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Digital Contents of ｔｈｅ Year ’09／第 15 回 AMD Award 概要 

 

名   称： デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'09／第 15 回 AMD アワード 

主   催： 社団法人デジタルメディア協会（略称／AMD） 

協   賛： イート金沢実行委員会､株式会社エヌ･ティ・ティ・ドコモ､株式会社角川グループホールディングス、 

 株式会社角川コンテンツゲート､株式会社コーエー､株式会社ティーワイエンタテインメント、 

 株式会社バンダイナムコゲームス、バンダイビジュアル株式会社 

後   援： 総務省 

推薦期間： ＜年間コンテンツ賞＞ 平成 21 年 12 月 1 日（火）～平成 22 年 1 月 15 日（金） 

発   表： 平成 22 年 3 月 1 日（月） （年間コンテンツ賞）     

授 賞 式： 日 時／平成 22 年 3 月 17 日（水） 16:35～18：08 

 会 場／明治記念館 「富士の間」 

 出席者／約 220 名   

趣   旨：  コンテンツ制作者の立場からデジタルコンテンツ産業の発展のために、デジタルメディアの質的

向上ならびに人材育成を目的として、「AMD アワード」を制定致しております。 

対象作品： ＜年間コンテンツ賞＞ 

平成 21 年 1 月 1 日より 12 月 31 日の間に日本国内において発売・発表(当該期間内に新たに

普及・注目されたものを含む)されたデジタルメディアにて表現されるコンテンツ及び最新のデジ

タル技術を駆使して制作された国内（海外展開含む）の作品(デジタルコンテンツ及びサービ

ス)。 

審査方法： 「年間コンテンツ賞」については、実行委員会の指名する第 15 回 AMD アワードサポーターに  

より推薦された作品を別に組織する審査会《審査員長：浜野保樹（東京大学大学院教授）》にて

審議し、各賞を決定しています。 

賞の内容： ＜年間コンテンツ賞＞ 

1）大賞／総務大臣賞（該当 1 作品の制作者） 

 ◆Digital Contents of ｔhe Year'09 The AMD Grand Prize ～総務大臣賞～ 

2）AMD 理事長賞（該当 1 作品の制作者）  

3）優秀賞（該当 10 作品の制作者） 

 ※1）、2）は、「優秀賞」授賞作品の中から選出されます。 

 ※1）、2）は授賞式当日の発表となります。 

4）功労賞 

業界への長年の献身・功績のあった人物に対し与えられます。 

5）江並直美賞（新人賞）  

対象業績が業界における第一線へのデビューを飾るものであることを前提に業界の発展に 

寄与したと認められる人物に対し与えられます。 

6）リージョナル賞（該当 1 作品の企画団体） 

地域に根ざしたデジタルコンテンツやサービスの中で、最も優れた功績を挙げた個人・ 団体

に授与されます。 
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Digital Contents of ｔｈｅ Year ’09／第 15 回 AMD Award 受賞者 

 

第 15 回 AMD Award’09 年間コンテンツ賞   

 

◆ 大賞／総務大臣賞（優秀賞受賞作品から選出） 

セカイカメラ ／ 頓智ドット株式会社 セカイカメラ開発チーム 

 

◆ AMD 理事長賞（優秀賞受賞作品から選出） 

ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人 ／ 堀井雄二、株式会社スクウェア・エニックス 

◆ 優秀賞 

映画「アバター」 ／ ジェームズ・キャメロン監督  

Ｃｒｕｎｃｈｙｒｏｌｌ ／ Crunchyroll Inc （クランチロール） 

映画「サマーウォーズ」 ／ 「サマーウォーズ」製作委員会および制作スタッフ一同 

Ｔｗｉｔｔｅｒ ／ Twitter, Inc、株式会社デジタルガレージ Twitter カンパニー 

特ダネ投稿ＤＯ画 ／ 日本放送協会、株式会社ＮＨＫグローバルメディアサービス  

「特ダネ投稿DO画」開発チーム 

トモダチコレクション ／ 任天堂株式会社 「トモダチコレクション」開発チーム 

ＢｅｅＴＶ ／ エイベックス通信放送株式会社 

ｍｉｘｉアプリ ／ 株式会社ミクシィ 代表取締役社長 笠原 健治 

 

◆ 功労賞  

川上 陽介 氏 

 

◆ 江並直美賞（新人賞） 

川村 真司 氏 

 

◆ リージョナル賞 

函館壊滅！？タワーロボ VS イカール星人シリーズ ／ プロジェクト・イカール、函館市 

 

  

2



功労賞 Digital Contents of the Year’09 / The Life Achievement Award 

 

受賞者 ： 川 上 陽 介  （かわかみ ようすけ） 氏 

 

授賞理由： 

1991 年に㈱セルシスを設立後、1993 年アニメ制作

支援ソフトウェア「RETAS！PRO」を発売。当時、人

海戦術の流れ作業頼りだったアナログ的アニメ制

作現場のデジタルシフトを先導し、現在、テレビア

ニメ制作では同社製品が約 90％のシェアを占め

る。また、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」の

発売や、総合電子書籍ビューア「BookSurfing」の提

供など、グラフィックコンテンツのソリューションプロ

バイダーとして日本のコンテンツ文化を技術面で支

えてきたその功績を称える。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者プロフィール ： 

株式会社セルシス 取締役。1960 年岡山県生まれ。 

1991 年 5 月、株式会社セルシスを設立、代表取締役に就任。 

2007 年 1 月、代表取締役会長に就任、2010 年 1 月、現任である取締役に就任。 

 

 

受賞者コメント ： 

この度は、AMD アワード功労賞という大変名誉ある賞を受賞させていただき、ありがとうございます。受賞の

通知をいただいたときはとても驚きましたが、私共の長年の積み重ねを評価していただいたことには素直に

嬉しく感じております。これまでセルシスを支えてくださった皆さまに、改めて御礼を申し上げたいと思います。

今後も魅力ある製品、サービスを提供し、業界の発展に貢献できるよう、精進してまいります。 

 

 

取材対応 ： 

株式会社セルシス 営業部  

Tel: 03-5304-9919 Fax: 03-5304-1933  E-mail: press@celsys.jp 

 

 

 

 

 

©CELSYS,Inc. All Ｒｉｇｈｔｓ Reserved. 
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江並直美賞(新人賞) Digital Contents of the Year’09 / The Naomi Enami Award 

 

受賞者 ： 川 村 真 司 （かわむら まさし） 氏 

 

授賞理由： 

YouTube で 200 万回以上のヒット数を記録したミュ

ージックビデオ「日々の音色」は変幻自在の演出

で大絶賛を浴びた。その企画者であり、ディレクタ

ーの一人として活躍したアートクリエイター。手が

ける分野は映像から印刷物まで幅広い。パラパラ

とめくると虹が浮かび上がる書籍「Rainbow In Your 

Hand」、NHK 番組「ピタゴラスイッチ」、そして数々

の広告キャンペーンの制作にも係わるなど、その

圧倒的な才能と将来性を称える。 

 

 

 

 

 

受賞者プロフィール ： 

1979 年東京生まれ。1999 年より慶応大学佐藤雅彦研究室にてモノ作りの考え方を学び、「動け演算」、「任

意の点 P」、「ピタゴラスイッチ」といったプロジェクトに携わる。その後広告の道に進み、博報堂に CM プラン

ナーとして在籍した後 BBH Japan の立ち上げに参画し、オランダの 180 Amsterdam での Hybrid Creative  

職を経て、現在ハイブリッド・クリエイティブ／シニア・アートディレクターとして BBH New York に勤務。Jinro、

Nissan、PlayStation、Levi’s、Adidas、AXE といったブランドのグローバルキャンペーンを制作する傍ら、

SOUR「日々の音色」といったミュージックビデオの企画・演出や、フリップブック「Rainbow in your hand」のブ

ックデザインなど多岐にわたって活動している。NY ADC Young Guns、One Show、D&AD、TDC 賞、文化庁

メディア芸術祭大賞等、世界の賞を多数受賞。http:://www.masa-ka.com/ 

 

 

受賞者コメント ： 

この度はこのような素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます。自分が尊敬する諸先輩方が受賞してきた

賞だけに、これに満足せず、一層気を引き締めて、今後とも世界のみなさんに喜んでいただけるような作品

を作っていきたいと思います。 

 

 

取材対応 ： 

川村真司 

Tel:＋1-917-972-7535  E-mail: mercyk1015@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 Zealot Co.,Ltd / Neutral Nine Records 
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リージョナル賞 Digital Contents of the Year’09 / The Regional Achievement Award 

 

作 品 ： 函館壊滅!?タワーロボ VS イカール星人シリーズ 

 
 

団 体 ： Project Ika-R(株式会社シンプルウェイ、有限会社猫乃手堂)、函館市 

 

 
授賞理由： 

宇宙人から見ても魅力的な街「函館」を我がも

のにしようと、函館名産のイカにそっくりな宇宙

人「イカール星人」が襲来する。その侵略攻撃

に対抗するため、五稜郭タワーが変形する「タワ

ーロボ」など、正義の観光名所達が立ち上がる

…という内容の観光ＰＲ映像作品。シリーズを掲

載するサイト「はこだてＣＭ放送局」作品の延べ

再生回数は 1年間で100万回超。破壊でPR と

いう奇抜なアイデアと地元だからできる優れたコ

ンテンツ制作力を称える。 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： プロジェクト・イカール ／ 函館市 

 

受賞者プロフィール ： 

函館市は 2008 年度より、インターネット動画サイトを活用した観光ＰＲ事業に取り組んでいます。2008 年 12

月に、函館 CMのポータルサイト「はこだて CM放送局」を開設し、2010 年 3 月までに、延べ 51 本の短編映

像を公開しました。今回、受賞した作品は、この「はこだてCM放送局」のために創られた映像であり、函館の

民間企業２社で構成されるチーム「Project Ika-R」（プロジェクト・イカール）が制作しました。（株式会社シン

プルウェイがプロデュースを、有限会社猫乃手堂が企画・デザイン・映像制作などクリエイティブ全般を担当

しています。）はこだて CM 放送局の映像作品は、開始から１年で、インターネット上の再生回数が 100 万回

を超えました。そのうちの 80 万回はイカール星人シリーズによるものであり、日本国内はもちろん、海外から

も多くのアクセスがあります。 

・はこだて CM 放送局  http://omoide.tv/hakotube/ 

・イカール星人公式サイト  http://www.ika-r.com/ 

受賞コメント ： 

この度は、大変栄誉ある賞を頂き、誠にありがとうございます。 

新たな試みに意欲的な函館市と、既存の函館ＰＲ映像とは異なる表現を追及した Project Ika-R の想いが、

結実した作品です。この映像の誕生を応援してくださった函館市民の皆様や、視聴者の皆さま、ご支援くだ

さった多くの方々に、心より御礼申し上げます。 

作品紹介 ： 

宇宙人から見ても魅力的な街「函館」を我がものにしようと、函館名産のイカにそっくりな宇宙人「イカール星

人」が襲来する。その侵略攻撃に対抗するため、五稜郭タワーが変形する「タワーロボ」など、正義の観光名

所達が立ち上がる…という内容の観光ＰＲ映像作品。

 

取材対応 ： 

株式会社シンプルウェイ 代表取締役 阪口 あき子 

Tel:  0138-86-7601 Fax:  0138-86-7611 E-mail: saka@omoide.tv  

 

 

©Nekonote-Do/SW/Hakodate city  All rights reserved. 
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： 映画「アバター」 

会 社 ： ライトストーム制作、20 世紀フォックス映画配給 

授賞理由： 

3Ｄ元年といわれた 2009 年、ハリウッドが浮沈を賭

けた 3Ｄ映画の決定版「アバター」。既に「タイタニ

ック」が持つ全世界興行収入歴代一位を破り現在

もなお新記録を更新中。構想 14 年、製作期間 4

年、空前の製作費を投入した 21 世紀最大の映画

プロジェクトを実現したジェームズ・キャメロン監督

の驚異的な実行力とその成功を称える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 監督 ジェームズ･キャメロン 

 

受賞者プロフィール ： 

・ライトストーム  

ジェームズ・キャメロン、ジョン・ランド―両プロデユーサーが率いる製作会社。 

「タイタニック」「アバター」を世に送り出した文字通り世界一の映画製作会社である。 

・20 世紀フォックス映画  

本社/スタジオをハリウッドに置く、映画製作/配給会社。日本オフィスはその支社。ジェームズ・キャメロン

監督の「アバター」「タイタニック」、ジョージ・ルーカス監督の「スター・ウォーズ」シリーズ等、数々の話題作

を世界中に送り続けてきた老舗ハリウッド・メジャーのひとつ。 

受賞コメント ： 

ジェームズ・キャメロン監督の「タイタニック」が全世界で公開され、日本でも映画史上に残る金字塔を樹立し

てから 12 年の月日が経ちました。いま再び、私たち 20 世紀フォックス映画が、彼の世紀の新作「アバター」

を世に送り出す幸運に巡り合い、更に自らの記録を自ら書き換えるという彼の偉業に携われたことは何より光

栄なことでした。映画上映に於いて、デジタル 3D 化に革命的な役割を果たしたジェームズ・キャメロンという

才能を本日の受賞を添えて みなさまとともに祝福させて頂きます。ありがとうございます。 

作品紹介 ： 

｢2009年12月、全世界同時公開されたジェームズ・キャメロン監督作品「アバター」はその革命的な3D映像

と、国籍、文化を超えてあらゆる人々を感動に導く壮大且つ普遍的なメッセージによって、世界興行収入歴

代 1 位を樹立するに至りました。めくるめく美しさの神秘の星〈パンドラ〉を舞台に繰り広げられる、生きるもの

の尊厳と愛を賭けた運命の物語は、見る人々すべての心に永遠に刻み込まれます。 

取材対応 ： 

20 世紀フォックス映画 マーケティング本部 菅野 陽介 

Tel: 03-3224-7098  Fax: 03-3224-6397 E-mail: yosuke.kanno@fox.com 

 

 

 

©２００９TWENTIETH CENTURY FOX ALL RIGHTS RESERVED 
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： Ｃｒｕｎｃｈｙｒｏｌｌ( クランチロール ) 

授賞理由： 

日本製アニメを中心に、アジアの映像作品を全世

界に英字幕付きで配信するサイトとして昨年１月リ

ニューアル。日本の放送直後の高画質有料配信

と、１週間後の広告付き無料配信の２つのサービ

スを行う。正規番組の迅速提供によって、制作者

に対価を還流すると同時に、投稿サイトやファイ

ル共有などの違法配信を抑制して注目される。違

法動画検知ツールの開発にも注力し、ネット配信

ビジネスのあるべき姿を真摯に追及する開拓者

精神を称える。 

会 社 ： crunchyroll Inc 

 

 

 
 

 

 

受賞者 ： クランチロール 

 

受賞者プロフィール ： 

米カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス在学中に 4 人の学生が趣味で立ち上げたアニメ

サイトです。4 人全員が大の日本アニメオタクで「とにかく、大好きな日本のアニメの最新話を早く見たい！」

という熱い気持ちでスタートいたしました。詳しい会社の歩みは下記の通りです。 

2006 年 6 月:  クランチロールサイトスタート 

2007 年 12 月 US 本社設立 

2008 年 4 月:  同日配信開始 

2008 年 9 月:  クランチロール株式会社設立 

2008 年 12 月: 株式会社テレビ東京及び集英社同日配信を発表 

2009 年 1 月:   サイト内にある動画、全て著作権者の了解を得る 

2009 年 2 月： 日本動画協会準会員 

2009 年秋より：  20 作品同日配信 

2010 年 2 月現在： ユニークユーザー毎月 600 万人以上、配信タイトル 150 以上 

受賞コメント ： 

この度は、名誉ある AMD Award を頂戴し誠にありがとうございます。各業界の皆様にご指導、ご支援いた

だき、日本アニメを世界中に発信する新しい流通方法として活用していただくことが可能となりました。 

今後もより一層ファンとライセンサーの方々に喜んでいただけるようスタッフ一同、努力して参りたいと存じま

す。 

取材対応 ： 

クランチロール株式会社 ビンセント・ショーティノ 

Tel: 03-3287-7343  Fax: 03-3287-7346 E-mail: vince@crunchyroll.com 
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： 映画「サマーウォーズ」 

会 社 ： 「サマーウォーズ」製作委員会 

 

授賞理由： 

「時をかける少女」など日本アニメ映画界の新

鋭・細田守監督が贈る秀作。長野県・上田市の

日本ののどかな原風景を舞台に、それとは真逆

な最新のハイテクを駆使した仮想空間 OZ と田

舎の大家族の戦いを描く。09年日本アニメの健

在ぶりを知らしめたハイクオリティーの制作力を

称える。 

 
 

 

 

受賞者 ： 「サマーウォーズ」製作委員会および制作スタッフ一同 

受賞コメント ： 

「サマーウォーズ」は、家族のバイタリティについての映画です。制作にあたり、優秀なスタッフ、キャストに恵

まれました。制作の現場では、まるで家族のように一丸となることができたことが誇りです。 

この受賞を皆と喜びたいと思います。（監督・細田守） 

作品紹介 ： 

インターネット上の仮想空間に突如発生した世界的危機を救うために、田舎の大家族が立ち上がる―。

2006 年に公開された『時をかける少女』で日本アカデミー賞を始め、内外23 冠に輝いたアニメ界のホー

プ・細田守監督が、キャラクターデザインの貞本義行、脚本の奥寺佐渡子ら『時かけ』スタッフと再びチーム

を組み、かつて例のない「大家族アクション映画」を生み出した。斬新なCG で描かれたデジタル仮想空間

と、アニメーションならではの美しい風景描写の見事なコントラスト、そして爽快なアクションと細やかな人物

描写など映像の魅力も満載で、夏休み映画としては異例の超ロングラン・ヒットとなった。 

取材対応 ： 

株式会社マッドハウス 制作部 齋藤優一郎 / 濱田洋平 

Tel: 03-5308-3969  Fax: 03-5308-3970 E-mail: saito@madhouse.co.jp / hamada@madhouse.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2009 SUMMERWARS FILM PARTNERS 

 
 8



 
優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： セカイカメラ 

会 社 ： 頓智ドット株式会社 

授賞理由： 

iPhone のカメラを通じて見る眼前の風景に、そ

の空間に縁(ゆかり)のある付加情報「AirTag」が

重なって映し出される。2009 年、デジタルメディ

アの新境地を拓くと同時に、新たなコミュニケー

ションの形として世界に先駆けて拡張現実

（AR）を一般消費者の手元に届けた、その先見

性、開発力、実行力を称える。 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： セカイカメラ開発チーム 

 

受賞者プロフィール ： 

現実空間のソーシャル化の実現のために 2008 年 8 月に設立されたベンチャー企業。設立直後の 9 月に

TechCrunch50 にて「セカイカメラ」コンセプトを世界に向けて発表。2009 年 9 月に日本国内にて iPhone 向

けのアプリを販売開始後、爆発的に普及して国内外の多数のメディアに取り上げられる。12月には世界77カ

国に向けてローンチし、未来ビジョン実現のために総てを賭ける。TC50 Finalist、NetExplorateur、TiE 50、

Crunchies Finalist など各種アワードを入受賞。 

受賞コメント ： 

AMD アワードという栄誉ある賞を頂き、誠に光栄に思っております。 

本アワードの歴史と共にデジタルメディアに携わってきた者として、大変嬉しく思うと同時に、とても身の引き

締まる思いであります。この度の受賞はユーザー、パートナー、株主など、極めて多くの皆さまにご支援を頂

いた賜であり、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。今後とも更なるご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致

します。 

作品紹介 ： 

拡張現実(AR)と位置情報を活用したソーシャル・アプリケーション兼ウェブ・サービス。 

セカイカメラを搭載した iPhone などスマートフォンのカメラを通して現実をみると、各種デジタル情報が重な

って映し出されるアプリ。2008年 9月に米TechCrunch50 にてコンセプトを世界に向けて発表。2009年 9月

に日本国内にて iPhone 向けのアプリを販売開始し、爆発的に普及して国内外の多数のメディアに取り上げ

られる。12月には世界77カ国に向けてローンチし、国内外のパートナーと、コンテンツや機能の充実に向け

て協業中。 

取材対応 ： 

頓智ドット株式会社 井上 健 

Tel: 03-6380-5798  E-mail: pr@tonchidot.com 
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： Ｔｗｉｔｔｅｒ 

会 社 ： Ｔｗｉｔｔｅｒ,Inc、株式会社デジタルガレージＴｗｉｔｔｅｒカンパニー 

授賞理由： 

世界的にブレイクしている Twitter。日本語版は

2008 年 4月よりスタートしたが、2009 年ブレイク。

リアルタイム Web のインフラとしては不可欠な存

在であり、ソーシャルストリームという新しいパラダ

イムを実現した。「今起こっていること」を刻々と伝

える、情報収集するメディアとしては抜群の機能

性を持つ。即報性、臨場感において最も優れたメ

ディアとも評されるその拡がる可能性を称える。 

 

 

 

 

 

受賞者 ： Ｔｗｉｔｔｅｒ,Inc、株式会社デジタルガレージＴｗｉｔｔｅｒカンパニー 

受賞コメント ： 

このたびは、第 15 回 AMD アワード優秀賞にご選出をいただきまして、誠にありがとうございます。今後も

Twitter に秘められた可能性をとことん追求し、コンテンツ業界がさらに楽しく刺激に満ちたものになるよう、

Twitter の果たす機能がその一翼を担うことができれば幸いです。 

作品紹介 ： 

2006 年 7月米国でサービス開始。日本ではデジタルガレージグループが Twitter 社に出資すると同時に日

本国内展開の支援を担い、2008 年 4 月より日本語版 Twitter の利用が可能となりました。最大の特徴はリア

ルタイム性の高い情報伝達力です。使い方は投稿画面の「いまどうしてる？」の質問に 140 字以内で答える

＝ツイート（つぶやく）だけで OK。すると、投稿画面下のスペース、タイムラインに自分自身と自分がフォロー

した人物の投稿が表示され流れ出します。どこからでも自分の状況を他者に知らせることができると同時に、

他者の置かれた状況も把握することができるため、目前の出来事を臨場感満点に共有できるメディアとして

全世界的に普及しました。本年 1月の米グーグル調査では利用者は 8200 万人にも及ぶとのこと。企業の告

知媒体として、プロジェクト関係者の情報共有網として、有名人のファンサービスツールとして、 無限に拡が

る可能性が注目されています。 

取材対応 ： 

株式会社デジタルガレージ Twitter カンパニー  枝 洋樹 

Tel: 03-6367-1111  Fax: 03-6367-1119 E-mail: eda@garage.co.jp 
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： 特ダネ投稿 DO 画 

会 社 ： 日本放送協会、株式会社 NHK グローバルメディアサービス 

授賞理由： 

ふだんの生活の中で発見した驚きや感動を動

画投稿で一般から募集。投稿内容は動物や子

供ネタはもちろん事故報道まで幅広く、またより

魅力的な動画の制作方法を投稿者に取材して

放送も。ユーザー投稿動画と全国ネットのテレ

ビがコラボする面白さをトコトン探求したそのチ

ャレンジ精神を称える。 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 「特ダネ投稿 DO 画」開発チーム 

 

受賞者プロフィール ： 

2009 年 3 月にＮＨＫ公式サイトとして視聴者のみなさんが撮影した動画の投稿・共有できるサイト「特ダネ投

稿DO画」（http://www.nhk.or.jp/doga）を開設。4月よりＮＨＫ総合テレビの毎週木曜深夜24:30～24:40の

時間で同名の番組をスタートさせました。番組では、サイトを通じて寄せられる「たまたま撮影できたスクープ

動画」や「面白い発見を記録した動画」、「動物の意外な姿をとらえた動画」などをご紹介すると同時に、世界

の動画ワールドでいま何が起きているかを取材しています。さらに、サイトへの投稿者のなかから番組が発

掘した「動画の達人」に撮影術を学ぶ企画なども放送しています。今後も「動画サイト」と「地上波テレビ放

送」の 2 本立てで、動画投稿・共有の楽しさ、広がり、奥深さを伝えていくことを目指しています。 

受賞コメント ： 

視聴者の撮影した面白いビデオを紹介するテレビ番組は、8 ミリビデオや VHS の時代からありました。しかし

いま、かつてないほど多くのひとが、デジタルカメラや動画撮影のできるケータイを持ち歩き、映像をネット上

で“共有”しています。そこには、新しいこと、楽しいこと、面白いことがたくさん生まれています。今回の受賞

を励みに、スタッフ一同、さらに頑張ってまいります。ありがとうございました。 

作品紹介 ： 

去年3月、ＮＨＫ公式サイトに「特ダネ投稿ＤＯ画」が誕生。視聴者の皆さんが撮影した動画の募集を始めま

した。そして 4 月、ＮＨＫ総合テレビで放送開始。投稿された動画やインターネット上で話題の動画を、毎週

ご紹介しています。川崎市の水道管が破裂したときには、視聴者が自宅のベランダから撮影した動画を投

稿。大きな注目を集めました。さらに、高速道路から見かけた、不思議な雲の動画や、なぜか段ボールを叩

き続けるキュートなネコちゃん、日食のとき、太陽と月に加えて、飛行機までが重なる瞬間など、スクープの

投稿が相次いでいます。「動画サイト」と、「テレビ番組」で、動画ワールドの楽しさ、奥深さを伝える「特ダネ

投稿ＤＯ画」。2 年目も頑張ってまいります！ 

取材対応 ： 

株式会社ＮＨＫグローバルメディアサービス 番組制作部 茂田 喜郎 

Tel: 03-3465-3851  Fax: 03-3465-3861 E-mail: shigeta.y-ds@nhk.or.jp 
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： トモダチコレクション 

会 社 ： 任天堂株式会社 

授賞理由： 

自分や友人の似顔絵キャラクターをゲーム内に

ある島のマンションで生活させ、その生活を観

察し楽しむニンテンドーＤＳ用ソフト。キャラの声

や性格を自由に選べ、マンション内の住人を交

流させると友達になったり結婚したりと独自の人

間関係が出来上がっていく。仮想現実社会を

日常化し定着させたデジタル世代感覚に感嘆

する。 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 「トモダチコレクション」開発チーム 

受賞コメント ： 

家族や友達など、身近な人をゲーム内に登場させることで、誰もが感情移入できるような遊びを目指し開発

しました。私達の試みを評価していただき、このような賞をいただけたことを光栄に思います。ありがとうござい

ました。 

作品紹介 ： 

家族や友達など、身近な人たちにそっくりな「Mii（似顔絵キャラクター）」を作って、とある島のマンションに住

まわせます。現実世界と同じ時間が流れるその島で、Mii たちは自分の意思をもって、自由気ままに生活し

ます。Mii同士は友達になったり、ケンカしたり、時には恋をしたり…感情豊かなMiiたちとふれあいながら、

彼らが織りなす人間模様を見守っていきます。 

取材対応 ： 

任天堂株式会社 広報室  

Tel: 075-662-9600   
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人 

会 社 ： 株式会社スクウェア・エニックス 

授賞理由： 

ニンテンドーDS 用ロールプレイングゲーム。昨年

7/11 発売以降すでに 415 万本（2009/12 現在）

を突破する大ヒット。その中の機能の一つ「すれ

ちがい通信」は、夏休みには電車の中や駅など

で多数の人がすれちがうという社会現象に。ユー

ザーの期待を裏切らないあくなき制作力と品質の

追求を称える。 

 

 
 

 

 

受賞者 ： 堀井雄二 ／ 株式会社スクウェア・エニックス 

受賞者プロフィール ： 

堀井雄二（ゲームデザイン・シナリオ） 

1954 年兵庫県生まれ。有限会社アーマープロジェクト代表取締役。 

早稲田大学第一文学部を卒業後、雑誌、新聞などのフリーライターを経て、1982 年、エニックス（現スクウェ

ア・エニックス）主催の「ゲームプログラミングコンテスト」入賞をきっかけにゲームデザイナーへの道を歩みは

じめる。1986 年、シリーズ第 1 作目となる「ドラゴンクエスト」を発表。その 3 作目となる「ドラゴンクエスト III  

そして伝説へ…」は、さまざまな社会現象を引き起こすほどの大ヒットとなり、以後、つねにゲーム業界の第

一線で活躍。2009 年 7 月に発売された「ドラゴンクエスト」シリーズ最新作「ドラゴンクエスト IX 星空の守り

人」は、国内だけですでにシリーズ最高の 415 万本の出荷を記録している（2009 年 12 月現在）。 

主な作品：「ドラゴンクエスト」シリーズ、「ポートピア連続殺人事件」、「いただきストリート」シリーズなど。 

受賞コメント ： 

この度は、このような栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。今回は初の携帯ゲーム機での本編と

いうことで、モノにするまでにとても苦労しましたが、多くの方に評価して頂けたことに感謝しております。 

作品紹介 ： 

1986 年の第 1 作発売以来、つねに日本の家庭用 RPG を代表する作品として人気を博している「ドラゴンク

エスト」シリーズ。その最新作が、ニンテンドーDS 用ソフトとして登場しました。シリーズの特長である、「自分

自身が主人公となって壮大な世界を冒険する」という楽しさに加え、さまざまなキャラクターカスタマイズの要

素を導入。また、ニンテンドーDS ならではのワイヤレス通信機能を活かし、ひとつの世界をひとりだけではな

く、本当の“仲間”といっしょに冒険するマルチプレイの醍醐味を実現しました。さらに、「すれちがい通信」機

能を利用して、見知らぬプレイヤー同士で自分の戦歴や、さまざまなダンジョンが生成される「宝の地図」を

交換できるなど、これまでにないコミュニケーション要素が導入されています。 

取材対応 ： 

株式会社スクウェア・エニックス 宣伝部 後藤 美名子 

Tel: 03-5333-0955  Fax: 03-5333-0956 E-mail: g-minako@square-enix.com 

 

 

©2009 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/LEVEL-5/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 

 
 13



 
優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： Bee TV 

会 社 ： エイベックス通信放送株式会社 

授賞理由： 

携帯電話におけるビデオオンデマンドの活性化、

オリジナルコンテンツの創出に於いて未曾有のレ

ベルでプラットホーム展開を図っている。5 月専門

放送局開局以来会員90万人突破。携帯電話の新

たな可能性を創造する有料コンテンツ継続提供事

業のアントレプレナーシップを称える。 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： エイベックス通信放送株式会社 

 

受賞者プロフィール ： 

エイベックス通信放送株式会社は、携帯電話を活用した全く新しい映像エンタテインメント市場の構築を目

指し、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの共同出資により 2009 年 

4 月に設立された合弁会社です。 

新サービス「BeeTV」をお届けしていきます。 

受賞コメント ： 

この度は、名誉ある賞を頂き、誠に光栄に存じます。BeeTV は携帯電話に合わせたオリジナルの番組制作

にこだわっております。マーケティングに基づいた番組企画・編成をし、ユーザーの皆様に満足して頂けるよ

う取り組んでまいりました。今後も、ユーザーのライフスタイルに合わせた情報やモノを提供する一大プラット

フォームを目指していきたいと思っております。 

作品紹介 ： 

「BeeTV」はワンセグ放送や既存の動画サイトとは異なり、携帯電話専用に開発された、全く新しいプレミアム

映像作品群の中から、視聴者それぞれの好みに合った番組を、毎日お届けしていく、新コンセプトの放送局

です。（※ドコモ専用の動画サービスです。） 

月額315円（税込み）で、海外ドラマや音楽、バラエティやお笑いなど「BeeTV」でしか見ることのできないオリ

ジナル番組 20 番組以上をいつでもどこでも見放題でお楽しみいただけます。 

取材対応 ： 

エイベックス通信放送株式会社 宣伝部 河原 伯幸 / 星野 拡 

Tel: 03-5413-8992  Fax: 03-5413-8879 E-mail: noriyuki@av.avex.co.jp / hoshino-hiromu@av.avex.co.jp 
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優秀賞 Digital Contents of the Year’09 / The AMD Award 

 

作 品 ： mixi アプリ 

会 社 ： 株式会社ミクシィ 

授賞理由： 

実際の友人・知人とつながる『mixi』ならではの、コミュ

ニケーションサービスを提供できるプラットホーム。昨

年はＡＰＩ技術をオープン化したのが功を奏し、代表作

「サンシャイン牧場」をはじめ、ゲームを媒介としたアプ

リなど、新たなコミュニケーションサービスが爆発的に

普及した。ベンチャー企業が新サービスを多数のユー

ザーに認知させるのは容易ではないが、そのハードル

を大幅に低減したパイオニア精神を称える。 

 

 
 

 

 

受賞者 ： 代表取締役社長 笠原 健治 

 

受賞者プロフィール ： 

1997年、大学のゼミで学んだITビジネスのケーススタディや、当時米シリコンバレーにおけるインターネット・

ビジネスの興隆に触発され、 同年11月、求人情報サイト『Find Job !』の運営を開始。  

1999年6月に法人化し、代表取締役就任。  

2004年2月、ソーシャル・ネットワーキング サービス『mixi』を開始。  

2006年2月、社名を「株式会社ミクシィ」と変更し、 同年9月に東京証券取引所マザーズ市場に上場。 

『mixi』のユーザー数は1,858万人（2009年12月31現在）を超えており、 現在も増加し続けている。  

東京大学経済学部 経営学科卒業。  

1975年 大阪府生まれ。  

（2010年2月現在）  

受賞コメント ： 

このたびは、第 10 回 AMD アワードでの SNS『mixi』の「Best Producer/Director 賞」受賞に続き、第 15 回

AMDアワード「年間コンテンツ賞優秀賞」に、「mixi アプリ」をお選びいただきまして、まことにありがとうござい

ます。当社は、今後も、SNS『mixi』において、実際の友人・知人とつながり、便利に楽しくコミュニケーションを

図れるサービスを提供してまいります。 

作品紹介 ： 

2009 年 8 月 24 日に PC 版、10 月 27 日にモバイル版の提供を開始した『mixi』における新たなコミ
ュニケーションサービスです。ユーザーの皆さまが、利用したいソーシャルアプリケーションを自

由に選んでマイミクシィ（mixiにおける友人・知人）と一緒に、ゲームや便利ツールなどを通じた
交流を楽しむことができます。 

取材対応 ： 

株式会社ミクシィ 広報 IR 部 小林 裕乃 

Tel: 03-5738-6870  Fax: 03-5772-1092 E-mail: press@mixi.co.jp 
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◆年間コンテンツ賞「優秀賞」推薦作品一覧（優秀賞受賞作品は除く）◆ 
第１5 回ＡＭＤアワードサポーターからは「優秀賞」を受賞した
１０作品及びサービス以外にも以下の作品が推薦されました 

 

ジャンル 作品名 制作関連会社等 

カラオケ JOYSOUND 株式会社エクシング 

クックパッド クックパッド株式会社 

ケータイ国盗り合戦 株式会社マピオン 

コロニーな生活☆ＰＬＵＳ 株式会社コロプラ 

実空間透視ケータイ ＫＤＤＩ株式会社 

ＮｅｗスーパーマリオブラザーズＷｉｉ 任天堂株式会社 

美人時計 株式会社美人時計 

ネットワークコンテンツ 

ブラウザ三国志 株式会社ＡＱインタラクティブ 

おサイフケータイ&携帯アプリ利用の 

顧客リレーションシップマーケティング 
マクドナルド＋The JV 

トラバター 株式会社ワンパク ネットワークサービス 

Peece.TV - Video Search 株式会社インフォシティ 

NHK クリエイティブ・ライブラリー 日本放送協会 

けいおん！ ＴＢＳ 京都アニメーション 

JIN－仁－ 株式会社ＴＢＳテレビ 

ニュース速報は流れた 株式会社フジテレビジョン 

放送コンテンツ 

（サービス） 

UQ WiMAX CM UQ コミュニケーションズ株式会社 

『君のいる景色』  株式会社ティーワイ エンタテインメント 

super cell 
株式会社ソニー・ミュージックエンタテイ

ンメント 

テニスの王子様 

『テニプリっていいな／Ｓｍｉｌｅ』 
株式会社ティーワイ エンタテインメント 

音楽ソフト 

（パッケージ商品） 

ノモビデオ 電気グルーヴ 

空の境界 アニプレックス、講談社ほか 

映画 

沈まぬ太陽 角川映画株式会社 
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ＴＨＩS IS IT 
株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテイ

ンメント 

東のエデン 株式会社プロダクション・アイジー 映画 

ヤッターマン 日活株式会社ほか 

ファイナルファンタジーⅩⅢ 株式会社スクウェア・エニックス 

ゲームソフト 

ラブプラス コナミ株式会社 

違法音楽配信対策協議会 電気通信事業者協会 日本レコード協会

キンドル アマゾン 

CellRegza 株式会社東芝 

地上デジタル放送方式 ISDB-T  

採用でラテンアメリカ制覇 
社団法人電波産業会 

ＮＥＷ ＰＥＯＰＬＥ ＶｉｚＣｉｎｅｍａ 

フミ子の告白 京都精華大学 

Pocket WIFI イーモバイル株式会社 

ポメラ 株式会社キングジム 

豆しば グリーンピーしばの屈辱 株式会社ティーワイ エンタテインメント 

その他 

（新技術・イベント） 

らき☆すた 
角川書店 埼玉新聞 鷲宮町商工会  

幸手市商工会 
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Digital Contents of ｔｈｅ Year ’09／第 15 回 AMD Award 審査員 

◆ 年間コンテンツ賞 審査員 8 名 

＜ 審査員長 ＞ 

東京大学大学院 新領域創成科学研究科教授 浜野 保樹  

＜ 審査員 ＞ 

アイティメディア株式会社 ITmedia + D Mobile 編集長 園部 修 

株式会社アスキー 週刊アスキー編集長 宮野 友彦 

株式会社 Impress Watch INTERNET Watch 編集長 工藤 ひろえ 

株式会社エンターブレイン 週刊ファミ通主筆 加藤 克明 

株式会社角川マーケティング 東京ウォーカー編集長 﨑山 智弘 

株式会社日経 BP 社 日経エンタテインメント！編集委員 品田 英雄 

株式会社アバンティ・プラス バラエティ・ジャパン編集長 関口 裕子 

 
 

社団法人デジタルメディア協会(略称：AMD)について 

 
【
 
設立】 平成 6 年 11 月 25 日 

【
 
所管】 総務省情報流通行政局情報通信作品振興課(コンテンツ振興課) 

【活動概要】 
約 60 余社の会員により、コンテンツ分野で活躍するプレーヤーの支援、コンテンツ分野におけるビジネス

環境の整備、新たな配信メディアの開拓など、コンテンツビジネスの発展に向けた多様な取組を進めてい

ます。ＡＭＤは、政府の知的財産戦略本部の取組とも歩調を合わせ、より多くの事業者や関係者と共に、

一層のデジタルメディア・コンテンツ産業の振興に向けて活動を拡大してまいります。 

【取組事例】 
- AMD Award ほか奨励事業 

毎年の優れた制作活動を行った個人やグループを表彰する「AMD Award」を開催。また、東京国際映画祭、 

eAT 金沢、アニメーション神戸、東京コンテンツマーケット、NAB 東京セッションなど多くのイベントへの特別協力・

後援。 

- 新たなメディアにおけるコンテンツビジネスの模索 

「出版委員会」「著作権委員会」「デジタル・コンテンツ利用促進委員会」「デジタルメディア普及委員会」「ネットワー

ク・モバイル委員会」等ＡＭＤの各委員会活動を通じてのコンテンツビジネスの健全かつ効率的な育成・発展への

寄与。 

～ＡＭＤの沿革～ 

当協会は、平成 6 年（1994 年）11 月 25 日に、総務省（当時 郵政省）所管の社団法人として設立されました。 

当初は団体名「（社）マルチメディア・タイトル制作者連盟」として、CD-ROM などにおけるコンテンツ制作事業者を

中心として発足し、主にデジタルコンテンツの制作分野における共通課題への対応を目的として活動を進めていまし

た。 

その後、インターネットやモバイルの爆発的な普及、急速な技術革新やライフスタイルの変化により、デジタルコン

テンツは、ネットワークを活動領域とする時代に遷移してきました。こうした新たな事業環境に対応すべく、平成11年8

月 5 日、団体名称・定款を変更し、ネットワーク・コンテンツや新たなメディアを視野に入れた「デジタルメディア協会」

（Association of Media in Digital）として一新。 

さらに、平成 19年 11月 30日には、「制作」面が中心だった団体の活動目的から、トータルに「コンテンツ及びサー

ビスの用途拡大、質的向上、量的拡充及び多様性の確保」を主軸に据える定款変更を行い、新生ＡＭＤとして広範

な活動を展開しています。 
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【役員名簿】 
理 事 長    

株式会社コーエー ファウンダー取締役名誉会長 襟川 惠子 非常勤 

副 理 事 長    

株式会社インプレスホールディングス ファウンダー／最高相談役 塚本 慶一郎 非常勤 

株式会社角川グループホールディングス  代表取締役会長 兼 CEO  角川 歴彦  非常勤 

専 務 理 事    

社団法人デジタルメディア協会  村上 敬一 常勤 

理 事    

アスパイアビジョン株式会社 取締役副社長  布施 利之  非常勤 

イマジニア株式会社 代表取締役会長 兼 CEO  神蔵 孝之  非常勤 

株式会社インターグロー 代表取締役社長  竹内 茂樹  非常勤 

株式会社インデックス  代表取締役会長  小川 善美  非常勤 

株式会社インフォシティ 代表取締役  岩浪 剛太  非常勤 

株式会社 NHK エンタープライズ  取締役デジタルセンター長 岡田 円治 非常勤 

株式会社エンターブレイン  代表取締役社長   浜村 弘一  非常勤 

株式会社角川デジックス  代表取締役社長   福田  正  非常勤 

株式会社講談社  代表取締役社長 野間 佐和子  非常勤 

株式会社小学館  代表取締役社長  相賀 昌宏  非常勤 

株式会社スクウェア・エニックス  代表取締役社長 CEO  和田 洋一  非常勤 

特定会員  小尾 一介  非常勤 

株式会社東京放送  執行役員  福井 省三  非常勤 

株式会社ドワンゴ  代表取締役社長  小林  宏  非常勤  

ニフティ株式会社   サービスビジネス事業本部副本部長 宮澤 徹 非常勤  

日本エンタープライズ株式会社  代表取締役社長  植田 勝典  非常勤 

特定会員   山科  誠  非常勤 

バンダイビジュアル株式会社  代表取締役社長  川城 和実   非常勤 

株式会社ボイジャー  代表取締役社長  萩野 正昭  非常勤 

株式会社魔法のｉらんど 代表取締役 谷井 玲 非常勤 

監 事           

トキワユナイテッドパートナーズ LLP  代表パートナー・税理士  鈴木 広典  非常勤 

森本紘章法律事務所  弁護士  森本 紘章  非常勤 

 
【会員数】 
正会員 55 社 
準会員 5 社 
賛助会員 4 社 
合   計 64 社 
（平成 22 年 3 月 17 日現在） 

 

■ 本資料に関するお問い合わせ先 
社団法人デジタルメディア協会 
〒141-0021東京都品川区上大崎 2-15-22 神谷ビル 4F 
Tel: 03-5798-7101 Fax: 03-6277-3116 
E-mail: award15th@amd.or.jp 
URL: http://www.amd.or.jp 
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