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テレビ番組研究は新たな時代へ
～シンポジウム「映像アーカイブはテレビを拡張する」より～

メディア研究部（番組研究） 東野　真

司会	 柏倉康夫
	 （放送大学教授・附属図書館長）

登壇者	 ジャン＝ミシェル・ロード
	 （フランス　イナテーク所長）

	 石田英敬
	 （東京大学大学院情報学環教授）

	 桜井　均
	 （放送文化研究所研究主幹）

	 藤幡正樹
	 （東京藝術大学大学院映像研究科長）

日本最大の映像アーカイブであるNHKアーカイブスには現在約70万時間の映像が

保管されているが，そのうち一般公開されているのは6,000番組あまり。研究者からは

学術利用のための公開を希望する声が寄せられている。

第一部の基調講演では，映像アーカイブの公開と研究利用の先駆的存在であるフラ

ンスInathèque（以下，イナテークと表記）のロード所長から，フランスにおけるテレビ番

組研究の歴史や実情，放送現場へのフィードバックの実績が語られた。これに続いて，

放送文化研究所と東京大学大学院情報学環が共同で行ってきたパイロット研究「テレ

ビに描かれた“地域社会”」の成果が発表された。

第二部では，アーカイブの可能性と課題，社会にもたらす利益などをテーマに活発な

議論が交わされた。

本稿では，その中からロード氏の基調講演とシンポジウムの議論の模様を中心に，

全体を再構成して紹介する。
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　　第 1 部　基調講演

「アーカイブはメディア情報空間に
何をもたらすのか―理念と実践―」

ジャン＝ミシェル・ロード 1）

  INA の発足と歴史
私が本日お話しするテーマは，映像アーカイ
ブを開放するということが学術研究や映像文
化にどのような形で貢献することができるのか
ということです。
かつてのアーカイブは番組制作者のために
存在していたわけですけれども，INA（フラン
ス国立視聴覚研究所）は30年ほどの長い時間
をかけて研究者そして一般国民にも開放される
ようになりました。その経緯をまずお話しした
いと思います。
かつてNHKに相当する放送局（ORTF）が
フランスにもありました。しかし1974年，政治
的な理由もあって解体され，テレビとラジオ，
制作会社など7つに分割されます。その7番目
の，研究・教育・アーカイブ機能を持っている
部門が，現在INAと呼ばれているものになっ
たわけです。

1984年からは公共放送の一部民営化も始ま
りました。民放が誕生したのです。これらは非
常に大きな事件でしたが，その後1992年になっ
て法定納入制度が法制化されました。公共放
送のものだけでなく，あらゆるテレビ番組が法
定納入の対象になったわけです。
最後の段階として，2000年になって大量の
デジタル化が行われるようになりました。劣化
のおそれのある昔のアーカイブをデジタル化す
るだけでなく，新着の映像も，そして検索シス
テムもデジタル化されていきました。
実際にはもっと複雑な経緯をたどったのです
が，とりあえず今申し上げたような段階を経て
いるわけです2）。今日，INAのアーカイブは3
つのタイプの利用者を対象にしています。
第一は，一般国民です。一般国民向けのアー
カイブには2万時間分の放送コンテンツを開放
しました。これには無料のものと有料のものが
あります。
第二のカテゴリーは，民間の制作会社あるい
はテレビ局関係者です。こうしたプロ向けに40
万時間のコンテンツをInamédiaproというウェ
ブサイトに公開しています。NHKにも登録会員
になっている方がいると思います。このアーカイ
ブで検索をし，必要な映像を選択して発注する
ということが可能になっています。
第三のカテゴリーは研究者です。法定納入と
して受け取っている映像が，現在500万時間ほ
どイナテークに入っており，施設内での閲覧が
可能です。
INAにはドキュメンタリーの制作，映像素材
の販売，人材育成などさまざまな機能がありま
すが，アーカイブを人文科学・社会科学の研究
者に開放するという活動を担っているのが，こ
のイナテークです。

（フランス　イナテーク所長）
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INA とイナテーク

パリの郊外にあるINAの本部の収録センター
では，法定納入制度に基づき，フランス国内で放
送されるテレビ98チャンネル，ラジオ22チャンネル
（2009年2月時点）が自動で収録されている。
録画された番組は，1つは高画質メディアに（保
存用），もう1つは圧縮してDVDに保存される（閲
覧用）。これがINAの法定納入アーカイブを形作
ることになる。閲覧用のDVDは，パリ市内のイナ
テークに運ばれる。
イナテークを利用できるのは大学院生以上の研
究者。閲覧室にはドキュメンタリストと呼ばれる学
芸員がおり，研究に訪れる人をサポートしている。
利用者は国内外400大学2万人に及び，1年におよ
そ1,600人ずつ増えている。
研究を支援するため，アーカイブ検索や動画分
析のためのさまざまなソフトウェアが準備されてい
る。検索で得られた量的データは簡単にグラフ化
することもできる。
イナテークからは，テレビに関する多数の研究
論文が生まれている。イナテークはフランスのテレ
ビ研究を前進させ，放送の文化そのものに影響を
与え続けている。

  イナテークの任務
法定納入という制度が法制化されて，ラジオ・

テレビで放送されたすべての番組はフランス国
民の文化遺産としてみなされるようになりまし
た。単にラジオ局，テレビ局の所有物ではなく
て，国民全体の文化遺産である。ある時期の
放送局がどのような番組を放映したかというこ
とは次世代に伝達する必要があるという考え方
です。放送された番組は，書籍や美術作品と
同じような意味で文化遺産ととらえるわけです。
イナテークには，最終的な駆け込み寺とい
う側面があります。本に例えると，自分の持っ
ている書籍をなくしたときに，最後に駆け込
むことができる場所として国立図書館がありま
す。これは国立図書館が法定納本を受け入れ
ているからです。イナテークも同じで，何かの
場合に必ず映像作品を見ることができるよう
に，法定納入で集めてあるわけですね。アー
カイブでは，放送事業者も使えるような品質
で保管してあります。
そして，研究者に対してこのアーカイブを提
供することが第二の任務ということになります。
さらにつけ加えれば，著作権の管理とフォ
ローも行っています。私どもが開発した「シグ
ネチャー」という識別システムによって，ネット
ワーク上の海賊版映像をチェックするというこ
とが可能になっています。番組について規制を
行うCSA（視聴覚高等評議会）3）や著作者の
権利協会に対してもデータベースを提供してい
て，フランス国内でどのように自分の作品が放
映されているかということが著作者にわかるよ
うになっています。
それから，もう1つは2000年から導入された
任務で，放送の収録や収録内容のインデック
スの作成を共通化する場にもなっています。か

法定納入アーカイブの収録センター

イナテークの視聴覚閲覧室
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つて放送局ごとの独自アーカイブだったものを，
共通の形式で収録し，検索できるようインデッ
クス化するわけです。イナテークの中で一番大
きな部門というのは，このインデックス化，索引
作成の部門で，80人が所属しています。収集部
門が作った目録を補完したり，要約を作ったりし
ます。文書のアーカイブ化も行います。過去の
番組について，制作者が書いた資料，ラジオ・
テレビ局が作っている放送台本や著作権に関す
る文書などを集めます。また，研究者の映像アー
カイブ閲覧のサポートも行います。これは国立
図書館と同じで，10人の担当者が閲覧窓口に常
時つめています。こうしたインデックス化に関わ
る人々は「ドキュメンタリスト」と呼ばれています。

  法定納入制度以前のメディア研究
さて，1992年に法定納入が開始されるまで
は，メディアに関する研究はどんな状態にあっ
たのでしょうか。
たとえば60年代にはいくつかの研究者の流
れがありますが，主要なものは，『コミュニケー
ション』という雑誌を中心として行われていた研
究で，ジョルジュ・フリードマンという社会学者
が中心になっています。エドガール・モラン，そ
れからロラン・バルト。記号論や構造主義，こう
いったものをクロード・レヴィ＝ストロースなどと
一緒になって，特にバルトの場合は言語に対し
て行ったわけです。それからクリスチャン・メッツ
のような研究者によって，映画に対しても記号論
的な研究分析が行われました。エドガール・モ
ランは「大衆文化」ということを言っています。あ
るいは「マスメディア」という言葉を打ち出してい
ます。あるいはいわゆる「スター」とか，現在で
言えば「メディア文化」というようなことを研究し
ているわけですね。ただ，直接正面からそういっ

たものを扱う形ではなかったわけです。その当
時は，写真や映画がやはり本来の研究対象でし
たから。公共放送ORTFにも研究部門がありま
して，複数の分野を専門にしているピエール・シェ
フェールというような人がいました。
70年代末から80年代初めに至って，記号論

というのは息切れしてしまいます。ロラン・バルト
はほかのことを研究し始めますし，構造主義的な
研究をしなくなった。クリスチャン・メッツも，より
精神分析的な角度から研究をするようになり，60
年代のフランス流記号論というのは，だいたい70
年代に消滅してしまったと言っていいわけです。
それにかわって別のタイプの研究が行われる

ようになりました。1970年代の半ば以降，広く言っ
て文化産業というものをフランクフルト学派のよう
な観点から研究したわけですね。つまり文化産
業を構築しているネットワークを研究対象にする。
この学派はまだ今でも健在ですが，ベルナール・
ミエージュ，アルマン・マトゥラールとか，ドミニ
ク・ヴォルトンという研究者がいました。この時
代の研究は，文化産業を外からながめる，ある
いはコンテンツを外からながめるというものでし
た。どのように放送されたかとか，経済構造だと
かを分析して，コンテンツの中身そのものは研究
の対象にしない。ピエール・ブルデュー，レジス・
ドブレもそうですが，とにかくコンテンツそのも
のには関わらない形での研究を行ったわけです。
つまり，法定納入制度が始まる以前の研究に
支配的だったのは以下のようなことです。まず，
一般的にテレビは悪い対象であると考えられて
いました。映画や印刷物は非常に高級なもの，
けれどもテレビは低級なものと考えられており，
それは大学でも知識人も同じでした。テレビが
ダメだから，テレビ研究をする人もダメというふ
うに軽蔑される傾向があったのです。
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第二点ですが，フランスの場合は長い間，
映像教育ということが言われています。映像の
読み方を教育すべきだということは言われてい
るのに，実際には行われていません。せいぜ
い映画の作品1本をバカロレア（高校卒業資格
試験のプログラム）の中に入れるという程度に
とどまっていて，本当の意味での映像教育はフ
ランスでは存在していません。
また，テレビと知識人との間にはかなりの葛
藤の関係がありました。60年代，テレビは国
営が多く，政府の手中にあったのです。そのた
めにジャン＝ポール・サルトルのような知識人は，
そうしたテレビのようなメディアからは距離を置
いていました。小説や演劇やラジオのほうに関
心が向かっていて，テレビに対しては距離をとっ
ていたのです。1975年に，20世紀の歴史の番
組を作らないかという話がテレビ局からサルトル
のほうに持ちかけられました。準備が始まった
のですが，それは結局うまくいきませんでした。
国家権力のほうが介入をしてきて，そのような
番組は放送させないということになったのです。

  法定納入は何を変えたか
法定納入が始まったのは，そうしたことを変
えようとしたからです。テレビと大学，知識人と
の関係を別の状況に持っていきたいと考えられ
るようになったのです。経済学や社会学ではな
く，テレビの内容そのものに興味を持つ研究を
作っていきたいということです。
難しい点もありました。日本にも来たことが
ある哲学者ベルナール・スティグレール4）が「鶏
が先か，卵が先か」と言った問題です。つまり，
アーカイブが公開されないから研究がないの
か，研究がないからアーカイブが公開されない
のかということです。

幸いなことに，法定納入制度それ自体が，こ
うした「鶏が先か，卵が先か」という悪循環を
打ち破ることになりました。アーカイブ全体が
研究者にとってアクセスできるものとなったので
す。スティグレールの言葉を借りると「メディア
の時間を止めることができるようになった」ので
す。テレビはもはや止まらないフローではなく，
止めることができる。もう一度見ることができ
る。そして研究の材料にすることができるように
なった。つまりテレビをストックとして研究をする
ことができるようになったのです。ストックであ
ると同時にフローでもある。というのは，すべて
のテレビの歴史的な厚みが60年分のアーカイブ
の中にあるからです。テレビを60年分のフロー
として，つまり歴史として見ることもできます。ま
た同時に，各番組それ自体を―これもツール
の発展によるものですが―リニアな形でなく，
ノンリニア化して平らな画面上に並べることがで
きるようになりました。その効果はどのようなも
のだったでしょうか。いくつかご紹介しましょう。

  研究成果とそのフィードバック
エドゥアール・ミルス＝アフィフはコミュニケー

ションの研究者であると同時にテレビのディレク
ターでもありました。父親がアルジェリアからの
移民だったため，自分の過去を撮り直そうと彼
は考えます。移民の歴史をたどる番組を作ろう
としたのです。
そのために，テレビのアーカイブをたどり，
移民の表象がテレビの中ではどのように行われ
たのかを考察しました。60 ～ 70年代のテレビ
に出てくるアルジェリア移民です。たぶんこうし
た移民の表象は隠されてきたのではないかとい
う仮説を彼は立てました。ところが実際には映
像が存在していました。特に60年代には移民
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の映像が多く見つ
かりました。しか
し，記憶のほうが
その見た映像を忘
れてしまったので
す。テレビが隠し
たのではなくて，
集団的な記憶の中
に穴が開いていた
のです。こうした
場合，アーカイブ
は記憶を再構築す

るために役立ちます。彼はアーカイブ研究の成
果を『Filmer	les	immigrés（移民を記録する）』
という論文にまとめました。この論文は2003年
のイナテーク賞を受賞し，翌年に出版されまし
た5）。そしてこの論文をもとにアフィフ自身がド
キュメンタリー番組『La	saga	des	immigrés（移
民の物語）』を制作し，2007年にFrance5で2
回にわたって放送されたのです 6）。
2つ目の例は，歴史学者のクレール・セカー
ユです。クレール・セカーユは，フランスのテ
レビに出てきた犯罪事件の取り扱いについて
の博士論文を書き，去年イナテーク賞を受賞

しました7）。これ
は60年にわたるテ
レビ・ニュースに
おける犯罪報道を
歴史的に分析して
います。
犯罪事件を担

当する人がテレビ
局の中でどういう
部局に存在してい
たか。メディアは

犯罪についてどのように語っているのか。そし
て数量的にみた犯罪の統計はどうなっているの
かということを研究しました。現実とメディア表
象を比較するのは，民主的な議論にとっては欠
かせません。法定納入と，それにもとづく研究
がこのような公共的な議論に材料を与えたので
す。そしてセカーユは，統計にもとづく犯罪の数
とニュースで実際に取り上げられた事件の数とを
比較して，それがずいぶん違うということを証明
しました。この論文もまもなく出版され，ドキュ
メンタリー番組として映像化される準備が進め
られています。
3つ目の例を挙げましょう。社会的少数者の

表象ということについて，日本で政治的議論が
あるかどうかわかりませんが，フランスでは非常
に大問題になっています。国民の記憶の中で然
るべき位置を占めることが求められたのです。ア
ルジェリアやモロッコ出身者の共同体とか，ブ
ラックアフリカ出身者の共同体の側からそうした
要求が出てきた。そういう状況に対して，エリッ
ク・マセ8）という社会学者が面白い研究をしてい
ます。テレビは，それ自体1つの独立した世界と
してとらえることができます。そして，そこに登場
する人々は，現実世界の住民でありながら，一
種のアバターとして，テレビの世界固有の登場人
物と考えられるわけです。マセは，1日のすべて
のテレビ番組を分析しました。広告も含めて，
ニュース，アメリカ映画やドラマ，日本のアニメも
含めて，それらがまさに1つの独立した，自律し
た世界を成しているととらえました。バーチャル
な世界と言ってもいいわけですけれども，現実
の世界とはまた違った形で女性や，少数者，工
場労働者が表象されている。テレビの中の世界
というものが自立した形であるという観点から，
社会学的な調査をしたわけです。その結果は，

「移民を記録する」の表紙

論文「フランスのテレビにおける
三面記事的犯罪報道」の扉
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『社会とその分身』というタイトルで出版され9），
シンポジウムでも発表が行われました。CSA（視
聴覚高等評議会）がこの研究に注目し，研究の
拡大とアップデートを要請しました。以後，CSA
は監査のバロメーターとしてこの研究を利用して
います。彼の分析の仕方を活用した結果です。

  今後の課題
今後の課題としては，社会あるいは国民的な
討論の中で，テレビというものがどのような役
割を演じているのかという研究をする必要があ
ります。表象に対してテレビがどのような役割を
演じているのか。
それから，アートとしてのテレビというものもあ

ると思います。今まで一段低く見られていたテレ
ビですけれども，テレビの番組も美学的な歴史
を語ることができるのではないか。テレビの美学
です。映画批評から来たジル・ドラヴォーという
人が1950 ～ 60年代のテレビドラマを美学的観
点から研究しましたし，その時代にはアンドレ・
バザンの批評もありました。映画では見られない
ようなひとつのアートがそこに存在しているという
見方です。そこから出発して，ラジオ・テレビの
歴史を構築しなければならないと思います。
そして，映像を子どもたちにどのように教えて
いったらいいか。映像を毎日朝から晩まで見て
いるわけで，具体的には知っています。テレビ
ゲームもあるし，非常に無秩序な形で映像が流
れ込んできている。ある段階で反省的な考察の
対象にしなければならないと思うのです。そう
いった映像のフローを脱構造化する。大学でも
中学・高校でもできると思います。フランスにお
いては，実際のところ，映像というものについて
教育が行われていません。たとえばフランスに
おいてはテレビのディレクターというのは，映画

の世界からきた人ばかりです。テレビのディレク
ターとして純粋に教育された人はいないと言って
もいいわけです。フランス社会の中で，唯一テ
レビの世界というのが孤立した世界になってい
る。そして，テレビの業界人は常に「現在」を追
いかけているので，しばしば先達の業績を忘れ
てしまいます。これは文学や美術ではありえな
い事態です。したがって，テレビ映像の歴史と
いうものが必要になってきているのではないか。
もちろんそういう観点から，より世間からの
注目を増すためのいろんな努力も行われていま
す。私どもINAとしては，間接的な波及効果
を狙って，いろいろなシンポジウムを行ったり，
セミナーを行ったりして，映像文化あるいは映
像の歴史の構築にたずさわっています。その中
には出版活動もあります。『メディア・モルフォー
ズ』というような雑誌もあります。今INA出版
を独立で作ろうとしていますが，次回の来日の
ときにそのお話ができればと思っています。

  研究者との協働
最後にお話ししたいのは，私たちが研究者と

の関係をどのように作っていったかということで
す。最初に法定
納入が始まった
とき，「我々はテ
レビやラジオ出
身だから，ディレ
クターの仕事は
わかっているが，
どうやって研究
者と仕事をして
いいのかわから
ない」という声が
あがりました。INAのさまざまな出版物
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そこで方法論のワークショップを作りました。
ベルナール・スティグレールに委託をし，彼が
そのワークショップを指導しました。このワーク
ショップは今も存在しています。15年たって回数
は少なくなりましたが，今でも1か月に1回集まっ
ています。さまざまなテーマを扱いました。たと
えば「データベース」。我々のデータベースを研
究者が使えるようにするにはどうすればいいの
か，方法論やインターフェースを研究し，ワーク
ショップでさまざまなプロトタイプを作りました。
ディスクール分析の研究者であるパトリック・
シャロドー（パリ第八大学ディスクール分析セン
ター）は，ボスニアの戦争について研究を行い，
1万件にのぼるテレビのニュース報道を分析しま
した10）。そのために作られたのが統計ソフトで
す。自分のコーパスを自分の作ったインデックス
で整理することができるのです。研究者自身が
データベースに自分のインデックスをつけること
ができます。そのソフトがMédiacorpusと呼ば
れるもので，現在ではすべての研究者が使える
ようになっています。

90年代はじめにコンピュータが進化しまして，
グラフィック・インターフェースやマルチメディア・
インターフェースが出てきました。研究が進み，
人文科学の研究者とアーカイブ担当者そして技

術者の協力で，新たに映像を分析するソフトが
生まれました。映像ファイルを読み込んで解析
するMédiascopeです。カット分割，インデック
ス化，アノテーションなどが可能です。

ほかにもさまざまなソフトを開発しました。最
初はアーカイブの仕事の必要に迫られて開発を
したものが，後に研究のために使えるというこ
とがわかり，研究用に提供されていったのです。
現在では，それらが統合されて視聴覚ワークス
テーション（SLAV）という形で利用できるよう
になっています。

  相互浸透の重要性
重要なことは，相互浸透が起こることです。

つまり研究の世界と，テレビそしてアーカイブの
世界の間が相互浸透をすることが重要だと思う
のです。そうでないとうまくいきません。研究者
たちは理論に傾く場合が多いのですが，理論だ
けをやっていたらメディオロジーになってしまいま
す。映像そのものに触れるべきです。石田先生
をはじめ，大学の中にすでにそういう人がいます。
そして桜井さんのようにNHKのほうにもそうした
人々がいらっしゃる。ですから，相互浸透が図
れる可能性が日本には存在していると思います。
ありがとうございました。

Médiacorpusの画面

Médiascopeの画面
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テレビ研究を変える IT 技術
私たちの研究室では，NHK放送文化研究
所と共同で「テレビと地域社会」をテーマに，
アーカイブを活用したテレビ文化に関する「パ
イロット研究」を行ってきた。その背景やねら
いについて簡単にお話ししたい。
私たちの研究室では10年ほど前から，IT
を使ったテレビ番組分析の研究を行ってき
た。テレビはかつて「フローなメディア」であ
り，書きとめることができなかった。しかし
現在では，コンピュータに番組を取り込み，1
コマずつ客観的に分析することができるよう
になった。これは，ITの文字を使って，いわ
ば「テキスト」を正確に分析するようにテレビの
「メディアテキスト」を分析することができるよ
うになってきたことを意味する。
今回の研究で重要な役割を果たすのは，仏

ポンピドゥーセンターのIRI研究所が開発した
Lignes	de	temps（タイムライン）というソフト
ウェア11）。ノンリニアの映像編集ソフトを逆用
したようなもので，番組のカット割りを自動的に
検出し，そこにコメントを付与したり，キーワー
ドを振ったり，さまざまな映像や語りのレベル
を選り分けて分析していくことができる。
IT技術は，テレビ番組を書き取り，分析し，
検証する装置として非常に有効であり，語の
本来の意味でテレビを「クリティーク」（批評）
することが初めて可能になったとさえいえる。

「リモコン」から「検索エンジン」へ
現在放送されているテレビ番組であるなら
ば，番組データをアーカイブ化していくことは
比較的容易だ。我々の研究室でも，過去2週
間のテレビの全放送をストックしている。これ
らによって，現在におけるテレビ番組の「共時
的な」研究は可能だ。
しかし，本屋の店頭に並んでいる書籍ばか
りを見ていたのでは文学とは何かが分からな
いように，どのような「文化的成層」と「記憶」
に支えられて番組が生み出され放送され続け
ているのかを知らないかぎり，テレビ文化に
ついての理解は十分なものとなりえない。こち
らのほうを，「通時的な」研究と呼ぶならば，

共同研究報告

テレビ・アーカイブ研究とは何か

石田英敬  （東京大学大学院情報学環教授）

タイムラインの画面
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アーカイブと結びつくことでこれを実現させた
いというのが我々のチャレンジである。
折しも，テレビのデジタル化とアーカイブ配
信が世界的に開始される時代に私たちはさし
かかっており，テレビ自身もフロー型のメディ
アからストック型（アーカイブ型）のメディアへ
と移行しつつある。テレビの視聴経験自身が
リアルタイムの視聴でなくアーカイブ型視聴へ
と動いていく時代になった。
したがって，NHKと開始した共同研究は，
アーカイブを研究に開くことが「テレビにとって
何を教えるのか」という「アーカイブ研究」と
しての意義と，テレビがアーカイブ型視聴へと
移行していくときに「人々は何を視るようになる
のか」という「アーカイブ型視聴の研究」とい
う2つのベクトルを同時に持つことになった。
そのときに重要になるのは，検索の問題だ

と私は考える。テレビがリモコンで見られてい
た時代から，検索を通して見られていく時代に
移る。オンデマンド配信のような「アーカイブ型
視聴」が一般化すると，「どんな検索原理にも
とづいてアーカイブを視聴するか」ということが
「どんな視聴経験を組織するか」に直結してい
く。この「インデックスをめぐる抗争」が，現在
の情報生活の最大のテーマだ。「リモコンから
検索エンジンへ」という標語で表現してもよい。

研究の 3 つのストラテジー（戦略）
そこで私たちが考えたのは次のような研究ス

トラテジーだ。第一は，デジタル化したテレビ・
アーカイブを検索するという理想状態を想定
したうえで，テレビ文化に精通した知識を持つ
「理想の案内人」を起用して，「テレビ的教養」
のDNAを抽出する。「理想の案内人」が検索

する「痕跡」をトレースすることで，テレビ文化
の痕跡をとらえ返したいと考えた。そこで白羽
の矢をたてたのがNHKの桜井均さんである。
第二は，いま見ている任意の番組の「主題」
が，視聴を成り立たせている文化的記憶の「地
平」にどのように結びついているのかを研究す
るという戦略。「テレビはどんな記憶にサポー
トされて見られているのか」という「地平」の
ほうを探ろうと考えた。人々の日常的な「生活
世界」がテレビを通した「生の記憶」とどうつ
ながっているのか。選んだキーワードは「地
域」，「医療」，「生活」。そうした部分につい
てドキュメンタリーは何をやっているのか追跡
していただこうということになった。
第三のストラテジーは，ノンリニアな読解。
テレビ文化の記憶は，個々の番組単位で作ら
れるわけではない。むしろ視聴の「地平」は，
個々の番組の記憶を横断して成層している。
さまざまな番組をノンリニアに横断しながら，
どんな記憶の層からできているのかということ
を探り出してみよう。タイムラインを使った横
断検索による離散的な読解をやってみようと
いうのが第三のストラテジーだ。

研究の意義
こうした研究にどういう意味があるのか。
たとえばYouTubeのような自然発生的な記憶
と連想に対して，公共テレビはより積極的な
役割を持つ記憶の組織を対置することができ
るのかという問題が見えてくる。すべてがアー
カイブ化されてしまう時代に「テレビは主導的
な記憶の組織者になることができるのか」と
いうことが，こうした研究が最終的に示すね
らいということになるだろうと思う。
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タイムラインとアーカイブを使った分析
1本のドキュメンタリー番組について，先ほ
ど紹介があったタイムラインというツールと，
デジタル化されたアーカイブという2つのテク

ノロジーを組み合わせて分析を試みた。
タイムラインによって対象の番組は自動的
に編集点で切り分けられる。編集点という
のは制作者が集中的に思考をしたポイントで
あり，認識の難所でもある。従ってその編
集点の周辺に，使われなかった映像や，検
討されたものの引用されなかった先行番組
など，アーカイブ的な記憶が膨大に埋まって
いると考えられる。それらをアーカイブから
キーワード検索で取り出し，基幹番組の編
集点にリンクづけしていく。そうすると，番
組を作ったディレクターの思考の形や，別の
可能性をのぞきこむことができるのではない
かと考えた。
分析の対象は2007年10月に放送した
NHKスペシャル『地域の医療はよみがえるか
～夕張からの報告～』。閉山の直接のきっか
けになった1981年の北炭夕張新鉱の大事故
当時，私が札幌放送局にいて何度も夕張に取
材に行った経験もあって，非常に強い関心を
持って分析に着手した。

夕張市立総合病院が財政破綻した後に，
村上智彦さんという地域医療のエキスパート

研究発表

「アーカイブに支援されたテレビの
『読み』の可能性」12）

桜井　均   （放送文化研究所研究主幹）

NHKアーカイブスの検索結果画面
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が現れ，新しい医療を模索し始める姿を追っ
た番組。さっそくNHKアーカイブの職員用
の検索画面に「夕張」と「病院」と入力して
放送の古い順番に並べてみた。
最も古い時期の映像は，戦前の夕張炭鉱
が国策に沿って盛んに出炭している様子を
描いた外部制作の映像。戦後から高度成長
期にさしかかると，合理化や炭鉱事故が多く
なってくる。最近では，夕張市の財政赤字や
病院の破綻を扱ったものが多い。
「タイムライン」の一番上のラインに分析対象
とするNHKスペシャル（基幹番組）が取り込
まれている。その下にいくつか並んでいるの
がアーカイブから選んできた，関連する過去
の番組（参照番組）である。

（以降，タイムラインを使い基幹番組と参照番
組の対応関係を詳細に分析する映像中心のプ
レゼンテーションが展開された。詳細は「NHK
放送文化研究所年報 2010」に掲載予定）。

これらの分析によって，戦前の国策と夕張
という地域の関係，村上医師の人物像や物
語の設定，かつての炭鉱事故と病院との関
係，患者たちの過去など，番組の背後にあ
る時間と記憶の蓄積が明らかになった。
また，「医師不足」や「医者探し」という
テーマが，NHKの番組において時代や場所
を超えて繰り返し扱われてきたことも明らか
になった。同じテーマが繰り返されるという
ことは，事態が一向に改善されていないか，
あるいはNHKの番組が定型パターンに陥っ
ていることを意味していよう。

アーカイブ検索を通じて見えてきたこと
アーカイブを検索するということで，これ
までどのような番組が制作されてきたのか，
あるいはどのような部分が手薄だったのかを
見極めるということができる。だとすれば，
アーカイブの利用は過去の引用にとどまら
ず，未来の映像の創造にも有用である。今

回の一連の作業
で，アーカイブそ
のものの編制の状
態を垣間見ること
ができたが，今後
こうした研究者と
の共同作業を継
続的に繰り返して
いくことによって，
アーカイブ自体も
豊かなものになる
のではないかとい
う確信を持った。

取り込まれた基幹番組と参照番組
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を持っている人間の動きみたいなものまで含めて，
やはり映像は文字とは全然違った特質を持った
ものだということが明確になったと思います。石
田さんが「メディアテキスト」いう言葉をお出しに
なっていました。メディアのコンテンツをテキストの
ようにどうやったら扱えるかということだと思うんで
すけれども，映像にはテキストという概念とはちが
う，何と言うか，身体が動くような部分がやっぱり
あって，その部分に我々が 21 世紀にどういうふう
に向き合っていったらいいのかという，大きなテー
マと，大きな期待というか希望を感じました。
柏倉　ありがとうございました。実は，NHKアー
カイブスの映像を使って作られた藤幡さんの作
品があるのですね。
藤幡　そうですね。1989 年に，実は桜井さん
がプロデューサーで作った番組です 13）。始めに
アーカイブスを検索し，「モニュメント」と「ムー
ブメント」という２つの対抗するテーマに沿って，
視覚像として面白いものを２本のリールに編集し
ました。それを，作曲家に作ってもらった音楽
を流しながら，編集室でワイプキーを自分で操
作しながらライブに切り替えて作りました。視覚
を通して何らかの記憶をよみがえらせる，２つの
異なるものが一緒になって別の意味を生むとい
うような体験ができるんじゃないかと思います。
柏倉　NHKの中に蓄積されている映像資料を

（藤幡正樹作品「都市・未完の欲望」から）

「デジタル映像アーカイブの可能性」

柏倉　ここからは，今
まで発表していただいた
お三方に加えて，東京
藝術大学大学院映像研
究科長の藤幡正樹さん
にも参加していただきま
す。藤幡さんは研究者と

してはもとより，映像作家としてご活躍ですが，
これまでの発表をお聞きになった感想をまずお
聞かせいただけますか。
藤幡　NHKのアーカイブが，一般公開されて
いないにしても，あそこまですでにタグ付けがさ
れていて，検索可能になっていることに驚きまし
た。桜井さんがパッとお調べになって，あれだけ

のことがわかるっていうの
は，かなり恐ろしい。そ
れも単にテキスト（文字）
ベースではなくて，具体
的に番組の断面を見せ
られると，全然違った臨
場感を持ってくる。カメラ

　第 2 部　パネルディスカッション

司会	 柏倉康夫
	 （放送大学教授・附属図書館長）

討論者	 ジャン＝ミシェル・ロード
	 （フランス　イナテーク所長）

	 石田英敬
	 （東京大学大学院情報学環教授）

	 桜井　均
	 （放送文化研究所研究主幹）

	 藤幡正樹
	 （東京藝術大学大学院映像研究科長）
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取り出してきてそこに作家が介在すると，新し
い作品が生まれる。こういう使い方もアーカイ
ブの未来にはあるだろうということです。
さて，映像資料というものがデジタル化された
ことが大きな意味を持っていますが，イナテーク
の場合もデジタル化されたあと，つまりテキストに
なったあとに研究利用が非常に盛んになったと
推測するのですが，この点はいかがでしょうか。

ロード　デジタル化に
よって，かつてのアナロ
グ信号よりもはるかに操
作しやすくなりました。人
間がリアルタイムで行うよ
りもずっと早く，さまざま
なアルゴリズムによるプロ

セスを実行することが可能になったわけです。
デジタル化が可能にしたことがもう1つあって，
遠距離からのアクセスを可能にした。アナログ信
号でも同軸ケーブルを通じて送ることは可能でし
たが，それほど便利ではありませんでした。デジ
タル信号によって非常に遠距離まであっという間
に送ってしまうことができるようになったわけです。
しかし，それに対して条件が1つあります。デ
ジタル化と言うときに，単なるデジタルビデオ信号
と，ファイル化されたビデオ信号は区別しなけれ
ばなりません。ファイル化してハードディスクなど
の記憶媒体に乗せた段階で真のデジタル化が終
わったと言うべきです。その段階で初めて操作可
能になるわけですね。たとえばソニーのデジタル・
ベータカムは，「デジタル」という名前はついてい
ますが，まだテープです。それをファイル化する
ことによって初めて操作が可能になるのです。
3点目，アーカイブのデジタル化が専門家に

とって重要なことは，もうほとんど劣化しない映
像信号を手に入れたということです。しかしなが

ら媒体から媒体へ移し変えるという問題は残っ
ています。技術進歩が急速なために，6～ 7年
くらいのサイクルで別の媒体に移していかなけ
ればならない。紙とかテープは100年くらいもっ
たかもしれない。それに対して現代では信号自
体は永遠であるけれども，しかるべき媒体に移
行していかないと信号も残りません。そのために
は体制，組織化が非常に重要だと思います。
柏倉　ロードさんの講演のなかで，「ドキュメン
タリスト」という言葉が出てまいりましたが，そ
の養成は具体的にどうやっておられるのですか。
ロード　非常に重要な役割を演じております。
たいてい大学で 2 年程度の教育は受けていて，
大学が出すドキュメンタリストの免状を持ってい
ます。それ以外の組織が出すこともあって，私
どもでも視聴覚ドキュメンタリストの免状を出し
ています。大学を出た段階では，必ずしも映像
の文化を知らない，言語も知らない，テレビに
おけるカットの問題も知りません。そこでドキュ
メンタリーの技術研究所とパートナーシップを
結んで，映像文化や映像の文化遺産に関する
教育を行っています。研究者がそうした人間の
養成に当たっているということです。
柏倉　石田研究室には若い研究者の方が育っ
ていっているわけでしょうし，映像にどういう
姿勢で向かうかというようなことも日々研究と同
時に実体験されていると思いますが，その点は
どうでしょうか。

石田　僕の研究室の若
い人なんかはまだマイノリ
ティですが，そういうの
が本当はひょっとするとよ
い意味でむしろデファク
ト・スタンダード（事実上
の標準）になっていく可
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能性がある。あらゆるものが説明できるというこ
とが，文字を書く／読む人間の基本的なスタン
スであるべきだと僕は思っているんですが，その
基本的なスタンスを発揮できるチャンスが，ITを
共有することによってやっと見えてきたという気が
します。タイムラインも，共通して同時に使えるの
はデジタル化のおかげですね。共通のベースで
視聴覚的な記号を扱うことができるようになって
きた。そういうことが若い世代を育てていくんだ
ろうと思います。
柏倉　たとえば，フランスと日本やアメリカとで
は，SECAMとNTSCという具合に映像の方
式が異なります。つまりお互いに変換しないと
見ることもできなかったという時代がずっと長く
続いたわけです。それが IT化されて，デジタ
ル信号になることによって一挙に壁も乗り越えら
れたと，そういう側面もあるのだろうと思います。
それにしても，映像がデジタル化されたとき―
―桜井さんが先ほどの研究発表で広範に活用な
さっていたわけですけど―「検索」という作業
が行われることになりますね。そして検索をする
ためには，タグ付け，キーワードで検索できるよう
にすることが絶対的に必要なわけですけれども，
このタグ付けを一体誰がやればいいのでしょう。

桜井　これも非常に難し
い問題です。ちょっと話
がそれてしまうかもしれま
せんが，たとえば水俣病
という病気がありました。
しかし，NHKのデータベー
スで言いますと，「公害」

という検索語で見つかるのは1960 年代以降のも
のなんですね。それ以前は「水俣病」あるいは「奇
病」というふうに呼ばれていたからです。ところが，
水俣病は日本の三大公害の中の１つですね。そう

すると，その前のほうのものをどう取り出すかとい
うことが起きてくる。その場合，当時書き込まれ
ていたタグに，「公害」という新しい言葉をさかの
ぼって加えてしまうと，経験のない人がそれを見
たときに，50 年代から「公害」という言葉が水俣
に当てはめられていたと勘違いしてしまいますか
ら，元のタグとやはり区別しなきゃいけない。
研究者の方がアーカイブを研究していく過
程で―そういうことを当然時系列として知っ
ているわけですから―別の欄を設けるなりし
て，新しいタグをどんどん豊かにしていく，あ
るいはその分類をわかりやすくしていくことで，
到達の時間が相当早くなるだろうと思います。
藤幡　先日，博物館や美術館の人たちのアーカ
イブの集まりがあって，そこもデジタル化で今大
変なんですよ。海外の博物館では，大英博物館
が大量に日本のものを持っていて―浮世絵が
多いらしいんですが―どういうふうにタグ付け
するのかという話をしていました。僕はそこにす
ごく興味がありました。研究者たちはもちろん日
本の研究をしているし，日本語もしゃべれたりす
るんですけれども，やっぱり日本の文物をイギリ
ス人がカテゴライズするときに，ベースには西洋
美術史があると思うんですね。そういう質問をし
たら，やはり「それはやっている」と。「西洋美
術史のカテゴリー分けの中でやっているけれど
も，そこから外れていくものは何かということも
含めて研究しています」と言っていたので，すご
いなあと思って。我 よ々りもはるかに彼らのほう
が，日本のものを彼らのやり方でやっている。こ
れは，国際化ということとも関係があると思うし，
言語の問題とも関係があると思うし，たぶん我々
が近い時期に直面しなきゃいけない，もう1つ
のデジタルの問題だと思います。海外の人たち
が，NHKのアーカイブスにどうやってアクセスす
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るかといった問題も出てきますよね。
柏倉　今の問題について INAあるいはイナ
テークはどういうふうに考えておられるのでしょ
うか。
ロード　私たちのほうはドキュメンタリストがイ
ンデックスを作るわけですけれども，ドキュメ
ンタリストはシソーラス（索引，検索用の分類
語彙集）を使います。ドキュメンタリストがやっ
ていることと，アーカイビストがやっていること
は違うと思うんです。
用語というのは，時間がたつと言葉がだんだ

ん派生していきます。アーカイビストの場合は当
時の用語を保存します。ドキュメンタリストのほう
は絶えず現在にいるのです。自分のインデックス
を変えてアップデートをします。第二次世界大戦
の間，フランスではドイツがフランスを占領して
いた間，ラジオでテロリストと呼ばれた人たちが，
解放されるとレジスタンスと呼ばれるようになっ
たんです。いつインデックスを作るかという問題
です。あまり突き詰めてはいけないこともありま
す。シソーラスやインデックス化が研究の障害に
なったり，歪めたりするのは避けなければなりま
せん。しかし，すべての研究者がそんなに何万
時間ものテレビの番組を見るわけにはいきません
ので，その前に分類をされていることはもちろん
必要です。そうしないと，大海をスプーンですくっ
て飲むようなことになってしまいます。これがド
キュメンタリストの持っている困難です。でも同
時に私は信頼をしています。80名のドキュメンタ
リストがいますし，若い人たちですから交代があ
ります。交代があるおかげで，主観的な部分が
ニュートラルになるでしょう。こうやってインデック
ス作業がなめらかになる，平らになっていきます。
また，我々がインデックス化のために使っている
分類は，INA独自のものだけでなく，CSAや視

聴率調査機関が使用しているものも加えていま
す。分類というのは常に相対的なものですから，
さまざまな分類法を相互参照して，ニュートラル
なものにしていきます。
柏倉　さて，映像のアーカイブが外に向かって
開かれた場合に，研究者や番組の制作者，あ
るいは視聴者にそれぞれどんな利益をもたらし
ていくのかをうかがってみたいと思います。石
田先生はどうお考えですか。
石田　今のタグの話と連続するんですけれど
も，ITになってアーカイブを使うということに
なったときに，一般の視聴者であろうと研究者
であろうと，単に使い手ではなくなってしまうん
ですね。つまり使うとその痕跡が残りますので，
それ自身が非常に有益なものになる。アーカイ
ブを使い込んでいくことは，研究者にとって利
益があるだけでなく，使い込まれていくうちに
アーカイブが痕跡をためこんで成熟していくとい
うフィードバックがかかるわけです。
桜井さんの研究は，映像として記憶することは

どういうことなのか，映像自身が映像にコメント
したりとか，映像に基づいて記憶しているものが
別の映像につながっていったりとか，言葉で処理
していない部分がどう記憶を作っているのかって
いうことを明らかにしたいわけです。藤幡さんが
20年前に作品でやろうとしていたことにも，ちょっ
とつながっていますね。すると，アーカイブをど
う使うかっていうのに藤幡さんもひょっとすると実
験台になってくれるかもしれないという（笑）そう
いう，なんだかすべてがつながっていくという感
じなんですけどね。
藤幡　僕はやっぱりテレビっていうことがすごく
大きいと思いました。多くの人が同時に見てい
たわけですよね。テレビの中で見たのか，自分
が本当にそこに行って体験したのかわからなく
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なっているような映像イメージっていうのが，実
は頭の中にいっぱい残されているような気がし
て。「なんだこれはこの番組だったんだ」みた
いなことがずるずると出てくるんじゃないか。そ
うすると自分の中の「体験」と思っていた記憶
のかなりの量が「映像体験」だったみたいなこ
とがわかってくるという恐ろしさがあるなと思い
ましたね。それはちょっと映画と違うのではな
いか。自分の意思で映画館に行くというのとは
違うので，やりようによってはものすごいことに
なるんじゃないかと思いましたね。
柏倉　確かにアーカイブというのは，ある意味
では記憶をためこむ装置ですよね。私もNHK
におりましたときに湾岸戦争が起こって，最初か
らずっとそれをウォッチし，またNHKの画面を
通して自分でもコメントをしていたわけです。そ
うした事実すべてをひっくるめた記憶が，今私
が抱く湾岸戦争体験なのです。そしてそうしたも
のが，一体どういうふうにアーカイブの中にため
こまれているのか，ためこまれていないのかとい
うことは，非常に関心のあるところです。あるい
はどういう形でためこんでいけばいいのかという
ことが大きな問題になるだろうと思うのです。
桜井　アーカイブというのは，誰も実は全部見た
ことないわけです。NHKの中にある全部を見る
と70万時間，物理的に不可能です。毎日放送
されている番組に至っては，もう全く不可能だと
思うんです。そうすると，どういうふうにそれが集
積されてきたかということに関心を持たずにはい
られない。全体はどんな形をしているのか。いろ
いろなところに映像のアーカイブはあるはずです。
たとえばアフリカのモザンビークには，ポルト

ガル時代の映像から，独立闘争，内戦まで膨
大な映像記録がありますが，そこが今破壊され
てなくなりつつあります。こちらも別の意味で全

体を見ることができません。それと同じように，
NHKという公共放送がどういうものを蓄積して
きたかということは，テレビの歴史全体を見るた
めには不可欠だと思うんですね。どういう形を
して，どういうところに偏在しているのか。先ほ
ど「医者を探す話はやたら多い」と言いましたが，
そういうふうに偏りがあるはずなんです。それか
ら全く空白の部分もあるのではないかと想像しま
すが，何らかの形でサーチすることを急いでやら
ないといけないんじゃないかと思いました。
柏倉　さてアーカイブを一般の視聴者の方に開
放する，公開するにはいろいろな課題があるだ
ろうと思いますし，その大きなものが著作権の
問題だろうと思いますが，ロードさん，フランス
では著作権の問題をどういうふうに考えている
のでしょうか。
ロード　むしろ我々は，考察よりも行動をしたと
言ったほうがいいでしょう。行動しなければなり
ません。考えるだけではだめです。INAは，先
ほどお話ししたように一般向けのサイトを設けまし
た。「みんなのアーカイブ」というサイトです。その
際に2万時間のテレビ番組の権利を交渉しまし
た。これには，無料で閲覧できるものと，ドラマ
やコンサートなど有料のものがあります。ビデオ・
オン・デマンドに近い形です。しかし著作権を番
組ごとに確定することは難しかったのです。誰が
著作権保持者なのかを探し出すことは困難でし
た。そこで，集団的な合意を作ることにしました。
フランスの場合，二種類の交渉相手がいます。１
つは，著作権を管理する会社であり，音楽，演
劇，マルチメディアなど，それぞれのジャンルの制
作者や音楽家，俳優，作家を代表する会社があ
ります。もう１つは，労働組合です。私たちは，主
として労働組合と交渉をしました。そしてわりあい
早い時期に，どのような形で報酬を支払うかにつ
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いて合意しました。サービスが赤字にならないよう，
一括払いにして，いくつかの基準を決めて交渉し
ました。そして INAの側では営業管理のデータ
ベースを作り，著作権の所在がどこにあるかとい
うシステムをつくっていったんです。
柏倉　国によっても対応がずいぶん違うことは
皆さんご存じだろうと思います。たとえばアメリ
カなどでは―「ミッキーマウス法」などと揶揄
されていますが―著作権切れが迫る1920 年
代の作品の著作権保護期間を延ばしたというよ
うな動きもあります。ですから国によって対応が
違いますし，さまざまな問題がこの点については
ある。それを話し出すと，とてもとても時間の中
に入りませんので，このぐらいにしておきます。
もう1つ，石田先生の発表の中で触れられて
いたと思いますが，YouTubeというものが一方
であるわけですよね。いわば下からの情報公開
というものがあって，テレビのこれまでのやり方
とはだいぶ違う。この点については，石田さん
はどういうふうに整理をされておられますか。
石田　基本的にインターネットはボトムアップ型
の文化形成というふうに言われているし，そうい
う発達の仕方をしてきたという側面は強いです
ね。一方，放送というのはトップダウン型の情
報の流れに基づいています，そうすると，ボトム
アップ型のネットがトップダウン型の放送文化を
飲み込むということが起こりつつあるんじゃない
かと，こういう見方がわりと強いと思うんですね。
僕たちの研究は，あるいは僕の主張は，若干

ニュアンスが違います。やや戦術的にですけども，
やっぱりネットを使用するときに，ボトムアップ型だ
けではなくてトップダウン型のアプローチというも
のが求められるのではないかという言い方をいろ
んな場面で行ってきています。これは必ずしもボト
ムアップ型のものを否定するわけではありません。

たとえば具体的に言うと，先ほどの著作権の問
題，あるいは知的所有権の問題もそうなんですけ
ども，YouTube的なものになし崩しにされていくと
いうことが可能だし，実際に起きているわけです
ね。なぜそうかというと，非常に単純化して，あ
るいは哲学的に言うと，コンピュータってライプニッ
ツが発明したもので，ライプニッツは微積分の考
案者なんですね。原理的にはすべてのものを微
分していく。0と1まで微分しようということ，それ
に基づく技術としてのコンピュータがあって，そし
て世界を微分していきますので，ばらばらにされて
いく。そしてばらばらにすることによって切り取った
り，つなげたりできるようになるというところがまず
使われているという，そういうことなんですね。一
方，トップダウン型と言っているのは，非常に修練
を積んだ，たとえば桜井さんみたいなケースをイ
メージしているわけですが，そういう人たちはいっ
たい何をしてきたのかと。いろんなフィルムやテレ
ビ，映像の断片をつなぎ合わせて，むしろ統合し
てきた。その統合がどういうふうに独自のものを
作り出すかっていう修練を積んできたわけで，こ
れは積分のプロセスだというふうに思うんですね。
積分のプロセスというものが，どうもまだ育ってい
ない。決してYouTubeを否定したりボトムアップ
型のインターネットの文化形成のプロセスを否定す
るわけではないんですけれども，ややもすると，ば
らされたところで商業的に人々の欲望が利用され
ていくという形の統合，経済的な統合のほうに積
分されてしまって，より創造的な文化形成としての
積分のプロセスに至らずということになってしまう
危険はないのかと。つまり経済的な原理だけに
よって微分プロセスと積分化というのをやっていく
と，レコメンデーション・システム（ユーザーの嗜好
に合わせて商品を推薦するシステム）のようなもの
に全部からめとられていって，文化的な統合をむ
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しろなし崩しにするということになりはしないかと。
これは非常に大きな危険であって，NHKのような
トップダウン型の文化形成の質を―すべてがい
いとは僕は言わないんですが―よき部分は大切
にしたい。アーカイブ研究のような形で，積分的
な知はどんな成り立ちをしていて，どういうふうに
作られているのかを明らかにして，人々が積分を
するお手伝いというか，参考を提示していく。そ
れが，トップダウン型の放送がやってきたことをと
らえ返して，公共的なプロセスを作り出していく役
割だと思います。
もう一言だけ言うと，大学も同じ問題を抱え
ていて，ウィキペディアのような―ウィキペディ
アはもちろん否定していないんですけれども―
さまざまな知識を大量に流布させ，人 を々自然
発生的にオーガナイズしていくという知識形成は
ネットによって非常に容易になったわけです。で，
そうすると大学なんてトップダウン型の知の伝授
をやってきたわけだから，「お前たちはもういら
ないよ」みたいな話になりかねなくて，まったく同
じ問題を抱えていますね。知を形成していくとい
うのは，基礎的な知識から積分していくプロセ
スなので，積分していく知というのはどういう姿
をしているのかということを定義して，知識の公
共性を担保する，確かな知識って何なんだとい
うことをちゃんと保障するというのが大学だと思
います。それとNHKのような公共メディアの役
割というのはわりと似ていて，確かな映像文化っ
て何なんだということを保障するという役割が見
えてくるのではないかというふうに思います。
藤幡　人間ってもともと「聞く」「話す」という関
係から，石田さんもおっしゃっていたように文字
が生まれてきて「読む」「書く」という文化に移
行して，「テレビ」「映像」が出てきた。これがいっ
たいどういうコミュニケーションのミディアムかと

いうことは，まだよくわかってないんだと思うんで
すよね。21世紀に，我々が扱いながら考えなけ
ればいけないのは，これで生まれてくる文化は何
かということだと思うんです。その視点から見る
と，著作権の問題というのは実は文字の文化が
作ったものだと思うので，なんか違うんじゃない
かと。たとえば，女の子の目の前で歌を歌って，
彼女をとろんとさせるみたいなことをやっていた
のが，結局いい歌だから人に歌われるみたいな
ことがあるわけですよね。映像情報がマスメディ
アでは無くなりつつあるこれからは，なんかこう
いった歌，本来の歌のようなものに帰っていくよ
うな気が僕はするんです。
だから作り手に対するリスペクト，つまりどう
やって対価を返したらいいかという問題が１つ。
それと映像の場合に面倒くさいのは，写ってい
る人間に対するリスペクトなんですよ。その２つ
が重なっている。作者と，写っている相手，そ
の２人にどうやってリスペクトを返すか。時間的
にも空間的にも離れているわけですが，その問
題を解決すれば面白くなると思う。それにはネッ
トワークが重要な役割を果たすので，やっぱり
リテラシーの問題ですよね。今石田さんはトップ
ダウンとボトムアップとおっしゃったけど，僕はそ
の議論ではなくて，むしろ情報エントロピーをど
んどん増大させていく中で，どんなに細くてもい
いけども，見る者と作り手の関係性を，どうやっ
たら確実につなぎとめておけるかっていうことが
テーマなんだと思っています。
柏倉　桜井さんは，言ってみれば番組を解剖
してみたわけですけれども，かつての作り手と
して，自分が作った番組がアーカイブを利用し
て解剖され再構成されるということについては，
どんな感想をお持ちになりました？
桜井　外の研究者からの視線が我々の番組に
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当てられるとどういう批評の場ができるのかと
いうことについては，非常に怖いような感じと，
しかし非常にわくわくするというか，何か新しい
ものが見えてくるという期待感があります。
先ほど文学の話が出ましたけれども，本来，

文学が文学自身について自己言及するというのが
19世紀末から20世紀だったと思うんですね。し
かし，テレビは新しくできた関係でそういう視線
を自分に向けてこなかった。ようやくアーカイブと
いうものができて，デジタル化されることよって，
それが可能になった。ある意味で自己言及的な
ものになりえたのかなと。そういうときに，従来
の現場ではなく，アーカイブという亜空間に身を
置いてみるのも面白いかなと思っています。最近
はテレビの映像を使ってテレビの歴史を書いてみ
たいという欲望が出てきています。技術的には，
自分の記憶を再編成して自分なりのテレビ史を作
ることができるようになっている。自分たちがどこ
へ向かってテレビを再構成していくかということに
ついて希望を持ったかなというところであります。
柏倉　ありがとうございました。ネット時代に入っ
て，それぞれのアーカイブがネットで結ばれてい
くことで，固定化されていた物的文化資産が流
動化することになる。そして，アーカイブの中の
さまざまな情報を参照しながら新しい解釈を加
える，あるいは翻訳をする，それが活発化する
時代がこれから来ると思います。翻って考えてみ
ると，ルネサンスというのはまさにギリシャ，ロー
マの古典を新たに翻訳し，解釈し直して新しい
文化を創造した時代でした。これから私たちが
迎える時代も，アーカイブが結びつき，多くの人
たちに利用されることによって，新たな知の地平
を開いていくことになるだろうと思います。また，
そうなってほしいと期待する次第であります。

（ひがしの まこと）

注：
1）歴史学博士。INA設立以来，アーカイブ事業
に携わり，技術・法律・運営におよぶあらゆる
面に通じた視聴覚アーカイブの専門家。なお
ロード氏の発言部分は，当日の同時通訳（福崎
裕子氏，小林新樹氏）をベースとし，西兼志氏（東
京大学大学院情報学環特任研究員）の協力を得
て加筆・修正した。

2）INA およびイナテークについては，以下の文
献に詳しい。ロドリグ・マイヤール，原由美子
「放送番組研究とアーカイブの課題について―
―フランス INAと INAthèque に学ぶ」（日本
記号学会編『テレビジョン解体』慶應義塾大学
出版会	2007 年 5 月），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），長井暁「デジタ
ル映像アーカイブは何をもたらすのか～フラン
ス『INA』の挑戦～」（『放送研究と調査』2008
年 7 月号）。

3）フランスにおける通信や放送の監督を行う独立
規制機関。

4）フランスの哲学者。INA副所長，IRCAM（音
響・音楽研究所）所長などの要職を歴任し，研
究開発を主導。現在はパリ・ジョルジュ・ポン
ピドゥーセンター文化開発所所長。

5）De	Boeck	Université 刊，2004 年。
6）作品を収録した DVDが INA から発売されて
いる。

7）『Le	 fait-divers	 criminel	 à	 la	 télévision	
française』（フランスのテレビにおける三面記
事的犯罪報道），2007 年

8）パリ第三大学・社会科学高等研究院教授。
9）『La	 société	 et	 son	 double:	 Une	 journée	
ordinaire	de	 la	télévision』（社会とその分身：
テレビの普通の一日），2006 年

10）研究成果は『La	télévision	et	 la	guerre（テレ
ビと戦争）』，（De	Boeck	Université 刊，2001 年）
にまとめられている。

11）IRI のウェブサイトからダウンロードする
ことができる。次回のアップデートで日本
語版も組み込まれる予定。http://www.iri.
centrepompidou.fr/index.en.html

12）本研究については，『NHK放送文化研究所年報
2010』においてあらためて詳細を報告する。

13）「都市・未完の欲望」（NHK	BS），1989 年放送。


