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2018 年度通常総会資料-01 

2017 年度事業報告 
2018/6/14 

1. 全般 

当学会は 2017 年 4 月 15 日に設立総会をおこない、同年 5 月 1 日に発足したが、300 名を超える会

員を迎えることができ、諸活動も活発に行われ、順調な 1 年であった。 

 

2. 2017 年度役員等 

会長 長尾 真 (京都府公立大学法人 理事長・京都大学名誉教授) 

会長代行 吉見 俊哉 (東京大学大学院情報学環 教授) 

顧問 

後藤 忠彦 (岐阜女子大学 学長) 

佐々木 正峰 (元文化庁長官) 

高山 正也 (前国立公文書館長) 

理事 

生貝 直人 (東京大学大学院情報学環 客員准教授) 

井上 透 (岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所 所長・教授 

今村 文彦 (東北大学災害科学国際研究所 所長・教授) 

黒橋 禎夫 (京都大学大学院情報学研究科 教授) 

坂井 知志 (常磐大学・大学院 教授) 

杉本 重雄 (筑波大学 教授) 

高野 明彦 (国立情報学研究所 教授) 

時実 象一 (東京大学大学院情報学環 高等客員研究員) (事務局担当) 

林 和弘 (文部科学省科学技術・学術政策研究所 上席研究員) 

原田 隆史 (同志社大学大学院総合政策科学研究科 教授) 

細井 浩一 (立命館大学映像学部 教授・ アート・リサーチセンター長) 

福井 健策 (弁護士・日本大学芸術学部客員教授) 

水島 久光 (東海大学文学部 教授) 

柳 与志夫 (東京大学大学院情報学環 特任教授) 

監事 

重田 勝介 (北海道大学付属図書館 研究開発室員・准教授) 

東 由美子 (東京大学大学院情報学環 特任講師) 

評議員 

青木 敬士  日本大学 芸術学部文芸学科 教授 

浅野 隆夫  札幌市中央図書館 図書･情報館 担当係長 

安藤 久夫  NPO 法人日本アーカイブ協会 理事 

伊勢 博  (株)アーキネット 代表取締役 

大久保 ゆう 本の未来基金 運営委員 

太下 義之   三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 芸術･文化政策センター長 

大西 亘    神奈川県立生命の星・地球博物館 学芸員 

岡室 美奈子 早稲田大学 坪内逍遥記念演劇博物館 館長 

北本 朝展   人文学オープンデータ共同利用センター／国立情報学研究所 准教授 
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久世 均 岐阜女子大学 教授 

粂川 麻里生 慶応義塾大学文学部教授 

齋藤 義朗 長崎県 文化観光国際部文化振興課 主任学芸員 

砂川 浩慶 立教大学社会学部メディア社会学科 教授 

瀬尾 太一 日本写真著作権協会 常務理事 

谷 里佐 岐阜女子大学 教授 

田良島 哲   東京国立博物館 博物館情報課 

長丁 光則  東京大学 特任教授 

仲野 寛  島根大学 教育･学生支援機構生涯教育推進センター 教授 

濱﨑 好治 川崎市民ミュージアム 副館長 

原田 悦志 (株)日本国際放送/NHK 国際放送局付 チーフプロデューサー 

福島 幸宏  京都府立図書館 副主査 

藤田 髙夫  関西大学 文学部 教授 

細矢 剛  国立科学博物館、植物研究部 グループ長 

前川 道博  長野大学 企業情報学部 教授 

又吉 斎 沖縄女子短期大学 講師 

町 英朋 常磐大学 総合政策学部総合政策学科 准教授 

松岡 資明  

真鍋 真 国立科学博物館 標本資料センター コレクションディレクター 

皆川 雅章 札幌学院大学 教授 

三宅 茜巳 岐阜女子大学 大学院文化創造学研究科長 教授 

宮本 聖二 ヤフー(株)メディア事業本部 エグゼクティブ･プロデューサー 

山崎 博樹 知的資源イニシアティブ 

油谷 曉 奈良先端科学技術大学院大学 総合情報基盤センター 助教 

 

3. 会員 (2018/3/31 現在) 

種別 入会 退会 小計 合計 

正会員 (全期) 223 0 223

正会員 (半期) 20 0 20

正会員 (減免) 26 0 26 269

学生会員 (全期) 20 0 20

学生会員 (半期) 5 0 5 25

賛助会員 29 0 29 29

計 323 0 323 323

正会員 (2018) 44 44

学生会員 (2018) 2 2

賛助会員 (2018) 3 3

計 

合計 325 0 325 325
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会員地域分布 

 

 

会員業種分布 
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4. 会議開催状況  

4. 1 設立総会 

日時 ： 2017 年 4 月 15 日（土 ）16：30 ～ 17 ：30 

場所 ： 東京大学 本郷キャンパス 法文二 号館 一番大教室 

 （〒 113-0033 東京都 文京区本郷 7-3-1） 

1. 開会の御挨拶 

京都府公立大学法人理事長長尾真 

2. 来賓御挨拶 

(1) 文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付学術基盤整備室室長丸山修一 

(2) デジタルアーカイブ推進コンソーシアム事務局長長丁光則 

3. デジタルアーカイブ学会設立の背景と趣旨 

東京大学大学院情報学環教授吉見俊哉 

4. 規約案 

5. 役員案 

6. 事業計画及び予算案 

7. 部会等編成及び部会長・委員長・支部長案 

8. 第１回研究大会実施案 

9. その他 

(1) 会費の減免措置について 

(2) 学会誌の発行について 

(3) 今後のスケジュール 

10. 質疑応答 

11. 閉会の御挨拶 

岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所所長・教授井上透 

 

4. 2 理事会 

(1) 第 1 回理事会 

日時: 2017 年 5 月 11 日 14:00-16:00 

場所: 東京大学大学院情報学環 6F 会議室 

出席者: 吉見会長代行、柳総務担当理事、生貝、井上、黒橋、坂井、杉本、高野、時実、長丁、福井、

事務局：前波 

[報告事項] 

1. 会員数等の現況 

2. 第 1 回デジタルアーカイブ学会研究大会の準備状況 

3. 会誌発行準備及び HP 整備状況 

4. 各部会・関西支部発足準備状況 

[協議事項] 

1. 理事会運営規則案審議 

2. 会費減免措置の適用について 

3. 後援名義付与について 

4. 第 1 回研究例会の実施 

5 その他 
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(2) 第 2 回理事会 

日時：2017 年 9 月 22 日（金）10:00-12:00 

場所：東京大学福武ホール 1 階会議室 

出席者: 吉見会長代行 (スカイプ参加)、柳総務担当理事、生貝、井上、今村、黒橋、坂井、杉本、高

野、時実、福井各理事、東監事、長丁事務局顧問、事務局：前波 

[報告事項] 

1. 会員数、イベント開催、学会誌刊行、J－STAGE 登載、広報（ホームページ、メルマガ、ツイッ

ター）等これまでの活動状況を資料に基づき報告（時実理事） 

2. 第１回研究大会の結果と課題 

3. 「デジタルアーカイブ振興基本法（仮称）要綱案」の策定（法制度部会） 

4. 第２回研究大会の開催日時・場所と実行委員会の編成 

5. 各部会・関西支部・編集委員会の活動状況 

6. その他 

[審議事項] 

1. 学会賞の創設について（研究賞、実践賞、功労賞の３種を想定） 

2. デジタルアーカイブに関する法制度等の課題をテーマとするシンポジウムの開催（案）及び各種

後援について 

3. 途中入会者の会費減免措置について 

4. SIG（Special Interest Group）の設置について 

 

(3) 第 3 回理事会 

日時：2018 年 1 月 19 日（金）13:00～15:00 

場所：国立情報学研究所 19 階 1901 会議室 

出席者: 理事：生貝、井上、坂井、時実、林、福井、柳、監事：東、事務局顧問：長丁、事務局：平

野 

[報告事項] 

1. デジタルアーカイブレビュー論集シリーズの発行 

2. 2017 年度事業中間報告 

3. 第 2 回研究大会準備状況 

4. 第 3 回研究大会の開催場所及び時期について 

5. その他 

[協議事項] 

1. 学会賞の創設及び選考委員会の設置（案） 

2. 来年度予算案の概要及び学生会員会費値下げ案について 

3. 学会自主研究会の設置・活動基準案 

4. 会員管理業務等の委託について 

 

4. 3 評議員会 

(1) 第 1 回評議員会 

日時：2018 年 3 月 9 日（金）午前 11 時~12 時 

場所：東京大学本郷キャンパス法学政治学系総合教育棟 
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1. 学会活動報告：生貝直人理事 

2. 各評議員 自己紹介（20 名出席） 

3. 討論 

 

4. 4 学会誌編集委員会 

会議名 日時 場所 出席者 

編集委員会準備会 2017/4/15 (土 )

16:00-16:20 

東京大学本郷キャン

パス法文二号館 一番

大教室 

生貝、井上、大向、坂井、高久、高

野、時実、原田、東、宮本、吉見

第1回編集委員会 2017/5/26 

18:00-20:00 

東京大学情報学環6F

会議室 

井上、坂井、高久、高野、時実、東、

宮本 

第2回編集委員会 2017/11/2 

14:00-15:30 

東京大学情報学環1F

会議室 

坂井、時実、東、宮本 

 

4. 5 研究大会実行委員会 

(1) 第 2 回研究大会実行委員会 

会議名 日時 場所 出席者 

第1回実行委員会 2017/10/6 

18:30-20:30 

東京大学情報学環6F

会議室 

高野委員長、柳、坂井、東、数藤、

時実各委員 (欠席: 井上委員) 

第2回実行委員会 2017/12/15  

16:30-18:30 

東京大学 情報学環・

福武ホール1階会議

室 

高野委員長、井上、坂井、数藤、時

実、柳各委員 (欠席: 東委員) 、

前波(事務局) 

第3回実行委員会 2018/3/29 

18:00-19:00 

東京大学情報学環6F

会議室 

高野委員長、柳、坂井、数藤、時実

各委員 (欠席: 井上、東各委員)、平

野 (事務局) 

 

5. 研究大会 

(1) 第 1 回研究大会 

日時 2017/7/22 (土) 10:20-16:35 

主催 デジタルアーカイブ学会  共催 岐阜女子大学 

後援 記録管理学会、情報知識学会、情報メディア学会、日本デジタル・ヒューマニティーズ学会、

文化資源学会、日本教育情報学会、日本出版学会 

場所 岐阜女子大学 文化情報研究センター 

プログラム 

午前の部 (岐阜女子大学 50 周年記念事業) 
時間 項目 題名 講師 
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10:20-10:30 開会挨拶  会長、岐阜女子大学長、理事長 

10:30-11:10 基調講演 なぜ、デジタルアーカイブなの

か？知識循環型社会の歴史意

識 

東京大学教授 吉見 俊哉 

11:20-12:20 パネルディス

カッション 
デジタルアーカイブ立国への

道程 
吉見 俊也 東京大学教授 
高野 明彦 国立情報学研究所教授 
生貝 直人 東京大学客員准教授 
坂井 知志 常磐大学教授 
柳 与志夫 東京大学特任教授 
井上 透 岐阜女子大学デジタルアー

カイブ研究所長 
原田 隆史 同志社大学教授 

午後の部 
12:20-12:55 ライトニング・トーク  

12:55-13:55 ポスター・セッション / プロダクト・レビュー プロダクト・レビュー、ポスターセッ

ション発表者 

13:55-16:35 研究発表  

 

発表数 口頭発表 18 件、ポスター発表 7 件 

企業展示 3 社 

参加者数 149 名 (うち正会員 89 名、学生会員 8 名、賛助会員 12 名、非会員 40 名) 

 

(2) 第 2 回研究大会「産業化するアーカイブ」 

日時 2018/3/9 (金) 14:00-18:00、3/10 (土) 10:00-18:00 

主催 デジタルアーカイブ学会 

後援 日本アーカイブズ学会、記録管理学会、情報知識学会、情報メディア学会、日本デジタル・ヒ

ューマニティーズ学会、文化資源学会、日本教育情報学会、日本出版学会、東京文化資源会議、

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、情報保存研究会、本の未来基金 

  

場所 東京大学本郷キャンパス 鉄門記念講堂 (3/9)、法学政治学系総合教育棟 (ガラス棟) (3/10) 

プログラム 

2018 年 3 月 9 日 (金) 
時間 項目 題名 講師 

14:00-14:15 開会挨拶  会長 長尾 真 

14:15-15:15 基調講演 コンテンツ事業者のデ

ジタルアーカイブ取組

の課題 

角川 歴彦 (株) KADOKAWA 取締役会長 

15:30-17:30 パネルディス

カッション 
デジタルアーカイブ産

業の未来を拓く 

 

緒方 靖弘  (寺田倉庫メディアグループリー

ダー) 
沢辺 均 (株式会社スタジオ･ポット社長) 
高野 明彦 (国立情報学研究所 教授) (モデ

レーター) 
野口 祐子  (グーグル合同会社 法務部長) 
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2018 年 3 月 10 日 (土) 
10:00-11:40 研究発表セッション 1  

11:40-12:10 ライトニング・トーク プロダクト・レビュー、ポスターセッ

ション発表者 

12:10-13:30 ポスター・セッション / プロダクト・レビュー  

13:30-15:10 研究発表セッション 2  

15:20-16:10 研究発表セッション 3  

16:20-17:35 研究発表セッション 4  

16:20-17:35 企画パネル (1) デジタルアーカイブ機関の評価

手法を考える 
後藤真 （国立歴史民俗博物館)、田良

島哲（東京国立博物館） 

企画パネル (2) 資料発掘と利活用 －アーカイ

ブサミット2017in 京都へのリプライ－ 
福島幸宏（京都府立図書館)、江上敏哲

（国際日本文化研究センター） 

17:35-18:00 ラップアップ 実行委員長 高野明彦 

 

発表数 口頭発表 33 件、ポスター発表 11 件 

企業展示 7 社 

参加者数 3/9 203 名、3/10 223 名、合計 269 名 (うち正会員 145 名、学生会員 13 名、賛助会員 35

名、非会員 76 名) 

 

6. デジタルアーカイブ学会誌 

以下のとおり発行した。編集実務は事務局でおこない、組版、印刷・製本、発送、および J-STAGE

登載は昭和情報プロセス株式会社に委託した。 

 

巻号 発行日 J-STAGE登載日 本文ページ数 広告数 発行部数 

創刊準備号 (第1回研

究大会予稿集) 

2017/7/22 2017/9/8 102 8 400

創刊号 (第1巻第1号) 2017/9/9 2017/11/16 69 7 500

第2巻第1号 2018/1/31 2018/4/27 61 3 500

第2巻第2号 (第2回研

究大会予稿集) 

2018/3/9 167 8 600

 

6. 各種活動 

6. 1 第 1 回公開シンポジウム 

「著作権だけではない！デジタルアーカイブと法制度の新たな課題解決にむけて」 

主催：デジタルアーカイブ学会（JSDA） 

共催：デジタルアーカイブ推進コンソーシアム（DAPCON） 
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共催：小学館 

日時：2017 年 12 月 5 日（火）午後 3 時～6 時 

場所：小学館本社ビル 2 階講堂  

参加者: 133 名 

 

6. 2 アーカイブサミット 2017 in 京都 

「デジタルアーカイブ学会の未来」 

於: アーカイブサミット 2017 in 京都 セッション２-３ 

日時: 2017 年 9 月 9 日（土）15:30-16:50 

場所: 稲盛記念会館 (京都市左京区下鴨半木町) 

司会: 柳 与志夫 (総務担当理事) 

パネリスト (登壇順) 

生貝 直人  (法制度部会副部会長) 

井上 透 (人材養成部会長) 

高野 明彦 (国立情報学研究所 教授) (技術部会長) 

坂井 知志 (コミュニティーアーカイブ部会長) 

原田 隆史  (関西支部長) 

参加者約 30 名 

 

6. 3 定例研究会 

(1) 第 1 回定例研究会 

日時 2017 年 7 月 1 日（土）午後 2 時～4 時 

場所 東京大学本郷キャンパス山上会館 201・202 会議室 

報告 生貝直人氏（東京大学客員准教授）「デジタルアーカイブと法制度」 

石橋映里氏（日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアム事務局代表）「脚本アーカイブズにお

けるデジタル化」 

参加者数 43 名 

 

(2) 第 2 回定例研究会 

「海外のアーカイブ、デジタルアーカイブ、ビジネスアーカイブ」 

主催: デジタルアーカイブ学会 

岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所 

日時: 2017 年 8 月 21 日 月曜日 13 時～17 時 

13 時～16 時 講座 

16 時～17 時 意見交換会 

場所: 岐阜女子大学 文化情報研究センター 5 階第 4 研修室 

講師: 松崎裕子 (公益財団法人 渋沢栄一記念財団 情報資源センター 企業史料プロジェクト担当) 

参加者: 33 名 

 

(3) 第 3 回定例研究会 

日時：2017 年 9 月 16 日（土）午後 2 時～5 時 

場所：東京大学工学部 2 号館 9 階 93B 地図 
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参加者: 67 名 

発表（2 件） 

デジタルアーカイブに関わる肖像権を 60 分で学ぶ (福井健策: 骨董通り法律事務所) 

アニメーションアーカイブのサバイブ方法 (山川道子: ㈱プロダクション・アイジー) 

 

(4) 第 4 回定例研究会 

日時：2018 年 2 月 9 日（金）午後 4 時～7 時 

場所：東京大学本郷キャンパス工学部 2 号館 9 階 92B 

参加者: 40 名 

発表（2 件） 

産業日本語研究会の活動と今後の方向 (井佐原均: 豊橋技術科学大学) 

服飾分野におけるデジタルアーカイブ構築に向けての現状と課題 (田中直人: 文化学園大学) 

 

6. 4 部会等 

6. 4. 1 法制度部会 

(1) 部会例会 

2017/5/12 デジタルアーカイブ法制について検討 

2017/6/9 デジタルアーカイブ法制について検討 

2017/6/26 デジタルアーカイブ法制について検討 

2017/7/11 デジタルアーカイブ法制について検討 

2017/8/4 デジタルアーカイブ法制について検討 

2017/11/21 デジタルアーカイブ法制について検討 

2018/3/19 デジタルアーカイブ法制について検討 

 

6. 4. 2 人材養成部会 

(1) ウィキペディアタウン in 岐阜 

主催 岐阜女子大学 

デジタルアーカイブ学会人材育成部門 

日本教育情報学会デジタルアーカイブ研究会 

協力 岐阜市立図書館 

日時  2017 年 11 月 23 日（木・祝日）9:15～16:00 

会場  岐阜女子大学文化情報研究センター 

参加者: 16 名 

講師: 青木 和人氏（あおき GIS・オープンデータ研究所・オープンデータ京都実践会） 

Miya.m 氏 

 

6. 4. 3 技術部会 

(1) 以下の IIIF 関連の行事の共催、協賛、後援をおこなった。 

(i) IIIF Japan シンポジウム 〜デジタルアーカイブにおける画像公開の新潮流〜 (共催) 

日時：2017 年 10 月 17 日（火）13:30〜17:00 

会場：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋） 

(ii) IIIF Japan 東京ラウンドテーブル (共催) 
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日時：2017 年 10 月 16 日（月）13:30〜17:00 

会場：御茶ノ水ソラシティ会議室（テラスルーム） 

共催：デジタルアーカイブ学会技術部会 

(iii) 平成 29 年度 京都大学図書館機構講演会 (協賛) 

「デジタルアーカイブの新たな展開と可能性 －IIIF の動向と活用例から考える－」 

日時：2017 年 10 月 18 日（水）13:00〜17:00 

場所：京都大学附属図書館ライブラリーホール 

(iv) IIIF Japan 京都ラウンドテーブル (後援) 

日時：2017 年 10 月 19 日（木）13:30〜17:00 

会場：立命館大学アートリサーチセンター 

 

(2) [懇談会] Europeana の翻刻プロジェクトと日本の翻刻プロジェクト (2018/2/23) 

日時: 2018/2/23 (金) 15:00-17:00 

会場: 東京大学情報学環本館 6F 会議室 

共催: 一般財団法人人文情報学研究所 

参加者: 14 名 

話題提供 

飯倉 洋一（大阪大学大学院文学研究科） 

「クラウドソーシング翻刻のための基盤形成：日本古典籍の場合」(逐次通訳付き) 

Frank Drauschke 氏 

共通の歴史を市民の手で – Europeana 1914-1918 と翻刻 (逐次通訳付き) 

 

6. 4. 4 コミュニティ・アーカイブ部会 

(1) デジタルアーカイブ学会コミュニティアーカイブ部会・ 日本教育情報学会著作権等研究会 合

同研究会 

日時：2018 年 3 月 14 日(水) 15:00 ～ 16:00 

場所：Web 会議システム「Zoom」による遠隔研究会 

発表テーマ（動画）： 事前に下記の発表を Web で閲覧してください。 

水島 久光  (東海大学)「夕張の取り組みと今後のコミュニティアーカイブの実践・研究への提

言」 

宮本 聖二 (ヤフー株式会社) 「テレビ番組・映像のデジタルアーカイブ」 

その他発表と討論 

 

6. 4. 5 関西支部 

(1) 第 1 回例会 

主催：デジタルアーカイブ学会関西支部 

エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館） 

日時：12 月 7 日（木）13:00～16:30（開場 12:30） 

場所：エルおおさか本館 6 階 604 号室 

報告１：デジタルアーカイブに関わる肖像権を 60 分で学ぶ in 関西 (13:00～14:45) 

福井健策（弁護士・骨董通り法律事務所） 

報告２：国立民族学博物館における地域研究画像デジタルライブラリの構築と研究者支援（仮）(15:00
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～16:30) 

飯田卓（国立民族学博物館 学術資源研究開発センター 准教授） 

丸川雄三（国立民族学博物館 人類基礎理論研究部 准教） 

参加者 36 名 

 

6. 4. 6 自主研究会 (SIG) 

(1) 「デジタル化承諾書・契約書検討」ミニ研究会 

日時: 2018/1/16 (火) 13:00-14:30 

場所: 東京藝術大学芸術情報センター 

出席者: 嘉村哲郎主査 (東京藝術大) 他 3 名 

議事: 承諾書・契約書のサンプルを集め、テンプレートの開発をおこなうこととした。 

 

7. 広報 

7. 1 ホームページ 

ホームページ http://digitalarchivejapan.org/を作成、維持・管理している。主な見出しは次のとおり。 

本学会について 

デジタルアーカイブ学会誌 

研究大会 

シンポジウム 

定例研究会 

部会・支部 

ニュース 

入会案内 

お問合せとご連絡 

ENGLISH 

 

7. 2 DM 等 

以下の DM を発送した。 

   

2017/6/23 第1回研究大会案内 公共図書館108通、博物館美術館78通、大学図書館221通 

2017/12/27 学会誌購読勧誘 博物館美術館147通 

2017/1/23 学会誌購読勧誘 公共図書館113通 

2017/2/6 第2回研究大会案内 公共図書館161通、博物館美術館156通 

また、メールによる案内を会員・非会員の登録者に随時送った。 

 

8. 後援等 

以下の各行事を後援・共催・協賛した。 

1 JADH2017 日本デジタル・ヒ

ューマニティーズ

学会 

2017/9/11-12 同志社大学今

出川キャンパ

ス 

後援 

2 iPRES 2017 iPRES 2017組織 2017/9/25-29 京都大学国際 後援 
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委員会 科学イノベー

ション棟 

3 人文科学とコンピュ

ータシンポジウム

（じんもんこん２０

１７） 

（社）情報処理学

会人文科学とコン

ピュータ研究会 

2017/12/9-10 大阪市立大学 後援 

4 Code4Lib JAPANカ

ンファレンス2017 

Code4Lib JAPAN 2017/9/2-3 熊本学園大学 後援 

5 全史料協第43回全国

（神奈川相模原）大

会 

全国歴史資料保存

利用機関連絡協議

会 

2017/11/9-10 相模原市杜の

ホールはしも

と 

後援 

6 東京文化資源会議公

開シンポジウムno.6 

東京文化資源会議 2017/11/24 東京大学ダイ

ワユビキタス

学術研究館 

後援 

7 IIIF Japan シンポジ

ウム 

2017/10/17 一橋講堂 (東京

都千代田区) 

共催 

8 IIIF Japan 東京ラウ

ンドテーブル 

2017/10/16 御茶ノ水ソラ

シティ 

技 術

部 会

共催 

9 京都大学図書館機構

講演会 

京都大学図書館機

構 

2017/10/18 京都大学附属

図書館 

協賛 

10 IIIJ Japan 京都ラウ

ンドテーブル 

立命館大学アート

リサーチセンター

2017/10/19 立命館大学ア

ートリサーチ

センター 

技 術

部 会

後援 

11 第11回資料保存シン

ポジウム 

情報保存研究会 2017/10/10 一橋講堂 後援 

 

8. 事務局 

東京大学大学院情報学環 DNP 学術電子コンテンツ研究寄付講座において学会事務をおこなった。 

 


