公益社団法人 劇場演出空間技術協会
平成２４年度事業報告書
平成２４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。
Ⅰ．会議
１） 総会
平成２４年度通常総会
平成２４年５月２３日（木）１６：００～１７：３０ 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。審議事項、第１号議案；平成２３年度事業報告承認の件、第２号議案；平成２３
年度収支決算報告承認の件、第３号議案；平成２４年度事業計画案承認の件、第４号議
案；平成２４年度収支予算案承認の件並びに第５号議案；平成２４年度役員改選の件を審
議の結果、すべての案件を全員一致で原案通り承認決議した。
２） 理事会
平成２４年度においては次の通り、定例理事会を４回及び臨時理事会１回を開催した。
第１０回理事会（平成 24 年 5 月 15 日(火)15：00～16：20 於丸茂電機㈱会議室）
平成２３年度事業報告案承認の件（総会議案書第１号議案）、平成２３年度収支決算報告
案承認の件（総会議案書第２号議案）、平成２４年度役職理事推薦候補承認の件並びに平
成２４年度顧問・参与推薦候補承認の件について審議の結果、原案通り全会一致で承認
決議した。
第１１回理事会（平成 24 年 5 月２３日（木）17：10～17：20 於ホテルローズガーデン新宿別館
ローズルーム）
役職理事選任の件及び顧問・参与推薦の件を審議の結果、原案通り全会一致で承認決
議した。
第１２回理事会（平成 24 年 8 月 31 日（金）13：00～14：20 於三精輸送機㈱会議室）
特定事業準備資金対応事業実施の件、企画運営会議委員選任の件、委員会委員及び所
属部会会長選任の件、韓国 KTL 交流事業の実施の件並びに新入会員審査の件について
審議の結果、原案通り全会一致で承認決議した。
第１３回理事会（平成 24 年 11 月 30 日（金）15：00～16：30 於東京芸術劇場 小会議室７）
企画運営会議正副委員長選任の件、委員会委員長選任の件、劇場・音楽堂等の事業の活
性化のための取組に対する意見募集（パブリックコメント）の対応の件及び教会諸規定・組織
の見直しの件について審議の結果、原案通り全会一致で承認決議した。
第１４回理事会（平成 25 年 2 月２２日（金）15：00～16：00 於東京芸術劇場 小会議室７）
平成２５年度事業計画案及び収支予算案について審議の結果、原案通り全会一致で承認
決議した。

３） 企画運営会議
理事会の承認を受け、業務の執行を決定するため平成２４年度に於いては毎月１回の定例
企画運営会議を協会会議室に於いて開催し、協会運営上の重要事項を審議決定した。
各定例会議における主たる審議事項は次の通りである。
第２５回定例会議（平成 24 年４月 11 日（水）16：00～17：10）
総会議案書、ニッセイバックステージ賞候補推薦並びに千葉県劇場診断業務に関する件
第２６回定例会議（平成 24 年 5 月 8 日（火）15：00～17：10）
InterBEE2012 協力名義使用許可要請、ニッセイバックステージ賞候補推薦及び理事会・
総会議案書に関する件
第２７回定例会議（平成 24 年 6 月 13 日（水）16：00～17：10）
特定資産準備金対応事業の実施、JATET サロンの企画、第１９回愛知県舞台技術者セミ
ナー後援、文化芸術による復興推進コンソーシアム参加、企画運営会議委員の選任及び
企画運営会議の今後の運営の件
第２８回定例会議（平成 24 年 7 月 12 日（木）16：00～17：10）
企画運営会議及び事業委員会委員選任、文化芸術による復興推進コンソーシアム参加、
特定資産準備金対応事業の実施並びに企画運営会議の今後の運営の件
第２９回定例会議（平成 24 年 8 月 7 日（火）16：00～17：20）
第１２回定例理事会議事次第、特定資産準備金対応事業の実施、技術委員会委員選任、
新入会員審査及び韓国 KTL 交流事業の実施の件
第３０回定例会議（平成 24 年 9 月 11 日（火）16：00～17：45）
劇場施設見学会“秋田県由利本荘市文化会館”実施及びライティング・フェア２０１３共催
の件
第３１回定例会議（平成 24 年 10 月 9 日（火）16：00～17：20）
協会組織並びに諸規定見直しの件
第３２回定例会議（平成 24 年 11 月 13 日（火）16：00～17：30）
日生劇場第 19 回フォーラム後援、世界劇場会議国際フォーラム後援、第１３回理事会議
案、劇場法（所謂）運用基準に関する意見（パブリックコメント）作成並びに協会組織・諸規
定の見直しの件
第３３回定例会議（平成 24 年 12 月 18 日（火）16：15～17：50）
劇場・ホールの復興再生研究事業（特定資産準備金対応事業）の実施、劇場法運用基準
に関する意見書の作成、インターネット部会パソコンの更新及び協会組織・諸規定の見直
しの件
第３４回定例会議（平成 25 年 1 月 16 日（火）16：10～17：20）
劇場・ホールの復興再生調査研究事業及び協会組織・諸規定の見直しの件
第３５回定例会議（平成 25 年 2 月 15 日（火）16：30～16：10）
平成２５年度事業計画案及び平成 25 年度収支予算案の件

第３６回定例会議（平成 25 年 3 月 19 日（火）15：30～16：10）
第３８回企画運営会議日程及び専務理事の件
Ⅱ．委員会及び部会活動
委員会及び所属部会の活動状況は次の通りである。
（１） 事業委員会
本委員会は教育研修部会、国際交流部会、編集部会及びインターネット部会を統括しその
担当事業の活動方針を審議決定すると共に、所属部会共通の課題につき相互の連携を深
めるために平成２４年度には協会会議室に於いて５回の委員会を開催した。各委員会にお
ける主たる審議事項並びに各部会の活動状況は次の通りである。
第１０回事業委員会（平成 24 年 6 月 8 日（金）15：00～17：00）
協会広報体制の強化、整備に関する件及び平成２４年度 JATET FORUM(仮称)実施
に関する件
第１１回事業委員会（平成 24 年 7 月 5 日（木）10：00～11：40）
協会広報体制の強化、整備に関する件（前回に継続して編集委員会の再構築と財政
的支援体制の整備について審議）、事業委員会委員及び部会委員選任の件並びに平
成２４年度事業の実施の件
第１２回事業委員会（平成 24 年 9 月 25 日（火）15：00～17：00）
事業委員会正副委員長選任の件、部会委員選任の件、劇場施設見学会開催の件及び
韓国 KTL 交流に関する件
第１３回事業委員会（平成 24 年 11 月 21 日（水）15：00～16：30）
広報体制強化、整備と編集委員選任の件、劇場施設見学会開催と今年度事業計画の件、
インターネット部会 OA 機器整備の件及び韓国 KTL 交流の件
第１４回事業委員会（平成 25 年 2 月 13 日（水）15：00～16：30）
劇場施設見学会開催の件、平成２５年度事業計画案及び収支予算案の件、機関誌
JATET と JATET ジャーナルの発行と今後の方針の件並びに韓国 KTL 交流拡大の件

(２） 事業委委員会所属部会
事業委員会に所属する各部会の主な事業活動は次の通りである。
１） 教育研修部会
平成２４年度に於いては、新たな試みとして若年層を対象として新設した“JATET
サロン”を２回開催すると共に、４回の劇場施設見学会を企画、開催した。又ホール
主催の内覧会にも参加した。
２） 国際交流部会
平成２４年度は主として OISTAT 日本センターを通じ海外諸団体との交流を図る
と共に、同センターが企画した劇場用語用いたトークショウの開催に協力し又若

手会員を中心としてこれに参加した。
更に韓国産業技術試験院（KTL）の招きにより関係者を韓国に派遣し技術交流を
拡大、強化した。
３） 編集部会
機関誌 JATET 及び JATETL ジャーナルとも環境の悪化を踏まえ、編集委員会を
含めた体制の再構築を事業委員会に於いて協議を続けたが結論を得るに至らず誠
に残念ながら２４年度は発行無しに終わった。
４） インターネット部会
平成２４年度に於いては協会会議室に於いて部会を月１回、年１２回開催し JATET ニュ
ースを月例、号外併せ２０回発行し協会事業の適切かつタイムリーな広報を行った。本ニ
ュースの配信先も１０００件を超え、協会広報活動の中心としての機能を果たしている。
尚当部会の PC 等が老朽化かつ陳腐化したためソフトを含め更新した。ホームページの
更新と併せ充実した広報活動を展開した。
（３） 技術委員会
協会事業の要となる調査研究を司る委員会として、所属５部会の基本方針を審議決定す
ると共に、各部会共通の課題を統括するため、平成２４年度は協会会議室に於いて
６回の委員会を開催、協会事業活性化に向けての中心的役割を果たした。
特に前年に引き続き東日本大震災被害からの復興再生の実態を調査研究を実施し、そ
の成果を JATET FORUM ２０１２－１３として成功裡に開催出来たことは公益社団法人
としての社会的使命を遂行ために多大な貢献をした。
各委員会における主たる審議事項並びに所属部会の活動状況は次の通りである。
第１１回技術委員会（平成 24 年 8 月 7 日（火）14：00～15：50）
技術委員会委員選任の件、所属部会委員選任の件及び特定資産準備金対応事業
実施の件
第１２回技術委員会（平成 24 年 10 月１５日（月）18：00～20：00）
技術委員会委員長選任の件及び特定資産準備金対応事業実施の件
第１３回技術委員会（平成 24 年 11 月 13 日（火）14：30～15：50）
劇場・ホールの復興、再生調査研究事業（特定資産準備金対応事業）実施の件
第１４回技術委員会（平成 24 年 12 月 18 日（火）14：30～17:30 ）
劇場・ホールの復興、再生調査研究事業実施の件
第１５回技術委員会（平成 25 年 2 月 15 日（金）17：00～19：00）
劇場・ホールの復興、再生調査研究事業実施の件
第１６回技術委員会（平成 25 年 3 月 13 日（水）17：00～19：30）
劇場・ホールの復興、再生調査研究事業実施の件

（４） 技術委員会所属部会
機構、照明並びに音響の３部会は社団法人電気設備学会と協同で「劇場等演出空間電
気設備指針」の見直し、改定を平成２４年度の当協会特定事業活動の一つとして取進
めた。各部会の他の活動は次の通りである。
1) 建築部会
平成２４年度は部会を８回開催し、「東日本大震災の被害対応」のテーマでアンケート調
査、ヒアリング調査を行った。その結果を JATET FORUM２０１２－１３において発表した。
建築部会の下に木造劇場研究会（座長山崎泰孝理事）を設け研究会を開催した。木造劇
場並びに芝居小屋の魅力を分析するために、テーマを決めて掘り下げを行った。
（実施した事項）
１． 東日本大震災による震災対応調査（アンケート）
アンケートの作成・分析
２． 東日本大震災による震災対応調査（ヒアリング）
ヒアリング内容の検討、実施、分析
３． JATET FORUM ２０１２－１３の資料集編集
４．

同上

の資料集執筆

５．

同上

の参加

６． 東京国立博物館の見学
2) 機構部会
平成２４年度は部会を月例で１０回開催し、主として次に掲げる事項の調査研究を行っ
た。又「劇場等演出空間電気設備指針」改定及び「劇場演出空間運用基準」の策定に全
面的に協力した。
・前年度継続事業として“舞台機構関連指針の経年見直し準備検討”、更に新規事業とし
て“事故、トラブルに関連し見直すべき事項”の検討を行った。
3) 照明部会
基本方針を審議決定する部会を隔月開催すると共に、小委員会及び調査研究会を必要
に応じ随時開催し、懸案事項の具体的な解決を図るべく討議、研究作業を行った。
又 JATET FORUM 2012-13 に照明部会として参加し「東日本大震災による劇場・ホー
ルの被害調査報告」でアンケート調査報告の発表を行った。
平成２４年度は協会会議室に於いて部会を 7 回開催し下記に掲げる調査研究を行った。
（研究テーマ）
・「劇場演出空間運用基準協議会」の対応の検討
・「IEC 及び JIS 関連の動向等」の報告、対応の研究
・JESCII の取扱い及び現状把握と今後の課題の研究

又、各調査研究委員会を随時開催し下記の通り事業活動を行った。
（A）劇場等電気設備調査委員会
“電気設備の技術基準の解釈”の改正に伴い、一般社団法人電気設備学会と協同で
「劇場等演出空間電気設備指針」の改定作業を行った。
照明部会として,委員会３回、分科会７回及び３回の編集委員会にそれぞれ参加し、
平成２５年３月末に最終原稿を完成させた。
（B）（仮称）今後の劇場、ホールの照明設備、照明機器に関する調査研究委員会
テーマ別にワ―キンググループで実施した調査研究を、上記の委員会において統合
整理し、調査研究を更に発展させるべくテーマの絞込み作業を行った。
（C）JATET－L 規格改正調査委員会
JATET-L 規格については次の１１規格が定時見直しの対象となり、上記委員会を
新たに設け、継続（確認）、改正、廃止の検討を行った。
イ） 継続（確認）
JATET-L-6090 「COMOS フロッピーディスク調光データフォーマット規格」
JATET-L-7110-2「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-7190 「劇場等演出空間用照明設備更新のためのガイドライン」
JATET-L-7191 「劇場等演出空間用照明設備の劣化診断・適正更新時期判定
プログラムーJATET-L-7190 対応」
ロ） 改正
JATET-L-3030-4 「演出空間専用差込接続器 C 型 20A 規格」
JATET-L-5040-4 「演出空間専用差込接続器 C 型 30A 規格」
JATET-L-5050-4 「演出空間専用差込接続器 C 型 60A 規格」
JATET-L-6060-4 「演出空間専用差込接続器 D 型 20A 規格」
JATET-L-7100-3 「演出空間用調光装置の表示規格（銘板類）」
ハ） 廃止
該当なし。
二）継続審議
JATET-L-5070-3 「演出空間用照明器具等の銘板類の表示規格」
JATET-L-5080-3 「演出空間用照明器具及び照明機材等の安全確保のための
表示ガイドライン」
4) 音響部会
平成２４年度は部会を４回開催し下記に掲げる事業を実施した他、「劇場等演出空間電気
設備指針」について、機構、照明部会と共に参加しその改定作業を行った。
又 JATET FORUM２０１２－１３についてアンケート調査の分析検討を行いその成果を発表
した。

（研究テーマ）
・パワーアンプ出力対消費電力の測定試験の実施
・測定試験結果の分析調査と報告
5) 映像部会
平成２４年度は分科会も含めた合同部会を隔月に 1 回開催し次に掲げる事業を行った。
・「劇場等演出空間運用基準協議会」に協力し大型映像装置の安全に関する JATET
基準を制定。
JATET-V-1020 「仮設における大型映像装置の安全運用基準」
・JATET 規格「JATET-V－1010 自発光方式大型映像装置用語解説集」の改定作業
を行った。
・デジタル映像機器の入出力端末の統一基準策定の検討を行った。
・２K,4K,8K の高精細度大型映像と３D 等に関し、NHK 技術内覧会他多数の展示
会の視察を行い情報収集、調査を行った。
Ⅲ．特定事業
平成２４年度は次の通りの特定事業を実施した。
１） 劇場・ホールの復興再生調査研究事業の実施
昨年度の引き続き東日本大震災の被害に関する情報収集、調査、研究事業を実施した。
今年度は劇場・ホールの震災被害からの復興、再生状況についてアンケート調査及び被
災地の劇場の聞取り調査を合わせ実施した。
アンケートは全国の約２５００の劇場・ホールに発送し１０５０館から回答を頂いた。
又聞取り調査は岩手、宮城、及び福島の３県の劇場を訪問し調査した。
技術委員会に於いて調査結果の分析、検討を行い報告書を資料集として作成した。
本研究の成果を多くの関係者と共有し、今後の対応の礎とするべく次の通り報告会を
“JASTET FORUM ２０１２－１３”として開催した。
又資料集を当日の来場者に配布すると共に、全国約１６００の劇場に無償で配布した。
開催月日：平成２５年３月２７日（水）
会

場：座高円寺２

共

催：社団法人全国公立文化施設協会
（注）平成 25 年 4 月 1 日付で公益社団法人に 移行
テーマ： 東日本大震災による劇場・ホールの被災調査報告
“劇場・ホールにおける防災・安全・技術（その２）”
（第1部）

劇場・ホールにおける震災対応に関する全校調査報告

（第2部）

震災被害に対する復旧改修工事の事例報告

（第3部）

パネルデイスカッション

来場者数：１５０名
２） 劇場等演出空間電気設備指針の改定
平成１１年に当協会と㈳電気設備学会の共著で発行した上記指針が平成２３年に
「電気設備の技術基準の解釈」が改定されたことに伴い改定を行うこととなり両者による委
員会を創設し改定作業を行った。当協会は技術委員会が主体となり各部会が各々の分
野で改定作業を行い２４年度末に最終原稿を完成させた。
３） 劇場施設見学会
平成２４年度は次の通りの見学会を実施した。
平成２４年６月２０，２１日 東急シアターオ―ブ（所有者主催の内覧会）
平成２４年７月３日
平成２４年１１月 2 日

オリンパスホール八王子（八王子市民会館）
由利本荘市文化交流館カダ―レ

平成２５年２月１８日

東京芸術劇場

平成２５年３月１２日

大阪フェスティバルホール

４） JATET サロンの開催
平成２４年１１月３０日

第 1 回 JATET サロン 於協会会議室

平成２５年２月２２日

第 2 回 JATET サロン 於東京芸術劇場

５） ワールド・ライティング・フェアの開催
全国舞台テレビ照明事業協同組合主催のワールド・ライティング・フェア２０１３
が平成２５年 1 月９日から１０日に世田谷パブリックシアターにて開催された。
当協会は共催者として参画したが、今回は規模縮小されたこともあり書籍コーナー
に協会出版物の展示のみ行った。
６） 韓国産業技術試験院（KTL）交流事業の実施
韓国産業技術試験院から舞台機構を中心とした技術及び安全についての交流を行うべく
要員の派遣要請があり、平成２４年９月１７日から２１日まで２名を派遣し、韓国舞台技術者
に対する安全を主体とするレクチャー並びに今後の技術交流についての協議を行った。
Ⅳ．事業区分
平成２４年度に実施した上記事業の事業区分は次の通りである。
１） 公益目的事業 1（公―１）
事業の内容：劇場演出空間施設並びにこれに関連する設備・機器の安全確保と技術
の向上に関する調査研究、標準の検討・作成及び普及

実施した事業：
１．技術委員会所属の部会（建築部会、機構部会、照明部会、音響部会及び映像
部会が実施した調査研究、標準作成及び普及
２．特定事業２）「劇場等演出空間電気設備指針」の改定
２） 公益目的事業２（公―２）
事業の内容：同上に関する情報の収集及び提供
実施した事業：
１．特定事業１）「劇場・ホールの復興、再生調査研究事業
２．国際交流部会が実施した事業
３．特定事業５）“ワールド・ライティング・フェア２０１３”の開催
４．インターネット部会が実施した事業及び JATET ニュースの発行
３） 公益目的事業３（公―３）
事業の内容：同上に関する人材育成
実施した事業：
１．教育研修部会が実施した劇場施設見学会並びに JATET サロンの開催
以上

