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2021年 2月吉日 

一般財団法人日本ファッション協会 主催  

「日本クリエイション大賞 2020／第 18回シネマ夢倶楽部表彰」 

選考結果のご報告 

一般財団法人日本ファッション協会※（理事長：日覺 昭廣 東レ株式会社 代表取締役社長）で

は、顕彰事業として「日本クリエイション大賞」および「シネマ夢倶楽部表彰」を選考し、毎年優れた

案件に対して表彰式を行い、その栄誉を称えてまいりました。 

「日本クリエイション大賞 2020」は、製品、技術、文化活動、地域振興などジャンルを問わずクリ

エイティブな視点で生活文化の向上に貢献し、時代を切り拓いた人物や事象を表彰対象とし、今

年度は「大賞」１件と「伝統文化革新賞」「社会課題解決貢献賞」「食品ロス削減推進賞」各１件を

「顕彰制度委員会」で選考いたしました。 

「第 18 回シネマ夢倶楽部表彰」は、毎年国内で公開された新作映画からベストシネマの上位 3

位を選定する「ベストシネマ賞」、映画を通して生活文化の発展などに貢献する活動に贈る「シネ

マ夢倶楽部賞」、新進気鋭の若い才能、意欲的な活動をした新世代に贈る「推薦委員特別賞」を

選考いたしました。両賞の表彰式は 3月 16日（火）に開催いたします。 

※ 五島昇日商・東商会頭の発意のもと、平成２年、衣食住の枠を超えて生活文化の向上発展に寄与して

いくことを目的に設立された財団法人 

日本クリエイション大賞 2020  

大   賞 明治神宮  

「百年先を見据え、英知を結集してつくられた 

『明治神宮の森プロジェクト』」 

伝統文化革新賞 松本 幸四郎氏（十代目） 

「新たな歴史を刻む動画配信歌舞伎の創造」 

社会課題解決貢献賞 Arithmer（アリスマー）株式会社 

「東大発ベンチャー、数学の力で世界を変える」 

食品ロス削減推進賞 株式会社コークッキング 

「捨てられてしまいそうな食べ物をレスキューする 

『TABETE』を運営」 

第 18回シネマ夢倶楽部表彰  

ベストシネマ賞 第 1位 『燃ゆる女の肖像』 

監督：セリーヌ・シアマ 配給：ギャガ 

ベストシネマ賞 第 2位 『ジョジョ・ラビット』 

監督：タイカ・ワイティティ 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン 

ベストシネマ賞 第 3位 『朝が来る』 

監督：河瀨 直美 配給：キノフィルムズ 

シネマ夢倶楽部賞 ミニシアター・エイド基金（Mini-Theater AID） 

推薦委員特別賞 監督 HIKARI （『37セカンズ』：監督・脚本） 

女優 蒔田 彩珠 （『朝が来る』出演） 

本件のお問い合わせ先：日本ファッション協会 鈴木・村松  03-3295-1311 



■日本クリエイション大賞 2020 授賞案件の概要 

 

「日本クリエイション大賞」は、一般財団法人日本ファッション協会が行っている、製品、
技術、芸術・文化活動、地域振興、環境、福祉など、ジャンルを問わずクリエイティブな視
点で生活文化の向上に貢献し、次代を切り拓いた人物や事象などを表彰対象とする顕彰事業
です。今年度は、事務局推薦も含めた 100 件の推薦案件の中から 40 案件を懸賞制度委員会
に提案。3回の委員会での審議の結果、以下の大賞１件と各賞として【伝統文化革新賞】【社
会課題解決貢献賞】【食品ロス削減推進賞】の 3件を選考しました。 
※いずれの案件も画像をご希望の場合は、鈴木（suzuki@japanfashion.or.jp）にご連絡ください。 

 

【大  賞】 

明治神宮  

「百年先を見据え、英知を結集してつくられた 

『明治神宮の森プロジェクト』」 
 

 今日、東京都心代々木に広がる森は、明治天皇と皇后の昭憲皇太后をまつるために、1920（大

正 9）年創建された明治神宮の鎮守の杜として、全国から献ぜられた 10万本の樹木とのべ 11万

人の国民のボランティアによって造林された人工の森である。 

 当時、辺り一帯はほとんどが畑で荒地のような景観が続いていたという。ここに、両御祭神を

お慕いし、人々が静かに祈りをささげる「永遠の杜」をつくるため、日本の英知が集められ、百

年先を見越した造苑計画が立てられた。当時の第一線級の林学の専門家たちがつくった『明治神

宮御境内林苑計画』には、「林苑の創設より最後の林相に至るまで変移の順序（予想）」として、

五十年後、百年後、百五十年後の森林の変化が 4段階の林相予想図として描かれている。 

 第 1 段階で植えられた約 10 万本の献木が、その後人手を介さず淘汰され、百年後の今日、当

初の予定より早く、森は第 4 段階の入り口に至り、現在この森には約 36,000 本の樹木および絶

滅危惧種を含む約 2,840種の生物が生息する。 

 百年前に描かれた「永遠の杜」づくりへの明確なビジョンと百年先を見据えた壮大なグランド

デザイン、そしてそれを忠実に守ってきた後代の管理者たちに心からの敬意を表して、「日本ク

リエイション大賞 2020」大賞とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の明治神宮と東京ドーム 15個分の「神宮の杜」 

／撮影：野口克也 

大正初期、創建前の辺り一帯の風景 

mailto:suzuki@japanfashion.or.jp


 

【伝統文化革新賞】 

 

松本 幸四郎氏（十代目） 

「新たな歴史を刻む動画配信歌舞伎の創造」 
  

 コロナ禍にあって演劇、音楽などすべての興行が休演や中止を余儀なくされた 2020 年春。歌

舞伎もまた 5 カ月間の休演が続いた。「このままでは歌舞伎はなくなってしまうかもしれない」

という焦りと無力感に襲われた十代目松本幸四郎氏が挑んだのが、Web会議システム Zoomに着

想を得た史上初の生配信専用作品「図夢（ずうむ）歌舞伎『忠臣蔵』」の上演である。 

 構成・演出・出演した幸四郎氏は、単なる名作のダイジェスト版ではなく、役者やスタッフの

接触を避け、画面を三分割、四分割して別々のところで演じている役者が同じ舞台に立っている

ように見せたり、録画映像を活用して同時に二役を巧みに演じわけたり、試行錯誤しながら前例

のない試みに挑戦し、400年を超える歌舞伎の歴史に新たな１ページを刻む作品を創造した。動

画配信による歌舞伎は、これからも生の舞台と両立する形で進化発展していくことだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【社会課題解決貢献賞】 

 

Arithmer（アリスマー）株式会社 

「東大発ベンチャー、数学の力で世界を変える」 

 

 2016年創業の Arithmer（アリスマー）株式会社は、約 360社ある東大発のベンチャー企業の

中で唯一「数学ベンチャー」を名乗り、あらゆる科学技術の基礎となる数学を企業のコアテクノ

ロジーに据え、これを基盤とした高度 AI システムを活用することで社会課題の解決に貢献する

ことを目指している。 

 ドローンとAIを活用して水害における浸水被害を短時間で予測する「浸水予測AIシステム」、

日本気象協会と共同で開発した「AIを活用した越波（えっぱ）検知」、高度 AI画像解析技術を

応用した「損傷箇所 AI検知システム」「画像 AI検品システム」「運転支援 AIシステム」「自動

採寸 AIシステム」などなど、同社の「高度数学×AI」によって開発された技術はさまざまな企

業に採用され、ソリューションを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【食品ロス削減推進賞】 

 

株式会社コ－クッキング 

「捨てられてしまいそうな食べ物をレスキューする 

『TABETE』を運営」 
  

 SDGs の目標の一つである「食品ロス」削減に向けて、2018 年株式会社コークッキングが立

ち上げたフードシェアリングサービス「TABETE」は、おいしく食べられるのに余って捨てるし

かない飲食店や小売店と、割安な価格で購入したい消費者をマッチングするプラットフォーム。 

 プラットフォームに出品された食べ物をテイクアウトすることを「レスキュー」と呼び、食品

を廃棄から“救う”という概念を利用者に印象付けた。コロナ禍の中で、登録ユーザーは 30 万

人を超え、創業から 2020 年 8 月までにレスキューされた食品の数は累計 5 万食、約 2 万 5000

㎏に及ぶ。 

 さらに 2020年 4月から試験運用を始めた、規格外品の農産物や在庫過多で困っている食品・

食材を TABETEユーザー向けに販売する直送サービス「レスキュー掲示板」では、10月までに

累計約 4,500㎏の食材を廃棄から救っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■第 18回シネマ夢倶楽部表彰 授賞案件の概要 

 

今年度、事業 18 年目を迎える「シネマ夢倶楽部」では、映画の楽しさ、感動、夢、希望、喜び…。いい映画、

魅力的な映画、上質な作品は、生きる喜びや、希望や元気、心豊かな人生や生活をあたえてくれる…と考え、

映画を熱く応援しています。 

 

推薦委員が選ぶ、心に沁みる 2020年ベスト作品 

＜ベストシネマ賞＞ 

■第 1位 『燃ゆる女の肖像』 

監督：セリーヌ・シアマ  2019年／フランス／122分 配給：ギャガ 

■第 2位 『ジョジョ・ラビット』 

監督：タイカ・ワイティティ 2019年／アメリカ／109分 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン 

■第 3位 『朝が来る』 

監督：河瀨直美  2020年／日本／139分 配給：キノフィルムズ 

2020年ベストシネマに選ばれた他の作品（以下、順不同） 

『ラスト・ディール 美術商と名前を失くした肖像』  監督：クラウス・ハロ 

2018年／フィンランド   配給：アルバトロス・フィルム、クロックワークス 

『シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい！』  監督：アレクシス・ミシャリク 

2018年／フランス、ベルギー  配給：キノフィルムズ、東京テアトル 

『パラサイト 半地下の家族』  監督：ポン・ジュノ 

2019年／韓国  配給：ビターズ・エンド 

『海辺の映画館−キネマの玉手箱−』  監督：大林宣彦 

2019年／日本  配給：アスミック・エース 

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』  監督：外崎春雄 

2020年／日本  配給：東宝、アニプレックス 

『博士と狂人』  監督：P・B・シェムラン 

2019年／イギリス、アイルランド、フランス、アイスランド  配給：ポニーキャニオン 

『ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語』  監督：グレタ・ガーウィグ 

2019年／アメリカ  配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 

 

映画を通して、文化や生活、社会の発展に貢献 

＜シネマ夢倶楽部賞＞ 

■ミニシアターエイド基金（Mini-theater AID） 

 

新しい時代の映画や才能、意欲的な活躍に 

＜推薦委員特別賞＞ 

■監督 HIKARI （『37セカンズ』監督・脚本） 

■女優 蒔田彩珠 （『朝が来る』出演） 

 

 

 

 



日本ファッション協会表彰式 

「日本クリエイション大賞 2020／第 18回シネマ夢倶楽部表彰」について 

 

 一般財団法人日本ファッション協会では、「日本クリエイション大賞 2020」、ならびに 

 「第 18回シネマ夢倶楽部表彰」の表彰式を、2021年 3月 16日（火）に開催する 

  予定です。ご取材いただければ幸いです。 

   なお、表彰式の詳細、ならびにお申込み方法については別途ご案内を差し上げます。 

 

＊必ず下記事項をお読みの上、お申し込み・ご参加ください 

＜お申し込みの際の注意事項＞ 

■表彰式への参加は事前申込み制とさせていただきます。 

■事前申込みが無い方の当日のご参加はお断りいたします。 

＜当日ご取材いただく皆様への諸注意＞ 

■当日はお申込みご本人様、もしくは代理の方がご取材の場合、お名刺のご提出をお願いいたします。 

■表彰式・会場における感染症対策については、安全対策を講じて開催をいたします。 

■必ずマスクを着用の上ご来場願います。 

■会場内での検温・手指のアルコール消毒にご協力願います。 

■①37.5℃以上の発熱・喉の痛み・咳など風邪の諸症状がある方、②息苦しさ・倦怠感などの症状がある方、

③保健所などの健康観察下にある方、④二週間以内に入国制限・入国後の観察期間を必要とされている国

や地域への渡航、および当該在住者との濃厚接触がある方、⑤同居家族・職場・知人に新型コロナウイルス感

染症の感染者、もしくは感染が疑われている方は、当日の来場はお控えいただきますようお願いいたします。 

■当日、体調不良の症状がある方の参加をお断りする場合もございます。 

■本式典で新型コロナウイルス感染発生の疑いが生じた場合、必要に応じて保健所等の公的機関へ氏名・企

業名・連絡先などの個人情報を提供する場合がございます。 

■新型コロナウイルス感染拡大による状況によっては、表彰式の開催を中止する場合がございます。その際は参

加お申込みをされた方には電話・メールなどでご連絡をいたしますが、当財団ホームページにおいても告知いたし

ますのでご確認ください。 

■感染症対策に皆様のご理解、ご協力賜りますよう何卒お願い申し上げます。 

 

＜本件、お問い合わせ先＞ 

一般財団法人日本ファッション協会 

日本クリエイション大賞担当：鈴木 ／ シネマ夢倶楽部表彰担当：村松 

〒101‐0051東京都千代田区神田神保町 1-5-1 神保町須賀ビル 7階 

TEL：03-3295-1311（代表） ／FAX 03-3295-3295 

E-mail：info@japanfashion.or.jp 

 


