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 「人にはどれだけの科学技術情報が必要か」は、

2007 年 3 月に開催された月例懇話会の講師：

横浜国立大学理事・中部大学特任教授の長島昭

先生から聴衆と本学会会員に発せられた問い

掛けの言葉である。 
 この講演は実に示唆に富んでいた。月例懇話

会担当者で聴衆でもあった私は、その問い掛け

を情報知識学に対する重要な課題と受け取っ

た。本学会会員のために講演内容を長島先生に

書いていただきたいと思ったが、多忙の先生に

は執筆に割く時間があろうはずも無い。そこで、

巻頭言を書くこの機会に、私が講演内容の概略

をご紹介するとともに私なりの考えも述べる

ことにした。 
長島先生の元々のご専門は物質の性質を測

定して研究する分野（熱物性）であったが、測

定で得られたデータや科学技術情報を扱う研

究に展開し、現在は、データと情報に関する国

際委員会 CODATA の日本代表である。その一

方で、国立大学理事として大学経営にも参画し

た結果、今や科学技術情報から経営情報に至る

広い視野に立って情報の重要性を認識されて

いる。 
まずは講演内容を紹介する。現在の社会では、

貧富の差は拡大する一方であり、途上国と先進

国の差も拡大しているが、その一因は情報の差

にある。私たちが人間らしく生きていくには、

最小限どれだけの科学技術情報が必要なのか。

そのために私たちは何をすればよいのか。これ

が長島先生の問い掛け、問題提起である。Web
上などに大量の情報が在るから、それを調べれ

ばよいと考える方もいると思うが、本当にそう

なのか。大学理事会の会議でも大量の資料が配

布される。大量に情報を提供すれば、それで良

いと思っているのではないか。それらは全て必

要なものなのか。必要な情報が提供されている

のか。長島先生は、人間が人間らしく生きてい

くために必要な情報の例を、薬の情報、医学的

情報、法律の情報、税金の情報、等々次々に挙

げた。たとえば、全ての薬の情報ではなく、患

者が本当に必要とする情報を得られるように

なっているのだろうか、また、政府から提供さ

れるべき情報がそれを必要としている人に提

供されているかという訳である。 
この問い掛けは重要かつ困難な課題である

と私は思った。たとえば、単に或る薬の情報が

得られればよいのではなく、治療すべき疾患に

関する医学情報も必要であり、断片的な情報で

はなく、それを理解するための知識も必要であ

る。研究の進展によって情報や知識が変わるこ

とは少なくないから、断片的ないし断定的な情

報を覚えていても役に立たす、その根拠となる

情報や知識の枠組みを知っていることの方が

重要である。これは教育の問題にも関連する。

また、薬害エイズ事件の時には伝えられるべき

情報が隠されていたことを思い出す。さらに、

この講演の約３ヶ月後、誰のものか不明な年金

保険料納付情報５千万件の存在が暴露された。

正に示唆に富んだ講演である。長島先生の問い

掛けを会員各位が受け止めてくださることを

期待する次第である。 
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特定の思想を伝えるために著されたテキスト群から，全体としてどのような主張を解釈しうるかとい

う古典的な問題がある．この問題に対し本論文では，情報処理の技術を用いて科学的にアプローチ

する手法を提案する．本手法ではまず，内容に重なりのある複数の異本テキストを用いそれらの小要

素の関係をネットワーク化する．次に，ネットワークにおけるリンクの中心部分のみをクラスタとして一

意的・階層的に抽出することで，従来のテキスト解析での中心とは異なる，編集的中心の抽出を可能

とする．また，本手法を新約聖書の福音書中の pericope を小要素として適用し，4 つの編集的中心メ

ッセージを抽出した．また異端の書と呼ばれるトマスによる福音も伝統的福音書と合せて解析するこ

とで，トマスは編集的中心の点からは中立的で，キリスト教の中心的メッセージの変化には寄与しな

いことを計量的に示した． 
 

It is classic problem to interpret holistically a collection of texts written to communicate some 
particular school of thought. This paper proposes a new scientific method of approaching that. The 
method utilizes multiple variant texts that overlap in terms of content, and creates a network of the 
relationships between small text elements within the texts, and finally analyzes the resultant network 
by extracting edge dense parts as definite hierarchical clusters. Through this process it is possible to 
extract the central editorial messages within the collection, which differ from the central messages 
normally obtained through text analyses.  The method was applied to the Gospels of the New 
Testament using the pericopes as small text elements, and four central editorial messages were 
extracted.  In addition, the paper shows numerically how central Christian teachings depend on the 
combination of the Gospels, by analyzing the Gospel of Thomas which has been regarded as a heretic 
text with the traditional Gospels. Based on the analysis, we conclude that the Gospel of Thomas is a 
neutral Gospel and that it did not change the central Christian message from the perspective of the 
central editorial messages. 
 
キーワード：ネットワーク解析，情報抽出，異本テキスト，編集的メッセージ，正典，network analysis, 
information retrieval , variant text, editorial message, canon 
 

1. はじめに 
一つの思想を伝えるために複数のテキス

トが著され，それらのうちでどれが「正典」

（canon）なのかという正統性や，個々のテキ

ストの関係性が問題となることは多い．これ

はキリスト教などの，テキストに書かれた教

義を重視する宗教では当然のことながら，

他の多くの宗教・政治思想に関しても当て

はまる問題である．どのテキスト群を正典に

選ぶかで，それらに含まれるメッセージや，

メッセージ間の関係性が変化する．そして

その結果として思想内容自体も変化する．
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このため，複数テキストによる思想の伝達の

機構を解明することで，現代世界の政治

的・社会的状況の理解に大きな進展を与え

られる可能性がある． 

本論文では，経験科学の手法を用いて，

正典化された思想テキストの意味解析を行

う手法の提案を目的とする．この手法を，最

も盛んに研究されてきた書物の一つである

聖書を中心とするキリスト教思想に適用し，

正典としての聖書の関係に焦点を当てる．

さらに，正典に対する異端の書・外典との比

較を行って，テキストの正典化による教義的

メッセージの関係性の変化を示す． 
 

2. テキストと中心的メッセージ 
2.1 情報処理によるテキスト理解 

あるテキストでの主要なメッセージを抽出

するためには，当該テキストの本文以外の

様々な種類の情報をも考慮する必要がある．

近代科学以前にも，どのような情報を用い

どのようにテキストの意味を抽出できるかと

いう問題を解決するため，種々の解釈技法

が発展してきた．近年急激に発達してきた

情報処理の分野でも，これらはテキスト処理

での重要な問題として認識されている． 

 情報処理でのテキストの中心的メッセージ

抽出手法として盛んに研究されてきたのは，

自然言語テキストからのキーワードの抽出，

要約の作成などであった．これらはインター

ネット上などを通じて，電子的に提供される

情報の増加に伴った，人間側の情報処理

コスト増大への対策の一つとも考えられて

いる．その多くは，自動的に情報に順位を

つけ，あるいは適切な情報量に圧縮し，価

値の低い情報に割く時間を低減することを

目的とする[1]． 

キーワード抽出研究は，主に計量書誌学

（bibliometrics）の分野で単語の計量などを

通じ，数多くの手法が開発されてきた．要約

の作成には，重要文を抽出して結合し分量

を圧縮する手法などがあるが，情報の圧縮

程度を個々のケースでの必要量に調整す

るため，情報の階層化を計る試みも行われ

ている[2]．また旧来の重要文の抽出・結合

にとどまらず，自然言語処理技術を用いた

換言や構文解析を利用して文を合成するよ

うな，より自然で柔軟な要約作成も可能に

なってきている[3][4]． 
 

2.2 要約的中心と編集的中心 

 近年の情報処理技術を用いたテキスト要

約技術は，書かれたテキスト自体の逐語的

内容の中心的メッセージを抽出することが

主眼であると考えられる．これをテキストの

「要約的中心」と名付ける． 

「要約的中心」を抽出するためには， 

i)単語等の計量による量的情報 

ii)文・命題の重要性とテキストの階層構造 

などが主に用いられる．しかしこれら情報

の解析だけで，テキストの中心的メッセージ

を適切に抽出したと言えるであろうか． 

あるメッセージを伝えるためにテキストを

記す場合，メッセージが量的な中心や構造

的中心と一致しない場合もある．本論文で

着目する聖書は，イエスの誕生・伝道・十字

架・復活の基本的構造をとりながらも，各福

音書の個々の編集者にとっての中心的メッ

セージに基づく意図的編集がなされている．

それらの意図の違いに関しては，古代教父

（キリスト教の基本的な教義を確定した古代

の学者たち）の時代より，現代に至るまで，

多くの比較研究がなされてきた[5]． 

情報処理分野で従来から盛んに研究さ

れてきた「要約的中心」と異なる，編集過程

でテキストに与えられた中心的メッセージを，

本論文では「編集的中心」と名付ける． 

 

2.3 情報処理による編集的中心の解

析 

テキストの「編集的中心」の一つとして，

テキストの編集意図を挙げたが，編集され

た一テキストのみでなく，関連するテキスト

群全体によって編集的意図がはじめて明

確になる場合も存在する． 

たとえば有名なグリム童話では，当初は

採話された物語に近い構造を保っていたが，
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版を重ねるにつれ，悪役には最後に過酷な

運命が待ち受けていたり，何らかの処罰が

課せられたりするように編集されていった[6]．

本来のドイツの各民話が全体的に構成する

世界観に対し，道徳的な悪への厳罰という

編集的中心が付加されたことになる． 

聖書の場合，様々な編者を経由しながら

多数の書物が編纂されたが，教会での議

論を通じて，「正統な信仰」に基づくものを

正典と定めた経緯がある．このため聖書全

巻を通じて一貫する思想が含まれていると

考えられ，これらの研究は聖書学では編集

史や正典論の領域で行われてきた． 

編集史的分野では，写本・文体の相違，

歴史的記述からの作成年代推定などを総

合的に組み合わせて，テキストの成立過程

を検討する．成立過程を明らかにすることで，

編集の結果である最終的テキストの通時的

な内部構造と，個々の編集者の歴史的状

況と，神学的思想の解明を目的とする[7]． 

しかし，編集過程を通じ付加された中心

的メッセージは，テキストの内容・構造の量

的な解析のみからは特定が困難と考えられ

る．なぜなら，これらの編集上の変化は，多

くの場合あくまで編集の過程において加え

られたマイナーチェンジで，元来の内容や

物語構造を基本的に損なわず，しかしなが

ら意味的には決定的な効果をおよぼすよう

にテキストに付加されるからである． 

逆に，基本的内容やテキスト構造から逸

脱した場合は，その作業は編集の領域を超

えており，ある意味では創作的行為である． 

「編集的中心」を抽出するためには， 

i)元テキストからの編集過程 

ii)類似・関連テキストとの相違 

に関する情報を用いた情報処理アルゴリズ

ムが必要になると考えられる． 
 

3. 福音書の成立と正典化の問題 
3.1 福音書の編集と正典・外典 

新約聖書には 27 の文書が含まれる．中

でもキリストの言行を直接的・物語的形式で

伝える福音書は，先頭の 4 つを占める． 

 しかし福音書には，伝統的四福音書以外

の，正典とは認められない様々な「異端的」

文書，外典文書も存在する．近年英訳が公

開された『ユダによる福音書』[8]が話題とな

ったが，その他にも多数が存在する [9]． 

 これらの福音書は，口伝やテキストで伝承

されてきた原初的なイエスの言行記録が，

思想的な差異のある小集団で編集されて

作成されたと考えられている．これらのうち

正典に含まれなかった福音書は，教父たち

（キリスト教基本教義を確立した初期の神学

者たち）により，イエスの思想と異なる異端

的思想の書として排斥された． 

しかし，外典も含めた福音書の編集過程

と正典確定で，イエスの思想が保持された

のか，あるいは編集者・正典確定者により

他の思想的メッセージが混入されたのかは

大きな問題である．そのため福音書の成立

順と編集過程，内容の関係，そして四福音

書が正典にされた理由，逆に他の書物が

選ばれなかった理由などがキリスト教成立

の初期より疑問とされ，現在も多数の聖書

学者が研究を進めている．四福音書全体を

正典に選ぶことで付加される編集的中心が

特定できれば，イエスとキリスト教との思想

的差異の解明を前進させることができる． 

 

3.2 福音書テキストと synopsis 
 本論文では，福音書における編集的中心

の解析の対象となるテキストとして，伝統的

な新約聖書に含まれる四福音書，およびそ

れらと内容が重複しながらも異端の書とされ

新約聖書に含まれなかった外典文書，トマ

スによる福音書を用いた．他の異端的福音

書群ではなくトマスを選択した理由は，伝統

的な新約聖書中マタイとルカが参照したと

される語録テキスト（Q 文書）と同ジャンルの

文学類型と考えられること，トマス福音書内

部にその語録テキストがより古い形で保存

されている可能性があり，伝統的福音書と

の対応関係の解析も含めて聖書学での重

要 性 が 増 し て い る こ と が あ る

[10][11][12][13]． 
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福音書間の関係性の解明には synopsis
が用いられてきた．synopsis とはギリシア語

の syn-opsis(共に‐観る)に由来する．古代

の学者たちが 4 つの福音書中で三つの福

音書（マタイ・マルコ・ルカ：Synoptic Gospel
と呼ぶ）の類似度が高く内容が重なってい

ることに着目し，これらの類似を比較するた

めに作成した「並べて‐見る」ための表が元

になっている．現代の synopsis は並行箇所

を並べるのみでなく，語の対応や関連箇所

も示され「正典」の解釈に重要な道具である

[14]．三つの Synoptic Gospel にヨハネを加

え，さらにトマスも含め５つの福音を並べた

表を synopsis と呼ぶ[13]こともある． 

 Synopsis による Synoptic Gospel の研究は，

synopsis が作られた古代から行われてきて

いるが，その中心は三福音書の成立順と依

存関係である．従来はこれらの「正典」の関

係性の問題は，人文学的アプローチで取り

組まれてきた．しかし人文学的手法では，

再現性・反証可能性が保証されないため，

結論が確定されにくく，議論が収束しにくい

という問題がある． 

 これに対し，近年発達してきた情報処理

の技術を用いてテキストの統計的な性質を

調べ，科学的に共観福音書問題を解決し

ようという研究も行われてきている[15][16]． 

ただしこれらは，福音書成立の編集過程

に関心があり，一つではなく 4 つの福音書

が「正典」とされたことで，キリスト教の思想

的メッセージがどう変化するか，という編集

的中心の問題については語っていない． 

 
3.3 Pericope 

Synopsis などでは，福音書はギリシア語

で切れ端(a cutting-out)を意味する pericope
に分割される．個々の pericope は口伝や，

福音書成立以前の文書資料での，個々の

伝承に対応すると考えられている．ある

pericope は複数の福音書に出現するが，他

は特定の福音書にユニークであり，出現順

も各福音書で異なる．また，同じ pericope で

あっても各福音書での細かい内容，表現，

文の順などは異なる場合が多い． 

 Synopsis では，各福音書の pericope 区分

を特定し，対応するものを並べる．しかし， 
pericope 内部の細かい差異により，多くの

pericope が他の福音の一つの pericope だけ

ではなく，複数の pericope と関連している． 
 これは各福音の編集者が pericope を編集

する段階で，関連があると考えた箇所同士

の結合や，前後の文脈に沿うように表現の

修正，付加・削除などの操作を行った結果

である．ある箇所が複数の箇所に関連する，

と編集者が考えた場合は，その内容が同じ

テキストの複数箇所に出現する． 

結果として，元々一つの pericope の内容

が四福音書の複数箇所に出現する．逆に，

各福音記者が想定した pericope の関係は，

各箇所の対応関係に現れる．この関係性の

解析により，編集者が関係性の中心とした

内容，編集者が付加した中心的メッセージ

を抽出することができると考えられる． 

 例として “Synopsis of the four Gospels” 
[14]から，この本の中で No. 235 と呼ばれる

pericope を示す（一部略，図 1，図 2．英語

表記では，マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネは，

それぞれ Matthew, Mark, Luke, John）． 

No. 235 の内容を重複して持つ pericope
は，図 1 では No. 103, 290, 291, 296, 302

である．したがってマタイの作者は 235 と

103, 290, 291, 296 に何らかの関係性を想

定している．同様にマルコの作者は 290, 

291，ヨハネの作者は 302 との関係を想定し

ている． 

 

 

図 1 pericope 間の関係の例 
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図 2 No.235 の pericope に対応する本文の例 

（『新共同訳聖書』ルカ 17:22-37） 

本論文の手法で前提となるテキスト区分

は pericope とする．Pericope 区分と対応関

係は細かい点では学者間で違いがあるが，

本論文では，聖書学でスタンダードとされる 

“Synopsis of the Four Gospels” [14]に従う． 
 

4. Variant text を用いた synoptic 
network analysis 
4.1 経験科学の聖書解釈への適用 

聖書学では，複数の「正典」が並行して

存在することで，伝えられる思想にどのよう

な変化が起こるか，という「編集的中心」を

研究する分野がある．これらは，共時的解

釈，正典論的解釈などと呼ばれるが，従来

の人文学的手法を用いている． 

しかし人文学的手法には，再現性・反証

可能性が保証されないという問題がある．こ

のため，「編集的中心」の問題も科学的な

情報処理を用いた解明が求められる． 

 なお，科学的な「編集的中心」の解明手

法は，聖書以外の他テキストにより伝達され

る思想にも適用可能と考えられる． 

 本論文では， 

・ 記述の重なる複数の「正典」テキストの

存在で何が編集的中心メッセージとな

るか，またそれは要約的中心と異なるか 

・ 別の「正典」の組み合わせで編集的中

心メッセージはどう変化するか 

・ 編集的中心メッセージの構築に寄与し

ているテキストはどれか 

を解明する科学的手法を提案し，これを伝

統的新約聖書の四福音書と，異端的文書と

されるトマスによる福音に対して適用する． 

 

4.2 ネットワーク表現 

古代ギリシアのアリストテレスの階層構造

にはじまって，人間の概念を表すためには，

さまざまな手法が用いられてきたが，近年

特にネットワーク表現が注目されている． 

 ネットワーク表現の例としては，言語学・認

知科学での単語の関係性を記述した意味

ネットワーク[17]，社会学での social network 
analysis[18]，WWW のページ間の関係を

示す link structure の解析[19]，科学論文

等の関係性を解析する引用解析(citation 
analysis) [20]などを挙げることができる． 

 ネットワーク表現の利点としては，複雑な

関係性の記述が可能な点がある．これは本

質的に複雑な人間の概念，特に思想を記

述する上で有用である．本研究で対象とす

る聖書とキリスト教思想に関しても，著名な

神学者の教義文書における聖書の引用解

析から共引用ネットワークを構成し，思想の

特徴を比較する手法を開発によってネット

ワーク表現の有効性が示されている[21]． 

 複数の正典文書の関係に関しても，ネット

ワーク化して解析を行うことで，思想的特徴

を捉えることが可能と考えられる． 

 

4.3 ネットワークの構築 

 「編集的中心」の科学的解析のために，

synopsis に含まれる pericope をノード (図 1

の No. 235 に対応)とし，pericope 間の関係

(図 1 の No. 235 から伸びる矢印に対応)を

エッジとしてネットワークを構築する．これら

のネットワークにネットワーク解析の手法を

適用することで，キリスト教正典における「編

集的中心」の特定が期待できる．このネット

ワークを synoptic network と呼ぶ． 
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4.4 クラスタリングアルゴリズム 

提案手法を適用して得られたネットワーク

だが，最大連結部分グラフが全ノードの主

要部分を占め，内部構造が明瞭ではない．

このため，ネットワークの主要な特徴を解析

する手法の適用が求められる． 

ネットワークの解析手法としては、ノード

の中心性の計算、クリーク特定，クラスタリン

グ，ブロックモデルなどが用いられる[22]．

中心性は，ネットワークノードの重要性の計

算手法で，入出力の次元数[23]などを用い

た，種々の計算法が用いられる．クリークは

元来グラフ理論用語で，完全に相互結合さ

れた部分ネットワークを意味する．一方社会

ネットワーク解析では単に密な結合部分を

クリークと呼ぶ．クリークの特定指標として，

ネットワーク密度[24]，n-クリーク，n-クラブ，

n-クラン[25]などがある．しかしクリークはユ

ニークに特定できるとは限らない [26]． 

クラスタリングは多数のデータを分割する

手法である．大きく分けて階層的にクラスタ

を特定する手法と，評価関数の値を最適化

する手法がある．階層的特定の場合，一意

的に求められない点や，外乱に弱い点が

問題となる[27]．評価関数の場合，評価式

が前提としているクラスタ数や形状が不適

切な場合，適切なクラスタリングが行われな

い [28]．またブロックモデルはネットワーク

を，社会学的なポジションとロールの発想に

基づき分割する[29]． 

一方，本論文の第一の目的は全体的な

概念構造の比較である．概念構造比較上

の戦略として，全要素の構造特定ではなく，

解析目的に応じた中心的部分のみの抽出

を目標とする．個々のノードの微細な差異

に影響されず，全体的神学体系の抽出が

望ましい．また個々のノードのネットワーク

内の役割の意味論には踏み込まない． 

このためノードの重要性を計算する中心

性は不適である．通常のクラスタリングは，

分割結果が非中心的ノードの影響を受ける

ため望ましくない．階層的クラスタリングの，

階層化に伴う外乱 [27]は避けたいが，意

味構造の理解のために，階層的構造抽出

は望ましい．またブロックモデルの階層的構

造の形成は望ましいが，他ノードとの結合

パターンが近いノードを一つのブロックにま

とめる手法は，結合の密なまとまりを抽出し

たい本論文の目的とは合致しない．本論文

の目的と比較的合致するのは，中心的部

分としてのクリーク特定である．クリーク特定

を基本としつつ，場合により階層的な構造

抽出も可能で，かつネットワーク間での比較

が容易であることが望ましい．また，クリーク

の範囲を唯一に特定できない問題にも対

処する必要がある[26]． 

本論文で行う解析の名称は，社会ネット

ワーク分析であるなら，クエリー抽出とする

のが一般的とも考えられる．しかし，要素に

グラフ理論のクエリーを用いており，抽出の

結果をクエリーとすると混乱を招く．そこで，

抽出結果はクラスタ，手法はクラスタリングと

呼ぶことにする． 

求められるクラスタリングの特徴としては， 

・ リンク結合の中心的部分のみを抽出 

・ 必要なクラスタサイズに応じてパラメータ

変更が可能 

・ クラスタの内部をクラスタリングすること

で階層化が可能 

である． 

 クラスタ特定の順序は以下の通りである． 

1. 連結部分グラフ内でエッジがクリーク

（グラフ中ですべてのノード間が結ばれ

た部分グラフ）になっている部分を特定

（図 3 では二重線で囲まれた領域） 

2. クリークのノードで他のクリークとノード

を共有するものを特定 

3. ノードを共有するクリークを結合し（図 

3 の点線で囲まれた部分）クラスタ化 

 このアルゴリズムでは，クリークのサイズを

変更して（3 以上），得られるクラスタのサイ

ズ設定が可能である．また，あるクラスタが

大きすぎて構造が不明瞭な場合，得られた

クラスタ に対し，クラスタリングに用いるクリ

ークのサイズを大きくして同じアルゴリズム

を適用することで，内部分割が可能である． 
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 また頻度が尺度の場合を想定し，四福音

書全てに共通する pericope を表 1 に示す． 

表 1 四福音書の共通 pericope 

共通 pericope 番号 
1, 13, 16, 18, 30, 160, 269, 310, 315, 
330, 331, 332, 334, 336, 339, 341, 
343, 350 

 

 共通 pericope からは，後半の受難と復活

を記述した部分（310 以降）が半数以上を占

めており，後半が重視されていると分かる． 

 
図 3 クラスタリング手法 

5.2 伝統的四福音書の編集的中心 

 ネットワーク化アルゴリズムを四福音書に

適用して，ノード数 333（内連結ノード 238），

エッジ数 361 のネットワークを得た．ネットワ

ークの部分グラフのデータを表 2 に示す． 

 サイズ 3 以上のクリークで作られるクラスタ

を normal クラスタとする．またその内最大

のクラスタに，さらにサイズ 4 以上のクリーク

でのクラスタリングを行って得られたクラスタ

を core クラスタとして，二段階のクラスタリン

グを行った．この場合のクラスタリングアル

ゴリズムを図 3 に示す． 

また，クラスタリングを適用し 8 個の

normal クラスタを得た．最大（ノード数 57）

クラスタに二段階クラスタリングを行い 4 つ

の core クラスタを得た．これを表 3 に示す． クラスタリングは連結部分グラフに対して

適用されるので，結合の強さとしては，部分

グラフ < normal クラスタ < core クラスタの

順となる．Normal クラスタは最大の部分グ

ラフから抽出し，core クラスタは最大の

normal クラスタから抽出する． 

表 2 四福音書の synoptic network の部分グラフ 

部分グラフサイズ 部分グラフ数 合計ノード

1(Free) 95 95 
2 5 10 
3 1 3 
4 2 8 
5 1 5 

212 1 212 

 

5. 中心的メッセージと福音の選択 
5.1 伝統的四福音書の要約的中心 

伝統的四福音書からの要約的中心の抽

出であるが，テキスト構造を用いる手法と頻

度を用いる手法の場合を考える．編集的中

心の場合と同様 pericope を単位とする． 

 

表 3 四福音書での部分グラフとクラスタ 

数 最大 
部分グラフ 105 212

  数 最大 Normal クラス

タ   6 42
    数 最大 

Core クラスタ     4 8

 テキスト構造に関しては，pericope を単位

とした四福音書での自動的プロット構造の

抽出手法が存在する[30]．この結果では四

福音書は二部分に分けられ，宣教を中心と

する前半と，ペトロの裏切りの予告に始まる

受難と復活物語の後半である．前半はさら

に 4 つの部分に分けられる．この構造が伝

統的四福音書での受難と復活を際立たせ，

テキスト構造上の一つの中心点としている． 

  

クラスタリングされた synoptic network の

最大連結部分グラフは図 4 に示す．図の

作成には Graphviz を利用した． 
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図 4 伝統的四福音書での synoptic network
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また得られた core クラスタの要素を表 4

に示す．図・表中の番号は Nestle-Aland

による pericope 番号である． 

表 4 Core クラスタに含まれる pericope 番号 

Core 
クラスタ 

Pericope 番号 

A 203, 294, 295, 296, 298 
B 103, 160, 235, 288, 289, 291, 302 
C 68, 100, 166, 263, 284, 309, 313, 

322 
D 97, 117, 123, 188, 240, 247, 248, 

303 

 
5.3 四福音書の組み合わせによ

る編集的中心の変化 

 四 福 音 書 で 構 成 さ れ る synoptic 
network では 4 つの core クラスタが抽出

された．この四福音書の編集的中心が，

各福音書の組み合わせでどのように変

化するのかを調べるため，四福音書から

一つを除いた場合の synoptic network を

それぞれ作成する．各組み合わせと，得

られたクラスタを表 5 に示す．なお，A’, 

B’, C’はそれぞれ A, B, C の一部が欠

けたものを示す．以後マタイ・マルコ・ル

カ・ヨハネをそれぞれ Mt, Mr, Lk, Jn と略

記する． 

表 5  福音書と core クラスタ 

福音書 Core クラスタ 

Mt+Mr+Lk A, B 

Mt+Mr+Jn A', B', C, D' 

Mt+Lk+Jn A, B, C, D' 

Mr+Lk+Jn B', C', D 
  

また２福音書のみの場合，Mt + Jn と

Lk + Jn の組み合わせでだけ B’と C’の

core クラスタが出現した．１福音書では

core クラスタは出現しなかった．これは

内容が重なりながらも部分的に異なる４

種類のテキストを「正典」とすることで，テ

キストが一つのときは現れない焦点が，

四福音書の重なりから全体として浮き上

がってきたことを意味する．四福音書と

core クラスタの関係を図 5 に示す． 

 

図 5 四福音書と各 core クラスタの関係 

5.4 Core クラスタの各福音書との

依存関係 

表 5 から下記の考察が得られる． 

・ マルコとルカは全福音書の最大公

約数的性格を持ち，core クラスタの

形成に寄与しない．つまり，独自の

主張を持たない．ただし，core クラス

タの部分的要素には寄与するため，

福音書の重なり合いから浮かび上が

る各主張を修飾している． 

・ クラスタ A はマタイがなければ出現し

ないため，マタイの特徴である． 

・ クラスタ B は最も普遍的で，四福音

書の共通的メッセージが含まれる． 

・ クラスタ C はヨハネがなければ出現

しないため，ヨハネの特徴である． 

・ クラスタDはヨハネがなければ出現し

ないため，ヨハネの特徴である． 

  

5.5 トマスを含めた場合の要約的

中心 

 次に，トマスを加え五福音書で考えた

場合の要約的中心を抽出する． 

本論文で pericope の区切りとして用い

ている “Synopsis of the four Gospels” 
[14]では，四福音書のみに対応するため，

それらの pericope とトマスの対応は記さ

れていない．一方『福音書共観表』[13] 

では，トマスの pericope も四福音書に対

応箇所がある範囲で記されている．『福
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音 書 共 観 表 』 の pericope 区 分 に は 

“Synopsis of the four Gospels”との対応

関係が示されており，トマスの pericopeの 

“Synopsis of the four Gospels” での対応

pericope を決定できる． 

まずテキスト構造から求める手法だが，

プロットの階層的構造は抽出されなかっ

た．原因として a) トマスが物語ではなく

語録集であること，b) pericope 区分がトマ

スのみ非常に細かく，c) トマスでの複数

の pericope が他の四福音書の一つの

pericope と対応することが考えられる． 

 また五福音書の共通 pericope は，160, 

343 のみであった．160（Mt16:24-28 な

ど）ではイエスの弟子の条件として，命を

顧みず自らの十字架を担ぐことが求めら

れ，次いでイエスの再臨が語られる．343

（Mt27:31-32 など）ではイエスが十字架

を担いでゴルゴタの丘を行く光景が描写

される．ただし 343 でのトマスの対応はル

カのみに含まれる群集との対話部分の

みで，厳密には五福音書での共通要素

とはいえない．よって五福音書での共通

的メッセージとしては 343 での「弟子は自

分の十字架を背負ってイエスについて

行け」になる． 

 

5.6 トマスを含めた編集的中心 

 異端的思想に基づく外典文書とされる

トマスであるが，これが新約聖書の正典

中に含まれるとどのように全体での教義

的メッセージが変化するだろうか．そこで

四 福 音 書 と 同 様 に 五 福 音 書 で の

synoptic network analysis を行う． 

 得られたネットワークはノード数 333（う

ち連結ノード 241），エッジ数 378 であっ

た ． ク ラ ス タ 数 を 表  6 に ， synoptic 
network の最大部分連結グラフを図 6 に，

クラスタ要素を表 7 に示す． 

得られた結果は，core クラスタについ

ては四福音書の場合と全く同じものが抽

出されている．また，normal クラスタも一

つが最大のクラスタと結合したこと以外は

同じものが得られている．このことより，四

福音書にトマスを合せて正典とした場合，

編集的中心，つまり福音書の重なり合い

から浮かび上がって強調される，編集者

の関心としてのメッセージには変化がな

いと考えられる． 

表 6 五福音書での部分グラフとクラスタ 

数 最大 部分 
グラフ 102 217

  数 最大 Normal  
クラスタ   5 66

    数 最大 Core  
クラスタ     4 8

 

表 7 五福音書でのクラスタ要素 

Core  
クラスタ 

Pericope 番号 

A 203, 294, 295, 296, 298 
B 103, 160, 235, 288, 289, 291, 302 
C 68, 100, 166, 263, 284, 309, 313, 

322 
D 97, 117, 123, 188, 240, 247, 248, 

303 
 

5.7 トマスを含めた組み合わせに

よる編集的中心の変化 

 トマスによる福音を伝統的四福音書に

加えた場合，編集的中心は変化しないこ

とが明らかになった．次に五福音書のう

ち伝統的四福音書ではない 4 つの組み

合わせを正典とした場合の編集的中心

の変化を分析する． 

 各組み合わせで得られる core クラスタ

を表 8 に（トマスは Thm で表記），得られ

た synoptic network を図 6 に示す． 

 表 5 と表 8 を比較すると，伝統的福音

書のうち三つを選んだ組にトマスを加え

ても core クラスタは変化しないと分かる． 

よって編集的中心に関しては，伝統的福

音書の一つとトマスを代えても「異端的」

な強調点は付加されない．逆に，トマス

固有の編集的メッセージも存在しないた

め，あえて正典に加える意味もないと言

える． 
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表 8 五福音書と core クラスタ 

福音書 Core クラスタ 
Mt+Mr+Lk+Thm A, B 
Mt+Mr+Jn+Thm A', B', C, D' 
Mt+Lk+Jn+Thm A, B, C, D' 
Mr+Lk+Jn+Thm B', C', D 

 

6. 中心的メッセージの神学的意

味 
6.1 core クラスタの神学的意味 

4 つの core クラスタはイエスの言行の

記事を編集することで，各福音編集者が

伝えようとした「福音的メッセージ」，つま

り福音書の「編集的中心」と考えられる． 

 また core クラスタは，四福音書全体の

内容的重なりであり，本論文で得られた

「福音的メッセージ」・「編集的中心」とは，

単に一つの福音書のものではなく，特定

の福音書のセットを正典に選んだことで

生じる，キリスト教での正典論的な教義

のコアといえる． 

 教義コアの正典論的な神学的意味を

core クラスタの聖書箇所から考察する．

各 core クラスタに含まれる pericope 番号，

タイトル，該当聖書箇所は表 9 に示す． 

ま ず ク ラ ス タ A に は ， Mt25:1-13 ，

Mr13:33-37 などが含まれており，終末へ

の心の準備を促す箇所と推測される．A

はマタイで強調されている．マタイは聖

書学的には非キリスト教ユダヤ人への布

教を目的とする福音書といわれるが，世

界の終末を強調することで，旧約聖書的

な終末観に慣れ親しんでいたユダヤ人

たちに対して，キリスト教に改宗する意義

を訴えていたと考えられる． 

 クラスタ B も終末論に関係するが

（ Lk17:22-37 な ど ） ， 迫 害 の 予 告

（ Mr13:9-13 ） や 全 て を 捨 て る 命 令

（Mt10:37-39）が含まれており，イエスの

弟子として，終末に向けて具体的な準備

をいかに行うかを説いた箇所と考えられ

る．B は全福音書共通に強調される点で，

福音編集者の共通の関心は終末を意識

した，イエスの弟子としての具体的準備

であると考えられる． 

 これに対し，クラスタ C は互いに仕えあ

うこと（Mt18:1-5），仲間を裁かないこと

（Lk6:37-42）など，弟子集団内での秩序

形成に向けた教義的メッセージである．

C はヨハネで強調される点だが，ヨハネ

は四福音書の中で最後に作られた福音

書であるため，草創期よりも終末到来の

緊迫感が薄れており，メッセージの焦点

が教団の維持，教団内での問題解決に

向いていったと推測される． 

 ク ラ ス タ D は ベ ル ゼ ブ ル 論 争 

(Lk11:14-23)と呼ばれるイエスが神の子

なのか悪魔の力を借りているのかという

神学的な論争の箇所など，多くの人々が

イエスを理解しないことに関連する話が

含まれている．これはヨハネとルカで強

調される． 

 聖書の中心的メッセージについて古く

から多くの議論があるが，本論文の手法

から得られた編集的中心メッセージは，

大きく分けて，来世的なニュアンス含む

終末へ向けた準備（A,B）に関するものと，

現世的なニュアンスを含む弟子の心得

(B,C)の二種類が特徴的であるといえる． 

 

6.2 要約的中心と編集的中心 

 Periscope 単位で求めた編集的中心は

終末への準備と，弟子の心得に関する

教義であった．これに対し，要約的中心

はイエスの受難と復活の物語であり，ま

た十字架を背負えという勧告でもあった．

同じテキスト群を用いても二つの中心的

メッセージは異なると言える． 

要約的中心として抽出された物語構

造が本来の中心的なメッセージだったと

するならば，十字架にかけられたイエス

の物語をベースにし，それに編集作業を

加えたのが福音書である．編集によって，

来世に関する教義と，現世における教会

の秩序の教義を追加しようとした編集者・

正典確定者の意図を，本論文の手法に

よって読み取ることができる． 
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6.3 福音書の組み合わせ 

 福音書のセットと得られる core クラスタ

のセットから，マルコは core クラスタ形成

に寄与するが，マルコが欠けても他の三

福音書があれば，伝統的な四福音書と

同様の中心的メッセージが得られること

が分かった．これは，マルコが福音書の

基本形で最も古いとする聖書学の結果

に一致する． 

 これに対してトマスは，core クラスタの

形成に寄与せず，トマスの影響で編集

的中心は変化しないと分かった．トマス

は，それを福音書に加えることで他のメッ

セージが混入されるような異端的文書で

はないが，core クラスタの形成には寄与

しないので，編集的中心の点からは，あ

えて加える必要もない中立的文書である

と考えられる． 
 
7. 結論と今後の展望 

本論文での成果は，以下の３点に集

約される． 

・ variant text に含まれるテキストの小要

素の関係をネットワーク化し，ネットワ

ーク解析の手法を適用した．これによ

り従来のテキスト処理で得られるものと

は別の中心的メッセージを抽出する手

法を提案した． 

・ 提案した手法で，伝統的四福音書の

中心的メッセージを抽出し，各福音書

との関係を示した（図 4，表 4，図 5）．

また従来的な中心的メッセージとの比

較を行った． 

・ variant text の組み合わせの変化により

対応する中心的メッセージも変化する

ことを用い，トマスによる福音が含まれ

た場合にキリスト教の教義的中心の変

化を計量的に示した（表 7，表 8）．こ

の結果より，編集的中心に関しては，ト

マスは神学的に中立的な文書であるこ

とが示唆される． 

 従来の人文学的手法でも四福音書の

中心的メッセージに関し多数の主張がな

されており，本論文の結果に類似するも

のも存在する．しかし従来の手法では多

数の仮説のどれが妥当かの客観的な評

価検証が不可能であった．これに対し本

論文の手法では数値的な指標を用い科

学的に中心的メッセージを特定できる． 

 本論文で提案した手法はキリスト教以

外にも，内容が重複する複数テキストに

より構成される思想の解析に応用が可能

と考えられる．また，解析の単位である物

語の小要素を pericope ではなく，より細

かい命題レベルなどに落とすことで将来

的には神学的論理の内部に踏み込んだ

解析が可能になると期待される． 
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表 9 Core クラスタに対応する pericope の内容 

番号 pericope のタイトル（NestleAland26 より） 対応聖書箇所 
  Core クラスタ A   

203 Watchfulness and Faithfulness Lk12:35-48 
294 Take Heed, Watch!(According to Mark) Mr13:33-37 
295 Take Heed, Watch!(According to Luke) Lk21:34-36 
296 The Parable of the Flood and Exhortation to 

Watchfulness 
Mt24:37-44 

298 The Parable of the Ten Virgins Mt25:1-13 
  Core クラスタ B   

103 Conditions of Discipleship Mt10:37-39 
160 If Any Man would Come after me Mt16:24-28/Mr8:34-/Mr9:1/Lk9:23-27 
235 The Day of the Son of Man Lk17:22-37 
288 Signs before the End Mt24:3-8/Mr13:3-8/Lk21:7-11 
289 Persecutions Foretold Mt24:9-14/Mr13:9-13/Lk21:12-19 
291 False Christs and False Prophets Mt24:23-28/Mr13:21-23 
302 Greeks Seek Jesus; Discourse on His Death Jn12:20-36 

  Core クラスタ C   

68 On Judging Mt7:1-5 
100 The Fate of the Disciples Mt10:17-25 
166 True Greatness Mt18:1-5/Mr9:33-37/Lk9:46-48 
263 The Sons of Zebedee; Precedence among 

the Disciples 
Mt20:20-28/Mr10:35-45 

284 Woe to the Scribes and Pharisees Mt23:1-36/Mr12:37-40/Lk20:45-47 
309 Washing the Disciples' Feet Jn13:1-20 
313 Precedence among the Disciples and the 

Reward of Discipleship 
Lk22:24-30 

322 The World's Hatred Jn15:18-25 
  Core クラスタ D   

97 The Dumb Demoniac Mt9:32-34 
117 On Collusion with Satan Mt12:22-30/Mr3:22-27 
123 The Reason for Speaking in Parables Mt13:10-17/Mr4:10-12/Lk8:9-10 
188 The Beelzebub Controversy Lk11:14-23 
240 Teaching in the Temple Jn7:14-39 
247 Before Abraham was, I am Jn8:48-59 
248 Jesus Heals the Man Born Mind Jn9:1-41 
303 The Unbelief of the People Jn12:37-43 
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特許文献における因果関係を用いた類推による仮説の生成と検証

-ライフサイエンス分野を対象として-

Generation and Verification of a hypothesis by Analogical Reasoning using Causal

Relationships in Patent Documents

-Life Science Fields as an Example-

石川大介 1∗ 石塚英弘 1 藤原譲 2

Daisuke ISHIKAWA1∗ Hidehiro ISHIZUKA1 Yuzuru FUJIWARA2

1∗ 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科
Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba

2 基礎情報学研究所
Research Institute of Fundamental Infology

類推によって仮説を生成する発想支援システムを構築するための基礎研究として，我々は
因果関係に類推を適用して仮説を生成し，その仮説の検証を試みた．基となる因果関係は，
我々が以前の研究で薬学分野の特許文献から抽出したものであって，手段の用語と効果の用
語から構成されている．類推は，その因果関係の用語を他の類似した用語に置き換えるこ
とによって行った．ペプチドによる創傷治療効果，厚朴による抗炎症作用，ラクトフェリン
による感染防除効果の 3つの因果関係を用いて類推を行い，227件の仮説を生成した．この
227件の仮説をライフサイエンス辞書を用いて検証し，91件の仮説は類推として適切な結果
であることを確認した．さらに，91件の仮説の中から 9件の仮説を PubMed Central 及び
PubMed で検証した結果，8件の仮説は文献で報告されている．これらの結果は，本研究の
類推によって生成された仮説は有効であることを示している．

We applied analogical reasoning to causal relationship to generate hypotheses, and ver-
ified the hypotheses, as a basic study to develop a creativity support system. Causal
relationships used in the present study have been extracted from patent documents of the
field of pharmacy in our previous work, and consist of a term of method and a term of
effect. Analogical reasoning is performed by replacing the term of the causal relationships
with another similar term. Two hundred and twenty seven hypotheses are generated with
analogical reasoning using the following 3 causal relationships; wound healing by peptide;
anti-inflammatory by Magnolia bark; infection protecting activities by lactoferrin. As a
result of verification of the 227 hypotheses by Life Science Dictionary, 91 hypotheses are
appropriate as analogical reasoning. Furthermore, we verified 9 hypotheses among the 91
hypotheses with PubMed Central and PubMed, and found that 8 hypotheses have been
reported in the literature. These results show that the hypotheses generated by analogical
reasoning in the study are effective.

キーワード： 特許文献，因果関係，類推，類似性，ライフサイエンス
patent documents, causal relationship, analogical reasoning, similarity, life sciences
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1 はじめに

発想を支援するための研究 (発想支援システム)
は，1990年頃から盛んに研究され [1]，最近では，
より広義な意味で，人間の創造活動をいかに支援
するかをテーマに，研究が行われている [2]．
科学者は，類推を頻繁に用いて発想をしている
ことが報告されている [3]．そこで，計算機が類推
を行い，その結果を提示することによって，科学
者の発想を支援することを考えた．
類推を用いた発想支援システムとして，例えば
折原の「知恵の泉」 [4]が挙げられる．この「知
恵の泉」は，新しいマルチメディアシステムの企
画を例とし，言い替えに基づく類推を用いて発想
を支援している．しかし，自然科学の分野を対象
に，科学者の発想を類推によって支援するシステ
ムはまだ見当たらない．
そこで，我々は自然科学の分野の中からライフ
サイエンス分野を対象に，類推によって発想を支
援するシステムを提案する．このシステムは類推
によって新しい仮説を生成し，その仮説を提示す
ることで発想を支援することを目指す．
ライフサイエンス分野を対象にした研究とし
ては，例えば知識発見 (Knowledge Discovery)の
ワークショップ KDLL(Knowledge Discovery in
Life Science Literature)が，2006年に開催され
ている [5]．KDLL [5]では，主にテキストマイニ
ングの手法により，例えば蛋白質間相互作用抽出
に関する研究などが報告されているが，仮説の生
成に関する研究は報告されていない．
一方，D.Swansonは医学文献から演繹推論に基
づいて仮説を生成する以下の方法を提案した．ま
ず，ある文献において A causes B が報告され，
別の文献では B causes C が報告されている場合，
A causes C を仮説として導く，という方法であ
る．D.Swansonは，この方法によって新しい仮
説を導くことができることを，食用魚油 (dietary
fish oil)とレイノー病 (Raynaud’s disease)の例
で示した [6]．
それに対し，本研究では類推に基づいて新しい
仮説を生成する．類推によって仮説を生成するた
めに，我々はこれまで特許文献からの因果関係抽
出 [7] [9]と，その因果関係の専門用語を他の類似
する専門用語へ置き換える類推 [8] [9]とを研究し
てきた．本研究では，薬学分野の特許文献から抽
出した因果関係 [8] をベース (類推の基底)とし，

ライフサイエンス辞書 [10]を利用した専門用語の
類似性に基づく類推を行う．そして，生成された
仮説に対して，ライフサイエンス辞書による検証
と，PubMed Central [11] 及び PubMed [12] によ
る検証とを行う．
以下，本稿の構成を述べる．まず 2節で実験手

順と検証方法の概観を説明する．そして，3節で
実験手順を具体的に説明する．4節では，3つの因
果関係を例に実験を行い，その結果を報告する．
5節では，その実験結果を検証し，本研究と関連
研究とを比較する．6節はまとめである．

2 実験手順と検証方法の概観

実験手順
(特許文献)
積水化学工業　（株） , 特願 1997-194081
（Ｊ）特定のペプチドを含有することにより、
より有効な創傷治癒促進作用を発現する。

⇓
〈 step 1 〉 特許文献からの因果関係抽出:

ペプチド → 創傷治癒促進作用

⇓
〈 step 2 〉 専門用語の類似性に基づく類推:

抗菌ペプチド → 創傷治癒 ？

⇓
〈 step 3 〉 類推結果を用いた文献検索:
「抗菌ペプチド」AND「創傷治癒」を文献検索

検証方法
• ライフサイエンス辞書による検証
• PubMed Central と PubMed による検証

図 1: 実験手順と検証方法の概観

本節では，実験手順とその結果の検証方法につ
いて，図 1を用いて説明する．実験手順は，step
1.特許文献からの因果関係抽出，step 2.専門用
語の類似性に基づく類推，step 3.類推結果を用
いた文献検索，の 3つの stepから構成される．

step 1 では，特許文献から因果関係を抽出す
る．特許文献において，発明の手段と効果の関係
が「ことにより」の形式で記述されている場合，
ここから手段を表す専門用語と効果を表す専門用
語とを因果関係として抽出する．図 1の場合，手
段を表す用語は「ペプチド」，効果を表す用語は
「創傷治癒促進作用」である．これらを抽出し，因
果関係「ペプチド → 創傷治癒促進作用」を得る
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(図 1の step 1)．以下，本稿では因果関係を「手
段を表す用語 → 効果を表す用語」と記述する．

step 2 では，この因果関係の手段 (もしくは効
果)の専門用語を，類似する他の専門用語で置き
換えることによって類推を行う．類似の有無は，
同じ語基を含むか否かを調べる (その理由は，専
門用語の構成規則における合成語の考察 [13] [14]

から，同じ語基を含む専門用語間は階層関係及び
関連関係があり，その関係において類似関係が成
立するからである)．例えば，他のどんなペプチ
ドが創傷治療に効果があるのかを類推する場合，
類推する対象を示す語 (シードターム)は「ペプチ
ド」，問題の対象を示す語 (ターゲットターム)は
「創傷治癒」とする．そして，シードターム「ペ
プチド」を含む他の用語をライフサイエンス辞書
から検索し，「抗菌ペプチド」という用語が見つ
かった場合，「ペプチド」を「抗菌ペプチド」へ置
き換え，「抗菌ペプチド → 創傷治療?」(抗菌ペプ
チドに創傷治療の効果があるだろうか?) という
類推結果を得る (図 1の step 2)．

step 3では，これら類推結果を仮説として，この
仮説を検証するために，仮説をクエリーに変換し
て (以下，仮説クエリーという)，PubMed Central
の全文データを対象に文献検索する．図 1の場合，
「抗菌ペプチド」と「創傷治療」とを ANDで検
索する (図 1の step 3)．
以上が実験手順である．次に検証方法について
説明する．まず，生成された仮説クエリーについ
て，類推結果としての妥当性を，ライフサイエン
ス辞書により検証する．次に，9件の仮説クエリー
を例として，その仮説が文献に記述されているか
どうかを，上記 step 3 の PubMed Central の検
索結果及び PubMed により検証する．なお，こ
れら検証は考察で述べる．

3 実験手順

実験手順を具体的に図 2に示す．以下，図の各
stepの詳細を述べる．

〈 step 1 〉 因果関係 (ベース)の選択

step 1 では，以前の研究 [7] [8]で抽出した因果
関係から，類推のベースとなる因果関係を一つ選
択する．以下，その因果関係抽出の概要を示す．
特許とは「自然法則を利用した技術的思想の創

作のうち高度のもの」であり，その知識は特許文
献において発明の手段とその効果として記述さ
れる．この手段とその効果の関係を因果関係と捉
え，手段と効果がどのように記述されているのか
を，国立情報学研究所の特許コーパス NTCIR-3
の JAPIO出願抄録 (1998年度，日本語，34万件)
の中から，繊維工学 (IPCコード:D06M) の分野
を対象に，特許文献 863件の要約部分を調査した
[7]．その結果，863件中 543件の文献において，手
段と効果が「手段の記述 - ことにより - 効果の記
述」という形式によって記述されることが分かっ
た．そこで，この形式の文章において，手段の記
述部分からは使用した物質名を，効果の記述部分
からは向上した性能名を，それぞれ抽出すれば，
この物質名-性能名のペアを因果関係として抽出
できることを示した [7]．
この方法を，薬学分野 (IPCコード:A61K)の特

許文献 5205件にも適応した [8]．5205件中 3041
件の「ことにより」形式の特許文献を対象に因果
関係抽出を行ったところ，178件の特許文献から
物質名-作用名のペアが 232件抽出された．この
232件の物質名-作用名の因果関係の中から，適切
と判断した 110件の因果関係をベースとして本研
究に利用する．
本節では，この因果関係の中から「ペプチド→

創傷治癒促進作用」が選択された場合を例として
説明する．この因果関係の手段の用語 (ペプチド)
と効果の用語 (創傷治癒促進作用) に対し，次の
stepの処理を行う．

〈 step 2-1 〉 用語の分割と対訳の抽出

step 2-1 では，選択された因果関係の手段の用
語と効果の用語に対して，まず辞書を用いて語分
割を行い，次に分割された語に対する対訳を辞書
から抽出する．
これら処理に使用する辞書として，ライフサイ

エンス辞書 [10]を選んだ．ライフサイエンス辞書
は，ライフサイエンス分野の学術論文を計量的に
解析した結果に基づく独自の辞書であり，電子メ
ディアによって無償で公開されている [16]．本研究
では，ライフサイエンス辞書プロジェクト代表の
京都大学金子教授より入手した 2005年度のバー
ジョン (2005/10/31)を使用した．ライフサイエ
ンス辞書の各エントリーは，日本語表記，英語表
記，品詞，意味情報 (カテゴリー情報)などから
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〈 step 1 〉 因果関係 (ベース)の選択
ペプチド → 創傷治癒促進作用

〈 step 2-1 〉 用語の分割と対訳の抽出
(1) ペプチド → 創傷治癒 / 促進 / 作用
(2) ペプチド → 創傷 / 治癒 / 促進 / 作用

⇓ ⇓
(1) peptide → wound healing , healing of wound / expedite , hasten , acceleration ,

accelerate , further , facilitate , facilitation , promote , promotion / act
, action

(2) peptide → wound / heal , healing , cure / expedite , hasten , acceleration ,
accelerate , further , facilitate , facilitation , promote , promotion
/ act , action

〈 step 2-2 〉 シードタームとターゲットタームの選択
peptide

︸ ︷︷ ︸
シードターム

→ wound healing
︸ ︷︷ ︸
ターゲットターム

〈 step 2-3 〉 タームリストの生成
peptide

antimicrobial peptide → wound healing
neuropeptide

· · ·︸ ︷︷ ︸
手段のタームリスト

︸ ︷︷ ︸
効果のタームリスト

〈 step 3-1 〉 仮説クエリーの生成
peptide AND wound healing

antimicrobial peptide AND wound healing
neuropeptide AND wound healing

· · · AND · · ·

〈 step 3-2 〉 文献検索
antimicrobial peptide AND wound healing

⇓
グループ名 :: HIT数 :: SET数 :: 仮説クエリー
S :: 7 HIT :: 2 SET :: antimicrobial peptide AND wound healing

図 2: 各 stepの処理の様子

構成される．このライフサイエンス辞書から，日
本語表記，英語表記，意味情報の組を抽出してリ
スト化し，実験に使用する．リスト化された組の
件数は 63775件，その内訳は日本語 42568語，英
語 45083語である．このリストの一部を付録に載
せる．
まず，手段あるいは効果の用語に対して，ライ
フサイエンス辞書の日本語見出語と前方一致する
ものを全て分割する．その分割された語も同様に
前方一致によって全て分割する．このような再帰
処理を行い，末尾まで完全に分割できたパターン
を出力する．図 2の場合，用語「ペプチド」は，
分割できる見出語が「ペプチド」のため，そのま

ま出力される．用語「創傷治癒促進作用」は，(1)
の「創傷治癒 / 促進 / 作用」と，(2)の「創傷 /
治癒 / 促進 / 作用」との二種類の分割パターン
が出力される．
次に，出力された分割パターンの分割された日

本語に対して，その対訳となる英語見出語をライ
フサイエンス辞書から全て取り出して出力する．
図 2の場合，(1)の「創傷治癒 / 促進 / 作用」に
おける「創傷治癒」の対訳は「wound healing」と
「healing of wound」であり，(2)の「創傷 /治癒 /
促進 /作用」における「創傷」の対訳は「wound」
である．
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〈 step 2-2 〉 シードタームとターゲットの
選択

step 2-2 では，step 2-1 で分割された英語見出
語の中から，シードターム (類推する対象を示す
語)と，ターゲットターム (問題の対象を示す語)
とを，それぞれ選択する．
図 2では，「peptide(ペプチド)」をシードターム
とし，「wound healing(創傷治癒)」をターゲット
タームとした．これにより，「どんなペプチドが創
傷治療に対して有効か?」という問題を類推する．
なお，シードターム及びターゲットタームは，
複数の語を選択可能である．

〈 step 2-3 〉 タームリストの作成

step 2-3 では，手段のタームリストと，効果の
タームリストを以下の方法で作成する．
シードタームの方は，その語を含む英語見出語
を，ライフサイエンス辞書から全て抽出し，それ
らをタームリストとして登録する．シードターム
が複数の場合，シードタームのいずれかの語を含
む英語見出語を全て抽出し，タームリストに登録
する．
ターゲットタームの方は，その語をそのまま
タームリストに登録する．ターゲットタームが複
数の場合，それらの語をそのままタームリストに
登録する．

〈 step 3-1 〉 仮説クエリーの生成

step 3-1 では，手段のタームリストに登録され
た用語と，効果のタームリストに登録された用語
との，それぞれの組み合わせを，ANDで結んで
クエリーの形式で生成する．この生成されたクエ
リーを，仮説クエリーと呼ぶこととする．仮説ク
エリーは，手段の用語と効果の用語とから構成さ
れる因果関係を表す仮説であり，手段の用語と効
果の用語とをANDで結んだクエリーの形式で表
される．

〈 step 3-2 〉 文献検索

step 3-2 では，step 3-1 で生成された仮説ク
エリーを用いて文献検索し，その検索結果を出力
する．

この文献検索の対象として，PubMed Central
[11] のデジタルアーカイブを利用した．PubMed
Centralとは，NIHが提供するライフサイエンス
分野の文献のフリーデジタルアーカイブである1．
このPubMed Central の FTP service [17]から全
アーカイブをダウンロード (日時：2005/12/11 ∼
12，容量：24Gbyte)し，アーカイブからNXML形
式のファイル (論文のテキストファイル)を抽出し
て使用する．論文数は 17279件，容量 963Mbyte
である．
この 17279件の論文を，文献検索用計算機で検

索する．この文献検索用計算機として，農業生物
資源研究所新生物資源創出研究グループ遺伝子設
計研究チームの計算機を利用した．計算機のOS
は FedoraCore4(linux-2.6.12)，CPUは Xeon 2.2
GHz HT × 2，メモリは 4 GByteである．なお，
この文献検索様計算機が一つの仮説クエリーを処
理する時間は，約 4秒である．
文献検索用計算機では以下の方法で文献検索す

る．まず，仮説クエリーの手段のタームと効果の
タームの両方が出現した文献数をHIT数としてカ
ウントする．同時に，500文字以内に両方のター
ムが共出現した文献数2を SET数としてカウント
する (この SET数を，同一センテンス内で出現し
ているかどうかの目安として用いる)．この HIT
数と SET数を perlの正規表現を用いてカウント
する．
こうして得られたHIT数と SET数を，入力さ

れた仮説クエリーと共に出力する．この時，HIT
数と SET数の値から，以下の条件に合致したグ
ループ名も併せて出力する．

• HIT数と SET数が 1件以上の場合
⇒ グループ S(センテンスで HIT)とする

• HIT数は 1件以上で SET数は 0件の場合
⇒ グループ H(通常の HIT)とする

• HIT数と SET数が 0件の場合
⇒ グループ N(HITなし)とする

1PubMed Central (PMC) is the U.S. National Insti-
tutes of Health (NIH) free digital archive of biomedical

and life sciences journal literature. (Web Page [11] から
の抜粋)

2文献データのセンテンスの長さを解析したところ，ほ
とんどのセンテンスは 500文字以下で構成されていたため．
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実験 A：step 1～3-1 の結果
因果関係 ペプチド → 創傷治癒促進作用 (積水化学工業（株） , 特願 1997-194081)
用語分割 (日)-1 ペプチド → 創傷治癒 / 促進 / 作用
用語分割 (英)-1 peptide → wound healing , healing of wound / expedite , hasten , acceleration ,

accelerate , further , facilitate , facilitation , promote , promotion / act , action
用語分割 (日)-2 ペプチド → 創傷 / 治癒 / 促進 / 作用
用語分割 (英)-2 peptide → wound / heal , healing , cure / expedite , hasten , acceleration , accelerate

, further , facilitate , facilitation , promote , promotion / act , action
シードターム peptide(ペプチド)
ターゲットターム wound healing(創傷治癒)
手段のタームリスト 57
効果のタームリスト 1
仮説クエリーの件数 57

実験A：step 3-2 の出力結果¶ ³
グループ名 :: HIT数 :: SET数 :: 仮説クエリー
S :: 7 HIT :: 2 SET :: antimicrobial peptide AND wound healing … A-1
…
H :: 4 HIT :: 0 SET :: calcitonin gene-related peptide AND wound healing … A-2
…
N :: 0 HIT :: 0 SET :: delta sleep inducing peptide AND wound healing … A-3
…µ ´

図 3: 実験Aの結果

4 実験結果

2節で説明した実験の手順に従い，以下の 3つ
の因果関係について実験した．

4.1 実験A

まず，2節で例として挙げた因果関係「ペプチ
ド → 創傷治癒促進作用」の場合について実験し
た (これを実験Aとする)．
この因果関係を選択し，step 1～3-1 までの手
順を実行した結果を図 3の上段に示す．
「ペプチド」からは「peptide」，「創傷治癒促
進作用」は用語分割-1の「創傷治癒 / 促進 / 作
用」からは「wound healing , healing of wound
/ expedite , hasten , acceleration , accelerate ,
further , facilitate , facilitation , promote , pro-
motion / act , action」が，用語分割-2の「創傷
/ 治癒 / 促進 / 作用」からは「wound / heal ,
healing , cure / expedite , hasten , acceleration
, accelerate , further , facilitate , facilitation ,
promote , promotion / act , action」が出力され
る．この中からシードタームを選択する．

実験Aでは，他のどのようなペプチドが創傷治
療に効果があるかを類推するために，シードター
ムは「peptide(ペプチド)」，ターゲットタームは
「wound healing(創傷治癒)」を選択した．
手段のタームリストは 57個，効果のタームリ

ストは 1個で，仮説クエリーの件数は 57件 (57 ×
1 = 57)である．
ここで，ターゲットタームは「wound healing」

ではなく「wound(創傷)」を選択することも可能
であるが，以下の理由によって今回の実験からは
対象外とした．手段を peptide，効果を woundと
し，両方ともシードタームとしてタームリストを
生成したところ，手段のタームリストは 64件，効
果のタームリストは 12件，これらから生成され
た仮説リストは 570件である．これら 570件の仮
説を文献検索した結果，少なくても 1件以上の文
献にHITしている仮説は 87件である．この 87件
の仮説の効果の用語を調べると，40件は wound
，32件は wound healing であることが分かった．
wound の 40件は，wound healing の 32件の結
果を含む．従って，文献に HITする仮説を生成
するためには，wound healing のみで十分な結果
が得られることが分かる．
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実験 B：step 1～3-1 の結果
因果関係 厚朴溶媒抽出物 → 抗炎症作用 (御木本製薬（株） , 特願 1996-299196)
用語分割 (日) 厚朴 / 溶媒 / 抽出物 → 抗炎症 / 作用
用語分割 (英) Magnoliae Cortex , Magnolia bark / vehicle , solvent / ext , extract →

antiinflammation , anti-inflammatory , antiinflammatory / act , action
シードターム cortex(皮質) , bark(樹皮)
ターゲットターム antiinflammation(抗炎症) , anti-inflammatory(抗炎症) , antiinflammatory(抗炎症)
手段のタームリスト 36
効果のタームリスト 3
仮説クエリーの件数 108

実験B：step 3-2 の出力結果¶ ³
グループ名 :: HIT数 :: SET数 :: 仮説クエリー
S :: 2 HIT :: 2 SET :: Phellodendri Cortex AND anti-inflammatory … B-1
…
S :: 1 HIT :: 1 SET :: Cinnamomi Cortex AND anti-inflammatory … B-2
…
N :: 0 HIT :: 0 SET :: cherry bark AND anti-inflammatory … B-3
…µ ´

図 4: 実験 Bの結果

なお，/治癒/促進/作用/ の対訳である「heal-
ing, cure, acceleration, promote, action」などの
タームを選択することも可能だが，これらを選択
してしまうと，「他のどのようなペプチドが 治療/
促進/作用 があるのか」という愛昧な類推になっ
てしまう．そのため，これらタームは選択の対象
外である．
次に，この 57件の仮説クエリーを用いて step

3-2 の文献検索をした出力結果の例を図 3の下段
に示す．

S，H，Nのそれぞれの集計結果は，Sは 13件
(22.8%)，Hは 19件 (33.3%)，Nは 25件 (43.9%)
である．()内の値は S+H+Nを 100%とする割合
である．

4.2 実験B

実験 Aと同様に，因果関係「厚朴溶媒抽出物
→ 抗炎症作用」の場合についても実験した (これ
を実験 Bとする)．
まず，step 1～3-1 までの手順を実行した結果
を図 4の上段に示す．
実験Bでは，他の樹木の皮にも，抗炎症の効果
があるかを類推するために，シードタームは樹木
の皮を意味する語「cortex , bark」を選択し，ター

ゲットタームは抗炎症を意味する語「antiinflam-
mation , anti-inflammatory , antiinflammatory」
を選択した．
なお，シードタームに「Magnoliae , Magno-

lia」を選択することも可能である．しかし，次
のタームリスト生成の過程で，「Magnolia(ホオノ
キ)，Magnoliaceae(モクレン科)，Magnoliae Cor-
tex(厚朴)，Magnolia bark(厚朴)」の 4件のター
ムリストしか得られないため，数が十分でないこ
とから，シードタームの選択から除外した．
手段のタームリストは 36個，効果のタームリ

ストは 3個で，仮説クエリーの件数は 108件 (36
× 3 = 108)である．
次に，この仮説クエリーを用いて step 3-2 の

文献検索を行った出力結果を図 4の下段に示す．
S，H，Nのそれぞれの集計結果は，Sは 9件

(8.3%)，Hは 17件 (15.7%)，Nは 82件 (75.9%)
である．

4.3 実験C

実験A，Bは，手段の用語を類推した．ここで，
効果の用語を類推する例として，因果関係「ラク
トフェリン → 感染防除効果」の場合について実
験した (これを実験 Cとする)．
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実験 C：step 1～3-1 の結果
因果関係 ラクトフェリン→感染防除効果 (雪印乳業（株） /東海大学：（学） ,特願 1997-356137)
用語分割 (日) ラクトフェリン → 感染 / 防除 / 効果
用語分割 (英) lactoferrin → transmission , infect , infection / pest control / effect
シードターム lactoferrin(ラクトフェリン)
ターゲットターム infection(感染)
手段のタームリスト 1
効果のタームリスト 62
仮説クエリーの件数 62

実験C：step 3-2 の出力結果¶ ³
グループ名 :: HIT数 :: SET数 :: 仮説クエリー
S :: 7 HIT :: 1 SET :: lactoferrin AND viral infection … C-1
…
H :: 4 HIT :: 0 SET :: lactoferrin AND HIV infection … C-2
…
N :: 0 HIT :: 0 SET :: lactoferrin AND adenovirus infection … C-3
…µ ´

図 5: 実験 Cの結果

まず，step 1～3-1 までの手順を実行した結果
を図 5の上段に示す．
実験Cでは，ラクトフェリンは他のどんな感染
に対して効果があるかを類推するために，シード
タームは「infection(感染)」を選択し，ターゲッ
トタームは「lactoferrin(ラクトフェリン)」を選
択した．
手段のタームリストは 1個，効果のタームリス
トは 62個で，仮説クエリーの件数は 62件 (1 ×
62 = 62)である．
次に，この仮説クエリーを用いて step 3-2 の
文献検索を行った出力結果を図 5の下段に示す．

S，H，Nのそれぞれの集計結果は，Sは 4件
(6.5%)，Hは 11件 (17.7%)，Nは 47件 (75.8%)
である．

5 考察

本節では，前節の各実験により生成された仮説
クエリーについて，類推結果としての妥当性を
ライフサイエンス辞書により検証する．さらに，
それらから 9件の仮説クエリーを例として，その
仮説が文献に記述されているかどうかを PubMed
Central及び PubMedにより検証する．なお，こ
れら類推結果がベースの因果関係の適応範囲を越
えていることを確かめるために，その因果関係の

抽出元の特許文献を調査する．そして，本研究と
関連研究とを比較する．

5.1 ライフサイエンス辞書による検証

各実験で生成された仮説クエリーは，実験Aが
57件，実験Bが 108件，実験Cが 62件，合計 227
件である．ここで，これら仮説クエリーは，手段
の用語と効果の用語とから構成される因果関係の
仮説であり，その用語の意味情報 (カテゴリー情
報)はライフサイエンス辞書から得ることができ
る．そこで，これら 227件の仮説クエリーの手段
(もしくは効果)の用語の意味情報を参考にして，
類推結果としての妥当性を検証した．

5.1.1 実験A

実験Aは，他のどのようなペプチドが創傷治療
に効果があるかを類推する例である．そのため，
この類推結果に妥当な手段の用語は，ペプチドに
関連する物質を表す用語であると考えられる．
実験Aで生成された 57件の仮説クエリーの手

段の用語を，ライフサイエンス辞書の意味情報に
基づいて集計した．その結果を表 1に示す．
意味情報が [物質名]の 20件は，ペプチドに関

連する物質を表す用語である．また，[生体内物質
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表 1: 実験Aの意味情報の集計

合計 意味情報 用語の例
20 [物質名] tripeptide
20 [生体内物質名] calcitonin gene-related peptide
6 [化合物] antimicrobial peptide
3 [様態・状況] peptide bond
2 [実験材料] peptide library
2 [機能・性質] nonpeptide
1 [毒素] conopeptide
1 [知的産物] peptide map
1 [形容：材質] peptidergic
1 [形容：その他] antipeptide

名]の 20件，[化合物]の 6件，[毒素]の 1件も同
様にペプチドに関連する物質を表す用語である．
よって，これら 47件の用語はペプチドに関連す
る物質を表す用語である．
一方，意味情報が [様態・状況]の 3件，[実験材
料]の 2件，[機能・性質]の 2件，[知的産物]の 1
件，[形容：材質]の 1件，[形容：その他]の 1件
は，ペプチドに関連するが，物質を表す用語では
ない．よって，これら 10件の用語はペプチドに
関連する物質を表す用語ではない．
以上の結果から，57件の仮説クエリーのうち

10件を除いた 47件の仮説クエリーはペプチドに
関連する物質が手段である．ここで，peptide と
peptides はシードタームとその複数形であるた
め，これを手段とする仮説クエリーは類推結果か
ら除外する．また，[毒素]の conopeptide は今回
の類推結果としては妥当でないと判断し，これを
手段とする仮説クエリーを類推結果から除外する．
よって，これら 3件の仮説クエリーを除外した 44
件の仮説クエリーが類推結果として妥当であると
考えられる．

5.1.2 実験B

実験Bは，他の樹木の皮にも，抗炎症の効果が
あるかを類推する例である．そのため，この類推
結果に妥当な手段の用語は，樹皮に関する用語で
あると考えられる．
実験 Bで生成された 108件の仮説クエリーの
手段の用語を，ライフサイエンス辞書の意味情報
に基づいて集計した．その結果を表 2に示す3．

3実験 Bは，一つの手段の用語に対して，「antiinflamma-
tion , anti-inflammatory , antiinflammatory」の 3つの効
果の用語が生成されているため，集計結果はそれぞれ 3の
倍数になっている．

表 2: 実験 Bの意味情報の集計
合計 意味情報 用語の例

75 [体の部位名] cerebral cortex
21 [生薬] Phellodendri Cortex
3 [物質名] bark
3 [動詞] embark
3 [代謝生体系]及び

[体の部位名] limbic cortex
3 [植物の部位名] tree bark

意味情報が [生薬]の 21件の用語は，全て樹皮
に関する用語である．例えば，Phellodendri Cor-
tex(黄柏)はキハダの樹皮，Cinnamomi Cortex(桂
皮)はクスノキ科の植物の樹皮である [18]．また，
[物質名] の 3 件 (bark) と，[植物の部位名] の 3
件 (tree bark)も樹皮に関する用語と考えられる．
よって，これら 27件の用語は樹皮に関する用語
である．
一方，意味情報が [体の部位名]の 75件と [動詞]

の 3件は樹皮に関する用語ではない．また，[代
謝生体系]及び [体の部位名] の意味情報が付与さ
れた 3件，limbic cortex(大脳辺縁系)も，樹皮に
関する用語ではない．よって，これら 81件の用
語は樹皮に関する用語ではない．
以上の結果から，108件の仮説クエリーのうち

81件を除いた 27件の仮説クエリーは樹皮に関す
る用語が手段である．ここから，シードタームの
bark と，ベースの手段である Magnoliae Cortex
と Magnolia bark とを手段とする 9件の仮説ク
エリーを除外した 18件の仮説クエリーが類推結
果として妥当であると考えられる．
なお，意味情報が [体の部位名]の用語は 75件

あるが，これは cortex という用語が「樹木の皮」
と「体の部位の皮質」とのどちらの意味にも使わ
れることが原因である．このような曖昧性のある
用語への対処については今後の課題である．

5.1.3 実験C

実験Cは，ラクトフェリンは他のどんな感染に
対して効果があるのかを類推する例である．その
ため，この類推結果に妥当な効果の用語は，感染
症の名称を表す用語であると考えられる．
実験Cで生成された 62件の仮説クエリーの効

果の用語を，ライフサイエンス辞書の意味情報に
基づいて集計した．その結果を表 3に示す．
意味情報が [病名]の 15件や，[病名分類]の 11
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表 3: 実験 Cの意味情報の集計

合計 意味情報 用語の例
18 [現象] secondary infection
15 [病名] adenovirus infection
11 [病名分類] bacterial infection
8 [現象，行為] hospital infection
3 [機能・性質] infection rate
2 [病名]及び [現象，行為] HIV infection
1 [病名]及び [現象] infection
1 [病名分類]及び [現象] viral infection
1 [単位] multiplicity of infection
1 [現象]及び [現象，行為] coinfection
1 [形容：その他] postinfection

件は，感染症の名称を表す用語である．また，意
味情報が [病名]を含むもの ([病名]及び [現象，行
為]の 2件と [病名]及び [現象]の 1件)と，[病名
分類]を含むもの ([病名分類]及び [現象]の 1件)
も，同様に感染症の名称を表す用語である．よっ
て，これら 30件の用語は感染症の名称を表す用
語である．
一方，[現象]の 18件や [現象，行為]の 8件は，
感染症の名称を表す用語ではない．また，[機能・
性質]の 3件，[単位]の 1件，[現象]及び [現象，行
為]の 1件，[形容：その他]の 1件も同様に感染
症の名前を表す用語ではない．よって，これら 32
件の用語は感染症の名称を表す用語ではない．
以上の結果から，62件の仮説クエリーのうち 32
件を除いた 30件の仮説クエリーは感染症の名称
を表す用語が効果である．ここから，シードター
ムの infection を効果とする 1件の仮説クエリー
を除外した 29件の仮説クエリーが類推結果とし
て妥当であると考えられる．

5.1.4 生成された不適切な仮説の原因とその対
策

5.1.1節から 5.1.3節の検証により，実験 Aは
57件中 44件，実験 Bは 108件中 18件，実験 C
は 62件中 29件が適切な仮説であることが示され
た．ここから，適切な仮説の割合は，実験 Aが
77.2%，実験Bが 16.7%，実験Cが 46.8%である．
よって，実験Aは約 8割の仮説が適切であること
が分かる．
実験 Bは約 8割，実験 Cは約 5割の仮説が不
適切である．これらの原因とその対策について述
べる．

実験Bの場合，適切な仮説 18件のうち，シード
タームが bark から生成された仮説は 9件，シー
ドタームが cortexから生成された仮説は9件であ
る．これらの仮説の手段の用語には，全て [生薬]
の意味情報が付与されている．それに対して，不
適切な仮説 90件のうち，シードタームが barkか
ら生成された仮説は 9件，シードタームが cortex
から生成された仮説は 81件である．このシード
タームが cortexから生成された 81件の仮説のう
ち，3件は手段の用語として [生薬]の意味情報が
付与された用語が用いられているが，これら用語
はベースの手段である Magnoliae Cortex(厚朴)
が用いられているため仮説としては不適切であ
る．残りの 78件の仮説では，cerebral cortex(大
脳皮質) など [体の部位名]の意味情報が付与され
た用語が用いられている．つまり，cortex は [生
薬]の意味としても使われるが，[体の部位名]の
意味としても使われていることが分かる．従って，
実験Bの不適切な仮説の主な原因は，シードター
ム cortex がこれら二つの意味を持つという多義
性によるものである．
実験Cの場合，適切な仮説 29件は全てシード

タームが infection から生成された仮説である．
これら仮説の効果の用語には，全て「病名」に関
する意味情報が付与されている．それに対して，
不適切な仮説 33件も同じく全てシードタームが
infectionから生成されているが，これら仮説の効
果の用語は，例えば secondary infection(二次感
染)など [現象]の意味情報が付与された用語が 18
件，hospital infection(院内感染)など [現象，行
為]の意味情報が付与された用語が 8件，infection
rate(感染率)など [機能・性質] の意味情報が付与
された用語が 3件，その他様々な意味情報が付与
されている．つまり，シードターム infectionは病
名を表す場合と，それ以外 (現象など)の意味を表
す場合など，様々な意味に用いられる多義性のあ
る用語であることが分かる．従って，実験Cの不
適切な仮説の主な原因は，シードターム infection
がこれら複数の意味を持つという多義性によるも
のである．
これら多義性の問題を解消するための方法とし

て，例えば上述の意味情報を使用する方法が考え
られる．前述したように，実験Bの不適切な仮説
90件のうち，78件には [体の部位名]の意味情報
が付与されている．また，実験Cの不適切な仮説
33件のうち，32件には文字列 “病名”を含まない
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意味情報が付与されている．そこで，ライフサイ
エンス辞書に登録された見出し語と照合して，必
要な意味情報を持つ仮説のみ出力するか，もしく
は不要な意味情報を持つ仮説は出力しない処理を
行うフィルタリングプログラムの作成を試みた．
例えば実験 Bの場合，不適切な仮説 90件のう
ち，手段が cerebral cortex などの用語をライフ
サイエンス辞書で照合すると，この用語の意味情
報は [体の部位名]であることが判明するため，こ
れら [体の部位名]の意味情報を持つ用語を取り
除いてフィルタリングした．その結果，不適切な
仮説 78件を取り除くことができた．なお，［体の
部位名］以外の意味情報も設定すれば，不適切な
仮説をさらに取り除くことが可能である．実験C
の場合，不適切な仮説 33件のうち，”病名”の文
字列を含まない意味情報を持つ仮説 32件を上記
方法のフィルタリングによって取り除くことがで
きた．
以上，不適切な仮説の削減方法を示した．

5.2 文献検索による検証

5.1節の検証の結果から，実験Aは 57件中 44
件，実験 Bは 108件中 18件，実験 Cは 62件中
29件が適切な仮説であることが示された．
次に，これら適切な仮説クエリーのうち，各実
験からそれぞれ 3件の仮説クエリー，図 3の「A-
1,A-2,A-3」，図 4の「B-1,B-2,B-3」，図 5の「C-
1,C-2,C-3」，合計 9件の仮説クエリーを例とし
て，実際に文献で報告されている仮説かどうかを，
PubMed Central の検索結果及び PubMed を用
いて検証する．(5.2.1～5.2.3節におけるPubMed
の使用時期は 2006年 5月頃である)
検証は，各仮説クエリーのグループ名に応じて，
以下の方法で行った．

• グループ S → HITした PubMed Central の文
献の共出現部分の記述に基づいて検証

• グループH → HITした PubMed Central の文
献に基づいて検証し，仮説に関する記述が無い
場合は PubMed で検索して検証

• グループ N → PubMedで検索して検証

5.2.1 実験A

実験 Aの仮説クエリー (図 3の A-1, A-2, A-3
) について検証する．

A-1「antimicrobial peptide(抗菌ペプチド) AND
wound healing(創傷治療)」は，HIT数が 7，SET
数が 2のグループ Sの仮説クエリーである．この
SET数が 2とは，手段の用語と効果の用語とが
500文字以内で共出現する文献が 2件存在するこ
とを意味する．そこで，この 2件の文献の共出現
部分を調査した結果，一方の文献 (付録 1のA-1)
の共出現部分に，仮説を支持する記述が見られた．
この文献情報と該当する部分とを図 6に示す．こ
の文献では，抗菌ペプチドは創傷治療のプロセス
に影響することが記述されている．また，この文
献の本文中では，「創傷修復 (wound repair)」とい
う用語を用いて，抗菌ペプチドは創傷修復におけ
る機能を持つことが記述されている．よって，こ
の仮説クエリーの示す仮説は正しいと考えられる．

A-2「calcitonin gene-related peptide(カルシト
ニン遺伝子関連ペプチド) AND wound healing(創
傷治癒)」は，HIT数が 4，SET数が 0のグループ
Hの仮説クエリーである．このHITした 4件の文
献を調査したところ，この仮説に関係する記述は
見当たらなかった．そこで，このA-2の仮説クエ
リーをPubMedで検索して調査したところ，付録
1の A-2の文献の Abstract中に仮説に関する記
述が見られた．この文献情報とマッチ部分とを図
7に示す．この文献では，カルシトニン遺伝子関
連ペプチド (CGRP)の新しい血管を形成する働
きは，病理生理学上の創傷治療の現象に重要であ
ることが指摘されている．よって，この仮説クエ
リーの示す仮説は十分意義があると考えられる．

A-3「delta sleep inducing peptide(デルタ睡眠
誘発ペプチド) AND wound healing(創傷治癒)」
は，HIT数が 0，SET数が 0のグループ Nの仮
説クエリーである．この仮説クエリーは HIT数
が 0のため，検証できなかった．そこで，上記と
同様に，この A-3の仮説クエリーを PubMedで
検索した．しかし，PubMedで検索してもこの仮
説クエリーに関する文献は見当たらなかった．
なお，A-3のように，PubMedで検索しても 0

件の仮説クエリーは，まだ誰も試みていない未知
の仮説の可能性がある．こうした未知の仮説は，
研究者が発想する上で役に立つものと考える．

5.2.2 実験B

実験 Bの仮説クエリー (図 4の B-1, B-2, B-3
) について検証する．
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実験A：A-1 の結果
仮説クエリー antimicrobial peptide AND wound healing
pmcA 59560
文献情報 Robert Bals. Epithelial antimicrobial peptides in host defense against infection.

Respir Res. 2000; 1(3): 141-150.
出現箇所 Abstract

出現部分

Beside their direct antimicrobial function, antimicrobial peptides have multiple
roles as mediators of inflammation with effects on epithelial and inflammatory cells, in-
fluencing such diverse processes as proliferation, immune induction, wound healing,
cytokine release, chemotaxis, protease-antiprotease balance, and redox homeostasis.

図 6: 仮説クエリーの結果

実験A：A-2 の結果
仮説クエリー calcitonin gene-related peptide AND wound healing
PMID 2159144
文献情報 Haegerstrand A, Dalsgaard CJ, Jonzon B, Larsson O, Nilsson J. Calcitonin gene-

related peptide stimulates proliferation of human endothelial cells. Proc Natl Acad
Sci U S A. 1990 May;87(9):3299-3303.

出現箇所 Abstract

出現部分

The effects of the vasoactive perivascular neuropeptides calcitonin gene-related
peptide (CGRP), neurokinin A (NKA), neuropeptide Y (NPY), and vasoactive
intestinal polypeptide (VIP) on proliferation of cultured human umbilical vein en-
dothelial cells (HUVECs) were investigated.
· · ·
We thus suggest that CGRP may act as a local factor stimulating proliferation of
endothelial cells; that the mechanism of action is associated with cAMP formation;
and that this effect of CGRP may be important for formation of new vessels dur-
ing physiological and pathophysiological events such as ischemia, inflammation, and
wound healing.

図 7: 仮説クエリーの検証 A-2

B-1「Phellodendri Cortex(黄柏) AND anti-
inflammatory(抗炎症)」は，HIT数が 2，SET数
が 2のグループ Sの仮説クエリーである．この
仮説クエリーがマッチした文献 2件を調査したと
ころ，付録 1の B-1の文献では Table 5，Table
7，Table 9 に，付録 1の B-1’の文献では Table
5，Table 6 に，それぞれ黄柏は抗炎症の作用が
あることが記述されていた．よって，この仮説ク
エリーが示す仮説は正しいと考えられる．

B-2「Cinnamomi Cortex(桂皮) AND anti-
inflammatory(抗炎症)」は，HIT数が 1，SET数
が 1のグループ Sの仮説クエリーである．この
仮説クエリーがマッチした文献 1件は上記と同様
の付録B-1である．しかし，この文献のマッチ部
分 (Table 6)には，桂皮の抗炎症作用について記
述されていない．(桂皮の血行促進作用について
記述されている)．そこで，この B-2の仮説クエ

リーを PubMedで検索したところ，例えば付録
1の B-2の文献ではAbstractの一番最後の文に，
桂皮は急性の炎症に対する抑制作用を持つ成分を
含むことが記述されている．よって，この仮説ク
エリーの示す仮説は正しいと考えられる．

B-3「cherry bark(桜皮) AND anti-
inflammatory(抗炎症)」は，HIT数が 0，SET数
が 0のグループ Nの仮説クエリーである．この
仮説クエリーは検証できないため，PubMedでこ
れを検索したところ，例えば付録 1の B-3の文
献では Abstractの一番最初の文に，野性の桜皮
は伝統的に炎症に関連する症状 (例えば咽頭炎な
ど)に使用されていることが記述されている．よっ
て，この仮説クエリーが示す仮説は正しいと考え
られる．
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5.2.3 実験C

実験 Cの仮説クエリー (図 5の C-1, C-2, C-3
) について検証する．

C-1「lactoferrin(ラクトフェリン) AND viral
infection(ウイルス感染症)」は，HIT数が7，SET
数が 1のグループ Sの仮説クエリーである．この
仮説クエリーがマッチした文献 1件を調査したと
ころ，マッチ部分には，仮説に関する記述は見当た
らなかった．そこで，このC-1の仮説クエリーを
PubMedで検索したところ，例えば付録 1のC-1
の文献では，標題にてラクトフェリンはウィルス
感染を妨げると記述されており，Abstract中では，
ラクトフェリンはアデノウィルスの複製を妨げる
ことができたと記述されている．ここから，C-1
の示す仮説が正しいと考えられると同時に，C-
3「lactoferrin(ラクトフェリン) AND adenovirus
infection(アデノウイルス感染)」の示す仮説も正
しいと考えられる．

C-2「lactoferrin(ラクトフェリン) AND HIV
infection(ＨＩＶ感染症)」は，HIT数が 4，SET
数が 0のグループHの仮説クエリーである．この
HITした文献 4件を調査したところ，付録 1のC-
2の文献中，Backgroundの 2パラグラフ目に，仮
説に関する記述が見られた．この部分では，「HIV
transmission(ＨＩＶ感染)」という用語を用いて，
ラクトフェリンにおける免疫機能の減少は母乳に
よる HIV感染の高い確率と関連していると記述
されている．よって，この仮説クエリーが示す仮
説は十分意義があると考えられる．

5.2.4 文献による検証可能な仮説の数の比較

5.2.1節から 5.2.3節にわたり，文献検索によっ
て仮説の有効性を検証した．各実験の文献検索結
果は，センテンスでHITしているものは S，通常
に文献HITしたものはH，文献HITしないもの
はN というグループとしてカウントしているが，
本節では，SとHの和集合を取り，少なくても 1
件以上の文献にHITした仮説をV(文献による検
証可能な仮説の数)とし，この値について 5.1節
の結果と併せて検証する．
まず，4節における実験結果をVを用いて集計
すると，以下のようになる．

• 実験 Aの 57件中，Vは 32件 (56.1%)，N
は 25(43.9%)．

• 実験Bの 108件中，Vは 26件 (24.1%)，N
は 82(75.9%)．

• 実験 Cの 62件中，Vは 15件 (24.2%)，N
は 47(75.8%)．

これら仮説の中には 5.1節で述べたように不適
切な仮説が含まれているため，ライフサイエンス
辞書による検証の結果を入れると適切な仮説の件
数は，実験 Aが 57件中 44件，実験 Bが 108件
中 18件，実験Cが 62件中 29件となる．これら
適切な仮説の件数に対して上記の Vの値を計算
すると，以下のようになる．

• 実験 A の適切な仮説 44 件中，V は 23 件
(52.3%)，Nは 21件 (47.7%)．

• 実験Bの適切な仮説18件中，Vは2件 (11.1%)．
Nは 16件 (88.9%)．

• 実験 C の適切な仮説 29 件中，V は 12 件
(41.4%)，Nは 17件 (58.6%)．

これらから，実験 Aは約 5割，実験 Cは約 4
割の仮説が文献による検証可能な仮説であるのに
対し，実験Bは約 1割であり，他に比べて低い割
合である．
この実験 Bの割合が低い原因は，実験 Bの仮

説に用いられる用語が，文献ではほとんど使用
されていないためと考えられる．実験に使用した
PubMed Central の文献の総数は 17279件であ
るが，実験Bの仮説の手段の用語，例えば Phel-
lodendri Cortex(黄柏) が単独で文献 HIT する
件数は 3件，Cinnamomi Cortex(桂皮) は 5件，
cherry bark(桜皮) は 0件である．また，実験 B
の仮説の効果の用語である anti-inflammatoryは
829件，antiinflammatoryは 141件の文献にHIT
するのに対して，antiinflammation は 1 件の文
献しか HITしない．このように，実験 Bの仮説
に用いられる用語はほとんど文献に使用されてい
ないことが分かる．
一方，実験 Aは約 5割が文献による検証可能

な仮説，実験 Cは約 4割が文献による検証可能
な仮説である．ところが，残りの仮説 (実験Aは
約 5割，実験 C は約 6割)は今回の実験データ
(PubMed Central 2005/12/11ダウンロード分)
では検証できない．ただし，これら仮説は「類推
結果としては適切であるが，調べた範囲の文献で
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図 8: 特願 1997-194081に示されたペプチド

は HITしない仮説」であるため，有効性が明ら
かになる可能性は十分ある．
例えば実験Aの仮説「natriuretic peptide(ナト
リウム利尿ペプチド) AND wound healing(創傷
治癒)」は類推結果として妥当であるが，実験結果
におけるHITした文献数は0件である．ところが，
2007年 6月時点において PubMedでこの仮説を
検索したところ，例えば付録 1のA-4の文献が見
つかった．この文献は最近 (2007年 6月)出版され
たものである．この文献のAbstractでは，「本実験
結果は，B-type natriuretic peptide(BNP) が皮
膚の創傷治療における役割を果たす可能性を示唆
している」と報告されている．B-type natriuretic
peptideは natriuretic peptideの一種であるため，
この仮説は有効であるといえる．
このように，検証できない仮説も有効性が明ら
かになる可能性がある．

5.3 因果関係の適応範囲の確認

実験により生成された仮説クエリーは，特許文
献に記述された因果関係から類推したものである．
その特許文献には，因果関係の適応範囲が示され
ている．ここで，仮説クエリーが因果関係から類
推されたものであるならば，仮説はその特許に書
かれた因果関係の適応範囲を越えたものであるこ
とが必要である．よって，本節では，実験で使用
した因果関係の抽出元の特許文献を調査すること
により，仮説クエリーの示す仮説が，その因果関
係の適応範囲を越えていることを確認する．なお，
調査対象の特許文献は，抽出元の JAPIO出願抄
録と，その公開特許公報である．

5.3.1 実験A

実験 Aのベースとなった特許文献及びその公
開特許公報 (【公開番号】特開平１０－２９１９
３７)には，特定のペプチド (図 8参照)が手段と
して示されているが，それ以外のペプチドは記述
されていない．それに対し，仮説クエリーでは，
図 8のペプチド以外のペプチドを手段とする仮説
が生成されている．よって，ベースの適応範囲を
越えた仮説が生成されていることを確認した．

5.3.2 実験B

実験Bのベースとなった特許文献及びその公開
特許公報 (【公開番号】特開平１０－１０９９４
１) には，厚朴溶媒抽出物という厚朴を溶媒で抽
出したものが手段として示されているが，それ以
外の生薬などの材料は記述されていない．それに
対し，仮説クエリーでは，厚朴以外の生薬を手段
とする仮説が生成されている．よって，ベースの
適応範囲を越えた仮説が生成されていることを確
認した．

5.3.3 実験C

実験 Cのベースとなった特許文献及びその公
開特許公報 (【公開番号】特開平１０－２５９１
３７) には，インフルエンザウイルスまたはサイ
トメガロウイルスに対する感染防除効果が示され
ているが，それ以外の感染症などに対する効果は
記述されていない．それに対し，仮説クエリーで
は，サイトメガロウイルス感染症も含め，それ以
外の感染症に対する効果を示す仮説が生成されて
いる．よって，ベースの適応範囲を越えた仮説が
生成されていることを確認した．

5.4 仮説の選択方法

本研究で生成される仮説の件数は，ベース及び
シードタームの選び方によっては，大量になる可
能性がある．その中からどのような仮説を選択す
べきかの判断材料として，仮説の文献HIT数 (図
3，4，5に示すHIT数参照)の情報が利用可能で
ある．
仮説リストを文献 HIT数で降順にソートする

と，
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1.多数の文献にHITする仮説
2.少数の文献にHITする仮説
3.文献にHITしない仮説

の 3つに分かれる．ここで，

• 1の仮説は，既知の事実の可能性がある．

• 2の仮説は，研究例が少ないため研究上有
望な仮説の可能性がある．

• 3の仮説は，まだ誰も研究していない未知
の仮説の可能性がある．

と言える．
1と 2の例として，実験Aの「calcitonin gene-

related peptide(カルシトニン遺伝子関連ペプチ
ド) AND wound healing」は 4件の文献に HIT
し，「cyclic peptide(環状ペプチド) AND wound
healing」は 1件の文献にHITする．カルシトニン
遺伝子関連ペプチドの仮説の方が長いキーワード
で構成されているにもかかわらず，環状ペプチド
の仮説よりも多数の文献にHITしている．よって
相対的に，カルシトニン遺伝子関連ペプチドの仮
説の方が既知の事実の可能性があり，環状ペプチ
ドの仮説の方が研究例が少ないため研究上有望な
仮説の可能性がある．なお，PubMedでこれら仮
説を検索しても同様にこの検索件数の差があった．

3の例として，実験Aの「delta sleep inducing
peptide(デルタ睡眠誘発ペプチド) AND wound
healing」は文献にHITしない．また，この仮説
を PubMedで検索しても同様にHITしない．そ
のため，この仮説はまだ誰も研究していない未知
の仮説の可能性がある．
このように，仮説の件数に基づいて 1～3の可
能性を判断できる．これら情報を手がかりとし，
利用者 (研究者)は自身の方針に基づいて仮説を
選択することができる．
なお，仮説の中には類推結果として不適切な結
果が含まれるが，これら不適切な仮説の生成さ
れる原因とその除去方法については 5.1.4節で述
べた．

5.5 関連研究との比較

本研究の内容を，1.特許を知識源として活用，
2.仮説クエリーの生成，3.文献検索による仮説

検証，の 3点から捉え，それぞれ関連研究と比較
する．
特許を知識源として活用する他の方法として

は，TRIZ [19] がある．TRIZは，ロシアの特許
技術者 Genrich Altshullerらが膨大な特許を調査
し，発明における問題解決のプロセスを分析して
整理した問題解決理論である．TRIZでは，例え
ば昆虫などの生物標本の表面積を測定する問題の
場合は次のように解決する．昆虫は，表面の形状
が複雑なために測定が困難であるため，解法とし
て「マークとして新しい物質を物体の上に挿入す
る」ことを示し，銀の被膜を塗布してその量を測
定することで問題解決を図る．これに対して本研
究では，この事例の解法から，銀以外の物質でも
被膜できないだろうか？という仮説を立てる．つ
まり，TRIZは過去に特許で使われた自然法則を
利用して問題解決を図る技術者思考の発想支援で
あるのに対し，本研究は特許で使われた自然法則
から新たな自然法則の仮説を立てる科学者思考の
発想支援である点が異なる．
本研究の仮説クエリーの生成とは，仮説として

有効なキーワードの組み合わせの生成とも見える．
有効なキーワードの組み合わせを生成する研究と
して，例えば西原らの研究 [20]がある．この研究
は，過去の学会発表タイトルなどに出現するキー
ワードから，キーワード Aとキーワード Bの単
出現頻度の積から導いた共出現確率と，実際の共
出現頻度の比を使い，そのキーワードA，Bの組
み合わせを評価している．そのため，西原らの方
法から出力されるキーワードの組み合わせには，
過去に出現しない新しい組み合わせは生成されな
い．これは，西原らの方法が流行の予測方法であ
るためである．それに対し，本研究は因果関係か
ら類推することで，新しい仮説が生成されうる方
法である点が異なる．
本研究では，文献検索によって仮説を検証する．

文献検索を利用して仮説を検証する研究として，
例えば北村らの研究 [21]がある．この研究は，肝
炎診療データから血液データ (GPT)とほかの検
査データとの相関関係をデータマイニングして得
られたルール知識 (仮説) [22] に対して，それらを
MEDLINEで文献検索している．ここで，データ
マイニングは，膨大な情報から規則などを発見す
るための方法であるため，帰納推論の考え方とい
える．よって，北村らの研究は帰納推論した結果
を仮説としているのに対し，本研究では類推した
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結果を仮説とする点が異なる．

6 まとめ

本研究では，特許文献から抽出した因果関係を
ベースとして類推を行い，仮説を生成した．そし
て，その生成された仮説を検証した結果，仮説と
して十分意義があるものが含まれることが確かめ
られた．
今回の実験では，専門用語の合成語の特徴に基
づく類似性を利用した．用語の類似性については，
他にも，シソーラスを用いる方法や，ベクトル空
間モデルによる方法など [23] が提案されている．
今後はこれらの方法との併用について検討したい．

謝辞 本研究は，国立情報学研究所で作成さ
れたNII-NACSISコレクションのNTCIR-3を利
用させて頂きました．深く感謝致します．
ライフサイエンス辞書プロジェクト代表で，京
都大学大学院薬学研究科の金子周司教授には，最
新のライフサイエンス辞書データを提供して頂き
ました．深く感謝致します．
農業生物資源研究所基盤研究領域ゲノムリソー
スセンターの計算機資源を利用させて頂きました．
また，同研究所の天野晃氏には多くの助言を頂き
ました．深く感謝致します．
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科の宇
陀則彦准教授には貴重なコメントを頂きました．
深く感謝致します．
なお，本研究は，研究課題「特許文献を利用し
た研究開発支援システムの構築」(研究番号 16-
431)として，日本科学協会笹川科学助成金を受け
ています．

参考文献

[1] 國藤進：発想支援システムの研究開発動向
とその課題, 人工知能学会誌, Vol.8, No.5,
pp.552-559, 1993.

[2] 三輪和久 (編)：特集創造的活動の理解と支援,
人工知能学会誌, Vol.19, No.2, pp.194-246,
2004.

[3] 植田一博：科学者の類推による発見, 人工知
能学会誌, Vol.15, No.4, pp.608-617, 2000.

[4] 折原良平：発想支援システム「知恵の泉」,
人工知能学会誌, Vol.9, No.2, pp.248-257,
1994.

[5] Eric G. Bremer and Jörg Hakenberg and
Eui-Hong Sam Han and Daniel Berrar
and Werner Dubitzky, Knowledge Discov-
ery in Life Science Literature: International
Workshop, KDLL 2006, Singapore, April 9,
2006, Proceedings (Lecture Notes in Com-
puter Science / Lecture Notes in Bioinfor-
matics).

[6] Don R. Swanson, Two medical literatures
that are logically but not bibliographically
connected, Journal of the American Soci-
ety for Information Science, Vol.38, No.4,
pp.228-233, 1987.

[7] 石川大介，石塚英弘，宇陀則彦，藤原譲：特
許文献における因果関係の抽出と統合, 情報
知識学会誌, Vol.14, No.4, pp.105-118, 2004.

[8] 石川大介，石塚英弘，宇陀則彦，藤原譲：用
語の類似性に基づく類推 -薬学情報を例とし
て-, 2005年情報学シンポジウム, 講演論文
集, pp.35-40, 2005.

[9] 石川大介，石塚英弘，宇陀則彦，藤原譲：特
許文献における因果関係の抽出と統合 -概要
とその後の展開-, 情報知識学会誌, Vol.15,
No.3, pp.98-106, 2005.

[10] ライフサイエンス辞書プロジェクト：
http://lsd.bioscinet.org/ja/index.

html

[11] PubMed Central:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/

[12] PubMed :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/

query.fcgi?db=PubMed

[13] Jingjuan Lai, Hanxiong Chen, Yuzuru Fu-
jiwara: An information-base system based
on the self-organization of concepts repre-
sented by terms, Terminology, Vol.3, No.2,
pp.313-334, 1996.

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 3

-179-



[14] 藤原譲：情報学基礎論の現状と展望-学習・思
考機構と超脳計算機への応用-，情報知識学
会誌，vol.9，no.1，pp.13-29, 1999.

[15] NTCIR：
http://research.nii.ac.jp/~ntcadm/

index-ja.html

[16] 金子周司，鵜川義弘，大武博，河本健，竹内
浩昭，竹腰正隆，藤田信之：ライフサイエン
ス辞書から生命科学オントロジーへ, 情報知
識学会誌, Vol.15, No.4, pp.1-9, 2005.

[17] PMC FTP service:
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/pmc/

[18] 社団法人東京生薬協会：
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/

shouyaku/

[19] 三菱総研知識創造研究部 編著，山田郁夫 監
修：図解TRIZ - 革新的技術開発の技法，日
本実業出版社, 1999.

[20] 西原陽子，砂山渡，谷内田正彦：有効な組合
せの発見による創造活動支援，電子情報通信
学会論文誌 D-I, Vol.J87-D-I, No.10, pp.939-
949,2004.

[21] 北村泰彦：分散動的情報源からのアクティブ
情報収集-肝炎データマイニングにおける発
見ルールフィルタリングの試み-, 人工知能学
会誌, Vol.20, No.2, pp.157-163, 2005.

[22] Miho Ohsaki, Yoshinori Sato, Hideto Yokoi
and Takahira Yamaguchi A Rule Discov-
ery Support System for Sequential Medical
Data, In the Case Study of a Chronic Hep-
atitis Dataset, ECML/PKDD-2003 WS on
Discovery Challenge, 154-165 (2003.9)

[23] 内海彰：言語と類似性，人工知能学会誌,
Vol.17, No.1, pp.8-13, 2002.

付録

付録 1: 文献検索による検証で検索された文献の
書誌情報

A-1 (pmcA: 59560) Robert Bals. Epithelial an-
timicrobial peptides in host defense against
infection. Respir Res. 2000; 1(3): 141-
150.

A-2 (PMID: 2159144) Haegerstrand A, Dals-
gaard CJ, Jonzon B, Larsson O, Nilsson J.
Calcitonin gene-related peptide stimulates
proliferation of human endothelial cells. Proc
Natl Acad Sci U S A. 1990 May;87(9):3299-
3303.

A-4 (PMID: 17446197) Singer AJ, Jurukovski
V, Simon M, Ma JY, Protter A, Arura B,
Soroff HS. The presence of B-type natri-
uretic peptide in burns and the responsive-
ness of fibroblasts to BNP: proof of princi-
ple. Acad Emerg Med. 2007 Jun;14(6):503-
7.(Epub 2007 Apr 19.)

B-1 (pmcA: 442117) Hiromi Kobayashi, Kuni-
aki Takahashi, Nobuyuki Mizuno, Haruo
Kutsuna, and Masamitsu Ishii. An Al-
ternative Approach to Atopic Dermatitis:
Part I - Case-Series Presentation. Evid
Based Complement Alternat Med. 2004
June; 1(1): 49-62.

B-1’ (pmcA: 516458) Hiromi Kobayashi, Kuni-
aki Takahashi, Nobuyuki Mizuno, Haruo
Kutsuna, and Masamitsu Ishii. An Al-
ternative Approach to Atopic Dermatitis:
Part II - Summary of Cases and Discus-
sion. Evid Based Complement Alternat
Med. 2004 September; 1(2): 145-155.

B-2 (PMID: 8874812) Kubo M, Ma S, Wu J,
Matsuda H. Anti-inflammatory activities
of 70% methanolic extract from Cinnamomi
Cortex. Biol Pharm Bull. 1996 Aug;19(8):1041-
5.

B-3 (PMID: 16328068) Yamaguchi K, Liggett
JL, Kim NC, Baek SJ. Anti-proliferative
effect of horehound leaf and wild cherry
bark extracts on human colorectal cancer
cells. Oncol Rep. 2006 Jan;15(1):275-81.

C-1 (PMID: 11750941) Arnold D, Di Biase AM,
Marchetti M, Pietrantoni A, Valenti P, Seganti

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 3

-180-



付録 2: ライフサイエンス辞書から抽出し，実験 A，実験 B，実験 Cに使用したリストの一部
日本語見出語 英語見出語 意味情報
カルシトニン遺伝子関連ペプチド calcitonin gene-related peptide 生体内物名
... ... ...
ペプチド結合 peptide bond 様態・状況
... ... ...
抗菌ペプチド antimicrobial peptide 化合物

— 実験 A

桜皮 cherry bark 生薬
... ... ...
黄柏 Phellodendri Cortex 生薬
... ... ...
大脳皮質 cerebral cortex 体の部位名

— 実験 B

ＨＩＶ感染症 HIV infection 病名
... ... ...
アデノウイルス感染症 adenovirus infection 病名
... ... ...
院内感染 hospital infection 現象，行為

— 実験 C

L, Superti F. Antiadenovirus activity of
milk proteins: lactoferrin prevents viral in-
fection. Antiviral Res. 2002 Feb;53(2):153-
8.

C-2 (pmcA: 493286) Angela M Amedee, Jenna
Rychert, Nedra Lacour, Lynn Fresh, and
Marion Ratterree. Viral and immunologi-
cal factors associated with breast milk trans-
mission of SIV in rhesus macaques. Retro-
virology. 2004; 1: 17. (2006年12月11日受付)

    (2007年9月1日採択)

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 3

-181-



生業文化を考える 
印刷博物館設立と運営そして目指すもの 

Considering our Livelihood as Culture - the establishment and  
operation of the Printing Museum, Tokyo and  

what we are aiming for. 
 

宗村 泉* 
Izumi MUNEMURA 

 
国公立が設立運営している美術館、博物館とは違い、企業が設立運営しているミュージアムは、

それぞれが専門性を生かしたユニークな活動を展開している。印刷博物館も、凸版印刷株式会社

の１００周年記念事業として２０００年１０月に開館し、生業である「印刷」をテーマとした専

門博物館として７年間の活動を続けてきた。その間、企業のＣＳＲ活動を担う重要な拠点として、

試行錯誤の中にも社会的に意義ある成果を出してきた。 
ここでは、身近な印刷をテーマとしているこの博物館を、どのような経緯、コンセプトで立ち上

げたのか、さらにその活動によって目指すものは何かをまとめてみる。加えて、印刷の大きな歴

史の概要を記して、印刷のもつ文化性や社会性、歴史的価値についても言及する。 
 
 

１ はじめに 

印刷は、歴史の中で人々との関わりを通じて、

社会や文化に大きな影響を与えてきた。中国で

発明された印刷術は、それまで手で書き写され

ていた文字や絵を、早く、大量に複製すること

を可能とし、ドイツのグーテンベルクによって

完成された金属活版印刷術は、その後のヨーロ

ッパの発展に多大な貢献をしたことも周知の

ことである。 

そして現在では、印刷がこれまで培ってきた

技術や表現、さらに文化が、コンピュータや通

信との融合によって、コミュニケーションの未

来社会を形成するための、重要なメディアとし

て大きな可能性を開きつつあると言えよう。 

ここでは、２０００年１０月に、その印刷の

過去、現在、未来の姿をわかりやすく伝えるた

めに開館した印刷博物館が、どのような経緯を

たどり、どのような考えで活動してきたか、準

備段階から述べてみたい。加えて、およそ１３

００年もの時間を経て発展してきた印刷につ

いて、その歴史の概要を述べる。 

２ 凸版印刷株式会社の概要 

印刷博物館の母体である凸版印刷株式会社

（以下トッパン）の歴史について、その概略を

紹介する。 
トッパンは、１９００年（明治３３年）に、

当時の 新鋭技術であるエルヘート凸版法を

もって、大蔵省印刷局出身の技術者により凸版

印刷合資会社を創立したことからはじまる。 
２０年にはパッケージ専門の小石川紙器工

場を開設し、３８年には、当時東洋一といわれ

た板橋工場を竣工、操業を開始する。 

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 3

-182-

月例懇話会報告



戦後の一時期は、通貨等製造工場管理規則に

より大蔵省管理工場に指定され、紙幣の印刷も

手がけていた。 
５８年には建材用化粧紙の製造を開始。６０

年に、メサ型トランジスタ製造用マスクなどの

精密部品を製造し始める。これが今日のエレク

トロニクス事業の出発点である。 
６１年には銀座にサービスセンター（現トッ

パンアイデアセンター）を開設し、業界ではい

ち早く企画部門を開設した。 
７０年、コンピュータ組版をわが国で初めて

実用化。また７３年には「トッパンＴＨグラビ

アプロセス」が完成、印刷技術としては初めて

海外へ技術輸出をする。 
７６年には、現在では普通に食卓に並ぶジュ

ースや、お酒などの長期保存が可能な液体用紙

容器を、また７８年にはＩＣチップインカード

を開発。９５年に、紙製飲料缶「カートカン」

を開発。９９年、デジタル化に対応して、デジ

タルコンテンツ流通事業開始。 
 
文化貢献活動としては、８５年にフランス文

化省との共催による「日仏現代ポスター展」開

催。８７年には「印刷史料館」を開設。また、

９０年「日本のポスター１００」収集と復刻事

業完成。そして引き続き９５年には「欧米のポ

スター１００」復刻事業を完成。 
２０００年には、創立１００周年記念事業と

して、トッパン小石川ビル竣工。トッパンホー

ル、印刷博物館が開館する。 
０１年、「粟津潔と凸版印刷株式会社『印刷

博物館の開設』」が毎日デザイン賞特別賞受賞。

同年、印刷博物誌と印刷博物館が「第１５回東

京ファッション協会クリエイション大賞」を受

賞した。 

３ 印刷博物館設立までの経緯 

印刷博物館の設立に関しては、古くは戦前か

らその企画があった。１９４０年頃、東京オリ

ンピック開催に合わせて、わが国初の印刷博物

館設立企画が提案されるが、戦争でオリンピッ

クと共に幻に終わる。 
戦後では、５２年、第１回印刷文化展にて「印

刷あり、文化あり」の標語が発表され、印刷と

文化の強い絆が明文化される。 
７０年に開催された世界デザイン会議の講

演では、当時の当社澤村社長が「わが国にもグ

ラフィックアーツの博物館が必要である」と明

言。博物館の必要性を訴えた。 
８５年には、当社８５周年事業として「凸版

印刷８５年史」が発行され、８５周年を記念し

て、翌年に総合研究所が設立され、８７年には、

上記社史編纂でまとめた印刷資料を展示公開

するために「印刷史料館」を総合研究所内に開

館した。 
９５年、５年後の１００周年を見越して記念

事業プロジェクトが発足。印刷博物館構想が立

ち上がる。  
９８年、設立準備室を改め印刷博物館とする。

同年印刷博物館展示計画案を策定。社内外から

人員増加して学芸員５名、スタッフ３名の８名

が開館の準備を進める。 
９９年、グラフィックデザイナーの粟津潔氏

が館長に就任。 
２０００年３月に設立に関するプレス発表

を行い、同年４月にトッパン小石川ビルが竣工。

そして同年１０月６日に開館レセプション開

催。１０月７日に一般公開。 

４ 印刷文化の深耕 

4.1 印刷の過去、現在、未来を展示 

印刷博物館での展示や研究、情報発信といっ

た活動の目的は、ひと言でいえば、印刷と人々

の文化、印刷と人間学を伝える。ということに
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なろう。 
「印刷」というのは、実は長い歴史を持って

おり、これまでに文化を形成し、文明を発達さ

せてきた情報インフラである。しかし、現代は

デジタル社会が進み、情報の形成、伝達、保存

などのあり方が激変している。そこでこの時こ

そ、印刷の社会的役割をしっかりと後世に伝え

る必要があるのではないかと、印刷博物館の設

立を計画した。 

具体的に印刷博物館の活動コンセプトを以

下に表す。 

① 印刷の役割と意義を広く社会に公開。 

② 印刷の広がりと可能性を提案。 

③ 印刷表現技術を再確認、重要性を次世代に

伝承。 

④ 研究、教育機能を充実させ、印刷文化学を

確立。 

              
 
 
 
4.2 『印刷博物誌』と「印刷文化学」 

９５年からもう一つの記念事業である「凸版

印刷１００年史」編纂事業がスタートした。こ

の１００年史編纂と同時に、印刷の百科全書と

でも言うべき『印刷博物誌』の編纂も始まる。 

９６年初頭、『印刷博物誌』編纂委員会が発

足し、編集長に当時東京大学教授で現在は印刷

博物館館長の樺山紘一氏が就任。以後５年の歳

月をかけ、１００名を越す学識経験者、研究者

によって執筆された印刷のすべてをまとめた

書物が完成（０１年６月）。 

この『印刷博物誌』と印刷博物館は、書物と

展示という表現形態の違いこそあれ、編集コン

セプトとコンテンツは同じであり、これら２つ

の活動を通じて、これまで存在が無かった印刷

に関する学問的価値を見出す、つまり「印刷文

化学」を確立することを目指すことを大きな目

標とした。 

 
 
 
 

５ 進化する博物館をめざして 

5.1 工夫を凝らした展示システム 

２１世紀の到来が目前に迫った時期に開館

した博物館であるため、これまでの博物館の展

示とは違う、いくつかの特長を備えた次世代の

博物館を目指すことを主眼として企画した。そ

の主な特長が、独自の展示方法と情報コミュニ

ケーションの方法である。 
以下それぞれの展示スペースについて、その

特長を記す。 
 
① プロローグ展示ゾーン 
・展示品への解説、説明をせずに、来館者の

感覚で見学してもらう。 

・展示品のほとんどがレプリカであり、その

ために可能な露出したままダイナミック

に展示をする。 

・本展示場の総合展示ゾーンの予備スペー

スとして、来館者へのレクチャーに使用す

るなど、活用の幅を持たせることができる。 

 図１ プロローグ展示ゾーン 

印刷の過去、現在、未来をわかりやすく伝える

印刷文化学の確立 
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② 本展示場 
・机型の展示台を採用し、移動が可能な展示

システムとする。これにより展示替えが容

易にできる。 

・企画と総合（常設）展示を同一フロアで開

催でき、スペースの有効活用ができる。 

・パネルを展示せず、展示台の映像システム

で解説をするという次代の情報システム。 

・印刷の歴史に沿った展開であるが、順不同

のコラム展示であり、来館者の観覧方法に

自由度をつけた。 

・椅子に座っての閲覧も可能とし、長時間滞

在可能なパーソナル対応の博物館である。 

 

 図２ 本展示場（総合展示） 
 

③ 印刷工房 
・産業としては消滅するのが時間の問題と

なった、活版印刷の保存と伝承、動態保存

として公開する場所である。 

・活版印刷の歴史、文化、技術を調査・研究

する。 

・活版印刷を使った体験ができ、教育機関、

学校にも対応。  

・活字による表現、タイポグラフィや書体な

どの研究。  

 

 図３ 印刷工房 
 
④ ＶＲシアター 

・次世代の情報システムの紹介を兼ね、シア

ターが持つ没入感、臨場感、精密表現など

新しい表現手法のひとつとして公開して

いる。 

・従来の映像コンテンツとは違った、双方向

対話型メディアを理解する。 

・コンピュータの性能向上とともに、表現も

向上する進化型メディアである。 

 

⑤ Ｐ＆Ｐギャラリー 

・地階では、印刷の歴史がテーマであるが、

ギャラリーでは現代の印刷表現をテーマ

として展示している。 

・ギャラリー機能だけではなく、ワークショ

ップが可能なスペース。 

・クリエイターや得意先といったプロをタ

ーゲットとして設定している。 
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 図４ Ｐ＆Ｐギャラリー 

 
5.2 ソフト、コンテンツの蓄積 

これまで当博物館のハードの特長を記して

きた。この特長を生かして展示したソフトや、

コンテンツをそのまま蓄積していくことで、博

物館としての知識の幅を増やしていくことが

できる。つまり、企画展で調査研究した成果を、

うまく総合展の中に落とし込むことによって、

総合展のコンテンツが増えていくという仕組

みである。（図５） 
他方では、企画展を行ってコンテンツなどを

蓄積させるのとは違い、博物館活動を生かした

ソフト、コンテンツの蓄積というものも進めて

いる。 

それは、学芸員ひとり一人が成長しコンテン

ツとなるという人的資源開発である。企画展を

担当することも当然、外部の研究会、講演会な

どに積極的に参加することで、人的コンテンツ

の蓄積が図られる。（図６） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企画展の開催

コンテンツの制作 

総合展示への展開

研究テーマの発見 

図５ コンテンツの蓄積 

企画展の開催

研究会・講演会開催

年報・紀要へ掲載 人脈作り 次期企画展へのテーマ

図６ 人的コンテンツの蓄積 
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5.3 コンテンツのデジタル化 

調査・研究によって得た情報、企画展に展示

した情報、人的情報など、集められた文字や画

像情報については、デジタル化できるものはデ

ジタル化して、それを当博物館の他のメディア

を使って２次的な利用を行う（図７）。すでに

どこの施設でも行っていることとは思われる

が、このシステムをスムーズに行えるようなイ

ンフラ整備の構築は思った以上に大変であり、

当博物館でも完全とはなっていない。

 
 

 
 

６ 今後の課題 

6.1 企業ミュージアムの長所、短所を知る 

当博物館のように、企業のメセナ活動の一環

として社会性を持った文化施設を持つ企業は

いくつもある。それらの企業は、その活動を通

じて何を求めているのか。純粋な文化貢献活動

なのか販促活動なのか。この部分のスタンスに

よって、活動形態がゆらぎもするし、確固たる

ものにもなると思われる。当博物館は社名の冠

もせず、自社製品も極力展示せず、より公共性

を保ちつつ活動しているが、企業イメージのア

ップの一助としていることも否めない。今後、

活動スタンスの取り方が、方向性を示すことと

なるだろう。 
また、活動評価の基準は何かということも、

今後明確にしていかなくてはならない課題の

ひとつである。入場者数なのか、マスコミ登場

数なのか、話題性なのか、さらには学術的な成

果なのかと、その基準の置き方もさまざまであ

る。館独自のものでも基準は作っていくべきだ

と考える。 
 

6.2 経営トップに理解を求める 

企業ミュージアムとしては、経営トップが理

解を示し、活動に積極的に参加してもらうこと

が重要であろう。経営層と共に運営を行う姿勢

を作ることも、博物館運営には大切な要素だと

考える。そのために、トップセールスをはじめ、

得意先に対しても有効な活動を行う仕組み作

りを考え、企画展やイベントで情報提供を行う。 
 

デジタル化

インターネット配信 他メディアへの展開 収蔵品データ

企画展コンテンツ 有識者情報 
研究・調査結果

図７ コンテンツのデジタル化 
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6.3 進化を見える形に 

運営母体が企業である以上、常に業績が良い

とは限らない。業績の如何によって活動資金の

増減があるために、どのような状態となっても

博物館での活動が見えるような工夫が必要で

ある。例えば、企画展が開催できない場合でも、

常設展の部分リニューアルを行うとか、ワーク

ショップやトークショーのようなイベントを

開催するなどして、活動に変化を持たせる活動

を行う。これには具体的な目標を定め、毎年活

動に変化をもたせるように計画し、博物館とし

ても進化を停滞させないようにしていく。 
 
6.4 印刷文化学確立を目指して 

後の課題であるが、これは学問的な課題で

あり、また夢でもある。 
印刷とは、これまで学問的追究をされていな

かった分野である。そこで、この博物館が中心

となって研究を進め、将来的には「印刷文化学」

としてひとつの学問的分野として確立したい

と考えている。 
同様に、このような活動を進めていくことで、

「印刷に関するコンテンツは印刷博物館にあ

り」といわれるだけの印刷についての知識を集

約した、印刷の殿堂としたいと考える。 
これこそが、印刷文化の深耕と進化の求める

姿かと思う。当社が存続する限り、無ければ困

るという高い存在価値を備えた、社会性の高い

企業ミュージアムを目指していきたい。 

７ 印刷の歴史と見どころ（要約） 

7.1 印刷の起源―中国が発祥の地 

・紀元前３０００年頃からメソポタミアの古

代バビロニアでは、図形や文字を彫った小型

の石や円筒印を粘土板に押しつけて複製を

作った。情報を複製する意味ではこの方法も

印刷の起源だともいわれる。 

・印刷としての起源は中国といわれているが、

確実な時期は不明である。隋末期から唐初期

の７世紀頃と推測されている。中国起源説の

根拠としては、いくつかの要因があげられる。

ひとつには１０５年に蔡倫によって発明さ

れた製紙術。また石碑から拓本をとることが

盛んにおこなわれたこと。さらには漢時代の

印章の使用などである。 
・印刷された時代がはっきりしている世界

古の現存印刷物は、わが国の「百万塔陀羅尼

経」（無垢浄光陀羅尼経）で７７０年の印刷

とある。ただし、韓国の慶州仏国寺の石塔（釈

迦塔）から発見された「無垢浄光大陀羅尼経」

はこの寺が建立された７５１年以前に印刷

されたものとされ、現在ではこの印刷物が一

番古いものとされている。 
・活字の製造についても中国が発祥の地とさ

れている。１１世紀半ば宋時代の畢昇という

人物が粘土を焼いて活字をつくる。また１３

世紀末から１４世紀初頭にかけて王禎が木

活字を発明し印刷する。 
・さらに高麗（朝鮮）では、１２３０年代にす

でに銅活字を用いて印刷した記録もある。 
 

7.2 西洋の印刷文化と東洋の印刷文化 

・東洋で起こった印刷術は、木版から活版印刷

をも生み出したが、結局木版印刷として近世

まで発展した。 
・ヨーロッパでは、中世まで書物の複製は写本

によるものであった。用紙も製紙術が伝わる

前はヴェラム（仔牛の皮）、パーチメント（子

羊の皮）などの羊皮紙であった。 
・製紙術がヨーロッパにも伝わり（１２～１６

世紀）、印刷技術も伝わると期が熟したよう

に金属活版術が生まれる。１４４５年頃ドイ

ツのマインツでヨハネス・グーテンベルクが

鉛を主成分とした金属合金鋳造活字技術を
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発明してから、以後急速にこのシステムの印

刷術が広まった。それによりおびただしい数

の書籍が印刷発行されることとなった。 
 

7.3 三大発明にも挙げられている「活版印

刷」が世界に与えた衝撃 

・正確にはルネサンス期の火薬、羅針盤、印刷

術の３大発明。この３つの発明のルーツは中

国である。火薬、羅針盤は１１～１２世紀に

発明され改良を加えられてヨーロッパで開

花した。 
・先に紹介したグーテンベルクの功績をまと

めると、 
－鉛合金活字の鋳造した 
－鋳型と母型をつくり活字を正確に大量に

鋳造することを可能とした 
－紙の両面に印刷できる印刷機を制作した 

ブドウ絞り機にヒントを得て作成した木製

のプレス機である 
－金属活字に適する油性ワニスで練った印

刷インキを用いた（当時使われ始めた油絵

具） 
などがある。 

・グーテンベルクはこの技術を用いて共同出

資者ヨハン・フストの協力を受けて「４２行

聖書」を１４５５年頃に完成する。他に「ド

ナトゥス文法書」「カトリコン」などを印刷

した。 
・活版印刷術の出現で１５世紀末までの５０

年間に約２５０都市１０００件を超える印

刷所が設けられ、そこで宗教書、科学書、文

学書、法学書などが印刷された。このように

グーテンベルクの発明は今まで一部の人々

に限られていた書物の恩恵を広く普及し、そ

のことは人々に知識を与え、産業を発展させ、

文化の伝承と発展に大きく貢献した。 
・その結果、ルネサンスを増長させ、ルターに

よる宗教革命の要因にもなったといわれる。 
・また、これまで書物をつくっていた写字生、

装飾職人などの職も奪う結果となった。 
 

7.4 日本における印刷の歴史 

・製紙術は６１０年に高句麗の僧曇徴によっ

て日本にもたらされたというのが一般的な

説となっている。印刷術も唐代に朝鮮半島を

経て日本に入ってきたと推測される。 
・７７０年に百万塔陀羅尼経を開版。１００万

基を大和地方の１０大寺（法隆寺、東大寺、

西大寺、薬師寺、興福寺、元興寺、大安寺、

四天王寺、崇福寺、弘福寺）に各１０万基を

寄進。 

 図８ 百万塔陀羅尼 
 
・８世紀から約３００年の間空白期間があり、

１０８８年（平安時代）「成唯識論」などが

印刷される。その後「春日版」（平安後期奈

良興福寺で開版、春日神社に奉納されたため

この名が付く）、「高野版」（鎌倉時代紀伊高

野山で開版 密教に関する書物）、「五山版」

（鎌倉時代京都臨済宗の五大寺を中心に印

刷 仏書以外に中国宋代の本などが開版）な

ど仏教寺を中心とした印刷がおこなわれる。 
・１５８２年天正遺欧少年使節団出発（大友宗

麟、大村純忠、有馬鎮貴大名の名代で伊東マ

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 3

-189-

月例懇話会報告



ンショ、千々岩ミゲル、原マルチノ、中浦ジ

ュリアン使節 他に印刷技術習得のための

少年３名 中の一人コンスタンチーノ・ドゥ

ラドは「原マルチノの演説」をインドのゴア

で印刷。西洋式活版印刷術で印刷した第一

号） 
・１５９０年に少年使節は長崎に到着。１５９

１年に加津佐にて国内活版印刷第一号「サン

トスのご作業のうち抜き書」「どちりなきり

したん」を印刷。 
・１６１４年キリシタン大禁令、活字印刷機は

国外追放となる。 
・１５９２年豊臣秀吉による文禄の役。李氏朝

鮮から印刷器具を奪い日本に伝える。翌９３

年に後陽成天皇に献上。後陽成天皇はこれを

用いて「文禄勅版」を刊行。続いて朝鮮活字

を模して作った木活字で「慶長勅版」を印刷。 
・この頃徳川家康は戦乱の世を省みて、治世に

文教の必要性を認識し、伏見円光寺に学校を

設け、木活字を作らせ８０冊ほどの書籍を印

刷する。（１５９９～１６０７年）いわゆる

伏見版である。 
・家康は１６０５年（慶長１０年）駿府に隠居。

ここで金地院崇伝、林道春に「大蔵一覧」の

印刷を命じる。合計１０万１８２本の銅活字

を使って１６１５年に完成。 
・同年家康は「群書治要」の印刷を命じる。新

鋳を加えた１１万３１８２本を使って印刷

し、翌１６年６月に完成。しかし完成を見る

ことなく４月に病没している。この２種の印

刷物が「駿河版」と呼ばれた、わが国初の銅

活字による印刷物である。 
・この後わが国の活版印刷は衰退し、かわって

木版印刷の時代となる。元禄時代は井原西鶴

の「好色本」がブームとなり、また浮世絵が

生まれた。 

 

図９ 駿河版銅活字（重要文化財） 
・１８世紀末期から１９世紀初頭の文化・文政

時代には町人文化が開花。「洒落本」「人情本」

「滑稽本」「読本」などが刊行される。 
・１８世紀中に鈴木春信が行った多色刷り版

画は「錦絵」として寛政期（１８世紀末）に

頂点に達する。 
・１８４９年オランダからスタンホープ印刷

機と欧文活字一式が将軍家喜に寄贈される。 
・幕末の１８５７年オランダからインデルマ

ウルという印刷技師が活版印刷用具一式を

もって長崎の出島で印刷所を開設。 
・長崎のオランダ語通詞本木昌造は明治２年

アメリカ人宣教師ウィリアム・ガンブルより

電胎法活字鋳造技術を習得し、翌年長崎で新

町活版所を開設する。本格的な活版印刷所の

はじまりである（後の築地活版所となる 明

治７年には秀英舎設立）。 
・１８７３～４年（明治６～７年）には石版印

刷が始まる。大正３年（１９１４年）にはオ

フセット印刷が導入される。 
・グラビア印刷は１９２２年頃から本格的に

始まる。 
・大正、昭和時代は書籍だけではなくポスター、
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引き札、カレンダーなど広告関連の印刷分野

も発達する。 
・戦後はアメリカの大量生産技術を導入し、印

刷も大型化、高速化、大量生産に加え品質の

向上も発達し、大きく成長する。 
 

7.5 脱活字の印刷技術について 

・活版以外の印刷技術の発明としては、１７９

８年にドイツのアイロス・ゼネフェルダーに

よって発明された石版印刷（リソグラフィ

ー）と、１８７９年にチェコのカール・クリ

ッチュによって発明された写真凹版（へリオ

グラビア）印刷である。 
・石版印刷は平版印刷であり、後にオフセット

印刷として大いに発展した。また写真凹版印

刷は凹版印刷であり現在のグラビア印刷と

なる。 
・１９２５年（大正１４年）の写真植字機の実

用化はわが国が世界初であり、その開発は石

井茂吉、森沢信夫の２名である。実質的な発

明は１９世紀末のイギリスであった。 
・１９７０年代始め、写植は従来のアナログ方

式からデジタル方式を採用。オフセット印刷

時代を迎えて大きく開花。現在では DTP の

出現により需要が減少。 
・コンピュータによる組版の開発。CTS の開

発（１９７０年代はじめ）。 
・オフセット印刷の隆盛。１９８０年代にコン

ピュータによる製版システムが導入。 
・今日では、活字から写真植字、コンピュータ     　　　　　　　　　　（2007年5月19日受付）

組版、そしてＤＴＰへと、デジタル技術が急　　　　　　　　　　　　 （2007年7月7日採択）

速に浸透し、めざましい発達を遂げている。 
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編集委員会だより

１． 学会誌の J-STAGE からの公開に対するアクセス数についてのお知らせ

すでにお知らせしましたように、本学会誌は昨年発行分 Vol. 16 から従来の冊子体、NII

からの公開に加えて J-STAGE からも公開することになりました（本学会誌 2007 Vol. 17,

1-1）。J-STAGE では登載誌に対するアクセス統計が利用可能となっています。本学会誌

は公開を始めてから半年をすぎましたので、これまでのアクセス数をお知らせいたします。

学会誌がどれだけ読

まれているかの一応

の尺度となると理解

しています。

月別の記事（論文）

累積数と全文 PDF の

ダウンロード数を右

の表に示しました。

これを見ると、１論

文あたり毎月約 10 回

PDF はダウンロードされていることになります。予想以上に高い数字だと思いますが、い

かがでしょう。情報科学分野ではおよそ 100 誌（2006 年度の集計、2005 年度は約 90 誌）

が J-STAGEに登載され、その平均PDFダウンロード数は1論文あたり年あたり約65（2006

年度の統計、2005 年度は約 50）となっています（和田 光俊, 時実 象一, 田口 友子, 情

報管理 2007 Vol. 50, 20-31; 和田 光俊, 私信）。したがって、本学会誌論文は J-STAGE

登載の情報科学分野雑誌の平均より 1.5 倍ほど多くの PDF がダウンロードされ、それだ

け多く読まれていると推察できます。このように、ダウンロード数は多いのですが、論文

の被引用数は残念ながら多くはありません。したがって、編集委員会のこれからの課題は

被引用数を多くするための方策を考えることです。これとともに、学会員の皆様に投稿論

文の内容の一層の充実をお願いする次第です。

このように、Web で、しかも無料で誰にでも、公開すると、思いもかけない人が学会誌

を目にすることになります。このことを示す２つの事例が最近ございました。１つめは、

本学会研究報告会で報告したものに「少し手を加えたもの」を本学会誌の引用なく他紙に

投稿したため、本学会誌を見ていたその担当査読者が、本学会誌で公表されているものと

投稿原稿との差分説明を求めたということがあったようです。研究報告会の予稿集といえ

ども、公表されていますので、本学会誌の引用をお忘れにならないようお願いをいたしま

す。２つめは、非会員から、研究報告会のある論文に対して、「定義や推論過程について

の説明がなく、無内容である」という趣旨の投書が本学会会長宛てにありました。その当

否はともあれ、非会員を含む多くの人が本学会誌を読むようになっている訳ですから、査

2007 年 記事数 PDF のダウンロード数 1 論文あたり

1 月 42 473 11.3
2 月 42 465 11.1
3 月 47 361 7.7
4 月 47 574 12.2
5 月 47 558 11.9
6 月 62 474 7.6
7 月 62 482 7.8
平均 平均　9.7 回/月
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読のない研究報告会予稿といえども、発表の内容や記述にはそれなりの配慮が必要である

と強く感じました。（文責：　国沢）

２　Vol. 17, No. 2 (2007) 正誤表

５月発行の No. 2 の表紙に誤植がありました。お詫びするとともに、訂正いたします。

　　　　　　　正誤表

情報知識学会誌第 17 巻 2 号の表紙の記載について、以下のように訂正します。

［正］Vol.17  No.2   （May.2007）

［誤］Vol.17  No.2   （Feb.2007）

                                   情報知識学会編集委員会

                                   〒110-8560 東京都台東区台東 1-5 凸版印刷㈱内

                                   TEL:03-3835-5692   FAX:03-3837-0368
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2007 年度　第 12 回情報知識学フォーラム～情報の発掘と再生～

2007 年度情報知識学フォーラム実行委員長

八重樫純樹（静岡大学情報学部・教授）

1.開催日時：2007 年 12 月 8 日（土）　13：00～17：30
2.会場　　：静岡大学浜松キャンパス佐鳴会館

　　　　　　　静岡県浜松市中区城内町 3－5－1
3.プログラム〔案〕

・「アーカイブズ情報の電子化・保存と共有化動向」

　　五島敏芳氏（国文学研究資料館アーカイブズ資料研究系・助教）

・「戦前期教科書の電子化・保存とその応用」

　　江草由佳氏（国立教育政策研究所　教育研究情報センター・研究員）

・「古典籍からの情報発掘～再生そして生命誌、ネットワーク～」

　　矢野　環氏（同志社大学文化情報学部・教授）

・「文化財情報の発掘と再生（１）」

　　田良島　哲氏（東京国立博物館事業部情報課・情報管理室長）

・「文化財情報の発掘と再生（２）」

[フォーラム参加費]
・会員　：2,500 円　　　・学生会員：無料

・非会員：3,500 円　　　・一般学生：無料

＊ 但し、会員、非会員、学生会員は資料代（1,500 円）込みであるが、一般学生は有料。

＊ Web からの事前申し込みの場合は上記の 500 円引きとする（手続き等は準備次第、学会

Web に掲載予定）。

[懇親会]
・ 12 月 8 日(土)　18：00～20：00、会場は静岡大学浜松キャンパス内を予定

・参加費　　　社会人：4,000 円、学生：3,000 円

[その他]
・ Web 申し込みやプログラム詳細については、準備が整い次第、学会 Web に掲載してゆき

ますので、御注意ください。

・なお、翌日の 12 月 9 日（日）は横断的アーカイブズ論研究会＊よる公開シンポジウム,「文

化・知識情報資源共有化とメタデータ」が引き続き同会場で開催されます（参加費：無料）。

（＊平成 17~19 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）「横断的アーカイブズ論

の総合化・国際化と社会情報資源基盤の研究開発」　課題番号：17300081）

[問い合わせ先]　〒432-8011 浜松市中区城内町 3－5－1　静岡大学情報学内

　　　　　　　　八重樫純樹（tel/fax, 053-478-1555 e-mail: yae@ia.inf.shizuoka.ac.jp）
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