
 2016年10月20 日 

奈良文化財研究所 

全国遺跡報告総覧シンポジウム開催のご案内 

 

 

  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、奈良文化財研究所では、全国遺跡報告総覧シンポジウムを下記のとおり開催いたしますので、ご案

内申し上げます。 

 

 

記 

テーマ： 全国遺跡報告総覧のメリットと公開までのハードル 

 

趣 旨： 

発掘調査報告書の電子書庫である「全国遺跡報告総覧」が昨年6月に公開され、１年半近くが経過しま

した。この間、国立文化財機構奈良文化財研究所と全国の国立大学及び地方自治体等の報告書発行機関が

連携して取り組みを進め、「総覧」から公開される報告書は徐々に増えてきています。 

発行部数が少なく流通範囲が限られている発掘調査報告書をデジタル化して Web 公開することで、こ

れまで閲覧することが困難だった報告書も、Web上で容易に閲覧することができるようになりました。ま

た、全文検索や英語自動検索などの新たな機能は、報告書の発見可能性を飛躍的に高め、考古学研究の進

展に寄与する可能性を秘めています。 

「総覧」公開のメリットは今後益々大きくなると思われますが、全国すべての地方自治体が発行する報

告書を網羅するには、まだまだ越えなければならないハードルがいくつもあります。「総覧」に参加する機

関を拡大し、公開される報告書を安定的に増やしていくためには、どのような将来展望と戦略が必要でし

ょうか。発掘調査報告書のデジタル化が果たす役割と可能性、参加機関が「総覧」公開に至るまでに何を

なさなければならないかを、基調講演や事例報告、パネルディスカッションをとおして考えてみたいと思

います。 

報告書のデジタル化や「総覧」への参加を検討されている埋蔵文化財担当者の皆さまのほか、広く文化

資源のデジタル化に関心を持つ方々の参加をお待ちしています。 

 

対 象： 一般市民，自治体文化財担当者，大学教員・学生，大学図書館員ほか 

日 時： 平成２８（2016）年１１月２８日（月） １３：００～１７：３０ 

会 場： 国立文化財機構奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂 

〒630-8577 奈良市佐紀町247-1 

定 員： ２００ 名 

主 催： 全国遺跡報告総覧プロジェクト 

共 催： 国立文化財機構奈良文化財研究所，国立大学法人島根大学附属図書館 

後 援： 国立国会図書館 ／ 国立情報学研究所 ／ 全国埋蔵文化財法人連絡協議会 

 

 

 



プログラム 

報告「全国遺跡報告総覧の現況―参加機関数・登録件数・利用実績の推移―」  

      矢田貴史 島根大学附属図書館 企画・整備グループ 

 

報告「全国遺跡報告総覧の現況―システムの機能改善の状況―」 

      高田祐一 奈良文化財研究所企画調整部 研究員 

  

基調講演「大学教育と文化財保護―発掘報告書をめぐって―」 

    坂井秀弥 奈良大学文化学部文化財学科 教授 

 

事例報告「長崎県における報告書のデジタル化と公開について」 

     古澤義久 長崎県埋蔵文化財センター 東アジア考古学研究室 主任文化財保護主事 

 

事例報告「青森市における報告書デジタル化と公開への取り組み」 

    木村淳一 青森市教育委員会事務局文化財課  文化財主査 

 

事例報告「秋田県におけるセルフアーカイブ移行に向けた取組について」 

    高橋 寛 秋田大学附属図書館 情報推進課 総括主査（学術企画担当） 

 

報告「全国遺跡報告総覧と文化財活用事業」 

      国武貞克 奈良文化財研究所都城発掘調査部 主任研究員 

 

案内「全国遺跡報告総覧に参加するには―参加手続き・参加してからしていただくこと―」 

    ＊著作権関係を含む 

      矢田貴史 島根大学附属図書館 企画・整備グループ 

 

パネルディスカッション 

     コーディネータ： 坂井秀弥 

     パネリスト： 矢田、高田、古澤、木村、高橋、国武の各氏 

 

情報交換会 （奈良文化財研究所 平城宮跡資料館小講堂） 

 

 

 

 

情報交換会 

 日時： 11月28日（月）18：00～20：00 参加費：4,000円程度  

※ 情報交換会の参加は任意です。 

※ 会場での情報交換会を予定しております。 

 

 

 



 

 

 

参加申込 

・ 参加希望者は、郵便番号・住所・氏名・所属・電話・FAX番号・Eメールアドレス、情報交換会参加の有

無を明記のうえ、事務局（島根大学学術国際部図書情報課）にEメールまたは郵送・FAXにてお申し込み

下さい。11月18日（金）までにお申し込みいただきますようお願いします。 

・ 全国遺跡報告総覧シンポジウム（2016/11/28）参加申込フォーム（https://www.lib.shimane-

u.ac.jp/0/an/ank.asp?id=19） からでも申し込み可能です。 

・ なお、参加申込書にご記入いただきました内容につきましては、受付・名札作成等研究集会の事務作業

以外には使用いたしません。 

 

 

申込・問い合わせ先  全国遺跡報告総覧プロジェクト事務局 

島根大学学術国際部図書情報課 

TEL：0852-32-6088  FAX：0852-32-6089 

Eメール：rar@lib.shimane-u.ac.jp 

 

奈良文化財研究所企画調整部（担当：高田祐一） 

Eメール：ytakata@nabunken.go.jp 

 

 

（シンポジウム会場） 

奈良文化財研究所 平城宮跡資料館 講堂 

 

 

以上 

 



『全国遺跡報告総覧』の概要及び登録機関 

2016 年 10 月 18 日時点 

【概要】 

全国遺跡報告総覧 

「全国遺跡報告総覧」は、埋蔵文化財の発掘調査報告書を全文電子化して、インターネ

ット上で検索・閲覧できるようにした“電子書庫”です。「総覧」は、全国遺跡資料リポ

ジトリ・プロジェクトによって構築された遺跡資料リポジトリ・システムとコンテンツ

を国立文化財機構 奈良文化財研究所が引き継ぎ、運用しているものです。現在の全国遺

跡報告総覧プロジェクトの参加機関や収録報告書の発行機関の一覧は別添資料です。 

貴重な学術資料でありながら、流通範囲が限られ一般に利用しづらい報告書をインター

ネット上で公開することで、必要とする人が誰でも手軽に調査・研究や教育に利用でき

る環境の構築を目指しています。 

現在、全国の自治体・法人調査組織・大学等の 355 機関の報告書類 17266 件を収録し

ています（2016 年 10 月 19 日時点）。PDF ページ数 2,049,867、収録文字数

1,359,329,841 と膨大なデータを保持しています。 

 

全国遺跡報告総覧プロジェクト 

プロジェクトは、全国の２１連携大学および直接参加機関で構成しています。代表機関は奈

良文化財研究所、事務局は島根大学です。連携大学は次の通りです。 

東北大学、山形大学、秋田大学、筑波大学、富山大学、信州大学、滋賀大学、大阪大学、

神戸大学、奈良女子大学、鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大

学、香川大学、愛媛大学、高知大学、九州大学、宮崎大学、鹿児島大学（総合博物館） 

 

 

【登録機関】 

〇登録機関総数 ３５５機関 

内訳 県２５ 市町村３０７ その他２３（大学１８ 県博３ 奈文研 元興寺） 

 

 

 

 

 

 

 



〇登録自治体等リスト【平成２８年１０月１８日現在】 （ ）の中の数字は件数 

北海道全域 (7)  厚沢部町 (7) 

青森県全域 (144) 青森市 (144) 

岩手県全域 (305) （財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター (305) 

秋田県全域 (544) 秋田県教育委員会 (431)  秋田市 (113) 

宮城県全域 (965) 宮城県教育委員会 (182) 仙台市 (436) 石巻市 (20) 白石市 (28) 多賀城市 (110)  

岩沼市 (14)  栗原市 (69) 蔵王町 (19) 村田町 (5) 松島町 (4) 七ヶ浜町 (11)   

涌谷町 (11)  美里町 (9)  東北大学 (47) 

山形県全域 (661) 山形県教育委員会 (175) 公益財団法人山形県埋蔵文化財センター (214) 山形市 (37) 

米沢市 (95) 長井市 (29) 天童市 (30) 尾花沢市 (9) 山辺町 (15) 河北町 (4)    

大江町 (11) 金山町 (1) 真室川町 (2) 川西町 (22) 庄内町 (5) 遊佐町 (12) 

茨城県全域 (502) 公益財団法人茨城県財団法人茨城県教育財団 (234) 土浦市 (54) 笠間市 (42)     

ひたちなか市 (5) 常陸大宮市 (26) 筑西市 (31) 稲敷市 (15) 行方市 (60)       

城里町 (6) 美浦村 (10) 八千代町 (11) 筑波大学 (8) 

群馬県全域 (559)  前橋市 (559) 

埼玉県全域 (128)  熊谷市 (51) 深谷市 (77) 

新潟県全域 (61)  公益財団法人新潟県埋蔵文化財センター (5) 長岡市 (27) 三条市 (3) 新発田市 (10) 

加茂市 (13) 田上町 (1) 津南町 (2) 

長野県全域 (2561) 長野県教育委員会 (44) 公益財団法人長野県埋蔵文化財センター (172)  

長野県歴史館 (15) 長野市 (134) 松本市 (228) 上田市 (133) 岡谷市 (32) 



飯田市 (268) 諏訪市 (34) 須坂市 (6) 小諸市 (8) 伊那市 (124) 駒ヶ根市 (47) 

中野市 (77) 大町市 (10) 飯山市 (81) 茅野市 (124) 塩尻市 (63) 佐久市 (269) 

千曲市 (79) 東御市 (4) 安曇野市 (43) 小海町 (1) 川上村 (4) 北相木村 (4)    

佐久穂町 (5) 御代田町 (27) 立科町 (5) 長和町 (5) 下諏訪町 (1) 富士見町 (19) 

原村 (75) 辰野町 (38) 箕輪町 (79) 飯島町 (22) 南箕輪村 (7) 中川村 (16)    

宮田村 (33) 高森町 (5) 阿南町 (5) 阿智村 (2) 根羽村 (1) 喬木村 (18)       

上松町 (3) 南木曽町 (1) 木祖村 (1) 大桑村 (1) 木曽町 (11) 生坂村 (1)       

山形村 (12) 朝日村 (2) 筑北村 (1) 池田町 (2) 白馬村 (1) 坂城町 (52)       

小布施町 (4) 高山村 (7) 山ノ内町 (20) 木島平村 (1) 野沢温泉村 (2) 信濃町 (35)

小川村 (1) 飯綱町 (20) 國學院大學 (13) 明治大学 (3) 

山梨県全域 (1040) 山梨県教育委員会 (40) 山梨県埋蔵文化財センター (368) 山梨県立博物館 (2) 

甲府市 (81) 富士吉田市 (8) 都留市 (13) 山梨市 (26) 大月市 (9) 韮崎市 (89)   

南アルプス市 (85) 北杜市 (161) 甲斐市 (46) 笛吹市 (29) 上野原市 (17) 甲州市 

(21) 中央市 (17) 市川三郷町 (4) 身延町 (4) 富士川町 (5) 昭和町 (4) 忍野村 (1)

富士河口湖町 (1) 昭和女子大学 (6) 帝京大学 (2) 山梨大学 (1) 

静岡県全域 (315)  静岡県埋蔵文化財センター (271) 浜松市 (25) 熱海市 (2) 磐田市 (10)         

伊豆の国市 (7) 

富山県全域 (786) 富山県教育委員会 (87) 富山市 (160) 高岡市 (129) 魚津市 (21) 氷見市 (65) 

滑川市 (4) 砺波市 (28) 小矢部市 (51) 南砺市 (53) 射水市 (79) 舟橋村 (9) 

上市町 (39) 立山町 (35) 入善町 (8) 朝日町 (4) 富山大学 (14) 

石川県全域 (52)   野々市市 (52) 



岐阜県全域 (167) 公益財団法人岐阜県文化財保護センター (139) 飛騨市 (22) 下呂市 (6) 

愛知県全域 (224) 公益財団法人愛知県埋蔵文化財センター (204) 東海市 (20) 

滋賀県全域 (262) 滋賀県教育委員会 (201) 彦根市 (61) 

三重県全域 (3) 明和町 (2) 志摩市 (1) 

奈良県全域 (959) 奈良市 (151) 大和郡山市 (49) 天理市 (53) 橿原市 (13) 御所市 (27) 生駒市 (9)  

香芝市 (39) 宇陀市 (榛原町含む) (32) 田原本町 (55) 王寺町 (4) 広陵町 (10)     

河合町 (11) 大淀町 (4)  吉野町(1) 公益財団法人元興寺文化財研究所 (12)               

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 (479) 奈良女子大学 (10) 

大阪府全域 (1177) 大阪府教育委員会 (188)  公益財団法人大阪府文化財センター (6)大阪市 (37)     

豊中市 (87) 池田市 (34) 吹田市 (64)    泉大津市 (39) 高槻市 (89) 貝塚市 (81) 

茨木市 (55) 八尾市 (70) 公益財団法人八尾市埋蔵文化財センター (147)        

寝屋川市 (21) 河内長野市 (1) 松原市 (16) 大東市(42) 東大阪市 (5)  箕面市 (7) 

羽曳野市 (13) 泉南市 (13) 交野市 (40) 阪南市 (48)  富田林市 (1)  島本町 (19) 

豊能町 (4) 能勢町 (1) 田尻町 (15) 河南町 (4) 千早赤阪村 (11)  門真市 (9) 大阪

大学 (10) 

兵庫県全域 (182) 兵庫県教育委員会 (1) 神戸市 (166) 加古川市 (15) 

岡山県全域 (613) 岡山県教育委員会 (237) 岡山市 (85) 倉敷市 (39) 津山市 (110) 玉野市 (5)     

笠岡市 (6) 総社市 (4) 高梁市 (11) 備前市 (6) 瀬戸内市 (13) 赤磐市 (23)      

真庭市 (7) 美作市 (4) 浅口市 (3) 里庄町 (1) 矢掛町 (2) 鏡野町 (12) 勝央町 (7) 

岡山大学 (38) 

広島県全域 (69)  広島市 (68)  広島大学 (1) 

山口県全域 (37)  美祢市 (4) 周南市 (4)  山口大学 (29) 



鳥取県全域 (286) 鳥取県教育委員会 (11) 公益財団法人鳥取県教育文化財団 (93) 鳥取市 (7)       

公益財団法人鳥取市文化財団 (23) 一般財団法人米子市文化財団 (45) 倉吉市 (41)  

岩美町 (9) 八頭町 (35) 三朝町 (3) 北栄町 (19) 

島根県全域 (1105) 島根県教育庁 (275) 松江市 (244) 浜田市 (43) 出雲市 (170) 益田市 (88)      

大田市 (11)  安来市 (47) 江津市 (15) 雲南市 (51) 奥出雲町 (34) 邑南町 (53) 

津和野町 (39) 吉賀町 (4) 隠岐の島町 (12) 島根大学 (19) 

香川県全域 (525) 香川県教育委員会 (264) 高松市 (105) 丸亀市 (52) 坂出市 (1) 善通寺市 (32)    

観音寺市 (28) さぬき市 (7) 東かがわ市 (6) 三豊市 (1) 三木町 (9) 多度津町 (4) 

まんのう町 (15) 香川大学 (1) 

徳島県全域 (114) 徳島県教育委員会 (64) 徳島市教育委員会 (37)  

          徳島市埋蔵文化財発掘調査委員会 (2) 名東遺跡発掘調査委員会 (1) 徳島大学 (10) 

愛媛県全域 (210)  松山市 (181) 愛媛大学 (29) 

高知県全域 (387) 高知県教育委員会 (189) 高知市 (36) 安芸市 (5) 南国市 (28) 土佐国分寺 (1)    

土佐市 (2) 宿毛市 (1) 土佐清水市 (3) 四万十市 (13) 香南市 (24) 香美市 (30) 

公益財団法人龍河洞保存会 (1) 奈半利町 (1) 本山町 (10) 土佐町 (1) いの町 (3) 

中土佐町 (2) 佐川町 (3) 越知町 (2) 梼原町 (1) 津野町 (3) 四万十町 (4) 

 大月町 (8)  黒潮町 (3) 高知大学 (13) 

福岡県全域 (536)  福岡市 (428) 筑後市 (108) 

長崎県全域 (255) 長崎県埋蔵文化財センター (255) 

大分県全域 (2) 中津市 (2) 



熊本県全域 (273) 熊本県教育庁教育総務局文化課 (273) 

宮崎県全域(1149) 宮崎県教育委員会 (447) 宮崎市 (221) 都城市 (121) 延岡市 (57) 日南市 (44)   

小林市 (39) 串間市 (16) 西都市 (66) えびの市 (20) 三股町 (7) 高原町 (15)     

国富町 (4) 綾町 (12) 高鍋町 (13) 新富町 (42) 川南町 (9) 都農町 (3) 門川町 (4) 

高千穂町 (7) 日之影町 (1) 宮崎県立西都原考古博物館 (1) 

鹿児島県全域 (52) 出水市 (3) 瀬戸内町 (2) 喜界町 (15) 天城町 (5) 伊仙町 (16) 知名町 (11) 

沖縄県全域 (38) 沖縄県立埋蔵文化財センター (38) 

 



全国遺跡報告総覧　プロジェクト事務局 　　行

記

　※ご記入いただいた個人情報はシンポジウムの受付事務に限り使用させていただきます。

お申込み年月日　：　平成　　 　　　年     　　　月    　　　日  

◇時間　18：00頃開始（予定）　　　◇会費　4,000円（当日会場受付で申し受けます）

電話番号

※メールアドレスをお持ちでない場合に記入ください。

シンポジウム終了後、情報交換会を予定しております。いずれかに〇をしてください。

E-Mailアドレス 　　　　　　　　　　　　　　　　＠

部局名

所属機関名

全国遺跡報告総覧についての質問があればご記入ください。パネルディスカッションの際、参考にさせていただきます。

氏　名

全国遺跡報告総覧シンポジウム（2016/11/28）参加申込書

情報交換会 出　席　　　　　　　　　　　欠　席

氏　名（フリガナ）

下記の通り、シンポジウムへの参加を申し込みます。

ご記入の上、下記までFAXまたはE-mail添付にてお申し込みください。

FAX： (0852)32-6089 

E-Mail：rar@lib.shimane-u.ac.jp
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