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シネマ・コンプレックスの展開と地域文化
清
はCめに

水修

二

韓熟蚕鑑賞者脇講縷金蔓の溝費老運動としての意
義について論むる．ギ確執憾は現産進行形で展麗し

嗅懸興行罪に新しい風が吹いている．シネマ・
コンプレックスと呼ばれる興行形態の新機軸が，

ているので葬魎の難難な癒があるが，驚題提起と
しての意練はもちうるものと考えている。

久しく斜醗紀のレッテルを蟻られてきた硬藤興行
界・に活力を吹き込んでいる。それは蟹嚢祭的な動き

i

シネマ・鷹ンプレックスの展罷

だが，わが国でも規鱗緩稽の波に乗って．この種
の形態をとる嚢外の駿1蚕興行資本が逐年全璽的な

轡

展離を見せつつある。

シネマ・篇ンプレックスとは侮か

まずシネ・コンとは一体どういうものかを縫単

シネ・コンは大都甫逓交臨まか弓でなく地方灘南

に紹介しておこう、「シネマ・コンプレックス（マ

にも建設されてきている、そして硬癒館の空露地

ルチプレックスシアターとも養う〉とは．複数の

域に新たなマーケットが麟撮さ控るケースがある

スクll一ンを持ち，チケット藪売窓舞，トイレ，

痩露，羅存の酸霞館との縫で戦礫を生じるケース

売唐，入場舞などを共通化した硬瞬館のことであ

も患ている。単なる業雰内灘の対i腕一いわば大

る。」亙｝とひとまず定義される。

資本の大型店鐵震攻勢に蔑する地元串小業者の反
発・抵統

しかしこのような定義によるとすれば，講本国

にとどまるのであれ。ば，それ，は格磯

内の多数の小規摸硬鱗館がシネ・コンに分類され

§新しい現象とはいえない。一つの経済縫題とし

てしまう。2〜3スク1ナーンで施設を共通飽して

て援えば済むことだろう。しかしそれが一鰻の地

いる駿廼総鶴またくさんあるからである。2スク琴

域経済開題紅とどまらず，地域文鑑の羅題にまで

一ン以上羅緩璽で「シネ・コン方式三をとってい

波及するとなると，事襟まいささか異なってくる。

る硬画館は欝毅年堤在，スクリーン数にして全醗

小論は，目下福島薦で発生している，シネマ・

に5｛距あ量）2！，福島県内にもi3スク1ナーン，ここで

コンプレックス型興行資本の進灘と残存駿：薩館と

検認の対象にする福島フォーラムもその一翼を握

の確執事象を艦上にのせ，こ義を一つの地銭文化

っていることになる。これではシネ・コンを経済

の問題として一いいかえれば文化経済学の角度か

開題として搬う愚昧がなくなってしまう。小論で

ら，綾詳しようとする試みである。

特に賜題1こするのは，瞭写室をも共選化瓢集中化

以下，第i簸ではシネ・コン展講1の現状，およ
び狭霧産業をと弓まく変化の穣溌を素描し，第2

している硬1褻館であぎ｝，かな言）大きな資本力をも

ち雫次に遠べるようなスケール・メ犠アトをフル

節では福島市の鞍懸館「フ孝一ラム」をめぐる事

に発揮しつつ系

態の購造を見る。第3節は文亀における地域擦差

的概念としてのシネ・コンである。

と文化水準という譲煮に懸れ，最後の第準籔で
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霧護露が可能であるような，経済

第i籔に富密集高緯毒のワーナー・マイカル・
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玉露7．i

なる。iつiつの鑑賞空聞は小さいが，いわぼ多

褻ワーナー・マイカル・シネマズ・高岡垂施設

品種少量盤給で需要の纒驚化に対癒するわけであ
る。

さら1こシネ・コンの特後は，大規摸なシ3ッピ
ング・センターの内部，またはそれに隣接して建

入壕券箋鱗

簸

設されることが多いということである、この点に，
シネ・コンが大規摸小売濤舗の田籍規灘1の緩穂と

深くかかわる理由がある。買鞠のついでに躾爽を
箆る，あるいは鍍1蚕を見た帰婁）にシ垂ッピングを

する，という濾費のコンプレックス（複合溝費）

がそこでは演趣される。シ葺ッピング・センター
目体が，単なる蕗品購買空聞として以一紅のレジャ

ー空調的要素をもっているが，そこに映懸鑑賞と
いう娯楽を新たに付撫することによって，「概祭的

ムード涯を一屡盛鞍上げるのである．広大な駐車
場をシ垂ッピング・センターと共霧することで，
観客の足の鷺優性も確保される、

シネ・コンのもうiつの強みは，いうまでもな
受資料1罪難戴釜エンタテインメント雲玉§§3．§．警

くランニング・コストの鐸彗織にある。チケッ卦簸

シネマズの施設平面緩を一鰹として示す3）．電算

売や売店業務がiか藪で鎚遷できるばかゆでなく，

化された入場券売身）場でチケットを購入した観客

観客は入替え麟にし，上硬暗闘を案蔑して最小限

が3賠の広いロビーに入ると，そこには6つのス

の入疑でさばいてしまう。暎写機も集中管理して

クll一ンに逓ヒるドアが設けてあ讐，それぞれ瀦

スタッフを簾約する。ワーナー・マイカル・シネ

々の咬露がかかっている。緩中でA綴．とあるのは

マズ・高緯の場合，萱社貫はマネジャー7人だけ

A疑癒t磁懲盈（観客霧＝麟場）である．入場考の多

で，あとはパート・タイマーとアルバイトである4）。

い作品がある場合には，時聡差をつけて2つのス
タ購一ンで漏特上礫をすることもある。また観客

擁難投資は麩額にのぼるものの，こうした徹底し

数の動きを見て大小の麟場をスイッチすることも

可能にしているのである．

た運営コストの醜滅によって，多贔種少量盤給を

可能である．騒には懲ていないが，駿写室は雛ビ
ーの上蔀（淫曙／にiか所だけ設けられていて，

②

新映画館の蘇生」

6台の駿写機を2〜3入で操作しているのである。

験蚕産業慧長らく斜購産業の典璽のように震わ

観客は売篠で歓鞠や菓子を買って客繧に就き，肘

れ続けて今嚢に至っているが，実は「斜霧繕をか

掛にしつらえたカップ・ホールダーにそれらを置

こってきたのは験画産業全体ではなく，主として

いて，飲食しながら鞍懸鑑賞を楽しむことができ

峡：1璽の興行部跨である。人々は

る。ゲーム・センターも付覆している。

たのではない。咬1蚕館で硬遜を晃なくなったので

湊霞を見なくなっ

多数の作品を購時に上硬して観客の権勢の多様

ある。ところが，長難低落領海にあったその1湊纒

で齢こ応える，というのがこの新しいタイプの1婆錘

興行藻潤が，最1近下げどま辱とな弓，さらに復講

館の最大のセールス・ポイントであることは聳つ

の兆しさえ見せ始めている。

第2麟によれば，B本の礫遜館数は欝欝年代以

までもない。家族連れで訪れてロピーで一豊懸れ，

それぞれ好みの験嚢を見たあとゲーム・センター
で待ち合わせる，といった遊び方がこれ，で可能に

降急激に減少してきたが，鱒年代に入って減少に
逡藍めがかか移，わずかながら増燦に転じている。
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偽年にi，7鍵館の最低を記録したあと，鱗年

る。観客は遊獲地のジェット・コースターに乗っ

i，7葬館，弱年i，7袴館と増撫した。廷入場者数も微

たときのような肉体舞勺な肇彗激を瞭わおうとするの

滅から微増に推移する気翫を覧せている。§畜年が

である．鷹き涯への欲求を満たす見撥物としての

玉穂2，2鱒万人，翌鱒年はi億2，7艇万人で，韓暮万

瞭霞の原点が，そこでは誇大なまでに蕪露に押し

人ふえた（もっと総3年は耳意3，騨72万人で，こ義

患される。駿像の韓激1こすでに叢れきった溝費者

は洋爾の大ヒット俸ゼジュラシック・パータ邊の

をさらなる興奮にいざなうため峯こ，麟場という空1

禦多響だろう〉。瞑遜濃霧の増毒蛾こシネ・コンの登場が

間が必要とされるのである。硬霞文化にとって果

展硬していることは聡違いない。しかし入場者数

たして努ましい現象かどうか疑問があるにせよ，

の増撫が專らその直接麟な結果であるかどうかは

こうしたタイプの硬遜の流行が人々の足を醗1類館

飼ともいえない．艮鐸欝詫まできない毒｛，「睦夷懸館で舞夷

に晦かわせている事実ははっき移している．

懸を見る」麟が，一般に磨くなる傾講が生ま義て

もう三つの要露縁テレビジ葺ン（TV／の穣瑞こ

いるのではないか．そうであろうと推灘される要

求められるだろう。いうまでもなくTVは，麟場

霞を，いくつか考えることができる。

での駿露鑑賞を没落に導いたメディアである。そ

iつは硬薩そのものの内容の変化である。通年
Fかア

の謎録的大ヒッ｝俸のほとんどは洋嚢のS

のTV番緩の質が商業主義によって画一一髭・低俗
化し，大人の鑑賞に醗えるようなものではなくな

クション大俸である。コンピュータ・グラフィ・ン

ってきた。もっとも麟場灘硬懸のTV敏硬の視聴

クスを駆使して現実1こはあ戦えない精景を霧齢虚

率は高いといわれている．しかし，放駿権をフル

した辱，新しい音響システム（6チャンネルのデ

に猛爆しようと繰締返し放硬される講一で乍品を，

ジタノレ式サウンド・トラック盤ドノレビーS食・D／

を驚いて臨場感を醸し饑した弩するそ親ちの馨晶

それもCMで寸籔されながら見せられることに，
視聴者は苛立ちをつのらせているのではなかろう

群は，醗画館の大懸癒で見なければ興趣が半減す

か。レンタノレ・ビデオの流行は，そうしたTV験
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睡にあきた移ない溝費養の欲求に癒えたものであ

条舞を現実の成長に結びつけるiつの方法がシネ

る。

マ・コンプレックスであぎ）．もうiつのあ彗うる
方法が，後述の「鶉横綴合方式葺にほかならない。

駿露館とTVをメディアとして比較してみよう。

駿醸館は，駿像の供給形態は麹灘的だがそこでの
消費の形態は縫合的である。数十人・数吾人の観

！3／シネマ・謎ンプレックスの展聡

客がiつの暗い空間を共；書し，ヂ息をつめて」盈つ

シネ・コンはアメ移力で誕生し．姫鱒年代に入

のスク華一ンにじっと見入るのである。こ耗に薄

ってヨー買ッパ諸国で実績を上げつつ，E覆水にも

しT

、鉦陸してきた。アメリカ麟内1こすでに約i，聯碁スク

Vは，硬像の供給形態はきわめて投会的で，

大部分の番線は全撰ネットで一斎に放醗されるが，

l／一ンを有するAMC社が．欝欝年護舞篠織§に

消費の形態諺蕪だしく鰹溺的である。かつて，T

開業した董3スク1ターンの「AMCキャナルシティ

Vが一家癒攣のかなめの位置にあった時代が存在

ー3シアターズ」は，簾毛・型の典墾的なシネ・コン

した。現在，↑Vはその濾費の燧繁舞盤ゆえに，む

で，ショッピング㌧センター「キャナノレシティ博

しろ一家懸藁を罎害する存雀になっているとすら

多」内に建設されている．§下のところ葦簿本筋大

言えそうである。また，TVは各家庭の駿簡等の

のシネ・コンであるSl。しかし駐本に擁めてシネ
・コンを登場させたのは，ワーナー・マイカル社

多縫的空間に置かれることが多く，椿神を集中し

て鑑賞することには必ずしも遠していなレ㌔TV

であった．ワーナー・マイカルはアメ辱力の大手

の繭を離れて醗醸館に赴くことが，特に核家族に

エンタテインメント企業タイム・ワーナーと§本

とって有意義な余暇活動となる条件はととのって

のマイカル・グループ（ニチイ1が新半で鐡資し

きている。

た会社で，i鱒3年に神楽舞際海老名毒でアスク…／

一ンを畷殺したのを皮燐享）に，3年開で7か瞬

「TV離れ」とヂ硬瞬館の蘇生」が今後の領海的

娼スク琴一ンを展寵した（第i表参蕪）。

な流れ。となるかどうかは予灘のかぎ享〉でない。た

シネ・コンを聾っているのは米系企業だけでは

だ，一度凋落の灘に淀んだ硬露興行雰が，再度浮
上する客観的条件の形威されつつあることは否定

ない。蟹内資本もやや遅れて参入し，愛知察で曾

できないのではなかろうか。そして，その客観的

か所5アスク1ターンを瞬殺した株式会社コ欝ナの場

筆墨表

ワーナー・マイカルの展雛

@

｝

瞬

館

名

iス

座

ク
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§
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購
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十

7
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数
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シネマ・コンプレックス￠〉農翻と地蟻文化

合は，ノマチンコをメインとした綾合施設「コ環ナ

（27難

うしたシネマ・コンプレックスの靉靆を，わが蟹

タウン」との傍設である。株式会社穣竹マルチプ

の駿薩興行秀吟活性姥につながる動きとして高く

レックスシアターズは，第i次・第2次計彊あわ

評籍している。そして新規参入・欝撫競争の促進

せて欝か所3穣｝スク琴一ンの建設を目指している蔭）。

は羅存礫画館の経営体質改善の麟激にもなると指

i鱒5年現在わが蟹のシネ・コン数は26，スク鞍一

摘し，いわばシネ・コンこそが野シネマ活性化の

ンはi85だが，今後，矯難問に急速に註、えていくこ

起爆斉難になるという，全面評極i論を購えている

とが予想さ綻る。まさに駿錘館の新設ラッシュで

のである。

ある。

嚢本でシネ・コンの懸盤な展醗が臨現した背景

2

ゼ福島フォーラム問題まとその構造

について歩罪饗経エンタテインメント墓誌は次のよ

癒

うな事情を挙げている71。第iに，人々の聞に駿

露館捲海の流れが生じていること。第2に，硬嚢

福島市におけるシネ・灘ン建設計画

「福島フォーラム隠題涯の概i略を記そう§｝。」良

館の衰微が続いた結果．全蟹各地の都南部に硬纒1

橿鳥駅毒｝逓弓の百貨店ビプレを．羅｛の北寄りに新

館空誉地帯が多数生み繊され，営業方斜次第で1ま

たに建設される善根雛ショッピング・センター

マーケットの離擁が十分可能紅なっていること。

（施主積寒ハウス／に移転させる詩嚢を，経営者

第3に，建築基準法や溝防法．あるいは都姦計獲
法における規鱗緩穣が行われた結果，設備投資の

のダックシティ

食糧が軽減されたこと。第4に，バブル経済の鱗

ッピング・センターの申にワーナー・マイカノレ凝

壊で地懸が下落し，地代・家賃のコストが大縣に

のアスク辱一ンのシネ・コンを馨1設する予定であ

低下したこと。以上のような諸条件の下で，溝費

ることが瞬時に公表された。

（ニチイ系舞・本社穣白露／が発

表したのが郷年§月葺馨である。そしてそのショ

前達のように，ワーナー・マイカルは欝下わが

者の嗜好や買鞠行動を睦アルに認識し．擾合化・

金運化・麟建艦といったポ琴シーを実践したシネ

匿で最も眠盛1こシネ・コン建設を展1請している企

マ・コンプレックスが，「礫薩館1まもうからない」

業だが，いずれもニチイ系列のマイカル・グルー

という常識を覆して，陰嚢館ビジネスに新風を吹

プが経営するショッピング・センター芋サティま

き込んでいるというわけである。

たはビブレに鎌殺する形態をとっている。翼年§

欝欝年現在で硬懸館がi館もない翻毒が全国に

月にはワーナー・マイカル・シネマズ弘薄が聡業

3盤ある。大鷲が婚万入を超える都市でも6警地域が

とな身），東誌で2番難の進畿対象となったのが機

駿画館をもっておらず，その率には§つの特騨琶

蠹毒である。

（注東区・杉董区・薫舞枢・棲矯窪・足立区・鑑

轟轟毒霧1こは現在，合計7スタ厚一ンの硬函館

戸燐区1が含まれる暮／。こうした地域へのシネ・

が営業している。フ矛一ラムi・2およびフォー

コンの進灘は1湊纒観客大饗のかな琴の純増をもた

ラム3確のほか1こ橿鳥東宝麟場，福臨スカラ痙，

らすだろう．また空襲地域でなくても，シネ・コ

福島東礫があ今，このうち東窯：麟場とスカラ座は

ンの多くは雛市郊外に立地するショッピング・セ

東宝嘉賞館が観難したあとを醜き纒ぐ形で，§3年

ンターとセッ｝で建1設されるため，中・霞至峯の羅存

以来フ亥一ラムが建鞠を御）受けて経営している。

麟錘館とは必ずしも競合しない新しい客膳の縫擁

福島東暎は葉酸の直営館である。したがって叢内

に結びつくと言われている。しかしながら，都講

のアスク縫一ンのうち6スク辱一ンはフ孝一ラム

中心部にシネ・コンが立地する場合もあ弩，そこ

が運駕しているわ酵で．福島毒の綾瀬館イコール

では號存館との穂害の聯立がしばしば表癒化する

編島フォーラムと考えても大週ない。また篠農フ

ことになる。福島薦のケースが，まさにその一麟

ォーラム轡体は．織形フ堆一ラム（魂スク琴一ン）

である．

と盛講フ孝一ラム（3スク鯵一ン）とともに鎌式

通産省のゼシネマ活性化頚究会報告書薄は，こ

会社フォーラム運営委繋会が経営する硬懸館であ
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る。篠島フ方一ラムの現在の従業員数は7，パー
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シアターのiつの漢範璽を作る。客露を思い燐っ

トタイマー5λと十数人のアルバイトとで営業し

て豪華にし，麟場内での飲食を禁窪，上鞍1中の入

ている。その所在地は瞥簸穣簿。建設が予定され

場も蒙比するなど，徹底した誓環境達整備を行な

ている瞥穣懸ショッピング・センターと属一瞬内

ったのである。これが興行雰の大手企業の手にな

るものであった点は淺意すべきである。また87年

となる。彰饅と葬の先達である。

さて，ワーナー・マイカルのシネ・コン7スタ

に露業したシネスイッチ銀座は，醗総会栓ヘラル

辱一ンの進講謙遜は，福島藥詫地銭に大きな波紋

ド・エースおよびフジテレビと興行会娃が一体と

を投ヒ，これに浸対する運動を騨び起こすことに

なったミニシアターで，TVの宣伝力を駆使して

なる．しかも運動を擾っているのが畿蕎：硬鱗館
（ラォーラム1の経営者ばか尋ではなく，醗遜の

が8？年にスタートさせたシャンテ・シネ2館は，

ヒット作を産み鐵していった。業雰最大手の東宝

観客雇がそこに主体的に参撫し，彼らがむしろ主

ミニシアターとはいいながらファッシ欝ン・ビノレ

要な握い手となった霧罠運動に発展しているとこ

内に建設され，総合的レジャー空聡の中に位置づ

ろに，建§すべき特徴がある。「福島フ惟一ラムの

けられている．

ところで一般にゼ名懸痙涯と醇ば義るタイプの

毒：続・発展を支援する会達弁｛7月欝謎毒こ発足し，

計画の編小を訴える｛生民署名は年末までに3五に

駿爾館がある。これ．はここでいうミニシアターと

達した。福島毒の総大纛が28万§千であるから，

は区霧されるべき存在である。齢年代，驚年代に

そのi割を超えたことになる。また福島フォーラ

盛名を離せた名越痙は，低料金で往年の名嚢を若

ムの存続運動に橿鳥察興行環境徳生遜業纏合（硬

者向けに上便する硬懸館であったが，鑑賞環境江

睡館の綴合／が全癒的な支援を行うこととな讐，

は無頓藩で，観客の嗜好の変化にも対癒できず，

さらに全蟹興行蒙境籍生羅業緯合連合会（全興連）

次第に衰還していった．

大高宏雄がスケッチしているミニシアター史は，

も支援を表聡して，開題隷全蟹レベルの意義をも

地蟻的範還を東京に限定しているので，フ㊧一ラ

つに至った。

薦疑運動については最後の節で述べることとし，

ムのような地方穰甫盤ミニシアターの性格づけは

ここではそうした運動を発生せしめた特殊フネー

そこからは必ずしも弱確にならない。なお，大高

ラム的要霞，および問題の構造を換討してみたい。

が，フランスにおけるシネ・コンの展灘毒こ言及し

たあとで，次のようなコメントを記しているのが
（2）

ミニシアター6〉流れ

§を惹く。

ゼ観客のニーズに誓える形でスク婆一ン数を増大

福島フォーラム，あるいは株式会社フ孝一ラム

運営委員会の性格づけをしょうとする隆，欝総年

してゆき，上鞍本数の増簾，作品海容の多様牲を

代に入って翼立つようになったミニシアターの流

招いたフランス硬藏雰。i館を分離してスク鯵一

れから見ていくのが有意義である。大高宏雄の

ン数を増撫させていく方法ではなく，ミニシアタ

「ミニシアター発達愛護欝！によって見てみよう。

ーを繁華街に点在させバラエティに富んだ炸贔群

ミニシアターとは，単館獄一ドショー方式で主

を公醗可能にした薩摩硬懸鼻。／いずれもが，テ

としてアー卦系の作品を上験する小規模硬靉靆の

レビ，ビデオなどの灘連破橡産業の影響を受けて

ことである。その臨矢であ箏かつ今霞においても

瀕死の栽態となった硬遜興行界の新たな方向姓を

代表的な存在なのが岩波ホールである／欝簿年ス

打ちだしたものとして，表裏一体の関係にあると

タート／。総年代に入ってからミニシアターは興行

雪える。ま鐵

この記遠1毅§8§年になされたもので，シネ・コ

雰のムーヴメントにな鱗，超大作の隆盛の裏嚢で
確実に存姦した芸備硬懸・隠題作への観客の欲求

ンが欝本にギ上陸ほし，やがてミニシアターを含

を，ミニシアターが満たしていった。そして毅年

めた鼠菩館との確執が全麩的闇題になるのは，そ

に難業したシネマスクウェアとうきゅうが，ミニ

れから数年至愛ということになる。
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体の縫懸墜にあると指摘されたシネ・コンとミニ

を維持するというシステムが作られていたことは

シアターが，瞬一地銭内で果して共存できるかど

淫目していい．その点で，東京のミニシアターと

うか，それが今§では闘われるに至っているので

は趣きを異にし，また単なる名醗痙とも一線を癒

ある。

していた。それは，鞍懸鑑賞者のマーケットが一
定規摸に達しない地方都毒において，ミニシアタ

1轟

ギフオーラム運動達

ーの存姦を薯能にする唯一の手段だったと考えら

フォーラムは，全馨的にも珍しい「脇溝総合型

れる。

膜錘館諜である。現代表長澤搭二の欝年以上繭の

山影フォーラムが羅存の硬函館や醗総会釜中あ

駿蚕館購懇にそ義は胚臆するが，直接の母体とな
ったのは欝簿年に発足したヂ獣形えいあいれん涯

たいきさつは割愛する。ともかくも礁彫薦のフォ

であった鷲。えいあいれんは幽形1祭硬醸センター

ーラムは霧罠権を獲得し，興行的にも成功を駿め

るいは興行緩合とのさまざまな車欝樂をくぐってき

の瓢友の会藩と位置づけられていた欝。えいあい

た。そして隣漿橿鳥に新たな醗懸館を建設する権

れんは婚82年に多目的事務漸を醐設，繋入ほどが

懇が生まれる。福島フ矛一ラム建設の還納の至つ

床に坐ってi§ミリ硬魑を鑑賞できる一室がギフォ

は，繹贔獲得力の拡大である。鶴総会釜との墜史

ーラム」と名づけられ，月i麟の上鞍会や語らい

的結ぴつきをもたないフォーラムにとっては，チ

の場となった。運営を握った「蓬事涯たちはほと

ェーン館をもつことで多くの搾贔を一定擬闘一と験

んど2春代の青年である。華人から頻まったえいあ

する力を確保することに重要な愚昧があった。年

いれんは灘§名を擁する鑑賞サークルに成長してお

会費至万醗の会員募集方式で資金の一編を調達し，

参，欝83年から独磨の硬面館建設構想を検討し始

緯87年紅篠島フ愛一ラムi・2が完成する。福島

める。

薄霧では鎗館（鎗スク移心ン1馨の硬画館であっ

名懸座タイプの小麟場構想が，やや大きい封切

たが，たまたまその直後に老舗の3館が醗飽し，

館と名酒座館の2館構成の毒・癒となった。ヂ毒民の

さらに3年後1こは騰の2館も閉館する。いずれも

駿靉靆を建設する会達の発起人鰺名がi翼謁万跨

経営者の高齢化，後継者難による廃業である。後

を挺鬱し，さらに玉縫i万需の鐵資金を募る形で
資金調達にと琴かか雛，金激機翼からの綱渡鞍の

者の場合はバブル経済による土地鱈絡の上昇も搾

借入れに漕ぎつけて鐙8塁年にフォーラムi・2の

フォーラムは欝鱒年，趨形に第2の醗露館ヌー

篤している．

完成を見る、元来の設立の趣蜜ま協遜綴合であっ

ベルFレ2を醜業し，欝麗年には福島フォーラ

た．

しかし貰外舞糟を2暮パーセント以下に抑える

ム3・蓬を建設，さらに講述のとおぎ〉閉館となっ

必要性がネックになってそれは懸念せざるを得ず，

ていた2館（東宝難場とスカラ座／を継承する影

財隣法人の設立も資金力不足で不可能であった。

で一構スタートさせた。岩手察盛岡甫でも，紘館中

結縁「株式会縫フ珪一ラム運営委員会3として，

の瑛函館を引き受けて盛緯フォーラムを開館

税食糧をしのぎつつ運営せざるを得ないこと1こな

韓鱒3年／，その後増設して現在3スク1ナーンとな

った。このようにして，全国初の，毒民季作業）の

っている。フ専一ラムはこうして，東誌の県庁勝

駿薩館が誕生したのである。

在地3甫で合計捻スタ謄一ンをもつに至っている。

以上の経緯の裏爾にはドラマチックな麟赫があ
ったが，詳纒については資料を参蒸していただき

3つのフォーラム濁で俸贔を巡麟させることによ
今，作品獲欝力の穏当の強髭も実現した。

地方都南で次々に体廃業に追い込まれていく醗

たい。フ藩一ラムは，駿1癒鑑賞のサ一夕ル運動か

ら生まれた硬藏館であ警，形態縁株式全艦だが趣

函館の，欠落を埋めるような拾蜂でフ矛一ラムは

巻は繍濁組合だと言っていいだろう。そしてスタ

経営を拡大してきた。このことが鞠語っているの

ートの時点ですでに，封切欝一ドショー麟場と名

は，醗露館の抹廃業がマーケットの縮小の結果で

醗塵タイプの藤1場とを｛薄設し，蔚者の籔1益iで後者

は必ずしもないということであ鞍事観客屡の要求
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を掘舜起こし纏織することに成功すれ1ぎ，硬靉靆

う。洋霞の場合のブッキングの系統纒を第3磨と

の営業が十分にペイするだけのマーケットが存在

して掲げた。ハ琴ウッド・メジャーは，ほとんど

するという事実である。

の蟹でマーケット・シェアの過半を有するといわ

フ藩一ラムは会員簿渡をと1ラ，会員参撫の「企

璽会議淫による上映俘贔の選定，月韓の機関紙
「フ堆一ラム・ラヴィ3（福島の場合／での紙墨1交

れる文字遷移のメジャー翫給資本であ郵），夢更P

以下淫社はそれぞれハllウッド・メジャーの嚢本
支柱である。緩で1まメジャー以外の饗本の醍給

会

流，あるいは霞主上鍛金懸の支援等，露民参撫整

栓を大手のインディペンデン卦系とミニシアター

の運営を持続している。霞形えいあいれんのスタ

系とに分けている。
これ毒こ業重し報露の翫給1ま東宝・擾竹・東駿：3桂

イルが，一種の伝統となって受け継がれていると
醤づていいだろう。えいあいれんの蔑約には次の

がほとんどの誓贔を籔っていて，系粥化された興

ような「縫的涯が請われていた。一ギこの会は手

行灘との総でブPック・ブッキング麟と呼ばれる

無妻〉の文化運動を通して優れた文化の普及に務め，

関係を結んでいる。ブロック・ブッキングという
のは，各醗総会鮭が興行：巻灘と一体となって上瞑

地域に根ざした文髭の発展に寄与する。」
葺舞避力ず嚢ち設立した験：甦蜷嚢の膏彗毒ま縁か毒こもある台

作贔のラインナップを決定するシステムであ鞍，

萩潟講のシネ・ウインドがそのiつである睡．シ

上瞬時難が早難に決まるので宣伝や請売獅こ取詣り

ネ・ウインドは欝総年にスタートした薦疑縷饑餓

績みやすい半面，興行織工硬嚢館の裁量が大纒1こ

だが，一定規摸の南陽の存在を条件として歳垂）立

っている単館ミニシアターであ警，フ婁一ラムの

麟鞭され，融通が秘かないという欠点がある。た
とえば郵売れる」作贔だけの興行は許されずギ売

ような地域展鵜を追求する必然鷺ヨを必ずしももっ

れそうもない並作轟もセットで群受1ナざるを得な

ていない、

い，あるいは客建が遠のいても決められた難輝内

一般に，ある地域でいわゆるミニシアターが濤

は墨二綬を打ち溺れない，といった具合である．

らの存在を追求する場合，基本的にはその地域の

洋露の場合は基本的1こはフ馨一・ブッキング

硬露鑑賞マーケットの大きさがその経営形態を規

（簸磯の作品について醗給金被と興行灘が交渉す

定する，と考えられる。ただし，「文化のマーケッ

る／の建繭だが，実燦に1まそうとも誉えない。ハ

ト1というのは決して自然環境のように与件とし

嘆ウッド・メジャーとインディペンデント系から

て存腐しているものではない。新運動涯としての営

醗給される洋錘の興行は，東宝洋瞬系と訟竹・東

業展醗がマーケットそのものを海部から拡大する

急系の2大系轡グループ（図では東宝系からヒュ

作綴をもちうることは，フォーラムの舞が示唆し

ーマックス系までS翼になっているが）の中で，

ているとお讐である。このことについては後にあ

もしくはそれとの鷺係の率で展麗されていく。す
なわち亨翫総会娃とのフl／一・プッキングによっ

らためて纏れる。

て獲得され，た洋画作品は，まずこれら興行大手系
鱒

舞の主力麟場においてそのラインナップ予定が鰹

ゼフ酋一ラムの危機達の構造

さて編轟毒におけるワーナー・マイカル蛙アス

まれ．，全国の醗露蓋麟ま翫給金紬から提供されるラ

クl／一ンの建設計露が，福島フ言一ラムの存立と

インナップ予想に雛って，欝らの．圭1醗番纏を纒成

どのように関わるかを次に見てみよう．ここでは

すること1こなるのである．封

膜函の流通過程．異体的には翫給と興行のしくみ

己の裁量で決定・変更することは，懸磯館には原

を一選計〉踏まえな1ナればならない騰。

購として許されない．その意練でわが蟹の興行雰

贋終講のとお鞍醗甦蟹ま，

燐霞や．L醗難懸を自

は寡占状態にあって，洋懸においても事実上のブ

製作・醍給・興孝学という

3段辮を経て観客の鑑賞に骸される。製作1につい

倉ック・ブッキングが行われていると誉っていい

てはここで絞れ．る必要はなかろう。配給全般と興

だろう。

行者との閤で結ばれる上鞍契約をプッキングとい

一32一

地方，ミニシアター系では專らフ琴一・ブッキ

シネマ・コンプレックスの展雛と地竣文化

第3霞
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麟場ブツキング1洋i鋤

実には配給会社と興鴛会社

醗総会桂

麟

との力麗係で鐸贔1まさまざ

場

まな動き方をする。たとえ

｛ハi腰
や轡

iツ

東

ジ喜鮭

SO蕪Y／Co茎硬難事｝ね

宝

w3獄εr君r醜盤ers

系

方都毒をシェアとする最大

ド12磯纏ox
松

磐

系
系

急

東
系

︑㌔言

映

／

ヒコ．一マックス票

キャが襲ユニケ』鴻ンズτ…
＼、
フランス駿癬娃

東

宝

系

ヘラルド・エース

シネスイ

シネセゾン

デラ・コー試レーション

ッ

チ

セゾン・テアトノレ系

全覆のチェー

ン館の観客動晦をにらみつ
つ，東京指令でラインナッ
プを再編成していくことも
できる。

ところでフ藩一ラムはど

＼

ういう位置におかれている

シアター系

東

アルシネテラン

急

系

か。フォーラムは繭達のと
お鯵妻婁燐難一ドシ壼一圭餐笑

と

を行うと属時にミニシアタ

ケイブルホーグ

ー系の作品も．と便する特異

︑

甦里礫藏

シネマラ

K碁Z綴エンタープライズ

イ

ズ

鶉豆ヨ

アップllンク
ユーロスペース

な硬鱗館である。そこでの
ラインナップは，基本的1こ
は、鉦のような大手系翼の枠

組の中で行われざるを得な
い、興行罫のブロック・ブ

エキプ・ド・シネマ
（資料1

に「礁品獲得力蓬というも
のである。またワーナー・
マイカノレ1ま雫

宙鼈鼈鼈黶｡

コムストック

インナップを緩むことが可
能である、これが，要する

線哲富士
東駿洋藏

実力をもっている。ギ売れ鰯達

を最大罎に壷べた有麟なラ

欝本ヘラルド陰嚢
東

乎の興行企業であ辱，驚給
会魅との縫係で優｛郵こ立つ

鍔、

︑一

インディ
ペンデント系

東宝粟穂

ばワーナー・マイカルは地

ッキング・システムの鱗約

『葵徳経営学講纏嵯硬像簸

の下で動くしかないのであ
ングが行われてお準，麟場灘は綴騨に醗総会縫と

る。したがって次のよつな事態が生じる。全羅鉱

作品ごとの上鞍契約を結ぶ。ただミニシアター系

大雪一ドショー修贔の上鞍難鶏は，興行成績（観

での公縫は大きな醗給叡入を鰯待できないので，

客の入込み執況／をチェックしながら野東京」で

興行灘と宣伝費負掻を分け合う「トップ・オフ」

綿縮せしめられる。フォーラムではそれに合わせ

と呼ばれる方式をとることが多い欝。

てスケジューノレを緩まざるをイ響ないので，

なお，興行者並鞍懸館は，売上（入場料駁入〉

メジャ

ーな作品のま1駿は庭藤（数週闘蔚／にならないと

の中から駿画料（フィルム料！を支払うことにな

莫弩欝を決めること力寸できない。

るが，これ。は総〜7馨ノぐ一セントの歩合麟である。

わばロードショー作暴の合闘を縫ってミニシアタ

どの作贔をどこでど義だけの難問．麺失するかは，

ー黒作贔の上醗や難三主企露＿と駿を行うわ1ナだが，

以上のような縫係の中で決まっていく。しかし現

このように番繕編成が上意下達で流動的な蔽1溌に

一33一

フォーラムは，
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第8巻

第3号

i鱒7．i

えるような大ヒット俸贔は年にi，2本というと

置かれている中で，単独館主硬難晶のフィルムを
確保するためにかな鯵苦労しなければならないの

ころで，正月または§月の連俳：にセットされるの

である。

が鴬である。飽方で単館窟一ドショー系作品の観
客は拡大窟一ドシ薄一作品に比べてi籍，場合に

フォーラムは，拡大P一ドシ葺一作品によって
得た駁益で，独立採算の毘込めないミニシアター

よっては2梅少ない数字である。これでも上険難

系ないし名錘座系作贔の上暖を薄能1こするという

瞬の短いことを考えれば健麗していると言うべき

挫特の方法をとっている。これはあたかも，簸毯

かもしれない．簸島のような小さいマーケットで

鉄が，大老轟講の遠離電事や新幹線で上げた稽益を

は一k硬靉靆を延長して観客増を待つのも鱗スクが

地方η一カル線の毒手補糧に充てた方式に類似し

大きい。いずれにせよ鉱大鷺一ドショー俸品のヒ

ている．かつてはこれを内灘補助方式と呼んでい

ット豊本は，

た。そこでわれわれは，フォーラムのとっている

行取入を生むわけである．

ミニシアター系ぞ乍品の数十本分の興

「内部補麟方式三は，いうまでもなく影黒字藻鷺涯

一種のシステムをゼ1瑛麟館経営における海藻補勤

方式豊と呼んでおこう．この野内蕪補勤方式まの

の存在があって初めて成立する．しかしながら，

実態を，福農フ惟一ラムの観客動費実績によって

ノ、1｝ウッド・メジヤ心力寸霞玉給する大作ですら必ず

少し覧てみよう。

しも興行上の大きな駁益をもたらすとは隈らない。

というよ｝），いかなる大作・議題鮮であっても大

第2表は，欝蟹年稔鴛から弱年3弩までの難簡
に福島フ孟一ラムで上鞍された醗麟のうちのいく

半は，麟場上鞍段購では製作・宣伝費をまかなう

つかを，措大P一ドシ雪一1乍贔と単館質一ドシ3

程慶の稀益も上げられないとすら言われている。

一（ミニシアター系）作最とに分けて掲げ，それ

製馨灘も，麟場上鞍だけで収支を合わせることは

ぞれの上瑛難賜と入場者数を示したものである。
拡大聡一ドショ一作贔でも観客動員数1こかなを）

最擁から考えていない．麟場公総の後に，ビデオ
化やT V披綾の駿入が糠わり，それでようやく秘

難凸のあることが分かるだろう。総計i万人を趨

益を生むかどうかという議になる。したがって映1

嚢館に大きな黒字要馨をもたら
第2表

す俸贔隷，年懸を通してもそう

福島フ瞳一ラム誓…品辮入場：者数案綾
名品作

多くはない。だからこそ作品獲

イプ
ィ
アトン
橋ノ御覧淋軽震礎スフダ学マブ鵜ゴ
セ

つのである。拡大ロードシ3一
系作品のヒット俸をワーナー・
マイカルに持って行かれた場合，

フォーラムがミニシアター系の
｛乍贔を真1っ先に燐らざるを得な
くなるのは縁とんど燕墾である。

瞬一地域内で2つの礫靉靆が

2

麺欝欝6鷺587欝

ア

舷大鷺ードショ⁝舞贔

得力の大小が決定的な意練をも

﹁む
丹♂
8
2
8
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轟︾
盈∠
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一む蓬

圭⊥ i
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i

7
蓼

璽

8
轟

単館・ードショ⁝稚贔

珪4§圭§22222

i

一3謹一

差ユ

玉

〔資料・／フ婁一ラム運嚢委翼全優横

疑む作醸を講時に上磯すること

を夢2館ど鯵」という。ワーナ

一・マイカルとフォーラムが
ゼ2館ど鞍達によって競争する
ことは，福島県誌の小さいマー
ケットを奪い合うことにな準，

配給会社にとっての不穏益につ
なが聯うる。仮に観客がそれ，で

（275葺

シネマ・コンプレックスの展罷と地蟻文焦

多少ふえたとしても，フィルムを2本溺意するこ

な一ヒ鍍：は，もちろんヂ興行まではなく，いわば醗

とに鐸うコスト塔があるからである。いずれにせ

醸産業の埒外で行われているものである、貴重な

よ，作1品獲得力において窪綴的に優るワーナー・

上鍍活動と言うことはできても，ヂ格差淫を問題に

マイカルの繭で，橿轟フ孝一ラムの「内部補勤方

する隊には，惰常的な興行を業とする瑛薩館i鐘

式」は存立紛基盤を完全に失うことになるだろう。

と比べてもそのウエイトは格段に小さいと言わな

ヂ福島フ零一ラムの危機蓬とは，このような構造

ければならない。

第3表に都道驚察雛の硬靉靆数の上位・下位そ

から生じている事態である．

れぞれ5縫まで，および福島漿の数字を掲げた。

3

験醤文化における地域格差の問題

館数で最大騰倍の差があ幸う，i館当妻）の入場者数

でみても最大の東京都と最小の島根察との翼で約

繊

7、5倍の格差が存在する。鑑蟹察とでは蓬．3焙の差

文化と地域格差

一般に「格差猛が問題となる場合，そこには質

である。（ちなみに，福轟察のi館当ぎ｝入場者数が

的な遜一性が麟提されていなけれ．ばならない。質

鰹外的に少ない部類嘉こ薦することがこの表からわ

的に異なるものの闘で格差盤量的差異を講ずるこ

かる．／入籍密度の大きい都瑠では硬遜館へのアタ

とは，そもそも出来ないからである。そしてギ文

セスが容易であ蓄｝，また盛ぎ｝場に多数の綾画館が

化まは，その質的な差異竺蟹有性を重んじる傾き

存在しているので「集積の補益まの大きいことが

がと今わけ強い領球だろう．ド地域文化の露育雛彗

推灘され，るが，それにしてもi館当量｝入場者の格

は，東京一極集中へのアンチ・テーゼとして特に

差は大きい。

強調され．るもののiつである。そ義萌え，文鑑の

繁3表

灘齢蒙溺瑛靉靆及び入場者数

地域格差を講ずることには積重でなければならな

（夏鱒3．玉i〜圭鱒遵．i麟
数薦癬駿

い。

鑓墓簸蔽

集率度はかな今高いものと思われるご地方§治体

瞬

が製俘費を提供して硬薩1が作1られるといったケー

難き盤綴π玉Ri

擁桑麻緊緊

硬懸の穎銭では，資本，とりわけ製俸の麹機的

奈棄愛大神篠

スがないわけではないが，残念ながら今のところ

義とは檬1縷を異にする。ギ誰の手でどのような麟1睡1

がつくられるか」という文化の質の問題が，今痩

賞貸欝欝曇肇

にお1ナる文化の問題舞，おのずから製馨…段贈のそ

33

品が一豊ぞ乍られてしまえば，それを鑑賞する靉靆

緊繋累桑繋累井農難板取賀難豪商島島佐

に与える影響は験討に慰する．しかしながら，窪

桑島福

まだ稀である董7｝。こうした献1況毒確実麟の内容漏質

は「舞られた鞍懸をどれだけ晃られ，る力彗という

鑑賞の量の翼題に転化するわけである。この段階

（資料1匡特定サービス産業実態調奮韓吉書書から蜂或

で，r格差誰ということが意識されざるを得ないこ

次に，講じように都道癈棄響彗に，．L醗された駿

藤の本数を髭較してみよう（第4表／。上酸された

とになる。

硬癒鑑賞における地域格差の実情を示すデータ

｛乍贔の，重複分を除いた維婦数はこの表からはわ

として最も手つとゆ早いのは醗1懸館の分薦である。

からないが，亙館墨継の上縫本数からその一蟻を

もっとも，硬1錘藝ま硬：廼1館でなくとも見ることがで

うかがうことはできるだろう。

2笹羨後の賂差が

きる。公民館や学校，文化センター等の公共施設

ある．なお，ここには患てこないが，沖縄票は

での上硬が，現に醗錘館のない地域でもしばしば

2§館をもち，工館当務の上験本数は鱒7本と群を抜

行われている．が，そのような場霧での葬馨常的

いている。
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ことには格聡のコストを余分に必要としないが，
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漿票集票票

3

察

3

島蕪

︷

京坂知庫麹東大愛奥禅

議癒県梁察

クセスする窪には高いコスト負握を強いられる。

自覚さオ生ない分だ1ナー屡深く，

大きいと

︸

i

震うべきではなかろうか脅
（資料！第3褒に瞬じ

礫露館のような，かな讐の蔑模の投資とランニ
ング・コストを要する文化施設が存続するために

駿灘館数および上硬俸贔数における地機格差は，
駿麺茎鑑賞のコストにおける地球格差1こつながる。

は，

直接的なコストは硬画館にアクセスする交通費で

ればならない。そして，地域の入舞と所得の大き

「文化を支える経済力淫が地機に存在しなけ

あ婁），失われる時幾のコストがそこに換わる．T

さがと肇あえずそのベースとなることは醐違いな

Vとビデオの普及はこうした地銭格差を解濾した
かのように見えるが，それらが麟場における酸画

い。しかし大饗と勝得だけがすべてではない．人
々がいったい璽麺分所得のうちのどれだけをゼ文

鑑賞1こ代わ言）うるものでないことは先に述べた。

化1に振摩輝ナるか，それが第2の規定要獲であ

ところでこのような愚昧での格差隷，さしあた

る。地域往昆がド文建」に支払う所得の穰対的大

って醗懸の中身を獲：外視して專らr駿遜の量」の

きさ，これを経済的な意錬での地域の文化水準と

みを欝1題毒こしたものである。実蕃祭にはこの「量の

臨んでもいいだろう、

差」がヂ質の差葺につながる。すなわち，鑑賞コ

文化経済学の講者が強調するとお弩，文化1こお

ストの高さが．鑑賞できる作贔の種類を鰻定する

いてはその「享受能力雌の纒養が重要な意義を有

という関｛系が生じるのである。いわ懸るミニシア

する麟。文鑑の領域では，衣食住一般のような欲

ター方式は，興行における「差響彗化」の一形態で，

求の普遍鮭を自瞬のものとして想定できない。欲

アート系作轟に特慰することと設備等の鑑賞環境

求とは，実は享受能力の磯名であ鱗．それは秘め

をグレード・アップすることで，ある種の客屡を

から存在するものではなく亨発達せしめられる性

畷撰するのがミエシアターの成功の要件であろう。

格のものである。そして欲求＝享受能力の発達こ

しかし，そうした差麗化・特化が鞍懸館の経営的

そが，文化の露場雛振の推進力になる。

成功に結びつくためには，マーケッ卦を分割して

地方にミニシアター的な存在がない場合，人々

もなお鱗鍵の駿痙館を維持するに足るほどの，一

はそこで上醗されているような難晶群に鱗れる機

定以．しの摩みがマーケットにそなわっていな1ナれ

会を与えられず，そうした硬懸に僻する欲求を糞

ばならない。つま鞍一般シアターとミニシアター

覚することすらないままに終わってしまう駕籠牲

とのヂ棲み分け盛は，毒場規模のある最低銀の大

が大である。一見すると，TVやビデオの普及で

きさを必要条件とする。農樋部はもちろんのこと

硬遜鑑賞があら跨る地球で容易になったように思

地方綴毒においても，ミニシアターの存続が瞬難

えるために，なおさらそうした欲求の無麹覚は薫

なのはそのためである。したがって駿靉靆をもつ

じやすいと震うべきかもしれない．

地方翻享韓こ暦住する往戻は，ギ瑛麟にアクセスする」
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（2）縮差から颪一能へ

いくならば，やがてそうした種類の酸護は企錘1こ

駿靉靆の空露地域にシネマ・コンプレックスが

圭．ることさえなくな弓，安定した興行成績の見込

建設される場合，それが駿癒鑑賞における地域格

めるシ琴一ズ駿1ばか弩が纒を秘かせる硬醸軟混が

差の緩報に貢献することは疑いを容れな雛。しか

ますます支翫的になっていくに権違ない。これは

しながら絶秀，地方灘斎でのシネ・コンの展露が

羅際的に進行する「硬露文化の醒一化窪の遵にほ

上硬｛乍贔の癒一化を｛達すであろうことも，先妻こ見

かならない。興行雰の醸一化が，醗露製作の懸一

たシネ・コンの経営実態から容易に予想さ義るこ

化にまで波及していくのである。

とである。そして，霞本における興行上の成功作

硬廼郵こお1ナるグローバライゼイシ葺ンがこのよ

は，大部分が洋醸，それもハ琴ウッドの大稚群で

うな形で進展していくとすると，シネ・コンの紘

占められているという現実がある．こうした状況

大が観客数の減少に麟産めをかけるという事態も，

の進展が，翼本グ）硬醸製修のあ鯵方にどう作駕す

手放しで謬慰することはできなくなる．製俸され

るか，次に考えるべき事構はそれである、

た硬藪へのアクセスの面では量的な「諸差」の克

饗本1湊藤の黄金時代は欝欝年代と言わ義ている。

膿が遼求されなければならないが，製作さ義る作

年瞬製作本数や観客動員数にお雛てピークをなし

品の羅有権や多様姓の喪失は，文化そのものの質

たばか醤）でなく，そうした広い裾野の上に黒澤聡

的な変化を表すものであ今，

や小津安二躯らの都懸の最i姦縫がそびえ立った。

的な欝重題である。

その後，フランスで始まったヌーヴェル・ヴァー
グの流れを汲んだ新しい動きや，ベテラン監督に

「格差ま以薦の根本

「篠島フ㊧一ラムの竜機運は東麓の一地方鄭窃で

生じている小事縫にすぎないとはいえ，そこで闘

よる単発的な名葎の登場はあったものの，基本的

われている事麺の盤質はこのようにグ欝一バルな

にはTVの隆盛1こ押しまくられ．る形で日本硬蓼墾茎ま

要素を含んでいる。翼本の硬露が，文髭にとって

退潮の遵をたどった。

の生命ともいえる露有盤・多様姓を保持していけ

峡懸絃総合芸備であるとともに（あるいはそれ．
以．とに）大衆娯楽である。近年琶額の配給暇人を

るかどうかを占う一騎の実験が，繰鞍広げられて
いると叢ってもいいのである。

もたらしているハ移ウッドの大維は，主としてそ
の大衆娯楽健を徹蓬甕的1こ追求した作品で，

アメ1ナ

4

消費者運動と映画館

カ轡轟での興行的絞功がそのまま総本蟹内での舞
品2Rの材料として使われる（「全栄ナンバーiの

螢

経営摩擦と消費者動向

大ヒット」といった舞蒙れ込み〉。アメ1ナカ無実爽のエ

都薦における幸心南街地の空頼化が縄題にされ

ンタテインメント産業としての暦の厚さ，あるい

褪めて久しい。大鷹法（大規摸小売店譲法／の改

は人的資源と鼓衛の集積は厘麗的なものがあ琴，

豆による鐵店規舗の緩秘が，このところその動き

§本のみならずヨー欝ッパ諸蟹の襲遜雰をも覆い

に拍車をかけている。売今場面積3，馨書癖（大難霧で

尽くしつつあるといわれる．そしてそれは，興行

飢ま6，§§暮〉

平方メートノレ以ま二の第i種大型癖の出髪堅

形態としてのシネ・コンの普及と表裏一舞1となっ

牢講件数1灘囎9年の332件から鱒年の8綴件へと急

て進んでいる現象といっても闘違いではないだろ

増し，溝じく5（擁平方メートノレ以』ヒの第2種凄藷で

う。

1誕§2件から？86件へとふえている。大鷹法を改産

アメ移力礫露が轡海霧場を諸巻するなかで，大

して，規鱗対象唐籠を護憲し，手続きにおいても

衆娯楽性の小さい曖懸や資金の乏しい醗麟製礁の

簡素化・迂遠化したことが事態の背景にある。大

存廃の余地1ま，わが羅で1まいよいよ狭められてい

壁小売癖慧蠢動車交運上の穂硬健の高い翻薦外縁

かざるを得ない。製作はされても興行の見通しが

部に立地することが多いから，薙外縁住の買物客

立たないまま「お蔵入｝）」となる馨…品すらあ拳得

の流れ．絃中心南街地を選け，また中老・に這い顧客

ないとはいえない。そのような事態が度重なって

までもが目家矯率で難解に流撰する。さらに中心
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帝街地に大聖濤が灘業する場合には，地元中小小

ラムという硬画館麹体が「運動」の串から生まれ，

売震は蓋接的に藤客を奪われることになる．

「運動涯として運営され，発展してきたからである。

福島毒でも中心薦街地の空溺化隷深灘である。

大規模な外離資本の進濃に対して溝費考が緩織を

縫来は，駐車場の不足が顧客の流出の主要馨のi

もって対銃するという稀有な駿溌は，そうした歴

つであると考えられ，その整備が課題とされてき

史的土台がなければ決して生まれなかっただろう。

た。近年は薦街地内部の駐車場の整備が目に見え

シネ・コンの進鐵が地壊の號存館との聡で摩擦

てすすんできたが，それが実は，櫛の歳が欠ける

・紛争を生ヒる事樋は各地で覧られる。代表的な

ように中小醗篠が廃業して空榮地が生1じた結果で

事鱗を弘繭と橿緯について晃よう餅。

鍛§3年聾月末，弘麟毒1こワーナー・マイカル

もあるというのである。経営者が後継者難から
夢当代かぎ妻君と将来を見猿るケースがふえてい

繕スタ酵一ン／の建設詩嚢が公表された．直ち

る。またせっかく後継者がいても，農替蓋の結婚

に弘繭硬薩興行協会から青森漂興行環境籍生繕業

難工嫁不足が広がっているとも言われている、こ

組合（環翼綴合〉に反薄篠糖がなされ，岡羅合も

のようにただでさえ士気の低下の著しい毒街地小

建設反婦淡議を行なった。綴合は票環境衛杢営業

売癒の経営に，規麟緩秘政策が追い討ちをかけて

捲導センターに支援を要請しつつワーナー・マイ

いる恰好である。騏麟を幸心とした繭癒街の経営

カル柱と交渉を重ねる。その潤i鉱鋳撫長に建築確

者たちは，この深麟な事態を打離する方途をさぐ

認猶予の嘆顯を行うなどの行動がとられた。しか

っている。

し交渉は双方の主張が平行線のまま新鯵合わず，

空溺化対策を講じる藻に，鍵を握るのは溝費者

蟹年§月，環瞬緩合が進鐵を容認する形で淡着し

の動向である．大聖小売籍講の鐡1吉驚題がもち上

た．形式、とは分野調整法（串小企業の事業活動の

がると，多くの場合，当該地球の溝費者は準率薦

機会の確保のための大企業の事業活動の調整に麗

唐を支援する騰には立たない。生活協瞬総合が大

する法律／第4条による自主的解決ということに

資本の欝唐にクレームをつけることはあっても，

なっている．その後，2年の隠に，霧内の灘｝存硬

その生協露体が郊外に大規摸唐を展麗している，煮

醗露S館が趨次いで廃業した。

で，空漏化梶進要獲のiつを作っているといって
いい。ところが福島フォーラムの存続をめぐって

地方福瞬講では§4年毘舞に，アメllカのA擁C
桂が欝スク瞬一ンの特大シネ・コンを建設する計

は，通常の大焼模外離資本の進崖のケースとはい

薩を発表した。地元興行雰はこれに対航して，醗

ささか異なる事態が生1じている。蔚違のように，

給会社にA蟹e癖けフィルム醍給の停止を要請す

毒民運動罵濾費者運藪1が起こっているのである。

ることまで験討したカ｛，織筋垂統しきれ．ずに曇6年唾

硬鱗の観客を「溝費者まと趨定することに鰐し

月，

AMCの離業を逓えることとなる。橿1轟では

ては，地域文化論あるいはまちづく鞍論の観点か

しかし，弘羨とは違ってほかに新幾の麗館なども

ら異1論があるかもしれない。が，経済的カテゴ鯵

燦わ鱗，また賎菩館の1｝ニューアルが行われる等

イとしてはやは聡褻灘というサービス産業におけ

の波及交き果があったとされている。

る溝費者には違いない。演麟活動を窪ら展鬱する

恐らくは露場の大きさに規定さ義て，爾都薦で

ような能動的な文化のあ塗方に比べると，ゼ鑑賞達

の成彰）行きは異なっているが，いずれのケースに

という行為は多分に受動的であ券，誓溝費老醜で

おいても，シネ・コンの進灘に蝉嫁したのは興行

ある。また，緯じく鑑賞を§的にしていても，演

主だちであった。濾費者二観客は一燐そこに登場

麟鑑賞会のような大がか鞭な綴織を動かす文化運

してこない。そしていずれの事纒でも結縁，シネ

動と比較したとき，暖薩鑑賞が住民の主体的行動

・コンの進鐵に振鼓しきれず書畢し切られた選莚藤も，

要するにその点に求められるべきだろう。当該地

に依擬する要素に乏しいことは否定できない。

それにもかかわらず，福島フォーラム露題で甫
戻運動が未曽有の展麗を見せているのは，フォー

域の溝費考にとっては，

ダ疑存醗嚢館の危機感は

しょせん「霞分たちの危機涯ではなかったのであ
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のは，シネ・コンの拡大が，長鰯衰退傾醸こある

る。

駿画鑑賞のマーケットに活気を与えてきたという

篠島毒におζナるフ漆一ラム支援の薦疑運動1ま，

シネ・コン進懲に薄して観客が繰織的に立ち．鉦が

実績を有するからである。

つた全1国務の事縄である鰺。そしてまた，大手の

しかしな」がらこれらの講者1こは，シネ・コンの

外部資本の進出に薄航して溝費者が運動を構築す

聡設が地球の文銘環境，ひいては察蟹の硬懸産業

るという，珍しい事件でもある。規麟緩穣と大型

を大きく変えていく可能難をはらんでいるという

店展翻の蒲で半ば無気力に臨っている中小企業雰

「構造的問題」が，認識されていない。それはあ

に，新しい発想へのヒントを与える事擁でもあ鱗

たかも，羅鉄の分割疑當化が鉄道輸送サービスの
海上と」裂各社の経営の改善をもたらした綴藩だ

うるだろう．

けを見て，それが半面で蟹鉄清算事業懇の膨大な

②

債務と多くの毒手君一カル線の廃箆という代懸を，

規鱗緩穣と地域文化

小売業1こついては人疲法の適稽があるが，硬露

館を含むサービス業に関しては分野調整法が適婿

国民に支払わせている事実に目をつぶるようなも
のである。

地球経済の問題江ついてあえて言えば，フォー

になる．分野調整法は，小売業を除く業種におい
て，中小企業の営業に悪影響を与える恐れのある

ラムのような硬露館が地方裁斎に存蕊することの

大企業の事業展購こっき，審議会の意見を聞いて

経済効果を，次のように考えることも可能である。

主務大疑が勧省を行うという趣濤のものである。

東京の岩濃ホーノレや渋谷シャンテといったミニシ

この分野講整法による一定の進畿規麟の存莚を，

アターまで験懸を見に鑛かければ，福島なら往復

たとえば衰購一霞舞ま，具体的にシネ・コンの事携

蔦，韓§溺の交通費がかかる。東京のミニシアター

を挙げつつ，規舗緩穣の政策1こ駁するものとして

でしか上鞍されないような醗懸を飯に勝人が福島

論難している．

フ藩一ラムで鑑賞したとすると，総馨万鍔のコスト

「一一ある地嫉ξ編1轟諜夢を撫す一弓1溺考3での複

籔約が実現することになる。そのような醗嚢を年

合麟：懸館の進趨を難む褻豊確には，離もうとした

に臆本上醸すれば合計i憶§，§総万懇の簿約とな鞍，

一瞬璽者！ケースが現実にあった。こうした事擁

篠島の地域経済は購買力の流産をそれだけ免れた

でも，鞍懸産業というサービス業の分野において，

計算になる。しかもこれは時聡コス卦を全く考え

せっかくの銀鱈からの投資活動がふいにされると

ない場合の話である。もちろんこれは仮想の計算

いうのは地誠経済全体にとっては，まさに惜しむ

だが，福鶴フ婁一ラムを失った段躇で福蠹毒疑の

べき事懇であると言えよう。新規の投資活動がな

鞍懸文化の水準を維持しようとすれば瑳譲的には

され義ば，経済全体への効果はその金額のみに止

必要とされる，いわぼ「ワーナー・マイカル進塁

まらない。人々カぜ集まることによ琴，商1饗察依も

の機会費罵」である。

規鱗緩穣の功罪を，一般的・控家的に論ずるこ

拡大することになるからである。いわゆる外部経
済効果も類待できることになる。規麟というもの

とはできない。硬嚢興行の分野に限ってみても，

はそうした意味において，保護された業募のエゴ

シネ・コン璽の大手資本が地域に縛をもたらすか

のために地域全体の経済的耕益が喪失しているこ

は，鰯騨異体的な事驚を見ないと一概に轡籔でき
ない、そしてその場合，嗅錘館の入場者数の増繍

とになる。」2碁

いまだに大きい内外｛癒格差による消費者孝彗益の

のみをもってそのr功達を語るのは一面的である。

侵害を是正するためだけでなく，地域経済の発展

飯に福島霧にワーナー・マイカル7スク瞬一ンが

のためにも，シネ・コンの進鐵は醗害されるべき

出現し，橿轟フ孝一ラムが醗館に追い込まれたと

ではないという主張である。通産省の蟹シネマ活

しよう。幸いにしてシネ・コンの集客力が物を言

性化概究会報皆書蚕も，基本的には講様のスタン

って，票誌の醗薩館入場者数の上積みに成功した

スである22｝。こうした主張が一一定の説得力をもつ

としても，フ方一ラム甥館によって失われた地域

一3§一
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文髭の水準は決して懸復されないだろう。入場者
数という無｛盤格な数字では表す

ことのできない，

地域文化の質の問題が、ここでは闘われているの
である。

i鱒7、i

繭掲蓼芸備経営学講座選i騰ページ。
幹／最透の代表釣な縫として小栗康平監督作贔羅籔

る男遜がある．この硬垂藝は群馬梨の入籍が2鋳万
人に達したのを記念して，祭の事業として製作し

たものである。小栗監督は群馬県墨身で，またP
ケは主として曝轟のi5寮欝替22か漸で行われた。

注

福島察では安達蔀で窪罠参撫の硬錘蓼歓桜（コス

碁匿シネマ活纏化醗究会報告書凄（通産省委譲
工§蝿、66ぺ一洗
2〉通産省大毯官房講壷統計無騨讐定サービス産業
．実懇請萱報吉書：硬靉靆鑛璽i鱒5

って縷嚢蚕蓼こころの趨賑壽の製作を実現し，全蟹

暮〉嚢本経済新鷺欝弱．§、蔦

．鉱駿されたことがあダ），「本宮方式藩と響ヒばれた。

の蔚掲ぎシネマ活性化穰究会報告講7ページ。

蓼軟鞍毒は，その当時命運勤を鶴つた人々の懸子

掌／欝揚蓼馨経エンタテインメント曇

8）譲撮謬シネマ活性化羅究会報告書選耳〜露ぺ一
ジ。

警）篠轟畏友新篇欝§6．7．3朝嚢新縷橿鳥叛簿蝿．
7．碁福島民報欝§6、8．欝

欝／大高宏雄i・穰：葉ま錠）子離著匿ミニシアターをよ
ろしく違聾CC患飯羨舞§8警

i2）以下、フ愈一ラム十灘年鑓念誌実行委員会
Fむr蟹瓢垂

姦こよる。

i3〉蟹擁§年に発足した全醗難突1錘サークル婁姦議会の下

で各地で険難の霞主上縷運動が繰弓広げられた。
やがて欝72年，フィルムのレンタルを担当する醗

癒センター全蟹運搬議が9地方綴織で繹られた。
こうした醗醗鑑賞運動のモデルとなったのは東灘
の運動である．熊本大学駿霞文化史講痘疹酸爽こ
の頁年一地方からの視点壽3弱〜3§iぺ一ジ参照．

慧！これ以外にも次のような甫罠の拠鐵による鞍懸
館がある．季紳晃潅のシアターキノ．東京のA↑C，

大薮事のATCシネマテーク。なおほかに乾姜薦
のジャブ縢本一ルi・2，松撫フォーラムがあっ
たが現存しない．瞬上書3総べージ。

i5／以下の記述は，佐々木晃彦監修ζ蓑徳経営学講
座垂硬像綴蓋鯵9蓬東海大学鐵叛会．

や娯の幾代が支えた駿醸ということになる、
i8／池上淳落文飽経済学のすすめ磨丸善ライブラ犠

一鯵綴など参照。
至§／麟掲ぎシネマ活権化覇究会報告書選欝〜蔓ぺ一
ジ。

2劔大高宏雄「峡懸戦線異賦なし葺キネマ旬報墨
欝§6年鰺月下旬・聾舞上旬号参窯。

癖羅上33ページ。
V墨｛｝e盤

を成功させる会逢を1発足させ，資金靉靆をしてい

（i弱6年｝に小学校2TAの母親たちが牢心とな

蓬｝電叢裁こよる驚き取合。

髪L袋

モス播がこの纏ど完成した。もとみや青年会議
所の鎗霧年鑓念事業で，瞬替餐が「i渓醸謬歓桜オ

る。フ産一ラムも蟻資考の一翼を馨った．騰年麟

31罫謎経エンタテインメント遭難§3．§．§

疹シネ・フ

Ωント遜23魯号韓9§．8，福轟フ犀一ラムの菩続・

発展を支援する会『セイブ・フォーラム誰鯵§6．
ii，および．長妻睾欝二・駆｝霧三泰宏；からの舞舞き取合

資料鍵盤等による。
勧

第3号

ミニシアターという硬癒館の分類基準は，、と映

俸贔ではなくてこのような経営上の特質によるべ
きではないかと大矢敏・定井勇二は書っている．

一難一

2鈴鐸縫一部「地織経済と焼麟緩孝癒野地育雛務選
鯵懸、9また購ζ規鱗緩穂の経済学書懲§6ダイヤ
モンド桂参無。

22／シネマ活権化概究会は27人の委員で溝成されて
お辱．その中に株式会縫ニチイ桂艮兼株試金桂ワ

ーナー・マイカル鮭長が含まれている。地方，環
岡総合の代表馨のメンバーは含まれていないよう
である．

（董鱒6．簸、董2！

