
イギリスの支援概要 

 

a.映画支援団体 

 

・BFI(British Film Institute)が支援団体の中心組織、財源は 4 本柱 

1)政府の助成金 2)宝くじ収益 3)自己収入（ナショナルアーカイブ運営等） 4)スポンサー、寄付金 

・管轄官庁はデジタル文化メディアスポーツ省（Department for Digital, Culture, Media and 

Sport、「DCMS」） 

 

b. 支援形態    

 

・イギリス映画・国際共同製作映画問わず、税控除や助成金を受けるには英国認証（British 

Certification）を取得する必要があり、以下の〔いずれか〕を満たせばよい。 

 

1 カルチュラルテスト  

2 映画の国際共同製作に係る欧州協定 

3 英国政府公認の二国間共同製作協定 

⇒協定を介した国際共同製作でなくても、文化審査のうえ国内映画と同様の支援を受けることが可能 

 

・国家レベルでの外国映画のロケインセンティブはない 

・支援対象者専用の口座（"BFI Locked Box"）があり、Locked Box にリクープ・保管された助成

金は、将来の別プロジェクトの開発や制作、人材育成等に使用することが可能 

  



イギリス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 

 

イギリスは、二国間国際共同製作協定を計 10 ヶ国と締結している1。協定に際しては、デジタル文化

メディアスポーツ省（Department for Digital, Culture, Media and Sport、以下「DCMS」）が

権限のある当局として協定の締結の交渉を進める。 

 

（ア）ヨーロッパ 

フランス 

 

（イ）アジア、オセアニア 

オーストラリア、中国、インド、ニュージーランド 

 

（ウ）アフリカ 

モロッコ、南アフリカ 

 

（エ）中南米 

ブラジル 

 

（オ） 中東 

イスラエル 

 

（カ）北米 

カナダ 

 

2. 国際共同製作認定システム（英国認証 “British Certification”2） 

 

イギリス映画・国際共同製作映画問わず、税控除や助成金を受けるには英国認証（British 

Certification）を取得する必要がある3。英国認証の審査は英国映画協会（British Film 

Institute、以下「BFI」）が行い、英国および共同製作国の管轄当局が決定する。管轄官庁はデジタ

ル文化メディアスポーツ省（Department for Digital, Culture, Media and Sport、以下

「DCMS」）である。 

 

 
1 https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief/co-production 
2 出典：British Film Certification Co-production Guidance Notes Version: December 2019 
3 https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief 

https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief/co-production
https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief


英国認証を受けるには 3 つの条件があり、下記の〈いずれか〉を満たす必要がある。 

 

4 カルチュラルテスト （「カルチュラルテスト」の項で詳細後述） 

5 映画の国際共同製作に係る欧州協定(以下、「欧州協定」)4 

6 英国政府公認の二国間共同製作協定 

 

つまり、国際共同製作協定を締結した国であれば、カルチュラルテストを受けずに英国認証を受け、助

成金や税控除を受けることが可能になるということである。国際共同製作が英国認証を受けるには②と

③で異なったプロセスとなる。 

 

（ア）申請者の条件 

 

・申請者は英国の共同製作者が行う。個人、任意団体でも可能だが、税控除を受けるには英国法人

税の課税対象となる英国法人でなければならない。法人以外の申請は要事前相談。 

 

（イ）申請プロセス 

 

・撮影開始前と完成後の 2 段階で申請が必要。第 1 段階（仮承認）は撮影開始 4 週間前までに、

第 2 段階（最終承認）は上映素材の完成段階（公開の決定は必須ではなく、配給会社等へ渡せる

状態になっていればよい）に行う。 

・仮承認の有効期間は証明書記載の日より 3 年間。 

・最終承認申請時には会計士または監査担当者による会計報告書の添付が必須。 

 

（ウ）国際共同製作の一般的条件 

 

・税控除を受けるためには、劇場公開を前提とした映画であること。 

・シリーズ作品は、①26 話以下で、②総上映時間が 26 時間以下で、③シリーズ全体で 1 つの物語が

完結する作品もしくは共通テーマの連続ドキュメンタリーでない限りは、各話個別の申請が必要。 

・共同製作者は当該作品に資金の一部を拠出し、その出資額に応じて、創造的、技術的、芸術的関

与をしていなければならない。ただし、一部の二国間共同製作協定および欧州協定では、出資額の少

ない共同製作者が「資金提供のみ」の関与をすることが認められている（欧州協定の場合は最低

10%・最高 25％の資金提供、二国間共同製作協定ではそれぞれ個別に割合が決められている）。 

・ドキュメンタリーを除き、英国認証を受けている他作品や、申請者または共同製作者の他作品の映像

を、総尺の 10%を超えない範囲で引用してもよい。 

 

 
4 イギリスは 2021 年 12 月 31 日に欧州連合（EU）離脱を発表した。本報告書が完成した 2021 年 3 月時点では各ホームページ

には欧州協定にかかる規定は既存のものが掲載されており、本契約書の記載もそれに準じる。 



（エ）二国間共同製作協定を介した国際共同製作の要件 

 

a. 共同製作者の種類 

 

①英国の製作者：企業登記局に登録された者であり、ペーパーカンパニーは不可。 

②二国間協定締約国の製作者 

③サードパーティー製作者：英国または協定締約国のいずれかが、国際共同製作協定を締結している

国の製作者 

④非締約国の製作者：英国または協定締約国のいずれとも国際共同製作協定を結んでいない国の

製作者。 

・③および④の製作者の参加可否は、それぞれの二国間協定によって以下のとおり定められる。 

 

表 二国間協定における他の共同製作国の参加可否リスト 

二国間協定 

相手国 

サードパーティー国 非締結国 

オーストラリア ブラジル、カナダ、中国、フランス、インド、イスラエ

ル、ジャマイカ、モロッコ、ニュージーランド、パレスチ

ナ自治区、南アフリカ、欧州協定国、オーストラリア

の協定締結国 

不可 

ブラジル オーストラリア、カナダ、中国、インド、イスラエル、ジ

ャマイカ、モロッコ、ニュージーランド、パレスチナ自治

区、南アフリカ、欧州協定国、ブラジルの協定締結

国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

カナダ オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、インド、イ

スラエル、ジャマイカ、モロッコ、ニュージーランド、パ

レスチナ自治区、南アフリカ、欧州協定国、カナダ

の協定締結国 

英連邦加盟国 

EU 加盟国 

中国 オーストラリア、ブラジル、インド、イスラエル、ジャマ

イカ、モロッコ、ニュージーランド、パレスチナ自治

区、南アフリカ、欧州協定国、中国の協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

インド オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

スラエル、ジャマイカ、モロッコ、ニュージーランド、パ

レスチナ自治区、南アフリカ、欧州協定国、インド

の協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

イスラエル オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ジ 任意の国 



ャマイカ、モロッコ、ニュージーランド、パレスチナ自治

区、南アフリカ、欧州協定国、イスラエルの協定締

結国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

ジャマイカ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、モロッコ、ニュージーランド、パレス

チナ自治区、南アフリカ、欧州協定国、ジャマイカ

の協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

モロッコ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、ニュージーランド、パレスチナ自治

区、南アフリカ、欧州協定国、モロッコの協定締結

国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

ニュージーランド オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、ジャマイカ、パレスチナ自治区、南

アフリカ、欧州協定国、ニュージーランドの協定締

結国 

不可 

パレスチナ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

スラエル、ジャマイカ、ニュージーランド、南アフリカ、

欧州協定国、パレスチナ自治区の協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

南アフリカ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、ジャマイカ、ジャマイカ、ニュージー

ランド、パレスチナ自治区、欧州協定国、南アフリ

カの協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

欧州協定締結

国 

なし 任意の国（財政負担は総

製作費の 30％未満に限

る） 

 

〔補足〕 複数の共同プロデューサーを統一マネジメント、管理、所有することについての制限 

・フランス：不可（法人、パートナーシップ、非法人も含めて不可） 

・オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ニュージーランド：不可 

・イスラエル、モロッコ、パレスチナ自治区：原則不可。ただし、所轄官庁の承認がある場合を除く。 

・インド、ジャマイカ、南アフリカ：所轄官庁が合意することが可能。 

 

b. 資金提供 

 

・二国間協定締約国の出資額の下限および上限割合はそれぞれの協定によって定められる。 

・資金提供の種類は、民間投資、企画の株式購入、銀行融資、公的資金や税控除措置などの国家



支援、繰延支払（完成後 4 カ月以内の支払い保証が条件）、現物支給（英国・インド間協定のみ）

がある。 

 

c. 技術的・創造的貢献（制作の設備・物品・人員等への支出 

 

・共同製作者は資金提供額に比例して、技術的・創造的貢献を期待され、その国の制作施設やロケ

地への支出、物品やサービスへの支払い（宿泊費・食費・移動費など）、人材雇用などを総合的に評

価測定される。 

 

d. 人員 

 

・原則、すべての作業は①英国②共同製作国③共同製作国以外の EU/EEA の国民または居住者

で行われなければならない。スタッフの国籍および居住国の詳細リストを提出する必要がある。 

・①～③以外の国から人材を使用する場合は、所轄官庁の許可が必要。使用の詳細規定は二国間

協定により異なる。 

・下記の役職については共同製作国または EU/EEA の出身者でなければならない： 

ラインプロデューサー、制作、経理、監督、助監督（チーフ、セカンド）、美術、アートディレクター、特殊

効果監修、視覚効果監修、編集、ヘアメイク監修、衣装デザイナー、撮影監督、カメラオペレーター、録

音、ブームオペレーター、特殊機材（キーグリップ）、機材助手、照明、照明助手、映像編集、スタント

コーディネーター 

 

e. その他の規定 

 

・共同製作国の言語のうち、少なくとも 1 つが使用されることが期待される（各協定により詳細な規定あ

り）。 

・共同製作のクレジットは必須。 

・原則、すべての作業は共同製作者（a.～d.）の国で実施されなければならない。各二国間協定によ

り、詳細が規定されている。それ以外の国でロケ撮影も例外として許可されるが、セット組み不可や予算

上限、主要スタッフへの登用不可など条件がある。 

・共同製作者は、各製作者の財政的責任を定めた契約を締結しなければならない。本契約書もしくは

草案を申請の際に提出要。 

 

f. 文化的バランス5  

 

個々の企画に対してではなく、複数の企画に対して全体的なバランスを評価する目的でのみ、下記の点

について評価を行う。 

 
5 必須要件ではない。 



・ストーリーの舞台設定（架空の設定も含む）。脚本のページ数でカウント。 

・主要登場人物の国籍 

・作品のテーマ 

・原作や基となる素材、キャラクター 

・オリジナルの言語 

 

（オ）欧州協定を介した国際共同製作の要件 

 

a. 共同製作者の種類・条件 

b.  

・英国の製作者は制作実績があり、英国で法人登記され、管理・運営される事業者であること。 

・欧州協定を批准した国からの共同製作者の数は、二国間共同製作の場合は 2、多国間共同製作は

3 以上が関与できる。 

・批准国以外からの共同製作者も 3 以上の共同製作者が存在する場合は可能。 

 

表 資金提供の割合 

 最小 最大 

多国間共同製作 10% 70% 

二国間共同製作 20% 80% 

非批准国 10% 30% 

 

c. 資金提供の種類 

 

二国間協定の記述と同じ 

 

d. 技術的・創造的貢献（制作の設備・物品・人員等への支出） 

 

二国間協定の記述と同じ 

 

e. 人員 

 

・原則、すべての技術・技能作業は共同製作国の国民または居住者、または EEA の国民・居住者によ

って行われるべきである。ただし、脚本が求める場合に限り、他国の人員使用も認められる。 

・脚本家、監督、作曲家、出演者に関しては、欧州協定附則Ⅱのポイント数（下記参照）と共同製

作者の資金拠出割合と創造的貢献に比例する限り、制限はない。 

 

f. その他の規定 



 

・撮影場所は、欧州協定附則Ⅱのポイント数と共同製作者の資金拠出割合と創造的貢献に比例する

限り、どの国でも可能。共同製作国以外での撮影には総予算の 30％までを支出可能。 

・ポストプロダクションは原則、共同製作国で行うことが求められる。 

・国際共同製作のクレジットは必須。 

・国際共同製作契約には、原版とサウンドネガの共同所有権の保証、ネガの保管場所、ネガへの自由

なアクセスおよび入手する権利の保証を規定する条項を含めなければならない。 

 

g. ヨーロッパ映画の定義 

 

欧州協定附則Ⅱに定義される下記のポイント表のうち、15 点以上を満たすことが必要。ただし 15 点

未満の場合でも、管轄当局が脚本の内容、撮影地や人員から判断して、ヨーロッパ映画と定義される場

合もある。 

 

表 欧州附則Ⅱ：ポイント表 

 役割 ポイント数 

クリエイティブ部門 監督 3 ポイント 

脚本家（原案、翻案、シナリオ、セリフライターで共有可） 3 ポイント 

作曲家 1 ポイント 

出演部門 主演 3 ポイント 

助演 1 2 ポイント 

助演 2 1 ポイント 

技術部門 撮影（撮影監督） 1 ポイント 

録音 1 ポイント 

編集 1 ポイント 

美術 1 ポイント 

スタジオ所在地またはロケ地 1 ポイント 

ポスプロ作業場所 1 ポイント 

計 19 ポイント 

 

3. カルチュラルテスト6 

 

カルチュラルテストは、英国税控除を受けるための英国認証用の“英国度合いを測る”文化基準テスト

であり、BFI からの助成を受けるための要件の 1 つでもある。カルチュラルテストを通過すれば公式な国

際共同製作協定を介さずして英国認証を受け、税控除や BFI の助成を受けることが可能になる。 

 
6 https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief/cultural-test-film 

https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief/cultural-test-film


 

（ア）ポイント制 

 

カルチュラルテストはポイント制で、全 35 ポイントのうち 18 ポイントを満たす必要がある。各部門と基

準のポイント数は下記のとおり。（ ）内の各設問点数は最大ポイント数である。 

 

表 カルチュラルテスト 

部門 A：内容 最大ポイント数 

（合計 18 ポイント） 

A1 舞台設定が英国もしくは EEA 圏内である 4 ポイント 

A2 主人公が英国人もしくは EEA の市民または居住者である 4 ポイント 

A3 物語またはそのテーマが英国または EEA の題材である 4 ポイント 

A4 オリジナル音声が主として英語または英国古来の言語または EEA の

言語である 

6 ポイント 

部門 B：文化的貢献 ポイント数 

（合計 4 ポイント） 

B1 英国のクリエイティビティや伝統、もしくは多様性を表現している 4 ポイント 

部門 C：制作拠点 ポイント数 

（合計 5 ポイント） 

C1-a 主要な撮影もしくは特殊効果（SFX）の 50%以上が英国内で行

われた 

2 ポイント 

C1-b VFX 作業の 50%以上が英国内で行われた 2 ポイント 

C1-c 主要な撮影、SFX、VFX の 80％以上が英国内で行われた場合の

追加得点 

2 ポイント 

C2 音楽録音／オーディオまたは映像ポスプロ作業の 50%以上が英国

内で行われた 

1 ポイント 

部門 D：制作従事者 

下記の役職担当者が英国または EEA 圏の市民もしくは居住者である 

ポイント数 

（合計 8 ポイント） 

D1 監督 1 ポイント 

D2 脚本 1 ポイント 

D3 プロデューサー 1 ポイント 

D4 作曲家 1 ポイント 

D5 主演俳優 1 ポイント 

D6 出演者の大半（エキストラは含まない） 1 ポイント 

D7 主要スタッフ（撮影監督、美術、衣装デザイナー、編集、音響デザ

イン、VFX、ヘアメイク） 

1 ポイント 

D8 スタッフの大半（制作またはポスプロに直接的に関わる者） 1 ポイント 



 

（イ）ゴールデンポイントルール 

 

18 ポイント以上で合格となるが、設問 A4（6 ポイント）、C（5 ポイント）、D（8 ポイント）で 19

ポイント以上を獲得している場合は、さらに下記の追加基準をパスする必要がある。 

 

〈追加基準〉  

1 A1 および/または A2 で 2 ポイント以上を獲得していること 

2 A3 で 4 ポイントを獲得していること 

 

（ウ） 申請方法 

 

事前申請と最終申請の 2 段階制。事前申請は制作前もしくは制作中に行うこと。最終申請は公開

準備が整った段階で行う。 

 

（エ）特記事項 

 

・Skills Investment Fund (通称「SIF」)は英国の映画映像業界の人材の技術向上を目的とした人

材育成基金である。映画、テレビ作品、アニメーション作品は、英国内で支払われた支出の 0.5%相当

（上限 39,500 ポンド）の寄付を求められる。寄付に貢献した制作団体は同基金の利用が可能にな

る。 

  



映画産業にかかる支援制度 

 

1. 主な支援団体とその財源7 

 

イギリスにおける映画支援の中心団体である英国映画協会（British Film Institute、以下「BFI」）

は「アームズ・レングス・ボディ」 （“Arm’s length bodies”)と呼ばれる組織の一つであり、政府と宝くじ

基金から資金を得ながらも政府とは一定の距離を置き、その運営においては独立性が保たれている。

600 を超える数に達していたアームズ・レングス・ボディだが、2010 年に大幅な整理・統合・廃止が行わ

れ、元々映画支援の中心を担っていた UK フィルム・カウンシル（UK Film Council）が 2021 年に閉

鎖となり、その多くの業務が BFI に引き継がれた。 

 

（ア）BFI の財源 

 

BFI の主な財源は、デジタル文化メディアスポーツ省（DCMS）からの補助金、運営する映画館や

DVD、映画配給等の売上金、国営くじ基金からの割当金（毎年、基金全体約 2.7%程度）である。 

 

図 BFI の収入と支出 

 
 

 

 

 

 
7 https://www.bfi.org.uk/industry-data-insights/statistical-yearbook 

https://www.bfi.org.uk/industry-data-insights/statistical-yearbook


（イ）BFI の支出 過去 5 年の推移 

 

表   BFI の支出 過去 5 年の推移                       （単位：万ポンド） 

 （単位ポンド） 2015 2016 2017  2018 2019 

収

入 

事業収入＋ 

出資用資金 

9940 10020 9330 事業収入＋ 

出資用資金 

9450 9520 

支

出 

教育・観客開拓 2880 3460 4100 観客開拓 5210 5050 

国内映画支援 2870 3200 2950 教育・技能向上 2850 1460 

映画資産保護 1330 2039 1510 才能支援 500 3230 

    業界振興 90 110 

 

イ．BFI の国内映画支援の枠組8 

 

BFI の助成金は英国認証を前提として支援される（英国認証の詳細は、「国際共同製作認定シス

テム」を参照のこと）。 イギリス独自のシステムとしては支援対象者専用の口座（"BFI Locked 

Box9"）があり、Locked Box にリクープ・保管された助成金は、将来の別プロジェクトの開発や制作、

人材育成等に使用することが可能となる。 

 

a. 開発 

 

支援名 Development Fund 

支援対象者 国内もしくは EU/EEC 圏内に拠点を置く制作会社のプロデューサー（脚本家・

監督との兼任は不可） 

支援対象 ・長編フィクションまたはアニメーション作品（新規メディア含む） 

・企画開発（脚本開発、権利取得費、プロデューサー費など） 

条件 ・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・企画開発の全段階の費用の支援を求めないこと 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

支援上限額 設定なし（企画開発の段階のうち 1～2 段階程度について全費用を申請可

能） 

その他特筆すべき

事項 

・著作権を含む全権利の一部（通常 50%）を BFI に担保として与える 

・撮影開始日までに助成金全額を返還すれば、その権利を取り戻せる 

・興行後のすべての経費を差し引いた純利益を BFI に返済する 

・返済（リクープ）された助成金は、支援対象者専用の口座（ "BFI 

 
8 https://www.bfi.org.uk/get-funding-support 
9 https://www.bfi.org.uk/get-funding-support/bfi-locked-box 

https://www.bfi.org.uk/get-funding-support
https://www.bfi.org.uk/get-funding-support/bfi-locked-box


Locked Box"）に保管され、将来の別プロジェクトの開発や制作に使用する

ことができる。ただし、期限は 10 年間で、再利用できる上限金額は 1 企画に

つき 10 万ポンドとする。当初の助成金がプリプロダクションやパイロット版制作に

使われた場合は再利用の対象にはならない 

  

 

支援名 Early Development Funding 

支援対象者 ・英国を拠点とする脚本家（個人） 

支援対象 ・長編作品（実写・アニメーション）の脚本開発支援 

・10 ページまでの企画書作成費、視覚資料制作費、調査費（旅費含む）、

プロデューサー及び監督報酬、特別支援費（申請者が身体/知的障がいがあ

る場合） 

条件 ・応募者は長編配給映画の脚本経験がなく、短編等で脚本実績は必要 

・学生は不可 

・制作会社が未定であること 

・オリジナル作品であること（原作ものは不可） 

・主要メンバーの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

支援上限額 ・脚本家報酬 1000 ポンド、プロデューサー報酬 500 ポンドまで。ほかは上限

設定なし 

その他特筆すべき

事項 

・助成金拠出のほか、脚本開発後の制作に関するアドバイスも行う 

・BFI は完成した企画の権利は求めない 

 

支援名 BFI Vision Awards 

支援対象者 ・製作経験 1～3 作品までのプロデューサー 

支援対象 ・新進製作者の企画開発費（2 年間） 

条件 ・助成期間終了までに、具体的な企画制作に取り掛かること 

・プロデューサーとして過去に 1 作以上 3 作以下の長編作品（実写、アニメー

ション、ドキュメンタリー）にクレジットされていること 

・その作品は国内配給済、主要映画祭入選、国内放送されていること 

・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

年間予算 約 250 万ポンド 

支援上限額 年 5 万ポンド（2 年間） 

その他特筆すべき ・助成額の 50％は返済不要。残り 50%は返済が必要だが、申請者専用の



事項 口座 BFI Locked Box に預けられ、制作支援に再利用することができる 

・返済は一括でなくてよい（完済するまで、助成者が製作する企画の予算額

に応じた既定の返済額をその都度支払う） 

 

b. 制作 

 

支援名 Production Fund 

支援対象者 国内もしくは EU/EEC 圏内に拠点を置く制作会社のプロデューサー（脚本家・

監督との兼任は不可）。 

支援対象 ・長編フィクションまたはアニメーション作品（新規メディア含む） 

・制作費 

条件 ・制作予算が 25 万ポンド以上 1500 万ポンド以下であること 

・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

年間予算 約 4000 万ポンド（最大 200 万ポンド×20 企画程度） 

支援上限額 200 万ポンド 

（BFI Locked Box に 2 万ポンド以上の残額がある場合は、そこから 2 万ポ

ンド以上支出し、新規の申請額を減らさなければならない） 

その他特筆すべき

事項 

・他の資金確保が難しい場合、75 万ポンドを上限に制作費の 100％を助成

する（限定数） 

・制作費 75 万ポンド以下の企画の場合、国内配給の有無に関わらず、国内

での公開のためのマーケティング・配給資金として 2 万 5 千ポンドの助成を受け

られる 

・助成金は BFI によるリクープ（回収・返済）が可能 

・返済された助成金の一部は支援対象者専用の口座（BFI Locked 

Box）に還元され（返済額が全助成額の 50％に至るまでは 25％、それ以

降は 50％）、将来の企画や人材育成などに利用することができる 

・国内制作会社であれば税控除の対象になる 

・BFI は相応の出資配当を受けることができる 

 

支援名 Completion Fund 

支援対象者 国内もしくは EU/EEC 圏内に拠点を置く制作会社のプロデューサー（脚本家・

監督との兼任は不可）。 

支援対象 ・長編フィクションまたはアニメーション作品（新規メディア含む） 

・主要国際映画祭でのプレミア上映のためのポスプロ費用 

条件 ・主要国際映画祭（21 映画祭のうちの 1 つ）への招聘が決定していること。



応募段階の申請は認めない。 

・セールス/配給会社がいる場合は優先度が下がる 

・制作費や申請額の下限はない 

・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

支援上限額 上限なし 

（BFI Locked Box に 2 万ポンド以上の残額がある場合は、そこから 2 万ポ

ンド以上支出し、新規の申請額を減らさなければならない） 

その他特筆すべき

事項 

・助成金の 0.5％を Skills Investment Fund に寄付すること 

・対象となる主要国際映画祭一覧は以下のとおり 

アヌシー国際アニメーション映画祭 

ベルリン映画祭 

釜山国際映画祭 

カンヌ映画祭 

エディンバラ国際映画祭 

ファンタスティック・フェスト 

香港国際映画祭 

カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 

ロカルノ国際映画祭 

BFI ロンドン国際映画祭 

ローマ国際映画祭 

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 

シッチェス国際映画祭 

サンダンス国際映画祭 

サウスバイサウスウェスト国際映画祭 

テルライド国際映画祭 

東京国際映画祭 

トロント国際映画祭 

トライベッカ映画祭 

ヴェネチア映画祭 

 

支援名 BFI Short Form Animation Fund 

支援対象者 国内もしくは EU/EEC 圏内に拠点を置く制作会社のプロデューサー。 

（監督または脚本との兼任可。1 人で全 3 役職を兼ねるのは不可） 

支援対象 ・原則 15 分未満の短編アニメーション作品（公開形態は問わない） 



・制作費 

条件 ・監督は最低 3 作品以上のアニメーション制作経験があること 

・そのうち 1 作品はリストにある国際映画祭出品または顕彰されたか、国内商

業公開（放送含む）された実績を有すること 

・短編作品として成立していること（長編展開を前提としたパイロット版は不

可） 

・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

支援上限額 3 万ポンド～12 万ポンド 

その他特筆すべき

事項 

・公開用経費は含まないが、映画祭等への応募費用として 500 ポンドまでは

経費に含められる 

・BFI により回収可能な助成金。助成作品および派生した関連作品の全権

利の通常 50％を BFI に与える 

・全経費を差し引いた利益を、他の出資者との割合に応じて、BFI に支払う 

・BFI Locked Box 制度の対象外 

リストの映画祭・顕

彰・プラットフォーム

一覧 

【映画祭】 

エステティカ短編映画祭 

AFI DOCS 映画祭 

AFI フェスト 

アメリカン・ブラック映画祭 

アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭 

ANIMA ブリュッセル国際アニメーション映画祭 

ANIMA MUNDI ブラジル国際映画祭 

ANIMAFEST クロアチア・ザグレブ 

ANN アーバー映画祭（米国） 

アヌシー国際アニメーション映画祭＆マーケット 

ARS エレクトロニカ・アニメーション映画祭（オーストリア） 

アスペン短編映画祭（米国） 

北京国際映画祭 

ベルリン映画祭 

BFI FLARE（ロンドン LGBTQ＋映画祭） 

BFI Future 映画祭 

BFI ロンドン国際映画祭 

ブラックスター映画祭（米国） 

ベルリン・ブリティッシュ・ショート映画祭 

ブリティッシュ・アーバン映画祭 



カンヌ映画祭（ショート・フィルム・コーナーを除く） 

ケープタウン国際映画祭＆マーケット 

カーディフ・アニメーション映画祭 

カーディフ国際映画祭 

CINANIMA 国際アニメーション映画祭（ポルトガル） 

クレルモン＝フェラン国際短編映画祭 

CPH: DOX コペンハーゲン国際ドキュメンタリー映画祭 

DEAFEST 

DOC NYC 

DOKUFEST（コソボ）国際ドキュメンタリー＆短編映画祭 

ダブリン国際映画祭 

エディンバラ国際映画祭 

エンカウンターズ映画祭 

ファンタスティック映画祭（米国テキサス州オースティン） 

FANTOCHE 国際アニメーション映画祭（スイス） 

バーミングハム FLATPACK 映画祭 

シドニーFLICKERFEST 国際短編映画祭 

フォイル映画祭 

FRAMELINE サンフランシスコ国際 LGBT 映画祭 

FUTURE OF STORYTELLINＧ（米国） 

GLAS アニメーション映画祭（米国） 

グラスゴー映画祭 

ハンブルグ国際短編映画祭 

広島国際アニメーション映画祭 

オランダ・アニメーション映画祭 

香港国際映画祭 

HOT DOCS カナダ国際ドキュメンタリー映画祭 

アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭 

ライプチヒ国際ドキュメンタリー＆アニメーション映画祭 

IRIS PRIZE 映画祭 

カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 

KLIK アムステルダム・アニメーション映画祭 

リーズ国際映画祭 

LE FESTIVAL DES ARCS 

ロンドン国際アニメーション映画祭 

ロンドン国際ドキュメンタリー映画祭 

ロンドン短編映画祭 



マンチェスター・アニメーション映画祭 

メルボルン国際アニメーション映画祭 

MINIMALEN（ノルウェー） 

新千歳空港国際アニメーション映画祭 

ニューヨーク国際映画祭 

ノーウィッチ映画祭 

オーバーハウゼン国際短編映画祭 

OPEN CITY ドキュメンタリー映画祭 

OSKA BRIGHT 映画祭 

オタワ国際アニメーション映画祭 

PICTOPLASMA（ベルリン） 

PÖFF SHORTS ブラック・ナイツ映画祭 

レインダンス映画祭 

ロッテルダム国際映画祭 

サン・セバスティアン映画祭 

サンパウロ国際短編映画祭 

ソウル国際カートゥーン＆アニメーション映画祭 

シェフィールド DOC/FEST 

上海国際映画祭 

シッチェス国際ファンタスティック映画祭 

シュトゥットガルト・アニメーション映画祭 

サウスバイサウスウェスト映画祭 

シドニー映画祭 

タンペレ国際短編映画祭 

テヘラン国際短編映画祭 

テルライド映画祭 

トロント国際映画祭 

トライベッカ映画祭 

トリッキー・ウィメン・アニメーション映画祭（オーストリア） 

UNDERWIRE 映画祭 

ウプサラ国際短編映画祭 

ヴェネチア映画祭 

ヴィジョン・デュ・レール: ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭 

 

【顕彰】 

米国アカデミー賞（オスカー） 

英国アカデミー賞（BAFTA）、BAFTA CYMRU、BAFTA SCOTLAND 



英国インディペンデント映画賞（BIFA） 

英国アニメーション・アワード（BAA） 

エミール・ヨーロッパアニメーション賞 

 

【オンライン・プラットフォーム】 

VICE 

ザ・ガーディアン 

ＮＹタイムズ OP-DOCS 

FIELD OF VISION 

NOWNESS 

BBC THREE 

CHANNEL 4 

 

支援名 BFI DOC SOCIETY FUND  

支援対象者 国内もしくは EU/EEC 圏内に拠点を置く制作会社のプロデューサーもしくは監

督 

支援対象 ・長編ドキュメンタリー（演劇やスポーツ、音楽等のイベント記録は不可） 

・制作費（制作の全過程対象） 

条件 ・制作予算が 500 万ポンド以下であること 

・全制作費 100％の助成は不可 

・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること（事前チェックあり） 

支援上限額 おおよそ 7～8 万ポンド 

（BFI Locked Box に 2 万ポンド以上の残額がある場合は、そこから 2 万ポ

ンド以上支出し、新規の申請額を減らさなければならない） 

その他特筆すべき

事項 

・制作初期段階であれば、追加の助成相談に応じられる可能性がある 

・助成金は BFI によるリクープ（回収・返済）が可能 

・返済された助成金の一部は支援対象者専用の口座（BFI Locked 

Box）に還元され（返済額が全助成額の 50％に至るまでは 25％、それ以

降は 50％）、将来の企画や人材育成などに利用することができる 

・国内制作会社であれば税控除の対象になる 

・助成金の 0.5％を Skills Investment Fund に寄付すること 

 

支援名 BFI Network Short Film Funding 

支援対象者 プロデューサー（監督または脚本との兼任可。1 人で全 3 役職を兼ねるのは不

可） 



支援対象 ・15 分未満の短編フィクション（実写・アニメーション） 

・オリジナル作品（既存の原作の映画化は不可。ただし自作は除く） 

・制作費（ポスプロのみの助成は不可） 

条件 ・監督（共同監督の場合は少なくとも 1 人）は英国在住であること 

・国内配給された長編映画の監督経験がないこと 

・脚本、監督、プロデューサーは映像作品の制作経験があること（学校制作や

自主制作でも可） 

・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

支援上限額 15000 ポンド（通常はより低額） 

その他特筆すべき

事項 

・返済の必要はない 

・完成作品の全シーンについて BFI の承認が必要 

・完成作品は BFI が恒久的に、非営利の教育目的の上映やウェブサイトでの

公開に利用することができる 

・英国内各地域の BFI 拠点との共同事業（地域性に重点を置く） 

・映画祭等への応募費用として 500 ポンドまでは経費に含められる 

 

c. 興行 

 

支援名 Audience Fund 

支援対象者 登記法人、共同体、地方自治体、慈善・信託団体、大学 

支援対象 （Project Awards）16～30 歳の観客開拓を目的とした映画祭や上映

会、映画に関する展示、研究開発などの事業ごとへの支援 

（Organizational Awards）地域団体に対する年間運営支援 

条件 ・申請者は映画上映の経験を有すること 

・原則、事業の期間は 12 ヵ月未満（例外的に複数年もあり） 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

年間予算 560 万ポンド 

支援上限額 (Project Awards) 20 万ポンド（通常 2～5 万ポンド） 

(Organizational Awards）5 万～20 万ポンド（上限は例外あり） 

その他特筆すべき

事項 

・映画観客層の多様化、若い世代の観客開拓、インディペンデント作品や外

国映画の振興（特にロンドン以外の地域） 

・Organizational Awards は複数年助成も可能 

 

支援名 Culture Recovery Fund for Independent Cinemas 

支援対象者 国内の独立系映画館 



支援対象 ・コロナ禍により経済的打撃を受けたミニシアターの支援 

・衛生対策費、経営維持費 

条件 ・年間を通して活動し、週 5 回以上の上映を行っていること 

・18 館以上の映画館を所有していないこと 

支援上限額 （衛生対策費）1 万ポンド 

（経営維持）3 万～20 万ポンド 

その他特筆すべき

事項 

・2021 年 3 月 31 日までの支出分が対象 

・事前支払いベース。最終報告後に残 10%を支払い。 

 

d. 海外展開 

 

支援名 Film Export Fund 

支援対象者 プロデューサー 

支援対象 長編映画の海外映画祭出品に関する費用をセールスエージェントに対して支

払う（字幕制作費、素材輸送費、旅費、広告宣伝費） 

条件 ・制作費が 800 万ポンド以下であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・劇場公開を意図していること 

・60 分以上の長編映画であること 

・規定の 21 主要映画祭への正式出品が決まっていること 

年間予算 （言及なし） 

支援上限額 15000 ポンド（経費総額の 50％以内） 

その他特筆すべき

事項 

・国内作品の海外セールス・配給の機会の増大およびイギリス映画と人材の国

際的プロモーションが目的 

 

支援名 UK film-focused activity at international festivals, markets 

and other platforms 

支援対象者 ・国外の映画祭運営者（3 年以上の実績要）で国際的キャリアを有する者 

・国外で、それ以外の国際的プラットフォームを運営する者 

支援対象 ・イギリス映画の国際的競争力を高め、映画制作者および業界関係者の国

際的ネットワーク形成の支援 

条件 ・イギリス映画振興に特化した活動であり、恩恵をもたらすことができる活動であ

ること 

年間予算 （言及なし） 

支援上限額 言及なし（100％の費用負担は不可） 

その他特筆すべき

事項 

・Film Export Fund の補足的位置づけ 

・BFI の国際戦略分野に該当する活動は優先度が高い 



・ブラジル、中国、ヨーロッパ、アメリカの活動は優先度が高い 

 

ウ：税控除制度(Tax Relief)10 

 

イギリスでの制作費に対する税控除を受けるには、BFI の他の支援と同様英国認証を受けた作品に

限られる。条件は以下の通りである。 

 

（1） 控除を受けることができる会社 

 

1 作品につき英国の製作会社 1 社 

 

（2） 控除の対象となる支出 

 

映画製作会社による映画の製作のための主支出のうち、英国支出。予算規模に関わらず、英国内での

支出分の原則 80％に対して映画製作費の 25％相当の税控除。年間予算、支援上限額はなし。 

 

（ウ）控除の対象となる作品の条件 

 

・英国認証を受けた映画であること 

・劇場公開を意図していること11・主支出の 10%以上が英国支出（イギリス国内で使用または消費さ

れる物品やサービスに費やされる支出）であること・シリーズ作品の場合は、下記の条件を満たせば 1 つ

の作品としてみなされる 

①26 パート以下であり②総尺が 26 時間以内であり③シリーズ全体で 1 つの物語が完結するもの、もし

くは共通テーマをもつドキュメンタリー作品群であること 

 

（エ）製作会社の条件 

 

・映画のプリプロダクション、撮影、ポストプロダクション、フィルムの完成引き渡しに責任をもつこと 

・制作の各段階で計画立案と意思決定に積極的に関与していること 

・権利取得、商品やサービス購入の交渉、契約締結、支払いに直接的に関与していること 

 

 

 
10 https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/film-production-company-manual/fpc55000 
11 劇場公開の意図： 

・商業映画館での有料公開 

・収益のかなりの割合（通例、総収入の 5%以上）を興行収入から得ることを意図していること。海外での劇場公開の収入もそれに含

まれる場合がある。 

・実際に公開されなかった場合は、意図の有無は予算計画や作品形態や出演契約等から意図の有無が判断される。 

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/film-production-company-manual/fpc55000


（オ）控除請求ができる会計期間 

 

・中間決算期の確定申告書に、英国内支出が条件を満たす予算明細が含まれていれば請求が可能。

ただし、完成後の最終会計期間で変更が生じれば修正される。 

・最終決算期の終了後に、引き続き会計期間が継続し、繰延支払金等の支払によって当初見積額よ

り英国内支出が上回った場合も、最終決算期に見積額が合理的であれば、税控除額が修正されること

はない。 

 

（カ）主支出とみなされるもの 

 

・プリプロダクション、主な撮影、ポストプロダクションのための支出。 

・作品の企画開発、配給、その他、制作とは関係ない活動の支出は対象外。ただし、アニメーション作品

の場合、必ずしも実写映画と同様の時間軸で制作は進まないため、別途考慮の対象となる。 

・企画開発費は映画が実現可能な企画かどうか判断するために行われる活動に関連しており、プリプロダ

クションには含まれないが、脚本やプロデューサーは両方に関わることが多く、その場合は合理的な割合で

区別することが必要。 

・製作に先立って支払われる、原作や他の表現作品への権利料の支払いは原則プリプロダクション費に

含まれる。 

 

（キ）英国支出と認められるもの／認められないもの 

 

a. 提供されるサービスが 1 つの領域に直接関連する支出 

サービスがどこで使用・消費されるかを明確にする必要がある。サービス供給者の国籍、サービスの提供

元の場所は無関係である。 

 例 1）外国人または外国の会社のスタントマンを雇って、英国内での撮影を行った→○ 

 例 2）俳優を雇って、短いシーンを外国で撮影した（残りは英国で撮影）→× 

 例 3）撮影用に改造された車を外国で購入、英国内の撮影で使用した→○ 

（ただし、車が撮影後も通常使用できる場合は資本的支出になる可能性あり） 

 

b. どこで使用・消費されるかが明確にできない支出 

 

監督や脚本家、作曲家、美術デザイナー、リサーチ担当者などの仕事は、実際に消費される場所の

特定が難しく、消費の方法も多岐にわたることが多い。この場合、それぞれの事例に即して、英国内支出

か、非英国内支出かを公平かつ合理的な割合で12配分する。 

 
12 公平かつ合理的な配分：国際共同製作などの場合、配分基準が複数あるケースもある。そのなかで最も公平かつ合理的な基準で

なくても、任意の１つの基準に拠ればよい。 



 

例 1）脚本家が提供した脚本は、①撮影準備②リハーサル③撮影④ポスプロなどで使用され、それがど

こで行われたか、英国の割合を算出し、英国で使用された分は英国支出となる。英国人の脚本家が英

国で執筆し、英国の製作会社が報酬を支払ったとしても、a～d の全段階が英国外で行われたのであれ

ば、英国内支出とはならない。 

例 2）主役のアメリカ人俳優が英国人役のためにイギリス英語のトレーナーを雇い、リハーサル前に米国

で訓練を行った。→× 

 

c. ポストプロダクション作業について 

 

それ以前の制作活動からは独立した作業として、撮影が行われた場所とは原則結び付けない。同様

に、CGI 作業についても、既存の素材の処理ではなく、新しい映像の制作とみなし、実際の撮影場所と

の関連性は原則もたせない。編集、音声同期、CGI などのポスプロ作業が、英国内で行われた場合は

英国内支出と認められる。 

例1） 米国在住のフランス人作曲家に、英国内で撮影される映画への作曲を発注。楽曲は英国で

演奏・録音され、アメリカで行われるポスプロ作業に使用される。 

・作曲家への支払い→○（提供された楽譜は英国での録音で使用される） 

・ポスプロ作業→× 

 

d. 出演者に対する支払い 

 

・俳優やエキストラに対して、撮影日数などに応じて報酬が決まる場合は、英国内支出の配分もそれに

対応する。 

・主演俳優に対する報酬額は、撮影日数には依拠しない場合が多く、リハーサルや宣伝に参加しても、

原則的には全額は撮影に対する報酬とみなす。しかし、アニメーションへの声優としての参加、宣伝ツアー

のための旅費を報酬に含む場合、撮影参加と報酬額があまりに不釣り合い（ネームバリューの利用と考

えられる）である場合は例外である。 

 

（ク）国際共同製作の場合 

 

・二国間国際共同製作協定または欧州条約に基づいて作られた映画は、「国際共同製作作品」として

税控除の要件を満たす。 

・それ以外の国との国際共同製作の場合は、カルチュラルテストに合格し、英国認証を受けることで

「イギリス映画」として税控除の要件を満たす。 

 
例）主演俳優２人が英国と海外で撮影。拘束期間は 2 週間ずつだったが、実際の撮影日数はそれよりも少なくバラツキがあった。→ 

それぞれの俳優への出演料は①拘束期間ベース②実働日数 どちらの基準でも構わない。ただ、1 人は①でもう一人には②は合理的で

はない。 

 



・英国の製作者だけでなく、すべての製作者の支出に適用され、合算して英国内支出が 10%を超えて

いれば、英国の製作会社は控除を受けられる。 

 

（ケ）二国間国際共同製作協定／欧州条約のもとで作られた国際共同製作の特別措置 

 

控除を受けることができる製作会社の条件（上述）をすべて満たす必要はなく、代わりに映画に対し

て効果的な創造的、技術的、芸術的貢献を果たすことで要件を満たすことができる。これは協定・条約

外で作られた国際共同製作映画には適用されない。 


