一般社団法人デジタルメディア協会 平成27年度事業報告
（平成27年4月1日から平成28年3月31日）
平成27年度は、以下のようなに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。
（１）著作権委員会では、懸案となっていたサブスクリプション（月額定額）方式を含む音楽
著作権使用料率に関するJASRACとの協議を、NMRC（ネットワーク音楽著作権協議会）メンバーと
して妥結に導いた。この際、既存のサービスについては料率を従来のままとし、値上げとならな
いようにすることができた。
（２）ネットワーク・モバイル委員会では、AMD会員の関心が高い「デジタルエンタテインメン
トの新潮流」をテーマに第１回AMDシンポジウムを開催した。協賛した株式会社ソニー・コンピ
ュータエンタテインメントは、これを契機に次年度から入会することとなった。
（３）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21回式典を「AMD／Digital
Contents of the Year’15」として今年3月に開催した。
（４）前年度開催した第20回記念式典ではAMDアワードの歴史を紹介する栞を用意したが、これ
を元に当協会設立以来の活動も併せて記載した「AMD 20周年記念冊子」を製作し、会員および関
係各位に配布した。
（５）当協会を幹事会社として、総務省放送番組海外展開助成事業を受託し、30分番組4本から
なる地方紹介番組の製作およびローカライズ（英語化）を行って、東南アジアにおける海外放送
によりインバウンド観光客の増加を図った。
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、また
経費削減にも努めた結果、次年度繰越金の増額基調を継続できた。
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に関する活動
デジタルメディア世界の最新情報を得るとともにAMD会員向けに交流を図るため、時節に合っ
た会員ニーズの高いテーマを選び、平成27年度は以下のシンポジウムを開催した。
１．名称：ＡＭＤシンポジウム「デジタルエンタテインメントの新潮流」
２．日時：平成２７年１０月２３日（金） １４時３０分～１６時５０分
３．場所：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ秋葉原 ３階ホールＡ、Ｂ
４．プログラム：
総務省来賓ご挨拶（１４：３５～１４：４０）
講演 1 （１４：４０～１５：０５）
「コンテンツサービスの創造と展開」
襟川陽一氏 株式会社コーエーテクモホールディングス 代表取締役社長
講演 2 （１５：０５～１５：３０）
「世界が熱狂する e-Sports」
浜村弘一氏 カドカワ株式会社 取締役 ファミ通グループ代表
講演 3 （１５：３０～１５：５５）
「バーチャルリアリティシステム『プレイステーション VR』の展望」
吉田修平氏 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
ワールドワイド・スタジオ プレジデント
講演 4 （１５：５５～１６：２０）
「次世代クラウドゲームの可能性」

和田洋一氏 シンラ・テクノロジー・インク プレジデント
Q＆A、総括（１６：２０～１６：５０）
夏野 剛氏 慶応義塾大学大学院 特別招聘教授
交流会（１６：５０～１８：００）
５．後援および協賛
【後援】
総務省
公益財団法人科学技術融合振興財団（略称 FOST）
公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団
一般財団法人マルチメディア振興センター（略称 FMMC）
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称 CESA）
ＮＰＯ法人ブロードバンドアソシエーション（略称 BA）
任意団体日本デジタルゲーム学会（略称 DiGRA）
【協賛】
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

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
団体活動に参加した。
CCDでは、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行い、会員に報告した。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に対し、AMD会員の負担が増えることの
ないよう協議を続けた。この結果、これまでに行っているサービスについては従来の料率を継続
できる形で、ストリーム配信も含めた料率の合意に至った。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の使用料規定改
訂でもAMD会員の負担を減らせるよう協議した。
（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27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26年度第1回幹事会
日時： 平成27年5月11日（月）15:00～16:30
場所： 公益社団法人著作権情報センター会議室
議案：１．平成26年度活動報告
２．平成26年度決算報告
３．平成27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
デジタル時代の著作権協議会（CCD）平成27年度総会
日時：平成27年6月4日（木）10:30～

場所：RYUKA知財ホール セミナールーム
議題：１．平成26年度活動報告（案）および決算報告（案）について
２．平成27年度活動計画（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）著作物の保護と利活用に関する研究会（第1回）
日時：平成27年7月30日（木）10:00～12：00
場所：一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 会議室
議題：１．著作物の保護と利活用に関する研究会アンケート結果報告
２．平成27年度研究会でとりあげるべき具体的テーマの検討
３．その他
デジタル時代の著作権協議会（CCD）著作物の保護と利活用に関する研究会（第2回）
日時：平成27年9月29日（火）10：00-12：00
場所：公益社団法人著作権情報センター（CRIC）会議室
議題：１．第3回著作権教育アンケート調査結果について
（講演者：大和 淳 様（(独)日本芸術文化振興会 基金部長）
２．その他
デジタル時代の著作権協議会（CCD）著作物の保護と利活用に関する研究会（第3回）
日時：平成27年11月25日（木）13:00～15：00
場所：一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 会議室
議題：１．講演「山口大学の知的財産教育研究共同利用拠点の取組
（平成27年度文部科学大臣認定）について」
講師：国立大学法人山口大学 大学研究推進機構
知的財産センター副センター長 教授 木村友久氏
２．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27年度に開催された協議は以下のとおり。
NMRC x JASRAC 協議会
日時：4月10日（金）17:00～18:30
場所：JASRAC
議題：JASRAC 規定改定について
NMRC x JASRAC 協議会
日時：4月21日（火）13:00～14:30
場所：JASRAC
議案：JASRAC規定改定について
NMRC x JASRAC 協議会
日時：4月30日（木）13:00～14:30

場所：JASRAC
議案：JASRAC規定改定について
NMRC 世話人会
日時：5月26日（火）11:00～12:30
場所：AMEI会議室
議案：JASRAC 規定改定への対応について
NMRC 総会
日時：7月2日（木）16:00～
場所：AMEI会議室
議案：１．2014 年度活動報告
２．2014 年度収支報告
３．2015 年度活動計画
４．2015 年度収支計画
５．その他
NMRC x JASRAC 第１回再協議（文化庁陪席）
日時：7月8日（水）13:00～16:00
場所：文化庁C
議案：JASRAC規定改定について
NMRC 世話人会
日時：7月27日（月）15:30～16:30
場所：AMEI会議室
議案：JASRAC 再協議への対応について
NMRC x JASRAC 第２回再協議
日時：7月28日（火）15:00～16:00
場所：JASRAC
議案：JASRAC規定改定について
NMRC x JASRAC 第３回再協議
日時：8月6日（木）13:30～15:00
場所：JASRAC
議案：JASRAC規定改定について
NMRC 世話人会
日時：9月17日（木）14:00～16:00
場所：AMEI会議室
議案：文化庁対応について
NMRC 世話人会
日時：9月30日（水）16:00～18:00
場所：レコチョク会議室
議案：文化庁対応について

NMRC 世話人会
日時：10月15日（木）10:00～12:00
場所：AMEI会議室
議案：文化庁対応について
NMRC 世話人会
日時：10月22日（木）16:30～18:00
場所：MCF会議室
議案：文化庁対応について
NMRC 世話人会
日時：11月6日（金）17:00～18:30
場所：レコチョク会議室
議案：文化庁対応について
NMRC x JASRAC 再々協議
日時：11月11日（水）16:00～17:30
場所：JASRAC
議案：JASRAC規定改定について（合意案協議）
NMRC 世話人会
日時：2月17日（水）10:30～12:00
場所：AMEI会議室
議案：JASRAC 協議申し入れについて
NMRC x JASRAC 協議会
日時：3月7日（月）16:00～17:30
場所：JASRAC
議案：JASRAC協議申し入れ事項、及び、NMRC協議事項の確認等

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27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。

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21回AMDアワード授賞作品は次のとおり。
名
主
後
協

称：
催：
援：
賛：

デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’15／第21回AMD アワード
一般社団法人デジタルメディア協会（略省／AMD）
総務省
株式会社NTTドコモ、株式会社NTTぷらら、カドカワ株式会社、株式会社コーエー
テクモホールディングス、株式会社スクウェア・エニックス、大和証券株式会社、
株式会社東北新社、 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
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）
ユニバーサル・クールジャパン ／ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
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）
Splatoon（スプラトゥーン） ／ 「Splatoon（スプラトゥーン）」開発チーム
優秀賞（50音順）
ULTRA JAPAN 2015 ／ ULTRA JAPAN 2015 実行委員会
au 三太郎シリーズ ／ au 三太郎シリーズ スタッフ一同
スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』
／ 松竹株式会社、スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』パートナーズ
Pepper ／ ソフトバンクロボティクス株式会社
Minecraft ／ Mojang AB
民放公式テレビポータル TVer ／ チーム TVer
（日本テレビ放送網株式会社、株式会社テレビ朝日、株式会社TBSテレビ、
株式会社テレビ東京、株式会社フジテレビジョン）
先端科学技術賞賞
マツコロイド ／ 日本テレビ放送網株式会社、 マツコロイド製作委員会
功労賞
久夛良木 健
リージョナル賞
宮崎県小林市移住促進ＰＲムービー「ンダモシタン小林」
／ 宮崎県小林市 市長 肥後 正弘
江並直美賞（新人賞）
本多 達也

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. 「第 23 回ブロードバンド特別講演会」/
NPO 法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ションに共催
2. 「Connected Media Tokyo 2015」(株)ナノオプト・メディアに後援
3. 「Inter BEE 2015」/（一社）日本エレクトロニクスショーに協力
4. 「第 28 回東京国際映画祭」/（財）ユニジャパンに後援
5. 「デジタルサイネージアワード 2015」/
(一社) デジタルサイネージコンソーシアムに後援
6. 「SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2015 in OSAKA 」/
（一社）ナレッジキャピタルに後援
7. 「INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE Award 2015 」 /
（一社）ナレッジキャピタルに後援
8. 「第 4 回スマートプラットフォーム・フォーラム」/
NPO 法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ションに共催
9. 「第 24 回ブロードバンド特別講演会」/
NPO 法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ションに共催
10. 「第 20 回アニメーション神戸」/神戸市に後援
11. 「TECHNO-FRONTIER 2016」/（一社）日本能率協会に協賛
12. 「 GAME ON ～ゲームってなんでおもしろい？～」/(株)角川アスキー総合研究所に後援
13. 「ワイヤレスジャパン 2016」/日本イージェイケイ(株)に後援
14. 「うめきたフェスティバル 2016」/(株)スーパーフェスティバルに後援

15. 「第 5 回スマートプラットフォーム・フォーラム」/
NPO 法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ションに共催
16. 「ナレッジキャピタルフェスティバル」/（一社）ナレッジキャピタルに後援
17. 「ワイヤレスジャパン 2015」/日本イージェイケイ(株)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。

６．会

議

平成27年度第1回（第83回）理事会
日 時： 平成27年6月25日（木）16:00～17:30
場 所： 明治記念館「鶴亀の間」
議 案： 第一号議案 【承認事項】平成 26 年度事業報告
第二号議案 【承認事項】平成 26 年度収支決算報告
第三号議案 【承認事項】新規会員および退会会員について
第四号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて
第五号議案
第 20 回 AMD アワード開催報告
第六号議案
著作権委員会 報告
第七号議案
ホームページ改修について 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27年度第1回（第29回）通常総会
日 時： 平成27年6月25日（木）17:00～17:30
場 所： 明治記念館「相生の間」
議 案： 第一号議案 【承認事項】平成 26 年度事業報告
第二号議案 【承認事項】平成 26 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。
平成27年度第2回（第84回）理事会
日 時： 平成27年9月8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 【承認事項】平成 27 年度収支中間報告
第二号議案 【承認事項】新規会員および退会会員について
第三号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて
第四号議案 【承認事項】第 21 回 AMD Award 開催について
第五号議案 【承認事項】AMD シンポジウム開催について
第六号議案
概算要求・税制改革への要望について
第七号議案
著作権委員会 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27年度第3回（第85回）理事会
日 時： 平成27年12月15日（火）16:30～18:00
場 所： 明治記念館「千歳の間」
議 案： 第一号議案 【承認事項】平成 27 年度収支中間報告
第二号議案 【承認事項】佐藤理事の副理事長就任について
第三号議案 【承認事項】常勤役員の在任年齢に関する規定について

第五号議案
総務省地域活性化コンテンツ企画事業の件
第六号議案
概算要求・税制改革への要望について
第七号議案
AMD シンポジウムの件
第八号議案
第 21 回 AMD アワード開催について
第九号議案
著作権委員会
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

