
“Trans Asia Music Meeting 2020” 

共同声明 / Joint Statement 

 

 

 “Trans Asia Music Meeting（TAMM）”は、沖縄とアジアの音楽ネットワー

ク構築と、沖縄音楽の海外発信を目的に 2016 年にスタートしました。この約 4

年の間に、世界の音楽業界の状況は大きく変わり、TAMM の役割も少しずつ変

化してきました。 

 アジア各国においても音楽ネットワークはより良い形で機能するようになり、

マーケットは世界中に広がっています。その背景には、音楽関係者が日々築い

ている直接的なつながりがあります。アジアの音楽関係者が情報を共有し、強

く結ばれることは、音楽文化の発展のために非常に重要です。 

 また音楽をはじめとする文化やソフトのパワーは、社会的なインフラとして

欠かすことができません。それを永続的に維持していくことは私たちの大切な

役割でもあります。 

 

 今回、新型コロナウイルス（COVID−19）の流行により、旅行の禁止と制限

のため、残念ながら多くの登壇者がキャンセルせざるをえませんでした。そう

した中でも、多くの音楽関係者が TAMM に参加してくれました。皆ビジネスが

繁栄するために何年もかかるであろうことを理解していますが、継続的で定期

的な直接的な対面会議が持続可能で前進するための唯一の方法であることも知

っています。 

 友情は音楽ビジネスの上での真の通貨であり、文化は社会的、政治的、また

は経済的に影響力を持つ真の通貨です。 

 デリゲーツはアーティストの機会を増やすために、頻繁に会う必要があり、

TAMM はアジアのネットワーク接続を強化するイベントの 1 つでもあります。 

 私たちのネットワークに行政からのサポートは重要です。すぐに明らかな効

果を示すことはないかもしれませんが、長期的には大きなプラスの効果を与え

るものに投資していることを理解していただけることを望みます。 

 私たちはこれからもアジア発の音楽のネットワークをひとつの軸として、音

楽文化の発展に寄与していきます。 
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沖縄県那覇市 
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“Trans Asia Music Meeting (TAMM)” was launched in 2016 with the aim of 

building a music network between Okinawa and Asian countries and spread 

Okinawan music overseas. These last four years, the state of the global 

music industry has changed dramatically, and the role of TAMM has 

changed little by little. 

 

 Everywhere else in Asia, music networks are functioning better and 

markets are expanding around the world. Behind this is the direct 

connection that music professionals are making every day. It is very 

important for Asian music stakeholders to share information and be strongly 

connected for the development of music culture. 

 

The power of culture and software, including music, is indispensable as a 

social infrastructure. Maintaining it permanently is also our important role. 

 

Despite the epidemic of new corona virus (COVID−19) that caused many 

delegates to cancel due to travel bans and restrictions. Even so, many music 

professionals participated in TAMM. 

 

They understand that it may take years for business to flourish, but also 

know that a continuous and regular face-to-face meeting is the only way to 

move forward in a sustainable manner.  

 

Friendship is the true currency of the music business and culture is the true 

currency of influence - whether socially, politically or economically.  

 



The delegates would need to meet often as it is how they increase artists 

opportunities, and TAMM is one of the events that help solidify the Asian 

network connection.  

 

Government support is important to our network. We may not see any 

obvious benefits right away, but we hope you understand that we are 

investing in something that has a big positive effect in the long term. 

 

We will continue to contribute to the development of music culture, with the 

Asian music network as one axis. 

 

 

23nd February 2020 

Naha-city,Okinawa,JAPAN 

 


