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未だに指標となるものが確立されていない大学の教育・研究アーカイブについて，岐阜

女子大学のデジタルアーカイブの実践例を示しながら考察した。その結果，大学のデジタ

ルアーカイブの構成，資料の収集と利活用における地域連携の重要性，資料活用とその成

果の重要性，デジタルアーカイブに蓄積する資料を増殖させ大学のデジタルアーカイブが

地域の知の拠点となることの意義の 4 点について一定の成果が確認された。  
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＊アーカイブの表記については，一般的にアーカイブズ，アーカイヴズ，アーカイブ等複数の

表記が混在するが，本論では書名・固有名詞・引用以外はアーカイブで統一した。  

 

１．はじめに 

 

 『大学アーカイヴズに関する考察〜アメリ

カの大学アーカイヴズ 事例研究〜』（三宅・

松家 2016）で述べたように，大学アーカイブ

の構成を考える視点は 2 つある。1 つ目は組

織の視点であり，2 つ目は教育・研究の視点

である。大学を組織として見た場合には，組

織（機関）アーカイブと収集アーカイブによ

る構成が大学アーカイブの指標になる。一方

大学の教育・研究アーカイブに関しては，管

見では，未だに指標となるものが見られない。

先行研究として『大学アーカイヴズ理念論序

説−SAA ガイドラインを手掛かりに』（清水善

仁著 2008）があるが，清水氏は，我が国の大

学アーカイブには，「明確な理念の規定がほと

んどなされていないため，『教育』『研究』と

の関係性という点で大学アーカイヴズの特徴

を考えた場合，自校史教育しか浮かばない」

と述べている。 

 そこで，本論では，岐阜女子大学が 2000

年以来実践してきた主に教育・研究に特化し

た大学アーカイブの実例を示し，教育・研究

という大学の持つ機能の視点から大学アーカ

イブについて考察した。 

 

 ２．デジタル資料の保管と利用 

 

 大学におけるデジタル資料の保管と利用に

ついては，本学学長の後藤忠彦が本学着任以

前より進めてきた課題の一つである。そこで，

以下後藤より提供を受けた情報をもとに，

1950 年代からの歩みを簡単にまとめた。 

１）CAI コンピューター支援教育 

 コ ン ピ ュ ー タ ー 支 援 教 育 (CAI : 

computer-assisted instruction or 

computer-aided instruction）は，1950 年代

にアメリカで始まった。アメリカの心理学者

F.B.スキナーが，プログラム学習を提唱し，

これを具現化するティーテングマシンの試作

を行った。その後，N.A.グラウダーによって，

学習者ごとに学習内容を変えることができる

枝分かれ式学習プログラムによるティーテン

グマシンが提唱された。これにより，学習者

一人ひとりの理解度に応じた学習内容を提供

することができ，個別指導が可能な教育情報
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システムを構築することができると考えられ

た。 

 CAIはデジタル化された教材の保管システ

ムではあるが，これらの教材資料は，プログ

ラムに記録するという方式がとられていた。

従って，個別の教材資料を収集し，管理情報

を付加して保管，必要に応じて資料を取り出

して利用するというアーカイブの考え方は，

CAI にはなく，教材ファイルをアーカイブ化

して保管するというものではなかった。 

２）ERIC 教育資料データベース 

 我が国における教育資料のデジタルファイ

ルとしての保管は，1970 年代から始まり，漢

字処理が可能となった 1980 年頃より本格的

に保管がなされるようになった。英語圏にお

いては，これより古く 1960 年代から，教育

資料データベース（ ERIC: Educational 

Resource Information Center）が，本格的に

利用されだした。ERIC は教育学を研究する

ために必要な文献，または資料を提供するデ

ータベースで，Current Index of Journals in 

Education および Resources in Education 

Index に収録されている雑誌を中心に，教育

学分野の文献情報を数多く収録している。ま

た，教育学関連の 2,220 以上のダイジェス

ト・レコードを全文で収録し，抄録や引用文

献も豊富である。収録文献は一番古いもので

1967 年まで遡ることができ，更新は毎月行

われている。ERIC はアメリカ教育省（The 

U.S. Department of Education）および国立

教 育 学 図 書 館 （ Office of Educational 

Research and Improvement）の支援により

制作され，収録ドキュメントは広く一般での

使用が認められている。 

３）SIST 科学技術情報流通技術基準 

 1970 年代になると，わが国でも，海外各国

の研究資料のデータベースやシソーラスの利

用が進み，データベースの開発や文献資料の

保管様式の共通化が始まった。 

科 学 技 術 情 報 流 通 技 術 基 準 (SIST: 

Standards for Information of Science and 

Technology）は，その代表的な事例であろう。

1969 年内閣総理大臣の諮問機関である科学

技術会議は，「『科学技術情報の流通に関する

基本的方策について』に対する答申」におい

て「科学技術情報の全国流通システム」構想

を打ち出し，情報処理技術に関する標準化の

必要性を指摘，標準化の項目として，書誌記

述データの標準化，二次情報化技術の標準化，

科学技術用語の管理システムの確立，情報の

発表・記録形式・記録伝達技術の標準化の 4

項目を挙げた。これを受けて文部科学省（当

時は科学技術庁）は，SIST の制定と普及を

行ったのである。 

大学の図書館の情報化については昔ながら

の保管システムの基盤があり，その上で図書

資料のデジタル化が進められてきたが，多様

な資料の保管についてはその標準化が求めら

れた。1980 年代に日本語による処理が可能に

なり，また写真等のスキャナーによるデジタ

ルデータ化が可能になると図書館における資

料のデジタル保管の汎化が進みだした。 

４）CMI コンピューター管理教育 

 デジタル化が早かったのは統計処理の分野

であるが，それを資料保管の一つと考えてよ

いかどうかは判断に迷う。が，その延長線上

に学習者に関する資料のデジタル保管が始ま

ったといってよいであろう。ただ，学習者の

データや教材の保管とその利用は，大学より

も小学校で先に進み，1970 年代にはコンピュ

ーター管理教育(CMI: Computer Managed 

Instruction）として本格的に日常の授業で利

用されていた。 

たとえば，小学校では 1970 年代に学習デ

ータと教材の二次情報を保管し，学習者の学

習状態を判断して，各児童のレベルや学習状

況に適する教材情報を提供する試行が始まっ

た。こうしたシステムを利用して自由に学習



3 

活動ができる学習センターを設置する小学校

もあった。 

 小学校の CMI では，学習材としての教材，

1000 項目にも及ぶ児童一人ひとりの学習状

況，カリキュラム，保健体育データなどが保

管され，一人ひとりに対し何を学習させれば

よいか等個別指導が可能であった。また，学

習プリントや夏休みの課題も児童一人ひとり

のレベルに応じた教材の提供が可能であった。

教材・学習材を一括管理し，学習センターで

の主体的な学習活動，グループ活動（今でい

うアクティブラーニング）の支援がなされて

いたのである。また，図書館ではバーコード

を用いて児童が主体的に図書の貸出・返却を

行っていた。 

 振り返って考えてみると，このような 1970

年後半から始まった小学校の CMI は，一種

の学校全体のデジタルアーカイブと考えられ

る。これと比較すると，大学教育は 30 年遅

れている。 

 

図 CMI 装置 

 

５）大学でのデジタルアーカイブの整備 

 これも『大学アーカイヴズに関する考察』（前

掲）で述べたように，大学を含む学校教育に

関する資料の保存管理に関して

は，学校教育法施行規則（昭和

22 年 5 月 23 日文部省令第 11

号）第 15 条○2 に，「表簿（中

略）は，別に定めるもののほか，

5 年間，これを保存しなければ

ならない。ただし，指導要録及

びその写しのうち入学，卒業等

の学籍に関する記録については，

その保存期間は，20 年間とする」

とあり，これ以外に，法人や事

務及び学生の記録の保存管理に

ついて特段の規定がなかった。  

 特段の規定がない中，我が国

の大学アーカイブは主として以

下の 3 つの視点，年史（大学沿

革史）編纂の視点，創設者や初

代学長等の顕彰の視点，それぞ

れの大学のもつ特殊研究資料の

視点で整備されてきた。 

 その後，2001 年に施行された

行政機関の保有する情報の公開

に関する法律，いわゆる情報公

図 後藤忠彦ほか，小学校用 CMI システム ET78-5， 

『新しい教育を目指す CMI システム資料集』p111 より 
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開法と，2011 年に施行された公文書等の管理

に関する法律，いわゆる公文書管理法，及び

2004 年の国立大学法人化により大学アーカ

イブは大きな影響を受けた。とはいえ，多く

の大学では，アーカイブの整備が十分されてい

ないのが現状である。 

 大学においてアクティブラーニングなど学

生が主体となって学習活動をしたり，グループ

による協同学習を進めたりするためには，学生

が自由に使える教材や研究情報を大学側が整

備して提供する必要がある。そして，こうした

教材や研究情報の提供手段として，デジタルア

ーカイブの整備が求められるのである。 

 また，大学では IR(Investor Relations)向

けの資料保管が求められるようになってきた。

こうした資料は，大学の運営方針や意思決定

の参考資料として利用されるものとして，大

学認証評価でもその設置と運用が問われだし

た。 

 繰り返すようだが，大学アーカイブには大

学の運営方針や意思決定のための重要資料の

保管つまり組織アーカイブの整備という視点

に加えて，学生，教員に関わる資料，いわば

教育・研究アーカイブの視点が求められる。 

 CMI の項で述べた通り，学習材としての教

材，多項目に及ぶ学習者一人ひとりの学習状

況，カリキュラム，学習者の心身の健康に関

するデータなどに加え，教員のデータ，研究

論文，調査資料などが，デジタルデータとし

て保管され，大学のデジタルアーカイブが整

備されれば，これを用いて学生一人ひとりの

レベルや進度に応じた学習支援が可能となる。 

 たとえば，今各大学で課題になっている大

学生の授業時間外の学習時間の確保について

は，学習時間の少ない学生に対して，デジタ

ルアーカイブに保管された多様な学習資料を

用いて，学内・学外を問わず学習できる環境

を整備することができるだろう。 

 つまり，大学のデジタルアーカイブは，経

営資源としてばかりか，教育・研究資源とし

て利活用することができるのである。 

  

３．大学のデジタルアーカイブの構成 

 

 大学デジタルアーカイブは，教育・学術研

究・大学運営等の総合的な情報の保管であり，

大学の運営部門，図書館，大学院，学部・学

科研究室，各研究所，学習センター，就職セ

ンター等に関係する資料保管と，その伝承，

流通，利用に関わる総合的なシステムである。 

 「２の５大学でのデジタルアーカイブの整

備」で述べたように，従来大学アーカイブと

いえば，年史（大学沿革史）編纂の視点から

構成されることが多かった。しかし，年史は

節目ごとに編纂され，一度刊行されると当分

更新されることがない。ところが，変化の激

しい現代では，変化に応じた情報発信が求め

られるため，出版物ではなく，デジタルデー

タの提供が必要な時代になってきている。こ

れは大学の場合も同様である。HP 等で常に

現状報告がなされてはいるが，HP は情報が

更新されることにより，過去の経過が記録に

残らないという欠点がある。過去の記録や情

報更新のプロセスも含めて提示するのが，今

後のデジタルアーカイブを基盤とした大学史

かもしれない。 

 また，大学の資料保管の現状を見ると，多

くはそれぞれの部門での収集・保管にとどま

り，総合的な大学デジタルアーカイブとして

の構成がされていない。したがって，岐阜女

子大学では，このような各部門で管理されて

いる各種資料に総合的な連携を持たせて一つ

のデジタルアーカイブとして構成することを

試行している。 

 また，岐阜女子大学には，デジタルアーカ

イブ研究所，カリキュラム開発研究所，衣食

住研究所，長寿健康栄養学センター，文化情

報研究センター，沖縄サテライト校等の機関
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が存在するため，こうした機関の関係資料も

合わせて保管し，デジタルアーカイブを構成

することが可能である。 

 

 

４．デジタルアーカイブと地域連携 

 

 岐阜女子大学のデジタルアーカイブの開発

研究は，2000 年から始まり，現在までに，地

域資料十数万件の収集を進めてきた。中でも，

本学が位置している岐阜県とサテライトキャ

ンパスがある沖縄県では，組織的な資料の収

集を進め，地域の市町村，大学，企業，学校

等と連携し，多様な研究実践を進めている。 

 

 

１）沖縄県との地域連携 

①観光に関する地域資料 

 沖縄県との連携の中で開発したデジタルア

ーカイブは，地域の文化，教育，産業，観光

に関する研究および地域の活性化に役立って

いる。 

 たとえば観光では，本学の研究所が保管す

る沖縄デジタルアーカイブを用いてカタログ

型冊子「沖縄修学旅行おぅらい」を作成した。

この冊子は沖縄に修学旅行に行く高校生に無

料で配布しており，毎年約 1 万 4 千人の高校

生が使っている。すでに 5 年間利用されてい

て，合計数万人の高校生が利用している。ま

た，この冊子は，高校の家庭科，歴史の教材

としても利用されている。 

②食文化に関する地域資料 

 岐阜女子大学の長寿健康栄養学センターで

は，食文化に関して，高齢者によるオーラル

ヒストリーのデジタルアーカイブ化を進めて

いる。沖縄はかつて日本の長寿県であったこ

とに鑑み，戦前の食生活について沖縄と岐阜

を比較し，長寿の要因の分析を進めている。 

③文化・生活・産業に関する地域資料 

 岐阜女子大学の衣食住研究所では，古今の

生活，住居，衣，食の比較研究を進めるため，

これらに関する沖縄と岐阜の資料のデジタル

アーカイブ化を行い，文化活動の比較研究を

進めている。 

④広域にまたがる地域資料 

 文化情報研究センターでは，広域にまたが

る地域資料のデジタルアーカイブ化を進めて

いる。 

 たとえば，沖縄のエイサーは盆踊りとして

全国的に有名だが，エイサーはもともと沖縄

の踊りではなく，1600 年代に，福島県いわき

市から伝えられたものだということを知る人

は多くない。当時の高名な僧，袋中上人（た

いちゅうしょうにん）は勉学のため中国（明）

に留学を試みた。ところが，折悪しく秀吉の

朝鮮征伐の影響で，留学することができず，

やむなく沖縄（琉球）にとどまることになっ

た。そこで，沖縄の人々に仏教を布教する手

岐阜女子大学 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ 

管理運営資料 

（IR） 
教育研究資料 学生関連資料 

図書館・学習

センター 

 学術資料 

学部・院資料 

(家政・文創・遠隔) 

研究所等・地域 

（連携）資料 

岐阜連携 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ 

沖縄連携 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ 

(沖縄ｻﾃﾗｲﾄ校・関連他大学) 

初等教育専攻 

沖縄県・岐阜県の 

教材開発 

長寿健康栄養セン

ター(健康栄養学科) 

沖縄の長寿の研究 

デジタルアー

カイブ専攻 
デジタルアーカイブ研究所 

岐阜の

DA 
沖縄の

DA 

岐阜県 

各地 
沖縄県 

各地 

全国の資料提供 

岐阜女子大学 

連携 
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段として，上人の出身地である福島県いわき

市のじゃんがら念仏踊りを利用したのがエイ

サーの始まりと言われている。いわき市から

1600 年代に伝えられた念仏踊りが，沖縄のエ

イサーに発展したのである。その後上人は晩

年を京都で過ごすが，袋中上人のいわき市，

沖縄，京都での活動の足跡をそれぞれの地域

資料として記録し，デジタルアーカイブ化し

ている。これらのデジタルデータは沖縄県の

教育で活用されている。 

  

左図：福島県いわき市 じゃんがら念仏踊り 

右図：沖縄県 エイサー 

 

⑤戦中，戦後の地域資料 

 米国公文書館に保管される戦中・戦後の日

本関係の資料数千件をデジタルアーカイブ化

した。これに加えて，戦争体験者のオーラル

ヒストリーを記録した。こうした資料を利用

し，沖縄戦のみならず岐阜の戦中・戦後の地

域研究を進め，平和学習に役立てている。 

  
左図：幣原内閣発足 安倍能成文相 

   (米国公文書館 111SC73-216237)    

右図：マニラにて日米軍人による終戦処理会議 

    (米国公文書館 111SC68-68001) 

 

２）岐阜県との地域連携 

①観光に関する地域資料 

 岐阜県の地域資料を収集しデジタルアーカ

イブ化している。こうした資料を利用し，飛

騨地域に特化したカタログ型冊子「飛騨おぅ

らい」及びその英訳版「Hida Ourai」を作成

した。高山・白川郷には外国人観光客が多く，

この地域の観光情報を多言語で発信すること

により地域の発展に寄与できると考え，デジ

タルアーカイブ化を進めている。 

②文化財に関する地域資料 

 本学は長良川流域の文化，生活，自然の記

録とそのデジタルアーカイブ化を進めてきた。

その一例として岐阜県郡上市の長瀧白山神社

に伝えられている伝統芸能，延年の舞を記録

した。合わせて岩手県平泉の毛越寺（もうつ

うじ）に伝わる延年の舞も記録し，両者のデ

ジタルデータを比較検討することにより，猿

楽・能などの芸能文化の基礎資料の開発・研

究を進めている。 

  

左図：岩手県平泉 毛越寺 延年の舞 

右図：岐阜県郡上市 長瀧白山神社 延年の舞 

 

 このように，沖縄，岐阜を中心に地域資料

を保管し，それらを利用した研究や教育実践

を進めている。 

 

５．過去の保管資料による地域の教育支援 

  ～過去，現在，未来への継続の必要性 

 

 本学は故木田宏氏（元文部事務次官）に関

係する資料を木田文庫として保存している。

木田文庫は，戦後の我が国の教育行政に関わ

る貴重な資料群である。木田文庫には，教科

書，教育委員会，高等教育，学術研究等の教

育行政にかかわり木田氏が収集した資料及び

木田氏の著作資料等合わせて 1 万数千件と木

田氏のオーラルヒストリー及びその関連資料

6,000 ページをデジタルアーカイブ化してい

る。こうした資料は，我が国の戦後教育の研

究資料として利用されている。 
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 本学は，木田教育資料以外に，沖縄・岐阜

を中心にした地域の教育資料を保管し，その

他各地域資料の教材化の支援を進めている。

こうした資料の中で，最も学習指導に役立っ

ているのは 1967 年からの教育実践研究資料

である。 

 本学では，1967 年～1980 年の児童の学力

に関する資料を，学習指導方法，教材開発方

法，カリキュラム，言語活動，教師の発問，

グループ・全体討論，繰り返し学習等の項目

で整理しデジタルアーカイブ化している。こ

うしたデジタルデータを沖縄県教育庁義務教

育課指導主事の長尾順子氏を始め，沖縄県の

教員に提供し，児童の学力向上に役立てた。

沖縄県は全国学力調査の結果が思わしくなく，

学力向上は沖縄県にとって大きな課題であっ

たのである。 

 本学の保管する学力調査に関する資料を元

に，学習指導をした結果，平成 24 年から 2

年間で成果が上がった。たとえば，本学の大

学院生（沖縄県現職教頭）の学校では，全国

学力テストの平均点が全国 1 位の秋田県の平

均点より高くなった。 

 下のグラフは 1967 年〜1980 年の児童の学

力調査の結果である。繰り返し学習と，テス

トの解答に簡単な説明を加えることにより，

正答率が上がることが示されている。こうし

た資料が本学のデジタルアーカイブに教育資

料として保管されている。 

 

 上記の資料に示された正答率向上の仕組み

を，本学院生が勤務する小学校で実践した結

果，以下のように，学力の向上が見られた。 

 

 既存のデジタルアーカイブに保管された何

十年も昔の資料を提供し，現在の教育実践で

活用し，その結果のフィードバックを保管す

ることにより，これまで問題にされてきた教

育実践研究の継続を可能にするものと期待で

きる。 

 

６．地域の知の拠点としての活用 

  ～地域と連携した増殖型のデジタルアー

カイブ～ 

 

 以上のように，岐阜女子大学では，地域資

料や教育資料を収集，保管し，デジタルアー

カイブ化を進めているが，今後は特に，地域

連携を強めていきたい。大学のデジタルアー

カイブは，ともすると大学内の組織アーカイ

ブであり，大学内の教育・研究に関する資料

のアーカイブであって，大学が収集した資料

を一方的に提供するという姿が一般的であっ

た。 

 しかし，今後地域の「知の拠点」としての

デジタルアーカイブの機能を拡充させるため

には，地域連携を進めることが必要である。

地域の協力を得て地域資料を記録，保管する

こと，その資料を地域に提供・還元すること，

その資料を利用した結果のフィードバックを

収集，保管すること，こうした地域循環型の

デジタルアーカイブに発展させて行くことが

求められるのである。このように知が適切に

循環することでデジタルアーカイブの利用価

全国学力・学習状況調査の平均正答率比較 
小学校算数Ａ （6 年生 130 名） 

年 度 
平成 25
年度 

平成 26 年
度 

平成 27年
度 

全 国 77.2 78.1 75.2 

秋田県 82.8 85.1 81.2 

沖縄県 73.3 80.9 77.7 

Ａ小学校 71.7 86.6 82.5 

 

繰り返し学習 5 回以上，学習後の
簡単な説明で，正答率が高くなる 

正答率     （～から） 
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値が認められ，さらにデジタルアーカイブが

発展すると期待できる。また，これにより大

学は地域の知の拠点となりうる。 

 

  

 次に，観光の分野での，循環型デジタルア

ーカイブの有効性についてだが，「４．デジタ

ルアーカイブと地域連携」で述べたように，

本学では沖縄の地域資料を収集，保管し，そ

のデジタルデータを利用して「沖縄修学旅行

おぅらい」というカタログ型冊子を刊行して

いる。これはすでに数万人の高校生に修学旅

行用冊子として利用されているが，利用者よ

り利用後の成果が大学側にフィードバックさ

れている。具体的には，修学旅行の事前事後

指導で作成されたレポートやプレゼンテーシ

ョン，あるいは現地で撮影した静止画，動画

等である。こうした成果物を本学のデジタル

アーカイブに追加することにより，デジタル

アーカイブのデータが増殖している。 

 大学は，デジタルアーカイブを構築し，各

機関に資料や研究成果を提供する。各機関は

提供を受けた資料や研究成果を利用し新たな

成果物や製品（例：観光案内等）を作成し，

利用者に提供する。利用者は提供を受けた成

果物や製品を利用し，その利用結果（観光客

の視点で撮影した映像）などをフィードバッ

クする。フィードバックされた資料を大学は

デジタルアーカイブに保管する。フィードバ

ックされた結果は，利用者の視点から見た新

しい情報であり，次の研究のための資料とな

る。 

 これは，情報の収集・研究・製品開発・実

践・結果がデジタルアーカイブを通して循環

する例である。 

 

 このように大学が地域資料のデジタルアー

カイブを開発し，大学の教育・研究情報とと

もに利用者に提供すること，そして利用者か

らフィードバックされる情報や課題をデジタ

ルアーカイブに加え，関連資料と合わせて，

さらなる情報提供をすること，こうした情報

の循環装置として大学のデジタルアーカイブ

が機能すれば，大学は地域の知の拠点として

の役割を担うことができる。 

 教育の分野でも上に示したような循環型，

資料増殖型のデジタルアーカイブが可能であ

る。教育に関する基礎資料が収集，保管され

たデジタルアーカイブに，各学校，各教師が

それぞれ抱える課題，解決すべき情報を入力

し，既存のデジタルアーカイブから関連情報

を抽出して教育実践を行い，その結果を再入

力すれば，新しい増殖型の課題解決手法の確

立が可能となる。 

 「５．過去の保管資料による地域の教育支

援」の項で示した過去の教育資料が現在の沖

縄での学力向上に寄与した例は，1967 年

~1980 年の岐阜県の資料・研究が 1,000km 以

上離れた沖縄で約 50 年後（2013 年～2015

年）に役立ったことを，示したものであり， 

過去から，現在を経て，未来へと受け継がれ

る「知の伝承」システムとしてのデジタルア

ーカイブの一例であると思う。 

大学研究 

地域等の資

料・課題 

地域デジタル

アーカイブ 

課題の 

解決・製品 

結果のフィードバック 

大学・資料収集 

整理・地域研究 

岐阜・沖縄と全国の

資料，研究情報 

実践結果の情報

新しい資料提供 

観光・実践 

(利用と新資料の

収集) 

各機関で観光

資料の開発 

デジタルアーカイブ 
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 また，「４．デジタルアーカイブと地域連携」

で述べたように，本学の長寿健康栄養学セン

ターでは，次のような手順に従って地域資料

の利用サイクルを回している。 

１）かつて長寿地域の代表であった沖縄の食

生活の状況の資料を収集・保管し，デジタル

アーカイブ化する。 

２）現在の新しい科学的な視点に立った長寿

に関する資料，分析，研究を１）に追加する。 

３）１）と２）を参考に，地域の各機関が食

生活の指導をする。 

４）３）での実践された食生活についての情

報や，新しい食についての情報さらに追加す

る。 

 こうしたデジタルアーカイブを用いた知の

循環，増殖により，大学における教育，研究

も進む。 

 これは，企業にも応用できる手法である。

各企業は既存のデジタルアーカイブに，課題

情報を入力し，課題に関係する資料を既存の

デジタルアーカイブから抽出することによ

り，課題解決に繋げたり，新しい製品を開発

したりすることが可能になる 

 これまでのデジタルアーカイブの開発とそ

の地域の活性化への適用は，主として資料の

提供に重点を置いてきた。しかし，地域連携

の本来の目的である大学と地域が共に発展，

向上するためには，大学のデジタルアーカイ

ブが保管資料を地域に提供し，地域の活性化，

発展に役立て，そこから，新しい研究情報を

得て再びデジタルアーカイブに保管するとい

う一つのサイクルを構成すべきである。岐阜

女子大学では，十数年のデジタルアーカイブ

の研究の成果として，どうにかこの地域連携

と研究のサイクルが可能になってきたと考え

る。 

 

７．まとめ 

大学教育でのデジタルアーカイブの利用 

 

 「１．はじめに」で述べた通り，大学アー

カイブの構成を考える視点は 2 つある。1 つ

目は組織の視点であり，2 つ目は教育・研究

の視点である。 

 本論では，未だに指標となるものが確立さ

れていない大学の教育・研究アーカイブにつ

いて，岐阜女子大学のデジタルアーカイブの

実践例を示しながら考察した。その結果以下

の 4 点について一定の成果が確認できた。 

１）岐阜女子大学のデジタルアーカイブは，

管理運営資料，学生の成績や指導に関する資

料，各教員に付随する教育研究資料，図書館・

学習センターに保管される学術資料，学部・

大学院の教育研究資料，各研究所・連携大学

資料，連携地域資料等から構成される。 

 こうした資料は，一般的には大学の各部署

で収集，整理，保管されているが，それぞれ

が個別の資料として保管されているため，学

約 50 年前の研究資料を 

利用し学力向上へ 

沖縄(2013 年～2015 年) 

(岐阜女子大学沖縄サテライト校) 

岐阜での研究資料 

(1967 年～1979 年) 

●  

1,000km 以上 

離れている 

デジタルアーカイブ 
(資料・研究・情報の保管) 

新しい資料・適用

結果の収集・研究 

資料・研究情報を

用いた実践 

地域等へ資料，活

用情報の提供 

増殖型(資料・研究・情報) 

大学の研究の保管と 

大学生・院生の教育 
大学 

地域の活性化 
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生の教育や大学の運営に有効に活用されてい

ないことが多い。 

 資料を有効活用するためには，資料の収集，

整理，保管が組織的に行われなければならな

い。大学デジタルアーカイブに組織的に蓄積

された資料は，いわゆる IR のための基礎資

料となり，大学の運営，意思決定，教育，研

究に活用し，大学発展のための基盤として有

効活用することが重要である。 

 これらの資料は以下の図（再掲）に示すよ

うに，部分的には重複するものである。 

  

 

 

２）上記の資料を収集するために，岐阜女子

大学は地域連携を積極的に進めている。 

３）デジタルアーカイブに保管された資料は

保管することが目的ではなく利活用すること

が目的である。保管資料を利用して新な研究，

新な教育実践がなされることが重要である。

本学では，保管された資料の利用を促すため

に，積極的に資料を活用した教育・研究を行

っている。また，その成果が出ている。 

 大学の教育・研究に関しては，教員一人ひ

とりの研究活動や教育活動（教科目，教科書，

教材，指導方法など）をデジタルアーカイブ

に保管し，学生の学習活動に役立てるべきで

あろう。 

 学生の学習活動の支援は，図書館や学習セ

ンター等が担う。こうした機関には学生が主

体的に学習するための学習資料を提供し，学

生が学内，学外を問わず，通信ネットワーク

を用いて，資料を抽出し，利用できるように

することが求められる。 

４）岐阜女子大学のデジタルアーカイブは地

域の知の拠点となることを目指している。そ

のために，資料の収集，保管，提供，利用，

フィードバックの蓄積が可能となる循環型デ

ジタルアーカイブ，増殖型デジタルアーカイ

ブを開発している。 

 

 本論執筆にあたり，大学におけるデジタル

資料の保管と利用について，本学学長の後藤

忠彦より多くの情報提供を受けた。また資料

の収集と研究の推進にあたり，文部科学省，

岐阜県，沖縄県を始め，多くの関係者の協力

を得た。心より感謝の意を表したい。 
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