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はじめに
沖縄は豊かな自然と、
琉球王朝時代から伝わる独自の文化や風習が色濃く残る、
魅力あふれる県で
す。
これまでも映画やテレビドラマをはじめ、多くの映像作品の舞台になりました。
ロケ撮影の受け入れ
は、地域や施設のPRやイメージアップ、賑わい創出や地域活性化につながり、
また施設使用料の発生
により収益事業になるなど、
多くのメリットがあります。
一方で、
実務が多く、
トラブル対策などの課題点も
内包しています。
この冊子にて、
ロケ撮影受け入れの魅力とポイント、課題点を解決するヒント、実務の
参考になる資料をまとめました。
これをきっかけに、
皆さまの撮影誘致がスムーズに行えれば幸いです。

OCVB沖縄フィルムオフィスとは

ロケ受け入れの手引き

一 般 財 団 法 人 沖 縄 観 光コンベンション
ビューローが運営する沖縄県のフィルムコミッ
ションです。
フィルムコミッションとはロケ隊を誘
致し、
ロケ撮影に関する支援を無償で行う非営
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テレビ番組・CM・PV・スチール・その他

企画・
ロケ協力相談・
支援依頼

沖縄県

上映・公開・
PR支援

調整・要請

ロケ支援

上映・公開・
PR支援

一般社団法人
ロケーション
コーディネート協会
おきなわ（FGO）

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄フィルムオフィス

外の撮影は全般を任っております。各関係機関
体的に関わり、
ロケの誘致活動やロケ受け入れ

ロケ支援
協力

調整・支援・協力依頼

自治体

地域住民

警察

消防

民間施設

その他

の強化、
また沖縄で撮影された映像作品を活用し、認知度向上や地域活性化など、沖縄県全体の公
益を目的として活動しています。

ロケーションコーディネート協会おきなわとは
映画･テレビ番組･CM･PVなどロケに関する全ての業務をトータルでサポートする営利の民間団
体です。沖縄フィルムオフィスをはじめとする公的機関と連携し、各種許可申請の手続き、
キャスティン
グ、宿泊･車両･スタッフの手配など撮影に関わるサポートを有償で行います。
また、
ロケ地の環境保
全、
業界の体制強化、
他業界へ向けたPR活動にも取り組んでいます。

ロケ依頼が来た時の問い合わせ先
市町村の自治体や各施設へロケの支援依頼が直接来た際は、一度、沖縄フィルムオフィスもしくはロケーショ
ンコーディネート協会おきなわにご連絡ください。各自治体や地域住民、警察との調整をしながら、スムーズ
に撮影ができるように支援します。

国内の映画・テレビドラマ、
海外のロケ全般

国内のテレビ番組・
CM・PV・スチール・その他

一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄フィルムオフィス

一般社団法人
ロケーションコーディネート協会
おきなわ（FGO）

那覇市小禄1831-1（沖縄産業支援センター２階）
TEL. 098-859-6162 FAX.098-859-6221
E-mail: ﬁlmofﬁce@ocvb.or.jp

那覇市鏡原町23-10
TEL. 098-851-8656 FAX. 098-851-8659
E-mail: info.fgo@gmail.com
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ロケーション撮影とは
ロケーション撮影（通称ロケ）は、
セットやスタジオ

ロケーションコーディネーターとは
ロケーションコーディネートは、
ロケに関わる様々な段取りや提案・アドバイスを有料で行うサービ

での撮影ではなく、町中や建物内などで行う撮影の

スであり、
この業務に従事する人がロケーションコーディネーター（通称ロケコーディネーター）です。

ことです。制作側またはロケコーディネーターは作品の

ロケコーディネーターが行う主な業務は以下の通りです。

イメージや移動時間、制作予算など様々なことを考慮

● ロケ撮影候補地の調査および提案
● ロケ候補地の所有者、
管理者への説明と撮影協力のお願い
● 各種許可申請（道路使用許可、
文化財使用許可、
ほか）の代行
● 撮影スタッフ・車両・撮影機材・食事の手配
● 撮影スケジュールの調整（台風などによる天候判断もあり）
● ロケ撮影の立会い（クレーム対応なども業務範囲）
● ロケ地所有者、
管理者へのアフターフォロー
● その他、
ロケ地データの整理や、
ロケ地の新規開拓

して最適な場所を選びます。一口にロケといっても、映
画、
テレビドラマ、CM、PV、
スチール写真と、作品の種
類や規模によってスタッフの数や撮影時間などは大き
く異なります。
映画の場合…ロケ地の選定は「制作部」が行いま
す。制作部は撮影の準備から終了後のフォローまで担
当する部署でもあり、
ロケ地と制作側をつなぐ窓口で
す。
ロケ隊は通常60〜80人程度。車両は通称「ロケバ
ス」と呼ばれるマイクロバスや、美術・照明機材等のト

ロケコーディネーターなしにはスムーズなロケは行えません。市町村へロケ支援の依頼が来た際は、

ラックなど大型車を含め10台以上になることもあります。

必ずロケコーディネーターがいるかどうかを確認し、
決まっていない場合は、
ロケーションコーディネー

テレビドラマの場合…ロケ隊は40〜50人、車両はロ

ト協会おきなわ（P3）へ相談してください。

ケバスを含め８〜10台程度です。
ロケ隊の責任者はテ
レビ局のプロデューサーですが、残りのスタッフは外部の制作会社に依頼することが多いです。
また、
連続ドラマは放映日が決まっているため、
制作スケジュールがタイトな場合もあります。
CM・PV撮影の場合…CMやPV撮影は、パターン別に何度も撮影するため時間が掛ります。
ロケ隊
は20〜40人、車両はロケバスを含め3〜5台程度です。
また、CMはスポンサーがつくため、守秘義務
が多く情報の取り扱いには注意が必要です。

スタッフ構成と関係図

ロケ
コーディネーターが
サポート

演出
監督
助監督
キャスト
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制作

プロデューサー
ラインプロデューサー
制作主任
（スケジュール管理）
（撮影場所管理）

実際にやりとりのある担
当は主に、"ラインプロ
デューサー"や"制作主
任"となります。映画・ドラ
マ・C M 等でも形 態が
変わりますので、担当が
誰なのか、
その都度ご確
認ください。

技術

撮影
照明・特機
美術
録音

ロケコーディネーター活用のメリット
市町村役場の担当者や施設担当者は、煩雑なロケ受け入れの準備や、時には何ヶ月にも及ぶ撮影につきっ
きりで対応することは非常に困難です。
しかし、県外から来るロケ隊に、地元ならではの注意を促し、地元住民
との間に入る存在は必ず必要です。
その重要な役割を担ってくれるのが、
プロのロケコーディネーターです。
ロ
ケを受け入れる際は、
ロケコーディネーターの力を借りることで、
ロケを成功に導きましょう。

プロならではの
ロケ地提案･ロケハン同行

撮影許可･宿泊･交通などの
事務手続き

ロケコーディネーターは日頃から
ロケ地に関わる情報収集を行っ
ているため、
ロケ依頼の企画意
図に沿った撮影場所を探して
提案してくれます。
ロケハン同行
も行うほか、使用料や交通費な
ど撮影にかかるコストの計算も
行ってくれます。

ロケ地決定後は、土地の持ち主
や撮影施設などから撮影許可
を取るほか、宿泊や移動手段な
ど、煩雑で広範囲に及ぶ事務
作業が発生します。
その全てを
有償で業務として担ってくれる
のがロケコーディネーターです。

分刻みのスケジュール管理

ロケ地へのアフターフォロー

病院や学校、商業施設、一般住
宅など、
ロケ地の本業に影響が
出ないよう、
コーディネーターは
事前に決めた使用時間内にロ
ケが終わるよう、分刻みのスケ
ジュールを仕切ります。

長期間に及ぶ撮影に立会い、
ロ
ケ隊とロケ地提供者（土地所有
者や施設管理者など）が気持ち
よく仕事ができるよう配慮してく
れます。
また、撮影後の清掃や原
状復帰も入念に行い、次回以降
も協力してもらえるよう、提供者
との良好な関係を築きます。
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ロケーション撮影受け入れのメリット
ロケ撮影に協力することは、地域のＰＲや経済効果だけでなく、観光産業の振興や地域の活性化に
つながります。
ロケ受け入れのメリットを地元住民へ伝えることで、撮影に対する理解を深めてもらいま
しょう。

section

1
ロケーション撮影
受け入れの魅力

merit_01

merit_03

merit_05

観光客の増加

大きな経済効果

地域の活性化

今帰仁村の「ハートロック」
と呼ばれるスポットは、航空
会社のＣＭを契機に年間
約80万人（推計）の観光客
が訪れる観光地となりまし
た。予算をかけずに既存の
地形や自然、施設、文化を
生かした観光地を生み出
す事ができます。

沖縄には年間約300団体
のロケ隊が訪れ、約4000
泊の宿泊が生じています。
沖縄市では、
映画『涙そうそ
う』のロケ隊が約２ヶ月間
滞在したことで約5000万
円、映画『天の茶助』の撮
影時には、
ロケ隊約１ヶ月間
の滞在で約3000万円の経
済効果がありました。

ロケは静かな集落が撮影
地になることが多く、30〜
40人のスタッフが1〜2か月
間滞在するため、町が賑や
かになります。今帰仁村では
お年寄りがエキストラでロ
ケに出演することが活力の
源になり、
ロケをした作品の
上映会を開催すると多いに
盛り上がります。久米島町で
は花婿募集のテレビ番組
のロケ地となったことで、数
組の婚姻が成立し島の人
口問題にも良い影響をもた
らし、地域に活気が生まれ
ています。
また、間近に芸能
人を見たり、エキストラで撮
影に参加するなどプロの撮
影現場を体感することで、
子どもたちが広い視野を持
つきっかけとなり、
ロケ誘致
が、
ゆくゆくは地域を担う大
きな力につながっていくこと
が期待できます。

映画やテレビドラマ、
CM、
プロモーションビデオ（PV）などの映像制作において、
作品にリアリティを与えるロケーション撮影は欠かせません。
この章ではロケ受け入れのメリットと沖縄県における成功事例、
地域に及ぼす経済効果を通して、
ロケーション撮影受け入れの魅力をご紹介します。

merit_04

特産物のPR
merit_02

海外へのPR
海外の映画やドラマのロケ
地となることで、
それを見た
海外の方が沖縄に興味を
持つきっかけとなります。恩
納村は、韓国ドラマ「大丈
夫、
愛だ」
と
「女の香り」のロ
ケ地となったことで、韓国か
らの観光客が急増していま
す。
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撮影の打ち上げの席などで
地域の特産物を出演者の
方やスタッフの方にふるまう
と、間接的にメディアで紹
介され、特産物のＰＲにつ
ながることがあります。
ドラマ
「カフーを待ちわびて」の
撮影時に、俳優さんに「今
帰 仁あぐー」をふるまった
ところ、俳優さんが雑誌の
インタビュー記事で美味し
かったものとして取り上げて
くれ、
それ以降「今帰仁あ
ぐー」を買い求める観光客
が増加しました。
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沖縄の成功例① ー今帰仁村観光協会ー

撮影での体験が村の誇りと 子どもたちの教育につながった。
スムーズなロケには地域と
撮影隊の親睦が不可欠
今帰仁村がロケの受け入れを始

教えてもらったんです。
それから「PR

を理解してもらうために、村長や集

した。
スタッフから集落の人へ「撮影

しないともったいない」
と思い始めま

落のおじぃ･おばぁにエキストラで出

が始まって騒がしくなりますが、宜しく

した。
ロケ誘致に関して、最初は集落の

演してもらったり、地元への経済効果

お願いします」という挨拶をしてもら

がどのくらいあったのかを説明し、完

うんです。
どういう人が何をしに来る

持つようになったんです。地方にいて

子どもたちの夢を育む

げられるという点が、
とても良かった
ロケを受け入れることで、村の記

と思います。
次の構想は今帰仁映画村構想。

めたのは、13年程前から。私が30歳

住民に理解してもらうことが大変でし

成作品の撮影上映会を行いました。

のか、話をして親睦を深めることで、

録映像として残りますし、地元のお

で今泊区の区長になって、撮影のオ

た。静かな村に、撮影となるといきな

いろんな工夫をしていくうちに、
だん

地元の警戒心も解けるんですよね。

じぃ･おばぁは役者をやっていると

監督の要望に出来るだけ応えられる

ファーがたくさん来ていることを知っ

り100名近い人がどっと押し寄せて、

だん「自分たちが作品に映って思い

そこからは、撮影がスムーズに進むよ

いう誇りを持つようになりました。
さ

ような、海抜けの赤瓦、海抜けのガ

て驚きました。
そこでロケ隊の人から

心無いスタッフが勝手に敷地に入っ

出になる」、
「弁当や謝金も出る」と

うになりました。

らに、子どもたちも「ハリウッドスター

ジュマルという
「絵」を提供できるよう

「海がきれいで森も豊かで、昔なが

たり、機材搬入時には盆栽を折った

喜ばれるようになりました。

になりたい」、
「国際的な仕事がした

に、民家を移築した映画撮影施設の

らの集落が残っている。
こんな素敵

りしてしまうなど、住民からは激しい

さらにトラブルを防ぐために、撮影

い」
「英会話を習いたい」など、今ま

建設を目指しています。

な場所はない」
と村の魅力を反対に

クレームの嵐でした。
ロケのメリット

前には懇親の場を設けることにしま

でにはなかった広い視野の考えを

Column

トラブル回避のための
アドバイス

JALの CM で起用されたことにより、一大観光スポットと
なった今帰仁村のハートロック

今帰仁城跡にてテレビ番組撮影風景

● ロケ隊・撮影内容の見極めをする。
● 必ずコーディネーターをつけてもらう。
● 支払いは前払い制で。
● 史跡や建物が壊されないよう、最善の注意を。
● 脚本を読み解き、撮影状況を想像する。

トラブルと防止策については
P20〜も掲載

映画「琉神マブヤー THE MOVIE 七つのマブイ」のロ
ケも今帰 仁村で 行われた。©2011 琉神マブヤー THE
MOVIE 製作委員会

今帰仁村で撮影された作品一覧抜粋
映画
『容疑者 室井慎次』
映画
『TAKESHISʼ』
映画
『チェケラッチョ!!』
ドラマ
「本日も晴れ。異常なし〜南の島 駐在所物語〜」
映画
『やぎの冒険』
映画
『てぃだかんかん〜海とサンゴと小さな奇跡〜』
映画
『雷桜』
韓国ドラマ 「女の香り」
映画
『琉神マブヤー THE MOVIE 7つのマブイ』
ドラマ
「謎解きはディナーのあとで スペシャル」

お話を伺った、上間商店
株式会社 上間宏明代表
取締役（今帰仁村観光協
会初代会長）

「事故が起こらないように、地域が困らな
いように、先手を打つことが大切です！」
映画『やぎの冒険』にて、主人公の男の子が川遊びをす
るシーン。©2010「やぎの冒 険」製作委員会
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も、子ども達に広い世界を見せてあ

映画『やぎの冒険』にて、男の子が成長を遂げるラストシ
ーン。 ©2010「やぎの冒 険」製作委員会

（今帰仁観光協会 又吉演事務局長 ）
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沖縄の成功例② ー沖縄市KOZAフィルムオフィスー

映画『天の茶助』を通じて、 街が元気になりました。
年間100件の撮影を担当
沖縄市におけるロケ受け入れの取

がり、沖縄市も観光協会の一組織と

へアピールしてくれたおかげで、1万

して沖縄市KOZAフィルムオフィスを

5000部が短期間でなくなり、
すぐに

立ち上げました。現在は年間100件

増刷。
ロケ地マップを知った旅行会

ほどの案件を受け入れています。

り組みは、沖縄市観光協会発足の

『涙そうそう』では、
コザを中心に

約30年以上前から行っています。古

２ヶ月間ほど撮影が行われました。

になり、主演の松山さんを始め、多く

空きテナントに
活気が生まれた

沖縄市は海に隣接していないため、

の人が行き来して、撮影が終われば

海の撮影では他の市町村との連携

隣の居酒屋で飲んだりご飯を食べ

も不可欠です。
「困ったことがあれ
ば、沖縄フィルムオフィスに相談し、

社さんもロケ地ツアーの商品を作っ

ロケ地は、一見寂しく見える土地

たり、打ち合げパーティをしたり。町が

てくれ、DVDが発売された後も反響

が選ばれることが多く、
そこへ30から

活性化し、みんなが喜んでくれまし

市町村の垣根を超えて対応する」。

が大きかったです。

40人のスタッフが1〜2か月間滞在

た。沖縄市の観光情報誌にも『天の

これが、
ロケ受け入れを通して、沖縄

い作品で言うと『ビート』
（宮本亜門

宿泊や弁当の発注など、沖縄市内

するため、町はとても賑やかになりま

茶助』に出演した大野いとさんを起

県全体が盛り上がる近道ではないで

監督）や『遥かなる甲子園』
（大澤

だけで5000万円近くの経済効果

す。最近では映画『天の茶助』で、
ロ

用させて頂き、映画を超えて、地域の

しょうか。

PRにもつながりました。

豊監督）などがあります。2005年頃

が生まれました。
その後も映画公開

ケ隊が１ヶ月間ほど滞在しました。
メ

の『涙そうそう』の撮影が始まる数年

に合わせてロケ地マップを作成し、

インの撮影場所が一番街だったた

ロケ受け入れ成功の裏には、細か

前に、沖縄フィルムオフィスが立ち上

主演の妻夫木聡さんや監督が各所

め、空きテナントがスタッフの事務所

な配慮の積み重ねがあります。
また、

沖縄市で撮影された作品一覧抜粋
映画
映画
テレビ
映画
映画
映画
映画『涙そうそう』
。主人公の新垣洋太郎の家の撮影のた
めに建てた家

映画『妖怪 KING』
。監督、俳優による映像チェック

『天の茶助』
『ハイサイゾンビ』
「ラフピー」
『南の島のフリムン』
『琉神マブヤー THE MOVIE
七つのマブイ』
『BEAT』

映画
映画
映画
映画
映画

『涙そうそう』
『チェケラッチョ』
『遥かなる甲子園』
『Aサインデイズ』
『妖怪KING』

映画『妖怪 KING』の戦闘シーン

Column

ロケ隊特有の動きを勉強しよう
『天の茶助』で実際の店舗を借りて、シーンに出てくる種
田骨董品店を作り込んでいる様子

映画『妖怪 KING』にて、夜間に雨を降らせているシーン
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映画『妖怪 KING』の特殊メイクチェック中

ロケ隊は通常の旅行者とは、条件や制約が異なります。例えばキャストやス
タッフが移動する際、観光バスだと小回りが利かず、撮影場所に連れて行けな
いことがあります。沖縄市KOZAフィルムオフィスでは、ジャパンフィルムコミッ
ションの講習会を受けて、対応の仕方を学んでいます。ロケ隊特有の動きを勉
強することも大切です。

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会沖縄市 KOZAフィ
ルムオフィスのスタッフの皆さん
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地域に及ぼす経済効果
ロケの受け入れをすることで、市町村には、直接的な効果と
間接的な効果が期待できます。直接的な効果は、
ロケ隊の宿泊
や飲食、車両費、施設使用料などがあげられます。
ロケ隊の人
数は数10人から100人を超えることもあり、昼の弁当代だけで

section

2

も高額になります。間接的な効果は、
ロケ地への関心が高まる
ことで、地元の観光振興につながるという点です。
ロケ地ツアー
が開催されたり、映画やテレビでの露出によって旅行者が増え
たりすることで、地域の宿泊や飲食業への経済効果が期待でき
ます。
また、
ロケ地となることで、地域の人々が自分たちの地元の
魅力に気付くきっかけになります。

経済効果の一例
「女の香り」
（韓国TVドラマ・2011年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約2,040万円
『旅立ちの島唄〜十五の春〜』
（映画・2012年） ・・・・・・・・・・・・・ 約3,450万円

「イタズラなKiss〜Love in Okinawa〜」
（TVドラマ・2013年）・・・・・・・・ 約1,500万円
作品名

「女の香り」
（韓国TVドラマ）

期間

人数 日数
［人] ［日]

車両・移動費
単価
［円]

計
［円]

平成23年
6/1〜4

10

6

8,000

480,000

120,000

840,000

ロケ
本番

平成23年
6/14〜17

71

8

20,000

11,360,000

2,200,000

195,000

¥11,600,000

ロケ
ハン

平成24年
10/10〜11

―

―

ロケ
本番

4/21〜5/15
10/25〜28

―

27

5,000

直接経済効果
「イタズラなKiss
〜Love in
Okinawa〜」
(TVドラマ）

計
［円]

ロケ
ハン

直接経済効果
『旅立ちの島唄
〜十五の春〜』
(映画）

宿泊費
単価
［円]

¥4,000,000

ロケ
ハン

平成25年
1/27〜30

10

3

ロケ
本番

2/20〜28

60

8

直接経済効果

4,000,000

¥279,000

10,000

¥1,500,000

130,000
6,500

1,500,000

¥2,210,000

計
［円]

その他 (※1)
単価
［円]

地域が作品を通して世の中に紹介されることで、
たくさんのメリットがある分、
注意点も数多くあります。第２章では、
ロケ撮影の流れと段階別の確認事項、
過去に起きたトラブル事例と防止策をまとめました。
ロケの流れと注意点を把握することが、
トラブルを未然に防ぎ、
ロケ誘致を成功へ導く第一歩です。

計
［円]

9,137,000

―

¥8,537,000

―

20,000,000

9,000,000

¥20,000,000

¥9,000,000

5,429,000

5,883,000

¥5,429,000

¥5,883,000

80,000
20,000

2,080,000

製作費
単価
［円]

ロケ受け入れの流れと
確認ポイント

1,355,000
¥1,435,000

※1 その他には、食事代や県内人件費などが含まれます。 ※ 人数と日数の微増減により、合計金額と一致しない場合があります。
平成 26 年度フィルムツーリズム推進事業モデル構築測定及び OCVB 調査に基づく

上映・公開後には、
ロケ地ツアーの開催や観光客の増加などの間接的な効果（波及効果）が期待され、
経済効果の約1.5倍の波及効果が見込まれます。撮影後には、作品を使って地元をPRしましょう！
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ロケ受け入れの流れ

1

受け入れのための事前準備
● 使用許可条件の確認や貸出料金などを検討
● ロケ地の紹介データ作成

問い合わせの対応

2

P.16

● 責任者・担当者・連絡先を確認
● 施設側の撮影条件を明示
● 撮影シーンの確認（企画書や台本などを提出してもらう）
● 遵守事項の確認（違反する可能性がある場合は断る）

撮影許可と撮影に関する確認

3

P.15

1

P.17

● ロケ隊の人数・車両台数の確認
● 火気や大音量が発生するかどうかの確認
● 使用許可申請の提出、
料金（電気・水道代等）支払いの確認
● キャンセル時等の事前連絡の徹底

受け入れのための事前準備
ロケ受け入れを行うには、撮影ルールの作成や施設などの使用条件の検討、料金設定などの基盤整
備が肝心です。
ロケ地としての利用頻度を高めるため、施設の写真と仕様を電子データ化するなどの
工夫も欠かせません。
また、
ロケ撮影は交通規制や音、火気の発生など周辺住民に少なからず影響
が出るため、普段からロケ受け入れ担当者と住民の良好な関係性づくりをしておくことも大切です。以
下に、
ロケ受け入れを行う前に確認しておきたい準備をまとめました。

撮影当日

4

● 撮影の立会い
● 撮影時間の厳守
● ロケ隊責任者との調整・連絡・確認
● 清掃・ゴミの片付け、建物・備品の破損等の確認

撮影後

5

14

P.18
ロケ誘致は準備が肝心！

P.19

● ロケ地の清掃、
現状復帰の確認
● クレジット掲載やポスターなどのグッス商品の確認
● 作品の影響が大きい場合は、
観光客の受け入れ体制作り
●PR素材（ポスター、
ちらし等）
を取り寄せ、
地域PRに活用
●成果物の提出確認、
完成映像の確認

ルールの作成

データ作成

ロケ隊とロケ地提供者（土地所有者や施設管理
者など）の間に立ち、
お互いが気持ちよく仕事がで
きるよう配慮します。地域によっては区長さんを通
す必要があったり、状況や手順が違ったりすること
もあります。ルール作成の際は、地元側で協議が必
要な場合もあるので、
注意しましょう。

撮影可能な施設の写真や使用条件を電子データ
で作成しておくと、
ロケ隊への概要説明がスムーズ
です。ホームページにも掲載すると、
さらに利便性
が上がります。
しかし、情報を公開しすぎると、
ロケ
隊が無断で行くことがありますので、HP上には可
能な範囲で掲載しましょう。

料金の設定

撮影のポイント

1日もしくは1時間あたりの使用料金を設定します。
ロケ場所を無償で貸し出す地域もありますが、
どの
ような制度を持つことが、施設や住民にとって一番
良い形になるのか熟考ください。

施設の外観は正面だけでなく、様々な角度から
撮っておきましょう。合わせて周囲の様子がわかる
写真があればベストです。施設内でのロケが可能
なら、
内観も撮影しておくとよいでしょう。
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2

3

問い合わせの対応

撮影許可と撮影に関する確認

ロケ撮影の問い合わせを受けたら、慣れないうちは慌ててしまうかもしれませんが、
まずはしっかり撮

撮影許可を出したら、当日までに確認すべきことは多岐にわたります。映像作品の制作は多くの人や

影内容について確認を行いましょう。
その際、制作責任者と担当者の氏名、連絡先、企画内容や条件

モノ、
お金が動くので、すべてを制作会社まかせにせず、
ロケ地側の対応者として十分なシミュレー

については忘れずに聞きましょう。内容や条件を検討した上で撮影許可を出しますが、出来ないこと

ションを行うことをお勧めします。
以下に撮影前に不可欠な確認事項をまとめました。

や協力が難しいことは、
遠慮せずに伝えておきます。
そうすることでトラブルを未然に防げます。
困ったこ
とがあれば、
すぐに沖縄フィムルオフィスへご連絡ください。

撮影が決まったらするべきこと
電話がきたらどうする？

責任者やコーディネーターの確認

ロケ撮影の最終確認

ロケ撮影の窓口は、
ラインプロデューサーや制作担
当という肩書きの人が行います。
とはいえ、
この業務
は別会社の社員やフリーの制作者が担当している
こともあるので、撮影後も対応が可能な責任者の
氏名や連絡先も合わせて確認しておきましょう。

最終的にロケ地として選定されなかった場合、
キャ
ンセルの連絡が来ないことがあります。当日の混乱
を回避するために、
キャンセル時の連絡は許可条
件に盛り込んでおきましょう。

撮影条件を示す
ロケ撮影に関する施設側の条件は、事前にきちん
と伝えましょう。
「もしかしたら出来るかも…」という
曖昧な回答は厳禁です。迷ったときは保留にして、
施設の管理責任者などに確認してから回答します。

撮影シーンを確認する
ロケ隊から台本や企画書などを取り寄せます。CM
やバラエティ番組はスケジュールがタイトで、撮影イ
メージもイラスト程度です。映画やドラマの台本は
随時変更されるので、内容確認のため、撮影に立ち
会うことをおすすめします。

断ることも時には大切
使用できない場所は、
あらかじめ見学を断るほうが
賢明です。制作会社は、作品のイメージに合うロケ
地を常に探しています。
「見せてくれた」＝「撮影可
能」
と判断されることも少なくありません。気軽に対
応してしまうかもしれませんが、
「実際に撮影ができ
るかどうか確認をした上で、下見を承諾しておりま
す」等をあらかじめ伝えて、撮影が実際に行われた
場合を想定し対応しましょう。
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地元行事のスケジュール確認
撮影と地元行事のスケジュールが重なると、大きな
トラブルになります。清明祭や豊年祭など、地元行
事のスケジュールを確認しておきましょう。

スタッフ・機材・車両の確認
駐車場や床、エレベーターなど養生が必要な場所
を指示するため、撮影当日のロケ隊の人数や大型
機材の有無、
車両台数は必ず確認しましょう。

火気・煙・音の発生
撮影中に火薬や煙を使ったり、音を出したりする場
合は詳細を事前に把握してください。消防署の許
可は制作会社の仕事ですが、
施設側も防災管理者
として管理体制が問われます。
また、周辺地域へ周
知しているかも必ず確認してください。怠るとトラブ
ルの元になります。

電源や水の使用
通常、電源車や散水車を用意するのはロケ隊です
が、施設側で電気・水道の使用を許可する場合は
使用料金について事前に調整しておきましょう。

控え室、
トイレ、
喫煙場所の指定
俳優の控え室を求められる場合がありますが、適当
な部屋がなければ、
その旨をはじめに伝えましょう。
また、一般の利用者に支障が出ないよう、
ロケ隊の
トイレや喫煙場所も指定した方がよいでしょう。

申請書の提出や
使用料等の確認
使用許可申請書は必ず期限までに提出すること、
提出が無い場合は正式に許可しない旨を伝えるよ
うにしてください。使用料の支払いは、現金で前払
いが確実です。時間延長などの追加料金は、撮影
当日の支払いがお勧めです。

近隣・周辺への
告知や周知方法
ロケに際して、制作会社が事前に周辺住民に日程
や内容を周知しますが、混乱を避けるために、必要
最低限の告知しか行わないこともあります。
トラブ
ルやアクシデントが起きやすい屋外での撮影の時
は、周囲への十分な配慮を施設側からロケ隊に依
頼しましょう。

時間延長について
事前に取り決める
ロケ撮影は、施設の貸し出し時間内に終了しない
ことが多々あります。
ロケの前に延長の可否、最大
延長時間、追加料金や条件を決めておくことが大
切です。

建物や備品を
壊してしまったとき
どんなに注意していても、撮影中に建物や備品を
破損してしまうことがあります。
そのために、事前に保
険加入有無の確認が肝心です。損害賠償保険に
加入しているかどうか、加入していない場合は、賠
償方法を書面で提出してもらうなど取り決めを交わ
しておきましょう。

クレジット掲出の確認
撮影が決まった時点で制作側に依頼しておけば、
映
画やテレビドラマの場合、作品のエンドロールなど
にクレジットを掲出してくれます。
しかし、CMやプロ
モーションビデオなどはその性質上、
クレジットの掲
出はありません。
その都度、
確認するようにしましょう。
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4

5

撮影当日

撮影後

ロケ当日は施設運営者として、撮影に立ち会います。
その際、撮影の流れを妨げないよう、十分に気を

受け入れだけで終わらず、作品のPRも積極的に行いましょう。
それによって制作側との信頼関係も構

配りましょう。
また、立ち会いで体験したことが、地域や施設のPRネタになる可能性があります。立ち会

築でき、地域や施設PRに作品を活用することへの協力が得やすくなります。
また、町なかに貼り出され

い時に撮影した写真の利用ルールなどを、事前に制作責任者と決めておくと、
ブログやSNSなどでの

た作品のポスターやチラシを目にするたび、
「自分たちの町や村が映画やドラマの舞台になった」
と

情報発信、
ロケ地マップなどの制作がスムーズに行えます。

地域住民は誇らしく思えます。
地元の人の心の変化が、
ロケ誘致事業への理解を促進します。

ロケ当日スムーズに動くには

撮影の立会い
①音に注意！

ハプニングへの
臨機応変な対応

撮影中は、不要な音が入らないようチャイムやアナ
ウンスなどを止めなければならない場合があります。
また、
撮影に立ち会う時は、
携帯電話の電源は切る
か、
マナーモードにしておきましょう。

事前に取り決めた事項に違反する行為があったと
きは、
すぐにロケ責任者に報告します。
また、
ロケ当
日に想定外の事態が起こることもあるので、状況に
応じて責任者と対応を協議してください。

②立ち位置に注意！

後片付けの確認

撮影中は、
カメラのフレーム内に入らないよう立ち
位置に注意しましょう。

③立ち入り禁止エリアに注意！
撮影場所は関係者以外は立ち入り禁止です。立会
いの人数は、事前にロケ隊へ伝えるとともに、腕章
をつけるなど一目でわかるようにします。

撮影終了後の確認は、
ロケ隊の責任者と行いましょ
う。清掃しているか、忘れ物、器物の破損がないか、
ゴミは片付けたかなどを一緒に確認します。
これを
行うことで、
撮影後のトラブルがぐっと少なくなります。

ロケ終了後は作品のPRを！

ポスラーやチラシなどの提供

肖像権・著作権について

ロケ撮影に協力した作品のポスターやPR用のチラ
シを、公開前に制作会社から取り寄せましょう。社
内や関連施設などに掲示し、作品のPRに協力しま
しょう。

撮影風景を写真やビデオに撮る時は、制作責任者
に事前に許可を得る必要があります。俳優たちに肖
像権があるのは言うまでもなく、俳優がいないときも
勝手に写すことはできません。
また、撮った写真をブ
ログに載せるなど二次利用するときも許可が必要
です。二次利用に関しては、撮影前に書面で許可
を得ておくとよいでしょう。

撮影風景写真の二次利用、
作品の活用について
撮影風景の写真等をHPに掲載する場合やチラ
シ・ポスター等の印刷物を活用する場合は、必ず
事前にプロデューサーなどの制作側の責任者に許
可をとりましょう。撮影後に許諾を得るのは大変困
難です。撮影後には成果物を取り寄せ、
ロケ地とし
て地域がどう映っているかを確認しましょう。

キャストのプライバシーについて
時には撮影中にキャストの方とコミュニケーション
をとることもあるでしょう。
しかし、
その中で得たプラ
イベートな情報を安易にSNS等に流出することは
避け、
肖像権やプライバシーに留意して下さい。

撮影時間の遵守
撮影が時間内に終わらないことも多々ありますが、
予定時間になったら撮影途中でも中止してもらう方
がよいです。時間延長に応じられる場合もあると思
いますが、
それが度重なると、
スタッフの残業など施
設側の負担が増し、
ロケ隊への不信感にもつながり
ます。
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Column

受け入れ
ワンポイントアドバイス
撮影隊の中には遵守事項を守るチーム
と、残念ながらそうではないチームもあ
ります。遵守事項を守らない撮影隊に
対して、注意喚起はできますが、撮影行
為を止めるまでの権限はありません。そ
の際は「一切協力はできない」というこ
とを、はっきり伝えましょう。
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ロケのトラブルと
防止策
ロケ撮影に協力することは、受け入れ側にもメリット
がありますが、安易に受けてしまうと思わぬ事故や問
題が起きることがあります。ここでは、
ロケ撮影に関し
て実際に起こった事例をもとに、注意すべき問題とそ
の防止策についてまとめました。事例を参考に各自
治体で独自の対応ルール作成を検討してください。

Trouble_01

施設、機材、宿泊費の
不払いが生じた
テレビ局の大がかりな撮影があった際、
テレビ局は
制作会社へ支払いを行っていたが、制作会社から
業者へは不払いが起こった。本件は約5年間未解
決。

防止策

ロケ支援依頼書、企画書は必ずもら
い、制作会社やスポンサーなどの社
会的信用を見極める。見極めが困難
な場合は沖縄フィルムオフィスへ相談
を。宿泊費、食事に関しては前払いを
依頼し、事前精算が難しい場合、受け
入れを検討する。
また、支払い方法等
の大事な事項
は必ず書面に
残し保管する。
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Trouble_02

Trouble_04

Trouble_06

エキストラが
途中で帰る

ロケの重複アポ

予想を超える騒音

観光協会と自治体にて連携が取れていなかったため、
両方から同じ施設、同じ時間帯で許可が出ていて、
ロ
ケが2件重なってしまった。

深夜の花火の打ち上げを予定しており、打ち上
げ予定地の近隣住民に伝えてはいたが、予想
範囲を超えた地域からの苦情が舞い込んだ。

苦労して集めたエキストラが、約束の時間内であっ
ても途中で用事が出来たと帰ってしまう、
または来
ないこともある。500人のエキストラを事前に確保
していても、当日集まったのは300人だったというこ
ともあった。

防止策

● エキストラへ食事や交通費を出
すように制作側へ交渉
● スケジュールを随時エキストラへ
連絡
● 長い待ち時間を少しでも楽しんで
もらえるような工夫を行う
● 制作側と相談して俳優さんとの握
手会など、楽しいイベントを最後
に用意

Trouble_03

撮影中の事故の危険性
大型の車両や特殊機械を使用した撮影で、安全へ
の配慮不足で危うく大事故につながるところだった。

防止策

事前に使用機材や、設置場所などを
入念に確認。必ずロケーションコディ
ネーターをつけて、安全第一に撮影を
行う。
また、保険に加入しているかどう
かも事前に確認が必要。

防止策

窓 口の一 本 化を進める。撮 影 依 頼が
あった時点で、沖縄フィルムオフィス、
もし
くはロケーションコーディネート協会おき
なわに連絡し、県内の撮影スケジュール
を確認し、場所や時間が重複していな
いか状況確認をする。
また、県内のスケ
ジュールを把握することで、宿泊施設へ
効率的に斡旋することができる。

防止策

広範囲へアナウンスを促す。考え
られ得る対応策を練るのはもちろ
んのこと、
日頃から地域住民とのコ
ミュニケーションを密にして大きな
クレームにしないことが大切。

Trouble_05

海外撮影隊へは
より細やかな対応を
海外からの撮影隊が長寿をテーマに、取材先のお
じぃ・おばぁに対して早朝の訪問や長時間に及ぶ撮影
を行ったため後日体調を崩してしまった。
また、施設の
一部での撮影許可を出したら施設内全てで撮影がで
きると思われてしまい、計画スケジュールが大幅にずれ
てしまった。

防止策

必ずコーディネーターがついているか確
認し、地元に配慮した撮影を行ってもら
う。海外撮影隊とは慣習や考え方の違
いがあるため、
「YES・NO」をはっきり伝
えることが大切。
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Trouble_07

Trouble_08

Trouble_10

遵守事項が守られない

地域の行事への影響

「歴史的建造物なので壁には絶対に触れないよう
に」
と注意していたにも関わらず、壁を蹴って宙返り
のシーンを撮影し、壁に足跡が残ってしまった。

海岸線での撮影が、清明祭の時期と重なり、撮影ク
ルーの駐車車両によって、海岸近くのお墓へのアク
セスを絶たれ、大きなクレームとなった。

地元住民からの
クレーム

防止策

防止策

撮影時の通行止めがある際、警察から許可書を取得
したり、近隣住民へ事前にアナウンスをしたりしてい
ても、
理解してもらえないケースがある。

防止策

ロケーションコーディネーターや該当
職員が、必ず撮影の立会いを行う。
特に近年、バラエティーや情報番組の
ロケは低予算化が進み、
コーディネー
ターが付けられないケースが多いが、
コーディネーターにできる限り現場に
立ち会ってもらい、事前に事件事故を
防止していくことが大切。

年中行事は必ず把握し、地域住民が
困らないように、様々な側面から対策
を考えておく。本件ではその後、海岸
線の撮影の際は清掃協力費を撮影
クルーから徴収し、地元の区長さんへ
納付。地域へ施設使用料が還元され
るようになると、地域住民の撮影隊へ
の理解も深まった。

Trouble_09

撮影時に通行止めを行う際、本土の
撮影クルーが説明するより、沖縄在住
のロケーションコーディネーターや該当
職員など、地元の顔見知りの人間が説
明することによって安心感を与えられ
る。地元スタッフが、パイプ役になれる
よう努める。
Trouble_11

撮影内容の変更

地域住民と撮影クルーとのトラブル

事前申請のあった使用車両台数と実際の車両台数
が大幅に異なり、確保していた駐車場が間に合わ
ず、近隣の駐車場へ誘導。撮影場所と駐車場をピス
トン輸送し、
時間と労力が増えた。

静かな村へ100人くらいの撮影隊が入り、撮影スタッフがロケ場所探索のため民
家の敷地に侵入したり、機材搬入の際に植栽が壊されたりといったケースがあっ
た。地元を理解していない制作側と、
ロケの受け入れを拒絶する地域住民との衝
突が絶えなかった。

防止策

防止策
トラブルを防ぐには
事前の準備や

入念な事前確認を徹底する。制作サ
イドの責任者もミスをしてしまうことが
あるので、地元の人が困らない様に
先手を打って、柔軟に対応していくこ
とが大切。

相互理解を深められるよう、撮影の前に地域住民と撮影ク
ルー、出演者含めての交流会を用意してもらった。交流会を
通して、人としてのつながりが持てたことでトラブルが減り、地
域住民のエキストラ出演も増えた。撮影後は地域で上映会
を行い、
エキストラ出演をした地域住民も喜んでくれた。

対策が肝心です！

トラブルになる前に、少しでも不安に感じることがありましたら、
お気軽に沖縄フィルムオフィス、
ロケーションコーディネート協会おきなわへ
連絡・相談をしてください。
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トラブル防止のアドバイスををくれた
今帰仁村観光協会 又吉演事務局長
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大人気！
ロケーションフォト
ウエディング

Column
増加する海外ロケ
近年、海外における沖縄の認知度が
向上し、中国や韓国などのアジアから
ヨーロッパまで、世界各国のロケ隊
が沖縄を訪れ、映画やテレビドラマ、
ロケーションフォトウエディングなど、
多彩なジャンルの撮影を行っています。
海外のロケ隊を受け入れるには、言
葉や慣習の違いがありますが、多くの
人に沖縄の魅力を知ってもらう大き
なチャンスです。市町村へ問い合わ
せが来た場合には、沖縄フィルムオ
フィスやロケーションコーディネート
協会おきなわ、沖縄リゾートウェディ
ング協会と連携をとって、ロケ隊を迎
え入れましょう。

近年、沖縄におけるロケーションフォトウエディングが人気を集めています。
青い海と青い空が広がる沖縄はロケーションフォトウエディングには最適な
場所。沖縄にとっても、経済的な効果や観光振興など多大なメリットがある
一方、
課題点も山積みです。

ロケーションフォトウエディングとは
ビーチやフォトジェニックなスポットで、新郎新婦がタキシード･ウエディングドレ
スや琉装を着て、撮影を行うことをロケーションフォトウエディングと呼びます。結
婚式当日やその前後に行うことが多く、結婚式を行わずに記念としてロケーション
フォトウエディングだけを行うカップルも、昨今では増えています。
現在、沖縄には魅力的なロケーションに惹かれて、県内外･国内外から多くの
カップルがロケーションフォトウエディングに訪れています。急増する需要を受けて、
沖縄リゾートウェディング協会(ORWA)が発足し、
ローケションフォトウエディング
に関する相談を受け付けています。

現在の課題点
ロケーションフォトウエディングの撮影場所は
ビーチや海などの自然や、
グスクなどの文化遺産を
背景に行うことが多いため、撮影可能な場所や撮
影禁止区域、撮影許可申請窓口がどこなのかなど
の情報発信や、全体の把握・管理ができていない
のが現状です。
そのため、
ロケ隊が御嶽などの聖域
に勝手に入ったり、民家などの私有地に入って物
品を破損したりといったトラブルが発生しており、
さ
らには挙式中のチャペル敷地に無断で入ってくる
といった事例もあります。
これらの問題を解決するためには、市町村単位
でも撮影許可申請窓口や立ち入り禁止区域を公
表し、遵守事項を設けるなど、沖縄リゾートウェディ
ング協会事務局とも連携して、ルールを整備する
必要があります。
ロケーション撮影を排除するのではなく、環境を
整えることで、撮影事業者やその様子を目にする地
域住民、観光客が気持ちよく祝福できます。
そして、
そのカップルにとって沖縄が一生の思い出の地とな
り、
リピーターとなり、更なる交流につながっていくこ
とでしょう。

沖縄リゾートウェディング協会
カメラマンの資格制度の導入
現状の問題点を解決し、沖縄におけるロケーションフォトウエディ
ングをさらに盛り上げていくために、同協会ではカメラマンの資格
制度を準備中です。撮影場所として希望が多い有名ランドマークな
どの施設の使用交渉は協会が行い、撮影に関するマナーやルール
に関する講習を受けたカメラマンが撮影を行うことで、県民にとって
も利用客にとっても、
より安全で満足度の高いものとなることを期待
しています。
資格制度の詳細やガイドラインは今後、協会公式HPに掲載予定
です。

ロケーションフォトウエディングに関しての
問い合わせ先
一般社団法人沖縄リゾートウェディング協会事務局
（サンネット株式会社内）
浦添市西原5-2-7 TEL. 098-870-0670 FAX.098-870-0671
E-mail: info＠tabi-wedding.com

※事務局は 2 年に1度変わることがあります。
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上／タイのロケ隊による撮影風景
下／オーストラリアのロケ隊による撮影風景

（2015 年 8 月末現在）
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ロケ受け入れチェックリスト
ロケ隊から問い合わせがあったとき
確認内容
1

企画書・撮影シーンの内容・責任者・担当者を確認したか

2

コーディネーターの有無（無い場合は依頼の予定）は確認したか

3

3

依頼先の会社の社会的信用性は確認したか

4

施設使用条件、撮影不可箇所の説明はしたか

5

地元行事のスケジュール確認はしたか

現場で使える
参考資料

1

ロケ隊の人数・車両台数・駐車場の確保はしたか

2

撮影用機材の搬入・搬出ルート・建物の現状回復方法を確認したか

3

道路や火気使用の場合は、警察や消防などへ連絡をしたか

4

周辺住民への事前周知は行っているか

5

出演者・スタッフ控え室・トイレ・喫煙場所の指定はしたか

施設などをロケ地として貸し出す際に、
必要な書類や書式をまとめました。
この資料はあくまでも例であり、
使用する際は各施設の責任の下、
状況や事情に合わせてご利用ください。

6

建物・器物を破損した場合などの弁償方法の確認はしたか

7

協力施設・企業名のクレジット掲載の確認はしたか

8

地元のPRにどれだけ協力するか確認したか

9

電気・水道使用量の調整はしたか

10

申請書の提出や施設使用料は支払いは済んでいるか確認したか

11

時間延長の可否や撮影時間等の調整は行ったか

section

チェック

撮影決定後
確認内容

12

撮影風景を写真で撮ること、
または二次利用の許諾を行ったか

13

ロケ地にて他の撮影やイベントと日程が重なっていないか確認したか

チェック

撮影当日
確認内容
1

担当者はきちんと立ち会っているか

2

撮影の変更がないか確認したか

3

周辺住民への配慮がなされているか

チェック

撮影終了後
確認内容
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1

成果物を取り寄せたか

2

映像を確認し、
ロケ地がどう映っているか確認したか

チェック

現場で使える参考資料 27

ロケ撮影の際の遵守事項（例）

28

使用許可申請書（例）

現場で使える参考資料 29

使用許可通知書（例）

用語集

映画制作に関わる用語
脚本
映画や舞台用に書かれた台本のこと。

プロット
脚本を簡素化し、
あらすじをまとめたもの。

シノプシス
映画やドラマなどのあらすじ。

絵コンテ
シーンの雰囲気や撮影アングルなどを説明しや
すいように描かれたラフ・スケッチ。

クレジット
映像に関わった俳優やスタッフなどのリスト。主
要役職は映画の冒頭に、
その他は作品終了後に
表示されるのが一般的。

キャスティング
配役のこと、
もしくは役柄にふさわしい俳優を選
ぶこと。

制作費
制作にかかった費用の総額。
それに宣伝費と公
開経費を加えた費用を総制作費という。

シナハン
シナリオハンティングの略語。
ライターがシナリオ
を書く前に、舞台になる土地をたずね、
シーンを
構築する場所を見にいくこと。
ロケハンを兼ねる
こともある。

ロケハン
ロケーションハンティングの略語。映画やテレビ
の制作において、
シナリオやイメージに近いロケ
地を探すこと。

スタッフの構成と役割
製作会社
映画を製作する会社で、作品の著作を持つ。

配給会社
全国の劇場で映画を上映するために、映画を配
給する会社。

制作協力会社
（例：撮影機材、車両、モデル等）
製作会社から制作資金を預かり、制作の下請け
をする会社。

プロダクション
製作会社と制作協力会社の両方を含む映像制
作会社の総称。

製作総指揮
（エグゼクティブ・プロデューサー）
企画・立案から、予算管理、スケジュール、出演
者・監督を含めたスタッフをまとめる、映画製作
の全てを取り仕切る人。

プロデューサー
制作、監督ほか全てのスタッフ、俳優を総括し、
映画製作のための資金調達を行う人。

ライン・プロデューサー
プロデューサー資金の出入りを現場で総括する
立場の人。以下、制作担当、制作主任の順に指
揮系統を持つ。

制作部
撮影の準備、進行、始末の全てをまかなう。

制作進行
現場で撮影をスムーズに進める仕事。

演出部

Memo

製作と制作のちがいとは？
製作…企画、立案。スタッフやキャストの人
選、制作資金を集めること。
制作…映画やテレビ番組を実際に作ること。
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監督を中心とし、役者の演技補助や小道具確認
など、演出に関わる全ての仕事をこなす。

宣伝部
公開される映画を多くの人に見てもらうための
様々なプロモーションを行う部署。
チラシやポス
ター等のPRツール取り寄せの連絡窓口にもなる。
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