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地域デジタルコモンズとは？

知識循環型データ基盤プラットフォームのコモンズ
（知識・データの共有地）

多様なデジタルアーカイブ群の包摂プラットフォーム
誰もが多目的的に長年に渡り利用できる

個人・団体・機関などの具体的な群小のアーカイブ群
著しく自律分散的特性を持つアーカイブ群
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地域デジタルコモンズモデル

特定の地域（例えば「信州」）を対象地域とする
市町村・ＭＬＡ・公民館等の施設

大学・学校・企業・市民グループ・個人
自律分散的に生産・集積する知識の源泉を束ねる

横断的・包摂的に
検索・閲覧・活用

自律分散的な
知識の源泉
（デジタルアーカイブ）

信州デジタルコモンズ

持ち寄る

共有

地域の学（知識）と学び（学習プロセスと成果）
を載せ合える「ネット上の本棚」
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デジタルコモンズが目指すもの
みんなが面白がれる「地域」づくり
地元をつなぎ、他地域とつながる共有スペース
２１世紀の地域づくりは地域の垣根を超え

地元を学び伝えわかちあう活動

雲上の世界
（クラウドサービス）

リアルな社会
(地域と皆さん)

古い写真から地元を知る
みんなで地元を「見える化」

小中学生の地域学習
地区ごとの地域活動

etc.

みんなが生き生き暮らせる地域

みんなが面白がれる地域づくり
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ｅポートフォリオとeduco
主体的な学びプロセスの支援

知識とは？ 本来的に研究者・学習者に発するもの
成果物（ポートフォリオ）を蓄積し公開
役立つ資料・データの品揃えを増やす

それらの相互関係を可視化する情報の網目の組成

群小のデジタルアーカイブ＝ｅポートフォリオ
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地域デジタルコモンズ実装サービス
d-commons.netサイト構成

https://d-commons.net/

★コミュニティサイト(親サイト)
地域や組織・団体等がコミュニティサイトの運営主体となり、自身のコミュニティサイト（親サ
イト）を開設する。
★マイサイト 個別サイト(子サイト)
任意の個人はいずれかのコモンズサイトに新規ユーザー登録することにより、そのコミュニティ
サイトの個別ユーザー（個別サイト＝子サイト）としてアカウント登録できる。
★親サイトと子サイトの関係
・子サイトは親サイトのカテゴリを継承する。子サイトは独自のカテゴリを追加できるが、その
カテゴリは親サイトには反映しない。
・個人ユーザーは自分のサイトに記事を自由に投稿し公開できる。個人ユーザーが投稿した記事
は、カテゴリが親サイトのカテゴリの場合には親サイトに記事公開する。ただし親サイト側で
「公開承認」を行った後、親サイトに追加される。
・情報検索、新着記事、キーワード(ハッシュタグ)、地図は親サイトの場合は子サイト記事も対象
とする。子サイトにおいては子サイト内の記事のみを対象とする。 6
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d-commons.net

みんなでつくる
下諏訪町デジタルアルバム

コミュニティサイト

サービストップ

d-commons.net

親サイト

d-commons.net当面のサイト構成

https://d-commons.net/
地域デジタルコモンズネット(NPO法人として申請予定)が運営
※当面はカンプロと長野大学前川研究室が共同で運営
参加型アーカイブサービスを提供する大本のサービス

みんなでつくる
西部地域デジタルマップ

みんなでつくる
信州上田デジタルマップ

みんなでつくる
地域デジタルマップ

https://d-commons.net/shimosuwa/
下諏訪町立図書館が運営
下諏訪町参加型アーカイブ

https://d-commons.net/seibu/
西部地域まちづくりの会（上田市）が運営
上田市西部地域の参加型アーカイブ

https://d-commons.net/uedagaku/
長野大学前川研究室が運営
「信州上田学」等の授業運営・学生・市民のｅポート
フォリオ運営を支援する参加型アーカイブ
https://d-commons.net/chiiki/
長野大学前川研究室が運営
その他の参加者を想定した参加型アーカイブ

追加コモンズ コモンズサイトの申請に応じて新設・運営する。

★コミュニティサイト(親サイト)
地域や組織・団体等からの申請により、コミュニティサイトを地域デジタルコモンズネット(d-
commons.net)が開設する。
★コミュニティサイトのサービス提供
サービスの安定した持続的運営、サービスのエンハンス等にかかる費用は別途定める料金プラン、
もしくは事業予算により年間サービス利用料を運営主体から徴収する。
★新たなサービス開設・運営の方針
デジタルコモンズクラウドサービスは以下の方針により運営する。
①d-commons.netと同じメディア環境を他のサービス運営者と協議の上、移植・提供できるものとする。
②全く異なるメディア環境を地域デジタルコモンズクラウドサービスに加え、並立運用できるものとす
る。
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サイトタイトル

カテゴリ１ カテゴリ２ カテゴリ３

テーマ１ テーマ２ テーマ３

記事１ 記事２ 記事３ 記事４

（フッタ部）

（ヘッダ部）

コミュニティサイトトップページレイアウトイメージ

（カテゴリ部）

（テーマ部）

年月日 お知らせ１
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d-commons.net サービストップ

d-commons.net

みんなでつくる
信州上田デジタルマップ

https://d-commons.net/

https://d-commons.net/uedagaku/

Ａ
さ
ん

Ｂ
さ
ん

前川ゼミ 信州上田学Ａ 地域情報メディア論 デジタル映像表現

親サイト

個別(子)サイト
受講生がユーザー

親サイトと共有する個別サイトのカテゴリ
前川ゼミ （当面なし）
信州上田学Ａ 上田探検隊
地域情報Ｍ論 私の地域見聞
デジ映像表現 上田の魅力発信
※学生は複数の授業でも自分のサイト
に投稿する

公開とカテゴリの扱い
・親サイトのカテゴリは子サイトが継承する
・親サイトは子サイトの記事のレベルを継承する

d-commons.net
みんなでつくる信州上田デジタルマップ サイト構成

地域デジタルコモンズプロジェクトは、前川研究室・ゼミが地域協働で進めていくものである。
当面、「信州上田学」と地域協働型教育と関わる科目・ゼミを対象に適用実験を行う。学生・
市民のｅポートフォリオ学習（個別サイト）、協働学習（信州上田学のマップづくり）を支援
する。
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d-commons.net利用方法
【１】サイト閲覧(1)トップページ

それぞれのサイトをブラウザで閲覧します。
（例）みんなでつくる下諏訪町デジタルコモンズ

URL→https://d-commons.net/shimosuwa/

←カテゴリ選択
カテゴリを選択しカテゴリページを表示する。

←情報をさがす
任意の言葉を入力し該当の記事を一覧表示する。
←新着記事
新着記事を新しい順に一定数内で表示する。

←キーワード
記事に設定された任意のキーワード(ハッシュ
タグ)に該当する記事を一覧表示する。

←地図で見る
地図上にマッピングされたピンを選んで該当の
記事を表示する。
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d-commons.net利用方法
【1】サイト閲覧(2)記事

←記事閲覧
記事（画像、説明文等）を閲覧します。

画像ダウンロード
画像をオリジナルサイズ（通常は大きなサイ
ズ）で表示します。必要な場合は表示された画
像をパソコンにダウンロード保存します。
Windowsの場合、画像を右ボタンでクリックし、
メニューから「名前を付けて画像を保存」を実
行します。

同じキーワードを持つ記事
この記事と同じキーワードを持つ記事を表示し
ます。
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d-commons.net利用方法
【３】新規ユーザー登録

新規ユーザー登録
「新規ユーザー登録」を選択します。

新規ユーザー登録
各入力項目に必要な事項を入力したら「確認」
ボタンを押して確定させます。
「確定実行後」は自分のメールアドレス宛に登
録完了のメッセージが送信されます。

ご希望のユーザーID
英字＋数字 6文字以上で入力します。
ただし一度設定したIDを後から変更することは
できません。
IDには必ず英字の他に数字を組み合わせてくだ
さい。
×ダメな例 takagi 数字必須
〇よい例 takagi01数字を必ず入れる、

桁数等は任意
希望したユーザーIDが登録済の場合は異なるID
で登録してください。

【新規ユーザー登録通知メッセージ】
新規ユーザー登録が完了すると、あなたのメー
ルアドレスに以下の登録通知メッセージが送信
されます。

通知メール件名：
新規ユーザー登録しました【*コミュニティサ
イト名*】

通知内容：
★あなたのサイトURL
★親サイトURL
★アカウント情報
ユーザーID、パスワード、ユーザー名、ニック
ネームなど

既存のコミュニティサイト（例「みんなでつくる信州上田デジタルコモンズ」(https://d-
commons.net/uedagaku/)のページの上部メニューバーから「新規ユーザー登録」を選択すること
により、そのコミュニティサイトの個別ユーザーとしてユーザーアカウントを新規登録するこ
とができます。
ユーザーアカウントを登録すると、個別サイト（ｅポートフォリオサイト）が開設されます。
個別サイトは長期にわたり利用することができます。
個別サイトのURL https://d-commons.net/コミュニティサイトID/個別ユーザID/

(例) https://d-commons.net/uedagaku/takagi01 ※ユーザーIDがtakagi01の場合
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d-commons.net利用方法
【４】ログインと管理画面

ログイン
ユーザーID、パスワードを入力してログインします。

ユーザー情報変更
パスワード、ユーザ名、ニックネーム、メール
アドレス等を変更します。

記事の追加
マイサイトに新しい記事を追加します。
※詳しくは次ページ参照。

テーマの追加
テーマを追加します。
テーマは、個々の記事をグループ化し、グルー
プ化したシーケンスにタイトルを付けるもので
す。記事が時間経過で連続する場合は、その
シーケンスにテーマを設定すると、記事が集約
されます。順番もテーマ内で入れ替えることが
できます。

(テーマ例)
蚕都上田まちあるき2019/10
真田の郷めぐり2019/11
松本見聞録2020/01

あなたのサイトに記事投稿するためには、最初にログインをします。

ログインするとマイサイトのトップページが表示されます。
ログインボタン部分には「管理画面」ボタンが表示されます。

管理画面
選択して管理画面ページに移ります。

登録記事一覧(記事の編集・削除)
登録済の記事を編集または削除します。

テーマ一覧(記事の紐付け・削除)
記事の紐付け：テーマに紐付ける記事を設定します。
削除：テーマを削除します。
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d-commons.net利用方法
【５】記事の追加

投稿する記事のデータを入力し登録します。

■タイトル
記事のタイトルを入力。

■説明文
記事の内容がよくわかるように説明文を記しま
す。字数制約はありません。

■写真（またはその他形式のファイル）
記事に貼り付ける画像ファイルまたはその他形
式のファイルを選択します。複数のファイルを
同時に選ぶことができます。

■地区コード
コミュニティサイトの地区コードを選択します。
指定がない場合は未入力とします。

■位置情報
記録する／記録しない：画像の位置情報を記録
するかしないかを選択します。自宅で撮った画
像には個人宅の位置情報が設定されたりする場
合があり、記録には注意がいります。
緯度経度：マップ上のピンを正しい位置に設定
します。緯度経度の数値は入力しないでくださ
い。

■キーワード
その記事を検索するのに役立つ任意のキーワード
(ハッシュタグ)を設定します。いくつでも設定できま
す。

■CCライセンス
クリエイティブコモンズライセンスを設定します。

■おすすめ記事リストに表示
チェックを入れるとサイトトップの「おすすめ」欄
に表示されます。

■カテゴリ
該当するカテゴリを選びます。

入力が終わったら「投稿」を実行。 14



d-commons.net利用方法
【６】記事の編集

記事のデータを修正します。

■写真（またはその他形式のファイル）
記事に貼り付けた画像ファイル（またはその他
の形式のファイル）は差し替えることができま
す。

写真を複数設定してある場合には、いずれかの
写真を代表画として設定できるよう機能強化す
る予定です。

編集が終わったら「更新」を実行。

（途中省略）
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d-commons.net利用方法
【７】YouTube動画の組み込み

YouTubeサイトから記事に組み込みたい動画ペー
ジの「共有」を選択する。

■YouTube

「コピー」を選択する。
（これで動画のURLがコピーされる。）

■YouTubeに動画URLを貼り付ける。

https://youtu.be/xe1dgd1tcyU

https://youtu.be/xe1dgd1tcyU

ようこそ上田 美味だれ焼き鳥

ウェブページには動画ウィンドウを埋め込み表示する。
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d-commons.net利用方法
【８】その他ファイルの組み込み

組み込むファイルを選択する。

サポートする主なファイル形式

分類 ファイル形式 拡張子

画像

JPEG jpg
PNG png
GIF gif
BMP bmp

動画 YouTube URL ―

文書

WORD docx, doc
EXCEL xlsx, xls
PowerPoint pptx, ppt
PDF pdf

テキスト
ﾌﾟﾚｰﾝﾃｷｽﾄ txt
HTML文書 html
XML xml

音声

MP3 mp3
WAV wav
WMA wma
MIDI mid
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d-commons.net利用方法
【９】記事の分類と構造化：カテゴリとテーマ
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地域デジタルコモンズでは、記事を以下のように分類または構造化できます。
★カテゴリ
★テーマ
★画像のグループ化

コミュニティサイト

文化・歴史 資料・文書

Aさんのサイト

ユーザー：Aさん

文化・歴史 資料・文書 旅れぽ

継承

カテゴリ

カテゴリ

個別(子)サイト

親サイト

カテゴリ カテゴリの役割：事物を大きく分類し仕分ける。
個別サイト（例：Ａさんのサイト）では、親サイトのカテゴリを継承する。独自にカテゴ
リを追加できるが、親サイトには継承されない。

テーマ テーマには次の２つの役割がある。
①カテゴリをより詳細な下位カテゴリに仕分ける。
②まちあるきの記録のように前後関係のある記事を順序立てて束ねる。
個別サイトでは、親サイトのテーマを継承する。基本的にはユーザーがマイサイト内の記事整
理のために使う。

コミュニティサイト

Aさんのサイト

ユーザー：Aさん

上田まち
あるき

東北の旅
2019

北陸の旅
2020

テーマ

継承

テーマ
個別(子)サイト

記
事
１

記
事
２

記
事
３

記
事
ｎ

テーマ「東北の旅2019」前後関係で順序立て束ねる

親サイト



d-commons.net利用方法
【10】記事とテーマによるファイルの構造化

19

記事には画像などのファイルを複数グループ化して収録できます。記事はファイルをグループ
化の形で構造化するマクロとなります。
ファイルを構造化した記事を「テーマ」でまとめると大量のファイルを集約的に管理すること
ができます。まちあるきや旅の記録などをつづる方法として有効です。

記
事
１

記
事
２

記
事
３

記
事
ｎ

テーマ「松本三才山2018」
前後関係で順序立て束ねる

三才山から水汲(みずくま)へ JR松本駅周辺 市街にあふれる草間彌生

１ ２ ３

グループ化
グループ化 グループ化

タイトル、説明
文などを加える

タイトル、説明
文などを加える

タイトル、説明
文などを加える

記事１ 記事２ 記事３

投稿 投稿 投稿

スマホ

テーマ「松本三才山2018」でまとめてみよう！



d-commons.net利用方法
【11】オープンデータ CCライセンス設定

20

インターネットに公開するデータは著作物として扱われます。データの転載、再配布、改編な
どの条件をライセンスとして明示するデータを「オープンデータ」と呼びます。d-commons.net
では、クリエイティブコモンズ(CC)ライセンス4.0に準拠し、【表示BY】を標準ライセンスとし
て設定します。投稿者の判断でCCライセンスを設定してください。

利用条件 利用条件・記号 ライセンス表示 説明

表示 BY 原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）
を表示することを主な条件とし、改変はもちろ
ん、営利目的での二次利用も許可する。

表示—継承 BY-SA 原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）
を表示し、改変した場合には元の作品と同じ
CCライセンス（このライセンス）で公開するこ
とを主な条件に、営利目的での二次利用も許
可する。

表示—改変禁止 BY-ND 原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）
を表示し、かつ元の作品を改変しないことを
主な条件に、営利目的での利用（転載、コ
ピー、共有）が行える。

表示—非営利 BY-NC 原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）
を表示し、かつ非営利目的であることを主な
条件に、改変したり再配布したりすることがで
きる。

表示—非営利—
継承

BY-NC-SA 原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）
を表示し、かつ非営利目的に限り、また改変
を行った際には元の作品と同じ組み合わせ
のCCライセンスで公開することを主な条件に、
改変したり再配布したりすることができる。

表示—非営利—
改変禁止

BY-NC-ND 原作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）
を表示し、かつ非営利目的であり、そして元
の作品を改変しないことを主な条件に、作品
を自由に再配布できる。

著作権なし CC-0 パブリックドメイン
著作権の保護期間が終了していたり、著作者
が権利を放棄する。

https://creativecommons.jp/licenses/

詳しくはコチラを参照してください。



d-commons.net
コミュニティサイト開設
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d-commons.netでは、サイト開設の申請をしたコミュニティが運営主体となり、コミュニティサ
イトを開設します。概ね次の手順で開設作業を行います。

【１】コミュニティサイト運営方針を決める
・サービス要件の確認
・運営方針の決定
・サイト運営体制の決定
・規約等の作成
・初めての方へのメッセージ文
・利用規約
・接続上の注意点 など

【２】コミュニティサイトの初期設定
※サイト管理者管理画面から
一通りの設定を行う。

・サイト管理者アカウントの設定
・サイト名、サイトIDを決定
・トップ画像等素材の格納
・カテゴリ設定
・記事投稿テスト

【３】コミュニティサイトとしての運用開始
・参加ユーザの招待等の広報

【４】日々のサイト運営
・確認待ち投稿の承認
・投稿記事の公開妥当性の確認

▼サイト管理者管理画面

▼サイトトップページ



d-commons.net
マイサイト（ｅポートフォリオ）
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d-commons.netでは、登録ユーザーに対しては「マイサイト」のサービスを提供します。
「マイサイト」はあなたがオーナーとなり自主管理で運営する情報サイトです。一般のブログ
サイトと同様に、インターネットに公開されます。
マイサイトはいずれかのコミュニティサイトを親サイトとし、マイサイトはその子サイトとな
ります。親サイトのカテゴリに合わせて記事を投稿すると、その記事はマイサイトだけでなく、
親サイトにも再掲されます。
マイサイトには末長く自身のデータや記事を蓄積し続けることができます。10年、20年、もっ
と長く続けて利用することができます。このようにマイサイトはｅポートフォリオの特性を併
せ持っています。自身の日々の記録、趣味の記録、学習の記録、研究の記録などに積極的にお
役立てください。

▼マイサイトトップページ
https://d-commons.net/親サイトID/ユーザID ▼マイサイト管理画面（データ更新用）

▼マイサイト公開記事



d-commons.net
今後に向けての拡充の方向性

d-commons.netは、地域デジタルコモンズの実現サービスとして提供するものです。これを起点
とし、「みんなが面白がれる地域づくり」（より望ましい知識循環型社会の実現）を目指して
いきます。そのためのサポート体制、ビジネスモデルを構築していきます。

d-commons.net

現行プログラム

現在は 今後は

現行プログラムの
機能強化

新規プログラムに更改
新規プログラムと併用

現行データ・データベース
乗換があっても
完全継承を保証

外部サービス・データベース
とのデータエクスチェンジ

（ＳＮＳ等との連動）
Twitter, Instagram,Facebook等

SNSへの連動パブリッシュ

Twitter, Instagram,Facebook等
SNSからの連動取り込み

（知能化へ向けた取り組み） ＡＩＩの実現(研究課題)
Augmented Intelligent Interaction

知識の接触への限りなき増大

現行データのバックアップ
オープンデータ出力

d-commons.netを起点に

地域・個人のデータ・知識を100年後に
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