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デジタル・アーカイブが可能にする「知の共有」
オービス株式会社
オービス株式会社は今年で創立 22 周年を迎えました。設立

http://www.ovis.co.jp/

彼がオークションで約 28～30 億円で落札したものです。

当初、アーカイブ事業においてはマイクロフィルムが中心であ

落札時、美術関係者から「ダ・ヴィンチの作品が世界有数の

りましたが、近年ではそれに加え、スキャナーやデジタルカメ

資産家の手によって占有された。これでダ・ヴィンチの作品は

ラなどを用いた「デジタル」でのアーカイブ事業も展開してお

人々の目にふれることはなくなった。
」という批判を受けまし

ります。作業では、貴重な文書や歴史的書物など、この世に一

た。こうした批判に対するビル・ゲイツの答えは、
「CD-ROM の

つしかないという資料に携わる機会も多く、その重要性から

制作・販売」でした。

「正確に、確実な作業を行い、後世に伝える」と心掛け、従業
員一丸となり、日々取り組んでおります。

彼はできるだけ多くの人にダ・ヴィンチの偉業を知ってもら
おうと 1996 年に「レオナルド・ダ・ヴィンチ―真のルネサン
ス人の神秘的草稿」と題された CD-ROM を欧米で発売。結果的

・デジタル・アーキビストとの出会い

に、彼はダ・ヴィンチの作品を社会に広く還元し、これまで一

弊社と「デジタル・アーキビスト」との出会いは 1 通のダイ

部の占有であった文化財を、世界中の人々への共有財産として

レクトメールでした。日頃から社長は「日本は欧州諸国と比較

一般に広めたのです。今まで美術館などに足を運ばなければな

して文化財への保存意識が低い」と懸念していたのですが、そ

らないなど、限られた人間しか見ることができなかったものを、

こへ届いたのがＮＰＯ法人コンサウェル主催の「準デジタル・

デジタル技術を駆使し、コンピューターさえあれば何処でも誰

アーキビスト講座」開催のお知らせでした。中身を確認し、す

でも見られる環境を作ってしまったのです。また、デジタル技

ぐに受講決定。まず一人の従業員が講座を受け、そのまま「デ

術を利用することで美術や芸術の「研究」
、
「技術の継承」など

ジタル・アーキビスト講座」まで受講し、資格認定を頂きまし

に圧倒的な影響を与える事になりました。

た。それを機に社内でもアーキビストの話題が持ち上がる様に

「デジタル・アーカイブ」は単に文化保存のためのデジタル

なり、知識、技術、品質向上を目指し、各部署の担当従業員も

化ではなく、活用されて初めて成り立つものだと考えておりま

「準デジタル・アーキビスト講座」に参加、見事全員資格認定

す。
「知の共有」
、今や世界中がインターネット社会であり、い

を頂きました。

つでもどこからでもあらゆる情報にアクセスできる世の中で

「デジタル・アーキビスト」に求められる３つの能力、
「文化

す。もちろん実際に見て触る事で、そこでしか感じ取れないも

への理解」
、
「デジタル化の技術」
、
「法的理解と倫理」といった

のや空気感はあります。

知識は、弊社の事業内容にも通ずるものであり、事業内容での

しかし、今まで現場でしか見る事が出来なかったものをデジ

知識の再確認、更に新しい知識を得るという大変良い機会とな

タル・アーカイブ化により、全ての人に平等に「知の共有」の

りました。

機会を提供することは、今後の世界の文化発展に多大な影響を

アーカイブ事業に携わっていない方にとっても、近年あらゆ
るもののデジタル化が急速に進展しているため、こちらの講座
はとても有益な時間になると思います。

与える事ができると感じております。
今後の弊社の営業活動においても、
「デジタル・アーキビス
ト」として、現在の技術に慢心する事なく、さらなる知識、技
術、品質向上を目指し、真摯にアーカイブ事業に取り組んで参

・
「デジタル・アーカイブ」の魅力は「知の共有」です

りたいと思います。

ビル・ゲイツ（マイクロソフト会長）はレオナルド・ダ・ヴ
ィンチの残した手稿（手書きの原稿）のうち唯一個人所有して
いる人物です。その手稿は「レスター手稿」といい、1994 年に

（参考文献） 武邑 光裕著（2003）
『記憶のゆくたて―デジタル・
アーカイヴの文化経済』 東京大学出版会

事務局より お知らせ・報告・お願い
２大学が養成機関として登録されました！

お知らせ１

２０１２年度より、東北文教大学短期大学部、別府大学が養成機関として登録されました。
登録養成機関 （2012 年 4 月 1 日現在）

機関名

所在地

養成する資格 (授業・講習会実施)

東北文教大学短期大学部

山形県山形市片谷地 515

準ＤＡ・デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

常磐大学

茨城県水戸市見和 1-430-1

上級ＤＡ、ＤＡ、準ＤＡ、デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

岐阜女子大学

岐阜県岐阜市太郎丸 80 番地

上級ＤＡ、ＤＡ、準ＤＡ、デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

奈良産業大学

奈良県生駒郡三郷町立野北 3-12-1

ＤＡ、準ＤＡ、デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

別府大学

大分県別府市北石垣 82

準ＤＡ・デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

NPO 法人日本アーカイブ協会

岐阜県岐阜市明徳町 10 番地

ＤＡ、準ＤＡ、デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

NPO 法人 コンサウェル

京都市右京区山ノ内苗町 8-1‐706

準ＤＡ・デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

株式会社レ・サンク

静岡県静岡市葵区人宿町 1 丁目 4-3

準ＤＡ・デジタルアーカイブ・コーディネータ資格

第２回カード型（携帯型）資格認定証発行受付開始！ （有料）

お知らせ２

第２回カード型（携帯型）資格認定証発行受付をいたします。
ご希望の方は、
【カード型発行申込み用紙】をＨＰ＜http://jdaa.jp/＞よりダウンロードし、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： お申し込みをいただいた方には、郵便振替用紙および振込先（銀行口座）をお知らせいたします。
〇第２回目申込期限：２０１２年９月３１日

お知らせ３

ホームページニューリアルと会員制サイトの開設

■会員サイト参加手順

ホームページをニューリアルいたしました。新しい
URL は＜http://jdaa.jp＞となりました。

会員サイトに参加するには、次のような手順で行い
ます。
１．画面右上の[新規登録]をクリックしください。
２．会員受付画面が表れます。
３．次のように各項目を入力して、最後に「決定」
ボタンをクリックしてください。
（キャンセルの
場合，受付手続きは取消されます。
）

＜会員制サイト開設＞
ホームページニューリアルに伴い資格取得された方々の
コミュニケーションの場として〈会員制サイト〉を開設い
たしました。
ホームページの「会員ページ」をクリックするか直接 URL
（http://member.npo-jcbda.jp/）へアクセスをお願いいた
します。

・ログインＩＤは、小文字の英数字で覚えやすい単語・名
前にしてください。
・認証番号は記号から入力してください。
・ハンドルは、サイト内で表示される名前です。
（本名でも
可）
・パスワードは、４文字以上の英数字。
・会員氏名は、日本語で本名を記入してください。
・e メール・認証番号は、正確に記入してください。
・できるだけ「配信された情報を受け取る」をチェックし
てください。
（お知らせが更新されたときに内容をメール
で送信いたします。
）
・プロフィールは，任意記入です。
・
「私は上記事項に同意します」をチェック。
・
「入力キー」を入力してください。
（2012 年 12 月 30 日ま
では『danintei』です。
）

４．
「登録完了」ウインドウが出ますので、登録され
た内容を確認ください。ログイン後、変更でき
ます。
５．画面右上の[ログイン]をクリックしてログインし
てください。

【登録完了画面】

【会員受付画面】

ご不明の事がありましたら、info@jdaa.jp（サイト管理者）
までご連絡ください。皆様のご参加をお願いいたします。

お知らせ４

201２年度 資格更新の方へ

◆今年度の更新は、＜有効期限「平成２５年３月３１日」の方＞です。
今年度更新のご案内は、１０月頃を予定しています。対象者の方には、更新案内資料〈申請書、その他
資料〉を郵送いたします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。

201１年度 報告

報 告

（201２年３月３１日現在）

◆2011 年度に資格を取得者取得された方
資 格

取得者数

全取得者数

上級デジタル・アーキビスト

21 名

デジタル・アーキビスト

60 名

準デジタル・アーキビスト

241 名

デジタルアーカイブ・コーディネータ

330 名

8 名

◆全資格取得者 (2012 年 3 月 31 日現在)
資 格

取得者数

上級デジタル・アーキビスト

77 名

デジタル・アーキビスト
準デジタル・アーキビスト

267 名
1,165 名

デジタルアーカイブ・コーディネータ

お願い

全取得者数

1,574 名

65 名

登録内容にご変更がある方へ

登録内容 ＜氏名（改姓）
、住所、電話番号＞にご変更がある場合は、電話、メール等で事務局まで
ご連絡ください。

■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

NPO 法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構 ≪JDAA≫

http://jdaa.jp/

問い合わせ ： E-mail：info@npo-jcbda.jp

