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　本稿では，メディア研究のなかでも歴史的なデータ
（１）

を扱う研究方法について述
べる。そのため，まずはメディア史と呼ばれる研究ジャンルの動向を述べ，次に
メディア史に見られる特徴を指摘する。そして社会学におけるメディア史的な研
究にも言及した上で，筆者自身がいかなる方法論で研究を進めてきたのかを紹介
したい。

１．メディアの歴史的な研究

　新聞史，放送史，マス・コミュニケーション史などと言われていた研究が「メ
ディア史」と束ねられるようになったのは，1990年代になってからである。たと
えば，メディア史研究会は「メディア，ジャーナリズム，マス・コミュニケーシ
ョン，コミュニケーションに関する歴史的研究ならびにその研究者相互の交流を
はかることを目的に」1992年３月に結成され

（２）

，メディア・イベント三部作（津金

澤 1996；津金澤・有山 1998；津金澤 2002）に結実するマス・メディア事業史研究
会は1991年の春に始まり，「コミュニケーションや社会学，社会心理学ばかりで
なく，政治学，経済学，思想史，歴史学など隣接の領域でメディアやメディア史
に関心をもつ人が増加」している傾向を踏まえて20世紀メディア研究会が設立さ
れたのは2001年７月である

（３）

。
　1990年代末には，メディアの歴史に焦点を合わせた教科書も刊行されている。
たとえば，社会学を背景に持つ吉見俊哉と水越伸は加速度的な技術開発に伴う進
化論的な歴史記述を問題にして，「私たちは社会の中でメディアの動態を，５年

加　島　　　卓（東海大学）　
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や10年の表層的な動きに帰着させるのではなく，少なくとも１世紀単位の射程の
もとでとらえていく必要がある」と訴えた（吉見・水越 1997：3-4）。また，西洋
史に背景を持つ佐藤卓己はラスコーの洞窟にまで遡る創世記的なコミュニケーシ
ョン史を問題にして，複製技術や電気テクノロジーに注目した「現代社会の形成
史」を19世紀後半から書いている（佐藤 1998：vi）。こうして社会学から見れば
より長い時系列，西洋史から見ればより短い時系列が注目され，メディアの歴史
は19世紀後半から現代までを対象にするようになったのである。
　当時の状況を，有山輝雄は「メディア研究に歴史をもち込み，歴史研究にメデ
ィア研究をもち込む」と整理している。そして「自明視されている現在のメディ
アの基本的なあり方を考え直し，あたりまえと見えていることをあたりまえとみ
なさない」ことをメディア史に求めた（有山 2004：23）。こうして2000年代の半
ばには『マス・コミュニケーション研究』（第67号，2005年）で「メディア史研究
の方法再考」という特集が組まれ，『マス・コミュニケーション研究』（第70号，

2007年）では「メディアの歴史　　研究動向と今後の展望」というレビュー論文
が掲載された（飯塚 2007）。この論文は1990年代半ばに書かれた二つのレビュー
論文（土屋 1996；井川 1996）を踏まえたもので，2000年代までのメディア史研究
を「現在，『メディア』という言葉で呼ばれているものが，過去においてどのよ
うな活動をしていたのか，その活動によってどのような現象・影響が生じたのか
を，現存している人や文物を手掛かりにして再構成する作業」と整理している。
なお2000年代以降のメディア史研究者には，歴史学の出身者（新聞や雑誌を史料

として研究）と社会学や政治学の出身者（歴史的なデータを用いたメディア研究）が
いると言われている（佐藤 2009：35）。
　研究グループが活性化し，大学教育にメディア史が導入され，一つの研究ジャ
ンルとして輪廓が見えてきたところで，今度は大学院重点化以降の若手研究者に
よる研究論文が続くようになった。主な投稿先は『マス・コミュニケーション研
究』，『出版研究』（1970年〜），『メディア史研究』（1994年〜），『Intelligence』

（2002年〜），『京都メディア史研究年報』（2015年〜）などであり，2000年代から
2010年代にかけてメディア史はメディア研究のなかでも少数派とは言えない状態
になっている。
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２．メディア史の特徴

　それでは，現在のメディア史にはどのような特徴があるのか。そこで筆者の研
究対象である広告史を事例に，現在のメディア史に共通して見られる特徴を確認
したい。
　広告に関する個別の歴史研究（代理店や業界団体の歴史，広告表現の歴史など）

を束ねる動きが見られたのは，1970年代になってからである（内川 1976）。また
こうした体系的な通史に続いて，経済史・民衆史・社会史的な関心からの広告研
究が登場したのは1980年代である（山本 1984；山本・津金澤 1986）。そして戦争
関係者の証言や記録が公開され始め，それらを分析した広告研究が登場したのは
1990年代末である（難波 1998）。
　ここで注意したいのは，1990年代までと2000年代以降ではアクセスできる史料
が異なることである。その点に注意して，以下では2000年代以降の広告史の特徴
を①バックナンバーの通読，②オーラルヒストリー，③デジタルアーカイブの構
築の三つに分けて，整理をしてみたい。
　①雑誌のバックナンバーを通読した研究として，井上祐子の『戦時グラフ雑誌
の宣伝戦』（井上 2009）や竹内幸絵の『近代広告の誕生』（竹内 2011）がある。こ
れらに共通するのは新たな史料を発掘して，それらを丁寧に読み込めば先行研究
の穴を埋められるという問題意識である。そこで井上は『アサヒグラフ海外版』

『太陽』『SAKURA』『ジャワ・バルー』といった戦時グラフ雑誌，竹内は『現代
商業美術全集』『廣告界』『三田廣告研究』といった全集や業界雑誌を通読し，

『FRONT』や『NIPPON』の分析に限られていた先行研究の遅れを取り戻そう
としている。メディア史ではこのようにバックナンバーを通読する研究は多く，
その分析においては教養主義や読者共同体などが注目されている（阪本 2008；難

波 2011；竹内・佐藤・稲垣 2014；大澤 2015；石田 2015；佐藤 2015；長尾 2016；永

嶺 2017；新藤 2017；福間 2017）。
　②オーラルヒストリーを行った研究としては，土屋礼子の『昭和を動かした広
告人』がある（土屋 2015）。これは渋谷重光による『語りつぐ昭和広告証言史』

（渋谷 1978），山本武利らによる『証言で綴る広告史』（日経広告研究所 2001）に
続く研究であり，その問題意識は「広告主の注文によって動く黒子」，すなわち
広告関係者の記録が歴史になかなか残されない点にある。そこで土屋は高度経済
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成長期のマスコミ四媒体を支えた「大手の広告代理店 OB」（萬年社，博報堂，電

通）に聞き取りを行い，その結果を調査報告書と書籍にまとめている（土

屋 2015）。メディア史ではこのようなオーラルヒストリーを新聞記者や放送人に
も行っているが，そもそも送り手に限った分析になりやすいことが既に指摘され
ている（井川 2018；浜田 2018；加島 2018；有山 2018）。
　③デジタルアーカイブの構築としては，山田奨治の『文化としてのコマーシャ
ル』（山田 2007）や高野光平・難波功士の『テレビ・コマーシャルの考古学』（高

野・難波 2010）がある。これらに共通するのは映像資料の保存と公開であり，そ
れらの利活用を通じて先行研究を乗り越えようとする問題意識である。そこで山
田らは全日本シーエム放送連盟の ACC 賞受賞作品の映像（1961年〜1997年，4,412

作品），高野らは TCJ（旧称：日本テレビジョン株式会社）の倉庫保管物（1954年〜

1968年，9,096作品）をデータベース化し，共同研究によって「名作主義的な CM
史観」を乗り越えようとしている（高野 2010）。従来のコマーシャル研究は放送
局に残された僅かな映像を頼りにするしかなかったが，映像の発掘からデータベ
ースの公開までを行うデジタルアーカイブの構築はコマーシャル研究を巨大な共
同研究プロジェクトに様変わりさせた。このようなデジタルアーカイブの構築は
放送番組や地域映像でも進められ，現在ではその利活用と持続的な管理が課題と
なっている（丹羽 2009；石田 2009；原田・石井 2013；伊藤 2014；原田・水島 2018；

小林 2018）。
　このように2000年代以降のメディア史の特徴は，①バックナンバーの通読，②
オーラルヒストリー，③デジタルアーカイブの構築の三つと考えられるが，これ
らに共通するのは史料へのアクセスが改善されたことである。それぞれの背景と
しては，①1990年代以降に戦争関係者の遺品が市場に流通し，図書館などで所蔵
されるようになったこと，②戦後復興を担ったメディア関係者が2000年代に現役
を引退し，当時の聞き取りが可能になったこと，③企業や業界団体のあり方が変
わり，社史や業界史とは別に大学やミュージアムがメディア産業や個人のコレク
ションを文化資源と考えるようになったことがあげられる（石田・村田・山

中 2013）。また図書館や古本屋の情報検索システムがネットワーク化されたことで，
各地に散逸している史料の全体像をある程度確認できるようになった。さらに新
聞記事のデータベース化や雑誌復刻版の刊行が相次ぎ，大学図書館では多くの史
料にアクセスできるようになった。2000年代になってメディアの歴史的な研究が
増えたように見えるのは，このように史料へのアクセスが改善されたからだと考
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えられる。

３．メディアの歴史社会学

　メディアの歴史的な研究はメディア史に限らず，社会学においても行われてき
た。北田暁大によると，1990年代末の「メディア史についての社会学的研究は，
大まかに言って技術決定論という藁人形と対照させられた技術の構成主義に主導
されていた」という。ここでの技術決定論とはインターネットの登場と同時に再
評価されたマクルーハンの議論を指すのだが，これに対して「モノから浮かび上
がる人々の実践のあり方と，それらを取り巻く意味のせめぎあい，そして知識社
会学的な背景，それらを対象の個別性に応じて組み合わせていくなかで，『メデ
ィアが社会を変える』といった情報社会論の構図とは異なるメディアと社会の関
係」を描くのが，ここでの技術の社会構成主義的な研究である（北田 2012）。こ
うした研究は自転車や白熱電球の発明過程の分析で先駆的に示され，1980年代末
にはラジオ・テレビ・映画・電話などを研究対象にした「メディアの技術史」に
なったと言われる（吉見 2004）。
　その一方，技術決定論をマクルーハンとは異なる形で展開したのがキットラー
である。蓄音機・映画・タイプライターに残された痕跡に注目するキットラーは，
フーコーが構想し，またフーコーによって先送りされたディスクール分析によっ
て，心・内面・個人といった人間の「思い込み」を可能にする言説の連関を描い
ている（Kittler 1986＝1999）。マクルーハンはメディアを人間の拡張と考えたが，
キットラーは情報を保存・伝達・加工する「書き込みのシステム」が人間を作り
上げると考えたのである。メディア史と言説分析はこのあたりで出会っているの
だが，北田によるとキットラーは「言葉と物の関係の変異を追尾することによっ
て，西洋近代の言説 - 史を記述できる」と考えたフーコーの設定自体を問い直す

「メタ言説分析的な問題設定」になっている（北田 2006）。そのため，キットラー
の設定に従うと過去への遡行を止められなくなり，いつの間にか「ビッグバンか
らインターネットまで」という長大な歴史記述になっている場合もある（Hörisch 

2001＝2017）。
　社会学のなかには，歴史的なデータをメディアから集める研究もある。赤川学
によると，「歴史社会学の中でも，ジェンダーやセクシュアリティに照準を合わ
せる研究は，1990年を境に，内容分析的な手法を大きく採用することになった」
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という（赤川 2005）。ここでの内容分析とはある時代の代表的なマスメディアを
選んで調査期間と対象を絞り込み，記事や画像のカテゴリー分類から時系列的な
変化を分析するものである（落合 1990；牟田 1990）。ところが赤川によると，こ
のようにサンプリングを行う内容分析は社会学的な説明（家父長制やナショナリズ

ムなど）をデータに当てはめる傾向があるという。そこで赤川は「ある時空間に
おける言説をすべて収集する」という方針を立て，説明変数を外挿する内容分析
とは別に，言説同士の衝突や言説の内的要因から説明する「言説の歴史社会学」
を唱えるに至った。そして諸言説には「どのようなバリエーションがあるのか」，
またそれらは「同時代の言説空間にどのように分布していたか」，さらにそうし
た「言説の分布が，どのようにして歴史的（時間的に）変容してきたか」の三つ
を分析課題とした（赤川 2005）。言説の歴史社会学はフーコーが唱えた言説分析
とは異なるものだが，社会学ではこのようにメディアから歴史的なデータをでき
る限り集めた上で，時系列的な変容を分析する研究がしばしば見られる（仁

平 2011；牧野 2012；山本 2012；佐藤 2013；牧野 2016）。
　ここで対象と方法に分けると，メディア史の社会学的な研究や技術決定論を徹
底したメディア史は「メディアについて書かれたもの」を分析しており，歴史的
なデータをメディアから集めた社会学的な研究は「メディアに書かれたもの」を
分析している。これはメディアの伝達形式に注目するのか，それともメディアの
意味内容に限定するのかという違いである。また社会構成主義的なメディア史や
メディアの技術史は様々な外部要因に目を配るが，言説に注目するメディア史や
メディア言説の歴史社会学は言説の内部連関からの説明をできる限り行う。これ
は存在の被拘束性を問うのか，それとも言説の自律的な展開に注目するのかとい
う違いと考えられる。
　このようにメディア史と社会学には複数の組み合わせがありえるが，その多く
は近代社会における時系列的な変容に注目している。2000年代になって何かしら
の「誕生」を述べる歴史社会学的な研究が目立つようになったのは，このように
時系列的な変容を分析することで「忘却の過程」や「ありえたかもしれない可能
性」を明らかにできると思われたからであり，またその点に従来の歴史学とは異
なる新鮮さを感じられたからであろう。成田龍一によると，こうした歴史学と歴
史社会学の違いは「実証主義の歴史学」と「社会史（言語論的転回を踏まえた歴史

学）」の違いに見えていた（成田 2005）。
　2000年代に大学院生だった筆者の前には，このような風景が広がっていた。メ
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ディア史がメディア研究のなかでも少数派ではなくなり，①バックナンバーの通
読，②オーラルヒストリー，③デジタルアーカイブの構築の三つが特徴として見
えてきたなか，④社会構成主義的なメディア史，⑤言説分析＋メディア史，⑥メ
ディア言説の歴史社会学の三つが方法論として並んでいた。
　そこで筆者が選んだのは①と⑥の組み合わせ，つまり広告やデザインに関する
史料をできる限り集めた上で，広告制作者というメディア関係者の職業理念がど
のように変化してきたのかを言説のバリエーションや分布から説明することだっ
た（加島 2014）。またエンブレムに関する史料をできる限り集めた上で，デザイ
ン関係者と広告関係者がオリンピックをめぐっていかなる関係にあったのかを説
明することだった（加島 2017）。そこで以下では，具体的にどのように史料を集め，
またいかに史料を配置したのかを紹介することにしたい。

４．『〈広告制作者〉の歴史社会学』

　『〈広告制作者〉の歴史社会学』（加島 2014）の問題意識は次の通りである。戦
前は芸術家と異なる商業美術家，戦中は国家をクライアントにした報道技術者，
戦後は企業を相手にしたアートディレクターやグラフィックデザイナーというよ
うに，近代日本の広告制作者は何度も語り直されてきた。また広告制作者の職業
理念は芸術家のような近代的個人ではなく，かといって企業人のような近代組織
における個人とも言い切れない独特の揺らぎを抱え続けてきた。ところが先行研
究はこうした「語り直し」や「揺らぎ」に注目することなく，名高い制作物の提
示によって広告制作者の説明を済ませてきた。そこでこうした先行研究のもっと
もらしさがいかに成立したのかを問い直すことで，私たち自身が広告やデザイン
をいかに理解したことにしてきたのかを明らかにしようとしたのである

（４）

。
　そのため，『〈広告制作者〉の歴史社会学』では広告やデザインに関する史料を
できる限り集めた。具体的には，研究書，展覧会カタログ，技法書，啓蒙書，エ
ッセイ，インタビュー，歴史書，証言集，批評，作品集，自伝，全集，講義録，
就職案内本，日記，業界誌，雑誌記事，新聞記事などであり，テレビ放送やコマ
ーシャル映像などはそもそも入手が困難なので諦めざるをえなかった。また報道
技術者とアートディレクターについては，その言論活動の中心にいた今泉武治の
蔵書（和図書281冊，和雑誌類191冊，洋書136冊，洋雑誌類99冊）と史料（1924年から

1947年までの日記25冊，スクラップブック19冊，ポスター39点，メモや草稿80袋）を用
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いた。これらの探し方としてはまず二次史料を熟読し，次にそれらが参照してい
る一次史料を探すという順番である。一次史料のなかには図書館や資料館に収蔵
されていないものも多く，その場合は一次史料の収集から始めた。こうした作業
を続けるなかで，まだ十分検討されていない事象がいくつも見えてくるようにな
り，そのなかから先に述べた問題意識を設定したのである

（５）

。
　それでは，これらの史料をいかに配置したのか。『〈広告制作者〉の歴史社会学』
では，一次史料と二次史料の関係に注目することにした。より正確に言うと，一
次史料に即して事象（広告制作者という職業理念）の記述を行い，そのことを通じ
て事象に関する二次史料の記述の振れ幅（広告制作者はいかに歴史化されてきたのか）

を特定することにした。『〈広告制作者〉の歴史社会学』ではこの方法論を「事象
内記述」と呼び，これによって先行研究を含む二次史料のもっともらしさがいか
に成立したのかを問い直し，私たち自身が広告やデザインをいかに理解したこと
にしてきたのかを明らかにしようとした。この事象内記述という方法論は，献体
や臓器移植に供される人体という「物」とそれに貼り付けられる「言葉」の関係
を考察した香西豊子の『流通する「人体」』から着想を得たものである（香西 2007）。
　このような方法論になったのは，先行研究と分析対象の関係に注意する必要が
あったからである。『〈広告制作者〉の歴史社会学』の場合，職業理念としての広
告制作者は今まで研究されたことのない分析対象だった。そのため，戦前の商業
美術家，戦中の報道技術者，戦後のアートディレクターやグラフィックデザイナ
ーに関するそれぞれの先行研究を参照しただけでは，事例を列挙しただけになる
可能性があった。そこで先行研究とそれぞれの事例の関係を一旦切り離し，職業
理念の時系列的な変容を一次史料から書き直すことを通じて，先行研究を含む二
次史料に何がいかに書いてあるのかを特定することにしたのである。
　先行研究が充実している場合，こうした分解と再構成は不要なのかもしれない。
史料の範囲や言及の仕方がある程度定まっていれば，新たな調査や分析の妥当性
も先行研究との関連で判断できるからである。しかし先行研究が不十分な場合，
または先行研究を横断した対象を分析する場合は，先行研究のバリエーションや
分布の仕方そのものが探求の対象になる。つまり，分析対象との関係でそれぞれ
の先行研究がどのように問いを立て，またいかに解を与えたのかということ自体
が重要な手掛かりとなる。このように考え，『〈広告制作者〉の歴史社会学』では
一次史料と二次史料の関係に注目する事象内記述を方法論にしたのである。
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５．『オリンピック・デザイン・マーケティング』

　『オリンピック・デザイン・マーケティング』（加島 2017）の問題意識は次の通
りである。2015年７月24日に発表され，同年の９月１日に取り下げられた東京オ
リンピック・パラリンピックのエンブレムには「パクリかどうか？」と「出来レ
ースかどうか？」という二つの論点があった。ところがこうしたエンブレム問題
は知的財産権やネット炎上の事例として部分的に考察されるだけで，そもそもな
ぜこうした論点が生じたのかが明らかではなかった。そこで「パクリかどうか？」
とデザインの歴史，「出来レースかどうか？」と広告の歴史を関連付け，両者の
関係を検討しながらエンブレム問題に至る経緯を明らかにしようとしたのである。
　そのため，『オリンピック・デザイン・マーケティング』ではオリンピックの
マークやエンブレムに関する史料をできる限り集めた。具体的には，専門書，一
般向けの解説書や図録，大会関係者の回想，暴露本，各大会の報告書，IOC（国

際オリンピック委員会）・JOC（日本オリンピック委員会）・OCOG（各大会の組織委

員会）の関連史料，デザイン関係者や広告関係者の業界誌，関連する新聞記事，
スポンサー向けの書類，インターネット上の記事，ソーシャルメディアの書き込
みなどであり，基本的には公開されている史料をできる限り利用した。また日本
体育協会の資料室を活用し，1940年の東京大会・札幌冬季大会，1964年の東京大
会，1972年の札幌冬季大会，1988年の名古屋招致，1998年の長野冬季大会，2008
年の大阪招致，2016年の東京招致，2020年の東京招致に関する議事録や定期刊行
物，各種史料を確認した。エンブレム問題および新エンブレム選考では大会関係
者に直接インタビューするのは困難だったため，デザインや広告に関する事実関
係は業界誌の編集長，知的財産権に関する専門的な記述はクリエイティブコモン
ズに詳しい弁護士に内容の確認を依頼した。
　それでは，これらの史料をいかに配置したのか。『オリンピック・デザイン・
マーケティング』では，エンブレムの「作り方」と「使い方」の関係に注目する
ことにした。より正確に言うと，デザイン関係者による「作り方」の歴史（デザ

イナーはオリンピックといかに関わってきたのか）と広告関係者による「使い方」
の歴史（広告代理店はオリンピックといかに関わってきたのか）をそれぞれ確認した
上で，両者がエンブレムをめぐっていかなる関係にあったのかを時系列的に述べ
ることにした。これによって「パクリかどうか？」や「出来レースかどうか？」
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を判定するのではなく，そもそもなぜこれらが論点になりえたのかという文脈を
特定し，エンブレム問題に至る経緯を明らかにしようとしたのである。なお，こ
のような方法論はある出来事がいかなる経緯を経て社会問題に見えるようになっ
たのかを特定する社会問題の社会学から着想を得ており（中河・赤川 2013），当
該の出来事に別なる理解がありえたのかどうかを歴史的に検討する試みである。
　このような方法論になったのは，デザイン関係者・広告関係者・オリンピック
の三者関係に注意する必要があったからである。エンブレム問題では，佐野研
二郎

（６）

や組織委員会
（７）

が「パクリかどうか？」や「出来レースかどうか？」といった
論点を否定し続けたにもかかわらず，エンブレムそのものは取り下げに至ってい
た。ここには「疑惑は認めないが，説得することもできない」という注目すべき
状態があり，なぜこのような状態に至ったのかを構造的に検討する必要があると
考えたのである。
　ところがデザインに関する先行研究はデザイナーがエンブレムをいかに制作し
てきたのか，また広告に関する先行研究は広告代理店がエンブレムをいかに商業
利用してきたのかを述べるだけであり，それぞれを参照しただけではエンブレム
問題をめぐる構造を解明できないように思われた。そこで先行研究とオリンピッ
クの関係を一旦切り離し，オリンピックをめぐってデザイン関係者と広告関係者
がいかなる関係にあったのかを描くことにした。つまり，二者関係を三者関係に
書き直すことを方法論にしたのである。

６．方法論と分析対象の関係

　ここまで本稿は，メディア史と呼ばれる研究ジャンルの動向を述べ，次にメデ
ィア史に見られる特徴を確認し，社会学におけるメディア史的な研究にも言及し
た上で，筆者自身がいかなる方法論で研究を進めてきたのかを紹介してきた。
　振り返ってみると，筆者にとって方法論の選択は分析対象の見極めと深く結び
付いていたように思う。広告制作者という職業理念の場合，そもそも先行研究が
分散している状態だった。そのため，一次史料と二次史料の関係を問い直すこと
が，分析を深める方法論となった。エンブレム問題の場合，先行研究では検討が
困難な構造を明らかにする必要があった。そこで二者関係を三者関係に書き直す
ことが，分析を深める方法論になった。そのどちらも分析対象を見極めてから方
法論を選んだのであり，方法論のために分析対象を探したのではない。
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　もっとも，こうした方法論は史料へのアクセスが改善されたからこそ可能にな
っている。またコピー機やコンピュータがなかった時代の手作業を想像すると，
先行研究を簡単に批判することもできない。メディア環境の違いが新しい研究を
生み出すのならば，メディア環境の違いを踏まえて先行研究を読み直す必要もあ
る。一次史料と二次史料の関係の問い直しや，二者関係から三者関係への書き直
しは，このように先行研究との向き合い方を考えた結果でもある。
　その上で，本稿としては最後に「史料を読む作業を個人化しないこと」の重要
性を改めて確認しておきたい。多くの人が史料にアクセスできるようになり，ま
た様々な書き方が可能になってきたからこそ，そもそも史料に何が書いてあった
のかを「みんな」で確認する機会はもっとあってもよいのではないか。筆者は史
料データセッションという研究会で報告する機会を何度か得たが，論文の書き手
が引用する史料を見極めていく場面そのものを共有する作業を積み重ねることが

（８）

，
2000年代以降のメディアの歴史研究には重要だと思われる。

注
（１）　本稿では歴史を記述するために収集されるものを「史料」と呼び，その見極め

（史料批判）と取捨選択を経て，歴史記述を含む何かしらの主張のために用いられ
るものを「データ」と呼ぶ。

（２）　メディア史研究会「メディア史研究会とは」http://www.geocities.jp/media_
shi/intro.html（2018年６月23日閲覧）

（３）　山本武利「研究所の設立について」http://www.waseda.jp/prj-m20th/profile/
index.html（2018年６月23日閲覧）

（４）　このように「理解」を問うことについては，エスノメソドロジー（前田・水川・
岡田 2007）や概念分析（酒井・浦野・前田・中村 2009）から多くの示唆を得てい
る。

（５）　何を分析対象にするのかは研究者が決めるものなので，同じ史料を見て他の問
題意識が設定されることはありえる。またそれらが積み重なれば，先行研究が充実
した状態になる。

（６）　取り下げられたエンブレムを制作したグラフィックデザイナー。
（７）　ここでの組織委員会は，電通から出向したマーケティング担当者（槙英俊）と

組織委員会の事務総長（武藤敏郎）のこと。
（８）　史料データセッション研究会での活動を参照。 http://socio-logic.jp/sociology/

datasession/（2018年６月23日閲覧）
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