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日本情報考古学会第 27 回大会のご案

内	 
 
日本情報考古学会第 27 回大会（実行委員長：佐

藤宏介）を、３月 27日（土）、28日（日）の両日、
大阪大学基礎工学研究科（豊中キャンパス）にて開

催いたします。今大会は 16 件の一般発表、特別講
演「ピラミッドの三次元計測」、シンポジウム「炭

素 14 年代法と箸墓古墳の諸問題」という内容にな
っております。プログラムの詳細につきましては同

封の大会プログラムをご覧ください。多くの会員の

方の参加をお待ちしております。 
 

 
 
 

―開催日程・概要など―	 

	 

	 	 	 日時：	 2010(平成 22)年	 

3 月 27 日(土)，28 日(日)	 
	 

	 	 	 会場：	 大阪大学（豊中キャンパス）	 	 

基礎工学研究科内	 

Σ ホール（基礎工学部国際棟）	 
	 

	 	 	 	 〔アクセス〕 

         阪急宝塚線「石橋」駅（徒歩 20 分） 

         もしくは 大阪モノレール「柴原」駅（徒歩８分） 

 

	 

	 	 	 実行委員長：	 佐藤宏介	 
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シンポジウム「考古学データベースの過去・現在・未来」

報告	 
 

2009 年度日本情報考古学会シンポジウム「考古
学データベースの過去・現在・未来」を 10 月 10
日(土）、同志社大学東京オフィスにて開催いたしま

した。 
このシンポジウムでは、以下のごとく４人の講師

の先生方にお一人 40 分程度の講演をしていただき
ました。更に、赤塚次郎会員にも特別発表をしてい

ただき、その後、参加者の皆さんと 30 分程度ディ
スカッションの時間を持ちました。出席者の数は多

くはなかったのですが、考古学データベースの将来

について憂えることは多く、熱心かつ活発な議論が

続き、時間オーバーとなりました。 
 
日時： 2009年 10月 10日(土)	 13:00～16:30 
 
会場： 同志社大学東京オフィス 
 
プログラム：	 

	 「前方後円墳データベースの現在」	 

小沢一雅（大阪電気通信大学）	 
	 

	 「考古学 GIS データベース	 ―型式から定量そして空間―」	 

宇野隆夫（国際日本文化研究センター）	 
	 

	 「考古学情報のディジタルアーカイビング」	 

植村俊亮（奈良産業大学）	 
	 

	 「考古学データベース	 ―探すから分析するへ―」	 

及川昭文（総合研究大学院大学）	 	 
	 

	  「インターネットを使った遺跡情報アーカイブシステム」 
赤塚次郎（愛知県埋蔵文化センター） 
 
15:50～16:20	 ディスカッション 
 

主催： 日本情報考古学会 
	 	 	 	  科学研究費基盤 A「データ科学の新領域の開拓― 
	 	 	 	  文化財データ解析―」（代表 村上征勝） 
 
後援： 「人文学データベース協議会」 

	  「情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会」 
 
 

 
小沢一雅先生 

 
宇野隆夫先生	 

 

 
植村俊亮先生 
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及川昭文先生 

 

 
赤塚次郎先生	 

 
平成 22～24 年度の学会	 

役員選挙結果のご報告	 
 
平成22年度から24年度の学会役員選挙の投票は

１月 22 日に締め切られ、植村副会長の立ち会いの
もと２月２日に開票が行われました。理事に関して

は総投票数 145 票（うち無効１票）、監事に関しま
しては総投票数 45 票でした。理事、監事の数につ
きましては会則では若干名とありますが、村上会長、

植村、植木両副会長の３名で、これまでの役員数、

同数票を考慮した結果、理事は 18 名、監事は２名
当選ということになりました。理事、監事に当選さ

れた方は以下の方々です。 

	  

	 [理事]  
石川日出志、泉拓良、植木武、植田真、 
植村俊亮、宇野隆夫、梅澤重昭、大塚初重、 
佐藤宏介、千原國宏、新納泉、廣田吉三郎、 

宝珍輝尚、三瓶裕司、宮原健吾、村上征勝、 
森本和男、八重樫純樹 
 

[監事] 
横見博之、三辻利一 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
学会誌「情報考古学」、講演論文

集	 

バックナンバー販売のご案内	 
 
事務局の学会誌保管スペースの関係で、「情報考

古学」、講演論文集のバックナンバー購入希望会員

の方に特別価格で販売致します。 
「情報考古学」は、Vol. 3から Vol. 13までは No. 

1、No. 2と２冊出しておりますが、Vol. 14、Vol. 15
はそれぞれ合併号で１冊だけです。Vol. 1と Vol. 2
は、もともと No. 2は出版しておりません。 
大会報告集は、第１回大会(1996)～第 20 回大会

(2005)までは「発表要旨」、第 21回大会(2006)から
は「講演論文集」として作成しております。 
いずれも１冊 500円です。購入ご希望の方は、学

会事務局までお申し込みください。 
	 

	 

	 振込口座	  
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南都銀行	 京田辺支店 

普通	 ０３０１９８６ 

日本情報考古学会事務局 

	 

	 

	 

 
 
 

事務局変更のお知らせ	 
 

2009 年４月１日より、学会事務局を下記のよう
に、同志社大学文化情報学部津村研究室から村上研

究室に変更いたしましたのでお知らせいたします。

住所は同じですが、電話番号、Fax 番号、E-mail
が変わりました。 
〒610- 0394  京都府京田辺市多々羅都谷１‐３ 

	 	 	 	 	 	 	  同志社大学文化情報学部	  
情報考古学会事務局（村上研究室） 

	 変更	  
Tel＆Fax：  0774-65-7681 

  	 	 E-mail： mamuraka@mail.doshisha.ac.jp 
	 

	 

 
会費納入のお願い	 

 
平成 22年度（2010年度）会費未納の方は納入を

お願いいたします。未納の方には「会費納入のお願

い」の紙に、未納年度が記載されております。もし

記載間違いがございましたらお手数ですが事務局

へご連絡願います。 
 

会報への広告掲載につい

て	 
 
日本情報考古学会に、今後も継続的に広告を掲載

し、会報の郵送費等に充てることができればと考え

ております。会員の皆様もお心当たりがございまし

たら、ご紹介ください。	 

 
 

「情報考古学」の論文募集	 
 
本学会の研究論文誌「情報考古学」vol.17 は、第

28 回大会（会場未定）時に刊行・配布予定です。投

稿締切日は、2011 年１月 10 日ですので、奮ってご

投稿下さい。投稿に関するご質問および投稿先は、

下記の植木会誌編集委員会委員長までお願いいた

します。	 

	 

連絡先：	 〒101-8437	 
	 	 	 	 	 東京都千代田区一ツ橋２‐２‐１	 

	 	 	 	 	 共立女子短期大学・生活科学科	 

	 	 	 	 	 植木	 武（会誌編集委員会委員長）	 

	 	 	 	 	 Tel＆Fax	 03-3237-2524 
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