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関係機関及び諸外国における映像製作支援策の内容（例示） 

 

①文化庁  

芸術創造活動特別推進事業(映画の製作活動) 

【趣旨】 

日本の優れた映画の製作活動を奨励し、映画芸術の振興を図るため、日本映画の製作活動

を支援 

【助成対象】 

映画の製作活動を行うことを主たる目的とする日本の団体で、次の（１）～（２）のいず

れかに該当し、かつ、以下の（実績要件）を充たすもの 

（１） 法人格を有する団体 

（２） 法人格を有しないが、以下ア～エの要件をすべて充たしている団体 

ア 定款、寄付行為に類する規約等を有し、次のイ～エについて明記されていること 

イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること 

 

※交付を受けようとする映画の製作団体が応募する。なお、製作された映画において、

申請団体が「製作」として明記されることが必要（製作協力及び制作等となる場合は

応募できない）。 

※製作委員会を組織している場合は、製作委員会名義での申請はできない。ただし、そ

の委員会の中核となる（経理事務や活動を統括する）団体が、上記の（１）～（２）

のいずれかに該当すれば、その団体の名義をもって申請することができるが、申請時

にその委員会の中核団体である旨を証する書類（契約書等）の写の提出を求める場合

がある。 

 

（実績要件） 

原則として、映画製作につき過去に一般に広く公開された映画を製作した実績を有す

る団体であること。 

※映画を製作した実績とは、次のいずれかに該当するものとする。 

a 交付を受けようとする団体が、映画の製作実績（製作協力を含む）を有すること。 

b 団体の代表者、応募しようとする映画の監督又はプロデューサーが、過去に監督若し

くはプロデューサーとして映画を製作した実績を有すること。 

c 共同製作及び製作委員会を構成する団体が、製作団体としての製作実績を有するこ

と。 

 

参考資料１ 
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【助成の対象となる活動】 

次のいずれかの活動区分に該当する日本映画の企画から完成までの製作活動で、国内にお

いて、原則として完成後１年以内に一般に広く公開されるもの。 

ただし、商業的、宗教的又は政治的な宣伝意図を有しないもの。 

下記のフィルム・サイズは完成時のサイズ。撮影についてはデジタル機材による撮影も対

象となる。 

なお、完成時期（第１回：平成 22年４月１日～平成 23年３月 31日、第２回：平成 22年

10 月１日～平成 23年３月 31日）についても留意が必要。 

[活動区分] 

（１） 劇映画 

特別 上映時間が１時間以上で、35mmm 以上のポジフィルムによるものとし、助成対象経

費が２億円以上のもの 

A 上映時間が１時間以上で、35mmm 以上のポジフィルムによるものとし、助成対象経費

が１億円以上のもの 

B 上映時間が１時間以上で、35mmm 以上のポジフィルムによるものとし、助成対象経費

が 5,000 万円以上のもの 

 （他「記録映画」「アニメーション映画」は本資料では省略） 

【助成金の額】 

助成金の額は自己負担金の範囲内とし、次のとおり。また、助成金の交付は完成確認の

後、実績報告書等の提出以降となる。 

特別 １活動につき 5,000 万円とする 

 A １活動につき 2,000 万円とする 

 B １活動につき 1,000 万円とする 

 

全国ロケーションデータベース（JL-DB） 

JL-DB は、ロケ候補地を検索するため、日本国内のロケ候補地を効率的に検索できるデ

ータベースで、具体的なロケ候補地について、画像情報（写真）と撮影環境についての文

字情報を格納している。 

このデータベースは、各地のフィルムコミッションがロケーション撮影可能な場所の情

報提供を行い、映像製作者は企画に沿った場所をインターネットから検索、比較すること

ができる。また、情報提供した FC へ製作者は直接コンタクトを取ることが可能なシステム

となっている。 

ロケ地情報数：4,184 （平成 22 年７月 20 日現在） 

収録ロケ地（例）：公共施設（学校、病院、ホールなど）、工場、神社仏閣、海岸、

街並み、民間商業施設など 

対応言語：日本語・英語 
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②経済産業省 

コフェスタ開催支援コフェスタ開催支援コフェスタ開催支援コフェスタ開催支援 

JAPAN 国際コンテンツフェスティバル（愛称 CoFest コフェスタ）とは、日本が誇るゲ

ーム、アニメ、マンガ、キャラクター、放送、音楽、映画といったコンテンツ産業および、

ファッション、デザインなどコンテンツと親和性の高い産業に関わる各種イベント連携し

て開催する世界最大規模の統合的コンテンツフェスティバル。 

 

【開催目的】 

日本の各分野におけるコンテンツを相互に連携させて世界に向けて発信し、世界中のコン

テンツ関係者が一度に日本の数多くのコンテンツに触れる機会を提供する。アジアを中心

にした世界のコンテンツやコンテンツ関係者の新たな交流の場とし、国際共同製作や国際

ビジネスの交流に結びつける。 

 

開催場所：日本各地 

主な公式イベント ：東京ゲームショウ、東京国際映画祭、国際ドラマフェスティバル、 

日本ファッション・ウィーク、TIFFCOM など。 

2009 年総来場者数：約 110 万人 

 

海外共同制作への支援（海外共同制作への支援（海外共同制作への支援（海外共同制作への支援（JJJJ----PitchPitchPitchPitch 事業）事業）事業）事業） 

J-Pitch とは、経済産業省の映像コンテンツ国際共同製作基盤整備事業として、2006 年 4

月より発足した国際共同製作支援プロジェクト。日本の映像産業を国際市場に通用する映

像コンテンツとして強化するために、日本映画を中心としたコンテンツ製作者へ向け、国

際的な共同製作事業への参画を促進、海外の映像コンテンツ製作者とのマッチング、ネッ

トワーキングの場を提供するとともに、国際市場に通用するコンテンツの企画開発支援を

行ってきた。 

 

対象地域：カンヌ、上海、パリ、トロント、釜山、ロッテルダム、ベルリン、 

香港の各マーケットに参加 

参加作品：『はりまや橋』ロッテルダムラボ 2008 

『トウキョウソナタ』（カンヌプロデューサーズネットワーク 2006） 

『闘茶』（香港アジアフィルムファイナンシングフォーラム(HAF)2007） 

 ほか 

 

東京国際映画祭の開催支援東京国際映画祭の開催支援東京国際映画祭の開催支援東京国際映画祭の開催支援 

1985 年に創設され、国際映画製作者連盟に公認されている日本最大の国際映画祭「東京国

際映画祭 TIFF」。 “エコロジー”をテーマに掲げ、新たな試みとして、映画人達の賛同の
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もとＴＩＦＦを通じて環境保全への活動を推進する”グリーンカーペットクラブ”を創設。

同時に、各種イベントやカンファレンスも行うなど、映画祭ゲスト、ファン、スポンサー

が楽しみながら参加できる映画祭を目指す。さらに東京国際映画祭を抜本的に強化するた

め、平成１６年度から「コンテンツ国際取引マーケット（ＴＩＦＦＣＯＭ）」の整備を行い、

アジア最大の国際市場も目指し、我が国コンテンツ産業の国際展開を支援する。 

 

来場者：115,738 人（418,278 人提携企画含む）2009 年度 

作品上映：共催・提携・関連企画 

     文化庁映画週間 Here&There／東京国際女性映画祭／東京・中国映画週間 

     ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア ほか 

 

TIFFCOMTIFFCOMTIFFCOMTIFFCOM の開催支援の開催支援の開催支援の開催支援 

TIFFCOM は東京国際映画祭（TIFF）の併設マーケットとして毎年秋に東京六本木ヒル

ズで開催しているコンテンツマーケット。コンテンツ見本市としての TIFFCOM、国際共

同製作の推進を目的とした企画マーケットである TPG（Tokyo Project Gathering）、旬な

業界テーマを切り口に展開する Seminar@TIFFCOM の三本柱で構成されている。

TIFFCOM は、世界のコンテンツマーケットの中でも実益に結びつくアジア最大級のマー

ケットプレイスとして着実にその地位を築き上げる。 

 

出展参加国：18 の国と地域（2009 年） 

出展団体数：212（2009 年） 

述べ来場者数：20,185 人（2009 年） 

    

TPG(Tokyo Project Gathering)TPG(Tokyo Project Gathering)TPG(Tokyo Project Gathering)TPG(Tokyo Project Gathering)企画マーケット事業企画マーケット事業企画マーケット事業企画マーケット事業 

TIFFCOM の関連企画として、会期中に映画・アニメ等の映像コンテンツの国際共同製

作、海外からの資金調達の促進を目的に、企画開発段階から完成前の作品を対象とする企

画のプレゼンテーションの場を設け、国内外の映像制作者の交流・商談の場を提供。ネッ

トワーキングレセプション、個別ミーティングを実施。最終日には「ＴＰＧアワード」を

実施。 

 

来場者：国内外のプロデューサー、投資者、セールスエージェント、配給会社、芸能関連

事務所等 

企画マーケット：総企画数 25 企画 

総ミーティング数：345 件 
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国内の撮影環境整備のためのネットワーク整備国内の撮影環境整備のためのネットワーク整備国内の撮影環境整備のためのネットワーク整備国内の撮影環境整備のためのネットワーク整備 

映画等の製作に関して国内の撮影環境整備の一環として、各地のロケ支援等を行う組織

（FC）等を地方ブロック単位でネットワーク化し、併せて映像製作やその支援活動に関す

る地域の人材育成を目的とした研修事業を実施。また、撮影支援時のトラブル回避、地域

の経済効果測定ツールの開発等も実施。 

・ロケ支援関係団体ブロックの設立 

北海道、東北、関東、東京、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄の各地方ブロックで、

FC 及びその他ロケ支援組織、ロケーションコーディネーター等の連絡協議会組織を設立。併

せて各地の特性を活かした撮影環境整備に向けたブロック自主活動を実施。 

・ブロック研修の実施 

関係省庁の映像製作・撮影支援に関する施策・取組の紹介、FC 活動の基本業務の流れ・留

意事項等で構成される研修を実施 

・トラブル回避・経済効果測定ツールの開発 

撮影支援に係る製作側と受入れ地域側の事前了解事項の確認書面の開発、ロケ支援による

地域の直接経済効果等の測定ツールを開発 

 

③神戸フィルムオフィス  

ロケーション・ハンティング助成制度 

【趣旨】 

映像制作プロジェクトの誘致などを目的に設立した神戸フィルムオフィスにおい

て、神戸の持つ豊かなロケ－ションのＰＲと、神戸を舞台とした映像を制作するプロ

ジェクト誘致を目的に制度を整備 

【事業内容】 

具体的な映像企画（商業映画・テレビドラマに限定）をもって、ロケ－ション・ハ

ンティングのために神戸を訪れる国内外の映像制作プロジェクトに対し、ロケ－ショ

ン・ハンティング費用の一部を助成。（１作品につき１回限り） 

●助成対象 

上記のプロジェクトのプロデューサー、監督、助監督、カメラマンなど制作の中核と

なる者のうち、神戸フィルムオフィスが認定する者で、１プロジェクト当たり国内にあ

っては５人、海外にあっては３人を限度。 

●助成額 

神戸までの主要交通機関経費と、宿泊費の一部を助成するといった考え方に立ち、以

下の助成を実施。 

①国内からの来神については下記の②③を除き、一人あたり一律40､000円とする。 

②近畿地方からの来神にあっては一人あたり一律5､000円とする。 

③北陸、東海、中国、四国地方からの来神にあっては一人あたり一律20､000円とする。 

④海外からの来神にあっては、エコノミ－クラスの正規の航空往復運賃、および１泊

10,000円の宿泊料の合計額。ただしこの場合の宿泊は３泊を上限とする。 
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① 韓国の地域フィルムコミッション 

釜山フィルムコミッション釜山フィルムコミッション釜山フィルムコミッション釜山フィルムコミッション 

－ ロケハンインセンティブ 

釜山で撮影予定の海外・共同製作作品に対して宿泊費を支援(最大 60泊) 

－ 製作費インセンティブ 

対象： 釜山で撮影られる海外作品と国際共同製作作品 

支援内容： 撮影のため釜山で支出した費用の 30％(最大 1億ウォン)まで還給 

      (交通、宿泊、人件費、機材レンタル、食代など釜山で支出した項目) 

－ ポストインセンティブ 

釜山でポスト・プロダクションをする海外・国際共同作品に対して宿泊費支援(最大 120 泊) 

海外作品が釜山でポスプロ作業をする時、ポスプロ作業の 10％支援(最大 3 千万ウォン) 

 

上記制度他の釜山 FC の支援策の詳細 
●資金インセンティブ 

1.ロケーション・インセンティブ 

▶ 釜山ロケーション撮影及びスタジオ撮影作品に支援 

▪釜山直接支出費用の中、認定項目支出に対して最大 30％まで還元 

▪１作品当り最大 1億ウォンまで支援可能 

2.ポストプロダクション・インセンティブ 

▶ 釜山ポストプロダクションセンター((株)AZworks)を利用する作品に支援 

▪ポスプロ費用の 10％まで還元 

▪１作品当り最大 3千万ウォンまで支援可能 

●宿泊インセンティブ 

1.ロケハン・インセンティブ 

▶ 釜山で撮影を行うために、ロケハンの目的で訪問した作品に支援 

▪１作品当り最大 3人まで、最大 20泊支援(釜山フィルムコミッション指定ホテル) 

2.ポスプロ・インセンティブ 

▶ 釜山ポストプロダクションセンター((株)AZworks)を利用する作品に支援 

▪１作品当り最大 3人まで、最大 40泊支援 (釜山フィルムコミッション指定ホテル) 

＜On Location パッケージ割引＞ 

●撮影機材割引 

釜山ロケーション撮影及びスタジオ撮影、ポスプロセンター(AZworks)の利用可否によ

って、最低 20％－最高 50％の割引適用 

► 例) ARRIFLEX 535B / 1 日 レンタル費 700,000 ウォン 

▪ 釜山オールロケ、またはポスプロセンター利用の時、40%割引適用: 420,000 ウォン 

▪ 釜山映画撮影スタジオ 60 日利用の時、50%割引適用: 350,000 ウォン 

●撮影スタジオ割引 

海外映画及び国際共同作品に対してポスプロセンター(AZworks)利用及びスタジオ利用

日数によって最低 20％－最高 50％の割引適用 

► 例) スタジオ B(500 坪) / 1 日レンタル費 700,000 ウォン  

▪ ポスプロセンター利用の時: 1 日レンタル費 50%割引適用 

▪ スタジオ撮影 91日超過から: 毎 1日超過日数に対して 50％割引適用 
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ソウルフィルムコミッションソウルフィルムコミッションソウルフィルムコミッションソウルフィルムコミッション 

－ ロケハンインセンティブ 

ソウルで撮影予定の海外作品に対して 2 人の航空と宿泊費(60 万ウォンまで)を支援 

 

－ 製作費インセンティブ 

対象： ソウルで撮影られる海外作品と国際共同製作作品 

(長編映画、ドキュメンタリー、TV ドラマ) 

支援内容： 撮影のためソウルで支出した費用の 25％(最大 1 億ウォン)まで還給 

      (交通、宿泊、人件費、機材レンタル、食代などソウルで支出した項目) 

 

京畿京畿京畿京畿((((ギョンギギョンギギョンギギョンギ))))フィルムコミッションフィルムコミッションフィルムコミッションフィルムコミッション 

－ 製作費インセンティブ 

対象： 京畿道で撮影される国内・外映画及び TV ドラマ 

支援内容： 撮影のため京畿道で支出した費用の 10％まで還給 

    

④韓国映画振興委員会(KOFIC) 

KoKoKoKo----ProductionProductionProductionProduction 

国際共同製作を目的にするプロジェクトを選定して海外マーケットなどでミーティング

支援及び企画開発費など支援（日本ユニジャパンの j-Pitch は同じもの。） 

 

⑤フランス 

フランスフランスフランスフランス    映画制作助成制映画制作助成制映画制作助成制映画制作助成制度度度度 

●目的 

フランスの法律で芸術作品とみなされており、フランスの映画産業は国家から強力な

支援を受けている。映画は芸術作品とみなされるため、製作者の国籍はあっても、作品

そのものには国籍がない。そのため、フランス政府は製作者の市民権を審査し、フラン

ス国籍の所持者に主に助成金（および国の支援）を提供する。 

●対象国および対象地域 

・フランス本国とフランス領 

・ヨーロッパの各国 

・フランス語圏 

●応募条件（資格） 

・フランスの法人格 

・製作チームの構成（ライン P はフランス法人であること） 
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１．共同製作契約 

相互共同製作契約を締結している国（40 カ国）との共同製作のための支援制度 

 ・双方から最低比率以上（20%か 30%）の投資が行われていること 

・作品中の芸術的要素と技術的要素、および両国の投資額・支出額のバランスが 

とれていること。 

（相互契約の内容は、国によって違う。例えば映画を共同製作するフランスと海外の 

製作者に同じ株主を禁じている契約もあれば、禁じていない契約もある。） 

 

２．フランスの適格性審査プロセス 

フランス国立映画センター(CNC)が、文化審査を行う。 

・ヨーロッパ尺度（メインスタッフや役者などがフランスもしくは EI 加盟国である） 

この場合、担当によって点数が変わる。その合計点が 18 点中 14 点以上（ドキュメンタ

リーは 14 点中 9 点、アニメーション作品は 21 点中 14 点）獲得しなければならない。 

・フランス尺度（メインスタッフや役者等がフランスの人材を採用している）芸術面と

技術面で、フランス的要素が多くなるほど点数が高く、よって監督や脚本家など影響

力がある担当がフランス人であるほど、フランス的要素が増えるため、点数が高く、

助成金が高くなる。 

 

海外製作会社のための戻し税（海外製作会社のための戻し税（海外製作会社のための戻し税（海外製作会社のための戻し税（TRIPTRIPTRIPTRIP））））    

●概要 

 「海外製作会社のための戻し税（TRIP）」は、プロジェクトの全体または一部をフラン

スで行う海外の製作会社を支援する制度である。対象となるプロジェクトは、フランスの

文化、歴史、風景に関連する要素を含んでいなければならない。適用するかどうかは、作

品のあらすじ、ロケ地、登場人物、情報源、名所旧跡、製作者、スタッフ、技術拠点とフ

ランスとの関連性を採点する文化審査の結果に基づいて判定する。 

戻される金額はフランスで支払う経費の 20%で、プロジェクトごとの上限を 400 万ユー

ロ（2010 年 3 月現在で約 540 万 US ドル）とする。制度が適用されるのは、海外の製作者

に委託され、フランスでの製作を行うフランスの会社である。 

 

●対象作品 

１．実写によるテレビ番組・映画のうち以下の条件を満たしている作品 

・実写の映画またはテレビ番組（単発の作品または連続シリーズ中の１作品）であるこ

と。宣伝用または企業向けの実写ドキュメンタリーや映画は対象外とする。 

・フランス国立映画センター（CNC）から製作資金の援助を受けていないこと。 

・ポルノ作品や、暴力を促進する内容でないこと。 

・TRIP の対象となっている経費を､フランス国内で 100 万ユーロ以上遣っていること。
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テレビの連続番組の場合は、何回分かの経費を合計した金額が 100 万ユーロに達して

いればよいものとする。 

・フランスで撮影を 5 日以上行っていること。 

・文化審査の「ドラマの内容」部門で 7 点、文化審査全体では合計 18 点以上を獲得して

いること。 

２．アニメーション番組・映画 

 

●審査基準（フランス、フランス語圏、およびヨーロッパ人の割合に比例し採点） 

＊実写映画・テレビ番組向け評価尺度（ロケーション、登場人物、その他） 

・製作者および製作協力者の国籍  

・製作基盤 

 

＊アニメーション作品のための評価尺度（ロケーション、登場人物、あらすじと話の内

容） 

 

●対象国および対象地域 

  ・フランス本国とフランス領 

  ・ヨーロッパの各国 

  ・フランス語圏 

    

⑥国際フィルムコミッショナーズ協会(AFCI) 

フィルムコミッションの国際組織として 1975 年アメリカで設立された非営利教育団体

(事務局は米国カリフォルニア州ロサンゼルス)。 

現在、欧米を中心に 41 カ国 307 団体が組織されており、“Cineposium”「教育プログ

ラム」、“Location Trade Show”「映像制作者への展示会」を活動内容とし、国際的な誘

致・支援活動、映像交流や情報発信等が行われている。 

 日本国外では、映像製作者の AFCI 認知度は高く、多くの作品が、AFCI のサイトを通じ

て撮影支援を依頼しており、マッチングの場として活用されている。 

 国内の地域 FC の加盟は、12 団体(平成 22 年 7 月 20 日)。 

 


