仕事がわかる！

業界
図鑑

多様な分野のクリエイター・職人や
ヒットを仕掛けるビジネスのプロなどが活躍！

エンターテインメントの魅力が凝縮した世界！

物語、映像、演技、音楽など、
エンターテインメントのさまざまな要素を総合した映画の世界
では、多様な分野のクリエイター・職人から、
プロジェクトをまとめ、
ヒットを仕掛けるビジネス
のプロまでが幅広く活躍。
「製作」
「配給」
「興行」
という映画産業のそれぞれのプロセスに、
取材・文／伊藤敬太郎

映画製作会社以外にも
映画作りに関わる会社は
たくさんある！

撮影／平山 諭

どのような会社・職種が関わっているのかを紹介しよう！

イラスト／桔川 伸

映画の製作には専門性の異なる多くの職種が関わっている。下で紹介している他では、監督をサポート
する助監督、照明、音響、編集などの技術職、
映画音楽を手掛ける作曲家などがある。

●映画の製作に関わる主な仕事

CG制作会社

美術制作会社

実写映像やアニメの
CG パート、VFX（特
殊視覚効果）、
フル
CG 作品などを専門
的に制作。CGクリエ
イターなどが所属。

映画、
テレビ、舞台、
イベントなどのセット
や装飾、小道具の制
作などを専門的に手
掛ける。美術デザイ
ナーなどが所属。

ポストプロダクション

芸能事務所

撮影・作成した映像、
録音した音声、作曲
家が作った音楽など
の素材を編集し、
映画
として完成させる。編
集技師などが所属。

俳優・タレントなどを
マネジメントする事務
所。担当マネージャー
が、所属俳優のスケ
ジュール管理や出演
料交渉を行う。

映画カメラマン

プロデューサー

脚本のイメージに沿って映像を
撮影する仕事。監督や美術・照
明などのスタッフと話し合って
適切な構図やカット割、
カメラワ
ークなどを決め、専用のカメラを
使って撮影する。

映画製作プロジェクトのトップ。
作品の企画から、資金調達、監
督・脚本家などの主要スタッフ
選び、出演者選び、製作工程
全般の管理、配給会社との交
渉まで仕事は多岐にわたる。

脚本家

映画監督

俳優

美術スタッフ

シーンを説明する
「ト書き」
とセリ
フで構成される脚本
（シナリオ）
を執筆する専門家。映画のスト
ーリーや人物造形を組み立て
る重要な役割。フリーで活躍す
る人がほとんど。

映 画の撮 影を統 括する責 任
者。作品の方向性を決め、それ
に沿って俳優への演技、
カット
割、
カメラワーク、美術、照明、
編集などを指示。作品によって
は、
企画・脚本から携わることも。

脚本に沿い、監督の演出に従
ってカメラの前で役を演じる。依
頼を受けてキャスティングされる
場合もあれば、
自らオーディショ
ンを受ける場合もある。芸能事
務所や劇団に所属。

監督の演出に沿って、撮影スタ
ジオ内のセットなどを作る仕事。
美術デザイナーがデザインし、
大道具と呼ばれるスタッフが組
み立てる。小物を用意するスタ
ッフは小道具と呼ばれる。

興行

配給

製作

映画館で作品を上映し、観客に見せるビジネスを「興行」
という。チ
ケットやグッズ、
飲食などの販売で利益を得る。

作品を買い、
上映する映画館を確保し、
世の中に向けて作品を宣伝
することを
「配給」
という。いわば製作と興行の仲立ち。

企画や資金調達などを含めて映画を製品として仕上げることを「製
作」
という。実際に作品を作る工程は
「制作」
といわれる。

映画興行会社

映画宣伝会社

映画配給会社

アニメ製作会社

映画製作会社

映画館を経営する会社。複数のスクリ
ーンを持つ「シネコン」
を経営する会
社、大手映画会社の系列に属する会
社、独自にミニシアターを運営する会
社など、
規模や経営スタイルは多様。

映画配給会社から作品ごとに依頼を
受け、
宣伝戦略の企画・立案や、
メディ
アで取り上げてもらうためのPRを専門
に行う会社。この他、
出演者を招いた
イベントの企画や運営も手掛ける。

映画の配給を手掛ける会社。東宝、
東
映、
松竹などの大手グループは、
配給だ
けでなく、
製作・興行も行う。一方で、
大
手製作ではない魅力ある作品を発掘す
る個性的で小規模な配給会社もある。

テレビ、
映画、
OVA
（オリジナル・ビデオ・
アニメーション）
などのアニメ作品の企
画・制作を手掛ける会社。アニメ専門
の監督やアニメーターが所属。企画は
行わず下請けに特化した会社もある。

実写映画の企画・制作を手掛ける会
社。プロデューサーや監督の他、助監
督、映画カメラマンなどの制作スタッフ
が所属。映画配給会社や芸能事務
所が映画製作を行うことも多い。

●映画の配給に関わる主な仕事

営業

買い付け

作品ごとの宣伝戦略の企画、
ポスタ
ー・チラシなどの作成、
広告の出稿、
メディアへのPRなどを行う。映画配
給会社や映画宣伝会社で活躍。

映画配給会社の営業担当。自社が
配給する作品を上映してもらえるよ
う映画興行会社に売り込み、上映
館数や上映期間などを交渉する。

海外の映画祭などに出向き、
洋画を
日本で上映する権利を買う仕事。ヒ
ットする作品を見抜く力や語学力が
問われる。映画配給会社で活躍。

メディアを通じて
映画の魅力をアピール

金さんは中 学 生 時 代からマスコ

仕 事の幅を広 げていけることにも

やりがいを感じているという︒

レビ番組や雑誌の企画なども提案

日公

﹁今後は︑
映画の内容に合わせたテ

現 在は ︑
２０１８年２月

していきたいですね﹂

10

ミ業界志望︒大学卒業時には大手

ＩＴ企 業に入 社したが︑夢 を 諦め

1

開の﹃ 今夜︑
ロマンス劇場で﹄
の宣伝

くの人に観てもらいたい ！﹂と忙し

を担 当 ︒
﹁ 大 好きな作 品 なので多

切れず ︑ 年 半 後 ︑映 画 宣 伝 会 社

のマンハッタンピープルに転職した︒

い日々を過ごしている︒

金さんの﹁一日 ﹂

﹁もちろん映画も好きでしたし︑
マ

スコミと直 接やりとりできる仕 事

宣伝は公開の半年〜 年以上前

1

というところに魅力を感じました﹂

日は９時に出 社し︑
テレビの情報番 組

20

担当作品の映像解禁日やイベントの翌

や新聞をチェック︒午後はリリースを持

時〜

11

から始まる︒作品情報をまとめたリ

ジオ・新聞・雑誌各社をこまめに訪

リースを作成し︑
担当するテレビ・ラ

後は資 料 作 成など︒定 時は

方も多様化が進んでいる。

ってテレビ局へ行き︑作品をＰＲ︒帰社

振動、
風などが体験できる4Dなど、
映画の楽しみ

問︒番組や誌面で作品を取り上げ

また、
立体感や奥行きを感じられる3D、
香りや

時だが︑
繁忙期には遅くなることも︒

展のカギを握るが、
その大きな可能性を示した。

てもらうよう働きかける︒作品の観

外でもヒット。今後は拡大する海外市場に対して
日本映画をどう売り込んでいくかが映画産業発

この職業に就くには

大きな話題に。
また、
同作は中国やアメリカなど海

映 画について学べる大 学の学 科 ︑
映画系の専門学校 ︑
スクールなど
を卒業して就職する人もいるが︑
基本的には出身学部・学科などが
問われることはあまりない仕 事 ︒
ただし︑映画配給会社︑映画宣伝
会社は就職希望者が多いため︑非
常に狭き門 ︒小 規 模な会 社は新
卒 採 用をしていないことも多 く ︑
金さんのように社会人になってか
ら再挑戦する人も少なくない︒

名は。』
は国内で歴代4位となる大ヒッ
トを記録し、

客層に効果的に訴求できるよう︑
ど

べ）
。3年連続での上昇となった。なかでも『君の

のメディア・番組・雑誌に重点を置く

﹁その他︑作品公開前後のイベント

か戦略を練ることも重要な仕事︒

や舞台挨拶の企画・運営も手掛け

げてもらいやすいひと言を引き出せ

ます︒出演者からメディアで取り上

テレビ局のディレクター︑雑 誌の

る質問を考えたりもするんです﹂

編集者︑
俳優など︑
普通なら会えな

入は2355億円
（一社 日本映画製作者連盟調

いような人たちと一緒に仕事ができ

2016年の日本国内における映画の興行収

るのが映 画 宣 伝 の 魅 力 だと 金 さ

海外市場でも注目される
日本のアニメ映画

ん︒また︑自分の工夫や努力次第で

最新の業界事情

宣伝

職種 PICK UP!!

映画宣伝
株式会社マンハッタンピープル
映画宣伝グループ

金 紀恵さん（26歳）

静岡県立浜松北高校、早稲田大学政治経済学
部国際政治学科卒業。新卒で大手 IT 企業に就
職し、1年半営業職として働いた後、2017年1月
に25歳でマンハッタンピープルに転職。当初は事
業部に所属していたが、4月に希望が叶って映画
宣伝グループへ。今までに担当した作品は『関ヶ
原』
『 鋼の錬金術師』
など。

