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AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 

ショートフィルム・コンペティション  

作品応募ガイドライン 

AnimeGO! フィルム・フェスティバルは、毎年異なる文化テーマの下で実施されるシ

ョートフィルム・コンペティションを通じて、日本の古典的・近代的な傑作アニメ

作品を上映し、日本の文化を促進することを目的とするものであり、今年は「ハチ

公」を文化テーマとしています。アニメ制作が好きな皆さんからの、本テーマを用

いた多くの短編アニメ作品の応募をお待ちしています。 

以下に続く作品応募ガイドライン及び作品応募条件は、AnimeGO!ショートフィル

ム・コンペティションへのオリジナル短編作品の応募に関する重要事項を明記した

ものです。作品応募希望者は本作品応募ガイドライン及び作品応募条件を熟読し、

定められた指示に慎重に従ってフィルム作品をご応募ください。 

応募必須条件 

1. 2019年の作品文化テーマである「ハチ公」が明白に用いられた作品であること 

2. 日本文化の影響を反映した作品であること 

3. タイトル及びクレジットを含め、1 分（00:01:00） 以上 3 分 30 秒 （00:03:30）

以下の作品であること。タイトル及びクレジットを除く作品本編自体は 40 秒

以上（00:00:40）であること。 

4. AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 への応募を目的として制作された作

品であること 

5. AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 で初めて一般公開される作品である

こと 

6. オーストラリアの著作権法に違反しない作品であること 

7. オーストラリアの PG レイティングが定める仕様を超えない内容の作品である

こと 

8. 本ガイドラインに定められた技術仕様に従う作品であること 

9.   応募作品は作品応募フォームと共に、2019 年 8月 31日 23時 59 分（オースト

ラリア中部標準時）までにオンライン経由で提出されること 

 

作品応募方法 

1.  AnimeGO! の公式ウェブサイト （www.animego.com.au/competition）にアクセ

スしてください 

http://www.animego.com.au/competition
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2. 「Register（登録）」ボタンをクリックし、登録フォームを熟読の上、必要事

項を記入してください 

3. 登録手続き完了前に、登録フォーム上の作品応募条件に同意する必要があり

ます 

4. 上記手続き完了後に、今年のコンペティションへの作品応募に必要となる応

募申請用 ID が記載された確認メールが送付されてくるため、その ID を無く

さないように大切に保管してください 

5. 応募作品が、本作品応募ガイドラインが定める仕様をすべて満たすものであ

ることを確認してください 

6. 応募作品のファイル名が、先に受け取った応募申請用 ID 及び作品応募フォー

ムに記載したものと同じ作品名からなることを確認の上、アップロードして

ください（ファイル名は［応募申請用 ID 番号 - 短編アニメ作品名］のフォー

マットであること） 

7. 作品応募登録者には、作品提出締切日までに、応募作品のアップロード方法

を記載したメールが送付されます 

8. 応募用作品の提出が無事に完了した場合、72 時間以内にその旨を知らせる確

認メールが送付されます 

注意事項：AnimeGO! フェスティバル 2019 へのフィルム作品の応募は、指定のフォ

ーマットによるオンラインのみでの受付けとなります。そのため、CD や DVD、ブル

ーレイディスク、USB メモリ、またそれ以外のデバイス等による作品の応募は受理

されません。作品の応募方法に関してご質問や問題がある場合には、

competition@animego.com.au までご連絡ください。 

 

応募作品の仕様 

応募作品は、レイティングが「PG」でなければなりません。PG レイティングの詳細

については http://www.classification.gov.au/Guidelines/Pages/PG.aspx.をご確認くださ

い。下記の内容を含む作品については、AnimeGO! フェスティバル組織委員会の裁量

に基づき、失格となります。 

o 過剰に性的・暴力的なコンテンツ 

o 過剰な言語表現（罵り言葉の使用等） 

o 制作者（応募者）が著作権を有していないもの 

英語以外の言語が使用されている作品については、英語の字幕が必要となります。 

 

コンテナ・フォーマット MP4 又は MKV 

解像度   1920 x 1080 

フレームレート   12 fps 又は 24 fps 

mailto:competition@animego.com.au
http://www.classification.gov.au/Guidelines/Pages/PG.aspx
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アスペクト比   16:9 

ビデオ・コーデック  H.264 プログレッシブスキャン（インターレースなし） 

ビデオ・ビットレート  最大 16 Mbps 

オーディオ・ビットレート 最大 384 kbps 

オーディオ・チャンネル ステレオ 

 

注意事項：すべての応募用提出物ファイルのコピーをバックアップとして保管する

ようにしてください。 

 

失格要件 

1. 応募提出物に、応募申請用 ID 及び作品応募フォームに明記したものと同じ作

品名の記載がなく、要件を満たしていない場合 

2. 作品制作者のグループが 5 名を超える作品 

3. 作品時間が、タイトル及びクレジットを含め 1 分（00:01:00）に満たない、

又は 3 分 30 秒（00:03:30）を超える作品 

4. タイトル及びクレジットを除く作品の本編が 40 秒（00:00:40）に満たない作

品 

5. 今年の文化テーマである「ハチ公」が、いかなる方法においても用いられて

いない作品 

6. 作品提出期限の 2019 年 8 月 31 日 23 時 59 分（オーストラリア中部標準時）

までに、応募提出が完了していない作品 

7. AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 以外の場所でアップロード又は公

的に上映されたことがある作品 

8. 作品制作者が、作品応募条件に同意していない作品 

9. 本作品応募ガイドライン及び応募ウェブサイトに定められた指示に従わずオ

ンライン経由で提出されなかった作品 

10. 他のサイトや団体、組織に既に配給されたことのある作品  
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AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 

AnimeGO!  ショートフィルム・コンペティション作品応募条件 

1. エントリー 

AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 は、日豪友好協会 （ Japan 

Australian Friendship Association ）（以下、JAFA とする） ［オーストラリア・

ビジネス・ナンバー：59 624 182 698、住所：PO Box 582, Fullarton, SA 5063］

が組織し、開催するイベントである。 

AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 のショートフィルム・コンペティ

ションに応募する作品制作者は、下記の事項に従わなければならない。 

• 作品応募ウェブサイト http://www.animego.com.au/competition 

を通じて作品応募フォームの提出を完了すること 

• 応募ウェブサイト http://www.animego.com.au/competition 

の作品アップロードページに定められた指示に従い、2019 年 8 月 31 日

23 時 59 分（オーストラリア中部標準時）までに（以下、作品提出期限と

する）作品をアップロードし、提出を完了すること 

JAFA は、作品応募フォームの提出やフィルム作品のアップロードに関する誤

り、破損、遅延等については一切の責任を負わず、またこのようなマテリア

ルを考慮する義務を負わないものとする。 

本コンペティションには、誰でも参加応募することができるが、18 歳未満に

よる応募については、親又は保護者による書面による許可が応募提出物と一

緒に提出されなければならない。作品応募者は個人若しくはグループで参加

することができるが、グループは 2 名以上、5 名以下でなければならない。5

名を超えるグループからの応募があった場合、その応募作品は失格となる。

グループで作品を応募する参加者は、個人で作品を応募することも可能だ

が、その場合の応募作品は、AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 の作

品応募ガイドライン及び作品応募条件が定めるすべての要件を満たす、全く

異なるフィルム作品でなければならない。JAFA の職員、被雇用者及びその家

族は、本コンペティションに応募する資格を有さないものとする。 

2. 拘束契約 

作品制作者は、作品応募フォームに記入し、応募ウェブサイトへ応募用フィ

ルム作品をアップロードすることにより、AnimeGO! フィルム・フェスティバ

ル・ショートフィルム・コンペティションに正式にエントリーし、本コンペ

ティションの作品応募条件及び AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 の

作品応募ガイドラインに記載された情報及び指示（以下、まとめて応募要件

とする）を承諾することに同意するものとする。これにより、JAFA と作品制

http://www.animego.com.au/competition
http://www.animego.com.au/competition
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作者の間に、作品応募条件及びその他一切の応募要件を含む法的拘束力を有

する契約（以下、本契約とする）が自動的に形成されるものとする。 

3. 審査 

AnimeGO! ショートフィルム・コンペティションは、作品における文化テーマ

の革新的な使用を競うコンペティションである。 JAFA は、AnimeGO! ショー

トフィルム・コンペティションに応募されたフィルム作品の審査を行う審査

委員会を任命する。本審査委員会（以下、審査委員会とする）は、業界専門

家、JAFA 委員会のメンバー、その他のメンバーによって構成される。審査委

員会のメンバーは、2019 年 9 月 2 日から 13 日までの期間に、提出された応

募フィルム作品を鑑賞し、審査を行うものとする。審査員は全応募要件を満

たす優秀な 20 作品（以下、上位 20 作品とする）を決定し、その中から

AnimeGO! ショートフィルム・コンペティションにおける最も優れた作品（以

下、最優秀作品とする）を決定する。最優秀作品は、AnimeGO! フェスティバ

ルの授賞式の場で発表される。上位 20 作品及び最優秀作品 は、審査委員会

が定めた審査基準に基づいて決定される。審査委員会は、文化テーマ、革新

性、技術的スキル及びアニメ・レファレンシングからなる各審査カテゴリー

を考慮しながら決定することが求められる。 

 

各審査カテゴリーにおける要点 

 

文化テーマ：作品全体にわたり、指定の文化テーマがいかに効果的に用いら

れ、引き合いに出され、伝えられているか。文化テーマがフィーチャーされ

た形跡が認められない作品については失格となる 

 

革新性：作品で用いられている視覚スタイル及びストーリーの解釈について

の革新性の度合い 

 

技術的スキル：作品全体を通じて、アニメーションの 12 の基本原則がいか

に効果的に用いられているか 

 

アニメ・レファレンシング：作品全体を通じたアニメ・レファレンス（アニ

メ的参照）の質の高さ。レファレンスが明示的なものか否かについては問わ

ないが、視覚的手掛かり、構成スタイル、アニメのアニメーション技法、ス

トーリーテリングのアプローチが含まれなければならない 

 

審査委員会による決定は最終的なものであり、同委員会の審査決定事項に関

するいかなるコミュニケーションも受け付けられない。 

 

上位 20 作品は AnimeGO! フィルム・フェスティバル開催期間中の 2019 年 10

月 20 日、又は JAFA によって定められた別の日に上映されるものとする。上

位 20 作品の制作者には、審査委員会の決定から 12 日以内に、応募フィルム

作品の入選を知らせる連絡がなされる。上位 20 作品は、AnimeGO! フィル
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ム・フェスティバル 2019 開催後に発表される一般投票にかけられる場合が

ある。その場合には、一般投票の概要及び賞品等が確定し次第、作品制作者

に必要詳細が提供されるものとする。 

 

JAFA は、（上位 20 作品に入選したフィルム作品、最優秀作品を含め）合理

的な判断により、応募フィルム作品が、本契約に記載された全応募要件を満

たしていないと考えられる場合、又は当該フィルム作品の作品制作者が、本

契約により定められた作品応募条件に違反若しくは保証、表明に従わないと

考えられる場合には、AnimeGO! フィルム・フェスティバル・ショートフィル

ム・コンペティションからいつでも、いかなる応募フィルム作品をも排除す

る権利を留保するものとする。 

 

4. 賞品 

最優秀作品の受賞者には、JAFA より 2,000 豪ドルを上限とする日本への渡航

費及び滞在宿泊費が、航空券、クーポン券、又はこれを目的とする相当金額

の形で授与される。最優秀作品の受賞者がオーストラリア国外に居住してい

る場合には、2,000 豪ドルを上限とするオーストラリア、アデレードへの渡

航費及び滞在宿泊費が同様の形で授与される。賞品は、AnimeGO! フィルム・

フェスティバル 2019 の授賞式の場で、最優秀作品の受賞者に授与される。

準優秀作品にも賞金が授与されるが、受賞金額については、フィルム・フェ

スティバル開催前に、JAFA が決定するものとする。 

受賞者が 2 名以上のグループからなる場合には、当該グループは代表者を 1

名選ばなければならず、JAFA はその代表者に対し賞品を授与する。賞品相当

額はグループ内で決定した方法に従い共有することができ、JAFA はこの点に

ついては関与しないものとする。 

最優秀作品の受賞者が 18 歳未満の場合には、第 1 条の規定に従い、賞品は、

JAFA に提出された許可書に記載されている受賞者の親、保護者又は法的後見

人に授与される。 

これらの賞品の譲渡、交換、換金はできないものとする。また、賞品受け取

りの条件として、最優秀作品受賞者は、賞品の使用条件及び賞品提供者が定

める要件に従わなければならない。 

JAFA はその裁量に基づき、航空会社やその他のサプライヤー、航空券の性

質、宿泊滞在場所、宿泊滞在期間、渡航時期について、また賞品の授与が航

空券、クーポン券、又は相当金額による支払いとなるか等、賞品に関する一

切の条件及びその他の側面を決定するものとする。 

5. 一般的な表明及び保証 

 

作品制作者は、JAFA に対し下記の事項を保証し、表明する。 
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a) 作品制作者は、本作品応募条件を承諾し、JAFA と本契約を締結する絶

対的な権利と権限を有している。 

b) 作品制作者によって提出されるフィルム作品（以下、応募フィルム作

品とする）は、（作品応募フォームに特定の記載がない限り）作品制

作者が単独で制作したものである。 

c) 応募フィルム作品は、本コンペティションの応募要件を満たしてい

る。 

d) 応募フィルム作品は、AnimeGO! フィルム・フェスティバル以外の場

（オンライン上又はその他）で、上映又は放映されたことはない。 

e) 作品制作者は、応募フィルム作品に含まれ、フィーチャーされ、若し

くはその作品のベースをなしているすべてのロケーションの使用及び

それらの映出について、また第三者のマテリアル及び第三者サービス

の利用により生じるその他一切の結果を複製及び活用するために必要

とされる一切の許可、ライセンス及び同意を得ている。 

f) 作品制作者が提出した作品応募フォームは、あらゆる点において必要

事項を満たし、忠実かつ正確なものである。 

g) 応募フィルム作品は、違法、不正な内容、又は知的財産、プライバシ

ー、パブリシティ若しくはその他の権利を侵害する内容、誹謗、猥

褻、中傷、ポルノグラフィー、性的に不適切、暴力、人種や宗教・出

自・性別に関して不快な内容、15 歳未満の子どもによる視聴に適さ

ない内容、又は一般放映に適さない内容のいかなるコンテンツも含ん

でいない。 

h) 応募フィルム作品は、いかなる申し立て若しくは訴訟の脅威、又は公

的な規制措置の対象でもない。 

 

6. 知的財産権 

 

作品制作者は、JAFA に対し、応募ウェブサイトを通じて提出された作品応募

フォーム及び応募フィルム作品に含まれるすべてのマテリアルを含むマテリ

アルを提出するために必要な一切の権利、権原、利益、ライセンス、許可及

び権限を、すべての第三者（作者、役者、著作権に関する一切の権利の所有

者を含む）から得ていることを表明し、保証する。作品制作者はまた、JAFA

に対し、下記の事項についてさらに表明し、保証する。 

 

a) 応募フィルム作品の知的財産権は、本契約において JAFA に付与され

た権利を除き、そのすべて又は一部においても、他に譲渡、ライセン

スされておらず、またその他のいかなる権利付与の対象でもない。 

b) 作品制作者は、JAFA が本契約において付与された権利を行使するにあ

たり必要となるすべてのライセンス、同意、許可、権利放棄を取得し

ており、下記の事項について、権利、許可、ライセンス及び同意を、

無制限に有するか、若しくは取得している。 



 

DocID:  67539191.1 

(i) 作品制作者は、応募フィルム作品の制作に貢献したすべての
作者やミュージシャンを含む各個人又はその他の組織（以
下、貢献者とする）から、各貢献者のサービス又はその他の
貢献の結果もたらされた著作物やその他の素材（以下、貢献
者マテリアルとする）を使用するための完全な書面によるラ
イセンス及び同意を得ており、これにより JAFA 並びにその指
定代理人及びライセンシーは、本契約で付与された、貢献者
マテリアルをいかなる方法や文脈においても編集、変更、複
製することができる権利を含むがこれに限られないすべての
権利を行使することができる。 

(ii) 作品制作者は、JAFA 並びにその指定代理人及びライセンシー
が、本契約で付与されているすべての権利を行使するために
必要とする、応募フィルム作品のサウンドトラックを構成す
る音源、音楽、歌詞に関する一切の権利を有するか、又はそ
のために必要とされるすべてのライセンス、同意、許可を得
ている。 

(iii) 作品制作者は、応募フィルム作品に出演した各パフォーマー
から、応募作品が一般に公開上映され、また世界各国で放映
されるか、世界中に配布される可能性があることを理解した
上で、その作品の一部として出演したことを示す書面による
同意を得ている。 

7. JAFA に対するライセンス 

 

a) 作品制作者は、JAFA 並びにその指定代理人及びライセンシーに対し、

JAFA に提出された応募フィルム作品及びその他すべてのマテリアルを

含む、情報、データ、著作物及びその他の素材（以下、集合的に提出

済マテリアルとする）を、いかなる方法においても、コピー、送信、

変更、脚色、放映、映出、出版、翻訳、派生的な著作物の制作、配

給、サブライセンス、及び使用可能で、独占排他的かつロイヤルティ

フリー、世界的、移転可能、永久的、取消不能なライセンスを付与す

る。 

b) 前項 7 条(a)に規定の、JAFA 並びにその指定代理人及びライセンシー

に付与されたライセンス（以下、作品ライセンスとする）は、下記の

事項のいずれかが最初に生じるまで、独占排他的なライセンスである

ものとする。 

(i) 応募フィルム作品が審査委員会により上位 20 作品に選ばれな
かった場合、作品ライセンスは 2020 年 12 月 23 日にその効力
を失う 

(ii) 応募フィルム作品が上位 20 作品に選ばれ AnimeGO! フィル
ム・フェスティバルで上映された場合、作品ライセンスは
2020 年 12 月 23 日まで独占排他的なライセンスとなり、かか
る日以降は非独占排他的ライセンスに変更するが、そうでな
い場合は作品ライセンスと同様の条件が適用される 
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(iii) 作品制作者の応募フィルム作品が最優秀作品である場合、か
かる作品は、独占排他的かつ永久的に、独占排他的なライセ
ンスのままとする。 

c) 作品制作者は、JAFA 並びにその指定代理人及びライセンシーが、

AnimeGO! フィルム・フェスティバルにおける上映、放送、オンライ

ン上又は世界中への配給のために適切と考える、いかなる方法におい

ても、応募フィルム作品を編集し、字幕を挿入し、サウンドトラック

に音響効果を加える権利が、作品ライセンスに含まれることに合意す

る。 

 

8. パブリシティ 

 

作品制作者は、AnimeGO! フィルム・フェスティバル 2019 及びそれ以降の同

フェスティバルや関連イベントにおけるパブリシティ活動において、JAFA 並

びにその指定代理人及びライセンシーにいかなる報酬の支払い又は追加的な

許可や同意も求めることなく、作品制作者の氏名、肖像、経歴を使用するこ

とができることに合意する。作品制作者は、応募フィルム作品に関わる各貢

献者及び当該作品に出演するその他すべての個人に対し有し、JAFA がかかる

権利を行使することができることを示す書面による合意を、各当該関係者か

ら得ていることを保証し、表明する。 

 

9. 著作者人格権 

 

「著作者人格権」は、1968 年オーストラリア著作権法（Copyright Act 1968 

(Cth)）の第 IX 部又は世界各国の裁判管轄権の同様の法律に規定された意味を

有している。 

 

作品制作者は、 

a) JAFA 並びにその指定代理人及びライセンシーが、応募フィルム作品を

含む作品制作者の著作物及びその他の素材に編集、変更、追加等を行

い、出所の明示の有無にかかわらず、当該のマテリアルを使用するこ

とにより、作為又は無作為で、作品制作者の一部又はすべての著作者

人格権を侵害する可能性があることについて合意し、また JAFA 並び

にその指定代理人及びライセンシーが、いかなる方法や文脈において

も、かかる行為を永久的に全世界で行うことができることに合意す

る。 

b) 各貢献者から、 JAFA 並びにその指定代理人及びライセンシーが、貢

献者マテリアルに対する編集、変更、追加等を行い、作為又は無作為

で、かかる貢献者の一部又はすべての著作者人格権を侵害する可能性

があることに同意し、かかる同意が 1968 年オーストラリア著作権法

（Copyright Act 1968 (Cth)）によって許可される最大限の範囲において
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付与されるものであることを示す書面による同意を得ていることを保

証し、表明する。 

 

10. JAFA のその他の権利 

 

JAFA は、その単独裁量権に基づき、応募要件を満たしていないと信じるに足

る根拠がある場合、応募フィルム作品を AnimeGO! フィルム・フェスティバ

ルから失格とすることができる。 

 

JAFA は、いかなる時にも、AnimeGO! ショートフィルム・コンペティション

への一切の応募提出物 及び作品制作者の詳細（制作者の身元、年齢、住所を

含む）の正当性を検証する権利を留保するものとする。JAFA は、その裁量権

に基づき、誤りや不備に応じることができる。JAFA が、どの段階においても

そのいずれかの権利を行使しない場合でも、かかる権利の放棄とはならな

い。 

 

11. クレジット 

 

応募フィルム作品が AnimeGO! フィルム・フェスティバルで上映される上位

20 作品に選ばれた場合、かかる作品の制作者は、本作品応募条件の定めによ

り、作品制作者が、JAFA に対して付与する権利に限定されることなく、

AnimeGO! フィルム・フェスティバル開催以降に、当該フィルム作品の制作者

又は制作者の指定代理人若しくはライセンシー、後任者が配給するすべての

当該入選フィルム作品の複製上に、JAFA が合理的に指定する形で、JAFA をク

レジットするようにしなければならない。 

 

12. 作品制作者による補償 

 

作品制作者は、下記の理由又は下記に関連した理由により生じる、すべての

損害賠償、負債、損失、費用、支出、義務、要求（訴訟費用及び弁護士費用

を含むがこれに限定されない）について、JAFA を完全かつ効果的に補償し、

これに害を与えないようにしなければならない。 

a) 作品制作者が、本作品応募条件に定められた義務に従わない場合、及

び 

b) 作品作成者が、本作品応募条件の第 5 条、6 条及び 9 条が定める表明

並びに保証事項を含むがこれらに限定されない、いずれかの表明及び

保証事項に違反した場合 

 

13. 譲渡及び更改 

 

JAFA は、本作品応募条件に定められた JAFA の権利及び義務の一部又はすべ

てを、第三者に譲渡又は更改する権利を有する。作品制作者は、本作品応募
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条件に定められた権利及び義務の一部又はすべてを、譲渡又は更改すること

はできず、かかるいかなる権利及び義務の譲渡の企図も無効とする。 

 

14. その他の措置 

 

作品制作者は、本作品応募条件によって JAFA に付与されたすべての権利を、

JAFA が十分に行使できるよう、本作品応募条件の条項に効力を与えることを

目的とし、JAFA が求める合理的なすべての追加的文書の締結及び一切の物事

の実行を行うことに合意する。これらには、応募フィルム作品そのもの又は

それに関わる著作権及びその他の知的財産権の両方又はそのいずれかを登録

及び保護するために必要とされる文書の締結が含まれるが、これに限られな

い。 

 

15. 制限 

 

JAFA による本契約の違反又は違反が疑われる場合、作品作成者の唯一の救済

は、コモンロー上の訴訟による損害賠償請求権に限定され、作品制作者はい

かなる場合においても、本契約の解除又は差し止めやその他の衡平法上の救

済を含むがこれに限らず、いかなるその他の救済を求めたり取得したりする

権利も有さない。 

 

16. 裁判管轄 

 

本作品応募条件により作成された本契約は、オーストラリア、南オーストラ

リア州で作成され、南オーストラリア州裁判所の非専属裁判管轄に支配され

る。 

 

17. 解釈 

 

本文書における解釈では、 

a) 人の記載がある場合、法人又はその他の法的組織が含まれる。 

b) 単数による記載は、複数の指示物を含み、その逆も同様とする。 

c) 「含まれる」 及び 「含む」の表現が使用さている場合、それに先

行する事項のみに限定されるものではない。 

d) 本作品応募条件は、2019 年 8 月 31 日の応募作品提出期限前に変更す

ることがある。 
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付属書 A – 用語解説 

 

ハチ公 

今年の AnimeGO! フィルム・フェスティバル・ショートフィルム・コンペティション

のテーマは「ハチ公」です。ハチ公は、実話に基づく、飼い主に忠誠を尽くしたこ

とで知られる非常に有名な犬です。ハチ公は、子犬の頃に飼い主にもらわれてから

大切に育てられ、毎日、仕事帰りの主人を駅まで迎えに行くのを楽しみな日課とし

ていました。ハチ公と飼い主は深い友情で結ばれていました。しかし、ある日、突

然悲劇がおそい、飼い主は職場で亡くなってしまいました。何も知らないハチ公

は、主人の帰りを信じて、その後も毎日駅に通い、飼い主が返ってくるのを待ち続

けました。ハチ公は、自らが死ぬまで、10 年近くにおよぶ間、主人の帰りを忠実に

待ち続けたのです。ハチ公の 10 年近くにおよぶ主人への忠誠心に、駅を利用する多

くの人々が心を打たれ、ハチ公はその後、忠誠心・愛・献身を象徴する国民的シン

ボルとなりました。 


