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１． ガイドラインの作成の背景

目 次

デジタルデータを長期保存するための国際規格・ISO11506
が、2009年６月に出版されました。
国内においても、企業や官公庁で、紙文書の電子化が急
速に進められており、情報の活用において効果を生み出して
おります。
しかしながら、電子化文書は、システムやメディア上に長
期保存するには限界があり、これを解決するために、電子化
文書よりマイクロフィルムを作成する「デジタル-マイクロ・
アーカイブ」による保存ガイドラインを作成しました。
長期保存が必要な電子化文書は、このガイドラインに基
づいて、管理保存される事を望みます。
本ガイドラインは、２回に分けて掲載いたします。参考
にしてください。
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次回掲載

類が急速に陳腐化する傾向にあるため、電子文書／電子化文
書をシステムやメディア上に長期に保存するには問題が残

このガイドラインは、デジタル-マイクロ・アーカイブに

る。これらを長期保存（アーカイブ）するためには、ソフト

よる電子文書ならびに電子化文書の保存方法を示すものであ

ウェアとハードウェアのプラットホームからできるだけ分離

る。本編では、紙文書を電子化（電子化文書を作成）し、デ

して保存することが望ましい。

ジタル-マイクロ・アーカイブによりマイクロフィルムを作
成して保存する方法について述べる。
現在の社会において、企業や行政組織では、紙文書の電子

このガイドラインは、このような問題を解決するために有
効な方法として、デジタル-マイクロ・アーカイブ・システ
ムを利用したマイクロフィルムの作成手順を示すものである。

化が進められている。このことが、情報を処理するプロセス

紙文書の電子化については、
「JIIMA、電子化文書取扱ガ

を容易にすることに加えて、書面の量を減らす効果を生み出

イドライン 簡易版 V2.0」を適用することを推奨する。ここ

している。紙文書の電子化は行政文書、企業情報、医療関係

で作成される電子データ（電子化文書）は、マイクロフィル

書類等の内部文書から会計記録、税の申告、銀行業務と取引

ムへ記録されるまでの間一時的に保管される必要があるが、

まで、すべてのレベルで情報の重要性に関係している。これ

保管中に証拠性を損ねない管理を施さなければならない。

らの文書の真正性を維持しながら長期保存を行うことは重要

デジタル-マイクロ・アーカイブ・システムは、マイクロフィ
ルムへの保存を行うための手段として、最新のデジタル技術

である。
コンピュータのハードウェア、ソフトウェアと周辺機器は

を使用したマイクロフィルム作成システムである。作成され

世代交代が激しく、現在使用されている機器・ソフトウェア

るマイクロフィルムは永久保存環境での管理を行い、デジタ
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ルデータの活用環境を補完する目的に重きを置いたバック
アップとして機能する。

2. 紙文書の保存に関する概念
このガイドラインでは、紙文書を電子化することによって

紙文書のデジタル - マイクロ・アーカイブによる保存〜

第 1.0 版

4. 電子文書を長期保存するための方策と
技術の標準化
電子データを長期保存するため、ストレージからアーカイ
ブへ移行するための技術開発が検討推進され、重要な前進と
してPDF/Aのようなファイル形式の標準化が既になされた。

作られる電子データ
（電子化文書）
から作成するマイクロフィ

しかし、ファイル形式のみでは、１世紀以上の期間を通して

ルム作成の手順を示す。

安全に原データの真正性を維持する保存技術とは言い難い。

保存データの長期完全性、アクセスのしやすさ、使いやす

2009年６月に、国際標準化機構からマイクロフォームと

さ、読みやすさと信頼性を確実にして、データの証拠価値を

レーザーディスクを併用したデジタルデータ保存に関する標

保護することを目的とする。なお、長期の定義は１世紀以上

準規格（ISO 11506:2009 電子データのアーカイビイング−

（ISO 5466:1986 参照）継続している期間であるものとする。

COM/COLD）が出版され、デジタルデータの保存に対する

本ガイドラインでは、保存媒体として薬液処理による白黒

新しい見解と手法が示され、規格された。

の銀−ゼラチンマイクロフィルムを使う。この保存媒体は、

電子文書／電子化文書からマイクロフィルムを作成するデ

記録の改ざんが困難であり、改ざんされた場合でもその検知

ジタル-マイクロ・アーカイブは、電子文書／電子化文書の

が比較的容易であると同時に、長期保存媒体としての品質が

長期保存性に関する課題を解決し、電子文書／電子化文書の

確認されているため、
本ガイドラインで採用することにした。

長期保存性を確保しながら活用できる方法を提供する。

（JIS Z6009:1994 銀-ゼラチンマイクロフィルムの処理およ
び保存方法参照）
乾式熱現像処理で作成されるマイクロフィルムは、このガ
イドラインの範囲から除外する。

5. デジタルｰマイクロ・アーカイブで
保存対象となる文書
デジタル-マイクロ・アーカイブでは、紙文書をスキャナ

3. 電子化文書の長期保存と証拠性維持の方法
デジタルデータを真正性維持しつつ長期保存するためには、
高度な管理技術と維持コスト継続的な投入が避けられない。
紙文書は視覚及び触覚によって存在が認識できる。
併せて、
正しく管理する事によって長期間記述内容を維持でき、改ざ
んの痕跡が容易に発見可能な特徴がある。
一方、撮影方式により作成されるマイクロフィルムについ

で読み取って生成される電子化文書の他に、コンピュータア
プリケーションで生成される電子文書を白黒二値のイメージ
データ（ラスタデータ）に変換したものも保存対象文書とな
るが、本ガイドラインの第１篇では、紙文書から生成され、
かつ真正性が確保されている電子化文書のみを対象とする。
一般的には永年保存を目的とする文書を対象とするが、３
年以上確実に真正性を保ちたい場合はマイクロフィルムでの
保存が推奨される。
（ISO 11506:2009 参照）

ては、文書管理規程、マイクロフィルム文書取扱規程、作成
証明書、文書構成リスト等により強化されることにより、書
面を証拠として採用しないことを原則とする刑事訴訟におい
ても証拠として採用されている実績があり、改ざんの余地も
極めて低く、保管コストのみでの運用が可能である。

6. デジタルｰマイクロ・アーカイブとは
記録した情報を常に活かし続けながら１世紀以上維持する
ためには、デジタルデータの活用性とマイクロフィルムの保

デジタル-マイクロ・アーカイブにより作成されるマイク

存性が必要となる。それを実現する方法として、電子データ

ロフィルムの原本性の継承と証拠能力は、第一世代の銀-ゼ

から直接マイクロフィルムを作成する方法およびシステムを

ラチンマイクロフィルムに与えられる。ただし、作成される
マイクロフィルムに切断等の加工が施されている場合、原本
性と法的証拠能力は、著しく低下または無効となる。

『デジタル-マイクロ・アーカイブ』と呼ぶ。
本編では、マイクロフォームのうちの16mm・35mmロー
ルフィルムを対象とするため、総称としてマイクロフィルム
と表現する。
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表１

作成の作業工程を第１図に示す。

マイクロフィルムの種類と主な特徴

マイクロフォーム
の種類

個別表示
または連続
アクセス *e

分 割

ページ
編成

即時
現像処理

マイクロフィッシュ *a

個別表示

Yes

Yes

Yes

*ｇ

*ｆ

*ｈ

8. デジタル‑マイクロ・アーカイブの基本的な準備

16ｍｍロール

*b

連続

No

Yes

No

デジタル−マイクロ・アーカイブを確実に実行し、証拠性

35ｍｍロール

*c

連続

No

Yes

No

を持たせるために本章で述べる準備を行う必要がある。実務

アパーチュアカード

*d

個別表示

Yes

No

No

を行うに当たっては、作成受託者自身が本ガイドラインに

* 注 a）主にホストコンピュータコードデータから生成されるフィッシュタイプのマイクロフォーム
b）300dpiでA3サイズまで、200dpiでA2サイズまでの文書等のアーカイブに使われる
c）400dpiでA4 〜 A0サイズ、高解像を必要とする図面等のアーカイブに使われる
d）技術的な図面の個別管理アーカイブのために利用される
e）データの真正性、証拠性を維持するための方法として、ロールフィルムによる連続性が有
効であるが、フィッシュ、アパーチュアカードのように分割して使用する場合は個々のイ
メージに証拠性を示す記述が求められる
f） 情報の分割が容易なこと
g）多数のページを結びつけること
h）1 台の機械内で記録と現像を連続処理すること

沿った運用管理既定を作成し、作業工程と業務の標準化を図
る必要がある。マイクロフィルムの処理については、
「JIS
Z 6009-1994：銀-ゼラチンマイクロフィルムの処理および保
存方法」に従うこと。

紙文書をスキャンして作成した電子データ（電子文書／電
子化文書）の真正性を確保しながら完全性を保証する保存の

８ｰ１

デジタル‑マイクロ・アーカイブ作業に必要な
ドキュメント等

ためには、可視媒体であるマイクロフィルムにアーカイブす

①デジタル-マイクロ・アーカイブによる保存ガイドライン

ることが最適である。従って、短期であってもマイクロフィ

〜第１編 紙文書のデジタル-マイクロ・アーカイブに

ルムに保存することが推奨される。

よる保存〜（JIIMA） 本書

マイクロフィルムの種類は、紙文書のサイズおよび必要な

②電子化文書取扱ガイドライン 簡易版 V2.0（JIIMA）

解像度によって選択される。
（表１）

③受託作業設備における時刻管理基準（システム時計、
タイムスタンプ等の運用管理手順）
④デジタル-マイクロ・アーカイブによるマイクロフィ

7. デジタルｰマイクロ・アーカイブ作業の流れ

ルム作成に関する運用管理規程

デジタル-マイクロ・アーカイブによるマイクロフィルム

検証からマイクロフィルム
作成開始までを24時間内に
行う！
スキャン

紙文書

電子署名・
タイムスタンプ
付与

検

証

元データ

マイクロ
フィルム
作成

データ編成

仕上り検査

納

16mm

アーカイブデータ

依頼書

品

or
35mm

ターゲット付加
インデックス作成
撮影開始時刻取得

納 品 必 要？

Yes

No

アーカイブ
データ

アーカイブデータ
預かり or 廃棄

元データ

第 1 図 デジタル - マイクロ・アーカイブ作成の作業工程
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８ｰ２

デジタル ‑マイクロ・アーカイブ作業に必要な
要員および設備

紙文書のデジタル - マイクロ・アーカイブによる保存〜
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11. マイクロフィルム作成に関する証明の方法
デジタル‑マイクロ・アーカイブによって作成されたマイ

①JIIMA 文書情報管理士
②銀-ゼラチンマイクロフィルムにイメージデータを記

クロフィルムの証拠能力を強化するため、ターゲット挿入に

録する装置（デジタル-マイクロ・アーカイブ装置）

よる証明方式を採用する。
（添付の
「デジタル‑マイクロ・アー

③マイクロフィルム現像設備

カイブ仕様書（サンプル）
」参照）
これらのターゲット類は、
「12．元データからのアーカイ

８ｰ３

業務受託に関する仕様書の作成

ブデータの編成手順」
の実行時に作成する元データに追加し、

デジタル-マイクロ・アーカイブ作業の受託に当たって

アーカイブデータとしてマイクロフィルムに記録されなけれ

は、紙文書の電子化およびマイクロ化仕様を案件ごとに

ばならない。

作成し、作成指示者の合意を得て受託作業を遂行するこ

ターゲットに記載する内容ならびに書式については、
「マ

と。
（添付の「デジタル-マイクロ・アーカイブ仕様書（サ

イクロフィルム文書取扱規程（例）
」
（標準化ガイドブック

ンプル）
」参照）

2008（JIIMA刊）に収録）を参照。

仕様書には、電子データの真正性保持、マイクロフィル

（下表の１〜５は必須、６〜９は任意とする）

ムの品質基準、作成機材の選定と作業手順に関連する規
表2

程等を基に作業標準を記載し、納品成果品が原本に相違
なく所定の品質で作成されていることの根拠を示すも
のでなければならない。

9. 紙文書の受け取り手順
紙文書は、作成指示者の署名、指示日のある作成指示書な

No

成指示書と照合して相違のないことを確認した上で受理する。

10. 紙文書の電子化における注意点
紙文書の電子化は、
「JIIMA電子化文書取扱ガイドライン
簡易版 V2.0」に従い、原本の持つ証拠的価値を損ねない方
法で行われるものとする。電子化文書の真正性確保（法的証
拠能力強化のため）紙文書の電子化時（電子化文書作成時）
に電子署名、
タイムスタンプを付与することを原則とするが、
作成指示者と作成受託者の取り決めにより、何れか、または、
両方を省略することもできる。

ターゲットの種類

使用目的

内

容

1 始・終ターゲット 完全性の証明

フィルムの先頭に「始」
、末尾に「終」
を挿入する

2 依頼書ターゲット 作成依頼の証明

作成依頼者の署名・押印等により作成
指示者へ依頼したことの証明

3

作成指示
ターゲット

作成指示の証明

作成指示者から作成実務責任者への
作成指示の証明

4

作成証明
ターゲット

真正性の証明

実務責任者である作成受託者が電子化
文書を真正に記録したことを証明、ある
いは電子化文書からデジタル‑マイクロ・
アーカイブを真正に行ったことの証明

5

インデックス・
フレーム

記録内容の索引

こま番号に連携した記録内容の索引リ
スト

6

タイトル・
フレーム

本文のタイトル

本文の最初および関連記録の冒頭に
挿入するもので形式、枚数は規定しな
い（本文扱い）

らびに文書構成に関する説明書（構成リスト）を添付したもの
を同時に受け取ること。作成受託者は、指示された紙文書を作

名 称

7

デジタル‑マイクロ・アーカイブ作成装
テストチャート
装置の性能指標 置の性能指標となる、デジタルデータ
（デジタルデータ）
によるテストチャート

8 イメージチャート

イメージ品位
指標

スキャニング作業ならびにスキャン
データの性能指標として使用

9 作成日時証明書

作成日時の証明

フィルム作成日時を証明する。認証され
たタイムスタンプを元に作成する

全ての「こま」には、こま番号を付記しなければならない。
ただし、上表のターゲット類に関しては任意とする。
こま番号

こまのカウント

記録順に連続したこま番号を、画像
毎の枠外に文字で表記する

スキャン時の解像度は、35mmフィルムの場合400dpi、
16mmフィルムの場合300dpiを標準とする。
ここで作成された電子化文書全体を元データと呼び、マイ
クロフィルム作成まで保管され、納品成果物であるマイクロ
フィルムとともに作成指示者に納品される。
元データは、白黒二値の（ラスタ）イメージデータとする。

12. 元データからのアーカイブデータの編成手順
元データに付与されている電子署名、タイムスタンプの検
証を行った後、マイクロフィルム作成のために必要な以下の
編成作業を行う。
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①ボリューム分割 ＊¹

タの取扱いは、事前に作成指示者と協議のうえ取り決めるこ

②インデックス・フレームに使用するこま番号との連携し

ととする。

た索引リストの作成
③作成日時証明書に記載する日時データの取得（認証され

この作業は、JIIMA文書情報管理士の資格を有する者の
管理の下で行う。

たタイムスタンプを使用）
④ターゲットデータの作成とイメージデータ化
⑤ターゲット類を含む全てのイメージファイルを、こま番
号に沿って配列する

15. 長期保存を可能にするための品質管理手順
マイクロフィルムを１世紀以上に亘り長期保存するには、

ここで作成・編集されたデータ全体をアーカイブデータと

フィルムの処理と保存法を規定したISOおよびJIS規格を遵

呼び、デジタル‑マイクロ・アーカイブ装置によるマイクロ

守する必要がある。
（JIS Z 6009, JIS B 7187またはISO

フィルム作成に使用する。

18911, 10977, 12040, 11506 参照）

アーカイブデータは、作成指示者に、納品成果物であるマ

作成したマイクロフィルムは、作成後の検査を実施して異常

イクロフィルムとともに納品されることを原則とするが、作

のないことを確認したものを正として保管することを推奨する。

成指示者との取り決めにより納品されない場合は、作成受託

作成受託者は、引渡し後のマイクロフィルムの保管につい

者において一定期間保管後、廃棄されるものとする。

て、作成指示者に保存管理に関する条件等を指導し、標準規
格に基づいた保存管理を行うよう要請しなければならない。

13. デジタル-マイクロ・アーカイブ実務に
関する注意点
デジタル‑マイクロ・アーカイブによるマイクロフィルム
の作成は、紙文書の電子化時に付与した電子署名、タイムス
タンプの検証から24時間以内に開始されることを原則とする。

（JIS Z 6009, JIS K 7641 参照）

16. 参照資料
デジタル‑マイクロ・アーカイブによるマイクロフィルム
作成に必要な参照資料を以下に示す。
①マイクロフィルム文書取扱規程（例）
（JIIMA）
「標準

14. 成果物検査、納品に関する手順
デジタル‑マイクロ・アーカイブの作成者は、マイクロフィ
ルム検査基準に基づきアーカイブデータがマイクロフィルム
に相違なく記録されたことを確認し、検査確認の上、その結
果を検査報告書に記載してマイクロフィルム作成指示者へ引

化ガイドブック 2008」に収録
②電子化文書取扱ガイドライン 簡易版 V2.0（JIIMA）
③JIS Z 6000 マイクログラフィックス用語
④JIS Z 6009 銀−ゼラチンマイクロフィルムの処理及び
保存方法
⑤JIS B 7187：2007 16mm及び35mm銀−ゼラチンマイ
クロフィルム撮影方法

き渡す。
また、電子署名、タイムスタンプが付与された元データは
真正性ならびに証拠性が保持されており、作成指示者による

⑥JIS K 7641 写真−現像処理済み安全写真フィルム−保
存方法

検証も可能であるため、光ディスクなどの電子媒体で、納品

⑦ISO 18911, ISO 10977, ISO 12040

成果物であるマイクロフィルムと共に作成指示者に引き渡す

⑧ISO 11506：2009

ことを推奨する。
なお、マイクロフィルム作成時に使用したアーカイブデー

電子データのアーカイビィング−

COM/COLD
⑨デジタル ‑ マイクロ・アーカイブ仕様書（サンプル）
（JIIMA）本書の添付資料

＊１ マイクロフィルム作成単位は最大１ロール分までのボリュームとし、これを超え
る元データは、予め複数の作成単位に分割する必要がある。このために必要
となる処理をボリューム分割と呼ぶ。
この場合、電子署名、タイムスタンプが元のボリューム全体に対して付与されて
いると分割後のボリュームの真正性・非改ざん性を保証することができないた
め、
可能な限りボリューム分割は避けるべきである。電子化
（電子化文書/元デー
タ作成）時に、ボリュームサイズを考慮して作業されていることが望ましい。
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なお、デジタル‑マイクロ・アーカイブ仕様書（サンプル）
は次回掲載となります。

