
フランス

国内市場

映画産業

市場データ
（2021年）

40.6

59.4

国内シェア

（2021）

国産映画 その他

・興収規模は欧州1位 （全世界第4位）

・58ヵ国と協定を結び共同製作を推進

・結果、毎年約300本の製作本数の40-45％は海外との共同製作

・仏語圏との共同制作が中心

・国内映画シェア 35-40％ (パンデミック時は約40₋60％)

・興収上位はTOP20のうち８本は自国作品

・コメディ作品が強い

・国産アニメの需要は低く、主にディズニーを中心としたハリウッド映画がメイン

・国内興行収入: 6.72億ユーロ（2019年：14.5億ユーロ）
・国内の劇場動員数： 0.96億人 （2019年：2.13億人）
・国内のスクリーン数： 6,193 （2019年：6114）
・平均チケット価格： 7.0ユーロ （2019年：6.8ユーロ）
・一人あたりの年間平均入場回数： 1.4回 （2019年：3.2回）
・マーケットシェアにおける国産映画の割合： 40.6% （2019年：34.8%）
・映画製作本数： 340本 （2019年：301本）

*100％国産＝197本、国際共同製作＝143本



 

フランスの国内市場規模 

 

1. 興行収入（2012-2021）1 

＊パンデミックの影響で 2021年は 2.4、億ユーロ回復し、変わらず欧州 1位の規模である。 

図 フランス国内の劇場興行収入（グラフ） 

  

 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊概ね 2.1億人前後を推移し、2021年はパンデミック前の 5割程度に回復し、欧州 1位である。 

図 フランス国内の劇場動員数（グラフ） 
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2 同上 



 

3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊スクリーン数は順調に増加しており、2019年には 6000 スクリーンを超え欧州 1位の数である。 

図 フランス国内のスクリーン数（グラフ） 

 

 

4. 平均チケット価格（ユーロ）（2012-2021）4 

＊平均チケット価格は年々上昇傾向。2021年はパンデミック前を上回る７ユーロに上昇。 

図 フランス国内の平均チケット価格（ユーロ） 
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5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊常に 3回以上を推移し、欧州トップの水準だったが 2020年に落ち込む。2021年は 1.４回に微

増。 

図 フランス国内の一人あたりの年間平均入場回数 

 

 

 

6. マーケットシェアにおける国産映画の割合（2012-2021）6 

＊国産映画がマーケットの 4割前後を占める。 

図 フランス国内のマーケットシェアにおける国産映画の割合  
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7. 映画製作本数（2012-2021）7 

＊2021年パンデミック前を上回る製作本数を記録。 

図 フランス国内の映画製作本数(グラフ) 
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イタリア

国内市場

映画産業

市場データ
（2021年）

・スクリーン数 5,300超で世界第7位

・映画製作が盛んで毎年250～300本製作されている（世界第7位）

・34ヵ国と協定を結んでおり海外との共同製作を推進

・その結果、国際共同製作の割合は15→18％と増え、

2021年は23％が海外との合作

・10年前は40％程度あった国産映画のシェアが徐々に減少、現在は20％程度

・興行収入の上位はハリウッド映画が占める

・コメディが強い

・国産アニメは少なく、主にディズニーを中心としたハリウッド映画がメインだが、

日本アニメにも一定数のファン層がいる

・国内興行収入: 1.78億ユーロ （2019年：6.679億ユーロ）
・国内の劇場動員数： 0.266億人 （2019年：1.044億人）
・国内のスクリーン数： 5,325 （2019年：5385）
・平均チケット価格： 6.6ユーロ （2019年：6.4ユーロ）
・一人あたりの年間平均入場回数： 0.4回 （2019年：1.7回）
・マーケットシェアにおける国産映画の割合： 22.5% （2019年：21.6%）
・映画製作本数： 313 本 （2019年：325本）
*100％国産＝239本、国際共同製作＝74本

22.5

77.5

国内シェア

(2021)

国産映画 その他



イタリアの国内市場規模 

 

1. 興行収入（2012-2021）1 

＊2019年前は、概ね 6.5億ユーロ前後を推移。2021年はパンデミック前の 3割程度から横ばい。 

図 イタリア国内の劇場興行収入（グラフ） 

 

 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊動員数は 1億人前後を推移していたが、2021年は３割以下に減少。 

図 イタリア国内の劇場動員数（グラフ） 
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3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊イタリア国内のスクリーン数は堅調に伸び続け、パンデミック下でも微減に留まり欧州第 2位。2021

年のデータ無し。 

図 イタリア国内のスクリーン数（グラフ） 

 

 

4. 平均チケット価格（ユーロ）（2012-2021）4 

＊チケット価格は右肩上がりではなく年により変動。2021年は 6.6ユーロに上昇。 

図 イタリア国内の平均チケット価格（グラフ） 
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数字に修正があったものは、最新に合わせて修正 

4
 同上 



5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊ヨーロッパ平均（2回）を下回っていたが、2021年には 0.4回とさらに減少。 

図 イタリアの一人あたりの年間平均入場回数（グラフ） 

 

 

6. マーケットシェアにおける国産映画の割合（2012-2021）6 

＊国産映画の割合は 2割程度だったが、2021年はパンデミック前の２割程度に戻った。 

図 イタリアのマーケットシェアにおける国産映画の割合  
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7. 映画製作本数（2012-2021）7 

＊製作本数は 2020年に減少したが、欧州２位の本数は維持した。 

図 イタリアの映画製作本数(グラフ) 
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イギリス

国内市場

映画産業

市場データ
（2021年）

・国内興行収入は欧州2位 (全世界6位)の規模

・動員数も堅調に推移していた
・20年は6ヶ月、21年は4ヶ月映画館がクローズとなり
21年末時点でパンデミック前のレベルまで回復せず

・国内興行収入: 5.4億ポンド （2019年：12.5億ポンド）
・国内の劇場動員数： 0.74億人 （2019年：1.761億人）
・国内のスクリーン数： 4,610 （2019年：4,782）
・平均チケット価格： 7.3ポンド （2019年：7.1ポンド）
・一人あたりの年間平均入場回数： 1.1回 （2019年：2.6回）
・マーケットシェアにおける国産映画の割合： 42.0％ （2019年：47.1%）
・映画製作本数： 209本* (2019年：281本)
国産映画の興行収入が5割弱を占めるが、イギリスでは①文化審査を通過した国際共同製作協定を介さない国際共同製作作品
と②外国からの対内投資を受けた作品をいずれも「イギリス映画」としている。

・共同製作を含む「国産映画」の興行収入が5割弱を占める

・興行収入の上位はハリウッド映画が占める

・ヨーロッパの中では比較的アニメの需要が高い

・国産映画のシェアは42％に落ちたが、英国で撮影されたハリウッド作品は36％と増加

46.5
53.5

国産映画 その他

国内
シェア
(2021)



イギリスの国内市場規模 

 

1. 興行収入（2012-2021）1 

＊興行収入は新型パンデミックの影響で急落するも、欧州 2位・全世界 6位を維持している。 

図 イギリス国内の劇場興行収入（グラフ） 

 
 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊動員数は増加傾向だったところ、2020年から落ち込んでいるが、欧州では 2位を維持。 

図 イギリス国内の劇場動員数（グラフ） 
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3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊スクリーン数は順調に増加しており、現在は 4600 スクリーンを超えた。(2020年データ無) 

図 イギリス国内のスクリーン数（グラフ） 

 

 

4. 平均チケット価格（ポンド）（2012-2021）4 

＊チケット価格はここ数年低下傾向にあったが、現在 7.3ポンドまで上昇した。 

図 イギリス国内の平均チケット価格（ポンド） 
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5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊2020年に落ち込んだが 2021年は 1.1回に微増。 

図 イギリス国内の一人あたりの年間平均入場回数 

 

 

6. マーケットシェアにおける国産映画の割合（2012-2021）6 

＊欧州の他国と比べ割合が高いが、基準が異なるため、実質は 10％程度である。7 

図 イギリスのマーケットシェアにおける国産映画の割合  

  

 
5 データ参照 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 
6 同上 
7 詳しくは次頁「映画製作本数」の注釈または後述の「国際共同製作映画認定システム」参照 



7. 映画製作本数（2012-2021）8 

＊映画製作本数は急激に減少しているものの欧州 5位。米国からの対内投資の割合も高まっている。 

図 イギリスの映画製作本数 

 
 

【注釈】 

他国との比較の際注意すべき点は、イギリスの「国産作品」の定義である。イギリスでは①文化審査を通

過した国際共同製作協定を介さない国際共同製作作品と②外国からの対内投資を受けた作品をいず

れも「イギリス映画」とみなしていることから、実質はアメリカの関与する作品が割合として高い。前述の「マ

ーケットシェアにおける国産映画の割合」が高いことも同様の理由である。 

 

 
8 データ参照 BFI Statistical Yearbook 2022 年版を元に作成 https://www.bfi.org.uk/industry-data-

insights/statistical-yearbook 

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


ドイツ

国内市場

映画産業

市場データ
(2021年)

・自国映画の興行収入は21-27％程度

・興行収入の上位はハリウッド映画が占める

・興行収入、動員数共に減少傾向、公開作品数は増加

・興収規模は世界10位、スクリーン数は世界8位

・映画製作本数は250本前後、コロナ禍で150₋180本程度に落ち込むも

そのうち30₋40％が国際共同製作である

・国内興行収入: 3.73億ユーロ （2019年：10.2億ユーロ）
・国内の劇場動員数： 0.421億人 （2019年：1.186億人）
・国内のスクリーン数： 4,931 （2019年：4961）
・平均チケット価格： 8.9ユーロ （2019年：8.6ユーロ）
・一人あたりの年間平均入場回数： 0.5回 （2019年：1.4回）
・マーケットシェアにおける国産映画の割合： 21.3％ （2019年：21.5%）
・映画製作本数： 185本 （2019年：265本）

*100％国産＝118本、国際共同製作＝67本

21.7

78.3

国内シェア

(2021)

国産映画 その他



ドイツの国内市場規模 

 

1. 興行収入（2012-2021）1 

＊欧州の中では興行収入が伸び悩み2021年は大きく落ち込んだ2020年から微増し世界第10位。 

図 ドイツ国内の劇場興行収入（グラフ） 

 
 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊1.2億人前後を推移していたが、2021年は 4割まで回復。 

図 ドイツ国内の劇場動員数（グラフ） 
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3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊スクリーン数は一時減少したが、デジタル対応スクリーンの増加で持ち直し、現在は 5000程度。全世

界 8位。 

図 ドイツ国内のスクリーン数（グラフ） 

 

 

4. 平均チケット価格（ユーロ）（2012-2021）4 

＊チケット価格は年々上昇しており、欧州の中でも高水準である。 

図 ドイツ国内の平均チケット価格（グラフ） 

 

 

 
3
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5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊欧州平均（2019年：2回）を下回って推移し、2020年から 0.5回にまで落ち込んでいる。 

図 ドイツ国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ） 

 

 

 

6. マーケットシェアにおける国産映画の割合（2012-2021）6 

＊国産映画の割合は減少傾向で 2割強程度。 

図 ドイツのマーケットシェアにおける国産映画の割合（グラフ） 

 

 

 
5
 European Audiovisual Observatory 発行 「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

6
 同上 
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7. 映画製作本数（2012-2021）7 

＊製作本数は欧州 3位の規模で、国際共同製作の割合は他国と比較しても高水準である。 

図 ドイツの映画製作本数(グラフ) 

 

 

 
7
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中国

国内市場

映画産業

市場データ
（2021年）

・市場規模は世界1位（日本の約5倍）

・国産映画のシェア50₋60％で推移していたがコロナ禍で80％超に伸長

21年市場は中国映画中心でパンデミック前の82％まで回復している

・映画市場は5年で150％近い成長を遂げスクリーン数8万超

・制作本数も700本超でインド、アメリカに次ぎ3位

・市場の成長とともに制作費が年々高騰

・外国映画に量的制限があり、国内外すべての作品に検閲が行われる

・国内興行収入: 472.6億元 （2019年：642.7億元）
・国内の劇場動員数： 11.7億人 （2019年：17.3億人）
・国内のスクリーン数： 82,248 （2019年：69,787）
・平均チケット価格： 40.5元 （2019年：37.2元）
・一人あたりの年間平均入場回数： 0.8回 （2019年：1.2回）
・マーケットシェアにおける国産映画の割合： 84.5％ （2019年：64.1%）
・映画製作本数： 740本 （2019年：1,037本）

84.5

15.5

国内

シェア

(2021)

国産映画 その他



中国の国内市場規模 

1. 興行収入（2012-2021）1 

＊市場規模は急速に成長。2020 年は減少したが、2021 年は前年から 200％強回復。北米を抜き

世界第 1位の規模である。 

図 中国国内の劇場興行収入（グラフ） 

 

 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊動員数も興行収入と比して増加。2020年は落ち込んだが、2021年は興行収入と比例して前年の

200％強に回復。世界一位。 

図 中国国内の劇場動員数（グラフ） 
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3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊スクリーンは急激に数を増やし、2021年は 80,000 スクリーンを超え、世界 1位の数である。 

図 中国国内のスクリーン数（グラフ） 

 
 

4. 平均チケット価格（元）（2012-2021）4 

＊チケット価格は一時値下がりしたが、現在は 40元を超えた。 

図 中国国内の平均チケット価格（グラフ） 

 
 

 

 
3
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5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊映画先進国と同等の数に増えていた入場回数も、2021年は前年比 200％に回復した。 

図 中国国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ） 

 

 

6. マーケットシェアにおける国産映画の割合（2012-2021）6 

＊クオータ制度も影響し国産映画の割合は常に半数以上。近年は 8割を超えている。 

図 中国国内のマーケットシェアにおける国産映画の割合  
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7. 映画製作本数（2012-2021）7 

＊製作本数は 2018年に 1000本を突破、2021年は 700本を超え、世界第 3位である。 

図 中国国内の映画製作本数(グラフ) 

 
 

〔注釈〕国際共同製作の本数に関する定点的なデータはないため、記載しない。 
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韓国

国内市場

映画産業

市場データ
（2021年）

・パンデミックにより興収規模は全世界5位→8位 動員数全世界7位→9位へ

・しかしながら増加傾向だった映画製作本数は全世界第5位を維持 *公開本数換算

・国産映画のシェアが50％前後を占め、パンデミック時は70％となった

・興行収入の上位作品は、国内作品かハリウッド作品

・年間鑑賞は4.2～4.3回と非常に高く、動員数は堅調にのびていたが

20年21年は1回に落ち込み、興収規模も1/４まで落ち込んだ

・ただしスクリーン数はこの間も6％のびた

・国内興行収入: 5180億ウォン （2019年：1兆9140億ウォン）
・国内の劇場動員数： 0.6億人 （2019年：2.267億人）
・国内のスクリーン数： 3,254 （2019年：3079）
・平均チケット価格： 9,653ウォン （2019年：8443ウォン）
・一人あたりの年間平均入場回数： 1.2回 （2019年：4.2回）
・マーケットシェアにおける国産映画の割合： 30％ （2019年：51%）
・国産映画公開本数： 653本 （2019年：502本）

*製作本数、および国際共同製作本数はデータ無

30.1

69.9

国内シェア

(2021)

国産映画 その他



韓国の国内市場規模 

1. 興行収入（2012-2021）1 

＊10年間で 9000億ウォン近くの成長を遂げたものの、2020年は 3割弱に落ち込み、2021年に微

増。 

図 韓国国内の劇場興行収入（グラフ） 

 

 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊順調に成長を続けていた動員数も、興行収入に比して 2020年に大幅に減少した。 

図 韓国国内の劇場動員数（グラフ） 

 

 
1
European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

2
 同上  



3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊スクリーン数は年々増加し、2021年には 3200 スクリーンを超えた。 

図 韓国国内のスクリーン数（グラフ） 

 

 

 

4. 平均チケット価格（ウォン）（2012-2021）4 

＊チケット価格は年により変動するが、2021年は一気に上昇している。 

図 韓国国内の平均チケット価格（グラフ） 

 
 

 
3
 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

4
 同上

 



5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊常に 4回以上の数値をキープし、他国と比べても回数は極めて多かったが 2020年より落ち込んだ。 

図 韓国国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ） 

 

 

 

6. マーケットシェアにおける国産映画の割合（2012-2021）6 

＊2011年以降は常に半数以上を国産映画が占めていたが。2021年は 3割落ち込んだ。 

図 韓国国内のマーケットシェアにおける国産映画の割合  

 

 
5
 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

6
 同上 



7. 国産映画公開本数（2012-2021）7 

＊公開本数は、常に昨年を上回るペースで増加している。 

図 韓国国内の国産映画公開本数(グラフ) 

 

 

〔注釈〕 

韓国は、「映画製作本数」の定点的な統計を取っておらず、本報告書には「公開本数」を掲載する。

KMRB（韓国の映倫）に申請のあった年度を基準に数字を算出するため、正確な製作年を判断でき

ないためである。 

 

 
7
 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2021 年版を元に作成 



台湾

域内市場

映画産業

市場データ
（2021年）

・ 国別シェア →

・ 中国作品の

公開は年10本

程度とする制限あり

・2021年興収規模はコロナ前の50％にとどまるも、スクリーン数は増加

・国際共同製作については、ロケ誘致による共同制作での実績が多い

・国内興行収入: 49.6億台湾ドル （2019年：101.9億台湾ドル）
・国内の劇場動員数： 2,011万人 （2019年：4,320万人）
・国内のスクリーン数： 945 （2019年：918）
・平均チケット価格： 264.8台湾ドル （2019年：235.9台湾ドル）
・一人あたりの年間平均入場回数： 0.86回 （2019年：1.83回）
・マーケットシェアにおける国産映画のシェア： 24% （2019年：6.9%）
・国産製作数（新作公開数）： 61本 （2019年：48本）

興収ベース

アメリカ 58％
台湾 24％
日本 ９％
韓国 3％
香港 2％

本数ベース

日本 25％
アメリカ 22％
台湾 11％
フランス 7％
韓国 ７％

24.5

75.5

域内

シェア

(2021)

国産映画 その他



台湾の域内市場規模 

1. 興行収入（2012-20211） 

＊近年順調に増加していたが、2020年からは前年の半分程度に落ち込んでいる。 

図 台湾域内の劇場興行収入（グラフ） 

 

 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊近年、興行収入と比して堅調に増加していたが、2020年より落ち込んでいる。 

図 台湾域内の劇場動員数（グラフ） 

 

 
1
 文化部発行「電影市場動態」を元に作成 https://www.bamid.gov.tw/information_243_127381.html 

2
 同上 ただし 2015 年と 2016 年の動員数はデータ無く、興行収入総計÷チケット単価で概算し四捨五入 



 

 

3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊順調に増え続け、10年で 400 スクリーン弱増加した。 

図 台湾域内のスクリーン数（グラフ） 

 

 

4. 平均チケット価格（台湾ドル）（2012-2021）4 

＊チケット価格は減少気味だったが 2021年は 246台湾ドルまで上昇。 

図 台湾域内の平均チケット価格（グラフ） 

 

 
3
 データ参照 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

4
 データ参照 文化部発行「電影市場動態」を元に作成 https://www.bamid.gov.tw/information_243_127381.html 

ただしデータがないものは、興行収入÷動員数で算出 



 

 

5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊近年順調に増えてきていたが、2020年から 1回を切っている。 

図 台湾域内の一人あたりの年間平均入場回数 

 

 

6. マーケットシェアにおける台湾映画の割合（2012-2021）6 

＊台湾映画の割合は大きな変動はなく、1割前後を推移していたが、2021年は 24％まで上昇した。 

図 台湾域内のマーケットシェアにおける台湾映画の割合  

 

 

〔注釈〕2017年までは台北市の数値のみを集計しているため、参考データとする。 

 
5
 既存データをもとに算出 （人口÷動員数） 

6
文化部発行「電影市場動態」を元に作成 https://www.bamid.gov.tw/information_243_127381.html 



 

 

7. 映画製作本数（2012-2021）7 

＊年により変動がある。ここ数年は減少傾向にあり。 

図 台湾域内の映画製作本数(グラフ) 

 

 

〔注釈〕製作本数は変動が大きく統計が取りにくいことに加え、台湾では映画制作が完了したことを報告

する義務がないため、正確な数字は不明。本データは新作として公開された台湾映画の公開本数であ

る。 

 
7
データ参照 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 



カナダ

国内市場

映画産業

市場データ
（2021年）

・アメリカと合算して「北米市場」とみなされる場合が多い

・カナダ国産映画の興収シェアはわずかに２～５%

・約60ヵ国とCoproduction Treaties(共同製作協定）を締結、特にヨーロッパとの連携を重視している

・年60作前後の共同製作を手掛ける（テレビ番組含む）

・海外からのロケーション撮影は年々増加、全体の半分近く

を占める重要な産業となっている

・国内興行収入: 3.４億カナダドル （2019年：10.14億カナダドル）
・国内の劇場動員数： 0.35億人 （2019年：1.107億人）
・国内のスクリーン数： 3,068 （2019年：3111）
・平均チケット価格： 9.6カナダドル （2019年：9.16カナダドル）
・一人あたりの年間平均入場回数： 0.9回 （2019年：3回）
・マーケットシェアにおける国産映画の割合： 5.2％ （2019年：1.7%）
・映画製作本数： 88本 （2019年：153本）

*100％国産＝75本、国際共同製作＝13本

5.2

94.8

国内

シェア

(2021)

国産映画 その他



カナダの国内市場規模 

 

1. 興行収入（2012-2021）1 

＊10億カナダドル前後を推移していたが、2021年はパンデミック前の 3割強まで回復した。 

図 カナダ国内の劇場興行収入（グラフ） 

 
 

2. 動員数（2012-2021）2 

＊1 億人以上の水準をキープしてきたが、2021 年は興行収入同様、パンデミック前の 3 割強まで回復。 

図 カナダ国内の劇場動員数（グラフ） 

 
 

1 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

2 同上 



 

       

 

3. スクリーン数（2012-2021）3 

＊スクリーン数は年により変動するが、3000 スクリーン以上を維持している。 

図 カナダ国内のスクリーン数（グラフ） 

 
 

4. 平均チケット価格（カナダドル）（2012-2021）4 

＊平均チケット価格は年により変動があるが、近年値上がりを続けている。 

図 カナダ国内の平均チケット価格（グラフ） 

 

 

 

3 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

4 同上 



 

       

 

5. 一人あたりの年間平均入場回数（2012-2021）5 

＊概ね 3回以上をキープし世界的にも高水準であったが、2020年以来 1回を下回っている。 

図 カナダ国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ） 

 

 

6. マーケットシェアにおける国産映画の割合（2012-2021）6 

＊国産映画の割合が著しく低く、シェアの大半をアメリカ映画が占める。2021年は 5％に減少。 

図 カナダ国内のマーケットシェアにおける国産映画とアメリカ映画、その他の割合7  

 

 

5 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2012 年版～2021 年版を元に作成 

6 Canadian Media Producers Association (CMPA)作成「Profile 2021」を元に作成 

https://cmpa.ca/profile/ 四捨五入の関係上、元データで 100%に満たない年有り。 

 



 

       

 

 

7. 映画製作本数（2012-2021）7 

＊製作本数は長年 140本前後を推移していたが、2021年は 90本弱まで減少。うち国際共同製作

が 15％程度。 

図 カナダ国内の映画製作本数(グラフ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

7 カナダでは国産映画と国際共同製作作品は別の統計であり、便宜上合計値である。 
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