社団法人デジタルメディア協会 平成２２年度事業報告
（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日）
平成２２年度（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）は、当協会の定款に基づき、
総会で決議された事業を行い、デジタルメディアを産業として発展させていくための活動を行っ
た。「著作権委員会」「ネットワーク･モバイル委員会」や「デジタルメディア普及委員会」等、
従来からの委員会活動に力を入れ、会員への情報交換や会員相互の交流を図る「情報交換会」を
実施した。これらの活動を通じ、ブロードバンド及びモバイル・メディアにおけるデジタル・
コンテンツやサービス全般の諸問題について精力的に取組んできた。
なかでも、「著作権委員会」では、JASRACを始めとする音楽著作権管理団体との料率交渉のう
ち、特に会員に関心の深いネットワーク動画配信に係わる音楽使用料率について、会員各位の要
望が実現されるよう精力的に他団体との連携・交渉を進めた。また、「ネットワーク・モバイル
委員会」の下に、投稿動画を扱うプロバイダを中心メンバーとして設置された「CGM配信シナジ
ー推進協議会」は、具体的活動を開始し、会員企業が総務省の不正流通コンテンツ対策実証実験
に参加した。
さらに、国家プロジェクトや調査研究等の獲得および報告に関して会員への支援を行なった。
その他にコンテンツ制作者・サービス提供者共通の課題としての事業環境の整備・醸成、著作権
処理ルール策定・確立、新しいメディアへの対応、コンテンツ流通の拡充、制作技術の向上等、
様々な問題にも対処した。
なお、恒例となっていたAMD Awardについては、東日本大震災の影響に鑑み、平成２３年度上
期に開催を延期した。
最後に、当協会の財務状況については、会員各社と連携して新入会員の増加による会費収入
増加に努めるとともに、事務所費用削減のために事務所移転を行ない、厳しい経済情勢の中、
ほぼ収支均衡を保つことができた。
具体的な事業内容は以下のとおり。

１．デジタルメディアの普及、質的向上及び制作倫理の高揚に関する活動
ＡＭＤ会員向けに交流を図る「情報交換会」を平成２２年度は、以下のように計２回実施した。
委員会活動の一環として、時節に合った、会員ニーズの高いテーマをその時々で選びデジタル
メディア世界の最新情報、捉えるべき課題を講師より報告、かつ参加者も含めて質疑を行った。
平成２２年度中に開催された情報交換会は以下のとおり。
（１）第１回情報交換会 主催：出版委員会
日 時 ：６月１５日（火）１４：００～１６：００
場 所 ：明治記念館1階「かしわ・あやめの間」
講 師 ：<講演１> 萩野正昭氏（ＡＭＤ理事、株式会社ボイジャー代表取締役社長）
<講演２> 丸山信人氏（株式会社インプレスホールディングス社長室室長）
内 容：<講演１>「電子出版の現状と今後の展開」
Ｋｉｎｄｌｅ、Ｓｏｎｙ Ｒｅａｄｅｒ、ｉＰａｄの登場により、電子出版がにわか
に大きな話題となっている。この分野の草分けとして、早くから電子書籍ビューア
を開発するとともに電子出版事業を推進してきたボイジャー社の萩野社長が、電子
出版の現状と今後の展開を、１８年間の実ビジネス経験に基づいて解説した。
<講演２>「雑誌・書籍のデジタル化と未来」
雑誌・書籍のデジタル化に取り組んでいるインプレスグループの丸山氏を講師とし
て迎え、日本雑誌協会及び雑誌コンテンツデジタル推進コンソーシアムや日本電子
書籍出版社協会の動向など、最新の実証実験調査も踏まえて、雑誌・書籍のデジタ
ルコンテンツビジネスの現状と方向性について、解説した。

（２）第２回情報交換会 主催：著作権委員会
日 時 ：７月２１日（水）１４：００～１６：００
場 所 ：コンフォートＢ１ 第１会議室
講 師 ：<講演１> 吉田弘毅氏（総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課 課長補佐）
<講演２> 菅原瑞夫氏（一般社団法人著作権情報集中処理機構（ＣＤＣ）代表理事）
内 容：<講演１>「権利処理の円滑化の取組について」
コンテンツ産業の伸張が重要な政策課題になるとともに、コンテンツの２次利用
促進に向けた権利処理の円滑化が重要となってきている。本講演では、政府が進め
てきた権利処理円滑化の取組について、映像分野を中心に、知財推進計画２０１０・
原口ビジョンでの位置づけ等を概観した。
<講演２>「著作権情報の集中処理システムＦｌｕｚｏの現状」
音楽著作権の権利処理円滑化を目指し、昨年７月から構築を進めてきた権利情報
データベース「Ｆｌｕｚｏ」が本年４月に稼働した。単なる検索データベースで
止まらず、フィンガープリントによる検索や、複数の著作権管理事業者への利用曲
目報告一括処理まで行なうＦｌｕｚｏについて、稼働後の現状を解説した。

２．デジタルメディアにおける著作権の確立と擁護に関する活動
デジタルメディアにおける著作権の確立と擁護に関する施策として以下の活動を行い、また、
コンテンツ制作・サービス提供における著作物の利用に関して関係団体と積極的に討議をはかり、
ルールの確立と運用に努めた。
具体的には、ＡＭＤ著作権委員会（委員長：塚本慶一郎／ＡＭＤ理事、委員長代行：フジテレ
ビ／伊東達郎氏）の活動として、権利者関係２８団体（平成２３年３月現在）で構成する「デジ
タル時代の著作権協議会」（ＣＣＤ）、並びに、音楽配信事業者関係８団体で構成する「ネット
ワーク音楽著作権連絡協議会」（ＮＭＲＣ）の２つの団体活動に今年度も継続して参加した。
ＣＣＤでの活動は、画像や音楽などコンテンツの違法配信といった著作権法違法事例や広く
各団体が扱う著作権問題について情報収集を中心に行なった。一方、ＮＭＲＣの活動は、動画
ダウンロード配信に係わる利用料率について、（社）日本映画製作者連盟（映連）とＪＡＳＲＡ
Ｃが長らく協議を続けてきたが、１２月１４日にＪＡＳＲＡＣ側から映連側へ映像作品のダウン
ロード配信利用料率に関する覚書案が提示された。ＪＡＳＲＡＣの覚書案では、「再生制限の
有無に係わらず、情報料の３．３７５％とする。ただし、上記の料率については２０１３年３月
までの間、情報料及び広告料等収入の２．０％と読替える。」といった内容となっている。現在、
映連並びに（社）日本民間放送連盟、（社）日本映像ソフト協会、（社）日本動画協会４団体に
より、ＪＡＳＲＡＣ覚書案に対する修正案を策定中。ＡＭＤからもＮＭＲＣを通じ、要望書を
提出しており、本ダウンロード配信料率に関する協議は平成２３年度も引き続き重点協議内容と
なる。
（１）デジタルメディアにおける著作権の確立と擁護に関する施策
デジタルメディアにおける著作権の確立と擁護を図るために、著作権委員会において、他団体
との協議の場としてデジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）に幹事として参加。昨年度に引き続
き討議を行った。
平成２２年度中に開催された会合等は以下のとおり。
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）平成２２年度第１回幹事会
日 時： 平成２２年４月１９日（月）１４：００～１５：３０
場 所： （社）著作権情報センター会議室

デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）平成２２年度総会
日 時： 平成２２年５月１７日（月）１５：００～１６：３０
場 所： オペラシティ７階第４会議室
議 題： １．平成２１年度事業報告・決算報告
２．加盟団体の退会について
３．平成２２年度事業計画・収支予算
４．その他
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）シンポジウム
日 時： 平成２２年６月２５日（金）１４：００～１６：００
場 所： 古賀政男音楽博物館 けやきホール
議 題： ＣＣＤ活動発表
１．権利問題研究会 「デジタルコンテンツの権利保護を図るための施策」（同研究
会主査 久保田裕）
２．著作権ビジネス研究会 「『適正な流通に向けての基盤整備』の進捗状況」
（同研
究会主査：菅原瑞夫）
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）著作権ビジネス研究会第１回
日 時： 平成２２年７月２０日（火）１４：００～１６：００
場 所： （社）著作権情報センター会議室
議 題： １．平成２２年度の活動項目について
２．「電子出版契約についての報告」（日本文芸家協会）
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）著作権ビジネス研究会第２回
日 時： 平成２２年９月１３日（月）１４：００～１６：００
場 所： （社）著作権情報センター会議室
議 題： Ｆｌｕｚｏシステム（音楽著作権管理システム）稼動後の状況について
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）著作権ビジネス研究会第３回
日 時： 平成２２年１１月８日（月）１４：００～１６：００
場 所： （社）著作権情報センター会議室
議 題： 「一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構ＡＲＭＡ」の現状について
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）著作権ビジネス研究会第４回
日 時： 平成２３年１月１７日（月）１４：００～１６：００
場 所： （社）著作権情報センター会議室
議 題： 電子出版制作・流通協議会の活動内容について
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）権利問題研究会第１回
日 時： 平成２２年７月１６日（月）１０：００～１２：００
場 所： （社）コンピュータソフトウェア著作権協会会議室
議 題： １．ＦｉｎｇｅｒＰｒｉｎｔによる映像コンテンツの特定技術とＤＲＰＣとの連携
（株式会社Ｌｏｎｇ Ｔａｉｌ Ｌｉｖｅ Ｓｔａｔｉｏｎ）
２．「多元型権利処理の実証事業」に関する報告（株式会社電通）

デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）権利問題研究会第２回
日 時： 平成２２年９月１７日（金）１０：００～１２：００
場 所： （社）コンピュータソフトウェア著作権協会会議室
議 題： Ｕｓｔｒｅａｍの現状と今後
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）権利問題研究会第３回
日 時： 平成２２年１１月１９日（金）１０：００～１２：００
場 所： （社）コンピュータソフトウェア著作権協会会議室
議 題： インターネット有害情報の現状
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）権利問題研究会第４回
日 時： 平成２３年１月２１日（金）１０：００～１２：００
場 所： （社）コンピュータソフトウェア著作権協会会議室
議 題： アクセスコントロール、ＤＶＤにかけられているセキュリティーについて
（２）ネットワーク音楽著作権連絡協議会（ＮＭＲＣ）への参加
著作権委員会において、ネットワーク･コンテンツ制作やサービス提供における音楽著作物の
使用に関して、ネットワーク音楽著作権連絡協議会（ＮＭＲＣ）へ参加し、（社）日本音楽著作
権協会（ＪＡＳＲＡＣ）等との協議を行なった。
なお、平成２２年度中に開催された協議は以下のとおり。
ＮＭＲＣ総会
日 時： 平成２２年４月１６日（金）１３：００～１４：３０
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： １．ＮＭＲＣ２００９年度活動報告･収支報告
２．ＮＭＲＣ２０１０年度活動計画
３．ＮＭＲＣ２０１０年度収支予算
４．その他
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＲＡＣ協議会
日 時： 平成２２年６月２８日（月）１３：３０～１５：３０
場 所： ＪＡＳＲＡＣ会議室
議 題：音楽配信最低使用料に関する協議
ＮＭＲＣ×ｅ－Ｌｉｃｅｎｓｅ最低使用料に関する協議会
日 時： 平成２２年６月２９（火）１６：００～１６：５０
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： 音楽配信最低使用料に関する協議
ＮＭＲＣボード会議
日 時： 平成２２年７月２３日（金）１６：００～１６：５０
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： １．ＪＡＳＲＡＣ提案、音楽以外の著作物を利用する「その他商用配信」規定変更案
について
２．音楽ビデオクリップ協議の進め方について
３．その他

ＮＭＲＣ主催情報交換会
日 時： 平成２２年９月６日（月）１６：００～１８：００
場 所： 日本レコード協会会議室
議 題： ＪＡＳＲＡＣ動画コンテンツ配信料率案について
ＮＭＲＣ×一般社団法人日本音楽ソフト作詞作曲協会協議
日 時： 平成２２年１１月１１日（木）１０：００～１２：００
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： 使用料規定作成に係わる意見徴収
ＮＭＲＣ×ｅ－Ｌｉｃｅｎｓｅ最低使用料に関する協議会
日 時： 平成２２年１１月１１日（木）１６：３０～１８：００
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： 音楽配信最低使用料に関する協議
ＮＭＲＣボード会議
日 時： 平成２２年１２月１０日（金）１３：００～１４：３０
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： ＪＡＳＲＡＣ映像作品ダウンロード料率案に対する対応方法について
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＲＡＣ協議会
日 時： 平成２３年１月７日（金）１０：３０～１２：００
場 所： ＪＡＳＲＡＣ会議室
議 題： 音楽ビデオクリップ使用料率に関する協議
ＮＭＲＣ×ＪＲＣ使用料規定に関する協議会
日 時： 平成２３年１月１８日（火）１７：３０～１８：００
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： ＪＲＣ使用料規定改定案について
ＮＭＲＣ主催動画関連団体意見交換会
日 時： 平成２３年１月２５日（火）１６：００～１７：３０
場 所： ＪＶＡ会議室
議 題： ＪＡＳＲＡＣ映像作品ダウンロード料率案に係わる意見交換会
ＮＭＲＣボード会議
日 時： 平成２３年１月３１日（金）１３：００～１４：３０
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題：ＪＲＣ使用料規定改定案について
ＮＭＲＣ×ＪＲＣ使用料規定に関する協議会
日 時： 平成２３年２月２日（水）１０：００～１２：００
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： ＪＲＣ使用料規定改定案について

ＮＭＲＣ×ｅ－Ｌｉｃｅｎｓｅ最低使用料に関する協議会
日 時： 平成２３年２月２日（水）１３：３０～１５：００
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： 音楽配信最低使用料に関する協議
ＮＭＲＣ×ＪＲＣ使用料規定に関する協議会
日 時： 平成２３年２月１６日（水）１０：００～１２：００
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： ＪＲＣ使用料規定改定案について
ＮＭＲＣ×ＪＲＣ使用料規定に関する協議会
日 時： 平成２３年２月２３日（水）１０：００～１２：００
場 所： ＡＭＥＩ会議室
議 題： ＪＲＣ使用料規定改定案について

３．デジタルメディアに関する調査、研究及び開発
札幌総合情報センター株式会社（Ｓ－ＮＥＴ）を事務局とする「マルチワンセグメントサービ
ス実証実験協議会」に、昨年度に引き続き、ＡＭＤネットワーク・モバイル委員会の活動の一部
として、協議会構成員を務めた。さらに、Ｓ－ＮＥＴが受託したユビキタス特区事業「地下閉空
間におけるマルチワンセグメントサービスを利用した多様なコンテンツ提供の有効性に関する
実証支援業務」の内、平成２３年２月６日（日）～２月１３日（日）に札幌地下街において実施
された「次世代ワンセグ放送 マルチワンセグ無料体験」と題する実証実験に、株式会社角川コ
ンテンツゲート（社名は、平成２３年３月現在）が参加したことを受け、その活動を支援した。
本実証実験は今年で３回目となり、本年度の実験を以って終了となる。
本件に伴う会議の開催状況は次のとおり。
第１回マルチワンセグメントサービス実証実験協議会
日 時： 平成２２年４月２１日（水） １３：３０～
場 所： 札幌ＳＮＥＴ会議室
議 題： １．実証実験結果と平成２１年度事業の総括について
２．平成２２年度事業の方向性について
３．その他
第２回マルチワンセグメントサービス実証実験協議会
日 時： 平成２２年８月１０日（火） １５：００～
場 所： ＡＭＤ事務所
議 題： 平成２２年度実証実験事業計画について
第３回マルチワンセグメントサービス実証実験協議会
日 時： 平成２２年１０月２１日（木） １３：３０～
場 所： 札幌総合情報センター
議 題： 平成２２年度事業計画並びに予算について

４．デジタルメディア関連事業者相互の連絡、情報交換及び協力
ＡＭＤ では、会員有志からなる「出版委員会」「著作権委員会」「デジタル･コンテンツ利用
促進委員会」「デジタルメディア普及委員会」「ネットワーク･モバイル委員会」「広報･マーケ

ティング委員会」を設置し、事業者間相互の連絡、情報交換及び協力を図っている。
（１）出版委員会（委員長：塚本慶一郎／理事、委員長代行：萩野正昭／理事）
⇒１．に前述。
（２）著作権委員会（委員長：塚本慶一郎／理事、委員長代行：フジテレビ・伊東達郎氏）
⇒１．２．に詳述。
（３）ネットワーク・モバイル委員会（委員長：岩浪剛太／理事）
⇒３．４．で前述。

５．デジタルメディアに関する視聴者、関係団体等との連絡、調整
・総務省情報・通信行政最大のイベントである「情報通信月間」（平成２２年５月１５日～
６月１５日）に情報通信月間推進協議会会員として参加した。
・総務省情報通信審議会の「第５８回デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員
会」（平成２２年１２月１４日）に参加し、地デジに関わる放送事業者、機器製造事業者
および消費者の意見を得た。

６．デジタルメディアの顕彰について
デジタルコンテンツ制作者の顕彰を目的とした第１６回ＡＭＤ Ａｗａｒｄは、震災の影響に
より授賞式式典を５月３１日に延期した。
第１６回ＡＭＤ Ａｗａｒｄ授賞作品は次のとおり。
名 称： デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’１０／第１６回ＡＭＤ アワード
主 催： 社団法人デジタルメディア協会（略省／ＡＭＤ）
協 賛： イート金沢実行委員会、株式会社インフォシティ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、
株式会社角川グループホールディングス、株式会社角川コンテンツゲート、
グリー株式会社、コーエーテクモホールディングス株式会社、
株式会社バンダイナムコホールディングス（５０音順）
後 援： 総務省
授賞式： 延期 （会場／明治記念館「富士の間」出席者数／約３００名）
授賞作品：
大賞／総務大臣賞（優秀賞受賞作品より選定する該当１作品及びサービスの制作者）
「ＡＫＢ４８コンセプト」
ＡＭＤ 理事長賞（優秀賞受賞作品より選定する該当１作品及びサービスの制作者）
「ポケットモンスターブラック・ホワイト」
優秀賞（５０音順）
「ＩＳ Ｐａｒａｄｅ」
「Ａｎｄｒｏｉｄ 」
「告白」
「コロニーな生活☆ＰＬＵS」
「Ｓｏｎｙ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ・2010ＦＩＦＡワールドカップ南アフリカ3Ｄ」
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」
「Ｕｓｔｒｅａｍ」
リージョナル賞
「あおもり映像コンテンツ・プロモーション事業」

功労賞（４名）
トマ・シルデ氏 ／JTS Group、ジャパンエキスポ創立者
ジャン=フランスワ・デュフール氏 ／JTS Group、ジャパンエキスポ創立者
サンドリーヌ・デュフール氏／JTS Group、ジャパンエキスポ創立者
シボ・紗江氏 ／ジャパンエキスポ国際関係＆コンテンツ担当
江並直美賞（新人賞）
児玉裕一氏

７．その他の事業
（１）各種公的研究会、委員会に参加及び各種イベントに協力･後援
1. ワイヤレスジャパン 2010 に後援
2. 第 13 回ブロードバンド特別講演会に共催
3. 大阪・北ヤード ナレッジキャピタル トライアル 2010 に後援
4. 第一回デジタルサイネージアワードに後援
5. 第 15 回アニメーション神戸に後援
6. BACA-JA2010 に後援
7. Creative Market Tokyo 2010 に後援
8. かわさき農業コンテンツコンペに後援
9. 第 23 回東京国際映画祭に後援
10. 第 14 回ブロードバンド特別講演会に共催
11. TECHNO－FRONTIER 2011 に協賛
12. eAT’11 KANAZAWA に特別協力
13. 川崎コンテンツ産業フォーラムに後援
14. IMC Tokyo 2011 に後援
15. ワイヤレスジャパン 2011 に後援
16. ｢情報通信月間推進協議会」に総会会員として参加（専務理事）
17. ｢情報通信月間推進協議会」に事務連絡会会員として参加（事務局長）
18. 社団法人全日本テレビ番組製作社連盟へ外部理事として参加（岩浪理事）
19. 財団法人衛星放送セキュリティーセンター評議委員会に、評議員として参加（理事長）
20. デジタルサイネージコンソーシアムに参加（事務局）
（２）デジタルメディアに関する各種照会等に対応した。

８．会

議

＜総 会＞
平成２２年度第１回（第２１回）定時社員総会
日 時： 平成２２年５月２５日（火）１７：００～１８：００
場 所： アイビーホール「アロン」
議 案： 第一号議案
平成２１年度事業報告
第二号議案
平成２１年度決算報告
第三号議案
新役員の選任について
以上が報告され承認された。
平成２２年度第１回臨時社員総会
日 時： 平成２２年１２月１４日（火）１８：００～１８：３０
場 所： 明治記念館「芙蓉の間」

議 案： 第一号議案
一般社団法人化について
第二号議案
平成２２年度収支予算変更案
第三号議案
理事会社、登録代表者変更に伴う新役員の就任について
以上が報告され承認された。
平成２２年度第２回（第２２回）定時社員総会
日 時： 平成２３年３月１７日（木）
方 法： メール承認
議 案： 第一号議案 平成２３年度事業計画
第二号議案 平成２３年度収支予算
第三号議案 一般社団法人での定款について
以上が報告され承認された。
＜理事会＞
平成２２年度第１回臨時理事会
日 時： 平成２２年４月７日（水）
方 法： メール承認
議 案： 第一号議案 新規会員及び休会会員について
第二号議案 選挙細則の変更について
第三号議案 定款変更の提案について
以上が報告され承認または確認された。
平成２２年度第１回（第６３回）理事会
日 時： 平成２２年５月２５日（火）１５：３０～１７：００
場 所： アイビーホール「シノノメ」
議 案： 第一号議案 平成２１年度事業報告
第二号議案 平成２１年度収支決算報告
第三号議案 新規会員及び退会会員について
第四号議案 今後のスケジュールについて
第五号議案 新役員の選任について
第六号議案 ＡＭＤ白書について
第七号議案 第１５回ＡＭＤアワード開催報告
第八号議案 出版委員会 報告
第九号議案 著作権委員会 報告
第十号議案 デジタル・コンテンツ利用促進委員会 報告
第十一号議案 デジタルメディア普及委員会 報告
第十二号議案 ネットワーク・モバイル委員会 報告
第十三号議案 その他新設委員会 報告
その他 事務局報告等
以上が報告され承認または確認された。
平成２２年度第２回（第６４回）理事会
日 時： 平成２２年９月１４日（火）１６：００～１７：４０
場 所： 明治記念館「丹頂の間」
議 案： 第一号議案 平成２２年度収支中間報告
第二号議案 一般社団法人への移行について
第三号議案 選挙細則の改定について
第四号議案 理事会社、登録代表者変更に伴う新役員の就任について

第五号議案 新規会員及び退会会員について
第六号議案 第 1６回 AMD アワード開催について
第七号議案 今後のスケジュールについて
第八号議案 事務所移転について
第九号議案 出版委員会 報告
第十号議案 著作権委員会 報告
第十一号議案 デジタルメディア普及委員会 報告
第十二号議案 ネットワーク・モバイル委員会 報告
その他 事務局報告等
以上が報告され承認または確認された。
平成２２年度第３回（第６５回）理事会
日 時： 平成２２年１２月１４日（火）１６：３０～１７：４５
場 所： 明治記念館「鶴亀の間」
議 案： 第一号議案 事務所移転に伴う平成２２年度収支予算変更案
第二号議案 平成２２年度収支中間報告
第三号議案 平成２３年度事業計画暫定案
第四号議案 平成２３年度収支予算暫定案
第五号議案 一般社団法人の定款（案）について
第六号議案 新規会員及び退会会員について
第七号議案 第 1６回 AMD アワードについて
第八号議案 今後のスケジュールについて
第九号議案 出版委員会 報告
第十号議案 著作権委員会 報告
第十一号議案 デジタルメディア普及委員会 報告
第十二号議案 ネットワーク・モバイル委員会 報告
その他 事務局報告等
以上が報告され承認または確認された。
平成２２年度第４回（第６６回）理事会
日 時： 平成２３年３月１７日（木）
方 法： メール承認
議 案： 第一号議案 平成２３年度事業計画
第二号議案 平成２３年度収支予算
第三号議案 一般社団法人での定款について
第四号議案 平成２２年度事業報告（概要）
第五号議案 平成２２年度決算見込
第六号議案 新規会員及び退会会員について
第七号議案 第１６回ＡＭＤアワード開催延期および今後のスケジュールについて
第八号議案 出版委員会 報告
第九号議案 著作権委員会 報告
第十号議案 デジタルメディア普及委員会 報告
第十一号議案 ネットワーク・モバイル委員会 報告
第十四号議案 その他新設委員会 報告
その他 事務局報告等
以上が報告され承認または確認された。
以上

