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１,０００年アーカイブ

－ デジタル情報長期保存の考え方 －
パソコンをはじめ、デジタルカメラ、スマートフォンや携帯電話などの携帯端末、ビデオ・レコーダーなどさまざまな機
器によってデジタル情報が生成・保存されています。これらのデジタル化された情報は、従来の紙やフィルムなどの情報
とは異なった方法での保存が必要となっています。
今でも、大掃除や引っ越しなどの機会に、はるか昔の手紙や写真などが見つかって、あまりの懐かしさに作業する手が

しばらく止まってしまうことがあります。また、新聞などを読んでいても、何百年も前の古文書が発見され、その当時を研
究する上での重要な資料となるといった記事を目にしたりします。これがデジタル化された情報であった場合、同じことが
起きるでしょうか。先日オフィスの引っ越しの際に、引き出しの奥から 5.25 インチのフロッピー・ディスクが何枚か出てきま
した。張られているラベルを見ると、25 年ほど前に書いたレポートが保存されているようですが、どうにもそれを読み出し
て元の文書に戻すすべがありません。結局ゴミ箱行きになりました。
この違いはどこから来るのでしょうか。本技術解説では、これまで長期に保存されてきた情報の種類と長期保存実現の
背景、デジタル情報としての長期保存の考え方と最近の IT 業界での取り組み例を解説し、例えば 1,000 年にも及ぶデ
ジタル情報長期保存（1,000 年アーカイブ）について考えたいと思います。

❶ 今までの長期情報保存
今まで残されてきた従来媒体（非 IT 媒体）の情報は、

前提での保存といえます。しかし個々の技術や製品のライ
フサイクルをはるかに超える期間、この前提を成立・維持
させるのは容易ではありません。

原本がそのまま保存されてきたものと、コピーを繰り返し
て残されてきたものの 2 タイプに分けて考えることができま

1.2 論理保存（Logical Preservation）

す。前者を物理保存（Physical Preservation）
、後者

源氏物語は 1,000 年ほど前に書かれた世界最古の小

を論理保存（Logical Preservation）と呼びます。ここ

説といわれていますが、今でも小説や映画、ドラマ、コミッ

では、それぞれのタイプについて解説します。

ク本などに再編集され、多くの人々に親しまれています。
一方、この原本の存在ははっきりしないようです。このタイ

1.1 物理保存（Physical Preservation）

プの保存は、原本に書かれていた内容を繰り返しコピー

出土した木簡に最古の平仮名が書かれていたという記

することによって実現しています。場合によっては、部分

事を目にしたことがあります。物理保存の対象はこの木簡

的に再編集が加えられたかもしれませんが、光源氏を中

のような媒体で、原本そのままを保存することが基本となり

心としたストーリーであることは一貫しています。1,000 年

ます。木簡によっては書かれている文字がなかなか識別

の間、繰り返し行われたコピーによって保存された情報こ

できない場合もあるでしょう。ロゼッタ・ストーンなどは、発

そがこのストーリー、
すなわち情報が持つ意味（内容）だっ

見当時は書かれている文字が読めなかったそうです。こ

たわけです。このような保存を論理保存と呼んでいます。

のことから、その残されている記号・文字自体（後の研

これを IT 的に考えた場合、必要に応じてデータのフォー

究で文字でなかったと分かるかもしれませんが）も情報と

マット変更を伴いながら、その都度最新の技術を使って

して考古学的に高い価値があり、その記号・文字が伝え

進めるデータ・マイグレーション・サイクルの実行としてとら

ようとする内容がその価値をさらに高めていることが分か

えることができます。

ります。このような保存を IT 的に考えた場合をビット保存
（Bit Preservation）と呼びます。ビット列さえ残ってい
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1.3 保存目的

れば、少なくとも信号として取り出せる可能性があり、その

仮に原本を大切に保存するとしても手間が掛かります。

ビット列が伝えようとする内容を復元する技術があるという

ましてや、コピー（写本）を長期にわたり繰り返すとなる
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となおさら大変です。源氏物語はその内容が多くの人に

必要になるかを教えてくれます。また、このパッケージを、

支持された（ニーズがあった）ことから、時代を問わず多

図 1 のモデル上に置いてみると、それらのパッケージ内

くの人が手元に置くために、手間を掛けてコピーを繰り返

要素がどういった局面で参照されるのかが見えてきます。

してきたと考えることができます。文字以外の情報につい

保存期間が長ければ、IT システムの更新が繰り返される

ても、繰り返しコピーを行うことによって伝承されるものがあ

こともあるでしょうし、場合によっては管理母体や企業体

ります。ちょうど今年は伊勢神宮の式年遷宮の年に当たり

の間でのシステム移管ということもあるかもしれません。そ

ます。20 年周期でお社を建て替えるもので、この繰り返

のようなケースを OAIS モデル上で考察すると、それは

しにより建築技術と儀式の保存が行われてきました。この

OAIS モデル間のパッケージ移行（パッケージ・マイグレー

儀式の持つ特別な意味が、式年遷宮をおよそ 1,300 年

ション）ととらえることができます。その際に、必要な管理

の間継続させてきたといえます。見方を変えれば、掛け

情報（パッケージの構成要素）が不足していると、その

る手間（コスト）に見合うだけの価値を見いだせなければ、

再構築のために余分な手間（コスト）が掛かる心配があ

論理保存（データ・マイグレーションの実行）が行われる

ります。コストが掛かり過ぎる場合、移管自体が実施され

ことは非常に難しい（消えてなくなる）と見ることもできま

ない（その時点ですべて消える）かもしれません。

す。物理保存では、ロゼッタ・ストーンや押し入れの奥か

OAIS のような共通モデルをベースにシステムを考えるこ

ら出てきた古い写真のように、特別にコストを掛けなくても

とで、将来起こるかもしれないさまざまな局面に対応でき

残せるものが結果的に残ったといえるかもしれません。

るアーカイブ・システムの構築を可能にすることが期待され

さて、デジタル情報に目を向けた場合、その長期保存

ます。

はどのような観点で検討しなければならないのでしょうか。

2.2 外部依存性（View Path）

❷ IT におけるアーカイブの取り組み

アーカイブ・モデルをベースにシステム要件や構成要素
を検討した後、システムの具体的な設計と構築の段階に

2.1 アーカイブのモデル化

入ります。実際のシステムはさまざまなハードウェアやソフト

アーカイブに限りませんが、対象となる要件をシステム

ウェアの構成コンポーネントによって成り立っています。こ

として考える場合、そのモデル化から始めるのが一般的

れらの構成コンポーネントはどれも寿命を持っています。

です。モデル化によって、一体何をするシステムなのか、

寿命というと、機器が壊れるまでの期間ととらえる場合が

入力は何で、どのような処理を内部で行い、何を出力す

少なくないかもしれませんが、システム上の構成コンポーネ

るのかといったシステムの役割や構成の定義に加え、シ

ントとしての寿命は保守期限と考えた方がいい場合が少

ステムを議論する上での用語を関係者
で共有すること（同じ言語で議論するこ

Preservation Planning

と）が可能になります。システムとしての
アーカイブの議論において、おそらく最

Descriptive Info

も多く参照されているのが OAIS（Open

いでしょうか。このモデルは図 1 の要素
によって構成されています。このモデル
で最も重要な点はパッケージの考え方を
導入したことです。ここでのパッケージ
は図 2 の要素によって構成されます。こ

Queries
Ingest

Access

に、主たる保存対象（例えば映像ファ
イル）に加えて、どういった追加情報が

Query Responses
Orders

SIP
AIP

Archival
Storage

AIP

DIP

Administration

の定義は、実際にデジタル化された情
報を保存し長期にわたって管理する際

Descriptive Info

CONSUMER

義する Reference Model［1］ではな

PRODUCER

Archival Information System）が定

Data
Management

MANAGEMENT

SIP: Submission Information Package
AIP: Archival Information Package
DIP: Dissemination Information Package

出典：REFERENCE MODEL FOR AN OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM (OAIS) CCSDS 650.0-M-2 [1]

図 1. OAIS Functional Entities
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4
で す から、 そ の PDF ファ

Content Information

Preservation Descriptive Information

Content Data

Representation

Object

Information

Reference

Provenance

Context

Fixity

イルがスクリーン上に表示さ
れる必 要 があります。この
CD-ROM とスクリーン上 の
PDF ファイル表示の間のシ
ステム階層を見た場合、例

図 2. Structure of Archival Information Package［1］

えば OS であれば Windows
7 と Windows 2008 Server

なくありません。例えば、一部の OS などでは保守期限日

は、対象とするアーカイブ・システム要件上は互換性があ

以降はウイルス対策などのパッチ提供がなくなるので、通

るかもしれません。保存されている PDF ファイルについ

常は問題なく動作していたとしてもセキュリティー上使えな

ては、対象となる PDF バージョンに対応する Windows

くなったりします。また、各コンポーネントの提供ベンダー

版の PDF ビューアーは幾つも選択肢があるかもしれませ

が異なると、コンポーネントごとに保守契約が結ばれるの

ん。Linux でソフトウェア階層の置き換えも可能かもしれ

で、すべて異なる寿命を持つことになります。

ません。ここでの幾つかの選択肢の組み合わせによって

システム・アーキテクチャーをシステム階層で考えること

構成される CD-ROM からスクリーン上の PDF ファイル表

は一般的な手法です。これらのコンポーネントをシステム・

示までのパスを View Pathと呼びます。この View Path

アーキテクチャー的に見てみると、それぞれがシステム階

の数が多いほど、アーカイブ・システムはより多くの代替

層のどれかの層に属していることになります。この観点か

手段を持つことになるので外部依存性が少ない（安心し

らアーカイブ・システムを考えれば、アーカイブ・システム

て使える）ということになります。逆に View Path が 1 つ

全体が動いているということは、目的とするファイル・アク

しかない保存ファイルは、早急に手を打たないと再利用で

セスのためにすべての階層が機能している（寿命が尽き

きなくなるかもしれません。つまり、長期アーカイブ・システ

ていない）ということになります。

ムの管理においては、View Path の観点から各保存ファ

IBMはオランダ国立図書館と共同で、
この観点でのアー
カイブ・システム管理を検討しました。検討レポート［2］

イルを管理するべきであるという考え方が肝になります。
アプリケーションや OS、それらを実行するハードウェア・

のキーワードの 1 つは View Path です（図 3）。システ

プラットフォームや入出力インターフェース、さらにはストレー

ム階層の各コンポーネントの中には互換性を持ったほかの

ジ・メディアやフォーマット形式などの組み合わせや互換

選択肢が存在する場合があります。例えば、CD-ROM

性を考慮すると、実際にはこの考え方に基づいてシステ

上に記録された PDF ファイルを保存しているとします。

ム管理を運用するのはかなりの労力が必要かもしれませ

保存は再利用（閲覧）することを目的で行っているわけ

ん。結果的に、View Path に登場したすべての構成コ
ンポーネントを大事に取っておくという博物館的なアプロー

Intangible Digital Object
View Path
Data Format
Viewer Application
Operating System
Hardware Platform

チを選択することになるかもしれませんが、これはとても大
変な作業になります。むしろ積極的にマイグレーションを
行って、最新の（これからの寿命が長い）技術で View
Path をリフレッシュする作業を選択すべきでしょう。

2.3 アーカイブ・コスト（Archive TCO）
アーカイブ・システム検討で最も悩ましい課題がアーカイ
ブ管理コストです。従来のアーカイブ・メディア、例えば
紙、フィルム、ビデオテープなどは、管理コストが余り掛か
らなかったから残ったといえます。これをデジタル化しファ
イルとして保存した場合、その管理コストはどう考えたらよ
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Rendered Information Object

いでしょう。一般的に、ただ単に従来メディアをデジタル化

図 3. システム階層と View Path［1］

しただけでは、その再利用頻度が上がるわけではありま
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せん。これを企業活動で考えた場合、ビジネス・モデル

しの家庭ですら、テラバイト・クラスのストレージに大量の

などを変えない限り、個々のアーカイブ・コンテンツが生み

映像ファイルが蓄積されています。これらの大量のファイ

出す売り上げ期待値は変わらないことになります。収入は

ルを効率よく保存するには、大容量の交換メディアが求め

変わらないのに、
支出（管理コスト）が増えるということは、

られます。特にそれらのファイルのコピーを考えると、より

単純に利益を圧縮することを意味します。これをデジタル・

高速にデータ転送可能なメディアである必要があります。

ジレンマ［3］と呼びます。デジタル化は多くの恩恵があ

この用 途に利 用できるメディアとして LTO（Linear

るけれどもビジネスの収支として考えると難しい場合がある

Tape Open）テープ（図 4）が選択肢の 1 つとして挙

ということです。

げられます［4］。LTO テープは LTO コンソーシアムに

収支バランスを取るためには、1）アーカイブ導入・管

よってライセンス管理されているオープン・テクノロジーで、

理コストを下げる、2）アーカイブからより多くの利益（投

2000 年から延べ 1 億 5,000 万本以上の出荷実績のある

資対効果）を得る、の 2 つの方法が考えられます。アー

磁気テープ・メディアです。最新世代の LTO-6 ではテー

カイブ導入・管理コストを下げるには、利用するアーカイ

プ 1 本当たり2.5TB の容量があり、テープ・
ドライブ、テー

ブ・テクノロジーの選択が重要になります。アーカイブから

プ・メディアともに複数のベンダーが提供しています。デー

の利益を上げるには、より積極的にアーカイブ・コンテンツ

タ転送速度も LTO-6 の場合 160MB/s あり、短時間に

（商品）をアーカイブ利用者（消費者）に届ける（消費

大量のデータ読み書きが可能で、現在データセンターや

してもらう）努力が必要になります。

大量のマルチメディア・ファイルを扱う放送局などのアーカ
イブ・メディアとして世界中で利用が始まっています。

❸ アーカイブの収支バランス

LTO テープは大容量でデータ転送速度も高速なメディ
アとして有力な候補なのですが、アーカイブ・メディアとし

3.1 アーカイブ・テクノロジーの選択

て利用検討が始まった 6 年前には大きな課題がありまし

View Path を増やすことがアーカイブ・システム管理上

た。その当時、LTO テープは主としてバックアップ用メディ

重要であることは先に解説した通りです。これをストレージ

アとして使用されていました。テープ上のファイルへのアク

の立ち位置から見ると、交換メディアの利用、それもオー

セスにはバックアップ・ソフトウェアなど、専用ソフトウェア

プン・テクノロジーに基づいた交換メディアであることが重

の利用が前提となっており、またテープ上のファイル保存

要となります。CD-ROM が典型的な例になりますが、ドラ

フォーマットも専用ソフトウェア間で互換性がありませんでし

イブは多くのベンダーから大量に供
給されており、ほとんどの商用 OS が

LTO-8

出展：LTOコンソーシアムホームページ

そのファイル・システムをサポートして

http://www.ultrium.com

います。つまりCD-ROM でのファイ

注：上ホームページは、LTOドライブ圧縮機能利用
時の値を掲載しています。映像ファイルはすでに
圧縮済みなので、LTOドライブ圧縮機能による再
圧縮は期待できません。よって、本資料は非圧縮
値で記載しています。

ル保存は、そのファイルを扱うアプリ
ケーションを除いて、数多くの View
Path を持つことが可能です。また交

2012

換メディア自体の管理は棚置きなど、

LTO-6

非常に低い管理コストで対応するこ
とができます。言い換えれば、伝統

2010

的な交換メディアであるフィルムが長

LTO-5

期に保存管理できたのであれば、そ

2007

れをデジタル化し IT 交換メディアに
記録したとしても保存管理できるはず
です。
日々大量に生成されているデジタ
ル・データに占めるマルチメディア・ファ
イルの割合は少なくありません。わた

LTO-7

2000
非圧縮
テープ容量
転送速度

LTO-1
100GB
20MB/s

2002

LTO-2
200GB
40MB/s

2004

LTO-4

LTO-3

400GB
80MB/s

800GB
120MB/s

1.5TB
140MB/s

2.5TB
160MB/s

6.4TB
315MB/s

12.8TB
472MB/s

図 4. LTO テープとロードマップ
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4
で、IBM 以外のベンダーからの LTFS 提供を可能としま

た。これは View Path 確保の観点からも不利です。
そこで IBM はテープ・メディア用のファイル・システムで

した。現在、複数のベンダーが LTFS 対応ソフトウェアを

ある LTFS（Linear Tape File System）
［5］を新たに

出荷しています。これによりLTO をアーカイブ・メディアとし

開発しました（図 5）
。以前からテープ・メディア用ファイル・

て使用する場合の View Path の懸念が払拭されました。

ふっしょく

システムの研究はあったようですが、
なかなか実用には至っ
ていなかったようです。それはテープが追記型のメディア

3.2 アーカイブの再利用促進

であることに起因します。ディレクトリーを作成したりファイル

現在、日々蓄積されていくアーカイブは巨大になります。

を保存したりすると、更新されたファイル・システム情報が

文書、図面、データなど、大量のファイルが蓄積され、

テープ上に追記されるのですが、結果的にファイル本体と

数万時間分のビデオ・ファイルをアーカイブする放送局も珍

ファイル・システム情報がテープ上で入り交じりながら拡散

しくありません。一般にこれらのアーカイブ・コンテンツには

して記録されてしまいます。テープをファイル・システムに

メタ・データ情報が付加されます。これは OAIS のパッケー

マウントする時にはテープからファイル・システム情報（ファ

ジで紹介した Content Information の Representation

イル・リストやディレクトリー情報）を読み出す必要があり、

Information（ 技 術メタ・デ ータ）と Preservation

このマウント動作に時間がかかってしまいました。LTO-5

Description Information（記述メタ・データ）に対応し

から、新たにマルチパーティション機能がサポートされ、1

ます。技術メタ・データは、ファイル生成環境（アプリケー

本の物理テープを複数の論理テープに分割することが可

ション種別や準拠するスタンダードなど）や各種パラメー

能になりました。ハードディスク上でドライブ C に加え、
パー

ター（解像度など）といった技術的な情報で構成されま

ティションを切ってドライブ D や E を用意するのと同じで

す。記述メタ・データは、そのファイルの持つ意味的なメ

す。LTFS では図 5 にあるように LTO テープを2 つのパー

タ・データで、図面であれば対象製品名、映像であれば

ティションに分割し、1 つはデータ・パーティションとしてファ

撮影場所や被写体の説明など、観測データであれば観

イル本体を、もう1 つ（LTO-5 の場合テープ全体容量の

測対象物名や観測条件などがその例となります。現在こ

2.5％）にはインデックス・パーティションとしてファイル・シス

れらのメタ・データはアーカイブ・コンテンツ登録時に入力

テム情報を保存します。双方を分けて保存すると同時に、

されるのが一般的ですが、運用形態によっては入力作業

ファイル・システム情報の記録をテープ上で局所化するこ

を人手に頼る部分も多く、メタ・データの品質や粒度のば

とで、短時間でのマウント動作完了を実現しました。

らつきが問題となる場合があります。また、一度に大量の

IBM は LTFS の仕様とそのソースコードを公開すること

コンテンツをアーカイブする場合は、メタ・データ入力自体
が困難になる場合もあり

ファイル・システム情報
MPEG

インデックス・ファイル

ます。一方、メタ・デー

インデックス・パーティション

ファイル属性

タは大量のアーカイブ・

パーティション 0

コンテンツから目的とす

ガード・ラップ

ディレクトリー構造
ファイル・ポインター

ファイル

上で必須になりますの

パーティション 1

で、その品質が良くな
いと、そのコンテンツが

LTOテープ

テープ始点
（BOT）

LTFS導入PC

データ・パーティション
ドラッグ＆ドロップ

LTFS導入PC

交換可能

るコンテンツを探し出す

MPEG

ディレクトリー表示
テープ

テープ終点
（EOT）

検索でヒットしない（存
在が認識されない）と
いう事態を招きます。こ
の課題に対する 1 つの
試みとして、動画ファイ
ルについてのメタ・デー
タ入力支援システムが

ファイル・リスト表示

図 5. Linear Tape File System（LTFS）の仕組み
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NHK 放 送 技 術 研 究
所によって開 発され、

NHK 技研公開 2012 にて展示されました［6］。これは東

年遷宮などの例から、情報の価値の明確化と持続的な

日本大震災で大量に作られた映像ファイルに対するメタ・

ニーズの確保について学ぶ必要があります。ただし、巨

データ入力支援をソフトウェアによって行うものです。音声

大なアーカイブ・プールから自分が欲しいと思うものを自

と映像の特徴を時間軸上で抽出し、その組み合わせに

分で探すのは至難の業で、保存された情報の存在意

よって撮影シーンの意味的解釈（例えば、空撮シーンや

義を弱めてしまいます。先進的なテクノロジーを活用する

インタビュー・シーンなど）を行うことでメタ・データ入力を

ことで、ユーザーが求めるであろうアーカイブ・コンテンツ

支援します。この入力支援システムは、音声解析と映像

（Right Thing）を、
ユーザーに正しい方法で提示（Right

解析によるメタ・データ入力のあるべき姿の 1 つを表して

Way）し、欲しいと思ったとき（Right Time）に提供す

います。より詳細な意味的解釈を行うためには、
アーカイブ・

ることが可能となります。

コンテンツに記録される対象物の判別と対象物の周辺情

言い換えれば、この 3 つの R を実現するように先進的

報（動画や音声の場合は時間的な前後関係情報）との

なテクノロジー活用を継続的に目指していけば、1,000 年に

意味的関係をとらえる必要があります。例えば、動画ファ

わたる長期アーカイブが達成できる可能性が高くなります。

イルから「東京駅に到着する新幹線のぞみ号」が映っ
ているシーンを探す場合、駅や列車の識別に加え、出発
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❹ おわりに
1,000 年にも及ぶデジタル情報長期保存を考える場
合、保存対象物を再利用するための仕組み自体の保存
（View Path の確保）と、その対象物を残す動機の明
確化が必要になります。オープンでコスト的にも運用可能
なテクノロジーと標準的なシステム ･ アーキテクチャーを利
用してその仕組みを実現させることで、将来発生するか
もしれないさまざまな変化に柔軟に対応できる可能性が高
くなります。
長期にわたるマイグレーション（論理保存）の動機を
維持するには、1,000 年もの間残ってきた源氏物語や式
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