平成２４年１２月１３日

平成２４年度［第１６回］文化庁メディア芸術祭賞の決定について
文化庁では、平成９年度より文化庁メディア芸術祭を実施し、優れたメディア芸術作品を顕
彰しております。この度、平成２４年度［第１６回］文化庁メディア芸術祭賞が決定しました
ので、お知らせいたします。
１．応募状況
本年度は、平成２４年７月１２日（木）から９月２０日（木）までの間、アート、エンターテ
インメント、アニメーション、マンガの４部門において作品を募集しました。応募総数は過去最
高の３,５０３作品となり、そのうち１,５０２作品は海外７１の国と地域からの応募です。
※ 昨年度応募総数：２,７１４作品、海外からの応募数：９５６作品（５７の国と地域）
２．贈 賞
部門ごとに、大賞１作品、優秀賞４作品、新人賞３作品を決定し、それぞれ賞状、トロフィー、
副賞（大賞６０万円、優秀賞３０万円、新人賞２０万円）を贈呈します。
また、メディア芸術の振興に寄与した方に功労賞を贈呈し、賞状とトロフィーを贈ります。
３．贈呈式・内覧会
贈呈式 日時：平成２５年２月１２日（火）１６時３０分〜１７時４５分（予定）
会場：国立新美術館 ３階 講堂（東京都港区六本木）
内覧会 日時：平成２５年２月１２日（火）１４時～１９時（予定）
会場：国立新美術館１階 企画展示室１Ｅ
４．受賞作品展
日時：平成２５年２月１３日（水）～２月２４日（日） ※２月１９日（火）休館
１０時～１８時、金曜日のみ２０時まで（入場は閉館の３０分前まで）
会場：国立新美術館１階 企画展示室１Ｅ（東京都港区六本木）
５．参考
１２月１３日（木）１５時～１６時３０分に、国立新美術館３階講堂にて報道関係の方々を
対象とした記者発表会を実施いたします。（別紙参照）
※詳細については、文化庁メディア芸術祭事務局広報担当（hilo Press 内）までご連絡くだ
さい。
＜広報問い合わせ先＞ TEL：03-5682-3072 FAX：03-6369-3596
＜担当＞ 文化庁文化部芸術文化課
支援推進室メディア芸術交流係
支 援 推 進 室 長
石垣 鉄也 （内線 2858）
支援推進室長補佐
土居 孝一 （内線 2062）
メディア芸術交流係長
三浦 牧人 （内線 2895）
電話：03－5253－4111（代表）
03－6734－3031（直通）
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受賞作品発表

3,503作品の応募から、受賞作品がついに決定 !
このたび、平成 24 年度［第 16 回］文化庁メディア芸術祭実行委員会では、メディア芸術祭賞（文部科学大臣賞）の
受賞作品・受賞者を決定しました。
文 化 庁メディア芸 術 祭は、アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの４部 門において優れた作 品を
顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を提供するメディア芸術の総合フェスティバルです。本年度は、過去最多
となる海外 71 の国と地域からの 1,502 作品を含む、合計 3,503 作品の応募がありました。厳正なる審査の結果、
部門ごとに、大賞１作品、優秀賞４作品、新人賞３作品を、功労賞としてメディア芸術分野に貢献のあった 4 名を選
出しました。来年 2 月12日に開催する贈呈式では、各受賞者に賞状、トロフィーを贈呈します。
また、2 月13日から 24日までの 12日間、国立新美術館（東京・六本木）をメイン会場に、受賞作品等を紹介する受
賞作品展を開催します。会期中は作品の展示・上映のほか、受賞者によるプレゼンテーションやシンポジウム等を
実施します。魅力溢れるメディア芸術作品が一堂に会する貴重な機会に、ぜひご来場ください。
■ 第 16回文化庁メディア芸術祭

アート部門

大賞受賞作品

©Cod.Act photo:Xavier Voirol

Pendulum Choir

Cod.Act (Michel DÉCOSTERD / André DÉCOSTERD) ［スイス］

アニメーション部門

火要鎮

大友 克洋 ［日本］

©SHORT PEACE COMMITTEE

※受賞作品の詳細は別紙、受賞作品・受賞者一覧をご参照ください。

エンターテインメント部門

© 株式会社ライゾマティクス + 株式会社アミューズ

+ ユニバーサル ミュージック合同会社

Perfume "Global Site Project"

真鍋 大度／MIKIKO／中田 ヤスタカ／堀井 哲史／木村 浩康 ［日本］

©2008, 2009, 2010 Casterman,
Bruxelles All rights reserved.

マンガ部門

闇の国々

ブノワ・ペータース／フランソワ・スクイテン

訳：古永 真一／原 正人 ［フランス／ベルギー／日本］

広報問合せ先
文化庁メディア芸術祭事務局 広報担当
［hilo Press 内］ 鎌倉・星野・佐藤
Email : jmaf16-pr@hilopress.net
Tel : 03-5682-3072
Fax : 03-6369-3596
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-14-5-5F

（受付時間：平日10 時～ 18 時）
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1. 応募概況
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）

応募総数＝

3,503 作品

募集期間＝
受賞総数＝

7 月12日（木）～ 9 月20日（木） 71日間
３２作品（各部門

審査委員会推薦作品数＝

大賞 1 作品、優秀賞 4 作品、新人賞 3 作品）／ 4 名（功労賞）

122 作品

参考）

■ 部門・ジャンル別内訳
インタラクティブアート

232

メディアインスタレーション

288

映像作品

537

デジタルフォト

220

グラフィックアート

189

ウェブ

61

メディアパフォーマンス

98

その他

177

アート部門

計

1,802

ゲーム

108

映像作品

297

ガジェット

48

ウェブ

124

アプリ

95

その他

69

エンターテインメント部門

計

741

劇場アニメーション

23

単行本で発行されたマンガ

223

短編アニメーション

370

雑誌等に掲載されたマンガ

97

テレビアニメーション

61

67

オリジナルビデオアニメーション

14

ウェブで公開されたコンピュータや
携帯情報端末等で閲覧可能なマンガ

34

同人誌等を含む自主制作のマンガ

57

その他

その他

14

アニメーション部門

計

502

マンガ部門

応募作品総数

計

458

3,503

■ 海外からの応募
1,502 作品／ 71ヶ国・地域
アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、アルバニア、アルメ二ア、イスラエル、イタリア、イラン、インド、インドネシア、
ウクライナ、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギ
リシャ、クロアチア、コスタリカ、コロンビア、シリア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニ
ア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ネパール、ノルウェー、パキスタ

ン、ハンガリー、バングラディシュ、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、ブラジル、フランス、ブルガリア、米国、ベトナ
ム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ヨルダン、ラトビア、リ
トアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア （五十音順）
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2. 審査委員（実行委員会）
平成 24 年度［第 16 回］文化庁メディア芸術祭
会

長

近藤 誠一（文化庁長官）

運営委員

青木 保（国立新美術館長）

		

浜野 保樹（東京工科大学教授）

			

審査委員

			
			
			
			
			

実行委員会

建畠 晢（京都市立芸術大学長）

アート部門

岡部 あおみ（美術評論家）

神谷 幸江（チーフキュレーター／広島市現代美術館）
高谷 史郎（アーティスト）

原 研哉（グラフィックデザイナー）

三輪 眞弘（作曲家／情報科学芸術大学院大学（IAMAS）教授）

				

エンターテインメント部門

				

岩谷 徹（ゲームクリエイター／東京工芸大学教授）

				
				
				
				

伊藤 ガビン（編集者、クリエイティブディレクター）
久保田 晃弘（アーティスト／多摩美術大学教授 )
寺井 弘典（クリエイティブディレクター）

中村 勇吾（インターフェースデザイナー／ tha ltd.）

			

アニメーション部門

			

氷川 竜介（アニメ評論家）

			
			
			

押井 守（映画監督）

古川 タク（アニメーション作家）

和田 敏克（アニメーション作家／東京造形大学特任教授）

				

マンガ部門

				

斎藤 宣彦（編集者、マンガ研究者）

				
				
				
				

3. 各

伊藤 剛（マンガ評論家／東京工芸大学准教授）
竹宮 惠子（マンガ家／京都精華大学教授）
みなもと 太郎（漫画家、マンガ研究家）
ヤマダ トモコ（マンガ研究者）

賞
メディア芸術祭賞（文部科学大臣賞）
大

賞： 賞状、トロフィー、副賞 60 万円

優秀賞： 賞状、トロフィー、副賞 30 万円
新人賞： 賞状、トロフィー、副賞 20 万円
功労賞： 賞状、トロフィー

※ このほか、優れた作品を審査委員会推薦作品として選定
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4. 内覧会・贈呈式
受賞作品展開催に先立ち、2013 年 2 月12日（火）に内覧会ならびに贈呈式を実施します。
内

覧

会

日

（報道関係者向け）

時＝ 2013 年 2 月12日 ( 火 )

会

場＝国立新美術館

1階

14:00 〜 19:00（予定）

企画展示室 1E （東京都港区六本木 7-22-2）

※14:00 から 15:00 まで、報道関係者向けの展示作品解説（プレスツアー）を実施します。
要事前申込。詳細は 1 月中旬にご案内いたします。

贈

呈

式

日

会

時＝ 2013 年 2 月12日 ( 火 )
場＝国立新美術館

3階

16:30 ～ 17:45（予定）

講堂 （東京都港区六本木 7-22-2）

※贈呈式は招待者のみの参加となります。

5. 受賞作品展
会

期＝

入 場 無 料

2013 年 2 月13日（水）～ 2 月24日（日）

メ イ ン 会 場＝

国立新美術館

開 館 時 間＝

10:00 ～ 18:00 （金曜は 20:00 まで） ※入場は閉館の 30 分前まで

休

館

日＝

サテライト会場＝

2 月19日（火）

1階

シネマート六本木

企画展示室 1E （東京都港区六本木 7-22-2）

他

※サテライト会場では、作品上映やマンガライブラリー、シンポジウム等を実施する予定です。

問合せ先

文化庁メディア芸術祭事務局（ＣＧ - ＡＲＴＳ協会内）
〒 104-0061 東京都中央区銀座 1-8-16 3F

［一般受付］ Tel : 03-5459-4877 （受付時間：9 時～ 20 時）
［広報受付］ Email : jmaf16-pr@hilopress.net
Tel : 03-5682-3072
〒 104-0031 東京都中央区京橋 1-14-5-5F
（hilo press 内／受付時間：平日 10 時～ 18 時）

Fax : 03-6369-3596

※イベント、各種プログラムの詳細は１月に公式ウェブサイト（http://j-mediaarts.jp）で発表します。

● 受賞作品や受賞作品展の情報を発信！

文化庁メディア芸術祭公式ウェブサイト
		
		

Facebook

Twitter

http://j-mediaarts.jp

http://www.facebook.com/JapanMediaArtsFestival
@JMediaArtsFes
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FAX : 03-6369-3596

広報担当［hiloPress 内］

▲

2012 年 12 月 13 日

平成 24 年度 [ 第 16 回 ] 文化庁メディア芸術祭 受賞作品発表
広報用画像貸出申請書

「第 16 回文化庁メディア芸術祭」広報用として、下記の画像データをご用意しております。貸出をご希望の方は、こちらの申請書に必要事項と希望の画像の
アルファベットまたは番号を○で囲み、文化庁メディア芸術祭事務局広報担当［hilo Press 内］までお送り下さい。
[ 第 16 回 ] 各種ロゴ
【A】

[ 第 16 回 ] 文化庁メディア芸術祭受賞作品
【1】アート部門大賞

【2】エンターテインメント部門大賞

【3】アニメーション部門大賞

【4】マンガ部門大賞

指定キャプション：

【1】アート部門

大賞 『Pendulum Choir』 Cod.Act (Michel DÉCOSTERD / André DÉCOSTERD)

ⓒ Cod.Act photo:Xavier Voirol

【2】エンターテインメント部門 大賞 『Perfume "Global Site Project"』 真鍋 大度／ MIKIKO ／中田 ヤスタカ／堀井 哲史／木村 浩康
【3】アニメーション部門
【4】マンガ部門

大賞 『火要鎮』 大友 克洋

ⓒ株式会社ライゾマティクス + 株式会社アミューズ + ユニバーサル ミュージック合同会社

ⓒ SHORT PEACE COMMITTEE

大賞 『闇の国々』 ブノワ・ペータース／フランソワ・スクイテン

訳：古永 真一／原 正人

ⓒ 2008, 2009, 2010 Casterman, Bruxelles All rights reserved.

昨年度 [ 第 15 回 ] 文化庁メディア芸術祭受賞作品展の様子
【5】

指定キャプション（【5】【6】【7】共通）：

【6】

【7】

昨年度 [ 第 15 回 ] 文化庁メディア芸術祭受賞作品展の様子

＜画像のご使用にあたって＞

※画像のご使用は「第 16 回文化庁メディア芸術祭」をご紹介いただく場合に限らせていただきます。フェスティバル終了後は使用できません。
※作品画像【1】～【4】は全図でご使用ください。部分使用や作品に文字や他のイメージを重ねることはお控えください。
※指定キャプションを必ずご記載いただきますようお願いいたします。（部門名・賞名・作品名・作家名は文中に掲載されていれば省いてもかまいません。
）
※校正ゲラを事務局広報担当までお送りください。

貴社についてお知らせください
○貴社名／ご所属

○貴媒体名

○ご担当者名

様

○ご住所 〒

○ Tel
○ Fax
○ Email
＜個人情報の取り扱いについて＞

○ご出版・放映・掲載予定日
広報問合せ先

年

月

日

ご記入いただきました個人情報は、文化庁メディア芸術祭広報からの情報配信やご案内等必要なご連絡に
のみ使用いたします。許可なく第三者に個人情報を開示することはありません。

文化庁メディア芸術祭事務局 広報担当［hilo Press 内］ 鎌倉・星野・佐藤
Email : jmaf16-pr@hilopress.net Tel : 03-5682-3072 Fax : 03-6369-3596（受付時間：平日 10 時～ 18 時） 〒 104-0031 東京都中央区京橋 1-14-5-5F
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受賞作品・受賞者一覧

平成 24 年 12 月13 日 改訂版
文化庁メディア芸術祭実行委員会

第 16 回
文化庁メディア芸術祭
受賞一覧

アート部門

賞名

作品名 作品形態

大賞

Pendulum Choir

作者名［国籍］

Cod.Act

03

三上 晴子［日本］

04

BETWEEN YESTERDAY &
TOMORROW ウェブ

［日本］
SOL CHORD（前田 真二郎／岡澤 理奈）

04

Bye Buy

Neil BRYANT［イギリス］

05

Mikhail ZHELEZNIKOV［ロシア］

05

Grayson COOKE / Mike COOPER

06

（Michel DÉCOSTERD／André DÉCOSTERD）
［スイス］

ミュージックパフォーマンス

優秀賞

欲望のコード

インタラクティブアート

映像作品

On Pause
新人賞

映像作品

Outback and Beyond

［ニュージーランド／イギリス］

メディアパフォーマンス

Species series

YANG Wonbin［韓国］

06

Quayola［イタリア］

06

真鍋 大度／MIKIKO ／中田 ヤスタカ／
堀井 哲史／木村 浩康［日本］

07

ウェブ、ソースコード、パフォーマンス、振付、楽曲

あさっての森

三木 俊一郎［日本］

08

倉田 稔［日本］

08

水道橋重工「KURATAS」 ロボット

倉田 光吾郎／吉崎 航［日本］

09

GRAVITY DAZE/ 重力的眩暈：

［日本］
外山 圭一郎（GRAVITY DAZE チーム）

09

IDPW［日本］

10

永野 亮「はじめよう」 ミュージックビデオ

新井 風愉［日本］

10

ハイスイノナサ「地下鉄の動態」

大西 景太［日本］

10

Strata #4
エンター
テインメント
部門

大賞
優秀賞

ページ

メディアインスタレーション

メディアインスタレーション

Perfume Global Site Project
映像作品

勝手に入るゴミ箱

ガジェット

上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動
ゲーム

新人賞

どうでもいいね！

ウェブ

ミュージックビデオ

アニメーション
部門

大賞

火要鎮

優秀賞

アシュラ

短編アニメーション
劇場アニメーション

おおかみこどもの雨と雪
グレートラビット

短編アニメーション

グスコーブドリの伝記
新人賞

布団

劇場アニメーション

劇場アニメーション

短編アニメーション

LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜

大友 克洋［日本］

11

ジョージ 秋山／さとう けいいち［日本］

12

細田 守［日本］

12

和田 淳［日本］

13

杉井 ギサブロー［日本］

13

水尻 自子［日本］

14

モンキー・パンチ／山本 沙代［日本］

14

Emma De SWAEF／Marc James ROELS

14

テレビアニメーション

Oh Willy...
マンガ部門

大賞
優秀賞

新人賞

功労賞

短編アニメーション

［ベルギー］

闇の国々

ブノワ・ペータース／フランソワ・スクイテン

岳 みんなの山

石塚 真一［日本］

16

ましろのおと

羅川 真里茂［日本］

16

ムチャチョ ある少年の革命

エマニュエル・ルパージュ［フランス］

17

GUNSLINGER GIRL

相田 裕［日本］

17

凍りの掌 シベリア抑留記

おざわ ゆき［日本］

18

千年万年りんごの子

田中 相［日本］

18

ぼくらのフンカ祭

真造 圭伍［日本］

18

佐藤 茂

15

訳：古永 真一／原 正人［フランス／ベルギー／日本］

音響技術者

江並 直美

電子出版物プロデューサー

19
19

大河原 邦男

メカニックデザイナー

19

小長井 信昌

編集者
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アート部門
大賞
ペ

ン

デ

ュ

ラ

ム

ク

ワ

ィ

ア

テ

ー

ル

Pendulum Choir
ミュージックパフォーマンス
コ ッ ド

ア ク ト

ミ シ ェ ル

デ

コ

ス

ア ン ド レ

デ

コ

ス

テ

ー

ル

［スイス］
Cod.Act（Michel DÉCOSTERD／André DÉCOSTERD）
©Cod.Act

作品概要

9 人のアカペラと18 の油圧ジャッキからなるオ
リジナル合唱作品。歌い手たちは角度可変の
台座の上に立ち、生きた音響要素となる。9 人
はさまざまな状態に置かれた身体から音を生
み出し、変化する音に合わせてなめらかに体
勢を変えてゆく。彼らが発するのは、抽象的な
音、反復する音、詩的あるいは物語的な音な
どさまざまである。9 人の身体と声は重力と戯
れ、そして抗う。互いの体を避け合いながら、
繊 細なポリフォニーを創りあげてゆく。合唱
は、電子音を伴って一体感を打ち破りながら
盛り上がりを見せ、または秘教的な祭礼のよう
に停止する。彼らの身体は機械仕掛けの寓意
のなかを生から死へと進んでいくのだ。
テクノロジーの複雑性と生身の身体の叙情が
●作品映像
http://www.youtube.com/watch?v=vsXs3GUrw64

©Xavier Voirol

融合した『 Pendulum Choir』は創世的な特質
をそなえた作品といえる。
贈賞理由
声楽家たちの身体をコンピュータ制御によって
一方的に揺らしながら「合唱させる」という、
わかりやすく、エンターテインメントのように
も見えそうなこの作品は、しかし機械（テクノ
ロジー）社会のただなかに生きる「人間の表現」

というものの本質を深く考えさせるものだっ
た。声楽家たちは表情豊かに歌っている。し
かし、目に見えるその様子はもはや人間によ
A受賞者コメントB 2 回目の大賞受賞という素晴らしい

るものではない。彼らの身体は直立不動のま

1969 年、スイス生まれ。専門領域は造 形美術、建

ニュースは、私たちにとって嬉しい驚きでした。とい

ま機械に縛り付けられているのである。伝統

築、サウンドマシーンなど。

うのも、この作品は私たちがこれまで目にしてきたメ
ディアアートやデジタルアートの芸術的な言語から逸

に従って声を合わせて歌う人間たちと、その

ア ン ド レ

ミ シ ェ ル

デ

コ

ス

テ

ー

ル

Michel DÉCOSTERD（右）

デ

コ

ス

テ

ー

ル

A ndré DÉCOSTERD（左）
1967 年、スイス生まれ。音楽家、作曲家、プログラ
マー。

Cod.Act（コッド・アクト）
Cod.Act 名義のもと、André と Michel は互いのノ
ウハウを融合させ、パフォーマンスやインタラクティ
ブインスタレーション等を展開してきた。彼らのアプ
ローチの根底にあるのは音と動き、そしてそれらの
相互作用の可能性についての洞察である。1999 年
以来この 2 人が制作してきた複雑な装置は、無駄が
なく機能的で、インダストリアルな世界を想起させ
る。Cod.Act の創る装置は、物理的な動きを音の現
象へと翻訳する。
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脱しているように感じていたからです。
『 Pendulum

動きを個別に統制、制御する機械システムと

Choir』は合唱と演劇芸術そして機械工学が融合し

の違和感を伴う不可分な関係性こそがこの作

た作品です。試行錯誤を重ねながら、3 つの領域に

品の卓越した魅力である。それはもはや人間

生じる特徴を最良の状況で結びつけることを目指し

のみによってなされるものではなく、高度なテ

ました。
今回の受賞については、私たちがつねに作品で表現
しようとするクオリティを審査委員に認めていただい
たことを大変誇りに思います。その感度の高さと柔軟
性に心から感謝し、またこれが文化庁メディア芸術
祭の質となり特徴になっていると感じます。

クノロジーとともに人間が創りうる芸術の未来
を予感させるものだった。また、その背後に
はアイディアを実現する高い技術力、さらには、
この作品の完成度に見合う、電子音響を伴う

東京に行き、この作品を紹介するのが本当に楽しみ

声楽パートの優れたコンポジションが存在して

です。お会いするのを楽しみにしています。

いる。

アート部門
優秀賞

欲望のコード

作品概要

インタラクティブアート

三上 晴子
MIKAMI Seiko
［日本］
© 三上晴子

贈賞理由

『欲望のコード』は「データとしての身体」と
「こ

自らが「見る」と同時に「見られる」対象となる

こにある肉体」との境界線が曖昧になっていく

情報化した現代を、3 部構成の壮大なインスタ

現代の状況を表現したインタラクティブ・インス

レーションによって体感させることに成功してい

タレーションとして 3 つの構成で展開される。白

る。昆虫の触覚のようにうごめくストラクチャー

い壁面に広がるのは、昆虫の触毛を思わせる小

や、ビデオカメラを備えたサーチアーム、複眼

型カメラを搭載した 90 個のストラクチャー。そ

のようなスクリーンといった疑似生命体のごと

して、天井からは、カメラとレーザープロジェク

きマシーンが、鑑賞者の姿を捉え、公共空間の

ターが搭載された 6 基のサーチアームが吊られ

監視カメラの実映像と組み合わせて映し出すこ

る。各装置は、昆虫がうごめくように、観客の

とで、
「生身の肉体」と機械の目によって捉えら

位置や動きをサーチし、それに向かって動き出

れた「データ化した身体」の境界が曖昧になる

し、観客を監視する。さらに、会場の奥には、

世界を表現に結実させ、私たちに示唆する。人

昆虫の複眼のような直径 4.7m の円形スクリー

間の知覚、さらに欲望がテクノロジーの介在に

ンが位置し、それぞれのカメラの映 像データ

よっていかなる変化を迎えているか、作家の徹

は、世界各地の公共空間にある監視カメラの映

底した探求は、震撼とさせる事実を突きつける

像とともに、独自のデータベースを構築し、過去

クールさと強靭さを供えている。

と現在、会場と世界各地の映像が、複雑に交錯
しながら、スクリーンに投影される。このように
時間や空間を断片的に組み変えながら、新たな
現実を描き出す複眼。それは、観客自身を監視
と表現の対象とした、情報生態系に増殖する欲
望であり、そこにある私たちの現在の身体の存
在感覚を表現している。

Photo:Keizo Kioku [ICC]

優秀賞
ビ

ト

ウ

ィ

ー

ン

BETWEEN
YESTERDAY &
TOMORROW

作品概要

前田真二郎が作成した「指示書」をもとに映像

らの呼びかけに応えた映像作家たちが、
「指示

ウェブ

作家が 5 分の映画を制作し、完成された作品

書」に基づく5 分の短い映像をそれぞれに撮り

イ

エ

ト

ソ

ス

ゥ

ル

コ

タ

モ

ー

デ

ィ

ロ

アンド

ウ

ド

SOL CHORD

（前田 真二郎／岡澤 理奈）
MAEDA Shinjiro / OKAZAWA Rina
［日本］
©SOL CHORD

贈賞理由

ウェブムービー・プロジェクト
『BET WEEN

大震災というカタストロフィを個々人がどう受

YESTERDAY & TOMORROW』は、3.11 東日

け止めたのか、そしてその後の日常に何を抱え

本大震災が発生した 2 週間後にスタートした。

て生きているのか。本プロジェクトは主宰者か

は随時ネット公開された。2012 年 3 月までの 1

下ろした。ここでは複数の個人による「映像日

年間に 32 人の作家が参加し、60 作品が制作さ

記」を、ウェブというメディアによって等価に繋

れた。ウェブサイトでは、各作家が撮影した場

ぎ点在させ、ひとつの記憶や記録にまとめあげ

所や月日がアーカイヴされ、その日に起こった

る圧力をかけることをしない。2011年 3 月から

ニュースも閲覧できる。また、作品群からセレク

撮影された、さまざまな思いを映し込んだ私的

トされたオムニバス・ムービーが作成され、各種

記録映像は、個々の視点の多様性を尊重しな

の映画祭で上映された。

がら、他者の体験や思考を共有することを可能
にした点で優れている。ウェブというプラット
フォームが、体験を集積するアーカイヴとなり、
記録と表現の可能性を引き出した。
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アート部門
優秀賞
バ

イ

バ

イ

Bye Buy

作品概要
『 Bye Buy』は、絶 頂 期にあった 1950 年代の

映像作品（ 2 分 42 秒）
ニ ー ル

ブ ラ イ ア ン ト

Neil BRYANT［イギリス］
©Neil BRYANT

贈賞理由
似て非なるモノへと人間を変容させる手法とし

消費主義、および消費者の表象をミックスし、

て、登場人物の眼をすべて大きくしている。プリ

現代のイメージや記号、コードと合成した映像

クラのように「眼」と認識できる部分を自動拡

作品である。この作品は、過去における高度資

大して配する画像処理技術を使っているのだろ

本主義、ならびに現在におけるリアリティと戯

う。眼の大きくなった人間が、化粧品やアイス

れる。

クリームなど消費の対象物を持って微笑んでい
る。巨大眼の人間は、消費主義文明に侵され
て、欲望を肥大させた人間のようにも見えるが、
モノトーンの古いコマーシャル映像を素材とし
ているせいか、異国、異時代、異文化が醸し出
す世界の遠さが、このフィクションを冷静に見
る独特のスタンスをつくっている。その距離感
も好ましい。
「眼を大きくする」というのは単純
なアイディアであるが、発想のユニークさと透
徹した完成度の組み合わせによって、大きな成
果を上げている。

優秀賞
オ

ン

ポ

ー

ズ

On Pause

作品概要

映像作品（5 分 43 秒）
ミ

ハ

イ

ル

ジ

ェ

レ

ー

ズ

ニ

コ

フ

Mikhail ZHELEZNIKOV［ロシア］
©Mikhail Zheleznikov, 2012

贈賞理由

『On Pause』は偶然生まれたドキュメンタリー。

広々とした青空を背景に遠くにアエロフロート・

空港で搭乗を待つあいだにこの男に会い、彼の

ロシア航空の飛行機が数台たたずみ、たまに離

話をもとに短編映画を撮ることにした。

陸する。変哲のない飛行場の情景を映すカメ
ラがゆっくりとパンする 5 分弱の間に語られる
不思議な男の話は、真実ともフィクションとも
解釈できる。監督によるこの男についての説明
もそっけなく、飛行場で会ったそこに住む男と
だけある。おそらくロシアのホームレスなのだろ
う。世界各地で増え続ける同じような状況を生
きる人々を想起させると同時に、男がつぶやく、
外国で自分を置き去りにした若い愛人へのひた
むきな想いは、そうした社会問題を越えた次元
で共通する、人生のあやうさとはかなさ、愛と
苦悩という普遍的な問いを鮮明に立ち上がらせ
て秀逸である。
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アート部門
新人賞
ア

ウ

ト

バ

ッ

ク

Outback
and Beyond
ア

ン

ド

ビ

ヨ

ン

ド

メディアパフォーマンス
グ

レ

イ

ソ

ン

ク

ッ

ク

Grayson COOKE ／
Mike COOPER
マ

イ

ク

ク

ー

パ

ー

［ニュージーランド／イギリス］

作品概要

贈賞理由

ラップスティール・ギターと解 体されたブルー

この、作者の言うところの「オーストラリア版西

ス、電子楽器からなる COOPER のサウンドに、

部劇」を題材にした即興オペラには、技術的に

COOKE がオーストラリア国立フィルム＆サウン

特に新しい試みがあるわけではない。しかし、

ドアーカイブ所蔵の映像素材をライヴ・リミック

記録映像などを素材としながらもライブ演奏に

スしたライブ・エレクトロニック・オペラである。

よってそれらを現在のテクノロジーと無理なく

COOPER はまた、1870 年代、オーストラリアに

融合させ、みずからの歴史、風土を参照しつつ

大陸縦断電信線を設置した Charles Todd 氏の

「いま、ここ」にある文化を考え、実践していく

（outback）
挑戦について歌う。オーストラリア奥地

作者の姿勢に共感した。誰にでも手に入れられ

が舞台のロードムービーのサウンドトラックと、

るようになったテクノロジーと個人の表現、そし

古い映像を組み合わせたこの作品は、観客に、

て文化のあり方を気負うことなく問い直すこの

西部劇映画の主題と美学とを想起させる。重要

作品は新人賞にふさわしいと判断した。

なのは、これがオーストラリア版西部劇だとい
オーストラリア固有の関係性が反映されている。

©Materials in "Outback and Beyond" appear
courtesy of the National Film and Sound Archive,
Frontier Services and the John Heyer Estate.

作品概要

贈賞理由

本作は、自動ロボットが新種の生物として都市環

擬人的な従来のロボット概念を根底から翻す

境のなかで誕生し、生き、死んで行く様子をとら

コンセプトがまず新鮮である。新聞紙や紙袋で

えたアート・プロジェクトである。自動ロボットを

できたゴミ、または昆虫に似た微細な人工生物

参照し、人工生命体がいかにして都市を生息地

に、科学技術の力で移動のムーヴメントや光の

うことであり、そこには土地や歴史、人々との、

ス

ピ

ー

シ

ー

ズ

シ

リ

ー

ズ

Species series
メディアインスタレーション
ヤ

ン

ウ ォ ン ビ ン

YANG Wonbin［韓国］
©Wonbin Yang

に定め、いかにして都市設備を使用し、人間の

点滅を与え、都市の雑踏に解き放つ。人目につ

作った環境で生きる生存戦略を発達させていく

きにくいために、当然、車に轢かれたり、踏み

のかを、このプロジェクトは探究する。生物学的

つぶされたり、柱から滑り落ちたりするわけで、

概念、動物学的概念がロボット工学と融合して作

自らが手がけたそれら新種ロボットたちの死を

り出されたロボットは、隠喩的に生命体として把

も見つめる勇気とユーモアが卓越している。生

握されることになる。このプロジェクトはロボッ

態的データの集積と分析を経た今後の研究成

トたちの日常生活をさまざまなテリトリーで追跡

果によって、これらの人工生物が進化を遂げ、

する。集積されたデータは、ロボット種の誕生、

いっそうの生存戦略を獲得してゆく可能性に期

適応、進化の歴史を物語るものとなっている。

待したい。

作品概要

贈賞理由

©Wonbin Yang

ス

ト

ラ

ー

タ ナンバーフォー

Strata #4

メディアインスタレーション
ク

ワ

ィ

オ

ラ

Quayola［イタリア］

©Davide Quayola (courtesy of the artist)
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フランス第 2の絵画コレクションを所有するリー

ルーベンスやヴァン・ダイクといったバロック期

ル市立美術館からの委託で製作された、マル

のフランドルの絵画に手を加えることで、その

チチャンネルの没入型ビデオ・インスタレーショ

絵画が持つ新たな側面、可能性を探る意欲的

ンである。主題となったのはフランドル・コレク

佳作。技術的な側面も抑制が効いていて、より

ションの聖像画、とりわけルーベンスとヴァン・

効果を上げていると感じる。特に CG で合成さ

ダイクによる壮麗な教会絵画だ。
『Strata #4』

れた 3D 映像の光や色の扱いが繊細で、作家の

は、これらの絵画自体を研究し、探究した成果

感性が隅々まで行き届いていると感じられ、イ

である。各絵画の表面に現われている形象を掘

ンスタレーションにおいても現実の展示と映像

り下げ、構図や色彩、比率の背後にある、規則

のなかの光の関係などがよく整理されている。

そのものに注目したのだ。この作品は、美と完

平面の絵画作品から 3D の CG が発生し、それ

全性についての普遍的規則に基づく、現代の新

によって「色」が絵 画の意味 性から剥がされ、

たなイメージを生み出そうとするプロセスにほ

明暗のあるさまざまな「色」の立体に変化するこ

かならない。

とで、
「色」という性質について考えさせられる
素晴らしい作品。

エンターテインメント部門
大賞
パ

フ

ュ

ー

ム

グ

ロ

ー

バ

ル

サ イ ト

プ ロ ジ ェ ク ト

Perfume “Global Site Project”
ウェブ、ソースコード、パフォーマンス、振付、楽曲

真鍋 大度／MIKIKO／中田 ヤスタカ／堀井 哲史／木村 浩康［日本］
© 株式会社ライゾマティクス＋株式会社アミューズ＋ユニバーサル ミュージック合同会社

作品概要
テクノポップグループ Perfume の世界デビュー
を記念したプロジェクト。ファンとクリエイター
の手によって世界へ羽ばたくという一貫した
コンセプトのもと、ティザーサイト、オープン
ソースプロジェクト、そして Perfume メンバー
本人たちによるライブパフォーマンスまでを包
括する大プロジェクトを企画・制作した。本サ
イト立ち上げ後のオープンソースプロジェクト
では、オフィシャルウェブサイト上でオリジナ
ル楽曲と振付のモーションキャプチャデータ
をフリーで配布。ソーシャルコーディングサー
ビス github 上にはデータを使用するための機
能拡張やサンプルコードを用意してプログラ
マーによる二次創作を促した。これにより世
界各国からヴァリエーションに富む 500 以上
のプロジェクトが生まれた。世界ツアーでは本
プロジェクトで生まれた作品の公開、そして配

●プロジェクトサイト
http://www.perfume-global.com/

布した楽曲と振付を用いた本人たちによるパ
フォーマンスを行なった。
贈賞理由
言わずと知れた Perfume の世界デビューのた
めのプロジェクトである。これまでもアイドル

2

真鍋 大度

3

MANABE Daito（1）

1

堀井 哲史

4

5

HORII Satoshi（4）

という立ち位置を崩すことなく、最先端テクノ
ロジーを用いたミュージックビデオやパフォー

1976 年、東京都生まれ。アーティスト、プログラマー
として活 動。デザインファーム ライゾマティクス、
ハッカーズスペース 4nchor5 La6 ディレクター。高
度なプログラミング技術と徹 底したリサーチ、独創
的なアイディアでエンターテインメントをはじめ多様
なジャンルにおいて新たな境地を切り拓く。

1978 年、埼玉県生まれ。東京造形大学デザイン学
科卒業。IAMAS DSP コース卒業。プログラミング
を主体に映像制作を行ない、インスタレーション、ラ
イブパフォーマンス、VJ、コマーシャルなどさまざま
な形態で作品発表、デザインワークを手がける。

クリエイター、いやファンというクリエイター

木村 浩康

たちとともに世界に向けた Perfume 像を作り

MIKIKO（2）

1981年、千葉県生まれ。東京造形大学卒業。ライゾ
マティクス アートディレクター、デザイナー。

1977 年、東京都生まれ、広島県育ち。演出振付家。
Perfume の振付・ライブ演出を手がけるほか、さまざ
まな MV・CM・舞台の振付を行なう。空間を色づけ、
まるで音が見えてくるような振付は、歌詞の世界観を
視覚で広げ、踊り手の魅力を最大限に引き出す。
「五
感に響く作品作り」がモットー。

中田 ヤスタカ

NAKATA Yasutaka（3）

1980 年、石川県生まれ。音楽 家。Perfume 、きゃ
りーぱみゅぱみゅのプロデュースをはじめ、国内外
数々のアーティストを手がける。メインの活動の場と
なるユニット「capsule」ではサウンドメイキングのみ
ならず、PV、アートワーク、スタイリングまでを監修。
近年は映画のサントラ制作など多方面に活躍中。
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KIMURA Hiroyasu（5）

A受賞者コメントB この度は素晴らしい賞を頂戴し大
変嬉しく思います。深いご理解を示してくださったプ
ロジェクト関係者の皆様、二次創作に参加してくだ
さったすべてのクリエイター、ファンの方々に心より
の 御 礼を申し上げます。Perfume のような第一 線
のポップアーティストで実験的なオープンソースプロ
ジェクトを実現し、成功させたことでエンターテイン
メントの新しい形を示せたように感じています。海外
での成功を願ってこの賞を Perfume の 3 人に捧げた
いと思います。

マンスを行なって来た彼女たち。今回は世界
デビュー用のオリジナル曲の楽曲データとモー
ションキャプチャデータを配布して、ファンと

上げた。彼女たちの特徴的なダンスは、以前
よりネット上でそれを「踊ってみた」というか
たちで人間にコピーされたり、あるいは THE

IDOLM@ASTER や初音ミクなどの仮想アイ
ドルに踊られてきた。つまり数々の二次創作の
ためのソースとして流通してきていた。本プロ
ジェクトは、コンシューマによるこうした創作
のうねりを否定するのではなく
「創作の現在形」
として公式に、そして用意周到に後押しした。
その行為自体がエンターテインメントという
「創
作の現在形」になりえたのだろう。

エンターテインメント部門
優秀賞

あさっての森
映像作品（81 分 00 秒）

三木 俊一郎
MIKI Shunichiro
［日本］
© 三木 俊一郎

作品概要

贈賞理由

CM ディレクターとして活 動した 10 年 間の貯

この映像作品は言葉にしづらい。ミステリアス

金と経 験 を注ぎ 込 み完 成させ た 完 全自己資

な森で起こる奇怪なワープ現象、不思議なポコ

本 映 画。サイズの異なる人々が共存する静か

という植物、魅惑的な植物少女、
「夢いじり」に

な村。銃を片手に幻の生物ピンキーパンキーを

翻弄される若者、おじさん、クセのある美人 3

追う少女。ミニチュアサイズの店で働く女。男

姉妹。物語に乗っていこうとしても必ずストー

の乳首を吸う毛むくじゃらのクリーチャー。透

リーを脱臼させ、腑に落ちるオチには収束させ

き通るような白い肌に変な果物を実らせた木の

ない。サイズの異なる人々の共存、エロくてフェ

精。村の上空を浮遊する巨大な逆ピラミッド。

チな特殊造形など視覚的仕掛けも盛りだくさん

異常と正常の境目のない世界のなかで浮かび

なのだが、謎を解くような手がかりはまったく

上がってくる借金、報われぬ愛、不倫、幸福の

ない。

追求といった日常的問題の数々……美しく変態

これは、安易な解釈を許さないという強靭な意

『あさって
的で夢想的な新感覚の SFコメディ。

志を貫くために、絶妙な演出に気を配り、かな

の森』は、物語を追う映画というよりも感覚的

り高度な映像技術を駆使している。親しみやす

に体験する映画。デビット・クローネンバーグが

さ、伝わりやすさ、わかりやすさがエンターテイ

「テレタビーズ」を監督したらこんな作風になる

ンメントの王道だとすると、まったくその逆の裏

かもしれない。

エンターテインメントもたくさん存在することも
無視するわけにはいかない。それを証明するか
のように、この悪趣味なサービス満点の映像作
品が突出していると評価された。刺激的な映像
作品の応募が低調だったなかでこの作品が気を
吐いている。

優秀賞

勝手に入るゴミ箱

作品概要

ガジェット

ゴミを投げるとゴミ箱自ら動いてキャッチしてく

ディスプレイを使わない作品の物理的な「存在」

れる
『勝手に入るゴミ箱』。壁に備え付けられた

には、さまざまな評価を飲み込んでしまう包容

センサーが投げられたゴミを検知して落下位置

力があるようで、電源を OFF にしてもそこに居

を予測。ゴミ箱はその情報を無線で受け取り、

てくれる存在感はガジェット作品ならではのも

本体の底に設けられた車輪を回転させ、自ら移

のである。放り投げたゴミの落下地点に向かっ

動してゴミをキャッチする。ゴミの検知にはゲー

て、サーッと動いてゴミを受け止める本作品の

倉田 稔
KURATA Minoru
［日本］
© 倉田 稔

贈賞理由

ムのモーションキャプチャなどに用いられるセ

審査では、設計・工作もプレゼンされていてしっ

ンサーを応用し、ゴミの位置情報から運動軌跡

かりと計算されて作られているが、本当にゴミ

を計算することによって落下位置を予測してい

が入るのかとも論議された。しかし、その動作

る。また Bluetooth による無線通信、車輪を正

精度よりも、ゴミが入る場合もあれば入らない

確にコントロールする制御回路や、コンパクトか

場 合もあるのが面白いのであって、落下地点

つ力強い動きを生み出す独自の駆動メカニズム

に向かって動いてくれるゴミ箱そのものがエン

など、種々の技術を融合させることによって実現

ターテインメントであると評価された。入れば

している。見た目はただのゴミ箱だが、ひとた

上手と感嘆し、入らなければ再挑戦と声援を掛

びゴミを見つけると動き出す未来のゴミ箱。

けたくなるような、そんな感情移入していく作品
ではないだろうか。

08

平成 24 年度［第 16 回］文化庁メディア芸術祭

エンターテインメント部門
優秀賞
す い ど う ば し じゅう こ う

水道橋重工
「KURATAS」
ク

ラ

タ

作品概要

ス

ロボット

倉田 光吾郎／吉崎 航
KURATA Kogoro / YOSHIZAKI Wataru
［日本］
© 水道橋重工

贈賞理由

「KURATAS」プロジェクトは、
「巨大ロボに乗

巨大なロボットに乗って、自分で思いのままに

りたいけれど、どうやらだれもつくってくれな

操縦してみたい─そんな素朴で普遍的な人々

い。そしたら自分でつくろうかな」という、アー

の夢を実現したのが、倉田光吾郎と吉崎航の 2

ティスト倉田光吾郎の純粋な動機から 2010 年

人による制作チーム「水道橋重工」が開発した

6 月より始動。途中、ロボット制御エンジニア

「KURATAS」である。そのスケールに驚かされ

の吉崎航がプロジェクトに加わり、約 2 年間の

るだけでなく、特に背面から見たときのディテー

製作期間を経て、2012 年 7月 29 日に幕張メッ

ルの美しさも見事である。加えて、CG 操作によ

セで行なわれたワンダーフェスティバル 2012

る全身駆動を可能にする「V-Sido」という制御

［夏］において、数千人の観客の前で披露。成

ソフトの採用、未来感溢れるコックピットのイ

功を収め、国内外のメディアや SNS 等で多大な

ンターフェイス・デザインと、さまざまな技術と美

反響を得る。高さ 4m、重さ 4t の巨大ロボット

学が統合されたトータルな完成度が素晴しい。

「KURATAS」は、人間がコックピットに搭乗し、

「KURATAS」はオンラインでカスタマイズと購

操縦できるのが特徴で、腕や上半身を自在に動

入ができる。まさにこれこそが、今の時代の最

かし、走行も可能。現在「KURATAS」の量産化

高の「ザ・エンターテインメント」ではないか !

を目指しブラッシュアップに取り組んでいる。

優秀賞

GRAVITY DAZE ／
グ

ラ

ビ

テ

ィ

じゅうりょく て き め

ま

デ

イ

ズ

い

重力的眩暈：

作品概要

贈賞理由

「重力が働く方向」を自由に決め、あらゆる方向

『GRAVITY DAZE 』は、まさに文化庁メディア

に「落ちる」ことができる、新感覚のアクション・

芸術祭で評価すべきゲームそのものである。現

上層への帰還において、
彼女の内宇宙に生じた摂動

アドベンチャー。斬新なプレイ感覚を生む「重

在のゲーム市場に登場してくる作品は、新規性

力アクション」と魅力的なキャラクター、バンド・

の発掘よりも洗練に重きが置かれて開発されて

デシネ（フランス語圏のマンガ）をモチーフにした

いる。ゲームが提供可能なエンターテインメン

ゲーム

独創的なヴィジュアル、美しい音楽……、圧倒

トの仕組みがあらかた出揃い、そのうえでどの

的な完成度で話題を呼んだ PlayStation®Vita

ようなシナリオをどのように料理するかが競わ

専用タイトル。

れている。しかし『GRAVITY DAZE 』は重力を

外山 圭一郎

TOYAMA Keiichiro

（GRAVITY DAZE チーム）
［日本］
©2012 Sony Computer Entertainment Inc.

空中都市「ヘキサヴィル」で目覚めた記憶を失っ

操るという新しい快楽のあり方を発明した。し

た少女「グラビティ・キトゥン」は、謎の黒猫「ダ

かも、ほかのゲームに勝るとも劣らないゲーム

スティ」によって重力を操作する力を得て、数々

としての創造的な洗練とともに。PlayStation®

の試練を乗り越え強く成長していく。やがてヘ

Vita に搭載されたセンサーを巧みに利用し、製

キサヴィルを取り巻く陰謀に迫った彼女が見る

品ではなく
「ゲーム」として仕上げている。まだ

ものは……。

まだゲームにできることがあることを証明した
作品だ。

©2012
Sony Computer Entertainment Inc.
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エンターテインメント部門
新人賞

どうでもいいね !
ウェブ
ア イ パ ス

IDPW［日本］
©IDPW

作品概要

贈賞理由

2004 年の「Web2.0」宣言からはや 8 年が過ぎ、

ありとあ ら ゆ る ペ ージ に Facebook の「い い

ウェブサイトからブログへ、ブログからツイート

ね！」ボタンが 配 置され、皆 がこぞって「いい

はウェブの進化と
へ。私たちの社会（ソーシャル）

ね！」数を競い合う、この 2010 年以降のウェブ

ともに小さく軽く進化してきた。そして今、超低

の状況に対する一種の批評とも受け取れる。

解像度の情報しかもたない Facebook の「いい

その一方で、Google Chrome 拡張ボタン（およ

ね！」ボタン（投稿されている内容に対して、このボ

び対象となる「いいね！」ボタンたち）
に仕込まれた

タンをクリックすると評価を共有することができる）

スクリプトたちが健気に動作している様子は、

が、驚異的な生命力で繁殖しインターネット中

なかなかに味わい深い佇まいを帯びている。伝

に溢れはじめている。いいも悪いも義理もとって

統的なハックマナーに則りつつも、単なる批評

おきも全部まとめて
「いいね！」したい。そんなあ

には括りきれない豊かさがある。

なたにお届けするこの『どうでもいいね！』ボタ
ンは、ワンクリックで画面上に表示されている
「いいね！」を自動でだいたい全部をクリックして
©Tomyphoto

くれる、Google Chrome の機能拡張である。

永野 亮「はじめよう」
な が

の

りょう

ミュージックビデオ
（6 分 43 秒）

新井 風愉
ARAI Fuyu
［日本］
© 株式会社チャプター

作品概要

贈賞理由

永野亮のシングル「はじめよう」のミュージック

人が浮かんでいるだけで何とも幸福感を感じる

ビデオ。ワイヤーや合成技術を使わずに、簡単

だ。
ミュージックビデオ（以下 MV ）

な工夫だけで「空中浮遊」映像を実現している。

この MV は人を浮かばせるためにあえて常套手

自分たちなりの方法でファンタジックな映像を

段のワイヤーや合成技術を使うことなく、たっ

「はじめよう」とい
作リ出すというDIY 精神は、

た 2 本の棒と台車をスタッフが引っ張り、上下、

う楽曲のメッセージにも通じる。ウェブ上では、

左右ワイプという一貫してアナログな手法を通

舞台裏と見比べられる「裏ヴァージョン」も同時

しきったことで多くの視聴者を驚かせた。まだ

公開し、裏表両面でひとつの作品として反響を

こんなシンプルなアイディアがあったんだ！！と

呼んだ。

いう、MV が本来持っているプリミティヴな DIY
パワーを思い出させてくれた。

ハイスイノナサ
「地下鉄の動態」
ミュージックビデオ
（4 分 22 秒）

作品概要

贈賞理由

残響レコード所属ハイスイノナサの 1st フルアル

イントロにおける、一つひとつの「音」と
「動き」

バム『動物の身体』からの 1 曲「地下鉄の動態」

を対応づける独特のマナーにまず目を奪われ、

のミュージックビデオ。各楽 器の 1音ごとの動

それが次第に「音楽」と
「映像」との対応に発展

きと質感に同期した幾何形体アニメーションが

大西 景太
ONISHI Keita
［日本］

「地下鉄」を形づくりながら楽曲を構成する。

していく様子を、ただじっと観察してしまう。視
覚と聴覚の結合があまりに緊密なので、音楽が
視覚化されているのか、あるいは映像が聴覚化
されているのか、よくわからなくなってくるほど

© 大西 景太

だ。音楽にあわせた映像、という主従の関係で
はなく、両者を正確に一対一に対応づける、そ
の精密さにおいて、徹底的に突き詰められてい
る。その徹底性が作者独自の感性をより明瞭に
浮かび上がらせている。
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アニメーション部門
大賞
ひの

よう

じん

火要鎮
（12 分 43 秒）
短編アニメーション

大友 克洋［日本］
©SHORT PEACE COMMITTEE

作品概要

18 世紀中頃の江戸の町。商家の娘「お若」と
幼馴染の「松吉」。惹かれあう2 人であったが、
松吉は家を勘当され町火消しとして生きる。そ
んな最中、お若の縁談の話が進み始めた。松
吉への思いを忘れられない彼女の狂った情念
からの行動は、大火事を引き起こし江戸の町
を焼き尽くす。その大火のなかで再びめぐり合
う2 人。巨大都市江戸の大火を舞台としたス
ペクタクル。本作は、伝統的な日本画の画風
を映 像表現のモチーフとし、舞台である 300
年前の東京（江戸）の風俗や道具、生活を再現
する描写にこだわった。また、作画のアニメー
ションの表現と 3DCG による表現を融合させ、
©SHORT PEACE COMMITTEE

斬新な映像表現を実現した。
贈賞理由
江戸町火消したちの木遣が流れるなか、一巻
の絵巻物が紐解かれる。現われたタイトルに
「戯作活動錦絵」とある。わくわくする。歌川
広重や渓斎英泉の名所絵を思い出させる大川
端のパノラマ絵が、絵巻が解かれる方向にス
クロールされる。両国橋から神田錦町へ。や
がて風景画は大店の庭に遊ぶ男の子と女の子
に焦点を合わせていく。菱川師宣の浮世絵の
ように美しい。静かでとびきり美しい絵がこれ
から展開される情炎の物語への期待を抱かせ
る。景色が突然後ろに戻される。ここでカメラ
アイだったことにはたと気がつく。
江 戸の振り袖火事と呼ばれた「明暦の大 火」
や「八百屋お七の大火」などを題材に作られた
フィクションが華麗にドラマチックに繰り広げ
られる。16 対 9 の比率の画面サイズがこれほ
どピッタリの作品はない。歌舞伎を 2 階の最前
列で鑑賞しているような、昔のジオラマのスペ

©SHORT PEACE
COMMITTEE

クタクルな画面を追体験しているような特別

大友 克洋 OTOMO Katsuhiro

A受賞者コメントB 素晴らしい賞をありがとうござい

1954 年、宮城県生まれ。1973 年、漫画家デビュー。

ます。やりたい企画もなかなか通らず、いろいろと厳

その後、
『童夢』
『AKIRA 』
（1983）などを発表する。

しいことの多い昨今でしたが、前向きに先を目指して

また『AKIRA 』のアニメーション監督を自ら務め、ほ

います。若い人たちの作品も含め、革新的なオリジナ

か、監督作品として
『MEMORIES』
『STEAMBOY』等。

ルのアニメーション作品が世に出せる業界の環境が
もっと整ってくれるとよいと思っています。
この度はありがとうございました。

11

平成 24 年度［第 16 回］文化庁メディア芸術祭

な興奮があった。日本発のアニメーション。

アニメーション部門
優秀賞

アシュラ
劇場アニメーション
（1 時間 15 分 5 秒）

ジョージ 秋山／さとう けいいち
George Akiyama / SATO Keiichi
［日本］
© ジョージ秋山／アシュラ製作委員会

作品概要

贈賞理由

舞台は 15 世紀中期、相次ぐ洪水、旱魃、飢饉、

アニメーションの新たな表現技法への試み─

内戦で荒野と化した京都。ケダモノとして産み

という観点からするなら、今回の応募作品のな

落とされ、赤ん坊の頃から親に見捨てられた少

かに見るべき作品が例年になく乏しい、という

年「アシュラ」は、自然のなかで生きる術を学ん

のが偽らざる感想だった。製作者、演出家とも

でいった。時には、人を殺めて。そんなアシュラ

に低迷している昨今の状況と解釈せざるをえな

が、少女「若狭」と旅の法師に出会うことで魂を

い。そのなかにあって本作は、企画それ自体の

救済され、愛情を覚えていく。しかし、人間性

意欲的な姿勢もさることながら、その表現にお

を学んだアシュラが社会で見たものは、人間こ

いてセル画調の画面作りを退け、斬新な手法を

そがケダモノであるということだった。やがて僧

駆使して演出することによって、原作の持つ雰

となり、絶望の果てにいる人々を安寧へと導い

囲気を巧みに再現するだけでなく、一本の映画

た高僧アシュラの少年時代の物語である。今作

作品としての存在感を十分に示しているものと

品は「水彩画を動かす」ことをテーマに、既存の

感じられ、近年の劇場アニメーション作品のな

アニメーション技術を発展させたもの。キャラ

かでは突出しており、顕彰に値すると判断した。

クターはすべて CG で作成され、背景を描き起
こしている。これによりカメラを自由に動かせる
ようになり、アニメーションに新たな臨場感を
持ち込んだ。2D と CGI が融合した新しい技術
を採用して制作された。

© ジョージ秋山／
アシュラ製作委員会

優秀賞

おおかみこどもの
雨と雪

作品概要

贈賞理由

19 歳の大学生「花」は、おおかみおとこと運命

シンプルながらも奥の深い意欲作である。
「子

的な恋に落ちる。やがて「雪」と
「雨」という2 人

育てと子離れ」という世界中の誰でも共感可能

の おおかみこども を授かるものの、突如おと

なテーマ設定、成長につれ「人と狼」のどちらを

ずれた、父親であるおおかみおとこの死。まだ

選択するかというドラマを、メタモルフォーゼと

細田 守

幼い おおかみこども を抱えた花は、人間かお

いうアニメーションならではのアプローチで描

HOSODA Mamoru

おかみか、どちらの生き方も選べるように、美

ききっている。13 年間の長い物語を 2 時間弱に

劇場アニメーション
（1 時間 56 分 54 秒）

［日本］
©2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会

しくも人里離れた田舎のなかで 2 人の子供を育

圧縮する手際のよい演出、風による草花や木々

てる決意を固める。花と子供たちとの 13 年間に

などのなびき、降雪、豪雨など気象を闊達に描

わたる親子の物語。

いた CG 技術、そしてアニメーション作画による
柔らかで細やかな表情変化や演技など、映像と
しての総合力が高い。これらを駆使して人生の
喜びと意味という根幹に迫った点が高く評価で
きる。
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アニメーション部門
優秀賞

グレートラビット
短編アニメーション
（7 分 12 秒）

和田 淳
WADA Atsushi
［日本］
©Sacrebleu Productions - CaRTe bLaNChe Atsushi Wada – 2012

作品概要

贈賞理由

かつてわれわれは自分たちとは違う、崇高で深

デジタル制作が一般化し、映像表現の幅がより

遠で神秘的な存在をグレートをつけて呼んで

拡がったとはいっても、そのなかで本当の独自

いた。それはまさにグレートで、その存在を信

性を放つ作家は世界にも少ないが、
「孤高」とも

じる者と信じられる世界がひとつであった。時

いえる唯一無二な作風で、いよいよ国際的な共

代はすすみ思考や思想がそれまでのものと変わ

同制作も始動させた和田淳は貴重な短編作家

り、ついには信じられていたものが信じられな

のひとりといえるだろう。描かれるのは、ただ連

くなった今、未だにグレートと呼ばれ続けるそ

鎖し循環する「触感」の悦楽。その動きのなか

の存在のグレートたる由縁は何なのか。

に生まれる「間合い」とでも呼ぶべきもの。その

S a c r e b l e u P r o d u c t i o n s（ 仏 ）と C a R Te

連鎖と循環に意味があるのかないのかは、まっ

bLaNChe（仏）の共同製作で「不服従」をテーマ

たくわからないし、困ったことに登場人物たちさ

に制作された作品。大きなタマを抱え一列に並

え頓着はしていない。そこに暗喩を探り、意味

ぶ子どもたち。そのタマにそっと手を添えてい

を与えてしまった瞬間、その「間合い」を損なっ

くウサギのような人型の生き物とそれを見守る

てしまう気すらする。本作では、さらに監視カ

眼鏡の幼児。タマを狙うテンのような動物と子

メラや巻き戻し再生など不思議な客観性が加わ

どもの服を奪っていく鳥。そして神棚に祀られ

り、その「謎」が一層深まっている。恐ろしいの

何かを食べ続けるウサギ。0.3mm の細い線と

は、循環し再生される関係のなかで、ただあの

淡く抑えた色味でこれらの登場人物や背景を描

「とっつぁん坊や」だけが巡ってきた自分のパン

き、服従しないこととはどういうことなのかを表

ツで目をふさがれ、グニュグニュと行く先を失

現した。

い連鎖から外れてゆくことなのかもしれない。

グスコーブドリの伝記

作品概要

贈賞理由

劇場アニメーション
（1 時間 46 分）

少年「ブドリ」は、美しきイーハトーヴの森で、

宮沢賢治の童話を再構築するという至難な映

両親と妹の「ネリ」と毎日を幸せに楽しく暮らし

像化を、アニメーションの特質を総動員して表

©Sacrebleu Productions - CaRTe bLaNChe Atsushi Wada - 2012

優秀賞

杉井 ギサブロー
SUGII Gisaburo
［日本］
©2012「グスコーブドリの伝記」製作委員会／
ますむら・ひろし

ていた。ところが、突然やって来た冷害でブド

現することで実現した作品だ。擬人化された猫

リはひとりぼっちになってしまう。森を出る決心

キャラクター、濃厚なる山林や田園の美術、現

をしたブドリは赤ひげの沼ばたけで働くが、や

実から意識が離脱した時の幻惑感、イーハトー

がてそこも寒さで収穫が途絶えることに……。

ヴの暖かな未来感覚、そして冥界から迫る使者

あてもなく旅に出たブドリは、イーハトーヴ 市

の怜悧な恐怖感など、ヴィジュアルで感情を喚

を訪れ、クーボー博士と出会う。博士に紹介し

起して原作の 核 に迫っている。前世紀初頭、

てもらった火山局でブドリは懸命に働き、逞し

東北地方で起きた現実の冷害をきっかけに書

く成長してゆく。だが、あの寒さが再び忍び寄

かれたこの童話が、偶然とはいえ東日本大震災

ろうとしていた。
「あんなことは二度とあっては

から時間をおかず公開された意義も深い。同じ

いけない。ボクにも、できることがきっとある」。

杉井ギサブローによる映画『銀河鉄道の夜』を

愛する故郷と大切なみんなを守るため、ブドリ

深化させた作品として印象に強く残る。

はある決意をする。ますむらひろしによる猫を
キャラクターとした漫画版をベースとして、宮沢
賢治の世界を新たに構成した作品。

©2012「グスコーブドリの伝記」製作委員会／
ますむら・ひろし
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アニメーション部門
新人賞

布団

作品概要

短編アニメーション
（6 分 2 秒）

水尻 自子
MIZUSHIRI Yoriko
［日本］
© 水尻 自子

贈賞理由

布団のなかに入る。頭に浮かぶ記憶、想像する

『布団』は繊細にしておおらかな作品である。ヌ

此の先、思い起こす感触、染みついた性、何も

ケヌケと、とか、アッケラカンとした、とかいう

かも一緒に気持ちよくとろけていく。布団のな

言葉が似合ってしまうところがある。フェティッ

かで身体が感覚を求めて彷徨う。そんな感覚を

を想起させるが、
シュというと和田淳作品（ p.13）

表現したアニメーション作品。

実はまるで似ていない。かといって無神経に落

紙に作画し、それをトレーシングペーパーを通し

書きされた身体の一部分ではない。水尻自子

て画面に取り込むことでやわらかい質感を作り

の描くシンプルな線画はかなり吟味されたうえ

出している。動きと感覚の連鎖をテーマにした

で形を作っているのであろう。あーだこ−だ、

作品。

布団のなかで身体が感覚を求めて彷徨うように
白紙の上を右往左往したあげくに決まった線画
が、力強く空間を切り取っていく。そしてアニ
メーションとなってゆったりと時間を紡いでい
く。今後の展開が楽しみな作家だ。

ル

パ

ン

ザ

サ

ー

ド

LUPIN the Third
〜峰不二子という女〜
テレビアニメーション（4 時間 20 分 15 秒）

モンキー・パンチ／山本 沙代
MONKEY Punch / YAMAMOTO Sayo
［日本］
© 原作 モンキー・パンチ
製作・著作
トムス・エンタテインメント

作品概要

贈賞理由

秘宝を狙い、孤島に侵入するルパン三世は、そ

繰り返しアニメーション化された定番ともいうべ

こで美しくも妖しい女と出会う。女の名は「峰不

き原作を、先行する作品の記憶にとらわれるこ

二子」。甘美で危険な 2 人の邂逅が、物語の始

となく、斬新な物語構成と画面構成で再び世に

まりを告げる。神出鬼没な世紀の大泥棒「ルパ

送り出した演出家の力量は評価されるべきだと

ン三世」、早撃ち 0.3 秒の天才ガンマン「次元大

思えた。また「日常」に拘泥するのみのシリーズ

介」、剣の道に生き、時に殺しも請け負う
「石川

作品のなかにあって、あえて女性キャラクター

五ェ門」、ルパン逮捕に強い執着を持つ男「銭

に視点を据えて、物語をこそ語ろうとする強靭

形警部」。往年のテレビシリーズでもお馴染み

な意思を十分に感じ取ることができ、本年度の

の 5 人が、ぶつかりあい火花を散らしながら新

シリーズ作品のなかにあっても、作品のクオリ

しい物語を紡ぎ出す。27 年ぶりのテレビアニ

ティ、高い演出力ともに群を抜いている。監督

メーションシリーズとして話題を呼んだ本作は、

の今後の活躍に注目したいと思う。

原作漫画に強いリスペクトを寄せる新世代のス
タッフによる制作、
「ルパン三世」史上初の女性

原作：モンキー・パンチ
©TMS

オ

オ

ウ

ィ

リ

監督という面でも注目された。

ー

Oh Willy...

作品概要

短編アニメーション（16 分 35 秒）
エ

マ

ド ゥ

ス

ワ

ー

フ

Emma De SWAEF ／
Marc James ROELS［ベルギー］
マ

ー

ク

ジ ェ イ ム ス

ロ

エ

ル

ズ

©Emma de Swaef & Marc James Roels

贈賞理由

ヌーディストとしてのルーツに立ち返ることを余

男女 2 人のコンビ監督による傑作である。母の

儀なくされ、ウィリーは崇高な野蛮さにむけて

危篤をきっかけに、何とも言えぬ奇妙な日常に

ぶざまに突き進んでいく。ストップモーションに

「還って」きた男の顛末を、一言の台詞もなしに

よる短編アニメーション。

描いた、大人のための人形アニメーション映画。
舞台となる美術セットや小道具はもちろんだが、
人物たちの繊維質な白い肌の質感にいたるまで
がすべて作品世界にマッチし、本格的なスタジ
オ作品として丁寧に作り込まれている。まるで
実写のロケセットのような「自然光」の表現が
素晴らしい。洒落ていて、不条理で、でも空気
が澄んでいて、好きな映画に巡り合えたときの
喜びを感じさせてくれる。監督の 2 人はまだ 20
代ということだが、次回作が楽しみである。
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マンガ部門
大賞

闇の国々
ブノワ・ペータース／フランソワ・スクイテン 訳：古永 真一／原 正人

［フランス／ベルギー／日本］

©Benoît Peeters, François Schuiten, Casterman, 小学館集英社プロダクション

作品概要
われわれの現実世界と紙一重の次元にある
謎の都市群「闇の国々」。そこで繰り広げられ
る摩訶不思議な事件の数々を描く、フランス
・
ベルギーのコミック（バンド・デシネ［以下 BD］）の
人気シリーズ。これまでに 10 の言語に翻訳さ
れ、数々の賞を受賞している。現在までに、正
編 12 冊、番 外 編 12 冊 の 計 24 冊 が 刊 行 され
ており、日本語版第 1 巻となる本作『闇の国々』
（2012 年刊 行）には、そのなかから 3 作品を収

録。ある日突然増殖しはじめた謎の立方体に
翻弄される人々を描く
『狂騒のユルビカンド』、
巨大な塔の秘密をめぐる冒険から、数奇な運
©2008, 2009, 2010 Casterman, Bruxelles All rights reserved.

命へと導かれる男を描く
『塔』、未知の天文現
象により、体が斜めに傾いてしまった少女の半
生を描く
『傾いた少女』など、あらゆる芸術へ
の深い素養に根差した重厚なストーリーを、1
ページに 1 週間かけるという、緻密にして技巧
の粋を極めた絵で描く。以下、
『闇の国々Ⅱ』
に続き、2013 年にかけて全 4 巻で刊行予定。
原書の出版年月：1985 年 1月〜1996 年 1月
翻訳書の出版年月：2011 年 12 月 19 日

贈賞理由
ブリュッセルの同じ中学を卒業した 2 人の作
家、絵を担当するスクイテンと脚本担当のペー
タースによるシリーズ『闇の国々』。各話に人
間の主人公はいるが、異世界をまるごと作り出
すこと─その構築された世界・建造物・背景

©Isabelle Franciosa Casterman - 2012

─が本作の主役であるといえる。フランス語

ブノワ・ペータース Benoît PEETERS（左）

A受賞者コメントB 文化庁メディア芸術祭より大賞を

1956 年、フランス、パリ生まれ。1980 年代から幼

圏のマンガ＝ BD のかたちで発表され、イラス

いただいたことを知り大変驚き、感動しています。私

トワークの緻密さとともに、すでに各所で高く

なじみのフランソワ・スクイテンとともに『闇の国々』

たちが以前より愛している国であり、尊敬している多

評価されている。そのシリーズの全貌が、やっ

シリーズを手掛け、以後、BD の原作者として活躍。

くの素晴らしいアーティストを生み出したこの日本に

同シリーズは 10 の言語に訳され、数々の賞を受賞し

おいて、私たちの仕事が理解されたことにとても大

た。BD 以外にもエッセイ、評伝、映画、テレビ、ラ
ジオドラマの制作など多岐にわたる活動を展開して
いる。

フランソワ・スクイテン François SCHUITEN（右）

と日本で翻訳出版されはじめ、ペータースの

きな喜びと誇りを感じています。この賞は、私たちが

脚本の素晴らしさとあいまって堪能できるよう

30 年前から共作している『闇の国々』が評価された

になりつつある。シリーズ最初の作品が世に出

ことだけにとどまらず、日本のマンガとヨーロッパの

て 30 年近く経つが、本作は時空を超えて新し

BD の間に新しい絆ができたことを示していると思い
ます。

い。日本マンガは世界に誇る文化だと打ち出

この場をお借りして、素晴らしい仕事を成し遂げてく

すならば、世界のマンガのレベルを知る必要

から BD 作家として活動をスタートし、
『闇の国々』シ

れた小学館集英社プロダクションと翻訳者の方々に

リーズで一躍人気 BD 作家の仲間入りを果たす。今

があるだろう。本作はそれを知るにふさわしい

感謝を申し上げたいと思います。また日本でのエー

やヨーロッパの至るところでスクイテンのイラストを

ジェント業務に携わったカンタン・コリーヌさんと日

作品。文化の違いに触れる喜びと、面白い作

見ることができるほどの、まさに BD 界を代 表する

本語版の制作に携わった関澄かおるさんにもお礼を

アーティストのひとり。

申し上げます。

1956 年、ベルギー・ブリュッセル生まれ。1970 年代

品は文化の違いを超えて共有できるという喜
び、本作はそれを同時に感じさせてくれる稀に
みる作品である。
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マンガ部門
優秀賞

岳 みんなの山

作品概要

贈賞理由

山岳救助ボランティアをつとめる島崎三歩は、

世界中の山を登った経 験をもつ青年「島崎三

石塚 真一

世界の山を登り、山の厳しさ、山の楽しさ、山

歩」の、山岳救助物語。嶮しい勾配の、苦しさと

ISHIZUKA Shinichi
［日本］
© 石塚 真一

の美しさを知る男。彼の住む北アルプスでは、

楽しさ。山頂の絶景と開放感。山の素晴しさ・厳

たくさんの登山者が、山頂を目指し登山道に入

しさを、マンガで描くのは難しい。自然の描写

「また山においでよ」。彼
る。
「良く頑 張った」

に技術を要し、身体の動きもリアリティをもって

の言葉に登山者たちは元気をもらい、日常に

描きだすのは至難の業だ。村上もとか『 岳 人 列

帰っていく。そして山を愛する気持ちを新たに

伝』、夢枕獏 原作・谷口ジロー画『神々の山 嶺』

して、また山にやってくる。毎日訪れる山に魅せ

といった記念碑的山岳長篇の高き峰に連なる作

クライマー

いただき

られた人々とともに、大好きな山の暮らしを続

品として、
『岳』は早くから評価されてきた。
「良

ける。山を愛する人を、山で死なせないために、

く、頑張った！」に代表される、三歩が遭難者

今日も三歩はアルプスの稜線を走り続けている

にかける言葉は、各人の「山」への接し方（結果

─。

的に悲劇であれ、ホッとする救助劇になるのであれ）

この物語は最高の山男を描いた優れた山岳漫

を、愛情をもって包み込む。作品に接すること
が、山そのものの懐に抱かれているようで、読

画として多くの読者を惹きつけた。
『ビッグコミックオリジナル』
連載開始 2003 年 9 月 20 日発売号〜

後感がよい。高度な水準を保ちながら作品を完
結に導いた、その総合的な力が評価を受け、贈

連載終了 2012 年 6 月 5 日発売号

賞となった。

©2005 石塚真一 / 小学館

優秀賞

ましろのおと

作品概要

贈賞理由

津軽三味線を背負い、単身、青森から東 京へ
せつ

羅川 真里茂
RAGAWA Marimo
［日本］
© 羅川 真里茂

津軽三味線という素材を、音の出ないマンガと

やってきた 津 軽 三 味 線 奏 者「澤 村 雪」。師 で

いう表現を用いて描き切っている。それは高い

もあった祖父を亡くし、自分の弾くべき音を見

技巧と表現上の工夫の成果であるが、それに留

失ってしまった雪だが、さまざまな人と出逢い

まらず「音の出ない」マンガであるからこそ到達

ながら今、自らの音を探す旅を始める。少女漫

が可能な領域を感じさせる。それは音そのもの

画の世界で活躍を続けてきた羅川真里茂が、

ではなく、音楽によってもたらされる感動体験

新たに少年漫画のフィールドに挑んで発表した

である。つまり本作を読むというマンガ読書体

青春ストーリー。
「津軽三味線」は、羅川がずっ

験においてもたらされる「感動」をもって、演奏

と描きたいとあたためてきたテーマである。

を聴く体験に肉薄するという難行である。また

『月刊少年マガジン』
連載開始 2010 年 12 月 6 日発売号〜連載中

少年マンガ的な「勝負」の連鎖といったクリシェ
を用いつつ、登場人物たちが互いにより高次の
音楽体験へと達しようという主題は、本作自身
が今述べたようなマンガとしての表現の高みへ
と達しようという営みと呼応するものであろう。
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マンガ部門
優秀賞

ムチャチョ

作品概要

贈賞理由

ある少年の革命

1976 年、独裁政権下の中米ニカラグア。教会

絵の新鮮さと素晴らしさに加え、マンガとして

の壁画制作を任された若い修道士ガブリエル

の読み口も、現代に見合う読ませ方とスピード

エマニュエル・ルパージュ

は、
「ものの表皮」の奥に隠された美を知り、貧

感を持っている。革命のもたらす使命感ととも

しい村人やゲリラとの接触を経て、革命に身を

に、完遂した後にはもう別の時間が流れている

投ずる。困難な時代を駆け抜けたある少年の成

という寂寥感なども充分に感じられ、少年が大

長の記録。芸術、愛、革命─『ムチャチョ あ

人になる成長 過程も読み取れる。自然なかた

る少年の革命』は、若き修道士の複雑かつ波乱

ちで戦争（非常事態）のなかにある同性愛にも触

万丈な運命を通して描かれる情熱の物語だ。作

れ、極限状態にあるヒトの想いを、流れるよう

Emmanuel LEPAGE
［フランス］
©Muchacho©Dupuis, by Lepage

者エマニュエル・ルパージュは、熱く率直な思い

に読者に染み込ませることに成功している。欧

を込め、その才能と豊かな人間性を駆使して普

州マンガの新しい流れがここに感じられる。今

遍的なテーマの作品を造り上げた。深く胸を打

年、2 本の欧州マンガ作品が受賞したこととと

つのみならず、愛と政治参加についても考えさ

もに、マンガ共和国の広がりとつながりを喜び

せられる作品。

たい。

原書の出版年月：2004 年 5 月 5 日
翻訳書の出版年月：2012 年 4 月 12 日

Muchacho©Dupuis,
by Lepage

優秀賞
ガ

ン

ス

リ

ン

ガ

ー

GUNSLINGER
GIRL
ガ

ー

ル

作品概要

贈賞理由

舞台は、地域独立運動とテロの嵐が吹き荒れる

本作は商業的に成功したエンターテインメント

イタリア。政府の秘密機関「社会福祉公社」は、

であると同時に、深い射程で議論を誘発する。

生きる希望を失った重症患者の少女を集め、サ

作中の少女たちの感情は「条件付け」と呼ばれ

相田 裕

イボーグ手術を施してテロとの戦いの尖兵とし

る人為的操作によって植えつけられたものであ

AIDA Yu

ていた。彼女らは記憶を消され、忠実化の洗脳

る。その感情は、彼女ら／読者たちにとっては

［日本］
© 相田 裕

を受けて、バディである担当官の男性と疑似兄

かけがえのないものでありながら、つねにその

妹を演じながら、戦いに身を投じていく。担当

人工性をつきつけられる。この設定の導入は、

官への愛情は洗脳の結果なのか？ 日常に感じ

マンガが「キャラ」という表現装置─すなわち

る幸せは真実なのか？ 個々のエピソードを通

「人格・のようなもの」を感じさせる記号─を用

じて人間の尊厳について問いかける。担当官た

いて、
「人間」を描いてきたことへの批評的言及

ちはさまざまな事情でキャリアを失い、秘密機

とも読める。この読みが許されるのであれば、

関に流れついた過去を持っており、なかでもテ

約 10 年にわたり、この「困難な」物語を維持し

ロで肉親を失った兄弟の復讐を軸にして物語

完結させたことは、
「マンガで物語ること」とい

は進行する。美しいイタリアの風景のもと、テロ

う困難に立ち向かった成果と言うこともできる

リスト、一般市民、研究者、司法関係者……さ

だろう。

まざまな人間たちの必死に生きる姿を描ききっ
た、いわゆる「戦闘美少女」ものの枠を超えた、
一大群像劇である。
『月刊コミック電撃大王』
連載開始 2002 年 7 月号〜連載終了 2012 年 11月号
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マンガ部門
新人賞
こ お

て

凍りの掌

シベリア抑留記
おざわ ゆき
OZAWA Yuki
［日本］
© おざわ ゆき

贈賞理由

作品概要
著者の実父が体験したシベリア抑留の記憶を

人。それを知っていながら行動を起こせない、

全 3 巻の同人誌として刊行され、2008 年に完

さらに多くの人。それらの人々が居る限り、この

結した作品。2012 年７月、再編集版が新たに

作品は不滅の輝きを放ち続ける。
「あまり語りた

一般書として刊行された。すでに第二次世界大

くない」という父の心を謙虚に受け止めつつ、そ

戦が終わっていたにもかかわらず、労働力として

れでも「この世に残す意義がある」と確信し、聞

シベリアに送られた日本兵たちの数は、一説で

き取り取材し、ひたむきに描き綴り、
「コミティ

は 76 万人を超えると言われる。抑留者たちは

ア」という自主制作漫画誌展示即売会を通して

極寒の地で満足な食料も与えられず、重労働を

発表された。この実娘の 250 ページの作品は、

課せられ、6 万人以上が亡くなった。作品を通し

表面に描かれた内容以上の重み、深みをわれ

て描かれる、極限状況を生き抜こうとする人間

われに突きつけ、
「目をそらしてはならない」作

の慟哭が胸に響く。

品に結晶した。

同人誌として出版

2008 年 8 月 17 日（B5 判、全 3 冊）

一般書籍としての出版

千年万年りんごの子

2012 年 7 月 24 日

贈賞理由

作品概要
時は昭和 40 年代。生まれてすぐ、東京の寺の
ゆき の じょう

田中 相
TANAKA Ai
［日本］
© 田中相／講談社

「あまりにも理不尽な」体験を負わされた多くの

核に、その他周辺に取材を重ね、2 年半かけて

境内に捨てられた主人公「雪 之 丞」は、青森の
あさ ひ

2011年の初単行本『地上はポケットの中の庭』
の連作で、生命の息吹、それらのつながりを鮮

りんご農家の娘である「朝 日」とお見合いをし、

やかに描いた作者による、雪深いりんごの村を

雪深いりんごの国に婿入りすることに。昭和の

。りんごの木や花の
舞台とする最新長編（第 1 巻）

激動から離れ、北の家族と静かに過ごす四季。

咲き誇る健康さと同時に、主人公の夫婦が禁忌

それは、親を知らない雪之丞のなかに温もり

に触れる前後のりんごの実の妖しさをも巧みに

をもたらす。しかし、ある冬、寝込んだ妻のた

描写している。村の閉鎖的な空間で、新参者の

めに禁断のりんごを食べさせたことから、すべ

行動に戸惑う人々が多いなか、禁忌をある種自

ては一変。60 年前に絶えたはずの祭儀を蘇ら

然に受け入れる「人間の不思議さ」が、作品全

せ、朝日は おぼすな様 という土地の神の妻と

体に生命讃歌とも呼べる明るいトーンを与えて

なった。受け継がれる歴史を尊び守り抜く村人

おり、続きを期待させる。初の長編で安定した

たちや古き日本の自然を、表現力豊かなタッチ

実力を示した点が高く評価された。

で繊細かつ大胆に描く連載作。
『 ITAN7 号』
連載開始 2011 年 12 月 22 日発売号〜連載中

ぼくらのフンカ祭

作品概要

贈賞理由

過疎の町、金松町は火山の噴火一発で温泉街

このところ、さりげない、むしろつまらないと

真造 圭伍

へと生まれ変わる。この劇的な変化を受け入れ

言っていい日常を描くストーリーが増えてきて

られないクールな富山と、変化にノリノリな桜

が、
いる（これも日本のマンガ界が豊かになった証 ?）

SINZO Keigo
［日本］
©Keigo Sinzo 2012

島の 2 人の高校生。この 2 人の友情が、町の変

この作品もけっして派手なものではない。ごく

化に伴いどう変化するのかをめぐる物語。さり

ごく狭い世界のいち高校生のぱっとしない日常

げなく描かれた高校生男子の気持ちの揺れ、

を、ここまで愛おしく楽しめるものにしてくれた

自由な描線が醸し出す独特の味わいで人気を

ことに敬意を表わしたい。けっして新しいテー

呼ぶ。

マ＆ストーリーではないのだが、描法も肩に力

『ビッグコミックスピリッツ』
連載開始 2012 年 17 号〜連載終了 33 号

が入っていない自然なもので、成り行き任せの
自由さはマンガの基本を振り返らせる。山場か
らラストへの、リアリティとは違うところに着地
させるマンガらしさに一票、である。
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功労賞

佐藤 茂

SATO Shigeru

音響技術者

プロフィール

贈賞理由

1936 年生。1955 年 NHK に入局し、NHK 電子
音楽スタジオのエンジニアおよび音楽番組チー
フ・ミキサーとして活躍。60 年代から70 年代の
電子音楽分野において、機材開発や、それによ

佐藤茂氏は、1955 年に設立された NHK 電子音楽ス
タジオにおいて、故上浪渡氏、故塩谷宏氏らととも
に長年に渡り技術者として勤め、電子音楽の黎明期
に数多くの作曲家たちの作品制作を手がけられた。
「作曲家のアイデアに合わせて専用の機械を作って

る音楽表現領域の拡張に貢献した。当時は作

しまう」という氏も大いに貢献した独自のスタイルに

曲データのマニュアル処理により電子音楽を制

よって NHK のスタジオは現代テクノロジーと芸術と

作した。電子音楽による音楽革命といえるグラ

の結節点を模索する場となり、また作曲家たちの思

フィック・スコアー音楽創出の初期を技術の面
から支えた業績は、後進の現代音楽家たちに
多大な影響を与えた。

考実験の場となった。さらに、そこで生まれたアイデ
アの多くが後に電子音楽以外の作曲にも生かされ、
器楽作品をはじめとする日本における現代音楽の創
作にも少なからぬ影響を与えてきたという事実は忘
れてはならないだろう。

江並 直美

ENAMI Naomi

電子出版物プロデューサー

プロフィール

贈賞理由

1956 年生。1981年にプロペラ・アート・ワーク

1990 年代に CD-ROM というパッケージ形態で、た

ス社を設 立し、アートディレクターとして活動
するかたわら、博覧会展示映像などの映像監
督としても活躍し、1993 年にデジタローグ社を

くさんの作品が発表された。そのなかで、その後の
デジタル表現に多大な影響を与えた作品たちが江
並 直美氏のプロデュースによって生まれた。五味 彬
の写真集『 YELLOWS』は大ヒットとなり、オンスク

設 立。最 初に制 作した五 味 彬 の CD-ROM 写

リーンで見る写真の可能性を開いた。またデジタル

真集『 YELLOWS』がセンセーショナルな話題

表現専門のギャラリーをいち早く開設するなど、そ

を呼び、CD-ROM 黎明期に記録的なセールス
となった。以後、作家性の高い CD-ROM タイ
トルを次々とリリース。90 年代に開花した CD-

の功績は忘れてはならないものである。彼の 90 年
代の発言の多くは、現在に続くデジタル表現の可能
性と問題点を予言的に語っている。

ROM 文化を裏で支えた立役者。

大河原 邦男

OKAWARA Kunio

メカニックデザイナー

プロフィール

贈賞理由

1947 年生。アニメーション作品における日本最
初の専門メカニックデザイナー。
『機動戦士ガン
ダム』に登場するモビルスーツのデザインで知
られる。1972 年、竜の子プロダクション入社。

「ガンダムをデザインした人」であり、かつて美術や
作画監督の分担だった「メカデザイン」を独立させ
た先駆者だ。その技量はギャグメカからリアルな戦
闘メカまで作風に合わせて幅広く、40 年間も第一線
で尽力した持続力は壮絶と言うほかない。大河原メ

『科学忍者ガッチャマン』で高い評価を得て以

カは二次元のアニメから飛び出し、立体造型物の玩

降、メカデザイン専門となる。1978 年以降、フ

具としても人びとの心をときめかせてきた。
「巨大ロ

リー。玩具やゲームなど幅広い分野でメカデザ
インの第一人者として活動を続ける。

ボットアニメ」という日本独自の文化において「デザ
イナー」の存在を世に位置づけ、メカニズムへの関
心を飛躍的に高めて社会に貢献した点で、前人未踏
の偉業をなし遂げたことを高く評価する。

小長井 信昌

KONAGAI Nobumasa

編集者

プロフィール

贈賞理由

1930 年生。1973 年、白泉社の創設に関わり、
1990 年同社代表取締役社長。
『別冊マーガレッ
（集英社）
（白泉社）
ト』
、
『花とゆめ』
『 LaLa 』
など

の少女マンガ雑誌の編集に携わり、70 年代か

白泉社創立メンバーとして、雑誌『花とゆめ』
『 Lala 』
の創刊に立ち会い、美内 すずえ
（『ガラスの仮面』）、
和田 慎二（『スケバン刑事』）、山岸 凉子（『日出処の
天子』）、大島 弓子（『綿の国星』）、魔夜 峰央（『パタ
リロ！』）……など、錚々たるマンガ家・作品の輩出に

ら 80 年代の少女マンガ黄金時代を支えた。美

貢献した。集英社『別冊マーガレット』時代から半世

内すずえ、和田慎二をはじめとする後の大家を

紀の長きに渡るマンガ、特に少女マンガジャンル全

育て、新人育成システムをつくりあげたことでも

体への貢献は計り知れない。また本年、現場の貴重

知られる。著書に『わたしの少女マンガ史
（2011、西田書店）
マから花ゆめ、LaLa へ』
。

別

な証言となる
『わたしの少女マンガ史』を刊行する
等、なおも精力的に活動している。これら半世紀に
及ぶ少女マンガへの愛情は、高く評価されるべきで
ある。
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平成２４年度［第１６回］文化庁メディア芸術祭開催要項
平成２４年４月１日
文 化 庁 次 長 決 定
１
２
３

４

５
６
７

名称
平成２４年度［第１６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、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、メディアパフォーマンスなど］
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（テレビゲーム、オンラインゲームなど）
、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)、ガジェット（フィギュア
を含む）、ウェブ（広告を含む）、アプリなど］
アニメーション部門（※）
アニメーション作品
［劇場アニメーション、短編アニメーション、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）など］
マンガ部門（※）
マンガ作品
［単行本で発行されたマンガ、雑誌等に掲載されたマンガ（連載中の作品を含む）、
ウェブで公開されたコンピュータや携帯情報端末等で閲覧可能なマンガ、同人誌など
を含む自主制作のマンガなど］
※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ない。
各賞
上記の４部門ごとに、高い芸術性と創造性を基準として、大賞１作品、優秀賞４作品、
新人賞３作品を選定する。また、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、功労賞を贈呈することができる。
［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
［新人賞］ 賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー、副賞 20 万円
［功労賞］ 賞状（文部科学大臣賞）、トロフィー
募集期間
平成２４年７月１２日（木）～ ９月２０日（木）
贈 呈 式
平成２５年２月１２日（火）
［於：国立新美術館］
受賞作品展
平成２５年２月１３日（水）～２４日（日）［於：国立新美術館］

