社団法人デジタルメディア協会 平成２３年度事業報告
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日）
平成２３年度（平成２３年４月１日～平成２４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。
「出版委員会」や「著作権委員会」「ネットワーク･モバイル委員会」等、従来からの委員会活
動に力を入れ、さらに、会員との情報交換や会員相互の交流を図る「情報交換会」も実施した。
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「出版委員会」では、本格的に立ち上がりつつある電子出版向け記述フォーマットと
して国際標準の地位を得つつあるEPUB3の日本語対応活動に注力し、AMD情報交換会と連携してセ
ミナーを２回開催するとともに、国際標準化団体IDPFの要請により萩野委員長が同理事に就任し、
国内での標準化を進めた。「著作権委員会」では、JASRACを始めとする管理団体との料率交渉に
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・交渉を進めるとともに、ク
ラウドサービスに対応した著作権問題についての検討・会員の啓蒙を進めた。「ネットワーク・
モバイル委員会」の下にある「CGM配信シナジー推進協議会」は、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、不正流通を防止するための具体的対応策を得始めている。
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による会費収入増加に努めるとと
もに、諸経費削減を行ったが、震災によるアワードの延期に伴う追加費用発生等により、次年度
繰越金が減少した。しかし、平成２４年度は経費削減等の効果が現れて、繰越金を従来以上に計
上できる予定である。
また、恒例の「AMD Award」については、震災の影響で延期した第16回を平成２３年５月に、
第17回を「AMD／Digital Contents of the Year’11」として今年３月に開催し、会員及び関係
者の創生を支援するとともに、当協会のPRに努めた。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。
最後に、平成２４年４月１日付けで一般社団法人への移行登記を完了した。今後は、各種事業
について、一般社団法人としてのメリットを活かした活動を進める。
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２３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。
１．第１回情報交換会 主催：出版委員会
日 時 ：７月１１日（月）１０：００－１２：００
場 所 ：日本雑誌協会 大会議室
議題および講師： 電子出版の標準フォーマットを目指す「EPUB 3」の策定責任者として
著名なIDPF Executive Director Bill McCoy氏の来日を機に、電子出版リエゾンコミッテ
ィの協力を得て、以下の内容でEPUB3に関するセミナーを開催した。
（１）Bill McCoy氏 （IDPF Executive Director、CEO WebPaper LLC ）
「EPUB 3について」 （逐次通訳：㈱ボイジャー塩浜大平）
（２）萩野正昭氏（AMD理事、㈱ボイジャー 代表取締役社長）

「EPUB 3ー日本語表現の現状と方向性～日本語対応ビューワーについて～」
（３）コーディネーター：植村八潮氏（電子出版リエゾンコミッティ座長、東京電機大）
パネラー：Mr. Bill McCoy、萩野正昭氏
「EPUB 3の質問トークセッション」
・AMDの他に、書協／雑協／電子書籍出版協会／電子出版制作流通協議会の会員にも参加をよ
びかけ、聴講者64名、講師等関係者を含めると80名以上の出席者となった。
・セミナーの様子はUstreamで配信され、現在も視聴可能となっている。
< http://www.ustream.tv/recorded/15925355>
２．第２回情報交換会 主催：出版委員会
日 時 ：１０月１４日（金） １３:００-１７:００
場 所 ：アイズカフェ青山 Ｂ１Ｆスタジオ
議題および講師：記述の自由度が高すぎて、同じことを表現するのに何通りもの記述がで
きてしまう現状のEPUB3において、EPUB3ビューアによる表示を適正に保つため、EPUB3によ
る記述についての基準（ガイドライン）を示すことを目的に、以下の内容のセミナーを行
った。
（１）開会挨拶 AMD理事 出版委員会委員長代行 萩野正昭（㈱ボイジャー）
（２）EPUB3における、日本語電子書籍記述のためのベーシック基準
小山忠義（㈱インフォシティDI事業部）、石井 博（同社 MT事業部）
（３）ベーシック基準に準拠した具体的記述法
小池利明（㈱ボイジャー 開発部）
（４）まとめ
AMD理事 岩浪剛太 （㈱インフォシティ）
セミナーの様子は以下のURLで公開されている。
<http://www.voyager.co.jp/archive/speaking_sessions/index.html>
【第１部】EPUB3 における、日本語電子書籍記述のためのベーシック基準 ほか
【第２部】ベーシック基準に準拠した具体的記述法 ほか

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（当時）・ＡＭＤ理事、委員長代行：
伊東達郎氏・フジテレビ）の活動として、権利者関係の２６団体で構成する「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の活動においては、
動画配信のダウンロード配信について、音楽使用料率アップを図るＪＡＳＲＡＣとＮＭＲＣが長
らく協議を続けてきたが、使用形態のほとんどを占めるストリーム配信について、平成２４年３
月３１日までは従来通りの１．３５％とすることで合意し、それ以降については、一年毎に再協
議することになった。ＪＡＳＲＡＣ以外の管理事業者である、ジャパン・ライツ・クリアランス
（ＪＲＣ）や株式会社イーラインセンス等とも使用料規定改訂を協議した。
最近急速に伸びているクラウド音楽配信サービスについては、曲の配信毎に料金を徴収する従
来のサービスに代わって、月額定額料金で聴き放題というサービスへのシフトが始まっている。
このような各種の新しいサービス形態に対する音楽使用料率の策定をＪＡＳＲＡＣが急いでお

り、音楽使用事業者側の代表窓口であるＮＭＲＣとＪＡＳＲＡＣとの協議が始まった。ＡＭＤも
ＮＭＲＣの会員としてこの協議に参加し、ＡＭＤ会員の負担を減らせるよう活動している。
（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２３年度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２３年度第１回幹事会
日時： 平成２３年４月２０日（水）１０：３０～１２：３０
場所： 社団法人著作権情報センター会議室
議案：１．平成２２年度各研究会の活動報告について
２．平成２２年度決算報告について
３．平成２３年度事業計画(案)・収支予算(案)について
４．入退会について
５．役員改選について
６．その他
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）平成２３年度総会
日時：平成２３年５月２５日（水）１５：００～１６：００
場所：東京オペラシティタワー ７階 第４会議室
議題：１．平成２２年度活動報告および決算報告について
２．平成２３年度事業計画(案)および収支予算(案)について
３．役員選任について
４．その他
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）合同研究会第１回
日時：平成２３年７月２５日（月）１４：００－１６：００
場所：東京オペラシティタワー ７階 第３会議室
議題：１．Digital Rights Permission Code（DRPC)関連現状報告
①DRPC実装サービス「ROTA2U」について
②ALAI Dublin 2011でのDRPC発表について
２．その他
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）合同研究会第２回
日時：平成２３年９月５日（月）１４：００－１６：００
場所：東京オペラシティタワー ７階 第３会議室
議題：１．クラウドサービスとは何か －その概要と影響等について
２．その他
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）合同研究会第３回
日時：平成２４年１月２４日（火）１４:００-１６:００
場所：東京オペラシティタワー ７階 第３会議室
議題：１．クラウド型音楽配信サービスの現状
２．その他

デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）著作権ビジネス研究会
日時：平成２４年３月２１日（水）１１:００-１２:００
場所：東京オペラシティタワー １１階 (社）著作権情報センター会議室
議題：１．平成２３年度活動総括について
２．平成２４年度活動計画について
３．その他
デジタル時代の著作権協議会（ＣＣＤ）権利問題研究会
日時：平成２４年３月２３日（金）１０:００-１２:００
場所：コンピュータソフトウェア著作権協会（ＡＣＣＳ） ６Ｆ会議室
議題：１．（講演）文化庁「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究」の
ご報告
文化庁著作権課
２．今年度の活動報告と来年度の事業計画
３．その他
（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２３年度に開催された協議は以下のとおり。
ＮＭＲＣ総会
日時：平成２３年４月１９日（火）１５：００～１６：００
場所：ＡＭＥＩ会議室
議案：１．平成２２年度活動報告
２．平成２２年度収支報告
３．平成２３年度活動計画
４．平成２３年度収支計画
５．その他
ＮＭＲＣ×ＪＲＣの意見交換会
日時：６月８日（水）１６：３０－１８：００
場所：ＡＭＥＩ会議室
議題：クラウドに関して
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＡＲＣ協議会
日時：７月５日（火）１５：３０－１７：３０
場所：ＪＡＳＲＡＣ
議題：ＳＴ型サブスクリプションサービスの取り扱いについて
ＮＭＲＣ×ＪＲＣ意見交換会
日時：７月１３日１６：３０－１８：３０
場所：ＡＭＥＩ会議室
議題：海外の新しいネット配信サービスの状況について
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＡＲＣ協議会
日時：８月１日（月）１５：００－１６：３０

場所：ＪＡＳＲＡＣ
議案：ｓｔ型サブスクリプションサービスの取り扱いについて
ＮＭＲＣ×新管理事業者アイシーエージェンシー協議会
日時：８月３１日（水）１０：００－１２：００
場所：ＡＭＥＩ会議室
議題：音楽配信料率規程（案）に関する意見聴取
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＡＲＣ協議会
日時：１０月１７日（月）午後１７：００－１８：００
場所：ＪＡＳＲＡＣ
議題：サブスクリプション（有期限型）及び新型サービスについて
（スマホ再 DL の件）
ＮＭＲＣ臨時総会
日時：１０月１９日（水）１３：３０－１４：３０
場所：ＡＭＥＩ会議室
議案：１．平成２３年度ＮＭＲＣ活動前半報告
２．ＮＭＲＣ体制について
スマホ再ＤＬに関するＮＭＲＣ内部意見調整
日時：１０月２０日（木）１８：３０－２０：００
場所：ＡＭＥＩ会議室
議案：スマホ再ＤＬにおけるＪＡＳＲＡＣ料率無料化申し入れについて
ＮＭＲＣ×ＪＲＣ協議会
日時：１１月１８日(金）１０：３０－１２：００
場所：ＡＭＥＩ会議室
議題：最低使用料の取り扱いについて
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＡＲＣ協議会
日時：１１月１８（金）１４：００－１５：３０
場所：ＪＡＳＲＡＣ
議題：ＪＡＳＲＡＣの規定改定(案）の説明
ＪＡＳＲＡＣ規定改定案に関するＮＭＲＣ内部意見調整
日時：１２月２６日（月）１４：３０－１６：００
場所：ＭＣＦ会議室
議題：ＪＡＳＲＡＣ規程改定案への協議について
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＡＲＣ協議会
日時：１月１７日（火）１５：３０－１７：００
場所：ＪＡＳＲＡＣ
議題：ＪＡＳＲＡＣ規程改定骨子に対する本協議に入る前の質問、確認等
ＮＭＲＣボード会議
日時：２月１０日（金）１３：００－１５：００

場所：ＡＭＥＩ会議室
議題：ＪＡＳＲＡＣ回答を受けての意見交換、次回協議方針
ＮＭＲＣ×ＪＡＳＡＲＣ協議会
日時：３月１日（木）１５：００－１６：３０
場所：ＪＡＳＲＡＣ
議題：ＪＡＳＲＡＣ規程改定について

３．デジタルメディアに関する調査および研究
ネットワーク・モバイル委員会（委員長：岩浪剛太・ＡＭＤ理事）の下に設立したCGM配信シ
ナジー推進協議会が、総務省主催の不正流通対策プロジェクトに参加し、放送番組について海外
も含めた不正流通の実態調査、防止対策の調査、その実証研究を続けている。平成２３年度は以
下の会議に参加した。
第７回コンテンツ不正流通対策連絡会
日時：４月２８日（木）１０：００－１２：００
場所：汐留ビル１１Ｆ ＮＴＴコミュニケーションズ プレゼンテーションルーム
議題：１．投稿動画サイトに対する対策の検討
２．Ｐ２Ｐファイル共有サイトにおける対策の検討
第８回コンテンツ不正流通対策連絡会
日時：８月２６日（金）１３：３０－１５：００
場所：ＴＫＰ八重洲ビル２Ｆ ホール２Ａ
議題：１．Ｈ２３年度の位置づけについて
２．Ｈ２３年度実施内容（全体概要・実施体制）について
３．Ｈ２３年度実施内容（実証実験内容、動向調査内容）について
①動画投稿サイトに対する対策の検討
②Ｐ２Ｐファイル共有サイトにおける対策の検討
③国内外におけるコンテンツの不正流通に関する動向調査
４．Ｈ２３年度実施スケジュールについて
５．質疑応答、全体討議
第９回コンテンツ不正流通対策連絡会
日時：１０月４日（火）１６：００－１７：３０
場所：アットビジネスセンター大手町 ２Ｆセミナ室
議題：１．ＵＧＣ実証実験 実施内容
２．Ｐ２Ｐ実証実験 実施内容
３．国内インターネット利用者アンケート調査 実施内容
４．国外におけるコンテンツ不正流通に関する動向調査 実施内容
５．リンクサイト対策に関する動向調査 実施内容
第１０回コンテンツ不正流通対策連絡会
日時：１２月９日（金）１３：３０－１５：００
場所：アットビジネスセンター大手町 ２Ｆ大会議室
議題：１．ＵＧＣ実証実験（実験方法、分析内容）について
２．Ｐ２Ｐ実証実験（実験方法、分析内容）について

３．国内インターネット利用者アンケート調査 アンケート速報
４．国外におけるコンテンツ不正流通に関する動向調査：ヒアリング方法について
５．リンクサイト対策に関する動向調査 調査速報
６．事例紹介： 音楽著作権侵害に対する権利者とサイト運営事業者との協業
第１１回コンテンツ不正流通対策連絡会
日時：２月１５日（水）１０：００－１２：００
場所：アットビジネスセンター大手町 ２Ｆ大会議室
議題：１．ＵＧＣ実証実験 実証実験結果、等
２．Ｐ２Ｐ実証実験 注意喚起実験結果、等
３．国外におけるコンテンツ不正流通に関する動向調査：韓国における動向調査結果
４．リンクサイト対策に関する動向調査： リンクサイト動向調査結果
第１２回コンテンツ不正流通対策連絡会
日時：３月２７日（火）１６：００－１８：００
場所：汐留ビル１１Ｆ ＮＴＴコミュニケーションズ プレゼンテーションルーム
議題：１．ＵＧＣ実証実験 実証実験結果とまとめ
２．Ｐ２Ｐ実証実験 流通阻害実験結果とまとめ
３．動向調査結果のまとめ
４．次年度における実証実験案
５．次年度の進め方

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」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・ＡＭＤ理事（当時）、委員長代行：萩野正昭・
ＡＭＤ理事）
⇒１．に詳述。
（２）著作権委員会（委員長：塚本慶一郎・ＡＭＤ理事（当時）、委員長代行：伊東達郎
氏・フジテレビ）
⇒２．に詳述。
（３）デジタル・コンテンツ利用促進委員会（委員長：角川歴彦・ＡＭＤ副理事長）
⇒特になし。
（４）デジタルメディア普及委員会（委員長：小林宏・ＡＭＤ理事）
⇒特になし。
（５）ネットワーク・モバイル委員会（委員長：岩浪剛太・ＡＭＤ理事）
⇒３．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２３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。

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１７回ＡＭＤアワードを３月１９日に開催
した。第１７回ＡＭＤアワード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’１１／第１７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、株式会社インプレスホールディングス、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、株式会社東北新社、株式会社ド
ワンゴ、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：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）
「MIKUNOPOLIS in LOS ANGELES− はじめまして、初音ミクです − 」
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）
「九州新幹線全線開業「祝！九州」キャンペーン」
優秀賞（５０音順）
「DARK SOULS」
「ニコニコ生放送」
「ニンテンドー３ＤＳ」
「無料通話、無料メールアプリ「LINE」」
「マルモのおきて」
「モテキ」
リージョナル賞
「BRASIL GIFU 多文化共生プロジェクト」
功労賞
該当無し
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. 第 15 回ブロードバンド特別講演会に共催
2. 第 2 回デジタルサイネージアワードに後援
3. うめきた先行開発区域プロジェクトナレッジキャピタルトライアル 2011 に後援
4. 川崎コンテンツ産業フォーラムに後援
5. 第 24 回東京国際映画祭に後援
6. Creative Market Tokyo 2011 に後援
7. Inter BEE2011 に後援
8. BACA-JA2011 に後援

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TECHNO-FRONTIER2012 に協賛
第 16 回ブロードバンド特別講演会に共催
eAT’12KANAZAWA に特別協力
ワイヤレスジャパン 2012 に後援
スマートフォン／ケータイショップ EXPO に後援
M2M クラウド EXPO に後援
IMC Tokyo 2012 に後援

（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２３年度第１回（第２３回）通常総会
日 時： 平成２３年５月２５日（火）１５：３０～１６：００
場 所： 明治記念館「相生の間」
議 案： 第一号議案
平成２２年度事業報告
第二号議案
平成２２年度決算報告
第三号議案
平成２３年度収支予算変更案の承認の件
第四号議案
一般社団法人化へのスケジュールの承認の件
第五号議案
役員の変更についての承認の件
以上が報告され承認された。
平成２３年度第２回（第２４回）通常総会
日 時： 平成２４年３月１９日（月）１５：３０～１６：００
場 所： 明治記念館「相生の間」
議 案： 第一号議案
平成２４年度事業計画
第二号議案
平成２４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
新役員の就任について
以上が報告され承認された。
＜理事会＞
平成２３年度第１回（第６７回）理事会
日 時： 平成２３年５月３１日（火）１４：００～１５：３０
場 所： 明治記念館「鶴亀の間」
議 案： 第一号議案
平成２２年度事業報告
第二号議案
平成２２年度収支決算報告
第三号議案
平成２３年度収支予算変更案の承認の件
第四号議案
一般社団法人化へのスケジュールの承認の件
第五号議案
役員の変更についての承認の件
第六号議案
新規会員及び退会会員についての承認の件
第七号議案
今後のスケジュールについての承認の件
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
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２３年度第２回（第６８回）理事会
日 時： 平成２３年９月６日（火）１６：００～１７：３０
場 所： 明治記念館「千歳の間」
議 案： 第一号議案
平成２３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
理事会社、登録代表者変更に伴う新役員の就任について
第四号議案
新規会員及び退会会員について
第五号議案
第１７回 AMD アワード開催について
第六号議案
今後のスケジュールについて
第七号議案
出版委員会 報告
第八号議案
著作権委員会 報告
第九号議案
デジタルメディア普及委員会 報告
第十号議案
ネットワーク・モバイル委員会 報告
第十一号議案
その他委員会 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２３年度第３回（第６９回）理事会
日 時： 平成２３年１２月６日（火）１６：３０～１８：００
場 所： 明治記念館「鶴亀の間」
議 案： 第一号議案
平成２３年度収支中間報告
第二号議案
第１７回 AMD アワード開催について
第三号議案
I-ROI との関係について
第四号議案
今後のスケジュールについて
第五号議案
出版委員会 報告
第六号議案
著作権委員会 報告
第七号議案
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２３年度第４回（第７０回）理事会
日 時： 平成２４年３月１９日（月）１４：００～１５：３０
場 所： 明治記念館「鶴亀の間」
議 案： 第一号議案
平成２４年度事業計画
第二号議案
平成２４年度収支予算
第三号議案
平成２３年度事業報告（概要）
第四号議案
平成２３年度決算見込
第五号議案
一般社団法人での定款について
第六号議案
新規会員及び退会会員について
第七号議案
今後のスケジュールについて
第八号議案
第１７回 AMD アワードについて
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
ネットワーク・モバイル委員会 報告
第十二号議案
I-ROI 検討 WG 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

