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本日の講座
藤本蚕業所蔵資料で近現代のキュレーション

10:00 一次資料を使ったキュレーションのいざない

10:15 キュレーション実例紹介

講師：桂木恵（上田小県近現代史研究会事務局長）

11:00 近現代を捉える視点

講師：小平千文（上田小県近現代史研究会会長）

（12:00 休憩）

13:00 『藤本蚕業歴史館アーカイブ』で藤本蚕業の資料を探る

13:30 近現代のキュレーション「一次資料をして語らせる」

（14:20 休憩）

15:30 キュレーションをアウトプットする（d-commons.net マイサイト実習）

16:00 終了

オンデマンド講座

①資料の分類とメタデータ 講師：井上透(岐阜女子大学教授)

②著作権と資料の権利処理 講師：久世均(岐阜女子大学教授)



『藤本蚕業歴史館アーカイブ』
デザインポリシー＆運用コンセプト

•デジタルコモンズモデルのアーカイブ

– 誰もが参加し投稿できるアーカイブ

– お互いのデータの持ち寄りで全体が構築できる

•運用コンセプト

– 見映えにはこだわらなくてよい

– 画像の条件は「判読できること」

– 質が悪かったりした場合は差し替えればよい

– 手間をかけない

•キュレーションに重きを置く

– 資料と対話しながら資料に語らせる



『藤本蚕業歴史館アーカイブ』

https://d-commons.net/fujimoto-index/

https://d-commons.net/fujimoto-index/


情報空間の構成(デジタルツイン)

https://d-commons.net/fujimoto-index/

https://d-commons.net/fujimoto-index/


史料目録

•『史料目録』をテキストコード化、データベース化

https://d-commons.net/fujimoto-index/

https://d-commons.net/fujimoto-index/


個々の史料データ

•史料目録と史料データを相互リンク

https://d-commons.net/fujimoto-index/

https://d-commons.net/fujimoto-index/


デジタル化(1)：史料撮影

•史料を撮影/スキャン、画像をPCに保存



デジタル化(2)：文書ごとに仕分ける

•文書単位にフォルダに分ける、文書IDで識別する



デジタル化(3)：目録データの作成

•紙媒体の目録をOCRでテキストコードに変換

•変換後のデータを修正、精査

使用ソフト
OCR：読取革命
データ編集：Excel



デジタル化(4)：サイトにアップロード

•目録データ → サーバのDBに一括転送、更新

•文書画像データ → サーバに一括アップロード

•文書の相互リンクは「史料ID」で自動的に紐づけ

史料ID 史料ID

紐づけ



『藤本蚕業アーカイブ』(史料データ)

•史料画像データを文書ごとに記事化

•参加型で構築できるデジタルアーカイブ

https://d-commons.net/fujimoto-arch/

https://d-commons.net/fujimoto-index/


地域に埋もれたままの資料が圧倒的大多数
忘れられデジタル化もされない



藤本蚕業歴史館もチェンジの時

物理的な場所と資料 アクセス自由なサイバー空間



藤本蚕業の所蔵資料を
自由自在に取り出す



所蔵資料書庫配置図
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それぞれの文書



藤本蚕業の史料状況

保管場所 史料群 数量 備考 史料点数

藤本蚕業歴史館 藤本本家近世史料 ﾛｯｶｰ33基 2009/09目録化

藤本蚕業歴史館 藤本本家近代史料

藤本蚕業歴史館 藤本蚕業関係史料

藤本蚕業歴史館 藤本蚕業蒐集文献史料

藤本蚕業歴史館 旧佐藤宗家保存文献史料

（同館保管） 旧佐藤宗家文書(東北大持出) ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ105箱 返還済 1250

（同館保管） 旧佐藤宗家文書(東北大持出) 20箱程度？ 未返還

（佐藤隆一家） 『続錦雑誌』 1箱 89

上田市立図書館 藤盧文庫 1956/12目録化 1706

上田市立博物館 佐藤家文書

令和４年度は「史料目録」の完全デジタル化を行う。「藤本蚕業関係史料」（企業
体としての藤本蚕業の史料、1908年以降）に限定し、その一部をモデル的に、か
つ、リカレント講座で利用する目的で対象を絞りデジタル化する。

目録：
『藤本蚕業歴史館史料目録』2009年10月 藤本工業株式会社

『佐藤隆一家（旧佐藤宗家）文書目録』2018/09/27版未整理分あり(東北大長谷部研究室編)

『藤盧文庫分類目録』1956年12月 上田市立図書館

史料群と保管場所



『藤本蚕業歴史館史料目録』原本

https://d-commons.net/fujimoto-arch?c=&p=18970

https://d-commons.net/fujimoto-arch?c=&p=18970


『藤本史料目録』アーカイブ

https://d-commons.net/fujimoto-
index/?c=&s=&all=%E5%85%A8%E9%83%A8%E3%81%BF%E3%82%8B

https://d-commons.net/fujimoto-index/?c=&s=&all=%E5%85%A8%E9%83%A8%E3%81%BF%E3%82%8B


近現代のキュレーション実践事例
学生みんなで「西塩田時報」面白記事チェック！

•『西塩田時報』の中から面白いと思った記事をマイサイトに投稿する

•内容の記事、その記事を採り上げた理由をキュレーションする

https://d-commons.net/uedagaku?c=27http://d-
commons.net/uedagaku/arc
hive1?c=&p=3613

信州上田デジタルマップ から

西塩田時報 面白記事抄

みんなで
キュレーション

https://d-commons.net/uedagaku?c=27
http://d-commons.net/uedagaku/archive1?c=&p=3613


近現代のキュレーション 藤本蚕業
「一次資料をして語らせる」

•任意の史料の記載内容から何かを発見しよう

•３０分後、皆さんから何が面白かったか、気づ
いたかを報告

https://d-commons.net/fujimoto-index/

？

https://d-commons.net/fujimoto-index/


キュレーションをアウトプット
投稿方法を『信州上田デジタルマップ』でお試し

https://d-commons.net/upload/4/616/cp000656_007.pdf

https://d-commons.net/uedagaku/

ログイン
ユーザーID:guest1
パスワード：123456

「新規投稿」を選ぶ
・タイトル
・説明文
・任意の写真
・カテゴリ：最初の投稿
を選び、投稿してみる
サイトを表示してみるhttps://d-commons.net/uedagaku/guest1

▼トップ（親サイト）

▼guest1のマイサイト

■d-commons.net利用方法

https://d-commons.net/upload/4/616/cp000656_007.pdf
https://d-commons.net/uedagaku/
https://d-commons.net/uedagaku/guest1


キュレーションをアウトプット
藤本蚕業の史料をピックアップしコメントする

ログイン
ユーザーID:guest1
パスワード：123456

「新規投稿」を選ぶ
・タイトル
・説明文 どんな情報か、ピックアップし
た理由などコメントを書く
元の史料のクレジットを記載する

・任意の写真 保存した画像
・カテゴリ：藤本史料ピックアップ
投稿を完了させる
サイトを表示してみる

https://d-commons.net/uedagaku/
▼トップ（親サイト）ピックアップしたい画像をPCに保存

（名前を付けて画像を保存）
その画像を投稿する

https://d-commons.net/uedagaku/


地域をキュレーションする学び

キュレーション型学習

問いを立て 探求して

？

一次資料は発見の宝庫
行動して現地から探る

新しい発見
探求成果をネット公開

アウトプットする

多くの人が役立てる
末長く後世に残せる

情報源が一次情報だから「オリジナルな研究」に！

自ら考え、調べ、知識化したことを公開展示する学び

学芸員（キュレーター）の仕事はキュレーションと呼びます。

本当に面白がれる学びで
「地域学」にチャレンジしよう！

？
地域の歴史や特性
あなたが問いを立て探求

地域や情報源から探り、探求
成果をネット展示します。



キュレーションする手段は？

•任意のツ―ル、サービス 慣れたもので可

•d-commons.net（信州上田デジタルマップ）を使
うとアーカイブデータ作成もキュレーションも同等
に行える

– 新規ユーザー登録をして自分のユーザーＩＤで記事投
稿する



キュレーション成果のネット公開
アウトカムはネットに公開し役立てられます。

あなたのマイサイト

キュレーションテーマ１
「敷設当時の別所線」

キュレーションテーマ２

信州上田デジタルマップ

あなたのキュレーション Ｂさんのキュレーシ
ョン

https://d-commons.net/uedagaku/

https://d-commons.net/uedagaku/あなたのID

分類、メタデータを付加して
近い将来パブリッシュする

親サイトにも再掲して公開

講座受講後も継続してキュレーショ
ン成果を追加し後世にまで残すこと
ができます。

https://d-commons.net/uedagaku/


キュレーションのネット展示
マイテーマ単位で展示

マイテーマ一覧

【1】藤本善右衛門が残したもの
【2】上田はなぜ蚕種の中心地になったか
【3】上塩尻の文庫蔵を開く

▼マイサイト/テーマ一覧目次

▼マイテーマごとのトップ(目次)

▼個別の記事



記事の作成
▼新規追加または記事の編集

該当のマイテーマを選ぶ。

記事の分類・グループ化

★カテゴリ
サービス「信州上田デジタルマッ
プ」全体で共有する分類項目

★マイテーマ
マイサイト内で記事をグループ化
する
「カテゴリ」を横断して設定できる

カテゴリ、マイテーマともとりあえず
設定・選択し、後から変更できる



マイテーマの設定

▼マイサイトの管理画面

▼マイテーマ一覧 追加または編集

▼テーマ編集 テーマ名称と説明を定義する



マイテーマの表示順の設定
▼マイテーマごとの編集画面

マイテーマの表示順の設定

①マウスドラッグで順序を入れ替える
②「並び順を保存する」を実行する



マイテーマ：記事構成ガイドライン

•ネット展示の企画概要を１記事として作成

•資料(一次資料)単位に記事を作成

•資料の部分フォーカス対象単位に記事を作成

•考察のトピック単位に記事作成



キュレーション事例
「丸子はまりこ？！

•「公文書利用で始めるキュレーション講座」

受講者のアウトカムから
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