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　2013年は日本でテレビ放送が始まってからまる60年という節目の年に当たる。NHK放送文化
研究所では，テレビ60周年を機に，放送番組の映像・音声以外にNHK内で蓄積されてきた放送関
連資料のデジタルアーカイブ（＝「放送文化アーカイブ」）を構築する構想を立ち上げた。この構想
の背景には，近年，国内外において注目される「MLA連携」の進展がある。MLA連携は，博物館

（Museum），図書館（Library），文書館（Archive）が保有・蓄積している文化情報，知識情報を，相
互に連携しながらデジタル化，アーカイブ化しつつ，統合的に検索したり閲覧したりすることを可
能にする取り組みであり，最近では英BBCや米PBSのように公共放送もそこに積極的に関わるよ
うになっている。
　こうした動きを踏まえ，放送文化アーカイブは，番組関連の文書資料，業務資料，調査研究関連
資料等を格納するデジタルアーカイブとして放送研究や教育現場での利用に貢献するものであると
同時に，外部の関連する諸機関・組織との連携を通じて，文化情報，知識情報の公共的なネットワー
ク（＝「デジタル公共空間」）の形成にも寄与するものとして構想されている。デジタルアーカイブ
時代の公共放送のあり方をめぐっては，「デジタル公共空間」における新しい「公共性」のあり方や，
従来のような「スタンドアローン型（＝自己完結型）」とは異なるネットワーク型の公共放送モデル
等，欧米を中心に様々な議論も展開されるようになっている。放送文化アーカイブ構想は，本格的
な到来が予測されるデジタルアーカイブ時代において，公共放送がどのような役割・機能を果たす
のかを考えるうえでの重要な試金石となるであろう。
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Ⅰ はじめに

本稿の目的は，NHK放送文化研究所が

2013年度以降に構築を計画している放送関

連資料のデジタルアーカイブである「放送文

化アーカイブ（仮称）」について，現時点にお

ける構想の概要を紹介しつつ，その背景や今

後の可能性，課題等について整理・報告する

ことである。

2013年は日本でテレビ放送が始まってか

らまる60年という節目の年に当たる。60年

前の1953年2月1日にNHKが，同年8月28

日に日本テレビ放送網が，それぞれテレビ本

放送をスタートさせた。テレビの普及は，当

初はテレビ受像機が高価だったこともあって

低調であったが1），1950年代後半からの高度

成長期以降は急速に進み，1960年代後半に

は世帯普及率はほぼ100％に達した（日本放

送協会編，2001）。今や全世帯の約8割近く

が2～3台以上のテレビを所有する複数台所

有世帯となっている2）。若年層を中心にテレ

ビ離れが徐々に進んではいるものの，日本人

のテレビ視聴時間は平均で1日3時間半～4

時間に上っており，テレビは，少なくとも現

時点においては，多くの人々が日常生活を送

るうえで欠かせない情報インフラであり，娯

楽メディアである。

そもそも日本における60年のテレビの歴

史は，日本の戦後史とほぼ軌を一にしている。

しかし両者は単に時期的に符合しているだけ

ではない。テレビおよびテレビ文化は，現代

日本社会の成り立ち，構造に極めて深く関

わっている。現代日本の政治・経済システム

を，テレビとテレビ視聴者の存在抜きに語る

ことはできないし，日本人のライフスタイル

や価値観の形成にテレビが与えてきた影響は

計り知れない。また，私達の日常的なコミュ

ニケーションや国内外における時事的な事柄

に関する認識，記憶にもテレビは大きな関わ

りを持っている。メディア文化研究者の小林

直毅は，戦後史，現代史の主要な出来事に関

する私達の知識，イメージの多くが，テレビ

を見ることを通じて経験され，形成されてき

たものであるとして次のように言う。

「しばしば，20世紀は映像の世紀であると

いわれる。それが正しいとすれば，20世紀

以降の歴史を特徴づける数多くの出来事は，

映像として見られ，経験され，記録され，そ

して記憶されてきたはずである。（中略）な

かでも，もっとも日常的にさまざまな出来事

を描き出し，それを見ることで出来事が経験

され，記録され，出来事の記憶の表象にもなっ

てきたのはテレビの映像である。」（小林直毅，

西田善行，2012）

小林らのこのような観点に立つならば，テ

レビ史の研究は，テレビに関する狭義の歴史

研究の枠内に留まらないものとなる。それは

必然的に戦後日本の社会や文化のあり方の一

断面に光を当てるという意味を帯びることに

なる。また，現代史や現代社会のあり方を再

検証したり，再評価しようとする研究にとっ

ては，テレビ史，放送史は極めて関連が深く，

有意味な参照系，テーマ系となり得る。

ではこうした問題関心からテレビ史，放送

史を振り返り，参照し，研究対象にしようと

する場合，そこにはどのような種類の資料が

あるだろうか。また，それらは利用者，研究

者が容易にアクセス可能な形になっているの

だろうか。残念ながらテレビ史，放送史に関
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連する資料の状況は決して良好ではない。放

送局内におけるテレビ史，放送史関連の資料

群は，その種類が多岐に渡っているうえ，

NHK，民放を問わず，その整理，保存が組

織的，体系的に行なわれてきたとは言えない。

また，著作権や個人情報保護といった問題も

あるために外部への公開も十分に進んでいな

い。本格的な整備，保存，公開はやっと緒に

ついたばかりというのが現状である。

こうした状況を踏まえ，NHK放送文化研

究所では，テレビ放送開始60年を機に，放

送番組の映像・音声以外にNHK内で蓄積さ

れてきた放送関連資料を格納するデジタル

アーカイブ（＝「放送文化アーカイブ（仮称）」）

を構築する構想を立ち上げた。構想では（現

時点ではあくまでも計画段階であるが），

2013年に試作版のサイトを構築して，様々

な角度から検証したうえで本サイトの構築へ

と繋げていくことを計画している。仮にこの

構想が実現すれば，テレビ史研究における各

種資料の利用は現在よりも遥かに容易になる

だけでなく，現代日本の社会や文化を対象と

するような諸研究にも様々な形で貢献できる

ようになることが期待される。

しかし，放送文化アーカイブが持っている

可能性はそれだけではない。筆者らの考えで

は，デジタルアーカイブとして構築される放

送文化アーカイブは，それがNHK内外の他

の知識アーカイブとインターネット等を通じ

て接合されていくことを通じて，文化情報，

知識情報の新たな公共的なネットワークを形

成していく可能性を持っている。そして，そ

のような公共的ネットワークに公共放送が参

画することは，公共放送に新たな役割・機能

が付与されることを意味してもいる。

以下では最初に，放送文化アーカイブ構想

が前提とする状況をレビューするために，国

内外におけるデジタルアーカイブの動向につ

いて，近年のアーカイブ界における主潮流で

あ る“MLA連 携 ”（M=Museum，L=Library, 

A=Archive）をキーワードにしながら記述す

る（2節）。次に，NHKにおけるテレビ史，

放送史関連資料をめぐる現状を概観したうえ

で，それらをデジタル化・アーカイブ化する

放送文化アーカイブ構想の目的，基本的考え

方，意義等についてまとめる（3節）。そして

最後に，デジタルアーカイブ化が本格的に進

む時代におけるメディアのあり方の変容，そ

してその中での公共放送の可能性等について

考察する（4節）。

Ⅱ デジタルアーカイブを
めぐる内外の状況

Ⅱ－１ 文化情報，知識情報の
アーカイブ化とMLA連携

近年，国内外において，公共図書館や大学

図書館，博物館・美術館，公文書館などの文

化・学術関係の公共的な諸機関において，所

蔵資料や研究成果などをデジタルデータ化し

て蓄積し，これらをインターネットを通じて

公開・提供する動きが加速している。さらに，

これらの諸機関が資料のデジタル化やネット

上への公開，ポータルサイトの構築等を相互

に連携しながら進めていくMLA連携と呼ば

れる動きが世界的な潮流となっている（田窪

直規，2010； 菅野育子，2007）。

MLAは，先述のように博物館（Museum），

図書館（Library），文書館（Archive）の頭文



146│NHK放送文化研究所年報2013

字をとったものである。最近ではこれに大学

（University）， 産 業 界（Industry）を 加 え，

「MALUI連携」といった用語も使われるよう

になっている3）。

MLA連携の進展の背景には，デジタル技

術やインターネット関連の技術の飛躍的な進

歩がある（松永しのぶ，2011）。すなわち，

1990年代以降のデジタル技術やコンピュー

タの発達によって，文字や画像などの資料・

情報をデジタル化し，それらをデジタル情報

として統合的に扱えるようになった。これは

これまで別々のものとして整理・保存されて

きた目録や資料を統合して扱うことを可能に

した。そのうえ，複数のネットワークを相互

に接続する情報基盤としてのインターネット

が発達・普及したことによって，デジタル化

した資料・情報を，それがMLAのいずれの

施設によって提供されているかにかかわりな

く，世界中のどこからでも検索することがで

きるようになった。

MLA連携においては一種のポータルサイ

トが構築される例が多いが，これは利用者に

多くのメリットをもたらす（田窪，2010）。

第一は，MLAの各機関が個別に資料をデジ

タル化し，個別にインターネットで提供して

も，それは広大なウェブ空間の中に埋没して

し ま い， 発 見 し に く く な っ て し ま う が，

MLA連携でポータルサイトが構築されれば

必要な情報を検索し発見することが容易にな

る。第二に，Googleに代表される一般的な

検索エンジンの検索結果にはノイズが多く，

そこからアクセスできる情報源の信頼性に疑

問があることも多いが，MLA連携によるポー

タルサイトにおける検索であれば，信頼性と

精度の高い情報や，深層にある資料などにも

アクセスしやすくなる。そして，検索によっ

てヒットした情報・資料がデジタル化されて

公開されているものであれば，MLAの各機

関に利用者が実際に足を運ぶことなく，それ

らの情報・資料を閲覧することが可能になる。

このように，近年MLA連携が積極的に進

んでいる背景には，これまでMLAの各機関・

組織が個別に収集・整理・保存してきた情報・

資料を「デジタル文化資源・情報資源」「デジ

タル文化財」として位置づけ，現物の持つ空

間的，時間的，物理的制約をデジタル技術，

インターネット技術を利用することで乗り越

えつつ，公共的なネットワークを通じて広く

公開，共有，活用するということのメリット

が広く共有されてきたということがある（柳

与志夫，2011； 水嶋英治，2010）。日本にお

けるデジタルアーカイブ構築の推進のあり方

を検討・議論してきた「知のデジタルアーカ

イブに関する研究会」4）の報告書は，デジタ

ルアーカイブはデジタルネットワーク社会の

知識インフラとなるべきであり，そのための

課題として，ネットワークアクセス環境の整

備，デジタルコンテンツの整備，デジタルアー

カイブの有機的連携，ネットワーク上の知識

基盤としての包括性，拡張性といった点を挙

げながら，次のように言っている。

「MLAのデジタルアーカイブは，人間社会

が作り出してきた，あるいはこれから作りだ

していく文化的，学術的価値を持つ財産を，

現代の利用者に広く提供するものであり，ま

た，将来の利用者に受け継いでいくためのも

のである。我々の社会が持続的に発展を続け

るには，社会の中で情報と知識が適切に共有

され，多くの人がその上に新しい情報と知識

を生み出していく力を十分に持つことが求め
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られる。この視点から見ると，デジタルアー

カイブは新たな知識を生み出していくための

知識インフラの大きな構成要素であるといっ

てよく，その発展が強く望まれる。」（知のデ

ジタルアーカイブに関する研究会，2012）

他方で，MLA（MALUI）連携をめぐる議論

においては，デジタルアーカイブ等を通じて

集約される「デジタル文化財」が，経済的お

よび社会的な疲弊が続いている日本の今後の

再生やグローバル化への対応に不可欠な「資

源」として国家規模の位置づけを与えられて

いることも特徴的である（吉見俊哉，2010）。

例えば，MLA連携を国家プロジェクト化す

ることを政策提言している一般財団法人デジ

タル文化財創出機構は，日本社会が20世紀

型の「大衆消費社会」から「知識循環社会」へ

大転換するとば口に立っているとし，日本の

高度な学術，芸術，メディア文化の蓄積とし

ての「デジタル文化財」こそが，軍事力，経

済力などの「ハードパワー」とは別の水準に

おいて，日本が今後グローバル社会の中で

リーダーシップを発揮していくための鍵を

握っていると指摘している。

「21世紀中葉に向けた我が国のソフトパ

ワー戦略は，『大衆消費社会』としての日本

のサブカルチャーを目玉にした『クールジャ

パン』から，デジタル技術を基盤にしたグロー

バルな発展が見込まれる『知識循環社会』に

照準し，（中略）我が国の文化的蓄積の再利

用を軸とした『スマートジャパン』へと高度

化 す べ き で あ る。 地 域 社 会 に 根 付 い た

MALUI（ミュージアム，文書・史料館，図

書館，大学，知識・文化産業）連携によるデ

ジタル文化情報の活用は，こうした未来志向

のソフトパワー戦略を『新しい公共』の具体

的基盤として整備していく見取り図となる。」

（一般財団法人デジタル文化財創出機構，

2012）

Ⅱ－２ 国内におけるMLA連携の
進展

ではMLA連携は，実際にはどのような形

で行われているのか，それによってどのよう

なことが可能になっているのかといった点に

ついて，国内および海外のいくつかの具体的

な事例に即してみていきたい。

日本国内における代表的なMLA連携の事

例として，ここでは国立国会図書館が進めて

きた「PORTA」（現「NDLサーチ」），文化庁

が中心になって推進している「文化遺産オン

ライン構想」，そして2011年3月11日の東日

本大震災をきっかけとして広がっている震災

関連情報のアーカイブ化の動きを挙げたい。

①国立国会図書館デジタルアーカイブ
ポータル（＝PORTA ，現「NDLサーチ」）
PORTAは，国立国会図書館が他機関と連

携し，「日本のデジタル情報全体へのナビゲー

ション総合サイトを構築する」ことを目的と

して構築されたもので，2007年に公開され

た（2012年1月からは後継のNDLサーチに

統合された）（佐藤毅彦，2010）。

国会図書館は2004年に策定した「電子図書

館中期計画2004」に基づき，所蔵資料のデジ

タル化や，国・地方公共団体等の公共機関が

インターネット上で公開している資料を収

集・保存する事業を進めてきた。しかし，こ

れらの国会図書館単独の取り組みによって収

集・保存できるデジタル情報には限界がある
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ことから，国内の様々な機関が構築し，イン

ターネット経由で提供しているデジタルアー

カイブをまとめて検索し，そこから各コンテ

ンツに直接アクセスすることができるような

ポータルサイトPORTAを構築した。

PORTAには国立公文書館，国立美術館，

人間文化研究機構，公共図書館など公共的な

組織，機関のデジタルアーカイブが順次連携

を進め，その数は2011年11月には183種類

（国会図書館以外64機関167種類，国立図書

館関連16種類）にまで拡大，2012年から後

継 シ ス テ ム と し てPORTAを 引 き 継 い だ

NDLサーチでは，対象データベース数はさ

らに増えて205種類となった。

これにより，任意のキーワード検索によっ

て約7000万件の文献情報や全国各地の図書

館の所蔵状況を調べることができるほか，文

献情報以外についても統合検索によって近刊

図書に関する情報やオンライン書店等を通じ

た入手経路の情報など関連の情報を探索する

こともできるようになっている。またNDL

サーチは，韓国国立中央図書館の蔵書目録と

も連携し，かつ翻訳検索・翻訳表示の機能が

あるため，韓国語の書誌情報を日本語で検索

し，検索結果を日本語で表示させる，といっ

たことも可能である。国会図書館では，連携

によるスケールメリットは，連携先が多けれ

ば多いほど増加するとして，さらに連携先の

拡大を進めている。

②文化遺産オンライン
文化遺産オンラインは，2003年に文化庁

と総務省が発表した「文化遺産オンライン構

想」に基づいて，文化庁と国立情報学研究所

が共同運営しているポータルサイトである。

「文化遺産オンライン構想」は「国や地方の有

形・無形の文化遺産に関する情報を積極的に

公開すること」「文化遺産のアーカイブ化を

推進するとともに，全国の博物館・美術館等

の文化財・美術品情報をはじめとする文化遺

産情報を集約化し，文化遺産のインターネッ

ト上での総覧」を可能にすること等を目的と

している（高尾曜，2011）。

2012年9月現在，文化遺産オンラインに

登録しているのは，全国の美術館，博物館，

図書館等935館の文化財・美術品の情報で，

作品件数としては9万9704件に上る。サイ

トはデジタル画像がある作品を検索して閲

覧できる「ギャラリー」と，写真のないデー

タを含めた作品情報を検索できる「文化遺産

データベース」の二つの機能を中心に構成さ

れている。このうち「ギャラリー」では，「時

代から」「分野から」「地域から」といった，分

かりやすい入口から検索していくことがで

きるようになっている。例えば，「時代から」

のページに入り，「江戸時代」をクリックす

ると，江戸時代の様々な工芸品や美術品を

一覧することができ，さらに「円空仏」に

チェックを入れて検索すると類似の円空仏

の画像や関連情報を閲覧することができる

画像１　文化遺産オンラインのトップページ

http://bunka.nii.ac.jp/Index.do
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ようになっている。

一方「文化遺産データベース」は，画像登

録のない作品も公開対象に含めており，日本

全国の博物館，美術館から提供された所蔵作

品情報，および関連の情報を検索し閲覧でき

るというもので，文化遺産オンラインの「総

合目録サービス」としての機能を果たしてい

る（丸山雄三，2010）。

③東日本大震災関連のアーカイブ
2011年3月11日の東日本大震災は，地震

による建物の倒壊，津波，火災に加え，原発

事故に伴う放射性物質漏れ，大規模停電など

東日本の広範囲に渡って甚大な被害をもたら

した。死者・行方不明者は約2万人と，戦後

最大の災害となった。この大規模災害の経験

や教訓を記録に残して，今後の防災や減災な

どに役立てるための震災関連アーカイブを構

築する動きが様々な機関，組織によって進め

られている。

震災関連アーカイブには，資料収集の形態

や機能などにおいて様々なタイプがある。

NHKが被災者の証言や関連の映像・資料な

どを収集して構築している「NHK東日本大震

災アーカイブス」のように単独の組織によっ

て 作 ら れ て い る も の も あ れ ば，Yahoo！

JAPANが一般市民に震災関連の写真と関連

データの投稿を呼びかけて収集している「東

日本大震災写真保存プロジェクト」のような

市民参加型のアーカイブもある。

この中でMLA連携の事例として注目され

るのは，「東日本大震災・公民協働災害復興

まるごとデジタルアーカイブス（プロジェク

ト略称＝311まるごとアーカイブス）」であ

る。「311まるごとアーカイブス」は，「被災

地の失われた『過去』の記録をデジタルで再

生し，被災した『現在』と復興に向けた『未来』

の映像や資料をデジタルで記録し，まるごと

アーカイブすること」を目的とし5），被災市

民や自治体，国の研究機関，大学，NPO，

ボランティア，民間企業等が協働でコンテン

ツ収集やそのデジタル化，アーカイブ化を進

めているものである。

収集の対象となるのは，被災地の過去のま

ちなみや風景，伝統行事，文化財，歴史的建

造物，津波および避難行動などを記録した映

像や写真，自治体や防災機関，NPO等の災

害対応や復旧活動に関する文書や証言などで

ある。そしてここでアーカイブされた映像や

資料は，個人情報や肖像権，著作権などに配

慮しつつ，インターネット上で公開するとと

もに，図書館，博物館，科学館，大学，研究

機関等でも閲覧可能なものにし，被災地の復

興のための基礎資料として，あるいは防災学

習，防災研究等の資料として活用していくこ

とを想定している。このプロジェクトは今後

20年を目途に継続される予定になっている。

この「311まるごとアーカイブス」は，MLA

のみならず幅広い関係者，関係組織等が共同

画像2　NHK東日本大震災アーカイブスのトップページ

http://www9.nhk.or.jp/311shogen/



150│NHK放送文化研究所年報2013

でひとつのデジタルアーカイブを構築してい

くという，ユニークな取り組みとして注目さ

れる。

Ⅱ－３ 海外におけるMLA連携の
事例

MLA連携やデジタルアーカイブを巡る動

向を世界的にみると，EU圏，アジア，アメ

リカで，それぞれの社会・文化的な背景等に

応じて状況が少しずつ異なっている。

それぞれを特徴づけるならば，EU圏では

図書館，文書館，博物館を文化遺産機関

（Cultural Heritage Sector）と位置づけ，各

機関が所蔵する文化情報，知識情報をデジタ

ル化し，ネットを介して市民が容易にアクセ

スできるような公共的な情報空間を構築する

ために各機関が緊密に連携することが長期的

な政策によって求められてきた。中国，韓国

をはじめとする東アジア諸国では，デジタル

アーカイブの構築に代表される文化資源のデ

ジタル化が国の経済発展戦略，ソフトパワー

戦略等と強く関係づけられていることに特徴

がある。そしてアメリカでは，国全体として

のプロジェクトというよりも，州ごと，地域

ごと，あるいは機関ごとの多様な連携活動が

あり，それらを「2003年博物館図書館サービ

ス法」によって全米人文科学基金（NEH）の

もとに設置された独立行政法人の博物館図書

館サービス機構（IMLS, Institute of Museum 

and Library Services）が補助金など財政面

を中心に下支えしていく，という形態になっ

ている（菅野，2007, 2010；松永，2011 ）。

このように各国，各エリアで様々な違いが

あるが，ここではデジタルアーカイブを介し

たMLA連携の世界的な先駆例となっている

「ユーロピアナ，Europeana」と，アメリカに

おけるMLA連携の試みのうち，ボストンの

公共放送局WGBHが積極的にコミットして

いるTVニュースの情報アーカイブについて

少し詳しくみていく。

①ユーロピアナ（Europeana）
ユーロピアナは，2008年に欧州委員会

（European Commission）がEU諸国の文化的，

科学的な遺産をEU全体で共有できるように

することを目的に，ヨーロッパ文化のマルチ

メディア・オンライン・ライブラリーとして

設立された。現在33カ国，2200の各国主要

文化機関（美術館，博物館，文書館，図書館，

フィルム，放送アーカイブ等）が参加し，

2300万件のデジタル化された文化遺産（主に

パブリックドメイン）の統合検索が可能と

なっており，年間の利用者はおよそ300万人

である。

コンテンツ，コレクションは考古学資料，

歴史・民俗資料，芸術作品，文化，科学といっ

た学術研究資料から，書籍，新聞，写真，文

書，そして映画，テレビ，ラジオ，広告など

視聴覚メディア関連資料まで，ありとあらゆ

るカテゴリーを網羅している。ユーロピアナ

自体はコンテンツを所有せず，サイトでの統

合カタログの検索とサムネイル（写真），メ

タデータ（説明文）の提供を行っている。利

用者はキーワード，年表，マップ検索などに

よって，関連する文化遺産の画像やテキスト

を，リンクされた所有機関のサイトで閲覧す

ることができる。　

また欧州の歴史・文化に関する様々な

ヴァーチャル展覧会やオンラインイベントな
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ども催される。

ユ−ロピアナ設立の背景には，デジタル空

間での欧州文化のプレゼンスに対するEUの

大きな危機感があった。グーグル，ヤフー，

アマゾンなど，アメリカ系巨大IT企業によ

る世界の主要な文化機関の芸術作品や歴史文

化遺産,書籍のデジタル化プロジェクトが進

められ（例：Google Books 2003～），次々に

オンラインで公開され始めたからである。

これらのプロジェクトには欧州をはじめ，

世界の著名な美術館や図書館，大学などが参

加し，巨大IT企業からデジタル化のための

資金援助や技術提供を受けていた。EUは巨

大IT企業主導による欧州文化遺産のグロー

バルな流通がもたらす深刻な影響を憂慮し

た。文化遺産が形成する固有の歴史と文化が，

その文化圏から分離され，情報消費の渦の中

でそのアイデンティティーを失うことを恐れ

たのである。またその利活用にかかわる文化

産業，知識経済の発展と新たな文化創造が，

将来的にコントロール不能になることを危惧

した (J. N. ジャンヌネー , 2007) 。

こうした動きに対して，EUは2005年以降，

散在する各国の文化遺産のデジタル空間での

統合（MLA連携）とそのオンライン公開に

よって，デジタル化された「欧州文化圏」の

構築をめざした。これを具体化したものが

ユーロピアナである。ユーロピアナはヨー

ロッパの文化遺産に関する統合参照ポイント

となることで，デジタル空間におけるEUの

文化的結束，文化的アイデンティティーの共

有を強化し，また市民による歴史的文化遺産

への多様なアクセスや利活用を促進し，教育，

文化の振興，知識経済の活性化をめざしてい

る（europeana，2011）。

こうした目的のためにユーロピアナが現在

行っているプロジェクトの一つに“The First 

War in Everyday Documents”がある。この

プロジェクトは，2014年の第一次世界大戦

開戦100周年に向けてドイツ国立図書館，オ

クスフォード大学などとのコラボレーション

によって始められた市民参加型のアーカイブ

構築プロジェクトである。第一次世界大戦に

関連する個人所有の写真や書簡や私文書や遺

品をユーロピアナに登録してもらい，エピ

ソード等も記述してもらうことによって，第

画像3　EUROPEANAのトップページ

http://www.europeana.eu/portal/

画像4　「第一次大戦プロジェクト関連ページ」

http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/
europeana-1914-1918-en
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一次大戦期のヨーロッパの人々の体験，生活

に関するデジタルアーカイブを市民参加に

よって構築している。

兵士と家族の手紙のやりとり，日記，スケッ

チや捕虜や兵器の写真，作戦図，遺品など，

これまで歴史資料としては見過ごされてきた

様々なドキュメントを，地図や年表や日付に

よって検索ができる。またソーシャルメディ

ア機能を介して市民同士が家族の物語を共有

し，語り合い，それぞれの体験の意味や解釈

をともに考えることで，国境を越えた市民間

の新たなコミュニケーションの創出をめざし

ている。このプロジェクトの目的は，既存の

MLA各機関の収集・保存対象とはなってい

なかった個人所有の膨大な資料を市民共通の

資産にすることである。第一次大戦という

ヨーロッパ現代史を語るうえで不可欠な重要

な出来事に関して，オフィシャル・ヒストリー

（正史）には記録されなかった新たな相貌（集

合的記憶6））を市民自身が描き出すことに

よって，ヨーロッパの歴史をあらためて共有

しようとする試みである。

さらにユーロピアナは，2012年，もう一

つ新たな試みを始めた。EU20カ国，37の放

送機関や映像アーカイブが参加するテレビ映

像のオンラインアーカイブ「EUSCREEN」の

併設である。およそ3万件のテレビ映像が

2012年からインターネット上で公開されて

いる。

EUSCREENは2009年にスタートしたプ

ロジェクトで，収集対象となっているのは歴

史文化的なテーマを扱ったテレビ番組が中心

である。これらはユーロピアナの膨大な文化

遺産データベースともリンクされ，研究者，

教育者をはじめ，博物館，美術館，メディア，文

化産業，そして一般市民にいたる幅広い利用

者による利用を想定している。EUSCREEN

は，プロジェクトの目的を次のように説明し

ている。

「EUSCREENの主たる目的は，欧州の幅

広いユーザー及びコミュニティに対して，テ

レビアーカイブコンテンツの利用を促し，

EU各国および欧州全体の双方のレベルで，

欧州の文化的記憶への積極的な関与を進展さ

せることにある。ユーロピアナとの相乗効果

を通じてEUSCREENは，欧州の視聴覚に関

するコンテンツとデジタル化された文化遺産

と の 連 携 を 可 能 に す る。」（EU SCREEN, 

2010）

ユーロピアナはテレビ映像とそのアーカイ

ブを20世紀ヨーロッパ社会の記録として，

かけがえのない重要な文化遺産と捉えてい

る。EUSCREENの併設は，他の様々な種類

の文化遺産とテレビ映像をリンクさせ，「視

聴覚資料」という新たな次元を加えた，より

包括的，多角的な知財価値を持つ統合アーカ

イブ構築への確かな一歩であるといえる。

画像5　EUSCREENのトップページ

http://www.euscreen.eu/



153

デジタルアーカイブ時代における公共放送の役割

②ボストンTVニュース・デジタルライブ
ラリー
EU地域全体で文化的・歴史的遺産のデジ

タルアーカイブ化を進めるヨーロッパとは異

なり，アメリカでは，前述のように国単位の

統一的なプロジェクトという形ではなく，州

や地域，あるいは個別の機関ごとの連携が

様々な形で進められているという特徴があ

る。そうした中で注目されるMLA連携プロ

ジェクトの一つが，マサチューセッツ州ボス

トンエリアを中心に進められているローカル

ニュースのアーカイブプロジェクト（Boston 

TV News Digital Library：1960−2000）で

ある。

このプロジェクトの特徴は，ボストンエリ

アにおける1960年代から2000年までのロー

カルニュースの映像および関連情報を，地元

の公共放送局であるWGBHを中心に関連機

関が連携しながら保存・収集・公開しようと

している点である。WGBHは，アメリカの

公共放送ネットワークであるPBS（Public 

Broadcasting Service）に加盟する放送局の

中でも最も規模の大きな局の一つで，全米で

放送される番組と，地元ボストンエリアでの

ローカル放送用のニュースや情報番組を制作

している。WGBH以外にプロジェクトに参

加しているのは，ボストンを含むニューイン

グランド地方に関連する映像資料を保存・公

開 し て い る 非 営 利 の ア ー カ イ ブ で あ る

NHF(Northeast Historic Film)，ボストン公

共図書館，ケンブリッジ地区のコミュニティ

テレビ局であるCCTV（Cambridge Community 

TV）である。

NHFとボストン公共図書館は主として地

元の商業放送局のニュース映像のコレクショ

ンやその関連資料を保有しており，CCTVは

同局がカバーしてきたボストン郊外のローカ

ルニュースおよび関連資料を保有している。

プロジェクトでは，これらをWGBHの所有

する膨大なローカルニュースの映像・資料と

合わせてアーカイブ化し，今後インターネッ

ト上で順次公開していく計画である。このよ

うな特定地域のニュース映像や関連資料のデ

ジタルアーカイブの公開は全米でも初の試み

である。

プロジェクトの目的は，既存の地域の公的

な諸機関が新しい連携体制を組むことによっ

て，地域の映像資産をより開かれた形で利用

可能なものとし，地域史などをテーマにした

研究・教育現場や市民の様々な活動の中で活

用し得る文化的・歴史的資産を形成していく

ことである。こうしたオンライン上のデジタ

ルアーカイブを構築することのメリットとし

てWGBHは，現時点では4機関である参加

組織を，新聞社や出版社なども含めてさらに

増やしていくことがシステム上容易であるこ

と，また地域の中に個人コレクションの形で

埋もれたままになっている映像や資料を保存

画像6　ボストンTVニュース・デジタル
ライブラリーのトップページ（暫定版）

http://bostonlocaltv.org/
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するためのキャンペーンなどを行うのにも適

していること，などを挙げている。

このプロジェクトで興味深い点は，アーカ

イブ化のプロセスにユーザー参加型の仕組み

であるSNS（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）が取り入れられている点である。

WGBHをはじめとするローカルニュース映

像および関連資料のコレクションは膨大で，

これらをデジタルアーカイブに載せるために

は個々の資料のデジタル化作業が必要とな

る。しかし，特に映像のデジタル化には多額

のコストが必要である。このプロジェクトの

財源は，前述の博物館図書館サービス機構

（IMLS）による助成金（約48万ドル）と市民

からの寄付金等であり，決して潤沢とはいえ

ない。従って保有する映像すべてをデジタル

化するのではなく，優先順位を付けたうえで

作業を進めていく必要がある。そこで採用し

たのがSNS機能である。ユーザー達はサイ

ト上にアップされているニュース映像リスト

を見て，どの映像が見たいか，その理由や背

景についての知識なども交えて意見を寄せ

る。それに対して他のユーザーが意見や感想

を付け加える。さらにこのSNSには，地域

の歴史や文化に詳しい数人の専門家，識者も

加わっており，彼らも専門的な立場からコメ

ントする。このようなやりとりの中から，ど

の映像をデジタル化するかの優先順位を決め

ていくという仕組みである。

以上のような先進的な試みの背景には，公

共放送WGBHならではの資料の公共性に関

する理念がある。WGBHは，従来から映像

や資料のインターネット展開に積極的な局で

あった。例えば同局を代表する番組のひとつ

『Frontline』は，全米にも放送されるPBS

ネットワークの代表的なドキュメンタリー番

組であるが，この番組のHPでは番組の動画

がストリーミングで見られるだけでなく，番

組の制作過程で集められた様々な関連資料，

情報も閲覧できるようになっている。例えば，

番組用に収録されたインタビューで放送され

なかったシーンは，映像と文字起こしのテキ

ストの双方が見られるようになっているほ

か，番組で取り上げた出来事についての参考

資料，参考サイト，他のメディアがどう取り

上げているかの情報，制作者の意見・感想な

どもアップされている（柴田厚，2008）。

「番組は，制作過程で集められた膨大な情

報の要約に過ぎない。制作者は，収集したす

べての情報に対するアクセスの方法を，視聴

者に提供する義務がある」と担当プロデュー

サーが語るように，WGBHには放送した番

組のみならず関連の資料についても可能な限

りすべてを公共的な資産として公開しようと

する姿勢がある。地元の公的機関との連携に

よって進められているボストンTVニュー

ス・デジタルライブラリーのプロジェクトも

同様の理念に基づくものといえる。

Ⅱ－４ 小括：内外のデジタルアーカイブ
の動向にみられる幾つかの特徴

国内外におけるデジタルアーカイブの以上

のような動向を概観すると，そこに幾つかの

共通した特徴があることが分かる。

第一に，デジタルアーカイブは各国，各エ

リアにおける文化的，歴史的資産を収集・保

存するうえで好適なプラットフォームとして

位置づけられ，各種の資料はデジタル化され

たうえでインターネット上に公開され，広く
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利用・活用されるようになっている。

また第二に，デジタルアーカイブが特定の

機関や組織によって構築されるのではなく，

博物館，美術館，図書館，文書館といった関

連する機関や組織が，資料の収集や保存，デ

ジタル化，アーカイブ化といった各レベルで

連携を取り合いながら進められるケースが少

なくなく（＝MLA連携），それを通じてこれ

までにない規模と形態の公共的なネットワー

クが形成されている。

第三に，欧米におけるMLA連携の中には，

収集・保存の対象とする資料群の中に，メディ

ア関連の資料（テレビ番組の映像やその関連

資料など）を含めたり，あるいはMLA連携

に放送局などのメディア組織が積極的に参加

したりするケースが少なくない。

第四に，デジタルアーカイブの多くは，市

民が個人的に所有している資料をインター

ネット経由で募集して寄贈してもらったり，

資料のデジタル化の順位づけや利用方法など

に市民や有識者の意見を反映するために

SNS機能を設けたりするなど，近年のイン

ターネットの双方向機能を積極的に活用する

ようになっている。

Ⅲ 「放送文化アーカイブ」
構想

以上のような国内外におけるデジタルアー

カイブの動向は，NHK放送文化研究所の「放

送文化アーカイブ」構想の中でも，様々な形

で参考にしつつ，それらの長所を取り込む形

で計画を策定中である。

本稿冒頭でも述べたように，放送文化アー

カイブは，NHKが過去に放送した放送番組

の映像・音声以外の資料，すなわちNHK内

で蓄積されてきた文書を中心とする放送関連

資料のデジタルアーカイブである。それは

NHKが2003年に設立し，すでに業務その他

で稼働させている，放送番組の映像・音声の

アーカイブ（＝「NHKアーカイブス」）を機能

的に補完するものであると同時に，NHKの

保有する文化的・歴史的な資産を広く研究や

教育に活用してもらうことを目的としたもの

でもある。

以下では，まずNHKアーカイブスの概要

を示し，それとの対比において放送文化アー

カイブで保存・公開しようとしている資料の

特徴を明らかにする。そのうえで放送文化

アーカイブ構想の概要（システム，機能，想

定される利用形態等）を説明する。

Ⅲ－１ 放送番組のアーカイブスとし
ての「NHKアーカイブス」

NHKでは，2003年に埼玉県川口市に「NHK

アーカイブス」を設立，現在までにニュース

176万8000，番組約64万7000を保存（2012

年3月時点）している（全国計では，ニュース

545万4000，番組77万9000）。これらの中

には，撮影・収録されたものの編集作業の過

程でカットされるなどして実際には放送され

なかった映像・音声素材なども含まれている。

この他，ニュース原稿104万2000本，写真

44万7000枚，音楽CD30万4000件，図書・

雑誌19万6000冊，楽譜11万5000冊などを

保存している（NHK編，2012）7）。

NHKアーカイブスの目的は次のように説

明されている。第一は，NHKが制作・放送

した番組・ニュース等のコンテンツを資産と
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して保存する。第二は，保存したコンテンツ

を番組公開施設や「NHKオンデマンド」など

により公開する。第三にコンテンツを多角的

に活用することにより，アーカイブスの社会

還元を進める。つまり，過去に放送した番組

やニュースの映像・音声は，日々の放送の制

作・編集において欠かせない資料として業務

利用されているだけでなく，外部にも公開す

ることによって放送事業の成果の社会還元が

図られている（大路幹生，2010）。

放送番組は，出演者，放送作家，原作者，

音楽の作曲者といった様々な権利者の著作権

が複雑に関わっているため，商業利用はもと

より教育や研究を含む二次的な利用には様々

な制約が伴う。従って保存番組のごく一部で

はあるものの，著作権処理済みのテレビ，ラ

ジオ番組あわせて約8000本が，全国の放送

局など58か所の施設に設けられた「番組公開

ライブラリー」の専用端末で視聴できるよう

になっている。2011年度における全国の番

組公開ライブラリーの利用者数は14万6525

人（累計157万5623人）となっている。

また，放送済みの番組をインターネット経

由で視聴できるオンデマンド型のサービスで

ある「NHKオンデマンド」（有料）では，放送

後2週間程度の番組（＝「見逃し番組」）のほ

か，過去に放送された番組（＝「特選ライブ

ラリー」）を視聴できるようになっており，

2011年度は1434本の番組が配信された。

さらに最近では，「平和」「環境」といった

テーマ別に選定した特集番組等のDVDを学

校教育の現場に貸し出す「ティーチャーズ・

ライブラリー」，NHK以外に権利者の存在し

ない風景や自然などの映像素材をインター

ネット上で無料提供する「NHKクリエイティ

ブ・ライブラリー」，過去の番組を分析対象

として学術研究に活用する「NHKアーカイブ

ス学術利用トライアル研究」などのサービス

や取り組みなどを通じて外部利用者にも提供

されるようになっている。

しかし放送は，「送りっ放し」という，そ

の字面の通り，電波に乗って一方向的に不特

定多数の人々に伝送されるメディア特性を

持っており，「一回放送されたらそれで終わ

り」というのが放送局にとっても視聴者に

とっても常識であった。そもそも初期の放送

のほとんどは生放送で，録画技術自体が未発

達であったうえに，収録番組の場合にもテー

プ代が高価なために何度も上書きして使用さ

れるというのが当たり前であった。例えば，

草創期のNHK大河ドラマの代表作である『太

閤記』（1965年放送，原作：吉川英治，主演：

緒形拳，石坂浩二ほか，演出：吉田直哉）で，

テープが現存するのは第42回「本能寺」のみ

という状況である8）。このように現在保存さ

れている番組のほとんどは録画技術や保存環

境が整備された1980年代以降のものであり，

それ以前のものの多くはすでに失われてし

まっている。NHKアーカイブス（埼玉県川口市）
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こうした背景には，放送番組を学術研究や

批評の対象としたり，後世に保存し伝えられ

るべき公共的な文化資産として扱ったりする

ような習慣や認識が日本では根付いてこな

かったという事情もある。この点，例えば法

定納入制度に基づいてすべての放送番組を国

立の視聴覚アーカイブ（INA）が管理し，活

発な研究利用が行われているフランスなどと

は状況が大きく異なっている9）。

Ⅲ－２ 放送文化アーカイブの
コンテンツ

では，放送文化アーカイブが収集・保存・

公開の対象とする資料，すなわち放送番組の

映像・音声以外の資料にはどのようなものが

あるのか。それは大別すると，①番組映像以

外の番組関連資料，②業務関連の資料，③調

査研究関連資料に分けることができる。

①番組映像以外の番組関連資料
番組の制作においては取材，企画から，撮

影，編集，収録，そして放送に至るまで様々

な工程があり，各工程に関わる多様かつ大量

の資料がある。それらは取材，企画のプロセ

スで収集された資料もあれば，撮影，編集，

収録の業務の進行プロセスの中で生み出され

るものもある。

ここでは2012年3月の放送終了まで40年

間にわたって放送されたNHKの長寿番組の

ひとつである『中学生日記』を例にしたい。

NHK名古屋放送局制作の『中学生日記』は，

1962年に始まった『中学生次郎』という番組

を前身とし，何度かタイトル変更をしながら

1972年から『中学生日記』となった。もとも

とこの番組は母親向けの教育相談番組であ

り，内容を理解しやすいように作られた再現

ドラマが独立したものである。

番組は，名古屋市内の架空の中学校を舞台

に，受験戦争，非行，校内暴力，いじめ，登

校拒否など，その時々の教育問題をテーマに

取り上げ，放送界だけでなく教育界，文学界

などから各種の賞（ギャラクシー賞，児童福

祉文化賞，ペスタロッチー教育賞，菊池寛賞

など）を受賞するなど幅広い分野から評価さ

れた。生徒役，教師役，両親役等の出演者を，

プロの俳優ではなく地元劇団などから起用し

たことも特徴で，伊武雅刀，森本レオ，竹下

景子，中野良子，戸田恵子など多くの俳優を

輩出した。『中学生日記』は，このような独

自の背景を持ったテレビドラマの長寿番組と

して興味深い研究対象であると同時に，日本

の戦後教育史を考えるうえでも重要な意味を

持ち得る番組である。だとすれば，番組の映

像はもとより，番組に関連する各種資料も研

究的な価値を持つはずであり，それらは可能

な限り外部にも公開されて研究利用等に供さ

れるべきであろう。

番組以外の資料としてまず挙げられるのは

放送台本である。『中学生日記』の場合，そ

の数は放送回数と同じ1500本を超える。放

送台本は脚本家，放送作家，放送事業者の著

作物であるため，番組と同様に二次的な利用

については制約があるが，脚本そのもの以外

にも放送台本には番組の制作進行スケジュー

ルや制作担当者の情報など付加的な情報が含

まれており，研究上の利用価値は小さくない。

また，番組出演者を募集・選抜するオーディ

ション関連の資料（チラシやアンケートなど）

や，視聴者からの反響に関する資料，番組広
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報用のパンフレット，グッズなどもある。

番組関連書籍が刊行されるケースも少なく

ないが，それらも資料に含まれるべきである。

『中学生日記』の場合には，特に好評だった

回を脚本家がノベライズしたものがシリーズ

書籍として出版されているが（全35巻），こ

れらの書籍はすでに絶版で品切れとなってお

り入手が困難なものである。さらに美術関係

の資料もある。『中学生日記』のようなドラ

マに限らず，テレビ番組では撮影・収録の際

にセット（大道具，小道具），衣装，文字テロッ

プ，CGといった「テレビ美術」は不可欠な構

成要素である。『中学生日記』では，生徒の

自宅や中学校の教室などのセットを制作した

際の資料（平面図，立面図，写真）などが大

量に残されている。これらの資料は，番組の

内容や背景を分析，考察するうえで不可欠な

資料群であることは言うまでもない。

さらにインターネットが普及した1990年

代後半以降には，各放送局は自局のホーム

ページ（HP）だけでなく主要番組については

番組ごとのHPも開設し，そこに様々な情報

を掲載するようになっている。『中学生日記』

の番組HPも，過去の放送記録や制作者，出

演者のブログなどを含む豊富な情報が掲載さ

れていたが，放送終了と同時にHPは閉鎖さ

れた。番組HPは，今後『中学生日記』を研究

対象とする際に貴重な研究資料となる可能性

があるため，研究利用のためには系統だった

データ収集・保存が必要となる。

以上のように，番組の制作プロセスで生じ

る資料の種類は多岐に渡る。また，番組の放

送が長期間にわたったものや，大型の番組な

どの場合には，それだけ発生する資料の量や

種類が多くなることは言うまでもない。

②業務関連の資料
番組関連資料以外にも，NHKの様々な業

務の中で生み出される各種の資料がある。

第一に，番組編成に関する重要な資料とし

て「放送番組確定表」というものがある。こ

れはNHKの放送に関する公式記録であり，

テレビは1953年，ラジオは1925年の放送開

始以来のすべての放送番組について，タイト

ル，サブタイトル，放送時刻，放送時間，主

な出演者などの情報が記されている。研究者

の間では新聞のラジオ・テレビ欄（＝ラテ欄）

を参照する場合もあるが，ラテ欄はあくまで

も当日の放送予定を記載したものであり，

NHKであれ民放であれ放送時刻の変更は珍

しいことではないため，ラテ欄を過去の放送

の記録資料として扱うことには問題がある。

NHKではこの放送番組確定表のうち，テ

レビについては1953年から現在までのすべ

ての情報について，またラジオについては

1992年4月以降のデータベース化作業を行

なっている。これらは編成局や放送文化研究

所などNHK内部での業務・研究に利用され

ているほか，インターネットを通じた外部へ

の公開も検討しているところである。

図１　『中学生日記』のセット図面
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第二に，通常の業務の中で発生する各種の

文書がある。経営，管理，編成，技術，労務

その他，各種の業務の中から発生する文書で

あり，大半が内部文書であるため殆どが公開

されていない。ただし，中には資料的価値の

高いと思われる資料も少なくない。例えば，

『職制』と呼ばれる資料は，NHKが戦後これ

までにどのような組織改正をなぜ行なってき

たかをすべて記録したものである。これをみ

ると，どの時代にどのような業務にNHKが

力を入れ，その結果どのような組織改正が行

なわれたのか，またそうした変化に伴って要

員がどのように増減したのか，といった変遷

を詳細に辿ることができる。

また，元郵政官僚でNHK理事などを歴任

した荘宏氏（1913～1987）が自宅に保管して

いたもので，1988年に遺族からNHK放送文

化研究所に寄贈された資料群（＝「荘宏文書」）

がある（村上聖一，2012）。内容は，荘氏が

職務に関連した資料やその過程で入手した書

類，メモ類など約2700点に及ぶ。荘氏は，

長く逓信省や郵政省の要職を務めたことか

ら，資料には戦後のいわゆる電波三法（放送

法，電波法，電波監理委員会設置法）の制定

過程で作成された草稿類のほか，1957年の

テレビ局一斉予備免許の際の資料や，その後

の放送法改正に関する文書なども多数含まれ

ており，戦後放送史の出発点を研究するうえ

で極めて重要な資料となっている。

さらに，NHK放送文化研究所に保管され

ている業務文書資料の中には，戦前における

東亜放送協会（台湾放送協会や朝鮮放送協会

が結成）の議事録，旧樺太の豊原放送局，パ

ラオ放送局の関連資料，「大東亜戦争放送指

針彙報」など戦前，戦中の放送事情を物語る

資料や，戦後占領下におけるGHQ関連資料，

電波監理委員会関係資料，国会関係資料など，

戦後の放送史研究，テレビ史研究にとって重

要な意味を持つものも含まれている（宮川大

介，村上聖一，磯㟢咲美，2012）。

こうした業務文書と放送関連資料の中間的

な性質を持つ資料もある。例えば東京オリン

ピック（1964）に関連する資料群である。こ

れは段ボール箱18箱，2300点以上の文書か

らなる資料群で，内容は，外国の放送機関と

の打ち合わせ資料や放送契約書，中継回線図，

業務日誌，中継機材等の仕様書，放送施設の

設計図など極めて多岐に渡っている。この資

料群も公開されていないが，東京オリンピッ

クは本格的なカラーテレビ放送の実施や国民

の間でのテレビ普及の加速など，日本の放送

史においても画期的な意味を持つ「メディア・

イベント」であることから，本来であれば公

開可能なものを選別したうえで研究資料とし

て活用されるべきである。

第三に，放送関係者らの「口述資料（＝オー

ラルヒストリー資料）」がある。NHK放送文

化研究所には，これまでに500人を超える関

係者の証言資料が蓄積されている（表１）。こ

れらは主として過去にNHKが編纂した放送

史書籍（『放送五十年史』『20世紀放送史』な

ど）の編集過程において収集されたもので，

オープンリールテープやカセットテープと

いった媒体に収録されている。

証言者は，1926年に世界初のブラウン管

による電送・受像を成功させ，「テレビの父」

と呼ばれる高柳健次郎や，NHK初の生えぬ

きの会長となった坂本朝一，『日本の素顔』『現

代の映像』などテレビ草創期のドキュメンタ

リー番組を制作したディレクターの吉田直哉
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のような著名人から，藤本義一，兼高かおる，

石井ふく子といった放送業界で活躍した出演

者や制作者，そして技術，美術，照明，営業，

事業といった，表舞台というよりも裏方とし

て放送を支えてきた関係者に至るまで，多様

な顔ぶれである。

口述資料を研究資料として用いる試みは，

近年，様々な学問分野で活発化しているが，

放送史研究においても事情は変わらない（廣

谷鏡子，2012）。先述のように，長らく放送

業界には番組やその関連資料を体系的に収

集・保存するという習慣がなかったため，残

されている資料のみで放送の歴史やその背景

を知ることは困難である。特に保存資料の少

ない初期の放送事情について調べたり，アナ

ウンサーやディレクターといった表舞台では

ない分野の仕事から放送史に光を当てたりし

ようとする場合には，これらの口述資料は極

めて重要な意味を持ち得る。ただしこれらは，

その内容が記録媒体からの文字起こしをして

いないものが多く，さらに証言者本人，また

は本人が亡くなっている場合にはその遺族ら

から研究利用に関する許諾を得る必要がある

など，公開・活用に向けては課題も少なくない。

③調査研究関連資料（関連の刊行物）
最後に，放送に関する調査研究資料，およ

び関連の公刊物も放送文化アーカイブに格納

されるべき資料である。NHKには放送技術

研究所（1930年設立）と放送文化研究所（1946

年設立）という二つの研究所があり，この両

研究所を中心とした調査・研究成果の蓄積が

ある。特に，放送文化に関連する研究・教育

にとって有用と思われる資料は放送文化研究

所に多く蓄積されている。例えば，放送文化

研究所では，「国民生活時間調査」（1960年か

ら5年おきに実施），「日本人の意識調査」

（1973年から5年おきに実施）のように長期

間にわたって実施され，放送業界以外の様々

な分野からも参照されるようになっている調

査のほか，テレビやラジオの視聴者の動向や

意向の把握，内閣支持率などの世論調査を行

なっている。結果の概要，質問文・選択肢，

全体の結果等を示した単純集計結果が，デジ

タル化（PDF化）されているものだけでもそ

の数は400本を超える。

表1　NHK 放送文化研究所所蔵の口述資料

証言の種類 収録期間 証言者 保存媒体 デジタル化の状況 証言者の例

1 『放送五十年史』用に
収録された証言 1960頃～1977 約277名

オ ー プ ン リ ー ル
163 巻，カセット
テープ138 本

DVD化済，テキス
ト化未着手

各地方局，パラオ
放送局開局に関す
る証言など

2 テレビ創業期の人たち
の証言集 1976～1977 27名 書籍 テキスト化済 春日由三，宮川三

雄など

3 放送史ききがき余話 1980～1989 約 60名 カセットテープ 76
本

デジタル化済，テ
キスト化未着手 高柳健次郎など

4 『20世紀放送史』用に
収録された証言 1993～2000 約200名 カ セ ット テ ー プ

202本
デジタル化済，テ
キスト化未着手

田英夫，兼高かお
るなど

5 放送史への証言（書籍） 2000～2001 12名 書籍 テキスト化未着手 網島毅など

6 放送史への証言 2003～現在 20名 写真，音声データ テキスト化済 後藤美代子など
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また世論調査以外にも放送文化研究所で

は，番組に関する研究，視聴者に関する研究，

放送で使用する用語に関する研究，国内外の

放送を中心としたメディアの動向に関する研

究，放送の歴史に関する研究など，各種の研

究を行なってきた。上記の世論調査結果や各

種の研究成果の多くは，月刊誌の『放送研究

と調査』や『NHK放送文化研究所年報』『放送

メディア研究』『データブック 世界の放送』

などの定期刊行物に掲載されており，論文，

レポートなどの数は約1万本に上る。他方で，

調査のローデータのような一次資料や内部報

告書のように，調査・研究関連の資料で公開

されていないものも少なくない。

上に挙げた以外にも放送文化研究所では

様々な書籍を定期的または不定期で刊行して

いる。主なものを挙げれば，日本における放

送の歴史を網羅的に記載した『放送五十年史』

（1977年），『20世紀放送史』（2001年），NHK

の業務について一年ごとに総括して記載する

『NHK年鑑』などである。さらに，戦前に日

本放送協会が発行していた『調査時報』『調査

月報』『ラジオ年鑑』といった定期刊行物にも，

当時行なわれていた調査研究の成果が記載さ

れており，戦前の放送事情やラジオ聴取者の

動向を知るうえでは有用な資料ではあるが，

NHK以外で，これらの刊行物のバックナン

バーがすべて揃っているところはないと考え

られる。

以上のような戦前，および戦後に放送文化

研究所が刊行してきた各種の書籍は，放送史，

テレビ史を研究するうえで不可欠な基礎文

献，資料であることから，そのすべてではな

いにしても主要な部分や資料的価値のある部

分，目録などについてはデジタル化して放送

文化アーカイブのコンテンツに加えられるべ

きである。

Ⅲ－３ 放送文化アーカイブ構想の
概要

放送文化アーカイブが，デジタル化，アー

カイブ化の対象とする資料は，基本的に以上

のような放送番組・映像以外のものであり，

必然的に文書資料が中心となる。つまり，

2003年に設立されたNHKアーカイブスが収

集・保存の対象としてきた放送番組，および

付随する放送台本，著作権情報などは含まず，

それら以外の関連資料ということになる。こ

れらのうちデジタル化（電子データ化）され

ていないものについてはデジタル化してアー

カイブに格納する。資料自体のデジタル化が

予算，作業体制その他の理由で困難な場合に

は，資料目録をアーカイブに入れることで最

低限，資料の所在についての情報を提示する

ことが可能となる。

①放送文化アーカイブの基本的な要件
アーカイブの仕様，デザインなどの詳細は

検討中であるが，基本的な要件として次の2

つのことを考えている。

第一は，各種資料の統合検索である。放送

文化アーカイブは，デジタルアーカイブであ

る。デジタルアーカイブにはいくつかのメ

リットがあるが，その代表的なものが，これ

まで別個に整理・保存されてきた多様な種類

の資料や情報をデジタル情報として統合的に

扱えるということである。先述のように，テ

レビ史，放送史関係資料には，極めて多様な

種類があり，しかも多くの場合，それらは別々
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の 資 料 群 と し て 収 集・ 保 存 さ れ て い る。

NHK放送文化研究所の中だけでも，独自に

収集してきた一次資料，口述資料，月刊誌や

年報などの定期刊行物に掲載した論文，世論

調査データなどはそれぞれ別々のデータベー

ス等で管理されている。放送文化アーカイブ

によって，これらが統合的に扱えるようにな

れば関連資料の検索は極めて容易になる。ま

た，これまで現物へのアクセスが限られてい

た資料でもデジタルアーカイブであれば，現

物のデジタル化された代替物（PDF化した文

書や，デジタル画像など）を閲覧することが

できる。

基本要件の第二は，NHK内外の他のアー

カイブとの連携・統合（MLA連携）である。

NHK内の連携先としてはまず，番組・映像

のアーカイブであるNHKアーカイブスがあ

る。NHKアーカイブスが収集・保存してい

る情報との連携を行なうことで，番組・映像

の情報と，それに関連する各種の資料，情報

を紐づけることが可能になる。また，NHK

アーカイブス以外にも，各地域放送局の資料

関連のアーカイブ，データベースとの連携，

視聴者との窓口になっている部局（視聴者か

らの意見，感想，問い合わせを受け付けるコー

ルセンターや，番組モニターからの意見を集

約する考査室など）の保有している情報との

リンク，あるいはより番組制作現場に近い部

局との何らかの形での連携なども検討する。

さらに，NHKの外にある各種のアーカイ

ブと連携することも視野に入れている。そこ

では連携先として，例えば書籍，論文などの

書誌情報や，博物館，美術館，文書館などの

資料情報，関連の大学や研究機関，学会など

の情報などが対象となり得る。そしてこれら

NHK内外の組織，諸機関が保有・公開して

いる各種の情報や資料についても，統合検索

機能によって一括して検索することができる

ようにする。

放送文化アーカイブは，さしあたり2013

年のテレビ60周年を機にβ版を開発・構築

し，その後様々な角度からの検証を経て本サ

イトの構築に繋げていく計画である。仮に，

以上のような基本機能を備えたデジタルアー

カイブの構築が実現し，内

外の他のアーカイブとの連

携も実現した場合には，放

送文化アーカイブの利用・

活用のされ方として以下の

ような形が想定される。

②業務利用
第一に，NHK内での業

務利用が考えられる。例え

ば番組制作の担当者が，あ

るテーマで番組を企画・制

作する際，当該テーマに関

図2　「放送文化アーカイブ」の位置づけと役割

NHKアーカイブス
（番組・原稿・情報）

NHK内の
知識アーカイブ

・博物館，資料館
・文書館，美術館
・書籍，論文  など

外部アーカイブ

・ニュース
・番組制作
・映像販売

業務利用

・クリエイティブ・
  ライブラリー
・公開ライブラリー
・トライアル研究

社会還元

・論文，リポート
・調査データ
・各種一次資料
・関連二次資料

放送文化アーカイブ

・知識・情報・データ
  の階層化，関連づけ
・新技術による知識
  の再発見・再構成

研究利用

教育利用
MLA連携

統合検索
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して過去にどのような番組が放送されている

かについて調べる必要がある。この場合は，

従来からNHKアーカイブスの情報を検索し

て，同テーマあるいは類似テーマで過去に放

送された番組の記録，情報を探索することが

可能となっている。

このNHKアーカイブスの情報と放送文化

アーカイブの情報とが紐づけられている場合

には，過去に放送された特定の番組に関して，

より詳細な情報を知ることができる。例えば，

その番組を視聴者がどのように受け止めたか

についての情報（視聴率調査結果，視聴者の

意向調査結果，視聴者からの意見・感想など），

番組そのもの，あるいは番組のテーマに関す

る何らかの研究，番組担当者の口述資料，番

組の美術（スタジオ，セットなど），番組が

制作された時期のNHKの経営関連文書，そ

の当時のNHK内の組織，要員の状況といっ

た多様な情報を知ることができるだろう。ま

た，関連する外部の情報，例えば当該テーマ

に関する既刊書籍，論文，あるいは博物館，

美術館の所蔵情報など，についても探索する

ことができるであろう。

番組制作の担当者以外にも，例えば番組編

成の担当者，セットデザインを担当するデザ

イナー，番組関連イベントを企画する事業担

当者，地域局で新しい地域向け番組を企画・

開発する担当者などが，それぞれの業務の中

で，番組情報とその番組に関連する各種の資

料，情報が得られる放送文化アーカイブを，

様々な形で利用，活用できるのではないか。

③研究・教育利用
上記のようなNHK内での業務利用で検索・

閲覧できる範囲と，外部に公開できる領域と

は当然区別することになるが，外部公開が可

能な部分については可能な限り公開すること

によって，外部での利用，とりわけ研究や教

育による利用・活用が大きく進むことが期待

される。

例えば，「地域放送」をテーマに研究して

いる研究者が，「地域放送」というキーワー

ドで放送文化アーカイブを検索すると，過去

に地域放送や地域社会，地域の視聴者などを

テーマにして行なわれた世論調査や研究の結

果，各時代のNHKの経営関連文書の中の地

域放送や地域放送局等に関する記述，全国の

地域放送局が地域向けに過去に放送した番組

の情報，その中でNHKの「番組公開ライブ

ラリー」で視聴可能な番組のリスト，さらに

は各地域情報番組のスタジオセットの図面や

写真といった美術資料の情報などがヒットす

るであろう。また同時に，地域社会や地域の

メディア事情など，隣接する領域も含めた関

連書籍の情報，学会等での研究の状況などに

ついても簡単に調べることができる。このよ

うな利用は研究者に限らず，教育現場におい

ても同様に行なうことでテレビ史，放送史関

連資料の利用の幅が広がるであろう。

また，現在NHKがNHKアーカイブスに保

存された過去の放送番組の学術利用に向けて

トライアルとして行なっている「NHKアーカ

イブス学術利用トライアル研究」などにおい

ても放送文化アーカイブは有効なツールとし

て活用できるかもしれない10）。同トライア

ル研究は，公募によって選ばれた研究者に，

NHKアーカイブス保存番組を閲覧利用する

機会を提供するというもので，2009年から

スタートした。従来から外部の研究者らから

要望が強く，NHKのアーカイブス資産の社
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会還元を図るというのがこのトライアルの目

的で，これまでの3年間に，メディア研究だ

けでなく，文学，言語学，医療，建築など多

岐に渡るテーマの研究者による44件の研究

が採択され，すでに研究論文等の成果も出始

めている。このトライアル研究では，研究者

はNHKアーカイブス施設内に設けられた専

用ブースで研究テーマに沿った番組を視聴す

ることができるが（著作権等の問題から番組

テープのコピーや持ち出しはできない），番

組の背景的な情報や資料などを容易に探索が

できる放送文化アーカイブは，このトライア

ル研究を効果的に進めていくうえでの有力な

ツールになり得る。

また，先にも紹介したようにNHKでは全

国58の専用施設「公開ライブラリー」で著作

権処理済みの番組約8000本を視聴できる

サービスを行なっているが，上記のトライア

ル研究と同様に，放送文化アーカイブがあれ

ば，公開ライブラリーの利用者が番組の背景

的な情報や資料にアクセスすることが容易に

なるであろう。

Ⅳ 考察：デジタル公共空間の
形成と公共放送の役割

以上，国内外で進む公共的な組織や文化機

関によるデジタルアーカイブの構築やMLA

連携の動きを概観したうえで，NHK放送文

化研究所で計画している放送文化アーカイブ

構想の概要およびそれが業務や研究・教育の

中でどのように活用され得るか，その可能性

について示してきた。しかし放送文化アーカ

イブの構築とそれを通じた放送関連資料の公

開や外部連携が持っている可能性は，NHK

に蓄積された各種の資料を業務や研究・教育

に利用しやすくするための環境整備というこ

とに留まらない。デジタルアーカイブとして

構築される放送文化アーカイブは，将来的に

NHKアーカイブスの放送番組資料とリンク

され，放送による社会，時代の記録の知財化

を促進する機能を持つことが期待される。そ

のことはデジタル時代の公共放送に新たな役

割・機能を付与したり，事業モデルの転換を

促したりする可能性がある。最後に，放送文

化アーカイブ構想が持つ，より大きな可能性

について幾つかの角度から整理・考察したい。

Ⅳ－１ デジタル公共空間における
「公共性」と「放送の公共性」

デジタルアーカイブやMLA連携をめぐっ

ては現在，制度・政策的な課題から連携推進

のための技術的な課題に至るまで様々なレベ

ルの議論が展開されているが，その中で注目

される議論として「公共性」のあり方の変化

に関する議論がある（水島久光，2009；丹羽

美之，2009など）。

例えば南学は，MLA連携の進展の中で，

これまでのような公共的な文化施設をベース

としたものではない，新たな公共空間が生ま

れつつあると指摘する。南によれば，従来の

図書館や博物館，美術館などの機能は，物理

的な施設の存在を前提としつつ「図書」「史料」

等の物理的な文化財を扱うという機能から，

インターネットを媒介した「情報」へのアク

セスと交流を図る空間を提供する機能へと変

化してきている。そしてこの空間においては，

「文書と物理的史料，画像をすべて同じプラッ

トフォーム（サーバー，コンピュータ）で扱
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うことが可能になった」のであり，「そのプ

ラットフォームの提供主体と活用・交流主体

は，非常に幅広い範囲におよぶために，行政

に限定されない」新しい公共空間が生まれて

いるというのである（南学，2011）。

このような新しい公共空間を可能にするの

は，データの収集・処理・加工に関わる技術，

データ・情報をインターネット等を介して共

有する技術，情報を意味づけたり相互に関連

づけたりする技術などであり，そうした諸技

術は総体として「知識インフラ」と呼ばれる。

「『知識インフラ』は，科学技術研究活動の

実践を根本で支え，科学，技術，学術，文化

活動によって生み出される多様なデータ，情

報を開放し，それらへの迅速で適切なアクセ

スを可能にすることで，それらを有効な知識

として活用して次の研究，開発，教育，その

他の社会的・文化的実践へとつなげる動的サ

イクルを形成することを目的としている。そ

こでは，個別学術分野を超えた知識の融合を

可能とし，学際的な新しい知識やイノベー

ションの創造を容易にするものである。」（科

学技術関係資料整備審議会，2011）

現在，国の内外で活発化しているMLA連

携の動きは，こうした「知識インフラ」に支

えられた社会的，文化的実践の場としての新

しい公共性の空間（＝デジタル公共空間）を

形成するものとして理解することができる。

そして放送文化アーカイブも放送，メディア

に関する研究資料，世論調査などの蓄積を社

会に提供することで，新たな「知識インフラ」

「デジタル公共空間」の形成に寄与するとい

う役割を担っていくことが期待される。

ここで注目したいのは，この「デジタル公

共空間」の公共性と，公共放送が関わってき

た「放送の公共性」との間の差異である。「放

送の公共性」は，日本ではこれまで，①電波

資源の有限希少性，②放送の社会的影響力の

大きさ，という二つの論点から説明されてき

た（津金澤聡廣，1993）。すなわち，放送が

有限希少な国民の財産である電波資源を使っ

て行なう事業であるがゆえに，またテレビが

ほぼ100%に近い世帯に普及し一度に多くの

視聴者が接触するメディアとして大きな影響

力を持つがゆえに，放送は「公共財」として

の性格（＝公共性）を持つとされてきた。こ

うした従来型の「放送の公共性」論は，花田

達朗（1998）も指摘するように，「放送＝送信

モデル」と密接に関係している。つまり「放

送の公共性」は，放送が電波を通じて番組を

不特定多数の人々に一方向的に送信するメ

ディアである，という放送の技術的特性に強

く規定されたものである。

他方，インターネットやデジタル技術等の

「知識インフラ」に支えられたデジタル公共

空間における「公共性」は，文化資源・知的

資源をその保有者（組織，個人）の別なく，

双方向的かつオープンな形で共有することを

根拠とする「公共性」であると特徴づけられ

る。そこでは文化資源・知的資源は，「送り手」

から「受け手」へ一方向的に送信されるので

はなく，社会的・文化的諸活動の動的サイク

ルの中で共有され，循環する。

K.ヤクボビッチは，「放送と通信の融合」

の進む現代のメディア環境において生じてい

る大きな変化を，放送に代表される伝統的マ

スメディアの「伝達型」モデルから「参照型」

「対話型」モデルへの転換として特徴づけ，

デジタル空間における「公共放送」のサービ

スの現状を，従来の「伝達型モデル」にとど
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まり，「参照型」「対話型」への転換が遅れて

いる，と指摘する。（Jakubowicz, 2006: 6）。

　本稿の第2節で紹介した欧米公共機関アー

カイブの取り組みも「参照型」「対話型」モデ

ルへの転換が試みられていた。将来的に構築

がめざされる「デジタル公共空間」における

「公共放送」とそのアーカイブの機能として，

文化情報や知識情報の双方向的な流通と共有

を可能にする「参照型」「対話型」モデルへの

転換が求められているのである。

しかし一方で，デジタル化のもたらすメ

ディアの変容として議論される，こうした新

たな「デジタル公共空間」や「情報の双方向的

共有」といったアイデアは，実際には著作権

などの権利処理問題やセキュリティー，プラ

イバシー保護など様々な具体的な障壁に取り

囲まれていることも事実であり，技術万能主

義と批判されることも多い。こうした状況を

踏まえ「放送文化アーカイブ」構想の試みに

求められるのは，いかにすればこれまでのマ

スメディアによる「伝達型の公共性」を，利

用者が情報を双方向的に参照し，その活用に

参加することのできる「公開と共有による公

共性」へと転換させることができるのか，と

いう問いに答えるための実験の場となること

であろう。

Ⅳ－２ デジタル公共空間における
公共放送モデルの転換

文化資源・知的資源の公共的なネットワー

ク形成に公共放送が参画していくという構想

は，イギリスの公共放送BBCがすでに試み

ている。BBCでは2008年から放送番組アー

カイブのコレクションを部分的にオンライン

公開し，将来的には番組だけでなく膨大に蓄

積された文書資料11）なども含めて，すべて

のデジタル化されたアーカイブ資料の公開を

めざしている（BBC Strategy Review 2010）。

さらに2011年，BBCは「デジタル公共空間

構想（＝Digital Public Space Project, 2011

～）」を打ち出した。このプロジェクトにつ

いての詳細は，現時点では明らかにされてい

ない。しかしその基本的目的は，BBCが英

国映画協会（BFI）や英国図書館（BL），英国

国立公文書館（TNA）などの公共機関との

MLA連携を進め，それぞれが保有する資料，

情報への統合的なアクセスを可能にする仕組

みを作ることだとされている。このプロジェ

クトの担当者は次のように言っている12）。

「我々が作りたいと思っているのは，イギ

リスの文化遺産に関する資料やデータにアク

セス可能なオンライン空間である。そこでは

情報が相互に関係づけられ，検索可能な状態

になっており，機械で読み取ることが可能で，

オープンで，アクセス可能で，可視化されて

いて，組織や個人が，付加的な資料，意味，

コンテクストを加えることができるような仕

組みになっている。」

これは，いわばイギリス版ユーロピアナの

ようなMLA連携を通じたデジタル公共空間

の形成に，BBCが公共放送として主導的役

割を果たそうとするものである。公共放送の

こうした動きに関する議論において興味深い

のは，デジタル公共空間への参画を通じて事

業体としての公共放送像が変化していくので

はないかという議論である。すなわち，すべ

ての事業・活動を自己完結させる形で運営さ

れる従来型（＝「スタンドアローン型」）の公

共放送が，デジタル空間では公共的で市民的
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な活動を媒介するようなネットワーク型の事

業体の機能を持つ，複合的な形に転換されて

いくのではないかという見方である。

例えば，イギリスの社会学者G.マードッ

クは，「デジタル共同体の構築～インターネッ

ト時代の公共放送」という2005年の論文にお

いて，インターネットが普及を始めた00年

代以降，世界の公共放送が進めてきた各種の

インターネットサービスが，従来からの「ス

タンドアローン」型モデルに変更を加えるこ

となく展開されていることを批判しつつ，公

共放送に今求められているのは，公共的な他

の組織や市民的な諸活動との水平的な連携で

あり，そのためのネットワークの構築である

として次のように指摘している。

「われわれはデジタル時代の新しい見取り

図を描く必要があり，そこでは公共放送は，

デジタル共同体を協力して作り上げる公共的

かつ市民的な組織の新しいネットワークにお

ける中心的な結節点となる。（中略）インター

ネットのさまざまな問題に取り組む最良の位

置にある組織として公共放送は，このデジタ

ル共同体の構築にとって極めて重要な役割を

持つ。」（G. Murdock, 2005: 227）

マードックによれば，デジタル技術，イン

ターネット技術は，空間的，地理的制約によっ

てユニバーサリティを十全には実現できな

かった図書館，博物館，美術館，大学などが

持つ知的・文化的な「公共財」から物理的な制

約を取り除き，本当の意味でのユニバーサル

な「公共財」にすることを可能にした。しかし，

インターネットの世界では「不動産業者のよ

うにサイバースペースを再開発するグローバ

ルメディア企業」が台頭し，次第にそこは消

費空間（サイバーモール）へと切り縮められ，

市場原理に浸食されつつある。そうした中，

自らも「公共財」としての番組を発信・蓄積す

る公共放送は，知的・文化的公共財をも商品

化しようとする諸勢力に対抗しながら，多様

な公共財を相互に接続していくようなデジタ

ル共同体の結節点（＝ネットワーク型事業体）

になる必要があるというのである13）。

BBCの「デジタル公共空間構想」における

MLA連携の試みは，マードックの言うデジ

タル空間での「ネットワーク型事業体への転

換」の具体的な取り組みとして捉えることが

できる。そしてそこには，前にも触れたよう

に，法制度や権利問題，各文化機関間の参加

形態や条件等の整備，調整，デジタルデータ，

セキュリティー等の統一規格の構築などの技

術的問題等々，様々な障壁が立ちはだかって

いるのも事実である。これに対しBBCでは，

各文化機関との提携や技術的協力体制を強

め，さらにより広範な官民財学との協力体制

の構築をめざしている。同時に市民参加によ

るBBCアーカイブの活用実験など具体的検

証も進めている14）。

こうしたデジタル空間での新たな「公共放

送モデル」の構築の試みには，その実現の意

義を広く社会に認知してもらう必要がある。

そのためにはその公共的機能と役割について

の確固たる理念を示すことが求められるであ

ろう。

Ⅳ－３ 社会的記憶を媒介する
メディアとしての公共放送

英BBCの「Digital Public Space構想」にお

いて，公共放送とそのアーカイブが果たす役

割と機能，そしてその理念とはどのようなも
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のなのか，ここではこの構想の企画者で

BBCのデジタル戦略のキーマンの一人であ

るT. Agehの世界の公共放送機関関係者への

スピーチを手掛かりに検討したい。Agehは

このスピーチの中で「本格的なデジタルアー

カイブ時代において，インターネットはすべ

ての公共放送を，少なくとも将来的には，『記

憶機関（memory institution）』へと変容させる

だろう。」という刺激的な発言を行っている。

「記憶機関，Memory institutions」とは欧米

の用語で，図書館，文書館，博物館，美術館

など過去の文書や資料，文化財を保管する機

関の総称として使われる。Agehの「インター

ネットが公共放送機関を記憶機関に変容させ

る」という発言は，過去の社会現象や歴史的

事件，風俗，文化などの記録の集積（ストック）

である放送アーカイブが，その時々の視聴（フ

ロー）によって広く共有された体験として市

民の集合的記憶を構成しており，それが将来

的にインターネットによって多くの文化機関

とのネットワークを通じて直接，市民に公開

されることになれば，公共放送は，従来の「ブ

ロードキャスティング（フロー＝リアルタイ

ムの一斉同報機能）」に加えて，社会的，集

合的記憶と市民を媒介する「記憶機関（ストッ

ク＝アーカイブ）」としての機能をも担うよ

うになるだろうという仮説である。そのこと

の意味をAgehはおおよそ次のように説明す

る。

過去に放送された番組のアーカイブは，単

にそれをもう一度見たいと考える視聴者向け

のビデオ・オン・デマンドのようなサービス

のためだけに活用される資源なのではない

（もちろんそうしたサービスへのニーズに応

えることは重要であるが）。番組アーカイブ

は，視聴者が過去に自らが直接体験するか（例

「英国炭鉱ストライキ」），放送で知った社会

的事件や現象への関心や興味，あるいは現在

起こっている事件や現象への関心から過去の

番組や関連資料に主体的にアクセスし，自分

の生きる社会の歴史や文化を再発見し，再認

識し，共有することのできるメディアとなる

潜在的可能性を持っている。

そうした「記憶機関」としての機能によっ

て番組アーカイブは未来の社会を生み出す創

造的活動のための資源として活用されていく

べきである。そしてBBCは，その他の公共

機関と連携しながら文化情報，知識情報の「デ

ジタル公共空間」を形成しつつ，社会の「歴

史的，文化的記憶（＝集合的記憶）」を市民へ

と媒介する公共メディア（＝記憶機関）とし

て自らの役割・機能を再定義していくべきだ

というのである。

Agehは，もともと公共放送に課せられて

きた「民主主義の発展に寄与する」「公共的議

論の場を提供する」といった役割が，「デジ

タル空間」においては，「社会的事象の記録（集

合的記憶）への主体的アクセスを可能にする

オンラインアーカイブ」の提供，すなわち公

共放送アーカイブの「記憶機関」としての機

能によってより強化されると考えているので

ある。またその未来像を市民の主体的参加に

よる「ネットワーク型事業体」（Murdock）と

して構想している。

Agehは，その実現の意義について次のよ

うに説明している。

「こうしたことが実現可能になる世界では，

情報や知識を生みだしたり共有したりするた

めの共同のツールを手にした市民に対して，

政治的または商業的な狭あいな利己主義が影
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響力を及ぼすことは難しくなるだろう。人々

はテクノロジーの力を利用して，民主主義や

社会的正義，知識を発展させ，それによって

公共サービス機関を再活性化させるような能

力を手にしている。（中略）そのとき“記憶の

価値”とは，より深く現在を理解するために，

またそのことを通じてよりよい未来を作りだ

すために“記憶を活用することの価値”なの

である。」（T.Ageh, 2011）

Ⅴ おわりに

BBCやNHKを始めとする世界の公共放送

は，受信料や補助金などの公的な財源によっ

て運営されている。そうである以上，放送番

組と番組制作のプロセスにおいて収集された

り生み出されたりした資料は，市民に開かれ

た「公共財」としての側面を持つと考えられ

るべきである。無論，著作権処理や個人情報

等の問題がある以上，それらを無条件に公開

することは不可能である。しかし，公開可能

な放送番組や関連資料のデジタルアーカイブ

の構築を通じて，また相互に関連する公共的

な機関・組織の連携を通じて，これまでにな

い規模と深さを備えた「デジタル公共空間」

が生み出され，それを資源として展開される

ような新しい研究活動や社会的活動の可能性

が膨らんできていることは間違いない。

ただし，本稿でも検討してきたデジタル

アーカイブ時代を考えるうえでの幾つかの基

本的な概念，すなわち「デジタル公共空間」「知

の公共性」「記憶機関」などは，現時点ではあ

くまでも発展途上である。今後，これらを様々

な角度から検討しつつ，より現実的で，実践

的な理念や事業へと繋げていく必要がある。

情報技術，デジタル技術の飛躍的な発展が可

能にしつつある本格的なデジタルアーカイブ

時代に公共放送がどのように向き合っていく

のか。放送文化アーカイブ構想は，その答え

を探索するうえでの重要な試金石となるはず

である。

（よねくら りつ／いぶき じゅん）
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注：
1）17インチが24～25万円，14インチでも17～18

万円であり，平均的サラリーマンの手取りが月1

万5000～6000円，東京−大阪間の国鉄運賃が3

等で680円の時代にあっては，極めて高価なぜ

いたく品であった

2）NHK放送文化研究所の2012年6月全国個人視聴

率調査によると，一人あたりのテレビ視聴時間

は平均で1日3時間45分である。また，「日本人

とテレビ・2010」調査によると，2台以上のテレ

ビを所有している世帯が全体の74.4%となって

いる。西久美子，執行文子ほか（2012），諸藤絵美，

平田明裕ほか（2010）参照

3）例えば，一般財団法人デジタル文化財創出機構

「『文化情報の整備と活用』提言　第一次案」（2012

年2月2日）参照

4）MLA連携とデジタルネットワーク社会のあり

方，デジタルアーカイブの構築・連携に関する

技術の標準化等について議論することを目的に

総務省によって組織された研究会で，国立国会

図書館や国立歴史民俗博物館，国立情報学研究

所，慶応大学メディアセンター等の専門家，関

係者で構成

5）同アーカイブス設立趣意書から（http:/311archives.

jp/）

6）「集合的記憶」はフランスの社会学者Ｍ・アル

ヴァックス（1877-1945）の提唱した概念。「人々

が日常的に所属する社会集団に固有の記憶。集

合的記憶は過去を再構成し，主体的に現前させ

る動的な機能において把握される。」（三浦耕吉

郎，1993）参照

7）以下，「NHKアーカイブス」についての記述は

NHK編（2012）を参照

8）大河ドラマの歴史と映像の保存状況等について

は鈴木嘉一（2011）を参照

9）INAについては，エマニュエル・オーグ，西兼

志訳（2007），長井暁（2008）。なお，2011年5月，

国立国会図書館と文化庁は，放送番組の脚本，

台本，音楽関係資料，マンガ，アニメ，ゲーム

等の収集・保存・活用において連携を図る協定

を結んだ（＝「我が国の貴重な資料の次世代への

確実な継承に関する協定」）。これは国会図書館

と美術館，博物館がこれまでに収集・保存して

きた出版物，美術品，歴史，芸術，民俗等に関

する資料以外に，放送を含むメディア関連資料

も「我が国の歴史や文化等の正しい理解のために

欠くことのできない貴重なものであり，将来の

創造的活動の基礎をなすもの」，「ひとたび消失

すると再び入手することは不可能」なものである

ため，公的な保存・収集の対象に含むべきだと

したもので，遅ればせながらとはいえ注目され

る動きである

10）同トライアル研究については，阿部康彦（2011）

および同研究のHPを参照

11）BBCの文書資料はThe Written Archive という

文書館に1922年から現在までの番組，制作関係

資料，広報資料，経営・契約関係文書等が大量

に保存されている。デジタル化は必要なものか

ら徐々に進めている段階。認可を受けた学術研

究者や書籍の著者，商業目的の使用者に対して

だけ，公開されている

12）下記のBBCブログ参照 http://www.bbc.co.uk/

blogs/bbcinternet/2011/10/digital_public_

space_idea.html. B. Thompson

13）同様の議論は，アメリカの社会学者B. Dornfeld

（2002）もアメリカの公共放送をめぐる文脈に関

して展開している

14）BBC Archive Developmentの担当者Bill.Thompson

氏への筆者によるインタビュー（2011年11月）

から
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