
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム 

“デジタル・アーキビストの資格認定試験”の結果と学習課題 

 デジタル・アーキビスト資格認定試験は、デジタル・アーカイブについての、個々の技術や知識を問うもの

ではなく、デジタル・アーカイブ化一連の実践計画を遂行するにあたり必要とされる、総合的な能力について

判定するものです。養成機関や教育をする者にとっては、教育の実行について、評価及びそこでの問題点を

判断し、それらをもとに教育の改善を行うことを目的とします。一方受講者にとっては、学習の成果によって、

どの程度デジタル・アーカイブ化が可能になったのかを確認する指標となります。  

  社会人を対象にした、一年間のデジタル・アーカイブの基礎学習（文部科学省委託事業）を進めてきまし

たが、その成果を資格認定試験の結果から評価しました。 

 

１．デジタル・アーキビストとして、資料の

収集に対する基本的な観点 

 

 

 

 

 

 これには多様な事項があるが、全てを聞く

ことは時間的にも困難であり、次の 4 分野が

問われている。デジタル・アーカイブの資料

収集に関する観点についての平均値は 9.7 点

（10 点満点換算）であり、基本的な学習は成

立していると判断できる。 
 
１－（１）． 

 

 

 
 デジタル・アーカイブ化は、映像・音声等

の対象物のデジタル化の他に、メタデータ関

連のデジタル計測が汎化されだし、これらを

用いたメタ情報の構成が可能となってきた。

その一例として、GPS を用いた位置・時刻デ

ータの記録がある。（デジタルカメラ、ビデオ

カメラにまで利用できるようになった）設問

にはレベルの差はあるが、高正答率であり、

今後、GPS をはじめ多様な視点でのデジタ

ル・アーカイブ化の撮影・測定・記録の活用

が期待できる。 
 
１－（２）． 

 

  
 
 
アナログデータとデジタルデータの保存の

特性の違いは、デジタル・アーカイブ化の長

期保存の基本的な課題である。その対応の観

点については、高い正答率であった。 
 

１－（３）． 

 

 

 
 
 デジタル化による誤差・精度は、デジタル・

アーキビストとしてアーカイブ化を進める上

で重要な視点であり、その基本は理解されて

いた。 
 

（１）GPS（位置情報）のデジタル・アーカイブ

での利用方法を説明せよ （３）アナログデータをデジタル化するときの

量子化について説明せよ。デジタル・アー

カイブを作制するときの注意点を説明せ

よ。 

問題１ デジタル・アーキビストの開発で調

査・撮影・整理・保存・プレゼンテーシ

ョンなどの作業が要求される。これらの

作業について、次の問題に答えよ。 

（２）アナログデータ（印刷物、フィルム等）

とデジタルデータの特徴を比較し、データ

保存と利用面からどのような特性をもって

いるか説明せよ。 
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１－（４）． 

 

 

 

 
 資料提供者に対して、相手の権利、慣習、

利益に関する配慮について、よく理解されて

いた。今後、これらの注意点に配慮したデジ

タル・アーカイブ化に期待できる。 
 
２．各文化財について、撮影方法の概要 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 デジタル・アーカイブは、文書の他に多様

な文化財の記録が必要である。撮影方法の概

要が説明できる程度の知識が学習されている

かどうか判断した。「踊りなどの所作、建築物、

広場、古い町並み等」の対象物に適した撮影

の方法が判断できるかを問う問題に対し、平

均 9.4 点（10 点満点換算）であり、文化財・

文化活動の撮影方法の概要は理解されている。 
 
３．情報管理の基礎としてのシソーラス 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 索引語の設定や情報を調べるとき、シソー

ラスは基本的な事項であり、特に、デジタル・

アーキビストの力量が問われる学習課題であ

る。この平均点は 7.9 点（10 点満点換算）で

あり、ほぼ理解している。しかし、シソーラ

スの構造化（BT、NT、RT、SN 等）の学習

は完全ではない。このため、具体的な事例に

ついて、試作する練習が必要である。特に、

見出し語を中心に、各関係を正しく位置づけ

られる学習が必要である。シソーラスは、そ

の具体的な事例で、構成についての多くの問

題の練習が必要である。 
 
４．記録項目に該当する用語の記入 

 

 

 
 
 メタデータの記述能力を見る問題の正答率

は 9.5 点（10 点満点換算）であり、ほぼ記入

できている。デジタル・アーキビストは、与

えられたデータ記入表に該当する言語や数値

などのデータを記入（入力）する作業が多い。

デジタル・アーキビスト資格の提案が出され

たとき、最も必要とされた能力が、この表へ

の記入能力である。特に、県、市町村等のデ

ータベースを構成するとき、地域の持つ多様

な資料（映像）に関するメタデータの記録が

ほとんどできなかったことが、デジタル・ア

ーカイブ資格を設ける１つの目的であった。  
 
５．デジタル・アーカイブの権利問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（４）調査・撮影記録を依頼するとき、資料

等の提供者に対し特に配慮すべき事柄に

ついて説明せよ。（法と倫理、慣習、利益

などの観点から説明せよ。） 

問題２ 次の問題に答えよ。 

（１）踊りの手足の動き（所作）を後世に残す

とき、デジタル・アーカイブとして、でき

るだけ正確に記録するには、どのような方

法で撮影すればよいかを説明せよ。 

（２）壺をデジタル・アーカイブ化するとき、

全方向から見られるように記録するには、

どのような方法があるか説明せよ。 

（３）多くの建築物で囲まれた広場をデジタ

ル・アーカイブ化するとき、その中心から

全風景（360 度）を見られるようにする撮

影方法を説明せよ。 

（４）古い町並をデジタル・アーカイブ化する

とき、あなたならどうするか説明せよ。 

問題３ シソーラスについて、次の問題に答え

よ。 

（１）キーワードの統制語と自然語の違いにつ

いて簡単に説明せよ。 

（２）シソーラスはメタ情報としてどのような

役割を持つか、簡単に説明せよ。 

・検索処理をするとき 

・資料を記録するとき 

（３）各自の専門分野で、代表的な一例を示せ。

（BT、NT、RT、SN 等を用いて構成せよ。）

問題４ 次の「データベース記録項目」に記

入せよ。ただし、不明な事項は白紙でよい。

（※写真、記録項目名記載した表あり）

問題５ 次の問題に答えよ。 

（１）多くの博物館などで、所蔵資料等を横

断検索で利用者に情報提供するとき、メ

タ情報を記録する立場の者はどのような

注意が必要か簡単に説明せよ。 

（２）デジタル・アーカイブズをインターネ

ットで利用できるようにするとき、著作

権等の権利処理について説明せよ。 

（３）著作者が不明な資料をデジタル・アー

カイブ化するとき、それを利用するため

には、どのような方法があるか。（ヒン

ト：文化庁関係） 

（４）文化庁の自由利用マークについて説明

せよ。 



 

 著作権・特許権等の知的財産権、所有権等

を処理する方法の問題の平均点は 9.6 点（10
点満点換算）であり、高い正答率であった。

ただ、著作権が不明な資料の取扱い方、特に

文化庁への申請について、正しく答えられな

かった人が多かった。 
 デジタル・アーキビストは著作権者の所在

が不明な資料の取扱いが多く、これらに対処

できる学習が必要である。 
 
６． 

 

 

 

６－（１）（２）．資料収集作業にあたって 

 

 
 
 
 
 
 

 

 問１での慣習、権利関係、利益の概要の正

答率は高かったが、その具体的な注意点にな

ると、やや正答率が低くなっている。これら

については、具体的な事例を用いた学習の追

加が必要である。 

 著作者人格権は、デジタル・アーキビスト

として具体的に対処できる能力が要求される。

特に、同一性保持権は、文書・映像を取り扱

うときその対処ができなければならない。し

かし、正答率は平均 7.3 点（10 点満点換算）

で低く、今後、基礎的な事例について、繰り

返し学習が必要である。 
 
６－（３）．プライバシーの 8原則 

 
 
 
 
 
 

 デジタル・アーキビストとして、人物の撮

影、個人の情報等、プライバシーについての

対応は、それぞれの作業にあたって記録する

時点で処理しておかないと、後から大変な問

題が出てくる。このために、ぜひプライバシ

ーの基本的な事項として、プライバシーの 8
原則については理解し、実践的な対応が必要

とされる。しかし試験の結果は、10 点満点で

平均 5.4 点である。プライバシーは感覚的な

話が多く、OECD のプライバシーの 8 原則な

ど、基礎的な知識とその具体的な適用につい

て、さらなる学習が必要である。 
 
６－（４）．GPS、広角レンズ（全方位撮影）、

多地点同時撮影、立体スキャナーなど 

 
 
 
 
 
 デジタル・アーカイブを構成する映像・デ

ータ記録の基礎的な道具の利用について、説

明ができるかどうかの問題は、10 点満点で平

均 7.1 点であった。これらの中で、立体スキ

ャナーは実習がされていないためか正答率が

低く、平成 21 年度から実習項目として検討す

べきである。 
 これらのデジタル・アーカイブ化の基本的

な機材は、実際に利用・経験することが大切

である。このため、今後、通信教育でも 1～2
ヵ月に 1 回は実践授業を設定し、これらの実

習も含めた授業が必要である。(平成 21 年度

の通信制から適用を検討している。) 
  
６－（５）．デジタル・アーカイブの撮影の具

体的な方法の説明ができるか 

 

 

 

 

 

 
 具体的な事例での説明は、10 満点で平均

問題６ デジタル・アーカイブの開発にあたっ

て、次の各設問に答えよ。 

（１）地域で踊られてきた、獅子舞の撮影にあ

たって、次の点についてどのような注意

が必要か。 

 ①慣習   ②権利関係  ③利益 

 

（２）著作者人格権について、アーカイブ化す

るときの注意点を具体事例で説明せよ。 

 ①公表権  ②氏名表示権 ③同一性保持権 

（３）OECD のプライバシーの 8 原則についてデ

ジタル・アーカイブ化するときの具体的な

事例で注意すべき点を簡単に説明せよ 

 ①収集制限の原則  ②データ内容の原則

 ③目的明確化の原則 ④利用制限の原則 

 ⑤安全保護の原則  ⑥公開の原則 

 ⑦個人参加の原則  ⑧責任の原則 

（４）デジタル・アーカイブ化のために、次の

機材をどのように利用するのか、簡単に説明

せよ。 

①GPS ②全方位撮影（180°広角レンズ利用） 

③多地点同時撮影 ④3D スキャナー（立体）

（５）次の中から１つを選び、あなたならデジ

タル・アーカイブ化のためにどのような方

法で撮影するか、具体例で説明せよ。（選択

した記号に○印をつけよ。） 

（ａ）巻物 （ｂ）舞・踊り （ｃ）建築 

（ｄ）博物館の展示の様子 （ｅ）川の様子 



 

6.4 点であった。６－（４）と６－（５）の平

均点はよく似ていて、６－（５）も実践的な

経験が必要である。 
  
６－（６）． 

 

 

 

 
  

前設問５は、記入表を用意し、その中への

メタデータの記入を求める問題であり、高い

正答率であった。本設問は記録項目を設定、

それに内容を記入する、レベルの高い問題で 
 

ある。しかし高い正答率で、10 点満点で平均

9.0 点であった。 
 ただ、評価の内容的には、情報グループ、

情報カテゴリーの精査した評価ではなく、そ

の点は問題が残る。しかし、デジタル・アー

キビスト資格の必要性の 1 つに、各地域や施

設での映像等の収集、データベース化を進め

ている例を見て、記録項目の設定や記述内容

が多くの課題を持っていた。今回のこのテス

トでは、受講者の方々には、これらの心配が

無くなった。デジタル・アーキビストの資格

を設けた 1 つの目的が達成されたと考える。

ただ、索引語シソーラス等の問題は、今後さ

らに検討する必要がある。 
 

 

○ 「デジタル・アーキビスト資格取得講習会(社会人の学び直し)」を通して 

 
この講習会は、我が国の各分野の専門家の方々の協力を得て、それぞれの専門分野で授業をしていただ

きました。 

また、文化的な講座として、９月６日には、元文化庁長官・国立科学博物館館長 佐々木正峰氏 、岩手県

平泉毛越寺執事長 藤里明久氏、世界遺産関係者として、白川村和田家当主 和田正人氏、富山県五箇山

村上家当主 村上忠兵衛氏、長瀧白山神社宮司 若宮多門氏等の方々にご参加いただき、シンポジウムを開

催いたしました。 

さらに、高山地方、世界遺産白川郷、五箇山、白山文化地域で、現地実習を実施いたしました。認定試験

では、１００点満点の方をはじめ、多数の方が高得点を取られました。  

受講者の皆さんには、さらなる学習・実践研究を進めていただき、今後は、各地域、各専門分野で、デジタ

ル・アーキビストとしての指導的立場で活躍をしていただきたいと思います。 

  

○ 通信制による 「デジタル・アーキビスト講座」 

および 「上級デジタル・アーキビスト」の整備 

 

  受講者の方の中には、北海道や東京、新潟、京都、大阪、九州など遠方から通われ、熱心に受講されて

いた方々がたくさんおられました。 

文部科学省委託事業が来年度（平成２１年度）で終了すること、遠方から多額の交通費を使って参加され

ていること等を配慮し、これらの問題を解決する方法として、通信教育と本学での実践・実習等と併せた通信

制の【デジタル・アーキビスト講座】および【上級デジタル・アーキビスト（大学院）】を充実させ、多くの方々の

ご期待にお応えしたいと思います。 

（文責 後藤） 

（６）（５）で選択した撮影データを用いて、デ

ータベースを作るとき、あなたなら、どの

ようなメタデータで構成するか。（具体的な

記録項目名とその内容例を示せ。） 

（※表あり）


