一般社団法人デジタルメディア協会 平成25年度事業報告
（平成25年4月1日から平成26年3月31日）
平成25年度（平成25年4月1日～平成26年3月31日）は、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い、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取組んだ。
「出版委員会」では、NYで開催されたIDPF Digital Book 2013へ参加するなど、電子書籍
標準フォーマットEPUB3の日本語対応に関する普及促進活動を続け、国内での標準化の確立
および電子出版の浸透に貢献した。
「著作権委員会」では、JASRAC等との料率交渉および過払い金返還が実現されるよう交渉を進
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活動を進め、DRMに関するセ
ミナーも開催した。
「ネットワーク・モバイル委員会」では、「CGM配信シナジー推進協議会」を通じた総務省の
不正流通コンテンツ対策実証実験を終え、不正流通を防止するための具体的対応策を得た。また、
著作権委員会との共催により、「コンテンツビジネスのこれから」についてのセミナーを開催し、
電子メディア流通プラットフォームの重要性を訴えて多数の出席者の共感を得た。
また、ネット流通に伴う消費税課税を海外事業者にも公平に課することが国内事業者にとって
の大きな課題となっていることから、関連団体との協議会に参加することとなった。
当協会の最大のイベントであるAMDアワードについては、第19回を「AMD／Digital Contents of
the Year’13」として今年3月に開催し、コンテンツ制作者を鼓舞支援した。この中で、第1回ア
ワードから審査委員長を務められた故浜野保樹東京大学名誉教授の功績を称えた。
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、諸経費削減等を行い、次年度繰越金を増額できた。平成26年度は、コンテンツ制作分野だ
けでなく、これを利用する機器業界など他分野にも範囲を広げ、会員増加に努める。
最後に、平成24年4月1日付けで移行登記を完了した一般社団法人化については、内閣府公益等
認定委員会から「公益目的支出計画の実施完了の確認書」が公布され、全ての手続きが完了した。
具体的な事業内容は以下のとおりである。

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」として平成25年度は、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（AMDセミナー） 主催：著作権委員会
「これでわかる！ DRMの最新技術動向と簡単導入事例」
日 時 ：平成25年8月9日（金）14：00-16：15
場 所 ：小田急第一生命ビル 11階会議室Ａ
議題および講師：
(1) 開会挨拶（14:00-14:05）
AMD 著作権委員会委員長 伊東達郎（株式会社フジテレビジョン）
(2) DRM とは（14：05-14：35）
「これからの配信事業における DRM の必要性と事業継続性について」
株式会社ネクストスケープ 代表取締役社長 小杉 智
(3) PlayReady とは（14：35-15：05）
「PlayReady の各国事例および国内事例、契約形態について」

Microsoft Corporation
Interactive Entertainment Business
APAC/Oceania Senior Business Development Manager 山本博基
休憩（15：05-15：15）
(4) パネルディスカッション（15：15-16：00）
「これからのデジタルコンテンツの未来について」
株式会社ネクストスケープ 代表取締役社長 小杉 智
Microsoft Corporation
Interactive Entertainment Business
APAC/Oceania Senior Business Development Manager 山本博基
(5) まとめ、質疑応答（16:00-16:15）
AMD 著作権委員会委員長 伊東達郎（株式会社フジテレビジョン）
・WindowsベースのDRMシステムの提供では日本一のシェアを持つネクストスケープ社より、
DRMに関する最新技術動向と導入事例について紹介し、Microsoft社からグローバルなDRMへ
の取組状況の紹介を行った。AMD非会員も含めて24名が参加し、質疑も15分近く行われ、活
発な議論が交わされた。
２．第2回情報交換会（AMDセミナー）
主催：ネットワーク・モバイル委員会、著作権委員会共催
日 時 ：平成25年11月13日（水）15時00分-16時40分
場 所 ：明治記念館 1F 千歳の間
講師および議題：
AMD 副理事長 角川歴彦（株式会社 KADOKAWA 取締役会長）
「コンテンツビジネスのこれから」
・ AMD 会員以外に、各種団体、出版、メディア等からも多数の参加者があり、定員 50 名
を越える盛況であった。コンテンツ流通のためのプラットフォームを押えることの重要性
を示し、逆にそれを押えられた場合はコンテンツ事業者が結束してコンテンツの再生産を
可能にするだけの利益を得られるように新しいエコシステムを構築する必要があること、
最後に著作権法は流通プラットフォームのモノポリーによる弊害を抑える方向で見直す
べきである、との趣旨で講演が行われた。
質問が途切れず、活発な質疑応答が行われ、関心の高さが伺われた。

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：伊東達郎氏・フジテレビ）の活動として、「デジタ
ル時代の著作権協議会」（CCD）、並びに、「ネットワーク音楽著作権連絡協議会」（NMRC）の2
つの団体活動に平成25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、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、新
たな使用料率をまとめるに至らなかった。特に、サブスクリプション方式（月額定額方式）の料

率については真剣な議論を続けている。また、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。
AMDはNMRCの会員として、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25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25年度第1回幹事会
日時： 平成25年4月19日（金）14:00～
場所： 社団法人著作権情報センター会議室
議案：１．平成24年度の活動報告（案）および決算報告（案）について
２．平成25年度事業計画(案)およ収支予算(案)について
３．役員選任について
４．会則の一部変更について
５．その他
デジタル時代の著作権協議会（CCD）平成25年度臨時幹事会
日時：平成25年5月24日（金）14:00～
場所：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会CPRA会議室
議題：１．代表幹事、副代表幹事の選任について
２．今後の研究体制について
デジタル時代の著作権協議会（CCD）平成25年度総会
日時：平成25年5月24日（金）14:00～
場所：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会CPRA会議室
議題：１．平成24年度活動報告および決算報告について
２．平成25年度事業計画(案)および収支予算(案)について
３．役員選挙について
４．会則の一部変更について
５．その他
デジタル時代の著作権協議会（CCD）権利問題研究会・著作権ビジネス研究会合同研究会
日時：平成25年7月17日（水）14:00～16:00
場所：RYUKA知財ホール セミナールーム
議題：１．講演 「デジタル著作権取引所について
～文化庁「諸外国における著作物等の利用円滑化方策に関する
調査研究報告書」より～」
文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室企画調査係長 川内明日香氏
２．今年度CCDシンポジウムについて
３．今年度研究会について
４．その他

デジタル時代の著作権協議会（CCD）第１回著作権ビジネス研究会
日時：平成25年9月9日（月）10:30～12:30
場所：CRIC会議室
議題：１．「総務省における放送番組流通円滑化に向けた一連の取り組みについて」
総務省 小笠原陽一課長
２．質疑応答
３．その他
デジタル時代の著作権協議会（CCD）第１回権利問題研究会
日時：平成25年9月27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．「CDCシステムにおける著作権情報管理の仕組みと応用」
公益社団法人著作権情報センター 専任研究員
２．その他

横山 眞司氏

デジタル時代の著作権協議会（CCD）
権利問題研究会・著作権ビジネス研究会合同研究会（第2回）
日時：平成26年2月12日（水）10:00～12:00
場所：RYUKA知財ホール セミナールーム
議題：１．「デジタルコンテンツの利用・流通に関する日本における現状とグローバル動向」
水野有平氏（グーグル(株)執行役員 YouTubeパートナーシップ日本代表）
２．「我が国におけるspotifyの現状と課題」
孫 龍活氏（スポティファイジャパン(株) Legal Counsel）

（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25年度に開催された協議は以下のとおり。
NMRC総会
日時：平成25年4月23日（火）14:00～
場所：AMEI会議室
議案：1．平成24年度活動報告
2．平成24年度収支報告
3．平成25年度活動計画
4．平成25年度収支計画（案）
5．その他
ストリーム按分 WG：返金問題事前ミーティング
日時：8月22日（木）14:00～16:00
場所：AMEI会議室
議題：2010年4月以降の返金についての方針と戦略を検討
・返金の対象とする許諾を何処までひろげるか
・返金の対象となる許諾の返金計算式の検討
・その他検討すべき事項

NMRC x JASRAC 協議会
日時：9月18日（水）14:00～16:00
場所：JASRAC
議題：ストリーム按分について
・2010 年 3 月末までの返金協議合意について
・同上、具体的な返金の手法について検討
・2010 年 4 月以降の協議についてのスケジュール検討
NMRC x JASRAC 協議
日時：1月10日（金）14:00～16:00
場所：JASRAC
議題：返金について
NMRC x JRC 協議
日時：2月6日（木）14:00～16:00
場所：AMEI会議室
議案：JRC規定改定
NMRC x JRC協議
日時：2月20日（木）16:00～17:30
場所：AMEI会議室
議題：・規程改定協議開始に当たっての合意書について
・規程改定について
NMRC x JRC 協議
日時：2月27日（木）15:00～16:30
場所：AMEI会議室
議案：NMRC具体案及びJRC案につき、協議
（合意できたものは4月1日の規定改定に盛り込む予定）
NMRC 準備会
日時：3月12日（水）10:30～12:00
場所：レコチョク会議室
議題：・3/20JRC 協議に向けて～サブスクリプションの考え方の整理
・3/24JASRAC 協議に向けて規定改定について
NMRC x JRC 協議
日時：3月20日（木）15:00～16:30
場所：AMEI 会議室
議案：JRC 規定改定について
（NMRC としてはサブスクリプションの考えを整理して望む）
NMRC x JASRAC 協議
日時：3月24日（月）15:00～16:30
場所：JASRAC
議題：規程改定

３．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
（１）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25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。
（２）ネット流通における消費税課税の問題を検討する「海外事業者に公正な課税適用を求め
る対策会議」（平成26年3月31日開催）に参加し、協議会員となることを認められた。

４．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19回AMDアワードを3月18日に開催した。第19
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’13／第19回AMD アワード
主 催： 一般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NTTドコモ、株式会社KADOKAWA、コーエーテクモホールデ
ィングス株式会社、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、株式会社東北
新社、株式会社ドワンゴ、任天堂株式会社、株式会社バンダイナムコホールディングス
後 援： 総務省
授賞式：会場／明治記念館「蓬莱の間」
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）
「進撃の巨人」プロジェクト
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）
「Sound of Honda / Ayrton senna 1989」
優秀賞（50音順）
「Windows8.1」
「艦隊これくしょん 〜艦これ〜」
「きゃりーぱみゅぱみゅ」
「CocoPPa」
「孤独のグルメSeason3」
「ニコニコ超会議」
「信長の野望 創造」
リージョナル賞
「高齢者によるインターネットテレビ局の運営」
特別功績賞
浜野 保樹
江並直美賞（新人賞）
スプツ二子！氏

５．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. IMC tokyo2013 に後援
2. 第四回デジタルサイネージアワードに後援
3. 第 26 回東京国際映画祭に後援
4. ISCA2013 に後援
5. 第 18 回アニメーション神戸に後援

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ビジネストライアルラボに後援
川崎コンテンツ産業フォーラムに後援
第 7 回ブロードバンド特別シンポジウムに共催
富田倫生追悼イベントに協賛
第 20 回ブロードバンド特別講演会に共催
eAT KANAZAWA 2014 に後援
TECHNO FRONTIER 2014 に協賛

（２）デジタルメディアに関する各種照会等に対応した。

６．会

議

＜総 会＞
平成25年度第1回（第27回）通常総会
日 時： 平成25年5月28日（火）17:30～18:00
場 所： 明治記念館「かしわあやめの間」
議 案： 第一号議案
平成 24 年度事業報告
第二号議案
平成 24 年度収支決算報告
以上が報告され承認または確認された。
＜理事会＞
平成25年度第1回（第75回）理事会
日 時： 平成25年5月28日（火）16:00～17:30
場 所： 明治記念館「はぎ、さくらの間」
議 案： 第一号議案
平成 24 年度事業報告
第二号議案
平成 24 年度収支決算報告
第三号議案
事業譲渡に伴う会員会社名変更について
第四号議案
新規会員および退会会員について
第五号議案
今後のスケジュール
第六号議案
第 18 回 AMD アワード開催報告
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
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25年度第2回（第76回）理事会
日 時： 平成25年9月24日（火）16:00～17:30
場 所： 明治記念館「かしわ・あやめの間」
議 案： 第一号議案
平成 25 年度収支中間報告
第二号議案
第 19 回 AMD アワード開催について
第三号議案
今後のスケジュールについて
第四号議案
第 18 回 AMD アワード開催について
第五号議案
概算要求・税制改革へ要望について
第六号議案
出版委員会 報告
第七号議案
著作権委員会 報告
第八号議案
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25年度第3回（第77回）理事会
日 時： 平成25年12月17日（火）16:00～17:30
場 所： 明治記念館「はぎ・さくらの間」
議 案： 第一号議案
平成 25 年度収支中間報告
第二号議案
新規入退会について
第三号議案
今後のスケジュールについて
第四号議案
概算要求・税制改革へ要望について
第五号議案
第 19 回 AMD アワード開催について
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 オンラインゲームのチートとハッキング対策（西角理事）
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25年度第4回（第78回）理事会
日 時： 平成26年3月18日（火）14:00～15:30
場 所： 明治記念館「千歳の間」
議 案： 第一号議案
平成 26 年度事業計画
第二号議案
平成 26 年度収支予算
第三号議案
平成 25 年度事業報告案
第四号議案
平成 25 年度決算見込
第五号議案
新規会員及び退会会員について
第六号議案
今後のスケジュールについて
第七号議案
第 19 回 AMD アワードについて
第八号議案
出版委員会 報告
第九号議案
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25年度第1回臨時総会
日 時： 平成26年2月19日（水）
場 所： メール審議による
議 案： 第一号議案
新理事の任命について
以上が報告され承認された。
平成25年度第2回臨時総会
日 時：平成26年3月18日（火）15:30～16:00
場 所：明治記念館「芙蓉の間」
議 案： 第一号議案
定款の変更について
第二号議案
平成 25 年度決算見込みおよび平成 26 年度収支予算案
以上が報告され承認された。
平成25年度第1回臨時理事会
日 時： 平成26年3月4日（火）
場 所： メール審議による
議 案： 第一号議案
定款の変更について
第二号議案
臨時総会の開催について
以上が報告され承認された。

以上

第三号議案

新役員の就任について

新役員名簿（案）
平成26年度は役員改選の年にあたり、役員選挙細則に則り、役員選挙が執行されました。
尚、新役員の任期については定款第28条1項、2項により、選任後2年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとなります。
■理事（敬称略／会社名五十音順）
アスパイアビジョン株式会社

布施 利之

（再 任）

株式会社インターグロー

竹内 茂樹

（再 任）

株式会社インフォシティ

岩浪 剛太

（再 任）

株式会社インプレスホールディングス

丸山 信人

（再 任）

株式会社NHKエンタープライズ

兄部 純一

（再 任）

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

角川 歴彦

（再 任）

株式会社角川アスキー総合研究所

福田

（再 任）

グーグル株式会社

佐藤 陽一

（再 任）

コーエーテクモホールディングス株式会社

襟川 惠子

（再 任）

株式会社講談社

鈴木 伸育

（再 任）

株式会社スクウェア・エニックス ・ホールディングス

西角 浩一

（再 任）

株式会社東京放送ホールディングス

井川 泉

（再 任）

株式会社東北新社

岡本 光正

（新 任）

日本エンタープライズ株式会社

植田 勝典

（再 任）

株式会社バンダイナムコホールディングス

大津 修二

（再 任）

株式会社ボイジャー

萩野 正昭

（再 任）

株式会社マーベラスＡＱＬ

中山 晴喜

（新 任）

特定会員

浜村 弘一

（再 任）

一般社団法人デジタルメディア協会

村上 敬一

（再 任）

トキワユナイテッドパートナーズLLP

鈴木 広典

（再 任）

森本紘章法律事務所

森本 紘章

（再 任）

正

■監事（敬称略／会社名五十音順）

