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抄録：本稿は，大学図書館におけるデジタル人文学の状況について，筆者の知る範囲での現状をお知らせす

るものである。とりわけ，紙媒体からデジタル媒体へと情報の伝達手段が大きく変化するなかで，情報伝達

に大きく依存してきた人文学の変容と，そこにおける大学図書館の役割について，主に米国・英国の事例を

参照しつつ，日本の状況とそこへの期待について述べている。
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1．はじめに
1）

はじめにお断りしておくと，筆者は単なる大学図

書館の利用者の一人に過ぎず，それについて知って

いる事と言えば，利用者としての日常的な利用方

法，国内外で時折大きく広報される目立つ業務や，

万暦版大蔵経画像データベース（後述）の構築にあ

たって少し仕事をさせていただいた程度のことであ

り，業務や運営の内実についてはほとんど存じ上げ

ていない。そのような状況であるにも関わらず，以

前に，デジタル人文学と図書館ということについて

国立国会図書館のデータベースフォーラムでお話さ

せていただいたことがあり，今回特に，大学図書館

とデジタル人文学，ということで，そのときの話を

まとめ直しつつ若干更新を加えたものが本稿となっ

ているとご理解いただければ幸いである。

2．デジタル人文学のこれまでの流れ

デジタル人文学
2）
は，最近流行し始めたもののよ

うに見られることが多いが，その始まりは 1940 年

代にまでさかのぼることができる。トマス・アクィ

ナスの著作の索引を作成するのにコンピュータを用

いてみようという構想がロベルト・ブサ神父によっ

て開始されたのは，1946 年，コンピュータがまだ

たくさんの真空管をつないだ体育館のような大きさ

の代物だった頃である。とは言え，そもそも人文学

が情報を伝達する媒体を前提として展開されてきた

ことを考えるなら，このことは特に不思議なことで

はない。その後，コンピュータを用いて人文学を効

率化しようとしたり，新たな展開をもたらそうとし

たりする試みは脈々と受け継がれてきた。1970 年

代には，欧州においてAssociation for Literary and

Linguistic Computing（現在の欧州 DH 学会），米

国ではAssociation for Computers and the Humani-

ties が設立され，こういった研究の発表の場が形成

された。パーソナルコンピュータの発売を受けた

1980 年代には，人文学研究向けのデータも各地で

様々に作成されるようになり，研究は進展するかに

思われたが，むしろローカルなフォーマットが乱立

する状況になり，これをなるべく効率的に共有でき

るようにするという新たな課題が生じた。そこで，

1987 年には，人文学向け研究資料の共通フォー

マットを目指し，主に欧州と北米の関連学会が力を

結集し，米国人文学基金（NEH）やアンドリュー・

メロン財団，EU 等の財政的支援により，Text En-

coding Initiative（TEI）ガイドラインの作成が開

始された。とはいえ，この頃にはまだ，こうした動

きはあくまでもこういった事柄に関心を持つ研究者

達による研究活動であり，広く人文学研究者の間で

共有されるには至らなかったようである。日本でも

導入が試みられたが，この頃は結果としてあまりう

まくいかなかったようである。人文系研究者側の

IT リテラシーの問題が障壁となったようだが，そ

れだけでなく，文字コードの非互換性やコンピュー

タの処理速度・ネットワーク回線の伝送速度が十分

でなかったことなど，技術的な障壁も大きく，国際

的に広くデータを共有することのメリットを当時は

十分に享受できなかったことも大きな原因であった

と思われる。日本においてこの件が再起動するのは

2010 年代を待たねばならなかった。それでも，80

年代の終わりには，情報処理学会に「人文科学とコ

ンピュータ研究会」が設立され，この種の研究が発

表される場として大きな役割を果たしていくことと

なった。

近年，デジタル人文学が特に大きな流れとなって

きたのは，Webの普及によるところが大きい。イ

ンターネットにハイパーリンクをもたらす仕組みと

して登場し，ようやく便利なファイル交換の域を超

え始めた 90 年代前半，徐々に世間にも浸透して

いった 90 年代後半を経て，21世紀に入ると，Web

はインフラとしての地位を確立することになる。デ

ジタル人文学的な研究動向がデジタル・ヒューマニ

ティーズの名前を用いるようになったのは，2004
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年頃からである。直接のきっかけは，A Compan-

ion to Digital Humanities という，斯界の代表的な

研究者が集って 2004 年に刊行された入門書がその

名をタイトルとしていたことであるとされてい

る
3）
。その頃，上述の欧米の関連学会が集まり，傘

組織としての Alliance of Digital Humanities Orga-

nizations が結成され，その名前を冠する初めての

国際会議が 2006 年，パリにて開催されたのである。

当初は欧州と米国の学会の連合組織であったもの

が，その後すぐにカナダの学会が参加し，さらに

2010 年代に入ると，オーストラリア圏の学会に加

えて日本デジタル・ヒューマニティーズ学会

（JADH, Japanese Association for Digital Humani-

ties）もまたこれに加入するなど，デジタル人文学

のコミュニティは徐々にグローバルな広がりを見せ

ていくこととなった。

それまでも高度情報化社会における人間や文化の

在り方に関しては様々な仕方で議論が展開されてき

た。しかしそれらの多くは，あくまでも理念的な議

論であり，思弁を尽くしつつも実証されることは難

しいものであった。それを一変させたのはWebの

インフラ化とWeb上での双方向コミュニケーショ

ン技術のコモディティ化である。文字の文化の登場

と定着によって声の文化が相対化され双方が議論の

対象となり得たように，デジタル媒体の文化もま

た，ようやく，実体を伴った形での議論の素地が整

えられつつある。なかでもWikipedia は，内容とし

ても，背景技術としても，その象徴的な存在と言え

るだろう。最小限のルールの下で，誰もが無料で読

めるだけでなく，誰もが書き込みも修正もでき，そ

の過程が逐一記録され公開されている百科事典。こ

の枠組みがもたらした福音と悲喜劇は，もはや我々

にとっては日常の一コマとなりつつあるとは言え，

改めて振り返ってみるとやはり驚異的な出来事であ

る。2016 年 6月 1 日時点では 293言語にて読める

ようになっており，英語版での項目数は 3900 万超，

記事数 516 万，日本語版でも 290 万超で記事数 101

万という驚異的な数字となっている
4）
。Web 検索

エンジンで何らかの単語を検索するとしばしば

Wikipedia の項目がヒットし，数多の批判や注意喚

起にもかかわらず，レポートや記事，論文等に利用

されることは多く，むしろここで記事を作成するこ

とを大学の授業の一環として採り入れるケースさえ

ある
5）
。指摘される問題としては，単なる誤記や不

十分な記述内容にとどまらず，利害関係者による内

容の不当な改変や完全な虚偽の項目の存在，記事作

成の傾向の偏り，正確を期した修正に対する別の利

用者による上書き等，様々なものがあるが，ここに

現前しているのは，集合知を形成していく際に想定

し得る問題そのものである。少し距離を取ってみて

みるなら，ここで展開されている双方向で共時的な

協働の仕組みこそ，高度情報化社会において知を継

承し発展させていく実践の場であると言える。そし

て，Wikipedia 上でなくとも，Wikipedia が依拠す

るシステムである Mediawiki や類似のいくつかの

システムによって，このような集合知形成の場は今

や誰でも容易にWeb上に開設できるようになって

いる。すなわち，いまや人文学という知の探究の営

みにおいても，この種の仕組みがいかに活用可能で

あり，どのような帰結をもたらし得るのかというこ

とを，様々に実践・実験し，さらに，それを通じて

具体的な成果を獲得することさえ可能となっている

のである。上述の TEI ガイドラインがWebと親和

性が高かったことともあいまって，Web コラボ

レーションによる人文知の蓄積と発展というテーマ

は，デジタル人文学の主要な部分の一つとして，デ

ジタル人文学の他の要素を有機的に結びつけつつ，

分野を大きく牽引していくこととなったのである。

代表的な例としては，UCL（ユニヴァーシティ・

カレッジ・ロンドン）で展開されているクラウド

ソ ー シ ン グ 翻 刻 プ ロ ジ ェ ク ト，Transcribe

Bentham
6）
がある。功利主義の提唱者として世界的

に知られる Jeremy Bentham の生前から没後すぐ

に刊行された著作には編集上の様々な問題があり，

Benthamの思想を適切に伝えるものとなっていな

かったことから，UCL では，図書館に特別コレク

ションとして保管されていた Jeremy Bentham の

手稿を翻刻・編集して正確かつ包括的な著作集とし

て刊行する Bentham プロジェクトが 1960 年代よ

り展開されていた。手稿のコレクションのみなら

ず，大学の廊下に自らのミイラが常設展示されるほ

どに縁が深い Benthamの思想を再構成するという

重要なプロジェクトであったにも関わらず，大学の

予算カットのためにこのプロジェクトは先行きが危

ぶまれる状況であった。ここに同大学のデジタル人

文学センターが手をさしのべたことにより，このプ

ロジェクトは世界中の人々に文字起しをしてもらう

という先進的なデジタル人文学の試みとして息を吹

き返したのである。デジタル人文学との協働は，予

算が確保でき，文字起しが早く進むようになったと

いうだけでなく，このプロジェクトの営みがデジタ

ル人文学という学問領域における研究業績としても

認知されるようになったと同時に，アカデミアの外

にまで幅広い参加者を集めることとなり，結果とし

て，この思想家がいかに世界中の人々から愛されて

いるかということをも明らかにしたのである。この
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ような場面では，デジタル人文学は，その実践を通

じて，人文学の世界を外に広げていくパブリック人

文学（Public Humanities）という役割をも担い得

る存在となっているのである。

3．デジタル人文学の諸要素

デジタル人文学を扱う学会や研究会に参加する

と，そこには様々な分野，人，手法が集まってい

る。もちろん，デジタル仏教学を主要な仕事とする

筆者がその多様性の一翼を担っていることは間違い

ないが，特に海外の学会に参加したときに強く感じ

るのは図書館司書・図書館関係者の多さと熱意であ

る。いわゆるサブジェクト・ライブラリアンが多

く，デジタル資料の構築や教育支援のセッションに

よく参加しているようである。筆者の関心がそれに

近いためか，筆者の行く先にはライブラリアンが多

い。デジタル資料の構築についての議論を見てみる

と，まず，詳細な目録や本文の構造化・マークアッ

プに関しては，上述の TEI ガイドラインがデファ

クト標準になっているため，この活用や改良を巡っ

ての議論が広く展開されている。特に，TEI ガイ

ドラインを策定する TEI 協会では，毎年一回国際

会議を開催しており，世界中から研究者・ライブラ

リアンが集まって新たな課題に取り組んでいる。特

に図書館関連の規格としては，Best Practices for

TEI in Libraries
7）
という TEI ガイドラインのサブ

セットが策定されており，単に本をデジタル撮影し

ただけのものから OCRしたもの，構造化したもの

等，マークアップの深度に応じた書き方や，

MARC との対応の仕方等が提示され，これに従っ

て図書館が業務の流れの中で具体的に TEI ガイド

ラインに従ったテクスト資料を作成できるように

なっている。また，最近では，書簡のデジタル化に

あたっての共通フォーマットが策定され
8）
，欧米の

デジタル書簡の多くがこれに従ってデジタル化され

るようになってきている。書簡に残されている送受

信の人名・地名・日付などは，デジタルデータ化す

ることができたなら，人間関係の相関図を作ってみ

たり，地図，年表などに見やすくプロットしてみた

りして，理解を深めたり，新たな気づきをもたらし

たりすることが可能だろう。TEI を通じて共通の

フォーマットが策定されたことから，今後，より大

きな相関図，地図，年表が作成され，それらを通じ

て様々な新たな発見がもたらされるのではないかと

期待せざるを得ない。現在，世界各地で様々な書簡

デジタル化プロジェクトが進行中である。すでに公

開されている比較的有名なプロジェクトとしては，

ゴッホの書簡のサイト
9）
があるので参照されたい。

また，上記の Transcribe Benthamのように，クラ

ウドソーシング翻刻として進められている書簡デジ

タル化プロジェクトもある
10）
。さらに，本稿改稿時

点では，日本語テクストの扱い方を専門的に扱う分

科会が TEI 協会に設置される運びとなり，今後の

展開が期待されるところである。

このように，より深い利活用を前提としたデータ

の蓄積をして，公開していくこと，そして，それを

理解しやすい形で様々に視覚化することはデジタル

人文学の重要な要素になっており，そこで用いられ

る情報技術や実践方法，そしてその意義を巡ってデ

ジタル人文学の学会・研究会や雑誌・ブログ・SNS

等では様々な議論が展開されている。さらにそれだ

けでなく，そのようなデータの蓄積，あるいは，い

わゆる「デジタルアーカイブ」の構築を目指して

フォーマットを共通化するために人文学のニーズに

ついて人文学研究者や図書館員が参加して議論する

ということもまた，デジタル人文学の不可欠な要素

の一つとなっているのである。

デジタル人文学の要素をもう少し見ておこう。近

年，Distant reading（遠読）と呼ばれる，個々の文

献に深入りせずに多くの文献群の全体を遠くから把

握することを目指す読み方が提唱されるようになっ

ている
11）
。このためにデジタル技術がふんだんに活

用されており，これもまたデジタル人文学の重要な

要素の一つと見なされている。Distant reading は，

従来の文献購読の仕方を Close reading（精読）と

した上でそれとは別の読み方として提唱されている

ものであり，テクスト分析技術を駆使して表やグラ

フ等を用いて文学の全体像を把握しようとするもの

である。この概念に対する批判が多いことには十分

に留意しておく必要があるが，それでも，データや

ツールなどの環境が十分に整っている場合には，単

に多くの気づきを得られるというだけでなく，再検

証可能な研究成果を人文学から提供するという可能

性にもつながるものであり，そのようなことから，

期待する向きも少なくない。

このように，テクストに関しては様々な観点から

の取組みが広まりつつあるが，テクストだけでな

く，各種データや絵，写真，美術品や博物館の展示

物など，人文学において対象となるもののほとんど

すべてが，デジタル人文学においても研究・実践の

対象となっている。

デジタル画像と大学図書館に関しては，近年，再

利用可能なライセンスの採用に加えて，IIIF（In-

ternational Image Interoperability Framework）
12）

という高精細画像を相互運用するための共通規格に

基づいて公開するという流れが，地味にではあるが
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着実に広まってきており，これをデジタル人文学に

活用するための取組みも始まっている。IIIF は，

TIFF等の既存の画像フォーマットを利用しつつ，

外部からアクセスしやすくするためにWebでのア

クセス方法を共通化した規格であり，アーカイビン

グのための規格ではなく，蓄積された画像を効果的

に公開・共同利用するための規格である。すでに，

フランス国立図書館や DPLA，ヴァティカン図書

館，その他多くの国立系図書館だけでなく，ハー

バード大学，オックスフォード大学，イェール大

学，プリンストン大学，スタンフォード大学をはじ

め，各地の大学図書館でも採用が広がっている。参

加機関リストが Web サイトに掲載されている
13）

が，ここに掲載されていなくともすでに IIIFに対

応して画像を公開している大学図書館もあるという

状況である。IIIFは，Webでの高精細画像，とり

わけ写本等に関して，利用者側が自由にビューワ等

を選んで拡大縮小表示をしたり画像の一部に注釈し

たりすることを可能にする共通の枠組みであること

から，デジタル人文学の基盤を支える技術にもなり

得るとして期待を集めているのはもちろんだが，そ

のような高コストだが利便性の高い画像公開の手段

を大幅にコストダウンすることができる規格として

も注目を集めている。現在の所，主に各地の研究図

書館の IT 系担当者が協力し合って改良を続けてい

るが，すでに，この規格に対応する公開系システム

やWebビューワがフリーソフトとして次々と公開

され，様々な選択肢が提供される状況となってお

り，上述のように対応機関も大きく広がっているこ

とから，すでに実用段階に十分達していると見て良

いだろう。

4．デジタル人文学の課題

デジタル人文学は，既存の様々な学問分野の領域

を横断する，典型的な学際分野である。したがっ

て，他の学際分野と同様の困難さは常につきまと

う。基本的には人文学と情報学の学際分野であるた

め，まず，研究成果を双方の観点からどのように評

価すべきか，そして，両者を総合するような評価基

準をどのようにして作っていくべきか，といった課

題である。さらに，研究成果だけでなく，基盤とな

るデータを作ることもまた重要な仕事となっている

ため，データの作成という，人文学ではこれまで評

価されてこなかった，しかし情報学でも評価されに

くい事柄についても評価基準を作っていかねばなら

ない。紙媒体においては翻刻・校訂・翻訳といった

仕事がやや近いようであり，それらも研究成果とし

ては評価されてこない場合が少なくなかったとは言

え，そういった活動と対比しつつ考えることで有益

な面もあるだろう。

データの作成に関してデジタル媒体上のものとし

て着目するなら，まず，個別のデータを入力・構造

化していく仕事と，データの構造をどのようなもの

にするか考えるという大きく二つの仕事に分けられ

る。デジタル人文学の流れにおいては，特に後者の

仕事を，上述の TEI ガイドラインという形で人文

学内での超領域的な枠組みとして 20 年以上にわ

たって検討してきた。

そもそも人文学資料のためのデータの構造と言っ

ても，たとえばコーパス言語学と文献学とでは，主

とすべき構造がまったく異なる。前者は最終的には

単語単位で品詞情報やその他各種の単語の情報が

個々に付与されていることが重要であり，たとえ

ば，そのような形で構築された約 1億語のイギリス

英語からなるコーパス，BNC（British National

Corpus）
14）
が広く研究に用いられている。日本でも

BCCWJ（日本語書き言葉均衡コーパス）
15）
が，や

はり約 1億語のコーパスとして開発され利用されて

いるが，これも単語ごとに品詞情報，活用形等が付

与されている。一方で，文献学向けの構造化として

は，複数の一次資料における異文を記録しておくこ

とが重要となる。この場合，一文字単位で，違いを

きちんと記述していくことになる。たとえば，

SAT DB（SAT大蔵経データベース）
16）
では，約 1

億字の，主に漢文・日本語の仏典に関して，そのよ

うな形で構造化を行っているが，ここでは約 75 万
箇所の異文が記述され，宋代・元代・明代の木版大

蔵経や宮内庁書陵部の宋版一切経，正倉院聖語蔵に

残された写本，敦煌写本等，様々な資料においてど

のようなテクストが残されていたか，ということ

が，一字一句注記され，確認できるようになってい

る。この場合には，必ずしも単語の単位ではなく，

文字単位や，逆に文章や段落単位での注記など，

様々なパターンがあり得ることになる
17）
。

このように，コーパス言語学と文献学に着目した

だけでも，デジタル化の際の文書の構造が異なって

いることがわかる。ということは，ある程度用途を

念頭に置いた上でデータの構造を検討することが重

要であることになる。また，言語によって必要な情

報やそれを表現するための構造も微妙に違ってくる

だろう。そして，研究の進展によって新たな構造の

必要性が生じることもある。したがって，文書の構

造をどうするかということは，デジタル媒体におい

てはきちんと議論の対象にすべき事柄になっている

のであり，それを研究成果として評価するための枠

組みはすでにデジタル人文学において提供されてい
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るだけでなく，上述のように TEI 協会においても

年次国際会議を開催して人文学資料の構造化に関す

る研究発表の場を提供し，さらに，近年，査読付き

ジャーナルを発刊し始めたところである。先述のよ

うに，そこでは図書館司書も多く活躍している。

では，データの入力・構造化についてはどうか。

これはネイチャーが Scientific Data
18）
というオンラ

インジャーナルを発刊してデータセットをジャーナ

ルに収録して参照できるようにするという試みを開

始しており，その一方で，機関リポジトリにおいて

データセットを掲載して DOIを付与するという試

みも始まっている。デジタル人文学においてもこの

点は議論されつつあり，日本デジタル・ヒューマニ

ティーズ学会が論文誌においてデータ・ジャーナル

の機能を持たせるべく準備を進めているところであ

る。機関リポジトリ上のデータセットとの関係をど

のように形作っていくか等，課題は多いが，こうし

た動きを通じてデータの入力・構造化が評価される

基盤もまた形成されていくことだろう。

こうした問題について，米国では既存の人文系学

協会からのアプローチもある。文学研究の学会であ

る MLA（Modern Language Association）では，

「Guidelines for Editors of Scholarly Editions 学術

編集版の編集者のためのガイドライン」
19）
を公開

し，いわゆる校訂テクストのデジタル版の刊行につ

いての評価基準を公開しており，歴史学の学会であ

る AHA（American Historical Association）では，

ごく最近，「Guidelines for the Evaluation of Digital

Scholarship in History 歴史学におけるデジタル研

究を評価するためのガイドライン」
20）
を公開するな

どして，それぞれにデジタル媒体上での人文学研究

に関わる活動を評価するための基準を提案してい

る。なお，後者については，日本語訳もWebに公

開されている
21）
。

このように，デジタル人文学の課題は多岐に渡っ

ており，部分的には解決に向けて徐々に進みつつあ

る。このような流れの背景には，現状をより建設的

に捉えて先に進んでいくべく，キングスカレッジ・

ロンドンの Harold Short及びWillard McCarty に

よって提唱されたMethodological Commons（方法

論の共有地）という概念がある。これは，簡潔に言

えば，人文学内の様々な分野や情報科学・図書館情

報学等が，それぞれの分野におけるデジタル技術を

用いた研究手法やその成果を議論し，共有し，そこ

からさらに新たな成果を生み出していくための場と

してデジタル人文学を捉えるというものである。近

年のデジタル人文学においては，この概念がしばし

ば前提とされており，基盤となる考え方であるとみ

なされていると言っていいだろう。

5．海外での大学図書館とデジタル人文学

ここまでの話を踏まえた上で，いよいよ本稿の本

題であるデジタル人文学と大学図書館に入っていき

たい。日本ではまだそれほど深い関係は見えてこな

いが，デジタル人文学の国際学会に図書館司書が多

く参加しているという上述の件に端的に見られるよ

うに，特に米国ではデジタル人文学と図書館がかな

り緊密に連携している例が見受けられる。そして，

ADHOにおいても DH + libという分科会が置かれ

ており，TEI 協会においても図書館分科会が作ら

れている。また，サブジェクト・ライブラリアン向

けのデジタル人文学ガイドブック
22）
も刊行されてい

る。活動の内容としては，教育，研究，データ構築

もしくはその支援が主となっているようである。た

とえば，ヴァージニア大学図書館では，スカラー

ズ・ラボ
23）
という組織が作られており，アンド

リュー・メロン財団の支援を受けて始まったデジタ

ル人文学の大学院生向け教育プログラム Praxis

program が展開されている。ここで大学院生は，

デジタル人文学について指導を受けつつ実際に何ら

かの自分のデジタル人文学プロジェクトを実践する

のである。さらに，スカラーズ・ラボでは，デジタ

ル人文学的な教育を遂行するためのツールとして，

Neatline
24）
という時空間情報共同マッピングシステ

ムのソフトウェアを開発しオープンソースで公開し

ている。Neatline は，Google Maps や Open Street

Mapだけでなく，自前で用意した古地図も含めて，

地図・年表上に事象をプロットしつつ矢印をつけた

りして関係を表示することもでき，さらにそれを

Web上で簡単に共同作業できるようになっている

のである。導入も極めて容易であることから，近年

は大学の人文学関連の授業等で学生の実習に活用さ

れているということである。教育に関しては，他に

も様々な大学図書館でデジタル人文学への取り組み

が行われている。

また，コロンビア大学図書館では人文学研究者を

支援すべくデジタル・ヒューマニティーズセンター

を立ち上げている。そして，これまでの高額なデー

タベースを導入したり使い方をレクチャーしたりす

るといった仕事だけでなく，近年は無料のデータ

ベースやツールの取り扱いや一般の人々との良好な

関係を築いていくことも重要になってきたという認

識から，図書館員が自らデジタル人文学を実践的に

学ぶべくトレーニングプログラム Developing

Librarian Project
25）
を開始した。そして，まずは，

上述の Neatline を用いて大学周辺の歴史的変容の

大学図書館研究 CIV（2016.11）

5



様子を時空間上にマッピングするプロジェクトを試

行し，その成果としてのMorningside Height Digit-

al History
26）
を公開した。さらに，そのプロセスを

「Breaking the Code」というブログとして公開する

ことで，プロジェクトの進め方についても公開し，

この種のことに取り組む人々の参考に供している。

最近の比較的大きな話としては，イェール大学図

書館がデジタル人文学のラボを設立するためにゴイ

ズエタ財団（コカ・コーラの元 CEOが設立した財

団）から 300 万ドルの補助金を受けたことが告知さ

れていた
27）
。同図書館の Digital Humanities Labで

はこの補助金を元に自然科学系分野と人文学との境

界を超えた教育・学習・研究の場を形成することを

目指して様々なプロジェクトや講習会等を展開して

いる。

一方，デジタル人文学における基盤となるデータ

の提供に力を入れる向きもある。やや幅広い話にな

るが，ミシガン大学とカリフォルニア大学システム

の図書館が共同で立ち上げたデジタルリポジトリ，

HahiTrust
28）
は，パブリックドメインの大量の図書

資料をデジタル化して検索閲覧できるようにすると

ともに，著作権保護期間中の図書についても，登場

箇所のカウントをはじめとする統計処理ができるよ

うになっている。そして，イリノイ大学の図書館情

報学研究科とインディアナ大学情報科学部によりリ

サーチセンターが設置され，参加研究者を世界各地

から広く集めつつ，HathiTrust のデジタル資源を

活用した研究が進められている。2016 年 1月 25日

にはここのセンター長を招聘した国際シンポジウム

が東京大学にて開催され，国内にもこの動向が広く

紹介されたところである
29）
。なお，原稿執筆時点で

は，米国以外に，少なくともカナダ，オーストラリ

ア，スペイン，レバノンの大学図書館が参加してい

る模様である。日本からは慶応大学がデジタル化資

料を多く提供しているがWebサイトの「Partner-

ship」の項目にはまだリストされていない。

やや分野に特化された基盤データ提供の取り組み

としては，TCP（Text Creation Partnership）
30）
が

ある。これは ProQuest社の EEBO（Early English

Books Online）や Gale Cengage の ECCO（Eight-

eenth Century Collections Online）等といったいわ

ゆる過去の英語資料の大規模デジタル化資料群を，

TEI/XML に基づいてテクストデータ化して大学図

書館間で共有するための枠組みである。英語資料の

テクストデータを大量に入手・利用できることか

ら，欧米の有力大学を中心に，すでに 150 以上の図

書館に広まっており，アジアからも香港大学が参加

している。EEBOの TCPファイルのうち 25,000 の

テクストはパブリックドメインとして公開されてお

り，それらを対象とした便利な検索サービスも提供

されている。今後，公開対象範囲を徐々に広げてい

く予定とのことである。さらに，EEBO を対象と

した OCRを開発するためのプロジェクト
31）
も展開

されている。このプロジェクトでは，Google が公

開するオープンソースの OCRソフト Tesseract を

カスタマイズすることによる OCRを試みており，

2016 年 3 月 10 日には，138,538 件の EEBO文書に

OCRをかけたテクストが，クラウドソーシング校

正にむけて公開されたところである。

さらに，個別の分野や資料に特化された基盤デー

タの公開も大学図書館の仕事として広く取り組まれ

ている。特に筆者が最近注目しているのはオックス

フォード大学ボドリアン図書館の「ボドリアン・

ファースト・フォリオ」
32）
である。これはシェイク

スピアの研究資料として重視されるファースト・

フォリオに関する高画質画像と TEI/XML に準拠

したフォーマットで作成された高精度なテクスト

ファイル等を公開しているサイトである。これはボ

ドリアン図書館のデータキュレイターと，オックス

フォード大学の教員，ITサービス部門の研究者達

が連携して構築されたものである
33）
。さらに，2016

年 4月 23日には，これらの画像が上述の IIIF配信

形式でも公開された
34）
。なお，図書館だけでなく，

この ITサービス部門にも，人文学向け資料として

のテクストデータを扱うためのスタッフが常時複数

配置されており，TEI/XML をはじめ様々な関連規

格の動向に目配りしながら学内の人文学資料のデジ

タル化プロジェクトを支援している。

このように海外大学図書館ではデジタル人文学が

様々に展開されているが，では，そこに蓄積されて

いる日本文化関係の資料がどうなっているのか，次

に少し見てみよう。

個々の大学図書館で見ていくと，筆者の知る範囲

では，ミシガン大学アジア図書館が共催する形で

2015年 3 月に日本文化に関するデジタル人文学の

シンポジウム及びワークショップが�日間に渡って

開かれた
35）
ことは注目に値するだろう。また，上述

のイェール大学図書館の Digital Humanities Labで

は，同大学でかつて教授を務めた朝河貫一氏の書簡

をデジタル化するプロジェクトが進められてい

る
36）
。

また，少し離れてみてみると，北米には日本研究

担当のサブジェクト・ライブラリアンによる North

American Coordinating Council on Japanese Lib-

rary Resources（NCC）
37）
という組織と Council on

East Asian Libraries（CEAL）傘下の Committee
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on Japanese Materials（CJM）
38）
という組織があ

り，毎年 3 月末〜4 月初頭に開催される Associa-

tion for Asian Studies の直前に会合が開かれてい

る。知る限りではメンバーはほとんど重なっている

ようであり，連携して活動しているようである。こ

れらの組織が近年デジタル人文学に力を入れるよう

になってきており，2016 年 3 月には，CJMの会合

において国文学研究資料館の「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」
39）
における

デジタル化に関する報告と活発な議論が行われ，さ

らに，それに続く NCC の会合では，欧米の日本研

究司書によるデジタル人文学への取組みをテーマと

して 3 件の発表が行われた。今後も NCC ではワー

クショップを予定するなど，デジタル人文学への取

組みを進めていくとのことであり，サブジェクト・

ライブラリアンがデジタル人文学に取り組むという

形は，日本研究においても徐々に広まりつつあるよ

うである。

6．日本の大学図書館とデジタル人文学

では日本ではどうかと言えば，基盤データとして

の「デジタルアーカイブ」の構築運用は徐々に盛ん

になりつつあり，すでに国立国会図書館の近代デジ

タルライブラリーや東寺百合文書Webなど，自由

に再配布可能なデジタルデータが提供されつつあ

る。そして国立国会図書館では，次世代ラボ
40）
を開

設してデジタル化資料を用いた実験的な試みを展開

しつつあり，中にはデジタル人文学を意識したもの

もある。大学図書館としては，筆者から見える範囲

で恐縮だが，貴重書のデジタルコレクションが広が

りを見せつつあり，なかでも日本語の古典籍に関し

ては，国文学研究資料館（以下，国文研）による

「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」を通じて各大学図書館で公開されている

デジタル画像群のネットワーク化が図られており，

国文研自身も大量のデジタル画像を公開している。

古典資料に DOIを付与するという議論も出てきて

おり，すでに NDL では永続的識別子を利用して実

施しているなど，資料を提供する基盤としての地歩

を着々と固めていっているように見受けられる。た

だ，研究資料としての活用をより意識した方向性と

いう観点からすると，どちらかと言えば，米国の大

学図書館に比べるとそれほど踏み込んでいる例は筆

者の知る限りではまだあまりなさそうである。そも

そも米国の大学図書館とは研究者と図書館の役割分

担の違いがあり，米国の図書館で展開されているデ

ジタル人文学的な営みの中には，日本ではむしろ研

究者が対応した方がよさそうな事柄も少なくないよ

うに思われる。その意味で，筆者も含む人文学研究

者には一層の奮起が必要であり，また，その奮起に

応えてくださるような大学図書館であっていただけ

たらと思っている。

そのような流れの例として，筆者が直接関わって

いるものを少しご紹介しておくと，東京大学総合図

書館が所蔵する 16世紀末の木版大蔵経約 2000点を

高精細デジタル画像で公開するという試みが，東京

大学総合図書館，大蔵経研究推進会議，及び SAT

大蔵経テキストデータベース研究会（代表：下田正

弘東京大学大学院人文社会系研究科教授）（以下，

SAT研究会）との共同で行われ，「万暦版大蔵経画

像データベース」として CC BY で公開された
41）
。

単に公開されただけでなく SAT研究会の側ですで

に公開していた大正新脩大蔵経のテキストデータ

ベースとリンクすることで，索引情報や擬似的な検

索機能等が提供されており，仏典研究に対して新し

く大きな利便性を提供することとなった。この例

は，日本において大学図書館と研究者とが共同でデ

ジタル人文学的な成果を公開していくための一つの

形と見ることができるだろう。また，一方で，東京

大学におけるアジア研究図書館のように，サブジェ

クト・ライブラリアンの養成までも視野に入れてい

る組織もあり
42）
，そういったところでは，米国の大

学図書館のような，より深い教育研究への踏み込み

を期待したいところである。

これに加えて，上述の IIIFについても見ておき

たい。海外では大学図書館でも広く推進されつつあ

ることは上述の通りだが，日本からは 2016 年 9月

にようやく東京大学大学院人文社会系研究科次世代

人文学センター人文情報学拠点が IIIF協会に加盟

したところであり，実際の活用に関しては少しずつ

広がりを見せている，大学図書館としても，京都大

学図書館機構が「活動についての関心を表明」し

た
43）
。その一方で，海外の機関から日本文化資料が

IIIFに準拠して公開されている例は多く見ること

ができる。すでに高精細な資料画像を公開している

大学図書館は国内でも少なくないことから，今後

は，IIIF への対応を通じてコストダウンと利便性

の向上を図っていただけたらと願っている。

IIIF への対応に際して留意しておきたい点とし

て，IIIF は，規格として固まったものというより

は，共通課題に協働で継続的に取組み開発を続けて

いく図書館の IT 系担当者を中心としたコミュニ

ティというニュアンスが強い。日本からも，単に公

開された技術仕様に追随するだけでなく，適切なカ

ウンターパートが登場し，日本国内での対応方針や

日本文化資料固有の特性にあわせた規格・実装の改
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善といったことに注力できる体制が整備される必要

があるだろう。海外の大学図書館でこのような仕事

をしている IT 系担当者のコミュニティに対応する

体制を国内で構築するということがどれくらい難易

度の高いことなのか，一研究者である筆者にはなか

なか想像し難いところだが，大学図書館を含め，関

係者の皆様の柔軟な対応を期待している。

7．終わりに

冒頭に述べたように，大学図書館の事情をよく知

らないままに断片的に得た情報から色々なことを書

いてしまっており，認識が不十分な点についてはぜ

ひとも皆様のご批正をいただきたい。筆者として

は，人文学がデジタル時代にも適切に継承されつつ

新たな道を切り拓いてためには何が必要なのか，何

をすべきなのか，ということについて検討と実践を

重ねてきており，今後も継続していく予定である。

大学図書館の特性の一つである，紙の資料の大規模

な蓄積を存分に活かしていくことができるのはやは

り人文学であると筆者は考えており，その観点か

ら，大学図書館と人文学の間での，デジタル時代の

よりよい協力関係を築いていけたらと願っている。
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Kiyonori NAGASAKI

University Library and Digital Humanities

Abstract：This paper reports the present situations surrounding digital humanities at university libraries

to the extent of the authorʼs knowledge. It provides an overview of the changes seen in humanities, which

have relied heavily on information communication, while themeans of information transmission have shifted

significantly from print media to digital media, and describes the roles of university libraries in these

situations by referring to the cases primarily in the United States and the United Kingdom. It then discusses

the situations in Japan and what are expected there.
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