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wayback machine:ウエッブのデータを過去に遡っ
て閲覧できる

テキスト、動画、音声、テレビ、ソフトウェア
などあらゆるデータを検索できる

よく利用されるアーカイ
ブが一覧されているが、
アーカイブ全体は膨大



Wayback Machineを使ってみる。
トップページのWayback Machineの検索窓にキーワードかurlを入力します。以下は、例として
「JCA-NET」と入力したところ

オリジナルのURL

1998年から2013年まで
253489のウエッブページ、画像8276
枚、音声7つ、動画は0

urlが上とは異なるので、別に分類さ
れている



検索結果のなかには、JCA-NETと無関係なものも多くヒットしますが、なかには過去に存在し
ていたが現在は存在しないサイトで重要なものも見つかります。たとえば、

左の赤枠のサイトは、日付が2001
年から2007年で、かなりの数のウ
エッブページが保存されています。
このページは、丁度2001年9月の同
時多発テロ以後、米国が「対テロ
戦争」の宣言をした次期に、設置
された反戦サイトです。

23685枚のウエッブがキャプチャされている。
たとえばここをクリックすと次ページのような
表示になる

現在antiwar.jca.apc.orgのサイトは
閉鎖されていてアクセスできませ
ん。(左図)



タイムライン。棒グラフの表示のある
年にデータが存在します。現在
は、2022年(タイムライン右端で黄色
で表示)。 カレンダー。2022年が表示されてい

ます。



左図はタイムラインの棒グラ
フが表示された箇所を拡大し
たもの。ためしに、2001年を
クリックしてみます。

左図：年の箇所にマウスのポインタを当てると、色が変わ
ります。クリックすると下記のように2001年のカレンダー
が表示されます。

下図：カレンダーをよくみると、10月14日と11月30日の箇所に丸印がついています。この箇所
が、ウエッブがキャプチャされた日を示しています。次ページに拡大した図を示します。



上のカレンダーの10月14日にポインタを当てると左
図のように、プルダウンメニューが表示されます。こ
の日は二回キャプチャされています。それぞれ14日午
前0時50分22秒と0時58分23秒です。この日より前の
データは取得されていません。それぞれの日付をク
リックするとその時間に取得されたウエッブが表示さ
れます。0時58分23秒をクリックした様子が下記で
す。(キャプチャされたオリジナルのサイトは赤枠の
中になります)

ウエッブページにある多くのリンク先もWayback Machineに保存されていれば自動的にリンク
先が表示されます。たとえば、左脇の「今日のイベント」欄にはたくさんの集会やデモが当時
開催されていたことがわかります。



たとえば、この東京のイベント情報をクリックすると下記のよ
うに表示されます。

左メニューにも様々なリンク先のサイトが表示さています。
amlは、メーリングリストです。このMLのアーカイブにリ
ンクしています。クリックすると下図になります。

日付をクリック
すると右図のよ
うな投稿一覧が
表示されます。

更に各投稿をクリックするとメッセージが読めます。( 右は
911直後の頃の投稿で、「パレスチナからの緊急署名」の要
請です。
上図のリンク先はwayback machineに保存されていますが、
リンク先で保存されていないものも多くあります。



2001年911同時多発テロの時代は、現在につながる対テロ戦争の直接のきっかけでした。当時は
丁度、ウェッブやメーリングリストを市民運動などが活用しはじめた頃でもあります。当時の運
動状況を知ることは、現在の私たちの状況を判断する上でも大切な振り返りになると思います。

ウエッブのページの保存はInternet Archibeが独自に保存するだけだと、保存して欲しいページを
見落すことになります。確実に保存したい場合は、ブラウザの機能拡張を使います。
ブラウザの機能拡張のインストールは別途検索などで調べてください。以下、Macの場合。
apple 
https://apps.apple.com/jp/app/wayback-machine/id1201888313

以下は、MicrosoftやLinuxのブラウザの場合。
Chrome系(Google chrome, brave, vivaldiなど)
https://chrome.google.com/webstore/detail/wayback-machine/

使い方は、
保存したいウエッブにアクセスします。
メニューに表示されたwayback machineのアイコンをクリッ
クします。
左図のようなプルダウンメニューが表示されるので「save 
page naw」をクリック。
少し待つとページが保存されたことを示す表示があらわれま
す。

Internet Archiveにウエッブを保存する方法

https://apps.apple.com/jp/app/wayback-machine/id1201888313


Internet Archiveの膨大なデータを利用する。
文書類、動画、音声、コンピュータプログラム、ゲームなどな
ど。

上のsearchにキーワードを入れて検索します。たとえば「福島原発事故」で検索するといくつ
かヒットしますが、ほとんど有益な資料はありません。他方で「fukushima nuclear power 
plant」で検索するとずっと多くのデータがヒットします。まだまだ日本語の情報蓄積は不十
分です。
サイトの上部にデータのカテゴリーごとの検索ができるようなメニューもあります。

IMAGEを選択すると下記のようにニューヨークのメトロポリタン美術館などのイメージデータ
へのリンクが表示されます。

左図はメトロポリ
ンタン美術館をク
リックしたところ
閲覧数の順番に票
されます。上赤枠
からタイトル順、
アーカイブされた
日付順などを選べ
ます。左欄から、データの種類や日付などで絞り込みができます。



    収集に厳格な基準はないので、ポルノや一般に不快とみなされるようなデータもありますし、
フェイクや陰謀論の類いのものもあります。つまり玉石混淆(ひとによって何が「玉」で何が
「石」かの評価はまちまちでしょう。米国の著作権上抵触するものは収集されていな場合があり
ます。たとえばYoutubeの動画や日本のテレビ局の動画などはあまり保存されていないかもしれま
せん。
    過去のデータを収集することは、同時に、関係者にとって収集されたくないデータの扱いをど
うするかという問題に常に直面します。これは、検閲や人権などアプローチの観点には対立が含
まれる難問です。私たちが留意すべきことは、政府や支配的なメディアが残さないであろう草の
根の市民運動、労働運動などの記録を私たちが意識的に残して後世に伝えるにはどうしたらいい
か、という観点で、このサイトをどのように活用できるか、の工夫をすることだろうと思いま
す。米国のサイトなので米国の国内法に縛られます。また、財政が確保できなければ潰れる可能
性もありますが、多くの公的機関や大学などの支持もある現在、わたしたちが個人的に設置して
いるブログなどよりは寿命は長いでしょう。
データをアップする方法

会員登録をします。
ブラウザ右上にあるsign up(左図
赤マル)をクリックして新規登録
をします。(左下図)

メールアドレスを入力
サイトに表示される名前(第三者が
見ることができる名前)を入力
パスワードを入力
Internet Archiveからのお知らせを
受けとるかどうか。(「重要なお知
らせを受けとる」にはあらかじめ
チェックが入っています。下の
「全てのお知らせを受け取る」の
チェックボックスは必要であれば
チェックしてください。
Term of Serviceは英文ですが目を
通してください。(日本語仮訳は
https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/
node/218

全部入力したら左のボタンをクリッ
クします



上のような表示があらわれます。意味は
「検証用メール送信
<あなたが登録したアドレス> にメールを送信しました。受信トレイに認証メールが表示されて
いない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。
メールに記載されている認証リンクをクリックすると、アカウントの作成が完了します。」
自分のメールボックスを確認します。下記のような英文のメールがすぐ届きます。日本語訳を
下に追加しました。本文にあるリンクをクリックします。

ご挨拶
インターネットアーカイブで新しいアカウントを作成していただき、ありがとうございます。
アカウント作成の最終ステップは、メールアドレスの確認です。これは、以下のリンクをクリッ
クすることで行うことができます。
https://archive.org/account/verify.php?t=60282a84da6261b576bde37b3f3bc10a

(これがうまくいかない場合は、リンクをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてみて
ください)。
これが完了したら、アカウント作成は完了です。
よろしくお願いします。
インターネットアーカイブ
https://archive.org



下記のようなそっけないサイトに移動します。
意味は「メールアドレスの認証に成功しました
あなたのメールアドレスが認証されました。続行するにはログインしてください。」
Log in to continueをクリックします。

Log in to continueをクリックすると左の表
示になります。ここに登録したメールアド
レスとパスワードを入力してLog inボタン
をクリックします。
下図のようにInternet Archiveのページが表
示されます。ほとんどログイン前と変らな
いのですが、右上隅に表示名(ここでは
JCA-NETです)その隣に「UPLOAD」のボ
タンがあります。

右上端にあるUPLOADをクリックすると下記の表示があらわれます。意味は、
「アップロードファイル。共有する権利のある書籍、オーディオ、ビデオファイルをご寄贈くだ
さい。非営利の図書館であるインターネット・アーカイブが、無料で保管とアクセスを提供しま
す。私たちは、投稿された素材を削除する権利を有します。」

その下にライブ音源のアッ
プロードが別のボタンとし
て用意されていますが、こ
れについては今回は説明を
省きます。

Upload Fireをク
リックします



右図のようなそっけないページに移動しま
す。意味は
「ここに、アップロードしたいファイルをド
ラッグ&ドロップするかファイルを選択してく
ださい」
自分のパソコンのなかのアップロードしたい
ファイルを選択します。PDFなどの文書、動
画ファイル、音声ファイルなど何でも構いま
せん。以下は、JCA-NETの2022年6月28日の
セミナーの資料(PDF)をアップしたところで
す。

赤い*印の箇所は必ず入力してください。
Page Tite デフォルトは、もともファイルの名前です。この名前を変更したい場合はファイル名
の箇所をクリックすると下記のように変更できるようになります。



Page titleは左図のように修正しまし
た。
page URLはそのままで構いません。
Descriptionは、内容の解説です。表示
スペースは小さいですが、長文も可能
ですし、装飾、箇条書き、リンク、ス
クリプトなども可能です。

ドキュメントのキーワードにな
るものをいくつか入力します。
Creator は制作者です。実際のド
キュメントの制作者を記入しま
す。
制作年月日。ここではJCA-NET
のセミナー開催日を入力しまし
た。
Collectionはデフォルトの表示の
ままでよいです。
Languageは、クリックして
Japaneseを選択します。
右図はLincenseをクリックした
ところ。Licenseは著作権の設定
です。下記から選択します。こ
こでは、クリエイティブコモン
ズのなかの「商用利用禁止」を
選択しました。(金儲けで使わな
い限り、自由に配布もコピーも
できる)
● 空欄
● CCo  著作権なし
● クリエイティブコモンズ
● パブリックドメイン

記入が終ったら欄外にある
「Upload and Create Your Item」
をクリックします。



左図のような表示になります。「ペー
ジを作成中です。しばらくお待ちくだ
さい。

しばらくすると下記のような表示になります。動画などデータの大きなものは、1時間以上ある
いはもっと時間がかかりる場合があるので気長に待ってください。
下図の黒枠の意味は、
「このアイテムにはプレビューがありません
このアイテムには、Archive.orgで体験できるファイルはないようです。
このアイテムのファイルをダウンロードし、コンピュータ上で操作してください。」
この表示は、Internat Archive上でPDFファイルを読むことができるように内部処理が終れば消
えて次ページのようにPDFファイルを読むことができます。

この「by JCA-
NET」をクリックす
ると次ページのよう
なJCA-NETがアップ
ロードしたファイル
の一覧が表示されま
す。

上の赤枠のなかに説明などの文章が表示されます。
ここからデータをダウン
ロードできます。PDFをク
リックしてダウンロードす
るなどいろいろ。



30分くらい待つと上のようにPDFがサイト上で表示されてサイト上で読むことができます。
JCA-NETのデータは下記のようにまとめて表示させることもできます。

参考：(機械翻訳による仮訳)Wayback Machineとは何か？
https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/219



lnternet Archiveへのアップロードなどで問題に直面した場合の対
処方法
下記のように表示されてアップロードができない。

上記の意味は、
「ネットワークの問題」とあり、その下に「アップロードを再開」ボタンがあります。ボタンを
押しても再度同じ表示になることがあります。details(詳細)をクリックすると下記のような説明が
表示されます。意味は「 ユーザー名 toshi@jca.apc.org からのメールがスパムであるように見えま
す。もし、これが間違いだと思われる場合は、info@archive.org、このメッセージ全体をメールに
含めてご連絡ください。」

対処方法
info@archive.org宛に下記のようなメールを送ります。
文例
Dear Internet Archive,

I got a message as follows. I cannot upload my file. I am not a spammer. Please remove 
restrictions so that files can be uploaded.

ここに上のメッセージをコピペします。
best wishes,あなたの名前

メールを送信してもすぐ解除されません。気長に待ちます。

mailto:info@archive.org
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