
プロジェクト参加者
　矢田俊文　池田哲夫　橋本博文　飯島康夫　原直史　堀健彦　中林隆之
　阿部昭典　荻美津夫　白石典之　芳井研一（フェロー）　鈴木孝庸（フェロー）

2013年度の活動
　１．研究雑誌の発行
　　『佐渡・越後文化交流史研究』第14号（2014. 3）
　　　池田哲夫「資料紹介　『漁村採集手帳』」
　　　鈴木孝庸「『久知軍記』翻刻」

一　「地域映像アーカイブ」について
　「地域映像アーカイブ」プロジェクトでは，新潟地域の生活のなかにある映像
を発掘し，整理・保存を行い，デジタル化をするだけでなく，その内容を整理，
分析し，映像メディアの社会的あり方を考え直し，新たな社会の文化遺産とし
て映像を甦らせるべく作業を行ってきた。
　デジタル化が終わっている映像や音源は，着々とアーカイブ化されており，
現在，写真約二 万七○○○ 点と動画約三○○本を新潟大学内で公開していま
す。五 年後には，総計で写真約一○ 万点，動画約一○○○ 本，音源約一○○
○ 点の公開を予定している。
　学内で見る場合は，「にいがた 地域映像アーカイブ・データベース」
http://arc.human.niigata-u.ac.jp/db/　にて，自由に見ることができる。なお，学外
からアクセスする場合は，新潟大学「地域映像アーカイブ」のホームページ
http://www.human.niigata-u.ac.jp/ciap/　より入り，「地域映像アーカイブ」をク
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リックすると，使用するための申請書があり，それにて，申し込むと，一週間
ほどで，ＩＤとパスワードが発行される。
　なお，「にいがた 地域映像アーカイブ・データベース」を使った授業は，新
潟大学だけでなく，東京大学情報学環，東京造形大学，放送大学などの授業で
も使われている。
　なお，二○一三 年四 月より，新潟大学内での公開のみならず，新潟県，新
潟市の関連機関，新潟日報社メディアシップなど，連携している機関で順次，
閲覧することが可能になった。また，二○一五年度より，県内の図書館での閲
覧が可能となる。今後は，小中高等学校で利用できるよう，県市町村とも連携
し，公開を推進する予定だ。
　なお，この研究プロジェクトとの代表は原田健一，分担者は石田美紀，榎本
千賀子，甲斐義明，北村順生，古賀豊，中村隆志である。

二　大学連携，社会連携によるシンポジウム，展覧上映イベントの概要
１．社会連携による展覧上映イベント
　　二○一三年一一月～一二月にかけて新潟市内の新潟県立生涯学習推進セ
ンター，新潟日報情報館，新潟大学駅南キャンパスときめいと，新潟大学
旭町学術資料展示館の展示施設と連携して，地域映像アーカイブの展覧会
を開催した。

○「地域の肖像 ― 県観光課の映画と中俣正義」新潟県立生涯学習推進セン
ター・ホール
　　中俣正義が制作した県観光課の映画からセレクションし，２回にわたっ
て上映を行った。
　第１回　一一月九日（土）
　「中俣正義における写真と映画」講師・石田美紀（新潟大学）
　　　『春の白馬岳』一九五二年
　　　『秘境奥只見』一九六一年
　第２回は　一二月一日（日）
　「高波吾策と県観光映画」話・高波菊男　聞き手・石田美紀
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　　　『銀嶺を行く（上越国境）』一九五三年
　　　『上越の山々』一九五三年
　　なお，この日は，谷川岳の登山道を開き，生涯を山に生きた高波吾策に
ついて，息子であり登山家でもある高波菊男に，出演した映画を見ながら，
話を聞いた。観客数は二日間で一八○人だった。

○砂丘館企画展「内野雅文写真展 ― とどまらぬ長き旅の…」
　一一月一九日（火）より一二月一日（日）　砂丘館
　三四歳で惜しくも亡くなった写真家，内野雅文の展覧会を開催した。な
お，一二月七日（土）午後二時より，ギャラリートークを石井仁志（写真
評論家）松沢寿重（新潟市立美術館学芸員）甲斐義明（新潟大学）にて行っ
た。展覧会の観客数は，七二八人だった。

○「新潟地震・記録と記憶 ― 新潟日報，中俣正義，小林新一が写したものと
は何か」新潟日報メディアシップ　一階情報館・二○階展望回廊
　一一月二三日（土）より一二月一日（日）　二○階展望回廊
　一一月二三日（土）より一二月八日（日）　新潟日報情報館 compass
　　新潟日報情報館 COMPASS と連携し，新潟地震をめぐって，新潟日報社
の写真，新潟市歴史博物館みなとぴあ所蔵の小林新一の写真，地域映像
アーカイブの中俣正義の映像とのコラボレーションによる展示を行った。
また，映画は『新潟地震』（新潟日報社），『校舎よさようなら』（新潟市視
聴覚ライブラリー）の上映をした。プリント，デジタル映像などの組み合
わせによる，さまざまな立場から撮影された映像の展示による新たな地域
の歴史をたどる試みだ。この展示の観客数は，一階と二○階をあわせると
約四千人であった。

○中俣正義・小林新一写真展×２」新潟大学駅南キャンパス　ときめいと・
多目的スペース
　一一月三○日（土）～一二月一六日（月）
　　新潟市歴史博物館みなとぴあとの連携による，新潟を代表する写真家で
ある中俣正義と，その盟友であった写真家小林新一の二人の写真のコラボ
レーションである。中俣・小林二人の視線が見つけ出した「にいがた」の
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現実とは何か，みなとぴあ学芸員木村一貫，写真研究者甲斐義明の二人の
キュレーションでせまった。この展示の観客数は四五四人であった。

○「村の肖像Ⅰ・展」　新潟大学旭町学術資料展示館
　一二月四日（水）～一二月一五日（日）
　　新潟県と福島県の県境，奥只見の村で，一九五二年以降，村の人びとを
撮り続けた角田勝之助。角田の写真の紹介の第一回目として，昭和二○年
代の写真を展示する。この展示の観客数は一八二人であった。

２．大学連携によるシンポジウム
　　現在，デジタル化という急激な展開，変容のなかで，さまざまなメディ
アとメディアとが互いに横断的に結びあい，また，日常生活の人びとの行
為を新たに結び直し，グローバルとナショナル，ローカルあり方を変容さ
せ始めている。現在進行形で，知の再編成－変動が惹起している。意識す
ることが難しいにしても，大きな変化の過程に生きていることは間違いな
い。
　　私たちは，岐路に立っている。デジタル化というメディアの市場原理
に，私たちの記録と記憶，あるいは公－共－私のあり方をゆだねるのか，
それとも，さまざまな試行錯誤を含むにしても，自ら介入し，再編するデ
ザインに手を染めるかが問われている。
　　今，各地域で，さまざまな形でデジタル映像アーカイブが行われている。
それは，国家規模の大きなアーカイブに比べれば，確かに小さな声にすぎ
ない。しかし，そこに見られる映像アーカイブの多様性は，そのまま映像
が媒介し生み出す新たな関係性や，記憶のあり方を表すものでもある。
アーカイブの作り方に，絶対的な方程式などない。記憶の残り方が，その
人の生き方や，社会・環境によって異なるのと同じように，アーカイブも
また多様にあるのだ。
　　映像は集合され，関連づけられたとき，撮影された当初の文脈を離れ，
新たな社会的意味や価値を顕現する。映像アーカイブもまた他のアーカイ
ブとつながることで，そこに含まれる人びとの行為と経験，記録と記憶を
交配させ，新たな意味や価値を生み出す。
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　　デジタル化の波が新たな領域を生み出しているように，地域映像アーカ
イブもまた，新しい次元へと移りつつある。小さな声と声とを響かせ，共
鳴の連鎖を生み出すべき時季にきている。私たちは，現在，各大学の地域
映像アーカイブの研究プロジェクトとの連携シンポジウムを，その最初の
一歩として行うことにした。

○「アーカイブでつながる・アーカイブをつなげる ― 拡がる地域映像アーカ
イブの可能性 ― 」
　一○月二七日（日）東京都市大学横浜キャンパス　情報基盤センター　プ
レゼンテーションラボ
　　今日の都市や街，コミュニティは，物理空間と情報空間が融合したハイ
ブリッドソーシャルスペースとして成立している。中でもこの十数年のデ
ジタル技術は，そのハイブリッドソーシャルスペースを形作る主体の裾野
を大きく広げてきた。例えばソーシャルメディアは，地域 SNS を筆頭に，
コミュニティ形成や街の社会的ネットワークの発展に大きな役割を果たし
ている。スマートフォン等の携帯情報端末の急速な普及を背景に，このよ
うな情報技術は都市や街を構成する不可欠の要素となってきている。また
デジタル化の発展は，さまざまなメディアとメディアとが互いに横断的に
結びあい，人びとの新たな実践やつながりを生み出し，結び直している。
デジタルアーカイブもこのような展開の一つと捉えることができる。
　　今日では，デジタルアーカイブは記録，収集，蓄積を中心としたイメー
ジを超えて，多様な意義を持っている。収集や共有のプロセス自体を地域
ネットワークづくりの手法としたり，地域を再発見し，さらにはその魅力
を新たに生み出し，地域のアイデンティティを創造するための「街づくり」
の視点で行われたりする実践もあれば，東日本大震災の経験を経て，防災・
防犯や災害時の地域の復興などの重要な要素とされるコミュニティ・レジ
リエンス（地域コミュニティの自ら回復する力）に寄与する可能性にも期
待が高まっている。さらにここ数年，横浜をはじめとするいくつかの都市
では，オープンデータの活動と，貴重な地域情報としてのアーカイブを結
びつけることで新たな意味や価値が生まれる可能性に関心が集まってい
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る。
　　これに各地の大学などの研究機関や地域行政なども加わって，多様な関
心，多様な主体が，デジタルアーカイブというキーワードのもとに結びつ
きつつある。地域アーカイブの一つ一つは，国家規模の取り組みに比べれ
ば，草の根の小さな声かもしれないが，それらが互いにつながり，有機的
なネットワークが生まれることで，逆に互いの多声性，多様性を支えてい
くことが期待される。
　　本シンポジウムでは，第１部で市民参加による多くの取り組みや，従来
のアーカイブの枠組を超えたオープンデータとの連携のような展開を紹介
することを含めて，地域アーカイブの現代的な意義や可能性を考える。ま
た第２部では，各地で独自に湧き起こり，展開している地域アーカイブの
取り組みについて，今後，地域アーカイブのプロジェクトと関わる大学が
連携して連続シンポジウムを行うことでつないでいく意義を論じていく。
第一部　アーカイブでつながる，アーカイブをつなげる
１．地域映像アーカイブから見えてくる新たな関係性と記憶のあり方
　　原田健一（新潟大学人文学部）
２．記録と記憶としてのテレビアーカイブの可能性と課題
　　小林直毅（法政大学社会学部）
３．市民参加型デジタルアーカイブの意義
　　中村雅子（東京都市大学メディア情報学部）
４．オープンデータソリューションの活動とアーカイブ
　　上野直樹（東京都市大学メディア情報学部）
第二部　地域映像アーカイブ　リレーシンポジウム
　（１）：アーカイブとアーカイブとをつなげる
問題提起「保存しなくてはならない社会の行く末 害 映像アーカイブズを
見すえて」
　　光岡寿郎（東京経済大学コミュニケーション学部）
　司会　水島久光（東海大学文学部）
　パネリスト　原田健一，小林直毅，中村雅子，上野直樹
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○大学・地域・連携シンポジウム「映像，アマチュア，アーカイヴ」
　　「映像が生み出すもの ―― アマチュアとアーカイヴ，そして……」
　二○一四年三月一日（土）　神戸大学瀧川記念会館大会議室
　第一部　セオリー：映像，アマチュア，アーカイヴをめぐる
　　司会：佐藤守弘（京都精華大学）
１．松谷容作（神戸大学大学院人文学研究科研究員）：「パテ・ベビー，静
止と動きの間で ―― 1920年代～40年代の日本における映像と批評の関
係についての一考察」
２．板倉史明（神戸大学）：ホームムービーを映画学的に考察する
３．前川修（神戸大学）：写真，アマチュア，アーカイヴ
　第二部　ケーススタディ：アマチュアと映像をアーカイヴィングする
　　司会：原田健一（新潟大学）
１．榎本千賀子（新潟大学）：六日町の明治期アマチュア写真－今成家写真
の想像力と通俗道徳・都市文化
２．原田健一（新潟大学）：にいがた，花街と料亭 ―― 場所が媒介する人
と映像
３．松谷容作（神戸大学）： 森 

もり

 紅 作品研究
くれない

４．山下俊介（京都大学総合博物館）：学術探検写真とアマチュア
　第三部　ディスカッション：アーカイヴをアーカイヴィングするために　
　　司会：水島久光（東海大学）　登壇者：第１部～第２部の登壇者全員
映像というモノと，地域をアーカイヴする
二○一四年三月二日（日）　神戸映画資料館
第一部　関連映画上映　司会　板倉史明（神戸大学）
第二部　神戸映画資料館所蔵資料のアーカイヴィングの試みと成果　
１．板倉史明（神戸大学）：本プロジェクトの成果報告と今後の課題
２．大崎智史（神戸大学人文学研究科博士課程前期）：神戸映画資料館所蔵
資料の整理と活用の可能性
３．近藤和都(東京大学大学院学際情報学府修士課程)：「映画館プログラ
ム」のデジタルアーカイヴ化と研究活用の可能性
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４．松尾好洋・柴田幹太（株式会社  IMAGICA ウェスト）：簡易フィルム検
査装置「手テレ」の開発
５．北浦寛之（国際日本文化研究センター）：興行からみた日本映画の黄金
期から斜陽期

　第三部　神戸，地域からみえるもの，そして映像がつなげるもの
　コーディネーター：水島久光（東海大学）
濱口竜介（映画作家），松本篤（ NPO 法人記録と表現とメディアのため
の組織 ―［remo］）

第四部　小型映画作家・森紅作品の上映

三　研究の成果の公開
　研究プロジェクトの中間報告として，『懐かしさは未来とともにやってくる
― 地域映像アーカイブの理論と実践 ―  』（学文社）を九月に刊行した。執筆者
は，本プロジェクトのメンバーに加え，研究会，シンポジウムに参加し発表し
た研究者，キュレーター，プロデューサーなどによる。
章立ては以下の通りである。
はじめに
　第１章　地域・映像・アーカブをつなげるための試論　　　　　原田健一
第一部　「にいがた」という地域の映像を分析する　
　第２章　事例としての「にいがた」― 地域の映像をめぐる４つのフェーズ

原田健一　
　第３章　小さなメディア？絵葉書　　　　　　　　　　　　　　石井仁志
　第４章　地域の肖像－新潟県観光映画と中俣正義　　　　　　　石田美紀
第二部　映像をデジタル化し共有化する　
　第５章　地域の映像をどう整理し使うか  ― 十日町の事例　　 高橋由美子
　第６章　映像のインデキシングの実際　　　　　　中村隆志・佐々木岳人
　第７章　デジタル映像アーカイブをめぐる知的財産としての権利　古賀豊
第三部　映像をデジタル化し創造する
　第８章　動画，音声のデジタル化の実際　　　　　　松本一正・渡辺一史　
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　第９章　デジタル映像の展示の可能性
 ― 「今成家写真」展における映像アーカイブ資料の活用を事例として

榎本千賀子　
　第10章　共有化される映像展示の場所　　　　　　　　　　　　石井仁志
　第11章　美術館において写真アーカイブは成立するのか？　　　金子隆一
第四部　アーカイブでつなげる
　第12章　写真とアーカイブ ― キャビネットのなかの世界　　　 佐藤守弘
　第13章　地域メディアと映像アーカイブをつなげる　　　　　　北村順生
　第14章　アーカイブとアーカイブをつなげる ― 連携の諸相・その必然性

水島久光　

四　評価
　新潟大学の「地域映像アーカイブ」は，発掘された昔の写真やフィルム映像
を地域の貴重な文化遺産として調査し，デジタルアーカイブとして保管する活
動を行い，保存された貴重な映像を活用した放送番組への協力をはじめとした
地域の映像遺産を生かす取り組みは地域文化の発展に寄与しているとし，「第
19回ＮＨＫ関東甲信越　地域放送文化賞」が授与された。

系122

胸人文科学研究　第135輯




