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本日の発表内容

DA

IIIF

License

デジタルアーカイブとは？

従来のデジタルアーカイブの問題点

みんなが嬉しい！？IIIF対応

そもそも、IIIFとは？

IIIF対応の必須条件

IIIF対応の事例

根強く残る問題 ～ライセンス～

島大図ではどうしたか？
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デジタルアーカイブとは？

デジタル
アーカイブ

デジタルアーカイブの役割
● 資料の複製作成
● 原本の劣化防止
● より多くの人へ資料を提供する

資料をデジタル的に保存・
公開し、どこからでも閲覧
できるようにしたもの



デジタルアーカイブとは？

よくわかる！？デジタルアーカイブの運用

デジタル化する資料の選定

資料のデジタル化作業

ファイルの整理（と変換）

メタデータの作成

システムに搭載・公開
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どの資料を、
どういう順番で、
どうやって、
いつまでに、
デジタル化するか？
を計画する。

● コマ数（≒ページ数）
● コスト（時間や金額）
の見積もりも行って計画の遂行
が可能かどうかを判断。
見積もりを元にして、予算を
取ったり、場合によっては運営
会議で計画を承認してもらう。
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業者に依頼する場合は、
仕様を決めて調達手続きを行っ
て契約し、期限までに納品して
もらう。

図書館職員やアルバイトでデジ
タル化することも可能。
（要 撮影機材・環境）

島大図では主に、学生にデジタ
ル化作業をしてもらい、作業時
間に応じて謝金を支払っている
（予算は全学のもの）



デジタルアーカイブとは？

よくわかる！？デジタルアーカイブの運用

デジタル化する資料の選定

資料のデジタル化作業
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メタデータの作成
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資料番号（BOOKID）のフォル
ダに画像ファイルを入れて管理
するのが一番良くて、余計な中
間フォルダは作らないのが吉。
資料名のフォルダとか作っちゃ
うのは凶。

管理台帳をExcel等で別途作成し
ておいてセットで管理する。画
像を探す時は、OPACで検索す
るか、この管理台帳で探せば、
画像が大量になってもすぐに探
せるようになる。

ここがある意味で一番重要な工
程で、ちゃんと整理しないと、
後で地獄を見るゾ☆
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資料のデジタル化作業
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システムに搭載・公開

また、DAシステムによっては画
像ファイルの変換作業が必要。

ちなみに、島大図では
Pyramidal Tiled TIFF（ptif）
という形式に変換してから登録
している。



デジタルアーカイブとは？

よくわかる！？デジタルアーカイブの運用

デジタル化する資料の選定

資料のデジタル化作業

ファイルの整理（と変換）

メタデータの作成

システムに搭載・公開

画像をDAシステムに搭載・公開
するために必要なメタデータを
作成する。
主なメタデータの項目として
は、資料の書誌情報、画像の縦
横サイズ、コマ数、二次利用ラ
イセンス等。
DAシステムによっては、縦横サ
イズとコマ数は画像登載時に自
動で登録される。

メタデータとは…
対象としているデータがどのような
データかを端的に表すデータのこと。
「データについてのデータ」と言われ
ることもある。この業界（図書館）で
身近な例では、書誌情報が図書資料現
物のメタデータだとも言える。



デジタルアーカイブとは？

よくわかる！？デジタルアーカイブの運用

デジタル化する資料の選定

資料のデジタル化作業

ファイルの整理（と変換）

メタデータの作成

システムに搭載・公開

画像ファイルをDAシステムに
アップロードし、メタデータを
登録して公開する。

デジタル化する資料の選定から
公開までの流れはコレクション
毎に並行して行ったりもする。



デジタルアーカイブとは？

デジタル
アーカイブ

デジタルアーカイブの役割
● 資料の複製作成
● 原本の劣化防止
● より多くの人へ資料を提供する

資料をデジタル的に保存・
公開し、どこからでも閲覧
できるようにしたもの

ところで… （再掲）



デジタルアーカイブとは？

なので



デジタルアーカイブとは？

■資料1点ごとにPDF化したもの ■画像をページいっぱいに貼付け

↑このように公開しているものも立派なデジタルアーカイブ



デジタルアーカイブとは？

● ブラウザ上で次々とページを繰って読みたい
● 全ページのサムネイルを表示してほしい
● 必要なページだけをすぐにダウンロードしたい
● ブラウザ上で画像を拡大して読みたい
● 拡大した画像はマウスでグリグリ動かして、表示

する位置を調整したい
等など

利用者の需要に応えていくことで、こういったことが
できるシステムが構築されていった。

なのですが…
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従来のデジタルアーカイブの問題点

それぞれのDAシステムが…

独自の仕様で、単体で完結している

バラバラの
インターフェイス

システム間連携
が難しい

利用者に発見して
もらえない

いずれ利用されなくなる恐れ

操作方法を一つ一つ
覚える手間

検索から画像の表示まで、
DAとしての機能を一通り備
えているシステムだが、検
索できるのは自システムだ
けであるし、他システムと
の連携は想定していない

「サイロ問題」
と呼ばれている



従来のデジタルアーカイブの問題点

Q:ところで、「サイロ」ってなんですか？(^q^)

Marko Milivojevic氏の作品（CC0作品ですが、敬意と感謝を表して）

A:コレ→



従来のデジタルアーカイブの問題点

「サイロ」というのは、元々は農場・工場で農産物や
原材料を貯蔵しておくための建物。

いらすとや（みふねたかし）さんの作品

各種システムが孤立していて、情報（データ）が連携
されていない様子が、特定のシステムという「サイ
ロ」に情報（データ）が閉じ込められているようであ
ることから、このような状態にあるシステムをIT業界
では「サイロ」と表現している。



従来のデジタルアーカイブの問題点

この「サイロ問題」を解決できるのが…

IIIF
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みんなが嬉しい！？IIIF対応

ユーザ（利用者）が自由に
ビューワーを選択できる



みんなが嬉しい！？IIIF対応

従来のデジタルアーカイブ
DA 1

画像サーバ 1ビューワー 1

ユーザ

DA 2

画像サーバ 2ビューワー 2

ビューワーを含めたかたちでDAとして成り立っているため、
・DA毎に操作を覚える必要がある
・画像の比較がしにくい

まさにサイロ状態



みんなが嬉しい！？IIIF対応

IIIF対応のデジタルアーカイブ
DA 1

画像サーバ 1ビューワー A

ユーザ

ビューワーと画像サーバを分離して運用できるので、
・好きなビューワーを選択できる
・一つのビューワーで他機関のDA上の画像と比較できる

DA 2

画像サーバ 2ビューワー B

連携できている状態
　＝脱・サイロ状態



みんなが嬉しい！？IIIF対応

IIIF対応のデジタルアーカイブ
DA 1

画像サーバ 1ビューワー A

ユーザ

いくつものビューワーがオープンソースで開発されており、ユーザの要望に
応えて盛んに新機能が追加されている。
　＝IIIF対応しているだけでユーザの要望に応えることが簡単に！

DA 2

画像サーバ 2ビューワー B



みんなが嬉しい！？IIIF対応

IIIF対応のデジタルアーカイブ
DA 1

画像サーバ 1ビューワー A

ユーザ

また、DAを運用する側としても、ビューワーの開発をしなくて済むので、
安上がりに作ることができる。（画像サーバもオープンソースのものがある
ので、お求めやすい費用になる…はず）

DA 2

画像サーバ 2ビューワー B



みんなが嬉しい！？IIIF対応

Miradorというビューワーで島根大学附属図書館DA上の『出雲國古圖』
と、京都大学附属図書館DA上の『出雲国[山陰道図]』を並べて表示



みんなが嬉しい！？IIIF対応

Annotation
という注記を付けることができる



みんなが嬉しい！？IIIF対応

Miradorというビューワーで実際にAnnotationを付けてみているところ
（島根大学附属図書館所蔵『堀尾期松江城下町絵図』）



みんなが嬉しい！？IIIF対応

機械的な処理がしやすくなるので
活用の幅が大きく広がる

これの説明は一旦
置いておいて…
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そもそも、IIIFとは？

International
Image
Interoperability
Framework

国際的な
画像の
相互運用のための
枠組み

「画像を様々なシステム（プログラム）
で相互に扱うことができるようにする
ための取り決め」



そもそも、IIIFとは？

IIIF対応のデジタルアーカイブ
DA 1

画像サーバ 1ビューワー A

ユーザ

さきほどの図で言えば、この部分のやりとりを標準化して、
どのビューワーでも扱えるようにするための取り決めがIIIF

DA 2

画像サーバ 2ビューワー B



そもそも、IIIFとは？

IIIF対応のデジタルアーカイブ
DA 1

画像サーバ 1プログラム

ユーザ

プログラム ⇔ 画像サーバ間のやりとりでも扱いやすいものになっています
＝ 機械的な処理がしやすい
（というより、ビューワーがプログラムの一例に過ぎない）

DA 2

画像サーバ 2ビューワー B
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IIIF対応の必須条件

Image API Presentation API 



IIIF対応の必須条件

画像配信サーバビューワー

画像の基本情報依頼

基本情報（info.json）

画像の操作（拡大等）

操作に応じた画像配信

Image API

ビューワー（プログラム）と画像配信サーバとのやりとりの標準化



IIIF対応の必須条件

Presentation API
• 資料の構造

• どの画像が何ページ目の画像かの情報

• 画像の基底URI（Image APIへの橋渡し）

• 書誌事項

• タイトル

• 責任表示

• 任意に項目を追加可能

• ライセンス（画像の利用条件）

• Attribution（著作権者や所有者）

これらの情報を持ったManifestというファイルを生成する必要がある



IIIF対応の必須条件

Image API

Presentation API

Universal Viewerというビューワーで『出雲風土記抄』を表示したところ
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IIIF対応の事例

Image API

Presentation API

● 画像サーバとしてオープンソースのIIPImage Serverを利用して自作

● IIPImage Serverはinfo.jsonも自動で出力してくれるので、これだけで

Image API対応が完了する

● ただし、特殊な画像形式を採用することで高速動作しているので、画像

ファイルを一括で変換するプログラムを別途作成する必要がある

● ENU Technologies構築のサーバ

● Manifestの管理・生成をする機能をもっている

● 資料の検索機能や画像の表示画面（ビューワー埋め込み）も、このENU

製サーバが役割を担っている

島大図デジタルアーカイブの基本的な構成



IIIF対応の事例

アクセス制御機能

自館以外が所蔵している資料も搭載

搭載しているコンテンツ毎に以下のような制御が可能

● 公開 … インターネットを通じてどこからでもアクセス可能

● 学内限定 … 島根大学内からであればアクセス可能

● 認証 … ID・パスワードによる認証を経てアクセス可能

● 九州大学附属図書館

● 野津家

● 隠岐の島町教育委員会

本当は他にもあるのですが、諸事情によりゴニョゴニョ…

島大図デジタルアーカイブの特徴



IIIF対応の事例

アクセス制御機能
搭載しているコンテンツ毎に以下のような制御が可能

● 公開 … インターネットを通じてどこからでもアクセス可能

● 学内限定 … 島根大学内からであればアクセス可能

● 認証 … ID・パスワードによる認証を経てアクセス可能

島大図デジタルアーカイブの特徴

IIIFの応用的なAPIであるAuthentication APIに対応した認証機能で、（たぶん）
日本で初めての実装。このAPIの説明は難儀なので割愛。
参考：カレントアウェアネス No.346 CA1988

※ Authentication APIはIIIF対応に必須のものではないですよ。念の為

https://current.ndl.go.jp/ca1988


IIIF対応の事例

日本初のIIIF対応デジタルアーカイブで、Annotation盛り盛り。
「Annotationを付けるとこんな感じで見れますよ」の良い例。

SAT大正大蔵経DB

URL: https://dzkimgs.l.u-tokyo.ac.jp/SATi/images.php

実際の画面は当日紹介します。

https://dzkimgs.l.u-tokyo.ac.jp/SATi/images.php


IIIF対応の事例

京都大学図書館機構・慶應義塾大学メディアセンターのデジタルアーカイ
ブ上にある富士川文庫を、Web上で統合してコレクションにしたもの。
2019年2月8日からは、東京大学大学院教育学研究科・教育学部図書室の
資料も追加された模様。

富士川文庫デジタル連携プロジェクト試行版

URL: 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.j
p/rdl/digital_fujikawa/

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/rdl/digital_fujikawa/
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/rdl/digital_fujikawa/


IIIF対応の事例

参加者同士でコミュニケーションをとって、くずし字の学習ができるサー
ビス。参加者が作成した翻刻文は、古地震の研究を始めとして有効に活用
される、一石二鳥・三鳥な画期的サービス。IIIF対応してからは、IIIF対応
の画像を公開すれば、翻刻対象資料として搭載できるようになった模様。

みんなで翻刻

URL: https://honkoku.org/（スクリーンショットのURL: https://honkoku.org/app/#/projects ）

https://honkoku.org/
https://honkoku.org/app/#/projects
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根強く残る問題 ～ライセンス～

画像の二次利用ライセンスをどうするか問題

さて、公開にあたって
画像の二次利用ライセ
ンスはどうする？？画像は自由に使ってもらって良

いのだけれど、うちの名前も出
して欲しいなぁ…

利用者のためにも、ひと目
でわかるライセンスを付与
したいな♪

DAシステムが出来た！ 画像ファイルも準備出来た！



根強く残る問題 ～ライセンス～

画像の二次利用ライセンスをどうするか問題

せやっ！Creative Commons licenseや！！



根強く残る問題 ～ライセンス～

画像の二次利用ライセンスをどうするか問題

確かに、Creative Commons license（CCライセンス）な
ら、認知度が比較的高いライセンスで、ライセンスロゴの表
示でひと目でわかるし、かなり良さそう…



根強く残る問題 ～ライセンス～

画像の二次利用ライセンスをどうするか問題

なのですが…



根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

作者（著作権者）が二次利用の条件を
付与して作品（著作物）を流通させる
ためのライセンス・テンプレート

CCライセンス

ざっくり言うと…

そもそも、CCライセンスとはどういったものか？

CCライセンスの詳細はこちら↓
URL: https://creativecommons.jp/licenses/

https://creativecommons.jp/licenses/


根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

一方で、我々の業界（図書館）のデジタルアーカイブのコンテンツは主に
どういうものか？

● 原本資料は自館が所蔵している
● 原本資料は大体が貴重な（古い）もの ＝ 著作権保護期間満了のもの
● 画像ファイルは自館が作成したもの



根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

さて、順番に見比べて見ましょう



根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

作者（著作権者）が二次利用の条件を
付与して作品（著作物）を流通させる
ためのライセンス・テンプレート

CCライセンス

ざっくり言うと…

● 原本資料は自館が所蔵している
● 原本資料は大体が貴重な（古い）もの ＝ 著作権保護期間満了のもの
● 画像ファイルは自館が作成したもの

自館はあくまで原本資料の所有者であって、作者（著作権者）ではない。



根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

作者（著作権者）が二次利用の条件を
付与して作品（著作物）を流通させる
ためのライセンス・テンプレート

CCライセンス

ざっくり言うと…

● 原本資料は自館が所蔵している
● 原本資料は大体が貴重な（古い）もの ＝ 著作権保護期間満了のもの
● 画像ファイルは自館が作成したもの

なんなら著作権保護期間が満了している（パブリックドメインな）原本資
料がほとんどのはず。
著作権保護期間内の原本資料についても、自館はあくまで所有者で（略）



根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

作者（著作権者）が二次利用の条件を
付与して作品（著作物）を流通させる
ためのライセンス・テンプレート

CCライセンス

ざっくり言うと…

● 原本資料は自館が所蔵している
● 原本資料は大体が貴重な（古い）もの ＝ 著作権保護期間満了のもの
● 画像ファイルは自館が作成したもの

「でもほら…画像ファイルについては自館の著作物だから…」（震え声）
 ⇒ 「著作物」として認められるには、「思想又は感情を創作的に表現し

た作品か」どうか
 ⇒ 原本資料を撮影台に置いて撮っただけの画像は創作的？
 ⇒ ちょーっと難しい気が…



根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

作者（著作権者）が二次利用の条件を
付与して作品（著作物）を流通させる
ためのライセンス・テンプレート

CCライセンス

ざっくり言うと…

● 原本資料は自館が所蔵している
● 原本資料は大体が貴重な（古い）もの ＝ 著作権保護期間満了のもの
● 画像ファイルは自館が作成したもの

そもそも、利用者がCCライセンスが表示されているのを見て、「おっ、二
次利用する際には、（作者ではなくて）所蔵館のクレジット表示をすれば
良いんだな」とかが伝わるか？
 ⇒ 伝わりにくいばかりか、こういった場合は作者が別にいて著作権保護

期間も満了しているので、保護期間前提のCCライセンスを付けたとこ
ろで、意味をなさない（法的効力が無い）



根強く残る問題 ～ライセンス～

みんな大好き！？ Creative Commons licenseの罠（？）

なので、
CCライセンスは我々の業界のデジタルアーカイブには、適さな
いのでは…

※ 適した場合のコンテンツ（著作権保護期間内で誤認が無い利用条件）なら、CCライセンス
は機械的にも処理しやすいライセンスなので、IIIFとも相性バッチリのライセンスです。



本日の発表内容

DA

IIIF

License

デジタルアーカイブとは？

従来のデジタルアーカイブの問題点

みんなが嬉しい！？IIIF対応

そもそも、IIIFとは？

IIIF対応の必須条件

IIIF対応の事例

根強く残る問題 ～ライセンス～

島大図ではどうしたか？



島大図ではどうしたか？

ちょっとした伏線回収その１… 何ページも前の再掲

ここ



島大図ではどうしたか？

Image API

Presentation API

ちょっとした伏線回収その２… 何ページも前の再掲

ここも、よく見るとCC BYになってますね



島大図ではどうしたか？

実は、島大図DAでも以前はCC BYを付与しており、
その実態は…

● 二次利用の際には、所蔵館として「島根大学附属図書館」を
クレジット表示すること

を利用者に求めていたものでした。

一応、島大図DAトップページの「利用案内」的なところにこの
旨を記載していましたが、特にGoogleとかから直接飛んで来た
りした人には、まず伝わらないし、明らかに著作権保護期間が
満了している資料なのに、混乱しますよね…。

※ CC BY … 適切なクレジット表示（著作権者の表示）をすれば自由に利
用して良いというCCライセンスの一つ



島大図ではどうしたか？

現在の島大図DAでは、オリジナルのライセンスロゴと…

この３つの組み合わせによってライセンスが
異なるので、ロゴも分けている。

このようなロゴで、原本（と画像）の状態が
ひと目でわかるようにしている（…つもり）

島大図DA
の特徴

所蔵館のロゴ



島大図ではどうしたか？

オリジナルのライセンス条文のページを用意し、公開していま
す。

ライセンスの概要を上部に配置し、
細かいことは下部に記載。

URL: https://da.lib.shimane-u.ac.jp/static/license/SUL-Open-NoC_license.html

https://da.lib.shimane-u.ac.jp/static/license/SUL-Open-NoC_license.html


島大図ではどうしたか？

島大図DAの画像の二次利用ライセンス改定については、
カレントアウェアネス-E No.384 E2221
でも簡単に解説していますので気が向いたら読んでみてくださ
い。

https://current.ndl.go.jp/e2221


島大図ではどうしたか？

また、CCライセンス以外に普及しているライセンス・テンプ
レートとしては、
Rights Statements
というものもあります。

島大図DAでは、ちょうど良いライセンスがなかったため、採用
を見送りましたが、これからDAのライセンスを検討される場合
は参考にしてみてください。

参考URL：
https://rightsstatements.org/en/
https://rightsstatements.org/page/1.0/?language=en

https://rightsstatements.org/en/
https://rightsstatements.org/page/1.0/?language=en


IIIF対応の必須条件

Presentation API
• 資料の構造

• どの画像が何ページ目の画像かの情報

• 画像の基底URI（Image APIへの橋渡し）

• 書誌事項

• タイトル

• 責任表示

• 任意に項目を追加可能

• ライセンス（画像の利用条件）

• Attribution（著作権者や所有者）

これらの情報を持ったManifestというファイルを生成する必要がある

（再掲）

ここまでやっておいてアレですが、IIIFでは所有
者としてのクレジットをここで表現できるように
なっているので、画像のライセンスについては大
人しくパブリックドメインでやるべき。
（個人的には島大図DAもそうしたい…）



島大図ではどうしたか？

画像のライセンスだけでなく、画像のメタデータについてもラ
イセンスを考慮する必要があります。

島大図DAでは、メタデータについては、何の制限もなく自由に
流通させることで、コンテンツの発見に繋がって欲しいため、
著作者としての権利を放棄したCC0を適用しています。
参考：「利用案内」（https://da.lib.shimane-u.ac.jp/content/ja/page/how_to_use）

の「3. メタデータの利用条件について」

ところで…

そもそも、メタデータは著作物と見なしにくいものです
が、利用者にわかりやすく、再利用しやすくするために
もCC0であることを明記しています。

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
https://da.lib.shimane-u.ac.jp/content/ja/page/how_to_use


まとめ

● DAの運用は画像ファイルの管理が大事

● IIIF対応しておいて損はない

● CCライセンス使う時は気をつけて


