援・協力があれば撮影したいという場合。 

アイリスの場合、日本で撮影したいと情報を受け入れ側が得て、どんな協力ができるのか、ま

たストーリーに合わせてどんなロケーション・素材を提供できるのか、製作側に撮影を受け入れ

る側が積極的にプレゼンテーションした結果、決定された。 

 

最近では、ロケーション誘致後の成果が広く知れ渡り、地域側から支援可能な条件を初めに提

案し、それを受けて企画開発が行われ撮影に至る場合も増えてくるように思われる。 

 

その際に、誘致する場合には、受け入れ側もリスクを管理する姿勢が重要である。 

第１に、作品の内容に関することで、出演する俳優が誰なのか、その俳優との契約が完了して

いるのか。企画されている内容において誘致する側にメリットがあるのか、地域がしっかりと登

場するのか、ストーリー全体に魅力があるのか。 

第２に、制作会社の信用・実績、配給の確実性、さらにコンテンツ活用に対する姿勢・主体が

誰なのか。 

第３に、ロケ地をコーディネートすることに関して、製作側と契約が結べるのか。 

 



秋田への誘致にあたっては、撮影後にコンテンツを観光ＰＲに活用できるのか、当初からの製

作側とのコミュニケーションを確実なものとすることを心がけた 

また、製作側が抱く日本の冬のイメージに、実際の秋田の素材が合致するのか、さらに秋田で

撮影することで当初の内容以上のものが生れるのか、予め調査することに重点を置き、そのため

に、地元のキーパーソンとの協議を重視し、どんな協力・支援が得られるのか把握することに努

めた。 

秋田がドラマロケを誘致する前の段階として、ソウルと秋田の直行便が就航していながら、観

光地としての魅力について韓国では秋田のイメージがまったく無く、搭乗率が低いという背景事

情があった。行政も、観光ＰＲに支援してきたが結果が出せず、映画・ドラマの誘致を行うこと

が企画された。 

 

韓国の映像製作に関しては、困難な面が多々ある。 

①制作会社と放送局の関係などが複雑で、ロケ誘致の交渉窓口を探し当てることが難しい。 

②ＰＲ効果が高い大規模作品が成立するのか見極めることが難しい。 

③テレビ放送の場合、番組編成が決定するのがギリギリのタイミングで決まることが多く、

実際に放送されるのか見極めるのが難しい。撮影が行われても、放映が１年間延期される

ことも少なくない。 

④キャスティングの変更が頻繁に行われるというケースも多い 

 

これらの状況にあって成功を収めるために、過去の事例の入念なケーススタディを行ったもの

の、不明確で予測不能なこともあったが、予測できないことは新しい秋田のやり方で乗り越える

という覚悟を決めて、受け入れを決定し最終的に 80 名で構成される撮影隊を秋田で受け入れた。 

 

当初のシナリオでは、田沢湖で撮影されたシーンは北海道の洞爺湖が予定されており、玉川ダ

ムで撮影されたシーンは富山県の黒部ダムが予定されていたが、いずれも代替のロケ地を秋田県

側が全て調べ、必要な写真や情報を提供し、製作側の手間を抑え、さらにより魅力ある撮影がで

きることを伝え、約３ヶ月かけてシナリオの改訂作業を行った。 

例えば、なまはげが登場するアクションシーンは、当初はカジノでの撮影が予定されていたが、

ロケハンの際に実際になまはげを製作側に見てもらい、ギリギリでシナリオが変更され撮影され

ることになった例であるが、アイリスで秋田の魅力を追加できた例である。 

80 人が３週間滞在したが、撮影時は地元の協力支援があったために、交流イベントのようなロ

ケ現場となり、俳優もインタビューで「もう一度秋田に行きたい」と言ってくれるなど、最初は

仕事でもその後に家族を連れて行きたいということを様々な場面で言ってくれたこととなり、大

きなＰＲ効果を得ることができた。 

 

地元の『アイリス』の活用の活動は、ロケ地マップの制作・配布、ロケ地看板の設置などを行

った。また、ロケ記録集の発行や各種のメディア等での特集、製作代表を招へいしてのドラマに

因んだ地元スキー場の命名式、旅行会社によるツアー商品の企画・販売が行われ、交流から観光



ＰＲまでの幅広い活動が行われた。 

また、秋田での撮影シーンを特集したドラマのメイキング映像も製作され、韓国の芸能番組等

での放映も実施され、 

 

３週間で二班に分かれて撮影が行われ、１話 70 分で２話分計 140 分の秋田で撮影されたシー

ンが韓国で放映された。最初は 60 分の予定であったが、地元の手厚い協力を得られたことが、回

想シーンなどの追加をもたらした。 

 

その結果、秋田―ソウル間の国際線搭乗率は、それ以前に 50％台を記録したような状況から、

アイリスの効果により、一時 80％を超える搭乗率を記録し、現在は 70％台で推移している。 

また、冬の時期は秋田便の予約が取れない事態となり、その他の東北各県や九州の温泉地の送

客にも貢献するなど、アイリスは秋田のみならず日本の各地のイメージアップにも貢献した。 

 

成功した理由の一つは、日本の風景を撮りたいと思わせる素材が地元から製作者に対してでき

たことである。 

地元にとっては推薦した場所が実際に撮影されたことが喜びとなり、製作側にとっては撮影を

希望しても地元の協力がなければできないシーンが撮影できたことが両者の良好な関係を実現し

たと言える。また、地元がＰＲしたい場所が、ストーリー上も重要なシーンとして取り上げても

らえる働きかけが実現したことがポイントである。その働きかけが成功した理由の一つは、地元

ならではのエピソード・素材を効果的にＰＲできたことによるものであった。 

加えて、ＰＲ効果は本放送の視聴率に大きな影響を受けるが、本放送にだけ頼るのでなく、放

送前の番組宣伝等でも秋田で撮影されたことをＰＲしてもらうように積極的に働きかけることを

同時並行的に行ったことが、韓国で撮影地に対する関心を喚起することにつながった。さらに、

アイリスをテーマとした旅行番組が放送されたことも効果を高めた。 

 

さらに、地元の方がボランティアで参加するエキストラを多く募集し、撮影現場にイベントの

ような雰囲気を作り出し、それが後々まで出演した俳優に好印象を与えた。 

その他、製作発表の段階で秋田で撮影されたシーンが使われ、多くのマスコミや You Tube で

公開されたことも世界から関心を呼ぶことにつながった。 

ネットを活用した PR や、イベントで配布するクリアーファイルなどの PR ツールの制作も貢

献し、また『アイリス』自体も当初からドラマだけでなく舞台やコンサートでも活用する計画が

あり、それが実行されたことが大きな効果をもたらした。 

 

地域全体で行った支援が、最も大きなポイントであり、誘致した作品を責任をもって官民一体

となってバックアップしたことが成功要因であり、また、製作側とコーディネーターと県がシナ

リオ作業から一体化して調整できたことも大きな影響を及ぼしている。 

 

日本は各都道府県にそれぞれ個性的な資源があるので、映像を活用して日本全体のストーリー

を作るというのも効果があると思われる。 



 

鳥取では、別の韓国ドラマで、合計 180 人の３チームロケ 70 分の２話以上という条件で撮影

を実施しているが、秋田のような地元の独自のエピソードをストーリーに取り込んでもらい、韓

国で新しい日本のイメージを作ることにつなげるようにしている。ストーリーにあった素材を積

極的に提供することが、新たに観光客を発掘し誘致するために重要であろう。 

 

成立の確実性、制作会社の信頼性、ストーリーの魅力が地域 PR に効果があるのかしっかりと

検証し、また製作側には彼らが望む協力・支援を着実に提供することや、日本の制作現場を熟知

しているパートナーを相手に紹介できるかが重要である。 

 

 

【神戸と日本のフィルムコミッションによる支援】神戸フィルムオフィス 代表 田中まこ氏 

 

残念ながら、朴さんのような成功例ばかりが現状ではないので、本日は、失敗例も話していき

たい。 

 

フィルムコミッションに携わって、10 年以上になるが、失敗例やトラブルも多く耳にするが、

その多くは海外作品であった。 

支援の仕方は様々ある。インセンティブ、タイアップ、プロダクトプレイスメントのそれぞれ

で関わり方が異なることを理解する必要がある。 

FC は、1940 年代終わりにアメリカで始まったものだが、ハリウッドでも国立公園や高速道路

では撮影ができずにその支援を行政に求めることが多く、それでできたものが FC である。それ

がアメリカ全体に広がり、世界に広がったものである。現在は世界には約 300 以上の FC がある。

製作者が求めることに対して地域が支援する活動の担い手が FC である。 

 

地域では、直接経済効果を期待する場合と、間接経済効果を期待する場合ある。神戸では、10

年ほどで 1,667 本の作品支援を行ってきた。撮影に関する経費で撮影地で使われる食費、宿泊費、

交通費、機材レンタルなどの直接経済効果は、ミニマムで１人約 1 万円／日の消費となる。映画

の場合、約 100 名の撮影と考えると、1 日約 100 万円を消費している計算になる。また、撮影期

間が 2～3 か月を要する場合は、１本の作品で億単位のお金が地域に落ちることになる。神戸の場

合は、「本当は東京で撮影したいが、東京では撮影ができないので」という理由で神戸に撮影に来

るケースがある。そのような撮影では、観光につながらないという意見もあるが、直接経済効果

を考えると、観光客を誘致したことと同じ規模の経済効果が期待できる。このように神戸では、

観光につながる支援と、直接経済効果を期待した支援を分けて考えている。海外の作品を誘致し

た場合、作品がヒットするかどうか読めないことが課題となるが、直接経済効果が見込める場合

は、作品がヒットしなくてもいいとは思う。 

 

外貨価値の違いに起因して、韓国の場合は経済的な支援を求めるケースも多い。特にドラマの

場合、朴さんのような方がいないケースがほとんどであるが、「第二のアイリスになるだろう」と



期待して撮影を受け入れたものの、撮影隊に振り回されただけで何も効果も出せなかった、とい

う状況に陥る可能性が高い。そのような経験は、二度と映像作品の撮影には協力しないという地

域もたくさん出てくることになり、悪い事例をたくさん作ってしまうと、本当に良い作品が来た

ときに支援ができないという状況が出てきてしまうことが懸念される。 

インバウンドを狙って中国作品を受け入れたいという自治体も多いが、中国の場合は撮影方法

が特殊な場合が多く、それがトラブルを多発させることになる。 

また、海外作品の場合には、作品が完成した後のコンテンツの活用が難しい面があり、コンテ

ンツの活用を考えた場合には作品の撮影が始まる以前からの準備が特に必要になる。具体的には、

宣伝広告プランを作品の配給会社などと一緒に立てられるのか、役者が映っている写真が利用で

きるのか、ロケ中に囲み取材はできるのかなど、成果に結びつける要求ができる FC でないと製

作者の要求を受けるだけになってしまい、最終的に地域にはメリットがない作品になってしまう。

神戸の場合も厳しい対応をとっているが、現場でのトラブルはある。 

 

具体的な支援内容としては、神戸ではロケハン助成金を FC 設立時から設けている。当時、神

戸牛などは有名だったが、神戸をロケ地としてイメージしてくれる製作者が少なかったために創

設した助成制度である。最初に実際の神戸を見てもらいインスピレーションを感じてもらわなけ

れば、観光客の誘致などに結びつく深い作品は書けないと思っている。海外作品については、1

回 3 人まで 100 万円を上限に往復の航空券とホテル代を助成している。国内作品は、１回 5 人ま

で、１人 40,000 円を上限に往復新幹線代と宿泊代の助成を行っている。助成金設立当初の予算は、

年間 200 万円だったが、現在は 100 万円である。減額理由は、助成対象は初めて来る人のみとい

うルールを設定しており、神戸の撮影はリピーター率が高く現在は申請する人が減少しているた

めである。 

神戸で撮影されたドラマ・映画は、213 本あるが、そのうち海外作品は 10 本程度である。その

海外品の中で、ドラマの 4 本は全て韓国ドラマである。その他 6 本は、ロケハン助成金を活用し

て神戸に足を運び、作品を完成させたものである。作品の中には、香港・台湾・中国の公開予定

をしていて作品で地元も期待していた作品もあったが、残念ながら中国での公開が中止された作

品もある。こちらが一生懸命支援を行っても、ヒットするわけでも集客につながるわけではない

のが実態である。 

 

毎年 10 月 3 日は、「KOBE 観光の日」である。観光に関して、1977 年の NHK の朝の連続ド

ラマ『風見鳥』のおかげで異人館ブームが起き、いままで観光客に縁が無かった神戸に観光客が

訪れるようになった。その後 30 年経過するが、年間の入込が 100 万人以下になったことは無い。

たった１本のドラマが 10 年で 3,300 万人の観光客を誘致したことになる。 

成功したアイリスなどもそうであるが、１０年後どうするか？である。１本の作品で食べてい

ける場合もあるかもしれないが、１回で終わる作品もある。もしかすると、何度もロケにくるこ

とで「ドラマの街」になっているのかもしれない。本当に未知数なのである。地域が国に望む支

援とは、１回限りの支援ではなく、その地域自身が長く撮影支援をしていける環境づくりだと思

う。 

個人的には、100～200 万円の予算が取れない地域が FC をやっていくのは、きついと思ってい



る。自治体が 2,000～3,000 万円で作品誘致を行うのは、FC としてはルール違反にもなるのでで

きない。製作者と自治体は、サービスを受ける側と提供する側なので、同じ人間がやるのは絶対

にやってはならないと思う。国際的な FC 組織 AFCI でも、製作側に関わっている人は FC には

なれないというルールもある。 

「釣りバカ日記」などは、何千万円もかけて各自治体が作品を誘致して製作されたが、それに

よって顕著に観光客が増えたところは無いのではないか。それで、地元ががっかりしてしまい、

その後に他の作品を支援することに消極的になっている実態もある。大きい金額を出せば全て解

決するものではないと思っている。効果的に支援をすることが大切なのである。JNTO もメディ

ア用の予算で各地域に招聘してくれているが、１回呼んだだけでは効果は余りなかった。例えば、

観光を考えた場合、映画やドラマのような遠回りの支援だけでなく、これから旅に行こうとして

いる人向けの旅番組への支援も、非常に効率が良い支援だと思っている。 

誘致への近道は、お金を出して１回だけを期待して支援するか、製作者が本当に求めることを

コツコツ地道にやっていくかだと思っている。その際にたくさん失敗例を学んで自分たちの地域

では失敗しないようにすることと、活用戦略を立てられる人間がいるかということが大切だと思

っている。 

本当に良い作品でないと人の心を動かさないし、観光に出かけないと思う。「ローマの休日」の

ように、作品が良かったからローマに行くのである。作品ありきの、スクリーンツーリズム、フ

ィルムツーリズムだと思っている。 

 

ある意味正しい支援は、日本の作品を支援することだろう。「おくりびと」のように、日本のこ

とを誰よりもわかっている日本人が日本を舞台とした作品を作り、それを支援して海外で認めら

れることで日本文化を理解してもらえるのだ。そして、日本への足を運んでくれるようになる。

そのような作品を作りたいと思っている日本人がいるのに、海外との共同作品にしか支援しませ

ん、というのは違う気がする。 

神戸において海外作品に使ったお金は、20 本で 1,000 万程度である。お金を払うだけが支援で

はないと思う。ただ、国によって求めてくる支援は違う。例えば、ハリウッド作品は合作はやら

ない。「ラストサムライ」の場合、神戸ではロケはなしで、宿泊やヘリコプターの提供のみであっ

た。それも FC の立派な支援であったと思う。地元への直接経済効果も大きかった。 

地域で一生懸命支援しているが、困ったときには地域に代わって国が支援してくれる仕組み作

りは是非実現して欲しい。 

 

誘致に関して、「日本のインセンティブは何か」とよく海外の人に聞かれる。日本では、税金控

除や 1 億円を超える支援（助成）は無いので、「インセンティブは無い」と私は答えている。ただ

し、インセンティブに負けない支援はしていると答えている。例えば、無料のエキストラの手配

などは海外ではできない。その本来必要となるエキストラの人件費を金額に換算すれば、その額

は大きな金銭的な支援と同じになる。そのような支援の実態を整理して海外にアピールする必要

がある。JFC は、そのようなこともやりたくて立ち上げたものであるが、観光庁、経済産業省、

文化庁など各省庁の事業を把握して答えられる窓口は、日本には現在無い。 

海外作品で、内容を少し書き替えれば日本で支援が受けられそうなとても素敵な作品は多数あ



る。そのようなことを教えてあげて、また自治体とつないであげるような仕組みづくりがあると

良いと思う。スクリーンツーリズムも、お金だけの支援をして終わってしまうのではなく、仕組

みもきちんと考えてやっていただき、無駄にならないようにしていただきたいと思っている。 

 

 

 

【質疑応答】 

（田中） 

アイリスで秋田県や地元企業が支出した金額等を教えてほしい。 

（朴） 

アイリスは、宿と協定書を結び、宿の PR ということで写真の使用、その後のコンテンツ使用

に関する契約を結んでのタイアップがあった。食事についても田沢湖スキー場とアイリス関連の

展示等をするという内容でタイアップ契約を結んだ。 

（委員） 

秋田県も市町村もお金は出していない。ロケ支援委員会をつくり、企業からの協賛金は 1 千

数百万円に達した。 

（朴） 

企業からの協賛金は、製作会社に支払ったわけではなく、地元での必要経費に充てた。秋田

県はコーディネーターとして、製作会社からの依頼で交通・食事・認可関係などの協力をして

もらった。製作会社は、そのような協力・タイアップがあったので経費はあまりかかっていな

い。 

（田中） 

アテナは、3,000 万円出したと聞いているが・・・ 

（朴） 

鳥取県は、アテナとの関連で 3,000 万円の事業を予算化した。その金額の半分以上は、撮影

後のパンフレットやロケ地マップ・記録集などでのコンテンツの活用の使用料を製作費込みで

契約したものだ。残りは、現地での必要経費の補助に使用した。秋田の場合は製作側と県との

コンテンツ活用契約は締結したものの市町村が使える契約はなかったが、鳥取県の場合は、鳥

取市が砂丘のスチル写真の活用意向を持っており、製作側と鳥取市とのコンテンツ活用の契約

も行った。その他、鳥取市、倉吉市、鳥取県中部広域連合会がパンフレットを作成のためコン

テンツ活用の契約を行った。その他の支援は、鳥取県アテナロケ支援委員会を県の中に組織し、

市町村の観光課の参画を得て、警備やエキストラの手配等などについて市町村による協力を受

けた。 

（田中） 

タイアップに関して、元々料金の設定の無い施設の無償提供は FC として問題ないが、元々

有償の土地をセット建てる場所として長期で無償提供することはタイアップと同じである。

FC は、金銭授受には関与してはいけないルールがあるので、そのような支援はできない。神

戸では、使わなくなった無料の施設にセットを作るなどの利用方法を提供し、FC として問題

にならないやり方をとっている。 



以前、九州で経費の未払い事件があったが、未払いの件で製作委員会を訴えようとしたとこ

ろ、その中には製作者の名前がなく地元の人の名前しか入っていなかった。結局、市長が泣き

寝入りしてしまった。出す側と受ける側が同じある場合は、そのようなことが起こってしまう。 

 

（委員） 

鳥取県のように行政が予算化するということは、とても大変なことだ。どのように実現した

か分かる範囲で教えていただきたい。 

（朴） 

鳥取県は、コンテンツ活用をするために、PR 事業という位置づけで予算化できたと聞いてい

る。 

（田中） 

ウルトラマンの 40 周年記念の作品の時は、製作が始まる 2 年ほど前からコンテンツ活用の

予定を立てた。その時は、ポスター、チラシなどをそれぞれ別枠で予算化した。ポスターは、

市の観光予算の一部を充て、チラシは別の部署の予算からなど、各課が持っている予算の枠内

で収まるよう工夫した。それぞれは大きな予算ではないが、全部合わせると相当な金額だった。

このように分割することで、誘致活動には直接使えない予算を、結果として観光 PR につなげ

ることを実現できた。鳥取も同じだと思う。 

（朴） 

韓国で CM を出す場合どのくらいの予算が必要か調べたが、アイリスのキム・テヒさんは

15～20 秒 CM への出演料だけで 7,000 万円であった。その他に直接の制作費も必要となる。

地域の CM をただ流すより、人気俳優などが「鳥取に行きましょう」というメッセージを出し

たほうが宣伝効果は高いと思う。それらを考え、鳥取県全域で撮影されトップ俳優が出演する

映像が TV で 2 時間以上にわたって放映され、なおかつ、編集した映像が鳥取の PR に使用で

きるのは CM を制作するより活用範囲は広いという理由もあり、鳥取県としての全面的な支援

が実現した。 

 

（田中） 

アテナの 3,000 万円の例は分かったが、日本にはまだまだ露出していない素晴らしい風景があ

る。そういうところが予算を持っているとは限らない。そこに、光を当てるにはどうしたらいい

のか？ 

韓国人が好むドラマ、日本人が好むドラマ、アメリカ人が好むドラマは違う。その点も考えて

支援しなければ無駄が生じるお金の使い方になると思う。日本の FC の平均予算は、200～300

万である。その中で、支援して下さいと言われても、どれだけ支援できるかだ。FC 自身も、自

治体に話が繋げるFC と繋げないFC がある。そし自治体の繋げないようなケースがあれば、JFC

に通してもらってどこからどのように繋げたらいいか精査してもらってほしい。 

今までの日本の撮影の現状を見ると、スクリーンツーリズム事業という一つの支援方法では、

難しい面もあると思う。ヒットする作品かどうかはやってみないと分からないので、優れた映

画・ドラマに支援して欲しいと思う。その積み重ねが地域のアピールになっていくと思う。 

また、FC をどう支援していいかも考えてほしい。 



（委員） 

自分の地域にも色々な話が来るが、コーディネーターがはっきりしないことがある。確実な作

品、コーディネーターを見極めるにはどうしたらいいか？ 

（朴） 

製作会社の過去の作品を確認し、日本との共同作品があった場合は、撮影した土地の地元の評

価をきいて欲しい。作品がヒットしたかしないかではなく、製作が滞りなく終わり、終わった後

も作品を受け入れて良かったという評価が地元にある製作会社が良いと思う。 

韓国は、制作プロダクションも大きいところはない。加えて、資金的にも苦労しているとこ

ろが多い。 

アイリスのようなケースは稀である。自分たちでコンテンツ著作権や海外配給関係とのやり

とりができたので、それ以上つっこんだことができた。アイリスの場合は、県や製作会社と契

約をして、タイアップの目論見書を交わしてもらい、もし撮影場所で何かあった場合は、製作

会社のほうで現状復帰することなどの条件もきちんと盛り込んだ書類に残すことができた。い

ままでの失敗事例を考えても、書類に残すことは大切である。 

そのように、面倒なこともきちんとしてもらえる製作会社がいいだろう。 

（田中） 

韓国と日本の間に入っている人が持ってくる話について、具体的なことを確認すると実態の

無い話であることもある。そこが問題なのだ。 

（委員） 

日本側のコーディネーターに不安を感じる。 

製作会社と直接協議ができれば良いのだが、韓国の製作会社と直接話ができるわけではない。

良い話だと思って引き受けて、被害を受ける地域が出てこなければ良いと思っている。 

行政から企業に声を掛ける時に、行政の関与も必要であり、責任をもってやっていかなけれ

ばならない。 

（田中） 

JFC の中には、過去約 10 年間のトラブルに関する資料が蓄積されている。興味がある方は、

問い合わせして欲しい。 

撮影に関しては、金銭的な支援が無くても、日本に撮影したい対象があるために撮影に来る

人もいるので、金銭的支援ありきの話は注意すべきである。 

 

 

 


