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デジタル・アーカイブとマルチ・メディア
日本デジタル・アーキビスト資格認定機構 会長 後藤忠彦

昔、大阪大学の先生から、マルチメディアとマルチ・メディ
アの違いについて説明を聞いたことがあります。そのとき、マ
ルチ・メディアは Media mix のような概念でいろいろな提示メ
ディアを組み合わせて利用し、マルチメディアは、一つの媒体
に多様な資料を記録し提示するパソコン等での提示と同様な説
明であったと思います。

メディア環境とデジタル・アーカイブ
少し乱暴ですが、現在、デジタル・アーカイブ関連のメディ
ア環境として、学生が理解しやすいように先の図で説明してい
ます。
すなわち、マルチメディア機能を持つデジタル・アーカイブは、

マルチメディア機能をもつデジタル・アーカイブ
現在、デジタル・アーカイブの構成を考えたとき、当時の考え方
が大変参考になります。たとえば、あいまいで正確に定義はできま
せんが、マルチメディア機能の特徴について考えるとき、平成7年1
月の文部省の「マルチメディアの発展に対応した文教施策の推進に
ついて」の報告の中に、マルチメディアの正確な定義はないとしな
がら、マルチメディアの概念と次のような機能が示されています。
①文字、数字、映像、音声等の多様な情報の一体的な取扱いが可
能であること
②一方的な情報伝達に留まらず、利用者による主体的な情報の
編集、加工、検索等を可能とする機能を持つこと
③高度情報通信ネットワークによって相互に結ばれることによ
り、上記のような特性を生かした多様で大量の情報交流が可

印刷メディアや通信メディアとは相互のデータの移行がされて
います。たとえば、印刷メディアとしての教科書・書籍は、そ
の二次利用として、デジタル化され、デジタル教科書、電子書
籍と言われています。また、逆に最初からデジタル機能を活用
しデジタル教科書の作成が始まり、その中で、印刷メディアが
学習上有効な領域については印刷物で提供が進みだしました。
「沖縄修学旅行おぅらい」
カタログとデジタル・アーカイブの連携
「沖縄修学旅行おぅらい」が主はデジタル・アーカイブ（サー
バ）に保管し、カタログ的に各主要な映像・文書を印刷物で提
供しています。修学旅行中おぅらい（カタログ）を見て、詳し
く見たいときは、通信ネットワークで調べてみます。現在、岐
阜女子大学では 2 万冊を刊行し配布しています。

能になること

デジタル・アーカイブと通信メディアの関係は、言うまでもな

とされています。

いと思います。

実物・体験
デジタル・アーカイブと実物との関係

見学・実践等
印刷(紙)メディア

実物（文化財、文化活動…）をデジタル・アーカイブ化する

通信メディア

ことは、これまで、ビデオカメラ、ハイビジョンカメラ等を用
い、各分野で進められてきました。これらは、提示や印刷メデ
ィアとして出版等もされています。

マルチメディア
（デジタル・アーカイブ）

ところが、最近立体スキャナーが安くなり、簡単に使えだし、
文化財、多様な実物が立体データとして記録し、その提示も進
みだし、各方向から見られるようになりだしました。それだけ
でなく、今後は、これらのデジタル・アーカイブからレプリカ

の作製も可能であり、今後、この方面の発展が考えられます。
そうすると学校教育では、デジタル・アーカイブから作った
レプリカを使った授業も可能になってきます。夢があります。
デジタル・アーカイブは、文化財、文化活動等のマルチメデ
ィアの長期保存と併せ、その活用について、拡大する努力をす
べき時期に来ていると思われます。口を広げて待つのではなく、
ぜひ、考え方を切り換えて積極的な戦略を立てたいものです。
シークヮーサーゼリー
沖 縄修学旅 行

カタログ

おぅらい 資料集

教師用
沖縄修学旅行お
ぅらい資料

高校生用
沖縄修学旅行
おぅらい
【材料 5 人分】
・シークヮーサー果汁120g
・水280ｇ
・砂糖80g ・寒天2g
【作り方】
①
シークヮーサーを半分に切り、絞る。
②
シークヮーサー果汁と水を合わせ、
半分に分ける。片方に寒天を入れ、
沸騰するまで火にかけ、寒天を溶かす。
③
沸騰し、寒天が溶けたら、砂糖を入れる。
④
火を止め、残りのシークヮーサー果汁をいれ、容
器に盛り付ける。
⑤
冷蔵庫で冷やし、固まったら出来上がり。

岐阜女子大学・大学院
沖縄サテライト校
「沖縄修学旅行おぅらい」
2011年3月
沖縄修学旅行おぅらい委員会
岐阜女子大学沖縄サテライト校

事務局より お知らせと報告
お知らせ

短期デジタル・アーキビスト資格取得講習会

2011 年度より、忙しい社会人のために＜短期デジタル・アーキビスト資格取得講習会＞を実施しています！
●受講期間： ５日間の講習および E ラーニング、補助教材などによる在宅学習

授 業
【2 日間（土・日等）
】

在宅学習

授 業
【2 日間（土・日等）
】

在宅学習

午前授業・午後試験
【1 日】

１ヶ月～３ヶ月で資格取得

●受講対象
① 準デジタル・アーキビスト資格取得者で、大学を卒業し、3 年以上の社会経験を有する者
② 準デジタル・アーキビスト資格取得者で、短大または専門学校を卒業し、5 年以上の社会経験を有する者
③ その他認定機関が認めた者 ※審査有り

◎受講ご希望の方
①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④認定(資格)番号 ⑤E-mail を記入のうえ、下記にご連絡ください。
随時講習会の案内資料をお送りいたします。
・連絡方法：E－mail
・連絡先：E-mail【 staniguchi@npo-csw.org 】

カード型（携帯型）資格認定証 発行のご案内 （有料）

これまでの認定証（賞状）に加え、カード型（携帯型）資格認定証を発行いたします。
ご希望の方は、発行手数料のお支払いとあわせ、別紙(同封)〈カード型資格認定証発行申込み書〉に必要事項をご記
入の上、FAX もしくはご郵送にてお申込みください。
〈表〉

〈裏〉

デジタル・アーキビスト
Digital Archivist

血液型 ：
治療中の持病名：
食物・薬物アレルギー：

認定番号 ●●●●

氏名 ●● ●●
取得日
〇〇年〇〇月●●日
有効期限 ●●年〇〇月●●日

上記の者はデジタル・アーキビスト認定者であることを証明する
ＮＰＯ法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構
Japan Digital Archivist Association 【JDAA】

〇申込先：

※必要に応じてご記入ください

緊急時連絡先：

◎本認定証は他人に譲渡したり、貸与することは厳禁します。

〒500-8813 岐阜市明徳町 10 番地 杉山ビル４F 岐阜女子大学文化情報研究センター内

FAX 058－267－5238
〇発行手数料： 1,000 円
〇お支払方法： ①郵便局：郵便振替用紙をご利用のうえ、郵便局の窓口または ATM でお支払ください．
②銀 行：
【振込先】三菱東京 UFJ 銀行 四谷支店 口座番号１２８１２６０
特定非営利活動法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構 会長 後藤忠彦

〇第１回目申込期限：２０１２年１月３１日（第２回目募集は６月を予定）

報 告

2011 年度 中間報告

（2011 年 1１月 15 日現在）

資格取得者数
資 格
上級デジタル・アーキビスト
デジタル・アーキビスト
準デジタル・アーキビスト
デジタルアーカイブ・コーディネータ

取得者数

全取得者数

７１名
２６９名
１３４９名

１８１３名

１２４名

◆資格取得者の主な所属先
教育関係者（360 名）
、企業関係者（267 名）
、図書館・博物館・美術館・公文書館等（176 名）
、
官公庁等 （134 名）
、学生[大学生・高校生等]（713 名）
、その他（163 名）

講習会・試験実施

実施講習会・試験

試験日

対象

実施機関

合格者数

デジタル・アーキビスト（短期）

6 月 18 日

社会人

アーカイブ協会

10

デジタル・アーキビスト（通信）

6 月 18 日

社会人

アーカイブ協会

2

準デジタル・アーキビスト

7月3日

社会人

アーカイブ協会

8

準デジタル・アーキビスト

7 月 17 日

社会人

コンサウェル

11

準デジタル・アーキビスト

8 月 30 日

高校生

奈良産業大学

3

準デジタル・アーキビスト

9 月 14 日

高校生

岐阜女子大学

22

デジタル・アーキビスト（短期）

9 月 25 日

社会人

アーカイブ協会

4

デジタルアーカイブ・コーディネータ

10 月 17 日

社会人

岐阜女子大学

8

準デジタル・アーキビスト

11 月 3 日

社会人

コンサウェル

33

DA 試験 3 回実施、合格者数：16 名

準 DA 試験 5 回実施 合格者数：77 名

合格者数：101 名

デジタルアーカイブ・コーディネータ試験 1 回実施 合格者数 8 名

予 定

******

2011 年度 今後の予定

******

◆講習会・試験実施予定

◆更新について

〇12 月 3 日～1 月 9 日【全 5 日間】
場所：
【東京都】私学会館アルカディア市ヶ谷
講習会・試験：デジタル・アーキビスト(短期)
実施機関：NPO 法人コンサウェル・岐阜女子大学

更新対象者：有効期限「平成２４年３月３１日」の方

〇12 月 25 日
場所：別府大学
講習会・試験：準デジタル・アーキビスト
実施機関：NPO 法人コンサウェル

対象者の方には、更新案内資料〈申請書、その他資料〉を同
封いたしましたので手続きを行ってください。資格更新の申請
を行わない場合は、資格が取り消されます。是非更新をお願い
します。

〇1 月 28 日～3 月 4 日【全 5 日間】
場所：岐阜女子大学文化情報研究センター
講習会・試験：デジタル・アーキビスト(短期)
実施機関：NPO 法人日本アーカイブ協会・岐阜女子大学
〇3 月 3 日
場所：福岡工業大学短期大学
講習会・試験：準デジタル・アーキビスト(特別 1 日コース))
実施機関：ＮＰＯ法人 コンサウェル
（共催：福岡工業大学短期大学部）

■ 事務所：岐阜女子大学文化情報研究センター内
◆ 東日本支部 ：常磐大学コミュニティー振興学部
坂井研究室内

◆ 西日本支部 ：NPO 法人コンサウェル内
● 養成機関
岐阜女子大学 、常磐大学、奈良産業大学、
（株）レ・サンク、NPO 法人日本アーカイブ協会、
NPO 法人コンサウェル

NPO 法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構 ≪JDAA≫
問い合わせ ： E-mail：info@npo-jcbda.jp

http://npo-jcbda.jp/

