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1，はじめに

岐阜県博物館では，開館以来寄贈・購入・採集などに

より6万点を超える多くの収蔵品を有している。これま

でそれらの管理は台帳や個々のカードにより行われてき

たが，20数年に渡り保管してきた多数の資料を手作業の

みで管理する難しさや，所蔵品に関する外部からの問い

合わせに時間がかかるなど多くの問題も生じてきてい

る。そのため昨年度末より，コンピュータによる館蔵資

料のデータベース管理を試み，今年度末までに管理ソフ

トがほぼ完成し，一部データの入力を行ったので，ここ

にその概要を報告する。

2，データベースの概要

管理ソフトの開発はMicrosoft社のデータベース用ソフ

ト「Access97fbrWindows（以下Access）」を利用した。

Accessは個人レベルで開発が可能なソフトであるが，大

規模な情報処理システムにも対応できる能力を持ち合わ

せており，また高度なインターネット／イントラネット

対応も可能である。

今回開発したデータベースの概要は以下の様である。

（l）管理は下記の8分野にわけて行うことを基本とした。

入力項目は必要に応じ分野ごとに異なる。

・人文（美術工芸・歴史・考古・民俗）

・自然（動物・植物・化石・岩石）

（2）資料管理は以下のものに分類し管理する。

・受入資料データ

・登録資料データ

・寄託，借用資料データ

（3）資料の閲覧は分野単位の一覧表および個別資料の単票

より行う。

（4）資料検索は複数条件の同時入力が可能であり，短時間

で該当資料の抽出を可能にした。

（5）手書きで行われていた管理上必要な書類（受入台帳，

登録台帳，資料カード，受入カード等）は，すべてコ

ンピュータからの印刷を可能とした。

（6）各分野ごとの必要な印刷様式は独自に作成できる。
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（例）植物分野におけるメッシュ単位や採集者別の一覧表等

3〝．データの管理：データベースソフトの構成

（1）データの入力・検索・閲覧

博物館データベースを起動させると下記に画面が表示

される。
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図1　メインメニュー画面

この画面で領域分野と処理する内容を選択する。領域

分野の団をクリックすればリストが表示される。すべて

の処理は，この画面上で選択された領域分野内の資料に

ついてのみ行われる。

「受入データ」を選択すると下左画面（図2－1），「登録

資料」を選択すると下右画面（図2－2）に変化する。

＜受入データ：図2－1＞
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図2－2　登録データ画面
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新規入力，受入資料一覧表，受入資料単票や受入資料

に関する印刷様式の選択画面への移動が可能である。一

覧表表示後，一覧表から単票への移動も可能である。

受入データに関する資料単票は図3の様であり，新規

入力の場合はすべて空欄の画面が表示される。

この画面で入力した資料が登録資料となった場合，上部

「本登録」ボタンでデータの転送が可能であり，登録資

料データとして重複して入力する必要はない。また受入

資料に関する印刷物（登録伺い・寄付受納書等）は「印

刷」ボタンをクリックすることにより，「印刷様式選択

画面」に移動し，印刷が可能である。
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図3　受入データ単票

この画面で入力される項目は既存（手書き）の「受入

表」印刷に必要な項目を主としており，さらに登録や寄

託借用資料となった場合を考慮し項目を設けた。寄託借

用の場合は画面下部にさらに期間等に関する項目が表示

される。

受入番号の記号は登録資料と同じで，考古：A　美術

工芸：Ar　民俗：F　歴史：H　植物：B　化石：Fo　岩

石：則M　動物：Zである。

日付は98／01／Olの様な書式である。Accessは30／Ol／

Olから99／12／31までを1930／01IOlから1999／12／31と

00／Ol／01から29／12／31までを2000／01／01から2029／

12131と認識する。従って今後約30年間，日付に関する

処理はACCESS上では問題となることはない。

登録番 複数欄 は受入通番入力の際

自動的に表示される。寄託の場合は「託」，借用の場合

は「借」その他の場合は「仮」が番号の前に付加され，

受入通番より仮の番号を決定する（例えば受入通番

1998－76の資料には仮9876という仮番号を使う）。正式に

登録された場合や複数の登録番号になった場合は，必要

に応じ変更が必要である。

度・年 は日付入力の際自動的に入力される。また受

入先氏名は別テーブルとリンクされており，氏名が登録

されていれば住所は自動的に入力される。氏名未登録の

場合，住所は表示されないが，その場合は， 登録／詳細

をクリックし入力画面（図4）に移動した後，必要事項

を登録する必要がある。
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図4　提供者データ単票

受入データの単票（図3）中の受入先氏名リストは団

をクリックすることにより表示されるが，各分野単位の

登録者のみの表示であり，複数の分野にわたる提供者は

分野欄にすべての分野を記入する必要がある。（動物植

物化石といったように連続して入力すればよい）

資料提供者の一覧表はメインメニュー（図1）の出所

受入関係住所録より表示が可能である。その際も図1上

部の領域分野登録者のみ表示される。提供者一覧表から

単票（図4）への移動も可能である。

＜登録データ：図2－2＞

登録データは一覧表または，単票での表示が可能であ

る。

（D一覧表

一覧表は資料名等の文字のみのもの（枝資料を含むも

のとそうでないもの（図5）の2種類）と，写真を同時

表示するもの（図6）の2種類がある。

いずれも図2－2の画面で をクリック

し，次に表示される画面上で選択を行う。

いずれの一覧表からも資料選択後，一覧表上部の匝

ボタンをクリックすることにより単票への移動が

可能である。一覧表上では入力・訂正はできないように

設定されており，変更が必要な場合は単票に移動する必

要がある。
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図6　所蔵資料一覧表Ⅱ

また，資料一覧表Ⅱで動物・植物の場合，表示される項

目のうち保管庫欄が採集（拾得）地に変更される。

登録資料メニュー（図2－2）で［検索］を選択する

と図7が表示される。
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図7　検索画面
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左側のリストから検索項目欄を選択し，中央部の入力欄

に検索事項を選択あるいは入力後，右下の

で表示形式を選択し ボタンをクリックすれば

該当資料が表示される。一覧表印刷を選択すれば，該当

資料一覧が直接印刷ができる。複数の項目を同時に入力，

検索が可能である。画面において実線で上中下に3つに

分けられた領域間は「かつ（and）」の関係でしか選択で

きないが，それぞれの段落内の項目は右側の団をクリッ

クし「and」または「or」を選択することにより「かつ」

か「または」の選択が可能である。

なおAccessは検索機能をもっており，それを利用するこ

ともできる。

（②単票

データの管理，閲覧に関し最も基本になる画面であ

る。
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図8－1登録資料単票（美術工芸）

データの管理はすべて登録番号を主として行なってお

り同じ番号のものは受け付けない。同じ登録番号を入力

しデータを移動しようとしても，エラーメッセージが表

示され移動できない。

入力必要項目は人文と自然により異なり，また分野に

より大きな隔たりがある。特に美術工芸・動物は多くの

異なる部分を有しているため，美術工芸は「摘要」欄を，

動物は「大きさ」の欄を他の分野とは別に設けている。

部分的な入力項目は分野単位で表示内容を変化させてお

り，不必要な部分は非表示にしている。（例：自然の場

合は学名・命名者欄が設けられているが，人文の場合は

副資料名・作者名に変化する。）

登録番号欄の1つ目は分野記号，2つ目は登録番号の

数字部分，3つ目は枝番号であり，枝資料がない場合は
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図8－2　登録資料単票（動物）

何も記入する必要はない。枝資料の場合，個々のデータ

と同時に管理上枝資料すべてをまとめた項目を1項目登

録する必要がある。その際枝資料数欄にカーソルを移動

すると枝数は自動的に計算される。

ほかの入力項目の内，団がある部分はすべて表示され

るリストから選択が可能になっているが，該当項目がな

い場合直接入力も可能である。

資料の写真については，図8－1・8－2のように小

さなものを画面上に張り付け表示するが，写真下の青色

文字のリンクボタンをクリックする事により大きな画像

を表示することも可能である。また，写真は1資料に対

し4枚まで同時に保存でき， ボタンをクリッ

クすれば，4枚同時表示ができる。通常表示（1枚単位）

のまま写真を移動させるには，圏等のボタンをクリック

すれば保存されている写真は順次表示される。

［データ欄］は下部に設けられたボタン（ 出所／解説文

等）をクリックすることにより中段部が変化する。（資

料名・登録番号等の上部は常に表示：図8－3）
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図8－3　登録単票：出所／解説文画面

「出所／解説文」画面において［出所関係欄］を入力

（選択）すると画面の表示が変化する。住所欄は国・

県・市町村・字等・地名と分け入力欄が設けてあるが，

地名以外は入力確定すると，それらをつないだ住所が中

央下目の右欄に表示される。目をクリックすれば地名も

含む住所が入力される。また動物の場合，場所の英語入

力欄が表示されるが一部は日本語を入力すれば自動的に

入力される。（県・市町村をつないだ英語の住所も同時

に保存される：ただし　単票上にはスペースの関係で表

示はされない。）「受入／記入者」画面においても［受入

別］欄の選択により表示内容は異なったものとなる。デ
ータを更新した場合，管理都合上必ず更新日と記入者名

の入力が必要である。

［貸出・修繕記録］や［メモ・資料歴］については図

9のようである。（画面中央部のみの表示）

図9－1貸出修繕単票（修繕）
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図9－2　貸出修繕一覧表（修繕）

繚網餓懸葦擬

図9－3　メモ・資料歴単票
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図9－4　メモ・資料歴一覧表

貸出・修繕記録欄については 票新規入力 ボタンを

クリックすることにより入力欄が表示され，入力項目は

貸出か修理かを選択することにより変化する。一覧表を

閲覧する場合は，貸出と修理を別個で表示される。メ

モ・資料歴についても同様に入力・閲覧が可能である。
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＜借用寄託資料＞

受入資料・登録資料と同様に一覧表と単票で処理をす

る。メインメニュー（図1）で「借用寄託処理」を選択

すると一覧表や単票の選択画面に変化するが，借用寄託

に関しては期限の扱いが極めて重要であるため，特に

「期限間近の資料」表示ボタンを設け，期限一ケ月以内

の資料を一覧表示できるようにした。該当の資料が存在

すれば，一覧表から単票に移り，必要書類等の作成が可

能である。（必要書類の印刷は右上の印刷ボタンをクリ

ックすることにより様式選択画面に移動する）

一覧表・単票ともに現段階においては借用と寄託を分

け処理するように画面は設定されていないが，受入別欄

でACCESS自体が持つ抽出機能を利用し抽出を行えば，

簡単に処理することはできる。
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図－10　借用寄託資料単票

単票は資料名等の基本的事項の他，下部に記録欄を設

け過去の借用寄託記録（期日）を管理するものとした。

資料の借用寄託期限の管理は 最新借用寄託期間 欄の期

日により行われ，記録欄で開始日・終了日が更新された

段階で自動的に入力・変更される。

基本的にこの借用寄託関係のデータは受入資料のデー

タ処理の際入力されたものを利用しており，記録（期限）

等の更新以外には新たに入力する必要はない。

（2）データ及び各種書類の印刷

印刷可能な様式は以下のものである。

◆受入資料

・受入台帳

・資料受入票

・寄付申込伺い

・寄付資料受納伺い

・寄付資料受納書

・資料登録伺い

◆登録資料

・登録資料台帳

・所蔵品一覧表

・資料カード

・博物館資料貸出許可書

・貸出資料返還確認調書

・資料廃棄伺い

・その他　分野別資料データカード

◆借用・寄託資料
・資料寄託伺い

・資料保管書

・寄託期間満了通知

・寄託資料期間満了にともなう返却手続き伺い

・寄託期間変更伺い

・資料借用伺い

・資料借用書

・借用期間満了通知

・借用資料期間満了にともなう返却手続き伺い

これら印刷様式の選択画面は次の2種類がある。

・登録資料に関する書類の選択画面

鞋灘岳！軍 
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図11－1　年度単位等印刷選択

図11－2　個別データ・貸出等印刷選択
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図11－3　複数資料同時印刷選択

・受入借用寄託に関する書類の選択画面
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は， 付加する 名の有無 をチェックすると，資料名

入力欄が表示されるので，該当資料を選択することによ

り，併記し印刷することが可能となる。

書類日付・発行番号等必要な場合，この画面で入力する

ことができる。

・図11－3：印刷選択画面の上部にある［複数資料同時

選択］をクリックすると表示される。多数の資料を同時

に処理し，同種のカード等を印刷したい場合に適してい

る。（同時に10個まで選択可能）分野選択後登録番号を

選択することにより右の欄に順次該当資料が列記され

る。資料名を直接入力することも可能であるが，完全に
一致する場合のみしか表示されない。

いずれの選択画面においても，必要事項入力・選択後，

下部の 印刷形式 から印刷様式を選択し決定することに

これらの画面への移動の方法は

・メインメニューの受入データ関係（図2－1）や登

録データ関係（図2－2）画面で表示される印刷選択ボ

タンから移動する方法

・登録資料単票等，各種単票の印刷ボタンから移動する

方法の2種類がある。

＜登録資料に関する印刷選択＞

・図11－1：メインメニュー（印刷メニュー）画面から

印刷選択画面に移動すると表示される。年や年度単位で

処理する必要がある書類（台帳等）は，この画面で選択

することが適当である。その際　保管場所等，他の条件

を付ける場合は 欄で必要事項を選択すること

により，出力データを制限することができる。

年度単位と年単位で資料の選択が可能であり，入力欄に

操作時の年度が自動的に表示され，数字泊回国で増減が

可能である。

・図11－2：登録資料単票から印刷選択画面に移動した

場合に表示される。一つの資料に関する資料カードや貸

出に関する書類の印刷選択に適している。選択した資料

を含め複数の資料を同時に同一場所に貸し出す場合等

より該当資料が印刷される。データカードにおいて「動

物」・「植物」の場合，更に詳細な選択ボタンが表示さ

れる。

なお図11－1－3は上部のボタンをクリックすることで

互いに移動をし，領域や分野はメインメニュー画面で選

択されているものが自動的に入力される。

出力される各種の台帳・書類の様式は資料カードを除

き元来使用してきた様式を踏襲しているが，受入別など

○をうつなどして記入してきた数カ所については「購入」

等といった表示を直接出力する様式になっている。また

すべての書類はA4版である。また各分野において今後

新たに必要となる書類（一覧表等）はAccessを多少理解

できれば作成可能であると考える。

＜受入資料・借用寄託資料に関する印刷選択＞

メインメニュー画面，単票　どちらから入っても印刷

選択画面は図12のものである。メインメニューから入っ

た場合，領域のみ入力された状態であるが，単票から入

った場合は，その資料の登録番号，資料名が一番上の欄

に入力された状態で表示される。この画面で5個まで資

料を選択できるが，これらは同一の書類に連記される。

受入別 欄の種類により，印刷様式の表示は変化する。

4．現段階の入力状況・今後の課題

（1）データの入力・整理

平成11年2月末段階において，受入資料に関しては台

帳にあるすべてのデータ（1981年以降：約2000）は入力

済みである。
一方約6万ある登録資料においては，入力はまだおよ

そ13，700程度にすぎず，写真や解説文の入力も十分とは

いえない。（p．50表参照）
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＜印刷書類＞

1997年
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67 �4�8�8ｨ4ｩ�ｸ蝿ﾚｨ7�92�l ��97／10／15 假俎r� ��I62�ｶ�爾�2－1！槍7－19 � 
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70 �6x8�684�7��l ��97／11／18 做Y;��98／ll／10 偬ｩ?｢�ｶ�爾�2－1997－22 �212194 

71 兌��)wHﾇｹ:ｨ,僮)E�����l ��97／12／19 俎y?ﾂ�98／Ol／18 舒(ﾛ"��ﾈ爾�Ar－1997－26 僊r163 
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受入台帳

99／01／14

資料カード

聾誹諾∴篭藷詰絵図地図還量誌舶繍
慎車重二美濃国不破名所案内図　　　　　　崖遼争GuidepictureofMlNO－HUWA

筒賀再訂　　　　　　　　　　　　　　　　砥不明「応山鳥」とある

匡過1998年2月25日（1997年度）　拉二罰版本墨擦　　　瞳蜜瞳唾1枚物

上L旦＿．江戸時代中期～後期

圃寿詞提供　　　　他所年月和

上唾＿」　　　　　　　　匡＿「亘」
匡玉画購入　　　［亘玉二田1998年1月12日　唾皇道司1998－13　度主査司皿998－2

「瞳］1点　　　匝二言」無　　　　　　　　　　　匡二塁二言l渡辺育也

陸重訂中井書房　　　　　　　　　　　　　　畦瞳封中井書房京都市東山区二条通

閻京都市東山区二条通川端東入る　TEL O75－751－5445

趣主上＿＿　　　　　　　　　距亘「

「卓二　　36mm

「趨ニ　47mm

「‾一重三二I mm

惟説丸　関ヶ原は、古来より不破の関として東西文化‾の交流地点となっていたが、和歌の歌枕として

も取り上げられ、名所の一つとして人々に親し
まれていた。この作品には、不破の関の傭敵図
と共に、不破の閲を詠んだ和歌が記されてお
り、江戸時代における名所旧跡のあり方が窺え
る作品である。

（動詞裏打ち済み

畦二真唾訊

慎旦巷寧」

歴六時金額I

陸春蚕劃

i事二重」

（醇可
￥12，600　庭垣重罰

座頭重罰

［事玉里」98／02／25　　匹二五二言＿」渡辺育也

庫終重義百　　　　　慎重夏蚕登

資料カード（人文：歴史）
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167 涛�������3��国井化月坊俳句 掛幅 ���春機 俛yu���ｪ餔R�不破榔壷井町岩手2030 綿�*��ﾃsR�岩佐 鱒－ ��

Ar 168 涛����(��#b�湛如画像 ��5��購入 �(h皐��eｲ�意義市東山区二条連用 東入る ������ﾃ���岩佐 傭－ 白�����

169 涛����8��3��中林竹洞　山水団 ���購入 ����(Xﾎ9dﾂ�意義市東山区観照的大 和大鶴東大 姪����ﾃ#B�岩佐 傭一 亦�

Ar 170 涛����8��3��木曽海道六拾九 　　A 鳴�購入 丶x����京基市東山区観照持後 手道東入る ��祷*��S#R�岩佐 白�ﾂ�

次之内需口 劔剽b一 

Ar 171 涛����8��3��大輔芳年新形三 十六怪操森篇丸 ���購入 ��ﾈ��京郵市中京区寺町三条 �����ｨ�ﾃ#b�岩佐 ��

東入る 剽b 

172 涛����8��3��三瀬園 ���購入 仗�59U8无5��岐阜市標ケ車道1－12 ��ｯｨ���ﾃ#r�岩佐 傭一 亦�

Ar 173 涛����8��3��鯉のぼり． �2�購入 �6饐8��汯ｶr�珊上部八幡町立町 綿�KX�ﾃ#��岩佐 傭－ 鳴�����

174 涛����8��3��三寺参り　和蝋嬉 ��gｲ�購入 倅�8���?9u��吉城部古川町壱之町115 ��=ﾘﾗx�ﾃ3��岩佐 備一 鳴�

175 涛����8��3��生掛和蝋爆網作 工程一式 ����5��｢�購入 倅�8���Y�u��吉城榔古川町壱之町115 ��涛��ﾃC��岩佐 傭一 ��

Ar 涛����x��3��譜国名所百景飛 鳴�購入 丶x����京郵市東山区漸相前後 ��堀���ﾃCb�岩佐 亦�

178 凾ﾌ筆渡し 劔手道東入る 剞L一 

177 涛����x��3��大角力両国濃図 綿��8･Hｬ��"�購入 丶x����定義市東山区噺H的後 手遁東入る ��涛��ﾃCr�岩佐 傭一 鳴�

98／07／31 �ﾉ�ﾉdﾈﾙ�ｪ����R�1（3校続） 俎y?ﾂ�西春 �8ﾈｻﾘ�9(hｹ霎h鮖*ﾈ蓼���1008－48 舒(ﾛ"�I 

178 剔竃o之図 劔東入る 剞L一 

Ar 179 涛��������"�木曽海道六拾九 次之内河渡 ���購入 丶x����京葉市東山区新円的録 手道東入る ��涛��ﾃC��岩佐 亦���

伸一 I 

登録台帳

資料カード

恒頭亭喜一Z12166　　　　堕」邑自然

L里＿＿＿＿分＿」実物　　　　　房‾高1鳥類

」型クマタカ
二王＿圭］班etus励訪α舶t菰

亘重畳1998年2月23日（1997年度）

殴憂亘；圃タカ目　タカ科
匡二道

圃重要

匝蘭画拾得地
固車重」
軽奪回

畦＿麺二）寄贈

恒三二軍「ll

i塾彊二割

隆一卸成鳥
匝要事費

分　野i動物　　　鳥類

1保讐鶴岡第6収蔵庫

短縮名　mountainhawk－eagle

Temminck＆Schlegel

捻墨壷圭」4887

匪料形岡本剥製

畦＿旦雌　　垣二三二1

睡蓮重罰1996年12月24日　匝‾所有「

「旦＿亘」　　m

国璽国
電五二亘＿jl996年12月24日

L宴重量司19純一22

匪牽き重囲

幅定吉）

「百幸吉「親日健一

厚木貴司Z－1996－6

L主＿＿引　　　mm　直し圭主］102mm　出土　2500g

し亘二割　342mm　匠二章二」　36mm　匝頑固

ほ二封　520mm　医書主計　　　　軽重重要「

医王王j絶滅危惧種、国内希少野生動物種　　　　吐き司感電死？

陸封，緑離し諜轟龍鴇・懲怒、厚東
は乳類、キジなどの鳥類、ヘビなどです。現
在、餌となる動物がたくさんいる森林が減ったこ
とで、急速に数が減り、絶滅が心配されていま
す。

醒・船引

匡モ・資料歴・調布

噴出・修勘

陸産亘亘」可

国事面吾］可

口重云亘］98／′02／231記入者；説田健一

接線更新日　　　　　膿終更新者…

資料カード（自然：動物）

99／01／14

可

　

可



浅　井　正　美

重と射りゲ激二二種番号　　義持名
メゥシ書No

撞
18740　アキカラマツ

種上郵八後町郵比字冒亀
加接続八百書面景教糠連

機番農事機材本義

益田郵豊山山下奮寄
集口裏下呂町小川切欠林道沿い
青山市中切調
書雛郵持績町山之持打保

吉葉郵持合持ニッ農鷹山国有林

制トl鳩－

5337－11－70

鞠　か1鴫－2

5337－41－1

5337－52－1

5187－21－2

鋼I37－1は－3

抑7一関82

17570　　7：

（対／07／07

郭／の／07

92／竹／16

86／Ol／03

85／（越／08

83／08／02

92／00n7

92／08／16

保管篇Hl
812521

819791

819792

819793

8137持

寄19795

81釘96

819797

保管簾Hl
富強基調倉持上着農
畜複事後績im土

郵上義人後町車載大場子

基山市下軸町北郵
大書義久青書町久舞鶴ゴウヤ

吉葉着き川絡ネガソレ

生田なま東町鱗病

くおう7－鰍ト●

く績博7－●2－3

∞●一・57－1

3137－11－11

51鼠7－02－3

5農37－●1－1

5337－●11I

18220　　7

縞87一調トI

的7－10°－2＿　　　　　　古筆鱒合材ナラ嶋

17240　　アズマレイジンソ17

95／04／06

87／調／29

81／o‘／08

82／04／07

90／05／02

92／ol／17

95／o‘／12

87／∞／07

89／00／12

819172

819673

81鋤け4

81鋤け5

81鋤け6

81持77

91持78

保管費Hl
鼠19773

副職72

保管篇G2
812601

81（嚇1臨

Bl抑6

819587

819588

819589

819590

819591

62／00／16

95／10／22

55／00／11

鋤／00／27

92／09／08

87／08／23

93／09／01

83／08／20

く翰劇トく職““

5337－7〇一2

533●一柳一

撃槍7－52一

掬膜I｛録〃“・1

饗）37－31－3

5337－52－1

弧7－●2－1

本義郵後置持
大農郵着き骨太原書β持杜付近
山東魅美山けさ病

磐田郵下呂町小川
強要軍事細村中意土谷口
蓋日暮登山町井虎三義持牡
生田郵下呂町費慮日面糠遭沿い

加茂青白川面土佐鼻吉田

／ウシiIb　　　青嶋名　　　　　　　　　　書重義曹　操後事　　　　　簾後場断　　　　　　　　　　　　　　　機簾年月日

刺Li●－1　ミヤマハエペ　　　　　　　　819372　　　　　　　　　　着斐郵 田村六合足打谷国有♯　　　　　　　釘／05／11

十でザクラ　　　　　　　　　92関越6　　　　　　　　　　操要請書日精足打谷　　　　　　　　　　　釘／筒／11

ヤマハタザオ　　　　　　　820243　　　　　　　　　　柵要録書目持足打谷　　　　　　　　　　　97／（糖／11

鈎蜘－1●－11ササガヤ　　　　　　　　　814718　　　　　　　　　　着支競持田巾着田山山原一不破の轟ルート　　95／10／調

ムべ　　　　　　　　　　　　H19829　　　　　　　　　　揖斐義持田町着田山　　　　　　　　　　　　銘／05／03

墓！く購14－Is　アゼガヤツリ

タグガヤツリ

クマガヤツリ

トダシバ

816377

81641持

寄16511

814番46

機糞動物田町喜代

機豊能着日町重代

標隻寄越田町重代

撫支部持田町喜代

95／09／23

95／09／23

95／09／23

95／00／23

掬うl－14－2　　カワラサイコ

シロイヌナズナ

スルガスゲ

トダシバ

マスクサ

メヒシバ

820700

820278

816236

815082

8166銘

815052

安八郵持戸町繍隻川堤川原

安八郵持戸富「揖豊川雛川原

揖豊能購田町片山絡谷重

要八部青戸町葉合北録支lii

機要請購田町片山物谷重

安八部持戸町暮合北着美川

87／05／15

館／04／17

90／05／03

87／側V25

93／00／01

87／08／25

餌場－14－22　イヌシテ　　　　　　　　　8184綿　　　　　　　　　揖要請持田町議田山着日の糞公表　　　　　銘／00／23

5饗場－14－25　ギョウギシバ　　　　　　　　814572　　　　　　　　　　揖隻機能田町事蹟　　　　　　　　　　　　　95／の／23

チカラシバ　　　　　　　　　814432　　　　　　　　　　機支部継田町事績　　　　　　　　　　　　　％／09／23

5350一14－28　ナヨクサフジ　　　　　　　　H21133　　　　　　　　　安八郵持戸町平野藻場北富　　　　　　　　93／00／01

53額LI▲－3　　アシボソ　　　　　　　　　　　H13005

ヨメツプツメクサ　　　　　　　921092

ニワゼキショウ　　　　　　　　D17955

ミズワラビ　　　　　　　　　　85963

ムカゴツヅり　　　　　　　　　　B15261

大嶺蘭青書町

揖斐郵機斐川町議岩寺

揖斐郵機豊川町鶴巻寺

揖隻競機斐川巾

着隻珊鯖斐川町白書

88／10／16

97／05／11

97／05／11

91／04／26

5330－14－31　ナキメヒシバ　　　　　　　　　814174

つゴメウツギ　　　　　　　　　820772

ササガヤ

スズメノヒエ
ー′　　　＿〇一　　●　○○　◆●●　●i

813885

814137

揖義輝継田町池田山山頂一持

揖斐動議田町池田山山原付近

揖斐競持田巾着田山山原付近

揖斐蘭越田町櫓田山山原付近
〃m●輸●MOa〃hn○○書き置l－M．l●●IIHmA・●ニーき

登録資料一覧表例：植物
左上；植物種類別一覧

左下；メッシュ番号別一覧

館蔵資料入力状況　　1999．3．17現在

95／09／23

95／09／23

95／09／23

95／09／23

農具′lヽeloく

〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細孔

IIのイネ率

スズメノチッポウ

IJLIカ十ツクダ婚

クマガヤツり

Rl0053　　郡上郵嘱方村筆辺

110Iイ木棺

イウノガリヤス　　　　　　　815000　　大郵地目川村大白川ワリ谷

つシノネズミカヤ　　　　　　814550　　大郵種目川村大白川ワリ谷

1300　　　　　　90／01／21

1300　　　　　　的／07／21

ヒメノガリヤス　　　　　　　R15857　　大義郵丹生川村意義岳種岳付近乗鞍スカイライン　23櫛　　　　　00／07／19

H15730　　大書郵丹生川村意義岳暮色付近果鴨スカイライン　2425　　　　　90／00／19

ミヤマドジぅウツナギ

ミヤマヌカボ

IIII五十ツ〝クが整

アシボソスゲ

イトキンスゲ

キンチヤクスゲ

ハガクレスゲ

〟鼻イタグ率

クモでスズメノヒエ

ミヤマスズメノヒエ

ミヤでヌ力水シソウ

815191　大賀郵丹生川青果義スカイライン　　　　　　　　2055　　　　　的／00／19

815967　　大郵郵丹生川村意義岳持寄付近意義スカイライン　2385　　　　　00／00／19

815製調　　大観轟を機材果離宮購ケ裏山Ⅲ付近　　　　　　3020　　　　　90／〝／20

810028∴∴六着郵丹生川村果寄書持寄付近乗鞍スカイライン　2425　　　　　90／07／19

81飾戴5　　大義郵丹生川村意義岳葉色付近乗鞍スカイライン　2425　　　　　9oI的／19

D16632　　大観郵丹生川村費鴬色鵜島付近意義スカイライン　2125　　　　　00／調／30

816596　　大郵郵丹生lIi村果鶴亀乗鞍スカイライン　　　　　2055　　　　　00／00／19

817416　　大筋郵丹生IIi村果農岳着岳付近果鴨スカイライン　2385　　　　　00／07／19

817410　　大郵郵丹生川村費義岳義母付近意義スカイライン　2440　　　　　90／07／19

81741！　大郵郵丹生川村乗鞍岳糖岳付近意義スカイライン　2440　　　　　90／07／19

〇〇〇〇

IlOIイネ窄

イヴタケゾウ

TEL

500　　　　　　94／06／12

lol：ガマ稗
同　　　義碑名‾‾‾〒3000　ヒメガマ

73700　　ガマ

73710　　コガマ

資料数
4

7

3

110：イネ穐
No　　資料名　　　　　　　　　　　　　責軒数

ガマ持（3種類） 小物　14

102：ミクリ料
No　　　要科名

73610　　ヤマトミクリ

73餅的　　ナガエミクリ

73600　　ヒメミクリ

資料数
1

3

1

ミクリ嶋（3種績）

103：ヒルムシロ穐
No　　資料名　　　　　　　　　　　　　資料数

60000　　エビモ

60030　　ヒルムシロ

6伽0　　センニンモ

60910　　ササバモ

60950　　本ソパミズとキモ

60970　　ヤナギモ

61020　　イトモ

ヒルムシロ繍（7種類） 小網“∴22

104：イバラモ科
No　　　責科名

61190　　イパラモ

61200　トリグモ

イバラモ穐（2種類） 小計　　3

ヤクナガイヌムギ

チシーマカニツリ

85700　　ハネガヤ

65730　イヌカモジグサ

65740　　ミズタカモジ

65770　　アオカモジグサ

65770　　タチカモジ

65790　　カモジグサ

65820　　コヌカグサ

65830　　ヒメヌ力水

65840　　ヤマヌカボ

65850　　ヌカボ

65870　　ミヤマヌカボ

65900　クロコヌカグサ

65910　　とメコヌカグサ

65920　　エゾヌカボ

65線0　クチャマヌカボ

65950　　ヌカススキ

65960　：ハナヌカススキ

65970　スズメノチッポウ

65900　　セトガヤ

66000　　才オスズメノチッボウ

66040　　タカネコウポウ

66000　　ハルガヤ

66120　　オ才力ニッリ

66260　　イワタケソウ

66270　アズマガヤ

66280　　とロハノコヌカタサ

66300　　カラスムギ

66310　　マカラスムギ（オートムギ）

6鑓20　カズノユダサGノゴガ

66530　　つウヤザサ

右上；採集者別一覧

右下；資料数集計一覧

2

3

10

1

15

17

5

30

29

3

10

20

6

4

2

4

1

1

4

19

6

1

7

12

5

2

7

19

13

2

17

14

入力に関しては以下のような課題が考えられる。

①今まで規定の資料カードを作製し管理をしてきてい

る。入力はこのカードを利用することが考えられるが，

これらの資料を再度確認し，整理する必要がある。解説

文の作成も含め，この作業は各担当学芸員にお願いする

しかなく，多大な労力と時間を要することが予想され

る。

（Dデータを入力には写真の添付も不可欠であり既登録資

料の写真を再度撮り直す必要も生じてくる。（デジタル

カメを利用することにより簡易にコンピュータに映像の

取り込みが可能とはなった）

（D一登録資料を入力するためにはテキストレベルのデー

タのみでも10分程度，写真の取り込みや加工を含め完全



岐阜県博物館所蔵品のデータベース管理

なデータを入力するためには最低20分程度は必要となる

と考えられる。

植物に関しては，資料のテキスト形式（一太郎作成）

のデータが整理されていたため，これを変換しAccessに

呼び込み登録した。そのため短い期間に約12，500の登録

が可能となった。

美術工芸は登録資料が少なく（多くが借用・寄託）およ

そ200程度であり，かつ資料カードや写真等の状態も良

好であるためほぼ登録は終了している。（一部資料は白

黒写真であるため必要に応じ再度撮影が必要）

借用寄託資料において期間等のデータはまだほとんど

入力はされていない。（データは受入資料データを共有

するため一部の資料名，受入番号等は登録済み）今後登

録資料と平行し借用寄託期間等の入力が必要となる。な

お借用寄託資料の単票は簡易であり，写真や枠も作成さ

れていない。今後必要な枠等は追加する必要がある。

（2）ネットワーク管理

データベース管理をより有効に行うためには，ネット

ワークを利用し，各研究室でデータの処理ができること

が望まれる。しかしながら現在においては別用途のノー

トパソコン内での試行段階であり，各研究室単位で入

力・管理を行うことができない。

現在の状況では以下の点で不都合が生じる。

①現在の試行用は，データベース専用のコンピュータで

はなく，データ管理に常時使用できないなど制約を受け
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る。また外付けMOによりデータ保存の容量を確保でき

るが，ノート型であり，メモリーも小さく，また故障・

破損の可能性をぬぐい去れない。

（②ネットワークを組まず各研究室でAccessが利用できる

環境を作ることは可能である。しかし，データの容量が

非常に大きいためFDに納めることができず，データの

転送（移動）が非常に難しい。また分野単独でデータ管

理を行うことになり，他分野とのデータ統合が非常に煩

雑である。（資料全体を管理する上において，受入票等

全分野一括処理項目があり，統合が必要となる）

以上の様な問題点があり，早期に専用機を配備したネ

ットワーク管理システムの導入が望まれる。また，ネッ

トワークが結ばれれば従来からのインターネット情報提

供（所蔵資料公開）と連携して行うことや，来館者が館

内においても資料目録一を閲覧できるなど県民サービス

の充実も図ることができる。しかしながら現段階におい

ては予算面での確保が難しく，今後の課題となってい

る。

5，おわりに

今後とも増え続ける資料のデータを受け入れ段階から

順次入力することにより，書類等作成が少しでも簡易に

行えると同時に，所蔵資料の円滑な管理に本データベー

スシステムが利用されること望むものである。


