平成 23 年度［第 15 回］文化庁メディア芸術祭

募集要項

文化庁メディア芸術祭事務局
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募集概要
名称：平成 23 年度［第 15 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
会長
近藤

誠一

（文化庁長官）

運営委員
建畠 晢（京都市立芸術大学長）
浜野 保樹（東京大学大学院教授）
林田 英樹（国立新美術館長）
審査委員
【アート部門】
岡﨑 乾二郎（近畿大学国際人文科学研究所教授）
神谷 幸江（広島市現代美術館学芸担当課長）
後藤 繁雄（京都造形芸術大学教授）
関口 敦仁（情報科学芸術大学院大学(IAMAS)学長）
原 研哉（デザイナー）
【エンターテインメント部門】
伊藤 ガビン（編集者／クリエイティブディレクター）
岩谷 徹（東京工芸大学ゲーム学科教授）
内山 光司（クリエイティブディレクター）
斎藤 由多加（ゲームデザイナー）
寺井 弘典（映像クリエイター）
【アニメーション部門】
伊藤 有壱（アニメーションディレクター）
押井 守（映画監督）
杉井 ギサブロー（アニメーション監督）
氷川 竜介（アニメ評論家）
古川 タク（アニメーション作家）
【マンガ部門】
さいとう ちほ（マンガ家）
竹宮 惠子（マンガ家）
細萱 敦（東京工芸大学准教授）
みなもと 太郎（マンガ家）
村上 知彦（神戸松蔭女子学院大学教授）

2

■募集期間：

平成 23 年 7 月 15 日(金)～9 月 22 日(木)必着

■募集部門： 4 部門 (アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガ)
アート部門
コンピュータその他の電子機器等を利用したアート作品
インタラクティブアート、メディアインスタレーション、映像作品、デジタルフォト、
グラフィックアート、ウェブを使った作品 など
エンターテインメント部門
コンピュータその他の電子機器等を利用したエンターテインメント作品
ゲーム（ウェブゲーム、ソーシャルゲームなどを含む）、映像作品(ミュージックビデオ、
広告映像、コンピュータによる特殊映像効果・表現など)、遊具（フィギュアなどを含む）、
キャラクター、ウェブを使った作品（広告などを含む）、アプリケーション・ソフトウェア など
アニメーション部門
劇場公開アニメーション、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
単行本で発行されたマンガ、雑誌などに掲載されたマンガ（連載中の作品を含む）、
自主制作・同人誌などで発表されたマンガ、ウェブで発表されたマンガ（PC、Mobile などを含む）
など
■各賞
高い芸術性と創造性を基準として、部門ごとに
大賞 1 作品、優秀賞４作品、新人賞 3 作品を選定します。
また、審査委員会の推薦により、メディア芸術の分野において貢献のあった方に対して、
功労賞を贈呈します。
＜大賞＞
＜優秀賞＞
＜新人賞＞
＜功労賞＞

賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー、副賞 60 万円
賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー、副賞 30 万円
賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー、副賞 20 万円
賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー

ほかにも優れた作品に対して審査委員会推薦作品を選定し、受賞作品とともに国内外のメディア
芸術関連フェスティバルや国際映像祭などで展示・上映することがあります。
■ 審査・結果発表
10 月～11 月 審査
12 月 審査結果発表 受賞者に直接通知した後、文化庁メディア芸術祭の
ウェブサイトとマスメディア（ＴＶ・新聞・雑誌）を通して発表。
■贈呈式

平成 24 年 2 月 21 日(火)

（東京ミッドタウン）

■受賞作品展

平成 24 年 2 月 22 日(水)～3 月 4 日(日)

（国立新美術館）
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［応募から受賞作品展までの流れ］
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＜アート部門＞
＜アート部門＞
コンピュータその他の電子機器等を利用したアート作品
□
□
□
□
□
□
□

インタラクティブアート
メディアインスタレーション
映像作品
デジタルフォト
グラフィックアート
ウェブを使った作品
その他

応募条件
＊平成 22 年 9 月 25 日（土）から平成 23 年 9 月 22 日（木）までの間に完成、
または発表された作品。
＊応募作品数に制限はありませんが、同一作品を複数の部門に重複して応募することは
できません。
＊応募締切：平成 23 年 9 月 22 日（木）必着
＊応募作品の著作権、作品の取り扱い、個人情報についての応募規定特記を
必ずお読みいただき、同意の上お申込みください。
応募方法
１． ウェブエントリー
・文化庁メディア芸術祭のエントリーサイト（http://bunka-jmaf.jp/）から
＜アート部門＞を選択して、応募申込みをしてください。
（日本語・英語のみ）
・サイトの指示に従って氏名(応募者と作家)、生年月日、所属、住所、連絡先、
作品タイトル、作品概要（400 字以内）、作品画像（印刷・ウェブ掲載用１～2MB）などを
登録してください。
・登録が終了すると登録ナンバーが付与され、登録証を印刷できるようになります。
・この登録証は、作品を事務局に直接送付する際に必要です。
（ウェブ上にアップロードする場合は不要です）
２．作品提出
審査用作品をウェブ上にアップロードするか事務局にお送りください。
ウェブ上でのみ閲覧できる作品は URL を登録してください。
*インタラクティブアート、メディアインスタレーションを応募する場合は、
作品紹介映像を必ず提出してください。
＜ウェブ上にアップロードする場合＞
＊作品紹介映像あるいは画像、必要に応じて詳細資料をアップロードしてください
映像： 1〜5 分程度、mov/mp4/m4v/wmv 形式（100MB 以内）
画像： Ａ４サイズ以内、jpg/pdf 形式（10MB 以内）
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資料：

Ａ４サイズ以内、doc/pdf 形式（10MB 以内）

＊審査用作品がウェブで閲覧できる場合は、URL も登録してください。
ただし、作品サイトの閲覧が有料の場合は、事前に事務局にご相談ください。
＜事務局へ送付する場合＞
エントリーサイトで発行された登録証を印刷し、同封してお送りください。
また、必要に応じて詳細資料（A4 サイズ以内）をお送りください。
＊作品実物
作品実物と作品紹介映像をお送りください。
作品を送ることが困難な場合は、紹介映像、写真、詳細資料のみをお送りください。
最終審査通過後に本作品をお送りいただくことになります。
＊ 映像作品
本編のみを収録してください。
ただし、本編が 10 分以上の作品は、5 分程度のダイジェスト版を作成し、
合わせてお送りください。
受付可能メディア（NTSC 方式のみ）
MiniDV、DVCAM
DVD（リージョンコード 2 あるいはオール）
* 上記以外の形式については、事務局までお問い合わせ下さい。
* 本編と収録メディアが違う場合はその旨明記してください。
* 受賞作品につきましては、オリジナルのデータや素材の提出を
お願いする場合があります。
送り先： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 7－13 第二共同ビル 6F
(財)ＮＨＫインターナショナル内
文化庁メディア芸術祭事務局 作品募集係宛
Tel:03-6415-8500 Fax:03-6415-8502
e-mail:jmaf-info@nhkint.or.jp

◎ 審査結果は 12 月上旬に各メディアを通して発表します。受賞者には直接ご連絡します。
またウェブサイトで受賞作家・作品を紹介します。
◎ 贈呈式は平成 24 年 2 月 21 日（火）に東京ミッドタウンで、
受賞作品展は平成 24 年 2 月 22 日（水）から 3 月 4 日（日）まで国立新美術館で行われます。
受賞作品展では、受賞作品に加えて審査委員会推薦作品も展示します。
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＜エンターテインメント部門＞
＜エンターテインメント部門＞
コンピュータその他の電子機器等を利用したエンターテインメント作品
□
□
□
□
□
□
□

ゲーム（ウェブゲーム、ソーシャルゲームなどを含む）
映像作品(ミュージックビデオ、広告映像、コンピュータによる特殊映像効果・表現など)
遊具（フィギュアなどを含む）
キャラクター
ウェブを使った作品（広告などを含む）
アプリケーション・ソフトウェア
その他
*動画やイラスト投稿サイトなどに公表された自主制作作品なども幅広く募集します。

応募条件
＊平成 22 年 9 月 25 日（土）から平成 23 年 9 月 22 日（木）までの間に完成、
または発表された作品。
＊プロ／アマ、商業／非商業作品、発表場所などに制限はなく、内容や制作方法も問いません。
＊応募作品数に制限はありませんが、同一作品を複数の部門に重複して応募することはできま
せん。
＊応募締切：平成 23 年 9 月 22 日（木）必着
＊応募作品の著作権、作品の取り扱い、個人情報についての応募規定特記を
必ずお読みいただき、同意の上お申込みください。
応募方法
１． ウェブエントリー
・文化庁メディア芸術祭のエントリーサイト（http://bunka-jmaf.jp/）から
＜エンターテインメント部門＞を選択して、応募申込みをしてください。
（日本語・英語のみ）
・サイトの指示に従って氏名(応募者と作家)、生年月日、所属、住所、連絡先、
作品タイトル、作品概要（400 字以内）、作品画像（印刷・ウェブ掲載用１～2MB）など
を登録してください。
・登録が終了しますと、登録ナンバーが付与され、登録証を印刷できるようになります。
・ この登録証は、作品を事務局に直接送付する際に必要です。
（ウェブ上にアップロードする場合は不要です）
２．作品提出
審査用作品をウェブ上にアップロードするか事務局にお送りください。
ウェブ上でのみ閲覧できる作品は URL を登録してください。
＜ウェブ上にアップロードする場合＞
＊作品紹介映像あるいは画像、必要に応じて詳細資料をアップロードしてください。
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映像： 1〜5 分程度、mov/mp4/m4v/wmv 形式（100MB 以内）
画像： Ａ４サイズ以内、jpg/pdf 形式（10MB 以内）
資料： Ａ４サイズ以内、doc/pdf 形式（10MB 以内）
＊審査用作品がウェブで閲覧できる場合は、URL を登録してください。
ただし、作品サイトの閲覧が有料の場合は、事前に事務局にご相談ください。
＜事務局へ送付する場合＞
エントリーサイトで発行された登録証を印刷し、同封してお送りください。
また、必要に応じて詳細資料（A4 サイズ以内）をお送りください。
＊ 作品実物：
作品（ゲームＲＯＭ、実機、その他）と作品紹介映像をお送りください。
サイズが大きい場合は、写真か映像でお送りいただくことがあります。
また作品を送ることが困難な場合は、事務局に相談してください。
＊ 映像作品：
本編のみを収録してください。
ただし、本編が 10 分以上の作品は、5 分程度のダイジェスト版を作成し、
合わせてお送りください。

受付可能メディア（NTSC 方式のみ）
MiniDV、DVCAM
DVD（リージョンコード 2 あるいはオール）
* 上記以外の形式については、事務局までお問い合わせ下さい。
* 本編と収録メディアが違う場合はその旨明記してください。
* 受賞作品につきましては、オリジナルのデータや素材の提出を
お願いする場合があります。
送り先： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 7－13 第二共同ビル 6F
（財)ＮＨＫインターナショナル内
文化庁メディア芸術祭事務局 作品募集係宛
Tel:03-6415-8500 Fax:03-6415-8502
e-mail:jmaf-info@nhkint.or.jp
◎ 審査結果は 12 月上旬に各メディアを通して発表します。受賞者には直接ご連絡します。
またウェブサイト上で受賞作家・作品を紹介します
◎ 贈呈式は平成 24 年 2 月 21 日（火）に東京ミッドタウンで、
◎ 受賞作品展は平成 24 年 2 月 22 日（水）から 3 月４日（日）まで国立新美術館で行われます。
受賞作品展では、受賞作品に加えて審査委員会推薦作品も展示します。
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＜アニメーション部門＞
＜アニメーション部門＞
□ 劇場公開アニメーション
□ 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
□ その他
応募条件
＊平成 22 年 9 月 25 日（土）から平成 23 年 9 月 22 日（木）までの間に完成、
または発表された長編および短編作品。
＊プロ／アマ、商業／非商業作品、発表場所などに制限はなく、内容や制作方法も問いません。
＊応募締切：平成 23 年 9 月 22 日（木）必着
＊応募作品の著作権、作品の取り扱い、個人情報についての応募規定特記を
必ずお読みいただき、同意の上お申込みください。
応募方法
１． ウェブエントリー
・文化庁メディア芸術祭のエントリーサイト（http://bunka-jmaf.jp/）から
＜アニメーション部門＞を選択して、応募申込みをしてください。（日本語・英語のみ）
・サイトの指示に従って氏名(応募者と作家)、生年月日、所属、住所、連絡先、
作品タイトル、作品解説（400 字以内）、作品画像（印刷・ウェブ掲載用１～2MB）などを
登録してください。
・登録が終了しますと、登録ナンバーが付与され、登録証を印刷できるようになります。
・この登録証は、作品を事務局に直接送付する際に必要です。
（ウェブ上にアップロードする場合は不要です）
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２． 作品提出
審査用作品をウェブ上にアップロードするか事務局にお送りください。
ウェブ上でのみ閲覧できる作品は URL を登録してください。
＜ウェブ上にアップロードする場合＞
＊作品紹介映像あるいは短編作品で 100MB 以内に収まる場合は本編をアップロードしてく
ださい。
映像： 1〜5 分程度、mov/mp4/m4v/wmv 形式（100MB 以内）
＜事務局へ送付する場合＞
エントリーサイトで発行された登録証を印刷し、同封してお送りください。
また、必要に応じて詳細資料（A4 サイズ以内）をお送りください。
＊ 本編作品
シリーズ作品は、シリーズ全作を 5 分程度のダイジェスト版と合わせてお送りください。
受付可能メディア（NTSC 方式のみ）
MiniDV、DVCAM
DVD（リージョンコード 2 あるいはオール）
* 上記以外の形式については、事務局までお問い合わせ下さい。
* 受賞作品に選ばれた場合は、オリジナルのデータや素材の提出を
お願いすることがあります。
* 作品を送ることが困難な場合は、事務局にご相談ください。

送り先： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 7－13 第二共同ビル 6F
（財)ＮＨＫインターナショナル内
文化庁メディア芸術祭事務局 作品募集係宛
Tel:03-6415-8500 Fax: 03-6415-8502
e-mail:jmaf-info@nhkint.or.jp

◎ 審査結果は 12 月上旬に各メディアを通して発表します。受賞者には直接ご連絡します。
またウェブサイト上で受賞作家・作品を紹介します。
◎ 贈呈式は平成 24 年 2 月 21 日（火）に東京ミッドタウンで、
受賞作品展は平成 24 年 2 月 22 日（水）から 3 月 4 日（日）まで国立新美術館で行われます。
受賞作品展では、受賞作品に加えて審査委員会推薦作品も展示します。
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＜マンガ部門＞
＜マンガ部門＞
□ 単行本で発行されたマンガ
□ 雑誌などへ掲載されたマンガ（連載中の作品を含む）
□ 自主制作・同人誌などで発表されたマンガ
□ ウェブで発表されたマンガ（PC、Mobile を含む）
□ その他
応募条件
＊平成 22 年 9 月 25 日（土）から平成 23 年 9 月 22 日（木）までの間に完成、
または発表された作品。
＊プロ／アマ、商業／非商業作品、発表場所などに制限はなく、
内容や制作方法も問いません。
＊応募締切：平成 23 年 9 月 22 日（木）必着
＊応募作品の著作権、作品の取り扱い、個人情報の取り扱いについての応募規定特記を必ず
お読みいただき、同意の上お申込みください。
応募方法
１． ウェブエントリー：
・文化庁メディア芸術祭のエントリーサイト（http://bunka-jmaf.jp/）から
＜マンガ部門＞ を選択して、応募申込みをしてください。（日本語・英語のみ）
・サイトの指示に従って氏名(応募者と作家)、生年月日、所属、住所、連絡先、
作品タイトル、作品解説（400 字以内）、作品画像（印刷・ウェブ掲載用１～2MB）などを
登録してください。
・登録が終了しますと、登録ナンバーが付与され、登録証を印刷できるようになります。
・この登録証は、作品を事務局に直接送付する際に必要です。
（ウェブ上にアップロードする場合は不要です）
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２． 作品提出
審査用作品をウェブ上にアップロードするか事務局にお送りください。
ウェブ上でしか閲覧できない作品は URL のみ登録してください。
＜ウェブ上にアップロードする場合＞
＊作品画像あるいは 20MB 以内の PDF に収まる場合は本編をアップロードしてください。
画像： Ａ４サイズ以内、jpg/pdf 形式
ウェブ上でのみ閲覧できる作品は URL を登録してください。
＜事務局へ送付する場合＞
エントリーサイトで発行された登録証を印刷し、同封してお送りください。
＊作品書籍：
シリーズ作品は、シリーズ全巻をお送りください。
＊デジタル作品の受付可能な形式：
CD-R または DVD-R
*作品を送ることが困難な場合は、事務局にご相談ください。
送り先： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 7－13 第二共同ビル 6F
(財)ＮＨＫインターナショナル内
文化庁メディア芸術祭事務局 作品募集係宛
Tel:03-6415-8500 Fax:03-6415-8502
e-mail:jmaf-info@nhkint.or.jp
◎ 審査結果は 12 月上旬に各メディアを通して発表します。受賞者には直接ご連絡します。
またウェブサイト上で受賞作家・作品を紹介します。
◎ 受賞者贈呈式は平成 24 年 2 月 21 日（火）に東京ミッドタウンで、
受賞作品展は平成 24 年 2 月 22 日（水）から 3 月 4 日（日）まで国立新美術館で行われます。
受賞作品展では、受賞作品に加えて審査委員会推薦作品も展示します。
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＜応募規定特記＞
■応募作品の著作権と作品取り扱いについて
＊応募者は応募作品の著作権を有することが必要です。代理の方が応募する場合は、必ず著
作権者に許諾を得てください。
＊作品中に使用される美術・映画、写真、映像、プログラムおよび音楽などについては、必
ず著作権者の許諾を得たうえで応募してください。第三者からの権利侵害、損害賠償など
の主張がなされたとしても、応募者が自らの責任で対処することとし、主催者は一切の責
任を負いません。
＊作品の形態によって応募部門を変更する場合があります。
＊応募に伴う一切の費用は、応募者の負担となります。
＊提出された作品は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
＊作品の送付に際して万一の損傷や紛失が生じた場合は、主催者は一切の補償はいたしませ
んので、あらかじめご了承ください。
＊応募作品の審査経過・結果についてのお問い合わせは、事務局ではお受けできませんので
ご了承ください。
■受賞作品について
＊受賞作品の著作権は応募者に帰属します。
＊受賞作品は、主催による審査結果発表、受賞作品展、および文化庁メディア芸術祭の広報
のために、国内・海外において上映、放送、複製、印刷、展示、ウェブサイト上での公開、
を無償でさせていただくことがあります。ご了承ください。
■個人情報について
文化庁メディア芸術祭実行委員会では、応募者の個人情報保護の考え方を以下の通り定め、
これを遵守することにより、個人情報の漏洩、流用、改ざん等の防止に細心の注意を払います。
１．個人情報の利用目的
応募者の個人情報は、以下の利用目的の範囲内でのみ利用させていただきます。
（１） 審査結果の通知
（２） 応募作品についての確認事項のご連絡
（３） 文化庁メディア芸術祭の向上に役立てるための統計分析
（４） 文化庁メディア芸術祭関連の展示会や募集などに関するご案内
（希望されない場合は申し出により停止いたします）
（５） 文化庁メディア芸術祭入賞者のマスメディアおよびウェブサイトへの公表
(作品名、氏名、所属など。なお、その場合は公表内容を事前に本人に連絡のうえ、
確認します。)
上記目的以外で必要が生じた場合は、ご本人の承諾を得た上で利用することとします。
２．第三者への開示・提示
応募者の個人情報は、適切な方法で管理・保護に努めてまいります。応募者の個人情報を、
ご本人の同意なく第三者に開示・提供は致しません。ただし、メディア芸術祭開催、事務局
運営の業務に必要な範囲内で業務委託先に開示することがあります。また、人の生命、身体
または財産の保護のために開示の必要があり、ご本人の同意を得ることが困難である場合、
また法令により個人情報の開示が求められた場合はこの限りではありません。
３．応募者の同意
応募者は上記「応募規定特記」の内容を確認してから、応募申込み（ウェブエントリー）を
してください。応募申込みをもって、応募者本人および応募申込書に記載された作者の同意
を得られたものとします。
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