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博物館収蔵品のデータベース化の取り組み

江　口　健　治　郎

DatabaseManagementofCollectionofGifuPrefecturalMuseum

1　はじめに

インターネットをはじめとする情報通信技術はめざま

しく発達し、その技術は様々な分野で利用されるように

なってきている。博物館においても、インターネットに

よるホームページの発信・所蔵品のデジタル化などの作

業に取り組んでいる。

所蔵品のデータベースについては、すでに汎用ソフト

ウェアAccessで管理プログラムを自主開発しており、

試験運用をしてきた。（詳細は岐阜県博物館調査研究報

告第20号で報告済）

本年度は操作説明会を開催し、学芸員自らデータ入力

を行うなど、本格的な運用に取り組んだのでその様子を

報告する。

2　データベースの概要

開発に用いたAccessはリレーショナル型データベー

スの一つで、別々に貯えられだ情報を関連付け、一つの

情報として表示したり、加工することができるデータベ

ースである。

あらかじめ設定しておいた表（テーブル）に必要事項

を入力し、データをコンピュータ上に蓄積する。さらに

必要な時には様々な条件を設定することにより、希望の

データを検索したり抽出したりすることができる。

（1）資料の受入・登録処理

データベースを構築するためには、まず基本となる

テーブルにデータを入力し、蓄積することが必要であ

る。基本テーブルは、「受入番号」「主登録番号」「資

料名」「年月日」・・・等の、104のフィールドで構

成されており、画面の指示に従ってデータの入力が行

われるようになっている。

岐阜県博物館における、資料登録の基本的な流れは

次の通りである。
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受入データ処理

登録資料処理

「岐阜県博物館データベース」システムを起動する

と、図1のような「メインメニュー」が立ち上がる。
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図1　メインメニュー
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資料を受入れる場合は「受入データ処理」を、受入

が決定し資料を登録する場合は「登録資料処理」を選

択すれば、希望の処理ができる。

担当学芸員は図2の「受入データ処理」で、必要な

データを入力する。（このとき仮の登録番号が自動発

番される。）

そして「印刷」を選択して図3の「印刷」に移行す
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図2　受入データ処理
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受入通番
館　長 倬���+r�兀H��+r� 

係　長 剪S当員 劍竧宜�"�

受入番号

F－2000－17

資料費入悪

く受入年月日）

2000年5月29日

資　料　名　大工道具

資料提供者　五十嵐昭元

住所　闇市福野町1－5－8

分野別　　人文　　　　　民俗

受入別　　　寄贈

保管場所　　第1収蔵庫

備　　考

点数　46

分類番号

鍼1、丁斧1、六突のみ2、叩きの拷8、鋸6、さしかね5、朱蚕1、滴っき
カンナ5、脇溝っきカンナ2、瞭カンナ2、玄能2、さけ掘り1、留め型1、
水準器1、毛引き1、両取カンナ他7、

岐　阜県　博　物館

図4　資料受入票
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る。ここで「受入票」を選択し、図4に示す「資料受

入票」を印刷し決裁を受ける。

資料を受入れ、調査研究が済んだら、次は登録のた

め、図5の「資料登録伺い」を印刷し決裁を受ける。

決裁を受けて登録番号が決定するので、もう一度図

2の受入データ処理で、仮の番号であった登録番号を

訂正し「本登録」を行う。

博

図3　印刷

（3） 
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資料の萱錠について 

下記の資料を蝦阜県博物館の館蔵資料として登録してよろしいか。 　　　諦 
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（注）決裁のおった日を登録の日とする。 

図5　資料登録伺い
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（2）画像の登録

図6「登録資料単票」に表示されている資料の画像

は、画像データライブラリとリンクされており、クリ

ックすると、画像データを表示することができる。

具体的に説明する。図6においてDB写真

￥Ar￥Ar124．jpgをクリックすると、図8の「画像デ

ータ」が表示される。（JPEG形式、起動ソフトは

Photoshop）

つまり図9に示すフォルダ構造で説明すれば、〈DB

写真〉　フォルダの下にある　〈Ar〉　フォルダの中の

Ar124．jpgファイルを読み込むことになる。

ここでB、F0、・・・F、Hの記号は、下の図7に

示す各領域・分野を表す。
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図7　領域・分野記号
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図6　登録資料単票
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図8　画像データ（Photoshop）

〈DB写真〉　　　　　　　DBプログラム

〈B〉　　　　〈Fo〉　　　　〈Rm〉

「⊥董　「」一十
Bl．jpg・・・BlO．jpg・・・

〈Z〉　　　　　〈A〉　　　　〈Ar〉　　　　〈F〉

Arl．jpg・・・Ar124．jpg・

図9　フォルダ構造
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（3）資料写真の読み込み

資料写真の読み込みにはイメージスキャナを用い

る。イメージスキャナの設定を図10に示す。ここで

重要なのは「解像度」である。

写真のサービス版12．6cmX8．8cm（5．OinchX

3．5inch）を200dpi（dotsperinch）の画像解像度で読

み込むと1，000dotsX700dotsの画像が読み込める。

ここで、この画像を2倍の大きさで印刷すると、画

像全体のドット数は変わらないので、画像解像度は

1，000dots÷10inch＝100dpiとなる。つまり従

来の画像解像度の1／2になってしまうことになる。

新聞印刷の場合、200dpiの画像解像度が必要とい

われており、そこで画像解像度は、写真を2倍のサイ

ズに拡大印刷した場合でも新聞印刷程度の画質が保て

る400dpiとした。（図11参照）

12．6cm≒5．Oinch

8．8cm

≒3．5inch

700dots

8．8cm

≒3．5inch

l，400dots

滋 ��

薫翻三iii ���侭�hｭX薹�� �� �� �� �� �� ��

図10　スキャナ設定

10inch

l，000dots

1，000dots 

解像度 �)Gｸ,���������v匁6��

200dpi 丿y�X�8ﾟﾃs��F�2�:�+h柯��

lpiで 込み 12．6cm≒5．Oinch 

2，000dots

解像度 

400dpi 

400dpiで読み込み

2倍に　　　　7inch

拡大印刷　　1，400dots

図11　解像度の設定

解像度

100dpi

2倍で印刷した場合

10inch

2，000dots

解像度

200dpi

2倍で印刷した場合
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（4）画像の保存

画像を構成する一つ一つのドットには明るさと色の

情報が記録される。明るさの情報は、一番暗い所から
一番明るい所まで256段階に分けて記録する。この段

階を「256階調」という。256は2進数の8ビット

（1バイト）で表現できる。

一方、色の情報はRGB（レッド・グリーン・ブルー）の3

色の「加法混色」か、CMYK（シアン・マゼンダ・イエロー・

ブラック）の4色の「印刷の減法温色」で表現される。

したがって1ドット分を記録する時

「加法温色」の場合

1バイト×3色　＝

「減法温色」の場合

1バイト×4色　二

の情報量が必要となる。

3バイト

4バイト

図11の写真を400dpiで読み込んだ場合の総ドット

数は2，000dotsXl，400dots＝2，800，000dotsとな

り，減法温色でデータを作成した場合のバイト数は

2，800，000dotsX4バイト＝11．2Mバイト

となる。このまま保存してはデータのサイズが膨大に

なるので、JPEG圧縮、画質8（高画質）で保存する

ことにした。画像の大きさにもよるが、保存ファイル

の大きさは10Kバイト～100Kバイトとすることがで

きる。

3　操作説明会の実施

年度当初に、今後実際にデータ入力を行う担当学芸員

を対象とした、データベースの操作説明会を実施した。

説明内容は次の①～③の処理についてである。

（D資料の受入（購入・寄贈・製作）

受入データ入力処理 

L＿＿…＿＿＿ 

「寄付受納書」　　：

「寄付申込伺い」の印刷：→寄贈関連事務

「寄付受納伺い」　：
〃“　　○－　　““　　－　　〃“　　－　　〃－　　〃－　　－ ��X�����������������ﾂ�

！「資料受入票」3部印刷I 　i 

（学術的検証）

1 1「登録伺い」の印刷！ 

・保存用－→受入れ決裁事務

・取扱者用→担当者保管

・資料添付用→資料に添付

→登録決裁事務

②資料登録

ー以下、随時検索：→　資料整理・研究
1

：一覧表印刷：
＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿」

③資料廃棄

「資料の廃棄伺い」の印刷 

廃棄処理 � 

照会対応

→資料廃棄決裁事務

操作端末用パソコンを複数用意し、担当学芸員に同時

に操作してもらいながら説明を進め、上記処理に関して

はほぼ習得していただいた。画像データの読み込みとデ

ータベースへの登録に関しては、Photoshop、

Paintshopなどのペイント系ソフトの習熟が必要なた

め、しばらくはシステム運用担当で行うこととした。

4　システム運用における具体的な対応

実際にシステムを運用してみると、いくつかの問題が

発生したり、また担当学芸員からも要望が寄せられたり

した。

（1）エラー発生への対応

データ入力中、図12のように「レコードが保存で

きない」というエラーが多発した。このエラーはプロ

グラムで必須入力と設定してあるフィールドに、デー

タ入力がないまま保存しようとした時に発生すること

が多く、各フィールドのデータをチェックし、再入力

すると解消することがある。

また上記と同じエラーでも、使用するAccessのバ

ージョンの違いが原因と推定されるケースもあった。

このように同一のエラーに対しても、様々な原因が

考えられるので、その対応にはかなりの手間と時間を

要することとなった。
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（2）担当学芸員からの要望

データ入力を行う担当学芸員から、様々な改善点あ

るいは要望が出された。例えば、伺い書類印刷時に、

備考欄に記入したコメントを保存しておく機能の付加

や、数値を入力するフィールドの桁数の変更等の要望

が出され、その都度データベースシステムを改良して

対応した。

5　まとめ

今後もシステムの運用に関し、様々な問題が生じるこ

とも予想されるが、根気よく対応していく必要がある。

すでにデータ入力の完了した分野もあるが、まだ未入

力のデータも多く、継続的にデータ入力を進めていく必

要がある。

また資料の借用・寄託処理についても、操作説明会を

経て担当学芸員による直接処理を実現し、事務の効率化

を図っていきたい。
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図12　エラー表示


