
JSAS 2018 Fukuoka 

日本アニメーション学会 
第２０回大会 

＜周縁から生まれるアニメーションの可能性＞ 

会期 2018年6月16日(土)12:00～17日(日)14:50 
　於 西南学院大学西南コミュニティーセンター 
　　　　（〒814-0002福岡県福岡市早良区西新6丁目2-92） 

交通案内 
福岡市営地下鉄空港線「西新」駅3番出口から徒歩約5分。 
「西新」駅は、福岡空港より約19分、博多より約13分。 
http://www.seinan-gu.ac.jp/accessmap.html  



ごあいさつ  
ɹୈ��ճେձ࣮ߦҕһΛΊ·͢ɺभۀେֶͷؠࠇढ़࠸Ͱ͢ɻֶձͷઅͱͳΔୈ��ճେձɺ
भԬͰͷ։࠵ͱͳΓ·ͨ͠ɻԬɺಛʹήʔϜɾΤϯλʔςΠϯϝϯτ੍͕࡞Μͳ͜ͱΒΕͯ
͍·͕͢ɺΞχϝʔγϣϯͷ੍࡞ձࣾɺͦΕʹݺԠ͢ΔΑ͏ʹ͜͜૿Ճʹ͋Γ·͢ɻࠓճͷجௐ
Λ͓ܴ͑͠ʮभͷήʔϜɾࢯ༸ಧ͚͖ͯͨদݟΛಈگ͔ΒͦΕΒͷঢ়ݱ࡞ԋͰɺୈҰઢͷ੍ߨ
ΤϯλʔςΠϯϝϯτͦͯ͠Ξχϝͷঢ়گͱޙࠓʯͱͯ͠ղઆ͍͖ͨͩɺಉʹఏىΛ͍ͩͨͯͬߦ
͖·͢ɻ·ͨγϯϙδϜͰɺԬͰΞχϝʔγϣϯ੍ܞʹ࡞ΘΔਓͷύωϥʔ͕ొஃ͍ͨ͠·͢ɻ
ಜɺϓϩσϡʔαʔɺ࡞Ոͷཱ͔ΒɺͦΕͧΕͷಠࣗͷํ͑ߟ੍ํ࡞๏ɺൃ৴ํ๏ͳͲΛհ͠ɺԬ
ͱͦΕҎ֎ͷҬɺͻ͍ͯւ֎ͱͷ૬ҧ͔ΒɺΞχϝʔγϣϯʹજ͢ࡏΔຊ࣭తͳΛ୳͍͖ͬͯ·
͢ɻ͞Βʹࠓճͷൃڀݚදɺ��݅ͷൃද͕༧ఆ͞Ε͓ͯΓ·͕͢ɺڭҭɺྺɺϝσΟΞɺ৺ཧֶɺҙ
ຯɺจԽɺٕज़ɺද͔ڀݚݱΒ࡞Ոŋ࡞ڀݚ·ͰɺଟذʹΘͨΔ෯͍τϐοΫͱͳΓ·ͨ͠ɻ
ͷมԽͱίϯςΫετͷଟ༷ԽɺԬͷΞχϝʔγϣϯͷঢ়گͱͳʹ͕͔͠ڞ໐͍ͯ͠Δͱ͡ײΒΕ·
͢ɻ͖ͭ·ͯ͠ձһͷօ༷ʹɺ৽ͨͳ͔ݟΒ౼ٞʹՃ͍͖ͨͩɺൃ׆ͳҙަݟΛ͍͖ͨͩ·͢Α
�ਃ্͛͠·͢ɻ͍ئ͓͏
ɹͳ͓ɺେձ�ͷ࠙ձʹ͍ͭͯ࿈བྷΛ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻձͱͳΔೆֶӃେֶͷ৽͍͠نఆʹ
ΑΓɺ͜ͷ�݄͔ΒΩϟϯύεͰͷҿञ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΓ·ͨ͠ɻେมॖڪͰ͍͟͝·͕͢ɺࠓճͷ࠙
ձͰɺ৯අ	����ԁ
ͷΈΛࢧग़͍͖ͨͩɺϊϯΞϧίʔϧͷൃ๐ϫΠϯ�Ϗʔϧ�കञͷҿΈΛɺ
ಉେֶ͔ΒͷدʹΑΓ·͔ͳ͍͍ͨͱ͍ࢥ·͢ɻͦΕʹͱͳͬͯɺୈೋ৴·Ͱʹ͓͍͑ͯͨ࠙͠ձ
අͷֹۚΛԼ͍͖͛ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ͷͰɺͪ͜Βʹੵۃతʹ͝Ճ͍͚ͨͩΕ͍Ͱ͢ɻ�

ຊΞχϝʔγϣϯֶձୈ̎̌ճେձ࣮ߦҕһ�

େֶۀभ	࠸ढ़ؠࠇ�

େձ࣮ߦҕһձ�
ҕһؠࠇ�ढ़࠸	भۀେֶ
�
ॸ�ɹࢠࢻݪ܀	ೆֶӃେֶ
�
ҕһ�ɹҏ౻ࢤߴ	भۀେֶ
�
ɹɹɹϒϧϕεŋδΣϩʔϜ	#PVMCÈT�+FSPNF�भۀେֶ
�

  



プログラム 
݄̒̍̒ʢʣɹ�����ΑΓड։�
�����ʙ�����ɹཧࣄձɹʢԙ�̎֊ձٞࣨʣ�
�����ʙ�����ɹ։ձࣜɹɹʢԙ�ϗʔϧʣ�
�����ʙ�����ɹجௐߨԋɹʢԙ�ϗʔϧʣ� ��
ɹɹɹʮभͷήʔϜɾΤϯλʔςΠϯϝϯτͦͯ͠Ξχϝͷঢ়گͱޙࠓʯ�
ɹɹɹদ༸ʢࣜגձࣾαΠόʔίωΫτπʔදऔకࣾʣ� �
�����ʙ�����ɹγϯϙδϜʮपԑ͔Βੜ·ΕΔΞχϝʔγϣϯͷՄੑʯɹʢԙ�ϗʔϧʣ� ��
ɹɹɹձɿؠࠇढ़࠸�
ɹɹɹύωϦετɿਗ਼ਔʢϞϯϒϥϯɾϐΫνϟʔζࣜגձࣾऔకࣾ�Ξχϝʔγϣϯಜʣ� �
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹຑੜलҰʢ5SJ'�4UVEJP�දऔక�Ξχϝʔγϣϯϓϩσϡʔαʔʣ�
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹഅ௨༑ʢΞτσΞχϝʔγϣϯζ�Ξχϝʔγϣϯ࡞Ոʣ�
�����ʙ�����ɹηογϣϯ̍ɹɹɹʢձɿେڮউɹʗɹԙ�ଟతࣨ̍ʣ�
<�����ʙ�����>ҏሤຌɾἝሤങങఏʮΦϯϥΠϯϏσΦࡐڭΛ༻͍ͨ� ��
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹΞχϝʔγϣϯڭҭͷΨΠυϥΠϯͷ࡞ʯ�
<�����ʙ�����>λϧτʮਤը࡞ɾඒज़ڭҭͷͨΊͷΞχϝʔγϣϯࢦಋϞσϧͷࢼҊʯ� ��

�����ʙ�����ɹηογϣϯ̎ɹɹɹʢձɿҏ౻ࢤߴɹʗɹԙ�ϗʔϧʣ�
<�����ʙ�����>Ұ౻ོߒʮాࠓஐݑͱ౦өಈըୈ�ͷۀ� ��
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹd����த൫͔Β��ॳ಄ʹ͔͚ͯͷӦۀઓུΛத৺ʹdʯ�
<�����ʙ�����>দຊ३ʮΞχϝ࡞ʹ͓͚Δۚࢿௐୡख๏ͷมԽʹ͍ͭͯʯ� ��

�����ʙ�����ɹֶձत༩ࣜɹɹɹɹɹɹʢԙ�ϗʔϧʣ�
�����ʙ�����ɹୈ��ճ+4"4௨ৗ૯ձɹɹʢԙ�ϗʔϧʣ�
�����ʙ�����ɹ࠙ձɹʢԙ�େֶӃ౩̍֊େϗʔϧʣ�

݄̒̍̓ʢʣɹ����ΑΓड։�
�����ʙ�����ɹηογϣϯ̏ɹɹɹʢձɿখग़ਖ਼ࢤɹʗɹԙ�ଟతࣨ̍ʣ�
<�����ʙ�����>ࠤ౻ฏ���ੴݪਖ਼نʮᐆດͳ֮ࢹతख͕͔ΓʹΑΔಈ͖ͷผ��ϙΠϯτϥΠτ� ��
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹΥʔΧʔʹ͓͚ΔϑϨʔϜϨʔτͷӨڹʯ�
<�����ʙ�����>ฏઘʮϗϏʔΞχϝʹ͓͚Δʮखʯͷׂʯ� ���
<�����ʙ�����>தଜߒʮߦΞχϝʔγϣϯԾݱӡಈ�*4*�ʹ͓͚Δతදʹ͍ͭͯʯ� ���

�����ʙ�����ɹηογϣϯ̐ɹɹɹʢձɿݎ৴೭ɹʗɹԙ�ϗʔϧʣ�
<�����ʙ�����>ϤΞώϜɾΞϧτʮΞχϝʹ͓͚ΔౡͷݪരԼͱʮؒʯͷଟ༷ੑʯ� ���
<�����ʙ�����>ོؒלʮઓԼͷτʔΩʔΞχϝʔγϣϯʯ� ���
<�����ʙ�����>Ԭӳʮઓલઓதظ	����d����
ͷຊΞχϝʔγϣϯٕ࡞ज़ൃల� ���
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʙઓલཞ͔ظ࡞Βʰ౧ଠ�ւͷਆฌʱʙʯ�

�����ʙ�����ɹனٳΈ�
�����ʙ�����ɹཧࣄձɹʢԙ�̎֊ձٞࣨʣ�
�����ʙ�����ɹηογϣϯ̑ɹɹɹʢձɿԕ౻ݡɹʗɹԙ�ଟతࣨ̍ʣ�
<�����ʙ�����>ࠨʮʰػಈઓΨϯμϜ���ʱʹ͓͚Δදݱͷೋॏੑʯ� ���
<�����ʙ�����>༑ྩࢠʮ࣮ࣸతٖਓԽͷՄੑʹ͍ͭͯ�ʙl�5IF�+VOHMF�#PPL�zͷ�,BB�ʙʯ� ���
<�����ʙ�����>ഡݪ༝ՃཬʮԬݑͱϓϩύΨϯμ�ʙיΛͲΓʹݟΔ͔ྫࣄΒʙʯ� ���

�����ʙ�����ɹηογϣϯ̒ɹɹɹʢձɿਞརതɹʗɹԙ�ϗʔϧʣ�
<�����ʙ�����>༗Ѵʮʰ)PUFMM�&ʱʹΑΔύϧϯੳʯ� ���
<�����ʙ�����>େڮউʮϝΞϦʔɾΤϨϯɾϏϡʔτͷిࢠඳը�l"CTUSPOJDTz�ʯ� ���

�����ʙ�����ɹดձࣜʢԙ�ϗʔϧʣ�



ೆίϛϡχςΟʔηϯλʔɹແઢ-"/�
ɹήετ༻ͷ8J�'JΞΧϯτͱύεϫʔυʮݶΓ༗ޮʯͳͷͱͯ͠ɺɹ�
ɹडʹͯൃ͕ߦՄͰ͢ɻडʹ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ�

͝ன৯ʹ͍ͭͯ�
ɹೆΫϩεϓϥβ৯ಊ��ʢʣ��ɿ��ʙ��ɿ��ʹӦ͓ͯ͠ۀΓ·͕͢�
ɹ��ʢʣӦ͓ͯ͠ۀΓ·ͤΜɻ৽Ӻपลͷଟͷҿ৯ళΛ͝ར༻͍ͩ͘͞ɻ�



[Keynote] 	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 16  13:05 - 14:05 
쏤쏊쏪쏤쏘쏳쎽�

দ�༸�

भ쏔쐋쎦쐹ɾ쐁쑌쐘쎦쐟쏽쑌쐺쑌쐡쏃쎽쏌쏻쐤
쐺쏔ঢ়گ쏎ޙࠓ  

　福岡、東京、モントリオールに制作拠点を構え
る、元気なゲーム制作会社サイバーコネクトツーの
代表兼ディレクター。開発の傍らで毎月60冊の漫
画誌を読んでいる大の漫画好き。アニメや映画、
もちろんゲームも漫画も幅広く、こよなく愛して
いる。非常に“濃く”“熱い”人間である。

[Symposium] 	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 16  14:10 - 15:40 
쏅쎷쎳쏮쏘쏎쎽ɹɹɹ쎨쏃쎬쎽쏫쎬쎪쏇ɹɹɹ쏖쏖ɹ쏥쏇쏎쏨ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ쎵쏳쎪쏵�쏎쎽쏪�

ਗ਼�ਔɹɾɹຑੜ�लҰɹɾɹഅ�௨༑ɹɹɹɹɹɹɹɹձɿؠࠇ�ढ़࠸�

पԑ쎱쏯ੜ쏤쏲쏱쏻쐤쐺쎦쐐쑀쑌쏔Մੑ  
登壇者：竹清仁（モンブラン・ピクチャーズ株式会社取締役社長/アニメーション監督） 
　　　　麻生秀一（TriF Studio 代表取締役/アニメーションプロデューサー） 
　　　　馬場通友（アトデアニメーションズ/アニメーション作家） 
司　会：黒岩俊哉（九州産業大学教授） 

　今回のシンポジウムでは「周縁から生まれるアニメーション」と題し、流動するアニメーション未来を検
討する。福岡でアニメーションを制作するアニメーション監督、プロデューサー、作家からそれぞれの独自
の考え方や制作方法、発信方法などを紹介する。そこには福岡とそれ以外の地域、ひいては海外との相違点
があり、特にその差異よりアニメーションに潜在する本質的な問題を見つけることができる。たとえば、ク
ラウドファンディングに代表される新たな制作費の調達方法や、制作者や技術者がその場所をいとわないと
いう制作現場が、次代のアニメーションの「ゆりかご」となりつつある。ネットで接続された同時多発的な
制作の現場は、発信源がひとつ、受信者が不特定多数といったマスメディアコミュニケーションの概念をゆ
るがし、それに変わって不特定多数対多数のチャンネル、さらに発信者と受信者が同一で交換可能であると
いう構造を生み出している。ここでは距離や時間が、表現の可能性を決定するものではない。一方でこれら
の状況は、個人映画･実験映像･アートアニメーションの様式に近づいているとも感じられる。技術の進歩は、
平等な権利や条件を与えるようにみえる。しかしそれは「個」の力が、突然世界規模で試されるというスキー
マでもある。ここでは、表現者はより先鋭な感覚と直感を持ち得ない限り、深く広い情報の海に沈殿してし
まうだろう。シンポジウムでは表現のグローバリズムと、地域の特殊な場所性および多様性の両極を念頭に
置きながら、それらのエントロピーとネゲントロピーの間(はざま)の中で、今後のアニメーションがどのよ
うな変化を遂げていくかを検討する。 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[S6A1]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 16  15:55 - 16:20 
쎮쏱쏛쎧쏹ɹ쏪쏱쏤쎪쏤쎪쏎ɹ�

ҏሤຌɹἝሤങങఏ�

쐃쑌쑂쏽쑌쐬쐠쐃ࡐڭ쏸༻쎪쏅�
ɹɹ쏻쐤쐺쎦쐐쑀쑌ڭҭ쏔쐅쏽쐢쑂쏽쑌쏔࡞  
キーワード：1.アニメーション　 
　　　　　　2.オンライン動画教材  
　　　　　　3.ガイドライン 

　大学におけるアニメーションの授業は、それぞ
れの大学の教育方針によって異なっており、特に
技術的な演習や演習科目に関しては、専門学校の
ような技術に特化した教育が行われてないため、
履修者には専門性の高い技術および技法を習得さ
せることが困難である。自身は現在、非常勤講師
として私立大学の“デジタル作画演習”という授業
を担当しており、その経験から授業回数や実習で
きる時間の制限により、デジタル作画におけるソ
フトウェアの基礎的な操作方法に適した実習内容
を実施せざる得ない状況であると言える。そのた
め、現状を改善し、履修者の理解度を深め、実践
力を向上させるには新しい方法が必要であると考
える。そこで着目したのは「オンライン動画教材」
である。 
　インターネットが世界中で普及している現在で
は、様々な動画コンテンツが動画サイトやアプリ

ケーションを通じて観賞できるようになっており、
無償で誰でも観賞できるYouTubeのような動画サ
イトが多くのユーザや視聴者を集めている。アニ
メーションや実写映像などの作り方に関する動画
教材もプロ及び愛好家などによってアップされ、
独学でその技法や技術を学びたい視聴者には便利
な環境を作ってくれていると言えよう。本研究で
はYouTubeを中心に、特定のキーワードで動画教
材の調査と分析を行い、オンラインアニメーショ
ン動画教材の動向について考察した。その結果、
YouTube上のアニメーション動画教材の分類と、
それぞれのジャンルの内容構成を確認することが
できた。また、アニメーションにおけるオンライ
ン動画教材にはインタラクティブな指導力が不足し
ているという点が明らかとなったが、現状のオン
ライン動画教材を大学のアニメーションの授業に
結び付け、いかに活動できるには、尺および関連
内容の選択を基準にした新しいガイドラインの作
成が可能であることが分かった。今回の発表では、
本研究における調査方法からガイドラインの作成
に至る過程を述べる。 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[S6A2]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 16  16:30 - 16:55 
쏛쏪쏤ɹ쏅쏱쏎ɹ�

ɹ쐘쑄쐡�

ਤը࡞ɾඒज़ڭҭ쏔쏅쏧쏔�
ɹɹ쏻쐤쐺쎦쐐쑀쑌ࢦಋ쐻쐠쑄쏔ࢼҊ  
　日本の図画工作（図工）・美術教育でアニメー
ション題材が取り上げられるようになったのは、
中等教育の学習指導要領に「映像メディア」が登
場した1998年よりもずっと前であり、1955年発行
の教科書には既にフェナキスティスコープの題材が
掲載されていた（国民図書刊行会『新造形美術
2』）。また「アニメーション」という言葉が初め
て教科書に登場したのは小学校が1977年、中学校
は1968年、高校は1973年である（布山 2018）。
実践報告についても、『教育美術』誌に1964年に
は8mmフィルムを使ったアニメーション制作指導
の事例が掲載されている。その後、一時的な断絶
はありながらも初等・中等教育におけるアニメー
ション教育は現在も行われており、その歴史はお
よそ半世紀に及ぶということができる。しかしそ
の間に生み出された題材の多くは、どれも単発の
試みに留まっていたと言わざるを得ず、図工・美術
教育における位置づけの明確化や体系化、指導ノ
ウハウの蓄積は十分に行われてこなかった。 

　こうした背景を踏まえ、本研究では教師がアニ
メーションを指導する上で拠り所にできるような
指導モデルを構築することを目指し、まずは過去
に図工・美術教科書に掲載されたアニメーション
題材と、教師による実践報告論文を対象として、
アニメーション教育がどのような目的と方法によっ
て行われてきたかという観点から項目の抽出を試
みた。抽出された項目リストからは、これまでの
アニメーション指導においてどのような面が重視
されてきたかが浮かび上がると同時に、どのよう
な面が十分に指導されてこなかったかも示唆され
た。更にそれらの項目を、初等教育、中等教育、
高等教育のそれぞれの段階ごとに階層化する可能
性を検討すべく、パーソンズが『絵画の見方』
(1996）で示した美的経験の発達段階モデルを参照
しつつ論じる。 

キーワード：図画工作教育、美術教育、アニメー
ション教育、指導モデル、発達段階モデル 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[S6B1]	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 16  15:55 - 16:20 
쎪쏇쏛쎾ɹ쏘쏳쏅쎱ɹ�
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　東映動画（現東映アニメーション）6代目社長、
今田智憲は東映動画という企業を語る上でとても
重要な人物であるにもかかわらず、その実像は十
分に明らかにされているとは言い難い。また、今
田の在任前半にあたる1970年代中盤から80年代初
頭にかけての時代は、前の時代の経営危機を乗り
越え、次の時代に東映動画を引き継ぐための懸け
橋となった第2の創業とも言い得る重要な時代であ
り、80年代から現在に至るまで続く東映動画の作
風を決定したと考えられる。そのため、今田の東
映動画への貢献の中でも特にこの時代に注目した。

　この時代に経営の再建に果たした今田の貢献は、
それまでの製作中心の経営とは違った営業的視点
に立脚した柔軟な姿勢にあると考えられ、その営
業を軸とした施策をマーチャンダイジングと発展形
であるメディアミックスを中心に考察するととも
に、それらをもたらした今田の人柄を、具体的な
エピソードで描き出すことを本報告の目的とした。
そして、この時代の東映動画史上における位置づ
けを行い、どのように評価すべきかの仮説を提示
することを目指した。 

キーワード：東映動画 今田智憲 マーチャンダイジ
ング メディアミックス  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[S6B2]	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 16  16:30 - 16:55 
쏤쏊쏨쏎ɹ쎨쏊쎽ɹ�

দຊɹ३�

쏻쐤쐺࡞쏑쎰쎷쏱ۚࢿௐୡख๏쏔มԽ쏑쏊쎪쏌  
　アニメ製作における資金調達手法が大きく変化
している。1990年代から30年近くにわたって資金
調達の主流となってきた製作委員会方式だが、近
年、外資系大手配信事業者の参入による「変質」
がもたらされている。 
　1話あたり1500万円～2000万円以上、1クール
作品では2億円以上が必要となるテレビアニメ製作
では、1社でその費用を賄える事業者はほとんど存
在しない。したがって複数の事業者が製作委員会
に出資し、窓口権を行使することで収益の確保と
リスク分散を図ってきた。 
　2015年にNetflixが、さらに2016年にはAmazon
プライムビデオが日本でのサービス開始と調達の
強化に乗り出し、作品調達を巡る競争が激しくなっ
ている。 
　両社とも一定期間の「独占配信契約」を前提と
して、製作予算の8割以上の配信権料を提示するケー
スもあるという。配信権料が支払われるのは、あ
くまでも配信が成立してからとなり、それまでの
制作資金の確保が課題となるが、製作委員会を組

成せずともスポンサーを数社確保すれば、制作が
行なえる可能性が生まれている。 
　インターネット配信を中心にウィンドウ展開を
企画すれば1話30分、1クールといった放送フォー
マットに依拠する必要性は低くなる。また表現に
ついても広く一般に視聴されることを前提とした
番組考査といったレギュレーションではなく、ネッ
トにおける年齢確認を経たコンテンツの提供も可
能だ。Netflix、Amazonとも1億人を超える会員を
擁する。海外展開という観点からもコンテンツ事
業者からの期待は大きい。 
　一方で、音楽・ユーザー投稿動画、電子書籍な
ど定額モデルが先行する分野では、配信事業者／
プラットフォーマーと権利者との間で、契約条件
を巡るコンフリクトも起こっている。プラット
フォーム間の競争が収まり、調達需要が下がった
後の戦略も、コンテンツ事業者には求められてい
るはずだ。 
　本研究では、このような配信大手の台頭がアニ
メ産業に与える影響や課題について考察を行う。 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[S7A1]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 17  10:00 - 10:25 
쎻쏎쎬�쏃쎬쏞쎪ɹɹ쎪쎽쏕쏯�쏤쎻쏥�
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ɹɹ쐮쑅쎦쐹쑅쎦쐡쏔Өڹ  
　ヒトは視覚情報から動きを認識する時に、視対
象に関する時間（いつ）や空間（どこ）などの情
報を統合することで動きを認識することができる。
しかし動きの認識のために、すべての視覚情報が
揃う必要はなく、たとえ断片的な情報であっても
対象の動きを「みる」ことが可能である。その一
例としてJohansson（1973）のポイントライト
ウォーカーの研究が挙げられる。ポイントライト
とは暗闇の中で発光する関節にとりつけた光点の
ことで、このような限られた情報（数個の光点）
だけであっても、そしてそれが短時間呈示であって
も、その動きからヒトの動作であることを認識す
ることができる（Johansson, 1976）。また光点
の動きからより高次の情報である性別を判別する
ことさえできることが示されている（Kozlowski & 
Cutting, 1977）。このように対象に関する動きの
呈示時間や空間位置情報が限られた状態において
もヒトはそこから対象についての特徴を得ること
ができるが、その判別に関わるメカニズムや機能
的特徴が十分に理解されているとはいえない。本
研究ではポイントライトウォーカーの動画のフレー
ムレートを実験的に操作しながらコンピューター
ディスプレイに呈示し、実験参加者に、動画のモデ
ルが男性か女性かを判断させる心理物理学的実験

を行なった。ウォーカーの動き（男性または女性
の歩行動作）は滑らかなものからそうでないもの
まで、フレームレートを4段階（秒24枚、12枚、8
枚、6枚）にわけて呈示した。判断の正答率を分析
することで、動きの判別におけるフレームレート
の影響を検討した。ヒトがポイントライトのよう
な視覚的に曖昧な手がかりから、どのように動き
を推測するのか、本研究では個々の点の時間方向
における位置関係に着目し、考察する。 

引用文献 
Johansson, G. (1973). Visual perception of biological 

motion and a model for its analysis. Perception & 
Psychophysics, 14, 201-211.

Johansson, G. (1976). Spatio-temporal differentiation 
and integration in visual motion perception. 
Psychological Research, 38, 379-393.

Kozlowski, L. T., & Cutting, J. E. (1977). Recognizing 
the sex of a walker from a dynamic point-light 
display. Perception & Psychophysics, 21, 575-580.

キーワード： 
ポイントライト，フレームレート，視覚情報統合 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[S7A2]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 17  10:35 - 11:00 
쏘쏯쏔�쎪쏀쏥�

ฏ�ઘ�

쐴쐬쎦쏻쐤쐺쏑쎰쎷쏱ʮखʯ쏔ׂ�  
　玩具会社がスポンサーとなっているホビーアニメ
は、商品の宣伝が目的である。そのため、玩具を
使用するシーンでは、商品玩具が目立つように表
現され、キャラクターの身体は後景化する傾向に
ある。一方で玩具が映らないシーンでは、ゲーム
内で受けた攻撃がキャラクターの肉体にフィード
バックされる、勝つために身体を鍛えるといった
キャラクター身体性を意識させる描写が多く登場
する。ホビーアニメの身体性は、いわば玩具の描写
とトレードオフのように存在している。しかし例
外として、キャラクターの身体のうち、「手」だ
けは玩具とともに描かれている。 
　本発表は、身体論の観点からホビーアニメにおけ
る「手」の役割を分析し、アニメーションにおけ
る身体性のありかたを問うものである。ここでは
主にトレーディングカードゲームを扱う『遊☆戯☆
王』シリーズを見ていく。このシリーズでは、キャ
ラクターの「手」の表現が作品を重ねるに連れて
洗練され、劇場アニメ『遊☆戯☆王　THE 

DARKSIDE OF DIMENSIONS』（2016）ではキャ
ラクターごとにカードを持つ手のスタイルが設定
されている。このように「手」が作品らしさに貢
献し、またキャラクターの特性を想起させるもの
として機能している。 
　近年カードゲームはスマホゲームとして遊ばれる
ことも多く、手が実物のカードに触れることなく
ゲームが行われることは珍しいことではない。だ
が、『遊☆戯☆王』シリーズにおいては仮想空間
が舞台になっていても、あたかも実在するカード
に触るような描写が残り続けている。このような
「手」へのフェティシズムは、「手」の過剰な表
現によって後景化した身体性の存在をより際立た
せている。 
　リミテッドアニメーションでは、キャラクター
の身体の一部を動かすことで運動を表している。
ホビーアニメにおける「手」のように、一部だけを
動かすことは、キャラクターの身体性を強調して
いると言えるのではないだろうか。 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[S7A3]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 17  11:10 - 11:35 
쏐쎱쏦쏯�쎹쎬�

தଜߒ��

ߦ쏻쐤쐺쎦쐐쑀쑌Ծݱӡಈ�*4*�쏑쎰쎷쏱తද
쏑쏊쎪쏌�  
　仮現運動は静止画像の連続提示において運動が
知覚される原理として考えられているが、連続した
画像間の対象の空間的ずれがどのように補完され
て滑らかな運動が知覚されるかという点について
は現在も研究が続いている状況である。Yantis & 
Nakama (1989)およびSterzer, Haynes, & 
Rees(2006)は仮現運動におけるISIにおいて内的表
象が形成されおり、しかもその表象は運動を処理
するMT野からのフィードバックによって生じてい
ることを示した。 
　本研究ではこの点を「ルパン走り」と呼ばれる
動画を用いて検証することを試み、そこで得られ
た現象について検討を加えたので報告する。 
　用いた走行動画は全８フレームによって表現さ
れたもので、これを「４コマ打ち」によって作成
したアニメーション動画を基本とした。さらに走
行する人物の主要な関節部に黒丸をつけてPoint-
Light-Walkerの要素も付け加えた。そして走行動
画においては走行する人物が描かれていない空白
のフレームが２フレームの場合と３フレームの場
合を設定したが、そのいずれにおいてもPoint-

Light-Walker動画のポイントについては空白のフ
レームを設定することなく、４コマ打ちで提示し
た。すなわち刺激とした動画においては空白フレー
ムが介在する動画と空白フレームのないPoint-
Light-Walkerの動画が混在したものとなる。空白
フレームが2コマおよび3コマ設定された動画を観
察すると、動作画像が切り替わるタイミングは全
く同じであるにもかかわらず、線画の人物の動き
とPoint-Lightの動きにずれが生じるという現象が
観察された。例えば膝の部分だけを見ても、人物
の膝はPoint-Light-Walkerの膝のポイントに先駆け
て次の動作に移っているような印象が得られる。
すなわち人物の膝の位置はポイントの位置と次の
動作のフレームの中間の位置にあるように知覚さ
れるのである。このことは空白のフレーム、すな
わちISIがある場合は次のフレームとの中間の位置
に内的表象が形成されるというYantis & Nakama
およびSterzer et al.の研究結果に一致する現象を
呈していると考えることができる。 

Key words : 仮現運動、ISI、内的表象  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[S7B1]	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 17  10:00 - 10:25 
쏮쎨쏘쏦ɹ쎨쏱쏎�
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　日本（人）の第二次世界大戦の体験が直接的に
描かれているアニメ作品を体験の分類（焼夷弾空
襲、沖縄戦等々の「テーマ」）及び物語の舞台と
なっている場所による区分すると、本州での焼夷
弾空襲の体験を中心的に扱っている作品の次、広
島の原爆投下が表現されている作品は二番目大き
なグループとなっている。その上、『はだしのゲ
ン』（1983）で、戦争記憶に最も影響があった作
品の二つの一つもまた広島を舞台にしている。し
かし、『はだしのゲン』は「原爆アニメ」の原点
でも、そして終点でもない。一つの「時間」の制
作時代とその経過によって、原爆アニメの物語と表
現が少しずつ変わってきた。こうした状況から出
発し、今回の発表で『ピカドン』（1978）から始
めて、『こどもまんが文庫』第43話（『ヒロシマ

のうた』、1979）、『はだしのゲン』、『クロが
いた夏』（1990）、『ヒロシマに一番電車が走っ
た』（1993）と『この世界の片隅に』（2016）の
6つの作品をフォーマットに直接的に関わる上映時
間、物語にカバーされた期間と作品内に映画記号
論の道具として使われた時間の分析で大幅に三つ
の制作時代のそれぞれの特徴だけではなく、時代
を超えている傾向も明らかにする。その中、四つ
の「時間」のアングルの間の関係も考察し、作品
による伝われているメッセージの可能な解読を論
じる。 

キーワード：ヒロシマ、戦争アニメ、時間、『は
だしのゲン』、『この世界の片隅に』 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[S7B2]	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 17  10:35 - 11:00 
쎱쏪쏤�쏅쎱쎽�

�ོ�ؒל

ઓԼ쏔쐡쎦쐆쎦쏻쐤쐺쎦쐐쑀쑌�  
　1930年代、日本の映画産業は主にアメリカのトー
キー技術を参考にして、映像と音声を同期させた。
その一方で、日本は1937年の日中戦争の影響でア
メリカとの対立を深め、さらにはアジア圏に対す
る植民地支配を強固にしていく。これによりトー
キーは、プロパガンダとして利用されることにな
る。この際、政府はアメリカ映画を参考にミュー
ジカル調の映画を制作し、南方諸地域への輸出を
行おうとした（笹川2004）。 
　このような実写映画における先行研究を踏まえ、
本発表では戦時下のトーキーアニメーションにつ
いて検討する。特に、当時のアニメーション制作
者がトーキーアニメーションのプロパガンダ利用
をどのように行おうとしていたかを当時の映画雑
誌の言説を元に考察する。 
　トーキー導入期のアニメーションの根本は音楽
であり、台詞の吹き込みは少なかったり、音楽に
のせて歌われたりした。そのため、日本語が分か
らない植民地の人々にも理解が容易であると考え
られ、宣撫工作として用いられていた可能性があ
る。実際、アジア・太平洋戦争によりアメリカと

戦争状態になると、政府は真珠湾攻撃をモデルに
した『桃太郎の海鷲』（1943、瀬尾光世監督）を
制作させた。そして、これはジャワなどの占領地
でも公開されているのである。 
　このような状況下で、アニメーション制作者や
その関係者による座談会「日本漫画映画の興隆」
（1943）が行われた。ここで政岡憲三（1898-
1988）とその弟子の瀬尾光世（1911-2010）、そ
して、映画評論家の今村太平（1911-1986）は、
アニメーションにおける音楽とそのプロパガンダ
利用をめぐって異なった捉え方をしており、それが
原因で議論となっている場面もある。そこで、各々
の意見の違いを整理しつつ、それらがいかにして
『桃太郎 海の神兵』（1945）へ結実するかについ
て発表する。 

参考文献 
笹川慶子（2004）「音楽映画の行方」、『日本映
画とナショナリズム 1931-1945』、森話社。 
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[S7B3]	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 17  11:10 - 11:35 
쏑쎽쎰쎱�쏘쏍쎱쏀�
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　1940年の映画法施行と太平洋戦争開戦によって
主にアメリカからの映画・アニメーションが禁輸
状態となり、日本のアニメーション製作現場は海
外作品の技術発達を取り入れることが出来なくなっ
たが、奇しくも国内軍事技術の伸長と歩調を合わ
せるかの如く現場において独自の発展を遂げてい
た。 

　これまで戦中期の日本アニメーション史が学壇
で取り上げられることはほぼなかったが、戦中期
アニメーションにおけるキーパーソンの一人であ
るアニメーター・持永只仁(後にアニメーション監
督)が残した資料を足掛かりとし、主に政岡憲三、
瀬尾光世、そして持永只仁が興した日本アニメー
ションの進化を時系列順に追って解説する。 

発表予定目録 
1：戦前量産期における政岡憲三・瀬尾光世の挑戦 
　・既存漫画映画フォーマット(カートゥーン様式)からの脱却の試行 
2：持永只仁と芸術映画社「アリチャン」 
　・持永の芸術映画社入社直後の作品「あひるの陸戦隊」における分業体制の成立と 
　　立体構造の獲得 
　・「アリチャン」製作におけるマルチプレーン撮影の導入 
3：「くもとちゅうりっぷ」と「桃太郎の海鷲」の競合 
　・戦時の風潮を圧して製作された「くもとちゅうりっぷ」の製作文脈とその技術 
　・国策映画として作られた「桃太郎の海鷲」における技術的課題とその意義 
4：太平洋戦争末期の国策漫画映画「フクちゃんの潜水艦」と「桃太郎 海の神兵」 
　・瀬尾・持永作品の代価としての「フクちゃんの潜水艦」における不遇と 
　　その克服-特殊撮影が不可能な中での立体構造の再現 
　・戦局に翻弄された政岡・瀬尾監督「桃太郎海の神兵」の製作意義とその末路 
5：戦中アニメーション作品の後世への影響 
　・戦中の不遇期に産まれた日本独特の表現文脈 
　・立体構造の獲得による戦後TVアニメに開かれた可能性とその終焉 

キーワード：戦前戦中アニメーション、持永只仁、瀬尾光世、政岡憲三、製作技術 
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[S7A4]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 17  13:00 - 13:25 
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　2007年に放送されたファーストシーズンから
2010年の劇場版まで、「機動戦士ガンダム00」は、
「ガンダム」シリーズのなかで、最も完成度の高い
ストーリーを持つ作品であると私は捉えている。
そこで、本作を研究対象とし、象徴表現の二重性
という観点から分析する。 
　「アレゴリー的表現はたんにひとつの普遍的な
概念を、もしくはこの表現それ自体とは異なるひ
とつの理念を、意味しているにすぎない。これに
対して象徴的表現は、感覚的に知覚可能になった、
具現された理念そのものである。」※①というヨ
ハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンの主張を踏まえて、
本研究における象徴表現は、「アレゴリー的表現」
及び「象徴的表現」の二重性を持つものとして捉
えたい。 
　例えば、「機動戦士ガンダム00」の中で、「象
徴の二重性」から「ガンダム」というロボットを
見ると、「アレゴリー的表現」は「運命劇に置け
る『小道具』※②」、「象徴的表現」は「『巨大

ロボットという民族的依代』の決定版」※③とし
て捉えることも可能である。 
　本発表では、象徴表現の二重性についての分析
で、「機動戦士ガンダム00」が、鑑賞者を思考に
導き、示唆に富む作品であることを主張したいと
思う。 
                         
※①、※②　『ドイツ悲劇の根源』ヴァルター・
ベンヤミン (著)　 浅井　健二郎 (訳)　筑摩書房　
2017年10月 

※②　「だが運命劇には、小道具のほかに、夢、
亡霊現象、死の恐怖、といったものが登場し、こ
れらはすべて、すでに、運命劇の基本形式である
バロック悲劇の不可欠の構成要素に数えられる。」

※③　「そして、『ガンダム』とは、そうした『巨
大ロボットという民族的依代』の決定版であり（後
略）」『これが僕の回答である。1995-2004』押
井　守 (著)　 インフォバーン　2004年3月 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[S7A5]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 17  13:35 - 14:00 
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　ラドヤード・キップリングによって書かれた
『ジャングル・ブック』は主人公である人間の子モー
グリと彼を取り巻く動物たちとのファンタジー・
アドベンチャーである。ディズニーは、この物語を
1967年にアニメーション映画（以下、オリジナル）
として、2016年には3DCGを駆使した実写映画（以
下、ライブアクション）として製作している。本研
究は、この『ジャングル・ブック』の両映画に登場
したキャラクター「Kaa」を取り上げ、2Dと３DCG
のキャラクターデザインと演技について比較分析
する。 
　アニメーション映画における動物について、フ
ランク・トーマス　オーリー・ジョンストン著『生
命を吹き込む魔法』には次のように書かれている。
「映画に登場する動物が服を着ているときは、人
間のようなことをやっていても観客に受け入れら
れる。動物が毛に覆われた自然の姿のまま、突然
立ち上がり、身ぶり手ぶりを始めたら、観客は違

和感を覚える」一方で「動物の世界を人間の観点
でとらえた作品では、動物は完全にそうと信じて
もらえるものでなければならない」。『ジャング
ル・ブック』は後者にあたる。 
　原作では味方であり、映画版では悪役の「Kaa」
は、大ニシキヘビである。蛇には、確かな重量感
と実在感と個性を表現し演技できる肩や腕、手足
がない。また、蛇特有の好ましからざる特徴があ
る。オリジナルとライブアクションがどのような
キャラクターデザインで、どのような演技をさせた
のか。実際のキャラクターデザインは、オリジナ
ルがカリカチュアされたデザインであり、ライブ
アクションでは、1981年当時、想定されていなかっ
た3DCGによるフォトリアルに近しいリアリスティッ
クなデザインであった。また、「Kaa」に求められ
た演技も大きく違っていた。 
　「Kaa」のデザインと演技を比較分析することで、
3DCGの動きの限界と可能性について考察する。 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[S7A6]	 ଟతࣨ１	 2018. 6. 17  14:10 - 14:35 
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　「日本アニメーションの父」と呼ばれる政岡憲
三だが、アニメーション以外にも絵本やマンガ、
特殊撮影など様々な分野に関わってきた。その中
の仕事の一つに、京都の花街の舞台美術が挙げら
れる。 
　政岡が関わった花街の踊りの一つが、鴨川をど
りである。昭和11年（1936年）の鴨川をどりでは、
第一景「東下り（序曲）」・「三条大橋（下）」、
第二景「大津絵（大津）」、第十景「続く道中（箱
根）」の舞台装置や時には衣装まで担当している。
絵の雰囲気も様々で第二景の「大津絵」はまさし
く大津絵風に描かれている。また、第十景の「続
く道中（箱根）」は「先斗町少女レヴユー団によ
る近代舞踊で、飛脚、馬、駕籠舁きなどにより東
海道の殷盛を現わす」と当時のパンフレットには
紹介されているように、モダンな衣装に身をまとっ
た少女たちによるレヴュー形式をとっていた。現
在の都をどりと違って、当時はこのように先斗町

少女レヴュー団による踊りも合わせて披露される
など、人材だけでなくその内容においても、実に
多様性に富んだ舞台だったのである。このレヴュー
は、衣裳からみて政岡の代表作『くもとちゅうりっ
ぷ』（1943年）をほうふつとさせるものがある。 
　しかし、政岡が次に関わった昭和14年（1939年）
に都をどりは時局を反映したものになる。政岡が
担当した第三場「建設」は当時の支那、すなわち
中国との戦争をほうふつとさせるストーリーとなっ
ており、舞台には戦車の模型まで登場します。政
岡が担当した背景にも、物々しいバリケードが描
かれている様子がわかる。 
　鴨川をどりにおける政岡の舞台美術の仕事を明
らかにすることで、その多方面での活躍ぶりを明
らかにするとともに、アニメーション制作とほぼ
同時期にプロパガンダに関わっていたことを明ら
かにすることで、政岡憲三とプロパガンダの関係
性について再考を行うものである。 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[S7B4]	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 17  13:00 - 13:25 
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　アニメーション表現には、その世界はどこなの
か、登場人物は誰なのかという「曖昧さ」が潜ん
でいる。エストニアのアニメーション作家プリー
ト・パルンの『Hotell E』は、イメージやサウンド
による場づくりによってその特徴をよく表してい
る。曖昧さは、暗喩的前提としてナラティブの重
要な構造のひとつになっている。この前提の問題
は、パルンが風刺画家だった名残である。「優れ
ている風刺画家またはポスターのデザイナーは、
思考をイメージに押し込むことができる。私たち
エストニア人のアニメーションの弱点は、そういっ
たことができないと知られている」とパルンは
『Hotell E』の制作後に述べている。そして、暗喩
的前提は容易に回収し切れない。これは、すべて
が鑑賞者に届くとは限らないというアニメーショ
ンの性質であり、エストニアの場合、それはまる
でソ連の抱いていた共産主義思想とその消滅のよ
うでもある。論点の基盤は、『Hotell E』がソ連
の社会主義崩壊の不安定さを受けた時代に制作さ
れ公開されたという時代背景である。この時代の
多くのエストニア人が共有していた未来への期待

と不穏な状態が、この作品ではやや過度に誇張し
映し出されている。また、欧米と繋がろうとする
試みから生まれるショックと混乱も描かれている。

　本発表では「主人公の男は誰か？」という問い
を探っていくことで、ソビエト・エストニア変革期
におけるパルンのアニメーション作家としての身振
りや眼差しがどのようなもので、また、それが
『Hotell E』のイメージにどう反映されたのか考察
する。まず、時代性や技法から男について分析す
る。その後、二つのプロローグや二つの部屋とい
う構成から男について分析し、さらには男の行動
とその影響について分析する。これらの過程を経
てパルンを再解釈する。 
　現在の世界情勢の動乱時に改めて『Hotell E』を
みていく。 

　キーワード：エストニア、プリート・パルン、
Hotell E 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[S7B5]	 쐴쎦쑄	 2018. 6. 17  13:35 - 14:00 
쎰쎰쏕쎽쏤쎻쏱�

େڮ��উ�

쐺쏻쑃쎦ɾ쐁쑅쑌ɾ쐬쐾쎦쐡쏔ిࢠඳըl"CTUSPOJDTz�  
　「アブストロニクス／Abstronics」とは、メア
リー・エレン・ビュートが用いた造語で、「アブ
ストラクション（抽象）」と「エレクトロニクス
（電子）」の混成語である。特製の制御システム
でオシロスコープを操作し、そこで得られる抽象
的な形と運動を映像表現に応用する手法である。
ビュートはこの抽象的な運動とリズムをコレオグ
ラフィとして、音楽と同期する映画『アブストロニ
ク』（1952）を完成させている 
　メアリー・エレン・ビュート（Mary Ellen 
Bute, 1906-1983）は、アメリカにおける先駆的な
アニメーション作家であり、初の女性実験映画作
家の一人でもある。ビュートが追求したのは、音
楽に耳を傾けているときの自らの反応とイメージ
を視覚的に構成することであった。これを実現す
るために、ビュートは絵画、照明、カラーオルガ
ンなどを学び、最終的にサウンド映画に辿り着く。
この間、彼女はロシア出身の数学者・音楽理論家
ヨーゼフ・シリンガーと出会い大きな影響を受け
る。シリンガーは後のコード進行の元となる作曲
法を考案している人物であり、人間の五感を元と
した感覚要素の順列組合せによる芸術理論を確立

している。この理論の実践としてシリンガーは音楽
と抽象図形の運動を同期させるアニメーション作
品を、1933年にビュートとの共同制作で取り組ん
でいる。『シンクロミー』と題されたこの映画は、
ビュートにとっては初の映画制作でもあったが、
未完に終わっている。その後１０数本の抽象映画
を撮るが、それらはシリンガー理論の影響を色濃
く現わしている。 
　ビュートの抽象映画は基本的にアニメーション
の技法（コマ撮り）で撮影されているが、彼女は
これを克服する方法を模索する。音楽の演奏や鑑
賞は、リニアな時間経過の中で行われるものであ
るが、これに対しコマ単位で撮影するアニメーショ
ンの作業との間には質的に大きな乖離がある。彼
女は、楽器を演奏するように、リアルタイムで抽
象図形を操作する方法として、オシロスコープを利
用することを思いつく。このアブストロニクスは
現実の事物を被写体とするのではなく、電子的に
生成された映像を得る手法であり、その意味で後
のヴィデオアートやコンピュータ・グラフィックス
に先んじるものとして捉え直すことができる。 
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