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デジタル化された博物館資料の情報記述の課題 

安達文夫, 鈴木卓治 
国立歴史民俗博物館 

 
研究の背景 
安達 私と副代表の鈴木より歴博のデジタル資料の現状と、今回の研究課題について説

明いたします。まず、この研究を計画した動機から説明をしたいと思います。 
歴博では、展示あるいは研究のため、博物館にある様々な資料をデジタル化してきまし

た。最初の１つ、２つのときは何ともなかったのですが、数が増えてきまして、実は組織

的に管理されずに私や鈴木の周りにあふれています。実物の資料は博物館として受け入れ

管理をしていますが、デジタル資料に関しては、まだ管理の方法が整備されておりません。

館として管理するには、どのようなことをデジタル資料に関して記述すればよいかを明ら

かにすることが必要です。 
もちろん、必要と思える情報をともかく付けるというアドホックな方法もありますが、

いろいろな資料がありますので、種類が増えてくると破綻することも想定されます。そこ

で、何をどのうように記述したらよいかについて整理してみたいと考えました。 
 幸い、博物館の実物の資料に関しては記述法がいろんなところで検討されてきています。

人間文化研究機構の資源共有化で、多くのデータベースを統一的に検索するため共有的な

記述について検討する機会がありました。これらを背景としてデジタル化した資料の記述

について体系的に整理するいい機会と考えました。 
この検討を進めるに当たり、歴博だけではなく、資料を扱う機関の方々より様々な経験

をお教えいただき、資料の記述について専門の方々からお知恵を拝借してデジタル化した

資料の記述がどうあるべきか、３年間ですが意見を交換し、記述法を明らかにしていきた

いと考えております。 
 
歴博のデジタル資料の状況 
 では、デジタル資料としてどのようなものがあるか、具体的に見てゆきたいと思います。

超精細デジタル資料とありますが、これは博物館の様々な資料を非常に高精細にデジタル

化して、細部まで見ることができるように制作している資料です。始めて７年程になりま

す。屏風だけで 10 点を越えています。最初に示している江戸図屏風は可視光の画像だけ

でなく、Ｘ線や赤外線で撮った画像があります。歴博が所蔵する資料だけでなく、他の機

関の資料も展示等の関係で借用し、デジタル化しているものもあります。 
――高精細というのはどれくらいでですか？ 

 あとでご覧いただきますがますが、10 万×2 万画素、20 万画素ぐらい。普通のデジカ

メの 100 倍ぐらいです。 
――ビットはどれくらいですか？ １８？ １２？ 

 ＲＧＢ各 8 ビットです。 
鈴木 江戸図屏風は最初に作りましたので、説明によく使いますが、画素数で言うと、

大体横が 20 万画素で縦が 5 万画素ぐらいの画像です。屏風の原寸は、高さが大体 1m80
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で、横は 3m80 ですから、差し渡しで 8m を少し切るぐらいの大きさです。それをこのド

ット数で撮りますと、ここまで拡大できます。計算をすると 300dpi ぐらいです。新しい

ものではこの倍です。4×5 のフィルムを 4000dpi で取っています。通常は 1000dpi ぐら

いが限界と言われています。ですからフィルムの品質として見ると、粒状ノイズが完全に

出ていますが、歴史資料の場合品質より要素が細かく見える方がよいというので細かく取

っています。そうしますとこの人物のもみあげの様子とか、ここで坊さんが説教している

ものが不動明王か何かであることも読み取ることができます。この日本橋のすぐ近くに昔

は魚河岸があるんですが、これがアワビだとかハマグリだとかが描き分けられていること

がわかるぐらいにまで撮られています。これを皮切りにいろんな資料を作りました。 
――この出力はディスプレイを想定しているのですか。色の再現能力を伺いたいのです

が。プリンターの写真ならいいと思うのですが、カラーコレクションは？  
カラーコレクションはほとんど不可能です。銀塩フィルムから撮ってますから、その時

点でカラーマネジメントはほぼ不可能です。 
――実物と見比べてそんなに遜色ないと思ってよいですね？ プラズマディスプレイと

か液晶とか、全然違いますが。 
鈴木 遜色はあります。というのは、この金屏風の現物を見るとコントラスト比が非常

に大きいです。おそらく普通のディスプレイでは再現できません。 
 安達 色に関しては実物と違いがありますが、細かく見ることができることが特徴です。

展示ではガラス越しで近くに見ることができません。40cm 程の台の上に乗るため上部の

細かいところが見えないということが解決できます。 
今表示されたこの図で説明します。六曲二隻の屏風の一扇を、４つに分割して撮影した

フィルムがあります。全体としては 4×6×2 で 48 枚で屏風を撮影しています。これを

2000dpi、新しいのでは 4000dpi でスキャニングし、48 枚を 1 枚の画像にしています。 
このスライドにあるように屏風だけで 10 点を制作しています。絵巻、古地図・絵図、

そして古文書として正倉院文書の正集と続修の複製をデジタル化しています。また、コレ

クション資料として、装身具、野村正治郎衣裳コレクションの中の小袖資料、歴博所蔵の

錦絵について 2000 点程、ならびに紀州德川家伝来楽器コレクションを超精細のデジタル

資料としています。 
以上は非常に高精細な画像によるデジタル資料ですが、それほど大きくない画像を使っ

て展示解説の一つとして制作している資料があります。ドキュメント災害史において地震

など災害に関する多くの資料を基に制作しました。日本の神々と祭りでは「大社のまちの

５００年」として出雲大社周囲の景観の変化について制作しました。常設展示では三内丸

山遺跡の模型や京都の町並みの模型を、実物の模型では細部が見えない箇所があるという

ので、コンピューターを利用して展示をしているものがあります。コンピューターグラフ

ィックによる映像もいくつか制作しています。あとで幾つかご覧いただきます。 
このように、幾つかの種類のデジタル資料が相当数あることをご理解いただいたと思い

ます。先ほどの江戸図屏風の他に、どのようなデジタル資料があるかを鈴木より紹介しま

す。 
 鈴木 大きな絵を見ていただきましたが、次は文書です。正倉院文書は宮内庁が持って

いるのですが、歴博では複製事業をずっと行っていて、その複製の写真をスキャニングし
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て作っています。いま見ていただいているものは正集です。全 45 巻をとにかく体育館に

わーっと広げて並べてあるというイメージです。どこでも行って読めるという仕組みです。

ばかばかしいかもしれませんが、全部広げてどこでも歩いて眺めて行けるという、ウォー

クスルーを擬似的に体験できます。 
 薄くにじんでいるのは裏です。もともと表は戸籍など公文書としてあって、その役を終

えて廃棄され、東大寺に払い下げられ、何を写経したかというメモに使われて表と裏で全

然違う文書が両方残ってるということです。裏の写真もあります。 
 ここでは正集の一部【第 35 巻、36 巻】（「天平十年度周防国正税帳」）をご覧いただき

ます。下が表で上が裏です。上を逆さにしてあるのは見開きのときはこの方がわかりやす

いということによります。下側は戸籍です。上側がどのお経のどれを写したというメモ帳

です。この見せ方はいろいろと工夫ができ今研究中です。絵はともかく、文書をこう並べ

て見せることに意味があるかとは思うのですが、やってみると、見られるという環境を作

ることは大事だと思います。 
 これは「大石兵六物語絵巻」です。企画展示用に音声で説明するように作っています。

ここに説明の文字が出ていますが、これと大体同じ内容が音声として流れます。このよう

に自動で再生して、どんどん絵巻を横へ横へ送りながら場面を説明する機能もあります。

データとして考えると、画像、音声、テキストのデータ、それがシナリオ情報もあって、

なかなか複雑です。 
 ――表示にあるテキストは上の資料中の文字を読んだものですか？  
 安達 これは資料に書かれた文をもとに、180 字以内にまとめています。 
 鈴木 これは野村正治郎衣裳コレクションの着物の資料です。写真は 8×10 から

2000dpi でスキャンしたものです。フィルム面が大きくなるとレンズの性能として下がる

というか、解像度が上がらないので、フィルムが大きいといいということは一般には成り

立たないです。これもそういう意味では、（画像を最大に拡大して）これがピクセル等倍で

す。刺繍の糸まで見えかかっていますが、もう一息あれば、多分この糸の一本一本が見え

てくるはずです。これが限界ということで、着物の一度撮りというのは結構難しいという

ことがわかります。でも、質としては非常にいいものと思います。多分、こちらから糸が

走ってるぐらいのことは読めますから、ないよりはずっとデータとしてはいい。これを出

してきていちいち見ること考えれば、これで用事が済むこともあると思います。 
 これは「正保日本図」です。90 度単位で回して見ることができます。現在任意回転を開

発していて、なかなかパフォーマンスが上がらないので大変です。ただ，地名などは四方

八方に向かって書かれていますので、任意回転を許せば，必要に応じて自分の見方のいい

方向に回すということが有効になります。 
 これはちょっと変わり種です。これはカツラ（「江戸から明治の髪型」）で、大きくすれ

ばかなりきれいに撮れていると思いますが、回転もします。準 3 次元と呼んでいますが、

擬似的に 3 次元表示をしながら見たいところを超拡大できます。これは 2 度ずつ回転して

180 枚撮りました。1 つの作品について半日かかります。飾りが付いていますので、ター

ンテーブルでモータで回しているのですが、速く回すと揺れるため、2 度回すのに 30 秒ぐ

らいかけて回します。どうせフラッシュのばらつきが出ないように、撮影の間隔を 1 分か

1 分半か空けないとチャージが間に合わないという制約があるので、その間に揺れないよ
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うに回すということを半日、根気よく 6 回繰り返すとこれができあがります。 
 いまこういうものは間を省いて撮って、モーフィングなどの技術を使うところですが、

これはあえてお客さんに嘘をつかない。この写真の 1 枚たりとも合成して作った写真はな

い。それは心理的な問題で、意味はないかもしれないけれど、どれも本物の写真です。た

だし静止状態の絵なので，ちょっと見るとおかしいところ、本当はこんなふうに回らない

みたいなとこは多々あるわけです。でも、楽しんでいただけるコンテンツだとは思います。

この説明も実は見る角度によって少しずつ変えています。（画像を回転させながら）これは

後ろになると違うものが見えてくるように説明を切り換えています。 
 ――これ、ずいぶん早いですが、専用のグラフィックアクセラレータは入ってますか？ 
 鈴木 何にも入ってません。普通のコンピュータです。これ、今年のコンピューターで

すから早いですけれども、最初の江戸図屏風は Pentium III の 300 メガぐらいのでも十分

動いてました。仕掛けは簡単です。どんなに大きな画像でも一時に呼んでくるのは画面の

大きさを超えませんから、うまくインデクシングして引っ張って来さえすればスピードは

稼げるわけです。 
 ――FTTH のような高帯域のネットワークが出てきて、家の普通のパソコンで見られま

すか。 
 安達 このビューアはネットワークで使うことは想定していませんが、20Mbit/s あれば

大丈夫という計算をしています。 
 鈴木 こういうもの（「館蔵紀州徳川家伝来楽器コレクション」）も作っています。これ

も並べるシリーズのひとつです。この一つが一連の楽器資料の組写真です。組写真をグル

ープごとに並べて、全体で配列します。配列も自在です。見方を変えて、これを画像デー

タベースのインターフェースと想定すると、並べ方も工夫できます。あらかじめ個々の画

像についてインデクシングしておくと、並べるデータは単純にそのインデックス表の再編

成だけでできますので、ほぼ実時間で超拡大の画像を提供するデータベースを構築可能だ

ということです。ですから非常に高精細の画像をお客さんに、多分わかりやすい順序で示

して、なおかつこういうインターフェースで。これを単純だと言うかどうかは主観が入る

と思いますが、そういうこともできると考えています。 
 それで（段ボールの箱から中身を取り出しながら）、こういうものを１個作るたびに、こ

ういう束がドサドサッとできてくるわけです。（「額田寺伽藍並条里図」とラベリングされ

た大量の CD や DVD を見せて）これは額田寺という歴博で持っている国宝で、昔の条里

図です。（画面にコンテンツを映して）こういうものです。これは現物と X 線を比較して

見ることができます。こちらはほとんど線が消えて見えませんが、朱で書いてあるのでＸ

線では見えるわけです。 
 このような写真をデジタルでスキャンしてもらうと、まずオリジナルのデータができま

す。それから写真はどうしても歪んでますから、歪みを補正し、トリミングをして、つな

いだデータを作ります。つなぐと何十万画素になって普通のパソコンで扱えないので、適

当な大きさに刻んだファイルとします。さらにこの機械にかかるデータも作ります。です

から 1 個作ると 3 種類のデータができて、それぞれが非圧縮ですから、何ギガっていう単

位となって、一つの作品について何枚という単位の DVD が出来てしまいます。ここには

DVD しか持って来ていませんが、前に CD で納めてもらったら 100 枚っていうときがあ
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って、すごい思いをしたことがあります。こういうものが溜まっていって、たとえばこれ、

紙切れなんですが、これにはファイルの並び順がメモしてある。このファイルは何のデー

タが入っているというとがこれしか資料がないという状態がどんどんできてくるわけです。 
これを整理するヒマがなく次を作らなきゃいけない、ということになっていって、これも

別の袋ですが、たとえばこれは先ほどのカツラを撮影したデータですけど、これは自分で

撮りましたから自分で CD 焼いて置いてあります。それに対してどういうふうにファイル

が並んでいるとか紙にして置いてあるものはまだよくて、だんだんそういうヒマもなくな

って、ここの中にしかないとかいうことが増えていきます。だからこういうものが、私の

ところには相当たまっていて…（苦笑）。 
 では、これはいろいろ役に立つのだから事務方に預かってもらえばいいと思うかもしれ

ませんが、こういうものをどういうふうに扱っていくか。特にデジタルデータですが、現

物の写真以上の使い道がありますが、そういうものをどういうふうに管理していいかとい

うことがまだ館内で合意が得られてない。それは一つは権利問題ですし、一つはものの考

え方ですね。こういうものをどう扱うのか。現物と同じなのか違うのか。何ができて何が

できないのか。すると、データの中身の貴重か貴重でないかに関わらず、こういうものが

溜まっていくわけです。ドキュメントを書かなきゃいけないのはわかってるけれども、何

を書いたらいいかという議論もまだできてないから、それでますますが溜まっていって、

という状態です。 
 今も言いましたが、現物があって、トリミングをして、コンテンツを作って、それに説

明文を加えていくのですが、この説明文はバージョンが変わってくるんですね。校正が入

ったりだとか。それから起動したときにどういうメッセージを出すかということは、展示

場ではすごく重要で、お客さんに触って欲しいのか触って欲しくないのかというのは、こ

この説明を加えると明らかに差が出てきちゃう。ですから展示のときはそういうことを注

意して観察して、「この説明文だと前回お客さんが触らなかったからもう少し変えよう」と

いうことをちょこちょこやる。そうすると説明文のマイナーバージョンがいっぱいできて

くるんです。そういうものをちゃんと記録して取っておくのかというと、今はちゃんとは

やってないんですね。 話がどんどん発散していきますが、結局今回の議論の中にはでき

ていく過程やできた後どんどん変わっていく話も含まれていると思います。 
 皆さんに見ていただいたときに形（CD のようなメディアに記録したデータの形）とし

ては分かるかもしれませんが、「だからこれ何？」と思いますよね。「これ本当は何なの？」

っていう感じですよね。DVD に入ってさえすればいいというものではないですから。具

体的にコンピューターでどういう形で取り扱えるとか、どこまで使えるかということがほ

んとに重要なはずです。だけどメディアに入って状態では一見してわからない。そういう

ことが問題です。 
 安達 いくつかの課題について説明がありました。今の超高精細デジタル資料とは違う

種類の資料について、ご覧いただきます。 
 これは企画展示「ドキュメント災害史」で公開したものの一つです。東京大学史料編纂

所で所蔵の『江戸大地震之図』を借用して制作したものです。元の資料は地震による災害

とその復旧の様子が絵巻として描かれています。その各々の場面を取り出して、説明を加

えています。デジタル資料としては、資料の画像と説明原稿を基にしたナレーションの音
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声データより構成しています。 
 これは「日本の神々と祭り」という企画展示のときに作成したものです。出雲大社周辺

の地図の一カ所をクリックすると。鎌倉時代、江戸初期、江戸後期、昭和初期、それぞれ

の時代の資料や写真、そして現在の写真を基に、植生などの変遷を示しています。複数の

資料と写真、その説明文とナレーションで構成しています。 
 こちらの「ドキュメント災害史」で使用した６つのＣＧ映像の一つをご覧いただききま

す。宝永の噴火により富士山の東側に火山灰が降り大きな被害があったことを描いていま

す。これは資料に記されたことを基に制作していますが、資料の画像を使うのではなく、

再現の映像を作成している点が他の資料と違います。 
 
研究の目的と情報記述の状況 
 以上、いくつか実際のデジタル資料について見ていただきました。数が増えるとともに

種類も多様になってきています。このようなものをどう整理し記述したらよいかが課題と

なります。思いつくことを記述するということではなく、デジタル資料ということを理解

した上で情報の記述法を確立することを目的としたいと考えています。 
 デジタル資料ではなく実物の資料について、これまでの情報の記述法を見てみます。博

物館資料に関して CIDOC（国際ドキュメンテーション委員会）の CRM、概念参照モデル

というオブジェクト指向の記述法があります。東京国立博物館よりミュージアム資料情報

構造化モデルという博物館資料に生ずるいろいろなイベント毎に記述する方法も提案をさ

れています。図書では MARC、記録資料では EAD などそれぞれの分野では幾つかの記述

法が提案されています。これらを基にデジタル資料を記述することもできるとも思います

が、これらの特徴について検討したいと思います。 
また、ネットワーク上の資源の記述として、Dublin Core があります。人間文化研究機

構の研究資源共有化システムではこのメタデータを基本として統合検索を実現しようとし

ています。デジタル化資料は電子的な資料ですから Dublin Core で記述できるに違いあり

ません。しかし、十分な記述ができるかを検証する必要があると考えています。 
 
デジタル資料と実物資料の違い 
次に、デジタル資料と実物資料の違いについて見たいと思います、まず、デジタル資料

はその発生あるいは取得の過程が多様であると言えます。普通の資料であれば必ず受け入

れという過程を踏みますから、博物館に資料が入る事象が明確です。デジタル資料に関し

てはそのような過程がない場合があります。先程の鈴木のかつらの例では、外に発注する

場合の納入という過程さえありませんから、館としてはいつの間にかデジタル化された資

料が存在することになりました。調査やフィールドワークで撮影したデジタルカメラによ

る写真も、デジタル資料の一種としてこの研究の対象となると考えていますが、これも手

続きなく歴博に入ることになります。 
それから記述する情報の性質に幅があるということです。オリジナルがあるものとない

ものがあります。本日最初に見ていただいた資料はオリジナルの資料があって、それを撮

影、スキャニング等を行ってデジタルの資料ができあがっています。これに対して、ＣＧ

のように参考にする資料はあっても実物を写すわけではなくオリジナルがないものがあり
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ます。このような違いに対してどう記述するかバリエーションがあるでしょうが、統一的

な考え方の検討を加えていきたいと思います。さらに、発生の過程の多様性、オリジナル

の有無など、他にも要因あると思いますが、これらが複合しているとことがデジタル資料

をどう記述するかをわかりずらくしていると思えます。 
デジタル資料をどう利用するかで記述する内容が決まってくると考えられます。実物の

資料では、長い経験からどのような利用があるかが定まっています。ところがデジタル資

料は歴博の場合では生まれて 10 年も経っていません。その利用については事例を積み重

ねている段階です。これが記述すべき項目が定まらない一因と考えられます。 
 この図でデジタル資料の制作の過程を見ていきます。まず実物の資料があります。これ

を撮影したポジフィルムがあります。先ほどの江戸図屏風では 48 枚あるわけです。ここ

までは管理されています。実物の資料はもちろんですが、フィルムも歴博の中に写真管理

システムがあり管理が行われています。問題はこれより先です。ポジフィルムをスキャン

し、１枚の画像となるように接合します。画像が大きいと１枚では普通のパソコンでは動

きませんので、表示用の画像を用意します。最終段階では画像の他に説明用のテキストが

あり、表示のためのプログラムと設定ファイルなどいくつかがセットで動きます。 
 この例では、デジタル化された画像として、スキャン画像、接合画像と表示用画像の３

段階あります。どれを記述の対象とするかは各機関で決めることとは思いますが、このよ

うな途中の工程を考えることが必要と思っています。そして、様々な工程に対しても統一

的に記述できる方法が研究項目になると考えています。 
 
研究の内容 
 次に研究の内容について説明します。デジタル資料が持つ性質を分析し、その記述モデ

ルを提示することが３年間の研究の目標です。そのために、デジタル資料の発生と利用を

モデル化することが最初の段階と考えています。これによって複雑に見えるデジタル資料

の記述構造を簡明なものにしたいと思います。利用に関しては、制作してから数年の短期

的な利用だけではなく、博物館の通常の資料の長期の保存と同等なデジタル資料の長期の

記録を考慮した記述についても考えてみたいと思います。デジタル化した資料は複製が容

易という性質を持ちますが、この性質を考慮した検討が必要と考えています。そして、最

終的には「情報記述ドキュメント」として記述の方法をまとめたいと考えております。 
デジタル資料として記述する対象について説明します。これまで説明してきました高精

細デジタル資料、画像による解説資料、ＣＧ映像は対象となります。これとは別の形態の

資料について教えていただき、対象に加えたいと思います。フィールドワーク等で撮影さ

れた写真も、実際に記述するかは別として、記述できる仕組みを考えたいと思います。映

像資料は、記録メディアがデジタルとアナログに関わらず、本質は変わりませんので対象

となります。 
更に、あるものを転写しているという意味ではアナログとデジタルの違いはありません

ので、写真やマイクロフィルムについて、これまでの記述法を参考にして考えることがデ

ジタルの記述法の答えを出す一つの方法と考えられます。同じように、レプリカや写本も

考察の対象にしたいと考えています。過去に写された資料は実物資料として扱われ記述さ

れていますが、写しであるという意味で本来どう記述されるべきか検討を加えながらデジ
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タルの記述法を確立してゆきたいと考えます。 
 
＜質疑＞ 
 ここまでのところで質問等ありますでしょうか。 
 ――これに音は含まれまれますか？ 
 画像があり、テキストがありますから、様々なメディアの一つとして音声もあると考え

ています。 
 ――研究が進むことはもちろん重要でドキュメントにするのもいいのですが、いくら標

準決めても一般には運用まで回らないことを幾つも見てきています。たとえば運用まで考

えて国際標準など何らかの標準にすることを想定していますか？ 
 安達 標準化を想定するかは皆さんのご意見です。但し、記述法の利用者はまずは研究

者と想定しています。この研究がうまくいくのであれば国際標準としてオープンにするこ

とはあると思います。 
 ――今の質問に関連するかもしれません、ドキュメントを記述する最終的なターゲット

は、歴博の資料をきちっと表現するところなのか、もう少し広いところなのかが第一の質

問です。もう一つは、今の切り口は、画像、文字、音といったメディア形態と理解しまし

たが、そうではなくて、情報記述といった場合に、歴博なら歴史資料と思うのですが、そ

れに限らずどのあたりがスコープなのかを教えていただきたいと思います。 
 安達 今回は実例として歴博の事例をご覧いただきましたが、対象として博物館あるい

は歴史だけでなく人文科学の関係まで広めたいと思い、皆様にお集まりいただきました。 
フィールドワークで撮った写真も含めたいというのはそういう意味です。 
 ――博物館資料とその関係の資源も含んでという感じですね。 
鈴木 この基盤研究を企画する段階で、これは発散するテーマですねと意見を交換しま

した。研究のセオリーどおりにゴールを設定するのではなく、少なくとも最初の１年ぐら

いは発散してもいいのではと話をしています。ここにお集まりの方はいろんな経験をお持

ちで、いろんな分野、博物館に限らず文書館、図書館系、あるいは歴史学、国文学、民族

学の方がいらっしゃいます。そういうところで自分たちの経験を持ち寄って問題を共有で

きる場を作ってみませんかと。ですから、普通の情報科学の研究のアプローチではなくて、

ゴールを明快に設定していくというよりも、ゴールは何かを考えてみませんかと提案しま

した。 
 ――今の説明に共感しました。資源共有化のプロジェクトではダブリンコアで固める方

向でした。それに対して「もっと広げないといけない。だけども広げると危険だよね」と

いうことも共有化のプロジェクトでわかりました。ダブリンコアに集中したのに対して、

広げたことによる知見は何かということを、この研究のプロジェクトで知ると非常に面白

いと思います。この課題は、この研究プロジェクトで完結するわけもなく。まだまだ続く

と思うので、いろんなところに振りつつ知見を得ていくのがこの研究の流れではないかと

思いました。 
 
メンバー紹介＜要約＞ 
 安達 まだご意見があると思いますが、皆さんの紹介に移ります。私からそれぞれの方
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にこの何をお願いいたいかを短く話しますのでその後自己紹介をお願いします。 
 最初は、宇陀さんと松村さん、お二人ともメタデータの専門家です。メタデータについ

て紹介いただくとともに、記述のモデル化で意見をいただきたいと思います。 
宇陀 図書館情報学でいう目録はかたち規則が大体固まっています。博物館資料・美術

館資料は形態がものすごく多様なため、記述の枠組みを決めることは非常に難しいと思っ

ています。今回の研究の一つのキーワードは「多様性」です。どうやって記述のレベルで

多様性をを反映しつつ、かつ相互運用性を確保するのかがポイントと思います。非常に興

味あるテーマですので、是非とも協力させてください。 
 松村 情報の分野に入った元々は情報検索の研究を中心にやってきて、主に利用者の検

索行動、利用者が一体どういうことを考えて何を求めて検索、あるいは情報を利用しよう

としているかというところを調べて、そのために必要な情報の提供の仕方を中心にやって

きております。そういった感じで、今日のお話のような利用のモデルに関われるかなと考

えています。 
 安達 柴山先生は、草書体の文字認識から、最近は空間的な情報の扱いまで幅広く携わ

られていらっしゃいます。幅広い観点からこの研究についてご意見をいただきたいと考え

ております。 
柴山 今、タイとベトナムを中心にして地域研究に携わっています。今日の話の関連で、

現在２万点ぐらい地図があります。一番重要なコレクションが外邦図と呼ばれる 1945 年

当時の旧陸軍参謀本部が撮影した日本を除く東南アジアから東アジア全部の地図です。現

在デジタル化を進めてますが、問題は緯度経度や、変形してるものをどう合わすか、重要

な部分をどう抜き出してくるかという GIS の世界の話があります。単なる地図の写真集見

てるのでは何の役にも立たないので、そのあたりをどうするかが重要な点です。それから

地域研究というと、衛星画像、航空写真をどう利用するかが問題です。もう一点は、研究

者が撮ってくる写真を緯度経度と合わせてどうやるか、ある種の基準でもってどのように

括りつけて検索、あるいは蓄積していくかという話もこの共同研究に関係すると思います。 
安達 師さんは情報歴史学という情報学を駆使する新しい歴史学が専門ですが、その観

点からデジタル資料の位置付けとどう記述すべきかについてご意見をいただきたいと考え

ています。 
 師 データベースというのはある資料に対して記述ないしは叙述をするわけですが、昔

だったらたとえば歴史書のかたちで何かを記述しようとした行為とパラレルな部分がある

のだろうと意識しています。今日の話で非常に興味深いと思ったのは資料、特にデジタル

資料が作られていく過程も可能であれば記述したいという場合に、正にそれは一方では歴

史学とか文献資料とかそういうものがいかに生成してきたかっていうことを実際に、たと

えば文献学的に研究したりとか、そういうのと絡んでくると思いますし、更に言えばその

記述するということ自体がどういう意味を持つのかというのであれば、歴史学の方法論で

検討されてきた成果も、もしかすると応用できるのかもしれない思いながら聞いていまし

た。大変面白い会に呼んでいただいたと思います。 
 安達 田良島さんと村田さんのお二人には、東博でのデジタル資料や画像の現状と、開

発されたミュージアム資料情報構造化モデルの紹介とその経験からご意見を頂きたいと思

います。 
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 田良島 私は日本史、中世史でしたので、デジタル化の主な関心はテキスト本文と目録

の電子化が出発点です。特に文化財の仕事では多くの目録を受け取りますが、その統一性、

共有性のなさを何とかできないかということがそもそもの始まりです。博物館の方では資

料情報の構造化とこれを基にしたデータベースの運用と公開という一番基礎になるところ

を担当しています。画像情報について、東博は湿板、乾板の時代からの蓄積があり、複製

メディアの多様性という点では随一ではないかと思います。その立場からの経験をお話で

きるかと思っています。。 
 村田 ミュージアム資料情報構造化モデルでは実物資料を中心に考えましたが、デジタ

ル化されたものやレプリカ、写本など代理物と元になったものとの関係は未解決の部分が

多く、この研究の中で考えていければと思います。写真をスキャンして収めた CD の多く

は写真の管理と同じ扱いをしていますが、写真として管理されないところから発生したデ

ジタルデータが増え、デジタルカメラの高性能化に伴い増えています。これをどうするか

は結構タイムリーな問題です。湿板・乾板等の古い写真の長期的な利用についてもこの機

会に考えていければと思っております。 
 安達 曽根原さん。デジタルコンテンツの流通を研究をされ、著作権関係の記述をやら

れていますので、その観点からご意見をいただくことを期待しています。 
 曽根原 ずっと通信事業をやってきて、コンテンツを持っているところが生き残ってい

けるというのをひしひしと感じていて、このプロジェクトは面白いなと思っています。ｅ

サイエンスの中でセオリティカルサイエンスからエクスペリメンタルサイエンス、それか

らここでやってくるように、データセントリックサイエンスに移行するような方向を思っ

ています。これからどういう発見が起こるかまだよくわかりませんが、このプロジェクト

で付加価値を付けるような学術基盤を作っていけたらいいな、ということで、大変期待し

ています。 
 安達 五島さんは EAD の専門家です。その観点からのご意見はもちろんですが、国文

研の中で進めている資料のデジタル化の事例を含めてご意見を頂きたいと思っています。 
五島 文書館の資料の電子化を担えということで、それを一応専門にしています。目録

は手書きのメモから最初あって、その電子化から始めています。ここでも同じ歩みになる

と思うので、経験を提供できればと思っております。文書館の世界で言うところの評価選

別も電子文書、電子記録も大きな課題となるかもしれません。記述する以前の操作、ある

いは記述やドキュメンテーションをする際にそういうことを考えないといけないかもしれ

ない、ということを今考えておりました。 
 安達 山本さんには民博で進められている資料画像の電子化について課題を紹介いただ

くとともに、資料の記述を検討されていますので、一緒に議論いただければと思います。 
 山本 先ほどの話を聞いてデジタル化した資料の問題について納得した次第です。民博

でもデジタル化した資料ではありませんが管理の問題として、海外で人々の生活を取材し

た映像と元の研究資料との編集物で、どの映像のどの部分を使ったかの動画の履歴管理や、

レコードの録音の音響資料として管理と後から寄贈されたその原盤の実物資料としての管

理の対応の問題があります。展示のレイアウト、解説パネル、CG のような解説コンテン

ツをどのように記録しておくべきかも問題になっています。 
 安達 横山先生には、史料編纂所で進められたデータベース化のご経験や、資料の写真、
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マイクロフィルムなど画像資料の管理の課題など、ご意見とご教示をいただければ思って

おります。 
 横山 今、史料編纂所は耐震対策で書庫を閉鎖しております。幸いメインの史料は全て

デジタル化が済んでいますので、バーチャル書庫として閲覧に供しています。私どもの場

合は所蔵物のコピーだけではなく、日本全国、世界各地にある史料の複製物を作っており

ますので、それをどういうふうに作り保存し利用していくかが一つ大きな問題です。一番

は、マイクロフィルムでこれまで作ってきたわけですが、私は早くデジタル化の方に切り

換えないとシステムとして持たないと言っているのですが実現できていません。今は書庫

のバーチャル化ということと、外からの複製物の作成を全面的にデジタル化に移行するた

めに何が必要かという課題を組織としては抱えているかなと思っています。皆さんのお話

を聞いてる限りでは、そのようなことに役立つ話がいろいろ出てくるのではないかと思っ

ております。 
 安達 引き続き館のメンバーの紹介です。最初は大久保さん。当館の資料の仕組みをよ

く承知で、専門は美術史、錦絵ですが、いろんなものを写している資料の記述について意

見をいただきたいと思っています。 
 大久保 極めてアナログな人間です。館内では館蔵資料、デジタルを含む資料を館外に

どういうふうに提供していくかということを一つの審議課題としている委員会に長く属し

ているのですが、デジタルについてはよくわからず場当たり的な対応を進めてきて、今日

の問題を大きくさせてきた張本人の一人であると思っています。そういった点で、どれだ

け貢献できるか見当もつかないのですが、いろいろ勉強はさせていただけるのではないか

と思います。 
 安達 仁藤さんと高橋さんは本日欠席です。仁藤さんは古代史が専門です。先ほどの超

精細デジタル資料の制作を言い出した張本人ですが、どう使うかについて意見をもらいた

いと思っています。高橋さんは中世史が専門です。古文書書のデータベースなどいくつか

進めてますので、その方面から意見をもらえればと思ってます。 
 続いて村木さん。考古の分野でフィールドワークなどでの資料の収集や記述について紹

介いただくとともに、デジタルの記述についても意見をいただければと思っています。 
 村木 考古学の方でも資料のデジタル化はいろんなところで試行錯誤でやっていますが

必ずしも成功していないようです。これだけの方が集まっているので一つか二つぐらいは

解決していただけるところもあるかと期待しております。とにかく、全く素人として加え

させていただき、素人はどういう立場でこういう話を聞いているかを代表したいと思いま

す。 
 安達 内田さんには、民俗研究映像を制作してきた立場から何を記述として残すが、様々

な諸権利との関係について意見をいただきたいと思います。 
 内田 歴博では映像資料、音響資料も収集し活用していくということが設立当初からあ

ったはずですが、私がここに来た時点では、それを管理すべきものとしてカテゴライズさ

れていない状況でした。それまでに収集された映像や音響資料について、館内で残ってい

た書類を探し当て、どういう利用が可能かをそのコピー元と話し合うようなことに関わる

ようになりました。私が所属している民俗研究系では、1980 年代から民俗研究の一環とし

て映像制作を毎年しております。毎年素材テープが数十巻、５時間を超える場合もありま
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すが、蓄積され、さらに編集した完成版があります。これらをどのように管理し保存し、

活用するかを整理することが、私の今の仕事の一部になっております。 
 NHK に伺い、動画の二次利用や権利関係に付随して、どういうにメタデータを蓄積し

ているかを伺ったことがあります。今日の話でデジタルデータを作っていく過程の記述が

重要ということはその通りで、制作の企画段階からカット表に記述されることがそのまま

最終的なデータベースに反映されるというシステムでした。ただ、項目があれば済むとい

うだけではなく、何を記述するかは制作スタッフの質と関わるので、その教育に何年もか

かるとの話しでした。確かに館内で制作した映像について、「こういう項目の情報を提供し

て欲しい」といってもほとんど何も上がってこない。それは自分が作ったものが将来別の

利用をされるときにどういう情報が必要かわからない状況にあるというのが歴博の段階と

思います。なので、この研究会を機会に勉強し、少しでも前進させたいと思います。 
 安達 最後になりますが、私、安達が研究代表を、鈴木が副代表を務めます。総研大日

本歴史研究専攻の石田さんに、資料の写真を各所に取りに行くことも多いとのことで、こ

のテーマに関心持ってもらえるかと思いリサーチアシスタントをお願いしました。 
 石田 今年入学したばかりなんですが、いろいろとわからないことが多くて、研究会に

RA として参加させていただくことで勉強できたらと思います。 
 
研究の進め方 
 安達 それでは研究の進め方についてご意見を頂きたいと思います。３年の計画ですが、

初年度は課題を整理すること、利用の範囲を想定して利用をモデル化すること、そしてこ

れまでの情報記述について整理をしながら進めてゆきたいと思います。２年目はこれを受

けてデジタル資料の記述に関してどのようなモデルを考えたらよいかを議論し、最終的な

目標である「情報記述ドキュメント」――仮称ですが――のドラフトにまでまとめたいと

考えています。最終年度は、それを使って記述を試み評価を行い、このメンバーが中心と

なる公開の研究会を回開催する計画です。そこでの意見を反映して最終的なプロダクトで

ある情報記述ドキュメントをまとめたいと思います。 
研究会として年４回を計画します。毎回３件程度、様々な発表、ご意見を報告していた

だき、皆様に少なくとも１回はお話いただきたいと考えています、ゲストスピーカーも呼

べるように考えておりますので、適切な方がいらしたらご紹介ください。 
この研究会の公開の範囲について、各機関の実情をお話いただくこともありますので事

前に確認しておきたいと思います。歴博館内は公開とさせていただきたいと思います。館

外の方については、このメンバーの方からお誘いいただく範囲としてはどうかと考えます。 
ここで議論したことを記録に残したいので、録音を録り、これを基に初年度と２年度の

報告集をまとめます。最終年度は情報記述ドキュメントが報告集となります。最終プロダ

クトはもちろん、各年度の報告書もネットワーク上で公開したいと思っています。なお、

共同研究の様子を館を広報する場で使うことがありますので、写真を撮影させていただく

ことをご了承ください。歴博の共同研究は通例では「国立歴史民俗博物館研究報告」に論

文としてまとめます。全員に個々に執筆いただかなくともよいと思っていますが、数編を

まとめたいと考えますので、いくつかをお願いいたします。是非論文にということがあり

ましたら投稿をお願いいたします。 
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研究の進め方についてご意見やご要望がありましたらお願いします。 
 ――確認ですが、研究会というのは、今回のような内部のミーティングと部分的な公開

の研究会は同じですね。 
 安達 歴博の共同研究は公開することが基本ですが、実質的な議論をするため積極的に

は公開しない形態を提案しました。参加を希望される方には出席いただきたいと思います。 
 ――内部のミーティングと研究会の報告の部分を時間で分けることを行いませんか？  
 安達 皆様の発表とディスカッションの時間を充分にとりたいので、あまり考えており

ません。 
 ――さっき内田先生が言ったのは本質で、メタデータは付ければいいに決まっています

が、ある意味でビジネスモデルが成り立っていないとうまく回らない。それでゲストスピ

ーカーなんですが、例えば放送関係の人たちに実態を教えてもらったらよいと思います。

そうでないと、いっぱい必要情報を入れるのですが、市場では流通しないんですよ。 
もう一つは、せっかくいいことをやっているのだから報告集作成で終了ではなく、国家

プロジェクトにしたらどうでしょうか。 
 安達 そのように成功するよう考えて見ます。それでは、時間ですので、展示場でデジ

タル資料の利用の実際をご覧いただきたいと思います。 
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