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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】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（DH）、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。DH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DH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。 

 

 
C．本年度の成果  
1）2010 年 7 月 3-4 日 ロンドンキングスカレ

ッジにおいて開催され た 第 1 回 cenerNet 

Summit に、立命館大学より稲葉光行教授と八村

が参加した。このサミットは DH に関わる、各

地 域 の 機 関 ・ 研 究 者 (center) と 資 金 提 供 者

(funder)が議論し、協力関係を展開し、また地域

グループを展開することを目的としている。

centerNet は 2007 年に米国で活動を開始し、現

在では世界中に 220 のメンバーを有している。 

 今回のサミットには、 

・ アジア太平洋地域 

・ 欧州地域 

・ 英国およびアイルランド 

・ カナダおよび米国 

の各地域から center のメンバーと資金提供者

（funder）が参加した。 

 まず、各地域の代表より、各地域の現状の紹介、

DH の教育研究活動を支援する可能性のある資

金提供者の活動紹介、各拠点の紹介が行われた。 

 立命館大学および日本に関わるものとしては

以下の報告が行われた。 

① 日本を含むアジア太平洋地域の DH について

は、本地域の議長である台湾国立大学の 

Hsiang 教授からまとめて発表された。 

② 日本における資金提供者の活動については、

本学から依頼して、日本学術振興会（JSPS）

関口健氏（ロンドン研究連絡センター・副セ

ンター長）および JSPS 出向中の文部科学省

の疋田陽子氏に参加いただいた。関口氏から

は科研費などの JSPS の研究支援活動などを

紹介され、DH に対する JSPS の取り組みと

して、立命館の GCOE 拠点への支援に言及さ

れた。 

他 国 の 参 加 者 か ら は 、 日 本 で は 、 国

（MEXT/JSPS）と研究機関（DH-JAC）が



密接に連携して DH 研究を進めている点がす

ばらしい」とのコメントがあった。 

③ 立命館／DH－JAC については、拠点パンフ

レットや若手研究者主催の集まり、RA・院生

募集などの資料を会場で配布した。 

 その後いくつかの少人数ディスカッショング

ループに分かれて、おもに以下の３つの視点で議

論した。 

・ Visibility 活動の価値付けと広報 

・ Optimization 活動の効率化 

・ Sustainability and stability 活動の継続性 

 この議論の結果を受け、さらに各地域での議論

に基づき以下のような問題点などが提示された。 

・ 会合の細分化の問題 

・ ランゲージバリア（英語圏においても）の問題 

・ ２国間協力の重要性 

・ 政策課題として取り上げることの必要性 

・ DH とは何かを伝えることの重要性 

最後に、本サミットに参加した centerNet メ

ンバーは以下のワークグループに分かれて今後

の活動を行うことが提案され、*印を付与したグ

ループには、立命館のメンバーが参加することに

なった。 

・Business Plan and Governance 

・Advocacy 

・Multilingualism* 

・Consulting "SWAT" Teams 

・Research outcomes and Impact of DH 

outcomes 

・Internationalization 

・Education, Graduate Training and Graduate 

program* 

・Media Presence 

2）情報処理学会「人文科学とコンピュータシン

ポジウム」（じんもんこん） が2010年12月11-12

日 於:東京工業大学において開催された。 

本シンポジウムの今回のメインテーマは『人文

工学の可能性 ～異分野融合による「実質化」の

方法～』であった。「人文工学」という用語は我々

にとっても聞きなれないものであったが、本拠点

のデジタル・ヒューマニティーズとの関連につい

ての関連性については明確でない。 

しかしながら、本シンポジウムでは、まず、全

員出席のセッションにおいて、「人文学における

デジタル化に関するオープンなメタ議論の意義

―じんもんこん /Humanities Computing 

/Digital Humanities の将来に向けて―」と題

するセッションが、また招待講演として、英国キ

ングスカレッジの Harold Short 氏による、 

”Digital Humanities: A Collaborative Discipline” 

と題する講演が行われ、さらに引き続いて、

Short 氏も参加しての「Digital Humanities に

おける国際コラボレーション」と題するワークシ

ョップが行われた。このように、本シンポジウム

は DH の展開を強く意識したものであった。 

 

3）デジタルアーカイブとの関連で、特筆すべき

こととしては、今年度より、立命館ARC におい

て、JADS（アート・ドキュメンテーション学会）

関西地区部会の事務局をひきうけたことがある。

JADS は、特に美術・芸術関係における、ドキュ

メンテーション、コンピュータ利用についての中

枢的な役割を担っている学会である。 

立命館 ARC に事務局が移ってからの行事とし

ては、以下のようなものがある。これらの行事は、

DH-JAC のプロジェクトの内容とも密接に関連

し、相互に有意義なものとなっている。 

・2010 年 11 月 6 日（於立命館 ARC） アルベー

ル・ポワロ氏講演会「フランス図書館のコレク

ション：文化遺産と合理性」 アルベール・ポ



ワロ氏は、フランスのストラスブール国立・大

学図書館長である。 

・2011 年 1 月 15 日（於国立国会図書館関西館） 

国立国会図書館のデジタルアーカイブ事業。  

発表者は、大場利康氏（国立国会図書館 関西

館 電子図書館課長）、柴田昌樹氏（電子図書館

課 課長補佐）、渡邉斉志氏（電子図書館課 課

長補佐） 

・2011 年 3 月 28 日（於大阪大学中之島センタ

ー） ブリュースター・ケール氏講演会「あら

ゆる知識への万人によるアクセス」 ブリュー

スター・ケール氏は。Internet Archive の主催

者である。 

ポワロ氏の講演会では、まず、フランスにおけ

る図書館の制度の説明があった。我が国の図書館

（公共図書館・大学図書館など）と比較して、フ

ランスにおける、図書館のもつ文化的な役割、ま

た、司書の養成と社会的地位の問題など、図書館

がどのような理念のもとに、文化遺産の継承に関

与すべか、その役割の重要性について、非常に刺

激的な内容のものであった、図書館の使命の合理

性という観点は、今後の ARC の活動にも示唆に

とむものであったといえよう。 

 また，国立国会図書館関西館での研究会では、

いわゆる、長尾真（国立国会図書館長）の電子図

書館構想の、その現場で働くひとたちとの意見交

換の場とすることができた。長尾館長の意見につ

いては、いろいろな場面で、よく目にする。しか

し、それを、実際の現場でどのように実現してい

るか、その現場のひとが何をどのように考えて、

日々の業務を行っているかは、なかなかうかがい

知ることのできないものである。その意味で、こ

の研究会では、実際の電子図書館の現場の声を直

に聞くことのできる貴重な機会となったのであ

る。また、国会図書館のインターネットアーカイ

ブの話しも話題になった。 

これらの研究会をうけて，3 月 28 日には、イ

ンターネットアーカイブの推進者であるブリュ

ースター・ケール氏の講演会がある。これに期待

したい。 

 

 

D．論文・学会発表以外の活動の記録 
 2010 年 2 月 22・23 日に第一回の「文化とコ

ンピューティング」国際会議を、京都大学、立命

館大学 GCOE との共催で開催したが，今後も継

続的にこの国際会議を展開していくことを、京都

大学石田亨教授、土佐尚子教授らと議論し、第二

回「文化とコンピューティング国際会議」

(Culture and Computing 2011) の準備に向け

て八村も組織委員(Co-chairperson)として活動

を開始した。 

 本会議の会期は、2011 年 10 月 19-22 日、会

場は前回と同様、京都大学時計台ホールを中心に

開催する。今回は，DH のトピックに関しては、

特別トラックという形で、メインのトラックとは

切り離して、論文募集を行うことにした。 

 

 

 

E．業績一覧 
〈論文〉 

Mitsuyuki Inaba, Keiji Yano, Ryo Akama, Kozaburo Hachimura, and Keiko Suzuki, ‘Constructing a 

Global Hub for the Study of Japanese Arts and Cultures through Digital Humanities’, 2nd 



International Conference of Digital Archives and Digital Humanities Symposium 2010, National 

Taiwan University (Taipei, Taiwan), pp.89-92, November 2010 

八村広三郎 「文化財と画像処理」画像電子学会誌, 39-6, pp.853-854, 2010 年 11 月 

八村広三郎 「デジタルアーカイブ」情報処理学会 50 年のあゆみ（情報処理学会）, pp.325-327, 2010 年

11 月 

 


