一般社団法人デジタルメディア協会 令和元年度事業報告
（平成31年4月1日から令和2年3月31日）
令和元年（平成31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、昨年度に続き交渉を行った。
（２）昨年に続きシンポジウムを開催した。新しい通信環境下のデジタルコンテンツ市場の動向
をはかるため「５Ｇ」をテーマとし、AbemaTV、ソニー、ソフトバンクから登壇者を迎え、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25回式典を「AMD／Digital
Contents of the Year’19」として令和2年3月に開催を予定していたが、新型コロナウイルス対
策のため開催を令和2年度へ延期した。
（４）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「５Ｇ関
連投資に関する税制優遇措置」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
もに経費削減を行い、引き続き事務局人件費を抑制したことから、次年度繰越金の増額基調を継
続できた。また、AMDアワードの開催を次年度へ延期したことにともない、関連経費の多くが次
年度へ持ち越されたため、本年度は予算に対し大幅な黒字となった。
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、令和元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 2019
「５Ｇが世界を変える ～Society 5.0 のデジタルコンテンツ～」
２．日時：令和元年 9 月 5 日（木） １5 時 00 分～17 時 30 分
３．場所：ベルサール九段
４．プログラム：
○全体：15:00～17:00 (150 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 情報流通振興課 吉田正彦課長
○パネリストによる特別講演（70 分）
株式会社サイバーエージェント 常務取締役
株式会社 AbemaTV 取締役
小池政秀氏
ソニー株式会社
御供俊元氏
ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット
技術戦略統括 先端技術開発本部 本部長
湧川隆次氏
16:20～ (40 分) パネルディスカッション・質疑応答
モデレーター
慶應義塾大学大学院特別招聘教授
夏野剛氏
○交流会：17:00 （18:00 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】 ASCII

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：上埜芳被氏・バンダイナムコアーツ）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、コミックなどコンテンツの違法配信といった著作権法違法事例など広
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や動画配信に関する報告方
法が未整備のNexToneに対して、AMD会員の負担が増えることのないよう協議を続けた。
（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。
令和元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）2019度第1回幹事会
日時： 令和元年5月20日（月）14:00～15:00
場所： 公益社団法人著作権情報センター会議室
議案：１．加盟団体の退会について
２．2018年度活動報告(案)および決算報告(案)について
３．2019年度事業計画(案)および収支予算(案)について
４．役員の選任について
５．その他
デジタル時代の著作権協議会（CCD）2019年度臨時幹事会
日時： 令和元年6月19日（月）14:00～14:15
場所： 公益社団法人著作権情報センター会議室
議案：１．代表幹事、副代表幹事の選任について
デジタル時代の著作権協議会（CCD）2019年度総会
日時： 令和元年6月19日（水）14:15～15:30
場所： 公益社団法人著作権情報センター会議室

報告：１．幹事団体代表者の変更について
２．加盟団体の退会について
議案：１．2018年度活動報告(案)および決算報告(案)について
２．2019年度事業計画(案)および収支予算(案)について
３．役員の選任について
４．CCDの今後の活動のあり方について
５．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：令和元年年9月25日（金）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「インターネット上の著作権侵害」
講師：浅川倉方法律事務所 代表弁護士 浅川有三氏
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：令和元年10月28日（月）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 「知的財産の法と行動経済学」
講師：明治大学法学部 教授 太田勝造氏
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：令和2年2月5日（金）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「最近の著作権等違反事件について ～「はるか夢の址」「漫画村事件」を中
心に～」
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（ACCS）
侵害対策機構 マネージャー 伊東英昭氏
ゲスト：株式会社集英社 編集総務部部長代理 伊東敦氏
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、（一社）日本音楽著作権
協会（JASRAC）等との協議を行なった。
なお、令和元年度に開催された協議は以下のとおり。
NMRC 総会
日時：令和元年5月9日（木）16:00～
場所：日本クラウン株式会社会議室
議案：2018年度活動報告および決算報告
2019年度活動計画および予算計画（案）
NMRC 世話人会
日時：令和元年8月29日（木）14:30～
場所：株式会社第一興商 会議室

議案：・ 利用割合について（大量 ST 過去調査分析、サブスクリプション調査）
・JASRAC VOD の利用割合反映について
・音楽動画関連（NexTone への確認文書及び協議申し入れ）
NMRC 世話人会
日時：令和元年9月13日（金）13:00～
場所：株式会社第一興商 会議室
議案：・ JASRAC VOD の利用割合反映ついて
NMRC × JASRAC 協議
日時：令和2年1月30日（木）15:00～
場所：株式会社第一興商 会議室
議案：サブスクリプションモデルの取り扱いについて

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」（令和元年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25回AMDアワードは、新型コロナウイルス対
策のため、令和2年度の開催に延期した。開催日時、会場については今後調整の上決定する。
名
主
後
協

称： Digital Contents of The Year '19／第25回AMD Award
催： 一般社団法人デジタルメディア協会（略称／AMD）
援： 総務省
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、
セイコーホールディングス株式会社、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）

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. 「Inter BEE 2019」/（一社）日本エレクトロニクスショーに協力
2. 「Connected Media Tokyo 2019」/ (株)ナノオプト・メディアに後援
3. 「INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE Award 2019」/（一社）ナレッジキャピタルに後援
4. 「第 32 回東京国際映画祭」/（財）ユニジャパンに後援
5. 「設立 25 周年記念講演会」/（財）科学技術融合振興財団に後援
6. 「第 10 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
7. 「第 32 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
8. 「マーケティング・テクノロジーフェア 2020」/UBM ジャパン（株）に後援
9. 「第 5 回関西放送機器展」/関西放送機器展事務局に後援
10. 「ワイヤレスジャパン 2020」/日本イージェイケイ(株)に後援

11. 「U-22 プログラミング・コンテスト 2020」
/（一社）コンピュータソフトウェア協会に後援

（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
令和元年度第1回臨時理事会
日 時：令和元年5月29日（木）～6月3日（月）
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。
令和元年度第1回（第99回）理事会
日 時： 令和元年6月6日（木）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 30 年度事業報告
第二号議案 【承認事項】平成 30 年度収支決算報告
第三号議案 【承認事項】AMD シンポジウム 2019 について
第四号議案 【承認事項】e スポーツについて
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 24 回 AMD アワード開催報告
第七号議案 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。
令和元年度第1回（第33回）通常総会
日 時： 令和元年6月6日（木）17:30～17:45
場 所： 明治記念館「かしわ・あやめの間」
議 案：第一号議案 【承認事項】平成 30 年度事業報告
第二号議案 【承認事項】平成 30 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
その他 事務局報告
以上が報告され承認された。
令和元年度第2回（第100回）理事会
日 時：令和元年9月5日（木）13:00～14:30
場 所： ベルサール九段 「ルーム」
議 案：第一号議案 【承認事項】令和元年度収支中間報告
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 理事の変更について
第五号議案 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。

令和元年度第3回（第101回）理事会
日 時：令和元年12月19日（木）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】令和元年収支中間報告
第二号議案 【承認事項】第 25 回 AMD アワード開催について
第三号議案 【承認事項】委員会設置について
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】新規後援名義使用申請ついて
第六号議案 【承認事項】就業規則の改定について
第七号議案 【承認事項】今後のスケジュールについて
第八号議案 概算要求・税制改革へ要望について
第九号議案 AMD シンポジウム 2019 開催報告
第十号議案 外部向け活動概要について
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。
令和元年度第4回（第102回）理事会
日 時： 令和2年4月6日（月曜日）11時00分 ～ 令和2年4月13日（月曜日）15時00分
場 所：メール審議
議 案：第一号議案 【承認事項】令和元年度事業報告案
第二号議案 【承認事項】令和元年度決算見込
第三号議案 【承認事項】令和 2 年度事業計画
第四号議案 【承認事項】令和 2 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】日本 IT 団体連盟入会について
第七号議案 【承認事項】新規会員および退会会員について
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 25 回 AMD アワードについて
第十号議案 後援予定の e スポーツ大会について 報告
第十一号議案 厚生労働省への要望書について 報告
第十二号議案 著作権委員会
その他 事務局報告
以上

