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「むなかた電子博物館」の１０年  伊津信之介

宗像電子博物館は「むなかた電子博物館」(http://d-munahaku.com/)として

2005年４月公開され、市民が「あつめる・ためる」、デジタルで「そだて

る・つなぐ」まちづくりに「いかす」をコンセプトに運営されてきた。 

2014年から宗像市の、市民サービス恊働化事業としてむなかた電子博物館

運営委員会がむなかた電子博物館運営業務をおこなっている。運営業務は、運

営計画の作成及び報告、コンテンツの保守・更新及び拡充業務、海の道むなか

た館展示との連携、北斗の水くみＰＲ事業、むなかた電子博物館紀要発行など

である。 

１．むなかた電子博物館の生い立ち 

むなかた電子博物館の公開に至るプロセスはむなかた電子博物館紀要創刊号にむなかた電子博物館

の可能性として掲載されている。 

http://d-munahaku.com/culture/kiyou/files/kiyou_090401/24-41.pdf 

また 2013年発行の紀要５号には、市民恊働「むなかた電子博物館」 と題してその後のむなかた電子

博物館の活動と評価がまとめられている。 
http://d-munahaku.com/culture/kiyou/j-kiyou_2013.html 

「むなかた電子博物館」は宗像市の掲げる『協働』事業のモデルとして、市民が参画して創り、運営

に参加して育てていくことが最大の意義である。宗像市は、市民主役の市民活動を支援（助成）し、

「むなかた電子博物館」を新しい概念の事業として運営する仕組みの整備を行うことも重要な目的に掲

げられた。 

２．2015 年のむなかた電子博物館 

むなかた電子博物館運営委員会が運営計画の作成及び報告、コンテンツの保守・更新及び拡充業務、

海の道むなかた館展示との連携、北斗の水くみＰＲ事業、むなかた電子博物館紀要作成を年４回程度開

催される運営委員会にて審議し順次具体化させている。 

WEBで公開されている博物館なので新しい WEBアプリケーションサービスによって思いがけない展示

が行われている。 

その一つが、ウェブサイトで見つけた写真を、見てわかるブックマークのようなピンを通して、趣味

や好きなことについて発見したりするツール Pinterestである。 

Wikipediaによると、2011 年 8月 16日、タイム誌は「50 Best Websites of 2011」の 1つとして

Pinterestを選出した。12 月、サイトは最も大規模な 10のソーシャル・ネットワーキング・サービス

の 1つになり、ヒットワイズ（英語版）のデータによれば週あたりの総アクセス数は 1100万に上ると

いう。2012年１月にはトラフィックが LinkedIn、YouTube、Google+を抜き、さらに TechCrunchによっ

て 2011年のベストニューベンチャーに選定された。2012年 1月、comScoreによると登録ユーザーは

1170万人に上るとされ、1000万人を超えたサイトの中では最速のペースだとしている。以下の URLが

d-munahaku.comというタイトルでむなかた電子博物館の写真を Haruo Shimamotosさんがまとめた

pinterestである。https://www.pinterest.com/source/d-munahaku.com/

このようにむなかた電子博物館は宗像地域に関連した「共有知」をインターネット上に WEB形式で公

開する事で、新たな活用を生み出す事ができると考えられる。そのベースである電子博物館の展示の骨

組みとなる事業を詳説する。 

スマホからは QRコードで 

http://d-munahaku.com/
http://d-munahaku.com/culture/kiyou/files/kiyou_090401/24-41.pdf
http://d-munahaku.com/culture/kiyou/j-kiyou_2013.html
https://www.pinterest.com/source/d-munahaku.com/
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２-1.北斗の水くみ PR事業 

秋の夜半には北斗七星が北極星と水平線の間を西から東に

移動し、まるで天のひしゃくが水をくんでいるように見える。

これを天の北斗七星が水をくむというわけで「北斗の水くみ」

と名づけた。  

 

 宗像地域の海岸線は北緯 33度付近に北東南西に分布し「北

斗の水くみ」には最適な位置にある。しかし沖合は日本有数の

イカ釣りの漁場であり漁り火が絶えることはない。また大気汚染や天候の経年変化によって北斗七星の

観察も容易ではない。北斗の水くみは、地球規模ではでは九州北岸、地中海南岸、アメリカ南部で観察

が可能と考えられる。この緯度で海を臨む都市は世界的にも珍しいところにあり、そこで、北の夜空の

響宴「北斗の水くみ」のむなかたと言える。 

第７回 2014年の写真展は、募集期間 8月 1日（金）～10月 31日（金）、応募条件 2013年 11月

1 日～2014年 10月 31日に撮影された写真、作品条件 「北斗の水くみ」、さらに各地の「北斗七星」

の姿を写したもの、応募方法 むなかた電子博物館にて投稿、写真規格 デジカメ、１眼レフカメラ等

による JPEGデータ、期間内に撮影されたもので未発表の作品、合成写真でなく提出者が著作権を有す

る事として行なわれた。 

この北斗の水くみ写真展の募集・審査・表彰・展示・普及を通して宗像のありのままの自然と謙虚に

接する一助となることを願っている。この取り組みの結果、2014年の第７回北斗の水くみ写真展で始め

て最優秀作品が誕生した。それは島村直幸さんによる『波涛の北斗』である。 

この写真展の受賞作品は電子博物館玄関ホール（トップページ）に掲載され来館者の目に触れやすい

展示を行っている。 

 

２-２.むなかた電子博物館紀要発行事業 

むなかた電子博物館紀要は 2010年から発行を始め、2014年に第５号を発行した。紀要は博物館の調

査研究を公開するとともに、博物館展示物の充実

を図る目的で創刊された。紀要の論文資料の執筆

者はむなかた電子博物館運営委員を初めとする在

野の研究者である。この執筆には謝礼は支払われ

ず、発行された冊子版紀要を贈呈するだけである、

それにも関わらずむなかた電子博物館を論理的に

構成する貴重な論考が寄せられている。 
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2-2-1.紀要論文「新立山の蝶相」の博物館展示 

2012年４月１日発行 むなかた電子博物館紀要 4号掲載の「新立山の蝶相」 西田迪雄著は論文とし

て博物館から閲覧できる。 

この紀要論文を電子博物館展示物としてハイパーリンク等を使った W.W.W（ワールド・ワイド・ウェブ）

の HTML形式で掲載されている。これによって宗像市新立山を中心とした蝶類の図鑑としての機能を有

している。研究論文を根拠として HTMLによって記述し展示された「むなかたの蝶」はフィールドにお

ける観察をモバイル端末（スマホやタブレット）で可能とし、常に最新の記載へとリンクされている。 

 

 

創刊号からの内容は以下の通りである。各執筆者の右の数字は PDFファイルの容量である。 

むなかた電子博物館紀要１号 2009年４月１日発行（Link→） 

 創刊にあたって 平井正則  

 座談会：「むなかた電子博物館」の現在と未来 西谷正他（1.0MB） 

 「むなかた電子博物館」の可能性 伊津信之介（1.6MB） 

 田熊石畑遺跡発掘現場から 白木英敏（2.0MB） 

 田熊石畑遺跡の保存を求める市民運動について 矢田公美（1.6MB） 

 宗像郷土館の変遷 平松秋子・花田勝広（2.3MB） 

 鐘崎縄文人が身につけていた貝輪をつくる実践 鎌田隆徳（2.7MB） 

 「北斗の水くみ」研究 平井正則（1.2MB） 

 おわりに 清水比呂之（0.6MB） 

 「むなかた電子博物館」活動記録 編集委員会 

 委員会名簿（63KB） 

むなかた電子博物館紀要２号 2010年４月１日発行（Link→） 

 巻頭言 平井正則（1.18MB） 

 座談会：科学への憧れ「WEB博物館の役割」 宮原三郎他（1.85MB） 

 フランス情報化政策とミュージアムの教育普及における取り組み 星野浩司（1.87MB） 

 江口海岸の縄文遺跡 ～さつき松原遺跡の調査から～ 白木英敏（1.87MB） 

 宗像地域の古代史と遺跡概説 花田勝広（1.84MB） 

 この瞬間、この感動、そして、想いを記録に 平井正則（2.02MB） 

 さつき松原遺跡の発見と海岸浸食 伊津信之介（1.79MB） 

 むなかたの弥生時代の人々のくらし 鎌田隆徳（1.97MB） 

 文献にみる宗像三女神降臨伝承について 平松秋子（1.97MB） 

 むなかた地域遺跡分布図（第１版） 古川修士・伊津信之介（1.4MB） 

 2009年～2010年の「むなかた電子博物館」 清水比呂之（1.29MB） 

 編集後記 伊津信之介（1.29MB）  

むなかた電子博物館紀要 3 号 2011年４月１日発行（Link→） 

 巻頭言 平井正則（1.38MB） 

 座談会：社会教育施設としての水族館 高田浩二他（1.74MB） 

 ICT活用による博物館の進化 高田浩二（2.47MB） 

 漂着物の四十年（玄界漂着譚）1968年－2010年 石井忠（2.06MB） 

   
 

http://d-munahaku.com/culture/kiyou/kiyou_080401.html
http://d-munahaku.com/culture/kiyou/kiyou_100401.html
http://d-munahaku.com/culture/kiyou/kiyou_110401.html
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 城郭から見た宗像の戦国時代-大宮司宗像氏貞の時代を中心として- 藤野正人（17.51MB） 

 北斗水くみ研究-北斗ダイアルをつくろう- 平井正則（2.11MB） 

 むなかたの弥生時代の人々のくらし（2）～ 石包丁をつくろう ～ 鎌田隆徳（1.99MB） 

 「田熊石畑遺跡と古代のムナカタ展」を終えて 白木英敏（1.56MB） 

 宗像市郷土文化学習交流施設の概要 博物館建設に向けての市の動き 清水比呂之（1.43MB） 

 旧宗像市民俗資料館について 平松秋子（1.67MB） 

 「むなかた電子博物館」の評価と課題 上田めぐみ（2.02MB） 

 編集後記 伊津信之介（1.38MB）  

むなかた電子博物館紀要 4 号 2012年４月１日発行（Link→） 

 巻頭言 平井正則（563KB） 

 座談会：日本文化と調和した動物園 岩野園長 （727KB） 

 到津の森公園 散策を終えて（公園訪問記） 伊津信之介（842KB） 

 エコツーリズムのマネジメント 大方優子（727KB） 

 戦国期における宗像氏の家督相続と妻女  桑田 和明（794KB） 

 中世の宗像神社と鎮国寺 花田 勝広（3.25MB） 

 新立山の蝶相 西田迪雄（3.74MB） 

 北斗の水くみ写真展５周年へ向けて 平井 正則（568KB） 

 「むなかた電子博物館」活動記録 堀 温子（620KB） 

 編集後記 伊津信之介（564KB）  

むなかた電子博物館紀要 5 号 2013年 10月１日発行（Link→） 

 巻頭言 平井正則（756KB） 

 座談会：世界のロボット開発の最前線から －テムザック高本陽一氏を囲んで－ （1.09KB） 

 宗像氏貞妹の婚儀とその生涯 －宗像氏貞・戸次道雪との関係を中心に－  桑田 和明（928KB） 

 宗像氏貞の居城「岳山城」について  藤野 正人（4.51MB） 

 プラネタリウム自主制作番組 「むなかたの星空と菊姫さま」記録  梅村幸平・平井正則（1.52MB） 

 むなかたの蝶の食草・食樹 西田 迪雄（6.5MB） 

 「北斗の水くみ」は永遠か？  平井正則（1.05MB） 

 市民と楽しむ「いせきんぐ宗像」の歴史公園づくり白木 英敏（1.53MB） 

 市民恊働「むなかた電子博物館」  伊津 信之介（885KB） 

 編集後記 宮川 幹平（729KB）  

 

２-３.海の道むなかた館との連携事業（Link→） 

海の道むなかた館は、むなかた地域の郷土文化

資料の展示と体験学習を行なう施設として 2014

年開館した。この館の性格から展示物のデジタル

アーカイブ機能をウェブサイトに置いていない。

したがってむなかた電子博物館との連携事業によ

って、海の道むなかた館の図録や企画展の内容を

蓄積公開するのが本事業の目的である。 

2015年３月の段階では図録に使用した図版や写

真のインターネットにおける公開の許諾が得られ

ていないので、むなかた電子博物館で公開はされ

ていない。一方で海の道むなかた館の企画展については、むなかた電子博物館

運営委員が取材を行ない速報として公開している。 

 

 

3．むなかた電子博物館の開館と特徴 

むなかた電子博物館は受託事業者を公募し、（株）パスコと熊本ソフトウエア（株）（現ＭＩＳ九州）

の共同事業体が選考委員の投票によって決定された。受託した協同事業体は、市長への提言を反映させ

http://d-munahaku.com/culture/kiyou/kiyou_120401.html
http://d-munahaku.com/culture/kiyou/j-kiyou_2013.html
http://searoad.city.munakata.lg.jp/
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た建設計画を策定し、第１回構築検討委員会が開催された。以下は第１回委員会で提示された協同事業

体からのプレゼンテーションの一部である。 

3-1.柔軟なシステム構成 

拡張性、新規投入システムとの互換性があり、従来の一般ソフトとの簡易な連携 

3-2.特別でない機能的なシステム 

アーカイブという多くの作業者が係わる実作業の流れを念頭に置いた、不要なライセンスを必要とし

ない機能的で効果的なシステム。 

3-3.オープンソースライセンスに基づく経年構築型パッケージ 

オープンソースライセンスに基づく効率的かつ効果的なシステムで経年ごとに拡張構築が可能とする。 

3-4.メディアプロデュースの投入 

単に、収蔵作品をデータベース化するのでなく、よりユーザーに愛され、育てて、教育や産業など多

くの面で効果的なメディアプロデュースを進める。 

3-5.それぞれの環境に合わせたシステム構成 

従来の展示施設では、完成された巨大で高価なパッケージをそのまま一律に導入するケースが多かっ

たが、各事業によって展示の内容、規模やコンセプトなどが異なる点を配慮したシステム構成とした。 

 このようなコンセプトに基づいて（株）パスコと熊本ソフトウエア（株）（現ＭＩＳ九州）の共同事

業体が策定した開館から数年間の建設計画は以下の通りである。 

 
2004 年度：基本コンテンツ作成、英語版・日本語版作成、簡単入力システム、歴史・文化・民族・観光・産業・自然科

学等の基本情報の入力、その他各種デジタルコンテンツの作成 

2005 年度：歴史・文化・民族・観光・産業・自然科学等の基本情報の入力、韓国語版・中国語版・スペイン語版の拡充、

マップ上データベース GISによるデータベース情報の整理統合 

2006 年度：歴史・文化・民族・観光・産業・自然科学等の基本情報の入力、各種コンテンツを活用したバーチャル博物

館としての展示システムの拡張、ネットフォーラムによる各種イベントの開催 

 

 その後７回にわたる委員会で検討を重ね、2005年４月下旬公開の運びとなった。 

 

３-1.階層構造を持つ博物館展示 

むなかた電子博物館の入り口（以下玄関）は一般的ウェ

ブサイトではトップページと呼ばれる。開館からしばらく

の間は「早わかりむなかたナビ」がそこに置かれ、むなか

た電子博物館の階層構造の象徴であった。この展示物は地

球儀の一部を模した造形で、マウスポインタを当てると、

「海の話」、「地上の話」、「動植物の話」、「人の話」、

「文化の話」、「北斗七星の話」へと誘導するナビゲーシ

ョンとなっている。制作者の意図を閲覧者に伝える仕組み

が適切でなかったため、「なんだか解らない」という意見

に押し流され、バナーとして小さく表示されることになっ
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た。フラッシュ(Adobe Flash）を使った階層構造表現と

して良く出来たプログラムであったが、写真や画像のフ

ラッシュによる切り替え表示という、月並みな玄関にな

ってしまった。 

 

３-２.歴史性と階層性を持つ博物館展示 

むなかた電子博物館玄関（トップページ）の右上段に「むなかた仙人」のリンク文字がある。これを

クリックすると電子博物館のキャラクター「むなかた仙人」を初めとする小道具などの案内が表示され

る。この画面の右端に「仙人七つ道具」バナーがある。そのすぐ下に小さな「仙人のふしぎ地図」とい

う小さなリンク文字がある。これをクリックすると仙人のふしぎ地図～総合編が表示される。これは前

述の早わかりむなかたナビと同様にフラッシュによ

るグラフィック・アニメーション表示でむなかた地

域の特徴を表示するものである。示された画面クリ

ップは、むなかた地域の航空写真の上に鉄道路線と

道路を重ねて表示した上に、さらに今から約６千年

前の縄文時代の古地理図を重ねて表示したものであ

る。この表示のバランスは仙人のふしぎ地図左の各

種スライダーによって調整することができる。これ

によって歴史性と階層性を併せ持つ博物館展示が実

現した。 

 

３-２.タイムマシンのような博物館展示 

むなかた電子博物館玄関（トップページ）右端中段のバナー

に「むなかたギャラリー今昔」へのリンクがある。これをクリ

ックすると「むなかた仙人のタイムマシン」が表示される。 

地図上の黄色のマーカーをクリックするとその場所の今の写真

が表示される。表示された写真の右上「写真のきりかえ」ボタ

ンをクリックすると昔の写真と今の写真を切り替えることがで

きる。 

このようにフラッシュというプログラムによって時歴史性を

強調する展示が可能になった。あたかもタイムマシンで時空を

さまようような楽しみを体験することができる。 

むなかた地域の住人に古い写真の提供をもとめることで多彩

なギャラリーへと発展することは間違いない。ここで写真の提供というのは一時的に借りてスキャンし

デジタル化することである。作業終了後写真は元のまま提供者の手元にもどる。開館から 10年が経過

したがこの作業は行われていない。 

 

３-３.むなかた仙人などのキャラクターについて 

むなかた電子博物館玄関（トップページ）右端上段に「むなかた仙人」の小さな文字列のリンクがあ

る。これをクリックするとメインナビゲーター むなかた仙人の紹介がある。そこの記述によると『電

子博物館の特別な存在である「むなかた仙人」はさまざまなコーナーで大切なヒントをくれます。また、

 
早わかりむなかたナビへのリンクバナー 

 
 

縄文時代の古地理を表示した仙人のふしぎ地図 
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メインのナビゲーターとして来館者がよりわかり易く見て回れるよ

うに「仙人の七つ道具」を貸してくれますよ。みなさんも是非、

「むなかた仙人」に弟子入りして、次の「むなかた仙人」をめざし

て下さい。』とあり、仙人や仙人の道具が紹介される。しかしむな

かた仙人や仙人の道具が電子博物館で注目される事がないまま十年

が過ぎてしまった。 

 むなかた仙人の他に、歴史、文化、自然のコーナーにキャラクタ

ーが設定されている。 

 

 

【歴史コーナー】むなかた歴史先生 

（プロフィール）本名：久原徳善（くはらとくぜん） 

歴史の話をしだすと止まらない古墳発掘に命を燃やす４３歳の１児のパパ。

かつては、ヨットマンとして海に生きる青春時代をすごし、何事もやり始め

ると徹底してやらないと止まらない性格。 

 

 

【文化コーナー】むなかた文化先生 

（プロフィール）本名：山田尼子（やまだあまこ） 

読書と音楽をこよなく愛し、歴史小説を特に好む２６歳の独身。もともと宗像

の出身ではないが、宗像の大学で学んだことをきっかけに、宗像のことを好き

になり、移り住むこととなる。最近では休みの日に友達と山登りを楽しむ活動

的な一面も。 

 

 

【自然コーナー】むなかた自然先生 

（プロフィール）本名：玄海正助（げんかいしょうすけ） 

生粋の宗像人。幼いころより鶏の世話をすることにより、生き物や自然に興味

を持った３４歳。大の釣り好きで休日やたまに時間が空けば海に釣りに出かけ、

季節によっては、昆虫採集や植物の観察を楽しみとしている。 

 

 生身の教師ではなくこのようなキャラクターを設定したのは、アバター（avatar）として来館者にな

りかわってむなかたを探検し発見を促す意図があったと思われる。そもそもアバターとは、コミュニケ

ーションツールで、「自分の分身となるキャラクター」のことである。したがって上から目線の教師イ

メージではなく、来館者が主人公となってむなかた電子博物館をめぐっていく。 

 

 

４．むなかた電子博物館のこれから 

開館に至るむなかた電子博物館の理想が何故実現されなかったかについてを問い直すより、いかに理

想を実現するかがむなかた電子博物館の最も重要な使命である。 
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４-１.博物館の基礎システム 

オペレーティングシステム(OS)のソースプログラムにアクセスでき、プログラムの改良が特定企業に

依存しないで行えるオペレーティングシステム(OS)として GPLや BSDなどのライセンスで公開されてい

る、GNU-LINUXや FREE-BSD などの選択が望ましい。「むなかた電子博物館」が市民参加のシステムであ

ることから、ＣＭＳなどによるシステムの管理運営を実現させることが必須である。このシステムは独

自に開発するよりも汎用性のあるオープンシステムを基にして改良を加えることが望ましい。したがっ

て使用するＣＭＳによって、WWWサーバ（APACHEなど）、データベース（MySQL等）、スクリプト処理

言語（PHP等）などが規定される。 

http://d-munahaku.com/culture/kiyou/files/kiyou_090401/24-41.pdf 

むなかた電子博物館の計画段階で市民恊働の実現のために上記のシステムを提案した。10年目から再

出発としてむなかた電子博物館の基礎をしっかりと検討することが大事である。 

４-２.入館者を識別するログイン機能の実現 

入館者の年齢や入館回数の違いな手どによって表示内容を代えることを実現させるためには、十分な

ログイン機能を備えた CMS（コンテンツ・マネージメント・システム）が必須である。このログインに

よって年齢別、言語別、目的別など入館者の階層別管理が可能になる。多彩な CMS が存在しているので、

むなかた電子博物館に最適な CMSを選択し、プログラムの改造を行なう必要がある。筆者は 10年以上

前から XOOPSを使ってきたが近年の多彩な CMSの特徴をすべて把握する事は難しい。以下にもっとも一

般的な CMSを列挙する。 

４−２−１．企業で使えるオープンソース CMS一挙 12種類解説 

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/07/04/3283 

1.高い汎用性と拡張性「Drupal（ドルーパル）」 

2.商用 CMSに比肩する充実度「eZ Publish（イージーパブリッシュ）」 

3.軽快かつ導入しやすい CMS「Geeklog（ギークログ）」 

4.海外で高評価な Mambo CMS 後継「Joomla（ジュームラ）」 

5.コンポーネント配置でサイト構築「Magic3（マジックスリー）」 

6.スタイリッシュな操作感「MODx（モッドエックス）」 

7.J.ava／XMLベースの CMS「OpenCms（オープンシーエムエス）」 

8.Zopeと一体化した CMS「Plone（プローン）」 

9.シンプルな純国産オープンソース CMS「SoyCMS（ソイシーエムエス）」 

10.完全分業化を可能にする設計「TYPO3（タイポスリー）」 

11.強力な独自コンテンツ配置機能「Xaraya（ザラヤ）」 

12.コンテンツ管理のしやすさが秀逸「島根県 CMS（しまねけんシーエムエス） 

４−２−2．オープンソース・フリーな CMS一覧 

http://matome.naver.jp/odai/2139143344473224301 

13.WordPress - ワードプレス 

14.MediaWiki - メディアウィキ 

15.baser CMS - ベーサーシーエムエス 

16.Movable Type Open Source - ムーバブルタイプ オープンソース 

17.concrete5 - コンクリートファイブ 

18.Baked - ベイクド 

19.Drupal - ドルーパル 

20.XOOPS CUBE - ズープス キューブ 

21.Joruri - ジョールリ 

22.Nucleus CMS - ニュークリアス シーエムエス 

http://d-munahaku.com/culture/kiyou/files/kiyou_090401/24-41.pdf
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４-3.管理運営者のコミュニケーション 

市民恊働のむなかた電子博物館は「むなかた電子博物館運営委員会」によって管理運営がなされてい

る。この運営委員会は委員長以下約２０名のボランティアで構成されている。年齢、職種、経歴など多

彩な顔ぶれなので、一年に数回開催される運営委員会だけでは十分な意思疎通が図れない。また自由に

なる時間帯もまちまちである。現在メーリングリストで情報交換を行なっている。かつて掲示板を備え

たことがあったが機能不足で活用に至らなかった。 

 最近発表されたグループウエェアとしてアプライドの e-ConeXion が大学研究室向けに機能を選別し、

研究機関や学会への適用も広げている。(http://www.e-conexion.jp/) むなかた電子博物館運営委員

会はコンピュータ活用の頻度にかなりの開きがあるので、WEBブラウザで円滑なコミュニケーションを

計る為には、シンプルな操作性が求められる。2015年５月段階で多数の研究室で利用されている。それ

らの導入大学は、宇都宮大学 、愛媛大学、大阪大学 、大阪府立大学、岡山県立大学、岡山大学、岡山

理科大学 、香川大学 、鹿児島大学、北九州市立大学、九州工業大学、九州大学、近畿大学 、熊本大

学、久留米大学、神戸大学、佐賀大学  静岡大学、首都大学東京 、千葉大学 、筑波大学、東京医科歯

科大学、東京工業大学、東京大学、東京農工大学 、東北大学 、富山大学 、豊橋技術科学大学 、長崎

大学 、名古屋工業大学、名古屋市立大学、名古屋大学 、奈良教育大、奈良女子大 、日本大学 、広島

大学福岡教育大学、福岡県立大学、福岡工業大学、福岡大学、明治大学、名城大学、山口大学、都工芸

繊維大学、京都大学、徳島大学、福井大学などである。 

４−3−1．プロジェクト管理 

運営委員会では様々なテーマに沿ったプロジ

ェクトが進行している。この機能はその各プロ

ジェクトを時系列に整理し、分かりやすく確認

することができる。 

４−3−２．原稿提出 

むなかた電子博物館の新着情報は運営委員か

ら原稿が送付される。対象となる委員を指定し

て提出するフォルダを作る機能で、指定された

委員のみそのフォルダが表示され、管理者と一対一での確認となる。よって他のメンバーが提出した資

料は管理者と当人以外は見ることはできない。 

４−3−3．お知らせ 

運営委員会委員のお知らせを分かりやすく表示する掲示板で、写真付きでスタイリッシュな演出も簡

単に作成出来、PDFや Word、Excel等のファイルも添付可能である。 

４−3−４．スケジュール管理 

左側はその週の予定が表示され、ここか

ら個人ごとのスケジュールを確認すること

も可能である。右側は共通の予定です。運

営委員が一目で分かるように関連する予定

はトップ画面に別枠で表示される。 

 

 

http://www.e-conexion.jp/
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４−3−5．個別メール 

個別にやりとりをするメールの機能で、グループを作って送信することも可能である。非常に分かり

やすく、発信した情報が全員に行き渡っているかどうかの確認が可能です。 個人ごとに未読メールは

トップ画面で一括確認できる。 

４−3−6．契約管理 

管理者のみ利用可能な機能となり、各項目の設定等登録を行う。 

 

４-4. 博物館の展示システム 

むなかた電子博物館建設当時はフラッシュによって多彩なマルチメディア表現が可能であった。しか

し間もなく隆盛となったモバイル機器でフラッシュは機能しなくなった。そのいきさつは TechCrunch 

Japanによると以下のとおりであ。 

(http://jp.techcrunch.com/2012/07/02/20120630steve-jobs-war-against-flash/) 

2012年 Adobeが、Android 4.1搭載デバイスでの Flash Player サポートを中止し、8月 15日に

Google Play ストアから同プラグインを引き上げるとブログで発表したのだ。この撤退は、iPhoneの登

場から 5年後の出来事だった。iPhoneは Flashのモバイル進出という野望を、殆ど始まらないうちに阻

止した。 

しかし、何よりも重要だったのは、Appleが Adobe デベロッパーに対して、最新の機能、開発ライブ

ラリー、ツールなどを活用しないクロスプラットフォームアプリを作って欲しくないと言ったことだっ

た。ジョブズはこう書いている。『われわれの動機は単純だ。それは当社のデベロッパーに最先端のも

っとも革新的なプラットフォームを提供することであり、デベロッパーには世界で誰も見たことのない

最高のアプリを、直接このプラットフォームの上で作ってもらいたい。われわれはデベロッパーが今以

上にすばらしい、強力な、楽しい、有用なアプリケーションを作れるよう、このプラットフォームを強

化し続けていきたい。全員が勝者になれる。最高のアプリのおかげでわれわれのデバイスがさらに売れ、

どのプラットフォームよりもすばらしく幅広いアプリの品揃えのおかげでユーザーは喜びをえられる。』

結局ジョブズは正しかった。Flashが初めて Android デバイスで提供されたとき、ユーザーは約束され

ていたフルウェブをアクセスできなかった。例えば、Flash で Hulu を見ようとした Android ユーザーは、

そのコンテンツはモバイルウェブではまだ利用できないというメッセージを見ることになった。同じく

Flashを使っていた Google TVの有料ビデオサイトでも同じ事が起きた。そして何よりも重要なのは、

そうしたビデオや Flashの対話機能を Androiデ

バイスで使えた時でも、動きはしばしば不安定

であり、高性能デバイスでさえまともに動作し

なかったことだ。その結果ユーザーはモバイル

機器上で Flashを見ることを止め、デベロッパ

ーもサポートを止めていった。ここまで

TechCrunch Japanより

(http://jp.techcrunch.com/2012/07/02/20120630steve-

jobs-war-against-flash/) 

 

これによってフラッシュに代わるマルチメデ

ィア表現の方法を取り入れる必要がある。 前述

の「３-1.階層構造を持つ博物館展示」に示され

た機能を実現させるためには、デスクトップ PC

http://jp.techcrunch.com/2012/07/02/20120630steve-jobs-war-against-flash/
http://jp.techcrunch.com/2012/07/02/20120630steve-jobs-war-against-flash/
http://jp.techcrunch.com/2012/07/02/20120630steve-jobs-war-against-flash/
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で Flash、スマートフォンやタブレットなどでジャバスクリプトや HTML5などの組み合わせが必要にな

るものと思われる。 

15年間に渡って Flashを使ってゲーム開発を行っている Lars Doucet氏は、OpenFLは Flashの API

をベースに設計されているだけでなくオープンソースというメリットがある。これまで通り Flashゲー

ムを作り続けられるだけでなく、同じコードを元にして Windowsや Mac、Linux、モバイルなどより多く

のターゲットにゲームを提供できる点も魅力のようだ。 OpenFLはオープンソースで開発されている、

Flashの APIとほぼ互換性のある開発環境。マルチプラットフォーム対応のコンパイラ「Haxe」の技術

を使い、デスクトップからモバイルまでさまざまな環境で動作するアプリケーションを単一のソースか

ら生成できる参考サイト（URLhttp://ics-web.jp/lab/archives/1329） 

 

池田泰延（ClockMaker）（http://clockmaker.jp/blog/2010/02/flash-vs-html5/）は上図で HTML5とフラッ

シュの対比を見せた。左側が HTML5 にしかない機能、右側が Flash にしかない機能で、中央の重なっ

ているところが両方が利用できる機能です。グラフィック関係では、HTML5 では描画やビデオ関係はサ

ポートするものの、テキスト周りや高度なグラフィック処理、デバイス機能ではまだ Flash のほうが

できることが多いといった状況だと指摘している。 

池田泰延は、株式会社 ICS 代表。筑波大学非常勤講師。ClockMaker ブログや書籍・雑誌

(WebDesiging等)で、HTML5 や Flash を用いたインタラクティブ技術の情報を紹介している。以下は

http://clockmaker.jp/blog/2010/02/flash-vs-html5/を引用したフラッシュの特徴である。 

４−4−1．クロスブラウザの映像対応 

HTML5 は video タグ搭載によりプラグインを利用してないで映像を再生できる。例えば YouTube 

でも HTML5 のみで実装された動画プレイヤーが公開されている。しかし依然として動画コーデックの

統一が進んでおらずクロスブラウザに対応した動画コンテンツを提供することが難しい。一方、Flash 

Player ではバージョン 7 (2003 年)の頃からクロスブラウザ対応の動画プレイヤーを実装することがで

き、現時点では普及率も 98.0%もある。 

４−4−2．Flash は縦書きができる 

Flash 10 (2008 年) から、縦書きレイアウトを組むことができる。縦書きにしても文字組みにそっ

てテキストを選択することができるためユーザビリティーを下げることなく、DTP レベルに近い柔軟な

レイアウトを施すことができる。ちなみに Flash のテキストはフォントサイズが小さい場合にでも読み

やすさを損なわないように、独自のアンチエイリアシング処理が適用されているので、小さな文字サイ

ズでも読みやすさを損なうことなくレイアウトすることが可能である。縦書きの表現例としてマクロマ

リオネットがある。(http://macromarionette.com/#) 

４−4−3．Flash はタイムラインアニメーションに映像を組み込める 

Flash はオーサリングソフト上で動画をタイムラインアニメーションとして組み込むことができる。

これはハイエンドなプロモーションサイトで採用されているケースが多く、画面遷移の効果的な見せ方

として普及している。将来的に技術の進化が進めばこのような手法が HTML5 でできるかもしれないが、

現状の HTML5 では難しい手法である。 

４−4−４．Flash の 3D は進化している 

Papervision3D を初めとして現在ではさまざまな ActionScript 3.0 向けの 3D ライブラリが開発さ

れ 3D コンテンツの制作が容易にできるようになってきている。3D を効果的にウェブプロモーション

として利用したサイトとして以下のものは秀逸なので一見の価値がある。 

urlhttp://ics-web.jp/lab/archives/1329
http://clockmaker.jp/blog/2010/02/flash-vs-html5/
http://clockmaker.jp/blog/2010/02/flash-vs-html5/
http://macromarionette.com/
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THE ECO ZOO | ECODA!DOBUTSUEN http://www.ecodazoo.com/ 

４−4−5．Flash はウェブカメラが利用できる 

ウェブカメラを利用したコンテンツを Flash だと作ることができる。例えば、 AR (拡張現実)とし

て、ウェブカメラで手に持った現実のマーカーを撮影することで、そこにバーチャルな 3Dシミュレー

ションが合成されるという技術である。 

http://www.adobe.com/jp/devnet/flash/articles/flartoolkit.html 

アメリカのＧＥはインターネットとハードウェアが結びついた新しい時代について特集し、ここで

Flashが効果的に使われている。 

http://www.ge.com/about-us/ecomagination#/augmented_reality 

GE 日本のローカルサイトでも同様の試みが行なわれている。 

http://gereports.jp/post/99045282504/value-of-ii 

 

４-5. 市民恊働のむなかた電子博物館 

４−5−1．むなかた仙人に聞いてみよう 

むなかた電子博物館のキャラクターである、むなかた仙人、むなかた歴史先生（久原徳善）、むなか

た文化先生（山田尼子）、むなかた自然先生（玄海正助）をアバターとして機能させ、さまざまな疑問、

質問、意見に対応するバーチャルな空間を形成することで来館者の満足度を高めることができる。 

このアイデアはむなかた電子博物館の建設準備委員会の段階から活発に意見交換が行なわれた。博物

館を訪れた人が「これを詳しく知りたい」と思ったとき、仙人に聞いてみるボタンをクリックするとタ

イミングが良ければオンラインで回答を得られる。リアルタイムに質問に答える状況にない時は、「後

ほどお答えします」などのメッセージを返す仕組みが検討された。 

 歴史関連の質問には仙人が「むなかた歴史先生（久原徳善）」に質問を転送する。「むなかた歴史先

生（手を久原徳善）」は複数の協力者によって構成され、都合良く回答できる人が手を挙げて回答する。

文化や自然も同様である。 

 これを実現するにはチャットやＳＮＳの応用で可能と思われる。問題は複数の協力者を得られるかど

うかである。むなかた電子博物館は約１０人のアクティブな委員で運営されている。この輪るにはどう

すれば良いかが最大の問題である。 

 

４−5−2．市民の寄進で展示を豊かに 

広島県の亀山神社のウェブサイトには寄進・奉納のページがある。奉納された全てのモノを掲載する

のはちょっと無理があるようで、ホームページを開設し 1得た 999年からの奉納・寄進者をご紹介して

いる。なお匿名希望、掲載の許可がでないモノもあるので、ここに掲載したモノが全てではないとして

いる。（http://www.kameyama-jinja.com/menuhounou.htm） 

 

 もちろん亀山神社以外にも寄付や寄進でその組織や団体を維持発展させている例は多数ある。世界

的に知られた存在がメトロポリタン美術館である。ウィキペディア（http://ja.wikipedia.org）によ

ると、メトロポリタン美術館の設立構想は、1866年、パリで 7月 4日のアメリカ独立記念日を祝うため

に集まったアメリカ人たちの会合の席で提案された。この会合の参加者のひとりだったジョン・ジョン

ストンは、アメリカに国際的規模の美術館が存在しないことを憂い、メトロポリタン美術館の設立構想

を訴えたが、この時点では美術館の建物はおろか、1 点の絵画さえ所有していなかった。美術館は 4年

後の 1872年に開館。その後は基金による購入や、さまざまなコレクターからの寄贈によって収蔵品数

http://www.ecodazoo.com/
http://www.adobe.com/jp/devnet/flash/articles/flartoolkit.html
http://www.ge.com/about-us/ecomagination#/augmented_reality
http://gereports.jp/post/99045282504/value-of-ii
http://www.kameyama-jinja.com/menuhounou.htm
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は激増し、関係者達の努力の結果、現在では絵画・彫刻・写真・工芸品ほか家具・楽器・装飾品など

300 万点の美術品を所蔵。全館を一日で巡るのは難しいほどの規模を誇る、世界最大級の美術館のひと

つとなっている。 

メトロポリタン美術館の公式サイトでは、寄進を以下のように求めている。

Donate. Your gift helps fulfill our mission to care for the Met's collection and present 

world-class exhibitions and programs that enable audiences to experience the world through 

art. Please note that your contribution may be tax deductible …

（https://secure.metmuseum.org/secure/donation/donate） 

むなかた電子博物館では、宗像にも t ゆかりのある情報を一時的に借り受け、デジタル化して保存し、

提供者に借り受けた情報は元通り返却する。このような情報提供を寄進（寄付）として寄進者の同意を

得て記録公開する。これによってむなかた電子博物館は情報提供によって展示が充実してゆく。 

４-6. 未来を創造する「むなかた電子博物館」

 国立民族学博物館の初代館長梅棹忠夫は、『博物館の本質は、単に過去をめざし、過去を復元する

ことではありません。過去にあったもの、現に存在するものを、あたらしい観点から、あたらしい文脈

にくみなおして、未来におくりだす。

これが博物館の仕事であります。（中

略）博物館は、ＳＦでいうところのタ

イム・トンネルの現実的な装置である

ということができるかもし遊郭とれま

せん。』と述べた。

梅棹は、博物館は情報機関であり、

そこでは情報を収集蓄積・変換・創

造・伝達し、これによって市民の知識

を刺激し人間精神を挑発して、未来の

創造に向かわせるための刺激装置であ

るとしている。 

インターネットの急速な拡張とコンピュータプログラムの発展によって我々の社会はかつて経験した

事のない情報通信革命を実現させ、ドローンや自動操縦自動車、ロボット、サイボーグなどを現実のも

のとして機能させつつある。 

 このような時代の奔流はインターネット通信、コンピュータ処理速度、プログラム、機器小型化の相

乗効果で生み出された。なかでも中核をなすのがプログラムである。梅棹が言った「現に存在するもの

を、あたらしい観点から、あたらしい文脈にくみなおして、未来におくりだす。」という役割がむなか

た電子博物館に求められている。むなかた電子博物館が主催するコンピュータプログラムの講習会やコ

ンテストを通して若い世代にプログラムの面白さが伝わる事で、自然豊かな歴史都市むなかたに上記技

術革新の素養が育成されるであろう。

 一方むなかたには国際的ロボット開発企業「テムザック」(http://www.tmsuk.co.jp/)が本社研究所を設

置している。時代の趨勢を反映しテムザックは研究開発量産体制を整備し３つの拠点を持つに至ってい

る。(引用 tmsukWEBサイト） 

http://www.tmsuk.co.jp/
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【株式会社テムザック】http://www.tmsuk.co.jp/ 

2000年設立。“人に役立つロボット”をコンセプトに、家庭用留守番ロボット・介護用ロボット・レスキュ

ーロボットなど様々な分野のロボット開発・製造・販売を行っている。 

 

【テムザックフォルモサ（天目時科股份有限公司）】http://www.tmsuk.biz/formosa/ 

テムザックの 100％子会社で、ロボット量産・製造拠点として台湾/台北市を拠点として 2011年に設立 

 

【株式会社アイザック】http://www.aizuk.jp/ 

東北復興を目的に、介護・原発廃炉ロボット等の開発を目的に、温知会会津中央病院、医療・介護関連企業、

銀行、テムザックらが出資し 2012年設立 

 

 テムザック技術研究所の WEBサイトには、今後の事業拡大に向けて、ロボットの研究・開発に対する

意欲と想像力を持った人材を求めている。その分野は 3DCADを使用した機械設計開発、各種言語でのシ

ステム開発（画像・通信・制御・組込み系）、電気・電子回路設計開発など多岐にわたっている。 

 ロボットやサイボーグが社会に適用される近未来が現実のものになりつつある中で、このような分野

のむなかた電子博物館への適用を検討する段階に達している。自然豊かな歴史都市「むなかた」で少年

期を過ごした若者が、むなかた電子博物館のプロジェクトを通して科学技術への関心を高め、教育研究

機関で学び、むなかたに帰って最先端の職を得ることができる時代を筆者は夢見ている。 

 

http://www.tmsuk.co.jp/
http://www.tmsuk.biz/formosa/
http://www.aizuk.jp/

