
 

一般社団法人デジタルメディア協会 平成26年度事業報告（案） 

（平成26年4月1日から平成27年3月31日） 

 

平成26年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）は、デジタルメディアを産業として発展さ

せていくための活動を行い、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。 

「著作権委員会」では、Apple社のiTunes Matchサービスの国内開始に代表されるクラウドサ

ービスに対応した音楽配信サービスの料率交渉を進めた。この料率は，AMD会員が行っている映

像配信に付随する音楽使用料率にも反映されため，JASRAC等との料率交渉ではNMRC（ネットワー

ク音楽著作権連絡協議会）の一員として利用者側の意見が反映されるよう努めた。また，文化庁

文化審議会著作権分科会におけるクラウドサービスに関する議論について，権利者側・利用者側

の要望や識者の見解等を紹介し，会員の啓蒙に努めた。 

「ネットワーク・モバイル委員会」では、AMD会員の関心が高いコンテンツ流通プラットフォ

ームに関係する活動を行った。この中では，Google，ソフトバンク，ニワンゴ（ニコニコ動画）

関係者によるセミナーも開催した。また、ネット流通に伴う消費税課税を，国内外を問わず事業

者に公平に課するように求める協議会に参加し，政党および関係省庁への働きかけを行った結果，

平成27年10月から最終消費者の所在地における消費税が徴収されることとなった。 

当協会の最大のイベントであるAMDアワードについては、故浜野保樹東京大学名誉教授を引き

継いで慶應義塾大学特別招聘教授の夏野剛氏が審査員長に就任し，第20回記念式典を「AMD／

Digital Contents of the Year’14」として今年3月に開催した。また，これまでのアワードの

歴史をまとめた栞を作成し，記念品とともに会場で配布した。 

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、諸経費削減等を行い、消費税率アップによる負担増にもかかわらず次年度繰越金の増額基

調を継続できた。平成27年度は、コンテンツ制作分野だけでなく、コンテンツ流通業界や機器業

界などでも会員増加に努める。 

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、質的向上及び制作倫理の高揚に関する活動 

AMD会員向けに交流を図る「情報交換会」として平成26年度は、委員会活動の一環として、   

時節に合った会員ニーズの高いテーマを選び、デジタルメディア世界の最新情報、捉えるべき  

課題を講師より報告、かつ参加者も含めて質疑を行った。 

 

１．第1回情報交換会（AMDセミナー） 主催：ネットワーク・モバイル委員会  

    「コンテンツの利用・流通に関する日本における現状とグローバル動向」 

日 時 ：平成26年6月6日（金）15：30-17：00 

場 所 ：アイビーホール青学会館 4階 クリノンの間 

議題および講師：  

(1) 開会挨拶（15:30-15:35） 
    ネットワーク・モバイル委員会委員長 岩浪剛太（株式会社インフォシティ） 
(2) 講演（15：35-16：30） 
    「コンテンツの利用・流通に関する日本における現状とグローバル動向」 
     グーグル株式会社 執行役員YouTubeパートナーシップ日本代表 水野有平 
(3) フリーディスカッション（16：30-16：55） 
(4) まとめ、質疑応答（16:55-17:00） 
    ネットワーク・モバイル委員会委員長 岩浪剛太（株式会社インフォシティ） 

 



 

２．第2回情報交換会（AMDセミナー） 主催：ネットワーク・モバイル委員会  

    「コンテンツの利用・流通プラットフォーム－ニコニコ動画とソフトバンクの事例－」 

日 時 ：平成26年9月16日（火）15：30-17：30 

場 所 ：南青山会館 本館1階 2号会議室 

議題および講師：  

(1) 開会挨拶（15:30-15:35） 
    ネットワーク・モバイル委員会委員長 岩浪剛太（株式会社インフォシティ） 
(2) 講演（15：35-16：15） 
    「ニコニコ動画におけるコンテンツ流通」 
     株式会社ニワンゴ 代表取締役 杉本誠司 
(3) フリーディスカッション（16：15-16：30） 
(4) 講演（16：30-17：10） 
    「ソフトバンクにおけるコンテンツ流通」 
     ソフトバンクモバイル株式会社 常務執行役 喜多埜裕明 
(5) フリーディスカッション（17：10-17：25） 
(6) まとめ、質疑応答（17：25-17:30） 
    ネットワーク・モバイル委員会委員長 岩浪剛太（株式会社インフォシティ） 

 

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。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26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26年4月22日（火）10:30～ 

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25年度活動報告および決算報告について 

   ２．権利問題研究会・著作権ビジネス研究会の統一について 

   ３．平成26年度事業計画(案)・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）平成26年度総会 

日時：平成26年5月27日（（火）10:30～ 

場所：RYUKA知財ホール セミナールーム 

議題：１．平成25年度活動報告および決算報告について 

２．加盟団体の退会について 

３．権利問題研究会、著作権ビジネス研究会の統合について 

４．平成26年度事業計画(案)・収支予算(案)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：平成26年9月4日（木）13:00～15：00 

場所：RYUKA知財ホール セミナールーム 

議題：１．著作物の保護を利活用に関する研究会について 

２．【講演】「ナショナルアーカイブとCCD-ID」（仮） 

        一般社団法人日本写真著作権協会 常務理事 瀬尾太一氏 

 

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26年12月16日（火）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．今年度文化審議会著作権分科会 各小委員会での検討について 

          ～クラウドサービス等と著作権についてなどの意見交換 

   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26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22日（火）14:00～ 

場所：JASRAC 

議題：JASRAC 規定改定（今回は NMRC より提案） 

   ・2010 年 3 月末までの返金協議合意について 

   ・同上、具体的な返金の手法について検討 

   ・2010 年 4 月以降の協議についてのスケジュール検討 

 

NMRC総会 

日時：平成26年5月1日（木）16:00～ 

場所：AMEI会議室 

議案：1．平成25年度活動報告 

   2．平成25年度収支報告 

   3．平成26年度活動計画 

   4．平成26年度収支計画（案） 

   5．その他 

 



 

「クラウドに関する文化庁まとめ」報告会 

日時：10月9日（木）14:00～ 

場所：岩波セミナールーム 

議題：「クラウドに関する文化庁まとめ」報告 

  ※文化庁管轄の検討委員会の名称 

  「文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と保護と利用・流通に関する小委員会」 

報告者：堀江部会長 

 

NMRC x JASRAC 協議会 

日時：1月16日（金）15:30～ 

場所：JASRAC 

議題：音楽配信利用料率に関する協議  

 

NMRC x JASRAC 協議会 

日時：1月29日（木）15:00～ 

場所：JASRAC 

議題：音楽配信利用料率に関する協議  

 

 

（３）電子出版制作・流通協議会（電流協：ＡＥＢＳ）が主催する，オンライン販売に課される

消費税における海外事業者への課税に関する会議への参加 

平成26年度に開催された協議は以下のとおり。 

 

海外事業者に公平な課税適用を求める緊急フォーラム 

日時：平成26年4月10日（木）14:30～16：30 

場所：一橋大学一橋講堂（フォーラム会場） 特別会議室102（記者会見会場） 

議題：海外事業者に公平な課税適用を求める緊急アピール 

 

消費税合同会議 

日時：平成26年5月16日（金）15:00～16：00 

場所：電流協会議室 

議題：・緊急フォーラム参加者一覧（事務局） 

 ・民主党 財務金融・経済産業・税制調査会ヒアリングについて 

 

消費税合同会議 

日時：平成26年7月7日（木）15:00～16：00 

場所：電流協会議室 

議題：海外消費税に関わる国会等の動向他 

 

国境を越えた役務の提供に対する消費税改正案説明会 

日時：平成26年7月29日（火）15:00～16：30 

場所：電流協会議室 

議題：国境を越えた役務の提供に対する消費税改正案について 

（税制改正案の紹介と意見のとりまとめ） 

参加対象者：電子書店、電子流通事業に関わる税務担当者 

 

消費税問題勉強会 



 

日時：平成27年3月9日（金）13:30～15：00 

場所：電流協会議室 

議題： 平成27年度税制改正における「国境を越えた役務の提供に対する消費税課税の見直し」

に関する説明 

 

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26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。 

（２）ネット流通における消費税課税の問題を検討する「海外事業者に公正な課税適用を求め

る対策会議」に協議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20回記念AMDアワード授賞作品は次のとおり。 

なお，第20回記念の栞としてこれまでのAMDアワードの歴史をまとめた冊子を作成し配布した。 

 

名 称： デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’14／第20回記念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 

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） 

妖怪ウォッチ ／ 株式会社レベルファイブ 

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） 

SmartNews ／ スマートニュース株式会社 

優秀賞（50音順） 

アイカツ！～アイドルカツドウ！～  ／ 株式会社バンダイ、株式会社サンライズ 

ARENA TOUR2014「炎と森のカーニバル‐スターランド編‐」 ／ TOKYO FANTASY 

Ingress ／ ナイアンティック・ラボ 

王様のブランチ 「TBSぶぶたすアプリ」 ／ 株式会社TBSテレビ 

「STAND BY ME ドラえもん」 ／ 「STAND BY ME ドラえもん」製作委員会 

チームラボ 踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地 ／ 

     日本科学未来館、チームラボ、日本テレビ放送網、BS日テレ 

RICOH THETA(m15)  ／ 株式会社リコー 

20周年記念特別賞 

 鈴木 敏夫 

20周年記念ソーシャルインパクト賞 

 ご当地キャラ 

リージョナル賞 

魅力ある愛媛の演劇コンテンツを海外へ 

～新たなビジネス展開と文化芸術の交流に向けて～ 

江並直美賞（新人賞） 

      藤本 実 

 

 

 



 

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 21 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. 「IMC Tokyo 2014」/(株)ナノオプト・メディアに後援 

3. 「第 5回デジタルサイネージアワード」/(株)ニューフォリアに後援 

4. 「ワイヤレスジャパン 2014」/日本イージェイケイ(株)に後援 

5. 「Inter BEE 2014」/（一社）日本エレクトロニクスショーに協力 

6. 「INTERNATIONAL STUDENT CREATIVE Award 2014」/ 

   （一社）ナレッジキャピタルに後援 

7. 「第 27 回東京国際映画祭」/（財）ユニジャパンに後援 

8. 「SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2014 in OSAKA」/ 

   （一社）ナレッジキャピタルに後援 

9. 「第 2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 

10. 「20 周年記念講演会」/公益財団法人科学技術融合振興財団に後援 

11. 「第 19 回アニメーション神戸」/神戸市に後援 

12. 「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 

13. 「eAT KANAZAWA 2015」/イート金沢実行委員会に後援 

14. 「第 8回特別ブロードバンド特別シンポジウム」/ 

         NPO 法人ブロ－ドバンド・アソシエ－ションに共催 

15. 「TECHNO-FRONTIER 2015」/（一社）日本能率協会に協賛 

16. 「第 3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 

17. 「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 

18. 「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26年度第1回（第79回）理事会 

日 時： 平成26年6月3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 25 年度事業報告 

    第二号議案 【承認事項】平成 25 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 20 回 AMD アワードについて 

     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 19 回 AMD アワード開催報告 

    第八号議案  著作権委員会 報告 

    第九号議案  ネットワーク・モバイル委員会 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26年度第1回（第28回）通常総会   

日 時： 平成26年6月3日（火）17:30～18:00 

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 25 年度事業報告 

    第二号議案 【承認事項】平成 25 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 

以上が報告され承認または確認された。 

 

平成26年度第1回臨時理事会 

日 時： 平成26年6月3日（火）17:45～18:00 

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】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26年度第2回（第80回）理事会 

日 時： 平成25年9月9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 26 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 20 回 AMD Award 開催について 

    第五号議案  概算要求・税制改革への要望について 

    第六号議案  総務省「異能 vation」事業について 

    第七号議案  著作権委員会 報告 

    第八号議案  ネットワーク・モバイル委員会 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26年度第2回臨時理事会   

日 時： 平成27年2月17日（火） 

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26年度第3回（第81回）理事会 

日 時： 平成26年12月9日（火）17:00～18:00 

場 所： 明治記念館「丹頂の間」 

議 案： 第一号議案 【承認事項】平成 26 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 【承認事項】新規後援名義付与について 

    第四号議案  総務省異能 vation 事業について 報告 

    第五号議案  概算要求・税制改革へ要望について 報告 

    第六号議案  第 20 回 AMD アワード開催について 報告 

    第七号議案  著作権委員会 報告 

    第八号議案  ネットワーク・モバイル委員会 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。 

以上 


