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Digital Contents of ｔhe Year ‘12／第 18 回 AMD Award 概要 

 

名   称： デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’１2／第１8 回 AMD アワード 

主   催： 一般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、株式会社インプレスホールディングス、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、グリー株式会社、コーエーテクモホールディングス

株式会社、株式会社東北新社、株式会社ドワンゴ、株式会社バンダイナムコホールディングス、

株式会社ブックウォーカー、株式会社ボイジャー 

後   援： 総務省 

推薦期間： ＜年間コンテンツ賞＞ 平成 24 年 12 月 12 日（水）～平成 25 年 1 月 10 日（木） 

発   表： 平成 25 年 3 月上旬＜年間コンテンツ賞＞     

授 賞 式： 日 時／平成 25 年 3 月 19 日（火） 16:30～ 

 会 場／明治記念館 「蓬莱の間」 

 出席者／300 名（予定）   

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 24 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 18 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（東京大学名誉教授）》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’12 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） 

4）功労賞 

業界への長年の献身・功績のあった人物、組織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。 

※1）、2）は、「優秀賞」授賞作品の中から選出されます。授賞式当日の発表となります。 

 

 



 
 

 

Digital Contents of ｔｈｅ Year ‘12／第 18 回 AMD Award 受賞者 

 

◆ 大賞／総務大臣賞（優秀賞授賞 10 作品から選出） 

おおかみこどもの雨と雪／「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会/スタジオ地図 

 

◆ 理事長賞（優秀賞授賞 10 作品から選出） 

EPUB 3／IDPF（国際電子出版フォーラム） 

 

◆ 優秀賞 Digital Contents of the Year’12 The AMD Award 

作品名(50 音順) 受賞者 

EOS C300 キヤノン株式会社 

宇宙兄弟プロジェクト 
株式会社ｺﾙｸ 佐渡島庸平 

講談社ﾓｰﾆﾝｸﾞ編集部 駒木根千紗 

ゴールデンボンバー 
ゴールデンボンバー 

（有限会社ユーグリッド・エージェンシー） 

しゃべってコンシェル・しゃべってキャラ 
しゃべってコンシェル・しゃべってキャラ企画開発チーム 

（株式会社 NTT ドコモ） 

とびだせ どうぶつの森 
「とびだせ どうぶつの森」開発チーム 

（任天堂株式会社） 

ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族  
オンライン 

齊藤 陽介 

（株式会社スクウェア・エニックス） 

パズル＆ドラゴンズ 
パズドラ開発チーム 

（ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社） 

メルセデス・ベンツ 

「NEXT A-CLASS」キャンペーン 
「NEXT A-CLASS」制作委員会 

（株式会社博報堂、AOI Pro.Inc、Production I.G., Inc.） 

 

◆ 功労賞 Digital Contents of the Year’12 The Life Achievement Award 

国立国会図書館 

 

◆ 江並直美賞（新人賞）Digital Contents of the Year’12 The Naomi Enami Award 

真鍋 大度（株式会社ライゾマティクス） 

 

◆ リージョナル賞 Digital Contents of the Year’12 The Regional Achievement Award 

合志あぐっと！ねっと ／ 「合志あぐっと！村」運営協議会（熊本県） 



 

 
功労賞 Digital Contents of the Year’12 / The Life Achievement Award 

 

作 品 ： 国立国会図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 国立国会図書館 

 

受賞コメント ： 

当館は、国立図書館として、出版物の収集と保存、利用提供を任務としております。この度、図書館資料のデ

ジタル化及び電子図書館事業の取組を評価いただき、大変光栄に存じます。引き続き、国民の皆様に利用し

易い図書館サービスの充実に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

取材対応 ： 

国立国会図書館 総務部総務課 石井 俊行 （いしい としゆき） 

Tel: 03-3581-2331（内戦：20201） Fax: 03-3597-5617  E-mail: t-ishii@ndl.go.jp 

授賞理由： 

１９９０年代という早期より、図書資料の保

存のためにデジタル化に取り組み、蔵書

検索システムを構築．所蔵する資料のほと

んどをインターネットを通じて、世界のどこ

からでも検索可能とした世界のパイオニア

である。さらに図書資料での知見を生か

し、歴史的な書物や錦絵の画像、さらに歴

史的音源をデジタル化資料として公開．

明治・大正・昭和前期に出版された資料を

スキャンニングした画像を提供する近代デ

ジタルライブラリーなど、さまざまな電子図

書館コンテンツも公開するなど、貴重な文

化遺産のデジタル化に先陣を切ってとりく

み、大きな貢献を重ねている。 



 

 
江並直美賞(新人賞) Digital Contents of the Year’12 / The Naomi Enami Award 

 

受賞者 ：真鍋 大度 

 

 

   

©Daito Manabe All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

受賞者プロフィール ：真鍋 大度 （株式会社ライゾマティクス） 

身近な現象や素材を異なる目線で捉え直し、組み合わせることで作品を制作。高解像度、高臨場感といったリッ

チな表現を目指すのでなく、注意深く観察することにより発見できる現象、身体、プログラミング、コンピュータその

ものが持つ本質的な面白さに着目している。2006 年にウェブからインタラクティブデザインまで幅広いメディアをカ

バーするデザインファーム「rhizomatiks」を立ち上げ、2008 年には、石橋素とハッカーズスペース「4nchor5 La6(ア

ンカーズラボ)」を設立。 

 

受賞コメント ： 

思いがけず新人賞を賜りまして、驚くとともに身の引き締まる思いでおります。活動の場を与え、制作を支えてくだ

さった皆様に感謝の意を表するとともに、今回の受賞を励みとしてより一層精進して参ります。 

 

取材対応 ： 

株式会社ライゾマティクス 平田 幾美（ひらた いくみ） 

Tel: 03-5789-9929  Fax: 03-5789-9928  E-mail: ikumi@rhizomatiks.com 

 

 

授賞理由： 

アートと広告表現の両フィールドで斬新

な作品を発表し続ける稀有な才能。特に

テクノポップユニット Perfume に関する

様々な仕事は、高度に実験的でありなが

ら、多くの人に支持される表現となってい

る。中でも Perfume の海外デビューのた

めの Perfume Global Project は、ネットの

中で起こっているコンシューマによる創

作を商業プロジェクトに接続したこの時

代らしい表現となった。 



 

 
リージョナル賞 Digital Contents of the Year’12 / The Regional Achievement Award 

作 品 ： 合志あぐっと！ねっと 

制 作 ： 「合志あぐっと！村」運営協議会(熊本県) 

 

 

 

 

 

©２０１３ koshi-agutto. 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 合志あぐっと！ねっと 

地域が地域でできる温かみのある方策を模索しながら、合志市全体の地域活性化に繋がる活動として、

食の安全・安心を生産者と消費者が共に支え合う情報コミュ二ティ「合志あぐっと！村」運営協議会を設

立した。合志市の隠れた魅力のＰＲを消費者と生産者にスポットを当て、人の魅力と地域の魅力を同時に

ＰＲすることをコンセプトとし、ＨＰや Facebook、公式ツイッターの運用、地元開催イベント時の Ustream 配

信、ケーブルテレビ番組の制作などＩＣＴ技術を活用した情報発信により、地域活性化に寄与することを

目的として活動している。 

受賞コメント ： 

この度は、名誉ある AMD アワードリージョナル賞を頂き、誠にありがとうございます。住民ディレクターによる地

域密着型の情報発信を行ってまいりましたが、今回の受賞を機に、活動に拍車がかかると思います。今後も地

域が元気になる取組みとして、精進してまいります。 

作品紹介 ： 

最大の特徴は地元の農家がふるさとを紹介する地域密着の情報発信であること。特に生産者自らが農業を紹

介する点においては、他のリポートでは伝わらない生産者目線であることが、好評を得ている。また CATV 番

組制作の裏側、取材や収録風景などを、Facebook や公式ツイッターの運用、地元開催イベント時の Ustream

配信などで発信しています。都市と農村との交流促進を目的に、農家の手仕事を学び農家を知る交流事業

（田植え・稲刈り体験会）や、異業種・地域間の交流会なども行い、リアルな情報交換にも力を入れています。 

取材対応 ： 

熊本県合志市役所 政策部まちづくり戦略室  

「合志あぐっと！村」運営協議会事務局 大茂 竜二（おおしげ りゅうじ） 

Tel: 096-248-1111  Fax: 096-248-1196 E-mail: r-ohshige@city.koshi.lg.jp 

授賞理由： 

地域住民自らがＩＣＴを利活用した情報発信

活動である。その特徴は、地域のデジタルコ

ンテンツを、若手農家をはじめ住民自らがデ

ィレクターとして企画・制作することで、「住民

のメディアリテラシー」、「ＩＣＴ実践人材育成」

に注力している点である。取り組みの効果とし

て、地域催事及び高齢者の知恵を再発見す

る等、地域コミュニティの活性化に大きく貢献

している。さらに、ＰＲ効果により、消費地であ

る熊本市における生産地直送による店頭販

売も実現し、消費者との繋がりもはじまってい

る。この取り組みは、全国にある合志市と同様

の地域における、地域ブランドの構築とデジ

タルコンテンツによる情報発信活動の融合に

よる地域コミュニティ活性化の参考となる取組

みである。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： EOS C300 

制作・関連会社 ： キャノン株式会社 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： EOS C300 開発チーム 

受賞コメント ： 

この度は、このような名誉ある賞をいただきありがとうございます。今後も、映像業界に貢献できるカメラの開発を進

めていきたいと思います。 

 

作品紹介 ： 

EOS C300 は、映像制作の現場が求める高品位な映像や、優れた機動性・拡張性を実現した、レンズ交換式デジ

タルシネマカメラです。 

EOS C300 は、一眼レフカメラ EOS シリーズ用の交換レンズ「EF レンズ」、映像撮影用の「EF シネマレンズ」対応

モデルと、映画業界で広く普及している PL マウントモデルを用意しています。 

センサーには、スーパー35mm 相当サイズの CMOS センサー（有効画素数約 829 万画素）を搭載し、高感度・低

ノイズを実現しています。 

上記の性能と小型ボディにより、今までにない新たな映像表現を可能にするカメラです。  

 

取材対応 ： 

キャノン株式会社 渉外本部 広報部 渡邊 美雪（わたなべ みゆき） 

Tel: 03-5482-3888 E-mail: watanabe.miyuki758@canon.co.jp 

 

 

 

 

授賞理由： 

高感度性能を活かして、肉眼の暗さでも撮影がで

き、自然光と地明かりのみでも対応可能。低照度で

感度を上げても問題ない。また肌のグラデーション

まで綺麗に撮影できるため、人物のアップのニュア

ンスを表現できる。長時間かけてセットを作り込まな

くても、少ないライティングで、短時間で撮影可能。

よって撮影日数が短縮され、経費軽減できること

は、予算という面でも映画制作において画期的なカ

メラであるといえる。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： EPUB 3 

制作・関連会社 ： IDPF（国際電子出版フォーラム） 

 
   ©2012 IDPF All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： IDPF（国際電子出版フォーラム） 

IDPF（国際電子出版フォーラム）：電子出版のグローバルな標準制定及び管理組織。 

Web 標準に基づくオープン・スタンダードな電子書籍フォーマット、EPUB を推進しています。IDPF は NPO であり、

現在 25 ヵ国以上の出版社、販売業者、図書館等からなっており、366 社/団体の会員によって構成されていま

す。 

受賞コメント ： 

このたびは IDPF の活動に対し、AMD 優秀賞という名誉な賞をいただき、御礼申し上げます。IDPF は、今後とも

世界標準としての EPUB 3 の普及促進を推進して参ります。皆様のご協力に心より感謝致します。 

 

作品紹介 ： 

EPUB 3：IDPF が策定した、Web 標準に基づくオープンな電子書籍のファイルフォーマットです。EPUB 3 では、縦

組みと文字、コミックの読みの方向などの日本語組版の基本的な機能をカバーしたため、日本を中心とするアジ

ア諸国への普及を大きく進めることができました。自由な出版を可能にする EPUB 3 は、現在の電子書籍のファイ

ルフォーマットの国際標準になりつつあります。 

取材対応 ： 

株式会社ボイジャー 代表取締役社長 萩野 正昭（はぎの まさあき） 

Tel: 03-5467-7070  Fax: 03-5467-7080 E-mail: hagino@voyager.co.jp 

授賞理由： 

EPUB は米国の電子書籍標準化団体の国際電子出版フォ

ーラム (International Digital Publishing Forum；IDPF)が普及

促進している電子書籍用ファイル・フォーマット規格。すでに

ウェブの世界で普及している XHTML をベースとしており、オ

ープンかつコンテンツ制作者にとって扱いやすいことから、

英語圏ではすでに標準規格となっている。EPUB3 では各国

の担当者により各国語対応サブセットの開発が進められ、日

本においても縦書きやルビなど、日本語書籍の組版で必要

となる基本的な機能がサポートされた。世界標準に、日本と

台湾でしか使われていない縦組という仕様を盛り込んだのは

奇跡とも言われている。EPUB3 規格に日本語サブセットを搭

載することで、世界中の EPUB3 対応機器で日本語の電子出

版物が利用可能になり、日本のコンテンツを世界に向けて販

売することもより容易になる。電子出版市場を世界標準のプ

ラットフォームに乗せた大きな功績を讃えたい。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： 宇宙兄弟プロジェクト 

制作・関連会社 ： 株式会社ｺﾙｸ ・講談社ﾓｰﾆﾝｸﾞ編集部  

 

 

©宇宙兄弟/講談社 

 

 

受賞者 ： 株式会社ｺﾙｸ 佐渡島庸平 ／講談社ﾓｰﾆﾝｸﾞ編集部 駒木根千紗 

株式会社コルク代表取締役 佐渡島庸平 

2002 年講談社入社し、週刊モーニング編集部に所属。「ﾊﾞｶﾞﾎﾞﾝﾄﾞ」（井上雄彦）｢ﾄﾞﾗｺﾞﾝ桜｣（三田紀房）「働きマ

ン」（安野ﾓﾖｺ）「宇宙兄弟」（小山宙哉）「ﾓﾀﾞﾝﾀｲﾑｽ」（伊坂幸太郎）「16 歳の教科書」などの編集を担当する。

2012 年に講談社を退社し、作家のエージェント会社、コルクを設立。 

 

株式会社講談社週刊モーニング編集部 駒木根千紗 

2005 年講談社入社し、コミック販売部所属後、週刊モーニング編集部にて「宇宙兄弟」 などの編集を担当する。 

受賞コメント ： 

宇宙兄弟という素晴らしい作品の力に突き動かされ、一人でも多くの方に届けたいという一心でプロジェクトを進

めて参りました。多くの方に読んでいただけただけでなく、このような賞まで頂くことができ、大変光栄に思っており

ます。 

作品紹介 ： 

宇宙飛行士として宇宙を目指す兄弟を中心に、宇宙開発に携わる人々の姿を描いた物語。 

作品の根底にあるのは、家族や仲間との絆、夢をあきらめないことの素晴らしさ。 

青年誌で連載中ながら、男女問わず幅広い年齢層から人気を集めている。 

親子で楽しめる上質な作品としても支持されており、子供向けに宇宙開発を解説する関連書籍が出版された。

2012 年にはテレビアニメ、実写映画と、相次いで映像化されている。 

取材対応 ： 

株式会社コルク 佐渡島 庸平（さどしま ようへい） 

Tel: 03-6427-2637  Fax: 03-6427-2638  E-mail: sady@corkagency.com 

 

授賞理由： 

小山宙哉氏による週刊連載マンガという伝統的なメ

ディアを核にしながら、テレビアニメ化や実写映画化

へとマルチ展開し、その魅力を多くの人に伝えた。

特に、テレビアニメの主題歌作成に当たってはユニ

コーンに楽曲を依頼するだけでなく、ミュージックビ

デをコミックやムックと完全に連動して、見る者に驚き

と感動を与えました。また、twitter や facebook、ソー

シャルゲームなどソーシャルメディアを駆使し、ファン

を巻き込むことに成功し、多方面の才能を統合して

「宇宙兄弟」という壮大な世界観をエンタテインメント

に仕立て上げた才能と努力は、コンテンツビジネス

に携わるものに勇気とやる気を届けた。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： おおかみこどもの雨と雪 

制作・関連会社 ： 「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会/スタジオ地図作品 

 

   

©2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会 

 

 

受賞者 ： 「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会/スタジオ地図 

 

受賞コメント ： 

「おおかみこどもの雨と雪」は、母と子の 1３年間の生活を通して、親の子供への祈りを描こうと思いました。 

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。 

 

作品紹介 ： 

19 歳の大学生・花は、おおかみおとこと運命的な恋に落ちる。やがて雪と雨という二人の“おおかみこども”を

授かるものの、家族を襲ったおおかみおとこの突然の死。まだ幼い“おおかみこども”を抱えた花は、人間かお

おかみか、どちらの生き方も選べるように、人里離れた田舎で二人を育てる決意を固める。花と子供たちとの１

３年にわたる親子の物語。一家を取り巻く様々な出来事が、美しくも厳しい自然の中で綴られます。 

 

取材対応 ： 

スタジオ地図 制作部 齋藤 優一郎（さいとう ゆういちろう）/和気 澄賢（わき きよたか） 

 

授賞理由： 

アニメーション映画として国民的に受容されるのはス

タジオジブリ作品のみと長らく言われてきたなか、細

田守監督による本作は、興行（興行収入 42 億 2000

万円）の面でもクオリティの点でも、ようやくその定説

を覆し、新たなシーンと可能性を映画史に残したエ

ポック的一本と言える。全篇、絵の力が圧倒的な勢

いで迫ってくる本作は、非現実的で荒唐無稽な表現

も、リアルな光景として現出させ、自然の風景や家の

中の細部など細密に描かれる部分と見事に融合。改

めてアニメーションならではの描写力とシナリオの力

を体感させる、強い記憶に残る一本であった。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： ゴールデンボンバー 

制作・関連会社 ： 有限会社ユーグリッド・エージェンシー 

 

 
©2013 euclid agency Inc. 

 

 

受賞者 ： ゴールデンボンバー  

2004 年結成。笑撃のライブパフォーマンスと、奇才・鬼龍院翔が創り出すクオリティーの高い楽曲で注目の

究極のビジュアル系エアーバンド。 

2012 年、横浜アリーナ 2days を含む全 28 ヶ所 31 公演のチケットをソールドアウトさせ、同年末「第 63 回 NHK

紅白歌合戦」に出演。歌唱曲「女々しくて」は翌年 1 月 14 日付けオリコンチャートで 4 位に浮上、YouTube

では 2700 万回再生を突破し、ロングヒット中。1 月 1 日発売シングル「Dance My Generation」はインディーズ

史上初の初登場 1 位を獲得。2 月 1 日より、SoftBank の CM に出演。5 月より、「ゴールデンボンバー ホント

に全国ツアー2013〜裸の王様〜」で全国 47 都道府県を周る。 

受賞コメント ： 

この度は選んで頂き誠にありがとうございます。なぜ僕らみたいな宴会芸のような学園祭のような団体を選ん

で頂いたのか、デジタルコンテンツで何をする事が出来たのか、少々頭がよわいのでよくわかりませんが何

か褒めてくれたってことはわかりました(^-^)演奏してなかろうが、がむしゃらに活動してみてよかったです。進

んでみるもんですね、人生。本当にありがとうございます！！ 

(鬼龍院翔) 

 

取材対応 ： 

株式会社ユークリッド•ミュージックエンターテイメント 代表取締役社長 石森 洋 （いしもり ひろし） 

Tel: 03-5488-7771  E-mail: ishimori@euclidagency.com 

 

 

 

授賞理由： 

ヴィジュアル系エアーバンドという独自のパフォーマン

ス・スタイルを持ち、2012 年飛躍を遂げた。「ニコニコ

動画」公式チャンネルでのユニークな動画配信や 12

か月連続楽曲配信などネットデジタル時代ならではの

プロモーション活動により、幅広いファンを獲得。イン

ディーズ・アーティストの新たなスタイルを示した。楽

曲リリース、ライブ活動はもちろん、動画配信やブロ

グ、ツイッターなど独特なゆるいスタンスでの躍動を期

待したい。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： しゃべってコンシェル・しゃべってキャラ 

制作・関連会社 ： 株式会社 NTT ドコモ 

 

 
 @2013 NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved 

 

 

受賞者 ： しゃべってコンシェル・しゃべってキャラ企画開発チーム 

しゃべってコンシェル・しゃべってキャラ企画開発チームは、NTT ドコモのしゃべってコンシェルに関わるプロジェ

クト企画メンバー、開発メンバー、しゃべってキャラ開拓メンバーで構成されてます。 

受賞コメント ： 

名誉ある賞を頂きありがとうございます。しゃべってコンシェルはこれからも利便性の向上を実施し、また今後も多

くの魅力的なしゃべってキャラを提供することで、新たなコンテンツ市場の拡大とともに、お客様の「パーソナルラ

イフエージェント」として成長していきます。今後もよろしくお願いします。 

 

作品紹介 ： 

ドコモが提供する音声エージェントサービス「しゃべってコンシェル」です。 

音声で情報検索や様々なスマートフォンの操作が可能である利便性に加え、2012 年 11 月にしゃべってキャラ対

応を実施し、お客様の好きなキャラクターと会話ができるというエンターテインメント性を拡充いたしました。 

利便性とエンターテインメント性を兼ね備えたサービスで、多くのお客様にご利用いただいております。 

 

取材対応 ： 

株式会社 NTT ドコモ スマートコミュニケーションサービス部 橋田 直樹（はしだ なおき） 

Tel: 03-5156-2104  Fax: 03-3509-6256  E-mail: hashida@nttdocomo.co.jp 

授賞理由： 

平易な日本語で話しかけることで、質問の意図を解

釈し、スマートフォンが持つ機能や通信事業者が提

供する関連サービス、インターネット上の情報から適

切な答えを探し、提示してくれるという便利なサービ

スを作り上げたことを高く評価したい。日本語の認識

精度が高く、回答も的確なものが多く実用的で、操

作に慣れていないユーザーだけでなく、十分に使い

こなせるだけのスキルを持ったユーザーにも有用な

サービスといえる。ユーザーと会話をする機能も備え

るなど、エージェントサービスの今後の進化に大きな

影響を与える存在だ。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： とびだせ どうぶつの森 

制作・関連会社 ： 任天堂株式会社 

 

©2012 Nintendo 

 

 

 

受賞者 ： 「とびだせ どうぶつの森」開発チーム 

 

受賞コメント ： 

この度はこのような栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。「とびだせ どうぶつの森」の世界での暮ら

しやどうぶつ達との交流を体験していただくことで、毎日を楽しく過ごすことができたり、家族や友人・知人とのコミ

ュニケーションのきっかけにも繋がるものを目指して開発して参りました。多くの方々に楽しんでいただけ、本当に

嬉しく思います。今後も世界中に笑顔をお届けできる魅力的なコンテンツの制作に励んで参ります。 

作品紹介 ： 

「どうぶつの森」シリーズは現実の世界と同じように時間が流れ、季節が移り変わるどうぶつの森で、住民の一人と

なって毎日の生活や四季折々の行事を楽しむソフトです。シリーズ最新作の今作では、プレイヤーが「村長」とな

り、公共事業や条例によって、より自分好みの村をつくりあげることができるようになりました。また、ニンテンドー

3DS の特徴である「すれちがい通信」を通じて自分や誰かの自宅が建ち並ぶ「住宅展示場」や、インターネットを

通じて友達や見知らぬ誰かとミニゲームを楽しむ南の島など、ゲームを介してプレイヤー同士の交流を楽しんで

いただけます。 

 

取材対応 ： 

任天堂株式会社 広報室  

Tel: 075-662-9600   

 

 

 

 

 

 

 

授賞理由： 

大人気シリーズの最新作が、発売わずか２ヵ月

で販売本数２５０万本＋α（ネットストア販売分）

を突破。世代、性別を問わずに広く愛される、

根本のゲーム性を維持しながらもネットワークを

利用した遊びとサービスを充実させるなど新規

のチャレンジも行い、ユーザーから高評価を得

ている。コンシューマーゲームの 2012 年を代表

する作品を称えて。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： ドラゴンクエストＸ 目覚めし五つの種族 オンライン 

制作・関連会社 ： 株式会社スクウェア・エニックス 

 

 

 

© 2012,2013 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ 

SQUARE ENIX All Rights Reserved. 

©SUGIYAMA KOBO 

 

 

 

受賞者 ： 齊藤 陽介（さいとう ようすけ） 

1970 年神奈川県生まれ。株式会社スクウェア・エニックス エグゼクティブ・プロデューサー。 

1992 年株式会社エニックス（現スクウェア・エニックス）入社。以後、ソフトウェア企画部プロデューサー、 

ケータイ企画 Division マネージャー、執行役員第１０開発事業部長兼モバイル事業部長などを歴任。 

2008 年より現職。 

主なプロデュース作品：『アストロノーカ』『ユーラシアエクスプレス殺人事件』『クロスゲート』 

『みんな de クエスト（旧称 MaildeQuest）』『クロストレジャーズ』『ニーア ゲシュタルト／レプリカント』など多数。 

受賞コメント ： 

栄誉あるAMD Award受賞をスタッフ一同心より喜んでおります。「ドラゴンクエストＸ 目覚めし五つの種族 オンラ

イン」はまだまだはじまったばかりです。これからもたくさんの「冒険者」の皆様と一緒に楽しい世界を作り続けてま

いります。 

作品紹介 ： 

本作はシリーズで初のオンライン RPG です。インターネットを通じて、日本中のプレイヤーがひとつの世界に集ま

ります。これまで「ドラゴンクエスト」シリーズでは、まるで本当の人間が話しているかのような温かみのあるセリフで

町の人たちがプレイヤーに話しかけてくれました。本作では、そんな町の人たちが本物の人間に！  

すでに有料プレイヤー数は 40 万人を突破し（2012 年 11 月現在）、さまざまな人が集まることで何が起こるか 

わからないワクワク感など、「ドラゴンクエスト」ならではの今までになかった楽しさを体験することができます。 

 

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（ごとう みなこ） 

Tel: 03-5292-8160  E-mail: g-minako@square-enix.com 

 

 

授賞理由： 

伝統ある国民的ＲＰＧ、大人気シリーズ

のナンバリングタイトルでありながら、

初のオンラインＲＰＧ化。従来の成功法

則、形式等に縛られずに時代に則した

チャレンジを試み、発売３ヵ月で有料

プレイヤー40 万人突破など、数字的な

実績も築いている。伝統と革新、その

困難な両立を称えて。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： パズル＆ドラゴンズ 

制作・関連会社 ： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

 

 
©GungHo Online Entertainment, Inc.  

All Rights Reserved. 

 

 

 

受賞者 ： パズドラ開発チーム 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、ＰＣオンラインゲームをはじめ、スマートフォンゲーム、 

コンシューマゲームなど、様々な端末に向けたゲームの企画・開発・運営・配信を行っている総合ゲームメーカー

です。 

パズドラ開発チームは、コンシューマゲーム開発出身のクリエーターが中心となっているチームです。 

ガンホー・オンライン・エンターテイメントのモットーである「面白果汁 100％」を目指し、最高に楽しいと思えるゲー

ムを作り続けます！ 

受賞コメント ： 

このような栄誉ある賞を頂き誠にありがとうございます！開発スタッフ一同、非常にうれしく思っており、ます。今回

の受賞を励みに、今後もユーザーの皆さまに長く愛される「パズル&ドラゴンズ」を展開できるよう、日々進化を続

けてまいります！ 

作品紹介 ： 

「モンスター」を育てて、「パズル」でバトルする、新感覚のパズルＲＰＧです。 

取材対応 ： 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 経営企画室 IR・企業広報課  

一松 貴美代（いちまつ きみよ） 

Tel: 03-6895-1662  E-mail:  ir@gungho.jp  

 

授賞理由： 

２月にリリースされて以降、口コミでアプリ市場ト

ップセールスまで駆け上がり、年明け１月現在

も、ほぼ１年間に渡ってトップに君臨し続けるス

マホ業界の超ビッグタイトル。iPhone、Android版

累計で 600 万 DL 以上を記録している。コンシュ

ーマーゲーム業界からの注目度も高く、カテゴリ

ーを越えてゲーム業界に与えた衝撃は大きい。

老若男女を問わず遊ばれているのも特筆すべ

き点である。きちんと手間隙かけて作った作品

が、新しいプラットフォームでもちゃんと支持を受

けるという、その正しさを称えて。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’12 / The AMD Award 

作 品 ： メルセデス・ベンツ「NEXT A-CLASS」キャンペーン 

制作・関連会社 ： 株式会社博報堂/AOI Pro.Inc/Production I.G., Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 「NEXT A-CLASS」制作委員会 

「NEXT A-Class」制作委員会 

（株）博報堂 

エグゼクティブクリエイティブディレクター・企画・原案・総監督：佐藤夏生 ・ 企画・原案：伊藤聡 

アートディレクター：高橋コージ ・ コピーライター：加藤大志郎、壱岐悟 

 

制作スタッフ 

監督：西久保瑞穂 ・ 脚本：谷村大四郎 ・ キャラクターデザイン：貞本義行 

作画監督：黄瀬和哉 ・ 美術監督：平田秀一 ・ 音楽：川井憲次 

プロデューサー：宮崎恭輔（AOI Pro）、三本隆二（Production I.G） 

受賞コメント ： 

優秀賞をいただき、ありがとうございます。広告が、メッセージではなく、エンターテイメントとして、どこまで昇華で

きるのか。広告が、TV 番組や映画、ゲームなど、すべての枠組みを外したときに選ばれるものなのか。６分という

時間の中で、どこまで、人の気持ちを動かせるか。どのくらい達成できたかは、わかりませんが、そういう気概をもっ

てつくりました。アニメーションという日本の工芸で、世界を感嘆させることができたら、かっこういいかなと。プロジ

ェクトを一緒に作り上げたメルセデス・ベンツ日本の皆様、スタッフにも深く感謝したいと思います。 

作品紹介 ： 

「N¬EXT A-Class」は、全く新しくなったメルセデス・ベンツの新型 A-Class を、今までメルセデスと遠かった層、次

の顧客に対して、興味を持ってもらうためのプロジェクト。クルマの魅力を今まで以上に大胆に表現するために、

日本が世界に誇るアニメーションを採用し、広大なメディアの中でどこまでも広がっていくことを狙った。結果、SNS

を始め各メディアで大きな話題となり、YouTube 上では公開から 20 日間で 200 万再生を超え、世界 180 カ国から

アクセスされるなど、日本に留まらない大きな反響を獲得！より多くの新しい顧客との出会いを作り出すことに成

功！ 

取材対応 ： 

株式会社博報堂 第二十一営業局 田原 賢（たはら まさる） 

Tel: 03-6441-7627  Fax: 03-6441-7155  E-mail:  masaru.tahara@hakuhodo.co.jp  

 

授賞理由： 

このコンテンツの狙いは、グローバル戦略車種

である新型 A-Class のプロモーションにある。

ProductionIG をはじめ、キャラクターデザインの

貞本義行氏ら第一線で活躍するクリエイターが

参加していることで注目されているが、企画、原

案、総監督を務めたのは広告会社 博報堂。広

告会社、CM 制作会社、そしてアニメーション会

社という従来のアニメーション制作とは異なる座

組み、そして広告コミュニケーションで培ったス

キルやアイデアをストーリーや表現に盛り込ん

だ結果、公開から 19 日間で 200 万再生回数を

達成。海外 175 カ国からアクセスがあったとい

う。さらに先行販売限定車 200 台も公開後、１か

月以内に予約数を上回った。 



 
 

◆年間コンテンツ賞「優秀賞」推薦作品一覧◆ 
 

ジャンル 作品名 制作関連会社等 

ネットワークコンテンツ 木で軍艦をつくった男 ㈱ボイジャー 

 ｄマーケット アニメストア ㈱ＮＴＴドコモ 

はなして翻訳 ㈱ＮＴＴドコモ 

ビビのキッズヨガ 親子で楽しむかんたんエクササイズ ㈱ボイジャー 

ブロマガ ㈱ドワンゴ 

FamilyApps ㈱タカラトミーエンタメディア 

ネットワークサービス Amazon Web Services（AWS） Amazon 

Kindle ストア Amazon 

cameran 蜷川実花監修カメラアプリ ㈱リクルートホールディングス 

Google Drive Google 

Google Play Google 

午前 0 時の映画祭 Ustream 

ネット党首討論会 ㈱ドワンゴ、㈱ニワンゴ 

ハーレクイン ライブラリ ㈱デジタルえほん 

ボストン美術館日本美術の至宝展関連アプリ「My 雲

龍図」 

㈱スーパーソフトウエア 

「漫画カメラ」アプリ ㈱ドワンゴ 

ムビチケカード ムビチケ 

Yahoo!ブックストア ヤフー㈱ 

放送コンテンツ・サービス 梅ちゃん先生 日本放送協会 

 

  

  

  

  

  

  

「ウルトラピュアソフトウォーター（高純度軟化水）」の

CM 
三浦工業㈱ 

GARO PROJECT ㈱東北新社 

コドモ警察 毎日放送 

3 月 11 日のマーラー 日本放送協会 

総天然色ウルトラ Q 円谷プロダクション 

TOUCH WOWOW 

Channel JAPAN 
東京放送ホールディングス、日本経済

新聞社 

NOTTV mmbi 

battle for money 戦闘中 フジテレビジョン 

勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 テレビ東京 

映画 ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q ㈱カラー 

 

 

  

  

巨神兵東京に現る 

公益財団法人東京都歴史文化財団 

東京都現代美術館／日本テレビ放送

網／マンマユート団 

009 RE:CYBORG 2012 「009 RE:CYBORG」製作委員会 

TIGER & BUNNY -The Beginning- ㈱サンライズ 

テルマエ・ロマエ テルマエ・ロマエ製作委員会 

ハプニングスター☆ 松本 知博 

ヘルタースケルター ヘルタースケルター製作委員会 

魔法少女まどか☆マギカ ㈱アニプレックス 



 
 

ジャンル 作品名 制作関連会社等 

映画 ONE PIECE FILM Z 尾田 栄一郎 

音楽ソフト 「うたの☆プリンスさまっ♪」のキャラクターソング 株式会社ブロッコリー/Ｅｌｅｍｅｎｔｓ Ｇａｒｄｅｎ

  

   

BLITZ T2D LIVE to GO TBS ラジオ 

「ぺルソナ４ ザ・ゴールデン」 オリジナル・サウンドトラック アニプレックス 

アニメ AKB0048 ㈱サテライト 

  

  

中二病でも恋がしたい！ ㈱京都アニメーション 

PES：Peace Eco Smile トヨタ自動車㈱/STUDIO4℃ 

ゲームソフト グラヴィティデイズ ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント 

  TOKYO JUNGLE ㈱クリスピーズ 

その他 iPad mini Apple 

（新技術・イベント） MOSAIC.WAV 2012 LIVE 「 AKIBA-POP √

NICOLLECTION」  

 

 IGZO  シャープ㈱ 

au スマートパスポート KDDI㈱ 

FAB Café ㈱ロフトワーク 

KURATUS 水道橋重工 

東京ミチテラス 東京ミチテラス 2012 実行委員会 

ニコニコ超会議 ㈱ニワンゴ 

ネクサス 7 Google 

ネットワークレコーダー＆メディアストレージ「nasne」 ソニー㈱ 

佐賀県武雄市「フェイスブックシティ」 武雄市 

楽天 kobo 楽天㈱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Digital Contents of the Year ‘12／第 18 回 AMD Award 審査員 

◆ 年間コンテンツ賞 審査員 10 名 

＜ 審査員長 ＞ 

東京大学 名誉教授 濱野 保樹  

＜ 審査員 ＞ 

株式会社キネマ旬報社 キネマ旬報 編集長 明智 惠子 

ボストーク株式会社 モダンファート（modernfart.jp） 編集長 伊藤  ガビン 

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 副編集人 坂本 武郎 

株式会社角川マガジンズ エンタテインメント情報事業部 部長 崎山 智弘 

株式会社宣伝会議 月刊「ブレーン」編集部デスク 篠崎 日向子 

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 

アイティメディア株式会社 ITmedia 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 

 

一般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 情報流通振興課 
 
【活動概要】 

約 60 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、eAT 金沢、東京国際 

映画祭、アニメーション神戸、ワイヤレスジャパ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。 

なお、公益法人改革により平成 24 年４月１日付けで一般社団法人（移行法人）に移行しています。 



 

【役員名簿】 

理 事 長    

コーエーテクモホールディングス株式会社 取締役名誉会長 襟川 惠子 非常勤 

副 理 事 長    

株式会社インデックス  代表取締役社長 小川 善美  非常勤 

株式会社角川グループホールディングス  取締役会長 角川 歴彦  非常勤 

株式会社ドワンゴ  取締役相談役  小林  宏  非常勤  

専 務 理 事    

一般社団法人デジタルメディア協会 専務理事 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  神藏 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 

株式会社インフォシティ 代表取締役  岩浪 剛太  非常勤 

株式会社インプレスホールディングス 執行役員 丸山 信人 非常勤 

株式会社 NHK エンタープライズ  上席執行役員  兄部 純一 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 

グーグル株式会社 
プロダクトパートナーシップ本部 

出版コンテンツ アジア太平洋統括部長 
佐藤 陽一 非常勤 

株式会社講談社 ライツ事業局 局長 鈴木 伸育 非常勤 

株式会社スクウェア・エニックス 

・ホールディングス 
執行役員  西角 浩一  非常勤 

株式会社 TBS テレビ  社長室担当局長 井川 泉 非常勤 

株式会社東北新社 取締役会長 林田 洋 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 

株式会社バンダイナムコホールディングス  取締役 大津 修二 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 

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 50 社 
準会員 3 社 
賛助会員 6 社 
合   計 59 社 
（平成 25 年 2 月 28 日現在） 
 

 

■ 本資料に関するお問い合わせ先 
一般社団法人デジタルメディア協会 
〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-9-4 五反田宏陽ビル 2F 
Tel: 03-5798-7101 Fax: 03-6277-3116 
E-mail: amd-award@amd.or.jp 
URL: http://www.amd.or.jp 

 




