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 岐阜女子大学のデジタルアーカイブ研究は 2000 年に始まり，2015 年までに約 600 編の

論文・研究資料等を報告した。  

 これらの論文・研究資料等を第Ⅰ期 2000 年～2004 年，第Ⅱ期 2005 年～2009 年，第Ⅲ

期 2010 年～2015 年の 5 年間隔で区切り，索引語の集計から，研究活動の動向を検討した。

その結果，第Ⅰ期はデジタルアーカイブの考え方を実現するために他分野の理論・技術・

方法を利用した研究を開始し，第Ⅱ期は第 I 期での研究成果をふまえ，多様なデジタルア

ーカイブの開発プロセスとその教育に関する研究へと発展した。第Ⅲ期はデジタルアーカ

イブの収集・保管・伝承システムとしての機能・処理の基礎研究から，これらを用いたデ

ジタルアーカイブの総合的なシステム開発と利用に関する研究へと進んだ。これらに加え

て，本論では，今後のデジタルアーカイブの発展の方向性について考察した。  

 なお，デジタルアーカイブの実践的な開発・研究については，『岐阜女子大学のデジタル

アーカイブの発展と課題－2000 年から 2015 年の展開－』で報告している。  
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１．はじめに 

 

 岐阜女子大学のデジタルアーカイブに関す

る研究は 2000 年に始まり，2015 年までに約

600 編の論文・研究資料を報告した。また，

こうした論文・研究資料に加えて，映像（動

画・静止画），オーラルヒストリー，文書等の

デジタル資料を約 20 万件保管している。本

論では，2000 年から 2015 年にわたる約 15

年間の論文・研究資料を 5 年間隔で区切り，

索引語の利用頻度を求め，どのような研究・

活動を進めてきたか分析した。 

 一方，本学のデジタルアーカイブに関する

実践的な開発・研究についてまとめた『岐阜

女子大学のデジタルアーカイブの発展と課題

－2000 年から 2015 年の展開－』からは次の

ような動向がみられる。 

 2000 年～2004 年は，デジタルアーカイブ

とは何かという基本的な問い，およびデジタ

ルアーカイブの基礎的な構成はどうあるべき

かについて考察し，試行を重ねた期間であっ

た。 

 2005 年～2009 年は各種のデジタルアーカ

イブ開発やその体系化を進め，加えてデジタ

ルアーカイブ開発に携わる人材育成のための

カリキュラム整備をおこなった。この間に，

岐阜女子大学は，文部科学省より，特色のあ

る教育（GP）や社会人，大学院のデジタル・

アーキビストの育成事業に採択された。 

 2010 年～2015 年は，デジタルアーカイブ

に特有な機能の利用についての基礎研究が進

み，加えて，地域，企業，図書館，博物館，

学校，各機関などでもデジタルアーカイブシ

ステムとしての開発が進みだした。 

 『岐阜女子大学のデジタルアーカイブの発

展と課題－2000 年から 2015 年の展開－』か

らわかる上記のような動向に加え，その間に

発表された本学の論文・研究資料の索引語等

を分析することにより，この間に，どのよう

な研究がすすめられ，どのような開発の方向

付けがされているか検討した。 
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２．全体の研究動向 

  ～2000 年～2015 年の論文資料から～ 

 

 この 15年間の，全体的な研究等の動向は，

おおよそ以下の 5 つの視点に分けられる。 

（１）デジタルアーカイブの構成 

（２）保管，メタデータ 

（３）撮影・処理の機材と方法 

（４）デジタルアーカイブの教育 

（５）デジタルアーカイブの資料内容 

 

（１）デジタルアーカイブの構成 

 デジタルアーカイブについて，文化，処理，

法と倫理，といったキーワードで示される，

デジタルアーカイブの構成に関する基礎研究

の論文・研究資料は，第Ⅰ期は 8%，第Ⅱ期

は 5%，2011 年以降は 1%以下で，デジタル

アーカイブに必要とされる基本事項である文

化の理解，情報の記録・処理，法と倫理など，

デジタルアーカイブの構成に関する基礎研究

は 2010 年頃までに検討が終わっている。 

 

図 1 デジタルアーカイブの基礎研究 

 これらの基礎研究をもとにしたデジタルア

ーカイブの開発やシステムの開発に関する研

究は，第Ⅰ期は 1%，第Ⅱ期は 3%，第Ⅲ期は

14.5%と時間を追うごとに増加している。 

 このことは，「デジタルアーカイブとは何か」

という基本的な問いに関する研究・考察から，

デジタルアーカイブに特有な機能についての

開発研究へとその内容が移ってきていること

を示している。すなわち，デジタルアーカイ

ブを用いた文化の伝承等，デジタルアーカイ

ブに特有な機能の利用について，研究が進み

だし，新しい展開が始まったと考えられる。 

 

（２）保管，メタデータ 

 デジタルアーカイブの保管についての論

文・研究資料における索引語の出現頻度は，

第Ⅰ期 19%，第Ⅱ期 6%，第Ⅲ期 4%と下がっ

ており，どのように保管するかの研究は，初

期の課題として重要であったと考えられる。

同様に保管に重要なメタデータの研究も第Ⅰ

期・第Ⅱ期が数%であったが，第Ⅲ期は 0%

となっている。逆に保管の様式について，第

Ⅲ期は 1%となり，新しいデジタルアーカイ

ブ特有の研究が進みだした。 

 

図 2 保管についての研究 

 

（３）撮影・処理の機材と方法 

 資料を収集・記録する上での重要な検討事

項として，撮影・処理のための機材と方法の

研究があるが，この索引語等の出現頻度は初

期の第Ⅰ期に多く，第Ⅱ期，第Ⅲ期となるに

つれて少なくなっている。 

 

図 3 撮影機材・方法などの研究 

 ところが，新しい撮影・処理の方法が開発
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されると，その利用の研究が 2004 年～2009

年に始まり，多視点，全方位の利用研究が進

みだした。これは，今後もデジタル技術の進

歩によって，新しい機材，手法が開発されれ

ば，その利用の研究が進むと考えられる。た

だし，それは一時的な研究であり，汎化すれ

ば日常的な利用になるであろう。 

 

（４）デジタルアーカイブの教育 

 デジタルアーカイブの教育では，デジタ

ル・アーキビスト資格の必要性が 2003 年頃

から課題になり，その後 2004 年に岐阜女子

大学が文部科学省から特色のある教育（GP）

等に採択（3 年間）されて，人材育成カリキ

ュラムの研究が進みだした。 

 

図 4 教育に関する研究 

 デジタルアーカイブの人材育成教育の観点

からみると，デジタル・アーキビストという

資格の構成や教育については，第Ⅰ期の後半

から始まり，岐阜女子大学が文部科学省の

GP や委託事業に採択されることによって大

きく進められた。 

①大学生を対象とした教育： 

 “デジタル・アーキビストの養成” （平成

16 年～18 年）として，現代 GP に採択され

た。 

②大学院生を対象とした教育： 

 “実践力のある上級デジタルアーキビスト

育成”（平成 20 年～22 年） 「組織的な大学

院教育改革推進プログラム」として採択され

た。 

③社会人を対象とした教育： 

 “社会人のためのデジタル・アーキビスト教

育プログラム”（平成 19 年～21 年） 「社会

人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」

として採択された。 

 このデジタル・アーキビストという人材育

成教育を実施するためには，当然カリキュラ

ム開発研究が必要となり，索引語等でカリキ

ュラムの文言も出てきている。 

 しかし，デジタル・アーキビストというキ

ーワードが年を追うごとに急激に減少してい

るのとは違い，カリキュラムというキーワー

ドは減少のカーブが緩やかで，第Ⅲ期にも

5%の出現頻度になっている。これは大学教育

の中で，カリキュラムの改善は常に進められ

ていることを示している。すなわち，新しい

研究が進めばそれに伴い人材育成教育のカリ

キュラムの改善も進められているというわけ

である。 

 

（５）デジタルアーカイブの資料内容 

 岐阜女子大学がデジタルアーカイブ化した

資料内容について，地域の文化資料に関する

索引語の出現頻度は，図 5 に示すように第Ⅱ

期が多く，この時期に多様な地域資料を収集

し，デジタルアーカイブを開発していること

がわかる。文部科学省の委託事業採択の影響

もあって，デジタル・アーキビスト人材育成

教育を日本各地でおこなったため，それぞれ

の地域の文化資料を教材として用いたことが

この原因の一つである。 

 

図 5 資料内容に関する研究 

 デジタルアーカイブの資料内容は第Ⅲ期か
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ら多様化した。この時期に企業，図書館，博

物館，学校教育，観光などの各種分野の開発

利用が進みだした。 

 注目すべき索引語としては，オーラルヒス

トリーのデジタルアーカイブ化がある。オー

ラルヒストリーは，これまで印刷メディアに

よる記録・プレゼンが中心であったが，この

頃になると，デジタルアーカイブがオーラル

ヒストリーの記録のための新しい手法として

注目されてきたことを示している。図 6 に示

すように索引語の数が伸びており，今後も新

しい保管，プレゼンの研究を進めるべきであ

る。 

 岐阜女子大学では，元文部事務次官・故木

田宏氏のオーラルヒストリーの記録・保管を

第Ⅰ期から進めてきたが，保管の方法・プレ

ゼンについては，さらに研究を進めるべき課

題である。 

 

図 6 オーラルヒストリーに関する研究 

 

３．第Ⅰ期の研究・開発活動 

 

 本学の 15 年間におよぶ論文・研究資料と

デジタルアーカイブの実践的な開発・研究に

ついて記した『岐阜女子大学のデジタルアー

カイブの発展と課題－2000 年～2015 年の展

開－』を合わせて分析した結果，第Ⅰ期の研

究・開発活動の動向は，デジタルカメラ，ビ

デオカメラ，スキャナー等を使って記録した

写真，図書，映像（静止画・動画）などを単

体資料としてメタデータを付けて保管しただ

けの単純な構成であったことがわかった。 

 この時期の研究・開発活動について，以下

の 3 つの視点から考察した。 

（１）撮影・記録方法と基礎的な構成の研究 

（２）デジタルアーカイブの教育 

（３）教育と研究の違い 

 

（１）撮影・記録方法と基礎的な構成の研究 

 北海道から沖縄まで，全国的な視点に立っ

て地域資料のデジタルアーカイブ開発を進め

た。とくに，撮影・記録方法とデジタルアー

カイブの特性を検討するために，主に以下に

述べる 6分野のデジタルアーカイブ開発をお

こなった。 

①伝統的建造物群のデジタルアーカイブ化 

 ・世界文化遺産の白川郷 

 ・高山の古い町並み 

②踊り・舞の記録方法の開発 

 ・宮崎県西米良村所神楽 

 ・古川祭り 

 ・谷汲踊り 

③博物館等の展示のデジタルアーカイブ化 

 ・岐阜県博物館の特別展示 

 ・飛騨民俗村（高山） 

 ・サイエンスワールド 

④特別に許可が必要な建造物 

 ・宇佐神宮（宇佐八幡造り） 

 ・南宮大社および天井絵 

  （ヘリコプターやクレーン車を用いた撮

影・記録） 

⑤巻物等重要文化財のデジタルアーカイブ化 

 ・伊奈波神社の縁起巻物 

⑥地域の総合的なデジタルアーカイブ化 

 ・長良川の源流から河口まで 

  （ヘリコプター等を用いた撮影・記録） 

 約 4 年間のデジタルアーカイブ開発では，

主に上記 6 分野で収集・記録した資料を保管

するための地域シソーラスを開発し，デジタ

ルアーカイブのメタデータの作成方法の研究

を進めた。 

 とくに，これらの資料を記録するための撮
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影機材や方法に関する論文・研究資料の出現

頻度は第 I 期 11.6%，資料の保管に関する論

文・研究資料の出現頻度は同 19.4％であり，

撮影・記録し，収集した資料を単体資料とし

て保管するための基礎研究が実用化へ進みだ

したといえる。 

 

（２）デジタルアーカイブの教育 

  ～文部科学省 GP 等採択～ 

 第Ⅰ期の後半から，デジタルアーカイブの

教育の必要性が言われだし，岐阜女子大学を

中心にデジタル・アーキビストの資格を設け

ることが検討され始めた。論文・研究資料の

出現頻度は 39%であり，多くの研究等がされ

ている。 

 平成 16 年度には，文部科学省現代 GP（特

色ある教育）として「デジタル・アーキビス

トの養成」に採択され，本格的なデジタルア

ーカイブ教育が本学においてはじまり，同時

にカリキュラム開発，教材開発，教科書等の

作成がおこなわれた。 

 

（３）教育と研究の違い 

 研究面では，撮影・記録に必要な著作権，

プライバシー，肖像権，個人情報などの人権

問題やデータベースなどはほとんど索引語と

して使われていない。ところが，デジタルア

ーカイブの教育では，これらの人権問題やデ

ータ処理が重要であり，教科書等でも重要な

位置づけになっている。 

 これは，著作権等の権利やデータベース等

の処理は，教育としては重要であっても，デ

ジタルアーカイブの研究としては新しい研究

課題とならないためである。 

 

４．第Ⅱ期の研究・開発活動 

 

 第Ⅱ期はデジタルアーカイブの多様な対象

物に対し，それぞれどのような撮影方法，計

測方法，記録方法が適しているかを検討する

時期であった。そこで新しい撮影・記録方法

の開発と保管方法の研究が始まった。 

 この時期の研究・開発活動について，以下

の 4 つの視点から考察した。 

（１）新しい撮影・記録方法 

（２）オーラルヒストリーや踊りの記録と関

連資料の保管 

（３）デジタル・アーキビストの教育 

（４）デジタルアーカイブの開発 

 

（１）新しい撮影・記録方法 

 この時期に検討された撮影・記録方法には

以下の手法があり，論文・研究資料の出現頻

度を（ ）内に示した。 

①全方位の撮影（4%） 

②多視点の撮影（6%） 

③位置情報の付加（8％） 

④3D スキャナーによる記録（1%） 

 

（２）オーラルヒストリーや踊りの記録と関

連資料の保管 

 映像，音声，文字情報を用いた開発研究が

多くなり（第Ⅰ期 1%，第Ⅱ期 5%），その傾

向は，第Ⅲ期まで続いた。オーラルヒストリ

ー等のデジタルアーカイブ化では，話者の話

とそれに関連する図書，映像，図等の資料を

合わせて保管する総合的なデジタルアーカイ

ブの開発と利用がはじまった。 

 また，踊りを対象としたデジタルアーカイ

ブの保管では，多視点から撮影した踊りの記

録に加えて，専門家による踊りの誤りの指摘

といった関連資料を同時に保管する研究がは

じまった。 

 

（３）デジタル・アーキビストの教育 

 「２．全体の研究動向」でも述べた通り，

大学院生を対象とした教育，“実践力のある上

級デジタルアーキビスト育成”（平成 20 年～

22 年）が「組織的な大学院教育改革推進プロ

グラム」として採択され，また社会人を対象

とした教育，“社会人のためのデジタル・アー

キビスト教育プログラム”（平成19年～21年）
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が「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プ

ログラム」として採択された。 

 これにより，デジタルアーカイブ開発に携

わる人材育成教育のためのカリキュラム開発

が進んだ。この結果をうけて，第Ⅱ期はカリ

キュラム開発に関わる語の出現頻度が 8.3%

あり，研究が進んでいることがわかる。 

 

（４）デジタルアーカイブの開発 

 デジタルアーカイブの開発としては，各地

域の有形・無形の文化財に関する研究が多い。

また，注目されるのは，電子教科書が新しい

キーワードとして出てきたことである。これ

により，デジタルアーカイブの新しい利用が

始まっていることがわかる。 

 しかし，教科書の発行に関する臨時措置法

（昭和 23 年 7 月）で，教科書は図書と規定

されているため，その汎化はまだ困難である。

また，教科書検定の問題もあり，今後，法の

改正や検定方法の確定が望まれる。 

 

５．第Ⅲ期前半の研究・開発活動 

 

 第Ⅲ期は，2012 年までの前半とその後

2015 年までの後半に分けて述べる。それぞれ

新しい研究が展開しているからである。 

 この時期の研究・開発活動について，デジ

タルアーカイブ特有の課題として，以下の 6

つの視点から考察した。 

 ①メディア環境 

 ②Item Pool，Item Bank の機能 

 ③保管資料の選定，選定評価項目の検討 

 ④利用メディアの選択 

 ⑤保管とプレゼンの分離独立 

 ⑥過去から，現在を経て，未来へ受け継ぐ 

 

（１）新しいデジタルアーカイブ特有の課題 

 前半は，第Ⅱ期に開発研究された新しい撮

影・記録方法とそれに基づく教育実践の結果

から，これまでの研究を見直し，デジタルア

ーカイブに新しい視点を加えることが検討さ

れはじめた。 

 たとえば，メディア環境，Item Pool，Item 

Bank，選定評価，利用メディアの選択等がキ

ーワードとして出てきている。 

①メディア環境 

 デジタルアーカイブを取り巻くメディア環

境として， 

 ・実物，体験，文化活動 

 ・印刷メディア 

 ・通信メディア 

 ・デジタルメディア 

などの観点からの検討が始まった。 

②Item Pool，Item Bank の機能 

 各種素材の一時保管としての Item Pool と

その構成についての研究がされた。 

 また，Item Bank は，資料の保管について，

長期保管と短期保管を区別して考える必要性

があることを示した。そうした中で，資料に

関して著作権等への配慮の必要がなくなる長

期保管についてのアイデアが出され，知の伝

承を目指す長期保管の視点にたったデジタル

アーカイブと，即時利用を目指す短期保管の

視点にたったデジタルアーカイブについての

開発研究が始まった。 

③保管資料の選定，選定評価項目の検討 

 デジタルアーカイブの保管資料の選定につ

いては，2010 年以前は，主として著作権，プ

ライバシー，肖像権，民法等の権利関係が選

定の主な条件であったが，オーラルヒストリ

ー等の多様な情報が保管されだしたため，選

定条件が多様化した。選定のための評価項目

としては現在次のような項目について検討さ

れている。 

ⅰ）保管・流通の適否 

ⅱ）資料保持者の慣習，権利（著作権，個

人情報保護，プライバシー件，所有権等），

利益 

ⅲ）社会的背景（地域の人々等の心情的な

背景） 

ⅳ）文化的内容の適否 

ⅴ）利用者の状況（教育的な配慮も含む） 
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ⅵ）利用環境（プレゼン利用の状況） 

ⅶ）保管の安全上の課題（国内外の社会的

背景・状況） 

ⅷ）その他 

④利用メディアの選択 

 これまでのデジタルアーカイブでは，その

プレゼン方法は，デジタルアーカイブの開発

主体によって決められてきた。しかし，今後

は，デジタルアーカイブの利用者が，メディ

アを選択して利用できるようになる。同時に，

利用者によって利用メディアの選択を可能と

するような資料の保存方法が求められる。 

⑤保管とプレゼンの分離独立 

 上述のように，デジタルアーカイブにおい

て利用者が利用メディアを選択することが可

能になれば，従来のように保管とプレゼンを

一体的に統合するのではなく，保管とプレゼ

ンを分離し，独立させて構成する必要性が出

てきた。 

⑥過去から，現在を経て，未来へ受け継ぐ 

 デジタルアーカイブを知の伝承媒体と考え，

過去から，現在を経て，未来へ知を受け継ぐ

ためのデジタルアーカイブの可能性の検討が

始まっている。 

（注）これらについては，後藤『デジタル・

アーカイブの新しい研究の展開』文化情報研

究 Vol.14 No.1（2012.4）に報告している。 

 

６．第三期後半の研究・開発活動 

  ～特有の機能についての研究と伝承・利

用システム～ 

 

 第Ⅲ期の 2013 年以後は，デジタルアーカ

イブの研究が保管・伝承に関する基礎機能の

研究と利用およびプレゼンシステムとしての

研究とに分かれてきている。 

 

（１）基礎機能の研究 

①単体・集合・構成保管とその構造化 

 基礎機能の研究の一つとして，保管の様式

としての単体保管，集合保管，構成保管の研

究，さらにその保管の内容構造の研究が進み

だした。従来の保管方法に依存したデジタル

アーカイブでは，処理システムが変更された

ため全く機能しなくなってしまっているもの

も存在する。このことについて，せっかく大

きな予算を投じて開発したデジタルアーカイ

ブであるにもかかわらず，数年後に機能不全

を起こしていることが社会問題ともなってい

る。 

 このため，集合保管，構成保管の資料内容

の構造化を進め，こうした課題に対処し，機

能不全をおこさないようにするための研究を

進めている。 

②用語の伝承 

 また，デジタルアーカイブの索引語に関し

ては，現在使われている索引語が，数十年後，

数百年後に利用できるかどうかは疑問である

ため，索引語やシソーラスに関する開発研究

が進みだした。 

 このようなデジタルアーカイブとしての基

礎機能に関係のある索引語や実践研究が

2013 年以後にでてきた。 

③保管とプレゼンの分離と独立，およびその

利用法 ～プレゼンのシステム開発～ 

 「（１）①単体・集合・構成保管とその構造

化」でも述べた通り，従来デジタルアーカイ

ブの利用は，保管データを直接利用すること

が多かった。が，2013 年以降は，保管とプレ

ゼン処理を独立させる研究が進み始めた。 

 
図 7 保管とプレゼン処理 

 これまでの例では，プレゼンとして処理シ

ステムを用いたコンテンツが保管されていた

ため，処理システムの変更等に伴い，プレゼ

ン機能が使用できなくなる場合が多かった。

この問題を解決するため，保管とプレゼン処

理を分離し，独立して利用する研究が進みは

じめた。同時に保管方法に合わせた新しい記

録方法の研究が必要になってきた。 

 プレゼン処理に関しても情報検索，メニュ

 保管 
インター

フェース 

プレゼン

処理 
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ー方式，カタログ方式などの手法が開発され

始めた。また，これらの索引語も 2013 年以

後に使われ始めた。 

 

（２）総合的なシステムの開発 

 「（１）基礎機能の研究」をもとに，企業，

大学（研究機関），図書館・博物館，学校など

を合わせた総合的なデジタルアーカイブの開

発研究が進み始めた。 

 総合的なデジタルアーカイブの開発には，

多様な人たちによる資料の収集，選定，保管，

流通利用の活動をまとめる委員会組織が必要

になる。このため，デジタルアーカイブの開

発のための新しい組織作り，各分野の専門家

による資料の選定のための評価項目の決定，

資料収集組織の構成の検討，利用方法の検討，

経費（利用）の検討など，運営のシステム化

の研究が必要になってきた。 

 

７．おわりに 

 

 論文・研究資料，開発状況からみた本学の

デジタルアーカイブの研究・開発活動の大枠

は次のようである。 

 

図 8 岐阜女子大学のデジタルアーカイブ研究・開

発活動 

 

 岐阜女子大学におけるデジタルアーカイブ

研究は 2000 年からはじまった。当初は他の

分野の理論・実践を利用することから研究を

はじめたが，現在では，デジタルアーカイブ

に特有な課題の研究と開発に発展した。文部

科学省，岐阜県，沖縄県を始め，多くの関係

者の協力に心より感謝の意を表したい。 

・基礎構成(収集・選定・保管・利用) 

・単体保管の開発研究 

・デジタル・アーキビストの養成（GP） 

・撮影記録(多視点，全方位，計測値) 
・オーラルヒストリー等新しい開発研究 
・大学，社会人，大学院生の人材養成 

・特有機能の構成 

・新しい機能の処理 

・総合的な構成 

・システムの開発 

2000 年 

～2004 年 

2005 年 

～2009 年 

2010 年 

～ 

保管様式と保管とプ

レゼンの独立，長期

伝承を可能にする方

法の基礎研究 

（注）岐阜県・沖縄

県全域のデジタルア

ーカイブ開発と大学

の知の拠点へ 


