一般社団法人デジタルメディア協会 平成29年度事業報告
（平成29年4月1日から平成30年3月31日）
平成29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り組んだ。
（１）著作権委員会では、動画配信における音楽著作権料支払いについて、JASRACとの徴収方法
および料率について交渉を開始した。JASRACと利用者との間で現在のサービス形態ならびに徴収
方法に対する認識に距たりがあり、関連団体とともに認識の共通化作業に着手した。
（２）昨年に続きシンポジウムを開催した。新しいデジタルコンテンツ市場の振興をはかるため
「ｅスポーツ」をテーマとし、学識経験者、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、twitch、
Gzブレイン、eスポーツコミュニケーションズ、DetonatioN Gaming (プロｅスポーツチーム）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23回式典を「AMD／Digital
Contents of the Year’17」として今年3月に開催した。
（４）当協会内に委員会組織「ゲーム競技化機構（AeGI）」を設立し、関係各所へ意向と問題点
の確認・調整を行いｅスポーツの振興に取り組んだ。またｅスポーツ振興に賛同する企業から協
賛金を預かり、ｅスポーツ大会へ賞金拠出を行う活動を開始した。ｅスポーツに係る統一団体、
一般社団法人日本ｅスポーツ連合の設立を支援し、同団体への後援を行った。
（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、税制優
遇措置である「技術研究組合の所得計算の特例」「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格
の損金算入の特例」「産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置」の延
長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、本年度は事務局移転にともなう経費が発生したが、単年度で繰越金を計
上し、前年度に引き続いて累計繰越金は増額となった。
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29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 2017「世界を席巻するｅ-Sports ～取り残された日本の挑
戦～」
２．日時：平成 29 年 9 月 7 日（金） １5 時 00 分～17 時 20 分
３．場所：ベルサール九段
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 吉田眞人官房総括審議官
○第１部：e-Sports の潮流 （65 分）
15:10～ (3 分) 第１部概要
夏野 剛氏
15:13～ (5 分) プレゼン① 慶應大学大学院 中村伊知哉氏
15:18～ (5 分) プレゼン② ｿﾆｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｱｼﾞｱ 松本義紀氏
15:23～ (5 分) プレゼン③ twitch 中村鮎葉氏

15:28～ (47 分) パネルディスカッション・質疑応答
○第 2 部：国内 e-Sports の明日 (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 Gz ブレイン 浜村弘一氏
16:23～ (5 分) プレゼン⑤ e スポーツコミュニケーションズ合同会社
筧 誠一郎氏
16:28～ (5 分) プレゼン⑥ DetonatioN Gaming 梅崎伸幸氏
16:28～ (47 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】 株式会社 Gz ブレイン

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29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29年度第1回幹事会
日時： 平成29年5月11日（木）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28年度活動報告
２．加盟団体の退会について

３．平成29年度事業計画(案)・収支予算(案)について
４．役員の選任について
その他
デジタル時代の著作権協議会（CCD）平成29年度総会
日時：平成29年6月7日（水）14:00～
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28年度活動報告（案）および決算報告（案）について
２．平成29年度活動計画（案）および収支予算（案）について
３．役員の選任について
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29年7月26日（水）10:00～
場所：公益社団法人著作権情報センター 会議室
議題：１．講演「著作権検定を考える」
講師：一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事 久保田裕氏
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29年10月12日（木）14：00～
場所：公益社団法人著作権情報センター 会議室
議題：１．講演 「SNS波浪警報発令 権利の漂流！ ～時第は明日も変わる～」
講師：放送作家・映像プロデューサー 河村シゲル氏
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29年12月8日（金）10:00～
場所：公益社団法人著作権情報センター 会議室
議題：１．講演「教育に関する著作権法改正に伴う制度構築について」
講師：一般社団法人日本写真著作権協会 常務理事 瀬尾太一氏
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29年2月22日（木）14:00～
場所：RYUKA知財ホール
議題：１．講演「SNS上の著作権侵害について」
講師：浅川倉方法律事務所 弁護士 浅川有三氏
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29年度に開催された協議は以下のとおり。
NMRC 世話人会

日時：4月12日（水）13:00～14:00
場所：日本クラウン株式会社 会議室
議案：今後の協議方針、進め方について（JASRAC、NexTone）
NMRC 総会
日時：5月19日（金）14:00～
場所：株式会社第一興商 会議室
議案：2016年度活動報告および収支報告
2017年度活動計画および収支計画（案）
「著作権等の集中管理の在り方に関する調査研究」について意見交換
NMRC 世話人会
日時：7月14日（金）10:30～
場所：株式会社第一興商 会議室
議案： JASRAC 協議について意見交換
NMRC × JASRAC 協議
日時：9月14日（木）14:00～
場所：JASRAC 会議室
議案：動画サブスクリプションの規定改定の対象範囲
NMRC × JASRAC 協議
日時：10月23日（月）16:00～
場所：JASRAC 会議室
議案：動画サブスクリプションの規定改定の対象範囲
NMRC 世話人会
日時：1月15日（月）16:00～
場所：株式会社第一興商 会議室
議案：JASRAC 最低使用料の取り扱いについて
NMRC × JASRAC 協議
日時：2 月 27 日（火）16:00～
場所：一般社団法人民間放送連盟 会議室
議案：有料動画サブスクリプション規定の新設について
NMRC × JASRAC 協議
日時：3 月 27 日（火）13:30～
場所：JASRAC 会議室
議案：ダウンロード最低使用料にかかる協議

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29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23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’17／第23回AMD アワード
一般社団法人デジタルメディア協会（略称／AMD）
総務省
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（50音順）
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）
Nintendo Switch／Nintendo Switch 開発チーム
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）
あゝ、荒野 ／『あゝ、荒野』フィルムパートナーズ、制作スタッフ一同
優秀賞（50音順）
AbemaTV／(株）AbemaTV 代表取締役社長 藤田 晋
オールタイム・ベストアルバム「Finally」／安室 奈美恵
漢字6万文字の国際標準化／（独）情報処理推進機構国際標準推進センター
SNOW顔認識スタンプ／SNOW Japan株式会社 事業統括 崔 智安
日清食品 カップヌードル HUNGRY DAYS シリーズ／
日清食品 カップヌードル HUNGRY DAYSシリーズスタッフ一同
VR ZONE SHINJUKU／（株）バンダイナムコエンターテインメントVR ZONE Project
フリー素材アイドル“Mika+Rika”／
(株)スタッフ・アップ HIPHOPユニット Mika+Rika
フリマアプリ「メルカリ」／株式会社メルカリ プロダクトチーム
審査員特別賞:池の水ぜんぶ抜く大作戦／「池の水ぜんぶ抜く大作戦」制作スタッフ
功労賞:「ドラゴンクエスト」シリーズ／ゲームデザイナー 堀井 雄二
リージョナル賞:青森県 ディス（り）カバリー青森２

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 2 回関西放送機器展」/関西放送機器展事務局に後援
2. 「ワイヤレスジャパン 2017」/日本イージェイケイ(株)に後援
3. 「Connected Media Tokyo 2016」(株)ナノオプト・メディアに後援
4. 「第 27 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
5. 「Inter BEE 2017」/（一社）日本エレクトロニクスショーに協力
6. 「SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2017 in OSAKA」/
（一社）ナレッジキャピタルに後援
7. 「INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE Award 2017」 /
（一社）ナレッジキャピタルに後援
8. 「第 7 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 30 回東京国際映画祭」/（財）ユニジャパンに後援
10. 「第 28 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. 「第 3 回関西放送機器展」/関西放送機器展事務局に後援
12. 「ワイヤレスジャパン 2018」/日本イージェイケイ(株)に後援
13. 「一般社団法人日本 e スポーツ連合設立発表会」/
一般社団法人日本 e スポーツ連合に後援
14. 「第 8 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
15. 「ナレッジキャピタル大学校」/（一社）ナレッジキャピタルに後援
16. 「第 29 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）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29年度第1回臨時理事会
日 時：平成29年5月9日（火）～15日（月）
場 所： メール審議による
議 案： 第一号議案 【承認事項】新理事の任命について
以上が報告され承認された。
平成29年度第2回臨時理事会
日 時：平成29年5月15日（月）～18日（木）
場 所： メール審議による
議 案： 第一号議案 【承認事項】新理事の任命について
以上が報告され承認された。
平成29年度第1回（第91回）理事会
日 時： 平成29年6月22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 28 年度事業報告
第二号議案 【承認事項】平成 28 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】AMD シンポジウム 2017 について
第五号議案 【承認事項】ゲーム競技化機構について
第六号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて
第七号議案 新役員の就任について（役員交代の承認）
第八号議案 第 22 回 AMD アワード開催報告
第九号議案 事務所移転について
第十号議案 出版委員会
第十一号議案 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29年度第1回（第31回）通常総会
日 時： 平成29年6月22日（木）17:30～17:45
場 所： 明治記念館「千歳の間」
議 案：第一号議案 【承認事項】平成 28 年度事業報告
第二号議案 【承認事項】平成 28 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（役員交代の承認）
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29年度第2回（第92回）理事会
日 時：平成29年9月7日（木）13:00～14:30
場 所： ベルサール九段 3 階 「ルーム 2」
議 案：第一号議案 【承認事項】平成 29 年度収支中間報告
第二号議案 【承認事項】定款変更について
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 ゲーム競技化機構 報告
第六号議案 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29年度第3回（第93回）理事会
日 時：平成29年12月14日（木）16:00～17:30
場 所：明治記念館「ききょう・なでしこの間」
議 案：第一号議案 【承認事項】平成 29 年度収支中間報告
第二号議案 【承認事項】第 23 回 AMD アワード開催について
第三号議案 【承認事項】e スポーツ大会開催について
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 理事の変更について
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 AMD シンポジウム 2017 開催報告
第九号議案 著作権委員会
第十号議案 出版委員会
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29年度第3回臨時理事会
日 時：平成30年1月23日（火）～26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29年度第4回（第94回）理事会
日 時： 平成30年3月12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 29 年度事業報告案
第二号議案 【承認事項】平成 29 年度決算見込
第三号議案 【承認事項】平成 30 年度事業計画
第四号議案 【承認事項】平成 30 年度収支予算計画
第五号議案 【承認事項】理事・監事選挙について
第六号議案 【承認事項】委員会設置について
第七号議案 【承認事項】超教育協会入会について

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 23 回 AMD アワードについて 報告
第十号議案 ゲーム競技化機構（AeGI）について 報告
第十一号議案 著作権委員会
第十二号議案 出版委員会
その他 事務局報告（略称変更について）
以上が報告され承認または確認された。

以上

