
ANIMATION  CAREEr  MAP

TOKYO  ANIMATION
GUIDE  BOOK

東京アニメーションガイドブック

東京都では、「セルアニメ」などの過去の貴重なアニメ制作の資料を、
良好な環境で保管し状態に応じて観光資源として活用する「アニメアーカイブ事業」を行っています。

都内には、数多くのアニメ関連企業や制作スタジオが集積しています。
東京都は、アニメーション産業の発展や振興を図るとともに、アニメの魅力を発信し、観光客誘致へつなげています。発行：東京都 協力：株式会社カラー／キングレコード株式会社／株式会社講談社／株式会社サンライズ／株式会社ジェンコ／株式会社手塚プロダクション

編集：一般社団法人日本動画協会  東映アニメーション株式会社／株式会社トムス・エンタテインメント／株式会社ぴえろ／東京国立近代美術館フィルムセンター
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経理・総務・版権管理・営業・広報

●TV局　　●広告代理店　　●映画会社　　●音楽制作会社
●ビデオメーカー　　●レコードメーカー　　●玩具・グッズメーカー
●配信会社　　●出版社　　●ゲーム会社　　●遊戯企業
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［キャリアマップ原稿参考］ 一般社団法人日本動画協会  人材育成委員会・株式会社STUDIO4℃



企　画 脚本（シナリオ）
絵コンテ
レイアウト

原画・動画
美術・背景 色彩設定・彩色

セル画に水彩で
色塗りする。

アニメーション制作の流れ

プリプロダクション プロダクション ポストプロダクション

セル画をカメラで
撮影する。

フィルムをカットして
編集する。

PC上で
色塗りする。

タブレット等で
作画する。

企画・脚本 絵コンテ・レイアウト 原画・動画 色設定 仕上・背景
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣（小学館｢週刊少年サンデー｣連載中） Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS  1996※写真は「名探偵コナン」関連のものとなっております。 

撮　影 編　集 音　響

PC上で
映像化する。

ソフト上で
編集する。

撮影・エフェクト

セル画

デジタル化

編　集 録音（アフレコ） ダビング（ミックス） ビデオ編集

Animation

♪

企画
作品をつくるために最初に出す提案です。大まかな企画
を決定した後、作品の舞台設定やキャラクター設定な
ど、細かな内容を決定していきます。

脚本（シナリオ）
シナリオライターが、企画や設定、シリーズ構成にした
がって、作品のストーリーを作り上げます。

絵コンテ・レイアウト
絵コンテは、映像化するための設計図です。監督や演出
担当等が作成します。その後、さらに詳しい設計図を作
り上げるために、具体的な画面構成や映像制作の分担
を決めるのが、レイアウトです。

原画・動画・美術・背景
原画は、絵コンテに沿った演技・芝居を描いていく工程で
す。動画は、原画の間に数枚の絵を入れることで、動きを補
完していく工程です。基本的に作業は手書きで行われます
が、一部の作品ではペンタブレットによるデジタル作画も導
入されています。

色彩設定・彩色（ペイント）
スキャニングした線画に対して色をつけていく工程です。色
彩設定に従って色を指定するのが色指定で、色指定に従っ
て実際に彩色していく作業が彩色（ペイント）です。この工
程は現在、 ほとんどの現場でデジタル化されています。

撮影・エフェクト
完成した絵を重ね合わせ、背景画や3DCGで作られた絵と
合成していくのが撮影です。セルアニメーションでは、カメラ
を利用してフィルムに撮影し、それを現像していました。対
して、デジタルアニメーションでは、カメラを使用せずに、コ
ンピューター上で全ての作業を行います。

録音（アフレコ）
アニメの音は、キャラクターの声、背景の音楽、足音や銃声
などの効果音の3つからなります。 スタジオで映像を見な
がら、声優が演じるアフターレコーディング（アフレコ）に
よって声をつけていく作業を録音といいます。

ダビング（ミックス）
キャラクターの声、音楽、効果音のバランスを調整し、音響
を作り上げていく作業がダビングです。

ビデオ編集
音素材と映像素材を調整しながら、ビデオ編集機で合成
し、テレビ局等に納品する形式に仕上げます。タイトルやテ
ロップなども、この段階で入れます。

編集（カッティング）
カットの長さや順序を微調整しながら、映像をつないでいく
作業のことです。

アニメーションとは、コマ撮りによって1枚1枚の絵を作り上げ撮影していく映像制作手法
を用いた作品のことです。 かつて主流であったのが、セルアニメーションです。セルロイドの
シートに、人の手で1枚1枚キャラクターなどの線画を描き、色を付けたものがセル画で
あり、セル画をコマ撮り撮影することでアニメーションを制作していました。 2000年代
以降、3次元コンピューターグラフィックス（3DCG）を応用した画面作りが普及しており、
すべての工程をコンピューターで行うデジタルアニメーションも増えてきています。
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アニメーションの歴史

「なまくら刀（塙凹内名刀の巻）」 東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵作品
「白蛇伝」 Ⓒ東映
「鉄腕アトム」 Ⓒ手塚プロダクション/虫プロダクション
「機動戦士ガンダム」 Ⓒ創通・サンライズ
「ドラゴンボール」 Ⓒバードスタジオ/集英社・東映アニメーション
「攻殻機動隊」 Ⓒ1995 Shirow Masamune/KODANSHA・BANDAI VISUAL・MANGA ENTERTAINMENT
「新世紀エヴァンゲリオン」 Ⓒカラー／Project Eva.
「NARUTO -ナルト- シリーズ」「NARUTO -ナルト- 疾風伝」 Ⓒ岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
「ふたりはプリキュア」 ⒸＡＢＣ-A・東映アニメーション
「ソードアート・オンライン」 Ⓒアスキー・メディアワークス／SOA
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　世界のアニメーションの歴史は、1892年フランスのエミール・レイ
ノーの「哀れなピエロ」がはじまりであるといわれています。これは、
1895年に世界初の実写映画とされる「工場の出口」の上映よりも３年
も早く、アニメーションの歴史は実写映画の歴史よりも長いことが分か
ります。日本におけるアニメーション映画の第一号は、1917年（大正6
年）に下川凹天の制作した「凸坊新画帖 芋助猪狩の巻」です。同年、北
山清太郎の「猿蟹合戦」、幸内純一の「なまくら刀」（塙凹内名刀の巻）も
上映されました。
　日本のアニメーションのさきがけは、連続式絵巻に見ることができま
す。現在、国宝絵巻となっている「鳥獣人物戯画」、「信貴山縁起 絵巻」、
「伴大納言絵詞」などが例として挙げられます。日本では、数百年に渡る
長い歴史の中で、数多くの絵師達が物語を“描き”“動かす”創作術に魅

入られ、あらゆる試行を重ねています。
　1958年に、日本最初のカラー長編アニメーションとして「白蛇伝」が
上映されました。中国の四大民間説話のひとつ「白蛇伝」を題材にした
内容です。
　その後、1963年にはTVアニメシリーズとして、手塚治虫原作の「鉄
腕アトム」の放送が開始されました。日本における商業アニメーション
は、この「鉄腕アトム」をきっかけとして発展していったとも考えられてい
ます。
　日本の商業アニメーションは、劇場作品やTVアニメーションにより
発展していき、1970年代には国内外の童話や、コミック原作、アニメ制
作会社が原作となる子供向けアニメが多く制作されました。それらの中
より「宇宙戦艦ヤマト」や、「機動戦士ガンダム」などが若者にヒットした

作品も登場し、アニメーションは子供向けのもののみならず、大人でも
楽しめるような内容に変化していきました。1980年代前半からは「ダロ
ス」などのＴＶ、劇場などで放送・上映していないオリジナルアニメー
ションビデオ（OVA）なども登場しました。
　1990年代以降、アニメーション制作は、セルアニメーションからデジ
タルアニメーションへと移行しました。1995年に制作された長編映画
「攻殻機動隊」は、セル画で製作された数少ない長編映画で、ＴＶ放送
においては、1969年に放送が開始された「サザエさん」が最も長く続い
たセルアニメとされています。2013年までセル画で制作されていました
が、同年10月にデジタル制作に完全に移行しました。
　2000年代に入り、コンピューターグラフィックスによるCGアニメー
ションなども登場し、デジタル化が急速に進みました。近年では、フルデ

ジタル作品として2014年に「山賊娘のローニャ」、「シドニアの騎士」な
どが制作されています。
　1917年からの約100年で、日本の商業アニメーションで制作されて
きた作品（TV、OVA、劇場版など含め）は、シリーズ作品含む 作品数 
11,723作品  サブタイトル数 158,442話  となります。
（2017年1月末調べ）
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1東京キャラクターストリート
 東京駅一番街 B1
 http://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/

2明治大学 米沢嘉博記念図書館
 東京都千代田区猿楽町1-7-1
 http://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/

3東京国立近代美術館フィルムセンター
 東京都中央区京橋3-7-6
 http://www.momat.go.jp/fc/

4東京アニメセンター
 ※秋葉原UDXにて7月17日まで開館中。8月以降移転予定。
 ※移転情報は公式HPにてご確認ください。
 http://animecenter.jp/

5明治大学 現代マンガ図書館〈内記コレクション〉
 東京都新宿区早稲田鶴巻町565 2F
 http://www.naiki-collection.jp/

6「あしたのジョー」のモニュメント
 東京都台東区日本堤1-32-3
 https://www.iroha-kai.jp/

7ヤマシロヤ
 東京都台東区上野6-14-6
 http://www.e-yamashiroya.com/

8田河水泡・のらくろ館
 東京都江東区森下3-12-17 江東区森下文化センター
 https://www.kcf.or.jp/morishita/

9長谷川町子美術館
 東京都世田谷区桜新町1-30-6
 http://www.hasegawamachiko.jp/

■アニメ・キャラクター関連施設
■マンガ関連施設
■銅像・モニュメント
■アニメ・キャラクター関連店舗

10サザエさん：銅像
 東京都世田谷区桜新町2-9

11杉並アニメーションミュージアム
 東京都杉並区上荻3-29-5 杉並会館3F
 http://sam.or.jp/

12「機動戦士ガンダム」のモニュメント
 東京都杉並区上井草3-32-1

13南長崎・トキワ荘ゆかりの地のモニュメント等
 東京都豊島区南長崎周辺
 http://www.city.toshima.lg.jp/brand/tokiwaso/map.html#a
 ◎レオ＆ライヤモニュメント（ジャングル大帝・手塚治虫）
 ◎ゼロくんモニュメント（背番号０・寺田ヒロオ）
 ◎マコちゃんモニュメント（いねっ子わらっ子・森安なおや）
 ◎ラーメン屋台モニュメント（鈴木伸一）
 ◎記念碑「トキワ荘のヒーローたち」
 ◎トキワ荘跡地モニュメント
 ◎豊島区トキワ荘通り お休み処
14アニメイト池袋本店
 東京都豊島区東池袋1-20-7
 https://www.animate.co.jp/shop/ikebukuro/

15大泉アニメゲート
 東京都練馬区東大泉1-28
 http://animation-nerima.jp/nerima-and-animation/animegate/

16東映アニメーションギャラリー
 ※休館中。リニューアルオープン情報は公式HPにてご確認ください
 東京都練馬区東大泉2-10-5
 http://www.toei-anim.co.jp/tag/index.html

17葛飾区立四つ木つばさ公園キャプテン翼：大空翼銅像 他
 東京都葛飾区四つ木1-22-3 他
 http://www.katsushika-kanko.com/guide/entertainment/spot_1197.php

18こちら葛飾区亀有公園前派出所：両さん像
 東京都葛飾区亀有周辺
 http://www.j-kochikame.com/

19立川まんがぱーく
 東京都立川市錦町3-2-26 立川市子ども未来センター2階
 http://mangapark.jp/

20青梅赤塚不二夫会館
 東京都青梅市住江町66番地
 http://ome-akatsukafujio-museum.com/

21「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターモニュメント
 東京都調布市内　天神通り商店街

22鬼太郎茶屋
 東京都調布市深大寺元町5-12-8
　http://www.youkai.co.jp/index.php/category/chaya

23ハローキティとしまじろうのモニュメント
 多摩センター しまじろう広場
 http://www.city.tama.lg.jp/16970/019371.html

24サンリオピューロランド
 東京都多摩市落合１-３１
 https://www.puroland.jp/

25「機動戦士ガンダム」に登場する「ガンダム」及び「ザク」のモニュメント
 東京都稲城市東長沼516-2
 http://www.pearterrace.jp/

26「ヤッターマン」に登場する「ヤッターワン」のモニュメント
 南多摩駅北口駅前広場

アニメ関連観光スポット

※本ページに記載の施設にアニメ関連の資料を
展示していない場合もございます。
※掲載内容は2017年5月31日現在の情報と
なっております。

Ⓒ
'76,'17 SANRIO APPROVAL No.P0906032 ⒸBenesse

Corp
ora
tio
n19

88
-2
01
7/
し
ま
じ
ろ
う

Ⓒ水木プロ

Ⓒ創通・サンライズ"
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