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放送局が持つ過去の音声・映像等の蓄積＝放送アーカイブで，一般公開されているのはわずかである。放送
アーカイブ全体を公共財として，特に地域社会でより広く利活用されることで新たな貢献ができないか。地域の図
書館や美術館，博物館など公共的な文化拠点に注目し，放送アーカイブの活用に向けた，現場レベルのニーズや
課題の調査を実施した。このような調査は，先行事例がない。
事業・企画等でのアーカイブ利用について66％が「利用したい」と回答し，高いニーズがあることが示された。

その理由として，①「放送番組の魅力」，映像のインパクトや正確さへの信頼感，②「施設等にとってのメリット」，
企画展等のバリエーションが広がることでの集客効果，③「地域にとってのメリット」，文化継承への貢献や地域
での交流，観光・移住促進，などの声が浮上した。一方「施設のヒト・モノ・カネをめぐる台所事情」「放送局の
対応の不十分さ」「高額な使用料，権利処理の難しさ」などの課題が指摘された。
本調査によって，放送アーカイブを通して連携することにより，施設・地域・放送局ともに公共的価値を高める

好循環が形成できる可能性が示された。その実現に向け，放送局の意識改革とアーカイブ運用の改善，特に，
文化拠点との意思疎通や素材と企画のマッチング等ができる専門的な人材が求められている。

放送局の新たな社会貢献に向けて
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ているとの指摘を受けても，なかなか反論しづ
らい状況にある。

放送アーカイブは，いつまでも日の目を見な
いままで，誰の何の役に立つというのか。公共
財としてより広く公開し，利活用される手立て
を，いよいよ本気で考えなければならない。こ
れが，長年放送局の職員として放送に携わって
きた筆者らの，本稿における調査研究の出発
点である。

そして，それぞれの時代における日本各地の
さまざまな事象・話題を記録した放送アーカイ
ブは，地域社会の中で活用されることで，放
送局の新たな地域貢献につながるのではない
かという仮説を立てた。なぜなら，人口減少や
高齢化など，地域を取り巻く課題は山積してい

 はじめに　本調査研究の目的

2023年にはテレビ放送開始から70年，2025
年にはラジオ放送開始から100年となる。この
間，放送は音声・映像で国内外の諸相を記録
してきた。1980年代以降 1），NHKをはじめ各
放送局はアーカイブの整備に注力し，現在で
は，NHKだけでも保存する番組コンテンツは
107万，ニュース映像は870万項目を超える2）。
しかし，放送局が保存する過去の番組や

ニュースの音声・映像およびその素材（以下
「放送アーカイブ」と総称する）で，一般に公開
されているものは全体のわずか数％というのが
実情である。放送番組の大半は1回か2回だけ
の「流しっぱなし」で，その後は「死蔵」され
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るが，中でも，歴史的な資料の散逸・消滅に
よって，地域の記憶の断絶が危惧されているか
らである。放送アーカイブは，記憶の継承を補
う素材になり得るのではないか。

仮説の検証にふさわしい場として，筆者らは，
地域の図書館や美術館，博物館，教育機関な
ど，公共的な文化拠点に注目した。これらの
拠点には，地域に関する映像や音声を記録し
た文化資産である放送アーカイブの活用ニーズ
があるかもしれない。放送アーカイブの博物館
などでの利活用は，「放送局が主催・共催」と
して関わるケースは従来からしばしばある。し
かし，地域の施設が「主体的意志」で利用を
望んだ場合，放送局がアーカイブの「提供のみ」
を行うケースはごくわずかしかない。後述する
ように，権利処理や利用料などの負担が大き
いからである。

また，こうした現場レベルのニーズを調査し
可視化した研究事例は，知り得る範囲では存
在しない。調査研究がなかったということも，
アーカイブの活用が進まない大きな原因ではな
いだろうか。

もし施設側の主体的なニーズがあるなら，ど
のような利活用を望み，どのような効果を期待
しているのか。また，課題や要望は何か。そ
れらに応えることで，放送局の新たな地域貢献
の形がみえてくるだろう。

ニーズや課題を把握するため，本研究では
地域の公共文化施設を主な対象としたアンケー
ト調査を行った。先行事例のない今回の調査
では，今後のさまざまな発展的な研究の礎とな
るよう，徹底的に現場の「生の声」を聞き，我々
放送局側が想像しなかった潜在的なニーズも
収集できるよう，自由記述とその質的分析を
中心とする調査設計にした。

また，アンケート調査とは別に，博物館の学
芸員や地域に根差した文化発信の担い手，そし
て，学術界の有識者に対するヒアリングも実施
した。質問数が限られたアンケートではすくい
上げることができない具体的な問題意識や，コ
ロナ禍以降の博物館，美術館の動向など，俯
瞰的見地から課題や可能性の立体的な理解を
目指したからである。これらの分析と考察を通
じ，現状の著作権法等の課題も踏まえて，放
送アーカイブによる地域貢献の実現に向けた具
体的な提言を行うのが本研究のねらいである。

なお，この調査研究の企画と本稿全編の執
筆（文責）は大髙が，アンケート調査やヒアリ
ングの設計・実施，本稿の構成の検討などは，
大髙・谷・高橋が共同で行った。

 1. アンケートとヒアリングの概要

1－1　アンケート調査

アンケート調査の概要は，表のとおり。石川
県では，2023年に開催される国民文化祭（い
しかわ百万石文化祭2023 3））に向けて，隣接
する富山県・福井県と協力しながら，公共文
化施設等の準備が進められている。調査対象
は，北陸3県の「図書館協会」「博物館協議
会（または「協会」）」に加盟する全館をはじ
め，主だった公共文化施設である。

また石川県のみ，大学や教育委員会などの
教育機関で地域との連携を担当する部署（地
域連携推進センターなど）や，地域活性化を担
う観光協会，商工会議所，「まちづくり」を担う
NPO法人なども対象とし，地域の“担い手”た
ちのニーズを幅広く把握しようと試みた。

このように，本調査は，通常の世論調査で
行うような無作為抽出によって対象者を抽出し
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ていない。自由記述の回答欄を多く設け，現
場担当者の「声」の収集・分析を主目的として
いること，数量的な分析は参考値であることに
留意していただきたい。

1－2　専門家へのヒアリング

ヒアリングについては，首都圏の文化施設の
学芸員等の現場担当者や，映像や音楽をテー
マとした美術展の開催実績が豊富なNPO法人
の代表，また，今回の目的に関連の深い分野
に豊富な知見を持つ有識者など，以下の6名
を対象に実施した。

【文化施設の現場担当者等】

岡田秀則氏（国立映画アーカイブ 4） 主任研究員）

立浪佐和子氏（横須賀美術館 5） 学芸員）

斎藤泰子氏（神奈川近代文学館 6） 展示課職員）

根本隆一郎氏
（NPO法人 古き良き文化を継承する会 7） 代表）

【有識者】

橋本純次氏（社会構想大学院大学 専任講師）
※専門の応用メディア論，公共コミュニケーション
の視点から

太下義之氏
（同志社大教授/文化審・博物館部会 委員）
※長年取り組む博物館等（ミュージアム）の文化政
策の視点から

次章以降，アンケートに記された現場の「声」
を軸に，専門家の意見を交えつつ，分析・考察
をしてゆく。

 2. アンケート分析結果

2－1　7割近い利用ニーズ

アンケート調査ではまず，今後，施設・団体
での事業や企画等で放送アーカイブを利用し
たいかどうかの意向について質問した。結果
は，「大いに」「やや」をあわせて66％が「利
用したい」との回答であった。
「利用したい」という回答を，施設・団体ごと

にみると，美術館が81％と最も多く，続いて博
物館が66％であった。これらで特に放送アーカ
イブ利用のニーズが高いことが見て取れる。ま
た，資料館・史料館や図書館でも約半数が利
用に対して前向きである。

なお，「利用したくない」と回答した施設など
でも，自由記述での回答を精査すると，必ずし
も利用に消極的なものばかりではないことがわ
かった。「保存された映像には貴重な価値が

あり，地域にとって何物にも代えがたい財産

となる」（図書館・富山），「地域への関心を高

めることができる。過去の映像や番組は当時

の臨場感を伝えることができる」（博物館・石

川）など，放送アーカイブの価値を高く評価す

1. 調査目的 ：地域の公共文化施設（図書館・博物館・美術館）等の，放送アーカイブの利活用ニーズと，その理由や背景，
また利活用にあたっての障壁（課題）と感じる点や放送局に対する要望などを把握する。

2. 調査時期 ：2022年2月21日（月）～ 3月25日（金）
3. 調査方法 ：郵送式
4. 調査対象 ：石川県，富山県，福井県の図書館，博物館，美術館等の公共文化施設，および，石川県内の大学・短期大

学の地域連携担当部署，各市町の教育委員会の生涯学習担当部署，商工会議所・商工会連合会，芸術文化
協会，視聴覚教育協議会，まちづくりを活動分野とするNPO法人と各種団体　合計436施設・団体

5. 調査有効数：359（約82.3％）

表　アンケート調査の概要
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る声が非常に多い。
つまり，「利用したくない」というよりは，「で

きれば利用したいが，現実としてできない」と
いう趣旨の回答だと読み取れる。それを踏まえ
ると，66％という放送アーカイブの利用ニーズは
実のところ，さらに高い可能性を示唆している。

なぜ利用したくない（できない）と回答した
のかは，放送アーカイブ利活用と地域文化施設
を取り巻くさまざまな課題が背景にあるためと
考えられるが，これについては後述する。

　
2－2　利用したい「理由」

アンケート調査から，地域の公共文化施設
の放送アーカイブに対する高いニーズが確認で
きた。そこで，なぜ利用したいのか，その理
由について，文化施設の現場担当者や有識者
へのヒアリングの結果も交えて掘り下げたい。

アンケートでは，放送アーカイブを「利用し
たい理由」「利用によって期待される効果」，
また，地域貢献・文化振興の観点から放送アー
カイブの「ニーズや可能性，果たし得る役割・
価値」について，それぞれ自由記述欄を設け，
回答してもらった。

分析の結果，利用したい主な理由として，
以下の3つが浮かび上がった。

① 放送番組の魅力：映像のインパクト，情報
の正確さへの信頼感など

② 施設等にとってのメリット：企画展等のバリ
エーションが広がることでの集客効果など

③ 地域にとってのメリット：文化の継承への貢
献，地域での交流，観光・移住促進など

以上の3点についてアンケートの記述（声）
をそれぞれ紹介し，考察したい。なお，本稿

で紹介するアンケートの声は，極力，原文をそ
のままに記載しているが，文意が伝わりづらい
部分と用字用語に若干の補正を行っている。

①放送番組の魅力
　～五感に訴える，深い理解への導き～

アンケートの声   （下線は筆者，以下同）

◦ 映像の魅力を生かして，わかりにくいもの

をわかりやすく紹介できたり，新たなこと

に興味を持ってもらえたりする。例えば戦

前・戦後の街の様子なども映像で見るこ

とができれば来館者によく伝わるし，子

どもや若者にも興味を持ってもらいやすい

（史料館・石川）

◦ 映像というのは，その時代の空気・時間

を体感することができる唯一の文化的資

料であると思う。口伝や文章では伝えき

れない部分を映像は補ってくれる存在（美

術館・富山）

◦ 文献は公的なものになりがちだが，映像だ

と，人々の内面が表情などからも伝わる

と思う（図書館・富山）

映像の「わかりやすさ」，言葉だけでは表現
しきれない「体感」をもたらすインパクトが，見
る者に深い理解を与えるだろうとの期待が示さ
れている。

映像の魅力は，専門家へのヒアリングでも，
異口同音に語られた。

◇ 五感に訴える展示が重要だ。最近は，多く

のミュージアムでその流れになっている（神

奈川近代文学館・斎藤泰子氏）

◇ 今の若い世代は何を調べるにも映像から入

るのが当たり前の時代。映像があると「伝
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わり方が違う」と感じる（NPO代表・根本

隆一郎氏）

◇ 例えば，当館では2022年に「スカジャン」

展 8）を開催する。「横須賀ジャンパー」の略

であるスカジャンの現物展示だけでなく，戦

後，スカジャンを売る店舗やスカジャンを求

めて街を闊歩する米兵らをとらえた番組映

像を見れば，その時代の横須賀とスカジャ

ンを知らない世代でも実感が持てるはず。

放送アーカイブは地域性と時代性を表現で

きる（横須賀美術館・立浪佐和子氏）

文化事業の担当者にとって（また，放送局の
者にとっても），文化や歴史について，特に関
心を持ってもらいたいのは次世代を担う若年層
である。国立映画アーカイブで展示を担当する
岡田秀則氏は，「例えば古い映画ポスターを展

示したら，高齢層は『懐かしさ』を覚えるだろ

う。一方，若いグラフィックデザイナーたちの目

には新鮮なものとして映り，新たな創作アイデ

アの喚起につながり得る」という。
映像への親和性が高い若年層が，未知の世

界に触れるとき，文化や歴史を実感し，さらな
る知的欲求が刺激され，イノベーションを起こ
す。そのツールとして，映像（放送アーカイブ）
は大きな役割を果たせるのではないかと予感さ
せる。

アンケートの声に戻ると，放送番組の魅力に
ついて，別の視点からその価値に言及する回
答も目立った。

アンケートの声  
◦ （筆者注：展示などの）対象となる人物が亡

くなった場合でも生前にインタビューした

生の声が貴重な資料となる（博物館・福井）

◦ YouTube等で情報が玉石混交した中で，

NHKクオリティーで選ばれた価値の高い

アーカイブは意味があると考える（博物

館・富山）

文化施設の企画として取り上げるような現代
史上の人物は，テレビ・ラジオに出演している
ケースが少なくない。その肉声，表情や所作が，
自分と同じ1人の人間として，身近に感じられ
る効果は想像に難くない。

この点は専門家へのヒアリングでも同様であ
り，国立映画アーカイブの岡田氏からは，「著

名な映画監督はテレビ出演も多い。その監督を

特集する展示などでは，映画作品だけでなく，

出演した番組が使用できたら，と思うことがし

ばしばある」との声があった。
また，さまざまな情報が「玉石混交」のまま

行き交う時代にあって，放送番組という取材・
制作のプロの手による映像への信頼感も示さ
れた。ただし回答の中には，有名な場所やテー
マばかりを取り上げている，などの最近の放送
番組に対する不満・批判の声があったことも付
言しておく。
ともあれ，放送アーカイブの貴重性と信頼感

は活用への動機になっていることがうかがえる。
さらに，専門家へのヒアリングから，70年に

わたるテレビ放送の影響力を示す，以下のよう
な意見も出た。

◇ テレビは，絵本作家やデザイナーなど，現

代作家の「主戦場」の1つとなっている。例

えば，谷内六郎 9）展を企画した際，彼が制

作に加わった『みんなのうた 10）』のアニメー

ションの原画を展示した。しかし，本当の

「完成品」は放送番組だから，本来は番組
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を見せなければ来館者の真の理解にはつな

がらない（横須賀美術館・立浪氏）

立浪氏の指摘は，放送アーカイブの貴重性
をいっそう高めるものといえよう。テレビ・ラジ
オは，制作担当者からの依頼を受けたクリエー
ターの参加があって番組が完成し，放送され
る。番組のオープニングCG，マスコットキャラ
クター，スタジオや衣装のデザイン，さらにドラ
マなどの脚本やシナリオは，番組のため（だけ）
に創作されるケースが実に多い。

クリエーター本人，あるいは遺族らの手元に
残っていて展示のために利用できるのは，準備
段階における「資料」にすぎず，発表された「作
品」ではない。番組（完成作品）を見ないまま，
そのクリエーターを理解することがいかに困難
か，説明するまでもないだろう。

②施設等にとってのメリット 
　～サービスと存在感の向上～

前述した映像の魅力を生かすことで，地域
の文化施設が得られるメリットへの期待は大
きい。一言でいえば，施設の存在感の向上で
ある。

アンケートの声  
◦ 放送アーカイブは，展示や企画の内容を

補完する資料となると思います（美術館・

富山）

◦ （筆者注：コロナ禍のため）現状，たくさん

の人を集めての講演会ができないが，アー

カイブが利用できると，事業の可能性が

広がる（博物館・石川）

◦ 地域の方から，昔の暮らしの画像や動画

（スライドショー）の借用依頼が多いため，

動画の使い道は多いと感じています（博物

館・石川）

◦ 知名度の高い全国区の放送局等の番組を

利用することによって，その機関への信頼

度が増し，展示物やガイドの説明も説得

力が高まる（史料館・福井）

ヒアリングでも，横須賀美術館の立浪氏から，
「視覚に訴える素材は理解しやすく，観覧者

の満足度向上や，ひいては集客にもつながる。

貴重な映像が見られるという話題性は大事」と
の意見があった。前述したような放送番組の
魅力を生かして，存在感を高めたいという公共
文化施設の思いが表れている。その背景につ
いて，長年，博物館の文化政策に携わる同志
社大学の太下義之氏の，厳しい現状認識が印
象深い。曰く，「今，ミュージアムは存亡の危機

にある。『必要のないもの』になる瀬戸際といっ

てもいい」11）。
その大きな要因が，デジタル化の進展とコロ

ナ禍だと太下氏は指摘する。インターネットで
の閲覧・利用が当たり前になったデジタルの時
代に，従来型のアナログな発想だけでは人の
心をつかめるはずがない。また，特に規模の
大きいミュージアムでは，かつては著名な作品
を海外から取り寄せて展示をすることで一定の
集客が見込めていたが，コロナ禍以降はそれ
も困難になった。それぞれのミュージアムが保
存するコレクションを活用するほかなく，存在
感，魅力をどう発揮するか，正念場に立たされ
ている。
「つまり，ミュージアムは，基本に立ち戻るべ

きときだ」と，太下氏は強調する。
危機的な状況にあって，公共文化施設が文

化の発信拠点として，地域との関係をどう再構
築できるかが問われているようだ。
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公共文化施設に対する太下氏の厳しい現状
認識と指摘は，そのまま筆者らが属する公共
放送・公共メディアにも当てはまるのではない
か。かつて文化発信の中心的存在であった放
送は，「テレビ離れ」が進む今，存在感の低下
が課題となっている。各地域に放送局を構え，
そこに暮らす人々に必要とされたNHKが，今
後も同様に求められるのか，はなはだ心もとな
い。その危惧は民放とて同じであろう。

俯瞰すれば，地域社会で一定の信頼を得て
きたはずの公共文化施設，公共放送といった，
「公共◯◯」と名のつくものの存在感が全体と
して薄れ，人々はインターネット空間に情報や価
値を求めている。公共文化施設，公共放送は，
地域における文化発信拠点としての基本に立ち
戻るために，アーカイブという武器をどう生か
せるか，そして，同じ知の拠点同士がつながり，
協働して事態に対処することで，真に公共に資
する知の普及をどう実現できるか。速やかに取
り組むべき重い問いを投げかけられている。

③地域にとってのメリット
　～賑わいを取り戻す起爆剤～

放送アーカイブの活用は，施設等の集客や
存在感の回復などの枠にとどまらず，その地
域に与えるメリットも期待されていることがアン
ケートからわかった。それは地域で暮らす人々
に向けたもの，さらには，地域の外にも広が
るものまで多様であった。順にそれぞれの声を
抽出する。

地域内の文化継承，学びと交流の促進

アンケートの声  
◦ 映像による共感が世代・時代・空間のつな

がりを生み，地域社会再生のエネルギー

を生み出す（語り手の減少への対応，伝

統文化・行事の消滅への防波堤）（博物館・

富山）

◦ 少子高齢化とIターン，Uターンによる新規

移住者が増えたため，（上映会などによっ

て）地域に愛着や親しみを持てるような

機会を作る（図書館・石川）

◦ ドキュメンタリー番組は，その時代背景が

反映されており，地域社会の自然や文化

の理解促進に有効なツール。特にデジタ

ル媒体での利用は，情報化が進む現代に

おいて，地域のアイデンティティーの継承

に大きな役割がある（博物館・石川）

戦後の高度経済成長，そして現在のグロー
バル化の中で，それぞれの地域が長い歳月を
かけて築き，守ってきた歴史と文化は消滅の
危機に直面している。似たような風景の街が増
え，地域の独自性が失われる中では，そこに
住む人々が地元に誇りと愛着を持ちづらくなる
のはやむを得ないことだろう。

この点，東京など大都市の情報発信に注力
しすぎた放送の責任も大いにあるが，一方で，
この70年，各地の諸相を記録した放送アーカイ
ブは，今になって文化の継承のための価値を
高めていることもまた，確かだといえよう。

文化の継承という側面のほか，アンケートの
声からは，地域の人々の学びや交流に資すると
いう価値も多く示された。

アンケートの声  
◦ それぞれの市町村の選挙の前などに，有

権者に対して街に対する別の視点を提供

できるのではないか（NPO・石川）

◦ まちおこし，防災，福祉などの分野の先
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進的な取り組みについて，行政や住民が

学ぶ機会を得られる（図書館・富山）

◦ アーカイブ利用によって，民生委員や女

性会活動の手助けになるだろう（NPO・

石川）

◦ 体験教室や企画展で，SDGsや温暖化に

関することの教材になり得る（博物館・富

山）

◦ 世代の異なる人，バックグラウンドの異な

る人の交流のきっかけ（博物館・石川）

放送アーカイブを素材に，人々が学び，地域
のあり方や社会課題について語り合い，交流が
促進することへの期待である。その場を公共文
化施設が提供することで地域社会に貢献する
ことができるだろう。

ミュージアムは基本に立ち返るべき，と指摘
した太下氏は，「文化の発信だけでなく『社会

とつながる何か』をどう“見える化”できるかが

問われている」という。そのための放送アーカ
イブの可能性の1つとして，「回想法」での活用
は有効だと太下氏はいう。

回想法とは，昔の写真や玩具などを見たり，
触れたりしながら，過去の懐かしい思い出を語
り合うことで，特に高齢者や認知症の人の脳
の活性化を促す一種の心理療法である。NHK
でも2015年からアーカイブ映像などで構成した

「回想法ライブラリー 12）」を公開し，多くの高齢
者施設などで利用されている。若年層にとって
も，高齢者の思い出を聞きながら昔の映像を視
聴する体験は，異なる世代への理解が高まる
効果がわかっている13）。
アンケートからも，「超高齢化の日本におい

て，回想法ライブラリーは注目します」（博物

館・石川 ）， 「回想法の素材，学校教育（調

べ学習），昔の番組を見ながら現地を歩くツ

アーなど→世代間での対話と記憶受けつぎ

等」（博物館・福井）など，回想法の素材とし
ての活用を求める複数の声が上がっている。

回想法での放送アーカイブ活用は，その効
果が実証，実感されつつある。今後は，これ
以外の分野にも活用の場面を見いだすことで，
よりいっそう価値を高めるはずである。

地域外の人々を呼び寄せる期待

アンケートの声   
◦ 観光事業を行う案内所や道の駅で使える

のではないか（図書館・富山）

◦ 地域の文化や歴史，技術の継承の一助に

なる。観光産業の広告としての利用（博物

館・富山）

◦ 再来館やお客様同士の口コミが期待でき，

観光客誘致につながる（博物館・石川）

◦ 特に外国人観光客へ日本を知ってもらうよ

いPR素材だと思う（商工会議所・石川）

◦ 移住者，Uターンの促進（NPO・石川）

放送アーカイブの映像の力を活用して地域の
魅力を発信し，認知と関心を高めることで，観
光客や移住者の増加につなげることが期待さ
れている。北陸3県に限らず，全国各地の人口
減少に悩む地方の町や村にも共通する声であろ
う。文化的な豊かさはその地域の魅力となるた
め，長期的にみて，まちの活性化のためには
不可欠だと考えられる。

ここまで，放送アーカイブをなぜ利用したい
のか，理由について読み解いたが，施設にとっ
てのメリットから，地域の内，そして地域の外
へと広がる文化的な，さらには経済的な効果を
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期待する数多くの声を聞いた。そこには，地域
の「公共」を担う拠点の，現状打開に向けた切
実さが伝わってくる。そして，同様に現状を打
開すべき状況にある公共の担い手・放送局は，
自らの内に大半を「死蔵」しているアーカイブに
よって，期待に応える貢献ができ得ることも示
された。

2－3　多様なニーズと公共文化施設の現実

では，公共文化施設は，どんな番組を，ど
のような場面・方法で利用したいと考えている
のか，さらに具体的なニーズを自由記述の回答
からみてゆく。また，それらの声からは，アー
カイブへのニーズはあるものの，実際に活用す
るには困難が予想される地域の公共文化施設
の事情が浮かび上がる。

活用したい番組と利用方法

筆者は，回答の集計前の段階では，施設の
ある地域を取り上げた番組や，施設のコンセプ
トに沿った番組（例えば，宇宙をテーマとした博
物館なら宇宙に関する番組）を求めていて，利
用方法も番組上映が多いだろうと予想していた。

結果として，たしかにそういった声は回答の
半数を上回っていたが，一方で，その枠を越え
た多様なニーズが少なくなかった。

まず「利用したい番組」では，その施設や
地域に直接関係する番組と回答したのが173件
（48%）あったのに対し，施設・地域に関係し
ない番組と回答したのは88件（25%），それら
も含めて，さまざまなジャンルの番組（3ジャン
ル以上）を挙げた回答が33件（9%）であった。

アンケートの声  
◦ 教育史の出来事に関わる番組（ex. 『歴史

への招待 青い目をした人形大使』）（ex. 

回想法ライブラリー「むかしの暮らし」），

ふるさとの先人に関わる番組，富山の自

然・産業・文化を撮った映像番組（博物 

館・富山）

◦ 小説などを原作にしたドラマ，歴史，自然

科学，健康情報。富山放送局が制作した

地元に関する番組（図書館・富山）

◦ 石川県（主に奥能登地方）を取り上げた番

組，栽培関係や，電子機器操作について

の番組（図書館・石川）

ドラマと健康情報，栽培と電子機器など，
縁遠いと思われる番組が，同じ施設から求め
られている。「地域施設には地域番組だけが
求められるはずだ」といった先入観は誤りのも
とになりそうだ。

さらに，利用の方法・場面についての回答で
は，「上映」のほか，目立ったのは以下のよう
な声であった。

アンケートの声  
◦ 展示の際に，関連映像や番組の静止画を

活用（博物館・石川）

◦ パンフレット等にQRコードをつけること

によって，祭りや伝統工芸の歴史を詳しく

紹介する（商工会議所・石川）

◦ 図書館で行う企画用に作ったWEBサイト

からのリンク。イベントのポスターの中で

画像を使用（図書館・石川）

◦ 番組映像を編集して配信，静止画をチラ

シ等に使用（図書館・福井）

◦ 動画を編集する機会が増えました。番組

アーカイブの一部を使えると，さらにわか

りやすい映像コンテンツが作れると思いま
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す（博物館・石川）

◦ AR14）での動画再生（博物館・石川）

番組映像の一部を静止画にしたい，さらに，
自ら映像編集したり，ARなどの技術を駆使し
たりすることでアーカイブをもとに新たなコンテ
ンツを制作したい，という意欲的な声である。
後述するように，公共文化施設の担当者の誰
もが映像に関するスキルが高いというわけでは
ないが，動画制作・加工は日増しに容易になっ
ている。今後，こうしたニーズは増加すると予
想される。

利用する番組や利用方法は多様である。専
門家へのヒアリングでも，ニーズの多様さを前
提に，特に今後のカギとなる若年層をどう引き
寄せられるかについて，放送局に対しての提言
がなされた。

◇ 特に若い世代は映像表現をしたいという人

は増えている。そのため，放送アーカイブの

映像などは「編集する素材」として活用され

る可能性がある。そうした事業で成功して

いる海外ミュージアムの事例は多い（同志社

大学・太下氏）

◇ まずは「アーカイブ」という言葉が何を意味

するのか理解してもらい，放送局が実際に

行っている取り組みを知ってもらうことが重

要。そのうえで特にテレビを見ない若年層

に向けては，動画サイトなどでアーカイブを

24時間・365日ライブ配信し続けるといった

方策もあり得るだろう（社会構想大学院大

学・橋本純次氏）

単に求めに応じて放送アーカイブを提供す
ればよい，というわけではないことを踏まえ，

さらに考察を進める。

活用するための環境　施設側の苦しい事情

ニーズの反面で，実際に放送アーカイブを活
用するのは困難が予想される，公共文化施設
の苦しい台所事情を示す声も多かった。

アンケートの声  
◦ 人員が少なく一般的な図書館業務で手が

一杯（図書館・石川）

◦ 機器（予算）がない。人員不足（博物館・

富山）

◦ 事業・企画するノウハウがない（博物館・

石川）

◦ 上映する場所がない（図書館・石川）

◦ ネット環境・受信環境がよくないため（資

料館・富山）

ヒト・モノ・カネ・ノウハウなど，環境が整
わず，放送アーカイブを活用する余裕がない。
2－1で紹介したように，利用ニーズへの問いに

「利用したくない」と回答した施設のうちの約4
割が，その理由として，上記のような環境の不
備を挙げている。逆にいえば，環境さえ整え
ば回答が「利用したい」に変わる可能性は高い
とも考えられる。

文化庁の調査によれば，文化・芸術に関わ
る国家の予算は諸外国（フランス・イギリス・ド
イツ・アメリカ・中国・韓国）と比べて，日本は
最も少ない15）。地域でも同様に文化予算は縮
小傾向にある16）。文化・芸術に対する政策的な
支援が求められる。

そうした厳しい状況を吐露しつつも，活用を
実現するために前向きな要望をする施設の声
もある。
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アンケートの声  
◦ （筆者注：放送アーカイブの活用は）図書

館が地域住民にとって「知識と情報が得ら

れる場」「集いの場」となるきっかけの一つ

になります。予算的に厳しい図書館の地

域支援事業をサポートしてくれるものと考

えます（図書館・福井）

◦ 当館で関わっている歴史・文化については

大変幅広く，どうマッチングできるのかを

相談させていただきたい（博物館・福井）

「どうマッチングできるのか」。これは，放送
局側がどこまで地域に寄り添えるか，その本気
度を問うものといえよう。これに関連して，専
門家からは，映像アーカイブの活用に取り組む
うえで示唆に富む指摘がなされた。

◇ 地域のニーズは多様で細分化されていて一

枚岩ではない。例えば鳥取県でも鳥取市と

米子市では異なる文化圏であるといわれる。

「その地域でアーカイブがどのような公共性

を担うことができるか」から逆算して，「何を

目的に，どう活用されたいか」のイメージや

ターゲットを設計すべきだ。それは歴史的・

日常的に地域との関係を構築してきた放送

局だからこそ発揮できる公共性のあり方で

はないか（社会構想大学院大学・橋本氏）

◇ アーカイブは，①収集・保存，②目録化，

③文献調査，④公開・アクセスへの対応の

サイクルが必要。公開することでアーカイブ

の存在・価値を広く知ってもらい，それが

保存を促進するきっかけになる。公開と，

利用者のアクセスへの対応にも努めること

で，映像アーカイブでいえば，保存事業の

社会的認知はもちろん，未来の映像作家を

育成し，映像文化を発展させることにつな

がる（国立映画アーカイブ・岡田氏）

橋本氏は，単に放送アーカイブをシステムと
して整備するだけでは足りず，地域ごとにニー
ズを把握し，活用イメージも含めて提供すべき
だと，放送局に求めている。岡田氏は，利用
者への対応もしっかり取り組むことが，持続と
発展の好循環を招くと指摘している。

筆者は，この指摘を受けて，今，放送局に
必要なのは，地域の公共文化施設担当者の
声に耳を傾け，一緒に考える人材ではないか，
と感じるようになった。同時に，放送アーカイ
ブの活用を媒介に地域課題に寄り添える放送
局は，NHKが最適であると考える。多様な
ニーズに応え得る圧倒的な数のアーカイブを所
蔵し，全都道府県に放送局を構えるNHKは，
地域の声に耳を傾け，ニーズに応えるだけのポ
テンシャルがある。民放各局と比べて，非営利
の事業として地域貢献を行うことも公共メディ
ア・NHKなら適しているといえよう。この重要
な命題については，第3章以降でさらに考察・
論及する。

2－4　小括　
アンケートからみえる公共空間の「三方良し」

ここまでのアンケートの声の抽出・分析，お
よび専門家からの意見を踏まえ，放送アーカイ
ブを地域の公共文化施設で活用するメリットに
ついてまとめる。

まず，放送番組の映像・音声については，わ
かりやすさ，貴重性や信頼感といった魅力が語
られ，それを活用することで，展示などの幅が
広がり，集客が見込まれ，施設の存在感が高
まる，などの期待が示された。
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そして，地域文化の継承，世代間交流や学
びといった地域内にもたらす文化的なメリット，
さらには国内外から観光客・移住者を呼び込
み，地域活性化につながるという経済的なメ
リットも期待する声が上がっている。

デジタル化が急速に進む今，公共文化施設
と公共メディア・NHKの存在感はかつてより薄
れつつある。しかし，放送アーカイブを通して
連携を深めることによって，施設・地域・NHK
ともに公共的価値を高める，いわば公共空間の

「三方良し」の好循環をなす可能性をも期待さ
せる結果だと，筆者は感じている17）。

 3. 地域での放送アーカイブ活用の課題

前章までは放送アーカイブの可能性と期待を
述べてきた。しかし，その期待を現実のものと
するためには，施設側の事情とともに，放送局
に向けられた厳しい声に応えられるか，という
課題が存在する。

アンケートでは，放送アーカイブを利用した
「事業や企画をするにあたっての障壁」は何か，
また，「放送局に対しての要望や制度上改善し
てほしい点」という質問項目を設け，自由記述
で回答してもらった。特筆したいのが，前述し
たニーズやその理由，利用したい番組などの問
いに対しては未回答でも，障壁や要望はしっか
り記入する施設が目立ち，「利用したくともでき
ない」状況がより鮮明になったことだ。

それらを読み込んだ結果，大別して「放送
局の対応の不十分さ」と「高額な使用料や著
作権料，および権利処理の難しさ」を訴える声
が多いことがわかった。

3－1　放送局の対応の不十分さ

アンケートの声  
◦ どのような資料があるかわからない。申

請に手間がかかりそう。NHKということ

で敷居が高そう。自分が必要とするコン

テンツがピンポイントで探しにくい（資料

館・福井）

◦ 手続きの方法や料金などをHPに明記し，

広報してほしい（美術館・石川）

◦ 利用できるコンテンツに，どのようなもの

があるのかもわからないので，メニュー表

（タイトル，内容（出演者・あらすじ・放

送日・上映時間））のようなものを提供し

ていただきたい（図書館・福井）

◦ 動画配信番組を増やし，テレビ所有の少

ない学生（若年層）がPCで番組を検索し

視聴できるようにお願いしたい（教育機

関・石川）

◦ 番組利用申請から許可まで，すべてWEB

上で手続きが完了できると助かります（資

料館・石川）

◦ メジャー，マイナー問わず美術家の足跡

や動向，証言といった記録に誰もがすば

やくアクセスできるシステムが構築されれ

ば，文化の振興につながるのではと思い

ます（美術館・富山）

◦ テレビ局は，全般に動画利用の制限をし

ているところが多い。だから，YouTube

のほうを頼りにしちゃいますよね（商工会

議所・石川）

まず何より，「どこで番組を探し，誰に何を
聞いたらいいのかわからない」という，そもそ
もの入り口にたどり着けないことへの不満が目
立った。NHKについていえば，番組素材の一
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般への提供窓口は関連団体のNHKエンタープ
ライズ（NEP）にあり，ウェブサイト18）でも申請
方法などを公開してはいるものの，あまり認知
されていないようだ。番組の検索はウェブサイト
「NHKクロニクル19）」からできるが，こちらも知
られているとは言いがたい 20）。また，「クロニク
ル」に表示されるのは，放送された番組の「公
式記録」であり，仮に利用したい番組が見つ
かっても，必ずしも保存されている，ないし提
供可能であるとは限らない。事前にオンライン
でプレビューすることもできない。「積極的に提
供している」と，胸を張れる状況ではない 21）。
だから，放送局の代わりとして，違法なアップ
ロードが多い動画共有サイトが「頼り」になる
のだ。

3－2　使用料が高額で手が出せない

アンケートの声  
◦ 当館の企画展においてNHKの過去番組を

上映できないか検討したが，高額であり，

あきらめた（美術館・富山）

◦ 使用料が高い。博物館で利用できる金額

ではない（博物館・富山）

使用料が高すぎる，という声は非常に多かっ
た。使用料について参考になるのが，NEPが
ウェブサイトで公開する「料金シミュレータ22）」
である。これで仮に計算を行うことで，おおよ
その相場感が把握できる（図）。

＊展示（1か月），＊41年以上前の素材，＊
SD画質（アナログテレビの標準画質）で10分
使用の場合，検索・試写の料金も含めて276万
5,000円である。利用の内容によっては料金の
割引もあるが，地域の公共文化施設が拠出で
きる金額とはとても言いがたい。

高額になる理由は，この仕組みが，民放の
番組やCM，映画などで，放送アーカイブ素
材の一部を使用する，すなわち商業目的での
利用を想定した料金設定になっているからであ
る。営利性の低い公共施設が公益目的で利用
することに対応したものではない。

NEPでは別の窓口で，番組提供希望者の問
い合わせに応じている。企業や教育機関，公
共文化施設から上映などでの利用を希望する
相談が数多く寄せられるが，ここでも高額な使
用料と，提供まで数か月を要することなどが理
由で，大半の希望者が断念する結果となって
いる。

使用料が高く，提供まで時間がかかるのは，
著作権などの権利処理コストも大きな要因だ。
アンケートでは，この点が課題だと指摘する声
も多かった。

アンケートの声  
◦ 特にNHKは権利関係などがきびしく，許

検索料 5,000
（円）

＋

＋

＋

＋

×

＝

メディア別基本料金 25,000

特別料率

試写料 10,000

素材使用料 2,700,000

複製料 おおよそ25,000

2,765,000円合計おおよそ（消費税別）

図　NEP料金シミュレータでの概算
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可が出ないものだと思っていました（美術

館・富山）

◦ 番組利用には権利者の承諾など手続きが

多いイメージがあり敬遠してしまう（博物

館・福井）

◦ 著作権や肖像権でクリアすべき問題が多

いと思った（教育機関・石川）

放送番組は「権利の束」だといわれ，映像
で使用される楽曲（テーマ曲やBGMも含む），
俳優や歌手らの実演に加えて，文芸作品，絵
画，写真など，さまざまな著作物が利用され，
それぞれに権利者が存在する。その全員から
許諾を得られなければ放送アーカイブの活用は
できない。このことは，公共文化施設の担当
者の多くが理解，ないし，そうであろうと予想
しているようだ。

そのうえで，公益性の高い文化施設の利用
に限定した提供ルールの設定を求める声も多
かった。

アンケートの声  
◦ 営利目的ではない施設・団体・グループの

活動においては番組を無料視聴できると

よい。利用者の皆さん，受信料は納めて

いらっしゃると思うので（博物館・福井）

◦ 一定期間以前の放送番組アーカイブは可

能な限り無料公開できるとよい。ドラマ

などは営利目的と競合するので，Eテレ

の教育・教養番組などであれば（図書館・

石川）

専門家へのヒアリングでは，過去にも放送
アーカイブ利用を検討しながら断念した経験
から，放送局に考え方の転換を求める意見が

あった。

◇ 作家のインタビューだけの映像なら，被写体

の作家が「いいよ」といえば使用できてもよ

いのではないか。しかし，番組の著作権者

である放送局が認めなければ，作家ですら

使用できない。これは大きな課題だ（横須

賀美術館・立浪氏）

立浪氏がいうように，映像に1人の人物しか
写っておらず，BGMの楽曲を含む他人の著作
物が使われていないのであれば，被写体の人
物と，放送番組の権利者（放送局など）の二者
だけの許諾によって二次利用は可能なはずであ
る。さらにいえば，自然の風景だけの映像など
は，放送局がいいといえば済む。

NHKでは，ダウンロードして利用できる，自
然や動物，CGなどの映像素材，約7,000クリッ
プを「NHKクリエイティブライブラリー 23）」で
公開している。しかし，2－3で述べたように
公共文化施設のニーズは多様であり，ここで公
開していない映像を希望する場合は，前述し
た申請と支払いをするほかない。公益目的の利
用に高額な使用料を設定するのは，少なくとも
NHKのような公共メディアの事業としては，改
善の余地があるといわざるを得ない。

では放送局は何をすべきか，検討した結果
としての提言は第4章で論じる。

3－3　現行著作権法の課題　
　　　 その難しさと限界

さらに，現行著作権法が課題となる。
権利処理コストの大きさは，放送アーカイブ

や公共文化施設のみならず，著作物を利用する
誰をも悩ます長年の課題である。利用促進を
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図るため，近年は著作権法の改正がたびたび
なされている。しかし，新たな条文が増えるこ
とで複雑になり，専門知識のない者にとっては
かえってわかりづらさが増している面もあるだろ
う。文化庁が行った，大学などの研究者を対
象とする，研究目的での著作物利用に関するヒ
アリング調査では，利用許諾の要不要を悩む
という意見が多数にのぼった。研究者さえも著
作権法の理解が困難であることを示す結果と
なった 24）。

現行著作権法は，主として公共性・公益性
の高い利用であれば，著作権者の許諾を不要
とする規定を多く設けている。しかし，本稿で
みてきたアンケートの声にある多様なニーズをも
カバーするものではない。

例えば，放送アーカイブ映像の上映会を公共
文化施設が実施する場合，その上映会が「営
利目的でなく，入場料金等を徴収せず，かつ，
出演者等に報酬を支払わない25）」のであれば，
権利処理の必要はなく自由に利用できる26）。た
だし逆にいえば，その範囲内でしか認められな
い。そして何より，上映する映像は施設（主催
者）の側が用意するのが前提で，放送局が施
設側の希望に応じて提供する行為は，そもそも
この規定の対象ではない 27）。
著作物の流通が飛躍的に伸びる中，せめて

高い公益性が認められる利用については，より
いっそう柔軟でわかりやすいルール作りが強く
求められる。

 4. 提言 ～公共空間の再構築を目指して～

以上の調査研究を踏まえて，放送アーカイブ
の地域での利活用促進に向けて，放送局が今
後変革すべきと考える事項を提言する。

提言①　
放送局の「新たな使命」への意識改革

　放送局は，テレビ・ラジオでの番組の制作・
放送が本来の使命であり，そこに近年ではコ
ンテンツ配信も加わっている。多様な情報を
日々届けているが，あえていえば，情報を「消
費」させている。1度の放送，1週間程度の配
信が終わればもう視聴することができず，「死
蔵」ないし消滅するに任せていていいのだろう
か。我々放送界の人間は，これまでのように蓄
積された豊かな遺産を脇に置いたまま，「次の
新しいこと」に気持ちを向けるだけの姿勢を見
直すべきではないのか。

NHKの「経営計画（2021-2023年度）」は，
基本と考える公共的価値の1つとして「地域社
会やメディア業界の維持・発展に貢献」するこ
とを掲げる28）。民放連も，地上波民放各局の
使命として，「日々の情報やその地域の文化を
伝え」，地元CMなどで「地元の産業と経済の
繁栄に貢献するよう努めています」と謳ってい
る29）。
ただし，いずれも前提は「放送」によって地

域に貢献することであり，「放送アーカイブの活
用」で地域貢献を目指すものではない。とはい
え，それは「放送アーカイブの活用を排除する」
というより，そもそも「放送アーカイブが念頭に
入っていない」だけなのではないのか。

無論，「放送での貢献」が第一義であること
に異論はない。しかし同時に，100年の歴史を
有する放送アーカイブの多くを眠らせたまま「そ
の利活用促進は使命ではない」という理屈は成
立するはずがない。歴史・文化の資産の保有
者としてそれを社会還元することも，公共の福
祉に資する重要な使命と位置づけてしかるべき
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である。ともすれば，放送アーカイブは，主と
して放送局の二次展開による収入源とみなされ
がちだが，放送関係者のそうした意識は，人々
の放送局に対する不信感・忌避感を増幅させ
かねない。

まず，地域の公共施設などが求める公益性
の高い利用希望に応えられる放送局内の意識
改革と運用の改善が求められる。すぐにできる
こととして，3－2でも言及した「放送局がいい
といえば済む」ような，ほかに許諾を得るべき
権利者が存在しない映像などは，積極的に公
開・提供するよう努めるべきであろう。

そして何より，安価ないし無償の料金体系の
設定は急務だ。そのためには，必要な法改正
の要望も積極的にすべきである。例えば，著
作権法の権利制限規定に，教育や公益利用目
的に対して，市場に流通していない「死蔵」状
態の放送アーカイブを提供する行為を権利制限

（許諾不要）の対象とするなどの著作権法改正
も検討に値する30）。または，権利者団体等と
放送局との間で，公益目的であれば権利処理
を簡素化し，利用の促進につなげる新たな契
約を結ぶなど，必要な取り組みが求められる。

提言②　
アーカイブの「コンシェルジュ」を登用した
地域連携

2－3で挙げたアンケートの声「どうマッチン
グできるのかを相談させてほしい」は，きわめ
て重要な要望である。公共文化施設への放送
アーカイブの提供スキームができても，それだ
けでは有効に機能するとは考えづらい。それぞ
れ異なるニーズを持つ地域の担当者としっかり
と意思疎通ができ，よりよい活用につなげられ
る，地域に“寄り添える”人材，いわば，放送

アーカイブの「コンシェルジュ」が不可欠だと，
筆者は強く感じる。

コンシェルジュは，地域の担当者と密接にや
りとりをして，膨大なアーカイブの中からニーズ
にふさわしいコンテンツを提示し，必要な手続
きのサポートも担う者というイメージである。例
えば，放送局で番組制作の経験を長く積んだ
元ディレクターなどのシニア世代には，アーカイ
ブの知見が豊富な人材も多い。こうした人物が
コンシェルジュにふさわしいかもしれない。

放送局のコンシェルジュと地域がつながり，
ニーズ，課題を共有することで，地域の振興，
課題解決にも資するであろうし，放送で伝える
べき新たなテーマも発見されるだろう。施設・
地域・放送がともに公共空間を再構築する「三
方良し」の好循環は，それをつなぐコンシェル
ジュの存在があって初めて実現するはずであ
る。

 むすびに　

今回，アンケートを分析したあと，回答を寄
せてくれた北陸のいくつかの文化施設を訪ね，
直接担当者に話を聞くことができた。石川県の
ある学芸員は，次のように語っていた。
“古い”映像には，私たちの街を写している

ことまではわかるけれど，具体的にいつごろ，
誰が，何をしているのか，詳細がわからない
ものが多い。そこで，街のお年寄りに集まって
視聴してもらえば，当時の話を聞くことができ，
映像の情報も飛躍的に充実するのではないか。
お年寄りにとっては懐かしい思い出をよみがえら
せる，まさに回想法であり，施設にとっても資
料整備が進む，一挙両得だと思う。

その話を聞いて筆者は，NHKにも同様に，
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内容が不明で，メタデータが未整備の映像が
多いことを想起した。撮影の場所だけ特定され
ているような映像を，その街の施設で上映すれ
ば，地域の人々によい機会を提供できるうえ，
NHKとしてもアーカイブのメタデータ整備に役
立つはずだ。これも三方良しである。こうした
活用のアイデアは，人々を巻き込み，その声に
耳を傾けることで，次 と々出てくるだろう。

先行事例のない，放送アーカイブのニーズに
関するアンケート調査は，放送の文化資産の活
用が大きな可能性を秘めていることを示した。
その可能性を現実のものとするためにも，地
域の人 と々深く話し合える関係性の構築が肝要
だ。その積み重ねによって，地域社会での知
の拠点としての「公共◯◯」は信頼を取り戻すこ
とができるはずだと確信している。
（おおたか たかし/たに まさな/たかはし こういちろう）

注：
 1） NHKが番組の保存に体系的に取り組み始めた

のは1981年（昭和56年）から。
https://www.nhk.or.jp/archives/hakkutsu/
about/

 2） 2021年3月末段階の映像・音声保有数
 3） いしかわ百万石文化祭2023　

https://ishikawa-bunkasai2023.jp/
 4） 国立映画アーカイブ　https://www.nfaj.go.jp/
 5） 横須賀美術館　https://www.yokosuka-moa.jp/
 6） 神奈川近代文学館　

https://www.kanabun.or.jp/
 7） NPO法人古き良き文化を継承する会　

https://www.furukiyoki.org/
 8） 横須賀美術館「スカジャン展」　

https://www.yokosuka-moa. jp/archive/
exhibition/2022/20221119-726.html

 9） 谷内六郎（1921-1981）画家。長年担当した『週
刊新潮』の表紙など，郷愁を感じさせる独特の
画風で人気を博す。『みんなのうた』では，作
詞も手がけた「雨の遊園地」（1963年　作曲：
中村八大　唄：中尾ミエ）などで，原画制作を
担当した。
https : //www.nhk . o r . j p/minna/songs/
MIN196302_01/

 10） 『みんなのうた』1961年放送開始のNHK番組。
https://www.nhk.or.jp/minna/

 11） 太下義之氏の問題意識と考察は，「短期集中連
載：ミュージアムの終活（または再生）」（ポータ
ルサイト「美術手帖」2021年5月25～27日）も
参照。
https://bijutsutecho.com/magazine/series/
s42/24105

 12） NHKアーカイブス「回想法ライブラリー」
https://www.nhk.or.jp/archives/kaisou/

 13） 回想法ライブラリーについての詳細は，大髙崇
「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～」『放送研究と調査』2019年7月号，
p102-111を参照。
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/pdf/20190701_6.pdf

 14） ARはAugmented Realityの略。実写の映像な
ど（現実世界）に，現実には存在しないアイコン
などの情報を付加するデジタル技術。拡張現実。

 15） 平成24年度文化庁委託事業 （平成28年度一部
改訂）「諸外国の文化予算に関する調査報告書」

（2016年7月）参照
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_
shuppan/tokeichosa/pdf/h24_hokoku_3.pdf

 16） 例えば，文部科学省（2020年）「地方教育費調査年
次統計」（https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=
0003363867）によると，在学者・国民1人当た
りの「社会教育費」（図書館，博物館を含む，各
教育委員会が所管する社会教育施設の経費等）
は，平成7年度の2万2,482円をピークに減少傾
向となり，平成28年度は1万2,545円である。

 17） 2017年の文化芸術基本法の施行によって，自
治体などには，観光，まちづくりなどとの連携
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した文化芸術施策の必要性が明記された（第2
条10項）。自治体や公共文化施設は，分野を越
えて地域貢献が求められている。

 18） NHKエンタープライズ（NEP）「フッテージ提供」
https://nhk-sozai.com/

 19） NHKクロニクル　
https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/

 20） NEPフッテージ提供，NHKクロニクルとも，あ
まり広報されていないため，NHKの職員でもそ
の存在を知らない者が多い。

 21） NHKが全国の放送局などに設置している「番
組公開ライブラリー（https://www.nhk.or.jp/
archives/library/）」では1万本以上の番組が無
料視聴できるが，そのほとんどが各都道府県庁
所在地にあるため，遠隔地の人には利用しづら
いとの指摘がある。また，ここで公開されてい
るのは，「はじめに」で触れたように，100万以
上の保存番組の100分の1程度にすぎない。

 22） NEP料金シミュレータ
https://nhk-sozai.com/charge/simulator.html

 23） NHKクリエイティブライブラリー
https://www.nhk.or.jp/archives/creative/

 24） 令和元年度文化庁委託事業「研究目的に係る著
作物の利用に関する調査研究報告書」（2020年3
月）
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_
s h u p p a n / t o k e i c h o s a / c h o s a k u k e n /
pdf/92413001_01.pdf

 25） 加戸守行『著作権法逐条講義（七訂新版）』（著
作権情報センター，2021年）p343-344

 26） 著作権法第38条
 27） 大髙崇「「絶版」状態の放送アーカイブ 教育目的

での著作権法改正の私案」（『放送研究と調査』
2022年6月号，p43）では，教育目的での利用に
ついて，放送局側からの提供行為が権利制限規
定の対象とならない点を課題として指摘している。
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/20220601_6.html

 28） 「NHK経営計画（2021-2023年度）」
https://www.nhk.or.jp/info/pr/plan/assets/
pdf/2021-2023_keikaku.pdf

 29） 日本民間放送連盟「地域密着とネットワーク」
https://j-ba.or.jp/category/minpo/jba101968

 30） 前掲27）p42-47を参照。


