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国立民族学博物館における 
デジタル映像・音響情報の作成・管理とメタデータ 

山本 泰則 
国立民族学博物館 

国立民族学博物館と所蔵資料 

国立民族学博物館の山本です。今日は、こういうタイトルで、この研究会のテーマに沿って

お話しさせていただきます（スライド 1）。 
この研究会のテーマはデジタル資料ですが、民博が持ってる資料では、主に映像と音響資料

がこれに相当します。改めてこの発表を準備するためによく考えてみたところ、わたしは、標

本資料の画像以外は、日ごろこういう類の資料に直接関わっていないことに気がつきました。

ですから今回あちこち、民博の中を走り回って情報を集めてきたのですが、不十分なところも

あると思います。それについては、ご質問いただければ調べて、次回にでもご回答させていた

だきます。 
 さて、ほとんどの方は民博をよくご存じだと思うんですが、初めての方も何人かいらっしゃ

いますので、民博とはどんなところかをごく簡単に復習をしておきます。 
 民博が発行している 2007 年の要覧には、民博というのはこんなふうに書いてあります（ス

ライド 2）。「本館は文化人類学、民族学に関する調査・研究を行うとともにその成果に基づい

て民族資料の収集・公開などの活動を行い、これらを通して世界の諸民族の社会と文化に関す

る情報を人々に提供し、諸民族についての認識と理解を深めることを目的としています。」これ

が民博のオフィシャルな定義です。また別のところには、民博は「博物館を持った研究所であ

る」という書き方をしています。ひょっとしたらこの辺は微妙に歴博とスタンスが違うかもし

れません。 
 さて、どんな機能をもっているかをまとめたものがこのスライドです（スライド 3）。これは

歴博とかなり共通点があると思います。まず文化人類学の研究所という性格があります。次に

共同利用機関として、全国のいろんな大学に民博を利用してもらったり、共同研究を企画・運

営する機能をもっています。それから文化人類学、民族学のためのいろいろな研究情報を提供

する情報センターの役目があります。また、一般の方に、いろいろな展示を通して世界の様々

な地域の文化を理解してもらうことも、民博の機能の一つです。 後の、「大学院教育」といい

ますのは、民博は総合研究大学院大学の文化科学研究科に所属していて、大学院の博士後期課

程の教育も担っています。 
 民博はこのような組織ですけれども、様々な研究資料を持っています。普通われわれは、こ

れらを 4 種類に分類しています（スライド 4）。標本資料、映像・音響資料、文献・図書資料、

アーカイブズ資料です。 
標本資料というのは、ここに書いていますように、生業や生活、あるいは儀礼、製作技術に

関わる用具類です。では、民博の展示場に展示してある標本資料のようすを少し見ていただき

ます。たとえば、これは東南アジアのいろいろな農具を展示しているコーナーです。これはイ
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ンドネシアのバタックという地域の織機。これは韓国の、生まれた時と婚礼のときの儀礼に使

用される衣装や道具です。これはカザフのテントです。これはマレーシアのバジャウの水上生

活者の船です。この家船は、真ん中で真っ二つに切りまして、展示場の中と屋外に分けて展示

するという、売りの展示だったんですが、数年前の台風で屋外の部分が壊れてしまいました。

それからこれはフィリピンの「ジープニー」と呼ばれるド派手な乗り合いバスです。このよう

なものを標本資料と呼んでいます。 
それから映像・音響資料は、メディアとしてはここに書いているように、レコードや CD、

録音テープ、それから映像の方では動画のフィルムやビデオテープ、写真 ―― プリントやネ

ガ、ポジティフィルムがあります。内容は、民博の研究者が現地へ行って撮影してきたもの、

録音してきたもの。あるいは寄贈されたもの、購入したもの。そういったものです。 
それから文献・図書資料、これは文字通りのものです。 
後は、アーカイブズ資料です。民博では、「アーカイブズ」という言葉を、世の中でいうよ

りもかなり限定した意味で使っています。具体的には、著名な民族学の研究者が亡くなられた

ときに、そのご遺族からご本人が使っておられた書籍とか研究ノートやフィールドノート、そ

れから原稿や写真、そういうものを一切合切を寄贈していただくことがあります。これらは先

ほどの３つのどの資料にも一括しては属さないので、「アーカイブズ資料」と呼んでいます。こ

れらは、資料そのものの整理に 近やっと手をつけ始めた段階です。 
民博は、このような 4 種類の資料を持っています。 

デジタル化資料 

さて、資料のデジタル化というものをこんなふうに分類してみました（スライド 5）。まず所

蔵している、デジタルでない資料があります。その中の一部分がデジタル化可能な資料。そし

て、実際にデジタル化した資料。この部分は、様々な理由によって、デジタル化可能だがデジ

タル化されてない資料です。たとえばデジタル化は一種の複製行為にあたりますので、複製の

許可を得ていない資料はデジタル化はできません。それから予算がない場合はデジタル化でき

ませんし、動画のようにデジタル化するとかなりの大容量になるものは、システムの能力や保

存容量などの制限があってデジタル化できないものがあるはずです。だから、技術的や理論的

にはデジタル化できる資料であっても、実際はその一部分のみがデジタル化されていることに

なります。さらにその中の一部分がオンラインアクセス可能になっています。オンラインアク

セス可能でないこの部分には何が入るかといいますと、民博の場合だと、たとえば動画も 近

はデジタルで編集をして、 終的な作品に仕上げていますが、容量が大きいためテープに記録

して棚に保管しています。 
今回のわたしの発表では、この一番内側のオンラインアクセス可能なデジタル化資料と、デ

ジタル化された資料について報告します。もちろんそれは元の所蔵資料と密接な関係をもって

います。 
それから 近では、元がデジタルという資料もぼちぼち出てきていますけれど、全体から見

るとまだわずかです。 
さて、特に目新しい主張ではないのですが、なぜデジタル化するのかという点をまとめると、

おそらくこういうことになると思います（スライド 6）。 
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まず一つは、元の資料を保存する目的です。つまり、元の資料を直接見る機会をできるだけ

減らすことによって、資料をよりよい状態で保存しておくことができます。また、万一元の資

料が朽ち果ててしまったとしても、その資料の情報をできるだけ保持しているという意味で、

原資料の代替品になりえます。 
それからもう一つは、その資料をできるだけ利用しやすくするためです。それは原資料の保

存と密接に関係しているのですけれども、できるだけ利用しやすくして利用を促進するという

目的があると思います。原資料がある限り、デジタル化された資料が原資料を越えられるかと

か、原資料の代わりになるかということは、一つの論点だと思います。ただ、それはかなり難

しい問題ですし、民博でも、今のところそれについて新しい試みをしているわけではありませ

ん。現時点ではやはり、デジタル化したデータは、原資料へのインデックスという位置づけが

強いと考えます。原資料よりもデジタル化された資料の方が優位に立つ点があれば面白いので

すが、現時点ではインデックスに甘んじていると思います。 
こういうことを念頭に置いて、具体的に静止画情報、音響情報、それから動画情報について、

民博がどのようにデジタル化おこなってきたかを、これからお話したいと思います。 

静止画情報 

 まず静止画情報ですけれども、それは大きく二つに分けられます。一つは写真です（スライ

ド 8）。写真にはネガやポジのフィルム、それからプリントも含まれますけれども、もちろん対

象となるのは先ほどの著作権をクリアしているものです。実際は民博の研究者がフィールドで

撮影した写真が大部分を占めています。それからもう一つは、劣化が進んでいる写真を、元が

なくなってしまう前に緊急避難的にデジタル化しているものが一部にあります。 
 どんなふうにデジタル化しているかについては、いろいろ問題点はあるのですが、民博では、

まず Photo CD あるいは PRO Photo CD に一旦変換するという作業をおこなってきました。ほ

とんどは外注ですが、Photo CD を作成する装置を持っているので、一部は自前でやっていま

す。解像度は 35 ミリフィルムの場合は 16BASE、つまり 3072×2028 で、それ以上のブロー

ニーサイズなどの大判のフィルムについては 64BASE で ―― つまり 16BASE のちょうど縦

横倍になるのかな ―― それでデジタル化しています。これで良いかという議論が、十分おこ

なわれないままこの作業が進んでしまったというのが現実です。 
そんなふうに Photo CD 経由でデジタル化にする前には、ハイビジョンカメラを利用してい

ました。民博は、かなり早い時期から、いろいろな目的にコンピュータを積極的に利用するこ

とを試みてきたのですが、写真フィルムをデジタル化を始めたのはおそらく 1980 年代半ばだ

ったと思います。その当時はハイビジョンカメラでこれくらいの解像度でフィルムを撮影して、

それを点順次のデータ、つまり１点ごとに RGB、RGB と並んでいるフォーマットで記録をし

ておりました。 
写真について直面している問題は、元のフィルムに関するものです（スライド 9）。一つはフ

ィルムのベースが、古い時代のフィルムでは可燃性の素材が使われているために、かなりきち

っとした管理をしないといけないことです。もう一つは、いわゆるビネガーシンドロームとい

って、ベースが変質してお酢のような臭いがしてくる。そんな劣化が始まっています。 
そのために今のうちにデジタル化しておこうとしているのですが、いろいろ問題を抱えてい
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ます。ここに書いているように、どの範囲までオリジナルも保存しておく必要があるのか、デ

ジタル化するなら解像度はどれぐらいで十分なのか、どんな画像フォーマットでデジタル化し

ておくのがよいか、ということをきちんと考えないまま、先ほど言ったような Photo CD 形式

でデジタル化しています。だからこれは今後きちっと議論――なかなか論理的に結論が出せる

ものではないので、むしろどこかで決断しないといけないことかもしれませんけど――議論し

て方針を決める必要に迫られています。 
以上が写真のデジタル化についてです。 
それから次は、先ほど展示場の写真でもお見せしました標本資料、その画像についてです。

現在展示場には約 1 万 2 千点ぐらいの標本資料が展示されているんですが、収蔵庫には大体 24
万点から 25 万点ぐらいを保管しています。 初に作業を始めたのがたしか 1984 年だったと思

うんですが、この「標本画像自動処理装置」と呼んでいる装置を使って資料を正面から、真横

から、真上から、それから斜め上からという四つの方向からデジタル撮影して、その画像を蓄

積してきました（スライド 10）。この装置は、撮影と同時に画像から縦・横・高さの寸法を計

測して、同時に重量も計測します。もちろん重量は画像からは計測できないので、電子はかり

が一緒についていて、それで重量をオンラインで入力するしくみになっています。現在では第

5 世代目の装置が動いています。 
その画像の解像度は、今から見るとちょっと恥ずかしいというか、携帯電話のカメラにも負

けそうな解像度なんですけれど、第 1 世代から第 4 世代については 1024×1024 でした。今運

用している第 5 世代の装置については 2048×2048 です。色は 24 ビットのカラーです。ただ

初代と第2世代の装置では4面のうちの1面だけをカラーで撮影できました。といいますのは、

初代のものはラインセンサーといって、受光素子が 1 列だけ並んでいて、それが機械的に上か

ら下へ動いてスキャンします。1 画像を撮るのに 1 分ぐらいかかって、カラー画像を撮るとき

は R、G、B の 3 枚のフィルターを掛け替えて 3 回スキャンして撮影していました。 
保存媒体も 1/2 インチ、2400 フィートの磁気テープで、たしか標本資料の画像 11 点分ぐら

いしか入らなかったと思います。そういう時代からやっていましたので、その辺の制約を今ま

でも受けているような気がします。写真を見ていただきますけれど、これが第 5 世代の装置で

す（スライド 11、12）。ここに撮影台があって、この写真では、「犬張り子」という資料が乗っ

ています。それからここの上にカメラがあります。あとこれには写ってないんですけど、手前

に上下するカメラがあって、それと回転台を組みあわせて、1 台のカメラで横向きの画像、斜

め上の画像も撮影できるわけです。それを取り込むとこんなふうに表示されます（スライド 13）。 
また、初期の装置は、寸法計測をコンピュータが画像処理をして自動的にやっていたのです

が、資料の形状によっては誤認識が多かったので、途中の世代の装置から計測点をオペレータ

ーが指定する方式に変えました。今の装置では、こんなふうに計測結果が出てきます（スライ

ド 14）。ちょっと見えにくいかも知れませんけど、寸法線が入っています。それから先ほどの

ステージ自体がはかりになっていて、ここで同時に重さも量ります。この寸法線の情報まで含

めて記録するように今はしています。半年前に機会があってわたし自身も試しに乗ってみまし

た、これは今、民博の企画展で小さなパネルになって展示場に展示されています。もっとも撮

影資料としては、わたしは大きさの限界でした。 
この装置だけでは、縦・横・高さが１メートル以内のものぐらいまでしか扱えないので、そ

れ以外の資料は、一眼レフのデジカメを使って館内のスタジオで撮影してます（スライド 15）。



 5

その解像度はこれぐらいです。上の方はわりと小さな資料、下の解像度は大きな資料の撮影で

と使い分けています。それ以外に、スタジオでは撮影しきれない、先ほどの船のような資料も

あります。以前のこの研究会で、歴博や東博のお話をうかがいましたけれど、それと比べると、

民博は非常に荒い解像度で撮影しているといえます。 
以上の二とおりの方法で撮影していても、現在まだ写真のない資料があります。そこで、民

博創設の初期にフィルムカメラで撮影していた写真を外注で Photo CD に化し、それを館内で

PNG 形式に変換してサーバのハードディスクへ蓄積する作業をしています。 
これらは、標本画像自動処理装置、スタジオ撮影のデジタル画像と同じく、今は「原画像サ

ーバ」に蓄積されます。オリジナルのデジタル画像を ―― 何がオリジナルかということは議

論になるかもしれませんが、この場合はできるだけ元の情報をたくさん持っている高解像度の

デジタル画像という意味で、Photo CD がオリジナルでしょうか ―― その画像をサーバのハ

ードディスクへ蓄えておこうとしています。 終的にはこのサーバに蓄えられたデータをオリ

ジナルのデジタルデータとみなそうと考えていたのですが、現在のシステムではそこまで徹底

しきれてなくって、今年度末にリプレイスする次のシステムへそのポリシーを受け継ぐ予定で

す。 
ところで、標本資料の画像にもいろいろ問題点があります（スライド 16）。一つは撮影時の

問題、デジタル画像以前の問題です。まずは撮影の単位について。民博の撮影のポリシーがは

っきりしてなかったため、たとえばわら靴のような資料は、 初のころはできるだけ細かく、

左足用と右足用に分けてそれぞれ撮っていました。それから撮影するスタッフがその資料につ

いて必ずしもよく知っているわけではないので、向きが違っていたり、様々の理由によって別

の資料を撮影してしまっていたり、ごくわずかですがそんな問題も起こっています。これはそ

の次に書いていますように、一つは、収集してきた研究者とは別のスタッフが撮影を担当して

いるということと。それから、先ほどのような装置を使って撮影しているために、どうしても

受け入れの時期と撮影の時期が離れてしまうことと。あの装置でだいたい一日あたり 30 点ぐ

らいしか処理できないんです。そうすると、収集と撮影のタイミングがずれてしまって、担当

をした研究者とコンタクトがうまくいかないとか、そういう問題が起こっています。 
それから、あんなふうに定常的な業務で撮影している以外に、標本資料については展示図録

を作成するために撮影した写真であるとか、それから現地での収集時とかあるいは民博へ搬入

されたときの受け入れ作業のときに撮影した写真というのが当然あるわけですけれども、それ

をシステマティックに管理する仕組みが今はありません。 
それから、先ほどの装置で撮影したものは CD-R に蓄積していましたが、CD-R の一部にリ

ードエラーが発生してきています。元々は 1/2 インチ、2400 フィートの磁気テープに保存した

のですが、それを光ディスクコピーして、さらに CD-R に媒体変換しました。しかし、CD-R
も 終的な保存媒体にはなり得ないということがわかりました。 
それなら、いっそのことサーバのハードディスクに蓄積して保管すればいいんじゃないかと

考えたのが「原画像サーバ」の発想です。実際、CD-R に保存しておいても、データベースの

一部として利用するときにはサーバのハードディスクへコピーします。それを読み込むために

CD-R を掛け替えるのは ―― オートチェンジャーを使う方法もあるかもしれませんが ―― 
どこかで人手の作業が入ります。そういう手間が馬鹿にならないので、原画像サーバを考えた

わけです。このシステムでは徹底しきれなかったのですが、その後継として今年度導入する「マ
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ルチメディア資源管理サーバ」では、元のリムーバブルディスクを捨ててしまってもいいぐら

いの覚悟で運用していくつもりで、いま準備を進めています。 
ところで、サーバのハードディスクに入れておくと、その次のシステムへ移行するときにデ

ータをサーバからサーバへコピーしたらすむはずで、その作業がかなり軽減されることを期待

していました。今マルチメディア資源管理サーバへデータを移行するための打ち合わせをして

いますが、残念ながら、必ずしもそれほど簡単にはなりませんでした。実際は、パソコン用の

大容量ハードディスクへデータを一旦移して、それを改めて新しいシステムへ登録し直す作業

することになりそうです。やはりサーバからサーバで直接にコピーするには、サーバ内でのデ

ータの管理方法まで統一してしまわないと無理のようです。 

音響・動画情報 

さて次は、音響情報と動画情報です。デジタル化の対象となる音響情報には次のようなもの

があります（スライド 18）。一つは、劣化の進んでいる資料で、元のデータを失ってしまわな

いためです。その他、著作権上の問題がクリアされているもの、その音響情報をデータベース

の一部として提供できるものなどを優先してデジタル化しています。 
データベースの一部として提供できるものの中には、日本昔話資料データベースの音声デー

タがあります。これは昔話の研究者が日本各地を調査して、現地の人、多くはお年寄りですけ

れど、昔話を録音収集したものです。今年度中に、少なくとも館内公開まではこぎつけたいと

考えています。 
 デジタル化の方法としては、これも昔を引きずっている部分があるのですが、一つは DAT
（デジタルオーディオテープ）への変換です。今は CD に直接記録しているのですが、以前は

DAT を経由しないと CD に記録できなかったので、そういう方法をとっていました。また、デ

ータベースの一部として利用する場合は、もう少しデータを圧縮した RealAudio 形式や

Windows Media Audio 形式で提供することを考えています。 
原資料の問題点としては静止画フィルムと同じように、オープンリールテープのビネガーシ

ンドロームが起こっています。あと、どの範囲までオリジナルテープ、オリジナルの素材、資

料を保存するべきかということを音響資料の場合も考えなければならない状況にいます。 
次は、動画資料です（スライド 19）。これは購入した資料はもちろん対象にできないわけで

すから、おのずと民博で国内、海外へ映像取材に行った映像に限られます。  
取材のときのカメラでどういうメディアに記録するか、それを 終的に編集して一つの作品

というか完成品にまとめるわけですけれど、それをどういうメディアに保存してきたかをまと

めると、こんなふうになりました。時代の流れを感じさせます。 
初のころは 16 ミリフィルムに記録していました。その次は U マティックという 3/4 イン

チ幅のビデオテープです。それから BETACAM を使ってた時代もありましたし、館内での収

録については 1 インチのビデオテープとか D3 というデジタルビデオの規格を使っていたこと

もあります。 近は DVCPRO 50 や、もっと 近では、一部に DVCPRO HD 規格も使ってい

ます。それから HDV っていう、DV ミニのテープにハイビジョンの映像を録画する方式も利

用し始めています。 
また、「音楽・芸能の映像データベース」では、データベースの一部として映像を提供しよう
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と考えています。民博は世界のいろんな地域の生活を記録するために映像取材をおこなってき

ましたが、その中から音楽演奏や演劇のようなパフォーマンスの部分だけを抜き出したまとめ

たデータベースを作ろうとしています。 
さて、編集した結果というのは今のところ DVCPRO 50 に仕上げるか、あるいは古いものは

テレシネ処理も含めて DVCPRO 50 の規格にほぼ統一してきています。それからごく新しいも

のでは DVC HD で撮影したものについては、その規格で編集し、保存しています。変換前の

メディアについても、フィルム収蔵庫にまだ何とか入りきる状況ですので、保管しておく方針

をとっています。ただ、いずれそれどうするかを考えなければならない時期が来ると思います。 
動画で問題になるのは、編集の履歴、つまり取材してきた元のテープとできあがった完成品

の対応をどうつけるかです（スライド 20）。完成品のこのカットは元の取材テープのどの部分

を使っているかを特定できるかということです。調べたところ、かろうじて対応がついている

ようです。それはにいくつか手段があります。一つは編集機内に編集履歴の情報が残っている

場合です。これはもちろん編集機に依存するわけで、ほんとはもう少し一般的なかたちで記録

しないといけないのでしょう。その辺はこの研究会の課題になると思います。 
それ以外は、取材したテープに打ったタイムコードによるものです。編集作業は外注してい

るのですが、納品の要件として「元の取材テープのタイムコードをカット表に入れる」ことに

しているので、これから取材テープの箇所が特定できます。手作業になりますしコンマ何秒の

フレーム単位の正確さではできないかもしれませんが、元の取材テープのどの部分を使ったか

はわかります。このように、あまりシステマティックや自動的な方法ではありませんが、たど

ろうと思えば元の編集前のテープへ戻れるという、そういう状況です。 
あとメディアの劣化の問題が映像資料や音響資料にはつきものですが、幸い動画資料につい

てはメディアの劣化の問題はそんなに顕著ではありません（スライド 21）。といいますのは、

まず民博が取材に行ったものは、当然民博ができてから ―― 民博は今年で開館 30 周年、創

設 33 年になります ――ですので、そのころは写真や映画のフィルムのビネガーシンドローム

はおそらく解決されていた……、ちょっとこの辺あやふやなんですけど、解決されていたはず

です。それから購入フィルムも民博ができて後のものです。動画資料で古いものを寄贈してい

ただいたことはおそらくないはずです。その結果、動画資料についてはメディアの劣化という

問題はそれほど顕著ではありません。 
話が前後しますが、民博がどんな映像や音響資料を持っているかというのは、お配りしまし

た資料 1 に、うちの情報システム課の守屋がかなり詳しく的確にまとめています。興味がある

方はご覧いただければと思います。 
以上がデジタル化の対象になっている資料と、どんなふうにデジタル化しているかという民

博の状況です。 

メタデータ 

では次に、メタデータの話に入ります（スライド 22）。 
よく考えると今もっているメタデータはデジタル資料についてというよりも、デジタル化す

る対象になった元の資料に関するメタデータがほとんどです。元の資料を管理するために、か

なり早い時期から資料のデータベースを作成していたために、原資料についてはメタデータが
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あります。具体的にはここに挙げているようなデータベースです（スライド 23）。この中で、

デジタル化したデータに関するメタデータを比較的きちんとつけているのは、原画像サーバに

登録された画像ぐらいで、それ以外は全部、原資料に関するメタデータです。 
なぜデジタル化したデータにメタデータがないかというと ―― それはあまり大きな声では

言えないかもしれませんが ―― デジタル化に関する情報は、そのデータファイルのヘッダー

部分などを見ればわかるじゃないか、という論理です。そんな理由と、あまりデジタルデータ

のメタデータを意識せずにデータを管理してきたためにこういう状況になっています。 
ということで、これから、静止画と音響情報、それから動画について、どんな項目の情報を

もっているかを、一部見苦しいところもありますけれど、見ていただいて、参考にしていただ

ければと思います。資料 2 と A3 版の資料 3 も合わせてご覧ください。 
まず静止画情報のメタデータですが、大きく分けて２つあります（スライド 24）。 
先ほど話しました民博の研究者がフィールドへ行って撮ってきた写真をデジタル化したもの。

それから原画像サーバに蓄えられたデータです。研究者がフィールドで撮影した写真の情報は

「写真資料研究情報データベース」と呼んでいますけれど、こういう項目を持っています（ス

ライド 25、26）。データ番号であるとか、資料番号というのは元のフィルムの番号です。それ

から一旦 Photo CD にしてからコンピュータに取り込んでいますので、そういうデジタルのリ

ムーバブルメディアの番号があります。もちろん撮影年月日 ―― これは元の写真の撮影年月

日ですが ―― や撮影者の情報もあります。 
それから民博特有の情報として、OWC コードと OCM コードを付与しています。これはア

メリカの HRAF という組織が開発した、民族学のための分類コードです。OWC は「Outline 
of World Culture」の略で、世界を国という政治の単位ではなく、文化や民族の単位で分類し

たコードです。たとえば同じ民族あるいは文化を共有する人たちが国をまたがって暮らしてい

る場合があります。それを民族という単位で分類したのがこの OWC コードです。 
もう一方の OCM は「Outline of Cultural Materials」の略で、人間のあらゆる行動を分類

して、たとえば儀礼であるとか農業であるとか、漁業であるとかそれから医療行為であるとか、

その一つ一つの文化活動にコードを付けたもので、写真の内容に該当する OCM コードがある

場合には、そのコードをつけています。ただ必ずしもこの二つのコードが民族学の研究者に一

般的なものではなくて、民博の中にも「OWC コードって何？」という研究者もいます。でも、

いろんな資料にふっておくと、少なくとも OWC コードで直接検索することはないにしても、

いくつかのデータベースを一つの視点でつなぐ役目を果たせるのではないかと考えています。 
話を戻しまして、「写真資料研究情報データベース」がもつ他の情報としては、民族名や地域、

あるいはその写真のキャプション、内容などをもっています。 
その次は、先ほどの「原画像サーバ」です。これは確か導入したのが 2002 年ごろです。ち

ょうどそのころは、メタデータ（メモ：データの意味について記述したデータ）や XML（メ

モ：Extensible Markup Language、文書やデータの意味や構造を記述するためのマークアッ

プ言語の一つ）とかを意識しだして、Dublin Core（メモ：インターネットの情報資源を発見

するための共通語彙）なども勉強し始めたころだったので、こんなふうに設計しました。原画

像サーバのメタデータの構造は、全ての画像に共通する項目と、たとえば標本資料であるとか

研究者がフィールドで撮影した写真であるとか、資料の種類ごとの特有の項目という、2 本立

て構成しています。お配りした資料 3 も合わせてご覧ください。 
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共通項目の方は、Dublin Core にかぶれていたこともあって、Dublin Core を採用しました

（スライド 27）。ただ、まだ勉強不足のところもありまして、たとえば Date は、本来ならや

はりデジタル化したときの日付にすべきなのですが、元の写真を撮ったときの日付の方が重要

じゃないかという意見が強くて、それに押し切られて妥協した経緯があります。 
次に画像の種類に依存する部分のメタデータについてです。これはちょっと複雑なんですけ

れど、標本資料の画像特有の情報です（スライド 28）。先ほどお話しましたように標本資料の

画像は「標本画像自動処理装置」で撮影していますので、それに依存したデータが出てきます。

たとえばカメラのズーム率であるとか、正面のカメラは上下するのですが、そのカメラの高さ

であるとか、計測するときに画像中のどのポイントを使ったかとか、今使ってる第 5 世代の装

置では、さらには寸法線、ここからここまでが 25 センチということを示す線です、その情報

までを吐き出してきます。それをやはり捨てずに残すべきだと考えたため、このような複雑な

構造になりました。 
資料 2 の方に戻りますけれども、XML ではこんなふうに書いています（スライド 29）。た

だ、民博の中で使っている限り、たとえば Publisher は「民博」に決まっているからこれはな

くてもいいんじゃないか、など、いろいろ反省点がありまして、今導入を進めています後継の

マルチメディア資源管理サーバでは、Dublin Core そのままの利用はやめました。なぜなら、

Dublin Core に変換するのは必要に応じて変換できるからです。それよりも本当に必要な情報

をはっきり書いておいた方がいいという考えの下に、Dublin Core そのものを使うことはして

おりません。それからこれが標本画像自動処理装置に依存する部分です（スライド 30）。 
以上のようなものを原画像サーバのメタデータとして作りました。 
次は、音響情報のメタデータですけれど、これも原資料についてのメタデータです（スライ

ド 31）。大きく分けて音響資料目録データベース。これは各レコードとか CD の所蔵情報です

ね。もう一つは詳細情報データベース。これは市販のレコードや CD の場合は曲単位の情報、

それから昔話とかアイヌの民話とかそういうものを録音したテープがあるのですが、それらに

ついては、その話のまとまりの単位にメタデータを付けたデータベースです。ただし所蔵する

全ての資料について、これらの情報が網羅されているわけではなくて、いろんな作業過程を経

て今中途半端な状態になっています。音響資料目録情報についてはこんなふうに、資料番号で

あるとか収蔵場所であるとか規格、先ほどの民族を表す OWC コード、あともちろんタイトル

であるとか発行会社とか発行元、そんな情報を入れています（スライド 32）。 
それから、これが詳細情報、ここでは「研究情報」と表示されていますが、曲単位、話単位

の情報で、こんな内容です（スライド 33）。 
それからこれは別の作業単位で、市販の CD やレコードについて曲単位の情報を作ったもの

です（スライド 34、35）。これが日本語版と英語版に分かれているのは、民博は昔 IBM の大

型コンピュータを使っていまして、英文字の大文字と小文字が同時に使えるか、あるいは英文

字の大文字とカタカナが同時に使えるか、どちらかでした。そういう理由で別に分けたのです

が、それをいまだに引きずっています。 
それから動画の方も同じく、元のフィルムの所蔵情報を持っているにすぎません（スライド

36）。具体的な項目はこんな内容です（スライド 37）。どれも音響情報のメタデータとかなり似

ていますね。こんなところです。 
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まとめ 

そろそろ時間ですのでまとめに入ります。 
一つは、デジタル化の課題です。それは民博が持つ資料のどこまでをデジタル化するか？そ

のときの解像度や形式は？ ということです。 
それから、民博は色の管理をほとんどしてこなかった点です。歴博さんとか東博さんに比べ

ると、この点は非常に安易に考えていまして、「現物があるから収蔵庫へ見に行けばいいじゃな

いか」という考え方だったのだろうと思います。現物だって年月が経ちますと劣化してくるの

ですが、その辺をあまりちゃんと考えずにどんどんデジタル化を進めていったというところが、

現時点での反省点です。 
それからもう一つは、デジタル化してしまったら元の資料は捨ててもいいか。もちろん倉庫

に余裕がある限り残しておいた方がいいのに決まってるわけですけれども、収蔵庫もかなり満

杯になってきているのでどうするのか。それから先ほど述べましたように、特に映像や音響資

料というのは元の資料の劣化が始まっていますので、それをきちっと保存するにはそれなりの

費用も手間もかかるのですけれど、それをどこまで保存するかという問題です。 
それから資料の保存はやはり著作権と密接な関わりがあります。購入したときの条件として

「元のものを破棄すればそれのコピーを作ってもいい」とか、「保存目的に 1 部だけコピーを

取ってもよい」というような場合もあるのですけれど、そういう契約ができてないものは、厳

密にいうとコピーを取る行為は著作権を侵すことになります。市販品は CD やレコードの会社

が持っているから大丈夫だろう、と思われるんですが、レコード会社もいつまでも潰れずにい

るとは限りません。だからといってコピーを取ってもよいということにはならないと思うんで

すけれども、文化資源の保存という観点からは重要なことではないかと思います。 
あと、権利関係を曖昧にしたまま民博が預かったり、寄贈を受けた資料の問題があります。

本来なら、覚え書きをきちっと交わしておけば何も問題は起こらないはずですが、古い時代の

ものについては必ずしもそうではないわけです。それでも資料としては重要なので、できたら

利用できるようにしたいという要望があって、それをどうすべきかという課題を抱えています。 
それからメタデータについては、先ほども少し触れていますけれど、ほとんどは原資料の方

のメタデータです（スライド 40）。だからデジタルデータのメタデータをつける必要があると

思います。その場合、今までずっと民博独自の形式で進めてきたのですが、今の時代、何らか

の標準に合わせる必要があるはずです。 
もう一つは ―― これ微妙な点なんですけれど ―― デジタル化データのメタデータには、

元の資料の情報はいらないかという問題です。たとえば、先ほどいいましたように、元のフィ

ルムの撮影年月日ですね。それはそのフィルムをデジタル化したデジタル画像のメタデータに

はいらないのか、ということです。理論的に言えば原資料についての情報は原資料のメタデー

タできちっと記述して、デジタル化データのメタデータはデジタル化データに関する情報だけ

を記述して、原資料の情報へリンクを張っておくというのが非常にスマートな方法だと思いま

す。しかし、システムがいろいろあるためになかなかそういう統一的な扱いができません。そ

うするとデジタル化したデジタル画像にも、やはり元のフィルムの撮影年月日や撮影者の情報

をどうしても入れたくなります。それを現実的な妥協として入れた方がいいのか、やはりそこ

はきちっと分けた方がいいのか、ということはこれから考えなければならない問題だと思いま



 11

す。 
それ以外に先ほども少し言いましたけど、標本資料でいいますと収集とか受け入れの作業の

ときに今はデジカメで撮影しますから、そういうデータはどんどんたまってきています。この

前たしか村田先生もおっしゃっていましたが、そういうものをどう管理するか。それから展示

のためにいろんなコンテンツを作ります。たとえば、古代バグダッドの町を再現した CG を作

ったこともありましたけど、それはもうそのまま置いてあるんです。せっかくそれなりの手間

とお金をかけて作ったんだから、それもきちっと管理すべきなのですが、そういう体制になっ

ていないのが現実です。 
あと、こういう情報管理っていうのは、残念ながら担当者の意識に依存する面があります。

先ほど動画の編集履歴のことも、非常勤の方で民博でずっと長いこと映像資料の管理に関わっ

ていて、その人が気がついて、映像作成を請け負ってるところに「カット表も一緒に納品する

ように」言ってくれたから記録が残ってるとか、たまたま編集機の中にデータが残っていてそ

れが吐き出せるから編集履歴がたどれるわけです。そういうことが館の方針として決まってい

るわけではないんです。このような点を本当は何とかしなければいけないのですが、実際は担

当者の意識に依存しているというのが現状です。 
ということで、そろそろ時間になりました。あまりまとまりのない話だったかもしれません

が、これでわたしの発表は終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。 
 
 
＜質疑要約＞ 

 

 ――情報資源共有化のプロジェクトでメタデータの記述や横断検索についていろいろな反省

と知見が得られ、メタデータの記述、構造、項目を大胆に見直す必要があるように思える。そ

のとき、民博特有のものと Dublin Core のものと、構造を大胆に変換することは現実問題とし

て可能かどうか。どういうコンセプトにすればこれまでの反省点がクリアできるか。 
 山本 一つは Dublin Core をやめたと言っても、Dublin Core にどんな項目があるかを意識

している。新しいメタデータは 終的にはフィックスしていないが、機械的に変換できること

を前提にしている。ただ、Dublin Core で問題だった元のフィルムの撮影日時を Date に入れ

るのはやはりまずいと思える。 
 ――Dublin Core の元々のポリシーを守るのがいいのか、もう現実問題として世界中で誰も

守ってないというから、守ることに意味はないのではないかとも思っていて、私も態度を決め

かねている。 
 山本 Dublin Core を採用したとしてもこの Date には何を入れるということを定義しドキ

ュメントにしなければならないが、読まれるとは限らない。そこで Date を「原フィルムの撮

影日」のような名前にしておき、必要になればDublin Coreに変換できる方法がいいと思える。

だから、Dublin Core を全く無視するのではなく、必要に応じて Dublin Core にも機械的に変

換できることを意識して、現場が必要とする項目に組み直す方がいいのではないかと考えてい

る。具体的には、今持っている原画像サーバーのメタデータから必要なものだけを新しいマル

チメディア資源サーバーのメタデータへ移して、残りは「その他」として、XML のままほう

りこんでおく方式を採ろうとしている。 
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 ――色情報の管理はしているか。 
 山本 していない。今だとどうするのがいいのか、逆に教えてほしい。 
 ――フィルムは難しい。デジカメであれば、明かりの素性がわかってカラーチャートを写し

ていれば可能である。マクベスのカラーチャートがよい。 
 山本 カラーチャートがあると、標本画像処理装置が自動的に画像から輪郭を抽出して、カ

ラーチャートまで寸法測ってしまうので、写してなかった。 
――標本画像処理装置は、明かりとカメラが固定なので、 初にチャートを写すと色管理でき

ると思う。 
 山本 ただ、それはステージの照明条件が一様でないといけないのでは。 
――光源の種類が同じなら、暗い・明るいはあっても色としては保たれる。人間は調整して、

頭の中で再構成して、知識を使うが、 初から画像で一番いい状態を作ってしまう。原画像は

ちゃんと測色的に取り、見せるときはどういう環境で見るかを想定して画像を加工すればよい。 
――資料、デジタルでない写真を含めて、どのように利用されているか。 

 山本 標本資料に関しては、他の博物館から「図録に利用したい」という場合がある。肖像

権や著作権の問題があるので、まだ外部から誰でもアクセスできる状態にはなっていない。フ

ィルムやデジタルデータの借用依頼に対して、サービスをしている。 
――どう使うつもりで撮ったか、撮ったものがどう使われるかが、この研究に関する大きな

テーマになってくると思う。民博のように立体で標本画像を撮るのは日本では珍しい。 
 山本 ほんとうは立体の情報を撮りたかったが無理というので、次善の策として三面図にな

った。館内でもその利用について批判はあるが、いくらワンショットですばらしい写真を撮っ

ても裏側の墨書きや突起があっても分からないので、五方向、前後左右、上、できたら裏、後

ろ下からも、撮るのがいいと個人的には思っている。 
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