
日本デジタルゲーム学会 
2015年度年次総会	

　　　　　　　2016年2月28日（日）	
　　　　　　　時間：10:00～11:00 
                 場所：芝浦工業大学 



会員構成（2016年2月15日現在）	

全会員数は311名（前年比＋24名）　※申込中13名含む	

１） うち正会員211名（前年比＋ 8名）	

２） うち学生会員93名（前年比＋9名）	

３） 賛助会員は7団体（前年比－1）	

	
会員資格停止者　43名 
１）　4年(2012-2015年度)未納かつ連絡のない方　18名 
２）　3年(2013-2015年度)未納かつ連絡のない方　25名	

有効会員※総数　248名　（2分の1＝124名）	
※有効会員数＝（正会員＋学生会員）ー（資格停止者＋申込者）	
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議題	

n  第一号議案　2015年度 活動報告	

n  第二号議案　2016年度 活動計画 
n  第三号議案　2014年度 決算 
n  第四号議案　2015年度 予算の執行報告 
n  第五号議案　2016年度 予算案 
n  第六号議案　役員選挙結果の承認および表彰 
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第一号議案：2015年度 活動報告	

1.  理事会 
2.  研究委員会	

3.  編集委員会 
4.  広報委員会	



理事会の活動	

n  会員数の推移：正会員、学生会員ともに増加。 
　　2014年度末287名／2015年度末311名（申込中を含む） 
n  役員選挙規定に基づく第二回目となる会長、理事選挙を実

施し、次期の学会運営体制を選出した。 
n  「年次大会」の国内巡回開催の定例化に加え、「夏期研究発

表大会」（主として関東開催）と「国際日本ゲーム研究カンフ

ァレンス（International Conference on Japan Game 
Studies、略称Replaying Japan）」（国内／海外の交互開催

）を定例化し、 学会主催の研究発表大会を三本柱にするとと

もに、国際化を進めた。 
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【組織運営】	
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n  下記の外部事業を主催、共催、後援した。 

　①「国際日本ゲーム研究カンファレンス2015（International Conference on  
　　　Japan Game Studies 2015）」、立命館大学、2015年5月21日-23日（共催） 
 
　②「AMDシンポジウム・デジタルエンタテインメントの新潮流」、TKPガーデンシティ

PREMIUM秋葉原、2015年10月23日（金）（後援） 
 
　③「ゲームデザイン討論会」、東洋文庫ミュージアム、2016年2月7日（日）（共催） 
 
　④ 「ゲームの力で世界を救え！第４回シリアスゲームジャム」、KLab株式会社、

2016年2月20日（土）-21日（日）（ゲーム教育専門部会主催） 
 
　⑤ 「GAME ON~ゲームってなんでおもしろい」、日本科学未来館他、2016年3月2日

（水）-5月30日（月）（後援） 
 
　⑥ 「遊びとイノベーション〜ゲーム産業史への道程」（第２回京都ゲームカンファレン

ス）、一橋大学イノベーション研究センター＋立命館大学ゲーム研究センター、
2016年3月17日（木）（協力）※予定 

 
 
 

【組織連携】	
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研究委員会	

n  夏季研究発表大会の開催	
　- 2015年8月1日（土）日本大学生産工学部津田沼キャンパス 
　- ワンデイ・ツートラックでの開催 
　- インタラクティブセッション 
　- YouTube全セッションアーカイブ化 
 

n  2015年度年次大会の開催	
　- 2016年2月27日（土）～28日（日）芝浦工業大学大宮キャンパス 
　- 運営メンバーの世代交代 
 
n  大会運営ロジの簡略化 
　- 領収書発行用スタンパーの調達 
　- ネット経由での参加費決済は見送り 
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n  SIG活動	
　- ゲーム教育SIG 

「ゲームの力で世界を救え！第4回シリアスゲームジャム」 

n  委員会活動	

　- Skypeによる定例会議 
　- 年次大会・夏季大会の運営委員会 

組織化を進めています 
　- ゲームデザイン討論会 公開ディスカッション「遭遇-ゲームと歴史学」 

n  研究委員会からの情報発信	

　- 研究発表大会運営と、SIG活動の切り分けによる独自性 
　- SNSを利用した情報の発信へのシフト 
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編集委員会	

n  論文誌の刊行 
¨ 第7巻第2号の刊行終了（2014年度） 
¨ 第8巻1号，2号合併号を2016年3月発行予定 

n  新特集コーナーの状況 
¨ 卒業研究特集 

n  第7巻2号に2件掲載，第8巻1号2号合併号に2件予定 
¨ CEDEC特集 

n  第7巻2号に2件掲載 
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編集委員会	

n  査読体制の整備 
¨ 査読期間の短縮及び管理強化のためシステム整備完了 

n  査読状況チェックの共有化（サイボウズ）などにより2014年度
から査読期間の短縮が進んだ 

n  現在おおむね3か月以内に1回目の査読が完了 

¨ オンサイトの編集委員会とSkypeの編集委員会を隔月
ごとに合計年12回開催 

¨ 音楽分野の編集委員として伊藤彰教会員が参画 
n  音楽分野の査読のほか書評コーナーの活性化を担当 
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編集委員会	

n  査読管理システムの定期的なアップデート 
¨ 主査報告フォーマットの策定 
¨ 査読システム管理業務を委託（月3万円） 

n  投稿論文を査読者と共有するための作業など 
n  論文管理業務に貢献 
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①広報委員会、広報委員、広報委員長の任命、退任 
　 　2015年4月－中村広報委員長により七邊信重会員を広報委員として任命した。また、 
　　三宅委員を委員長代理から広報委員長に任命する。	
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③ニュースレターの発行 
2015年4月-2016年2月までの間に定期的にニュースレターの発行を進めた。	
そのうち、年次大会前には、同大会について取り扱った特別号なども配信した。　	
	
	

②公式ホームページのリニューアルの実装 
田端委員、粟飯原委員を中心に、公式ホームページのデザインを一新し、 
10月12日から正式に実装した。	

広報委員会	

	

④国際連携	
日本国際ゲームカンファレンス（Replaying Japan)における告知活動を協力	
Chinese DiGRAとの連携を進展。 
Replaying Japanにて発表した同チャプター代表と細井代表が懇談 
広報委員長が、Chinese Digraの年次会のために訪中。その際も 
同チャプターの会長らと懇談し今後の連携について話し合った。 
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美しく、 
見やすく、 
瑞々しい。 
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５２２ likes	
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３３０ follow	
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DiGRA Japan2015年夏季研究発表大会並びに日本デジタルゲーム学
会２015年次大会の特設ページの開設を促進した。	
これまで以上に地域の特色を生かした広報展開を実現した。 
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⑤大会開催地域での広報活動を継続 

⑥ソーシャルメディアでの活動を進展	
　　　Facebookの公式アカウントにて定期的な情報発信を展開。 
　　　Facebook投稿数のリーチは最大トータルで３２００を達成	
　　　映像コンテンツについてはYoutubeチャンネルに移管。 
　　　登録数として全体で５２０人、最も人気のあるコンテンツのViewで７００人を達成 
	

	⑦夏季大会、年次会の映像アーカイブ収集	
　　　第一回年次大会から現在までの映像アーカイブを一か所に集約 
　　　今後も継続的に収集予定。	
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第二号議案：2016年度活動計画	

1.  理事会 
2.  研究委員会	

3.  編集委員会 
4.  広報委員会 
5.  国際委員会	



理事会の活動計画	
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n  新理事会体制（第三期）を発足させ、役職、役割分担を精査し
つつ、学会各事業について合理的な実施体制を整えるととも
に、必要な財政的手当を行う。 

n  地域研究会の設置を推進するとともに、全国のゲーム研究活
動に対して積極的に協力、協賛する。 

n  学会発足10周年（2016年）の記念行事を企画・実施する。 
n  年次大会の全国巡回型の開催＋夏期研究発表大会＋国際

日本ゲーム研究カンファレンス（Replaying Japan）の三本柱
の活動体制の定例化のために必要な施策を実施する。 

n  ＤｉＧＲＡ（国際学会）の日本開催を含む国際化課題を推進する
ため、「国際委員会」を新設する。 
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【委員会体制】	

n  委員会の新設 
「国際委員会」	
１）委員長	
中村 彰憲（立命館大学）：新任	
 	
２）委員	
藤原 正仁（専修大学）：新任	

n  委員の異動 
「研究委員会」	
１）委員長	
遠藤 雅伸（東京工芸大学）	
 	
２）委員	
板垣 貴幸（IGDA日本 監事）	
一小路 武安（東洋大学）	
小野 憲史（IGDA日本 理事長） 
川口 洋司（日本オンラインゲーム協会 事務局長） 
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川村 景吾（フリーランス）	
岸本 好弘（東京工科大学）	
ケネス・チャン（株式会社フロム・ソフトウェア）	
小山 友介（芝浦工業大学） 
坂本 瑞季（早稲田大学）	
鴫原 盛之（フリーランス） 
谷 茉莉花（東京大学）	
田端 秀輝（フリーランス）	
中村 隆之（神奈川工科大学）	
松隈 浩之（九州大学）	
三宅 陽一郎（株式会社スクウェア・エニックス）	
渡辺 修司（立命館大学）	
馬場 保仁（株式会社ディー・エヌ・エー）：新任	
原　寛徳（東京工芸大学）：新任	
福田 一史（立命館大学）：新任	
藤原 正仁（専修大学）：新任	
古市 昌一（日本大学）：新任	
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「編集委員会」	
１）委員長	
三上 浩司（東京工科大学）	
 	
２）委員	
梶並 知記（神奈川工科大学）	
後藤 誠（マッチロック株式会社）	
小山 友介（芝浦工業大学）	
渋谷 明子（創価大学）	
玉井 建也（東北芸術工科大学） 
七邊 信重（マルチメディア振興センター）	
藤本 徹（東京大学）	
三宅 陽一郎（株式会社スクウェア・エニックス）	
山口 浩（駒澤大学）	
伊藤 彰教（東京工科大学）：新任	
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「広報委員会」	
１）委員長	
三宅 陽一郎（株式会社スクウェア・エニックス）：新任	
 	
２）委員 
栗飯原 萌（日本大学）	
田端 秀輝（フリーランス）	
中村 彰憲（立命館大学）	
七邊 信重（マルチメディア振興センター）	
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研究委員会の活動計画	

n  委員会活動	
　- SIG・研究発表大会の2極に人材の再配置 
　- Skypeによる定例会議 
n  夏季研究発表大会の運営 
　- DiGRA JAPAN 10周年記念・懇親会 
　- 東京工芸大学中野坂上キャンパス（予定） 
　- 土曜日ワンデイ、トラック数未定、インタラクティブ・ポスター有り！ 
　- 予稿集web配信 
　- 全セッションの動画配信とアーカイブ化 
n  2016年次大会の運営	
　- 星城大学（愛知県・予定） 
n  研究活動の支援 
　- SIG独自の研究活動への支援 
　- 「学会助成型研究プロジェクト」の試行的実施 
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編集委員会の活動計画	

n  学会誌第9巻第1号，（2016年9月発行目標）第2号
（2017年3月発行目標）の刊行を行う 
¨  査読期間の短縮を実現していきたい 

n  会員からの投稿数を増やすために、学会誌論文
公募を積極的に行う 

n  特集の検討 
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n  査読期間短縮のため、継続して編集委員の増強
をはかる 

n  平均査読期間などのデータを継続して分析 
n  既刊分を含め学会誌論文のオンライン提供 

¨  研究成果を広め学会のプレゼンス向上をはかる 
¨  学会誌そのもののオンライン化についても継続検討 

n  書評コーナーの活性化 
¨  書評対象書籍を提示して書評を募集 
¨  採択者に薄謝を進呈 
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広報委員会の活動計画 
 
①新広報委員の任命 

よりアクセスしやすい訴求力のあるものに、毎月、随時変更予定。	

④年次会アーカイブ資料の活用	
	
	
	

⑤国際連携の強化	
 ①～④における英語情報発信。 
 七邊信重会員を広報委員会国際担当として任命 
  DiGRAならびに他のゲーム関連学会の情報のDiGRAジャパンへの掲載 
　DiGRA　Japanホームページの一部英語化の実現　 

DiGRAが主催した勉強会などで蓄積された過去資料のホームページ	
への再掲載など。新しい更新コンテンツの充実。	
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②ホームページのアップデート		
	
	

③ twitter、facebook における広報活動 
Twitter はフォロワーを増やしながら、facebookはこのまま継続。	



29 

国際委員会の活動計画 

2015年度より広報委員会にて国際連携の枠組み構築を進めてきた点、およびアジアにお 
ける研究者とのつながりが進みつつあることも踏まえ、2015年度まで広報委員長であった 
中村彰憲理事を委員長とし、学会発足時より国際化課題に取り組んできた藤原正仁次期 
理事を委員として2016年4月より発足する。	

②Chinese DiGRAとの連携	
	
	
	

③DiGRA本体との連携	

Chinese DiGRAとの連携を進め、同チャプターが開催する年次大会においてDiGRA 
Japanでの取り組みを特別セッションとして紹介する。	

29 

DiGRA Japanとして共催する国際カンファレンスReplaying Japanを始め、海外のデジタ
ルゲーム研究者とのネットワークを充実させ、組織的に国際連携を深めていく。	

	
	
	

広報委員会と連携し学会の主要行事について連絡した広報活動を継続する。 
DiGRA Annual Conferenceの招聘などについても具体的な協議を開始する。	

①委員会構成	
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第三号議案：2014年度決算	

	

n  2014年度貸借対照表	

n  2014年度収支計算書	
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2014年度貸借対照表	
借　　　　　方	 貸　　　　　方	

科　　　　目	 金　　　額	 科　　　　目	 金　　　額	

【流動資産】	  8,326,661 【流動負債】	 48,272	

現　金	 536,177 未払い費用	 3,272	

　	 普通預金	 7,790,484 前受会費	 35,000	

   三菱東京UFJ銀行	 1,116,264 	　　 仮受金	 10,000	

　	    ゆうちょ銀行	 6,674,220 【正味財産】	 8,278,389	

　	 次期繰越金	 8,278,389	

　	 前期繰越金	 7,684,565	

当期収支差額	 593,824	

資産の部　合計	 8,326,661 負債及び正味財産の部合計	 8,326,661	
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2014年度収支計算書	
Ⅰ．収入の部	 Ⅱ．支出の部	

収入の部	 予　算	 決　算	 増　減	

会費収入（正会員）	 1,300,000  1,360,000	 60,000 

会費収入（学生会員）	 249,000 290,000	 41,000 

会費収入（賛助会員）	 1,000,000  700,000	 -300,000 

研究会収入	 500,000  733,000	 233,000 

出版物収入	 100,000  17,000	 -83,000 

受取利息	 1,000  113	 -887 

その他収入	 0 0	 -100,000 

小　　　　計	 3,250,000 3,100,113 -149,887  

前期繰越金	 7,684,565	 7,684,565	 0  

収入合計	 10,934,565 10,784,678 -149,887  

支出の部	 予　算	 決　算	 増　減	

消耗品費	 20,000  13,298 -6,702 

通信費	 70,000  71,526 1,526 

印刷費	 1,250,000 759,332 -490,668 

研究会支出	 150,000 180,580 30,580 

会合費	 100,000  251,831 151,831 

旅費交通費	 200,000 104,870 -95,130 

業務委託費	 1,000,000 957,272 -42,728 

諸謝金	 100,000 159,568 59,568 

雑費	 50,000 1,100 -48,900 

支払い手数料	 10,000 6,912 -3,080 

その他支出	 300,000 0 -300,000 

小　　　　計	 3,250,000 2,506,289 -743,711 

次年度繰越金	 7,684,565 8,278,389 593,824 

支　出　合　計	 10,934,565 10,784,678 -149,887 
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第四号議案：2015年度予算の執行 
報告	
	

n  2015年度予算	

n  2015年度の執行報告 
n  2016年度予算	



2015年度予算	
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収入の部	
2015年度予算	 2014年度予算	 増　減	

　	
（A） （B） （B）－（A） 

会費収入（正会員）	 1,300,000 1,300,000 0 

会費収入（学生会員）	 249,000  249,000 0 

会費収入（賛助会員）	 900,000 1,000,000 100,000 

研究会収入	 600,000 500,000 -100,000 

出版物収入	 100,000  100,000 0 

受取利息	 1,000  1,000 0 

その他収入	 50,000 100,000 50,000 

    

小　　　　計	 3,200,000 3,250,000 50,000 

支出の部	 2015年度予算	 2014年度予算	 増　減	
　	 （A） （B） （B）－（A） 

消耗品費	 50,000 20,000  -30,000 

通信費	 100,000 70,000  -30,000 

印刷費	 1,000,000 1,250,000  250,000 

研究会支出	 200,000 150,000  -50,000 

会合費	 50,000 100,000  50,000 

旅費交通費	 200,000 200,000  0 

業務委託費	 1,200,000 1,000,000  -200,000 

諸謝金	 200,000 100,000  -100,000 

雑費	 20,000 50,000  30,000 

支払手数料	 10,000 10,000  0 

その他支出	 170,000 300,000 130,000 

小　　　　計	 3,200,000 3,250,000  50,000 



2015年度中間執行報告	

支出の部	 2015年度予算	
2015年度 

中間執行報告	

消耗品費	 50,000 

通信費	 100,000 74,185 

印刷費	 1,000,000 511,796 

研究会支出	 200,000 52,000 

会合費	 50,000 98,917 

旅費交通費	 200,000 112,844 

業務委託費	 1,200,000 1,219,744 

諸謝金	 200,000 

雑費	 20,000 

支払手数料	 10,000 4,914 

その他支出	 170,000 

小　　　　計	 3,200,000 2,074,400 

収入の部	 2015年度予算	
2015年度 

中間執行報告	
　	

会費収入（正会員）	 1,300,000 1,285,000 

会費収入（学生会員）	 249,000 265,000 

会費収入（賛助会員）	 900,000 600,000 

研究会収入	 600,000 

出版物収入	 100,000 11800 

受取利息	 1,000 87 

その他収入	 50,000 

　	 　	

小　　　　計	 3,200,000　	 2,161,887　	
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第五号議案：2016年度予算案	

収入の部	
2016年度予算	 2015年度予算 増　減	

　	
（A） （B） （B）－（A） 

会費収入（正会員）	 1,300,000 1,300,000 0	

会費収入（学生会員）	 300,000 249,000 -51,000	

会費収入（賛助会員）	 800,000 900,000 100,000	

研究会収入	 700,000 600,000 -200,000	

出版物収入	 50,000 100,000 50,000	

受取利息	 1,000 1,000 0	

その他収入	 49,000 50,000 1,000	

　	 0	

　	 　	 0	

小　　　　計	 3,200,000	 3,200,000 -100,000	

支出の部	 2016年度予算	 2015年度予算	 増　減	
　	 （A） （B） （B）－（A） 

消耗品費	 50,000 50,000 0	

通信費	 100,000 100,000 0	

印刷費	 1,000,000 1,000,000 0	

研究会支出	 600,000 200,000 -400,000	

会合費	 50,000 50,000 0	

旅費交通費	 150,000 200,000 50,000	

業務委託費	 1,340,000 1,200,000 -140,000	

諸謝金	 100,000 200,000 100,000	

雑費	 20,000 20,000 0	

支払手数料	 10,000 10,000 0	

その他支出	 30,000 170,000 140,000	

小　　　　計	 3,450,000	 3,200,000	 -250,000	
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【役員改選】会長および理事選挙規定第25条 
 
　①会長（１名）  岩谷　徹 
 
　②理事（9名）  遠藤雅伸  小山友介 

   中村彰憲  藤原正仁 
   藤本　徹  細井浩一 
   松隈 浩之  三上浩司 
   三宅陽一郎 

 

第六号議案：（１）役員選挙結果の承認	
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【学会賞】学会賞規程第５条 
 
　①「学会賞」 
 
　②「若手奨励賞」 
 

【学生大会奨励賞】学生大会奨励賞規程第７条 
　　　 

第六号議案：（２）表彰	


