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Digital Contents of the Year ‘13／第 19 回 AMD Award 概要 

 

名   称： デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’１3／第１9 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 NTT ドコモ、株式会社 KADOKAWA、 

コーエーテクモホールディングス株式会社、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、

株式会社東北新社、株式会社ドワンゴ、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 

後   援： 総務省 

推薦期間： ＜年間コンテンツ賞＞ 平成 25 年 12 月 10 日（水）～平成 26 年 1 月 9 日（木） 

授 賞 式： 日 時／平成 26 年 3 月 18 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 25 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 19 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：角川歴彦（株式会社 KADOKAWA 取

締役会長）》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’13 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 9 作品の制作者） 

4）特別功績賞（従来の功労賞を今回は特別功績賞としています） 

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 ‘13／第 19 回 AMD Award 受賞者 

 

◆ 大賞／総務大臣賞（優秀賞授賞 9 作品から選出） 

「進撃の巨人」プロジェクト／株式会社講談社/アニメ「進撃の巨人」製作委員会 

 

◆ 理事長賞（優秀賞授賞 9 作品から選出） 

Sound of Honda / Ayrton Senna 1989 

／『Sound of Honda / Ayrton Senna 1989』プロジェクトチーム 

 

◆ 優秀賞 Digital Contents of the Year’13 The AMD Award 

作品名(50 音順) 受賞者 

Windows8.1 Microsoft corporation 

艦隊これくしょん 〜艦これ〜 艦これプロジェクトチーム 

きゃりーぱみゅぱみゅ きゃりーぱみゅぱみゅ 

CocoPPa CocoPPa 事業部 

孤独のグルメ Season３ テレビ東京「孤独のグルメ」製作チーム 

ニコニコ超会議 横澤 大輔 （株式会社ドワンゴ） 

信長の野望 創造 小笠原 賢一 （株式会社コーエーテクモゲームス） 

 

 

◆ 特別功績賞 Digital Contents of the Year’13 The Life Achievement Award 

浜野 保樹 

 

◆ 江並直美賞（新人賞）Digital Contents of the Year’13 The Naomi Enami Award 

スプツ二子！ 

 

◆ リージョナル賞 Digital Contents of the Year’13 The Regional Achievement Award 

高齢者によるインターネットテレビ局の運営 ／ 松代テレビ局(長野県) 

 



 
 

 
特別功績賞 Digital Contents of the Year’13 / The Life Achievement Award 

 

浜野 保樹 氏 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 浜野 保樹 氏 

我が国におけるコンテンツ制作の学術的な教育と研究の基盤を整備することに貢献した。平成 13 年に学

術研究の文献集『原典メディア環境学 1851-2000』、平成 15 年に教科書『表現のビジネス』を作成し、こ

れによりコンテンツ制作の研究や教育を可能にしたことから、コンテンツに関連する学会、大学の学部学

科の設立に貢献した。このような実績をもとに、平成 16 年文部科学省科学技術振興調整費（新興分野人

材育成）による「東京大学大学院情報学環コンテンツ創造科学産学連携教育プログラム」の中核メンバー

として、東京大学のコンテンツ人材のカリキュラム作りやコンテンツ制作に関する授業モデルを構築し、現

在も「東京大学学部横断型教育プログラム」として継承されている。 

また研究成果を実践的に活用し、多くの政府機関の審議会の委員ならびに委員長を歴任し、我が国のコ

ンテンツ文化政策に貢献した。平成 17 年 7 月内閣官房知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会委員、

平成 18 年 4 月外務省海外交流審議会座長代理、平成 19 年 8 月内閣官房知的財産戦略本部コンテン

ツ・日本ブランド専門調査会委員などでは、我が国の国際競争力としてコンテンツを活かす取り組みの先

鞭をつけた。また、平成 7 年文化庁『メディア芸術祭』、平成 7 年総務省「AMD アワード」、平成 13 年経済

産業省『デジタルコンテンツグランプリ』、平成 19 年外務省「国際漫画賞」など顕彰制度の創設を主導し、

いずれも現在まで継承され、とくに文化庁「メディア芸術祭」は集客数が世界で 14 位（英国 Art 

Newspaper 調査）の展示会にまで成長させた。顕彰制度は我が国のコンテンツ制作の普及啓蒙につなが

った。 

ハリウッド映画や、日本のアニメーション産業など、メディアやコンテンツに関連した卓越した著述を行うと

ともに、海外と日本をつなぐかけがえのない国際的活動において先駆的な役割を果たしたことから、平成

22年情報文化学会国際賞を受賞した。また、我が国におけるコンテンツ制作の学術的な教育と研究の基

盤を整備することへの貢献により、平成 24 年 6 月東京大学名誉教授の称号を授与された。 

取材対応 ： 

一般社団法人デジタルメディア協会 事務局 

Tel: 03-5798-7101 Fax: 03-6277-3116  E-mail: amd-award@amd.or.jp 

授賞理由： 

故浜野保樹氏は、1995 年の第 1 回 AMD アワード

開催以来 18 年にわたり審査委員長を務め、本アワ

ードの基盤確立の中心として尽力した。審査にあた

っては「優れた制作活動を行った個人やグループを

コンテンツ制作者の立場から表彰することにより、人

材育成を推進する」との方針を一貫して掲げ、本ア

ワードの果たす役割や意義をコンテンツ・エンターテ

インメント業界に広く浸透させた。このコンセプトは、

本アワード受賞を機会にその後大きく活躍の場を広

げる人材が多数生まれる等、コンテンツ制作の現場

に勇気を与え、業界全体の振興および活性化に大

きく貢献している。また AMD アワード以外にも、文化

庁メディア芸術祭運営委員や国際漫画賞実行委員

などを通じて日本コンテンツの素晴らしさ・国際競争

力の高さを主張し、さらにコンテンツ産業への助成

事業にも尽力するなど、氏の果たした功績の大きさ

は図り知れない。 



 
 

江並直美賞(新人賞) Digital Contents of the Year’13 / The Naomi Enami Award 

 

受賞者 ：スプツ二子！ 

 

   
© Sputniko！ 

 

 

 

受賞者プロフィール ：スプツニ子！ 

アーティスト。1985 年東京生まれ、ボストン在住。マサチューセッツ工科大学（MIT）メディアラボ助教。 

インペリアル・カレッジ・ロンドン（ロンドン大学）数学科および情報工学科を卒業後、英国王立芸術学院

（RCA）デザイン・インタラクションズ専攻修士課程を修了。 

在学中より、テクノロジーによって変化していく人間の在り方や社会を反映させた映像、音楽、デバイス、写真、

パフォーマンス作品を制作。 

主な展覧会に「東京アートミーティング うさぎスマッシュ」（東京都現代美術館、2013）、「Talk to Me」（ニューヨ

ーク近代美術館(MoMA)、2011）など 

 

受賞コメント ： 

受賞と聞いてとても驚きましたが、ほんとに光栄で嬉しいです。支えてくれるスタッフの皆や、ツイッターの呼び

かけに駆けつけてくれるボランティアの子達、大切な家族や友達にいつも感謝です。本当にまだ駆け出しなの

で、これを励みに精力的に新しい作品の制作をつづけていければと思います。 

 

 

取材対応 ： 

株式会社ボン イマージュ 濱 有希（はま ゆうき） 

Tel: 03-3403-4110  Fax: 03-3403-4662  E-mail: hama@image-tokyo.co.jp 

 

 
 

授賞理由： 

サイエンスをアートにする若き理系女性

現代アーティスト。NASA とコラボレーショ

ンをして月面にハイヒールの足跡を残そ

うというプロジェクトをスタートするなど、

デジタルメディアを駆使して国境や文化

を超える現代性、スペシャリストとコラボレ

ーションして今までにないものを生み出

す新規性、ジャンルやデバイスにとらわ

れず作品を生み出す可能性。未来を感

じさせる才能に拍手を送りたい。 



 
 

 
リージョナル賞 Digital Contents of the Year’13 / The Regional Achievement Award 

作 品 ： 高齢者によるインターネットテレビ局の運営 

制 作 ： 松代テレビ局 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

受賞者 ： 松代テレビ局 

平成 22 年 4 月  テレビ局開局の構想始まる 

平成 22 年 6 月  松代テレビ局開局 

平成 22 年１１月  第１回しゃべくり松代放送開始 

受賞コメント ： 

素人の高齢者同士で暗中模索の中、インターネットテレビ局を立ち上げ、楽しく松代の情報を発信してい

ます。しかし時には町の未来に関わる問題を取り上げたり、住民の立場で情報を収集し発信しています。

今回突然の受賞を受けたいへん嬉しく又今後の活動の励みになります。ありがとうございました。 

作品紹介 ： 

放送の要となるスタジオ、およびインターネット回線は「NPO 法人夢空間松代のまちと心を育てる会」の事

務所を一部借用する形で使用している。また、放送に使用するパソコン 1 台とモニター、マイク、音声ミキサ

ーも、開局時に「NPO 法人夢空間松代のまちと心を育てる会」の助力を仰いだものである。日頃活動してい

るスタッフは約20名。その構成は、経営者、会社員、主婦、病院職員、定年退職後の第二の人生を歩む人

たちなど、さまざまである。一人一人がテレビの「パーソナリティー」となり、各自のユニークな視点で松代の

「今」を伝えている。 

取材対応 ： 

NPO 法人夢空間松代のまちと心を育てる会 

宮坂 文雄（みやさか ふみお） 

〒381-1231 長野市松代町松代 577 松代まち歩きセンター内 

Tel: 026-285-0070  Fax: 026-278-1277 E-mail: miyasaka@grn.janis.or.jp 

授賞理由： 

「住民ディレクター」という手法を取り入

れることで、自治体等の支援を受けず

に、ボランティアの住民が自ら取材・編

集・放送する形で運営している。高齢

者を中心としたさまざまな職種の住民

がパーソナリティを務め、それぞれの視

点で地域の生の情報を発信。地域に

根ざしたインターネットテレビ局として、

地域のコミュニティの活性化や地域住

民のメディアリテラシーの向上に大きく

貢献した。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’13 / The AMD Award 

作 品 ： Windows8.1 

制作・関連会社 ： Microsoft Corporation 

 

   

 

 

 

© 2014 Microsoft 

 

 

 

 

受賞者 ： Microsoft Corporation 

マイクロソフトは、世界中のすべての人々とビジネスの持つ可能性を 大限に引き出すための支援をさせ

ていただくことを使命として、デバイスからクラウドサービスまで多種多様な製品・サービスの開発・提供に

より、様々な分野で事業を展開しています。 

受賞コメント ： 

このたびは、名誉ある年間コンテンツ賞「優秀賞」をいただき、誠にありがとうございます。今後もパートナー様

と共に、 先端のテクノロジーやイノベーションを通して、ユーザーの皆様のお役に立ち、また愛される製品を

お届けできるよう、全力を尽くして邁進する所存でございます。 

作品紹介 ： 

Windows 8.1 は、Windows 8 で実現されたさまざまな革新を基に、その世界観をさらに進化させました。従来の

アプリケーション、サービス、ハードウェアとの互換性を保ちつつ、 新のハードウェアへの対応、クラウドとの

シームレスな統合を実現、タッチによる操作でも、従来からのキーボードやマウスによる操作でも使いやすいよ

うにユーザーインターフェースを改善し、同時にカスタマイズ性も高めました。Windows 8.1 で、仕事も、遊びも、

快適になります。  

取材対応 ： 

日本マイクロソフト株式会社 Windows 本部 藤本 恭史（ふじもと やすし） 

Tel: 03-4535-2454  E-mail: yasushif@microsoft.com 

 

 

 

 

授賞理由： 

それまでキーボードとマウスによる操作が基

本であった Windows PC の世界に、「タッチ」

によるインターフェースを本格的に導入し、新

しい PC の使い方を提案。8.1 の登場によっ

て、タブレット型の PC が登場するとともに、さ

まざまな形式の液晶回転型 PC や脱着型 PC

など、いわゆる 2in1 形式の多彩なＰＣが登場

した。13 年末には 8 インチという小型のタブレ

ットＰＣも各社から発売となり、人気を博してい

る。新しいユーザーインターフェースを使った

Windows ストアによって、タッチ型というだれ

にでも使いやすいアプリケーションの開発・流

通が促進され、新たなコンテンツ開発への道

をもたらした功績は非常に大きい。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’13 / The AMD Award 

作 品 ： 艦隊これくしょん 〜艦これ〜 

制作・関連会社 ： 株式会社 DMM.com、株式会社角川ゲームス 

 

 

 

 

 

 
©2014 DMM.com/KADOKAWA GAMES All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者 ： 艦これプロジェクトチーム 

艦これプロジェクトチーム 

エグゼクティブ・プロデューサー岡宮道生（株式会社 DMM.com） 

プロデューサー／ディレクター田中謙介（株式会社角川ゲームス） 

艦これ開発スタッフ一同 

受賞コメント ： 

この度は栄誉ある賞をいただきまして誠にありがとうございます。もともとは小規模ながらもマニアックで面白い

ゲームをリリースしようと立ち上げた企画ですが、全国の提督の皆様に支えられてここまで来ることができました。

皆様に感謝するとともに、これからもご期待に添えますよう頑張っていきたいと思います。 

 

作品紹介 ： 

「いいこと？暁の水平線に勝利を刻みなさいっ！」 

全く新しい艦隊育成シミュレーションがここに誕生。艦船型少女＝艦娘（かんむす）達を多彩なカスタマイズで

育て上げて、貴方だけの無敵艦隊を作り上げましょう！ 

取材対応 ： 

株式会社 DMM.com 社長室 岡宮 道生（おかみや みちお） 

Tel: 03-5789-7031  E-mail: okamiya.michio@dmm.com 

授賞理由： 

従来の艦艇（軍艦）ファンはもとより、まったくの対

照的な存在とも思われるキャラクター「艦娘（かん

むす）」の採用によって多様性を極めるファン層

の拡大は、従来のブラウザゲームの常識をはる

かに凌ぐユーザーの獲得を果たしている。ユー

ザー数の増加にサーバー増強が追いつかず、

新規登録は抽選となったほどである。多くの歴史

的なストーリーをもつ艦艇にあてられた艦娘の詳

細をあえて語らない点など、艦艇と艦娘の関係

やキャラクター各々の関係について我々ユーザ

ーはなすすべもなく想像力を掻き立てられ、いっ

そう「艦これ」に埋没していく。コンテンツはブラウ

ザゲームの範囲を遥かに超えてさまざまなメディ

ア展開も多岐にわたるがこれも当然と言えよう。

コンテンツ展開とは、まさにこうあるべきという事

例そのものではないだろうか。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’13 / The AMD Award 

受賞者 ： きゃりーぱみゅぱみゅ 

制作・関連会社 ： アソビシステム株式会社  

 

 

 

 

 
©ASOBI SYSTEM 

 

 

 

 

受賞者 ： きゃりーぱみゅぱみゅ 

フルネームは、きゃろらいんちゃろんぷろっぷきゃりーぱみゅぱみゅ。 

高校を卒業した 2011 年、夏にワーナーミュージックから、中田ヤスタカ（CAPSULE）プロデュースによるミニア

ルバム「もしもし原宿」（8/17発売）でメジャーデビュー。さらに同ミニアルバムは世界23カ国で同時配信され世

界デビューも果たし、各国で話題に。リードトラック「PONPONPON」のミュージックビデオは動画配信サイトで、

あっという間に再生回数 2700 万回を記録。 

2013 年には、ワールドツアーを 8 カ国 13 都市で開催し、公演を全て大成功させる。 

そして 2013 年 6 月、満を持して発表したセカンドアルバム「なんだこれくしょん」は、オリコンウィークリーチャー

ト初登場１位。アーティスト活動とファッション面での活動を掛け合わせた、『HARAJUKU』のアイコンとしての存

在が、今、全世界から注目を集める。 

受賞コメント ： 

このような賞を受賞できて本当に嬉しいです。いつも私の作品は、デビュー依頼ずっと「チームきゃりー」という

スタッフの方達と一緒に、面白おかしくアイディアを出し合って、それをみんなでがんばって形にしています。こ

れからも、みなさんを驚かせるような作品を作り続けて進化していきたいです。 

受賞者紹介 ： 

二度目のワールドツアー「NANDA COLLECTION WORLD TOUR 2014」開催中 

（合計 11 か国・地域 16 公演で約 3 万 5 千人を動員予定） 

8 枚目のシングル「ゆめのはじまりんりん」が発売中 

（2 月 26 日発売） 

取材対応 ： 

アソビシステム株式会社 山崎 諭（やまざき さとる） 

Tel: 03-3470-0140  Fax: 03-3470-0148  E-mail: yamazaki@asobisystem.com 

授賞理由： 

原宿に代表される日本の “カワイイ文化”の代名詞として

彗星のように登場し、一気に認知を高めていったきゃりー

ぱみゅぱみゅ。他のどこの国にも作りだせない日本ならで

はの独創的な存在は、国内のみならず海外からも大きな

支持を集めており、昨年、デビューからわずか 1 年半でワ

ールドツアーを成功させた。これはデビュー曲から iTunes

を通じて 23 か国同時発売しており、更に YouTube での楽

曲、MV 配信等で海外においての認知を広げていった戦

略が功を奏したのだろう。彼女は、日本で“いい”と受け入

れられたそのままのスタイルで、スピード感ある展開と飽く

なきチャレンジ精神により、道なき道を切り拓く、日本を代

表するポップアイコンなのである。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’13 / The AMD Award 

作 品 ： ＣｏｃｏＰＰａ 

制作・関連会社 ： ユナイテッド株式会社 

 

   
© UNITED, Inc. All Rights Reserved. 

 

 

受賞者 ： CocoPPa 事業部 

ユナイテッド株式会社 

本店所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-2-5 アライブ美竹 

設立日：1998 年 2 月 20 日 

代表者：代表取締役会長 CEO 早川 与規 （はやかわ とものり） 

資本金：1,840 百万円  ※2013 年 3 月末現在 

U R L：http://united.jp 

受賞コメント ： 

この度は AMD アワード優秀賞にお選びいただき、誠にありがとうございます。 

開発当初は、ここまで多く世界中で使われるアプリになるとは想像できていませんでしたが、CocoPPa で自作

のアイコンなどを投稿してくれたり、きせかえを楽しんでくれたりする、世界中のユーザーの皆さんに感謝した

いと思います。 

作品紹介 ： 

CocoPPa は、ユーザーが投稿したアイコンや壁紙を使ってスマートフォンのホーム画面を自由にカスタマイズ

できるアプリで、2014 年１月に 2,000 万ダウンロードを突破しました。ダウンロードのうち 36%を占める米国を筆

頭に、海外比率が 83%という、日本発のアプリとしては珍しいグローバルなきせかえコミュニティに成長していま

す。ユーザーは誰もがクリエイターとして自作のアイコン・壁紙を投稿することができ、投稿した作品の掲示板

で国境を越えたユーザー間のコミュニケーションが盛んに行われており、人気クリエイターは１5０万人以上のフ

ォロワーを抱えています。 

取材対応 ： 

ユナイテッド株式会社 経営管理本部 広報 IR グループ 

E-mail: press@unietd.jp 

 

授賞理由： 

iPhone および Android 搭載スマートフォン

の着せ替えアプリでありながら、アジアでヒ

ットし、ヨーロッパ、アメリカへとクチコミだけ

で世界を席巻。2013 年 6 月には 1000 万

ダウンロード、この 1 月には 2000 万と人気

はうなぎのぼりで、ユーザーの 8 割以上が

海外であり、日本発の世界的ヒットアプリ

の代表作である。カワイイを求める海外ユ

ーザーのアクセスとともに、ユーザーの自

作アイコンの流通、アイコン作者と利用者

の交流も可能なため、世界規模での「デ

ザインの共有」を実現した。また、中学生

や主婦が数十万のフォロアーを持つな

ど、万人へのクリエイターの可能性を広げ

た功績も大きい。 



 

 
優秀賞 Digital Contents of the Year’13 / The AMD Award 

作 品 ： 孤独のグルメＳｅａｓｏｎ３ 

制作・関連会社 ： 株式会社テレビ東京、株式会社共同テレビジョン 

 

 

 

 

©2013 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社／テレビ東京. 

 

 

 

 

 

受賞者 ： テレビ東京「孤独のグルメ」製作チーム  

受賞コメント ： 

このような素晴らしい賞を頂けてとても嬉しいです。この番組は、この番組が大好きなスタッフと原作久住

昌之さん、そしてたった一人の主演の松重豊さんで、大切に作ってきました。SNS で盛り上がるようなこと

は主に Facebook と Twitter しか行っておりませんが、皆で努力して作り上げた“美味しさと癒し”が、しっか

り伝わり、一緒に楽しみたい、誰かと共有したい、という気持ちになって頂けたのではないかと思います。

これからも「孤独のグルメ」をよろしくお願い致します。 

作品紹介 ： 

これは、「ひとり飯」をテーマにした、ひとりの男のつかの間の自由な時間を描いたドラマである。個人雑貨

輸入商を営む井之頭五郎という男が、商用で日々いろいろな街を訪れ、さまざまな人と出会い、そしてお

腹がすき、ふと立ち寄ったお店で独り自由に飯を食べる、というシンプルなストーリー。気が向いた店に入

り、好きなものを自由に食べ、一言では表現できないようなたくさんのグルメに出会う。このドラマは人気漫

画原作に基づいているが、ドラマに登場する店は原作に登場したものではなく、ドラマスタッフが新たに

探した、実際に存在するものである。 

 

取材対応 ： 

株式会社テレビ東京 編成局ドラマ制作部 川村 庄子（かわむら しょうこ） 

Tel: 03-5473-6336  E-mail: kshoko@tv-tokyo.co.jp 

 

 

 

授賞理由： 

雑貨輸入商を営む中年男性が仕事で訪

れた町で立ち寄った店で食事する様子を

描く深夜ドラマ。取り上げる店は庶民的

で、描かれるのは食事のシーンと心理描

写という淡々とした内容である。しかし、こ

の番組がソーシャルメディアでは毎回大き

な反響を呼びテレビがソーシャルメディア

と繋がることで、感情をかきたて人を動か

すということを数値化して示した。ソーシャ

ルメディアとテレビの新しい可能性を掘り

起こした番組である。 
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作 品 ： Ｓｏｕｎｄ ｏｆ Ｈｏｎｄａ／Ａｙｒｔｏｎ Ｓｅｎｎａ １９８９ 

制作・関連会社 ： 本田技研工業株式会社、株式会社電通 

 

 

 

©Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 

 

 

 

受賞者 ： 『Sound of Honda / Ayrton Senna 1989』プロジェクトチーム 
《ALL PROJECTS》Creative Director / Creative Technologist / 企画: 菅野薫｜Copy Writer /  企画: 保持壮太郎、キリーロバ・ナージャ｜

Art Director / 企画: 大来優｜Creative Technologist / 企画: 米澤香子｜Sound Director: 澤井妙治｜Sound Designer: 河村知之(Studio 

MUU2)｜Promoter: 植田みさ｜Account Director: 鏑木崇雄、佐藤巧磨、金聖源、平野貴詩｜Producer: 藤岡将史、外山良子｜Production 

Manager: 宮下研也、平田日向子｜Digital Producer: 石川治彦｜Client Supervisor: 今村健、三河昭広、澤戸寛明 

《FILM》Director: 関根光才｜Artist / Programmer: 真鍋大度｜Camera: 上野千蔵、国枝礼樹、浅賀達志、平野哲朗｜Lighting Director: 甲

斐洋輔｜Best Boy: 佐藤巧｜Key Grip: 市原登志幸｜Camera Car: 寺島厚司｜LED Installation Producer: 千葉秀憲｜Programmer: 比嘉了

｜LED System Support: 玉田邦夫(TamaTechLab.)｜LED Installation Support: 柳澤知明、本間無量、堀宏行｜Laser Support: 山本龍哉

(HEARTFAST)｜Sound Engineer: 田鹿充｜Sound System: 東雅明(TRY AUDIO)｜Soundman: 高橋勝｜SFX: 鴫原大輔(TANGRAM)｜

Editing: 瀬谷さくら(meganefilm)、遠藤知洋(DIGITAL GARDEN)｜Mixing Engineer: 綾城重理人｜Creative Technologist: 三浦直也 

《WEB / 3D View》Technical Director: 對馬正｜Web GL Developer: 安井健太郎、角田達哉｜CG Director: TAKCOM(P.I.C.S.)、犬童宗恒｜

WEB Director: 永嶋敏之｜Web Designer: 金原崇人｜Programmer: 増田一太郎、関洋輔 

《WEB / Sound & Data》WEB Director: 永嶋敏之｜WEB Designer: 金原崇人｜Web GL Developer: 増田一太郎、関洋輔 

《Project Movie》Director: 中西尚人｜Camera: 浅賀達志、宇崎慎二(OFFICE DOING)｜Editor: 和田壮史｜Mixing Engineer: 三神健太

(Digital Egg Inc.)｜Cast: 木内健雄、澤戸寛明、川井一仁、熱田護、金子博、今宮純 

《Application》Designer: 金原崇人、山口幸太郎｜Programmer: 徳井直生、浦川通、吉村隆則(Studio MUU2) 

Client: 本田技研工業株式会社｜Agency: 電通｜Production Company: 電通クリエーティブ X｜Digital Production Company: Rhizomatiks、

Qosmo、METAPHOR、fuzz、MARK、Shipoo 

 

受賞コメント ：このような素晴らしい賞を頂き、心から嬉しく思っております。24 年前から今まで変わらず想い

を技術に込めて世界で戦っている Honda と、24 年の時を経てその Honda と共に再びポールポジションに立っ

たアイルトン・セナにこの賞を捧げたいと思います。 

 

作品紹介 ：走行データを用いてドライブをデザインする本田技研工業のカーナビゲーションシステム「インタ

ーナビ」。その独自の技術と歴史をひもとくため、1989 年の F1 日本グランプリ予選でアイルトン・セナが樹立し

た、世界 速ラップの走行データを用い、彼の走りを音と光でよみがえらせた。エンジンやアクセルの動きを解

析し、実際の MP4/5 マシンから録音したさまざまな回転数の音色と組み合わせることで、当時のエンジン音を

再現。全長 5,807m の鈴鹿サーキット上に無数のスピーカーと LED を設置し、再現した音を走行データに合わ

せて鳴らすことで、24 年前の走りを表現した。 

 

取材対応 ：本田技研工業株式会社 インターナビ事業室 事業推進ブロック 三河 昭広（みかわあきひろ） 

E-mail: akihiro_mikawa@hm.honda.co.jp 

授賞理由： 

１枚の紙に記録されていた 1989 年の F1

日本グランプリ予選において記録された

アイルトン・セナの走行データ。それを基

にエンジン音や走行軌跡を 3DCG 化した

このコンテンツは単なる過去の再現では

ない。人々の記憶の扉を開いたのはもち

ろんだが、世界中に新たな体験と感動を

もたらした。そしてこのコンテンツを体験し

た人は、日本企業が培ってきた技術をあ

らためて確認することができたのだ。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’13 / The AMD Award 

作 品 ： 「進撃の巨人」プロジェクト 

制作・関連会社 ： 株式会社講談社、アニメ「進撃の巨人」製作委員会 

 

 

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 

 

 

受賞者 ： 株式会社講談社/アニメ「進撃の巨人」製作委員会 

受賞コメント ： 

「進撃の巨人」は、漫画は諫山さんに、アニメは荒木さんによって生み落とされました。 

ですがここまで育て上げたのはファンの皆様です。ということでファンの皆様、おめでとうございます！ 

作品紹介 ： 

巨人がすべてを支配する世界。巨人の餌と化した人類は 

高さ 50 メートルの巨大な壁を築き、壁外への自由と引き換えに侵略を防いでいた…。 

2009 年 9 月より「別冊少年マガジン」にて連載開始。連載当初より大きな話題になり、単行本第１巻は瞬く間に

100 万部を突破。「このマンガがすごい！2011」オトコ編第１位、第 35 回講談社漫画賞をはじめ、様々な賞を

受賞。2013 年 4 月よりテレビアニメが放送されると、その人気は日本国内にとどまらず世界的に大爆発。コミッ

クスは累計 3000 万部を超えた。自動車メーカーとのタイアップをはじめとする数々の広告宣伝展開や関連商

品の拡がりは、今もってとどまるところをしらない。 

取材対応 ： 

株式会社講談社 ライツ企画部 萩原 瞳（はぎわら ひとみ）  

Tel: 03-5395-3567  E-mail: hit-hagiwara@stf.kodansha.co.jp 

 

授賞理由： 

人間を喰らい、絶対的な力を持ちうる巨人とそ

れに抗う人間たちの絶像的な戦いを描くという

衝撃的なダーグファンタジーは不可思議な世

界観とともに我々を魅了し、ついに 3000 万部

という驚異的な原作の売り上げを叩き出した。

さらに 2013 年のテレビアニメ化につづき、

2015 年には実写映画化も予定されるなど、さ

まざまなメディア展開へと拡大し社会現象と化

している。本アワードにおいては、さらに特筆

すべき現象として、主題歌や作品内容のオマ

ージュをはじめとする UGC やコスプレなどに

おいてはひとつのジャンル形成さえ果たして

いる。これらネットに根ざした文化とユーザー

（コンシューマ）に多大なる影響を与えたことは

大いに評価したい。 



 

 

優秀賞 Digital Contents of the Year’13 / The AMD Award 

作 品 ： ニコニコ超会議 

制作・関連会社 ： ニコニコ超会議実行委員会 
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受賞者 ： 横澤 大輔（よこさわ だいすけ） 

       株式会社ドワンゴ 執行役員 CCO 超会議統括プロデューサー 

ニコニコ超会議 実行委員会（委員長：株式会社ドワンゴ執行役員 CCO 横澤大輔）は、ニコニコ動画を中核と

するインターネットを通じて、様々な創造活動をインターネットのみならずリアルイベントとして展開し、これによ

り創造活動を行っている個人又は団体の相互作用を促進し、またその活動を広く国内外に発信することで、我

が国の多様な創造活動のさらなる活性化を図ることを目的として設立された組織です。 

受賞コメント ： 

この度は名誉ある賞を授与いただきましてありがとうございます。ネットとリアルのハイブリッドなイベントがこのよ

うに評価されました事を大変喜ばしく思っております。おかげさまで今年も３度目の『超会議』を開催する事とな

りました。これまで以上に新しい事にチャレンジして参りますので、引き続きご注目のほどよろしくお願い申し上

げます。 

作品紹介 ： 

「ニコニコ動画のすべて（だいたい）を地上に再現する」をコンセプトに、「歌ってみた」「踊ってみた」「描いてみ

た」「アニメ」「ゲーム」「技術部」「料理」「エンターテイメント」「政治討論」など niconico のあらゆるジャンルを網

羅したユーザー主体の超巨大イベントです。 

様々なネットカルチャーをリアルに体験することができ、会場(リアル)と生放送・コメント(ネット)が繋がり、相互に

楽しむことができる、 niconico ならではのコンテンツが建ち並びます。 

また、日本のサブカルチャーを代表するコンテンツやイベントを併催し、様々なエンターテイメントが一同に介

します。 

 

取材対応 ： 

株式会社ドワンゴ 経営企画部 広報担当 高橋 江梨子（たかはし えりこ） 

E-mail: eriko_takahashi@dwango.co.jp 

 

 

授賞理由： 

ニコニコ超会議は、ニコニコ動画が年に一度

開催するニコニコ動画の集大成と言えるイベ

ント。2013 年に開催された第 2 回では、10 万

人を超える来場者、500 万人を超えるネット来

場者を記録。初音ミクをはじめ、ニコニコ動画

で育ったクリエイターはすでに動画共有サー

ビスの枠を超えて数多く活躍している。誰もが

発信者になれるプラットフォームとして親しま

れてきたニコニコ動画のコンテンツ業界への

大きな貢献とニコニコ超会議というリアルイベ

ントを開催することで、さらに多くの才能が自

ら発信するきっかけを与えてくれた。 
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作 品 ： 信長の野望 創造 

制作・関連会社 ： 株式会社コーエーテクモゲームス 

 

 

©コーエーテクモゲームス All rights reserved. 

 

受賞者 ： 小笠原 賢一 （おがさわら けんいち） 

株式会社コーエーテクモゲームス 執行役員 『信長の野望･創造』プロデューサー 

コーエーテクモゲームス『信長の野望･創造』プロデューサー。 

1969 年宮城県生まれ。 

千葉大学を卒業後、1993 年に株式会社光栄（現 株式会社コーエーテクモゲームス）に入社。 

『三國無双』、『真・三國無双』にメインプランナーとして関わり、ディレクターとして『信長の野望 Online』や『ブ

レイドストーム』、プロデューサーとして『真・三國無双 MULTIRAID』や『討鬼伝』（2013 年発売）などを手掛け

る。 

受賞コメント ： 

シリーズ 30 周年の節目を飾る『信長の野望･創造』で、このような栄誉ある賞をいただきましたことを大変嬉しく

思います。永きにわたるユーザーの皆様、そして、ご関係各位のご支援とご愛顧によるものと深く感謝しており

ます。私自身、「信長の野望」と出会うことで、歴史とエンターテインメントへの興味を喚起された人間です。デ

ジタルコンテンツの制作を通じて、より多くの皆様の人生を豊かなものとすべく、今後も努めて参りたいと思いま

す。 

作品紹介 ： 

激動の戦国時代を舞台に、戦国大名の一人となって天下統一を目指す歴史シミュレーションゲーム「信長の

野望」シリーズの 14 作目にして、シリーズ 30 周年記念作品。 

“リアリティ”、“ダイナミック”、“ドラマティック”の三本柱をテーマに、美しくリアルな 3D 一枚マップで表現された

戦国日本、兵士の一人一人を緻密に描いた迫力あふれる合戦、ドラマ性溢れる歴史イベントシーンなど、

新の技術を駆使して制作された、シリーズ 高の戦国絵巻。 

取材対応 ： 

株式会社 コーエーテクモゲームス マーケティング本部 宣伝部 桂 毅（かつら つよし）  

Tel: 045-561-4666  E-mail: tsuyoshi-katsura@koeitecmo.co.jp  

授賞理由： 

日本のゲーム産業において和製思考型ゲーム

というジャンルを確立、成功させた『信長の野

望』。このタイトルがなかったら、ゲームの歴史は

きっといまとは少し変わっていたであろう。その

30 周年を飾る、14 作目となる『創造』。過程にお

いてもＰＣからコンシューマーへ、そしてネットワ

ークゲーム、ソーシャルへとチャレンジを続け、

ゲームはもちろん他ジャンルでもあまり類を見な

い、同一ブランドを 30 年続けてきた偉業を称え

るべきだが、 新作である今作も築かれた立場

に安閑とせず、さまざまな挑戦を続けられてい

る。そのチャレンジ精神と歴史の重みを称える。



 
 

◆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 e-onkyo music ｵﾝｷﾖｰｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 

 Comico NHN PlayArt㈱ 

紙本+電子書籍の取り組み「沈黙の艦隊」 ㈱BookLive 

MANGAPOLO ㈱電通 

100 万のタマゴ ㈱バイバイ 

フリフリ TV 日本テレビ放送網㈱ 

Forest Notes ㈱JVC ケンウッド 

アプリ「ボカロダマ」 ヤマハ㈱ 

楽天でんわ 楽天㈱ 

radiko「AKB48 32nd シングル選抜総選挙の上位 5 名

のインタビュー音声を独占配信」 
㈱radiko 

アプリ「ラーメン魂」 ㈱サミーネットワークス 

ネットワークサービス Amazon Kindle ダイレクト・パブリッシング

（Amazon.co.jp） 
Amazon.com 

Google Now グーグル㈱ 

三省堂書店での電子書籍販売 ㈱BookLive 

Stores.jp ㈱ブラケット 

Smart News スマートニュース㈱ 

TSUTAYA Stick ㈱T-MEDIA ホールディングス 

Yahoo!JAPAＮ ヤフー㈱ 

放送コンテンツ・サービス あまちゃん 日本テレビ放送網㈱ 

 

  

  

  

  

  

  

宇宙戦艦ヤマト 2199 バンダイビジュアル㈱ 

NHK ハイブリッドキャスト 日本テレビ放送網㈱ 

大人番組リーグ KAZEOKE ㈱WOWOW 

ガールズ＆パンツァー バンダイビジュアル㈱ 

「天空の城ラピュタ」バルズ祭り 日本テレビ放送網㈱ 

PAC-MAN and the Ghostly Adventures ㈱バンダイナムコゲームス 

半沢 直樹 ㈱TBS テレビ 

ラブライブ！ バンダイビジュアル㈱ 

映画 風立ちぬ ㈱スタジオジブリ 

 

 

  

  

言の葉の庭 新海誠監督 

劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ ㈱MAGES. 

ハーバーテイル ㈲アイトゥーン 

劇場版 魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語 ㈱アニプレックス 

音楽 永遠のサントラ BEST&MORE999 ユニバーサル ミュージック合同会社 

  

   

恋するフォーチュンクッキー ＡＫＢ４８ 

ラ イ ブ DVD / Blu-ray 『 SAKANAQUARIUM 2013 

sakanaction -LIVE at MAKUHARI MESSE 

2013.5.19-』 

サカナクション 

潮騒のメモリー 
宮藤官九郎（作詞） 

大友良英、Sachiko M（作曲） 

Linked Horizon Linked Horizon（REVO） 



 
 

ジャンル 作品名 制作関連会社等 

アニメ うたの☆プリンスさまっ♪ ㈱ブロッコリー 

  リトルウィッチアカデミア / Little Witch Academia ㈱トリガー 

ゲームソフト ＦＦXIV 新生エオルゼア ㈱スクウェア・エニックス 

 

  

  

  

  

  

  

クイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ ㈱コロプラ 

GOD EATER 2 ㈱バンダイナムコゲームス 

「太鼓の達人」シリーズの応援キャラクターに「ももいろ

クローバーZ」が就任 
㈱バンダイナムコゲームス 

誓いのキスは突然に ㈱ボルテージ 

テンガミ 
イギリスのインディーズゲームスタジオ

Nyamyam 

ポケットモンスターＸ・Ｙ ㈱ポケモン 

モンスターハンター４ ㈱カプコン 

その他 アイカツ！ ㈱バンダイ 

（新技術・イベント） 格安 SIM 各社 

 特定非営利活動法人 CANVAS 特定非営利活動法人 CANVAS 

日本テレビ開局 60 年特別美術展  東京国立博物館 

特別展「京都－洛中洛外図と障壁画の美」 

NAKED Inc.  東京国立博物館 

日本テレビ放送網㈱ 読売新聞社 

公共情報コモンズの取り組み （一財）マルチメディア振興センター 

中国において電子書籍ビューア・コンテンツを提供 ㈱BookLive 

鶴ヶ城プロジェクションマッピング - はるか - 

NHK 大河ドラマ『八重の桜』 

会津若松観光物産協会 

DMM 3D プリント ㈱DMM.com 

電子出版を読みやすくする新書体 凸版印刷㈱ 

NIKE+ FUELBAND SE ㈱ナイキジャパン 

HAP-Z1ES   HAP-S1 ソニー㈱ 

佐賀県武雄市「フェイスブックシティ」 武雄市 

ふなっしー ふなっしー 

全自動演奏ロボット Z-MACHINES ㈱博報堂 

徳島市「マチ★アソビ」 徳島市 

ヨミ Cam ㈱BookLive 

全天球カメラ RICOH THETA ㈱リコー 

LEAP MOTION 国内販売はソフトバンク 

レンズスタイルカメラ「DSC-QX100」（2020 万画素） 

「同 QX10」（1820 万画素） 

ソニー㈱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Digital Contents of the Year ‘13／第 19 回 AMD Award 審査員 

◆ 年間コンテンツ賞 審査員 9 名 

＜ 審査員長 ＞ 

株式会社 KADOKAWA 取締役会長 角川 歴彦  

＜ 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 Impress Watch INTERNET Watch 編集長 工藤 ひろえ 

オリコン・エンタテインメント株式会社 オリジナル コンフィデンス 編集長 葛城 博子 

株式会社 KADOKAWA エンターブレイン ブランドカンパニー 

 「週刊ファミ通」編集人 坂本 武郎 

株式会社 KADOKAWA 週刊アスキー編集部 宮野友彦 

株式会社宣伝会議 月刊「ブレーン」編集部 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 

株式会社ニワンゴ 代表取締役 杉本 誠司 

 

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 代表取締役会長 襟川 惠子 非常勤 

副 理 事 長    

株式会社 KADOKAWA  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  

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 KADOKAWA 常務取締役   浜村 弘一  非常勤 

株式会社角川アスキー総合研究所 代表取締役専務 福田  正  非常勤 

グーグル株式会社 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 

コンテンツ＆サービス開発部  

コーポレートエグゼクティブ 
西角 浩一  非常勤 

株式会社 TBS テレビ  執行役員 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  取締役  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 

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 

 
【会員数】 

正会員 51 社 
賛助会員 6 社 
合   計 57 社 
（平成 26 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 

 




