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１．地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会

「地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会」における議論を踏まえ、ICTを活用した
住民参加型デジタルアーカイブ（以下、地域アーカイブ）の抱える課題を解決し、持続可能な運営を行う
ために、組織・運営のあり方やコンテンツの収集及び利活用を促進する方策等を検討し、それらを提言と
してとりまとめることを目的とする。

「地域住民参加型デジタルアーカイブの推進に関する調査検討会」における議論を踏まえ、ICTを活用した
住民参加型デジタルアーカイブ（以下、地域アーカイブ）の抱える課題を解決し、持続可能な運営を行う
ために、組織・運営のあり方やコンテンツの収集及び利活用を促進する方策等を検討し、それらを提言と
してとりまとめることを目的とする。

（１）地域アーカイブの現状整理 （４）調査検討委員による活動報告
（２）地域アーカイブの課題整理 （５）フィールドにおける実地検証の検討・実施
（３）地域アーカイブ事業者による現状報告 （６）地域アーカイブにおける課題解決方策の検討

（１）地域アーカイブの現状整理 （４）調査検討委員による活動報告
（２）地域アーカイブの課題整理 （５）フィールドにおける実地検証の検討・実施
（３）地域アーカイブ事業者による現状報告 （６）地域アーカイブにおける課題解決方策の検討

平成21年10月26日の第1回会合から平成22年3月16日まで計4回の会合を開催。平成21年10月26日の第1回会合から平成22年3月16日まで計4回の会合を開催。

清木 康 慶應義塾大学環境情報学部教授（座長)                  折田 明子 中央大学 大学院戦略経営研究科 助教
岡本 真 アカデミック・リソース・ガイド株式会社 野田 臣吾 フォートラベル株式会社 代表取締役社長

代表取締役（座長代理） 細川 宜秀 群馬大学大学院工学科情報工学専攻 講師
雨宮 勝 横浜市１５０周年記念事業推進課 担当課長 和田 昌秀 桜美林大学総合文化学群 准教授
伊藤 香織 東京理科大学理工学部建築学科 准教授
上村 祐一 関彰商事株式会社

情報ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝつくばｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

清木 康 慶應義塾大学環境情報学部教授（座長)                  折田 明子 中央大学 大学院戦略経営研究科 助教
岡本 真 アカデミック・リソース・ガイド株式会社 野田 臣吾 フォートラベル株式会社 代表取締役社長

代表取締役（座長代理） 細川 宜秀 群馬大学大学院工学科情報工学専攻 講師
雨宮 勝 横浜市１５０周年記念事業推進課 担当課長 和田 昌秀 桜美林大学総合文化学群 准教授
伊藤 香織 東京理科大学理工学部建築学科 准教授
上村 祐一 関彰商事株式会社

情報ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝつくばｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

■調査検討会の目的

■調査検討会での検討内容

■調査検討会の開催期間

■調査検討会の構成員（敬称略）
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２．地域住民参加型デジタルアーカイブの現状と抱える課題

◎デジタルアーカイブとは？
•デジタルアーカイブとは、貴重な文化財を劣化・損傷・消滅などのリスクから守るための手法であり、
美術館等で所蔵されている歴史的・文化的資源を精細にデジタル化して保存等を行うこと。

◎地域デジタルアーカイブの活動主体と活動の方向性
•郷土史研究団体やNPO法人、地域住民あるいは地域と大学との協働など、多様な活動主体が存在。
•近年は貴重な資源等を整理・保存した上で、広く情報発信し、地域の活性化を図る事を目的とする団体
も出てきている。

◎地域デジタルアーカイブの活動の意義・特徴
•地域活性化や地域内交流の促進、デジタルデータ化による文化財利活用方法の多様化 など。

◎デジタルアーカイブとは？
•デジタルアーカイブとは、貴重な文化財を劣化・損傷・消滅などのリスクから守るための手法であり、
美術館等で所蔵されている歴史的・文化的資源を精細にデジタル化して保存等を行うこと。

◎地域デジタルアーカイブの活動主体と活動の方向性
•郷土史研究団体やNPO法人、地域住民あるいは地域と大学との協働など、多様な活動主体が存在。
•近年は貴重な資源等を整理・保存した上で、広く情報発信し、地域の活性化を図る事を目的とする団体
も出てきている。

◎地域デジタルアーカイブの活動の意義・特徴
•地域活性化や地域内交流の促進、デジタルデータ化による文化財利活用方法の多様化 など。

■地域住民参加型デジタルアーカイブの現状

■地域住民参加型デジタルアーカイブの課題

①住民参加の促進
・地域住民や企業への訴求力が弱い。
・魅力あるコンテンツの収集が難しい。 など

①住民参加の促進
・地域住民や企業への訴求力が弱い。
・魅力あるコンテンツの収集が難しい。 など

②運営体制、組織の強化
・限定的なネットワーク活動(他団体との連携少)
・客観的に評価される仕組みがない。 など

②運営体制、組織の強化
・限定的なネットワーク活動(他団体との連携少)
・客観的に評価される仕組みがない。 など

③人材確保・育成の強化
・適切な人材確保が困難。
・人材育成に向けた取組が弱い。 など

③人材確保・育成の強化
・適切な人材確保が困難。
・人材育成に向けた取組が弱い。 など

④運営資金の確保
・十分な運営資金の確保が困難。 など

④運営資金の確保
・十分な運営資金の確保が困難。 など

⑤利活用の促進
・二次利用に向けた体制整備が不十分。
・コンテンツ利活用等二次利用が不十分。など

⑤利活用の促進
・二次利用に向けた体制整備が不十分。
・コンテンツ利活用等二次利用が不十分。など

⑥負の側面への対応
・意図せざる違法コンテンツ等の掲載や肖像権侵

害等への対応が未検討。など

⑥負の側面への対応
・意図せざる違法コンテンツ等の掲載や肖像権侵

害等への対応が未検討。など
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３．課題解決方策の検討
■課題解決の優先順位

•地域アーカイブの経営資源の状況を考えると、全
ての課題解決を同時並行で進めることは困難。
•また、同時並行で解決を図る必要もなく、ある課
題の解決が別の課題の解決の糸口になると、シリア
ルな関係でとらえる。

•地域アーカイブの経営資源の状況を考えると、全
ての課題解決を同時並行で進めることは困難。
•また、同時並行で解決を図る必要もなく、ある課
題の解決が別の課題の解決の糸口になると、シリア
ルな関係でとらえる。

•「運営体制・組織の強化」や「人材確保・育成の強化」
⇒「住民参加の促進」に向けた方針により内容が変化。

•「運営資金の確保」や「負の側面への対応」
⇒想定される「利活用の促進」内容により、その取組

方策が大きく変化。

•「運営体制・組織の強化」や「人材確保・育成の強化」
⇒「住民参加の促進」に向けた方針により内容が変化。

•「運営資金の確保」や「負の側面への対応」
⇒想定される「利活用の促進」内容により、その取組

方策が大きく変化。

「住民参加の促進」/「利活用の促進」「住民参加の促進」/「利活用の促進」

「運営資金の確保」/「負の側面への対応」「運営資金の確保」/「負の側面への対応」

「今後の展開」「今後の展開」

「運営体制・組織の強化」/「人材確保・育成の強化」「運営体制・組織の強化」/「人材確保・育成の強化」

◎課題解決の優先順位の整理

■「住民参加の促進」及び「利活用の促進」の検討に向けての視点

■「住民参加の促進」に向けた具体的施策の方向性
①インセンティブの設計
•投稿者･利活用者向け経済的･心理的ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ設計
の必要性
②ターゲットの設定
•積極的な投稿･利活用を期待する年齢層等の絞込み
•1つのｱｰｶｲﾌﾞに複数のﾀｰｹﾞｯﾄが存在する場合もあり

③ターゲットへの訴求
•既存の地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰやﾒﾃﾞｨｱの活用
•ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じた訴求（口コミ効果）

■「住民参加の促進」に向けた具体的施策の方向性
①インセンティブの設計
•投稿者･利活用者向け経済的･心理的ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ設計
の必要性
②ターゲットの設定
•積極的な投稿･利活用を期待する年齢層等の絞込み
•1つのｱｰｶｲﾌﾞに複数のﾀｰｹﾞｯﾄが存在する場合もあり

③ターゲットへの訴求
•既存の地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰやﾒﾃﾞｨｱの活用
•ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じた訴求（口コミ効果）

■「利活用の促進」に向けた具体的施策の方向性
①技術的課題への事前対処
•既存のｼｽﾃﾑの活用（自前のｼｽﾃﾑに固執しない）
②法的課題への事前対処
•ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ｺﾓﾝｽﾞの活用促進
•二次利用への許諾を推奨する運営･ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ設計
③閲覧にとどまらない利活用の促進
•Web API活用による他ｻｲﾄとのﾏｯｼｭｱｯﾌﾟの可能性

•事業運営者の意に沿わない利用についても一定程
度は寛容

■「利活用の促進」に向けた具体的施策の方向性
①技術的課題への事前対処
•既存のｼｽﾃﾑの活用（自前のｼｽﾃﾑに固執しない）
②法的課題への事前対処
•ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ｺﾓﾝｽﾞの活用促進
•二次利用への許諾を推奨する運営･ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ設計
③閲覧にとどまらない利活用の促進
•Web API活用による他ｻｲﾄとのﾏｯｼｭｱｯﾌﾟの可能性

•事業運営者の意に沿わない利用についても一定程
度は寛容
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４．実地検証（実施概要）

■実地検証の目的

■実地検証の内容

■実地検証サイト

「住民参加の促進」と「コンテンツ利活用」の
モデル事例として

○新たなユーザー層へのサービス提供
○コンテンツ利活用上の課題点の把握・整理

「住民参加の促進」と「コンテンツ利活用」の
モデル事例として

○新たなユーザー層へのサービス提供
○コンテンツ利活用上の課題点の把握・整理

下記を通じ、コンテンツ利活用上の課題点等の
経験知を得る
○連携モデル構築
○地域アーカイブ内

のデータ整理
○写真公開用APIの

設計と制作
○ポータルサイトに

おけるページ公開
○提供者及び新たな

ﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞの把握

下記を通じ、コンテンツ利活用上の課題点等の
経験知を得る
○連携モデル構築
○地域アーカイブ内

のデータ整理
○写真公開用APIの

設計と制作
○ポータルサイトに

おけるページ公開
○提供者及び新たな

ﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞの把握

地域アーカイブ － みんなでつくる横濱写真アルバム
（横濱写真アーカイブ協議会）

ポータルサイト － 旅行のクチコミサイト 4travel.jp
（フォートラベル株式会社）

地域アーカイブ － みんなでつくる横濱写真アルバム
（横濱写真アーカイブ協議会）

ポータルサイト － 旅行のクチコミサイト 4travel.jp
（フォートラベル株式会社）



6

４．実地検証（実地検証の結果）

■実地検証サイトへのアクセス

■投稿者及び新たな利用者層の反応

■実地検証より得られた知見・把握された課題

興味関心を持った方は多いが、持続的なアクセスを得るほどにはならなかった。
○サイト公開直後は、フォートラベル（株）によるプロモーション効果もあり、一日2,000ユーザー近い

アクセスがあったものの、3、4日後には一日200ユーザー程度のアクセスとなり、10日後には、ほと
んどアクセスが無くなった。

○一方、フォートラベルの特集サイトを見て、興味を持ったユーザーがリンク先の横濱写真アルバムサイト
に訪問した件数も、開設当初は一日100ユーザーを超えていたものの、数日後には減少した。

興味関心を持った方は多いが、持続的なアクセスを得るほどにはならなかった。
○サイト公開直後は、フォートラベル（株）によるプロモーション効果もあり、一日2,000ユーザー近い

アクセスがあったものの、3、4日後には一日200ユーザー程度のアクセスとなり、10日後には、ほと
んどアクセスが無くなった。

○一方、フォートラベルの特集サイトを見て、興味を持ったユーザーがリンク先の横濱写真アルバムサイト
に訪問した件数も、開設当初は一日100ユーザーを超えていたものの、数日後には減少した。

閲覧者の多くが興味関心を寄せ、また投稿者側も同様のコンテンツ利活用を進めるべきとの意見が多い
○特集ページを閲覧した約500人に対するアンケートでは、9割近い方が興味関心があると回答し、半数

以上が、住んでいる地域に住民参加型デジタルアーカイブがあれば参加したいと回答。
○また、横浜写真アルバムへの写真投稿者に、今回の連携モデルを見てもらった上で意見聴取をしたところ、

8割以上がこのような連携を進めるべきと回答している。

閲覧者の多くが興味関心を寄せ、また投稿者側も同様のコンテンツ利活用を進めるべきとの意見が多い
○特集ページを閲覧した約500人に対するアンケートでは、9割近い方が興味関心があると回答し、半数

以上が、住んでいる地域に住民参加型デジタルアーカイブがあれば参加したいと回答。
○また、横浜写真アルバムへの写真投稿者に、今回の連携モデルを見てもらった上で意見聴取をしたところ、

8割以上がこのような連携を進めるべきと回答している。

潜在需要は多い ⇒ 認知度を高め獲得を 互いの不足分を補うかたちでの連携構築を
○地域の歴史的資料は他地域の住民にも興味あり ○地域アーカイブは地域にあるからこそできることが
○また、地域にあれば参加したいとの回答も多い ある。相手の持つ力を上手く利用することが重要。

著作権意識は低い ⇒ 密なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが必要 メタデータ構築に一定のルール付けを

○二次的利用を前提に事前の意思確認も重要。 ○キーワードなどを後々整理するのは大変な作業。
○但し、全てを理解してもらうのは難しい。全て ○投稿者側で一定のルールに沿ったメタデータ付与が

に理解を求めるよりも、信頼関係構築が重要。 できるような仕組み構築が重要。

潜在需要は多い ⇒ 認知度を高め獲得を 互いの不足分を補うかたちでの連携構築を
○地域の歴史的資料は他地域の住民にも興味あり ○地域アーカイブは地域にあるからこそできることが
○また、地域にあれば参加したいとの回答も多い ある。相手の持つ力を上手く利用することが重要。

著作権意識は低い ⇒ 密なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが必要 メタデータ構築に一定のルール付けを

○二次的利用を前提に事前の意思確認も重要。 ○キーワードなどを後々整理するのは大変な作業。
○但し、全てを理解してもらうのは難しい。全て ○投稿者側で一定のルールに沿ったメタデータ付与が

に理解を求めるよりも、信頼関係構築が重要。 できるような仕組み構築が重要。
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５．持続可能なデジタルアーカイブの構築に向けた提言

■「住民参加の促進」の促進に向けて

■住民への効果的な周知方法における提言
◎アーカイブの目的・価値・理想とするイメージ等を掲げた周知活動の実施
◎ターゲットを絞った周知活動の実施
◎利用者のニーズを踏まえたサイトおよびサービスメニューの構築
◎インターネットの特性を踏まえたサイトおよびサービスメニューの構築

■コンテンツを得るための必要事項における提言
◎コンテンツ収集時における提供者とのコミュニケーションの徹底
◎コンテンツ提供者へ「経済的・心理的インセンティブ」を付与する方策の検討
◎コンテンツ提供にあたっての心理的・技術的障壁の除去
◎地場企業や地域諸機関と連携したコンテンツ収集活動の実施
◎直接コンテンツ提供を行わないユーザーにとっても使いやすいサイトの設計

■住民への効果的な周知方法における提言
◎アーカイブの目的・価値・理想とするイメージ等を掲げた周知活動の実施
◎ターゲットを絞った周知活動の実施
◎利用者のニーズを踏まえたサイトおよびサービスメニューの構築
◎インターネットの特性を踏まえたサイトおよびサービスメニューの構築

■コンテンツを得るための必要事項における提言
◎コンテンツ収集時における提供者とのコミュニケーションの徹底
◎コンテンツ提供者へ「経済的・心理的インセンティブ」を付与する方策の検討
◎コンテンツ提供にあたっての心理的・技術的障壁の除去
◎地場企業や地域諸機関と連携したコンテンツ収集活動の実施
◎直接コンテンツ提供を行わないユーザーにとっても使いやすいサイトの設計

■ICTを活用した使いやすい仕組みづくりにおける提言
◎特に立ち上げ期における、既存サービスの有効活用による低コスト運用の実現
◎ICT技術を活用した運営者・ユーザー双方が使いやすいサイトの構築

■二次利用の拡大に向けた法制度的・技術的課題とその対処法における提言
◎コンテンツ受入にあたってのルール整備と当該ルールの周知の実施
◎投稿者との信頼関係の醸成による権利関係問題の予防・解決

■閲覧以外の分野への展開における提言
◎コンテンツ自体やコンテンツに付与されたメタデータ等の利用価値を踏まえた活用・展開方策の検討

■ICTを活用した使いやすい仕組みづくりにおける提言
◎特に立ち上げ期における、既存サービスの有効活用による低コスト運用の実現
◎ICT技術を活用した運営者・ユーザー双方が使いやすいサイトの構築

■二次利用の拡大に向けた法制度的・技術的課題とその対処法における提言
◎コンテンツ受入にあたってのルール整備と当該ルールの周知の実施
◎投稿者との信頼関係の醸成による権利関係問題の予防・解決

■閲覧以外の分野への展開における提言
◎コンテンツ自体やコンテンツに付与されたメタデータ等の利用価値を踏まえた活用・展開方策の検討

■「利活用の促進」の促進に向けて
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５．持続可能なデジタルアーカイブの構築に向けた提言

■その他の事業実施上の留意点

①運営体制・組織の強化
■地域内外の機関との連携における留意点
◎連携先との目的･運営方針等の明確化･共有化の徹底 など

■個々のアーカイブの客観的評価の必要性
◎優れたｱｰｶｲﾌﾞ事業者を顕彰･表彰する制度の構築 など

■後世への安定的な事業・組織継承方法
◎高い技術ﾚﾍﾞﾙ･収益性･使命感を持つ運営組織の構築 など

①運営体制・組織の強化
■地域内外の機関との連携における留意点
◎連携先との目的･運営方針等の明確化･共有化の徹底 など

■個々のアーカイブの客観的評価の必要性
◎優れたｱｰｶｲﾌﾞ事業者を顕彰･表彰する制度の構築 など

■後世への安定的な事業・組織継承方法
◎高い技術ﾚﾍﾞﾙ･収益性･使命感を持つ運営組織の構築 など

②人材確保・育成の強化
■人材の育成・確保の強化における留意点
◎地域ｱｰｶｲﾌﾞ運営人材に求められる要件･資質の明確化
◎運営に必要な人員体制の把握
◎外部機関と連携した運営人材の育成･確保体制の構築 など

②人材確保・育成の強化
■人材の育成・確保の強化における留意点
◎地域ｱｰｶｲﾌﾞ運営人材に求められる要件･資質の明確化
◎運営に必要な人員体制の把握
◎外部機関と連携した運営人材の育成･確保体制の構築 など

③運営資金の確保
■運営資金の確保における留意点
◎事業運営資金を極力必要としない運営体制の構築
◎資金確保のためのﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの構築（会費、広告、外部ｳｪ

ﾌﾞ事業者からの運営費獲得、外販等）

③運営資金の確保
■運営資金の確保における留意点
◎事業運営資金を極力必要としない運営体制の構築
◎資金確保のためのﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの構築（会費、広告、外部ｳｪ

ﾌﾞ事業者からの運営費獲得、外販等）

④負の側面への対応
■違法・有害ｺﾝﾃﾝﾂ掲載・肖像権侵害における留意点
◎投稿者の住所･氏名の確認と利用規約の整備
◎悪意あるﾕｰｻﾞｰに対する厳格な対応と対応ﾏﾆｭｱﾙ整備 など
■不特定多数が参加することへの対処における留意点
◎ｻｲﾄ利用者が被る可能性があるﾘｽｸの開示
◎不必要な個人情報を所有しない事業体制の構築 など

④負の側面への対応
■違法・有害ｺﾝﾃﾝﾂ掲載・肖像権侵害における留意点
◎投稿者の住所･氏名の確認と利用規約の整備
◎悪意あるﾕｰｻﾞｰに対する厳格な対応と対応ﾏﾆｭｱﾙ整備 など
■不特定多数が参加することへの対処における留意点
◎ｻｲﾄ利用者が被る可能性があるﾘｽｸの開示
◎不必要な個人情報を所有しない事業体制の構築 など

■連携の意義
•今回の実地検証の結果から、今後の地域ｱｰｶｲﾌﾞの発展を考える上で、地域ｱｰｶｲﾌﾞ相互や民間･公的団体との「連携」が重要。
•ｱｰｶｲﾌﾞ間、民間･公的団体との連携により「経験･ﾉｳﾊｳの共有」「情報発信力強化」「ｺﾝﾃﾝﾂ相互利活用による魅力度UP」｢新
たな事業展開」といった成果が期待。

■連携のあり方（下記はいずれもリアル・バーチャル双方の交流形態がありうる）
•「地域による集合」（近隣地域内のアーカイブや企業、自治体による意見交換会やイベント開催）
•「全国的な集合」（地域アーカイブの共通課題の解決を目的とした全国的なイベント、政策提案など）

■国や関係団体等の役割
•地域アーカイブ団体と企業が連携できるような機会づくりを行うなど、バックアップをしていくことが必要。

■連携の意義
•今回の実地検証の結果から、今後の地域ｱｰｶｲﾌﾞの発展を考える上で、地域ｱｰｶｲﾌﾞ相互や民間･公的団体との「連携」が重要。
•ｱｰｶｲﾌﾞ間、民間･公的団体との連携により「経験･ﾉｳﾊｳの共有」「情報発信力強化」「ｺﾝﾃﾝﾂ相互利活用による魅力度UP」｢新
たな事業展開」といった成果が期待。

■連携のあり方（下記はいずれもリアル・バーチャル双方の交流形態がありうる）
•「地域による集合」（近隣地域内のアーカイブや企業、自治体による意見交換会やイベント開催）
•「全国的な集合」（地域アーカイブの共通課題の解決を目的とした全国的なイベント、政策提案など）

■国や関係団体等の役割
•地域アーカイブ団体と企業が連携できるような機会づくりを行うなど、バックアップをしていくことが必要。

■連携の必要性

※報告書内容の詳細につきましては、総務省関東総合通信局のホームページ（http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/）をご覧下さい。


