
JAVCOM  2019　1

JAVCOM ニュース（通巻第 134 号）2019 年 7 〜 8 月号 

2019年 7月 15日発行

発　行：特定非営利活動法人日本ビデオコミュニケーション協会
理事長：大　竹　和　夫
編　集：広報出版委員会（委員長：塩 原  孝 夫）
〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2-3-10-510
電話 03(3234)5994  FAX 03(3234)5995
http://www.javcom.or.jp
E-mail：info@javcom.or.jp

設立：1981 年 8 月 21 日    NPO 法人化：2004 年 8 月 31 日

vol.134

　NPO 法人 JACOM 第15 回通常総会が、令和元年６月

11 日( 金) に静岡県伊東市「ホテル伊東ガーデン AGS 館」

にて開催されました。

　16 時に梶事務局長による総会出欠報告〈53 名（議決

権出席者 37 名 委任状出席者 27 名  計 64 名 総議決権

76 名 84.2％）〉により総会の成立が報告され、大竹理事長

の開会挨拶の後、梶事務局長による議長選出によって、大

竹理事長が議長に就任し、そして議事録署名人を選出いた

しました。

　事務局長による会員動向の報告にはじまり、各委員長に

よる平成 30 年度の事業報告および事務局長による令和元

年度の収支計算、尾崎監事による監査報告、各委員長によ

る令和元年度の事業計画案、事務局長による令和元年度の

収支予算案など、６号までの議案の採決がとどこおりなく

進められ、17 時 45 分、予定どおり総会は閉会した。

　なお、本年度の総会は昨年より新たに理事長となった大

竹和夫氏をはじめ、役員が新メンバーになってから初めて

開かれた総会であり、開催場所も従来の箱根強羅山荘から

本年の「ホテル伊東ガーデン」に変わって開催されたもの

です。

NPO 法人　JAVCOM
第15 回 通常総会開催される

出欠報告、議長選出などの報告を行った 梶 光年 事務局長(左)と
開会の挨拶をする大竹 和夫 理事長(右) 
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  第15 回 通 常 総 会

第15 回 通 常 総 会 次 第
 議　案 項　　　目 担　　当　　

 出 欠 報 告  事 務 局 長

 開 会 挨 拶  理  事  長

 議 長 選 出  事 務 局 長

 議 事 録 署 名 人 の 選 任  議 　 　 長

 第１号議案 会 員 動 向  

 第２号議案 平成30年度事業報告書(案) 運営委員長

  広報出版委員長
  ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ研究委員長
  技術研究委員長
  ｿﾌﾄ制作研究委員長

  常任幹事長

  議　案  項　　　目 担　　当　　

第３号議案 平成30年度収支計算書(案) 事 務 局 長
　　　　  　　　〃　　監査報告 監　　　査

第４号議案  令和1年度事業計画書(案) 運営委員長
    広報出版委員長
    ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ研究委員長
    技術研究委員長
    ｿﾌﾄ制作研究委員長

第５号議案 令和1 年度収支予算書( 案) 事 務 局 長

第６号議案 その他 議        長

 閉　　　　　　　会
 懇　　　親　　　会
 （新入会員紹介､GOLF表彰式､他）

　本日は、週末の御多忙の

中、NPO 法人日本ビデオ

コミュニケーション協会

第15 回通常総会への御参

加を賜りまして御礼申し

上げます。

　時代は、平成から令和へ

と移り令和初の総会とな

り、任意団体時代を含めま

すと39 回目の総会となります。

　今回は、長年にわたりJAVCOM 総会の会場として

お世話になって来ました箱根強羅山荘が経営母体の

変更に伴い今年度から使用する事が出来なくなりま

したが、事務局をはじめ皆様方の御協力を頂きまし

て、この「ホテル伊東ガーデン」にて無事開催出来ま

した事を関係各位の皆様方に御礼申し上げます。

　また恒例の総会と併設で開催されておりますゴル

フ大会「JAVCOM クラシック」伊東カントリークラ

ブで開催することが出来ました。

　さて、JAVCOM 各委員会の活動状況ですがソフト

制作研究委員会「巨大e スポーツイベントを知ろう」

「テイクアウトLIVE」ニュービジネス研究委員会の

「朋栄のPixellot 見学会」「LFS 池袋e スポーツアリー

ナ見学会」技術研究委員会では、第152 回セミナー

「もう始まっている映像産業のAI」など映像業界に於

ける先端的なテーマで活発な活動が出来たと思われ

ます。

　今後も、時代にマッチしたテーマで会員はもとよ

り、広くは映像業界全体に貢献出来るよう邁進して

いく所存ですので宜しくお願い申し上げます。

　また、昨年の12 月１日 BS 110 度 CS110 度４K

８K 放送がスタートしました。

　総経済効果19 兆円と言われている 2020 年のオ

リンピック・イヤーに向けて映像情報産業がさらな

る発展する絶好の機会となると思われます。

　会員の皆様方に於かれましては、2019 年から 

2020 年が更なるビジネスチャンスとなります事を

祈念申し上げまして開会の挨拶とさせて頂きます。

NPO 日本ビデオコミュニケーション協会

理事長  大竹 和夫

　理 事 長 　 総 会 開 会 挨 拶
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運 営 委 員 会　平成30 年度事業報告／令和元年度事業計画

＜ 運 営 委 員 会 ＞

運営委員長　寺林 英明

■平成30 年度事業報告■

　2018 年度の事業報告を致します。

　新体制になって初めての事業年度の活動は、映像業界

を取り巻く環境の変化が激しい中、各委員会の皆さま方

の多大なる尽力のもと、セミナー、各委員会の勉強会な

ど活発な活動を行い、随所に事業成果を得ることが出来

ました。会員の皆さま方に深く感謝申し上げます。又、

11 月に開催されましたInter BEE にブース出展し、会

員拡大のPR 活動の場として、活動が実施されました。

　そして、今年度よりJAVCOM の活動を更に革新出来

るように運営委員会を通して、提起された事項を丁寧に

取組、改善をし、少しずつではございますが、成果を上げ

ることが出来ました。　

○セミナー報告

1． 第152 回セミナー　（技術研究委員会担当）

『～時代をよむ！明日はもっとおもしろい～　もう始

まっている映像産業のＡＩ‼』

講演②「ＡＩと映像制作の活用について」

講演③「ＡＩによるニュース制作の最新トレンドＡＩ

アナウンサーからフェイクニュース対策まで」

2． 第153 回新春セミナー＆新年賀詞交歓会　

『2019 年我が業界はいま・・・』Society5.0 実現に

向けて！ 

講演①「BMD 製品群と新たなポストWorkFlow の

ご提案」

講演②「ソリューションプロバイダーから見た次世代

システム」

講演③「４Ｋ・８Ｋ＝ＶＲ」

3． 第154 回セミナー（ソフト研究委員会・広報出版委

員会担当）

　～まったなし～働き方改革時代の「労務管理力」「採

用力」強化セミナー

講演①「“働き方改革”対応のツボと“コンサルティン

グツール”活用術」

講演②「選ぶか/ 採るか」採用の意識転換！～働き方改

革の中の採用力強化セミナー

講演③「働き方改革の中の“コンテンツ制作”“派遣”」

講演④「AMANO が実現する“働き方改革”その先へ」

○その他報告

1． 国際放送機器展（InterBEE2018）出展（広報出版委員

会担当）

■令和元年度事業計画■

　今年度に於かれましても、著しい環境の変化で益々厳

しさを増す映像業界ではございますが、JAVCOM の事

業活動は、映像に係る異業種関連の垣根を大きく越え、

さらに会員拡大を図り、魅力ある様々な行事、有益な情

報交換及び収集の場、ネットワーク作りの場、会員間の

親睦の場及びコミュニケーションの場となり、より一層

会員企業の皆様方のビジネスチャンスに繋がるよう活

性化し、魅力的なメリットのある活動を目指してまいり

ます。

　つきましは、会員の皆さまの更なるご支援ご協力を賜

りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

1． セミナー事業

第155 回 特別セミナー（事業推進プロジェクト担当）

テーマ：ＡＩでどう変わる企業経営は ～ＡＩ活用が

もたらす未来の経営～

第156 回 セミナー　2019 年10 月予定（技術研究委

員会担当）

第157 回 新春セミナー　2020 年１月予定　（事業推

進プロジェクト担当）

第158 回 セミナー　2020 年３月予定（ニュービジネ

ス研究委員会担当）

2． 広報事業

国際放送機器展（InterBEE2019）出展予定 （広報委

員会・InterBEE 実行委員会担当）

  第15 回 通 常 総 会
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委 員 長  塩原 孝夫

副委員長  中山 秀一

副委員長  金指 篤美

■平成30 年度事業報告■

　平成 30 年度の活動報告を致します。

　 当 委 員 会 は、印 刷 媒 体 に よ る 広 報 誌『JAVCOM 

NEWS』の発行と、NPO JAVCOM ホームページの更新

及びメンテナンス、及びInterBEE への出展企画が主な

任務で、下記のような活動をいたしました。

○委員会活動

　平成30 年４月～平成31 年３月に委員会を隔月に計

６回開催し、「JAVCOM NEWS」のページ建て、その他

の検討打ち合わせを行いました。

1．JAVCOM NEWS の発行

　平成30 年度は127 号(2018 年５～６月号) ～ 132

号(2019 年３～４月号) の 計6 冊を発行しました。

各号における内容といたしましては、忘年会、新年会、年

次総会など、JAVCOMの催事イベントの報告紹介記事。

JAVCOM セミナー、各研究委員会の勉強会、見学会な

ど、研究活動の報告紹介記事。

　技術研究委員会が主催する「人こよみ・語りべ」の記

事。

　InterBEE を始めとした映像業界関連団体の催事など

につきましては、出展会員社の出展概要を主な題材とし

て掲載。

　そのほかの記事と致しましては『JAVCOM 運営会

議便り』として、毎月開催の運営会議２ヶ月分の議事録

内容報告を掲載しております。

2. ホームページの更新とメンテナンス

『NPO JAVCOM』 ホームページの更新を逐次行ない、

各委員会が行なっている事業内容の告知内容を掲載し、

またホームページ内からの催しの申込が出来るように

いたしました。また、JAVCOM Facebook の更新も

ホームページとリンクして行いました。

3. セミナーの開催

　ソフト研究委員会との合同企画による「～まったな

し～働き方改革時代の 「労務管理力」「採用力」強化セミ

ナー!!」を開催しました。

4. その他

　当会のInterBEE2018 への出展に絡み、会員募集を主

眼においたブローシャ（パンフレット）や会場における

展示ポスターの制作を行いました。

■令和元年度事業計画■

　『JAVCOM NEWS』は、隔月で年に６回、１回当たり

12 ～20 頁のペースで発行しており、本年の 5 月15 日

の発行をもって通巻133 号を数え本年度も継続して行

なって参ります。

　編集内容は、当協会の運営・セミナー・年次総会・忘年

会・新年会などの催事イベントの報告紹介、各委員会の

業務活動報告、他団体のイベント紹介、会員からの寄稿、

業界の動向や統計資料に関する記事などを掲載して参

ります。

　また、昨年度までの『JAVCOM NEWS』の掲載内容

のほか、本年度は昨年より打診をしております映像業界

の教育を行っている学校などからの寄稿内容を掲載す

る予定です。

　ホームページ及び Facebook については、ネット本

来の特質を生かして、より速報性のある魅力的な内容を

目指し、逐次メンテナンスを続けていきたいと考えてお

ります。そのため、各委員会が主催する催事計画や案内

状などを速やかにお送り下さる様お願い致します。

　また、InterBEE などの映像業界関連の展示会への出

展につきましても本年も広報出版委員会が主体となっ

て出展のための段取りを行って参りますが、開催期間中

のブースでの役割分担などにつきましては、是非とも他

の各委員会の御協力も宜しくお願い致します。

　そのほか会員の皆様のご意見やご要望があればお知

らせください。

広 報 出 版 委 員 会 　 平成30 年度事業報告／令和元年度事業計画

  第15 回 通 常 総 会
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 委 員 長　関野  和行  
　　   副委員長　掛田  憲吾

副委員長　橋本  政弘  
　　　　　副委員長　相原健一郎

■平成30 年度事業報告■

１．定例委員会　８回

第69回　平成30年5月15日（火）　東洋レコーディング
：

（中　略）
：

第76回　平成31年2月19日（火）　東洋レコーディング

２．ニュービジネス研究委員会所属メンバー会社・製品紹

介プレゼンテーション　　（所要時間　10 ～15 分）

第６回　㈱スタジオ・エコー／㈱ヨコシネディーアイエー
：

（中　略）
：

第10 回　イノテック㈱

３．８月勉強会

『 Pixellot について 』 小規模スポーツイベントやコーチン

グなどに役立つオートマテック制作ソリューション

開催日：平成30年８月28日(火)　16：00～17：00

会　場：㈱朋栄　２F フロアー

講　師：㈱朋栄 システムサービスカンパニー　宮本 京典 氏

４．10 月勉強会

e スポーツ施設『LFS( ルフス) 池袋esports Arena』見学会

開催日：平成30年10月10日(水)  13：00～14：10

会　場：LFS( ルフス) 池袋esports Arena

　　　東京都豊島区東池袋1-43-6 D-BOX ビル地下１階

講　師： ㈱サードウェーブ　　   取締役副社長 榎本氏

　　　　㈱E ５ esports Works 　取締役社長 長縄氏

　　　　　　　　　　　営業企画ディレクター 早川氏

５．ニュービジネス研究委員会交流親睦会

①第11 回ニュービジネス研究委員会ゴルフコンペ（NBC 

Cup）開催

開催日 ：平成30 年11 月10 日（土）

場　所 ：大月ガーデンゴルフクラブ

②親睦忘年会開催

開催日：平成30 年12 月５日（木）

場　所：しゃぶしゃぶ 鉢の木

③第12 回ニュービジネス研究委員会ゴルフコンペ（NBC 

Cup）開催

開催日 ： 平成３１年２月２３日（土）

場　所： 山田ゴルフ倶楽部

■令和元年度事業計画■

　今年度のニュービジネス研究委員会は、JAVCOM 会員

各社が業務の発展維持に役立てるような勉強会、セミナー

開催を目指すと共に、会員個人を含めた会社間のつながり

についても貢献できるようなテーマを模索していきたいと

考え、これによりJAVCOM 会員であることの価値観を高

め、会員の増員につなげて行くことを目指します。

　皆様方のより一層のご協力のほどお願い申し上げます。

■令和１年度の活動計画

全体統括： 関野 和行

書記、議事録 ：藤本 貴志、平原 資郎、福田 美穂

Ｗｅｂ更新、報告（都度）：相原健一郎、市川 有人

勉強会・見学会 ：勉強会・見学会ごとにメンバー内役割分担

1． 定例会　年間８回以上開催

２．ニュービジネス研究委員会所属メンバー会社・製品紹

介プレゼンテーション

　所要時間　10～15分

　第11回　(株)インフィニットシステムズ／三友(株)

　第12回　ナガセテクノサービス(株)

　第13回　(株)ＮＡＶ

３．勉強会・見学会　年間 2 回以上開催予定

　　テクノスポーツ「ＨＡＤＯ」体験・勉強会

　　日時：令和１年７月17 日（水）　16：00 ～18：00

　　会場：㈱ｍｅｌｅａｐ

４．有料セミナー

　　令和２年 ３月に有料セミナー開催予定

５．交流親睦ゴルフコンペ（NBC Cup）２回開催予定（８月/２

月）

　第13 回NBC Cup  令和１年８月３日（土）開催予定

　　（開催地：米原ゴルフ倶楽部 予定）

６．親睦忘年会開催　12 月開催予定

ニュービジネス委員会　平成30 年度事業報告／令和元年度事業計画

  第15 回 通 常 総 会
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　委 員 長　新井　真人

　 副委員長　山本 直樹（１班担当）

　 前嶋 良昭（２班担当）

　 坂本　篤（３班担当）

 佐藤 雅文（４班担当）

 相 談 役  森澤 克彦、高瀬 義美、

田村　進、梶　光年

■平成30 年度事業報告■

１．定例会開催（９回開催）

第225回 定例会  平成30年4月24日 ㈱テレビ東京(37名)

：

（中　略）

：

第233回 定例会　平成31年3月26日　一番町集会室

２．勉強会（５回開催）

①「テレビ東京社内設備見学と動画配信サービスParavi

について」担当：4 班

　平成30 年4 月24 日　参加人数　37 名

　会場：㈱テレビ東京

・ テレビ東京様の社内設備見学と、平成30 年4 月からサー

ビス開始となるPPJ による動画配信サービスParavi の

プラットフォームと素材納品等の最新事情についての概

要を解説・紹介

②「最新の波形モニタの紹介と技術動向について」

　担当：2 班

　平成 30 年 6 月 27 日　参加人数　16 名　

　会場：㈱テクノハウス

・ テクトロニクス社「PRISM」とOmnitek「Ultra シリー

　ズ」の詳細紹介

③「メディア系学校の現状と就職マッチングについて」担

当：1 班

　平成30 年7 月19 日　参加人数　16 名

　会場：東放学園専門学校 　プリズム館2 階

・ 校舎内設備見学と意見交換会( 学生の志向、企業の求め

るスキルや人物像、離職対策など)

④「映画・映像ソフトのバリアフリー化最前線（運用ルー

ル等）」担当：3 班

　平成30 年9 月25 日　参加人数　29 名

　会場：三友㈱

・ 視覚障害者、聴覚障害者向け動画鑑賞アプリ「UD Cast」

の開発経緯と「バリアフリー化運用ルール」について

⑤「Open Tech Forum 2018 」担 当：4 班　※JDSF 合

同セミナー

　　　平成 30 年11 月 28 日　参加人数　54 名

　会場：中央区立日本橋公会堂

・アーカイブ・テクノロジーとデータ利活用

３．人こよみ・語りべプロジェクト( ２回開催)　　

第13 回　平成30 年8 月30 日　参加人数　28 名

　語りべ：㈱アレント　梶 光年　氏

　会場：㈱フォトロン

第14 回　平成31 年2 月15 日　参加人数　22 名

　語りべ：麻布プラザ㈱　田村 進 氏

　会場：㈱フォトロン

４．研修会

第18 回技術研究委員会研修会　担当3 班

　「LTO テープ他磁気テープ製造現場の見学会」

　平成31年4月19日　参加人数　１１名

　会場：富士フイルム㈱ 神奈川工場　小田原サイト

　　＊翌日懇親ゴルフコンペ開催　参加人数　１１名

　会場：箱根湯の花ゴルフ場

■令和元年度事業計画■

　今期は技術研究委員会らしく、映像業界の最先端技術を

フォーカスした勉強会のみならず、学生の就職動向や労働

環境に関わる部分にも着目し、広い視野で映像業界を捉え

ることを目指したいと考えております。

　また参加される各社様にとって、より有益な委員会を目

指し活動する所存です。

１．月１回の定例会開催

２．年８回の勉強会

３．ＪＤＳＦ・ＪＡＶＣＯＭ技術交流セミナー開催

４．ＪＡＶＣＯＭ有料セミナー開催（１０月）

５．秋の研修会（１１月）

技術研究委員会　平成30 年度事業報告／令和元年度事業計画

  第15 回 通 常 総 会
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委 員 長　吉田 諭敏

副委員長　佐 藤   洋

副委員長　村 松　武

■平成30 年度事業報告■

平成30 年度のソフト制作研究委員会の活動報告は以下の

とおりです。

１．定例会開催（5 回）

① 9/7 ( 金)　定例会　

場　所：デジタル・ガーデン＜プラザ＞　出席者：７名

議　題：春期有料セミナーについて、勉強会進捗状況確認

（デジタル・ガーデン新商材“iSandBOX” 勉強会、空間

演出分野）

② 10/22( 月)　定例会

場　所：スタジオ・エコー　出席者：７名

議　題：３月有料セミナーは緊急性の高い「働き方改革対

策」を提案する事に決定。

③ 11/20( 火)　定例会

場　所：デジタル・ガーデン≪プラザ≫

議　題：３月有料セミナーの講師キャスティング担当、広

報合同MTG 開催を決定。

　今後の勉強会について意見交換。

④ 4/11( 木)　正副委員長会議

場　所：スタジオ・エコー

議　題：定例会日程、勉強会ラインナップ

⑤ 4/23( 火)　定例会

場　所：スタジオ・エコー　　出席者：６名

議　題：３月有料セミナー総括、2019 年上半期日程、勉強

会意見交換。

２．勉強会開催（2 回）

① 7/31( 火)『ライブの感動を持ち帰る「テイクアウトラ

イブ」』

講　師：石田尚人氏、飯野秀士氏（㈱ティーオーエア）

会　場：スタジオ・エコー　　参加者：１７ 名

②11/20( 火)『AR 体験・勉強会』

講　師：藤原大輔氏（㈱デジタル・ガーデンiSandBOX プ

ロダクトマネージャー）

会　場：デジタル・ガーデン≪プラザ≫　参加者：８名

３．広報出版委員会との共催による有料セミナー開催

①3/6( 水)『第154 回セミナー ～まったなし～働き方改

革時代の「労務管理力」「採用力」　強化セミナー』

　会　場：東放学園音響専門学校・清水橋校舎

講演１：基調講演 「～効果と結果が実感できる改革～“働

き方改革”の裏側」、

講師：佐々木久雄（社会保険労務士法人ALLROUND 東京

池袋代表）

講演２：『「選ぶか/ 採るか」採用の意識転換！～働き方改

革の中の採用力強化セミナー～』

講師：小澤明人氏（リッチピクチャーズ㈱就活ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ･ ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

講演３：「嵐の中の放送業界 ～働き方改革関連法施行を前

に～」

講師：小山一彦（（一社）全国放送派遣協会会長、㈱ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮｽﾞ代表）

講演４：「ＡＭＡＮＯが実現する“働き方改革”その先へ」

講師：伊藤隆行氏（アマノ㈱　東京営業本部 品川システ

ムセンター センター長

参加者：80 名（会員社様の集客への多大なる御尽力あり）

４．セミナー関連打合せ及び会議（7 回）

①12/10( 月)　３月有料セミナー打合せ

場　所：スタジオ・エコー　出席者：３名

議　題：人事採用コンサルタント・小澤明人氏、社労士・

佐々木久雄氏に趣旨説明

②12/17( 月)　広報出版・ソフト研“合同ミーティング”

場　所：スタジオ・エコー　出席者：１４名

議　題：有料セミナーの内容と進捗状況の確認、Inter BEE 

2018 反省会

③ 1/15( 月)　広報出版・ソフト研“合同ミーティング”

場　所：スタジオ・エコー　出席者：１２名

議　題：３月有料セミナー「セミナータイトル」「対象
者を経営層とする」「講演追加」

④ 2/1 ( 金)　全国放送派遣協会・ 小山会長とセミナー
講演内容につき打合せ

場　所：ビジュアルコミュニケーションズ
⑤ 2/5 ( 火)　社会保険労務士・佐々木氏とセミナー講

演内容につき打合せ

場　所：ALLROUND 東京池袋

⑥ 2/8 ( 金)　アマノ㈱東京営業本部、伊藤センター長

ソフト制作研究委員会　平成30 年度事業報告／令和元年度事業計画

  第15 回 通 常 総 会
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　平成30 年度の常任幹事会

は大竹理事長を中心に9 名の

メンバーで以下の活動を行っ

てまいりました。

1：毎月1 回の定例常任幹事会

　の開催

2：総会、理事会、運営会議の

　開催

3：役員改選に伴う選挙の実施

4：NPO 法人としての所轄官

　庁への活動報告や提出書類

の取りまとめ（相原様が実務補助）

5：映像関連団体事務局会議に参加、映像業界の情報交

換等に努めました（梶事務局長）

6：忘年会・新春セミナー＆賀詞交換会の企画開催

7：年間を通じての事務局の管理運営

　平成30 年度は役員改選に伴い、相原常任幹事長から

大役を私が引継ぎました。

　至らぬ点数々有りましたが、会員各位のご協力のもと

JAVCOM の円滑な運営と活気ある活動を継続出来ま

した事を心より感謝致します。

　引き続きJAVCOM の一層の発展に向けて活動して

まいります。ご支援ご協力のほど、重ねてお願い致しま

す。

　なお、常任幹事会が担当し開催致しました会議などの

日誌は以下の通りです。

○常任幹事会開催

第178 回  平成30 年4 月19 日（木）17：00 ～18：00

　（株）テクニカランド

：

（中　略）

：

第189回  平成 31年 3月20日（水） 16：45～17：45

           　千代田区麹町区民会館

○運営会議

第250回  平成 30年 4月 26日（木） 18：00～19：00

          　千代田区麹町区民会館

：

（中　略）

：

第261回 平成 31年 3月 20日（水）  18：00～19：00

          　千代田区麹町区民会館

＜第16 回　理事会＞

平成30年5月17日（木） 開催場所:千代田区麹町区民会館

＜第14 回 通常総会＞

平成30年6月1日（金）　開催場所:報道基金ごうら山荘

＜JAVCOM 忘年の集い2018 ＞

平成30年12月18日（火） 開催場所:セルリアンタワー東

急ホテル39階 ルナール

＜第153 回　元気が出る新春セミナー「わが業界はい

ま…＆新年賀詞交換会」＞

平成31年1月29日（火）開催場所 青学会館 アイビー

ホール

と講演内容について打合せ

⑦ 2/14( 木)　広報出版・ソフト研“合同ミーティング”

場　所：スタジオ・エコー　出席者：１１名

議　題：３月有料セミナー「役割分担と期限」「リアルタ

イム字幕の実施」

■令和元年度事業計画■

　今年度のソフト制作研究委員会の勉強会は以下の分

野・ジャンルで実施致します。委員が所属する組織に関

する分野と、映像業界の新しいトレンドを紹介します。

会員社とその従業員の役に立ち、異業種交流にもなり、

新規会員社獲得につながる勉強会を目指します。

１. 8 月　テアトル・エコー公演観劇

２．モーションキャプチャースタジオ見学＠両国

３．ポストプロダクション勉強会＠デジタル・ガーデン

４．アフレコスタジオ勉強会＠スタジオ・エコー

５．esport 関連施設見学

６．ビデオグラファー関連勉強会

７．セキュリティー関連

８．ライブ・イベントの空間演出関連

９．労務管理及び、採用関連

常 任 幹 事 会 報 告

ソフト制作研究委員会　平成30 年度事業報告／令和元年度事業計画（つづき）

常任幹事長
森 澤　克 彦
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日　時：令和元年７月９日( 水)
         　15:30 ～16:50

会　場：富士フイルム 西麻布ホール
   東京都港区西麻布 2-26-30 1F

主　催：NPO 法人 日本ビデオコミュニケーション協会

特別協賛：富士フイルム㈱ 伊藤忠ケーブルシステム㈱

後　援 ： ITVA-日本／（一社）映像情報メディア学会／（公社）
映像文化製作者連盟／（一社）ACC／（一社）全日本テレビ番組
製作社連盟／（一社）日本アド・コンテンツ制作協会／（一社）
日本映画製作者連盟／（一社）日本映画テレビ技術協会／（協
同）日本映像事業協会／（一社）日本映像ソフト協会／（一社）日
本ポストプロダクション協会／（一社）日本民間放送連盟／
ジャパン データ ストレージ フォーラム／NPO法人映像
産業振興機構／（一社）日本映像・音楽ライブラリー協会／㈱
放送ジャーナル社／㈲ユニ通信社／㈱映像新聞社／㈱ユニ
ワールド                                   ※ 順不同

　
〜 開 催 主 旨 〜

　クラウド、ビックデータ、ものがネットにつながる IoT 

の普及と 2020 年に次世代高速通信５Ｇが通信インフラ

により実現化を目指す中、各産業で人工知能( ＡＩ) の活用

が加速化し、我々を取り巻く環境が著しい変化を迎えてき

ている。

　本セミナーは、業界各社の今後の企業戦略に役立つ内容

として企画したものであり、長年企業再生の第一人者であ

り、ＡＩに精通されている㈱経営共創基盤（ＩG P Ｉ）代表

取締役ＣＥＯ冨山和彦氏に登壇して頂き、ＡＩ活用で変わ

る未来経営について講演を行って頂いた。

NPO 法人JAVCOM 主催　　第155 回セミナー
Ａ Ｉ で ど う 変 わ る 企 業 経 営 は

～  Ａ Ｉ 活 用 が も た ら す 未 来 の 経 営  ～

 

株式会社経営共創基盤 (IGPI) 

代表取締役 CEO  冨山 和彦氏

東京大学法学部卒、スタンフォード大学

経営学修士（MBA）。

　ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレク

ション代表取締役を経て、2003 年に産業再生機構設立時に参画し 

COO に就任。

　カネボウ再建を成功させる。解散後の 2007 年、株式会社経営共

創基盤（IGPI）を設立。

　企業再生の第一人者として、JAL はじめ多数の企業を立て直す。

　パナソニック社外取締役、東京電力ホールディングス社外取締役。

　財務省財政制度など審議会委員、内閣府税制調査会特別委員、内

閣官房まち・ひと・しごと創生会議有識者、内閣府総合科学技術・

イノベーション会議基本計画専門調査会委員、金融庁スチュワー

ドシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォロー

アップ会議委員、経済産業省産業構造審議会新産業構造部会委員、

J リーグアドバイザー他。

　近著に、『なぜローカル経済から日本は甦るのか G と L の経済

成長戦略』『選択と捨象』『決定版 これがガバナンス経営だ！』『ＡＩ

経営で会社は甦る』『社長の条件』他。

主催者代表挨拶

大竹 和夫 理事長

司　　会
イノテック㈱ 
福田 美穂 氏

◆ 講 師 プ ロ フ ィ ー ル ◆

講　　師

冨山 和彦氏
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第 155 回セミナー  ＡＩでどう変わる企業経営は　～ＡＩ活用がもたらす未来の経営～
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第 155 回セミナー  ＡＩでどう変わる企業経営は　～ＡＩ活用がもたらす未来の経営～
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　導入の部分として平成になって

起こったこととして「市場経済圏

の全世界化」 と「デジタル革命」が

進展したことで「破壊的イノベー

ション波の拡大」がいろいろな分野

で進んだとのことであった。

　そこで「イノベーション」を日本

語で「技術革新」と訳したことが意

味を少し取り違えたこととなった

との説明があり、「イノベーション」には新しい活用を見つ

けることも含まれているとのこと。

　自動車を普及させたのはフォード社がそれまで１台1 台

手作りをしていた生産方式を流れ作業に変えたため量産が

出来、価格も今までより10 分の1 になり、中産階級の人が

持てるようになった。

　流れ作業に気が付いたきっかけといわれているのは、牛

の屠殺場で肉がぶら下がりながら解体して、いろいろな部

位に仕分けられていくことを見て、映画の逆回しを思い浮

かべ、解体した部位を戻していけば最後は牛に成ると想像

し、自動車を生産するときに、部品を各場所で付けて行け

ば最後に自動車になると思ったそうで、1 日で10 台の生産

だったものが100 台も同じ人数で作れるようになった。こ

れは「イノベーション」は他分野でやっていることの導入

や組み合わせなどでも起こることで、まったく斬新なアイ

デアが必ずしも必要では無いことも示している。

　AI 技術の応用については、囲碁や将棋はこのままAI 技

術が進んでいくと必ずAI が勝つことになるとのこと。こ

れはルールがきちんと決まっているものに関しては、コン

ピュータは得意分野である。

　それでは経営にAI を全面的に導入できるかというと、世の

中の動きにはルールが決まっておらず、どのように変化して

いくかをAI で見つけるには無理があり、傾向を見ることは出

来るが、最後は人間の判断が重要であることがわかった。

　2 時間のセミナーのごく一部の感想になりますが、二年

前にリタイアをして経営から離れていた私にとって、良い

刺激になった内容でした。 

第 155 回セミナー  ＡＩでどう変わる企業経営は　～ＡＩ活用がもたらす未来の経営～

◆ JAVCOM No.155  特 別 セ ミ ナ ー 感 想  ◆

広報委員
平 野  健 治

懇 親 会 に て

懇親会は青山・ 骨董通りにある「うすけぼー南

青山店」にて講師の冨山和彦氏を招いて開かれ

ました。
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■■■第263回運営会議■■■

　　日　時：令和1年５月 23日（水）　
　　　　　　18：00〜19：00
　　場　所： 麹町区民館 洋室C
　　出席者： 19名

議　　題

１．会員動向（梶事務局長）
　正担当変更　ビジュアル･グラフィックス㈱

　川船公雄 ﾃｸﾆｶﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ部ｼ ｪ゙ﾈﾗﾙﾏﾈｰｼ ｬ゙ｰ
　正担当以外⇒名簿作成中

２．各委員会報告
■広報出版委員会（金指副委員長）
◇活動報告
(1)JAVCOM NEWS 133 
　５月21日時点において全ページ内容確認中
　①技術研究委員会2019年4月度勉強会「富

士フイルム小田原サイト工場見学」
　②JAVCOM会員社 NAB2019出展情報

（16社）
　③JAVCOM 運営会議だより
　④裏表紙　ニュービジネス研究委員会主催 

ゴルフコンペ／第12回 NBC Cup（写
真）、技術研究委員会主催  研修会懇親ゴ
ルフコンペ（写真）

(2)ホームページ検討臨時会議
　日　時：令和元年５月17日（金）19：00～
　場　所：明大前ハミングバード
　参加者：高瀬副理事長、塩原
　議　題：現状のJAVCOMホームページの
　　　　 リニューアルについて
　　従来より改善案として上がっている
      「Wordpress（ワードプレス）」で作成する

にあたって、どのように進めれば良いか検討
　・次回６月13日ホームページ検討会議開催予定
◇活動予定
(1)InterBEE出展議
　議　題：本年のInterBEE出展に関する具体

的内容
　開催日：開催場所等は現状未定であるが、総

会後早めに行う
(2)総会及びJAVCOM第155回特別セミナー

では、広報出版委員会が主体となって写真
撮影などを行う

■ニュービジネス研究委員会（関野委員長）
◇活動報告
⑴第78回ニュービジネス委員会定例会
　日　時：令和１年5月22日 (水)19:00～
　場　所 ： 東洋レコーディング㈱ 3F会議室
　議　題：7月勉強会についての内容確認　
　　　　 今後の勉強会、セミナーの担当・情報
              交換
　　　　メンバー社会社製品紹介プレゼンテー
             ション実施　インフィニット(新谷)

◇活動予定
⑴第79回ニュービジネス委員会定例会
　日　時 ：令和1年６月12日(木)19：00～

　場　所 ：東洋レコーディング㈱  3F会議室
　議　題 ：勉強会についての内容、日程調整、
 ニュービジネス委員会メンバー社
 会社・製品紹介プレゼンテーション
 実施
⑵７月勉強会
　内　容：ＡＲスポーツＨＡＤＯ見学会
　日　時：令和１年７月17日 (水)　　　

■技術研究委員会　（高瀬副理事長）
◇活動報告
⑴有料セミナー会議
　日　時：2019年4月24日(火)16:30-18:00
　場　所：三友株式会社 10F B会議室
　参加者：5名(副委員長、相談役)
　議　題：2019年10月18日開催予定の有料
　　　　 セミナーについて 
　　　　 題材検討及び講師交渉担当選定
⑵第5回かたりべゴルフコンペ
　日　時：2019年5月15日(水)
　場　所：大厚木カントリークラブ
　　　  　本コース(西-南)
　参加者：4組　16名
◇活動予定
⑴ 5月度　勉強会、第234回定例会
　日　時：2019年5月27日(月) 16:00-18:00
　場　所：ナガセテクノサービス㈱
　　　  　東京オフィス　2F　大会議室
　内　容：①タンデバーグ タンベルグデータ
                製品紹介(ナガセテクノサービス)
　　　　  ②ドラゴンタッチシステム
              　ソリューション紹介
   勉強会後、近隣で懇親会予定

■ソフト制作研究委員会　（吉田委員長）
◇活動報告
⑴定例会開催：2019年4月23日（火）
　参加者： 6名
   議　題：
   ①2019上半期定例会スケジュール決定
               5/21（火）、6/18（火）
　②勉強アウトライン決定
　・ 8月　テアトル・エコー公演観劇
　・ モーションキャプチャースタジオ見学＠両国
　・ ポストプロダクション勉強会＠デジタル・
      ガーデン
　・ アフレコスタジオ勉強会＠スタジオ・エコー
　・ esport関連施設見学
　・ ビデオグラファーズ関連勉強会
　・ セキュリティー関連
　・ ライブ・イベントの空間演出関連
　・ 労務管理及び、採用関連
⑵定例会開催：2019年5月21日（火）
　参加者： 
　議　題：勉強会の進捗状況報告

◇活動予定
⑴定例会開催：2019年6月18日（火）

３．第190回常任幹事会報告（森澤常任幹事長）
　日　時 ：令和 1年 5月 14日
　　　　  16 時 30 分～ 17 時 30 分

　場　所 ：麹町区民館　洋室C
　出席者 ：大竹理事長以下９名
　議　題 ：
⑴協会催事

①総会　資料確認
②第155回特別有料セミナー報告

⑵各委員会報告
⑶その他　事務局報告
　次　回　第192回常任幹事会
　日　時： 令和 1年 6月26日（水）
              16時30分～17時30分
   場　所：一番町集会室　洋室A

４．その他（梶事務局長・寺林運営委員長）
⑴事務局予定
　5/24(金)　総会申込締切(5/22現在41名)
総会資料・会員名簿印刷発注
　5/30(木)　総会キャンセル締切
　6/07(金)　第15回通常総会
関連団体
　5/31(金)　JPPA総会
　6/05(水)　映文連総会
　6/07(金)　映テレ総会
⑵運営会議提起事項
　会員活動活性化の為の提案事項
　①法人代表者の把握
　②会員委員会未加入の把握
　　以上、事務局で資料を揃える。

次回常任幹事会
６月26日（水）16：30～ 一番町集会室 洋室Ａ
７月24日（水）16：30～ 麹町区民館 洋室Ｃ予定

次回運営会議
６月26日（水）18：00～ 一番町集会室 洋室Ａ
７月24日（水）18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ予定

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■■■第264回運営会議■■■
　
　　日　時：令和１年６月26日(水)
　　　　　　18： 00〜19： 00
　　場　所： 一番町集会室　洋室Ａ
　　出席者： 23名

議　　題

１．会員動向（梶事務局長）
　今回なし

２．協会催事進捗報告（各担当責任者）　
⑴第15回通常総会報告（梶事務局長）
　日　時：令和１年６月７日(金)　16：00～
　場　所：ホテル伊東ガーデン　大会議室
　出席者：53名（議決権出席者37名 委任状　

出席者27名 計64名  総議決権76名84.2％）
　  懇親会　50名　　宿泊　41名
⑵第155回特別有料セミナー(寺林副理事長)
　日　時：令和１年７月９日(火)
　場　所：富士フイルム　西麻布ホール
　講　師：冨山和彦氏（㈱経営共創基盤
                           　代表取締役CEO）

JAVCOM 運営会議便り
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⑶第156回有料セミナー(新井技術研究委員長)
⑷InterBEE2019プロジェクト

（金指広報出版副委員長）

３．各委員会報告
■広報出版委員会（塩原委員長）
◇活動報告
⑴JAVCOM ホームページ打合せ会議
　日　時 ：令和元年６月５日（水）　18:30～
　場　所 ：デジタルガーデン P.Conference-723
　参加者 ：４名(田村･村松･高瀬･塩原)
　議　題 ：

①土台をWordpressにするのか？その場
合作成するスキルのある人は誰か？

②HOMEのトップページ【有料セミナー】
は常に上位に固定させる。

③申込フォームの作成
④会員の声のリフォーム案
その他問題点
①掲載する写真について
②レンタルサーバー（ロリポップ）に関して
③専門学校がカリキュラムの都合で対応

が遅れる可能性がある。
⑵JAVCOM ホームページ打合せ会議
　日　時 ：令和元年６月13日(木)　17:00～
　場　所 ：日本電子専門学校7号館　　　

参加者 ：日本電子専門学校WEBデザイン科 
小山内科長･関根テクニカルチーフ･菊池
君(生徒） 田村･村松･高瀬･塩原･事務局

議　題 ：
⒈ 土台をWordpressにする。現在の内容

をすべて作り直す手段として下記3通り
の中から選択する。

①後期の授業（9月～2月）で、このテーマに
興味のある生徒がいれば授業として作
成、納期は2020年2月以降）

②夏休み中に作成してくれる生徒を探す
（納期は9月）

③卒業生に作成依頼（納期数週間）
＊②の方向で候補者を選定依頼しています。
⒉ 現在の表示内容の改善（セミナー情報と

新着情報の並記）
　当初の作成データが学校に保存されて

いたので、修正依頼
　⒊ 申込フォームの作成

作成依頼（6/26(水)までに完成予定日を
確認）

   ⒋ 関根先生に広報出版委員会入会依頼・
       承諾。
⑶ソフト制作研究委員会との合同会議
　日　時 ：令和元年６月18日（火）18:00～ 
　場　所 ：スタジオ・エコー4F会議室
　出席者 ：６名（広報出版委員会からは
　　　　　　　　　　 金指副委員長が出席）

議　題 ：広報出版委員会とソフト制作研究
委員会の協働について

「活動に当たるメンバー」と「議論の多様
性」を確保し、新規メンバーを獲得する
為、両委員会は、同心円で活動する事で
諸々を調整していく事を確認。
具体的には、隔月で開かれる各委員会の
定例会に、両委員会メンバーが参加して、

活気ある意見交換を展開し、新規メン
バーを増やしていく。

⑷InterBEE2019 出展申込書・契約書の送付
（一社）日本エレクトロニクスショー協
会宛に出展申込書をメール送付した。

■ニュービジネス研究委員会（橋本副委員長）
◇活動報告
⑴第79回ニュービジネス委員会定例会
　日　時 ：令和１年６月12日 (水)19：00～
　場　所 ：東洋レコーディング㈱ 3F会議室
　議　題：７月勉強会の案内等、スケジュール
　　　　  確認
　　　　  今後の勉強会テーマについての情
              報交換
◇活動予定
⑴７月勉強会
ＡＲスポーツＨＡＤＯ見学会
　日　時 ：令和１年７月17日(水)
              16:00～18:00
　場　所 ：meleapオフィス
　内　容 ：ウェアラプルディバイスとARを
　　　　  用いた対戦型テクノスポーツ 
            「ＨＡＤＯ」の体験・説明会
⑵第80回ニュービジネス委員会定例会
　日　時 ：令和１年８月27日(火) 19:00～
　場　所 ：東洋レコーディング㈱ 3F会議室
　議　題 ：10月勉強会（予定）についての内
　　　 容確認など
          ３月セミナーのテーマ選出、スケジュ
          ール調整など

ニュービジネス委員会メンバー社会
社・製品紹介プレゼンテーション実施

■技術研究委員会　（新井委員長）
◇活動報告
⑴５月度勉強会、第234回定例会　
　日　時 ： 2019年5月27日(月)　16:00-18:00
　場　所 ： ナガセテクノサービス㈱ 
             東京オフィス 2F 大会議室
　内　容 ： ①タンベルグデータ　製品紹介
　　　　　　(ナガセテクノサービス)
　　　　　②ドラゴンタッチシステム
　　　　　　ソリューション紹介
　出席者 ： 勉強会26名,定例会25名,懇親会18名
　勉強会後、近隣で懇親会
⑵有料セミナー講師交渉
　日　時 ： 2019年6月10日(月) 14:00-15:00
　場　所 ：日本電気㈱本社
　面会者：日本電気㈱ 手塚氏、菅野氏
　内　容：顔認証システムをベースに、画像
　　解析にまつわるソリューションについ
　　て話をして頂くこととなった。
◇活動予定
⑴７月度勉強会、第235回定例会
　日　時 ：2019年７月8日　時間未定
　場　所 ：環境スペース㈱
　内　容：新設デモルームの紹介

■ソフト制作研究委員会（吉田委員長）
◇活動報告
⑴定例会
　日　時 ： 令和元年６月18日（火）18：00～

　場　所 ： スタジオ・エコー4F会議室
　参加者 ：５名＋１名

(広報出版 金指副委員長 オブザーバー参加)
　議　題：

①5/23運営委員会報告、6/7総会報告、7/9
特別セミナー周知。

②勉強会進捗状況報告+意見交換
・ テアトル・エコー公演8/19決定
・ モーションキャプチャースタジオ見学

→7/2（火）17：00ダイナモピクチャーズ
　　様と打合せ 村松/佐藤/吉田
・ 空間演出→銀座サクラヤ 信田氏にアプ

ローチ。AVC下平氏にも。
・ ビデオグラファー関連→Vookにアプ

ローチ。
・ Vtuber 関連→C&R社にアプローチ。
③広報出版委員会とソフト制作研究委員

会の協働について
　「活動に当たるメンバー」と「議論の多様

性」を確保し、新規メンバーを獲得する
為、両委員会は、同心円で活動する事で
諸々を調整していく事を確認。

　具体的には、隔月で開かれる各委員会の
定例会に、両委員会メンバーが参加し
て、活気ある意見交換を展開し、新規メ
ンバーを増やしていく。

４．第192回常任幹事会報告（森澤常任幹事長）
　日　時 ：令和１年６月26日（水）
　　　　  16時30分～17時30分
　場　所：一番町集会室　洋室A
　議　題：
　　⑴協会催事
　　　①総会　収支報告・他問題事項検討
　　　②第155回特別有料セミナー進捗状況
　　　③第156回有料セミナー進捗状況
　　　④InterBEE2019出展準備状況
　　⑵各委員会報告
　　⑶５月度収支報告
　　⑷その他　事務局報告

５．その他　（事務局・寺林運営委員長）
    事務局

①6/24(月)　｢法人代表者確認書｣発送
②6/25(火)　第155回特別セミナー　前

参加者再メール
予　定
①6/27(木)　｢事業報告書等提出書」東京

都提出
②7/3 (水)　日本映像美術協議会総会懇親

会⇒大竹理事長出席
③7/9 (火)　第155回特別セミナー
④7/11(木)　全日本テレビ番組製作社連

盟ATP賞授賞式
⑵運営会議提起事項

次回常任幹事会
７月24日（水）16：30～ 麹町区民館 洋室Ｃ
８月21日（水）16：30～ 麹町区民館 洋室B
次回運営会議
７月24日（水）18：00～ 麹町区民館 洋室Ｃ
８月21日（水）18：00～ 麹町区民館 洋室B

JAVCOM 運営会議便り
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