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1、はじめに 

 

1990 年代前半にマルチメディアの概念が注目を集め、文化資産のデジタル技術記録技術が急激に発

達を遂げた。これらデジタル技術の使途の指針として、当時東京大学教授であった月島嘉男氏が提唱

したのが「デジタルアーカイブ」であり、これは「文化界、産業界、そして文化の記録・アピールで

「地域振興」を」といったコンセプトを表す語であった1。この和製英語は国内外に広がり、国内では

文化遺産オンライン2や e 国宝3といった大規模デジタルアーカイブが設立され、他にも博物館をはじ

めとする文化施設に各所に大型のデジタルアーカイブが林立することとなった。海外でもやはりこの

ような大規模デジタルアーカイブの発展形として、またこれらのデジタルアーカイブあるいは既存の

個々のデジタルコンテンツを無料開放することが「公金の使途の開示により、更なる効率的な使用を

動機付け」「人々がサービスやその水準についての詳細な情報の入手を可能にする」4として、2000 年

代後半から EU を先導として、各デジタルアーカイブを横断検索可能かつ全部または部分的に二次利

用可能にするという、世界規模で始まったオープンデータ政策が展開されることとなった（図１）。つ

まり、90 年代から 2000 年代はじめにはいわば【各所でつくる】構想が持ち上がり、そのうえでさら

に 2000 年代後半から現在に至るまで、【各所をつなぐ】【コンテンツを使う】ことに向けて一斉に動き

始めたのである。 

これらのデジタルアーカイブの中でも特に象徴的であるのは、ＥＵ諸国が持てる文化資産のデジタ

ルデータと 2009～2011 年の開発当初だけでも「200 万ユーロ」5もの予算を投入し、2018 年 1 月現在

                                                  
1 笠羽晴夫「デジタルアーカイブの歴史的考察 (特集 デジタルアーカイブ)」映像情報メディア学会誌 / 映像情報メディア学

会 [編] 61(11) (通号 710) (2007)、 p.1545～1548 
2 文化遺産オンライン http://www.emuseum.jp/ Accessed July/8/2017 
3 e 国宝 http://www.emuseum.jp/ Accessed July/8/2017 
4 G8 サミット「オープンデータ憲章」 外務省 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/dai4/sankou8.pdf Accessed Jan/1/2016 
5 時実象一 「CA1863 - 欧州の文化遺産を統合する Europeana」国立国会図書館 Current Awareness Portal(2015)、 
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で 5000 万点以上6の収録件数を誇る Europeana である。 

 

この Europeana の日本版ともいうべき文化資産デジタルアーカイブのポータルサイトが、現在国立

国会図書館を中心として運営されている現行の国立国会図書館サーチ7を基礎として構築中の「ジャパ

ンサーチ（仮称）」8である。これは「世界に向けて我が国のメタデータを流通・発信できるものへ」

「多様な分野のコンテンツへのアクセス、所蔵館情報をわかりやすく伝えるものへ」9などの目標を掲

げ、2020 年を目標におよそ 100 のデータベースやリポジトリを横断検索できるものにするという。博

物館のアーカイブも横断検索の対象となっている。このジャパンサーチ（仮称）構築のため著作権法

第三十一条の複製権に関してなされた法改正では、博物館を含む「図書館等」が「図書館資料の保存

のため必要がある場合」に複製可とし、また国立国会図書館はこれらの複製資料を「自動公衆送信」

でき、かつ図書館等は非営利目的の事業でこのデジタルコンテンツの複製物を提供可能となった10。

                                                                                                                                                                  
http://current.ndl.go.jp/ca1863 Accessed Jan/1/2016 
6 Europeana Collections https://www.europeana.eu/portal/en Accessed Jan/21/2018 
7 国立国会図書館（ＮＤＬ）サーチ http://iss.ndl.go.jp/  Accessed Jan/21/2018 
8 知的財産戦略本部 「知的財産推進計画 2017」 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf 
Accessed July/8/2017 
9 小澤弘太 「国立国会図書館サーチのこれまで、そして今後の発展」（2016）、
http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/lff2016_forum_search1.pdf  Accessed Jan/21/2018 
10 著作権法 平成二十八年十二月十六日公布（平成二十八年法律第百八号）改正 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048&openerCode=1 Accessed 
Jan/21/2018 （図書館等における複製等） 
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令

で定めるもの（以下この項及び第三項において「図書館等」という。）においては、次に掲げる場合には、その営利を目的と

しない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料（以下この条において「図書館資料」という。）を用いて著作物を複

製することができる。 
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分（発行後相当期間を経過

した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。）の複製物を一人につき一部提供す

る場合 
二 図書館資料の保存のため必要がある場合 
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料（以下この条に

おいて「絶版等資料」という。）の複製物を提供する場合 
２ 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、
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すなわち博物館は、ジャパンサーチ（仮称）のために資料のデジタル複製も行え、またジャパンサー

チ（仮称）に参加していれば、ジャパンサーチ（仮称）から提供されるデジタルコンテンツは来館者

に提示可能となった。 

このように、現在の博物館法に定められた博物館にとって今は、デジタルアーカイブの恩恵により

自館で扱えるコンテンツを大幅に増やすことができるチャンスなのである。 

しかし、単に使える材料が増えたとしても、有効な活用方法が見出せなければ宝の持ち腐れに他な

らない。取り扱えるデジタルコンテンツによって何ができ、またジャパンサーチ（仮称）を博物館に

とって真に有用な横断検索可能のデジタルアーカイブとするためにどのような課題があるのだろうか。

これらについて考える材料として、実際に国内で博物館の横断検索デジタルアーカイブを構築した台

湾の国立自然科学博物館（以下、国立自然科学博物館）を中心にインタビューを行うことにした。 

 

 

2、台湾の博物館デジタルアーカイブ開発の歴史 

 

徐 典裕氏は、国立自然科学博物館 Section of Information Manegement の Section Chair であり、長年

にわたり台湾の博物館デジタルアーカイブ設立の実行部隊の指令塔として、メタデータの構築にあた

った。また、Associate Curator として集積したデジタルデータの使途の研究も行っている。筆者は 2017

年 1 月 8 日に国立自然科学博物館を訪問し、徐准教授に面会させていただく機会をいただいた。 

 

台湾のデジタルアーカイブは、1998 年に「数位博物館専案計画（デジタルミュージアムプロジェク

ト）」を基本として、「国家典蔵数位化計画（ナショナルデジタルアーカイブプロジェクト）」、「国際数

位図書館合作研究計画（インターナショナルデジタルライブラリーコポレーションプロジェクト）」11

の２つのプロジェクトを合わせる形で、行政院国家科学委員会の主導により構築が始まった。中央研

究院、文化建設委員会、客家委員会、原住民族委員の４者が参画していたが、実際のデータ収集作業

を含むデータベース構築作業に 2001 年から国立自然科学博物館、国立故宮博物院、国立台湾大学、国

立歴史博物館が加わった。2002 年から 2006 年の第一期数位典蔵国家型科技術計画と 2003 年から 2007

年の数位学習国家型科技計画、さらに 2004 年からは国史館台湾文献館、国家図書館、国家電影資料案、

国家档案管理局、が加わることで、博物館資料だけでなく、図書や公文書、映像資料もアーカイブさ

れることとなった。それに続く 2007 年の第二期数位典蔵国家型科技計画12において、さらなる収録資

料の規模拡大を見込んでいたため、文化芸術方面の資料収集を行うようになった。例えば 2006 年頃か

ら私立博物館である奇美博物館の音楽資料や、プロ舞踊集団の雲門舞集の公演資料と、個人の収集家

                                                                                                                                                                  
損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定によ

り自動公衆送信（送信可能化を含む。同項において同じ。）に用いるため、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録すること

ができる。 
３ 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等において公衆に提示することを目的とする場合には、前

項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当

該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供す

るために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。 
11 漢字名称は原田が日本語常用漢字に書き改めた。正式名称は繁体字表記であり、日本語における旧字体を用いる。以降の繁

体字表記名称についても同様に日本語常用漢字に書き改めた。（）内のカタカナ語は「台湾デジタルアーカイブ発展プロジェ

クト（http://content.teldap.tw/index/jap/about.html Accessed Jan/20/2018）」の公式サイトの日本語訳による。 
12  数位典蔵興数位学習計画百科に詳しい。 http://wiki.teldap.tw/index.php?title=首頁 Accessed Jan/22/2018 
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のコレクションのアーカイブを始めたのがそれにあたる。2008 年からはそれらを用い、数位典蔵興数

位学習国家型科技計画において、teldap.tw という台湾文化のデジタルアーカイブを公開した。 

台湾で博物館がデジタルアーカイブの構築に関わるにあたっての目的は、時代によって明確に変遷

してきている。 

まず、1989 年以前は、博物館内のデータ整理の一環として、内部の作業効率向上のために情報のデ

ジタル化が行われていた。続く 1990 年から 1997 年にかけては、PC とインターネットの普及により急

速に発達したマルチメディアの手法を使って、蓄積したデジタルデータを博物館からより広く情報を

伝播させるための広報手段や、来館者の学習体験を強化するための手段として用いていたという。さ

らに数位博物館専案計画が開始した 1998 年から 2000 年には、テーマのあるデジタルミュージアム（主

題式数位博物館）として、台湾の文化や生物多様性に着目したコンテンツを作成した。デジタルアー

カイブ構築に国立自然科学博物館ほか国立の博物館が参画した 2001 年から 2006 年までは、統合デジ

タルミュージアム（統整式数位博物館）と称し、文化遺産と自然遺産の保存と管理を行うリソースと

して、またこれらのデジタルデータと IT とを組み合わせたサービスを開発することになった。2007

年から 2012 年は、バーチャルリアリティデジタルミュージアム（虚実整合数位博物館）として、分野

横断的にリソースをつなぐことや、後述のタブレット端末やスマートフォン端末等とこれらを組み合

わせての教育資源等のデジタルコンテンツの開発にあたった。2013 年から始まる現在のフェーズでは、

オムニウィズダムデジタルミュージアム（全方位智恵数位博物館）として、蓄積されたデジタルデー

タおよびデジタルコンテンツをある統制のもとに管理することで、デジタルアーカイブを用いた永続

的な博物館運営を可能とするビジネスモデルを開発し、またこのアーカイブの科学技術発展目的や教

育目的の利用にとどまらず、商業化、国際化に対応できるものにまでするという。台湾も日本と同様、

政府から博物館への交付金額が減少傾向にあり、全方位智恵数位博物館の計画からは、独自に収益を

上げられる構造を作り上げなければならないという危機感がにじみ出ている。 

これらの計画は、全米博物館協会（The American Alliance of Museums）のデジタルミュージアムに関

する指針13や Horison Report14を参考に作成しており、国際的潮流を考慮したものになっていると考え

られる。 

 

 

3、デジタルコンテンツの用途 

 

デジタルコンテンツは全て３つの要素からなる共通の枠組みでアーカイブに入力されている。まず、

主題となる内容の「コア知識要素」と呼ばれるマルチメディアオブジェクト。２つ目は、研究、教育、

展示などの要素分類で、コア知識要素と同じ要素を持つ物に共通のグループの別のコンテンツとのリ

ンクを張る「アドバンス知識要素」である。最後に、「イノベーションナレッジ要素」といわれる、領

域横断的分野のコア知識要素などと何らかの共通性があった場合にそれを自動抽出して付与する分類

である。 

                                                  
13 The American Alliance of Museums “The Digital Museum: A Thinking Guide”(2007)、American Association of Museums 
14 アメリカの NPO 法人の New Media Consourtium が作成する。高等教育、K-12、博物館、図書館の各分野について、IT 機器

を用いた教育の現状のまとめと動向予測を行っている。最新の博物館版は 2016 年に発行され、http://current.ndl.go.jp/node/31697
の和訳によれば、例えば今後 1～2 年：モバイルコンテンツの作成と配信、参加体験、3～5 年：ミュージアム運営のためのデ

ータ分析、パーソナライゼーション、5 年～：機関間連携、ミュージアム専門家の新しい役割 が博物館に新たな技術を導入

させる要因になるという。 
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このようなデジタルコンテンツの使途のひとつとして、徐氏は、滞在時間に制限がある博物館とい

う学習環境で効果的な学びを得られる方法として、貸出スマートフォン端末に使用者の興味や現在地、

館内の混雑状況、滞在時間などに応じて使用者をナビゲートする15ものを開発している。これは館内

の展示物に固有の学習用コンテンツを作りネットワークにアップロードしておけば、展示物について

のクイズなどの学習を行うことができる。端末位置は館内に設置された RFID で感知し、ナビゲート

を行い、たどり着いた先の展示物に設置された QR コードを読み込むことで先述のクイズなどの課題

が出題される（図２）。実際に体験させていただいたが、直感的で簡単な操作であった。全方位智恵数

位博物館の目的のうち、集積したデジタルコンテンツを効果的に教育へと結び付ける方法の一つとも

考えられよう。また、この学習者たちの移動や滞在や学習コンテンツ利用のデータは研究者にとって

展示や学習用コンテンツの改良にも用いられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 展示物（左）に備え付けの QR コード（中央下）をスマートフォンで読み込むと、クイズ（右）が出題される 

 

デジタルコンテンツの教育への応用は、学校教育にも生かすことができる。博物館での学習は、来

館前（Pre-visit）に予習し、来館中（On-site）の博物館での学びを得、さらに退館後（Post-visit）に博

物館での学びを復習することが効果的とされており、既にそれを教職員向けの指導案としてオンライ

ンで提供しているプロジェクトは存在する16が、館内で VR や展示ガイドなど様々な学習コンテンツ

を読み込めるスマートフォンやタブレットを用意しておき、さらにデジタルアーカイブには学校や家

からもオンラインで学習コンテンツにアクセスできる環境を作り、生徒自らが Pre-visit の学びも

Post-visit の学びも実行できるようにしている（徐氏によると Virtuous cycles between online and physical 

spaces）。現在は、生徒自らが進んで Post-visit の学びを行いたくなるような楽しさを兼ね備えた学習コ

ンテンツを作れるかが課題だという。 

                                                  
15 Hsu, Tien-Yu, et al. “Development and Evaluation of an Active Learning Support System for Context-Aware Ubiquitous Learning ” 
(2016) IEEE TRANSACTIONS ON LEARNING TECHNOLOGIES, VOL. 9, NO. 1 
16 Open Science Resources http://openscienceresources.eu/ Accessed June/10/2017 
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国際化という観点では、英語のコンテンツも作成することで対応しているという。 

一方で、商業化に対しては、メタデータを国際標準のダブリンコアに対応したものとしたため、第

三者でもデータを利用しやすいものとしている。ただし、これら teldap.tw のデジタルコンテンツには

CC（クリエイティブ・コモンズ）において商用利用不可のものも少なくないため、普及のハードルは

決して低くはないと筆者は考えている。 

 

 

4、台湾での課題と日本における課題の共通性 

 

徐氏は教育研究の傍ら、国立自然科学博物館内外の様々な分野の協力者からの新たなデジタルデー

タ収集を統括している。分野横断検索可能なアーカイブ構築のためには、分野間共通のメタデータを

作成する必要があり、徐氏はそれに携わっていた。 

筆者は国内で分野横断メタデータ作成の困難さは聞き知っていた。研究データの作成された時代や

作成者の個性によっても付けるべきメタデータが変わってきてしまうため、同じ研究分野でもメタデ

ータの統一が難しいという。徐氏は動物学、植物学、人類学、地質学のさらにより細分化された分野

の研究データの共通メタデータ作成にあたったが、果たして違う専門分野の人同士が全員でメタデー

タについてすり合わせできるのかという点で、徐氏の回答は「困難を極めたため、まず分野毎にヒア

リングを行い、すべての分野のヒアリング内容を把握している徐氏が最終的に１つにまとめた」とい

うものであった。また、それぞれの博物館が自館の得意分野に有利なように、統一形式でないコンテ

ンツを乱立させてはならないので、博物館と図書館という異館種ごとで意図的にチームを組ませて、

それぞれ同じ形式でデータ作成するように協力させたという。これは将来的にさらに多数の小規模館

もこれらのプロジェクトに参画することになった時に、あらかじめ同じ形式の多量の既存データがあ

れば、後からなし崩し的に別の形式でデータを作成されてしまうこともないであろうという配慮でも

ある。 

国立自然科学博物館では館内資料デジタル化の専門部署は 30 年前からあり、10 人規模で専属スタ

ッフがいるという。最初は館内部で使うシステムやデータを作る部署であったが、大規模アーカイブ

のプロジェクトを担当する部署になったということだ。この規模の部署を維持するために、文部省や、

技術省など複数省庁から年間 3～5 件程度の助成金を受けているという。 

 

台湾はデジタルアーカイブ構築前のデジタル化開始は 90 年代であり、ここで 2000 年代前半にかけ

て統整式数位博物館として文化資源と IT との統合を図った。日本でも「1990 年代前半は、マルチメ

ディアという概念が注目され始め、」12003 年の NHK アーカイブズ設立のように、放送業界等の「技

術のトライアル、アピール、プレゼンテーションの絶好の場として、文化遺産のデジタル記録が考え

られるようになってきた」1ことから考えると、デジタル化という作業のスタート地点での進捗度や、

その後現時点ではデジタルアーカイブの整備の目的を台湾が科学技術発展目的や教育目的の利用、商

業化、国際化とするところ、「新たな知の創出」17および「インバウンド効果、地方創生、経済的価値

の創出」8とする日本とは非常に共通性が高いと考えられる。 

そんな中、アーカイブ中のあらゆるデジタルデータを横断検索可能にするために、分野横断のデジ

                                                  
17 知的財産戦略本部 「知的財産推進計画 2016」 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf 
Accessed Jan/22/2018 
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タルアーカイブの構築において一般的に最も困難かつ時間をかけて取り組まねばならない課題は、繰

り返しになるがメタデータの策定である。ジャパンサーチ（仮称）においては、「分野・地域コミュニ

ティごと」18に「保有するコンテンツのデジタル化」18を行うアーカイブ機関であり、Europeana でい

うところの「アグリゲータ」に相当する「つなぎ役」を想定しているが、この「つなぎ役」は、分野

内のメタデータ項目を標準化するために分野ごとに標準メタデータ項目を作成」8する。すなわち、国

立自然科学博物館が経験したことを日本国内の複数のつなぎ役が担うことになる。 

台湾では、過去のプロジェクトでとった手法をガイドブックの形にして残しており19、台湾全土に

この手法を分かりやすく作り手にも読み手にも手軽に周知している。日本では、ジャパンサーチ（仮

称）構築のための「デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン」20でメタデータ作成の方

向性は示されたものの、その実務に付随する実際の考え方、作業については、日本とある程度デジタ

ルアーカイブ構築の事情の似通った台湾の、これらガイドブックが参考になると筆者は考える。 

 

 

5、むすび 

 

国立自然科学博物館でのデジタルアーカイブ整備の取り組みを時系列で追い、また今後日本の「つ

なぎ役」がメタデータ作成に関していわゆる産みの苦しみに直面するであろうことを予測した。今後

ジャパンサーチ（仮称）に参画予定の博物館には、ただでさえ少ないリソースを有効にアーカイブ構

築に活用できるよう、本稿が一助になれればと願う。 

最後に、本研究は JSPS 科研費 JP24220013 の助成を受けていることを記す。また、本インタビュー

に応じていただいた徐 典裕博士、本インタビューをコーディネートいただいた台湾国立台北教育大学

の林 詠能准教授とアシスタントの皆様、並びに本インタビューにご同行いただいた慶應義塾大学大学

院 SDM 研究所 本間浩一研究員、滋賀県立琵琶湖博物館 北村美香特別研究員、独立行政法人国立

科学博物館 細川咲輝支援研究員（当時）、同附属自然教育園 小川義和園長に感謝申し上げる。 

 

（受理日：2018 年 1 月 23 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
18 中川紗央里「E1932-国立国会図書館の分野横断統合ポータルの構築に向けた取組」カレントアウェアネス-E No.328（2017）、 

http://current.ndl.go.jp/e1932 
19 teldap.tw の虛擬圖書館 » 數位化書籍とあるデジタルライブラリ中には、『～指南』というガイドブックや『数位化工作流程』

とあるワークフローがアーカイブされている。http://content.teldap.tw/index/?cat=17 Accessed Jan/22/2018 
20 デジタルアーカイブの連携に関する関係省庁等連絡会・実務者協議会『デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライ

ン』 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_kyougikai/guideline.pdf Accessed Jan/22/2018 
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