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CG-ARTS 協会（東京都中央区 理事長：岩木肇）は、1,173 作品の応募のなかから「第 15 回学生 

CG コンテスト」の受賞 27 作品を決定いたしました。

静止画部門の最優秀賞は、高校 2 年生 市川航也（いちかわこうや）さんの『進化の想像』が受賞。歴

史的な彫刻や土器の文様をモチーフとして、人の進化とそれぞれの時代の世界を描き出したコンセプ

チャルな作品です。過去最年少での最優秀賞受賞となります。

動画部門は上甲トモヨシ（じょうこうともよし）さんの『Lizard Planet』。水を抱きしめるトカゲを

地球にたとえ、約 2,000 枚の手描きによるアニメーションで表現した作品です。

インタラクティブ部門は、山口崇洋（やまぐちたかひろ）さんの『Urbanized Typeface : 

Shibuya08-09』。渋谷の街を GPS で位置計測しながら自転車を走らせ、その軌跡として渋谷の上

に巨大なアルファベット 26 文字を描いた作品です。作者の視点で撮影された映像によって実際に走

破した様子をリアリティを持って追体験できます。

CG-ARTS 協会は、若い才能の発掘と発表の場を提供するために 1995 年から学生 CG コンテスト

を毎年開催し、CG という枠組みにとらわれずデジタル技術を用いた新しい表現を評価しており、今

年で 15 回を迎えます。この機に賞の枠組みを見直し、新たに CG を駆使した娯楽性の高い作品を評

価するエンターテインメント賞、今後の活躍が期待される作者の作品に与える奨励賞を設けています。

時代を担う才能の更なる広がりを感じていただける受賞作品展は、2010 年 2 月 3 日から 14 日まで、 

国立新美術館（東京・六本木 ) にて文化庁メディア芸術祭の協賛事業として開催します ( 昨年度来場

者数は 5 万 5 千名 )。

今年の特徴

・静止画部門最優秀賞は過去最年少高校 2 年生が受賞 

・新設のエンターテインメント賞は、ゲームやソフトウェアなど独創的な作品が受賞

・応募作品数が、昨年の 1,017 作品から今年は 1,173 作品に増加（対前年 115％）

                                                     

  静止画部門の最優秀賞は、 過去最年少高校 2 年生が受賞。

報道関係者各位

この件に関する問合せ先

2009 年 11 月 20 日

多彩な受賞作品がＷｅｂサイトでご覧いただけます。

第15回学生CGコンテスト受賞作品発表！



最優秀賞  （各部門より 1 名）

静止画部門　

『進化の想像』　
市川 航也（神奈川県立相模大野高等学校 普通科 2 年）

[ 講評 ] 提出されたプリントを見た瞬間に作者の繊細な感

覚が伝わってきた。制作意図やコンセプトを読んで納得。

そして年齢を見てビックリした。単にツールに慣れてい

るなどというレベルを越えた繊細な仕事は、作品に向か

う作者の態度の現れであり好感が持てる。静止画部門へ

の応募者に共通して言えることは、提出プリントの質を

考えて欲しい。この点でもこの作品は賞に値するクオリ

ティーを持っていた。

動画部門 

『Lizard Planet』
上甲 トモヨシ（東京工芸大学大学院 芸術学研究科メディ
アアート専攻 2009 年卒業）

[ 講評 ]2,000 枚を越えるセル画をもとに制作された、手

描きアニメーション作品。惑星を抱きしめるトカゲのキャ

ラクターが秀逸。ミニマルに始まる画面が後半、世界の

創生を感じさせる展開に発展していく演出もすばらしい。

見終わっても、いつまでも心に残るのは作者の思いとそ

れを成立させている技術がともにすばらしいことの証明

であろう。

インタラクティブ部門

『Urbanized Typeface : Shibuya08-09』
山口 崇洋 （多摩美術大学大学院 博士前期課程 デザイン専攻 
2009 年卒業）

[ 講評 ]GPS で位置計測しながら自転車に乗り、その軌跡

として渋谷の上に巨大なアルファベット 26 文字を描い

た本作品は、インスタレーションと Web 上で配布される

フォントデータからなる。単に軌跡をプロットするにと

どまらず、作者の視点で撮影された連続写真によって実

際に走破した様子を第三者がリアリティを持って追体験

できる点がすばらしい。現代版のランドアートとも言え

る作品である。



受賞作品一覧
                      　　　　　（賞別に作品名五十音順）

静止画部門受賞者一覧

賞名 作品名 作者名 作者名英語 共同制作者名 学校　学部名　学科名　学年 出身地 ジャンル

最優秀賞 進化の想像 市川 航也 ICHIKAWA Kouya
神奈川県立相模大野高等学校 普

通科 2 年
神奈川県 グラフィック

優秀賞 //// 赤瀬 愛美 AKASE Megumi
福岡デザイン専門学校 CG・モーショ

ングラフィックス専攻 2 年
福岡県 グラフィック

優秀賞 カタスギズヤワスギズ 後藤 堅太郎 GOTO Kentaro
福岡デザイン専門学校 CG・モーショ

ングラフィックス専攻 2 年
福岡県 グラフィック

優秀賞 四神 吉田 三沙子 YOSHIDA Misako
九州大学大学院 芸術工学府芸術

工学専攻 1 年
福岡県 グラフィック

優秀賞 和三色 石橋 佳奈 ISHIBASHI Kana
多摩美術大学 情報デザイン学科 3

年
東京都 グラフィック

エンターテインメント賞 三十三間堂にて！ 白井 秀憲 SHIRAI Hidenori
WAO クリエイティブカレッジ　3DCG ・

映像デザイナー本科
香川県 グラフィック

エンターテインメント賞 ビッグリンゴ ・ ノリユキ 大竹 広志 OHTAKE Hiroshi
WAO クリエイティブカレッジ 3DCG ・

映像デザイナー専科
東京都 グラフィック

奨励賞 空想 吉谷 拓真 Takuma YOSHITANI

独立行政法人国立高等専門学校機

構 明石高等専門学校 電気情報工

学科 2 年

兵庫県 グラフィック

奨励賞 団地 坂本 将太郎 SAKAMOTO Shotaro
日本工学院八王子専門学校 クリエ

イティブラボラトリー科 2 年
神奈川県 グラフィック

動画部門受賞者一覧

賞名 作品名 作者名 作者名英語 共同制作者名 学校　学部名　学科名　学年 出身地 ジャンル

最優秀賞 Lizard Planet 上甲 トモヨシ JOKO Tomoyoshi
東京工芸大学大学院 芸術学研究

科メディアアート専攻 2009 年卒業
東京都

手描きアニ

メーション

優秀賞 アトミック ・ ワールド 今津 良樹 IMAZU Yoshiki
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン

学科 2009 年卒業
東京都

手描きアニ

メーション

優秀賞 中学星 chu-gakusei 清水 誠一郎 SHIMIZU Seiichiro
DAdDY WALK 

AROUND　（楽曲提供）

静岡文化芸術大学大学院 デザイン

研究科 2009 年卒業
愛知県

CG アニメー

ション

優秀賞 ひとりだけの部屋 野山 映 NOYAMA Akira
デジタルハリウッド 総合 Pro コース 

CG クリエイター専攻 2009 年卒業
神奈川

CG アニメー

ション

優秀賞
向ヶ丘千里はただ見つめていたの

だった
植草 航 UEKUSA Wataru

東京工芸大学 芸術学部アニメー

ション学科 2009 年卒業
千葉県

手描きアニ

メーション

エンターテインメント賞 Express Yourself 小山 久美子 KOYAMA Kumiko
デジタルハリウッド 本科 CG ・ 映像

クリエイティブ専攻 2009 年卒業
神奈川

CG アニメー

ション

エンターテインメント賞 輝きの川 大桃 洋祐 OOMOMO Yousuke
東京藝術大学 大学院美術研究科

デザイン専攻 1 年
東京都

手描きアニ

メーション

奨励賞 HANDS 中川 真理子 NAKAGAWA Mariko高橋 圭、 福士 亮平
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン

学科 3 年
東京都 実写合成

奨励賞 NEO ANTIQUE 石川 真綾 ISHIKAWA Maya 東邦高等学校 美術科 2 年 愛知県
CG アニメー

ション

インタラクティブ部門受賞者一覧

賞名 作品名 作者名 作者名英語 共同制作者名 学校　学部名　学科名　学年 出身地 ジャンル

最優秀賞
Urbanized Typeface : 

Shibuya08-09
山口 崇洋

YAMAGUCHI 

Takahiro

多摩美術大学大学院 博士前期課

程 デザイン専攻 2009 年卒業
東京都

インスタレー

ション

優秀賞 Jamming Gear 菅野 創 KANNO So 西郷 憲一郎
情報科学芸術大学院大学 メディア

表現研究科 2009 年卒業
岐阜県

インタラク

ティブ

優秀賞 Pyro Directory 小澤 太一 OZAWA Taichi
東京工芸大学 芸術学部 メディア

アート表現学科 3 年
東京都 アプリ

優秀賞 Rokuro-2 加藤 良将 KATO Yoshimasa
中京大学大学院 情報科学研究科メ

ディア科学専攻博士後期課程 3 年
愛知県

インスタレー

ション

優秀賞 Spider Hero 石橋 賢 ISHIBASHI Ken

Toni Da Luz、 Remy 

Eynard、 北 直樹、 姜 

南、 瀬木 宏、 寺田 圭

祐、 藤田 恭平

北陸先端科学技術大学院大学 知

識科学研究科 1 年
石川県

インタラク

ティブ

エンターテインメント賞 NEO AQUARIUM - 甲殻王 - 大貫 真史 OHNUKI Masafumi
九州大学 芸術工学府 芸術工学専

攻　CCD コース 1 年
福岡県 ゲーム

エンターテインメント賞 キラキラデコレーション 久保田 菜月 KUBOTA Natsuki
田崎 歩美、熊代 由季、

佐藤 愛美、 山内 ゆみ

真岡コンピュータカレッジ OA システ

ム科 2009 年卒業
栃木県 Web

奨励賞 a daily life 木下 奈緒 KINOSHITA Nao
埼玉県立芸術総合高等学校 映像

芸術科 3 年
埼玉県

Flash ムー

ビー

奨励賞 家電動物 栗林 麻美
KURIBAYASHI 

Asami

芸術総合高等学校 映像芸術科 3

年
埼玉県

Flash ムー

ビー

＊この他、 最終ノミネート作品の中から CG-ARTS 協会が実施する検定に合格している方に贈呈する CG-ARTS 推薦賞を Web サイトにてご紹介しています。



第 15 回学生ＣＧコンテスト　実施概要

■主催

■審査委員会

（敬称略・50 音順）

■審査基準

■応募期間

■応募資格

■応募作品数

■各賞

■賞品

■会場

■受賞作品展

■展示内容

■入場料

＊表彰式は、会期中に開催予定しています。

＊受賞者への個別取材、表彰式や作品展への取材は随時お受けしておりますので、広報までご一報ください。

表彰式 ・ 受賞作品展

CG-ARTS 協会（財団法人 画像情報教育振興協会）

原田 大三郎（審査委員長・多摩美術大学教授）

内田 まほろ（キュレイター）

笠井 修二（クリエイティブディレクター）

クワクボリョウタ（メディア・アーティスト）

豊嶋 勇作（CG プロデューサー）

畠山 直哉（写真家）

山﨑 吉広（株式会社フジテレビジョン ライツ開発局コンテンツ事業部副部長）

山路 和紀（株式会社プレミアムエージェンシー代表取締役社長）　　　　　　　　

アート・デザイン・エンターテインメント・工業分野など、ジャンルは不問。制作過

程の論理性・技術力・審美性・オリジナリティなどから、いかに新しい表現を追求し

ているかを評価します。

2009 年 7 月 3 日（金）～ 9 月 15 日（火）必着 　応募料無料

学生であること。社会人学生や 2009 年 3 月に卒業された方の卒業制作作品なども対

象となります。

 

静止画部門  641 作品 

動画部門  407 作品 

インタラクティブ部門 125 作品 　　　　　　合計     1,173 作品 

各部門ごとに最優秀賞 1 作品、優秀賞 4 作品、エンターテインメント賞 2 作品、

奨励賞 2 作品、計 27 作品

賞品： デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、周辺機器等  

* 提供：キヤノンマーケティングジャパン株式会社、日本 AMD 株式会社

国立新美術館（東京・六本木）

2010 年 2 月 3 日（水）～ 2 月 14 日（日）　

※文化庁メディア芸術祭協賛事業として同時開催。

受賞作品を中心とした作品展示と上映

無料



CG-ARTS 協会 （財団法人 画像情報教育振興協会） について

□会員企業

＜理事会員＞株式会社 NTT データ／キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／株式会社電通／日本 SGI 株式会

社／日本電気株式会社／株式会社博報堂

＜会員＞株式会社インプレスジャパン／株式会社ウチダ人材開発センタ／オートデスク株式会社／株式会社大林組／キヤノン IT ソ

リューションズ株式会社／キヤノンシステムアンドサポート株式会社／キヤノンソフトウェア株式会社／ 株式会社クリエイティブ・

コミュニティサービス／株式会社クリエイティブ・21 ／株式会社資生堂／株式会社シュガーカンパニー／新日鉄ソリューションズ株

式会社／ソフトバンク クリエイティブ株式会社／株式会社ソフト流通センター／大日本印刷株式会社／株式会社丹青社／株式会社テ

レビ朝日／株式会社テレビ東京／株式会社電通テック／株式会社東京放送／凸版印刷株式会社／株式会社日経 BP ／株式会社日交／日

興美術株式会社／日本テレビ放送網株式会社／株式会社ビーエス朝日／株式会社フォーラムエイト／株式会社フジテレビジョン／株式

会社プレシーズ／株式会社プレミアムエージェンシー／株式会社プロネット／ 株式会社メンバーズ／株式会社ライトパブリシティ／

株式会社レイ （50 音順　2009 年 11 月現在）

CG-ARTS協会は1992年に設立した文部科学省から設立認可を受けた財団で、主にCG分野における『人材育成』

と『文化振興』を行っています。主な事業内容は以下の通りです。

■カリキュラムの編纂と教材の開発

■ 5 つの検定試験の実施

　CG クリエイター検定／ Web デザイナー検定／ CG エンジニア検定／

　画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

■教育環境の整備・普及と指導者の養成

■学生 CG コンテストの主催

■文化庁メディア芸術祭の主催

■文化庁メディア芸術プラザの企画運営


