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人文学資料オープンデータの可能性と現状 

橋本 雄太＊ 

 
 学術領域におけるオープンデータの活用に関する議論が盛り上がりを見せつつあるが，構造化データが扱われることの少ない人文学分野

においては，必ずしもオープンデータの効用は明らかではない。本稿では，従来の文化資料デジタル化事業との対比から，人文学資料のオー

プンデータ化には①資料活用の多様化，②研究成果の再利用促進，③情報探索の効率化，といった意義があることを指摘する。続いて，国

内外で提供される人文学資料のオープンデータ化事例を概観し，オープンデータを活用したアプリケーションの開発事例として拙作『近デ

ジリーダー』を紹介する。最後に，人文学分野におけるオープンデータの普及に向けた諸課題を展望する。 
キーワード：オープンデータ，デジタル人文学，デジタルライブラリー，デジタルアーカイブ，linked data 
 

1．はじめに 

オープンデータは，主として行政分野における活用を目

指して普及が進められてきたが，研究リソースを広く共

有・再利用する手段として，近年は学術領域においても注

目を集めている。とりわけ欧米では，図書館を中心とした

取り組みによって，すでに相当規模の学術資料がオープン

データとして利用可能になっている。一方で，学術情報の

オープン化についての議論は始まってまだ間もなく，特に

人文学分野では学術資料をオープンデータ化することの意

義や今後の展望について，十分に議論が進んでいないよう

に思われる。 
本稿では，人文学資料のオープンデータ化に焦点を当て，

それが人文学にとって持つ意味を整理検討するとともに，

オープンデータとして提供されている人文学資料の主要事

例や，その活用事例を紹介する。その上で，人文学分野に

おいてオープンデータ普及の障害となりうる諸課題を指摘

する。 

2．従来型のデジタル化事業と何が異なるのか 

人文学におけるオープンデータ化の意義を検討する上で

第一に必要なことは，従来から進められてきた文化資料デ

ジタル化事業との差異を明確にしておくことであると思わ

れる。以下これについて述べる。 
インターネットと World Wide Web が普及した 1990 年

代から，図書館や博物館など文化学術施設の取り組みのも

と相当数の人文学資料がデジタル化され，デジタルアーカ

イブやデジタルコレクションとして一般に公開されてき

た。こうした資料には， 
• 歴史文書や芸術作品を電子スキャンした画像データ 
• 紙媒体の文書資料を翻刻（文字起こし）したテキス

トデータ 
• 文献調査やフィールドワークを通じて研究者が作成

した知識データ 
などが含まれる。人文学資料のデジタル化は，物理的に入

手が難しい稀少資料へのアクセスを容易にし，特に史料

ベースで実施される人文学研究に貢献してきた。 
一方で，従来のデジタル化事業の主眼は，デジタル化に

よって資料を保存することにあり，対象資料の利活用に関

しては制約的，消極的であったことは否めない。実際に，

既存のデジタルアーカイブやデジタルライブラリーには，

公開資料の著作権が切れている場合であっても，利用者に

対して資料の無断転載や学術目的以外の利用を禁止してい

るものが多い。図書館や博物館などのデータ提供者にとっ

てみれば，これは公開資料をコントロール下に置くために

必要な措置である。しかしながら，こうした制約がデータ

利用に課されることで，公開資料の自由な利活用が阻害さ

れてきた側面がある。 
一方で，オープンデータは(1)データの二次利用と再配布

を容認し，(2)加工が容易な機械可読形式でのデータ公開を

推奨するデータ公開方式であり，公開データを有効に活用

することに最大の焦点が当てられている。この点が従来型

のデジタル化事業に対するオープンデータの最大の特徴で

あると言える。 

3．人文学資料オープン化の可能性 

実際に人文学資料のオープンデータ公開によってどのよ

うな効果が期待されるのか，以下では 3 つの可能性を挙げ

る。 
 

3.1 資料活用の多様化 
デジタルアーカイブやデジタルライブラリーなど，従来

型の人文学資料の公開システムは，公開資料の用途を「資

料の閲覧・鑑賞」に限定するかたちで設計されてきた。公

開資料の二次利用を認めるとともに，理工学分野の研究者

にとっても扱いやすい機械可読形式でデータを提供するこ
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とで，図書館や博物館といったデータ提供者がこれまで意

図してこなかった人文学資料の活用法が生まれる可能性が

ある。 
例えば情報学分野では，画像処理技術を応用し，毛筆で

書かれた古文書に画像検索を適用する研究が進められてい

る 1)。また地震学・防災学の分野では，古文書に記載され

た過去の地震記録を調査し，地震のメカニズム解明や防災

に活用する研究が重要な役割を果たしている。人文学資料

のオープンデータ化は，こうした異分野融合型の研究を促

進することが期待されている。 
 

3.2 研究成果の再利用の促進 
人文学研究者やそのグループが研究の過程で収集・作成

した資料をオープンデータとして公開することで期待され

るメリットも多い。例えば，筆者が参加している大阪大学

を拠点とした科研費プロジェクト『日本語の歴史的典籍に

関する国際的教育プログラムの開発』（代表：飯倉洋一教授）

では，日本古典籍の読解リテラシー向上を目的として，く

ずし字読解の学習を支援するモバイルアプリケーションを

開発している。図 1 は，同アプリケーションに教材として

組み込むことを目的にプロジェクトチームが収集した，く

ずし字の用例画像の一部である。プロジェクトチームでは，

これらの用例画像データをアプリケーションに組み込むだ

けでなく，「近世くずし字オープンデータ」として一般に公

開することを検討している。 
くずし字用例画像をオープンデータ化することで期待さ

れるのは，プロジェクトチーム外の第三者によるデータの

活用である。図 1 に示したような文字画像を大量収集する

には多大な労力が必要となるが，すでに用例画像のセット

がオープンデータとして提供されている場合，低コストで

これを利用した教材やアプリケーションを開発することが

可能になる。例えば，本データセットを利用して国文学分

野の教員がくずし字読解教材を独自に開発するかもしれな

い。あるいは，工学分野の画像処理研究者が機械学習の訓

練データとして本データセットを使用し，くずし字の解読

に特化したOCRエンジンを開発してくれるかもしれない。 
実際にデータがどのように利用されるか正確に予期する

ことは不可能であるが，研究成果をオープンデータとして

公共財化することで，当該・周辺分野の教育や研究に貢献

できる公算は非常に高くなる。 
 

3.3 情報探索の効率化 
オープンデータを利活用する方法のひとつとして，複数

種類のデータを複合させることで新しい価値を生み出す

「マッシュアップ」と呼ばれる手法がある。人文学研究にお

いてオープンデータのマッシュアップが役に立つ場面は

多々考えられるが，直接的には情報探索の効率化にもっと

も寄与するものと思われる。というのは，複数のデータセッ

トをマッシュアップすることにより，特定の人物，団体，

著作，事件，概念といった事項に関する情報を横断的に探

索することが可能になるからである。とりわけ歴史研究に

おいては，独立と考えられていた事物の間に「つながり」

を見出すことがしばしば重要な研究に繋がるため，マッ

シュアップが有効に機能する分野として期待される。 
なお，学術情報のマッシュアップを実現する仕組みとし

て，Linked Data と呼ばれる技術的枠組みがある。これは，

データを互いにリンク可能な形式で記述するための標準方

式であり，Resource Description Framework（RDF）な

どセマンティック Web の標準技術をベースにして実現さ

れる。Linked Data はオープンデータと同列に語られるこ

とが多く，Linked Data とオープンデータを組み合わせた

Linked Open Data（LOD）という呼称も一般的である。 
人文学データのマッシュアップはデジタル人文学

（digital humanities）分野の主要テーマのひとつであり，

すでに欧米では活発に研究がなされている。例えばオック

スフォード大学では，15-16 世紀に英語圏で刊行された書

籍の集成データベースであるEarly English Books Online
と，米国の図書館の共同レポジトリ HathiTrust を Linked 
Data 技術を利用してマッシュアップし，文献情報の探索

に活用するプロジェクトが進められている 2)。 

4．人文学資料オープンデータの提供事例 

以下では，人文学資料をオープンデータとして提供して

いる主要サービスを，国内外から地域ごとに紹介する。国

内の事例を多く取り上げるため海外の事例は主要ポータル

サービスのみの紹介に留めているが，実際には多数の図書

館，博物館，美術館，文書館が資料のオープンデータ化に

取り組んでいることをあらかじめお断りしておきたい。 
 

4.1 海外の事例 
(1) Europeana3) 
Europeana は，欧州全域の文化学術施設においてデジタ

ル化された文化遺産に対して，統合的なアクセスを提供す

るポータルサイトである。図書，絵画，映像，地図など多

様な種類のデジタル化資料を横断的に検索，閲覧すること

ができる。Europeana には 2,000 以上の文化学術施設が参

加しており，閲覧可能な資料の数は 3,000 万点以上にのぼ

る。個々の資料のライセンス形態は提供元の機関に委ねら図 1 くずし字用例画像データの一部 
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れているが，各資料に付与される書誌情報などのメタデー

タはパブリックドメイン・ライセンスで提供されるオープ

ンデータである。 
(2) HathiTrust4) 

HathiTrust は，米国内の研究図書館によって運営される

大規模共同レポジトリである。2008 年に米国の複数大学に

よって創設され，2011 年までに米国，カナダ，欧州から

60 を超える大学および研究図書館が参加している。また

HathiTrust は，参加図書館がデジタル化を実施した資料に

加えて，Google Books やインターネット・アーカイブの事

業を通じてデジタル化された資料に対してもアクセスが提

供されている。Google がスキャンを行った資料を除いて，

全文 OCR テキストはパブリック・ドメインで提供されて

いる。 
(3) Digital Public Library of America（DPLA）5) 
DPLA は，ハーバード大学バークマンセンターの主導で

構築された，米国の文化学術施設一般が保有するデジタル

化資料のユニオンカタログである。アルフレッド・P・ス

ローン財団を初めとして，複数の財団あるいは政府機関の

援助を受けて運営されている。DPLAのウェブサイトでは，

米国議会図書館やインターネット・アーカイブの公開資料

を含む約 1,100 万点（2015 年 9 月現在）の資料を検索，

閲覧することができる。また DPLA は HathiTrust と提携

を結んでおり，HathiTrust の提供資料も DPLA から横断

的に検索することが可能になっている。 
 

4.2 日本国内の事例 
(1) 近代デジタルライブラリー6) 
国立国会図書館は，日本国内では早くからオープンデー

タに関する積極的な取り組みを推し進めてきた。2002 年に

同館が開設した「近代デジタルライブラリー」（以下，近デ

ジ）は，著作権が失効した書籍を中心として，35 万点以上

の資料のデジタルスキャン画像を公開している。同サービ

スの公開対象には現在物理的なアクセスが難しい資料も多

数含まれており，近現代史研究者や一般の歴史愛好家に

とって非常に有用なリソースである。近デジは 2016 年 7
月のサービス終了がアナウンスされているが，同サービス

で公開された資料は「国立国会図書館デジタルコレクショ

ン」にて引き続き閲覧が可能である。 
(2) 東寺百合文書 WEB7) 
京都府立総合資料館は，同館の Web サービス「東寺百合

文書 WEB」にて東寺百合文書のデジタル画像をオンライ

ン配信している。東寺百合文書は京都・東寺に伝えられた

約 2.5 万点の古文書群であり，東寺と関係のあった有力な

荘園の経営に関する文書や寺内会議の議事録などを大量に

含むことから，中世日本史研究における第一級史料とみな

されている。東寺百合文書 WEB では，これらの文書のデ

ジタルスキャン画像に加えて，書誌データや翻刻データ（一

部資料のみ）が公開されている。公開データは CC-BY ラ

イセンス（クリエイティブ・コモンズにおいて，著作権者

の表記を要求するライセンス）にて利用可能である。東寺

百合文書ほどの規模と重要性を有した日本史史料がオープ

ンデータとして公開された事例は他に無く，2014 年の公開

時には非常に大きな反響があった 8)。 
(3) 国文研所蔵古典籍オープンデータ 
国文学研究資料館（以下，国文研）では，2014 年度より

「日本語の歴史典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」

というタイトルの研究事業が進められている 9)。この事業

は，国文研および国内外の連携機関が所蔵する歴史的典籍

約 30 万点をデジタル画像化するとともに，これらの画像

を利用する国際共同研究ネットワークの構築を目指すもの

である。同事業は人文社会科学系では初めての「大規模学

術フロンティア促進事業」にも認定されている。2015 年 7
月末に国文研にて開催された国際シンポジウムの席上で，

同館が所蔵する約 300 点の資料の画像データおよび書誌

データがオープンデータとして公開されることが発表され

た。公開データは CC-BY-SA ライセンスで提供され，2015
年 10 月中旬より国立情報学研究所の「情報研究データレ

ポジトリ」を通じて配布される予定であるという。 
国文研が所蔵する古典籍資料群は，「近世以前の日本人の

思考の総体」とも言うべき重要な研究リソースである。こ

れらの資料がオープンデータとして利用可能になること

は，国内の日本文学研究者だけでなく，周辺分野や海外の

日本研究者にとっても非常に大きな意義がある。今回発表

されたデータ公開は試行的なものであり，オープン化の対

象はごく小規模に留まっているが，同館の大規模プロジェ

クトの進展にともなって，より多くの古典籍資料がオープ

ンデータとして公開されることが期待される。 
(4) SAT 大正新脩大藏經テキストデータベース 10) 
SAT 大正新脩大藏經テキストデータベース（SAT DB）

は，大正～昭和初期に編纂された 85 巻から成る『大正新

脩大蔵経』をテキストデータベース化したものである。同

データベースが公開するテキストの量は校訂情報も含めて

1 億字に及び，仏教学研究における基礎研究リソースとし

て国際的に高い評価を受けている。『大正新脩大蔵経』本体

のデータベースは，営利目的での利用や再配布を禁じてお

り厳密にはオープンデータとは言えないが，同研究会が

2015 年から試験公開を開始した『万暦版大蔵経（嘉興蔵）』

画像データベースは，CC-BY ライセンスにて公開が行わ

れている。このデータベースは，東京大学総合図書館が所

蔵する万暦版大蔵経の高精細画像を提供するものである。

同データベースの構築手法とその意義については，人文情

報学研究所研究員の永崎研宣氏による論考に詳しい 11)。 

5．オープンデータ活用に向けた取り組み 

5.1 ハッカソン，アイデアソンイベントの開催 
「ハッカソン」は，「ハック」と「マラソン」を組み合わ

せた造語で，グループに別れたプログラマーが協力して集

中的にソフトウェア開発に取り組み，その成果を競い合う

イベントである。アイデア考案に集中し，コーディングを

伴わないタイプのハッカソンをアイデアソンと言う。これ

らはもともと米国の IT ベンチャーやオープンソース開発
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コミュニティの慣習であったが，課題解決やプロダクト開

発の手法として多方面に普及している。 
人文学資料オープンデータの利活用を考案する手段とし

ても，アイデアソンやハッカソンは広まりを見せている。

2014 年 12 月には情報処理学会の研究会「人文科学とコン

ピュータシンポジウム」の併設イベントとして，人文学デー

タの利活用方法を考えるアイデアソン「じんもんそん」が

開催された 12)。また，2015 年 2 月には国立国会図書館に

て「国立国会図書館のウェブページを使い尽くそうアイデ

アソン～NDL オープンデータ・ワークショップ～」が開

催されている 13)。さらに，古典籍オープンデータの公開を

予定している国文学研究資料館も，データの利活用方法を

検討するアイデアソンを 2015 年冬に実施すると発表して

いる。 
こうした共創型イベントを開催する利点のひとつは，

オープンデータの提供機関が想定していなかったような

データ活用方法のアイデアやヒントを一般の参加者から得

られることである。また，参加者にとっては，データ提供

者から直接情報提供を受けられるとともに，関心を同じく

する他の参加者との交流が得られる貴重な機会でもある。

今後，オープンデータの提供機関が増加するにしたがって，

この種のイベントも一般化するものと思われる。 
 

5.2 人文学オープンデータ活用事例：近デジリーダー 
実際に人文学資料オープンデータを活用した事例とし

て，以下では筆者が開発・公開しているアプリケーション

『近デジリーダー』を紹介する。近デジリーダーは，前出の

近デジの公開資料を iOSやAndroid端末上から閲覧可能に

することを目的に開発されたモバイルリーダーである。

Apple の App Store および Google Play から無料でダウン

ロードできる 14)。 
近デジは国内で最も人気のある歴史資料デジタルコレク

ションのひとつであるが，残念ながらモバイルデバイスの

表示には対応していない。というのも，近デジが提供する

資料画像は見開きの状態で撮影されており，資料周辺の余

白も含めて表示されるため，モバイルの狭い画面の表示に

適していないためである。近デジリーダーは，国立国会図

書館の提供する API から取得した近デジの資料画像に対

して画像処理を適用し，余白画像の除去とページ分割を行

うことで資料画像をモバイル表示に最適化している。 
また，近デジの公開資料には，国立国会図書館ダブリン

コアメタデータ記述（DC-NDL）に準拠した詳細な書誌

データが付与されているが，このデータは必ずしも利用者

の関心に合致した情報をもたらすとは限らない。当該資料

の著者のプロフィール情報や史学研究における引用状況な

ど，特に歴史研究者にとって重要な情報は書誌データから

直接確認することはできないからである。資料情報を利用

者の情報発見に繋げるため，近デジリーダーは，資料の関

連情報を Wikipedia や CiNii Articles から自動取得し，図

2 右に示すようにアプリ内で閲覧可能にする機能を備えて

いる。 

2015 年 1 月に筆者が近デジリーダーを公開してから，

近デジの利用者からは概ね好意的な反応を頂いており，近

デジ本家のサービスの補完に幾ばくかは貢献できたものと

考えている。本節で紹介した近デジリーダーの機能は，機

械処理による資料データの加工や，複数データのマッシュ

アップなど，オープンデータならではの手法を活用して実

現されており，データの二次的利用を認めない従来型のデ

ジタルアーカイブでは開発が困難だったものである。 

6．オープンデータ普及に向けた諸課題 

6.1 評価の問題 
人文学における研究成果の発表方法の主流は，いまもっ

て学会あるいは出版社を通じた紙媒体での出版である。研

究上のデータを電子化し Web 上で公開しても，それが業績

として評価の対象になることは多くない。そのため，研究

者が労を取って研究データのオープン化に取り組むモチ

ベーションが生じにくい構造がある。一方で，紙媒体での

出版は紙数の制限を受けるとともに，機械的な情報の加工

や探索に適しておらず，Web の利用が浸透した今日におい

ては必ずしも最適な研究成果の公開方法とは言えない。特

にデータが文書資料である場合は，全文検索の可否が資料

の再利用性に大きな影響を与える。 
人文学研究者が研究の過程で生み出した公共性・再利用

性の高い研究データのオープン化を促すためには，データ

公開を研究者の業績として適切に評価する仕組みが必要で

ある。自然科学分野では，「データジャーナル」がこうした

データを評価する仕組みとして期待されている。データ

ジャーナルとは，研究成果発表の場である通常の論文誌と

は異なり，重要度の高い基礎的な研究データの共有と再利

用を目的として主にオンラインで刊行される学術雑誌であ

る。投稿される研究データは，各ジャーナルの求めるデー

タの記述様式（データディスクリプター）を満たす品質の

高いデータであるかどうか査読による評定を受け，適切な

メタデータを付与された上で CC-BY などのライセンスで

図 2 （左）画像処理された資料画像，（右）関連情報メニュー
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公開される 15)。2014 年には，ネイチャー・パブリッシン

グ・グループによるデータジャーナル“Scientific Data”
が創刊された 16)。 
人文学分野では，2015 年に創刊された日本デジタル・

ヒューマニティーズ学会の学会誌“ Journal of the 
Japanese Association for Digital Humanities”が，通常

の論文と並んで人文学データセットの投稿を受けつけるこ

とを表明している 17)。今後，有用な人文学データのオープ

ン化事例が増加していくことを期待したい。 
 

6.2 出版文化との衝突 
人文学の基礎資料の編纂と出版は，これまで出版社の力

に頼る所が大きかった。たとえば日本史・国文学分野の最

重要基礎資料である『国書総目録』は，昭和期に岩波書店

によって発行された目録である。このため，出版社の意向

が人文学資料のオープン化の障害になる場合がある。 
2013 年に，かねてから近代デジタルライブラリー上で公

開されていた『大正新脩大蔵経』及び『南伝大蔵経』が，

一般社団法人日本出版者協議会（出版協）の抗議を受けて

一時的に公開が停止されたことがあった。この抗議は，上

記の書籍が仏教出版社の大蔵出版により現在も刊行，販売

されており，国立国会図書館によるデジタル公開によって

同社の事業が損害を被っているという内容のものであっ

た。両書の著作権は既に失効しているものの，最終的に国

立国会図書館は出版社側に配慮し，『南伝大蔵経』のイン

ターネット公開を当面の間停止するという措置を下してい

る 18)。 
上記のように，既存の文化資料をオープンデータとして

公開する際には，商業出版との関係について特別な考慮が

必要なケースが存在する。出版社の存在を完全に無視して

オープン化を推進することは，結果的に人文学の基礎資料

の刊行を担ってきた出版文化を破壊することにも繋がりか

ねず，十分な検討が必要である。 

7．おわりに 

本稿では，人文学分野におけるオープンデータ普及の意

義，現状，今後の課題について概説的に論じた。現時点で

は，人文学分野におけるオープンデータに関する取り組み

は少数であり，研究者の間でもオープンデータについての

認知度は高いとは言えない。 
しかしながら歴史をひもとくと，公共性の高い基礎研究

データを整備し，出版公開を通じて広く共有する営みは，

人文学の分野で長らく実践されてきた伝統でもある。江戸

時代の国学者・塙保己一は，貴重な古典籍の散逸と国学の

衰退を恐れ，古代から近世に書かれた重要文献を集書し一

大叢書として刊行する事業に取り組んだ。塙の事業は三十

余年をかけて『群書類従』として結実し，その後の国文学

および史学研究の発展に大きく貢献したことは広く知られ

ている通りである。『群書類従』の編纂は，写本という形で

閉じられていた古典の世界を，出版によって「オープン化」

する企てであったとは言えないだろうか。 
こうした歴史背景を踏まえた際，研究データの公開と再

利用に関する議論において人文学研究者がほとんど蚊帳の

外に置かれている現在の状況は，大変残念なものに感じら

れる。今後，人文学の伝統分野においても，オープンデー

タに関する活発な議論が起こることを期待したい。 
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Abstract: Although the academic usage of open data has been widely discussed these days, it is still not clear 
how open data can contribute to humanistic studies, where structured data are hardly used. In contrast with 
the existing practice of digitization of humanistic resources, the author will point out that making the 
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humanistic research materials available as open data can (1) diversify the use of research materials, (2) 
promotes the reuse of research results, and (3) optimize the information search utilizing linked data 
technologies. The author will also briefly review the major projects of open humanities resources, domestic or 
international, and several challenges that can potentially hinder the diffusion of open data in the field of 
humanistic studies in Japan. 
Keywords: open data / digital humanities / digital archive / digital library / linked data 
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