地元ネゴシエーション
エキストラ手配

常田さんと専務の山元勝己さ
関することなら何でもＯＫと

案内︑撮影サポートなどを行
ホームページで宣伝する以
いう番組常連出演者の３人で

以前からロケの相談度々

前にも︑
﹁ケーブル局なら島内
対応することになった︒

ん︑それにサーファーで海に

パソコンの検索で
﹁奄美﹂﹁テ
のことは詳しいはず﹂と︑ロ

ってきている︒

レビロケ﹂と入力すると﹁奄美
ケの相談を受け︑案内などを

それなら︑いっそ事業化を

ションサービス﹂の項目が上

テレビ﹂
﹁アマミテレビロケー

ローン︑海洋︑水中撮影など︑

少動物の撮影はもちろん︑ド

合デパート︒雄大な自然や稀

ミテレビは奄美の映像制作総

位に並ぶ︒その下には﹁アマ

昨年秋に事業化を決めた︒

を整 え︑ＰＲもしよう ﹂と︑

たら︑本格的にサポート体制

長の常田圭一さんは﹁それだっ

後に非常に喜ばれるので︑社

したことが何度かあり︑撮影

階では世界自然遺産の登録候

然景観撮影︵編集部注 現段

として﹁世界自然遺産登録 自

テレビの１ストップサービス﹂

ホームページでは﹁アマミ

ハブ対策も万全

映画からテレビ番組まで様々

ムページにロケサポートのペ

美テレビ︶は昨年９月︑ホー

奄美テレビ放送︵以下︑奄

要︒さらにロケ中の不測の事

ながりを持っていることが必

化芸能などに詳しい人とのつ

あるかの知識︑島の歴史や文

どこにどんな撮影ポイントが

ル手配﹂
﹁制作進行・ヘアメイ

材レンタル﹂
﹁ロケバス・ホテ

ーション︑
エキストラ手配﹂
﹁機

スタッフ手配﹂
﹁地元ネゴシエ

撮影﹂
﹁カメラマン・音声技術

ーン撮影手配﹂
﹁クルーズ海洋

補地︶
﹂
﹁水中撮影手配﹂
﹁ドロ

ージをアップした︒テレビキ
態に迅速に対応できることも
ク手配﹂
﹁稀少動物撮影﹂を載

ただ︑これに携 わるには︑

ー局や企業ＣＭ︑カラオケ映
必要で︑社内の誰でもができ
せた︒またダイビングショッ

なロケ・リクエストをサポー

像︑映画制作などで注文があ
る仕事ではない︒そこで︑そ

トします﹂との記述が出る︒

り︑ふさわしい場所の紹介や
作家などとも連携︒
奄美の実情をよく知らずに
制 作 進 行 のサ ポ ー ト は 重 要

来る撮 影クルーが 多いので︑
だ︒撮影候補地を数カ所挙げ
﹁１日で撮影したい﹂とよく言
われるが︑奄 美大島は広く︑
行くだけで３時間はかかる撮
影ポイントもある︒日程を延
ばしてもらったり︑優先順位
をつけ可能な場所だけの撮影

話し合って様々な提案をする

にしてもらったりする︒山中
まれた場合に備え︑毒を抜く

いよう長靴を用意したり︑噛

充電器も持って行く二重三重

バッテリーのほかに発電機や

やテントの用意も必要︒予備

材のカバーは必携だし︑雨具

ことも多い︒そのため撮影機

く敷いて︑その上を走らせた

われ︑砂浜にゴムシートを長

る車のシーンを撮りたいと言

立てる︒ＣＭ撮影で海岸を走

設業者から資材を借りて組み

たちが昔に撮ったＶＨＳ映像

奄美テレビでは今︑島の人

ようにしています﹂と話す︒

でのロケは大変︒猛毒を持つ
器具を用意したりする︒移動

▲ AD 役の常田社長が日傘
をハブ除けの棒にくくりつ
け、余計な木漏れ日が俳優
に当らないようカットする

中 も 気 を 配 り ハブ 払 い を 行

持参して山中を歩く際や撮影

に鉄パイプなどを組み立てた

ば高い場所から撮影するため

ばならない要望もある︒例え

局にない資材を使わなけれ

客の増加などにつながること

しさが全国に放送され︑観光

めというより︑奄美の素晴ら

いて︑常田社長は﹁利益のた

こうまでしての事業化につ

ずれも︑奄美の文化的価値が

て活用しようとしている︒い

デジタル化しアーカイブとし

のアナログ時代の古い映像も

ビスを行っている︒また自局

島民撮影の古い映像を
文化的価値ある資産に

ハブがいるからだ︒噛まれな

のカビ除去とＤＶＤ化のサー

う︒夏場は想像を超える暑さ

足場が必要と言われれば︑建

ある映像を見つけ資産として

ケーブル局としての経験の

を期待して﹂と話す︒そのた

専務の山元さんも﹁よくク

積み上げと奄美の良さを全国

残そうという狙いで︑アーカ

ライアントから﹃これすると

に知らせたいという強い意志

めに
〝インスタ映え〟
ならぬ
〝ア

いく ら？﹄と聞 かれ ま す が︑

で︑ロケーションサービスは︑

イブスサービスでの使用も視

大 事 なのは 金 額 交 渉 で は な

これからますます進化してい

マミ映え〟する映像を撮って

く︑どんな映像を求めている

くにちがいない︒

野に入れている︒

か把握することで︑しっかり

もらいたいのだと︒

なので︑ミネラルウォーター
をたくさん持って行き︑スタ
ッフに頻繁に飲ませる︒水分
不足で１人でも倒れてしまっ
たらスケジュールはストップ
してしまう︒
奄美には固有の稀少植物が
多いが︑撮影には特別な配慮
がいる︒放送された映像がも
とで盗掘されることがあるか
らだ︒特別なガイドを同行し︑

ロケグループからの要望に応え、神秘的
な滝に案内。ここでも奄美テレビのス
タッフはハブ除けの棒を持ち、ロケが支
障なく進行しているか見守る

脅威の矢面に立ち︑長い棒を

こともある︒

「奄美を案内できる
人は各分野にいろい
ろいますが、撮影に
特化して最適な場所や
季節、時間まで知っている
私たちが案内した方がいい映像が
撮れるので喜んでもらえます」

プやドローン撮影をする映像

いようなアングルで撮り︑ス
タッフには絶対に他言しない
約束をしてもらう︒

観光産業を活発にするため﹂

﹁利益のためではない
奄美の気象条件は過酷だ︒
大気には湿気や塩分が異常に
多く︑撮影機材が誤作動した

常田圭一さん

《編集委員・水野重満》
機材レンタル
クルーズ海洋撮影

のバックアップ体制をとる︒

カメラマン・音声
技術スタッフ手配

れらを十分にこなせる社長の
「ロケをする人が奄美テレビを知
らなくても、相談先を検索しよ
うと 奄美 自然 ロケ 収録
などの単語を入力すると、うち
のサイトが上位に現われ、まず
『奄美群島の撮影のことならお任
せください』というフレーズが
目に飛び込むよう工夫しました」

撮影場所が絶対に特定されな

木村まり子さん

り電源がやられたりする︒天

ホームページでは
「奄美群島の政財界人
・文化人にパイプをもち、
奄美の様々な情報をインプット
していることで島の『理論派親分』的存在
として知られている」と紹介されている

ロケーションサービスのホームページ担当
報道・制作部マーケティングチーム

気が急変し突然雨に襲われる

山元勝己さん

ロケバス・ホテル手配
ドローン撮影手配

時は常に先頭を歩き︑ハブの

映像作家

制作進行・
ヘアメイク手配
水中撮影手配
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専務取締役

奄美テレビ放送㈱（鹿児島）
坂元秀行さん

代表取締役社長
海中での撮影を依頼されることもしば
しば。水中でも撮影可能な小型で高性
能のビデオカメラを購入し、撮影はダ
イビングショップの人に応援を頼む

アマミテレビロケーションサービス
◀「時には木々の間を飛ばして撮影
するような難易度の高い注文もあり
ますので、どんな場所でも対応でき
るよう普段からいろいろな場所でド
ローン空撮の練習をしています」

奄美でロケなら何でもお任せを！
▲坂元さんがドローンで撮影
した奄美の景観

稀少動物撮影
世界自然遺産登録
自然景観撮影
◀空撮の要望がある
とドローン撮影が得
意の映像作家の坂元
秀行さんが同行
▼森の中での撮影で、周辺にハブが
いないか確認し、現われた場合に備
えてのレクチャーをする

