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今直面している状況

•直面しているデジタルアーカイブ支援のケース
– 図書館による地域資料のデジタルアーカイブ

– 住民自治活動における地域資料のＤＡ活動

– 学生の研究支援（地域資料活用）、ＤＡの実践

– 学校における地域学習（課題探求型）

•MALUI所蔵資料の活用促進が課題

•その一方での施設主体の課題
– そもそもデジタル化対応以前の状況

– 絶望的なほどの人材不足、予算不足
→ 利用者（学習者）主体によるＭＡＬＵＩ横断

•施設側ＤＡ→アクセス側ＤＡ(市民キュレーター)



地域資料デジタルアーカイブの基本的課題
知識循環型社会へのシフト

•収蔵資料のデジタルアーカイブ化が未だに事
業化されていない

•現行業務のルーチン化による固定化

•スマホ等デジタル機器への対応の遅れ

•地方自治体において立ち遅れた状況

MALUI連携

Ｍ Ａ Ｌ Ｕ Ｉ
専任職員 委託業者 デジタルアーカイブ

MALUIデータ

一向に進まないデジタルアーカイブ化

クローズド型
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MLAと学習者との関係性のシフト
課題１：主体性はアクセス側にある原則

•学習者が主体となり、必要とする資料（知識・
情報）を取り出す主体的で分散的なアクセスを
保障する

•博物館学、図書館学、アーカイブズ学に基礎を
置く考え方が支配的

•「アクセス側の主体性」の概念（端山貢明）

– 「ネット・ムセイオンを目指してⅠ」2000

– https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-
a/page/A0173.html

https://www.mmdb.net/usr/oraho11/chiiki-a/page/A0173.html


市民参加型キュレーションの基礎
主体的な学びプロセスの支援

端山貢明氏
メディア学、東北芸術工科大学名誉教授

Ｈ．Ｒ．Ｄ
Human Resource Development

educo（引き出す）
educationの語源

自らのポートフォリオが
他者が参照するアーカイブになる

現代の要請に対応する体系

自己開発・学習支援
自ら書き込むスペースと蓄積
（自らのアーカイブ＝ポートフォリオ）

コモンズに載せる

https://www.mmdb.net/emedia/eport80/files/wmv/l/eport/L136.wmv


MLAと学習者との関係性のシフト
課題２：施設からの資料提供は困難である

•ＭＬＡへのアクセスを阻む諸ケース

– そもそも資料が収蔵されていないケース

– 資料の目録化がされていないケース

– 資料の目録化はされていても資料にアクセスできな
いケース

– 職員の不足等の事情によりアクセス者に施設が対
応できないケース



デジタルコモンズ（デジタルな共有地）
市民参加型キュレーションプラットフォーム

地域「学」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」



地域の知・データ

地域の研究グループＡ

地域の研究グループＢ

地域資料アーカイブ

「地域〇〇史」等基礎文献

地域資料所蔵団体Ａ

みんなでつくる地域〇〇デジタルマップ
https://d-commons.net/XXXXXX/

地域〇〇学2020

Ａさんサイト

Ｂさんサイト

地域学習講座Ａ

１さんサイト

２さんサイト

デジタルアーカイブ(資料)
(蓄積資料群とコミュニティ)

学習コミュニティ（活動）
(カレント＆エントリー)

地域活動あ

あ活動サイト

い活動サイト

持続的に活動し地域の知を創造、次世代育成

知識・文化の伝承＝興味・視点を喚起地域の知識と文化 地域学習&ポートフォリオ

学生
市民

2年生
～

市民

信州上田デジタルコモンズ
（ネットを介した信州上田の学と学びの共有空間）



「みんなでつくる信州上田デジタルマップ」

•トップページ

– 記事閲覧

– 情報をさがす（検索＋全件表示）

– おすすめ記事

– 新着記事

– キーワード（ハッシュタグ）

– 地図で見る(GoogleMap)

– カテゴリ選択

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

http://www.d-commons.net/uedagaku/


地域デジタルコモンズ実装サービス
d-commons.netサイト構成

d-commons.net

コミュニティサイト１

コミュニティサイト
ユーザー：〇〇コミュニティ

カテゴリ１ カテゴリ２

情報をさがす

新着記事

キーワード

地図で見る

Aさんのサイト

ユーザー：Aさん

カテゴリ１ カテゴリ２

情報をさがす

新着記事

キーワード

地図で見る

旅れぽ

継承

上田まち
あるき

東北の旅
2019

北陸の旅
2020記事公開公開承認

カテゴリ

カテゴリ

テーマ
子
サ
イ
ト
も
含
む 当

該
サ
イ
ト
の
み
対
象

継承
テーマ

サービストップ

d-commons.net

リンク リンク

親サイト

個別(子)サイト

https://d-commons.net/

マイサイト

★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。



d-commons.net当面のサイト構成

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

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
蓼科学アーカイブ

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・信州上田学プロジェクト＆前川が運営
「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/tategaku/
蓼科高校の地域科目「蓼科学」
生徒が地域を学ぶ参加型アーカイブ

追加コモンズサイト コモンズサイトの申請に応じて新設・運営する。

d-commons.net

★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。

https://d-commons.net/
https://d-commons.net/shimosuwa/
https://d-commons.net/seibu/
https://d-commons.net/uedagaku/
https://d-commons.net/chiiki/


コミュニティ単位でのプロジェクト/ユーザ参加
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。



親サイトとマイサイト

•「新規ユーザー登録」
– ユーザーＩＤ

– パスワード

– その他アカウント情報

•マイサイトを見る

•記事を投稿する（１件以上）
– 投稿したいトピックを決める

– 記事を作り投稿する

– そのままで即時公開

•親サイト「信州上田デジタルマップ」
– 公開承認後、公開

http://www.d-commons.net/uedagaku/

http://www.d-commons.net/uedagaku/


d-commons.net
マイサイト（ｅポートフォリオ）

▼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

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る。
親サイトのカテゴリに合わせて記事を投稿すると、親サイトにも再掲される。
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る。
マイサイトはｅポートフォリオの特性を併せ持つ。



市民参加型キュレーションの先行与件
『マッピング霞ヶ浦*』等

•アーカイブ化支援ツールPopCorn/PushCorn開発 1997年～

•『マッピング霞ヶ浦*』、地元(故郷)を２３年に渡り記録

•市民参加型ネット「かすみがうら*ネット」を開設

•当該実績を踏まえ、新たに「デジタルコモンズツール」を開発

https://kasumigaura.net/mapping/

https://www.kasumigaura.net/mapping/


下諏訪町地域アーカイブの要請

下諏訪町立図書館が３年かけ
地域写真を調査しメタデータ作成

デジタルアーカイブ運営を
地域文化活動に育てたい

長野大学で開催した
デジタルアーキビスト養成講座

町民参加型のデジタル
アーカイブサイトを開設 地域アーカイブの打合せ

＝職員のアーキビスト力養成



下諏訪町地域アーカイブ
『みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム』

•地元の古い写真1500
点が起点

•職員がメタデータ作成

•「歴史文化」などのカテ
ゴリを設定

•町民参加で投稿がで
きる

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



公共施設 地域図書館の新たな役割
市民参加型キュレーションの始動

•さほどに進まないＭＡＬＵＩ連携

•補助金頼みの文化施策

•専門業者に委託する常套の選択

ミニマムな予算で実施できる文化活動モデル

市民参加型地域デジタルアーカイブ



市民キュレーションの支援に不可欠な
群小化対応の複合スキーマ構造モデル

①通番
②タイトル
③～⑦件名1～5
⑧撮影場所
⑨撮影西暦
⑩撮影年月日
⑪色調
⑫大きさ
⑬説明文
⑭所蔵者
⑮作業日
⑯参考文献
⑰著作権

当初の写真メタデータスキーマ
(Excelでメタデータ作成)

要求仕様、資料特性ごと
にスキーマは異なる
不定形文書への対応

異なるスキーマを同一サイ
トで併用可能な
複合スキーマ構造モデル写真に特化し

汎用性がない



住民主体による地域情報のキュレーション
上田市『みんなでつくる西部地域デジタルマップ』

•上田市「西部地域まちづくりの会」の地域マップ事業

•地域の無形文化、地域資料等をみんなでアーカイブ

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



分散型・主体的地域学習
信州上田学「信州上田デジタルマップ」

信州上田学（デジタルコモンズ）
学習コミュニティ＆学習環境

信州上田学（Ａ・Ｂ）

地域コミュ
ニティ

学校 行政・
施設

企業等

ゼミ・プロ研

コロナ禍の状況下、市民参加型のオンデマンド講座として実施、複数講座に適用
受講生（学生・市民）にはマイサイトの継続利用を推奨、地域資料提供

信州上田学オンデマンドサイト

マイサイト(生涯学習ポートフォリオ)併設
思う存分、学習成果を蓄積します。受講後も継続利用できます。

ミッチーのサイト

講師：前川道博 企業情報学部教授

信州上田デジタルマップ

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



高校生による地域資料のキュレーション
長野県蓼科高校「蓼科学アーカイブ」

みんなでつくる蓼科学アーカイブ

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

110年前保科百助の鉱物標本
生徒たちが鉱物撮影・調査をして
「長野県地学標本」を世界初公開！

◆地域資料のデジタル化
◆探検による地域の可視化
スマホ活用
主体的に面白く地域を学ぶ



MALUI連携

MALUI連携と市民キュレーション方式の
モデル相違

Ｍ Ａ Ｌ Ｕ Ｉ
専任職員 委託業者 デジタルアーカイブ

MALUIデータ

市民キュレーションによ
る横断的分散的連携

Ｍ Ａ Ｌ Ｕ Ｉ

市民キュレーター デジタルアーカイブ

MALUIデータの
分散的包摂

業務的ルーチン

分散的プロジェクトドリブン

市民、学生等有志
(研究グループ/講座等)

委託経費

探求意思

自由参加型

クローズド型

デジタルコモンズ
（コミュニティ＋クラウド）

Museum
Archives
Library
University
Industry



デジタルコモンズ社会の実現に向けて
市民キュレーションが拓く可能性

•社会の課題に着眼した問題解決＝人材育成

– 1. ＱＯＡ(Quality of Activities:地域活動の質)の向上

– 2. ＱＯＥ(Quality of Education:教育の質)の向上
•主体的学習の支援、全年代型学習へのシフト

– 3. ＱＯＦ(Quality of Facilities:公共施設[MLA等]の質)の向上
•ガラパゴスＭＬＡのデジタル化へのソフトな離陸

•地域・市民協働型の地域アーカイブ活動
（市民キュレーター＝デジタルアーキビスト・モデル）

Society5.0 知識循環の裾野拡大

社会の本当のニーズに応える手段が
デジタルアーカイブ普及推進のソリューションになる



大学をHUBとする市民キュレーション支援
（人材育成支援フレーム）

• 市民参加型キュレーション(探求するためにMALUIがある)

• 文書館活用を学習プロセスにする

• ＭＬＡ連携の課題解決を外部から補完

• 市民参加型キュレーションの普及支援策

• 研究グループ活動支援、デジタルアーキビスト養成講座等実施

プログラム化、モデル化
大学の講義・ゼミの他、市民向け生涯学習講座等



発表資料は以下から御参照ください

•「市民参加型キュレーションによる 地域資料の
デジタルアーカイブ化」2020/11/23

– 発表資料は以下から公開しています。

https://d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=3614

http://www.d-commons.net/uedagaku/detail.php?id=3614
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