
いわきデジタルミュージアム基本構想



１. ウェブサイトのコンセプト
⑴ デジタルミュージアムの構築が目指すゴール

昨今のデジタルミュージアムでは、資料のアーカイブ化だけでなく、部門・テーマ別の作品の検索や、インタラクティブなマップを使った展示室の探
索ができたり、３Ｄビュー＋ＶＲ映像によって館内を巡ったりできるなど、様々な手法が採り入れられてきている。
文化施設等においては、コロナ禍での臨時休館や入場制限などによる来館者数減少の中で、できる限り来館者や潜在来館者との関係性を
維持したい意向がある。
加えて、近年は、ＶＲやＡＲ、高解像度写真などの技術も進展し、また、一般の人々のデジタルデバイスの保有率も向上してきていることも
相まって、デジタルミュージアムへの期待がより高まってきている。

① デジタルミュージアムへの期待

② デジタルミュージアムの構築が目指すゴール
デジタルミュージアムの構築は、ウェブサイトに来訪する人のみを増やすことを目的とするのではなく、デジタルミュージアムの構築によって、市内外
の人々におけるいわき市の文化資源に関する興味関心を高め、いわき市内の文化施設や、指定文化財などに関連するスポットに市民や観光
客等が実際に足を運ぶきっかけとすることが重要であるため、デジタルコンテンツ自体を楽しめるものであるのみならず、現地来訪を促すきっかけづ
くりも重要なポイントとなる。
また、市民の地域学習の素材としても重要な機能を果たすことから、地域学習のコンテンツに利用できるなどの汎用性を持たせることも重要で
ある。

目的①：資料のアーカイブ化 目的②：教育普及 目的③：興味関心の醸成・誘客促進

•複数の施設にまたがる資料や、指定文化財などを一
覧できるアーカイブを作成し、情報の一元管理につな
げる。

•特に貴重な資料については、高画質の写真データ等
で保存し、一般の利用者の閲覧や修復、次世代につ
なげる後継者育成などのデータ活用機会を拡充する。

•市民にいわき市の文化資源を広く周知
する。

•教育現場や地域学習のみならず、一般
の方でも活用しやすい汎用性を持たせる。

•実際に来館する動機づけをする。
•いわき市を特徴づける資料を掲載する
ことで、郷土愛・誇りの醸成につなげる。

中長期的な構想

本事業を通じて構築していくデジタルミュージアムは、ウェブサイト単体として完結するものでありつつ、市内複数の文化施設との連動性を持た
せ、機能分掌を行うことで、地域の文化資源への興味関心と理解を促すものである。
これにより、現地を来訪した人を文化施設や観光スポット等の具体的な目的箇所へ誘うこととなり、実際に市内を周遊していただく流れをつく
るものとなる。
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デジタルアーカイブ・サイトの構築
（＝いわきデジタルミュージアム）

いわき市の文化資源を視覚的に紹介する
アイキャッチの制作

（8館などから集めた50点程度を掲載）
※掲載するデータは最終的にいわき市が
選定

収蔵品管理システム

① プラットフォームの構築

② デジタルミュージアムとしての「デジタルならでは」の見せ方、魅力度の創出

③ 管理のためのアーカイブの構築

まずは、デジタルミュージアムを成立させるため、地盤となるウェブサイトを構築する必要がある。
ウェブサイトには「①魅力的に見せるためのコンテンツ」 「②検索機能などアーカイブと紐づくコンテンツ」が求
められる。
・サイト全体を通じて市内にある８館（市立美術館、アンモナイトセンター、草野心平記念文学館、草野
心平生家、暮らしの伝承郷、考古資料館、石炭化石館、勿来関文学歴史館）が所蔵する資料や、指
定文化財などの「いわき市の文化資源」を通じて、いわき市の魅力を伝え、地域や施設に行ってみたくなる
という効果が特に求められる。
・「いつでも・どこでも・誰でも」訪れることができるように、簡単かつスムーズな操作性を持った検索機能や
SNSとの連携が求められる。

サイトを魅力的なものにし、「デジタル」だからこそ表現可能な見せ方で、いわき市の文化資源とその所在を
紹介するための仕組みを搭載し、話題性を高め、興味関心を持ってくれる人を増やす。
・多くの人が文化資源への興味関心を高める仕掛けとして、「いわき市の歴史の長さ（時間のスケール）」
「資源が点在する場所の広さ（場所のスケール）」「資源の多様性（ジャンルのスケール）」を感覚的に
見せる機能を持たせることが、市内外の利用者や教育現場に対して特に求められる。
・文化資源に対しての興味関心を高める仕掛けづくりとしては、「魅力的に見せること」が求められる。見せ方
に関しては、３DやVR、高精細画像など各文化資源の特徴に即したデジタルならではの見せ方を活用す
ることが求められる。

アーカイブは、貴重な文化資源を確実に次の世代に「保存・継承」するために行うことである。
・各施設における資料の保存方法は、多くが「手作業」であり「各施設バラバラ」のため、中長期的には統一
的な仕様で管理できることが求められる。
・「管理者が適切に、資料を管理できること」のために、段階的にでも、アーカイブの整理と統一ができ、操作
が容易であることが求められる。
・将来の修復や後継者育成に備えるため、各文化資源の特徴に即したアーカイブを行う必要が求められる。

１. ウェブサイトのコンセプト
⑵ デジタルミュージアムに求められる機能
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① いわき市の文化資源の特性

• 指定文化財などの文化資源が豊富である。
• 考古資料や化石が充実している。
• 石炭関係の資源が豊富である。
• 文学作品（草野心平など）が充実している。
• 国内でも有数の現代美術コレクションが充実している。

② 見せ方の工夫

1 2 3 ４ ５

トップで歴史の流れを
見せる

主要テーマを設定 カテゴリー別、時間別、
施設別に入口を作る

説明文で「問い」を立てる 現地で見られる文化資源
を地図にプロット

トップ画像について、文化
資源の写真やイメージ画
像を使いながら、いわきの
歴史の長さや資源の多様
性の中を旅するような動き
を持たせる。

いくつかのテーマを設定し、
利用者が時代やカテゴ
リーにとらわれず、文化資
源に対して興味関心を持
つことができるようにする。

文化資源と時間・施設と
の関係性の理解につなげ
るため、「①カテゴリー別」
「②時代の線別」「③施
設別」の入口をそれぞれ
作り、どこからでもアプロー
チできるようにする。

説明文については、掲載
されている文化資源が端
的に解説されているものと
したうえで、「問い」を立て
て考えることの意義と楽し
さを伝えられるようにする。

本市の特徴である「広大
な市域」を実感してもらう
ために、掲載する文化資
源の中で現地で見られる
もの（建造物や史跡な
ど）の位置を地図にプロッ
トする。

• 歴史の長さや文化資源の多様性、広大な市域という本市の特徴を感じることができること。
• 自分の興味から入るきっかけとなるよう「間口を広く、敷居を低く」設定すること。

WEBを活かした
見せ方のポイント

１. ウェブサイトのコンセプト
⑶ デジタルミュージアムにおける見せ方の検討
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① ブランディングの考え方

② いわきデジタルミュージアムのキャッチコピー

いわきデジタルミュージアムは何を目的とし、利用者にどのような価値を提供し、どのような意義を持つものかを追求していく。
また、この考え方により設定されたキャッチコピーは、本事業の指針となる。

好奇心に、追い風を。

１. ウェブサイトのコンセプト
⑷ デジタルミュージアムのブランディング

恐竜やアンモナイトなどが栄えていたはるか昔から現代まで
数億年にもおよぶ、いわきの軌跡。

そこでは、自然や民俗、芸術、文化、産業など
幾多の物語が生まれ、つむがれてきました。

IWAKI DIGITAL MUSEUMは、そんないわき市に息づく
物語を

いつでも・どこでも・だれでも開ける場所。

さぁ、開いて見てください。
太古の生き物の痕跡と、人々の感性と美意識を。

人が出会い、想い合い、織りなしてきた知識と文化の集積を。
豊かな明日を見据え、躍動した人々の足取りを。

時代の息吹はあなたを魅了し、
好奇心の背中をおす追い風になるはずです。
そして、風に誘われ、それぞれの物語を

五感で愉しみに行くのもまたいいものです。

4



デジタルミュージアムに掲載する文化資源は、いわき市の「人」「まち」「文化」「歴史」
「自然」にかかわるものであり、その５つの要素を５色で抽象的に表して、いわき市のシ
ルエットを形成した。
また、長い歴史の中で、すべての要素が重なり合いながら、いわき市が形成されてきた
ことを表現した。

                  

※                             

      

１. ウェブサイトのコンセプト
⑸ ロゴマーク
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従来の主な利用者は、文化資源や文化施設に対して関心が高い方や、学習目的で来訪された方であるが、これに加えて、「気軽なお出掛
け先を探している方」の利用を拡大していくことを目指し、今回構築するデジタルミュージアムが現地へ来訪するきっかけにつなげていくものとする。

■従来の利用者層への働きかけと、狙いたい新規利用者層のイメージ

短期 中期

従来の
利用者層

拡大を目指す
利用者層

市内の学校・近隣からの教育旅行
子どもの学習・教育での来訪をより意味のあるものとするためのコ
ンテンツを増強する。

文化資源・文化施設等の趣味層
年齢層を問わない趣味層・特定ファン層に対し、デジタルミュー
ジアムのサイトまでの情報動線を作り、利用してもらうことで興味
の幅を広げる。

近隣居住者（子連れファミリーの日常的なお出掛け）
学校での体験をきっかけとして、文化施設へ来訪する話題づくりや関係性づくりを行い、個人客
としてのファミリー層の定期的な施設利用につなげる。

連動

大人の近隣居住者
「価値ある/珍しいものを見る」「珍しい体験をする」ということに対するニーズが高いと思われるこ
とから、サイト上で発信する内容やイベントが「面白いもの」としてメディアやSNSで二次発信して
もらうことを通じて、興味関心を高め、施設の利用につなげる（ウェブサイトとSNSの連動が重
要）。

国内旅行者
近隣居住者の来訪体験などがクチコミやメディアで露
出されることで話題性を高め、国内旅行者の立ち寄り
につなげる。

２.ターゲット戦略のロードマップ

連動
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３. 掲載対象とする文化資源の範囲

・初めてデジタルミュージアムを訪れた利用者が、本市の特徴を把握することができる文化資源であること。
・「何か面白そう」「もっと見てみたい」という興味を持つ文化資源であること。
・各施設の学芸員がおすすめする本市を特徴づけるような文化資源を含むこと。
・文化資源をアーカイブ化し、掲載すること。
・初年度は、特に丁寧に説明したい文化資源の掲載数は50点程度にすること。
・指定文化財については、説明文を載せたうえで、別に掲載する場を設けること。

⑴ 掲載・選定手法の考え方

⑵ 掲載の考え方

他事例（アーカイブ系） 掲載数

船橋市デジタルミュージアム メタデータ（目録）：2,238 件、 画像
データ：1,594 件、 本文テキストデータ：
502 件 （ 2021/07/04 時点 ）

Tokyo Museum 
Collection（東京都立博
物館・美術館）

40万点以上

みやざきデジタルミュージアム 約1,570点

大網白里市デジタル博物館 メタデータ（目録）：318 件、 画像デー
タ：386 件、 本文テキストデータ：479 
件 （ 2021/07/04 時点 ）

えどがわデジタル美術館 約100 点（屋外彫像・オブジェのみ）

習志野デジタル美術館 38点

国分寺市デジタル博物館 32点。原始／古代／中世／近世の区分

他事例（目的特化系） 掲載数・手法

千葉市美術館 「動く浮世絵」イベントで５点に絞りコンテンツ開発。

軍艦島デジタルミュージアム フォトライブラリ約100点、3D画像4点。
館自体がデジタルミュージアムのため、その紹介（導
入）としての機能を有する。

松戸市デジタル美術館 地域ゆかりの作家33名にフォーカスし、その作品を1人
当たり1～４作品を掲載。

岡山シティミュージアムデジ
タルアーカイブ

作品写真ではなく、ストーリーごとにコンテンツを構築。
「城下町」「歴史」「自然科学」「芸術」のカテゴリごとに、
複数のコンテンツが並ぶ。

かはくVR 3Dウォークスルー。解説表示は日本語で約40資料分。

富山県デジタル文化財
ミュージアム

アーカイブや資料紹介機能は僅かで、「文化財とは」
「文化財の見方」などの基礎知識の伝達を重視。文化
財ジャンル別に掲載。

（参考）他市等の事例

網羅性を高くし、全ジャンルを公平に、バランスよく取り扱う。アーカイブ系
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いわき市として強くアピールしたいもの、現地往来に結び付きやすいものを重点的に選定する。
いわき市を特徴づけるような文化資源を重点的に選定する。

目的特化系

アーカイブ系を基本とするが目的特化系も取り入れる。



４. アーカイブ化及びデジタル化の手法
⑴ アーカイブ化・デジタル化の前提となる考え方

① 「ちょっと覗いてみよう」の利用者を引き込む

・「ちょっと覗いてみよう」という軽い気持ちで訪れた人を引き込むために、いわき市の魅力を実感できるものを中心とした内容とする。

② 「調べる」目的以外でもアプローチできるものにする

・「○○について知りたい・調べたい」という明確な目的をもって訪れた利用者が、確実に目的に到達できるような検索機能を備える。
・「どんなものがあるか知りたい」「どんな施設があるか知りたい」という利用者が、新たな発見や気づきに出会うことができるように、年代や地区、
ジャンルなど様々な入口からアプローチできる仕組みやトップ画面で市内の概要を把握することができる機能を備える。
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⑵ アーカイブに求められる要素・要件

構築・運用の費用がリー
ズナブルであること

更新・管理の作業が複雑
でないこと

紐づけられたアーカイブと
の連動が可能であること

各施設の所蔵資料の特
性に応じたデータベース化
ができること

データの棄損・消失リスク
を想定したつくりであること

・内容の追加更新や、最
新技術やセキュリティ環
境に応じたアップグレード
のために定期的に発生す
るコストが高額でないこと。

・アーカイブの作業が職員
にとって負担とならないよ
うに簡易な作業で更新・
管理・追加ができるシステ
ムであること。
・更新や管理を行う際の操
作方法についてマニュアル
化されており、どの職員で
も作業が可能な仕組みと
なっていること。

・リスト管理、更新や研究
の経過の記録が可能で
あること。
・条件設定による検索性の
向上が、導入後も可能
であること。
・アーカイブのデータは、デジ
タルミュージアム上の閲覧
にも対応できること。

・各施設において所蔵資
料の特性（材質、取り
扱い時の注意点など）、
記録しておくべき情報
（作者や制作者、年代、
出土地など）が漏れなく
記録できるシステムである
こと。
・各施設の用途に合ったカ
スタマイズが可能であるこ
と。

・データの棄損・消失に備
えた定期的なバックアップ
が可能であること。
・棄損や消失・悪用が行わ
れないように高度なセキュ
リティが担保されたシステ
ムであること。



本事業で構築するいわきデジタルミュージアムでは、それ自体の価値（面白さ・新しい体験の提供）とともに、文化資源の価値・魅力の発信
を目指すこととする。
そのためのデザインエッセンスとして必要と考えるものが、トップ画面とキャッチコピーである。利用者はサイトを訪れた時に、その価値を初見の印
象で判断するため、サイトを開いてすぐに「なんだか面白そう」「ちょっと興味が湧く」というマインドを持ってもらうための工夫を施す。

トップページとサイト全体構成を検討する際に重要なポイント

① トップページで、「このサイトがなにを表現しているか」のイメージを伝えること。
② トップページでサイト構造（なにがあるか・なにができるか）を把握できること。
③ トップページで興味を引き、その奥に行ってみようと思わせること。
④ 簡単にトップに戻れること（複雑に・深く潜り過ぎないこと／リンクで外部に飛ばしすぎないこと）。
⑤ 「文化資源がある場所」の情報にきちんと辿り着けること。
⑥ 更新不足やリンク切れによる信頼性の低下を起こさせないこと。

（参考） トップページから資料に至る動線に工夫をしている例

例：福岡県立美術館 トップページ

• 外観に近づいていき、入り口から内部に入っていく。
• らせんの中を、年代が遡っていき、該当する場所に資料画像がいる。
• 出口となる額縁を抜けると、「福岡県美バーチャル美術館」サイトのトップ
ページに到達する。

• 「福岡県美のたからもの」のページで、作品画像が画面上に出てきて、ク
リックすると詳細が読める。

４. アーカイブ化及びデジタル化の手法
⑶ トップページにおけるフック（引き）の重要性
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例：船橋市デジタルミュージアム トップページ

• 船橋市の古地図に合成する形で、船橋市がどのように発展していったかを
数秒 の動画で表現されており、地域の様子がわかる。

• カテゴリ別だけでなく、時代別など多くの入口が作られており、利用者の目
的に合わせた検索が可能である。

• 「文化財を楽しむ」というコーナーも有り、いろいろな切り口から文化財に親
しむことができる。



ページ数・コンテンツ数の目安として提案するが、必ずしもこのサイトマップ通りである必要はない。ただし、昨今の利用者の情報入手手段の中心となってい
るスマートフォンに適応したサイトの構築は必須とする。

４. アーカイブ化及びデジタル化の手法
⑷ サイトマップの構成案

■ピックアップした展示物を視覚的に見せる仕組み

TOP 第二階層 第三階層

いわきデジタルミュージアムについて ■コンセプト紹介

■展示物詳細解説

■アーカイブとの連動

お問い合わせ ■問い合わせフォーム

SNS連携（twitter,facebook,instagram) ■各SNSリンク

現場へ行こう！（施設紹介） ■各館のHPにリンク

10

アイキャッチ動画

■検索システム(ジャンル、所蔵、所在地などで検索)

自由コンテンツ（３件程度を予定）

展示物紹介

施設一覧（各館の簡単な紹介など）
■いわき市立美術館 概要
■草野心平記念文学館概要
■草野心平生家 概要
■考古資料館概要
■アンモナイトセンター 概要
■暮らしの伝承郷 概要
■石炭・化石館 概要
■勿来関文学歴史館 概要


