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自己紹介
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• 研究分野は情報学。画像
処理や画像データベース
の研究が出発点。

• 気象情報、地球環境情報、
人文科学情報などの分野
で、データ駆動型サイエ
ンスの研究を進める。

• 最近はオープンサイエン
スの活動にも関わる。

@kitamotoasanobu



今日の問いかけ

古いものに新しいものを継ぎはぎして、
うまくやろうとしていないか。これはデジ
タルアーカイブにも通じる問いかけではないか。

聖書「新しいぶどう酒を新しい革袋に入れる」
→「古いものに新しいものを継ぎはぎして、そ
れでうまくやっていけると考えているが、それ
によって古いものをも新しいものをも駄目にし
てしまうようなことをしてはいないのか」
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参考：日本キリスト教会 南柏教会, 新しいぶどう酒は、新しい革袋に, http://minami-
kashiwa.sakura.ne.jp/2015/08/02/704



人文学オープンデータ
共同利用センター
(CODH)
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人文学オープンデータ
共同利用センター
CODH http://codh.rois.ac.jp/

• 情報・システム研究機構 データサイエン
ス共同利用基盤施設内に、2017年4月1日
に正式に発足。研究員を募集中！

1. 情報学・統計学の技術を用いて人文学
の研究を行う。

2. 人文学のデータを用いて情報学・統計
学の研究を行う。
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機械

市民

研究
者 オープ

ンサイ
エンス

広げる

深める 増やす

データ駆動型
サイエンス

市民参加型サイエン
ス（シチズンサイエ
ンス）

人間と機械の競争
vs. 人間と機械の協
調（チーミング）

オープンサイ
エンスの共創
トライアド



CODH／NII／国文研の共同研究
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歴史的典籍NW事業
日本の歴史的典籍30
万点をデジタル化し、
国際共同研究を推進す
る大型プロジェクト。

人間・文化研究機構
国文学研究資料館が中
心的な役割を果たす。

人文学オープンデータ
共同利用センター
人文学データの研究者
や市民による利用を促
進するオープン化拠点。

情報・システム研究機
構およびNII・統計数
理研究所が関わる。

情報学と人文学の協働により歴史的典籍の課題を解決。



研究者のためのオープンデータ
http://codh.rois.ac.jp/pmjt/
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日本古典籍データセット（国文研所蔵）



機械のためのオープンデータ
http://codh.rois.ac.jp/char-shape/

日本古典籍データセット
（国文研所蔵）

日本古典籍字形データセット
（国文研所蔵・CODH加工）
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くずし字チャレンジ！
http://codh.rois.ac.jp/char-shape/

• 人工知能を使って、
コンピュータに文字
を読ませてみた。

• 文字認識（OCR）は、
現代の印刷文字だと、
かなりできる。

• くずし字はまだまだ
難しい。みんなで
チャレンジしよう！
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市民のためのオープンデータ
http://codh.rois.ac.jp/edo-cooking/

日本古典籍データセット
（国文研所蔵）

江戸料理レシピデータセット
（CODH制作）

日本古典籍データセット
（国文研所蔵）を翻案
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江戸料理レシピデータ
セットの構築

2017/6/18 大図研オープンカレッジ 12



アイデアの現実化
1. 2015年12月アイデアソン「じんも

んそん」で料理本の存在を初めて
知り、今回のアイデアを発案する。

2. 2016年1月クックパッドを訪問し、
協力を依頼。

3. 2016年11月24日（和食の日）江戸
料理レシピデータセット公開＋
クックパッドでもレシピ公開。

4. 2017年6月レシピを増やす。
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じんもんそん2015

http://www.nijl.ac.jp./pages/cijproje
ct/ideathon.html

http://www.nijl.ac.jp./pages/cijproject/report_20
151218.html
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江戸料理レシピデータセット
1. 江戸の料理本をデジタル化
2. くずし字を翻刻
3. 翻刻を現代語訳
4. 現代語訳をレシピ化・公開
5. クックパッドでもレシピ公開
6. つくれぽで個人の経験を共有
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1. 江戸の料理本をデジタル化
• 『万宝料理秘密箱（まんぼ
うりょうりひみつばこ）』
初版は1785（天明5）年。

• 「卵百珍」：素材としての
卵一種で100の料理のバリ
エーションを楽しむ。

• 「百珍物」：食べるための
食事から、食を楽しむ生活
への変化という時代背景。
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日本古典籍データセット
（国文研所蔵）



2. くずし字を翻刻

日本古典籍データセット
（国文研所蔵）

1 是は 大角の 赤干藻一本を 水につけ ほとばかし

2
鍋にいれ 水二合入レて 煎し 布にて 一へん はや
くこし 又鍋へ入レ あつくして

3
たまご十ウを わり込よくよくとき 是も布にて
こし

4
扨右の中へ 黒砂糖を 五十匁 酒すこし入ル 是も
布にてこし

5 此二色を かんてんの鍋の中へ入ル

6
是もすこしづつ 小杓子にて そろそろと かきま
わしかきまわし 入レるなり

7 皆入レてより 又葛粉をすこし 水にてとき入レ

8
扨鍋をぬき 早く折敷にても うちあげ 平めに延
し 入レ物ともに 水に入レ 冷し遣ふ

江戸料理レシピデータセット（CODH制作）
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3. 翻刻を現代語訳

日本古典籍データセット
（国文研所蔵）

1 大きな赤寒天を1本水に付けてふやかす。

2 鍋に寒天と水2合（360cc）を入れて煮溶かす。

3
②を一度布で素早く漉し、再び鍋に入れて熱す
る。

4 生卵10個をよく溶き、布で漉す。

5
④の中に黒砂糖50匁（200g）と酒少しを入れ、
布で漉す。

6
⑤を寒天の鍋に入れる。小さな杓子で少しずつ
そろそろと混ぜながら入れる。

7
⑤を全て鍋の中に入れたら、葛粉を水で溶き、
鍋に入れる。

8
鍋を火から上げ、素早く中身を容器（折敷）に
広げ、平たく延ばし、容器ともに水で冷やす。

江戸料理レシピデータセット（CODH制作）
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4. 現代語訳をレシピ化

日本古典籍データセット
（国文研所蔵）

1 寒天を水につけて、ふやかします。
2 生卵をよく溶きます。
3 溶いた生卵を布でこします。
4 黒砂糖と酒を入れ、溶かします。
5 4を3に入れ、再びこします。
6 鍋に寒天と水（180cc）を入れて煮とかします。
7 6を布などでこし、再び鍋に入れて熱します。

8
7の熱した寒天の中に、5の卵液を少しずつ入れ
ます。

9
全て入れ終えたら、水でといた片栗粉を鍋に入
れてさっと混ぜ合わせます。

10 鍋を火からあげ、中身を容器に入れます。
11 冷蔵庫で、2時間程度冷やします。

江戸料理レシピデータセット（CODH制作）
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文字と写真による調理手順

江戸料理レシピデータセット（CODH制作）
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現代の状況に合わせたレシピ
1. 材料の違い：「葛粉」を「片栗粉」へと、

現代でも入手しやすい材料に変える。
2. 道具の違い：「容器ごと水で冷やす」を

「冷蔵庫で2時間程度冷やす」へと、現代
の道具に合わせて変える。

3. 分量の違い：「卵10個」を「卵5個」へと
現代の生活にあった分量に変える。
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現代の文化を反映したレシピに「翻訳」



過去のことば・道具・文化
•卜活卵：蒲鉾を藁の太さ程に切る。
•小豆餅卵：ゆで卵を水飴の中に入れ、表面にく
るりと塗る。

•鶉卵：鶉か鳩か□か雲雀か鴨か、その他どのよ
うな鳥にしても、鳥肉を丁寧によく叩く。

•家主貞良卵：上には、行灯の火皿を乗せ、この
中に灰をうすく引き、火を入れて焼く。
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江戸時代の文化を感じさせる記述から、
過去の生活への想像を膨らませる。



江戸料理レシピデータセット
1. 翻刻：全107点

2. 現代語訳：翻刻107

点中40点

3. レシピ化：現代語
訳40点中15点（件数と
しては20点）
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http://codh.rois.ac.jp/edo-cooking/

オープンデータ（CC BY-SA）
としてウェブサイトで公開。



クックパッド公開の顛
末
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人々の典型的な反応

私：「こんど江戸料理
のレシピをウェブサイ
トで公開するんだ。」
相手：「ふーん…」
（関心なし）

私：「江戸料理のレシ
ピはクックパッドでも
公開するんだ。」
相手：「それはいい
ね！」（顔が輝く）
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クックパッドでもレシピ公開

http://cookpad.com/recipe/4153357
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クックパッドと日本家政
学会 食文化研究部会が
運営する「クックパッド
江戸ご飯」に参加。

レシピは写真つき、現代
語訳は写真なし。元文献
の記述やCODHページへ
のリンクも加えて公開。



記者会見

http://www.nii.ac.jp/news/release/2016/1124.html
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2016年11月24日
（和食の日）
江戸の文化を現代に
取り込む「江戸料理
レシピデータセッ
ト」を整備 ～江戸時
代の料理本を「レシ
ピ化」し、クック
パッドでも公開～



極めて大きな反応
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7317 リツイート 1052 リツイート

https://twitter.com/caille2006/status/80
2575840819089409

https://twitter.com/jouhouken/status/8
01693251052781568



作って食べてみた
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http://www.news24.jp/articles/2016/11/30/07347892.html



料理研究家の写真
協力：グルメ クッキング ファクトリー
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協力：ピッツェリア ジオ・ピッポ



広がり続ける
反響

• メディアの取材はテ
レビ、ラジオ、雑誌、
タウン誌など様々。

• 女性誌、料理番組な
ど従来にない取材も。

• 6/12：DAIGOさんがテ
レビ取材→クック
パッドニュース掲載
→レシピ閲覧数増加。

http://codh.rois.ac.jp/news/
2017/6/18 大図研オープンカレッジ 32



公開方法と反響の大きさ
1. 『万宝料理秘密箱』のデジタル化と公

開 → 全く反響なし。
2. 江戸料理レシピをCODHサイトで公開 → 

少しは反響があるかも？
3. 江戸料理レシピをクックパッドでも公

開 → 予想もしなかった大反響！！
4. つまり、価値はクックパッド公開にあ

り、データ公開そのものではない？
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なぜ人々の顔は輝くのか？
1. クックパッドと聞くだけで、データの

利用方法が自動的に思い浮かぶ。
2. クックパッド形式にデータが整備され

ると、料理の再現性に確信が持てる。
3. 馴染みのプラットフォームに入ると、

「自分たちのデータ」と感じる。
4. クックパッドという現代と江戸料理と

いう過去のギャップに意外感がある。
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自分たちのデータ
1. クックパッドと自分との心理的距離は

近い ＝ データとの心理的距離も近い。
2. データ検索など、クックパッドの多様

かつ充実した機能がそのまま使える。
3. 「つくれぽ」を投稿すれば、他の料理

と同様にコミュニケーションできる。
4. データを使うのに、何も新しいことを

覚えなくてよい。

2017/6/18 大図研オープンカレッジ 35



「つくれぽ」にお
ける創作の連鎖

1. 「つくれぽ」によるコ
ミュニケーションが、
創作の可能性を広げる。

2. カレーに入れたり弁当
に入れたり、現代の生
活に取り込んでいる。

3. 行動可能なデータに対
して、行動を誘発する
メカニズムを備える。

https://cookpad.com/recipe/3867
392/tsukurepos
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現代と過去のギャップ

1. クックパッドという現代のプラット
フォームに過去のデータという意外感。

2. 現代的なプラットフォームでは、過去の
コンテンツは、「見たことのない」新鮮
なコンテンツに反転する。

https://twitter.com/caille2006/status/802575840819089409
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みんなで翻刻してみた
1. 地震史料の翻刻とニ

コニコ動画とのコラ
ボレーション企画。

2. ニコニコ超会議2017
でのブース出展。

3. 運営側が積極的に関
わるのも、現在と過
去のギャップに可能
性を感じるから？

http://live.nicovideo.jp/watch/lv290610859
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クックパッド公開から
学ぶ教訓
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今日の問いかけ

古いものに新しいものを継ぎはぎして、
うまくやろうとしていないか。これはデジ
タルアーカイブにも通じる問いかけではないか。

聖書「新しいぶどう酒を新しい革袋に入れる」
→「古いものに新しいものを継ぎはぎして、そ
れでうまくやっていけると考えているが、それ
によって古いものをも新しいものをも駄目にし
てしまうようなことをしてはいないのか」
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参考：日本キリスト教会 南柏教会, 新しいぶどう酒は、新しい革袋に, http://minami-
kashiwa.sakura.ne.jp/2015/08/02/704



古いコンテンツを
古いやり方で

• 書籍をデジタル化しても、
アトムをビットに変換し
たに過ぎない。

• 情報の形式は昔のまま。
たとえ翻刻しても、この
点は改善しない。

• 古いもの（本）に新しい
もの（ウェブ）を継ぎは
ぎしただけではないか？
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古いコンテンツを
新しいやり方で

どのプラット
フォームを選
ぶべきか？

新しいプラッ
トフォームの
仕様に合わせ
て、どのよう
に情報形式を
変換するか？
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情報形式の変換
形式の構造化

• テキストから箇条
書きに。

• 箇条書きから
CSV/XLS形式に。

• 「意味」を含めて
RDF/LOD形式に。

• 機械可読性の向上。

意味の構造化
• 文化的な文脈を考
慮した書き換え。

• 利用者に合わせた
表現の選択。

• 欠落した情報の追
加・修正。

• 再利用性の向上。
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自サイト以外でのデータ公開
•フロー重視：Twitter等のSNSに投稿する
ことで、発見可能性を高める。

•ストック重視：Wikipedia等に投稿するこ
とで、参照可能性を高める。

•ドメイン重視：クックパッド等に投稿す
ることで、利用可能性を高める。

•運用重視：相互運用性を高めつつ、一部
（全部）のリソースを外出しする。
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フロー重視
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/

http://mechanicalcurator.tumblr.com/ https://twitter.com/MechCuratorBot
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ストック重視
• Wikipedia等のストッ
クを充実させるため
の情報的な貢献。

• 利用者からのデータ
の参照可能性と信頼
性を高める。

• 外部のコミュニティ
と連携したデータ公
開が必要になる。By PKM after Lori Byrd Phillips – 投稿者自

身による作品, CC 表示-継承 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=21701740
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ドメイン重視
• 料理はクックパッド。
では観光は？絵は？写
真は？歴史は？

• ドメインごとのプラッ
トフォームを活用する。

• 科学分野でも、ドメイ
ンの拠点となるリポジ
トリへのデータ投稿は
一般的に行われる。
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運用重視
• クラウドの普及と、
運用負荷の低減。

• データをすべて外
部にデポジット。

• 相互運用可能なAPI
をポータルに提供。

• 市民に近いプラッ
トフォームを活用。http://www.europeana.eu/portal/en/r

ecord/9200365/BibliographicResource
_3000094948622.html
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市民のためのデータ公開
• FAIRデータ原則：Findable＋Accessible＋

Interoperable＋Re-usableなデータ。
• 馴染みのプラットフォームへのデータ掲
載は、市民にとってのFAIRデータ？

• まず目に触れなければ、関心を引くこと
はない。目に触れる機会をどう作るか？

• 何をどこでどう見せるのか、ミュージア
ムの展示から学べるのではないか。
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クックパッドへの「展示」
•たまたま手元にあった
データをアップロード
したのではない！

• 書籍の選定、料理の選
定、手順記述、テキス
ト表現、写真撮影など。

• 最初からクックパッド
への掲載を想定した方
針決定を行っている。
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デジタルキュレーターの役割
1. 誰に向けてどのデータを選択するか？
2. どこにデータを持っていくか？
3. どのようにデータを変換するか？
• デジタルデータ公開を「基礎価値」とす
れば、クックパッド公開は「付加価値」。

• 自分が保有するコンテンツを素材に、ど
んな展示を組み立てれば新たな価値を見
出せるか → キュレーターの役割が必要。
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おわりに
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江戸料理レシピの今後
• 2017年6月更新で『卵百珍』のレシピ化
は打ち止め。全制覇は目標ではない。

• 教育や観光など、他の目的と連動したレ
シピ化作業は可能性あり。

• 料理本は多数。興味ある方は挑戦を！
• 「古いコンテンツを新しいプラット
フォームに入れる」という方法論を、別
のターゲットに試してみたい。
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古いコンテンツを
新しいプラットフォームに

• 古いものに新しいものを継ぎはぎして、
うまくやろうとしていないか？

• アナログ時代（古い）からネット時代
（新しい）へ、古いやり方がそろそろ限
界を迎えていることがトレンドの真因。

• 新しいものには新しいやり方が必要。や
り方を変えないと真の効果は得られない。

• 付加価値を見極め、新しいやり方に転換。
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オープンサイエンスの潮流
• サイエンスの世界でも、アナログ世界で
確立した秩序を、ネット世界の特性に合
わせて大胆に組み替え（例：学術出版）

• アンバンドル・再バンドルの可能性を追
求するには、オープンな環境の中で試行
錯誤していく必要がある。

• 短期的な損得より長期的な視野と根本的
な価値観を重視し、考えつつ前進したい。
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参考情報
• 人文学オープンデータ共同利用センター

• http://codh.rois.ac.jp/
• 江戸料理レシピデータセット

• http://codh.rois.ac.jp/edo-cooking/
• オープンサイエンス

• http://agora.ex.nii.ac.jp/~kitamoto/research/open-science/
• 『万宝料理秘密箱 卵百珍』 には『日本古典籍データセット』（国文

研所蔵）を利用しています。
• クックパッド 江戸ご飯プロジェクトは、クックパッドと日本家政学

会 食文化研究部会が運営しています。
• 江戸料理レシピデータの構築には、合同会社AMANE、グルメ クッキ

ング ファクトリー、ピッツェリア ジオ・ピッポの協力を得ました。
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