な芸術享受機会の充実に向け、ライブとコンテンツの調和のとれたバラン
スある発展が必要です。基本法制定後の10年を検証し、文化芸術の振興を
国の政策の基本に据え、文化芸術政策の飛躍的な充実と芸術の創造のサイ
クルをデジタル時代に相応しいものとして再構築する時だと考えます。超党
派音楽議員連盟がこれからの文化芸術政策の在り方を展望し、文化芸術立
国への取り組みの道筋を議論します。

12月7日（水）

2011年

日時：

ホテル・オークラ「曙の間」

会場：

◆シンポジウム（18：00〜19：30）

無料 【締切：12月1日（木）】

主催者挨拶：

野村

来 賓 挨 拶：

中川正春（文部科学大臣）

司

鈴木

会：

萬（文化芸術推進フォーラム議長）

寛（音楽議員連盟幹事長・参議院議員）

中野寛成（音楽議員連盟会長・衆議院議員）

パ ネリスト：

塩谷

立（音楽議員連盟副会長・衆議院議員）

斉藤鉄夫（音楽議員連盟副会長・衆議院議員）
市田忠義（音楽議員連盟副会長・参議院議員）
服部良一（音楽議員連盟副会長・衆議院議員）
※出席者は都合により変更になる場合もございます。

◆懇親会（19：35〜21：15）〈お楽しみライブ付〉
参

加

費： 1万円

【文化芸術推進フォーラム 構成団体】
（社）
日本芸能実演家団体協議会／一般社団法人日本音楽
著作権協会／一般社団法人日本レコード協会／一般社団法人日本音楽出版社協会／日本音楽
作家団体協議会／芸術家会議／（社）
日本オーケストラ連盟／（社）
日本クラシック音楽事業協会
／（財）音楽文化創造／（協）
日本映画監督協会／（協）
日本シナリオ作家協会／芸術文化振興連
絡会＜PAN＞
【お申込み・ お問合せ】

▲

◦国会関係 音楽議員連盟 鈴木 寛事務所
◦芸術関係・一般 文化芸術推進フォーラム
（担当：佐野／大井）
〒160-8374 東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎2階 芸団協内
tel：03-5909-3060 fax：03-5909-3061 e-mail：sforum@geidankyo.or.jp
▲

※お名前（フリガナ）、
ご所属、電話番号、fax番号（e-mail）、参加希望のプログラム
（シンポジウム／フォーラム１／２／３）
を明記の上、お申し込みください。締切後に
参加確認書をお送りします。

主催：音楽議員連盟／文化芸術推進フォーラム
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●シンポジウム

本格的なデジタル化時代を迎え、伝統文化の継承と芸術の豊かな創造、多彩

文化芸術振興基本法 年を検証し、
これからの文化芸術政策を展望する

文 化 芸 術 振 興 基 本 法 制 定 1 0 周 年 記 念

1

人々の文化芸術の
創造・鑑賞・体験機会の充実のために

Forum

─ 63万の文化予算増額国会請願署名を生かして
日時：11月8日
（火）12：00〜13：00

会場：参議院議員会館109号室
（B1F） 【締切：11月4日
（金）】

西川信廣（日本劇団協議会会長） 大澤隆夫（仙台フィルハーモニー管弦楽団専務理事） 山本章弘（能楽協会理事）ほか

発言：

日本経済の厳しい環境のなか演劇、音楽、舞踊、演芸、伝統芸能などの実演芸術の国民の鑑賞機会は近年減少するとともに、全国の
創造と鑑賞機会の地域間格差も拡大しています。
さらに東日本大震災により文化芸術活動も大きな被害、停滞を余儀なくされています。
第三次基本方針には、芸術団体の活動を活性化する新たな助成の仕組みとその効果的な運用を図る助成制度の導入、劇場・音楽堂等
の法的基盤の整備検討を謳っていますが、その実現とその充実には予算の確保が必要です。63万署名の思いを生かした文化芸術政策
の充実と大幅な予算増加が必要な時です。
また、芸術活動を進める非営利芸術組織への寄付の促進のため、生命保険と同様、年末調整で所得控除が可能な制度の導入が寄附
文化の醸成に必要と考えます。
これらの課題は、文化芸術振興基本法に基づく第三次基本方針に謳われており、
日本の実演芸術の振興
を図る恒常的な制度として早急に確立することが求められます。

2

私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを

Forum

日時：11月17日
（木）12：00〜13：00

椎名和夫（芸団協常任理事）ほか

会場：参議院議員会館103号室
（B1F） 【締切：11月14日
（月）】

発言：

◆私的録画補償金制度の抜本的な見直しを
私的録画補償金の支払いを巡る私的録画補償金管理協会
（SARVH）
とメーカーとの裁判で、2010年12月東京地裁は、
デジタル放送
専用録画機を補償金制度の対象としながらも、
メーカーの協力義務には法的強制力が伴わないとの判断を示しました。
これは著作権法
上の制度的な欠陥を指摘したものであり、
この問題はもはや、
権利者と機器メーカーとの間の単なる利害対立という構造を超えています。
今後も国民すべてが豊かな文化を安心して享受し続けられるような環境を実現するためには、
「私的な利便性」
「技術革新」
「創造のサ
イクルの維持」、
これらの命題の調和を図る国民的なコンセンサスを確立し、新たな制度的な対応─デジタル時代に相応しい私的録音
録画補償金制度の抜本的な見直しが必要です。

3

懸案の著作権法改正を

Forum

─ 映画監督の権利と著作権の保護期間

日時：11月24日
（木）12：00〜13：00

会場：参議院議員会館109号室
（B1F） 【締切：11月21日
（月）】

崔洋一（日本映画監督協会理事長） 大家重夫（久留米大学名誉教授） 浅石道夫（日本音楽著作権協会常任理事）ほか

発言：

◆映画・映像における映画監督等の著作権の見直しを
映画は、劇場での上映からパッケージ化、放送やインターネットでの多面的な利用へと利用形態は拡大と変化を続け、
また近年取り組
まれてきた映画振興策と映画界の努力で、鑑賞者数は増加の兆しをみせています。
しかし、映画の創作に直接携わる映画監督・実演家・
メインスタッフには映画の利用に対して著作権法上の経済的な権利は与えられておらず、創作者の意欲を支えるシステムになっていな
いという大きな問題があります。
1970年の現行著作権法制定時から急速に変化する映画製作、上映、流通、享受環境の中で、創作に携わる者がその力をさらに発揮
し、
日本の映画、映像を世界にも発信するまでに育成するためには、今の時代に相応しい著作権法の見直しが必要です。

◆著作権および著作隣接権の保護期間の延長を
ヨーロッパ、南北アメリカ、最近ではロシア、
シンガポール、オーストラリア、韓国など多くの国で著作権存続期間は「著作者の死後70
年」
となっており、文化芸術の振興に力を注ぐ主要国のうちで50年にとどまっているのは日本だけといってもいい状況です。
これは他国
では保護期間内にある著作物を、保護期間の短い国での著作権の消滅後に流通させることが可能となり、
コンテンツ流通にひずみをも
たらします。音楽、映像、美術に加え書籍までもがネットワーク上で流通する時代となり、
ますます保護期間の国際的な調和の必要性は高
まっています。
クリエーターを育て、文化芸術産業を育成し、文化芸術の国際交流を促進するために、著作権は「著作者の死後70年」に、実演・レコー
ドは少なくとも
「実演或いは発行後70年」に延長することが急務です。

戦時加算義務の解消を
サンフランシスコ平和条約（1951年調印）において、
日本は、連合国民の一部の著作物の著作権について、通常の保護期間に約10年
を加算して保護することになっています。現在一方的に戦時加算の義務を課せられているのはわが国のみであり、
この問題が解決され
ない限り戦争は終わらないと考えています。
※お申込み・お問合せ先は表面をご参照ください。 ※フォーラムへのご参加には、議員会館の通行証が必要です。開始10分前ま
でにロビーにてお名前を確認の上、通行証を配布いたします。
（当日申込不可／12:15以降は入館できませんので、
ご了承ください）

― 文化芸術振興基本法 10 周年記念 フォーラム・シンポジウム申込み用紙 ―

tel:

団体名：
e-mail:

fax:

※事前に参加確認書をお送りしますので、必ず fax または e-mail をご記入ください。
[フォーラム１]

人々の文化芸術の創造・鑑賞・体験機会の充実のために
６３万文化予算増額国会請願を生かして

日時：11 月 8 日（火）12：00-13:00 会場：参議院議員会館 109 号室（B1F）
【締切：11/4（金）
】
フリガナ

お名前
[フォーラム２]

私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを

日時：11 月 17 日（木）12：00-13:00 会場：参議院議員会館 103 号室（B1F）
【締切：11/14（月）
】
フリガナ

お名前
[フォーラム３]

懸案の著作権法改正を－映画監督の権利と著作権の保護期間
戦時加算義務の解消を

日時：11 月 24 日（木）12：00-13:00 会場：参議院議員会館 109 号室（B1F）
【締切：11/21（月）
】
フリガナ

お名前
（参加される方のお名前をご記入ください。複数名の場合は、枠内に連ねてください。
）
※フォーラムへのご参加には、議員会館の通行証が必要です。開始 10 分前までにロビーにてお名前を確認
の上、通行証を配布いたします。
（当日申込不可／12:15 以降は入館できませんので、ご了承ください）

基本法１０年を検証し、
これからの文化芸術政策を展望する

[シンポジウム]

[懇親会]

18:00-19:30

19:35-21:15
参加費：1 万円

日時：12月7日（水）会場：ホテル・オークラ【締切：12/1（木）
】
フリガナ

お名前

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

ご出席・ご欠席

フリガナ

お名前
フリガナ

お名前
フリガナ

お名前
フリガナ

お名前

（ご出席・ご欠席いずれかに○印をご記入ください。
）

FAX 送信：03-5909-3061 芸団協 佐野／大井 行

