メ
ジャパニーズ ・ アニ

Message

ゼロから世界を創る

2022年のジャパニーズ・アニメーション部門は「ゼロから世界を創る」を切り口にラインナップ

を決定。フレームの中に世界を作り込むアニメと特撮の特性に注目します。

〈アニメーションで世界を創る〉は、印象的なビジュアルで描かれる世界観に注目して最新作を

ピックアップ。レトロスペクティブは〈アニメと東京〉と題して、アニメはいかに東京という世界を

描き出したかという切り口で 1980年代から2010年代まで 4作品を上映します。また特撮部門は、

〈「ウルトラセブン」55周年記念上映〉というテーマで、3つの切り口から「ウルトラセブン」がなにを
描いた作品だったのかに迫ります。

藤津 亮太

東京国際映画祭プログラミング・アドバイザー／アニメ評論家

Creating a World from Scratch
Themed “Creating a World from Scratch” , this year’s Japanese Animation Section will focus
on the art of anime and tokusatsu and the way they construct a world within a given frame.
In “Creating Worlds with Animation” , the section will feature the most recent films that present
a world with a distinct visual aesthetic. The retrospective titled “Animation and Tokyo” will look
at how the visual form has captured Tokyo throughout the years with 4 films dating from the
1980s to the 2010s. The tokusatsu focus titled “ULTRASEVEN 55th Anniversary Special
Screenings” will delve into what themes were embedded in the “Ultraseven” television series.

が何だったのか、作り手たちがその狙いを振り返ります。また〈「ウルトラセブン」55周年記念

上映〉は、1967年における「ウルトラセブン」の立ち位置を現在の視点から考えます。

東京ミッドタウン日比谷 BASE Q／マルキューブ
モデレーター：藤津 亮太 氏

※詳細は映画祭公式サイトにて

Symposiums will be held in accordance with the three focus points mentioned above. In
“Creating Worlds with Animation” , each filmmaker will talk about their approach to creating

※Further details are available on

画祭での上映と合わせてぜひお楽しみください！

“Ultraman Trigger” Outdoor Screening ! We are pleased to announce that “Ultraman Trigger:
featured in an outdoor screening at Hibiya Step Square in Tokyo Midtown Hibiya !

h Animation

Episode Z” , which was released in theaters this March and is now available on Blu-ray, will be
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発売中の「ウルトラマントリガー エピソード Z」の上映

が決定しました！ 55周年を迎えるウルトラセブンの映

55

周年記念上映

屋外上映にて今年3月に劇場公開され、現在Blu-ray
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niversary Special Scr

東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場の無料

創る

Event

ウルトラマントリガー屋外上映決定！
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Animation and Tokyo

the Tokyo International Film Festival
Official Website.

2022

アニメと東京

Tokyo Midtown Hibiya BASE Q / MARUCUBE
Moderator : Fujitsu Ryota

界を
アニメーションで世

Screenings” , the makers will reflect upon what Ultraseven represented in the context of
1967.

h An
ULTRASEVEN 55t

wanted the city of Tokyo to project in their works. In “ULTRASEVEN 55th Anniversary Special

﹁ ウルトラセ ブン﹂

their distinct visual worlds. In “Anime and Tokyo” , the creators will talk about what they
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特集と同じ３つのテーマで、シンポジウムを開催。〈アニメーションで世界を創る〉は、その映

像世界を作り出した工夫を各監督が語り合います。〈アニメと東京〉は、東京に仮託したもの

第

Symposium

シンポジウム
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Fujitsu Ryota

Tokyo International Film Festival Programming Advisor / Animation Critic

アニメーションで
世界を創る
Creating Worlds with
Animation

ウラシマトンネル⸺そのトンネルに入ったら、欲しいものがな
んでも手に入る。ただし、それと引き換えに…。これは、とあ
る片田舎で起こる郷愁と疾走の、忘れられないひと夏の物語。

Apartment building that is being demolished suddenly drifts into
a mysterious sea with children on board. An adventure fantasy
presented by Studio Colorido and Ishida Hiroyasu!

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

近未来の団地を舞台に描かれる、いつか見た日常と、忘れら
れない冒険。誰かと出会い、繋がり、知る。その痛みと喜び
を描いた、感動のSFアニメーション。

Urashima Tunnel - When you enter it, you can get anything you want.
But the tunnel won’ t let you back out without consequences...
This is a story of one summer you will never forget.

Break of Dawn

Director/Screenplay : Ishida Hiroyasu / Screenplay:Mori Hayashi
Cast : Tamura Mutsumi, Seto Asami, Murase Ayumu

Director/Screenplay : Taguchi Tomohisa
Cast : Suzuka Ouji, Iitoyo Marie

Director : Kurokawa Tomoyuki / Screenplay : Sato Dai
Cast : Sugisaki Hana, Yuki Aoi

Drifting Home

2022年｜83min.｜ポニーキャニオン 監督・脚本：田口智久
声の出演：鈴鹿央士、飯豊まりえ

2022年｜120min.｜ギャガ エイベックス・ピクチャーズ
声の出演：杉咲花、悠木碧

監督：黒川智之

脚本：佐藤大

Set in an apartment complex in the near future, this moving sci-fi
animation depicts somewhat familiar everyday life, unforgettable
adventures, and the pain and joy of getting to know someone.

作品を鑑賞するには
チケットをご購入いただ けれ ば、どなたでもご
鑑賞いただけます。各作品の上映日時や料金は
作品毎に異なりますので、詳細は東京国際映画
祭公式サイトをご覧ください。

「ウルトラセブン」
55周年記念上映
ULTRASEVEN
55th Anniversary
Special Screenings

IMAT IO N
JA PAN E S E A N

How to see the films:
You can see the films by purchasing a ticket.
Screening dates, times, and ticket prices vary
for each film. Please visit TIFF Official Website
for details.

「ウルトラセブン」55周年記念上映『対話』
円谷プロダクション
出演：森次浩司、菱美百合子、石井伊吉

ダーク・ゾーン
■ 宇宙囚人 303
■

盗まれたウルトラ・アイ
■ ノンマルトの使者
■

ULTRASEVEN 55th Anniversary Special Screening
“Communication”
■
■

Dark Zone
Space Prisoner 303

■
■

The Stolen Ultra Eye
Ambassador of the Nonmalt

Cast : Moritsugu Kohji, Hishimi Yuriko, Ishii Iyoshi

「ウルトラセブン」55周年記念上映『特撮』
円谷プロダクション
出演：森次浩司、菱美百合子、石井伊吉

湖のひみつ
■ ウルトラ警備隊西へ
（前後編）
■

■

超兵器 R1号

「ウルトラセブン」55周年記念上映『ヒーロー』
円谷プロダクション
出演：森次浩司、菱美百合子、石井伊吉

ULTRASEVEN 55th Anniversary Special Screening
“Tokusatsu (Special Effects)”

ULTRASEVEN 55th Anniversary Special Screening
“Hero”

■

■

■

Secret of the Lake
Westward, Ultra Guard (Part 1& 2)

■

Super Weapon R1

Cast : Moritsugu Kohji, Hishimi Yuriko, Ishii Iyoshi

■

10.15

Sat

一般チケット販売開始！

購入は東京国際映画祭公式サイトから

セブン暗殺計画（前後編）
■ 史上最大の侵略
（前後編）
■

The Seven Assassination Plan (Part 1& 2)
The Biggest Invasion in History (Part 1& 2)

Tikets go on Sale
From Saturday Oct 15th
Easy Purchase
viaTIFF Official Website

URL www.tiff-jp.net

Cast : Moritsugu Kohji, Hishimi Yuriko, Ishii Iyoshi

Animation and Tokyo

幻魔大戦

1983年｜135min.｜KADOKAWA
声の出演：古谷徹、小山茉美

監督：りんたろう

ついに銀河系にも死の魔手を伸ばしてきた暗黒の支配者、幻
魔。宇宙意識体フロイの指令を受けたルナ姫は、地球を救う
べく世界各地のエスパーと協力して決死の戦いを挑む…。

Harmagedon

Genma, the demonic ruler, has extended its deadly clutches to
the galaxy. Princess Luna joins forces with psionic warriors
around the world in a desperate battle to save the earth…

Director : Rintaro
Cast : Furuya Toru, Koyama Mami

メガゾーン 23

機動警察パトレイバー2 the Movie

都内に住むバイク好きの若者・矢作省吾が友人から託された
バイクには秘密が備わっていた。これを機に省吾はこの東京
に隠された真実の姿と直面する。

東京に “戦争” を再現したテロリストを追って、第2小隊最後
の出撃が始まる！

1985年｜80min.｜アニメインターナショナルカンパニー 監督：石黒昇
声の出演：久保田雅人、川村万梨阿、宮里久美

MEGAZONE 23

Yahagi Shogo, a young motorcycle enthusiast living in Tokyo, is
entrusted by a friend with a motorcycle equipped with a secret.
This brings Shogo face to face with the truth about Tokyo.

Director : Ishiguro Noboru
Cast : Kubota Masato, Kawamura Maria, Miyasato Kumi

1993年｜113min.｜バンダイナムコフィルムワークス 監督：押井守
声の出演：冨永みーな、古川登志夫、根津甚八

PATLABOR2 the Movie

サウンド
リニューアル
版

The final sortie of the 2nd Special Vehicles Section begins in
pursuit of the terrorists who have recreated the “war” in Tokyo.

Director : Oshii Mamoru
Cast : Tominaga Miina, Furukawa Toshio, Nezu Jinpachi

劇場版ソードアート・オンライン
-オーディナル・スケール -

2016年｜120min.｜アニプレックス 監督：伊藤智彦
声の出演：松岡禎丞、戸松遥、伊藤かな恵

爆発的な人気を誇る最新 AR ゲーム、オーディナル・スケール。
自らも参戦したキリトたちは、プレーヤーの身を危険にさらす、
隠された陰謀の存在にたどり着く。

Sword Art Online the Movie -Ordinal Scale-

Everyone is engrossed in a new “augmented reality” game
known as Ordinal Scale. But Kirito and his friends uncover a
dark secret endangering them all.

Director : Ito Tomohiko / Cast : Matsuoka Yoshitsugu, Tomatsu Haruka, Ito Kanae

周年を迎える﹁ウルトラセブン﹂を特集します︒

アニメと東京

55

ジャパニーズ・アニメーション部門のテーマは﹁ ゼロから世界を創る﹂︒新作部門ではアニメ映画を印象付ける﹁世界の描き方﹂に注目し︑

取り壊しの進む団地が子供たちを乗せ、突如謎の大海原に漂
流。行く先もわからないまま、ひと夏の別れの旅が始まる。ス
タジオコロリドと石田祐康が贈る冒険ファンタジー！

脚本：森ハヤシ

レトロスペクティブではアニメが描いた東京の姿を取り上げます︒特撮部門は今年

ぼくらのよあけ

2022年｜119min.｜ツインエンジン ギグリーボックス 監督・脚本：石田祐康
声の出演：田村睦心、瀬戸麻沙美、村瀬歩

The underlying theme of this year’ s Japanese Animation Section will be “Creating a World From Scratch”. Through its presentation of
Japan’ s most recent releases, the section will showcase various approaches to depicting a distinct world - an impactful element in
animated works, while the retrospective will feature Tokyo as depicted by animation throughout the years. The tokusatsu focus will feature
“Ultraseven,” as it celebrates its 55th anniversary this year.

夏へのトンネル、さよならの出口

雨を告げる漂流団地
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