[第１１回]文化庁メディア芸術祭
－贈 賞 理 由－
■アート部門
大 賞 「nijuman no borei」
jean-Gabriel PERIOT
本作は、1915 年に広島県物産陳列館として開館し、被爆によって廃墟となった原爆ドームの 90
年の歩みを、スティール写真 1000 枚をアニメーションのコマ取りのように重ねてつくった時間のコラ
ージュである。ドーム（これは半球体であるがゆえにどの方向からでもそれと同定できる）を中心に、
その周辺の変化—建設、破壊、復興の過程のドラマが展開される。主人公であるドームは生き物のよ
うに周りと関わりながら変貌する。過去に幾度もとりあげられ、クリシェに陥りかねないテーマを、ペリ
オ監督は「作品をつくり続けることで新たな視点を与え感動を引き出すことができる」と核廃絶へのメ
ッセージの継続の重要さを語る。今メディアアートに何ができるか、多くのドキュメンタリーとアートが
交錯する試みがなされている現在、静かだが深い感銘を与える作品である。

優秀賞 「Camera Lucida:Sonochemical Observatory」
Evelina DOMNITCH／Dmitry GELFAND
薄暗い部屋の中で目が慣れてくるのを待つと、液体のなかで踊る微細な泡の生物的な動きがたち
現れる。今まで見たこともない不思議で美しいその運動は高いテクノロジーに支えられている。そして
その静謐で瞑想的な空間は母胎内に浮かぶという人間の原初的な体験を思い出させ、見るものを
深い精神世界にいざなう。あわせて人間の体内の大部分が水で構成されていることにも気づかせて
くれるだろう。五感を刺激しさまざまなイメージが想起できる、最新技術とインスタレーション表現の絶
妙なバランスでみごとな体験空間をつくっている。

優秀賞 「ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE.」
佐藤雅彦＋ユーフラテス
ファッションショーでのモデルの動きが、白い点だけで表現されている。なぜモデルの動きに見える
のかといえば、この映像を見る側がモデルの動きを記憶しているからで、その記憶が白い点だけで
引き出されることをこの映像が証明している。これは、映像表現を一方的に伝えるエンターテインメン
ト性の強い作品とはまったく異なる手法である。つまり人の能力を前提に考えられた作品であり、受
け取る側に立ったほんとうのコミュニケーションのあり方を提案している優れた作品である。白い点が
文字になり、点と点が線で結ばれ、その結びの関係性が刻々と変化する。このことが ISSEY MIYAKE
というブランドに A-POC の服作りの技術が入り込むことを意味し、しかもあらゆる関係性を試行する
ことを表しているようにみえる。

優秀賞 「Se Mi Sei Vicino(If you are close to me)」
Sonia CILLARI
２つの磁石の N 極と S 極は互いに引きつけあい、N 極と N 極、S 極と S 極は互いに反撥する。磁
石によってつくり出された場が、このような作用を起こさせるのである。磁石だけではない。人はみな
その周りの空間に「場」を生み出している。そこに他者が近づくと「場」は敏感に反応する。この作品
は、人の体そのものをインターフェースとすることよって、人と人が近づくことによる「場」の反応をみ
ごとな空間表現で可視化している。アートとしても秀逸な作品である。

優秀賞 「ビュー・ビュー・View」
blue elephant
バーチャルリアリティ（VR）は必ずしも五感だけではない。むしろ空間を埋め尽くしている空気の感触
が重要なのだ。空気は、それが動いて「風」となることによって、我々は初めてその存在に気づく。この
作品の特徴は、何よりも風の入出力装置、すなわち風のセンサーと風のディスプレイの先端的な研究
開発にあり、それによって実環境と仮想環境における風の感触をシームレスにつなぐことに成功してい
る。作品そのものは必ずしもアートとはいえないかもしれない。しかしこれからさまざまな新たなアート
が生み出される可能性を秘めているという意味で、大いに期待したい作品である。

奨励賞 「Super Smile」
Effie WU
画面に目が釘づけになった。5 分間近く一瞬たりともまばたきをせず我々を見つめる彼女の微笑
には魂が奪われたように立ちすくむしかない。
鍛え抜かれたパフォーマンス？ 或いはデジタル合成技術か?
しかしながらそんなことを議論するよりも、この作品が内包している多くのテーマに注目したい。こ
の映像は作者自らが演じているのだが、見るものを不安にさせる奇妙な空気がつくられている。それ
は彼女がヨーロッパでのアジア人に対する眼差し、女性であること、コミュニケーションの問題、等を
確信的に表現の武器として観客にナイフのように突きつけているからである。深い思慮をうながす怪
作といえる。

■エンターテインメント部門
大 賞 「Wii Sports」
「Wii Sports」開発チーム代表 太田 敬三
エンターテインメント部門の大賞は、委員の満場一致で比較的すんなりと決まった。ただし、ひとつ
だけつけ加えておきたいのは、これが『Wii Sports』というソフト単体だけではなく、ゲームマシン、イン
ターフェイス、OS、Mii（アバター）などを含めた、Wiiというシステム全体に対する評価であることだ。本
賞の趣旨に則していえば、"メディアとしてのWii" が大賞に値するという判断である。商用ゲーム史に
おける最初のヒット作は、ピンポンをモチーフにしたものだ。『Wii Sports』は、ゲームの原点ともいえる
"スポーツ" を "新しい皮袋" に入れることによって、メディア体験の新たな地平を切り開いたのだ。

優秀賞 「DAYDREAM」
勅使河原 一雅
ネットワークでユーザーを繋ぐ技術や、映像や音楽も使える表現環境が整った現在、今年度はそうし
た先端技術を駆使した作品の応募が目立った。その中で本作品は特定の技術に偏らず、インターフェ
イスを潔く捨てて操作と閲覧を融和し、結果的に独自の体験を生み出した点が高い評価に繋がった。
画面上でマウスをぐるぐる回す。それが操作のすべてである。ぐるぐる回すと紙芝居のようにシークエ
ンスが進み、人が現れ、ゆっくりと帽子を手に取って回しながら見せてくれる。帽子という説明しにくいも
のを限りなく立体的に認知させるには…という課題に対して、最新技術に飛びつくのではなく、ユーザ
ーの脳内イメージに豊かな認知を形づくった点はみごとだ。

優秀賞 「METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOT」
小島 秀夫（KONAMI）
ビデオゲームの進化のひとつの方向に、キネマティックな表現の追及がある。現在発表されている
作品の中で、その最前線に立っているのが、この『METAL GEAR SOLID』である。ハードの進歩を越
えて、映像表現の深化を追及し続ける小島氏入魂の作品である。一方で MSX 以来の『METAL
GEAR SOLID』シリーズとしての遊びの追求も怠りない。リアル 3D のゲームは殺伐とした雰囲気の
物が多いなか、ゲームとしての遊び心を忘れないのも小島氏の作品の特徴である。大賞となっても
遜色のない大作。

優秀賞 「MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd」
「モンスターハンターポータブル 2nd」
開発チーム代表 辻本 良三
ポケモンを卒業するとゲームまで卒業してしまう。これがゲームメディアの沈滞を招く大きな問題だ
った。そこに現れたのがこの『MONSTER HUNTER PORTABLE』のシリーズ。PSP というハードを牽
引した、と捉えられがちだが、それ以上の存在であるのは間違いない。爽快なアクション、アイテムの
収集・生産、通信を使った多人数での協力プレイと、ひとつひとつの要素に目新しさがあるわけでは
ないが、それらが集積されて作品になるとすばらしい力を発揮している。ゲームのお手本とも言える
作りである。

優秀賞 「気づいていますか。」
田中 英生
日本とアジア諸国のために日本現地法人のビー・エム・ダブリュー株式会社が企画した、3部作シ
リーズとなるウェブムービーであるこの作品は、監督にスチュワート・ヘンドラーを起用し、作品として
クオリティーも高い。また、新しいライフスタイルや新しいメディアの特性に対応した映像表現のチョイ
スこそが、人々と映像作品の関わり方を革新的に変化させるということを改めて感じさせてくれる作
品である。

奨励賞 「匂いをかがれるかぐや姫～日本昔話 Remix～」
原倫太郎＋原游
奨励賞は "その他" 部門から、形態は"単行本"という、やや異例の結果となった。しかし受賞作は、
ゲーム・遊具等の部門を通じて、もっともメディア芸術という本祭のタイトルにふさわしい作品と思えた。
私見だが、芸術とは何よりも、美しさや楽しさなどの "価値観" に対するチャレンジであるべきだから
だ。自動翻訳ソフトという、ごく一般的なツールを使い、誰もが知っている昔話を、まるでかつての前
衛SFのように再構成する行為。受賞作は、"視点" さえもっていれば、本のような伝統的な形でも、充
分にメディア芸術たりえることを思い出させてくれた。本賞で"奨励" したいのは、この "既成の価値
観に対するチャレンジングな視点" である。

■アニメーション部門
大 賞 「河童のクゥと夏休み」
原 恵一
康一少年が河原で拾った石から復活した河童の子クゥを通して、人間の優しさ、醜さ、小ささ、それ
と人間社会の怖さ、歪み、マスコミの傲慢さ、などを見事な脚本と演出で描き出した原恵一監督の手
腕を高く評価したい。日本ではお馴染みの妖怪とはいえ、クゥのキャラクターがカワイ～だけではなく、
今は忘れられかけている、受けた「恩」は忘れない古風な性格の子どもとして描いたところがいい。人
間に殺された父への想い、TV 局からクゥを脱出させる途中で命を落とした犬のオッサンの身の上な
ど、今の社会問題を含んだ内容が涙を誘う。『クレヨンしんちゃん』で名作をつくり続け、試してきたも
のが集大成されたような長編アニメーション映画の傑作。

優秀賞 「うっかりペネロペ」
高木 淳（監督）
手描きの絵具が温かみのある味を出している絵によって子どもの日常を優しいまなざしでつづっ
たフランスの絵本のシリーズが原作である。お母さんが子どもに絵本を読み聞かせしているかのよう
なゆったりした時間のなかで、小さなコアラの女の子ペネロペの物語が展開していく。3DCG 技術を
使い、背景もキャラクターも手描きタッチで完璧に絵本の世界そのままが再現され、動きを与えられ
ていることに驚かされる。最先端のアニメーション表現といえるだろう。硬質で冷たい表現に陥りがち
な 3DCG だが、この難題に真正面から取り組み、成功させたスタッフの力量は特筆に価する。幼児
向けの作品としてさりげなく見せているのがとても贅沢だ。

優秀賞 「カフカ田舎医者」
山村 浩二
山村浩二は、他の短編作品をぶっちぎって、はるか彼方をひとり突っ走っている。それは作品を見
れば、誰もが納得することだろう。20 分に 1 万枚以上かけた作画がかもし出す映像の濃密さは、ど
のカットをとっても圧倒的。登場人物の心理を具象化した「びびり」と「ゆがみ」は、作者がさらなる探
求の結果、生み出した手描きアニメーションならではの表現である。そもそもカフカを原作に選んだこ
とからしても、表現したかったのは、単にストーリーを語ることではなく、アニメーションにしかできない
心理と心象の映像化であろう。とどまることを知らない世界のヤマムラは、新たなアニメーション表現
の可能性に挑み続けている。

優秀賞 「天元突破 グレンラガン」
今石 洋之（監督）
二次審査過程の得票数では入選圏外だったが、強く押す声があり、意見が二分した。「すべてが、
かつて表現されたことの焼き直し、引用ではないか」「かつてこの種の作品は、何度も作られたじゃな
いか」。本作は、その二つの理由で一旦は否定された。確かに、本作は数々の過去作品の記憶を相
当な密度でガジェット化している。だが、本作の本当のおもしろさはそこにあるわけではない。ガジェッ
ト化されたものは、あくまで“舞台装置”にすぎず、表現の核をなしているものは“製作者たちが信じて
いるアニメーションの表現クオリティ”だ。その“技術”は懐古ではなく、現役であり、未来だと製作者た
ちは言っている。強く押された理由は、その声の力強さだろう。

優秀賞 「電脳コイル」
磯 光雄
二次審査過程での得票数も高く、この作品に関しては、誰も入賞に異論を唱えなかった。「クゥ」が
なければ大賞であったろうし、本作こそが本年度の大賞であるべきだという人もいるだろう。あるいは、
後年にジャンル化してマスター・ピースとなるかもしれない。そんな“夢”を見させるところが、本作の
価値だろう。ディティールが理解できなくても、子どもたちの暮らす世界の緊張、対立、欲望は理解で
きる。よくできたジュブナイルであることが、本作を“観やすい作品”にしている。よくよく考えれば、ス
タッフのアプローチはまさにその部分にあったのだろう。本作は「いつかの未来」を言っているのでは
なく、我々の暮らす「現在世界の孤独や絆」を描いている。この種の物語を構想していたのは、本作
のスタッフだけではあるまい。「やられた」と思った同業者は多いだろう。

奨励賞 「ウシニチ」
一瀬 皓コ
それこそ牛の反芻のように、何度見ても味わいのある作品だ。紙の上にシンプルに描かれた線画
のアニメーションで描かれるのは不可思議でかわいらしい登場人物（動物）たちの小さなエピソード。
文字通りの大団円となるエンディングまでに随所にしかけが用意されている構成が楽しい。お気楽で
ゆったりとした時間のなかでハッピーな気分にさせてくれるが、少しだけ毒が盛られているような、魅
力のある作品。絵柄も独特な間合いや動きのタイミングもこの作者独特のセンスが光っている。構成
力や作画などの総合的な表現力においてこれからの可能性を秘めている。次の展開に期待したい。

■マンガ部門
大 賞 「モリのアサガオ」
郷田 マモラ
大罪を犯し収監されて、毎日毎朝死と向き合っている死刑囚たちと、彼らの世話をし、いつの日か、
ついに自らの手で送ることになる刑務官の日常をコツコツと真摯に描いている。人間の心はとても不
安定なもの。ほんのちょっとしたきっかけで、やさしい善良な人にも、恐ろしい凶悪犯にもなれてしまう。
そして「死刑」は是か非か。非常に難しいテーマを郷田マモラ氏は自ら悩み自問自答をしながら、深く
暗い森の中をさ迷いながら描き続けた作品がコレだ。「読者や人気アンケート等には拘泥せず創作
する姿勢が見えて清々しい。地味ではあるが、郷田マモラ氏の誠実な取材に裏付けられた人物表現
やストーリー展開、そして独特な筆致と演出はズッシリと重く、我々に色々な問題を問いかけてくる」と
いうのが審査委員の共通の感想だった。

優秀賞 「海街 diary」
吉田 秋生
作品の完成度の高さでは異論のない選考だった。鎌倉を舞台にした、ひとつの「家族」をめぐる連
作。幼い頃家を出て行った父が亡くなり、その葬儀に出かけていった三姉妹は、母親の違う妹を引き
取って一緒に暮すことになる。それぞれに積み重ねてきた時間とそれぞれの関係性。「家族」というも
のの持つ重層性がみごとに、しかも的確に描き出されていて、その上手さに唸らされる。とりわけ会
話の描き方が絶妙。思わずはっとさせられるセリフがそこここにあり、ちょっとしたことから一瞬にして
本質を見抜く鮮やかさがある。状況によって自然に大人びてしまった子ども（＝妹）に再び子どもの時
間を取り戻させてやろうとする姉たち。少女マンガの底力を感じさせる作品である。

優秀賞 「鈴木先生」
武富 健治
『鈴木先生』を読んだ時、小学校生の子をもつ親として最初に受けた印象は、「えー、これが今の
中学校？ 行かせたくないな」というものだった。それほど『鈴木先生』で描かれる教室は、見るものを
不安にさせる。TV などの「先生ドラマ」にあるお約束の和解や成長など、そこにはなく、子どもは惑い、
教師も悩み、時には生徒以上に弱く、醜い。このマンガがどのていど、マンガ用に現実をデフォルメし
ているのかわからない。しかし、教育現場のあり方が重要な問題になっている今、キレイゴトでない
「教室の物語」は時代にとって必要なドラマにちがいない。鈴木先生には申し訳ないが、上手な結末
など用意せずに、マンガの中の教室で、いつまでも悩んでいてほしい、と思う。

優秀賞 「竹光侍」
松本 大洋（画）／永福 一成（作）
まず、表紙絵のすばらしさに魅了される。引き込まれるようにページをめくり期待通りのコマ運びに
誘い込まれて我を忘れて読みふける。マンガをよく知った作者がマンガをよく知った読者のために描
いた作品といえる。最もこれはこの作品に惚れ込んだ私個人が感じたことではある。マンガは“コマ
の芸術”である。綿密に計算され尽くしたコマ運びかどうかはわからないが、そのモンタージュが、登
場するそれぞれのキャラクターの活き活きとした生活感を余すことなく描ききっている。また、マンガ
には欠かせない要素であるエンターテインメント性もさり気なく取り入れていて良質だ。藤沢周平の一
連の時代小説を思わせる。この作者ならそのマンガ化も可能かもしれないと期待を抱かせる。

優秀賞 「プライド」
一条 ゆかり
気品のある絵、ドラマチックなストーリー。誰が見ても一条ゆかりは、女性マンガのクィーンである。
連載が始まったとき、プライドというタイトルに驚いた。プライドとは、誇り、自負、自尊心とある。こん
な困難な主題を、どう取り組んでいくのか興味があった。ところが、主人公史緒が振りかかってくるプ
レッシャーにくずれそうになりながらも、しっかりと向きあって、高貴なプライドをたもちながら、人間と
して、声楽家として成長していく過程がすばらしい。この作品に対する作家の並々ならぬ、情熱を強く
感じる。オペラの舞台は世界中に飛ぶ。サウスポーの彼女は、ケンショウ炎に耐えながら、決して手
を抜くことはしない。アメリカへ、ドイツへ、イタリアへと取材にも駆け廻っている。彼女のマンガ家とし
てのプライドをかけて!!! 優雅で無駄のない表現方法は一頁めくるのが惜しいほど感動させられる。

奨励賞 「天顕祭」
白井 弓子
ある時、この国を襲った「汚い戦争」によって国土のあちこちにばらまかれ、残された「フカシ」という
毒素を若竹に吸収し浄化させようとする地域の物語。その土地には昔から伝わる祭りの主役「クシナ
ダヒメ」（大蛇「ヤマタノオロチ」に見初められた）に選ばれた犠牲の少女と、それを阻もうとする鳶の
若頭の淡く激しい恋物語は一昔前の、モノクロの名作映画を観ている雰囲気で久しぶりに胸がとき
めいたものだ。組んだ竹の隙間から、あるいは地の底から大蛇が少しずつ姿を現してくる演出や、登
場人物それぞれのキャラクター表現、斬新な構図、静かな眼の演技などに作者の鋭い才能を感じる
し、まずはもって自費出版という地味な世界からの挑戦と知って、同じ環境で頑張っている若者達を
励ましたい意味もある。

■功労賞
辻 真先
辻真先さんはテレビアニメの黎明期から、ものすごい量の脚本を書いてこられた。SF、スポーツ、
ファンタジー、ホームドラマ、ギャグ、スリラー……彼の才能に死角はない。とにかく引き受けたら何で
も書いてしまう……と、まあそんな感じがするほど、その量たるや半端なものではない、ゆうに 1500
本を超えているという。とにかく書くスピードが早いらしい。このスピードがテレビアニメ界のストーリー
部分を支えてきたことに多言を要しないだろう。しかも辻さんの興味はテレビアニメを越え、推理小説
を書き、鉄道を愛し、温泉宿を訪ね、そして座談の名手……アニメのことを話しはじめると留まること
がない。本当に本当にアニメが好きな人である。
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アート部門受賞作品
大

賞

nijuman no borei

［映像］

Jean‑Gabriel PERIOT

広島の原爆ドームに関する膨大な記録写真を丹念につなぐことで、 一つの歴史を紡ぎ出
した ドキュメンタリー映像。 静かなモノローグが流れるなか、 原爆ドームの位置に合わせて
写真がコラージュされ展開していく。
C Envie de Tempete Productions
○

優秀賞

Camera Lucida: Sonochemical Observatory

［インスタレーション］

Evelina DOMNITCH / Dmitry GELFAND

「音ルミネッセンス」 と呼ばれる現象を使って、 見えないはずの音波を視覚化したインスタ
レーション作品。真暗な空間で水槽を覗くと、音波の動きによって液体のなかで微細な泡
が踊り、生物のように光る。
C Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand
○

優秀賞

ISSEY MIYAKE A‑POC INSIDE. ［映像］
佐藤 雅彦＋ユーフラテス

ISSEY MIYAKE による新ブランド「 A‑POC INSIDE 」のプロモーション映像。認知科学
の知見を用いて、黒地に白い点や文字だけの構成でファッションモデルたちのいきいきと
した動きを表現している。
C 株式会社 イッセイ ミヤケ
○

優秀賞

Se Mi Sei Vicino (If you are close to me)

［インタラクティブアート］

Sonia CILLARI

センサーを内蔵したフロアにパフォーマーが立ち、アンテナの役割をする。体験者がパフォー
マーに触れたり近づいたりすることでスクリーンに映し出されたCG映像とサウンドが変化す
るインタラクティブ作品。パフォーマーの身体感覚を目の当たりにしているようだ。
C Sonia Cillari
○

優秀賞

ビュー・ビュー・ View

［インタラクティブアート］

blue elephant

遠隔地にいる相手とスクリーンを通して風によるテレコミュニケーションを実現した作品。
手元にあるロウソクの火がスクリーンに映る人物に吹き消されるなど、遠くにいる相手の
息づかいまで送受信できる。
C 電気通信大学 稲見研究室
○

奨励賞

Super Smile

［映像］

Effie WU

作者自身がカメラに笑顔を向けたまま、自身の部屋を案内する。鑑賞者は、全編を通し
て笑顔のままで、まばたきもしない作者と向き合うこととなり、映像から目が離せなくなる。
カメラと対象者の関係性を問う映像作品。
C Effie Wu
○
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エンターテインメント部門受賞作品
大

賞

Wii Sports

［ゲーム］

「Wii Sports」 開発チーム代表 太田 敬三

野球、テニス、ボクシングなどよく知られているスポーツを題材にしたゲーム作品。各ス
ポーツの動き、楽しめるポイントを描き出し、 Wii リモコンによる直感的な操作を実現して
いる。国籍、年齢を問わず、地球規模で広まった Wii を代表する作品といえる。
C 2006 Nintendo
○

優秀賞

DAYDREAM

［Web］

勅使河原 一雅

日本とロンドンに店舗を構える帽子の製造ブランド「 Weave Toshi 」の Web サイトで公
開された作品。画面上にはボタンもスクロールバーもなく、カーソルを回すことにより、映
像の進行を操作することができる。帽子という説明しにくいものを限りなく立体的にみせ
ている。
C 勅使河原一雅
○

優秀賞

METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS

［ゲーム］

小島 秀夫 （KONAMI）

20 年以上続いているメタルギアシリーズの最新作。反戦をテーマに「敵に見つからないよう
に潜入する」というコンセプトで、新次元のシネマティックな映像による臨場感あふれるゲー
ムを実現している。
C 1987‑2007 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
○

優秀賞

MONSTER HUNTER PORTABLE 2nd

［ゲーム］

「モンスターハンターポータブル 2nd 」開発チーム代表 辻本 良三

プレイヤーがハンターとなり、大自然のなかに現れる巨大なモンスターを狩るハンティング・
アクションゲーム。非常にきめ細かい映像で構成されており、Wi‑Fi 機能を使うことによって
最大4 人まで協同して対戦することが可能。
C CAPCOM CO., LTD. 2007 ALL RIGHTS RESERVED.
○

優秀賞

気づいていますか。

［ショートムービー］

田中 英生

日本とアジア諸国のために日本現地法人のビー・エム・ダブリュー株式会社が企画した、
3 部作シリーズとなる Web 上で公開されたショートムービー。車選びに熱心な主人公が、
いつもの通勤路でただならぬ気配を感じ、その後も身の回りで奇妙な出来事が起こる様
子を描いている。
C 株式会社フロンテッジ
○

奨励賞

匂いをかがれるかぐや姫〜日本昔話 Remix 〜

［絵本］

原 倫太郎+原 游

コンピューターの自動翻訳ソフトを使い、日本の昔話である『桃太郎』、『一寸法師』、『か
ぐや姫』の文章を日本語から英語に自動翻訳し、さらに日本語に再翻訳した。オリジナル
とは似て非なるものとなったその珍妙な物語のイメージを絵画化して添えている。
C 原倫太郎+原游
○
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アニメーション部門受賞作品
大

賞

河童のクゥと夏休み

［劇場公開アニメーション］

原 恵一

小学生の康一が、偶然拾ってきてしまった河童の子供クゥ。ある日、河童の仲間を探す
ために、河童の伝説が残る遠野へ、クゥと一緒に旅に出る。康一とクゥの交流を通して、
人間の優しさ・醜さ、社会の怖さ・歪み、そして家族の大切さなどを見事な脚本と演出で
描き出した原恵一監督作品。
C 2007 木暮正夫 / 「河童のクゥと夏休み」製作委員会
○

優秀賞

うっかりペネロペ ［TV アニメーション］
高木 淳（監督）

手描きの温かみのある絵によって、子どもの日常を優しい眼差しで綴ったフランスの絵本
のシリーズが原作。 3DCG 技術を使い、背景もキャラクターも手描きタッチで絵本の世界
そのまま再現された 1 話 5 分のショートストーリー。コアラの女の子・ペネロペの、好奇心に溢
れた楽しい毎日を綴っている。
C うっかりペネロペ製作委員会
○

優秀賞

カフカ田舎医者

［短編アニメーション］

山村 浩二

不条理小説で知られるフランツ・カフカの「田舎医者」を原作とした短編作品。確実に何
かを失いつつ、それでも生きていく田舎医者の運命を一万枚以上の原画を費やし、その
孤独と不安の世界を鮮やかに映像化した。
C Yamamura Animation / SHOCHIKU
○

優秀賞

天元突破 グレンラガン ［TV アニメーション］
今石 洋之（監督）

本当に見ていて楽しいロボットアニメとは ？ T V アニメの原点に立ち返った作品。人々が
地中での生活を余儀なくされている遠い未来、地上へ脱出した主人公たちの冒険を描
いている。
C GAINAX / アニプレックス・KDE‑J・テレビ東京・電通
○

優秀賞

電脳コイル ［TV アニメーション］
磯 光雄

舞台は近未来202X年の大黒市。子どもたちの間では、電脳世界を楽しめるコンピューター
"電脳メガネ"が大流行していた。そんな中、大黒市に転校してきた小此木優子は、不思議
な出来事を次々と経験する。
C 磯光雄 / 徳間書店・電脳コイル製作委員会
○

奨励賞

ウシニチ

［短編アニメーション］

一瀬 皓コ

ウシの長閑な一日を描いた学生制作の短編アニメーション。シンプルな線画のアニメー
ションで描かれた不可思議でかわいらしい登場人物（動物）たちの小さなエピソードが楽
しい。鉛筆書きに消しゴムをかけたようなタッチが独特な風合いを感じさせる。
C Ichinose Hiroco
○
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マンガ部門受賞作品
大

賞

モリのアサガオ

［ストーリーマンガ］

郷田 マモラ

新人刑務官・及川直樹が死刑囚たちと日々向き合い、葛藤する姿を通して、死刑制度
の「今」を浮き彫りにした作品。緻密な取材を元に、「死刑制度」という重いテーマに真正
面からぶつかっている。
C 郷田マモラ / 双葉社
○

優秀賞

海街 diary

［ストーリーマンガ］

吉田 秋生

古都・鎌倉を舞台に、家族の喪失と再生をテーマとしたヒューマンドラマ。三姉妹に突然
訪れた父の死や、会ったこともなかった義理の妹との出会いなどを通じて、家族の「絆(き
ずな)」を細やかに描いた作品。
C 吉田秋生 / 小学館
○

優秀賞

鈴木先生

［ストーリーマンガ］

武富 健治

生徒の引き起こす問題に対して、ひたすら苦悩する若き中学校教師・鈴木先生。どこに
でもいそうな平凡な教師が、どこでも起こりえる問題について、過剰に悩みつつも、解決
していこうとする姿をリアルに描いた作品。
C 武富健治 / 双葉社
○

優秀賞

竹光侍

［ストーリーマンガ］

松本 大洋（画） / 永福 一成（作）

ある日、長屋に住みついた浪人・瀬能宗一郎。彼は、自らの剣の業を断ち切るべく、真剣
を竹光 (竹の刀) に変えた。しかし、己の望まぬところで事件に巻き込まれていく。独特の
タッチで活き活きとした生活感を余すことなく綴った時代劇。
C 松本大洋 / 永福一成 / 小学館
○

優秀賞

プライド

［ストーリーマンガ］

一条 ゆかり

裕福な家庭に育ち、高名なオペラ歌手が母という麻見史緒。だが父親の会社倒産をきっ
かけに、 オペラ歌手の道を断たれる。史緒を陥れ、オペラコンクールで優勝した緑川萌。
ふたりの「プライド」をかけた戦いを描く。
C 一条ゆかり / 集英社
○

奨励賞

天顕祭

［自主制作マンガ］

白井 弓子

ある時代を舞台に、足場鳶の若頭と少女の交流を描いた自主制作作品。若頭・真中は
天涯孤独の少女「木島咲」を雇う。仕事を身につけた彼女に、その後変化が起きる。祭に
秘められた真実とは、そしてふたりの運命は ？
C 白井 弓子
○
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名 称

平成 19 年度[第 11 回]文化庁メディア芸術祭

主 催

文化庁メディア芸術祭実行委員会

募集部門

アート部門
デジタル技術を用いて作られたアート作品
[インタラクティブアート、インスタレーション、映像(アニメーション含む)、静止画、Web など]
エンターテインメント部門
デジタル技術を用いて作られたエンターテインメント作品
[ゲーム、遊具、映像(VFX、CM など)、キャラクター、Web など]
アニメーション部門
アニメーション作品やデジタル技術を用いて作られた映像作品
[長編アニメーション、テレビアニメーション、オリジナルビデオアニメーション
(OVA)、短編アニメーションなど]
マンガ部門
マンガ作品
[ストーリーマンガ、コママンガ(四コマ、一コマなど)、オンラインマンガ、自主制作マンガなど]
※アニメーション部門とマンガ部門はデジタル作品である必要はありません。

各

賞

４部門ごとに高い芸術性と創造性を基準に、大賞１作品、優秀賞４作品、奨励賞１作品が選
ばれます。なお、審査委員会の推薦により、メディア芸術界に貢献のあった者に対して、功
労賞を贈呈する場合もあります。
[大

賞] 賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー、副賞 60 万円

[優秀賞] 賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー、副賞 30 万円
[奨励賞] 賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー、副賞 15 万円
募 集 期 間

平成 19 年 7 月 18 日（水）～ 10 月 5 日（金）必着

贈 呈 式

平成 20 年 2 月 5 日（火） 〔東京ミッドタウン ホール〕

受賞作品展

平成 20 年 2 月 6 日（水）～2 月 17 日（日） 〔国立新美術館〕

平成１９年度（第１１回）文化庁メディア芸術祭実行委員会
《 会長 》
青木 保

文化庁長官

《 運営委員 》
浜野 保樹

東京大学大学院教授

林田 英樹

国立新美術館館長

永田 圭司

（財）画像情報教育振興協会理事長

《 審査委員 》
【アニメーション部門】

【アート部門】

〔主査〕 鈴木伸一 アニメーション監督

〔主査〕 原田大三郎
多摩美術大学教授

幾原 邦彦

アニメーション監督

佐藤 卓

グラフィックデザイナー

木船 園子

アニメーション作家

長谷川祐子

キュレイター

野村 辰寿

アニメーション作家

原島 博

東京大学大学院教授

箭内 道彦

クリエイティブディレクター

ヤノベケンジ

美術作家

【エンターテイメント部門】
〔主査〕 水口 哲也

プロデューサー

【マンガ部門】
〔主査〕 モンキー・パンチ

河津 秋敏

ゲームデザイナー

しりあがり寿

マンガ家

田中 秀幸

アートディレクター

ちばてつや

マンガ家

福井 信蔵

クリエイティブディレクター

藤本由香里

評論家

桝山 寛

コンテンツ・プロデューサー

わたなべまさこ

マンガ家

マンガ家

