
ドイツの支援概要 

 

a. 映画支援団体 

 

・FFA(Filmförderungsanstalt)が支援の中心組織 

・FFA の財源は 3 つの税収⇨ 劇場チケット、テレビ、ビデオ販売から自動徴収 

・FFA は連邦政府文化・メディア委任官（BKM）の管轄下だが、協定の締結や認証の発行は連邦経

済輸出管理庁（BAFA）が行う 

 

b. 支援形態   

 

・BAFA が、国際共同製作がドイツの国内法ドイツ映画助成法(FFG)の条件を満たすものである旨の認

証を発行 

⇒BAFA による認証は、映画作品が FFA での助成を受ける際に前提となる 

・欧州協定、二国間・多国間協定が無い場合でも、条件を満たせば、国際共同製作として認められる 

・作品の商業的成功の度合い（＝動員数）と文化的な成功の度合いをポイント化し支援が決まる 

・国家レベルでの外国映画のロケインセンティブはない 

・大型作品へ支援を拡充しており、制作費 2000 万ユーロ以上が対象のものもある（DFFF2） 

 

c. 規制・法制度 

 

・映画作品を制限するスクリーン・クオータ制度は存在しないが、FFA はドイツ映画（あるいはドイツ映画

と同等と認められる EU・欧州経済共同体圏およびスイスの作品）の上映を促進するために、配給の段

階で様々なサポート体制を設けている 

・TV 番組等は、欧州レベルでの指針である「国境の無いテレビ指令」に基づいたクオータがある  



ドイツ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 

 

ドイツは、二国間国際共同製作協定を計 21 の国と地域と締結している1。協定に際しては、「連邦

経済輸出管理庁」（Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 以下「BAFA」）が

権限のある当局として協定の締結を進める。 

 

（ア）ヨーロッパ 

オーストリア、ベルギー、フランス、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、ロシア、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、インド、ニュージーランド 

 

（ウ）アフリカ 

南アフリカ 

 

（エ）中南米 

アルゼンチン、ブラジル 

 

（オ）中東 

イスラエル 

 

（カ）北米 

カナダ 

 

2. クオータ制度2 

 

ドイツには外国の映画作品を制限するスクリーン・クオータ制度は存在しない。しかし後述するように、

FFA はドイツ映画（あるいはドイツ映画と同等と認められる EU・欧州経済共同体圏およびスイスの作品）

の上映を促進するために、該当する映画作品については配給の段階で様々なサポート体制を設けている。 

 

 
1
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-

medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen 
2
 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24101 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176976/fernsehrichtlinie 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24101
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176976/fernsehrichtlinie


また、TV 番組等についてドイツは、1989 年に制定された欧州レベルでの指針である「国境の無いテレ

ビ指令（Fernsehen ohne Grenzen）」に基づいて行動している。「国境の無いテレビ」とは、文化的

な多様性や立場・意見の多様性、あるいは未成年の保護といった理念を掲げて立ち上がった EU の行動

指針であり、2007 年にはテレビだけでなく全てのオーディオビジュアル領域を包括するものとして拡張され

た（「国境の無いオーディオビジュアルメディアサービス指令））。 

 

（ア）「国境の無いテレビ指令」第二原則 

 

1. ヨーロッパのテレビ番組はヨーロッパ内で規制されることなく自由に報道されること。 

2. テレビ局は、全報道時間の 50％以上をヨーロッパ作品の報道にあてがうこと。 

 

（イ）「国境の無いテレビ指令」の定めるクオータ 

 

・ ヨーロッパのテレビ番組・作品の普及を促進するため、各国は、（ニュース、スポーツ、広告等、シ

ョッピングチャンネルを除く）報道時間の主たる割合をヨーロッパ作品に当てられるように措置しな

ければならない。（第 4 条） 

・ 報道局は、各局の放送時間の 10％以上をヨーロッパにおける自主制作作品にあてがわなけれ

ばならない。（第 5 条） 

 

以上の指令により、欧州作品には報道の自由が保障されるものの、欧州作品以外には、テレビ放映

の段階で一定の規制がかかっていると言えるだろう。しかし、欧州国との国際共同作品として認定された

映画であればテレビ放映においても欧州映画と同等の扱いを受けることができ、放映時間の拡大につな

がる。3 

 

3. 国際共同製作認定制度4 

 

ドイツにおける国際共同製作は、ドイツ国との二国間・多国間協定、あるいは、1992 年 10 月に制

定され 1995 年 3 月よりドイツ連邦においても施行された「映画の国際共同製作に係る欧州協定」

（“European Convention on Cinematographic Co-Production”、以下「欧州協定」）という

二つの枠組みに従って認定される。なお、欧州協定による国際共同製作の認定には、ヨーロッパスケール

のポイント基準（後述）を満たしている必要がある。 

 

とりわけ「欧州協定」が施行されたことによって、それまで二国間協定の存在しない国同士においても共

同製作が容易になった。協定国は各国内の映画法に基づいて、国際共同製作映画を国内映画と同等

 
3
 参照：https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176976/fernsehrichtlinie 

4
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-

medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176976/fernsehrichtlinie
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen


のものとして認証する必要があり、これにより国際共同作品は各国内の国内映画と等しい援助を受ける

ことができるようになった。 

 

ド イ ツ に お い て は BAFA が 、 国 際 共 同 製 作 が ド イ ツ の 国 内 法 「 ド イ ツ 映 画 助 成 法

（Filmförderungsgesetz, 以下「FFG」5）」の条件を満たすものである旨の認証を発行している。 

 

BAFA による認証は、映画作品が映画支援機構（Filmförderungsanstalt 、以下「FFA」）での

助成を受ける際に前提となるものであり、国際共同作品は、少なくとも撮影を開始する前までには BAFA

の認証を得ておかなければならない。また、国際共同製作が認められた映画作品は、ドイツ国においても、

相手国においてもそれぞれ国内映画として位置付けられるため、ドイツだけでなく相手国からの助成を同

時に受けることができる。 

 

（ア）国際共同製作認定の条件 

 

国際共同製作として認定されるには、ドイツ映画助成法（FFG）6が定めるドイツ映画の条件を満た

す必要がある。（FFG 第 41 条）。 

 

・ 制作者の住居地・あるいは事務所の所在地がドイツ国内にあること。制作者の所在地がドイツ

以外の EU 加盟国、欧州経済領域内、もしくはスイスにある場合は、ドイツ国内に支局があるこ

と。 

・ 作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ語で、あるいはドイツ語吹替版として完成されるこ

と。（脚本上に指定された外国語の会話部分は含まない） 

・ 作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ国内の聴覚障害者向けのバリアフリー字幕、さらに

視覚障害者向けのドイツ語のオーディオガイド機能を装備して完成されること。 

・ 作品がドイツ国内で初上映されること、あるいは映画祭においてドイツ映画の枠組みに登録され

ること。 

 

  加えて、以上の条件を満たすドイツ側の制作者が、以上の条件を満たさない外国の制作者と共同で

映画作品を制作する場合でも、次の要件を満たしていれば、「国際共同製作」としてドイツ映画と同等の

扱いを受けることができる。（第 42、43、44 条） 

 

a）「映画の共同製作に係る欧州協定」の定義を満たすもの。 

（ヨーロッパスケールのポイント基準を満たしている必要がある） 

b）ドイツ連邦と二国間・多国間協定を結ぶ国の製作であるもの。 

 
5
 https://www.ffa.de/ffg.html 

6
 https://www.ffa.de/ffg.html 

https://www.ffa.de/ffg.html
https://www.ffa.de/ffg.html


c) ドイツ連邦との協定が無い場合、あるいは協定が適応されないケースの場合でも、外国側

の制作者に対してドイツ側の制作者の出資率が 30%以上あること、さらに芸術・技術的な人

材におけるドイツ人（連邦共和法第 116 条によって定義されるドイツ人）、ドイツ圏内で活

躍する外国人、あるいは EU 市民、欧州経済圏領域の国民、あるいはスイス人の総合的な

加担率が 30%以上であること。 

 

 

さらに、「欧州協定」、二国間・多国間協定が無い場合でも、次の条件を満たしていれば、「国際共同

製作」として認められる。（第 42、43、44 条） 

 

1. 41 条の条件を満たすドイツ側の制作者と、41 条の条件を満たさない外国制作者との共同製

作であること。 

2. 41 条の条件を満たすドイツ側の制作者の出資率が顕著であること。 

3. 芸術・技術的な人材におけるドイツ人（ドイツ圏内で活躍する外国人、EU 市民、欧州経済

圏領域の国民、スイス人含む）の総合的な加担率が 30%以上であること。 

 

従って、「欧州協定」あるいはドイツ国との二国間・多国間協定が適応されない国の場合でも、出資

率・人材加担率でドイツ側が一定の割合を満たしていれば、国際製作として BAFA の認証を得ることが

可能である。 

なお、共同製作が認められた場合でも、FFA 支援の申請は、常に制作者のドイツ国内における支局

を通じて提出されなければならない。助成の可否については、脚本の品質、予測される観客動員数や予

算内での実効可能性に基づいて、年に 6〜8 回開催される審議委員会によって決定される7。 

 

〔参考〕ヨーロッパスケール（「欧州協定」より抜粋） 

それぞれの要素に対し、該当者・該当地がドイツ、EU 圏内、あるいは欧州経済領域内、スイスの場

合にポイントが付与される。 

 

表  ヨーロッパスケール フィクションの場合（19 ポイント中 15 ポイントが必要） 

要素 ポイント 

制作 3 ポイント 

脚本 3 ポイント 

作曲 1 ポイント 

俳優（その他） 1 ポイント 

主役 3 ポイント 

準主役 2 ポイント 

撮影 1 ポイント 

 
7
 https://www.ffa.de/production-funding-1.html 

https://www.ffa.de/production-funding-1.html


録音 1 ポイント 

編集 1 ポイント 

装飾・衣装 1 ポイント 

撮影場所 1 ポイント 

ポストプロダクション 1 ポイント 

 計 19 ポイント 

 

表 ヨーロッパスケール アニメーションの場合（21 ポイント中 14 ポイントが必要） 

要素 ポイント 

原案 1 ポイント 

脚本 2 ポイント 

キャラクターデザイン 2 ポイント 

作曲 1 ポイント 

制作 2 ポイント 

ストーリーボード 2 ポイント 

プロダクションデザイン 1 ポイント 

背景監督 1 ポイント 

レイアウト 2 ポイント 

ア ニ メ ー タ ー の 報 酬 全 体 の

50％ 

2 ポイント 

カラーライングの報酬全体の

50% 

2 ポイント 

作画担当の報酬全体の 80％ 1 ポイント 

編集の 80％ 1 ポイント 

音響の 80％ 1 ポイント 

 計 21 ポイント 

 

表 ヨーロッパスケール ドキュメンタリーの場合（16 ポイント中 8 ポイントが必要） 

要素 ポイント 

監督 3 ポイント 

脚本 2 ポイント 

撮影 2 ポイント 

リサーチ 1 ポイント 

カメラ 2 ポイント 

作曲 1 ポイント 

サウンドエンジニア 1 ポイント 



撮影地 2 ポイント 

ポストプロダクション 2 ポイント 

 計 16 ポイント 



ドイツ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 

 

ドイツの映画支援は、映画支援機構（Filmförderungsanstalt 、以下「FFA」）を中心に行われ

ている。FFA は連邦政府文化・メディア委任官（Bundesregierung für Kultur und Medien、以

下「BKM」）の管轄下にある。 

 

（ア）FFA の財源8 

 

BKM の管轄下にありながら、FFA の財源は主として FFA の徴収する「映画課税（Filmabgabe）」

によって支えられている。映画課税は映画館の売り上げに対して課される「チケット税」、ビデオサービスに

課される「ビデオサービス税」そしてテレビ放送に対して課される「テレビサービス税」に分類されるが、FFA

は以上の映画課税の他にも、金利や積立金の管理によって毎年一定の予算を捻出している。 

 

a.チケット税（Filmabgabe der Kinos） 

・ 映画館は、スクリーンの数ごとに年間純売上高（チケット総額）が算出される。 

・ 純売り上げの 1.8〜3.0%。 

b. ビ デ オ サ ー ビ ス 税 （ Filmabgabe von Videoprogrammanbietern und Video-on-

Demand-Anbietern） 

・ DVD、Blu-Ray ディスク、オンデマンドサービスから、純売上高の 1.8 〜 2.5％。  

・ オンデマンドサービスについては、サービス提供者の年間純売上高が 50 万ユーロ以下であり、か

つ映画作品による売上が全体の 2%未満の場合は、映画税は免除される。 

c. テレビサービス税（Filmabgabe von Fernsehveranstaltern) 

・ 公共放送の場合は、映画作品の放送にかかった出費の 3％。   

・ 民間放送の場合は、放送時間に占める映画作品の割合に準じて純売上高（＝広告費）の

0.5〜0.95％。映画作品の放送時間が全体の 2％未満の場合は免除される。 

・ 有料テレビプログラムなど放送事業者の場合は、純売上高に対して0.25％。ここでも映画作品

の放送枠が全体の 2％未満の場合は免除される。 

  

 
8
 https://www.ffa.de/die-filmabgabe.html 
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（イ）FFA の予算と支援内訳9 

 

図 FFA の予算内訳 (2019 年実績)  

 

 
 

表  過去 5 年間における FFA 支援額10の推移（2015 年～2019 年）       

（ユーロ） 2015 2016 2017 2018 2019  

全体予算 5435 万 7890 万  6927 万 7276 万 6709 万 

映画 2109 万 2877 万 3330 万 2964 万 3014 万 

映画館 1288 万 2013 万 1382 万 1970 万 1586 万 

配給・興行・ビ

デオ 

1462 万 2281 万 1487 万 1322 万 1140 万 

その他支援 575 万 718 万 727 万 1018 万 968 万 

  

 
9
 Geschäftsberichte der FFA: https://www.ffa.de/publikationen-ffa.html  

10
 支援額は予算内における助成決定額であり、実際の受給額とは異なる場合がある 

https://www.ffa.de/publikationen-ffa.html


2. FFA の国内映画支援の枠組11 

 

FFA は、脚本の段階から、制作、配給、興行、メディア化に至るまで包括的な支援体制を整えており、

部分的には複数申請・複数受給が可能となっている。また、「国際共同製作」の項でも述べたように、ド

イツ映画だけでなく、ドイツ映画と同等と認められた国際共同製作でも、各支援プログラムの要件を満た

していれば、FFA の支援を受けることができる。 

 

作品原理（Projektprinzip）と参照原理（Referenzprinzip）による助成： 

 

支援の枠組みは下記のように支援対象となる段階毎にスキーム分けされているが、「制作支援」「配

給支援」「映画館への支援」などいくつかの枠組みにおいては、現行のプロジェクトの支援（作品原理）

の他に、過去のプロジェクトの成功の度合いをポイント制で換算して助成を決定する参照原理による助

成の両方が用意されている。 

 

参照原理による助成とは、作品の商業的成功の度合い（＝動員数）と文化的な成功の度合い

（映画祭・映画賞）を累計した参照ポイント（Referenzpunkt）を割り出すことによって、特に成功

の著しい作品に対し事後的に支援を行うものである。なお、助成金は次作の制作費用として使用されな

ければならない。 

 

また、参照原理における助成で注意したいのが、製作費の極端に少ない作品（ドキュメンタリー映画

等）、子供向け映画、あるいはヨーロッパ言語の中で話者の少ないマイナー言語の作品等、通常の商

業映画の枠組みのなかで売り上げが困難と思われる作品については例外が適応され、通常の足切りポイ

ントよりも、より緩やかな基準値が設定される。 

 

a. 制作支援（Produktionsförderung） 

 

支援名 Projektfilmförderung (作品原理による制作支援) 

支援対象者 国内外製作会社 

支援対象 ・79 分以上の長編映画（子供用の映画の場合は 59 分以上）。 

・ジャンル不問。 

支援体系  融資（限定返還） 

条件 ・作品の大部分がドイツ語、あるいは最終版においてドイツ語吹き替え版が作ら

れること。 

・ドイツ、あるいは EU 内の製作会社が参与していること。 

・初演はドイツの劇場、あるいは国際映画祭の場合はドイツ映画の位置付けで

発表されること。 

 
11

 https://www.ffa.de/foerderungen-und-antraege.html 
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・製作費・予測動員数において以下の条件を満たしていること。 

a. フィクション作品：製作費 250 万ユーロ以上、動員数 25 万人以上 

b. ドキュメンタリー作品：製作費 50 万ユーロ以上、動員数 5 万人以

上 

年間予算 1623 万ユーロ 

支援上限額 100 万ユーロ/1 作品  

その他特筆すべき

事項 

・支援への申請は少なくとも撮影開始前までに完了していること。 

・支援額は審議会において脚本の品質、予想される集客数や予算内での実

現可能性に基づいて決定される。 

 

支援名 Referenzfilmförderung (参照原理による映画支援) 

支援対象者 国内外製作会社 

支援対象 ・長編・短編。ジャンル不問。 

支援体系  返還不要   

条件 ・共同製作の場合はドイツ側の製作費が 60％を超えないこと。 

・支援の対象となるかどうかは、製作費に応じた足切りポイントを満たすかどうか

で判断される。 

・製作費 800 万ユーロ以下の場合： 

a. 初演から 1 年以内に動員数で 15 万ポイント以上獲得 

b. 初演から 1 年以内に動員数で 5 万ポイント以上獲得、かつ映画祭に

おいて 10 万ポイント以上獲得 

・製作費 800 万ユーロ以上 2000 万ユーロ以下の場合： 

 初演から 1 年以内に動員数で 30 万ポイント以上獲得 

・製作費 2000 万ユーロ以上の場合： 

 初演から 1 年以内に動員数で 50 万ポイント以上獲得 

 

なお、初演から 1 年以内に動員数で 5 万ポイント以上を獲得している場合の

み、映画祭や受賞等のポイントを累計することができる。 

 

例外： 

・監督の第一次作、子供向け映画、製作費が 100 万ユーロ未満の映画の場

合は 5 万ポイント、ドキュメンタリー映画では 2 万 5 千ポイントまで基準値が下

がる。 

年間予算 1124 万ユーロ 

支援上限額 200 万ユーロ/1 作品       次作製作費の 50％未満 

その他特筆すべき

事項 

・作品毎の支援額は参照ポイントによって変動する。 

・支援は受給が決定してから 3 年以内に使われなければならない。 



〔参考〕制作支援における参照ポイントの換算方式 

 

・基本的には動員数 1 に対し 1 ポイント 

・映画祭・受賞に応じたポイント付与 

 

(a) 受賞で 20 万ポイント、ノミネートで 10 万ポイント 

・ドイツ映画賞 

・アカデミー賞（オスカー） 

・カンヌ、ベルリン、ヴェネツィア映画祭の正式な賞 

 

(b) 受賞で 10 万ポイント、ノミネートで 5 万ポイント 

・アヌシー国際アニメーション映画祭/グランプリ 

・カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭/グランプリ（クリスタル・グローブ 

・ロカルノ国際映画祭/金豹賞 

・ロッテルダム国際映画祭/タイガー・アワード 

・サン・セバスティアン国際映画祭/最優秀映画賞(コンチャ・デ・オロ) 

・サンダンス国際映画祭/ドラマ部門：ワールドシネマ最優秀審査員賞 

・トロント国際映画祭/観客賞 

・ヨーロッパ映画賞 

 

(c) ドキュメンタリー作品：コンペティション部門への参加で 5 万ポイント 

・アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭 

・ニヨン国際映画祭（Vision du Réel） 

・カナダ国際ドキュメンタリー映画祭（Hot Docs） 

・山形国際映画祭 

・シドニー国際映画祭 

・ライプツィヒ国際ドキュメンタリー・アニメーション映画祭 

 

(d) 子供向け作品：コンペティション部門への参加で 5 万ポイント 

・シカゴ国際子供映画祭 

・ヒホン国際映画祭 

・ズリン映画祭（子供と青少年のための国際映画祭） 

・ジッフォーニ映画祭 

・ゴールデン・スパロー国際映画祭 

・シュリンゲル国際映画祭 

 



b. 短編(Kurzfilm)12 

 

支援名 Kurzfilmförderung (短編映画支援) 

支援対象者  国内外製作会社 

支援対象  短編映画 

支援体系  返還不要 

条件 ・30 分以内の短編映画、あるいは映画祭において短編映画として位置付けら

れた作品。 

・作品が完結してから 2 年以内に、映画祭において 15 ポイント以上獲得して

いること。 

年間予算 57 万ユーロ  

支援上限額 上限なし 

（ポイント毎の支給額は毎年変動。2019 年度は 1 ポイント＝900 ユーロ） 

その他特筆すべき

事項 

・作品毎の支援額は参照ポイントによって変動する。 

・支援は受給が決定してから 2 年以内に使われなければならない。 

 

また、申請にあたっては以下の要件を満たしている必要がある 

・年齢制限の枠組みを定めるドイツのレイティングシステム（Freiwillige 

Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)）の審査を受けていること。 

・BAFA の認証を得ていること。 

・作品の連邦アーカイブへの所蔵を認めること。 

 

〔参考〕短編映画支援における参照ポイントの換算方式 

・10 ポイント付与 

- ドイツ映画メディア評価（Deutsche Film- und Medienbewertung, FBW）において

「特に優秀」（besonders wertvoll）との格付け 

- ドイツ短編映画賞（Deutscher Kurzfilmpreis） 

- その他国内外の顕著な賞の受賞 

- 国内外の映画祭におけるコンペティション部門受賞 

・5 ポイント付与 

- ドイツ短編映画賞ノミネート 

- その他国内外の顕著な賞へのノミネート 

- 国内外の映画祭におけるコンペティション部門参加 

- ドイツ経済映画賞(Deutscher Wirtschaftsfilmpreis)の受賞 

- フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ短編映画賞受賞（Friedrich-Wilhelm-Murnau-

Kurzfilmpreis） 
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- FFA 短編映画部門受賞(Short Tiger) 

 

c. 脚本(Drehbuch) 

 

支援名 Drehbuchförderung, Drehbuchfortentwicklungsförderung 

 (脚本支援、脚本発展支援) 

支援対象者 脚本家、プロデューサー 

支援対象 脚本 

（脚本のトリートメント段階で応募できる支援を脚本支援、脚本が完成に近

い段階での支援を脚本発展支援と区別している） 

支援体系 返還不要 

条件 申請者に対する条件 

脚本支援： 

・支援を申請する脚本家は、過去、ヨーロッパ映画として 2 作品以上の実績が

あること。 

・上記の条件を満たせない場合、脚本家は、過去ヨーロッパ映画として 1 作品

以上の実績のあるプロデューサーと合同で支援を申請することができる。 

・居住地もしくは業務用の所在地をドイツ国内に持つこと。 

脚本発展支援： 

・過去にヨーロッパ映画として 1 作品以上の実績を持つ脚本家と、過去にヨーロ

ッパ映画として 1 作品以上の実績を持つプロデューサーによる合同申請である

必要がある。 

・居住地もしくは業務用の所在地をドイツ国内に持つこと。 

 

作品に関する条件 

・脚本は（作品の都合上外国語で行われるダイアログを除いて）ドイツ語で書

かれたもののみが対象となる。 

年間予算  116 万ユーロ 

支援上限額 ・脚本支援：2 万 5 千ユーロ/1 作品  

（例外が認められれば 3 万 5 千ユーロ) 

・脚本発展支援：7 万 5 千ユーロ/1 作品 

その他特筆すべき

事項 

・脚本の段階で他の組織から援助を受けていないこと。 

・FFA 内外の制作支援との合同受給は可能。 

 

 

 

 



d. 配給・興行(Verleih und Vertrieb) 

 

作品原理による配給支援と後述するビデオ化支援は複合支援として同時支給が可能である。その場

合、支援額の上限は 120 万ユーロ/1 作品となる。 

 

支援名 Projektverleihförderung (作品原理による配給支援) 

支援対象者 ドイツの配給会社、及びドイツ国内に支部を持つ配給会社 

支援対象 ・DCP 費用、マーケティング・プロモーション費用、映画祭などへの応募費用等 

・バリアフリー字幕、音声ガイド作成費等 

支援体系 融資（限定返還） 

条件 ― 

年間予算 682 万ユーロ 

支援上限額 60 万ユーロ/1 作品 50％以内 

（例外が認められれば追加で最大 15 万ユーロの助成） 

その他特筆すべき

事項 

・映画制作支援（作品原理による支援、参照原理による制作支援）との同

時受給可能。 

 

支援名 Referenzverleihförderung (参照原理による配給支援) 

支援対象者 ドイツの配給会社、及びドイツ国内に支部を持つ配給会社 

支援対象 次作の配給・興行にまつわる費用（DCP 費用、マーケティング・プロモーション

費用、映画祭などへの応募費用、バリアフリー字幕、音声ガイド作成費等） 

支援体系 返済不要 

条件 以下のどちらかの条件を満たしていること。 

a. 初演から 1 年以内にドイツ国内において動員数 10 万ポイント以上

獲得 

b. 初演から 1 年以内にドイツ国内において動員数 5 万ポイント以上獲

得、かつ映画祭において 5 万ポイント以上獲得 

 

例外： 

・監督の第一次作、子供向け映画、製作費が 100 万ユーロ未満の映画の場

合は、5 万ポイント獲得していること。 

・ドキュメンタリー映画では 2 万 5 千ポイント以上獲得していること。 

年間予算 290 万ユーロ 

支援上限額 参照ポイント毎の支援額は毎年変動。（費用の最大 50％まで） 

最大でも動員数で 75 万ポイント、映画祭で 120 万ポイントまで累計される。 

その他特筆すべき

事項 

・支援は受給が決定してから 3 年以内に使われなければならない。 



 

〔参考〕配給支援における参照ポイントの換算方式 

・制作支援における参照ポイントと同様の換算  

 

支援名 Medialeistungen (メディアサービス支援) 

支援対象者 ドイツの配給会社、及びドイツ国内に支部を持つ配給会社 

支援対象 ・公共放送局、民営放送局のテレビ・ラジオにおける広告スポットの無償提供 

支援体系  広告スポット無償提供 

条件 ドイツ国内 25 以上の映画館での配給 

年間予算 730 万ユーロ 

支援上限額 広告スポットは以下のカテゴリーに応じて振り当てられる。 

公共放送：カテゴリーA：10 万ユーロ 

     カテゴリーB : 20 万ユーロ 

     カテゴリーC : 30 万ユーロ 

民営放送：カテゴリーA：20 万ユーロ 

     カテゴリーB：30 万ユーロ 

          カテゴリーC：40 万ユーロ 

公共放送におけるカテゴリーA、B は民営放送のカテゴリーA、B、C と組み合わ

せ可能。 

その他特筆すべき

事項 

・メディアサービスによる広告スポットの無償提供は、劇場公開前だけでなく、ビ

デオ化の前にも受給することが受けることができる。 

・メディアサービス支援は、作品原理による配給支援と同時に申請しなければな

らない。（単独での申請不可） 

 

e. ビデオ化支援（Videoförderung） 

 

支援名 Förderung für Unternehmen der Videowirtschaft (ビデオ産業

に携わる企業支援) 

支援対象者 ドイツ国内の、及び国内に支部を持つビデオ、オンデマンドサービスの流通・販

売・提供主 

支援対象 ・ドイツ映画の DVD 化、Blu-Ray 化あるいはオンデマンドサービスでの配信に

係る費用 

・バリアフリー版の作成、外国語版の作成費用 

支援体系 利子なし融資（限定返済） 

条件 ― 

年間予算 160 万ユーロ 

支援上限額 60 万ユーロ/1 作品  



（配給費・広告費において特に支援の必要な作品・子供向け映画などは追

加助成で 15 万ユーロ/1 作品） 

その他特筆すべき

事項 

・ビデオ、オンデマンドサービスの流通・販売・提供主がドイツ国内に所在を持た

ない場合でも、ドイツにおける映画租税を負担する限り支援を申請できる。 

 

f. 映画館支援（Kino） 

 

支援名 Kinoprojektförderung (作品原理による映画館支援) 

支援対象者 映画館・映画館所有者 

支援対象 ・映画館施設の拡張・修築等にかかる費用 

・映画館の新設費用 

支援体系  支援額のうち 70％利子無し融資、30％返済不要助成 

条件 ・融資は 10 年以内に返済完結しなければならない。 

年間予算 1393 万ユーロ 

支援上限額 20 万ユーロ/映画館（例外が認められれば 35 万ユーロ） 

費用の 50％まで 

その他特筆すべき

事項 

・バリアフリー化など特に重要と判断されるケースでは最大 50％までを返済不

要の助成として使用可能。 

・映画館同士の共同事業など特別なケースは 20 万ユーロまで助成金（返済

不要）としての支給が可能。 

 

支援名 Kinoreferenzförderung (参照原理による映画館支援) 

支援対象者 映画館・映画館所有者 

支援対象 ドイツ・ヨーロッパ映画における動員数の高い映画館への支援 

・映画館施設の拡張・修築等にかかる費用 

・ドイツ及びヨーロッパ映画のプロモーションあるいはマーケティング費用としても使

用可能 

支援体系 返済不要 

条件 5000 ポイント獲得していること 

年間予算 192 万ユーロ 

支援上限額 総額の 80％未満 

その他特筆すべき

事項 

・助成金は 3 年以内に使用すること。 

 

〔参考〕映画館支援における参照ポイントの換算方式 

参照ポイントは、スクリーン毎の観客動員率に対して、動員数 1＝1 ポイントから動員数 1＝3 ポイン

トまで以下のように変動する。 



・ BKM による映画プログラム賞作品：動員数 1＝1 ポイント 

・ ドイツ映画（国際共同製作含む）、及び、EU・ヨーロッパ経済圏（及びスイス）映画の動員

が観客シェアの 1.5％：動員数 1＝1 ポイント   

・ ドイツ映画（国際共同製作含む）の動員が観客シェアの 1.7％：動員数 1＝2 ポイント    

・ BKM 映画プログラム賞、及び、ドイツ映画（国際共同製作含む）の動員が観客シェアの

1.75％：動員数 1＝3 ポイント  

・ ドイツ映画（国際共同製作含む）、及び、EU・ヨーロッパ経済圏（及びスイス）映画の動員

が観客シェアの 1.5％で、かつ、ドイツ映画（国際共同製作含む）のみの観客シェアが

1.75%：動員数 1＝3 ポイント  

 

g. 映画遺産デジタル化特別プログラム 

 

「ドイツ映画遺産支援プログラム」とは、FFA が BKM、連邦州と共同で 2018 年より開始した特別支

援プログラムで、ドイツ映画のデジタル化を進めるために発動した。2019 年より当面 10 年間の有効期

限つき。予算は FFA、BKM、連邦州がそれぞれ 3 分の 1 ずつ負担している。 

 

支援名 Förderprogramm Filmerbe (ドイツ映画遺産支援プログラム) 

支援対象者 映画の著作権者、著作権者の合意を受けた者 

支援対象 ・ドイツの長編・短編映画の中でも特に映画史的・ドキュメンタリー的・芸術的

な観点から見て保存に値する作品 

支援体系  返済不要 

条件 ・映画館で公開された映画作品、および映画館での公開が可能な映画作品

に限る 

・2048 ピクセル以上のデジタル化が可能な作品 

年間予算 302 万ユーロ 

（FFA, BKM, 連邦州合計で 1000 万ユーロ） 

支援上限額 4 万ユーロ/1 作品 自己負担率 20%以上 

その他特筆すべき

事項 

― 

 

h.  その他の支援（FFG 第 2 条に基づく特別支援） 

 

上記のカテゴリー以外にも、FFA は FFG 第 2 条に基づき、映画産業全体の利益となるような支援を

提供することが義務付けられている。ドイツ映画のプロモーション・マーケティング、コンフェレンス、国際イベ

ント、継続教育の機会充実、海賊版対策などが対象となり、これは案件ごとに FFA において個別に審議

される。なお、ドイツ/フランス、ドイツ/イタリア、ドイツ/ポーランドの共同製作作品に対しては、以上の支援

に加えて別枠の支援プログラムが用意されている。 



3. ドイツ映画支援基金13 

 

「ドイツ映画支援基金（Deutsches Filmförderfonds、以下 DFFF)とは BKM により設立され、

FFA によって運営されている基金であり、ドイツ以外の国が、長編映画・ドキュメンタリー映画、アニメーシ

ョン映画等をドイツで撮影・制作しようとする場合のインセンティブを提供している。補助金はドイツ側の制

作費用への負担額によって、20％から最大 25％まで変動する。 

 

2017年より、プロデューサーだけでなく、制作に係る諸所のサービス（VFX、アニメーション等）の提供

者も支援の対象となる DDDF2 が設立された。DDDF2 の設立により、制作の一部を委託されている個

人・会社でも支援を受けられることになり、とりわけ SF やアニメーション映画といった VFX の多い分野にお

いて非常に需要の高い支援となっている。 

 

（ア）DDDF1 の概要 

 

支援名 DDDF1（Zuwendungs für Produzenten、DDDF I） 

支援対象者 映画のプロデューサー（個人・企業） 

支援対象 ドイツにおける製作費一般 

（事前費用、税務相談費、著作権費、保険、輸送費・渡航費等、ドイツ側

の製作費の 15％を超える額のギャランティ等除く） 

支援体系 返済不要 

条件 申請者の条件： 

・申請者は居住地もしくは事務所の所在地をドイツ国内、および EU、欧州経

済圏内、スイス内に有すること。（ドイツ、EU、欧州経済圏、スイス内の姉妹

会社を通じた申請も可能） 

・共同製作で申請条件を満たす者・企業が複数ある場合でも申請は 1 作品

につき一度のみ可能。 

・申請から遡って 5 年以内にドイツ、EU、欧州経済圏、スイス内で映画作品を

1 つ以上制作していること。（申請者の第一作目の作品である場合は、

BKM、FFA あるいは出身国の映画支援機構による認証が必要） 

・その際、ドイツ国内の商業劇場で、45 枚以上のフィルムが配給されているこ

と。（製作費が 200 万ユーロ未満の場合は 20 枚以上、ドキュメンタリー作品

の場合は 8 枚以上で良い） 

 

映画・制作にまつわる条件： 

・製作費は次の規模を満たしていないといけない。 

 長編映画：100 万ユーロ以上 
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 ドキュメンタリー作品：20 万ユーロ以上 

 アニメーション映画：200 万ユーロ以上 

・総合制作費のうち、ドイツにおける費用負担が 25％以上であること。 

（製作費が 2000 万ユーロ以上の場合は、ドイツ側の費用負担は 20％以上

でよい） 

・作品は完成後、ドイツ国内の映画館で少なくとも 7 日間にわたって上映され

なければならない。配給契約の際はドイツ国内で 45 以上のコピーを配給するこ

と。（助成額の少ない場合はこの限りではない） 

・作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ語版（字幕版含む）として完

成させること。（脚本で定められた外国語の会話部分は含まない） 

・作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ国内の聴覚障害者向けのバリア

フリー字幕、さらに視覚障害者向けのドイツ語のオーディオスクリプション機能を

装備して完成させること。 

・ドイツ憲法に反する内容の映画でないこと。 

・ヨーロッパスケールの基準を満たしていること。 

 

年間予算 5180 万ユーロ 

支援上限額 400 万ユーロ/1 作 

ドイツの製作費が 800 万ユーロ以下の場合：内 20％の助成 

ドイツの製作費が 800 万ユーロ以上の場合：内 25%の助成 

 

 

（イ）DDDF2 の概要 

 

支援名 DDDF2（Zuwendungs für Produktionsdienstleister、DDDF 

II） 

支援対象者 オーディオビジュアル関連の制作サービス会社（個人・企業） 

（例：制作スタジオ、 VFX サービス提供者） 

支援対象 ドイツにおける製作費一般 

（事前費用、税務相談費、著作権費、保険、輸送費・渡航費等、ドイツ側

の製作費の 15％を超える額のギャランティ等除く） 

支援体系 返済不要 

条件 申請者の条件： 

・申請者は住居地もしくは事務所の所在地をドイツ国内、および EU、欧州経

済圏内、スイス内に有すること。（ドイツ、EU、欧州経済圏、スイス内の姉妹

会社を通じた申請も可能） 



・共同製作で申請条件を満たす者・企業が複数ある場合でも申請は 1 作品

につき一度のみ可能。 

・申請から遡って 5 年以内にドイツ、EU、欧州経済圏、スイス内で映画作品を

2 つ以上制作、あるいは業務委託していること。 

 

映画・制作にまつわる条件： 

・総合制作費は次の規模を満たしていないといけない。 

 長編映画：2000 万ユーロ以上 

 アニメーション映画：20000 万ユーロ以上 

・総合制作費のうちドイツにおける費用負担は、長編映画で 800 万ユーロ以

上、アニメーションの場合は 200 万ユーロ以上であること。 

・作品は完成後、ドイツ国内の映画館で少なくとも 7 日間にわたって放映され

なければならない。 

・作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ語版（字幕版含む）として完

成させること。（脚本で定められた外国語の会話部分は含まない） 

・作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ国内の聴覚障害者向けのバリア

フリー字幕、さらに視覚障害者向けのドイツ語のオーディオスクリプション機能を

装備して完成させること。 

・ドイツ憲法に反する内容の映画でないこと。 

・ヨーロッパスケールの基準を満たしていること。 

 

年間予算 5610 万ユーロ 

支援上限額 ドイツの制作費のうち 25％の助成 

総合制作費は最大で 2500 万ユーロまで換算 

(年間予算は全て 2019 年実績による) 

 

（ウ）申請方法 

 

申請にあたっては DDDF1、 DDDF2 共にドイツ映画支援基金への事前相談が必須であり、事前相

談を通じて助成金への申請書を受け取ることができる。申請には特に決まった期限は無く随時可能だが、

少なくともドイツにおける撮影の開始より 6 週間前までには申請を済ませておく必要がある。製作費、スタ

ッフ構成など支援条件の詳細は、プロジェクト毎に「適正テストシート」上にてポイントに換算され、ポイント

数に応じて助成の可否が決定される14。 
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4. BKM から FFA への委託支援事業15 

 

（ア）ジャーマン・モーションピクチャー・ファンド 

 

ジャーマン・モーションピクチャー・ファンド(German Motion Picture Fund, 通称「GMPF」)とは、国

際社会における映画産業の拠点としてのドイツのポジションを高めるべく開始された支援プログラムであり、

特に製作費が高く、ドイツにおける支出額の高い作品を支援している。支援にあたっては故に、作品のド

イツ映画経済における貢献度の高さが一つの目安となる。 

 

支援名 German Motion Picture Fund (GMPF) 

 (ジャーマン・モーションピクチャー・ファンド) 

支援対象者 国内外の制作者・共同制作者 

支援対象 製作費の高い国際共同制作の映画、ドラマシリーズ 

支援体系 返済不要 

条件 申請者への条件： 

・申請者は居住地もしくは事務所の所在地をドイツ国内に有すること。 

・映画作品、あるいはテレビ・オンデマンド放映用のシリーズ作品において1作以

上の実績があること。 

 

作品・制作の条件： 

・総製作費は 2500 万ユーロ以上 

（シリーズの場合はエピソード毎に 120 万ユーロ以上） 

・ドイツにおける製作費が、総製作費の 40％以上であること。 

年間予算 1500 万ユーロ  

(2021 年より、従来の 2 倍の 3000 万ユーロへ増額が決定)  

支援上限額 250 万ユーロ/1 作品 （ドイツの製作費の 20%まで） 

※シリーズものの場合で、ドイツの製作費が 2000 万ユーロを超える場合に限っ

て、400 万ユーロまでの助成が可能 

その他特筆すべき

事項 

― 
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（イ）BKM による文化的映画支援（Kulturelle Filmförderung der BKM） 

 

FFA は、所轄の BKM が独自に提供する映画支援プログラムのうち、「制作支援」「配給支援」の申

請・支給手続きを担当している。ただし助成の可否は、FFA・BKM から独立した有識者によって構成さ

れる審査員によって決定される。 

 

なお FFA やジャーマン・モーションピクチャー・ファンドの支援が、映画作品がもたらす経済効果の規模

（＝製作費の高さ）を助成の一つの基準としているのに対し、BKM の支援プログラムは純粋に作品の

文化的・芸術的品質が支援の目安となることが特徴だ。作品はドイツ文化の影響が認められるものであ

る必要があり（後述）、品質に関しては審査委員によって個別に審議される。 

 

支援名 BKM-Produktionsförderung (BKM 制作支援) 

支援対象者 国内外の制作者 

支援対象 長編映画、短編映画、ドキュメンタリー映画、子供向け映画 

支援体系 返済不要 

条件 ・支援対象となる作品は次の要件を満たしていること： 

- 長編・ドキュメンタリー：79 分以上 

- 短編映画の場合：最大 30 分。 

- 子供向け作品：59 分以上。 

- （子供向けの短編作品は最大 30 分。） 

 

・ドイツ国内の映画館での上映が可能な作品であること。 

・作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ国内の聴覚障害者向けのバリア

フリー字幕、さらに視覚障害者向けのドイツ語のオーディオスクリプション機能を

装備して完成させること。 

・作品は BKM の基準に従ってドイツ文化の影響が認められること。 

年間予算 1847 万ユーロ 

支援上限額 ・長編・ドキュメンタリー映画：50 万ユーロ/1 作品  

（例外が認められれば 100 万ユーロまで） 

・短編映画：3 万ユーロ 

・子供向け映画：50 万ユーロ 

（例外が認められれば 100 万ユーロまで） 

・子供向け短編作品：3 万ユーロ 

その他特筆すべき

事項 

― 

 

支援名 Verleihförderung (配給支援) 



支援対象者 ドイツ国内の、あるいは国内に事務所を有する配給会社 

支援対象 ドイツ映画配給に係る事前費用 

支援体系 返済不要 

条件 ・配給しようとする作品には、BKMの基準に従ってドイツ文化の影響が認められ

ること。 

・配給しようとする作品の製作費におけるドイツ側の負担率が過半数以上であ

ること。 

年間予算 69 万ユーロ  （配給の自己負担 30％以上） 

支援上限額 5 万ユーロ/1 作品  

その他特筆すべき

事項 

― 

 

〔参考〕BKM の定めるドイツ文化の影響度 

以下の四つの基準を全て満たしたものに限り、ドイツ文化の影響のある作品として認定される。 

1. 右のいずれかの条件を満たすこと：a. 作品のオリジナル言語がドイツ語である。b. 監督がドイツ

人あるいはドイツ国内に居住地を持つ者である。 c. 監督が EU 圏内、欧州経済共同体圏

内、あるいはスイスに国籍を持つ者である。 

2. 制作者のうち、少なくとも 1 人が、a.ドイツ人、あるいはドイツに居住地を持つ者、もしくは、b. 

EU 圏内、欧州経済共同体圏内、あるいはスイスに国籍を持つ者である。 

3. ドイツに居住地・支部を持つ制作者の製作費の負担率が、外国側の制作者の製作費負担と

同等かそれ以上であること。 

4. 作品の初上映がドイツでされること。 

 

 

（ウ）ドイツ映画賞 

 

また、FFA は BKM の委託により「ドイツ映画賞」の財務整理・事務処理も行なっている。1951 年以

来の伝統を持つ「ドイツ映画賞」は、ドイツ映画アカデミーの会員 1900 名弱によって作品の選出が行わ

れ、ドイツ国内では最も格式のある映画賞である。（なお、BKM によるその他の賞（「ドイツ短編映画

賞」「配給賞」「脚本賞」「映画館プログラム賞」は FFA の管轄外。） 

 

支援名 Deutscher Filmpreis （ドイツ映画賞） 

支援対象者 下記参照 

支援対象 昨年度に公開された長編、ドキュメンタリー、子供向け映画作品 

支援体系 返済不要 

条件 ― 

年間予算 300 万ユーロ 



支援上限額 下記参照 

その他特筆すべき

事項 

・受賞金の用途は、次作の構成・制作に限られる。 

 

 

〔ドイツ映画賞詳細〕 受賞作の場合、賞金最終額の中にはノミネート時の賞金が含まれる。 

 

・長編映画 

ノミネート x6 作品：25 万ユーロ/1 作品 

ゴールド x1 作品：50 万ユーロ 

シルバーx1 作品：42 万ユーロ 

ブロンズ x1 作品：37 万ユーロ 

 

・子供向け映画 

ノミネート x2 作品：12 万 5 千ユーロ/1 作品 

ゴールド x1 作品：20 万ユーロ 

 

・ドキュメンタリー映画 

ノミネート x3 作品：10 万ユーロ/1 作品 

ゴールド x1 作品：20 万ユーロ 

 

・主演女優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・主演男優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・助演女優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・助演男優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀監督賞 



ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀脚本賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀撮影賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀編集賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀音楽賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀美術賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀衣装賞デザイン賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀メイクアップアーティスト賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀音響編集賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀ビジュアルエフェクト賞 

ノミネート x3 作品 



ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・名誉賞 

ゴールド x2 作品 賞金なし 

 

・動員数賞 

ゴールド x1 作品 賞金なし 

 

・ベルント・アイヒンガー賞 

ゴールド x1 作品 賞金なし 

 

 

（エ） Zukunftsprogramm Kino (映画館の未来プログラム) 

 

ドイツ国内の映画館、特に大都市圏外にある中小規模の映画館を保護するための支援プログラム。 

 

支援名 Zukunftsprogramm Kino I (映画館の未来プログラム) 

支援対象者 ドイツ国内の映画館 

支援対象 映画館施設の拡張・修築等にかかる費用 

支援体系 返済不要 

条件 スクリーン保有数が 6 つまでの映画館で、以下の条件のうち 1 つ以上を満たす

もの： 

1． 所在地の自治体の居住者が 5 万人を超えない。 

2． 過去 3 年以内に BKM による「映画館プログラム賞」、ドイツ・キネマテ

ーク連盟（Kinemathekverbund）による映画館賞、所属する連

邦州政府による映画館賞のいずれかを受賞している。 

3． 観客率のうち 40%以上がドイツ・ヨーロッパ映画への動員、あるいは

映画館上映プログラムのうち 40％以上がドイツ・ヨーロッパ映画であ

る。 

年間予算 1700 万ユーロ    

支援上限額 ・スクリーン数 1 の映画館：6 万ユーロ 

・スクリーン数 2 以上の映画館：4 万 5 千ユーロ/スクリーン毎 

（助成は例年の運営費の 40％まで） 

その他特筆すべき

事項 

・コロナ危機により、2020 年 5 月から 2021 年 12 月まで、申請基準、支援

上限額、年間予算に一時的に変更あり。 



・なお、コロナ危機により特に経営困難に陥った映画館のために 2020 年 8 月

より特別支援「映画館の未来プログラム 2（Zukunftsprogram Kino II）」

が開始された。 

 


