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データ駆動って？

　「データ駆動」型の研究とはどのような研究でしょうか？　この方法は主に自然科学分野

の研究領域で行われてきました。研究者が仮説を提示し、実験によって検証するのではなく、

大規模データを収集し、そのデータに基づき解析するというアプローチをとります。現在で

は、人文学や社会科学の分野においても研究のスタイルを変化させ、新たな可能性を切り拓

いています。人文学の分野においても、近年、デジタル人文学（digital humanities）が提唱され、人

文学分野が生み出す大規模データの蓄積に基づく研究手法の構築と、その環境整備が進めら

れています。人文学分野に存在するデータの駆動性を高め、その活用を促進するために、領域

横断的に多くの研究分野の利用に耐えるデータ整備を進めることがいま求められているの

です。

課題解決型って？

　「課題解決型」とはどのような研究でしょうか？　現代社会がかかえる大きな課題を見据

え、その解決を総合的観点から推進する研究を「課題解決型」研究と呼んでいます。たとえば、

環境問題のように、複雑に絡み合った問題には、多くの分野の研究者が参画し、結束して対処

してゆかねばなりません。人文学分野が生み出す大規模データを、自然科学や社会科学の領

域にも活用しうるように整備することで、さまざまな現代社会の課題に人文学分野の研究か

らも積極的に参画することができるようになるはずです。

大型学術計画「データ駆動による課題解決型人文学の創成」は、文部科学省の推進する大規模学術フロンティア促進事業として 2014 年度より国

文学研究資料館が推進してきた「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」（2014 年度～2023 年度）の後継プロジェクトとし

て計画され、「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想ロードマップの策定ーロードマップ2020ー」（文部科学省、令和2年9月24日、

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1388523_00001.htm）に掲載された 15 の計画の一つとして策定さ

れました。
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「データ駆動による
 課題解決型人文学の創成」が
 目指す未来とは？

デ タ駆動って？

課題解決型って？



―

先人の英知と記憶・経験が書物として蓄積されている国文学研究資料館地下書庫



データの蓄積が生んだ新たな課題

　国文学研究資料館では、大規模学術フロンティア促進事業「日本語の

歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」（2014年度～2023年

度、以下「歴史的典籍ＮＷ事業」https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/）を通

して、30万点の日本語の歴史的典籍の全冊画像を、web上で利用可能

なオープンデータとして整備しています（❶）。図書館や研究機関の中
に保管され、それぞれの分野の専門研究者以外の目に触れる機会のな

かった日本の書物の内容を、分野を異にする研究者はもちろん、国内外

の誰でもが目にし、それを読むことができるようになってきました。

　こうしたデータの蓄積からは、新たな研究課題が見出され、領域開拓

的な研究が生み出されています（❷）。歴史的典籍のデジタル画像データは、今後も利用範囲
を広げてさまざまな分野で活用され、研究の目的の多様化やその方法の高度化を推進してゆ

くことが期待できますが、そうした方向へ速やかに移行するためには、データのさらなる高

度化や人文学と自然科学の双方の領域を横断し活躍できる人材の育成などが必要なのです。

30万点の書物は人間が読める限界を超えている

　30万点の書物の全冊画像というデータの規模は容易には想像しがたいでしょう。たとえ

ば、それぞれの書物が各300ページだと仮定すると、1枚の画像データに見開きを撮影して

4500万枚の画像ができます。それらを読むには、10秒に1枚、目を通しても15年弱かかり

ます。ひとりの人間には到底読破できる分量ではありません。30万点という大規模データ構

築の次には、そこから必要な情報を速やかに取り出すこと、データを自在に利用できる環境

整備が必要なことは明らかです。そのためには、機械処理は不可欠です。

世界どこからでも
日本語の歴史的典籍を
見ることができるようになったその先に

❷歴史的典籍ＮＷ事業で行われている地域の価値創出を目指した古典籍データの観光資源化への取り組みである「津軽デジタル風
土記の構築」（研究代表者、弘前大学教授 瀧本壽史）、また、地球環境保全や減災に関する研究に歴史的典籍の天文や気候変動情
報を活用する、「歴史資料を活用した減災・気候変動適応に向けた新たな研究分野の創成」（研究代表者、茨城大学准教授 田村誠）「典
籍等の天文・気候情報に基づく減災研究の基盤整備」（研究代表者、国立極地研究所准教授 片岡龍峰）による試みなどは、歴史的
典籍データの活用範囲の広さとその有効性を実証しています。 https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/
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prologue

❶新日本古典籍総合デー
タベース。唯一の日本古
典籍ポータルサイト
https://kotenseki.nijl.ac.jp/



データを基盤として発想するデータ科学としての人文学を創る

　歴史的典籍ＮＷ事業においても画像データには検索用のタグを付し、また、それをテキスト

化するためのAIを用いた認識技術についての実証試験を重ねています（❸）。情報検索の利便
性の向上とデータ抽出に関わる技術開発の実験的な試みを踏まえて、デジタル画像データの

機械可読化、生成されるデータの構造化といった実用化へ向けた取り組みを行い、さらにその

先には、膨大なデータからの情報抽出と抽出された情報の組みあわせから得られたデータを

基盤として発想するデータ科学としての人文学のあり方を考えてゆかなければなりません。

人文学の成果を現代社会の課題解決に役立てる

　「データ駆動による課題解決型人文学の創成」プロジェクトは、日本語の歴史的典籍に蓄積

されてきた膨大な情報、また書物の情報をめぐって人文学分野の蓄積してきた成果を、現代

社会のかかえるさまざまな課題の解決をはかるために活用してゆくことを目的としていま

す。また、そうした分野を担う人文学領域と情報学を中心とした自然科学領域の双方に通じ

た人材の育成も急務なのです。次のページからは、4つの観点「テキスト」「モノ」「ビッグデー

タ」「データ収集」から、このプロジェクトの目指す未来を見てゆきます。

❸ AI を用いた認識技術（人文学オープンデータ共同利用センター（CODH）http://codh.rois.ac.jp/  提供）
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山路を登りながら



古典籍をOCRでテキスト化する

　日本語の歴史的典籍は「くずし字」で記されています（❶）。国文学研究資料館は、国立情報
学研究所、情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設、公立はこだて未来

大学などと共同で、AI技術を活用した「くずし字」自動認識の手法を確立するための研究を

進めています。それらの成果を基盤技術として、情報抽出と機械可読データの作成システム

の拡充などを進めます。　

機械学習用くずし字データセットを作る

　AIによるくずし字認識技術の開発に欠かせないデータセットを人文学オープンデータ共

同利用センター（CODH）との連携で作成し、CODHのwebサイトからリリースしています

（❷）。このデータセットは世界中の認識技術の研究者に利用されており、2019年には、世
界のデータ専門家・研究者が最適モデルを競う合うプラットホームであるKaggleにおい

て、くずし字認識のコンペティションが開催されました（❸）。認識技術の向上のため、今後
もデータセットの拡充などを進めます。

TEIで国際的に通用するテキストにする

　文字資料を適切にデジタル化するための標準の策定を目的とした国際的な共同プロジェ

クトであるTEI（Text Encoding Initiative）のメンバーとともに、その日本語テキストへの適

応に向けた共同研究を行っています。国際的な共同利用には不可欠な機械可読データの整

備を目的として、日本語の歴史的典籍のテキストデータのTEI（❹）による構造化フォー
マットについて検討し、また、さまざまな国のさまざまな分野の研究者が構造化作業に容易

に参画できるように、日本語環境での運用や分析に適したツールの開発を進めます（❺）。

蓄積されたデータを、自然科学・社会科学を含む多くの分野において
十分に利活用できるようにする礎は、機械可読化の整備です。
国内外の先端的研究機関とともに共同研究を行いながら進めてゆきます。
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テキスト
機械可読型にデータを整備する

Section.01



❹TEI による『十六夜日記』の構造化 ❺テキストの分析のイメージ　Voyant Tools による

❶『十六夜日記』
（DOI：10.20730/200003074）
日本語の歴史的典籍はくずし字
で記されている

❸Kaggle コンペティション関連イベント

❷くずし字データセット

いさよいにっき

国文研所蔵資料の画像には発信サイトのURL
が変わっても画像を見つけ出すことができ
るようにWeb上の電子文献と一対一に対応
する国際的な識別子・DOI（Digital Object 
Identifier）を付して公開しています　
DOIの詳細は https://doi.org/ 参照



モノ
画像検索やモノ自体のデータの整備

スケッチで、画像で、検索

　日本語の歴史的典籍の中には、文字だけではなく挿絵や模様が添えられているものが多く

あります。こうした非文字情報は、通常考えられている文字列検索では見つけ出すことがで

きません。またモノとしての書物のかたちや表紙の色などについても同様です。頭に浮かん

だ図形をスケッチして似たかたちを探す（❶）。国文学研究資料館は、国立情報学研究所と共
同で非テキスト情報を探し出す技術の開発を行っています（❷）。　

見えない文字を読む、書物の光学解析

　文字の上から墨で塗りつぶされた原稿や水害で汚損されて読み取ることが難しい書物に

出会うこともあります。こうした、読み取りが困難なものは、そのまま忘れ去られてしまうこ

とも少なくありません。しかし、こうしたものには、創作過程の秘密が隠されていたり、地域

の人々の生きた営みの記憶が込められていることもあります。読めない文字を読むために、

消えゆく記憶を取り戻すために、国文学研究資料館は、奈良先端科学技術大学院大学光メ

ディアインタフェース研究室、実践女子大学文芸資料研究所と共同で光学的解析技術に関す

る研究を進めています。

和紙に含まれた毛髪を探る、DNA解析

　日本語の歴史的典籍には、その用紙の中に毛髪が含まれていることがあります（❸）。長い期
間にわたって大量に作成された実物が保存されている書物は、人間の営みのタイムカプセル

です。多くの人々によって読まれた書物の中には、ページの端が手垢で黒く変色したものもあ

ります（❹）。こうした部分からは人間の脂質を採取することができます。その分析から人々の
生活環境や日々の営みを知ることができることがわかってきました。歴史的典籍に付着した

人に由来する成分分析を通して、歴史的典籍に蓄積された書物と人間に関する歴史的データ

を抽出する技術開発を行い、歴史的典籍の分析に基づく典籍人類学の確立を目指します。

データから必要な資源を見つけるには、モノ自体の解析も欠かせません。
ようやく先行する諸国に追いついた状況にある日本のデジタルリソース活用を
自然科学・社会科学などの多くの分野に拓いてゆきます。
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❷2冊の画像を位置合わせして比較することにより違いを浮かび上がらせる　左図はその処理の流れ
右図はその結果　違いが可視化される（CODH提供）
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❶歴史的典籍の画像検索　KOTENSEKI SKETCH SEARCH  http://lab.nijl.ac.jp/sketch_search/

❹『自遣往来』（DOI：10.20730/200019682）
左下の黒ずんだ部分は手垢の残った箇所

❸『自遣往来』（DOI：10.20730/200022004）
見返しに毛髪が漉き込まれている

じけんおうらい



ビッグデータ
日本語の歴史的典籍の新たなとらえ方

たとえば典籍防災学として

　国文学研究資料館は、茨城大学地球・地域環境共創機構(GLEC)と共同で、日本語の歴史的典

籍を防災研究のエビデンスデータとして活用する研究を行っています。歴史的典籍に蓄積さ

れた災害関係のデータを整備し、地形データ、GPSデータ等の防災学関連データと照合する

ことを通して、典籍防災学の手法の確立を目指します（❶）。
　また、国文学研究資料館と国立極地研究所との間では、日本語の歴史的典籍に記載された

データを、宇宙災害などの地球規模の災害のエビデンスデータとして活用する共同研究を

行っています。歴史的典籍に記録された天体・地球環境情報の活用を通して、地球規模の環境

問題に関わる研究を進めます（❷）。　

たとえば文献観光資源学として

　咸宜園という塾が大分県の日田市にありました。儒学者で教育者の廣瀬淡窓が1817年に

創設したもので、明治30年代まで活動を続け、高野長英や大村益次郎ら4000人を超える人

材が輩出しています。国文学研究資料館では、廣瀬家の資料のデータ収集とともに、その文化

的活動についての調査と研究を行っています。和歌や俳諧などの文芸、茶道や華道、雅楽など

の諸芸に関わる資料の分析により、廣瀬家がまさに地域の文化拠点だったことがわかってき

ています。廣瀬家の資料を受け継ぐ公益財団法人 廣瀬資料館と連携し、こうしたデータの蓄

積と分析にもとづく観光資源開発のモデルケースを確立します（❸～❺）。

1000年以上に及ぶ連続性を有する
単一言語で記された書物が残っているということは、
世界的に見ても稀な現象であるといえます。
日本語の歴史的典籍は、地球環境史や人間と社会の営みを解明し、
現代社会の直面するさまざまな課題を解決するための
世界規模のエビデンスデータ=ビッグデータとなるのです。
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Section.03

かんぎえん ひろせたんそう



❺公益財団法人 廣瀬資料館とその調査
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❷星石 4Ｄプロジェクト　https://hoshi-ishi4d.jp/
国立極地研究所との異分野融合研究　日本語の歴史的典籍の情報から日本最
大級の隕石雨の全貌解明を目指す

❸歴史的典籍NW事業で行われた「津軽デジタル風土記」プロジェクト
https://tsugaru-fudoki.jp/　日本語の歴史的典籍の観光資源化を推進

❹「津軽デジタル風土記」プロジェクトによるシン
ポジウム

❶緊急性を要する地域資料のレスキュー活動

いんせきう



大規模データとの連続性

　30万点の日本語の歴史的典籍全冊画像という、「日本語の歴史的典籍の国際共同ネット

ワーク構築計画」のビッグデータの構築を基盤として、さらにデータ集積の範囲を明治時代

初頭にまで拡張することを計画しています。書籍館（明治5年［1872］設立）、帝国図書館（明治

30年［1897］設置）を経て国立国会図書館へと受け継がれてきた書物群への連続性を確保す

ることで、現在、国立国会図書館から発信されている国立国会図書館デジタルコレクション

との隙間を埋め、1000年に及ぶ通時的なデータをweb上で活用できるようにすることを

意図しています。また、個人や寺社などに所蔵され、公開の難しかった書物についても交渉

を重ね、一層の典籍画像のデータ蓄積を目指します（❶～❹）。　

デジタル化以前に作成された書物情報

　書物の画像収集はマイクロフィルムや写真に撮影することで行われてきました。これら

の媒体は時を経るごとに劣化してゆきます。また原本が災害等によって失われてしまい、マ

イクロフィルムや写真としてしか伝わらない書物も存在しています。そうした書物を保存

してゆくためには、マイクロフィルムや古写真の保全処理が必要です。また、すでに劣化し

てしまった紙質資料から書物の書影を復原する技術やモノクロで残された写真やマイクロ

フィルムの情報にAIを活用して色調を復原する技術など、蓄積されたメディアの品質劣化

による書物情報の消滅を防ぎ、情報を保全する技術開発を進めています。

｢1000年以上に及ぶ連続性を有する書物が残って｣いますが、
実はデジタル化という観点で見ると空白期間もあります。
また原本が災害等によって失われてしまい、
マイクロフィルムや写真としてしか伝わらない書物も存在します。
それらも網羅してゆこうとするのがこのプロジェクトです。
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Section.04
データ収集
さらなるデータ構築に向けて



❶明治政府成立期の文献『太政官日誌』

❹明治政府成立期
の漢文アンソロジー
『纂評   韓柳文粋』

❷江戸近郊を襲ったマグニチュード 6.9 の直下型地震の災
害の様子が絵と文字で記録される『安政見聞誌』

❸明治政府に対する士族反乱の一つ、佐賀の乱を記録する
『佐賀電信録』

だじょうかんにっし

さんぴょう  かんりゅうぶんすい



データの駆動性向上

　日本語の歴史的典籍の30万点に及ぶ画像データを基盤として、データの機械可読化と構

造化を進め、データの駆動性の向上を目指します。研究の過程で蓄積された、AI技術を用い

た機械可読化技術やデータ分析の手法と、典籍防災学、文献観光資源学、典籍人類学などを

モデルケースとして、データサイエンスとしてのデータ駆動型の課題解決型人文学の手法

と領域を構築します。

現代社会の課題解決

　現代の科学が結束して対応する、持続可能で多様性と包摂性のある社会の構築という課

題に、先人の英知と記憶・経験を対象に研究を進めてきた人文学分野が参画し、他分野との

協働による課題解決型研究のコンセプトを提案し、現代社会の課題解決へと向かい得る

データ駆動型、課題解決型の人文学への展開を促進します。こうした取り組みは、人文学、自

然科学、社会科学といった領域の垣根を越えた学問の融合へとつながってゆきます。

若手研究者の育成

　データ駆動による課題解決型人文学研究を通して、人文学と自然科学、とりわけ情報学分

野の双方に通じ、その手法に精通した若手研究者の育成を行います（❶・❷）。あわせてそれ
ぞれの研究領域と実体社会とを結ぶ高度な専門知識を持ったインタープリタ、コミュニ

ケーター等を育成し、研究成果の社会還元と普及に努めます（❸～❺）。

データ駆動型
人文学の創成へ向けて
人文科学と自然科学との協働、人材の育成
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epilogue



❸北米日本研究資料調整協議会（NCC）
ワークショップ（トロント大学）

❹ヨーロッパ日本研究協会（EAJS）
ワークショップ（リスボン新大学）

❶日本古典籍セミナー（ハワイ大学マノア校） ❷国際研究集会シンポジウム（国文学研究資料館）

❺日本語の歴史的典籍と現代のアーティストとのコラボレーションによる新たな価値の創造を目指した
ないじぇる芸術共創ラボによる展示
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