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たアーカイブの買収や，映像ビジネスの展開を
進めている。

 【 アメリカ 】
 Getty Images‐Image Bank

映像アーカイブ再編の中心となっているの
が，アメリカの商業アーカイブGetty Images‐
Image Bankで あ る。Getty Images‐Image 
Bankはシアトルに本社，世界中に21の支店
を持ち，顧客は世界100か国以上にわたって
いる。創造された現代的なイメージ映像から，
ニュース，スポーツ，エンターテインメントにい
たるまで，様 な々映像を販売している。1995年
に他社に先駆けてweb上で映像の公開を開始
し，現在gettyimages.comは，月平均730万
アクセス，1億7,500万ページビューアーを記録
するまでになっている。アメリカには個人が撮影
したり収集したりした映像コレクションを基に生
まれた，規模は小さくても個性的な民間のアー
カイブが多数存在していたが，Getty Images
‐Image Bankはそうしたアーカイブを次々に買
収するなどして傘下に収めている。これまでに，
AP Archive，Apex Stock，Archive Films，
Image Bank Film，Discovery Footage 
S ource，Un iversa l  Stud ios，Warner 
Bros. Entertainment，Wirelmage Video，
Prelinger Films，Petrified Filmsなどを傘

  はじめに

世界の映像アーカイブは今，大きく変貌を遂
げようとしている。急速なデジタル化と放送・
通信融合の動きの中で，映像の囲い込みを狙っ
たアーカイブの再編，VOD（ビデオ・オンデマ
ンド）などの新たなサービスの展開が進んでい
るのである。そうした中で，国立や公共放送の
アーカイブでは，商業的なサービスと，研究利
用・教育利用といった公共的なサービスをどう
両立させるかが課題となっている。

本稿では世界の映像アーカイブの最新事情
について，第一に商業アーカイブを中心とした
再編の動き，第二に公共放送が開始したアーカ
イブを活かしたVODサービス，第三にアーカイ
ブの研究利用の実情，最後に日本のアーカイブ
の現状と課題の順に報告する。

  1  映像アーカイブ再編
映像ビジネスの発展をにらみ，映像の囲い

込みを狙った映像アーカイブの再編が急速に進
んでいる。アメリカではGetty Images‐Image 
Bankが，イギリスでもITN Sourceが民間の
アーカイブを次々に買収，全世界に向けて積極
的な映像販売に乗り出している。また，BBC
やZDFといった公共放送も，関連会社を通じ
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下に収めた。こうした映像アーカイブがどのよう
なものであるかを理解するために，NHKの番
組制作に映像を提供したことがある二つの映像
アーカイブを例にみてみたい。

Prelinger Filmsは1983年にRick Prelinger
によってニューヨークに設立されたアーカイブで，
アメリカの広告，教育，産業に関する様 な々フィ
ルム映像（アマチュア映像を含む）を約4,800
本収集し，20世紀のアメリカ社会を描く上で
貴重な映像を提供してきた。1994年にGetty 
Images‐Image Bankが映像販売の代理店と
なり，現在は約2,000タイトルの映像をオンライ
ンで入手することができる。

Petrifi ed Filmsは，1951年より前のWarner 
Bros（ワーナー・ブラザーズ），1965年より以前
のColumbia Pictures（コロンビア・ピクチャー
ズ）の35ミリのフィルム映像，NGフィルム映像
を所有することで知られている。現在はGetty 
Images‐Image Bankに買収され，約2万7,000
巻のフィルムがニュージャージー州にある硝酸エ
ステル用の倉庫に保管されている。
 

 【 ヨーロッパ 】
  ITN Source

ヨーロッパの映像アーカイブ再編の中心と
なっているのが，イギリスを拠点とする商業アー
カイブITN Sourceである。ITN Sourceは
1955年にニュース番組を記録・保管するITN 
Archiveとして設立された。その後，1998年に
Reuters（ロイター）のニュースライブラリー映
像の代理店契約を結んだのを皮切りに，2002
年にはChannel4 Archive Clip Salesのマネー
ジメント部門（この部門にはChannel4，デジ
タルチャンネルE4，More4，Film4が制作し
た全ての番組が含まれる）を買収，2003年に

は，1896年までさかのぼる多くの貴重なフィル
ム映像を持つBritish Patheと独占的代理店契
約を結んだ。この時点でITN Archiveは，約
50万時間の映像を保有する世界最大規模の商
業アーカイブとなった。さらに2004年，Fox 
News, Fox Movietone Archive（約68万時間）
と全世界の独占的代理店契約を結び，2006年
にはITN Sourceと改名した。2007年現在，
ITN Sourceは約80万時間の映像を保有し，
ロンドンに本社，ニューヨーク，ロサンゼルス，
パリ，ベルリン，東京，ヨハネスブルグ，シドニー
に支店を持ち，映像ビジネスを展開している。

  Gaumont-Pathe Archives

Gaumont-Pathe Archivesは，ニュース映画・
ドュメンタリー映画など約1万7,000本，約1万
4,000時間のフィルム映像を所有している。

20世紀の初頭より，記録映像の撮影やニュー
ス映画の製作に取り組んできたフランスの 
GaumontとPatheは，1970年代にニュース映
画の製作から撤退した後も，フィルム映像を買
収することでコレクションを増やし，映像ビジネ
スを展開してきた。商業アーカイブの再編が急
速に進む中，GaumontとPatheは，競争力強
化を目指して2003年にアーカイブ部門を合併，
Gaumont-Pathe Archivesを設立した。

  ヨーロッパの公共放送

こうした商業アーカイブの動きを受けて，ヨー
ロッパの公共放送の中にも映像アーカイブの再
編に参画するところが出始めている。イギリスの
BBCは，商業部門の子会社BBC Worldwide 
LimitedがBBC Motion Galleryを設立して積
極的な映像販売に乗り出すとともに，2002年
にはアメリカのCBS News Archiveと全世界で

  Gaumont-Pathe Archives
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の独占的代理店契約を結んだ。ドイツのZDF
では，ZDF Archiveが2005年にWPA Film 
Libraryと，ドイツ・オーストリア・スイスでの代
理店契約を結んだほか，2007年にはイギリス
のSkyworks（HDTVでの空撮を手がけてい
る）のライブラリー映像のドイツ語圏での配給
権を獲得した。ZDF Archiveは，ナショナル・
ジオグラフィック・アーカイブのドイツ語圏での
独占的代理店でもある。また，ZDFの商業部
門の子会社ZDF Enterprisesは，2006年に
NBC News Archivesのドイツ語圏での配給権
を獲得した。ZDF Enterprisesは現在，NBC 
News ArchivesとZDF Archiveの膨大な映像
の販売を積極的に進めている。

  2  公共放送のＶＯＤサービス
商業アーカイブや商業放送がVODサービ

スを全面的に展開する中で，国立のアーカイ
ブや公共放送も，アーカイブを活かしたVOD
サービスに乗り出そうとしている。2005年11月
にフランスの公共放送France Télévisionsが

「francetvod.fr」というサイトでVODサービス
を開始したのに続き，2006年4月にはフランス
のINA（国立視聴覚研究所）が「ina.fr」とい
うサイトでVODサービスを開始した。2007年7
月にはイギリスの公共放送BBCが「iPlayer」，
9月に はドイツの 公 共 放 送ZDFが「ZDF 
Mediathek」と呼ばれるVODサービスを開始。
ドイツの公共放送ARDも「ARD Mediathek」
というVODサービスの開始を目指している。
日本の公共放送NHKは，2008年12月から

「NHKアーカイブス・オンデマンド（仮）」とい
うVODサービスを開始する方針であることを明
らかにした。

  France Télévisions

フランスの公共放送France Télévisionsは，
2005年11月から「francetvod.fr」というサイ
トで，視聴者がいつでもFrance Télévisions

（F2，F3，F5，RFO）の番組を視聴すること
ができるVODサービスを開始した。ニュースや
定期番組は無料，フィクションやシリーズ番組，
ドキュメンタリー番組，子ども番組は有料で視
聴することができる。有料番組は二つの方式で
提供されている。一つはレンタル方式で，支払
い後すぐにPCで視聴可能で，24時間以内で
あれば何度でも視聴することができる。もう一
つは購入方式で，購入後は無期限で何度でも
視聴することができる。有料番組ではシリーズ
ドラマへのアクセスが最も多い。無料番組では
ニュースへのアクセスが最も多く，F5の定期番
組なども人気がある。France Télévisionsは，
電話会社Orange Telecomと独占パートナー契
約を結び，Orange Telecomの利用者が，テレ
ビ，PC，携帯電話でFrance Télévisionsの番
組を視聴することができる「Rewind TV」と呼
ばれるVODサービスを，2008年1月から始め
ようとしている。このサービスにより，定時番
組やバラエティ番組は本放送から7日間，映画
以外のシリーズ番組，フィクション，ドキュメン
タリー番組は7日～30日間視聴が可能となる。
Orange Telecomは2003年にテレビ番組を中
心としたVODサービスを開始して以来，テレビ
番組のオンライン配信の促進を牽引する役割を
果たしている。

  INA（国立視聴覚研究所）

フランスのINA１）は，フランスで放送番組
の納入義務を定めた法律が施行された1995
年より前に放送されたテレビ番組（約65万時

  France Télévisions
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間）とラジオ番組（約70万時間）の権利を
持っており，それらは「商用アーカイブ」とし
てINAmédiaを通じて業者向けに販売されてき
た。INAmédiaが2004年に開設した業者向け
のサイトからは，約23万時間の映像にアクセス
することができる。現在，3,000以上の個人・
法人が登録している。INAは2006年4月に

「ina.fr」という新しいサイトを開設し，インター
ネットを通じて「商用アーカイブ」を一般に公
開するVODサービスに乗り出した。「みんなの
アーカイブ」と呼ばれるこのサービスによって，
10万本（約1万時間）におよぶテレビ番組とラ
ジオ番組を，インターネットを通じて視聴するこ
とが可能となった。2006年現在，公開されて
いる番組は約1万8,000時間で，2009年末に
は約2万5,000時間に増える予定である。「ina.
fr」の検索インターフェースでは，キーワードで
検索する方法やテーマ別に検索する方法があ
る。「ina.fr」で視聴できる番組の80％は無料で，
残りの20％が有料である。レンタル料金は番組
のカテゴリー（カテゴリー1：ニュース・情報番
組，カテゴリー2：ドキュメンタリー・定期番組，
カテゴリー3：バラエティー・フィクション・ス
ポーツ・シネマ）と内容，時間によって異なり，
例えばカテゴリー2のドキュメンタリーの場合，
10分～ 30分が1ユーロ，30分以上が1.5ユー
ロといった具合である。「ina.fr」は開設以来，
予想以上の成功を収めており，フランスで最も
アクセス数が多いサイトの一つとなっている。

INAがVODサービスに乗り出すにあたって
の最大の難関は，権利者団体との著作権交渉
だった。2005年，INAはマルチメディア作家
民間協会，劇作家・演劇音楽作曲家協会，音
楽演奏権管理協会，芸術家組合と協定を結
んだ。その内容は，「ina.fr」から発生する利

益総額の46％相当額を権利者団体に支払う，
INAは「ina.fr」から利益を得ないことを約束し，
残りの54％のうち，22％は「ina.fr」の運営経
費に，32％をINAが保存する番組や資料の復
元とデジタル化にあてる，というものだった。こ
の協定の内容は，2009年には再検討されるこ
とになっている。

  BBC

イギリスの公共放送BBCは，2007年7月か
ら「iPlayer」と呼ばれるVODサービスを開始
した。これはBBCのテレビ8チャンネルとラジ
オで放送した番組を，PCに無料でダウンロー
ドして視聴できるというサービスで，本放送か
ら7日間以内の番組をダウンロードすることが
できる。ダウンロードした番組は30日間PCに
保存することができ，その期間が過ぎると自動
的に消去される仕組みになっている。また，ダ
ウンロードした番組は一度視聴し始めると，1
週間後には消去される。利用者は登録してア
カウント（IDとパスワード）を取得し，「iPlayer 
Library」と呼ばれるソフトウエアをPCにインス
トールする必要がある。基本的に海外からは利
用することはできない。「iPlayer」の検索イン
ターフェースには，過去1週間の曜日と放送時
間帯，チャンネルから番組を絞り込んで検索す
る方法，ジャンル別に検索する方法，番組タイ
トルで直接検索する方法がある。「iPlayer」の
難点は番組をダウンロードするのに時間がかか
る（60分の番組をダウンロードするのに20分～
60分必要）という点である。BBCのVOD戦略
は，本放送から7日間以内の番組を無料で提
供する「キャッチアップ・サービス」でユーザー
を獲得し，いずれはBBCの商業部門の子会
社であるBBC Worldwideが，アーカイブ番組

  BBC



50 　MARCH 2008

を有料で提供していくというものである。現在，
BBCは「BBC Archive Trial」と呼ばれる動画
配信の実験を行っている。BBCは2008年中に

「iPlayer」の商業版を立ち上げたいとしており，
実現すればユーザーはBBCの膨大なアーカイ
ブ番組を有料でダウンロードして視聴できるよう
になる。

  ZDF

ドイツの公共放送ZDFは2007年9月，以前
から動画を提供していたポータルサイト「ZDF 
Mediathek」を抜本的にバージョンアップさせ，
本格的な動画配信のサービスを開始した。これ
はZDFの番組をVODもしくはライブで，無料
でストリーミング配信するもので，スポーツ中継
など一部の例外を除いて，海外からも利用する
ことができる。VODではZDFの大半の番組（報
道・情報番組は全て）を，過去13か月までさか
のぼって視聴することができる。フィクション
番組については保存期間がこれより短い場合が
ある。ほとんどの番組はノーカットで提供され，
著作権上の問題がある場合は，編集をした上
で提供される。ライブではスポーツ中継などが
配信されている。ダウンロード，PC・PVRでの
保存はできないが，e-mailで番組の録画を有
料で注文することができる。検索インターフェー
スでは，過去1週間の番組表の閲覧，番組名・
テーマ別での検索を行うことができる。

  ARD

ドイツの公共放送ARDは，2007年9月に
IFA（ベルリン国際コンシューマー・エレクト
ロニクス展）で「ARD Mediathek」の発表
を行った。これはARD第1テレビと各州放送
局の過去1週間の番組を視聴できるというも

の。IFAで発表したものは試験的なバージョ
ンであり，最終的な技術調整を行った後，「公
共価値の審査」の手続きを経て，正式にサー
ビスの提供を開始したいとしている。9月末に
ARDのオンラインサービスを担当している南
西ドイツ放送協会の放送評議会は，「公共価
値の審査」を試験的に行い，これを承認した。
しかし，第三者の意見聴取などの手続きに不
備が多く，行政側からは「この手続きでは法
的に問題はある」として，「ARD Mediathek」
のサービス開始は差し止められている状況で
ある。  

  NHK

日本の公共放送NHKは，2007年12月に
国会で改正放送法が成立し，既に放送した番
組をインターネットを通じて配信できるようにな
ることから，2008年12月から「NHKアーカイ
ブス・オンデマンド（仮）」という有料のサービ
スを開始する方針であることを明らかにした。

「NHKアーカイブス・オンデマンド（仮）」では，
新作番組を放送後1週間程度見ることができる
キャッチアップ（見逃し）サービスと，過去に放
送したアーカイブス番組を提供するサービスが
実施される予定である。

  3  研究利用の実情
映像アーカイブの商業的なサービスが大きな

広がりをみせる中，研究者への公開といった公
共的なサービスをどう進めるかが大きな課題と
なっている。

アメリカではLibrary of Congress（議会
図書館）やNational Archives（国立公文書
館）といった国立のアーカイブのほか，UCLA 

  ZDF

  ARD
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Film & TV Archiveに代表される大学のアー
カイブが研究利用に積極的に対応している。イ
ギリスではBritish Film Institute（イギリス映
画協会）のBFI National Archiveが収集し
た映画とテレビ番組を研究者などに公開してい
る。放送番組のアーカイブで研究利用が最も進
んでいるのはフランスのINA（国立視聴覚研究
所）で，国立図書館に設置されたINAthèque
で研究者に公開され，毎年200本ほどの博士
論文を生み出している。中国の中国電影資料
館など，旧社会主義諸国のフィルム・アーカイ
ブでも，研究利用が進められている。その一
方で，アメリカの全国ネットワークのテレビ局，
イギリスのBBCやドイツのZDFなども大きな
アーカイブを持っており映像販売には積極的だ
が，研究者への公開には消極的である。

 【 アメリカ 】
  Library of Congress（議会図書館）

アメリカのLibrary of Congressでは1942年
にフィルム映像の重要性を認め，収集を開始し
た。その後，1949年からはテレビ用に制作さ
れたフィルム映像の収集を開始。現在はMBRS

（フィルム・放送・音声収録部）が映画・テレ
ビ番組の収集，分別，保管の責任を担ってい
る。MBRSにはフィルム映像とテレビ番組の
閲覧室があり，世界各国の映画・テレビ業界
の専門家，リサーチャー，研究者，教育関係
者に，フィルム映像・テレビ番組の視聴，情
報提供のサービスを行っている。Library of 
Congressが著作権を有する映像は複製するこ
ともできる。著作権が保護されている映像を複
製することはできないが，研究目的で視聴する
ことは可能である。主なコレクションは以下の
通りである。

・ 著作権寄託コレクション―著作権が寄託さ
れた映画やニュース映画のコレクションで，
MBRS で最大の規模を誇る。毎年 7,000 か
ら 8,000 タイトルのコレクションが加えられ
ている。1940 年代から 60 年代にかけての
Movietone News（ムービートーン・ニュース），
Paramount News（パラマウント・ニュース），
Universal Newsreel（ユニバーサル・ニュー
スリール）などの利用頻度が高い。

・ アメリカ映画協会コレクション―1967 年に
誕生した AFI（アメリカ映画協会）は，可
燃性の高いフィルム映像を収集・保存する目
的で設立された団体で，資金調達，保護
が必要なフィルム映像の発掘と収集，フィル
ム映像の修復などを行い，主に Library of 
Congressに寄託している。

・ 捕獲された海外コレクション―第二次世界
大戦後，占領したドイツ，イタリア，日本で
没収し，アメリカに送られたフィルム映像。
日本コレクションには約 200 本の幅広い分
野の特集映画，約 700 本の教育・ドキュメ
ンタリー・プロパガンダ映画がある。その中
には「朝日ニュース」（1935－39 年），「読
売ニュース」（1936－ 40 年），「日本ニュース」

（1940 － 45 年）などのニュース映画も含ま
れている。

・ United Artists Collection ―1969 年に
United Artists Corporation（ユナイテッド・
アーティスト・コーポレーション）が Library 
of Congress に，1949 年以前の約 3,000 本
のWarner Bros（ワーナー・ブラザーズ）
の映画を寄贈した。この中には 50 本のサイ
レント映画（1913－30 年），750 本の音声が
ある映画（1927－48 年），400 本のアニメー
ション映画が含まれている。
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  National Archives（国立公文書館）

アメリカのNational Archivesの機能の大部
分がワシントンの中心部の本部から，メリーラン
ド州のカレッジ・パークの新館に移転したのに
ともない，映像コレクションを保管するSpecial 
Media Archives Divisionも新館に移った。本
部から新館にはシャトルバスが出ており，所要
時間は約40分である。National Archivesに
は連邦政府が撮影したものを中心に，約30万
本のフィルム映像と，約20万本のビデオテー
プ・録音テープが保存されている。第二次世界
大戦，極東国際軍事裁判（東京裁判）といっ
た20世紀の大事件を記録した膨大な映像を保
管しており，現代史をテーマとしたドキュメンタ
リーの制作者や，現代史の研究者にとって材料
の宝庫となっている。National Archivesは受
付で身分証明書やパスポートを提示して利用書
の交付を受ければ，誰でも自由に利用すること
ができる。Special Media Archives Division
の閲覧室には検索用のパソコンが置かれ，キー
ワード，タイトル名，ジャンル別など，様々な方
法で検索することができる。多くの映像は視聴
用のビデオテープが開架式で並べられているの
で，利用者は自由に取って視聴することができ
る。視聴システムのデジタル化は遅れている。
視聴用には3/4インチ（Uマチック）とVHSの
ビデオテープが使われており，特に3/4インチ
の再生デッキは部品の生産も終了している製品
で，メンテナンスが行き届かないために故障し
て使用できないものが多い。視聴用ビデオテー
プが無いものは，フィルムの貸出を申し込んで，
フィルム用の部屋で視聴することができる。多
くの映像が公有財産（public domain）となって
おり，自由に複製を申し込むこともできる。映
像制作者だけではなく，研究者の利用も多い。 

  大統領図書館

アメリカには歴代の大統領を記念して設立
された図書館が各地にあり，必ず映像部門
がある。それぞれの大統領に関連したプライ
ベート・フィルムからホワイトハウスが撮影した
り収録したりした膨大な映像を保管している。
それらのほとんどは図書館で自由に視聴する
ことができ，研究者に利用されている。

Franklin D. Roosevelt Library
（ルーズベルト大統領図書館）

ルーズベルト大統領が寄贈したフィルム映像
が保管されている。フィルム映像の多くはモノ
クロで，カラーは15％。85本のオリジナル・
カラーフィルムはJohn F. Kennedy Libraryの
低温保管庫に置かれている。

Harry S. Truman Library
（トルーマン大統領図書館）

1934年から1978年に撮影された約400本
（約33万フィート，175時間）のトルーマン大
統領に関連したフィルム映像を保管している。
ほとんどがモノクロで，90％以上に著作権が
ある。

Dwight D. Eisenhower Library
（アイゼンハワー大統領図書館）

映画アーカイブには約68万フィートのフィル
ム映像を保管。大統領時代の映画の大部分
は，全国ネットワークのテレビ局から大統領が
もらったもので，著作権は保持していない。

John F. Kennedy Library
（ケネディ大統領図書館）

ケネディ大統領に関連した1956年から1998
年までのフィルム映像とビデオテープ映像を
3,250本保管している。

Lyndon Baines Johnson Library
（ジョンソン大統領図書館）

  National Archives（国立公文書館）   大統領図書館
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1966年から1969年に撮影されたジョンソン
大統領に関するフィルム映像，ビデオテープ
映像を3,163本保管。全国ネットワークのテレ
ビ局のニュース番組なども含まれている。全て
の映像の著作権を保持している。

Richard M. Nixon Library
（ニクソン大統領図書館）

ニクソン大統領に関連した約4,000本のビ
デオテープ映像，約220万フィートのフィルム
映像，約4,500本のホワイトハウス公式の録音
テープを保管している。

Gerald R. Ford Library
（フォード大統領図書館）

フォード大統領から寄贈された大量のコレク
ションを保管。ホワイトハウス通信部が収録し
た全国ネットワークのテレビ局のニュース番組
などのビデオテープ765本，海軍撮影センター
が撮影したフィルム映像約72万フィートなど。
ホワイトハウスが撮影・録音した写真，フィル
ム映像，録音テープは全て公有財産（public 
domain）となっている。

Jimmy Carter Library
（カーター大統領図書館）

カーター大統領に関するフィルム映像とビデ
オテープ映像を保管。ホワイトハウス通信部が
収録したビデオテープ1,550本，海軍撮影セン
ターが撮影したフィルム110万フィートなど。コ
レクションの約半数の著作権を有する。

Ronald Reagan Library
（レーガン大統領図書館）

レーガン大統領に関するビデオテープ映像
を多数保管。それらは，ホワイトハウス・テレ
ビ部が撮影したビデオテープ6,556本，ホワイ
トハウス通信部が収録したテレビ番組などのビ
デオテープ6,917本などである。

George Bush Presidential Library
（ブッシュ大統領図書館）

ジョージ・ブッシュの副大統領時代（1981－
89年），大統領時代（1989－93）のビデオテー
プ約1万本，録音テープ約1,000本を保管。
 

 大学の映像アーカイブ

アメリカでは国立の図書館やアーカイブのほ
かに，多くの大学に映像アーカイブがあり，研
究・教育利用が行われている。

UCLA Film & TV Archive
（UCLA フィルム＆テレビ・アーカイブ）

UCLA Film & TV ArchiveはLibrary of 
CongressとNational Archivesに匹敵する膨
大な映像コレクション（大学のコレクションと
しては世界最大）を持ち，研究者，教育関係
者，学生に公開している。その概要は映画と
テレビ番組を約22万本，ニュース映画約2,700
万フィートなどである。これらは20世紀の包
括的な記録として，この時代を研究する人々
の貴重な材料となっている。映画については，
Paramount Pictures（パラマウント・ピクチャー
ズ），Twentieth Century-Fox（20世紀フォッ
クス），Warner Bros（ワーナー・ブラザーズ），
Columbia Pictures（コロンビア・ピクチャー
ズ），New World Pictures（ニューワールド・
ピクチャーズ）などの35ミリのコレクションが
集められている。5,000タイトルを超える16ミ
リのコレクションの多くは個人から寄贈された
ものである。テレビ番組のコレクションは，放
送史全般をカバーする代表的な番組が集めら
れている。ニュース・コレクションにはHearst 
Newsreel（ハースト・ニュースリール）とNews 
and Public Aff airs Collections（ニュース＆
パブリック・アフェアーズ・コレクション），全

 大学の映像アーカイブ
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国とローカルのテレビニュースの映像が含まれ
ている。

University of South Carolina-Film Library
（サウスカロライナ大学フィルム・ライブラリー）

膨大なニュース映画のコレクションを持つ
ことで知られている。全体で約2,000万フィー
トにおよぶニュース映画のフィルムのうち，
約1,100万フィートはFox Movietone News

（フォックス・ムービートーン・ニュース）のコレ
クションで，残りの約900万フィートは15種類
のニュース映画のフィルムである。学生・教職
員・スタッフは無料で映像を視聴することがで
きる。視聴にはフィルムを複写したビデオテー
プが使われている。 

The University of Oklahoma- Political Communication Center
（オクラホマ大学・政治コミュニケーション・センター）

The University of OklahomaのPolitical 
Communication Center（政治・コミュニケー
ション・センター）には，ラジオ（1930年代～）
とテレビ（1950年代～）で放送された9万以上
の政治コマーシャルが保存され，貴重な歴史
の資料として研究者に利用されている。

Stanford University-Hoover Institution Archives
（スタンフォード大学フーバー研究所アーカイブズ）

Stanford UniversityのHoover Institution 
Archivesには放送コレクションがあり，1950年
代からラジオ・テレビで放送されたニュースと公
共活動番組などが集められている。冷戦時代
にソ連・東欧向けに放送されたThe Radio free 
Europe（フリー・ヨーロッパ），Radio Liberty（ラ
ジオ・リバティ）の番組を保存していることでも
知られている。

Iowa State University
（アイオワ州立大学）

Iowa State UniversityにはThe American 

Archives of the Factual Film（事実に基づく
フィルムのアメリカン・アーカイブズ）があり，
1912年から1980年代までに撮影された，ビジ
ネス・産業，教育，訓練，そして政府に関す
る16ミリフィルムを約1万4,000タイトル保管し，
公開している。

  アメリカの全国ネットワーク・テレビ局

アメリカの全国ネットワークのテレビはどこも
大きなアーカイブを持っており，映像の販売に
は積極的だが，研究利用を目的とした公開には
消極的である。ABC News Video Sourceは
公共または個人的視聴用には提供していない。
CBS News Archiveは，BBC Motion Gallery
の管理下にある。NBC News Archivesは40
年代からの貴重な映像を持つが，研究利用
目的での公開は行っていない。また，CNN 
Image Sourceも80年代からの膨大なニュース
映像を保管するが，研究利用目的での公開は
行っていない。 

 【 ヨーロッパ 】
  British Film Institute（イギリス映画協会）

British Film Instituteは映画の収集・保存
を目的として1933年に設立された公共事業体
で，1960年からはテレビ番組の収集・保存も開
始した。対象は地上波のテレビ放送の番組で，
BBCの全番組と，商業放送ITV，Channel4，
Channel5の約25％である。財源は政府からの
助成金と，事業収入，寄付金，テレビ放送事
業者からの委託金などである。BFI National 
Archiveでは，フィクション映画約5万本，ノ
ンフィクション映画約10万本，テレビ番組約62
万5,000本などを保存している。BFI National 
Archive が保存する映画・テレビ番組の映像

  アメリカの全国ネットワーク・テレビ局
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と，映画・テレビ番組に関する文書化された
様々な情報は，BFI Film & TV Databaseを
通じて検索・入手することができる。Research 
Viewing Serviceは， 研 究 者・学 生 がBFI 
National Archiveが保存する映画・テレビ番組
を検索し，公開施設BFI Southbankでの有料
の視聴を申し込むシステムで，大人数の場合は
劇場の利用も可能である。視聴は予約制で，2
～3週間前に申し込む必要がある。料金はフィ
ルムの場合は１時間£12.5＋税，ビデオの場合
は1時間£10＋税である。なお，フルタイムの
学生，年金受給者，失業者には50%の割引制
度がある。BFI Southbankには，映画・テレビ
番組を無料で一般公開するBFI Mediatheque
という施設（モニター数は14台）がある。現
在映画550本，テレビ番組830本を視聴する
ことができる。BFIはまた，教育利用を目的と
したオンラインでの動画配信サービスScreen 
Onlineを実施している。Screen Onlineは登録
している教育機関や公立図書館から利用するこ
とができ，現在約3,000本の映画とテレビ番組
を視聴することができる。
 

 INA（フランス国立視聴覚研究所）

INAは1974年に，ORTF（フランス公共ラ
ジオ・テレビ局）の解体で誕生した機関で，放
送番組の収集と保存，放送番組の公開と利用，
視聴覚に関する研究，視聴覚アーキュビストの
養成などを主な業務としている。2007年12月
現在，テレビ番組とラジオ番組を合わせて約
400万時間を保存している。その他に1940年
～ 69年の間に映画館で上映されたニュース映
画「フランス・ニュース」などのフィルム映像も
保存している。1992年にテレビ・ラジオ番組の
納入義務に関する法律が制定されたのを受け

て，地上波テレビ放送のアーカイブ化を開始し
た。それが1994年には全ての公共ラジオ放送，
1995年には全てのテレビ放送，2002年にはケー
ブルTV放送，衛星TV放送，民間ラジオ放
送へと拡大していった。2007年12月現在，テ
レビ87局，ラジオ17局の全ての番組を自動的
にSDLT（スーパー・デジタルリニアテープ）に
収録し，アーカイブ化（年間約30万時間以上）
している。その数は2009年末の時点で，テレ
ビ局100局，ラジオ局20局が適切な水準だと
予想されている。INAの保存する映像資料は

「商用アーカイブ」と「法定納入アーカイブ」に
分かれている。「商用アーカイブ」は1995年よ
り前に放送されたテレビ・ラジオ番組で，INA
が権利を持つアーカイブである。2007年12月
現在，テレビ番組約73万時間，ラジオ番組
約77万時間で，INAmédiaを通じた事業者向
けの販売，VODでの有料配信などに活用する
ことができる。「法定納入アーカイブ」は1995
年以降に放送されたテレビ・ラジオの番組で，
研究目的に限定して1998年に国立図書館内に
設けられたINAthèqueの閲覧センターで公開
されている。2007年12月現在，テレビ番組
約110万時間，ラジオ番組約140万時間であ
る。INAthèqueを利用するためには面接を受
けて利用許可を得る必要がある。利用資格は
修士レベル以上とされているが，テレビと関連
する研究をしていれば許可が与えられる。2007
年12月現在，約1万6,000人の利用者が登録
されており，その内訳は学生63％，放送業者
21％，研究員11％，個人研究者4％，教員1％
となっている。INAthèqueの閲覧センターでは，
SLAV（視聴覚ワークステーション）を使って，
INAのデータベースを検索，研究に必要な番
組データの集積（コーパス）の記録と管理，番

 INA（フランス国立視聴覚研究所）
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組の視聴と自動分析などを行うことができる。
INAthèqueを利用したテレビに関する博士論文
の数は，2005年には224本にのぼっている。 

  BBC

イギリスBBCのBBC Archivesは，1936年
のテレビ放送開始以降のフィルムとビデオテー
プ約150万本，約600万時間を保存しているが，
British Film Institute に保存を委託した番組
を除いて，一般には公開していない。BBCの
商業部門の子会社BBC Worldwideは，BBC 
Motion Galleryを通じてBBC Archivesが保
存する膨大な映像のうち，フィルム5万フィート
以上，ビデオテープ30万時間以上（オンライン
アクセス可能時間は約6万時間）をビジネス展
開している。BBC Motion Gallery 検索システ
ムの利用対象者に制限はないが，基本的には
業者相手で個人を対象としていない。 

  ZDF

ドイツZDFのZDF Archiveは，過去40年
間の約200万本，約30万時間の様々な番組を
保存している。検索サイトからは番組リストと
内容詳細の検索が可能で，番組の冒頭およそ1
分の視聴ができる。番組以外の映像の検索は，
ZDF内部でのみ可能である。検索サイト利用
者の制限はないが，基本的に業者を対象として
おり，研究者への公開は実施していない。

 【 中国 】
  中国電影資料館・中国電影芸術研究中心 

中国電影資料館２）は1958年に設立された
国立の映像アーカイブであり，1984年には中
国電影芸術研究中心という研究センターを併
設した。新中国成立後に製作・上映された映

画を中心に，約2万7,000本の映画を保管して
いる。そのほかに，国民政府時代に製作され
た映画約200本，満州映画協会が製作した映
画約300本などを保管している。資料館の閲
覧室では，映画と映画関連の資料が映画製作
者・研究者などに広く公開されている。多くの
映画が視聴用のビデオテープ（VHS）に複製
されており，無料で視聴することができる。視
聴用のビデオテープが無い場合は，有料でフィ
ルムを映写しての視聴を申し込むことができ
る。併設されている中国電影芸術研究中心に
は15人の研究員がおり，映画理論・中国映画
史・外国映画研究・映像創作研究などを行っ
ている。研究成果は中国電影芸術研究中心
が発行する学術雑誌や専門書で公開されてい
る。1994年に大学院の修士課程を設立した。 

  ４  日本の映像アーカイブ
日本にある東京国立美術館フィルムセンター，

放送ライブラリー，NHKアーカイブスという3
つの公共的な映像アーカイブの現状と研究利用
の実情について紹介する。

  東京国立美術館フィルムセンター

東京国立美術館フィルムセンターは1952年
に国立近代美術館の映画部門として設立され，
1970年には機能を拡充する形でフィルムセン
ターとして開館した。1986年にはフィルム保存
専用施設である相模原分館（35ミリフィルムを
約20万缶保存可能）を設置。1989年には国際
フィルム・アーカイブ連盟（FIAF）に加盟（1993
年に正会員）。1995年には本館の建物をリニュー
アルして今日にいたっている。フィルムセンター
は日本で唯一の国立映画機関として，内外の映

  BBC

  ZDF

  東京国立美術館フィルムセンター
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画フィルムと映画関連資料の集収・保存・復元
と，これらについての調査・研究を行っている。
また，様 な々テーマでの企画上映，映画の文献
資料の公開，映画資料の展示などを行ってい
る。フィルムセンターが保存する映画のフィルム
の総計は2007年3月現在で48,475本（日本映
画40,832本，外国映画7,643本）で，日本映
画の内訳は，劇映画7,687本，文化記録映画
16,941本，アニメ映画1,801本，ニュース映画
10,822本，テレビ映画3,581本である。日本の
劇映画については2001年に『日本劇映画目録』
を刊行しているが，それ以外の映画の目録は公
開されておらず，どのような映画が保存されてい
るのかを知るには直接問い合わせるしかない。
個人からの映画視聴の申し込みは受け付けてい
ない。研究者や教育関係者が映画の視聴を希
望する場合は，大学や研究機関，教育機関を
通じて視聴を申し込めば，本館や相模原分館の
ホールで映画を視聴（有料）することができる。 

  放送ライブラリー

放送ライブラリーは，2000年10月に横浜情
報文化センター内に設置された施設で，放送番
組と番組情報を系統的に収集・保存し，一般に
公開することを目的としている。この放送ライブ
ラリー事業は，総務大臣の指定により（財）放
送番組センターが担当。その財源はNHK，民
放，横浜市が拠出して創設された放送番組ライ
ブラリー基金の運用益を中心とし，各種の助成
金，企業・個人の賛助金などである。その基
本理念は，「人々の意識や行動および生活文化
を記録した放送番組は，かけがえのない国民的
文化財」であり，「放送番組をもう一度視聴する
ことが出来る放送ライブラリーは，文化の拠点」
であると謳われている。そして，運営にあたって

は，①放送における編集および表現の自由，②
人権およびプライバシーの尊重，③著作権の尊
重，に留意することが掲げられている。2006年
4月現在，NHK，民放，放送大学で放送され
たテレビ番組約8,900本，ラジオ番組約2,600
本，ニュース映画（「毎日世界ニュース」，「大毎
ニュース」）約2,700項目などが保存・公開され
ている。利用者はタッチパネル式のコンピュー
ター端末（10台）で利用登録と番組検索を行
う。番組は，ジャンル，番組名，出演者，放送
日時などから検索することができる。見たい番
組が決まったら，同じ端末を画面の指示に従っ
て操作すると，視聴申込みのカードが出てくる。
その視聴申込みカードを総合受付に提出すると
視聴ブース（テレビブースは60台）を割り当てら
れ，番組をDVDの自動送出カートとVODサー
バーを連動したシステムで視聴することができ
る。視聴を開始すると一時停止をすることはで
きるが，巻き戻すことはできない。放送ライブラ
リーはNHKだけではなく，民放の番組も視聴
できる非常に貴重な施設であり，懐かしい番組
をもう一度見たいという一般利用者の要望には
十分に応えており，横浜の中心部に位置すると
いう利便性もあり，連日多くの利用者でにぎわっ
ている。また，研究者のためには研究者室（予
約制）があり，巻戻し機能により番組を繰り返
し視聴することができるようになっている。しか
し，保存・公開されている番組数が限定的であ
ること，番組のメタデータ（台本など，番組に関
する様々な文字情報）が付随していないことな
ど，研究目的で利用するためには課題が多い。

  NHKアーカイブス

NHKアーカイブスは日本でテレビ放送が始
まって50周年にあたる2003年2月1日に，埼

  放送ライブラリー

  NHKアーカイブス
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玉県川口市にあるSKIPシティにオープンし
た。NHKが制作・放送してきた約370万の
ニュース項目，約60万本の番組の映像を保存
している。

その他に外部制作の映像として，個人から
寄贈された映像（主に16ミリのフィルムで撮影
されたもの），「日本ニュース」，米国立公文書
館から提供された映像，中国中央新聞紀録電
影製片廠から提供された映像などを保存して
いる。こうした映像はNHKの番組制作に積
極的に活かされている。NHKの番組制作者
は，自席のPCからNHKアーカイブスの総合
データベースにアクセスし，番組タイトルや放
送日時のほか，様々なキーワード（番組基本
情報，台本・構成表，出演者，著作権情報な
ど，番組に付随した様々な文字情報から）で
番組を検索することができる。検索した番組
は試写用の映像がサーバーにあるものはそのま
まPCで試写（MPEG-4）することができ，映
像がサーバーに無い場合は試写用VTRの貸し
出しを申込むことができる。使用したい映像を
決めた番組制作者は，再びPCからNHKアー
カイブスの総合データベースにアクセスし，映
像のコピーを発注することができる。川口の
NHKアーカイブスと渋谷の放送センターはIP
回線で結ばれており，発注を受けたアーカイブ
スでは保管庫からVTRを抽出し，デジタル伝
送室から必要な個所が再生伝送され，放送セ
ンターの伝送室でVTRに収録し，番組制作
者に貸し出す仕組みになっている。NHKの番
組制作者にとってNHKアーカイブスの映像資
料は欠くことができない重要な素材となってお
り，NHKアーカイブスの存在はNHKの番組・
ニュースの質を維持する重要な条件となってい
る。NHKアーカイブスの総合データベースはあ

くまでも番組制作者の利便性を追求して開発
されたものであり，研究利用を目的に開発され
たフランスのINAthèqueのSLAV（視聴覚ワー
クステーション）とは異なるが，番組に関する
大量のメタデータが付随することから，研究利
用への汎用性を持つシステムであるということ
ができる。NHKアーカイブスは研究利用を目
的とした公開は行っていないが，2007年2月か
らは，番組の視聴はできないものの，NHKの
ホームページからNHKアーカイブスが保存す
る番組のリストを検索・閲覧できるようになっ
た。今後大学などの研究機関からの公開要請
が増大することが予想され，研究利用の公開
に向けてルールの構築とシステムの開発をどの
ように進めるかが課題となっている。
番組公開ライブラリー 

NHKは，過去に放送した代表的な番組を視
聴できる番組公開ライブラリーというサービス
を実施している。現在，テレビ番組約5,000本，
ラジオ番組約600本をVOD方式で視聴（無料）
することができる。視聴端末は川口のNHK
アーカイブスのほか，全国のNHKの放送局（専
用回線を通じてNHKアーカイブスより配信）な
どにも設置されている。番組公開ライブラリー
は懐かしい番組をもう一度見たいという一般視
聴者の要望には十分に応えている。しかし，研
究目的の利用を想定した場合，公開されている
番組数が限定的であること，番組に関するメタ
データが公開されていないことなど，研究者の
要望に応えられる状況にはない。番組公開ライ
ブラリーには「平和アーカイブス」や「環境アー
カイブス」といったテーマを設定して公開され
た番組群があり，こうした取り組みは研究利用
につながる可能性を持っている。
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  おわりに
世界の映像アーカイブの最新事情を，再編

の動き，VODサービスの展開，研究利用とい
う3つの視点からみてきた。映像アーカイブを
活用した商業的なサービスが急速な広がりを
みせる中で，研究・教育利用といった公共的
なサービスをどのように進めるかが多くの国々
で課題となっている。

日本の映像アーカイブにおいても，研究・教
育利用といった公共的なサービスをどう進める
かは大きな課題である。日本で唯一の国立映
画機関である東京国立美術館フィルムセンター
は，多くの貴重な映画フィルムを保存している
が，研究・教育目的であっても映画を自由に視
聴することはできない。横浜にある放送ライブ
ラリーは，NHKと民放の番組を保存・公開し，
教育目的での利用では一定の成果を上げてい
る。しかし，保存されている番組数が限られ
ていることや，メタデータが付随していないな
ど，研究利用には十分応えられる状況にはな
い。NHKアーカイブスは，NHKがこれまで
放送してきた膨大な番組を保存し，メタデータ
が付随した検索システムが確立されており，現
時点で研究利用に応えられる日本で唯一の映
像アーカイブだが，研究者への公開は行われ
ていない。今後，NHKアーカイブスはルール
とシステムを確立して，研究者に門戸を開いて
いくべきだろう。

しかし，NHKアーカイブスの公開が進んだ
としても，民放が放送した番組を研究対象に
することができないという課題は残る。日本の
放送番組全体を記録保存し，将来に研究利用
に役立てるためには，やはり法定納入制度を
前提とした国立の映像アーカイブを設立する必

要があるだろう。デジタル技術の発達がそれ
を容易にしようとしている。法定納入といって
も法制度さえ整備すれば，フランスのINAが
行っているように放送そのままをデジタル収録
することでアーカイブ化することが可能である。
保存施設も，フィルムやビデオテープを保存す
る時のような膨大なスペースを必要としない。
放送局はビデオテープなどで納入する必要はな
い。しかし，日本で国立の映像アーカイブを設
立するためには，「権力によるメディアの管理を
目的とした利用」「プライバシーや人権の侵害」
などを防ぐ仕組みの確立，番組の納入義務を
課す法律の制定，著作権法など関連法の改正
など，乗り越えなければならない課題は多い。

（ながい さとる）

注：
1）INA に関する記述は，ロドリグ・マイヤール

「世界最大規模の放送番組デジタル・アーカイ
ブ～フランス INA と INAthèque の実績～」『放
送研究と調査』2006 年 10 月号と，エマニュエ
ル・オーグ著　西兼志訳『世界最大デジタル映
像アーカイブ　INA』（白水社，2007 年 12 月）
を参照

2）中国電影資料館については，長井暁「映像アー
カイブスに期待される役割とは～中国の最新事
情を手がかりに～」『放送研究と調査』2007 年
6 月号を参照


