
 

一般社団法人デジタルメディア協会 平成28年度事業報告 

（平成28年4月1日から平成29年3月31日） 

 

平成28年度は、以下のよう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、これまで保留していたダウンロード配信の著作権料支払いについて

JASRACとの料率交渉を確定させ、過去分についての支払い問題を決着させた。今後は映像配信料

率の議論に入る。さらに、JASRACに対抗する形で活動しているNexTONE社（旧e-LicenceとJRCの

合併組織）との料率交渉で、実質的な値上げが行われない形での決着に導くことができた 

（２）昨年に続きシンポジウムを開催した。AMD会員の関心が高い「AIが未来を変える」をテー

マとし、(ａ）ビジネス分野からはトヨタ、富士通、ワークスアプリケーションズ、（ｂ）エンタ

テインメント分野からはSIE、スクウェア・エニックス、HEROZ（将棋ソフト）、マイクロソフト

からの第一線の講師が講演・パネル討論を行った。 

（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22回式典を「AMD／Digital 

Contents of the Year’16」として今年3月に開催した。 

（４）当協会会員会社のカドカワによる「若者は現実を拡張する」をテーマとした若年層消費の

最新動向に関するセミナー、および、ドワンゴによる「超歌舞伎」をテーマにした古典芸能と先

端技術の融合による新しいエンタテインメントの提案を行うセミナーを開催し、会員以外からも

多くの参加者を集めた。 

（５）予算・税制については、政党への各種要望を地道に続けており、その一環として、「サー

ビスに関わる研究開発の軽減税率」を実現することができた。 

 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

もに経費削減にも努め、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 

１．１ シンポジウム 

 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28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 2016「ＡＩが未来を変える！」 

２．日時：平成 28 年 10 月 28 日（金） １5時 00 分～17 時 20 分 

３．場所：ベルサール飯田橋ファースト B1 ホール 

４．プログラム： 

   ○全体：15:00～17:20 (140 分)      

 15:00～ (5 分) 開会挨拶  襟川理事長 

 15:05～ (5 分) 総務省来賓挨拶 総務省 今林政策統括官 

  ○第１部：ビジネス分野におけるＡＩ （65 分）   

 15:10～ (3 分) 第１部概要  夏野 剛氏 

 15:13～ (5 分) プレゼン① トヨタ自動車株式会社 岡島博司氏 

 15:18～ (5 分) プレゼン② 株式会社富士通研究所 岡本青史氏 

 15:23～ (5 分) プレゼン③ 株式会社ワークスアプリケーションズ 牧野正幸氏 

  15:28～ (47 分) パネルディスカッション・質疑応答   

  ○第 2部：エンターテインメント分野における AI (65 分)  

 16:15～ (3 分) 第２部概要 夏野 剛氏 



 

 16:18～ (5 分) プレゼン④株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 

          吉田修平氏 

 16:23～ (5 分) プレゼン⑤ 株式会社スクウェア・エニックス 三宅陽一郎氏 

 16:28～ (5 分) プレゼン⑥ HEROZ 株式会社  山本一成氏 

 16:33～ (5 分) プレゼン⑦ 日本マイクロソフト株式会社 中里光昭氏 

 16:38～ (43 分) パネルディスカッション・質疑応答   

  ○交流会：17:30 （18:30 中締め）      

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 (FOST)  

  一般社団法人 コンピュータエンターテインメント協会 (CESA)  

  一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会 (CSAJ)  

  公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団  

  任意団体 日本デジタルゲーム学会 (DiGRA)  

  NPO 法人 ブロードバンドアソシエーション (BA)  

  一般財団法 人マルチメディア振興センター (FMMC) 

   【協賛】 大和証券株式会社 

 
１．２ セミナー 

 当協会会員の協力を得て、主として会員の知見向上を目的として、以下のセミナーを 
開催し、会員以外からも多くの参加者を集めた。 
 
（１）「若者は現実を拡張する」 

      ～エンターテインメント・コンテンツ×データから見えてくる 

      若年層消費の最新動向とマーケティングのヒント～ 

   １．日時：平成 28 年 11 月 21 日（月） １6時 00 分～17 時 30 分 

   ２．場所：銀座松竹スクエア 13F セミナールーム 

   ３．講師：カドカワ株式会社  

        マーケティングプロモーション部 マーケティングセクション 

        アナリスト 但木 一真氏 

（２）中村獅童×初音ミク 超歌舞伎『今昔
は な

饗宴
く ら べ

千本
せんぼん

桜
ざくら

』上映会 

   １．日時：平成 28 年 12 月 21 日（水） 15：45～17：10 
   ２．場所：KADOKAWA 内試写室「神楽座」 
   ３．講師：株式会社ドワンゴ 取締役 CCO 
         ニコニコ超会議／闘会議 統括プロデューサー 横澤 大輔氏 
 

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、NexTONE（ジャパン・ライツ・クリアランス（JRC）と株式会社イーラインセンスとの合併組

織）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28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28年度第1回幹事会 

日時： 平成28年5月11日（水）13:30～15:00 

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27年度活動報告 

   ２．平成27年度決算報告 

   ３．平成28年度事業計画(案)・収支予算(案)について 

   その他 

 

デジタル時代の著作権協議会（CCD）平成28年度総会 

日時：平成28年6月10日（金）10:30～ 

場所：公益社団法人著作権情報センター 会議室 

議題：１．平成27年度活動報告（案）および決算報告（案）について 

２．平成28年度活動計画（案）および収支予算（案）について 

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1回） 

日時：平成28年7月14日（木）14:00～16：00 

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「「知的財産計画2016」概要」 

    講師：内閣府知的財産戦略推進事務局 参事官 永山裕二氏 

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2回） 

日時：平成28年9月14日（水）14：00-16：00 

場所：RYUKA知財ホール 

議題：１．講演 「権利者不明作品と拡大集中許諾制度 ―各国の取組みと 

         わが国の進む方向―」 

       講師：東京大学先端科学技術研究センター  教授 玉井克哉氏 

   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28年11月15日（火）14:00～16：00 

場所：RYUKAホール 

議題：１．講演「著作権法をめぐる制度論のメニュー」 

       講師：早稲田大学法学学術院 教授 上野達弘氏 



 

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4回） 

日時：平成28年2月21日（火）14:00～16：00 

場所：RYUKAホール 

議題：１．講演「AIと著作権―新たな情報財検討委員会における議論を踏まえて―」 

       講師：内閣府・知的財産戦略推進事務局 参事官補佐・弁護士 松村将生氏 

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28年度に開催された協議は以下のとおり。 

 

NMRC × JASRAC 協議会 

日時：4月8日（金）13:30～14:30 

場所：JASRAC 

議題：許諾単位の最低使用料他についての JASRAC の考え方及び JASRAC 案の説明、質疑 

 

NMRC 総会 

日時：4月20日（水）16:00～17:00 

場所：AMEI会議室 

議案：2015年度事業報告および収支決算報告 

   2016年度事業計画および予算（案） 

 

NMRC × JASRAC 協議会 

日時：4月27日（水）16:00～17:00 

場所：JASRAC 

議案：最低月額使用料 

   仮承認（動画等） 

 

NMRC × JASRAC 協議会 

日時：5月30日（月）16:00～17:00 

場所：JASRAC 

 議案：（許諾単位の）最低使用料（DL）の取り扱い 
    仮許諾（着ムーヴイー他）の取り扱い 

 

NMRC 世話人会 

日時：6月14日（火）13:00～14:00 

場所：MCF会議室 

 議案：6月 17 日の JASRAC 協議に向けての意見交換 
 

NMRC × JASRAC 協議 

日時：6月17日（金）10:30～11:30 

場所：JASRAC 

議案：JASRAC規定改定について 



 

NMRC × JASRAC 協議 

日時：6月30日（木）15:00～16:30 

場所：JASRAC 

議案：JASRAC規定改定について 

 

NMRC 世話人会 

日時：7月14日（木）10:30～12:00 

場所：MCF会議室 

 議案：７月 22 日 JASRAC 協議に向けての意見調整 
 

NMRC × JASRAC 協議 

日時：8月 10 日（水）13:30～15:00 

場所：JASRAC 

議案：利用割合検討のための意見交換 

 

NMRC × JASRAC 協議 

日時：7月22日（金）13:00～14:00 

場所：JASRAC 

議案：JASRAC規定改定について 

 

NMRC × JASRAC 協議  

日時：8月25日（木）16:00～15:00 

場所：JASRAC 

議案：JASRAC規定改定について 

 

NMRC × ネクストーン協議 第１回 

日時：8月30日（火）16:00～18:00 

場所：AMEI会議室 

 議案：ネクストーンの来年度向け新規定案提示 

 

NMRC 世話人会 

日時：9月15日（水）16:00～18:00 

場所：レコチョク会議室 

 議案：JASRAC 協議およびネクストーン規定案対応のための意見交換  

 

NMRC × JASRAC 協議  

日時：9月26日（月）16:30～17:30 

場所：JASRAC 

議案：仮承認動画取り扱い（2016年3月分まで）合意に向けての最終調整 

 

NMRC 世話人会 

日時：9月30日（金）10:00～12:00 

場所：レコチョク会議室 

 議案：ネクストーン規定案対応のための意見交換  

 

NMRC 世話人会 

日時：10月24日（月）16:00～18:00 



 

場所：レコチョク会議室 

 議案：JASRAC 協議およびネクストーン規定案対応のための意見交換  

 

NMRC × ネクストーン協議 第２回 

日時：11月9日（水）10:30～12:00 

場所：ＣＤＣ会議室 

 議案：ネクストーン新規定に関する意見交換 

 

NMRC 世話人会 

日時：11月18日（金）10:00～12:00 

場所：レコチョク会議室 

 議案：JASRAC 協議およびネクストーン規定案対応のための意見交換  

 

NMRC × JASRAC 協議  

日時：11月21日（月）17:30～19:00 

場所：JASRAC 

議案：仮承認動画(2016年4月～2017年3月分)の取り扱いについて 

 

NMRC × AMD 協議  

日時：12月21日（月）16:00～17:00 

場所：クラウンレコード会議室 

議案：仮承認動画取り扱いついてNMRC（和田代表）とＡＭＤ(伊東著作権委員長)の意見調整 

 

NMRC × ネクストーン協議 第３回 

日時：12月16日（金）10:00～12:00 

場所：レコチョク会議室 

 議案：ネクストーン新規定に関する意見交換 

 

NMRC × JASRAC 協議(非公式)  

日時：12月22日（木）15:00～16:00 

場所：クラウンレコード 

議案：仮承認動画(2016年4月～2017年3月分)の取り扱いについての意見調整 

 

NMRC 世話人会 

日時：2017年1月12日（金）10:00～12:00 

場所：ＣＤＣ会議室 

 議案：JASRAC 協議およびネクストーン規定案対応のための意見交換  

 

NMRC × ネクストーン協議 第４回 

日時：1月19日（木）13:30～14:30 

場所：ＡＭＥＩ会議室 

 議案：ネクストーン新規定に関する意見交換 

 

NMRC 世話人会 

日時：1月25日（水）10:30～12:00 

場所：クラウンレコード会議室 

 議案：ネクストーン規定案対応のための意見交換  



 

NMRC × ネクストーン協議 第５回 

日時：2月1日（水）10:30～12:30 

場所：ネクストーン会議室 

 議案：ネクストーン新規定に関する意見交換 

 

NMRC × JASRAC 協議  

日時：1月26日（木）16:00～17:00 

場所：JASRAC 

議案：仮承認動画の取り扱いの合意についての最終調整 

 

NMRC 世話人会 

日時：2月2日（木）16:00～17:00 

場所：ＡＭＤ会議室 

 議案：ネクストーン規定案対応のための意見交換  

 

NMRC × ネクストーン協議 第６回 

日時：2月8日（水）15:30～17:30 

場所：ネクストーン会議室 

 議案：ネクストーン新規定 合意に向けての意見交換 

 

NMRC × ネクストーン協議 第７回 

日時：2月16日（木）15:30～17:00 

場所：ネクストーン会議室 

 議案：ネクストーン新規定 合意に向けての意見交換 

 

NMRC × ネクストーン協議 第８回 

日時：2月22日（水）10:00～12:00 

場所：ネクストーン会議室 

 議案：ネクストーン新規定 合意に向けての最終調整 

 

NMRC × ネクストーン協議 第９回 

日時：3月8日（水）10:30～12:00 

場所：ネクストーン会議室 

 議案：NexTone の事業本部統合に係る遡及徴収期間について調整 

 

NMRC × ネクストーン協議 第 10 回 

日時：3月17日（水）10:30～12:00 

場所：ネクストーン会議室 

 議案：NexTone の事業本部統合に係る遡及徴収期間について調整 

 

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28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22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’16／第22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） 

後 援： 総務省 

協 賛： 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、 

          ソニー・インタラクティブエンタテインメント、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） 

超歌舞伎 今昔饗宴千本桜／ 超歌舞伎チーム 

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） 

PPAP （ペンパイナッポーアッポーペン） ／プロデューサー 小坂大魔王 

優秀賞（50音順） 

  ガリガリ君TVCM「値上げ」／赤城乳業株式会社、株式会社電通東日本、 

  株式会社電通関西支社、株式会社春企画東京、有限会社ガリガリ君プロダクション 

   君の名は。／「君の名は。」製作委員会 

   この世界の片隅に／株式会社ジェンコ 代表取締役社長 真木太郎 

   シン・ゴジラ／東宝株式会社 

   TBSテレビ火曜ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」／株式会社TBSテレビ            

   PlayStation®VR／ソニー・インタラクティブエンタテインメント 

  BABYMETAL／株式会社アミューズ 

  Pokémon GO／ナイアンティック社、株式会社ポケモン 

  ユーリ!!! on ICE／ユーリ!!! ｏn ICE製作委員会 

  リオ2016オリンピック閉会式 東京2020 フラッグハンドオーバーセレモニー／ 

  東京都、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、   

  株式会社電通、FHO制作チーム 

審査員特別賞 

  ＭＩＫＩＫＯ（株式会社イレブンプレイ 代表取締役） 

功労賞 

  シブサワ・コウ（株式会社コーエーテクモゲームス ゼネラル・プロデューサー） 

リージョナル賞 

  大分県 ゆけ、シンフロ部！ 

 

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. 「U-22 プログラミング・コンテスト 2016」/ 

   一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)に協力 

2. 「Connected Media Tokyo 2016」(株)ナノオプト・メディアに後援   

3. 「第 25 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 

4. 「Inter BEE 2016」/（一社）日本エレクトロニクスショーに協力 

5. 「SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2016 in OSAKA」/ 

   （一社）ナレッジキャピタルに後援 

6. 「INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE Award 2016」 / 

   （一社）ナレッジキャピタルに後援 

7. 「第 29 回東京国際映画祭」/（財）ユニジャパンに後援 



 

8. 「TRAVELxIT CONTEST 」/（株）JTB パブリッシングに後援 

9. 「EU Green Gateway to Japan」/（一社）日本能率協会に協力 

10. 「第 22 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 

11. 「TECHNO-FRONTIER 2017」/（一社）日本能率協会に協賛 

12. 「U-22 プログラミング・コンテスト 2017」/ 

   一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)に協力 

 

（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28年度第1回臨時理事会   

日 時： 平成28年4月8日（金）～14日（木） 

場 所： メール審議による 

議 案： 第一号議案 【承認事項】事務所の移転について 

以上が報告され承認された。 

 

平成28年度第1回（第87回）理事会 

日 時： 平成28年6月21日（火）16:00～17:30 

場 所： 明治記念館「松の間」 

議 案：第一号議案 【承認事項】平成 27 年度事業報告  

  第二号議案 【承認事項】平成 27 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】第 2回 AMD シンポジウムについて 

  第五号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて 

  第六号議案 新役員の就任について（役員選挙）報告  

  第七号議案 第 21 回 AMD アワード開催報告 

  第八号議案 著作権委員会 

  その他 事務局報告 

以上が報告され承認または確認された。 

 

平成28年度第1回（第30回）通常総会   

日 時： 平成28年6月21日（火）17:30～17:45 

場 所： 明治記念館「竹梅の間」 

議 案：第一号議案 【承認事項】平成 27 年度事業報告  

  第二号議案 【承認事項】平成 27 年度収支決算報告 

  第三号議案 【承認事項】新役員の就任について（役員選挙結果の承認） 

  第四号議案 【承認事項】新役員の就任について（役員交代の承認） 

以上が報告され承認または確認された。 

 

平成28年度第2回臨時理事会 

日 時： 平成28年6月21日（火）17:45～18:00 

場 所： 明治記念館「竹梅の間」 

議 案： 第一号議案 【承認事項】理事長・副理事長・専務理事の選出 

以上が報告され承認または確認された。 

 

 



 

平成28年度第3回臨時理事会   

日 時： 平成28年7月13日（水）～15日（金） 

場 所： メール審議による 

議 案： 第一号議案 【承認事項】新規後援名義付与について 

以上が報告され承認された。 

 

平成28年度第2回（第88回）理事会 

日 時： 平成28年10月28日（火）13:00～14:30 

場 所： ベルサール飯田橋ファースト B1 階 「ルーム」 

議 案：第一号議案 【承認事項】平成 28 年度収支中間報告  

  第二号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて  

    第三号議案 概算要求・税制改革の要望について 

  第四号議案 著作権委員会 

  第五号議案 出版委員会 

  第六号議案 セミナー開催について 

 その他 事務局報告 

以上が報告され承認または確認された。 

 

平成28年度第3回（第89回）理事会 

日 時： 平成28年12月21日（水）17:20～18:30 

場 所： KADOKAWA 内 会議室「4-3G」 

議 案：第一号議案 【承認事項】平成 28 年度収支中間報告  

       第二号議案 【承認事項】第 22 回 AMD アワード開催について  

       第三号議案 【承認事項】事務所の移転について 

       第四号議案 【承認事項】新規会員および退会会員について 

       第五号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて 

       第六号議案 第 2回 AMD シンポジウムについて 

       第七号議案 概算要求・税制改革へ要望について 

       第八号議案 著作権委員会報告 

    その他 事務局報告 

以上が報告され承認または確認された。 

 

平成28年度第4回（第90回）理事会 

日 時： 平成29年3月13日（月）14:30～16:00 

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 28 年度事業報告案  

       第二号議案 【承認事項】平成 28 年度決算見込  

       第三号議案 【承認事項】平成 29 年度事業計画 

       第四号議案 【承認事項】平成 29 年度収支予算計画 

       第五号議案 【承認事項】新規後援名義付与について 

       第六号議案 【承認事項】事務局長の委嘱について 

       第七号議案 【承認事項】総務省助成事業による映像素材の権利について 

       第八号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて 

       第九号議案 第 22 回 AMD アワードについて 

       第十号議案 IDPF と W3C の統合について 

       第十一号議案 著作権委員会報告 

      その他 事務局報告 

以上が報告され承認または確認された。                     以上 


