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第１章  はじめに 

１．背景・目的 

デジタル時代が到来し、インターネットの通信環境の向上、スマートフォン等のデバイス

の普及、動画配信プラットフォーマーの登場等が進展する中で、映画を取り巻く事業環境は

世界的に大きな変革期を迎えている。日本の映画産業にとって、こうした事業環境の変化は、

世界に打って出るチャンスである一方、世界各国の作品との激しい競争にさらされること

を意味する。 

日本の映画産業が今後もグローバルな競争の中で生き残っていくためには、質の高い作

品を生み出す制作現場のエンパワーメントが重要となる。他方で、映画制作の担い手の中で

も、特に、映画制作現場において多数を占めていると推察されるフリーランスのスタッフに

ついては、その全体像が把握されておらず、また、働き方改革関連法の施行に伴うしわ寄せ

により取引・就業環境が悪化するおそれがあるという声もある。 

こうした現況に鑑みれば、映画業界は、働き方改革を事業環境の改善のための好機と捉え、

今こそ、業界を挙げて、日本の制作現場において質の高い映画作品を持続的に製作していく

ための方策を検討していくことが求められているのではないか。 

そこで、本検討会では、映画産業の２０年後、３０年後を見据え、映画制作現場に関わる

人材等の実態調査の結果を踏まえつつ、映画産業の持続可能な発展に向けた方策について

検討した。 

 

図表 1 持続可能な発展のための好循環の創出（イメージ） 

 

②就業環境の悪化
現場の疲弊

③コンテンツの
質の低下

①国内市場頭打ち
製作費低迷

悪循環

①海外市場向け
の製作

②健全な現場
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞの発揮

好循環
③コンテンツの

質の向上

対応策

“デジタル経営改革”による業界構造の転換へ

動画配信プラットフォーマー
の台頭

働き方改革の推進

対応策

・国際共同製作の促進
（2018年5月 日中映画製作協定）

・投融資環境の整備

・映画制作現場の実態把握
（2019年６～９月に調査実施）

・工程管理、制作経理等へ
のデジタル技術の導入

構造転換

好機１ 好機２
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日本の映画産業は、①国内市場の頭打ちと製作費の低迷により、②就業環境が悪化して現場が

疲弊し、その結果③コンテンツの質が低下するという「悪循環」に陥っている。一方で、近年、「動画配

信プラットフォーマーの台頭」によって海外市場への進出ルートが拓かれた（好機 1）。また、「働き方

改革の推進」は、就業環境の向上が図られることにより、制作現場においてより質の高い作品を生み

出せるようになる（好機 2）。 

これらの好機を捉え、「投融資環境の整備」により海外市場向けの製作を拡大する検討に併せ、

制作現場の実態把握を踏まえた「工程管理・制作経理へのデジタル技術の導入」等によりクリエイティ

ビティが発揮できる制作現場を実現することで、コンテンツの質が向上する好循環への転換を図る。 

 

２．検討経緯 

本検討に先立って、2019 年 6 月から 9 月にかけて経済産業省コンテンツ産業課の委託事

業において映画制作現場実態調査を実施し、制作現場に関わる人材の実情を把握した。同調

査では、以下の 3 つの手法を用いて調査を行った。 

 

①映画制作現場スタッフアンケート調査（別添資料３ １．を参照） 

②映画制作会社アンケート調査（別添資料３ ２．を参照） 

③ヒアリング調査（別添資料３ ３．を参照） 

 

特に、①の調査では、日本映画製作者連盟及び日本映画製作者協会のほか、映画関連団体

の協力を得て、全国の撮影所やロケ地においてアンケートを配布することにより、フリーラ

ンスを含む実際に稼働している制作関係スタッフの声を集めた。こうした現場レベルでの

日本の映画人材の把握は過去例をみない。 

「映画制作の未来のための検討会」は、当該調査結果（速報値）を踏まえ、昨年 10 月か

ら本年 3 月に掛けて計 4 回開催された。第 2 回と第 3 回の間において、「映画制作現場ワー

キンググループ」を設置し、計 2 回開催して制作現場の環境整備の詳細検討が行われた。 
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第２章  映画市場の動向及び映画制作現場の現状 

１．映画市場の動向 

 日本の映画市場は、2019 年に興行収入が過去最高の 2,612 億円となり、入場人員数は 48

年ぶりに 1 億 9,000 万人を超えた。他方、公開本数をみると、2000 年時点に比べて直近で 2

倍以上に増加し、さらにはメディアの多様化（配信の登場や 4K・8K、HDR などへの対応

等）なども含めると映像産業全体としてスタッフの質・量の両面でのニーズが高まっている

ことが予想され、現場の人手不足や負担の増大などが懸念される。 

図表 2 興行収入（上図）・公開本数（下図）の推移 

 

注釈）「邦画うち実写映画」の公開本数・興行収入の値は全体の値から「洋画」「邦画うちアニメ映画」の値

を除いて算出。ただし、2019 年値は邦画うちアニメ映画の内訳が 2020 年 3 月時点で公表されていないこ

とから邦画うち実写映画と邦画うちアニメ映画の合算値のみ表記。小数点以下は四捨五入。 

資料）全体、洋画：日本映画製作者連盟「日本映画産業統計」、アニメ映画：日本動画協会「アニメ産業レ

ポート 2019」より 
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２．映画産業の制作現場について 

映画制作現場スタッフのアンケート調査結果概要（詳細別添） 

 映画制作現場のスタッフにアンケート調査を行ったところ、フリーランスがおおむね 7 割

以上を占めた。映画制作を継続している理由をみると、社員・フリーランスともに「この仕

事が好きだから」、「映画が好きだから」の割合が高い。しかしながら、問題点として、「収

入が低い」、「勤務時間が長すぎる」、「この業界の将来性に不安がある」の回答割合が高く、

いずれの項目もフリーランスの方が社員よりも高い結果となった。 

 生活や仕事などの満足度をみると、ほとんどの項目で正社員の方が高い値であり、特に収

入や労働時間、雇用に関する項目において、フリーランスは社員よりも不満が多い。 

 フリーランスを対象に、発注書・契約書の受領状況をみると、「発注書・契約書をもらっ

ていない」は 64.5%となっており、「発注書・契約書をもらっていない」人のうち「もらい

たい」人は 77.3%となっている。 

 

映画制作会社のアンケート調査結果概要（詳細別添） 

 映画制作会社1に対するアンケート調査をみると、「質が高い人材を集めることが難しい」、

「必要な人数を集めることが難しい」など人材の確保について課題を感じている意見が多

くみられた。また、取引全般の課題においても制作単価の低下が指摘されており、フリーラ

ンスだけではなく、制作会社も厳しい状況に置かれていることがわかる。 

 

スタッフ・制作会社・有識者のヒアリング結果概要（詳細別添） 

 アンケート調査より、映画制作現場での現状に対する不満が高い中で、映画作品の制作本

数が増加し、また、配信などのメディアの多様化に伴い、映画制作会社においてスタッフの

確保が困難になっていることが明らかになった。より具体的な課題を抽出して、制作現場の

改善に向けた方策を検討するため、スタッフ・制作会社・有識者に対してヒアリング調査を

実施した。 

 製作委員会と制作会社の間の取引をみると、予算ありきの制作費（必要経費を賄えるかど

うかは無関係に決められた制作費）にもかかわらず、制作会社が作品完成の保証を担うこと

になっている（提示された予算内での完成が求められる）ことが指摘された。その結果、制

作会社はフリーランスのスタッフを十分に確保できない状態で制作を開始し、書面の交付

や取引条件の通知の遅れにもつながっていると考えられる。さらに、完成保証により超過し

た分の費用を制作会社が負担することにつながりやすく、経営が厳しくなった結果、制作会

社が倒産する事例もみられる。 

                                                        
1 本稿では「制作会社」とは、出資者である映画製作者（製作委員会を含む）からの発注を受
け、実際に映画を制作する会社をいう。 
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 制作会社とフリーランスの間の取引をみると、1970 年代に撮影所システム（スタッフが

映画会社と専属契約し、撮影所という物理的な空間のなかで長期的・固定的な人間関係に基

づき多数の作品制作が行われる仕組み）が崩壊した後、日本では「〇〇組」（〇〇に監督名

を冠した制作チームのこと）を主体とした制作体制が長く続いたが、その組内の紐帯ですら

弱まりつつあることが今回指摘された。その結果、技術の伝承が困難となり、人材育成の構

造的な課題が生じている。また、各職種のフリーランスからも総じて人手不足であるという

意見が占められており、特に制作部と美術部は人手が集まらないという意見が多くみられ

た。あわせて、収入の不安定さもあいまって、短期間での対応が求められる結果、就業時間

が長く、加えてハラスメントに関する課題も指摘された。 

各職種の個別の事例をみると、美術部、装飾部、衣装部、ヘアメイク部及びスクリプター

においては女性が相対的にみて多く、出産後の復帰に課題がある。また、スクリプターは通

常一人で担うことが多く、他の職種と比べて後進の人材育成において特に課題がある。加え

て、演出部や制作部など職能団体がない職種も一定程度みられ、それに関連する課題提起も

あった。これらの状況を概観した図は以下のとおりである。 

図表 3 制作現場と各プレイヤーの課題全体概要 

 

製作委員会

制作会社

制作スタッフ
（７割はフリーランスが

個人事業主として受託）

再委託
(会社として受託)

 予算ありきの制作費（経費の積み上げではない）
 ただし、完成保証は制作会社が担う

監督

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

ｶﾒﾗﾏﾝ(撮影技師)

照明技師

録音技師

 予算が限定されているため、人員・期間が絞られる
 書面の交付、条件の通知が業務中や後になっている/等

演出部（助監督、監督助手）

制作部（制作主任、制作進行など）

撮影部（撮影助手）

照明部（照明助手）

録音部（録音助手）

美術監督 美術部（美術助手）

装飾部（装飾助手）

衣装部（スタイリスト助手）

ヘアメイク部（ヘアメイク助手）

スタイリスト

スクリプター

編集技師 編集部（編集助手）

ヘアメイクアーティスト

CG・VFX

その他(特機部、車輌部など）

MA・音響

 特に人が集まらない
 撮休でも段取りが多く、休みが取れない

 イントレなど個別の規制に対応する必要がある
 助手が日替わりになる現場もある
 機材に関連するトラブルが多い

 かつての撮影所システムが崩壊し人材育成に課題
 慢性的に人手不足(すべての部で人が足りないという意見)
 収入が不安定、短期間での撮影が多く、結果労働時間が⾧く、休みがない
 フリーランス間のパワハラ/セクハラの問題がある

 基本的に1名で担うため、人材育成ができない
 女性が多いが、出産後現場に戻れないこともある

 特に人が集まらない
 撮休でも段取りが多く、休みが取れない
 女性が多いが、出産後現場に戻れないこともある

美術会社等

美術部・衣装部は美術会社、衣装会社経由
での依頼もあり、同じ業務内容でも契約条件や
書面交付状況はそれにより異なる。

※薄緑の部門は職能
団体がない。

働き方改革が進む一方で、
短納期での業務が求められる
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第３章  映画産業の課題 
本検討会では、アンケート調査とヒアリング調査で抽出された課題を（１）工程管理等の

課題、（２）取引環境の課題、（３）就業環境の課題、（４）現場スタッフ育成の課題、（５）

ビジネス環境の課題の 5 つのカテゴリに分類して議論した。 

１．【論点１】健全な制作現場の実現 

工程管理等の課題 

調査結果に基づき、下記のように課題と検討の方向性を整理した。 

 

 

株式会社フィルムソリューションズ楠純子氏より、映画業界における工程管理・制作経理

のデジタル化に向けた取組として、同社により現在開発されている電子契約・勤怠・制作経

理を相互連携したシステムについて紹介があった。委員からは下記のような意見があった。 

【主な意見】 

 デジタルが入ると現場がスムーズになるのは間違いない印象を持った。現場でタブレットにサインし、

契約できるのは、効率アップにつながるので、ツールが導入されれば試してみたい。 

 海外の制作経理は定期的に把握することが求められる。日本では、最後に一括での管理をしよう

としているが、米国企業だと週 1 でコストレポートの提出を求められる。 

 将来的には、適正な予算とスケジュール、脚本のためのシステムが構築できれば望ましい。システム

が作られていく中で、使いやすさとカスタマイズを現場に渡していけるものとしていければよい。 

 映画の撮影は１週間程度から３か月にわたるものまであり、デジタル化は大型の作品と相性がよ

いのではないか。導入に当たっては、仕事のレベルや会社組織にもよるのではないか。 

 現場の中には、デジタル化を苦手としている人もいる。現場スタッフに求める能力は、まずクリエイティ

ブの能力であり、ツールは思索を邪魔しないものが求められる。 

課題の概要 検討の方向性 

 【デジタル化】紙媒体が多くデジタル化を推進

してほしい。 

 【制作経理】外国資本を中心に制作経理の

精緻化の要請が高まっている。また、キャッシュ

レスなどデジタル化による業務効率化の余地

あり。 

 【人材確保】人材確保が困難。就労環境が

悪い結果、助手クラスの若手が残らない。メデ

ィアの多様化や海外資本により人材確保の困

難さに拍車がかかっている。など 

デジタル化による生産性向上 

 工程管理や制作経理のデジタル化、受発

注システムの導入を通じて、生産性向上を

図り、働き手にとって健全な現場に 

 人材確保に資するスタッフ（フリーランス）

情報の集約 
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取引環境の課題 

調査結果に基づき、下記のように課題と検討の方向性を整理した。 

 

課題の概要 検討の方向性 

 【発注書・契約書】書面の交付がなく、報酬が

撮影終了後に通知されることもある。書面の

交付に対するニーズが高かった。 

 【報酬の支払い】撮影日程が不安定であり、

拘束時間も⾧く、生活が厳しい。時間単位で

みると報酬が安価である。 

 【予算の決定】予算ありきの制作は限界 

 【完成保証】制作会社が予算ありきの上、完

成保証も求められる など 

映画制作に関わる下請取引の適正化 

 発注書・契約書が作業開始前に受発注

者間で取り交わされ、定められた内容が正

しく履行される現場に 

 契約内容は、適正な対価・拘束期間に 

 

 事務局より、調査結果の概要説明として映画制作現場では契約書・発注書の書面交付が浸

透していないこと、実写映画の契約形態はアニメーションと異なり情報成果物委託ではな

く役務委託が多いことから下請法を単純に適用できないこと等の説明があった。委員から

は下記のような意見があった。 

【主な意見】 

 米国では、最後に権利者から文句を言われて公開できないことを避けるという考えから、契約書を

最初に交わしている。 

 一方で、現状、日本では契約書については権利的に揉めないために、最後に結ぶことが多い。 

 正しいスケジュール、正しい方法でいいものをつくるとすると、現在よりも予算が必要だ。この点を出

資者側が肯定し、出資してくれれば解決する問題ではないか。 
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就業環境の課題 

調査結果に基づき、下記のように課題と検討の方向性を整理した。 

 

課題の概要 検討の方向性 

 【就業時間】⾧時間就業で、休みがない（撮

休があっても準備で休めない等） 

 【ハラスメント】ハラスメントが起こっている 

 【報酬】報酬が安い・不安定 

 【ギルド】海外におけるギルド制度が日本には

ないこと など 

現場スタッフの働き方に関するルールの策定等 

 映画制作現場の業界統一ルールの策定 

  －就業時間（撮影間インターバル制度等）

など 

 

 事務局より、他国の映画業界の就労環境について紹介を行った。米国では、職能ごとにあ

るギルドと製作者との間にある協約を根拠にスタッフを保護しており、韓国では、一定の製

作費以上の作品において、近年政府で労働時間の制限が導入され、補助金を条件にすること

で基本契約の普及が進められていることを紹介した。委員からは下記のような意見があっ

た。 

【主な意見】 

 現在、若手の離職が激しい。この離職率を止められないのか。 

 他業種との人材獲得競争の下で、若手の人たちに映画が選んでもらえるかどうかは重要な議論に

なるだろう。 

 働き方改革は重要であるが、現場が窮屈になりすぎると映画の良さは消えてしまうため、バランスを

考えていく必要がある。 

 映画業界における自主規制を徐々に作っていくのが望ましい。 

 企業側としても現場を人材不足によりメンバーを構成しづらくなっている現状を踏まえ、現場で働く

メンバーを含めたワーキンググループを組成し議論することが必要ではないか。 

 海外では、利益をだすためだけでなく、社会貢献の要素も含め映画に出資する意義が浸透してい

る。国内においても、そのような出資者を育てる必要がある。 

 

 論点 1 の検討に際して、制作現場からの意見を募るため「映画制作現場ワーキンググルー

プ」を開催し、同ワーキングググループにおいて制作現場の総意としての提言の答申があっ

た（別添資料１を参照）。当該提言を踏まえて、本検討会においても具体的な取組の検討を

進めることとし、その内容については後述（第４章 具体的な取組の方向性）に整理した。 

 



9 
 

２．【論点２】人材育成 

現場スタッフ育成の課題 

調査結果に基づき、下記のように課題と検討の方向性を整理した。 

 

課題の概要 検討の方向性 

 【育成】製作費の低下と制作期間の短縮によ

り、現場での十分な育成ができず、スタッフのス

キルが低下 

 【キャリア形成】キャリア形成に対する周囲の理

解を得るのが難しい 

 【人材流出・新規就業】就業環境の厳しさか

ら人材が流出しやすく、新規就業も少ない 

 【規制への対応】新しい規制に対応しないとな

らないこと など 

現場スタッフが育つ現場 

 現場の若手クリエイターのキャリアアップにつ

ながるような仕組みづくり など 

 

映画監督 是枝裕和氏より、制作費の縮小にともなう人材育成の在り方や、クリエイター

による企画開発上の障壁、海外志向のプロデューサーの育成など、人材育成上の課題が指摘

された。あわせて、海外の映画祭における人材育成や映画館への支援の事例についても紹介

があった。 

【主な意見】 

 １本でもしっかりとした映画の現場に就くと非常によい経験が得られる。制作会社にはインターンシ

ップ等、現場での実践教育の積極的な受入れをお願いしたい。 

 技術力の低下も激しいと感じており、今後技師や助手にどのような教育を施せるようにすべきかを

考えていきたい。 
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３．【論点３】ビジネス環境の整備 

ビジネス環境の課題 

調査結果に基づき、下記のように課題と検討の方向性を整理した。ｚ 

 

課題の概要 検討の方向性 

 【出資】国内の人脈・信用に依存 

 【市場開拓】海外市場の開拓が不十分など 

ビジネス環境の整備 

 海外事業者と渡り合えるビジネスプロデュー

サーの育成 

 世界水準の制作資金の調達・管理できる

人材の育成 

 

 特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO） 次長兼映像事業部長 槙田寿文氏より

ビジネス環境の整備として、現状の施策として、海外の映画・アニメ分野におけるマーケッ

ト出展支援の事例紹介があった。 

 

【主な意見】 

 日本の作品はまだ海外市場を獲得できていない。各社の営業力を高めることに加えて、セールスエ

ージェントの育成が重要ではないか。 

 プロデューサーの仕事を実体験し、海外とのネットワーキングができることは重要である。しかし、日本

に帰ってくるとファイナンスや契約に関する仕組みが他国と大きく異なることが課題である。 

 

  



11 
 

第４章  具体的な取組の方向性 
 本章では、「映画制作現場ワーキンググループ」の答申も踏まえて「映画制作の未来のた

めの検討会」において検討された具体的な取組の方向性について、デジタルツールの導入、

制作現場の適正化（人材育成等を含む）の２点にまとめる。 

 

図表 4 課題と具体的な解決方策について 

 

 

 

  

(1)工程管理等の課題

(2)取引環境の課題

(3)就業環境（条件）の課題

(4)現場スタッフ育成の課題

(5)ビジネスの課題

デジタルツールの導入

制作現場の適正化

（人材育成等を含む）

課題 具体的な解決法策
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１．デジタルツールの導入 

基本的な考え方 

 映画制作がフィルムからデジタルに変化した結果、製作本数が増加するとともに、制作期

間が短縮された。他方、映画の制作現場においては、多くの作業がアナログである結果、就

業時間の長さにつながっている一面もある。 

さらに、今後も日本の映画産業が持続的に発展するためには、海外市場の開拓が必要であ

る。そのためには、国際共同製作や外国資本投資の誘引が重要であり、これを実現するため

の事業環境として制作経理や工程管理の透明化が求められるところ。日本の映画制作現場

にはこうした商慣行が根付いていない。 

このため、映画の制作現場やそれに関わる制作管理のデジタル化を推進し、制作現場の生

産性向上を図り、スタッフがクリエイティブな活動に専念できる環境整備を進めることが

必要である。 

 

具体的な取組の案 

経済産業省は、コンテンツ産業が持続的に発展するエコシステムを構築するため、令和元

年度補正予算「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」（J-LOD 補助

金）において、サプライチェーン全体の見地からコンテンツ制作工程の効率化に資するシス

テムの開発に対する補助事業を措置した。 

映画制作の未来のための検討会において、株式会社フィルムソリューションズの楠純子

氏から紹介があった電子契約・勤怠・制作経理を相互連携したシステムは、同補助金を活用

して開発されたものである。 

生産性向上を図るためには、このようなデジタルツールの活用が有効であることから、今

後も、政府として映画産業における多様なニーズを踏まえたデジタルツールの開発を支援

する必要がある。 

 

今後の取組の方向性 

映画業界は作品によって制作費にばらつきが大きく、また、クリエイティブに関わる人た

ちも広範かつ多様であることから、制作現場の支援、制作経理、工程管理等においても、デ

ジタルツールを活用した生産性向上に向けて多様な潜在的ニーズがあると思われる。今後、

それらのニーズを掘り起こし、対応していくことが、クリエイティブな活動に専念できる環

境整備や海外から評価される作品づくりにつながる。 
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２．制作現場の適正化 

基本的な考え方 

「映画制作現場ワーキンググループ」から、映画制作に携わる各職能団体及び制作会社を

代表する各委員の総意として、製作から流通まで映画産業のすべての関係者が参画する自

主的取組として、制作現場のルールを策定するとともに、適正な映画制作現場の整備のため

の作品認定制度を創設してはどうかといった提言があった（別添資料１を参照）。これを受

けて、本検討会において検討した内容を下記にまとめた。 

なお、ここでは、フリーランスの環境改善に関する様々な取組を行う横断的な機関を「映

像制作適正化機関2」、認定権限を有する機関を「認定機関3」という名称で呼んでいる。ま

た、本検討会においては、「映像制作適正化機関」が、認定制度に係る事務のほか、フリー

ランスのために提供されるべきサービスの案についても検討された。 

また、下記は現時点での案であり、具体的な制度設計等は引き続き映画業界全体で検討さ

れることが期待される。 

 

具体的な取組の案 

①作品認定制度 

適正な映画制作現場の推進のために、取引・就業環境が守られている安全・安心な制作現

場で制作された作品であることを認定し、当該作品に対してその証を交付する認定マーク

制度を創設する。 

 その結果、①認定マークを取得している作品を製作した映画製作者やその制作現場にお

いては、フリーランスや将来的に映画業界を目指す人材の確保につながるとともに、②海外

を含む新たな出資者の誘引や流通市場の開拓にも資する。また、認定マークは、③消費者が

作品を選択する際の新たな指標の一つとなることが期待されるほか、④映画製作者及び制

作会社のイメージアップにもつながるものと考えられる。 

 認定制度の創設に当たっては、フリーランスの取引・就業環境の適正化を推進する機関

（「映像制作適正化機関」）の設置のほか、映画製作者や制作会社が認定基準について合意す

ることを前提に、業界各社において作品製作に当たって当該認定制度を利用することを公

約する仕組みが必須となる。 

以上のように、本認定制度は、映画製作者が申請した作品について、認定機関が、適切な

現場で制作されたものであったか否かについて審査し、基準を満たすものについて認定を

                                                        
2 映画制作現場ワーキンググループの提言書ではフリーランスの取引・就業環境の適正化を推
進する機関は「映像制作適正化機関（仮称）」であるが、本報告書では「映像制作適正化機関」
と呼称することとした。 
3 映画制作現場ワーキンググループの提言書では「第三者機関」と呼称されているが、本報告
書では、認定権限を有する機関として「認定機関」と呼称することとした。 



14 
 

行うとともにこれを証するマークを交付する仕組みを想定しているが、対象主体・作品、認

定のプロセス、審査料等の具体的な設計については、今後更なる検討が必要である。 

 

②スタッフセンター（人材データベース） 

 フリーランスの稼働のばらつきを抑制するためにも、現状の映画制作に携わるフリーラ

ンスの動向を把握できるような仕組みを組み立てる必要がある。また、稼働状況を把握する

ことに加えて、映画業界を志す者にとって、最初の入口になる窓口が必要である。 

そこで、助手等も含めた映画に関わる人材を総合的に取りまとめたデータベースを構築

することが考えられる。例えば、当該データベースでは映画制作に携わるフリーランスが、

肩書（職種）、過去実績等の基本情報やその時点の稼働状況を自由に登録することができ、

一方で、プロデューサー等が助手等のフリーランスの稼働状況を確認できる仕組みである。

多くのフリーランスが登録できるようにするとともに映画制作現場のスタッフが多く集ま

る撮影所との連携を図ることで、経験などのバランスを踏まえたチームを迅速に組成でき

るようになることが期待される。 

 

③人材育成 

 個々のフリーランスの経験は区々であることから、技術面・安全管理面の成長を促すため、

映画制作現場に関わるスタッフの人材育成が必要である。現状、技術面においては、映職連

の各団体により職能ごとに人材育成が進められている。このような人材育成は映職連加盟

各団体により継続しつつも、例えば、安全管理においては、各職種にかかわらず共通で習得

する仕組みが必要である。具体的には、「映像制作適正化機関」のようにフリーランスに関

わる横断的な機関を設置し、共通的な研修等を実施していくことが考えられる。 

海外で活躍できる人材育成の検討のほか、将来の映画産業を担う人材を育成するために

教育機関との連携が必要である。また、ハラスメントに関する講習など、コンプライアンス

に関わる横断的な情報提供を進めていくことも考えられる。 

 

④社会保障 

 フリーランスは、社会保障の観点から、会社員等に比べて劣後している場合がある。特に、

演出部、制作部等は、職能団体がなく、社会保険に関わる情報や環境が不足している場合も

ある。 

 そこで、「映像制作適正化機関」等に登録したスタッフなどを対象に、保険組合等と連携

して、社会保障の充実を図ることが考えられる。 
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今後の取組の方向性 

 令和 2 年度では、認定制度の具現化を進めるため、「映像制作適正化機関」等の設立準備

委員会を立ち上げて、その中で業界の自主的取組として引き続き検討を深めていくことが

望ましい。 

認定制度の具現化に当たっては、「第４章１．デジタルツールの導入」に記載のシステム

を連携することにより、制作現場の取引状況等の透明化が図られるほか、認定手続の効率化

が期待できる。また、映画製作者の認定申請を促進するため、中小規模の作品については文

化庁の映画制作に対する助成金との連携を図るほか、各種支援策との連動を検討すべきで

ある。 

本制度の検討に当たっては、フリーランスのみならず、中間的立場におかれる制作会社へ

のしわ寄せとならないようにも配慮すべきであり、日本の映像製作が、適正な費用水準のも

とで行われ、持続性を確保できるように、製作委員会参画者及び社会全体の理解を得ていく

ことが目標である。 

加えて、政策的な動向や各種規制との調整などの観点から、引き続き、経済産業省をはじ

めとする関係省庁が連携を継続しながら進めていく必要がある。さらに、将来において、こ

うした自主的取組について、実効性を高める方策として経済産業省等の政府によるモニタ

リングや助言、支援等の官民の連携を図る必要性が生じ得ることを付言しておく。 
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第５章  おわりに 
 映画は永く日本のエンタテイメント産業を牽引する中心的存在であり、その役割は、今後

も変わらない。日本映画が日本ひいては世界の人々を魅了する作品を提供していくことは、

映画産業のみならずすべてのエンタテイメント産業にとって意義が大きい。無数のデジタ

ルコンテンツが普及・浸透する中、2019 年に興行収入が史上最高を記録したことは、映画

の将来性を物語っている。 

一方で、本報告書の冒頭で述べたとおり、映画の製作本数の急増、消費性向の多様化に伴

うメディアの多様化（配信の登場や 4K・8K などへの対応）等も含め、日本においても映像

コンテンツのニーズが高まったことにより、映画の制作現場の負担が増加している。映画制

作現場実態調査においては、フリーランスの取引・就業環境をめぐる様々な課題が改めて浮

き彫りになった。 

これらの課題解決においては、フリーランスと制作会社間にとどまらず、制作会社と映画

製作者との間の関係も重要である。映画製作者は、日本の場合、製作委員会であることも多

く、多様な主体により構成されており、プレイヤーが様々であることや関係性が多岐にわた

ることが、構造的な課題をより複雑にしている。 

 働き方改革関連法の施行やフリーランスという就業形態に対応した新たな制度を検討す

る議論が関係省庁において進んでいるが、映画制作のようにクリエイティビティを付加価

値とする働き方にもフリーランス一般の働き方と同じ制度が適用されるとすれば、映画制

作現場に与える影響も大きいと考えられることから、こうした点にも留意しながら検討す

ることが望まれる。 

 取引・就業環境をめぐる課題を具体的に解決していくためには、まずは映画業界自らが、

率先する形をとり、より実勢に適合したルール形成を行い解決していくことが求められる

のではないか。映画は、映倫に代表されるように、これまでも業界の自主的な取組によって、

時代に適合したルールを作成・運用してきた。そのような素地からも、認定制度のような仕

組みによって、業界自ら参画する形で自主的にルールを作成・運用していくことは理にかな

っていると思われる。次年度以降に、「映像制作適正化機関」等の設立準備を進めていくこ

とで、具体的なルールやその運用を決め、映画制作に携わるフリーランスがより働きやすく、

クリエイティブな能力を発揮できる環境整備を進めていくことを願ってやまない。 

映画産業の持続的な発展に向けては、更なる制作資金の取得やマーケットの拡大が言う

までもなく必要である。特に、国内の興行収入が成長基調であるうちに、人口減少に伴う将

来的なマーケット縮小に対応するため、産学官が協力して海外からの資金調達やグローバ

ルマーケットへの市場拡大に向けて取り組んでいく必要があるだろう。 
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映画制作の未来のための検討会 委員等 
 

【委員（敬称略、50 音順）】  

 東洋大学 経済学部 総合政策学科 准教授              生貝 直人 
 ビズアドバイザーズ株式会社代表取締役 公認会計士／税理士      上住 敬一 
 青山学院大学 総合文化政策学部 教授                内山  隆 
 一般社団法人日本映画製作者連盟 代表理事              岡田 裕介 
 株式会社角川大映スタジオ 代表取締役社⾧              小畑 良治 
 株式会社 IMAGICA Lab. CG ディレクター 木村  卓 
 ラインプロデューサー／制作部                    齋藤 悠二 
 協同組合日本映画製作者協会 代表理事                新藤 次郎 
 早稲田大学 法学学術院 教授                    土田 和博 
 学校法人神奈川映像学園 日本映画大学 理事⾧            富山 省吾 
 株式会社アルタミラピクチャーズ 代表取締役             桝井 省志 
 株式会社電通コンサルティング 代表取締役社⾧・シニアディレクター  森  祐治 

 
【プレゼンテーター（敬称略）】  

 株式会社フィルムソリューションズ 取締役 楠  純子 
 映画監督 是枝 裕和 
 特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO） 次⾧兼映像事業部⾧ 槙田 寿文 

 
【オブザーバー（敬称略）】  

 内閣府 知的財産戦略推進事務局  
 公正取引委員会 経済取引局総務課  
 総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課  
 文化庁 参事官（芸術文化担当）付  
 厚生労働省 雇用環境・均等局 在宅労働課  
 特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）  
 公益財団法人ユニジャパン   

 
【事務局】   

 経済産業省 商務情報政策局 コンテンツ産業課            
 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

（経済産業省委託事業受託事業者） 
  

 

【プレゼンテーター】 

   楠純子氏:「工程管理等の課題」（第３章 １．（１）） 

是枝裕和氏:「現場スタッフ育成の課題」（第３章 ２．（４）） 

槙田寿文氏:「ビジネス環境の課題」（第３章 ３．（５）） 


