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ラジオ放送が1925年にスタートしてから90周
年にあたる。放送の歴史は，新聞や雑誌，映
画など他のマス・メディアと比べて決して長くは
ないものの，その展開がようやく「歴史」とし
て捉えられ，研究や検証の対象とされるように
なりつつある。しかし，そうした場合に利用可
能な資料の保存・公開の状況は決して良好で
はない。放送番組の映像・音声のアーカイブ化
が徐々に進んでいるものの，関連の文書資料
の収集・保存・公開は，著しく立ち遅れている。

放送文化アーカイブ構想は，こうした状況の
改善に向けて，NHK内外の多様な放送関連

 １. はじめに

NHK放送文化研究所（以下，文研と表記）
では，放送に関連したさまざまな資料をデジタ
ル・アーカイブ化する「放送文化アーカイブ」構
想の実現に向けた取り組みを3年前から進め
ている。本稿では，検証用サイトを使用して
2013年度に行った実証実験などの結果を踏ま
えつつ，放送文化アーカイブ構想の現状と，今
後に向けた課題を報告する。

2013年は日本でテレビ放送がスタートしてか
ら60年の節目の年だった。また，2015年は，

放送関連資料の
デジタル・アーカイブ化に向けた試み
～「放送文化アーカイブ」構想の現状と課題～
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NHK放送文化研究所（文研）では，放送史関連資料や番組制作に関する資料をデジタル・アーカイブ化し，ま
とめて検索可能にする「放送文化アーカイブ」構想を進めている。本稿では，検証用サイトで行った実証実験の結
果を踏まえ，構想の現状と課題をまとめた。

本サイトは，国立情報学研究所が開発した検索エンジンである「連想検索」の技術を利用している点が大きな
特徴である。連想検索は，文書と文書の言葉の重なり具合をもとに，検索条件に近い結果を効率よく探し出す検
索技術で，特定のテーマを設定して行った実証実験では，連想検索を活用して，そのテーマに関連が深い論文や
歴史資料を効率的に検索できる点が確認できた。

一方，文研内で行ったアンケート調査では，連想検索の利便性や，そうした技術が使われていること自体が十
分に認識されていないことがわかり，どのようにして機能の周知を図るかが課題として浮上した。また，検索結果
の表示では，入力した語と検索結果の関連性をわかりやすく表示することへの要望が多く見られた。さらに，コ
ンテンツに関しては，番組記録（過去の放送番組表）やNHKの経営関連資料を追加することや，研究成果をより
幅広く搭載することへの要望が強かった。

放送文化アーカイブに関しては，2014 年度中にNHKのイントラネットで公開し，そこでの検証を踏まえて，一般
公開のあり方について検討を進めていく方針である。今後，機能の改善やコンテンツの充実を図るとともに，内外
のアーカイブとの連携を進めることが課題となる。
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資料をデジタル・アーカイブ化し，研究や教育，
さらには番組制作に役立てようというものであ
る。検証用サイトは，国立情報学研究所（NII）
の協力のもと構築を行い，2013年度に機能や
コンテンツ，インターフェースなどに関する検証
作業を行ってきた。

以下では，このサイトの概要（コンセプト，
機能・コンテンツなど）を紹介した上で，同サ
イトの主要機能について，その詳細および開発
の現状を報告し，最後に，今後に向けた課題・
展望をまとめたい。

 ２.コンセプトとサイトの概要

2.1. 放送文化アーカイブのコンセプト
放送文化アーカイブが収集・保存の対象と

するのは，放送史に関連する文書資料，番組
制作に関わる資料，文研で行われてきた調査・
研究の成果（論文やデータ）などである。

放送に関わるアーカイブとしては，NHKの放
送番組の映像や音声のアーカイブである「NHK
アーカイブス」（2003年～）の存在が知られてい
る。NHKアーカイブスには，放送
済みのニュース183万4,000本，番
組67万5,000本（2013年3月末現
在）をはじめ，ニュース原稿，写真，
権利情報，音楽CDなどの資料が
保存されている1）。NHKアーカイブ
スが，放送事業のいわば「生産物

（product）」を中心としたアーカイブ
であるとするならば，放送文化アー
カイブは，放送番組および放送事
業の「副産物（by-product）」として
生み出され，蓄積されてきた各種資
料やデータのアーカイブとしての性

格を持つ（図1）。
放送文化アーカイブの目的は，大別して2つ

ある。第1の目的は，前述のように別々の種類
の資料として収集・蓄積されてきた多様な資料
群を，単に保存するだけではなく，デジタル・
アーカイブ技術によって統合的に検索したり，
相互に関連づけたりできるようにして，利便性
をより高めることである。

例えば，NHKの長寿番組の一つ，『連続テ
レビ小説』について調べようとした場合，番組
そのものに関する資料（編成関連の記録，台
本，企画書など）に加え，ドラマが視聴者に
どのように受け止められてきたかを知るのに役
立つような調査・研究結果（視聴率調査や視
聴者意向調査のデータ，研究論文など），さ
らには，制作者や関係者らの証言（オーラル・
ヒストリー資料）を一度の検索で探すことが可
能になれば，利用者の利便性が大きく向上す
ると考えられる。

第2の目的は，NHK内外の他のアーカイブ
との連携である。近年では，図書館，博物館，
美術館，文書館といった文化・学術関係の諸

図1　放送文化アーカイブの位置付け
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機関・組織が所蔵資料や研究成果などをデジ
タル・アーカイブ化するだけでなく，相互にデー
タ連携を進める「MLA連携 2）」と呼ばれる動き
が世界的に進んでいる。それぞれの組織が資
料をデジタル化し，互いに連携することによっ
て，個別に公開するよりも，利用者が信頼性と
精度の高い情報，資料にアクセスしやすくなる
というメリットがある。

放送文化アーカイブでは，放送を含め，メ
ディア分野におけるMLA連携の推進も目指し
ている。連携先として想定されるのは，NHK
内では，NHKアーカイブスのほか，放送関係
の歴史資料を収集・展示しているNHK放送
博物館がある。一方，NHK以外では，メディ
ア関係団体のアーカイブや，関連・隣接分野
で研究を行っている大学や研究機関，そして
国立国会図書館をはじめとする全国の主要な
図書館などが挙げられる。

現時点では，このうち，「NHKアーカイブス」
に保存されている放送番組のデータベースの一
部と連携しているほか，共同で放送文化アーカ
イブの構築を行っている国立情報学研究所が
運営しているいくつかのデータベース（Webcat 
Plus，新書マップなど）との連携も試験的に
行っている。こうした連携は，検索対象を飛
躍的に拡大させることになる。例えば，放送
文化アーカイブからある番組について検索し
た場合，検索結果は，文研が所蔵している関
連資料だけでなく，NHKアーカイブスの映像
データ，博物館のデータ，さらには当該番組を
扱った書籍や論文の情報にも関連づけられて
表示されることになる。

以上のように，多様な資料を統合的に検索
できるようにするとともに，内外の関連アーカイ
ブとのデータ連携を進めるという，2つの目的

が実現されれば，研究や教育，そして番組制
作の現場などで資料の利用が容易になり，蓄
積されてきた各種資料の有効活用も進むと考え
られる。

2.2.サイトの概要
図2は，放送文化アーカイブの検証用サイト

のトップページである。サイトには5つの検索の
入口がある。利用者は，この5つの入口から，
サイト内に格納されているコンテンツや外部の
サイトのコンテンツを異なる方法で検索するこ
とができる。それぞれの概要は，以下のとおり
である。

 

① まとめて探す

放送文化アーカイブ内に格納されている多様
なコンテンツや，連携先サイトのコンテンツを
統合的に検索することができる。検索エンジ
ンとして，国立情報学研究所が開発した「連
想検索」という技術を用いている。

② 年表から探す

文研が作成した放送史関連年表（約 2 万項
目）のデータを活用した検索機能。さまざ

図 2　放送文化アーカイブ検証用サイトの
トップページ
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まな歴史的な事象をキー
ワードから検索すること
ができる。

③ 番組から探す

NHK の放送済み番組の
データベースを利用した
機能。番組名で検索する
と当該番組についての情
報と，関連する各種の資
料，データなどを合わせ
て表示するようになって
いる。

④ 証言から探す

NHK と民放の OB が作る「放送人の会」が
これまでに収集・保存してきた，番組制作者
や記者，アナウンサーなど，放送関係者約
140人分の証言資料を用いた検索機能。キー
ワードで証言を検索して閲覧できるほか，証
言の内容に関連する資料やデータも検索する
ことができる。

⑤ 資料庫から探す

サイト内にある資料のうち，『放送研究と調査』
『20 世紀放送史 』といった文研の主要な定期
刊行物のほか，番組関連の一次資料の一部
が，ツリー構造で格納されている。
以下，この順序でサイトの各機能を詳しく紹

介し，それぞれどのような課題があるかを，見
ていくことにする。

 ３. 放送文化アーカイブの各機能

3.1.まとめて探す
コンテンツ・機能

前述のように，放送文化アーカイブの目的の
一つは，これまで別々に蓄積されてきたNHK

内外の資料を関連づけ，一括して検索できるよ
うにすることである。その点で，「まとめて探す」
は，放送文化アーカイブの中でも最もその特徴
が現れた部分である。画面のそれぞれの列に，

『20世紀放送史』『放送研究と調査』といった
資料が並び，それぞれの資料の中で検索語と
関連度が高い項目が上から順番に表示される
ようになっている（図3）。
「まとめて探す」に格納されているコンテンツ

には，『20世紀放送史』『NHK年鑑』といった
NHKをはじめとする放送界の動きをまとめた刊
行物，『放送研究と調査』など文研で行われた
研究の成果，NHKの経営関連資料や世論調
査，オーラル・ヒストリー記録といった資料が
ある。また，NHKアーカイブスが公開した過
去の主な番組を紹介するサイトのデータを使っ
て，1,800本の番組やニュースを検索できる。

さらに，NHK以外のデータベースもまとめて
検索することができる。このうち，「新書マッ
プ」は，国内で出版されている1万5,000冊の
新書のデータベースである。また，「Webcat 
Plus」は，国会図書館や全国の大学図書館の

図 3　「まとめて探す」の画面
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所蔵目録などをまとめて検索するもので，2,500
万件を超える図書やCDのデータから資料を探
すことができる（表1）。

資料は，メタデータ（タイトル・作成者・刊行
年など）に限らず，資料の内容そのものに即し
た全文検索を行うことができる3）。また，検索
方法として，国立情報学研究所が開発した「連
想検索」という技術を利用している点も特徴で
ある。連想検索は，文書と文書の言葉の重な
り具合をもとに，ある文書（検索条件）に近い
文書（検索結果）を効率よく探し出す検索技術
である。この技術を使うことによって，検索窓
に短い単語を入力した場合には通常のキーワー
ド検索と同様の結果を得ることができ，より長
い文章を入力した場合には，その文章全体と関
連性の高い情報を得ることができる。

例えば，あるテーマを論じた論文をまとめて
探したい場合，一つの論文を指定した上で検

索ボタンを押せば，それと似た内容の論文をま
とめて検索することができる。

検証
ここからは「まとめて探す」の機能を検証す

る。具体的には，「NHKの地域放送」（特にそ
の編成の変化）について調べるというテーマを
設定し，放送文化アーカイブを利用することに
よって，どの程度，関連する資料を的確に探
し出せるかを見ていくことにする。連想検索で
は，ある程度まとまった文章を入力したほうが，
検索精度が高まると考えられることから，検索
窓にはまず，「NHKの地域放送の編成はどう
変わってきたか。放送時間，放送エリアはどの
ように変わってきたか」という文章を入力した。

検索結果として，資料群ごとに最も関連性が
高いものとして表示された資料は，表2のとおり
である。

表1　検索が可能なコンテンツ 表 2　「地域放送」に関連する資料

NHK 放送文化研究所の刊行物

20 世紀放送史 2001 年

放送五十年史 1977 年

日本放送史（35 年史） 1965 年

日本放送史（25 年史） 1951 年

NHK 年鑑／ラジオ年鑑 1931 年～

放送研究と調査／文研月報 1951 年～

NHK 文研年報／調査研究報告 1956 年～

放送メディア研究／放送学研究 1961 年～

歴史資料・番組資料

NHK 経営関連資料 1953 年～

NHK 世論調査 1984 年～

放送人の証言（放送人の会が収録・140 人分 )

NHK アーカイブスのコレクション（1,800 本）

NHK 外のデータベース

新書マップ（1 万 5,000 冊）

Webcat Plus（2,500 万点）

Wikipedia 日本語版

資料群 関連性が最も高い資料
（論文・記事など）

20 世紀放送史 全盛期のラジオ／
地域に密着するラジオ

放送五十年史 目次

NHK 年鑑 1998 年「NHK 経営」

放送研究と調査 1993 年 2 月号
「テレビ編成 40 年の軌跡 西野泰司」

NHK 文研年報 1993 年「『放送研究と調査』
論文・記事項目別索引」

放送メディア研究 放送メディア研究 4
（2006 年）目次

NHK
経営関連資料

国内放送番組編集基本計画
（平成 9 年度）

NHK 世論調査 1990 年 12 月
「地域と放送調査・徳島県」

放送人の証言 放送人の証言 No.158 「寒河江正」

テレビ 60 年特選
コレクション

地上デジタル放送開始
（2003 年ニュース）
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検索結果のうち，ねらいとするNHKの編成
の変化を知ることができる資料としては，『放
送研究と調査』の「テレビ編成40年の軌跡」
が挙げられる。この論文は，NHK総合テレビ
の1950年代から1980年代までの変遷を追っ
たもので，もっぱら全国向け放送の編成が対
象だが，「地域放送の強化」という項目もあり，
短い記述ではあるものの，地域放送の展開を
知る手掛かりとなる。

また，NHKの資料を見ていくと，「国内放
送番組編集基本計画 平成9年度」には，編集
重点事項として「地域放送の充実・強化」と
いった項目がある。この年度に限らず，「国内
放送番組編集基本方針」には，地域放送につ
いての何らかの記述があることから，NHKの
地域放送に関する基本的な考え方を知るため
には，この基本方針を参照すればよいことが
わかる。

一方で，この段階で表示される資料には，
「目次」や「論文・記事項目別索引」といった，
目的とする情報には必ずしも直結しないものも
含まれている。このため，連想検索を生かして，
さらに関連性の高い資料を探すことにする。

連想検索では，上記の検索結果に現れた
『放送研究と調査』の「テレビ編成40年の軌
跡」の全文を指定して検索ボタンを押すことで，
この論文全体の記述と関連性が高い資料を検
索することができる。表示された検索結果の
主なものは表3のとおりである。

地域放送に関連した論文を軸にした検索を
行うことで，先ほどの検索結果よりも，より関
連性の高い情報を取り出すことができた。例え
ば，『NHK文研年報』の「50 年のテレビ編成
の変化とその背景」は，1953 年のテレビ放送
開始以降，半世紀にわたる報道番組の編成の

変化を記述しており，NHKの地域放送の編成
を分析する上でも参考にすることができる。

また，表以外でも，関連性が高い資料とし
て，『放送五十年史』の「第六章 現代社会と放
送 第四節 地域社会とローカル放送」という項
目がヒットした。この項目では，高度成長に伴
う地域間格差の拡大やそれに伴う地域社会の
変容，視聴者の要望の変化に対応して，1965
年度以降，NHKがローカル放送の時間枠を拡
充していったことが記述されている。実際に研
究を進める上では，こうした検索を何回も繰り
返すことによって，さまざまな資料を洗い出し
ていくことになる。

従来，文研の刊行物や研究成果は，タイト
ルや著者などメタデータによる検索を行えるだ
けで，本文は紙媒体の資料を参照する必要が
あった。この点，放送文化アーカイブは，本

表 3　『放送研究と調査』「テレビ編成 40 年の軌跡」
をもとに連想検索を行った結果

資料群 関連性が最も高い資料
（論文・記事など）

20 世紀放送史 第 5 章 成熟期に入ったテレビ
第 1 節 テレビは「編成の時代」に

放送五十年史 第六章 現代社会と放送
第二節 生活の変化と放送番組

NHK 年鑑 1993 年「民間放送 テレビ
山形県知事選挙調査」

放送研究と調査 1993 年 2 月号
「テレビ編成 40 年の軌跡」

NHK 文研年報 2002 年「50 年のテレビ編成の
変化とその背景」

放送メディア研究 1981 年 「目次 概観」

NHK
経営関連資料

国内放送番組編集基本計画
平成 18 年度

NHK 世論調査 1989 年 5 月「全国放送意向調査」

放送人の証言 放送人の証言 No.58 「岸田功」

テレビ 60 年特選
コレクション ラジオとテレビジョン
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文検索ができることに加え，検索結果（論文
などのデジタルデータ）を参照するのも容易で
あり，研究を行う上での利便性向上につながる
と考えられる。

他方，サイトの機能や使い勝手に関しては，
多くの改善すべき点が残されている。研究プロ
ジェクトでは，さまざまな課題を浮かび上がら
せるために，文研内で試験的にサイトを公開
し，アンケート調査 4）を行った。

それによると，まず，利便性が向上した点
では，キーワード検索によって，目的の情報に
すぐにたどり着けたという回答があった。例え
ば，「1964年の東京オリンピックのカラー放送
を民放でも見ることができたか」という調査内
容に対しては，「まとめて探す」で「東京オリン
ピック　カラー」と入れることで，目的の情報
を得られたという回答があった。

一方，不便な点としては，検索結果の表示
に関して，入力した検索語がハイライト表示さ
れない点への違和感を示す答えが多く見られ
た。これは，連想検索の特性によるものだが，
検索結果で表示される文章のうち，どの部分
が入力したキーワードと関連があるのかが，す
ぐにわからないという問題がある。さらに，検
索結果の表示順について，検索語が多く含ま
れている順番か，あるいは，別の基準による
順番かが判然としなかったという回答が見られ
た。また，時系列などでも表示できるようにす
べきという意見もあった。

検索機能以外の要望としては，現在のコン
テンツに加えて，台本・脚本，放送番組表と
いった番組関連資料や，NHK経営委員会・理
事会の議事録など経営関連資料を搭載すべき
という意見が寄せられた。

3.2. 年表から探す
「年表から探す」は，国内外のメディアや社

会の動きをキーワードで検索できるようにし
たものである。年表は，『20世紀放送史』や

『NHK年鑑』をもとに作成したもので，1923年
1月以降の約2万項目からなっている。それぞ
れの項目は，内容別に「内外の動き」「NHK」

「民間放送」「国内メディア事情」「海外メディア
事情」の5つに区分されている（ただし，1949
年以前は，「内外の動き」「NHK」「メディア事
情」の3つに区分）。

広く国内外で起きた事項も年表に盛り込まれ
ているため，放送界の動きにとどまらず，社会
で起きた重要な出来事を確認するといった目的
でも利用することができる。
「年表から探す」で用いられている検索機能

は，連想検索ではなく，一般的な「一致検索」
である。例えば，「放送法　改正」と入力する
と，and検索となり，年表の記述で「放送法」
と「改正」の両方の単語が含まれる項目が表示
される。
「放送法　改正」で調べた場合，99 件が検

索結果としてヒットしたことが画面表示からわ
かる。また，画面上部の点は，検索結果の年
代を表示しており，どの時期に放送法改正に
関連した記述が多かったかが視覚的に確認で
きる。さらに，検索語はハイライト表示される
（図4）。

検証では，過去に文研などに寄せられた問
い合わせ事例に対して，「年表から探す」を利
用して回答することが可能か，実験を行った。

このうち，「『みんなのうた』の放送開始日は
いつか」という問い合わせ事例に対しては，「み
んなのうた」と入力して検索すれば，「1961年
4月3日」という正解に容易にたどり着くことが
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できた。同様に，「ラジオで放送されていた『尋
ね人』の放送開始日と終了日はいつか」といっ
た質問や，「1950年代ごろ，ラジオで放送され
ていた『うたのおばさん』の放送開始日と最終
回はいつか」といった質問についても，容易に
答えを引き出すことができた。このように，特
定の事柄が起きた年月日を確認するという使い
方では，年表検索が有効に機能することが確
認できた。

また，文研内で行ったアンケートでも，機能
面の問題を指摘する意見はなく，「検索をして
みることで新たな発見があった」など評価する
意見が多かった。年表に関しては，一致検索
が用いられ，検索結果のハイライト表示もなさ
れることから，比較的，違和感なく利用者に
受け入れられたと考えられる。

3.3.番組から探す
「番組から探す」では，NHKで放送された

番組を検索することができる。そして，検索の
結果として，番組そのものの情報に加えて，そ
の番組に関連した論文や調査データなどが表

示される。この検索機
能は，「NHKアーカイ
ブス」や，「NHKオン
デマンド」などで行わ
れている「番組を検索
する」という機能を軸
に構成されたもので，
放 送文化アーカイブ
のねらいの一つである

「内外のアーカイブとの
連携」，その中でも番
組アーカイブとの連携
を意識したものである。

2013年2月に迎えたテレビ放送開始60年に
合わせて，「NHKオンライン」上に，およそ400
本の動画の公開をはじめとしたアーカイブス
ポータルサイト「テレビ60年特選コレクション」
が開設された 5）。このサイトの番組データを活
用し，放送文化アーカイブでは，約1,800本の
番組・ニュースを検索することが可能である。

検索例として，1983年4月から放送された
『連続テレビ小説』「おしん」を取り上げる。

「おしん」という番組名で検索した結果が図5
である。

画面左側には，「橋田壽賀子が手がけた，
『連続テレビ小説』第31作目。山形の寒村に生
まれたヒロイン・おしんが，明治から昭和まで
80余年の激動の時代を懸命に生きる生涯を描
く。･････日本中に『おしんブーム』を巻き起こ
した。平均視聴率52.6%，最高視聴率62.9%
という驚異的な数字を記録した」といった，番
組の基本情報が示される。そして，画面右側
には，放送文化アーカイブに格納されている文
書資料の中で，「おしん」について言及している
資料がリストアップされる。

図 4　「放送法　改正」の検索結果
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その中には，視聴率データや各種の研究論
文，経営資料のほか，ドラマ制作者などが「お
しん」について語った口述資料（オーラル・ヒ
ストリー）なども含まれる。リストアップされた
資料は，資料名をクリックすることで，別画面
で表示される。例えば，リストの一番上に表

示されている『放送研究と調査』1983年12月
号の世論調査リポート「おしんブームを探る―

「おしんと日本人」調査から」という論文は，図
6のように表示される。

論文の中の四角形の表示は，「おしん」とい
う文字をハイライトしたものである。また，表
示しているページの内容から連想される関連資
料を左右両サイドに表示することが可能で，図
6では，論文に関連する「Wikipedia」の記述
や関連する「新書」を例示している。

このように，「番組から探す」という検索機
能を使うことで，番組の記録，基礎データ（放
送日，放送時間，出演者）だけでなく，例えば

「おしんブーム」を生んだ時代背景や，「おしん」
が国際展開され，海外各国でも熱心に視聴さ
れたことなど，番組の関連情報を知ることがで
きる。そして，関連資料を画面上で確認するこ
とができるとともに，関連資料からさらに連想
した資料群を表示することで，資料の理解を
深めたり，関心の領域をさらに拡げていくこと
も可能となる。
「番組から探す」が抱える短期的な課題は，

現在は約1,800本である番組データの格納数
を増やしていくことである。それと並行して，

NHKアーカイブスと
いった番組アーカイブ
との連携を模索してい
くことも課題である。

3.4. 証言から探す
「 証 言 か ら 探 す」

は，放送に関連した
さまざまな証言を検
索・閲覧することが
できる機 能 である。

図 5　「おしん」検索結果画面

図 6　「おしん」関連の研究論文
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NHKと民放のOBが作る「放送人の会」では，
放送業界で活躍してきた放送関係者の証言資
料を収集・保存している。放送文化アーカイブ
には，これまでに蓄積されてきた証言資料（音
声資料を文字起こししたもの）のうち，約140
人の証言が収められている。

例えば，「証言から探す」の検索窓に，番組
名である「日本の素顔」と入力・検索すると，

「日本の素顔」という言葉を用いた証言が表示
され，合わせて，各証言の中の該当ページと
キーワードの出現数が示される（図7）。

証言内容は書籍を模した体裁で表示され，
検索したキーワードがハイライトされる（図8）。

また，前項で紹介したのと同様に，本文の両
サイドに，本文の内容に関連する別の資料や書
籍の情報を表示する機能もある。

この証言内容の画面では，自動的に索引を
生成することが可能で，証言者が証言の中で
どんな言葉をどのくらい使っているかが一目で
わかるようになっている（図9）。

そして，索引の項目をクリックすれば，該当
ページに移ることができる。また，索引を一覧
することによって，証言全体の内容を推測する
ことも可能となっている。

3.5. 資料庫から探す
「資料庫から探す」は，サイト内にある『NHK

年鑑』や『放送研究と調査』といった文研の主
要な定期刊行物を発行の年代順に配置すると
ともに，番組関連の一次資料を格納していく

「資料庫」の役割を想定したものである。そし
て，目的の資料があらかじめわかっていて，直
接検索したい場合には，キーワード入力による
一致検索が可能となっている（図10）。

現時点では，文研の定期刊行物が中心であ
るが，一部，番組制作の過程で生み出された
一次資料も収めており，資料によっては，デジ
タル化した文書などを表示させることが可能で

図 7　「証言から探す」の検索結果画面

図 8　証言内容の閲覧画面

図 9　証言内容の索引画面
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ある。図11は，テストケースとしてデジタル・
アーカイブ化を進めている『中学生日記 6）』関
連資料である。ここでは，『中学生日記』の放
送日やタイトルなどのメタデータのほか，一部
ではあるが，放送台本（表紙）やセット図面な
どの画像を閲覧することができる。

文研内の検証では，「資料庫から探す」は「ま
とめて探す」に次いでアクセスが多かった。「一
致検索」によって資料を探し出すという従来の検
索方法に慣れている利用者にとって，活用しや
すかったものと考えられる。一方，アンケートで
は，追加を希望する資料として，番組制作過程
を記録したノートや過去の放送番組表，写真資
料といった一次資料のほか，NHK以外で作成
された放送史関連の刊行物などが挙げられた。

こうした点を考慮すれば，本機能の課題とし
て，搭載する一次資料を増やしていくことがま
ず挙げられる。番組関連資料をどのように収集
していくのかという問題について，NHK内外
の組織との連携も視野に入れながら，取り組
んでいく必要がある。ただし，台本など番組
制作に関連した一次資料については，資料的
価値が高い半面，著作権処理をどうするかと
いった問題が残っている。サイトの構築と合わ
せ，権利処理といった問題をクリアしていく必
要がある。

 ４.今後の課題・展望

4.1. 検索機能・表示機能
2種類の検索

ここでは，「まとめて探す」の利用履歴とアン
ケート結果からわかった連想検索技術の問題
点と，今後の改善策について説明する。

まず，前提として，検索には2つの種類があ
ることを確認しておく。インターネット上の検索
エンジンの世界では，検索は利用者の意図か
ら大きく2つに分類され，それぞれで使われる
検索キーワード（クエリ）は，①利用者が既知
とする特定のサイトを訪問することを目的とした

「ナビゲーショナルクエリ」と，②何かの情報を
収集するために行う「インフォメーショナルクエ
リ」と呼ばれている。

一般の検索エンジンでは，利用者の利便性
から入り口を一つに限定しているため，検索に
用いるキーワードからどちらの目的であるかを
判定する必要があり，それぞれの検索エンジ
ンが，いずれの検索にも対応できるよう，精度
の向上に向けて日々切磋琢磨している。

一方，放送文化アーカイブでは，「まとめて

図10　「資料庫から探す」のトップ画面

図11　一部をデジタル化した
『中学生日記』関連資料
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探す」がインフォメーショナルな検索に，「資料
庫から探す」がナビゲーショナルな検索に対応
していると考えられる。このため，検索技術を
使い分け，前者では「連想検索」，後者では「一
致検索」を用いている。

検索キーワードから見た課題
しかし，文研内で試験的に公開した際の利

用履歴を見た限りでは，必ずしも，「まとめて探
す」で，インフォメーショナルな検索が行われて
いるわけではないことがわかった。

例えば，「まとめて探す」で入力された検索
キーワードを見ると，既存資料のタイトルをその
まま入力しているものや，資料の著者名と思わ
れる名前で検索しているものが多かった。これ
らのキーワードは特定の資料を探すための「ナ
ビゲーショナルクエリ」と考えられる。つまり，
連想検索で想定していた入力がされていないこ
とになる。

また，「まとめて探す」で検索に用いたキー
ワードの語数を見ると，1語および2語での検
索が全体の約75％であった。このことからも
利用者は通常の一致検索と同じ感覚で検索し
ており，検索結果が連想検索の関連度順でラ
ンキングされることに戸惑いを感じていると思
われる。

以上より，「まとめて探す」ではさまざまな種
類のアーカイブを一度に検索できることを第一
義として捉え，通常の検索では「一致検索」で
結果を示し，検索キーワードが文や文章のとき
のみ「連想検索」に切り替えるという柔軟な検
索方式の採用を検討したい。さらに，検索す
る資料種別があらかじめ定まっている場合は，

「資料庫から探す」で属性を指定した詳細な検
索を行うように促していきたい。

検索履歴・利用履歴から見た課題
次に，利用履歴の集計から，検索された資

料を選択し，新たに別の資料を検索する回数
が全体の検索数の10％未満と少ないことがわ
かった。インフォメーショナルクエリでは利用
者が自分の探したい事柄を適切なキーワード
で表現できるとは限らないため，求める検索結
果が得られない場合，キーワードの変更，あ
るいは，より詳細な内容に限定するキーワード
の追加が求められる。
「まとめて探す」では，一つの資料から内容

が近い別の資料を検索することも可能なので，
膨大な検索結果の中から興味を持つ資料が一
つでも見つかれば，その資料を起点として芋づ
る式に関連資料を検索することができる。これ
は一般の検索エンジンのふるまいと大きく異な
る連想検索の特徴の一つなので，利用者に検
索の特性を理解してもらうことが重要である。

また，「まとめて探す」の検索結果から実際
に資料を閲覧した回数を集計すると，１回の検
索につき約1.3回と少ないことがわかった。漠
然とした概念から資料を探すインフォメーショ
ナルクエリの特性上，検索結果のタイトルだけ
では求める情報がその資料に存在するか判断
できないため，資料の中身を次 と々確認する必
要があると考えていたが，この回数は想定より
少ない。

これは利用者アンケートにもあったように，
検索に使用したキーワードが文章のどの部分と
関係があったのかが確認できず，大量の検索
結果の中に興味を喚起させる根拠を見出せな
かったためと思われる。また実際に資料の内
容を確認するにしても，現在のインターフェース
では，ブラウザの別ウインドーに資料を表示す
る仕組みになっており，検索結果のウインドー
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と交互に切り替える手間は，内容確認を躊躇
することにつながっている。

改善策として，検索結果に資料の画像の代
わりにキーワードを含む文章を表示して，その
資料が検索された根拠を示すこと，そして資
料の閲覧のために別ウインドーを立ち上げるの
ではなく，検索結果画面の上に重ねる形とし，
ウインドーを切り替えることなく確認する仕組
みを採用することが考えられる。

その他の改善策
現在の放送文化アーカイブサイトは，NHK

の有する豊富なコンテンツを検索可能にし，文
字空間の関連性を利用して，文研内外のコンテ
ンツ間を渡り歩く機能を実現した。例えば，こ
の機能を用いて「番組から探す」では，一つの
番組に対し，関連する資料を紐づけて表示し
ている。

今後は，これを人名や地名といった固有の
事物，あるいは放送技術や利用者の指定する
任意のキーワードに対しても実現していきたい
と考えている。さらに，関連する資料の提示だ
けでなく，どの年代で多く言及されているのか，
ともに用いられているキーワードは何であるの
か，といった集計機能を有するダッシュボード
インターフェース7）の追加も検討課題である。

4.2.サイトの全体設計
機能・コンテンツ

ここまで見てきたように，検証用サイトの構
築の過程で，解決すべきさまざまな問題点が
浮かび上がっている。以下，放送文化アーカイ
ブの実用化に向けた課題を整理し，今後の方
向性を示すことにしたい。

まず，サイトの全体構造については，「まとめ

て探す」や「年表から探す」など5つの検索機
能を継承しつつ，前項の考察を踏まえ，まず
は検索機能の改良を図りたい。特に，「まとめ
て探す」での検索にあたって，連想検索と一致
検索を意識的に使い分けられるような構成にす
ることが検討課題である。これは，放送文化
アーカイブの利用目的として，調査・研究や番
組の企画・開発，各種の問い合わせ対応など，
多様な利用形態が考えられることから，それぞ
れに最も適した検索機能を用意する必要があ
るためである。加えて，利用者が一致検索を
使用しているのか，連想検索を使用しているの
か，わかりやすく示すインターフェースの構築も
必要となる。

また，搭載するコンテンツの種類や量を拡
大させていくことも課題である。文研内のアン
ケートでは，放送番組表やNHKの経営関連
資料のほか，『NHKデータブック 世界の放送』
といった文研の研究成果や，NHKの広報誌な
どの搭載を希望する意見が多かった。そうし
た新たな資料の搭載を検討するとともに，既
存のコンテンツのデータ量を増やすことも今後，
必要な作業である。

例えば「証言から探す」には，放送人の会
が収集した約140人分の口述資料がすでに格
納されているが，これに加えて，文研が蓄積し
てきた約500人分の口述資料を整理し，可能
なものから放送文化アーカイブへ格納していく
といった点が検討課題である。

さらに，現在のコンテンツは文研の刊行物
が中心で，『中学生日記』関連資料のような一
次資料は少ない。しかし，これまで組織的に
保存されてこなかった放送事業の副産物であ
る番組関連資料や一次資料をアーカイブしてい
くことは，このサイトの目的の一つである。ま
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ずは，『中学生日記』関連資料をテストケースと
して，一次資料のデジタル・アーカイブへの格
納方法や，他の機能との連動などを中心に検
証を継続することにしたい。

その上で，文研がすでに保有している一次
資料について，目録や画像データなど格納の
形式を検討し，アーカイブ化を進めていく。検
討においては，どのようなコンテンツが業務利
用や一般の利用に資するのか，また，どこまで
拡大していくのかといった点について，適切に
見極めていくことが必要である。さらに，一般
公開に向けては，各コンテンツの権利関係を
精査し，それぞれの公開の可否について，確
認・検討していくことも課題である。

内外のアーカイブとの連携
内外のアーカイブとどのように連携を進め，

サイトをいかに運営していくかという点も，今
後の大きな課題である。

検証用サイトでは，NHKアーカイブスや，
国立情報学研究所が運営する「Webcat Plus」，

「新書マップ」など，内外のアーカイブと試験的
な連携をすでに行っている。このうち，NHK
アーカイブスに関しては，一般公開しているサ
イトの約1,800本の番組・ニュースの写真や番
組情報などのメタデータをサイトに組み込むと
いう形（メタデータ収集）で，連携を図ってい
る。また，「新書マップ」などについては，放
送文化アーカイブが外部のサイトのデータを読
みにいく形（横断検索）で連携を図っている。
今後，NHK内外のアーカイブとの連携を図っ
ていくにあたっては，「メタデータ収集」や「横
断検索」といった連携方法をコンテンツごとに
検討していくことが必要である。

さらに，コンテンツを表示するプラットフォー

ムの運営についても，放送文化アーカイブ自身
がそうしたプラットフォームとなり得るかどうか
も含め，あり方を検討していく必要がある。外
部のコンテンツを組み込んだプラットフォーム
としては，現状の放送文化アーカイブや，国立
国会図書館が運営するNDL Searchのように，
主要なコンテンツホルダーでもある団体が単独
で運営するものや，連携した諸団体が共同で
運営する形態など，さまざまな形態がありうる。

そうしたプラットフォームの運営にあたって
は，連携先から収集したメタデータが最新の
ものかを，常時，確認することが必要である。
もとのサイトの運営者が定期的に更新をしてい
かなければ，コンテンツの信頼性が失われる
ためである。また，横断検索という形でコンテ
ンツを連携させるには，ある程度，高度なシ
ステムを備えたプラットフォームが必要である。
プラットフォームの運営にあたっては，メタデー
タも含め，コンテンツのデータ形式を定めたり，
統合検索といったシステムを進化させたりして
いくことで，利便性を高めていくことが運営者
に求められる。

こうしたプラットフォームの例としては，国立
情報学研究所が開発・公開しているサイト「想
－IMAGINE」が挙げられる（図12）。
「想－IMAGINE」には，さまざまな独立し

たサイトがコンテンツホルダーとして参加してい
る。コンテンツホルダーはそれぞれ独自サイトで
メタデータ等を更新するなど，各自のコンテン
ツに責任を持ち，プラットフォームは各サイトを
横断して統合検索をするシステムを提供すると
いう分業構造で運営されている。こうした例を
参考にしつつ，どのような運営形態であれば，
効率的な連携を可能にし，また長期的に持続
可能なのかを検討していくことも課題である。

AUGUST 2014
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放送文化アーカイブは，まず，2014年度内
にNHKのイントラネットで公開し，NHK内の
業務利用を可能にしていく予定である。そして，
イントラサイトの構築作業と並行して，放送文
化アーカイブの一般公開のあり方について検討
を進めていく方針である。

ここまで見てきたように，目前に控えたイント
ラサイトの構築や，公開サイトの検討にあたっ
ては，数多くの対応すべき作業や課題が存在
する。「放送文化アーカイブ」研究プロジェクト
では，NHK内外の諸機関とも協力しながら，
機能やコンテンツの充実を図るとともに，長期
的に持続可能なプラットフォームが形成される
よう，その道筋も探りながら，サイトの構築を
進めていきたい。
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注：
1）NHK 放送文化研究所編『NHK 年鑑 2013』（NHK

出版，2013 年）133 頁
2）MLA は，博物館（Museum），図書館（Library），

文書館（Archive）の頭文字。
3）ただし，刊行物や歴史資料の本文は，機械的に

処理（OCR 処理）していることから，活字か
らデジタルデータへの変換精度は 100％ではな
い。作成年代が古い資料では，誤変換によって
検索精度が落ちる場合がある。

4）検証用サイトは 2013 年 7 月から，試験的に文
研内で利用できるようにしており，その機能の
改善に向けて，2014 年 1 月に所内でアンケー
ト調査を行った（回答数 18 人）。

5）「テレビ 60 年特選コレクション」は，2014 年 1 月
末にテレビ放送開始 60 年の記念の 1 年が終わっ
たことに合わせて，「みのがし なつかし」という
タイトルのサイトに引き継がれた。これに伴い，
動画による番組紹介も終了している。

6）2012 年 3 月に放送終了。前身番組を含め 50 年
に及ぶ歴史を持つ。

7）さまざまな情報を集計し，折れ線グラフや散布
図などの形で視覚化したものを一覧表示する機
能。「ダッシュボード」は，スピードメーター
や燃料計などで構成される自動車の計器盤に由
来している。

図12　国立情報学研究所の「想－ IMAGINE」


