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文化の理解 

（各専門とする 

文化分野） 

情報の記録・ 

収集・管理・ 

利用・創作活動 

法と倫理 

（知的財産と 

プライバシー） 

１．教育プログラムの概要 

世界の博物館・図書館、また国内の都道府県・市町村の博物館、企業等において、文化資料

の情報化とその流通利用のためのデジタル・アーカイブの研究開発が始まっている。そこでは、

文化情報の知的財産としての保護・管理、流通利用、さらには新しい文化創造を担当するデジタ

ル・アーキビストが必要とされてきている。 

今後、多くの分野で文化芸術等の文化の内容に関する基礎を理解し、必要となる文化資料の

情報化とそのデジタル化・流通技術と併せ、文化活動の基礎としての著作権・プライバシー等を

理解し、デジタル・アーカイブ化ができる高度な能力をもつ人材の養成が必要とされている。すで

に、欧米、韓国、中国等の諸外国では、こうした分野の振興を国家戦略と位置付け、強力に政策

を展開しはじめており、米国アーカイブ協会等、社会的にもその重要性が認められている。 

本学の大学院には、芸術・文学・語学等、各分野を専門とする他大学、大学院の修士課程・

博士課程の修了者が入学し、デジタル・アーカイブの研究を進めているのが現状である。これら

の状況を配慮し、今回、次のように、社会で要請されるデジタル・アーカイブの設計、開発、制作

及びマネージメントができる人材を育成する上級デジタル・アーキビストの教育プログラムを構成

する。 

 

大学・大学院教育でのデジタル・アーキビストの養成の内容 

デジタル・アーカイブズの開発・利用の大きな枠組は、次の三分野で構成される。 

第一領域（文化の理解） 

第一の領域は、文化の理解である。デジタル・

アーカイブズの創造には、その基本として、各資

料について文化的な価値判断をする能力が求

められる。このために、デジタル・アーキビストは、

自分の専門とする文化分野についての理解を

基礎として、文化資料のアーカイブ化を可能に

する能力を育成する。 

第二領域（情報の記録と利用） 

第二の領域は、情報の収集・記録・管理・利

用さらに創作活動ができる多様な情報活用能力

がデジタル・アーキビストとして必要であり、これ

らの能力と実践的に対応できる力を育成する。 

第三領域（法と倫理・知的財産権等） 

第三の領域は、デジタル・アーカイブ化に必要な法と倫理として著作権、商標法、特許法、意

匠法、実用新案法、個人情報、プライバシーなどの理解と実践的に対処できる能力を育成する。 
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これらの三つの領域が相互に関連した学習が必要である。特に、知的財産権・プライバシー等

はデジタル・アーキビストとして活動をする各分野で必要となる。 

また、これらの学習成果が、社会においてデジタル・アーカイブの計画、開発、制作が必要とさ

れる文化財・文化活動のデジタル・アーカイブ化における、収集から創造、活用までのすべての

過程で、それらの知識と実践能力が必要となる。このため、デジタル・アーキビスト教育において、

知的財産権・プライバシー等に関わる基礎的な学習とともに、体験的な学習を行い、情報の収

集・記録・管理・流通・加工・創造等、各分野で必要な計画、開発、制作指導できる実践的能力を

育成するカリキュラムを構成する。 

 

教育プログラムの実現性 

○ 上級デジタル・アーキビストの養成目的に適応した教育プログラムである。 

 本学の大学院文化創造学研究科文化創造学専攻の目標が、上級デジタル・アーキビストの育

成にあり、通学・通信制とも、その課程に則った教育を実施する。とくに、本学の社会人の学び直

し事業の一つとして、学外からも多くのデジタル・アーキビスト教育への要請があり、これをさらに

指導する立場となる上級デジタル・アーキビストの教育課程を構成し、学内外への提供をする。 

 

○ 社会が求めている高度な上級デジタル・アーキビストの育成である。 

 本学の上級デジタル・アーキビストの育成についての要望は高く、社会人のための講習会（文

部科学省委託事業）では、半年の間に約 300 名の受講者があり、遠くは、北海道、沖縄から、受

講者の職種も、大学教員、学芸員、司書、企業のメディア関係等、多種多様である。また、本学の

大学院文化創造学研究科文化創造学専攻には、芸術・法学の博士課程、文学・法学・教育の修

士課程の大学院修了者が再度本学の大学院に入学している。このように社会からの要望も高い

と判断している。 

 カリキュラムとしては、文化論、言語文化、伝統文化から著作権・プライバシー等の知的財産等

の法と倫理、新しい情報活用まで、国際的な情報カテゴリー等の分野への対応ができる教育課

程としている。 

 また、実践力を重視し、通学・通信制とも、世界遺産、文化活動等、多様な地域・施設で、実際

にデジタル・アーカイブの実践・演習を行うことにより、現場で実際に企画・マネージメントが可能

になる教育を進めている。 

 

○ 実現性の高い教育プログラムである。 

－大学教育、社会人教育の実績をもとに構成 

 本教育プログラムは、平成 16 年度から平成 18 年度まで、文部科学省の支援により、大学生（学

部）に対するデジタル・アーキビストの養成プログラムを作成し、その実現を図った。その結果は、
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すでに、他大学で利用されており、本学の大学院修了生が教員となり、指導している。また、文部

科学省の委託事業として、社会人のためのデジタル・アーキビストの養成の講座では、北海道か

ら九州にいたる地域から、博物館、図書館、企業、メディア教育関係者、地方公務員等から約 6 ヶ

月間で 300 人の参加があり、その内、数名が、上級デジタル・アーキビストの履修のため、大学院

へ入学している。 

 この実績の上に、今回、本格的な上級デジタル・アーキビストの育成プログラムを構成するもの

である。 

－大学院（通学・通信制）の同一カリキュラムによる構成 

 社会人の要請が高く、これらに対応するために、通学・通信制とも、同一教育プログラム、カリキ

ュラムで構成する。このために、共通テキストの開発及び教材（文化財、文化活動等）のデータベ

ース化を行い、遠隔地でもそれらを利用することで、実践的な研究を可能にする。 

 また、世界遺産白川郷・五箇山、沖縄の伝統文化等のデジタル・アーカイブ化の実地授業でも、

同一カリキュラムで実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五箇山・EGG レンズによる全周撮影 白川郷・和田家 

高山市内・古い町並み 長良川花火大会で GPS による位置記録 

世界遺産・首里城 エイサーの多視点記録 
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２．大学全体としての位置付け等 

 

2-(1) 教育プログラムの大学全体としての位置付け 

① 大学の学則、規則等での本教育プログラムの位置付け 

(i)  岐阜女子大学大学院学則（第 2条の 2） 

（課程）「専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な専門的

な知識と能力とを持つ人材の育成並びに社会人の再教育を目的とする。」 

(ii) 大学院研究科規則（第 2条の 2） 

人材養成に関する目的・・・（実践力のある上級デジタル・アーキビストの養成を位置付け

ている） 

「文化創造学専攻は、各種の文化的素養を基礎に、デジタルデータの収集・管理・利用、

知的財産権管理等の知識を修得するとともにそれらの知識・技術を具体的に実践でき

る上級デジタル・アーキビストの養成を目的とする。」 

 

本プロジェクトは、これらの大学院の学則・研究科規則に位置付け、理事会の承認のもと

に全学的な支援で推進する。 
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②  教育プログラムの運営・実施組織・・・（大学院研究科規則に位置付け展開） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学内外の教育プロジェクト実践力育成教育の計画運営協力組織 

 学外者：国立科学博物館情報サービス  井上参与  

       世界遺産白川郷和田家博物館 和田館長 

       沖縄県宜野湾市元教育委員長 仲本氏 

       常盤大学      坂井教授 水嶋英治  等 

       他 

○ 北海道～沖縄の映像等の資料（約 6 万件）の教材提供 

○ オーラルヒストリー等の映像、関連文書資料の提供 

○ デジタル・アーカイブ資料開発、教育研究の実践支援 

  データベース開発、情報カテゴリー、GPS 位置情報、シソーラス、文化芸能関係 

  （例：延年の舞、琉球芸能…）の撮影記録 

部長会 

（理事長、学長、副学長、各学部長、事務局長等）

上級デジタル・アーキビスト 

教育プロジェクト運営委員会 

（研究科長、文化創造学専攻教員、文化情報研究

センター教職員、学外協力者等で構成） 

上級デジタル・アーキビスト育成プロジェクト  

の実施組織構成 

  ・本学大学院担当教員 …8 名 

   （文化財2名、伝統文化3名、情報学等2名、

情報工学 1 名） 

  ・客員教授 …3 名 

  ・センター教職員、メンター等 …6 名 

  ・地域実践協力者等 …数名 

評価委員会（学内外関係者） 

（理事長、学長、副学長、研究科長、企業・著作

権・博物館・地域の関係者で構成） 

文化情報研究センター 

 （デジタル博物館） 

 資料提供・実践支援 

デジタル・アーカイブ 

 実践協力の地域・機関 

（地域と交渉、教育研究の支援）

（例） 

世界遺産（例：白川郷・五箇山地域）、白山文化関係 

北海道～沖縄の博物館、各種施設、地域の代表者の協力 

NPO（地域資料情報化コンソーシアム）等の実践教育の協力 

… 資料収集、撮影記録、位置情報、分野別シソーラス作成等、    

    および地域代表者との交渉、教育研究活動の支援 
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2-(2) 支援期間終了後の大学による自主的・恒常的な展開の方策 

 
本学の文化創造学研究科文化創造学専攻の上級デジタル・アーキビストの養成は、大学院研

究科規則に規定（平成18年理事会承認）され、支援期間終了後は、その成果を基礎として、次の

ように展開する。 

 

① 成果をもとに、実践力を育成する教育支援組織の設置 … （NPO 地域資料情報化

コンソーシアムによる地域との交渉や教育支援） 
本支援で得た世界遺産をはじめとする文化・芸能等の地域や博物館、図書館、企業、地方公

共団体、教育機関等と連携し、院生の実践力育成の恒常化を進めるため、支援組織を（NPO 内

に）設置する。（大学として、院生の実践を支援する部署を文化情報研究センターに設置する。） 

 

② 成果をもとにしたテキスト・教材等の出版・作製 
本支援で得た教育支援組織が、大学院教育として収集・整理した体系的な教材のさらなる充実

と、それに対応したテキストを作製・刊行し、実践力の育成の継続を図る。 … 上級デジタル・アー

キビスト養成テキスト・映像教材 

 

③ 現地実践（演習）の地域・施設と協定し、継続的な学習基盤の確保 
現地実践を行った各機関、地域との協定を結び、継続的な文化的活動等の収集・評価、著作

権等の知的財産権処理、情報の管理・利用等についての院生の教育・研究活動を可能にする。 

 

④ 大学院の充実（定員増と文化情報研究センターの教育的位置付け） 
文化創造学研究科文化創造学専攻の上級デジタル・アーキビスト養成の教育研究機関として

の整備と定員の充実、および文化情報研究センターによる資料の整備と教育支援の充実を位置

付ける。 

 

⑤ 履修証明制度の導入 
大学院に上級デジタル・アーキビストの大学院の授業等を適用した履修証明制度（学校教育法

第 105 条、平成 19 年 12 月施行）を設置し、社会人のために充実を図る。 

（これにより、大学院生にとっても履修の目的をより明確にすることができる。） 

（注）理事会等で承認を得るため準備中。 

 

⑥ 学習結果の外部評価 

上級デジタル・アーキビストの大学院レベル評価として、デジタル・アーキビスト資格認定機構か

ら上級デジタル・アーキビスト養成校として認定を受け、カリキュラムの評価および院生の資格試

験を実施している。 
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３．研究科・専攻における教育の課程 

 
3-(1) 人材養成目的 

 ① 養成の目的 
文化の内容に関する基礎を理解し、必要となる文化資料の情報化とそのデジタル化・流通

技術と併せ、文化活動の基礎としての著作権・プライバシー等を理解し、デジタル・アーカイ

ブ化ができる高度な実践的能力をもつ人材の養成を目的とする。特に、実践力としては、社

会で求められるデジタル・アーカイブの開発、設計、制作及びマネージメントの実践ができる

上級デジタル・アーキビストの養成を目的とし、その実践のための教育プログラムを構成す

る。 

 
 ② デジタル・アーキビストとしての実践力育成の目標 

次の三分野の総合的な実践力を身につけることを目標とする。 

(i) 文化の理解をもとにアーカイブ化の実践ができる 
文化の素養をもち、自分の専門とする文化分野についての理解を基礎としてアーカイブ

化を可能にする実践力をもたせる。 

(ii) 情報の収集・管理・利用ができる 
各文化分野のアーカイブ化に適した情報の収集・記録・管理（情報カテゴリー、シソーラ

スの作成等）・利用ができる実践力をもたせる。 

(iii) 法と倫理に対処できる 
デジタル・アーカイブ化と利用に必要な知的財産権、プライバシー・個人情報等の対処

ができる実践力をもたせる。 

 
③  実践力の達成目標 

本学大学院文化創造学研究科文化創造学専攻（通学・通信制課程）の在学生は、大学・

大学院修了者、大学教員、企業、地方公共団体、学芸員、司書、教員等多様化しており、そ

の専門分野も、文学、歴史、美術、芸能、法律、教育、建築等、それぞれの分野での文化的

な専門性・素養をもって入学している。このため、それぞれの文化的な専門分野でデジタル・

アーカイブ化の計画、実践、評価およびマネージメント、教育指導ができる実践力をもたせる

ことを目標とする。 
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3-(2) 大学院教育実質化のための取組 

① 教員等の構成 

上級デジタル・アーキビストの教育を担当する教員等には、多様な分野や実践力育成のための
指導者が必要なため、文化創造学専攻担当教員（8 名）、文化情報研究センター教職員・メンター
（6 名）を中心に、客員教授（3 名）を構成し実施する。 

 
 ② 実践力育成の実質化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
アーカイブ研究（現地実習） 

 地域文化活動映像に、GPS（位置、高さ、撮影の方向等の基礎条件を

つけて記録する実践実習。長良川の花火を利用。（2008 年 8 月 2 日） 
 
 
 
 

デジタル・アーカイブ演習（現地実習） 
著作権、プライバシー、撮影方法（360°全方位、GPS

位置情報…）、データベース化等の実践について、高山

（古い町並、高山陣屋、朝市）、白川郷、五箇山（合掌

造り、各種芸能）白山文化（長滝白山神社）、郡上の芸

能等、3 泊 4 日で実習（2008 年 8 月 22 日～25 日、50
名参加、指導者 10 名）。 

 
 

伝統文化特講 
（世界遺産等の文化の継承についてのシンポジウム） 

国立科学博物館館長佐々木正峰氏（元文化庁長官）の

講演と参加をもとに、世界遺産白川郷和田家による「結

制度」、平泉の毛越寺、長瀧白山神社宮司等による延年

の舞等、映像で実例の情報提供と、その継承方法につい

て検討するシンポジウム。（2008 年 9 月 6 日） 
 

基礎授業と実践力の育成 

地域、施設の支援による現地

実習授業・シンポジウム等に

よる教育 

文化情報研究センター・デジタル博物館

（資料の活用、デジタル・アーカイブ化 

実践の指導・実習） 

地域、関係施設・機関での実践指導 

博物館（情報サービス）、世界遺産（白川

郷）、白山文化施設、沖縄等での現地実習 

指導・実践者の情報提供と討論 

各地域の実践者と指導者による各分野の

映像提供と課題検討のシンポジウム 
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文化メディア演習、アーカイブ研究（現地実習） 
 地域文化資料のデジタル化と著作権、プライバシーの

現実的な対処を沖縄で実習。（2008 年 7 月 5日・6日、11

月 22 日・23 日・24 日） 

 
 

 

 

 

ハイビジョンカメラによる４方向多視点同時撮影（獅子舞） 2008 年 11 月 23 日 

８方向多視点同時撮影（エイサー） 2008 年 11 月 23 日 
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 ③ 文化情報研究センターによる実践資料の教材化と管理 

多様な文化・地域の資料を管理している（約 6 万点）文化情報研究センターで、協力地域・施設
等の文化財・文化活動等の教材化および教育方法に関する情報を提供する。特に、オンデマンド
により全国から院生等の利用を可能にする。 

 
 ④ 上級デジタル・アーキビストのレベルの保持 

学校教育法第 105 条による履修必要科目、および科目の中に実践関連の科目を設置し、履修
証明書を出す。この履修証明書を提出した者に上級デジタル・アーキビストの資格認定試験の受
験を許可する。 

 

４．教育プログラムの計画 

 
4-(1) 計画の概要 

① 実践力の育成に対応した実習の履修プロセス（地域、博物館、世界遺産等、関係

者の協力で実践） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② カリキュラム、テキスト・教材の構成 
上級デジタル・アーキビストの育成カリキュラムは、「文化の理解」「情報活用・技術」「法と倫理」

の 3 領域を中心に図に示すような授業科目テキスト・教材（通学・通信制課程共通）で実施し、そ
の授業の中で①の実践実習を位置付け、指導する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

著作権等の処理 
資料の評価 

各種記録方法の実践 

情報カテゴリー 
シソーラス等の実践 

計画・評価 

提示 

現物・状況の調査 

撮影記録と情報化 

データベース 

利用・プレゼンテーション 

文化資料・活動 

補完的な教育 

デジタル・アーカイブ 

文化情報管理と流通 

文化情報システム 

メタ情報処理演習 

補完的な教育 

メディアと著作権 

マルチメディア 

マルチメディア演習 

文化情報メディア 

各文化専門

分野で授業

科目を構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法と倫理 

（ 著作権・ 情

報公開・プラ

イバシー等）

文化の理解 

文化メディア特講

文化メディア演習

文化情報管理特講

文化情報検索特講

言語文化特講

文化学特講

情報活用・技術

（収集・管理・利用）

伝統文化特講

教育情報特講・研究

アーカイブ研究

デジタル・アーカイブ特講

デジタル・アーカイブ演習

□実践実習含む 
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③ 補完的な教育（多様な入学者に対応したカリキュラム） 
多様な分野からの入学者のために、補完的な教育用のテキスト・教材を作製する。（各院生の

履修・経験に対応し、選択履修） 

 
④ 教材・実践方法における関係地域・施設の協力による開発 

各地域、施設等と協定を結び、上級デジタル・アーキビストの育成カリキュラムに適応した教材、
実践方法を開発する。 

 

4-(2) 期待される成果 

① 上級デジタル・アーキビストのカリキュラムの整備 
我が国では、上級デジタル・アーキビストの教育カリキュラム、特に実践力育成のための具

体的な教育方法がまだ整備されていないのが現状である。今回の教育プログラムの実践と

その改善により、基本的なカリキュラム、テキスト・教材と、それらを用いたカリキュラムが整備

できる。特に、現地での実践活動、シンポジウム等による多様なデジタル・アーカイブの実践

的な活動能力の育成も含めた上級デジタル・アーキビストのカリキュラム試案が作成できる。 

 
② 多様な分野からの実践力育成の要請に対応 

現在、本学のデジタル・アーキビストの公開講座（本年度 56 名受講）には、図書館、博物

館、大学教員、芸術関係者等が受講され、さらに大学院での上級デジタル・アーキビスト資

格取得の希望がある。これらの方々には、現地での基礎・基本的な内容と実践力を学ぶ希

望が多く、今回のカリキュラムの整備により、期待に応えられる。 

 
③ 実践資料と現地指導の整備 

有形・無形文化財、芸能活動、世界遺産、住居、地域等の多種多様な素材が利用可能で、

各大学が参加できるデジタル・アーキビストの実践教育のフィールド、および教材の整備が

可能になる。 

 
④ 他大学の上級デジタル・アーキビスト養成活動への情報提供 

いくつかの大学でデジタル・アーキビストの養成が始まったが、上級デジタル・アーキビスト

の養成はまだ試行の段階である。この教育プログラムの整備により、今後の上級デジタル・ア

ーキビストの養成計画の参考になると考える。（特に、各種の教材は、他大学での実践力の

育成にも適用可能である。） 
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＜採択理由＞ 
 

大学教育の実質化の面では、「最新のマルチメディア技術、情報管理等についてのデジ

タルデータの収集・管理・利用、知的財産権管理等の知識を習得するとともにそれらの

知識・技術を具体的に実践できる上級デジタル・アーキビスト」という社会のニーズに

対応した人材養成目的を掲げ、身に付けるべき知識・技能が明示されている点は評価で

きる。また、全ての大学院生に対する授業料半額免除の実施や、多様なバックグラウン

ドを持つ学生に応じた専門分野の基礎的素養の補完のためのテキスト作成など、大学院

生に対するきめ細かい修学上の支援が行われていることも評価できる。 

教育プログラムについては、学芸員や企業のメディア関係者等からの需要が高い高度

なデジタル・アーキビストの養成のため、従来の実績に基づく具体的なカリキュラムが

構築され、実践的な教育が計画されている点は評価できる。また、本教育プログラムの

大学全体における位置付けが明確であり、支援期間終了後の波及効果も期待される。た

だし、地域での実践活動における教員の関わり方など、教育課程における指導体制につ

いては、カリキュラムに即した教育方法の工夫が必要である 


