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令令和和 33 年年度度事事業業報報告告書書  

  

＜＜令令和和 33 年年度度事事業業計計画画（（概概要要））＞＞  
 

ポスト with コロナ時代の映像産業振興への貢献 

2020 年の新型コロナ感染拡大は、あらゆる産業にかつてない大きな影響をおよぼしました。

映像業界も直撃を受けた産業のひとつと認識しています。具体的にどのような影響があったの

か、取引の変化、市場の変化、メディアの変化、制作の影響、コンテンツの役割の変化等を踏

まえて、ポスト with コロナ時代の会員各社のビジネス拡大に益する活動を模索していきます。 

 

会員社との対話、情報発信力の強化 

映像業界とは言ってもその内実は一様ではありません 。映画、テレビ番組、コンテンツ販

売、企業ＰＲ広報映像、イベント映像、ＣＭ、教材、デジタルコンテンツなどビジネスの形態

は多様で、また映文連会員社がカバーしている領域も多様で す。会員社をはじめとするステ

ークホルダーとの対話を強化し、過去に拘らず未来のあるべき映像業界活動を議論します。ア

ワードをコアとする活動を起点として当連盟の発信機能を強化し、映文連の意義と存在感を高

めます。 

 

経営基盤の整備 

コロナ危機は映文連においてもいくつかの事業停止を余儀なくされ、また連盟の経営基盤を

長期的に拡充することは喫緊の課題となっています。そのためには過去にとらわれず各主力事

業の見直しを行うとともに、コアとなる会員収入の増強を図ることが必要です。令和３年度は

収支均衡予算計画達成を目標とし、中期的には 令和４ 年度まで 2 年をかけて財務基盤の強化

を目指します。 

 

本年度の映文連は、上記の計画を踏まえて、次の５つの事業を中心に実施してきました。  

   

１１））映映像像ココンンテテンンツツのの質質的的改改善善とと普普及及啓啓発発ののたためめのの『『映映文文連連アアワワーードド』』のの開開催催とと国国際際交交流流事事業業      

幅広いメディアで展開する短編映像コンテンツ作品を一堂に集め、“プロフェッショナルの

ための映像祭”として 2007 年にスタートした「映文連アワード」は、業界のフラッグコンク

ールとしての歩みを着実に進め、15 回目を迎えた。『映文連アワード 2021』のコンセプトは、

“reborn（新生）”。キャッチコピーは“時代ヲ突破スル映像、求ム。”。コロナ感染拡大によっ

て、映像制作の環境は大きく変貌しようとしている。映像表現も、映像メディアも、新たな映

像コミュニケーションを発掘しなくてはいけない。今回のコンセプトは、そうした映像制作者

たちに対する呼びかけであり、エールでもある。そうした視点から、映像製作者たちを応援し

た。 
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２２））映映像像ココンンテテンンツツのの利利用用促促進進及及びび公公共共団団体体等等のの普普及及啓啓発発事事業業へへのの協協力力  

映像コンテンツの利用促進のために、歴史的文化的にみて希少価値のある映像コンテンツを

編集・企画し映像出版するとともに、公的機関の推進する映像アーカイブや普及啓発事業に協

力し、一般の方々が目に触れる機会の少ない良質な日本の短編ドキュメンタリーや文化映画、

アニメーション映画などを鑑賞する機会を提供した。 

また、視聴メディアが大きく変わる今、短編映像コンテンツをより広く一般の方々に見て頂

くために映文連アワード受賞作の動画（予告編）発信のほか広報活動を拡大した。 

 

３３））映映像像ココンンテテンンツツのの発発展展とと振振興興にに関関わわるる提提言言事事業業  

映像コンテンツ振興及び質的向上のために、映団連、ATP、ACC、JPPA、映画テレビ技術協会

等々の関連業界共通の課題解決を協議し、取り組みや連携を強化した。また、公正な受注契約

を結ぶための著作権知識の啓蒙と普及をはかるため、「著作権セミナー」を継続的に開催し、

ＨＰによる啓発にも積極的に取り組んだ。 

 

４４））映映像像制制作作のの知知識識をを提提供供すするる人人材材育育成成セセミミナナーー等等のの開開催催  

情報化の進展・デジタル技術の進化などメディア環境が変化する中にあって、最新の映像制

作技術の提供や次代の短編映像を担う若手の育成が益々大切になってきている。 

人材育成を目指す「映文連 TANPEN 塾」を始め、新入社員向け基礎講座や最新技術を提供す

る技術セミナーなど、各種セミナーを定期的に開催し、様々な映像コンテンツ製作へのビジネ

ス情報を提供した。 

 

５５））会会員員ササーービビススのの充充実実  

メディア環境が大きく変わる中にあっては、会員の皆様への情報提供やコンサルテーション

など、きめ細かい情報サービスがこれまで以上に必要とされる。理事を委員長とした各委員会

活動を活性化させると共に、相談窓口の機能を強化し、諸問題を具体的にサポートするコンサ

ルティング・サービスを行った。 
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＜＜令令和和 33 年年度度事事業業報報告告＞＞  

 

ⅠⅠ..  映映像像ココンンテテンンツツのの質質的的改改善善とと普普及及啓啓発発ののたためめのの「「映映文文連連アアワワーードド」」開開催催とと国国際際交交流流事事業業  

映像コンテンツの質的改善と普及啓発のために映像祭『映文連アワード 2021』を開催すると

ともに、欧州・アジアなど海外の映像祭主催団体との交流を推進し、それらの文化ゾーンに属

する優れた企業映像を「International Corporate Film Showing 2021」（『世界の優秀企業映

像を見る会』）において紹介する。上記 2 事業は 2010 年度より統合して「映文連 国際短編映

像祭」（JAAP International Short Film Festival）とし、アジアにおける短編映像の国際映

像祭として開催している。 

 

11..「「映映文文連連アアワワーードド 22002211」」のの開開催催  

「映文連アワード」は 2007年に“プロフェッショナルの、プロフェッショナルによる、プロ

フェッショナルのための”映像祭として、プロフェッショナルの仕事にふさわしい作品を積極

的に評価・顕彰することによって短編映像業界の活性化を図るとともに、次世代を担う新しい

才能（学生・個人）を発掘し、映像業界のインキュベータとしての機能を担うことを目的とし

て創設された。  

令和 3年 2月以降、2021 年度の構想を検討、引き続きオープン化し、広く一般に公募を行う

ことにし、文部科学省と経済産業省、東京都にご後援頂き、ソーシャル・コミュニケーション

部門に「文部科学大臣賞」を、コーポレート・コミュニケーション部門に「経済産業大臣賞」

を設けた。後援団体としては、13 機関・団体にご協力頂いた。『映文連アワード 2021』のコン

セプトは、“reborn（新生）”。キャッチコピーは“時代ヲ突破スル映像、求ム。”。コロナ感染

拡大によって、映像制作の環境は大きく変貌しようとしている。映像表現も、映像メディアも、

新たな映像コミュニケーションを発掘しなくてはいけない。今回のコンセプトは、そうした映

像制作者たちに対する呼びかけであり、エールでもある。そうした視点から、映像製作者たち

を応援していきたいと思い、ポスター（クリエーティブディレクション：長谷部守彦氏、アー

トディレクション：倉田潤一氏、平井美紗氏）を作成し、4 月１日より応募を開始した。ニュ

ースリリース、ポスター（A1 サイズ）・フライヤーの配布、Web 等による告知を行い、短編業

界の枠を越えて広く作品募集したところ、応募〆切の 6 月 20 日までに 146 本の作品応募があ

った。（当初 5 月末〆切であったが、新型コロナウイルス感染拡大による影響に鑑みて〆切を

延長した） 

 

審審査査ににつついいてて    
「映文連アワード 2021」の審査は、従来どおり 2段階審査で行い、まず一次審査は 7月上旬

から中旬にかけて 8日間（7月 9、10、14、15、17、19、20、21日）にわたって部門毎に実施。

会員各社より推薦を受けた経験豊かなプロデューサー・ディレクターを中心とした一次審査委

員が審査にあたった。審査はマニフェストの基本四要件を審査基準とし、これをベースに「企

画力」「構成・演出力」「映像表現力」「情報発信力」「プロデュース力」の５つの審査項目につ

いて、今年度も 10 段階方式で各審査委員が加点し、総合点で順位をつけた。その結果、点数

と討議によりコーポレート・コミュニケーション部門は 51 作品のうち 24 作品、ソーシャル・

コミュニケーション部門は 61 作品のうち 28作品、パーソナル・コミュニケーション部門は 34

作品のうち 16作品が一次審査を通過した。 

二次審査は 8 月 20、24、27、30 日の 4 日間実施。二次審査委員は、部門ごとに分かれて、
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コーポレート・コミュニケーション部門は、長谷部守彦氏（博報堂エグゼクティブクリエイテ

ィブディレクター）、澤本嘉光氏（電通 シニア・プライム・エグゼクティブ・プロフェッショ

ナル／CMプランナー）、三井明子氏（ADKクリエイティブ・ワン クリエイティブディレクター

／コピーライター）、清水亮司氏（ロボット クリエイティブフェロー）、ソーシャル・コミュ

ニケーション部門は、谷川建司氏（映画ジャーナリスト・早稲田大学政治経済学術院客員教授）、

岡田秀則氏（国立映画アーカイブ 主任研究員）、松本貴子氏（映画監督）、柴田昌平氏（映画監

督）、パーソナル・コミュニケーション部門は、安藤紘平氏（映画監督・早稲田大学名誉教授）、

永田 琴氏（映画監督）、井手陽子氏（アスミック・エース 映画事業本部 プロデューサー）、

山本透氏（映画監督）に審査員を委嘱、映文連側から中嶋清美理事が加わり、一次審査と同様 10

段階方式で一次通過作品を審査し、受賞作品を決定した。塚田芳夫名誉会長には総合プロデュ

ーサーとして、選考の助言を頂いた。文部科学大臣賞については、審査終了後、同省の担当者

に候補作品を試写し、最終決定。経済産業大臣賞については、コーポレート・コミュニケーシ

ョン部門の最も優れた作品を選考した。 

受賞作品は、最優秀作品賞（グランプリ）1 作品、文部科学大臣賞 1 作品、経済産業大臣賞

1 作品、優秀作品賞（準グランプリ）3 作品、部門優秀賞 14 作品、優秀企画賞 11 作品、審査

員特別賞 1作品、の 32 作品となった。尚、個人賞「ｉ賞」は、該当者がなかった。 

最優秀作品賞（グランプリ）は、『幕内劇場』（製作：株式会社 HIROBA クライアント：株式会

社３Top）が受賞。文部科学大臣賞には、『ぼく だれだとおもう？』（製作：株式会社トライ

ビート クライアント：株式会社真誠）、経済産業大臣賞には、『空師 SORA-SHI』（製作：新春  

クライアント：株式会社マルイチ）が選ばれた。 

審査終了後、映文連ＨＰ及び会員メールで受賞結果を発表するとともに、新聞各紙・業界紙、

雑誌等にニュースリリースを流した。テレビの情報番組、スポーツ紙、主要業界紙（映像新聞・

ビデオ通信等）で大きく扱われた。受賞関係者の Web サイト等にも記事が多数掲載された。 

  

「「映映文文連連  国国際際短短編編映映像像祭祭」」（（JJAAAAPP  IInntteerrnnaattiioonnaall  SShhoorrtt  FFiillmm  FFeessttiivvaall））  

2010 年度より『映文連アワード』と『世界の優秀企業映像を見る会』の 2事業は統合して「映

文連 国際短編映像祭」（JAAP International Short Film Festival）としてスタートしている。 

また「国内映画祭等の活動」を支援する芸術文化振興基金助成金交付に申請し、引き続き交

付が認められ、助成金 131.5万円の支援を受けることになった。 

告知方法については、今年度も受賞作品上映会の１ヶ月前に公式ホームページに、「映文連 

国際短編映像祭」として単独のＨＰ（協力：モンタージュ）を立ち上げ、上映会の紹介やチケ

ット申込みなどができるようにし、その他、Facebook を使った受賞作品紹介にも力を入れた。

今年度も上映会ごとに上映作品を掲載したパンフレット（3,500部と 2,500部）を作成（協力：

イメージサイエンス、DNP コミュニケーションデザイン）し、会員社、映像関連団体、ぴあ、

上映館、ミュージアム、大学等に送付し、参加を呼びかけた。東京での上映会チケットは、一

般の人々も購入出来るようにチケットぴあを通じて販売、映文連事務局でも取り扱った。プロ

グラム 1回券 800円（当日 1,000円）、1日券 2,000円（当日 2,400円）、学生券 500円に加え、

各プログラム共通鑑賞券 5,000円を設けた。 

  

  

『『映映文文連連アアワワーードド 22002211』』特特集集号号のの発発行行  

令和 3年度も、会報“MOVING IMAGES”の特別号として『映文連アワード 2021』特集号を 11
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月下旬に刊行、20 ページにわたってアワード受賞作品を紹介した。（編集協力：ユニ通信社）

今年度も文部科学省と経済産業省にご後援頂いたことから、冒頭に両大臣の言葉を掲載、表

面・裏面ともにデザインは告知ポスターを踏襲しつつ、小冊子用にデザインを組み換え、表面

は“REBORN”、裏面は“時代ヲ突破スル映像、求ム。”のキャッチコピーを入れて製本。巻頭巻

末には、映像関連会社や会員社からご協力を得て、協賛ページ広告（12件）・ロゴ広告(26 件)

を掲載した。 

 

表表彰彰式式ににつついいてて  

「映文連アワード 2021」の表彰式は、11月 29日（月）午後 1 時 30分からこれまでと同様に

国立新美術館講堂において開催した。今回の表彰式も前回に引き続きコロナ禍で施設側より通

常の 4 分の 1 となる厳しい人数制限がされて、会場にはアワード受賞者や関係者など 64 名が

出席。そうした中、多くの人に見てもらう方策として、前回に引き続き今回も表彰式の模様を

ライブ配信し、生中継（日経チャンネル）の視聴数は約 300名だった。 

受賞者には賞状とトロフィーが授与され、表彰式後の上映会では最優秀作品賞、両大臣賞受

賞作品が上映された。例年は開催している受賞者を囲む懇親パーティーについては、コロナ禍

のため残念ながら前回同様に中止した。 

 

受受賞賞作作品品上上映映会会ににつついいてて  

「映文連アワード2021」表彰式に続き、11月30日、12月1日には渋谷・ユーロライブにおいて

『映文連アワード2021』受賞作品上映会を開催し、最優秀作品賞（グランプリ）受賞作品を始

め、文部科学大臣賞、経済産業大臣賞、部門優秀賞、優秀企画賞などの受賞32作品を一堂に集

め、受賞部門ごとに7つのプログラムに分けて公開上映した。両日ともトークイベントを催し

た。 

トークセッションについては、ブロック編集を施した上でYouTubeの映文連チャンネルにアッ

プ、映文連公式ページのトップページからもリンクを貼るなど、視聴機会及び認知の向上を図

った。 

 

映映文文連連アアワワーードド受受賞賞作作品品上上映映会会  

日 時：2021 年 11月 30日（火）・12月 1日（水） 

会 場：ユーロライブ（東京都渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS 2F） 

参加者：約 400名 

 

1111月月 3300日日（（火火））午前 11 時 ～午後 6時 45分 

ＡＡププロロググララムム  ココロロナナ禍禍をを超超ええてて  

『幕内劇場』 40 分 15 秒 

製作：㈱HIROBA クライアント：㈱3Top 

『ねぶたのない夏 Sound of apples lost in summer 2020』 9 分 50 秒 

製作：㈱青森テレビ クライアント：青森ねぶた祭 

『Reboot』 1 分 28 秒 

製作：㈱TYO クライアント：LA FABRIQUE ROYALE 

『西武そごう「わたしは、私。 レシートは、希望のリストになった。」』 1 分 45 秒 

製作：太陽企画㈱ クライアント：㈱そごう・西武 
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トトーーククセセッッシショョンンⅠⅠ  「「ココロロナナ禍禍でで創創るる」」12 時 00 分～12 時 50 分  

出 演   宮部一通（『幕内劇場』ディレクター） 

鎌田裕一（「ねぶたのない夏」プロデューサー） 

馬詰正（「Reboot」プロデューサー）  

高橋一生（西武そごう「わたしは、私。レシートは、希望のリストになった。」監督） 

モデレーター 松本貴子（映画監督） 

 

ＢＢププロロググララムム  自自然然とと共共にに生生ききるる 

『カールさんとティーナさんの古民家村だより』 59 分 

製作：㈱エネット/ ㈱NHK エンタープライズ/ NHK 

『天空を駆ける民 ララムリ』 49 分 

製作：テレコムスタッフ㈱ / ㈱NHK エンタープライズ / NHK 

 

ＣＣププロロググララムム  学学びび生生ききるる私私たたちち  

『ぼく だれだとおもう？』 5 分 14 秒 

製作：㈱トライビート クライアント：㈱真誠  

『話せてよかった』 27 分 

製作：東映㈱  

『青春マイルストーン かなえゆく・・・ 短歌で彼女が生きる理由』 45 分 

製作：テレコムスタッフ㈱ クライアント：真如苑   

『秘話 〜「知覧」にある米兵慰霊碑〜』 30 分 31 秒 

製作：佐藤仁紀（中央大学） 

  

ＤＤププロロググララムム  ココーーポポレレーートト映映像像のの現現在在  

『KARAAGE WARS全人類に贈る、反骨の革命ストーリー』 13 分 02 秒 

製作：STORIES合同会社 クライアント：（一社）日本唐揚協会  

『S/PARK SPEAK SCIENCE』 19 分 

製作：㈱TYO クライアント：㈱資生堂  

『奥会津に生きる ― 自然と暮らしの暦 ―』 13 分 50 秒 

製作：㈱IMAGICA Lab. / ㈱コスモ・スペース クライアント：東北電力㈱ 

『フワっ、コンっ、スーっ？ パナソニックのグラファイト Curo』 3 分 02 秒 

製作：パナソニック映像㈱ クライアント：パナソニック㈱ 

『グローバルブランド広告』 3 分 

製作：㈱アンデスフィルム クライアント：㈱東芝 

『商船三井 『ウインドチャレンジャープロジェクト』』 4 分 54 秒 

製作：㈱電通ライブ クライアント：㈱商船三井 

『The all-new Hayabusa Promotional Videos』 41 分 37 秒 

製作：㈱イメージサイエンス クライアント：スズキ㈱ 

 

1122月月 11日日（（水水））午前 11 時 00分～午後 6時 15分                                         

EE ププロロググララムム  地地域域発発  わわががままちち・・歴歴史史  
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『空師 SORA-SHI』 10 分 58 秒 

製作：新春 クライアント：㈱マルイチ 

『岐阜関ケ原古戦場記念館 展示映像』 20 分 26秒 

製作：㈱ロボット / モンブランピクチャーズ㈱ / アンドフィクション㈱ クライアント：岐阜県 

『復活の台地 愛川百年旅 SPECIAL』 10 分 50 秒 

製作：モバーシャル㈱ クライアント：神奈川県愛川町 

『港区坂道ものがたり』 25 分 50 秒 

製作：㈱Ｋプロビジョン クライアント：港区 産業・地域振興支援部 

『伝統に生きる－あらかわの工芸技術－ つまみかんざし 石田一郎』 28 分  

製作：㈱毎日映画社 クライアント：荒川区 / 荒川区教育委員会 

『しきさい 〜Seasons Colours〜』 9 分 

製作：㈱サニーレイン クライアント：新潟商工会議所 

『超劣化廃屋の解体撤去に挑む 環境省国立公園満喫プロジェクトによる川湯集団施設地区 廃屋

解体工事の記録』 43 分 

製作：北海道映像記録㈱ クライアント：環境省釧路自然環境事務所 

                                                   

ＦＦププロロググララムム  時時代代をを突突破破すするる  

『ムカチノカチカ』 10 分 54 秒 

製作：㈱KEY pro クライアント：freee㈱ 

『no art, no life 令和三年 表現者たちの幻想曲』 60 分 

製作：プラネタフィルム㈱ / ㈱NHK エデュケーショナル / NHK 

『YOASOBI「群青」Official Music Video』 4 分 22 秒 

製作： 太陽企画㈱ クライアント： ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント 

『BS12 スペシャル「村本大輔はなぜテレビから消えたのか？」』 54 分 

製作：BS12 トゥエルビ / ㈱ドキュメンタリージャパン 

 

GGププロロググララムム  若若手手ククリリエエーータターーのの表表現現  

『WAO』 25 分 

製作：安村栄美 

『沼山からの贈りもの』 27 分 23 秒 

製作：栗原栄見/ 松本トラヴィス隆慈（国際教養大学） 

『Letters どこかで息絶えたかもしれないいつかの私へ』 7 分 03 秒 

製作：藤井三千 

『骨嚙み』 9 分 45 秒 

製作：Au Praxinoscope / 矢野ほなみ 

 

トトーーククセセッッシショョンンⅡⅡ「「表表現現のの RReebboorrnn」」17 時 25 分～18 時 15 分 

出 演    安村栄美（「WAO」監督）  

栗原栄見（「沼山からの贈りもの」プロデューサー） 

藤井三千（「Letters」監督）  

矢野ほなみ（「骨嚙み」ディレクター） 
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モデレーター 永田琴（映画監督） 

 

「映文連アワード2021」受賞作品上映会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、東

京のみでの開催に留まり、例年開催している、大阪、沖縄、札幌においては残念ながら前回同

様に開催できていない。 

 

令和 4年度も「映文連アワード 2022」は引き続き広く一般に公募を行うことにし、文部科学省

と経済産業省のほか東京都にご後援頂き、ソーシャル・コミュニケーション部門に「文部科学

大臣賞」を、コーポレート・コミュニケーション部門に「経済産業大臣賞」を設け、これまで

同様「映文連 国際短編映像祭」（JAAP International Short Film Festival）の一環として実

施する。 

今年 16 年目を迎える『映文連アワード 2022』のコンセプトは“timeless（時代を超える）”。キャッチ

コピーは“不朽の映像力。”。人々が共鳴できる課題を発掘し、斬新な語り口によって、普遍的な

物語へと昇華させようとする映像製作者たちに呼びかけ、応援していきたいという意図のもと、

ポスターを作成し、4月 1日より応募を開始した。 

 

２２．．国国際際交交流流事事業業  

日本では鑑賞の機会が少ない海外の企業映像を上映する「International Corporate Film 

Showing」（「世界の優秀企業映像を見る会」）を開催するとともに、米国・欧州・アジアなど、

海外の映画祭主催団体との交流を推進し、国際映像祭への参加斡旋、相互訪問などを行い、映

像製作に関する国際交流を進める。 

 

1.WorldMediaFestival 等への参加斡旋 

企業映像をカテゴリーに含めた映像祭として、毎年優れた作品を顕彰している「ワールド・

メディア・フェスティバル 2021」（ハンブルク）については、映文連として出品斡旋を重視し、

開催要項を会員メールにて送付し参加を促すとともに、受賞作品については会員メールで告知

した。 

2021 年度も、カンヌコーポレートメディア＆ＴＶ大賞は、木村委員長が審査員を引き受け、

審査に参加した。 

 

2.「International Corporate Film Showing 2021」開催 

国内では鑑賞の機会が少ない海外コンクールの優秀作品を紹介するために、上記の映画祭を

中心に世界の優れた企業映像を選定し、上映会を開催することとし、企画推進は国際委員会が

担当。第 24回を迎える今年度もこれまでと同様「映文連 国際短編映像祭」の一環として上映

会を行うことになった。 

今期は 10月 5日、10月 19日に委員会を開催し、ドイツ・ＷＭＦから 5作品、オートビジョ

ンアウォーズから 3作品、カンヌコーポレートメディア＆ＴＶ大賞から 5作品を選出し上映す

ることになった。 

上映会は、11月 30日午後 7時より渋谷・ユーロライブにて開催。3つの映像フェスティバ

ルの今年度受賞作品より“プロが集うプロのための上映会”と題して、海外の企業映像 13 作

品を木村委員長による作品紹介つきで上映した。来日ゲストを呼べない中ではあったが、海外

の監督、プロデューサー、映画祭関係者等のビデオメッセージを 4本上映したことで、作品の
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製作背景などを知ることができて充実した内容となった。 

パンフレットは、2,500部作成し、告知を行った。ICFSのチケット料金は、これまでと同額

の 2,500円（当日券 3,000円）とした。例年開催していた上映後の懇親会はコロナ禍で中止と

したが、前回同様に入場時にワンドリンクを選んでもらい飲みながら参加できる形式とした。

参加者は 75名。 

  

2021 年度のプログラムは以下のとおりである。 

 

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoorrppoorraattee  FFiillmm  SShhoowwiinngg  22002211  

WorldMediaFestival （http://www.worldmediafestival.org/） 

ドイツ、ハンブルクにて開催。2000年開始、コーポレート・コミュニケーション・PR・セールスプ

ロモーション・Web などを含む 14 カテゴリー。各カテゴリー金賞受賞作品から、そのカテゴリーの

最高賞であるグランド・アワードが選ばれ、グランプリを決定。毎年 1 月末〆切で、5 月上旬に表

彰式、作品上映がある。 

 

Auto Vision Awards （https://www.autovisionawards.com） 

1993年設立。2年に一度、ドイツの国際モーターショー (IAA) の時期に合わせて開催。 

主に自動車、モビリティ業界向けの企業映像祭。  

 

Cannes Corporate Media & TV Awards（http://www.cannescorporate.com/）             

フランス・カンヌで開催。2010年設立。企業映像、オンラインメディア、TVドキュメンタリー等、

世界五大陸からのエントリーがあるフェスティバル。 

 

■  WWoorrllddMMeeddiiaaFFeessttiivvaallss                              

1．CORPORATE FILM DEDICATED TO THE 5TH ANNIVERSARY OF THE GPM KIT GROUP （ロシア） 12 分 

企画：GPM KIT 製作：SP Mamlin Boris Lvovich 

解説： GPM KIT グループはロシア映画界を牽引する映像製作･配給会社。美しい CGとの融合によっ

て自社を紹介。映像の案内役は CEO。ロシア･コンテンツの現在と未来を語る。 

 

2．AUDI - THE SENSATION OF SOUND （ドイツ） 3 分 

企画：AUDI AG 製作：HONEST Productions GmbH  

解説： 新世代の EVに搭載される音がいかにして着想、設計、創造されるかを短い映像に凝縮。ア

クセルやブレーキなどに用いられる音が、２人のサウンドデザイナーの手により形づくられていく。 

 

3．KERN MICRO HD - MADE TO WORK （ドイツ） 2 分  

企画：Kern Microtechnik GmbH 製作：Berggeist Film 

解説：手掛けるのは超精密 CNC（コンピュータ数値制御）切削加工機器。この作品は映像と音のみ

で構成。あえて言葉を使わないことで、技術をより際立たせ、見る者の興味を引き付ける。 

 

4．OPENING DOORS ACROSS THREE CONTINENTS （イギリス） 6分 

企画/製作：European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

解説：ドアを開くとエジプトやカザフスタン、ウクライナなどの異国を巡る刺激的な旅へ。私たち

を誘ってくれるのは、欧州復興銀行（EBRD）の投資事業の紹介映像。 
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5．ACE GROUP INSPIRATIONAL SHORT SERIES (1): AGILAN THANI （マレーシア） 13 分 

企画/製作：ACE Pictures Entertainment   

解説：マレーシア史上最高の格闘家の一人と呼び声の高いアギラン・ターニ。ONE（総合格闘技）ウ

ェルター級世界タイトル戦に参戦し好成績をおさめる。映像はいじめられていた少年期から現在ま

で、アギランが最強のファイターへと変貌を遂げる物語を映し出す。 

 

■■  AAuuttoo  VViissiioonn  AAwwaarrddss                                                        

6．The Perfect Line （ドイツ）  3 分 

企画：Porsche AG 製作：Field Productions 

解説：ポルシェのデザインはどこから生まれるのか。スキーのインストラクターをしていたチーフ

デザイナーが、オリンピック男子滑降の元金メダリストと、車の「完璧なライン」について語る。 

 

7．GIRLS LIKE ME （ドイツ） 2 分 

企画：Schaeffler Technologies AG & Co. KG 製作：STEREOSCREEN GmbH 

解説：シェフラーがサポートする女性レーサーは、2018 年の F3 のレースで壮絶な事故に見舞われ

た。しかし、奇跡的に生還し、今も戦いに挑み続けている。 

 

8．Drive #LikeABosch （ドイツ）  1 分 

企画：Robert Bosch GmbH 製作：CZAR Film GmbH 

解説：会社員の悲哀をきわどい言葉で歌い上げた“Like a Boss”のパロディ･ソング。メロディは

そのままに、ボッシュがエコと SDGs を呼びかける明るく軽快な曲へ見事に昇華。 

 

■■  CCaannnneess  CCoorrppoorraattee  MMeeddiiaa  &&  TTVV  AAwwaarrddss                                                                          

9．The Art of Cooking a Sustainable Tire （フランス） 3 分 

企画：Michelin Corporate Communications & Contents 製作：Michelin Audiovisual Dpt 

解説：ミシュランのリサイクルの資源を使った“サステナブルなタイヤの作り方”を軽快なリズム

と音楽にのせてレシピ動画仕立てで紹介。 

 

10．Lifestyle （台湾） 1 分 30 秒 

企画：Lifestyle Enterprise Inc. 製作：Wizard Films/ Yuan Ze University 

解説：ライフスタイルは人それぞれ。自然との調和を愛する人もいれば、都会的な魅力を好む人も

いる。自分らしいスタイルであれば、人生は自由で豊かになる。 

 

11．Aarhus University-Remember who you are,when choosing your education（デンマーク）2分  

企画：AU Engineering 製作：M2 Film 

解説：美しい森の中で、家出をした幼い少年と少女が遊ぶ。ナレーションはその十数年後の 2人の

会話。子どもの頃の思い出を振り返る 2人は、有意義な人生のために本当の自分でいられる人生の

選択をしようと語り合う。 

 

12．Randers Tegl –  Waterstruck bricks （デンマーク） 2 分  

企画：Randers Tegl 製作：M2 Film 
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解説：RandersTegl 社のレンガにはそれぞれ個性があり、１つとして同じレンガはない。熟練の職

人が工場から作り出したレンガが、世界中の気品のあるレンガ造りの建物に個性を与えている。 

 

13．100 Years Theben | 100 Years of Change （ドイツ） 4 分 

企画：Theben AG 製作：Cinecore Motion Pictures GmbH 

解説：創業 100年を迎えた theben社の歴史を辿ったショートムービー。創業者が第一次世界大戦で

兵士を務めたのち、タイマーを開発し、事業を軌道に乗せるまでの困難や葛藤を描いている。 

 

３.日本で開催される国際映画祭への支援 

令和 3年度、国内で開催された短編・記録映像・アニメの国際映画祭は、SKIP シティ国際Ｄ

シネマ映画祭 2021（9月 25日～10月 3日）、第 32回すかがわ国際短編映画祭（10月 30日・

31 日）などである。尚、すかがわ国際短編映画祭は 1989 年にスタート以来、回を重ねてきた

が、残念ながら第 32回が最後の開催となった。 

これらの映画祭には、名義上の後援・協賛に止まらず、会員への告知など様々な形で支援し

た。 

 

ⅡⅡ..  映映像像ココンンテテンンツツのの利利用用促促進進及及びび公公共共団団体体等等のの普普及及啓啓発発事事業業へへのの協協力力  

映像コンテンツの利用促進のために、歴史的文化的にみて希少価値のある映像コンテンツを

編集・企画するとともに、公的機関の推進する映像アーカイブや普及啓発事業に協力する。 

また、短編映像作品の唯一とも言える登録情報である「作品登録データベース」を活用し、作

品登録を促すとともに短編映像作品情報を公開している。 

 

１．会員作品（映像資産）の共同企画 

歴史的文化的にみて希少価値のある会員等の所有する映像資産の有効活用を促す目的で、こ

れまで以下のような映像作品の共同企画に取り組んできた。 

 しかし、平成 23 年度以降は、これまで共に企画を推進してきた㈱紀伊國屋書店の映像情報

部が解散したため、新規の企画は望めなくなり、既存の作品集の継続販売のみとなっている。 

尚、以下の作品集はすでに販売終了となっている。 

・「毎日映画コンクール 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集」DVD 8 巻 

・ポーラ伝統文化振興財団作品 DVDシリーズ「伝統の技と心」第１・２期  

 

（（11））紀紀伊伊國國屋屋書書店店 DDVVDDシシリリーーズズ『『ドドキキュュメメンンタタリリーー映映像像集集成成』』第第１１・・２２期期のの継継続続販販売売  

平成 17年、戦後 60 年を期に会員等が保有する作品の膨大な集積の中から、多面的な切り口

による短編ドキュメンタリーで構成された現代日本の歩みを通観できる DVDシリーズを目指し、

㈱紀伊國屋書店との共同企画が始まった「ドキュメンタリー映像集成 文化・記録映画でよむ

現代日本」全 30 巻は、「第 1 期 戦前から戦後へ／民主主義と科学映像の系譜」12 巻を平成

18年 2月に発売。その 4年後、平成 21 年度末より第 2 期の企画作業に入り、故・吉原順平氏、

渡部実氏、原田健一氏３氏の選考委員により 44 作品を選定し、各製作会社の協力を得て、「第

２期 高度成長期の産業と社会／歴史と文化の再発見」全 12巻を平成 23 年 2月に販売開始し

た。令和 3年度も両シリーズを継続販売した。 

 

（（22））「「アアニニメメーーシショョンンのの先先駆駆者者  大大藤藤信信郎郎  孤孤高高のの天天才才」」DDVVDDのの継継続続販販売売  他他 
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当連盟では鑑賞の機会が少ない非商業系の短編アニメーションの編集企画を行い、㈱紀伊國

屋書店から販売している。アニメの先駆者・大藤信郎が注目されていることもあり、平成 21

年度末から個人集として「大藤信郎作品集」DVDの編集企画に入り、平成 22 年 6 月に東京国立

近代美術館フィルムセンター（NFC）において開催された企画展「アニメーションの先駆者 大

藤信郎」に併せて、DVD『アニメーションの先駆者大藤信郎 孤高の天才』(価格 6,000円＋税)

を発売し、令和 3年度も継続販売した。 

その他、継続発売中の DVDシリーズ 

●「日本アートアニメーション映画選集」DVD12巻 

● 昭和 30 年代重厚長大ビッグ･プロジェクトを記録した産業映画 DVD 

  

２．「科学技術映像祭」の開催 

第 63回科学技術映像祭（日本科学技術振興財団ほか 3団体との共催）は、令和 3 年 12月 1

日から令和 4 年 1月 25日までに完成または放映された 78作品のうち 15 作品が優秀科学映像

（内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞、部門優秀賞、特別奨励賞、各団体賞）に選定された。4

月 21・22日に科学技術館サイエンスホールにおいて、表彰式と入選作品上映会が開催された。

また、地方での入選作品発表会についても、実施中または予定されている。 

受賞作品は、他団体の開催した各種映像祭とともに資料編に掲載した。 

 

３．国立映画アーカイブ（国立近代美術館フィルムセンター）と協調した作品原版の保存促進 

近年、フィルム原版の保管について、現像所等が原版の引き取りを求めるようになり、その

ため貴重な文化遺産である優れた作品の数々が散逸や破棄の危険に晒されている。 

映像資産活用委員会では、平成 12 年度から東京国立近代美術館フィルムセンター（現・国

立映画アーカイブ）と協調体勢を組み、フィルム原版を寄贈の形式で永久保存を図っている。 

 原版類寄贈については、文化・記録映画とニュース映画は映文連会員社からのものが多くを

占めるが、令和 3年度は文化・記録映画 606本、ニュース映画 2本（2022 年 2月末現在）が収

集され、文化・記録映画収集本数は、31,975本。ニュース映画は 15,944本に達した。 

東京国立近代美術館フィルムセンターは、平成 30 年 4月 1日に東京国立近代美術館から独

立し、独立行政法人国立美術館第 6番目の美術館「国立映画アーカイブ」として開館している。 

 

４．大藤信郎の「くじら」「幽霊船」２作品のデジタル復元 

平成 24 年 6 月、東京国立近代美術館フィルムセンターより当連盟が著作権を管理する大藤

信郎の『くじら』『幽霊船』の２作品をデジタル復元したいとの申し出があり、長期保存に耐

え得ると言われる、青・緑・赤の三色に分解して白黒銀画像としてフィルム（ETERNA-RDS）に

保存する方法をとり、IMAGICA の協力を得てデジタル復元作業が行われ、完成した復元作品は

平成 25 年 3月 29日にフィルムセンターへ納品された。 

その後、デジタル復元版『くじら』『幽霊船』２作品については、平成 25 年 10 月東京国際

映画祭で特別上映され、12月 8日映文連 60周年記念上映会においても特別上映された。 

また、コミュニティシネマセンターと東京国立近代美術館フィルムセンターとの共同主催で

デジタル復元したフィルム作品を巡回上映する「蘇ったフィルムたち」でも平成 25～28 年に

全国各地のシアターで上映された。 

近年では、三鷹の森ジブリ美術館の企画で令和 3年 3月 6日に開催された三鷹の森アニメフ

ェスタ 2021「海を描いたアニメーション」において『幽霊船』デジタル版が上映された。 
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５．埼玉県「彩の国デジタルアーカイブ」作品収蔵事業への協力 

埼玉県が川口市内に開設した「NHK アーカイブス」をその一部とする映像新産業拠点「SKIP

シティ」は、平成 15 年 2 月 1 日に完成し公開された。映文連が開館に至る 3 年にわたって作

品収蔵に協力した作品は累計 900本を数え、オリジナルネガ（原版）のみが死蔵されていた秀

作が本事業をつうじてデジタル化され、再活用の道が拓かれた。平成 18 年より一部の収蔵作

品の冒頭部分をストリーミングデータ化し、同アーカイブのホームページ上で公開する試みが

始まり、連盟としてはアーカイブ事業のデジタル化に伴う作品収蔵に協力してきた。 

令和 3 年度は、デジタルアーカイブに 81 作品が収蔵されたが、映文連会員関係としては、

該当作品はなかった。 

  

６．「作品登録データベース」の活用 

映文連は、短編映像の所在情報として、作品登録制度を 1959 年（昭和 34 年）に立ち上げ、

書誌データとして保存している。このデータは、独立行政法人メディア教育開発センター

（NIME）の協力でデータベース化され、映文連の公式ホームページ（www.eibunren.or.jp）よ

り約 17,000 作品が「作品名」、「造船」や「鉄鋼」のようなキ－ワード、「スタッフ名」から検

索できるようにされてきた。 

しかし、メディア教育開発センターは、平成 21 年 3 月末をもって独立行政法人整理合理化

計画により廃止され、その業務は放送大学 ICT活用・遠隔教育センターに移管され引き継がれ

ることになったが、データベース関連の機器は古く、平成 22 年 10月には使えなくなる見込み

となり、同センターよりシステム（ソフトウエア）を映文連に譲渡してもよいとの提案を受け、

対応策を検討した結果、現行のまま CSV形式でデータを取り出し、映文連のＨＰ上に移設する

ことになった。平成 23 年 4 月にデータ提供を受けて再構築を行い、同年７月の映文連ＨＰリ

ニューアルに合わせ、再オープンした。 

令和 3年度は、アワード応募者などから 4作品の登録希望が寄せられ、作品登録をおこなっ

た。同データベースは、一般の人も自由に過去の登録作品の検索を行うことができるデータベ

ースとして、アーカイブ関係者の文化・記録映画の著作権情報に関する調査研究に大いに役立

っている。 

  

  

ⅢⅢ..  映映像像ココンンテテンンツツのの発発展展とと振振興興にに関関わわるる提提言言事事業業  

映像コンテンツ振興及び質的向上のために、関連業界共通の課題解決を協議し、社会への提

言活動を行う場として「東京コンテンツ・ミーティング」を開催する。公正な受注契約を結ぶ

ための著作権知識の啓蒙と普及をはかるため、ＨＰによる啓発や「著作権セミナー」の開催、

多様化するメディア環境に即した適正な製作費を確保し、製作状況の改善をはかるため、製作

費に関する実績調査を行い、毎年『映像製作費積算資料』を作成し発行する。 

 

１．「東京コンテンツ・ミーティング」の継続的開催 

映像製作事業者の抱えている経営上の共通問題を探り、地位の向上と経営改善に向けた施策

を行うために、映像関連団体のヨコの連携を模索し、共通して抱える課題を協議する「映像関

連団体合同ミーティング」（略称：東京コンテンツ・ミーティング）は平成 20 年１月に発足し

た。同年 9月の第２回「東京コンテンツ・ミーティング」では、JAC、ATP、JPPA各団体の専務
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理事と事務局長が集まり、JPPAより提案のあった「書面発注の取り交わし」について意見が交

わされ、フェアな契約ガイドラインの形成について合意。第３回「東京コンテンツ・ミーティ

ング」（平成 21 年 6 月 23 日）にて、書面発注の取り交わしに関する『クリーン・ディール』

提唱案を協議、合意に達し、平成 21 年 7月 17 日付で“東京コンテンツ・ミーティング”とし

て、正確な見積書に基づく契約書の締結など、適正な商習慣の励行を『クリーン・ディール』

と呼称して広く業界各社に呼びかけた。 

その後、平成 23 年 7月 11日に第４回、平成 25 年 2月 17 日に第５回「東京コンテンツ・ミ

ーティング」を開催し、プリント費の問題、制作費の低減化、映像コンテンツ二次利用の問題、

過重労働の問題などが提起され、映像コンテンツの海外展開やプラットフォーム構築などにつ

いて意見交換が行われてきた。しかし、平成 26 年度以降、諸事情により東京コンテンツ・ミ

ーティングの開催は見送られている。 

 

２．著作権セミナー開催 

公正な受注契約を結ぶための著作権知識の啓蒙と普及をはかるため、「著作権セミナー」の

開催やＨＰによる啓発活動を行っている。 

令和 3年度の著作権委員会は、12月 22日に開催。諸課題について話し合うとともに、著作

権セミナー開催に向けてテーマ及び講師を検討した。また、令和 3年 12月から令和 4年 1月

にかけて著作権アンケートを実施。16 件の回答を得た。こうした内容を反映しつつ、セミナー

開催に向けて進めた。 

今年度の著作権セミナーは、「映像に関する権利と著作権法の動き」と題して、改めて全般的な著

作権に関して、そして特に映像分野の著作権に関して扱った。講師は、「月刊コピライト」のＱ＆Ａなど

も担当している、著作権関連法実務の第一人者である早稲田祐美子弁護士（東京六本木法律特許事

務所）。司会を著作権委員会の中鉢委員が担当し、他人の権利を侵害しない、自分たちの権利を守る、

最新の著作権法改定や判例という、大きく 3 つのコーナーに分けて解説した。参加者は 55名。 

 

３．『著作権契約ハンドブック』の頒布継続 

平成 21 年 6 月 9日、9月 25日に東京と大阪で開催された北村行夫弁護士(虎ノ門総合法律事

務所)の著作権セミナーでの質疑応答（Ｑ＆Ａ）に、契約書参考例を加えて作成された『著作

権契約ハンドブック』（前文、著作権とは何か、著作権Ｑ＆Ａ[権利を守るためのＱ＆Ａ／権利

を使用するためのＱ＆Ａ]、著作権関連団体・機関リスト 24頁）を平成 22 年 9月に出版した。

著作権に関する一般向けハンドブックとして各方面より好評を得ており、令和 3年度も販売を

継続した。 

 

４．適正な製作費の確保と製作状況の改善をはかるための『映像製作費積算資料』発行 

映文連が発行する『映像製作費積算資料』は、主に中央官庁、公共団体、地方自治体におい

て製作予算積算・入札の際の資料として一定の評価を得ており、製作予算の確保・予算の執行

の際にこの資料を参照することが浸透している。 

令和 3 年度『映像製作費積算資料』は、令和 3 年 4月 1日から令和 4 年 3月 31日まで、お

よそ 500部を関係先に頒布した。例年どおり、中央官庁と地方自治体の関係部課（広報課・会

計課）50 余ケ所には、趣旨説明を添えて事務局から直接送付した。 
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『映像製作費積算資料』令和 4年度版の作成は、業務委員会（積算資料編集委員会）が担当し

た。委員会（令和 3年 12月 8日、令和 4年 2月 9日、3月 2日）では、最近 1 年間の製作費の

実績を調査し、また、会員から寄せられた意見、さらに各種機材・技術料の製作会社渡し標準

料金などの資料を集約し、そのデータをもとに客観性のある内容となるように配慮した。 

令和 4年度版の作成にあたって、主な検討課題となったのは以下の諸点である。 

 

■■基基礎礎デデーータタのの収収集集ににつついいてて  

最近 1 年間の製作費の実績を調査するにあたり、委員派遣３社に加えて、広く会員を対象に

アンケートを行い、その集計結果（16 件）を参照した。そのほか、特定の業務については、そ

の業務を専門とする会員社からヒヤリング、さらに各種機材・技術料の製作会社渡し標準料金

などの資料を集約し、作成案の基礎データとした。 

 

■■主主要要なな検検討討・・改改訂訂事事項項     

●デジタル映像制作の増加やフィルムによる映画製作の減少などにより、兼ねてよりビデオ製作と

映画製作の多くの項目の費用見直しを行ったため、基本的にはそれを踏襲した上で、現状 に即

した価格の見直しや項目の追加等の一部改定を行った。 

● スタッフ費については、ビデオ製作・映画製作で分かれていたものを数年前に一元化したが、製

作人件費については、低賃金化が問題になっている昨今、単なる労務賃金ではなく、芸術的・創

造的な技術料であるという認識から金額はほぼ現状を維持している。 

● ＜製作人件費＞では、注部分の「日額」基準時間に関して、昨今の労働法制の改革状況に合

わせて誤解を生まないように時間を調整した。 

● ＜ビデオ製作の部＞では、「記録メディア費」に「LTO-9」を追加した。 

● ＜映画製作の部＞では、「録音費」の「スタジオ使用料」部分を全面的に改定した。「音楽録音

用」、「一般録音用」、「技術員費」のすべてに関して、全て現状の調査をし直した金額に改定した。

「音楽録音用」に関しては、広さの基準も調整した。「技術員費」に関しては、ミキサーは制作会

社側が用立てるケースが多いこと及び金額もケースバイケースであることを考慮し、注書きにそ

の旨を書き添えつつ、記載金額はオペレーターと助手分のみとした。 

● ＜ビデオ製作の部＞、＜映画製作の部＞ともに、昨年の改定に合わせて、「作品登録費」を改

訂した。 

● その他、全体的な校正を行った。 

● 名簿の改定を行った。 

 

令和 4年度版『映像製作費積算資料』は、4月 1日より頒布を開始した。 

 

 

ⅣⅣ..  映映像像制制作作技技術術をを提提供供すするる人人材材育育成成セセミミナナーー等等のの開開催催  

a） 技技術術セセミミナナーー開開催催   

映像製作に関する最新技術の情報収集に努め、技術セミナー等の開催を通じて、新しい映像

製作技術を会員のみならず広く一般に提供することにしている。 

令和 3年度は、技術委員会を 9月 6日、9月 27 日に zoomで開催し、今年度の「技術セミナー」

のテーマ詳細を検討した。今年度は、IP伝送をテーマとしてオンラインセミナーを行うことに

なり、改めて講師の人選とそれぞれの打ち合せを行い、告知を開始。以下の通り実施した。参
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加者は 58 名。 

 

「映文連 技術 Zoomウェビナー 映像製作における IP伝送最前線」 

2021 年 12月 15日（水）16時～18時 20分 

Ⅰ. IP伝送の現在について 

モデレーター：高橋隼人氏 凸版印刷㈱ 感性コミュニケーション開発部 部長 

Ⅱ. プロデューサーの立場から見た IP伝送 

講師：桑野和之氏  ㈱クリーク・アンド・リバー社 映像・企画プロデューサー 

Ⅲ. スポーツ中継における IPの活用事例 

講師：大橋玄文氏 ㈱NHKテクノロジーズ 番組技術センター TD・システム部 

Ⅳ. 撮影機材における IP伝送 

講師：宮本和典氏 ソニーマーケティング㈱ ファイルベースソリューションスペシャリスト 

Ⅴ. パネルトークコーナー 

 

ｂ）「「映映文文連連 TTAANNPPEENN 塾塾」」のの開開講講  

 若手の人材育成を目指し、平成 24 年度より「映文連 TANPEN 塾」集中講座（シリーズ）

を開講した。平成 26 年度からは、これに加えて新入社員のための映像制作基礎講座も開講し

ている。 

 

■新人社員のための映像制作基礎講座 

この講座は、制作プロダクションに入社したばかり新入社員を始め、映像制作のワークフロー

を知りたい方々などに対して、わかりやすく映像制作の基礎的な知識をお伝えするもので、講

師陣は、短編映像業界で活躍する経験豊かな専門家からなる。カリキュラムは、企画から撮影・

編集まで、映像制作の基礎から最新の技術情報まで含まれ、制作現場での実践に役立つ知識を

身につけることができる講座となっている。令和 3 年度は、その第 7 弾を Zoom ウェビナーで

開催した。 

 

日 時：2021 年 6 月 24日（木）11:00～17:20  

Zoomウェビナー 

受講料： 

参加者数：54名 

 

講座内容： 

第第 11講講  ププロロデデュューーササーーのの仕仕事事  

 最近の映像業界の動向や、映像制作の流れに沿った企画、スタッフ編成、予算管理など、プ

ロデューサーの仕事の“心構え”を伝える。  

 講師：児児玉玉  勉勉氏氏（フリーランス プロデューサー/ディレクター/映像制作全般）   

 

第第 22講講  ププロロダダククシショョンンママネネーージジャャーーのの仕仕事事  

 映像の企画から撮影まで PM はどんな仕事をするのか。業務を遂行する上で何が大切か、プ

ロダクションマネージャーの仕事について実体験に即して話す。 

 講師：篠篠田田  有有希希氏氏（㈱博報堂プロダクツ プロダクションマネージャー） 
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  第第 33講講  デディィレレククタターーのの仕仕事事  

企画提案から納品まで、多岐にわたる知識や技術が求められるディレクターの仕事。制作・演

出はもちろん、心がけや成長エピソードを通して、映像制作の醍醐味を学ぶ。 

 講師：齊齊藤藤  真真弘弘氏氏（CREATIVE EGG ディレクター） 

   

 第第 44講講  カカメメララママンンのの仕仕事事  

 カメラマンの仕事とは何か。テレビ番組制作における撮影とは何か。特にドキュメンタリー

制作におけるカメラマンの存在意義について、現場での経験から伝える。照明、録音について

も触れる。  

 講師：岡岡野野  崇崇氏氏（㈱NHKテクノロジーズ メディア技術本部 番組技術センター 撮影部） 

 

 第第 55講講  ポポススププロロ・・編編集集のの仕仕事事  

 撮影後の工程を担うポストプロダクションでは何が行われているのか、昨今の業界全般の動

向とそれに伴う変化、エディターとしての想い、等を難解な用語は使わずに話す。 

 講師：渡渡辺辺  聡聡氏氏（㈱IMAGICA Lab.  エディター / テクニカルプロデューサー） 

 

■映文連 TANPEN 塾 集中講座（４回シリーズ） 

今日のメディア状況を踏まえながら、これから映像業界で活躍する人材育成をめざす講座を

平成 24 年度より開設した。業界で活躍する講師陣を招き、様々な角度から映像のつくり方を

伝授する講座で１回の講義に２名の講師を組み合わせ、毎回講師の対談（質疑応答含む）も交

える多彩なカリキュラムとなっており、これから業界へ入る学生や制作プロダクションで働き

始めた若手制作者、すでに経験を積んだ中堅の方々にも関心を持って頂ける講座となっている。 

令和 3年度は、その第 10弾を Zoomウェビナーで開催した。 

 

日 時：2022 年 2月 14日～3月 14日（毎週月曜）16時～18時 30分 

Zoomウェビナー 

受講料：全 4回会員 20,000円、一般 24,000円、１回券会員 6,000円、一般 7,000円（税別） 

参加者数：全 4回コース 58 名、1回延べ 129名 

  

講講座座内内容容：： 

第第 11回回  22月月 1144日日  ククリリエエイイテティィブブのの現現在在  

第第 11 部部  広広告告ククリリエエイイテティィブブはは「「ラライイブブアアドド」」へへ  

講師：眞眞鍋鍋亮亮平平氏氏（㈱電通 第５C R プランニング局 エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレク

ター） 

1997年電通入社。以来、クリエーティブ局に在籍。CMプランナーを経て、デジタルクリエイティブ、

P R を学び、2014年からクリエーティブ・ディレクター。主な仕事は、大塚製薬「ポカリガチダン

ス選手権」「ポカリ NEO合唱」、YouTube「好きなことで、生きていく」、Honda「#10969GVP」など。

日本広告業協会主催の「2020 年クリエイター・オブ・ザ・イヤー」など国内外の受賞多数。2020

年から NewsPicks Studios の Chief Creative Officer も兼務。宣伝会議「動画プランニング実践講

座」、NewsPicks NewSchool「広告クリエイティブ」の講師も務める。広告が中長期にわたって数珠

つなぎにストーリーを提供し続ける「ライブアド」について、その手法を語る。 
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第第 22 部部  そそのの映映像像「「どどここでで」」「「どどうう」」見見るる？？映映像像をを見見るる「「場場」」ににつついいてて  

講師：清水亮司氏（㈱ロボット クリエイティブ フェロー）  

1991 年ロボット入社、映像ディレクター／クリエイティブ・ディレクターとして展示映像、TVCM

などを手がける。2005年「愛・地球博」三菱未来館、2011年東京モーターショーTOYOTA ブース、

2015 年ミツカンミュージアム映像総合演出、2015年ミラノ EXPO日本館、2020年岐阜県関ケ原古戦

場記念館シアター映像総合演出など。ACC 賞、ADC 賞など TVCM における受賞歴も多数。展示映像

は今や貴重とも言える「その場所に行かないと見られない」映像。YouTube をはじめとした「どこ

にいても見られる」映像や TVコマーシャルなどとの違いはどこにあるのか、それともそこに違いは

ないのか?さらには近年の展示映像の変化や進化などを語る。 

 

第第 22回回  22月月 2288日日  ババーーチチャャルルワワーールルドド最最前前線線  

第第 11 部部  VVRR アアーーテティィスストトがが語語るるメメタタババーーススののそそのの先先  

講師：せせききぐぐちちああいいみみ氏氏（VR/AR/MR/NFT Artist クリーク･アンド･リバー社所属） 

VR アーティストとして多種多様なアート作品を制作しながら、国内にとどまらず、海外でも VR パ

フォーマンスを披露して活動している。2017年、VR アート普及のため、世界初の VR個展を実施す

べくクラウドファンディングに挑戦し、目標額の 3倍強を達成。2021年には、NFTオークションに

て約 1300万円の値を付け落札された。今回は、メタバースの今後や NFT などについて語る。 

 

第第 22 部部  遠遠隔隔体体験験型型ココンンテテンンツツのの量量産産とと、、エエンンタタメメのの重重要要性性  

講師：松松永永雄雄氏氏（㈱クリーク･アンド･リバー社 事業開発グループ オープンイノベーション事業部） 

保険会社や総合電機メーカーを経て、現職。東京都 5G開発プロモーター案件の統括として、「家族

で遠隔でも楽しめる遠隔体験型コンテンツ」の量産を、スタートアップや協業企業と推進中。既に、

力触覚伝送技術を活用した遠隔釣り、AR を活用したモノづくり教育、5Gを活用した音楽鑑賞やダン

ス教室、ドローンを遠隔操縦して水中探索、ライブコマースを活用した買物コンテンツの企画開発

に着手。これらの取り組みを基にしながら、アフターコロナでの「エンタメの重要性」を考えてみ

たい。 

 

 

第第 33回回  33月月 77日日  映映像像メメデディィアアのの可可能能性性  

第第 11 部部  新新宿宿東東口口にに現現れれたた巨巨大大猫猫のの裏裏側側  

講師：加加賀賀美美  正正和和氏氏（㈱オムニバス・ジャパン CG/VFXプロデューサー） 

これまでに TV、CM、映画、イベント等幅広いジャンルでの CG/VFX をプロデュースし、近年は先端

技術や既存フォーマットに捉われない屋外サイネージ、XR、など新たな映像プロデュースの可能性

を広げている。映画「るろうに剣心」「アウトレイジ最終章」Netflix「全裸監督シーズン 2」MUTEK.jp

ドーム/球体映像 LIVE、「MANGA⇔TOKYO」展示映像、DMMかりゆし水族館メインシアター映像等。今

回は、新宿東口に現れた巨大猫コンテンツに関しての成り立ちやその影響に関して語る。 

 

第第 22 部部  邪邪道道放放送送作作家家がが語語るるココンンテテンンツツととテテレレビビククリリエエイイタターーのの未未来来  

講師：谷谷田田彰彰吾吾氏氏（クロスボーダークリエイター/放送作家/㈱VVQ代表） 

テレビでは『プロ野球戦力外通告』『バース・デイ』『情熱大陸』（安藤忠雄回）、有吉弘行、乃木坂

坂 46、池上彰などを担当。YouTube では『上原浩治の雑談魂』『AI ひろゆき』『SASUKE』『バーチャ
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ルシンデレラ』などを担当。広告動画では、NIKE『TOKYO SPORT PLAYGROUND』、Nikon『Z7』などを

プランニング。また、Yahoo!ニュースでエンタメコラムを執筆し、半年で 1000万 PV。共著『YouTube

作家的思考』。 2019年、TVクリエイターの才能を他業種と掛け合わせる株式会社 VVQ を創業。今回

は激動のコンテンツ界の未来とテレビクリエイターの生き方を語る。 

 

第第 44回回  33月月 1144日日    映映文文連連アアワワーードド受受賞賞作作家家たたちちのの想想いい  

第第 11 部部  ジジャャンンルルをを超超ええてて映映像像をを作作りり続続けけるる HHIIRROOBBAA のの仕仕事事  

講師：宮宮部部一一通通氏氏（㈱HIROBA 代表/映像ディレクター） 

ドキュメンタリーからドラマまで、様々な映像ジャンルの企画・脚本・撮影・監督・編集を担いな

がら制作を続けている。必要とされる映像に対して何が一番適切な映像表現かを考えながら制作。

個性や得意分野を明確化しないことで、制作側の匿名性を意識し、クライアントの求めている映像

をジャンルを超えて具現化。今回はその制作方法や発想の流れを語る。市川海老蔵の歌舞伎公演の

舞台裏を描いた『幕内劇場』で「映文連アワード 2021」グランプリ受賞。 

 

第第 22 部部  自自然然ややそそのの土土地地とと繋繋ががるる人人々々をを写写すす  

講師：北北田田一一真真氏氏（新春 映像監督/プロデューサー） 

上上野野千千蔵蔵氏氏（新春 撮影監督/映像作家/アーティスト） 

私達は「新春」という活動を通して持続可能な循環型の社会に貢献する為に、環境問題、地方の活

性、伝統文化の継承など日本各地に根ざしたカルチャーとの結びつきを深めることを理念に掲げて

いる。本来築かれている映像制作の過程にとらわれず、少人数でローカロリーなプロセスだからこ

そ実現できる活動を通して、広告映像に出来る社会貢献のあり方を模索している「新春」の理念、

制作過程、目標などを語る。『空師 SORA-SHI』で「映文連アワード 2021」経済産業大臣賞受賞。 

 

ⅤⅤ..会会員員ササーービビススのの充充実実等等  

映像コンテンツ業界が抱える幅広い課題に積極的に取り組み、映文連会員はもとより異なる

ジャンルからの会員拡大を図り、次世代映像文化に関わる新しいビジネスヒントを提供する。 

会員の抱える課題に答える相談窓口を設け、領域横断型コンサルティング・サービスを行う

ことになっており、日々電話での相談に応じるとともに必要に応じて各種相談に対応している。 

 

a )ＨＰポータルの活用 

公益法人移行に伴い、ＨＰポータル機能のリニューアルを図り、ＨＰ・Web・メールを活用

した会員への情報提供及び事業活動の広報を強化するために、映文連サイトリニューアルプロ

ジェクトを立ち上げ、ＨＰプラン検討、トップページのデザインを創案、ＨＰホスティングサ

ービスのプラン変更を行い、作品登録データベースのリニューアル版を組み込み、平成 23 年

７月にサイトが完了し、オープンした。 

6 年を経て、平成 29 年に再びＨＰリニューアルを図ることになり、広報委員会を立ち上げ、

リニューアルプランを検討、アイコンに写真等を用い、動画（アワード受賞作品）が鑑賞でき

るようにして、国際短編映像祭の告知に合わせ、10月 25日にリニューアルオープンした。 

令和 3 年度は、このリニューアルオープンしたＨＰを、映像祭やセミナー告知に合わせて、

情報を更新し、効果的な発信を行った。ＨＰトップ画面に組み込んだ、Facebook も随時発信。

従来通りメールを活用した会員への情報提供及び事業活動の広報も定期的に行った。 
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b）関西支部の活動 

関西会員の活動は、従来から本部事業に沿いつつ、支部の事情を加味しながら進められてき

た。令和 3年度はコロナの影響等により、例年開催している下記の各種勉強会やアワード受賞

作品上映会などがほぼ実施できなかった。 

 

4月に関西支部総会（前年度事業報告、決算報告の承認、新年度事業計画、予算計画の承認）

は書面表決で行ったものの、懇親会はコロナ禍で中止。6 月の通常総会（本部）参加も見合わ

せた。また、例年行っている 1 月の新年親睦会、2 月のアワード受賞作品上映会等の活動も、

コロナ禍により中止となった。 

 

Ⅵ. そそのの他他のの事事業業  

a）視聴覚教材の現代的・未来的指向に関する調査研究 

視聴覚教育の形態は、ITを活用した教育へと大きく変容している。このような背景に対応し、

視聴覚教育映像の役割を再検証するとともに、新しいメディア環境に即した役割の調査研究、

及びビジネスモデルに係る検討を行うことになっている。 

全国視聴覚教育連盟より提起された「視聴覚センター・ライブラリーの映像教材の個人貸し

出しに関する要望」に関しては、平成 21 年 12月に全視連より要望のあった著作権処理問題の

４項目の協議事項について、視聴覚教材委員会を開催して協議し、平成 22 年 2月 26日に全視

連へ回答した。当連盟と全視連は、教育映像教材の著作権処理問題に関する協議会を設けて、

貸し出し問題も含めて継続協議していくことになっている。 

平成 23 年度より上記の協議に基づき、視聴覚センター・ライブラリーが頒布を受けた映像

作品の廃棄・除籍を行う場合、全視連を通じて当連盟へ通知されることになっており、令和 3

年度も廃棄（移籍）届書を受け取り、関係する制作会社に作品リストを送付した。  

 

b）各種調査及び行政施策への協力 

映像コンテンツ業界の実態、会員の製作状況について各種の調査をおこない、統計資料を整

備して、所管官庁はじめ関連諸機関からの照会に応える。 

 

令和 3年度も、経済産業省より要請のあった各種の周知や告知等に協力した。 

今年度は前年度に続いて、やはり大半は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた

内容だった。感染防止対策の推進、基本的対処方針の改定ごとの情報、水際対策措置の情報、

健康管理の強化に関して、海外との人の往来に関する情報、まん延防止等重点措置の詳細情報

等、内容は非常に多岐にわたった。 

その次に、日本発のコンテンツ等の海外展開を促進し、日本ブーム創出を通じた関連産業の

海外展開の拡大及び訪日外国人等の促進につなげるとともに、コンテンツ産業が持続的に発展

するエコシステムを構築することを目的とした「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤強

化事業（通称：J-LOD）」補助金に関して、詳細な情報発信と募集案内の周知と告知協力をして

きた。 

他にも、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の周知について等の地方創生関係、消費

税制度にまつわる部分では軽減税率制度や適格請求書保存方式（インボイス制度）の導入に関

する周知等について等、様々な情報発信に協力してきた。 
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c）懇談会・懇親会等 

映像製作事業に関する情報交換、会員間および賛助会員との親睦を目的として例年開催して

いる下記の懇親会は、コロナ禍により全て中止となった。 

 

通常総会会員懇親会 

新年会員懇親会 
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総総  務務  関関  係係  事事  項項  

  

11..理理事事のの異異動動  

令和 3年度末までに以下の理事の異動があった。 

梶浦淳一  （株）クリーク・アンド・リバー社 エンタテインメント・グループ  

       第一ディビジョン ディビジョンマネージャー（退社による辞任） 

→ 竹内由希 （株）クリーク・アンド・リバー社 メディア・エージェンシー・グループ  

        グループマネージャー 

 

22..会会員員のの異異動動  

令和 3年度における会員の異動は次のとおりである。 

入入会会  

正正会会員員  

令和 3 年 4 月 （株）ADK クリエイティブ・ワン 

令和 3 年 7 月 （有）クリエイティブ・エレメント・ジャパン 

  

準準会会員員（（法法人人）） 

令和 3 年 7 月 （株）KAFKA-和布可 

 

賛賛助助会会員員  

令和 3 年 5 月 （株）学研教育みらい 

※（株）学研プラス（賛助会員）からの業務移管による会員社の変更  

令和 3 年 7 月 共進倉庫（株） 

令和 3 年 7 月 （株）ビジュアルツールコンサルティング                                                             

令和 3 年 9 月 情報印刷（株） 

令和 3 年 11 月 （株）ウェイバック 

 

準準会会員員（（個個人人））  

令和 3 年 6 月 児玉勉  

令和 3 年 6 月 脇山真治 

令和 3 年 6 月 森下成一 

令和 3 年 6 月 鎌田克明 

令和 3 年 7 月 齊藤真弘 

令和 3 年 7 月 西田岳雄 

令和 3 年 7 月 野原隆司 

令和 3 年 7 月 秀嶋賢人 

 

移移籍籍    

  

賛賛助助会会員員かからら正正会会員員へへ 

令和 3 年 6 月 （株）クリーク・アンド・リバー社 
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正正会会員員かからら準準会会員員（（法法人人）） 

令和 3 年 4 月 （株）SCENE 

 

準準会会員員（（法法人人））かからら賛賛助助会会員員 

令和 3 年 4 月 （株）エイチ・ビー・シー・フレックス 

 

準準会会員員（（法法人人））かからら準準会会員員（（個個人人））へへ 

令和 3 年 5 月 岡田一男 

令和 3 年 6 月 高橋和弘 

 

退退会会                                                                                                        

正正会会員員  

令和 3 年 4 月 （株）アマナ 

令和 3 年 5 月 （株）ジュリアジャパン  

令和 3 年 5 月 （株）ティーブイエスネクスト 

 

準準会会員員（（法法人人））  

令和 3 年 9 月 （株）スタジオロータス 

令和 3 年 9 月 （株）ユニモト 

 

賛賛助助会会員員  

令和 3 年 4 月 （有）ガリレオクラブ 

令和 3 年 7 月 （株）グループエコー 

令和 3 年 9 月 東映ラボ・テック（株） 

 

準準会会員員（（個個人人））  

令和 3 年 4 月 外林知行 

令和 3 年 10月 阿部宗右 

令和 3 年 10月 Kyoko Suzuki 

令和 3 年 10月 阿部宗右 

令和 3 年 10月 Kyoko Suzuki 

令和 3 年 10月 野澤俊雄 

令和 4 年 3 月 藤本寿一 

令和 4 年 3 月 金山芳和 

 

以上の移動により、現在の会員数は、正会員３２社、準会員１８社４１人、賛助会員４2社となる。 
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33..連連盟盟発発行行文文書書 

（イ）映文連文書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

03・01 4月  1日 「映像製作費積算資料」令和3年度版について

03・02 4月  5日 「映文連アワード2021」応募のご案内（チラシ配布について）

03・03 4月 19日 令和3年4月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・04 4月 19日 令和3年4月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・05 4月 28日 令和3年度通常総会開催ご案内

03・06 5月 11日 令和2年度事業報告書

03・07 5月 11日 令和2年度決算報告書

03・08 5月 11日 令和3年5月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・09 5月 11日 令和3年5月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・10 5月 27日 役員補欠名簿の提案について

03・11 5月 27日 会員規程の一部改定について

03・12 5月 27日 総会議案の送付について

03・13 6月 8日 令和3年度通常総会議事録

03・14 6月 30日 第556回理事会議事録

03・15 6月 30日 第66回映画の日永年勤続表彰者の推薦について

03・16 7月 13日 令和3年7月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・17 7月 13日 令和3年7月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・18 7月 30日 連盟名簿作成についてのお願い

03・19 9月 14日 令和3年9月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・20 9月 14日 令和3年9月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・21 10月 12日 令和3年10月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・22 10月 12日 令和3年10月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・23 11月 9日 令和3年11月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・24 11月 9日 令和3年11月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・25 12月 14日 令和3年12月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・26 12月 14日 令和3年12月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・27 12月 28日 著作権問題に関するアンケートのお願い

03・28 12月 28日 「映像製作費積算資料」改訂アンケートのお願い

03・29 1月 11日 令和4年１月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・30 1月 11日 令和4年１月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・31 2月 8日 令和4・5年度役員選挙について

03・32 2月 8日 令和4年2月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・33 2月 8日 令和4年2月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・34 3月 8日 令和4年3月定例理事会・提案書（書面表決）理事宛

03・35 3月 8日 令和4年3月定例理事会・提案書（書面表決）監事宛

03・36 3月 8日 令和4年度事業計画書

03・37 3月 8日 令和4年度収支予算書

　月　日 事　　　　　　　項
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（ロ） 『映文連アワード 2021』特集号（会報『MOVING IMAGES vol.59』特別編集） 

・ごあいさつ 

文部科学大臣 末松 信介 

経済産業大臣 萩生田 光一 

映像文化製作者連盟 会長 善方 隆 

映像文化製作者連盟 副会長 住田 望（映文連アワード実行委員会委員長） 

・最優秀作品賞（グランプリ） 

・文部科学大臣賞 

・経済産業大臣賞 

・優秀作品賞（準グランプリ） 

・審査員特別賞 

・総合プロデューサー総評 

・審査を振り返って 長谷部守彦、谷川建司、安藤紘平 

・部門表彰（コーポレート・コミュニケーション部門、ソーシャル・コミュニケーション 

    部門、パーソナル・コミュニケーション部門） 

・特別表彰 (優秀企画賞) 

・開催概要 
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