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要

約

近年，NHK アーカイブスなど，過去の放送番組の保存・公開を行う施設の整備が進み，映像資
料を活用した新たな放送研究が進展を見せている。その一方で，放送事業者をはじめ，さまざまな
団体・個人が所蔵する放送史関連の文書資料については，必ずしも活用に向けた十分な体制が整っ
ているわけではない。
このうち，NHK 放送文化研究所には，戦前の社団法人時代の文書を含めた番組・経営関連の資
料や，研究の過程で収集した個人文書，放送関係者にヒアリングを行った際の音声資料などが多
数保管され，NHK 放送博物館にも，戦前・戦後の放送台本など多様な文書資料が所蔵されている。
このほか，NHK の各放送局，民放，番組制作会社，大学などの研究機関，さらには過去に放送に
携わった人々が抱えている歴史資料も多数存在する。しかし，それらの歴史資料に関しては，所蔵
者どうしで情報の連携が図られていないことから，全体像を把握しにくい状態にあり，放送史の研
究などで十分に活用されているとは言い難い状況にある。
本稿では，そうした状況の改善に向けて，まず，放送文化研究所と放送博物館が抱える資料の全
体像を紹介するとともに，現在，歴史資料の保存・活用に向けて行っている取り組みについて述べ
た。あわせて，文書管理を取り巻く NHK の制度についても言及し，放送史関連資料の収集や公開
を進めるにあたって，どのような問題が存在するか，提示した。
その上で，今後，取り組むべき課題を「移管・収集」
，
「保存・整理」
，
「公開・活用」の 3 つの段階
ごとに整理し，それぞれ，組織文書の移管制度の整備や，資料の劣化対策，個人情報保護や著作権
処理といった問題について，どのような対応を行っていく必要があるか検討を加えた。そして，歴
史資料の収集・保存・公開を進めていくためには，各段階で適切な対策を実行に移していくことに
加えて，資料を活用した放送史研究を進展させ，歴史資料の重要性に関する認識を広めていくこと
が必要という視点を示した。
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Ⅰ

系 統 立 て て 行 わ れ て い る 状 況 に は な い。

はじめに

Ⅰ−1 放送史資料を取り巻く現状
放送に関する歴史研究をめぐっては，近年，

NHK で作成された文書の場合，保存年限が
切れて非現用となった文書を自動的に放送文
化研究所などに移管するシステムはない。ま
た，独自の収集活動も体系的に行われてこな
かったことから，放送文化研究所には，さま

NHK アーカイブス1）や放送ライブラリー2）な

ざまな性質を持った歴史資料が，相互のつな

ど，過去の放送番組の収集・保存・公開を行

がりが明確でないまま保存されている状態に

うための制度の構築や施設の整備が進み，そ

ある。そして，所蔵資料の一部は劣化が進み，

うした枠組みを活用した研究が進展を見せて

そのまま放置した場合には，公開はおろか，

いる。しかし，映像資料の活用が進む一方で，

内容そのものの読み取りが不可能になるおそ

放送事業者をはじめ，さまざまな団体や個人

れがあるものも存在している。

が所蔵する放送史関連の文書資料について

このように，放送史に関連した資料の管理

は，必ずしも活用に向けた十分な体制が整っ

をめぐっては，さまざまな問題が存在してお

ているわけではない。

り，とりわけ，その全体像がはっきりしない

このうち，NHK 放送文化研究所（以下，放

点は，歴史研究に支障を及ぼしている。現状

送文化研究所と表記）には，戦前の社団法人

では，放送の歴史を振り返るために過去の資

時代のものを含めた番組・経営関連の資料や，

料を調べようとしても，資料の有無を突き止

逓信省・郵政省などの行政文書，調査・研究

めるだけで相当な手間がかかる。このため，

の過程で収集した個人文書，放送関係者にヒ

放送史研究では，新聞や雑誌記事，関係者の

アリングを行った際の音声資料などが保管さ

インタビューによって事実の裏付けを行わざ

れている。また，NHK 放送博物館（以下，放

るをえないケースが多い。占領期を対象にし

送博物館と表記）にも，戦前の放送台本をは

た研究では，日本側の資料の不足を補うため，

じめ，
多種多様な文書資料が保存されている。

アメリカの国立公文書館の所蔵資料に依拠せ

このほか，放送史に関連した資料について

ざるをえないといったケースもある3）。今後

は，NHK の各部局・地域放送局が独自の判

も，2013 年には日本でテレビ放送が開始さ

断で保管を行っているほか，民間放送事業者

れて 60 年を迎えるなど，放送の歴史を改め

（民放）
，番組制作会社，大学などの研究機関，

て振り返る節目を迎えることになるが，資料

さらには過去に放送に携わった人々がさまざ

を有効に活用できない状況は，放送史の検証

まな資料を所蔵している。しかし，こうした

を行っていく上で，大きな障害となる。

資料に関しては，所蔵者どうしで情報の連携

さらに，資料管理体制の不備は，歴史研究

が図られていないことから，資料の全体像が

に支障を与えるのみならず，視聴者に対する

どうなっているか，きわめてわかりにくい状

説明責任を果たすという面でも問題がある。

態にある。

折しも，2011 年 4 月には公文書管理法4）が施

また，非現用文書となった文書類の収集も
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行され，各省庁や独立行政法人では，歴史資

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

料を含め，文書管理の適正化に向けた取り組

や営業，技術といった個別の分野に関する放

みが進んでいる。NHK は公文書管理法の対

送事業者の資料，あるいは，行政当局が作成

象にはなっていないが，公共的役割を担う放

した公文書も研究上，重要である。

送事業者として，今後の取り組みを検討する
必要が出てきていると考えられる。

このうち，過去の放送番組は NHK アーカ
イブスや放送ライブラリーで所蔵されてい

放送文化研究所では，そうした動向を踏ま

る。また，新聞や雑誌を含む図書資料は国立

え，資料管理で先行している放送博物館の例

国会図書館をはじめとする図書館で所蔵され

を参考にしつつ，放送史関連資料の収集・保

ており，それぞれ，独自の収集・保存・公開

存・公開を体系的に行うための取り組みを

のシステムが構築されている。このため，本

行っている。ただ，取り組みを進めるにつれ

稿では，それ以外の，主に放送事業者や行政

て，収集・保存・公開の各段階でさまざまな

機関が作成した文書資料と，それに関連した

課題が浮かび上がっている。このため，いっ

各種資料（聞き取り調査を行った際の音声資

たん問題点を整理し，さまざまな角度から解

料など）に焦点を当てることにする。

決策の検討を行うことで，今後の取り組みに

こうした資料については，さまざまな分類

つなげていくことが必要となっている。本稿

の方法がありうるが，ここでは資料の作成元

は，そうした次の段階に進むための中間報告

に基づき，下記のように区分したい。

と言えるものである。
構成としては，まず，放送文化研究所の所

① NHK 文書

蔵資料について，放送博物館の状況とあわせ

・番組制作に関係する文書（脚本・台本など）

て，その概要を記述し，資料管理体制の現状

・経営関連文書（理事会記録など）

について報告を行う。その上で，資料の収集・

・営業関連文書（受信料関係の記録など）

保存・公開といった段階ごとにどのような課
題が存在しているか整理し，それに対してど
のような対処法が考えられるか，考察してい
くことにしたい。

・世論調査など各種の調査結果
②公文書（海外の政府機関の文書を含む）
・郵政省・総務省などの文書
・GHQ の関係部局が作成した文書
③上記以外の組織文書
・民放・番組制作会社・民放連の文書

Ⅰ−2 本稿で扱う放送史資料の範囲
本論に入る前に，検討を行う放送史関連の
資料の範囲について見ておくことにする。

・新聞社・通信社の文書
・放送関係の労働組合の文書
④個人文書（音声資料を含む）
・NHK・民放関係者の日記・メモ類
・元郵政官僚の日記・メモ類

放送の歴史を検証する上で必要な資料とし

・放送政策に携わった政治家の日記・メモ類

ては，
過去の放送番組そのものがある。また，

・それぞれに聞き取りを行った際のテープ類

放送に関する記述がある新聞や雑誌，放送に
関連した書籍がある。さらに，台本・脚本と

これらの資料のうち，現時点で放送文化研

いった番組制作に付随する文書資料や，経営

究所や放送博物館が所蔵しているのは，①と
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②に分類される文書が大半である。
5）

こ の う ち， ① の NHK 文 書 については，
過去に『放送五十年史』や『20 世紀放送史』な

それぞれ放送史資料の取り扱いを検討する
上で参考になることから，分野別にどのよう
な検討や研究がなされてきたか，概観する。

どの刊行物を作成するのに合わせて研究所に
移管された資料が多くを占めている。また，

公文書管理をめぐる考察

②については，GHQ 文書など，放送文化研
究所が放送史研究を行う過程で収集してきた

公文書管理の改善をめぐっては，内閣府や

ものが多いといった特徴があり，上記の分類

内閣官房に設置された有識者会議の場で検討

は，おおむね資料の収集方法とも一致する。

が続いてきた。検討対象は主に公文書の扱い

もっとも，資料の収集・移管が体系的に行

だが，民間の資料を含む歴史的文書をどのよ

われてきたわけではないことから，NHK 文

うに国立公文書館に円滑に移管させるかと

書の中に公文書が紛れ込んでいたりするな

いった検討も行われている。主な報告書とし

ど，単純に上記の区分に分類することが難し

て以下のものがある6）。

い場合もある。とりわけ，④の個人所有の資
料の中には，NHK 文書や公文書が含まれて

①歴史資料として重要な公文書等の適切な

いるケースが多く，上記の区分に収まりにく

保存・利用等のための研究会（2003 年 5 月

い資料は多々存在する。

～同年 11 月）

ただ，さまざまな課題への対応を考えるに
あたっては，おおむね資料の作成元に応じた
検討を行うことができることから，本稿では
上記の分類を軸に，考察を進めていくことに
したい。

「中間とりまとめ」
（2003 年 7 月）
「諸外国における公文書等の管理・保存・
利用等にかかる実態調査報告書」
（同年 12
月）
②公文書等の適切な管理，保存及び利用に
関する懇談会（2003 年 12 月～ 2006 年 6 月）
「公文書等の適切な管理，保存及び利用の

Ⅰ−3 資料管理に関する先行研究
歴史資料の管理をめぐっては，多数の先行
研究が存在する。近年，活発に議論が行われ
てきたのが公文書管理の分野で，公文書管理
法制定をめぐる政府の有識者会議などの場で

ための体制整備について」
（2004 年 6 月）
（懇談会第 1 次報告書）
「中間段階における集中管理及び電子媒体
による管理・移管・保存に関する報告書」
（2006 年 6 月）
（懇談会第 2 次報告書）
③公文書管理の在り方等に関する有識者会
議（2008 年 3 月～同年 10 月）

さまざまな角度から検討がなされてきた。ま

最終報告「時を貫く記録としての公文書管

た，
民間企業が所有する文書資料に関しても，

理の在り方―今，国家事業として取り組

内部統制の観点から適切に管理すべきという

む―」
（2008 年 11 月）

認識が高まりつつある。さらに，資料の整理・
保存や，公開をめぐる方法論といった分野別
の研究も進展している。
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このうち，①の研究会の「中間とりまとめ」
（2003 年 7 月）は，歴史資料として重要な公

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

文書の移管を徹底させるため，各省庁の歴史

至る一連の議論は，公文書の扱いに限らず，

的文書の保有状況について実態把握を行うこ

民間企業が抱える歴史資料の管理方法を検討

とや，専門職員（アーキビスト）の養成を図

する上でも参考になることから，適宜，参照

ることを提言している。

することにする。

議論はその後，②の懇談会に引き継がれ，
第 1 次報告書（2004 年 6 月）は，公文書の作

企業資料をめぐる研究

成から歴史資料としての利用に至るまでの，
いわゆる文書のライフサイクル全体を視野に

民間企業の資料についても，近年，内部

入れた管理を行うべきという提言を行ってい

統制システム構築の一環として，文書管理

る。 ま た， 第 2 次 報 告 書（2006 年 6 月 ）は，

を考察する研究がなされている。また，歴

歴史的な文書となりうる現用文書が円滑に公

史的な資料の場合，従来，社史編纂などが

文書館などに移管されるよう，半現用文書

7）

終わると散逸してしまうケースが少なくな

とも言える中間段階の文書を集中保存するこ

かったが，最近では知的財産権保護などさ

とを提言している。あわせて，電子媒体の公

まざまな用途で資料を活用しようという動

文書の管理・移管・保存のあり方についても

きが現れている。

検討を加えた。ただし，この懇談会は，まず

比較的，早い段階から資料管理の検討を行

は法令の弾力的解釈や運用の改善で問題解決

う場として設けられたのが，企業史料協議会

を図り，その成果を踏まえた上で，公文書管

（1981 年設立）で，機関誌『企業と史料』には，

理に関する新法の検討を行うべきとした。

民間企業で行われている文書管理や企業博物

一方，③の有識者会議は，福田康夫首相（当

館の運営方法に関する論考が掲載されてき

時）が施政方針演説で，公文書管理のあり方

た。また，日本アーカイブズ学会の『アーカ

を見直し，法制化を検討すると言及したのを

イブズ研究』や記録管理学会の『レコード・

受けて開かれたことから，当初から新法（公

マネジメント』も資料管理に関する論考を載

文書管理法）の制定を前提にした議論が行わ

せている。このうち，民間企業の資料管理の

れた。最終報告（2008 年 11 月）では，公文書

実態を調べたものとしては，星合重男（2004）

の作成から利用までのライフサイクルを通じ

「日本の企業博物館の動向について」や，山

た管理の必要性が強調され，その提言は法案

﨑久道・黒済晃・伊藤充（2006）
「わが国企業

へと盛り込まれていった。

の文書管理の現状と課題に関する考察」があ

このほか，公文書管理法をめぐっては多く

る。前者は，企業博物館を対象に，資料収集

の論考があり，代表的な著作としては，宇賀

や公開の状況を聞いたアンケート調査を掲載

克也（2010）
『情報公開と公文書管理』が挙げ

している。また，後者は，メーカー 12 社の

られる。また，『ジュリスト』が公文書管理

文書管理ルールについて，インタビュー調査

法に関して，ほぼ 1 年ごとに特集を組んでお

を基に分析を行っている。

8）

り ，どのような点が論点となってきたのか

また，主に記録管理という観点から，文書

把握することができる。公文書管理法制定に

管理の適正化について考察した研究として
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は，小谷允志（2008）
『今，なぜ記録管理なの
か＝記録管理のパラダイムシフト』がある。

資 料 の デ ジ タ ル 化 に 関 し て は， 笠 羽 晴 夫
（2010）
『デジタルアーカイブ

基点・手法・

この著書では，民間企業の現用文書を中心に，

課題』が豊富な具体例とともに，資料のデジ

日本の文書管理の問題点を指摘した上で，電

タル化の手法について論じている。デジタル

子文書管理の課題や，内部統制のための記録

化で進む図書館と博物館，文書館の連携やそ

管理について考察が展開されている。

の課題については，石川徹也・根本彰・吉見

さらに，歴史的な資料をいかに散逸させず

俊哉編（2011）
『つながる図書館・博物館・文

に保存していくかといった取り組みに関して

書館

は，松岡資明（2010）
『日本の公文書

開かれ

に詳しい。また，紙資料のデジタル化の方法

たアーカイブズが社会システムを支える』や

論について検討を行ったものとしては，国立

同（2011）
『アーカイブズが社会を変える

公

国会図書館（2009）
「平成 21 年度以降の当館

文書管理法と情報革命』がさまざまな実例を

所蔵資料の媒体変換基本計画」や，国立公文

紹介している。前者には，南満洲鉄道（満鉄）

書館歴史公文書等保存方法検討有識者会議

や横浜正金銀行の資料が保存に至った経緯が

（2011）
「歴史公文書等保存方法検討報告書」

記述され，後者には，東京電力の「電気の史
9）

デジタル化時代の知の基盤づくりへ』

がある。

料 館 」や山口銀行の「やまぎん史料館」と

資料の公開に関しては，2011 年 4 月の公

いった史料館（文書館）の文書管理の例が掲

文書管理法施行と同時に示された「特定歴史

載されている。これらの企業アーカイブや文

公文書等の保存，利用及び廃棄に関するガイ

書管理をめぐる考察は，放送史資料の扱いを

ドライン」
（平成 23 年 4 月 1 日 内閣総理大臣

検討していく上でも有用と考えられる。

決定）が参考になる。これは公文書管理法が
適用される機関向けに国が作成した指針だ

収集・保存・公開の方法論

が，目録編成の方法や資料の利用手続きに関
する規定の例など，資料管理の具体的な方法

資料（史料）が公文書であれ，企業文書で

が記載されており，広く応用が可能である。

あれ，文書管理をめぐっては，収集・保存・

また，文書資料の収集以外に，聞き取り調

公開の各段階で，取り扱いに関する一定の原

査によって記録を保存するオーラル・ヒスト

則がある。これらについては，すでに多数の

リーの研究に関しても，近年，方法論の探究

論考が存在するが，上記の段階それぞれに関

が進んでいる。具体的な方法論をまとめたも

して，資料管理の諸原則を簡潔にまとめた著

のとしては，御厨貴編（2007）
『オーラル・ヒ

作としては，文書館用語集研究会（1997）
『文

ストリー入門』があり，インタビューの技術

書館用語集』や，小川千代子ほか（2007）
『アー

や記録の作成方法，それらをアーカイブする

カイブを学ぶ』がある。

際の留意点が記述されている。

また，近年，資料をデジタル化して保存・

本稿では，こうした先行研究を踏まえつつ，

公開していくデジタルアーカイブに関する論

まず，放送文化研究所と放送博物館の所蔵資

考が増えている。文書館や博物館が所蔵する

料の現状について報告する。その上で，収集・
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放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

保存・公開の段階で浮かび上がっている課題

文書資料（紙媒体の資料）

について，考察を進めることにする。
放送史資料（分類Ⅳ）

Ⅱ

NHK 放送文化研究所の
所蔵資料

「放送史資料」は，1977 年に『放送五十年史』
が刊行された後，放送文化研究所の放送史編
集室（当時）が所蔵していた資料を分類・整
理したものである。資料の形態によって，Ⅰ

Ⅱ−1 所蔵資料の概要

からⅣに分類されており，このうち，Ⅰがマ

放送文化研究所の所蔵資料は，記録媒体別
に，紙媒体の文書資料，マイクロ資料，写真

イクロ資料，Ⅱが写真資料，Ⅲが音声資料，
Ⅳが文書資料（紙資料）となっている。

資料，音声資料の 4 つに大別され，収集の経

このうち，紙媒体の資料に関する「放送史

緯や収集時期によって，個別に目録が作成さ

資料（分類Ⅳ）」の目録には，3700 点余りが掲

10）

れている （表 1）。ここからは，目録に従って，

載されている。文書は，NHK 内部で作成さ

資料群ごとに概要を紹介する。

れたものが多く，内容は多岐にわたる。目録
は，内容に応じて，①制度，②経営，③放送
番組，④技術，⑤調査研究，⑥関連マスメディ
ア，⑦その他，⑧旧外地・海外，の 8 つに分

表1

放送文化研究所の主な所蔵資料
分類別

文書資料
（紙媒体）

資料名

主な内容

点

数

放送史資料Ⅳ

戦前・戦後の NHK 文書 経営・番組・技術など全般
（『放送五十年史』刊行用に収集）

約 3700 点

基本目録資料

戦前・戦後の NHK 文書 経営・番組・技術など全般
（上記の「放送史資料」後に収集された資料）

約 1500 点

荘宏文書

電監委・郵政省の行政文書や NHK 文書
（荘宏氏は元郵政官僚で NHK 理事などを歴任）

約 2700 点

大阪放送局羽曳野
放送所移管資料

戦前・戦後の大阪局管内の受信契約資料や経理資料など

ダンボール箱
26 箱分

東京オリンピック関連資料

オリンピック開催中の日誌や中継回線図など NHK 文書

約 2300 点

仮目録資料

戦前・戦後の NHK 文書

約 4000 点

経営・番組・技術など全般

マイクロ資料

放送史資料Ⅰ

戦前の協会理事会記録，番組確定表など
（『放送五十年史』刊行用に収集）

約 700 点

写真資料

放送史資料Ⅱ

戦前の放送局の写真や番組制作過程の写真
（『放送五十年史』刊行用に収集）

395 点

放送史資料Ⅲ

戦前の放送に関する関係者からの聞き取り資料
（『放送五十年史』刊行用に調査）

308 点

音声資料

放送史ききがき余話
『20 世紀放送史』カセット資料

放送関係者からの聞き取り資料（1980 年代に録音）

76 点

放送関係者からの聞き取り資料（1990 年代に録音）

202 点

（戦前の社団法人時代の協会資料も「NHK 文書」と表記）
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類 さ れ て い る。 資 料 が 作 成 さ れ た 年 代 は
1920 年代から 1970 年代までと幅広い。

資料の作成年代は 1920 年代から 1990 年代
にかけてで，内容は多種多様である。整理方

分類別に見ていくと，「①制度」には，「大

法は，前項の「放送史資料」が資料の内容に

東亜戦争放送指針彙報」といった戦時中の資

よって分類していたのとは異なり，資料の作

料のほか，戦後の GHQ 関連資料，電波監理

成元に基づいた分類となっている。目録の収

委員会関係資料，国会関係資料など放送制度

録件数は約 1500 点だが，一つのタイトルに

に関わる文書が含まれている。
「②経営」には，

関連した複数の文書が含まれているケースが

日本放送協会の理事会資料や経営委員会資

多い。

料，放送番組審議会議事録など，NHK の経

資料は大きく，NHK 文書と，NHK 以外の

営に関する文書が多い。「③放送番組」には，

組織文書（郵政省や民放が作成）・個人文書

昭和初期の放送番組表や，戦時中の放送に関

に分かれている。このうち，NHK 文書は，
「全

する文書，オリンピックや万国博覧会に関係

協会」，「経営・管理」，「編成・制作」，「技術・

する資料など，「④技術」には，1925 年に創

施設」，「調査研究」，「地域・海外」の 6 つに

刊された『ラジオの日本』やそれを引き継い

分類されている。さらに NHK に関連した組

だ『電波日本』のほか，技術関係の業務報告

織が作成した文書として，「労働団体」，「関

などが含まれている。

連団体」，「旧友会」という 3 つの分類がある。

さらに，
「⑤調査研究」には，1937 年の「聴

NHK 以外の組織文書・個人文書は，「国・自

取者の嗜好及聴取状況調査」や 1975 年の「わ

治体等」，
「個人」，
「メディア，メーカー」，
「民

が国における放送広告史」など戦前・戦後の

間放送」，「各種機構・団体」，「海外放送機関・

さまざまな調査資料がまとめられている。
「⑥

団体」という分類で整理がなされている。

関連マスメディア」には，戦前の『新聞及新聞

全般に，業務報告書や経営計画に関する文

記者』の放送関係記事など，放送に関してさ

書など，戦後の NHK の内部文書が多いが，

まざまなメディアが報じた内容がまとめられ

東亜放送協会の議事録（台湾放送協会や朝鮮

ている。また，
「⑦その他」には，1941 年 1 月

放送協会が結成）や，旧樺太の豊原放送局の

の「東京府魚類公定価格表」や，東芝，日本郵

関連資料など，旧植民地での活動を裏付ける

船といった主要企業の社史など，諸分類には

資料も残されている。

収まらない資料が含まれている。
「⑧旧外地・
海外」には，1932 年発行の「樺太の詳細図」
，
1939 年発行の「満州報道年鑑」など，旧植民
地や外地に関する資料がまとめられている。

荘宏文書
元郵政官僚で NHK 理事などを歴任した荘
宏氏（1913 ～ 1987）が自宅に保管していた資
料で，1988 年に遺族から放送文化研究所に

基本目録資料
前項の「放送史資料」目録作成後の1970 年
代後半から2001 年までに収集された資料から
なっている（冊子体目録の完成は2002 年 3月）
。
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寄贈された。内容は，荘氏が職務に関連して
作成した資料や，その過程で入手した書類，
メモ類など，約 2700 点に及ぶ。
荘氏は，長く逓信省や郵政省の要職を務め

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

たことから，資料には，戦後の電波三法（放

中継用の車の仕様書，カラー放送の中継に関

送法・電波法・電波監理委員会設置法）の制

する問題点の検討書，撮影・編集用機器の一

定過程で作成された草稿類のほか，1957 年

覧，宇宙中継関連資料などの資料が分類され

のテレビ局一斉予備免許の際の資料や，その

ている。3 点目は総務関係の資料で，国内外

後の放送法改正などに関する文書が多数含ま

の放送機関の拠点となった放送センターの設

れている。

計図面や海外放送機関の部屋割りなどの資料
が含まれている。最後の 4 点目のグループは，

大阪放送局羽曳野放送所移管資料

前例となるスポーツ大会に関する資料で，

NHK 大阪放送局の新会館建設（2001 年竣

1960 年に行われたオリンピック・ローマ大

工）の際に，一時的に大阪放送局の資料が羽

会の報告書や東京オリンピックの 1 年前に開

曳野ラジオ放送所に移されたが，その一部が

催されたプレオリンピック，東京国際スポー

放送文化研究所に移管され，保管されている。

ツ大会に関する資料などからなっている。

資料は段ボール箱で 26 箱分あり，領収書
や伝票など経理関係書類が多い。中には，

仮目録資料

1926 年から 1934 年にかけての大阪中央放送

文書資料としては，このほかに「仮目録資

局管内のラジオ聴取契約に関わる文書や，

料」と名付けられた文書群が所蔵されている。

1941 年に開かれた国防科学大博覧会の関係

ほとんどが NHK の業務遂行の過程で作られ

資料など，放送草創期からラジオ全盛期にか

た内部文書で構成されている。資料の作成年

けての資料も見られる。また，岡山放送局の

代は，戦前から 1970 年代までと幅広い。「仮

1932 年度の事業概要や，1937 年 8 月に広島

目録」に記載された項目は 4000 件余りある

中央放送局料金係が発行した『集金の仕方と

が，他の資料群同様，１つの項目に複数の文

其のコツ』といった聴取料収納のためのマ

書が含まれている場合がある。

ニュアルなど，昭和初期の西日本の放送局の
資料も含まれる。

文書目録は，第 1 集から第 6 集まで分けら
れ，第１集は経営関係の内部文書や GHQ 資
料，第 2 集は海外の放送事情の調査資料など

東京オリンピック関連資料
1964 年の東京オリンピックに関連した資

と大まかに分類されている。目録に記載され
た内容によると，資料は 1973 年に放送博物

料群で，段ボール箱 18 箱，2300 点以上の文

館から放送文化研究所の放送史編集室（当時）

書からなる。内容的には，大きく 4 つのグルー

に移管されたとされているが，詳しい経緯は

プに分類される。

不明である。

1 点目のグループは，外国の放送機関との
打ち合わせ資料や放送契約書などで，テレビ・

マイクロ資料

ラジオ中継用の回線図や大会期間中に書かれ
た業務日誌もこの中に含まれている。2 点目
は技術関係の文書で，中継系統図やマラソン

放送史資料（分類Ⅰ）
資料の収集が行われた経緯は，前述の「放
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送史資料」
（分類Ⅳ）の項目で触れたとおりで，
『放送五十年史』の作成にあわせて分類・整
理が行われたものが大半である。

で，目録には 308 本のテープが掲載されてい
る。1950 年代から 1970 年代にかけての録音
が多い。

資料は，マイクロフィッシュ 368 枚とマイ

戦前，大阪中央放送局で文芸課長として活

クロフィルム 371 巻からなっており，日本で

躍した奥屋熊郎氏（「国民歌謡」の放送を企画

放送が開始された 1925 年 3 月から 1959 年に

したとされる）による体験談や，日本が信託

かけてのラジオの確定番組表や，日本放送協

統治していたミクロネシア諸島のパラオ放送

会の理事会議事要録など，放送草創期の資料

局に関する座談会など，さまざまな証言が残

がマイクロ化されて保存されている。

されている。

このほか，1945 年から 1950 年代にかけて
の電波三法制定に関わる諸資料や，GHQ と
NHK との間でやり取りされた文書なども含

放送史ききがき余話
カセットテープ 76 本からなり，1980 年か
ら 1989 年の間に録音された放送関係者の証

まれている。

言が収録されている。テレビの父と呼ばれた
写

真

資

料

高柳健次郎氏や，NHK 初の生え抜き会長と
なった坂本朝一氏らの証言が含まれている。

放送史資料（分類Ⅱ）

1985 年から 1986 年にかけて，放送文化研究

1977 年に刊行された『放送五十年史』と，
その普及版である『放送の五十年』に掲載さ

所が刊行している『放送研究と調査』にその
一部が掲載された。

れた写真，あわせて 395 点が所蔵されている。
撮影時期は 1925 年から 1970 年代に及ぶ。

『20 世紀放送史』カセット資料

中には，東京・愛宕山にあった東京放送局

カセットテープ 202 本からなり，2001 年 3

の建物を撮影したものや，二・二六事件の際

月に発行された『20 世紀放送史』の編集過程

の戒厳司令部の様子を撮影したもの，終戦直

で行った放送関係者からの聞き取り調査が含

後の街頭録音の様子を写したものが含まれて

まれている。

いる。また，NHK の「ジェスチャー」や TBS

収録は 1993 年から 2000 年までの間に行わ

の「ベン・ケーシー」といった放送番組を撮

れたもので，藤本義一氏や兼高かおる氏，石

影した写真や，ラジオ受信機をはじめとした

井ふく子氏ら，放送に関係した著名人のほか，

放送機器を撮影したものも含まれている。

「ラジオ深夜便」を担当した NHK 職員など，
幅広く証言が集められている。

音

声

資

料

放送史資料（分類Ⅲ）
オープンリールテープやカセットテープに
録音された放送関係者からの聞き取り資料
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Ⅱ−2 収集・保存・公開の現状
収

集
放送文化研究所の所蔵資料は，放送史関連

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

の出版物の編集が行われた際にあわせて収集

ものが多い。マイクロ資料に関しても，一部

されたものが多い。放送文化研究所はこれま

で，酢酸臭を放ちながら劣化していく，いわ

でに，
『日本放送史』
（1965 年刊行），『放送

ゆるビネガー・シンドロームが進行している

五十年史』
（1977 年刊行），『20 世紀放送史』

資料がある。また，音声資料の中にも，録音

（2001 年刊行）などの編集を行っており，そ

か ら 60 年 近 く が 経 過 し よ う と す る 6 ミ リ

の過程で，文書・音声資料の収集や，放送関

テープや，30 年以上にわたって放置されて

係者からの聞き取り調査などを行ってきた。

いるカセットテープが存在しており，劣化対

このため，放送史の作成が完了した後には，

策が課題となっている。
資料目録は，多くは冊子体（紙媒体）のも

広範囲にわたる資料が残された。
また，資料の中には，GHQ 関連の資料の

ののみだったが，それらをエクセル形式でデ

ように，放送文化研究所の研究員が研究目的

ジタル化する作業を行っている。ただし，冊

で収集した資料がそのまま残されたケース

子体の目録は，資料群ごとに独自の形式で作

や，
「荘宏文書」のように放送関係者の遺族

られていることから，作成時期や作成者に

から寄贈された資料もある。

よってメタデータの記述項目が異なってお

一方で，保存年限が切れた NHK 文書が，

り，資料検索を容易にするため，形式を一定

放送文化研究所に移管されるシステムはない

程度，統一していくことが必要になっている。

（詳細は後述）。また，放送文化研究所として

また，一部ではあるが，資料を収集したもの

の資料収集計画は作られておらず，体系的な

の，目録の作成が行われないまま保管されて

資料収集が行われているわけではない。この

いる資料が残されている。

ため，所蔵資料の内容には，年代や内容の面
で偏りがある状態となっている。

公

開
放送文化研究所の所蔵資料は，『放送五十

保

存

年史』などの出版物作成のために収集された

資料の多くは，放送文化研究所近くの放送

り，特定の研究のために収集されたりしてき

博物館内にある書庫や倉庫に保管されてい

た経緯から，一般公開が前提とされてこな

る

11）

。また，一部，放送文化研究所内で保

管されている資料もある。資料保管場所の温

かった。このため，専用の閲覧場所の整備や，
資料目録の公開は行われていない。

度や湿度は一定に保たれているものの，個別

資料の利用者は，放送史などの研究者が大

の資料に関して，必ずしも保存のための十分

半であり，個別の問い合わせに応じて資料を

な処置がなされているわけではない。このた

探し，対応する形が取られてきた。資料の公

め，経年劣化が進んでいる資料がある。

開方法も，資料の性格や保存状態に応じて，

このうち，紙媒体の文書資料は，業務用の

「閲覧のみ」から「複写可」までケース・バイ・

封筒に入れられて段ボール箱に詰め込まれた

ケースである。また，資料の閲覧場所につい

ままのものがあり，戦前から 1950 年代にか

ても，放送博物館の施設（図書・史料ライブ

けての資料の中には，酸性劣化が進んでいる

ラリーの閲覧コーナーなど）を借用する形で
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放送博物館の収蔵資料は，放送機器資料と

対応が行われてきた。
公開基準に関しては，資料群によって，目

文書・物品資料の大きく 2 種類に分類される。

録に
「公開可」，
「要検討」，
「公開対象外」といっ

2011 年 3 月現在の資料の所蔵状況は以下の

た種別を記入している資料（「放送史資料Ⅳ」

とおりである（表 2）。

など）がある。ただし，統一的な基準が存在
するわけではない。「基本目録資料」の目録

放送機器資料

には，
「将来公開することを視野に入れ，そ

放送機器資料は，放送局で使用されていた

の基準・方法などを速やかに検討することと

業務用のテレビカメラやマイクと，視聴者が

する」といった記述があるが，公開基準の策

使用していたラジオ・テレビ受信機の 2 種類

定には至っていない。

に大別される。
前者の放送局で使われていた機器は，設備

Ⅲ

NHK 放送博物館の
所蔵資料

更新などの際に放送博物館に移管されたもの
が多い。また，後者のラジオやテレビ受信機
は，視聴者から寄贈されたものが中心で，あ
わせて 4700 件余りが所蔵されている。

Ⅲ−1 所蔵資料の概要
放送に関する歴史資料は，放送博物館にも

文書・物品資料

多数，所蔵されている。分類方法など，放送

文書・物品資料は，放送現場で使われてい

文化研究所とは異なる部分があるが，資料の

た資料が持ち込まれたものと，視聴者が所有

性格で重なる部分が多く，その管理方法は放

していた資料の 2 種類に大きく分けられる。

送文化研究所の資料にも適用可能であること

このうち，台本は，民放で使われていたも

から，放送博物館の資料の状況を以下，見て

のも含め，7800 点余りが所蔵されている。

いくことにする。

中には，日本でラジオ放送が開始された当時

表2

放送博物館の所蔵資料
分類別

放送機器資料

文書・物品資料

内

訳

詳

細

点

数

機

器

マイクロフォン・カメラ，放送局制作設備，放送設備，ラジオ・
テレビ受信機，その他音響・映像・通信機器など

2435 点

部

品

真空管・送信管等の電子管，回路部品，機構部品など

2356 点

放送台本

7886 点

図

6833 点

書

テキスト

1498 点

文献・物品

業務資料文書，図面，ポスター，パンフレット，書簡，写真，
賞状・記念品・ＰＲ用品，標章類，その他物品

7765 点

藤山一郎氏関係資料

楽譜，台本，トロフィー，賞状，レコード，録音・録画テープ，
ピアノ，アコーディオン，電蓄，その他藤山一郎氏遺品

2031 点

（2011 年 3 月現在）
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放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

（1925 年）の資料など，音声や映像が残され

連の資料を収集・保管し，一般の利用に供す

ていない生放送時代のものも多数含まれてい

るという点が掲げられていた。現在，行われ

る。所蔵台本の 7 割以上が実際に俳優らに

ている資料の受け入れや収集も，そうした目

よって使用されたもので，書き込みが残る台

的に沿った形で行われている。

本もあり，放送番組の歴史を検証する上で貴
重な資料となっている。

主な収集対象としては，放送機器関係では，
放送開始初期から現在までの各時代の代表的

文書・物品資料としては，このほか，各時

なマイクロホンや，調整盤，録音機，録音盤，

代の放送番組に関する資料や，放送時刻表，

真空管，家庭用受信機などがある。また，文

各放送局の開局記念番組に関する資料などが

書資料や物品資料では，各時代の放送時刻表

残されている。また，ポスターや賞状，記念

や，受信料に関係する資料，催し物のポスター，

品・PR 用品，標章などが所蔵されており，
「文

各種の模型・写真などの収集を行っている。
このうち，放送機器に関しては，使用期限

献・物品」として 7700 点余りが目録に登載さ
れている。
さらに，放送博物館内の図書・史料ライブ

を終えたのちに，NHK 内の技術関係部局や
地域放送局から移管されるケースが多い。ま

ラリーで放送に関係する書籍や雑誌を所蔵し

た，放送で使われた台本・脚本についても，

ており，中には国立国会図書館などが所蔵し

NHK 内の担当部局から定期的に移管されて

ていない放送草創期の雑誌もある。

いる。このほか，視聴者や退職した NHK 関

このほか，歌手や作曲家，指揮者などとし
て多彩な活動をした藤山一郎氏に関係する資

係者から，過去に使われた放送用機器や文書
資料などが持ち込まれることもある。

料群が別途，分類・所蔵されている。資料は

資料の受け入れにあたっては，放送史を研

もともと藤山氏の自宅に保管されていたもの

究する上で必要と思われるもの，後世に残す

で，藤山氏の 7 回忌のあと，1999 年に放送

ことによって活用される可能性があるもの，

博物館に寄贈された。楽譜や台本，レコード

といったいくつかの判断基準を設け，それを

など約 2000 点からなっており，藤山氏が紅

満たしたものを資料として登録している。登

白歌合戦に出場した際，記念として受け取っ

録するかどうかの判断は，資料に関する知識

たトロフィーや，演奏に使ったアコーディオ

を持つ職員や学芸員が行っている。

ンなども資料として残されている。
保

Ⅲ−2 収集・保存・公開の現状
収

集
放送博物館は，放送開始 30 周年を契機に，

存
資料は，放送博物館にある資料庫，図書・

史料ライブラリーと，東京・三鷹市の資料庫
に分けて保存を行っている。所蔵資料には紙
媒体の資料も多いことから，劣化が進まない

「放送資料館」を設立しようという構想のも

よう，資料庫については，いずれも室温が

と，1956 年に開館したもので，設立の目的

20 度から 25 度，湿度が 50 ％前後になるよう

の一つとして，散逸のおそれがある放送史関

に調整している。
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すべての資料を放送博物館内で保存するの

実際に展示している資料は，放送機器類が所

が理想的ではあるが，広さの制約があり，分

蔵資料の 10 ％程度，文書資料は 1% 程度と

散して保管せざるをえない状況となってい

なっており，常時公開されている資料は多く

る。現在は，主に利用頻度が高い資料を放送

はない（表 4）。

博物館に置く形を取っている（表 3）。

このため，展示していない資料については，

資料庫で保存されている資料には，すべて

資料の貸し出しを行ったり，閲覧対応を行っ

デジタル化された目録（メタデータ）があり，

たりすることを通じて公開・活用を図ってい

データベースソフトで管理されている。デー

る。このうち，資料の貸し出しでは，NHK

タベースを検索することで，資料の配架場所

の地域放送局が企画する展示などの場で利用

や形態などを確認することができる。資料の

されるケースが多い。年間に 5 ～ 10 件程度

受け入れから登録までのデータ管理は学芸員

の貸し出しがあり，移動博物館として，所蔵

によって行われている。

資料が活用されている。また，資料が放送番

放送博物館では，2000 年からデジタル化

組に使用されるケースも多く，年間に 30 件

されたデータベースを活用しているが，コン

程度の貸し出しを行っている。番組に利用さ

ピュータウィルスなどによってデータが失わ

れる資料は，文書資料や放送機器資料などさ

れる可能性がないとは言い切れないことか

まざまである。このほか，NHK 以外の博物

ら，紙の資料カードも作り，バックアップと

館などへの貸し出しといった形で資料が活用

して保存している。データの形式は，作成時

されるケースもある。

期によって異なっている部分があり，統一が

また，研究者などからの問い合わせに応じ
て，所蔵資料を公開する対応も行っている。

必要といった課題も存在する。

具体的には，資料に関する問い合わせがメー
公

開

ルや電話であった場合，博物館の職員が所蔵

放送博物館では，常設展示を行ったり，図

を確認した上で（目録データベースには，現

書・史料ライブラリーを一般に開放したりす

在，放送博物館内からのみアクセス可），博

ることで，
資料の活用を図っている。ただし，

物館内で閲覧してもらう対応を取っている。

表3

表4

資料庫の状況
所蔵場所

放送博物館

三鷹資料庫

所蔵資料

第 1 資料庫（館内）
229 ㎡

機器，部品，テキ
スト，文献・物品

第 2 資料庫（屋外）
84 ㎡

機器，部品

第 3 資料庫（屋外）
85 ㎡

機器，部品

図書・史料ライブ
ラリー

図書（開架），放送
台本（書庫）

1882 ㎡

機器，部品
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常設展示・公開を行っている資料
公開している資料

常設展示

公

開

放送博物館内の
公開場所

放送機器資料
234 点

展示室

文書資料等
（図書を除く）
130 点

展示室

藤山一郎氏関係資料
1140 点

藤山一郎作曲ルーム

図 書
6833 点

図 書・ 史 料 ラ イ ブ
ラリー

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

コピー機を使った複写サービスは行っていな

定する仕組みになっている。

いが，研究目的での利用については，申請に
応じて，著作権上問題がない範囲内でデジタ

・文書の保存年限

ルカメラなどでの撮影を認めている。今後，

（1）永久

インターネットなどを通じて，資料の所蔵状

ア

会長による決定文書

況を外部からでも確認できるようにすると

イ

会長の職務執行を補佐する理事会の

いった点が検討課題になっている。

Ⅳ

議事録および資料
ウ

会長，副会長および理事で構成する

会議体への資料

歴史資料を取り巻く
NHK の制度

Ⅳ−1 現用文書を中心にした枠組み
ここまで見てきたように，放送文化研究所
と放送博物館が所蔵している文書資料には，
▽ NHK の各部局・放送局で作成され，移管さ
れた文書（NHK 文書）と，▽独自に収集を行っ
たり，寄贈を受けたりした文書の 2 種類が存
在する。前者の場合，
文書の移管・収集をスムー
ズに進めるためには，作成から廃棄に至るま
で文書の流れを把握しておく必要がある。こ
のため，放送史資料の管理に関する個別の問
題を考察するのに先立って，NHK の文書管理
の枠組みを簡単に見ておくことにする。
NHK の文書管理の大枠を定めている内部
の規程としては「文書管理規程」と「文書処理
要領」がある12）。文書管理規程で原則を定め，
それに基づいて文書処理要領が文書の具体的

（2）10 年
ア

担当役員による決定文書

イ

外部有識者会議・外部諮問委員会・

番 組 審 議 会 等 の 議 事 録， 資 料， 答 申，
提言等
（3）5 年
部局長の決定事項に関するものおよびこ
れに準ずるもの
（4）3 年
ア 部長の決定事項に関するものおよびこ
れに準ずるもの
イ

他から伝達を受けたもので重要な文

書
（5）1 年
ア

副部長の決定事項に関するものおよ

びこれに準じるもの
イ

他から伝達を受けたもので保存を要

するもの
（中略）
（8）歴史的資料，文献等として保存の必要が
あるものについては，前各号によらず各
部局長が別途決定する。

な作成様式や記載要件などを規定している。
その上で，「文書（電磁的記録を含む）の保存
年限設定要領」が，文書の種類ごとに保存年
限を定めている。具体的な基準は以下のとお

また，現用文書については，
「情報公開規程」
（2001 年 6 月制定）に基づく公開が行われて
いる。情報公開規程は，
行政機関情報公開法13）

りで，保存年限は「1 年」から「永久」までの 5

（2001 年 4 月施行）や独立行政法人情報公開

段階に分かれるが，歴史的資料については，

法 14）
（2002 年 10 月施行）と類似した性格を

こうした基準にかかわらず，部局長が別に決

持っており（以下，両者をあわせて「情報公
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開法」と表記），こうした規程を持つ点は，

について集中保存する場所や方法などを規定

通常の民間企業とは異なる点である。

している。ただ，対象は，本部（東京・渋谷

情報公開規程には，「情報開示を円滑かつ

の放送センター）の文書に限られ，また，作

的確に実施できるよう，適正な文書管理に

成から 5 年以上が経過した文書がすべて集中

いっそう努める（22 条）」，「開示の求めを行

保存されているわけではない。

う者の利便に資するよう，開示の求めを受け

さらに，保存年限が終了して，非現用となっ

付ける場所において，文書ファイル目録等必

た文書の扱いについても，各部局や放送局に

要な情報の提供に努める（23 条）」といった規

委ねられ，歴史的な資料を選別して，放送博

定があり，情報公開規程の存在が文書管理の

物館などに移管する規程は特段，設けられて

あり方を決定づけている側面がある。

いない。前述の集中保存処理細則は，「集中

もっとも，情報公開法と同様，すべての文

保存文書で保存年限が満了したものについて

書が公開の対象となるわけではない。NHK

は，毎年 1 回，集中保存担当部署が集中保存

情報公開規程は，以下のように，放送番組そ

依頼部署へ廃棄かまたは史料としての移管か

のものや，歴史的な資料として放送博物館な

の確認を行ったうえ，一括廃棄または移管す

どで別途，管理されているものは，公開の対

る」と規定しているが，移管先についての具

象外としている。

体的な定めはない。こうした文書管理の概略
を図示すると以下のようになる（図 1）。

・開示の対象（NHK 情報公開規程 3 条）

図 1 のように，文書管理や情報公開の制度

開示の求めの対象となる文書は，NHK 役職

的な枠組みは，現用文書の取り扱いを念頭に

員が業務上共用するものとして保有してい

置いたものである。このため，歴史資料とさ

る文書（電磁的に記録されたものを含む。）

れた文書，つまり，▽当初から「歴史的もし

とする。ただし，
次に掲げるものについては，

くは文化的な資料または学術研究用の資料」

開示の求めの対象外とする。
（1）放送番組および放送番組の編集に関する
情報を記録したもの
（2）書籍，雑誌等不特定多数の者に販売する
ことを目的として発行されるもの
（3）歴史的もしくは文化的な資料または学術
研究用の資料として NHK 放送博物館等
において特別の管理がされているもの

として放送博物館などで管理されている資料
と，▽歴史資料として各部局・放送局で管理
されている資料（保存年限が終了した文書な
ど）については，具体的な取り扱いに関する
規程はない。また，歴史資料の移管先を具体
的に定めた規程はない（詳細は後述）。
このように，現状では，歴史的な価値を持
つと判断された資料が，放送文化研究所や放

また，文書の管理は，基本的に各部局・放

送博物館に自動的に移される仕組みは存在し

送局の判断に委ねられている。文書の集中保

ない。このため，NHK 内で生成される文書

存に関する NHK 内の規程としては，「本部に

の収集を進める場合には，放送文化研究所や

おける文書（電磁的記録を含む）の集中保存

放送博物館の担当者がその都度，文書の作成

処理細則」があり，保存年限 5 年以上の文書

部局に対して働きかけを行う必要がある。
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が国立公文書館に移管され

図 1 ＮＨＫの文書管理の流れ
保存年限
延長

各部局・放送局で管理
有期年限（1 年〜10 年）の
文書

永久保存文書

放送博物館等で管理
歴史的資料など

置されるといった問題が生
じていた。実際，内閣府が

保存年限終了
各部局で判断

ず，それぞれの役所内に放

情報公開規程
に基づく開示
対象

情報公開請求の対象外

2008 年 3 月 に 行 っ た 調 査
によると，保存年限が満了
した行政文書のうち，国立

歴史的資料
など

廃棄処分

移管に関する具体的規定なし
（2005 年廃止）

各部局・
放送局で
管理

割 合 は 0.7 ％ に と ど ま り，
本来，移管されるべき文書

※過去の放送番組はＮＨＫアーカイブスで保存、一部を公開
（ＮＨＫの関連規程を基に作成）

公文書館などに移管された

が移管されない状態となっ
ていた（内閣府公文書管理
の在り方等に関する有識者

Ⅳ−2 公文書管理システムとの比較

会議 2008）。このため，歴史的に重要な公文
書を確実に残すためには，現用文書の管理も

前述のように NHK の文書管理は，歴史資

含め，文書管理システム全体の改善を図らな

料の扱いまで包摂した仕組みにはなっていな

ければならないという認識が政府の有識者会

い。 一 方 で， 国 の 公 文 書 管 理 の 枠 組みは，

議の場で共有されるようになった。

2011 年 4 月の公文書管理法施行によって，現

こうした認識の広まりと前後して，2007

用文書だけではなく，歴史的な文書の扱いを

年には，いわゆる「消えた年金記録」問題や，

合わせた，「文書のライフサイクル」全体を

C 型肝炎関連資料の放置，海上自衛隊補給艦

包摂したものへと変化している。以下，放送

「とわだ」の航海日誌誤廃棄など，公文書管

史資料の管理の参考にするため，公文書管理

理をめぐる不祥事が次々に発覚し，歴史的な

の枠組みについて触れておくことにする。

文書の扱いにとどまらず，公文書管理法制全

まず，これまでの経緯を振り返ると，公文

体の見直しが強く求められる状況となった。

書管理法の施行以前は，現用文書と非現用文

法制化に直接つながったのが，公文書管理

書（歴史資料を含む）の扱いは別々の法律で

の在り方等に関する有識者会議による最終報

規定され，前者は情報公開法，後者は国立公

告「時を貫く記録としての公文書管理の在り

文書館法の規定に基づいて管理されていた。

方―今，国家事業として取り組む―」
（2008

そして，非現用文書の国立公文書館への移管

年 11 月）である。この最終報告を基に法文化

は，各省庁と国立公文書館の間で合意がなさ

された公文書管理法案が 2009 年 3 月国会に

れたものに限って行われる仕組みになってい

提出され，同年 6 月に成立したのち，2011

たため，各省庁が文書の移管をめぐって拒否

年 4 月に施行された。

権を持っていたのに等しかった。
このため，保存年限が切れた歴史的な文書

公文書管理法の施行によって，現用文書と
非現用文書の扱いを別個の法律で規定するこ
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れまでの法制度（セグメント方式）から，双

また，国や独立行政法人の研究所などが保

方を包摂するオムニバス方式の法制度へと変

有する歴史的・文化的資料や学術研究用の資

わったことになる（宇賀 2010：424）。公文書

料については，上記の管理の枠組みの対象外

管理法に基づく文書管理の概要を図示すると

とされたものの，それらの資料については，

以下のようになる（図 2）。

目録を公開するとともに，資料の利用制限を

公文書管理法では，非現用文書のうち，歴

原則として行わないことが求められている。

史的な文書に関しては，すべて国立公文書館

このように歴史的な文書資料をめぐる各省

などへの移管対象となり，保存期限が満了し

庁や独立行政法人の文書管理システムは変化

た文書を，廃棄も移管もせずに，役所の書庫

しつつあり，従来に比べれば，歴史資料の管

などに放置することはできなくなった。また，

理の枠組みが改善されつつあると言える。こ

保存年限が満了した文書を廃棄する際には，

うした変化を念頭に置きつつ，放送史資料を

内閣総理大臣の同意を得なければならないと

どのように収集し，保存，公開を図っていく

規定された。こうした規定によって，文書の

か，以下，考察を行うことにする。

不適切な廃棄を防ぐとともに，歴史的に貴重
な資料が確実に国立公文書館などに移管され
る仕組みが制度的に担保された。
なお，公文書管理法の対象となるのは，国
の省庁にとどまらず，独立行政法人や国立大
学法人，
一部の特殊法人も含まれる。例えば，

Ⅴ

検討課題①
資料の移管・収集

Ⅴ−1 NHK 文書の移管・収集

京都大学文書館や日銀金融研究所アーカイブ

ここからはまず，資料の収集・移管に関す

などが，国立公文書館と同様，非現用文書の

る問題について，① NHK 文書，②それ以外

15）

受け入れ先として政令

で認められた。

のさまざまな機関・個人が作成した文書とい
う順で考察を行う。

図2

ここまで見てきたよう

公文書管理法施行後の文書管理の流れ
保存要領に従い各省庁・独立行政委員会
等で管理

歴史資料等保有施設
で管理

現用文書（保存年限：最長 30 年）

歴史的・文化的資料
学術研究用資料

情報公開法に
基づく開示対象

保存年限終了
廃棄

あらかじめ内閣
総理大臣と協議

移管

目録を公開、
原則として
利用制限なし
（公文書管理法施行令）

に， 保 存 年 限 が 終 了 し た
NHK 文書が自動的に放送
文化研究所や放送博物館に
移管されるシステムはな
い。ただし，放送文化研究
所への文書移管に関しては
前例があり，一時，「史料

廃棄処分

特定歴史公文書等
（歴史公文書等のうち
移管されたもの）
国立公文書館などで
管理

（公文書管理法を基に作成）
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利用請求の対象

の収集について」という規
程が置かれていた。この規
程は，歴史的資料として収
集・保存すべき記録を，放
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送文化研究所が各部局・各放送局と協議の上，

たオムニバス形式の文書管理の枠組みを導

決定し，保存年限が満了した際などに放送文

入することが選択肢の一つとなる。現に所

化研究所に引き継ぐものである。具体的に移

蔵している資料の管理とあわせて，体系的

管対象とされた資料には，以下のものがある。

な資料収集の枠組みを検討していくことが
求められている。

・移管対象とされた資料
（1）協会経営全般ないし各業務の基本方針策
定に関する文書記録
（経営計画，年度計画，各種会議議事録，
説明資料，意見書，その他）
（2）各業務の実施と成果に関する文書記録
（業務報告書，各種規程類，協定・契約，
企画書，連絡文書，番組表，制作・取材
記録，業務日誌類，部内刊行物，広報資
料，その他）
（3）上記に関連する写真その他の映像・音声
資料

また，こうした制度的な検討と並行して，
研究活動の一環として，NHK のさまざまな
場所で所蔵されている歴史的な文書の状況把
握を進め，場合によっては，収集を進めてい
く必要がある。資料収集は，『放送五十年史』
や『20 世紀放送史』など，放送史に関連した
書籍を編集するのにあわせて行われてきたも
のの，これまでは，それが継続的な取り組み
につながってこなかった。
例えば，『放送五十年史』の編集にあたっ
ては，1973 年 4 月，放送文化研究所から全
国の各放送局長あてに，資料の保有状況の調

しかし，この規程は，
『20 世紀放送史 資料

査依頼を出している。この中で，重点的に収

編』の刊行（2003 年 3 月）によって使命を終え

集する資料として，①各種業務上の記録（実

たとして，2005 年 12 月に廃止された。以降，

施計画，報告等），②番組編成，制作上の経過，

上記の資料の放送文化研究所への移管は行わ

実施番組表，③取材，演出に関する挿話，苦

れておらず，2011 年現在，保存年限が切れ

心談等，④各放送局の刊行物，年史，相談室

た NHK 文書を放送文化研究所に移管する定

記録等，といった 10 項目が例示され，それ

め は な い。 こ の た め， 保 存 年 限 が 切 れ た

に即した資料収集が行われた（NHK 総合放送

NHK 文書を収集していくためには，規程に

文化研究所放送史編修室 1978：21-22）。

頼らずに個別に各部局・放送局と交渉してい
く必要があるのは，前述のとおりである。
ただ，歴史的な価値を持つ文書を体系的

しかし，いったん，放送史関連の書籍の編
集が終わると，資料の所蔵状況の調査は途切
れ，収集も継続的に行われることはなかった。

に集めていくためには，保存年限が切れた

このため，多くの歴史資料は，今も NHK の各

文書の移管を継続的に行うシステムを作る

部局・放送局に散在しているものとみられる。

ことが必要になる。対応策としては，まずは，

このため，まず，所蔵状況の調査を進めると

歴史資料の移管に関する規程を改めて設け，

ともに，資料収集を継続的に行い，放送局の

資料を収集しやすい環境を整えることが考

移転や建て替えに際して歴史資料が散逸する

えられる。その際には，公文書管理法と同様，

ことのないよう対策を進める必要がある16）。

現用文書と歴史資料（非現用文書）を包括し

歴史資料の収集・管理では，民間企業でも，
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社史編纂事業が継続的な資料管理につなが
り，社内にアーカイブ機能が定着するケース
があることから（高島 2009：51-52），そうし
17）

た例を参考にすることも考えられる

Ⅴ−2 組織文書・個人文書の状況把握
放送史に関連した資料は，NHK 以外にも，

。一部

民放をはじめとするさまざまな企業や，放送に

の企業で文書アーカイブの形成が進んでいる

関係する団体・個人によって生み出され，そ

理由としては，資料が歴史研究に役立つのみ

れぞれの組織や個人によって所蔵されている。

ならず，企業活動そのものにとっても有益で

そして，それらの資料の全体像は明らかになっ

ある点が認識されてきた面がある。企業に

ていない。これらの資料の所蔵状況を把握し，

とって適正な記録管理が必要な理由として

収集を進めていくことは，NHK 文書の移管・

は，①説明責任を果たす，②知識管理を行う，

収集の問題と同様に重要と考えられる。

③危機管理を行うという 3 点が指摘されてい

こうした組織文書のうち，公文書に関して

るが（小谷 2008：87-96），その一環として，

は，現用文書は総務省をはじめとする関係省

文書アーカイブの重要性が認識されるといっ

庁で，非現用文書は国立公文書館などで管理

たケースである。

が行われている。これらに関しては，情報公

具体的には，「取材に供する史料，受賞記
念催事での展示，マスコミ等からの要請，学

開法や公文書管理法に基づいて，開示請求や
利用請求を行うことが可能である。

会発表でのプレゼン資料，会社の歴史を綴る

一方，それ以外の組織文書，すなわち，民

年史の作成」
（奥村 2006：38-39）などに歴史

放や番組制作会社などの民間企業や，日本民

文書を活用することによって，企業イメージ

間放送連盟（民放連）といった業界団体，あ

の向上を図るといった活用方法が例として挙

るいは，放送関連企業の労働組合などが所蔵

げられている。さらに，そうした企業のイメー

している歴史資料は，全体状況がつかめない

ジ向上にとどまらず，知的財産権や医療過誤

状態にある。それらについては，資料を作成

をめぐる訴訟，独占禁止法での調査対応と

した組織で保管されているほか，場合によっ

いった，危機管理の局面で，過去の文書が有

ては，大学などの研究機関や，
「日本脚本アー

用だったという調査結果もある（山﨑・黒済・

カイブズ18）」
（日本放送作家協会）のような資

伊藤 2006：60-61）。

料収集に取り組んでいる組織によって収集さ

放送文化研究所や放送博物館が抱える歴史

れ，所蔵されているケースがある。このため，

資料が直ちに上記のような目的に貢献するこ

関係者の間でネットワークを形成し，資料の

とは考えにくい。ただ，資料の適切な管理が

所蔵情報を共有していくことが課題である。

必要という認識を広めていくためには，それ

適切な管理が行われている資料は，収集を行

が歴史研究に欠かせないという点にとどまら

う必要性はないが，どの組織が，どのような

ず，組織としての説明責任を果たしていくた

資料を所蔵しているか，情報の集約を行うこ

めにも不可欠であるという認識を広めていく

とが求められている。

必要があると考えられる。

また，放送史を検証する上では，個人が所
蔵している文書が果たす役割も大きい。個人
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文書の中には，本来，組織文書として保存・

ているともいえよう（伊藤 2008：82）。

管理されるべきものが個人宅などで保存され
ているものがある。これらは，主に放送事業

もっとも，こうした個人所蔵の文書につい

者（NHK・民放）や郵政省の OB，放送政策に

ては，所蔵状況の把握が困難な上，散逸しや

携わった政治家などが在職時に使用した資料

すく，機会を逃すと収集が難しいという面が

をそのまま自宅などに持ち帰って所蔵してい

ある。資料の所在確認を継続的に行うととも

るケースである。

に，場合によっては，資料の所蔵者の同意を

最近は，組織文書の持ち出しが行われてい

得て，収集を進めていくべきと考えられる。

るケースは減っていると考えられるが，過去

さらに，文書資料の収集と並行して，番組

には，自宅などで作業するため文書の持ち出

制作や放送政策に携わった人々からの聞き取

しを行う例は多く見られた。そして，組織に

り調査を行い，それらを口述資料としてまと

残された文書が廃棄される一方で，個人の自

めていく作業も必要になる。前述のように，

宅などに置かれた文書が残り，それが歴史を

日本の場合，政策決定過程が文書として残さ

検証する上での貴重な資料となっている事例

れていないケースが多く，番組制作や経営と

は多い。中央省庁ですら，歴史を編纂するに

いった分野でも，文書資料でその活動が裏付

あたって，個人が保存していた組織文書に依

けられる部分は一部に過ぎない。このため，

存せざるをえないことは，これまでにも指摘

放送に関係した人々の証言を多面的に集めて

19）

されてきた

。

そうした個人が所蔵する組織文書に加えて，
歴史研究の上では，日記や個人的に作成され
たメモ類が政策決定過程を検証する上で重要

いくとともに，調査を行った際の音声データ
についても，散逸を防ぐ取り組みが求められ
ている。
また，組織文書にせよ，個人文書にせよ，

であることは，しばしば言及されてきた。歴

資料収集を行うにあたっては，分野に偏りが

史研究者の伊藤隆は，次のように述べている。

出ないよう，事前に一定の資料収集方針を策
定しておく必要がある。資料収集に関しては，

アメリカ等の場合公文書は貴重である。

保存スペースの問題や費用の問題もあり，一

それは政策決定過程が公文書に記録されて

つの機関ですべてを行っていくことは難し

いるからである。日本の公文書の場合，殆

い。放送に関連した機関や大学などの研究機

どが決定文書であり，研究者の興味を引く

関との連携をとりつつ，体系的な資料収集が

ことが少ない。「記録」
「文書」というもの

行われるよう取り組みを進める必要がある。

についての考え方の違いである。これも研
究者の常識と言っていい。『原敬日記』が
カバーする時期の公文書と日記の情報の質
と量を比較してみれば一目瞭然であろう。

Ⅴ−3 電子媒体の資料の扱い
資料の移管・収集をめぐる方法論について，

公文書が無用であるということはないが，

ここまで資料の作成元を念頭に置いて考察を

日本における官僚等の仕事の仕方を反映し

加えてきたが，近年，電子媒体の資料をどう
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収集するかという，資料の媒体をめぐる問題

によるものが大半と考えられる。公文書の移

が浮上している。これは，当初からデジタル

送をめぐる議論など，先行する領域の動向を

データで作成される資料（ボーン・デジタル

踏まえつつ，電子媒体の資料の移管・収集方

文書）に関する問題で，こうした電子媒体の

法について検討を進める必要がある。

資料の収集を進める場合，事前に移管の取り

さらに，電子媒体の資料の移管・収集にあ

決めを行っておくといった対応策を検討して

たっては，記録の作成方法自体が，これまで

おかなければ，紙媒体の資料以上に収集が困

の紙媒体の資料とは異なっている点を考慮す

難になる。

る必要がある。指摘されている点は，文書の

また，その移管・収集方法についても，さ

作成手段が電子媒体に変わることによって，

まざまな論点が浮上している。これに関して

組織の意思決定過程がたどりにくくなってい

は，内閣府の有識者懇談会が検討を行い，

るという問題である。

2006 年 6 月に，電子公文書の移管方法につ

紙媒体の資料では，例えば，省庁での立法

いての報告書をまとめている。この中では，

作業に関して，最初の原案から，さまざまな

電子媒体の資料の扱いについて，①紙・マイ

議論が積み重ねられて修正されていく様子が

クロフィルムなど非電子媒体に変換して移

ひとつづりになっているものもあり，そうし

送，②モノとしての電子媒体（CD-R，DVD

た資料を活用すれば，立法過程でどのような

など）による移送，③オンラインによる移送，

変化があったのかわかるという利点があっ

④管理権限（アクセス権）移行による移送，

た。資料によっては，手書きでの修正や削除

という 4 つの選択肢が示され，それぞれの長

が行われた痕跡が残されているものも存在

所と短所について整理が行われている（公文

し，政策決定過程を検証する上では格好の材

書等の適切な管理，保存及び利用に関する懇

料だった。

談会 2006：23-25）。
それによると，①の紙媒体に変換しての移

しかし，文書作成を電子化したことに伴い，
資料として残るのが，最初の原案と最後の完

送は，媒体変換によって電子公文書に埋め込

成案の 2 つといったケース，場合によっては，

まれたメタデータが失われるおそれがあるこ

最終案のみといったケースが増えている（御

と，④の管理権限移行による移送は，電子公

厨 2007：4-6）。このため，政策決定過程を

文書の保存に要する経費などの負担の切り分

電子媒体の資料のみから検証することは難し

けが難しく，これに要する事務量が増大する

くなっている。デジタル化の進展によって情

おそれがあることを挙げ，問題が多いと記述

報の記録形態が変化し，歴史を検証しにくい

している。そして，長期的には，③のオンラ

システムに変わっていることになる。

インによる移送が有力な選択肢になるもの

前述の関係者への聞き取り調査に際して

の，当面は，②のモノとしての電子媒体によ

も，文書の電子化によって失われている情報

る移送が最も適切と結論づけた。

が多いという点を念頭に置きつつ，そうした

現在，NHK や民放，さらに放送に関連し
た企業・団体で作成される文書は，電子媒体
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情報の欠落を補完するような調査を行ってい
く必要性が高まっている。
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Ⅵ

下に 2 つの資料群の目録の例を示したが，資

検討課題②
資料の保存・整理

料の性質自体は類似しているものの，記載項
目や，年代表記の仕方，資料の体裁に関する

Ⅵ−1 目録の作成と他機関との連携

記述の有無など，さまざまな点で作成方法が
異なっている（表 5-1，表 5-2）。

資料の保存・整理についても取り組むべき

これらのメタデータに関しては，冊子体の

課題は多く残されている。資料の保存をめ

目録を電子データに書き換える作業を行って

ぐっては，資料の目録（メタデータ）を適切

いるが，横断的な資料検索が容易になるよう，

に作成すること，そして，資料そのものの劣

メタデータの形式を汎用性の高いものに統一

化が進まないよう管理していくことが，資料

していくことが必要になる。データ形式につ

の所蔵機関に求められる条件である。資料整

いては，国際公文書館会議（ICA）が提唱す

理や保存の原則としては，出所の異なる文書

るメタデータ記述の一般原則「ISAD（G）21）」

を混合させてはならないという「出所原則」

など，標準化された規則がある。また，公文

や，文書が移管されたときの順序に基づいて

書管理法施行に伴って公表された「特定歴史

排列する「現秩序尊重の原則」が，文書館が

公文書等の保存，利用及び廃棄に関するガイ

従うべき慣行として存在している

20）

。そう

した原則を念頭に置きつつ，放送史資料の保

ドライン」にも，次のような標準的な項目の
例が記載されている。

存・整理でどのような点が課題として存在す
るのか見ていく。

・メタデータの標準的な例

まず，放送文化研究所が所蔵している資料

名称／分類／受入方法／移管省庁／移管

の中には，目録が作成されていないものが存

年度／保存場所／媒体／識別番号／利用

在する。また，資料そのものの管理が適切で

可能な複製物／利用制限／作成部局／作

はなかったために，目録と資料が対応せず，

成年月日

本来あるべき資料が見つからないといった
ケースがある。前者については，資料の散逸

放送博物館の資料は，すでに電子データの

を防ぐためにも，目録を早急に作成する必要

形でメタデータが完備していることから，そ

がある。目録が存在しない場合，資料が失わ

れと共通性を持たせつつ，なるべく標準的な

れたとしても，どのような資料がどの程度，

形で，不可欠な情報を漏れなく盛り込んでい

紛失したか，わからなくなってしまうためで

くことが必要となる。メタデータを標準的な

ある。また，後者については，資料そのもの

形式で作成することは，大学など他の機関が

と目録の対応関係を調べ，所蔵状況を再度確

所蔵している資料との横断検索を行うために

認することが求められる。

も必要となる。

さらに，目録が存在する資料についても，

複数の資料所蔵機関のメタデータを統合し

資料収集にあたった担当者や，収集の時期に

ている例としては，インターネットを通じて

よってメタデータの形式が異なっている。以

近現代のアジア歴史資料を提供する「アジア
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表 5-1

所蔵資料の目録記載例（放送史資料Ⅳ）

資料番号

公

開

年

代

タイトル

編著者

発行所

発行年月

Ⅳ 3 153

昭和 15

国家と放送（内閣情報部「参考資
料」第８輯）

日本放送協会

1940.02

Ⅳ 3 154

昭和 15

ラヂオ講演・講座

日本放送出版協会

1940.03

Ⅳ 3 155

昭 和 14
～ 15

放送会館防護団関係 ＊放送会
館防護団員任命の件［文書］ほか

Ⅳ 3 156

昭和 16

大詔を拝し奉りて－千古不滅の
放送［昭 16.12.8 放送］

Ⅳ 3 157

昭和 16

放送司令部運用ニ関スル件

日本放送協会文書

1941.12

Ⅳ 3 158

昭和 16

臨時番組編成方針要領－中郷常
務理事便達

日本放送協会

1941.12

Ⅳ 3 159

昭和 17

臨時番組編成方針ニ関スル件
日本放送協会業務局長名，各中
央局長あて文書

Ⅳ 3 160

昭和 17

戦争下ノ国内放送ノ基本方策

日本放送協会

1942.01

Ⅳ 3 161

昭和 17

放送司令部設置ノ趣旨並運用ノ
概要

日本放送協会文書

1942.05

Ⅳ 3 162

昭 和 16
～ 18

放送司令部日誌
～ 18.4.15

日本放送協会

1941.12

Ⅳ 3 163

昭和 17

戦ふ放送

Ⅳ 3 164

昭和 17

海外放送宣伝記録

Ⅳ 3 165

昭和 17

海外放送宣伝記録

Ⅳ 3 166

昭和 17

Ⅳ 3 167

昭和 18

日本ノ対外放送ニ関スル意見

Ⅳ 3 168

昭和 18

第三群防空警報放送実施放送局
一覧表

1943.07

昭 和 19
ごろ

俘虜名簿［対敵宣伝放送用資料
と思われるもの］

1944.00

昭和 19

放送報道編輯例

Ⅳ 3 169

要検討

Ⅳ 3 170A

考

1939.00
内閣総理大
臣東條英機

1941.12

1942.01

昭 16.12.16
大政翼賛会
宣伝部編
第２号

「国策放送」目次

備

昭 17.12
～ 18.4
一部欠

1942.12
日本放送協会国際局

1942.01

日本放送協会国際局

1942.12

日本放送協
会編

1942.00
大本営陸軍報道部

日本放送協会

1943.03

1944.09

歴史資料センター22）」が挙げられる。アジア

を作成・管理し，連携を図っていくことの必

歴史資料センターでは，国立公文書館，外務

要性はさまざまな分野で指摘されている23）。

省外交史料館，防衛省防衛研究所図書館が保

放送史資料に関しても，文書資料以外に，機

管する資料のうち，デジタル化が行われた資

器資料や，聞き取り調査を行った際の音声資

料をインターネットで提供している。原資料

料などさまざまな資料が存在する。また，文

自体は，各所蔵機関にて保管されており，メ

書資料にしても，公文書から企業文書，個人

タデータのフォーマットも微妙に異なってい

文書など多種多様であり，それらの資料がさ

たが，ISAD（G）の枠組みを活用することに

まざまな機関によって所蔵されている。資料

よって，メタデータの統一が図られたという

そのものを 1 か所で集中保存する必要性は薄

（小川 2002）
。
このように，汎用性の高い形でメタデータ
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いが，メタデータを集約・結合させていくこ
とは，歴史研究を行いやすくする上で不可欠
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表 5-2

所蔵資料の目録記載例（基本目録資料）

分類及び
資料番号
9.10 011

タイトル
南方会関係資料

作成部局 / 出版元

作成年月日

平成 10 年 9 月 28 日

A4 ファイル

第 25 回南方・中国派遣者の集い

手書き看板／ 1 枚

戦時中 海外にて戦病死された方々
（比島での慰霊祭）

1975.3.9

南方会
9.10 012

9.10 013

大連放送局

満州日日新聞

＜縮刷版＞

A4 ファイル

満州日日新聞
11.11.30

＜切り抜き＞

大正 14.7.10 ～ 8.14
大正 14.8.15 ～昭和

1925

A3 ／ 17 枚

1925 ～ 1936

17 枚

朝鮮放送協会

A4 ファイル

大東亜電気通信協議会規約当事者関係
朝鮮放送協会略史

9.10 014

大判手書き／ 1 枚
手書き看板／ 2 枚

満州日日新聞

日本無線史

体裁・備考

職員録

大東亜電気通信事務局

1944.9.1 現在

1924 － 1945

第 12 巻

第五章

朝鮮

B4 変形／ 5 枚
A4 ／ 39 ページ

抜粋

B4 ／ 13 枚

韓国放送史編纂 , 兪炳殷氏と仲介 , 黒岩一彰氏との
発来信

書簡／ 5 通

新聞切抜

6枚

佐坂正平フィリピン関係
南十字星のもとに

A4 ファイル

レポート№１

放送関係者フィリピン
巡拝団

A5 ／ 22 ページ

写真（比島報道班時代の佐坂氏 , マニラホテル）

1942.1

写真／ 1 枚

MANILA & SUBURBS STREET MAP

1975.8

大判／ 1 枚

CONTROL ROOM LOG KZRH

1941.12.31

A4 ／ 3 枚

大東亜戦争一周年記念特輯番組（第八日）

1942.12.8

B4 ／ 2 枚

実況放送の思い出（2, 完）
佐坂正平寄贈資料目録

A4 ／ 2 枚
切り抜き

ほか

比島（フィリピン）放送管理局のあゆみ
フィリピン放送局

佐坂正平
北海タイムス

関係記事索引

B5 ／ 2 枚
NHK 放送文化研究所
年報 18

B4 ／ 6 枚
1993.1.28

コピー

A4 ／ 1 枚

である。将来的なデータの統合を見越して，

らの修復や媒体変換を急ぎ，貴重な資料の

標準的な形式でメタデータを作成していくこ

データを維持することは喫緊の課題である。

とは欠かせない取り組みである24）。

このうち，紙資料については，とりわけ
1940 年代から 1950 年代にかけての資料で酸

Ⅵ−2 資料の劣化対策
資料の保存については，メタデータの作成

性劣化が進んでいるものが多い。また，同時
期の資料で，ダンボール詰めになったまま，
劣化の状況が確認できていない資料もある。

に加えて，資料自体をいかに保護・保存して

これらの資料には，放送の歴史を検証する上

いくかも重要である。放送文化研究所に所蔵

で，重要な時期の文書が含まれるが，現状で

されている資料でも，紙資料やマイクロ資料

は，そのまま公開することは難しい。当面は，

の一部で劣化が進んでいるものがある。それ

紙の酸性劣化の進行を防ぐために，紙資料を
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中性紙で包むといった対策が必要となる。さ
らに，資料の状況によっては，マイクロ化や
電子データ化といった，媒体変換を行う必要
があると考えられる。
一方で，過去に，紙からマイクロフィルム

【デジタル化】
原資料又はフィルムからスキャナ等の読み
取り機器により画像デジタル情報に変換し，
ディスク等の電子媒体に保存する。
＜利点＞

に媒体変換を行った資料についても問題が生

・任意のページへの直接アクセス等が可能

じている。マイクロ化された資料のほとんど

であり，資料閲覧における利便性が高い。

は，劣化しやすい材質の従来型のフィルム

・高精細画像の提供等により，資料に対す

（TAC フィルム）を使用しており，放置した

る多様な閲覧方法の実現が可能である。

場合，マイクロフィルムが劣化して，資料の

・インターネット提供できるものについて

読み出しが困難になるおそれがあるためであ
る 25）。酸性劣化を防ぐ当面の対策として，
放送文化研究所では，マイクロフィルムを収

は，遠隔からのアクセスが可能である。
・閲覧のために特別な機器等を必要とせず，
コンピュータ等の一般家庭，職場への普及
により，広域に閲覧環境が確保されている。

納している紙箱（包材）を中性紙にしたり，

＜課題＞

リールを酸に強い材質のものに取り換えたり

・電子媒体及びデジタル情報の長期保存，長

する作業を行っている。また，包材交換にあ

期利用のためには，マイグレーション等の

わせて，フィルムの巻き戻し作業を実施し，

対応が必要である。

フィルム劣化の一因となる素材周辺のガスを
除去する作業も実施している。
もっとも，これらは暫定的な対策であり，

・改ざんの困難性を厳格に維持する必要が
ある。
【マイクロ化】
原資料を撮影し，マイクロフィルム，マイ

いずれかの時点で，再度，媒体変換を行うこ

クロフィッシュ等の代替物を作製する。

とが必要となる。ただ，手法をめぐっては，

＜利点＞

再びマイクロ化して保存するか，あるいは，

・保存用媒体として実績があり，作製・保

デジタル化して保存するかという選択肢があ
る。それぞれ一長一短があることから，他機
関の例を見つつ検討を継続していくことが必
要となる。

存に関して規格が国際的に統一されてお
り，規格に準拠することにより長期保存性
が保証されている。
・改ざんができない，又は困難である。
＜課題＞

具体的に，媒体変換にあたっての「デジタ

・任意のコマへのアクセスの利便性が低い。

ル化」と「マイクロ化」の利点と課題をまとめ

・閲覧のためにはマイクロリーダー等の機

たものとしては，国立国会図書館の「媒体変
換基本計画」がある（国立国会図書館 2009）。
そこでは，それぞれの特性が以下のように記
述されている。

器が必要である。
・現在の技術ではカラーフィルムは長期保
存性が低い。
・将来的に市場の縮小が予想されるため，関
連する製品の入手が困難となる可能性があ
る。
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こうした点を考慮に入れて，国立国会図書

このように，媒体変換の方法をめぐっては，

館では，媒体変換の方法を，デジタル化を原

デジタル化が取り入れられつつも，マイクロ

則にすることを決めた。理由として，「①提

化も併用されるなど，図書館や文書館全体と

供における利便性等の観点から，媒体変換の

して必ずしも方向性が定まっているわけでは

主流は，今後マイクロ化からデジタル化に移

ない。放送文化研究所の資料に関しても決

行していくと考えられる。②マイクロ化によ

まった方針はないが，国立国会図書館や国立

る保存については実績もあり信頼性が高い

公文書館の検討結果を参考にしつつ，方針を

が，デジタル化による保存についても，JIS

検討していくことが必要となる。

等の規格整備が進むとともに，欧米での長期

また，こうした素材の劣化に関する問題は，

保存についての調査研究も進展しており，長

紙資料やマイクロ資料に限らず，音声資料に

期保存についてマイクロ化と同等程度以上の

も当てはまることから，あわせて検討を行う

信頼性が確保されている。③当館所蔵資料の

必要がある。放送文化研究所が所蔵している

デジタル化及びその利用について，関係者間

音声資料には，オープンリールテープ（直径

協議が進みつつある」
（国立国会図書館

5 インチ・7 インチ・10 インチ）とカセット

2009：2）の 3 点を挙げた26）。

テープがあるが，マイクロフィルムと同様，

一方，国立公文書館が設置した有識者会議

高温や湿気に弱いことから，一部で劣化が進

は，資料の保存状態や内容，利用頻度に応じ

んでいる。また，磁気テープという特性から，

て，媒体変換の方法を適切に使い分ける取り

磁石などに近づけると記録内容が消失するお

組みが必要とする提言を 2011 年 3 月にまと

それがある上，再生用機器の生産が終了して

めた（国立公文書館歴史公文書等保存方法検

いるといった問題が存在する。

討有識者会議 2011）。この報告を受けて，国

このため，放送文化研究所では現在，音声

立公文書館は，媒体変換の方法としてデジタ

データの wav 形式による電子データ化を進め

ル化を新たに採用する一方で，劣化が進んで

ている。ただ，紙資料のデジタル化で指摘さ

いる資料については，マイクロフィルム化に

れたように，記録形式（フォーマット）につ

よる代替物作成を行うとした。具体的には，

いては，依然，安定性の問題を抱えている。

「原資料の保存状況や利用頻度に応じて媒体

また，音声データを記録した媒体（DVD-R）

を選択することとし，保存状態が比較的良好

の寿命も，従来の音声テープに比べて必ずし

な場合は，デジタル化による代替物作成を基

も長くはないといった問題を抱えている。

本とし，急速に劣化が進んでいるものや今後

資料のデジタル化は，先の国立国会図書館

劣化が進行するおそれがあるものについて

の検討にもあるように，保管場所を取らない

は，マイクロフィルム化による代替物作成を

点や，適切なメタデータを付与すれば資料の

基本とする」
（国立公文書館 2011）と結論づけ

検索を行いやすい点，デジタルアーカイブと

ている。国立公文書館は，当面は，マイクロ

の親和性が高く，コンテンツの活用がしやす

化とデジタル化の両者を並行して行う方針を

い点など，さまざまな利点がある。また，公

示したことになる。

開対象をデジタル資料にすることによって，
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資料そのものの紛失や損壊を防ぐことができ
るという点でも利点がある。一方で，デジタ
ル化した資料の管理方法は，紙資料やマイク
ロ資料とは異なる点は多い。デジタルデータ
の特性を十分に理解した上で，活用策を探っ
ていくことが求められている。

スク，DVD その他の媒体
イ

放送番組の素材を記録したテープ，ハー

ドディスク，DVD その他の媒体
ウ

個々の放送番組の企画，取材，収録，

中継その他の制作業務を行う目的で作成
しまたは取得した文書
エ

放送番組の編成または開発（以下「編成

等」という。）を行う目的で作成しまたは取

Ⅶ

検討課題③
資料の公開・活用

得した文書
オ

放送番組の全般または一分野について，

内容，制作工程等を規律する目的で作成
しまたは取得した文書

Ⅶ−1 文書の公開範囲をめぐる問題
ここからは放送文化研究所が所蔵する歴史
資料の公開に関する問題を検討する。まず，

カ

放送番組の制作または編成等を円滑に

行う目的で，連絡，協議等のために作成
しまたは取得した文書
キ

放送番組の制作または編成等に従事す

NHK の制度を見ると，情報公開請求の対象

る要員の配置または業務分担に関する事

は，
「役職員が業務上共有するものとして保

項を記載した文書

有している文書」であり，現用文書について
は，
これに基づいた情報公開が行われている。
一方で，NHK 情報公開規程の項目で見たよ
うに，
「放送番組および放送番組の編集に関
する情報を記録したもの」や，「歴史的もし

ク

放送番組の制作または編成等に使用す

る設備，機材，システム等の運用に関す
る事項を記載した文書
ケ

放送番組の制作または編成等の経費に

関する事項を記載した文書
コ

その他アからケまでに掲げる媒体また

くは文化的な資料または学術研究用の資料と

は文書に記録された情報に準ずる情報を

して NHK 放送博物館等において特別の管理

記録したもの

がされているもの」は，情報開示の請求の対
象外となっている。また，保存年限が切れて

しかし，放送番組に付随する歴史資料は，

非現用となった文書に関しては，情報公開に

放送史の研究に不可欠なものであり，
「情報公

関する規定はない。

開規程で開示請求の対象外となっていない」
，

このうち，開示の求めの対象外となる「放

あるいは，
「開示に関する規定がない」という

送番組および放送番組の編集に関する情報を

理由で，放送番組に関連した資料のすべてが

記録したもの」については，別表で次の資料

利用できないことになると，研究に支障を来

が挙げられている。

たすことになる。歴史資料の公開については，
現用文書の情報公開とは切り離して，公開を

・開示の求めの対象外となる文書
  
（NHK 情報公開規程
ア

別表 1）

放送番組を記録したテープ，ハードディ
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めぐる考え方を整理しておく必要がある。
このうち，過去の放送番組そのものについ
ては，情報公開規程では開示の対象外となっ

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

ているものの，権利処理が完了した番組など，

る。これに関連して，まず，現用文書の情報

一部はすでに NHK アーカイブスや放送ライ

公開について見ておくと，NHK 情報公開規

ブラリーで公開されている。そうした点を考

程では，不開示に該当する情報を次のように

慮すれば，放送番組の制作に関係する過去の

定めている。

文書資料についても，一定の期間を経たもの
については，現用文書よりも公開の範囲を広
げることが考えられる。
現に，放送文化研究所や放送博物館が所蔵
する文書資料の中には，脚本や台本など番組

・不開示情報（NHK 情報公開規程 8 条）
（1）争訟，交渉，契約，調査，研究，人事，
労務，経理その他の事務または事業に関
する情報であって，開示することにより，

制作過程を記録した資料が多数存在してお

NHK の権利利益，地位もしくは事業活

り，一部，研究で利用されてきた実績もある。

動に支障を及ぼすおそれがあるもの，ま

一方で，取材・制作過程に関する文書や，次

たは特定の者に利益もしくは不利益を及

項で述べる個人情報が含まれた文書など，そ
のままの形で公開することが適当か，微妙な
文書もありうる。資料の公開範囲の決定をめ
ぐっては，文書作成からの時間の経過も考慮
に入れつつ，判断する必要がある。

ぼすおそれがあるもの
（2）NHK 内の審議，検討または協議に関す
る情報であって，開示することにより，
その審議，検討または協議が円滑に行わ
れることを阻害するおそれがあるもの
（3）個人に関する一切の事項についての事

こうした歴史資料の公開・活用をめぐって

実，判断，評価等の情報であって，当該

は，一般に，「30 年原則」と呼ばれる考え方

情報に含まれる名前その他の記述等によ

がある（小川ほか 2007：43-45）。30 年原則は，
1968 年の国際公文書館会議（ICA）マドリッ
ド大会で決議されたもので，文書を非公開と
する期間は，原則として作成時点から 30 年

り特定の個人を識別することができるも
の，または，特定の個人を識別すること
はできないが，開示することにより，当
該個人の権利利益を害するおそれがある
もの

を超えないものとするものである。放送文化

（4）NHK 以外の法人および任意団体その他

研究所の所蔵資料に関しても，そうした文書

の法人格のない団体（以下「法人等」と総

アーカイブの原則を踏まえつつ，公開に向け

称する。）または個人事業主に関する情

た考え方を整理しておくことが求められる。

報であって，開示することにより，当該
法人等または当該個人事業主の権利，競
争上の地位その他事業の遂行を害するお

Ⅶ−2 個人情報・著作権の扱い
歴史資料の公開をめぐっては，文書作成か
らの時間の経過を踏まえた対応が求められて
いるが，資料に個人情報が含まれている場合
や，著作権処理が必要とされる場合は，文書
をそのまま公開することが難しいこともあ

それがあるもの
（5）施設・設備の配置に関する情報その他開
示することにより NHK の保安に支障を
及ぼすおそれがあるもの
（6）契約により NHK が守秘義務を課せられ
ているもの，または契約の相手方が開示
を承諾しない契約書
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もっとも，これは，あくまで現用文書に関

た文書は利用制限の対象となるが，公開・

する規定であり，歴史資料に関して，この基

非公開の判断にあたっては，文書が作成さ

準を採用した場合，非公開の範囲が広くなり

れてからの「時の経過を考慮する」と規定さ

すぎるおそれがある。一般に，文書作成の時

れている（16 条）。そして，国立公文書館を

点で不開示とされた情報も，年月を経るにつ

はじめとする文書館が利用規則を作成する

れて，不開示とする理由が減少していくこと

上で参考にしている「特定歴史公文書等の保

が考えられる。とりわけ法人の利益を保護す

存，利用及び廃棄に関するガイドライン」は，

る規定については，一定期間が経過した後も

「時の経過を考慮するに当たっては，利用制

保護を続けることが妥当か，検討が必要であ

限は原則として作成又は取得されてから 30

る。一方，個人情報については，開示するの

年を超えないものとする考え方を踏まえる」

が不適当な情報が存在すると考えられること

と記述している。文書公開にあたっては，

から，どのような内容であれば非公開にする

30 年原則を踏まえた対応を行うべきという

か，検討を行うべきと考えられる。

判断である。

公文書管理法では，個人情報が記録され

ただし，個人情報の性質によっては，30
年が経過したからといって，文書を無条件で

表6

個人情報に関する国立公文書館の審査基準
所蔵資料

一定の期
間（目安）

個人情報であっ て，
一定の期間は，当該
情報を公にすること
により，当該個人の
権利利益を害するお
それがあると認めら
れるもの

50 年

重要な個人情報で
あって，一定の期間
は，当該情報を公に
することにより，当
該個人の権利利益を
害するおそれがある
と認められるもの

80 年

該当する可能性の
ある情報の類型の例
（参考）
イ
ロ
ハ
ニ
ホ

イ
ロ
ハ
ニ
ホ

へ

重要な個人情報で
あって，一定の期間
は，当該情報を公に
することにより，当
該個人又はその遺族
の権利利益を害する
おそれがあると認め
られるもの

学歴又は職歴
財産又は所得
採用，選考又は任
免
勤務評定又は服務
人事記録

110 年
を超える
適切な年

国籍，人種又は民
族
家族，親族又は婚
姻
信仰
思想
伝染性の疾病，身
体の障害その他の
健康状態
刑法等の犯罪歴
（罰金以下の刑）

イ

刑法等の犯罪歴
（禁錮以上の刑）
ロ 重篤な遺伝性の疾
病，精神の障害そ
の他の健康状態

出典：「独立行政法人国立公文書館における公文書管理法に基づく利用請求に
対する処分に係る審査基準」の「別添参考」から抜粋
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公開するのは適当ではないことから，国立公
文書館のように審査基準27）を設けて，公開
制限を行う具体的な類型を示している機関が
ある。国立公文書館の審査基準では，個人の
権利や利益を害するおそれがある情報の類型
を例示するとともに，公開制限を行う期間の
目安を示している（表 6）。
放送文化研究所が所蔵する文書で，個人
情報が含まれている資料としては，「日本放
送協会南方派遣者名簿」や「東京豊原会会員
名簿」，「俘虜名簿（対敵宣伝放送用資料と思
われるもの）
（昭和 19 年ごろ）」といった名簿
類がある。ただし，目録から判断するかぎり，
上記の国立公文書館の基準に該当するよう
な情報が含まれた資料はごく少ないと見ら
れる。このため，国立公文書館のような詳
細な審査基準を設ける必要性は高くはない
が，一定のガイドラインを作成した上で，
公開の可否を判断していくことが望ましい
と考えられる。

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

また，こうした公開・非公開の判断は，文
書の公開がスムーズに進むように，利用請求

館などの利用規定に次のような項目を置くこ
とを提言している。

に先立って行い，目録（メタデータ）に記載
しておくことが望ましい。「特定歴史公文書
等の保存，利用及び廃棄に関するガイドライ
ン」は，留意事項として，「利用制限事由に
関する審査は，基本的には利用請求がなされ
てから行う仕組みではあるが，請求から早い
段階で利用決定を行うためにも，事前審査に

B-3

著作権の調整

館は，B-1 及び B-2 に基づき受け入れた特
定歴史公文書等に著作物や実演，レコード
又は放送若しくは有線放送に係る音若しく
は影像（以下「著作物等」という。）が含まれ
ている場合は，当該著作物等について，必

おいて相応の量の審査を済ませておくことが

要に応じて，予め著作者，著作権者，実演

望まれる」と記述している。もっとも，審査

家又は著作隣接権者から著作者人格権，著

には時間と手間を要することから，利用頻度

作権，実演家人格権又は著作隣接権につい

が高いと予想される資料から優先的に行うと

ての許諾や同意を得ること等により，当該

いった対応が求められる。
文書の利用・公開にあたっては，もう一つ

特定歴史公文書等の円滑な利用に備えるも
のとする。

の著作権処理の問題も重要である。資料の中
には，NHK 内で作成されたものではなく，

このように，著作権処理に関しても，個人

公文書や民間企業が作成した文書，放送に携

情報の扱いと同様，利用請求がなされてから

わった個人から取得した著作物が含まれてい

対応を行うのではなく，開示に向けて事前に

る。この中には，さまざまな著作物が含まれ

対応を行っておくのが理想的ではある。ただ

ているケースが多く，そのほとんどは著作権

し，こちらもすべての文書に関して事前審査

処理がなされていない。こうした資料をどう

を行うのは現実的ではないことから，想定さ

扱うかも問題となる。

れる利用頻度を踏まえた対応が必要となる。

国立公文書館が企業や団体，個人から寄贈・
寄託を受けた文書に関しては，文化審議会著
作権分科会が 2011 年 1 月，利用を円滑に進
めるため，著作権を制限する規程を置くこと

Ⅶ−3 資料の利用環境の整備
文書館の資料の閲覧・利用をめぐっては，

が適当であるという結論を出している（文化

30 年原則とあわせて，誰もが簡単な手続き

審議会著作権分科会 2011：90-99）。しかし，

で資料を閲覧できるようにしようという「平

歴史資料を所蔵する施設一般について，こう

等閲覧原則」が国際的な規範として存在する

した提言が反映され，特例が適用される見通

（小川ほか 2007：43-45）。また，公文書管理

しは立っておらず，著作物に関して適切な権

法にも，「利用の促進」として，「国立公文書

利処理が求められることには変わりがない。

館等の長は，特定歴史公文書等について，展

このため，「特定歴史公文書等の保存，利用

示その他の方法により積極的に一般の利用に

及び廃棄に関するガイドライン」は，公文書

供するよう努めなければならない」とする規
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定（23 条）がある。このように，近年，歴史

2011）によると，調査に回答したうちの，約

資料を適切に収集・保存していくことはもち

半数の機関が，ウェブ上でメタデータを公開

ろん，資料公開を積極的に進め，利用しやす

している（図 3）。

い環境を整えることが求められるようになっ
てきている。

こうした状況を考えれば，利用者の利便性
向上のため，所蔵資料の目録は，放送文化研

資料の活用にあたっては，まず，資料のメ

究所と放送博物館が統一された形式で作成し

タデータ（目録）が公開されていることが重

た上で，少なくとも，館内で利用者が情報を

要だが，今のところ，放送文化研究所や放送

検索できるようにしていくことが必要になっ

博物館の目録は，外部の利用者向けには公開

てくると考えられる。紙媒体の目録の多くは

されていない。現状では，資料の所蔵状況に

すでに電子化されていることから，それらの

ついて利用者からのメールや電話で照会が

形式を整える作業を行うとともに，資料の利

あった場合，放送文化研究所や放送博物館の

用状況を見つつ，インターネットを通じて目

担当者が検索し，回答する形になっている。

録を公開することも検討課題となる。

とりわけ，放送文化研究所の資料は，所蔵自

また，資料そのものの利用方法に関しても，

体が一般に知られていないことから，問い合

公文書の分野を中心に利便性を高める取り組

わせ自体が少なく，それも放送史などの研究

みが続いていることから，これにならった取

者にほぼ限定されている。

り組みが必要と考えられる。「特定歴史公文

しかし，他機関の例を見ると，最近では，

書等の保存，利用及び廃棄に関するガイドラ

メタデータ（目録）をインターネット上で公

イン」は，留意事項として，「カメラ等を用

開する機関が増えている。博物館や文書館な

いた撮影については，極力，認めることが望

どを対象にした総務省研究会のアンケート調

ましい」といった提言を行っている。放送文

査（知のデジタルアーカイブに関する研究会

化研究所の所蔵資料の公開方法については，
現在，統一的なガイドラインが存在しないが，

図 3 メタデータの利用者への公開状況（複数回答）
調査対象：2500 機関
0

回答：873 機関

20

40

まえた上で，デジタルカメラでの撮影を原則，
認めるなど，利便性を高める措置を取ること
が望ましいと思われる。また，資料の目録が
公開されれば，資料そのものについても，
「デ

館内でのみ公開
（館員を通さず閲覧可）

22.9

ジタルミュージアム」などの形で，インター
ネットでの公開を求められる機会が増えるも

12.2

のと考えられる。それに先立って，どのよう

原則非公開だが事由・
状況に応じて対処
まったく非公開

60

50.1

ウェブ上で公開

レファレンスがあれば館内で
職員を通じて閲覧可

（％）

個人情報保護や著作権処理といった問題を踏

26.2
12.4

な形で資料公開を行っていくか，一定の考え
方を用意しておく必要がある。
さらに，放送関連の歴史資料が NHK のさ

出典：知のデジタルアーカイブに関する研究会
（第 2 回）
配付資料
（2011 年 2 月 22 日）
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まざまな部局によって管理されている点につ

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

いては，外部から所蔵状況がわかりづらいと

概要を記述するとともに，今後どのような対

いう指摘がなされており，その解決も必要と

応が求められるか，収集・保存・公開の 3 つ

なる。特に，放送博物館と NHK アーカイブ

の段階に分けて考察を行ってきた。そして，

スの関係については，資料の収集や管理をど

それぞれの段階で抱える課題が明らかになる

のように分担しているのか，わかりにくいと

とともに，文書のライフサイクル全体を意識

いう指摘が NHK 内部からも出されている。

した枠組み，すなわち，文書作成から移管（収

これは，過去に放送博物館が放送番組の

集）・保存を経て，歴史資料としての公開に

28）

至る一連の仕組みが十分に形作られていない

一部を保存していた経緯が背景にある

。

現在は，アーカイブスで放送済みの番組を

点が浮かび上がった。

中心に保存し，放送博物館はそれ以外の歴

それは，これまで公文書管理について指摘

史資料を保存するという分担がなされてい

されてきた問題と共通しており，官公庁や企

るものの，必ずしもそうした認識が十分に

業など日本の多くの組織が抱える問題でもあ

広まっているとは言えない。資料の所蔵機

る。しかし，公文書管理法の施行に伴って，

関ごとに，どのような役割分担がなされて

公文書管理が抱える問題には改善が加えられ

いるのか，わかりやすく示すことは課題と

つつある。そうした新たな動きを踏まえつつ，

して残る。

放送文化研究所としても，どのような制度整

また，放送文化研究所と放送博物館の関係

備を行えば，放送に関連した歴史資料の体系

についても，前述のように放送文化研究所が

的な移管・収集が図れるか，検討を進めてい

歴史資料を所蔵していること自体，ほとんど

くことが必要になると考えられる。

知られていないため，問い合わせの多くは放

また，そうした NHK 文書の移管・収集に

送博物館に対してなされる状態になってい

関する制度の検討と並行して，放送文化研究

る。双方の資料管理については，最終的にメ

所として独自の資料収集方針を定めた上，さ

タデータ（目録）や問い合わせ窓口を一本化

まざまな組織や個人によって所蔵されている

させることが望ましいと考えられるが，当面

歴史資料の把握・収集を進めていくことも重

は，双方の資料のメタデータをいずれからで

要な課題である。放送文化研究所では，これ

も検索できる体制を整え，外部からの問い合

まで担当者がその時々の必要性や関心に応じ

わせに対して，放送文化研究所と放送博物館

て歴史資料の収集を進め，一定の実績を上げ

双方の資料所蔵状況を回答できる仕組みを作

てきた。ただ，その一方で，担当者が代わる

ることが検討課題となる。

と，資料収集の方針が引き継がれず，所蔵資
料の分野や作成年代に偏りが生じることに

Ⅷ

なった。こうした事態を招くことがないよう，

おわりに

資料収集の方向性については一定の方針を定
めておく必要である。

ここまで，放送文化研究所と放送博物館の

さらに，当然求められる取り組みではある

所蔵資料を中心に，放送に関する歴史資料の

が，現に所蔵している資料を適切に管理して
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いくことの重要性も，今回，さまざまな論点

すればよいかという方針も定まってくると思

を検討していく中で浮き彫りになった。これ

われる。資料の収集・保存・公開を通じて，

まで見てきたように，目録の作成・整理や，

放送分野の研究が進展し，さらに資料の収集

資料の劣化対策，媒体変換の方針検討など，

が進むといった循環がもたらされることが望

早急に取り組むべき課題は多い。これらの作

ましい。

業についても，役割分担を明確にし，担当者

通信と放送の融合の進展などさまざまな技

が交代しても，引き継ぎの過程で作業が途切

術的進歩に伴い，メディアを取り巻く環境は

れることがないような仕組みを作っていくこ

大きく変わりつつあるが，放送をはじめとす

とが必要になる。

るメディアが今後どのような方向へ進むか見

こうした取り組みにあたっては，歴史資料

極める上でも，その歴史的な発展過程を探究

の収集・保存・公開を通じて，放送研究の進

する意義は薄れてはいない。資料の収集・保

展につなげていくことが最終的な目標である

存・公開という基礎的な作業を継続的に進め

ことを念頭に置くことが重要である。資料の

ていくことは，放送の歴史を実証的に研究し

管理体制を整えても，それが活用されなけれ

ていく上で欠かせない重要度の高い課題と

ば，さまざまな作業を行う意義は薄れてしま

なっている。

う。これまで検討してきたように，資料の公
開・活用をめぐっては，個人情報保護の問題
など個別に検討すべき論点はあるものの，資
料を公開することの公益性を考慮に入れた判
断が必要になる。
放送をめぐっては，今後，2013 年には日
本 で テ レ ビ 放 送 が 開 始 さ れ て か ら 60 年，
2025 年には放送開始から 100 年といった歴
史の節目を迎える。歴史資料の重要性に関す
る認識を高める上でも，そうした機会を生か
して，資料を活用した調査・研究を進め，公
表していくことは重要と考えられる。放送文
化研究所としては，一次資料を所蔵する強み
を生かして研究を発展させるとともに，放送
史をはじめ，さまざまな分野の研究者が研究
に活用できるよう所蔵資料の公開を進め，研
究の進展につなげていくことが求められる。
そうした取り組みを通じて，放送の歴史に関
する研究が進展すれば，歴史資料の重要性の
認識が高まり，今後，どういった資料を収集
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（みやがわ だいすけ／むらかみ せいいち
／いそざき さくみ）

放送史資料 収集・保存・公開の方法論を探る

注：

html

1）NHK アーカイブス（埼玉県川口市）は，NHK で

7）業務上の参考資料や証拠などとして利用される

過去に制作された映像や音声のコンテンツを一

可能性はあるが，日常の業務には直接利用され

元的に保存し，活用していく施設として，2003

ることは少ない文書。
（公文書等の適切な管理，

年 2 月に施設が完成した。NHK の放送番組（テ

保存及び利用に関する懇談会 2006：1）

レビ・ラジオ）やニュース映像の保存を行ってお

8）
『ジュリスト』No.1373（2009 年 3 月 1 日号「公文書

り，放送番組は 2010 年 4 月現在，約 70 万本が保

管理法制定に向けて」
）
，同 No.1393（2010 年 2 月

存されている。所蔵番組の一部は，川口市の施

1 日 号「 公 文 書 管 理 法 の 意 義 と 課 題 」
）
，同

設内や NHK の各放送局内で公開されているほ

No.1419（2011 年 4 月 1 日 号「 動 き 始 め た 公 文 書

か，番組によっては，インターネットでの公開
が行われている。
（http://www.nhk.or.jp/archives/）
2）放送ライブラリー（横浜市）は，放送法に基づい
て 1968 年 3 月に設立された財団法人放送番組セ

管理法制」
）
。
9）東日本大震災の発生に伴い，2011 年 3 月以降，
休館している。
10）目録については，紙やマイクロ資料といった記

ンター（民放・NHK などが出資）が運営を行って

録媒体別ではなく，
「放送史資料（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）
」

いるもので，放送番組を収集・保存するとともに，

のように作成者や作成された時期による編成に

一般への公開を行っている。放送ライブラリー

なっているが，ここでは便宜的に，記録媒体別

の館内では，民放・NHK の過去の放送番組や
CM，ニュース映像など約 2 万本が無料で公開さ
れている。（http://www.bpcj.or.jp/）

に整理した。
11）放送文化研究所は以前，東京・港区の愛宕山に
ある放送博物館と同じ建物内に置かれていたが，

3）こうした問題点について，公文書管理に関する

2002 年，博物館から徒歩 5 分ほどのオフィスビ

内閣府の有識者懇談会の報告書には次のような

ル（愛宕 MORI タワー）に移転した。ただし，歴

記述が見られる。「戦後 60 年を経過しようとし

史資料のほとんどは従来どおり放送博物館の建

ているにもかかわらず，戦後を対象とした歴史

物の地下書庫などに保管されている。

研究がほとんどなされていないのも公文書等の

12）情報公開規程や個人情報保護規程など NHK 内部

体系的保存がなされていないことと無関係では

の規程については，一部，
「NHK 情報公開に関

ない。1950 年代を対象とした数少ない歴史研究

するホームページ」
（http://www.nhk.or.jp/

は，ほとんどが，関係者へのインタビューや口

koukai/ ?from=tp_pf54）に掲載されている。た

述記録や雑誌記事，報道等，さらには米国国立

だし，文書管理規程等については，NHK のホー

公文書館所蔵の資料で客観的資料の不足を克服

ムページ上では公開されていない。

しようとしたものであって，国立公文書館所蔵
の公文書等は，ほとんど貢献していない。歴史
の実証研究という観点からいって諸外国に比べ
て大きな制約がある」
（公文書等の適切な管理，
保存及び利用に関する懇談会 2004：5）
4）正式名称は，「公文書等の管理に関する法律」
（平
成二十一年七月一日法律第六十六号）。以下，
「公
文書管理法」と表記する。
5）戦前の社団法人日本放送協会の文書についても
便宜的に NHK 文書と呼ぶことにする。
6）国立公文書館ホームページに，政府の懇談会・

13）
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」
（平成十一年五月十四日法律第四十二号）
14）
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
法律」
（平成十三年十二月五日法律第百四十号）
15）公文書等の管理に関する法律施行令（平成二十二
年十二月二十二日政令第二百五十号）で，
「国立
公文書館等」となる施設を指定している。
16）放送局の移転に伴って資料が廃棄されてきた点
については，
『放送五十年史』の編集報告書が次
のように記述している。
「終戦直後，多くの資料
が占領軍進駐以前に，内幸町の道路で黒煙をあ

有識者会議の報告書へのリンクがまとめて掲載

げて焼却されたことはやむをえないにしても，

されている。http://www.archives.go.jp/law/report.

昭和四十八年の放送センター移行に際しては，
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専ら捨て去ることを重視した指導が行われたと

22）アジア歴史資料センターは，インターネットを

言われているだけに，貴重な資料が惜し気もな

通じて，国の機関が保管する近現代のアジア歴

く捨て去られたことはとりかえしのつかない失

史資料（日本と近隣諸国との関係に関する歴史資

態であった。地方局においても新館移転にあたっ

料）を提供する電子資料センターで，国立公文書

て従来保管された資料はほとんど散逸し，あと

館 が 運 営 を 行 っ て い る。
（http://www.jacar.

は個人的な所有にたよる以外にない」
（NHK 総合
放送文化研究所放送史編修室 1978：187）
17）高島（2009）には，社史編纂を契機に，社内文書

go.jp/index.html）
23）例えば，映画関連企業の資料を分析した加藤厚
子（2008）は，資料の保管主体は別々であっても，

管理体制の改善を図ったワコールやキリンの例

それぞれのメタデータを集約・結合させること

が挙げられている。

が必要であると指摘している。映画関連企業は

18）日本放送作家協会では，放送に使われた脚本や

統廃合を繰り返すなど，企業としての安定度が

台本の散逸を防ぐため，2005年10月，文化庁の支

低く，資料を体系的に収集していくことは難し

援や足立区の協力を得て，足立区内の施設に日

い面がある。さらに，資料形態が多様であるこ

本脚本アーカイブズ準備室を設け，活動を開始した。

とから，所蔵機関はまちまちで，モノ資料を博

http://nk-archives.com/contents/index_h.html

物館・美術館，文書・文献資料をアーカイブズ

19）例えば，日本経済史が専門の武田晴人は「大蔵省

で保管しているケースがある。このため，
「映画

の財政史室には勝田主計や添田寿一のような歴

関連企業資料」としてのまとまりをとらえるに

代の首脳が個人的に保存していた文書が，財政

は，それぞれの機関が持つメタデータを相互に

史編纂の非常に貴重な資料として残されており
ます。また，通産省でも，商工政策史の編纂に

利用できるようにすることが必要となるという。
（加藤 2008：25-27）

使われた基本資料は，吉野信次の提供した文書

なお，映画自体については文化財・歴史資料と

が中心になっております。大蔵省も通産省も，

して盛んに研究されてきたものの，映画関連企

結局，個人文書に頼って歴史を編纂しているわ

業の文書資料については看過されることが多く，

けです」と述べている。（武田 1986：91）

こうした点は放送史資料の扱いと共通点がある。

20）なお，文書館の原則としては，①収集・整理，

24）このほか，メタデータの作成をめぐる論点とし

②利用，閲覧，③保存，修復の三分野別に以下

ては，データ名といわゆる簿冊との関係につい

のものがある。

て，明確な基準を設けておくべきという指摘が

①収集・整理（出所原則，原秩序尊重の原則，原

ある。具体的には，複数の簿冊が 1 ファイルで

形保存の原則，記録の原則）

ある場合と，1 つの簿冊の中に複数のファイルが

②利用・閲覧（平等閲覧原則，30 年原則）

存在する場合が混在することがないよう適切な

③保存・修復（可塑性の原則，安全性の原則，原

基準を整備すべきとされている。
（公文書等の適

形保存の原則，記録の原則）
（小川ほか 2007：

切な管理，保存及び利用に関する懇談会 2004：

43-45）

22）

21）General International Standard Archival

25）マイクロフィルムは材質の違いにより，セルロー

Description（国際標準記録史料記述一般原則）
。

スエステルベースの「TAC フィルム」と，ポリエ

ISAD（G）は，資料を生み出した団体・個人・家

ステルベースの「PET フィルム」の 2 種類に大別

を単位とする集合レベルから，個別資料レベル

されるが，このうち，TAC フィルムについては，

に至るまでの資料群の階層性をモデル化した上

酢酸臭を放ちながら劣化し，劣化が進んだ場合

で，それぞれの記述に必要な要素を提示してい

は画像がゆがんで複製が困難になるという問題

る点が特徴であり，ISAD（G）を用いることに

が発生する（ビネガー・シンドローム）
。
（国立公

よって，資料の階層構造をメタデータ上で示す

文書館 歴史公文書等保存方法検討有識者会議

ことができる。（坂口 2010：386）

2011： 35-36）
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26）ただし，これまでの経緯に鑑みて，一定の区切
りまで実施するのが適当なものについては，引
き続きマイクロ化を行うとしている。
27）独立行政法人国立公文書館における公文書管理
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