
3-4-3 研究プロジェクト活動報告 デジタルアーカイブ技術研究班③ 

デジタル・ヒューマニティーズに関する 
研究動向調査 
 

 

(a) メンバー 

【事業推進担当者】八村広三郎 

【招聘教員】関口博之、鈴木桂子 

【客員研究員】當山日出夫 

 

(b) 研究目的 

このプロジェクトでは、国内外のデジタル・ヒ

ューマニティーズ、および、それに関連する種々

の研究活動について、調査することを目的として

いる。いうまでもなく「デジタル・ヒューマニテ

ィーズ」という用語自体は、立命館の本グローバ

ルCOEにより使われ始めたものである(日本国内

においては)。しかし、これに類似する、人文学研

究におけるコンピュータ利用は、我が国において

もかなり早くから始められており、いくつかの研

究機関・組織が活動している。 

また、国外においては、すでにデジタル・ヒュ

ーマニティーズは、確立した一つの研究分野とな

っている。 

これらの研究機関・組織の活動状況がどのよう

なものであるか、把握しておくことは、本グロー

バル COE の日本国内外での、研究拠点の位置づ

けを自ら明確にするうえできわめて重要な意味

をもつ。個別の研究プロジェクトの基盤をなすも

のである。 

 

(c) 本年度の成果 

本グローバル COE とかなり密接に関連する学

会組織などとしては、次のようなものがある。 

・情報処理学会 人文科学とコンピュータ研究会

（CH 研究会、じんもんこん） 

・情報知識学会 

・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 

・その他 

本報告においては、本グローバル COE が直接

関係したものとして、(1)じんもんこん 2009、(2)

文化とコンピューティング国際会議、について報

告する。また、(3) 最近その活動が注目される国

立国会図書館のデジタルアーカイブ、電子図書館

関係の動向についても報告する。 

さらに、海外の動向として、(4) ＤＨ関連の学

会および、今年度動き始めたアジア・パシフィッ

ク centerNet 構想の動きについても述べる。 

以下、(1)～(3)については當山が、(4)について

は八村が分担して記述する。 

 

【1】じんもんこん 2009 

本年度の「じんもんこん 2009」シンポジウム

は、『デジタル・ヒューマニティーズの可能性』

というテーマで、BKC キャンパスを会場に開催

された。2009 年 12 月 18・19 日の両日。このシ

ンポジウムは、情報処理学会の「人文科学とコン

ピュータ研究会（CH 研究会）」が主体となってい

るもので、現在では、日本国内において、人文学

におけるコンピュータ利用のもっとも中核的な

イベントの一つとなっている。それが、本年度、

立命館大学で開催となったことは、本拠点の活動



にとって非常に意義のあることである。 

この「じんもんこん 2009」では、基調講演と

して、“ The Sparrow Flies Swiftly Through : 

From Humanities Computing to the Digital 

Humanities “ が 、 Geoffrey Rockwell 氏

(Professor 、 University of Alberta) によりなさ

れた。この講演は、従来の単に人文学研究にコン

ピュータを利用するだけの段階から、デジタル・

ヒューマニティーズという新しい分野が生まれ

てくることを、雄弁に物語るものであった。 

また、このシンポジウムにおいても、本グロー

バル COE 拠点からも、多数の研究発表があり、

関連する研究者間の連携をふかめる契機となっ

たものである。 

 

【2】「文化とコンピューティング」国際会議 

京都大学情報学研究科の主催による「文化とコ

ンピューティング」国際会議が、2010 年 2 月 22・

23 日と開催された。京都大学百周年時計台記念館。

この行事にも本グローバル COE も関与すること

になった。 

全体のプログラムのうち、本筋となる情報学シ

ンポジウムのひとつのセッションとして、「デジ

タルヒューマニティーズ」がくまれた。ここでは、

Dr。 Ellis Tinios ( University of Leeds ) と、赤

間亮（本学教授、拠点リーダー）による、ジョイ

ントトークが開催された。このジョイントトーク

では、日本の近世期の版本の画像データベースの

構築の重要性がとりあげられた。イメージデータ

ベースの構築と、その世界的な展開は、本グロー

バル COE でも重要な課題となっているものであ

り、これに多くの聴衆の関心があつまったことは、

注目される。 

さらに、この「文化とコンピューティング」で

は、本グローバル COE 独自のセッションも開催

した。本拠点から、赤間亮・八村広三郎・稲葉光

行・中谷友樹・前崎信也、の５名がそれぞれの研

究分野について報告し、デジタル・ヒューマニテ

ィーズとしての、考え方のあたらしさを強くアピ

ールするものであった。 

また、同時に、前述の人文科学とコンピュータ

研究会が主催する企画として「日本における人文

科学とコンピュータ研究の現状と課題－日本と

国際動向の関係をさぐる－」も開催され、日本に

おける諸問題が、各方面から議論された。 

この「文化とコンピューティング」については、

筆者（當山）が、WEB マガジン「AMeeT」（ニ

ッシャ印刷文化振興財団）に、取材記事を書いて

いる。 

 

【3】国立会図書館の動向 

その他の動きで注目すべきは、やはり国立国会

図書館の最近の活動である。電子図書館構想につ

いては、前述の「文化とコンピューティング」で

も長尾真（国立国会図書館長）から発言があった。

たとえば、最近の研究会などでは、つぎのような

ものがある。 

・2010 年 2 月 18 日：第 1 回 公共図書館におけ

るデジタルアーカイブ推進会議 

・2010 年 2 月 19 日：ディジタル情報資源の長期

保存とディジタルアーカイブの長期利用に関

する国際シンポジウム 

・2010 年 3 月 2 日：デジタル情報資源ラウンド

テーブル発足記念講演会 「知的資産を繋ぐ―

ヨーロッパの実践」 

・2010 年 3 月 9 日：これからの大学図書館：グ

ーグル化する世界と将来展望 

・2010 年 3 月 24 日：ノルウェー、北欧における

学術図書館の日本学サポート－オスロ大学図

書館の現状を中心に、北欧、欧州ネットワーク



の可能性を考える－ 

これらの公開の研究会が開催されている。また、

デジタル情報資源ラウンドテーブルによる、 

・2010 年 3 月 26 日：「文化・学術機関における

デジタルアーカイブ等の運営に関する調査研

究」報告会 

があった（非公開、當山が出席）。 

デジタル情報資源の共有化の問題と、デジタ

ル・ヒューマニティーズの研究の問題とは、とり

あえず別の次元の問題ではある。しかし、デジタ

ル情報資源の共有と流通なしに、デジタル・ヒュ

ーマニティーズはなりたたない。この意味では、

これら一連の研究会を開催した国立国会図書館、

特に、その関西館・電子図書館との、人的な連携

は今後、本グローバル COE にとって、不可欠で

あるといえよう。 

 

【4】DH と東アジア DH centerNet に関する動

向（以下：八村担当） 

（1）Digital Humanities 2009 

2009 年 6 月 22～25 日 

米国  メリーランド大学 MITH Maryland 

Institute for Technology in the Humanities 

http://www.mith2.umd.edu/dh09/ 

 

2006 年より北米と欧州を中心に毎年開催され

ている、Digital Humanities(以下 DH)に関する

国際会議。本 GCOE 拠点からは、今大会で初め

て研究発表を行い、口頭発表およびポスター発表

合計で９件の発表を行った。 

本拠点の運営委員会からは、矢野、稲葉、八村

が参加し、矢野および稲葉はそれぞれ、ポスター

および口頭発表を、八村は連名でポスター発表を

行った。会議は、北米の DH 関連の組織と研究者

を取りまとめる centerNet の議長である Neil 

Fraistat 教授のおひざ元のメリーランド大 

MITH で開催された。 

 北米、および欧州の DH では、TEI(Text 

Encoding Inititative)など文字処理の伝統と実績、

研究者の層の厚さもあり、本会議での発表も、従

来から、コンコーダンスなどを基礎とするテキス

トデータに関する処理が中心であった。しかしな

がら、最近では欧米でも、イメージデータ等を 

基本におくマルチメディア情報を扱うものが次

第に多く見られるようになってきた。 

今回の DH2009 においても、たとえば、視覚化

に関する研究発表、ゲームアーカイブに関するパ

ネルなどが見られたのが、印象的であった。しか

しながら、このようなテキスト以外の情報形態を

対象とするものであっても、テキスト情報の扱い

や 、 そ れ に 基 づ く 図 書 館 情 報 学 (Library 

Information Science)の基礎や成果に裏付けられ

た、地に足のついた、きちんとした研究がおこな

われているという印象を受けた。 

 一方、会議の期間中に、Fraistat 教授の呼びか

けにより、アジア・オセアニア地域における

centerNet の組織化について議論の場を設けるこ

とが提唱され、オーストラリア、台湾、日本から

の参加者に参加が呼びかけられた。我々もこのミ

ーティングに参加し、意見交換を行った。 

このミーティングでは、2009 年 12 月に台湾国

立大学で、DA&DH の国際会議が企画されている

ことが明らかにされた上で、台湾、オーストラリ

ア、日本のメンバーが、各国の現状と考え方を紹

介し、12 月の台湾で第１回のアジアパシフィック

DH centerNet 会議を開くことが決定した。 

centerNet とは、北米を中心とする DH 関連の

大学、センター、研究組織、プロジェクト、ある

いは個人で構成する人的および情報インフラの

ネットワークのことであり、各国からの公的資金



援助の受け皿ともなっている。現状では、欧州が

これに参加の動きを見せているが、日本を初めと

するアジア、オセアニアのメンバーと組織の参加

はほとんどなく、 centerNet の議長である

Fraistat 教授はアジア・オセアニア版 centerNet

の組織化と母体としての centerNetへの参加を強

く望んでおられることが理解できた。 

 

（2）THATCamp 

The Humanities and Technology Camp 

2009 年 6 月 27～28 日 

米国 ジョージメイソン大学 

Center for History and New Media 

http://thatcamp.org/2009/ 

 

Maryland 大学での DH2009 に引き続いて、こ

の会議が開催された。会場である"Center for 

History and New Media(CHNM)"は、Digital 

History の標語のもとに、歴史研究にデジタル資

料とデジタル技術を応用しようという先進的は

研究センターである。 

 この会議の趣旨は、Web ページにも、これは

"Unconference"であると呼ばれているように、通

常の学会のようにプログラムなど事前にセット

アップされているものではなく、ＤH に関わるも

のであれば何でも、参加者からの自由な問題提起

とディスカッションで構成されるということの

みが事前には明らかにされていた。我々には実態

がよく把握できないものではあった。 

参加者は自分が議論したいトピックについて、

会議の最初でビルボードにアップする。その後全

体集会での講演が行われているうちに、Birds of 

a Feather 的に同じ関心を持つ参加者 

がテーブルを囲み、話題提供者の発表に応じて議

論するというものであった。 

筆者（八村）にとって、このようなスタイルの

討論集会は初めてであり、また当然ながら英語で

の熱のこもった議論であったので、その核心につ

いて充分には理解しがたい点もあったが、具体的

な問題点について掘り下げた議論が行えている

ことが理解できた。 

 また、全体会議では、聴講者の多くが Twitter

を利用して、講演を聞きながら、意見を交換しあ

っている状況を目の当たりにして、日本との違い

に目を見張るものがあった。 

 

（3） International Conference of Digital Archives 

and Digital Humanities 

2009 年 12 月 1～2 日 

台湾 台湾国立大学 

http://www.digital.ntu.edu.tw/DADH/ne

wsEN.php 

 

Maryland 大での DH2009 における予備的会

議での議論のとおり、台湾国立大学において標記

の国際会議が開かれた。 

この会議では、基調講演は 3 件、一般の口頭発

表が 18 件、うち４件が立命館 GCOE からの発

表であった。 

基調講演、一般口頭発表とも、いずれも興味深

いものであったが、台湾グループの精力的で確実

な歴史資料のアーカイブの作成と公開・活用、特

に日本統治時代の法廷記録や土地台帳のデジタ

ルアーカイブとそれを利用した研究の紹介はお

おいに関心をひくものであった。これらは、開発

にあたった研究者はもとより、この分野の多くの

研究者の研究に実際に利用されているというの

は、驚きであった。 

一方、 DH マインドでの人文研究の最先端の事

例と活動を紹介された、若手研究者である、米国



ジョージメイソン大の S。 Leon 氏の基調講演は、

情報系の筆者（八村）にとって極めて興味深いも

のであった。学術デジタル情報というもののとら

えかたなど、日本の人文系研究者にはまだ一般化

していないさまざまな事例が紹介された。 

 ポスターセッションは全部で 12 件の発表があ

り、うち、本拠点からは５件の発表が行われた。 

 また、パネル討論として、Digital Humanities 

in Asia Pacific が開かれ、Fraistat 先生の司会の

もと、台湾、日本、韓国、オーストラリアからの

参加者が、アジア・パシフィックエリアにおける

DH の現状と今後について議論した。本拠点から

は矢野教授が参加した。 

 これと連動する形で、今後の東アジア・パシフ

ック地域での centerNetの設立についての議論を

行うためのクローズドでのミーティングが開か

れた。これは 2010 年 6 月にロンドン大学で開か

れる予定の DH2010 において、当該各国からの代

表者を集めたサミットを開くための打合せが行

われ、次回のミーティングでは、もう少し具体的

なメンバーやファンド機関の参加も視野に入れ

た形で行うことが提案された。 

 

（4）2nd Asia-Pacific DH centerNet Meeting 

2009 年 2 月 26 日 

立命館大学アート・リサーチセンター 

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/inf

o/2010/03/2nd-asia-pacific-dh-centernet.ht

ml 

 

12 月の台湾国立大学でのミーティングに引き

続き、第２回目として、今回は本学アート・リサ

ーチセンターで、今後の方針について意見交換の

場を持った。計画立案に時間的余裕が少なかった

ので、直前まで招待者の来日が危ぶまれたが、日

本、オーストラリア、台湾、韓国のほか、今回は

中国からも参加者を得て、実質的な議論をするこ

とができた。また、日本については、本学ＧＣＯ

Ｅの関係者だけではなく、DH 関連の活動を行っ

てきてる学会、研究所などの関係者へも参加を呼

びかけ、各セクターでの活動を諸外国のメンバー

へ紹介する機会を持った。 

その結果、このアジア・パシフィック地域での、

centerNet の当面の議長を台湾国立大の Hsiang

教授、事務局長を本拠点の稲葉教授にお願いする

ことが決まった。また、各国からの当面の代表者

についても、それぞれ決めることができた。 

今後は、６月のロンドンでのサミットに向けて、

研究資金を提供できるファンディング機関の関

係者とコンタクトし、できればロンドンサミット

へも参加をお願いすることになった。 

 今回新たに知己を得た中国・武漢大学の馬教授、

韓国・ソウル国立大の崔教授とも、精力的な研究

者で、しかも、それぞれ、情報図書館学、オント

ロジー等の知識表現の専門家であり、DH の基礎

固めにとって骨格となる部分を抑えることので

きる人材であることが分かった。 

 

(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 

當山日出夫。「文化とコンピューティング－日本

の人文学研究とコンピュータ利用の課題－」。

AMeeT（ニッシャ文化振興財団） 

http://www.ameet.jp/digital-archives/digital-arc

hives_20100305/#page_tabs=0

 

 



(e) 業績一覧 

八村広三郎「博物館からの情報提供に求められるもの」立命館大学国際平和ミュージアムだより Vol.17-1, 

pp.9-10, 2009.8 


