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にINAは，アーカイブというものの役割を
自覚することで，学界・オーディオビジュア
ル産業界に視聴覚アーカイブの新たな価値を
見出させ，アーカイブの新たな役割を創出し
たのか? 意欲的で革新的な事業や研究分野の
ための基盤は，どのように整備されているの
か? 日本のアーカイブ状況を考えるための貴
重な先行的な事例の一つとして，フランスの
アーカイブの実績と役割を紹介したい。

 I. INAの任務 : 2 種類のコレクション

INAは，フランスの公共テレビ放送組織
（ORTF）の一業務部門を基に，1974年に成
立した（事業開始は1975年1月6日）。この年，
ORTFは業務分野ごとに分割されて，7つの
専門的公共企業―TF1，Antenne 2，FR3，
Radio France，SFP，Télévision de France，
INA―となった。

INAに与えられた業務や使命は多様だが，
大きく2種類に分けられる。第1は，放送番
組を文化遺産として長期的に保存し，それを
利用する業務。INAはこの業務を納品義務
法にもとづいて実施し，文化・教育機関や
研究者に資料を公開している。テレビ・ラジ
オ番組の法定納品による資料管理と活用は，
INA内にあるINAthèqueの役割である。第2

 はじめに

フランスのテレビには，「Enfants de la Télé」
（テレビの子供達）という人気番組がある。30%
以上の視聴率を獲得することもあるTF1の名
番組である。放送スタジオで出演する有名人
に，彼ら自身が昔に出演した映像を見せる。
懐かしい，時に恥ずかしい映像に有名人が
どう反応するかを，視聴者に伝えるのだ。こ
の番組では顕著だが，他の番組でも日常的に

「INA」という小さな印がついた過去の資料映
像が多く見られる。

INA（Institut National de l'Audiovisuel，
国立視聴覚研究所）とは，フランスの視聴覚
アーカイブ・センターであり，世界でも最
大規模のデジタル映像データバンクである。
INAはフランスのテレビ・ラジオ番組を収
集・保護・デジタル化・復元し，そのアーカ
イブからの配給も行っている。対象は，過去
60年間のラジオ番組と，50年間のテレビ番
組である。INAは，ラジオ・テレビ番組で
合計300万時間の収蔵点数を誇る。今年4月
からはインターネットによる直接アクセスも
可能になって，フランスで最もアクセス数の
多いサイトの一つとなっている。

INAは，いかにして世界最大規模のアー
カイブを持つようになったのか? どのよう

　　　世界最大規模の放送番組
　　　デジタル・アーカイブ
　　　  ～フランス INAと INAthèque の実績～

ロドリグ・マイヤール（国際放送局）
（Rodrigue MAILLARD）

調査研究ノート
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は，テレビ放送会社へサービスを提供する業
務。商用アーカイブの活用は，INA本体が
実施している。この業務は，要求に応じて，
保存資料を放送のために再利用することを目
的とする。これら2種類の業務・使命に応じ
て，「法定納品テレビ・ラジオ番組」と「商用
アーカイブ」という2つのコレクションを収
集，保存・活用することになる。
■ INAthèque :「法定納品のアーカイブ」

1992年6月20日に放送番組の納品義務「Le 
Dépôt Légal de la télévision et de la Radio」
に関する法律が制定され，1993年12月31日
付で実施令が施行されたのを受けて，INA
内の主要部門であるINAthèqueは，国内で
放送されるテレビ・ラジオ番組をすべて記録
し，それらを研究に役立てる業務を行ってい
る。納品義務法によってINAthèqueへ納入
されているのは，
・1994 年 1 月～ すべてのラジオ公共放送
・1995 年 1 月～ 国内すべてのテレビ放送
・2002 年 1 月～ ケーブル TV と衛星放送の

番組，一部の商業放送のラジオ番組

である。
つまり1995年以後，フランス国内の殆どの

テレビおよびラジオ局は，全番組をINAthèque
に納入している。それらの資料は2005年にお
いて計165万時間を数えている（ラジオ95万時
間，テレビ70万時間）。また，INAthèqueは，
その納品義務法によって収集された資料の他
に，1995年以前を対象とするINAの「商用アー
カイブ」資料（後述）も使えるので，合計300万
時間以上のテレビ・ラジオ番組を収集している。

ただし，納品義務法に基づいてINAが保
存した番組は，商業的な利用を禁じられてお
り，新国立図書館内に置かれたINAthèque
で研究目的に限定して公開されている。
■ INA :「商用アーカイブ」

INAは，納品義務法が施行される1995年
以前に放送された，テレビ・ラジオ番組の権
利を持っている。その資料は，INA所蔵資
料の商業的利用を目的としたインターネット
のデータバンクINAmédiaで扱っている。

1945年以後，INAの事業者向けアーカイブ
は，国営の無線ラジオ・テレビチャンネルか

図1　INAの主要な任務：2 種類のコレクションの収集と保存
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ら日々供給される番組によって構築されてき
た（1974，1982，1986，2000年の各法による）。
2005年末までに計135万時間分を保有している

（ラジオ番組70万時間，テレビ番組65万時間）。
INAは番組を収集するだけでなく，フラ

ンスの視聴覚文化遺産を物理的に保護する
仕事も義務付けられている。INAのラジオ・
テレビ番組アーカイブの80%が今後20年の
うちに，メディアの寿命が原因で使用不能
になると危惧されている。ビデオのベース素
材は約5年，フィルムやラジオは約10年の寿
命と推定される。そこでINAは全アーカイ
ブのデジタル化を決定したのだ。1999年に
INAは，遠大な「保護・デジタル化計画」（PSN: 
Plan de Sauvegarde et de Numérisation）を
立ち上げた。既に25万時間分以上のラジオ・
テレビ番組の保護・デジタル化を実現した。

INAは保存資料をデジタル化し，既に150
以上のテーマ別（政治・歴史・社会・文化・
娯楽・スポーツ・人物等の区分）に分類する
膨大な作業にあたっており，フランス国内外
の映像・音響事業者が資料を容易に入手でき
るようにしてきた。

2004年2月から，INAはインターネット・サ
イトwww.inamedia.comにおいて，事業者向け
サービスを提供している。このサイトINAmédia
は世界初の，オンライン閲覧可能なデジタル視
聴覚資料データバンクで，25万時間のテレビ番
組と，200万本の記録映像を公開している。

 II.アーカイブを支える制度と予算

■法定納品制度 : Le dépôt légal

本などの資料を国に納品するよう義務付け
る法律は，1537年フランソワ1世が発布した「モ

ンペリエの勅令」まで歴史を遡る。この勅令は，
いかなる本も，まず王城の図書室に1冊献上し
たうえでなければ販売するのを禁じていた。こ
れによって法定納本制度の原則が生まれ，国
家が出版物をコレクションとして整備・保管す
ることを目指し始めた。一方，法定納品は調
査のためにも用いられ，時には検閲の手段に
さえなった。ナポレオンは1810年，フランス
の法定納本法を改訂し，納本を警察庁へ送ら
せることで報道の監視を容易にしようとした。

音声や映像の記録は，国の文化財・国家遺
産として収集・記録・保存され，研究に供さ
れるべきだと考えられ，放送番組もまた，ラ
ジオ・テレビを問わず，法定納品の対象とさ
れる。フランソワ1世時代に始まった法定納
本制度は1925年，写真・レコード・映画に
も適用されたのを経て，1992年6月20日制定
の法律によってINAがラジオ・テレビ番組の
法定納品（著作権）を確保し，同年1月1日設
立されたINAthèqueにおいて国営ラジオ局

（ラジオ・フランス）と国営テレビ局から法定
納品される番組を管理する任務を与えられる
に至った。以来，1995年以後の殆どのテレビ・
ラジオ番組が保存されることになった。納品
義務法は，INAthèqueの保存システムを可能
にする法的枠組みとして機能しており，フラ
ンスを他国に先んじる発展に導いた。
■目標と手法の条約 : COM（Contrat d'Objectifs et de Moyens）

フランス政府が全般的な法律の制定を行
い，その規制や経済面の枠組みに従ってINA
が使命を果たせるようにした。政府は政府代
表者や議員をINAの理事会に出席させたり，
国会での議題に挙げたり調査・報告をするこ
とで，INAの活動を監督している。

しかし，INAは，ただ単にフランス政
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府の下で運営されているのではない。INA
は， 商 工 業 に 関 与 す る 公 営 団 体（EPIC: 
Etablissement Public à caractère Industriel 
et Commercial）であり，公共ベンチャーと
して初めて，事業目的と利用可能な手段を定
めた契約を政府と締結した。この種の契約
はCOM（Contrat d'Objectifs et de Moyens，
目標と手法の条約）と呼ばれている。この制
度は，公共放送機関の戦略的方向づけをする
ものであり，このCOM契約によって各機関
はそれぞれの役割に合わせた，明確な目標を
定められる。

INA─政府間の最初のCOMは，2000～03
年度間を対象とした。当該期間の終わりに，
政府はINAが契約を遵守し，とりわけデジ
タル技術を用いた保護や資料への適切な価値
設定，フランスの視聴覚遺産の普及などを進
めたことを認めた。

第2期 のINA─ 政 府 間COMは2005年11
月に締結され，2005～09年度を対象期間と
している。第2期COMの契約には，INA所
蔵資料を最大限に活用すること，そのために
事業者向けの回線システム（INAmédia）を整
備することや，特にアーカイブ保護のための
デジタル化計画（PSN）の促進が掲げられて
いる。また，第2期COMによるINAの「約
束」としては，所蔵資料のデジタル化をさら
に進めることで2009年には現在録音録画し
ている41チャンネルを100チャンネルにまで
増やすこと，INAmédiaを発展させると同時
に別途ネット上でも一般公開を実現するこ
と，メディアのプロフェッショナルを育成す
るINA附属学校を開設すること，等がある。

INA所蔵資料のデジタル化については，
第2期COMによって年間5万時間から7万時

間分へのデジタル化作業増加を目標に，2009
年末には所蔵資料の52%である43万時間，
2015年には100%の83万5千時間のデジタル
化を「約束」している。

一般公開という課題においては，既に
2006年4月27日からina.frのサイトを開設
し，映像資料10万本（約1万時間分）にイン
ターネットを通じて直接アクセス可能になっ
た（ina.frについては詳細後述）。
■ INAの予算

INAの予算の約3分の2（67%）に上る7,270
万ユーロは，フランス国内で徴収する放送受
信料から得ている。しかし，その割合は全受
信料のうち僅か2.8%で，公共放送機関の中
では最も少ない割合である。

残り3分の1は，INAが権利を保有する映
像・音声資料の貸出サイトINAmédiaの利益
や，関連事業による利益である。また，法定
納品制度などの保存技術のノウハウを用い
て，外国のテレビ局から保存を受託する事業
でも収益を得ている。1988年以来，INAの
収支は黒字であり，2004年には110万ユーロ
の利益を計上している。INAは公益事業体
でありながら，その民間事業部門から，フラ
ンスにおける映像・音声関連の公共サービス
機関のうち最大の利益を上げている。

INAの予算は，第1期COMでは殆ど増加し
ていなかったが（1999年1億ユーロ，2004年1
億300万ユーロ），第2期COMでは2005～09
年に2,100万ユーロを追加し，合計1億2,400
万ユーロに予算が増やされる。これは第2期
COMに沿って，支出の増加が2005～09年度
に22.6%，1年あたりでは4.5%上昇したことを
受けている。予算増額の理由は，INA所蔵資
料のデジタル化を実現するためである。2015
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年までに，永久に消失する危機に瀕したすべ
てのアーカイブ資料（83万5千時間）に保存処
置が施されねばならない。1時間のフィルムの
デジタル化経費はおよそ4千ユーロ，ビデオで
は3百ユーロである。この保護・デジタル化計
画（PSN）の総予算は，2億ユーロである。

 III. 映像・資料館 INAthèque（イナテーク）について

■ INAthèque 閲覧方法に至る経緯

INAthèqueでは，国家的に保管する資料目
録を作成・配布し，資料を一般に公開して研
究目的に供する事業を行っている。納品義務
法によって，INAthèqueはラジオ・テレビで放
送された音声アーカイブと視聴覚資料の収集・
保存を担うことになった。しかし，この法律に
より，資料保存の役割だけでは十分でなく，研
究目的での活用を図る役割も求められるように
なった。発足後間もない1993年，INAthèque
上層部の決定でアトリエ（ワークショップ）が開
催され，資料調査や工学技術の専門家，大学
所属の研究者，哲学者など様々な分野の有識
者が集められた。目的は研究向けに情報を収
集したり取り扱う手段をいかに構築していくか
を，共同で考察することであった。取り扱う課
題は，四つのアトリエで分担された。
・アトリエ 1：ラジオとテレビの資料を説明

するデータベースの内容・構成・管理
・アトリエ 2：説明資料の細かい註釈の内容
・アトリエ 3：視聴覚ワークステーション

SLAV（Station de Lecture Audiovisuelle）
のコンテンツとシステムの開発

・アトリエ 4：法定納品のアーカイブ，商用アー
カイブのそれぞれのベースの活用の表現

　各アトリエは，20 人ほどで構成され，1994

年 1 月から 95 年 11 月までに月 1 回以上の
ペースで集まった。その後も，システムの
検討を継続し，INAthèque の幹部 1 名と外
部研究員 2 名のコーディネートによって，イ
ンター・アトリエと呼ばれる月例の合同勉強
会が開かれた。その結果は，月次報告書に
まとめて，関係者全員に配った。アトリエの
主査を務めたのは，政府や INA の上層部で
はなく，現在のフランス哲学を代表する哲
学者の一人，ベルナール・スティグレール

（Bernard STIEGLER）であった。この体制は，
INAthèque の実績に貢献したに違いない。

アトリエでの議論に2年を費やした後，検
証用の施設として，パリのピエール・サバ・
センター（Centre Pierre Sabbagh）内の一
室に15の実験的な視聴覚閲覧ステーション
が開設された。1998年10月，検証を終えた
INAthèqueはフランス国立図書館（フランソ
ワ・ミッテラン図書館）内に移転し，63の視
聴覚閲覧ステーションを開設した。これによ
り研究者や教師，学生が，フランスのラジオ・
テレビの法定納品アーカイブを閲覧できるよ
うになった。パリ第3大学CEISME代表のフ
ランソワ・ジョスト（François Jost）教授に
よると，ここまでの過程には1992年から95
年まで3年間もかかったが，一連のアトリエ
は「研究目的での使用に即した，申し分ない
手法」の開発に成功したのである。

現時点では，5,000人強の利用者が正式に
登録されている。そのうち，テレビ・ラジ
オ関連領域の学術研究者は，400の大学に所
属する2,300人。割合で見ると，全利用者の
63%は大学院生（博士および修士課程）。21%
は学術研究者以外の，放送に関係する専門職
従事者である。
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番組を視聴できる利用者は，基本的に修士
レベル以上に限定されているが，テレビと関
連する研究をしていれば，利用許可を与え
られる。利用許可を得るためには，面接を
受ける。1995年以来，利用許可を得た者は1
万人以上に上る。うち8%は外国人の研究者
で，20%はパリ以外の地方から来た研究者等
である。2000年から2004年までの4年間で
INAthèqueの利用頻度は2倍に増加し，2000
年の46,893利用セッション（時間）が2004年
には98,405利用セッションになった。

■ INAthèque を訪ねる

実際にINAthèqueを訪ね，何が，どのよう
に利用できるのか体験してみた。INAthèque
の利用を申請するには，まず，基本的に修士
レベル以上であることと，テレビやラジオ等
メディアに関する具体的な研究プロジェクト
を証明しなければならない（指導教官の推薦
状などが必要）。最終的には，フランス国立
図書館を訪ねて，2回の面接を受ける。1回目
は，INAthèqueのドキュメンタリスト（資料
管理官）から，自分の研究プロジェクト趣旨と，

INAthèque利用の必要性について質問があ
る。この面接は同時に，新規の訪問者に対し
て，INAthèqueのシステムや利用方法の細部
に注意を喚起するものである（例えば，1995
年以前の番組についてはすべてを閲覧可能で
はないことを理解してもらう等）。2回目は，
フランス国立図書館のドキュメンタリストに
よる面接である。これは，INAthèqueが国立
図書館の中にあるために，許可を得た場合は，
必要に応じてINAthèque以外にも国立図書館
の資料を利用できるからである。

許可を得て，写真付きIDカードを受
け取れば，やっと入館できるが，初めて
INAthèqueを訪ねた研究者の第一印象は「資
料のエルドラド」に分け入った気持ちで，資
料の膨大さに圧倒されることになる。一度も
使われたことのない数千件のソースを目前に
するのは，研究者にとって夢のような話であ
るのはいうまでもない。一方，選択できる資
料があまりにも多いので，その選択は予想以
上に困難である。例えば，利用可能な所蔵資
料には，ばらつきがある。資料の分類が，各
時代で異なってきた経緯ゆえだ。そのため，
70名も在籍するドキュメンタリストから，1
回目の利用時に細かい案内を受け，その後も
サポートを受けることができる。

1995年以来すべてのラジオ・テレビ放送番

図 2　利用者の割合
人類学 1％
科学 1％

歴史 20％

文学 11％

メディアコミュニケーション 23％

政治，法律 9％

社会学 6％

言語学 4％
芸術，音楽 9％

経済，経営 3％
哲学，心理学 3％
記号学など 2％

建築学 2％

オーディオビジュアル，
映画 7％

分野別の
利用者

教員 1％

学生 63％放送業者 21％

研究員 11％
個人研究 4％

職業別の
利用者
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組が，コマーシャル（予告編，番組宣伝，番
組内の広告場面等）やビデオクリップも含め，
INAthèqueのデータベースにある。各局のタ
イムテーブルなどの番組関連資料も保管され
ている。全番組は放送から3ヶ月以内にコピー
して資料化され，INAthèqueの所蔵品として
閲覧することができる。データベースには，資
料館で閲覧可能な文字資料もリストアップさ
れており，放送局から寄贈されたり，資料館
が収集したモノグラフ，雑誌や書類等がある。
■視聴覚ワークステーションSLAV
  （Station de Lecture Audiovisuelle）

INAthèqueが独自に開発した視聴覚ワー
クステーションSLAVを使えば，INAthèque

（法定納品資料）とINA（商業利用資料）の
データベースを検索したり，番組を視聴する
他，番組を質量的に分析することもできる。
INAthèqueには60を超えるSLAVがある。

SLAVはマルチメディア調査分析システ
ムで，1台のコンピュータで3つの目的の
インターフェース―①INAのデータベー
スの検索:Hyperbase，②研究に必要な番
組データの集積（コーパス）の記録と管理:

MédiaCorpus，③番組の鑑賞と自動分析の
ツール:Médiascope，を使用できる。

Hyperbaseは，INAのデータベースを概観
するためのソフトだ。資料の説明文に書かれ
た言葉に，検索する語が一致すれば，必要な
番組を選択できる。放送日時，局，タイトル，キー
ワードだけではなく，テーマや分野などでも細
かくリサーチできる。横断検索も可能である。

MédiaCorpusと呼ばれるソフトでは，研究対
象になる番組のコーパス（Corpus，コンピュー
タで検索可能な言語データの集積）を作って，
INAthèque内のパソコンで記録と保存ができ
る。これはSLAVの大きな特徴である。

選んだ番組のコーパスのデータを元に，自動
的に計算・図表作成ができる機能も便利である。

Médiascopeは，番組を分析するためのマ
ルチメディア・ツールだ。見たい番組を再生
しながら，その画面上に，番組全体のカット
割りとタイムコードが並ぶ。各カットやタイ
ムコードの長さも自由に選択できる。各カッ
トの画像をクリックすれば，元データのフォー
マットがデジタル（CD-ROM，DVD）かアナ
ログ（VHS）かを問わず，自由に閲覧できる。
また，分析したい場面の画像をイマジェット

（小さなイメージ）形式に保存でき，同時にそ
の右側に分析コメントを書くこともできる。

番組はINAthèqueの外へ持ち出せないが，
研究目的のイマジェットならCD-Rに保存し
て持ち出せる。適切な分量で，研究目標に合

図 3　SLAVのマルチメディア調査分析システム

①Hyperbase ：INAのデータベースの検索
②MédiaCorpus：研究に必要な番組データの集積（コーパス）の記録と管理

③Médiascope：番組の鑑賞と自動分析のツール
利用者フォルダ
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うコーパスを作るのは，INAthèqueを訪れ
る研究者にとって欠かせない作業である。

■ INAthèque を支える技術の対応の柔軟さ

INAthèqueを支える技術システムでは，
プロ仕様ではなく，民生用DVD技術を使っ
ている。INAthèque代表のジャン=ミッシェ
ル・ローズ（Jean-Michel RHODES）によれば，
この選択により，急激な技術発達への適応と
管理システムのコストダウンに繋がったとい
う。ローズの話では，使いたい保存再生方式
素材ベース（DVDなど）の値段が下がるタイ
ミングに，簡単に切り替えられるよう心がけ
ているそうだ。民生用技術フォーマットの選
択やコスト意識にもとづく柔軟な対応，資料
管理の専門家と共に技術系の専門家を参加さ
せたシステムも，INAthèqueの実績に大き
く貢献したと考えられる。
■利用に残る課題

元々 INAの資料は，ラジオやテレビ業界
に携わる制作者向けに分類されていたが，
1992年以後は研究者や教員向けのサービス
を取り入れた。そこで，法定納品以前のバラ

番組のカット表

イマジェット（選択した映像）

研究用のコメントを記入

番組再生画面（パリの観光番組）再生バー

図 4　Médiascope の画面

図 5　コーパスから自動的に計算・図表を作成

コーパス
（INAにおける
情報番組（一部））

年数とコーパスをクロスした図表
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バラの資料と法制定後の資料が，異なる層の
ように存在している。システマティックに分
類・管理されているのは，法定納品番組だけ
で，1995年以前の番組のすべてが所蔵され
ているわけではないので，1995年以前の番
組を対象にした研究は，困難な場合もある。
法定納品（1995年以降）と「INA資料」（1995
年以前）という資料の基盤の不均一によって
当然，研究者が混乱しうる。

また，ドキュメンタリスト（資料管理官）が
作成して資料に付してきた細かい註釈（番組の
紹介文）は，研究の大きな手がかりになるのだ
が，インデックスとしての表記法や，それを資
料の取り扱い時にどう用いるかは，ドキュメン
タリストの間でも，意見が完全には一致してい
ない場合がある。ドキュメンタリストの判断で，
資料の管理方法が変わることもある。残る課
題を解決するために，今でもアトリエが開催さ
れ，実際に利用者に接した様々な分野の専門
家とドキュメンタリストたちは，情報を取り扱
う手段をいかに構築していくかを議論し，常に
システムの改良に努めている。

また現在では，パリのINAthèqueでしか
閲覧できないことから，地方との格差が課題
として残っている。そのことから2009年を
目標にINAは，フランス全国の6 ヶ所に新
センターを開設する予定である。
■ INAthèque とフランスの放送研究の発展

フランスにおけるテレビ・ラジオの研究は，
INAthèqueの設立によって大きく発展したと
いわれる。ジョスト教授によると，過去10年
間のINAthèqueの活動によって放送研究にも
たらされた変化は，以下のようなものである。
①テレビの理論的な研究 :

研究対象の大きなコーパスを分析できるよ

うになったことから映像の理論的な研究が可
能となった。テレビコンテンツ分析に必要な
論理的な理念も作られてきた。
・番組，ジャンル，サブジャンルの多様性
・「テレビ」の形成過程における視聴者の役割
・テレビによる解説や教育の方法
などを個別の番組で確認し，それらが明らか
にするテレビ自体の特質を研究できるように
なった。
②歴史的な研究 :

ド・ゴール時代のテレビや70年代のテレ
ビ番組研究など，膨大な番組の映像資料を扱
えることで，歴史的な研究が可能になった。
歴史を専門とする研究者は，INAthèqueの
利用者の20%を占め，コミュニケーション
を専門にする研究者に続いて2番目に多い。
特定テーマ，例えば女性，家族，移民族など
から読み解く研究も行われている。
③番組ジャンルの研究 :

20年程前に比べて，ドラマ（「Dallas」のシリー
ズなど）やニュースだけでなく，バラエティー，
ゲーム，リアリティー・ショーなどを含むすべ
ての放送番組が研究対象とされるようになっ
た。パリ第3大学において1995年，音声や映
像番組コンテンツを研究する研究所CEISME

（Centre d'études sur les images et les sons 
médiatiques）が設置されたが，今年のこの

図 6　INAthèqueを利用したテレビに関する博士論文の数

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005（年）

51（本）
67 77 88

117

190
164

201
188

207
233 224
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CEISMEの年間の特定研究プロジェクトでは，
「お笑い番組」を対象テーマにしている。

INAthèqueができたことによる最大の成
果は，放送番組の研究が正式な分野として認
められ始めたことである。放送番組の研究課
程は，いまだ文学のようには大学に存在しな
いにもかかわらず，多くの学生が卒業論文や
修士・博士論文のテーマにテレビのコンテン
ツ分析を選ぶようになった。INAthèqueを
利用し，テレビについて書かれた大学院博
士論文は1,800本を超えている。また，テレ
ビやラジオの研究を発展させるために，毎年
INAthèque賞（Les Prix de l' INAthèque）が，
優れた論文に与えられる（研究賞の賞金4千
ユーロ〈60万円〉，奨励賞2千ユーロ）。ジョ
スト教授によれば，他分野と比較して，テレ
ビを対象とする研究の評価は多少低いが，メ
ディアの中では確実に認められるようになり，
社会学者が時代の動きに対して発言するよう
に，テレビの研究者もそれなりの位置を社会
に認められ始めたと言う。

 IV. INA資料の一般公開

■一般公開の開始

INAは2006年4月27日，ina.frという新し
いサイトを開設し，資料の一般公開を開始し
た。それまで，INAのアーカイブは専門家
や認証された人のみが閲覧可能であった。こ
の分野における革命的な瞬間である。

INAおよびINAthèqueの設立以来，INAが
所蔵する資料の一般公開が，課題とされてき
た。今まで一般公開できなかった理由は，豊富
なデータゆえに巨大な記憶容量が必要という技
術的な問題と同時に，資料に関する権利の問題

もあった。コンピュータ技術の発達によって，
視聴覚アーカイブをネットで配信することが可
能になる一方，INAは2005年度に種々の分野
における権利所有者と折衝し，アーカイブの一
部に広く一般からアクセスできるようにした。

「みんなのアーカイブ」と呼ばれるこの一
般公開事業によって，ADSLを持つ家庭な
ら，10万本におよぶ映像資料（約1万時間分）
を直接インターネットで見られるようになっ
た。うち5千時間はテーマ別テレビ番組（情
報番組，スポーツ，バラエティーなど），3
千時間は30年間にわたるニュース報道，500
時間は歴史などの過去を伝えてきた資料であ
る。番組の例としては，ルポルタージュ（フ
ランスの選挙など），人気ドラマ（Papa Poule
など），スタジオ番組（Apostropheなど），
情報番組（Cinq colonnes à la Une，A bout 
portantなど）。INA独自企画の番組も公開さ
れた。1千時間分以上のラジオ番組も公開さ
れ，300時間の人気ラジオ番組（Radioscopie），
700時間のニュース，100時間のクラシック
音楽，音楽研究グループGRM（Groupe de 
Recherches Musicales）による500時間のラジ
オ番組も公開された。今年から，復元とデジ
タル化の対象を，毎年5千時間分，およそ5
万番組ずつ増やす方針である。

ina.frの開設予算は，70万ユーロ（1億5百万

「視聴可能な 10 万本のテレビ・ラジオ番組…
これは，始まりにすぎない」
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円）である。INAの内部スタッフ12名で開発を
行った。キーワードで検索する方法やテーマで
検索できる手法がある。INA代表エマニュエ
ル・ウーグ（Emmanuel Hoog）によれば，ina.
frの一般公開の目標は，Google vidéoのように
資料映像を多く検索できることだけではない。
ina.frを通して，文化財産としても，商業的な
財産としても，資料の価値を上げようとしてい
るのだと言う。サイト上で選択すると，時代を
反映した項目「A la une（注目）」や，「Explorer

（探検）」等のテーマ別に番組を見られるコー
ナーがあったり，「Découvrir（発見）」のセク
ションから検索して自分の生まれた日のニュー
スを見るなど，様々な選択肢が用意されている。
セッションの中で選んだ番組をいくらでも見ら
れる「Zone Mémoire（記憶ゾーン）」など，便
利な機能も含まれている。公開用に選択された
番組の範疇だけでも，フランスの主要なテレビ
番組が多く見られる。時代を代表する番組（Les 
Shadoks，Les Rois Maudits，Age tendre et 
Tête de bois），歴史的事件（ベルリンの壁崩壊，
1968年の5月革命，月面初着陸など），フラン
ス国民にとって忘れがたい有名人（サルバドー
ル・ダリ，ジャン=リュック・ゴダール，クロー
ド・フランソワ）などのコンテンツがある。

サイトで閲覧できる資料の80％は無料であ
る。残りの20%が有料で，最初の10分は無料
だが，それ以上に番組を見たい場合は購入す
るか，「レンタル」する選択ができる。いずれ
の選択でも，料金設定は安い。特に，「レンタ
ル」は，購入前に安い金額で番組を48時間の
み視聴できるシステムだ。10～30分の番組は
1ユーロ（150円），30分超のフィクションやバ
ラエティー番組は2ユーロ～3ユーロ（300円
～450円）である。購入して初めて，自分のパ

ソコンのハード・ディスクの中に資料の保存
が可能となる。精算はクレジットカードやプ
リペイドカードでできる。

コンテンツに関しては，スポーツ番組がまだ
少なすぎるというユーザーの批判がある。こ
れはスポーツの放映権利料が高いため，1番組
12ユーロ（1,800円）以上を要求しないina.frの
サイトでは採算が合わずに公開できない資料
が多いのだ。基本的な利用システムへの批判
として，なぜ既にテレビ受信料を払っているに
もかかわらず，さらに1～12ユーロを支払わな
ければならないのかという意見もある。

しかしina.fr開設は，予測以上の大成功
だったと言える。ina.frは現在，フランスで
最もアクセス数の多いサイトの一つである。
■一般公開を可能にした権利交渉

法定納品開始後に行われた1996年11月22
日の権利団体との総合交渉条約（Protocole 
d'accord général）に 続 き，2005年6月16日
に2件の権利交渉が終了し，INAはインター
ネットによるアーカイブの普及を可能にし
た。1番目の交渉相手は，視聴覚作品の作者
達を代表する，フランスの三大著作権保持者
団体（SCAM，SACD，SACEM）である。2

表1　ina.fr 料金表

10 分以内 10 ～ 30 分 30 分以上
カテゴリー1 ニュース/ 情報番組

10 分以内
の番組は

レンタル対応
しない

150円 225円
カテゴリー2

ドキュメンタリー
定期番組

カテゴリー3

バラエティー

225円 300/450 円
フィクション
スポーツ
シネマ

【レンタル料金】

10 分以内 10 ～ 30 分 30 分以上
カテゴリー1 ニュース/ 情報番組 150円

450円 600円
カテゴリー2

ドキュメンタリー

225円

定期番組

カテゴリー3

バラエティー

600円 900/1,800 円
フィクション
スポーツ
シネマ

【ダウンロード料金】

1 ユーロ =150 円で換算
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番目の相手は，テレビ界で働くパフォーマー
やタレントのための団体である。

第2期COM（2005～09年）の期間において，
INAは上記の著作権保持者団体に謝礼金を
支払うことで，アーカイブを普及する権利を
所有できた。交渉の結果，INAはアーカイブ
中の私有（民間の個人を代表する団体が権利
を保有する）プログラムを活用するにあたり，
ina.frから発生する利益総額の46%相当額を
権利保持者に支払うことになった。その代わ
りに報告や事前の許可を得なくても，団体が
管理している権利の資料を利用できる。

同時にINAは，ina.frから基本的に利益を
得ないと約束した。権利団体にまとめて支払
いをした残りの54%のうち，22%はina.frの
運用に必要な経費（付加価値税等の税金，通
信代など）にあてられ，32%は資料のデジタ
ル化と復元に利用される。

INA国際部のステファニー・ラブルデイン・
ゴベール（Stéphanie Rabourdin Godbert）に
よると，交渉成立を可能にした理由は2つあ
る。まず，ina.frの利益から権利使用料をま
とめて支払う点で，INAは権利者を代表す
る団体にina.frの総合利益46%の配分を任せ
たので「著作権団体の顔を立てた」。ゴベー
ルの話では，ina.frが短期間に成功を収めた
ことで，これまで著作権団体に入っていな
かった個人も，自分の資料を載せたいからと
急いで団体に入会した事例さえ見られたと言
う。2番目の理由として，この交渉結果の有
効期間は第2期COMの2005～09年に限定さ
れており，2009年になれば再交渉できるた
めに，団体も安心して賛同できたことが挙げ
られる。

加えて，ina.frはアーカイブ保存に2つの

仕組みを用いている。第1に，個々のイメー
ジには見えない情報が「刻印」され，万一違
法に利用された場合にもINAがその出所を
トラッキングすることが可能である。第2は
DRMシステムであり，オンラインで配布さ
れる電子著作権の取り扱いを確実なものに
し，正式な所有者を保護する。このシステ
ムでファイルが暗号化され，個人固有の識別
コードによってのみ番組が視聴できる。

しかし，すべてが円滑に進んだわけではな
い。比較的少ない事例ではあるが，団体に所
属していない権利者の許可なしでは番組をサ
イトに掲載できないのが原則である。テレビ
局などと曖昧な契約を結んだ個人（アーチス
トや演出家など）のケースで，権利を得るた
めの交渉が残っている。テレビやラジオ局に
勤めているジャーナリスト組合SNJ-CGTの
要望により，ニュース番組の一部の権利につ
いても，SNJ-CGTとINAの間で交渉が行わ
れている。スポーツ・イベントにおける権利
の問題も，まだ完全に解決していない。権利
の問題に関して，INAは慎重な態度をとっ
ており，権利状況が明確ではない場合，番組
をサイトに載せることを見送っている。

INAの基本的アプローチの特徴は，時代
を追うにつれ複雑になった権利条約や権利関
係の中でも，単純な原則を追求することであ
るが，このことが予想以上に大きな成果をも
たらしたのは，非常に興味深い。

 おわりに

2006年の法制定により，フランスでは，資料
の納品義務「Le Dépôt Légal」に関する法律が
Webページにまで広がることになった。Web
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空間には現代人の思考の結果が表出しており，
それこそまさに，国家の歴史的遺産の一部を成
すものだとの考え方からである。Webは音声
や映像を配布する新たな様式であるため，INA
は国立図書館と共同で，フランスのメディア関
連Webページの収集・保存プロジェクトの準
備をしている。そのドメインは限られた数のサ
イトのみ紹介するもので，フランス国内のサイ
トの10%前後になるが，その音声・映像を合わ
せたデータ量を見ると，全体のインターネット・
サイトのデータ量の半分近くにも上る。

INAの例は，日本のテレビ・ラジオ業界
に携わる我々にとっても刺激となるのではな
かろうか。フランスではすべての放送番組を
国民の財産として捉え，コマーシャルをも含
めてその保存を実施している状況があるのに
対して，日本では，『NHKアーカイブス』が
ようやく視聴者にも徐々に認知され始めてい
るとはいえ，放送番組を組織的に収集してい
る国家規模の機関は存在しない。国，権利者
団体，放送局などの当事者が一堂に会して，
文化保全のための新たな試みとして「アーカ
イブス」を考え，法制度の改正を含めて広い
観点から論議し，社会に開いた結論を得るこ
とが必要なのではないか。

最後に言及しておきたいのは，INA創設
の際の裏事情である。1974年5月14日にジ
スカール=デスタン大統領（当時）が発表し
た時点では，ORTFを業務分野ごとに分割す
ることによってできるはずの専門的公共企業
の数は「7つ」ではなかった。当初はINAを
除く6団体しか発表されず，その後INAとな
るORTFの資料の保存・研究・教育の役割
に関する部分は，法案の修正に際して付け加

えられ，初代INA代表ピエール・エマニュ
エルの言葉によれば，「偶然に誕生した」のだ。
しかし，INAは，22年間の奮闘を経て今日，
テレビ・ラジオ番組のアーカイブスを文化的，
経済的な資産として世に認識させる基盤を
築くことに成功した。INAについて語る時，
現INA代表エマニュエル・ウーグは，「もし
ルーブル美術館が，絵画史が始まった途端に
創設されたとしたら何が起きていたか，想像
できるだろうか? 」と言う。デジタル時代に
直面しているフランスでは，まさにこのよう
なことが起きている気がする。

INAは，アーカイブというものの役割を自覚
することで，学界やオーディオビジュアル産業
界に視聴覚アーカイブの新たな価値を見出さ
せた。意欲的で革新的な事業や研究分野のた
めの基盤を作ることによって，デジタル時代に
おけるアーカイブの新たな役割を創出してい
ると言っても過言ではない。日本においても，
新たな知識の形が成長し続けているこのデジ
タル化時代において，遅きに失しないうちに，
アーカイブス・システムの設立によって，放送
文化を保護育成する条件を整備することが急
がれるのである。        （ロドリグ・マイヤール）

参考文献
・www.ina.fr
・Les Ateliers de Recherches Méthodologique, 

L' Inathèque de France: Nouvelles ressources, 
nouveaux instruments pour la recherche, INA 1996

・L' INA, QUE SAIS-JE?, PUF（2006）
・Le Dépôt Légal de la Radio et de la Télévision, 

INA（1992）
・Revue de Presse: Contracts d' objectif et de moyens 

2005-2009, INA
・Introduction à l'Analyse de la télévision, JOST 2004
・Années 70 la télévision en Jeu, CNRS EDITIONS
（2005）

・Penser la télévision, Actes du colloque de Cerisy, 
NATHAN, INA（2005）


