
 

一般社団法人デジタルメディア協会 令和2年度事業報告 

（令和2年4月1日から令和3年3月31日） 

 

令和2年度は、新型コロナウィルスの感染拡大による非常事態宣言および感染抑制策に対応し

ながら、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）当協会最大のイベント「AMDアワード」については、本来は令和2年度3月に開催予定であ

った「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’19／第25回AMDアワード」を新型コロナウイ

ルス対策のため延期、令和2年8月20日に無観客にて実施した。 

（２）令和3年3月3日開催予定であった「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’20／第26

回AMDアワード」は、1月の非常事態宣言発出を受けて開催を延期し、新たな開催日を令和3年4

月21日とした。 

（３）平成28年度（2016年度）より例年開催してきたシンポジウムについては、感染症拡大抑制

の観点から、開催中止とした。 

（４）予算・税制については、政党への各種要望を続けており、令和2年度は自由民主党、立憲

民主党に対して要望を提出した。その一環として、税制優遇措置である「研究開発投資の税額控

除上限の引き上げ」、「研究開発税制対象への『クラウド環境で提供するソフトウェア作成に関

するアルゴリズム構築等の研究開発行為』の追加」などの実現に貢献することができた。 

（５）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取り組みでは、感染拡大により、

著作権管理団体との交渉、情報収集が一部遅延したが、動画配信における音楽著作権料支払い等

について、JASRACとの交渉を引き続き行っている。 

 

当協会の財務状況については、第26回AMDアワードの開催を次年度へ延期したことにともない、

関連経費も持ち越されたため、本年度は予算に対し大幅な黒字となった。 

 また、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。 

 

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） 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AMDアワードは、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、令和2年3月30日（月）開催予定であった第25回を8月20日（木）に延期とし、無観

客にて開催した。 

また、第26回は令和3年3月3日（水）に開催予定であったが、1月の非常事態宣言発出により、

4月21日（水）に開催が延期となった。 

 

名 称： Digital Contents of The Year '19／第25回AMD Award 

主 催： 一般社団法人デジタルメディア協会 

後 援： 総務省 

協 賛： 株式会社ＮＴＴぷらら、株式会社KADOKAWA、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） 

授賞式 ：令和2年8月20日（木）／明治記念館「富士の間」  出席者数／約100名 



 

受賞作品： 

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） 

AI美空ひばり／AI美空ひばり制作チーム 

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） 

           限界突破×サバイバー／氷川 きよし 

優秀賞（50音順） 

  インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表 

       ／ 内閣府/警察庁/総務省/法務省/文部科学省/経済産業省 

  うんこミュージアム／うんこミュージアムチーム 

   鬼滅の刃／株式会社アニプレックス プロデューサー 高橋 祐馬 

   ゼスプリ キウイブラザーズアゲリシャスキャンペーン 

／キウイブラザーズ製作チーム 

   全裸監督／Netflix株式会社 

  天気の子／「天気の子」製作委員会 

  ドラゴンクエストウォーク／ドラゴンクエストウォーク開発チーム 

  ラグビーワールドカップ2019放送プロジェクト 

／ラグビーワールドカップ2019 制作チーム 

功労賞: 細野 晴臣 

江並直美賞（新人賞）: Cognite株式会社 チーフソリューションアーキテクト 

・CTO JAPAN 草薙 昭彦 

リージョナル賞: OUR Shurijo みんなの首里城デジタル復元プロジェクト 

／みんなの首里城デジタル復元プロジェクトチーム 

 

（２）シンポジウム 

 平成28年度（2016年度）より、デジタルメディアに関する最新情報共有、会員間の交流促進を

目的に「ＡＭＤシンポジウム」を開催してきたが、令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大に

より開催中止とした。 

 

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を目的とし、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「ネットワーク音楽著作権連絡協議会」（NMRC）、な

らびに「デジタル時代の著作権協議会」（CCD）の2団体に活動に参加し、ルールの確立と運用に

努めている。 

令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大により、交渉、情報交換等活動に停滞が生じたが、

次年度に向けての協議等が進められている。 

 

（１）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2年度に開催された協議は以下のとおり。 

 

NMRC 総会 

日時：令和2年5月22日～26日 

場所：メール審議 

議案：2019年度活動報告および決算報告 

   2020年度活動計画および予算計画（案） 



 

NMRC 世話人会 

 日時：令和 2 年 8 月 26日（金）16:00～ 

場所：株式会社第一興商 会議室 

議案：・協議再開に際して、従来論点、新規論点の整理・確認 

   ・協議方針の確認 

 

NMRC × JASRAC 協議 

日時：令和2年11月30日（金）16:00～ 

場所：JASRAC 会議室＋リモート 

議案：・サブスクリプションの取り扱いについて(月額最低使用料の引き下げ ほか) 

・動画投稿サイトにおける管理楽曲割合ごとの按分手続きについて 

 

（２）「デジタル時代の著作権協議会（CCD）」への参加 

デジタルメディアにおける著作権の保護と活用を推進するため、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）」に幹事として参加している。 

令和2年度、新型コロナウィルス感染拡大を鑑み、研究会は開催されなかった。 

令和2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）2020度幹事会 

日時： 令和3年2月22日（月）15:30～17:00 

場所： 公益社団法人著作権情報センター会議室＋リモート 

議案：１．加盟団体の退会について 

   ２．2019年度活動報告(案)および決算報告(案)について 

   ３．2020年度事業計画(案)および収支予算(案)について 

   ４．その他 

 

デジタル時代の著作権協議会（CCD）2020度総会 

日時： 令和 3 年 3 月 22日（月）14:30～15:30 

場所： 公益社団法人著作権情報センター会議室＋リモート 

議案：１．加盟団体の退会について 

   ２．2019 年度活動報告（案）及び決算報告（案）について 

   ３．2020 年度以降の CCD の活動について 

   ４．その他 

 

３．デジタルメディアに関する関係団体等との連絡、調整 

（１）情報通信月間 

 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」（毎年6月開催）は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため開催中止となった。 

 

（２）一般社団法人日本IT団体連盟への参加 

 同団体に正会員として参加、所属団体活動に関する情報共有と相互支援を行っている。 

 

 日本IT団体連盟：IT関連団体の連合体として、政府への提言、連携を行い、経済・社会、国民

生活の向上に寄与することを目的に2016年に設立された協議会。 

 

 

 



 

４．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 2020」/（一社）日本エレクトロニクスショーに協力 

2. 「INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE Award 2020」/（一社）ナレッジキャピタルに後援 

3. 「第 33 回東京国際映画祭」/（財）ユニジャパンに後援 

4. 「第 34 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. 「OPEN 異能 vation2020」/（株）角川アスキー総合研究所に協力 

6. 「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。 

 

５．会 議 

 

令和2年度第1回臨時理事会   

日 時：令和2年5月13日（水）～5月20日（水） 

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 

以上が報告され承認された。 

 

令和2年度第1回（第103回）理事会 

日 時： 令和2年6月4日（木）16:00～17:30 

場 所： 明治記念館「相生の間」 

議 案： 第一号議案 【承認事項】令和元年度事業報告 

    第二号議案 【承認事項】令和元年度決算報告  

第三号議案 【承認事項】契約職員就業規則について 

第四号議案 【承認事項】事務局長の委嘱について 

  第五号議案 【承認事項】新規会員および退会会員について 

  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 

  第八号議案 第 25 回 AMD アワードについて 

  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2年度第1回（第34回）通常総会   

日 時： 令和2年6月4日（木）17:30～18:00 

場 所： 明治記念館「曙の間」 

議 案： 第一号議案 【承認事項】令和元年度事業報告 

    第二号議案 【承認事項】令和元年度決算報告 

第三号議案 【承認事項】定款の変更について 

第四号議案 【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2年度第2回臨時理事会   

日 時： 令和2年6月4日（木）18:00～18:15 

場 所： 明治記念館「曙の間」 

議 案： 第一号議案 【承認事項】理事長・副理事長の選出 

以上が報告され承認された。 

 

令和2年度第2回（第104回）理事会 

日 時： 令和2年9月3日（木）16:00～17:00 

場 所： オンライン ZOOM 

議 案： 第一号議案 【承認事項】令和 2 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 第 25 回ＡＭＤアワード開催報告 

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2年度第3回（第105回）理事会 

日 時： 令和2年12月10日（木）16:00～17:30 

場 所： オンラインZOOM 

議 案： 第一号議案 【承認事項】令和2年度収支中間報告 

第二号議案 【承認事項】第26回AMDアワード開催について  

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 概算要求・税制改革へ要望について 

第五号議案 厚生労働省への要望について 報告 

第六号議案 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2年度第4回（第106回）理事会 

日 時： 令和3年3月15日（月）16:00～17:30 

場 所：オンライン ZOOM 

議 案： 第一号議案 【承認事項】令和2年度事業報告（案） 

第二号議案 【承認事項】令和2年度決算見込  

第三号議案 【承認事項】令和3年度事業計画（案） 

第四号議案 【承認事項】令和3年度収支予算計画（案） 

第五号議案 【承認事項】新規会員および退会会員について 

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 第26回AMDアワードについて 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。 

以上 


