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はじめに 

広域ネットワークに連結された情報システムの普及とメディアデータの多様化は、21 世紀初

頭の我々の社会におけるマルチメディア情報供給・獲得の環境を劇的に変化させている。それら

のマルチメディア情報を共有・検索・統合するマルチメディア・デジタルアーカイブは、情報社

会、地域社会の情報共有を支える最も主要な要素として大変重要となっている。また、無線系ネ

ットワーク、モバイル情報端末など、移動体を対象としたインフラストラクチャの形成は、新し

い情報供給・獲得環境を創造しており、移動体を対象としたデジタルアーカイブの新たな展開の

可能性を拡大している。モバイル情報端末、デジタル放送などの普及によるマルチメディア・コ

ンテンツ供給の多様化、大規模化に伴って、それらを対象とした新たなマルチメディア・デジタ

ルアーカイブの創造が期待されている。また、映像、メディアアートなどによって表現される歴

史、文化、芸術の分野とデジタルアーカイブ技術の新たな融合についても、新しい展開への期待

が高まっている。 
デジタルアーカイブの構成方式および利用形態に関する最近の大きな変化は、次の 3 項目に

まとめられる。第 1 は、広域ネットワークに連結された情報システムの普及に伴い、広域ネッ

トワーク環境を対象としたデジタルアーカイブの構成が実際に可能になったことである。第 2
は、デジタルアーカイブが扱う対象コンテンツの種類は、画像、音声、文書だけでなく、映像、

音楽、色彩、香り、味覚、デザインなど、 “ストーリー”や“人間の五感” を対象とするもの

に拡大してきている。第 3 は、広域の高速コンピュータ・ネットワークを介して多数の異種デ

ジタルアーカイブが接続された環境を対象としたマルチデジタルアーカイブの実現が可能とな

っていることである。それらの新しい計算機能、新しい種類のコンテンツを対象とするデジタル

アーカイブは、これからの情報社会、地域社会の情報共有を支える一基盤として重要である。 
「地域住民参加型のデジタルアーカイブの推進に関する調査検討会」において、我々は、具体

的な地域住民参加型デジタルアーカイブ事業例を検証し、住民参加型デジタルアーカイブの新構

築、および、利用促進を図るための方策について検討を行った。特に、地域独自の伝統文化や風

習、歴史をデジタル技術を活用して後世へ継承する意識の高まりを背景として、従来型の特定少

数によるアーカイブ構築から、住民参加での不特定多数によるアーカイブ構築へ拡大する流れを

踏まえ、美術館、博物館、図書館等に加え、地域住民参加型アーカイブとして、NPO 法人、市

民団体等と住民による持続的な運営を行う組織・運営のあり方、二次利用促進のための ICT の

活用方法等について、4 回の調査検討を行った。 
本報告は、本調査検討会での地域住民参加型のデジタルアーカイブの検討結果、新しいデジタ

ルアーカイブ構築の実証実験、デジタルアーカイブのシステム構成に関する展望についてまとめ

たものである。 
本調査検討会の結果に基づき、地域で行われているデジタルアーカイブの持続的運営のための

参考資料となれば幸いである。また、本調査検討会にご熱心に論議いただきたました皆様に感謝

します。 
 

地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会 
 座長 清木 康（Yasushi Kiyoki） 
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第１章 背景と目的 

 
１．背景 

近年、インターネットの普及やデジタル技術の進歩がめざましく、日常生活の中で様々

な用途にブロードバンドが活用されている。 
一方、地域独自の歴史や文化等の地域資源を見直し、それらを継承する意識が高まって

いる。その一つとして各地域で ICT を活用したデジタルアーカイブが拡大しつつある。こ

れまで主にデジタルアーカイブの運営の役割を担っていたのは、美術館や博物館、図書館

等の公共機関に限られていたが、現在は ICT 機器等の普及により NPO 法人等も運営主体

としての役割を担っており、地域住民が所有する歴史的に価値のある過去の写真等が投稿

されるなど、住民参加型のデジタルアーカイブが増加しつつある。こうした地域参加型デ

ジタルアーカイブは、地域内の各主体のコミュニケーションを促進する役割を果たし、地

域の活性化を図ることとして期待されており、観光・まちづくり等の地域振興においても

重要な役割を担っている。しかし、地域内外の認知度が低いために利活用が十分に行われ

ていないほか、技術、人材、ノウハウ、資金などの面で諸問題を抱えていることが多く、

採算性を含めた継続的運営が困難なケースが見受けられ、このままでは蓄積されたコンテ

ンツが死蔵又は散逸してしまうことが危惧されている。課題としては、各種フォーマット

への技術的対応の遅れ、デジタルアーカイブの運営・人材の確保・育成の不足、又は運営

を推進する上でのノウハウの蓄積の遅れや安定的な資金調達確保が困難であることなど

が挙げられている。これらの課題を解決し、コンテンツの死蔵、散逸を防ぐことが重要と

なっている。 
 

 

２．目的 

本調査は、「地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会」における

議論を踏まえ、ICT を活用した住民参加型デジタルアーカイブの抱える課題を解決し、持

続可能な運営を行うために、組織・運営のあり方やコンテンツの収集及び利活用を促進す

る方策等を検討し、それらを提言としてとりまとめることを目的とする。 
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第２章 地域住民参加型デジタルアーカイブの現状と課題 

 

本章では、地域住民参加型デジタルアーカイブ（以下、地域アーカイブ）の課題解決に

向けた調査検討会での議論の内容を整理する上での前提として、わが国におけるデジタル

アーカイブの現状や課題について概観する。 

 

１．地域住民参加型デジタルアーカイブの現状 

（１）地域住民参加型デジタルアーカイブの特徴 

ここでは、先行研究や文献等の内容を参考としながら、地域住民参加型デジタルアーカ

イブの定義や沿革および意義・特徴について整理を行う。 
 

１）デジタルアーカイブとは 

デジタルアーカイブとは、貴重な文化財を劣化・損傷・消滅などのリスクから守るため

の一手法であり、美術館や博物館で所蔵されている歴史的・文化的資源を精細にデジタル

化して保存等を行うことである。 
なお、わが国においては、1990 年代の中頃から当該手法に関する研究活動や実際の保存

活動が図書館や博物館等を中心に始められている。 
 

２）地域住民参加型デジタルアーカイブの沿革 

①活動の萌芽期 

デジタルアーカイブの沿革を見ていくと、まず、1996 年が節目となる年であり、同年に

デジタルアーカイブ推進協議会（現在は解散）が設立され、海外のデジタルアーカイブに

関連する諸事情・諸問題の研究がスタートした。 
その後、国の雇用促進支援策等を活用し、全国各地で電子図書館や情報センターが設立

され、地域におけるデジタルアーカイブ化事業が展開されはじめた。 
その結果、文化遺産のデジタル化が進み、利活用の幅が広がったほか、例えば、図書館

が収集したコンテンツに地域住民がコメントを加えるなど、地域に根ざしたデジタルアー

カイブの動きも見られるようになった。 
しかし当時は、ICT が未成熟であり、デジタル化に多額の費用が必要とされたほか、シ

ステム設計も精巧すぎたために拡張性及び汎用性が低く、活動の主体が限定的であった。 
 

②地域住民による活動の経緯 

2000 年以降、インターネットや携帯電話が広く普及し、併せて、ホームページを容易に

開設できるような環境が整いはじめた。特にブログの登場で、個人や家庭、NPO 法人など

比較的小規模な団体においてもネット上で情報発信が容易にできるようになった。 
また、情報関連機器の性能向上や大容量のサーバの出現、さらにこれら製品の低価格化
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が進んだこと等により、高解像度の写真や映像も比較的容易に処理できるようになった。 
上述のように ICT に大きな進展が見られた一方で、地域に目を向けると地域コミュニテ

ィーの衰退や世代間の交流の希薄化が進み、そのため地域に残された家族の様子やまちの

景観などを記録した古い写真や映像、昔話や童歌などの貴重な文化遺産が人の目に触れず、

散逸・消滅してしまう危険性があった。 
加えて、古写真や高齢者等が記憶している地域の昔話等の貴重な財産は、誰かが発掘し、

保存をしなければやがて消滅する可能性が高い。それは地域にとって大きな損失となって

しまうことから、一刻も早い対応策が求められていた。 
誰もがインターネット上で情報発信ができるようになり、また、大量の画像データ等を

保存することが比較的容易な時代となった中で、地域の文化財の将来に焦燥感・危機感を

抱いていた住民らが ICT を活用した文化財の保存に携わるようになり、これが地域アーカ

イブ発展の大きな原動力となった。 
 

③活動の新たな展開 

これまで地域アーカイブの担い手は図書館や博物館、行政等が主体であった。しかし、

今では、郷土史研究の団体や NPO 法人、地域住民あるいは地域と大学、行政との協働等、

多様な主体が活動に取り組んでいる。 
また、これまでは現存する文化財を「保存」することが大きな目的であったが、地域の

魅力や貴重な資源等を整理・保存した上で、地域内外へ情報発信することにより、地域の

活性化を図ることを目的とする団体も出てきている。 
さらに、いわゆる「団塊の世代」が企業等をリタイアした後に自らの住む地域へ目を向

けつつあり、そうした人材が、地域アーカイブの牽引役となる事例も発生し始めている。 
 

３）地域住民参加型デジタルアーカイブの特徴・意義 

わが国の地域住民参加型デジタルアーカイブは、２）に記載したような進展を示してき

たが、現在、各地で運営されている地域アーカイブの意義や特徴を整理すると、以下のよ

うなものになると考えられる。 

 

①地域コミュニティーの活性化 

地域アーカイブにおいては、写真や音声データ等を収集するため、アーカイブ運営メン

バーが地域のコンテンツ保有者に頻繁に接触をすることが必要である。また、企業や学校

等がコンテンツを保有している場合には、そうした先との連携も求められる。 
デジタルアーカイブを構築していくプロセスにおいて、地域住民間あるいは住民と地域

諸機関との間でリアルなコミュニケーションや協働の機会が形成され、そうした動きがデ

ジタルアーカイブ以外の分野にも波及していく可能性があり、その結果として、まちづく

り・地域づくりが活発化していくものと期待される。 
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②地域内交流の促進 

地域アーカイブの活動においては、当該地域の住民が所蔵するコンテンツの中に、時に、

地域にとってかけがえのない財産が含まれている可能性がある。 
地域内での交流の希薄化やソーシャルキャピタルの重要性が指摘されている中で、貴重

なコンテンツを所蔵する地域の人々に対して地域アーカイブのスタッフがコンテンツ収集

のために取材に行くことなどにより、両者に対話の場が生まれることが期待される。 
 
③１００年後に向けた記録の保存 

過去の記録のみならず、現在の記録を収集し後世に残すことも、地域アーカイブの活動

の範疇である。 
現在の何気ない日常の出来事や資料が、100 年後には、平成の文化や歴史、日常を語る上

で大きな資料価値を持つことになる。 
「今」の日常的な風俗や資料等については、美術館や博物館等の積極的な収集対象では

ないと考えられ、将来に向けて現在の日常的な文化を保存するのは地域アーカイブの大き

な役割であると考えられる。 
 
④高齢者の心を支える「回想法」 

地域アーカイブでは、各地の昔の風景を収めた古写真やフィルムを収集するケースが多

く見られるが、こうした昔の記録の利活用策の一つとして、『回想法』が挙げられる。 
回想法とは、高齢者の過去の話を傾聴することにより、高齢者の記憶をたどり脳を活性

化することや自らの知りえる情報を他へ伝達する行為を通じて自尊心等の回復が図られる

場合があり、心理療法の一つとして認知症予防への効果が期待されている。 
この回想法への活用については、単純なウェブページ上でのコンテンツ閲覧サービスの

提供を超え、高齢者の自信回復や生きがいづくりを支援するという収集コンテンツの新た

な展開の可能性を示している。 
 

⑤デジタルデータ化する強み 

ここでは、地域資料を「デジタル化」することによるメリットについて下記の 4 点を挙

げる。 
 

○多彩な見せ方、より理解を高める表現方法 

通常、美術館等で文化財を見る場合には、裏側が見えないなど一定の制限があるが、デ

ジタル化することにより、360 度全方位から見ることができるようになる。 
 

○貴重資料の日常的な閲覧 

極めて歴史的・学術的な価値が高く、そのため普段は厳重に保管をされ一部の研究者等

しか目にすることができないような資料等であっても、デジタル化することによりオリジ

ナル資料を劣化・損傷のリスクにさらすことなく、多くの人々が当該資料等を閲覧するこ

とが可能となる。 
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○付加価値の付与が可能 

デジタルデータにさまざまな付加的情報を添付することが可能となる。例えば、デジタ

ル化した美術品や古写真、音楽等については、音声やテロップによる解説を付加すること

ができるなど、資料等の閲覧をサポートしたり、理解を深めるための視覚的な工夫をほど

こすことが可能となる。 
 

○データの移行（コンテンツの長期保存） 

技術の進歩により、記録媒体もより便利・安全なものとなり、データの移行やバックア

ップを頻繁かつ定期的に行うことでコンテンツを安全かつ長期間保存することができる。 
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（２）地域住民参加型デジタルアーカイブの具体的事例 

前節で示したような特徴を持つ地域アーカイブは、日本国内で多数運営されており、首

都圏内で事業を行っている主な団体だけでも、下表に記載したような事業が見られる（図

表 1 参照）。 
本節では、多数存在する国内の地域アーカイブの中で、総務省関東総合通信局の所管す

る 1 都 7 県（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨）において活発に活動

をしている事例として本調査検討会で活動報告をいただいた「みんなでつくる横濱写真ア

ルバム」「港南歴史協議会」「甲斐之庫」の 3 事例と、検討会において先進的な取組として

委員から紹介のあった「デジタル岡山大百科」の事例を取り上げ、各アーカイブの活動主

体（事業者属性など）・取組内容・事業の特徴・運営上の課題などについて整理・記述する。 
ここでいくつかの事例をやや詳細に見ることにより、地域アーカイブの問題点を導く際

に、より現実に即した課題を抽出することが可能になると考える。 
 

図表 1 首都圏内の主な地域アーカイブ事例 

事業名 実施主体（活動地域） 活動期間 活動内容 

蛙蛙（かわずあ）

ライブ 

NPO 法人茨城県南生

活者ネット 
（茨城県龍ヶ崎市） 

2004年 8月～

継続中 

 インターネットテレビ放送を通じた地域情

報の発信。 
 毎週ライブ放送も実施。 

宝ものデータベ

ース 

大宮区区民会議 
（さいたま市大宮区） 

2008年 9月～

継続中 

 公募等で集まった大宮区の魅力ある宝もの

を、将来的な利用を視野に、文字や画像デー

タとして蓄積。 
地域ブランド開

発計画：長池伝説

から長池物語 

NPO 法人エヌピーオ

ー・フュージョン長池

（東京都八王子市） 

2006年 4月～

継続中 
 八王子市長池公園の管理・運営をベースに地

域情報のアーカイブ化を実施。 

調布市民放送局 
調布市市民放送局 
（東京都調布市） 

2005年 8月～

継続中 
 調布市内全域を対象とした市民による手作

り番組の制作・放送を実施。 

「みんなでつく

る横濱写真アル

バム」 

横浜写真アーカイブ実

行委員会 
（横浜市全域） 

2009年 3月～

継続中 

 横浜の歴史を記録した写真を企業・市民が

WEB サイトに投稿し、当該資料の共有・活

用を図る。 
デジタル技術を

活用して、郷土史

の保存と伝承を

心掛ける会 

港南歴史協議会 
（横浜市港南区） 

2007年 4月～

継続中 

 区内の昔話の DVD 制作とホームページへの

掲載。 
 古写真等を活用した郷土史講座の開催。 

あおばみん映像

アーカイブ 

青葉区民ポータルサイ

ト運営委員会（横浜市

青葉区） 

2005年 3月～

継続中 

 地域ポータルサイト『あおばみん』のコンテ

ンツとして、地域のイベントや郷土の歴史

等、区民生活に有意義な情報をアーカイブ

化。 

（出所）各種資料等から作成 
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１）本年度調査検討会での報告事例 

①「みんなでつくる横濱写真アルバム」の事例（横浜市） 

○活動名称：「みんなでつくる横濱写真アルバム」 

○活動主体：横浜写真アーカイブ実行委員会：第１期、横浜写真アーカイブ協議会：第 2期 

○活動期間：2009年 3月～継続中 

 

○取組内容 

 本事業は横浜商工会議所の開港 150周年事業の一環として 2009年 3月からスタートし、

当初の運営主体は横浜写真アーカイブ実行委員会、実施主体は、Y150 市民参加プラット

ホーム推進委員会であった。その後、2009 年 9 月に商工会議所による予算措置が終わっ

た段階で、一時的にプロジェクトが休止したが、横浜写真アーカイブ協議会を新たな担

い手として、同年 11 月より第 2 期事業が開始された。 
 「みんなでつくる横濱写真アルバム」は、ネット上に写真の投稿、閲覧、活用ができる

ウェブサイトを作成し、当該サイトに市内の企業や地域住民が横浜の歴史を記録した写

真を投稿し、それを他の企業や市民が閲覧、活用できるようなサービスを提供している。 
 本事業は、企業や家庭に眠る写真を共有財産にすること、および、有志によるコンテン

ツの収集プロセスや写真の投稿等を通じて、市民が地域との関わりを持つきっかけを提

供することを目的として実施され、横浜市民メディア連絡会の有志のメンバー等により

2009 年 3 月～同年 9 月までの期間に、約 6,000 枚の写真が収集された。 
 

○事業の特徴 

 本事業においては、「クリエイティブ・コモンズ」という制度を採用して著作権の問題を

ある程度クリアにし、様々な人々の間でコンテンツの閲覧のみならず二次的な利用も可

能な仕組みを構築している点が特徴的である。 
 

○本事業の課題 

 本事業が商工会議所の予算により始まった経緯もあり、商工会議所による事業実施期間

が終了した現時点では、事業継続のための資金をどのように確保していくかという点が

第 1 の課題として挙げられている。 
 また、6,000 枚の写真コンテンツの収集に成功をした一方で、横浜市の人口規模や企業

の集積数を踏まえれば、まだ歴史的な価値を有するコンテンツが眠っている可能性が高

く、多くの市民・企業に本事業の存在を周知し、コンテンツの提供に向けて啓発をして

いくための広報活動をどのように進めていくかという点も課題である。 
 加えて、歴史的な価値を有する写真コンテンツを保有している人々の中には、高齢者が

多く含まれると考えられるが、高齢者は相対的にデジタル技術に接した経験が少ないケ

ースが多く、そうした人々にいかに本事業に協力をしてもらうかといった、PC 操作が不

慣れな人々へ本事業を訴求し、参加を支援する方策についても検討の必要がある。 
 さらに、既存の運営主体による事業継続が困難となった場合、どのような体制で蓄積さ

れたコンテンツの維持・管理等を進めるかといった、事業継承上の問題も存在している。 
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②山梨「甲斐之庫」の事例（山梨県笛吹市） 

○活動名称：地域資料デジタルアーカイブス「甲斐之庫」 

○活動主体：NPO 法人地域資料デジタル化研究会 

○活動期間：1999年 4月～継続中 

 

○取組内容 

 写真や絵画等の貴重な資料の保管・閲覧においてデジタル化技術の重要性が高まってき

ている一方で、山梨県においては、デジタルアーカイブを担う人材の欠如や行政におけ

るアーカイブへの関心の低さなどから、情報化の推進が妨げられている状況が見られた。 
 そうした状況を改善し、地域社会の文化・学習活動に貢献する地域アーカイブ活動を行

うことを目的として、同法人および同アーカイブが設立された。 
 具体的なアーカイブ事業としては、「郷土風景」「みんなの山梨アルバム」「よみがえる戦

後山梨の記憶」の 3 つが挙げられ、「郷土風景」は、山梨県の師範学校の卒業記念として

作られた版画集であり、関係者より許諾を得た後にホームページを開設し、版画集をデ

ジタルアーカイブとした。「みんなの山梨アルバム」は、中山梅三氏が山梨地域の風景の

写真を集めたものであり、ニュース性の高いものとなっている。「よみがえる戦後山梨の

記憶」は、内田宏氏の収集した写真のデジタルアーカイブであり、戦後の山梨県内の農

村の風景が収められている。 
 
○事業の特徴 

 本事業のウェブサイトを見ると、多くの地域アーカイブで行われている不特定多数の住

民を対象として資料の収集を行う参加型デジタルアーカイブではなく、写真家等の特定

個人の撮影した写真の収集へ活動の重点を置きつつあるように見受けられる。 
 不特定多数を対象としたコンテンツの収集は、参加への呼びかけに関する労力が大きい

反面、成果が小さい。そのため、地域アーカイブの立ち上げ期等においては、まず、特

定個人やその家族が持つコンテンツを収集し、事業の認知度等が高まってきた段階で参

加の輪を広げていく戦略を進めているものと考えられる。 
 

○事業の課題 

 まず第 1 の課題としては、収集の対象となる文化資源をどのように掘り起こすかという

点が挙げられる。また、第 2 点目としては、事業を運営していくために必要なスキルや

意欲を持った人材をいかに育てていくかという点である。 
 さらに、市民活動の一環として地域アーカイブ事業を進めていく上で、必要な器材や活

動拠点をどのように確保していくかという、ハード面での資源確保についても検討を行

う必要がある。加えて、アーカイブの運営に携わる人材やコンテンツを提供する市民に

対するインセンティブ設計の問題も存在している。 

 最後に、デジタルアーカイブで収益を上げるための仕組みや（ビジネスモデル）、持続的

なアーカイブ活動のための資金調達のための仕組み（資金調達スキーム）を検討・構築

していくことも必要と考えられる。 
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③「港南歴史協議会」によるデジタルアーカイブの事例（横浜市港南区） 

○活動名称：デジタル技術を活用して、郷土史の保存と伝承を心掛ける会 

○活動主体：港南歴史協議会 

○活動期間：2007年 4月～継続中 

 

○活動内容 

 本協議会は、神奈川県横浜市港南区にある複数の郷土史研究団体の連絡協議会として立

ち上げられた団体であり、2006 年から地域アーカイブ活動を行っている。 
 本協議会における地域アーカイブ活動は、区民に対する区の過去の歴史の伝達や、区内

に存在する歴史遺産・記録の保存活用へのデジタル化手法の活用、デジタル技術に不慣

れな人々に対するデジタル技術の利便性等に関する普及・啓発といったことを目的に活

動している。 
 デジタルアーカイブの他にも郷土史研究団体としての活動も実践しており、同協議会の

具体的な活動内容としては、歴史講座・講演会・写真展・HP、学童支援などが挙げられ

る。また、2007 年以降、同区の歴史について講義する「区民企画講座」の開催なども行

っている。 
 
○事業の特徴 

 同協議会におけるデジタルアーカイブ活動の特徴としては、基本的にアナログな活動を

行っている複数の郷土史研究団体について、デジタル技術を用いて「つなぐ」ことを目

標として活動を行っている点にある。 
 近年は、郷土史研究における「見る、書く、調べる、聞く」といった活動へデジタル技

術を活用することの有効性についてアナログ世代の人々に認められつつあり、アナログ

世代とデジタル世代の交流が進みつつある。 
 また、同協議会の地域アーカイブ活動は、地域社会の現場にフォーカスした取組であり、

地域に密着しているがゆえに、地域住民の提供資料とそれに関連する文脈について言語

化することが可能な、地に足のついた活動である点も特徴的ではないかと考えられる。 
 

○事業の課題 

 本事業においては、現状、港南区の垣根を越えた他地域の郷土史研究団体やデジタルア

ーカイブ等との連携が進んでおらず、行政区を越えた地域間連携を図っていくことが今

後の課題として挙げられる。 
 また、コンテンツとなる資料の保有者と管理者との信頼関係の醸成、所有権や個人情報

の保護といった問題をどのようにクリアするかといったことも課題として挙げられる。 
 さらに、ICT 技術に優れ、かつ、郷土史研究に関心がある人材をどのように育成・確保

していくかという人的資源の育成・確保の問題も存在している。 
 加えて、他の地域アーカイブ団体と同様に活動資金や活動拠点についても問題を抱えて

いる。 
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④「デジタル岡山大百科」の事例（岡山県） 

○活動名称：「デジタル岡山大百科」 

○活動主体：岡山県立図書館 

○活動期間：2004年 9月～継続中 

 

○活動内容 

 「デジタル岡山大百科」は、岡山県立図書館が運営する岡山に関するさまざまな情報を

インターネット上で提供する電子図書館システムのことであり、約 8 万件の地域資料が

収録され、コンテンツの中には、「カバヤ児童文庫」や「西大寺鉄道」などの資料、県内

の高齢者から聴取した昔話の音声データなどが含まれている。 
 
○事業の特徴 

 「デジタル岡山大百科」の特徴としては、同じ職域グループである岡山県立図書館のス

タッフと岡山県の公立高等学校の図書館スタッフが連携して地域資料に関連する調査を

行うなど、行政組織内で連携体制がとられている点が挙げられる。 
 また、アマチュア映像クリエーターのためのコンテストである「デジタル岡山グランプ

リ」を開催したり、県立図書館内の設備を活用した HP や映像作品の制作講座を一般市

民向けに定期的に開催するなど、所蔵コンテンツの充実やデジタルコンテンツへの関心

醸成、アーカイブ人材の育成を図るための取組を積極的に進めている点も特徴的である。 
 さらに、「デジタル岡山大百科」は、岡山大学付属図書館等と連携して「岡山大学学術成

果リポジトリ」や「池田家文庫絵図」のようなコンテンツを取り込んだり、他機関への

データ提供等も実施するなど、他機関との連携についても積極的である。 
 

○事業の課題 

 「デジタル岡山大百科」の抱える課題としては、まず権利処理の問題が挙げられる。「デ

ジタル岡山大百科」では、権利者の権利を強く重んじており、もし権利者にノウハウが

ない場合には、図書館が支援している。ただし、その場合には共同製作による対応が要

件となっており、権利者の意思を尊重する一方で、実質的に運用のところで図書館側が

主導権を握っているのが現状である。 
 また、利活用の促進についても課題を有しており、例えば、岡山市の駅前にある「岡山

市デジタルミュージアム」においては、デジタルコンテンツをデジタルのまま展示して

いたが、それでは集客が困難になってきたために実物展示主体の博物館へ路線転換を図

った。このことは、地域内のそのような施設を上手く活用するスキームが欠けていたこ

とが失敗要因になったのではないかと考えられる。 
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２．地域住民参加型デジタルアーカイブの課題 

前節で示したように、地域アーカイブの現場においては、それぞれの設立経緯などと深く

関連した課題に直面しながら事業が運営されている。 

こうした課題は、一見、各地域アーカイブ独自のものと見受けられるが、内容を精査する

といくつかの共通した課題に整理することが可能である。 

本節では、調査検討会での報告内容や、先行文献などを基に、地域アーカイブ事業者の抱

える共通の課題について整理を行う。 

 
①住民参加の促進 

○地域住民や企業への訴求力が弱い 

地域活性化のための方策の一つとして地域アーカイブの運営が行われているケースが散

見される。また、コンテンツの提供者としても地域の住民は大きな役割を担っている。 

地域アーカイブのコンテンツを充実させ、地域の魅力を発信し、地域活性化等につなげて

いくためには、コンテンツ提供者としてであれ、閲覧者としてであれ、地域住民（企業を含

む）の事業への参加拡大を図ることが重要である。 

しかしその一方で、多くの地域住民や地元企業から積極的な参加・協力を得られている事

例はあまり見られない。 

現状、地域アーカイブの周知方法は、クチコミや自らのホームページ、行政の発行する広

報紙等が主であり、多くの住民を惹きつけるための効果的な周知方法については検討の余地

があると考えられる。 

 
○魅力あるコンテンツの収集が難しい 

魅力ある地域アーカイブの構築には、魅力的なコンテンツを数多く収集することが必要で

ある。コンテンツが魅力的なものであれば、閲覧件数の増加による広告媒体としての価値の

向上や、コンテンツの二次利用の促進等による収益機会が拡大するなど、事業運営上のメリ

ットも大きい。 

そこで、地域アーカイブの内容充実に向け、多くの魅力あるコンテンツの提供を得るため

の方策について検討することは有意義であると考える。 

 
②運営体制、組織の強化 

○限定的なネットワーク内での活動が多く、他の団体や機関との連携が薄い 

歴史があり、また地域に密着した事業展開をする企業等においては、貴重な地域アーカイ

ブのコンテンツとなりうる素材を多数有している可能性が高い。このような企業との間で連

携を構築し深めていくことができれば、魅力的なコンテンツの効率的な収集や、企業間ネッ

トワークを介した地域内でのつながりの拡大、さらには、企業からの支援を通じた収益機会

の拡大など、アーカイブ運営上大きなメリットがあると想定される。 

また、地域企業のみならず既存のウェブ事業者等との連携により、新たな技術を導入した

り、広く普及した既存の動画・写真共有サービスなどとリンクしたサイト構築を行うことで、
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利用者・運営者の双方に使い勝手の良いアーカイブの構築につながる可能性もある。 

さらに、他のアーカイブ事業者との連携についても、運営ノウハウやサーバの共有、相互

のコンテンツ提供等によるコストの削減やおのおのの地域アーカイブで提供可能となるコ

ンテンツの拡充といった利点が見込まれる。 

このような連携の長所が想定される一方で、地域アーカイブ自らが、一から内外の機関と

の連携を進めていくことは容易ではないと推察される。 

そこで、本調査検討会において、地域内外の機関との連携のあり方や、連携のための具体

的な方策等について検討することは、非常に有意義であると考えられる。 

 

○客観的に評価される仕組みがない 

地域アーカイブの中には、事前に投稿内容をチェックする機能を持たないために、公序良

俗に反するコンテンツを意図せず公開してしまったり、住民から収集したコンテンツを公開

する際に肖像権等への配慮意識が低い事業者が存在するものと考えられる。 

また、コンテンツ等を収集した後に、資金難等の影響により運営を休止してしまい、所蔵

コンテンツが活かされないまま散逸してしまうケース等もあると推測される。 

このような事業者の存在は、地域住民をはじめとした利用者の地域アーカイブに対する信

頼感の醸成を妨げ、ひいてはコンテンツの収集の障害となる可能性がある。 

こうした事態を避けるための方策として、個々のアーカイブの質や運営能力（資金面や運

営能力、技術力など）を客観的に評価する仕組みの必要性について議論をすることは、大い

に意味があることと考えられる。 

 

○安定的・継続的な運営体制が確立できていない 

地域アーカイブにおいては、盤石な経営基盤を持たず、ボランティア主体で取り組まれる

など、優良なコンテンツを多数所蔵しながらも事業継続が困難な状況に陥ってしまうケース

（リスク）が相当程度あるものと考えられる。 

また、将来においては、次代の担い手の育成・確保ができず事業承継上の問題に直面する

アーカイブも出てくるものと想定される。 

さらに、「横濱写真アルバム」の事例に見られるように、運営のための組織がある程度出

来上がった段階で、外的な要因により事業の継続が困難となるケースも想定される。 

しかし、上記のような理由による事業の途絶や、それに伴う収集したコンテンツの散逸等

を防ぎ、またアーカイブ事業自体や所蔵コンテンツを後世へ安定的に継承していくための方

策について、現状では十分な議論が行われているとは言いがたい。 

そこで、本調査検討会において当該課題への対応策を議論することは、有益であると考え

られる。 

 
③人材確保・育成の強化 

○適切な人材確保ができていない・人材育成への取組が弱い 

地域アーカイブの運営者に求められる人材像を考えた場合、ICT に関する知識や地域の

歴史的な資料への興味、アーカイブ活動を通じた地域活性化への思い、コンテンツ提供者と
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円滑なコミュニケーションを図るためのスキルなど、多種多様な知識・素養が必要と考えら

れる。 

その一方で、上記のような多様な知識・素養を持つ人材を確保・育成するための方策につ

いては、一部の行政や大学により実施されているアーキビスト養成講座等を除けば、大半の

事業者において具体的な取組が行われているようには見受けられない。 

本調査検討会において、地域アーカイブの運営者として求められる人材像とその育成・確

保に向けた方策を検討し、提言を導くことが出来れば、各アーカイブの持続的かつ安定的な

運営に資するものと期待される。 

 
④運営資金の確保 

○十分な運営資金が確保できていない 

多くの地域アーカイブ運営者において、運営資金の確保は大きな問題となっている。 

現状、地域アーカイブ運営者の主な収入源としては、行政からの業務委託費（指定管理者

の受託含む）や寄付金などが多く見受けられるが、こうした行政からの委託費や寄付金につ

いては、将来においても継続的な運営資金源となるか否か不明確である。 

そこで、収集したコンテンツの販売・加工による収入確保の可能性や、その具体的な方策

について提言を行うことは、アーカイブの持続的かつ安定的な運営において有用と考えられ

る。 

 
⑤利活用の促進 

○低コストな既存 ICT サービスの利活用が進んでいない 

例えば、米国 Google 社が提供する Picasa API 等の活用や、携帯電話からの画像投稿の

受付など、既存の ICT を活用することにより、低コストで、ユーザーにとって投稿のしや

すいサービスを提供することが可能となる。 

また、地域アーカイブのポータルサイト等を設け、全国の地域アーカイブが所有するコン

テンツの横断検索等が可能となれば、閲覧者に使い勝手の良いサービスの提供につながるも

のと考えられる。 

自前で一からシステムを構築するといった運営者の負担を軽減し、投稿者および閲覧者に

とってより使い勝手の良いサイトの構築を支援するため、地域アーカイブへの ICT のさら

なる応用方策について検討していくことは、有益であると考える。 

 
○コンテンツの二次利用に向けた体制整備が不十分である 
コンテンツの発掘・収集や保存に加え、流通の促進を図ることも地域アーカイブの重要な

役割の一つである。 

しかし、地域アーカイブの保有する写真や映像等のコンテンツの二次利用を進めていくた

めには、著作権の問題を解決するための何らかの仕組み（利用規約の整備やクリエイティ

ブ・コモンズの活用など）を講じる必要がある。 

また、二次利用を行う側から見れば、どこの地域アーカイブがどういったコンテンツを所

蔵しているか分からず、また、データの形式等もまちまちな現在の状況は、使い勝手が悪い
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と言わざるをえない。 

二次利用の拡大に向けて、コンテンツを取り巻く法的・技術的課題を整理し、その対応策

について検討しておくことが望まれる。 

 

○コンテンツの二次利用等の利活用が十分なされていない 

収集したコンテンツを出版や観光などの閲覧以外の分野に活用することは、事業者にとっ

てサイトの利活用促進、追加的な運営資金源の確保などの面から、大きなメリットがあると

考えられる。 

しかし、利活用の促進や資金源の確保につながる適切な展開の方向性を見出すことは容易

ではなく、閲覧以外の分野への展開に成功をしている地域アーカイブは少ない。 

そのため、収集したコンテンツがどのように展開できるか、また、どのような展開がサイ

トの利活用促進に結びつくかといった点について検討を行う必要がある。 

 
⑥負の側面への対応 

○意図せざる違法・有害コンテンツの掲載や肖像権侵害への対応が十分検討されていない 

不特定多数の人間がコンテンツを投稿する形式のアーカイブにおいては、事業者の意図し

ないところで、違法・有害なコンテンツを掲載してしまったり、肖像権を侵害してしまうリ

スクが存在する。 

また、運営者が直接収集したコンテンツを掲載する形式のアーカイブにおいても、マンパ

ワーの不足等から、有害コンテンツ等が事前チェックで見落とされ、当該コンテンツを掲載

してしまう可能性はある。 

こうした不測の事態を未然に防止する策や迅速な事後対応に向けた体制・ルール作りのた

めの方策について提言を行うことは、コンテンツ提供者からの信頼性維持・獲得やサイトの

質の維持の観点から地域アーカイブにとり有用と考えられる。 

 

○不特定多数が参加することへのリスク管理が十分とは言えない 

地域アーカイブに寄せられる一部のコンテンツにおいては、コンテンツ提供者のプライベ

ートな情報が含まれるケースが見られるが（家族の写真など）、不特定多数の人間がサイト

を閲覧する以上、一部の悪意のある人間がそうしたコンテンツから個人情報を収集・悪用し

たり、提供者が望まない形でコンテンツの二次利用が行われてしまうリスクが存在する。 

また、アーカイブ運営者がコンテンツ提供者の個人情報を収集している場合には、多くの

企業・団体等で発生しているような事業者側の落ち度による個人情報の漏洩リスクもある。 

上記のような悪意ある行動や運営者側の情報漏洩等の未然防止策、問題が発生しても被害

を最小限に食い止めるための内部体制の整備や法的・技術的措置について検討しておくこと

は、有害コンテンツ等の掲載および肖像権侵害の防止と同様に、地域アーカイブへの信頼性

維持・向上やサイトの質の維持の観点から重要と考えられる。 
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第３章 地域住民参加型デジタルアーカイブの課題解決方策の検討 

 

前章第 2 節で示した課題の解決に向けた方策を検討するにあたり、調査検討会において

は、まず、検討委員各人がそれぞれの立場から想定する解決策を提示した。これを本章第 1
節に示す。また、議論の過程において、地域アーカイブの持つ資源を考慮する限り、全ての

課題に対し一度に取り組むよりは、課題ごとの関連性に着目し、優先順位を考慮しながら課

題解決にあたるべきとの意見が出された。具体的には、「住民参加の促進」及び「利活用の

促進」の課題に優先的に対処することにより、他の課題についての糸口となることが示唆さ

れた。これを第 2 節に示す。 
 

１．課題の解決に向けた方策の検討 

（１）調査検討委員による課題解決策の提示 

前章第 2 節に記載した、地域アーカイブが抱える課題である「①住民参加の促進」から

「⑥負の側面への対応」のそれぞれに対し、検討委員が各々の立場や経験に基づき、その解

決方法の提示を行った。 
これをとりまとめたものが、次ページに示す図表 2 である。 
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図表 ２ 委員作成レポートの要約（その①） 

 Ａ委員 Ｂ委員 

■住民参加

の促進 

 ウェブサービス事業者が提供する写真・動画等

の投稿・共有サービスを活用。 
 第三者が投稿した写真等の利活用や当該写真等

に関連する情報や話題を追加する等の参加も考

慮。 
 地域の諸機関や企業との連携施策を必ず盛り込

む。 

○住民への効果的な周知方法 

 「横濱写真アルバム」の場合、「記者発表」「チラシ

配布」「広報よこはま」「ホームページによる紹介」

が中心。 

 高齢者が貴重な写真を所有していると思われるが、

いかにそうした写真のデジタル化を進めていくか

が課題。 

○コンテンツの提供を得るための必要事項 

 手軽に電子化・投稿が可能なこと（イベント等での

スキャニングコーナーの設置）。 

 懸賞等のインセンティブ（行政では困難）。 

■運営体制 

・組織の 

強化 

 写真等のアーカイブの目的を公共図書館による

地域資料の収集と位置づけ、公共図書館を中心

とした運営体制を築く。 

 地場産業となる企業の参画。 

 ウェブ事業者との提携。 

― 

■人材確保 

・育成の 

強化 

 ウェブサービスに通じており、幅広い利用経験

等を有する人材を集約。 

 公共図書館等の社会教育機関によるアーカイブ

参画者の養成講座を設置。 

 上記を経て育成した人材により他の人材が育成

できるようにすることが目標。 

― 

■運営資金

の確保 

 立ち上げ期を除き、行政や企業による助成・寄

付を前提としない運営を原則とする。 

 ウェブ事業者との連携により、運営資金をそれ

らの事業者より引き出すモデルを構築。 

 権利処理等を行った上で、マイクロペイメント

による利用費徴収と権利者への分配モデルを構

築。 

○コンテンツ販売・加工からの収入確保 

 横浜の事例では、行政が実行委員会に対して補助金

を支出。しかし、補助金の継続的な支出は困難。 

 運営の安定を図るためには広告料収入が重要。 

 ただし、公的な団体の場合、広告に種類について制

限が出てくるなどの問題があり、広告収入を得るこ

とは困難であった。 

■利活用の

促進 

 ケータイ等からの投稿、位置情報の自動取得、

類似画像の判別等、既存の情報技術で可能とな

っている仕組みを導入。 

 権利処理については、クリエイティブ・コモン

ズの積極的な活用と二次利用料の徴収制度を設

定。 

 ポスター製版等につき、地域の写真現像事業者

と連携し、製品化できるビジネススキームを構

築。 

○ICTを活用した使いやすい仕組み 

 写真投稿の際に地図および年代データを入力して

もらうことで、利用者が検索しやすくなる機能を持

たせた。 

○法制度的・技術的課題とその対処法 

 二次利用には、投稿者に承諾を得る必要有。ただ、

著作権に言及すればきりがなくなる。 

 横浜では、「クリエイティブ・コモンズ」により処

理をした（投稿時に二次利用の「可・不可」にチェ

ックをするシステムを採用）。 

○閲覧以外の分野への展開（観光など） 

 写真展を開催。 

 写真をつなぎ合わせ映像として流し、一定時間でリ

ロードしていく方式。 

■負の側面

への対応 

 事前チェックは事実上不可能という前提で、事

後の異議申し立て制度を確立。 

 悪意あるユーザーに対しては、法的手続きに準

拠した対策や対応マニュアルの整備。 
 ウェブ事業者との連携にあたっては、こうした

対応が可能な企業か否か、審査を実施。 

 事前に、住所、氏名を登録してもらい、有害コンテ

ンツ投稿への抑止力を期待した。 

 違法・有害コンテンツが投稿された場合には管理者

が削除するという条件を前提とし、実際にそのよう

なコンテンツの投稿があった場合は迅速に削除す

る体勢を整えた。 

■今後の 

展開 

 要点を簡潔に整理したマニュアル作成を最終的

なアウトプットとする。 

 内容は、最低限の鉄則を明確に示す必要がある。 

― 
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委員作成レポートの要約（その②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｃ委員 Ｄ委員 

■住民参加

の促進 

○住民への効果的な周知方法 
 アーカイブについてただ「知る」だけでなく、「具

体的にイメージできること」「価値を認識できる

こと」が重要。 

 アーカイブに興味を持ちそうな層にターゲット

を絞って PR を行うことで効果的に周知可能(口

コミ、利用成果の周知による具体的な利用イメ

ージを描きやすくなる等)。 

 「アーカイブ利用ワークショップ」等により，

体験する機会を設けることも有効。 

○住民への効果的な周知方法 

 SNSやブログでも利用できる API公開。 
○コンテンツの提供を得るための必要事項 

 ポイントを付与(インセンティブ)。 

 ランキング表示(優越感を刺激)。 

■運営体制 

・組織の 

強化 

○個々のアーカイブの客観的評価の必要性 

 認定（一定の基準を満たしている）と並行して、

積極的に評価できるアーカイブに対して賞を与

える（一側面でも特徴的な優れた点がある）な

ど、整備する側のモチベーションを高めていく

ような方法もあると良いのではないか。 

― 

■人材確保 

・育成の 

強化 

― ― 

■運営資金

の確保 
― 

○コンテンツ販売・加工からの収入確保 

①個人利用料は無料（広告収入） 

 地域特化型の Web広告媒体を目指す。 

 1 日数千アクセス、県・地方単位のサービスとして

運営。 

②BtoBサービス(有料) 

 博物館、美術館とのタイアップ。 

 Wi-Fi機器の位置情報取得サービスと連携したPush

型サービス。 

 教育ソフトとの連携。 

③他システムとの連携 

 SNSやブログでも利用できる API公開。 

 ウィジェットやガジェットから利用できるアプリ

を提供。 

■利活用の

促進 

○閲覧以外の分野への展開（観光など） 

 利用コンテストの開催（Google のマイマップ

EXPOのイメージ）。 

― 

■負の側面

への対応 
― ― 

■今後の 

展開 
― ― 
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委員作成レポートの要約（その③） 

 Ｅ委員 Ｆ委員 

■住民参加

の促進 

○コンテンツの提供を得るための必要事項 

①インセンティブ設計 

 利用者へ金銭に交換できない便益を付与る。 

 自分の提供コンテンツの貢献度合いをビジュア

ル化する等（Yahoo知恵袋等のイメージ）。 

②ユーザー層の切り分けとターゲティング 

 コンテンツは提供せず、コメント等をするだけ

のユーザーも運営に活用。 

 SNSと組み合わせ、閉じたコミュニティー内での

情報発信を促すことも検討の余地あり。 

○住民への効果的な周知方法 

 バイラル効果を意識したサービス作り。 

 「ネットワーク外部性」の特性を活用。 

 外部検索サイトからの流入を考える。 

○コンテンツの提供を得るための必要事項 

 コンテンツ提供者のメリット(精神的・経済的)を考

える。 

 コンテンツ提供に当っての「敷居の高低」の設計を

考える（敷居を下げるための方策の検討）。 

■運営体制 

・組織の 

強化 

― 

○地域内外の機関との連携のあり方 

 積極的な外部サービス、外部技術の利用。 

 メタデータ連携を主軸としたサービス連携。 

 外部からコンテンツを使える仕組の整備。 

○個々のアーカイブの客観的評価の必要性 

 特に必要ないと考える。 

○後世への安定的な事業・組織継承方法 

①事業・組織の安定的な継承方法 

 一般企業に劣らぬ魅力ある組織作りが必要。 

 事業継続困難時のエグジット方法の想定。 

 非営利組織でも、収益性は重視。 

②次世代技術への互換性について 

 ほぼ無料化された技術で対応可能。 

■人材確保 

・育成の 

強化 

― 

○アーカイブ運営に求められる人材像 

 2名のコアメンバーが必要(サービスマスター、ウェ

ブエンジニア)。 

 アーカイブ運営企業との人材・技術交流。 

■運営資金

の確保 
― 

○コンテンツ販売・加工からの収入確保 

 初期段階でのコンテンツ「ばら売り」による収益化

は困難。 

 広告、ECへの送客、ユーザー課金。 

■利活用の

促進 
― 

○ICTを活用した使いやすい仕組み 

 簡便にアーカイブを立ち上げるための技術の活用

(Google Picasa API等)。 

○法制度的・技術的課題とその対処法 

 二次利用拡大は可能(利用規約、クリエイティブコ

モンズの適用)。 

 RSS、API活用により二次利用拡大を促進 

○閲覧以外の分野への展開（観光など） 

 展示会や書籍化。メタデータ情報の二次利用。 

■負の側面

への対応 

 家族写真等を提供してくれた個人およびその個

人に関する人々のプライバシーを保護する必要

あり。 

 写真の提供者を他ユーザーに公開するか否か、写

真を提供するユーザー側が任意で設定できる仕組

みの構築。 

 複数世代にわたる写真に関しては、写真をアッ

プロードするための投稿者名を任意で変更でき

る等、一人の人間にひもづける情報の範囲をコ

ントロールするための仕組みの構築。 

○違法・有害コンテンツ掲載・肖像権侵害問題 

①利用規約による制限 

 条項の整備(情報の無断使用、不適切な投稿の禁止、

会員資格の取消等)。 

②投稿コンテンツのチェック体制 

 民間の CGM では 24 時間 365 日の投稿コンテンツチ

ェック体制は常識。 

 具体的な運用方法を定めるマニュアル整備。 

○不特定多数が参加することへの対処 

①運営に係るポリシーと善意ある対応 

 コミュニティー運営ポリシーを徐々に構築。 

 ポリシーを貫く対応を根気強く実施。 

②不必要な個人情報は持たない 

 情報管理リスクの軽減、コンテンツ提供者の投稿意

欲減退防止。 

■今後の 

展開 
― ― 
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委員作成レポートの要約（その④） 

 Ｇ委員 Ｈ委員 

■住民参加

の促進 

○住民への効果的な周知方法 

 情報発信者と情報受信者双方が絶大な成功体験

を得られるようなサイト設計。 

 両者間の利害の一致。 

 運用者が日々使い続けるサイトの設計。 

○コンテンツの提供を得るための必要事項 

 アーカイブそのものの魅力向上。 

 情報発信者への何らかのインセンティブを付与

(商店主：売上向上、学生：単位認定)。 

○住民への効果的な周知方法 

 目標とする成果物のイメージとそれを実現するプ

ロセスを明示し、周知を進めるべき。 

 生活単位となっている小集団(自治会等)を対象と

して成果等を示しつつ告知作業を繰り返すことが

望ましい。 

○コンテンツの提供を得るための必要事項 

 収集したコンテンツの使い方、使われ方についての

理解と納得。 

 クリエイティブ・コモンズ等著作権の理解。 

■運営体制 

・組織の 

強化 

○地域内外の機関との連携のあり方 

 協力者同士の利害の一致の明確化・共有(金銭面

での無駄な支出の抑制)。 

○個々のアーカイブの客観的評価の必要性 

 アーカイブ利用者個々の主観的評価を多数集

め、サイト作成者の思想に何割同意しているか

計る。 

○後世への安定的な事業・組織継承方法 

 「これを使わなければ生きてゆけない」と思わ

せるようなアーカイブを構築すること。 

 大学生の活用(中学生と高校生は受験勉強が忙

しいため、活用困難) 

○地域内外の機関との連携のあり方 

 アーカイブの作成目的、収集範囲の共有。 

 キーワード、タグなどの共有と体系化。 

○個々のアーカイブの客観的評価の必要性 

 必要性の有無は、イメージするアーカイブによる。 

○後世への安定的な事業・組織継承方法 

 アーカイブの積極的利用と公開。 

■人材確保 

・育成の 

強化 

○アーカイブ運営に求められる人材像 

 「アーカイブを使わなければ生きてゆけない」

と思わせるような利用方法を提示できる人の育

成。 

 「〃」と思うような人の発掘。 

 成功事例を踏まえたサイト運営者としてふさわ

しい人材要件の明確化。 

○アーカイブ運営に求められる人材像 

 インタビュー能力。 

 人に関心を持ち、聞き出す能力。 

 聞き出した話を検証し、時代考証する能力。 

 上記は、ある程度はマニュアル化可能。 

■運営資金

の確保 

○コンテンツ販売・加工からの収入確保 

 可能な限り金銭を伴わない方法を設計。 

 労働量の増大を覚悟できれば、資金の問題を些

細なものにすることも可能。 

○コンテンツ販売・加工からの収入確保 

 地域の歴史観光ガイドとして編集すればある程度

の収益は得られる(焼け石に水)。 

 アーカイブ構築に向けた寄付行為に対する優遇措

置(免税等)。 

■利活用の

促進 

○ICTを活用した使いやすい仕組み 

 ICTを活用した使いやすい仕組みの構築は可能。 

○法制度的・技術的課題とその対処法 

 複数アーカイブの統合利用時に著作権上の問題

が発生する可能性あり。 

○閲覧以外の分野への展開（観光など） 

 デスクトップからモバイル閲覧への展開。 

○ICTを活用した使いやすい仕組み 

 XML を意識したキーワード、タグなどの共有と体系

化。 

○法制度的・技術的課題とその対処法 

 著作権管理 DBの構築。 

○閲覧以外の分野への展開（観光など） 

 著作権管理 DBが構築できれば展開可能。 

■負の側面

への対応 

○違法・有害コンテンツ掲載・肖像権侵害問題 

 何らかの対処方法を講じる必要あり。ただし、

技術や法が未熟な中、具体的な方法はあるか疑

問。 

○不特定多数が参加することへの対処 

 現在の ICT技術では対応は困難。 

 アーカイブ利用者が被る可能性のある全リスク

の開示程度しかできないのではないか。 

○違法・有害コンテンツ掲載・肖像権侵害問題 

 有害・無害については時代の価値観に左右されるた

め、アーカイブとしては全て公開。 

 ただし、不快感を与える可能性を持つものには警告

表示を実施。 

○不特定多数が参加することへの対処 

 小集団を母体とした収集活動では提供者の理解と

納得が前提となるため問題が起こりにくい。 

■今後の 

展開 
― ― 
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（２）調査検討委員作成レポートのとりまとめ 

本項では、図表 2 に示した、各委員から提示された課題解決のための方策について、そ

の要点に付きとりまとめを行う。 
なお、ここでとりまとめた解決方策と、次章（第 4 章）に示す実地検証の結果から得ら

れた知見を合わせ、第 5 章において、持続可能な住民参加型デジタルアーカイブの構築に

向けた提言を行うこととする。 
 
①「住民参加の促進」に向けた方策について 

■住民への効果的な周知方法 

◎住民向け周知・啓発活動において伝えるべき内容について 

 目標とするアーカイブのイメージとそれを実現するプロセスを明示した上で、アーカイ

ブ運営の周知を進める必要がある。 
 アーカイブをただ認知してもらうだけではなく、アーカイブの具体的なイメージや、価

値を認識してもらうことを目的とした周知・啓発を進める。「アーカイブ利用ワークショ

ップ」等により，体験する機会を設けることなども有効と考えられる。 
 

◎周知･啓発活動の対象について 

 アーカイブに興味を持ちそうな層を対象として、クチコミ効果・バイラル効果を意識し

たサービス提供を実施する。 
 あるいは、自治会等の小集団などへターゲットを絞り込み、これまでの活動の成果を示

しながら、繰り返し周知・啓発を実施する。 
 

◎サイト構築時に意識すべき点について 

 コンテンツ情報の発信者と受信者側がそれぞれ何を目的としてサイトを利用しているか

を把握し、利害の一致を図る。 
 周囲の人間の利用を促せば促すほど、ユーザーにメリットがある仕組み等のネットワー

ク外部性を意識したサイトを構築する。 
 外部検索サイトから当該アーカイブへの流入を促すため、検索エンジン最適化(SEO)等

を意識したサイト作りを心がける。 
 
■コンテンツの提供を得るための必要事項 

◎コンテンツ収集時の大前提について 

 収集したコンテンツの使い方・使われ方についての理解と納得の醸成を図る。 
 また、二次利用の拡大を踏まえ、クリエイティブ・コモンズ等著作権に関する理解の醸

成も図る。 
 

◎コンテンツ提供者等へのインセンティブ設定について 

 懸賞や売上増大(商店主の場合等)、企業イメージの向上など、コンテンツ提供者等への
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経済的メリットの明確化を図る。 
 また、投稿ポイントやコンテンツの活用ランキング等、非金銭的・心理的なインセンテ

ィブを付与する方策についても検討する。 
 
◎コンテンツの提供にあたっての障害 

 投稿・閲覧が行いやすいサイトの設計や写真のスキャン等を体験できるイベント等を開

催するなど、コンテンツ提供にかかる心理的な敷居を下げるための取組を行う。 
 ウェブサービス事業者が提供する既存の写真・動画等の投稿・共有サービスを活用し、

低コストで利用しやすいサイトの構築を図る。 
 

◎コンテンツ提供者の間口について 

 貴重なコンテンツを大量に有すると考えられる地元企業や地域諸機関との連携関係を構

築する。 
 

◎直接コンテンツ提供を行わないユーザーへの対応について 

 コンテンツを直接投稿するわけではないものの、投稿された写真等へのコメントや当該

写真等の利活用のみを行う人々についても、それらの人々が参加しやすい、使いやすい

サービスの設計を行う。 
 
②「運営体制・組織の強化」に向けた方策について 

■地域内外の機関との連携のあり方 

◎望ましい連携先について 

 アーカイブ運営体制の充実を図るため、積極的に外部サービスとの連携や活用を行う。 
 地域の写真等のデジタルアーカイブ化を進めることは、公共図書館による地域資料の収

集活動の一環であると位置づけ、公共図書館を中心とした運営体制を築く。 
 また、多数の貴重なコンテンツを有すると考えられる地場企業やデジタルアーカイブに

有用な技術等を有するウェブサービス事業者との連携を検討する。 
 

◎具体的な連携内容と連携体制について 

 外部機関との連携の方向性としては、メタデータ連携を主軸としたサービス連携、SNS
やブログでも利用できるような API の公開、外部からのコンテンツを使える仕組みの構

築などが考えられる。 
 なお、直接的な関係構築が難しければ、アーカイブ設置・運営者による協議会を設けて、

各企業との関係構築の仲介を行う。 
 

◎連携時のトラブル防止策について 

 連携の協力者間において、金銭面での無駄な支出を抑制するため、予め利害関係の明確

化・共有化を図る。 
 また、連携対象との間でデジタルアーカイブの作成目的、収集するコンテンツの範囲に
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ついて情報の共有を行う。 
 
■個々のアーカイブの客観的評価の必要性 

◎アーカイブの質の評価方法や上質なアーカイブに対する表彰制度構築について 

 一定の基準を満たしているアーカイブに対しその質を認定する制度に加え、一側面でも

特徴的な優れた点があるアーカイブに賞を与える等の、アーカイブを運営する側のモチ

ベーションを高めていくような制度を構築する。 
 なお、アーカイブの質の評価については、第三者機関のような大規模な仕組みではなく、

アーカイブ利用者個々の主観的評価を多数集め、サイト内容の質の評価を行う方法もあ

りうる。 
 

■後世への安定的な事業・組織継承方法 

◎安定的な運営のための組織作りについて 

 一般企業に劣らぬ魅力を有し、かつ、収益性を重視した組織作りを行うことにより安定

的な事業の運営が可能である。また、仮に事業の継続が困難となった場合に備え、事業

の退出方法や退出後のコンテンツの譲渡先について検討をしておく必要がある。 
 
③「人材確保・育成の強化」に向けた方策について 

◎地域アーカイブに求められる人材像について 

 サイト運営の技術的な側面を支える人材として、ウェブサービスに通じており、幅広い

利用経験等を有する人材が求められる。 
 また、アーカイブにおけるコンテンツ内容の充実を図る人材として、インタビュー能力、

人に関心をもち聞きだす能力、時代検証する能力等を有する人材が求められる。 
 

◎運営に当たっての必要人員体制について 

 デジタルアーカイブの運営を円滑に進めるためには、少なくとも 2 名のコアメンバーが

必要(サービスマスター、ウェブエンジニア)である。 
 

◎運営人材の具体的な育成・確保体制について 

 まず、成功事例を踏まえながらサイト運営者としてふさわしい人材の要件を明確化する。 
 その後、公共図書館等の社会教育機関におけるアーカイブ参画者の養成講座の開催、講

座等を通じて育成した人材による他人材の育成、アーカイブ運営企業との人材・技術交

流といった方法により具体的な育成を行う。 
 また、単位取得等のインセンティブを付与した上で、学生等をアーカイブの運営スタッ

フとして活用することも一案である。 
 

◎運営人材に求められるスキル・能力の標準化について 

 なお、デジタルアーカイブの運営に必要なスキル・能力等を取りまとめた上で、人材育

成マニュアルを作成することも可能である。 
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④「運営資金の確保」に向けた方策について 

■コンテンツ販売・加工からの収入確保 

◎事業実施体制の構築にあたっての考え方について 

 デジタルアーカイブ事業運営にあたっては、可能な限り金銭を必要としない運営形態を

第一に検討する。 
 立ち上がり段階等の必要な運営資金以外は、行政や企業による助成・寄付による確保を

前提としないことを原則とする。 
 

◎運営資金確保に向けたビジネスモデルの構築について 

 その上で、運営資金の確保方策としては、まず、アーカイブの魅力を高め、広告媒体と

しての価値向上を図り、広告収入を得ることが挙げられる。 
 また、ウェブ事業者等の外部機関との連携を通じて、自サイトの運営資金を事業者から

徴収するようなビジネスモデルを構築することも考えられる。 
 加えて、膨大なコンテンツが収集された段階においては、コンテンツを個人や他のアー

カイブ・メディア事業者等に対して販売し、収入を確保する方策も考えられる。 
 
⑤「利活用の促進」に向けた方策について 

■ICTを活用した使いやすい仕組みづくり 

◎地域アーカイブへの ICT技術の活用について 

 ネット上の写真の公開や編集が可能なサイトや、オープンソースの SNS ソフトウェアな

どを活用することにより、デジタルアーカイブのための基本的なフレームワークはほぼ

無料で構築可能である。 
 また、運営面の効率性を図るために、XML を意識したキーワード、タグなどの共有と体

系化を進める。 
 さらに、ユーザーサービスの向上に向けて、携帯電話等からの投稿、位置情報の自動取

得、類似画像の判別等、既存の情報技術で可能となっている仕組みの導入を図る。 
 

■二次利用の拡大に向けた法制度的・技術的課題とその対処法 

◎二次利用の拡大方策について 

 二次利用の拡大に向けた権利関係問題への対応については、クリエイティブ・コモンズ

の積極的な活用、利用規約の整備、二次利用料の徴収制度、著作権管理データベース作

成等の方策が考えられる。 
 

■閲覧以外の分野への展開 

◎閲覧以外に想定されるコンテンツの活用方法・分野について 

 写真展等の展示会の開催やアーカイブ内容の書籍化(地域の歴史観光ガイドとして編集

すればある程度の収益は得られる)が、第一の展開として考えられる。 
 また、写真の活用については、ポスター製版等につき、地域の写真現像事業者と連携し

製品化を図るビジネススキームを構築していく方法もあり得る。 
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 加えて、アーカイブ内の各コンテンツにかかるメタデータの統計情報について、二次利

用を進めていくことも展開の方向性として想定される。 
 

⑥「負の側面への対応」方策について 

■違法・有害コンテンツ掲載・肖像権侵害問題 

◎事前防止体制の整備について 

 コンテンツの収集にあたっては、有害コンテンツ投稿への抑止力として投稿者の氏名・

住所に関する情報を収集する。 
 その上で、プライバシー保護のため、コンテンツ提供者の氏名を他者に公開するか否か、

提供者側が任意に設定できる仕組みを構築する。 
 また、情報の無断使用、不適切な投稿などを禁止する旨を定めた条項を整備する。 
 
◎事後対応体制の整備について 

 投稿コンテンツが有害か否かチェックを行い、問題があれば即座に削除する体制を整備

する(24 時間 365 日体制での監視の実施)。 
 また、ネット上においては違法・有害コンテンツの掲載や肖像権侵害の問題を事前に防

ぐことが非常に困難なため、事後の異議申し立て制度を確立する。 
 併せて、悪意あるユーザーに対しては、法的手続きに準拠した対応を行使するとともに、

対応マニュアルの整備を図る。 
 ウェブ事業者との提携を行う場合には、上記のような対応が可能か否か、審査を実施す

る。 
 

◎投稿コンテンツの削除を極力実施しない場合について 

 なお、投稿されたコンテンツについては極力削除をせず、有害か否かの判断が閲覧者に

より分かれるコンテンツについては、不快感を与える可能性について警告表示を実施す

る。 
 
■不特定多数が参加することへの対処(個人情報管理、悪意あるユーザーへの対応) 

◎悪意あるユーザーへの対応体制の整備について 

 サイトに不特定多数が参加することにより発生する問題については、それを回避するこ

とが非常に困難であるとの前提に立ち、利用者が被る可能性があるリスクについて開示

を行う。 
 また、サイト・コミュニティの運営ポリシーを明確に定めるとともに、サイトのユーザ

ーに対して、当該運営ポリシーに基づくコミュニケーションを根気強く継続する。 
 

◎個人情報管理リスクの軽減策について 

 投稿者の投稿意欲の減退を防ぎ、運営者側の情報管理リスクを軽減するために、住所や

名前等以外の不必要な情報を所有しないようにする。 
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（３）外部有識者から提示された意見 

本年度の事業においては、地域デジタルアーカイブの円滑な運営に向けた提言の内容の

充実を図ることを目的として、調査検討委員会の委員のみならず地域デジタルアーカイブ

の現状に精通した外部有識者の方にもヒアリングや意見招請を行った。 
ここでは、「アートサポートふくおか」（福岡県福岡市）の古賀弥生代表から頂戴した前

述の課題への対応に関するご意見と、慶應義塾大学総合政策学部の新保史生准教授から頂

戴した地域アーカイブを運営する上で留意すべき法的要件について掲載する。 
 

 

１）「アートサポートふくおか」古賀弥生代表からのご意見 

 

①「住民参加の促進」に向けた方策について 

■住民への効果的な周知方法 

◎住民向け周知・啓発を進める際のツールについて 

 やや逆説的だが、地域アーカイブ事業の概要やコンテンツの内容、活用例などを記載し

た冊子やパンフレット等を作成し、アーカイブの存在や活用方策を周知する方法が考え

られる。 
 外出先などのネット接続環境が整備されていない場所であっても手軽に事業内容を紹介

することができ、また相手に配布することのできる紙媒体は、地域アーカイブサイトへ

誘導するための有用な PR ツールになると考えられる。 
 
⑤「利活用の促進」に向けた方策について 

■閲覧以外の分野への展開 

◎所蔵コンテンツの大学の講義での活用について 

 大学での企画実務、観光、アートマネジメント、情報系の講義において、地域アーカイ

ブが所蔵するコンテンツを活用することが考えられる（所蔵コンテンツを用いて地域の

魅力を発信するパンフレットの作成実習を行うなど）。 
 また、所蔵コンテンツを活用した講義などを大学等に提案し、当該講義をマスコミ等に

取り上げてもらうなどすることにより、地域アーカイブの周知・啓発にもつながるもの

と推察される。 
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２）慶應義塾大学総合政策学部の新保史生准教授からのご意見 

 

○住民参加型デジタルアーカイブ を運営する際に、留意すべき法的要件について 

 写真などのコンテンツがメインだと考えると、著作権、肖像権、そして投稿者の個人情

報を管理しているのであれば、個人情報保護法などに留意する必要があろう。 
 なお、著作権については、元来いろいろなところでいわれてきており、ある程度しっか

りとした運営のされているデジタルアーカイブであれば、規約上は特段問題ないのでは

ないかと思われる。ただし、その規約等を利用者（投稿者）がどこまで理解できている

かについては疑問であり、アーカイブとしてはより理解を深めてもらえるよう、努める

必要があろう。 
 プライバシーについては、特に個人情報保護について留意したい。アーカイブへの投稿

者数が仮に個人情報保護法が定める個人情報取扱事業者の義務が適用される「5,000 人」

を超えていなくても、5,000 人という数字は運営主体の組織が取り扱う個人情報すべて

を含むことから、一般的に個人情報取扱事業者の義務の適用を受けない組織は少ない状

況にある。また、たとえ、その合計が 5,000 を下回っている場合であっても、顔写真は、

それ自体が個人情報になるため、個人情報の適正な取扱いと保護が義務づけられる。個

人が単独で写っているものだけでなく、集合写真など顔が明確に写っているものも、そ

の一人ひとりの顔が個人情報となる。 
 なお、プライバシーについては、一身専属的な権利であるため、死者のプライバシーは

保護の対象とはならない。しかし、その情報が遺族と関係がある場合や、敬慕の情など

の遺族感情も無視できないため、この点にも留意が必要。 
 複数の個人や団体により構成される団体が、デジタルアーカイブを運営している場合、

その対象（投稿者等から利用許諾、使用許諾を受ける先）が運営団体名義になっていれ

ばいいが、構成員である場合、その構成員の異動等により、権利関係を継承できない場

合があるので留意されたい。 
 近年、電子透かしやステガノグラフィー技術は向上してきており、守るべき必要のある

コンテンツの保護に有用である。 
 
○コンテンツの利活用の際に留意すべき法的要件について 

 他サイトでの利用を考えた場合、元のサーバにデータがありそれを参照しているだけで

あれば、参照側のサイトでデータを複製していない限り問題はない。 
 著作権法の改正により、インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための

措置が図られることとなった。改正著作権法では、インターネット情報の検索サービス

を実施するための複製等に係る権利制限として、「送信可能化された情報の送信元識別符

号の検索等のための複製等に関する規定(1)」が新たに設けられた。 
 これにより、インターネット情報の検索サービスを業として行う者が、当該サービスを

提供するために必要と認められる限度で行う複製等について、違法に送信可能化されて

いた著作物であることを知ったときはそれを用いないこと等の条件の下で、権利制限が

認められた。 
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 なお、インターネット情報の検索サービスを業として行う者とは、情報の収集等をプロ

グラムにより自動的に行うことや一定の方法で情報検索サービス事業者による収集を禁

止する措置がとられた情報の収集を行わないことなど、政令で定める基準を満たす者に

限られる。 
 今回の改正は，情報検索サービスが一定の社会基盤としての意義を有するとともに、そ

の過程における著作物等の利用行為が権利者に与える不利益の程度は少ないと考えられ

ることから、当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において、権

利者の許諾なく行うことができるようにするものである。 
 ただし、いくつかの情報をマッシュアップして構成されるホームページであったとして

も、どこまでが二次利用にあたるのかの判断は難しい。例えばあるブランドショップが、

個別店舗として立地している場合と、大きなショッピングセンターの中の一テナントと

してある場合と、さらにデパート内の一売り場として存在している場合では、その全て

が本社直営であったとしても、利用者等からみれば３つめの例であればデパートの売り

場の一つという認識になる。これには商法における名板貸人の責任同様に、外観の存在

や帰責事由が存在する場合に責任が問われる可能性も否定できない。 
 また非商用・商用の区分については、例えば今回の実地検証を考えると、仮に特集ペー

ジの脇に、旅行会社等のバナー広告が掲載されたとしても、商用利用にはあたらないと

判断できる。サイトの構成要素にもよるが、デジタルアーカイブの写真の利活用がその

商用サイトの主目的（中心的なコンテンツ）となっていない以上、商用利用にあたると

考える必要はない。 
 
○写真の提供元が「地域住民」であることについて 

 地域住民であるないにかかわらず、守るべき事項は同じ。ただし、法や権利に対する理

解を十分に持ってもらうために、デジタルアーカイブ側からの働きかけやコミュニケー

ションが重要。 
 

○その他 

 全ての事態を想定し、その対策をとっておくことには無理があるため、問題が発生した

際に、それにすぐに対処できる体制を整備しておくことが望まれる。 
 なお、過去のさまざまな検討会で当該事項は取り扱われており、過去の検討内容を参照

することも有用である。（例：文化審議会著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に

関する小委員会 など） 
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２．課題解決の優先順位 

 
 前節では、第 2 章であげた地域アーカイブの抱える課題に対する解決策を示した。いず

れも重要な課題ではあるものの、地域アーカイブの持つヒト・モノ・カネといった経営資

源の状況を考えると、よほど恵まれた状況にない限り、これらの課題解決を同時並行的に

進展させることは難しい。また、必ずしも同時並行でまとめて解決を図る必要もない。む

しろ、ある課題の解決が別の課題の解決の糸口になると、シリアルな関係でとらえる必要

もある。 
 そこで、これら課題の関連性に着目し、どのように優先順位をつけるべきかを考える。 
 
（１）課題解決のための優先順位の考え方 

課題解決のための優先順位の考え方については、以下のとおり考えることができよう。 
まず、「運営体制・組織の強化」や「人材確保・育成の強化」は、どのような「住民参加

の促進」を実施するかによって、その内容は大きく変わる。 
また、「運営資金の確保」や「負の側面への対応」も、アーカイブの持続的な継続を考え

た際には重要な論点ではあるが、どのような「利活用の促進」を想定するかによって、そ

の内容は変わってくる。 
このように考えると、これらの課題はパラレルに取り組まなくてはいけないものではな

く、むしろ「住民参加の促進」と「利活用の促進」をどのように規定するかがまず先決で

ある。すなわち、この 2 つが解決されれば、「運営体制・組織の強化」や「人材確保・育成

の強化」、「運営資金の確保」や「負の側面への対応」の解決の糸口が見えてくる。そして、

これら 6 つの課題が解決された先で「今後の展開」の解決が見据えられるべきだろう。 
 
（２）優先的に解決される課題について 

以上を整理すると、課題解決の優先順位としては、 
 

「住民参加の促進」／「利活用の促進」 
↓ 

「運営体制・組織の強化」／「人材確保・育成の強化」 
↓ 

「運営資金の確保」／「負の側面への対応」 
↓ 

「今後の展開」 
 
という順番による課題解決が望ましい。地域アーカイブの抱える課題解決にあたっては、

基本的には上記の 4 段階の優先順位を明確にすることが肝要である。 
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（３）「住民参加の促進」及び「利活用の促進」の検討に向けての視点 

 上記のとおり、地域アーカイブの抱えるさまざまな問題の解決には、まず「住民参加の

促進」と「利活用の促進」にまず取り組むべきであるが、これらの具体的な取組方策を考

えるに先立ち、「住民参加の促進」及び「利活用の促進」はどのように捉えておく必要があ

るのかについてとりまとめる。 

 

１）「住民参加の促進」に向けた具体的施策の方向性 

 「住民参加」を謳う際に、まず注意しなくてはいけないのは、ここでいう「住民参加」

は、地域住民が自らの手でデジタルアーカイブを構築することに限らないということであ

る。住民自身は直接的には構築には参加せず、図書館や博物館といった行政の社会教育機

関が構築したデジタルアーカイブであっても、その利活用の局面において、地域住民が参

加していれば、それもまた地域住民参加型のデジタルアーカイブと考えるべきであろう。

デジタルアーカイブは、単なるコンテンツの保存装置ではない。また、収められたコンテ

ンツが活発に利活用されなければ、デジタルアーカイブはその本来的役割を果たしている

ことにならないのである。このことを踏まえれば、地域住民による活発な利用は、デジタ

ルアーカイブの一つのあり方であり、利活用における参画・関与もまた住民参加の一つの

形であることがわかる。このように「住民参加」とは、 
・構築・運営への参加 
・利用・活用への参加 

と、少なくとも 2 つの意味を持って理解することを前提に、以下、「住民参加の促進」に向

けた具体的施策の方向性を論じていく。 
 

①インセンティブの設計 

 住民参加の促進を図る上であらゆる施策の原点として、様々な敷居、障壁を超えて参加

するインセンティブの設計が欠かせない。ここでいうインセンティブは必ずしも経済的な

見返りに限られたものではない。むしろ幅広い意味での心理的な満足感、そして安心感を

担保することが必要である。 
インセンティブの分類には様々な種類があるが、ここでは大きく、 
・経済的インセンティブ 
・心理的インセンティブ 

に区分して考える。 
経済的インセンティブは、物理的、あるいは実質的な報酬を期待させるもので、たとえ

ばデジタルアーカイブへのデータ提供に対して、金銭や換金可能なポイントを付与するこ

と、あるいは学生・生徒に対して単位を付与することや、企業や個人に税制上の優遇措置

を与えることなどを指す。 
後者の心理的インセンティブの事例としては、換金性のないポイントを付与することに

よってデジタルアーカイブに対する貢献の度合いを可視化することや、顕著な貢献のある
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住民を顕彰する機会を設けること等が考えられる。つまり、多くの人が本来的に持つ名誉

感や自尊心を刺激することによって、満足感をもたらすものである。経済的、心理的のい

ずれであれ、インセンティブの設計にあたっては、住民が参加を検討する段階で、どのよ

うなインセンティブを得られるのかが明確に伝わる必要がある。言わば、具体的な成果を

イメージできること、そしてそこに至るまでのプロセスもできる限り明らかにすることが

望ましい。具体的には、デジタルアーカイブ構築への参画、たとえば、提供した地域の写

真資料がお茶の間に置かれたテレビで視聴可能となり、祖父・子・孫の三世代間のお茶の

間での会話の機会を増やすといったイメージを明示できれば、参加者にとっては大きなイ

ンセンティブとなるだろう。 
 

②ターゲットの設定 

 インセンティブの設計と同じタイミングで行われるべきこととして、ターゲットの設定、

つまり、主たる参加者層の特定があげられる。 
あらゆる住民の参加を得ることは理想ではあるが、これは現実的ではない。水や電気、

ガスのような生活に必須となる公共サービスとは異なり、デジタルアーカイブはあくまで

も個々人の趣味嗜好によって、支持・不支持が決まることに留意しなくてはならない。世

の中で提供される多くのサービスがそうであるように、デジタルアーカイブもまた主とし

て利用する層があり、どのような層からの参加を期待するのかを明確に設定しなくてはな

らない。もちろん、これはターゲット以外の層を切り捨てるものではなく、あくまで主と

して対象とする層、言わば参加を積極的に促す層をあらかじめ定めることの重要性を述べ

ているに過ぎず、ターゲットとする層から他の層に対して波及的に参加が広がっていくこ

とは、歓迎すべきことである。むしろ、そのような波及的効果を最ももたらしうる層をタ

ーゲットとして設定し、そこからどのような波及的な参加が広がっていくかまで視野に入

れるべきであろう。 
また、一つのデジタルアーカイブが持つターゲットは一つとは限らない。先の住民参加

の二区分を用いれば、デジタルアーカイブの構築・運用シーンにおけるターゲットと、利

用・活用シーンにおけるターゲットが異なる可能性も十分にありうる。たとえば、高齢者

が多数の地域資料を有している地域であれば、構築・運用において積極的に参加してほし

いターゲットは、高齢者となる。構築・運用において高齢者が抱えるデジタルデバイドを

乗り越えるための支援・協力を彼ら・彼女らの孫の世代に期待するのであれば、孫世代は

波及効果による参加を期待する第二のターゲットとなる。そして、祖父・祖母世代と孫世

代の協業の風景をみて、両者の中間世代である子世代がデジタルアーカイブに集積された

資料をみて、親たる祖父・祖母世代の往時を知るという利用・活用シーンが考えられるだ

ろう。この場合は、子世代が主たる利用・活用における主たるターゲットと設定できる。

これは世代を軸にした一つの事例に過ぎず、デジタルアーカイブごとに様々なターゲット

を参加シーンごとに設定できるものと考える。 
 

③ターゲットへの訴求 

 ターゲットを確定した後は、ターゲットと定めた層への訴求が課題となる。設定したタ
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ーゲットによって内容は変化するが、大きくは 2 つのアプローチが考えられる。1 つは地域

の既存のコミュニティーやメディアを介した訴求であり、もう 1 つはインターネット、特

に検索エンジンのような新たな情報流通の仕組みを介した訴求である。前者としては、自

治会や町内会といったコミュニティーや、大手新聞の地域面やコミュニティーペーパー、

自治体の広報誌といったメディアが想定される。ターゲットとした層が最も支持している

コミュニティーやメディアを調査・特定し、一度きりではなく繰り返し訴求を図るべきで

あろう。なお、その際、地域で催される様々なイベントは重要な訴求機会である。住民が

実際に足を運ぶ場において、単に資料を配布し呼びかけを行うだけではなく、実際にデジ

タルアーカイブを体験してもらうような取組もまた有効に機能するであろう。もう 1 つの

インターネットについては、デジタルアーカイブの運営主体の視野に入っていなかった住

民の参加を促す可能性があることを指摘しておきたい。たとえば、その地域との繋がりが

弱い新住民の中にも、当該デジタルアーカイブへの参加に意欲を示す可能性がある人々が

潜んでいる可能性がある。また、直接当該のデジタルアーカイブに参加する意欲や材料は

なくとも、参加し貢献しうる第三者へデジタルアーカイブの存在を紹介してくれる可能性

もある。あるいは、デジタルアーカイブが対象とする地域の元住民に訴求する可能性すら

ある。インターネットの、既存のメディアやコミュニティーでは伝達しえなかった範囲ま

で広範に伝播する潜在的可能性を無視するべきではない。 
 
２）「利活用の促進」に向けた具体的施策の方向性 

 利活用の促進にあたっては、まず利活用を重視するあまり、特定の利活用シーンに特化

し過ぎないことに注意すべきである。もちろん、利活用はデジタルアーカイブの生命線で

あるが、利活用のあり方は、言わば利用する側が法の範囲で望むままに利活用できること

が重要である。むしろ、想定していなかった利活用がデジタルアーカイブの運営者の知ら

ないうちに成されているほうが望ましいくらいである。以上を前提に「利活用の促進」に

向けた具体的施策の方向性を論じていく。 
 

①技術的課題への事前対処 

 デジタルアーカイブの利活用とは、端的にはそこに収められたデータの利活用である。

様々なデータを柔軟に利活用するには、当該のデータが何であるかを理解する上での最低

限の情報が欠かせない。言わば、データに関するデータ、つまりメタデータが必要となる。

たとえば、データが地域の今昔を伝える写真資料であれば、いつ、どこで写されたのかと

いうメタデータは必須となるだろう。だが、デジタルアーカイブの構築にあたって、これ

らのメタデータをすべて人が入力することは難しい。特に住民参加によって構築するデジ

タルアーカイブであれば、時間や場所の特定は困難を極め、手間もかかる。このような困

難と手間を避けるには、情報技術において可能なことはすべて情報技術で解決できる仕組

みが必要である。たとえば、かつてのフィルム写真であれば、写真の中に撮影日が記載さ

れていることが少なくない。写真の中から撮影日に関わる情報を発見し、メタデータとし

て自動的に付与する仕組みがあれば、デジタルアーカイブの構築は容易になり、その先に

ある利活用においても時間を軸にした利活用を検討できるようになる。あるいは、GPS に
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対応した携帯電話等から写真の投稿を受け付けるデジタルアーカイブであれば、その写真

が撮影された場所の緯度・経度があらかじめメタデータとして記録されている可能性が高

い。このように地理や時間に関わる情報をあらかじめメタデータとして記録できるシステ

ムを最初に構築することは、その後の利活用の成否を分けると言っても過言ではないだろ

う。とはいえ、あらゆるデジタルアーカイブの運営主体が、情報技術によるメタデータ付

与を実現するシステムを構築できないこともまた事実である。そこで、利活用をデジタル

アーカイブの生命線と考えるのであれば、目的に応じて柔軟に既存のシステムを採用する

ことも考えたい。他のデジタルアーカイブ運営主体が持つシステムは一つの候補となるだ

ろう。また、民間事業者が提供するいわゆる CGM (Consumer Generated Media) サービ

スも有力な選択肢である。なお、デジタルアーカイブの目的にもよるが、いたずらに自ら

の手でのシステム構築にこだわることなく、情報技術が駆使された使いやすい既存のシス

テムを採用することも利活用の促進に大きく関わっていくことを指摘しておきたい。 
 

②法的課題への事前対処 

 現在の日本における法体系の下では、第三者の著作物を無断で利用することは、一部の

例外を除いて認められていない。そのため既存のデジタルアーカイブの多くが、様々な利

活用ニーズはあっても、法的課題の解決に多大なコストを割かざるを得ず、結果的に多様

な利活用が阻まれてしまっている。このような事態を招かないためには、デジタルアーカ

イブを構築する時点で法的課題を可能な限り事前に処理しておく必要がある。ここで最も

有効なのが、権利者本人の意思表示を事前に得ておくことだろう。その手段としては、ク

リエイティブ・コモンズ財団が世界規模で提唱している Creative Commons ライセンスや、

文化庁が提案している自由利用マークが考えられる。ただし、ただこれらの意思表示制度

をデジタルアーカイブに組み込むだけでは、必ずしも効果的に機能はしないことに注意し

たい。利活用の促進を重視するのであれば、デジタルアーカイブの運営主体が、たとえば

二次利用を自由とする意思表示を積極的に推奨するような踏み込んだ運営姿勢も求められ

る。また、先のインセンティブの設計に絡めれば、二次利用を自由とする参加者にインセ

ンティブを傾斜的に配分する仕組みも考えるべきだろう。もちろん、二次的な利用を自由

にすることが唯一の答えではない。二次利用にあたっての対価を収集し、権利者に配分す

る一種のビジネスモデルを組み上げることを検討してもよい。近年急速な普及が見られる

少額決済（マイクロペイメント）の仕組みを導入することや、音楽業界に見られるような

権利の集中管理機能をデジタルアーカイブ運営主体が持つこと等、多様な手法が考えられ

る。 
 

③閲覧に留まらない利活用の想定 

 本節の冒頭で述べたように、デジタルアーカイブの運営主体は、利活用の形態について

予断を持つべきではないが、運営主体の責任として想定しうる利活用事例は漏れなく把握

しておく必要がある。特にデジタルアーカイブに収めるデータを提供する権利者の大部分

は、書籍やインターネット上のウェブサイトへの転載といった範囲での二次利用までは想

定しても、それ以外の可能性にまでは想像が及ばないことも考えられる。たとえば、デジ



 33 

タルアーカイブに収められた写真を活用した写真展の開催や写真集の刊行など、言わばデ

ジタルアーカイブに収められた資料群を編集して、別の創作物へと転化する可能性につい

ては、権利者や参加者に事前に理解を求めておくことが望ましい。また、Web API を公開

するデジタルアーカイブであれば、デジタルアーカイブの中身が別の情報と組み合わされ、

まったく異なるウェブサイトとなる、いわゆるマッシュアップの可能性についても周知を

図るべきである。 
もちろん、こうした想定を大きく超える利活用は常に現れることは十分に想像できる。

とはいえ、法の範囲内である限りは、仮に意に沿わない利活用であったとしても、それを

一定程度までは受け入れる姿勢が望まれる。コンテンツの利活用促進を謳いながら、意に

沿わない利活用を許容しないという姿勢を一度でも見せてしまうことにより、コンテンツ

を利活用しようという人々は委縮してしまい、二度とこのデジタルアーカイブをあてには

しなくなってしまう可能性も否定できない。 
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第４章 実地検証 

 
 前章（第 3 章）では、地域アーカイブの抱えるさまざまな課題に対し、その解決にむけ

た方策につき検討を行った。 
その中で、地域アーカイブのもつ経営資源を考えると、全ての課題に対し同時期に取り

組むよりは、まず、より多くの参加者を捉えるべきであるという「住民参加の促進」と、

アーカイブ自体およびコンテンツのより積極的な活用を図る「利活用の促進」から取り組

むべきであるとの結論を得た。 
 本章では、この「住民参加の促進」及び「利活用の促進」をどのように進めるべきかを、

具体的な事例を踏まえながら考えるために行われた実地検証の、内容及びその結果につい

て示す。 
 
１．実地検証の内容 

（１）実地検証の目的 

地域住民参加型デジタルアーカイブ（以下「地域アーカイブ」という）では、地域住民

や地域企業等の協力により、古写真や地域資料など、入手や再作成が困難な、地域の貴重

な資料が多く収集されているが、これらの利用は、多くの場合、当該サイト内での閲覧の

みとなっている場合が多い。また、これら地域アーカイブにおいては、写真閲覧者及び投

稿者を増やすべく各地域において努力がされているが、広報力等の関係もあり、利用者層

がある程度固定化されてしまっているのが現状である。 
そこで、地域アーカイブに収蔵される貴重な地域資料を、利用者の多い住民（市民）参

加型のコンテンツを持つポータルサイト運営事業者との連携により、いままで地域アーカ

イブ事業と接点の無かったユーザー層（新たなユーザー層）に対しサービスを提供する実

験を行うことにより、コンテンツ利用における課題点等を明らかにするとともに、新たな

コンテンツ利活用の可能性を探ることを目的とする。 
 

（２）実地検証の内容 

地域アーカイブの一つを例とし、当該アーカイブに収蔵されるコンテンツを外部サイト

において利用できるようデータベース化を図り、外部からの要請に基づき適合する写真等

を提供できる体制を整備する（web API 化の実験）。 
また、体制整備上の課題点を明らかにし、それをどのような形で解決することが出来る

のか（出来たのか）を、当該事業に関わった者へのヒアリングを通じ、経験知を記録する。 
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１）実地検証サイト 

本実地検証の実施にあたっては、以下のサイト運営者のご協力により実施した。 
・地域アーカイブ（サーバ）   －「みんなでつくる横濱写真アルバム」 

                   運営者：横浜写真アーカイブ協議会 
 ・ポータルサイト（クライアント）－「旅行のクチコミサイト フォートラベル」 
                   運営者：フォートラベル株式会社 
 

２）具体的作業手順 

 実地検証は、以下の作業手順により実施した。 
 
①連携モデルの構築 

地域アーカイブに所蔵される写真コンテンツの、ポータルサイト側における利活用形態

と、地域アーカイブ側における対応可能性につき検討を行い、連携のモデルを構築する。 
 

 地域アーカイブが収集した地域の歴史的な写真を、ポータルサイトの当該地域を紹介す

るページに掲載することにより、当該地域に興味を持つ（旅行の対象先と考える）ポー

タルサイト利用者が、当該地域の歴史に触れられるようなサービス提供を行う。 
 さらに興味を持った方が、他の写真等も参照できるよう、多数の写真を掲示した特設の

ページを設定し、そこから地域アーカイブにリンクを張ることにより、利用者の誘導を

図る。 

 
 

②連携実施における課題点等の整理 

 ①で検討されたモデルを実施する場合、例えば地域アーカイブに所蔵されるコンテンツ

の著作権に関する問題など、連携実施上の課題点及び解決策を、モデル構築前にレビュー

し整理する。 
 

 地域アーカイブコンテンツの著作権等については、横濱写真アルバムでは、クリエイテ

ィブ・コモンズの考え方を取り入れ、写真の利活用に対し許可を与えるか否かを写真投

稿時に設定できる仕組みが構築されている。そこで本実地検証では、投稿時に利活用を

認めている写真のみを連携の対象とした。 
 また、横濱写真アルバムでは、写真データに名前、撮影年、位置情報、キーワード等の

メタデータを付しており、これらを活用することが可能であることを確認した。 
 さらに、横濱写真アルバムでは、独自にデータサーバを構築しているほか、システム管

理者をおいているため、地域アーカイブとポータルサイト間の情報リテラシーの差によ

る問題等は発生しなかった。 
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③地域アーカイブ内のデータ整理 

 ①で検討されたモデルに基づき、必要とされるデータの整理を行う。具体的には、デー

タクリーニング（今回の連携において不必要なデータを外す）、キーワードやタグの再整理

等が想定される。 
 

 横濱写真アルバムに収録される写真データに付されたキーワード等のメタデータは、投

稿時に投稿者自らが付したものであるため、データの統一性がとぼしい。 
 そこで、本実地検証実施にあたり、投稿者により付されたキーワードの再整理、位置情

報が付されていないデータへの情報の付加を行った。 
 また、対象データのうち、本連携において不必要と想定されるデータについては、その

対象から削除する手続きを行った。 

 
 
④写真公開用 API の設計と制作 

 地域アーカイブ内の写真リスト及び写真の詳細データを、リクエストに応じ提供するた

めの API 設計と製作を行う。これによりポータルサイト側からのリクエストに応じて、地

域アーカイブ所蔵コンテンツのポータルサイト上での写真表示が可能となるほか、地域ア

ーカイブ側で行ったデータベース管理の結果を、すぐに（動的に）反映することが可能と

なる。 
 なお地域アーカイブにおいて API を作成し、公開することは、事務局が把握する範囲に

おいては、初めての事例である。 
 

 API のイメージについては、図表３を参照。 

 
 
④ポータルサイト内のページ構築 

 ①で検討されたモデルに基づき、ポータルサイト内におけるユーザーとの接点となるペ

ージ構築を行う。 
 

 公開したページを図表４、５に示す。 
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図表３．APIのイメージ 
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図表４．連携サイトの特集ページ①（特集ページ） 
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図表５．連携サイトの特集ページ②（歴史写真ページ） 

 

 



 41 

⑤地域アーカイブの利活用ページの公開 

④で構築したページを実際に一定期間公開する。また、その際に発見された課題点等に

ついて整理する。また、当該ページを訪れたユーザー数等を把握する。 
 

 実地検証期間中のアクセス数等については、次節「実地検証の結果」に示す。 

 
 
⑥実施結果及び課題点のとりまとめ 

上記において構築・公開された地域アーカイブコンテンツ利活用の実地検証につき、そ

の実施方法及び実施結果のとりまとめを行う。なお、とりまとめに当たっては、当該実地

検証に参加した関係者（連携モデル設計者、データ整理・サイト構築者など）に対しヒア

リング（グループヒアリング）を行い、当該実地検証を通じて得られた経験知を把握する。 
 

 実施結果及び課題点については、次節「実地検証の結果」に示す。 

 
 

（３）実地検証のスケジュール 

 実地検証は、以下の期間において実施した。 
 
① 連携モデルの構築（～2010 年 1 月上旬） 
② 連携実施における課題点等の整理（～2010 年 1 月上旬） 
③ 地域アーカイブ内のデータ整理（～2010 年 1 月中旬） 
④ 写真公開用 API の設計と制作（～2010 年 1 月中旬） 
⑤ 地域アーカイブの利活用ページの公開（2010 年 1 月中旬～2 月中旬） 
⑥ 実施結果及び課題点のとりまとめ（2010 年 2 月中旬～2 月下旬） 
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２．実地検証の結果 

（１）実地検証サイトへのアクセス 

はじめに、実地検証の結果として、実地検証サイトへのアクセス数を把握する。まず、

作成したポータルサイト（クライアント）の特集ページに、どれくらいのアクセスがあっ

たのかを把握した上で、地域アーカイブ（サーバ）側のアクセス数の変化と、その変化に

占める本実地検証の影響について把握する。 
 
 

１）フォートラベル特集ページのアクセス数 

 ポータルサイト側では、フォートラベルの神奈川県の観光案内を表示するページからリ

ンクを張ったほか、フォートラベルが発行するメールマガジンを、全会員（約 8 万人）に

対し送付し、今回の実地検証サイトの告知を行った。さらにフォートラベル株式会社より、

各メディアに対し実地検証実施に係るプレスリリースが行われた。 
 その結果、図表 6 に見られるようなアクセスがあった。具体的には、今回の実地検証の

ために、フォートラベルサイト内に「特集ページ」と「歴史写真ページ」の二つを作成し

たが、「歴史写真ページ」により多くのアクセスがあり、サイト公開の翌日（1/20）には 1,700
件近いアクセスがあった。しかしサイト公開から3日後の1/22には200アクセスを下回り、

以後若干の上下はあるものの、2 月に入ってからはほとんどアクセスのない状態が続いた。

また、「特集ページ」もほぼ同様の動きとなっている。 
 
図表６．フォートラベル特集ページのアクセス数 
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２）「みんなでつくる横濱写真アルバム」のアクセス数 

 一方、その間の地域アーカイブ側のアクセス数はどうであったのだろうか。 
 図表 7 は、サイト間連携開始からのアクセス数の変化を見たものである。通常一日あた

り 100 アクセス程度であるのに対し、公開直後には、倍の 200 アクセスを超える閲覧があ

ったことがわかる。しかしアクセス数はすぐに減少し、横濱写真アルバム側がサイト間連

携ほかのお知らせメールを送付した 1/25 日前後を除くと、ほぼ通常のアクセス数に戻って

いる。今回の実地検証においては、連携により一時的にアクセス数は急増したものの、継

続的にアクセス数を増加させるには至らなかったことがわかる。 
 
図表７．「みんなでつくる横濱写真アルバム」のアクセスの推移 

 
 
 しかしながら、リンクにより写真アルバムのサイトを訪問した方の、アクセスの参照元

を見ると（図表 8）、今回の実地検証の連携先であるフォートラベル（図中の「4travel.jp」）
からのものが最も多いことがわかる。直接当該サイトへアクセスした方、または検索エン

ジン等を経由してアクセスした方を除くと、フォートラベルからのアクセスが、2 位から 5
倍以上の差をつけて、多いことがわかった。 
 



 44 

図表８．実地検証期間中の参照元サイト（上位 10サイト） 

 
 

 さらに、フォートラベルサイト内に「特集ページ」と「歴史写真ページ」の 2 種類のペ

ージを今回実地検証用に用意したことは既述のとおりであるが、いずれのページが参照元

となり、横濱写真アルバムにリンクされたかについては、図表 9 のとおり、「特集ページ」

からの参照が「歴史写真」ページのそれを上回った。 
 先に、フォートラベルサイト内のアクセス数を把握した際には、ピーク時の「歴史写真」

ページへのアクセス数が「特集ページ」のそれの倍近くあったことが確認されたが、横濱

写真アルバムへのリンクについては、これに比例せず、「特集ページ」からのものの方が多

かったようである。 
 

図表９．実地検証期間中の参照元サイト（フォートラベルサイト内を分割） 
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（２）アンケート調査結果 

次いで、アンケート調査の結果を記載する。ポータルサイト（クライアント）において

は、写真を閲覧した方向けの「利用者アンケート調査」を実施し、また、地域アーカイブ

（サーバ）側では、写真を投稿した方向けの「投稿者アンケート」を実施した。以下にそ

の結果概要を示す。 
 

１）特集ページ利用者アンケート調査 

① 調査実施概要 

 対 象 ：4travel.jp サイト内に開設された、本実地検証ページ（特集ページ及び歴史写

真ページ）を閲覧された方 
方 法 ：4travel.jp サイト内に設置したアンケートフォームにより回答 
内 容 ：巻末資料編に掲載 
実施期間：当該サイト開設中（2010/1/19～） 
回収数 ：518 件 

 
② 調査結果 

調査結果のうち、主なものについて示す。 
 
○ 掲載した写真への興味関心 

特集ページ等を閲覧いただいた方に対し、今回掲載したような、地域の歴史を記録した

写真に興味があるかどうかをたずねたところ、9 割近い方が「関心がある」と回答した（図

表 10）。 
 
図表１０．掲載した写真への興味関心 

わからな
い, 5.8%

ない, 7.5%

ある,
86.7% N=518

 
 

○ 興味を持ったポイント 

上記設問で、「興味がある」と回答した方に、どのような点について興味があるのかをた

ずねたところ、「過去の町並みや建築物に興味がある」、「過去の文化や風俗に興味がある」、

「自分が知っているところの昔の風景に興味がある」などに、多くの意見が集まった（図

表 11）。 
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図表１１．興味を持ったポイント(複数回答) 

78.6%

54.8%

26.9%

47.4%

21.2%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

過去の町並みや建築物に
興味がある

過去の文化や風俗に
興味がある

横浜の歴史に興味がある

自分が知っているところの
昔の風景に興味がある

懐かしさを感じる

その他
N=449

 
 
○地域アーカイブへの参加意向 

 お住まいの地域に、地域住民が気軽に参加（投稿）できるデジタルアーカイブがあった

場合、参加してみたいと思うかどうかについてたずねたところ、6 割以上の方が「閲覧者と

して参加したい」、2 割以上の方が「投稿者として参加したい」と回答した（図表 12）。 
 

図表１２．地域アーカイブへの参加意向(複数回答) 

24.0%

65.6%

9.7%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80%

投稿者として参加したい

閲覧者として参加したい

参加するつもりはない

わからない
N=518  

 
○個人が投稿した写真の利活用について 

個人が投稿した写真を、他のホームページ等で利活用することに関してたずねたところ、

「ぜひ行うべきである」が 3 割強、「あまり行うべきでない」が 3 割弱と、意見が割れた。

「ぜひ行うべきである」との回答理由については、「自分の写真を知ってもらいたい」、「WEB
上に投稿した時点である程度広まることは想定済み」などであったが、「本人の承諾は得る

べきである」との意見も多数見られた。他方「あまり行うべきでない」との回答理由につ

いては、「著作権等権利関係に問題がある」という意見が多数を占め、また「どのような使

われ方をするかわからないからイヤだ」というような、投稿者心理を表したものもあった。 
 
図表１３．個人が投稿した写真の利活用 

 

あまり行う
べきでない,

26.1%

わからない,
40.3%

ぜひ行うべ
きである,

33.6%

N=518
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２）写真投稿者アンケート調査 

① 調査実施概要 

 対 象 ：横濱写真アルバムに写真を提供している個人・団体 
方 法 ：横濱写真アルバムサイト内に設置したアンケートフォームにより回答 
内 容 ：巻末資料編に掲載 
実施期間：当該サイト開設中（2010/2/15～） 
回収数 ：21 件 

 
② 調査結果 

調査結果のうち、主なものについて示す。 
 
○ 投稿時の著作権に関する意識 

写真を投稿した方に対し、投稿時にその写真の著作権について意識をしたかどうかをた

ずねたところ、約半数が「大変意識をした」と回答する一方、「あまり意識をしなかった」

や「全く考えなかった」という回答も、少なからずあった（図表 14）。 
 

図表１４．写真投稿時の著作権に関する意識 

その他, 9.5%考慮する必
要のない写
真を投稿し

た, 4.8%
全く考えな
かった, 4.8%

大変意識を
した, 47.6%

少々意識を
した, 14.3%

あまり意識
をしなかっ
た, 19.0%

N=21

 
 
○ クリエイティブ・コモンズ・ライセンス制度の認知 

 横濱写真アルバムでは、写真投稿時に、投稿者がクリエイティブ・コモンズ・ライセン

スを利用し、写真の利用や改変につき選択できる制度を設けているが、このことを知って

いるかどうかたずねたところ、1/3 の回答者が「知らなかった」と回答している（図表 15）。 
 

図表１５．クリエイティブ・コモンズ・ライセンス制度の認知 

知っていた,
66.7%

知らなかっ
た, 33.3%

N=21
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○ 投稿した写真の著作権を保留した理由 

 本アンケート回答者のうち、著作権を全て保留した方は 33%（21 人中 7 人）いるが、こ

の方にその理由についてたずねたところ、「写真を利用されたり、改変されたくないから」

という理由が最も多かったが、「クリエイティブ・コモンズ制度自体がよくわからないから」

著作権を留保したとの回答もあった（図表 16）。 
 

図表１６．著作権を保留した理由 

57.1%

42.9%

42.9%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80%

写真を利用されたり
改変されたくないから

どのように利用されるか
わからないから

クリエイティブ・コモンズ
自体がよくわからないから

選択する際に初期設定が
そうなっていたから N=7  

 
○ このような連携の取組を今後進めるべきか 

写真を投稿された方に、本実地検証の連携事例を確認いただいた上で、このような連携の

取組を推進すべきかどうかをたずねた。その結果、8 割以上の方が「進めるべきである」と

回答している（図表 17）。 
 なお、その理由としては、「写真をより多くの人に見てもらえるので意義がある」という

意見や「既存の外部サイトを活用することで無用なシステム開発を省略すべき」や「Flickr
を参考にすべき」など、外部との連携によりコストダウンにつなげるべきとの意見も見ら

れた。 
 

図表１７．連携を進めるべきか 

わからない,
9.5%

進めるべき,
81.0%

その他, 9.5%

N=21
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（３）実地検証により得られた知見・把握された課題 

 今回の実地検証を通じて、先に見たとおり、地域アーカイブ内に所蔵されるコンテンツ

の利活用により、いままで地域アーカイブのサイトを訪れたことのない層に対し、地域ア

ーカイブの魅力を発信することができた。また、アンケート結果にもあるとおり、実際に

地域アーカイブ外のサイトにおいて、投稿した写真が掲載される実例を見ることにより、

コンテンツの利活用とはどのようなことなのかを、利用者、投稿者、そしてサイト運営者

が再度考える、良いきっかけになったのではないかと想定される。 
 このような実地検証を行った結果、得られた知見、及び把握された課題について、とり

まとめる。 
 
１）多くの参加を促すために 

今回の実地検証を通じ、利用者アンケート結果にもあるとおり、地域アーカイブの持つ

地域の歴史的資料等は、当該地域外の方にとっても、興味のある対象であることが確認さ

れた。 
また、現在地域アーカイブを閲覧したり、写真を投稿していなくても、今後利用してみ

たいという意見も多くあった。 
このことから、地域アーカイブに対する潜在需要は多いことが想定され、地域アーカイ

ブの認知度が高まれば、多くの利用者・投稿者の獲得が可能となることが想定される。 
認知度を高めるためには、本実地検証のようなサイト間連携を通じ、活動内容を広く知

ってもらうきっかけ作りが重要であることが確認された。 
 

２）サイト間連携をスムーズに行うために 

本実地検証において、サイト間を連携させる際により多くの注意が払われた点がいくつ

かある。具体的には、①著作権等の権利保護について、②地域アーカイブとポータルサイ

トとの役割分担について、さらに、③情報の行き来をどのようにデザインするか、の 3 点

である。 
 

① 著作権等の権利保護について 

今回の実地検証では、横濱写真アルバムが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス制

度を活用し、写真投稿時に投稿者により利活用の可否につき選択をしてもらう形式を採用

していたため、連携モデルの構築がスムーズに図れた（具体的には投稿者が利用可とした

約 800 枚の写真を対象とした（アルバム全体では 6,000 枚の写真を所蔵））。 
このように、2 次的な利活用を前提とし、事前にその可否を投稿者（著作権者）に問うこ

とは、サイト間連携を進める上で非常に有用であることが確認された。 
しかし、投稿者アンケートを見る限り、投稿者全てがきちんとした理解の上で、著作権

に対する意思表示をしていないのではないかという懸念もある。 
コンテンツの利活用と権利保護については非常に難しい面もある。投稿者に対し細かな
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条件を提示したとしても、約款まで読み、きちんと理解した上で意思表示をするとは考え

にくい。他方、多くの投稿者は、写真を多くの方に見てもらうことに、歓びを感じるから

こそ、投稿するのだということを考えると、細かなルール作りをしていくよりは、「このサ

イトの運営者であれば変なことはしないであろう」というような、利用者とサイト運営者

との間に信頼関係を構築していくことこそが、より重要であることが、あらためて確認さ

れた。 
なお、今回のサイト間連携では、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで、利用可と

意思表示している方の投稿した写真のみを利用したことは先に述べたが、実施にあたり投

稿者に対し利用させてもらう旨の連絡をしている。クリエイティブ・コモンズ・ライセン

ス制度の趣旨によれば、あらためての連絡は不要であるが、初めての試みだったこともあ

り、投稿者感情に配慮した。このように、権利問題の予防・解決にあたっては、投稿者と

運営者との密なコミュニケーションが重要となろう。 
 

② 地域アーカイブとポータルサイトとの役割分担について 

地域アーカイブとポータルサイト等外部機関との連携においては、どの部分の役割・機

能をどちらが持つのかの仕分けが必要になる。 
今回の連携モデルでは、横濱写真アルバムは、システム面も含め、完成度の高いサイト

構築がされていたため、地域アーカイブ側がデータベース、ポータルサイト側がクライア

ントという形で、新たなシステム構築等は特に必要なく、それぞれのシステム間における

データのやりとりで、連携モデルの構築が行われた。 
しかしながら、多くの地域アーカイブが、横濱写真アルバムと同様のシステムを保持し

ているわけではない。地域アーカイブ側のサイト構築の状況によっては、ポータルサイト

側が、システム面でのフォローを行ったり、データベースの構築にまで関与するといった

ケースも、十分想定されよう。地域アーカイブと、連携先との間で、互いの持つリソース

を比較し、不足するものを補う形で、連携モデルを構築することも必要であることが確認

された。 
なお、本実地検証においては、地域密着型コンテンツの重要性があらためて認識された

が、このようなコンテンツの収集が行えるのは、まさに地域に密着した地域アーカイブな

らではである。地域アーカイブにおいては、地域住民や企業との対話の中で、より魅力的

なコンテンツ収集に努めることが望まれる。 
 
③ 情報伝達をどのようにデザインするか 

サイト間連携を考えるにあたり、情報の行き来、つまり写真に付随するキーワード、位

置情報等のさまざまなメタデータの存在が重要である。メタデータの有無や整理度合いに

より、コンテンツの持つ価値は大きく左右される。 
今回の実地検証にあたり、横濱写真アルバムにおいて、キーワードや位置情報等のメタ

データの再整理を行った。しかし、これら作業は写真がある程度ストックされてから行う

と非常に手間がかかり、時間もコストも要する上、投稿者しか知らない情報も多く存在す

るため、なかなか効率的な作業が行いづらい。 



 51 

そこで、地域アーカイブには、投稿者自らが投稿時点できちんとしたタグ付けを行える

よう、上手くサポートをすることが求められる。横濱写真アルバムもそうであるように、

多くの地域アーカイブは、フリーワードでのキーワード入力が主ではないだろうか。これ

を、キーワードの階層化など、ある一定のルールを事前に設定し、これに基づき、投稿者

に仕分してもらうことにより、かかる時間とコストを担ってもらうかたちにしていくこと

が望まれよう。 
 

３）さらなるサイト間連携に向けて 

横浜市内だけでも 70 を超える大小さまざまな歴史に関する団体があり、それぞれが各地

域の歴史に関する貴重な資料を収集・保管している。しかし、これら一つひとつの地域ア

ーカイブは、それぞれが別個に活動している状態である。 
他方、ポータルサイト側から見ても、これら組織一つひとつと連携関係を結んでいくこ

とは、なかなか難しい。 
そこで、これらをつなぐ、中間的な組織、地域のハブの役割を果たす組織の存在が、地

域アーカイブの連携を進めていく上で、非常に重要になるであろうことが、本実地検証関

係者間で確認された。 
地域に存在するさまざまな資源（コンテンツ）と、ICT を始めとしたシステムの力を、

この中間的な組織が軸となり融合させることにより、コンテンツの魅力をさらに高め、地

域アーカイブを魅力あるものにしていくことが求められる。 
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第５章 持続可能なデジタルアーカイブの構築に向けた提言 

 
本章では、これまでの議論の内容を踏まえ、持続可能な地域住民参加型デジタルアーカ

イブの構築に向けた提言の取りまとめを行う。 
まず、第 1 節において、「住民参加の促進」及び「利活用の促進」に向けた方策につき

提言をとりまとめる。また、第 2 節においては、第 2 章で示した 6 つの課題のうち、本章

第 1 節にて論じた以外の部分につき、留意点としてとりまとめた。本稿の活用が、魅力あ

る持続可能なデジタルアーカイブの構築に資することを願ってやまない。 
さらに、今後の地域アーカイブの発展を考えるにあたり、地域アーカイブ間の連携が、

情報交換、さらには課題解決における経験知の共有においても重要になるものと考える。

また地域の企業や団体、国や地方自治体といった公共部門との連携により、より魅力的な

コンテンツの収集や情報発信力の強化が見込まれる。第 3 節では、このような連携の必要

性についてとりまとめる。 
 
１．実践に向けた提言 

本節の提言内容については、地域アーカイブ事業を実践されている方やこれから地域で

アーカイブ活動に取り組もうと考えている方々のための｢地域デジタルアーカイブ実践マ

ニュアル｣（事業実施・継続のためのマニュアルおよび留意点を簡潔に整理したもの）とな

ることを意識している。このため、項目ごとの考え方を整理した上で、取り組むべき内容

につき、簡潔に整理している。 
なお、提言内容については、第 3 章第 2 節で示した優先順位設定に基づき、検討課題と

しての優先順位が高く、かつ、実地検証を通じて検証を行った「住民参加の促進」および

「利活用の促進」に向けた方策について提言を行う。 
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（１）住民参加の促進 

１）住民への効果的な周知方法 

 

 

 

 

 

 

 

①住民向け周知・啓発活動において伝えるべき内容について 

 地域の住民に対して地域アーカイブに関する周知活動を行う際には、アーカイブについ

てただ認知してもらうのみならず、アーカイブの具体的なイメージや、価値を認識して

もらうことを目指した周知・啓発を行うほうが、投稿意欲の醸成につながるものと考え

られる。 
 そのためには、自らが運営するアーカイブの目標やそれを実現するプロセス、さらに参

加することにより得られるメリット等について、予め整理をしておく必要がある。 
 

②周知・啓発活動の対象について 

 また、周知活動については、不特定多数を対象とするのではなく、アーカイブに興味を

持ちそうな層や自治会等の小集団にターゲットを絞り、これまでの事業成果等を示しな

がら口コミ効果を意識した PR 活動を実施したほうが効果を期待できる。 
 

③サイト構築時に意識すべき点について 

 上記①～②に加え、アーカイブの効果的な周知のためには、周知されやすいサイトづく

りを意識すべきであろう。 
 まず、サイト利用者の利用目的やニーズを把握し、彼らの目的・ニーズを踏まえたサイ

ト構築を行うことが重要である。 
 また、大手検索サイトの検索結果の上位に表示されるよう、検索エンジン最適化(SEO)

等を行う方法が考えられる。 
 併せて、周囲の人間の利用を促せば促すほどユーザーにメリットが生じるといった、ネ

ットワーク外部性を意識したサイトを構築することも求められる。 
 
 
 
 

■住民への効果的な周知方法における提言 

◎アーカイブの目的・価値・理想とするイメージ等を掲げた周知活動の実施 

◎ターゲットを絞った周知活動の実施 

◎利用者のニーズを踏まえたサイトおよびサービスメニューの構築 

◎インターネットの特性を踏まえたサイトおよびサービスメニューの構築 
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２）コンテンツの提供を得るための必要事項 

 
 
 
 
 
 
 
 

①コンテンツ収集時の前提について 

 コンテンツを収集する際には、収集したコンテンツの使い方・使われ方について、提供

者に適切な説明を行い、理解と納得を得ることが重要である。 
 こうしたプロセスを割愛すれば、地域アーカイブに対する信頼が損なわれ、継続的なコ

ンテンツ収集活動は出来なくなってしまうものと考えられる。 
 また、コンテンツの使い方・使われ方について説明を行う際に、著作権やクリエイティ

ブ・コモンズの考え方について説明をしておけば、二次利用を行う際の手間が省略でき、

効率的であると考えられる。 
 

②コンテンツ提供者等へのインセンティブ設定について 

 コンテンツを提供してもらうための最も直接的な方法は、コンテンツ提供者に対して、

経済的なインセンティブを付与することである。コンテンツ提供により、金銭的報酬が

あったり、企業であれば、売り上げにつながる、企業イメージが向上するなどが見込め

れば、無償提供を求める場合と比較して、明らかにコンテンツ数は増加する。 
 しかしながら、多くの地域アーカイブにおいては、運営資金に窮しているケースも多く、

経済的インセンティブの付与は難しい状況にある。 
 そこで、提供したものを人に見てもらえるという自己顕示欲を満たすことや、投稿によ

り閲覧する第三者の役に立っていると実感できるなど、コンテンツの投稿がしたくなる

ような、魅力あるサイトの構築により、心理的（非経済的）インセンティブを増大させ

る努力も併せて必要となろう。 
 コンテンツの活用度合いがランキングなどでわかるようにしたり、提供者と閲覧者間で

コミュニケーションがとれるような仕組みの構築も、非金銭的・心理的インセンティブ

の付与に役立つものと考えられる。 
 

③コンテンツの提供にあたっての障害について 

 投稿者側にスキャナの使用方法等に関する知識がないために投稿を躊躇したり、サイト

が投稿等を行いづらい設計となっているため面倒になり投稿意欲が減退するといった

問題が、コンテンツの提供が進まない理由の一つとして考えられる。 

■コンテンツを得るための必要事項における提言 

◎コンテンツ収集時における提供者とのコミュニケーションの徹底 

◎コンテンツ提供者へ「経済的・心理的インセンティブ」を付与する方策の検討 

◎コンテンツ提供にあたっての心理的・技術的障壁の除去 

◎地場企業や地域諸機関と連携したコンテンツ収集活動の実施 

◎直接コンテンツ提供を行わないユーザーにとっても使いやすいサイトの設計 
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 そこで、写真のスキャン等を体験できるイベント等の開催や、投稿・閲覧が行いやすい

サイト設計を行うなど、コンテンツ提供にかかる心理的な敷居を下げるための取組が重

要である。 
 なお、使いやすいサイトの設計という点では、多くのユーザーが既に活用している大手

ウェブサービス事業者の提供する写真・動画等の投稿・共有サービスを活用したサイト

の構築を図ることも一案である。 
 
④コンテンツ提供者の間口について 

 地域アーカイブの中には、個人を対象としてコンテンツの収集を行っている事例も見受

けられる。 
 しかし、地元企業や地域諸機関においても、アーカイブの対象となりうるコンテンツが

所蔵されていると推測される。とりわけ、地域の金融機関や地域の地場産業を担ってき

た歴史ある老舗企業等であれば、歴史的価値のある資料を保有している可能性が高い。 
 そこで、個人のみならず企業や地域機関と連携してコンテンツの収集を進める方策につ

いても検討すべきである。 
 
⑤直接コンテンツ提供を行わないユーザーへの対応について 

 コンテンツの収集を目的とする地域アーカイブにおいては、サイトの設計や利用者への

インセンティブの付与にあたりコンテンツ提供者に目が行くことが多いと推察される。 
 しかし、地域アーカイブにおいては、コンテンツの収集のみならず、公開・流通につい

ても重要な意味を持っている。 
 そこで、コンテンツを直接投稿するわけではないものの、投稿された写真等へのコメン

トや当該写真等の利活用のみを行う人々についても、それらの人々が参加しやすい、使

いやすいサービスの設計を行うべきであろう。 
 そうすることにより、サイト内のコミュニケーションが活発化し、それが現在当該サイ

トを利用していない人々を惹きつける事につながるものと考えられる。 
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（２）利活用の促進 

１）ICT を活用した使いやすい仕組みづくり 

 

 

 

 

 

①地域アーカイブへの ICTの活用について 

 既存の情報通信技術の活用により、デジタルアーカイブのための基本的なフレームワー

クはほぼ無料で構築可能であり、特に財政基盤の弱い地域アーカイブ立ち上げ期におい

ては、積極的な利活用が望まれる。 
 また、XML を意識したキーワード、タグなどの共有と体系化を進めることにより、運

営の効率化が期待できる。 
 加えて、携帯電話やスマートフォン等からのコンテンツ投稿、位置情報の自動取得、類

似画像の判別等、既存の情報通信技術で可能となっている仕組みを導入することにより、

メタデータ取得の効率化やユーザーサービス向上も実現可能である。 
 アーカイブ事業者の限られた資源の中で、利用者満足度の高いアーカイブの運営を継続

的に行うには、地域アーカイブと極めて親和性の高い ICT 技術の活用が不可欠である。 
 
２）二次利用の拡大に向けた法制度的・技術的課題とその対処法 

 

 

 

 

 

①二次利用の拡大方策について 

 収集したコンテンツの流通を促進させることは、地域アーカイブの対外的な認知度や投

稿者の満足度の向上、コンテンツ利用料の徴収機会の増大といった観点から望ましいと

考えられる。 
 しかし、二次利用を進めるためには、法制度的、あるいは技術的に様々な課題があると

考えられ、それら課題の中でも、とりわけ、著作権の問題が大きな障害となるケースが

多い。 
 二次利用の拡大に向けた権利関係問題に対しては、クリエイティブ・コモンズの積極的

な活用、利用規約の整備、二次利用料の徴収制度、著作権管理データベース作成等の方

策を講ずることにより、ある程度解決をすることが可能と考えられる。 
 また、投稿者との信頼関係の醸成が権利関係問題の予防につながることから、投稿者と

のコミュニケーションを通じ、相互理解の関係構築を目指すべきである。 

■ICTを活用した使いやすい仕組みづくりにおける提言 

◎特に立ち上げ期における、既存サービスの有効活用による低コスト運用の実現 

◎ICT技術を活用した運営者・ユーザー双方が使いやすいサイトの構築 

 

■二次利用の拡大に向けた法制度的・技術的課題とその対処法における提言 

◎コンテンツ受入にあたってのルール整備と当該ルールの周知の実施 

◎投稿者との信頼関係の醸成による権利関係問題の予防・解決 
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３）閲覧以外の分野への展開 

 

 

 

 

 

①閲覧以外に想定されるコンテンツの活用方法・分野について 

 地域アーカイブにおいて、コンテンツを閲覧以外の分野に展開していくことは、コン

テンツの流通促進や運営資金源の多様化の面から意味があると考えられる。 
 過去、閲覧以外の分野への展開において成功を収めた事例は多くないが、まず、写真

展等の展示会の開催やアーカイブ内容の書籍化（例えば、地域の歴史観光ガイドとし

て編集することによる収益機会の拡大、など）が、第一の展開として考えられよう。 
 また、収集したコンテンツが写真の場合、ポスター製版等につき、地域の写真現像事

業者と連携し製品化を図るビジネススキームを構築していく方法もあり得る。 
 加えて、アーカイブで所蔵しているコンテンツそのものではなく、コンテンツに付与

されたメタデータの統計情報について、二次利用を進めていくことも展開の方向性と

して想定される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■閲覧以外の分野への展開における提言 

◎コンテンツそのものやコンテンツに付与されたメタデータ等の利用価値を踏ま

えた活用・展開方策の検討 
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２．事業実践上の留意点 

 前節では、「住民参加の促進」及び「利活用の促進」について、今後地域アーカイブが

取り組むべきであろう点を提言としてとりまとめた。第 3 章でも述べたとおり、まずはこ

れらの課題解決が優先されるが、それ以外の課題解決に取り組むにあたり留意すべき事項

を、本節にてとりまとめる。 

（１）運営体制・組織の強化 

１）地域内外の機関との連携のあり方 

 

 

 

 

 

 

①望ましい連携先について 

 地域アーカイブ事業者においては、ウェブ事業者や図書館等の地域内外の機関と連携す

ることにより新しいサービス提供技術などの修得やコンテンツ収集における効率化な

どが図られるものと期待される。 
 具体的な連携候補を挙げれば、地域の写真等のデジタルアーカイブ化を進めることは、

地域資料の収集活動の一環であるとの観点から、公共図書館が連携先として想定される。 
 また、多数の貴重なコンテンツを有すると考えられる古くからある地場企業やデジタル

アーカイブに有用な技術等を有するウェブサービス事業者も連携対象に含まれよう。 
 
②具体的な連携内容と連携体制について 

 具体的な連携の内容としては、メタデータ連携を主軸としたサービス連携、SNS やブ

ログでも利用できるような API の公開、外部からのコンテンツを使える仕組みの構築

などが考えられる。 
 上記のような図書館や企業等と直接的な関係を構築することが困難な場合には、アーカ

イブ事業への協力者等による支援組織を設けて、連携先との関係構築の仲介を行うとい

った方策も考えられる。 
 
③連携時のトラブル防止策について 

 なお、連携に臨む際には、事後のトラブル（追加的な経費の発生や運営方針の対立等）

を避けるために、予め自アーカイブと連携先事業者との間で、デジタルアーカイブの作

成目的、収集するコンテンツの範囲、営利目的へのコンテンツの活用の可不可等につい

て明確化・共有化を図る必要がある。 
 

■地域内外の機関との連携における留意点 

◎公共図書館・地場企業・ウェブサービス事業者を対象とした連携構築 

◎連携先との仲介役としてのアーカイブへの協力者による支援組織の設立 

◎連携先との地域アーカイブの目的・運営方針等の明確化・共有化の徹底 
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２）個々のアーカイブの客観的評価の必要性 

 

 

 

 

 

①アーカイブの質の評価方法や上質なアーカイブに対する表彰制度の構築について 

 第三者評価機関やアーカイブ利用者の主観的評価を多数集め、サイト内容の質を評価

する仕組みを設けることにより、アーカイブの内容の質の維持・向上を実現すること

ができると考えられる。 
 また、単純な質の評価に加え、優れたアーカイブを表彰する制度等を設けることで、

地域アーカイブ事業者のモチベーション向上を図ることが可能になると考えられる。 
 

３）後世への安定的な事業・組織継承方法 

 

 

 

 

 

①安定的な運営のための組織作りについて 

 地域アーカイブ事業者においても、魅力あるサイト構築と、コンテンツの利活用促進

により、修得可能な技術や業務のやりがい、報酬などの面で一般企業に劣らぬ魅力を

有し、かつ、収益性を重視した組織作りを行うことにより、安定的に事業を運営して

いくことが可能である。 
 しかし、不幸にして事業の継続が困難となった場合に備え、事業の退出方法や退出後

のコンテンツの譲渡先についても検討をしておく必要がある。 
 

■個々のアーカイブの客観的評価における留意点 

◎アーカイブの質の保持・向上に向けた客観的評価のための仕組みの構築 

◎優れたアーカイブ事業者を顕彰・表彰する制度の構築 

■後世への安定的な事業・組織継承における留意点について 

◎高い技術レベル・収益性・使命感を持つ運営組織の構築 

◎事業継続困難時に備えた日常からの対策の検討 
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（２）人材確保・育成の強化 

 

 

 

 

 

 

 

①地域アーカイブに求められる人材像について 

 地域アーカイブを支える人材の確保・強化策について考えるためには、まず、地域ア

ーカイブに求められる人材像を明確化することが必要である。 
 多くの成功している地域アーカイブにおいては、まず、サイト運営の技術的な側面を

支える人材とアーカイブにおけるコンテンツ内容の充実を図る人材が揃っているケ

ースが多い。 
 前者の人材ついては、ウェブサービス・ICT 技術に通じており、幅広い利用経験等を

有する人材が望ましく、また、後者は、人に関心をもち聞きだす能力（インタビュー

能力）、時代検証する能力等を備えていることが肝要である。 

 

②運営にあたっての必要人員体制について 

 人材像の明確化と併せて、自らの地域アーカイブの運営を行う上で、必要な人員体制

（人員数）を把握しておくことも重要である。 
 通常、デジタルアーカイブの運営を円滑に進めるためには、少なくとも 2 名のコアメ

ンバー(サービスマスター、ウェブエンジニア)が必要と考えられる。 
 

③運営人材の具体的な育成・確保体制について 

 上述したような人材の具体的な育成・確保方法としては、まず、公共図書館等の社会

教育機関と連携したアーカイブ参画者の養成講座の開催、講座等を通じて育成した人

材による他人材の育成、アーカイブ運営団体やウェブ企業との人材・技術交流といっ

た方法が挙げられる。 
 また、地域の大学との連携を通じて、単位取得等のインセンティブを付与した上で、

学生をアーカイブの運営スタッフとして活用する方法もありうる。 
 

④運営人材に求められるスキル・能力の標準化について 

 なお、一部のデジタルアーカイブの運営に必要なスキル・能力等については標準化が

可能と考えられるため、それらを取りまとめた人材育成マニュアルを作成することも

一案である。 
 

■人材の育成・確保の強化における留意点 

  ◎地域アーカイブの運営人材に求められる要件・資質の明確化 

◎運営に必要な人員体制の把握（コアメンバー最低 2名は必要） 

◎外部機関と連携した運営人材の育成・確保体制の構築 

◎運営人材に求められるスキル・能力の標準化と人材育成マニュアルの作成 
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（３）運営資金の確保 

 

 

 

 

 

①事業実施体制の構築にあたっての考え方について 

 所蔵するコンテンツの二次利用や閲覧以外の分野への展開を通じて、運営資金を独力

で稼ぎ出している地域アーカイブは少なく、多くは寄付金や行政からの補助金や業務

委託費等に頼っているのが現状である。 

 寄付や補助、行政からの委託費等については、毎期の収入が保証されているものでは

なく、こうした収入源に頼っている場合、運営が不安定になる可能性が高い。 
 そこで、デジタルアーカイブ事業の運営体制について検討する際には、可能な限り金

銭を必要としない（低コストの）運営形態を第一に考え、立ち上がり段階等の必要な

運営資金以外は、行政や企業による助成・寄付による確保を前提としないことを原則

とすべきである。 
 

②運営資金確保に向けたビジネスモデルの構築について 

 上述のとおり、極力低コストの運営体制を構築した上で、投稿者及び利活用者による

参加費（会費等）の徴収による運営資金の確保が考えられる。このためには、サイト

利用を通じ、ユーザーが経済的あるいは心理的なメリットを享受できるような仕組み

や仕掛けを講じた、魅力のあるサイト構築が求められる。 
 また、魅力あるサイト構築により、優良なコンテンツの収集が進むことが想定され、

これらコンテンツの利活用、例えば個人や事業者等に対して販売し、収入を確保する

方策等も考えられる。 
 加えて、ウェブ事業者等の外部機関と連携し、コンテンツ収集など、事業者側のサー

ビスの一部を担当することなどを通じて、自サイトの運営資金をウェブ事業者から徴

収するようなビジネスモデルを構築することも考えられる。 
 さらに、優良なコンテンツを多数集め、またこれらを閲覧者のために編集し、メディ

ア（広告媒体）としての価値向上を図ることにより、広告収入等による、運営資金の

確保も視野に入ってくるものと考えられる。 

■運営資金の確保における留意点 

  ◎事業運営資金を極力必要としない運営体制の構築 

◎資金確保のためのビジネスモデル構築（広告、ウェブ事業者からの徴収、外販等） 
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（４）負の側面への対応 

１）違法・有害コンテンツ掲載・肖像権侵害問題 

 

 

 

 

 

 

①事前防止体制の整備について 

 違法・有害コンテンツの掲載や肖像権侵害などの問題については、まず、その発生を

未然に防ぐことが重要である。 
 例えば「みんなでつくる横濱写真アルバム」においては、コンテンツの収集にあたり、

投稿者の氏名・住所に関する情報を収集するなどして、有害コンテンツ投稿への抑止

力としたが、こうした取組は事前防止策を検討する際の参考になろう。 
 また、多くのウェブサイトで見られるように、情報の無断使用や不適切な投稿などを

禁止する旨を定めた利用規約等を整備することも重要である。 
 なお、コンテンツ提供者に提供を求めた氏名や住所に関する情報については、一律に

公開するのではなく、プライバシー保護の観点から、コンテンツ提供者の氏名を他者

に公開するか否か、提供者側が任意に設定できる仕組みを構築しておくことが必要で

ある。 
 

②事後対応体制の整備について 

 ①のような取組や体制整備を行ったとしても、違法・有害コンテンツの掲載や肖像権

侵害を事前に防ぐことは非常に困難と考えられる。 
 そのため、多くの民間企業等のウェブサイトにおいては、投稿コンテンツが有害か否

かチェックを行い、問題があれば即座に削除する体制を整備することが常識となって

いる(24 時間 365 日体制での監視の実施)。 
 仮に、ウェブ事業者等との提携を行う場合には、上記のような対応が可能な先か否か、

事前に審査を実施しておいたほうが良いと考えられる。 
 併せて、悪意あるユーザーに対しては、法に準拠した厳しい対応を行使するとともに、

当該ユーザーに対する対応マニュアルを整備しておくことも、対応が後手に回らない

ようにするためにも肝要である。 
 

③投稿コンテンツの削除を極力実施しない場合について 

 なお、投稿されたコンテンツについては極力削除をしないという運営方針をとる場合、

有害か否かの判断が閲覧者により分かれるコンテンツについては、不快感を与える可

能性について警告表示を実施するほうが無難であろう。 

■違法・有害コンテンツ掲載、肖像権侵害における留意点 

  ◎事前防止策としての投稿者の住所・氏名の確認と利用規約の整備 

◎悪意あるユーザーに対する厳格な対応と対応マニュアルの整備 

◎不快感を与える可能性のあるコンテンツを表示する際の警告表示の実施 
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２）不特定多数が参加することへの対処(個人情報管理、悪意あるユーザーへの対応) 

 

 

 

 

 

 

①悪意あるユーザーへの対応体制の整備について 

 サイトに不特定多数が参加することにより発生する問題については、それを回避する

ことが非常に困難であるとの前提に立ち、利用者が被る可能性があるリスクについて

開示をしておく必要があろう。 
 その上で、サイト・コミュニティの運営ポリシーを明確に定めるとともに、当該運営

ポリシーに従わないユーザーに対しては、断固とした態度で根気強くコミュニケーシ

ョンを継続することが有効と考えられる。 
 

②個人情報管理リスクの軽減策について 

 一方、事業者側の個人情報漏洩リスクを軽減するためには、住所や名前といった有害

コンテンツの投稿抑止に有用と考えられる情報以外は運営上影響のない個人情報を

所有せず、「保有していないため、漏洩しない」という体制を作り上げることが方策

として挙げられる。 
 多くの個人情報の提供を投稿者に求めなければ、運営者側の情報管理リスクを軽減で

きるだけでなく、個人情報の漏洩を懸念する投稿者の投稿意欲の減退を防ぐことにも

つながるものと期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■不特定多数が参加することへの対処における留意点 

  ◎サイト利用者が被る可能性があるリスクの開示 

  ◎運営ポリシーの明確化とポリシーに従わないユーザーへのコミュニケーション 

  ◎不必要な個人情報を所有しない事業体制の構築 
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３．地域デジタルアーカイブ団体、企業等の連携の必要性 

 今後の地域アーカイブの発展を考えるにあたり、地域アーカイブ相互の連携が、情報交

換、さらには課題解決における経験知の共有においても重要になる。また、地域の企業や

団体、国や地方自治体といった公共部門との連携により、より魅力的なコンテンツの収集

や情報発信力の強化が見込まれる。 
本節では、このような連携の意義とあり方ついてとりまとめる。 

（１）連携の意義 

 地域アーカイブ相互及び、地域企業や団体、さらには地方公共団体や国との連携により、

以下に挙げるようなことが可能となると想定され、地域アーカイブの魅力向上や運営体制

の強化につながることが期待される。 
 
１）経験やノウハウの共有 

 地域アーカイブが抱える課題を解決していくためには、各アーカイブがそれぞれに課

題克服への努力を行うことはもちろんであるが、取組に関する経験やノウハウを共有

することにより、より効率的で実効性のある課題解決が行える可能性がある。 
 既述のとおり、地域アーカイブには共通の課題が多く存在する。他のアーカイブにお

ける成功事例に学び、また同じ失敗を繰り返さないためにも、各アーカイブがこれま

で積み重ねてきた経験やノウハウの共有が重要であり、これらを共有するための「場」

づくりが必要である。 
 
２）情報発信力の強化 

 地域アーカイブの事業規模はさまざまであるが、それぞれが単独で情報発信をするよ

りも、共同で（集まって）広報活動等を実施することにより、情報発信力の強化につ

ながることが想定される。 
 また、イベント等を実施する際も、単独で行うより規模が大きく、認知度の高いもの

の開催が可能となるであろうし、また、マスコミ等の注目も浴びやすくなることが想

定される。 
 
３）コンテンツの相互利活用による魅力度アップ 

 歴史的な写真を収集し公開している地域アーカイブは数多くあるが、例えば「150 年

前の港の風景」や「戦前の鉄道駅の写真」など、地域アーカイブが持つコンテンツを

考えると、同じキーワードでくくられるものが多く存在する。 
 地域アーカイブ相互の連携を通じて、これら同じキーワードでくくることによりコン

テンツの相互利用を図ることができれば、それぞれの地域アーカイブが有するコンテ

ンツの幅、厚みをさらに広げることが可能となろう。 
 また、写真データ等に付随するメタデータについても、共通化することで、より一層
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利用価値が高まるものと想定される。 
 さらに、地域企業や地方公共団体などは、魅力ある地域のコンテンツを多数保持して

いることも少なくない。これらを地域アーカイブが公開・共有財化していくことによ

り、今まで以上に、地域に係わる人々の心に自分たちのまち意識（シティアイデンテ

ィティ）が形成され、また自分たちの手でまちを育もうとする「シティプライド（ま

ちへの誇り）」を高めていくことが望まれる。 
 
４）新たな事業展開 

 地域アーカイブが相互に連携することにより、単独では難しい事業のビジネス化が可

能となることも考えられる。採算面でも、技術面でも、規模が拡大することにより、

事業化を図れる事例が生まれる可能性がある。 
 また、地域アーカイブのみならず、地元企業や公共団体等、地域アーカイブそのもの

に直接関係が薄かった企業や人が地域アーカイブについて考えることにより、今まで

考えつかなかったようなビジネスチャンスにつながる可能性が期待できる。 

（２）連携のあり方 

 各地域アーカイブの連携にあたっては、例えば前記のような、同じキーワードでくくれ

る写真の公開など、「各サイト間の連携」で行うものから、地域内のアーカイブや地元企業、

地方自治体などとの意見交換やイベント開催などを目的とした「地域による集合」、さらに

は、地域住民参加型デジタルアーカイブが共通の問題解決を目的として政策や法制度に対

し提案を行う「全国的な集合」まで、さまざまな形態が考えられる。 
 また、その場も、リアルに人と人が交流をする形も考えられれば、知識や情報の共有を

目的とした、SNS での交流などバーチャルな形態も考え得る。 
 デジタルアーカイブ団体、企業、国、関係団体等、さまざまな形態での連携が求められ

ているが、国、関係団体等の役割としては、デジタルアーカイブ団体と企業が連携できる

ような機会づくりを行うなど、バックアップしていくことが必要となってきている。 
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４．おわりに 

以上のとおり、地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に向けた方策や今後のあり方

に関する提言を整理した。 

本報告書に記載した提言等については、デジタルアーカイブに関連する様々な分野の有

識者の知見や実地検証を通じて導出された実践的な教訓に基づくものであり、現時点で地

域アーカイブを運営されている方のみならず、これからアーカイブの運営に携わる予定の

方にとっても有用であると考えられる。 

今後、地域アーカイブの現場で本報告書が活用され、各地における地域共有財産の収集

や保存、アーカイブ資料の二次利用等において、より一層の進展が図られることを期待し

たい。 
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（寄稿）今後への展望 

住民参加型デジタルアーカイブの今後に向けて 
 

 

 

 

 

 

 

住民参加型デジタルアーカイブの今後に向けて 

 

――マルチメディア・デジタルアーカイブクラウドの構想―― 
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概要 

 

２１世紀初頭におけるデジタルアーカイブを取り巻く環境の特徴は、印象、感性、時間、

空間といった新しいデータ属性や機能（印象、時間、空間の計量機能）を対象とした応用

分野の拡大にある。デジタルアーカイブは、マルチメディアデータを対象とした情報シス

テム、データベースシステム、および、広域ネットワークを基盤とする ICT の重要な応用

の一つであり、情報社会、地域社会の情報共有を支える最も主要な要素として重要となっ

ている。 
マルチメディア・デジタルアーカイブ・システムは、広域高速ネットワークとマルチメ

ディアを基盤とする新しい情報社会、地域社会において、情報生成、情報獲得、情報抽出、

情報編集、情報供給を実現する中枢の機能を提供する役割を担う。 
ここでは、多様な異種デジタルアーカイブが広域ネットワークを介して接続された環境

を対象としたマルチメディア・マルチデジタルアーカイブシステムとして、”デジタルアー

カイブ・クラウド”の構想を示し、広域ネットワーク環境におけるマルチメディア・マル

チデジタルアーカイブとの構成とその利用環境について概観する。世界的規模で広がった

多種多様なマルチメディア・デジタルアーカイブの中から、適切かつ重要なメディアデー

タを効率的に獲得するための方法論について述べ、この分野の今後の動向について展望す

る。 
また、“地域住民参加型のデジタルアーカイブの推進”を目的としたシステム構築の構想

として、異種デジタルアーカイブが接続された環境を対象としたマルチメディア・マルチ

デジタルアーカイブ・システムを示し、“マルチメディア・デジタルアーカイブクラウド”

の実現に向けての指針を示す。 
 

１．はじめに 

 デジタルアーカイブシステムの分野では、多数のユーザーおよび複数のアプリケーシ

ョンプログラムがデジタルアーカイブに蓄積されたデータを共有・統合するための統一的

な仕組みを提供するシステムの実現を目的として、これまでに多くのシステム研究開発が

行われてきた。近年、ネットワークの広域化、データのマルチメディア化に伴い、この研

究分野への強い関心が、広域ネットワーク環境におけるマルチメディアデータを対象とし

たデジタルアーカイブ設計、デジタルアーカイブシステム設計の方法論に向けられている。

ネットワークの普及およびデータ・コンテンツのマルチメディア化に伴い、それらの資源

を共有・統合するためのデジタルアーカイブの役割は拡大し、その重要性は益々大きくな

っている。 
マルチメディアデータベース、インターネット、モバイルコンピューティングに代表さ

れる最近の新しい計算機システム環境は、デジタルアーカイブ分野に大きなインパクトを

与えており、単にデータを共有するだけでなく、データを編集・統合するための技術に関

する研究開発の重要性が高まっている。また、デジタルアーカイブの関連技術（Multimedia 
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Database, Internet，WWW，XML，VRML，Java，Mobile-Computing，GPS 等）の進

歩は，この分野に大きな影響を与えている。また、産業界では、それらの多様なデジタル

技術を駆使したニューデジタルビジネスを次々と誕生させており、デジタルアーカイブお

よびデジタルアーカイブシステムは、データ・コンテンツを統合する中枢のプラットホー

ムとして、重要な役割を担っている。特に、広域高速ネットワークとマルチメディアによ

り情報インフラストラクチャを形成する新しい情報社会においては、デジタルアーカイブ

システムは、情報生成、情報獲得、情報抽出、情報編集、情報供給を実現する中枢の機能

を提供する役割を担う。 
 
デジタルアーカイブの共有や共同利用を必要とする範囲は、地域社会内だけでなく、地

域社会間、および、個人間などに広がっている。また、ネットワークの広域化により、デ

ジタルアーカイブ群を共有する地域も広がっている。このような環境では、異なるデジタ

ルアーカイブに含まれるデータ間の結合による新しい情報生成、および、多種多様なデジ

タルアーカイブの共有を実現することが重要となる。異なるデジタルアーカイブに含まれ

るデータ間の結合による新しい情報生成とデジタルアーカイブ群の共有を可能にするため

には、広域の高速ネットワークを介して、多数のデジタルアーカイブ群およびデジタルア

ーカイブシステム群が接続された環境を対象とするマルチ・デジタルアーカイブシステム

の実現が必要となる。マルチ・デジタルアーカイブシステムとは、分散システムあるいは、

ネットワークシステムにおける情報の共有を実現するシステムの総称である。 
 
次世代のデジタルアーカイブシステムは、異種デジタルアーカイブ間の連結のよる価値

生成（コネクション・メリット）を重要な対象とする。コネクション・メリットは、一つ

の地域社会に固有の情報源をデジタルアーカイブとして単独かつ固定的に維持するのでは

なく、それぞれの地域社会がそれらをマルチ・デジタルアーカイブシステムに接続し、そ

れらを連結あるいは結合して複合的な価値を生み出すことによって実現される。この価値

生成は、多様なメディアデータを扱うデジタルアーカイブを統合することによって、マル

チメディア・マルチデジタルアーカイブを実現することに対応する。すなわち、マルチメ

ディア・マルチデジタルアーカイブ環境は、単独のデジタルアーカイブが複数のメディア

データを提供するシステムの構築によって実現されるのではなく、むしろ、既存デジタル

アーカイブ、ローカル・デジタルアーカイブ）がそれぞれ独立なメディアデータを扱い、

それらのローカル・デジタルアーカイブのメタレベル・レベルシステム、すなわち、一段

抽象度の高いレベルのメタレベル・デジタルアーカイブシステムの構築によって実現され

ることが本質的である。すなわち、マルチメディア・デジタルアーカイブの実現技術とし

て重要なものは、メディアデータを有するローカル・デジタルアーカイブ群を統合し、そ

れらを統一的なインターフェースによってアクセス可能とするメタレベル・デジタルアー

カイブシステムを実現する方法論である。 
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２．メタレベル・デジタルアーカイブシステム 

 デジタルアーカイブ間でのコネクション・メリット、特に、多様なメディアデータを扱

うデジタルアーカイブ間でのコネクション・メリットを実現するためには、異種デジタル

アーカイブ間のデータ表現の相違、機能群の相違を解消するための方法が重要になる。簡

単な問い合わせを発行して広域に散在するデジタルアーカイブのデータを獲得しようとす

るときに、 その中のデータ表現、データ・フォーマットの相違や操作性の相違を解消する

機構が必要となる。それには、ネットワークによって計算機群が連結されている状況にお

いて、 メタレベル・システムのデザインが必要となる。メタレベル・システムは、全ての

レガシー・デジタルアーカイブシステム（ローカル・デジタルアーカイブシステム）に対

して、 一段抽象度の高いレベルで全てのデジタルアーカイブ操作を行う新しい環境を実現

するシステムである。メタレベル・システムのデザインがなければ、メディアデータの表

現の相違や、機能群の相違を解消することができず、それらを解消しなければ、デジタル

アーカイブ間の連結によるコネクション・メリットを実現すること、異種のメディアデー

タ群を統合することによるマルチメディア・デジタルアーカイブ環境の形成、新しい価値

生成を実現することができない. 

１）デジタルアーカイブにおけるメタデータ 

マルチメディア・デジタルアーカイブを形成するためのメタレベル・デジタルアーカイ

ブシステムとメタデータの位置づけを示す。 

メタレベル・デジタルアーカイブシステムは、メタデータをアクセスしてレガシー・デ

ジタルアーカイブシステムに要求を発行する。メタレベル・デジタルアーカイブは、各レ

ガシー・デジタルアーカイブについての情報をメタデータとして蓄積している。各レガシ

ー・デジタルアーカイブは、メタデータ標準フォーマットへの変換、データコードの変換、

操作系の対応付けを行なう機構を実現することにより、自システムをメタレベル・システ

ムに連結可能にする。その結果として、レガシー・デジタルアーカイブはレガシー・デジ

タルアーカイブ群と連動することが可能となり、コネクション・メリットを活かす環境に

加わることが可能となる。デジタルアーカイブ群は、コネクション・メリットを実現する

環境を実現することができる。メタレベル・デジタルアーカイブシステムによるサイバー

スペース美術館(Cyber Space Museum)の実現を示す。これは、各美術館が有するレガシ

ー・デジタルアーカイブ（画像デジタルアーカイブ群）の統合によるコネクション・メリ

ットの実現例である。 

２）マルチメディア・デジタルアーカイブの実現 

マルチメディア・デジタルアーカイブシステムは、画像メディアデータ、音楽メディア

データ、ドキュメントデータなどのマルチメディアデータを対象として、マルチメディア

データを体系的に利用する環境を提供することを目的として、メディアデータ群の共有、
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検索、加工、編集、統合の各機能を実現するシステムである。ここでは、それらの機能群

を実現する基礎となるメディアデータ検索機能の実現方法について概観する。 

メディアデータ群を対象とした検索方式は 2 種類に大別することができる。メディアデ

ータ群やメディアデータ群のもつ内容（特徴量）を直接比較することによって検索を行う

直接検索方式と、メディアデータ群から抽出されたメタデータと検索者の与える問い合わ

せとの等価性、類似性を計量することにより検索を行う間接検索方式である。間接検索方

式は、メタデータの種類によってさらに 2 種類に分類することができる。それらは、客観

的メタデータによる間接検索方式と主観的メタデータによる間接検索方式である。前者は

メタデータとして作品名、作者名、時空間的属性などの客観的な属性をメタデータとする

方式である。後者は、印象語などの主観的な属性をメタデータとする方式である。 

これまでの直接方式による検索方式の研究により、画像メディアデータなどを対象とし

た類似検索が可能となってきている。画像メディアデータについては、色情報、テクスチ

ャ、形状、形状の位置などの属性について特徴として抽出し、検索者が与えた画像メディ

アデータに似た特徴を持つ画像メディアデータ検索が実現可能となっている。 

音楽メディアデータを対象としたデジタルアーカイブについても、検索者の与える音楽

メディアデータに類似する特徴を持つ楽曲メディア検索に関する研究がある。楽曲メディ

アデータの形態については、次の 2 種類に大別できる。一方は PCM データや MP3 デー

タなどの音響波形データ、他方は、MIDI データなどの演奏データである。演奏データを対

象とした類似メディアデータ検索方式などの実現が行われている。 

ドキュメントデータを対象とした類似検索については、主としてキーワードの出現頻度

に関する特徴量を抽出し、その特徴量により類似するドキュメントデータを検索する方式

が提案されている。これらの方式もメディアデータ群を対象とした直接検索方式に分類で

きる。これらの方法は、WWW サーチエンジンにおいて広く利用されている。 

客観的メタデータによる間接検索方式の実現も行われている。また、いくつかの WWW
サーチエンジンでは、客観的メタデータによる間接検索方式により、画像メディアデータ、

音楽メディアデータなどを対象とした検索環境を提供している。また、主観的メタデータ

による間接検索方式として、シソーラスを用いた検索方式、ファジイ理論を用いた検索方

式、Latent Semantic Indexing[8] などが実現されている。 

メタデータの記述方式については、複数の国際標準化団体により記述形式が設定されつ

つある。MPEG (Moving Picture Expert Group)による MPEG7[3]では、マルチメディアデ

ータを対象とした高速な内容検索を目的として、マルチメディア情報のメタデータ記述形

式を設定している。また、Dublin Core [2] によるメタデータ記述方式が、Dublin Core 
Metadata Initiative による主としてドキュメントデータを対象とした標準メタデータ記

述形式として設定されつつある。また、RDF (Resource Description Framework)[4]は、デ
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ジタルデータの記述のための枠組みを与えている。標準化団体 DIG (Digital Imaging 
Group)による DIG [1] は、画像メディアデータを対象としたメタデータの記述形式である。 

 
３．マルチメディア・デジタルアーカイブの実現例 

ここでは、マルチメディア・デジタルアーカイブの応用拡大のために加わるべき新しい

機能として、印象検索、感性検索の一実現方法を概観する。現在、我々のマルチメディア

データベース研究プロジェクトでは、各メディアデータに対応するメタデータを言葉によ

って表現し、検索者の与える文脈に応じた意味的解釈を伴う検索方式として、意味の数学

モデル[5,6,7]を提案し、その応用として、メディアデータを対象とした意味的連想処理方式

を提案している。この方式は主観的メタデータによる間接検索方式に分類される。この方

式は、直交ベクトル空間（現在、約 2000 次元の直交ベクトル空間を実現）において設定さ

れた部分空間選択の演算により言葉と言葉、あるいは言葉とメディアデータ（メディアデ

ータのメタデータ）の間の意味的な等価性、類似性を検索者の与える文脈（印象語など）

に応じて動的に計算することを可能としている。文脈の概念を導入することにより、曖昧

性を排除し、言葉とメディアデータ間の意味的な関係の計量を可能としている。これによ

り、検索の対象となるメディアデータ群についての詳細を知ることなく意味的解釈を伴う

検索が可能となる。MPEG7 や Dublin Core の普及によりメタデータが付与されたドキュ

メントデータが急増すると予想され、この方式の適用範囲は、今後、拡大していくものと

考えられる。さらに、画像、音楽データが与える印象を表すメタデータを自動抽出する方

式[5,6,7]も提案している。 

画像や音楽、動画などのマルチメディアデータを検索する場合、文字列や数値の検索と

は異なり、印象や連想される言葉などからユーザーが求めるデータを見つけ出さなければ

ならない。ここで紹介するシステムは、ユーザーが「悲しい」「明るい」「幸福な」などの

感性を表わすキーワードを発行すると、その意味を解釈して、それらと意味的、感性的に

関連の強いメディアデータを動的に抽出する。ユーザーは、デジタルアーカイブ内でのデ

ータ表現を意識することなく、自分の好きなキーワードで検索することが可能となり、と

てもユーザーフレンドリなデジタルアーカイブへのアクセス環境を実現することができる。

本システムの最大の特徴は、言葉の意味を特定するための文脈を理解する機構「意味的連

想検索」を実現している点にある。言葉の意味を特定するには、文脈や状況を特定する必

要がある。例えば、単に「ブルー」という単語だけでは、それが意味する範囲が広すぎて、

何を検索したいのかが分らない。これに文脈を説明する単語、例えば「赤色」とか「黄色」

が加わると「信号」という意味が現われくる。また、「クリスマス」という文脈と結合すれ

ば「ブルークリスマス」「寂しい」という感情が出てくる。人間には、一つの情報が入ると、

その文脈に応じた意味の近い情報を瞬時に引き出すことができるという優れた能力がある。

本システムは、そのような文脈に応じた意味的、感性的検索を実現することを目指したも

のある。筆者らは、データ間の意味的、感性的な同一性、差異性は、静的な関係によって

決定されるのではなく、文脈や状況に応じて動的に変化するものと考え、データ間の意味
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的、感性的な等価性、類似性、関連性を文脈に応じて動的に計算する計量モデルとして、「意

味の数学モデル」を提案してきた。これが、この意味的連想検索の基本理論である。 

「ある概念とある概念の間の近さ」「オブジェクトとオブジェクトの間の近さ」「言葉と

言葉の関係」「言葉とメディアデータの関係」「メディアデータとメディアデータの関係」

は、文脈によって動的に決まる。筆者らは、2 つの概念（オブジェクト）の間にはほぼ無限

の関係があり、その 2 つの関係が決まるのは文脈が与えられた時だけであると考え、文脈

を計算して 2 つの概念（オブジェクト間）の関係を多次元ベクトル空間上の距離として計

算する仕組みを構築した。例えば、この多次元ベクトル空間の中に、「悲しく」「暗い」感

じの絵がほしいという「文脈」を与えると、「悲しい」と「暗い」という文脈から、その文

脈に対応した部分空間を多次元ベクトル空間中から選び、さらに、その部分空間の中で相

関の近い順に並べることができる。文脈に対応する部分空間を選ぶことが、文脈理解の機

能として実現されています。その部分空間上において一番相関の強いものを選べば、与え

られた文脈に一番印象の近い絵や音楽を抽出できる。扱う情報は、画像でも音楽でも映像

でも可能であり、言葉から画像を選んだり、画像から音楽を選んだりすることもできる。

本システムでは、この多次元ベクトル空間は英英辞書「Longman Dictionary of 
Contemporary English」（以下、ロングマン英語辞典）の基本英単語 2115 語を対象とした、

約 2000 次元の意味空間（正規直交空間）として構成されている。ロングマン英語辞典には

約 5 万 6000 語が収録されているが、すべて 2115 語の基本英単語だけを使って意味が定義

されている。つまり、2115 語を使えばかなり多くの概念や感情が説明できる。 

この意味空間の中に、画像や音楽、言葉などのデータを散りばめておき、2 つの概念の距

離を計算する仕組みを使って目的のデータを探し出すというのが、本システムにおける意

味的連想検索機能の基本動作である。また、本システムでは検索効率を高めるために、意

味的連想検索のほかに、データベースシステムで広く用いられてきた検索方法も合わせて

使用している。検索対象のパターンが既知（データの形が明確に分かっている）の場合、

従来型のパターンマッチングによる検索（＝連想検索）が有効である。一方、意味の数学

モデルによる意味的連想検索により、与えられた検索語と検索対象との文脈に応じた「意

味的な近さ」を動的に計算できる。両者を組み合わせることにより、大量のデータを検索

する際に、パターンマッチングによりおおまかにデータをふるいにかけ、選択された部分

集合を対象として、意味的連想検索により順序付けを可能にしている。本システム上に試

作した名画のデータベースでは、ユーザーが、「葛飾北斎の絵の中で、“ストロング”で“パワ

フル”な絵を出してほしい」と要求すると、画家についての上位データベース（メタデータ

ベース）を対象としたパターンマッチングにより北斎の絵が選択され、さらに意味的連想

検索により、それらの中からストロングでパワフルな順に北斎が描いた絵画がソートされ

て出力される。 

本研究が実現した意味的、感性的計量機能を持つマルチメディアデータベースシステム

は、異種学術分野間、研究者間、あるいは方法論の間の境界を超えて、それぞれが持って

いるコンテンツや知識の統合／集約と共有の実現を目指すものです。今後、意味的関連性
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計量機能、実時間関連性計量機能、実空間関連性計量機能といった極めて重要で本質的な

機能群を強化し、次世代データベースシステムとしての体系化を探っていく。さらに、特

徴的な性質を持った既存のデータベース群を対象としたマルチデータベースシステム環境

を実現していく。特徴的なデータベースとして、国際関係情報、医療情報、生命科学情報、

画像、映像、音楽などの芸術情報、移動体を対象とした環境情報を対象としたデータベー

スの構築を目指している。 

 
４．おわりに 

本稿では、“地域住民参加型のデジタルアーカイブの推進”を目的としたシステム構築の

構想として、異種デジタルアーカイブが接続された環境を対象としたマルチメディア・マ

ルチデジタルアーカイブ・システムを示し、“デジタルアーカイブ・クラウド” の実現に

向けての指針を示した。 

マルチ・デジタルアーカイブシステムは、広域の高速ネットワークが普及した段階では、

広い範囲での情報の共有、検索、編集、統合を実現するための主要なシステムとして位置

づけられるようになる。その実現のための課題として、個々のデジタルアーカイブの自律

性(site autonomy)の実現、異なるデジタルアーカイブのデータ間の意味的な同一性、相違

性に関する計量機構(semantic interoperability)の実現、異種メディアデータ間でのデータ

構造の変換、問い合わせ処理、セキュリティ、知的財産権管理の実現などが挙げられる。

これらの課題の解決への向けての研究および開発が、今後さらに重要になる。 
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資料編 

（１）調査検討会設置要綱 

 
地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会 

開催要綱 

(名 称) 

第１条 本会は、「地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会」（以下、「調査検

討会」という。）と称する。 

(背景・目的) 

第２条 近年の情報通信技術（ICT）の進歩と、地域の歴史、文化等を伝承する意識の高まりの中で、

各地の図書館等の公的機関が運営するデジタルアーカイブのみならず、ＮＰＯ法人等が運営する地

域住民参加型のアーカイブが拡大しつつある。 

これらは、地域共有の資料保管庫としての役割のほか、観光、まちづくり等の地域振興において重

要な役割を担っている。 

しかし、地域住民参加型アーカイブは、地域内外の認知度が低いため、利活用が十分に行われ

ていないほか、技術、人材、ノウハウ、資金などの面において諸問題を抱えていることが多く、採

算性を含めた継続的運営が困難なケースが見受けられる。このままでは、蓄積されたコンテンツが

死蔵又は散逸してしまうことが危惧されている。 

これらを踏まえ、ICT を活用した持続可能な住民参加型アーカイブの組織・運営のあり方、コン

テンツの収集及び利活用を促進する方策等を検討することを目的として、本調査検討会を開催する。 

 (調査検討内容) 

第３条 調査検討会は、上記の目的を達成するために次のとおり調査検討を行う。 

（１）地域デジタルアーカイブの事例調査と課題整理 

（２）住民参加型運営モデルの検討 

（３）技術的課題の検討 

（４）実地フィールドにおける検証 

(組 織) 

第４条 調査検討会の組織は、次のとおりとする。 

（１）調査検討会は、関東総合通信局長の委嘱を受けた委員をもって構成する。 

（２）調査検討会に座長を置く。座長は委員の互選によって選出する。 

（３）座長は、委員の中から座長代理を指名することができる。 

(運 営) 

第５条 調査検討会の運営は、次のとおりとする。 

（１）調査検討会は、座長が招集し主宰する。 

（２）調査検討会は、事前に委員に対して日時、場所及び議題を通知して召集する。 

（３）座長は、調査検討会にオブザーバーを招聘することができる 

（４）その他、調査検討会の運営に関して必要な事項は、座長が調査検討会に諮って決定する。 

(報 告) 

第６条 座長は、調査検討会の結果を関東総合通信局長に報告する。 

(設置の期間) 

第７条 調査検討会の設置期間は、第１回調査検討会から平成 22 年 3 月までとする。 

(事務局) 

第８条 調査検討会の事務局は、総務省関東総合通信局（東京都千代田区九段南 1-2-1）に置く。ま

た、事務局運営については、当局と株式会社浜銀総合研究所とが協力して当たることとする。 

以上 
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（２）調査検討会構成員等名簿 

地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会 

 構成員 名簿 

（敬称省略） 

氏 名 所  属 

清木  康 

（座長） 
慶應義塾大学環境情報学部 教授 

岡本  真 

（座長代理） 
アカデミック・リソース・ガイド株式会社 代表取締役 

雨宮  勝 横浜市１５０周年記念事業推進課 担当課長 

伊藤 香織 東京理科大学理工学部建築学科 准教授 

上村 祐一 関彰商事株式会社 情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝつくばｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

折田 明子 中央大学大学院戦略経営研究科 助教 

野田 臣吾 フォートラベル株式会社 代表取締役社長 

細川  宜秀 群馬大学大学院工学研究科情報工学専攻 講師 

 和田 昌樹 桜美林大学総合文化学群 准教授 
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（３）アンケート調査票 

１）旅行のクチコミサイト「フォートラベル」におけるアンケート調査票 
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２）「みんなでつくる横濱写真アルバム」におけるアンケート調査票 
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（４）用語解説 

○ API 

Application Program Interface の略称。異

なるネットサービスの間で、双方のサービ

スや機能を共有することを可能とするシス

テム。 
 
○ CGM 

Consumer Generated Media の略称。イン

ターネットなどを活用して消費者が内容を

作成していくメディアのこと。例えば、個

人の行う情報発信をデータベース化したも

のや、メディア化した Web サイトなどを指

す。 
 
○ Flickr 

デジタルカメラ等で撮った写真のオンライ

ン上の共有コミュニティサイト。 
 
○ ICT 

Information and Communication 
Technology の略称。情報や通信関連の技術

を総称する。 
 
○ Java 

どの OS においても活用可能な汎用性の高

いプログラム言語。 
 

○ MIDI 

Musical Instruments Digital Interface の

略称。数値を用いて音楽情報をコンピュー

タ上でやりとりするために用いられている

規格。 
 

○ MP3 

MPEG-1Audio Layer-Ⅲの略称。動画や音

声等を圧縮するための規格。 
 

○ PCM 

Pulse Code Modulation の略称。音声等を

数値で表現するための方法の一つ。 

 

 

○ Picasa API 

Google が提供している画像管理ソフトウ

ェアにおける API。 
 
○ SNS 

Social Networking Service の略称。人々の

間の社会的なネットワーク形成を促進し、

支援するコミュニティー型の Web サイト。 
 

○ VRML 

Web ページ上にて仮想空間を形成するため

に用いられる記述言語。 
 
○ XML 

Extensible Markup Language の略称。文

章の中で、文書やデータの意味や構造を記

述するために用いられる文字の大きさや色

等の記述言語。 
 
○ アーカイブ 

複数の資料等をまとめて保存すること、も

しくはまとめられた資料群。 
 
○ アーキビスト 

重要性の高い文書等を収集、整理、保存す

る専門職。 
 
○ アプリケーション 

ある特定の目的を達成するために用いられ

るソフトウェア。 
 
○ インセンティブ 

ある人を物事に取組ませたり、目標を達成

させるために外部から刺激を与えること。 
 
○ インターフェース 

二つ以上の異なる性質を持つ機能等を接合

する際に用いられる接合部。 
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○ ウェブエンジニア 

ウェブサイトとデータベースを連携させる

システムを構築したり、ウェブサイトに新

たな機能を追加する専門職。 
 
○ オープンソース 

ソースコードをインターネットなどの手段

を用いて無償で公開し、誰でも自由にソフ

トウェアの改良や再配布を実施できるよう

にすること。 
 
○ 回想法 

対象者が過去の出来事を聴き手に話し、聴

き手がその内容に共感することによって生

じる相互作用を通じて自己を洞察する方法。 
 
○ クチコミ効果 

人と人との噂話等のコミュニケーショの中

で、商品等の良い評判が生まれ、その認知

度が高まっていく効果。 
 
○ クライアント 

コンピュータ・ネットワークにおいて、サ

ーバの提供する機能やデータを利用するコ

ンピュータのこと。 
 
○ クリエイティブ・コモンズ 

著作物に対する柔軟な著作権の設定を可能

とするライセンスシステムサービス。 
 
○ 検索エンジン 

キーワードを基に関連サイトをデータベー

スから収集・表示するシステム。 
 
○ 検索エンジン最適化（SEO） 

検索エンジンによる検索結果のページの表

示順の上位に、自らの Web サイトが表示さ

れるように工夫をすること。 
 
 
 

○ コンテンツ 

Web ページ上に掲載されている価値の高い

情報やその内容等。 
 
○ サービスマスター 

質の高いサービスを効果的に提供する手法

に長けた者。 
 
○ シソーラス 

語句を意味上の類似関係等に基づき分類を

行った辞書やデータベース。 
 
○ 少額決済（マイクロペイメント） 

1 円から数百円程度といった少額な商品を

購入するために用いられる電子的な決済手

段。 
 
○ 情報リテラシー 

情報機器等を駆使して、データの編集・加

工等を行う能力。 
 
○ シリアル 

連続的・直列的なもの、こと。 
 
○ スキーム 

ある物事またはビジネス等の体系や枠組み。 
 
○ スマートフォン 

携帯電話端末の一つの形態であり、インタ

ーネットや word 機能等のパソコンと類似

した機能を有する携帯電話端末。 
 
○ ソーシャルキャピタル 

人と人とがつながることによって生まれる

価値。 
 
○ タグ 

人間が作った文章やデータをコンピュータ

に理解させるために用いられる、マークア

ップ（印つけ）をする文字列のこと。 
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○ 直交ベクトル空間 

直交状の線形空間。 
 

○ データベース 

大量のデータをコンピュータ上に収集・格

納し、利用者の要求に応じてそれらのデー

タを提供するシステム。 
 
○ ネットワーク外部性 

ある商品やサービスの利用者が増加するこ

とによって、それらの利用者の効用（満足

度）が向上する性質。 
 
○ バイラル効果 

企業の商品やサービスを消費者に口コミで

宣伝してもらうことによってその普及度を

高める効果。 
 
○ ハブ 

地域における中心や拠点。 
 
○ パラレル 

並行的・並列的なもの、こと。 
 
○ ファジィ理論 

複雑なシステムを曖昧なものとして捉える

ことによって最適化する理論。 
 
○ ブロードバンド 

大容量のデータに関しても、高速で通信を

行うことを可能とする回線。 
 
○ ブログ 

ウェブログ（Weblog）の略称。Web サイト

上に掲載される利用者による日記であり、

閲覧者による書き込み等も可能である。 
 
○ ポータルサイト 

インターネットに接続した際に、始めにア

クセスされる Web サイト。 
 
 

○ マッシュアップ 

Web サイト上に提供されている情報やサー

ビスなどを組み合わせることによって、新

しいソフトウェアやサービス、データベー

スなどを作ること。 
 
○ マルチメディア 

パソコン等の情報機器にて文字や映像等の

コンテンツを組み合わせて扱うこと、もし

くはその機能。 
 
○ 無線系ネットワーク 

携帯電話等の電線を媒介とすることなく、

情報通信が可能となるネットワーク。 
 
○ メタデータ 

あるデータそのものではなく、そのデータ

に関連する付加的な情報。 
 
○ モチベーション 

ある人が物事に取組み、目標を達成しよう

と試みるために内的に生じる動機付け。 
 
○ モバイル情報端末 

ノートパソコンや携帯電話、小型ゲーム機

等の持ち運び可能な情報端末。 
 
○ リポジトリ 

コンテンツ等を収集・保管するための格納

庫。 
 
○ レガシー 

古くから存在してきた、もしくは用いられ

てきたもの。 
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（５）プレス記事 

 

１）総務省関東総合通信局による検討会開催のプレスリリース 

 

 

 

 

平成２１年１０月２０日 

関 東 総 合 通 信 局 

 

地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会の 

開催について 

～ 地域の歴史・文化を伝承する新たな仕組みをめざして ～ 

 

総務省関東総合通信局（局長 武
た け

内
う ち

 信
の ぶ

博
ひ ろ

 

）は、下記のとおり「地域住民参加型デ

ジタルアーカイブの推進に関する調査検討会」を開催します。 

記 

 

１ 背景・目的   

近年の情報通信技術（ICT）の進歩と、地域の歴史、文化等を伝承する意識の高まりの中

で、各地の図書館等の公的機関が運営するデジタルアーカイブのみならず、ＮＰＯ法人等

が運営する地域住民参加型のアーカイブが拡大しつつあります。これらは、地域共有の資

料保管庫としての役割のほか、観光、まちづくり等の地域振興において重要な役割を担っ

ています。 

しかし、地域住民参加型アーカイブは、地域内外の認知度が低いため、利活用が十分に

行われていないほか、技術、人材、ノウハウ、資金などの面において諸問題を抱えている

ことが多く、採算性を含めた継続的運営が困難なケースが見受けられます。このままでは、

蓄積されたコンテンツが死蔵又は散逸してしまうことが危惧されています。 

これらを踏まえ、ICT を活用した持続可能な住民参加型アーカイブの組織・運営のあり方、

コンテンツの収集及び利活用を促進する方策等を検討することを目的として、本調査検討

会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料の分配提供（寄贈・管理委託）

アーカイブの公開・
アーカイブの権利（著作権など）

・コンテンツの審査
・デジタル化、フォーマット化
・メタデータ（付加情報）の付与
・周知広報・セミナー開催

地域活動や景観の記録

コンテンツ提供者（地域住民等）

・人材育成

・技術開発・支援（検索技術、コ

ンテンツ保護・管理技術等）

・機材の貸与等

運営協力者（大学、自治体、企業等）アーカイブ運営組織（ＮＰＯ法人、市民団体等）

市民活動等学校・博物館 地域メディアや企業

コンテンツ利用者（企業、自治体、住民等）

コンテンツ使用料支払い

地域住民の記録

地域住民参加型デジタルアーカイブの現状（イメージ）

自治体（まちづくり）
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２ 検討内容 

（１）事例調査と課題整理 

（２）運営モデルの検討 

（３）コンテンツの収集、利活用等を促進するための新たな情報通信技術の検討  

（４）実地フィールドにおける検証 

 

 

３ 構成員 

情報通信技術分野、都市計画分野、社会科学分野等の学識経験者のほか、自治体、大規

模ウェブコミュニティーの企画・運用経験を有する民間企業等、以下の９名で構成します。 

（敬称略・五十音順） 

 氏  名 所  属 

 雨宮 勝 横浜市 １５０周年記念事業推進課  担当課長 

 伊藤 香織 東京理科大学 理工学部建築学科 准教授 

 上村 祐一 関彰商事株式会社 情報ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ つくばｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

 岡本 真 アカデミック・リソース・ガイド株式会社 代表取締役 

 折田 明子 中央大学 大学院戦略経営研究科 助教 

清木 康  慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

野田 臣吾   フォートラベル株式会社 代表取締役社長 

細川 宜秀 群馬大学大学院工学研究科 情報工学専攻 講師 

 和田 昌樹         桜美林大学総合文化学群 准教授  

  

４ スケジュール 

調査検討会は、平成 21 年 10 月 26 日に第 1 回会合を開催し、平成 22 年 2 月頃を目途に

取りまとめを行う予定です。 

 

５ その他 

第 1回会合は、10月 26日 16時より総務省関東総合通信局 21階会議室で開催します。デ

ジタルアーカイブの事例分析と課題抽出のため、「みんなでつくる横濱写真アルバム」（横

浜写真アーカイブ実行委員会）、「地域資料デジタルアーカイブ甲斐之庫」（地域資料デジタ

ル研究会）等から取組み内容について発表していただく予定です。 

 

※ 調査検討会は、傍聴・取材等が可能です。希望される方は、事前にご連絡願います 

   
 

 

 

 

 

 

発表先：茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、群馬県政記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、 

都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、関東七社会、電波関係専門紙 

 

連絡先：総 務 省 関 東 総 合 通 信 局 

情報通信部情報通信連携推進課(担当 瀨髙、林部) 
電 話：０３－６２３８－１６８０ 
ＦＡＸ：０３－６２３８－１６９８ 
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２）フォートラベル株式会社による実地検証にかかるプレスリリース 
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