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2018 年度事業報告案 
2019/6/14 

1. 全般 

デジタルアーカイブ学会設立 2 年目の 2018 年度については、前年度に引き続き学会活動の基礎固

めに取り組んだ。京都研究大会の開催、シンポジウム（共催）・定例研究会・意見交換会等の開催、

学会誌の発行等を実施するとともに、デジタルアーカイブ学会賞（学術賞・実践賞・功労賞の 3 部

門）を創設し、そのうち実践賞及び功労賞について、選考委員会を設置して第 1 回の授賞対象を選

定、京都研究大会において授賞式を実施した。学術賞については、2019 年度から選考を開始する予

定である。また、デジタルアーカイブ論の理論的基盤づくりと普及を目的に、『デジタルアーカイブ 

ベーシックス』（全 5 冊シリーズ）を発刊し、その第 1 巻として、『権利処理と法の実務』を刊行し

た。このような活動の成果として、学会員数も順調に増加し、会員数 500 名まであと一歩の状況で

ある。 

2. 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 
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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 

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 (2019/3/31 現在) 

種別 2017 年

度会員 

2018 年

度入会 

2018 年

度退会 

2018 年

度増減 

合計 2019 年

度入会 

2019 年

度合計 

正会員 (全期) 248 85 3 82 350 25 

 

375

正会員 (半期) 20 23 0 23 23  23

学生会員 25 9 0 9 34 7 41

賛助会員 29 14 1 13 42 1 43

合計 323 131 4 127 449 33 482
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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 2018 年度通常総会 (議決権行使) 
デジタルアーカイブ学会規約第 17 条～ 19 条に従って会 

員の議決権行使をお願した結果、下記の結果となった。 

1. 実施期間: 2018/6/14 ～ 2018/6/29 

2. 対象会員数 (2018/6/14 現在) 

正会員 335 名、学生会員 32 名、賛助会員 35 名 

合計 402 名 

3. 議決権行使数 237 名、うち重複 5 件を除き、有効 

232 件( メールでの議決権行使 1 名を含む) 

従って、定足数 201 名を上回り、総会は成立した。 

4. 決議事項および報告事項 

【決議事項】 

第 1 号議案  2017 年度財務諸表等の承認 

1-1．2017 年度事業報告［ 資料-1］ (ウェブページ参照) 

1-2．2017 年度財務諸表等［ 資料-2］ (p. 397) 

1-4．2017 年度監査報告書［ 資料-3］ (p. 398) 

第 2 号議案  学生会員会費変更の承認［資料-4］ p. 

399) 

【報告事項】 

第 1 号報告  2018 年度計画等 

1-1．2018 年度事業計画書［ 資料-5］ 

1-2．2018 年度収支予算書［ 資料-6］ 

5. 議決結果 

第 1 号議案  2017 年度財務諸表等の承認 

承認する (231) 承認しない (1) 総計 (232) 

第 2 号議案  学生会員会費変更の承認 

会員種別 承認する (232) 承認しない (0) 総計 (232) 

第 1 号、第 2 号議案とも、行使された議決権の過半数を 

上回り、承認された。 

 

4. 2 理事会 
(1) 第 1 回理事会 

日時: 2018 年 5 月 21 日 14:00-16:00 

場所: 東京大学大学院情報学環 1F 会議室 

出席者: 理事：生貝、黒橋、杉本、時実、林、原田、福井、水島、柳、事務局顧問：長丁、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 



2019 年度通常総会 資料-01 
 

- 5 - 
 

4. 各部会・関西支部発足準備状況 

[協議事項] 

1. [総会議案] 2017 年度事業報告案及び収支報告案: 了承 

2. [総会議案] 2018 年度予算案及び事業計画案：了承 

3. [総会議案] 2019 年度会費減免措置の廃止及び 2018 年度学生会員会費の値下げ：了承 

4. 2018 年度通信総会の実施：了承 

5. 2018 年度学会誌発行計画と今後の方針討議 

6 第３回研究大会の準備体制について討議 

7. 学会賞選考委員会の設置に伴う作業部会の立ち上げについて：了承 

8. 自主研究会（SIG）の設置及び運営に関する理事会申し合わせ事項（案）：了承 

9. 「デジタルアーカイブ整備推進法（仮称）」への対応について討議 

10. 高等学校学習指導要領「情報」への「デジタルアーカイブ」の採用働きかけについて討議 

11. 『.デジタルアーカイブベーシックス』編集状況報告 

12. 各部会の状況について報告 

13. 今後の学会運営の方向性については理事懇談会を開催し、論議する。 

14. 理事の改選等について意見交換した。 

 

(2) 第 2 回理事会 

日時: 2019 年 1 月 25 日 14:00-16:00 

場所: 東京大学大学院情報学環・福武ホール 1F 会議室 

出席者: 理事：生貝、井上、黒橋、坂井、時実、林、福井、柳、吉見(会長代行)、事務局顧問：長丁、

事務局：前波 

[協議事項] 

1. 2018 年度中間決算 (報告案) : 了承 

2. 2018 年度事業報告案（暫定）：了承 

3. 2019 年度予算案：了承 

4. 2019 年度活動方針案：了承 

5. 総会の開催形式と時期についと議論し、次回は通信総会とすることとした。 

6 編集委員会内規改訂案: 承認 

7. 謝金規程改定案：承認 

8. 事務の一部外注案：承認 

9. 学会賞選考委員会による選考結果の報告を承認 

10. 2019 年度・2020 年度役員について意見交換をおこなった 

11. 第 4 回研究大会の開催場所・時期等について検討経過を報告 

12. World Digital Library 会議への時実理事派遣について: 承認 

13. DNP 学術電子コンテンツ研究寄付講座 3 周年記念シンポジウムの後援: 承認 

 

4. 3 学会誌編集委員会 
[委員] 

委員長 吉見 俊哉 (東京大学大学院情報学環 教授) 

副委員長 

井上 透 (岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所)、時実 象一 (東京大学大学院情報学環) 
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東 由美子 (東京大学大学院情報学環)、宮本 聖二 (立教大学大学院)、渡邉 英徳 (東京大学大

学院) 

委員 

生貝 直人 (東洋大学)、今村 文彦 (東北大学災害科学国際研究所)、大西 亘 (神奈川県立生命

の星・地球博物館)、大向 一輝 (国立情報学研究所)、岡室 美奈子 (早稲田大学坪内博士記念演

劇博物館)、菊池 信彦 (関西大学)、古賀 崇 (天理大学)、後藤 真 (国立歴史民俗博物館)、坂

井 知志 (常磐大学・大学院)、柴山 明寛 (東北大学)、高久 雅生 (筑波大学情報学群知識情報・

図書館学類)、高野 明彦 (国立情報学研究所)、谷 里佐 (岐阜女子大学)、中村 覚 (東京大学) 

原田 隆史 (同志社大学大学院総合政策科学研究科)、林 和弘 (文部科学省科学技術・学術政策研

究所)、細井 浩一 (立命館大学) 

 

会議名 日時 場所 出席者 

2018年度第1回編集委

員会 

2018/5/10 (木) 

16:00-16:20 

東京大学情報学環本

館1F会議室 

吉見委員長、井上、時実、東、宮本

聖二 (電話のみ) 各副委員長、柳理

事、前波 (事務局) 

2018年度第1回編集幹

事会 

2018/11/2 (金) 

18:00-20:00 

東京大学情報学環本

館1F会議室 

井上、坂井、高久、高野、時実、東、

宮本 

2018年度第2回編集幹

事会 

2018/12/14 (金) 東京大学大学院情報

学環本館7F演習室2 

井上、時実、東、宮本聖二、渡邉各

副委員長、前波 (事務局) 

2018年度第2回編集委

員会 

2019/1/25 (金) 

12:30-13:30 

東京大学福武ホール

1階会議室 

 

 

4. 4 研究大会実行委員会 
(1) 第 3 回研究大会実行委員会 

[委員] 

委員長 黒橋 禎夫 (京都大学大学院情報学研究科) 

委員 

天野絵里子 (京都大学学術研究支援室)、古賀 崇 (天理大学)、時実 象一 (東京大学大学院情報学

環)、原田 隆史 (同志社大学大学院総合政策科学研究科)、福島幸宏 (京都府立図書館)、藤田 高夫 

(関西大学)、細井 浩一 (立命館大学映像学部)、水島 久光 (東海大学文学部)、村脇 有吾 (京都

大学大学院情報学研究科)、安岡、柳 与志夫 (東京大学大学院情報学環)、吉村 

会議名 日時 場所 出席者 

準備会 2018/6/22 (金) 

10:00-11:30 

京都大学吉田総合研

究9号館I-202 

黒橋委員長、柳、時実、細井、生貝、

村脇 

第1回実行委員会 2018/7/26 (木) 

15:00-16:30 

京都大学吉田キャン

パス 電気総合館 会

議室2 

黒橋委員長、時実、藤田、安岡、福

島、天野、原田、村脇 
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4. 5 学会賞選考委員会 
(1) 第 1 回作業部会 

日時：2018 年 8 月 3 日（金）10:30 ～ 12:00 

場所：東京大学大学院情報学環本館 1 階会議室 

出席: 生貝、井上、坂井、時実、永崎、原田、柳、吉見 ( 部 

会長) ( 事務局: 前波) 

 

(2) 第 2 回作業部会 

日時：2018 年 8 月 3 日（金）10:30 ～ 12:00 

場所：東京大学福武ホール 1 階会議室 

出席: 永崎、高野、井上、坂井、時実、北本、柳、吉見 ( 部 

会長) ( 事務局: 前波) 

 

(3) 選考委員会 

日時：2018 年 12 月 11 日（月）11:00 ～ 12:00 

場所： 東京大学福武ホール 1 階会議室 

出席: 長尾委員長、宮坂、青柳、吉見各委員、 

 

4. 6 評議委員会 
第 2 回評議委員会 

日時：2019 年 3 月 15 日（月）11:00 ～ 12:00 

場所： 京都大学吉田キャンパス 総合研究 8 号館 

出席: 評議員: 安藤久夫、大久保ゆう、大西亘、北本朝展、粂川麻里生、数藤雅彦、平良斗星、長丁

光則、仲野寛、原田悦志、福島幸宏、藤田髙夫、前川道博、町英朋、宮本聖二 (理事: 生貝、坂井、

高野、柳与、時実) 

[議題] 

1. 学会活動の近況について 

2. 第 1 回学会賞の選考結果について 

3. 今後の学会活動に関する意見交換 

 

5. 学会賞授与 

第 1 回学会賞 (2019 年 3 月 15 日) 

功労賞 

・角川歴彦 ( かどかわ・つぐひこ) 株式会社 KADOKAWA 取締役会長 

・北島義俊 ( きたじま・よしとし) 大日本印刷株式会社代表取締役会長 

・後藤忠彦 ( ごとう・ただひこ) 岐阜女子大学顧問、前岐阜女子大学学長 

実践賞 

・青空文庫 

・いらすとや 

・渋沢栄一記念財団情報資源センター 

・橋本雄太 ( はしもと・ゆうた) 国立歴史民俗博物館助教 
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・SAT 大蔵経テキストデータベース研究会 ( 代表：下田正弘) 

6. 研究大会 

第 3 回研究大会 

日時 2019/3/15 (金) - 16 (土) 

場所 京都大学吉田キャンパス総合研究８号館 

協賛 

 デジタルアーカイブ推進コンソーシアム（DAPCON） 

 一般財団法人デジタル文化財創出機構 

 村田機械株式会社 

後援: アート・ドキュメンテーション学会、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、京都文化力プロジェクト(〒606-8501 京都市左京区吉田本町) 

基調講演 3 月 15 日 (金) 午後 

平等院 神居文彰 住職 「文化における情報という財産－調査・研究と活用の問題－」 

チュートリアル・エクスカーション 3 月 16 日 (土) 

チュートリアル「Omeka」 

チュートリアル「デジタルアーカイブの業界標準・IIIF の基本を押さえる」 

チュートリアル「著作権法と Creative Commons」 

エクスカーション「デジタルアーカイブで歩く京大・吉田」一般発表 (口頭発表・ポスター発表)   

企画セッション 

セッション (1) 記憶を集める・公開する―まだ存在しない「アーカイブ」を考える 

セッション (2) デジタルアーカイブと東アジア研究 

セッション (3) デジタルアーカイブ推進法を意義あるものにするために 

セッション (4) 災害資料保存とデジタルアーカイブ 

セッション (5) 日本文化資源としてのMANGAをアーカイブする〜京都／関西における活動と

課題 

セッション (6) アーカイブの継承 

一般発表 

口頭発表 31 件、ポスター発表 16 件 

企業展示 12 件 

参加者数: 254 名 

正会員 150 名、学生会員 12 名、賛助会員 25 名、非会員 67 名 

 

7. デジタルアーカイブ学会誌 

7. 1 発行状況 
下記のとおり発行するとともに、約 1.5 月遅れで J-STAGE に登載・公開している。 

巻号 発行日 本文ページ数 広告数 発行部数 

第2巻第3号 2018/6/14 77p. (231-307) 3 500 
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第2巻第4号 201710/1 97p. (309-405) 5 550 

第3巻第1号 2019/1/7 69p. (1-69) 5 600 

第3巻第2号 (第3回

研究大会予稿集) 

2019/3/15 (予定) 192p. (71-263) 15 650 

 

7. 2 論文投稿状況 
投稿日 種別 タイトル 掲載巻号ページ 

2017/12/14 研究論文 東日本大震災の事例から見えてくる震災アーカイブ

の現状と課題 

2018, 2(3), 282-286 

2018/3/6 事例報告 知る、使う、つくる――学部授業におけるデジタル

アーカイブの実践的理解 

2018, 2(3), 277-281 

2018/5/11 事例/報告 我が国における地方紙のデジタル化状況に関する調

査報告 

2019, 3(1), 35-40 

2018/8/10 技術解説 光ディスクによるデジタルデータ資産の長期保存と

自然災害対策 

2018, 2(4), 393-395 

2018/11/15 研究論文 動作する人体のデジタルアーカイブ 不採択 

2018/12/2 研究論文 生物学動画アーカイブの運用で想定される課題; 研

究者アンケートからの考察 

2018, 3(3) 掲載予定 

2019/1/18 事例/報告  査読中 

 

 

8. 各種活動 

8. 1 シンポジウム「著作権延長後の世界で、我われは何をすべきか」 (共催) 
日時: 2019 年 1 月 10 日（木）18:30～21:00 

会場: 東京ウィメンズプラザ（銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」B2 より 7 分） 

主催: 青空文庫、本の未来基金、デジタルアーカイブ学会、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン、

インターネットユーザー協会、thinkC 

協賛: 日本図書館協会、国立大学図書館協会 

参加者: 約 280 名 

 

8. 2 定例研究会 
(1) 第 5 回定例研究会 

日時：2018 年 5 月 26 日（土）13:30 ～ 16:30 

場所：東京大学情報学環ダイワユビキタス学術研究館２階講義室 

[プログラム] 
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1. 命の軌跡は訴える〜被災地の新聞社とデジタルアーカイブ ( 鹿糠敏和: 岩手日報社編集局報道部

次長) 

2. 自動翻訳の可能性とデジタルアーカイブへの活用 ( 中澤敏明: 東京大学情報理工学系研究科特任

講師) 

参加者: 約 25 名 

 

8. 3 部会等 
8. 3. 1 法制度部会 
(1) 「デジタルアーカイブ整備推進法 (仮称)」に関する意見交換会 

日時： 2018 年 9 月 18 日（火）10:00～12:00 

場所：東京大学本郷キャンパス 情報学環ダイワユビキタス学術研究館 石橋信夫記念ホール 

主催: デジタルアーカイブ学会法制度部会 

構成 

経緯と概要説明（10 分）：福井健策法制度部会長 

法案要綱説明（30 分）：藤森純弁護士（法制度部会員） 

質疑応答及び意見交換（80 分）：法制度部会員及び学会会員 

参加者: 約 80 名 

 

(2) 部会例会 

第 8 回 2018/7/23 「デジタルアーカイブ整備推進法 ( 仮称)」に関する意見交換会 の実施につい

て検討 

第 9 回 2018/10/5「肖像権」、「個人情報」についてのガイドライン検討 

第 10 回 2018/12/7 「肖像権」、「個人情報」についてのガイドライン検討 

第 11 回 2019/2/4 「肖像権」、「個人情報」についてのガイドライン検討 

第 12 回 2019/3/25 「肖像権」、「個人情報」についてのガイドライン検討 

 

8. 3. 2 人材養成部会 
(1) ドローン研究会 IN 岐阜 

日時: 2018 年 6 月 22 日（金）13 時 30 分～ 16 時 

場所: 岐阜女子大学本校（太郎丸キャンパス）グラウンド 

 

(2) デジタルアーカイブ in 岐阜 

日時：平成 31 年 2 月 11 日（月・祝） 13：00～17：30 

主催：デジタルアーカイブ学会人材養成部会・コミュニティーアーカイブ部会 

日本教育情報学会デジタルアーカイブ研究会・著作権等研究会 

会場：岐阜女子大学 文化情報研究センター 

（岐阜県岐阜市明徳町 10 番地 杉山ビル 4 階） 

 

8. 3. 3 コミュニティアーカイブ部会 
(1) 研究会「コミュニティ映画アーカイブを考える」 

日時: 2019 年 3 月 12 日 (火) 14:00-17:00 

場所: ヤフー本社 LODGE 



2019 年度通常総会 資料-01 
 

- 11 - 
 

講師 

1. 「小さな映像を囲む：アーカイブの利活用をとおしたコミュニティづくり」松本篤 (東京大学大学

院学際情報学府博士課程) 

2. 「ホームムービーのデジタルアーカイビング―オーストリアの取り組み」常石史子 (オーストリ

ア・フィルム・アーカイブ (Filmarchiv Austria)) 

 

8. 3. 4 「デジタル化承諾書・契約書検討」ミニ研究会 
検討会:  

日時: 2019/1/24 (木) 10:30-12:00 

場所: 東京藝術大学 芸術情報センター 

 

9. 後援等 

NO イベント名称 主催 日 場所 種別 

1 JADH2018 日本デジタル・ヒュ

ーマニティーズ学

会 

2018/9/9-

11 一橋講堂 後援 

2 2018年度アート・ドキュメン

テーション学会年次大会 

アート・ドキュメン

テーション学会 

2018/6/16-

17 

国立歴史民俗博物

館 
後援 

3 国際シンポジウム「アート・

歴史分野における国際的な標

準語彙（ボキャブラリ）の活

用  —  GETTY 

VOCABULARY PROGRAM

の活動と日本」 

アート・ドキュメン

テーション学会 

2018/6/16 

国立歴史民俗博物

館 
後援 

4 人文科学とコンピュータシン

ポジウム（じんもんこん２０

１８） 

（社）情報処理学会

人文科学とコンピ

ュータ研究会 

2018/12/1-

2 
東京大学地震研究

所 
後援 

5 シンポジウム「大学図書館 デ

ジタルアーカイブの活用に向

けて」 

国立大学図書館協

会 

2018/10/19
神戸大学 神戸大

学 百年記念館 
後援 

6 第12回資料保存シンポジウ

ム 

情報保存研究会 2018/10/9 
一橋講堂 後援 

7 Code4Lib JAPANカンファ

レンス2018 

Code4Lib JAPAN 2018/9/1-2 
県立長野図書館 後援 

8 第44回全史協全国 (沖縄) 大

会 

全国歴史資料保存

利用機関連絡協議

2018/11/8-

9 

沖縄県市町村自治

会館 
後援 
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会 

9 第30回情報知識学フォーラ

ム 

情報知識学会 2018/12/8 近畿大学東大阪本

部キャンパス 
後援 

10 DNP学術電子コンテンツ研

究寄付講座3周年記念シンポ

ジウム 

東京大学大学院情

報学環DNP寄付講

座 

2018/2/13 東京大学情報学環

ダイワハウスユビ

キタス館石橋信夫

記念ホール 

後援 

 

10. 受託調査 

前年度 (2017 年度) デジタルアーカイブ推進コンソーシアム (DAPCON) より受託調査「デジタル

アーカイブ産業領域に関わる統計、指標等の整備に資する調査」を受注しているが、調査報告書を完

了納品した。 

 

11. その他 

長尾真会長が文化勲章を受章した (日時: 2018/11/3)。 

 


