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Ⅰ．開催概要 

 

番組アーカイブの意義と未来への活用 2020 

“戦後 75年”広島、長崎、沖縄からの報告 

 

 

広島、長崎、沖縄の制作現場で戦争を伝える番組作りに取り組んでいる制作者を招き、事例報告

とパネルディスカッションを行った。 

 

■日時 2020年 11月 21日（土）14:00～16:10 

 

■形式 オンラインセミナー（「Ｚｏｏｍ」ウェビナー） 

    収録会場：上智大学 四谷キャンパス ６号館 305教室 

 

第１部（14:00～15:35） 

・開会挨拶  

  音 好宏（上智大学教授） 

・事例報告 

① 友定真治（中国放送報道制作局報道制作センター部次長） 

② 佐藤有華（テレビ長崎報道制作局報道部記者） 

③ 山里孫存（沖縄テレビ放送報道制作局局次長） 

④ 丹羽美之（東京大学大学院情報学環准教授） 

 

第２部（15:40～16:10） 

・パネルディスカッション 

①パネリスト 友定真治（中国放送） 

②  〃    佐藤有華（テレビ長崎） 

③  〃   山里孫存（沖縄テレビ放送） 

④  〃   丹羽美之（東京大学） 

⑤ 進 行 役  音 好宏（上智大学） 

・質疑応答 

 

■主催 公益財団法人 放送番組センター 

上智大学メディア・ジャーナリズム研究所 
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Ⅱ．登壇者プロフィール 

 

 友定 真治（ともさだ・しんじ） 

中国放送報道制作局報道制作センター部次長 

1998年 中国放送入社（報道センターに記者として配属） 

2005年 ＮＹ国連本部にて核拡散防止条約再検討会議を取材 

2006年～2007年 原爆症認定訴訟を取材 

2016年～ニュースデスク 2019年～統括編集長 

 佐藤 有華（さとう・ゆか） 

テレビ長崎報道制作局報道部記者 

2015年 テレビ長崎入社（報道部・記者） 

2018年 特番ディレクターも務めるように 

2019年に来崎したローマ教皇と被爆 75年のナガサキをテーマに

キリスト教の信仰が深い浦上地区にスポットをあてた番組を制作 

 山里 孫存（やまざと・まごあり） 

沖縄テレビ放送報道制作局局次長 

1989年 沖縄テレビ入社 

バラエティー、音楽・情報番組などの企画・演出を手がけ、報道

部への異動を機に沖縄戦に関する取材を開始。『むかし むかし 

この島で』（2005年）、『サンマ デモクラシー』（2020年）などを制作 

 丹羽 美之（にわ・よしゆき） 

東京大学大学院情報学環准教授 

主な著書 

『日本のテレビ・ドキュメンタリー』（東京大学出版会）、『ＮＮＮドキュメン

ト・クロニクル 1970-2019』（同）、『メディアが震えた テレビ・ラジオと東

日本大震災』（同）、『記録映画アーカイブ』シリーズ（同、全３巻）など 

 音 好宏（おと・よしひろ） 

上智大学文学部新聞学科教授 

主な著書 

『放送メディアの現代的展開』（ニューメディア）、『総合的戦

略論ハンドブック』（ナカニシヤ出版）、『グローバル・メディア

革命』（リベルタ出版）など 
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Ⅲ．事例報告① 

 

 

中国放送 

報道制作局報道制作センター部次長 

友定 真治 

 

■報告要旨 

（1）被爆 75年の課題 

被爆者の高齢化により、原爆関連番組の制作が難しくなっている。20 年ほど前に入社した我々世代

は被爆者の方に直接取材して番組を制作できたが、時代が進むにつれてできなくなっている。今、話を

聞ける方々は、被爆当時はまだ幼く、記憶が曖昧である。そのため、被爆者の残した遺品や手記、ある

いは遺族の証言をもとに番組を制作するのがスタンダートになっているが、映像化が難しい。テレビ的

な表現になるが、初めて聞く話、新しい話も無くなってきて、企画作りも難しくなっている。 

また、番組制作者も世代交代が進んでいて、20～30 代の記者やディレクターの親族に被爆者がいな

くなり、身内から被爆体験を直接聞いたことのない世代が番組制作するようになってきている。このよ

うな現状の中、発想転換し、今までの手法ではない新しい世代の取り組みを伝えることを課題として考

えていた最中にコロナ禍となり、取材活動が制限されることになってしまった。 

（2）被爆 75年目の放送 

取材が制限される中、今年の８月６日も原爆関連番組を放送した。ニュースはコロナ禍の中で原爆の

日を迎えた、という視点になり、被爆の実相を伝える企画は十分な数が無かったと考えている。 

ドキュメンタリー番組『おーい、聴こえますか？ 被爆 75 年・ヒロシマから』は、母親の胎内で被

爆したために脳や体に障害をもって生まれてしまう「原爆小頭症」という障害について取材した番組で

ある。この障害は被爆者へのいわれなき偏見と差別の象徴で、中国放送では半世紀以上もの間、継続し

て取材している。この番組は長期取材してきたディレクターが制作したが、これまでの取材映像の蓄積

があり、さらに新しい要素も加えることで充実した内容の番組ができた。継続したテーマを取材する力

が大事だと感じた。 

『ヒロシマの礎』というニュース企画はライブラリーを利用した証言集で、過去に撮影した被爆者運

動をされてきた方々のインタビュー映像を編集し、放送した。この企画のディレクターはインタビュー

撮影当時に取材していた局長クラスのベテランで、この取材にもう一度光をあてたい、という思いで当

時の映像を使用した。 

夕方の情報番組を特番化した『イマナマ！スペシャル ～被爆 75 年 未来へ～』では、若い世代の取

り組みを伝えた。東京大学の渡邊教授と広島出身の学生による『「記憶の解凍」プロジェクト』という、

ＡＩの技術を使って当時撮影された白黒写真をカラー化する取り組みで、単にカラー化するのではな

く、当時を知る方に聞きながら色を突き詰めていくものだ。お話される方々の表情が変わっていく様子

は、まさに記憶が解凍されていく瞬間だと思って見ていた。これまで被爆者の方々には原爆が落ちた時

どうだったか、という思い出したくない話をさせていたかもしれないが、この取り組みは若い世代にも

親しみやすく、取材したのも 20 代の記者で、これからのライブラリー活用のヒントを得た。 

（3）今後に向けて 

継続したテーマを長年に渡って追い続けてきたことで、取材が制限されている状況であっても映像や

音声が豊富に揃っていて、さらに、それらを利用して若手記者が番組を制作することは、昔の証言や取

り組みに触れることでもあり、記録や記憶の継承に繋がっていると思う。 

また、膨大な過去の番組を新しい形で活用する方法について、例えば白黒の番組をカラー化、ＶＲ化

し、さらにウェブやＳＮＳで展開するなど、あまり取材に出られなかった今年だからこそ、今まで番組

として貯まっているものを新しい形でどう発信していくか、今後のヒントを得ることができた。 
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Ⅲ．事例報告② 

 

 

テレビ長崎 

報道制作局報道部記者 

佐藤 有華 
 

■報告要旨 

（1）特番制作にあたって 

被爆 75 年を迎えるにあたって『伝えたいナガサキ～浦上は語る～』（2020 年３月放送）という特番

を制作した。番組の話が持ち上がり、テーマを考えていたタイミングでローマ教皇フランシスコ来日の

情報が耳に入ってきた。「怒りの広島、祈りの長崎」と言われる長崎とローマ教皇との繋がりを考えた

とき、「祈り」の象徴でもある浦上天主堂がある浦上地区に着目し、ローマ教皇と浦上の２つを柱にす

ることを決めた。長崎にとっての祈り、平和と結びつく祈りとは何かを考えて制作した。 

爆心地から 500 メートルの距離にある浦上の被害の大きさを伝えるにはどのような映像資料を使え

ばいいか、正解の見えない中で膨大な資料にあたることとなり苦心した。今回取材させていただいた被

爆者で浦上教会信徒の方は、きょうだい４人を亡くし、教会裏にあった自宅は焼失した。当時を物語る

ものは残っていなかったが、家族写真を新聞記事で見た覚えがあり、ご家族にも探してもらったが、見

つからなかった。被爆者個人の写真など、資料をどのように管理していくかは、今後の課題だと感じて

いる。 

ローマ教皇については、1981 年のヨハネ・パウロ２世の来日を取材した記者やカメラマンが幸いま

だ会社に在籍しており、当時と今回の来日をどう比較をしたらいいかなど、相談してじっくり練り上げ

ることができた。会話の中で当時の取材体制や撮影ポイントなど、映像の裏側を知ることができた。ま

た、当時の特番を見返すと、カメラマンやディレクターが選び抜いたワンカットが凝縮されていて、今

回の取材のヒントも得られた。 

（2）番組制作時に意識したこと 

今回の特番制作にあたって、四つのことを特に意識した。 

まず一つが社内映像である。これまでにテレビ長崎が取材した膨大な映像がある。例えば「原爆」や

「被爆者」とキーワードを検索すると、合わせて９千件もの映像が出てくる。 

今回取材した被爆者で浦上教会信徒の女性は、毎年８月９日に教会やお墓に行って祈りを捧げていた

が、この時は足を悪くし、入院先の病室で手を合わせていた。取材と並行して社内の資料映像を探すと、

９日の朝に女性が墓参りする姿を見つけることができた。 

二つ目にイメージ作りである。当時の映像を今と繋げるためには、描きたいシーン、心情、何を伝え

たいかなどをカメラマンと共有し、イメージを作っていかなければいけない。今回は自分の経験値が足

りず、「力を貸してください」と相談しながら映像を作ってもらった。 

三つ目に、資料館などにある一次資料、記録資料をいかに活用するか、ということである。研究者や

学芸員にご協力いただき、番組で使う資料を選んだ。この過程も若手記者にとって学びの場だと感じた。 

最後に被爆者の家族写真だ。被爆者が写真をご覧になると記憶が呼び起こされるのか、より生き生き

とお話してくれた。75年前を一緒に伝える、という点でも資料をご提供いただくことが大事だと感じた。 

（3）今後に向けて 

いつかは訪れる被爆者なき時代に向け、「これが最後かもしれない」と思いながら被爆者の話を伺い、

ご遺族から話を引き継ぐ。こうした積み重ねが、映像の価値にも繋がっていく。 

私たちは現場で撮影した映像を放送することが第一だが、正しい情報と紐づけ、後世に繋ぐことも大

切な役割だと思う。自分たちが撮影してきた映像を通して学ぶこともある。今向き合っている映像が価

値のあるもの、宝の山になるように努めていきたい。 
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Ⅲ．事例報告③ 

 

 

沖縄テレビ放送 

報道制作局局次長 

山里 孫存 
 

■報告要旨 

（1）沖縄戦記録フィルムの検証 

「１フィート運動の会」という米国国立公文書館等から収集した沖縄戦の記録フィルムを公開する活

動をしていたグループがあったが、沖縄テレビでは、そのグループから提供された映像を以前から使っ

ていた。それらの映像がどこで撮られ、誰が映っているか、という詳細な検証をする企画を 2005 年の

戦後 60 年という機会に組んだ。そのきっかけとなったのが「１フィート運動の会」の発起人であるド

キュメンタリー作家の上原正稔さんで、一緒に検証活動をして、１年半ぐらい毎週１本放送した。 

ここかもしれない、という撮影場所の情報を得たら、その地域の公民館などで現地の方に映像を見て

もらい、証言を集めていった。戦闘シーンなどの悲惨な状況も含まれている映像を、当事者かもしれな

い方々に見せることに最初は尻込みしていたが、どの地域でも非常に喜んでもらえた。ご本人や亡くな

られた家族、知人が映っていることが分かると、大盛り上がりだった。次々とこういった活動を行い、

感動的なエピソードもいっぱい起きて、温かさのある会になることが多かった。 

活動を続けていく中、上原さんの長年の研究や私たちの取材でも最後まで撮影場所が判明しなかった

のが、井戸から何十人も救出される映像だった。放送を続けて情報を求めていくと、我如古（がねこ）

地区ではないか、という情報が入ってきた。公民館で大勢の方に集まって見てもらうと、間違いなく我

如古だと分かった。地域の皆さんは、これまで井戸の話をあまり語ってこなかったようだったが、放送

後には語り始めるようになり、これをきっかけに会合も始まったということで非常に喜ばれた。 

後日、上映会に来られなかったご姉妹から、私たちもあの穴の中にいたから映っているはず、という

連絡があった。ご自宅に伺って映像を見ていただくと、幼い二人が井戸から出てくるシーンが見つかり、

非常に喜んでいただいた。取材も終わろうかという時に「この着物まだ持ってるよ」と、映像の中で着

ていた着物の現物を出してくれた。現在、その着物は沖縄県立平和祈念資料館に展示されている。 

この検証活動を通じて、撮影地など検索情報も充実していき、沖縄戦の記録フィルムは活用できるよ

うになったのだが、自分たちが撮った映像については、メタデータを残す感覚が意外と無かった。そこ

で、先輩方が撮った自社の映像も紐解こうということで、2019 年にニュース番組の中のシリーズで『若

手記者がたどる 沖縄テレビヒストリー』という企画を立てた。これは若手記者が先輩方から米軍統治

下時期の体験談や経験談を聞く企画で、ある意味、バトンを引き継いでいく内容になった。社内で眠っ

ていた映像にも物語があることが分かり、ライブラリーも一層充実してきた。 

（2）新しい表現への挑戦 

『サンマ デモクラシー』（2020 年放送）は、米軍統治下の 1963 年に起こった「サンマ裁判」をテー

マに、沖縄テレビに残っている映像を駆使して制作した番組だ。琉球噺家の志ぃさーさんの落語を狂言

回し的にして物語を作っていったのだが、米軍が上陸した読谷の浜に高座を作って落語をしてもらっ

た。この浜から米軍が上陸してきているイメージ映像を背景に合成したり、裁判を起こした玉城ウシさ

んの人柄も分かってもらえるよう、１枚しかなかったウシさんの写真をあの手この手で出すなど、新し

い表現にチャレンジした。 

また、強権をふるっていたキャラウェイ高等弁務官の肉声が記録されていた唯一の映像を社内で見つ

けたのだが、調べてみるとＮＨＫが収録したインタビューで、その当時にＮＨＫからフィルムを購入し

て沖縄テレビで放送したものが奇跡的にアーカイブされていたものだった。改めてＮＨＫと覚書を交わ

して使わせてもらい、志ぃさーさんがインタビューしているように合成して使用した。 

昔の映像を使った新たな伝え方にチャレンジし、今の視聴者にどうしたら伝わっていくか、というと

ころを試行錯誤している。 
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Ⅲ．事例報告④ 

 

 

東京大学 

大学院情報学環准教授 

丹羽 美之 
 

■報告要旨 

番組アーカイブの活用例 

テレビ放送の開始から 60 年以上が経ち、どの放送局のアーカイブにもたくさんの番組が残っている

が収集、保存だけではなく、どう活用していくかが問われている。広島、長崎、沖縄に絡めて活用の事

例をご紹介したい。 

 

まず一つ目は、研究者がアーカイブを使う場合である。番組が何十年分も貯まると、それ自体が報道

の歴史や現代史のドキュメントになってくる。それを研究者が資料として活用したり、学校の授業で教

材として使ったりすることもある。 

私が日本テレビ系列の『ＮＮＮドキュメント』と共同研究した事例について紹介する。この番組は日

本テレビ系列の全国 29 局が制作しており、1970 年の放送開始から、これまでに 2500 本以上が毎週放

送されてきた。これらの番組を全てデジタルアーカイブ化し、研究・教育に活用できるようにするプロ

ジェクトをここ数年やってきた。1300 ページを超える『ＮＮＮドキュメント・クロニクル 1970-2019』

として書籍化し、過去の放送記録を整理して活用できるようにもした。さらにテーマ別に研究者が番組

を見て分析しており、広島の原爆をテーマとした研究もある。鈴木麻記さん（東京大学大学院情報学環

特任研究員）は、100 本以上ある広島の原爆関連番組を見直し、被爆国日本の被害の象徴としてだけで

はない広島の描き方、色々な可能性、豊かなヒロシマ像が見えてくることを発見した。70 年代には広

島に限らず、様々な場所にいる被爆者の姿を掘り起こしていくような番組、80 年代には軍都でもあっ

た広島の加害性に正面から向き合うような番組、90 年代では広島から原子力発電の是非を問う番組な

ど、多様なヒロシマ像が見えてくる。自らが作ってきた番組の足元を掘り起こしてみると、たくさんの

可能性があることが分かる例だ。 

 

次に市民の皆さんと一緒にアーカイブを使っていく活動である。ケーブルテレビ局の長崎ケーブルメ

ディアが 2015 年から『ながさき原爆記録全集』という番組を定期的に放送している。日本の３大原爆

フィルム(『海兵隊フィルム』、『戦略爆撃調査団フィルム』、映画『広島長崎における原子爆弾の影響』)

の全カットを解説付きで放送しており、ケーブルテレビの特性を生かして再放送も含めて繰り返し放送

している。すると視聴者から映像についての色々な情報が寄せられてくる。それらの情報をもとに取材

し、深堀りしていくことで明らかになった事実、人物、場所、出来事などを改めて盛り込み、更新しな

がら放送する。先ほどの山里さんの検証に近い活動で、まさに市民参加型アーカイブの好例だ。単なる

資料映像としてではなく、地域の記憶、原爆の記憶を市民と協力しながら作り上げ、市民とともにいろ

んなことを発見していくために使っていく例だ。 

 

最後に、アーカイブを使うことは制作者や記者にとっても大きな意味があるという例だが、山里さん

の話にも出た沖縄テレビの『若手記者がたどる 沖縄テレビヒストリー』という、2019 年 10～11 月に

放送された開局 60 周年のニュース企画である。若い記者たちが自分の生まれる前の沖縄史や報道史を、

自局の映像アーカイブや、それを取材した先輩記者やＯＢへの取材を通して学んでいく仕組みになって

いるが、取材していく過程で若手記者たちの目の色が変わっていく感じが伝わってくる。映像を掘り起

こし、今に繋がる問題意識を受け継いでいくこともアーカイブを使う一つの意義だ。 

 

私たちは今、とても貴重なアーカイブがあるにもかかわらず本当に活かしきれているだろうか、とい

うことをやはり考えないといけない。 
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Ⅳ．パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

パネリスト 

友定 真治（中国放送） 

佐藤 有華（テレビ長崎） 

山里 孫存（沖縄テレビ放送） 

丹羽 美之（東京大学） 

進行役 

音 好宏（上智大学） 

 

■発言要旨 

継承について 

 

友定：それぞれの放送局に流れるＤＮＡみたいなものがある。過去に良い番組、大きな番組を作ってきた先

輩方から局内で若い人たちに受け継がれている。何かに取り組もうとするとき、今のトレンドをどう

捉えるかが非常に難しくなっているが、大きなテーマとして、継承のしかたを若いディレクターたち

が悩みながら挑んでいる。 

戦後を語る番組を作ること 

 

音 ：沖縄の戦後史を語る番組は、今の状況を語ることに繋がりやすいと思う。昔のことを語る番組が今の

政治状況にボールを投げているように強く感じた。制作者として、どのように考えながら作っている

のか。 

山里：過去の沖縄で起きた出来事を知らなかった、というスタンスから検証して知っていくと現状を理解で

きる。『サンマ デモクラシー』もそうだが、60～70 年代の本土復帰にかけての住民運動でも、声をあ

げて団結して行動し、闘って何かを勝ち取れたという成功体験が、現在の基地をめぐる運動に繋がる

ものがあると感じている。記者は「知らない」ということを隠したがる。再来年は本土復帰 50 年と

なるが、『復帰を知る』（2013 年）というシリーズ企画を作った時、若手記者に「何も知らないので教

えてください」というスタンスの取材を繰り返させた。その結果、非常に良いシリーズになった。 
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昔の映像を使うこと 

 

音 ：過去の先輩たちの映像などを整理しながらドキュメンタリーを作ることは、映像で歴史を追体験して

いくことだと思う。皮膚感覚がないものを自分で構成をするとき、注意しようと思ったことや、何か

気付きはあったか。 

 

佐藤：自分が作ったものを何十年後の後輩が見たときに誤って使わないように、という点からも、自分に蓄

積がないことで間違ったことをしないよう、特に気をつけていた。38 年前のローマ教皇来日時、私は

生まれていなかったが、幸いにも当時取材をした先輩が同じ職場におり、当時の映像の内容や、使い

方まで社内で確認できたのはありがたかった。また、取材でお会いできた当事者の方々にも確認をし

ようと心掛け、研究者などの知識をお持ちの方にも相談にのっていただいた。また、普段のニュース

では限られた放送時間に合わせて使いそうなシーンだけ見ていたが、今回のように番組となると映像

全体を通して見て、過去の映像を活かすために今をどう撮影するか、カメラマンにどう撮ってもらう

かも考えることができて、プラスになることが大いにあったと感じた。 

映像アーカイブを使うために 

 

音 ：映像アーカイブを使うことにもクリエイティビティーが問われていると思う。お三方の現場の話を聞

いてどのように感じたか。 

 

丹羽：友定さんから、新しいテーマや切り口が見つけにくくなっているというお話があった。新技術を活用

した取り組みはその解決策の一つだと思う。一方で過去の番組にはまだたくさんの可能性が眠ってい

る。過去の番組に無心になって向き合い、今を照らし出すためにどのように使えるか考えることも大

事な気がした。佐藤さんのお話では、若い感性で過去のものに向き合っていくときに大事なのは、何

かを発見していく、という姿勢だと思っているが、そういった姿勢で臨んだからこそ、過去のローマ

教皇の映像の撮り方から含めて掘り起こし、今と比較していくアプロ―チができたのかなと思った。

そして、山里さんのお話も今回の話に通じている。過去の映像に向き合うとき「私たちは何も知らな

い」というスタンスからスタートができるかが、大事ではないかと思った。 

 

Ⅴ．質疑応答 

〇[質問] 長崎、広島、沖縄以外では戦争報道が深く行われていないように感じる。日本全体として戦争の恐

怖を認識してもらうために、番組制作者側としてはどういう取り組みをしたらいいか。 

〇[回答] 

山里：多くの場合、例えばテレビの賞をもらっても「よかったね」で終わってしまいがち。そこで、沖縄

テレビでは映画化などの色々な方法を模索し、テレビとは違う伝え方ができるのではないか、と展

開している。『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』（2018 年）というドキュメンタリーは全国ネットで

放送されたが夜中３～４時の放送で、全国の視聴者に届いた実感がなかった。今年、沖縄テレビ 60

周年記念ということで劇場版を製作し、全国各地で上映されている。ここ５、６年の沖縄での出来

事をまとめた内容の作品だが、映画は 50 年、100 年と持つメディアだと思うので、将来に向けて、

昔の沖縄の出来事はこうだった、という記録としても残る映像になってほしいと思った。 

 音 ：日本のテレビ放送は県域免許であり、ローカル局が県内で放送したものが、全国放送では深夜帯に

なるケースがたくさんある。映画はエリアを越え、時間を超えて生き長らえていくが、映像アーカイ

ブも全く同じだと思う。映像アーカイブをうまく使い、同じような意味が得られると改めて思った。 

佐藤：全国にとどまらず県内でも意識の壁を感じる。新型コロナの感染拡大で、当たり前だったことがそ

うでなくなることを、若い方も感じていると思うが、アプローチによって、戦争についても視聴者

の皆様が自分ごととして受け止めてもらえるきっかけにするために、共感できる点を見つけていく

ことを忘れないように取材活動に取り組んでいる。 

また、どう発信するかについても、まずは放送を見ていただきたいのが正直なところだが、例えば

取材した若者に動画や読み物化した記事をシェアしてもらう、といったような、アプローチの選択

肢を増やしていくことが必要だと思っている。 
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〇[質問] 取材記録をバーチャルリアリティーで次世代に伝えていくことは検討しているか。 

〇[回答] 

友定：バーチャルリアリティーまでいけるか分からないが、今はネット配信の力が大きい。ＳＮＳやウェ

ブでの展開を積極的にやっていきたい。広島陸軍被服支廠の存続問題や、ＡＩでの写真のカラー化

など、県内で注目されていることを地元各局は多角的に取り上げているが、重点的に発信している

テーマが放送局ごとに別々なので、全国の皆さんに伝わるのが難しいと思っている。広島の話題や

取り組みを気にかけてもらえ、コンテンツが多くの人の目に触れてもらえるように積極的に展開を

しないといけないと思っている。 

 

〇[質問] 戦争のフィルムは高価だと思うが、共有などはしないのか。 

〇[回答] 

山里：以前は、沖縄の平和祈念資料館、公文書館、テレビ局など、それぞれが取り寄せてアーカイブして

いたが、現在はＮＨＫさんが各機関のリストを突き合わせ、足りないものも取り寄せて、ある程度

網羅されて公文書館にまとめられている。大抵の映像は公文書館にアクセスすれば手に入る。 

 

〇[質問] ＡＩ技術による白黒写真のカラー化は魅力的だと思ったが、このカラー化によって事実が歪曲され

たり誤解されたりする懸念はないか。 

〇[回答] 

友定：過去のライブラリー素材から確認することや、当時のことを知る方から正確なものを残すための証

言を、今聞く取材をしないといけないと強く思っている。 

丹羽：カラー化はそれ自体が目的ではないと思う。友定さんが言われた取材や、長崎ケーブルメディアや

山里さんの検証活動など、住民の方々の証言に耳を傾けていくきっかけとしてアーカイブ映像が大

きな意味を持っている。当時の証言や今の思いを引き出すための手段として、市民とともにアーカ

イブを使うということでもある。技術そのものが目的ではなく、新しい技術を使いながらアーカイ

ブの活かし方を豊かにしていく取り組みだと思う。 

 
 

【セミナーの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


