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［第9章］アクセス 
 
 映画に教育的または娯楽的価値を持たせるには、人の目に触れさせなくてはならない。事
実上いかなる収集組織も、調査研究のために自らの映画コレクションへのアクセスを施設内
で提供している。しかし、フィルムの公共アクセスにはさらに手間がかかる。研究者・学生・
映画作家・熱心な映画ファン・そして一般の人々が公共団体や非営利組織のフィルムを研究
し、閲覧することを可能にするあらゆる活動をアクセスと呼ぶ。 
 
 本章では手短に、従来の研究者向けの施設内サービスと閲覧設備について述べ、組織がよ
り幅広いコミュニティを視野に入れるための多様で創造的な方策を紹介する1。 
 
1. 施設内の調査研究のためのアクセス 
 
 研究者へのサービス提供は、いかなる収集組織にとっても重要な使命だ。フィルムが難し
いのは、オリジナルに損害を与えることなくコンテンツにアクセスするための知的な手段を
探し出さねばならない点だ。一般的に、ほとんどの組織はフィルム、ビデオ、あるいはデジ
タル・コピーを通してアクセスを提供することによって、このバランスを取っている。 
 
 第５章2.で触れたように、ほとんどの収集組織が安価で便利で使いやすいビデオテープを
アクセス用メディアに選んでいる。VHSビデオは容易に入手可能な家電機器で閲覧可能で、
フィルム・プリントにくらべてほとんどコストがかからない。テープは摩耗したり、傷んだ
りしても、直ちに新しいものと取り替えることができる。ほとんどの研究者が再生機の基本
操作を理解しているので、詳しい取扱説明や指示を出さずとも、テープを再生できる。 
 
 多くの収集組織が現在、オリジナルのフィルムを目録化の際、あるいは研究者からのリク
エストを受ける際にビデオテープ化している。こうしたテープの作成を、ビデオ変換を専門
とする業者に発注する組織もある。外注しない場合は、テレシネ機材またはビデオ機材にカ
メラを接続した改造映写機を使用して、組織内でコピーを作成している。 
 
 重要なアイテム、あるいは頻繁に閲覧要求を受けるアイテムについては、オリジナルの保
全を一層強化するために高画質ビデオ・マスターを作成する収集組織も少しはある。それに

                                                   
1 国際フィルムアーカイブ連盟（FIAF）は、『Journal of Film Preservation』1997年12月号の全頁を使ってア

クセスを特集した。この出版物はFIAFのウェブサイトから入手できる［www.fiafnet.org/pdf/uk/fiaf55.pdf］。 
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続くビデオ・コピーは、元素材のフィルムを使うことなくビデオ・マスターから作成できる。
コストを下げるためにも、保存専門家が選択するビデオ・マスター用のメディアはデジタ
ル・ビデオテープに移行しつつある。放送にも十分使用できる品質のデジタル・ビデオから
は、研究者用のDVDへの出力又はライセンス供与の要求に応えてテープにダビングすること
もできる（本章4.参照）。 
 
 本来フィルムで製作された作品にビデオ又はデジタル・コピーを使用しても、映画自体を
閲覧する体験の代わりにはならない。ビデオやデジタル・コピーでは解像度が足りず、上映
されたフィルムの画質に及ばないので、映写されたときと同じ映像体験を提供できない。と
はいえ、ビデオとデジタル・コピーによって、個人の研究者にもフィルム・プリントを傷め
ることなく映画にアクセスすることが可能になる。多くの学者や研究者は、フィルムをその
証拠性や記録的価値のために閲覧するので、ビデオあるいはデジタル・コピーを通したアク
セスで十分間に合うことがほとんどのようだ。 
 
 多くの映画博物館は研究者に、ビデオテープではなく、フィルム・コピーによって閲覧す
る体験の機会を与えている。閲覧用のフィルム・プリントを試写室で上映するところは少な
いいが、ほとんどが、水平式のビューワ付き編集台による個人閲覧を提供している。 
 
 ビデオとデジタル・コピーの到来によって、現在フィルムの収集組織は、施設を訪れる研
究者に多様な選択肢を持つサービスを提供している。デジタル化によって、さらに多くの機
会がもたらされることは間違いない。しかし、たとえテクノロジーが変化しても、コンテン
ツへのアクセスを提供するために、そしてオリジナルのフィルムを守るために、コピーを使
用するという基本的な原則に変わりはない。 
 
2. 施設内の公共プログラム 
 
 復元した映画の上映は、保存専門家にとって最も満足を得られる仕事の一つだ。新たに復
元したフィルムの閲覧を、本来意図された方法で観客に体験してもらうことで、保存の過程
を通して達成されたものを公衆に披露することにもなる。 
 
 多くの組織は、公共プログラムの一環としてフィルムを上映している。保存の取り組みの
成果を共有し、フィルム保存活動を称える手段として、イベントを利用する組織もある。例
えばUCLAは、近年の復元と保存の成果の見本市となる2年に一度の〈Festival of 
Preservation〉を催している。2002年の映画祭は4週間に渡り23プログラムを伴うもので、
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マスコミに大々的に報道された。保存専門家が作品を紹介し、古いフィルムを救済する過程
について観客に解説する機会も度々用意されている。 
 
 復元した映画は、講演や博物館のインスタレーションの重要な一部にもなり得る。ユタ州
歴史協会は、州南部の渓谷の探検に関する講演を、著名な川のガイドのハリー・アールソン
が撮影した8mmフィルムの映像で彩った。アールソンは1950年代初期、後にパウエル湖に
沈んでしまったエリアを探検し、数多くの撮影をおこなった。歴史協会のプログラムは人気
を集め、何度も繰り返された。別のアプローチを取ったのは州立大学のサウス・ダコタ美術
館だ。この美術館は、大草原の画家ハーベイ・ダンに関する2本の映画の保存用コピーを作
成した。その内１本は、知られている中で唯一その画家の制作風景を収めたフッテージだ。
その映画素材はダンの企画展で使用され、美術館の2000年の再オープンに際して常設展示さ
れた。映画上映に先立って、組織には著作権者と寄贈者から確実に許可を得る責任が伴うこ
とは覚えておこう（第８章6.参照）。 
 
3. インターネット上での公開 
 
 インターネット上で映画を見せることは、未だ初期段階だが、米国議会図書館のアメリカ
ン・メモリー・プロジェクトを通したペーパープリント・コレクションをみると、既にどの
程度可能になっているかがわかる。このコレクションには、1894年から1915年までのあい
だに米国著作権法の保護を受けるために登録された3,000件以上のフィルムが含まれる。当
時、合衆国の著作権法は映画を視野に入れていなかったが、映画会社は自社作品をスチル写
真として登録することができたので、35mm幅のロール上の紙に直接プリントして寄託する
ことにした。これらのコピーは、ほとんどの世紀の変わり目のナイトレート・フィルムより
寿命が長く、後にフレームごとにフィルム上に再撮影された。本来は法的記録を意図したこ
のコレクションは、現在、米国における映画の進化を理解する鍵となっている。 
 
 何十年ものあいだ、研究者はこうした初期映画を議会図書館で調べて、講義で使うための
コピーを注文した。今では、アメリカン・メモリーのおかげで、こうした映画の大部分がネ
ットに接続したPC利用者に広く公開されている。議会図書館のウェブサイトで、映画はイン
デックスを付され、キーワード検索や題名検索が可能だ［www.loc.gov］。利用者はコピー
をダウンロードできることもある。なぜなら、ペーパープリントはパブリックドメインにあ
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り、国家機関のウェブサイトから入手可能になっているからだ。利用者が望めばいかように
も調査の上、再利用できるだろう2。  
 
4. ライセンス供与 
 
 収集組織の映画コレクションは、歴史的かつ文化的なドキュメンテーションの貯蔵庫だ。
かつては大部分が学者の領分だったものが、商業的な製作物の情報源や、一部の組織にとっ
ては収入源にもなりつつある。収集組織の映像素材に関して、部外者によるその他の文脈で
の二次使用を許可することを、ライセンス供与と呼ぶ。 
 
 多くの組織は、著作権による阻害や寄贈者による制限さえ受けなければ、この追加サービ
スの供給を目指している（第８章1.と4.参照）。一般的に収集組織は、領域・期間・使途から
映像素材のライセンスを定めている3。その料金はたいてい、ライセンスの独占性や元素材の
希少性と共に、こうした要素を反映させたものだ。収集組織は契約書又はライセンス供与の
同意書を整えることで、条件を確定する。書面によって使用条件を特定し、その素材の使用
に誤りがあったというような訴訟に対して保身している。 
 
 ◇ コマ抜き焼き 長年に渡って、コマの抜き焼きの作成̶つまり、映画の一コマを再作
成したスチル写真̶は厄介な作業で、専門的な撮影器材が必要だった。デジタル技術がこの
過程を進歩させた。現在、個々のフィルムのフレームは、デジタルカメラまたはフィルム・
スキャナを使って画像ファイルとして保存できる。ビデオテープもまた再作成可能だが、画
像の解像度は落ちる。 
 

▶ ジョージ・イーストマン・ハウスが復元したラオー

ル・ウォルシュ監督のメロドラマ『世界を敵として』

（1922年）のコマ抜き。 

  
 フィルムアーカイブによっては、デジタル化した
フレームを、研究者向けのサービス・メニューの一

                                                   
2 第4章4.で議論したプレリンガー・アーカイブズは、［www.archive.org/movies］からアクセスできる。インタ

ーネットで可能になったもう１つのフィルムへのアクセス例だ。 
3 博物館のライセンス契約に関して、詳しくはMichael S. Shapiro、Brett I. Miller（著）『A Museum Guide to 

Copyringt and Trademark』（米国博物館協会 1999）p123～46を参照のこと。 

88

Access

some institutions. Granting permission to outside parties to reuse archival motion
picture materials in other contexts is called licensing. 

Many organizations strive to provide this extra service, if not barred by copyright
or donor restrictions (see 8.1, 8.4). Generally repositories define a license for
moving image materials in terms of territory, duration, and intended use.3 The fee
usually reflects these factors as well as the exclusivity of the license and the rarity
of the source material. Repositories confirm the arrangement through a written
contract or a licensing agreement, which specifies the terms of use and can pro-
vide protection from legal action should the materials be misused. 

FRAME ENLARGEMENTS. For many years the making of frame enlargements—still
photographs that reproduce a single frame of the motion picture—was a cumber-
some operation that required specialized photographic equipment. Digital tech-
nology has revolutionized the process. Now single film frames can be captured as
an image file using a digital camera or a film scanner. Videotape can also be repro-
duced, although the image will have lower resolution.

Some film archives offer digitized frame
enlargements as part of their service
menu for researchers. George Eastman
House provides these reproductions for
motion pictures that are represented by
preservation materials and are in the
public domain. Frame enlargements have
long been a feature of scholarly cinema
history publishing. As more institutions
acquire scanning equipment and expert-
ise, frame enlargements will undoubtedly
become common in a wider range of pub-
lications. Repositories may license frame
enlargements as well as footage. 

LICENSING FOOTAGE. Documentarians, theatrical filmmakers, television news pro-
ducers, music video creators, and advertising agencies all look for fresh moving
image materials for their productions. Some organizations have been able to har-
ness fees from such users to help pay for duplication and storage. The University
of South Carolina Newsfilm Library provides a case in point. 

In 1980, the university received 11 million feet of nitrate newsreel footage, and the
rights to these materials, as a gift from Twentieth Century Fox. The Movietone
News Collection includes outtakes, or unused sequences, that were filmed between
1919 and 1934 as well as selected World War II material. Users can search the

3. For a discussion of licensing for museums, see Michael S. Shapiro and Brett I. Miller, A Museum Guide to Copyright and
Trademark (Washington, D.C.: American Association of Museums, 1999), 123–46.

Frame enlargement from Kindred of the Dust
(1922), a Raoul Walsh melodrama preserved
by George Eastman House.
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つとして用意しているところもある。ジョージ・イーストマン・ハウスはこれらの再作成物
を、保存された素材を代表する、そしてパブリックドメインにある映画のために提供する。
コマの抜きは長年、映画史に関する学術的な出版物に使用されてきた。益々多くの組織がス
キャニング機材と専門技能を取得しているので、コマの抜きがより幅広い出版物に広まるこ
とは間違いないだろう。収集組織はフッテージと同様、コマの抜き焼きもライセンス化する
かもしれない。 
 
 ◇ フッテージのライセンス供与 ドキュメンタリー作家、劇場公開用の映画作家、TVニ
ュースのプロデューサー、ミュージックビデオのクリエイター、広告代理店は、例外なく制
作のために新鮮な映像素材を追い求めている。そのような利用者から得た収益で、複製・収
蔵のコストを賄ってきた組織もある。サウス・カロライナ大学のニュース映画ライブラリー
が好例を提供してくれる。 
 
 1980年、サウス・カロライナ大学は、21世紀FOXから1,100万フィートのナイトレートの
ニュース映画及びそれに付随する権利の贈与を受けた。このムービートーン・ニュース・コ
レクションには、選別された第二次世界大戦の素材と共に、1919～34年にかけて撮影され
たアウトテイクや未使用場面も含まれている。利用者は、オンライン目録で検索できる
［www.sc.edu/newsfilm］。このサイトには、料金表とインターネット閲覧用のサンプル映
像も含まれている。ニュース映画ライブラリーは、年間150件ほどの依頼を受ける。ライセ
ンス供与の収入は、湿温調整のできる収蔵庫の維持費と相殺される。 
 
 公共にコレクションを知らしめるための教育的な使途に対しては、ライセンス料を放棄す
る組織も少なくない。例えばウェスト・バージニア・パブリック・ラジオは、１年間のラジ
オ・シリーズ『Time Trail West Virginia』を放送し、番組の中で州にとって重要な出来事
に効果音を使用した。ウェスト・バージニア州アーカイブズは使用料を課すことなく、ニュ
ース映画のサウンドトラックを提供した。  
 
 権利関係と同意書が許せば、組織はコレクションの中から選別した素材をフリー・ダウン
ロードと再利用のためにネット上で提供することもある。何ら制約のないこの種のコレクシ
ョンは、教師・学生・独立系の／コミュニティのメディア作家に頻繁に使用され、収集組織
とその活動の宣伝に大いに役立っている。 
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5. 貸出と配給 
 
 多くのフィルムアーカイブが16mmと35mmの上映プリントの積極的な貸出プログラム
を用意している。フィルム・コピーの価値と費用のため、組織としては、上映用プリントの
特別な取り扱いができる相手に対してのみ貸出すのが一般的だ。 
 
 新たに復元された映画を巡って、講義や特別な催しを企画する収集組織もある。ハリー・
スミス・アーカイブズは、パティ・スミスやアレン・ギンズバーグその他アンダーグラウン
ドのアイコンたちを登場させ、ハリー・スミスが1970年代の目くるめくNYアートシーンを
描く『Mahagonny』を再構成した。ロサンゼルスのゲッティ研究所は、美術史家、音楽評
論家、保存専門家が一堂に会す一日がかりのシンポジウムと共に、復元されたフィルムのお
披露目上映会を催した。依頼、その復元版は世界中の映画祭で上映されてきた。 
 
 幅広い支持得る映画なら、組織によっては、ビデオ化又はDVD化によってコピーを外部に
配給することもある。例えばノースイースト・ヒストリック・フィルムは会員制度を設け、
入会した個人と団体にレンタル権を与えている。北部ニューイングランドにまつわる300本
のビデオ・コレクションの中から、その場に出向いて、あるいは電話、手紙、電子メールで
題名を要求する。概算でライブラリーから貸出される映画の1/3が、アーカイブ自体のコレ
クションだ。ビデオ目録は、ウェブサイト［www.oldfilm.org］で検索可能になっている。
このプログラムのおかげで、長年に渡って、学校、コミュニティ・グループ、介護設備、地
域住民に対して、実に多くのビデオが貸出されてきた。 
 
アーカイブ所蔵の映画フィルムを上映する 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 フィルムアーカイブの上映用プリントについては、博物館の所蔵品と同様、その使途に細かい制約

がある。プリントの貸出は、適切な映写の実践と、映写機材の定期的な清掃やサービスを行っている

相手にのみ許される。扱いを誤ればプリントが損なわれ、次の観客がその跡を目にすることになる。

アーカイブ所蔵プリントの扱い方の手引きは、米国議会図書館ウェブサイトに掲載されている

［lcweb.loc.gov/film/project.html］。 

 
 国立ジューイッシュ・フィルム・センターはフィルムもビデオテープも頒布している。ユ
ダヤ文化に関する非営利の動的映像配給元として同センターが提供するのは、独立系のドキ
ュメンタリーや劇映画と共に、収集組織が復元したイディッシュ語の作品のコピーもある。
こうしたコピーは、世界中の映画祭、非営利の上映施設、コミュニティ・グループ、ユダヤ
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教会、学校に発送されている。作品によって、利用者は16mm又は35mmプリントを借りた
り、ビデオテープを購入したりする。研究者やプログラマーは、送料のみの負担で参考用ビ
デオが入手できる。 
 
6. コミュニティ・アウトリーチ 
 
 地域にゆかりのフィルムを収集保存している組織は多い。こうしたフィルムは、コミュニ
ティの歴史の窓となり、過去と現在を目に見えるかたちでつないでくれる。収集組織は往々
にして、そのようなフィルムを生み出した人々の元に返す。伝統的とは言い難い手法を導入
することによって、フィルムは新たな観客にその組織の使命やフィルムを収集保存する必要
性を教えてくれる。公文書館・図書館・博物館の取るアプローチはフィルムによって異なる
が、ここでは二つの例に言及する。 
 
 フロリダ映像アーカイブは、そのフィルムを文字通り路上に連れ出した。マイアミ近郊の
アマチュア作品とニュース映画を上映するビデオモニタを装備したバス・ツアーを、毎月3
～4回実施しているのだ。地元の歴史家やアーカイブの職員がナレーションを担当するその
ツアーは、過去の出来事と変わりゆく都市近郊を観察するためのものだ。参加者は度々、土
地にまつわる物語と映画に登場する時代の出来事を共有する。長年に渡って、地元の高齢者
団体、教会、学校、建築保存の専門家のために、特別なテーマに添ったツアー用意されてき
た。このツアーの人気が証明されたので、アーカイブは近年、〈Illustrated history〉という
マイアミ海岸クルーズを企画したバスと船のツアーのために、参加者は相応の料金を支払う
4。このツアーがアーカイブのプログラム社会的認知を高め、寄付にもつながった。 
 
 アラスカ大学（フェアバンクス）のアラスカ・フィルム・アーカイブズは、所蔵フィルム
をコミュニティ̶アラスカ先住民の定住地ノーススロープとアラスカ南西部̶にもたらし
た。全米人文科学基金によって、アーカイブはコレクションを調査し、イヌピアット・ユピ
ック・アサバスカンの人々の動的映像を集めて、26時間分のフッテージとした。アラスカの
先住民芸術祭とアラスカ先住民同盟の会議においてテスト上映を行い、この素材を先住民の
観客にいかに提示するかについてガイダンスを受けた。そして、選んだフッテージを2003
年春に4つのコミュニティに持ち込んだ。グループ・セッションを通して、300名以上の人々
が映像を閲覧し、人物・撮影場所・出来事を判別した。アーカイブは、映像の中に家族の一

                                                   
4 フロリダ映像アーカイブのアウトリーチ・プログラムについて、詳しくはPatricia R. Zimmermann（著）

『Magical History Film and Video Bus Tour』Moving Image 3 （2003年春）p161～63を参照のこと。 
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員を発見した人に対して、無料でコマの抜き焼きとビデオを渡した。ある人々にとってこの
映像は、亡くなった親類の唯一残されたポートレイトだった。現地で集められた情報は大学
の目録記録に追加された。このアウトリーチ・プロジェクトは好感を持って受け止められ、
アーカイブは次の地域へとこの試みを拡大していくことになった。 
 
 ビデオ編集ソフトは、現在では、多くのコンピュータ・システムにはじめから備わってい
て、組織では、歴史を語るために、そしてフィルム保存のために人材と資金を集めるために、
動的映像を使い始めている。ジョン・ホプキンズ大学の通信管理部は、学内に散在するフィ
ルム・コレクションの窮状に注意を喚起するため、『組織的な記憶喪失』と題したビデオを
用意した。大学の医療センターは、医療フィルム制作のパイオニアで、1932年の病院の手術
に関するフィルムを製作し、第二次世界大戦中は、医療団を映画の撮影機と共に送り出した。
大学のその他の部門も、特別行事、スポーツ、学生生活を撮影した。しかしフィルムの大部
分は大学側に忘れられていた。ドキュメンタリー映画作家は『組織的な記憶喪失』のために
インタビューを行い、ジョン・ホプキンズ大学が国宝級の遺産を見過ごしていることを議論
した。閲覧可能になっている［www.jhu.edu/gazette/2003/21jul03/21amnes.html］この
ビデオの後押しで、新たなフィルム保存に向けた努力が大学図書館内部で始動した。
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ケース・スタディー：ミネソタ歴史協会 
『Sugar B Ush』『Chippewa Handicraft』『The Moccasin』『Wild Rice Harvest』
（1935～47年 2,000ft.. 16mm カラー 無声） 
 
 ミネソタ州オジブワ・コミュニティにとって、ネイティブ・アメリカン映画へのアクセス
は重要だ。なぜなら、オジブワ文化のかなりの部分が、次世代へと話し言葉や実演によって
伝えられてきたので、長老たちの働く姿を記録した動的映画は、とりわけ子どもたちにとっ
て効果的な教材なのだ。モンロー・キリーの映画の事例は、保存されたフィルムがアーカイ
ブ外で、いかに新鮮かつ独創的に使用され得るかを教えてくれる。 
 
 モンロー・キリーは、ミネソタ北部のオジブワ族の暮らしと風習を、1930～40年代にか
けてフィルムに記録した。彼は長老たちから、野生稲作・メープルシュガー作り・カヌー製
造・製皮法その他伝統的な仕事を映画化する許可を得た。キリーはこのフッテージを4本の
映画に編集し、解説用インタータイトルを加えた上で、プリントを学校や図書館に配給した。 
 
 当協会はキリーの映画を1976年に権利ごと購入した。この映画はネイティブ・アメリカン
のコミュニティで話題になり、そこに記録された人々に映像を戻すという挑戦が始まった。 
 
 2000年、当協会はフィルムを保存し、州の先住民教育ネットワーク経由でビデオテープ・
コピーを共有するための助成金を得た。今の小学校高学年から中学校の子どもたちのために
は、文脈を説明する必要があったため、協会はネイティブ・アメリカンの教師に閲覧の手引
きの執筆を依頼した。授業計画を深めるため、執筆者は長老たちや90代のキリーと面会した。 
 
 最終的に『Ojibwa Work』と題した36頁の冊子とVHSテープが完成した。文化的背景、
撮影場所リスト、オブジワ語に翻訳した字幕が掲載されたこの冊子は、この映画を子どもた
ちのために生きた教材として活用することを提案するものだ。 
 
 ネイティブ・アメリカン地区及び州全域の学校教育者は実に熱心だった。クロック学区の
4年生を教えるある教師は「実際のところ［このキリーの映画］はとても美学的で、同時に、
ネイティブ・アメリカンの伝統をいかなる《ハリウッド》的な映画製作技術も使うことなく
描ききっていて興味深い」と書いている。学校の管理者フォン・デュ・ラクは、「コミュニ
ティ全体の季節ごとの活動が描かれるが、なおかつ子どもたちは、年月の経過の中で起こっ
た変化にも気づくことができた… この映画は本当の宝物だ」と報告している。  


