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特集「図書館情報学と AI の新展開」にあたって
清田

陽司

大向

（
（株）LIFULL）

1．はじめに
本特集は，図書館情報学およびその関連分野（文献

一輝

（東京大学）

2．図書館情報学と AI 研究の歴史

2020 年 6 月にリリースされた AI マップ β 2.0 のマッ

情報学，学術情報流通，知識工学など）において AI 研

プ E「AI 研究の現在」
（図 1）には，横軸（基礎⇔応用）
，

究と関連の深い取組みにフォーカスし，AI 研究から図

縦軸（サイバー空間⇔実世界）の 2 軸で表現される平面

書館情報学への影響，図書館情報学から AI 研究への影

上に，キーワード群が配置されている．11 個の大分類

響の双方を俯瞰することによって，今後の両者のコラボ

の中でも，AI 研究において一つの大きな潮流を形成し

レーションを通じた研究の発展に資することを主な目的

ているのが，知識およびその表現形態としての言語やメ

として企画し，4 本の記事で構成した．

タデータを扱う「知識の利用と共有」
，
「言語メディア処

国立国会図書館次世代システム開発研究室の青池 亨

理」
，
「Web インテリジェンス」の諸分野である．第二次

氏・川島隆徳氏には，書架分類の機械学習による自動付

AI ブームといわれる 1980 年代に盛んに研究が行われ

与，画像処理技術の資料画像への適用による各種サービ

たエキスパートシステムでは，コンピュータに与える膨

ス（挿絵の類似画像検索機能，挿絵への自動タグ付与，

大な知識をどのように記述するかが大きな課題として認

紙面の白色化，見開き位置検出など）の実装，各種デー

識され，自然言語処理分野における大量のコーパスから

タセットの公開など，国立国会図書館における最先端の

知識を自動的に獲得するアプローチや，WWW（World

取組みについてご執筆いただいた．

Wide Web）やセマンティック Web に代表される多数の

国立歴史民族博物館の橋本雄太氏には，歴史資料の翻

人々が協働して知識を整備するアプローチの発達につな

刻（文字を解読して活字化し，全文検索などの再利用を

がっている．
「機械学習」を中心に活発な研究が行われ

可能にすること）にクラウドソーシングの手法を適用し，

ている現在でも，
「AI 応用」においては，知識や言語，

大量の歴史資料の解読を一気に推し進めようとしている

メタデータの扱いは依然として大きな課題であり，多く

「みんなで翻刻」プロジェクトについてご寄稿いただい

の研究が進められている．

た．特に，本誌 35 巻 3 号の北本朝展氏による記事 [ 北

図書館情報学は，上に述べた「知識の利用と共有」
，
「言

本 20] でも取り上げられた AI くずし字認識の応用がも

語メディア処理」
，
「Web インテリジェンス」の諸分野を

たらした効果について，紙幅を割いてご解説いただいて

研究対象に含む学問分野であるという点で，AI 研究と

いる．

深い関連がある．図書館情報学は，図書館学と情報科学

大向による Wikidata に関する記事は，
意味ネットワー

を融合させた学問分野であり，図書というメディアに限

ク，セマンティック Web，DBpedia など，AI 研究が対

定されず，情報そのものの生成，蓄積，利用を研究の対

象としてきた知識ベースの発展の歴史を踏まえて，2012

象としている．その源流は第二次世界大戦期の米国を発

年に開設された Wikidata の経緯，データモデルなどの

祥とするドキュメンテーション研究にあるとされている

解説を行うとともに，AI 研究者による Wikidata への貢

[佐藤 15]．

献の可能性についても論じている．

原子爆弾の開発を目的としたマンハッタン計画を端緒

Code4Lib JAPAN の江草由佳氏らによる記事は，図書

とするプロジェクト型科学の発達の過程で，増え続ける

館業界における実務者の ICT スキルの課題を踏まえて

膨大な論文情報を扱うための手法が必要とされた．マン

Code4Lib JAPAN コミュニティが形成された経緯を述べ

ハッタン計画にも深く関わった MIT 副学長の Vannevar

るとともに，研究者と実務者が密接に連携し，図書館の

Bush が 1945 年に著した論文 [Bush 45] で提案された

現場に応用可能な知識やスキルを，コミュニティオブプ

「memex」というデバイスの構想には，蓄積された情報

ラクティスを通じて形成する「場」としてのカンファレ

が相互にリンクし合い，必要な情報を容易に発見でき

ンス開催の取組みを紹介している．

るようにするという，現代の WWW やセマンティック

以下では，図書館情報学と AI 研究が，互いにどのよ

Web にもつながる考え方が示されている．コンピュー

うに影響を与えてきたかの歴史を俯瞰したうえで，上記

タを用いた論文などの全文検索システムは，Luhn によ

の各記事の内容を踏まえて，これからの両分野のコラボ

る先駆的な研究 [Luhn 58]，Salton らのグループによ

レーションの可能性について論じる．

る SMART システム開発のプロジェクト [Salton 91] な
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どを経て実用化され，自然言語処理の発展とも関係が

はない．青池氏らによる記事が取り上げている事例は，

深い．図書館情報学に属する計量書誌学で生み出され

従来から司書の中心的業務とみなされてきた目録作成な

た Garfield による引用分析手法 [Garfield 95] などは，

どの一部を AI によって代替する試みであると捉えるこ

Google のランキングアルゴリズムのキーアイディアと

とができる．また，
橋本氏による記事が紹介している「み

なった PageRank [Page 98] などにも大きな影響を与え

んなで翻刻」は，歴史学や文学分野の熟練した研究者や

ている．図書館における利用者と図書館司書のインタラ

学芸員にしかできないと考えられてきたくずし字の翻刻

クションに着目し，情報ニーズ明確化の研究の必要性を

を，クラウドソーシングと AI の組合せで実現しようと

主張した Taylor による論文 [Taylor 68] などは，質問応

する取組みであると見ることができる．

答システム，対話システムの研究に多くの示唆を与えて

一方で，こうした流れが必ずしも専門職の地位を危機
にさらすものではないことも指摘されている．橋本氏は，

きた．
上記に述べたように，図書館情報学および周辺分野に

「歴史資料の内容を適切に把握するには，くずし字を読

おける知識，言語，メタデータの活用に関する研究の発

む能力だけでは不十分であり，現代とは異なる語彙や生

展が，AI 研究に大きな影響を与えてきた一方で，図書

活習慣，時代背景についての専門的な知識と分析能力が

館情報学も，AI や情報科学分野の発展に影響を受けて

欠かせない（中略）
．こうした知識やスキルを，現在の

きた．特に，1990 年代に端を発する WWW の普及が，

AI により代替することは難しい」と述べている．
「特定

図書館情報学サービスやデータベースサービスの利用者

分野の訓練を積んだ少数の専門家と，インターネットを

層を，研究者や高度専門職などの限られた層から，一般

通じて連携する多数のアマチュア，そして人間の判断を

市民にまで大きく広げたことが，図書館情報学の研究課

部分的に肩代わりする AI という（中略）三つのアクタ

題にも大きな変化をもたらした．さらに，青池氏らによ

を効果的に連携させる」といった新たな枠組みの構築が，

る記事で示されているように，機械学習に代表される近

図書館情報学と AI の新たな関係を築き，図書館の未来

年の AI 研究の急速な発展は，メタデータ付与の自動化，

像を実現するうえで重要な鍵となるかもしれない．

古文書の画像解析などを通じて，図書館情報サービスの
高度化にも寄与しつつある．

国立国会図書館館長を務めた長尾 真氏による著書「未
来の図書館を作るとは」[長尾 14] は，図書館が知識イ
ンフラとしての役割を今後も果たしていくためには，
「情

3．未来の図書館の実現に向けた課題

報を集め，これを知識化し活用することによって新しい

あらゆる業界において AI の浸透が専門職の役割に大

情報・知識を創出し，知識インフラに加えるという形で

きな影響を与えている流れは，図書館業界なども例外で

循環的にこのシステムを強化・拡大していく」という概

図 1 AI マップ β 2.0 マップ E「AI 研究の現在」（© 2020 人工知能学会 AI マップタスクフォース，
Licensed under CC-BY 4.0，筆者らにより追記）
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念が大切であるとしている．また，図書館が扱うべき対

尾で言及されているように，単にデータセット利用者と

象が，従来の本や雑誌中心から，WWW 上にある音声や

して研究を行うだけでなく，データセット提供者側との

映像情報，さらには世界中のあらゆる情報にまで拡大し

双方向の関係づくり，コミュニティへの関与を通じて，

ている状況を踏まえ，情報を体系的（図書館学的）に扱

研究資源の整備に積極的に関わることであろう．時には

う「情報図書館学」の必要性を主張し，以下のような内

研究の成果をデータセット整備に還元するなどの貢献を

容が研究されるべきであるとしている．

行うことも，データセット提供者側との長期的な信頼醸

（1）マルチメディア情報

成に寄与し，AI 研究の将来的な発展の加速につながる

（2）情報の記憶

だろう．

（3）マルチメディア情報の検索
（4）類似性の検出と分類
（5）メディア変換
長尾氏があげた「情報図書館学」の内容は，いずれも

5．おわりに：AI 研究コミュニティと社会の新たな
関係構築に向けて
江草氏らによる Code4Lib JAPAN コミュニティに関

現在の AI・情報科学分野において盛んに研究されてい

する記事は，研究者と実務者，さらには実務者の先に

るものであり，青池氏らによる記事で紹介されている国

いる市民との連携のケーススタディとして，多くの示唆

立国会図書館の取組みなどは，
「情報図書館学」を実現

を含んでいる．AI や ICT の発達が市民に多大な利便性

しようという試みの一つと捉えてもよいだろう．しかし

をもたらす一方で，実務者に求められるスキルが急速

ながら，現時点では図書館情報学分野と AI・情報科学

に変化し，市民の期待に応えるサービスの提供が難し

分野の連携はまだ弱く，手つかずの研究課題が数多く残

くなっているという課題は，図書館業界に限らず，社

されている．図 1 に照らしていえば，
「画像音声メディ

会のあちこちに見られる．新型コロナウイルス感染症

ア処理」
，
「機械学習」
，
「ヒューマンインタフェース」な

（COVID-19）の感染拡大は，そうした課題を顕在化さ

どの分野でも，図書館情報学との連携が期待される．今

せている．保健所において患者発生の状況把握が十分で

後，両者の連携がより密接に行われることが，新たなイ

なかったり，教育現場において e ラーニングの効果的な

ノベーションの創出につながる可能性は大きいのではな

活用ができていなかったりしたのも，実務者のスキル向

いだろうか．

上の機会が十分に確保されていないことが背景にあるだ
ろう．研究者と実務者が密接に連携し，コミュニティオ

4．AI 研究資源整備への図書館情報学の貢献

ブプラクティスの場を創出することは，こうした課題の

大向の記事が言及している Wikidata は，2012 年の開

解決に寄与するとともに，研究コミュニティとしての新

設以来，精力的に整備が進められ，現在では多くの AI

たな社会貢献のチャネルをつくり，研究の成果を生かす

システムによって活用される重要なデータ資源となって

機会を増やすことにつながるだろう．

いる．特に，最近急速に普及したスマートスピーカなど

また，江草氏らによる記事は，実務者と積極的に関わ

の音声アシスタントの実用化に，Wikidata は非常に重

ることは，本質的な研究課題を見いだすためのインスピ

要な役割を果たしている．Wikidata のデータモデルの

レーションを得る上でも有益であるとしている．日本の

設計には，
図書館情報学における情報組織化の方法論（識

研究コミュニティの弱点の一つとして，シーズ指向への

別子，セマンティック Web など）が生かされていると

大きな偏りが指摘されている [伊藤 15] が，実務者との

見ることもできる．また，Wikidata やその源流である

積極的な関わりを通じてニーズ指向の研究課題を発見す

Wikipedia の発展には，図書館情報学をバックグランド

るという営みは，その弱点を補強するうえでも大いに役

とする多くの人々が貢献してきた．

立つのではないだろうか．

世界各国の図書館が整備し，公開した各種のデータ

図書館情報学と社会をめぐる最近の注目すべき動きの

セットも，AI 研究における重要な研究資源になりつつ

一つとしては，自然災害などで被災した文化施設に関す

ある．日本国内でも，青池氏らによる記事で触れられて

る被災情報や救援情報を MediaWiki で集約し，効果的

いるように，各種のデータセット（文字画像データセッ

な復旧・復興支援につなげることを目指す saveMLAK

ト，国立国会図書館デジタルコレクションの OCR テキ

の取組みがある [saveMLAK 20a]．2011 年に発生した東

ストデータセット，資料レイアウトデータセットなど）

日本大震災で被害を受けた多数の MLAK ＝博物館・美

が国立国会図書館によって公開され，機械学習コンペ

術館（M）
，図書館（L）
，文書館（A）
，公民館（K）の

ティションなどで活用が進められている．また，橋本氏

復旧・復興を支援することを当初の目的として発足した

による記事でも，
「みんなで翻刻」によって作成された

saveMLAK には，被災地外を含む各地に在住する多数の

大量の翻刻文が，古典籍のレイアウト認識モデルを用い

ボランティアが情報の集約と共有に関わり，MediaWiki

ることで，くずし字認識 AI の精度を向上させるための

に集約された情報は多くの支援者に活用された [岡本

教師データとして利用できる可能性が示されている．

12]．saveMLAK の活動は，2016 年熊本地震や，続発し

AI 研究者が今後重視すべきなのは，大向の記事の末

た豪雨災害においても継続され，2020 年には COVID-19
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感染拡大に伴う MLAK の休館・開館状況に関する情報
の集約が行われている [saveMLAK 20b]．休館・開館情
報の把握には，同じくボランティアによる図書館や自治
体 Web サイト，SNS などの巡回が行われている．この
ような各種情報源の巡回やチェックにも，機械学習や自
然言語処理などの技術の活用を通じて，AI 研究が貢献
できる部分は大きいであろう．
より多くの AI 研究者の方々が，社会との新たな関係
構築へのヒントを見いだすうえで，本特集の内容が少し
でも参考になれば幸いである．
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