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  1. はじめに

日本の放送事業は1925（大正14）年3月22
日，社団法人東京放送局が芝浦の仮放送所
から電波を送り出したのを嚆

こう

矢
し

とする。爾
じ

来
らい

，
放送は日本社会を支える大きな役割を果たし
続けてきた。13年後の2025年には放送開始
から100年を迎える。

本稿の目的は，過去に刊行された「放送史」
がどのように記述，編集されていたのかを分析
することを通じて，放送開始100年を機に刊行
が予想される新たな「放送史」制作の手がかり
を得ることである。

放送事業の当事者である日本放送協会は，
この87年間，数次にわたり「放送史」を作成し
てきた。
表1に掲げた「放送史」以外にも，放送関係，

技術関係，営業関係などの各部門，または各
放送局ごとに放送事業の歴史をまとめている
が，協会本部が総合的な見地から編集した「通
史」という位置付けでは，表1に掲げた6つの

「放送史」が挙げられる1）。
以下，第2節では，それぞれの「放送史」の

分量や内容，特徴などを概略する。第3節では，
「放送史」研究の隣接領域である「会社史」研
究に触れて「放送史」とは何かについて考察す
る。第4節では，歴代の「放送史」の変遷をさ
まざまな視点から振り返り，記載内容を具体的
に比較検討することによって，編集担当者たち
が記載内容をどのように変えてきたのか，何を
重視して「放送史」を編集してきたのかを見て
いく。そして第5節で，新たな「放送史」に要
求されるものは何かについて考察する。

  2. 分析対象：過去の 6 つの「放送史」

最初に6つの「放送史」それぞれの体裁や主
な内容などを概観しておく。
 東京放送局沿革史　（1928 年刊）

体裁はA5判で，巻頭言や目次に続いて52
ページを割いて写真が掲載されている。最初に
後藤新平総裁，岩原謙三理事長などの幹部の
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表 1　通史として刊行された放送史
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写真があり，仮放送所，愛宕山放送所の全景
や内部，それにスタジオでの音楽演奏やドラマ
の放送風景などを撮影した写真が続く。

本文は276ページ，「緒言」で「世界戦争の
終結を告ぐるや滔々たる勢を以て無線は米国に
勃興した」と第一次世界大戦後にアメリカで始
まったラジオ放送から筆を起こしている。

本文は「東京放送局の成立まで」「仮放送の
時代」「本放送の時代」「業務の諸方面」「聴取
者との関係」「業務の運用」「経理関係」「事業
の宣伝」「全国放送網計画と大電力計画の稟
請」「合同問題より解散まで」と章を分け，社団
法人東京放送局が設立された1924（大正13）
年11月から，東京，大阪，名古屋の3局の合同
の結果として東京放送局が消滅した1926（大
正15）年8月までの2年間の事業内容を中心に
記述している。

最後に，規約や定款などを掲載した「資料」，
国内の無線電信電話の発達史や大阪・名古屋
両局の略史などを掲載した「附録」がある。

放送開始から3年，「巻頭言」には「日本に
於ける放送史の先駆を為す重要な記録」とい
う表現が見られる。ラジオという「20世紀の大
発明」に対する社会の期待感が大きかったこと
が発刊につながったとも考えられる。

 日本放送協会史　（1939 年刊）
体裁はA5判，389ページで，1860年代に英

国人マックスウェルが電磁波の存在を方程式で
表した，物理学上の史実から書き起こしている。

第一篇「総説」で草創期の歴史を振り返り，
第二篇「組織の概要」では定款や役員など，さ
らに第三篇「設備の概要」では放送局の整備
状況や各放送局の出力などの説明が続く。

第四篇「事業の概要」に至ってようやく放送
の内容や放送時刻などの記述が登場する。近
年の「放送史」が比較的早い段階で放送内容
の記述を始め，放送内容についての記述量も
多いのに比べると非常に対照的である。

もう一つの特徴は，皇族による放送局訪問
の記録，「光栄録」が本文より先に掲載されて
いることである。昭和14年当時の日本放送協
会がどこを向いて放送を出していたのかを如実
に示している。

当時の小森七郎会長による「序」の中で「大
電力放送の開始，聴取加入数四百万突破に次
いで今また放送会館の落成を見るに至り，茲

ここ

に
放送事業も多年の懸案事項の重なるものを一
応完了したといつてもよい」と述べている。

開始から15年，放送事業の安定的発展が
見えた時期だからこそ「放送史」刊行を企画し
たと考えられる。往々にして，「産業の確立期
にはパイオニア企業の原始社史が刊行される」

（藤田誠久編，1990，14頁）のである。
 日本放送史（25 年史）　（1951 年刊）

体裁はA5判，本文は1,298ページで，『日本
放送協会史』に比べ900ページもの大幅増量と
なっている。『日本放送協会史』発刊からは太
平洋戦争を挟んで10年余り，戦争の終結によっ
て日本の社会全体が劇的な転換を経験したこと
を考慮すれば，当然である。
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・第一篇　放送の開始まで
は，19 世紀初頭からの電磁気にかかわる研究
や実験を専門書のように詳細に紹介している。

・第二篇　活発であった三局時代

・第三篇　日本放送協会の設立と
　　　　　　　　　　放送網の建設

・第四篇　放送網の拡充と強化する国家統制
と続き，

・第五篇　放送民主化の道
は，1950 年 4 月の放送法の成立，つまり5 月
末の社団法人日本放送協会の解散で筆を止め
ている。
「あとがき」で，「社団法人日本放送協会が

特殊法人に移行することが予測されるに至った
昭和二十三年六月，本書刊行のことが正式にき
められた」とあり，放送法制定が発刊の一つの
きっかけとなったようである。
 日本放送史（35 年史）　（1965 年刊）

A4判で，上巻は871ページ，下巻は907ペー
ジ，別巻（年表・資料）は373ページ，3巻合わ
せると2,100ページを超える。上巻は，

・第一期　放送の誕生

・第二期　放送事業の確立

・第三期　国家統制下の発展と変容

・第四期　太平洋戦争と放送

・第五期　占領下の放送
下巻は，

・第六期　NHK の新発足と商業放送の誕生

・第七期　ラジオ・テレビジョンの併存
という構成である。

7つの時代区分ごとに，それぞれ「概況」「経
営」「放送」「技術」「聴取者」の部門に分かれ
ている。第六期から「聴取者」が「視聴者」と
いう表記に変わり，「視聴者」のあとに「商業
放送」が追加されるなど，若干の変更はある

が，部門別の序列は厳格に守られている。
「25 年史」の発刊から10 年余り，急いで「放

送史」を刊行する必然性はなかったはずだが，
上巻の「あとがき」で，「25 年史」に対して「評
価の是正や不備の補足が求められる」と内容
を批判し，35 年史の性格を「商業放送を含
めた新しい歴史記述を加えようとしたものであ
る」としており，民放の登場が発刊に大きく影
響したことを示唆している。
 放送五十年史　（1977 年刊）

体裁はB5判で，本史は894ページ，資料
編は904ページである。これに加えて普及版
という位置付けで『放送の五十年―昭和ととも
に』が四六判，360ページの体裁で刊行され
ている。さらに英文版『50 Years of Japanese 
Broadcasting』（A5判，440ページ）が刊行さ
れ，全体では4部作となっている。

これ以前に刊行された4つの「放送史」はい
ずれも非売品であったが，この『放送五十年史』
は頒価または定価をつけて市販し，初めて一般
の人々の目に触れるようになった。

本史は5,500円，資料編は7,500円，英文版
は5,000円の頒価をつけて日本放送出版協会
が直接販売し，普及版は一般書店で980円の
定価をつけて販売した。本史の構成は，

・第一章　ラジオの誕生
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・第二章　戦時下の放送

・第三章　占領下の放送

・第四章　民放とテレビの登場

・第五章　テレビの時代

・第六章　現代社会と放送
となっていて，「終わりに」では，1975 年 3 月
22 日，放送開始 50 周年を迎えた日本の放送
界の概況と将来の展望で文章を終えている。

坂本朝一会長の「序」で「われわれは，わ
が国の放送が満五十年を迎えたのを機会に，
国民に対する一つの報告としての認識に立って

『放送五十年史』『同資料編』の刊行を企画し，
ここにその完成を見た」と述べられているよう
に，50年という時間的区切りが何より大きな発
行理由である。
 20 世紀放送史　（2001 年刊）

A4判の体裁で，上巻は640ページ，下巻は
634ページ，年表は802ページ，3巻を合わせ
た総重量は6.3キロという威風堂々たる風采で，
定価も3万5,000円と，これまた重量級だった。

本文は上下2巻にわたり，「第1部　ラジオ
時代」（19世紀半ば～ 1952年），「第2部　テレ
ビ時代」（1953年～ 1983年），そして「第3部
　多メディア時代」（1984年～ 2000年）の3部
に分けられている。
「第1部　ラジオ時代」は，

・第 1 章　放送のはじまり

・第 2 章　戦時下の放送

・第 3 章　占領と放送

・第 4 章　NHK・民放の併存体制へ

・第 5 章　全盛期のラジオ
「第2部　テレビ時代」は，

・第 1 章　テレビの登場

・第 2 章　成長期のテレビ

・第 3 章　衛星中継の時代へ

・第 4 章　本格化したカラー放送

・第 5 章　成熟期に入ったテレビ
「第3部　多メディア時代」は，

・第 1 章　衛星放送の時代へ

・第 2 章　激動する世界と放送

・第 3 章　放送のデジタル化
である。『20 世紀放送史』は，その書名から
見ても，時間的な区切りが出発点であったこと
は明白である。海老沢勝二会長の「序」には

「放送開始から間もなく半世紀を迎えるテレビ
は，12 月の BS デジタル放送のスタートで新し
いページを開きました」とあり，デジタル放送
開始も発刊の理由に挙げている。

いずれにせよ，それぞれの時代にそれぞれ
の放送史を刊行する明確な動機があった。

ちなみに，『放送五十年史』までの「放送史」
では，「本文」の文字は「縦組み」に配列され
ていたが，『20世紀放送史』は「横組み」を採
用している。英数字を挿入するためには「横組
み」のほうが有利である。「数字や横文字の多
い本格的な会社史の場合はヨコ組みにするほ
うが多く，読みやすさを狙った社史の場合はタ
テ組みにする場合が多い」（日本経営史研究所
編，1984，82頁）という報告がある。

  3.「放送史」とは何か：
　　　　    隣接分野と先行研究

本題に入る前に，「放送史」の理解を深める
ために隣接分野やそれについての先行研究に
ついて簡単にレビューしておきたい。
「放送史」研究の隣接分野として「会社史」と

いう研究分野が存在する。会社史は，企業経
営に資するために刊行される「経営史」として
の性格が大きい。創業以来の経営的課題に取
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り組んできた歴史を明らかにし，経営実績の向
上に役立てることが目的である。
「前者（放送業）には実は日本放送協会が

1939年に刊行した『日本放送協会史』が存在
している。しかし，同協会はいわゆる会社企業
ではないため，この書物も社史とはならなかっ
た」（藤田編，1990，77頁）とあるように，日
本放送協会は，一般企業とは経営形態が異な
り，利益追求を目標としていないため「放送史」
は，いわゆる「会社史」の範疇には入らないと
する研究者もいる。

しかし，「会社史」の定義は論者によって微
妙に異なる。「企業が自社の歴史を，社内資料
に基づいて，会社自身の責任において刊行した
もの」（村橋勝子，2002，2頁）という見方を取
れば，「放送史」も広い意味での「会社史」の
範疇に入れていいのかもしれない。
「会社史」の研究分野については，「わが国に

おいて『経営史』の名称で会社企業史の研究が
始まったのは昭和三十年頃からであるが，その
発展はめざましく，研究者も増加し，国際的に
も注目される成果が次 と々生まれている」（日本
経営史研究所編，1984，9頁）と書かれている。

こうした「会社史」研究を見渡してみると，例
えば藤田は『社史の研究』で，当時確認し得た
社史の半数強を所蔵していた龍谷大学図書館
の「長尾文庫」を基に，さまざまな社史を比較
し，企業発展と社史のかかわりなどを分析して
いる。また，村橋は『社史の研究』の執筆に当
たり，日本で発行された社史約1万3,000点の
うち，1万点に目を通し，多方面から分析した。

これらの研究では，書名の書き方によって
「会社史」の性格に違いが見られることや産業
の発展状況と社史刊行に関連があることなどが
分析の対象となっており，複数の「会社史」を

比較してその内容を検討する，いわゆる「ヨコ
方向」での研究が主流である。

一方で，特定の企業に複数の社史が存在す
る場合，企業の成長とともに社史がどのような
変化を遂げたのかを時間軸に沿って考察する

「タテ方向」の研究手法もまた可能である。こ
れが，日本放送協会という組織の成長に沿って
制作された6種類の「放送史」の比較検討を意
図した出発点である。

タテ方向の先行研究例として，『放送五十年
史編集報告書』という部内資料がある。『放送
五十年史』編集作業の後始末的な文書である。
この文書の冒頭に次のような文章がある。
「放送の歴史が研究の対象であると同時に，

『放送五十年史』そのものがまた研究テーマに
なり得るのではないだろうかと考えた。（中略）
いかなる発想のもとに，いかなる議論の集積に
よって構成され，記述されたかもまた一つの研
究テーマであるべきだろう」

  4. 分析：過去の放送史は
　       どう記述・編集されてきたか

では，歴代の「放送史」がどのような性格の
刊行物であったのかを比較・検討していく。こ
こでは，タテ方向，つまり時間軸に沿って比較
した場合に相違点が明確になると考えられる6
つの視点から分析を行う。
1）「事業史」から「放送文化史」への変遷

まず，本の「性格」に着目すると，歴代の「放
送史」が，放送事業そのものの記録に徹した

「事業史」から，次第に放送と社会とのかかわ
りまでを記述範囲に広げ，「放送文化史」へと
変貌していったことが分かる。
『東京放送局沿革史』と『日本放送協会史』
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の2つの｢放送史｣は，あくまでも「事業史」で
あり，放送事業の記録の保存に徹している。

続く「25年史」は「あとがき」で，「わが国に
おける放送事業の文化的役割を明らかにする
とともに」と放送と文化を結びつけた記述があ
る。しかし，例えば第三篇の「第八章　放送
設備の躍進」では，草創期の各放送局で使わ
れていた放送機の系統図，各局の演奏室（スタ
ジオ）の残響特性グラフなど，専門的な記述や
図表が満載され，それ以前の2つの「放送史」
よりも，かえって記録保存が微に入り細にわた
る傾向が見られる。
「35年史」の「序」において，前田義徳会長は

「文化史の一環として，放送の史的意義を生か
そうと努めたものである」とはっきり，放送文化
史を目指している。しかし，ここでもまた，部
門別の序列を守るという組織の論理に縛られて
内部事情の記述が先になり，「放送文化史」へ
の道は厳しかったようである。
2）読まれるための工夫

書物を発刊する場合，必然的に求められる
「読みやすさ」についてはどのような工夫がなさ
れてきただろうか。

当初の「放送史」は，読者への配慮はなく，
もっぱら事実の羅列に終始しているが，「35年
史」に至ってようやく「放送史」を読み物として
捉える動きが出てきた。上下巻を通じ，ほとん
どすべてのページで，本文の下欄に新聞・雑
誌・単行本から選び出した放送に関係がある挿
話や裏話，短歌，俳句などが収録されている。
しかも，本文と関係のある内容となるよう，ペー
ジ上の配列を工夫している。

例えば，電気通信の発達を記述した本文の
下欄には，米国人モールスが妻を亡くしての傷
心旅行中，船上で見た科学手品から電信のヒン

トを得たという話が記載されている。
『放送五十年史』の「第一章　ラジオの誕生」

の冒頭は，1925年3月22日の朝，「JOAK，J 
OAK，こちらは東京放送局であります」とラジ
オの声が流れたという当時の状況が目に浮かぶ
ような文章で始まり，従来の「放送史」とは明
らかに一線を画している。そのほかの場所でも
具体性に富んだ記述が多く，単なる「事業史」
にはしないという明確な意志が見える。

また「第三章　占領下の放送」の冒頭は「東
京湾に浮かぶ米戦艦ミズーリ号の右舷上甲板に
直立して，ダグラス・マッカーサーは，抑えた
張りのある声で語り始めた」という文章で始ま
る。読みやすさを意識した書き方に変わってき
たことが分かる。
『放送五十年史編集報告書』（前掲:19頁）に

よれば，「一般読者を対象とするという本史の
性格から，導入部はよみやすいタッチで始まり，
次第に調子を変えていくことによって，最近時
のやや硬派なテーマも読みこみ得るのではない
かという考え」があったとしている。

この時代に至ってようやく「放送史」は，内
部業務用ではなく，読みやすく親しみやすいも
のであることが要求されたのである。

当然のことながら『20世紀放送史』も，放送
文化史を目指す立場を引き継ぐとともに読みや
すさ，親しみやすさを追求している。

本文の各ページを上下に分け，面積で約
20％を占める下欄には写真や図表，短い文章な
どを掲載するという「35年史」と同じ手法を採
り，親しみやすさをねらっている。
「あとがき」では「第一に放送が果たしてきた

役割や影響を社会情勢や文化，ほかのメディ
アとのかかわりの中で俯瞰的に描く，第二に
NHKばかりでなく，民間放送や海外の放送の
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動向も入れて総合的に記述する，第三に放送
人の顔が見えるように生き生きと描くことを目指
しました」とある。

3）読み物か研究資料か
次に放送史を利用する人，放送史を読む側

の論理で「放送史」を考えてみたい。
一般の読者を対象とするなら，歴史を楽しみ

たい人向けの「読み物」とすべきであろう。し
かし，「放送史」とか「年鑑」などの類の書物
は，あるテーマに沿った調べ物をする人が利用
する場合も多い。読み物にシフトした場合，詳
細情報を切り捨て，研究者が必要とする事実
が欠落していることもあり得る。

前述した「25年史」の技術部門に関する記述
は，専門家以外には到底，必要ではないと思
われるほどの精緻さだが，放送技術関係のテー
マに関心を持った研究者からは，細かな事実
が整然と並んでいること自体が貴重な資料とな
り得るかもしれない。

読み物としても楽しめ，何かを調べたい場合
にも即座に詳細情報を入手できる放送史が理
想であるが，この2つは互いに相反する要素で
あり，同一刊行物での両立は困難である。
「事業史」的なものと割り切って微に入り細に

わたって記録を残すか，一般大衆向けの「読
み物」として面白い部分を重点にするか。どち
らの書き方が正しいかということではない。編
集者が良かれと判断した記述方法も，それで
は満足しない利用者が存在する。あくまでも利
用者の評価の問題である。
4）「通史」か「部門史」か

歴史を記述する方法には，編年体の形式（通
史）と，ある事象だけ，または比較的小さい部
門に分けて個別に記述する形式（部門史）とが
ある。この「通史」と「部門史」の2つの方法

論という視点から見てみよう。
紀元前91年ごろに成立した司馬遷の『史記』

は，それまでの中国歴代王朝の歴史を年ごとに
記述した「本紀」，制度史である「書」，年表で
ある「表」，諸侯の家の歴史である「世家」，そ
れに英雄豪傑から庶民に至る個人の伝記である

「列伝」の5つで成り立っている。
平面的な「通史」だけではなく，人間の活動

をあらゆる側面から多角的に捉えようとするこ
の構成は，「本紀」と「列伝」の下の文字を採っ
て「紀伝体」と呼ばれ，司馬遷以降の中国正史
の伝統的なスタイルとなった。
「本紀」と「列伝」のどちらの形式を採用する

かは，歴史書を編集しようとする担当者にとっ
ては重大かつ深刻な問題である。
「25年史」の「あとがき」には，「内容は時代

別にした上，各時期を事業，編成，技術に分
けて記述したため，同一事項について多少重複
した個所もあるが，敢えてそのまま掲載するこ
ととした」とある。
「35年史」は，その編集方針の中で，通史の

長所として，時代の全般を摑むのに便利である
こと，各部門の相互関係が分かりやすいこと，
各部門に視野が広げられることを挙げている。
逆に部門史には，各時代を通じて一貫性があっ
て読みやすく，多人数が書いても比較的バラン
スがとれ，読むのに重複が避けられ，内容が
選択しやすいという長所があると述べている。

結局，「両者を検討の結果，時代別にして，
さらにその中を部門別にする記述方法をとるこ
とにした」と述べている。

また『放送五十年史編集報告書』では，構成
案検討の議論の中で，「一つの現象は編年的に
はさしたる変化をしていなくても，初めと終わり
とでは大きな変わり方を見せていることが多い。
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こうした問題は編年的な通史ではとらえにくい」
という意見が出たが，部門史方式を採ると「テー
マは極めて多岐にわたり，取捨選択が困難であ
り，またとりあげたテーマ全体が完全に記述し
得ないのではないかという危惧」から結局，編
年的通史案を採用したと説明している。

それでもなお，放送事業が次第に巨大化し
ていく時期を扱った5章，6章では，部門史的
な構成を採らざるを得ず，時系列でテーマを配
置するという基本的な考え方が崩れるおそれが
あったと振り返っている。

さらに，『20世紀放送史』は「あとがき」で
「あらゆる事項を年代順に羅列するのではなく，
その年代の特徴を数項目にまとめて記す“項目
主義”を採りました。このため，例えば，その
番組を採り上げる項が1項目しかない場合には
対象とする年代以降のことまで記すことになり
ました。こうした個所が若干あるものの，“項目
主義”は，読者に1話完結の物語を読むような
楽しみを与えるものと思っています」と述べ，編
集者が「通史」と「部門史」の間で格闘したこ
とがうかがえる。

司馬遷は，人間を歴史の主人公にするため
に，画期的な「紀伝体」という形式を導入した
が，完成した『史記』は130巻もの膨大な著作
になった。経済的，時間的に読者の負担を考
慮しなければならない「放送史」担当者には，
司馬遷ほどの自由な編集は許されない。
5）非売品か市販品か

「放送史」は，書店では手に入らない非売品
であるか，市販されたものであるかによっても，
その性格はおのずと異なってくる。

前述したとおり，『放送五十年史』と『20世
紀放送史』には定価や頒価がつけられた。そ
れ以前の「放送史」は非売品であった。

多くの社史は，その企業の周年記念事業の
一環として位置付けられることが多く，非売品
という特殊な形態をとる。それゆえに寄贈先の
取引相手の倉庫や書棚に死蔵され，よほどの
ことがない限り，手に取る人も現れない。

中川敬一郎は「企業戦力としての社史」とい
う論文で，書籍市場に出回らない社史はあくま
で私的出版物であり，読者は当然，会社にとっ
て都合の悪いことは書いていないだろうと考え，
執筆者の姿勢も中途半端なものとならざるを得
ないと指摘している（中川，1978，67-68頁）。

市販する目的にはもちろん，刊行費用を賄う
こともあるだろうが，編集担当者がどれほど社
史の編集業務に本気で取り組んだかどうかを示
す証ともなり得るのである。
6）技術革新に伴う新たな情報媒体の導入の是非

最後に，文字情報や写真といった情報の種
類，そして情報媒体という視点で比較する。

写真は当初から重要な情報だった。『東京放
送局沿革史』は冒頭，52ページにもわたり，写
真を掲載している。その後の「放送史」にも写
真は積極的に使用されている。視覚に直接訴え
る写真は，文章だけでは伝わりにくい状況を的
確に伝える有効な手段である。

ところで，文字も写真も「紙」という媒体の
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上に印刷された情報だが，技術革新とともに
「紙」以外の情報媒体も利用されてきた。

「35年史」の別巻には，「フォノディスク」（ソ
ノシート）4枚が付属している。普通のレコード
盤より薄くて柔軟なプラスチック製で，安価に
量産できるのが利点であった。「フォノディスク」
には，「初期の時報」や「玉音放送」，「東京オ
リンピック開会式実況」など，放送史上重要な
音源43点が収められている。

だが現在，「フォノディスク」を再生するため
の「レコードプレーヤー」は，一般家庭ではほ
とんど見ることがなくなった。

さらに『20世紀放送史』では「年表」に付属
しているCD-ROMで，年表の年別一覧の表示
やキーワードによる検索，年別の解説や世相の
表記などの閲覧ができる。しかし，技術的な
進歩によって数年ごとにコンピューターのOSが
変更されている現状では，場合によって新しい
OSではCD-ROMが動作せず，再生不能になっ
てしまう事態も想定される2）。

また，CD-ROMやDVDなど，光ディスクの
材質自体の劣化も問題となっている。業界団体
は過酷な状態でも少なくとも10年は持つとして
いるが 3），一般の状態での寿命は30年程度と
する見方もある。

今のところ，劣化に最も強い媒体は，逆説
的だが，1,000年以上の実績を持つ「紙」であ
る。「紙」には情報の読み取りに特殊な装置を
必要としないという大きな利点もある。

  5.  まとめ・
       デジタル化，アーカイブ化の流れの中で

技術革新によってわれわれは，さまざまな課
題に直面することになったが，技術革新による

恩恵は計り知れないものがある。　
最近，国立国会図書館をはじめ，各地の図

書館，博物館，文書館などでデジタル化やアー
カイブ化の整備が急速に進展している。誰もが
簡単に自分のパソコンで森羅万象の資料にアク
セスできる時代を迎えた。

デジタル・アーカイブ自体がこれまでの書物
としての「放送史」に取って替り，新しい形態の

「放送史」となっていく可能性がある。第4節3
項で述べた，「放送史」に課せられた「読み物」
と「研究資料」という相反する要件を解決する
可能性も秘めている。

その場合，アーカイブの入り口で一般用，あ
るいは資料検索用などと，目的ごとに利用者を
分けることも可能である。また，大容量の情報
を格納できるというデジタルメディアの特性を生
かし（研谷紀夫，2009，86頁），例えば本文
の記事に「さらに詳しく」ボタンを置き，詳細
な資料セクションへ導入するという方法もある。
デジタル・アーカイブの手法を採ることで「放送
史」はより可能性を広げられるのである。

さらに，デジタル情報はさまざまな場所から
アクセスすることが可能で，より多くの人が同
時に情報に接することができるという利点もある

（研谷，2009，81頁）。
このようなデジタル化，アーカイブ化によって

「放送史」の利用者が飛躍的に増える可能性が
ある。利用者の増加は，編集担当者の自覚に
影響を与え，ひいては「放送史」自体の完成度
をも左右する。

さらに，オンラインによる電子データの提供
で，「放送史」編集担当者と「放送史」利用者＝
放送史研究者との間の情報交換が活発になる
可能性にも言及しておきたい。

ただ前述したように，電子データは「永続性」
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という問題に関しては，まだ疑問符がつく状態
であり，デジタル機器がない場所では閲覧でき
ないという根本的な短所も抱えている。別途，
紙媒体による「放送史」を作成しておくことも考
慮する必要があるだろう。

最後に，「放送史」の編集担当者にとって重
要な視点は何であるかについて考えたい。
『史記』から170年後に『漢書』を著した班固

は，司馬遷の執筆姿勢を批判した。老荘思想
によって現実主義，実力主義で人物を判断しよ
うとした司馬遷の執筆態度は，儒教が国教化
され清貧を尊ぶ気風の中で生きた班固には苦々
しく思われたのである 4）。

歴史書を刊行すると必ず，後世の人々からの
批判に曝される。どのような編集の仕方をして
も，批判されるのは不可避である。

高度経済成長期の1963年に中川敬一郎は，
受動的に変化した歴史ではなく，経営主体によ
る意思決定と企業行動の過程を書くべきだとし，

「企業はまず，自ら公表するに値する独自な経
営的経験を集積したかどうかを考え，また，そ
れを歴史書として編纂するに十分な記録の保存
があるかどうかを判断して，社史編纂計画を決
定するべきであろう」（中川，1963，242頁）と
している。

また『放送五十年史編集報告書』は，「内
部的な意思決定のプロセスを率直に明らかに
し，企業の発展過程を内側から正しく究明し
たものになっていれば，学問的にも高い評価を
得られるであろう。また，その社自身にとって
も，単に序文の決まり文句ではなく，本当の意
味で“今後の経営の指針”となりうるであろう」

（NHK放送文化研究所放送史編修室，1978，
178頁）としている。

次の「放送史」がどのような形式を採るにし

ろ，担当者は歴史観，放送文化に対する自己
の認識が，その「放送史」に明確に表れること
を十分に肝に銘じておく必要がある。

　　　　　　　　　（みやがわ だいすけ）

注：
1）放送草創期には，『大阪放送局沿革史』（社団法

人日本放送協会関西支部，1934 年）および，『名
古屋放送局沿革史』（名古屋中央放送局，1940
年）があるが，本稿では，発行時期が最も早い『東
京放送局沿革史』でこの時期の「放送史」を代
表させた。

2）ユネスコ「デジタル遺産の保護に関する憲章」
第 3 条「世界各地のデジタル遺産は，後世に受
け継がれることなく消失してしまうという危機
にさらされている。助長要因として，デジタル
遺産を作り出すハードウェアやソフトウェアの
急速な入れ替わり，又，保持と保存にあたる財
源・責任所在・方法の不明瞭さ，さらに，それ
らを支える条例の欠如が挙げられる（後略）」

3）社団法人　日本記録メディア工業会，http:// 
www.jria.org

4）陳舜臣「史記の魅力」『史記・1 巻』（徳間文庫，
2005 年）
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