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授業名：ジョイント・リサーチⅠ・Ⅱ 002 
 
テーマ名：ビッグデータからの知識発見 

～経済・社会データの分析を通じて～ 
 
担当者名：波多野 賢治，宿久 洋，深川 大路 
 
 
＜概要＞ 

近年，実社会で取り扱われるデータは大量化・複雑化している．計算機を用いれば，100

万～1,000 万件程度は何事もなかったように扱えるが，それ以上になると計算機のメモリ上

にデータを保持することが困難になることがある．また，対象のデータ数に比べ，変量の

数が非常に多いデータや変量間・対象間に構造が存在するようなデータも存在し，その分

析の必要性も増している．このようなビッグデータには一般的な統計解析法の適用は困難

であり，情報科学・統計科学の共同の取組みの中で新たな手法の提案がなされつつある． 

 本リサーチでは，このようなビッグデータの取得・生成・処理・解析の方法について学

び，経済や社会の実データの分析，検討を通して，実践的なデータ処理/解析の能力を身に

つける．この取り組みの中で，課題設定・分析実施・結果評価・再分析実施を繰り返すこ

とで，データ分析に基づく問題発見解決能力を涵養すると共に，経済・社会データの分析

に関する素養を経営科学系研究部会連合協議会主催のデータ解析コンペティションへの参

加を通じて高める． 

 
＜到達目標＞ 
実践的なデータ処理・解析の能力を身につける． 

データ分析に基づく問題発見・解決能力を身につける． 

 
＜授業計画＞  
 ジョイント・リサーチⅠでは，データ解析コンペティションに参加するために必要な知

識である，ビッグデータの処理方法，およびそのデータを用いた解析手法の能力を身につ

けるため，前半はプログラミング言語を用いたデータの生成法やデータベースシステムを

用いたデータの管理法を，後半は与えられたデータに対する一般的な統計解析法に関する

知識を身につける． 

 ジョイント・リサーチⅡでは，受講者を複数のグループに分け，グループごとに役割分

担を決めた上で，受講者がその役割を果たすべくデータ解析コンペティションから与えら

れた課題に取り組む．配布されたデータからデータの取得，管理，そして分析を行い，最

終的には成果報告会において分析結果の報告を行う． 
 
＜成績評価基準＞ 
出席20%，平常点20%，小レポート20%，中間報告会20%，成果報告会20%． 

 
＜テキスト＞ 
 講義内容は随時プリントとして配布する． 

 
＜参考文献＞ 
講義中に指示する． 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 003 

 

テーマ名：江戸時代の絵画と芸道 
 
担当者名：狩野 博幸，矢野 環，藤木美江 
 
 
＜概要＞ 
およそ250年にわたる江戸時代において培われた文化、殊に絵画と芸道（茶、香、花など）

について基礎的な知識を身につける。文化情報学部および同志社大学今出川図書館等に所

蔵される絵画や典籍を用いて、絵画と芸道の立場から、江戸時代の文化を分析する。 
 江戸時代（1615～1867）に生み出された実物を使って，そこに籠められた文化情報を読

みとる基礎作業を行う。その主な資料は江戸時代の絵画作品である。 
 

＜到達目標＞ 
日本絵画の特質を理解できるようになる。たとえば，浮世絵を「庶民の絵画」とするよ

うな通り一遍の見方に対して、そのような理解のみでは、真の理解にはほど遠いことが判

るようになること。 
 
＜授業計画＞   
江戸時代の作品は、江戸時代そのものの文化研究のみならず、江戸時代という視点から、

それまでの日本の伝統文化を捉え直す上でも、重要である。文化情報学部に所蔵されてい

る江戸時代の絵画作品等を実際に観察することによって、データ解析の元となる文化的遺

産に対する理解を深める。 
 
 

＜成績評価基準＞ 

・出席：50% 
・レポート：50% 

 
＜テキスト＞ 
特に使用しない． 

 
＜参考文献＞ 
適宜指示する． 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 004 

 

テーマ名：社会行動とゲーム理論 

 

担当者名：川崎 廣吉，山村 則男，小田 勇一 
 
 
＜概要＞ ゲーム理論はゲームの対戦において利得を最大にする戦略をどのように選択す

るかを考察する理論である．しかしながら「繰り返し囚人のジレンマ・ゲーム」のような

最適戦略を持たないゲームにおいてはどのように行動すればよいであろうか．まずは学生

間で実験的にゲームを繰り返し行い，実際我々はどのような行動を取っているのかを分析

する．また，この実験に関連したゲーム理論を学び，得られたデータを元にゲームの展開

を解析する．さらに，学生自身がゲームを考案し，ゲームの実施と分析を行い，それによ

って戦略行動がどのように変化するか，あるいは これらを通して社会での行動がどのよう

に形成されていくかを考察する． 
 
＜到達目標＞ 
・ゲーム理論の初歩を学び，理解できるようになる．  

・人の行動を調べる実験の方法を学び，実験の計画が立てられるようになる．  

・ゲームにおける戦略行動の分析方法を学び，分析できるようになる． 

 
＜授業計画＞ 

春学期：「囚人のジレンマ・ゲーム」や「社会的ジレンマが生じる公共財ゲーム」など，

ゲーム理論の考察されているゲームを学ぶ．また，実際に学生間でゲーム実験を行い，

そのデータを収集して分析する．それによって，人間の行動とゲーム理論との関係を考

察する．また，コンピュータを用いてゲームを行うためのソフト「z-Tree」を用いるが，

時間があれば，その使用方法とプログラミンを学ぶ．  
秋学期：「進化ゲーム理論」を学び，ゲームにおける行動がどのように進化していくかを

理論的に考察する．一方，グループ活動として，各グループでどのようなゲーム実験を

行うかを検討し，その目標と具体的方法について提案する．この提案に基づいて実験ゲ

ームを実施し，実験データの分析を行う．最終結果は発表するとともに各自がレポート

にまとめる． 
 
＜成績評価基準＞ 
平常点（出席，クラス参加，特に実験への参加，授業中の提出物，グループ作業の成果な

ど）による評価：３０％ 
発表による評価：２０％ 
レポートによる評価：５０％ 
 
＜テキスト＞ 
授業中に配布する． 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 005 

 

テーマ名：言語テキスト解析 （基礎 I 応用 II） 
 
担当者名：北尾謙治，金明哲，小林雄一郎 
 
 
＜概要＞ 
 春学期は英語と日本語の特徴を大規模コーパス、クラスで用意したテキスト、自分たち

で収集したテキストを使用して分析する。座学（講義及び全員での実習）と演習を通して、

語彙、コロケーション、文法、用例など広く深く理解し、多少高度なコンピュータ操作も

利用して、言語の解析ができるようにする。 
 秋学期は、春学期に習得した基礎知識を利用して、映画の字幕の会話分析か学習者の英

語のエラー分析、そして文学作品およびソーシャルデータ（メール、ブログ、ツイッター）

の書き手の自動判定に関して、座学とコンピュータを使用した実習を通して学習する。  
＜到達目標＞ 
 春学期は英語と日本語の特徴、とくに語彙、文法、用例などの理論を学び、実際にコン

ピュータを使用して解析の実習をすることで、テキストの改正・編集技法を習得する。秋

学期は、春学期の基礎知識を利用して、種々の文体の特徴や問題点を明らかにするための

理論と実践をおこない、種々の文体の解析方法を理解するとともに、実際にツールとコン

ピュータを使用して解析できるようにする。また、春と秋に言語解析に必要な統計の基礎

と応用を学習し、量的な言語解析も視野に入れる。 
＜授業計画＞   
 春・秋ともに、9回の座学と座学で学習した内容の中から研究プロジェクトを企画し、同

じ関心を持つ数人のグループで5回の共同研究をおこなう。最後に共同研究の成果を発表し、

レポートにまとめる。  
 春学期は英語と日本語の語彙、コロケーション、文法、用例などを理解することを目的

に、大規模コーパス（4億語余り）やクラスで用意したテキスト、自分たちで収集したテキ

ストを解析する。秋学期は春学期に習得した基礎知識を利用して、映画の字幕の会話分析

か学習者の英語のエラー分析、文学作品およびソーシャルデータ（メール、ブログ、ツイ

ッター）の書き手の自動判定などを学習する。  
＜成績評価基準＞ 
春・秋共通  
平常点  ５６点 （４点ｘ１４回） 
発表    ４点     
レポート ４０点   
＜テキスト＞ 
必要に応じて配布 
＜参考文献＞ 
石川慎一郎・前田忠彦・山崎誠 (編) (2010)『言語研究のための統計入門』(くろしお出版) 

石田基広 (2008)『Rによるテキストマイニング入門』(森北出版) 

白井恭弘 (2004)『外国語学習に成功する人、しない人―第二言語習得論への招待』(岩波

科学ライブラリー) 

村上征勝 (2004)『シェークスピアは誰ですか？―計量文献学の世界』文春新書. 
Russell, M. A. (2011)『入門ソーシャルデータ―データマイニング、分析、可視化のテク

ニック』(オライリー・ジャパン) 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 007 
 
テーマ名：言語生態とGIS 
 
担当者名：沈力，川﨑廣吉 
 
 

＜概要＞ 

 如何にGISの方法論を用いてことばの分布状況を把握するのかを中心にリサーチ活動を

行う。この授業では、まず日本語の音・形・文法の記述方法を学び、日本における諸方言

のデータをもとに演習を行う。一方、NASA衛星システムから地理情報をIDRISIで解析し、

さらに、言語現象を地理情報と重ねて観察することを学ぶ。最後に、共同研究チームを結

成し、教員の指導のもとで、提供されたデータベースに基づいて興味のある日本語の方言

の諸現象を取り上げ、それらの言語現象はどのように分布しているのか、その分布から何

が読み取れるのかについて議論する。学期末には、問題となる方言の音韻、語彙、文法の

どれかの特徴について発表し、レポートを提出することにより成績評価を行う。 

 

＜到達目標＞ 

歴史的文献に基づいてことばの共時的分布を通時的に順序づけることによって、言語伝播

の足跡を明らかにする。さらに、言語伝播に関する仮説は地理情報システム(GIS)という科

学的手法によって検証されうることを期待する。 

 

＜授業計画＞   

 ジョイント・リサーチⅠでは、①国立国語研究所の方言データを、形態的・音韻的特徴

に基づいて分類し、各タイプの分布を地図上に示す。さらに、②NASAの衛星システムの地

理データに基づき、日本の地形条件と結び付けて分析する。最後に、③リサーチ・グルー

プの研究を通して方言分布に関する可能な仮説を提案する。一方、ジョイント・リサーチ

Ⅱでは、①歴史文献に基づいて方言現象の祖形を再建することを学ぶ。その上に、②cost  

push分析に基づいて、方言地域同士の遠近関係を明らかにする。最後に、③リサーチ・グル

ープの研究を通して、方言伝播の方向と足跡を明らかにする。 

 

＜成績評価基準＞ 

出席率による評価：５０％ 

発表による評価：６％ 

レポートによる評価：４４％ 

 

＜テキスト＞ 

授業中配布。 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 009  

 
テーマ名：京都の歴史文化情報とその視覚的表現 
 
担当者名：鋤柄俊夫，下嶋篤，深谷拓吾 
 
 
＜概要＞ 

1200年を超える歴史を持つ京都は、日本文化の源流が凝縮した世界に誇る国際観光都市

である。ただし多くの観光客が訪れるのは、金閣寺を始めとする一部の有名観光地にとど

まり、京都の魅力が適切に伝えられているとは言い難い。その理由のひとつは、京都の研

究と観光が有機的に連携できていなかったところにある。京都研究は、京都の歴史と文化

の発信を、より積極的に行なう必要がある。 
 そこで本研究プロジェクトでは、現存する社寺祭礼から失われた歴史遺産まで大量で多

岐にわたる京都の歴史文化情報をデジタル化し、認知科学を応用した視覚表現の設計によ

って、WEB 等で専門家以外の人に分かりやすくかつ適切に提示する方法を探究し、京都の

魅力を活かした観光と学びに新たな可能性を提案するものである。 
＜到達目標＞ 
大量で多彩な京都の歴史文化情報を、現地調査や各種の資料調査によって総合的に研究

する手法の会得および、コンテンツのデジタル化と、視線計測、プロトコル分析等の認知

科学的手法を用いた、ユーザに分かりやすい視覚表現の設計方法の習得。 
＜授業計画＞ 
ジョイント・リサーチIで、歴史調査と視覚表現設計の基礎を学んだあと、ジョイント・

リサーチIIで各人の興味に応じて歴史調査担当と視覚表現担当の役割を付し、融合して小グ

ループを作り、グループ内で自主的に設定した歴史情報重点項目とその視覚表現について

共同研究を行う。 
 グループ内の歴史調査担当には現地調査や各種の資料調査を、視覚表現担当にはデータ

とユーザ中心主義に基づく視覚表現の設計を主導させる。これにより、個人の役割と責任

を自覚させつつ、両者の協働に重点を置くことで、関心・役割の異なる者の間の共同作業

のあり方と文理融合型の共同作業を実践的に学ばせる。 
＜成績評価基準＞ 

春学期は実践的な資料調査や演習をおこない、その間に適宜、授業の理解を確認するた

めの小レポートまたは提出物を求める。秋学期は春学期の学習をいかした歴史調査とWEB
ページの作成をめざし、中間発表と最終発表をふまえた期末レポートを課す。 
＜テキスト＞ 
なし、適宜資料を配付する 

＜参考文献＞ 
武井由紀子・遠藤直紀2006『ユーザ中心ウェブサイト戦略』ソフトバンククリエイティ

ブ 
 脇田晴子・修2008『物語 京都の歴史』中公新書 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 010 
 
テーマ名：メディアの転換とトレンドの創造 
 
担当者名：田口哲也，山内信幸 
 

 

＜概要＞ 
現代には様々な表現メディア（＝表現媒体）が存在するが,例えば「文字」という表現メ

ディアを「イメージ」や「音声」という別のメディアへ,あるいはその「イメージ」や「音

声」というメディアを組み合わせて「音声を伴う動画」というメディアに転換すると伝達

内容（＝メッセージ）は変化するだろうか.もし、変化するとすれば、その変化はどのよう

なメカニズムのもとに起こるのだろうか.このクラスでは現代的な文化的コンテンツ,例え

ば「アニメ」,「ゲーム」,「ポップ音楽」,「ファッション」,「映画」,などのポピュラー・

カルチャーや観客スポーツ,都市伝説,身体文化を対象にしてメディアの転換に関するグル

ープ研究を行う. 研究テーマの選び方,データの収集,分析,評価の方法を実践的に学習し,

最終的には各種の文化理論などを用いてトレンドがどのように作りだされていくかも考察

する. 

 

＜到達目標＞ 
特定の文化現象の表現媒体としての特性とその伝達様式の特徴を記述し,具体的な研究

テーマを設定して,計測を含めた科学的な研究方法を身につけることができるようになる. 

 

＜授業計画＞   

春学期は,「イントロダクション」に始まり,「 図像、音楽、映像などのメディア・ミッ

クス」,「 流行語、うわさなどを中心にした物語（ナラティヴ）文化」,「 モデル理論の

検討」,などの講義を数回行って研究の背景知識も身に付けた後で、個人発表を行い、相互

理解を深めたうえで研究グループを確定する。秋学期はグループごとに分かれて研究計画

を立て,計測や計量、印象評価実験などを行ったあとで、最終発表会を行う。 

 

＜成績評価基準＞ 
平常点（出席、クラス参加、発表、グループ作業の成果等）50% 

期末レポート試験 50%     ともに独創性を高く評価する 

 

＜テキスト＞ 
指定しない. 

 

＜参考文献＞ 
福田忠彦監修、『人間工学ガイド－感性を科学する方法－』 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠ,Ⅱ 011 

 

テーマ名： 文化遺産の非破壊探査とリモートセンシングの応用研究  
 
担当者名： 杉本裕二，津村宏臣，岸田徹  

 

 
＜概要＞  

 文化遺産を調査する方法は，破壊調査と非破壊調査に大別される．このジョイン 

ト・リサーチでは，遺跡発掘調査などの大規模な破壊調査とは別に，非破壊調査 

の概要や方法について学び，その実践から得られる様々な情報の処理などを実習 

する．広い意味で，リモートセンシングの応用について具体的に学生が研究でき 

るよう，次の３つを主題とする． 

 

人工衛星リモートセンシングデータのデータ処理と画像演算処理による，地表面文化遺産

の探索と評価 

地中物理探査の手法（磁気・電気・レーダー）による，地下文化遺産の探索と評価  

実際に，電子工作を行いながら物作りとして受講生自ら電磁気探査機を作成し， 

それを用いた建造物構造探査（金属探知）を実施，その評価を行う 

 
＜到達目標＞ 
 受講生が文化遺産調査の現場や文化遺産調査情報に接する際に，その情報発生の背景に

遺跡や遺産の破壊がどのように関わっているのかを理解することができる学術的基礎を持

つ．非破壊調査の多様な手法を理解した上で，応用や適用が可能となる技術と方法を学び，

破壊・非破壊の調査方法で得られた多様な情報を統合して“文化遺産の姿”を描く専門家

やその“調査マネジメント”の専門家を養成する． 
 
＜授業計画＞   

 １～２回目 文化遺産の調査方法・調査情報についての概論 
 ３～５回目 非破壊調査方法概論 
 ６～10回目 グループに分かれて文化遺産調査/情報処理演習 
 11～13回目 リサーチ内容に関する総合化演習 
 14～15回目 リサーチレポートの作成・報告 
 
＜成績評価基準＞ 
 平常点（出席，講義中でのディスカッションへの参加など）  30％ 

 グループ演習への参加と成果                40％ 

 リサーチレポートの作成と報告               30％ 

 
＜テキスト＞ 
 講義時に資料を配付する 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 012   

 

テーマ名：経済・金融データの分析・評価、及び経済を含めた様々な現象の予
測・評価 
 
担当者名：浦部治一郎，大田靖，牧大樹 
 
 
＜概要＞ 
株価や企業のバランスシートのデータの分析を通してより実務的な能力を身につけると

ともに、株価の変動や企業活動が現代社会にどのような影響を与えてきたかを、文化情報

学的な立場から考察することを目標とし授業をすすめる。また、日常では馴染みにくい金

融についてより深く理解するために日銀主催の日銀グランプリに参加し、各自が金融を身

近に感じることができるような授業の展開を行う。 

 
＜到達目標＞ 
この講座では、自らが進んで未来を創造する力を身につけること最大の目標としている。

研究を進めていく為に必要なツールを学び、更に経済・金融データを文化情報学的な立場

からみることにより文理の枠にとらわれることなく、より多角的な研究姿勢を各自が身に

つけ、各自が今後の卒業研究・就職活動等に活かしていくことを目標とする。 

 
＜授業計画＞   
この授業では学生同士はもちろん、教員と学生とのジョイントも積極的に行い授業を進

めていく。受身的な授業ではなく、受講生自らが積極的に授業に参加し、各グループ内や

グループ間での意見交換を重ねながら授業を進めていく。受講生は、この授業を通して共

同作業の大切さや楽しさを学び、またプレゼンテーション能力やディベート能力も身につ

けることが出来る。 

前半：日銀グランプリへの投稿原稿の作成を中心に、簡単な分析方法も復習する。  

後半：ディベートを通して、プレゼンテーション能力や資料をまとめる能力を養う。後半

は、来年度の就職活動を意識し各自興味がある業界について様々な角度から分析、評価を

行い、各自レポートにまとめ提出する。 

 
＜成績評価基準＞ 

平常点50%, レポート20%, 発表30% 

＜テキスト＞ 
授業中に紹介する。 

 
＜参考文献＞ 
「例題で学ぶ」初歩からの計量経済学 

Rによる計量経済学（オーム社、秋山裕） 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 015 

 
テーマ名： マルチモーダルインタラクションの動的構造 
   -コミュニケーションを科学する- 
 
担当者名：阪田真己子，伊藤紀子，鈴木紀子 
 
 
＜概要＞ 
 従来の言語学や社会学，心理学の研究では，人のコミュニケーションに関して言語と非

言語に二分して論じられてきた．とりわけ，言語がわれわれの意思を意図的に伝達する手

段として重点が置かれることによって言語学が発達してきたため，言語によらない情報伝

達手段は非言語として区別されることとなった．しかし，近年では，人の深層部分では統

語的思考とイメージ的思考が未分化な状態にあり，それが一方は音声チャネルを通じて「こ

とば」として，他方は身振りチャネルを通じて「みぶり」として表層に発現するとされて

いる．したがって，言語・非言語の両者を視野にいれた上で，それらがどのようにしてコ

ミュニケーションを構築しているかを考える必要がある．  
 これらの問題意識を踏まえて，本授業では，人と人とのコミュニケーション場面におい

て，表現主体（会話参与者）の心的状態，思考過程について言語・非言語の両面からアプ

ローチし，両者の統合，相補関係を検討することをねらいとする． 
キーワード：コミュニケーション，多人数インタラクション，会話，パラ言語，ジェスチ

ャー，間，フィラー 
 
＜到達目標＞ 
1. 人と人とのコミュニケーションに関わる現象を多角的な視点から理解する． 
2. グループワークを通して，研究計画の立案，実験デザイン，実験実施，データ抽出，

データ集計・解析・考察・成果発表・レポートという一連の研究手順を習得する． 
 
＜授業計画＞   
ジョイント・リサーチⅠ(春学期) 
コミュニケーションおよび多人数インタラクションに関わる基礎的な分析手法を講義と演

習により習得する． 
ジョイント・リサーチⅡ(秋学期) 
グループ単位で研究の立案から最終成果報告までを行う． 
 
＜成績評価基準＞ 

 平常点(出席，クラス参加，グループ作業の成果，発表等) 50％ 
 期末レポート 50点 

 
＜テキスト＞ 
特に指定しない．授業にて適宜資料を配付する 
 
＜参考文献＞ 
 『多人数インタラクションの分析手法』坊農真弓，高梨克也共編，オーム社(2009) 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 016  

 
テーマ名：認知のクロスモーダル性から文化を考える 
 
担当者名： 杉尾武志，星英仁，安田晶子 
 

 
＜概要＞ 

 さまざまな文化現象を人間がどのようにとらえているのか（認知しているのか）を明ら

かにすることは、文化の生成や継承を考えていく上で必要不可欠である。この問題に対し

て認知科学的な立場から考えていくためには、複雑な文化現象をどのように分類できるか

をまずは検討する必要がある。近年、感覚や認知におけるクロスモーダルな特性がさまざ

まな側面から注目されている。本ジョイント・リサーチでは、感覚間の相互作用が文化現

象に対する認知に与える影響について、認知科学的な手法を基に明らかにすることを目指

す。 
 
＜到達目標＞  

多感覚情報の統合のメカニズムに基づいた文化現象の理解および説明ができるようにな

る。 
 
＜授業計画＞  

 ジョイント・リサーチIでは、文化的対象を多感覚情報という視点からどのように分類す

ることが可能かについて、大きく4つのトピックについて実習形式で授業を行う。作業はグ

ループに分かれて行い、得られた結果についての発表会を実施する。 
 ジョイント・リサーチIIでは、グループ単位で研究計画の立案・実施・分析・発表を行い、

特定の文化的現象について多感覚情報の処理という観点から理解を深める。 
 
＜成績評価基準＞ 

平常点（出席およびグループ作業に対する取り組み）５０％ 
レポート（Iではトピックごとに、IIでは期末レポート）４０％ 
発表 １０％ 
 
＜テキスト＞ 
 
＜参考文献＞ 
脳のなかの万華鏡―「共感覚」のめくるめく世界，サイトウィック＆イーグルマン（著） 

山下篤子（訳），河出書房，2010年 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 017 
 
テーマ名：文化・社会領域におけるデータ分析の活用法 
 
担当者名：鄭 躍軍，村上 征勝，金 明哲 

 
 
＜概要＞ 
本授業では､履修生に統計的思考および実用性の高いデータサイエンス手法を理解させ、

その方法を用いて文化現象や社会現象を分析する技能を修得させる。履修生は、関心のあ

るテーマを選定した上で、グループごとのメンバー間の連携により文献サーベイ、意見交

換、データ分析、成果発表などの共同作業を行う。このことを通して、１人１人が問題意

識、データの様々な活用方法を実践的に身につけ、共同研究の進め方を理解させる。 
 

＜到達目標＞ 
前期のJRⅠでは、グループごとに典型的なデータ分析法を取り上げ、関連する文献のサ

ーベイやグループ作業により、諸方法の特徴、適用可能な範囲、活用手順などを理解させ

る。 

後期のJRⅡでは、グループごとに関心のある問題を選定した上で、メンバー間の連携に

より独自のリサーチを展開するアプローチを身につけさせる。 

 
＜授業計画＞   
【前期】：統計的比較、予測、分類などの方法について参考資料の活用や討論により、基

本的考え方を理解した上で、具体的な応用例により分析手順を実践的に理解深め、リサー

チの基礎力を養う。なお、授業中に一連の成果を発表する。 
【後期】：文化現象や社会事象を理解するためのリサーチをプロジェクト形式で展開する。 
① 意識分析：調査モード、ワーディング、配列などが意識データの収集に与える影響を、

実際の質問作成及び実査により理解を深めさせる。 
② 文化分析：電子化した文化関係のコンテンツ（浮世絵などの絵画、文学作品やブログ、

ソーシャルコミュニティなど）を統計的データ解析の手法により解析する。 

 
＜成績評価基準＞ 
授業参加・グループ作業：50%、授業中発表・提出物：50% 

 

＜テキスト＞ 

必要に応じて、はじめの講義の際に指定します。 
 

＜参考文献＞ 
http://mjin.doshisha.ac.jp/R/ 

鄭 躍軍・金 明哲(2011)：社会調査データ解析，共立出版 

村上征勝(2002)：文化を計る―文化計量学序説，朝倉書店． 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 018 

 

テーマ名：大卒就職のゆくえ～実態の把握と将来の予測～ 
 
担当者名：大森 崇，西倉 実季 
 
 
＜概要＞ 

90 年代後半以降，大卒においても就職が難しくなる中で，キャリア教育が注目されるな

ど，教育と職業との関係が再考されるようになってきた．この授業では，大学生にとって

身近である大卒就職という問題について，グループごとに取り組むテーマを設定し，様々

な角度から実態の把握と将来の予測を行う． 
ジョイント・リサーチ I では，テーマを設定し，関連文献のレビューを通して基本的な知

識を身につけ，グループごとに研究計画書を作成する．ジョイント・リサーチ II では，ジ

ョイント･リサーチ I で作成した計画書に基づき，設定したテーマに関して，データに基づ

いた実態の把握と将来の予測を行う．最後に，得られた結果をもとに研究の発表，論文作

成を行う． 
なお，このクラスは就職活動のノウハウを教える授業ではない．大学で学ぶことや社会

で働くことの意味を真剣に考える学生の受講を希望する． 
 
＜到達目標＞ 
1． 問題関心に即した適切な調査方法を選定できる． 
2． 社会の中の一員として，働くことの意味について自分の考えを述べることができる． 
3． グループワークを通して、異なる意見や考え方を認めるとともに、共同作業による創造

的探求を行うことができる． 
 
＜授業計画＞   
ジョイント･リサーチ I 
ガイダンス，グループ分け，資料に基づく課題の把握，関連する文献の講読，研究計画

の立案，研究計画発表会 
 
ジョイント･リサーチ II 
研究の準備，実施，データの整理，研究成果発表会，論文作成 

 
＜成績評価基準＞ 

平常点（クラス参加，グループへの貢献，発表等）50％ 
研究計画書 20％ 
最終レポート試験･論文 30％ 
 
＜テキスト＞ 
特に使用しない． 
 
＜参考文献＞ 
適宜指示する． 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 019 

 

テーマ名：言語フィールドワーク演習 
 
担当者名：星英仁，沈力 
 

 

＜概要＞ 

 このジョイント・リサーチの目的は、フィールドワークや実験（母語話者へのインタビ

ュー調査、アンケート調査）を通じて言語表現の解釈や容認可能性をできるだけ客観的に

測定し、より精緻な言語の分析をおこなうことにある。対象言語は、アンケートやインタ

ビュー調査を容易におこなうことができるような言語であればどの言語でもかまわない

（例えば、日本語（方言を含む）や英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、

朝鮮語、ロシア語など）。 

 

＜到達目標＞ 

 言語現象の観察、データの収集・検索の方法、参考文献の探し方、言語現象の一般化、分

析・理論化の方法、インフォーマント・チェックの方法、言語データに関するアンケート

調査の方法、理論研究のための統計手法、論文の書き方など、言語研究には欠かせない方

法論を身につける。 

 

＜授業計画＞   

ジョイント・リサーチ I（春学期）：言語データの観察・収集の方法を学び、グループで扱

う言語及び言語データを決定する。先行研究を調査し、分析の方向性を探る。グループで

発表をおこない、発表した内容をレポートにまとめ、提出する。 

 

ジョイント・リサーチ II（秋学期）：アンケート調査やインフォーマント・チェックの方法

を学び、演習をおこなう。得られた結果の集計や言語研究に必要な統計解析の方法を学び、

言語現象を一般化し、理論的に考察する。グループで発表をおこない、発表した内容をレ

ポートにまとめ、提出する。 

 

＜成績評価基準＞ 

平常点 40%（出席・提出物） 

発表 10%  

最終レポート 50% 

 

＜テキスト＞ 

授業時に指示する。 

 

＜参考文献＞ 

授業時に指示する。 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 020 

 

テーマ名：歌留多データベース構築と伝統文化の享受 
 
担当者名：深川大路，福田智子 
 
 
＜概要＞ 

 本授業では、一般企業を対象とする産学連携を視野に入れたコンテンツ作成と研究・教

育用システム開発を行い、実際にそのシステムの有用性を検証する。 
すなわち、同志社大学今出川図書館に所蔵される『伊勢物語御歌かるた』（書誌

ID:BB12389985、読札 209 枚、取札 209 枚、絹本銀泥筆彩色、金箔散料紙）を採り上げ、

(1)札の文字（変体仮名・くずし字）を読む、(2)電子テキストを作る、(3)絵札の図柄を整理

する、(4)情報科学の手法を用いて文字情報と画像情報とをリンクし、総合的に分析する、

(5)新たな文化史的知見を得る、という一連の研究の過程を実践する。 
 江戸時代のかるたに触れた上で、変体仮名・くずし字を読む力を養い、かつ、計算機に

よる処理が可能なデータを作成し、計算機による情報処理の仕組みを理解するとともに、

プログラミング技術を身に付けることを目指す。 
 
＜到達目標＞ 
 変体仮名・くずし字が読めるようになることによって、日本の伝統文化に対する理解を

深め、文化伝統を継承する意義を知り、世界に発信していく。 
また、正確な文字列データを作成し、画像情報と適切にリンクすることによって、大量

で複雑なデータを整理・分析する情報科学技術を習得し、データの中から有用な知見を見

出すことのできる論理的思考力を身に付ける。 
 
＜授業計画＞   
『伊勢物語御歌かるた』の文字情報と画像情報をリンクさせたデータベースを作成し、

これを用いて、文化史的アプローチによる分析をおこなう。 
(1) 『伊勢物語』やかるた、変体仮名の基礎知識を得る（春2回、秋1回程度）。 
(2) 和歌のテキストデータを作成し、他本と比較する（春秋各3回程度）。 
(3) 絵札の図柄と『伊勢物語』本文の内容とを比較する（春秋各3回程度） 
(4) 問題点を解決するための分析手法を考え、プログラムを組む（春秋各3回程度））。 
(5) 和歌本文と絵札の図柄を総合的に分析・考察する。（春3回、秋4回程度）。 
(6) 分析結果を発表する（春秋各 1 回程度）。 
 
＜成績評価基準＞ 

平常点（出席，クラス参加，発表，グループ作業の成果等） 50% 
期末レポート試験，論文 50%（春学期・秋学期各１回） 
 

＜テキスト＞ 授業中にプリントを配布する。 
 
＜参考文献＞ 授業中に指示する。 
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 021 

 

テーマ名：文化遺産の資源共有（世界遺産）化の方法と技術 
 
担当者名：津村宏臣，杉本裕二，川宿田好見 
 
 
＜概要＞  

 本科目では，世界中で調査研究が進められている文化遺産の様々な調査事例と情報化の

現状を理解し，その上で，成果をどのように社会に還元していくか，あるいはヘリテッジ

として社会資源化していくのかという，理念と方法，博物館展示技術やそのあり方につい

て総合的に学ぶ。特に，行政・企業・民間団体・メディア・NPOなどを協力をしながら，企

画提案型の課題設定，問題解決，実践を学生主体のプロジェクト形式で実践し，

Intelligenceとしての資源共有のための情報発信を目指す。具体的に，小豆島を中心とし

た瀬戸内海地域の世界遺産化の様々な動きと連動しながら，具体的な企画・立案を行い、

机上の空論ではなく実際に運用する部分まで進める。 

 
＜到達目標＞ 
 受講生は，下記の内容を習得することを目指す。 
① ユネスコ世界遺産を含めた「世界遺産」の基本的な考え方と日本の現状，メディアの  

問題などを洗い出し，新しい「世界遺産」のあり方を提言する。 
② この提言を実施するための産官学民連携の“仕掛け”をプロジェクトベースで企画す  

る。その立案だけでなく，実際の協力機関とともに運用するレベルまで進める。 
③ 実際の企画を運用するための技術開発，人材運用，システム設計を実施する。具体的  

には，現地活動，情報公開，公開技術設計の分野に分かれ具体化する。 
 
＜授業計画＞   
 １～３回目 ユネスコ世界遺産および文化遺産の資源共有化に関する概論 
 ４～５回目 東瀬戸内文化圏世界遺産化に関する概論と特別講義 
 ６～11回目 グループに分かれて，リサーチおよびプロジェクト企画立案の演習・実習 

 12～13回目 プロジェクト企画内容に関する総合化演習 

 14～15回目 プロジェクトレポートおよび運用申請書の作成・報告 

 
＜成績評価基準＞ 
 平常点（出席，講義中でのディスカッションへの参加など）  20％ 

 グループ演習への参加と成果                   50％ 

 リサーチレポートの作成と報告                  30％ 

 
＜テキスト＞ 

 講義時に資料を配付する  
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授業名：ジョイント・リサーチⅠⅡ 021 

 

テーマ名：日本の伝統文化に関する伝書の数理文献学的分析 
 
担当者名：矢野環，福田智子，高橋美都 
 
 

＜概要＞ 

本授業では、日本の伝統文化の中でも、とくに雅楽と薫物（たきもの）をとりあげる。

その伝書（家や流派に代々伝わってきた書物）を読み解きながら、まず、実習を通して内

容の概略を理解する。雅楽では、実際に笙や琵琶などの雅楽器を演奏し、また薫物では、

複数の種類の香を練り合わせて香を作る練香（ねりこう）をおこなう。その上で、伝書の

内容を数理的に分析することにより、伝統文化の、今となっては謎となっている部分の復

元を試みる。 

 

＜到達目標＞ 

文化事象という大量で複雑なデータを科学的に分析し、論理的に文化の本質を追究する

思考力を身に付ける。また、日本の伝統文化について、多角的な視野から深く理解する。 

 

＜授業計画＞   

 

【春学期】 

（１）雅楽に関する基礎知識を映像を見ながら整理する（５回程度）。 

（２）『源氏物語』における音楽関係用語を収集・整理する（３回程度）。 

（３）催馬楽（平安貴族が愛唱した古謡）の歌詞・拍子・旋律などをデータ化・分析する。

（７回程度）。※できれば音声合成システムを用いて、催馬楽を復元したい。 

 

【秋学期】 

（１）薫物に関する基礎知識を整理する（３回程度）。 

（２）『源氏物語』の薫物関係用語を収集・整理する（３回程度）。 

（３） さまざまな香料を練り合わせて薫物を作る合香（ごうこう）実習を行う（２回程度）。 

（４）香道の伝書をとりあげ、諸本をデータ化・分析する（７回程度）。 

 

＜成績評価基準＞ 

平常点（出席，クラス参加，発表，グループ作業の成果等） 50% 

期末レポート試験，論文 50%（春学期・秋学期各１回） 

＜テキスト＞ 授業中にプリントを配布する。 

＜参考文献＞ 授業中に指示する。 
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クラス分けに関して 
1．まずはこのシラバスをよく読んで事前に興味のあるテーマを複数選んでおい

てください。 
2．1 月８日の説明会には必ず出席してください。その場でクラス分けの説明が

行われます。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

クラス
番号

定員目安

002 波多野 賢治 深川 大路 宿久 洋 25
003 江戸時代の絵画と芸道 狩野 博幸 矢野 環 藤木 美江 25
004 社会行動とゲーム理論 川﨑 廣吉 山村 則男 小田 勇一 25
005 言語テキスト解析 北尾 謙治 金明哲 小林　雄一郎 25
007 言語生態とGIS 沈 力 川﨑 廣吉 10
009 京都の歴史文化情報とその視覚的表現 鋤柄 俊夫 下嶋　篤 深谷 拓吾 30
010 メディアの転換とトレンドの創造 田口 哲也 山内 信幸 20
011 文化遺産の非破壊探査とリモートセンシングの応用研究 杉本 裕二 津村 宏臣 岸田 徹 20
012 経済・金融の分析、および様々な現象の予測・評価 浦部 治一郎 大田 靖 牧 大樹 30
015 マルチモーダルインタラクションの動的構造‐コミュニケーションを科学する‐ 阪田 真己子 伊藤 紀子 鈴木紀子 30
016 認知のクロスモーダル性から文化を考える 杉尾 武志 星 英仁 安田 晶子 25
017 データから文化・社会を読む 金明哲 鄭 躍軍 村上 征勝 25
018 大卒就職のゆくえ～実態の把握と将来の予測～ 大森 崇 西倉 実季 20
019 言語フィールドワーク演習 星 英仁 沈 力 10
020 歌留多データベース構築と伝統文化の享受 深川 大路 福田 智子 10
021 文化遺産の資源共有（世界遺産）化の方法と技術 津村宏臣 杉本裕二 川宿田好見 20
022 日本の伝統文化に関する伝書の数理文献学的分析 福田 智子 矢野 環 髙橋 美都 20

テーマ名

ビッグデータからの知識発見～経済・社会データの分析を通じて～

代表者


