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［第 5 章］複製

保存専門家は、オリジナルのフィルム及びフィルムに記録された情報を守るため、コンテ
ンツをコピーし、その新しい複製物を公共サービスに用いている。収蔵元がフィルム→フィ
ルム複製の予算を組み、新しい閲覧用プリント、アクセス用コピー、マスター素材を作成す
ることで、未来に向けて歴史的・文化的に重要な作品のフィルムを保護することになる。こ
れがフィルムの長期保存を実現するための最善策だが、実行に移せない場合、収集組織は安
価なビデオコピーをサービス提供用に作成し、オリジナルは低温の収蔵庫に保管する。低温
低湿の収蔵庫のおかげで劣化の進行が抑制され、優先順位の高いものから時間をかけて保存
用コピーを作成していくことも可能になる。しかし、いくら便利で安価なビデオも永久保存
メディアにはなり得ない。

ほとんどの公文書館・図書館・博物館は、保存用とアクセス用のコピー作成を専門のフィ
ルム現像所に発注している（各定義は第 1 章３.参照）
。保存用コピーを作成するための一連
の基本作業を理解すれば、プロジェクトを実行に移す際の参考になるだろう。本章では複製
1

の一連の流れと、保存専門家と現像所の連携について解説する 。

1. はじめに：危害を及さないこと

医師は人命の尊重を誓うが、あらゆるアーティファクトや博物館の器物の保管と復元にお
いて、保存専門家も同じことを順守している。フィルム保存も例外ではない。フィルムを救
う目的で施されるいかなる取り組みも、その行為がオリジナル素材に損傷を与えることはな
い。オリジナルは、作業過程の最終段階に至るまで無傷のまま、完全性を保つべきだ。医師
が病原を消滅させるために患者の命を奪うことがないように、保存専門家は、映画のコンテ
ンツを救うためにそのアーティファクトを犠牲にしてはならない。オリジナルがひどい損傷
2

を受け、廃棄するしか打つ手がない場合もあるが、それはあくまで例外的なことだ 。

1

この章は、
『ACVL Handbook: Recommended Practices for Motion Picture and Video Laboratory

Services.』
（第5版 Association of Cinema and Video Laboratories 出版年不詳）と『Film Preservation 1993:
A Study of the Current State of American Film Preservation』
（第３版 米国議会図書館 1993）
［lcweb.loc.gov/film/study.html］から多くを引用している。
2

より専門的な保存と復元の倫理については、パオロ・ケルキ・ウザイ（著）
『Silent Cinema: An Introduction』

（BFI 2000）のp44〜76と「FIAF倫理規定」
［www.fiafnet.org/uk/members/ethics.cfm］
〔日本語版：東京
国立近代美術館フィルムセンター ニューズレター23号（1999）
〕を参照のこと。
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この第一の保管原則から自ずと、アーティファクトや博物館の器物を救う手段とは、可逆
性を持つこと、そして詳細に記録として残すべきことだとわかる。フィルム保存もまた、こ
うした基本理念を逸脱しない。仮に複製過程で元素材の順序を入れ替えるようなことがあっ
ても、ほとんどの保存専門家は、必要となればやり直しできる方法で入れ替えたことを主張
する。さらに保存専門家は、いかなる段階を踏んだかを記録に残し、それを正しく次世代の
担当者に伝えている。

保存専門家は、観客に対する責任も負っている。映画ファンや研究者らは、複製や復元に
よって作成されたコピーを通してオリジナルを体験することになる。もしフィルムが部分的
に再構成されたなら、観客にはそれを知る権利がある。トーキーの誕生より 20 年近く先だ
って作成されたエジソン社の音付き短編フィルムを復元するにあたって、ニューヨーク近代
美術館（MoMA）は、エジソン社の文書記録を活用し、長い間失われていたインタータイト
ルを再構成した。インタータイトルとは、文字で出来事を観客に説明するものだ。そのイン
タータイトルは、エジソン社のタイポグラフィーのスタイルに限りなく近づけて、実際のと
ころオリジナルとほとんど区別がつかないまでに再現されたが、追加フレームのすべてに
MoMA のロゴを小さく挿入する工夫を施すことで、敢えて再構成版とわかるようにした。

2. オリジナルの保護

◇ 長期的な保管：フィルム→フィルムへのコピー フィルム保存とは未来への投資だ。
理想的には、公開用の代用品と共に１本かそれ以上のマスター素材も作成し、元素材を使わ
ずにニュープリントを作成できるようにしたい。マスター素材の形態は、オリジナルのフィ
ルムの形状、性質、世代次第で、ネガ／ポジ・光学／磁気・アナログ／デジタルなど、オリ
ジナル・フィルムと異なることもある。

新たなマスター・フィルムを作成してオリジナルを保護することこそ、フィルム保存の究
極の処方箋だが、その手順を踏むには時間、手間、コストがかかる。2003 年現在、1,000ft.
3

の白黒／無声／16mm の新しいネガとプリントを作成するのに 1,550〜2,800 ドルかかる 。
これだけコストがかかると、現在のところ、残存する最も優れたコピーと考えられるような
研究価値の突出したフィルムでない限り、
この行程は実行に移せないだろう
（第 4 章 4.参照）
。

3

2003年にNFPFが申請を受けた比較的状態の良い素材からの見積りによる。カラーは一般的にこれより高額で、

新たに1,000ft.の16mmのインターネガとプリントを作成するには1,800〜4,300ドルほどかかると考えられる。
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保存用マスターさえあれば、フィルムのコンテンツは保護され、必要以上にオリジナルに
4

手を触れないで済む 。閲覧用コピーが損傷を受けても、保存用素材から新たに作成すること
ができるので、元素材を傷めることにはならない。一旦フィルムに複製したら、オリジナル
は低温の収蔵庫に戻せばいい。

フィルム→フィルム複製が難しい収集組織にも、保管戦略の一環としてフィルムをアクセ
ス可能にするための手順がある。つまり、アクセス用コピーとしてビデオを作成し、低温の
収蔵庫を使用してオリジナル・フィルムのために戦略的に時間を稼ぐのだ（第 6 章 1.参照）
。

◇ アクセス用コピー ビデオが普及するまで、研究機関の多くのフィルムは閲覧が許さ
れなかった。ビデオが公共サービスに革命をもたらし、電子機器の入手が容易になるに連れ、
動的映像へのアクセスも可能になった。収集組織の多くが目下、新たな取得物を定期的にア
ナログの VHS ビデオテープ〔若しくは DVD〕にコピーしている。内部でコピーを作成する
5

こともあれば、業者に委託することもある 。レファレンス・サービスでも、フィルム→フィ
ルム複製で保護した作品のビデオコピーに頼る組織が増えている。そうすることで、上映用
の新しいフィルム・プリントは、
館内上映や館外貸出用にとっておける
（第9 章2.と5.参照）
。

このことから、保存専門家はビデオによってフィルムの研究価値、つまり実際の研究利用
を査定する新たなツールを得たといえる。ビデオの調査頻度の高い作品は、明らかに研究価
値も高い。十全なフィルム→フィルム保存のための優先順位をフィルムに付ける際は、第 4
章で議論したその他の要素と並んで、リクエスト頻度も考慮すべきだ。

◇ アナログ・ビデオテープ アナログ・ビデオは融通が効く安価なアクセス・ツールだ。
画質・音質はやや落ちるが、たいていの研究目的には堪えうる情報が記録できる。加えて、
VHS の再生機はほとんどの組織が備品として既に持っている。便利、持ち運び可能、使い方
も簡単だ。VHS ビデオテープが代役を果たすあいだ、オリジナルは低温の収蔵庫で安心して
休んでいられる。通常の環境で、アナログ・ビデオテープは 20〜30 年は保つようだが、雑

4

資金に恵まれた保存専門家の場合、２本のマスターを作成し、１本をニュープリント作成に、もう１本を保存用

にすることもあるだろう。
5

エルモ（第９章1.参照）などの名称で知られる、ビデオカメラをフィルムのビューワに取り付ける仕組みのフィ

ルム→ビデオ変換器機で、内部で安価にVHSコピーを作成する組織もある。このようなVHSコピーはテレシネ機
材を使用した場合と比べて品質が落ち、オリジナル素材が損傷を受けることもあるため、作業に入る前に破損や裂
け目を補修しよう。脆くなったり縮んだりしているフィルムをフィルム→ビデオ変換器機で扱ってはいけない。
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6

に扱い、再生機の清掃を怠り、熱や湿度に晒せば寿命が縮まることは言うまでもない 。

◇ デジタル・ビデオテープ VHS カセットは脆弱だ。そして、もはや時代遅れといって
いい 3/4 インチの U マチックビデオ機器にいたっては、初代のビデオコピーを万一に備えて
品質の優れたビデオテープにコピーしている組織もある。当面のあいだ、VHS コピーの作成
にはこのビデオ・マスターが使用される。ビデオ形式としては 10 年以上に渡って、ベータ
カム SP や 1/2 インチのアナログ・テープが選ばれ、
1980 年代のテレビ産業に広まっていた。
デジタル・テープの人気が高まると、組織によっては 1/2 インチのデジタル・ベータカム・
テープ（デジベータ又は DBC とも呼ばれる）に切り替えたところもあった。今日〔2004 年
現在〕の報道現場ではこれが主に使用されている。画と音をデジタル・データとして記録す
る際、デジタル・ベータカムはほとんどロスなく再現でき、DVD その他のデジタル・メデ
ィアに代替コピーを作成することを考えても、アナログ・テープより基盤が堅牢だ。

◇ デジタルの最前線 デジタル記録の使用頻度が高まるに連れ、
「なぜフィルムをフィル
ムに複製する必要があるのか？」
「フィルムのコンテンツを直接デジタル・ファイルに変換
できるのに、なぜ新たなフィルム・マスターを写真光学的な技術で作成するのか？」という
疑問が生じている。

その答えの一部は、さらに新たな疑問へと形を変える。
「最新のデジタル・テクノロジー
は、オリジナルの音声・画像情報を余すところなく捉えられるだろうか？」
。現状で、その
答えは「ノー」だ。十分な解像度でフィルムの画・音のコンテンツのすべてをスキャンする
技術は試用段階にあるに過ぎない。将来的にはオリジナルをスキャンして、そこに内在する
7

データすべてを捉える作業が安価で可能になるかもしれない 。しかし現状では、何れのアプ

6

Steven Davidson、Gregory Lukow（編）
『The Administration of Television Newsfilm and Videotape

Collections: A Curatorial Manual』
（American Film Institute、Louis Wolfson II Media History Center 1997）
の中のSteven Davidson（著）
「Videotape Issues and Concerns」p121‒122を参照のこと。ビデオテープの
寿命に関して、さらに詳しくは『Television and Video Preservation 1997: A Report on the Current State of
American Television and Video Preservation, 4 vols』
（米国議会図書館 1997）p18‒27
［lcweb.loc.gov/film/tvstudy.html］を参照のこと。ビデオ保存の入門編として、
『Playback: Preserving Analog
Video』
（Bay Area Video Coalition 2003）というDVDがある。
7

将来のこのような進歩があっても、保存専門家はデジタル化の根本的な課題に直面することだろう。どれだけ信

頼のおけるデジタル・コピーも、アクセスの仕組みが変化する以上、刷新され、再設定されることは避けられない。
したがって、デジタル・コピーに必要なコストには作成費だけでなく、同時進行のメンテナンス費と将来の再コピ
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ローチが長期的にアーカイバルな価値を保つものか、定かではない。

電子機器に彩られた現代において、私立か公立かに関係なく、保存専門家は所蔵品の「デ
ジタル化」への期待の高まりを肌で感じている。しかしながら、デジタル化は未だフィルム
保存の実用的な解決策ではない。フィルムのコンテンツを守り、未来へ残すための最善策は、
今も尚、フィルムをフィルムにコピーする昔ながらの方法、そしてフィルムを低温低湿の収
蔵庫に保管することだ。長期保存メディアとしては、今のところフィルムが独走している。

◇ 長期的保存戦略を練る どの作品をフィルム→フィルム複製するのか、その選別は手
強い決断だ。保存専門家は、フィルムの歴史的な重要性、希少性、研究要請、助成金の獲得
しやすさ、組織的な優先順位など多くの要素を天秤にかける。長期的視野でフィルム保存計
画を進展させるため（第 6 章 8.参照）
、低温収蔵庫の効用も考慮せねばならない。収蔵に関
しては次章で詳しく解説するが、ここでも決断の重要な要素として議論する価値がある。
8

フィルムにとって低温低湿の収蔵環境は予防薬のように働く 。適切な収蔵が劣化を遅らせ、
オリジナルの寿命を延ばす。映画の延命が叶えば、作品ごとの複製は急場凌ぎでなく、段階
的に時間をかけて計画できる。適切な収蔵のおかげで得られる時間は何物にも代え難い。

潤沢な予算を持たない保存専門家は、フィルム→フィルム複製を特に重要な研究素材、つ
まりコレクションの中でもお宝に相当するものを保護する方法とみなしつつある。便利で安
価にアクセスが確保でき、かつ、オリジナルに手を触れずに済むため、ビデオの利用が増え
ている。しかし、オリジナルとマスターを低温低湿の環境で保管せず、複製とビデオによる
アクセス確保だけでは、長期的なフィルムの残存には何ら寄与しない。低温低湿の収蔵庫は
フィルムの延命に何よりも大切な要素だ。収蔵庫があれば、保存計画の枠組や長期的な複製
のスケジュールが提示できる。

ー費が加算される。デジタル・アーカイビングについて、詳しくは『Building a National Strategy for
Preservation: Issues in Digital Media Archiving』
［www.clir.org/pubs/abstract/pub106abst.html］
（IMLS
2002）や『The State of Digital Preservation: An International Perspective』
［www.clir.org/pubs/abstract/pub107abst.html］
（IMLS 2002）を参照のこと。デジタル保存の問題の概要
についてはMargaret MacLean、Ben H. Davis（編）
『Time & Bits: Managing Digital Continuity』
（J. Paul Getty
Trust 1998）を参照のこと。
8

『Redefining Film Preservation: A National Plan』
（米国議会図書館 1994）の中の「Keeping Cool and Dry:

A New Emphasis in Film Preservation」p33〜38を参照のこと［lcweb.loc.gov/film/storage.html］
。
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表 7 フィルムを複製しよう：選択肢とその見返り
複製方法

利点

限界

フィルム及

・オリジナルの長期的な保護。マスター素材は適切に

・最も高額。

び上映用プ

保存すれば長寿。新たにコピーを作成するには新しい

・プリントを一般公開するには映写機や視

リントとア

マスター素材が必要だが、アクセス用コピーがあれば

聴用機材が必要。映写機は借用するか、内

クセス用の

オリジナルは低温低湿に保たれた収蔵庫に留まり、使

部でメンテナンスを施し定期使用せねば

VHS又は

用されない。

ならない。水平型編集テーブルはビデオデ

DVDコピ

・上映用や公共サービス用プリントが使用される。

ッキより高価。

ー

・質の高い複製作業により、プリントはオリジナルの
画質・音質を再現できる。
・視聴用機材は時代を経ても変化が少ない。
・実績ある保存メディアとして業界標準。
・ニュープリントからアクセス用のビデオコピーが作
成可能。

VHS テ ー

・ 制作費は最も安い。

• フィルムより画質・音質が落ちる。

プのコピー

・ 使い勝手が良い。

• 放送／映画用の再使用に不向き。

のみ

・ 再生機の入手が容易。

• フィルムより寿命が短い。

・低温低湿に保たれた倉庫に留まるオリジナルの代用

• フィルムから新たなビデオコピーを20

品になる。

〜30年ごとに作成する必要がある。
• 再生器機がすぐ時代遅れになる。

ベータカム

・低温低湿に保たれた収蔵庫に留まるオリジナルの代

• VHSより高価。

SP及び繰

用品になる。

• フィルムより短命。

り返しアク

・放送用に向いている。

• フィルムから新たなビデオコピーを20

セス用の

〜30年ごとに作成する必要がある。

VHSコピー

• ベータカムSPは廃れつつある。
• 再生器機がすぐ時代遅れになる。

デジタル・

•低温低湿に保たれた倉庫に留まるオリジナルの代用

• VHSより高価。

ベータカム

品になる。

• フィルムより短命。

及び繰り返

• アナログ・ビデオやそこから作成した複製より高品

• デジタル記録は時代を経ると、再びフォ

しアクセス

質。

ーマットを変換する必要がある。

用のVHS又

• デジベは現在最も広く使われている。

• 再生器機がすぐ時代遅れになる。

はDVDコ

• 放送用に向いている。

ピー

• DVDなど他のデジタル・メディアの元素材になる。

58

3. フィルム保存を専門とする現像所

公立や非営利のアーカイブはほとんど例外なく、保存用コピー作成を民間のフィルム現像
所に発注する。古いフィルムの複製は、劇場公開用プリントを大量に作成するのとは訳が違
う。過去数十年のあいだ、米国内の多くの現像所がこうした専門的な業種へと転身した。小
規模で専門的な現像所は、作業方法をプロジェクトごとにその都度調整する。特定の技術分
野、例えばレギュラー8 やスーパー8、カラー、ナイトレート、あるいはサウンドなどを極
めた現像所もある。古いフィルムは脆弱で、その劣化症状は多様なだけに、保存用コピーの
作成は職人仕事だ。

専門的な現像所の作業は、技術者及びその作業に必要な時間で決まる。白黒の音なし原版
のような標準的フィルムでさえ、その状態や準備にかかる作業量、現像所の地理的条件その
他の要素でコストが変動する。作業が複雑になればなるほど料金は嵩む。コストは一定の幅
の中で変動するもので、フィート単位の決まった料金まで減額されることはない。成果物
（第 5 章 4.参照）
、行程（第 5 章 5.参照）
、コスト（第 5 章 7.参照）の変動が大きいだけに、
保存専門家は、プロジェクトに着手する際にその基本を十分理解していることが重要だ。

現像所用語
----------------------------------------------------------------------------初号とアンサープリントはどこが違うだろう？デジベータ、デジタル・ベータカム、DBC は別もの？インター
ミディエイト・カラーネガとインターネガに違いがあるのか？実際のところ、何ら違いはない。
技術的な専門分野の常として、フィルム現像所にも特殊言語がある。こうした専門用語は時に似たような、ある
いはまったく同じ意味を持つこともある。用語に怯んではいけない。現像所における保存作業の流れは、第 2 章と
本章で解説したことが基礎となっている。現像所の見積書に意味不明の用語があれば、意味を尋ねてみよう。

4. 複製の行程を経て生まれる成果物

フィルム→フィルム複製によって、何本もの保存用マスターとアクセス用コピーが作成さ
れることもある。マスターとは、元素材の種類やオリジナルをどの程度まで保護する必要が
あるかによって異なる。大雑把に言えば、手間のかかる複雑なプロジェクトほど中間素材や
テスト用コピーの数が増える。次の表は、文化施設に見受けられる 4 種類の元素材、すなわ
ち音なしプリント、音付プリント、音なし原版、別録音の磁気サウンドトラック付き A・B
ロールのポジから、複製の連鎖の中で生まれる成果物を説明するものだ。保存用マスターに
ついての用語は、カラーフィルムと白黒フィルムで異なるので注意しよう。
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フィルムからフィルムへのコピー作成の段階で生まれるフィルム素材
［オリジナル］
①音なしプリント

*

［保存用マスター］

［アクセス用コピー ］

**

ネガ

上映用プリント
アンサープリント

②音付プリント

画ネガ

上映用プリント
（合成）

｝

音ネガ

アンサープリント

↑
磁気トラック
（オプション）

③音なし原版

***

ポジ

デュープネガ**

上映用プリント
アンサープリント

****

アンサープリント

④ A・Bロール
（ポジ）

磁気サントラ

画ネガ

︵
合
成
︶

｝

上映用プリント
アンサープリント

光学トラック（ネガ）
↑
磁気トラック
（オプション）

保存用の素材からマスターを作成することで、オリジナルに触れずともフィルムのコピー
を作成できる。アンサープリントは、保存用の素材のクオリティーを試すのに使われる。複
雑な復元の場合、満足いく結果が出るまで色や明るさを調整するので、何本のアンサープリ
ントが必要になるかわからない。アンサープリントをアクセス用にも使うなら、予算に不安
のある保存専門家は、プリントが「しっかりタイミングされている」ことを、つまり、全篇
通して正確な色と明るさに調整されていることを確かめよう。これを一旦成し遂げれば、続
*
**

問題がなければアンサープリントを上映用プリントとすることもある。この表にビデオコピーは含まれない。
カラーの場合は一般的にインターネガと呼ばれる。

***一般的に、白黒の場合はファイン・グレイン・マスター、カラーの場合はインターポジと呼ばれる。
****

このアンサープリントは、ポジ複製のタイミングを決定するために使用する。
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いて作成するアクセス用プリントも、承認されたアンサープリントにマッチしたものになる
だろう。

ほとんどの公共団体や非営利組織にとって、承認されたアンサープリントは閲覧用プリン
トを兼ねるものになる。ビデオテープは、このプリントからも、あるいは慎重に扱うことを
条件に保存素材やマスターからも作成できる。アクセス用コピーとしてフィルムもビデオも
両方持つ組織は、より充実した公共サービスを提供できる。

音付フィルムのコピー作成にはもうひと手間か
かる。音はたいてい、元素材から磁気の中間素材を
経て光学式の音ネガ又は電子ファイルに変換され
る。この中間素材は新たに音ネガを作成するときに
使用される。音ネガは画ネガと再び同期させ、共に
新しいサウンドトラック付の閲覧用ポジ、つまりコ
ンポジット・プリントの作成に用いられる。保存専
門家は時に、磁気サウンドトラック付フィルム、音声テープ、あるいはデータ・ファイルを
サウンドトラックのバックアップ・コピーとして追加作成し、音のオリジナルのすべてを保
護する手段とすることもある。

5. 特別な現像所の処理

現像所は、特殊な形状や劣化の問題を扱うための専門的な処理を開発してきた。次にあげ
るのは、比較的よく知られている技術だ。

◇ ウェットゲート処理 古いフィルム素材の場合、傷と摩耗は避けられないが、撮影機
にも映写機にもセットするリバーサル・オリジナルは尚更だ。損傷はフィルムのベースにも
乳剤にも起こる。従来の《ドライ・プリント》しかできない現像所では、こうした欠点が複
製段階で持ちこされ、ニュープリント上に筋跡のように、あるいは染みのように残ってしま
う。そのような問題を軽減してくれるのがウェットゲート処理だ。プリントの最中にフィル
ムを一時的に溶剤に浸し、この溶剤が傷、とりわけフィルムのベース面の傷を埋める働きを
9

する 。ウェットゲートはフィルムのプリンターだけでなく、テレシネ機材、つまりフィルム
からビデオテープに変換する機材にも装備できる。

9

ウェットゲート処理は、乳剤面の傷にはうまく作用しない。
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◇ オプチカル処理 映画の特殊効果のために 1920 年代に登場したオプチカル・プリンタ
ーは、従来の目的以外でも使われてきた。マスター素材が生フィルムに直接触れた状態でプ
リントされるコンタクト〔密着〕プリンターと異なり、オプチカル・プリンターは映写機に
似て、レンズを通して画を映写し、それを生フィルムにフレームごとにコピーする構造だ。

オプチカル処理は長いあいだ、マスター素材と異なる形状のフィルム・コピーを作成する
際に使用され、ダブル 8 やシングル 8 を 16mm に変換するために頻繁に用いられるように
なった。それだけでなく、収縮したフィルムの複製にも使用される。

◇ 画のデジタル復元 この処理において、フィルムの画はスキャンされてデジタル・フ
ァイルになる。汚れ、傷、その他の欠点はデジタル的に修正される。そして画はフィルム又
はビデオに出力される。この技術が登場した 1990 年代中頃のデジタル復元は、フレームご
とに損傷を一つ一つ取り除かねばならず、極めて手間がかかった。現在この復元処理は、コ
ンピュータ・プログラムのおかげで速度を上げることができるが、非営利団体や公共組織の
ほとんどには未だ高価すぎて手が出ない。

◇ 音のデジタル復元 サウンドトラックが劣化すると、オリジナル録音の品質が落ちる
ため、旧作の上映においてシャーッという雑音が入ったり、音が潰れたり、途切れたり、台
詞の途中にブツバツ音が聞こえたりすることは珍しくない。この復元処理において、音はデ
ジタル・ファイルに変換され、損傷はデジタル・オーディオ・ワークステーションで修正さ
れる。復元された音は、その後フィルムに出力する。コンピュータのハードドライブからサ
ウンドトラック素材に直接出力することが多い。音の復元の過程で作成されるデジタル・デ
ータは、将来に向けてアーカイブで保存される。音のデジタル復元は、すでに保存作業の一
部を占める。

◇ リダイメンショニング これは、激しく縮んだフィルムにのみ施す最終手段だ。プラ
スチックに効果のある薬剤を使用して、縮んだフィルムをオリジナルの形状に近づける。フ
ィルムは後にまた縮んでしまうため、効果が持続しているあいだにプリンターにセットする。
リダイメンショニングは、いわば破壊的な処理で、オリジナルに取り返しのつかない損傷を
与えることもあるため、他に処置の施しようのないフィルムにのみ使用すべきだ。

6. レギュラー８とスーパー８
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民間の保存専門現像所がダブル8やシングル8にようやく着目するようになったのは、ごく
最近のことだ。歴史的にフィルム産業は35mmや教育市場の16mmとの結びつきが強く、
8mmを見過ごしてきた。学術的な興味関心の変化と、映像アーキビスト協会が2001年に提
言した「スモールゲージ・イニシアチブ〔小型映画構想〕」が相まって、アマチュア用形状
の再評価のきっかけが生まれ、現在では〔米国の〕多くの現像所が確かな技術で小型映画を
10

扱うようになっている 。8mm機材を探してサービスを提供することが困難なため、たいて
いの保存専門家はダブル8やシングル8を16mmフィルムに複製している。

無声のアマチュア・フィルムの中には、カラーと白黒の混在もあり、異なるフィルムスト
ックを現像所でどう扱うべきかが問題になる。明快な正解はないが、数多ある保存事例の中
で、助成金の有無やアーティファクトとしてのフィルムの重要性がその選択を大きく左右す
る。全体をカラーフィルムにコピーすることが通例だが、アヴァンギャルド作品や芸術性の
高い作品などは、オリジナルをばらしてカラーと白黒とを分け、カラーはカラー、白黒は白
黒でそれぞれ複製し、最後に元素材もプリントもオリジナルの順番通りに戻すことがある。

7. 現像所の見積を理解する

発注者とはたいてい、見積を取得し、注文内容のサービスとそれにかかる凡その料金を提
示してもらうものだ。現像所が相手でもそれは変わらない。見積は、電話やEメールでプロ
ジェクトの内容を確認した上で、あるいは実際にフィルムを物理的にインスペクションした
11

上で作成する 。見積を頼む前に、フィルムの物理的特徴を把握し、必要な成果物が何かを
考えよう。最低限、以下の質問に答えられるようにしておくこと。

・

10

フィルム題名又はコレクション名は？

参考になるのは、例えばAlbert Kilchesty（編）
『Big as Life: An American History of 8mm Films』

（Foundation for Art in Cinema 1998）
、ニューヨーク近代美術館、サンフランシスコ・シネマテーク、パトリ
シア R. ジマーマンによる2年がかりのレトロスペクティブのカタログ『Reel Families: A Social History of
Amateur Film』
（Indiana University Press 1995）などだ。映像アーキビスト協会は小型映画に関するパンフレ
ットを2001年の年次会議で発行した［www.amianet.org/publication/resources/reports/smallguage.pdf］
〔日本では8mm→8mm、あるいは8mm→16mm／35mmのブローアップ復元はほとんど実施されない。単な
るテレシネ・サービスが〈修復〉〈復元〉と表記されることがあるので注意が必要〕。
11

後者は正確なものだが、お金も時間もかかる。現像所によってはインスペクションにも料金が発生する。とくに

顧客が別の業者に複製を頼むようなことがあると、返送料金も請求されかねない。
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・

凡その製作年は？

・

形状は？

・

各巻のおよその長さは、フィートに換算すると?

・

フィルム製造会社は?

・

フィルムはカラー／白黒?

・

フィルムはポジ／ネガ／リバーサル／Aロール・Bロール?

・

フィルムにはサウンドトラックがある? あるとすればどんな種類? 別録の音素材は?

・

どのような劣化と損傷が見受けられる?褪色、縮み、ワーピング〔ワカメ状〕、カーリ
ング〔お椀状〕、画の劣化、裂け目、スプライス壊れ、パーフォレーション破損、ビネ
ガーシンドロームは?

・

どのようなマスターとアクセス用コピーがこのプロジェクトには必要?

・

マスターとアクセス用コピーにクレジットや追加情報を加える?

現像所の見積書サンプル
題名：Excavations at High Mesa〔ハイ・メサにおける掘削〕
元素材：16mm カラー リバーサル オリジナル 無声（450 ft.）

作業内容

数量

単価

査定と補修

1 時間

／1 時間

クリーニング

450 ft.

／ft.

16mm インターネガ

450 ft.

／ft.

ウェットゲート 追加料金

450 ft.

／ft.

16mm カラー アンサープリント

450 ft.

／ft.

1 時間

／1 時間

計

16mm からデジベへの変換
（カットごとの補正なし）
デジベ生テープ

1

／本

VHS 変換

1

／本

合計
この見積は顧客から寄せられた情報に基づくもので、フィルム本体のインスペクション結果によって内容が変更に
なることもある。送料は含まれていない。
メモ：単価と合計額は含まれていない。料金は現像所によっても、フィルムその他の要素によっても大幅に異なる。

事前に作成したインスペクション報告書（第３章 3.参照）には、見積作成の参考になるデ
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ータのほとんどが含まれている。

保存専門家はコストと処方を比較するためにも、2 カ所から見積もりを取得するといい。
価格設定が低いほどフィルムにとって好ましいとも言えない。現像所選びで考慮すべきはコ
ストだけでなく、同種のプロジェクトの経験、職場からの距離、納期や顧客サービスといっ
たことだ。作業の流れとプロジェクトの実施について、質問があれば尋ねよう。現像所選び
12

は共同作業の第一歩だからこそ、効率良く仕事のできる相手を選ぶべきだ 。

見積がカバーするのは、複製を作成するための全段階だ。そこには、発注したすべての保
存用素材とアクセス用プリントが含まれる。
〔p64 の〕見積書のサンプルを見てみよう。段
階ごとのコストが時間（作業単位）
、フィート（作品単位）
、品目（ビデオテープ）で計算さ
れている。状態評価と補修は時間を元に数値化され、外傷のあるフィルムは補修に労力とコ
ストがかかる。ほとんどの民間の現像所がオリジナルの長さからコストを算出するクリーニ
ングは、一般的には、超音波クリーナーを使用するもので、フィルムが高周波振動の溶剤を
通過する際に、凝り固まったもの以外のすべての汚れが除去される。フィルム自体が脆くな
っていると手作業でのクリーニングになるため、さらに時間がかかる。

発注予定の現像所に尋ねること
----------------------------------------------------------------------------1.フィルムをインスペクションしなくても見積を出してもらえるか？その場合、どのようなインスペクション情報
を提供すれば、信頼できる見積に役立つか？
2. 準備にはどれくらいかかるのか？ 現像所での準備時間を節約するために、事前にできることはあるか？
3.フィルムのクリーニング方法は？
4. すべての作業は内部でおこなわれるか、それとも、外注される作業も含まれるか？
5.プロジェクトのコストが見積額を超過する場合、どの時点で知らせてもらえるか?
6. 保存用メディアと閲覧用コピーに使うフィルムは、ポリエステルかアセテートの何れかを選択できるか？
7. 現像所の技術者はビデオ変換も監修し、明度や色調を修正してくれるか？
8. プロジェクトの納期はいつ頃か? 納期を守ってくれるか？
9. 結果を承認するために現像所を訪問できるか？
10.フィルム素材の返却時に、発送方法をこちらで指定できるか?

12

十分な経験を積んだ保存専門家は、さらに踏み込んで専門業者に音とビデオの作業を発注することもある。家の

リフォーム契約のように、複数の異なる現像所を一つのプロジェクトに集約し、全体の監督と品質管理をおこなう。

65

保存用マスターは一般的に、オリジナルのフィルムの長さに基づいて、フィート単位で価
格が決まる。マスター作成時のウェットゲートやオプチカル処理など、現像所による特殊作
業がコストに含まれたり、追加徴収されたりすることもある。アンサープリントは新しいフ
ィルムストックのフィート数に基づいて計算される。

たいていのアーカイブのプロジェクトの場合、ビデオテープの見積には二つの要素、つま
り技術者及び使用する設備の時間あたりの料金、そして新品のビデオテープの価格がある。
全篇通して設定を変えない、いわゆる《棒焼き》の変換に比べて、現像所の技術者が場面ご
との色、コントラスト、明るさ、フレーミングを綿密に修正する変換作業には時間とコスト
がかかる。どこに発注するかによるが、場合によっては缶、送料、追加クレジットなどに別
Shipping Your Film
料金が発生することもある。見積書にサインする前に、全ての段階を理解できているか、計

算が合っているかを確認すること。

8. フィルムの送付

shipping, and insertion of credits. Before signing off on an estimate, be sure you
understand each phase of the project and check the math.

5.8 SHIPPING YOUR FILM
Most specialist laboratories
are clustered
米国のたいていの専門的な現像所は、
映画製作の中
near the East and West Coast film pro-

心を占める東海岸と西海岸に集中しており、
多くの収
duction centers and outside
the driving

range of many repositories. To transport
films to and from laboratories, institutions
generallyたいてい運送業者に依頼
engage commercial shippers.
のあいだのフィルム輸送は、
Before shipping, check with your adminiすることになる。発送前に保険について事務担当に尋
strative office regarding your institutional
insurance policy. Depending on the value
ねよう。フィルムの価値次第では保証範囲を拡大する
of your film, you may need to purchase
additional
coverage. Most preservation必要が生じるかもしれない。
ほとんどの保存専門家は、
ists prefer using carriers with Internet現物の位置を確認できることから、
インターネットで
based tracking services
so that they can
follow
the
progress
of
the
shipment.
追跡サービスを提供する業者を好む。

集組織にとって車で行ける範囲にない。職場と現像所

Federal rules require special packaging and
shipping procedures for nitrate films.

For packing, secure the film leader with appropriate tape,13 avoiding contact of
the tape with the film image or sound track. Place the film in a can slightly big梱包については、まずリーダーがフィルムの画やサウンドトラックに触れないように適正
ger than the film roll. Fill the space with bubble wrap, paper, or film cores to make
a snug fit. Then tape the can13shut. Next, place the can horizontally in a clean and
なテープで留められていることを確かめよう
。フィルムの巻きよりやや大きめの缶にフィ
sturdy cardboard box with adequate bracing, add bubble wrap or paper to cushion
the can,紙、
enclose
your return shipping address as 缶の蓋もテープ留めしよう。
well as your transmittal memo to
ルムを入れ、バブルラップ、
あるいはコアで隙間を埋めて、
the laboratory, and seal the box. Films can be easily damaged in shipping, and it

次に缶を水平にして、汚れのない丈夫な段ボール箱に入れる。しっかり支えるために、バブ

SHIPPING NITRATE FILM
ルラップや紙を弛緩剤にして、現像所に宛てた返却場所と送り状を同封してから封印する。

13

Nitrate motion picture film is considered a hazardous material by the U.S.
Department of Transportation (DOT) and can only be handled by an authorized
carrier. The DOT requires that the film shipping container display an exterior
label declaring the nature and class of the contents and that this outer containジョージ・イーストマン・ハウスは美術用品の業者から入手する中性紙テープを使用している。布製テープを使
er meet departmental specifications.

用するアーカイブもある。

The 2002 Code of Federal Regulations (title 49, vol. 2)* outlines special training
needs for staff involved in shipping hazardous material. If you have not received
this instruction, go to Federal Express or another authorized carrier to arrange
nitrate packing and delivery. Avoid shipping nitrate motion picture film during
warm weather.
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*Available at www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_02/49cfr172_02.html. For more on shipping nitrate film, see
Safe Handling, Storage, and Destruction of Nitrate-Based Motion Picture Film, Kodak Pub. H-182 (Rochester, NY:
Eastman Kodak Company, 2003), also available at www.kodak.com.

フィルムは輸送中にいとも簡単に損傷を受ける。職場でも現像所でも、慎重なフィルム素材
の梱包が求められる。

ナイトレート・フィルムの輸送
----------------------------------------------------------------------------映画用のナイトレート・フィルムは、米国では危険物に指定されている。運輸省が指定業者を定めている。フィ
ルム送付時の外箱には中身の性質と等級をラベル表示し、分類する。
連邦規制基準［www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx̲02/49cfr172̲02.html］
（2002）は、危険物の発
送に要求される特別な訓練を示している。この指示を仰いだことがなければ、フェデックスあるいは認知された運
送会社にナイトレートの梱包と配送を委ねよう。夏場はナイトレート・フィルムの配送は避けよう。
＊ナイトレート・フィルムの輸送について、詳しくは『Safe Handling, Storage, and Destruction of
Nitrate-Based Motion Picture Film』
（2003 年 コダック H-182）を参照のこと［www.kodak.com］
。

不燃性フィルム送付時の梱包手順
1. 缶の中に動かないようにフィルムを入れてから、缶をテープで密封する。

Duplication
Duplication
2.Duplication
缶を頑丈な押さえ材付の送付用ケースに入れる。
Duplication
3. 缶の周囲に弛緩剤を詰める。
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3. Add bubble wrap or paper to cushion
the can.

4. Seal the box with packing tape.

Supplies for shipping acetate or polyester film.

9. プロジェクトの運営
54

関心を持っている顧客はプロジェクトの進捗をモニタしている。連絡を取っていれば、現
像所の側も複雑な進捗や予定外のコストについて相談してくれるようになる。一旦大まかな
スケジュールがわかったら、電話やメールで完成予定時期が近づいていることを知らせよう。
また、支払いに関しては、発注書その他特別に必要な書類があるかどうかを事務担当に尋ね
よう。

新米のフィルム保存専門家にとって、プロジェクト運営における最も挑戦しがいある業務
は、おそらくクオリティ・コントロールだ。現像所は一般的に、完成したマスターとアクセ
ス用コピーを顧客に発送し、インボイスを発行する前に承諾を得る。現像所から仕上がって
きたものを試す最善の方法が映写だ。適切に上映、つまり拡大されたアンサープリントには、
プリント作業の失敗も映し出される。アンサープリントを確認する際は、ピント、画の安定
14

性又は《ガタツキ》
、粒状性 、コントラスト、グレースケール又はカラーレンジ、音質など
に注目しよう。加えて、追加クレジットやタイトルがあるなら、その長さやフォントが指定
通りかどうかをスクリーン上で点検しよう。クオリティ・コントロールにおいては、オリジ
ナルに元々ある損傷、劣化、照明技術の問題がコピーにもそのまま持ち越されることを頭に

14

フィルムは世代を重ねる度に常に解像度をいくらか失っていく。しかし、技術的な問題によって粒子が過度にな

ることもある。
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入れておこう。経験のないフィルム保存担当者は、経験のある同業者を近隣の組織から招い
て助言を仰ぐことが多い。

上映設備は、クオリティ・コントロールに使用できるよう適切に整備されていなくてはな
らない。職場に上映設備がなければ、大学の映像学部など、地元の上映施設でアンサープリ
ントの試写を設定することになる。可能であれば、現像所を訪れて現像所の試写室でアンサ
ープリントを閲覧しよう。プリントを試写するだけでなく、作業を見学することもできるの
で一挙両得だ。クオリティ・コントロールのツールとして VHS〔若しくは DVD〕のアクセ
ス用コピーは十分な役割を果たしてくれない。ビデオテープではフィルムの解像度に劣るし、
ダビングの方法によっては、アンサープリントには存在しない照明、フレーミングその他の
問題が表れることがある。確認のためとはいえ、保存用マスターを上映してはいけない。保
存用マスターが閲覧できるのは、特別な設備を持つ経験を積んだ保存専門家だけだ。

保存用コピーを作成するプロジェクトの完了は、そのフィルムが公開可能になったことを
披露する上映と展示のはじまりを意味する（第８章 5.と第９章参照）
。 米国では、所蔵組織
は所蔵フィルムの保存用コピーを作成する法的権利を持つ。しかし一般的に、公開上映の前
には寄贈者や権利保持者の許可を得なくてはならない（第８章 6.参照）
。敬意と感謝の気持
ちを表すために、複製プロジェクトの完成をそのフィルムに関係する映画作家や寄贈者に知
らせる組織が多い。

10. フィルム複製のための資金確保

アクセス用コピー作成とその収蔵のために資金を用意している組織が多数ある一方で、フ
ィルム→フィルム複製のための予算を持つ組織はほとんどなない。収蔵施設は資金をまずど
こに求めることができるだろう？

多くの組織がまず政府の助成金をあてにする。米国芸術基金、全米人文科学基金、国立歴
史出版物記録委員会、そして博物館・図書館サービス機構は例外なく、保存・アクセスに関
わるプロジェクトを支援している。助成にはそれぞれ基準がある。自らのプロジェクトに見
合うものかどうか、ガイドラインに目を通してみるといい。

非営利の全米映画保存基金（NFPF）は、米国議会図書館経由で国の資金を得て、フィル
ム保存専用の助成金として割り振っているほか、復元専門の現像所や録音スタジオから受け
取った寄付金も還元している。NFPF のプログラムが優先順位を与えるのは、米国で製作さ
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れた、あるいは米国人が海外で製作した、歴史的にも文化的にも重要なフィルムの保存だ。
このプログラムは、フィルム複製に関して実に多様な組織、多様なテーマを支援している。
国の諸相を広く表現するものなら、あるいは、ほかに例のない重要な文化記録やテーマを扱
っているなら、地域性の高い資料でも保存に向けた支援を受けることができる。

ほかに資金を得られるとすれば、作品の扱うテーマや撮影地にゆかりある地元の市民ファ
ンドや個人の寄付、企業スポンサーだ。広告主やフィルムの製作者がライセンス契約の一環
として複製の資金を出すこともある（第 9 章 4.参照）
。展示テーマに一致するフィルムなら、
ミュージアムのプランナーが協力してくれることもあるかもしれない。祝日、記念日、そし
て映画祭も同様のチャンスになる。

閲覧しないことにはフィルムの真価を認めることもできない。フィルム複製にはじめて着
手する組織は、幅広く関心を呼びそうな作品から着手して、さらなる支援や一般市民の興味
を集めるために、そのアクセス用コピーをうまく活用してきた。ミネソタ大学のベル自然史
博物館は助成金を得て、1950 年代に作成された 2 本のエコロジー関係のドキュメンタリー
の保存用の複製を作成した。助成金のおかげでビデオコピーが用意され、価値も高まり、博
物館は地元の上映施設や、新たに自然史映画を学ぶ大学のコースにもフィルムを提供した。
イーストテネシー州立大学は助成金を得て、地元ゆかりのアパラチア地方の生活を記録した
何本もの短編ドキュメンタリーの保存用・アクセス用コピーを作成した。この成功のおかげ
で、大学は別の助成金を獲得し、フィルムのインベントリー及びコレクションを再構成して
教育・研究資源とするための支援を受けた。保存の支援を実り豊かにするアクセスの重要性
は、第９章で考察する。

フィルム複製において、保存専門家はまずマスターを作成し、次にそこからコピーを作成する。復元において、
保存専門家はさらに踏み込んで、フィルムの音と画の過去の損傷を修正し、新たな版を作成する。ケース・スタデ
ィーの一つ目は複製プロジェクトを、二つ目はサウンドトラックの復元に向けた努力を紹介する。
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ケース・スタディー：カリフォルニア・パシフィック・メディカル・センター
『White Water and Black Magic』
（1939 年 1,600 ft. 16mm 白黒カラー混合、無声）

リチャード C. ギル・クラーレ・コレクションは、カリフォルニア・パシフィック・メデ
ィカル・センター・ライブラリーのお宝の一つだ。多発性硬化症にかかったギルは、1938
年、エクアドルのジャングルに治療薬を探しに出かけた。旅から戻った彼は、標本、フィー
ルド・フッテージ、メモ、写真、美術品のほかに、毒矢に使う植物の抽出物の生のクラーレ
も持ち帰った。ギルはコダクロームと白黒フィルムからなる探検フッテージを編集して
『White Water and Black Magic』を仕上げた。このドキュメンタリーは、アマゾン流域
を記録した最初期のカラーフィルムで、クラーレの作り方も解説してくれる。そのクラーレ
は多発性硬化症にこそ効き目がなかったが、後にそこから医療研究者が手術用の筋肉弛緩剤
として役立つ有効成分が発見された。

ギル・コレクションは長年、麻酔医学者や歴史学者によって幅広く調査されてきたが、そ
の写真をメディカル・センターのウェブサイトに掲載したところ、多くの人々が興味を示す
ようになった。当ライブラリーはオリジナルを保護するためにも、本作へのアクセスを確保
する必要性に迫られた。フィルムは少なくとも 1%は縮んでいたし、パーフォレーションの
損傷も見受けられた。

こうして当ライブラリー初のフィルム保存プロジェクトが始動した。発注先には近隣の保
存専門の現像所を選び、設備を見学させていただいた上で、作業内容について説明を受けた。
この白黒カラー混合フィルムに対して現像所が与えてくれたのは、二つの選択肢だった。す
べてをカラーストックに焼き付ける方法と、白黒とカラーをそれぞれ別に焼き付けて、後で
編集する方法。現像所から見積価格を手にして、手始めとして助成金に応募してみた。

この仕事が完成に近づいて、我々は収蔵環境に意識を向けるようになった。メディカル・
センターは当ライブラリーのために湿温コントロールが可能な収蔵庫の新設を計画してく
れたが、完成までには何年もかかってしまう。当面の解決策として、霜取り不要の冷蔵庫を
購入し、オリジナルのフィルムを、新しい保存用マスターと初号プリントと共に収蔵した。

最後に越えるべき山はアクセスの確保だった。この作品をウェブサイトに掲載することを
見越して、アクセス用コピーとしてはデジベのテープを選択した。研究者に役立つ DVD は
このテープから作成した。当センターが本作の保存のために下した決断は、当ライブラリー
がフィルムの面倒をみる上で、その環境改善につながった。つまりこのリチャード・ギルの
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アマゾン探検を記録した本作は、オリジナルを傷めることなく研究者が閲覧できるものにな
ったのだ。

ケース・スタディー：ヴィジュアル・コミュニケーションズ
『Cruisinʼ J-Town』
（1976 年 1,200 ft. 16mm カラー 音付き）

1970 年代初期から、米国初のアジア太平洋アメリカンのメディア芸術センターとして、
当社はフィルム、サウンド、ビデオを制作し、アジア太平洋アメリカンの経験を探索してき
た。デュアン・クボ監督の『Cruisinʼ J-Town』は、当社が最初期に制作したフィルムだ。
これはロサンゼルスのリトルトーキョーが舞台のドキュメンタリーで、ジャズ・フュージョ
ンのバンド「ヒロシマ」を紹介し、このバンドにインスパイアされた社会意識を論じている。

本作に描かれた音楽の重要性から、当社は画と同時にサウンドトラックも復元できるだけ
の資金を用意した。残存する中で最上の復元素材、つまりオリジナルの 16mm カラーネガ
と 16mm の磁気録音を、館外の湿温度のできる収蔵庫から出庫し、音の復元を開始した。

まず、サウンド専門の業者でオリジナル・トラックをクリーニングし、それをデジタル・
オーディオテープに録音した。次に、復元技術者がデジタル技術でクリーニングし、ブツバ
ツ音やザーザーという雑音を取り除き、可聴周波数の範囲で音バランスを整えた。クオリテ
ィ・コントロールのオプションとして、クボ監督とバンドのメンバーのジューン・クラモト
を招き、結果を確認してもらった。その後、復元技術者と共に画と音を再び同期させ、最後
に、復元トラックを最初に発注した業者に戻し、新たに磁気トラックにコピーして、16mm
の光学トラック・ネガを作成した。

その後、3 つ目となる業者にオリジナル・ネガの価値判断の協力を仰ぎ、16mm インター
ポジを作成した。この時、ウェットゲートを使用して過去の傷と摩耗を最小限に抑えた。こ
のインターポジからインターネガを作成し、そして最終的に光学サウンドトラックを持つ
16mm コンポジット・プリントを仕上げた。当社では、本作の 16mm 上映用プリントを用
意するつもりだ。フィルムはデジタル・テープにコピーしたので、研究者用には VHS の閲
覧用コピーを作成することになるだろう。

音の復元に手間をかけたからこそ、観客が「ヒロシマ」の音楽の興奮と本作に記録された
時代を再体験する手助けができたと、当社は自負している。
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