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付図 1 植木売り寺しまのま

つ 尾上松助、猿廻し三谷

の三作 尾上多見蔵、玉屋

新兵衛 尾上菊五郎（右） 

国立歴史民俗博物館蔵 

記述例の対象資料 

 

(1) 写真（錦絵） 

 保存用のマスターフィルムと貸出など普段に使用

するワーキングフィルムとして管理される以下の錦

絵の写真の記述例 

(a) カラーポジ，マスター 

(b) 白黒ネガ，マスター 

(c) カラーポジ，ワーキング 

(d) 白黒ネガ，ワーキング 

(e) カラーネガ，ワーキング 

 

(2) デジタルカメラによる写真（錦絵） 

 (1)と同じ錦絵を，デジタルカメラで撮影した写真の

記述例 

 (a) デジタルカメラ撮影画像 

 

(3) デジタル画像の作成過程（錦絵） 

 (1)と同じ錦絵のカラーポジのワーキングフォルム

をスキャニングして得られたデジタル画像と，同画像

を JPG に変換した画像の例 

 (a) デジタル画像 

 (b) デジタル画像の変換画像 

 デジタル画像は PhotoCD に収録され，JPG への変換画像は画像サーバに格納されて

いる例としている． 

 

(4) 複合資料：画像の複合（江戸図屏風） 

 超大画像自在閲覧システム用に制作した江戸図屏風コンテンツの基としたポジフィ

ルムと，これをスキャンしたスキャン画像，これを 1 枚の画像として見えるようトリミ

ング等を行って接合した接合画像，これを高速に表示できるようにした分割画像，なら

びに分割画像，シナリオが記された説明文，閲覧システムの設定ファイルをまとめた画

像コンテンツの記述例 

(a) カラーポジフィルム 

(b) スキャニング画像 

(c) 接合画像 

(d) 分割画像 
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(e) 画像コンテンツ 

 (a)は屏風の一扇を上下方向に 4 つに分けて撮影し，全体で 48 枚からなる．(b)は，こ

れに対応して，1 ファイル毎に管理する例である．後に記す記述例では，右隻一扇の上

だけを示す．(c) の転写元は複数の転写資料資料からなる例である． 

 (b)は(a)を，(c)は(d)を，・・・(e)は(d)を元に作成しているが，(a)～(e)は同一システム

上にあるとして，作成情報の転送元には，転写資料の管理番号を与えている． 

 (c)～(e)はそれぞれ複数のファイルから構成されるが，まとまりとして管理し格納情

報に記述している．(c)はファイルの扱いやすさから適切なサイズに分割し，全てが一つ

の記録媒体に収まらず，複数の記録媒体に格納する例となっている． 

 

原資料 ポジフィ
ルム

スキャング
画像

接合画像 分割画像

説明文  

 

 

(5) 複合資料：メディアの複合（大石兵六物語絵巻） 

 資料の画像と，資料の各場面を解説するテキストと，テキストを基に収録した音声の

各メディアから構成されるコンテンツの複合資料の記述例． 

 作成過程付は図 2-1 に音声の作成が加わったものである．

画像の記述は接合画像以前を省略し，以下について例を示

している． 

(a) 画像 

(b) テキスト 

(c) 音声 

(d) コンテンツ 

 上記が同一の HDD 上に収められている例となっている． 

 

 

付図 2-1 超大画像自在閲覧システム画像コンテン

ツの作成過程 

付図 2-2 画像コンテンツ 

江戸図屏風（国立歴史民俗

博物館蔵） 

図 3 複合コンテンツ 

大石兵六物語絵巻（国立

歴史民俗博物館蔵） 
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(6) 複合資料：資料の複合（百鬼夜行絵巻の世界） 

 百鬼夜行に関する４つの絵巻「百鬼夜行絵巻」「百鬼ノ図」「百鬼夜行図」「百器夜行

絵巻」をメニュー画面より選択して閲覧できるようにした複合資料の記述例． 

 個々のデジタル資料は，超大画像自在閲覧システム用の画像コンテンツの形態をなし，

表示用画像と全体解説用のテキストから構成される．百鬼ノ図では画面表示に応じた個

別解説用のテキストを有している． 

 百鬼ノ図以外は，付図 2-1 と同じ作成過程による．百鬼ノ図は他機関が有する画像を

元に作成する例となっている．後の記述例では，百鬼夜行図，百器夜行絵巻の記載を省

略するとともに，接合画像以前を省略し，以下について例を示している． 

(a-1) 表示用画像（百鬼夜行絵巻） 

(a-2) 全体解説用テキスト（百鬼夜行絵巻） 

(a-3) 画像コンテンツ（百鬼夜行絵巻） 

(b-1) 表示用画像（百鬼ノ図） 

(b-2) 全体解説用テキスト（百鬼ノ図） 

(b-3) 個別解説用テキスト（百鬼ノ図） 

 (b-4) 画像コンテンツ（百鬼ノ図） 

(c) 複合資料（百鬼夜業絵巻の世界） 

 格納情報に関する記述は，画像，テキストのデータは資

料毎に DVD に収められ，これらを基にしたデジタル資料が

一つの HDD にフォルダを分けて資料毎に収められ，資料を

複合したコンテンツが同一の HDD 上に構成されている例

となっている． 

 

 

 

付図 4 複合コンテンツ

のメニュー画面 

百鬼夜行絵巻の世界 
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(1) 写真（錦絵） 

 
※マスターフィルム（保存用としてフィルム保管庫で厳重に保管するフィルム）としてカラーポ

ジと白黒ネガの２枚，ワーキングフィルム（貸出等，普段使い用のフィルム）としてカラーポジ

2 枚，白黒ネガ，カラーネガ各１枚の計４枚を作成している． 
 
(1_a) カラーポジ，マスター 

     

 ID Xxxxxxxx   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」の撮影画

像（カラーポジ，マスター） 

種類 銀塩写真 

記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図を撮影した写真．カラーポジ．マス

ターフィルム（保存用）． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   

原資料情報 資料番号 H-22-1-1-1 
名称 植木売り寺しまのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の

三作 尾上多見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎 

作成者 画工：歌川豊国，版元：山本屋平吉 

時期 1821（文政 4）年 7 月 

法量 大判２枚（38.2×26.8（右），38.3×26.0（中））

所蔵者 国立歴史民俗博物館 

記事 文政 4 年 7 月河原崎座「玉藻前雲井闔〓（たまも

のまえくもいのはれぎぬ）。3 枚続の左図抜けか。

権利 国立歴史民俗博物館 

   
作成情報 転写元 国立歴史民俗博物館所蔵資料 H-22-1-1-1 

作成方法 撮影 

作成者 ○○○○ 

作成日 2004 年 4 月 22 日 

   

表現情報 カラー／白黒 カラー 

ポジ／ネガ ポジ 

大きさ 6×7（ブローニー） 

   

格納情報  フィルム番号 14-M-2004-3 Box 番号 100 
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(1_b) 白黒ネガ，マスター    

     

 ID xxxxxxxx   

     

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」の撮影画

像（白黒ネガ，マスター） 

種類 銀塩写真 

記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図を撮影した写真．白黒ネガ．マスタ

ーフィルム（保存用）． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   
原資料情報  ［省略］ 

   
作成情報 転写元 国立歴史民俗博物館所蔵資料 H-22-1-1-1 

作成方法 撮影 

作成者 ○○○○ 

作成日 2004 年 4 月 22 日 

   

表現情報 カラー／白黒 白黒 

ポジ／ネガ ネガ 

大きさ 6×7（ブローニー） 

   

格納情報  フィルム番号 14-M-2004-4 Box 番号 100 

   
 

     

 
 
(1_c) カラーポジ，ワーキング 

     

 ID xxxxxxxx   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」の撮影画

像（カラーポジ，貸出用） 

種類 銀塩写真 
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記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図を撮影した写真．カラーポジ．ワー

キングフィルム（貸出用）． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   
原資料情報  ［省略］ 

   
作成情報 転写元 国立歴史民俗博物館所蔵資料 H-22-1-1-1 

作成方法 撮影 

作成者 ○○○○ 

作成日 2004 年 4 月 22 日 

   

表現情報 カラー／白黒 カラー 

ポジ／ネガ ポジ 

大きさ 6×7（ブローニー） 

   

格納情報  フィルム番号 14-W-2004-5 Box 番号 139 
フィルム番号 14-W-2004-6 Box 番号 139 

   
 

     

 
 
(1_d) 白黒ネガ，ワーキング 

     

 ID xxxxxxxx   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」の撮影画

像（白黒ネガ，貸出用） 

種類 銀塩写真 

記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図を撮影した写真．白黒ネガ．ワーキ

ングフィルム（保存用）． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   
原資料情報  ［省略］ 

   
作成情報 転写元 国立歴史民俗博物館所蔵資料 H-22-1-1-1 

作成方法 撮影 
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作成者 ○○○○ 

作成日 2004 年 4 月 22 日 

   

表現情報 カラー／白黒 白黒 

ポジ／ネガ ネガ 

大きさ 6×7（ブローニー） 

   

格納情報  フィルム番号 14-W-2004-7 Box 番号 139 

   
 

     

 
 
(1_e) カラーネガ，ワーキング 

     

 ID xxxxxxxx   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」の撮影画

像（カラーネガ，貸出用） 

種類 銀塩写真 

記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図を撮影した写真．カラーネガ．ワー

キングフィルム（貸出用）． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   

原資料情報  ［省略］ 

   

作成情報 転写元 国立歴史民俗博物館所蔵資料 H-22-1-1-1 

作成方法 撮影 

作成者 ○○○○ 

作成日 2004 年 4 月 22 日 

   
表現情報 カラー／白黒 カラー 

ポジ／ネガ ネガ 

大きさ 6×7（ブローニー） 

   
格納情報  フィルム番号 14-M-2004-8 Box 番号 100 
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(2) デジタルカメラによる写真（錦絵） 

 

(2_a) デジタルカメラ撮影画像 
     

 ID NIS000001   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」のデジタ

ルカメラ撮影画像(RAW) 

種類 デジタル画像 

記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図をデジタルカメラで撮影した画像．

RAW モードで撮影． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   
原資料情報 資料番号 H-22-1-1-1 

名称 植木売り寺しまのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の

三作 尾上多見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎 

作成者 画工：歌川豊国，版元：山本屋平吉 

時期 1821（文政 4）年 7 月 

法量 大判２枚（38.2×26.8（右），38.3×26.0（中））

所蔵者 国立歴史民俗博物館 

記事 文政 4 年 7 月河原崎座「玉藻前雲井闔〓（たまも

のまえくもいのはれぎぬ）。3 枚続の左図抜けか。

権利 国立歴史民俗博物館 

   
作成情報 転写元 国立歴史民俗博物館所蔵資料 H-22-1-1-1 

 

作成方法 デジタルカメラで撮影 

作成者 ○○○○ 

作成日 2003 年 7 月 2 日 

   

表現情報 カラー／白黒 カラー 

画像フォーマット Kodak Professional DCS ProBack RAW フォー

マット(.DCR 形式) 

大きさ 4072×4072 

   

格納情報  CD-ROM「sakamoto-20030702-1」

464F2025.DCR 
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(3) デジタル画像の作成過程（錦絵） 

 

(3_a) デジタル画像 
     

 ID PCD000001   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」の撮影画

像（カラーポジ，貸出用）から作られたデジタル

画像（PhotoCD 画像）． 

種類 デジタル写真 

記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図を撮影した写真（カラーポジ．ワー

キングフィルム（貸出用））から作成した PhotoCD
画像． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   
原資料情報 資料番号 H-22-1-1-1 

名称 植木売り寺しまのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の

三作 尾上多見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎 

作成者 画工：歌川豊国，版元：山本屋平吉 

時期 1821（文政 4）年 7 月 

法量 大判２枚（38.2×26.8（右），38.3×26.0（中））

所蔵者 国立歴史民俗博物館 

記事 文政 4 年 7 月河原崎座「玉藻前雲井闔〓（たまも

のまえくもいのはれぎぬ）。3 枚続の左図抜けか。

権利 国立歴史民俗博物館 

   
作成情報 転写元 Xxxxxxxx 

作成方法 スキャニング 

作成者 スポット商会 

作成日 2001 年 3 月 23 日 

   

表現情報 カラー／白黒 カラー 

画像フォーマット KodakPhotoCD 

大きさ BASE64(2048×3072) 

   

格納情報  基盤番号 027933014666 収録番号 002 
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(3_b) デジタル画像の変換画像 
     

 ID JPG000001   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 館蔵錦絵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺し

まのまつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多

見蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎（右）」の撮影画

像（カラーポジ，貸出用）から作られたデジタル

画像 

種類 デジタル写真 

記事 館蔵コレクション H-22-1-1-1「植木売り寺しまの

まつ 尾上松助、猿廻し三谷の三作 尾上多見

蔵、玉屋新兵衛 尾上菊五郎」２枚（もとは３枚

組か）の右図を撮影した写真（カラーポジ．ワー

キングフィルム（貸出用））から PhotoCD 画像を

経由して作成した JPG 画像． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   

原資料情報  ［省略］ 

   

作成情報 転写元 PCD000001 
作成方法 コピー（フォーマット変換） 

作成者 鈴木卓治 

作成日 2003 年 8 月 26 日 

   

表現情報 カラー／白黒 カラー 

画像フォーマット JPEG(JFIF)，RGB8bit 

大きさ 2048×3072 

   

格納情報  画像サーバ：F:：/錦絵/0002.jpg 
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(4) 複合資料：画像の複合（江戸図屏風） 

 

(4_a) カラーポジフィルム 
     

 ID SUZ000001   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 江戸図屏風分割撮影写真（新）右１上 

種類 銀塩写真 

記事 本館収蔵資料 H-1 江戸図屏風（修復後）右隻第１

扇上を撮影したもの．カラーポジ．貸出用． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   
原資料情報 資料番号 H-1 

名称 江戸図屏風 

作成者 不明 

時期 江戸時代初期 

法量 381cm×178.1cm（右隻），379.4cm×178.1cm
（左隻）． 

所蔵者 国立歴史民俗博物館 

記事 江戸時代初期の江戸市街地および近郊の景観

を画題として、そのなかに江戸幕府第三代将軍

徳川家光の事蹟を描き込んだ、六曲一双の屏

風。成立期江戸の景観を描いた数少ない史料の

ひとつであるが、絵画の製作年代にはいくつか

の説がある。1981 年歴博受入（文化庁より移

管）。2002～3 年調査修復。 

権利 国立歴史民俗博物館 

   

作成情報 転写元 国立歴史民俗博物館所蔵資料 H-1 

作成方法 原資料を撮影 

作成者 ○○○○ 

作成日 2003 年 5 月 29 日 

   
表現情報 カラー／白黒 カラー 

ポジ／ネガ ポジ 

大きさ 4×5 

   
格納情報  フィルム番号 14-W-2003-1220 Box 番号 128 

   
 

     

 
◆SUZ00001～00048 まで，48 枚の分割撮影画像の登録がある． 
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(4_b) スキャニング画像 
     

 ID SUZ001001   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 江戸図屏風分割撮影写真スキャニング画像

（新）右１上 

種類 デジタル画像 

記事 本館収蔵資料 H-1 江戸図屏風（修復後）右隻第１

扇上の撮影写真をフィルムスキャナ xxxで解像

度 4000dpi でスキャニングして作成したデジ

タル画像． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   

原資料情報 （省略）  
   

作成情報 転写元 SUZ000001 
作成方法 銀塩写真からスキャン 

作成者 安達文夫（制作責任者），□□□（作業者） 

作成日 xxxx 年 x 月 x 日 

   
表現情報 カラー／白黒 カラー 

画像フォーマット TIFF 非圧縮 RGB 各 8bit sRGB 

大きさ 20000×16000 

   

格納情報  DVD；xxxx-xxxx-0001；/image01.tiff 

   
 

     

◆SUZ001001～001048 まで，48 枚のスキャニング画像の定義がある． 
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(4_c) 接合画像 
     

 ID SUZ002100   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 江戸図屏風接合画像（新） 

種類 デジタル画像 

記事 本館収蔵資料 H-1 江戸図屏風（修復後）の分割

撮影画像を加工し，トリミング，歪み補正，お

よび色補正を施して接合し，ファイル管理上扱

いやすい大きさに分割して直接結合すること

が可能な江戸図屏風の分割画像群としたもの．

実解像度は約 630dpi． 

権利 国立歴史民俗博物館 

 

 

 

  

原資料情報 （省略）  

   
作成情報 転写元 SUZ001001,SUZ001002,...,SUZ001048 

作成方法 加工 

作成者 安達文夫（制作責任者），□□□（作業者） 

作成日 xxxx 年 x 月 x 日 

   

表現情報 カラー／白黒 カラー 

画像フォーマット TIFF 非圧縮 RGB 各 8bit sRGB 

大きさ 194874×43089（結合したとき） １枚当たり

10000x10000．（周辺部を除く）横 20 枚，縦 5 枚．

ファイルは画像左上から横-縦の順に並んでいる．

   

格納情報  DVD；xxxx-xxxx-0101；/image33.tiff, 

/image34.tiff, ..., /image64.tiff 
DVD；xxxx-xxxx-0102；/image01.tiff, 

/image02.tiff, ..., /image64.tiff 
DVD；xxxx-xxxx-0103；/image01.tiff, 

/image02.tiff,/image03.tiff, /image04.tiff 
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(4_d) 表示用画像 
     

 ID SUZ003100   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 江戸図屏風（新）画像（超大画像自在閲覧シス

テム用） 

種類 超拡大デジタル画像 

記事 超大画像自在閲覧システム用の江戸図屏風（修復

後）画像．超拡大画像フォーマットとは，異なる

解像度の画像を結合可能な分割画像として格納

し，所在情報（index.csv）を付加したもの．ファ

イル数 76,868，フォルダ数 846．ファイルサイズ

合計約 6GB． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   

原資料情報 （省略）  
   

作成情報 転写元 SUZ002100 
作成方法 作成 

作成者 安達文夫（制作責任者），□□□（作業者） 

作成日 xxxx 年 x 月 x 日 

   
表現情報 画像フォーマット 超拡大画像フォーマット．構成画像のフォーマッ

ト：JPEG 品質 85 RGB 各 8 ビット sRGB 

大きさ 194874×43089（最高解像度において） 

   

格納情報  DVD；xxxx-xxxx-1001 
DVD；xxxx-xxxx-1002 
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(4_e) 画像コンテンツ 
     

 ID SUZ010001   

 記述日 2010-03-31 記述者 鈴木卓治 
     

 主情報 名称 江戸図屏風画像コンテンツ（超大画像自在閲覧

システム用） 

種類 超拡大デジタル資料 

記事 超大画像自在閲覧システム byobu.exeで再生する

ことのできる，江戸図屏風（修復後）の超拡大デ

ジタル資料．画像の各部分の解説，ストーリーに

沿って資料を閲覧するためのシナリオ，および閲

覧システムの動作を決定するパラメタファイル

などからなる． 

権利 国立歴史民俗博物館 

   

原資料情報 （省略）  
   

作成情報 転写元 SUZ003100 
作成方法 作成 

作成者 安達文夫（制作責任者），□□□（作業者） 

作成日 xxxx 年 x 月 x 日 

   
表現情報 システム構成 超大画像自在閲覧システム，超拡大デジタル画

像，資料解説，シナリオ，ほか 

操作可能範囲 画像大きさ：194874×43089（最高解像度におい

て），最大倍率：2 倍，最小倍率：1/128 倍（ピク

セル比率，調整可能）． 

   
格納情報  全体：共有サーバ；G:；/EdozuByobuNew/超拡

大/ 
超大画像自在閲覧システム： 

；；./BYOBU/byobu.exe
プログラム起動時パラメタ： 

；；./BYOBU/byobu.ini
超拡大デジタル画像：；；./DATA/IMG 
資料解説：；；./DATA/GUIDANCE 
シナリオ：；；./DATA/SCENARIOS 
番組情報：；；./DATA/info.txt 
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(5) 複合資料：メディアの複合（大石兵六物語絵巻）

(5_a)　画像

ID OISHI01200
記述日 2010-03-18 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

資料番号
名称
制作者
時期 国立歴史民俗博物館
法量
所蔵者
記事

権利

作成情報 転写元
作成方法
作成者
作成日

画像フォーマット

大きさ

格納情報 格納先

国立歴史民俗博物館

縦27.20 cm 横2397.00 cm

OISHI01１00
作成
国立歴史民俗博物館
2001年6月1日

超拡大画像フォーマット．構成画像のフォーマッ
ト：JPEG 品質85 RGB各8ビット sRGB

HDD；xxxx-xxxx-1102；/OISHI/DATA/IMG

表現情報

72216×815

原資料情報 F-320-5
大石兵六物語絵巻

国立歴史民俗博物館
本絵巻は鹿児島を舞台に妖狐を退治する侍大
石兵六を主人公にした物語である。この物語は、
近世後期の薩摩の文人毛利正直によって改作さ
れた「大石兵六夢物語」が夙くから知られてい
た。近世には写本や板本として多く流布したよう
である。近代に至っては薩藩叢書に収録され、ま
た戦後単行本としても数種出された。しかしなが
ら「夢物語」以前の姿を示すと考えられる「兵六物
語」においては、現在確認されているものは本絵
巻を含め三点のみである。そのうち一本は早稲
田大学図書館蔵の絵巻で、もう一本は鹿児島在
住個人蔵の絵巻である。　　※部分複製（Ｇ－９４
－１－２）

主情報 大石兵六物語絵巻超大画像自在閲覧システム用画像

超拡大デジタル画像
超大画像自在閲覧システム用
大石兵六物語絵巻超高精細接合画像から作成
したもの．

国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館
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(5_b)　テキスト

ID OISHI02000
記述日 2010-03-18 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

　 原資料情報 　（省略）

転写元
作成方法
作成者
作成日

フォーマット
文字コード
文字数

格納情報 格納先

(5_c)　音声

ID OISHI03000
記述日 2010-03-18 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

　 原資料情報 　（省略）

転写元
作成方法
作成者
作成日

フォーマット
記録時間

格納情報 格納先

表現情報 WAV
14min

HDD；xxxx-xxxx-1102；/OISHI/DATA/AUDIO

作成情報 OISHI02000
音声吹き込み＋デジタル化
○○会社
2001年6月27日

主情報 大石兵六物語絵巻解説音声データ
音声
大石兵六物語絵巻解説より音声音声吹き込みに
より作成

常光徹
国立歴史民俗博物館

常光徹
国立歴史民俗博物館

表現情報

主情報 大石兵六物語絵巻解説
テキスト
「大石兵六物語絵巻」に記された文を基に，展示
用解説として作成．

HDD；xxxx-xxxx-1102；/OISHI/DATA/GUIDANCE

作成情報

S-JIS
20字×max18行×24場面

-
テキスト入力
常光徹
2001年7月16日

プレーンテキスト
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(5_d)　複合コンテンツ

ID OISHI08000
記述日 2010-03-18 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

原資料情報 　(省略）

作成情報 転写元

作成方法
作成者
作成日

システム構成

操作可能範囲

格納情報 格納先

表現情報

画像大きさ：72216×815（最高解像度におい
て），最大倍率：２倍，最小倍率：1/16（ピクセル
比率，調整可能）．

主情報 大石兵六物語絵巻デジタル資料
超拡大デジタル資料
国立歴史民俗博物企画展示「異界万華鏡」
（2001年夏）の際に制作．音声による解説を付
与．

国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館

全体：HDD；xxxx-xxxx-1102；/OISHI/
超大画像自在閲覧システム：
                             ；；../BYOBU/byobu.exe
プログラム起動時パラメ：；；./BYOBU/byobu.ini
番組情報：；；./DATA/info.txt
超拡大デジタル画像：；；./DATA/IMG
資料解説：；；./DATA/GUIDANCE
音声解説：；；./DATA/AUDIO

OISHI01200（大石兵六物語絵巻超大画像自在
閲覧システム用画像），
OISHI02０00（大石兵六物語絵巻解説），
OISHI0３０00（大石兵六物語絵巻解説音声デー
タ）．

作成
国立歴史民俗博物館

2001年7月21日

超大画像自在閲覧プログラムbyobu.exeで動作，
ピログラム起動時パラメタ，番組情報，超拡大デ
ジタル画像，資料解説，音声解説，ほか．
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(6) 複合資料：資料の複合（百鬼夜行絵巻の世界）

(6_a-1)　表示用画像（百鬼夜行絵巻）

ID HYK011200
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

資料番号
名称
制作者
時期 国立歴史民俗博物館
法量 縦34.00 cm 横766.00
所蔵者
記事

権利

作成情報 転写元
作成方法
作成者
作成日

画像フォーマット

大きさ

格納情報 格納先

原資料情報 F-320-3

主情報 百鬼夜行絵巻超大画像自在閲覧システム用画像
超拡大デジタル画像
超大画像自在閲覧システム用
百鬼夜行絵巻超高精細接合画像から作成したも
の．

国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館

DVD；xxxx-xxxx-1101；/IMG/

表現情報

33,728×1,426

HYK011１00
作成
国立歴史民俗博物館
2001年3月25日

百鬼夜行絵巻

国立歴史民俗博物館
服飾品、鍋、釜などの化生を描いたもので，土佐
光信作と伝える真珠庵本が知られている。原形
は室町時代物語の『付喪神記』の一系統から、妖
怪たちの祭礼行列の部分だけを抜き出して作ら
れたものといわれる。江戸期には「百鬼夜行絵
巻」の模写が盛んにおこなわれ、また、鳥山石燕
や川鍋暁斉のような絵師の作品にも影響をあた
えた。
国立歴史民俗博物館

超拡大画像フォーマット．構成画像のフォーマッ
ト：JPEG 品質85 RGB各8ビット sRGB
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(6_a-2)　全体解説（百鬼夜行絵巻）

ID HYK012000
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

　 原資料情報 　（省略）

転写元
作成方法
作成者
作成日

フォーマット
文字コード
文字数

格納情報 格納先 DVD；xxxx-xxxx-1101；/TXT/zentai.txt

作成情報

UTF16-LE-BOM
20字×18行

-
テキスト入力
常光徹（入力者）
2009年7月3日

プレーンテキスト

常光徹(執筆）
国立歴史民俗博物館

表現情報

主情報 百鬼夜行絵巻全体解説．
テキスト
展示図録「百鬼夜行の世界」の資料番号10の解
説を入力して作成した百鬼夜行絵巻の全体解
説．
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(6_a-3)　画像コンテンツ（百鬼夜行絵巻）

ID HYK018000
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

原資料情報 　(省略）

作成情報 転写元

作成方法
作成者
作成日

システム構成

操作可能範囲

格納情報 格納先 全体：HDD；xxxx-xxxx-4001;百鬼夜行の世界/
百鬼夜行絵巻：；；./百鬼夜行絵巻/
　表示用画像：；；./百鬼夜行絵巻//image/
　解説用テキスト：；；./百鬼夜行絵巻
//AreaGuide/

HYK011200（百鬼夜行絵巻超大画像自在閲覧
システム用画像），
HYK012000（百鬼夜行絵巻全体解説）．

作成
人間文化研究機構

2009年6月4日

超大画像自在閲覧プラグインbyobu32x.ocxで
Internet Explorer上で再生，
超拡大デジタル画像，全体解説，管理用情報，
ほか．

表現情報

画像大きさ：33728×1426（最高解像度におい
て），最大倍率：２倍，最小倍率：1/8（ピクセル比
率，調整可能）．

主情報 百鬼夜行絵画像コンテンツ
超拡大デジタル資料
国立歴史民俗博物企画展示「異界万華鏡」（**
年夏）の際に作成した画像データを適用し，人間
文化研究機構連携展示「百鬼夜行の世界」向け
に全体解説を変えて制作．
国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館
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(6_b-1)　表示用画像（百鬼ノ図）
ID HYK021200
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

資料番号
名称
制作者
時期
法量 縦32.6 cm 横719.4 cm
所蔵者
記事

権利

作成情報 転写元
作成方法
作成者
作成日

画像フォーマット

大きさ

格納情報 格納先

表現情報

56,777×2,676

DVD；xxxx-xxxx-1102；/IMG/

国際日本文化研究センター  YR/1/Hy
作成
人間文化研究機構
2009年3月28日

超拡大画像フォーマット．構成画像のフォーマッ
ト：JPEG 品質85 RGB各8ビット sRGB

原資料情報 YR/1/Hy
百鬼ノ図
伝土佐吉光作
江戸時代前期

国際日本文化研究センター

主情報 百鬼ノ図超拡大自在閲覧システム用画像
超拡大デジタル画像
超大画像自在閲覧システム用
国際日本文化研究センター所有の百鬼ノ図高精
細画像データを基に作成．

国際日本文化センター
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(6_b-2)　全体解説（百鬼ノ図）

ID HYK022000
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

　 原資料情報 　（省略）

転写元
作成方法
作成者
作成日

フォーマット
文字コード
文字数

格納情報 格納先

(6_b-3)　個別解説（百鬼ノ図）

ID HYK022001
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

　 原資料情報 　（省略）

転写元
作成方法
作成者
作成日

フォーマット
文字コード
文字数

格納情報 格納先

作成情報

表現情報
UTF16-LE-BOM
20字×１８行

-
テキスト入力
常光徹（編集者，入力者）
2009年7月7日

DVD；xxxx-xxxx-1102；/TXT/zentai.txt

プレーンテキスト

主情報 百鬼ノ図全体解説
テキスト
展示図録「百鬼夜行の世界」の資料番号４の解
説から抜粋して作った，百鬼ノ図の全体解説．

小松和彦（執筆者）

UTF16-LE-BOM

主情報 百鬼ノ図個別解説
テキスト
小松和彦著「百鬼夜行絵巻の謎」（集英社,2008
年）の口絵文を入力して作った，百鬼ノ図の個別
解説．
小松和彦（著者）

20字×18行×35場面

DVD；xxxx-xxxx-1102；/TXT/kobetsu.txt

作成情報 小松和彦著「百鬼夜行絵巻の謎」（集英社,2008年）
テキスト入力
常光徹（編集者，入力者）
2009年7月7日

表現情報 プレーンテキスト
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(6_b-4)　画像コンテンツ（百鬼ノ図）

ID HYK028000
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

原資料情報 　(省略）

作成情報 転写元

作成方法
作成者
作成日

システム構成

操作可能範囲

格納情報 格納先

超大画像自在閲覧プラグインbyobu32x.ocxで
Internet Explorer上で再生，
超拡大デジタル画像，全体解説，個別解説，管
理用情報，ほか，

表現情報

画像大きさ：56,777×2,676（最高解像度におい
て），最大倍率：２倍，最小倍率：1/8（ピクセル比
率，調整可能）．

全体：HDD；xxxx-xxxx-4001;百鬼夜行の世界/
百鬼ノ図：；；./百鬼ノ図/
　表示用画像：；；./百鬼ノ図//image/
　解説用テキスト：；；./百鬼ノ図//AreaGuide/

2009年6月4日

HYK021200（百鬼ノ図超大画像自在閲覧システ
ム用画像），
HYK021200（百鬼ノ図全体解説），
HYK021201（百鬼ノ図個別解説）．

作成
人間文化研究機構

主情報 百鬼夜行絵画像コンテンツ
超拡大デジタル資料
人間文化研究機構連携展示「百鬼夜行の世界」
向けに制作．資料の全体説明の他に，画面に表
示される妖怪の説明を表示する．

国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館
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(6_c)　複合資料（百鬼夜行絵巻の世界）

ID HYK009000
記述日 2009-09-22 記述者 安達文夫

名称
種類
記事

権利
公開者

原資料情報 　(省略）

作成情報 転写元

作成方法
作成者
作成日

システム構成

操作可能範囲

格納情報 格納先

超大画像自在閲覧プラグインbyobu32x.ocxで
Internet Explorer上で再生，
番組選択メニュー画面，
「百鬼ノ図」：超拡大デジタル画像，全体解説，部
分解説，管理用情報，ほか，
「百鬼夜行絵巻」，「百鬼夜行図」，「百器夜行絵
巻」：超拡大デジタル画像，全体解説，管理用情
報，ほか．

全体：HDD；xxxx-xxxx-4001;百鬼夜行の世界/
百鬼夜行絵巻：；；;./百鬼夜行絵巻/
百鬼ノ図：；；;./百鬼ノ図/
百鬼夜行図：；；;./百鬼夜行図/

表現情報

「百鬼夜行絵巻」：画像大きさ：33728×1426（最
高解像度において），最大倍率：２倍，最小倍率：
1/8（ピクセル比率，調整可能）．
「百鬼ノ図」：画像大きさ：56777×2676（最高解像
度において），最大倍率：２倍，最小倍率：1/16
（ピクセル比率，調整可能）．
「百鬼夜行図：画像大きさ：99733×2559（最高解
像度において），最大倍率：２倍，最小倍率：1/16
（ピクセル比率，調整可能）．
「百器夜行絵巻」：画像大きさ：107648×2692（最
高解像度において），最大倍率：２倍，最小倍率：
1/16（ピクセル比率，調整可能）．

メニュー画面：；；;./index.html

…《HYK011200に同じ》…，
…《HYK021200に同じ》…，
…《HYK031200に同じ》…，
…《HYK041200に同じ》…．

百器夜行絵巻：；；../百器夜行絵巻/

Byobu32xインストーラ：；；../byobu32xSetup/

HYK018000（百鬼夜行絵巻画像コンテンツ），
HYK028000（百鬼ノ図画像コンテンツ），
HYK038000（百鬼夜行図画像コンテンツ），
HYK048000（百器夜行画像コンテンツ）.

作成
人間文化研究機構
2009年6月11日

主情報 百鬼夜行絵巻の世界画像コンテンツ
超拡大デジタル資料
百鬼夜行に関する４つの絵巻「百鬼ノ図」「百鬼
夜行図」「百器夜行絵巻」「百鬼夜行絵巻」をメ
ニュー画面より選択して閲覧する．人間文化研究
機構連携展示「百鬼夜行の世界」向けに製作．
資料の全体解説を表示するとともに，百鬼ノ図で
は画面に表示される妖怪の説明を表示する．

国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館
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