
カナダの支援制度 

 

a.映画支援団体 

 

・政府系企業である Tele Film Canada が支援の中心組織で、国際共同製作の審査窓口も兼ねる 

・Tele Film Canada の予算は国家予算割当が 7 割の他、ファンドのマネジメントフィーや投資予算も 

・協定は、カナダ文化遺産省（Canadian Heritage）が権限のある当局として締結を進める 

 

b. 支援形態   

 

・協定を介した国際共同製作は、審査のうえ国内映画と同様の支援を受けることが可能。書類審査を

行うのは Telefilm Canada で、推薦作品を決定しカナダ・オーディオビジュアル認定オフィス（CAVCO）

へ報告、最終的な承認はカナダ文化遺産省が行う 

・多様性を尊重した支援制度が特徴で、ファースト・ネーション関連支援は多くのスキームが用意され手

厚く保護されている 

・Telefilm Canada の支援はカナダ・オーディオビジュアル認定事務所からカナダ作品として認定されるこ

とを条件とするものが大半であり、CAVCO からの認定は税優遇とも密接に関係する 

・国家レベルでの外国映画のロケインセンティブはない（州毎の対応） 

 

c. 規制・法制度 

 

・テレビはカナダ・ラジオテレビ通信委員会の定めるルールにより、カナダコンテンツ（通称「CanCon」）を

守るための規制がある 

・カナダ・ラジオテレビ通信委員会(CRTC)の認定を受ければ協定が無くてもテレビのクオータを回避できる  



 

       

 

カナダの映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

カナダは、二国間国際共同製作協定を計 56 の国と地域と締結しており、締結数においては世界 2 位

である1。協定に際しては、カナダ文化遺産省（Canadian Heritage）が権限のある当局として協定

の締結を進めるが、国際共同製作の審査窓口は政府系企業である Telefilm Canada が行っている。 

 

（ア）ヨーロッパ 

オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニ

ア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、ルクセ

ンブルグ、マルタ、モンテネグロ、オランダ、北マケドニア共和国、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、ロシア、

セルビア、スロベキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス 

 

（イ）アジア、オセアニア 

オーストラリア、中国、香港、インド、日本、韓国、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール 

 

（ウ）アフリカ 

アルジェリア、モロッコ、セネガル、南アフリカ 

 

（エ）中南米 

アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、キューバ、メキシコ、ウルグアイ、ベネズエラ 

 

（オ）中東 

イスラエル、ヨルダン 

 

2. クオータ制度 

 

カナダでは隣国アメリカの大規模作品が興行に与える影響が大きく、自国映画の割合が 1%前後とい

う低水準である。クオータ制については長年議論がされてきてはいるものの、現時点では劇場映画につい

てのクオータ制は存在しない。 

 

一方、テレビにおいてはカナダ・ラジオテレビ通信委員会（Canadian Radio-television and 

Telecommunications Commission）の定めるルールがある。カナダコンテンツ（通称「CanCon」）

を守るための規制があり、日中のプライムタイム（午後 6 時から 11 時まで）は 50%の作品がカナダで

 

1 https://telefilm.ca/en/coproduction/international-treaties/ 

https://telefilm.ca/en/coproduction/international-treaties/


 

       

 

制作されたプログラムでなくてはならない。かつては日中も 55%はカナダで制作されたプログラムでなくては

ならなかったが、2015 年に緩和され、規制は撤廃された2。 

 

3. 国際共同製作推薦制度（Coproduction recommendation）3 

 

国際共同製作作品の書類審査を行うのは Telefilm Canada である。Telefilm Canada は申請

者の書類を精査したのち推薦に値する作品を決定。カナダ・オーディオビジュアル認定オフィス

（Canadian Audio-Visual Certification Office）へ報告後、最終的な承認はカナダ文化遺産省

が行う。 

 

申請内容は、2014 年 7 月 1 日を起点として、協定の締結日により条件が異なる。両者で大きく異

なるのは対象となる「作品の条件」だ。2014 年 7 月 1 日以前は映画とテレビ作品のみを対象としている

のに対し、それ以降の条件には配信を含めたデジタルコンテンツへも門戸を広げており、デジタル化の加速

するコンテンツ分野への柔軟な対応が見て取れる。なお、以下に挙げる Telefilm Canada の定めた申

請のための条件が個々の国際共同製作協定との差異がある場合、常に後者が優先される。 

 

（ア）協定の締結が 2014年 7月 1日以前である国との国際共同製作の場合 

 

a. 申請者の条件 

 

(a)カナダに拠点を置き、カナダで活動する制作会社であること。 

(b)申請するプロデューサーが、カナダの国籍を有していること。 

(c)国際共同製作協定国のプロデューサーと、共同製作契約を結んでいること。 

 

b. 申請にかかる条件 

 

(a)カナダとの共同製作協定を結んでいること。もし 2 ヵ国以上の共同製作でカナダとの共同製作協

定を結んでいない場合、その他の共同製作国との間に協定を結んでいなくてはならない。 

(b)個々の協定の内容に従い、製作費の最低支出額をクリアすること。また、制作費の比率が、作

品に対するクリエイティビティや技術に関する貢献度と同等でなければならない。例えば 25％の制作

費をカナダ側が担った場合、25％のクリエイティブまたは技術的なポジションが担保される必要があ

る。 

 

 

2 https://www.cbc.ca/news/business/crtc-eases-canadian-content-quotas-for-tv-1.2992132 

3 https://telefilm.ca/en/coproduction/submit-a-coproduction-request/ 

https://www.cbc.ca/news/business/crtc-eases-canadian-content-quotas-for-tv-1.2992132
https://telefilm.ca/en/coproduction/submit-a-coproduction-request/


 

       

 

表 制作費と貢献度の％比較計算表4: Creative Evaluation Grid（実写の場合） 

ポジション 貢献度 

脚本 15% 

監督 15% 

音楽 9% 

主演俳優(1 番目) 10% 

主演俳優(2 番目) 8% 

主演俳優(3 番目) 6% 

撮影監督 6% 

プロダクションデザイナー または アートディレクター 6% 

衣装 2% 

ヘアドレス 1% 

メイクアップ 1% 

カメラマン 1% 

録音 2% 

音響技師 1% 

視覚効果 1% 

オフライン編集 6% 

音響編集 4% 

ロケーションマネージャー 3% 

ポスプロラボ（映像） 2% 

ポスプロラボ（音響） 1% 

計 100% 

 

〔注釈〕 

・1 つのポジションを分担している場合、按分する 

・担当者がいない場合は、0%とする 

・EU 加盟国との共同製作の場合、E U のキーポジションは相手国分に加算する 

・主演俳優の順番は、出演時間の長い順に並べる 

・少なくとも 1 項目はカナダでなければならない 

・国別の共同製作協定で定められたカナダ側の出資比率を下回ってはならない 

・共同製作作品に関わったキーポジションを国籍で「カナダ」と「共同製作相手国」で振り分けていく。例え

ばカナダと A 国での出資比率が 40%：60%であった場合、左記リストのカナダの貢献度が 40%以上

であればクリアとなる。 

 

4 実際には Telefilm Canada のホームページにあるエクセルシートで自動算出される。 



 

       

 

・40%を下回っているが、協定上のカナダの出資比率は上回っている場合は、後述のボーナス及び許容

ポイント（Bonus and Tolerance Points）と称した点数が加点される。ボーナス及び許容ポイントも

加味した上で、カナダの貢献度が条件に達すれば、クリアとなる。 

 

表 ボーナス及び許容ポイント（Bonus and Tolerance Points）表 

追加項目 ポイント（％）数 

クリエイティブボーナス：原権利5※（取得担

当者、ダイアログライター、ストーリーエディター、脚

本執筆協力者、脚本監修、作詞家 

1 ポジションにつき 1 ポイント、最大 5 ポイント 

パフォーマンスボーナス：スタントコーディネータ

ー、振付師、脇役 

1 ポジションにつき 1 ポイント、最大 3 ポイント 

技術ボーナス：助監督(1st AD)、記録、ユニッ

トマネージャー、美術助手、製図工、建設コーデ

ィネーター、大工頭、風景画家、セット装飾、小

道具、衣装助手、衣装管理、衣装担当、ヘアド

レッサー、カツラ制作、メイクアップアーティスト、特

殊効果制作、カメラ助手、追加カメラマン（第 2

ユニット）、特殊装置技術者、照明チーフ、電気

技師、特機部チーフ、特殊効果デザイン、特殊

効果コーディネーター、編集助手、音響助手、ポ

スプロ監修、音楽家、リードボーカル、指揮者 

1 ポジションにつき 1 ポイント、最大 7 ポイント 

許容ポイント: 相手国主導の共同製作の場合 5 ポイント 

許容ポイント: カナダ主導の共同製作の場合 10 ポイント 

 

(c)共同製作にかかるキーポジションが、カナダもしくは共同製作相手国の者であること(EU との共同

製作の場合は EU の国籍を有する者であること)。 

 

表 キーポジションリスト 

2D アニメーション 監督（演出）、脚本、絵コンテ、アートディレクター、主演声優、助演声優、編

集、音楽 

3D アニメーション 監督（演出）、脚本、絵コンテ、アートディレクター、キャラクターモデル監修、モ

ーションキャプチャー、動画、主演声優、助演声優、編集、音楽 

実 写 ( フ ィ ク シ ョ

ン、ドキュメンタリ

監督、脚本、音楽、主演俳優またはナレーター、助演俳優またはナレーター、撮

影、アートディレクターまたはプロダクションデザイナー、編集 

 

5 映画を製作・利用する権利の根拠となる著作物の権利 



 

       

 

ー) 

 

(d)制作は必ずカナダもしくは共同製作相手国で行うことを前提とする。脚本上、カナダもしくは共同

製作相手国ではない俳優の出演、主要スタッフの登用、ロケーション撮影の必要が生じた場合は書

面による承認を得ること。スタジオでの撮影はカナダもしくは共同製作相手国で必ず行わなくてはなら

ない。 

(e)IP や収益の分配比率は各プロデューサーの出資比率に従い決定し、協定で定められた最低比

率を下回らないこと。 

(f)カナダ国内での税控除や補助金に関する手続きは、カナダのプロデューサーが責任をもって対応

すること。 

(g)カナダ及び共同製作相手国での配給またはテレビ放映が想定すること。 

(h)必ず英語かフランス語、またはその両方の吹き替えを行うこと。 

(i)作品のクレジットに、カナダとの共同製作作品であることを明記すること。 

 

c. 作品の条件 

 

(a) 個々の共同製作協定で対象に認められているもの。オーディオビジュアル作品とは映画またはテ

レビ作品を指す。実写（フィクション、ドキュメンタリー）、アニメーションなど協定で認められていれば

作品の長さやジャンルは問わない。 

(b)クリエイティブ、ファイナンシャル、そして技術的な管理権限がプロデューサーに帰属していること。

作品が当初共同製作国ではない国に帰属していた場合でも制作権を取得し企画開発・脚本を行

なった場合はこの限りではない。その場合脚本にクレジットされる者はカナダまたは共同製作相手国

の者でなければならない。企画開発・脚本を他国で行い、作品への出資または撮影を行う場合は、

協定に基づく共同製作とは認められない。 

 

(1) 協定の締結が 2014年 7月 1日以降である国との共同製作の場合6 

 

a. 申請者の条件 

 

(a)カナダに拠点を置き、カナダで活動する制作会社であること。 

(b)申請するプロデューサーが、カナダの国籍を有していること。 

(c)国際共同製作協定国のプロデューサーと、共同製作契約を結んでいること。 

 

b. 申請にかかる条件 

 

 

6 対象国：ベルギー、中国、インド、アイルランド、ヨルダン、ニュージーランド、ウクライナ 



 

       

 

(a)カナダとの共同製作協定を結んでいること。もし 2 ヵ国以上の共同製作でカナダとの共同製作協

定を結んでいない場合、その他の共同製作国との間に協定を結んでいなくてはならない。 

(b)個々の協定の内容に従い、製作費の最低支出額をクリアすること（15%〜30%）。また、制

作費の比率が、作品に対するクリエイティビティや技術に関する貢献度と同等でなければならない。

例えば 25％の制作費をカナダ側が担った場合、25％のクリエイティブまたは技術的なポジションが担

保される必要がある。7 

(c)共同製作にかかるキーポジションが、カナダもしくは共同製作相手国の者であること。キーポジショ

ンの示すのは以下のとおり。少なくとも 1 つのポジションはカナダである必要がある。該当するポジション

が複数に分かれている項目は、両方カナダでなければならない。 

 

表 キーポジションリスト 

アニメーション 監督（演出）、脚本、音楽または音響デザイナー、主演声優または助演声

優、動画、絵コンテまたは編集、特殊効果または 3D、作画 

ドキュメンタリー 監督、脚本または調査員、音楽、主演俳優またはナレーター、助演俳優または

ナレーター、撮影、アートディレクターまたはプロダクションデザイナー、編集 

実写 監督、脚本、音楽、主演俳優、助演俳優、撮影、アートディレクターまたはプロダ

クションデザイナー、編集 

 

(d)制作及びポストプロダクションは必ずカナダもしくは共同製作相手国で行うこと。 

(e)脚本上、カナダもしくは共同製作相手国ではない俳優の出演、主要スタッフの登用、撮影の必

要が生じた場合は書面による承認を得ること。 

(f)コピーライトや収益の分配比率は各プロデューサーの出資比率に従い決定し、協定で定められた

最低比率を下回らないこと。 

(g)カナダ国内での税控除や補助金に関する手続きは、カナダのプロデューサーが責任をもって対応す

ること。 

(h)カナダ及び共同製作相手国での配給またはテレビ放映が想定されていることを証明すること。 

(i)技術サービスがカナダまたは共同製作相手国で行われること。万が一いずれの国でも技術提供が

難しい場合は、制作費の 25%を超えない範囲とする。 

(j)必ず英語かフランス語、またはその両方の吹き替えを行うこと。 

(k)作品のクレジットに、カナダとの共同製作作品であることを明記すること。 

 

c. 作品の条件 

 

(a)映画の場合：劇場公開、テレビ放映（VOD 含む）、または DVD 化を想定しているものであ

 

7 制作費と貢献度の％比較方法は「a. 協定の締結が 2014 年 7 月 1 日以前である国との共同製作の場合」と同じ。前述の表を参

照のこと。 



 

       

 

ること。 

(b)テレビ作品の場合：テレビ放映（VOD 含む）、または DVD 化を想定しているものであること。 

(c)オンライン映像作品の場合：インターネットや携帯電話などのデジタル媒体を介して、ユーザーの

共感を呼ぶような（ストーリーテリングな）作品であることであること。 

 

手続きは撮影前(Preliminary Recommendation)と撮影後(Final Recommendation)の2度

行われ、1 回目は撮影開始の 30 日前までに書類を提出する(アニメーションの場合は原画の段階)。書

類は Telefilm Canada のウェブサイトにある”Dialogue”というシステムを使い申請する。書類は英語、

またはフランス語で作成する。 

 

(ウ)  必要書類リスト8 

 

a. 撮影前(Preliminary Recommendation) 

 

申請者情報 

(a) 企業関連書類：1 年以内に発行された、カナダに設立された会社であることを示す書類（親会社

の分も含む） 

参加者情報 

(b) カナダ国籍または永住権を示す書類：カナダのプロデューサー、エグゼクティブプロデューサー、キーポ

ジション全員分 

〔注釈〕 

・カナダ国籍証明：パスポート、出生証明、住民票、またはカナダ・オーディオビジュアル認証局

(Canadian Audio-Visual Certification Office、通称 CAVCO)への個人登録番号 

・カナダ永住権証明：撮影期間中有効な、永住権証明書 

 

誓約書類（必要に応じて提出） 

(c) カナダのプロデューサーによる誓約書類：製作にかかるいかなる執筆についても、カナダ国籍またはカ

ナダの永住権を有するものによってなされたことを誓約する 

(d) カナダのクリエーター（脚本家）による誓約書類：脚本家がカナダ国籍またはカナダの永住権を有し

ていることを誓約する（全員分） 

(e) 共同製作国以外からのクレジットに関する誓約書：エグゼクティブプロデューサーなど、実際には制作

に参加しておらず報酬も得ていないが、撮影等に参加したことでクレジットに掲載される場合に提出

する 

 

ファイナンス・配給にかかる書類 

 

8 Tele Film Canada が追加書類を要求した場合は、下記に加えて提出する 



 

       

 

(f) 公的支援にかかる契約書：撮影前の時点でカナダの公的支援を受けることが決定している場合、

有効となる契約書は全て提出する（撮影前であればディールメモ、委任状、簡易契約書でも可） 

(g) 配給契約書：カナダでの配給契約書と、提出可能であれば他国での配給契約書 

 

国際共同製作にかかる書類 

(h) 国際共同製作契約書：履行済みのもので、個々の国際共同製作協定で規定された記載項目を

網羅したものに限る 

 

チェーン・オブ・タイトル 

(i) チェーン・オブ・タイトル9 

・プロジェクトの初期開発段階から全てを網羅したものであること。関係する全ての会社、個人の国籍を

含む。 

・プロジェクト遂行において、国際共同製作相手のプロデューサーが必要とされる全権利を取得しているこ

とを示す契約書 

・親会社から特別目的会社（すなわち申請者）への権利譲渡契約書 

 

非協定締結国の要素 

(j) 国際共同製作契約書：履行済みのもので、個々の国際共同製作協定で規定された記載項目を

網羅したものに限る 

(k) チェーン・オブ・タイトル非協定締結国要素の申告：カナダとの国際共同製作を締結していない国が

製作に関わっている場合の申告し、その必要性を報告する。ロケ撮影、出演者、キーポジションなど

が該当する。 

 

b. 撮影後(Final Recommendation) 

 

申請者情報 

(a) 企業関連書類：1 年以内に発行された、カナダに設立された会社であることを示す書類（親会社

の分も含む） 

 

誓約書類 

(b) カナダのプロデューサーによる誓約書類：製作に際し、プロデューサーが雇用したクリエーター全ての申

告及び契約書のコピー(共同製作プロデューサー分も含む) 

(c) 共同製作国以外からのクレジットに関する誓約書(追加分)：エグゼクティブプロデューサーなど、実

際には制作に参加しておらず報酬も得ていないが、撮影等に参加したことでクレジットに掲載される

 

9 チェーン・オブ・タイトルとは、原権利者から現在の権利者までの連続する権利移転を証する書面のこと。原作者や脚本家などが、自らが

著者であり、当該著作物に関する全権利を有することを表明する書類が最初に位置付けられる。 



 

       

 

場合に提出する 

 

経費報告 

(d) カナダでの経費関連書類： 

・カナダのプロデューサーが責任を持つ製作費が 50 万カナダドル以上の場合、最終的な経費報告

書に加えて外部監査による最終的な会計検査報告 

・25 万以上 50 万カナダドル未満の場合、最終的な経費報告書に加え、独立公認会計士による

レビューを行ったことを示す書類 

・25 万カナダドル未満の場合は未承認の経費報告書とプロデューサーの誓約書 

(e) 協同製作プロデューサーによる経費報告： 

・海外での経費につき、使用為替レートを記載の上カナダドル換算し、共同製作プロデューサーのサ

インと作成日を取り付ける 

 

創造的・技術的要素 

(f) 最終スクリーンクレジット：オープニンクレジットとエンドクレジット両方の、完全なリストと、クレジットに

記載の全ての個人・会社の国籍の申告。リストにはカナダのプロデューサーがサインをすること 

(g) 最終版 DVD(DVD がなければそれに準ずるもの) 

 

非協定締結国の要素 

(h) 非協定締結国要素の申告：カナダとの国際共同製作を締結していない国が製作に関わっている場

合は申告し、その必要性を報告する。ロケ撮影、出演者、キーポジションなどが該当する。 

 

（エ）協定締結国以外との国際共同製作 

 

カナダには、国際共同製作協定を結んでいない国との制作でのオプションとして“Co-venture” という

ものがある。カナダ作品であるという承認”Canadian Program Certification”を受けることでテレビ放

映のクオータを回避するものであり、Telefilm Canada の助成金を受ける条件にはならない。承認はカ

ナダ・ラジオテレビ通信委員会が行う。10 

 

10 https://crtc.gc.ca/canrec/eng/canrec.htm 

https://crtc.gc.ca/canrec/eng/canrec.htm


 

       

 

カナダの映画産業にかかる支援制度 

 

1. 主な支援団体とその財源11 

 

カナダにおける映画支援の中心団体である Telefilm Canada は、映画を含むオーディオビジュアル全

般を支援する政府系企業（Crown Corporation）である。カナダでは国家や州が所有する企業が

多く存在し、国家予算も付与されるが組織としては高い独自性が与えられている。 

 

（1） Telefilm Canadaの財源 

 

Telefilm Canada は国家予算に加え、Telefilm Canada からの支援を受けた作品でリクープを終

えた作品からの投資収益や、カナダ・メディア・ファンドの運営費などを予算として活動している。 

 

図 Telefilm Canadaの予算内訳(2018-2019年期実績) 

 

 

 

（2） Telefilm Canadaの支援内訳と過去 5年の推移12 

 

表 Telefilm Canada 2018-2019年期 支援内訳（カナダドル、括弧内は支援数）13 

制作支援 6730 万(73 作品) 先住民族関連作品支援 10 万 

企画支援 640 万（301 プロジェクト） プロモーション 1480 万 

若手人材発掘 550 万（44 作品） マーケティング 880 万（95 作品） 

ドキュメンタリー 220 万（23 作品） 海外マーケティング 60 万（103 作品） 

Eurimages への出資 160 万 劇場興行 40 万（48 社） 

国際共同製作審査 50 万（52 作品） 輸出支援 20 万（9 作品） 

革新的企画の制作支援 30 万（2 作品） 革新的企画の宣伝支援 （該当なし） 

 

11 https://telefilm.ca/en/studies/profile-2019-economic-report-on-the-screen-based-media-production-

industry-in-canada-2019 

12 出典:Telefilm Canada 2018-2019 Annual Report 

https://telefilm.ca/en/transparency/quarterly-financial-reports 

13 Telefilm Canada の予算は、オーディオビジュアル全般を指し、映画だけに割り当てられたものではない。 

https://telefilm.ca/en/studies/profile-2019-economic-report-on-the-screen-based-media-production-industry-in-canada-2019
https://telefilm.ca/en/studies/profile-2019-economic-report-on-the-screen-based-media-production-industry-in-canada-2019
https://telefilm.ca/en/transparency/quarterly-financial-reports


 

       

 

 

表 Telefilm Canada支援 過去 5年の推移 

（カナダドル） 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019  

全体予算 1 億 1190 万 1 億 1210 万 1 億 2630 万 1 億 2750 万 1 億 2640 万 

制作支援 5870 万 5770 万 6810 万 7100 万 6730 万 

企画支援 780 万 580 万 630 万 710 万 640 万 

若手人材発掘 140 万 190 万 220 万 200 万 550 万 

ドキュメンタリー 70 万 110 万 10 万 170 万 220 万 

Eurimages への出

資 

  110 万 140 万 160 万 

国際共同製作審査 50 万 50 万 50 万 50 万 50 万 

革新的企画の 

制作支援 

  20 万 40 万 30 万 

先住民族関連 

作品支援 

   10 万 10 万 

プロモーション 1010 万 1070 万 1180 万 1440 万 1480 万 

マーケティング 1070 万 1750 万 1000 万 690 万 880 万 

海外マーケティング 50 万 50 万 70 万 70 万 60 万 

劇場興行     40 万 

輸出支援   10 万 10 万 20 万 

革新的企画の 

宣伝支援 

  60 万 20 万  

  



 

       

 

2. Telefilm Canadaの国内映画支援の枠組14 

 

Telefilm Canada の支援の特徴は、多様性の尊重である。ファースト・ネーション関連支援は多くの

スキームが用意され、手厚く保護されている。また、Telefilm Canada の支援はカナダ・オーディオビジュ

アル認定事務所 (Canadian Audio-Visual Certification Office、以下「CAVCO」)からカナダ作

品として認定されることを条件とするものが大半であり、CAVCO からの認定は税優遇とも密接に関係し

てくる。（CAVCO の認定プロセスについては、後述の「ウ. 税優遇」を参照のこと。 

 

a. 企画開発 

 

支援名 Development program 

支援対象 長編映画の企画開発 

支援概要 長編映画の企画開発にかかる支援で、4 つの部門に分かれる。 

①自動支援②選択支援③ファースト・ネーション（先住民族）支援④人種

化された人15のための支援 

主な条件 〔全部門共通〕 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

・長編映画の制作会社であること 

(a) 自動支援  

・過去 5 年の間に、カナダで劇場公開されたフィクション映画またはドキュメンタリ

ーを最低 1 本制作していること 

・カナダ・オーディオビジュアル認証局（CAVCO）によりカナダ映画として認定さ

れ、CAVCO の定めるポイントを 60％以上満たしているか、国際共同製作協

定のもと「国際共同製作作品」と認められていること 

・Telefilm Canada に報告された過去 5 年の実績により算出されるスコア

（Track Record Score*）により、支援額が決定される 

*)興行収入、国内セールス/海外セールス、国際映画祭や国際的なイベント

への出品・受賞、国内の映画祭やイベントでの受賞などがポイント化され決定さ

れる 

 

(b) 選択支援  

・過去 5 年の間に、カナダで劇場公開されたフィクション映画またはドキュメンタリ

 

14 https://telefilm.ca/en/financing 

15 カナダで昨今積極的に用いられるようになった表現「人種化」（原語で“Racialized”）は、人種を社会的に構成するプロセスのことを

指す。非白人、有色人種、民族的マイノリティなどといった言葉の代替として使用される。Telefilm Canada 支援上の定義では、非白

人系で、ファースト・ネーションを除く人を指し、黒人や有色人種に限定しない。 

https://telefilm.ca/en/financing


 

       

 

ーを最低 1 本制作していること 

・過去 5 年の間に、フィクション映画またはドキュメンタリーで国際的な映画祭で

のプレミア上映を行ったこと 

・カナダ・オーディオビジュアル認証局（CAVCO）によりカナダ映画として認定さ

れ、CAVCO の定めるポイントを 60％以上満たしているか、国際共同製作協

定のもと「国際共同製作作品」と認められていること 

 

(c) ファースト・ネーション（先住民族）支援  

・過半数がファースト・ネーションで構成された制作会社であること 

・以下のいずれかの条件を満たすこと： 

 

条件 1：過去 5 年の間に、カナダでの劇場公開か国際的な映画祭でのプレミ

ア上映を行ったフィクション映画またはドキュメンタリーを最低 1 本制作しているこ

と。また、カナダ・オーディオビジュアル認証局（CAVCO）によりカナダ映画とし

て認定され、CAVCO の定めるポイントを 60％以上満たしているか、国際共同

製作協定のもと「国際共同製作作品」と認められていること 

条件2：過去 5 年の間に、Talent to Watch プログラム（若手人材発掘）

の支援を受け、劇場かデジタルプラットフォームで配給された実績があること 

条件 3： 

・過去 5 年の間に、短編作品で国際的な映画祭でのプレミア上映を行ったこと 

条件 4: 

・過去 5 年の間にカナダのテレビで放映された作品があること。また該当作品

は、カナダ・オーディオビジュアル認証局（CAVCO）によりカナダ映画として認

定され、CAVCO の定めるポイントを 60％以上満たしているか、国際共同製

作協定のもと「国際共同製作作品」と認められていること 

 

(d) 人種化された人のための支援 

・「人種化された（racialized）」と自認している者により過半数が構成された

制作会社であること 

・その他の条件は上記「ファースト・ネーション（先住民族）支援」と同じ 

年間実績 301 プログラム（2018-2019 年期実績） 

支援上限額 (a) 1 万 5000 万カナダドル/1 プロジェクト、5 プロジェクトまで 

(b)  1 万 5000 万カナダドル/1 プロジェクト、2 プロジェクトまで 

(c) 1 万 8000 万カナダドル/1 プロジェクト、5 プロジェクトまで 

(d) 1 万 8000 万カナダドル/1 プロジェクト、5 プロジェクトまで 

 

 



 

       

 

b. 制作 

 

支援名 Production program 

支援対象 長編映画の制作またはポストプロダクション 

支援概要 長編映画の制作またはポストプロダクションを対象とし、 

カナダ文化の発信や多様性に資する作品を支援する 

主な条件 〔申請者〕 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

・オーディオビジュアル作品の制作会社であること 

・プロデューサーと、その他制作にかかるキーポジションはカナダ国民であるか、永

住権を有していること（国際共同製作の場合は除く） 

〔プロジェクト〕 

・75 分以上の長編フィクション映画で、フランス語、英語またはファースト・ネーシ

ョンの言語で制作（または完成）をしていること 

・カナダでの劇場公開を前提とし、その他のプラットフォームへの配給を行うこと 

・カナダ側のプロジェクトの所有権を有し、カナダ人が著作権を保持すること（国

際共同製作の場合は除く） 

・申請者がファイナンシャル、クリエイティブ、配給の決定権を有すること 

・脚本と監督は、カナダ人またはカナダの永住権を有する者のみで行うこと（国

際共同製作の場合は除く） 

・制作費は 25 万カナダドル以上であること 

 

クリエイティブの要素、キーポジションの経歴、プロジェクトの実現可能性（ファイ

ナンシャル、クリエイティブ共に）などを審査の上決定する 

年間実績 6730 万カナダドル、73 作品 （2018-2019 年期実績） 

支援上限額 ・制作費 250 万カナダドル未満で英語、仏語、またはファースト・ネーションの言

語で制作されたプロジェクト：最大 50 万カナダドル 

・250 万カナダドル以上で英語で制作されたプロジェクト：最大 400 万カナダ

ドル 

・250 万カナダドル以上で仏語制作されたプロジェクト：最大 350 万カナダド

ル 

その他特筆すべき

事項 

・制作費 250 万カナダドル以下の場合、返済不要の助成金とするか商業利

用開始日から起算して 2 年間、償還可能なエクイティ投資とするか選択できる 

・制作費 250 万カナダドルかそれ以上の場合、前受金か償還可能なエクイティ

投資で選択できる 

 



 

       

 

支援名 Talent to Watch program 

支援対象 映画・ウェブシリーズの新人制作者 

支援概要 映画・ウェブシリーズの第 1 作目の制作費支援 

主な条件 条件は部門によって異なる 

(a) 選択部門 

〔申請者〕 

・Telefilm Canada の定めた団体からの推薦 

・プロデューサー、脚本家、監督は全て新人であること（＝少なくとも 1 つの短

編映画を制作しているが、長編映画では経験がないこと）。ただしプロデューサ

ーは、過去に長編映画の 1 作品にクレジットされ、それが Telefilm Canada

の支援を受けたものであれば対象とし、その他も 25 万カナダドル以下の作品で

あれば考慮に入れる 

・プロデューサー、脚本家、監督はカナダ国民であるか、永住権を有していること 

〔プロジェクト〕 

・フィクションかドキュメンタリーのオーディオビジュアル作品で、フランス語、英語ま

たはファースト・ネーションの言語で制作すること 

・75 分以上の長編映画、またはオンライン上の観客をターゲットに制作されたウ

ェブコンテンツで、合計で 10 分以上のもの 

・Telefilm Canada からの応募案内後、1 つ以上のデジタルフォーマットでの

配給が 2 年以内に決まること（劇場配給は不要） 

・長編映画の場合は制作費が 15 万カナダドル〜25 万カナダドル、ウェブコンテ

ンツの場合 10 分あたり 2 万カナダドルを目安とする 

(b) ファスト・トラック部門 

〔申請者〕 

・Telefilm Canada の定めた団体からの推薦 

・カナダの制作会社で作品にかかる権利を 100％保持し、作品に関わるキーポ

ジションメンバーが所有または運営していること 

・監督が過去の短編作品で映画祭での賞を受賞していること（以下、「その他

の事項」の一覧参照） 

・プロデューサー、脚本家、監督は全て新人であること（＝少なくとも 1 つの短

編映画を制作しているが、長編映画では経験がないこと） 

〔プロジェクト〕 

・選択部門と同じ（ただし、ファスト・トラックで申請できるのは映画のみ） 

・映画祭での受賞から 2 年以内に応募すること 

・パイロット事業として、イマジン・ネイティブ（先住民の映画とメディアアートフェス

ティバル）に推薦され、国際サーミフィルムインスティチュート主催のアークティッ

ク・チルズで紹介された短編映画については、Telefilm の定めた団体からの推



 

       

 

薦無しでも支援対象とする 

(c) 映画祭選出部門 

〔申請者〕 

・カナダの制作会社で作品にかかる権利を 100％保持し、作品に関わるキーポ

ジションメンバーが所有または運営していること 

・監督が過去の短編作品で映画祭に選出されていること（以下、「その他の事

項」の一覧参照） 

・プロデューサー、脚本家、監督は全て新人であること（＝少なくとも 1 つの短

編映画を制作しているが、長編映画では経験がないこと） 

〔プロジェクト〕 

・選択部門と同じ（ただし、ファスト・トラックで申請できるのは映画のみ） 

・映画祭での選出から 2 年以内に応募すること 

 

年間実績 550 万カナダドル（44 作品） 

支援上限額 ・返済不要、制作費の 100％補填が可能 

・長編映画：15 万カナダドル/1 作品 

・計 75 分以上のウェブシリーズ：12.5 万カナダドル/1 作品 

・計 75 分以下のウェブシリーズ：各セグメント（最大 10 分）に対し 1 万

5000 カナダドル、合計 10.5 万カナダドル 

・支援額の最低 8％はプロモーションに使用する 

その他の事項 ＜ファスト・トラック部門での映画賞一覧＞ 

・アヌシー国際アニメーション映画祭 

-短編部門アヌシー・クリスタル賞（グランプリ） 

・アメリカン・インディアン映画祭 

-最優秀短編実写映画賞 

-最優秀短編ドキュメンタリー賞 

-最優秀短編アニメーション賞 

・ヴェネツィア国際映画祭 

-オリゾンティ賞（短編映画） 

-オリゾンティ賞（中長編映画） 

・ベルリン国際映画祭 

-最優秀短編映画賞（金熊） 

-最優秀短編映画賞（銀熊） 

・カンヌ国際映画祭 

-パルムドール（短編映画） 

-審査員スペシャル・メンション（短編映画） 

-監督週間 イリ―アワード（短編映画） 



 

       

 

-国際批評家週間 ライカ・シネディスカヴァリー短編映画賞 

-国際批評家週間  Canal＋短編映画賞 

・クレルモン＝フェラン国際短編映画祭 

-国際コンペティション部門グランプリ 

-特別審査員賞 

-観客賞 

・米国アカデミー賞（受賞またはノミネート） 

-最優秀短編実写映画賞 

-最優秀短編アニメーション賞 

-最優秀短編ドキュメンタリー賞 

・サンダンス映画祭 

-審査員グランプリ（短編映画） 

-国際フィクション部門審査員グランプリ（短編映画） 

-ノンフィクション部門審査員グランプリ（短編映画） 

-アニメーション部門審査員グランプリ（短編映画） 

-特別審査員賞（短編映画監督） 

 

＜映画祭選出部門での対象映画祭一覧＞ 

・アヌシー国際アニメーション映画祭 

・アメリカン・インディアン映画祭 

・ヴェネツィア国際映画祭 

・ベルリン国際映画祭 

・カンヌ国際映画祭 

・クレルモン＝フェラン国際短編映画祭 

・サンダンス映画祭 

・ロカルノ国際映画祭 

・オーバーハウゼン国際短編映画祭 

・タンペレ映画祭 

・テルユライド映画祭 

・バリャドリッド国際映画祭 

・サウス・バイ・サウスウエスト 

・スラムダンス映画祭 

・ナミュール国際フランコフォニー映画祭 

・トライベッカ映画祭 

 

支援名 Theatrical documentary program 

支援対象 劇場公開向け長編ドキュメンタリー 



 

       

 

支援概要 長編ドキュメンタリーの制作、ポストプロダクションの支援 

（企画開発は含まれない） 

主な条件 〔申請者〕 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

・オーディオビジュアル作品の制作会社であること 

※放送局の系列会社の場合は、ケベック州外に限る 

・キーポジションはカナダ国民であるか、永住権を有していること 

〔プロジェクト〕 

・75 分以上の長編ドキュメンタリー映画で、フランス語、英語またはファースト・

ネーションの言語で制作（または完成）をしていること 

・カナダでの劇場公開を前提とし、その他のプラットフォームへの配給を行うこと 

・制作費は 40 万カナダドル以上（ただしポストプロダクションは規定なし） 

・カナダ側のプロジェクトの所有権を有し、カナダ人が著作権を保持すること（国

際共同製作の場合は除く） 

・申請者がファイナンシャル、クリエイティブ、配給の決定権を有すること 

・監督は、カナダ人またはカナダの永住権を有する者のみで行うこと（国際共同

製作の場合は除く） 

・支援が決定した場合、劇場公開から 2 年以内にデジタルプラットフォームでの

配信を行うこと 

〔ファースト・ネーション支援枠〕 

上記の条件以外に、以下を満たせば特別枠で審査を受けることができる。 

・ファースト・ネーションにより過半数が所有された制作会社で、最低 51％の著

作権を保持していること 

・ファースト・ネーションのスタッフにより制作資金とクリエイティブが管理されている

こと 

・監督、プロデューサー、脚本のいずれか 2 人がファースト・ネーションであること 

・250 万カナダドル以下の作品で、リモートでの撮影を行う場合は 5 万カナダド

ルが追加される 

年間実績 220 万カナダドル（23 作品） 

支援上限額 ・制作段階：制作費の 49％以下（15 万カナダドルまで）。ただし制作費が

200 万カナダドル以上の場合は、Telefilm Canada の裁量により 50 万カナ

ダドルまで支援を検討する 

・ポストプロダクション段階：制作費の 49％以下（7.5 万カナダドルまで） 

・制作費 250 万カナダドル以下の場合、返済不要の助成金とするか商業利

用開始日から起案して 2 年間、償還可能なエクイティ投資とするか選択できる 

・制作費 250 万カナダドルかそれ以上の場合、前受金か償還可能なエクイティ

投資で選択できる 



 

       

 

 

c. マーケティング 

 

支援名 Marketing program 

支援対象 長編映画のマーケティングおよび配給 

支援概要 長編映画プロジェクトのマーケティングおよび配給に必要な資金を支援する 

主な条件 ・Telefilm Canada のいずれかの支援を受けた作品が優先される 

・マーケティングは、映画館の入場者の増加やデジタル配給、複数のプラットフォ

ームでの視聴を実現するための革新的な戦略に対して支援する 

〔申請者〕 

・カナダの配給会社またはカナダの企業に所属するプロデューサーであること 

・申請した作品を制作しカナダでの配給権を継続的に保持する制作会社か、

カナダでの全配給権を保持する配給会社であること 

・キーポジションはカナダ国民であるか、永住権を有していること 

・申請者が配給会社の場合：カナダで活動し、長編映画の配給を主たる事

業としていること。過去 2 年の間にカナダでの配給事業を行い、一定の成果を

上げていること。また、配給の経験が 5 年以上あるものが 1 人以上所属してい

ること 

・申請者が制作会社の場合：カナダで活動し、長編映画の制作を主たる事

業としていること。プロモーションとマーケティングの経験者が所属し、経営が安定

していること 

〔プロジェクト〕 

・制作段階で、Telefilm Canada の制作助成を受けた長編作品であること。

または、CAVCO の認証を取り付けるか、国際共同製作協定により制作された

作品であること 

 

海外で発生したマーケティング費用は、Telefilm Canada の事前の承認を取

り付けることを条件に、一部対象とできる（試写や劇場用予告編など） 

年間実績 国内マーケティング：880 万カナダドル（95 作品） 

海外マーケティング：60 万カナダドル（103 作品） 

支援上限額 無利子の前受金として P&A の 75%までを支援 

（対象経費は最大 2 万 5000 カナダドル） 

返済スケジュールは制作費やリクープの度合いによって異なる 

 



 

       

 

支援名 Promotion program16 

支援対象 映画、テレビおよびデジタルメディアのプロモーション 

支援概要 カナダのコンテンツおよび人材のプロモーション活動支援 

主な条件 〔申請者〕 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

・映画、テレビ、デジタルメディアの制作を主たる事業としていること 

・キーポジションはカナダ国民であるか、永住権を有していること 

〔活動内容〕 

・既に前年期（2019-2020 年期、以下「前年期」）で当プログラムの支援を

受けたものに限る。それ以外の条件は以下の通り 

(a) カナダ映画祭 

・前年期開催の映画祭でのプログラミングにおいて近年のカナダ作品が 15％以

上を占めた 

・上記の大半が中編・長編作品であること（ただし短編に特化した映画祭の

場合は割合のみで換算） 

・100 作品以上の上映がある場合は、カナダの作品が 15 以上あればよい 

(b) 映画、テレビ、デジタルメディアの受賞セレモニー（国内） 

・受賞作品の 75％以上が前年度に配給されていること（トリビュート、その他

記念作品は除く） 

(c) 新たな配給ネットワーク17 

・前年期の公式プログラミングにおいて近年のカナダ作品が 75％以上を占めた 

・上記の大半が中編・長編作品であること（ただし短編に特化した映画祭の

場合は割合のみで換算） 

・100 作品以上の上映がある場合は、カナダの作品が 75 以上あればよい 

(d) オーディオビジュアル産業にかかるカンファレンス 

・オーディオビジュアル産業に従事する者のためのカンファレンス、パネルディスカッ

ション、交流イベント 

(e) プロモーション、認知向上イベント 

・公共に向けたカナダコンテンツや人材の宣伝活動 

(f) その他のプロモーション活動 

プロモーションに関連した、オーディオビジュアル産業にかかる研究、事業開発、

職業訓練など 

 

16 2020 年のコロナの影響により、2020-2021 年期は例外的に「昨年期に支援を受けたもののみ」を継続して支援することを目的と

し、新規の受付は無い。 

17 従来の劇場配給・興行モデルに替わる配給形態で、カナダコンテンツの普及を第一の目的とし、カナダの観客へのコンテンツへのアクセ

スを可能とするもの 



 

       

 

年間実績 1480 万カナダドル 

支援上限額 ・対象経費のうち、前年期の支援額を超えない範囲 

〔補足〕対象経費：プログラミングにかかる直接経費、PR 活動にかかる経費、

運営管理費（スタッフ人件費、機材レンタル代）など 

・返済不要 

 

 

d. 興行 

 

支援名 Theatrical exhibition program 

支援対象 カナダ国内の興行会社 

支援概要 カナダ映画の上映回数と入場者数に応じての支援 

主な条件 ・商業劇場を運営する会社であること 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

・オーディオビジュアル産業のスタンダードに対応する、チケットと興行収入報告シ

ステムを有していること 

・過去 1 年に、最低 1 本のカナダ長編映画を上映していること 

※「カナダ映画」の条件：75 分以上のフィクション映画またはドキュメンタリー。

CAVCO の審査を通過しカナダ映画とみなされているか、国際共同製作協定

に基づく国際共同製作作品で撮影前または撮影後に Telefilm Canada の

推薦を受けているもの 

年間実績 40 万カナダドル（48 社） 

支援上限額 前年度のカナダ映画の興行成績に基づいた返済不要の助成金 

・1 回上映あたり 10 カナダドル 

・1 人入場あたり 0.5 カナダドル 

・1 劇場 1 年あたり上限は 1.5 万カナダドルで、1 企業あたり 3 劇場まで（す

なわち、1 企業あたり 4.5 カナダドル） 

※2020-2021 年期に限っては 1 万ドル上乗せし 5.5 万カナダドル 

・助成金は必ず、次の興行作品の宣伝費用とする 

 

e. 映画祭 

 

支援名 Participation in international Festivals and Events support 

program 

支援対象 プロデューサー、ディストリビューター、セールスエージェント 

支援概要 国際映画祭・イベントへの参加支援 



 

       

 

主な条件 〔申請者〕 

・当該プロジェクトのプロデューサー、ディストリビューターまたはセールスエージェン

ト 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

〔プロジェクト〕 

(a) 長編映画 

・カナダのフィクション映画またはドキュメンタリー 

・CAVCO によりカナダ映画として認定されているか、国際共同製作協定のもと

「国際共同製作作品」と認められていること 

・リスト A(以下後述)で示される国際映画祭に公式選出されていること 

・劇場公開を想定していること 

(b) 短編映画 

・カナダの監督またはプロデューサーであること。もしくは、国際共同製作作品とし

て認定されていること 

・リスト B(以下後述)で示される国際映画祭にワールドプレミアまたはインターナ

ショナルプレミア作品として公式選出されていること 

・フランス語か英語で視聴可能であること（オリジナル言語、字幕いずれでも

可） 

(c) 国際共同製作マーケットへの招待 

・カナダの制作会社 

・企画開発中の国際共同製作プロジェクトが、リスト C（以下後述）に公式に

招待されていること 

支援上限額 いずれも返済不要の助成金 

(a)(b) 

・4 万カナダドル/1 作品（短編映画は 2500 カナダドル） 

・支援額は、選出された映画祭とグループにより異なる 

-「グループ 1」の場合：2.5 万カナダドル 

-「グループ 2」の場合：1 万カナダドル 

-「グループ 3」の場合：1,500 カナダドル ただしワールドプレミア、インターナシ

ョナルプレミアの場合は 5,000 カナダドル 

-リスト B のうち短編映画祭の場合：2,500 カナダドル 

〔例外〕 

・米国アカデミー賞やゴールデングローブ賞、BAFTA またはセザール賞で「最優

秀作品賞」または「最優秀外国語映画賞」に選出された場合、例外的に 4 万

カナダドル以上の支援を行うことも可能。その場合はマーケティング計画を確認

し、4 万カナダドル以上の支出について最終的にリクープ可能かを判断する 

（c） 



 

       

 

1500 カナダドル 

リスト A 〔リスト A-グループ 1〕 

・ベルリン国際映画祭（コンペティション、アウトオブコンペティション、パノラマ、ジ

ェネレーション、フォーラム、エンカウンター、ベルリナーレ・スペシャル） 

・カンヌ国際映画祭（公式コンペティション、ある視点、アウトオブコンペティショ

ン、国際批評家週間、監督週間） 

・サンダンス映画祭（ワールドコンペティション、パーク・シティ・アット・ミッドナイト、

プレミア、サンダンス・キッズ） 

・ヴェネツィア国際映画祭（コンペティション、アウトオブコンペティション、オリゾン

ティ、ヴェニス・デイズ、国際批評家週間） 

〔リスト A-グループ 2〕 

・ベルリン国際映画祭の〔グループ 1〕の部門で、ヨーロッパプレミアの場合 

・釜山国際映画祭（フラッシュフォワード、ギャラ、ワールドシネマ） 

・カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭（コンペティション、アウトオブコンペティション） 

・ロカルノ国際映画祭（コンペティション、フィルムメイカーズ・オブ・ザ・プレゼント 

コンペティション、ピアッツァ・グランデ） 

・ロッテルダム国際映画祭（タイガー・アワード・コンペティション、ビッグ・スクリー

ン、ブライト・フューチャー、スペクトラム） 

・サン・セバスティアン国際映画祭（オフィシャルセレクション、新人監督、サバル

テギ・タバカレラ） 

・サンダンス映画祭（スポットライト、ニュー・フロンティア） 

・テルライド映画祭（部門不問） 

〔リスト A-グループ 3〕※部門不問 

ヨーロッパ： 

アムステルダム国際映画祭、アヌシー国際アニメーション映画祭、ベルリン国際

映画祭、BFI、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭、シネキッドフェスティバ

ル、コペンハーゲンドキュメンタリー映画祭、クレテイユ国際女性映画祭、ライプツ

ィヒ国際ドキュメンタリーおよびアニメーション映画祭、エディンバラ国際映画祭、

アングレーム・フランコフォン映画祭、ヘント映画祭、ジッフォーニ映画祭、グラスゴ

ー映画祭、ヨーテボリ国際映画祭、インディー・リスボア、イスタンブール国際映

画祭、カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭、ロカルノ国際映画祭、ロリアン映画祭、

BUFF 国際映画祭、マンハイム＝ハイデルベルク国際映画祭、モン・プレミエ・フ

ェスティバル、モスクワ国際映画祭、ミュンヘン国際映画祭、ナミュール国際フラ

ンス語映画祭、ヌーシャテル国際ファンタスティック映画祭、ビジョン・ドゥ・レール、

レイキャヴィーク国際映画祭、ロッテルダム国際映画祭、サン・セバスティアン国

際映画祭、シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭、シッチェス・カタロニア国

際映画祭、ストックホルム国際映画祭、シュトゥットガルト国際アニメーション映



 

       

 

画祭、タリンブラックナイト映画祭、テッサロニキ国際映画祭、トリノ映画祭、バリ

ャドリッド国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、ワルシャワ映画祭、ズリーン国

際映画祭 

アメリカ： 

AFI Fest、AFI ドキュメンタリー映画祭、アメリカン・インディアン映画祭、シカゴ

国際映画祭、シカゴ国際こども映画祭、フルフレーム・ドキュメンタリー映画祭、

マイアミ国際映画祭、ミルバレー映画祭、ニューダイレクター・ニューフィルムズ、ニ

ューヨーク映画祭、パームスプリング国際映画祭、サンフランシスコ国際映画祭、

サンタバーバラ国際映画祭、シアトル国際映画祭、スラムダンス映画祭、

SXSW、ビッグスカイ・ドキュメンタリー映画祭、トライベッカ映画祭 

中南米： 

ブエノスアイレス国際インデペンデント映画祭、グアダラハラ国際映画祭、ロスカ

ボス国際映画祭、マール・デル・プラタ国際映画祭、リオデジャネイロ国際映画

祭、サンパウロ国際映画祭 

アジア/オセアニア： 

北京国際映画祭、プチョン国際ファンタスティック映画祭、釜山国際映画祭、

香港国際映画祭、中国国際漫画・アニメ祭、インド国際映画祭、メルボルン

国際映画祭、ムンバイ映画祭、上海国際映画祭、シドニー映画祭、台北金

馬映画祭、東京国際映画祭 

アフリカ： 

ケープタウン国際アニメ映画祭、カルタゴ映画祭、ダーバン国際映画祭、マラケ

シュ国際映画祭 

リスト B アメリカン・インディアン映画祭、アヌシー国際アニメ映画祭およびマーケット、アス

ペン短編映画祭、ベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭（公式選出、国

際批評家週間、監督週間）、クレルモン＝フェラン国際短編映画祭、オーバ

ーハウゼン国際短編映画祭、ロカルノ国際映画祭、ナミュール国際フランス語

映画祭、ニューダイレクター・ニューフィルムズ、米国アカデミー賞（最終ノミネー

ト）、パームスプリング国際短編映画祭、スラムダンス映画祭、SXSW、サンダ

ンス映画祭、タンペレ映画祭、トライベッカ映画祭、テルライド映画祭、バリャドリ

ッド国際映画祭、ヴェネツィア映画祭（オリゾンティ） 

リスト C アムステルダム国際映画祭（IDFA フォーラム）、アトリエ・ドゥ・シネマ・ユーロペ

アン、アトランティック映画祭(トランスアトランティック・パートナー)、ベルリン国際

映画祭（ベルリナーレ共同製作マーケット）、ビッグ・スカイ（Docshop）、ボ

ゴダ・オーディオビジュアル・マーケット、エディンバラ国際映画祭（エディンバラ・ピ

ッチ）、ヨーロピアン・オディオビジュアル・エンタープラナー、ファンタジア国際映画

祭(フロンティア国際共同製作マーケット)、ナミュール国際フランコフォニー映画

祭、フィルムバザール・国際共同製作マーケット、インデペンデント映画週間（ノ



 

       

 

ーボーダー・フォーラム）、ジュニア・エンターテインメント・タレントスレート、ミア国

際共同製作マーケット、ワガ（ワガドゥグー）・フィルムラボ、Rencontres de 

co-productions francophones（注釈：ルクセンブルグで行われる、フラン

ス語圏の国際共同製作のためのイベント）、ロッテルダム国際映画祭（シネマ

ート）、ヴェネツィア国際映画祭（ヴェネツィア・ギャップファイナンシングマーケッ

ト） 

 

f. 配給 

 

支援名 Export assistance program 

支援対象 劇場映画配給会社 

支援概要 カナダ映画の国際配給支援 

主な条件 〔申請者〕 

・劇場映画配給を専門とした会社であること（セールスエージェントは対象外） 

・対象国・地域（下記参照）1 つ以上で、当該作品の権利を行使しているこ

と。また、MG を支払い、権利を取得していること 

・対象国・地域でのマーケティングプランがあること 

・申請の翌年までに劇場公開を行うこと 

〔プロジェクト〕 

・75 分以上の長編映画（ジャンル不問） 

・Telefilm Canada から製作支援を受けていること 

・CAVCO によりカナダ映画として認定されているか、国際共同製作協定のもと

「国際共同製作作品」と認められていること 

・これまで対象国・地域で劇場公開されていないこと 

年間実績 20 万カナダドル（9 作品） 

支援上限額 対象国・地域での権利取得のための MG が対象の返済不要の助成金 

・4.5 万カナダドル/1 ヶ国 

・9 万カナダドル/プロジェクト 

対象国・地域 アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ、ブラジル、中

国、コロンビア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、メキシ

コ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、韓国、スペイン、アメリカ、イギリス、

スウェーデン、スイス、台湾 

  



 

       

 

3. 税優遇 

 

カナダの映画および映像作品への税優遇は、カナダ歳入庁との連携のもと、カナダ・オーディオビジュアル

認定事務所 (Canadian Audio-Visual Certification Office、以下「CAVCO」)が行い、2 つのプ

ログラムが用意されている。 

 

（ア）Canadian Film or Video Production Tax Creditプログラム（以下「CPTC」）18 

 

CAVCO が「カナダコンテンツ」と認めた映画または映像制作に対し、製作に係る人件費（給与）の

25％が税額控除される制度。カナダの映画およびテレビ番組制作を奨励し、国内制作現場の発展を目

的とした制度である。 

 

CAVCO のカナダコンテンツ認証は Telefilm Canada の制度を受ける場合でも重要なポイントとなる。

また、国際共同製作協定に基づいた共同製作であれば、支援の対象となる。 

 

a. 優遇対象 

・制作に係る人件費（給与）の 25％ 

・各種公的支援が控除された金額のうち、総製作費の 60%が対象の上限 

⇒すなわち、総製作費の純実費のうち 15% 

・ノン・インタラクティブ（視聴者参加型ではない）作品であること。VR 制作も対象となるが、同様に視

聴者の介入を必要としない作品に限る。尚、ウェブサイト、ゲーム、アプリケーションは対象とならない 

 

b. 応募条件 

※以下 3、5〜8 および 11 については国際共同製作作品は対象とならず、個々の協定での条件が優

先される 

 

1. 制作会社は CAVCO に対し、制作段階・完成段階で認証を受けること 

 

＊カナダ映画・映像制作認証―パート A認証＊ 

・申請期限はなく、撮入前もしくは制作中に認証が発行される 

・カナダ所得税法 125.4 項およびカナダ所得税規定 1106 に基づき審査され、CAVCO がカナダ文化

遺産省への推薦を行い、認証の発行は文化遺産省の権限のもと行われる 

 

 

 

18 https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/canadian-film-video-

production.html 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/canadian-film-video-production.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/canadian-film-video-production.html


 

       

 

＊完成認証―パート B認証＊ 

・制作が完了し、引き続きパート A と同様の条件を満たしているか確認する 

・撮入から起算し、最初の課税年から 24 か月以内に申請すること（条件により最長 48 か月まで延長

は可能） 

・パート B の認証の発行なしに、税優遇を受けることはできない 

 

2. カナダで課税対象となっている制作会社が申請すること 

3. 製作完了後、商業利用が始まってから 25 年間は、申請した制作会社が著作権を有すること 

4. 作品のジャンルが以下に該当しないこと： 

a. ニュース、公務、天気予報やマーケットレポートを含むもの 

b. ゲームやクイズ、コンテストに関するもの 

c. スポーツイベント、スポーツ活動 

d. 新作発表会、受賞式 

e. 支援を勧誘するための作品 

f. リアリティー番組 

g. ポルノ 

h. 宣伝 

i. 商業、広報、社会事業を目的としたもの 

j. 作品の全てまたは大半が（ドキュメンタリーは除く）あらかじめ撮影された既存のストック・フィルム

であるもの 

5. クリエイティブに関するキーポジションがカナダ国籍または永住権を有するものであること。以下のポイン

ト表に従い、最低 6 ポイントが必要となる。 

 

表 実写作品のポイント表：最低 6 ポイント 

キーポジション ポイント数 追加事項 

監督 2 ポイント 4 ポイント中 2 ポイントの獲得が

必須 脚本 2 ポイント 

報酬が最も高く支払われた主演俳優 1 ポイント 2 ポイント中 1 ポイントの獲得が

必須 報酬が 2 番目に高く支払われた主演俳優 1 ポイント 

撮影監督 1 ポイント  

美術監督 1 ポイント  

音楽監督 1 ポイント  

編集監督 1 ポイント  

 

 

 



 

       

 

表 アニメ作品のポイント表：最低 6 ポイント 

キーポジション ポイント数 追加事項 

監督 1 ポイント 2 ポイント中 1 ポイントの獲得が

必須 脚本主任または絵コンテ 1 ポイント 

報酬が 1 番または 2 番目に高く支払われた

主演声優 

1 ポイント  

美術監督 1 ポイント  

カメラ・オペレーター 1 ポイント 作業がカナダで行われた場合付

与 

音楽監督 1 ポイント  

編集監督 1 ポイント  

以下はカナダのみで作業が行われた場合に付与される 

キーアニメーション 1 ポイント 必須 

レイアウト、背景 1 ポイント  

動画 1 ポイント  

 

6. 全てのプロデューサーがカナダ国籍または永住権を有するものであること。 

7. 制作にかかるサービスのうち最低 75％はカナダ人に対して支払われること（ポストプロダクションについ

ても同様の条件） 

8. 商業利用が始まって時点で、申請した制作会社が作品のライセンスを有すること 

9. カナダの配給会社もしくはカナダ・ラジオテレビ通信委員会の認めた放送局が、商業利用が開始され

てから 2 年以内に上映または放映を行う旨、書面での承諾を得ること 

10. 商業利用が開始されてから 2 年以内は、非カナダの配給会社によるカナダでの配給は行わないこと 

11. 制作会社もしくはカナダで納税義務のある企業が、カナダ以外でのマーケットでの収益配分を受ける

こと 

 

c. 審査書類 

・コーポレート関連文書（シェアホールダーの名前、制作会社の代表者名、関連企業一覧、企業登録

番号） 

・財務および権利の行使に関する文書（財務諸表、過去二年の経歴、制作・配給・テレビ放映にかか

る契約書など） 

・個人に関する文書（クリエイティブに関わる全てのキーポジションの名前と報酬、カナダ国籍または永住

権を有する者については CAVCO への個人登録番号） 

・非カナダのプロデューサーがいる場合の関係確認書類 

・制作に関する詳細（シンプシス、ターゲットとするマーケット情報、ジャンル、作品分数、制作形態、撮

入日および完了日、撮影日数） 



 

       

 

・シリーズタイトル（作品がシリーズの場合） 

・作品のコピーデータ（DVD、Blu－ray または USB フラッシュメモリー） 

・支出関連書類（確定支出額、人件費の合計） 

・最終経費詳細 

・会計検査報告（制作費 50 万カナダドル以上の場合） 

・国際共同製作関連情報（国情報、相手国の企業情報、著作権保有の割合、資金の割合、国際

共同製作協定） 

・チェーン・オブ・タイトルに関する書類 

 

 

（イ）Film or Video Production Services Tax Creditプログラム（以下「PSTC」）19 

 

カナダ企業または在カナダ外資系企業を対象とし、条件を満たせばカナダ居住者またはカナダに納税

義務のある企業に対して支払われた人件費の 16％が税額控除される制度。カナダ国内の映画・映像

産業の振興や投資、雇用促進を目的としている。 

 

a. 優遇対象 

・カナダ居住者またはカナダに納税義務のある企業に対して支払われた人件費の 16％で、地方自治体

から受けた助成金や税控除などを除いた額（控除額に上限は無し） 

・CPTC の税優遇を受けたものは、対象とならない 

・企業に所属する従業員への給与、個人また協力会社に対する報酬、親会社から支払われる従業員

の経費も条件を満たせば対象となる。ただし、再委託は対象外 

 

b. 応募条件 

・CAVCO が著作権保有者に対し与える「認定証明書」：カナダ所得税法 125.5 項およびカナダ所得

税規定 9300 に基づき審査され、発行される。1 著作権保有者に対し 1 枚のみ発行されるため、1 作

品に関するサービス提供者が複数ある場合は、PSTC への申請のためそれぞれコピーの発行が必要とな

る。また、著作権保有者が変更となった場合は、変更手続きも行わなくてはならない 

 

〔注釈〕PSTC の定めるところの「著作権者」となるためには、少なくとも作品の制作完了までの制作に関

する許諾を取り付けることが必要となる。例えば既にキャラクターが存在する作品の場合、全てのキャラクタ

ー権を取得する必要はない 

・カナダ企業または在カナダ外資系企業であること 

・カナダに恒久的施設を有し、主たる事業が映画・ビデオ制作およびプロダクション・サービスであること 

 

19 https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/film-video-production-

services.html 

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/film-video-production-services.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/film-video-production-services.html


 

       

 

〔認定証明書のための提出物一覧〕 

①登録料： 5212.20 カナダドル 

※ただし、最終的な控除額が 2.5 万カナダドルを下回る場合は、控除額に応じて登録料も一部還付さ

れる 

②チェーン・オブ・タイトル関連書類：申請者が申請時点で著作権の保有者であることを示す契約書、

権利譲渡契約書、脚本家の契約書など。法律専門家の法律意見も併せて提出する 

③制作費：最終予算サマリー（既に制作が終了している場合は、最終支出のサマリー） 

※他国での制作を含む場合、カナダでの制作分のみでよい 

④申請者の宣誓書 

 

（配給会社等は対象とならない）。また、非営利団体や慈善団体も対象とならない      

・作品のジャンルが以下に該当しないこと： 

a. ニュース、公務、天気予報やマーケットレポートを含むもの 

b. ゲームやクイズ、コンテストに関するもの 

c. スポーツイベント、スポーツ活動 

d. 新作発表会、受賞式 

e. 支援を勧誘するための作品 

f. リアリティー番組 

g. ポルノ 

h. 宣伝 

i. 商業、広報、社会事業を目的としたもの 

j. 作品の全てまたは大半が（ドキュメンタリーは除く）あらかじめ撮影された既存のストック・フィルム

であるもの 

・撮影開始から 24 か月までの制作費が 100 万カナダドル以上であること。ただしシリーズ作品の場合、

1 エピソードが 30 分以内の場合は 10 万カナダドル以上、30 分以上の場合は 20 万カナダドル以上が

上限となる 

 

c. 審査書類 

・コーポレート関連文書（全ての著作権所有者の契約情報、申請者の代表連絡先） 

・財務に関する文書（予算表、最終的な制作費用とカナダでの全支出に関するコストレポート） 

・制作に関する詳細（シンプシス、ターゲットとするマーケット情報、ジャンル、作品分数、制作形態、撮

入日および完了日、カナダでの撮影日数） 

・シリーズタイトルと数（作品がシリーズの場合） 

・チェーン・オブ・タイトルに関する書類（著作権者履歴、個々の著作権者の権利保有率、契約書また

は法律専門家の法律意見） 

・申請者の宣誓書 

・認定証明書 


