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デジタルアーカイブ開発は，開発提供する側の視点が強く，開発後の評価が実施されな

いなど多くの課題がある。これらを解決するためには，利用者を意識し長期的視点に立っ

た開発実践，常に新しいデータが蓄積・活用されることを前提とした開発計画が必要であ

る。次いで，基礎調査，開発費算定，開発計画・開発仕様書策定，社会的な同意形成，進

捗管理などの開発実践を行い，評価をベースとした PDCA の実施など総合的な開発を行う

ことが求められる。本論は，現実的かつ総合的なデジタルアーカイブ開発のための要素を

具体的に明らかにする。 
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１．はじめに 

 

 デジタルアーカイブ開発計画策定の視点と

して下記の課題認識が必要と思われる。 

・知識基盤社会・ナレッジベースとなるデジ

タルアーカイブ開発，特に地方創成を担う地

域の「知の拠点」としての対象選定とオープ

ンデータ化による２次利用を考慮した開発 

・無形文化財・無形民俗文化財や文化財の保

存技術などで他者・第３者によるデジタルア

ーカイブ化から，当事者や伝承者自身の行う

内生的デジタルアーカイブ開発 

・国立科学博物館と神奈川県立生命の星・地

球博物館の魚類分類研究者が共同で開発した

「魚類写真データベース」は，大学や博物館

だけでなく 600人以上の一般ダイバーが 2次

利用を前提に提供した 84,000 件の写真によ

り成立している。このような市民がコンテン

ツを追加し発展させる「市民参加型デジタル

アーカイブ」開発 

・利用者の求めるメディアを提供するデジタ

ルアーカイブ開発 

 これまでの開発者の視点からのメディア提

供でなく，映像データだけでなく音声データ，

印刷データの提供など利用者の求めるメディ

アを複合的・クロスメディアとして提供する

必要。 

・ユニバーサルデザインを前提としたデジタ

ルアーカイブ提供，開発者におけるユーザー

ファーストの姿勢と実践，インクルーシブデ

ザインの導入によるユーザ参加プロセスによ

る開発（「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）

が制定され，平成 28 年 4 月 1 日から施行さ

れ，公的サービスにおいては対応の義務が生

じた。） 

・ユーザビリティを高めるため提供システム

を過度に作りこむ，提供側サーバーOS，利用

者側パソコン，タブレット等情報機器 OS，

プラグインソフトのバージョンアップ，パッ

ケージソフトの陳腐化等経年・環境変化によ

り，アクセシビリティ対応が困難になる可能

性を考慮 

・現在利用可能なデジタルアーカイブの保存

提供だけでなく，将来の利用可能性「伝承」



を意識した長期的視点でのデジタルアーカイ

ブ保管 

・デジタルアーカイブ活用に対応した保存・

保管・提供。カード型データベースによるデ

ータ単体の集積保管・提供，リレーショナル

型データベースによる特定の主題に関連づけ

られた提供を可能とする保管，特定の学習・

教育を目的とした（シナリオによるデータ選

択・選定によるデータ構造）構成保管・提供

など提供・活用目的に対応したデジタルアー

カイブ開発 

・評価をキーとした PDCA サイクルによるデ

ジタルアーカイブの持続可能な開発と改善 

本論は，以上の課題を踏まえた現実的かつ

総合的なデジタルアーカイブ開発のためのプ

ロセス・要素を明らかにすることにある。 

なお，開発規模は外部へのシステム開発委

託を含むものを設定しており，組織内開発の

場合は該当部分を省略し参考にしていただき

たい。 

 

２．開発計画 

 

（1）利用者を意識した企画・開発 

デジタルアーカイブの利用者は，学生，市

民から研究者まで幅が広い。また，求められ

るデータの質，量，範囲も様々である。アー

カイブの開発・提供に当たっては，プレゼン

テーションにおける利便性（ユーザビリティ

やアクセシビリティー）の向上を意識したも

のでなければならない。 

（2）長期的視点に立った企画・開発 

デジタルアーカイブは，10～20 年後の中期

的な活用だけでなく，100 年後の長期運用を

見据え，伝承・歴史，活用に耐えるデータを

後世に残さなくてはならない。そのためには，

社会や組織内の合意形成や人材，資金の確保

において維持・持続可能な仕組みを構築し，

企画・開発を実施しなければならない。 

（3）現在もデータが活用され，蓄積される

システム開発 

デジタル･アーカイブスは国民や組織の共

有財産として後世に引き継ぐだけでなく，現

状においても活用されることを前提に制作，

蓄積されるべきである。そのため，当然，開

発者は利用者・社会に対してコンテンツを的

確に伝えるため，さらに市民がコンテンツ提

供に参画するためのコミュニケーションデザ

インが必要である。 

デジタルアーカイブの制作は，対象資料の

整理，メタデータの検討，デジタル化から始

まり，内部業務での活用，ウェブサイトを通

じた外部への公開，さらにオープンデータに

よる活用の高度化へと展開する。したがって，

デジタルアーカイブ開発を担うデジタル・ア

ーキビストは，下記の視点を明確にすること

が必要である。 

① 利用者（参画者）の明確化 

② 提供目的の明確化 

③ 対象データの質･量の明確化 

④ 著作権などの知的財産権，肖像権・個人

情報などプライバシー保護への配慮 

⑤ 幅広い利用者が利用しやすい提供システ

ムの検討（メタ情報の整理･構造化，ユー

ザビリティとアクセシビリティの向上に

よるユニバーサルデザインの実現） 

⑥ 人材，資金など持続可能な維持管理シス

テムの検討（運用人材や予算縮減リスク

を考慮） 

⑦ リスク管理体制整備（知的財産権処理・

個人情報保護基準，情報セキュリティー

基準策定） 

⑧ 完成後の評価による改善など継続的維持

の検討 

具体的には，利用者へのプレゼンテーショ

ン，アウトプットの観点からデジタルアーカ

イブ提供システムの設計を開始し，綿密なマ

ーケティングリサーチを行い，将来にわたっ



て維持管理が可能な，オーバースペックを抑

制した開発を行う必要がある。 

 

３．開発実践 

 

（1）基礎調査 

社会や組織に役立つかなど目的・ミッショ

ンの明確化を行うことが，極めて重要である。

現在活用されているデータを基にデジタルア

ーカイブを開発する際は問題ないが，理念的

に構想されたデジタルアーカイブ開発は，活

用されるどうか，同種のものはないかなどの

マーケティング，フィジビリティースタデ

ィ・実現可能性調査を慎重に行うべきである。 

その後，対象資料の質と量，活用する技術

情報，外注可能な業者の開発実績などの技

能・信用など基礎調査を実施することになる。 

（2）開発費算定 

 デジタルアーカイブ開発を実現するために

は組織内で，開発費を含んだ計画書を提示し，

同意形成を図ることが必要である。開発費の

算定は，下記の要素により行う。 

・対象データの電子化進捗状況 

・メタ情報の整理，著作権等知的財産・個人

情報処理の有無 

・システム構築におけるオリジナル開発かパ

ッケージソフト活用の選択 

・全体のボリュームから試算される組織内部

人件費，システム開発外注費 

・外部者を含めた開発委員会の運営費（組織

内の標準単価表による委員の旅費，謝金，

会場費の算定） 

当然のことであるが， 

・対象データの量，デジタル化の進捗度 

・外部・市民からのデータ受け入れ構造 

・組織内部中心のデータ整備・システム開発

か外注中心のデータ整備・システム開発 

などの要素により，開発費は大幅に異なる。 

さらに，対象データがほとんど増加しない

デジタルアーカイブと比較すると，常に新デ

ータが追加されるデジタルアーカイブでは管

理者側のメンテナンス性を向上させる配慮が

必要となり，開発費も増加する。 

（3）開発計画・開発仕様書策定 

 (1)～(2)のプロセスを経たのち，システム開

発計画が策定され，内部の同意形成を図った

のち，計画を外注するためのシステム開発仕

様書が作成されることとなる。 

その際，重要なことは，人材や資金の確保

など長期的な視点から内部の同意形成を図り

開発を行うことである。このことが，デジタ

ルアーカイブの長期継続的な運用を担保する

ことになる。 

（4）社会的な同意形成 

 開発主体の外部，社会的な同意形成の前提

となるのは，著作権法，個人情報保護法，民

法など関連法令を遵守していることである。 

さらに，公的開発の場合，ニーズが高いも

のは民間サービスが提供されている恐れがあ

り，民業圧迫に配慮する必要がある。また，

差別を助長する可能性を持ったデータの公開，

重要文化財や希少動植物の盗難・盗掘を招か

ないデータの公開方法が求められる。これら

現行法令や倫理観とともに，地域の実情やデ

ータ公開に伴うリスク管理を含めて社会の同

意形成を図ることが，デジタルアーカイブ開

発を行うデジタル・アーキビストには求めら

れる。 

（5）開発の進捗管理 

 一般的なデジタルアーカイブの開発プロセ

スは下記となる。 

①計画書の作成 

②組織内同意 

③予算の確保 

④システム開発仕様書の作成 

⑤開発業者入札，業者決定・契約 

⑥内容分類や登録日等メタデータの作成 

⑦データの整備（知的財産権および個人情報

処理基準の策定を含む） 



⑧組織内システム管理者・内部利用者におけ

る管理権限の決定 

⑨システム完成，システムへのデータ移行 

⑩システムの負荷運用テスト 

⑪情報セキュリティー対策基準の策定および

アタック（ハッキング）テスト実施 

⑫広報計画の策定と実施（オープニングイベ

ントの企画と実施を含む） 

⑬開発後の評価と PDCA による改善策決定 

一方，組織・プロジェクト運営上は，統括

責任者を決め権限を集中するだけでなく，各

ブロック別責任者を選定し，開発についての

情報共有・コミュニケーションを図り進捗・

プロセス管理を行うことが重要である。具体

的には，責任者は全体的な進捗管理スケジュ

ールを策定し，定期的なミーティングを行い，

課題があれば課題管理表を作成し発生日と解

決日を記載するなどして，総合的なデジタル

アーカイブ開発の質を高めていく作業がある。 

さらに，上記課程において，実験システム

が完成すれば，必ず関係者にレビューを行い

ユーザビリティ，アクセシビリティ上の不具

合を発見することが求められる。 

内部チェックが終了したのちは，想定され

る利用者・モニターによる多様な，つまり常

識にとらわれない異常な操作を受け止め，回

避できるシステムであることを実証すること

が必要である。 

デジタルアーカイブ開発を担うデジタル・

アーキビストは，上記のプロセスについて総

合的な進捗管理，プロプロデューサー機能を

果たすことが求められる。 

  

４．評価 

 

（1）デジタルアーカイブの評価 

デジタルアーカイブは提供する側の視点か

ら開発されることが多く,また開発後の評価

が実施されることも少ない。 

また，デジタルアーカイブの利用者は多様

であり，単純なアクセス数だけで評価をして

はならない。学校教育活動，研究者，行政の

利用など多面的かつ有用な活用方法を社会に

示すことで活用促進を図り，市民の評価を高

めることがアーカイブの発展につながる。そ

のためには，システム改善が必要であり，定

期的な外部評価と PDCA による改善こそデ

ジタルアーカイブの健全な維持発展につなが

る。 

（2）評価方法 

①インタビュー調査 

利用者のインタビュー調査やモニターによ

り，アクセスしやすさ，操作性，内容，活用

場面，満足度，調査項目別に具体的な評価を

行うことが可能である。この方法が基本的な

評価方法といえる。 

②利用の定量的評価 

ウェブサイト評価は，訪問者（ビジター）

数や HTML 文書(ページ)が表示されたペー

ジビュー数が一般的であろう。公開されたデ

ジタルアーカイブも同様に公開されたサイト

への訪問者数やアクセスされたレコード数に

より評価される場合が多い。 

しかし，訪問者数は 30 分，1 時間，1 日な

ど任意に設定した時間経過後，再度アクセス

があった場合は別人と見なす処理で計測され

ている。さらに，同一ブラウザでプロキシサ

ーバ経由により数人がアクセスした場合，こ

れを 1 人と判断してしまうなど，他のサイト

との比較において正確なビジット数を把握し

評価するのは困難である。 

ヒット数は，HTML や GIF ファイルが何

回サーバーに要求されたかを示す回数であり，

GIF 画像を 4 つ含む HTML 文書の場合は，

1HTML と 4GIF で 5 ヒットとカウントされ

る。 

さらに，アクセス数はトップページ数かビ

ジター数かページビュー数かヒット数なのか

の標準は無く，データをカウントする側の基



準であり，これもまた他のサイトと比較する

場合は注意を要する。 

また，訪問者が行政，学校，一般プロバイ

ダーなどどこに所属しているかのアドレス分

析により評価する方法もあるが，個人が多数

のパソコン・スマートフォンやウェブメール

アドレスを所持し自由に利用している現状で

は，参考程度の評価にならざるを得ない。し

たがって，訪問者数やアクセス数の値の取り

扱いについては注意を要する。 

③検索エンジンの完全一致検索によるウェブ

サイト評価 

利用者の情報選択・判断にあっては，ネッ

トを通じた多数の情報が,ブログ，SNS・メー

ルを中心に洪水のように提供されており，一

方的に送られるプッシュ型の情報は閲覧せず

廃棄する場合が多いであろう。 

一方,能動的な情報収集行動がある。ネット

ショッピングでは購入者コメント情報がほと

んどのサイトで提供されており,商品評価サ

イトの活用など,旅行,見学,商品購入にあって

は,ネット検索が利用されている。 

博物館を例に取ると，来館者はショッピン

グ同様にウェブサイトから特別展やイベント

の評価を把握し，行動しているのではなかろ

うか。したがって，博物館から提供されてい

る情報を探す際には，同様に検索結果の上位

のヒット件数が多いサイトやアーカイブを選

択していることが考えられる。 

特定のウェブサイトを「グーグル」等検索

エンジンの完全一致検索を行うと，他のウェ

ブサイト，ブログ，SNS 等によるリンク数が

表示される。これは，サイトの社会的な評価

とみなすことが出来るのではなかろうか。さ

らに，教育機関，行政機関，企業，個人など

活用主体別の数値分析による評価は今後検討

に値する。 

これまで,アメリカのサミュエル・ローラン

ド・ホールが提唱した購買行動の心理プロセ

ス・モデル AIDMA アイドマ（Attention 注

目→ Interest 興味･関心→Desire 欲求→

Memory 記憶→Action 行動・購入）が広告宣

伝の基本とされてきた。しかし,青少年まで携

帯電話を個人で持ちネットにアクセスする高

度情報化社会の到来により,状況が一変した

と言えよう。この変化を受け,電通が商標登録

した購買行動のプロセス・モデル AISAS ア

イサス（Attention 注目→Interest 興味･関心

→Search 検索→Action 行動・購入→Share

情報共有）が登場した。圧倒的な情報過多・

洪水のエントロピー増加は,ネット環境の充

実による検索行動の定着化,SNS の爆発的普

及による情報発信・共有行為の増加という調

整機能を生み出した。 

マスメディアからの一方的な情報の流れで

なく,消費者・利用者が能動的に内容を創る

CGM(Consumer Generated Media)の影響

が増大している。デジタルアーカイブの評価

についても,この環境の変化を前提とした分

析と対応が必要である。 

たとえば，デジタルアーカイブ提供のサイ

ト設計にあっては，利用者数の多いデータを

紹介する機能，利用者の評価コメントを付加，

SNS との連携など現状のユーザに応じたコ

ミュニケーションデザインを導入する必要が

生じてきた。 

（3）PDCA 型開発モデル 

デジタルアーカイブの開発にあっては ,固

有のミッションに対応し,ユーザと設置者や

運営委員など経営判断権限を有するステーク

ホルダーへ向けたコミュニケーションの充

実・目標設定が最も重要である。これを前提

として経営資源を把握し,対象･ユーザ別のコ

ミュニケーション戦略策定を行うことが必要

となる。 

戦術レベルの個別のデジタルアーカイブ開

発になると,ニーズや社会的有用性を判断し,

コミュニケーションする対象を明確にした計

画 Plan を行う。次に,ユニバーサルデザイン

の実現として，ユーザビリティ,アクセシビリ



ティや利用するメディアの選択などコミュニ

ケーションを円滑にする開発 Do を行う。公

開の結果はインタビュー調査や内部測定のア

クセス数・ページビュー数だけでなく,検索エ

ンジンによるヒット件数など客観的な数値で

評価 Check を行い,拡大再生産的行動 Action

により改善し,運用をサイクル化するデジタ

ルアーカイブ開発・運用モデルが必要となる。 

 

５．おわりに 

 

 デジタルアーカイブは，高度情報化社会に

おいて，公的な博物館，図書館，文書館の収

蔵資料だけでなく，自治体，企業の文書・設

計図・映像資料などを含め，有形・無形の文

化・産業資源等をデジタル化することで，保

管継承･活用するシステムである。さらに，市

民・利用者とコミュニケーションを図り，活

用の高度化を進めナレッジベースとして知識

基盤社会に不可欠なものとなりつつある。 

デジタルアーカイブは多様であり，本論は，

博物館や青少年教育施設で経験したデジタル

アーカイブ開発経験を基に作成したものであ

る。そのため，論述した具体的な開発計画策

定・開発プロセスがすべての事例に適合する

ものではない。 

今後，デジタルアーカイブの持つ広い意味

での文化を蓄積・保存継承する機能と，提供

し活用するための機能の二つを，情報処理技

術や情報機器の発達，それに伴う社会の変化

に適合させる不断の努力が，デジタルアーカ

イブ開発者であるデジタル・アーキビストに

求められているのではなかろうか。 
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