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リー」が確立したのは，1970年代のイギリスや
アメリカであった。「それまでは歴史に史料を
残すことのなかったマイノリティや女性たちの
声を残す手段として，特に女性史や労働史の
手法として」，オーラル・ヒストリー研究は活発
化していった（酒井，2008：12頁）。現在もな
お，発展途上の研究方法であり，現在，日本
の研究者の間では，方法論として大きな2つの
流れがあるように思われる。

以下に，整理しておく。

（1）公人（政策決定者）の口述記録
重要証言や新事実，秘話などを聞き出す。

最も代表的な実践者は，御厨貴・東京大学

名誉教授である。彼のプロジェクトは，「オー

ラル・ヒストリー」を，「公人の，専門家による，

万人のための口述記録」と定義し，政治家，

官僚，実業家への聞き取り調査を蓄積し，政

策決定プロセスの解明を目指している。

御厨氏は，「オーラル・ヒストリー」の方法論
を簡潔・明瞭にまとめた著作の中で，「オーラ
ル・ヒストリーの面白さは，自分で書いたら出
てこないもの，あるいは自分で書いたら違う形
になっているものを引き出すことにある」と記

─1. はじめに

放送史研究においては，文書資料や映像・
音声に加え，放送の発展に寄与した人々の証
言が用いられてきた。NHK放送文化研究所

（以下，文研）では，関係者の証言を収集し，
文字として記録されていない放送の歴史に新た
な光を当てる「放送のオーラル・ヒストリー研
究」を数年前から続けているが，その方法論
はまだ確定しておらず，現在も模索中である。

本稿では，「オーラル・ヒストリー研究」のよ
り実践的な活用を目指して，日本における研究
動向の全体像を俯瞰，整理するとともに，放
送史における課題を抽出する。さらに，2016
年度に文研内で実施した「オーラル・ヒストリー
研究会」1）での議論をベースに検討を進めてき
た，放送史研究に資するための「オーラル・ヒ
ストリー」の基本的な考え方と具体的な方法論
について報告したい。

─2．「オーラル・ヒストリー研究」の2つの流れ

「オーラル」，つまり「口述」資料を使った研
究自体には長い歴史があるが，人々の語りに注
目した意識的な方法論として「オーラル・ヒスト
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す（御厨，2002：145頁）。政治家など「公人」
の多くは自ら回顧録や自伝などを書く場合も多
い。御厨氏らの研究は，歴史の当事者である

「公人」に対して，聞き手が自分たちの問題意
識を投げかけることによって，回顧録，自伝を
超えた，より深い歴史を探ろうという試みであ
る。

（2）対象者のライフ・ストーリー
あるテーマを設定し，対象者の環境も含め，

主観的記憶の積み重ねを通した事実認識を

探求し，さらに「対話」を重要視することで語

りのリアリティーを構築する。「日本オーラル・

ヒストリー学会」は概してこの手法をとる。

2003 年に設立された｢日本オーラル・ヒス
トリー学会」（Japan Oral History Associa-
tion）2）の設立メンバーの一人であり，この研究
方法の第一人者である桜井厚・元立教大学教
授によれば，「オーラル・ヒストリー」は「従来
の政治史にもっぱら見られる公文書などの文
字記録による『上からの歴史』に対して，あま
り文書記録がない民衆史や生活史などの『下
からの歴史』叙述に利用されることが多い｣

（桜井，2012：11頁）。文書資料には記述さ
れてこなかった，人々の語りを丹念に紡ぎ集
めることによって，歴史に新しい光を当てる試
みである。

─3. 放送史における課題

これまでにも，放送史研究のために放送関
係者の証言収集は行われてきた。たとえば，

『放送五十年史』（日本放送協会編，1977）や
『20世紀放送史』（日本放送協会編，2001）と

いった書籍編集の際には，300近い証言を収
集している。その膨大な音声記録は，現在ほ
ぼテキスト化され，デジタル媒体で保存されて
いる。

しかしながら，これらは，あくまで文書資
料の欠如を補うことを目的として収集されたも
のである。現在，放送史を研究するためには，
証言の分野に偏りがあり，資料として十分であ
るとはいえない。

また，収集した当時は，事後の活用は想定
されなかったものと考えられるため，対象者の
許諾範囲が不明である。このため，証言を公
開することなどを含めて，直接的に使用して研
究することは，現状では極めて難しい。

─4. 放送史研究における
────「オーラル・ヒストリー」の基本的な考え方

放送史研究とは，単なる放送業界の歴史で
はない。放送が，社会や文化とどのような関
係にあり，それらにどのような影響を与えたか
を明らかにしていくことが重要なテーマとなる。
すなわち，政治・経済はもちろん科学・技術な
ど多岐にわたる分野と，放送との関連性を見つ
めていく必要がある。

対象者との「対話」を通して，歴史を紡ぐ
（2016年に行った元NHKアナウンサー・武井照子氏

へのインタビュー）
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このため，放送史研究のための「オーラル・
ヒストリー」には多様なアプローチが求められ
る。前述の2つの流れを学びつつ，新しい方
法論を構築すべきであろう。

たとえば，放送局の幹部，放送行政に関係
した政治家，官僚，学者といった「公人」も，
幼少期・青年期に，どのようにラジオ，テレビ
に接触したのか，どんな影響を受けたのかは，
ほとんど記録に残さないであろう。こうした，
いわゆるメディア体験を聞き取ることは，各人
の「放送観」を知るという観点から，その意義
は小さくない。

またたとえば，放送現場の，いわゆる「裏方」
の人々の足跡は，多くの場合，記録に残らない。
彼らの語りをひろい集め，それが「放送」とい
う大きな流れの中で，どんな役割を果たしたの
か，あらためて位置づけ直すことには，大きな
意義がある。

こうした点を踏まえたうえで，「オーラル・ヒ
ストリー研究会」では，メンバーがそれぞれの
放送現場で得た経験則を持ち寄り，方法論・
試案を作成した。【p.84-85表を参照】

作成にあたっての指針は，以下のとおりであ
る。

○  対象者に対して「なに」を聞きたいのか，

その問題意識を明確に持っておく。

「オーラル・ヒストリー」は，体験談を漫然と
聞くものではない。通常の調査や取材と同様，
事前に，対象者の経歴などの基礎知識やその
時代背景を調べるのは当然だが，それを踏ま
えて，放送史における何を明らかにしたいのか
を，明確にしておく必要がある。【p.84（A）を
参照】

ただし，これは聞き手が調べた事項につい

て，対象者に“確認”していくことではない。
あくまでも聞き手の問題意識は，最初の出発点

（仮説）にある。「オーラル・ヒストリー」の本質
は，対象者が，聞き手との対話の中で，記憶
をひもときながら，その時代の感覚，発想を
喚起し，新しい「発見」をともに探求していくこ
とである。【p.84（B）を参照】

○「このひとが」「このように語ったこと」が，

「記録」として重要である。

人間の「記憶」は曖昧であり，対象者があ
とから見聞したことが混在していることが少な
くない。このため証言には，年代，人名，事
実の経緯等，文書・史料等と矛盾するものが
含まれている可能性は高い。ただここで重要
なのは，文書・史料等が「真実」であり，証
言が「正しくない」として，すぐに切り捨ててし
まわないことである。

その理由として2つ挙げておこう。
①文書・史料もまた作成者の意志によって「作

られたもの」であり，完全に「客観的なもの」
と断じることはできない。たとえば，それが
公文書であれば当局の，日記であれば著者
の意図や主観が含まれている。

②複数の文書やほかの証言などと照らし合わ
せたうえで，対象者の証言が「誤認」してい
る可能性が高いとわかった場合でも，むしろ

「なぜ，このような認識が生まれたのか」とい
う背景を探ることによって，より深い，事実
の多角的な解明につながる可能性がある。
したがって，

○ 対象者の「語り」こそが「真実」である，と
は断定しない。

○ 文書・史料，ほかの証言などと照らし合わ
せて，対象者の証言の背景を明らかにし，
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より多角的な「事実」に迫る努力をする。
　ということが重要となる。「歴史は決してひと
つではない，しかしなんでもありでもない」（成
田，2015：208頁）ことを絶えず意識し，周辺
の情報とあわせて，分析，吟味したうえで証言
を記録していくことが必要なのである。

─5.オーラル・ヒストリーは，
────「保存」と「活用」で完結する

聞き取った証言をテキスト化し，著作物等で
使用することが，インタビューの最終目的であ
ることは多い。そのため，インタビュー時に収
録されたオリジナルの音声（映像）データなど
は，これまで軽視されがちだったのではない
か。しかしこれでは，証言の「記録」としての
価値を半減させることになりかねない。そこで，
証言を整理し，活用できる基盤整備を，具体
的に示す。【p.85（C）を参照】

音声（映像）データは，聞き手の当面の目的
に「必要のない」情報であっても，のちに重要
な史料的価値を持つ可能性がある。

そこで聞き手は，インタビュー終了後速やか
に，音声（映像）データを，いつ，どういう範
囲に，どのような形で利用してよいか，その可
否を含めて，対象者の意志を詳細に聞き取り，
書面等に残しておくことが望ましい（書面がな
い場合，時間経過とともに，証言をどういう形
で利用してよいかが不明となり，活用できない
ものとなってしまう）。

音声（映像）データは，研究の視点によっ
ては，たとえば，対象者の語りのテンション，
間合い，表情などに，文字に起こされた「テ
キスト」よりもはるかに大きい情報性を引き出
せる可能性を持つ。　　　　　

今後は，対象者の意向を厳守しつつ，これ
らのデータについて，多くの研究者がアクセス
できるシステムの構築をしていくことが求めら
れるのではないか。
「歴史とは現在と過去との間の尽きることを

知らぬ対話である」（E.H.カー）とするなら，
「オーラル・ヒストリー」とは記憶の蓄積であり，
現在はもとより，次代の人々が過去と対話し，
歴史をひもとくうえでの重要な手がかりとなるこ
とは明らかである。

（ひろたに きょうこ/よしだ いさお）

注：
 1） 研究会のメンバーは以下の 14 名である。宇治橋

祐之，大森淳郎，岡田元，塩田幸司，島田匠子，
七沢潔，原美和子，東山一郎，広谷鏡子，松山
秀明，三矢惠子，山田潔，吉田直久，吉田功

 2） 口述史料を扱う日本の研究者だけでなく，さまざ
まな分野の実践者がジャンルを越えて相互交流
し，方法論を研鑽して理論研究もできる場として
設立された。会員数：250 名（2017 年 8 月現在）。

参考文献：
・ 成田龍一（2015）『戦後史入門』河出文庫
・ E.H. カー著　清水幾太郎訳（1962）『歴史とは何か』

岩波新書
・ 酒井順子（2008）『市民のオーラル・ヒストリー

―歴史を書く力を取り戻す』（かわさき市民アカ
デミー出版部）

・ 御厨貴（2002）『オーラル・ヒストリー　現代史
のための口述記録』中公新書

・ 桜井厚（2012）『現代社会学ライブラリー 7　ライ
フストーリー論』弘文堂

・ 山田富秋，好井裕明編（2013）『語りが拓く地平
―ライフストーリーの新展開』せりか書房

文研での「オーラル・ヒストリー研究」：
・ 廣谷鏡子（2012）「『口述』＜『文書』ではない。～オー

ラル・ヒストリーがひらく，放送史の新たな扉」『放
送研究と調査』11月号
以下，いずれも『放送研究と調査』「シリーズ　放

送のオーラル・ヒストリー」掲載
・ 東山一郎（2013）「放送の国際化の現場」①②
・ 廣谷鏡子（2014，2015，2016）「『テレビ美術』の

成立と変容」（1）～（5）
・ 廣谷鏡子（2016，2017）「『放送ウーマン』史」（1）

～（3）
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A. 事前の準備にあたって

①テーマの設定
「何を明らかにしたいのか」「誰に聞くことでその目的を達成できるのか」を考
察する。実施の順番などは，重要度より，対象者の健康状態等を優先する
場合もある。

②関連資料の収集・閲覧 対象者についての資料，著書，個人史，関連する番組（テレビ･ラジオ），
写真資料など。

③年表の作成 社会全体の流れ，放送史，対象者の個人史を，並列で作成する。

④キーパーソン〈協力者，仲介者〉
　の存在

対象者その人でなく，テーマについて包括的に理解している人に協力・仲介
を求めることにも非常に利点がある。放送の同じ分野の関係者，その分野
に詳しい研究者など。

B. 聞き取りに際して
（スムーズに聞き取りを進めるうえにおいて，有効的ではないかと思われるヒント，手がかりを列挙した。）

①事前資料の配付 当日，対象者が話しやすいように，事前にインタビューしたい内容を列挙し
たもの，年表等を渡しておく。

②証言の活用についての確認，
　書類作成

証言は「録音」（または録画）し，また，データに関する今後の保存，活用
の仕方について詳細にやりとりし，書面（「活用に関する書類」）に残す。

③ICレコーダー 故障の可能性もあり，できれば2台使用する。スイッチを入れる前に，必ず
録音する旨を対象者に伝えること。

④聞き手の人数 複数名（2，3名程度）がよい場合が多い。メイン，サブなどの役割分担を
明確にしておくと，聞き逃しなどを防ぐメリットがある。

⑤「映像」を最大限に活用 「映像，音声（テレビ・ラジオ番組など）」がある場合は，視聴しながらのイ
ンタビューが効果的である（「放送史」ならではの利点）。

⑥質問の方法 事前に準備した年表等を活用し，対象者の生い立ちから現在までを，時系
列で聞いていくほうが話しやすい場合が多い。

⑦「座談会」の活用

テーマによっては，対象者が複数のこともある。座談会は全体の流れを把
握するうえで有効だが，発言が偏ってしまう場合もあるので，あくまで事前
取材として考え，あらためて個別に取材することが望ましい。多くても人数
は5，6名をめどに。

放送の「オーラル・ヒストリー」方法論・試案
 （文研「オーラル・ヒストリー研究会」案）

研究会では，放送史研究において，オーラル・ヒストリーを行う際に重要と思われる事項を整理した。
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⑧時間・回数
1回のインタビューは2～3時間が限界（対象者の健康状態に十分配慮）。で
きれば複数回に分けて行うほうがベター。また，実施後，内容に不明な点
がある場合，電話等での再取材により新たな発見もある。

⑨写真・映像の撮影

聞き手は対話に集中し，別のスタッフが行うのが理想。とくに映像撮影に関
しては，デジタルカメラなどを据え置きにするほうが無難（ただし，その時
代・分野に関連するカメラマンらに協力してもらえるのであれば，撮影のみ
ならず，聞き手としても期待できる可能性が高い）。

C. 保存，整理，活用について
（「貴重な証言」を「活用できる記録」とするために，必要と思われる事項を整理した。）

①インデックス作成 記憶が鮮明なうちに作成する。対象者の氏名，経歴，インタビュー日時，場
所，印象に残った部分の簡単な要約等を記録しておく。

②音声データの字起こし（素）
音声データは，実施後速やかに聞き手が起こすのが理想。現実的に困難で
あれば業者に依頼する。その場合は「あー」「うー」といった言いよどみも省
略せず，すべて起こす「素起こし」とする。

③テキストの修正・確認

「②音声データの字起こし（素）」を，聞き手が対象者の意図を最大限生か
したうえで，読みやすい文章（テキスト）としてまとめる。このとき，必ず修
正した文章は対象者に確認してもらう（対象者から，大幅な修正を要求され
る場合もあるが，「話されたままの言葉を生かすことの意味」の趣旨を詳細に
説明し，個別に相談する）。

④簡単な編集作業 梗概を作成する。ストーリーごとに小見出しをつける。

⑤保存

パソコンなどのハードディスク，ファィルサーバーに保存する場合は，保存年
月日，対象者・聞き手（全員）の氏名を「件名」に入れて整理。テキストとと
もに，許諾されれば「音声（映像）データ」「②音声データの字起こし（素）」
も保存する。その際には「活用に関する書類」（B②）も保存する。

⑥活用，公開など

「③確認済みテキスト」のほか，「②音声データの字起こし（素）」，「音声（映
像）データ」，写真，映像の活用対象・範囲については，「活用に関する書類」

（B②）を厳守する。※

また，証言の背景を理解しやすいように，関連する文書資料，準備した年表，
さらに可能ならば，権利関係を明確にしたうえで番組映像や台本なども利用
できるようにすると理想的である。

※対象者に確認し，誤解を招きかねない箇所やプライバシーに関する箇所など
非公開にしたい部分については，注記，加工などを加えるなど対象者の意向
を反映した適切な処置を行う。ただし，編集などによって該当部分を完全に
削除するなどの処理は，極力さける。


