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博物館収蔵品のデジタルアーカイブ化の取り組み
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1，はじめに

平成12，13年度にわたって岐阜県の地域情報文化育成

事業の採択を受け，博物館収蔵品のデジタルアーカイブ

化を行った。その取り組みを報告する。

2，アーカイブ化した収蔵品の内訳

平成12，13年度とデジタルアーカイブ化した収蔵品の

分野別内訳と，カット数は表1の通りである。

表1　分野別内訳

分　　野 �4ｨ��6(��6x���B�

平成12年度 兌ﾙ�ﾃ�9D�7��

考　　　　古 鼎B�16 

“， 鉄b�79 

民　　　　俗 ����201 

美　術，工　芸 �#C��51 

動　　　　物 ��C��49 

岩石・化石 迭�26 

植　　　　物 ��20 

合　　　　計 鉄�"�452 

3，成果物について

作成した成果物は

①4×5インチポジフィルム

②photo CD

③Flash Pix CD　　　　の3種類である。

（1）Photo CD＊1について

Photo CDは写真のイメージデータをCD－ROMに

記録し，家庭用TVで再生したり，コンピュータで利

用したりできるようにするために開発されたフォーマッ

トである。Photo CDの特徴はデータの記録が可能で，

35mmフイルムでおよそ100枚分までの画像を何度で

も追記できることである。

画像解像度は

①　128×192　plXel

J
②　256×384

J
③　512×768

④1024×1536

⑤　2048×3072

の5種類を持ち，また画像解像度は4倍ずつ大きくなっ

ていくことがわかる。

このPhoto CDのサムネールを図1に，画像例を図

2に示す。

欝：誓誓羅笑‥ 剪� � � 亢X�y-I-Iﾙｲ� �� 剪�畿 消 ：＊ ��們yzﾒ��h�8�9|��噎�X6x�H�B�>R�-Hｬ凩�� � �� � 

：ニ ��8���V亦� ����劍ｴY-H�xｴY�R�����劔����・霊′ ∴：ヾ ��ｴX��ﾙｹﾙｹ�R���Y-B��ﾒ�vx�x�h�h�b� 

；畿頚髄轢鱗 劔劔� 劔劔劔剪�
ノ暮．・ �� 剪���� 劔劔 � ��� 

：子‥子：点9，－：・ � ��� 

i一・一・∴i 剪�� 

話i．・・． ���� ���� �� � ��� 

拳 �� 劔 �����H�h�X�X����X�h�X�h���B��ｸｴR��� ��剪�� � ��� 

ヽヽ 、ヾ∴譲※∴ 綴・・轍 絡護 ヽ、 � 劔 儉�:�L��}����}����H�x�I-B�ｴYDb� 刳{ 剽｣縁 ．綴 � 弍ﾉkh�r�．．謡 tl！l 醸 ・。・繕認 

轍 � � � 剿|鰯緩畿 ��� �� ��

）．：・： ��H*ﾘ�R� �� � 剪� � �� �� �-H�豫亢R� ��� � 

窪善業喜美霊葦藻禁書薫霊；窯霊葦烹葦葦 劔劔読・‥：・：・∴一書∴ � ���� 

・；∴；；　一・…　‥　甲 � 劔劔、　、　、　…　－　…　一　・ 剪�� 

・詰・：黒く‥・∵宮子∵・高一‥・‥・吉子∵∵：∴：黒鯛∴・：子：詰：言葉 劔劔…　・　，∴、 剪���

●ン霊 ∴「＼ �� �� ��、．．；緩綴 剪�整澄轡 離 冩��X�B�ﾉﾉ�ｨ��5b� ����������R�� 

懸懇 談 �� 劔剽ｳ． ��冕�ｴX�Y�B��H鰓��ｨ�SH�B�劔剪�

諜 綴妥 ′i：・ �� � �� 凩��yﾙｸ���r�綴綴綴；；； 迄ﾇ���� �� ��偸�� ��������

図1　Photo CDのサムネール

※l Kodak社の登録商標
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図2　Photo CDの画像例

（2）Flash Pix＊2　について

Flash Pixの特徴は，複数の解像度のデータを1つ

のファイル内に階層的に保持していることである。し

たがってWebブラウザで表示するときには低解像度

画像，プリンタに出力するときは高解像度画像という

ように，あるいは画像の拡大縮小に対応して，解像度

を使い分けることができる

Flash Pixのもう一つの特徴は，図3に示すように
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画像データをタイルに分割してあるので，

画像の一部分を取り出すことが可能。

図3　Flash Pixの特徴

画像データをタイル状に分割して構成する方式をとっ

ていることである。画像を拡大するときには，解像度

の大きな画像データから表示サイズに見合った部分だ

けを取り出せばよい。つまり，拡大・縮小処理が不要

であり処理の高速化が可能である。さらに画像データ

をタイ）レ単位で伝送できるので，通信速度を向上させ

ることが可能である。

なおFlash Pixを表示するためには，Webブラウザ

にFlash Pix表示用のプラグインを組み込む必要があ

る。

Flash Pixによる拡大画像例を図4に，立体画像例

を図5に示す。
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Flash Pixは複数の解像度を持っているので，

拡大しても最適の画像データを取り出す。した

がって画質が悪くならない。
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図4　Flash Pixの標準・拡大画像例

※2　Microsoft社，Kodak社，Hewlett－Packard社，

Live Picture社の登録商標
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資料を回転させ撮影すれば，ブラウザで見た

とき，回転する立体に見える。資料を横方向

や後方からも観察する事ができる。
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図5　Flash Pixの立体画像例

なおブラウザ（プラグイン）のツールバーの機能を，

図6に示す。
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4，撮影について

撮影は当館写真室で行った。撮影機材を持ち込みセッ

トを組んで撮影した。その様子を図7，図8に示す。
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図7　撮影の様子1
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図8　撮影の様子2

またFlash Pix用立体画像の撮影では，資料を回転さ

せるため，資料の下にベアリングを用いた回転台を置い

て撮影した。その様子を図9に示す。
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図9　立体写真の撮影

5，撮影の問題について

撮影は専門業者に委託した。ポジフィルムが完成し，

出来上がりを確認したところ，美術工芸分野の資料2点

で問題が見つかった。

1点は刀剣で，ライティングの不備で刃の輪郭がはっ

きりしないものになった。ライティングが工夫され，結

局2回撮り直しの結果，図10のような鮮明画像を得るこ

とができた。

もう1点は油菜のかかった壷で，表面に背景が写り込

むという問題であった。当館のスタジオでは設備の限界

があるため，資料を委託業者の専用スタジオに持ち込み

再撮影が行われた。やはり照明の当て方を変えることに

より，問題のない写真を撮影することができた。
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図10　追加撮影した刀剣の写真

6。アーカイブ資料の活用について

成果物のうちポジフィルムはそのまま図録等に使用す

るため，担当学芸員の保管とした。Photo CDとFlash

Pix CDのデータはWeb上で公開していく。すでに一部

データはWeb上で公開しており，今後も公開の作業を継

続して行う。Web上の画面を図11に示す。
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図11Web上の画面

7。今後のデジタルアーカイブ化の取り組み

平成14年度も地域情報文化育成事業が継続されると聞

いており，引き続き収蔵品のデジタルアーカイブ化を行

う方針である。

同時にWebでのデータ公開作業も，さらに進めていく

予定である。


