
「島村絵図」多古町デジタルアーカイブ
Shimamura-ezu (Tako Town Digital Archive)

「山海愛度図會 上総あわびとり」船橋市デジタルミュージアム
Sankai medetai-zue Kazusa awabitori（Funabashi City Digital Museum）

「江戸日記」江戸一目図・津山藩江戸日記等（津山郷土博物館）
Edo nikki（Edo hitome-zu, Tsuyama-han Edo nikki, etc.(Tsuyama City Museum)）

「一笑百印」大網白里市デジタル博物館
Isshohyakuin (Oamishirasato City Digital Museum)

「紺糸威五枚銅具足」常総市デジタルミュージアム
Kon-ito odoshi gomaidou-gusoku（Joso City Digital Museum）

資料をデジタル化・公開したいが、人手と時間が足りない。

現状の公開システムに限界を感じている。

資料の公開方法を工夫して活用につなげたい。

We'd like to digitalize and publicly release our 
collections, but lack the time and human resources 
to do it.

Our current digitalization platform is too limited.

We wish to �nd new ways to publicly release and 
promote our collections.

デジタルアーカイブシステムデジタルアーカイブシステム  アデアック

A System of Digitalization and Exhibition for Archive Collections 

そんなお悩みに ADEAC がお応えします。
Look no further than ADEAC.



Documents
 Archives       

Classical documents
古典籍

Books

3-dimensional 
objects

Letters
書簡

文書・記録

新聞・雑誌

地図立体物絵画・写真

図書

映像

Pictures
Photographs

Maps

Movies Newspapers
Magazines

博物館・図書館・公文書館・大学等が所蔵している資料をデータベース化して公開しています。

東京大学史料編纂所社会連携研究部門との産学連携の研究成果に基づいています。

画像やテキストなど様々な形式のデータを、インターネットを介して自由に検索・閲覧できます。
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ADEAC is the cloud-based platform system for digitalizing and publicly releasing various cultural resources. 

ログイン不要、検索・閲覧無料
Access is free, no login required. No extra software needed.

特別なソフトのダウンロード不要 ジャパンサーチ、EBSCO社
ディスカバリーサービスと連携

Connected to Japan Search, EBSCO's 
Discovery Service, etc.

ADEACは多様な文化資源をデジタル化・公開           
するためのクラウド型プラットフォームシステムです。



1 We'd like to digitalize and publicly release our collections, but lack the time and human resources to do it.
資料をデジタル化・公開したいが、人手と時間が足りない。

ワンストップでデジタルアーカイブを構築・公開します。
ADEAC is a one-stop service for building and publicly releasing your digital archive.

The process to public release公開までの流れ

デジタル化済み資料
Digitalization already completed

資料の形態／サイズ／点数のヒアリング
Hearing about shape, size and number of each material

※資料整理・目録データの作成もご相談ください。
We will also handle organizing and/or cataloguing of collections.

提示する仕様に従って、
デジタル化を行ってください。
Please digitalize your collections in 
accordance with our specifications.

目録データの登録
Registration of catalogue data

海外の機関
For foreign institutions

原則として目録データをご用意く
ださい。
Please prepare your own 
catalogue data.

資料閲覧画面の作成 ・ テキストデータ画面の作成
Creation of viewing pages, text pages

公開
Public release on ADEAC

公開方法のご提案 ・ お見積もり
Proposition of release method and estimation of cost

デジタル化していない資料
Digitalization not completed 

PR動画やチラシ、レプリカの作成も承ります。
Upon request we are also able to make PR videos, flyers and replicas.

「子日目利箒台」奈良女子高等師範学校の教育標本
(国立大学法人奈良女子大学)
Nenohinometogihokidai (Educational specimens of Nara 
Women's Higher Normal School(National University 
Corporation Nara Women's University))

「御郡中絵図」おくゆかしき津軽の古典籍
（弘前市立弘前図書館）
Ongunchu-ezu (Classical Document of Tsugaru（Hirosaki 
City Hirosaki Library）)

「善光寺独案内」信州地域史料アーカイブ
Zenkoji hitori annai (Shinshu Regional History Archive)

「JOURNAL INTIME 1948 1949」加藤周一デジタルアーカイブ
（立命館大学図書館）
(Kato Shuichi Digital Archive (Ritsumeikan University 
Library))

「江戸一目図屏風」江戸一目図・津山藩江戸日記等（津山郷土博物館）
Edo hitome-zu byobu (Edo hitome-zu, Tsuyama-han Edo nikki, 
etc.(Tsuyama City Museum))　　　　

「売木村の念仏講」信州地域史料アーカイブ
Urugimura no nenbutsu-ko (Shinshu Regional History Archive)

「小平市史」こだいらデジタルアーカイブ
Kodairashishi(Kodaira Digital Archive)

土方歳三書簡（文久3年11月）多摩デジタル新選組資料館
Hijikata Toshizo shokan(Nov. 1863) (Tama Digital 
Shinsengumi Museum)

扉ページの掲載資料 Contents on the inside flap 

「新聞スクラップ　第1回日本選手権　決勝」
日本ラグビー デジタルミュージアム
Newspaper scrap of 1st Japan Championship Final match 
(Japan Rugby Digital Museum)

資料デジタル化
Digitalizing materials

撮影・スキャニング 
Photographing or scanning

テキストデータ化
Converting written/printed text into digital text



ADEACは世界へ向けた発信が手軽にできるシステムです。

2 Our current digitalization platform is too limited.
現状の公開システムに限界を感じている。

ADEAC makes opening your collections to the world easy.

アクセス数が増えない。
Usage is stagnating.

ADEACは外部のデータベース(ジャパンサーチやEBSCO社のディスカバリーサービス)と連携しています。目録データの提供
によりADEAC搭載資料はこれらのサービスの検索結果にも表示されます。

ADEAC is connected to external databases such as Japan Search, EBSCO’s Discovery Service, etc. 
By sharing catalogue data with partnered databases, ADEAC items will appear in search results on these services 
as well.

外部データベースとの連携によりアクセス数の増加が見込めます。
Connection to external databases increases end-user accessibility.

problem

It’s hard to stay compatible with international standards.

ADEAC will keep your digital archive up-to-date 
with international technological standards. 

世界標準への対応が難しい。

ADEACは最新の世界標準の技術を取り入れて
デジタルアーカイブを作成しています。

「Japan」  京都府立図書館貴重書コレクション
Kyoto Prefectural Library Valuable Book Collection

例：IIIFビューアでの公開・DOI付与
For example:  Viewing page on IIIF, assingning DOI.

problem

Managing the platform is too much work.

System management is handled entirely by ADEAC.

システムの運用・維持が負担になっている。

システム管理をすべてADEACにお任せください。

ADEACはクラウド型システムのため、バージョンアップやシステム保守等の手間がかかりません。
Because ADEAC is entirely cloud-based, you won't need to spend time on updates or system maintenance.

problem

「新聞スクラップ　第1回日本選手権　決勝」
日本ラグビー デジタルミュージアム
Newspaper scrap of 1st Japan Championship Final match 
(Japan Rugby Digital Museum)

http://www.ebsco.co.jp/https://jpsearch.go.jp/



3 We wish to find new ways to  publicly release  and promote our collections.
資料の公開方法を工夫して活用につなげたい。

資料の活用につながる多様な公開方法をご提案します。
ADEAC provides plenty of user-friendly options to publicly release your collections.

目録や画像だけでなく、テキスト資料も全文デジタル化して公開できます。

In addition to catalogue data and images, ADEAC also enables public release of digitalized full-texts.
搭載テキスト一語一語をADEAC内で横断検索でき、研究や調べ学習に役立てることができます。

Every word in a digitalized text is searchable, allowing for ease of use in study and research.

翻刻文の重ね Reprint overlay
翻刻文字を原文に重ねて見せることができます。
Reprinted text displayable on top of 
the original manuscript.

土方歳三書簡（文久3年11月）
Hijikata Toshizo shokan  (Nov. 1863)
多摩デジタル新選組資料館
Tama Digital Shinsengumi Museum

立体物の３Ｄ
立体面の全てを見せることができます。

須恵器

大網白里市デジタル博物館

地形や地名・街道の変化を見せることができます。

「伊能大図 第111号  浜松」
（国土地理院の電子地形図（タイル）に重ねて表示 。）　

Web版デジタル伊能図 

Public release and cross-search of digitalized full-textsフルテキスト公開・横断検索

多様な見せ方 Versatile viewing options

3D images of three-dimensional objects

Oamishirasato City Digital Museum

現代地図との重ね Modern map overlay

Allows presenting changes in topography, place 
names and roads between time periods.

Enables displaying an object in its entirety.

An overlay map of "Ino-daizu No.111 Hamamatsu" on 
Digital Topographic Map 

Ino Digital Maps (web version)

Sueki 

※デザインは変更になる可能性があります。

オリンピック



ADEACは多様な文化資源をデジタル化・公開           
するためのクラウド型プラットフォームシステムです。 費用とプラン　※価格はすべて税別です　

■ 初期費用

データ容量

ADEAC月額利用料

10GBまで

20,000円

20GBまで 30GBまで 40GBまで 100GBまで

40,000円 60,000円

80,000円 100,000円

エンドユーザーによる検索・閲覧は無料です。

データ容量例

機関A　総容量　4.50GB

図書　2冊

絵画・地図　150点

TRC-ADEAC株式会社
〒112-0012  東京都文京区大塚三丁目1番1号
03-3943-7124   info-trc-adeac@trc.co.jp
https://adeac.jp/

<初期環境構築（標準画面使用）パッケージ費用>

3-1-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012, Japan
TRC-ADEAC Inc. 

販売代理店　Sales Agent

株式会社 図書館流通センター(営業部) 

TRC Library Service Inc.　(Sales Department)
3-1-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8632, Japan

〒112-8632   東京都文京区大塚三丁目1番1号
03-3943-2221(代)   desk@trc.co.jp 
https://www.trc.co.jp/　

初期登録・設定、搭載用各種データ作成および校正等
目録データ登録　100件まで
画像データ搭載（高精細ビューア作成）100件まで
進行管理費

インターネット公開

メタデータのCSV出力

コンテンツ管理機能（自館登録機能）

館内限定公開

ジャパンサーチ連携

機能

有料公開

1,200,000円

資料のデジタル化や個別の目録データ登録、画像データ搭載等は別途お見積りいたします。

■ ADEAC利用料

機関B　総容量　40.0GB

図書　200冊

絵画・地図　40点

■ ご契約プラン別　提供機能

データ容量・目録件数に応じた従量課金制です。該当するデータ容量または目録データ件数のうち、大きい方の金額を適用します。
なお、データ容量・目録件数に応じたプランより上のプランを選択いただくことができます。

1

2

3

4

5

6

7 その他の外部連携（Web APIによる連携）

プラン
ライト スタンダード プロ

ライト

スタンダード

プロ

1万件まで 5万件まで 10万件まで 25万件まで 50万件まで目録データ件数

  ※資料デジタル化作業は含みません。

パッケージ内容


