
2021 年 9月現在、大学図書館では、特集「AI」を３キャンパス同時
開催しています。図書館とAI は、一見すると関わりのないもののよう
に思うかもしれません。今回は、特集実施にあたってご協力いただいた、
AI 活用人材育成プログラムプロジェクトリーダー・巳波弘佳副学長に、
情報検索のポイントや本学の「AI 活用人材育成プログラム」、これか
らの図書館について、お話を伺いました。

実は、調べるスキルは大きく様変わりしたの
です。それにも関わらず「ググればすべてが
わかる」と思われているのが実情ではないで
しょうか。しかし、世間で広く知られている
情報ならば検索ですぐに得られる一方で、専
門的な情報ならばたどりつけない場合も多々
あります。検索の恐ろしいところは、検索で
見つからなければ世の中に存在しないものだ
と思いがちなことです。検索サイトに適当な
キーワードを入れるだけではまったく不十分
であり、それどころかたいへん危険なことで
もあるのです。

検索リテラシーが重要です。どのようにキー
ワードを選ぶか・組み合わせるか、対象によっ
て適切なオンラインデータベースをどのよう
に選ぶか、どのように絞り込んでいくかなど、
電子化された玉石混交の情報の広大な海から
目的のものを見出すテクニックを身につけな
ければなりません。

また、情報はすべてネット上にあるわけでは
ありません。まだ紙の本の中にしかないもの
も多々あります。これまでの蓄積があまりに
膨大なのですべてが電子化されているわけで
はないのです。電子化された情報だけが世界
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授業の課題に取り組んでいる学生
などに接していると、思いのほか、
情報の入手にてこずっている学生

が多くみられます。加速する情報化社会の
なかで、これからの情報検索にはどのよう
なものが必要で、学生はどう取り組んでい
けばいいのでしょうか。

ものの調べ方は大きく様変わりし
ました。以前は、良質の情報が大
量に蓄積されているところは図書

館でした。古代のプトレマイオス朝からロー
マ帝国に存在したアレクサンドリア図書館
の時代から既に、図書館は知の集積点とし
て重要な存在でした。しかし、現在はイン
ターネットでつながれたサイバースペース
上に膨大な情報が蓄積され、それもハイパー
リンクで情報同士が関連付けられた形で
存在します。

また、以前は大量の文献を読み込みなが
ら時間をかけて調べることによって情報
を探し出す必要がありましたが、現在は
電子化された情報ならばものによっては
瞬時に発見できるようになりました。
では、調べるためのスキルは不要になっ
たのでしょうか？
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のすべてと思い込んでいると、重要な情
報を見落としてしまいかねません。

ネット上の情報であれ、紙の本の中の情
報であれ、多様な形態の情報から目的の
ものを見出すため検索リテラシーの重要
性は以前よりはるかに増しているのです。

技術を知らずにビジネス課題や社会課題は
解決できません。技術を知っているだけで
ビジネス課題や社会課題を解決するものを
作れるわけではありません。文系理系の枠
を超え、文理横断的に思考を巡らして実際
に何かを創造していく人材こそがこれから
の社会を動かしていくことができます。

まずは「AI 活用人材育成プログラム」を受
講しましょう。最初の入門科目である「AI
活用入門」だけではなく、総仕上げの科目
である「AI 活用発展演習 II」までぜひ来て
ください。限られた時間で実際の課題を分
析して顧客が納得できるソリューションを
提案するという「ガチな『修羅場』体験」
を通して大きく成長してください。

一時期、「AI に仕事を奪われる」
とよく耳にしました。これから
社会に出ていく大学生にとっ

て、大変気になる点だと思うのですが、
「AI に仕事を奪われる」ことがないように、
学生は今、どのようなことができますか。
また、本学の「AI 活用人材育成プログラム」
https://www2.kwansei.ac.jp/ai/ における
「AI 活用人材」とはどのような人を指
すのでしょうか。

「AI 活用人材」とは、「AI・デー
タサイエンス関連の知識を持ち、
さらにそれを活用して、現実の

社会課題・ビジネス課題を解決する能力を
有する人材」のことです。

AI と言えば理系のものだと思う人がまだま
だ多いのですが、文系理系を分ける考え方
自体がもはや害悪です。高校の数学や理科
を少し多く学んだかどうか、地理歴史を少
し多く学んだかどうかだけでその後の人生
の方向性が決まるわけがありません。そも
そもAI やデータサイエンス、プログラミン
グについては、理系も文系もどちらも高校
ではほとんどやっていないのではないで
しょうか。文系だから苦手だ・理系だから
得意だという発想自体がステレオタイプに
毒されていると認識する必要があります｡

最後に、ＡＩ の進化が著しい時代、
これから図書館の役割はどうなっ
ていくのでしょうか。
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ネット上に情報があふれ、電子書
籍も普及し、AI が自分に適した
情報をリコメンドまでしてくれる

現在、紙の本しか置いていない（と思われ
ている）図書館を古い時代の遺物と考えて
いる人は多いかもしれません。
はたして、図書館の役割は終わったので
しょうか？

私は学生時代、大学図書館に入り浸って、
自分の専門の数学だけではなく、様々な分
野の本を片っ端から読んでいたことを思い
出します。私にとって図書館とは、本の情
報を視覚で読み取って脳内で再構成して
バーチャルリアリティとしての体験もでき
る一種の巨大なアミューズメント施設でも
ありました。

https://www2.kwansei.ac.jp/ai/


図書館では、書架の間を歩いていて、ふと目
についた本を手に取ったことがきっかけに
なって何かを始めるということがあります。
ネット書店などでリコメンドされるものは過
去に検索したものに近い本ばかりで、「意外
なものとの偶然の出会い」がありません。も
ちろん、リコメンドにある種のランダム性を
加えることでそのような演出をすることもで
きます。しかし、画面の中の小さな世界を覗
き込むことと、リアルな書架の間を歩きなが
ら目に入ってくることとの間には、まだ大き
な乖離があります。図書館というリアルな空
間が人間に及ぼす作用は極めて大きいと思い
ます。

私は「物理的な本」も好きで、若い頃に東欧
を放浪していた時、古い本が見られるところ
があれば必ずと言ってよいほど寄っていまし
た。
チェコのプラハ南部のズブラスラフ修道院や
ホッコ地方の街ドマジュリツェの民俗博物館
では、休館中にも関わらず館長自ら応対して
いただき、中世の写本などを多々見せていた
だいて何時間もお話を伺ったことを思い出し
ます。

プラハのストラホフ修道院、スイスの
ザンクト・ガレンの修道院の図書館、
ウィーンの西、ドナウ川を見下ろす丘に
あるメルク修道院の図書館などは、そ
の美しさでたいへん有名ですが、それ
以外でも城や修道院などにある図書館
はいずれも、知の集積が醸し出す美し
さを感じさせるものでした。
「物理的な本」には、文字として書かれた
情報以外の情報がたっぷり詰まっていま
す。文字、レイアウト、装丁はもちろんの
こと、特に写本には書き写した修道僧達の
個性も見られます。書かれた文字そのもの
が書き手の個性でもある日本語の文書にお
いては言うまでもありません。ちなみに、
私がチェコで見せていただいた中世の写本
には端っこに小さな落書きがあるページも
ありました。数百年前の学生たちが作業の
気晴らしに悪戯で描き込んだと思われる落
書きにとても親近感が湧いたものです。彼
らもまさかこの落書きが遠い未来の遠い異
国の若者に学生のメンタリティの共通性を
認識させるとは思ってもいなかったことで
しょう。

https://www.strahovskyklaster.cz/en/
https://www.stiftmelk.at/en/abbey-library.html
https://www.stiftsbezirk.ch/en/stiftsbibliothek
https://www.muzeum-chodska.com/
http://zamekzbraslav.cz/en/about-the-castle/
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大学図書館では、西宮上ケ原、西宮聖和、神戸三田の
3キャンパスで特集「AI」を実施しています。

【配架場所・実施期間】
・西宮上ケ原キャンパス大学図書館１F特集コーナー　
　（2021 年 8月 25 日～ 2022 年 2月 28 日）
・西宮聖和キャンパス図書館３Fカウンター前
　（2021 年 9月 1日～未定）
・神戸三田キャンパス図書メディア館２F特集コーナー
　（2021 年 8月 25 日～ 9月 30日）

現在では、これらの本の一部は画像データ
として電子化されています。そしてAI を
用いて文字情報を取り出す取り組みも進ん
でいます。私自身も日本の古典籍の崩し字
解読AI の研究開発もしています。ちなみ
に日本の崩し字解読は、文字の種類の多さ
や書き手による揺らぎの大きさなどから文
字認識の中でもかなり難しく、世界的にも
まだ研究途上です。この電子化・解読の際
に起こるのが、文字情報以外の実に豊富な
情報の欠落です。もう少し技術が進むと他
の情報も引き出せるようになると思います
が、現在は文字として書かれている情報を
テキストデータとして取り出せるように
なってきた段階であり、検索できるとして
もせいぜい文字情報だけとなります。つま
り、「物理的な本」に詰められた文字以外
の大切な情報を無視してしまっていること
と同じです。当然、落書きなどはノイズと
して無視されるでしょう。また、図書館に
はまだ電子化されていない情報も膨大にあ
ります。これらが電子的な検索では見つか
らないということは、存在しないことと同
じです。では、すべてを画像データとして
取り込んでしまえば終わりなのかというと
そうでもありません。紙の質、インクに含
まれる物質、ページの間に挟み込まれた微
小なゴミなどの情報は失われます。そのよ
うな情報が極めて重要になることも少なく
ありません。単に電子化しただけでは決し
て現物とは等価にはなりえないのです。こ
こに、「物理的な本」の存在意義があります。

今後、電子的な情報だけで伝達が可能な内
容については、紙の本で発行されなくなる
のは時間の問題でしょう。しかし、ある種
のアート作品としての本など、物理的な本
はこれからも新たに作り続けられるでしょ
う。これまでの本、そしてこれからも出版
される本の物理的な集積地である図書館の
必要性は残り続けます。

図書館は、検索サイトに取って代わられた
ように思うかもしれません。しかしこれま
で述べてきたように、検索サイトが扱う世
界はあまりにも小さいのです。一方、図書
館は、物理的な本を集積しているだけでな
く、サイバースペース上の情報にアクセス
する機能も当然ながら持っています。つま
り、検索サイトだけが扱う世界よりもはる
かに広い世界を扱っていることになりま
す。

図書館の役割は終わったのではなく、変
わったのです。これからの図書館は、紙も
電子も含む多様な形態の情報のリソースを
蓄積し、それらの情報をわかりやすく整理
して提示する、リアルとバーチャルがクロ
スオーバーするポータルであり、それらの
利用者たちが形成するコミュニティのプ
ラットフォームと言えるでしょう。

新たな図書館の時代へようこそ。




