
  CG-ARTS 協会  [ 報道関係 ] 広報　篠原、千葉 　[ 一般 ] 学生 CG コンテスト事務局     
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CG-ARTS 協会（財団法人 画像情報教育振興協会��東京都中央区 理事長：�����、�����、��、1,221 作品の

応募の����の����「第 16 回学生 CG コンテスト」の�� 28 作品������������ 28 作品��������������������今年も学生�ち

の若�力�感じる質の高�作品が集�り����

静止画部門の�����、高���（���� �����の��a���st��の�����、高���（���� �����の��a���st���、高���（���� �����の��a���st��、高���（���� �����の��a���st����の��a���st��CG と手作業��生み出�れ��

9 点���る�の作品�の作品に�、、��ざ����に�れ、���、����人��ちが��れ��������に�れ、���、����人��ちが��れ�����が��れ�����観

る者�引き込む強�力�持っ�作品で��

動画部門�若井麻奈美（��� ������の�SA��A�U���でも�でも��������と�（��� ������の�SA��A�U���でも�でも��������と���の�SA��A�U���でも�でも��������と�������と�

う�����の�点で��、������感と�出で����作品で�������の�点で��、������感と�出で����作品で�����の�点で��、������感と�出で����作品で��

�ン�ラクティブ部門�、須� じゃ��（ス�� ��ラ����の��ス�������「�����」（ス�� ��ラ����の��ス�������「�����」��の��ス�������「�����」「�����」

と�う古典��遊び�デ��ル技術�駆使��、��に新����と��よみが��せ�ポップでコ�

�ル�作品で��

CG-ARTS 協会�、若���の��と��の�����る��に 1995 年��協会�、若���の��と��の�����る��に 1995 年��若���の��と��の�����る��に 1995 年��に 1995 年��1995 年��学生 CG コンテスト��

毎年開催�、CG と�う��みにと��れ�デ��ル技術����新����������り、今年で�、CG と�う��みにと��れ�デ��ル技術����新����������り、今年でCG と�う��みにと��れ�デ��ル技術����新����������り、今年で今年で

16 回�迎����

次代�担う��の�想像力�と�勇���感じ���だける��作品��、2011 年 2 � 2 �����作品��、2011 年 2 � 2 ���

13 ��で、 国立新美術館（東京・六本� ) に�文化庁メディア芸術祭の協賛事業と��開催��� ( ��

年度来�者数�約 6 万 3 千名 )�)�

                                                     

  " 想像力 " と " 勇気 " 溢れる作品の数々。 次代を担う才能に期待。

報道関係者各位

この件に関する問合せ先

2010 年 12 月 16 日

Ｗｅｂサ�トで�多彩���作品が画像や映像でご覧��だけ���

第16回学生CGコンテスト受賞作品発表！

今年で学生 CG コンテストも無事に 16 回�迎�る�とができ����

出品����だ��学生諸君と指導���だ�っ�先生方、及びス�ッフの方々に�礼�申�上げ���数��意味での、ある

節目�越��今回、み���が私�ちに見せ��れ�の�、我々の心配�吹き飛ば�質の高�作品の数々で����べ�の部門

がツ�ルと��のデ��ル技術�駆使�、そ��料理�それぞれの���追����る�そ�に�何�と閉塞感の強��今の�

本の状況�打破�る�とができる若�想像力と力�感じ���と�に今回の動画部門の質の高��、ア�トアニメ��ョンの世

界に����本が世界のトップクラスである�と�如実に証明������

��、み���の作品（想像力 + 勇����け取っ�私�ち�、その思�に対��何�返��とができるの�？�々�問�答で

あり���微�に見�るの�、tw�tter や Ustream に見�れる、��ゆるソ���ルメディアと呼ばれる新��ネット��ク

の世界��のソ���ルメディアが示�開�れ�世界�、Groove 感のある新��人々のうねり�つ�り出�力�持っ�����

��ばその力�使っ�、単にトロフィ��渡�だけで���、一人のクリ����と����後も活動��

���とができるレ�ベル？フィ�ル�？��造�る�と�でき��の�？物事に�変�っ���部分と変�

っ������部分があるの�事実で�����プ�る部分����プ�、トランスフォ�ム�許�れる部分�

積極�トランスフォ�ム�、世界と同期�����変化�る�とに�勇�が必要で�����皆��が見せ�

�れ�勇�に答�るに�、我々も勇��持��ければ答��れ�せ���々夢想で�が、それ��ば���

宝物の”あり�”�知っ���っ����ので��　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査委員長　原�大三郎（多摩美術大学教授�

 

 審査総�



最優秀賞  （各部門より 1 名）

静止画部門　

��a���st�　�a���st�　�　
高� ��（多摩美術大学 美術学部
情報デザ�ン学科情報芸術コ�ス 4 年�

[ �� ] �の 9 点���る作品に��代�会のある���� ] �の 9 点���る作品に��代�会のある��] �の 9 点���る作品に��代�会のある��

が��れ��る���ざ����に�れ、���、��

��人��ち�戦略に踊��れ、感覚�麻痺�せ�れ�

我々の姿が��れ��る�人、物、広告、乗り物や食品、

�べ�が同等の情報で接合�れ�一つの�象のようにフ

ラット���が�れ��る�その CG と手作業��生み

出�れ�質感も合��り、観る者�引き込む強�力�持っ

��る�グラフィックアプリケ��ョンが基本��道具

と�っ�事で今後の美術��の新��可�性�示���

る作品だとも��る�

動画部門 

�SA��A�U�SA��A�U��
若井 麻奈美（多摩美術大学（多摩美術大学 
絵画学科 油画専攻 3 年�

[ �� ] 見��っ�後、審査員�員が�っ���っ����� ] 見��っ�後、審査員�員が�っ���っ���] 見��っ�後、審査員�員が�っ���っ���

員が�うと�うの��ば����とだ�そ��その��

�作者の�特の�想や�出によるものであり、コ����

ル�世界で�々流れ��る��と�異質�もの����

難解���で����だれもが思���っ���う知�

�良質���で��もちろ�技術��部分も確��もの

があり、�出家と��の作者の力量�強�感じる�と�

にラスト�ットの�ットアウト��逸�今後の活動に期

待�る� 

�ン�ラクティブ部門

��ス������
須� じゃ�� （情報科学芸術大学院大学 
メディア��研究科 2 年�

[ �� ] ��アレスネット��ク�会に�ける情報の�造�� ] ��アレスネット��ク�会に�ける情報の�造] ��アレスネット��ク�会に�ける情報の�造

�、従来の物理��で�あり���っ���ざ��関係

�生み出��その飛躍�、因果関係�象徴�る「���

��」と�う古典��遊びに当����、��りや��

体験�る�とができる�ポップ�つコ��ルであり�が

�、新��情報環境�直感��つ�成�に理解できる教

育����も兼ね備���る�れ�作品である�



静止画部門

賞名 作品名 作品名フリガナ 作者名 作者名フリガナ 学校　学部名　学科名　学年 出身地 ジャンル

最優秀賞 faddist ファディスト 高田 茉依 タカダ マイ
多摩美術大学 美術学部情報デザイ
ン学科情報芸術コース 4年

福岡県 グラフィック

優秀賞 es anschauen エス アンシャウエン 村上 将城 ムラカミ マサクニ 愛知県立芸術大学 美術研究科 2年 岐阜県 グラフィック

優秀賞 Water scan ウォータースキャン 中屋 辰平 ナカヤ シンペイ
武蔵野美術大学 造形学部視覚伝
達デザイン学科 4年

東京都 グラフィック

優秀賞 螺旋階段の魅影 ラセンカイダンノミエイ 張 曜 チョウ ヨウ
東京テクノロジーコミュニケーション専
門学校 3DCG 2年

中国上海 グラフィック

エンターテインメント賞 Comrades コムラーヅ 上野 雅志 ウエノ マサシ
東北芸術工科大学 デザイン工学部・
情報デザイン学科・映像コース 4年

新潟県 グラフィック

エンターテインメント賞
Various faces of
Tokyo.

バリアス・フェイス・オブ・ト
ウキョウ

加瀬 梓 カセ アズサ
多摩美術大学 美術学部グラフィック
デザイン学科 4年

東京都 グラフィック

エンターテインメント賞 ライト ライト 土居 裕彰、渡邉 智史
ドイ ヒロアキ、ワタナベサト
シ

東京造形大学大学院 造形研究科デ
ザイン研究領域 2年

高知県 グラフィック

奨励賞 Phoenix フェニックス 今野 洋佑 コンノ ヨウスケ 武蔵高等学校 中学校 3年 東京都 グラフィック

奨励賞
私の将来住みたいお
家

ワタシノショウライスミタイオ
ウチ

村井 沙羽 ムライ　サワ アビバキッズ 高山北教室 小学6年 岐阜県 グラフィック

動画部門

賞名 作品名 作品名フリガナ 作者名 作者名フリガナ 学校　学部名　学科名　学年 出身地 ジャンル

最優秀賞 SANKAKU サンカク 若井 麻奈美 ワカイ マナミ
多摩美術大学 絵画学科 油画専攻
3年

神奈川県
ＣＧ、手書
き、コマ撮り

優秀賞 CHILDREN チルドレン
岡田 拓也、宮内 貴広、
井筒 臣喜、近藤 天万里

オカダ タクヤ、ミヤウ チタ
カヒロ、イヅツ ナオキ、コン
ドウ テマリ

学校法人河合塾学園 トライデントコン
ピュータ専門学校 CGスペシャリスト
科卒業

愛知県
3ＤＣＧアニ
メーション

優秀賞 Tokyo Teleport トウキョウテレポート 武田 雄太 タケダ ユウタ
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン
学科 卒業

東京都 実写合成

優秀賞 わからないブタ ワカラナイブタ 和田 淳 ワダ アツシ
東京藝術大学大学院 映像研究科ア
ニメーション専攻 卒業

兵庫県
2Ｄアニメー
ション

エンターテインメント賞 CLIMBER クライマー 野中 晶史 ノナカ アキフミ
東京藝術大学大学院 映像研究科ア
ニメーション専攻 2010年卒業

静岡県
手書きアニ
メーション

エンターテインメント賞 SAKURA サクラ 川田 和賜 カワダ カズシ
デジタルハリウッド東京本校 クリエイ
ティブラボ 山本ラボ 卒業

富山県
3ＤＣＧアニ
メーション

エンターテインメント賞 塩釜神社前県道3号
シオガマジンジャマエケンド
ウ3ゴウ

田中 健二 タナカ ケンジ
東北芸術工科大学 ビジュアルコミュ
ニケーションデザイン 2010年卒業

宮城県 実写合成

奨励賞 My Fragment マイフラグメント 森下 友奈 モリシタ トモナ
愛知県立芸術大学 美術学部 デザ
イン・工芸科 デザイン専攻 1年

愛知県
2Ｄアニメー
ション

奨励賞 refrain リフレイン 中原 三貴 ナカハラ ミキ
埼玉県立芸術総合高校 映像芸術
科 3年

埼玉県
2Ｄアニメー
ション

インタラクティブ部門

賞名 作品名 作品名フリガナ 作者名 作者名フリガナ 学校　学部名　学科名　学年 出身地 ジャンル

最優秀賞 エスパードミノ エスパードミノ 須木 じゃらし スキ ジャラシ
情報科学芸術大学院大学 メディア
表現研究科 2年

岐阜県 玩具

優秀賞 Shadow touch!! シャドウタッチ 坪倉 輝明 ツボクラ テルアキ
金沢工業大学 情報フロンティア学部
メディア情報学科 卒業

京都府
インタラクティ
ブアート

優秀賞 九i九i九 ツクモアイキュー
神田 竜、岩野 成利(怒り
モード時イラスト担当)

カンダ リョウ、イワノナリトシ
関西学院大学大学院 理工学研究
科博士課程後期課程 1年

兵庫県
アプリケー
ション

優秀賞 リズムシ リズムシ 成瀬 つばさ ナルセ ツバサ
多摩美術大学 大学院美術研究科
デザイン専攻 情報デザイン領域 1年

愛知県
アプリケー
ション

エンターテインメント賞 I'm Qbe アイムキューブ 吉川 達也 キッカワ タツヤ
HAL大阪 ゲーム制作学科/3Dゲー
ムプログラマー専攻 4年

奈良県 ゲーム

エンターテインメント賞
Lighting
Choreographer

ライティング コレオグラ
ファー

藤本 実 フジモト ミノル
神戸大学大学院 工学研究科電気
電子工学専攻 2年

兵庫県 ソフトウェア

エンターテインメント賞
今世紀マシトミン ～
筋肉団の野望～

コンセイキマシトミン キンニ
クダンノヤボウ

高橋 征資、公文 悠人、
竹田 周平

タカハシ マサト、クモン ユ
ウト、タケダ シュウヘイ

慶應義塾大学 大学院 メディアデザ
イン研究科 博士課程 2年

愛知県
パフォーマン
ス

奨励賞 Restore リストア
片山 孔明、岡田 達哉、
坪倉 和希、服部 弘樹、
宮内 隆

カタヤマ ヨシアキ、オカダ
タツヤ、ツボクラ カズキ、
ハットリ ヒロキ、ミヤウチ タ

大阪情報コンピュータ専門学校 総合
情報学部 総合情報メディア学科
ゲームプログラマー専攻 4年

大阪府 ゲーム

奨励賞

証明写真機としての
2台の自動販売機、
そしてそこへ行きつく
人々と鑑賞者のため
の生成ラジオ/画面

ショウメイシャシンキトシテノ
ニダイノジドウハンバイキソ
シテソコヘユキツクヒトビトト
カンショウシャノタメノセイセ
イラジオガメン

土居下 太意 ドイシタ タイ
多摩美術大学 情報デザイン学科 情
報芸術コース 3年

神奈川県
インスタレー
ション

特別賞

賞名 作品名 作品名フリガナ 作者名 作者名フリガナ 学校　学部名　学科名　学年 出身地 ジャンル

審査員特別賞 フミコの告白 フミコノコクハク
石田 祐康、岩瀬 由布
子、村上 和浩、川野 達
朗、永田 勇作

イシダ ヒロヤス、イワセユウ
コ、ナガタユウサク、ムラカ
ミカズヒロ、カワノタツロウ

京都精華大学 マンガ学部アニメー
ション科 4年

愛知県
2Ｄアニメー
ション

受賞作品一覧

（賞別に作品名五十音順）



第 16 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�

■応募資格

■応募作品数応募作品数

■����

■�品�品

■会�会�

■��作品�

■�示内容

■入�料

＊��者への個別取材、作品�への取材�随時��け���り��ので、広報�でご一報�だ���

受賞作品展

CG-ARTS 協会（財団法人 画像情報教育振興協会�

URL: www.cgarts.or.jp/scg/

原� 大三郎（審査委員長・多摩美術大学教授�

赤� や�（ア�ティスト�

笠井 修二（クリ��ティブディレク���

ク�クボリョウ�（メディア・ア�ティスト�

豊嶋 勇作（CG プロデュ�サ��

永戸 鉄也（ア�トディレク���

山﨑 吉広（フ�テレビ�ョン ラ�ツ開�局コンテンツ事業部副部長�

山路 和紀（プレ�アム���ェン�� 代�取締役�長�

　　　　　　　

ア�ト・デザ�ン・�ン��テ�ンメント・工業分野�ど、��ンル�不問�制作過

程の論理性・技術力・審美性・オリ��リティ�ど��、��に新�����追��

��る��������

2010 年 7 � 1 �（��� 9 � 27 �（��必�� 　応募料無料��� 9 � 27 �（��必�� 　応募料無料�� 9 � 27 �（��必�� 　応募料無料��必�� 　応募料無料�必�� 　応募料無料　応募料無料

学生である�と��会人学生や 2010 年 3 �に卒業�れ�方の卒業制作作品�ども

対象と�り���

 

静止画部門  685 作品 

動画部門  418 作品 

�ン�ラクティブ部門 118 作品 　　　　　　合計     1,221 作品 

�部門ごとに���� 1 作品、��� 3 作品、�ン��テ�ンメント� 3 作品、���� 1 作品、��� 3 作品、�ン��テ�ンメント� 3 作品、�ン��テ�ンメント� 3 作品、3 作品、、

奨励� 2 作品、特別� 1 作品、計 28 作品

�品： デ��ルビデオ�メラ、デ��ル�メラ、周辺機器等  

* ��：��ヤ�ン��ケティング���ン株式会�

国立新美術館（東京・六本��（東京・六本��

2011 年 2 � 2 �（水�� 2 � 13 �（��　　

※文化庁メディア芸術祭協賛事業と��同時開催�と��同時開催�

��作品�中心と��作品�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＞��ヤ�ン��ケティング���ン株式会��株式会������ケティング���ン株式会��株式会����株式会��株式会�����本 SGI 株式会��株式会�博報堂

＜会員＞株式会��ンプレス���ン�株式会�ウ���人材開��ン��株式会����デ���株式会�大�����ヤ�ン株式会����ン�株式会�ウ���人材開��ン��株式会����デ���株式会�大�����ヤ�ン株式会��株式会�ウ���人材開��ン��株式会����デ���株式会�大�����ヤ�ン株式会�株式会����デ���株式会�大�����ヤ�ン株式会��株式会�大�����ヤ�ン株式会���ヤ�ン株式会�

���ヤ�ン IT ソリュ��ョン�株式会����ヤ�ン�ステムアン�サポ�ト株式会����ヤ�ンソフトウェア株式会�� 株式会�資ソリュ��ョン�株式会����ヤ�ン�ステムアン�サポ�ト株式会����ヤ�ンソフトウェア株式会�� 株式会�資株式会����ヤ�ン�ステムアン�サポ�ト株式会����ヤ�ンソフトウェア株式会�� 株式会�資

生堂�株式会��ュ���ン�ニ��新�鉄ソリュ��ョン�株式会��大�本��株式会��株式会�����株式会�テレビ��株式会��ュ���ン�ニ��新�鉄ソリュ��ョン�株式会��大�本��株式会��株式会�����株式会�テレビ���新�鉄ソリュ��ョン�株式会��大�本��株式会��株式会�����株式会�テレビ��

�株式会�テレビ東京�株式会���テック�株式会����テレビ�����株式会��株式会��� �� �株式会�����興美���テレビ�����株式会��株式会��� �� �株式会�����興美�����株式会��株式会��� �� �株式会�����興美

術株式会���本テレビ放送網株式会��株式会�ビ��ス���株式会�フォ�ラム��ト�株式会�フ�テレビ�ョン�株式会�

プレ����株式会�プレ�アム���ェン���株式会�メン����株式会�レ� （50 音順　2010 年 12 ����株式会�プレ�アム���ェン���株式会�メン����株式会�レ� （50 音順　2010 年 12 �����株式会�メン����株式会�レ� （50 音順　2010 年 12 ����株式会�メン����株式会�レ� （50 音順　2010 年 12 �����株式会�レ� （50 音順　2010 年 12 ����

CG-ARTS協会�1992年に設立��文部科学省��設立�可��け�財団で、主にCG分野に�ける�人材育成���設立�可��け�財団で、主にCG分野に�ける�人材育成��可��け�財団で、主にCG分野に�ける�人材育成���け�財団で、主にCG分野に�ける�人材育成�財団で、主にCG分野に�ける�人材育成�

と�文化振興��行っ�����主�主�事業内容�以下の�りで��

■�リ��ュラムの編纂と教材の開�

■ 5 つの検�試験の実施

　CG クリ����検�� Web デザ���検�� CG �ン�ニア検��デザ���検�� CG �ン�ニア検��� CG �ン�ニア検��

　画像処理�ン�ニア検���ル�メディア検���ル�メディア検�

■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


