
 

公益社団法人劇場演出空間技術協会 

令和元年度事業報告 

 

令和元年度の事業計画に基づき実施した事業は次の通りである。 

 

1.会議 

 1)総会 

令和元年度通常総会（令和元年 5月 29 日 14:00～15:51） 

ホテルローズガーデン新宿別館ローズルームに於いて開催。 

(1)審議事項： 

第 1号議案 平成 30 年度事業報告 承認の件 

第 1号議案平成 30 年度事業報告承認の件について中川事務局長、業務担当理事及び各

部会長から活動内容の報告があった。 

議長が本件についての意見、質問がないことを確認し挙手により賛否を諮った結果、議

長を除き賛成 50 名、反対 0名で原案通り承認された。（別紙議案書を参照のこと） 

第 2号議案 平成 30 年度収支決算報告 承認の件 

第 2 号議案 平成 30 年度収支決算報告承認の件について財務担当の荻野均理事より説

明があり、尾澤監事、間瀬監事による監査を受け、監査報告書を受領しているとの報告

があった。 

議長が本件についての意見を受け付けたところ、機関誌の発行についての質問があり、

質疑の後、議長が挙手により賛否を諮った結果、賛成 50 名、反対 0名で原案通り承認

された。（別紙議案書を参照のこと） 

 

 (2)報告事項： 

第 1号報告 令和元年度事業計画報告の件 

議長の指示に従い、第１号報告 令和元年度事業計画書について中川事務局長、業務担

当理事及び各部会長から報告があった。（別紙議案書を参照のこと） 

質疑事項なし 

第 2号報告 令和元年度収支予算報告の件 

議長の指示に従い、第 2 号報告 令和元年度収支予算について財務担当の荻野均理事

から説明があった。（別紙議案書を参照のこと） 

質疑事項なし 

 

 

 2)理事会 

令和元年度においては次の通り、定例理事会を 4回開催した。 

 



第 46 回定例理事会（平成 31 年 04 月 23 日（火）14:00～16:35 於 JATET 会議室） 

審議事項  

第１号議案 平成 30 年度事業報告承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 2号議案 平成 30 年度収支決算報告 承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 3号議案 令和元年度(2019 年度)通常総会議事次第承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 4号議案 JATET 出版物頒布価格設定基準（案）の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 5号議案 劇場演出空間用照明器具・機材標識表示基準（案）の件 

議長より、質疑内容について照明部会で検討してもらうことにしたいという提案がな

され、全員一致で議長提案が可決承認された。（別紙議事録を参照のこと） 

第 6号議案 正会員 A 三精テクノロジーズ(株) 浅野安通氏 機構部会 入部の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 7号議案 正会員 A カヤバシステムマシナリー(株) 渡邊明彦氏 

教育研修部会 退部の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 8号議案 正会員 C 舟本幸人氏 退会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 9号議案 賛助会員 B 岩村原太氏 退会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 10 号議案 札幌文化芸術劇場 見学会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 11 号議案 「ニッセイ・バックステージ賞」表彰候補者推薦の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 12 号議案 「世界劇場会議名古屋フォーラム 2019」後援名義使用許可の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 13 号議案 「Inter BEE 2019」協力名義の使用許可の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 14 号議案 ABTT翻訳依頼費用の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

 

 

第 47 回定例理事会（令和元年 09 月 4日（水）14:00～15:15 於 JATET 会議室） 

審議事項 

第 1号議案 イグス(株) 正会員 A入会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 2号議案 (株)シミズオクト 正会員 A入会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 3号議案 3M マネジメント（合） 澤村 厚志氏 賛助会員 B入会の件 



審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 4号議案 賛助会員（公財）せたがや文化財団 福田 純平氏 機構部会入部の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 5号議案 レジャージャパン 2019への後援名義使用承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 6号議案 LED NEXTSTAGE2020協賛名義使用承認の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 7号議案 JATETフォーラム 2020 について 

審議の結果、JATET フォーラム 2020 の開催日、開催場所については実行委員会の中で

検討し、次回以降の理事会にて審議をすることが全会一致で可決承認された。 

第 8号議案 JATET 誌 86 号編集方針について 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

 

 

第 48回定例理事会（令和元年 11 月 27 日（水）14:00～15:20 於 JATET 会議室） 

審議事項 

第 1号議案 選挙管理委員会委員選出について 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 2号議案 令和 2年度総会開催及び総会日時場所の決定について 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 3号議案 部会入部・退部手続き内規（案）の件 

審議の結果、修正することを前提とし、全員一致で可決承認された。 

第 4号議案 田中工業(株) 賛助会員 A 入会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 5号議案 正会員 C 本杉 省三氏 退会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 6号議案 賛助会員 A (株)マイルランテック 退会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 7号議案 賛助会員 B 清水 卓治氏 退会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 8号議案 正会員 A イグス(株) 杉田 芳博氏 機構及び照明部会入部の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 9号議案 賛助会員 B 3M マネジメント（合） 澤村 厚志氏 映像部会入部の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第10号議案 「ライブ、イベントのためのコミュニケーション機器実演」の共催依頼 

の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 11 号議案 「世界劇場会議国際フォーラム 2020in可児」後援名義使用許可について 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 12 号議案 JATET86 号について 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 



第 13 号議案 愛知県舞台運営事業協同組合 JATET技術展セミナーの資料使用依頼に 

ついて 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

 

第 49 回定例理事会（令和 2年 2月 27 日（木）14:00～15:55 於 JATET 会議室） 

審議事項 

第１号議案 令和 2年度事業計画の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 2号議案 令和 2年度事業予算の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 3号議案 尾澤監事の次回役員選挙監事候補の理事会推薦の件   

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 4号議案 総会時の出席しない社員の書面による議決権行使の件    

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 5号議案 令和 2年度資金運用計画について    

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 6号議案 賛助会員 A 野村不動産パートナーズ(株) 退会の件    

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 7号議案 賛助会員 B 藤田 怜氏 退会の件             

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 8号議案 賛助会員 A 田中工業(株)田中 慎一氏 建築部会入部の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 9号議案 賛助会員 A (株)三和製作 古澤 大賀氏 機構部会退部の件     

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 10 号議案 常勤役員の報酬年額の決定について（総会承認事項） 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 11 号議案 中川専務理事への令和元年度特別報酬について   

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 12 号議案 セミナー「舞台技術者のためのコミュニケーション機器」の共催依頼につ

いて 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 13 号議案 賛助会員 A ヒビノ(株) 退会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第 14 号議案 賛助会員 A (株)三精エンジニアリング 退会の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

    

 

3)委員会 

(1)事業執行連絡委員会 

第 35 回事業執行連絡委員会 

（平成 31 年 4月 12 日（金）14:00～15:50 於 JATET 会議室） 



JATET 出版物頒布価格設定基準（案）の件、劇場演出空間用照明器具・機材標識標示基

準（案）の件、正会員 A 三精テクノロジーズ(株)浅野 安通氏の機構部会入部の件、

正会員 A カヤバシステムマシナリー(株)渡邊 明彦氏の教育研修部会退部の件、正会

員 C 舟木 幸人氏の退会の件、賛助会員 B 岩村 原太氏の退会の件、Inter BEE 2019 

協力名義の使用許可の件 

第 36 回事業執行連絡委員会 

（令和元年 5月 10 日（金）14:00～14:45 於 JATET 会議室） 

審議事項 特になし 

第 37 回事業執行連絡委員会 

（令和元年 6月 11 日（火）14:00～15:00 於 JATET 会議室） 

賛助会員 （公財）せたがや文化財団 福田純平氏 機構部会参加申込の件 

第 38回事業執行連絡委員会 

（令和元年 7月 11 日（木）14:00～15:15 於 JATET 会議室） 

3M マネジメント（合）澤村 厚志氏 賛助会員 B 入会申込の件、レジャージャパン

2019への後援名義の承認の件、JATETフォーラム 2020 の件 

第 39 回事業執行連絡委員会 

（令和元年 8月 7日（水）14:00～15:15 於 JATET 会議室） 

イグス(株)正会員 A入会の件、「照明家手帳」広告掲載の件 

第 40 回事業執行連絡委員会 

（令和元年 9月 11 日（水）14:00～14:30 於 JATET 会議室） 

賛助会員 B  3M マネジメント（合）澤村 厚志氏 映像部会入会の件 

第 41 回事業執行連絡委員会 

（令和元年 10 月 15 日（水）14:00～15:00 於 JATET 会議室） 

㈱マイルランテック 賛助会員 A 退会届の件、本杉 省三氏 正会員 C 退会届の件、

「ライブ、イベントのためのコミュニケーション機器実演」の共催依頼の件、「日生劇

場第 26 回 舞台フォーラム 2019」後援名義使用許可依頼の件、「照明家手帳」広告掲載

依頼の件 

第 42 回事業執行連絡委員会 

（令和元年 11 月 7日（木）14:00～15:30 於 JATET 会議室） 

選挙管理委員の選出の件、令和 2 年度総会開催及び総会日時場所の決定の件、部会入

部・退部手続き内規（案）の件、田中工業(株)賛助会員 A入会の件、賛助会員 B 清水

卓治氏 退会の件、イグス(株)正会員A杉田芳博氏 機構部会及び照明部会入部の件、 

「世界劇場会議国際フォーラム 2020in可児」の後援名義使用許可の件 

第 43 回事業執行連絡委員会 

（令和元年 12 月 12 日（木）14:00～15：00 於 JATET 会議室） 

 賛助会員 A 田中工業(株)田中 慎一氏 建築部会入部の件、賛助会員 A (株)三和製作 

古澤 大賀氏 機構部会退部の件 

第 44 回事業執行連絡委員会 

（令和2年1月16日（木）14:00～15：15 於JATET会議室） 

審議事項 特になし 

第 45 回事業執行連絡委員会 



（令和2年2月18日（火）14:00～15：45 於JATET会議室） 

令和2年度 事業計画の件、令和2年度 事業予算の件、賛助会員A 野村不動産パート

ナーズ(株)退会の件、賛助会員B 藤田 怜氏 退会の件、セミナー「舞台技術者のた

めのコミュニケーション機器」の共催依頼の件    

第46回事業執行連絡委員会 

（令和2年3月12日（木）14:00〜15:00 於JATET会議室）  

ライティング・フェア 2021への参画の件、第 26 回「ニッセイ・バックステージ賞」表

彰候補者の公募の件 

 

2.JATET 部会報告 

 1）教育研修部会 

教育研修部会事業報告 

活動概要 

（1）施設見学会 

イ.札幌文化芸術劇場（hitaru）：令和元年 7月 9日開催（会員 95 名 非会員 49 名） 

ロ.フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール）：令和元年 9月 13 日開催（会員 73 名 非 

会員 14 名） 

ハ.日本青年館：令和元年 11 月 19 日開催（会員 90 名 非会員 40 名） 

 

（2）JATET ジャーナル 

イ.札幌文化芸術劇場（hitaru） 

ロ.フェニーチェ堺（堺市民芸術文化ホール） 

 

（3）部会開催 

イ.第 46 回教育研修部会  4 月 15 日  11:30～12:00 

ロ.第 47 回教育研修部会  5 月 10 日  13:00～13:30 

ハ.第 48回教育研修部会  6 月 4 日  11:30～12:00 

ニ.第 49 回教育研修部会  7 月 2 日   11:30～12:00 

ホ.第 50 回教育研修部会  8月 29 日  15:00～15:30 

ヘ.第 51 回教育研修部会  9 月 13 日  13:00～13:30 

ト.第 52 回教育研修部会  10 月 23 日 11:00～12:00 

チ.第 53 回教育研修部会  11 月 19 日 10:00～10:30 

リ.第 54 回教育研修部会  12 月 18日 17:30～18:00 

ヌ.第 55 回教育研修部会  1 月 28日  11:00～11:30 

ル.第 56 回教育研修部会  2 月 27 日  11:00～12:00 

ヲ.第 57 回教育研修部会  3 月 25 日  11:00～12:00 

 

 

2）建築部会 

建築部会事業報告 

活動概要 



(1) 定例部会を計６回、その他分科会を開催し「客席のリ・デサイン」について協議し、

JATET 劇場演出空間技術展 2019セミナーにおいて調査結果を報告した。 

 

活動内容 

(1)部会の開催 

下記日程で部会を開催し、部会の活動テーマである「客席のリ・デサイン」を進める

べく、調査研究の手法の検討、調査対象施設等について協議した。 

イ.令和元年 5 月 24 日 第 64 回建築部会 JATET 会議室 

ロ.令和元年 6 月 17 日 第 65 回建築部会 JATET 会議室 

ハ.令和元年 7 月 4 日 JATETセミナーＷＧ シアターワークショップ 

二.令和２年 1 月 20 日 第 67 回建築部会 JATET 会議室 

 

(2)JATET 劇場演出空間技術展 2019セミナー 

イ.元号が令和に改まってはじめてのJATET技術展が 8月末の2日間に渡り開催され、

 建築部会も「客席のリ・デサイン」をテーマに最終日にセミナーを実施した。 

ロ.ここでいう「客席のリ・デサイン」とは、改修により客席空間に大規模に手を加 

えた改修を指し、今回は事例を調査し、それによって得られた情報を元に代表的 

な事例の個別報告と事例に取り上げることができなかった事例を含め、改修の動 

機、内容、手法などを項目ごとに洗い出し総括を行った。 

 
 

 3）機構部会 

機構部会事業報告 

活動概要 

部会を毎月開催し、以下の活動を行った。 

活動内容 

(1)第 91 回～第 99 回機構部会を開催した。 

イ. 平成 31 年 4月 17 日  第 91 回機構部会開催 JATET 会議室 

ロ. 令和元年 5月 22 日  第 92 回機構部会開催 JATET 会議室 

ハ. 令和元年 6月 19 日  第 93 回機構部会開催 JATET 会議室 

ニ. 令和元年 7月 17 日  第 94 回機構部会開催 JATET 会議室 

ホ. 令和元年 9月 18日  第 95 回機構部会開催 JATET 会議室 

へ. 令和元年 10 月 16 日  第 96 回機構部会開催 JATET 会議室 

ト. 令和元年 11 月 20 日  第 97 回機構部会開催 JATET 会議室 

チ. 令和元年 12 月 11 日  第 98回機構部会開催 JATET 会議室 

リ. 令和 2年 1月 22 日  第 99 回機構部会開催 JATET 会議室 

(2)JATET技術展 2019 において、部会内で 3研究会を設け、未来の舞台機構制御につい

て各々研究を行い、JATET技術展 2019セミナーにおいて研究成果の発表を行った。  

(3)機構分野の安全手帳を作成し、ホームページにて公開した。 

(4)ワイヤロープの劣化に関する調査・研究において、メーカ各社より提供いただいた

ワイヤロープ 12 本をワイヤロープメーカにて外観、破断、曲げ等の検査を行い、そ



の結果を基に部会内で検討を行った。 

(5)JATET 誌 85 号、86 号において、機構部会分野の原稿執筆を行った。  

(6)JATET 事業において、JATET に寄せられた質問へ対し、機構関連で 2件の質問があり

回答を行った。 

 

 

4）照明部会 

照明部会事業報告 

活動概要 

令和元年度においては、次に示すように定例照明部会を 6回、「演出空間用 LED照明 

器具表示規格研究会」、「LED演出照明設備調査研究会」をそれぞれ開催し、下記の活 

動を行った。 

活動内容 

(1) 照明部会 

下記の日程で照明部会を開催した。 

イ.平成 31 年 4月 16 日 第 54 回照明部会開催 JATET 会議室 

ロ.令和 1年 6月 20 日 第 55 回照明部会開催 JATET 会議室 

ハ.令和 1年 8月 6日 第 56 回照明部会開催 JATET 会議室 

ニ.令和 1年 10 月 8日 第 57 回照明部会開催 JATET 会議室 

ホ.令和 1年 12 月 6日 第 58回照明部会開催 JATET 会議室 

へ.令和 2年 2月 13 日 第 59 回照明部会開催 JATET 会議室 

 

照明部会においては IEC及び JIS関連の動向の確認、「LED演出照明設備調査研究会」

の報告、「演出空間用 LED照明器具表示規格研究会」の報告、および提案を審議した。 

令和 1 年 8 月に開催された、JATET 技術展 2019 のセミナー部門で「劇場・ホールの

ネットワークによるコントロールシステムの現状と今後の対応」というタイトルで講

演を行った。 

そのセミナーの内容を記事にまとめて、JATET 誌 86 号に掲載した。 

また、JATET-L 規格の見直し時期にあたっていたため、下記の JATET-L 規格の確認、

改正を行い、ホームページ上に掲載した。 

 

＜確認＞ 

JATET-L-1150-1 照明演出用調光装置の共通データ規格  

JATET-L-2160-1     演出空間用照明器具のつり下げハンガー（手締め式）規格 

JATET-L-2170-1 演出空間用照明器具の平置きスタンド規格  

JATET-L-3020-1 演出空間照明用調光器調光特性規格 

JATET-L-5080-4 演出空間用照明器具及び照明機材等の安全表示ガイドライン 

JATET-L-6180 演出空間照明用サイリスタ調光器のノンディム機能規格 

JATET-L-7110-3 演出空間用調光装置の安全確保のための表示ガイドライン 

JATET-L-9130-1 演出空間照明機器類のダボ及びダボ受けの寸法規格  

JATET-L-9140-1   演出空間用照明器具のフィルタホルダおよびフィルタホルダ枠    



の寸法規格  

 

＜改正＞ 

JATET-L-3030-5 演出空間専用差込接続器 C型 20A  

JATET-L-5040-5 演出空間専用差込接続器 C型 30A  

JATET-L-5050-5 演出空間専用差込接続器 C型 60A  

JATET-L-5070-4 演出空間照明器具等の銘板類の表示規格  

JATET-L-6060-5 演出空間専用差込接続器 D型 20A  

JATET-L-7100-5 演出空間用調光装置の表示規格（銘板類）  

JATET-L-7120-4 漏電感知器付き調光器規格  

JATET-L-8110-4 演出空間用調光装置の安全基準  

 

 (2)研究会 

イ.「演出空間用 LED照明器具表示規格研究会｣を 6回開催し、カタログなどに記載する

明るさの表記方法をわかりやすく統一すべきだとの意見から、表記方法の検討を行っ

た。また、明るさや照射エリアを表す語句の定義を明確にすることを目標に、語句の

検討を行った。 

JATET－L 規格について、見直し時期にあたっていたために、L-2160、L-2170、L-5080、

L-9130、L-9140、L-3030、L-5040、L-5050、L-5070、L-6060 の見直し作業を行った。 

 

ロ.「LED演出照明設備調査研究会｣を 7回開催し、JATET技術展 2019 のセミナーの対 

応を行った。 

JATET－L 規格について、見直し時期にあたっていたために、L-1150、L-3020、L-6180、

L-7100、L-7110、L-7120、L-8110 の見直し作業をおこなった。令和 2年 1月 15 日の

研究会で、本研究会は終了とした。 

 

 

 5）音響部会 

音響部会事業報告 

活動概要        

今年度は定例音響部会を予定通り 6回開催し、下記の調査研究を主に行った。 

JATET 劇場演出空間技術展 2019セミナーでは、まつもと市民芸術館で上演された「K・

テンペスト」で実現したイマーシブ環境とそれを強力にサポートしたイマーシブ音響

の実践手法を解説すると伴にデモ機材による実演を行った。 

また、JATET 誌 86 号では、テーマである「ネットワーク時代の劇場」に関連した原

稿を執筆協力した。       

活動内容 

(1)調査研究 

イ．音響設備電源の 200V化に向けた調査研究    

機器への接続で一般的に使用されている 200V対応電源コネクタの現状をヒアリン 

グするためコネクタメーカーを招聘し、製品化の経緯と PSE 対応状況を確認した。 



現状、機器接続用の電源コネクタには、電圧の違いによる色分けや形状の違いが無 

いものもあり、差し間違いによる事故の可能性も懸念される状況である。  

このような問題を解決するため、電源コネクタの用途、使用電圧毎に安全に使用で 

きるコネクタを調査・選定し、演出空間用電源コネクタとして推奨していく。 

ロ．劇場等演出空間用音響設備の劣化診断・適正更新時期判定プログラムに関する調 

査研究 

担当者が多忙であったのとプログラム作成という少し難易度の高い目標を掲げた

ため協議が全く進まなかった。 

次年度は担当窓口を変更すると伴に劣化診断を劇場ホールの音響技術者が自ら行え 

るチェックリストを作成し、更新時期が判定できるようにする。  

ハ．デジタルオーディオネットワークの世界的な動向に関する調査研究  

部会としての活動は特になし。Inter BEE 2019 でのネットワーク伝送の動向とし 

て、オーディオ・ビデオ・コントロール信号を IPネットワーク上で伝送する AVoIP 

（Audio Video over IP）の仕組み（SDVoEや SMPTE ST2110 など）を使った機器展示 

やデモが多く見られた。      

ニ．舞台連絡設備指針改定に向けた調査研究    

舞台連絡設備を構成する設備を４つ（インターカム、映像モニタ、音声モニタ・ 

楽屋呼出、TB・キューランプ）に分類し、３回のアンケート調査票を行った。 

インターカムの調査に関しては集計及び分析済み。今後、継続してアンケート調査

票の集計、分析を行い JATETフォーラム 2020 で調査結果を報告する予定としてい 

る。        

(2)部会開催       

イ．2019 年 4 月 19 日  15:00～18:20  第 1 回音響部会開催  JATET 会議室 

ロ．2019 年 6 月 21 日  15:00～18:00  第 2 回音響部会開催  JATET 会議室 

ハ．2019 年 8月 23 日  15:00～17:00  第 3 回音響部会開催  JATET 会議室 

ニ．2019 年 10 月 25 日 15:00～17:00  第 4 回音響部会開催  JATET 会議室 

ホ．2019 年 12 月 20 日  15:00～17:30  第 5 回音響部会開催  JATET 会議室 

ヘ．2020 年 2 月 20 日  15:00～16:50  第 6 回音響部会開催  JATET 会議室 

        

      

6）映像部会 

映像部会事業報告 

＜技術状況＞ 

今年度国内で開催されたコンテンツに関連するイベント「CEATEC JAPAN」では、「つ 

ながる社会、共創する未来」を、そして「Inter BEE」では、4K・8K 放送の実用化が始 

まり、「東京オリンピック・パラリンピック」の開催を控え、「拡張するメディア体験」 

を、それぞれのテーマとして 2020 年以降を見据えた議論が展開されていた。米国で 

も、人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、5G、e スポーツなどの次世代テク 

ノロジーによるコンテンツの創出が始まっている。欧州では、従来の放送システムに 

捉われない、新しい次元のメディアの方向性を示す IPシステムやクラウド、AI、ソフ 

トウエアなどの進化に伴う、新しいメディアやエンターテインメントの未来を描き始 



めている。 

また、インターネットによる動画配信の進化によるビジネス展開が急速に進んできて 

おり、第五世代移動通信システム（5G）による社会システムとしての新しい基盤づく 

りも進んでいる。映像部会では、劇場演出空間の分野においても、これらのメディア 

やコンテンツの動向を的確に捉えながら、映像システムのみならず劇場システム全体 

に向けてのビジョン構築に向けた課題の抽出と実証実験等に取り組んで来た。 

 

＜2019 年度の映像部会の活動＞ 

2019 年度は、4月から 3月の間に、次に示す６回の部会/研究会を開催した。 

イ．第 69 回 4 月 15 日   15時～17時 JATET 会議室 

ロ．第 70 回 6 月 6日   15時～17時 JATET 会議室 

ハ．第 71 回 8月 8日   15時～17時 JATET 会議室 

ニ．第 72 回 9 月 27 日  15時～17時 JATET 会議室 

ホ．第 73 回 11 月 19 日 15時～17時 JATET 会議室  

へ．第 74 回 1 月 23 日  15時～17時 JATET 会議室 

 

主な部会/研究会活動のテーマを以下に示す。 

（1）JATET技術展 2019 における映像部会セミナーに向けた取り組み 

   セミナーのテーマ設定と共に、クラウドを活用した動画配信の実証実験を会場内で

行った。 

・テーマ①「映像ネットワーク伝送について」 

・テーマ②「映像ネットワーク・クラウド配信について」（クラウドを使って動画配 

信の実証実験） 

・テーマ③「舞台制作から考えたネットワークについて」 

・テーマ④「パネルディスカッション」「劇場の将来に向けたネットワーク配信の意 

義、劇場全体のインフラを俯瞰して、ネットワークの活用に向けた提案を行う。」 

（2）JATET 誌 86 号特集号の編集担当（映像部会） 

 テーマを「ネットワーク時代の劇場」とし、企画・編集を行う。 

 特集では、「ネットワークの進化がもたらすイノベーションにより、人々の生活に潤

いと活力をもたらす劇場の今とこれから」をテーマに、劇場演出空間の全体状況か

ら俯瞰した視点からの論述や、専門領域から取りまとめられた実践的な記事により、

これからの議論に資するものとした。 

（3）最新技術動向調査 

NHK技術研究所公開、CEATEC、Inter BEE、SIGGRAPH（米国 CG 学会）等、国内外の展

示会、セミナー等における技術動向の調査研究を行い、部会/研究会において議論を

行うと共に部会活動を推進した。 

 

7）広報部会 

活動概要 

令和元年度、隔月 1回を原則に次に示すように定例広報部会を 4回開催した。 

 



活動内容 

(1)定例部会 

  定例部会では、年間を通じて、JATET の広報活動について検討した。 

  イ. 令和元年 7月 22 日    第 27 回広報部会開催  JATET 会議室 

  ロ. 令和元年 9月 30 日    第 28回広報部会開催  JATET 会議室 

  ハ. 令和元年 12 月 16 日    第 29 回広報部会開催  JATET 会議室 

  ニ. 令和２年 2月 17 日    第 30 回広報部会開催  JATET 会議室.  

 

(2) アンケートの実施 

  下記の JATET主催の催しに於いて、アンケートを実施し、集計結果を事業連絡執行委員 

会に報告した。 

  イ. 令和元年 7月 9日     札幌文化芸術劇場施設見学会 

  ロ. 令和元年８月 30-31 日    JATET 劇場演出空間技術展 2019 

  ハ. 令和元年 9月 13 日     堺市民芸術文化ホール施設見学会 

  ニ. 令和元年 11 月 19 日     日本青年館ホール施設見学会 

 

(3) JATETリーフレットについて 

  「JATETリーフレット 2017」WEB版の HP 上での公開のための作業を行った。 

  英語版リーフレットをＨＰにて展開するための検討を準備作業を行った。 

 

(4) JATET 劇場演出空間技術展 2019 への協力 

  2019 年 8月 30 日～31 日に新国立劇場中劇場にて開催された 

JATET 劇場演出空間技術展 2019 において会員名簿パネルの作成と掲示を行い、会場の運 

営に協力した。 

 

3.JATET 劇場演出空間技術展 2019 

JATET が劇場演出空間のために貢献してきた内容を一般社会に向けて発信するととも

に、演出空間に関わる専門分野における最新技術の発表及び新技術を使用する際の   

注意点などに関するセミナー並びに劇場演出空間用機材の総合展示会として、第 3 回

目となる JATET 劇場演出空間技術展 2019 を開催した。 

セミナー及び展示期間：令和元年 8月 30 日〜令和元年 8月 31 日（2日間） 

  セミナー及び展示場所：新国立劇場 中劇場 

    セミナー部門はのべ 300 名弱の参加者、また展示部門は 500 名超の舞台技術・芸術関

係者の来場を得て盛況に終了した。 

 

 

 

4.JATET 誌 

JATET 誌は平成 28年度よりフルカラーで発行している。 

JATET 誌 85 号は JATETフォーラム実行委員会が中心となり企画し、発行した。 

令和元年 8月 30 日に JATET 劇場演出空間技術展 2019技術書として、オールカラーで



3,500 部を発行した。会場で約 800 部を配布したほか、約 2,000 部を全国の主要公共

ホール、公共劇場に、約 100 部を関係官庁・関連団体に、約 1,000 部を JATET 会員及び

広告主に無料配布した。 

JATET 誌 86 号は映像部会が編集担当部会となり企画、令和 2年 2月 25 日に「ネット

ワーク時代の劇場」を特集し 2,400 部を発行した。約 1,300 部を全国の主要公共ホー

ル・公共劇場に、約 100 部を関係官庁・関連団体に、約 1,000 部を JATET 会員及び広告

主に無料配布した。 

 

5.JATET ジャーナル 

  令和 2年 3月 16 日に JATET ジャーナル 17 号（特集：札幌文化芸術劇場 hitaru）、令和

2 年 3 月 31 日に JATET ジャーナル 18号（特集：堺市民芸術文化ホール（フェニーチェ

堺）を発行した。 

 

6.JATET ニュースについて 

令和元年 5月 13 日（月）に JATETニュース第 207 号を発行し、その後令和 2年 3月 3

日（火）に JATETニュース第 216 号を発行するまで、計 10 回発行した。 

読者数は、令和元年末に 2,200人超を確保した。 

 

7.その他 

 1）JATETマークの改正と普及 

機構、音響などの分野で、JATETマークの採用に関する検討を進めたが、機構の操作盤 

や制御盤、既製品の機器を収納した音響機器架などには、製造者銘板、施工社銘板が表 

示されることが多く、これらに加えてJATETマークを貼る必要性は特に無いため、照明以 

外の分野では採用しないこととする。照明分野においては、現行の「劇場演出空間用照 

明器具・機材標識基準」を見直し、引き続きJATETマークの表示を使用していく。 

 

 2）JATET 安全手帳の作成と普及 

JATET安全手帳の作成と普及については、一昨年度の照明部会、音響部会に続いて令和 

元年度には機構部会までの作成及びホームページでの公開が終了した。 

 

以上 

 

付属明細書は無し 

 


