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ていきます。
　まず日本大学は、保存の取り決めが出来上がってい
ると思いました。例えば、映画学科の入学生全員に配
られる『学生便覧』という冊子に、「映画学科作品制
作規定」が掲載されていて、そこには著作権について
も書かれています。学生が学科の機材や学内施設を
使用して制作した作品の「著作権は制作者と大学の共
有となる」こと、制作者が「作品の複製や公開等を行
うことは可能だが映画学科主任の承認を要する」と書
いてあります。ほかにも卒業制作には、卒業作品のメ
タデータ 1・使用したカメラ・制作予算などの記録をつ
ける「制作日報」、「指導ノート」という冊子の提出を
義務付けているし、学科の研究誌『映像研究』には、
そのメタデータなどがきっちり残されています。これは、
かなり昔から行われているのですか？

齊藤：作品のメタデータを
掲載するというのは、ここ
10 年ぐらいだと思います。
それ以前のメタデータも「指
導ノート」や「制作日報」に
は書かれていたので、残っ
ていると思います。
元村：著作権についての明文化も、かなり早い段階か
らされているのですか？
齊藤：そうですね。私が知る限りは、もう50 年ぐらい
はやっていると思います。
元村：学生作品の保存について、教員会議を1 年に 1

1　対象物を識別、探索、評価、維持管理するために付与される
あらゆる情報。データに関するデータ。

　　はじめに

元村：本日のセミナーでは、ボーンデジタル映画の保
存をテーマに、映画制作を教えている大学が卒業制作
などの学生作品をどのように保存しているのか、各校
の事例を紹介します。ボーンデジタル映画は、フォーマッ
トの陳腐化が早く、メディアの寿命も実証されたわけ
ではありません。
　保存を計画するときに考えるべきポイントを 5W1H
に則ってお伝えします。まず What「何を」保存したら
いいのか。どんなデータを、どんな資料を残しておくと
よいのか。次に Who「誰が」。組織であれば、担当者
をきちんと決めておく必要があります。自主制作であ
れば、監督自身になります。Where「どこに」。保存
場所や環境、つまり温度・湿度の管理や、セキュリティ
をどうするかです。When「いつまでに」、保存の猶予
です。パソコン内や外付のハードディスクドライブにデ
ジタルデータを保存していますが、ハードディスクは更
新していかなければならない。そのスパンをきちんと
意識しなければなりませんし、なるべく早く違うメディ
アに複製をつくることが望ましいです。それからWhy

「なぜ」、保存の意義、目的ですね。最後の How「ど
のように」は、どんなメディアで、どういうファイル形
式で保存したらいいのかです。
　このセミナーでは、What「何を」と、How「どのように」
保存するとよいのかを中心に議論してまいります。ボー
ンデジタル映画の保存に正解はないということを前提
に、制作者の方々が作品を保存する際の参考になれば
とも考えています。

各校の保存状況調査

元村：今年の 6 月から、日本映画大学、日本大学芸
術学部映画学科、東京藝術大学大学院映像研究科、
東北芸術工科大学、神戸芸術工科大学、大阪芸術大
学映像学科の 6 校を見学させていただき、各校がど
のような保存をしているのか、リサーチを行ってきまし
た。その中から、日本大学、日本映画大学、東京藝
術大学、の 3 校の特徴をご紹介しつつ、お話を伺っ
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図 1-1. 日本大学「制作日報」「指導ノート」「学生便覧」
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度設けているのも、他の大学にはないことです。
齊藤：保存についてだけの会議ではないのですが、学
生が作品をつくるにあたって、毎年いろんな方法論が
考えられるのが現状なので、デジタルの作品づくりか
ら、最終的に学生にどういう提出のさせ方をするかと
いうことまで話し合っています。
元村：フォーマットの陳腐化が早いという話をしました
が、デジタルの流れに付いていくために１年に１度は
検討するというのは、素晴らしい取り組みだと思いまし
た。保存する作品数が約 30 本と、後ほどお話を伺う
2 大学と比べても多いですね。過去も含めると、膨大
な数になると思います。
齊藤：卒業制作だけで 30 本なので、1 年生の手習い
の 1 〜 2 分のものから数えると、１年間に 400 本ぐら
いの作品があります。保存
に関しては、3 年生以上の
作品を指定して保存してい
ます。日本大学全体として

「卒業論文は永久的に保存
しなさい」という規定があ
り、芸術学部の卒業制作は、
最低限10年間は保存することになっている、というハー
ドルがあります。
元村：10 年は短いようで長いですから、確実に再生で
きるような保存を考えると大変だと思います。日本映
画大学さんは、非常に丁寧な保存をされている印象で
した。完成作品の原版だけを残している大学が多い中、
日本映画大学さんは素材から残すという点が特異でし
た。これには、どういう狙いがありますか？
若林：まず、日本大学さんに比べれば卒業制作の本
数自体がそこまでないということと、制作の段階で大
学が主体になっているという事情があります。撮影が
終わって上がってきた素材をサーバに保存させるので
すが、そのサーバをこちらが管理しているため、制作
過程のデータを保存しやすいという環境もあります。
　専門学校だった頃、卒業制作が終わって学内で公
開したあとに、学外で一般公開する作品が何本かあり
ました。そのとき、著作権の関係などで、もう1 回編
集し直さなければいけない、あるいは、もう少し長い
バージョンをつくらなければいけない、ということがあ

りました。そういう事態にも対応できるように、データ
をできるだけ残そうという狙
いですね。
元村：結構大きなシステム
をつくり上げていることに驚
いたのですが、若林さんが
一人で奮闘されているそうで
す。日本大学さん同様、膨
大な過去の作品があるわけですが、先日お伺いしたと
き、中野量太監督の卒業制作の作品『バンザイ人生真っ
赤っ赤。』（2000 年）をちょうどファイル化していました。
18 年前の卒業制作の作品がきちんと残っているのは、

（学校が）しっかり保存してきた成果だと思います。次
の東京藝術大学さんは、圧倒的に作品の貸出が多い
というのが印象的でした。どのくらいあるのですか？
横山：特に去年からですが、今ちょうど『寝ても覚めても』

（2018 年）が上映されている濱口竜介さんが有名になっ
て、貸出が増えています。藝大の映像研究科も今年で
設置 14 年目ですが、1 期・2 期の監督たちが有名にな
り、彼らの過去の作品を上映したいという声が特に海
外から多く来ます。フランスなどの映画祭に、データ
や Blu-ray で渡すという機会が、１か月に何本も来て
いるのが現状です。
元村：東京藝大さんは、学生作品の著作権を大学が
持つと明確に決めているので、作品を動かすとなった
ら大学が動かざるを得ない。
横山：僕も元藝大生ですが、入学時に「著作権は藝
大に帰属するもの」と一筆書かされました。著作権を
全て藝大が持っているので、やはり藝大が運用してい
かないと世の中に出ていかないのが現状です。現在、
修了制作作品を期ごとにまとめた DVD を販売してい
ます。今後もDVDを制作して続けていくのか、インター
ネットで配信したほうがいいのではないかという話も、
藝大内で出ています。
元村：貸出が多いので、作
品情報やメタデータをきっち
りとデータベースにされてい
ますね。
横山：海外の映画祭に送っ
たりすることがありますの
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で、日本語バージョンだけではなく英語バージョンも
用意したり、シノプシスも英語に訳したり、そういう情
報をデータベース化しています。
元村：日本映画大学と共通するのですが、人手が足り
ていないそうですね。横山さんが活用について担当さ
れて、保存に関しては平田さんが一手に引き受けてい
るそうですね？	
平田：ポストプロダクションの学生を教えているので、
流れでそうなりました。実習が終わったら、その作品
の保存に入るという形なので、年中保存だけに動いて
いるわけではありません。時間の余裕は、まだあるほ
うだと思います。
元村：若林さんもポストプロダクションを担当されてい
るので、自然と保存を担当されている。若林さんは、
大学から「保存は頼む」と言われているのですか？
若林：今日ご紹介いただくような、いろいろな保存を（僕
が）しているということを、たぶん大学の誰も知らない
と思います（笑）。現状として、教務の人間が誰かに「あ
の作品、あったっけ？」と聞かれると、教務の人が僕
に「あの作品、ありましたっけ？」と聞く。それで「ない」
ということがないので、問題になっていないということ
です。
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日本大学 芸術学部映画学科 日本映画大学 映画学部映画学科 東京藝術大学 大学院映像研究科

保 存 対 象
卒業制作（10 〜 30 分×約 30 本）
その他の実習は優秀作品のみ

卒業制作（30 〜70 分×4〜5 本）、
実習（20 本程度）すべて

修了制作（70 〜 90 分× 4 本）
を含む撮影実習はすべて

著 作 権 大学と学生共有 大学と学生共有 大学

保存の取り決め

映画学科作品制作規定に明文化。
10 年保存を義務。年に 1 回保存
を検討する会議がある

特にない 監督（学生）に著作権がないこと
で議論もある

撮 影 素 材 保存しない 卒業制作（ドラマ）のみ保存 修了制作のみ保存

カ メ ラ

ARRI ALEXA、ARRI AMIRA、
RED SCARLET、SONY F55、
Panasonic Varicam35、SONY 
F3、BMD URSA Mini など

SONY F5、SONY FS7 など
SONY F65、SONY F5、
SONY F3

撮影フォーマット ARRI RAW、RED CODE、XAVC XAVC など F65 RAW、 MPEG SStP など

録 音 素 材 保存しない 卒業制作（ドラマ）のみ 保存

中 間 素 材 保存しない
音仕上げ用リファレンス映像、
ステム音声

保存しない

編 集 情 報

保存しない 卒 業 制 作（ドラマ）のみ、OMF、
AAF、ProTools ダビングセッショ
ン（ 全 実 習 ）、DaVinci Resolve
プロジェクト

大学としては保存しないが、サウ
ンドデザイン領 域では ProTools
セッションを保存

編 集 ア プ リ
Avid Media Composer、
Apple Final Cut Pro、
Adobe Premiere Pro など

Avid Media Composer Avid Media Composer、
Apple Final Cut Pro、
Adobe Premiere Pro など

原 版 デ ー タ Apple ProRes 422HQ Apple ProRes 422HQ Apple ProRes 422HQ 以上

流 通 用 デ ー タ 作成せず DCP、Blu-ray
DCP、BD、DVD、 オ ン ラ イ ン

（Vimeo 非公開）

保 存 メ デ ィア
RAID システム×２台、
Blu-ray(DATA)
LTO を試験的に導入

ファイルサーバ× 2 台
HDD × 2 台を期毎
アーカイブ用 Blu-ray

RAID システム、サーバ、DVD、
オンライン、LTO、ODA

保 管 方 法
2 つの部屋に 2 つの RAID システ
ムを分けて保管

2 つの部屋に 2 つのサーバを分け
て保管。他の部屋に HDD を 2 つ
保管。他の部屋で DCP を保管

2 つの部屋に RAID システムとサー
バを分けて保管

メディアの確認 確認していない 利用がある度
RAID システムはほぼ毎日
サーバはほぼ毎週

ファイルの確認 確認していない 利用がある度 利用がある度

作品情報・メタデータ 冊子『映像研究』に記載 Excel に一覧として記入 データベース（File Maker）

表 1-1. 各大学の学生作品の保存状況 （2018 年 9 月現在）
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東北芸術工科大学 デザイン工学部映像学科 神戸芸術工科大学 芸術工学部映像表現学科 大阪芸術大学 映像学科

保 存 対 象
卒 業 制 作（時 間 様々×約 30 本）
のみ

卒業制作（30 分以上×約 15 本）
は優秀作品のみ。実習はすべて

卒 業 制 作（時 間 様々×約 30 本）
と実習（約 7 分× 8 〜 9 本、時間
様々×約 20 本、ほか）すべて

著 作 権 学生 学生 学生

保存の取り決め

特にない。大学全体として優秀作
品を買い上げ保存する取り決めが
ある。ただし必ず映像作品が選ば
れるわけではない

特にない。優秀作品を大学広報用
に買い上げ保存している

特にない

撮 影 素 材 保存しない 保存しない 保存しない

カ メ ラ

SONY F55、SONY F3、
SONY EX1、SONY EX3、SONY  
AX100、 BMD URSA Mini4K、
Panasonic DVX200

SONY α 7SII、Panasonic GH5
などから外部レコーダー収録

A R R I S T、A R R I  SR 、S O N Y 
E X1、 S O N Y  N X10 0 、 R E D 
ONE(MX)、RED SCARLET など。
学生所有の DSLR、BMD カメラ

撮影フォーマット MPEG2(MPEG HD422) Apple ProRes 422HQ
MPEG2、AVCHD、RED CODE
など

録 音 素 材 保存しない 保存しない 保存しない

中 間 素 材 保存しない 保存しない 保存しない

編 集 情 報 保存しない 保存しない 保存しない

編 集 ア プ リ Adobe Premiere Pro など
Adobe Premiere Pro
DaVinci Resolve など

Adobe Premiere Pro、
Avid Media Composer、
Apple Final Cut Pro など

原 版 デ ー タ Apple ProRes 422HQ Apple ProRes 422HQ DVD Video、Blu-ray Video

流 通 用 デ ー タ DCP（長尺のみ） DCP、Blu-ray DVD、Blu-ray

保 存 メ デ ィア RAID システム× 1 台 外付 HDD、DVD、Blu-ray DVD、Blu-ray

保 管 方 法
1 つの部屋に 1 つの RAID システ
ムを保管

1 つの 部 屋に 期 毎に 1 つの 外 付
HDD に保管

1 つ の 部 屋 に DVD ま た は Blu-
ray を 2 部ずつ保管

メディアの確認 確認していない。4 年毎に更新 利用がある度 確認していない

ファイルの確認 確認していない 利用がある度 確認していない

作品情報・メタデータ 記録していない 簡易記録のみ
卒業制作上映会、実習作品上映会
のパンフレットに簡易記録



2 何を保存するか

8　NFAJ アーカイブセミナー

　　何を保存するか

元村：本題に入っていきたいと思います。「何をどう保
存するか」の「何を」について、当館の三浦が解説します。

三浦：図（p9・図 2-1） は、
左端１列目の「撮影素材」
から右端の流通用の完パケ

（完成パッケージ）までの間
に、発生するいろいろな映
像データ・画像データを示し
ています。
　撮影が終わると、当然撮影データができ、編集作
業に入ります。編集作業では、「オフライン編集」1 があ
ります。撮影されたデータは非常に容量が大きく、取
り回しが大変なので、ここでは、小さな画像ファイル
をつくって、どういうふうに編集すればいいのか試行
錯誤をして、どのデータをどれだけつなぐかという「編
集情報」2 をつくっていきます。
　図の中で、グレーで示されている四角が、映像デー
タとは別の「編集情報」です。この編集情報と撮影デー
タ２つを組み合わせて、「コンフォーム」と呼ばれる実

1　データ容量の大きなオリジナルの撮影素材を用いて編集を行
うと、作業効率が悪化するため、データ容量の小さな中間素材
に変換して編集すること。その編集情報を元にオリジナルの撮
影素材を編集するのが「オンライン編集」。

2　撮影素材、録音素材など、映像・音声ファイルのどの部分を
どのような順番で編集したかを記録した情報。

際の編集作業をします。コンフォームでできたデータを
使って、色調の調整を行う「グレーディング」 3 という工
程を行い、最終的に作品として完成した「原版」デー
タが出来上がります。これは非常に一般的な流れで最
低限、このような中間素材が出来上がるということで
す。最近では VFXや CG を使うことも多くありますの
で、それに伴ってさまざまなデータが発生します。当
然音声でも、現場で録音した素材に加え、効果音・
音楽などの各素材と、それをどう編集するか・ミックス
するかという情報が発生します。これらの工程を経て
原版データが出来上がりますが、劇場で見られている
のはそのものではなく、原版データから劇場用のデー
タに変換したものです。図の一番右側にある「DCP」 4

が、劇場で上映されるデータです。撮影から実際の劇
場で目にするデータになるまで、さまざまな種類のデー
タが発生することがお分かりいただけるかと思います。
　これらのデータを、強引に 4 つぐらいに大別すると、
一番右の列がいわゆる「流通用データ」、劇場や配信
などで直接見聞きするデータになります。その 2 つ左
側の「原版」データが、いわゆるマスターデータ、フィ
ルムで考えるとオリジナルネガと呼んで差し支えないと
思います。原版データと流通用データに挟まれた部分
は、少し表現しづらいですが、「中間データ」とでも言

3　映像の階調と色を表現意図に合わせて調整すること。「カラー
コレクション（色補正）」もほぼ同義だが、両者の使い分けには
諸説ある。

4　“Digital Cinema Package” の略。デジタルシネマプロジェク
タで映画を上映するための画像、音、字幕等をまとめたファイ
ル一式のこと。

2
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図 2-1. 映画の制作過程と生成されるデータ

いますか、流通用データを作成するためのマスターデー
タという位置付けです。（図 2-1 内の）「原版」よりも
左の部分も、本来であればいろんな塊として捉えるべ
きでしょうが、保存という観点からすると、ひとまとめ
に「素材」という扱いになるかと思います。
　この中でどれを残すかと言われたときに、全部残せ
れば、それに越したことはないのですが、コストの観
点から、なかなか難しい。残すデータがどんどん増え
ていくと、データ容量が大きくなり、それを保存するた
めのシステムも大掛かりになって、コストがかかります。
管理する人間の手間がかかるという点でも、全部を保
存するのは非常に骨の折れることです（p10・表 2-1）。
　ここから何かを選ばなければいけないのですが、幾
つか捉えておかなくてはいけないことがあります。一

般的に、（図 2-1の）左にいけばいくほど情報量が大き
くなっています。撮影されたままの状態が情報量として
は一番大きく、どんどんそぎ落とされて一番情報量が
少なくなったものが、流通用データです。
　流通用データは、あまり融通が利かないデータで、
当初とは違う目的が発生した場合に流用は難しく、そ
れよりもう少し上流の（図 2-1の左の工程の）データを
残したいということになります。（図 2-1 の）右にいけ
ばいくほど画一的になっていて、例えば DCP では、「こ
ういうファイルフォーマットで、こういうフォルダの構造
にしておきなさい」と細かく決められていますが、素材
データは、ワークフローによってまちまちです。
　その兼ね合いで、自分たちのかけられるコストはど
んなものかを勘案し、どれを残すか選んでいくことが
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表 2-1. 各種データとおよその容量

データの種類 保存するねらい フォーマット およその容量（１時間あたり）

撮影素材
録音素材

再構築
修正
研究

再利用
資料

RAW
ARRI RAW、REDCODE、
Canon RAW など

351GB (REDCODE 3:1, 4K, 24fps)

Apple ProRes 4444、422HQ
571GB (ProRes4444, 4K, 24fps)

381GB (ProRes422HQ, 4K, 24fps)

Avid DVxHD/DNxHR 444、HQ
672GB (DNxHR444, 4K, 24fps)

336GB (DNxHR HQ, 4K, 24fps)

H.264/MPEG-4 AVC All-I、IPB など 109GB (XAVC, 4K, 24fps)

リニア PCM WAV(24bit・48kHz) -

中間素材

静止画連番
合成用

（DPX、OpenEXR など）
648GB (DPX,16bit,Linear,4K,24fps)

Apple ProRes オフライン用（LT、Proxy） 19GB (ProRes Proxy, FHD, 24fps)

Avid DVxHD/DNxHR オフライン用（SQ、LB）） 17GB (DNxHD LB , FHD, 24fps)

リニア PCM ステム -

編集情報

EDL、XML、OMF、AAF 映像編集情報 -

CDL、LUT 色補正、グレーディング情報 -

各アプリケーションの
プロジェクトファイル

映像編集、音の仕上げ、
グレーディング

-

原版データ
記録

流通用の作成

DPX 連番 10bit/16bit、Linear/Log 430GB (DPX, 10bit, Log, 4K, 24fps)

Apple ProRes 4444、422HQ など 381GB (ProRes422HQ, 4K, 24fps)

リニア PCM WAV(24bit・48kHz) -

流通用データ

記録
流通
鑑賞
広報
研究

JPEG2000 DCP 用 112GB (JPEG2000, 250Mfps)

H.264/MPEG-4 AVC Blu-ray 用、配信用 18GB (H.264, 40Mfps)

MPEG 2 DVD 用 4.4GB (MPEG2, 9.8Mfps)

リニア PCM DCP 用、Blu-ray 用 -

AAC 配信用 -

必要というわけです。もう1 点、視聴覚アーカイブ的
な観点から、フォーマットを選ぶときの大きな課題とし
て、「このフォーマットは 100 年後も開けるフォーマット
なのか」ということも考えなければいけません。当然、
メディアだけではなくファイルフォーマットの陳腐化も
ありますので、100 年後同じフォーマットが使えるかど
うかは誰にも分かりません。一般的に考えられるのは、
ある企業が独占しているようなファイルフォーマットの
場合、時間が経って、そのフォーマットが過去のもの
になったとき、ファイルを開けようとしても、その企業
が認めていないと開けることができない、ということ
が容易に想定されます。

　従って、視聴覚アーカイブに関わる公的な機関では、
いわゆるオープンソース 5 と呼ばれる、ライセンスフリー
のフォーマットやコーデック6を選ぶということが最近よ
く行われています。その一方で、視聴覚アーカイブの
業界ではメジャーでも、（一般に）あまり使われていな
いフォーマットであることもあるんですね。具体的には、

5　技術の原理や構造、プログラム内容を公開し、特定の権利条
件に従い、自由に利用や改変をできるようにすること。特定の
企業に依存する状態（ベンダーロックイン）からの脱却が可能
となる。

6　情報を符号化する際の手法。符号化（エンコード）された情
報を解読するには復号（デコード）が必要となる。
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MKV7 というフォーマット、FFV18 と呼ばれるコーデッ
クがありますが、それを今ポストプロダクションに持ち
込んでも扱えないことのほうが多かったりします。です
ので、現時点では使いやすい Apple ProRes9 を選択
するという考え方、100 年後を考えて今からオープンな
フォーマットを選択していくという考え方、どちらもあ
ると思います。

何を保存するか──各校の状況

元村：ここからは、いろんな素材・原版・流通用デー
タの中で、各校がどういう意図で、どれを残している
のか、お伺いしていきます。まず、日本大学では、学
生が作品をデータファイルとして Blu-ray に焼き込み

7　Matroska Video。映像、音声、字幕などの情報を格納できる
コンテナフォーマット。

8　Michael Niedermayer によって開発された動画コーデック。
エンコード方法、デコード方法が公開されているオープンソー
スの動画コーデック。

9　アップル社が提供している動画のコーデック。フレーム間圧
縮を行わないため、１フレーム単位の操作が求められる編集作
業に利用しやすい。

提出するという方法をとっています（図 2-2）。Apple 
ProRes を原版として提出させているそうですね。
齊藤：本校の現状が他の学校と違う点は、まだフィル
ムでやっているということです。現像場が学校の中に
あるので、まだネガとプリントで提出をする学生もいま
す。長年、プリント1 本とネガ原版を提出するという形
で来て、今もそれが残っているので、デジタルに関し
ても、提出させるものは原版となるデータだけになって
います。フィルム時代、カットしたネガやポジを残すわ
けにもいかなかったので、必要なものだけを残してき
た歴史的な結果です。映画大学さんや藝大さんの方法
を見せてもらうと、もうちょっと考えていくべきところも
あるのかな、という思いはありますが、現状はそうなっ
ています。
　Blu-ray での提出は、ここ１年ぐらいで始めたことな
んですね。それまでは、学校で購入した HDCAM の
テープが残っていたので、学年によっては HDCAM
で提出をさせています。学校内のいろんな事情も含め、
ようやくファイルで残すことも選択肢に入れ始めたのが
現状です。あともう1 点、著作権の問題もあると思う
んですよね。映画大学さんや藝大さんは、学校から制
作費を出されている状況だと思うのですが、うちの場

図 2-2. 日本大学が保存しているデータ　※色がついている部分を保存
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合は、学生が制作費を出す、出演料も自分たちで集め
る、その代わり施設は自由に使いなさい、という形で
す。学校が素材を管理するというのも含めて、他大と
違うところかなという感じがします。
元村：次に、日本映画大学さんですが、後から作品を
変更する必要が出てくることがあるかもしれないから、
ということで、保存しているものは、ほぼ全てです（p8・
図 2-3）。
若林：うちの大学の卒業制作の作品には、ドキュメン
タリーとドラマがありますが、すべての素材を残してい
るのは、ドラマに関してだけです。ドキュメンタリーに
関しては、撮影素材の量が桁違いですので、残念な
がら大学で撮影素材を残すということはしていません。
ですので、この図の対象は、ドラマ作品のみであるこ
とをご理解ください。
　日本大学さんと同じように、映画大学も著作権は（制
作者と大学の）半々ですが、学校が制作の主体になっ
ているので、管理がしやすいところがあると思います。
また、うちもずっとフィルムで作品をつくっていたので、
フィルム時代に関しては、当然のことながら音ネガと画
ネガ、ポジしか残っておりません。この図はあくまで、
デジタルで素材が上がってくるようになってからのこと

です。
　卒業制作に関しては、2 〜 3 年ぐらい前までは、基
本的にフィルムで撮影し、ラボでフィルムからデジタル
にしてもらっていました。16ミリのフィルムで、大体 3,000
フィートから 5,000 フィートぐらい、1 時間半〜 2 時間
ぐらいの撮影量を前提としていたので、撮影素材も比
較的残しやすかったという事情があります。フィルム時
代から「無尽蔵に撮るな」という指導があって、ボー
ンデジタルになっても撮影素材がそれほど膨大になっ
ていないので、撮影素材を残しています。それと作品

図 2-3. 日本映画大学が保存しているデータ　※ドラマ作品の場合　※色がついている部分を保存

1_ 素材

◯◯◯◯.mov　◯◯◯◯.wav

2_ 編集後 EDL

◯◯◯◯.aaf　◯◯◯◯.drp

3_Grade Result

◯◯◯◯.mov　◯◯◯◯.drp

4_ 完成

◯◯◯◯.mov　◯◯◯◯.wav

図 2-4. 日本映画大学のデータのフォルダ構造
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本数がそんなに多くないなど、いろんな事情があって、
ここまで残せているのだと思います。あとは一元化して
やっている、つまり全部自分のところを通るので、全
部残しているということです。
元村：大学のパソコンですべて編集されているので、
素材を保存用にコピーしようと思えば簡単にできるとい
うことですね。日本映画大学さんはいろんな種類のファ
イルを残されていて、このように（p12・図 2-4）フォル
ダ分けされています。
　東京藝術大学は、ちょうど（日本大学と日本映画大
学の）真ん中ぐらいという感じですかね（図 2-5）。
平田：そうですね。特に修了制作に関しては、素材を
必ず残すようにしています。その他の実習の作品に関
しては、残せる作品だけ残すという形ですね。
元村：これはやはり、あとで（作品）変更するという
のを狙ってということですか？
平田：基本的には、変更のときに使うというよりは、取
りあえず素材は残しておこうという考え方ですね。（当
時は）こういう撮り方をしていたとか、そういう（記録）
になると思います。
元村：あとで撮り方を検証できるということですね。（東
京藝大は）活用を積極的に行われているので、いろい

ろな種類の流通用データが残されているのが、特徴と
思いました。

メタデータ──解説

元村：何を保存するかということで、もう１つ必要なの
が、見逃されがちな「メタデータ」です。これについ
ても三浦が解説します。
三浦：「メタデータ」については、いろんな観点から
お話ができますが、本日のセミナーで言うところのメタ
データとしては、大きく2 つあります。1 つが、いわゆ
る目録データ。作品がどういうものか、どういう監督
がつくったものかというデータです。もう1 つは、技術
寄りの、ファイルはどういうフォーマットか、どれぐら
いの fps か、という情報です。
　フィルムを倉庫に保管している場合、フィルムの缶の
中に入っているものが実データだとすると、上にペタッ
と貼り付けられている缶票ラベルがメタデータだとよく
説明されます。フィルムをいちいち映写機にかけなくて
も、缶票を見れば中身は何か分かります。缶票がフィ
ルム缶から外れてしまっても、棚を見れば、何かフィ

図 2-5. 東京藝術大学が保存しているデータ　※色がついている部分を保存
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表 2-2. メタデータ項目例

推奨項目名 推奨表記例

会社名
製作社名（作品の権利者）と発注元社名（プロダクションなど）の併記が望ましい

※ 製作社名／発注元社名

タイトル ※ 作品名

作品時間 秒数まで記載が望ましい　※ ○時間○分○秒

タイプ・バージョン DSM、保存用 DCP などの表示　※ □ DSM　□ DCP...

作業日 当該メディアが作成された年月日　※ ○年○月○日

公開日 作品の公開年月日（放送年月日）　※ ○年○月○日

フレームレート
タイムコードがある場合はドロップ、ノンドロップを併記する

※ □ 24.00fps　□ 23.98fps　□ 29.97fps　□ 59.94fps　□ DF　□ NDF

ファイルサイズ 当該メディアに収録されている総データ量　※ ○ TB　○ GB...

ファイルシステム
LTO の場合　※ □ LTO-6/LTFS　□ LTO-6/TAR...

HDD の場合　※ □ exFAT　□ NTFS　□ HFS+(MacOS)　□ ext3(Linux)...

ファイル形式
DSM の場合　※ □ DPX(10bit Log)　□ TIFF(16bit Linear)　□ ProRes HQ(8bit Linear)...

保存用 DCP の場合　※ □ JPEG2000　□ Interop　□ SMPTE...

暗号化 保存用 DCP の場合のみ表記。DSM の場合は不要　※ □暗号化あり　□暗号化なし

色域／色温度／ガンマ

制作時の視環境を表記

色域　※ □ Rec.709　□ DCI-P3　□ DCI X’Y’Z’ □ Rec.2020　□ ACES...

色温度　※ □ D65(6500K)　□ D93(9300K)...

ガンマ　※ □ 2.2　□ 2.4　□ 2.6...

解像度

画素数と呼称の併記が望ましい

※ □ 1998 × 1080 （2K）　□ 2048 × 1080（2K）　□ 3840 × 2160（4K）　□ 4096 × 2160（4K）

　 □ 1920 × 1080（HD）...　

上映画郭
比率と呼称の併記が望ましい

※ □ 1.85:1（ビスタ）　□ 2.35:1（シネスコ）　□ 1.66:1（ヨーロッパビスタ）　□ 16:9（HD）...

音声フォーマット 音声同梱の場合　※ □ 2ch　□ 5.1ch　□ 7.1ch　□ドルビーアトモス ...

音声ファイル形式
音声同梱の場合。サンプリング周波数、ビット数の併記が望ましい

※ □ WAV(48kHz 16bit)　□ WAV(96kHz 24bit)...

ファイル名 ファイル名およびフォルダ階層をできるだけ詳細に記述

備考

その他の記載項目

・同梱ファイルの情報（例：LUT、字幕データ、白素材の有無など）

・巻別、巻つなぎ編集済などの情報

・ソース情報（例：D2 テープからの HD アップコンバートなど）

作業担当社連絡先
当該メディアを作成したポスプロの連絡先

※ 会社名、住所、電話番号 ...

引用・参考：日本映画テレビ技術協会 映像プロセス部会 デジタルメディア記録票標準化ワーキンググループ

　　　　　　「保存用 DCP、DSM のデジタル記録票における推奨項目と表記例」

※ 青字部分は元村が加筆、修正した箇所
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ルムがあるというのが分かるわけです。しかし、デジ
タルの場合は、基本的に検索をして情報にたどり着く
ことになりますので、缶票にあたるメタデータの紛失、
あるいは間違いというものは、実データにたどり着けな
くなる、実データを失うことにほぼ等しいことになる場
合もあります。
　もう1 点、技術的なメタデータに関して解説します。
例えば、「このデータは走行スピードが 1 秒間に 24 コ
マですよ」というメタデータが、何らかの形で「120 コ
マですよ」と間違って書き込まれた場合、100 年後には、
そのメタデータを参照してものすごい速さで再生されて
しまいかねない。そういう重要なメタデータが、人間
の目では見えないところにあるファイルに埋め込まれた
情報だったりするので、注意が必要だと言えます。
　いろんな種類のメタデータを残せればいいのです
が、現実的にはなかなかそれも難しい。これは日本映
画テレビ技術協会がまとめた記録票の推奨項目（p14・
表 2-2）で、「『このハードディスクにどんなデータが入っ
ています』という情報をつけて渡す場合に、最低限こ
れぐらいの情報は入れておきましょう」というものです。
これぐらいの情報は残しておくことが、非常に重要に
なってきます。
　もう少しメタデータから話を広げると、フォルダ構造
やファイル名をどうするかという問題があります。ファイ
ルを説明する情報という意味では、最後の砦になるの
がファイル名で、劇場用の映画の DCP データは、ファ
イル名の付け方に、推奨規則があるんですね。そのファ
イル名を見れば、中のデータがどんなデータかが分か
ります。これは非常に実用性の高いことで、自分たち
で残すデータの命名規則をきちんと整えるだけで、ず
いぶん管理が楽になると思います。
元村：私はこの項目を最初に見たとき、「色域 10 ／色温

10　使用する機器により表現可能な色の領域のこと。HDTV 向
けの Rec.709、デジタルシネマ向けの DCI P3 など。

度 11 ／ガンマ 12」もちゃんと記録しなければいけないん
だと知りました。これについて、解説していただけます
か。
三浦：先ほど映像の走行スピードの話をした通り、デ
ジタルデータは 100 年後にデータ自体が全く変わらな
く保存できたとしても、どういう形で再生するかについ
てもセットで残しておかなくてはいけません。「色域／
色温度／ガンマ」は、具体的にはプロジェクターの設
定のことです。例えば、テレビの設定でシネマモードと
かダイナミックモードとかありますが、つくった人がシ
ネマモードで見たときにちょうどよくなるようにつくって
いた場合、100 年後の人がそれを知らずにスタンダード
モードで見て、「なんか力のない絵だな」と感じてしま
うかもしれないということです。

11　色を表す尺度の一つ。仮想の物質である黒体を燃焼させた
時に発せられる色をその時の絶対温度（K ＝ケルビン）で表す。
色温度が高いと青みが強まり、色温度が低いと赤みが強まる。

12　入力値と出力値の関係を表す数値。画像処理においては、
入出力時における階調の変化特性を表す。入力値を底、ガンマ
値を指数とし、べき乗することで出力値が求められる。入力値
を横軸、出力値を縦軸にとり、この関係をグラフに描く。こう
して描かれた曲線をガンマ曲線と呼び、このような変換をガン
マ補正と呼ぶ。
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元村：日本映画大学さんは、Excel に（これらの項目を）
記録しているそうです（表 2-4）。仕上げは大学で行う
ので、視聴環境は決まっているから細かく記録しない
ということでしょうか？

若林：そうですね。「色域／色温度／ガンマ」は、「709
／ 6500 ／ 2.4」と決まっています。授業の中では、
DCI-P315 のフォーマットについて説明したりするのです
が、卒業制作は「こういう形でやること」とフォーマッ
トを基本的に決めて、（学生は）その中でやるようになっ
ているので、わざわざ書いていないというところはあり
ます。
　今おっしゃっていた完成台本の話、実は（日本映画
大学では）残していないんですよ。義務付けていませ
ん。字幕を付けようという話になってから、完成台本
を提出してもらうことになるので、義務付けたほうがい
いんじゃないか、という話に漸くなってきたところです。
今まで台本は提出させているのですが、完成台本とし
て提出させていないところは、若干問題があるかなと
思っています。
元村：東京藝大さんは、記録している項目が多いです
よね（p17・表 2-5）。作品情報や貸出記録があるのは、
活用の機会がたくさんあるからなのだなと思いました。
横山：基本的に藝大は映画祭に出すことを考えていま
すので、「こういう項目が必要である」と話し合ってつ
くったのが、この表ですね。映画専攻の作品は、作品
であると同時に、映像研究科の研究成果でもあります。

15　DCI （Digital Cinema Initiatives: 2002 年、映画上映用デー
タの規格策定を主目的として、当時のハリウッドの主要な映画
製作会社 7 社が結成したジョイントベンチャー）が定めたデジ
タルシネマ向けの色域を指定する規格。

メタデータ──各校の状況

元村：では、各校がどういうメタデータを残しているの
か、お話していきます。日本大学さんは、先ほど紹介
した『映像研究』に、色域などのメタデータを記録さ
れています（表 2-3）。いつごろから色域などを記録さ
れているんですか？

齊藤：HD が出てきたころはそうでもなく、やはり
RED13 とか、RAW データ 14 で撮影できるものが出て
きてからですね。撮影専攻の学生にそういう知識がな
いと作品制作ができない状況になってきたので、色域
等々の選定をきちんとすることを教えています。
元村：記録する項目も、長年にわたって、増やしたり
減らしたりされているんですか？
齊藤：そうですね。徐々に必要なものを増やしていっ
ています。今はカメラの種類についても残すようにして
います。カメラの種類によって（映像の）感じも変わっ
てくるので、（卒業制作作品の）審査にあたっても必要
になるデータとして残しています。完成台本も提出させ
るようにしています。そうしないと、字幕制作をすると
きなどに大変なので。

13　レッド・デジタル・シネマ社が発売するデジタルシネマカ
メラの総称。RED ONE、RED MONSTRO などの機種が発売さ
れ、映画撮影で広く使用されている。

14　一般的なビデオカメラの場合、カメラ内のイメージセンサー
で受けた光は、明るさや色を調整され（画像処理）、圧縮され、
記録される。このようなプロセスを経ず、イメージセンサーで
受けた光の情報をそのまま記録したものが RAW データである。
基本的に RAW データはそのまま表示できないため、デジタル
現像と呼ばれるプロセスを経て、何らかの動画ファイルに書き
出される 。

項目

題名

実習名

班名

完成年

映像フォーマット（サイズ他）

音声フォーマット

監督名

Blu-ray 作成（学内図書館に並べているかどうか）

表 2-4. 日本映画大学が記録しているメタデータ

項目 表記例

題名

ジャンル 劇映画、ドキュメンタリー

形態 HD、フィルム、使用カメラ

時間 ○分

色 Rec709、DCI-P3

サイズ（アスペクト比） 1:1.78、1:1.66

総制作費 ○円

記録メディア費 ○円

表 2-3. 日本大学が記録しているメタデータ
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旧国立大学としての成果をどう発表するかを考えてい
るので、映画祭にいつでも出せるような情報を残して
います。この表には抜けているのですが、完成台本・
映画字幕も残しています。近年は藝大で一括して字幕
制作までやっているので、完成台本を基に全部英語字
幕を付けるということもやっています。

項目 項目

タイトル 記録表（有無）

管理番号 Disk Image

期 Blu-ray（有無）

完成年 DVD（有無）

完成尺 Blu-ray sub（有無）

完成原版 DVD sub（有無）

種類（修了制作など） Synopsys（有無）

縦横比 キャスト・スタッフリスト（有無）

color 字幕ファイル（有無）

音声（stereo など） DCP データアドレス

Cast DCP（有無）

Staff DCP 字幕版ファイル名

映画祭実績 倉庫管理番号

データアドレス LTO（有無）

ファイル名 ODA（有無）

字幕版ファイル名 ライブラリー（有無）

Audio（有無） 貸出実績

Main Visual（有無）

表 2-5. 東京藝術大学が記録しているメタデータ
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　　どう保存するか

元村：それでは、データを「どう」保存するかという話
に進みます。いろいろな映画祭で若い監督に話を聞い
たり、大学でヒアリングをしたりすると、大抵ハードディ
スクドライブに保存しているという回答でした。LTO1 
などは導入コストが高く、（本来長期保存には向かない）
ハードディスクドライブを使用しなければならない現実
がありますので、使うにしても、こういうことに注意す
るとよいのではないか、という議論をできればと思い
ます。まず、どう保存するかについて、三浦が解説し
ます。

どう保存するか──解説

三浦：「長期保存データに対する10 の脅威」に（p19・
表 3-1）、ハードの陳腐化やサイバー攻撃があります。
ハードの陳腐化に関して、ハードディスクドライブや
USB メモリのような半導体メディアは、長期保存には
基本的には向かず、長期保存用のメディアとして推奨
されるのは、光学ディスク、磁気テープ 2、LTO などで
す。最近「コールドストレージ」という呼び方をされる、

1　“Linear Tape-Open” の略。　1998 年に IBM、ヒューレット・
パッカード、シーゲート・テクノロジーが共同で策定したコン
ピュータ用の磁気テープ規格。

2　帯状の薄いフィルムに塗布または蒸着された磁性体に磁気を
帯びさせることでデータを記録するメディア。

磁気テープや光学ディスクといったメディアが推奨され
るのが一般的だと思います。一方で、長期保存に向く
ことと、データの出し入れのしやすさがトレードオフに
なってしまうこともあるので、保存しなくてはいけない
全体のデータ量や、どれぐらいの頻度でデータを出し
入れするのか、その辺を勘案して自分たちのシステム
を構築していくことが必要だと思います。それと、対
象としているデータですね。非圧縮の連番ファイルのよ
うな細かいファイルが大量にあるのか、あるいは何百
ギガというような、ものすごく大きな１つのファイルを保
存しようとした場合は、例えば DVD に入らない、そ
ういう問題もあります。対象としているデータの特徴に
合わせてシステムを構築することも、必要になると思い
ます。
　次に、サイバー攻撃です。特に個人の方に関しては、
オンラインで保存するという選択肢を取ることも増えて
いると思います。クラウドも非常に安全性が高いとは
言われていますし、サイバー攻撃やハッキングによる
データ漏えいについては、いろんな対処法があるかと
思いますが、一番強いのはオフラインです。オフライ
ンの強みは産業界側ではよく認識されていて、よく使う
データはオンラインで持っていたとしても、必ず 1 つは
オフラインで持っておくようにしているところが多いと
思います。
　バックアップの基本的なルールもありまして、「3-2-1

3
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表 3-1. 長期保存データに対する 10 の脅威とその対策法

脅威の種類 解　　説 対　　策

大規模災害
Large-scale disaster

• 洪水、火災、地震、戦争など。保管場所、保
存メディアを破壊

• 付随する停電にも要注意

• 防災設備の整った場所に保管
• 災害の脅威の異なる場所にコピーを保管する

人的ミス
Human error

• 誤ってデータを上書き、削除してしまう
• 誤ってメディアを破損してしまう

• 複数のコピーを保存する
• 消去できないメディアの選択
• メディアに「消去不可」など記載
• 作業手順のマニュアル化

メディアの劣化
Media faults

• メディアの支持体、記録部分の劣化。データの
読み出しができなくなる

• 温度、湿度の管理
• 種類の異なるメディアにコピーして保存
• 定期的にファイル不変性を確認

ハードウェア・ソフトウェア・
ネットワーク障害
Component faults

• メディアの読み取り装置の故障、再生用アプリ
ケーションの不具合、ケーブルの断線など。

• 長期間通電させていない装置に通電させると故
障する場合もある

• 定期的にアクセスできるか確認
• 装置自体のバックアップを残す

コストの負担
Economic faults

• データを読み書きする装置、メディアの費用
• 置き場所や保存環境を維持する費用
• データやメディアを更新する費用
• それらを支える人件費

• 各自の状況に適した、無理のない保存計画を
立てる

サイバー攻撃
Attack

• サーバー攻撃、ウィルス、マルウェアによるシス
テムの破壊、データの破壊、改ざん、不正コピー

• オフライン環境で保存する
• セキュリティソフトの更新
• アクセス制限をかける

会社・組織の消滅
Organization faults

• 保存を担当する部署に対する脅威。合併、買収、
倒産など

• 常日頃から保存の意義について理解を求める
• 保存に関するルールをつくる
• 消滅した場合の移管先を決めておく

メディア・ハードウェアの
陳腐化
Media/hardware 
obsolescence

• メディアやハードウェアが生産中止になったり、
バージョンが上がるなどの理由でデータが読め
なくなる

• コネクタの種類にも要注意

• 陳腐化の監視
• データが読めるうちに、別のメディアもしくは

新しいバージョンに保存し直す
• 広く使用されている、標準化されたメディア、

ハードウェアを使用する
• メディアのバージョン情報を記録し残しておく

ソフトウェア・データフォー
マットの陳腐化
Software/format 
obsolescence

• ソフトウェアが生産中止になったり、バージョン
が上がるなどの理由でデータが読めなくなる

• 陳腐化の監視
• データが読めるうちに、別のメディアもしくは

新しいバージョンに保存し直す
• 広く使用されている、標準化されたソフトウェ

ア、データフォーマットを使用する
• ソフトウェアのバージョン情報、データフォー

マットの種類を記録し残しておく

周辺情報・メタデータの喪失
Lost context/metadata

• データに関する情 報やデータが 記 録されず、
残っていないと、当初の意図通りに再生されな
いこともあり得る。

• 著作物の場合は著作者、著作権者の情報が失
われると利用するのに障害となる

• 周辺情報、メタデータを記録し、メディアとセッ
トにしておくか、容易に参照できる仕組みを作っ
ておく

引用・参考：

脅威の種類については、"Retaining Information for 100 Years"（Mary Baker and Roger Cummings, Storage Networking 

Industry Association, 2009）を参考に意訳した。引用元の英語も併記しておく。

対策については、"The NDSA Levels of Digital Preservation: An Explanation and Uses"(Megan Phillips, Jefferson 

Bailey, Andrea Goethals, and Trevor Owens, The National Digital Stewardship Alliance, 2013) を参考に、翻訳、作成した。

※ 青字部分は元村が加筆、修正した箇所
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ルール」3 といいます。「複製は 3 つつくり、そのうち、
手元で使うデータと別にバックアップをつくっておく。
同じサイトで 2 つのデータを持って、さらに離れた場所
でもう1 つ持っておく」という非常にベーシックな考え
方です。例えば、ハリウッドのメジャースタジオは、敷
地内に LTO のデータストレージのシステムを 2 式持っ
ています。常に使うデータとバックアップのデータが同
期を取っていて、どちらかが駄目になっても、どちら
かが生きている状態で残る。さらにもう一つは、東海
岸の倉庫に置いていくという形で、物理的に離れた場
所にも取っておく。これほどお金をかけなくても、別
の倉庫会社にお願いするなど、幾つかの方法があるか
と思いますし、大学であれば、他大学と提携をしてデー
タを持ち合うというようなことも、もしかしたら可能か
もしれないと思います。

どう保存するか──各校の状況

元村：それでは、各大学がどのような保存体制を敷

3　米・国土安全保障省の下部組織であるコンピュータ非常事態
対策チーム（US-CERT）が 2012 年に発表した重要データバッ
クアップルール。「3 つの複製を保存」「2 種類のメディアに保存」

「1 つは離れた場所に保存」の 3 原則に基づく。

いているのか、お話していきます。まず日本大学さん
ですが、学生から、Blu-ray データに記録された原
版 ProResファイルが提出されたら、そのファイルを
RAID42 つに分けて保存するという形ですね（図 3-1）。
齊藤：そうですね。近年までは HDCAM でやっていて、
まだそういう部分も残ってはいるのですが、卒業制作
に関しては Blu-ray で提出させるようにしています。こ
の図に LTO とありますが、まだ活用を始めた段階で、
実験的にやっている状況ですね。Blu-ray で出してい
るのは、価格のこともあるのですが、学生が負担なく
出せるものというと、一番やりやすかったということ、
あと保存メディアとして、現状一番信用できるというと
ころです。容量も増えてきていますので。
三浦：倉庫と保管場所を 2 つに切り分けているという
点は、非常に有効だと思います。光学メディアに関し
ては、CD というデジタルメディアは、1980 年ぐらい
から今までフォーマットを変えずに来ているという意味
で、すごく優秀なメディアといえるので、光学ディスク
で保管をされるというのも非常に有効な手だと思いま
す。光学ディスクも、一般的に手に入るものと、アーカ

4　“Redundant Array of Independent Disk” の略。複数のハー
ドディスクドライブ（HDD）を 1 つのドライブとして
扱う技術。1 つの HDD が故障した時に復旧することができる
モード、高速に読み書きできるモードなどを用途に合わせて選
択できる。

RAID

LTO

RAID

機材室

倉庫

機材室

Blu-ray
(DATA)

図 3-1. 日本大学の保存状況
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イブ用と謳われているようなものがありますので、その
あたりも気を遣って選択すると、よりよいのではないか
なと、個人的には思います。
元村：それでは、日本映画大学です。保存の仕組み（図
3-2）を、若林さんからご説明いただけますか。
若林：データの保存方法は実習の規模にもよりますが、
まずは、素材を残すのかどうか。EDL5 とか AAF6 と
かいった編集後のデータを残すのか、グレーディング
のデータを残すのか、それから完成ムービーを残すの
か、音声の編集データを残すのかを決めます。音声の
編集データは大した量ではないので、現状、全部残し
ています。各作品の決まったデータを、全部実習ごと
に切り分け、例えば 2 期生なら 2 期生の 1 年生・2 年生・
3 年生・4 年生の時、とフォルダ分けし、全部のデータ
を1 つのハードディスクにまとめます。それを1 台では
なく2 台、1 つは Macフォーマットで、1 つは exFAT
というWindows でも読み書きできるフォーマットで保
存します。大体 4TB あると収まるので、4TB のハード
ディスク 2 台を残しています。それは、常時電源が入
るところではなく、裸のハードディスクとしてケースに入
れて保存しています。
　また、運用用として、最近の作品は完成ムービーだ

5　“Edit Decision List” の略。編集情報の形式の一つ。

6　“Advanced Authoring Format”の略。編集情報の形式の一つ。

けをアーカイブ用のサーバに入れて、そのデータをすぐ
引っ張り出したい・使いたいというときに、僕だけでは
なく職員がアクセスできるようにしています。例えば、
職員が「あの作品の DVD をつくってくれ」と（誰かに）
言われたら、職員でもつくれるような形を取っています。
　（図中の）「サーバ（ワーク用）」と書いてあるものは、
学生が使っているサーバですね。ここにデータを全部
入れて、全ての実習が行われています。デジタルの作
品に関しては、ここに全部 1 回データが集まるので、
僕はここにアクセスして、全てのデータを引っ張り出し
てこられる形になっています。
　それと、学内で DCP をつくっていますので、DCP
にしたものは DCP 作成用の Mac の内蔵ハードディス
クに全データが保存されています。そこから、シネマ
プロジェクター（のサーバ）にも必要最低限のものを入
れています。もう過去のものは入らなくなっているので、
消しているものもずいぶんありますが。
　あとは、図書館等で借りて見ることができるように、
Blu-ray や DVD を制作しています。なるべくアーカイ
ブ用の Blu-ray、50 年は保存できると言われているディ
スクに保存して、図書館に並べています。これは貸出
もしているので、人為的にロストしてしまう可能性があ
り、これとは別に残っているBlu-ray データで、マスター
用の Blu-ray をつくって保存をしようかなと思っていま

図 3-2. 日本映画大学の保存状況

HDD
テレシネ室

編集室

音声編集室

サーバ
( アーカイブ用 )

その他の教室 シネマ
プロジェクタ

Mac
(DCP 用 )

Blu-ray
(VIDEO)

図書館 グレーディング室グレーディング室

サーバ
( ワーク用 )

サーバ
( ワーク用 )



3 どう保存するか

22　NFAJ アーカイブセミナー

すが、まだ手が回っていません。
三浦：サーバとサーバの間の通線や、さらには映写室
の壁を抜くといったことも（若林さん）ご自身でされた
ということで、本当に一人でよく（ここまで）されている
と思います。
　大学と我々のようなアーカイブのデータ保存のやり方
と根本的に違う点としては、大学は制作現場であると
同時にアーカイブの現場であるという点ですね。制作
のバックアップの延長上に、一気通貫でアーカイブを
されているところが特徴的で、非常に効率的なモデル
になっていると思います。　
　また、自分でこういったデータを扱える人がアーカイ
ブをしているのは非常に重要なところです。先ほど編
集データを残すかどうかという話がありましたが、あ
れは実はものすごく大変なことなんです。編集データそ
のものは、例えば、素材をどうつなぐか、どうミックス
するかというデータだけなので、元の映像ファイルや
音楽ファイルとは、また別で、データ容量としてはすご
く小さいものです。ですので、単にそれをコピーして残
しておくこと自体は簡単なんですが、問題は、例えば
Pro Tools7 のセッションデータなどの編集データは、そ
のソフトじゃないと意味をなさないデータである、とい

7　Avid Technology 社の音声編集アプリケーション。映画の音
の仕上げに広く使われている。

うところです。ソフトがバージョンアップしたら、突然
開けなくなることが起こり得るファイルを保存するとい
うことは、そのソフトのバージョンアップにずっと付い
ていって、バージョンアップしたソフトでも開ける状態
を保ち続けるということです。これは、本当にパワー
のかかることだと思います。ですが、それをやるから
こそ、あとから編集替えのようなことにも対応できるの
で、こういったシステムを組まれているのは、本当にう
らやましいというか、素晴らしいなと感じています。
若林：結構大変だったのが、Pro Tools のデータで
す。ここ 15 年の Pro Tools のデータを保存していま
すが、15 年前は SD2 （Sound Designer 2）といわれ
る音声ファイルが主でした。今の Pro Tools では、こ
の Sound Designer 2 というファイルが開けないんです
ね。今は 12というバージョンなのですが、数年前、バー
ジョン 11というところで開けなくなりました。そこで全
部もう1回変換し直すという作業をしなきゃいけなかっ
た。
　実際、3 〜 4 年ぐらい前にそこに気付き、「おお、ま
ずいぞ、これは」と、過去のデータを全部変換し直し
たという経緯がありました。「さらにデータがたまって
いって、この先もう1 回同じことが起きるとまた大変だ
な」と思った覚えがあります。
元村：ソフトウェアが変わって、使えなくなったら移す

図 3-3. 東京藝術大学の保存状況
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DVD
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というのは、陳腐化を監視しているからできたのだと
思います。
　次に、東京藝術大学の保存状況です（p22・図
3-3）。日大さんと近いのかなという感じですが、どう
でしょう。
平田：そうですね。日本大学さんと近い形でやってい
ますね。基本的には、まず RAID にデータが移った
あと、LTOないしはサーバのほうにデータが移っていっ
て、一応 3カ所で同じデータが保存される形になります。
元村：この ODAというのは「オプティカルディスク・アー
カイブ」8 ですが、光学ディスクのドライブというのはど
うでしょう。
平田：長期的に保存することを考えたときに、LTO と
ODAを両方試験的に導入して、今のところ LTO のほ
うをよく使っていて、ODA のほうは１年試験的に動か
したところで、今止まっている状態です。
三浦：日本大学さんもそうでしたが、光学メディアと磁
気テープメディアを併用されているところが、すごく重
要じゃないかなと思います。磁気テープ陣営と光学メ
ディア陣営って、産業でも 2 つに分かれていて、もの
すごく仲が悪いんですよ（笑）。常に戦争みたいなこと
を繰り広げているんですが、われわれユーザー側とし
ては、どちらかの陣営だけに乗っかって、その陣営と
ともに滅びていっては仕方ないので、常に両方試しな
がら、どちらが主流になっても困らないように併用して
いく。デジタルデータのよいところは、やはり複製して
も劣化しないというところだと思いますので、保存の
選択肢を狭めないということは、非常に重要かと思い
ます。

8　「アーカイバル・ディスク」は 2014 年にソニーとパナソニッ
クが策定した次世代光ディスク。Blu-ray ディスクと比べて容量
が大きく、寿命が長い。「オプティカルディスク・アーカイブ」
はソニーが販売している商品名。
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　　質疑応答とまとめ

元村：会場からご質問を受けたいと思います。感想で
も、具体的なところを突っ込んでいただいても構いま
せんが、いかがでしょうか。
質問者A：保存の場での予算の確保はどうされている
のでしょうか？　大学の中、あるいは教員の間で、保
存の意義とか仕事量、経費がかかるということが共有
されていない以上、そのうち続かなくなることもあるか
と思います。予算の確保をどうされているのか、例え
ば外部資金を募ったり、研究プロジェクトなどを組ま
れたりするような展望はあるかどうか、それぞれの大
学の方に聞ければと思います。
元村：日本大学さん、どうでしょう。
齊藤：予算に関しては、大学ってややこしいのですが、
特にうちの学校は大きな母体があったり、学部や学科
があったりという中での予算運営なので、額によって
申請の仕方などが全然違います。映画学科ができたの
が昭和 4 年（1929 年）で、当時はちょうどトーキーが
日本に広まるという時代で、わりと技術的な教育を中
心にやってきて、今もそうなんですね。技術系が強い
学校なので、映画学科自体は、保存に関しては常に強
い関心があり、予算も確保しようという動きは常に出
ています。
　来年度も、DCP などをつくるシステムの予算や、ス
キャニングしてフィルムの素材を残すための予算の確
保に奔走しています。どこまで獲得できるかはこれか
らですが、意識はすごく高い学校で、そのための努力

は、制作をすること以上に惜しまないという考えで臨ん
でおります。
若林：その残す保存のデータ量って、１年間でどのく
らい？ それによって、コストってずいぶん変わるのか
な、と。
齊藤：データ量、どれぐらいになるんだろう？　コスト
のこともあるので、学校が残す形は、LTO など別のメ
ディアも考えていますが、基本的には学生が出してくれ
ているBlu-rayがベースなんですね。そこは変えないで、
あくまでもバックアップとして学校ができる限りの対応
をしようという姿勢と思っていただければ（いいかと思
います）。倉庫は、今のところ空調管理ができている
ところが 3 カ所ありますので、そこがいっぱいになっ
ちゃったらどうしようかな、と思っていますが、フィル
ムじゃなくデジタルのデータが増えてきていますので、
スペース確保については、割合安心はしています。
元村：そういう作業をされている方はどなたですか？
齊藤：基本的に Blu-ray をつくるのは学生なので、作
業の 1 つとしてやらせていますが、技術員というスタッ
フがわれわれの学科には 5 人います。撮影機材や撮
影スタジオ、録音機材や録音スタジオといった各部署
に技術スタッフがいて、現状は彼らがメインで動いても
らっていますが、私も「やれ」と言われれば時間があ
る範囲でやります。先ほども申しましたように、教職員
のそういう意識は高いので、「やれ」と言われれば誰
でもやることだと、それなりにみんなで協力しながら
やっています。
元村：日本映画大学さんはいかがですか？

4
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若林：予算については、特別設けていないです。言っ
てみれば、どさくさ紛れにうまくやっているというとこ
ろです。うちには過去の膨大なフィルムの作品があって、
それをスキャンし、今でも見られる形にしていくことが
教育的に有益であるという観点から、フィルムスキャ
ナーの導入を予算組みしました。その際、保存用とし
てのサーバが必要であるという理由で、文科省の助成
を当てて導入した経緯はあります。
　年間のデータ保存は 4TB のハードディスクです。そ
れを 2 つ買ったところでたかだか 5 万円ぐらいなので、
実習を運用していく費用から捻出しています。あえて何
かアーカイブとして予算が必要だから、という形では
やっていないのが現状です。
　うちの大学は何を残さなきゃいけない、何を提出し
なきゃいけないというアーカイブに関する規定はないの
で、意識的に皆で共有されていることがないのが、実
のところは現状です。それは危機感として持っていて、
僕が倒れても、何が残っているのか、どういうことを
やっているのかという情報が残るようにはしています。
元村：東京藝術大学さんはいかがでしょうか。
横山：私は去年から着任したのですが、その前も今も
アーカイブ用の予算というのがほとんどない。作品を
つくったあと保存しなきゃいけないというのは共通認識
としてあるので、実習の余ったお金で4TBのハードディ
スクドライブを買うことをずっとしてきて、現在もそうい
う感じです。
　数年前までの作品のマスターはテープに入っていた
のですが、デッキの故障などでだんだん再生できなく
なる問題があります。これについては今後どうにかし
なければいけない。デッキが壊れてしまったら、テー
プだけ残っていてもしょうがないので、それをどうデジ
タイズしていくかを考えていく必要があって、科学研究
費や文化庁の助成で賄って、予算を考えなければいけ
ないというのが現状です。
元村：磁気テープは、どの大学さんも、フィルムよりも
危機感を抱いていらっしゃるようです。日本映画大学
さんも磁気テープからデジタイズをやっていこうとして
いるそうですね。
若林：そうですね。うちに残っているすべての作品を
今でも見られる形にすることに教育意義があると思っ

てやっています。「まず何から？」というときに、一番は、
ベータカムのようなビデオテープ素材を、フルHDにアッ
プコンバートした状態で残せるようにシステムを入れて
います。フィルムのアーカイブはほとんど進んでいない
のですが、ビデオテープから時間をみて残していると
いうところですね。

元村：時間になってしまいましたので、最後に皆さんか
ら、他の大学の動きを見ての感想など、一言ずつお願
いできますでしょうか。
齊藤：デジタルになって、「どうしよう、こうしよう」と
日々語り合っているのが、日常茶飯事ですね。これか
らどうなるかも分からないですし。特にうちの学校で
は、学生が素材を持っていますので、学生が自分たち
でいろいろつくり直しちゃうわけです。提出した卒業制
作作品と違う、いろんなバージョンができてしまう。そ
ういうのが氾濫していって、何をどう保存しなきゃいけ
ないのかも、正直言って分からなくなっているというこ
ともあります。（他大学は）そこら辺はいかがですかね。
学生に勝手に触らせたりはしない？
若林：しないです。
横山：しない。提出したら終わり。
若林：終わり。
齊藤：その素材は持たせない？
横山：持たせないですね。
齊藤：どこかでこっそり持っているということは？
横山：こっそり持っていて、勝手に映画祭とかに出さ
れたりすることがあるんですけど（笑）。
元村：1 つの問題ですよね。デジタルの扱いやすさの
反面、バージョンがたくさんできてしまう。若林先生、
いかがでしょう。
若林：うちの前学長の佐藤忠男先生がおっしゃってい
たように、学生映画って 1 つのジャンルで、二十歳ぐら
いの子たちがつくっているので、世相を結構反映して
いると思うんですね。作品は時代とともにあって、これ
を常に見られる状態にしておくというのは、研究材料
として見ていくと、本当はすごく価値のあることではな
いかと思っています。できれば今の学生が見て研究材
料にしてほしいというのが根っこにあって、そのために、
過去から学べる状況をつくり出していく。保存というよ
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りは、そっちが意義だと思っています。もちろん見られ
るためには保存していかなきゃいけないので、「見られ
る」ことと「保存する」ことはくっついたものという認
識です。過去の作品の中で今見られなくなっている状
態のものを、手をかけて見られる状態にしていかなきゃ
いけない。そこに人手がつかない苦しさが、常に付い
てまわっている感じですね。
元村：保存と活用が常に両輪であるということを改め
て提示していただきました。東京藝術大学さんはいか
がでしょうか。
横山：今まで実習をメインに考えていて、やっと近年アー
カイブをどうするかという話が出てくるようになってきた
のが現状です。やっぱりキープオール、つまり素材か
ら完パケまで、編集バージョンを全部アーカイブでき
れば教育的意義があるというのは、もちろん分かって
いるのですが、実際に予算や人員の制限があるので、
最低限、学生だけじゃなく一般の方々へ公開して、ど
う還元できるかということを、今後真剣に専攻内で考
えていかなきゃいけないと思っております。
　私と平田で、このアーカイブの問題というのは共有し
ていたんですが、今回、他の学校の方々もこういう問
題を持っているということを聞いて、少し安心いたしま
した。
平田：今、横山からも話がありましたが、他の大学の
方も、人が足りていないというのが分かったので、安
心はしました。特に今回、ワークフローの形を見させ
てもらって、やっぱり各大学とも考えるところは一緒で
あるものの、それなりに違っていたので、参考になり
ました。
元村：このセミナーが保存に向けての一歩になればと
願っています。本日は、お忙しい中、ご清聴ありがと
うございました。登壇者の皆さま、ありがとうございま
した。


