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【発表概要】 
どの地域においても地域資料のデジタル化は著しく立ち遅れた状況にある。2020 年度、コロナ禍

の状況下においてオンデマンド講座が地域横断的な地域学習の形態として有用であることが改めて認

識された。長野大学の「信州上田学」等の講座においては地域資料をいかにデジタル化し共有できる

かの試行を行った。本研究では、それらの知見を整理し、今後の新たな地域学習モデル「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」の方向性を提起したい。 
 

1. 地域資料デジタルアーカイブ化の基本的 

課題 
ICT(情報通信技術)が広く社会に普及し、社会

全体が「知識循環型社会」に大きくシフトしつ

つある現在、その中核的メディア環境となるデ

ジタルアーカイブの諸問題も顕在化しつつあ

る。その一つに地域資料のデジタル化の著しい

立ち遅れの問題がある。 

 地域資料はMLA（博物館、図書館、文書館）を

初めとする諸施設のバックヤードに収蔵され、

あるいは地域の民家などの各所に分散的に存在

している。それらの殆どは人目に触れることな

く、資料の存在すら知られることがない。 

 MLAの所蔵資料のデジタルアーカイブ化は、以

下の通り、容易に超えられないいくつかの課題

に直面している。 

第一の課題は収蔵資料のデジタルアーカイブ化

が事業として位置づけられていないこと、ある

いは位置づけが脆弱であることである。事業予

算が正当に割り当てられないケースが多い。予

算面に加えて事業に関われるスタッフの不足も

深刻である。既存の現行業務を限られた職員で

こなしている現実がある。事業実施のためには

国の補助金事業などに頼らざるを得ない状況が

あり、予算ゼロ円での実施を強いられるケース

も少なくない。 

 第二の課題は現行業務がルーチン化、固定化

しすぎている課題である。図書＝知識メディア

の時代が長く続き、図書館は図書の閲覧・貸出

業務として業務がルーチン化してきた。博物館

については、史料の研究は学芸員等が専従する

業務として扱われており、利用者に対してはそ

れらの成果は博物展示という形での限定的な公

開に留まっている。しかしながら、図書館・博

物館は、本来的には利用者（学習者）の知識の

獲得・知識の生産を望ましく支援する知識支援

施設である。既にインターネットは普及し、多

様な資料へのアクセスが可能となりつつある現

在、図書館・博物館の業務は、新たな知のメデ

ィア環境に対応して刷新されることが求められ

よう。しかしながら旧来のルーチン業務に縛ら

れ続けていては変えようもない。 

 第三の課題はインターネット、スマ―トフォ

ン・タブレット等の電子機器への対応の課題で

ある。国立国会図書館は、収蔵資料・図書のデ

ジタルアーカイブ化を大がかりな規模で行って

いる。こうした取り組みは地方自治体（都道府

県・市町村）の図書館にも広がることが期待さ

れる。しかし、上述のような壁により、実現が

阻まれているのが実情である。 
 

2. MLAと学習者との関係性のシフト 
(1) 課題１：主体性はアクセス側にある原則 

MLA所蔵資料、民間所蔵も含めた地域資料は以

上のような壁により、そのデジタル化や共有は

殆ど期待することができない。ここには、旧来

のマスコミュニケーション時代の制度・慣習か

ら知識循環型社会にシフトできない社会の壁が

存在していると考えることができる。 

知識循環型社会にふさわしい知識へのアクセ

スは、MLAの施設から学習者へという一方向的提

供ではなく、学習者それぞれが主体となり、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が保障されなければならな
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い。その観点から地域資料デジタルアーカイブ

の発想・アプローチを根本から改める必要があ

る。 

 デジタルアーカイブに対する考え方、捉え方

には多様なものがあるとは言え、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

支配的であることは留意しておく必要がある。 

現代において、とりわけ歴史等の一次資料が

デジタル化され誰もが容易に一次資料にアクセ

スできるデジタルアーカイブ環境においては、

専門家が主にアクセスしていた状況とは異な

り、誰もが歴史等の再認識や発見が促されるよ

うに一次資料へのアクセスが行われるようにな

る。学習者は、人それぞれに探求したいテー

マ、視点を持って資料にアクセスするわけであ

るから、本当に知りたいと思う情報源、アクセ

スしたい資料にアクセスすることができること

が何よりも大切である。このアクセスプロセス

においてMLAの専門職員（学芸員、司書等）や学

術分野の専門家・研究者は介在しなくてよい。 

 必要な情報は自ら取りにいくものである。MLA

はそのためにこそ存在している。資料を誰から

でもアクセス可能なように収蔵し、アクセスす

る手段を提供することがMLAが本来果たすべき役

割である。知識を活用・形成する主体はアクセ

ス側にある。端山貢明は、人の知識形成におい

て、アクセス側の主体性において成立する自己

開発／学習機能の実現が学習支援において重要

であることを説いている[1]。 

 

(2)課題２：施設からの資料提供は困難である 

 MLAにたとえ膨大な資料があったとしても、そ

れらにアクセスできなければ資料が役立つことは

ない。現実にはさまざまな理由によりアクセスが

阻まれていることに目を向ける必要がある。アク

セスが阻まれるケースには、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が挙げ

られる。 

 そして知識へのアクセスを最も阻むケースは、

自らそうした資料へのアクセスをしたことがな

く、誰かが執筆・編纂した二次資料へのアクセス

で留めているケースである。一次資料の多くが文

書館（アーカイブズ）にあることや、文書館の存

在そのものを知らないというケースは、圧倒的に

多い。 

 

3. デジタルコモンズによる学習支援 
(1) デジタルコモンズの概念 

 地域デジタルコモンズは、地域の個人や団

体・機関などを主体とするより具体的で縦割り

的なアーカイブ群、自律分散的な特性を持つア

ーカイブ群とリアルな学習コミュニティを包摂

した概念である。その概念を図１に示す[2]。  

2020年は、地域デジタルアーカイブを実現す

るためのクラウドサービスd-commons.net[3]を開

発し、デジタルコモンズの共有サービス「信州

上田デジタルマップ」[4]「蓼科学アーカイブ」

[5]を開設した。 

 
図１ デジタルコモンズの概念 

 

 
図２ 「信州上田デジタルコモンズ」の概念 

 

 
図３ 「信州上田デジタルマップ」トップページ 

 

「信州上田デジタルコモンズ」（図２）は、長
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野県上田市をモデル地域とし、市内各地域・図

書館・博物館・公文書館・公民館などの施設・

大学・学校・企業（産業界）・市民グループ・

個人などが自律分散的に知識の源泉となるデー

タを生産・集積しながら、それらを横断的・包

摂的に検索・閲覧・活用できる、開かれたデジ

タル情報基盤とリアルな地域社会である。誰も

がここに参加し、お互いに知識・データを持ち

寄りながら、その発信主体を県域に広げていく

ことにより、自律分散型で広域な地域のデジタ

ルアーカイブを構築することができる。 

 デジタルコモンズにおいては、施設や団体と

個人、専門家と学習者、教員と学生・生徒とい

った区別なく、それぞれが情報を提供しあい循

環させ合うフラットな関係性が保たれる。 

 サービスは全体を代表する親サイト、個々の

学習者のマイサイトで構成する（図４）。学習

者はマイサイトに記事、データを投稿すること

によりデジタルアーカイブを構築できる。サー

ビスは特定の講義で学生が利用できるように運

用するが、サービス自体は永続的に運用し、

個々の学習者は講義の終了後も継続して自身の

ポートフォリオとして利用することができる。 

 

 
図４ 親サイト/マイサイトの構成 

 

 2020年においては、長野大学の地域科目「信

州上田学A」[6]でそのフレームを構築し、コロ

ナ禍の状況下でオンラインで学習できること、

一人一人が分散したまま、各自のマイサイト

（ｅポートフォリオ）に学習記録を蓄積できる

こと、それらをお互いに見合うことが協働学習

になることを検証した。さらに地域を学習する

上で欠かせない「上田市史」「古い地図」など

の基礎資料を載せ、知識循環型の学習環境を試

行した。 

 

4. 市民参加型キュレーションの着想 
(1) 市民参加型アーカイブの先行与件 

筆者は、地域の情報を市民参加型でデジタルア

ーカイブ化することをねらいとする市民参加型ネ

ット「かすみがうら*ネット」[7]等の活動を実践し

てきた経緯がある。併せてその支援系ツール

PopCorn/PushCornを開発し[8]、市民参加型ネット

の運用、個人のｅポートフォリオサイト運用を支

援してきた。その後、社会全般ではブログツー

ル、SNSが急速に普及してきたものの、その一方

で、団体や個人が何らかのツールを永続的に使っ

てアーカイブサイトを構築した例は少ない。『マ

ッピング霞ヶ浦*』[9]は、1997年の開設以来、現時

点で23年以上に渡り運営できた実績がある。 

ブログやSNSは誰もが平易に使えるサービスなが

ら、それらのサービスを用いて地域資料のデジタ

ルアーカイブを構築しようという取り組み事例は

あまり見られない。こうした状況を踏まえ、後述

するデジタルコモンズクラウドサービスd-

commons.netを開発し、地域アーカイブの構築、地

域学習支援等への適用を進めている。 

 

(2) アクセス側からの地域アーカイブ構築 

地域資料はその殆どが誰からも知られず、アク

セスされないまま、どこかに埋もれているという

のは決して大げさなことではない。 

筆者らは、長野県上田市において、市内の特定

地域の資料の掘り起こしを行ってきた。資料の存

在状況はかなりの程度極端である。自治会（概ね

大字に相当する地域）単位で見て、地元の公民館

等に資料が全くないところもあれば、上塩尻のよ

うに、膨大な資料が目録化もされ、原資料が資料

番号ごとに分類整理されているところもある。こ

れらの資料のごく一部をデジタルアーカイブ化す

ることはやろうと思えばできることであるが、現

実には地元住民にそのような取り組みをする人は

一人もいないのが実情である。 

上田市においては、MLAのうち、上田市立美術館

が農民美術運動、児童自由画運動で知られる画家

の山本鼎(1882-1946)の資料と作品を多数収蔵して

いる。これらの資料・作品は上田市立博物館の分

館、旧山本鼎記念館に長らく保管されていたもの

が新設された市立美術館に移管されたものであ

る。上田市においては、上田市マルチメディア情

報センターが山本鼎の作品を中心にデジタルアー

カイブ化を行ってきた経緯がある[10]。しかしなが

ら、美術館に移管された関係資料の殆どは調査し

研究されることがないまま現在に至っている。

「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」に該当する。 

数少ない学芸員の体制では取り組めることに限

界があり、担当学芸員から所蔵資料の調査・研究
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が思うようにできないことの問題提起があった。

その際に、学芸員からは、大学や市民有志などに

資料のデジタルアーカイブ化をしてもらえれば大

変にありがたいとの提案があった[11]。MLA施設側

から市民参加型でキュレーションを受け入れると

の具体的提案である。 

 

5. 大学を接点とするMALUI連携のモデル 
(1) MALUI連携の新たなモデル 

 上田市立美術館からの提案は、少なくとも大学

と美術館の間でアーカイブおよびキュレーション

の連携を可能とするものである。この観点に立て

ば、今後、博物館、図書館等にも連携を呼びか

け、大学主導によるMLA連携、ないしMALUI連携に

道を拓くことができる。市民参加型キュレーショ

ンはデジタルコモンズ社会の実現に向けたソーシ

ャルキャピタルになりうる可能性がある。 

 

(2) MALUI連携と市民キュレーション方式の違い 

 デジタルアーカイブ構築においてMLA連携、

MALUI連携の必要性が説かれていることは今さら

言うべきことでもない。 

 市民参加型キュレーションは、大学や学校や市

民などがそれぞれの探求テーマに基づき、多様な

キュレーション活動をすることを自由参加型で行

うものである。MALUI連携と市民キュレーション

方式の違いを図５に示す。 

 
図５ MALUI連携と市民キュレーション方式の違い 

 

 市民キュレーター方式では、MALUIの資料は市

民キュレーターがそれぞれの分散的プロジェクト

ごとに探求やデジタルアーカイブ化が行われる。 

公文書館で資料を閲覧し撮影したデータは自身の

マイサイトに投稿することで地域資料をアーカイ

ブ化することができる。この方式をとることによ

り、MALUIの資料は少ないなりの分散でデジタル

アーカイブが構築される。業務ルーチンで構築さ

れるデジタルアーカイブの資料は殆どアクセスさ

れる可能性のないものとして存在している。 

 市民キュレーション方式によるデジタルアーカ

イブは、総体としてのアーカイブは不完全なもの

ながら、市民キュレーターの必要性において調査

するところにプロセスの根本的な違いがある。閲

覧された資料は同時にデジタル化されるが、それ

らは調査の副産物としてついでに収納されるもの

である。キュレーターにとっては、自らのポート

フォリオ（調査資料の蓄積）としての利用価値を

持つことになる。また、それが公開されることに

より、新たなアクセス者を増やすことにつなが

る。知識循環（knowledge recycling）がそこにも

たらされる。 

 

(3) 大学をHUBとする市民キュレーション支援 

 市民参加型キュレーションは、知識循環型社会

の基本アクションモデルとなるものである。現在

には具体的にそれを実行する機関も機会もない。

そこでまずは大学が主導的、モデル的にその実

践、試行を始めることが必要であろう。 

 筆者らがデジタルコモンズの実現に向け支援し

てきた「下諏訪町デジタルアルバム」[12]、「信州

上田デジタルマップ」[4]、「蓼科学アーカイブ」

[5]は既に市民参加型キュレーションの実践モデル

となるものである。 

 今後に向けては、大学の講義・ゼミ活動の他、

市民向け生涯学習講座の形で、市民参加型キュレ

ーションをプログラム化、モデル化する取組に着

手したい。 
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