
　　2007 年 12 月 8 日発行　第 17 巻 4 号　　　　　　　　　学術刊行物　ISSN　0917-1436

Journal of Japan Society of Information and Knowledge

情報知識学会誌
Vol.17　No.4　（Dec.2007）

～～～～～～～～～～～～～～～～目　　次～～～～～～～～～～～～～～

特集　第 12 回　情報知識学フォーラム「情報の発掘と再生」

蘇る古墳壁画の世界～装飾古墳のデジタルコンテンツ化～

………………………………………………………………………朽津 信明…207

アーカイブズ情報の電子化・保存と共有化の動向

………………………………………………………………………五島 敏芳…217

戦前期教科書の電子化・保存とその応用

………………………………………………………………………江草 由佳…225

古典籍からの情報発掘～再生としての生命誌、ネットワーク～

………………………………………………………………………矢野　環 …235

文化財情報の発掘と再生～「モノ」と「テキスト」のはざまで～

………………………………………………………………………田良島 哲…243

お知らせ　総会議事録と総会資料

　第 4 回（2007）情報知識学会論文賞

　第 5 回（2008）情報知識学会論文賞候補の推薦募集

　事務局からのお知らせ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　
　
　
　
　
　
　

情　報　知　識　学　会
http://www.jsik.jp/



2007 年度　第 12 回情報知識学フォーラム

情報の発掘と再生

　　　　　　　　　　　　　　　　　の開催にあたって

　本フォーラムは、従来実施してきました SGML/XML 研修フォーラムを継承・発展させたもの

です。昨年の第 11 回情報知識学フォーラム「情報の観察と計測―Web の情報知識学―」に引き

続き、様々な分野で先端的に過去の”資料（あるいは史料）“を対象として情報と知識の発掘・再

生を遂行・研究されている、古くてまったく新しい、現代テーマを中心に取り組む内容となって

おります。

　現代社会の中では、IT（情報技術）があらゆる分野に進出し、めまぐるしいほどに新しい情報

活動を切り開いております。現代社会の社会変化の要因の一つともなるほど、我々社会への普及

は目覚しいものがあることは日常の活動の中でも実感されることです。現代社会で行われる情報

活動は比較的社会共有の認識が得られますが、過去の社会における情報活動は、その再生にあた

っては、残された対象資料（あるいは史料）の探査（一般に不用となったものは時間とともに自

然に還る）そして往時の社会文脈の知識情報がなければ不可能です。

本フォーラムでは過去の空間で生成・利用された資料（あるいは史料）の情報知識の発掘と、

現代社会での再生を中心としたテーマを取り上げます。先にも述べましたように、現代社会にお

ける諸情報活動は、空間を同じにしており、比較的共通の認識が得やすいですが、過去の空間に

おける諸情報活動の再生は、記憶メデイアとしての“資料”が残されていること（探査）、そして

往時の社会文脈の知識情報が必須です。我々の未来社会は現代社会の上に築かれ、また現代社会

は過去の社会の上に築かれております。

本フォーラムは過去―現代―未来を繋ぐ、情報の「発掘」と「再生」について、現状を見直す

ことで今後の情報知識学が発展してゆく大きな糸口としたいと構想されました。

そのような視点で、現在、活躍されている 5 名の講演者の方から、多様な「情報」の発掘・再

生についての技術や理論、そして爆発的に Web 上に累積されてきている社会情報資源組織化の動

向等も一部合わせて報告いただけることになりました。

本フォ－ラムでは、最近、特に注目を集めている情報知識に関連した次のトピックについて具

体的に報告がされます。

＊ 蘇る古墳壁画の世界～装飾古墳のデジタルコンテンツ化～

＊ アーカイブズ情報の電子化・保存と共有化動向

＊ 戦前期教科書の電子化・保存とその応用

＊ 古転籍からの情報発掘~再生そして生命誌、ネットワーク～

＊ 文化財情報の発掘と再生～「モノ」と「テキスト」のはざまで～

本フォーラムを通じ、現代社会から「情報知識」に要請される課題にどのようにとりくんでゆ

けばよいのかに関心を有する方々と、情報知識学の新たな展開を探る機会になることを期待して

おります。

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 12 回情報知識学フォーラム実行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　八重樫　純樹



 [プログラム]
第 1２回情報知識学フォーラム　「情報の発掘と再生」
◎2007 年 12 月 8 日（土）　静岡大学浜松キャンパス佐鳴会館
開会挨拶：　13:00 細野 公男　（情報知識学会長）

フォーラムの趣旨紹介：　13:05 八重 樫純樹（フォーラム実行委員長：静岡大学情報学部教授）

講演：
13:10  40 分　朽津 信明 （東京文化財研究所 文化遺産国際協力センター・主任研究員）

「蘇る古墳壁画の世界～装飾古墳のデジタルコンテンツ化～」

　古墳の内部に描かれた壁画は、保存のためには公開は行わない方が好ましいが、公開できなければその価値

が理解されないという矛盾を抱える。その矛盾に対する一つの回答として、CG技術を用いたバーチャルリアリテ

ィによる壁画の公開が考えられる。本発表では、九州装飾古墳の壁画で行われたデジタルコンテンツ化の実例

を紹介する。

13:50  40 分　五島 敏芳（国文学研究資料館 アーカイブズ研究系・助教）
「アーカイブズ情報の電子化・保存と共有化の動向」
　日本におけるアーカイブズ（文書館，永久保存記録）の情報の動向を，電子化・保存・共有化の 3 つの点から

概観する。先行研究の成果に拠りながら，1)データの電子化が不均衡なこと，2)その電子化の多くが長期保存

に考慮していないこと，3)利用者へ分かりやすい内容を伝えようとする努力がみられること，4)文書館相互の

情報共有において資料目録の情報共有が意識されないこと，を指摘する。一方で新しい動きも見られる。国文

学研究資料館史料館の実験からはじまった電子的検索手段（資料目録，索引，検索システム等）のデファクト

国際規格EAD, Encoded Archival Description（符号化永久保存記録記述）の利用や，それらEADデータを

つないで共有する日本のアーカイブズの世界でのオンライン総合目録の構想についても紹介する。

14:30  40 分 江草 由佳（国立教育政策研究所　教育研究情報センター・研究員）
「戦前期教科書の電子化・保存とその応用」
　日本の教科書のうち，特に現行の検定教科書以前に使用された戦前教科書の電子化と応用の現状を述べ，

ケーススタディとして国立教育政策研究所教育研究情報センター教育図書館が所蔵する戦前教科書の電子化，

保存とその応用について述べる。

15:10 ～15:30　休憩
 
15:30  40 分 矢野　環（同志社大学 文化情報学部・教授）

「古典籍からの情報発掘～再生としての生命誌、ネットワーク～」
　一群の古典籍が含む情報を適切にデータ化することにより、その系統判別などを科学的に説明することがで

きる。必ずしも文字情報のみではなく、図像情報もまた数理的分析の対象となる。ここでは、三十六歌仙絵、池

坊専応口伝、茄子茶入の数理的取り扱いを紹介する。手法としては、数学的原理に基づく、

SplitsDecomposition,　Neighbornet, SuperNetwork さらに形態測定学の Elliptic Fourier Descriptor な
どである。

16:10  40 分 田良島　哲（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～「モノ」と「テキスト」のはざまで～｣
　長い歴史をくぐりぬけた文化財は、歴史的に重要な情報を豊富に含んでいるが、その活用のためには、文化

財が持つ歴史的な意味への自覚と、調査の積み重ねによる情報の蓄積が不可欠である。調査の歴史自体が、

文化財情報の再発掘の長い過程と言える。この報告では古文書や古典籍を素材として、その伝統的な調査プ

ロセスや事例を紹介しながら、過去からの文化財情報の蓄積についてより幅広い社会的共有を実現するため

に必要な課題を指摘する。

総合討論： 16:55－17:25  
閉会挨拶： 17:25－17:30  八重樫 純樹（2007 年度情報知識学フォーラム実行委員長）
第 12 回情報知識学フォーラム実行委員会：委員長　八重樫純樹（静岡大学教授）、委員　石塚英弘（筑波大学大学院教

授）、江草由佳（国立教育政策研究所研究員）、小川恵司（凸版印刷株式会社）、白鳥裕（大日本印刷株式会社）、高久雅生

（情報・システム研究機構プロジェクト研究員）、田良島哲（東京国立博物館情報管理室長）、研谷紀夫（東京大学大学院

特任助教）、長塚隆（鶴見大学教授）、根岸正光（国立情報学研究所教授）、村井源（東京工業大学特別研究員）



蘇蘇蘇蘇るるるる古墳壁画古墳壁画古墳壁画古墳壁画のののの世界世界世界世界〜〜〜〜装飾古墳装飾古墳装飾古墳装飾古墳ののののデジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツ化化化化〜〜〜〜    

 

Revival of ancient mural paintings  

–digital contents of decorated tombs- 

 

朽津信明* 

 Nobuaki KUCHITSU 

 

 古墳の内部に描かれた壁画は、保存のためには公開は行わない方が好ましいが、

公開できなければその価値が理解されないという矛盾を抱える。その矛盾に対

する一つの回答として、CG 技術を用いたヴァーチャルリアリティによる壁画の

公開が考えられる。本稿では、その実例を紹介していく。 

 

 It is better to close mural paintings in burial tombs for their 

conservation.  On the other hand, the value of the mural paintings can be 

realized only through their opening to public.  Virtual reality techniques 

using computer graphics can contribute to solve that contradiction, i.e. 

“conservation or opening to public.”  In this paper, some examples of 
digital contents of decorated tombs will be introduced. 

 

1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

 近年、奈良県明日香村の高松塚古墳におけ

る壁画の劣化の問題がマスコミなどで大きく

取り上げられているが、長い年月、地中の安

定した環境の中で保存されてきた古墳壁画が、

一度地上に晒されると、環境の変化によって

壁画は劣化していくことになる。その一方で、

壁画を元通り埋め戻してしまうことは、壁画 

________________________________________

*東京文化財研究所 

 National Research Institute for Cultural 

Properties, Tokyo, kuchitsu@tobunken.go.jp 

の保存だけを考えれば選択肢の一つと考えら

れるが、それでは古墳の価値を現代の人々が

共有することが困難となる。 

 このような、壁画の保存と公開の問題を解

決する方向性はこれまでにもいくつか提唱さ

れているが、本稿ではその中で、CG技術を用

いたヴァーチャルリアリティによる壁画の公

開について考えていく。 

 

2.2.2.2.装飾古墳装飾古墳装飾古墳装飾古墳とはとはとはとは何何何何かかかか    

2.1.2.1.2.1.2.1.定義定義定義定義    

 本稿では、壁画を持つ古墳として「装飾古
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墳」[1]を取り上げる。装飾古墳とは、古墳の

うち、その内部の石室や石棺に、彩色や線刻、

あるいは浮き彫りなどで、壁画などの装飾が

施されている古墳のことを指す。この場合の

「装飾」という言葉の意味が問題になるが、

例えば石室の壁面全体が赤く塗られているだ

けの古墳は通常は装飾古墳とは呼ばれず、あ

くまでも認識可能な何らかの人為的形状表現

が施されて初めて「装飾」と捉えられるよう

である。日本には10万基を超える数の古墳が

あると言われるが、その中で装飾古墳と認識

されている古墳は、高 5々00基程度しかない。 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.実例実例実例実例    

 先述の高松塚古墳やキトラ古墳も、内部に

装飾が施されている古墳であることから、装

飾古墳の一例と見なすことも可能ではあるが、

通常は装飾古墳の概念の中にこの二つの古墳

は含まれない。その理由としては、第一に、

７世紀末から８世紀初頭頃に造られたと考え

られている両古墳に対して、それ以外の装飾

古墳は５世紀後半から７世紀初頭までの間に

作られたと考えられており、時代的に一連の

文化としては捉えにくい点。そしてモチーフ

的に幾何学文が中心で（図１）、具象文があっ

てもシルエット状に表現される通常の装飾古

墳に対して、上記両古墳では人物像などがリ

アルな写実表現でなされている点。そして装

飾古墳では、天然の粘土質の物質が砕かれて

彩色顔料として用いられているのに対して、

上記両古墳では、人造顔料を含む、精錬され

た顔料が豊富に使用されている点[2]などが

指摘される。 

 

 

図図図図１１１１．．．．装飾古墳装飾古墳装飾古墳装飾古墳のののの幾何学文幾何学文幾何学文幾何学文    

 熊本県山鹿市・チブサン古墳（６世紀前半頃）

の壁画 

 

 装飾古墳は、熊本県と福岡県を中心とする

北部九州地方に集中して観察され、北関東か

ら東北地方南部にかけても確認されるが、そ

れ以外の地域にはごく僅かしか認められない。

この点においても、奈良県にある高松塚・キ

トラ両古墳とは明らかに区別される文化であ

る。 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.歴史的意義歴史的意義歴史的意義歴史的意義    

 通常の装飾古墳が、高松塚・キトラ両古墳

とは異なる文化であることを上記に述べたが、

このことは単なる古墳文化の中での違いでは

なく、日本の文化史上の大きな変換点がこの

間に存在することを示している。というのは、

高松塚古墳で使用が確認されている顔料は、

その後今日に至るまで日本画顔料として伝統

的に使用され続けているものであるのに対し
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て、通常の装飾古墳に使用されている顔料が

それと異なるということは、後の日本画の伝

統となるのとは異なる材料・技法により、装

飾古墳が造られていることを示すことになる

[3]。高松塚古墳やキトラ古墳が、朝鮮半島や

中国大陸の文化の強い影響で造られたとの解

釈に異論は見られないことから、端的な言い

方をすれば、現代の我々が日本画の伝統と認

識している文化はもともと日本列島にあった

ものではなく、もとはと言えば外国文化の強

い影響で成立したものが、その後日本列島内

に根付いていったものに過ぎないことがわか

る。それに対して装飾古墳とは、それ以前の

日本列島に存在した文化を現代に伝える存在

と言うことになり、その理解が日本文化を認

識する上で必要不可欠であることが実感され

よう。 

 

3.3.3.3.既存既存既存既存のののの「「「「保存保存保存保存とととと公開公開公開公開」」」」のののの両立法両立法両立法両立法    

 以上見てきたように、装飾古墳は、日本美

術の源流を探る上で鍵を握る存在と言えるが、

それを一般に広く公開することは通常は非常

に困難である。例えば未発掘の古墳石室の温

度湿度データが測られたことがあるが、それ

らは通常の外気の条件に比べて非常に安定し

ていることが報告されている[4]。それを公開

すると言うことは、せっかく安定した状態の

古墳の環境を壊すことになり、壁画の保存の

ために好ましくないということは言うまでも

ない。 

 このように古墳壁画の保存と公開の両立は

極めて困難であるが、その解決策としては大

きく二つの方向性に分けて考えることができ

る。すなわち、公開に重きを置き、壁画の公

開を原則としながら、その悪影響が極力壁画

に及ばない方法を模索する方向と、保存に重

きを置き、壁画そのものではなく代替品を公

開する原則で、その代替品をいかに本物近づ

けて本来の情報を得やすくするかという方向

である。 

 まず前者としては、密閉式かそれに近い保

存施設を作り、見学者は古墳内部には立ち入

らせず、ガラス越しに内部を覗き込む形で公

開する形が一般的である（図２）。この場合に

は、たとえガラスで仕切られていても、見学

者の立ち入り時には外気の影響が壁画に及ぶ

ことは避けられないことから、外気の環境が

古墳内部の環境と近くなる春と秋の限られた

日数だけ公開を行う事例が多い。それでも、

ガラス越しでは壁画を間近で実感することは

困難で、また複雑な形状の石室に描かれてい

る場合には、中に立ち入らずに覗くだけでは

死角になって見えない部分が少なくないとい

う問題も起こり得る。 

 

 

図図図図２２２２．．．．ガラスガラスガラスガラス越越越越しのしのしのしの壁画公開壁画公開壁画公開壁画公開    
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 一方の後者では、レプリカによる壁画の公

開が一般的で、いくつかの装飾古墳では、古

墳近傍に常時公開のレプリカ公開施設が設け

られている。レプリカというと、代替公開に

過ぎないと思われがちだが、レプリカならで

はのメリットがある点もここで指摘したい。

それは、複数の壁画を一堂に会して見学する

ことが可能である点であり、実際に熊本県立

装飾古墳館では、熊本県内の主たる装飾古墳

のレプリカが一室に集められて展示されてい

る（図３）。複数の壁画を一カ所で比較しなが

ら見学できる点は、本物の公開ではあり得な

いメリットと言え、レプリカ公開は必ずしも

本物の代替というだけには留まらない。 

 

 

図図図図３３３３．．．．レプリカレプリカレプリカレプリカによるによるによるによる壁画公開壁画公開壁画公開壁画公開    

 

 それでも、どんなにリアルに再現したとし

ても、レプリカを作成するのは現代の人間で

あり、当時の人間が残した細かい痕跡全てを

レプリカから実感することは不可能である。

その一方で、たとえ本物が公開されても、ガ

ラス越しの見学では壁画を間近に観察するこ

とは困難であり、古墳壁画の保存と公開の両

立は、既存の方法では必ずしも十分に行われ

ているとは言えない状況である。 

 

4.4.4.4.装飾古墳装飾古墳装飾古墳装飾古墳ののののデジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツデジタルコンテンツ化化化化    

4.1.4.1.4.1.4.1.コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ化化化化のののの意義意義意義意義    

 CG 技術を用いたデジタルコンテンツ化は、

古墳壁画の保存と公開の矛盾解決に新しい方

向性を与えるものとして期待される。この方

法では、公開されるのはCG映像であるため、

前章の分類で言えば、保存を優先させた上で

の代替品による公開の方向に当たるが、そこ

で公開される情報はレプリカとは異なり、本

物に基づく情報とも言える。つまり、壁画は

傷めることなく、本物に基づく情報を公開す

る方法として注目されるのである。 

 通常のレプリカ作成では、現代の材料を用

いてなるべく本物と近い見かけになるように

壁画を作成する。もちろん、本物の材料分析

を行った上で、それと同じ材料を用いること

も理屈の上では可能だが、それをしたところ

で最終的に絵画を描くのは現代の人間である

ため、全く同じものは作成できない。これに

対して写真を原寸大で示せば、本物の持つ情

報はかなり忠実に公開できることになるが、

写真では立体情報が表現できないため、質感

を実感するのは難しい。ビデオなどの映像を

用いて多方向から壁画を撮影した情報を公開

すれば、ある程度は立体感覚を実感できるよ

うになるが、現実には視点の位置は限られ、

壁画全体を実感することはどうしても困難と

なる。 

 これに対して、例えば壁画が描かれている
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石室に関して、その形状を位置情報として実

測しておいてから、それぞれの位置の持つ色

情報をそこに付加することができれば、任意

の方向・距離から見た壁画の見え方を示すこ

とが可能となるため、コンピューター上で本

物の質感を実感できることになる。これは、

壁画を傷めることなく、本物に近い情報を公

開できる方法として期待されることになる。 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.方法方法方法方法    

 古墳壁画をデジタルコンテンツ化する方法

は、むろん一通りに限定されるわけではない

が、概念的には先述の通り形状情報と色彩情

報の取得が基本となる。以下では、東京大学

池内研究室と凸版印刷株式会社との共同研究

として、九州国立博物館で公開されている、

福岡県・王塚古墳壁画のデジタルコンテンツ

化の事例[5]に基づいて、その作成方法につい

て概説する。なお、その後熊本県・弁慶ヶ穴

古墳や、福岡県・日岡古墳でも同様の試みが

なされ、同館でデジタルコンテンツが公開さ

れており、さらに熊本県・千金甲１号憤にお

いても同様のコンテンツ化が進められている。 

 対象となった王塚古墳は、福岡県桂川町に

ある、６世紀中頃に築かれたと考えられてい

る前方後円墳（図４）で、内部の横穴式石室

には、壁面を余すところなく彩色壁画が描か

れている。壁画は、赤、黄色、白、黒、緑、

灰色の六色で、円文や三角文のような幾何学

文様と、馬や人物などの具象文とが両方描か

れている。装飾古墳では彩色のバリエーショ

ンが最も豊富なものであり、九州装飾古墳と

しては唯一、国の特別史跡に指定されている。 

 

 

図図図図４４４４．．．．王塚古墳王塚古墳王塚古墳王塚古墳のののの外観外観外観外観    

（（（（c c c c 東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室・・・・凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷））））    

    

 

図図図図５５５５．．．．レーザーレーザーレーザーレーザー三次元三次元三次元三次元計測風景計測風景計測風景計測風景    

（（（（c c c c 東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室・・・・凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷））））    

 

 古墳壁画は通常の板絵などとは異なり、石

室のように不規則な形状を示す物体の表面に

存在しているため、まずはその壁画が描かれ

ている石室の形状情報が必要となる。形状情

報の取得は、レーザー三次元計測により行わ

れた（図５）。これは、石室をある程度見渡せ

る場所にレーザー距離計を置き、器財の場所

と対象となる石室それぞれの部位との距離を

求めていくことに基づく。むろん一度の計測

では石室全体の形状情報を得ることは不可能
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だが、場所をずらしながらそれぞれ計測可能

な部位の情報を集めていき、最後にそれを統

合することで、石室全体の形状を得ることが

可能となる。一見すると、写真を合成すると

きのイメージから、ある場所から取られた距

離の情報と、異なる場所で取られた距離の情

報とをピタリと組み合わせるのは困難なよう

に感じられるが、実際には部位が同じであれ

ばその表面形状はどの方向から計測しても一

致するはずであり、理屈の上では情報の統合

に支障はない。そのようにして得られた王塚

古墳石室の形状情報を、図６に示す。 

 

 

図図図図６６６６．．．．王塚古墳玄室王塚古墳玄室王塚古墳玄室王塚古墳玄室のののの形状情報形状情報形状情報形状情報    

（（（（c c c c 東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室・・・・凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷））））    

 

 次に、その石室に残されている色彩情報を

与える必要がある。色彩情報の取得は、分光

放射輝度計によって行われ（図７）、計測結果

は分光反射率曲線として得られた（図８）。こ

れは、本物の壁画を構成する部位が持つ光学

的性質を忠実に記録することができる方法で

あるため、一度情報を得ておけば、例えばそ

れを太陽光で見た場合の見え方や、松明の光

で見た場合の見え方など、任意の光源条件で

の見え方を忠実に再現できることになる。理

論的には、このようにして無限に細かく壁画

上の任意の点で光学的情報を得てから、それ

を上記で得られている形状情報の上に貼り付

けることができれば、本物に忠実な形状と色

彩を持つ情報が、コンピューター上に再現で

きることになる。 

 

 

図図図図７７７７．．．．色情報計測風景色情報計測風景色情報計測風景色情報計測風景    

 

 

図図図図８８８８．．．．赤色顔料赤色顔料赤色顔料赤色顔料のののの分光反射率曲線分光反射率曲線分光反射率曲線分光反射率曲線    

 

 ただし現状では、レーザー計測で得られる

形状情報の精度に比べて、厳密な光学情報を

得ることができる精度には限界がある。この

ため、基本的には写真情報をもとにして色情

報を構成しながら、それぞれの代表的な色の
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部分についてのみ厳密な光学情報を与えて補

正していく方法が現実的となる。古墳壁画の

場合には使用されている顔料のバリエーショ

ンが限られているため、その代表的な光学情

報を押さえておけば、それに基づいてそれ以

外の部分についても色情報を構築していくこ

とがある程度可能であると言える。このよう

にして作成された、王塚古墳壁画の現状情報

を図９に示す。図７からも明らかなように、

現在の王塚古墳石室内部には、構造補強のた

めに鉄柱が随所に立っていて広い視野を確保

するのが困難な状況にあるが、CG上では、そ

れらの存在を除去して情報を組み立てること

が可能であるため、現実には不可能な、広い

視野で石室内の様子を実感することが可能と

なる。このように、実物の公開ではあり得な

い情報を提供できることも、CGによる公開の

メリットの一つである。 

 

 

図図図図９９９９．．．．CGCGCGCGによるによるによるによる王塚古墳壁画王塚古墳壁画王塚古墳壁画王塚古墳壁画のののの現状現状現状現状    

（（（（c c c c 東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室・・・・凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷））））    

 

4.3.4.3.4.3.4.3.応用例応用例応用例応用例    

 上記は、古墳壁画が持つ現状情報のコンテ

ンツ化についての説明だったが、当然のこと

ながら古墳壁画は、描かれてから現在に至る

までの間の経年変化で顔料の退色などが起き、

状態は当初とは変わってきていると考えられ

る。そこで、得られた現状情報に基づいて、

壁画が描かれた当時の状態を推定する試みが

次の段階として考えられる。これは、本物の

壁画を公開することでは決して与えることの

できない情報であり、CGならではの強みとも

言える情報発信となる。 

 

 

図図図図１０１０１０１０．．．．ベンガラベンガラベンガラベンガラのののの退色傾向退色傾向退色傾向退色傾向    

図８に示したような分光反射率曲線に基づき、

L*a*b*表色系で色表現を行うと、ベンガラは退色

に伴って矢印のような色変化を示す[[[[6666]]]]。 

 

 描かれた当時の壁画の状態は、現存する顔

料の分析に基づいて推定していく。例えば、

王塚古墳における赤色部分は、科学分析の結

果、鉄を主成分とする「ベンガラ」と呼ばれ

る顔料で表現されていることが明らかにされ

ている[2]が、ベンガラが退色する際には一定

の色変化の傾向を示すことが指摘されている

（図１０）[6]。ということは、現在計測され
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る色情報に基づき、退色の際の傾向を加味し

て考えれば、描かれた当時の色の傾向をある

程度は推測可能ということになる。むろん、

描かれた当初であっても壁面の濡れ具合など

で見え方が変わってくることは容易に想像さ

れ、当初の色というのを厳密に一義に特定す

ることはできないが、少なくとも今見られる

姿よりは確実に当初の状態に近いと言える情

報を、CG上で構築することは可能である。こ

のような考え方で、王塚古墳の壁画について、

一部分で当初の状態を推定して再現したもの

が、図１１である。 

 

 

図図図図１１１１１１１１．．．．王塚古墳壁画王塚古墳壁画王塚古墳壁画王塚古墳壁画のののの当初推定図当初推定図当初推定図当初推定図    

（（（（c c c c 東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室・・・・凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷））））    

 

5.5.5.5.考古学研究考古学研究考古学研究考古学研究へのへのへのへの応用応用応用応用    

 以上のようにして古墳壁画のデジタルコン

テンツを作成することで、壁画の保存と公開

という困難な両立について可能性を示せるば

かりでなく、考古学や美術史の分野に対して、

純粋に学問的貢献を果たせる場合もあり得る。

以下ではその一例として、壁画が描かれたと

きの光源環境について検討する。 

 現在、密閉された古墳の石室には、通常の

状態では自然光は差し込まず、我々が壁画を

見学するためには懐中電灯などの人工的な光

を古墳内部に持ち込む必要がある。ならば、

灯りと言えば松明のようなものしかなかった

であろう古墳時代に、どのようにして灯りを

得ながら壁画が描かれたのかという疑問が出

てくることになる。松明を始終壁面に近づけ

て壁画を描いていたにしては、壁画の表面に

全くと言ってよいほど煤が沈着していないの

が不自然だという指摘もあり、一方で煤がつ

かないほど松明を壁面から離した状態では、

果たして色の区別ができるのかが疑問とされ

ている。 

 

 

図図図図１２１２１２１２．．．．松明光松明光松明光松明光でででで見見見見たたたた壁画壁画壁画壁画のののの見見見見ええええ    

（（（（c c c c 東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室東京大学池内研究室・・・・凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷））））    

隣り合う三角文の色の区別が付かない場合が多

く存在する。 

 

 そこで、前章で得られた壁画の色情報をも

とに、松明の光で壁画の見え方をシミュレー

ションすることを試みた。松明の光は、実際

に木材を燃やしてスペクトルを得て、煤が壁

につかない距離を計算して照度条件を与え、

色の見え方を考察した（図１２）。その結果、

太陽光では識別が可能な、緑色顔料と黒色顔
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料との違いが、松明光では識別困難であるこ

とが明らかにされた。 

 この緑色顔料と黒色顔料とは、成分的に異

なる天然鉱物で構成されている[2]ことから、

壁画を描いた人々は両者のことを、異なる色

を表現する別の顔料と認識し、塗り分けてい

たことが確認される。だとすれば、その両者

が部位によって塗り分けられた壁画が描かれ

た際には、緑色顔料と黒色顔料との識別が可

能な光源環境下だったと考えられる。このこ

とは、もしも当時の人々が現代の我々と同程

度の視覚を持っていたと仮定すれば、王塚古

墳の壁画は太陽光の下で描かれた可能性が高

いことを示すと言える。具体的に言えば、石

室が組まれ、その上に土が被せられて墳丘が

完成してからではなく、石室が構築される過

程で、天井石が載せられる前の、太陽光が十

分に差し込む段階で壁画は基本的に描かれ、

その後で土が被せられて古墳が完成したので

はないかと推測される。この仮説は、壁画が

いつ、何の目的で描かれたのかという、考古

学・美術史学的に最も根本的な疑問に関して

議論を行う上で、有力な情報を与えることに

なると思われる。 

 

６６６６．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 レーザー三次元計測により形状情報を取得

し、それに色情報を加えることで古墳壁画を

CGで表現することにより、通常は困難とされ

る壁画の保存と公開を両立することに貢献で

きる。得られた情報に基づき、壁画が描かれ

た当時の様子も、推定して示すことが可能と

なる。こうした成果に基づき、松明光で壁画

を見たときの見え方をシミュレーションした

結果、太陽光下でなければ色の識別が困難な

塗り分けがなされていることが確認され、こ

のことは、古墳完成後ではなく、石室が組ま

れていく過程で壁画が描かれた可能性を示唆

すると考えられる。 
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アーカイブズ情報の電子化・保存と共有化の動向
A movement of digitizing, archiving and sharing archival information in Japan

五 島 敏 芳＊

Haruyoshi GOTOH

　小稿は，日本におけるアーカイブズ（文書館，永久保存記録）の情報の動向を，電
子化・保存，共有化の視点から概観する．先行研究の成果に拠りながら，1)データの
電子化が不均衡なこと，2)その電子化の多くが長期保存を考慮していないこと，3)利
用者へ分かりやすい内容を伝えようとする努力がみられること，4)文書館相互の情報
共有において資料目録の情報共有が意識されないこと，を指摘する．他方で新しい動
きも見られる．国文学研究資料館史料館の実験からはじまった電子的検索手段（資料
目録，索引，検索システム等）のデファクト国際規格 EAD, Encoded Archival Description
（符号化永久保存記録記述）の利用や，それら EAD データをつないで共有する日本
のアーカイブズの世界でのオンライン総合目録の構想についても紹介する．

This article surveys the trend or a movement of archival information in Japan from the
viewpoint of digitizing, archiving and sharing.  Referring to earlier studies, it points out the
following trends: 1)unbalanced digitizing, 2)little consideration for long term data
preservation, 3)effort toward explaining easiness to understand for archives users, 4)almost
no consciousness of information sharing for archival finding aids.  On the other hand, there
is a new movement.  This article also introduces the following: challenging application of
EAD to Japanese archival finding aids, idea of online union catalog of archives in Japan, etc..

キーワード：アーカイブズ，アーカイブズ情報，動向，電子化，保存，共有化，EAD，
オンライン総合目録
archives, archival information, trend, movement, digitizing, archiving, information sharing,
EAD，online union catalog

1. はじめに
　アーカイブズ（文書館；永久保存記録，歴
史資料）情報は，文書館や，永久保存記録の
資料にかんする何らかの情報といえる．典型
的には，電子化（デジタル化）された資料画
像や資料本文が想起されやすい．しかし，そ
ういった資料内容の情報だけにかぎらない．
資料そのものの情報――書誌的情報や，資料
                                                          
＊ 国文学研究資料館
　National Institute of Japanese Literature
　E-mail: gotoh@nijl.ac.jp

にない情報――周辺の関連する脈絡の情報，
複数の資料のあいだの関係性や体系的秩序を
あらわす構造の情報もある．アーカイブズを
管理するために必要な情報――直接に資料を
制御するための情報もあれば，そういった制
御を可能にする文書館の施設・人材・経費等
などの経営資源にかんする情報もあろう．
アーカイブズ情報は，さまざまにかんがえら
れる．
　アーカイブズという言葉は，永久（または
長期）の蓄積・保存の概念をふくむ．これと
おなじようにアーカイブズ情報も，永久保存
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が意識されてよい．アーカイブズ情報は，アー
カイブズそのものを保存しつづけ活用しつづ
ける時間とおなじ時間を，共有するからだ．
　知識に変化をもたらす情報は，それが意味
をもつ存在のあいだで流通してこそ価値があ
る．アーカイブズ情報も，おおくの人びとに
共有されてこそ，アーカイブズの価値の発見
（や再発見）につながる．いまの情報流通の
技術的環境をかんがえれば，人や書面にある
だけの情報より，機械的に処理できる，とく
にコンピュータとそのネットワークであつか
える電子化された情報のほうが便利である．
　これらをふまえ，日本でのアーカイブズ情
報にかんする状況を，電子化・保存，共有化
といった視点からながめていく[1]．ただし，
小稿筆者の能力の限界もあって，議論の範囲
を限定する．アーカイブズ情報のなかでも，
実物の管理のための情報に焦点をしぼり，具
体的には，利用者・管理者双方の工具（ツー
ル）である検索手段（資料目録）を，主たる
対象とする．電子的に発生した（born-digital）
記録は，中心的にはとりあげない．

2. 日本における現状（抄）
電子化・保存
　じつは日本におけるアーカイブズ情報の電
子化・保存について，はっきりした状況を提
示できない．その理由には，アーカイブズの
資料収蔵者（機関，個人をとわず）の総数を
把握できないこと，意味のある情報の提供に
必要な工程を実施しづらい環境があること，
をあげる．そのため総体として，各地のアー
カイブズ情報は，あまり電子化が進んでいな
いか，偏りがある，と推測する．
　地方史研究協議会は，1990年までに「歴史
資料保存機関」として 5,820の機関を数えた[2]．
しかし，その後 10年以上のあいだには，市町
村の合併があり，およそ地方行政が財政的に
悪化し，指定管理者制度が導入され…，といっ
た歴史資料保存機関にとっての困難が現出し
た．公共施設といえども整理統廃合の対象と
なる現在，あるいはそれらの機関は 1990年よ
りも前の数に減少しているかもしれない．情

報技術は，活用に費用も人材も要する．この
負担にたえられる機関が，どれほどあるのか．
電子化に着手しないという選択も，じゅうぶ
んかんがえられる．
　かつて国文学研究資料館史料館は，歴史資
料の〈目録のための目録〉を作成することで，
「史料所在」を把握しようとしてきた．その
対象となった目録の発行者はしばしば，その
目録へ収録した資料を収蔵する文書館等の機
関であった．つまり「史料所在データベース」
から歴史資料保存機関の情報が得られるはず
だが，目録発行機関に限られた．また同館「史
料情報共有化データベース」――公開可能な
資料群の概要情報（ガイド）を収蔵者みずか
らが作成し提供しあう場として構想され
2001年に公開された――では，公開可能機関
に限られ，みずから作成し提供する参加機関
はすくなかった．
　このように文書館等の機関（ないし収蔵者）
の正確な現在数は把握できていないし，また
その情報を把握して維持することは電子化に
ともなう困難とおなじく困難な状況にある．
　しばしば文書館等の収蔵者は，資料目録を
冊子体で刊行し，そのためにデータベースを
作成する．この資料目録は，およそ日本では
図書の目録のように 1点ごとの書誌的情報で
構成される．研究者ではない資料の利用者は，
明確な目的をもって資料をさがしていないば
あい，ふつうその資料がどういった資料なの
かを知りたいとおもうだろう．数百，数千と
いった規模の点数であれば，1 つひとつがど
ういった資料なのかを知りたいとおもうより
は，全体がどういった内容かを知りたいとお
もうだろう．しかし，全体がどういった内容
か――すなわち資料群の概要情報は，解説・
解題のある資料目録をのぞいて，おおくの資
料目録では示されることはない．
　この資料群の概要情報を対象とした「史料
情報共有化データベース」への参加機関がす
くなかったことは前述したが，その状況はか
わっていない．2003～2005年度に科学研究費
補助金の助成をうけて国文学研究資料館が実
施したアーカイブズ情報にかんする研究[3]で
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は，アンケートや訪問によって大規模に関係
機関を調査した．その結果の公開資料群の情
報は，「史料情報共有化データベース」へ格納
され，いま機関等で 594，資料群単位で 13,591
を数える．しかし，そのほとんどは代理的に
情報を整備（ときに作成）し公開したものだ．
この事実は，日本では資料群情報に関心がな
いか何らかの障害があることを物語る．
　概要情報は，その内容に厳密な正確さを求
めれば，その作成過程に困難がある．資料群
全体の分析が必要になるからだ．電子化以前
に，そういった情報の作成への費用や人材の
投入は，即時明快な対費用効果をもとめられ
る状況から，躊躇されることだろう．
　いきおい単純作業で作成できる 1点ごとの
情報――書誌的情報，画像情報，本文情報へ
偏っていく．これらの比較的単純な情報は，
臨時のアルバイト作業員でも作成しやすい．
書誌的情報は，たとえば物的外形的特徴から
得ることができる．画像情報は，たとえば冊
子体なら頁（丁）の単位で撮影できるし，フィ
ルム撮影でも機械的に電子化できる．本文情
報なら，たとえば関心のある古文書解読のボ
ランティアがワードプロセッサで入力してく
れるかもしれない．かくして 1点ごとのデー
タの電子化が充実し，いっぽう概要情報は作
成も電子化もされない．
　そうした 1点ごとの情報が，しばしばアル
バイトによって作成されるならば，アルバイ
トが作業できる簡略な環境が用意されよう．
たとえばデータベースとして電子的に１点ご
との書誌的情報を入力していくとすれば，表
計算ソフトウェアやデータベース管理システ
ムは，典型的入力環境となる．誰しもが想起
でき流布している市販の表計算ソフトウェア
は，商用のそれであるから，その開発販売元
の都合しだいで改廃がある．とはいえ，ふつ
う版の異なる同じソフトウェアでは，上位互
換があるとされる．しかしながら，実際には
互換性が不完全で文書の書式がくずれること
もある．デファクト標準ながらも商用の応用
ソフトウェアで電子化されたデータは，長期
保存にふさわしいだろうか．

インターネットにおける提供
　いまやインターネットは，情報流通の場と
して，おおきな位置をしめる．そのインター
ネット上でアーカイブズ情報を提供すること
は，アーカイブズの世界においても重要であ
ろう．日本の文書館等のインターネット上で
の情報提供の状況は，柳沢芙美子氏がよく整
理している[4]．同氏の成果の一部を紹介する
ことによって，概容を把握したい．
　柳沢氏は，いわゆる文書館のみを対象とし，
具体的には 2005年 10月時に国立公文書館が
そのホームページで掲げていた「都道府県・
政令指定都市等公文書館一覧」[5]にある館を
事例とした（一部は同氏により補足）．都道府
県 30館，市町村等 16館の計 46館であった．
　すべての館が，URLを持ち，利用案内の基
本情報を提示していた．館の出版物にかんす
る情報は，都道府県 28館，市町村等 10館に
示される．展示の情報は，都道府県 25館，市
町村等 7館で，実際の展示の案内や，ときに
web上の展示も存在する．レファレンスは，
FAQが都道府県 10館と市町村等 2館，問い
合わせフォーム等が都道府県 3館と市町村等
3 館，という状況だった．リンク集は，都道
府県 16館，市町村等 3館が持っていた．
　これらの調査結果は一覧表にまとめられて
いるが，（おそらく数的規模から）とくに集計
がないため，ここに示してみた．これらの内
容の分析は，柳沢氏の成果に譲る．なお，都
道府県と市町村等にわけて集計したものの，
その別が，たとえば市町村等のほうがきめ細
かく情報を提供している等の何らかの傾向を
あらわしていることはないようだ．
　小稿としては，収蔵資料の説明と目録公開
に注目したい．まず収蔵資料（全体）の説明
は，都道府県 3館と市町村等 5館をのぞき，
何らかのかたちで存在する．つぎに目録公開
は，都道府県 18館と市町村等 6館で実現して
いる（さらに調査直後，北海道立文書館で検
索データベースが利用可能になったという）．
うち目録検索データベースは，都道府県 12
館と市町村等 3館で利用できた．収蔵資料の
説明がないか一覧表ていどで，目録検索デー

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 4

-219-



タベースが提供されているばあいは，都道府
県 3館，市町村等 2館である．通覧性の高い
冊子体目録の電子的代替物といえる PDF 文
書，Microsoft Excel文書，HTML文書での目
録提供は，PDFが都道府県 3館と市町村等 1
館，Excel文書が市町村等 2館，HTMLが都
道府県 3館だった．
　柳沢氏の調査から 2年が経過して，おそら
くインターネット上でのアーカイブズ情報の
提供は進展していよう．ていねいな追跡をし
ていないが，たとえば Excel 文書での目録公
開は都道府県の数館にもみられるようになっ
た．目録検索データベースも増加しているか
もしれない．収蔵資料の説明という資料群の
概要情報がないまま目録検索データベースが
提供されているばあいも，意外にすくなかっ
た，といえる．
　しかし，Excel 文書での目録公開や，目録
検索データベース，webギャラリー等画像提
供が増加しているとしても，前述の指摘と矛
盾しない．いずれも比較的単純に増加させて
いくことができる資料 1点ごとのデータが中
心となっているからだ．
　いま紹介した状況調査とともに，柳沢氏は，
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会の第
31回福井大会の大会テーマ研究会において，
福井県文書館のインターネット上での情報提
供の事例研究を報告している[6]．そのなかで
は，HTML文書や PDF文書での情報提供に積
極的価値をみとめ，検索機能として Google
の活用まで提案された．その安易さに肯くこ
とはできないが，問題提起として高く評価で
きる．しかし同報告にたいしては，何の質疑
応答も記録されていないほど，会場は無関心
だったようだ．そのような思考停止状態に
あっても，単純作業は不可能ではない．
　ほんらい同氏の提案とは別の，アーカイブ
ズの世界の国際的動向に沿う方向での議論が
なされてもよい．その芽は，翌年の同会第 32
回岡山大会の大会テーマ研究会における，中
川政宣氏の新潟県立文書館の事例研究による
ホームページ活用の報告[7]にあったようにお
もえる．同報告は，収蔵資料の情報の基本単

位を資料 1点ごとから文書群（資料群）ごと
へ転換することと，そのためにこれまでホー
ムページへ掲載してきた資料 1点ごとの件名
目録を掲載しないこと，その措置を充実した
解題・解説と件名目録とがともに掲載できる
までの階梯と位置づけて段階的発展を目指す
こと，を説いた．これまで日本では関心が向
けられなかった資料群情報を評価し，利用
者・管理者ともに意識変革をもとめる行動計
画としてホームページ上からの件名目録の除
去を提案した．これにたいし会場の反応は，
討論記録によれば，件名目録除去の反対に終
始した．その論拠は，もっぱら件名目録利用
者へのサービス低下をおそれるものである．
なお，業務の優先順位やバランスからの提案
でもあることは，およそ理解されていない．
　かかる状況からは，アーカイブズ情報につ
いて利用者へ分かりやすい内容を伝えようと
する指向性がうかがえるものの，まだそのた
めの具体的提案まで共有できないことが明ら
かである．かつて記述の国際標準を日本の
アーカイブズへ適用する実験がさかんにおこ
なわれ，記述要素の理解等をめぐって議論さ
れた一方，記述の国際標準の意図する情報共
有・交換のための具体的了解（作業，手順等
など）は等閑にされた．おそらく資料目録の
情報共有は，その関係者が漠然と希望し期待
しているだけで，それを具体的に進めるのに
必要な作業や手順等などへの理解も意識も足
りない状況にあるのではないか．

3. 電子的検索手段の標準EAD・EAC
　幸いにして小稿筆者は，資料目録の情報共
有へ必要な具体的作業・手順等などに気づく
ことができた．国際標準へ適用した日本の
アーカイブズの記述データを，コンピュータ
の検索システムへ実装しようとして，その対
象が複数の資料群と記述レベルにおよんだと
き，その検索システムでは検索結果表示に際
して各記述データの属する資料群や階層的関
係といった構造・脈絡が寸断される，という
問題に直面した．たとえば，ある 1つの記述
データを抽出すると，出所の資料群標題をは

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 4

-220-



じめとして，その記述データを含む各記述レ
ベルの資料標題が明示されない；事項や年代
で並び替えた各記述データは，ほんらい目録
表現上意図された配列秩序を喪失する，等な
ど，記述データが断片化した．国際標準に則
した記述をたんに電子化して目録検索データ
ベースにしようとすることに無理があり，あ
くまで資料目録や索引・一覧を含む多角的検
索システムすなわち検索手段として使用され
ることを考慮したデータへ変える必要を確認
できた．
　そうしたデータのための標準的枠組み（規
格）は，新たに開発するまでもなく，すでに
米国のアーカイブズの世界で開発されていた．
電子的検索手段のデファクト国際標準 EAD,
Encoded Archival Description（符号化永久保存
記録記述）[8]である．アーカイブズのための
MARC, MAchine-Readable Cataloging（機械可
読目録）といってもよい．
　いま述べた記述データ断片化の失敗と
EAD を日本のアーカイブズの資料目録へ適
用する試み[9]は，小稿筆者が国文学研究資料
館史料館で 2001年後半から 2002年 4月にか
けて体験したことだ．まだ当時の EAD の版
では XML に正式に対応していなかったが，
米国の初歩的実践にならって，まず XML で
書かれたEADデータの全文を表示するXSLT
スタイルシートを作成した．その表示が成功
した 2002年 5月，史料館内へアーカイブズの
記述ないし検索手段データの基本形として
EAD形式の採用を提案し，了解を得た上で，
史料館のホームページ上へ，おそらく日本国
内初のEAD適用事例として公表した．
　その後，日本では EAD に関心を持つ機関
等のいくつかが，EADによるデータ構築に取
り組みはじめ，また EAD の利用を検討しは
じめた．2005年度初より国立公文書館がEAD
ベースの検索システムとして「デジタルアー
カイブシステム」を公開し，2006年度には国
立公文書館アジア歴史資料センターがその情
報システムの更新に際して EAD ベースの検
索システムを導入した．このほか国立国語研
究所が，研究資料の記述・検索システムに

EAD を採用し，2005 年度より資料情報検索
システムとして公開している．
　このように EAD が一定のひろがりをみせ
てきた理由は，たとえば先の中川氏の言う文
書群の解題と件名目録を統合的にあつかえる
枠組みであることがあげられる．〈研究者向
け〉と，あまり一般には評判がよくない，階
層検索という，資料群から資料小群へと絞り
込んだり，上へもどって眺めたりできる閲覧
方法も，EADデータをもとにすれば容易に可
能となる．EADのデータは，資料群の階層的
構造にそくして自在に階層の深さを変化させ
ることができ（12 階層まで），しかもどの部
分に収まっているかを〈入れ子〉状に保存で
きるからだ．
　XML 形式ということから実現されるデー
タ加工の柔軟性にもとめられるかもしれない．
表示オブジェクトだけでなくデータ構造をも
XSLT によって変換でき，当初の用途とは異
なったデータの再利用の可能性がひらける．
XML 形式が，コンピュータの世界で長期保
存性と互換性を実現できるテキストファイル
であることも大きい．
　アーカイブズの電子的検索手段に EAD を
使用する理由は，説明の詳細を省くが，つぎ
の 4つにまとめられよう．
 a)SGML/XML というマークアップ言語であ
ること．

 b)大量の記述データを扱えること．
 c)電子的検索手段としてマルチレベル記述
を表現できること．

 d)電子的検索手段としてだけでなく電子記
録としてあつかうための枠組みも含まれ
ること．

　国文学研究資料館のEAD適用資料目録は，
はじめXML形式のEADデータ（EAD/XML
データ）を，冊子体目録のようにすべて表示
するか，要約やガイドのように部分的誘導的
に表示するか，いずれかだった．これを洗練
させた閲覧システムにくわえ，2006年度まで
にキーワードによって検索結果を抽出できる
検索システム（EAD-XML検索システム）原
型を研究開発し，ようやく現在，EAD-XML
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検索システムを公開できるまでにいたった．
検索システム部分は，検索キーワードにそく
して断片化される検索結果にたいして，いか
にアーカイブズのもつ階層的構造や脈絡を適
切に表現できるかというてんで，従来の検索
システム――たとえば図書館のOPACのそれ
――とはまったく異なり，開発が困難だった．
費用も時間も要した開発だったが，旧史料館
内での研究の中心者とその支援者（多くは情
報学の研究者であり，志のある業者数社も含
まれる）による海外調査や検索システムじた
いの研究が完成をみちびいた．
　EADが，きまった情報要素の一式をそなえ
ることから，この枠組みでデータを構築すれ
ば，それらのデータを共有・交換できるはず
である．すなわち，EAD/XML データのかた
ちでインターネット上へ公開するだけで，
アーカイブズのオンライン総合目録 union
catalogが実現する可能性がある．そして，前
述の EAD-XML検索システムは，1つの資料
群（1つの EAD/XMLデータの単位）にかぎ
らず複数の資料群を対象にでき，さらに複数
の収蔵者の複数の資料群をも対象にできるよ
うに設計されている．
　ここでヨリ検索の効率をあげるために，検
索語の辞書を使用する方法もあるが，もっと
伝統的に使用されてきた方法もかんがえられ
る．たとえば，図書館の目録では，書名から
本をさがすだけでなく，著者名から本をさが
すこともできる．その著者の情報をもとにし
て，さがしていた当初の目的の本とはべつの
本でおなじ著者がかいたものをさがしだすこ
とや，その著者が別名で書いた本をさがしだ
すこともできる．これが正確な例かどうかわ
からないが，典拠レコードを，アーカイブズ
の検索手段でも利用できるかもしれない．
　このアーカイブズの世界での典拠レコード
として，まず作成者の情報をとりあつかう枠
組みが開発中である．EAC, Encoded Archival
Context（符号化永久保存記録脈絡）という[10]．
EAC開発のなかで紹介される実例データは，
さいきんは団体・個人・家のいろいろなケー
スが豊富に示され，伝記や団体の歴史のよう

な記述までみられる．しかし，はじめ名称の
統制が主ではないかとおもわれるような例が
多かった．かつて小稿筆者は，2003年 12月
に日本のアーカイブズに登場する人物の情報
を素材に，EAC適用実験を公表したことがあ
る[11]．EAD-XML検索システムが，一応の完
成をみた現在になってやっと，EACの可能性
について実感できるようになった．

4. オンライン総合目録の構想：むすびに
かえて

　EAD/XML データは，アーカイブズの複雑
な階層的構造を表現できるほどに複雑でもあ
る．市販応用ソフトウェアでは，構築しづら
く，テキストエディタや XML エディタのば
あい，XML エディタが高価であることも問
題だが，EADの要素・属性・構造を熟知しな
ければデータを編集できない．
　これまで国文学研究資料館では，EAD の
データ構築のための支援工具を，市販応用ソ
フトウェアで作成してきた．しかし，支援工
具ではなく，〈もとのデータを入力しさえす
れば，EAD/XML データができあがる〉とい
う簡易な工具は，EADの効果が認識されだし
てその利用に期待を持つ者たちが日本でもす
こしずつふえてくるにしたがい，要求が高
まってきた．
　そこで国文学研究資料館「史料情報共有化
データベース」編集機能に，EAD/XML デー
タ出力機能を追加することになった．その以
前に，EAD/XML データとして構築するデー
タのかたちを，カリフォルニア大学バークレ
イ校図書館や同大電子図書館 CDL での実践
を参考にしつつ，固定することができたから
でもある．
　この編集機能では，資料群の収蔵者，資料
群，資料小群以下に，大きく入力編集の画面
が分けられ，前記の順に階層的にデータを格
納していくことができる．階層間のデータの
移動も可能で，もちろん作業の進行にしたが
い，資料群の情報のみにとどめることもでき
る．資料群の情報の直下に資料 1点ないし 1
件ごとの情報を収め，のちに資料小群が判明
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してきたら 1点ないし 1件ごとの情報を移動
する，ということもできる．
　情報の入力編集は，webブラウザのフォー
ム画面を用いるが，所定の XML形式や，別
に用意された工具によってCSV形式で，デー
タの一括登録も可能だ．
　作業を終えれば，あとは編集が完了した
データを公開に設定する．特定の部分を非公
開に設定することもできる．こうして，まず
「史料情報共有化データベース」として資料
群の情報を公開できる．つづいて EAD/XML
データとして，テキストファイルをダウン
ロードすることもできる．
　とくにダウンロードしなくても，そのまま
にしておけば国文学研究資料館における
EAD-XML検索システムの横断的検索機能の
検索対象として自動的に登録される．なお，
非公開に設定した部分のデータは，
EAD/XML データとして出力もされないし内
部的に検索対象となることもない．
　EAD/XML データをダウンロードするばあ
い，自分で公開するためか，または「史料情
報共有化データベース」のEAD/XMLデータ
出力機能では対応していない EAD の記述を
追加するため，といった用途が考えられよう．
　国文学研究資料館「史料情報共有化データ
ベース」編集機能を活用することで
EAD/XMLデータをつくり，それらEAD/XML
データを対象とするEAD-XML検索システム
によって横断的検索を実現する――これが，
いま紹介できるアーカイブズのオンライン総
合目録の構想だ．この総合目録では，EAD/
XML データを集中的に保存することもでき
れば，ダウンロードしたEAD/XMLデータを
各所で公開し分散的に保存することも選択で
きる．多くのアーカイブズ関係者に参加して
いただくことを願っている．

■「史料情報共有化データベース」編集項目
［登録情報］登録先(必須)，公開・非公開※1，
記述レベル※2※3，識別記号(必須) ，資料記
号(必須)，標題(必須) ，｛検索手段―標題(英
文とも)，―発行年代，―発行年代コード，―

符号化年代，―符号化年代コード，―改変事
項内容，―前付け(記述凡例等)．｝
［概要情報］年代―上限(西暦)，―下限(西暦)，
―主年代，―年代注記，出所・作成，規模―
書架延長(m)，―数量(点)，―物的状態注記，
｛要約，｝使用言語．
［利用者のための情報］利用条件，使用条件，
｛望ましい引用形式，利用可能な代替形式，｝
注記，関連資料，｛原本の所在，他の検索手
段，｝出版物，物的特徴および技術要件．
［索引事項］標目―人名，―家名，―団体名，
―役職等，―地名，―主題，―名称．
［管理的情報］入手源，伝来，追加受入情報，
評価選別等スケジュール，整理方法，｛資料操
作情報，｝配架，入力者，記述担当者．
［出所の履歴/経営の歴史］履歴，｛略年表等
―略年表等見出し，―略年表等本文．｝
［範囲と内容］範囲と内容．
（記述更新日）更新日．
※1：「公開」か「非公開」のいずれか．※2：資料
群レベルでは「fonds」「collection」「recordgrp」の
いずれか．※3：資料小群レベルでは「subfonds」
「subgrp」「series」「subseries」「class」「 file」
「item」のいずれか．なお，※2・※3 にはない記
述レベルのばあい「otherlevel」を選択する．
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礼申し上げるとともに，恥を記して体調管理
の重要さを肝に銘じておく．
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日本の教科書のうち，特に現行の検定教科書以前に使用された戦前教科書の電子化と応用
の現状を述べ，ケーススタディとして国立教育政策研究所教育研究情報センター教育図書館
が所蔵する戦前教科書の電子化，保存とその応用について述べる．

This paper reports digitalization and utilization of Japanese old textbook which was used
before current Japanese textbook, “Sengo-Kentei-Kyokasho”, has been used. As a case study,
Library of Education’s services for the old textbook collection are reported.

キーワード: 戦前教科書，電子化，提供，
Pre-war textbook, digitalization, service

1 はじめに

本稿では，現行の検定教科書以前の教科
書 (以降「戦前教科書」*1と呼ぶ)の電子化や
その応用について述べる．ケーススタディ
として，国立教育政策研究所教育研究情報
センター教育図書館 (以降「教育図書館」と
呼ぶ)が戦前教科書の電子化等に対して実践
していることについて述べる．教育図書館
は，江戸後期から現行の検定教科書までの
長い期間にわたる日本の教科書を網羅的に
所蔵している．
1.1 教科書とは
現行の教科書 (戦後の検定教科書)は正式
には，「教科用図書検定規則（平成元年４月
４日文部省令第２０号）」にある「（教科用図
書）第２条この省令において『教科用図書』
とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等
学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の
小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒

*1 厳密に「戦前」に限られず、戦後 1947年 4月に
現行の検定教科書制度が開始するまでに使用さ
れた教科書を指す。

が用いるため、教科用として編修された図
書」と定義され，この「教科用図書」のこと
を一般的には「教科書」と呼んでいる．この
ことから，教科書とは狭義には，明治初期以
降の近代教育制度の元での公教育の場で使
用されたものに限った教科用の図書 [1] と
いえる．教科書に関連したものとして，教
科書に対応した指導書や副教材などもある．
「日本の教科書制度は，明治初年の自由発
行・自由採択制から開申 (届出)制度，認定
制となり，やがて 1886(明治 19) 年に検定
制，そして 1904(明治 37)年に『国定教科書
制度』の実施となる．以後敗戦後の 1947(昭
和 22) 年 3 月まで国定教科書が使用され」
[2]，その後現行の検定教科書が使用される
ようになる．本稿では，「教科書」を現行の
教科書の定義より広くとり，広義としての
教科書を対象とし，江戸時代の寺子屋で使
用された往来物や各種学校等で使用された
ものなども含めることとする．また，特に，
1947(昭和 22)年 3月までの古い教科書を主
な対象とするため，本稿で対象とする古い
教科書を総称して「戦前教科書」と呼ぶこ
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ととし，戦前を付けず「教科書」と呼んだ場
合は，現行の検定教科書を含めたものを指
すこととする．
1.2 戦前教科書の利用
教科書の利用というと，いわゆる授業で
用いる教科書として使用するという場合と，
研究等の資料として，またはなんらかの情
報要求の解決のための資料として使用する
場合とが考えられるが，戦前教科書の利用
といった場合は，後者の場合がほとんどで
あろう．このような戦前教科書の利用ニー
ズには様々なものがある．
まずは，教科書を使ったもしくは教科書
を対象とした研究が挙げられる．教科書関
係文献目録 [3] の分類では，総記，教科書
論，往来物，近代日本教科書史，教科書行財
政，教科書・教材，各教科の教科書，外国教
科書，特定主題研究，教科書上の人物研究
が大分類として挙げられており，様々な研
究がある．
第一には，社会に与える教科書の影響や，
教科書の実態をあきらかにするといった教
科書そのものについての研究 [2][4]がある．
例えば，明治期の検定教科書を調べる際に
は，検定を経て，検定で指摘された箇所を
修正し，実際に教育現場で使用された検定
済みの教科書を研究の材料として使用する
重要性について指摘し，教育図書館や東書
文庫に所蔵されている明治期検定教科書は
基本的に国が検定の際に用いた検定前の教
科書が多く含まれていることを調査し，検
定前のものである確率が高い初版を底本と
することの危険性を指摘しているもの [5]
などがある．教科書を使った研究の多くは，
各教科の研究の一環として，教科書を題材
にするというものである．例えば，歴史教
科の研究として，教科書に使われている「歴
史画」に着目して，歴史画が歴史教科書に
どのように採用されていったか，どのよう
に教育界に影響を与えていったかといった
研究 [6]などである．その他にも，特定の教
科書に着目した研究 [7]，教科書に登場する
人物に着目した研究 [8] など様々な研究が
ある．

教科書は誰もが児童・生徒として利用し
た身近な書籍である，同年代の者が共通し
て利用した書籍であるという特性により，
以前使用した教科書をもう一度みてみたい
ということがよくある．例えば，教育図書
館によく寄せられるレファレンスを例に挙
げると，「同窓会で昔の教科書に載っていた
唱歌を歌いたいので，唱歌の伴奏があるも
のを知りたい」，「自身が使用した教科書が
見たい」などがある．また，終戦前後の特
殊な教科書 (墨塗り教科書，折りたたんだだ
けの教科書) を見たいといった利用も見ら
れる．
1.3 戦前教科書の所蔵機関
戦前教科書を大規模に所蔵するのは，教

育図書館に加え，東書文庫，東京学芸大学
附属図書館，国立国会図書館，奈良女子大
学附属図書館，重要文化財旧開智学校管理
事務局，文部科学省初等中等教育局初等課，
海後宋臣氏，吉野文庫など 8機関 1個人あ
る [9][10]．
教育図書館の戦前教科書コレクションは，

国立国会図書館上野支部の書庫が収蔵しき
れなくなったことと，教育図書館による「教
育文献総合目録第 3集教科書総合目録」の
編集企画があったことにより，昭和 25 年
3月に 52,000冊寄贈を受けたものが基礎と
なっておりその後，学芸大学，科学博物館，
気象台等から寄贈されたものもある [11]．
国立国会図書館上野支部から寄贈されたこ
の 52,000冊は，もともとは各教科書出版者
が出版条令や出版法により内務省に版権登
録もしくは検閲用として提出したものが事
後，国立国会図書館上野支部に納付され，保
管されていたものである [12]．
東書文庫は，昭和 13年に文部省より明治

時代を中心とした検定教科書 (小学校，中学
校，高等女学校，師範学校用)31,800冊の寄
贈や個人収集家からの寄贈，図書館が購入し
たものなど合せて昭和 15 年には約 55,000
冊となったコレクションが基礎となってい
る [13]．
国立国会図書館が所蔵されているもの中

には，昭和 25年の教育図書館への寄贈後に
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また，未整理図書を整理して国立国会図書
館所蔵明治期刊行図書目録 [14]を刊行する
際に，発見されたものなどがある [11]．
このような状況から，1つの教科書の上巻
が教育図書館に，中巻が東書文庫に，下巻
が国立国会図書館に所蔵されているという
こともしばしば見うけられる [11]．
ここまでに挙げた所蔵機関は，大規模に
所蔵する機関等であるが，他の大学図書館
や公共図書館，各地方の教育センターや教
科書センターでも特定の個人や地域に特定
するなど小規模なコレクションを所蔵して
いる機関は多くある．
また，戦前教科書には，復刻版として出
版されているものも多くあり，復刻版であ
れば，多くの図書館が所蔵している，例え
ば福岡県立図書館では 19種類の復刻版の教
科書を所蔵している [15]．復刻版には，教
科書を撮影したりなどして，教科書の見た
目のままかなり現物に近い形で再現したも
のと，教科書中の文字を書き起して活字と
して印刷したものとがある．後者の代表的
なものには，「日本教科書大系近代編」[16]
があり，多くの図書館で所蔵している．「日
本教科書大系近代編」は，明治期以降から
昭和 22年までの小学校の教科書を広く収録
したものであり，特に国定期の教科書は全
てが収録されている．もし，教科書の内容
が見たいだけであれば，「日本教科書大系近
代編」に収録されている教科書で十分な場
合も多いだろう．

2 戦前教科書の電子化と公開

教科書の電子化といった場合，一次情報
の電子化と二次情報の電子化と大きく 2 つ
が考えられる．一次情報の電子化とは，教
科書そのものを撮影するなどして画像化し
て，PDF等のディジタルフォーマットに変
換することである．また，教科書に書かれ
ている文字情報を OCR 技術を利用するな
どして，書き起こして，テキスト化すること
である．二次情報の電子化とは，教科書の
二次情報，つまり書誌情報 (書名，著者名，
科目名)や，内容索引 (唱歌の歌い出し，国

語の作品名，登場人物の人名など)を電子化
することである．教科書の電子化と公開は
一次資料，二次資料ともにそれほど進んで
いないのが現状である．
一次資料の電子化が進んでいない理由の

第一に挙げられるのは，著作権処理コスト
の問題がある．著作権があるもの，もしく
はあるかどうか不明なものに関しては，著
作権があるかないかの確認作業をしたり，
著作権がある教科書については，許諾を得
なければ，電子化 (複製)，公開をすること
ができないからである．また，教科書は，1
つの教科書の中に多くの作品や図，絵，写
真を使った複合的な著作物であるため，教
科書の編著者以外にも個々の作品の著作権
者にも許諾を得る必要があり，一般の書籍
よりも 1 冊に対する著作権者の数が多いと
いう状況もある．
教科書を所蔵するのは図書館だけではな

いが，二次資料の作成は図書館の得意とす
るところであり，冊子体の総合目録や内容
索引の多くは図書館が主体となって作成し
ている．しかし，これらの教科書の二次資
料もまた，一般の書籍ほどには電子化が進
んでいない．図書館で教科書の二次資料の
電子化が進んでいない理由には，一般の書
籍と同様の書誌データだけでは，多くの検
索要求を満足することができず，図書館に
おける既存の蔵書検索システムに組みこむ
ことが難しいことが挙げられる．教科書の
多くの検索要求を満たすためには，学校種
別 (例：小学校)，学年，科目 (例：国語) な
ど，一般の書籍にはない教科書特有の検索
項目が必要になる．例えば，多くの大学図
書館が参加している総合目録 NACSIS-CAT
では，教科書特有の書誌情報を扱うための
コーディングマニュアル [17][18] が整備さ
れたのは 2005年 3月と最近のことである．
また，このマニュアルは原則として対象が
現行の検定教科書に限られているだけでな
く，学年など一部の検索項目も対応してい
ないという状況である．
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2.1 一次資料の電子化例
一次情報の電子化を行い，現在公開して
いる例としては，広島大学図書館所蔵教科
書コレクション*2がある．これは，広島大学
の中央図書館に所蔵されている教科書の中
から、江戸時代の寺子屋で使用された「往来
物」から昭和 25年までの教科書を画像化し
たものであり，約 5,600 冊収録されている
[19]．教科書の時代区分として，大きくわけ
て 6 つに分けており，それぞれの全文画像
公開については，表 1 に示すとおり，古い
ものは全ページが公開されており，最近の
ものほど表紙や目次，奥付など一部のみの
ページが公開となっている．例えば，検定
期は 526 件の教科書が登録されており，そ
のうち全ページの閲覧ができるのは 284 件
で残りの 242 件は一部のページのみが閲覧
可能であることを示している．

表 1 広島大学図書館所蔵教科書
コレクションの全文公開状況*

登録 全頁
時代区分 件数 電子化

学制以前 ～明治 4年 521 521
検定以前 ～明治 18年 799 797
検定期 ～明治 35年 526 284
国定期 ～昭和 20年 3,200 9

文部省著作期 ～昭和 23年 196 0
現行 昭和 24年～ 365 0

*2007年 10月現在，筆者による計数

他には東京学芸大学付属図書館望月文
庫往来物目録・画像データベース*3 などが
ある．
2.2 二次資料の電子化例
基本となる二次資料として冊子体目録が
あり，書名，著者名，発行年，学校種別，教科
書制度 (国定，検定など)，などの書誌データ
と所蔵機関がわかる．戦前教科書の冊子体
目録には，戦前教科書を大規模に所蔵する
8 機関 1 個人を対象とし，書名ごとにまと

*2 http://cross.lib.hiroshima-u.ac.
jp/

*3 http://library.u-gakugei.ac.jp/
lbhome/mochi/mochi.html

めた小学校の戦前教科書の総合目録 [9]や，
教育図書館，東書文庫，国立国会図書館の 3
館が所蔵する中学校の戦前教科書の総合目
録 [20]，東書文庫の所蔵する教科書の一冊
づつについて収録した冊子体目録 [21]など
がある．総合目録 [9][20]については電子化
されていない．東書文庫の冊子体目録 [21]
に収録されている教科書の一部については，
東書文庫の蔵書検索*4で検索が可能である．
他には，明治以降外国語教科書データベー
ス*5などがある．
教科書の場合，教科書そのものの書名や

著者名での検索要求よりは，教科書中の作
品の作品名 (国語であれば文学作品，音楽
であれば曲など)，著者名，内容，または唱
歌の歌い出しなどの検索要求も多くある．
このようなニーズに対応するために，唱歌
の歌い出し索引や国語の内容索引，目次索
引などがある．先に挙げた東書文庫の蔵書
検索では，目次を検索することも可能であ
る．戦前の教科書ではないが，戦後の検定
教科書を対象としたデータベースに，神奈
川県立総合教育センターが提供しているも
のがある．これは，国語の作品を対象とし
たデータベース*6と，音楽を対象としたデー
タベース*7がある．

3 教育図書館の戦前教科書の電子
化と応用

この節では，戦前教科書の電子化とその
応用のケーススタディとして，教育図書館
での実践について述べる．
教育図書館について紹介し，教育図書館

の戦前教科書コレクションについて簡単に
述べる．

*4 http://bnkweb.tosho-bunko.jp/
*5 http://www.wakayama-u.ac.jp/

∼erikawa/index.html
*6 http://kjd.edu-ctr.pref.
kanagawa.jp/daizai/

*7 http://kjd.edu-ctr.pref.
kanagawa.jp/daizai music/
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3.1 教育図書館の概要
教育図書館は，教育に関する図書，資料，
教材，教具等を収集・整理し，教育に関す
る調査・研究の支援を目的とした専門図書
館である [22]．利用者は教育研究について
調査・研究する人として当該研究所の所員，
研究者，教員，学生，一般などを対象として
おり，所員でなくとも来館利用が可能であ
り，また紹介状等も必要ない．最新の教科
書など一部の所蔵資料は開架式で利用でき
るが，多くの資料は閉架式であり，また所
員以外には基本的に貸出は許可していない．
他機関との関係では，NACSIS-CATに参加
しており，文献複写サービスや電話でのレ
ファレンスなどにも対応している．蔵書に
は，和洋教育関係の図書，雑誌のほか，教科
書・大学紀要・地方教育資料・戦後教育資料
などがあり，平成 17年度の蔵書数は，和図
書が 143,146冊，洋図書が 40,702冊，教科
書が 98,705冊，その他が 199,706冊で，合
計 482,259冊である．
3.2 教育図書館の戦前教科書コレクション
教育図書館が所蔵する戦前教科書は，第

2 次世界大戦後に現行の検定教科書が使用
されるまでに使われた教科書のコレクショ
ンであり，以下があり，約 52,000冊所蔵し
ている．

• 江戸時代の寺子屋で使われた往来物
• 明治初年・検定教科書 (明治 5年から明
治 36年)

• 国定教科書 (明治 37年から昭和 20年)
• 旧制中学校・高等女学校，実業高校・師
範学校等教科書

• 暫定教科書・文部省著作教科書
• 植民地教科書

先に 1.3節で述べたように，このコレクショ
ンの大部分は昭和 25 年 3 月に国立国会図
書館から寄贈を受けたものである．
3.3 一次資料の電子化
教育図書館では，劣化が激しく原本から
複写サービスが不可能なもの，もしくは紛
失に対処するために，1964 年 (昭和 39 年)
までに検定された教科書を対象として，電

子化し PDFを作成している．

表 2 作成した PDFの仕様

閲覧用 保存用
色数 モノクロ (2005年以前)

/グレースケール
解像度 400dpi

ファイル様式 PDF TIFF Rev.6.0
1ファイル毎の 1冊 1ページ
収録分量

作成した PDF の仕様を表 2 に示す．色
数は作成時期によって異なる．2005 年度
まではモノクロで作成し，現在はグレース
ケールで作成している．一部，すでにマイ
クロフィルムがあるものについては，マイ
クロフィルムから作成している．ないもの
については，マイクロフィルム作成と同時
に PDFを作成した．また，PDFファイル名
から請求記号が自動変換できるようにする
ために，作成する PDF のファイル名には，
「||」を「 」に，「.」を「-」に変換する規則
にしている．PDF作成対象教科書数と PDF
作成済みの件数を表 3に示す．

表 3 PDF作成対象教科書と作成 PDFの数

戦前/戦後検定 (色数) 冊 (PDF)数
戦前教科書 (モノクロ) 36,017
戦前教科書 (グレースケール) 4,796
戦後検定教科書 (モノクロ) 5,927

PDF対象教科書 53,417
PDF作成済み 40,813

(76%)
未作成 [推定]・ 12,604
戦前教科書 (グレースケール) (24%)

3.4 二次資料の電子化
教育図書館が作成した戦前教科書の二次

資料としては，先に挙げた「戦前教科書の
総合目録」[9][20]とそれを元にしたカード
目録*8がある．また，教育図書館が作成した

*8 江戸時代の往来物についてはカード目録のみ，
冊子体目録には収録されていない．
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教科書用の分類表がある．
3.4.1 冊子体総合目録及びカード目録
冊子体総合目録及びカード目録からの電
子化については，江戸時代の往来物約 100
点については後に述べる試作システムに入
力済みである．その他の教科書についても，
カード目録をほぼそのままの形としてタイ
ピング入力し，「請求記号」，「標目」，「内容」
の 3 カラムで入力された CSV データとし
て電子化済みである．「標目」は小学校の戦
前教科書は書名標目となっており，その他
の学校種別ものは著者名となっている．
3.4.2 教科書用の分類表
教科書を整理し，利用する上で分類表の
作成は欠かせない．全国国立教育系大学附
属図書館協議会では，加盟教育系大学図書
館の相互利用を目的として，狭義の教科書に
対する標準的な教科書の分類法を策定して
いる [1]．教育図書館では，往来物や戦後の
各種学校も含めた広義の教科書を対象とし
た教科書の分類法を教育図書館開館後の少
くとも 10年以内に作成しており [23]，それ
以降使用しつづけている．この教育図書館
作成の教科書用の分類表については，XML
形式で電子化済みである．
3.5 電子化資料の提供の理想
まず，教科書の電子化提供の理想形につ
いて述べる．筆者の考える理想形は，教育
図書館の来館者だけでなく世界中からアク
セスし利用可能であること，「書名」「著者
名」「検定の状態」「検定年」「使用年」「学校
種別」「時代区分」「科目」「収録作品名」「収
録作品の著者名」「目次」「登場人物」「件名」
等で検索やブラウジングが可能になること
である．
教育図書館では，これらのいくつかの項
目に対して，整理しまとめた冊子体目録が
存在するものの，全てを満たしているわけ
ではない．また，後に詳しく述べるが，様々
な問題・制約等により，これらの理想形に一
足飛びに実現できるわけではないため，現
状ですぐにサービス化できそうなものとし
て，検索システムの試験運用，文献複写用
Webページ，請求記号による教科書閲覧シ

ステムの試作の 3 つの提供形態を模索して
いる段階である．
3.6 電子化資料の利用:検索システム
著作権の問題が発生しない往来物につい

て，現在，書誌データと本文 PDFを登録済
みの試験運用中の検索システムがある．図
1，2，3はその画面例である．

図 1 検索画面
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図 2 検索結果詳細画面

この検索システムに入力した書誌項目名
としては，書誌 ID，目録規則，書名，別タ
イトル，巻，版，編著者，発行地，発行者，
書誌 ID，目録規則，書名，別タイトル，巻，
版，編著者，発行地，発行者がある．詳細に
ついては [24]を参照していただきたい．
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図 3 本文 PDFの表示画面

3.7 電子化資料の利用:文献複写用 Web
ページ

利用者からの複写依頼を受けて，図書館
員だけが使用可能なWebページを作成して
いる．図 4，5はその画面例である．

図 4 文献複写用Webページの初期画面

請求記号と，ページ数が記載されており，
PDF表示のリンクをクリックすると，該当
する教科書が表示される仕組みである．
3.8 電子化資料の利用:請求記号による教

科書閲覧システム
先に述べた文献複写用ページをさらに発
展したものとなるように，試作したものであ

図 5 文献複写用 Web ページの
K061を選択したところ

る．請求記号での前方一致検索と，分類 (請
求記号の || 以前は教科書の分類を表わす)
によるブラウジングの機能がある．図 6 は
初期画面であり，請求記号の前方一致検索の
入力ボックスと，請求記号の冒頭の分類から
辿れるようにリンクのはられた分類体系が
表示されているところである．図 7 は，初
期画面から分類を「K120」，「K120.1」と辿っ
ていったところである．辿っていった軌跡
がわかるように，上部にパンクズリストとし
て，分類構造がわかるように，「Top(リンク)
>> K120 明治検定教科書 M20～36(1887-
1903)(リンク) >> K120.1」としている．ま
た，辿った分類での前方一致検索がすぐ
にできるように，検索クエリボックスに
「K120.1」が自動的に入力されているところ
を表したところである．請求記号とそれに
対応する書誌データが表示されており，請
求記号のリンクをクリックすると，その請
求記号が示す詳細画面へと移行する．図 8
は，請求記号「K120.1||1」を辿ったところ
である．書誌データと，本文へのリンクが
示される．図 9 は，検索クエリボックスに
入力された「K120.1||1」を前方一致検索し
た結果を表している．請求記号のリンクは
該当書誌データへのリンクを表し，URLの
リンクは本文を表わしている．
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図 6 請求記号による教科書閲覧
システム：初期画面

図 7 請求記号による教科書閲覧
システム：分類 K120.1を辿った
ところ

3.9 教育図書館における電子化資料利用の
検討課題

前節までに述べた現状の試作ツールの本
格的な運用に向けては，大きく分けて 2 つ
の課題がある．1 つは著作権処理等の法的
な処理である．もう 1 つは電子的提供に耐
えられる書誌データのブラッシュアップの
必要性である．
3.9.1 著作権処理等の法的な処理
教育図書館では，「著作権法第 31 条二号

『図書館資料の保存のため必要がある場合』

図 8 請求記号による教科書閲覧
システム：請求記号「K120.1||1」
の表示

図 9 請求記号による教科書閲覧
システム：請求記号「K120.1」の
検索結果

には，権利者に無断で当該図書館の所蔵資
料を用いて複製することができる」[25] 範
囲内として，教科書の PDF を作成してい
る．そのため，現在，著作権があるかどう
かの確認作業等は行なっていない．
戦前教科書の劣化や紛失を防ぐためには，

現物をなるべく利用者に触れさせない，複写
に現物を使わないようにする処置が必要で
あるために PDFを作成しているのである．
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しかし，もし，Web 上に公開提供すると
なれば，公衆送信権について考慮する必要
があり，著作権があるかどうかの確認作業，
著作権が残っていれば，許諾処理が必要と
なる．
3.9.2 書誌データのブラッシュアップ
すでに述べたように，書誌データとして
は，カード目録より電子化した CSV デー
タがある．この書誌データと，PDFとのリ
ンクを試してみたところ，書誌データに記
載されている請求記号と教科書の現物に貼
られている請求記号シールの請求記号が異
る場合が多数ある問題が判明した．また，
PDF ファイル名命名規則に反した PDF 名
が多数みつかるという事実も判明した．
カード目録だけで運用していた場合は，
たとえ，カード目録の請求記号と教科書の
現物の請求記号が異なったとしても，図書
の請求を受けた図書館員の知識と経験でな
んとかみつけだし，運用することが可能で
ある．しかし，これを一般の図書館利用者
に求めることは困難であるため，これらの
情報を修正する必要がある．

4 今後の展望

戦前教科書の電子化についてはまだまだ
未解決のことが多く，処理しなければなら
ない問題は多いが，ここでは，教科書の電
子化が今後どのように進んでいくとよいか
についての展望について述べる．戦前教科
書の電子化とその応用については，4 段階
あると筆者は考える．
第一段階は，教科書の本文画像の電子化
と，一般書籍において普通に電子化されて
いる書名，著者名，出版年等の基本的な書
誌データの電子化が完了し，本文画像と書
誌データがリンクされ，書誌データから検
索・閲覧が可能になることである．一次資
料電子化の例に挙げた広島大学図書館の教
科書コレクションにおいて，一部のみ画像
公開である教科書がなくなり，全ての教科
書が全部画像公開されたものになれば，こ
の第一段階はクリアできる．
第二段階は，教科書特有の書誌情報や内

容が電子化されて，第一段階で実現された
機能・データとリンクすることである．教
科書特有の書誌情報には，科目，時代区分，
検定年，使用年などの教科書そのものに関
する書誌情報がある．教科書の内容に関す
る情報には例えば，唱歌の歌い出しや曲名，
国語教科書に収録されている作品の作品名
や著者名や内容などがある．
第三段階は，教科書の本文テキストの電

子化と第二段階までの機能・データとのリ
ンク，本文テキストの全文検索である．
第四段階は，教科書以外の情報とリンク

することである．例えば，検定時代の教科
書であれば，その教科書が検定済みである
かどうかがわかる「検定済教科用図書表」と
リンクする．教育制度，教科書制度，教育
関連事件等の年表とリンクする．教育や教
科書に関連した法律，国会での審議，公文
書とリンクするなどである．他の情報源の
電子化状況によれば，第三段階と第四段階
は，逆になることもありえるだろう．

5 おわりに

本稿では，日本の戦前教科書の電子化と
応用について教育図書館での取りくみを中
心に述べた．戦前の教科書の状況は，一次
資料，二次資料ともに十分に電子化されて
いる状況ではなく，教育図書館のように多
くの戦前教科書を所蔵している図書館の使
命としてよりいっそうの研鑽が必要となる
とつくづく感じた．電子化というと，教科
書のイメージをそのまま閲覧できる一次資
料の電子化が注目されがちである．しかし，
筆者の教育図書館での経験からいうと，最
低限の正確な書誌データつまり，二次資料
がなければ，そもそも探すことが困難であ
り，せっかく一次資料を電子化しても，思う
ように使用できないことがよくわかり，二
次資料の電子化・整備の重要性を痛感して
いるところである．
教科書は，多くの人にとって身近な書籍

であるとともに，教育政策の歴史をみる上
でも重要な資料である．教育図書館は，研
究者だけでなく一般の利用者にも開放して
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おり，教科書とともに，教育関係の資料を
一カ所でまとめて利用できる図書館である．
電話やメール等のレファレンスにも応じて
いるので，ぜひ活用していただきたい *9．
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古典籍からの情報発掘 ―再生としての生命誌、ネットワーク― 

Excavation from old books  - Biohistory as regeneration, Network - 

 

矢野 環  同志社大学文化情報学部 

Tamaki YANO  Faculty of Culture and Information Science, Doshisha Univ. 

 

  一群の古典籍が含む情報を適切にデータ化することにより、その系統判別などを科学的に説明

することができる。必ずしも文字情報のみではなく、図像情報もまた数理的分析の対象となる。

ここでは、三十六歌仙絵、池坊専応口伝、茄子茶入の数理的取り扱いを紹介する。 

 

 If we get appropriate data from a group of old books, we can scientifically explain the 

systematics of it.  For mathematical treatment, we use not only character based data, but 

also graphical data. Here we will explain the case of “Painted scroll of thirty six famous 

poets”, “Ikenobo Sennoh’s book on flower arrangement” and “Tea caddys of egg plant type”.. 

 

  

仙絵など著名なものがある。 １ 歌仙絵の系譜 

1.1  三十六歌仙絵  北野神社本は、後水尾天皇から曼殊院良恕法

親王への手紙に「然者今度北野清水谷歌仙之躰

を可謄申存候」と書かれたごとく、一つの典型

とされていた。良恕法親王自身もまた慶長八年

に禁裏の歌仙絵を写している。 

 三十六歌仙絵とは、歌聖柿本人麻呂、古今和

歌集編纂者の紀貫之などからなる三十六人の歌

人を左右に番え、一首づつの和歌を対して十八

番の歌合せとしたものである。それは、藤原公

任(966-1041)による「三十六人撰」に由来し、

寿永二年(1183)頃には「三十六歌仙」と称され

たという。そして覚盛法師によって歌合の様式

が整えられたというが定かでない。その絵巻で

白眉とされる鎌倉期に作られた「佐竹本三十六

歌仙絵巻」は、大正八年に売り立てられた時あ

まりに高額であったため、一人づつの三十六枚

に切られたこと（絵巻切断）で著名である。そ

の他にも上ケ畳本（一部残存）、北野神社社宝歌 

 この歌仙絵は歌人の姿を絵画として鑑賞する

とともに、流麗な筆致の和歌もまた見るに値す

るように書かれている。そして、歌人毎に選ば

れた歌が、実は歌仙絵によって様々であること

がわかる。柿本人麻呂でも、著名な「ほのぼの

と明石の浦の朝霧に、島かくれ行く船をしぞ思

ふ」の歌以外に、「龍田川紅葉葉流る神なびの、

三室の山に時雨降るらし」、或いは「梅の花其と

も見えず久方の、あまぎる雪のなべて降れれば」
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などが書かれている本がある。歌人によっては

七種類の歌を数えることもできる。 

 そのために、まず主要な歌仙絵での歌の異動

を一覧とする。ここでは、猪熊信男所蔵本７本

を含む『古筆切序説 下』のデータに、遠州本等

を補充した二十四本を用いることにする。個々

の解説は略す。データの形式は、上記の柿本人

麻呂の歌ならば、「ほのぼのと」を１、「龍田川」

を２、「梅の花」を３、「秋去れば」を４として、

各本での歌の種類を表とする。歌に若干の語句

の異動があっても、とりあえず同じ番号を振る

こととする。各歌人についてこれを行えば、２

４×３６の行列ができる。これはあたかも、各

本が３６個の遺伝子を持っているかのごとくで

あり、遺伝子の座が歌人ということになる。 

 どの歌を採用するかは、色々な歌仙絵をみれ

ば、一見かなり気儘な選択に見える。しかし、

何らかの基準となる絵を参照しているとすれば、

歌もまたある程度の基準があったのでは、と思

われる。そして、現存する諸本での歌の異動を

調べれば、どのような歌の組み合わせが典型で

あり、どのように派生してきたかが解るのでは

ないかと期待される。 

 

1.2 文化情報学部本『三十六歌仙帖』 

 同志社大学文化情報学部には、折帖となった

『三十六歌仙帖』がある。狩野博幸教授（元京

都国立博物館）の判断により購入されたもので、

濃彩で美麗な絵の上に達筆で和歌が書かれてい

る。但し、斎宮女御のみは外されている。 

 もとより歌仙絵としては、絵の類似、左右を

別巻にするのか番を対比させて左一、右一の順

序に配列するのかといった様式の違いなど、

様々な要素があるが、ここでは和歌のみを考え

る。そして、これを科学的解析の対象としてみ

ようというのである。 

これがどのような系統に属するかを、和歌の

選択から見てみよう。 

図
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1.3 NeighborNet, SplitsDecomposition 

 ここで解析のための手法としては、“遺伝子”

ということを踏まえれば、分子生物学で用いら

れている方法が思い浮かぶ。但し、確率論的な

仮定は置きがたい。また、生物では起きないよ

うな“混血”が頻繁に起こると思わねばならな

い。即ち、本来別系統であるはずの２つの歌仙

絵を参照しながら、一つの歌仙絵を作ることが

ありうる。もとより生物学でもこの系統の混雑

は考慮されているが、それよりも格段に激しい

ことが起こる。従って、系統は tree（輪状のル

ープ、つまりある点から一方向に進んで元の点

に戻る経路が無い）よりも網状の network で

見るのが望ましい。 

 このようなデータの系統解析では、通常最節

約 tree を求める。この場合 20 個の最節約 tree 

が求まる。それらから Supernetwork を構成

することもできるが、ここでは別の方法として、

NeighborNet 並びに SplitsDecomposition を

用いることとする。これらは親縁関係を表示す

るのに適切であることが知られている。 

 NeighborNet の図３によれば、佐竹本と類縁

である道澄本・拾穂２本とともに文情本がある。

またその近くに、覚盛本・探幽本がある。そし

て一方には北野本と類縁なものがまとまってお

り、その他は大きく離れていることがわかる。

つまり、佐竹本、北野本は確かに基準的なもの

と思われていたことが知られる。現在覚盛本の

実体は明らかでないが、それもまた古い形態で

あったかもしれない。探幽本は狩野探幽の絵、

歌は照高院道晃の筆と極められていた屏風であ

り近衛家旧蔵であったが、覚盛本との関係は明

らかでないのだが極めて良く似ている。 

 ここで特に大きくはずれた諸本を削除して、

さらに SplitsDecomposition によって詳細を

みてみよう。すると、文情本の位置がさらに明

図３ NeighborNet 
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確になるであろう。 

 １３本からなる図４によれば、左に北野本と

それからの派生、右に佐竹本と派生と見なせる

ものの２群に分かれている。そして、文情本は

右の中央の点に近いところに位置している。こ

れによれば、文情本に近いものが、右の群の原

型であったと見ることが可能である。 

 また、大きな平行四辺形から出ている伝光顕

本は、その左右の勧修寺本と伊勢海本の中間的

性格をもっており、両者が混じったものである

とも、その両者の原型であるとも考えうる。尚

参考のため、Supernetwork を図５に掲げる。 

 

図４ SplitsDecomposition 

 

勧修寺 

図５ Supernetwork 
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２ 歴史の復元  また、柿葉文庫所蔵『立花並座敷飾』の末尾

にも、類似した座敷荘厳之図がある（以下「荘

厳」とする。さらに、彦根城博物館所蔵の弘治

三年九月に周永が相伝した伝書（以下「井伊」）

も類似した内容を持つが、一次相伝の時期が明

らかでない。以上、花押・荘厳・井伊（の原本）

の３件の時期的な位置づけが問題である。 

2.1  池坊専応口伝 

 華道書として最も著名なものとして、『池坊専

応口伝』がある。大永から天文に活躍した、京

都六角堂の僧侶、池坊専応の伝書であり、口伝

ではないが通称としてそう呼ばれる。特に川端

康成がノーベル賞授賞式においてこの冒頭の華

道理論の一節を引用したことでよく知られてい

る。構成は、華道論、実技的内容、そして最後

に座敷飾の伝として、『君台観左右帳記』とよく

似た飾図を記載する座敷荘厳之図がある。 

 そこで、図にかかれている様々な道具や飾り

つけの異動、また飾りの条文での異動を考察し

て、それを伝書の変遷の中に位置づけることが

できるかを考察する。これは前章に比べて小規

模なものであるが、それだけに理解しやすい結

論を得ることができる。 

 この伝書には、奥書として伝授の相手と年月

日を明記しているものと、奥書の無いものがあ

る。後者の中でも、天文十二年の行法記録にあ

る専応の花押と同じ花押の記された、冒頭を欠

する伝書が、何時のものと考えうるかが問題で

あった。座敷飾の部のみで判断を下す必要があ

る。以下この伝書を「花押」と略す。 

 

2.2  Supernetwork 

 まず初期の伝書としては、大永三年本がある

が、この奥書は必ずしも信用できない。しかし、

内容的には古いものと思われる。次に、享禄三

図
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３ 茶入の形（なり） 年本がある。また後期のものとしては、天文六

年、十年、十一年、専栄による十四年本があり、

条文の順序の相違をのぞけば、天文十年以降の

内容は同じである。それらが古活字本、群書類

従本の元となった。従って、天文十一、十四年

本は考察の対象としない。 

3.1 茶入の見所 

 鎌倉末期から茶や香の賞玩が広まり、室町時

代にはそれが茶の湯、香会として定着する。特

に抹茶を入れる小型の壷は、抹茶壷（すりちゃ

つぼ）とよばれ、様々な形態が賞玩された。中

でも茄子（なすび）に似た小型の丸い茶入が最

高位の賞玩をうけていた。後には、肩衝（かた

つき）とよばれる大型の茶入の地位があがり、

新田肩衝・初花肩衝がその一位・二位であった。

これらの茶入について、形（なり）・比（ころ）・

土・薬・口作、といった鑑賞上の見所が、すで

に天文年間には確立していた。この最初の２つ

は、shape と size と表現できる。 

 本件の場合、８つの再節約 tree を合併した

SuperNetwork は殆ど tree であり、３つの検

討を要する写本は、初期と後期との間に位置し

ている。つまり中期に相応しいと、判断しう

る。NeighborNet, SplitsDccomposition は、こ

の場合類似した図になるが、若干情報の錯綜が

あることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして、良い shape と適切な size、かつ土・

薬による表面の景色が優れていると判断された

ものが、名物茶入として喧伝された。これらは

大変微妙な鑑識眼によってなされている。そし

て、名物茶入は「名物記」に時には図入りで記

載され、茶人の共通理解となっていた。 
図 7 ＳＮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一体どのような茄子が好まれたのかを、形態

測定学的に考察してみよう。厳密には側面図が

必要であるが、ここでは『大正名器鑑』記載の

茄子の図から１４件を選ぶ。 
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3.2  Elliptic Fourier Descriptor  古来著名であったつくも茄子は、かつて豊臣

家が大坂城で滅びたときに火中し、それが修理

された時に口が高くなってしまったため、かな

りはずれたところにいる。また、松本茄子も修

理を経ているが、よく似ているとされた種子島

茄子と確かに近接している。宗伍茄子が近くに

あるが、第三主成分で分離する。 

 形態の外郭線を記述する有効な方法として、

Fourier 級数を用いる楕円フーリエ記述子、

(EFD: Elliptic Fourier Descriptor) がある。外

郭線の xy 座標各々を Fourier 展開し、その第

一近似の楕円の長軸をX軸にとって標準化する

のが通常である。これを茄子に適用する場合は、

円形に近いため、主軸の取り方を若干変更する

必要がある。ここでは、口の中央が X 軸に乗る

ように調整した。 

 茜屋茄子・曙茄子などは、天正期にはそれほ

ど評価されていなかったが、それらが外れてい

ることがわかる。 

 その１４個の Fourier 係数を２０項まで算

出し、主成分分析によって第二主成分までで散

布図を作れば、図 11 のようになる。 

 この主成分を Fourier 係数に還元すれば、主

成分方向での形態の変化が説明される。第一主

成分が増加するといわゆる尻膨の形態に移行す

る。第二主成分は本体の上部が細めになる。  かつて特に形（なり）が良いとされていたの

は富士茄子であった。そのあたりに著名な京極

茄子、いずれも紹鴎の好みと伝える、澪漂茄子・

玄哉茄子などがある。 

 このようにして、古人の審美眼をデータサイ

エンスとして解析することもまた可能となって

いる。 

図11　茄子１４個のEFD分析
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４ まとめ 

 第一章「歌仙絵の系譜」では、歌仙絵の重要

な要素である記載和歌の種別を見ることによっ

て、大きく「佐竹系」と「北野系」とでもよぶ

べき系統が認められ、それらから他が派生して

いったという、歌仙絵の生命誌が読み取れた。

特に、同志社大学文化情報学部所蔵本は、佐竹

本に近く、かつある種の原型に近いのではない

かという想定がなされた。 

 第二章「歴史の復元」では、成立年代不明の

写本に対して、そこに記載される文言、図、図

の添書の異動まで含めてみることによって、『池

坊専応口伝』が、初期―中期―後期という歴史

的経過、つまりは生命誌を辿り、安定状態に落

ち着いたということが見やすく説明できた。 

 これらに用いた手法は、SD, NN, SN (Splits 

Decomposition, NeighborNet,SupreNetwork) 

などであり、元々は生物学において系統をみる

ことで使われていたものであった（実際のプロ

グラムは PAUP*と SplitsTree を使用）。今後

は、文献あるいは文化事象に適するプログラム

の開発も必要となると思われ、実際進行中のこ

ともある。またこれらの手法は、古典籍の校合

データを元にして系統をみることに適用されて

おり、その嚆矢はカンタベリー物語の写本系譜

に SD 画使われたことであった。現在では、源

氏物語にも部分的に適用され、また古今六帖の

分析には他の手法も援用されている。 

 必ずしも機械的に処理できるとは言えない面

もあるが、恣意的な判断ではなく、データを提

示して説明できることから、説得力のある議論

となるのが大きな利点である。 

 第三章「茶入の形」では、茶入の形態評価の

手法として、Morophometrics（形態測定学）

における数学的手法としての楕円フーリエ記述

子を用いた。実際のプログラムは、岩田洋佳氏

（（独）農業・食品産業技術総合研究機構）の開

発された shape を用いている。これもまた、

生物学において種子や果実の形態分析に通常使

われるものである。 

 この手法はもとより茄子に限るものではなく、

茶入の肩衝でも可能であり、のみならず輪郭に

重要な要素のある場合の美術品や絵画などにも

適用可能である。 

 以上の手法の特徴としては、いずれも数学的

な深い理論に根ざしているということであろう。

統計的手法はもとより重要であるが、それ以上

に数学的理論の上に立った応用が現在多く使わ

れるようになっているという一端を示した。 
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文化財情報の発掘と再生―「モノ」と「テキスト」のはざまで―

Quarry and Rebirth of Cultural Assets Information
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E-mail: stara@tnm.jp 

長い歴史をくぐりぬけてきた文化財は，歴史的に重要な情報を豊富に含んでいるが，それを活用す

るためには，そもそも文化財が持つ歴史的な意味への自覚と，調査の積み重ねによる情報の蓄積が

不可欠である．調査の視角は時代的な制約や学問分野による偏りが避けられないため，調査の歴史

自体，文化財情報の再発掘の長い過程と言える．この報告では古文書のようなテキストをともなう文

化財を素材として，その伝統的な調査プロセスや事例を紹介しながら，過去からの文化財情報の蓄

積についてより幅広い社会的共有を実現するために必要な課題を指摘する．

For gathering and making rebirth of rich information from historical cultural assets, it is required to 
repeat long range investigations into them. This report introduces some examples of  “quarries” from 
Japanese cultural assets, mainly manuscripts, and points out what kind of infomation have been 
scooped and overlooked through the history of investigations.
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Keywords: cultural asset，manuscripts，historical books，metadata，survey,

情報知識学会誌　2007 Vol. 17, No. 4

-243-

mailto:stara@tnm.jp
mailto:stara@tnm.jp


１　はじめに

　今日，我々が「文化財」として認識

している存在の多くは，長年にわたっ

て意識的にせよ，無意識的にせよ，

人々の手から手を経て伝わってきたも

のである．それらは，作成された当

初，一定の社会的役割を与えられ，必

要な機能を持っていたはずであるが，

時代を経るにしたがって，役割を終え

たり，機能を失ったり，また別の意味

を付け加えられたりしながら，歴史の

中を渡ってきた．

　多くの場合，「文化財」を過去から

未来へ伝える理由は自明であったわけ

ではなく、そこに含まれる情報は潜在

している。それらが，過去のどのよう

な情報を語るのかということについて

知りたいという社会的な要請が生じ

て、はじめてそれまで見えなかった情

報の「発掘」がなされることになる．

　「文化財」が内包する情報の中で，

比較的認識が容易なのは文字情報，今

日言うところの「テキスト」である．

「文化財」から過去の情報を読み取る

作業の多くはテキストを読み取ること

であったといってもよいだろう．

　小論では古文書のようなテキストを

主体とした文化財を素材にして，伝統

的にそれらを調査してきた過程を事例

とともに紹介し，テキストを主要な対

象にしてきたために，見落とされてき

た情報をどのように再生してゆくかと

いう問題を考える手がかりとしたい．

　なお，文字史料は木簡や漆紙文書の

ように文字どおり土中から「発掘」さ

れる場合もあるが，本報告での「発

掘」はおおむね、認識されていなかっ

た情報が一定の視角から新たに認識さ

れるという意味での比喩である．

２　伝来・調査・「発掘」

2.1 繰り返す調査と発見

　文書は本来実務的な必要があって保

存・管理されるものである．政治体制

や社会構造が変化して文書が保証する

権限や利益が失われると，文書は現実

的な必要性を失って容易に廃棄され

る．そのような変化は，たとえば日本

の場合中世から近世，近世から近代と

いった時代の変わり目で起きた．歴史

の篩を経て伝わったものが「古文書」

である．現在残る古代から室町時代ま

で約900年間の文書をすべて集めても，

その数は江戸時代約250年間に作られた

すべての文書の1％にも満たない．江戸

時代と明治時代を比較してもおそらく

同じようなことが言えるだろう．作成

されたであろう文書の絶対数の差を考

慮しても，古文書の伝来は文字どおり

九牛の一毛なのである．

　わずかに残った前時代の古文書は，

家の由緒を誇るものであったり，時代

を超えた権利を主張するものであった

りすることが多いが，わけもわからな

いまま放置されていたということも少

なくない．そこに歴史的な情報を見出

すようになったのは，文化的な資産を

系統的に調査する余裕が生じた江戸時

代になってからのことである．

　著名な事例として京都の東寺（教王

護国寺）に伝来した文書をあげよう1．

東寺に伝わった古代から中世にわたる
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二万数千通の文書は国宝に指定されて

いる（現在は京都府立総合資料館所

蔵）．本来，これらはすべて中世の領

主としての東寺が荘園など自らの権益

を守るために管理してきたもので，江

戸時代になって既存の権益が消滅する

と，古くから伝わる寺宝として秘蔵さ

れる状況であった．その歴史的な意義

を見抜き，歴史資料として再生させた

のは，好学の大名として知られた加賀

藩主・前田綱紀(1643-1724)である．綱

紀は東寺文書の目録作成や本文の書写

を行わせただけでなく，桐箱100合を東

寺に寄進して，長く保存される体制を

整えた．「東寺百合文書」の呼び名が

生じたゆえんである．

　明治時代になって近代的な修史事業

が起こると，内閣修史局と京都府庁に

よって歴史資料としての目録が作成さ

れるとともに，文書の上に薄い紙を敷

いて写し取る「影写本」が作られた．

写真術がまだ普及しない段階であった

ということもあるが，もとの文書の筆

跡を人の手でなぞる影写本は，ある意

味では写真よりも豊富な情報を記録す

ることが可能であった．

　目録と影写本の作成は，文書の持つ

情報を広く社会に還元したが，一方で

調査対象とならなかった文書を長く眠

らせることになった．東寺百合文書の

うち，明治時代の調査から漏れた一部

は昭和になって京都府の調査によって

「再発見」され，その後，京都大学の

所蔵に帰した．また東寺百合文書が東

寺から京都府に譲渡され，再調査が行

われた際には，過去に影写本が作られ

なかった文書がこれまた多数「再発

見」されたのである．これらの文書は

その後，写真撮影が行われて公開され

ている．結局のところ，江戸時代の調

査・整理の開始から東寺の文書の全貌

が明らかになり，文書に関する基本的

な情報が社会的に共有されるまでに

は，実に300年の歳月を要したことにな

る．文化財に関する情報の十全な「発

掘」は，このように長い時間の幅を見

込まなければならないのである．

2.2　古文書の「発掘」

2.2.1 紙背文書

　古文書は通常，人手を経て多少なり

とも意識的に伝世されるものだが，な

かには，人目に触れない状態から「発

掘」にたとえられるような出現をする

ものもある．

　紙背文書は，一度使用して文字を書

いた紙を裏返して別の用途に使った際

に生じる．二次的な利用は日記であっ

たり，経典であったり，印刷物であっ

たりするが，最初に書かれたほうを

「紙背文書」と概念づけている．

　紙背文書は時代を問わず伝来する

が，その代表は奈良時代の正倉院文書

である．戸籍や計帳のような律令制下

の公文書が廃棄されて東大寺に下げ渡

され，その裏を利用して東大寺の実務

的な文書が記されたのである．紙背の

内容が歴史的に重要であることに気づ

いたのは，やはり江戸時代の学者たち

で，国学者の穂井田忠友がこれを編集

して巻子に仕立てたのが，歴史資料と

しての正倉院文書の「発掘」の起こり

である．この調査も近代に引き継が

れ，『大日本古文書　正倉院文書』に
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よる翻刻と近年の写真複製の公刊に

よって，基本的な情報が社会的に共有

されるようになり，最近ついに全文及

び復元上必要な情報を完備した画像

データベースがインターネットに公開

されるに至っている2．

　紙背文書は特殊な存在のように思わ

れるかもしれないが，現在知られてい

る平安時代の古文書の約１割は紙背文

書で，時代をさかのぼるほど歴史資料

としての重要性は大きい。

2.2.2 下張文書

　襖や屏風を支える骨を補強し，支持

体の柔軟性を持たせるために，何層か

にわたって紙を張ってゆく．これが

「下張」で，反故の文書が使われると

「下張文書」となる．下張文書の存在

は経験的に知られていたが，筆者など

が歴史資料としての意義をその存在形

態と結び付けて指摘し3，近年では中世

から近代まで幅広く確認の報告が見ら

れる．

　これも一例をあげよう．京都・建仁

寺の塔頭である大中院には桃山時代の

画家・海北友松筆の襖絵があるが，こ

の襖絵を修理した際に大量の下張文書

が確認された．調査してみると大半が

豊臣秀吉政権の京都所司代配下の奉行

人あての公文書であり，実はその奉行

人は大中院の前身寺院の創建者であっ

た．つまり役所で不要になった公文書

を新設寺院の襖の下張に転用したので

ある4．

　通常は絵画として見ている文化財か

ら大量の文字情報が現れるというのは

意外のように思われるが，実は同じよ

うなことが過去にもあったことは確実

である．修理の過程に関心が持たれな

ければ，そこで出てきた反故が注目さ

れることはない．またたとえば修理過

程を見た研究者がいたとしても，描か

れた絵画だけに関心が向いていれば，

反故の文書などは見れども見えずの状

態となる．歴史的な情報として認識で

きるかどうかという点が，放置されて

いた情報の活用につながるのである．

2.3 小括

　伝来した周知の歴史資料にせよ，新

たに「発掘」されるにせよ，ここにあ

げた例は，いずれも「モノ」としての

文書は存在していたわけであるが，そ

こに含まれた情報は，一定の関心と学

問的な方法によって，はじめて再生さ

れる．紙背文書の場合は，古くから関

心が持たれて，研究も蓄積されている

が，下張文書の歴史資料としての評価

は，まだ始まったばかりである．現

在，関心が持たれていなくても，新し

い視点から光の当る文化財はまだ多い

にちがいないのである．

３ 「モノ」と「テキスト」の間の情報

3.1 「テキスト」からの視角

3.1.1 伝統的古文書学の方法

　伝統的な古文書学は「様式論」を主

流としてきた．古文書全体を「太政官

符」とか「御教書」とかいったさまざ

まな様式に分類し，基本的な様式に忠

実であるか，乖離しているか，様式に

変化があるとすれば，そこにどのよう

な歴史的意味が見出されるのか，と

いった課題を研究してきた．当然，文

書の真偽も特定の時代の様式に準拠し
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ているかどうかで，ある程度推定され

る．

　したがって，様式論においては文字

の配置など空間的な要素を持ちながら

も，基本的にはテキストの真正性が文

書の歴史的評価に対する最重要な要素

となっている．伝統的に歴史学研究で

は，テキストが記述する内容の信頼性

を評価することで過去の事実を明らか

にしてきたので，歴史資料としての文

書や記録の評価は，そのまま歴史的事

実の評価につながっていたのである．

そのため，特に歴史研究者の主たる関

心は意味のあるテキスト（あるいは文

字列）の発見に偏りがちであったこと

は否めない．

3.1.2 テキスト化と失われる情報

　ただし，これまでの歴史学研究にお

いてもテキストを単なる文字列と認識

してきたわけではない．たとえば，テ

キストの持つ意味が，平面上の位置に

よって異なってくることは，歴史研究

者には暗黙の了解事項である．

　一例をあげるならば，どの文字で改

行して次の行に移るかというのは重要

な情報である．伝統的な文章には皇帝

や天皇など敬意を表さなければならな

い文字については，改行した上に次の

行は通常から一字上げて書く「台

頭」，行の途中でも改行する「平

出」，一文字分のスペースを空ける

「欠字」といった作法が定められてお

り，翻刻する際には，おおむねそれら

を再現することが慣例となっている．

　また，書状の宛名が紙の上部に大き

く書かれていれば，相手に対する敬意

を表わし，左下隅に小さく書かれてい

れば相手を格下と見なした尊大な態度

を示すといったことも，古文書学的に

は重要な情報である．

　本文の文字を間違えた際に抹消して

横に訂正した文字を書くなどというこ

とも翻刻では一応視覚的に再現する

フォーマットが決まっている．

　現代の代表的な史料集である『大日

本史料』や『平安遺文』『鎌倉遺文』

などは，これくらいのレベルの情報の

再現を目指したものだが，当然のこと

ながら，情報の再現に際して，なお抜

け落ちる情報が出ることは避けられな

い．そのことが十分に意識されていれ

ばよいのだが，一旦，分離されたテキ

ストは一人歩きをしがちなのである．

3.2 素材・次元・計測値

3.2.1 素材

　「古文書」というと，多くの人は紙

に書かれたものを想像するだろう．だ

が，古文書学の対象は，文字が記載さ

れた素材を限定しない．布，木板，石

材，金属などに記されていても「文

書」である．文書は時として，梵鐘に

鋳出されていたり，仏像の像内に書き

込まれていたりする．このようなこと

は，現代の古文書学の教科書には必ず

言及されている．ただ，理屈の上で

「どんな『モノ』に記載されていても

『文書』である」と定義することはた

やすいが，実際の「モノ」を前にし

て，それでは素材の差異がどのような

意味を持ち，どのような情報を記録す

れば学術的に意味のある作業になるの

かという問題は，それなりにむずかし

い．
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　中世には寺院や神社に対して土地や

金銭の寄進が盛んに行われ，寄進行為

を証明する「寄進状」が作られた．福

井県の若狭地方にある古寺には，これ

を木札に書いた「寄進札」が伝来して

いる5．文言は紙に書かれたものと大差

ないのだが、形態や大きさが多様であ

り、文字が朱書であったり、絵が描か

れていたりするなど、きわめて特色が

ある。寄進札は本来寺院の堂内に掲示

されていたことが知られており，一種

の公開性を帯びていたことは確実であ

るが，初期の調査が行われて以来「木

に書かれた文書」としての情報の詳細

な把握とその意味の検証はまだこれか

らという状況のように思われる。

　木札以外では、金属や石材に刻まれ

たテキストに関する研究を古くから東

洋では「金石学」、欧米では「碑文

学」と称しているが、いずれも「古文

書学」とは別の学問分野とされてきた

ためか、双方の交流が見られるように

なってきたのは（特に日本では）近年

のことと言える。

3.2.2 次元

　「文書には表と裏がある」というの

は古文書学の常識である．本文に関連

したことを紙背に書けば「裏書」であ

り，文書を畳んだ状態で見やすい端の

部分に日付やちょっとしたタイトルを

書けば「端裏書」となる．連続する紙

の紙背の継ぎ目にかけて花押を書いて

その接続を保証する「継目裏花押」も

あれば，先述した「紙背文書」も「裏

にあることに意味がある」概念と言え

る．観念的に二次元平面ととらえがち

な紙の資料も実は三次元の物体＝「モ

ノ」である．

　滋賀県湖南市の長寿寺に二枚の木札

に書かれた中世制札がある．一枚は元

弘三年の足利高氏（のちの尊氏）禁制

で，もう一枚が延徳三年九月十七日付

けの室町幕府奉行人連署禁制案である
6．この延徳三年の制札には，側面に墨

書があって，おそらくはたくさんの制

札を縦置きで並べた際にインデックス

として利用したものと考えられる．

　筆者は木札に書かれた文書をそれな

りに見てきたが，その時まで意識して

側面を観察することをしていなかっ

た．言われてみれば当然なのだが，板

に「側面」があるというのは，文献史

料を相手にしてきた研究者には意外に

思いつかない事実である．筆者も，制

札の「側面」という第三の次元が存在

したことに，はじめて気がついたので

ある．

　さらに，史料そのものの持つ次元と

ともに，史料同士の間に二次元的，三

次元的関係が生じることも多い．巻子

に仕立てられた十通の文書は，端から

奥へ互いに二次元的な関係を持ってい

るし，先にあげた下張文書は襖や屏風

の骨から何層にもわたって張り重ねら

れていて，ここで詳述はしないが，三

次元的な位置関係の把握が史料の姿の

復元や伝来の調査のために，重要な要

素となってくるのである．

3.2.3 計測値

　文書や典籍が大きいか小さいかとい

うのもテキスト化された史料では理解

がむずかしい事項である．

　南北朝時代の文書は全国に厖大な数

が残されている．その中に本文の文言
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自体は通常の文書とほとんど変わらな

いのだが，大きさだけが10cm四方程度

の異様に小さい文書がある．南朝方の

天皇の綸旨によく見られ，連絡役の武

士が髻に隠して秘密裏に運んだという

言い伝えから「髻の綸旨」の俗称があ

る．紙が小さいという事実に重要な意

味が潜んでいるわけである．「髻の綸

旨」の場合は特に小さいという特徴が

あるので注目されるが，大きさや素材

を含め，文書料紙の問題が学術的に研

究されるようになったのは比較的最近

のことで，これも原文書の詳細な再調

査が行われることで見えてきたのであ

る．

　近年の図版などでは，写真を同一の

縮尺で配列するなどして，大きさの感

覚を再現することも行われるが，基本

的には数値として記録し，分析の素材

とすることになる．

　ただ，歴史資料の場合重視されるの

は正確な値であるよりも，むしろ「寸

法観」とでもいうべきものであろう．

特定の類型の文書や典籍は一定のばら

つきを持ちつつも，ある程度の範囲に

収まるだろうという規範的な大きさで

あり，無論，別々のところに伝わった

文書の前半と後半が接続する，などと

いう事実の確認には寸法の一致が決定

的な証拠となる．

3.3　小括

　テキストを主体にした文化財の場合

でも、テキストだけでなく「モノ」自

体の情報を含めての総体的な把握がな

されるべきなのであるが、文献史学で

は「モノ」としての情報を意外に見落

としてきた．無論，歴史的なテキスト

情報は圧倒的な量があり，その処理だ

けで一応の歴史は記述できてきたとい

う側面はある．しかし，そもそも歴史

的に文化財の残存の少ない時代につい

ては，テキスト情報だけでは全く不十

分なのであるし，情報の比較的豊富な

近代や現代であっても　

４ 文化財情報への「眼の共有」

　1990年（平成２）のこと，天台修験

の霊地である滋賀県の葛川明王院所蔵

の文書を重要文化財候補とするための

調査に参加した．明王院文書は古くか

ら知られる中世寺院文書で，多くの研

究が積み重ねられている．文書の調

査，整理も頻繁とは言えないまでも，

大正時代と昭和30年代の2回にわたって

大きな調査が行われていた．文書は多

くの箱に納められていたが，その中に

かぶせ蓋式の大ぶりの箱があった．中

に入っていた江戸時代の文書はすべて

取り出されており，蓋の開いた状態で

置かれていた．完全に空になった箱の

底に残った埃を払おうと，筆者が縁先

で何の気なしに箱の身を裏返したとこ

ろ，底板の裏に墨書があり，「文保

二」という年号が認められた．文保二

年(1318)は葛川の歴史の中でも有名な

堺相論が展開していた時期で，底裏の

文章には，当事者の一人であった明王

院の僧侶が相論に関する文書を収納す

るために箱を作成させたことが，当人

の筆によって記されていた．底裏に墨

書があることがわかってみると，実は

黒ずんで何も書かれていないと思われ

た蓋の表にも墨書があることが見てと
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れ，また積まれた箱を見回してみると

同じ形式をとる同時代の箱が計三合あ

ることもすぐにわかった．箱の発見に

よって，この文保年間に限って特に文

書の伝存が多いのかということも想像

できるようになったのである．

　調査者が「眼前にありながら情報を

見逃してしまう」ということは少なく

ない．逆に見えるときは，文字どおり

豁然と見えてくる．この例の場合、筆

者が見つけたのは全くの偶然だが、一

般化するならば、見落とされてきたの

は、一つは「文書の伝来には箱が大き

な役割を果たす」、今一つは「箱は単

なる容器ではなく、情報の媒体であ

る」という事実である。その理解がゆ

きわたって、はじめて情報を見る「眼

の共有」ができてくる。

　「見えていない情報」を見えるよう

にするためには，「こんな情報もある

のでは？」という新たな情報の類型に

ついての示唆が必要となる．文化財を

調査する際に作る「調書」は，情報の

見落としがないように記述するべき項

目をあらかじめ設定したもので、熟練

した調査者になると特に項目の設定が

なくとも，自在に調書を作成してゆ

く。もっとも種々の項目を設定した調

書にせよ、名人芸的な調書にせよ専門

分野の知識に制約されるので、実は

「見る眼」を制約している可能性も高

い。いずれにしても定められた項目や

調査者の慣れが「モノ」に対する認識

の枠組みを狭めてしまうことに対する

自覚が必要である．

　筆者の所属する博物館では最近、管

理する資料情報の共有を図るために、

参照モデルを提案したが、一定整理さ

れた情報を対象とするモデルと並ん

で、さまざまな分野の現場で行われる

学術的な調査行為自体の手続きや手順

を分析して、我々が一体何を認識し、

記述しているのかという問題を組織的

に問い直してみる必要があるように思

われる。

参考文献

[1] 上島有: 『東寺・東寺文書の研究』, 思文閣出
版,, 1998.
[2]  「正倉院文書データベース(SOMODA)」
http://somoda.media.osaka-cu.ac.jp/ (2007年
11月15日参照）
[3]  田良島哲: 「襖・屏風の下張文書̶その伝来
と史料的価値をめぐって」, Museum(東京国立
博物館研究誌), 474, pp.25-34, 1990.
[4] 京都市歴史資料館編: 『大中院文書・永運院
文書』,京都市歴史資料館,,2006.
[5] 元興寺仏教民俗資料研究所編: 『福井県小浜
市妙楽寺・飯盛寺・羽賀寺・明通寺如法経料足
寄進札調査報告書』,元興寺仏教民俗資料研究
所,1974.
[6] 藤田励夫: 「長寿寺制札」, 古文書研究, 
38,,1994
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情報知識学会 平成 1 ９年度総会議事録

1. 19 5 25 13:10 13:50開催日 平成 年 月 日(金) ～

会 場 国文学研究資料館 大会議室（東京都品川区豊町 ）2. 1-16-10
議 長 細野会長 司会進行：根岸副会長3.
議 事 総会有効成立確認：事務局4.

出席者 名、他に委任状 通の提出を受け、計 名。21 78 99
依って定足数(正会員の 分の )を満たし、総会成立。10 1

)議長挨拶：細野会長1
)平成 年度事業報告：安永副会長2 18
)平成 年度決算報告：安永副会長3 18
)平成 年度監査結果報告：山本監事4 18
)平成 年度事業計画説明：石塚常務理事5 19
)平成 年度予算説明：石塚常務理事6 19
)定款一部改訂：細野会長7

常務理事 名以内を 名以内に変更(定款第 条 項)6 8 18 2
) 役員選出規定一部改訂：細野会長8

字句の一部を訂正し、詳細はホームページに掲載。

上記の報告および役員・事業計画・予算は、原案(後掲の総会資料)通り承認された。

平成 19 年度総会資料

［資料１］会員数

>

平成 年 平成 年度 平成 年度 平成 年18 18 18 19
月 日現在 入 会 退 会 月 日現在3 31 3 31

正会員 ２９４名 ２１ ２２ ２９３名

学生会員 １９ ８ ５ ２２名

名誉会員 ２ ０ ０ ２名

協賛会員＊ １２ ( ) １( ) ０ １３ ( )29 1 30

合 計 ３２７ ３０ ２７ ３３０

＊協賛会員は全て団体。( )内数字は口数。１口の年会費 。¥30,000
新規入会は三和コムテック(株)
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［資料２］平成１８年度事業報告

（１）会議
・平成１８年５月１０日 ～ 第 回理事会 於：凸版印刷本社西館17:30 20:00 1
・平成１８年５月２６日 ～ 総会 於：近畿大学（東大阪市）13:30 14:30
・平成１８年６月６日 ～ 第 回理事会 於：凸版印刷本社西館19:00 19:35 2
・平成１８年 月２６日 ～ 第１回常務理事会 於：情報知識学会事務局7 17:30 21:30
・平成１８年９月２６日 ～ 第２回常務理事会 於：情報知識学会事務局17:00 18:30
・平成１８年１２月２ 日 ～ 第３回常務理事会 於：情報知識学会事務局7 17:30 20:30
・平成１９年３月１２日 ～ 第 回常務理事会 於：情報知識学会事務局16:30 18:00 4

（２）事業

・ 情報知識学会／第 回年次大会（総会・研究報告会）主催：情報知識学会「 14
於：近畿大学Ｂ館 階ＭＭ会議室（東大阪市） 平成 年 月 ～ 日10 18 5 26 27

・ デジタルコンテンツの最新情報」 主催：情報メディア学会「

後援：情報知識学会ほか 鶴見大学会館 平成 年 月 日～ 日18 6 10 11
・関西部会第３回研究会「和漢古典学のオントロジモデルの構築」発表者：相田満氏

共催： 日本図書館研究会整理技術研究グループ

於：大阪ガーデンパレス 階 号室 平成 年 月 日4 403 18 6 24
・関西部会第４回研究会「主題表現としてのクラス階層とシソーラス」

発表者：神崎正英氏 共催：日本図書館研究会整理技術研究グループ

於：大阪市立浪速人権文化センター 階集会室 平成 年 月 日5 18 9 23
・ 第 回情報知識学フォーラム 情報の観察と計測」主催：情報知識学会「 11 /

於：慶應義塾大学三田キャンパス 平成 年 月 日18 10 28
・ 地球規模生物多様性情報機構に係わるワークショップ」 主催：国立遺伝学研究所「

後援：情報知識学会ほか 於：家の光会館コンベンションホール

平成 年 月 日18 10 30
・ 人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん 」 主催： 社 情報処理「 ）2006 ( )

学会人文科学とコンピュータ研究会 後援：情報知識学会ほか

於：同志社大学今出川キャンパス 平成 年 月 ～ 日18 12 14 15
・ 第 回専門用語シンポジウム―専門用語の国際標準化 正確な情報伝達に向けての「 19 /

国際協力―」主催：情報知識学会専門用語研究部会

於：：日本規格協会・本部ビル６階大講堂 平成 年 月 日（土）19 3 3

（３）学会誌編集委員会
・情報知識学会誌１６巻２号（研究報告会論文集） 平成１８年 ５月２６日発行

・情報知識学会誌１６巻３号 平成１８年 ８月 ８日発行

・情報知識学会誌１６巻４号（フォーラム特別号 平成１８年 １０月２８日発行)
・情報知識学会誌１７巻１号 平成１９年 ２月２１日発行

（４）月例懇話会
次に示すとおり３回実施した。何れの講演も示唆に富んだ内容であり、参加者が会長・副会

長・常務理事を含むこともあり、質疑応答、コメントを含む自由な懇話もレベルが高く、有意

義であった。ご協力いただいた関係各位に御礼申し上げます。
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・ ９月の月例懇話会（ 年 月 日 月 時半～ 時過ぎ、凸版印刷西館にて開催）2006 9 26 ( )18 20
講 師：牟田昌平（国立公文書館アジア歴史史料センター・主任研究員）

題 目：国の記憶装置としてのデジタルアーカイブ

―アジア歴史史料センターと公文書館デジタルアーカイブの経験を踏まえて―

参加者：１３名 （懇親会に講師も参加）

・ １１月の月例懇話会（ 年 月 日 土 時～ 時過ぎ、印刷博物館にて開催）2006 11 18 ( )15 19
講 師：宗村 泉（印刷博物館学芸企画室長）

題 目：印刷博物館の紹介

見学会： シアター、印刷博物館の展示VR
参加者：講演・見学 １８名 （講師は講演のみ）

参加者：懇親会 １１名

・ 月の月例懇話会（ 年 月 日 月 時～ 時、凸版印刷西館にて開催）3 2007 3 12 ( )18 20
講 師：長島 昭（横浜国立大学理事、中部大学特任教授）

題 目：人にはどれだけの科学技術情報が必要か

参加者：１５名 （懇親会に講師も参加）

参加者募集は学会員へのメール（事務局に依頼）および学会ホームページへの掲載（時実理

事に依頼）を主とし、また期日に余裕がある場合は本学会会誌に募集記事を掲載（編集委員長

に掲載依頼）した。
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[資料 ３ ] 平成18年度決算

収入の部 (単位：円)

科目 細目 17年度実績細目 18年度予算 18年度予算細目 18年度実績 18年度実績細目 備考

会費 正会員 2,447,357 3,350,000 2,400,000 3,153,396 2,173,396 正会員   予算  300名 (\8,000*300)
学生会員 84,000 80,000 80,000 学生会員予算    20名 (\4,000*20)
法人会員 870,000 870,000 900,000 法人会員予算    29口 (\30,000*29)

参加費 研究報告会 0 340,000 30,000 292,500 145,500 懇親会参加費30名分ほか
フォーラム 99,000 300,000 110,000 会員23名、非会員18名、学生8名
セミナー 0 0 0

月例懇話会 0 10,000 37,000 3回、延べ37名（\1,000*37）

売上金 論文集 0 500,000 0 276,784 0

学会誌 175,690 150,000 62,000

別刷り 328,000 300,000 170,000

著作権料 66,140 50,000 44,784 複写使用料分配金、通常許諾料

雑収入 3,782 3,000 3,000 921 921 預貯金利息

小計 4,073,969 4,193,000 4,193,000 3,723,601 3,723,601

前年度繰越金 585,596 1,160,211 1,160,211 1,160,211 1,160,211

合計 4,659,565 5,353,211 5,353,211 4,883,812 4,883,812

特別会計 0 0 0 0 0

積立金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 事務局機構拡充積立金

総計 7,059,565 7,753,211 7,753,211 7,283,812 7,283,812

支出の部 （単位：円）

科目 細目 17年度決算細目 18年度予算 18年度予算細目 1８年度決算 1８年度決算細目 備考

印刷費 学会誌 1,473,858 1,540,000 1,500,000 1,150,057 1,129,792 16巻2号～17巻1号、別刷含む
論文集 0 0 0

選挙 23,767 0 0 投票用紙ほか，平成18年度は施行せず
その他 37,590 40,000 20,265 封筒ほか

人件費 事務局 1,020,000 1,340,000 1,020,000 1,054,300 1,020,000 85,000円X12ヶ月
編集事務局 0 200,000 0

HP管理 0 120,000 34,300 学生アルバイト代

事業費 研究報告会 42,850 650,000 100,000 588,100 142,920 懇親会費、学生アルバイト代ほか
フォーラム 157,575 300,000 184,250 講師謝金ほか
月例懇話会 27,820 50,000 80,930 ３回開催　会場費ほか
部会補助金 125,000 200,000 180,000 専門用語研究、CODATA、人文・社会

科学系部会は各5万円。関西部会3万円
20周年記念行事 0 0

会議費 理事会 67,200 110,000 70,000 76,150 45,700 3 回分
常務理事会 0 20,000 17,850 ２回分
その他 6,750 20,000 12,600

業務委託費 0 0 0

賃借料 0 0 0

通信費 学会誌発送費 124,365 295,000 150,000 217,432 72,793 別刷発送費含む
編集通信費 0 0 0 原稿転送、その他
総会 69,752 70,000 73,061 総会案内
選挙 40,130 0 0 投票用紙発送，平成18年度は施行せず
電話代 0 0 0

インターネット 66,483 70,000 67,578 ドメイン登録、転送料、Nifty
その他 3,000 5,000 4,000 郵便切手代

交通費 役員旅費 0 200,000 0 199,580 0

事務局通勤費 199,580 200,000 199,580

事務局交通費 0 0 0

消耗品費 630 10,000 10,000 3,355 3,355 文房具類

維持修繕費 0 170,000 170,000 143,585 143,585 パソコンシステムの補強・修理

雑費 手数料 7,140 17,000 10,000 36,996 6,980 振込手数料
その他 5,565 7,000 30,016 香典その他

事務所借上経費 0 0 0

小計 3,499,055 4,332,000 4,332,000 3,469,555 3,469,555

予備費 0 1,021,211 1,021,211 0 0

次年度繰越金 1,160,510 1,414,257 1,414,257

合計 4,659,565 5,353,211 5,353,211 4,883,812 4,883,812

特別会計 0 0

積立金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 事務局機構拡充積立金

総計 7,059,565 7,753,211 7,753,211 7,283,812 7,283,812
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平成 年 月 日現在（単位：円）貸借対照表 19 3 31

科 目 借 方 貸 方 備 考

１．資産の部

0現金

1,200,602 3586133銀行普通預金 口座番号

1,002,821 3586133銀行定期預金 口座番号

1,630,334 00150-8-706543郵便振替口座 口座

92,500 00130-9-706558郵便振替口座 口座

２．負債の部

前受金 次年度以降年会費112,000

３．特別会計

2,400,000事務局機構拡充積立金

1,414,257 1,160,510４．正味財産 前年度は

( ) (253,747)内当期正味財産増減

3,926,257 3,926,257合 計

［資料４］監査報告書

監査報告書
情報知識学会

会長 細野公男 殿

作成日 平成１９年５月１７日

( )情報知識学会 監事 山本毅雄 印

( )情報知識学会 監事 岩渕幸雄 印

当監事は、情報知識学会定款第２３条に基づく監査証明を行うため、情報知識学会の

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの財務諸表について、監査を行いま

した。この監査にあたって、当監事は一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、

通常実施すべき監査手続きを実施致しました。

監査の結果、当監事は上記財務諸表が平成１９年３月３１日現在の情報知識学会の財

務状況を適正に表示しているものと認めます。
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［資料５］平成 年度役員19

［会長］ 細野公男 慶應義塾大学名誉教授

［副会長］ 根岸正光 国立情報学研究所教授

安永尚志 人間文化研究機構 教授

［常務理事 石塚英弘 筑波大学教授]

岩田修一 東京大学教授

宇陀則彦 筑波大学准教授

小川恵司 凸版印刷 株 技術開発研究所長( )

国沢 隆 東京理科大学准教授

中川 優 和歌山大学教授

長塚 隆 鶴見大学教授

［理事］ 江草由佳 国立教育政策研究所研究員

太田泰弘 財 日本規格協会( )

Independent Expert in eContentplus of Europa's岡本由起子

Information Society

長田孝治 株 カテナ 社会公共システム担当部長( )

後藤智範 神奈川大学教授

白鳥 裕 大日本印刷 株 開発室長( )

田窪直規 近畿大学教授

時実象一 愛知大学教授

原田隆史 慶應義塾大学准教授

春山暁美

藤原 譲 筑波大学名誉教授

山本 昭 愛知大学准教授

［監事］ 岩渕幸雄

山本毅雄 国立情報学研究所名誉教授

以 上
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［資料６］平成１ 年度事業計画9

（１）会議

・総会 平成 年 月 日開催19 5 25
・理事会 年２回開催

・常務理事会 随時開催予定

（２）事業

・第 回 年度 研究報告会 平成 年 月 ～ 日開催15 (2007 ) 19 5 25 26
・第 回情報知識学フォーラム 平成 年 月 日開催12 19 10 27
・月例懇話会 随時開催

・ 周年記念事業20

（３）学会誌編集委員会
１．例年どおり 年に４つの号を発行する。1

巻 号 月発行 研究報告会＋通常論文17 2 5
巻 号 月発行 特集未定＋通常論文17 3 7
巻 号 月発行 フォーラム＋通常論文17 4 10
巻１号 １月発行 通常論文18

２． 周年事業として の電子化（ の作成）に取り組む。20 Back issues scan pdf
３．論文賞投票方式を変更し、推薦委員会を設ける （委員長：根岸副会長）。

（４）情報知識学フォーラム

年度は昨年からの若手会員を中心とした内容でのフォーラムの形式を継承して開2006
催された。 年度フォーラムの内容については、次期実行委員会で具体化してゆくこ2007
とになる。 年度と同様に若手中心なものにするか、課題やテーマはどうするか、企2006
業の若手会員による講演を中心とするか、などが検討課題となる。開催日時は昨年同様に

月末の土曜日（ 月 日（土 ）で、会場は印刷博物館の会議室が予定されており、10 10 27 ）

フォーラムと印刷博物館の見学を組み合わせて実施する方向でいる。

具体的なテーマとして、情報知識学との接点と可能性を探る：情報セキュリティーと

情報知識学、情報教育と情報知識学などが、提案されている。これらを含めて次期実行委

員会で具体化することになる。

（５）月例懇話会

年度と同じ３回、準備が整えば１回加えて計４回を計画2006
・ テーマ：本学会関連の大学教育について：講演と見学：

鶴見大学 文学部ドキュメンテーション学科 講演と見学

同大学文学部教授長塚先生に企画を依頼

・ 若手向けの月例懇話会

現状では、月例懇話会の参加者の中に若手が少ないため、新たに若手向けの月例懇

話会を実施することとした。現在、若手の意見を取り入れて「若手による若手のため

の月例懇話会」を企画中。

・ テーマ：現在検討中：

本学会関連の大学教育のテーマで他の大学の見学と講演、本学会関連の大先達の講

演、などが提案されています。これに限らず、ご提案をいただければ幸甚です。
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（６）部会

・ 部会CODATA
平成１８年度までは の としての活動が中心であっCODATA International Associate Member
たが、平成１９年度は国内の知的基盤の連携の重点を置いた活動を展開する。このために

研究会を立ち上げ、日本学術会議サイエンスデータ分科会と連携して、関連学協会、DS
大学、公的研究機関、博物館、美術館、情報センターへとネットワークを拡大し、利用可

能な知的コンテンツの掘り起こしと、範例となる活用事例のコンテクストを調査し、日本

の将来の礎石となる知的基盤形成に資する学術的活動を開始する。また、国連情報社会サ

WSIS CODATA International GICSI(Global Informationミット における からの貢献である

）概念の実体化のための日米ワークショップを開催する他、Commons for Science Intitiative
日本からの継続的な貢献として の拡充、分野別の 活動へのよData Science Journal CODATA
り一層の積極的な活動を展開する。

・人文・社会科学系部会

平成 年 月 日（土）に「博物館と情報」をテーマに研究会を開催し、現役の大学19 4 21
院生の積極的な報告で、議論も多方面にわたり、活発であった 「博物館と情報」につい。

ては引き続き話題をつなぎたいと考えている。

年度内に「第 回歴史研究と電算機利用ワークショップ」開催予定。23

・専門用語研究部会

１．専門用語シンポジウムの開催：

第 回を 年 月頃に開催する。翻訳関係のＩＳＯ国際規格を制定する動きが20 2007 11
あるので、主題を翻訳とし、自然言語の機械翻訳グループ等に協力を呼びかける。

２．国際会議への協力：

ＩＳＯ ＴＣ 総会が米国で 月に、 会合がモンゴルで 月に予定されてい/ 37 8 EAFTerm 9
るので、部会として参加に協力する。

３．専門用語活動のＰＲ：

会誌をＰＲの媒体とし、投稿の積極化をはかる。

・関西部会

１．関連学協会と連携しながら、年 回か 回、研究会を開催する。1 2
２．本学会員の興味を引きそうな関連学協会の行事を後援する。
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[資料７] 平成19年度予算

収入の部

科目 細目 18年度実績 18年度実績細目 19年度予算 19年度予算細目 備考

会費 正会員 3,153,396 2,173,396 3,380,000 2,400,000 正会員　　300名（\8,000*300)
学生会員 80,000 80,000 学生会員    20名 (\4,000*20)
法人会員 900,000 900,000 法人会員    30口 (\30,000*30)

参加費 研究報告会 292,500 145,500 190,000 30,000 2006年度実績のうち懇親会参加費を除く費用相当額
フォーラム 110,000 100,000 会員30名、非会員10名を想定
セミナー 0 0

月例懇話会 37,000 60,000 各回15名ずつ参加で4回開催を想定

売上金 論文集 276,784 0 260,000 0

学会誌 62,000 60,000 前年度並みを想定
別刷り 170,000 150,000 前年度並みを想定
著作権料 44,784 50,000 複写使用料分配金、通常許諾料、許諾権使用料など

雑収入 921 921 1,000 1,000 預貯金利息　前年度並みを想定

小計 3,723,601 3,723,601 3,831,000 3,831,000

前年度繰越金 1,160,211 1,160,211 1,414,257 1,414,257

合計 4,883,812 4,883,812 5,245,257 5,245,257

特別会計 0 0 0 0

積立金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 事務局機構拡充積立金

総計 7,283,812 7,283,812 7,645,257 7,645,257

支出の部

科目 細目 1８年度決算 1８年度決算細目 19年度予算 19年度予算細目 備考

印刷費 学会誌 1,150,057 1,129,792 1,270,000 1,200,000 17巻2号～18巻1号、別刷含む
論文集 0 0

選挙 0 30,000 投票用紙ほか，前回並み
その他 20,265 40,000 封筒ほか

人件費 事務局 1,054,300 1,020,000 1,270,000 1,020,000 85,000円X12ヶ月
編集事務局 0 200,000 国沢編集委員長の発議による
HP管理 34,300 50,000 昨年度実績をもとに算出

事業費 研究報告会 588,100 142,920 650,000 100,000 会場費 30,000,講師謝金30,000 アルバイト2名ｘ 2日各10,000円
フォーラム 184,250 200,000 会場費、講師謝金 その他
月例懇話会 80,930 100,000 昨年度実績をもとに算出
部会補助金 180,000 200,000 専門用語研究部会 50,000円､CODATA部会50,000円、

人文・社会科学系部会50,000 円、関西部会50,000円
20周年記念行事 0 50,000 安永副会長担当

会議費 理事会 76,150 45,700 100,000 50,000 2回分
常務理事会 17,850 30,000 4回分
その他 12,600 20,000

業務委託費 0 0

賃借料 0 0

通信費 学会誌発送費 217,432 72,793 270,000 80,000 別刷発送費含む  
編集通信費 0 0

総会 73,061 75,000 総会案内　昨年度並みを想定
選挙 0 40,000 投票用紙発送，前回並み
電話代 0 0

インターネット 67,578 70,000 ドメイン登録、転送料、Nifty
その他 4,000 5,000 郵便切手代など

交通費 役員旅費 199,580 0 200,000 0

事務局通勤費 199,580 200,000

事務局交通費 0 0

消耗品費 3,355 3,355 10,000 10,000 文房具，補充インキ，用紙，ラベル代など

維持修繕費 143,585 143,585 150,000 150,000 ソフトのバージョンアップ，パソコン補強・修理関係 昨年並み

雑費 手数料 36,996 6,980 30,000 10,000 振込手数料
その他 30,016 20,000 その他

事務所借上経費 0 0

小計 3,469,555 3,469,555 3,950,000 3,950,000

予備費 0 0 1,295,257 1,295,257 19年度決算は「次年度繰越金」

次年度繰越金 1,414,257 1,414,257

合計 4,883,812 4,883,812 5,245,257 5,245,257

特別会計 0

積立金 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 事務局機構拡充積立金

総計 7,283,812 7,283,812 7,645,257 7,645,257
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第 4 回 (2007) 情報知識学会論文賞

第4 回目の論文賞は、編集委員の投票により、

　石原孝二、藤本良伺「工学倫理と情報知識学」, 2006, 16(3), 4-13.

に決定いたしました。5月26日の年次大会において、細野会長から賞状と記念品（額
縁）が両著者に授与されました。

これまでの論文賞の授賞歴は以下のとおりです。

第 3 回論文賞 (2006): 授賞者なし
第 2 回論文賞 (2005): 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」, 2004, 14(4), 105-118.
第 1 回論文賞 (2004): 五島　敏芳「日本の記録資料記述EAD/XML化と記録史料
管理 - 記録史料管理過程におけるEAD利用の位置をめぐって -」, 2003, 12(4),

3-21.
第 1 回論文賞 (2004): 田中猛彦、冨金原賢次、宇都宮啓吾、中川優 「平安・鎌倉
時代を対象とした僧侶データベースシステム」, 2003, 13(2), 18-31. 

なお、第 5 回論文賞(2008)は、すでに学会誌No.2, 142 でお知らせしましたように、
学会員が候補論文を推薦委員会に対して理由をつけて推薦し、推薦された論文を対

象とする学会員の投票によって決定することにしました。候補論文の推薦手続きの詳

細は論文賞推薦委員会（根岸委員長）から、学会誌上にて近々お知らせします。
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第 5 回(2008)情報知識学会論文賞候補の推薦募集

　論文賞推薦委員会からのお知らせ

　第 5 回の論文賞は、会員参加の新たな投票方式で行われます。

　すでに本学会誌、No.2 にてお知らせしたとおり、今回から論文賞の選考方法を変更し、「学会

員の選ぶ論文賞」として、全学会員の直接投票に基づいて選定することになりました。

　その手順および日程はつぎのとおりです。

１．学会誌編集委員会とは別に「論文賞推薦委員会」（委員長：根岸副会長、以下「推薦委員会」）

を設ける。

２．本学会員（正会員、賛助会員）は、推薦委員会に対して論文賞にふさわしいと思われる論文

をその理由をつけて推薦する。（推薦しめ切り：2008 年 2 月末）

３．推薦委員会は、会員からの推薦論文が多数の場合は一次選考を行い、また少数の場合は推薦

委員会自ら追加推薦を行って、3 論文程度を候補とする。（3 月末）

４．これら論文賞候補論文とその推薦理由を学会ホームページおよびメルマガ等に掲載し、会員

に投票を呼びかける。なお推薦者の名前、人数等は公表しない。（投票しめ切り：4 月末）

５．投票の結果、最多得票の論文を論文賞授賞論文とする。ただし、推薦委員会は得票数や論文

内容などを勘案し、得票数第 2 位の論文についても論文賞とすることができる。（選定結果発

表・授賞式：5 月 23-24 日、年次大会にて）

　今回の推薦対象論文は No.1 と No.3 に掲載の下記 5 件です。No.4 は未発刊ですが、これは 2007
年 12 月 8 日開催の「情報知識学フォーラム」の特別号となり、原著論文の掲載予定はありませ

ん。ついては、これらについて論文賞候補の推薦を下記要領により募集しますので、会員各位に

あっては、奮って応募されるようお願いします。

◇推薦対象論文 5 件

　これらは学会誌の他、オンライン(J-Stage)でも論文全文を参照できます。

    http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/-char/ja/
（１）「植物の育種・栽培試験のためのデータ分析支援システム」（井上悦子, 吉廣卓哉, 川路英

哉, 根来圭一, 花田裕美, 和中学, 中川優，Vol.17, No.1, p.2-14）
（２）「検索行動調査に基づく検索エレメント設計に関する一考察」（松村敦, 古川沙希子, 宇陀

則彦, Vol.17, No.1, p.15-31）
（３）「国際共同研究のためのネットワーク・コネクション」（岡伸人, 岩田修一, Vol.17, No.1,
p.32-40）
（４）「正典テキスト群から編集的中心メッセージを抽出するネットワーク解析法」（村井源, 徃
住彰文，Vol.17, No.3, p.149-163）
（５）「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」（石川大介, 石塚英弘, 藤原譲，Vol.17, No.3, p.164-181）

◇推薦方法・しめ切り

　推薦する論文について、400～800 字程度の推薦理由を付して、2008 年 2 月末日までに、学

会事務局(jsik@nifty,com)および推薦委員会(negishi@nii.ac.jp)あて電子メールで送信する。形式

自由、ただし SUBJEST 欄に「論文賞候補推薦状」と明示すること。
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事務局からのお知らせ

                                          

［１］年会費の納入をお願いします

　平成 19 年度(2007 年 4 月 1 日～2008 年 3 月末日)の年会費を未納のかたは、郵便局また

は銀行の下記口座へ至急お振込ください。１年分の年会費は正会員８千円、学生会員４千

円です。数年分未納のかたは合計額を納入してください。請求書が必要な場合は、その旨

を事務局へお知らせ願います。

 １．振込先（振込手数料はご本人負担でお願いします）

   ａ．郵便振替口座 00150-8-706543 情報知識学会（代表　細野公男）

   ｂ．三菱東京ＵＦＪ銀行 秋葉原駅前支店 普通預金 3586133 情報知識学会

　　　（会長　細野公男）

 ２．納入した年月日の確認方法

  情報知識学会から郵送された封筒の宛名ラベルをご覧ください。［　］内に過去４年間、

ご自分の納入日が印字されているので確認できます。  納入年（西暦の下２桁）、月（２

桁）、日（２桁）の６桁です。年会費を滞納している場合は、［未納］と表示してありま

す。金融機関へ振り込まれてから事務局へ通知が届き、宛名ラベルに印字、発送するまで

10 日ほどかかりますので、ご了承ください。

        

［２］最近１ヶ月以内に事務局からのメールを受信しなかったかた

　現在、８割以上の会員がメールアドレスを事務局へ登録されています。本年７月から

は情報知識学会メールマガジンを毎月配信しています。電子メールは必須の連絡手段

となりました。過去に登録されても、最近１ヶ月以内に情報知識学会事務局からメール

を１通も受信しなかったかたは、不達が予想されますので、再度、アドレスを事務局

jsik@nifty.com へご連絡ください。添付ファイルが開けないかたも、お知らせくだされ

ばテキスト文に直して送信します。

［３］電話でのお問い合わせ

　事務局の業務は土日祝日を除き、月曜から金曜日までの毎日行っています。お問い合

わせなどの電話は、できるだけ午後１時半から 5 時までにお願いします。連絡には電子

メールやＦＡＸも、どうぞご利用ください。

　入会ご希望のかたには入会申込書を、郵送またはＦＡＸ送信でお届します。

             　　　　　　        　情報知識学会事務局

                   　　　          〒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
  　　                     　       E-mail:jsik@nifty.com   URL:http://www.jsik.jp
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情報知識学会誌 編集委員会

編集委員長 国沢　隆 東京理科大学
副編集委員長 芦野　俊宏 東洋大学
編集委員

相田　満 国文学研究資料館 石井　守 情報通信研究機構
石塚　英弘 筑波大学 岩田　覚 東京大学
内田　努 北海道大学 宇陀　則彦 筑波大学
江草　由佳 国立教育政策研究所 大久保　公策 国立遺伝学研究所
岡本　由起子 元東京家政学院大学 小川　恵司 凸版印刷　(株）
神立　孝一 創価大学 五島　敏芳 国文学研究資料館
阪口　哲男 筑波大学 白鳥　裕 大日本印刷（株）
菅原　秀明 国立遺伝学研究所 太原　育夫 東京理科大学
田良島 哲 東京国立博物館 時実　象一 愛知大学
中川　優 和歌山大学 長田　孝治 (株) カテナ
長塚　隆 鶴見大学 中山　尭 神奈川大学
中山　伸一 筑波大学 西川　信孝 みずほ情報総研（株）
西澤  正巳 国立情報学研究所 西脇　二一 奈良大学
根岸　正光 国立情報学研究所 原　正一郎 京都大学
原田　隆史 慶應義塾大学 藤井　賢一 産業技術総合研究所
藤原　譲 筑波大学名誉教授 細野　公男 慶應義塾大学名誉教授
村川  毅彦 和歌山大学 安永　尚志 人間文化研究機構
山本　毅雄 情報学研究所名誉教授 山本　昭 愛知大学

第 12 回情報知識学フォーラム実行委員会
委員長　 八重樫 純樹 静岡大学 教授
委員　 石塚 英弘 筑波大学大学院　教授　

江草 由佳 国立教育政策研究所　研究員
小川 恵司 凸版印刷株式会社　
白鳥 裕 大日本印刷株式会社　
高久 雅生 情報・システム研究機構プロジェクト　研究員　
田良島　哲 東京国立博物館　事業部情報課・情報管理室長　
研谷 紀夫 東京大学大学院　特任助教　
長塚 隆 鶴見大学　教授　
根岸 正光 国立情報学研究所　教授　
村井　源 東京工業大学　特別研究員

■ 複写をされる方に
　本誌に掲載された著作物を複写したい方は,（社）日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結されている企業の従業
員以外は,著作権者から複写権等の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受けて下さい．  
著作物の転載，翻訳のような複写以外の許諾は，直接本会へご連絡ください．

〒107-0052  東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル  学術著作権協会
TEL: 03-3475-5618  FAX: 03-3475-5619  E-mail: naka-atsu@muj.biglobe.ne.jp  

アメリカ合衆国における複写については，次に連絡してください．  
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