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地方小集落の「集落アーカイブ」の課題と
実践的取り組みについて
藤本 悠（奈良大学文学部地理学科）
現代日本における社会問題のひとつに少子高齢化と人口減少の問題がある．政府や自治体はこの問題に起因す
る様々な課題に対して継続的な試みを続けている．しかしながら，消滅の危機を免れることができない小集落は
数多く存在し，消滅の危機に瀕した集落の記録を残す必要性も論じられ始めている．「集落アーカイブ」はそうし
た集落に関する様々な情報をデジタル・アーカイブとして構築したものである．しかしながら，この種のアーカイ
ブの方法論や手段，実践的な取り組みについては十分には議論されていない．特に，コスト削減は考慮するべき重
要な課題であるが，積極的には議論されていない．そこで，本稿では低コストなデジタル・アーカイブのための基
本要件を整理するとともに，データベース・スキーマの標準化や機材選択について整理する．また，現在開発中の
Survey Project Manager と Survey Data Collector の二つのシステムを使用した島根県益田市匹見町での実践的な紹介
する．
Agendas for Local Knowledge Archiving and Practical Challenges at a Small Village in Shimane
Yu Fujimoto (Department of Geography, Nara University)

The declining birth rate and resulting increase in the proportion of the elderly are serious issues for contemporary
Japan. Both central and local governments are making serious efforts to overcome various problems relating to
these population issues, but it is a fact that many small villages cannot maintain their local communities. As a
result, the decline of local knowledge is now being discussed in various academic fields. The cyclopedic “local
knowledge archives” proposes the idea of aiming to preserve any kinds of materials related local lives. However,
a series of feasible methodologies and practical case studies for constructing such archives have not yet been
seriously discussed. In particular, the cost of digital archiving is problematic. In this paper, a standardized database schema, involving reasonable instrumental setups and archiving techniques which enable low-cost digital
archiving, are shown. Additionally, one of the practical study applying our approach and using original digital
archiving system “Survey Project Manager” and “Survey Data Collector” in Hikimi Town in Shimane prefecture
are introduced.
ることは事実である．こうした状況を鑑みて地方
の集落に遺された多種多様な「土地に生きるため
の知識」を一種の「箱舟」あるいは「タイムカプ
現代日本における社会問題のひとつに人口問
セル」として記録保存することは重要な意味を持
題がある．特に，地方おいては「過疎」という言
ち，その点においてデジタル・アーカイブに関す
葉を通じて論じられることも多く，1960 年代以
降，さまざまな分野において議論され続けてきた． る可能性も議論されるべきである．
しかしながら，そうした記録保存を行う上での
しかしながら，根本的な解決には至らないまま，
技術上の課題は十分に整理されていないのが現
農林漁業を主要産業とする数多くの地方小集落
状であり，実践的な取り組みについても事例研究
が消滅の危機に瀕している．こうした状況の中で
は少ない．また，消滅の危機に瀕した集落の情報
地方自治体の中には U・I・J ターンの定住を促進
を体系的に整理し，デジタル・アーカイブとして
しつつ，新規産業の興隆を目指した取り組みを続
残すことの意義についても十分に理解を得られ
けている自治体もある．
ていない面もある．こうした状況に対して文化情
こうした問題の是正に向けて行政的な取り組
報学の視点からこれらの議論を行うことは極め
みが継続的に実施される一方で，消滅の危機を免
て重要かつ急務な課題である．
れることができない小集落の記録を後世に残す
そこで、本研究においては消滅の危機に瀕した
必要性も論じられ始めている．例えば，作野[3]に
小集落の記録を残す上での基本的な要件を改め
よって提唱された「むらおさめ」の考え方におい
て整理するとともに，現在進行中の島根県益田市
ても関連する議論としてその重要性が述べられ
旧匹見町における実践的な事例を紹介する．
ている[7]．
「むらおさめ」の是非については置いておいた
２．集落アーカイブの意義
としても，少子高齢化が進むことで地域の伝統行
文化的な情報を残す意義は三つに大別できる．
事や歴史の語り手が次々と姿を消し，インターネ
すなわち，
（1）社会的および学術的な要請に基づ
ットによる通信販売が広く普及したことで地元
く意義，
（2）文化的アイデンティティに基づく意
の資源を活かした生活の在り方も失われつつあ

１．はじめに
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図 1 デジタル・アーカイブの方向性
Figure 1 The classification of purposes for
digital archiving.

義，（3）生活の知識継承に基づく意義，の三つの
方向性である．これら三つの方向性は明確に切り
分けることができるわけではないが，これらの方
向性によって，デジタル・アーカイブとして扱う
空間的および時間的スケールや対象とするべき
資料の範囲は大きく異なる．
まず，
（1）の社会的および学術的な要請に基づ
くデジタル・アーカイブでは研究者や国，自治体
の視点が強く反映され，国宝や重要文化財など社
会的に価値が認められた資料が対象とされる．ま
た，技術的には高精細・高品質なデジタル化が必
要とされ，比較的大規模な予算が投じられる．
次に，
（2）の文化的アイデンティティに基づく
デジタル・アーカイブにおいてはある文化的集団
の特異性を際立たせる（あるいは象徴化）するこ
とを目的とし，（1）と同様に研究者や国，自治体
の視点が強く反映されることもある．この種のデ
ジタル・アーカイブでは対象となる資料の種別や
想定される利用者が限定される．技術的な側面で

地域資源

は個々の対象資料に最適な機材や環境が用いら
れる．
そして，
（3）の生活の知識継承に基づくデジタ
ル・アーカイブでは特定の地域における日常的な
生活の営みに関わるもの全般が対象となり，その
空間的スケールはよりミクロな範囲が対象とな
る（図 1）．この方向性が強く表れているプロジ
ェクトでは写真資料，音源資料，絵画資料，文献
資料，祭具や民具，家屋といった有形資料，さら
には，儀礼・儀式といった無形資料，景観などの
抽象的な概念までもが対象となる．つまり，一種
の地誌的網羅性に大きな意味を持つ．本稿におい
て議論の対象となる「集落アーカイブ」はこの方
向性を強く指向するデジタル・アーカイブである
が，根本的な課題に加えて，技術的な側面におい
ても十分に議論されていないのが現状である．
この種のデジタル・アーカイブが必要とされる
背景には現代の急激な社会変容がある．伝統的な
生活は周囲の自然環境から得られる種々の地域
資源を活かした衣食住の在り方，それぞれの土地
に応じた資源獲得の方法や資源加工の方法，コモ
ンズに代表される入会地の設定，個人所有の土地
の境界設定，森林や農地の集団管理の方法，災害
対策に関する知識などが積み上げられることで
醸成されていった．
しかしながら，そうした人々の生活は失われつ
つあり，潜在的に豊富な資源が利活用されないま
ま，生活の大部分を加工済みの製品の輸入に頼る
状態に陥っている．こうした新しい生活は内陸の
中山間地域や離島においてもみられ，人口問題以
外の要因によっても，こうした「土地に生きるた
めの知識」はその必要性さえも急速に失いつつあ
る（図 2）．
特に中山間地域や離島では高等学校への進学
が契機となって若者が流出する傾向が顕著であ
り，出身地域の知識と経験を継承しないままに都
市住民に転じる事態が常態化している．人口減少
と少子高齢化が顕著な地域では U・I・J ターンに
対する期待する声もあるが，そうした「土地に生

地域資源

知識

知識

資源開発

資源開発

獲得・加工

獲得・加工

地域内消費

地域内消費

輸出

輸出

輸入
輸入

Figure 2

図 2 地域資源を軸とした人々の営み（左）と現代的で新しい人々の営み（右）
Traditional lives based on local resources (Left) and present lives depending on imported Stuffs (right).
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２．「集落アーカイブ」におけるコストの問題
デジタル・アーカイブにおける費用の問題は今
後の大きなテーマとなり得るテーマであり，長期
的な維持管理に関する議論は始まっている[2]．し
かしながら，「集落アーカイブ」の場合には地誌
的網羅性を目標とするため，取得コストに対して
も検討する必要もある．その一方で，最低限の品
質を確保することも重要であり， 「目標品質
（DQL: Desired Quality Level）」に対する「最低
許 容 品 質 点 （ MAQP: The Minimum Acceptable
Quality Point）」を見極めたコスト削減を目指すこ
とが望まれる（図 3）．
一般に価値が認められた文化財と異なり，「集
落アーカイブ」の対象となる資料はエフェメラ的
であり[1]，一つの資料に対する金銭的価値は限り
なく低い．これを地誌的網羅性の下でデジタル・
アーカイブ化するには単価を可能な限り下げる
必要がある．特に人口減少や少子高齢化が進む自
治体に財源の全てを期待することは非現実的で
あるし，継続性と新規性が重要視される科学研究
費補助金に代表される研究助成についても財源
として期待することが難しい．そのため，デジタ
ル化に要する単価を可能な限り低減させる工夫
を試みることは不可避な課題となる．
「集落アーカイブ」を行う上で検討するべき費
用は（1）資料の輸送に関わる費用，（2）旅費や
謝金などを含む作業従事者の労働に関わる費用，
（3）機材などを含む設備に関わる費用，三つに

最低許容品質点

The Minimum Acceptable Quality Point

品質
Quality

きるための知識」を記録保存し，後世に引き継げ
るように整理することは地域資源を効果的に利
活用する上でも極めて重要なテーマである．そう
した意味で「集落アーカイブ」をとらえてみると，
短期的かつ明確な利活用よりも，地誌的網羅性を
有した「箱舟」あるいは「タイムカプセル」的な
性質を帯びる．
2000 年代以降，デジタル・アーカイブや文化事
象に関わるデータベースは様々な組織や個人の
研究者によって構築されてきたが，その多くが一
過性のシステム構築に終わってしまったという
問題があり，その反省から，現在では目的と対象
が明確化されることは強く要求される条件でと
なっている．しかしながら，「集落アーカイブ」
はこの条件を満たすことが容易ではない．
地域住民の視点に立って「集落アーカイブ」残
すためには，地域住民が「遺したい」と感じてい
る知識と関連する資料を優先することが重要で
ある．また，そうした地域住民の視点に加えて，
前提とする利用者が現在の特定の人々ではなく，
将来的にその蓄積された知識を必要とする不特
定多数の人々であることも念頭に置く必要があ
る．少なくとも，「集落アーカイブ」の目的は研
究者の刹那的興味を優先させることが目的では
ないという点で従来のデジタル・アーカイブとは
根本的に異なっている．

目標品質

Desired Quality Level

費用
Cost

図 3 許容されるべき最低品質とコスト
Figure 3 Costs for digital archiving and the minimum
acceptable quality point.

大別できる．これらの費用の中で最初に検討する
べき費用は（1）資料の輸送に関わる費である．
「集落アーカイブ」の場合には，対象となる資料
が整理されていない場合が殆どであり，資料を搬
出する前段階として資料を整理し，輸送ケースに
格納する必要がある．また，対象となる資料が大
きなものの場合や資料数が膨大な数に上る場合
には輸送費が跳ね上がる可能性が高い．こうした
問題に加えて，輸送中の資料の破損や消失に対し
て備える必要もあり，移送された資料の保管場所
や保管体制に関しても様々な角度から検討する
必要がある．
そうした資料の輸送に関わる費用を大幅に削
減する方法として，そもそも，資料を輸送せず，
全てを現地で完結させる方法が考えられる．理想
的には専用のスタジオを準備し，整った環境で作
業を行うべきであるが，一つの集落のために輸送
費が大部分を占めるような大規模プロジェクト
を立ち上げるよりも「現場完結型」の方法を確立
させることの方が現実的である．
（2）の旅費や謝金などを含む作業従事者の労
働に関わる費用に関しては作業の効率化と技術
力の二つが重要な焦点となる．費用を削減するた
めの一つの要素はいわゆる「時給」であり，効率
化を進めて作業時間を短縮することはコスト削
減を考える上で効果的である．また，人口減少に
伴う集落放棄は急速に進んでいるため，一つの集
落の集落アーカイブに長い時間をかけることは
できない面もあり，そうした面からも効率化は重
要な課題となる．
もう一つの要素は作業従事者の技能に関わる
費用である．同じ時給であっても，高度な技術を
要する作業に対しては単価が増大する．また，そ
うした高度な技術力は特殊であるほど，そうした
技能を持った人員の確保が困難となる可能性が
高い．つまり，デジタル・アーカイブに必要とさ
れる技術力を可能な限り下げ，可能であるならば，
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地域住民さえも作業に従事できるような簡単な
方法を検討する必要もある．
一方で，現地での作業を前提とした場合には
個々の資料の確認が必要な場合や後にデジタル
化されたデータに問題が発生した場合には現地
を再訪問する必要があり，これらの問題が発生す
ると旅費や機材運搬費，謝金等の人件費が想定以
上に膨れ上がることもあり得る．このリスクは拠
点と作業現場が離れるほど増大する．したがって，
「現場完結型」の方法を確立し，現場以外での作
業工数を可能な限り低減させることが望まれる．
「現場完結型」の方法を確立することは現地での
作業に集中できるため，異なるプロジェクトを同
時進行する上でも効率化につながる．
（3）の機材などを含む設備に関わる費用はこ
れらの状況を踏まえた上で再検討されるべきで
ある．これは従来のデジタル・アーカイブの考え
方とは大きく異なる点でもある．すなわち，対象
資料に対して最適な機材や設備を準備するので
はなく，総合的費用均衡を検討しながら妥当な機
材選択を行う必要がある．理想的には「集落アー
カイブ」においても個々の資料の性質によって最
適な機材を使うことが望まれるが，特に，プロフ
ェッショナル機材は大型で重量が重くなる傾向
にあり，オペレータに要求する技能も高い．また，
ソフトウェアについても機能の高さよりも価格
+ included

Consolidation class is
abstract, and specialized
classes are defined
depending on each
specific cases. It will
specialized as room,
storage box, albam, book
shelf and so on. These are
not included in this
schema.

と要求される技術力にも配慮しなければならな
い．つまり，機材に関しては安価で小型軽量な汎
用的な機材を選択し，ソフトウェアに関しては無
償のオープンソース・ソフトウェアの利用やオー
プンソース・ライブラリを用いた開発も検討する
余地がある．

３．「集落アーカイブ」の基本設計について
コスト削減にも関わる技術的な課題としてオ
ープンで低コストなシステムを開発することも
重要である．この課題を解決するためにはデータ
ベース・スキーマの標準化が必要となる．データ
ベース・スキーマの標準化を行うことで個々のシ
ステムに対する依存度を低減させ，異なる応用シ
ステム間のデータ交換の円滑化が図ることがで
きる．
しかしながら，網羅性を指向する「集落アーカ
イブ」においてデータベース・スキーマの標準化
を図ることは簡単ではない．「集落アーカイブ」
は多種多様な情報を体系的に総合し，将来的に多
くの情報を引き出すことができるような仕組み
を必要とする．これを実現するためには目的を設
定せずに対象を分類するための方法と，多様な目
的に対して柔軟に対応できる仕組みが不可欠と
なる．
目的を設定せずに対象を分類するという課題
1
0..*

<<Abstract>>
Consolidation

+ including

<<AbstractFeatureType>>
Consolidation

+ identifier : Integer[1]
+ numberOfMaterials : Integer[0..1]
+ location : RecognizedPlace[0..*]

+ relatedFrom
+ relatingTo
1

1

1
+ particular

1

+ storedIn

*

+ content

+ singular
0..*

<<Abstract>>
Material

<<AbstractFeatureType>>
Material

+ identifier : Integer[1]
+ materialNumber : CharacterString[0..1]
+ keywords : CharacterString[0..*]
1
*

+ baseMaterial

<<CodeList>>
SurfaceType

+ surface
+ entire
+ top
+ bottom
+ front
+ back
+ right
+ left
+ face
+ reverse

<<Abstract>>
Surface
+ surfaceType : SurfaceType[0..1]
+ description : CharacterString[0..*]
+ geometricSpace : CV_DiscreteGridPointCoverage[0..1]
1
Data types of each
attributes such as spatial
and temporal attributes
are depending on ISO
191XX Series. Other
generic data types are
depending on DBMS.

+ baseSurface
+ denotedSubject

*

<<Type>>
RecognizedPlace

<<Abstract>>
Subject

+ geographicName : CharacterString[0..*]
+ geograchicExtent : EX_Extent[0..1]
+ currentAddress : CharacterString[0..1]
+ historicalAddress : CharacterString[0..1]
+ representedPoint : GM_Point[0..1]
+ estimatedArea : GM_Surface[0..1]
+ estimatedPeriod : TM_Period[0..1]
+ description : CharacterString[0..1]

+ objectName : CharacterString[1]
+ arrangement : GM_Object[0..1]
1
*

+ denotedSubject
+ attribute

<<Abstract>>
AdditionalAttribute

SpatialAttribute

TemporalAttribute

ThematicAttribute

図 4 SOP の L3 プロファイルによる博物資料用の応用スキーマ
Figure 4 The application schema of SOP-L3 profile specialized for cultural properties.
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は認識論にも通じる極めて難解な課題ではある
が，古典的かつ合理的な方法として対象となる資
料を「空間」と「時間」に着目して分類する方法
がある．
この方法はオブジェクト指向 GIS（OOGIS:
Object Oriented GIS）の枠組みにもみられ，空間属
性，時間属性，主題属性から構成される地理的オ
ブジェクトを「地物（Geographic Feautre）」とよ
ぶ．OOGIS に依拠する国際標準「地理情報標準
（ISO19100／JIS X7100 シリーズ」では「一般地
物モデル（GFM: General Feature Model）」を定義
し，同モデルをメタモデルとして「地物型」を定
義し，個別現象を「応用スキーマ」として設計す
る方法を規定している[4]．同標準は地理空間デー
タのための標準ではあるが，「集落アーカイブ」
のデータベース・スキーマを設計する上で十分に
利用できる．
「地理情報標準」における GFM はあくまでメ
タモデルであるため，直接的に実装することはで
きない．そこで，GFM を段階的に展開した「簡易
オブジェクトプロファイル（SOP：Simple Object
Profile）」を利用したデータベース・スキーマの
設計と適用を試みた[7], [8]．
SOP は GFM を段階的に展開した「入れ子」構
造を持った応用スキーマのひな型であり，GFM
の構造に最も近い L1 プロファイル，入れ子構造
にある程度の制限を与えた L2 プロファイル，そ
して，特定の目的に応じて展開した L3 プロファ
イルから構成される．SOP に関しては現在も継続
的な検討を続けているが，先行研究から導出され
た L3 プロファイルには動産資料のための応用ス
キーマがある（図 4）．
この L3 プロファイルは個々の資料を内包（グ
ルーピング）する「統合体（Consolidation）」と
個々の「資料（Material）」を定義し，必要に応じ
て各々の資料の「面（Surface）」とそこに内包さ
れる「主題（Subject）」が集約される．これらは
抽象クラスであり，個々の資料の特性に合わせて
継承して実装する．
一般的に異なる資料は種類に応じて多様かつ
複雑な主題属性を持ち，その属性の定義も観察主
体者に強く依存する．SOP の L3 プロファイルで
はそうした属性を定義することを避け，最低限の
主題属性のみを定義する．継承する際に主題属性
を定義することは不可能ではないが，基本的には
key value pair 形式の付加属性のみを使用すること
を推奨する．これは SOP から別の応用スキーマ
への変換を容易にするためである．
主題属性の定義に制限をかけることは資料の
デジタル化の際に情報を省くことにもなり得る
が，SOP の L3 プロファイルで「地理情報標準」
では規定されていないマルチメディア情報を扱
うことを前提とし，利用時にこれらの情報から属
性を再抽出して主題属性を生成すること（例えば，
OCR や音声入力など）も視野に入れている．

目的の設定

資料の確認

資料の選定

デジタル化

機材の選定

アーカイブ構築

デジタル化

モデル（スキーマ）変換

情報の再抽出

アーカイブ構築

サービス提供
一般的なデジタル・アーカイブ

サービス提供

付加情報の追加
集落アーカイブ

図 5 一般的なデジタル・アーカイブのワークフロー
（左）と集落アーカイブにおけるワークフロー（右）
Figure 5 Work flow of Ordinal Digital Archiving Projects
(left) and of Local Knowledge Archiving Projects (right).

多様な目的に対して柔軟に対応できる仕組み
を検討する上でも「地理情報標準」は重要な考え
方を提供している．同標準は一つ以上の応用シス
テム間でのデータ交換を意図して策定された標
準であり，「応用スキーマ」間での変換の可能性
について示唆されている[4]．具体的な技術的な問
題については検討の余地はあるものの，SOP の
L3 プロファイルによって実装された「集落アー
カイブ」を中間形式として位置づけ，多様な利用
目的に応じてデータ構造（モデルあるいはスキー
マ）を変換する方法を想定する（図 5）．

４．SOP を実装したシステムの開発
実際に「集落アーカイブ」を実施するためには，
可能な限り，現場以外での作業を低減しつつ，体
系的な方法で情報を収集し，管理し，公開するた
めのシステムが必要となる．現在はこれらの要件
を満たすために Survey Project Manager と Survey
Data Collector の二つのシステム開発している．
まず，Survey Project Manger は Web ベースのシ
ステムであり，ブラウザを通してプロジェクトに
関する情報やプロジェクトに参加しているメン
バー管理情報，報告書の作成，アーカイブ化され
た資料の管理を行うためのシステムである．この
シ ス テ ム は PHP と JavaScript ， PostgreSQL ＋
PostGIS によって構築された一般的なシステムで
あり，資料情報の管理には SOP の L3 プロファイ
ルを用いている．Survey Project Manager は開発途
中ではあるが，現段階ではプロジェクト情報やメ
ンバー情報，資料情報，報告書に関する基本的な
編集操作が実装されているほか，アーカイブ化さ
れた資料と報告書がリアルタイムに公開できる
ようになっていている（図 6）．
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図 6 Survey Project Manager のプロジェクト管理画面
Figure 6 Project management menu on the Survey Project
Manager.
図 8 「集落アーカイブ」のためのシステム開発
Figure 8 System development for the local knowledge
archiving.

図 7 Survey Data Collector のインターフェース
Figure 7 User interface of the Survey Data Collector.

一方，Survey Data Collector はスタンドアローン
のデジタル・アーカイブ支援システムであり，マ
ルチメディア・データを取得し，管理するための
システムである．このシステムは Python によっ
て開発されたシステムであり，データベース管理
システムには SQLite＋SpatiaLite を使用している．
Survey Project Manager と同様に SOP の L3 プロト
コルを使用し，様々な資料を体系的に管理できる
ようになっている．現在，Survey Data Collector は
Linux OS（Ubuntu）専用システムとして開発を進
めていて，gphoto2 を使用したテザリング機能や
Python ライブラリの Sound Device と Sound File を
使用した録音機能を持っている．これらの機能を
使用することで，対象資料をデジタル・カメラで
撮影しながらデータベースに各種情報を書き込
むことができるようになっている（図 7）．
オンラインでの利用を前提としたシステムと
オフラインでの利用を前提としたシステムの両
方を開発している理由は現地での作業時にイン
ターネットに接続できない可能があるためであ
り，Survey Data Collector を使って現地での作業を
行い，インターネットに接続ができる環境下で取
得したデータを Survey Project Manager にアップ
ロードを行うという使い方を想定している（図
8）．
このようにオフラインとオンラインの両方の
作業を想定することは単に「集落アーカイブ」の
みならず大規模災害が発生した際の文化財レス

キューや海外での資料調査にも応用できるなど，
汎用性は高いと考えられる．
Survey Data Collector が Linux 専用のシステム
として開発されている点にも大きな理由がある．
現段階ではノートパソコンにインストールして
使用しているが，シングル・ボード・コンピュー
タを使用した専用のセットアップの開発も進め
ている．本研究に先行する研究で実験的に開発し
た「調サイクル君」はそのプロトタイプであり[8]，
今後はスタンド・アローンとしてのシステムと持
ち運びが可能なモバイル・サーバの両方を視野に
入れながら開発を行う予定である．

５．「集落アーカイブ」の実践
「集落アーカイブ」の構築を行うためには多岐
にわたる問題を克服する必要がある．実際問題と
して，開発中の手法やシステムがサポートしてい
る範囲は極めて限定的である．しかしながら，地
方小集落の消滅問題は現在進行中の問題であり，
可能な範囲から進めていくことが重要である．
こうした状況の中で，これまでには様々な資料
を用いて実験を繰り返してきた[5], [6], [7]．こう
した実験結果を整理しつつ，現在は島根県益田市
匹見町において「集落アーカイブ」の試みを進め
ている．
研究対象地域の匹見町は「過疎」という言葉が
生まれた場所として知られ，人口減少と少子高齢
化が深刻化している地域の一つである．同地域は
ワサビの名産地の一つであり，かつては林業で栄
えた時期もあった．また，比較的最近までは各家
庭で牛を飼っていたり，小川でウナギやアユなど
の魚を捕る生活が営まれていた．しかしながら，
現在では生活の中心であった森林は放置され，小
川も砂利が溜まって水量も激減している．また，
森林に人が出入りしなくなったこともあり，クマ
やイノシシ，サルなどが集落の中にまで出現する
など，自然と人との共生均衡が大きく崩れつつあ
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図 9 テスト公開中のデジタル・アーカイブ
Figure 9 On trial published digital archives.

る．さらに，こうした状況にあるにも関わらず，
多くの若者は高校や大学進学時に益田市の市街
地や広島，大阪などの地域へと流出し続けている．
最近では，U ターンとして戻ってくる人々もいる
が，人生の大半を都市部で過ごした人々に伝統的
な生活の在り方は十分には継承されていない．
匹見町は高津川流域にあって，潜在的には多様
な天然資源を有しているが，植物の成長速度は速
く，継続的に人が関与しなければ，生活環境その
ものが短時間で自然に飲み込まれてしまうよう
な地域でもある．匹見町における「土地に生きる
ための知識」は人と自然との共存のための知識で
もあり，地域資源を活用するための様々な方法で
もある．そうした地域における生活の在り方を記
録として残すことは将来的に同地域の資源に注
目された際に重要な資料にもなり得ると考えら
れる．
しかしながら，伝統的な生活の在り方の手がか
りとして残されているものは各家庭に遺された
様々な資料と高齢の地域住民の肉声しかない．匹
見町で進めているプロジェクトではそうした生
活に関わる資料の中でも特に写真を中心にデジ
タル・アーカイブ化を進め，同時に，写真資料を
地域住民と一緒に閲覧しながら肉声を音声デー
タとして記録する試みを行っている．
対象としている資料は匹見町が管理している
資料と地域住民が自宅で保管している資料であ
る．最初に取り組んだ事例は前者で，同町で写真
館「テラダスタジオ」を営んでいた故寺田二郎氏
が所蔵していた写真とネガフィルムのデジタル
化を行った．この作業は 2017 年 2 月と同 8 月に
分けて行い，二人一組としたチーム編成で一日に
100～200 点の資料のデジタル化を行った．すで
に，関連資料のデジタル化は完了している．今後
は同町が管理している他の資料のデジタル化に
ついて検討する予定である．一方，後者は匹見町
小原集落の地域住民から「将来に遺したい写真」
というテーマで写真を提供してもらい，写真のデ
ジタル化と各々の写真についての説明や思い出
を音声データとして記録している．
この二つのプロジェクトでは様々な側面から
作業効率とコスト削減と図っている．作業効率の

図 10 紙管を用いたライティング・フレーム
Figure 10 The lighting frame set.by utilizing paper roll
pipes..

図 11 フィルム用の複写セッティング
Figure 11 The film duplicating setup.

面 で は Survey Project Manager と Survey Data
Collector を使用し，現場で完結した作業の実現を
目指し，資料のデジタル化からデジタル化された
資料と報告書の公開までを円滑に行う方法を実
践している．資料公開に関する許諾やプライバシ
ーの問題に加えてシステムの改修作業を平行し
て進めているため，すべての情報が公開されてい
るわけではないが，一部の資料に関しては Survey
Project Manager を通して実験的に公開している
（図 9）．
一方，コスト削減の面では使用する機材に様々
な工夫を加えてコスト・ダウンを図っている．ま
ず，デジタル化に用いる機材に関しては運搬が容
易で様々資料のデジタル化に適したミラーレス
一眼カメラ（MILC: Mirrorless Interchangeable Lens
Camera）使用している．MILC は軽量であるため
三脚など関連する機材の軽量化を図ることがで
きるという利点があり，機械式の機構が無いため
長時間にわたる連続撮影を繰り返すことができ
る．
撮影用のライティングに関しても家庭用と販
売されている Panasonic 製 LED ランプを光源と
し，紙製のパイプ（紙管）を使用してライティン
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グフレームを自作している．使用している LED
ランプは Ra84 であり，デジタル・アーカイブ用
の光源としては辛うじて許容できるものである
が，耐久性に優れ，破損しても簡単に入手できる．
紙管に関しては工業用途で使用されるものを
80cm に切断したものを使用している．このライ
ティング・セットは平面の資料のみならず立体物
にも使用でき，定常光を使用することで将来的に
動画撮影に移行した際にも基本的に同じセッテ
ィングが利用できる（図 10）．また，ネガフィル
ム等の透過資料についてはタブレット端末を透
過光源とし乳白色のプラスティック板をディフ
ューザーとして使用することでコストの削減を
図っている（図 11）．
本プロジェクトを通しては二セット分のデジ
タル・アーカイブ機材を一人で持ち運ぶことがで
きるまでに簡素化することができ，「集落アーカ
イブ」のための手法が少しずつ体系化されつつあ
る．また，現地での作業では全く知識と経験の無
い学生であっても，ライティングのセッティング
と Survey Data Collector の利用方法は 30 分ほどの
説明で十分であることも判った．今後は地域住民
と一緒に取り組むための方法についても検討し
たいと考えている．

６．おわりに
本稿においてはデジタル・アーカイブの新たな
意義として「生活の知識継承に基づく」デジタル・
アーカイブの必要性について整理した．また，
「集
落アーカイブ」における重要な検討事項としてコ
スト削減に焦点を当てた上で「現場完結型」のデ
ジタル・アーカイブの可能性について論じ，コス
ト削減のための効率化の必要性や機材選択の方
法についての方向性を示した．
技術的な観点ではデータベース・スキーマの標
準化に焦点を当て，OOGIS の国際標準である「地
理情報標準」に準じた SOP の L3 プロファイルを
用いた標準化の方向性を示した．また，これらの
要件を満たすための支援ツールとして現在開発
中 の Survey Project Manager と Survey Data
Collector の二つのシステムを紹介した．
こうした種々の課題とその対策を論じた上で，
実践的な事例研究として，島根県益田市旧匹見町
での実践中のプロジェクトを紹介した．このプロ
ジェクトでは様々な観点からのコスト削減と作
業の効率化を目指しつつ「集落アーカイブ」の構
築を進めている．現段階では対象としている資料
が限定的であるが，将来的には対象とする資料の
範囲を広げ，様々な資料を網羅的にデジタル・ア
ーカイブ化する必要がある．そのためには，写真
資料以外の資料のデジタル化手法についても検
討と開発が必要になる．
また，実際に実践的な取り組みを始めてみると
手法のみならず，理論的あるいは概念的な枠組み
についても修正が必要となることもあり，今後は

そうした点も踏まえつつ「集落アーカイブ」の方
法を体系化させていきたい．
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