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受賞作品発表

4,034作品の応募から、ついに決定!
http://festival.j-mediaarts.jp/

このたび、平成29年度［第20回］文化庁メディア芸術祭の受賞作品及び功労賞受賞者を決定いたしました。
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。本年度の作品
応募では、過去最高となる世界88の国と地域から4,034作品が寄せられました。厳正なる審査の結果、部門
ごとに受賞作品（大賞、優秀賞、新人賞）
と、功労賞としてメディア芸術分野に貢献のあった方を選出しました。
贈呈式、受賞作品等を紹介する受賞作品展は、平成29（2017）年9月に、東京・初台のNTTインターコミュニ
と東京オペラシティ アートギャラリーを中心に開催します。
ケーション・センター［ICC］

平成29年度［第20回］文化庁メディア芸術祭 大賞受賞作品
左上：アート部門

『Interface I』
メディアインスタレーション

Ralf BAECKER［ドイツ］
右上：エンターテインメント部門

『シン・ゴジラ』
映像作品

庵野 秀明／樋口 真嗣［日本］
© 2016 Ralf Baecker

© 2016 TOHO CO.,LTD.

左下：アニメーション部門

『君の名は。
』

劇場アニメーション

新海 誠［日本］
右下：マンガ部門

『BLUE GIANT』
石塚 真一［日本］

© 2016 TOHO CO., LTD. / CoMix Wave Films Inc. / KADOKAWA CORPORATION /
East Japan Marketing & Communications,Inc. / AMUSE INC. / voque ting co.,ltd. /
Lawson HMV Entertainment, Inc.

© ISHIZUKA Shinichi / SHOGAKUKAN

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・佐藤
Email：jmaf 20 -pr@hilopress.net Tel：03 - 5577- 4792 Fax：03 - 6369 - 3596
〒101- 0047 東京都千代田区内神田1-18 -11- 905

※受付時間：平日10 時〜18 時
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平成 29 年度［第20 回］文化庁メディア芸術祭 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）
募集期間：2016 年 7月7日（木）〜 9 月 9 日（金）65 日間

■応募作品数
アート部門

エンターテインメント部門

インタラクティブアート

202

ゲーム

メディアインスタレーション

256

映像・音響作品

映像作品

660

映像インスタレーション

207

グラフィックアート

701

81
255

空間表現

79

ガジェット

68

ネットアート

83

ウェブ

53

メディアパフォーマンス

95

アプリケーション

32

計

2 , 204

計

アニメーション部門

マンガ部門

劇場アニメーション

単行本で発行されたマンガ
雑誌等に掲載されたマンガ

テレビアニメーション

69

オリジナルビデオアニメーション
短編アニメーション

559
計

568

521

コンピュータや携帯情報端末等で
閲覧可能なマンガ

53

同人誌等の自主制作のマンガ

60

628

計
応募作品総数

634
4,034

■海外からの応募
2 , 249 作品／87ヵ国・地域（昨年度［第 19 回］2 , 216 作品／86ヵ国・地域）
アイルランド、アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、イスラエル、イタリア、イラク、
イラン、
インド、
インドネシア、
ウクライナ、
ウズベキスタン、
英国、
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、
ガーナ、カザフスタン、カナダ、韓国、カンボジア、キプロス、ギリシャ、グアテマラ、ジョージア、グアドループ、クロアチア、
ケニア、コートジボワール、コソボ、コロンビア、サウジアラビア、シリア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スーダン、
スペイン、
スロバキア、
スロベニア、
セルビア、
タイ、
台湾、
中国、
チェコ、
チュニジア、
チリ、
デンマーク、
ドイツ、
ドミニカ共和国、
トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パレスチナ自治政府、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、
フランス、ブルガリア、米国、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、
ボリビア、ポルトガル、香港、マケドニア、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モンテネグロ、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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贈呈式・受賞作品展は 2017年9月に開催予定

贈呈式・受賞作品展は、2017年 9月、NT Tインターコミュニケーション・センター［ ICC ］、東京オペラシティ アートギャラリー
（東京・初台）の2ヶ所の会場で実施を予定しています。

文化庁メディア芸術祭実行委員会
■会長

宮田 亮平（文化庁長官）

■運営委員

青木 保（国立新美術館長）
建畠 晢（多摩美術大学長）
古川 タク（アニメーション作家）

■審査委員
アート部門

アニメーション部門

エンターテインメント部門

マンガ部門

石田 尚志（画家／映像作家／多摩美術大学准教授）
佐藤 守弘（視覚文化研究者／京都精華大学教授）
中ザワ ヒデキ（美術家）
藤本 由紀夫（アーティスト）
森山 朋絵（メディアアートキュレーター／東京都現代美術館学芸員）
遠藤 雅伸（ゲームクリエイター／東京工芸大学教授）
工藤 健志（青森県立美術館学芸員）
佐藤 直樹（アートディレクター／多摩美術大学教授）
東泉 一郎（デザイナー／クリエイティブディレクター）
米光 一成（ゲームデザイナー）

木船 徳光（アニメーション作家／IKIF+代表／東京造形大学教授）
髙橋 良輔（アニメーション監督）
西久保 瑞穂（映像ディレクター）
森野 和馬（映像作家／CGアーティスト）
横田 正夫（医学博士／博士（心理学）／日本大学教授）
犬木 加奈子（マンガ家／大阪芸術大学客員教授）
門倉 紫麻（マンガライター）
古永 真一（文学者／首都大学東京准教授）
松田 洋子（マンガ家）
みなもと 太郎（漫画家／マンガ研究家）

■選考委員
アート部門

田所 淳（クリエイティブ・コーダ―）
西川 美穂子（東京都現代美術館学芸員）
服部 浩之（キュレーター）
福原 志保（アーティスト／研究者／Google ATAP テキスタイル開発兼クリエイティブリード）
藤川 悠（茅ヶ崎市美術館学芸員）
水野 勝仁（甲南女子大学文学部メディア表現学科講師）

■各賞

高い芸術性と創造性を基 準として 、部門ごとに大賞 、優秀賞 、新人賞を選定します 。また、
審査委員会の推薦により、メディア芸術分野に貢献のあった方に対して、功労賞を贈呈します。

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 新人賞 ： 賞状、
トロフィー、副賞 20万円
トロフィー、副賞 30万円 功労賞 ： 賞状、
トロフィー
優秀賞 ： 賞状、
このほか、優れた作品を審査委員会推薦作品として選定します。

昨年度［第19 回］文化庁メディア芸術祭
贈呈式の様子

主催
文化庁メディア芸術祭実行委員会
問合せ先 文化庁メディア芸術祭事務局［ CG-ARTS内］

Email : jmaf@cgarts.or.jp Tel : 03 - 3535 - 3501（受付時間：平日10 時 〜 18時）
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第20 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

作者名［国籍］

大賞

Interface I

Ralf BAECKER［ドイツ］

優秀賞

培養都市 映像インスタレーション

Alter
Jller

メディアインスタレーション

吉原 悠博［日本］
『Alter』
制作チーム
（代表：石黒 浩／池上 高志）
［日本］

メディアパフォーマンス

Benjamin MAUS / Prokop BARTONÍČEK［ドイツ／チェコ］

メディアインスタレーション

The Living Language Project

Ori ELISAR［イスラエル］

あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。

津田 道子［日本］

DCT: SYPHONING. The 1000000th interval.

Rosa MENKMAN［オランダ］

The Wall

Nina KURTELA［クロアチア］

ハイブリッドアート、メディアインスタレーション

新人賞

メディアインスタレーション
映像インスタレーション

大賞
エンター
テインメント部門

優秀賞

写真、書籍

シン・ゴジラ 映像作品

庵野 秀明／樋口 真嗣［日本］

デジタルシャーマン・プロジェクト

市原 えつこ［日本］

NO SALT RESTAURANT

川嵜 鋼平／中野 友彦／中村 裕美／橋本 俊行／
宇田川 和樹／天野 渉［日本］

ロボットアプリケーション

Pokémon GO

ガジェット、プロジェクト

『Pokémon GO』
制作チーム
（代表：野村 達雄）
［日本］

アプリケーション

『Unlimited Corridor』
制作チーム
（代表：松本 啓吾）
［日本］

Unlimited Corridor VRシステム
新人賞

アニメーション
部門

岡崎体育「MUSIC VIDEO」 ミュージックビデオ

岡崎体育／寿司くん［日本］

ObOrO

Ryo Kishi［日本］

キネティックインスタレーション

RADIX | ORGANISM / APPARATUS
プロジェクションマッピングスカルプチャー

Marcel BUECKNER / Tim HEINZE / Richard OECKEL /
Lorenz POTTHAST / Moritz RICHARTZ［ドイツ］

大賞

君の名は。 劇場アニメーション

新海 誠［日本］

優秀賞

映画『聲の形』 劇場アニメーション

山田 尚子［日本］

父を探して 劇場アニメーション

Alê ABREU［ブラジル］

A Love Story

Anushka Kishani NAANAYAKKARA［英国］

短編アニメーション

Among the black waves
新人賞

短編アニメーション

ムーム 短編アニメーション

I Have Dreamed Of You So Much
Rebellious

マンガ部門

堤 大介／ロバート・コンドウ［日本／米国］
短編アニメーション

短編アニメーション

Arturo “Vonno” AMBRIZ / Roy AMBRIZ［メキシコ］

BLUE GIANT

石塚 真一［日本］

優秀賞

総務部総務課山口六平太

高井 研一郎／原作：林 律雄［日本］

未生 ミセン

ユン・テホ／訳：古川 綾子／金 承福［韓国／日本］

有害都市

筒井 哲也［日本］

Sunny

松本 大洋［日本］

応天の門

灰原 薬［日本］

月に吠えらんねえ

清家 雪子［日本］

ヤスミーン

畑 優以［日本］

飯塚 正夫 コンテンツ・マネージャー
梯 郁太郎 電子楽器開発者
髙野 行央 昭和漫画館青虫館長
松武 秀樹 作曲家／編曲家／シンセサイザー・プログラマー
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大賞

新人賞

功労賞

Anna BUDANOVA［ロシア］
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アート部門
大賞

インターフェイス

ワン

Interface I
メディアインスタレーション

Ralf BAECKER［ドイツ］
ラルフ ベッカー

作品概要

192 個の直流モーターを用いて「構造と行動の関
係」を探求するキネティック・インスタレーション。
各モーターは上下一対のペアになり、両者をつな
ぐ糸の綱引きが生じる構造となっている。これら
が水平に並ぶなか、各々をつなぐかたちで赤いゴ
ムバンドが網目状に広がっている。すなわち、す
べての要素がつながり、影響し合うシステムとなっ
ている。モーターのトリガーはガイガー＝ミュラー
計数管で、これらが地球上の予測不能な環境放
射線を感知する。そこから発せられるランダムな
波形によってモーターが個別に駆動し、これらの
相互接続システムが本作を特徴付ける「複雑かつ
突発的な動き」を生成する。作者はこの動きを、
生物学、社会科学、コンピュータ・サイエンス、人
類学から、経済学や政治学に至る、異なる尺度・
●参考 URL

http://www.rlfbckr.org/work/interface-i/

© 2016 Ralf Baecker
Photo: Bresadola+Freese, Drama Berlin

領域に発生しえるものと捉えている。本作は、表
出されるもの自体に、プログラムや指揮系統を介
在させず、結果に関わる決定的役割を与えること
で、プロセスと出力のあいだの差異を消失させた
「インタフェース」である。そのことが、世界の多
様な「構造と行動の関係」について豊かな示唆を
もたらす重要な要素となっている。
贈賞理由
暗闇のなかに赤い糸が蛇のようにぎこちなくう
ねっている。自然環境からの刺激（入力）を受け
たモーターが示すランダムな動きは、それらがお
互いにつなぎ合わせられることによってひとつの
システム─系、制度、機構─を構成する。その結
果として現われるのは、折れ線グラフのようにも、

Ralf BAECKER

［受賞者コメント］

ラルフ ベッカー

20 回の歴史と実績を持つ文化庁メディア芸術祭で、アー

19 世紀の生理学者が撮影した連続写真のように
も見える、秩序だった美である。個々の不作為的

1977年、デュッセルドルフ生まれ。基礎的メカニズムやテク

ト部門大賞を受賞したことを大変光栄に思います。この

で自儘な動きが、システムの複雑な相互作用に

ノロジーが社会に与える影響の研究を行なう。ブレーメン

作品を評価し、選出してくださった審査委員の方々にはと

芸術大学で新技術による実験デザイン分野の教授を務

ても感謝しています。

よって統御される様子は、現代社会や国際経済、

める。

http://www.rlfbckr.org/

『Interface I』は、現代におけるテクノロジーの物理的な

生命体などのメタファーとも受け止められるが、何

存在や複雑なシステム、物質と思考の相互作用についての

よりもデジタル・イメージの構造─コンピュータの

長期にわたる研究と考察の結果です。この作品の背景と

中での複雑な計算と、その結果として表示される

して核となるアイデアは、ノイズを邪魔なものとして捉え
るのではなく、変化と新しい視点を可能にする触媒として

静的で秩序立ったイメージという対照─の可視化

理解するというものです。

を目指したと作者は言う。本作は、世界の表象と

現在私は、今ある技術原理と放棄され忘れられた方法、

ミクロな構造の具象化を機械的なシステム構築に

理論、材料とを結びつけることに挑戦しています。この研
究を、異なる時期や文化にまたがる技術的にハイブリッド
な作品にこれからつなげていきたいと思っています。

よって結びつけた点が、高く評価され、大賞につ
ながった。
（佐藤 守弘）
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エンターテインメント部門
大賞

シン・ゴジラ
映像作品（1 時間 59 分）

庵野 秀明／樋口 真嗣［日本］
ANNO Hideaki / HIGUCHI Shinji

作品概要
特撮映画シリーズ『ゴジラ』の 12 年ぶりとなる最
新作。日本に襲来したゴジラという虚構の巨大生
物に官僚や政治家が立ち向かう群像劇。東京湾
に突如現われた巨大生物に対し、政府による緊急
対策本部の設置、自衛隊への防衛出動命令の発
動など政治的視点を中心に物語は進む。
「現代
日本に初めてゴジラが現われた時、日本人はどう
立ち向かうのか」をテーマに、その社会状況を忠実
に再現し、リアリティを追求した災害シミュレー
ションをドキュメンタリータッチで描いた本作は、
子どもやファミリー向けの作風であった従 来の
『ゴジラ』シリーズに対して異色のアプローチとな
り、特撮や怪獣映画に関心のない層からも注目を
浴びた。本作に登場するゴジラは国内シリーズ初の
フル CG で史上最大となる体長 118.5ｍのスケール
で描かれ、建物を破壊しながら都内を徘徊する姿
●参考 URL

© 2016 TOHO CO.,LTD.

http://shin-godzilla.jp/

は多くの観客を圧倒した。脚本・総監督は、
『新世紀
エヴァンゲリオン』
などを手がけた庵野秀明、監督・
特技監督には樋口真嗣が起用された。キャストは
計 329 人におよび、さらには日本映画では異例の

3 監督・4 班体制、総勢 1,000 人以上のスタッフに
よる大規模撮影となった。
贈賞理由
大ヒットし、しかも映画として評価されるだろう作
品に、エンターテインメント部門の贈賞が必要だ
ろうかという反論もあった。しかし、2016 年を振
り返ったときにまっさきに思い出す作品であり、圧
倒的なパワーを持っている。そのことは、あらゆ
る手を使って記録されるべきだろう。ウェットな
人間ドラマを排し、ガチの本土決戦シミュレーショ
ンとしてブレないつくり。つくりたいエンターテイ
ンメントを信念を貫いて産みだした映像が、大ヒッ
庵野 秀明

［受賞者コメント］

ANNO Hideaki （左）

数あるエンターテインメント作品のなかから栄えある大賞

1960 年、山口県生まれ。株式会社カラー代 表取 締役。
（1998）、
『ヱヴァンゲリヲン
監督 作品に『ラブ & ポップ』

に『シン・ゴジラ』を選んでいただき、ありがとうございま

新劇場版』シリーズなど。

樋口 真嗣

HIGUCHI Shinji （右）

1965 年、東京都生まれ。映画監督・特技監督。監督作品
『日本沈没』
（2006）、
『のぼう
に『ローレライ』
（2005）、
『進撃の巨人 前後編』
（2015）など。
の城』
（2012）、

す。12 年ぶりに日本で製作されたゴジラ映画であった本

のが、ここから変わっていくのではないか。アニ
メーションや特撮資料のアーカイブ化の推進にも

作でしたが、
「特撮映画」
「怪獣映画」にとことん真剣に取

つながっていく未来を想像し、希望を抱く。庵野秀

り組んだその先に、ジャンルの枠にとらわれず、
「映画」と

明総監督や樋口真嗣監督、尾上克郎准監督を頭と

して多くのお客様に楽しんでいただけるものにしたいとい
うのが我々製作陣の願いでした。今回いただいた評価は、

して、日本の特撮やアニメーション、実写のスタッ

その思いが多くの皆様に届いた結果なのではないかと

フと技術が集結した鮮烈な映像作品は、作品制作

思っています。本当に嬉しいです。

現場における思考停止およびルーティン化してい

これからもゴジラは皆さんに驚きと喜びを提供できるよう、
進化し続けていきたいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。
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トになったことも嬉しい。邦画のつくりかたそのも

た部分を破壊し、新しいステージに進んだ。その
記念碑としても、大賞にふさわしい。
（米光 一成）
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アニメーション部門
大賞

君の名は。

劇場アニメーション（1 時間 47 分）

新海 誠［日本］
SHINKAI Makoto

作品概要
（2007）や『言の葉の庭』
『秒速 5 センチメートル』
（2013）など、意欲的な作品を数多くつくり出して
きた作者による劇場用長編アニメーション作品。
山深い田舎町の女子高生・宮水三葉は、ある日、
自分が東京の男子高校生になる夢を見る。一方、
東京で暮らす男子高校生・立花瀧も、山奥の町で
自分が女子高生になっている夢を見る。繰り返さ
れる不思議な夢と抜け落ちた記憶や時間から、三
葉と瀧は自分たちが夢のなかで入れ替わっている
ことに気づく。2 人は戸惑いながらも現実を少し
ずつ受け止め、互いに残したメモを通し、ケンカを
しながらも状況を乗り切っていく。千年に一度の
彗星来訪という出来事を舞台に、少女と少年がお
互いを知り、求めあう恋と奇跡の物語。世界の違
う 2 人の隔たりとつながりから生まれる「距離」の
ドラマを、圧倒的な映像美とスケールで描き出し
ている。作者による緻密なロケーション設定とそ
れを支える確かな風景描写に、世界観を持った音
楽が加わることで、ファンタジックな物語をより
強いリアリティとともに表現している。
●参考 URL
http://www.kiminona.com/

© 2016 TOHO CO., LTD. / CoMix Wave Films Inc. / KADOKAWA
CORPORATION / East Japan Marketing & Communications, Inc. / AMUSE INC. /
voque ting co., ltd. / Lawson HMV Entertainment, Inc.

贈賞理由
アニメーションは、時間の流れの一方向性や 3 次
元空間の距離を容易く飛び越える。その飛び越
えが、快感にまで高められるのは、容易くはない
だろう。
『君の名は。』はそこを見事に成し遂げて
いる。過去にさかのぼり、山頂から麓までを一瞬
のあいだに駆け降りてしまうといった奇跡を見せ、
感動をもたらす。それはアニメーションされる動
きの典型に支えられていよう。また異性の身体に
入るという体験は本来ならばとてつもない違和感
をもつであろうが、むしろその体験を楽しんでしま
う大らかさがある。こころが、違った外観を身につ
けることに、違和感をもたない現代社会、あるい
はむしろそうした外観を積極的に身につけること

新海 誠
SHINKAI Makoto

［受賞者コメント］
素晴らしい賞をいただきましたことを、スタッフを代表して

で新鮮な喜びを発見する現代社会の在り方が見
通せる。さらにはこころの出会いを、メディアを媒

1973 年、長野県生まれ、アニメーション監督。2002 年、

お礼申し上げます。
『君の名は。』はその制作の過程におい

介することの繰り返しで成し遂げる様相は、現代

短編作品『ほしのこえ』でデビュー。オリジナルの劇場用

ても、観客からの受容の過程においても、とてもたくさん

映画のほか、CM や PV 等の短編映像等を手がける。

のことをぼくたちに教えてくれました。いただいたものを

人の願望の表われなのであろう。アニメーション

次の世代の観客にお返しするべく、スタッフ一同立ち止ま
らずに次回作にまい進したいと思います。

が現代人のこころの象徴となったことを高く評価
したい。
（横田 正夫）
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マンガ部門
大賞
ブルー

ジャイアント

BLUE GIANT
石塚 真一［日本］
ISHIZUKA Shinichi

作品概要

みやもとだい

ジャズに魅せられた少年・宮本大が一流のジャズ
プレイヤーを目指す「青春ジャズ成長譚」。仙台に
住む大はバスケ部に所属していた中学の時、友人
に連れられて見たジャズの生演奏に心打たれ、ひ
とりサックスの練習を始める。楽譜は読めず、ス
タンダードナンバーも知らない。ただまっすぐ突き
進み、雨の日も猛暑の日も広瀬 川の川原で毎日
サックスを吹き続ける大の演奏に、徐々に人々は
惹かれていく。高校卒業と同時に、大は「絶対に
オレは世界一のジャズプレイヤーに、なる」という
決意を持ち上京する。同年代で非凡な才能をもつ
さ わ べ ゆきのり

ピアニスト沢辺雪祈、大の同級生で 2 人に追いつ
た ま だ しゅんじ

くために猛練習を重ねるドラムの玉田俊二ととも
にトリオ「JASS」を結成した大は、互いに切磋琢
磨しながら必死に演奏し、有名バンドの前座とし
て大舞台に立つなど反響も日に日に大きくなって
いく。彼らのライブに足を運ぶ客の数も増えてい
くが、雪祈のもとに思わぬオファーが舞いこんだ
ことをきっかけに、トリオは新たな局面を迎える。
『ビッグコミック』
（小学館）
連載開始：2013 年 5 月 25 日発売号
連載終了：2016 年 8 月 25 日発売号

© ISHIZUKA Shinichi / SHOGAKUKAN

『岳─みんなの山─』で知られる作者の迫力溢れ
る筆致により紙面上で音が鳴っているように感じ
られる意欲的作品。
贈賞理由
荒削りながら得体の知れない迫力で周囲を圧倒
する主人公のように、本作は JAZZ を知る人も知
らない人もぐいぐい惹きつけて大賞に輝いた。だ
が作品自体はけっして荒削りではなく、外連味の
ない魅力が用意周到に発揮されている。音が出な
いというマンガの性質を逆手にとった即興演奏の

画・担当編集

石塚 真一

描写がその一例である。爆発した情熱が音楽とし
［受賞者コメント］

ISHIZUKA Shinichi

栄誉ある賞をいただけたことを心から嬉しく思います。

1971 年、茨城県生まれ。中学生時代はブラスバンド部に
所属し、大学生のときはバンドをやっていた。22 歳から
27 歳まで米国に留学し、ロッククライミングや気象につ
いて学び、帰国後、会社員を経て 28 歳のときにマンガ家に
転身。
『岳─みんなの山─』
（小学館、2003）でデビュー。
（小 学 館）の 連 載 を 開 始 し、
2013 年『BLUE GIANT』
2016 年 に 完 結。現 在 は「ビッグコミック」にて『BLUE
（小学館）を連載中。
GIANT SUPREME』

この度の賞をいただけたのは、作り手側と読み手のすべて
の想いがあってのことだと強く感じております。
『BLUE GIANT』は、描く前の段階から今日まで一話一話
多くの人々に支えられて成り立っている作品です。
担当編集者を筆頭に、アドバイスをくれるミュージシャン、

止のやりとり、その現場に立ち会った聴衆との交
感は、この作品の白眉である。これが歌詞のある
音楽や、あるいは漫才や落語のような言葉を操る
表現をテーマにした作品だったら、ここまでテン

作画スタッフ、営業販売のスタッフ、POP メッセージや特

ポよく描いて読者を感動させるのは難しいのでは

設コーナーを忙しい時間を割いて設けてくださる書店員

ないか。また、己の才能と現実の壁、人との出会

の方々、そして、
『BLUE GIANT』を「おもしろい！」と手
にとって読んでくれる読者の皆様、本当にありがとうござ
います。
『BLUE GIANT』の物語はこれからも続きます。というよ
りも、物語はこれからが勝負だと思います。素晴らしい賞
をいただけたことを励みにこれからも頑張ります。
この度は本当にありがとうございました。
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て輝く奇跡のような瞬間、メンバー同士の丁々発

いや相克という普遍的かつリアルなテーマも、魅
力的なキャラクターを一人ひとり丁寧に描くこと
で、読者の胸を打つ作品へと結実させており、本
年度の大賞にふさわしい作品であると判断した。
（古永 真一）
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功労賞

飯塚 正夫
IIZUKA Masao

コンテンツ・マネージャー

プロフィール
1941 年、東京都生まれ。63 年、株式会社虫プロダクション入社。
日本初の連続テレビアニメーション『鉄腕アトム』で、手塚治虫が
考案したバンクシステムの運用を担当し、改定や体系化を行なうな
ど制作状況の改善に寄与。また、映像フィルムの原版をはじめとす
る作品の制作資料や参考図書を収集整理し、資料図書室化を実
現。74 年、株式会社創映社の企画・資料・広報の素材作成を担う。

77 年、サンライズスタジオ（現・株式会社サンライズ）の創設者た

電子楽器開発者

させ、今に至るアニメーション文化の醸成と発展に大いに

立し、後継の育成に尽力する。晩年は、資料のデジタルデータ化の

尽くした。アニメーションに関わる出版事業、各種展覧会

ファイルシステムを導入するなど業務改善に貢献。2001年に退社、

運営などで氏のお世話にならなかった人はいないのでは

隠退。

なかろうか。
（髙橋 良輔）

プロフィール
1930 年、大阪府生まれ。独学で腕時計の構造を学び、47 年、16
歳でかけはし時計店を起業。その後、54 年、カケハシ無線
（電器店）
を開業。60 年、28 歳の時に趣味であった電子楽器の製作に本格

贈賞理由
私たちは、何をつくるにしても、道具の機能に則り、また
その限界に支配されている。音楽においても、太古の打

的に取り組むため、電子楽器製造のエース電子工業株式会社を設

楽器の時代より人々は楽器からインスピレーションを受

立。72 年、自ら設立したエース電子工業を退社し、同年にローラン

け、表現を生み出してきた。電子楽器の世界において、梯

ド株式会社を設立。83 年、電子音楽の世界共通規格 MIDI の制定

郁太郎はその初期より製作を続け、その時代の最新の道

により、91 年、バークリー 音 楽 大 学 から、名 誉 博 士 号 を授 与、

具と手段を提供してきた。それはまた、音を創りたい人々

2000 年にはハリウッドにあるロック・ウォークに手形を残し殿堂
入りした。13 年には、楽器・映像機器メーカー ATV 株式会社を新

への機会の創出でもあった。さらに、電子楽器間の世界
共通インターフェイス規格、MIDI（Musical Instrument

ミー・アワードを受賞した。15 年、ATV として最初の製品エレクト

Digital Interface）の制定に主導的立場で貢献した。現

ロニックドラム「aD 5」を発表。また、16 年には、エレクトロオーガ

在のオープンな音楽制作の環境はその基盤の延長上にあ

ニック・パーカッション「aFrame」を発表し、常に革新的な楽器を
世に送り出している。

昭和漫画館青虫館長

した。その後、株式会社サンライズが制作を始めると「資
料室」を立ち上げ、作品の諸資料を整理管理し、独立プロ
た。さらにはテレビアニメーション界の広報活動を活発化

たに設 立。同年、個人としては初の受 賞となるテクニカル・グラ

TAKANO Yukio

クシステム」を考案、厳しい制作状況の克服に大いに寄与

ダクションの最大財産ともいえる作品の版権監修を担っ

に貢献。長年にわたり電子楽器の発展、普及に努めた多大な功績

髙野 行央

ズのアニメーションを制作した折、手塚治虫とともに「バン

独立プロダクションにとって最大の財産である、版権の商品化や出
提供のために資料室を開設。のちには企画・版権・資料の業務を分

KAKEHASHI Ikutaro

株式会社虫プロダクションが日本初の 30 分テレビシリー

ちとともに『機動戦士ガンダム』などの企画立案に携わる。また、
版を提案し監修にあたる。同社においても、広報への資料素材の

梯 郁太郎

贈賞理由

プロフィール
1949 年、神奈川県生まれ。20 代後半、小学生の時に夢中になっ
た 50 年代の懐かしい漫画本を偶然古書店で発見したことがきっ
かけで、都内や横浜を中心に、古本屋や古書市、古書店目録で、昔
の漫画本を集めるようになる。現在までに蒐集したその蔵書数は、

3 万冊をはるかに超える。2005 年、56 歳の時、初めて生まれ育っ
た横浜を離れ、福島県只見町に単身で移り住む。1955 年に建て
られ、廃屋となっていた元教会兼保育園を修繕して再生し、50 年
代から 65 年頃の貸本漫画を中心に、赤本、絶版漫画など約 2 万
冊を集めた「昭和漫画館青虫」を 2006 年 4 月に開設し、現在に至
る。この「昭和漫画館青虫」は、髙野の強い思い入れから、閉架式
でなく、開架式にこだわって並べているため、人口が極端に少なく
豪雪地帯でもあるこの地が選ばれている。

るとも言え、その功績はきわめて大きい。
（東泉 一郎）

贈賞理由

2006 年、福島県只見町に単身移り、閉鎖された木造の
教会（兼 保育園）を借りて、1950 年代の貸本をはじめ、
東京、京都のマンガ図書館でも目にできない「集英社おも
しろ漫画文庫」など、貴重な漫画本を並べた私設漫画館
「青虫」をオープンした髙野は、豪雪地のため冬季は閉館
せざるをえない只見の地で、何の援助もなく運営努力を
続けること10 年余。今では泊りがけで閲覧する熱心なマ
ンガ研究者も多い。また、福島県の復興運動を続けるマ
ンガ家、永野のりこと協力したワークショップの開催など
の活動にも取り組み、今回の功労賞に最もふさわしい人物
である。
（みなもと 太郎）

松武 秀樹
MATSUTAKE Hideki

作曲家／編曲家／

シンセサイザー・プログラマー

プロフィール
1951 年、神奈川県生まれ。70 年の大阪万博で「スイッチト・オン・
バッハ」
（1968）を聴き、シンセサイザーの音色や自動演奏に興味
を持つ。71 年、冨田勲のマネージメント会社インターパックに入社

贈賞理由
松武による先駆的な活動は、モーグ・シンセサイザー・プ
ログラマーの第一人者として展 開したユニット LOGIC

し、アシスタントとしてモーグ・シンセサイザーによる音楽制作に従

SYSTEM や自らの作品群のみにとどまらない。故・冨田

事。74 年、音楽制作会社エム・エー・シーを設立し独立。78 – 82

勲のアシスタントとして音楽制作に従事し、大型シンセサ

年にかけて YELLOW MAGIC ORCHESTRA のスタジオ録音、
国内外ツアーにシンセサイザー・プログラマーとして参加する一方、
数々のアーティストのレコーディングに関わり、シンセサイザー・サ
ウンドを世に広く普及させた。81 年には自己のユニット LOGIC

SYSTEM を結成し、これまでに 15 枚のアルバムを国内外で発表。

8 8 年 A K I H A B A R A E L E C T R I C C I R C U S 、9 3 年 B E AT

イザーを操り YELLOW MAGIC ORCHESTRA の世界
ツアーに同行し、矢野顕子、BOØWY、松任谷由実ら多
数のアルバムに参加、無数のロック、ポップス、CM・アニ
メーション・特撮番組の名作音楽を支え成立させた、カタ

MUSIK を結成。95 年阪神・淡路大震災の復興支援チャリティユ

リスト＝触媒的な人物像も併せて非常に高く評価された。

ニット WITH YOU、2011 年東日本大震災では Guitar Man のイ

また、チャリティや後続育成への多大な貢献も特筆すべき

ベントに協力ミュージシャンとして参加。15 年に著書『松武秀樹と
シンセサイザー』
（DU BOOKS）、17 年に活動 45 周年を記念する

である。
（森山 朋絵）

CD BOX SET『ロジック・クロニクル』を発表した。
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＜広報画像のご使用にあたって＞
※広報画像のご使用は
「第 20 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。
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