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東京国立博物館の画像とデジタルデータ 

村田良二 
東京国立博物館 

 
 
 村田でございます。本日は会場がこういう広い所しか場所が取れなくて多少やりにくいかも

しれませんが、ご了承ください。 
 東博の画像とデジタルデータということで、われわれの所で扱っている大きな部分のデジタ

ル化されたもの、特に画像を中心にしてその概要の話をさせて頂きたいと思います。当館は公

式には１８７２年の湯島聖堂での博覧会が博物館の成立の最初ということになっています。そ

のあと上野に移転したりですとか、所管の官庁がいろいろ変わったりとかしまして、戦後国立

博物館という組織になって、数年前に独立行政法人国立博物館になりました。今年の４月から

文化財研究所と統合になりまして、今は独立行政法人国立文化財機構という機構の中に博物館

４館と文化財研究所２研究所が統合されているという形の組織です。 
 画像の資料ですけれども、これも非常に早くから画像と関わっておりまして、１８７２年の

その博覧会の翌年にウィーン万博があったんですけれども、そこに日本から出品をするための

予備調査を７２年にやっています。その干支を取って壬申検査というふうに言っています。こ

れは明治５年で、この時が近代日本に入ってから最初の文化財の調査ということで、全国的な

文化財の調査というのはこれが初めてです。 
 この調査の際に、写真を撮っています。写真が日本に入ってきてからあまり時間が経ってな

いのですけれども、当時の先端技術を使って記録を取る、調査に役立てるということを当時か

らしています。この時の写真資料は数年前に重要文化財に指定をされました。ちょっと見えづ

らいですけれども、当時の写真がこんな感じのもので、右側の写真は東寺の塔ですね、手前は

ずっと畑ですけど向こうに塔が見えます。左側は百済観音なのですけれども、ステレオで取っ

ています。２つのレンズで撮って、今でもこれをそれなりのビューワーか何かで見ればちゃん

と立体的に見えますが、当時からこういうことをやっています。 
 こういう古い写真もありますが、今、基本的に現役で運用している写真というのが、当館の

収蔵品を中心に、機会があるたびに撮影をして画像を作っている、写真を作っているという形

です。展覧会の開催などが一般的かと思いますけれども、その時に展示の図録を作るために写

真を撮影するということがあります。それから、研究図録、図版目録、これは展覧会とは別に

そういった刊行物を出していますので、それぞれの必要に応じて撮影がされる。それから特に

出版を前提とはしていないけれども調査研究のために撮影をするということもあります。 
 それから特別観覧というのは、外部の研究者の方が調査研究などで資料を直接ご覧になると

いうことがあります。そういうものを特別観覧といっていますが、そういった特別観覧の一種

として写真を撮影するということもあります。これは基本的には依頼を受けて当館で撮影する

ということが多いです。あるいは、例えば出版社の方などが撮影に来られて、当館の収蔵品な

どを撮影することもあります。そういった場合は基本的に撮影して出来上がったフィルムを寄

贈して頂くという形になっております。右に映っているのが写真をスキャンしたそのままの物

で、こういう形で写真を撮っています。 
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 館内に映像作成室という部署がありまして、そこに専任のスタッフが３名おります。カメラ

マンとその助手というような形ですけれども、ほぼ毎日のように何か撮影をしているというよ

うな状態です。館内にスタジオが５箇所あってそこで日々撮影をしています。だいたいは４×

５版、またはブローニーもありますが、今は４×５で撮るのが一番多いです。 
 それからそこで撮影する物以外では、古典籍のマイクロフィルムなんかを作っていますが、

こちらのほうは館内でということではなくて外部委託をして作成をしていきます。 
 続いて、写真の原板として管理している物がどれぐらいかという数ですけれども、昨年度末

の時点でカラーのフィルムが９万枚強、それからモノクロのフィルムが２１万枚強で、合わせ

て約３０万枚のフィルムを管理しています。基本的に一貫した連番、フィルム番号という形で

番号を付けて、１枚１枚に番号を振って管理をしています。 
 その撮影したフィルムをデジタル化するというのが当館で管理しているデジタル画像の一番

メインになる部分です。９４年に着手をしまして、原板のフィルム、４×５のフィルムを、１

０００ｄｐｉでスキャンをするということをずっと続けてきています。作る画像はＴＩＦＦと

ＪＰＥＧで、それぞれに当初は４種類のサイズを作っていました。４×５でだいたいこれぐら

いのピクセル数という数字を書いてありますけれども、特大・大・中・小というふうに呼んで

います。特大というのが４×５をそのまま１０００ｄｐｉで撮った４０００×５０００ぐらい

のピクセル数です。あとはそれをリサイズして小さくしたものが、それぞれのサイズになって

います。 
 当初は画像のリサイズも量が多いとなかなか大変だということで最初にスキャンする時に同

時に他のサイズも作っていましたけれども、ファイル数がとにかく多くなってしまうので、現

在は特大と中の２種類だけにしています。スキャンは今、外部委託でやっています。２００２

年まではＣＤで納品をしてもらっていましたが、現在はＤＶＤになっています。 
 このＣＤとＤＶＤがかなりの分量になっていて、あとでちょっとご覧頂こうと思いますけれ

ども、物理的にけっこうボリュームがあります。カラーのフィルムに関しては納品されたＣＤ

とは別にハードディスクの方にも入れてあって、使う時には基本的にはそちらを、そのハード

ディスクから使うということで、普段はＣＤの出し入れというようなことはありません。 
 それから写真の画像データだけでなくて、写真についてのデータということでメタデータで

すけれども、これは写真を作る時に写真作成伝票という紙の伝票を昔から作って使っていまし

た。撮影・現像・整理の間、フィルムと伝票が一緒に動くっていう紙の伝票がありまして、こ

れが原本になっています。この伝票には撮影対象、何を撮ったのか、その物が何で、あるいは

当館の収蔵品であればその番号が何番で、どういう物で、というようなことですね。それから

撮影に関する情報ということで、日付であるとか、撮影者といったこと、それからコンテクス

トとしては撮影目的、「何々展の図録のため」ですとか、そういった形で撮影目的なんかもこの

伝票に書いてあります。こういった伝票の運用は現在も続けています。 
 いつから始めたかというのは若干はっきりしないところがあるんですが、この紙の伝票だけ

の状態から、ある時期から部分的にではありますが電子化していました。マイクロソフトのア

クセスにデータを入れて、紙の伝票を出力する、帳票をプリントアウトすることと、それから

蓄積したデータを管理したり検索したりするのに使うということで、アクセスを使ったかなり

手作り的なデータベースを２００５年まで使っていました。 
 これをもう少しきちんとした形にしようということで、現在は「文化財画像情報統合管理シ
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ステム」ちょっと長い名前ですが、こういう新しいシステムを作りまして、今はこちらを運用

しています。２００５年に開発したもので、Open Text 社の LiveLink というソフトウェアが

あるですが、これを応用したアプリケーションです。以前使っていたアクセスが文字のデータ

だけ、メタデータだけを管理するものだったのですけれども、こちらは画像ファイルとメタデ

ータと両方とも一応統合して管理するという形でやっています。 
 これは基本的に館内での利用です。館内の職員が見るということ、それからもう一つあちら

にあとで見学に行って頂きますけれども、資料館という建物がございまして、そちらは図書の

閲覧ですとか、画像の閲覧とか、そういったことができるスペースになっています。そちらは

普通、展示をやっているほうとはエリアが分かれていまして無料のエリアになっています。展

示をやっているほうのゾーンは特別展をやっていなくても平常展でも入館料を頂いていますが、

資料館のほうは今日みなさんに入って頂いた西門から入って頂いて、利用して頂くという形で

やっています。そちらの資料館のほうで利用者の方が自分のお使いになりたい画像を自分で検

索して、利用の申し込み等々ができるようになっています。 
 そういったことがありますので、利用者ごとに抽出する情報を部分的に制限しています。例

えば、写真は当館の収蔵品以外にも特別展をやる時にどこからか借りてきて展示をするという

ことがありますけれども、その時も図録を作るために借りてきて当館で写真を撮影するという

ことはあります。そういうケースを含めて、所蔵品以外の文化財の写真というのはけっこうな

ボリュームがあるのですけれども、例えば個人の方から借りてきたような場合に、所蔵者のお

名前を隠しておくとかですね、そういった制限が必要になってきますので、そういうこともこ

のシステムではやっています。 
 ちょっとご覧いただきますけれども、こんな画面です。検索の画面があって、例えば「普賢

菩薩」と検索をすると、ちょっとこれはあまり速くはありませんが、キーワードに引っかかっ

てきたものは写真が一応、一通り出るという形です。例えば、１枚選ぶと、この写真の詳細な

情報が入っているという形です。画像を拡大してみる、一番大きいものですとどれぐらいかと

いうのをちょっとお見せしますが、これがその特大と言っている、4×5 を 1000dpi で撮った

ものですね。 
 ちょっと見えづらいですけど、ここに裏返しになっていますが、数字が書いてあります。こ

れは写真の番号です。写真１枚１枚に番号を付けて、その番号はフィルムそのものに鉄筆で数

字を書き入れています。これはちょっと古い写真なので少し赤味がかっています。カラー写真

は昭和４４年からこのスタイルで写真を撮っていますので、デジタル化した９４年の時点では

もうだいぶ劣化してしまった状態になっているものもかなりあります。そういった古い写真し

かないような場合で、新しく図録を作る必要があるというような時には、撮影のやり直しとい

うこともけっこうあります。 
 それで、お配りしたホッチキス留めの３枚のものがありますが、こちらにこのシステムで写

真のデータをどういうふうに管理しているかというのがざっと書いてあります。基本的なデー

タの処理の流れとしては、撮影時に撮影している対象の基本的な情報、何を撮影するのかとい

ったような情報を入力します。これで帳票というか、作品とそれから撮影に関する情報がこの

時に入ります。それからフィルムが出来上がってきた時に写真整理室という部署、これは撮影

する部署とは別の所ですが、そちらでフィルムの登録をしてデータの整理をします。 
 ですので、一度撮影する時に一つのものを幾つかの角度から撮ったりですとか、部分を拡大
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して撮影したりですとかいうことをやっていますので、一度のというか、一つの作品、１回の

撮影でひとまとまりになっています。これがその下の方の帳票となっている所ですね。ですか

ら作品と撮影についてのまとまりというのがあって、それに一度の撮影、一つの作品に対して

複数のフィルムが作成されるという形です。 
 これの２枚目、３枚目は登録されているデータの項目です。画面のスナップショットでちょ

っと画質が悪くて見えづらい所があると思いますけれども、１枚目が作品そのものの情報とそ

れから撮影についての情報。２枚目の方がフィルム画像についての情報ということで、作品に

関する情報と撮影に関する情報とフィルム画像に関する情報がひとまとまりになって管理され

ているという形です。 
 閲覧の制限については、館内の職員には見せるけれども、資料館に来て頂いた閲覧の方には

お見せしないというような所があります。それは例えば、個人蔵の物の所蔵者の名前というの

が、一番わかりやすい例だと思いますけれども、他にも幾つかありますね。事情があって今閲

覧に供せないものとかですね、そういう物は出さないとか、そういった制限をしています。認

証は、館内の職員に関してはＩＤとパスワードを配布してやっています。来館者の方はゲスト

ユーザーのような形で使っていただいています。 
 こういうデータベースを整備して、統合したシステムを作るにあたって、一つのインセンテ

ィブになった部分でもありますが、現在商用利用を拡大しています。「ＴＭＮイメージアーカイ

ブ」という名前で画像利用権のライセンス販売ということをしています。これは出版物である

とか、何かグッズを作るとか、あるいはテレビで放送するのに使いたいとか、そういった様々

な利用に当館の画像を提供するということをやっています。これは２００２年に始めています。

今はＤＮＰアーカイブ・コムさんと契約をしています。 
 ですので、商用利用をしたい方はＤＮＰアーカイブ・コムさんに申し込みをして、そちらで

提供をしているという感じです。デジタルデータ、またデュープを貸し出しということにして

います。今はデジタルデータを提供するということも多いのですけれども、まだフィルムを使

わせてほしいという需要もありますので、フィルムが欲しいという場合にはデュープを作成し

て、それを貸し出ししているという形です。 
 ２００６年度、昨年度は２１０３件の申し込みが年間でありまして、画像の枚数にすると８

０７４画像の提供をしました。これは商用利用でそれなりに対価を頂いていますので、館の収

入源として無視できないぐらいの分量にはなっております。 
 デジタル化した画像の公開ですが、今のところは新しい統合管理システムの少し前のものと

いうか、一般の方がウェブ上で見られるのは当館のこのページの一部にカラーフィルム検索と

いうのがあります。こちらで検索をして見て頂くというのが、現在動いているものです。 
 ただ、今こちらのカラーフィルム検索はデータの更新にかなり手間がかかりまして、あまり

新しい所が入っていないですとか、あるいは使い勝手があまりよくない部分がありますので、

従来の東京国立博物館のウェブページとは別に「情報アーカイブ」という、もう一つのサイト

を立ち上げています。こちらのほうで先ほどのフィルム検索に代わる画像検索用のインターフ

ェイスを準備しています。こちらができて、少し整備が進むと、検索した画像をＤＮＰアーカ

イブ・コムさんに申し込むという流れがウェブ上でできるようになります。今、そちらは準備

をしている最中ですが、もうすぐ移行するといった感じです。 
 さて、今までのところでお見せしたフィルム、それからそのデジタル化というのが一番大き
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いところですが、それ以外の部分では古典籍がいろいろとあります。三千数百巻分のマイクロ

フィルムがありますが、そのうちの一部をデジタル化するということを始めていまして。これ

はここ数年の話ですけれども、今までのところで１２５巻、６万個コマほどをデジタル化して

います。これは本をマイクロフィルムに撮ってある物がありますので、それをデジタル化する

という形でやっています。 
 その他、科研による画像データベースというのが幾つかありまして、これも公開しています。

先ほどの東京国立博物館情報アーカイブの一部で出していますが、現在公開しているのが３種

類あります。まず博物図譜という動物とか植物とかを描いた図鑑のような物です。科研でその

博物図譜の調査をするということがありまして、調査のときに撮影をしています。今、カボチ

ャで検索をしますと、カボチャを描いた図譜の絵がずらっと出ていると。中身は……セッショ

ンが切れました。ちょっとこういった使い勝手の悪い所があって、改善の余地がだいぶありま

すが。 
 1 件のデータの中身はこういう形で、１枚１枚撮っているという形です。これを科研では図

譜そのものを調査するということですので、どういうものが描いてあるとかいった情報も一通

り取っておきます。これが博物図譜、それから次に古写真ですね。当館にある江戸時代末から

大正時代にかけての写真です。これは「大徳寺の白衣観音像」を撮った写真です。こういう写

真帳の体裁になっているものですね。写真帳の体裁になっているものをもう一回撮影して、こ

ういう形で公開しているということです。明治２１年に撮られた写真ですね。撮影者は小川一

真という、わりと当時の早い時期にいろいろな形の写真を撮っているということで、名前が知

られている人です。 
 こういう文化財の写真以外にももちろん先ほどの写真検索のほうでお見せしたような風景の

写真なんかもありますし、そういった古い写真のデータベースというものを公開しています。 
 それから、地図ですね。これは基本的に江戸時代の地図ですけれども、こちらは「永禄年中

江戸絵図」ですね。これも同じように科研で当館の所蔵の古地図の調査というものをやってい

ますので、その調査の時に撮影を一つ一つしていって、データベースとしてまとめて公開して

いるという形のものです。 
 これは InfoLib というアプリケーションを使ってやっているもので、当館以外のものにも幾

つか実績があるので、ボタンとか似たところを余所でご覧になる機会もあるかもしれません。 
 それから、さらに「ｅ国宝」というものもあります。現在はインターネット版と館内版で別々

にしています。国宝の高精細画像を見るためのウェブサイトということでやっているものです。

画像とデータと解説文が５カ国語で書いてあります。これはインターネット版で、一番拡大す

るとこれぐらいのものです。フィルムは８×１０で撮ったものを同じように１０００ｄｐｉで

スキャンした画像ですので、通常館内でやっている４×５のフィルムの４倍の画素数になりま

す。こういったものがあります。 
 もう一つ、インターネットで公開しているほうですが、すみません、これはプラブインがな

いと見えないですね。今ご覧にいれられませんが、内容的には同じでインターフェイスがちょ

っと違うものです。先ほどのインターネット版は画像を切って、グリッドに割って表示してい

ますけれど、画像をドラッグしてスムーズに見られるバージョンが館内用にあります。これは

特殊なプラグインを使って実現しているものです。館内の何箇所かで来館者が見ることができ

るようになっています。 
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 このｅ国宝も今、リニューアルを準備中で、新しいバージョンを開発しています。開発のほ

うは概ね終わりかけているので、こちらも新しいものを近日中に公開できるようになると思い

ます。新しいほうのバージョンはフラッシュを使っているもので、プラグインとしてもそれほ

ど特殊じゃないので、スムーズにドラッグして見られるほうのバージョンをインターネットで

も公開できるようになると思います。 
 あと、公開しているもの以外に抱えているちょっとやっかいなものというのは、業務利用の

中の画像です。これはいろいろな館内の仕事をする時に何かにつけて画像を撮るということが

非常に多くて、特にデジタルカメラを使うようになってからは非常に大量の画像をみんながい

ろんな所、いろんなタイミングで撮るということがあります。所蔵品の確認であるとか、保存

状態のチェックをする時に写真を撮るとか、あるいは館内でイベントをやった時にその記録の

写真を撮るというようなことが行われています。 
 デジタルカメラでたくさん撮られていて、ほぼ無秩序な状態で撮影をされていて、先ほどの

フィルムのように通し番号を付けるとか、そういったことはまったくなされていません。ただ、

利用する目的があって撮っているので、部署ごとに整理はしているのですけれども、部署をま

たがっての利用は現状ではちょっと難しいような状態です。 
 これが少し問題になっているので、そういうわりととカジュアルに撮られた画像も何らかの

管理共有するための仕組みを作ったほうがいいだろうということで準備をしているものがあり

ます。こちらはごく簡単に入力の項目もタイトルとメモぐらいに絞って、「いつ誰が撮った、あ

とキーワードを付けられる」というぐらいにして、簡単に登録できるようなものを作って、と

もかく検索をして違う部署の者でも探せるようにするとかですね、そういった所に主眼をおい

て作っています。こちら、まだ運用は始まっていませんけれども、これで無秩序状態が少しで

も解消されればいいかなと思って期待をしているところです。 
 だいたい以上ですが、課題としては最初のフィルムのほうも機会があるたびに撮影をすると

いうことで、系統的に所蔵品の番号を１番から順に撮っていくというようなことをやっていま

せんので、どうしても頻繁に利用されるいわゆる名品を中心にして写真が作られているってい

うことがあります。そうすると、あまり有名でない作品は画像がなくて、どういう物かわかり

づらい、そうするとますます利用がされないというようなことがあって、利用されない、活用

されない作品はそのままなかなか活用されづらい状態のままになってしまうという問題もあり

ます。画像がなかなか全体として整わないというような問題でもありますので、何か系統的に

やっていくという作業も考えなければならないのかなというふうに思っております。 
 それから、先ほどお話したライセンス提供ということですけれども、収益事業としての側面

もありますけれども、博物館は公共的な性格もありますし、著作権が切れている物などは公共

的な利用のニーズというのはそれなりにあると思うので、ともかく収益につなげるというよう

な考え方だけではなくて、パブリックに使えるようにするということも考えていく必要がある

のではないかという議論を、館内でもやらないといけないと思っています。 
 それから、作品データベースとの関係の整理ということですけれども、画像データベースと

は別に作品のデータベースがあります。写真のほうはどうしても紙の伝票を原本にして電子化

するというところから作業が始まっていますので、撮影をした時の区切りで写真が作られてい

ます。そうするとその作品との対応関係がきちんと整理されていない面があったりですとか、

あるいは作品に関する情報が更新されたり書き換えられた時に、写真のデータの書き換えが必
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ずしも連動しないとかいった問題がありますので、こちらもまた少し時間をかけて作品と写真

の関係を整理するということもやらなければならないと考えています。 
 ただ、分量がかなりありますので、そこをどういうふうに系統的にやっていくかというのは、

なかなか難しいものがあるのですが。ともかくそういった作業をしていく必要があると。だい

たいそんなところが今、課題として考えられるところですね。 
私のほうからは以上で終わらせて頂きます。 

 
 
＜質疑要約＞ 

 
 ――ガラス乾板、フィルムなど、写真が文化財になることはよくあることか。 
 村田 それほどよくあることではない。物体としてのガラス乾板（正しくは「湿板」）が指定

されているということ、写っている物など、歴史的な価値っていうのも含めて指定されている。 
 ――素材だけでなく、写る物も含むなら、デジタル写真は文化財になるか。 
 村田 だいぶ先にならないとわからない。 
 ――「文化財画像情報統合管理システム」の情報の開示範囲の違いと認証は？ 
 村田 館内の職員には見せるが、資料館に来て頂いた閲覧の方には、個人蔵の物の所蔵者の

名前や事情があって今閲覧に供せないものなどは出さないという制限をしている。館内の職員

に関してはＩＤとパスワードを配布し、来館者はゲストユーザーの形をとる。 
 ――「ＴＭＮイメージアーカイブ」での画像利用権のライセンス販売による資料画像の商業

利用について 
 村田 一次利用と、トリミングなどの変更は可能。デジタルデータでの貸し出しとその割合

はデジタルのほうが多い。また、一般ユーザーも壁紙やアクセサリーに使用可能。 
 ――ウェブで申し込みは可能か。 
 村田 ウェブでの申し込みは実現していない。申し込みの窓口とファックスで受け付けてい

る状態、ウェブでの申し込みは準備を進めている。学術利用は実費のみでやっている。 
 デジタル化した画像の一般への公開は、東京国立博物館のウェブページでのカラーフィルム

検索で利用可能。それとは別に「情報アーカイブ」という、フィルム検索に代わる画像検索用

のインターフェイスを準備している。こちらでは、検索したものをＤＮＰアーカイブ・コムさ

んに申し込むという流れが、ウェブ上でできるように進めている。 
 ――公開してある画像データは、解像度を落とすなど、著作権管理はしているか。 
 村田 解像度は、JPEG で公開しており、目的によっては使える。法的に問題のない範囲で

あればもちろん文句は言えないが、商用利用に関してはお申し込みをお願いしている。電子透

かしは何度か検討したが、本当にコストに見合うのかということもあり、今は見送っている。

著作権は切れているものがほとんどで、立体物に関しては写真撮影の著作権を主張できるが、

平面の物は、著作物性がないという判断が通例になっており、著作権を楯に「使うな」という

ことは言えない 
 ――大変な労力をかけてアーカイブにして整理されているから、それ自体は著作権が切れて

いたとしても全体は守られるべきだと思うが。 
 村田 その辺の判断は、データベースの著作権はあるが、そこに入っている一枚一枚の画像
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が保護できるかどうかは、はっきりした判断はまだないのではないか。 
 ――メタデータの引用や研究者、関連論文とのリンクはしないのか。 
 村田 将来的な課題としては考えていくべきだろうと思う。情報アーカイブという研究機関

としての情報提供、研究者向けの情報提供をもっとやっていく方向にはなっている。人文系は

そういう文化が非常に弱い印象はあるが、これからは研究についての情報も充実させていく必

要はある。 
 ――全収蔵品の総合目録的なデータの公開は、まだ予定はされてないか。 
 村田 まだ目処が立っていない。ある程度、データ整備をしてからでないと難しい。 
 ――画像データを物質としてフィルムに留めず、デジタルで撮影する方向性は検討されては

いないのか。 
 村田 近い将来、本格的に考えるべきという意識はあるが、まだ数年間はフィルム中心とい

うのは変わらない。部分的にはデジタルで最初から撮ることもしているが、館のメインの写真

については、シノゴで撮っているものに代えてデジタルという流れはまだない。 
 ――デジカメで性能的にはまだ合わない。それから特殊な写真、特に赤外線など、むしろデ

ジカメで撮らないとダメという分野もある。 
 ――公共的な画像提供と収益事業のバランス、利用料金が上がってからの利用件数はどうか。 
 村田 価格が上がったのは商用利用。学術公共に関しては従来どおりの価格である。商用利

用のほうの件数はライセンス提供の形を変えた直後には件数が増えた。その後年間を通じては

わからないが、少なくとも利用の件数が大きく落ち込んだということはないはず。 
 商用利用というので収益につなげつつ、学術公共、あるいは私的な非商用での利用について

はもっと簡単に使えるようにしていくというのが一つの方向としてあるのではないかとは思う。 
 ――ネットワークの環境について 
 村田 サイネットで、東大につないでいる。外に出しているサーバーはなく、全部こちらに

ある。 
 ――「文化財画像情報統合管理システム」は写真のデジタル画像を管理するシステムとデー

タの提供、両方の目的を当初から持っていたのか。写真を全てデジタルのシステムにさし直す

ことを最終的に計画しているのか。 
 村田 それが目的。そのデータを登録して館内の人や利用者が検索できるようにする。対象

は番号の付いている系統的に管理されている範囲の写真は全部が対象。ただ、データが入って

いる範囲については、カラーは一通り全部入っているが、モノクロのほうはやはり５万枚ぐら

いがデジタル化されていて、それ以前の物はまだ追いついていない。 
 ――動画の管理はどうしているか。 
 村田 館の収蔵品や調査研究として動画を使うということは滅多にないので、ビデオの映像

などをまとめて管理していない。研究員個人の持っているものは把握していな。昔の文化庁が

記録に撮った動画のフィルムはあるが、デジタル化にはまったく手をつけていない。 
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