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いことが挙げられる。これは法改正も含めた
議論をさらに加速させるべき課題だ 2）。

権利処理の課題と並行して考えるべきことが
ある。放送アーカイブがよりよく社会に還元さ
れ，「活用」の名に値する使われ方とは何だろ
うか。誰の，どのようなニーズに対して役立つこ
とができるのか，である。

すでに，教育や学術利用などの分野ではあ
る程度の成果を上げているが，そのほかにも，
放送アーカイブが真価を発揮できる場面を探求
すべきだ。図書館に例えれば，貴重な蔵書をず
らりと開架しても，手に取って読む人がいなけ
れば，知のバトンは受け継がれないのである。

そこで筆者は，最近の放送アーカイブ活用の
成功事例として「NHKアーカイブス 回想法ラ
イブラリー」（以下「回想法ライブラリー」）3）に着
目する。回想法とは，懐かしい物や映像にふ
れて思い出を語り合うもので，認知症の人々に
対する心理療法の一つである。NHKでは，回
想法を実践する現場向けに，放送アーカイブを

─はじめに

2019年3月末の集計で，NHKが保有する
映像・音声コンテンツは，番組だけでも，つい
に100万本を突破した。ニュース項目はまもな
く800万に達する1）。

放送局が保有する過去の番組・ニュースや
映像・音声素材（これらを「放送アーカイブ」
と総称する）を，NHK職員である筆者は，か
つては番組制作者として，現在は研究者とし
て，業務の中で視聴する機会に恵まれている。
いずれも，それぞれの時代の熱を発している。
昭和以降の日本のさまざまな顔が，映像と音で
記録されている。放送アーカイブを，次世代に
伝え，多くの人々に活用されるべき「文化的資
産」と称することに異論はなかろう。

放送アーカイブは膨大な数に及ぶが，現状
では一般に公開されているものは，そのごく一
部と言わざるを得ない。理由として，各番組に
関係する著作権などの権利処理のコストが大き

調査研究ノート

放送アーカイブ “懐かしい”のその先へ
～ NHK 回想法ライブラリー活用の現場から～

メディア研究部  大髙　崇

本稿は，放送アーカイブ（放送局保有の過去の番組・ニュースや映像・音声素材）がより幅広く活用されるために，
「NHKアーカイブス 回想法ライブラリー」を事例に考察する。１章では，認知症の心理療法の一つである回想法
についてと，記憶を呼び起こすツールとして古いアーカイブ映像を収録した回想法ライブラリーの概要を紹介。2
章では，高齢者施設で認知症の人々が回想法ライブラリーを視聴し，思い出を語り合う様子や，大学の看護学部
の授業での活用例を報告。回想法ライブラリーが，認知症の人々のQOL向上や，施設職員，学生たちの学びのツー
ルとなっていることがわかる。3章では，回想法ライブラリー制作の経緯を追い，「ナレーションを減らし，映像の
実音を生かすこと」など，アーカイブ映像が今後，さらに活用されるためのポイントと課題を抽出する。４章では，
まとめとして，アーカイブ活用の人材育成や，放送局以外の有識者との連携の重要性を提示する。



103JULY 2019

提供する取り組みを進めている。2018年4月か
らDVDの無償貸し出しを開始したところ，半
年間で国内の高齢者施設の約1割 4）にあたる
8,700か所で利用されるに至っている。放送アー
カイブとしては，かなり大きな反響だと言って
差し支えないだろう。NHKに続き，イギリスの
BBCも同様のサービスをインターネット上で開始
した 5）。

この成功事例から，今後の放送アーカイブの
活用に向けた展望と課題を示すのが，本稿の
目的である。ニュースや番組が，放送当初に
伝えようとしたことと，アーカイブ化されたコン
テンツが応えるべきニーズは大きく異なる。新
たな価値を発見し，それに合わせてコンテンツ
をカスタマイズするためのヒントを探っていこう
と思う。

─1.─回想法ライブラリーの概要

回想法とは

回想法は，1960年代にアメリカの精神科医，
ロバート・バトラーが提唱し，その後，日本で
も取り入れられるようになった。厚生労働省は，
認知症を根治できる薬物療法が存在しない中，
認知症の心理・社会的な治療アプローチ（非
薬物療法）として，回想法を紹介している 6）。
認知症のみならず，物忘れ予防などを目的とし
た高齢者のレクリエーションとしても広く普及し
ている。

実施回数や間隔，毎回のテーマを設定した
うえで，リーダー役（施設の職員など）が会を
進行する。参加者たちは自らの思い出を語り，
人生を振り返り，周囲と共有する。

認知症になると，最近の記憶を保つのが難
しくなり，そのことに強い不安や恐怖を感じや

すくなる。しかし，昔の記憶ならしっかりと保
持していることが多い。

回想法を続けることで，認知症の進行予防
やうつ状態の改善，自尊心の向上が期待され
ている。国立長寿医療研究センターの研究で
は，日常会話時に比べ，回想をするときは脳
の前頭前野の血流が増え，脳機能が活性化す
ることがわかっている7）。

回想法の特徴は，毎回，記憶を呼び起こす
ための道具（ツール）を用いることだ。懐かし
い写真や音楽，おもちゃなどである。このツー
ルの一つとして，NHKのアーカイブ映像が新
たに加わったのだ。

回想法ライブラリーの内容

回想法ライブラリーは，2015年からNHKオ
ンラインでサイトを公開している。2018年に無
償貸し出しを開始したDVD版はオンラインとほ
ぼ同内容で，このサイトを広報するために制作
された。施設などで回想法を行う際，ネット環
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境を気にせず使えるDVDを望む声もあった。
このDVDは2 枚組で，1枚目のタイトルは，

「むかしの暮らし」。「学校」「庶民の楽しみ」な
ど17項目，1940年代から70年代まで，時代
ごとに1分から7分程度のクリップ動画61本を
収録している（表）。2 枚目の「むかしの日本各
地」は，都道府県ごとに5分程度の動画48本。
のべ約8時間の映像集である。

どのような内容か，「むかしの暮らし」をのぞ
いてみよう。例えば，「子どもの遊び」の「3-1

終戦直後」は次のような流れである。
まずは「紙芝居」。おじさんのラッパで集まっ

た子どもたちは，お菓子をもらってニコニコだ。
続いて，終戦によって放置された高射砲に乗っ

て遊ぶ様子。ハンドルを回すと大きな高射砲が
回転する。それが面白くて仕方ないようで，力
いっぱいぐるぐる回している（写真1）。

草履や下駄履き，いかにも貧しい身なりだ
が，みんな元気だ。おかっぱ頭の女の子が縄
跳びに興じ，男の子はベーゴマに熱中。上半
身裸で対戦する腕相撲大会も賑わっている（写

真2）。野外で開かれた人形劇「カチカチ山」
では，人形の狸の背中に，ロウソクで本当に
火をつける。今ではあり得ない光景だが，大
喝采である。

動画が終了すると，「子どもの頃　何をして
遊びましたか？」というテロップが表示される

（写真3）。このように，すべての動画の末尾に

表　回想法ライブラリー DVD1 内容
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テーマに沿った質問がつけられている。
2019年4月にはDVD第2巻を発表。「むか

しの道具」「むかしの家」などをテーマとした内
容となっている。

　

─2.─活用現場のリポート

この章では，認知症ケアの現場，そして大
学の看護学部での回想法ライブラリーの活用
事例を報告し，どのような効果をもたらしてい
るのか，検証する。

事例１

“木炭アイロンの蓋は，少し開ける”
認知症ケア研究所・デイサービスセンターお多福

茨城県水戸市の認知症ケア研究所。2002年
に設立され，認知症の人のサポートに関する研
修事業などのほか，県内3か所で高齢者向け
のデイサービス事業を行っている。

2019年2月，このうちの一つ「デイサービス
センターお多福」に伺った。古民家をほぼそ
のまま利用しており，お年寄りがくつろぎやす
い空間作りを目指している。利用者は1日あた
り15人程度。認知症の人がほとんどだという。
開設以来10年以上にわたって，プログラムの
一つに回想法を取り入れている。

施設の統括管理者である看護師の高橋克佳

さんは，回想法ライブラリーをツールとして使
用することに対して，当初，あまり乗り気には
なれなかったという。
「テレビは，施設職員の側からすると“ほか

の仕事をする時間を作れるツール”ではあり

ます。美空ひばりが歌っている番組を流せば，

利用者さんは，とりあえずテレビの前に座って

くれます。その間，職員は客観的に利用者さ

んを観察したり，自分自身の緊張をほぐす時

間が作れます。でも，集中力の持続が苦手な

認知症の人はすぐ飽きてしまうし，黙って見て

いるだけなので，利用者さん同士のコミュニ

ケーションも生まれない。ケアの観点からは

好ましくありません」（高橋さん）

しかし，回想法ライブラリーの構成内容を
知って，「ただの懐かしいビデオではない」と，
実践してみることにした。

この日はお昼前の時間に回想法が始まった。
高橋さんが，テレビのある居間のテーブルに80
歳前後の5人の利用者をいざなう。着席したあ
とも，じっと沈黙してうつむいている男性の姿
が印象的だ。お年寄りたちの隣や後ろに，3人
の若い職員が寄り添う。

雑談をしながら，高橋さんが回想法ライブラ
リーの「学校（戦中） 1-1授業」をテレビ画面
に再生した。国民学校の低学年の授業風景が
映る。教壇にいる先生が「ラジオ体操をやると
きにはなんて言いますか？」と問いかける。児
童たちが「イチ，ニ，サン，シ…」と幼い声で
元気に叫ぶ（写真4）。
「うわぁ，かわいいですねえ!」。高橋さんは

笑ってお年寄りたちに話しかける。「昔の授業っ
てこんな感じだったんですか？」。

女性の一人が「そうそう」と言ってうなずく。
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やがて女性は，唱歌を口ずさみ始めた。
「その歌は? 小学校で歌ってたんですか？」

と職員が尋ねる。「いつも歌ってたのよ」と女
性。詞やメロディーも暗記しているようで，滑
らかに，楽しげに歌っている。
「僕は，この年のころは学童疎開してたんだ

よ」。別の男性が話し始める。
「両親と別れて，子どもと先生だけで田舎で

生活することになって。心細かったなあ。つら
かったよ。でもねえ，あれがあって，ずいぶん
身の回りのことが一人でできるようになったん
だ。成長したんだ」。男性は，すぐ隣にいる職
員に懇 と々語り続ける。

この場にいるお年寄りの多くが中等度以上
の認知症と診断されている。今いる場所，日
付や時間，話している相手などを認識できない

「見当識障害」や，新しい体験を記憶できない
「記銘力障害」がみられる。ひどく混乱したり，
うつの症状が出ることも多い。しかし，映像を
囲んで思い出を語り合っているこのときの様子
は，とても朗らかである。

話題が「木炭アイロン」に及んだ。電気アイ
ロンが普及する以前，こて状の鉄製容器に燃
えた木炭を入れて使用したアイロンだ。それま
で沈黙していた男性の目が輝き始めた。
「あれは，木炭を入れたあとに少しだけ蓋を

開けておくのがコツなんだよ。ほんの少しだけ

ね。蓋を閉めっぱなしだと熱くなりすぎて服が
焦げちゃうから。母親に注意されてね」

職員は，短い質問をして話を促す。「アイロ
ンがけは男の人でも手伝ったの？」。
「俺，好きだったんだ。アイロンとか，家の

手伝いが」。男性は，さらに身振り手振りを交
えて木炭アイロンの使い方や，子どものころの
家庭の様子を話す。それに応じて，ほかのお
年寄りも職員もワイワイと話に花を咲かせる。

あっという間に昼ごはんの時間になり，この
日の回想法は終了した。先ほど学童疎開の思
い出を語っていた男性は，若い職員に熱心に
語り続けていた。「苦労したんだよ。大変だっ
たんだよ。今は本当にいい時代なんだよ」。

高橋さんは，回想法ライブラリーの効果とし
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て，まず，お年寄りにとっては写真やおもちゃ
など，ほかのツールと比べて映像のインパクト
が圧倒的に強いことを挙げる。
「認知症になっても，人はプライドを持って

生きていますから，最近の記憶がないことを

自覚させられると，『私は病気だ』と傷つき，

人との関わりを避けるようになります。そんな

人でも，映像を見た瞬間に，もう話したくて仕

方がない顔になることがよくあります。それだ

け記憶を刺激する要素が多いんでしょう。し

かも，その思い出を同世代で分かち合えるの

で楽しい。朝，ここへ来た利用者さんが，何

かの理由で不安になり『帰りたい』と言ったけ

れど，回想法をして頭を使ったあとは不安が

和らぎ，帰りたいと思ったことを忘れて，午後

も穏やかに過ごしていることもありました」

 
また，お年寄りだけでなく，施設職員に対

しても良い効果を生んでいるという。
「利用者さんの昔話を聞くことで，会話の糸

口を見つけることができます。この人はどのよ

うな人生を歩んできたのか，生活背景がより

詳細に見えてくる。それにより，それぞれの人

に適した接し方を考えられます」

ある女性で，事前に受け取った資料では農
家だったというお年寄りがいた。高橋さんは，
会話の糸口として稲作の話題を投げかけてみ
た。しかし女性は下を向いて黙ってしまった。
農業のことには触れたくない様子だと感じて，
高橋さんはその話題を控えるようにしていた。
ところが，
「ある日，その女性と回想法ライブラリーで

農作業の映像を見ていました。すると，ふいに

『私，メロンを作ってたのよ』と話してくれたん

です。そこで初めて，メロンはやっていたけど

稲作はしてなかった，だからこれまで黙ってい

たんだとわかりました。その後は，メロンの

苗つけや品種の違いなど，こちらが質問をす

ると，うれしそうに答えてくれるようになりま

した。こうしたことの積み重ねで，ケアがより

立体的になるのです」

事例２

“今は昔になるんだ”
～獨協医科大学看護学部での授業～

回想法ライブラリーは，これから高齢者のケ
アを担う看護学生たちの学習ツールとしても活
用されている。

獨協医科大学看護学部では，高齢者に寄り
添う「看護のこころや技術」を学ぶ授業で使わ
れた。この授業のねらいなどについて，六角
僚子教授（2019年度から三重県立看護大学教
授）に話を伺った。なお，六角教授は，前出
の認知症ケア研究所の創設者でもある。
「今の学生たちに，戦時中や終戦直後の話

を言葉で教えても，なかなか実感として伝わり

ません。回想法ライブラリーは，年代ごとに

一連の映像があるので，学生たちが，現代と

比較して昔の暮らしを知り，その時代を生き

た高齢者の気質を理解するのに役立つと思い

ます」（六角教授）

授業の流れは次のようになる。学生たちは，
あらかじめ回想法ライブラリーの項目に沿って

「学校」「仕事」「街の様子」などのグループに分
かれて，事前に動画を視聴する。授業当日はグ
ループごとに話し合い，その結果を発表する。
その後，ほかのグループの動画も視聴し，さ
らに討論する。

2018年11月の授業後，出席した106人の学
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生が「授業での学び・感想」を提出した。そ
れによると，多くの学生が，戦中・戦後の学
校や庶民の暮らしなど，より古い時代の映像
について具体的に言及している。戦中の学校で
は体育のレベルが高いこと，庶民の暮らしは
衛生面や安全面が今より悪かったことなどに気
づき，驚いたという感想が目立つ。

そのうえで，「規範を忠実に遵守する」「もの
を大事にする」「我慢強い」など，現在の高齢者
の気質を推察し，将来，看護師としてどんなケ
アができるか，思いをめぐらせている（写真7）。

六角教授は，学生たちのさらなる気づきを期
待する。
「学生たちに『将来，あなたたちもこのアー

カイブに登場しているかもしれないね』と話し

かけたりします。高齢者が，過去から今まで人

生を歩んできたことを知ると同時に，『やがて

自分たちも高齢者になるんだ，今は昔になる

んだ』ということに気づいてほしい。そうする

ことで，自分自身の人生がいかに大切か，実

感できると思います」

今ここにいる高齢者は，自分の将来の姿で
もある。その気づきは，学生たちの“看護のこ
ころ”を，より広くしてくれるだろう。

放送アーカイブが，放送当初は思いもしな

かった役割の一端を担う様子を垣間見た。
回想法で認知症が「治る」わけではな

い。だが，日々に潤いをもたらす効果は
大きい。高齢者に寄り添う施設職員など
にとっても，より手厚いケアを行うため
の，さらには，若者たちが自分自身の人
生を深く考えるためのツールとしても，活
用されている。

─3.─アーカイブ映像の可能性と課題
～回想法ライブラリー制作の試行錯誤から～

ここからは，放送アーカイブがよりよく活用さ
れるために何が求められるかを考察していく。
そのため，いったん時計の針を戻して，現在の
回想法ライブラリーができるまでの経緯に注目
する。NHKアーカイブス部の担当者は，数多
くの試行錯誤があった，と言う。そこから，放
送用に作られたニュース・番組映像を，のちの
ちのニーズに応えるようにカスタマイズするうえ
でのヒントや課題が浮上する。

不完全だった初期の「回想法ページ」

2015年，NHKは全局体制で「認知症キャ
ンペーン」を開始し，多数の特集番組を放送し
た。このキャンペーンの一環として，NHKオン
ライン上で，回想法に特化したウェブサイトが
企画された。

しかし，どのようなコンテンツが適している
のかは，手探りの状態だった。そこで，国内
での回想法研究の第一人者である国立長寿医
療研究センターの遠藤英俊医師，上智大学の
黒川由紀子教授（当時 8）），日本福祉大学の来
島修志助教を監修に招き，指導を受けた。だ
が，キャンペーン初年の2015年中にサイト開設
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を目指していたため，映像を精査する余裕はな
かった。

担当者が考えたのは，すでにNHKオンライ
ンで公開している動画の再利用だった。2年前

（2013年），テレビ放送開始60年を機に，テレ
ビで伝えた主要なニュース・番組のダイジェス
ト映像，約1,300本を配信していた。ここから，
古いものを中心に，それぞれの時代に沿う映
像を約300本選んで，2015年10月，「認知症・
高齢者のための回想法ページ」を開設した。

しかし，監修者たちの言葉は厳しかった。
「もっと回想法に使いやすい映像はないか?」

「ごく当たり前の日常」を

回想法ページにあるのは，1953年のテレビ
放送開始以降の映像がほとんど。2015年時点
で80歳以上の人々にとっては，すでに青年や
社会人になってからのものだ。高齢者が回想
法を行う際，参加者同士で話が弾むのは子ど
ものころの記憶である。となると，戦中から
戦後まもないころの映像が必要だ。その時代
なら，「日本ニュース」など，NHKが保有する
ニュース映画が大量にある。これを改めて見直
すことにした。

監修者からの指摘はまだあった。「もっと，
ごく当たり前の日常を見せてほしい」。

回想法ページでは，政治問題や世間を賑わ
せた事件のニュース，大河ドラマなどの番組が
目立っていた。これらは「主要なニュース・番
組」には違いないが，回想法のツールとしては
なじみにくい。大事件や有名俳優の話をするの
が目的ではない。高齢者自身の思い出に至ら
なければならない。

では，具体的にどうすべきか。NHK担当者
は，回想法を実践する現場に通い，会の進め

方やテーマ設定などを学ぶことにした。
向かったのは，東京都葛飾区・シニア活動

支援センター。ここは，区内で暮らす高齢者を
対象に，脳力トレーニングなど，健康維持を図
る「介護予防活動」に取り組んでいる。回想法
は2005年から取り入れ，1コースにつき10回
程度開催する。

テーマは，参加者の男女比，趣味，開催時
の季節などに応じて設定するが，「食事」や「遊
び」など，誰もが共有しやすい定番がある。「お
正月」や「運動会」も人気で，女性は「ファッ
ション」の話題が盛り上がるという。

これらのキーワードを得て，NHK担当者は
大量のモノクロ映像の海に潜っていった。

ナレーションは少なく，実音は多く

2017年，DVDの試作版が出来上がった。
最初の回想法ページが立ち上がってから2年が
経っていた。

さっそく，監修者たちとシニア活動支援セン
ターの職員に見てもらった。項目立てと映像内
容はおおむね好評を得たが，いくつかの注文
がついた。最も大きな指摘が，「ナレーション
が多すぎる」ことであった。

NHK担当者は，内容を理解しやすいよう，
新たに解説ナレーションを映像の多くにかぶせ
ていた。現在の番組制作の定石である。しか
し，「これでは思い出す隙間がない」との声が
上がった。映像に先走って説明を詰め込む必
要はない。ゆっくりと，記憶が自然によみがえ
るようにしてほしい。

また，シニア活動支援センターでは，試作
版を回想法の参加者とともに視聴した。その
際に実感した大きな効果として彼らが挙げた
のは，「実音」の強さだった。「交通 7-1鉄道」



写真8　蒸気機関車

写真9　学童疎開
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の映像では，冒頭に蒸気機関車の走行音と汽
笛の音が響く（写真8）。センターの職員は「当
時の『生の声』『生の音』があると効果が何倍
にもなって，参加者が強く反応する。音に導
かれて記憶の蓋が開くように，話も出やすくな
る」と語った。

それを受け，実音を極力活かしながら，ナ
レーションを最小限に減らして録音し直した。
また，DVDには，すべての動画で「ナレーショ
ンなし」も選べるようにした。

トリガーに満ちた映像の強さ

一方で，監修者たちをうならせる場面もあっ
た。学童疎開で地方へ旅立つ子どもたちを，
親たちが見送る様子を伝えたニュース映画であ
る（「学校（戦中） 1-2学童疎開」）。

人で埋まる駅のホーム。笑顔で万歳三唱する
大人たち，車内から元気に帽子を振る子ども
たち。どれも間近から表情を捉えている。ここ
でおそらく，機転を利かせたカメラマンが汽車
に乗り込んだ。動き出した汽車の窓越しに，こ
ちらに手を振る親たちの顔，顔，顔……。この，
出発する子どもたちの視線を表現したカットで
場面は終わる（写真9）。

監修者たちは声を弾ませた。これこそ学童
疎開を経験した高齢者にとって，幼い自分が

見た光景そのものかもしれない。このリアリ
ティーは，写真やおもちゃでは伝えられない，
映像こその強みで，記憶を呼び起こすための
トリガーを満載している，と。この言葉は担当
者たちを強く勇気づけた。

外部の専門家からの多くの指導を受けて，
回想法ライブラリーのDVD版は完成した。
ニュース・番組のダイジェストという「素材」は，
回想法のために「カスタマイズされたコンテン
ツ」となった。

課題：「文脈」の中で撮影された素材

ただし，この制作過程は，放送アーカイブ
活用における課題も提示している。

ニュースや番組は，それぞれ個別のテーマ
と「文脈」に沿って撮影・編集されている。日
常風景も当然，回想法が求めるディテールに焦
点を当てはしない。例えば駄菓子屋の映像も，
その番組にとって必要がなければ，店頭のラ
ムネ菓子やチューインガム，売り買いの様子は
撮らない。音に関しても，完成した番組で，ナ
レーションやBGMがすでに実音にかぶってい
れば，もとには戻せない。

膨大なアーカイブの中から，カスタマイズ可
能な映像を探し出すのは，限られたリソースで
は容易ではないのだ。
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─4.─まとめ　
放送アーカイブのさらなる活用に向けて

シニア活動支援センター所長の松尾浩伸さ
んは言う。
「“匂いそうな映像”があるといいですね。昔

の路地の映像を見て，ドブ川の匂いや銭湯帰

りの石鹸の香りを思い出し，それをきっかけに

当時の体験がよみがえる人もいるでしょう」

なるほどと思う。嗅覚に訴える放送アーカイ
ブは，きっとたくさんあるだろう。ポマード，
排ガス，ナフタリン，くみ取り便所とバキューム
カー，煙草はどこでも吸い放題。昭和の匂い
はきつかった。

監修者の一人，黒川由紀子さんは言う。
「回想法は，これから企業や組織でも活用

できるのではと思っています。（中略）100年

人生で多くの人は組織に属しているわけで，

そこで働く人たちにとっても資する回想法プロ

グラムができたら素晴らしいなと思います」9）

回想法は，高齢者や認知症の人だけのもの
ではない。現役の企業人も思い出を語ること
で，自分自身を見つめ直し，今後の人生や働き
方に役立つはずだ。そのために，放送アーカイ
ブはさらに力を発揮するだろう。

その道のプロだからこそのアイデアが次 と々
出てくる。番組制作や放送研究に専念してきた
筆者では持ち得ない知恵ばかりだ。そもそも，
恥ずかしながら，つい最近まで回想法の存在
さえも知らなかった。

回想法ライブラリーは，それを必要とする人
たちの間で「活用」されている。ニーズに合わ
せるためのカスタマイズは，外部の専門家から
の助言なくしてはできなかった。

放送局では，当然のことだが，ニュース取
材や番組制作のプロの育成には力を入れてい
る。一方で，放送後のアーカイブを活かすた
めのプロの数は，まだ十分とは言いきれない，
と筆者は思う。

今回の取材を通して実感するのは，放送局
がアーカイブのプロをさらに育成することと，
同時に，まだこちらが気づかないニーズをよく
知る「その道のプロ」との連携を強めることの
重要性である。放送局の力だけで，あの膨大
な放送アーカイブを何とかしようというのは，
おのずと限界がある。

放送アーカイブは，公共メディアとしての価
値を高める可能性を十分に持ちながら，まだ
多くが眠り続けている。力を合わせて，早く起
こすことが望まれている。    

 （おおたか たかし）

注：
 1） NHK集計（2019年3月末）映像・音声保有数：

番組数100万4,074，ニュース項目数799万660
 2） 大髙崇「“著作権70年時代”と放送アーカイブ活

用」『放送研究と調査』2018年8・9月号で詳述
 3） http://www.nhk.or.jp/archives/kaisou/
 4） 高齢者向け住宅を除く
 5） BBCでは，NHKが回想法のウェブサイトを開

設 し た 翌 年 の2016年 に「BBC Reminiscence 
Archive（BBC回想アーカイブ）」を立ち上げた。

 6） 厚生労働省「知ることからはじめよう みんなの
メンタルヘルス総合サイト」http://www.mhlw.
go.jp/kokoro/speciality/detail_recog.html

 7） 3）に同じ　
 8） 2019年4月から黒川由紀子老年学研究所所長
 9） 「NHK回想法ライブラリー特別座談会『回想法に

昔の映像を使ってみると…』」収録 http://www.
nhk.or.jp/archives/kaisou/about/zadankai.html


