
災害アーカイブぎふ 編著

みんなでつくる
みんなでつかう
災害アーカイブ





災害アーカイブぎふ 編著

みんなでつくる
みんなでつかう
災害アーカイブ





目次

はじめに 1

１．災害アーカイブってどんなもの 5

……………………………………１-１．災害アーカイブの活動目的 5

………１-２．みんなで作り，みんなで活用する災害アーカイブとは 6

…………１-３．なぜこのような災害アーカイブが必要だと思ったか 7

……………………………………………………………………………11

………………………………………………１-４．災害を伝える資料 12

17

寄稿 災害アーカイブの動向と災害アーカイブぎふの特徴 17

22

２．資料を集めよう 23

………………………………………………２-１.資料収集の考え方 23

…………………………………………………２-２.資料収集の方法 23

２-３．資料の権利処理は確実に行う 30

……………………２-４．資料の位置情報・時間情報を確認する 33

…………………………２-５．個人情報の取り扱いに注意しよう 35

……………………２-６．提供された資料は受取台帳に記録する 36

39

寄稿 災害資料デジタルアーカイブ化の権利処理 39

44

３．資料を使おう 45

……………………………３-１．どんな人・場面に使ってもらうか 45

………………………………………３-２．ワークショップでの活用 45

１）ワークショップのいろいろなかたち 45

２）対面で行う「災害アーカイブワークショップ」の進行例 46



……………………………………………３‐３．パネル展での活用 57

…………………………３‐４．学校の防災教育などの教材に使用 66

１）小学校社会科副読本の資料 66

２）小・中学校 命を守る訓練で活用 66

……………………………………３‐５．新聞などメディアでの活用 66

…………………………………３‐６．ホームページでデータ公開 67

71

72

73

寄稿 防災教育における災害アーカイブワークショップの効果と可能

性 ―三陸＆東海防災フォーラム伝のイベントにおける災害アーカイ

ブＷＳの事例から― 73

78

４．資料をデジタル保管しよう 79

…………………………………………４‐１．資料をデジタル化する 79

…………………………………………４‐２．地図データのGIS化 84

…………………………………………４‐３．デジタルデータの保管 86

………………………………………４‐４．データ保管場所の確保 87

５．資料をデータベース化して管理しよう 89

……………………………………………………５‐１．資料のかたち 89

…………………５-２．アーカイブシステムの概要とデータの流れ 90

……………………………………５‐３．アーカイブシステムの運用 91

１）データベース項目の検討 91

２）データ登録手順 96

３）データ検索方法 97

４）ｅコミマップにおけるデータ運用 97

100



６．災害・防災関連の既存情報も活用しよう 101

……………………………………………６‐１．災害データベース 101

………………………………………６‐２．防災に役立つ地図情報 102

………………………………………………………６‐３．参考資料 103

103

104

７．活動の工夫 105

…………………………………………………………7‐1．定例会 105

………………………………………………………7‐2．役割分担 107

…………………………………………………………………………108

………………………………7‐3．共有のメールアドレスを作成 109

…………………………7‐4．共有フォルダで共有している情報 109

………………………7‐5．マニュアルで作業手順を明確にする 110

112

８．用語集 113

おわりに 115

附録1「対面ワークショップ時のスライド例」 118

附録2「オンラインワークショップ時のスライド例」 120





- 1 -

はじめに

日本は世界でも有数の自然災害の危険度の高い国です．自然災

害による被害を少しでも少なくするためには，過去の災害に学び，適

切な対策を行うことが大切です．特に，風水害や土砂災害の危険性

の高い場所はその地形の影響が大きいため，同じ場所が繰り返し被

災をする傾向があります．人間の寿命は80年程度で，30年一昔と言

われるような時間の中で生活しています．一方で，同じ場所で，死者

が多発するような大きな災害が繰り返される間隔は，人間の平均寿

命よりも長いことの方が多いです．これを踏まえると，「自分が経験し

ていないから，この場所は安全，災害は起きない」という考えは誤り

で，「自分が経験していようといまいと，災害危険度の高いところはい

つか大きな災害が発生する事がある」ということになります．

一方で，中小の災害は，大災害よりは高い頻度で発生しています．

自分のお住まいの地域で，近年多数の死者がでたような災害がない

場合でも，過去数十年以内に，死者はでていないけれど土砂災害や

通行止め，住家の浸水が発生した．というケースはあるのではないで

しょうか．

経験したことがないことをイメージすることは難しいものです．被災

経験がなければ，災害時にどんなことが起きるのかをイメージするこ

とは難しいでしょう．こんな時，当時の写真や手記などの記録があっ

たり，経験者が当時の経験を語ったりすれば，前回の災害の経験が

ない人でも，「もしこの地域で同じような災害が起きたら，どんなこと

が起きるのか」をイメージしやすくなるのではないでしょうか．災害時



- 2 -

の状況がイメージできるようになれば，対策も考えやすくなります．

さて，ちょっと話は変わりますが，これを読んでいる皆さんは（本書

のタイトルにもなっているので）「災害アーカイブ」について聞いたこと

がある人が多いのでは．と思います．日本では『国立国会図書館東日

本大震災アーカイブ ひなぎく https://kn.ndl.go.jp/ 』，『東北大

学アーカイブプロジェクト みちのく震録伝 http://www.shinrok

uden.irides.tohoku.ac.jp/ 』，『阪神・淡路大震災「1.17の記録」

http://kobe117shinsai.jp/ 』，『阪神・淡路大震災25年 災害

デジタルアーカイブ https://kobe-city.maps.arcgis.com/app

s/MapSeries/index.html?appid=1310e95f411b4f8aa346

bf3303e27493 』，『阪神淡路大震災 激震の記録1995 取材映

像アーカイブ https://www.asahi.co.jp/hanshin_awaji-199

5/ 』などの災害アーカイブがあります．しかし，いずれも，近年有数

の大災害を取り扱ったものであり，「自分の地域の災害を知る，自分

の地域の災害から将来の災害に備える」という視点では，ちょっと使

いづらいかも知れません．

そこで私たちは，「それぞれの地域の人自身が，その地域の災害の

記録を集め，その記録を使って過去の災害を知り，将来の災害に備

える」，みんなで作り，みんなで使う活用型災害アーカイブの提案を

進めてきました．これは，自分たちで集めて自分たちで活用し，共有

する事でさらに別の人達の学びにもつながる．という，協働によって

災害の記憶と記録を継承する取り組みです．本書は，このような取り

組みを行ってみたい人を対象として，私たちの「災害アーカイブぎふ」

の活動を例に，その方法を伝えるものです．この本を通じて，災害ア

ーカイブがどんなものかということや，災害アーカイブを地域で活用



- 3 -

する方法，災害アーカイブを使った防災ワークショップのやり方，写

真などの活用の際に気をつけないといけないことなどについて学ぶ

事ができます．

本書は、「災害アーカイブぎふ」における作業の標準化のために作

成したガイドラインや作業マニュアルに沿って、実際にメンバーがこれ

までの活動で体験してきたエピソードも交えて作成しました。本書を

見て、別の地域でも同じような活動が始まればこんな嬉しいことはあ

りません。また、そこまではいかなくとも、既にある災害アーカイブの

仕組みを利用し、過去の災害記録からみんなで防災を考えてもらう

ためのツール（道具）の一つとして活用していただけたらとても嬉しく

思います。

私達の取り組みが、何かのお役に立てば幸いです。

小山真紀
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１．災害アーカイブってどんなもの

私達の考える災害アーカイブ、活動のきっかけ、集める資料につい

て、災害アーカイブぎふの取り組みを通じて書いてみたいと思いま

す。

１-１．災害アーカイブの活動目的

災害アーカイブの目的はいろいろあると思いますが、私たちが取り

組んできた災害アーカイブぎふでは、以下のような点を目的として活

動しています。これらが重層的に実現できる場を創ることで、参加す

る人はそのどこかだけを目的としていても、全体として少しずつでも

場が広がっていくような形ができたらいいなと思っています。

・ 地域の被災資料の逸散を防ぎ保存できる場づくり（被災経験の

ある方が亡くなったとき、写真や記録も一緒に処分されてしまう

こともあるのですが、災害アーカイブの取り組みがある事で、そ

ういった地域の資料の逸散を防ぎ、保存蓄積することが可能に

なります。）

・ 地域の被災資料や被災経験談を活用した、地域の災害を知る場

の醸成（被災経験のない人でも、写真や被災経験談を聞く事で

災害を仮想体験することができるため、地域の被災イメージを

持つ事ができます。）

・ 地域の災害を踏まえて、将来の災害への備えを考える場づくり

（同じような状況になったらどうする？を考える事で、自分ごとと

して災害対策を考えることができるようになります。）

・ 地域の被災資料の収集・保存・活用を、その地域の人自身が主

体として取り組む事ができる場づくり（地域内の資料や事柄は地
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域の人たちだからこそ深く理解でき、最大限活用できるもので

す。地域の人が主体的に考えるからこそ、将来にわたって最大

限の活用が可能になります。これは、外の人間には難しい事で

す。）

・ 保存した資料を共有する事で、同じ地域の次世代の人も活用で

きる場づくり（この地域のことが知りたい！そう思ったとき、既に

資料が逸散していたらそれを知ることができなくなります。アー

カイブを活用することでデータが残ってさえいれば、将来の世代

が改めて地域のことを深く知りたいと思ったとき、そのデータを

活用することができます。実際、学校で使う副教材で地域独自

のことを取り上げたいと思っても、資料が見つからないというお

悩みをたくさん伺っています。）

・ こういった活動が地域中心に継続していけるような仕組みづくり

（過去のデータを継続的に利用していくためには、取り組みが継

続できることが大切になります。既存の災害アーカイブでも、運

営しているところが運営できなくなることで、アーカイブが継続

できなくなる事態も起きています。地域中心に持続していけるよ

うな体制をつくっていくことで、継続的な取り組みが可能になる

と思っています。）

１-２．みんなで作り，みんなで活用する災害アーカイブとは

災害アーカイブとは、災害を記録した資料を現在の人たちだけでな

く未来にも語り継ぐために、収集し、デジタル化して保管し、誰でも活

用できるデータを提供する、そして利活用する活動です。私達は、資

料を探す、収集する段階からみんなで行い、みんなで使うことができ

る仕組みを作ろうと活動しています。それは、防災・減災につながる



- 7 -

学びの題材であることはもちろん、教育活動として、つながりづくりと

しても大きな意味を持つと捉えているからです。自分たちが、自分た

ちで学びの題材とするため、自分たちでアーカイブをつくっていく、と

いう考え方が大事です。更には、自分たちだけで終わらない、次世代

へつなぐ持続可能な活動でありたいと考えています。みんなで作り、

みんなで使う、次の世代に引き継ぐ、目指すはそんな姿です。

１-３．なぜこのような災害アーカイブが必要だと思ったか

きっかけは、中学校の防災授業でした。自分たちの町で起きた50

年前の災害（昭和43年に発生した飛騨川バス転落事故、8.17豪雨

災害）を知っているか問いかけたところ、手を挙げたのはたった一人

でした。50年前の災害ですら、中学生は知らない。地域の記憶は思

っていたよりずっと継承されにくいものでした。こんなにも早く人々の

記憶から消えてしまうものなのかと衝撃を受けました。

飛騨川バス転落事故は、岐阜県白川町で観光バスが山からの土

砂に押し流されて飛騨川に転落、104名の方の命を奪うという、観光

バスの事故では最悪の事故でした。それと同じ頃、事故現場に近い

川辺町でも豪雨による被害が発生していたのです。しかしながら、今

となっては町内の住民でも災害の全貌を知らない人が多くいます。

当然、災害が発生したときに乳幼児あるいは生まれていない世代の

昭和40年代前半以降に生まれた人には、ほとんど知られていない災

害となってしまっています。この災害を知る町民も今では高齢となり、

この災害を伝えることが出来る人も少なくなってきました。そこで、当

時のことを知る人がいる今のうちに災害についての調査を行ったり、

記録を残す必要がある、また、その調査結果や記録を多くの人に見
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てもらう必要があると感じ、我が町の災害の記録を残し後世に伝えよ

うと動き始めました。

まずは町役場に呼びかけ、50年前の災害の記録を探してもらいま

した。役場の書庫に段ボールにまとめられた大量の白黒写真を発見。

一部はすでに色抜けが始まっていました。その他、町の広報誌や、紙

ベースの記録が多数出てきました。そこには、復旧に使用した麻袋の

数量、復旧の作業者に用意したおにぎりの数量なども記してありまし

た。見つかった資料を整理し、町の防災フェアに合わせて記録冊子を

作成しました。町役場や町の社会福祉協議会との共同作業です。そ

の作業の中で、豪雨について書かれた中学生の作文が見つかり、そ

の作文を書いた当時の中学生と奇跡的な出会いも経験しました。防

災フェアの会場では、写真パネルをきっかけに過去の記憶を思い出

し、いきいきと語る高齢者がいました。この取り組みを経て、一つの

町だけでなくこのような取り組みを岐阜県の全域で進めたいと思い、

岐阜大学の先生に相談、これがなんと東北大学と岐阜大学との共同

研究に発展し、岐阜県災害アーカイブプロジェクトが始動しました。

大事なのは出発点の思いと行動ですが、一人で事を進めることに

は限界があります。協働できる仲間を見つけ、つながり、巻き込んで

いくことが、活動を実現していく上でとても大事になってきます。
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コラム：きっかけの裏話①お金がない

平岡守

実は最初に岐阜大学の先生にアーカイブをやりたいと相談し
た時、「お金がない」と一言。バッサリ斬られました。でも、
タイミングが良かったのでしょうか。ちょうど時期的に東北大
学との共同研究の募集があり、「ダメ元で応募してみましょう」
と、応募していただけることになりました。
それが見事採用され、首の皮がつながったという訳です。後

から考えてみましたが、もし岐阜大学にお金があったら、先生
が在籍中しかサーバを使用できず、先生の引退と共に廃れてし
まう運命だったのかも知れません。
その点、東北大学のサーバを使用させていただくということは、
将来的にも安泰（？）です。先生は将来的な展望も踏まえた上
で、「お金がない」を装ってそう言われたのかも知れないと思え
てきました。
実のところはどちらだったのか、いまだに聞けていません。
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コラム：きっかけの裏話②ユキコさん

平岡守

町の豪雨について書かれた中学生の素晴らしい作文、その作
文を書いた当時の中学生をどうにかして探し出せないものかと
思っていました。そんなある日、防災の活動で日頃よりお世話
になっている社会福祉協議会事務局に寄った際に話題にしてみ
たら・・・「あら、それ私よ」「なんと！！」苗字が違うからち
っとも気付きませんでした。まさかこんなに近くにおられたと
は・・・それがユキコさんでした。
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コラム：きっかけの裏話③どうすれば協働

できるか

小山真紀

この活動を一人で実現する事はできませんでした。いろんな
人とつながり、それぞれが得意技を発揮することで、災害アー
カイブのサーバーを作ることや、ワークショップのデザイン、
ワークショップをやりたいという地域とのつながり、学校での
データの活用などが実現していきました。このように、人とつ
ながり、お互いが良い関係で協働していくためには、お互いを
尊重する気持ち（リスペクト）がとっても大事になります。率
直な意見交換をしながらも、自分の意見を押しつけあうのでは
なく、お互いの事情や考え方を認めあい、協力しあうことで、
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１-４．災害を伝える資料

あなたの身の回りに、こんな資料は眠っていませんか。

・ 災害の実態がわかるもの

・ 被害の実態がわかるもの

・ 災害対応の実態がわかるもの

・ 被災者の生活実態がわかるもの

・ その他、災害に関連すると思われるもの

このような資料、眠ったままにしておくのは惜しいと思いませんか。

過去に発生した災害を伝える資料には、画像（写真）、紙媒体資料

（広報紙など）、体験談（文章、語り、当時の災害を知る人のインタビ

ューデータ）、災害誌などがあります。地域に残っている資料を探し

出して、地域の災害の歴史を後世に伝えましょう。

個人の家に被災についての資料が眠っていたり、旧家などに古い

資料が保管されていることもあると思います。また、災害を経験した

人から体験談を伺うことができるかもしれません。それらが逸散して

しまったらもったいないと思いませんか．実際、保管者が亡くなること

で、これらの資料はどんどん処分されているのが実状です。災害の記

憶を残すというのは意外に難しいことなのです。行政では、貴重な災

害記録であっても、保存期間が過ぎると廃棄されてしまいます。何も

しないままだと、私達の地域にある、貴重な災害の記録・記憶がどん

どん消えてしまいます。地域によっては、災害資料が残っているとこ

ろもあります。そういうところは、実は，意識して自分たちで残してい

るところだったりします。地域の資料は、何も言わなくても、何もしな
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くても自然に保存されていくものではなく、保存しようとしないと保存

されないものなのです。そして、保存できた資料は活用してこそ活き

ています。そのためには地域で共有することが大事です。皆さん、地

域に眠っている貴重な資料を見直してみませんか？そんなアンテナ

を立てて周りを見てみると、お宝が見えてくるかもしれません。
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コラム：県庁でお宝発見

荒川宏

まだ災害アーカイブぎふの活動が始まっていなかった頃、過
去の災害写真が当時の様子を後世に伝えるための重要な資料に
なると考え、個人的に災害写真の収集を行っていました。岐阜
県庁防災課に、デジタル化して防災活動に使いたいとの利用目
的を伝えて過去の災害写真が保管されていないかと問い合わせ
たところ、対応していただいた職員の方が庁内を探してくださ
いました。後日、倉庫に写真があったとの連絡をいただき、県
庁を訪れて倉庫の棚に大量の写真が保管されているのを見たと
きにはとても興奮した覚えがあります。まさに「お宝」に遭遇
した気分でした。
写真は、紙焼き写真がアルバムに貼ってあったり、ネガがフ

ァイル綴じされていたり、紙袋に無造作に入ったままであった
り、と様々な状態でした。それも棚の何段にもわたる70冊近い
大量の資料でした。それらは災害ごとに区分されていたので、
どの災害の写真かが的確に判別できました。また、どの資料に
も撮影場所の市町村名がメモ書きされており、写真によっては
詳細な撮影場所名も判明しており、位置特定が容易なものもあ
りました。幸い、これらの大量の資料のすべてについて、使用
してもよいとの許可が得られました。そこで、何回かに分けて
資料の現物をお借りし、自宅のスキャナでせっせとデジタル化
したのです。すべての写真を借りてデジタル化できたのは何ヶ



- 15 -

月も後のことでした。
最後には、デジタル化した写真データをDVD-Rに納めて、担

当者にお礼としてお渡ししました。災害アーカイブぎふの活動
を始めて、これらの写真を二次利用してもよいとの条件も含め
て許諾を求め、了解していただくことができました。これによ
り、誰でもこれらの大量の貴重な資料を活用することができる
ようになったのです。
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寄稿 災害アーカイブの動向と災害アーカイブぎふの特徴

東北大学災害科学国際研究所 柴山明寛

過去の災害の被害状況や証言記録などは、記録誌や防災イベント

などで目にすることはあると思いますが、その災害記録の原本を目に

する機会は少ないと思います。また、目にするものは、その起こった

災害の記録のほんの一部でしかありません。過去の災害における記

録などは、地域の公共図書館や博物館、自治体、大学、新聞社、一般

市民の方などが保管されています。もし、ご自身が過去の災害記録

を調べようとしても、災害記録が保管されている場所を知らなけれ

ば、見つけることができません。さらに、保管している団体等もそのよ

うな災害記録があることを知らないことも多く、死蔵している災害記

録が多数あります。運良く、その災害記録にたどりつけたとしても、地

域の防災学習に利用するにはさらに障壁があります。災害記録を利

用するためには、著作権などの権利処理が必要となり、所有者から二

次利用の許可を取らなくてはなりません。さらに、災害記録の所有者

と著作権保持者が異なることもあり、著作権を持っている方を見つけ

られなければ災害記録を活用することができません。過去の災害記

録を活用するには、様々な課題がありました。

2011年東日本大震災以降、災害記録の取り扱う状況の変化が起

きました。震災教訓を後世に伝えるために、数多くの機関や団体が東

日本大震災の災害アーカイブの構築を行い、誰もが災害記録をイン

ターネット上で閲覧することができ、さらに、それらの災害記録は，防

災教育等に利活用することができるようになりました。まず、災害アー
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カイブの歴史を振り返りながら、現在の災害アーカイブの現状と災害

アーカイブの種類について説明します。

日本国内で「震災アーカイブ」という言葉を使われるようになった

のは、神戸大学附属図書館「震災文庫」のデジタルアーカイブ構築に

携わった渡邊氏が最初だと思われます[1]。「震災文庫」は、1995年

10月から阪神・淡路大震災の資料目録をインターネット上に公開し、

その3年後にデジタル資料が公開されました[2]。「災害アーカイブ」

という言葉については、2004年新潟県中越地震からで、長岡市立

中央図書館が「災害アーカイブス（現在，長岡市災害復興文庫）」を、

中越防災安全推進機構が「中越災害アーカイブ」を共に2008年に公

開し、災害アーカイブという言葉が世の中に広まりました。

「震災文庫」以前にも、目録のみの公開ですが、京都大学防災研究

所が開発した自然災害科学データベース(SAIGAI)があります[3]。

公開されたのは、1982年2月で、大型計算機センターの共有ファイル

として公開され、大学間ネットワークで閲覧できるシステムでした。S

AIGAIでは、研究論文や調査報告書、災害現場で収集した観察・測

定記録、災害現場写真、空中写真、新聞記事スクラップ、様々な観測

記録等が収集され、震災・災害アーカイブの先駆けと呼べるものでし

た。その他にも2003年に公開をした「津波ディジタルライブラリィ」

[4]や2009年に公開された「[古代・中世] 地震・噴火史料データベ

ース (β版)」 [5]などがありました。

2011年東日本大震災においては、過去には類を見ないほどの災

害アーカイブが数多く構築されました。自治体や研究機関、防災関係

機関、企業、図書館、民間企業などの多種多様な機関や団体が災害

アーカイブを構築し、現在までに50を超えるウェブサイトが立ち上が
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りました。災害アーカイブが同時多発的に数多く構築された理由は、

いくつかありますが、その中のひとつとして、東日本大震災復興構想

会議において「復興構想7原則」が2011年5月に会議決定されたこと

に起因します。その原則1には、「（略）大震災の記録を永遠に残し、

広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、

国内外に発信する」[6]が明文化されました。それは、未曾有の大災

害となった東日本大震災の記録を残すことの重要性、そして二度と

同じ悲劇を繰り返さないために次世代に伝承することの重要性を認

識するきっかけとなりました。その後、自治体や防災関係機関などで

災害アーカイブの構築が加速しました。

時を同じくして、災害アーカイブの構築の流れは、全国にも広がる

ことになりました。過去の地震や風水害など災害アーカイブや2016

年熊本地震の災害アーカイブなどが次々と構築されていきました。そ

の後押しになったことは、2012年の災害対策基本法の改正にも関係

しています。災害対策基本法の第7条、第46条及び第47条の2等で

は、「国民の防災意識の向上を図るため、住民の責務として、災害教

訓を伝承することを明記するとともに、国・地方公共団体、民間事業

者も含めた各防災機関において防災教育を行うことを努力義務化す

る旨を規定」[7]が明記されました。この法律改正で、国民の一人一

人が災害教訓を伝承することが責務となり、過去の自然災害の記録

の保存と伝承が進むことになりました。

災害アーカイブの歴史について説明してきましたが、災害アーカイ

ブと一口に言っても様々な種類が存在します。東日本大震災の災害

アーカイブでは、自らの機関や団体が災害記録を収集し、整理分類

や著作権処理、ウェブ上で公開をする災害アーカイブと、様々な災害

アーカイブを横断的かつ一元的に検索することができるポータル的
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な災害アーカイブが存在します。ほとんどの機関や団体が前者に属

し、後者については、国立国会図書館の東日本大震災アーカイブ「愛

称：ひなぎく」[8]などがあります。また、その他の風水害や地震災害

などの災害アーカイブのほとんどは前者に属します。しかし、これらに

属さない災害アーカイブも存在し、それが「災害アーカイブぎふ」とな

ります。災害アーカイブぎふは、アーカイブの基盤となるプラットフォ

ームのみを用意し、そこに自分たちで集めた災害記録を登録できる

仕組みとなっています。自らが災害記録を登録する仕組みは、その他

の災害アーカイブには無い特徴です。実はこの仕組みは、災害アーカ

イブの大きな課題であった費用の問題を解決することができます。東

日本大震災の災害アーカイブでは、震災記録の収集や著作権処理、

整理・分類、震災記録に対して情報を付記するなどの作業が必要で

多くの人手が必要となり、災害記録を公開するまでに多くの時間と費

用が必要となります。しかし、災害アーカイブぎふでは、ワークショッ

プ形式で参加者が災害記録や証言を持ち寄り、話し合いながらアー

カイブを完成していくものです。そのため、災害アーカイブで課題で

あった費用を抑えつつ、また、参加者が増えれば増えるほど災害記録

は集まり、さらに話し合いながら情報を付記することで正確な情報と

なり、よりよい災害アーカイブとなっています。

災害アーカイブの種類について説明しましたが、それぞれ良い点

があります。これらの良い点をうまく組み合わせながら、防災教育等

に利用していただきたいと思います。
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２．資料を集めよう

ここでは、資料探しや収集についての考え方やその方法、注意点

について記します。

２-１.資料収集の考え方

「アーカイブ」というからには、データベースに蓄積する資料は欲し

い訳ですが、これまでお話してきたとおり、私達の活動は資料収集そ

のものを目的とはしていません。地域のみんなで資料を集め、地域の

みんなで活用し、一緒に作り上げるアーカイブ、それにより災害を後

世に伝え、災害をより身近にとらえ、災害への対応力を高めよう、と

いう考え方です。つまり、データ収集のための活動ではなく、みんな

で活用する取り組みを続ける事で、結果的にデータが蓄積されてい

く、という取り組みなのです。

２-２.資料収集の方法

資料の提供には，大きく分けて二つの形があります。ひとつ目は、

地域の自主防災組織などから、防災活動としてワークショップをやり

たいという相談を受けた場合です。この場合には、その地域で過去に

起こった災害をテーマとしたワークショップを開催します．取り上げた

い災害の写真などを、地域の人自身が探します。当時の資料を探す

ところから地域の防災活動を始めるわけです。これによって、資料を

通じて地域内のつながりが広がりますし、当時の資料について語って

いただくことで、地域内で被災状況の知識を継承することができま

す。このケースでは、ワークショップをやればやるほどデータも蓄積し

ますし，集められたデータも再利用できるため，地域内での資料の再

活用や，災害経験の継承を広く実現することが可能になります。
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ふたつ目は、ワークショップとは無関係に保存すべき資料の存在が

明らかになったり、資料の提供について相談された場合です。たとえ

ば県庁や市役所で災害記録の存在についてお伺いしたところ、たくさ

んの災害記録写真を提供していただいた、ということがありました。

災害アーカイブぎふの活動を行うにあたり、まずはどんなことがで

きるかを知ってもらわないと、データを保存したいとか災害について

考えたいというニーズも聞こえてきませんので、まずは資料が存在し

そうな機関や人と対話をするところからはじめました。具体的には次

のような活動です。

①チラシを持って声掛け

まず、私たちの活動を知ってもらうために、チラシを作成しました。

そこにも「皆で」「一緒に」という文字を記しました。それを持って、活

動の趣旨や地域にとってのメリットなどを伝えていきました。

②防災・減災の勉強会などで防災関係者に対する声掛け実施

実際に防災ワークショップをしてみたそうな人、私達の活動に興味

を持ってくれそうな防災の関係者へ声を掛けました。これらが、ワー

クショップの機会や、主体的な地域内での資料収集につながりまし

た。

③新聞などメディアへの情報提供

新聞記者などメディア関係者とつながり、私たちの活動の情報を伝

えることで、何度か新聞やテレビなどのメディアに取り上げていただく

機会を得ました。新聞掲載がきっかけで、一般市民の方から被災経

験に関する自作の絵画と体験談を提供いただくこともできました。私
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たちの活動を説明する際、掲載された新聞記事を見ていただくこと

で、活動を理解してもらいやすくなりました。

④人脈を活かして人のつながりをひろげる

普段から地域の防災リーダーなどと一緒に活動したり、あちこちで

私たちの活動についてお話していると、いろんな人から「過去の災害

を忘れていくことを心配している人がいるよ」「過去の災害資料を持

っているがどうしてよいかわからない人がいるよ」などと紹介してもら

うことがあります。普段から人とつながり，知ってもらうことで仲間や

活動が広がっていきます。

⑤公的機関を訪ねる

県庁や市町村役場の防災担当部署を訪問して、災害を記録した資

料などを保存している部署を紹介して頂いたことがあります。公民

館、コミュニティセンター、消防署なども訪問しました。こういった所に

は古い資料が残っていることが多いのですが、活用されていないこと

もあります。私たちのような活動を紹介することで、一緒にワークショ

ップをやろう！という話につながることもあります。そして、アーカイ

ブに保管することで二次利用も可能になれば、さらに活用が広がるこ

とになります。

⑥アーカイブの先輩である図書館に相談する

地元の図書館では、「〇〇市史」などの地域の通年史や、「○○災

害の記録」など過去の災害について被害状況や行政の対応状況等が

掲載されている記録誌が保存されていることがあります。それらに

は、当時の状況や手記、災害時の気象状況などが掲載されているこ

ともあります。こういった資料は、当時の災害を知る上で、とても貴重
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な資料となります。著作権などの関係で、全体を災害アーカイブに保

管、二次利用できない場合でも、引用の範囲で災害アーカイブを活

用したワークショップ中の説明資料として紹介することはできますの

で、地元の図書館では、広い範囲の災害誌や気象データなどが欲し

い場合に探してみるとよいでしょう。

⑦街を歩いて災害の記録をさがす

街には、地域の災害を記録した石碑や看板、過去の水害の際の浸

水位を示す標識などがあります。それらの所在を調査して、写真とと

もに災害アーカイブに保管しておくのも、地域の災害の記録になりま

す。災害アーカイブを利用した防災ワークショップを行う際に、その地

域の災害写真などの資料があまりない場合、こういった災害記録の

標識を紹介することもあります。

⑧パネル展への来場者やワークショップ参加者との情報交換

詳しくは後述しますが、災害アーカイブに保管した資料の活用方法

として、当時の災害を紹介するパネル展の開催があります。濃尾地震

のパネル展を開催した際には、来場いただいた方が、身内の方が被

災したときの体験談を教えて下さったことがあります。災害アーカイ

ブを活用したワークショップや、こういったパネル展を開催すると、ワ

ークショップやパネル展に参加してくださった方から過去の災害につ

いてたくさん語っていただいたり、「うちにも（資料が）あるよ」などと

お声掛けいただくことがあります。こうしてつながりが広がったり、資

料を提供していただいたり、次の活動につながることもありました。

⑨地域の集会などで声かけ

地域の集会など人が集まる場所で「過去の災害写真と資料、体験
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のお話などをみんなで保存し、活用する取り組みをしています」と災

害アーカイブの活動について話しますと、参加者のご家族から過去

の災害の体験者を紹介いただいたり、お話を伺ったりする機会につ

ながる事があります。ある地域の集会では、1944年東南海地震の体

験者がいると教えて頂き、後日ご自宅を訪問し、ご本人（被災時18

歳、伺った当時92歳の方）からお話を伺うことができました。

コラム：実はみんな語りたい

伊藤三枝子

災害当時の写真を見ながら、現在の様子を撮影するために町
を歩くことがあります。歩きながら家の前や畑などで出会う住
民の方にお声をかけて、災害当時のお話を聞かせていただくと、
皆さんたくさん話してくださいます。一人が話していると通り
がかった方が「何々？」と加わって、いつの間にか人だかりに
なってしまいました。さらに車で通りかかった人までが、車を
止めて走ってきて話に加わり被災体験という思い出話に花が咲
く。こういうことが何度かありました。体験された方は体験談
を話したいのだと感じ、その気持ちを生かせるような、気軽に
参加できる機会を作り出したいと思いました。
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コラム：公開された濃尾震災の記録写真

荒川宏

濃尾震災は明治24年に起きた大地震による災害ですが、当
時はようやく一部の専門家のみが写真撮影できた時代です。現
在も残る震災の写真は数が限られており、図書館や博物館など
に所蔵されています。それらのほとんどは書籍や写真集などの
かたちで目にすることができます。
震災を記録した写真集のなかに「濃尾大震災写真」というも

のがあり、33枚の写真が収録されています。この写真集は、地
震発生から１カ月程度の間に森鼻宗次氏が収集・所蔵していた
もので、現在は岐阜県図書館が所蔵しているものです。岐阜市
にある震災紀念堂（https://shinsai-kinendou.com/）にて20
20年11月28日から29日に濃尾震災129年の記念行事としてパ
ネル展を開催しました。当時の災害を紹介するパネルを作成す
るにあたり、この写真集に収録されている写真のうち何枚かを
利用させていただきました。当時、岐阜県図書館に収蔵されて
いる資料は、利用するイベントごとに展示申請を行い、許可を
いただくことが必要でした。翌年の2021年は濃尾震災から13
0年であり、岐阜県各地でパネル展を行ったのですが、展示ご
とに岐阜県図書館に展示申請が必要でした。資料を活用できる
ことはとても有り難いことなのですが、紙の申請書による都度
の申請が必要だと、申請する手間も大きな負担になってしまい
ます。
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そこで、この写真集については、最初のパネル作成時から、
申請なしに二次利用できるようにならないかと図書館に相談し
ていましたが、このたび図書館のホームページの「デジタルコ
レクション」としてパブリックドメインで公開（2022年度末
予定）されることになりました。これにより、貴重な濃尾震災
の記録写真のデジタルデータが申請手続きなしに出典を明示す
ることで使用することができるようになりました（岐阜県図書
館デジタルコレクション https://www.library.pref.gifu.lg.j
p/fi nd-books/digital-collection/）。資料が活用されるかどう
かは、資料を使うための手間が少ないこと、資料の使いやすさ
（利用条件の縛りが少ない）によって大きく変わってきます。
このようなしくみがひろがり、地域を知る貴重な資料の活用が
さらに進めばいいなと思っています。
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２-３．資料の権利処理は確実に行う

貴重な資料を集めたからには、どんどん利用してもらいたいもので

す。災害アーカイブぎふでは、公開資料（データ）を、クリエイティブコ

モンズライセンスの「CC-BY」で公開しています（https://creative

commons.jp/licenses/）。これは、権利者を表示することで、誰で

も無償で自由に使うことができるという意味になります。

データを利活用しようとしたときにハードルになることは、データの

利用について許諾が必要なことです。毎回、その資料を使っても良い

かと許諾を得るというのは大変で、そのために利用が進まない、とい

うことがあります。例えば、最近あちこちで利用されている「いらすと

や https://www.irasutoya.com/ 」のイラストも、申請なしに、

ゆるい条件の範囲内で自由に編集や加工して利用する事ができるか

らこそ、これだけ活用されているわけです。過去の災害の資料につい

ても、再利用を制限する特段の事情がないのであれば、これらの手

続きを簡略化したり、なくしていくことで、利用が大幅に促進されると

考えています。

災害アーカイブぎふで資料提供を受ける際には、用途を問わずに

二次利用してもよい旨の許諾をあらかじめもらうようにしています。

資料を提供してもらうときだけは、口約束だけではなく書類として許

諾をもらっておくことが重要です。これは、後世になって権利関係の

問題が起きないよう、許諾の根拠文書として残しておく（デジタル保

存のみでも可）ためです。そうすることで、保管された資料を申請な

しに誰でも自由に活用することができるようになります。

災害アーカイブぎふの活動を通じて、許諾書には、最低限次の項

目が記載されている必要があると考えています。
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・ 資料名

・ 利用方法（インターネット公開する）

・ 利用条件（権利者／提供者名を明記する）

・ 利用上の承諾事項

Ø 二次利用が可能な状態で公開すること

Ø 資料の加工を行うこと

Ø 営利・非営利を問わず利用できること

許諾書は、資料に対して権利を持っている人からもらうようにしま

しょう。これを明確にするためにも、災害アーカイブぎふで使用してい

る許諾書の書式では、許諾書にサインした人が資料に対して正当な

権利を持っていることを宣誓する文章を記載しています。

また、サイン欄には日付、住所など個人を特定できる事項を記載

し、氏名を自署で書いてもらうことで、押印を不要にしています。これ

らの対応は、最初はちょっと大変に感じるかも知れませんが、これを

行っておくことで、保管したデータの二次利用を自由に行う事ができ

るようになりますので、実際にはかなり手間の軽減になります。2020

年からの新型コロナウイルス感染症の蔓延（コロナ禍）により、デジタ

ルデータの活用が進み、適切な権利処理を行う事がこれまで以上に

求められています。このことは、一方で、権利処理に対する社会の理

解が深まるという面も持っていると思いますので、権利処理の際に感

じるハードルは、今後低くなっていくと思っています。

以下に、許諾書の書式例を示しますので参考にして下さい。
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【許諾書の書式（例）】
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２-４．資料の位置情報・時間情報を確認する

災害写真や映像などの資料の提供を受けた際に、それらがいつど

こで起きたことの記録なのかを確認しましょう。写真などの資料内容

がいつのものか、つまりどの災害を記録したものかが重要な情報に

なります。写真の場合、その撮影時期が災害進行中なのか、被災直

後なのか、被災後数日して落ち着いた状況なのか、災害からの復興

期なのかがわかると、写真に写っている状況を正しく理解することが

できます。

写真などの資料がどこで記録されたのかも重要な情報になります。

写真の場合、撮影位置が特定できれば、同じ場所の現在の状況を写

真撮影して見比べることができ、被災当時の深刻さをよりリアルに感

じ取ることができるからです。場所の情報は、人間にとっては住所の

情報が分かりやすいのですが、コンピュータにとっては住所よりも緯

度経度の方が適しています。なぜなら、住所では同じ場所を表すの

に、いろんな表記の仕方があるためです。たとえば、現在の表記、昔

の表記、通称、漢字だったりひらがなだったり旧字体だったり・・・。こ

の違いはコンピュータには理解できません。また、道路上など住所が

明確に分からない事もあると思います。こういう場合、どういう形で

あれ、場所さえ特定できれば、後から緯度経度を調べることは可能で

すので、その場所がどこかを特定することが大事になります。例えば、

提供者に地図を示した上で、撮影場所が地図上のどの場所になるか

を教えてもらったり、写真に写っている建物の名前や、完全な住所で

なくても、その場所の地名などがわかるだけでも撮影場所の特定に

つながります。
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また、厳密に場所の特定ができなかった場合でも、大体の位置が

分かれば地図情報に重ねて記録することもできます。さらに、提供さ

れた災害写真やみんなで持ち寄った写真を、災害当時の様子を話し

合いながらみんなで位置特定する、というワークショップを行うことも

一案です。このようなワークショップでは、当時の状況やその場所の

記憶などが連鎖的に呼び起こされて、とても盛り上がりますよ。

写真だけでなく、体験談を提供していただくこともあると思います。

そのようなときは、体験談の内容がいつのこと（どの災害のこと）かに

ついての情報が重要です。どこで体験したのかの確認も忘れずに行

いましょう。

地図上で写真撮影位置表示 位置特定済み表示と大体の位置表示

被災当時の写真と災害後あるいは現在の様子
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２-５．個人情報の取り扱いに注意しよう

資料の提供を受けた際に、権利者は誰なのか、誰から提供を受け

たのかを記録しておく必要があります。資料を公開する際に「○○氏

撮影」、「○○氏所蔵」あるいは「○○氏提供」という表示を行うため

に、権利者や提供者の情報が重要です。また、提供された資料につい

ての問い合わせを行う際には連絡先の情報が必要になります。

グループで資料の提供を受けた場合にはグループ内の誰が受けた

のかも記録しておくと、資料についての確認を行いやすくなります。

例えば、災害アーカイブぎふで資料を受け取った場合、当該資料を

受け取った人は災害アーカイブぎふの誰か、を記録しておくことで、

誰が受け取ったのか分からなくなって確認できなくなるという事態を

防ぐことができます。

権利者や所有者、提供者が市役所や図書館といった機関であれば

それらの連絡先は公開情報ですが、個人の場合は連絡先などが個人

情報となり、取り扱いを慎重に行わなくてはいけません。不用意に個

人情報が流出することは防がなくてはいけません。そこで、個人情報

は、資料のデータベースとは別に個人情報データベースで管理をす

るのがよいでしょう。資料のデータベースには個人の氏名までにとど

めておき、住所、電話番号、メールアドレスといった連絡先情報は、個

人情報データベースに登録しておくという方法がよいでしょう（５.３の

「データベース項目の検討」を参照）。なお、個人情報の扱いについて

は法制度や運用などが変わっていきますので、その時点で適切な方

法を常に考えておく必要があります。
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２-６．提供された資料は受取台帳に記録する

資料が提供されたら、提供を受けた人が受取台帳に資料の諸元

（資料名、対象災害、位置情報、権利者、許諾状況など）を記入しま

す。受取台帳の記載項目は資料のデータベースに入力する内容と同

じにしておくべきなのですが、データベースの入力規約に沿って正し

く入力するのは大変です。なぜなら、コンピュータが迷いなく理解で

きるようにするためには、統一した書き方、コード番号による管理、漏

れのない情報入力、必要な区分、文字数制限などなど、考慮しなけれ

ばならないことがたくさんあるからです。そこで、提供を受けた人へ

の負担を減らしつつ、入力がスムーズに行われるように、災害アーカ

イブぎふでは資料のデータベースに直接入力するのではなく、ひとま

ず別の受取台帳に入力規約に縛られずに分かる範囲で入力しておく

こととしました。受取台帳に入力された情報を資料のデータベースに

入力規約に沿って登録するのは、データベースの登録に慣れた人が

行うことにしました。登録時には受取台帳の入力情報の正誤チェック

や整合性チェックなども含めて行うようにすることで、メンバー内で

無理のない役割分担と効率性の確保を心がけるようにしています。

災害アーカイブぎふで利用している受取台帳の書式を以下に記し

ます。参考にしていただければ幸いです。
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【受取台帳の書式】
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寄稿 災害資料デジタルアーカイブ化の権利処理

岐阜女子大学 文化創造学部 井上透

デジタルアーカイブ開発おける権利処理の流れ

デジタルアーカイブ化と公開を前提として災害資料を取材する場

合は、文化庁の資料１や著作権情報センター２などを参考に、下記の

手順で対象となる著作物の権利処理を行う必要があります。

① 現在の著作権法では保護期間は作家など著作者没後70年です

が、2017年まで50年であったため、書籍、新聞、雑誌、写真な

どの既存の著作物の場合は、権利の保護期間が終了（会社や自

治体など組織では発表後50年経過、または著者没年調査を行

い1967年末までに死亡されていた場合は50年経過しており著

作権が切れている。）していれば利用できます。また、文化庁の

自由利用マーク又はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが著作

物についている場合は許諾なしに利用できる場合もあります。

② 著作権（以下、演奏者や俳優、放送事業者の権利である著作隣

接権を含みます。）の保護期間内であれば連絡先を調査し複製

権（コピー）、公衆送信権（ネット公開）、著作人格権不行使（トリ

ミングなどの一部改変による同一性保持権侵害を避ける）等開

発に必要な契約書または承諾書を作成し、同意を取ることが必

要になります。

③ 著作権者が不明（孤児著作権）の場合、文化庁長官裁定制度を

活用して公開が可能になります。しかし、現行では調査などの事

務処理、供託金などの障壁がありますのでご注意ください。
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④ 映像で個人が特定でき、さらに生存している場合は肖像権の許

諾を得ることが必要になります。しかし、政治家や公務員等が公

務中の映像、祭りイベントなど大勢の人が写っており写されるこ

とが想定される場合は不要です。個別の映像に関して、そのまま

利用するか肖像にボカシを入れマスキングするかを判断するこ

とになります。

⑤ タレントやプロスポーツ選手が特定される肖像は、所属会社・団

体に使用権（パブリシティー権）がありますので、芸能事務所や

団体に照会し許諾を得ることになります。

⑥ 公開するデータは、個人情報・プライバシー保護や公序良俗等

社会規範内であるか、宗教や地域の儀礼・慣習へ配慮している

かのチェックも必要です。さらに、公開によって製造方法などが

流出するなど民法上の不利益を与えないかを検討しなければい

けません。

権利処理の今日的課題

a) 国民が自由に活用できるオープンデータ化を前提とした権利処

理

デジタルアーカイブに蓄積された地域の映像やデータを、公共財と

して広く市民が活用するには，利用における自由度を高めたオープン

データとしての性格を有することが求められます。オープンデータと

はパソコンなど機械判読に適し，必要に応じて改変できる二次利用が

可能なデータとされています。そのため、これが可能になるような権

利処理を行うことになります。

二次利用が可能なデータとして、防災対策や防災教育活動だけで

なく、災害時の国・自治体の行政サービス、非営利活動の継続や企

業の事業継続など営利非営利活動にかかわらず自由利用を担保す
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る権利処理を行うことが必要になります。さらに、活用の自由度を増

すため，著作者から著作者人格権の不行使の了解を得て、トリミング

や部分的な使用、マスキング等の改変を含めた権利処理を含めるこ

とや、肖像権，個人情報・プライバシー保護をクリアしたデータ提供を

行うことが利用の促進を進めることになります。

b) クリエイティブ・コモンズ・ライセンス等のライセンス表示

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス等のライセンスを各データに付

与し表示することで、利用者はネットで活用できるかトリミングが可

能かなど、どこまで活用できるかの判断が容易になります。ライセンス

表示には、ヨーロッパの文化資源統合ポータルであるユーロピアーナ

で利用されている「ライト・ステートメント」や日本の文化庁の推奨す

る「自由利用マーク」がありますが、国内では政府が進めている統合

ポータルである「ジャパンサーチ」で使用されている、クリエイティブ・

コモンズ・ライセンスの普及が広がっています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作権者の許可する範囲

内であれば自由にコンテンツを使用できることを証明し、作品の流通

を図るための活動全般と、活動する団体を指しています（活動母体は

アメリカの非営利団体）。各国の著作権法に則った活動が行われてお

り、日本はクリエイティブ・コモンズ・ジャパン３が日本の著作権法に

準拠した規定を設けています。

CC（コピーライト・著作権）の後ろに、「BY（表示）」、「NY（非営

利）」、「ND（改変禁止）」、「SA（継承）」を付けた4 要素の組み合わ

せがあります。この他に、パブリックドメイン（公共財として完全に自

由利用）に関する、「CC0」「PD」の2 要素（種類）があります。災害

アーカイブの公共性を考慮すると、著作権者を表示することで営利、

非営利にかかわらず活用が可能な「CC-BY」や完全に自由利用の
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「CC0」を付与することが望ましいでしょう。

なお，これらは著作権だけを対象にしており，肖像権，プライバシー保

護をカバーしていないことに留意しなければなりません。

c) 肖像権の権利処理

肖像権法などの法律が存在しないため、判例によって利用の判断

が行われています。明確に対象者が判明する場合は許諾を得るなど

アーカイブを公開するために権利処理が必要になることから、多くの

自主規制がマスメディアや多くのデジタルアーカイブで実施されてい

ました。しかし、この事態を憂慮したデジタルアーカイブ学会の報道

関係者、デジタルアーカイブ提供機関、弁護士が作成した「肖像権ガ

イドライン」４が提供されたことで個別の映像での判断が容易になり、

多くの機関がこのガイドラインを参考に基準を設け肖像権に対応する

ようになりました。

d) 個人情報・プライバシー保護

公開するデータの解像度が年々高くなっており、そこから個人の情

報が読み取れる場合は、削除もしくはトリミング、マスキングを行うな

ど個人情報保護やプライバシー保護に配慮することが必要になって

きました。

一方、災害アーカイブのような文化的で非営利な目的での利用範

囲であって、かつ被写体のプライバシーの保護性が高くない場合は、

社会通念上、受忍限度の範囲内と判断される可能性が高いので、公

開後に申し出によるデータ修正・削除などオプトアウトが前提ではあ

るが、過度のマスキング等は避けることを検討しなければなりませ

ん。
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e) 倫理への配慮

公開するデータが、反社会的行為や裸体など公序良俗等社会規範

内であるか、公開によって企業秘密の暴露など民法上の不利益を与

えないかを検討しなければなりません。さらに、文化財や絶滅危惧種

は、地図や緯度経度・住居表示など地理情報の公開により盗掘･盗難

を招く恐れがあります。個人情報と住所がリンクする場合、居住地に

よる差別などを助長する可能性もあるので，社会での一般的な倫理

に配慮した利用のガイドラインを作成した上で公開する必要がありま

す。

f) 災害アーカイブの連携・移管・継承

災害アーカイブを活用して防災に活かすためには、多様なデータを

県、市町村の範囲を超えて連携し活用する環境を作ることが重要で

す。一方、東日本大震災関係アーカイブにおいて、財政的支援が無く

なったことから閉鎖に至った事例が増えており、閉鎖される災害アー

カイブのデータをどのように他のアーカイブに移管し継承するかの課

題があります。これらの課題を克服するためには、開発・権利処理の

段階から許諾の在り方を検討しなければなりません。

災害アーカイブにおける「記録物の利用に関する許諾書」として、

「私は，災害の記録をデジタルアーカイブとして保存・公開し，公共財

として国内外で活用することにより，災害の経験を後世に活かす目的

とする〇〇災害デジタルアーカイブ化事業に賛同し，提供する映像

（写真・動画）・音声・文書等について，〇〇に対しその所有権を譲渡

し，〇〇が次のことを行うことを許諾します。」などの表現を承諾書に

含めることだけでなく、さらに，「私は，〇〇が記載した記録物及びデ

ータを他のデジタルアーカイブに移管する場合，移管先となる事業主
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体が，私が当該事業主体に対し本許諾書に定める許諾及び同意をし

たものとみなすことに同意します。」などデータ移管・継承についての

同意を取ることが、これから災害アーカイブのデータ取得時における

権利処理に必要と思われます。

参考サイト

1) 文化庁 著作権に関する教材，資料等 https://www.bunka.go.jp/sei

saku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html

2) 著作権情報センター https://www.cric.or.jp/

3) クリエイティブ・コモンズ・ジャパン https://creativecommons.jp/

4) 肖像権ガイドライン（デジタルアーカイブ学会） http://digitalarchiveja

pan.org/wp-content/uploads/2021/01/ShozokenGuideline-2

021-04.pdf



- 45 -

３．資料を使おう

資料をみんなで使うには、どうすればいいのでしょうか。私たちの

考え方や実例を紹介します。

３-１．どんな人・場面に使ってもらうか

過去の災害を伝える資料は、防災教育や啓発活動、自主防災活動

など、使う人の自由な発想で多くの場面で使っていただきたいと思っ

ています。例えば、次のような使い方が考えられます。

・ 学校の先生、教育関係者、PTA による防災教育、地域学習

・ 地域で防災・減災活動に取り組むリーダー による啓発活動

・ 自治会や自主防災組織の人 による防災活動

・ 地域の歴史を考えたい人 の参考資料

・ 防災研究者 の研究材料

３-２．ワークショップでの活用

１）ワークショップのいろいろなかたち

災害アーカイブぎふでは、資料を活用した次のようなワークショッ

プができると考えています。

・ 資料を収集すること自体を目的としたワークショップ（地域発見

ワークショップ）

・ 資料が撮影された場所、資料に記載された場所を見つけるワー

クショップ（防災まちあるきワークショップ）

・ 過去の災害資料を通じて現在の危険度を知り、将来に備えるワ

ークショップ（災害アーカイブワークショップ）



- 46 -

・ 地域の過去・現在・未来を考えるワークショップ（地域アーカイブ

ワークショップ）

地域の防災だけでなく、まちづくりの一環として、学校の授業とし

て、コミュニティスクールの一環として、いろんなワークショップの形

があり、資料の使い方があると思います。既に登録されたデータの活

用だけでなく、資料を探し、どうやって活用するかを考える過程から

関わることで、より深く地域の災害や、地域そのものについて知るこ

とができると思います。このことは、防災意識の向上や地域の防災対

策促進、よりよいまちづくりにもつながっていくと考えています。

災害アーカイブぎふは、このようなワークショップを開催したい人

のお手伝いをしています。

２）対面で行う「災害アーカイブワークショップ」の進行例

ここでは、過去の災害資料を通じて現在の危険度を知り、将来に

備えるワークショップ、災害アーカイブワークショップの進行例を記し

ます。実際に使ったスライドを附録に掲載しますので参考にして下さ

い。

〈ワークショップの目的〉

このワークショップの目的は、地域の災害対策を考えることです。

過去の被災の記録（写真や手記など）と地図を用いることで、どこで

どのようなことが起きていたのかを追体験することができます。ハザ

ードマップ等を活用することで、地域の災害危険度と、実際の被災イ

メージを合わせて考えることができるようになります。地域の危険度

を踏まえた災害イメージができることで、今、再度被災したらどのよう
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な事が起きるかを具体的に考えることができるようになります。今、被

災したらどうなるかという内容を踏まえることで、被害を軽減するた

めにはどうすれば良いかを具体的に考えることができるようになりま

す。

〈対象者〉

一般（小学生くらいから大人まで）

〈人数〉

1グループ6～8名程度

〈スタッフ〉

全体の進行役、グループを見守る役

〈事前に用意しておくもの〉

・ 災害当時の写真と、同じ場所の現代の写真

・ ハザードマップ、浸水実績図、当時の状況が分かる資料など

・ 白地図

・ 付箋とペン

・ 模造紙

〈流れ〉

時間は2時間とし、以下のように進めます。

・ 災害の説明（20分）

・ グループワーク：写真の位置特定、当時の状況の振り返り、も

し同じような災害が発生したらどうなるか（80分)

・ 各グループでの話し合い結果について発表（20分）
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［災害の説明］

その日に取り扱う災害についての説明を行います。具体的に

は、被害の規模、注意報及び警報が発生したタイミングなどを確

認します。また、ワークショップの流れの確認も行います。

［グループワーク：写真の位置特定、当時の状況の振り返り］

当時の写真と現代の写真の場所を白地図上で探し、貼り付け

作業を行います。ハザードマップや浸水実績図などと重ね合わ

せてみます。地図、写真及び当時の記録などを手掛かりに、主に

災害を経験した人から当時の状況（場所、時間、どんなことがあ

ったか）についてお話を伺います。これにより、当時を知らない

人たちも、この地域の災害をイメージすることができるようになり

ます。この際、話された内容を付箋に書いて、白地図に貼りま

す。

［グループワーク：もし同じような災害が発生したらどうなるか］

もし、また同じような災害が発生したらどうなるか、その場合



- 49 -

に、いつ、どこへ、誰と、何を持って避難するかなどをみんなで話

し合います。ここでも付箋に意見を書きます。どこが危険か、安

全に避難するにはどこを通ればよいかについても考えます。模

造紙に意見をまとめます。

［全体での振り返り］

模造紙と地図を見せながら、各グループでの話し合い結果に

ついて発表し合います。異なったグループの意見を聞く事によ

り、さらに新たな気づきが生まれます。

ワークショップ事例①川辺町で開催された初めてのワークショップ

ワークショップの前段として、かわべ防災の会を中心に、1968年

8月17日に発生した飛騨川バス転落事故（8.17豪雨災害）に関する

写真、手記などの文書の収集を行いました。その結果、写真資料92

点、文書資料6点を収集しました。そのうちの82点の写真資料につい

ては、撮影場所を特定することができました。そのデータを活用し、ワ

ークショップ（災害アーカイブワークショップ）の試行を行いました。

8.17豪雨災害を対象とし、川辺町の当時の写真と、現在の同じ場

所の写真、当時の資料、地図を用いて、災害時に地域がどのような状

況になるか、浸水や土砂災害の発生の恐れのある場所はどこかとい

う点について、参加者同士で意見交換を行いました。

参加者の中には、当時、遺体捜索に関わった人や、活動に関わって

はいなくても町の災害状況を記憶している人もおり、グループワーク

では、各グループ内で当時の状況について、多様な語りがなされてい

ました。語られた内容は、文書としての記録には記されていない話も

多数あり、飛騨川バス転落事故という事柄は知っていても、参加者
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の語りによって、相互にはじめて知る話も多数あったようでした。写

真を目の前にすることで経験者の記憶がよみがえり、主催者の期待

以上の語りが引き出されたようです。

参加者の感想として、災害アーカイブの重要性が分かった、過去の

災害を次世代に伝えることの重要性を再認識した、自分の居住地域

でもやってみたいなど、災害アーカイブの重要性と、そのデータを地

域防災に活かすための具体的なイメージをつくることができていると

確認できました。

今後は他地域にも対象を広げ、別のワークショップの形についても

試行し、楽しみながら地域の防災力を向上し、記録を蓄積し、記憶を

継承する手法を提案したいと思う契機となりました。

３）オンラインで行う「災害アーカイブワークショップ」の進行例

2020年に日本でも大流行し始めた新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を受け、対面でのワークショップを行うことが困難となりま

した。そこで、オンライン向けのワークショップを開発し、実施してみる

ことにしました。ここでは、オンラインにおけるワークショップ進行例に

関して説明します。ワークショップの目的は、対面のものと同じです。

こちらについても実際に使ったスライドを附録に掲載しますので参考

にして下さい。なお、オンラインで行うワークショップでは、オンライン

ツールをいろいろ利用しています。これらの中には、自分たちだけで

使い方をマスターすることが難しいものもあります。ご連絡いただけ

れば相談に乗れますので、興味ある人はご連絡ください（災害アーカ

イブぎふ連絡先 e-mail : archive.gifu@gmail.com）。
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〈オンラインで行う際に用いるツール〉

・ Zoom（https://zoom.us/）

Zoomというオンライン会議アプリを使います。参加者が複数グ

ループになる場合はブレイクアウトルームの機能を使用します。

ここで紹介した進行をそのまま行うためには有料版が必要にな

ります。）

・ Googleスプレッドシート（https://www.google.com/intl/j

a_jp/sheets/about/）

複数の人が同時に書き込みできるシートです。話し合われた内

容を記録する時に使います。

・ ｅコミマップ

災害アーカイブぎふで使っているオンライン地図情報システムで

す。オンライン上で地図を見ることができたり、被災した時の写

真を、地図上の該当する場所に設置することができます。

〈対象者〉

一般（小学校高学年くらいから大人まで）

〈人数〉

1グループ6名程度

〈スタッフ〉

全体の進行役、グループの進行役、グループの記録係

〈事前に用意しておくこと〉

・ ｅコミマップに、写真を登録しておくとともに、ハザードマップや
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標高図などの参考地図を表示できるようにしておく。

・ Googleスプレッドシート上にタイムラインを用意しておく。

タイムラインの例

〈流れ〉

時間は2時間とし、以下のように進めます。

・ 災害の説明（30分）

・ 1回目グループワーク：当時の状況を振り返る（30分）

・ 2回目グループワーク：もし次発生したらどこへ避難する？（30

分）

・ 全体での振り返り（30分）

［災害の説明］

その日に取り扱う災害についての説明を行います。具体的に

は、被害の規模、注意報及び警報が発生したタイミングなどを確

認します。また、ワークショップの流れの確認も行います。
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［1回目グループワーク：当時の状況を振り返る］

地図、写真及び当時の記録などを手掛かりに、主に災害を経

験した人から当時の状況（場所、時間、どんなことがあったか）に

ついてお話を伺います。これにより、当時を知らない人たちも、

この地域の災害をイメージすることができるようになります。この

際、話された内容をGoogleスプレッドシート上のタイムラインに

記入し、発言の“見える化”をします。

［2回目グループワーク：もし次発生したらどこへ避難する？］

もし、また同じような災害が発生したらどうなるか、その場合

に、いつ、どこへ、誰と、何を持って避難するかなどをみんなで話

し合います。また、新型コロナウイルスの影響により避難の在り

方も変わってきているので、避難の方法など様々なことについて

議論をします。こでもGoogleスプレッドシート上のタイムライン

に記入します。

［全体での振り返り］

各グループでの気づきを全体で共有します。異なったグルー

プの意見を聞く事により、さらに新たな気づきが生まれます。

【ワークショップ事例②コロナ禍の第一回オンラインワークショップ】

対象災害：昭和51年9・12豪雨災害

参加者：水害を体験した人、していない人

参加者年齢：30代から60代まで

このオンラインワークショップは、マイタイムライン（自分の避難計

画）を作成することをゴールとしました。初めてのオンラインワークショ
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ップということで、スタッフは手探りの状態で緊張感をもって開催しま

した。参加者の表情も始めは硬さがありましたが、慣れてくると当時

の写真や地図を見ながら体験の記憶をスラスラ話していただけるよ

うになりました。

参加者からは、「記憶がよみがえって災害への危機意識が生まれ

た」「他の人の意見を参考に避難方法の再検討のきっかけになった」

「体験した親の記憶があいまいになっていて、災害をしっかり記録に

残す大切さを思い知らされた」「もっと体験者の話が聞きたい」「『災

害・避難カード』の作成を組み込む時間が欲しい」などの意見が聞か

れました。アンケート結果からは、参加年齢層がオンラインの方が低く

なること、オンラインでは、対面よりも対策について丁寧に検討できる

ため、具体的な対策検討が行いやすいという傾向も確認されました。

体験者、未体験者そして被災地をイメージできない人も加わったワ

ークショップでしたが、今起きたらどうするかをそれぞれが真剣に考

える時間を持てたことは効果的であったと考えます。

【ワークショップ事例③対照的な二つの地域のオンラインワークショッ

プ】

災害の少ないＡ地域

・ 災害が少ないと言われている地域・防災活動にもどこかのん

びりしているところがあります。

・ 災害の写真データも数少なく出所の確認も難しいのですが、

防災意識を高めたいと思っています。

・

対象災害：昭和51年9・12豪雨災害

参加者：水害を体験した人、していない人
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参加者年齢：30代から70代まで

災害の多いＢ地域

・ 水害が頻繁におきている地域。3年前の水害被害もすでに忘

れている人が多く、心配です。

・ 被災写真は多く残っています、災害に対して警鐘をならしたい

と思っています。

対象災害：平成30年7月豪雨

参加者：水害を体験した人、していない人

参加者年齢：30代から60代まで

ＡとＢ、対照的な二つの地域ですが、すべての人が災害を忘れて

いたり、のんびりしていたわけではありません。災害の写真データも

数少ないA地域で、使用予定写真の現在の様子や実績浸水深看板

を地域の人に聞きながら探した際には、「どこだろう」や、「あそこで見

かけたよ」と、地域の方から声をかけられるなど、大変親切で過去の

災害に興味を感じていることが伝わってきました。B地域では、写真・

動画などがどんどん提供され、災害の記憶が呼び起こされたことを感

じました。

また、A地域の図書館で災害史を調べてみると、同じ写真の災害

名が冊子によって異なっていることがありました。1冊は「昭和49年7

月水害被害」、もう1冊は「昭和51年9・12豪雨」とあり、どちらが正し

いのか当時を知る方に判断していただきました。結果「昭和51年9・1

2豪雨」の時の写真であると分かりましたが、古い災害を振り返る難

しさを感じました。
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この二つの地域は、いずれも災害意識の向上をしたいという思いが

あったため、災害アーカイブワークショップと濃尾震災パネル展、水

害と地震災害に関する取り組みの両方を行う事を提案しました。災

害アーカイブワークショップでは参加者が限られてしまいますが、パ

ネル展では多くの方に立ち寄ってもらう事ができます。これらの取り

組みを通じて少しでも地域の方の意識向上につながったのではない

かと思っています。

４）対面とオンラインのワークショップの違い

オンラインのワークショップを行ってみて、次のようなことに気づき

ました。オンラインのメリットとしては、遠くの人と一緒に参加できる、

移動しなくても良い、現地に行けない人でも参加できる、コロナ禍で

も繋がれる、いろんな情報を使うことができることなどがあります。デ

メリットとしては、回線が不安定な場合（音が聞こえなかったり映像が

見られないなど）の問題、発言タイミングがわかりにくい、Zoomやパ

ソコンなどに慣れる必要があることなどがあります。

対面とオンラインの特徴

対面 オンライン

参加できる人 会場に来れる人 パソコンなどが使える人

人の集まり 人が集まり、密になる 密をさける

参加するには 現地に集合 自宅で参加

参加者 近くの人が参加 遠くの人でも参加できる

スタッフ
全体を見守る
発言の記録はしない

グループに張り付く
発言の記録係が大変

地図や資料の活用

地図に触れる、書き込める
あらかじめ用意した地図や資料だけ
しか利用できない

事前に準備した地図や資料だけでな
く、インターネット上にあるいろんな
地図や資料を適宜活用することがで
きる
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３‐３．パネル展での活用

写真は、パネルにして展示するという活用方法もあります。ワーク

ショップなど人の集まる行事を開催するのが難しい場合や、参加時間

に自由度を持たせたい場合、参加の敷居を低くしたい場合にはパネ

ル展を開催するのがお薦めです。

写真だけでなく、当時の体験談や貴重なデータ、地図などを添えた

りすることで、より自分事に捉えてもらえるような工夫も加えられま

す。特に体験談は、語り口調やその人の目線によって、一緒に体験し

ているようなリアリティを感じられます。

災害アーカイブぎふでは、濃尾震災129年記念行事をきっかけと

して当時の被災状況や災害の概要に関するパネルを作成しました。

濃尾地震は岐阜県だけでなく愛知県にも大きな被害をおよぼした広

域地震災害でした。そのため、一度だけの利用ではもったいないとい

う思いや、最初にパネル展を開催した岐阜市だけでなく、他の地域で

もパネル展を実施したいという声があったことから、巡回パネル展に

発展しました。

【パネル展事例①濃尾震災129年記念行事】

濃尾震災129年の記念行事が震災紀念堂（https://shinsai-ki

nendou.com/）で行われることにあわせて、災害アーカイブぎふと

しても、当時の被害状況写真をパネルにして展示してはどうかという

ことになりました。災害アーカイブぎふの定例会では、パネル展の実

施にあたり、いろんな切り口から対話が繰り返されました。「展示だけ

で終わらせるのか。」「人集めが目的ではない。」「パネル展の参加者
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からの声を何か残せないか。パネル展とあわせてワークショップ的な

ことをやるか。ノートに書いてもらうとか付箋とかを活用できない

か。」「パネル展であっても参加型にしたい。」などなど・・・。

展示とはいえ、それだけでは終わらせたくない、何かワークショッ

プのような参加型のしかけを入れられないかとの思いから、岐阜県

の地図をパネルにして、被災体験や感想などを付箋に書いて貼って

もらうことで、参加型パネル展にしようと考えました。会場になった震

災紀念堂は、7,273人もの死者を出した濃尾地震の慰霊堂ですが、

災害から130年たった今では、その存在を知っている人も少なくなっ

てきています。そこで、展示パネルの中に、震災紀念堂を知ってもら

うパネルもつくろうという提案もでてきて、メンバーの心が一つになり

ました。その時の「130年の翌年、ガチのワークショップをやろう！」と

いう想いは、残念ながらコロナ禍により実現できていないままです

が、この129年行事が次の展開につながっていきました。

【パネル展事例②巡回パネル展】

前述の129年行事で展示するパネルを作成するにあたり、二日間

のパネル展だけのためにパネルを作るのはもったいない！折角なの

でもっと活用できるようにしよう。との想いから、ほかの場所でも使え

る仕様にすることにしました。具体的には、129年という文字を入れ

ないこと、そのまま置けるように自立スタンドを付けること、穴あけ加

工を施すことで、吊り下げ展示をできるようにすることなどです。

そして、パネル展を開催してもらえる場所を探しました。行政など

にパネル展の開催を呼びかける際には、想いに賛同していただき、共

同で開催してもらうという形にこだわりました。ここでも、「みんなで
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つくる」を大事にしました。ここから、9市町11会場におよぶ巡回展が

始まりました。

震災紀念堂のあと、最初に開催することになった市で、その市に関

連するパネルを作れないかと、文化財担当課に相談し、ご協力いただ

いて「○○市の被害状況」というパネルを作成することができました。

その次に開催した市でも、「うちの市の状況があると嬉しい」と言わ

れ、その地域独自のパネルを追加で作成しました。このような経緯

で、ご当地パネルの作成・展示が恒例となっていきました。来場者に

いかに身近な話題として捉えてもらうか、ということが重視されたの

だと思います。また、付箋に感想を書いてもらったり、アンケートを設

置したり、工夫を凝らして参加型パネル展にしてくださった会場もあ

りました。

「もったいない」という思いつきで始まったパネル展ですが、コロナ

禍で人が集まれない、行事もできない中、貴重な防災啓発の機会と

なり、共催いただいた方々にはとても喜んでいただけたと感じまし

た。パネル展開催の呼びかけをしていく中で、公共施設での開催、市

民団体とのコラボなど、行政機関との共催以外の形も出てきました。

走りながら考える、変化を楽しむというのも、私達の活動の特徴かも

知れません。

パネル展を重ねるうちに新たに見つかった課題があります。展示を

見に来られた方の被災体験や感想などを書いてもらった付箋、これ

も災害アーカイブに残すべき、大事な記録であると気付きました。し

かし、パネル展時には、付箋の記録を残し、活用することについて、付

箋に書いてくださった方の意思確認を行っていませんでした。付箋に



- 60 -

書いていたいただいた内容には、是非ほかの人にも見てもらいたい

と思うような被災体験もあります。差し支えないものは配慮しながら

残したいし、公開できるものは公開したいとの思いはありますが、会

場で付箋ごとに許諾をとるというのはあまり現実的でないように思い

ます。簡易的に口頭で確認するとしても、仮に本人が「いいよ」と言っ

てくださっても、ホームページ等で広く公開してしまってよいのかな

ど、公開範囲もあらかじめ考えた上で聞いてみないといけません。今

後のパネル展の会場では公開に関する注意書きを記すか、「公開し

ないでシール」を用意するか、オプトアウト（公開した上で、削除依頼

があった場合には削除する）の方式とするか・・・。試行錯誤は続きま

す。
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コラム：FC岐阜の試合会場でのパネル展

を開催するに至った経緯の紹介

中村貫志

サッカーと防災で何かできないか、そう思っていた中、ふとJ
リーグが実施しているシャレン（社会連携活動）について知り
ました。メールを送ったところFC岐阜の担当の方とつないでい
ただきました。また、Jリーグに所属する東海地区の6チーム（清
水エスパルス、ジュビロ磐田、藤枝MYFC、アスルクラロ沼津、
名古屋グランパス、FC岐阜）が2020年9月より「ソナエル東
海」を発足し防災に力を入れ始めたところだったことも、今回
パネル展を実施することができた要因の一つかも知れません。
2021年度初めに担当者が変わり、具体的な準備が中々進まな
いなどの問題はありましたが、2021年11月7日（日）J3リー
グ第26節FC岐阜VSカターレ富山においてようやくパネル展を
実施することができました。
試合当日は、サッカーを見に来ているサポーターの方にどの

ように災害について知ってもらう（パネルを見てもらう）かを
考え、パネルの配置などを工夫して行いました。また、今回は
岐阜大学学生保安消防隊の学生にもお手伝いをしてもらいまし
た。来場者はサッカー観戦を目的に訪れているということもあ
り、このパネル展のために来たという方はおられませんでした。
しかし、だからこそ、普段防災について意識していなかった方
にも災害について知ってもらう機会になったのではないかと思
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います。また、中には濃尾地震について祖父、父から聞いたと、
親族の中で代々語り継がれている方もおり、今回のパネル展を
見て子供にも話さないとという気持ちになってもらえたことは
よかったと思います。富山から訪れた方は、雪害に関するお話
をしてくださいました。災害と言っても、北陸の方はまず雪に
関する話題が出てくるように、地域によって身近な災害は異な
るのだなと改めて実感しました。
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コラム：ご当地パネル

伊藤三枝子

濃尾震災パネル展では、開催地のご当地パネルを作りました。
ご当地パネルは、開催地の地震被害を調査し、文献などからそ
の地域の写真を引用しました。「マグニチュード8.0、世界でも
最大級の内陸直下型地震は他人ごとではなく地震の対策を考え
なければいけない。」というメッセージを伝えるため、当時の
被害を知ってもらい、地震の怖さを効果的に感じていただける
展示になったのではないかと思います。濃尾地震による被害が
少ないと思われていた市でも、調べてみると大きな被害の記録
がありました。市史に掲載されていた市内の被害の写真が不鮮
明であったため再度調べてみたところ、鮮明な写真を発見でき
たこともあります。当時の写真を目にすることで「そういえば」
と記憶が呼び起こされたという来場者から、曾祖父母、や祖父
母、親族から聞いたという貴重な話を聞かせて頂きました。人
々の語る生きた情報を通して、災害と人生の関係の内実を垣間
見たように感じました。
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コラム：幻の展示・岐阜県博物館

平岡祐子

「岐阜県博物館×災害アーカイブぎふ」素敵なコラボ企画が決
まりました。準備作業にお邪魔したメンバー達は、県内のご当
地パネルがずらーっと並んだ、ここでしか見られない光景にテ
ンションが上がりました。しかし、新型コロナウイルス感染症
対策により会期中に博物館が開館することはとうとう一度もな
く、幻の展示となってしまいました。コロナ禍でのこんな思い
出も、きっと後になってみれば懐かしいのでしょうね。
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コラム：Kさんが入ってくれた！

平岡祐子

パネル展での大きな喜びは、「私たちと一緒に活動してくれる
方、ご連絡をお待ちしています」というパネルの呼びかけを見
て、Kさんがメンバーになってくれたことです。その時の喜び
と言ったら、今でも思い出すと嬉しくなります。
もしもあなたがやってみたいと思ったなら、ぜひ勇気を持っ

てお声を掛けてくださいね。災害アーカイブの活動は、一人で
も多くの人が主体的に関わってくださることで、継続していく
のだと思っています。いつでも、お待ちしております。
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３‐４．学校の防災教育などの教材に使用

１）小学校社会科副読本の資料

小学校の先生から、「3年生や4年生の社会科において副読本を作

成するのだが、防災を学ぶ単元や、自然災害の単元で地域教材を取

り上げたいので、副読本に使用するための写真提供いただけない

か。」との依頼を受けました。子どもたちは、授業の中で冊子として印

刷された副読本を使用するとともに、一人一台配付されているタブレ

ットに表示しながら学習を進めていく予定です。

２）小・中学校 命を守る訓練で活用

岐阜県では小・中学校において、「命を守る訓練」を行っています。

災害アーカイブぎふには、この訓練の講師を担当しているメンバーも

います。訓練では、水害、地震など災害をイメージし考えるというテー

マを取り上げる事があります。このような訓練では、災害経験はなく

ても、自分たちが住んでいる地域の過去の災害写真や地元にある慰

霊碑の写真を見ることで、過去の災害を知り対策を真剣に、そして具

体的に考える姿が見られました。

３‐５．新聞などメディアでの活用

災害アーカイブぎふの活動を紹介していただいた新聞記事がいく

つかあり、それらの記事で災害アーカイブぎふが公開した写真を掲

載していただいたことがあります。一方、災害アーカイブぎふの活動

とは関係のない記事でも、災害アーカイブぎふで公開した写真を使

用していただいたこともあります。

ひとつは、2021年11月に共同新聞社が濃尾地震から130年とな
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ることを題材として配信した特集記事です。濃尾地震当時の被災状

況や救護支援状況を紹介する写真が「災害アーカイブぎふ提供」とし

て掲載されました。この特集記事では、パネル展で使用した写真のう

ち、岐阜県図書館から提供いただいたものと、災害アーカイブぎふで

保存・提供している岐阜地方気象台から提供された写真にたまたま

同じ場所で撮影された別の写真があり、これらの写真から地震後の

倒壊状況とその後の火災による消失の状況とが対比できるというこ

とも紹介されました。

もうひとつは、2021年11月7日付岐阜新聞「植林の父が（濃尾震

災から）根尾を復興－金原明善」の記事において、明善が私財を投じ

て苗を無償提供して、植林により根尾地域の復興に寄与したという

説明に添えて、濃尾地震により山肌が崩れた写真が「災害アーカイブ

ぎふ提供」として掲載されました。

このように、災害アーカイブに保存された写真は二次利用できる形

で提供することで、防災の啓発記事や歴史を紹介する記事などに活

用してもらうこともできます。

３‐６．ホームページでデータ公開

災害アーカイブぎふでは、私たちの活動紹介や、アーカイブした写

真などをホームページで公開しています。

http://gifu.shinrokuden.irides.tohoku.ac.jp/ecom/
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災害アーカイブぎふの活動やその成果を多くの人に伝えるには、ホ

ームページで公開することが最適だと考え、活動の初期にホームペ

ージ（ｅコミグループウェア）と写真を登録・公開するためのWebGIS

（ｅコミマップ）をサーバにセットアップして使えるようにしました。ホー

ムページには、「私たちの活動」で活動の概要を掲載すると共に、「災

害アーカイブを使う」でワークショップやパネル展の様子などの資料

活用の事例を紹介し、「災害アーカイブをつくる」で資料の収集事例

を紹介しました。

また、アーカイブした資料は、「災害でさがす」から、年代別に列記
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した災害名から災害を選択して資料を掲載したマップを表示できる

ようにしました。また「地域でさがす」から地域を選択して資料を掲載

したマップを表示できるようにしました。資料一覧から写真などの資

料を選んで、拡大表示やダウンロードができるようにしました。
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このホームページにおける今後の課題は、なるべく多くの人に「災

害アーカイブぎふ」の活動を知ってもらい、より多くの人に活用して

いただくことです。より多くの人にこのホームページを知ってもらうた

めには、インターネットの検索サービスで検索したときに、上位（でき

ればトップ）に表示されるよう、適切なキーワードを選択するといった

対策（SEO対策）を行うことが大切です。また、災害関係あるいはア

ーカイブ関係の他のサイトにリンクを張ってもらうことも効果的です。

災害アーカイブぎふの場合、名古屋市港防災センターの企画展に資

料提供した際に、当該企画展のホームページにリンクを張っていただ

いたことがあります。

ホームページでは、多くの資料を公開していますが、現時点ではデ

ータベースの仕組みを導入していないので、写真などの資料を検索
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することはできていません。しかし、年代順に列記した災害の名称お

よびそれに付記した市町村名のリストを掲載することにより、どの災

害のどのエリアの写真を探す、ということに対応しています。また、市

町村名を列記し、市町村ごとに資料のある災害名を列記することによ

り、自分たちの町でこれまで起きた災害の写真を探す、ということに

対応しています。
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寄稿 防災教育における災害アーカイブワークショップの効

果と可能性 ―三陸＆東海防災フォーラム伝のイベントにお

ける災害アーカイブＷＳの事例から―

（一社）三陸＆東海防災フォーラム伝 理事 千葉久美子

はじめに

一般社団法人三陸＆東海防災フォーラム伝（以下、「伝」）は、東日

本大震災後に地域と連携した防災教育を展開していた仙台市の防災

教育の事例に共感した仙台市と東海地方の教師、大学関係者、卒業

生、保護者、地域住民等が2018年から活動していた任意団体をもと

に2022年４月に法人化した団体です。当法人の目的は、「東日本大

震災を始めとする様々な災害で受けた人々の苦渋と復興のために立

ち上がってきた道のりに鑑み、災害から学んだことの伝承、防災・減

災・復興に取り組む人づくり、防災意識の向上、地域連携の促進、及

び他の有効な取り組みを通して、安心して暮らすことのできる社会の

実現に貢献すること」です。

その伝と「災害アーカイブぎふ」の皆さんとの関わりは、2018年の

第２回三陸＆東海防災フォーラム伝（仙台大会）の反省会に参加して

下さった小山真紀准教授と「災害アーカイブぎふ」のメンバーであり

伝のサポーターであった平岡守さんとの「防災」についての熱心な語

り合いが始まりでした。席上、小山先生と「防災は生死観にかかわる」

という深い話ができたことに感銘を受け、伝への協力をお願いしたと

ころご快諾いただきました。

2021・2022年度の２年間、小山先生のご紹介により東北大学災

害科学国際研究所の柴山明寛准教授と「災害アーカイブぎふ」との
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共同研究をさせていただくことになり、当法人のイベントに災害アー

カイブワークショップを位置付けました。その取り組みから「防災教育

における災害アーカイブワークショップの効果と可能性」について簡

単に述べてみたいと思います。

第７回三陸＆東海防災フォーラム伝における災害アーカイブワークシ

ョップ

第７回三陸＆東海防災フォーラム伝は2021年２月27日（土）に、

コロナ禍の中オンラインで開催されました。実行委員長は伝の第1回

フォーラムの時からご縁をいただいた名古屋学院大学「ボラセンCW

クラブ・災害復興支援チームあすなろ」の山本雅貴さんです。柴山先

生の講演で、日本や世界における災害アーカイブの所在と有効活用

の仕方について学んだあと、いよいよオンラインでの災害アーカイブ

ワークショップとなりました。

それまでの「災害アーカイブぎふ」の皆さんによるワークショップ

は、土地鑑があり、写真などの提供が可能な地元の方による地元の

災害についてのワークショップでした。そのため、仙台や名古屋、大

阪、岡山などからの参加者による「輪中地域での2000年東海豪雨

被害」をテーマとしたワークショップはどのようなものになるかの不安

を抱えながらの実施となりました。

輪中地域における2000年東海豪雨被害の写真と現在の写真の

比較、地図上での把握、河川の水量変化グラフ、降水量の変化グラフ

の活用等をしながらのグループ討議、及び発表・共有が行われまし

た。オンラインにより、画面を見ながらの話し合いとなりました。経験

者の貴重な体験談を聞いたり、他地域からの参加者や若い参加者か

らの熱心な質問について共に考えたりと、とても有意義な議論となり

ました。今回他地域の方の参加により、土地鑑があまりない地域の災
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害についても資料やデータを活用して討論や学びが可能なことが分

かり、全国を視野に特徴的な地域をピックアップして災害アーカイブ

ワークショップをパッケージ化することの価値が確認されました。この

手応え感が、次の第８回伝でのオンラインでの災害アーカイブワーク

ショップの開催に繋がったのです。

第8回三陸＆東海防災フォーラム伝での災害アーカイブワークショッ

プ

第８回伝は、コロナ禍の中で多方面の方のご協力により、2021年1

1月27日（土）に岡山県の公立高等学校の生徒さんと被災地宮城県

の宮城県亘理高等学校の生徒さんをオンラインでつないで実施する

ことができました。宮城県の山元町震災遺構中浜小学校の見学に続

いての災害アーカイブワークショップを実施しました。宮城県亘理町

と周辺の地域の2種類の地図（平面・立体）に亘理町役場のご協力で

得られた６地点の被災前・被災後の写真を配置して学習材としまし

た。小山先生と「災害アーカイブぎふ」の皆さんの技術的サポートと高

校生へのグループ内での操作支援を得ての実施となりました。地図

データを自在に動かしながら、地形と被災の様子や体験などを話し

合うことで、地理的な観点から被災時にどのように行動したらよいか

について考えを深めることができました。岡山県からのオンラインの

参加者も最初に震災遺構中浜小学校の見学をしたことから、被災当

時の状況や現地の地形の様子を理解することができたことは奏功し

ました。

課題として次のことが挙げられます。まず、災害アーカイブワークシ

ョップの目的や地図データを操作すること等について事前により具体

的に学ぶ機会を提供できれば、より充実した学びになったと考えられ

ること。岡山県と宮城県の参加者対象の事前説明会は開催しました
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が、災害アーカイブワークショップの説明時間が不足していたことが

反省点です。次に、学習材・教材として防災教育としてのカリキュラム

設計の要素を取り入れ、企画者としてはこの地図データから何が読

み取れるのか、どのように読み取ると学習の目標を達成できるのかの

分析に基づいた学習者への投げかけをすることが望まれること。参加

者の主体的な学びに任せることは大切にしつつも、学習目標を達成

することをねらうことが重要と考えます。十分な学習が展開されるこ

とが、災害や避難を地形との関連で考える力をつけることに繋がり、

自分たちの活動への意欲の元となると考えられます。

今後の災害アーカイブワークショップの可能性

以上のオンラインでの2回のワークショップから、災害アーカイブワ

ークショップの効果と可能性まとめてみました。

・ 地図データを操作しながら地形と災害・被害の関係について捉

えることは、科学的な視点から防災や避難を考える貴重な学び

の機会となる。

・ 自分の居住地で被災するとは限らないため、日本の特徴的な地

形（輪中・リアス海岸・平野部・火山地帯等）における災害につい

て学ぶことができるワークショップは、大変有効な学習となる可

能性に満ちている。

・ 地形と災害の関係について客観的に学ぶことで、自分の被災体

験を整理する機会となり得る。

・ 事前にワークショップの担当者（行政・学校関係者等）に体験し

て理解を深めていただくことで、実際のワークショップの効果を

上げることができる。
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以上のことから、当法人では今後も「災害アーカイブぎふ」の皆さ

んのご協力をいただき、防災教育の充実のため、アーカイブワークシ

ョップを全国に広めるような活動を展開していきたいと考えます。

一般社団法人三陸＆東海防災フォーラム伝の活動については当法

人ＨＰをご覧ください。

https://www.bosai-den.com/
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４．資料をデジタル保管しよう

様々な資料をデジタル化し、保管するための手法や留意事項を記

します。

４‐１．資料をデジタル化する

収集した資料は、様々な形態のものがあります。写真の場合、紙焼

きされたもの、それがアルバムに貼られたもの、ネガフィルム、マウン

トされたポジフィルムなどがあります。また文書の場合、１枚ごとのシ

ートになったものや冊子として綴じられたものがあります。それぞれ

の資料の形態によって、デジタル化する最適な方法は異なってきま

す。デジタル化する方法には、次のようなものがあります。

・ フラットベッドスキャナでスキャンする。

一般的なコピー機と同じような構造で、ガラス面に原稿を置いてス

キャンします。家庭用のプリンター（複合機）やコピー機にその機能が

ある場合が多いので、既存の機器を使えるという手軽さがあります。

また、費用がかかりますがコンビニのマルチコピー機でスキャンする

こともできます。専用のフラットベッドスキャナの中には、ネガフィルム

をスキャンする機能があり、ブローニー版（６×４.５、６×６、６×７、６

×９：単位はcm）や４×５（単位はインチ）などの大判フィルムのスキャ

ンもできます。しかし、原稿を１枚ずつガラス面に置いてスキャンする

ので、手間や時間がかかるという弱点もあります。

・ シートフィードスキャナでスキャンする。

シートフィーダー紙を１枚ずつ移動させながらスキャンします。原稿

の紙の厚さが一定の範囲内のもので、大きさが揃っている場合に、
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自動的に複数枚をスキャンしてくれるので、手間はあまりかかりませ

ん。しかし、スキャンできる用紙に制限がある（厚くて固いものは不

可）ことや用紙の状態によってはスキャンした画像にしわの跡が写っ

たり歪んでしまうこともあります。また、大切な原稿を機械に通すの

で、スキャン途中に引っかかって原稿を傷めてしまう可能性があるこ

とにも留意しましょう。

・ フィルムスキャナでスキャンする。

フィルムをスキャンする専用機器で、35mmフィルムをスキャンす

るものが一般的です。スキャンの解像度や精度が他の方法に勝って

いますので、スキャン品質にこだわる場合はこの方法が最適です。し

かし、１コマの写真をスキャンするのに数十秒から数分かかる場合も

あり、時間がかかるのが弱点です。また、機器自体が高価であまり普

及していないので、手軽に使えるわけではありません。

・ スタンドスキャナでスキャンする。

電気スタンドのような形をしていて、上方からCCDカメラで写真や

文書を撮影します。冊子のように綴じてあるものを、ページをめくり

ながら撮影できるので、効率的に作業することができます。しかし、曲

面となっている誌面を撮影すると、補正機能はあるのですが、変形し

た画像となってしまうこともあります。

・ 撮影用アダプタを用いて一眼レフカメラなどで撮影する。

デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラに接写用レンズ（マクロ

レンズ／マイクロレンズ）を装着して撮影します。ネガフィルムの場合

は、専用のネガフォルダー（NikonのES-2など）を使用します。紙焼

き写真やアルバムの場合は、三脚でカメラを固定し、適切なライティ



- 81 -

ング（照明）も行う必要があります。撮影環境をセットしてしまえば、

迅速に（１枚あたり数秒～数十秒）撮影できますので、大量の写真を

デジタル化する場合には大きなメリットとなります。とくに最近のミラ

ーレスカメラでは高解像度で鮮明に撮影できるので、高品質な画像

データを作成することができます。しかし、デジタル一眼レフカメラを

はじめ専用の機材をそろえると高価になりますので、手軽に行うこと

はできません。また、撮影にはある程度のカメラ技術やノウハウが必

要なことと、ネガフィルムの場合にネガ（階調が反転）からポジ（普通

の写真）に変換する画像処理をパソコンなどで行う必要があるなど、

一般の方が行うには、機器調達や技術面でハードルがあります。

・ 撮影用アダプタを用いてスマートフォンで撮影する。

スマートフォンで写真や資料を撮影します。iPhone限定でサイズ

がL判・2L判限定になりますが、Omoidori（PFUイメージング：販売

終了しているが通販サイトでは入手できる場合もあります。）という

機器にiPhoneをセットして撮影すると、照明も自動的に行ってくれる

ので、高品質な画像を手軽に高速に作成することができます。また、

スマートフォンのアプリで、撮影した写真や文書を長方形に切り出し、

傾きを補正してくれるものがあります。ネガ・ポジ変換機能を持った

スマートフォンアプリもあり、ネガフィルムのデジタル化にも対応でき

ます。しかし、スマートフォンのアプリを使って撮影する場合、画像の

ゆがみや解像度の不足など画像データの品質面で十分でない場合

がありますので、資料を持ち出せずにその場で撮影せざるを得ない

場合以外はあまり適切とは言えません。

資料の形態により、画像データ品質と作業効率の兼ね合いで現実

的に適切と考えられる方法を、次の表にまとめました。
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資料の形態とデジタル化の方法

また、デジタルデータを作成する際には、あらかじめどのような品

質でデジタルデータを作成しておけばよいかを考えておく必要があり

ます。収集した資料を複数の担当者で手分けしてデジタル化する場

合、写真のスキャン解像度や仕上がりの画像ファイルのピクセル数に

ばらつきが出ないよう、作成するデータの品質やファイル形式を統一

しておく必要があります。

災害アーカイブぎふでは、解像度の異なる二種のデータを作成し、

用途を使い分けています。高品質なオリジナルの保管用データと、ワ

ークショップなどで画面表示したり２L判に印刷して使用するための

利活用データです。

資料の形態 デジタル化の方法（◎最適　○適切）

紙焼き写真

◎フラットベッドスキャナ
○シートフィードスキャナ

アルバムに貼られた写真
◎フラットベッドスキャナ
○スマートフォンで撮影（Omoidori）

35mmネガフィルム
マウントされたポジフィルム

◎一眼レフカメラで撮影
○フィルムスキャナ

大判フィルム

◎一眼レフカメラで撮影
○フィルムスキャン機能付きフラットベッドスキャナ

１枚ものの文書

◎フラットベッドスキャナ
○スタンドスキャナ

冊子

◎フラットベッドスキャナ
○スタンドスキャナ
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保管用画像データの解像度の目安

利活用データの画像サイズは下表のように定め、オリジナルデータ

から解像度を下げたデータを作成しています。利活用データは、一般

的な画面サイズに余白を残して大きく表示されるサイズとなっていま

すが、A4サイズの用紙に大きく印刷するには解像度が不足していま

す。ただし、A6サイズ（写真のL判より少し大きい）に印刷する場合に

は200dpiとなり、十分な解像度が得られます。

利活用画像データの画像サイズ

デジタル化の方法 解像度 スキャンサイズ ピクセル数

フラットベッドスキャナ 300dpi以上
A4サイズ
A3サイズ

3508×2480 以上
4960×3508 以上

シートフィードスキャナ 300dpi以上 A4サイズ 3508×2480以上

フィルムスキャナ（35mm） 2400dpi以上 35×24mm 3400×2232以上

スタンドスキャナ（1000万画素） 　－ A4／A3サイズ 3870×2580以上

（参考）
デジタルカメラ（2400万画素）

　－ 　－ 6000×4000

（参考）
デジタルカメラ（1600万画素）

　－ 　－ 4928×3280

ピクセル数 画面表示の大きさ A4サイズの場合の解像度(dpi)

1280×853

1920×1080　画面の場合
上下方向で約80% 約100dpi



- 84 -

４‐２．地図データのGIS化

災害を記録した地図として、浸水範囲や崩壊地の位置、災害によ

る通行規制など、災害時の状況を記録した災害実績図が作成される

ことがあります。そのような場合は、災害実績図に記載された情報を

地理情報システム（GIS）に登録することで、デジタルアーカイブとし

て活用することができます。災害実績図をGISに登録することにより、

災害写真の撮影位置（「２-３．資料の位置情報・時間情報を確認す

る」を参照）と重ね合わせ表示することができ、災害時の状況をより

わかりやすく再現することができます。

災害実績図の例 GISに登録した災害実績図

また、直接的に災害の状況を記録していなくても、災害がどのよう

な土地条件の場所で起きたのかを参照するために、ハザードマップ

や土地条件図、地質図などの参照地図もGISで災害実績図と重ね合

わせて表示することにより、災害発生の状況を理解するためにおおい

に役立ちます。参考情報としてアーカイブに登録しておくとよいでしょ

う。災害ワークショップで役立つ情報については、「６‐２．防災に役立

つ地図情報」を参照してください。
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災害実績図はほとんどが紙地図として保管されていると思います

が、参照地図は紙地図から地図データ、オンライン配信までさまざま

な形態のものがあります。

紙地図からGIS用デジタルデータを作成するには、ArcGIS（http

s://www.esrij.com/products/arcgis/）やQGIS（https://qg

is.org/ja/site/index.html）など多くのGISで提供されるジオレフ

ァレンス機能を用いて、画像データに位置座標の情報（ワールドファ

イル：.jpgの場合.jgw、.tifの場合.tfw）を作成し付加した上でアー

カイブに登録します。

地図データは、GISにおける標準的なデータ形式であるShape形

式やXMLにより提供されることが多いです。これらは、そのままGIS

に登録することができます。ただしShape形式の場合3ファイル（.sh

p、.shx、.dbf）のみが提供され、投影法（座標の付け方）に関する情

報が欠けている場合がありますので、その場合はアーカイブに登録

する際にそのデータの座標系を特定してプロジェクトファイル(.prj)

を補っておくことが重要です。

オンライン配信される地図データは、WMS（Web Map Servic

e）やWMTS（Web Map Tile Service）の形式で提供されること

が多いです。この場合は、GISで引用表示する際に必要なURLおよ

び関連情報をアーカイブに登録しておきます。

なお、災害発生地の地形データも、どのような地形のところで災害

が発生したのかを理解するために役立ちます。地形データは、多くの

場合、航空レーザー測量の成果として数値標高モデル(DEM)や点群



- 86 -

データのLAS（LIDAR Data Exchange Format）ファイルとして

提供され、立体地図（3D地図）として閲覧できる専用ソフト（CloudC

ompareなど）で立体表示できます。

地形データを平面地図（2D地図）として使用するGISで表示する

には、標高ごとに色分け表示した標高図（ラスターデータ：画像デー

タ）に変換する必要があります。地形データもワークショップなどで地

形状況を理解するために有効なデータですので、参考情報としてア

ーカイブに登録しておくとよいでしょう。

具体的な地形データについては、「６‐２．防災に役立つ地図情報」

を参照してください。

４‐３．デジタルデータの保管

デジタルデータを保管するにあたり、データ形式がバラバラだと管

理が煩雑になるとともに利活用において不便になります。そのため、

デジタルデータのファイル形式は統一しておくとよいと思います。デジ

タルデータのファイル形式には、データの種類（画像・音声・動画）ご

とに複数の種類があります。前述（４-1）のとおりファイルサイズは大

きいが高品質の保存用データと、品質は多少劣化するがファイルサイ

ズが小さく、配布・再生面で有利な利活用データとで、適切なファイ

ル形式を選択する必要があります。

下記に、デジタルアーカイブぎふで使用しているファイル形式とそ

の用途を列記しますが、入手できるデータが必ずしもその形式でな

い場合もありますので、適宜、変換ソフトを用いて保存用データと利

活用データを作成することがあります。
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データの主なファイル形式（アーカイブでの使用が適切なもの）

なお、カセットテープに録音された音や、８ミリフィルム、ビデオテー

プに録画された動画は、パソコンを使ったデジタルデータ作成には高

価な専用機器や高度な専門技術が求められるので、変換サービスを

利用して変換するのがよいと思います。

４‐４．データ保管場所の確保

デジタル化したデータの保管はアーカイブの根幹であり、長期間に

わたって運用し続けることができるように設計、構築する必要があり

ます。データ保管を考える場合、次の点に留意する必要があります。

・ データ更新・追加は、まずはオリジナルデータを更新・追加し、そ

の後バックアップデータに更新・追加を反映させる、という手順

分類 ファイル形式 特徴 用途・備考

jpeg
画質は劣化するがファイルサイズが小
さい。

利活用に適している
閲覧ソフトが豊富

TIFF
ファイルサイズは大きいが、高品質の
まま保存できる。

保存用に適している
スキャナで取得可能

mp3
圧縮によりファイルサイズが小さく、音
質の低下も少ない。

利活用に適している
再生ソフトが豊富

WAV
非圧縮でファイルサイズは大きいが、
CDと同等の高品質で保存できる。

保存用に適している
Windows標準

AIFF
非圧縮で、ファイルサイズは大きいが、
CDと同等の高品質で保存できる。

保存用に適している
Macintosh標準

MPEG-4
（mp4）

圧縮によりファイルサイズが小さく、画
質の低下も少ない。

利活用に適している
再生ソフトが豊富

AVI
ファイルサイズが大きいが、Window
sでの編集や再生に向いている

保存用に適している
Windows標準

MOV
ファイルサイズが大きいが、Macinto
shでの編集や再生に向いている

保存用に適している
Macintosh標準

動画

画像

音声
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を守る。

・ バックアップデータは、複数箇所に保管する。

・ オリジナルデータの更新・追加が、バックアップデータにも必ず

反映されるよう、運用体制を確立しておく。

災害アーカイブぎふでは、デジタル化したデータだけでなく活動全

般においてメンバー間で共有したいファイルを、クラウドサービスの

共有フォルダに置いて、メンバー各自が更新しています。デジタル化

した収集資料も、まずはこの共有フォルダに置いています。このフォ

ルダに置かれた資料データ（オリジナルデータ）は、アーカイブデータ

保管・管理担当者がバックアップコピーを取る（保管用データ作成）と

ともに利活用データの作成やデータ公開を行っています。バックアッ

プコピーは、アーカイブデータ保管・管理担当者のパソコンに接続さ

れた２台のハードディスク(HDDまたはSSD)に二重保管するととも

に、ファイルサーバにも置きます。利活用データなどが破損したり操

作を誤って消してしまった場合、担当者PCのハードディスクやファイ

ルサーバのバックアップフォルダに保存されているファイルから復元

します。
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５．資料をデータベース化して管理しよう

５‐１．資料のかたち

過去の災害を記録した資料には、さまざまな形態のものがありま

す。アナログの記録としては、文書、写真、図面、録音テープ、ビデオ

テープなどがあります。またデジタルの記録としては、文書ファイル

（テキスト、ワード文書、エクセル表、パワーポイントなど）、写真などの

画像データ、音声ファイル、動画などの映像データなどがあります。そ

れ以外にも遺物や遺構などの物体もあります。

アナログの記録は、災害アーカイブに収録するにはデジタル化する

必要があります。デジタル化については「４-１．資料をデジタル化す

る」を参照してください。デジタルの記録は、基本的にはそのまま災害

アーカイブに収録することができますが、ファイル形式を統一したも

のに変換する必要がある場合もあります。データの保管については

「４‐２．デジタルデータの保管」を参照してください。

遺物や遺構などの物体は、そのままでは災害アーカイブに収録す

ることはできないこと、また実物を保管することはデジタルアーカイブ

のプロジェクトとしては対応困難なので、何らかの形でデジタル化す

る必要があります。

物体のデジタル化には、次のような手法があります。

・ 写真を撮影する

・ 既存の図面をデジタル化したり、新たにデジタル図面を作成す

る。

・ 点群計測機能を持った機器で点群データを取得する。 など
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点群データは、３方向の座標値（x,y,z）を持った点データの集まり

で物の形を記録したものです。高価で専門的な機器でなくてもiPho

ne 12ProやiPadProに搭載されている点群計測機能などでも取得

することができ、閲覧ソフト（CloudCompareなど）により立体表示

し、任意の方向から眺める事ができます。

５-２．アーカイブシステムの概要とデータの流れ

災害アーカイブの情報システムは、収集した資料データ（写真画像

ファイルや動画ファイルなど）を保存しておくストレージ、ストレージに

保存した資料データの一覧表（メタデータ）を検索するデータベース、

資料データの位置を地図表示するGISおよび資料データを公開する

ホームページにより構成されています。



- 91 -

収集した資料データは、それらの保管用データと利活用データを

ストレージに保存します。一方で、収集した資料データの一覧表（メタ

データ）を作成し、データベースに登録します。また、収集した資料デ

ータの位置を、GISで地図上に登録し、地図表示できるようにしま

す。ストレージに保存したデータの表示機能やデータベース検索機

能、GIS表示機能を持ったホームページで、資料データを一般公開し

ます。

５‐３．アーカイブシステムの運用

１）データベース項目の検討

データベースに登録した資料は、資料そのものを検索するのでは

なく、メタデータという各資料についての説明情報を検索します。メタ

データは、受取台帳の項目を基本にしてデータベース検索に必要な

属性項目を付加しています。

どのような資料があるかを検索する場面を考えると、データベース

を検索するには災害名とエリアで検索する簡易検索、地図検索、キ

ーワード検索、条件検索といった、簡単に検索できる方法から上級活

用の方法まで、活用しやすさ（簡便さ）や用途の違いによって複数の

検索手段を用意しておくことが理想です。

検索パターン 説明 活用しやすさ

簡易検索 災害名とエリアで検索 だれでも活用

地図検索 地図上のアイコンで検索 中級活用

キーワード検索 キーワードを指定して検索 中級活用

条件検索
災害名、エリア以外に、災害種類など複
雑な条件を指定して検索

上級活用
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データベースの項目は、どのような検索条件で資料を検索したい

かを念頭に置いて決めなくてはいけませんが、一般的には次の項目

が検索条件になると思います。

・ 資料名称

・ 資料分類

・ 資料作成日（撮影日）

・ 資料作成場所（撮影場所）

・ 災害種類

・ 災害名称

・ キーワード

また、データの公開／非公開に関わる項目として、次の項目が考え

られます。

・ 使用許諾状況（公開可否）

・ 使用許諾状況（二次利用可否）

・ 公開状況

・ 公開日

災害アーカイブぎふでは、下表の項目（メタデータ）をデータベー

ス化しています。
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災害資料テーブル（メタデータ））

上記の災害資料テーブルでは、災害番号と権利者などの個人情報

は別テーブルとし、次の図のとおりリンクしています。

項目名 データ型 説明 データ例 備考

資料番号 文字列(20) 災害番号＋分類記号＋整理番号 19680817_2-P-001

資料名 文字列(20) 資料の名称 写真3D_1

資料分類 文字列(10)
デジタル画像ファイル／デジタル動画ファイル／音声CD／動
画DVD／
写真・絵画／動画／冊子・文書／ビデオテープ／録音テープ

写真・絵画

撮影日・作成日付 日付 撮影日、文書作成日などの日付 1968/08/17

撮影日・作成日概略 文字列(10) 撮影日、文書作成日などの概略日 昭和43年８月頃

資料場所（市町村名） 文字列(20) 撮影などの場所の市区町村名 川辺町

資料場所（所在地） 文字列(20) 撮影などの場所の住所・目標物など 川辺町??

資料場所（緯度） 実数 撮影などの場所の緯度（北緯：度単位） 35.12345

資料場所（経度） 実数 撮影などの場所の経度（東経：度単位） 136.12345

位置特定状況 ブーリアン 特定済み／未特定

表示 ブーリアン 表示する／表示しない

災害種類 文字列(10) 土砂災害／浸水災害／地震災害／津波災害／雪害／火山災害／その他浸水災害

災害番号 文字列(10) 災害情報テーブルの「災害番号」 19680817_2

災害名称 文字列(20) 災害の地元呼称 伊勢湾台風

キーワード 文字列(20) 検索用キーワード 雨台風

資料内容説明 文字列(50) どのような内容の資料かを説明 神戸百貨店前の浸水状況

資料提供者コメント 文字列(50) 資料についての提供者からのコメント 父が撮影した

権利者 文字列(8) 権利者の、個人テーブルの「整理番号」 B000010

所有者 文字列(8) 所有者の、個人テーブルの「整理番号」 B000010

提供者 文字列(8) 資料提供者の、個人テーブルの「整理番号」 B000010

収集者 文字列(8) 資料収集者の、個人テーブルの「整理番号」 A0000011

使用許諾_公開可否 ブーリアン 公開可／公開否

使用許諾_二次利用可否 ブーリアン 二次利用可／二次利用否

使用許諾_その他権利情報 文字列(20)

権利処理担当者 文字列(8) 権利処理担当者の、個人テーブルの「整理番号」 A0000011

データファイル形式 文字列(10) ファイルの拡張子 jpg

データファイル名１ 文字列(20) 原本のデータファイル名 3D_1.jpg

データファイル名２ 文字列(30) 公開用のデータファイル名 19680817_2-P-001.jpg

公開状況 ブーリアン 公開中／非公開

公開日・更新日 日付 資料を公開した日・資料情報を更新した日

備考 文字列(50)
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［災害テーブル］
災害番号
災害名称
発生年（開始）和暦
発生日（開始）
発生日（終了）
発生場所（エリア

名）
発生場所（市町村

名）
災害要因種別
災害要因概要
被害種別
被害概要
被害規模（死者）
被害規模（行方不

［災害資料テーブル］
資料番号
資料名
資料分類
撮影日・作成日付
撮影日・作成日概略
資料場所（市町村名）
資料場所（所在地）
資料場所（緯度・経度）
位置特定状況
災害種類
災害番号
災害名称
キーワード
資料内容説明
資料提供者コメント
権利者
所有者
提供者
収集者
使用許諾_公開可否
使用許諾_二次利用可否
使用許諾_その他権利情報
権利処理担当者
データファイル形式

［個人テーブル］
整理番号
区分
氏名
氏名よみ
生年月日
住所１
住所２
電話番号１
電話番号２
Eメール１
Eメール２
その他の連絡先
続柄
連絡確認者
連絡確認日
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コラム：データベース機能がなくても実現で

きる簡易検索

荒川宏

アーカイブシステムとして、データベースを使用した検索機
能を実装しようとすると、システム構築に費用や専門的な技術
が必要です。しかし、データベース機能がなくても簡易検索の
ようなページを作成することができます。災害アーカイブぎふ
では、データベース機能の実装はこれからですが、それまでの
検索機能の代わりとして、次の方法をとりました。
収集した資料を、災害別・市町村別に分類し、分類ごとに資

料を掲載したマップが表示されるページを作成しました。これ
らのページを表示するための目次ページを、災害一覧や市町村
一覧としたのです。
災害一覧のページでは、災害ごとに写真などの資料がある市

町村名を列記したので、「この災害のこのエリアの資料が欲し
い」といった探し方ができます。市町村一覧のページでは、市
町村名ごとに写真などの資料がある災害名を列記したので、「こ
のエリアのこの災害の資料が欲しい」あるいは「このエリアで
起きた災害を知りたい」といった探し方ができます。この方法
は、一覧表のページを作成するだけなので、技術的にはお手軽
な方法だと思います。
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２）データ登録手順

資料データを入手したら、前節に掲載したデータベースの各項目

を表計算ソフトに入力して、メタデータを作成します。しかし、資料収

集をした担当者が、資料データを入手するたびにすべての項目をデ

ータベースの規定通りに入力するのは大変で、メタデータ作成が滞

る原因にもなります。そこで、資料データ入手時には、入手単位ごと

に最低限の項目のみ入力する「資料受領一覧表」に記入するととも

に、併せてメタデータの主要部分のみ記入する「資料受取台帳」を作

成することとしています。資料受領一覧表には、入手した資料やデー

タのかたまりについて次の項目を入力します。

・ 整理番号

・ 資料名（地区名）

・ 資料内容

・ 災害名

・ 提供者

・ 問い合わせ先

・ 使用許諾状況

・ 受領日付

・ 受領担当者

・ 備考

つまり、どのような資料を、いつ、誰から、誰が受け取り、使用許諾

を得ているのか、といった基本的な項目を確実に記録しておくので

す。そして入手した資料の１点ごとに記入する資料受取台帳は、入力

する表計算シートの項目はメタデータと同じなのですが、資料番号や
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資料分類など一定のルールで付与する項目などは入力不要とし、災

害名や担当者名などの項目をコード番号ではなく名称で入力するこ

ととしました。これにより、資料を入手した担当者でないとわからない

情報を的確に記録し、それ以外の項目はデータベース登録担当者が

入力規則に沿って補足や変換入力してメタデータを完成するといっ

た連携作業が可能になります。

データベース登録担当者は、完成したメタデータにより、データベ

ースに登録したり、GISに登録したりします。

３）データ検索方法

検索の方法は、「１）データベース項目の検討」で述べたように簡単

に検索できる方法から上級活用の方法までありますが、いずれもホ

ームページで検索できるようにします。災害アーカイブの利用者は、I

Tスキルに応じて検索方法を選べるようにしておくことで、より多くの

人に利用してもらえると考えています。

また、「自分の住んでいるエリアの資料を探したい」とか「あの場所

の資料がないかを知りたい」といった、場所をキーにして資料を探し

たい人のために、GISで地図上に資料のアイコンを表示して、地図を

見て資料を探してもらう手段も用意しています。

４）ｅコミマップにおけるデータ運用

災害アーカイブぎふでは、地図で資料を探してもらうために、イン

ターネットで閲覧できるGIS（WebGIS）として「ｅコミマップ」を使用

しています。「ｅコミマップ」に収集単位でマップを作成してデータ登

録（写真などの資料１点ごとにアイコン表示）します。

その際に、各資料の位置情報（写真であればどこで撮影されたか）
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が特定されているかどうかが重要になります。必ずしも位置情報が特

定されているとは限らないので、その確実さによって地図上のアイコ

ン表示を変えています。つまり、ピンポイントで位置情報が特定され

ているものは赤色アイコンで、位置情報がある程度の範囲で特定で

きている（だいたいの場所がわかっている）ものは灰色アイコンで、位

置情報が特定できていないものは白抜きアイコンで表示しています。

ｅコミマップでは、収集単位ごと、災害ごとにデータをまとめて、デ

ータのグループとして登録します。そのグループのことをレイヤと呼び

ます。登録した資料データのうちどのレイヤのデータを引用表示する

かを選んで複数のマップを作成することができます。

収集単位で作成するマップ以外に、エリアごとにすべての災害の

資料が見れるマップや災害ごとにすべてのエリアの資料が見れるマ

ップなど、資料データの見せ方も複数用意しておくとよいと思います。

とくにワークショップで使用する場合は、そのワークショップで扱う災

害やエリアに特化したマップを作成すると効果的に地図情報を活用

することができます。ワークショップのシナリオに合わせて、そのエリ

アの災害実績図やハザードマップ、土地条件図などの参照地図も重

ね合わせ表示しておくとより効果的です。
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コラム：eコミマップを使うには

荒川宏

「ｅコミマップ」は国立研究開発法人防災科学技術研究所が
開発して無償公開しているWebGISです。パソコンにインスト
ールして使うソフトウェアではなく、Webサーバにセットアッ
プしてインターネット経由で使用するソフトウェアです。
ｅコミマップを使用するには、そのソフトを提供しているサ

イト（SOPPFのホームページ）でダウンロード申請を行うこ
とで、Webサーバにセットアップするファイル一式や説明書を
入手することができます。このサイトでは、ｅコミマップ以外
にもホームページを作成する「ｅコミグループウェア」や座標
付きの地図画像を配信する「相互運用ｇサーバー」なども提供
しています。災害アーカイブぎふのホームページも「ｅコミグ
ループウェア」を使用しています。また、共用地図として地図
画像を表示するために「相互運用ｇサーバー」を使用していま
す。

ｅコミマップの紹介ページ（国立研究開発法人 防災科学技術
研究所）https://ecom-plat.jp/index.php?gid=10457

SOPPF（ソーシャルオープンプラットフォーム利用推進フォー
ラム）のホームページ https://www.soppf.org/index.php?
gid=10006
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ｅコミマップをWebサーバにセットアップするのは、専門知
識をもった技術者に依頼する必要がありますが、相談先などは
SOPPFのホームページに紹介されています。
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６．災害・防災関連の既存情報も活用しよう

災害アーカイブぎふでは、写真などの災害を記録した資料だけで

なく、ワークショップなどで活用できる災害・防災関連のデータも収集

しています。

６‐１．災害データベース

災害アーカイブぎふでは、岐阜県内で、いつどのような災害が起き

たのか、それぞれの災害がどのような内容や規模であったのかを把

握しておき、岐阜県災害年表という一覧表を作成し、データベースの

災害テーブルに登録しています。資料が提供されたときには、この岐

阜県災害年表を参照してどの災害に関するものであるかを、特定す

るために使用しています。

災害テーブル

項目名 データ型 説明 データ例 備考

災害番号 文字列(10) 災害代表日の年月日（8桁）＋"_"＋n 19760912_1
災害名称 文字列(20) 気象庁命名または一般的呼称 ９・１２豪雨災害

発生年（和暦） 文字列(10) 発生日（開始）の和暦年 昭和51年
発生日（開始） 日付 発生日（開始）の西暦年月日 28015
発生日（終了） 日付 発生日（終了）の西暦年月日 28015
発生場所（エリア名） 文字列(20) 発生場所の一般名称 西濃・岐阜・中濃

発生場所（市町村名） 文字列(20) 発生場所の市区町村名 大垣市・岐阜市・安八町など
複数可。99市町村
で表記。

災害要因種別 文字列(10) 強風／長雨／豪雨／地震／その他 長雨 複数可。

災害要因概要 文字列(20) 災害要因の概要
被害種別 文字列(10) 土砂災害／浸水災害／地震災害 浸水被害 複数可。

被害概要 文字列(20) 被害の概要
被害規模（死者） 整数 死者の数 10
被害規模（行方不明） 整数 行方不明者の数 1
被害規模（全壊家屋） 整数 全壊家屋の数 45
被害規模（半壊家屋） 整数 半壊家屋の数 576
被害規模（その他） 文字列(20) その他の被害 床上浸水25928棟

資料リンク 文字列(20)
災害を記載した資

料(pdf)の所在
備考 文字列(20) 安八町で長良川堤防決壊
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６‐２．防災に役立つ地図情報

災害アーカイブぎふでは、災害が起きた地形的な背景を理解する

ため、GISで地図表示できる、防災に役立つ地図情報を収集してい

ます。ワークショップなどで、ある地域の地形条件を確認する際に使

用しています。

下表に主な地図情報を列記します。この表に記載してある地図情

報以外にも、市町村が作成したハザードマップなど、地域に応じて入

手できる地図情報を参照しています。

防災に役立つ地図情報
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６‐３．参考資料

災害によっては、災害誌という形で災害の発生状況、被災状況、写

真、体験談などがとりまとめられ、公表されることがあります。それら

の多くは、公立図書館に所蔵され、閲覧できることが多いです。災害

写真などの資料を正しく理解するために、また、ワークショップなどで

災害状況を確認する際に、このような災害記録を活用するとよいと思

います。資料の使用にあたっては著作権などに留意する必要があり

ますが、出典を明記することでワークショップなどで使用できることが

多いようです。
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７．活動の工夫

災害アーカイブぎふの活動の進め方や工夫について紹介します。

7‐1．定例会

メンバー間の情報共有、進捗状況の管理、ワークショップの準備な

ど、定例会の時間はとても重要です。私達は当初からZoomを利用し

て、オンラインの定例会を開催してきました。それにより、遠方のメン

バー同士も無理なく参加でき、頻繁に会議を重ねることができまし

た。会議室の予約や使用料も必要ありません。結果として、コロナ禍

でも活動を続け、オンラインワークショップにそれほど抵抗なく移行で

きたことにもつながったのではないかと思います。定例会の進め方も

少しずつ変化してきました。最初は、司会進行役が固定されていたの

ですが、今後のことを考えてメンバーのだれもが主体的に進行できた

ほうがよい、ということで今は司会を持ち回りで行っています。
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コラム：毎週水曜22時

平岡祐子

これは、私達の定例会の開始時刻です。毎週毎週、災害アー
カイブぎふのメンバーとは顔を合わせています。こんな時間に
よくやりますよね・・・。たまに寝落ちして欠席の人がいたり、
時には電話で呼び出したりすることもあります（笑）。活動が
もう少し軌道に乗って、毎週から隔週ぐらいになるのはいつの
ことでしょうか。でも、隔週って忘れそうで危険な気がしませ
んか？毎週だから絶対に忘れないのだろうなぁ・・・。



- 107 -

7‐2．役割分担

災害アーカイブぎふでは、メンバーの得意分野やスキルを活かした

適材適所で、次のような役割を担ったり、兼務したりしています。

・ 総監督、メンバー間調整

・ 資料収集や利活用の呼びかけなど、地域とのつながり

・ アーカイブデータ保管・管理、システム運用（IT担当）

最初から役割が決まっていたわけではなく、活動していくうちに自

然とそのような分担になった感じです。それぞれの役割のみを行って

いては担当間のギャップが生じてしまうので、お互いに他の担当分野

まで踏み込んで協力作業をすることで、活動全体がスムーズに機能

すると思います。
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コラム：マイスターとサポーター

荒川宏

紙焼き写真や文書などの資料をデジタル化し、データベースに
登録するには、資料のサイズや形態、大きさにより、適切な方
法で行わなくてはいけません。そのためにはある程度の専用機
器や専門技術が必要になってきます。その機器を調達したり技
術を習得するには、かなりの時間と手間を要します。そのため、
誰でも簡単にすぐできるというわけにはいきません。しかし、
一部の作業では少しのレクチャを受けることで実作業を行うこ
とができ、複数人で並行して作業することもできます。
専用機器や専門技術をもった（あるいは習得した）メンバー

が「マイスター」となり、専門的な作業をこなし、その作業の
一部を「サポーター（たとえばレクチャを受けたアルバイト）」
が補助的に作業をする、という体制を取るとデジタル化の作業
を効率的に行うことができます。



- 109 -

7‐3．共有のメールアドレスを作成

今でこそ災害アーカイブぎふのメールアドレスがあるのですが、最

初のうちはメンバー個人の電話番号やメールアドレスを使って、チラ

シ作成、新聞掲載、広報や活動の呼びかけをしていました。その人が

いないと困る、情報の共有がしにくい、代わりの人が引き継いで対応

する際に話が分かりにくいなど、メンバーごとに別々のメールアドレス

を使っていては、だんだん不都合が生じてきました。ある時から、団

体のメールアドレスを作り、メンバーが同時に確認できるようにしたら

不都合は解消しました。これは、個人の連絡先を表に出して活動する

よりも、団体として責任を持つという意味でも、とても良いアイディア

だったと思います。

7‐4．共有フォルダで共有している情報

災害アーカイブぎふでは、クラウドサービスを利用してメンバー間

でファイルを共有しています。メンバーなら誰でも同じファイルを閲覧

・編集できるようにしたのです。これにより、情報の伝達漏れ等がなく

なりますし、常に最新情報が確認できます。共有しているファイルは、

次のようなものです。

［規定関係］

・ガイドライン、作業マニュアル

［資料収集］

・収集した資料 ・資料の提供依頼文・申請書・許諾書

［資料保管・管理］

・災害アーカイブシステムの技術資料

・ホームページ掲載用資料
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［資料を活用した活動］

・ワークショップごとの使用資料

・パネル展ごとの使用資料

［資料提供］

・データ提供、利用実績の記録

［活動記録］

・学会発表記録

・ワークショップ・パネル展の活動記録

［広報資料］

・災害アーカイブぎふ紹介資料

・配布用資料

・報道の記録

［参考資料］

・災害誌など記録文献・資料

・参考文献・参考資料

7‐5．マニュアルで作業手順を明確にする

災害アーカイブ活動を継続的に行うには、新しく参加した人にも資

料収集から保管、公開までの手順が正しく、わかりやすく伝わらなく

てはいけません。そのためには、作業の標準化が必要です。災害アー

カイブぎふでは、作業の標準化のために次の２種類のドキュメントを

作成し、活動の方針や作業手順をメンバーが共通認識できるように

しています。

［ガイドライン］
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活動の方針や作業の流れなどを記載しています。岩手県復興局に

よるガイドラインを参考にして、私達の活動に適用できるように活動

初年度に作成しました。

第1章

災害アーカイブぎふにおける災害関連資料の定義並びに収集・活

用等の必要性と現状

第2章

災害アーカイブぎふにおける災害関連資料の収集・活用等の課題

及び対応の方向

第3章

災害アーカイブぎふにおける災害関連資料の収集・活用等の体制

第4章

災害アーカイブぎふにおける災害関連資料の収集・活用等プロセ

ス

［作業マニュアル］

実務作業の手順を細かく記載しています。

01概要編

アーカイブシステムの運用の流れを説明

02収集資料の整理・管理編

収集した資料の台帳による管理などについて説明

03収集資料のデジタル化編

収集した資料をデジタル化する手順や規格などについて説明

04収集資料の登録・保管編

ｅコミマップやデータベースへの登録操作などについて説明
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05収集資料の公開・活用編

ｅコミグループウェア（ホームページ）の更新操作などについて説明

これらのガイドラインや作業マニュアルをもとに、メンバーが活動し

てきたエピソードも交えて本書を作成しました。
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８．用語集

・アーカイブ、デジタルアーカイブ

本書でのアーカイブ、デジタルアーカイブとは、資料を電子的に保

存すること（例えば写真のファイルを保存する）、あるいはデータを保

存するシステムそのもの（例えば写真などをたくさん保存したもの）を

指しています。「災害アーカイブ」とは、災害に関する資料をスキャン

するなどして電子ファイル化して保存したデータの集まり（災害に関

する写真などがある程度の量保存されたもの）、を指しています。

・メタデータ

写真などの資料データについての説明データです。たとえば写真

の場合は、撮影された日時や場所、写っている内容などについて、一

定の書式で記載したデータです。写真などの資料に適切なメタデー

タを付けておくことで、見たい写真を特定することができます。災害

アーカイブぎふでは、収集・公開した資料についてのメタデータをデ

ータベースにして、将来は、保存してある写真などの資料を検索でき

るようにしようとしています。

・オープンデータ

機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで

公開されたデータです。誰でも許可されたルールの範囲内で自由に

複製・加工や頒布などができ、商用としても利用可能です。

（自治体オープンデータウエブサイトよりhttps://www.open-gov

ernmentdata.org/about/）
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・クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CCライセンス）

インターネット時代のための新しい著作権ルールです（https://cr

eativecommons.jp/licenses/）。CCライセンスを表示する事で、

写真などの著作物のの権利を持っている人（撮影者、作者など）が、

「この条件を守れば私の著作物を自由に使って構いません。」という

条件を明確に示すことができます。

災害アーカイブぎふでは、収集する資料はCCライセンスのCC-B

Y（原作者名を表示すれば、改変や営利目的での二次利用も含めて

許可されるライセンス）で公開できるよう、写真撮影者や所有者など

から許諾書をいただいています。

・パブリシティ権

著名人などの氏名や肖像などが持つ、商品の販売等を促進する顧

客吸引力を排他的に利用する権利のことです。例えば、有名人の名

前や写真などを無断で使用して集客するなどした場合、パブリシティ

権の侵害にあたります。

・オプトアウト

本書でいうオプトアウトとは、情報（例えば提供いただいた写真や

パネル展で付箋に記入した内容）の第三者提供（例えばワークショッ

プでの利用やホームページでの公開）に関して、情報の権利者（例え

ば写真の権利者や付箋を書いた人）からの求めに応じて停止するこ

とです。たとえば、写真に人が写っているが、本人特定ができないた

め許諾を得るのが困難な場合、「この写真の公開に問題ある場合は

お申し出ください。」と記載することで、申し出があった場合に公開を

取りやめる、という方法です。
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おわりに

本書を作るにあたり、実を言うと原稿を書くことが少し重荷になり

かけました。でも、辛い想いをして書く必要があるものなのか、これま

での活動は苦しいものだったのか、と振り返ってみると、決してそうで

はないことに気付きました。まず何か行動してみることで進み出し、多

くの人とつながり、応援され、新しいアイディアが生まれ、そしてどん

どん変化する・・・思ってもみないことの連続でした。

災害アーカイブぎふのメンバーは、みんながお互いを尊重し、でも

言いたいことは言い、まずはやってみようという動きにみんなが乗っ

かってくれる、かけがえのない仲間です。基本的に、良い意味で欲張

りだと思います。震災紀念堂の行事では、前日になってプロジェクタ

ーでマイクロフィルムの全データをスライドショーで流すことを考えた

り、ワークショップの打ち合わせはいつも直前だったり。ギリギリまで

粘って良いものを作ろうというメンバーが揃っていると思います。

過去の身近な災害から学び、語り継ぎ、次に悲しい想いをすることが

少しでも減らせるように・・・。この熱い気持ちさえあれば、何とか形に

なっていくのだと分かりました。

私たちの活動を始めるときに、「小さく生んで大きく育てる」という

考え方がありました。災害アーカイブぎふは、まだまだ大きく育ってい

るとは言えませんが、これからも育っていくでしょう。そしてこの先、

今関わっているメンバー全員が引退しても、あとを継いでくれる人に

バトンタッチしてこの仕組みが続き、将来世代の命を守ることに少し

でも寄与できることを願っています。
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これまで、多くの方に支えられて、この活動が形になり進んできま

した。ワークショップをやりたい！と声を掛けてくれた人、オンラインワ

ークショップの進行を手伝ってくれた人、こんな資料があるよと提供

してくれた人、今は活動休止中のメンバー・・・私達の活動に関わって

くださった全ての方に感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。あり

がとうございました。これからもよろしくお願いします。

最後に、既にこの世にはいない言い出しっぺさんの言葉を紹介しま

す。

「人ってすごい。人がつながると何でも出来る。奇跡が起こる」
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執筆者紹介（五十音順）

荒川宏 地図情報やデジタルに強い、なんでもできるジャムおじさん

物静かだけど強い意志を持つ

伊藤三枝子 ネットワークを利用し、フットワーク軽く飛び回る人

小さくてかわいい体で、瞬発力と抜群の営業力を持つ

小山真紀 最初に巻き込まれたCoolで頼れる大学の先生

学生から見た印象は「体力おばけ」

中村貫志 若者代表、違う切り口で風を吹かせてくれる人

気が付いたらメンバーになっていた

平岡守 言い出しっぺ、サプライズ提供者

有言実行の人。大胆だけど意外と繊細

平岡祐子 思考柔らかく、鋭い視点から物事を発言する日本刀

納得するまで向き合う。予定外に巻き込まれた人

寄稿

井上透 元東京都山岳連盟レスキュー隊員、山岳事故を過去・現在

のデータで減らすためにデジタルアーカイブの世界に入っ

てしまった。

柴山明寛 災害アーカイブの仕組みから実装まで包括的にフォロー

千葉久美子 県域という枠を超えて人や情報を繋げてくれる県外の人

しゃべりだしたらとまらない、熱い心の持ち主
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附録1「対面ワークショップ時のスライド例」
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附録2「オンラインワークショップ時のスライド例」



- 121 -



- 122 -



みんなでつくる

みんなでつかう

災害アーカイブ
令和４年3月3日発行

編著者 災害アーカイブぎふ

発行者 小山真紀（岐阜大学流域圏科学研究センター）

住 所 岐阜県岐阜市柳戸1-1

連絡先 archive.gifu@gmail.com




	はじめに
	１．災害アーカイブってどんなもの
	　 １-１．災害アーカイブの活動目的
	　 １-２．みんなで作り，みんなで活用する災害アーカイブとは
	　 １-３．なぜこのような災害アーカイブが必要だと思ったか
	　 /
	　 １-４．災害を伝える資料

	/
	寄稿　災害アーカイブの動向と災害アーカイブぎふの特徴
	/
	２．資料を集めよう
	　 ２-１.資料収集の考え方
	　 ２-２.資料収集の方法

	２-３．資料の権利処理は確実に行う
	　 ２-４．資料の位置情報・時間情報を確認する
	　 ２-５．個人情報の取り扱いに注意しよう
	　 ２-６．提供された資料は受取台帳に記録する

	/
	寄稿　災害資料デジタルアーカイブ化の権利処理
	/
	　 　 ３．資料を使おう
	　 ３-１．どんな人・場面に使ってもらうか
	　 ３-２．ワークショップでの活用
	　 　 １）ワークショップのいろいろなかたち
	　 　 ２）対面で行う「災害アーカイブワークショップ」の進行例

	　 ３‐３．パネル展での活用
	　 ３‐４．学校の防災教育などの教材に使用
	　 　 １）小学校社会科副読本の資料
	　 　 ２）小・中学校　命を守る訓練で活用

	　 ３‐５．新聞などメディアでの活用
	　 ３‐６．ホームページでデータ公開

	/
	/
	/
	寄稿　防災教育における災害アーカイブワークショップの効果と可能性 ―三陸＆東海防災フォーラム伝のイベントにおける災害アーカイブＷＳの事例から―
	/
	４．資料をデジタル保管しよう
	　 ４‐１．資料をデジタル化する
	　 ４‐２．地図データのGIS化
	　 ４‐３．デジタルデータの保管
	　 ４‐４．データ保管場所の確保

	５．資料をデータベース化して管理しよう
	　 ５‐１．資料のかたち
	　 ５-２．アーカイブシステムの概要とデータの流れ
	　 ５‐３．アーカイブシステムの運用
	　 　 １）データベース項目の検討
	　 　 ２）データ登録手順
	　 　 ３）データ検索方法
	　 　 ４）ｅコミマップにおけるデータ運用


	/
	６．災害・防災関連の既存情報も活用しよう
	　 ６‐１．災害データベース
	　 ６‐２．防災に役立つ地図情報
	　 ６‐３．参考資料

	/
	/
	７．活動の工夫
	　 7‐1．定例会
	　 7‐2．役割分担
	　 /
	　 7‐3．共有のメールアドレスを作成
	　 7‐4．共有フォルダで共有している情報
	　 7‐5．マニュアルで作業手順を明確にする

	/
	８．用語集
	おわりに
	附録1「対面ワークショップ時のスライド例」
	附録2「オンラインワークショップ時のスライド例」

