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東京大学史料編纂所における歴史情報管理について 
―画像とメタデータ― 

横山伊徳 
東京大学史料編纂所 

 
 
 ただいまご紹介いただきました、東京大学史料編纂所の横山と申します。今日は一応「東京

大学史料編纂所における歴史情報の管理について」ということでお話します。『歴博（れきは

く）』という歴史民俗博物館のＰＲ誌に書かせていただきましたが、史料編纂所における歴史情

報の研究は、１９８４年から開始いたします。史料編纂所はご存知の方も多いと思いますけれ

ども、日本史の学界に、日本あるいは世界各地にある日本史関係の史料を活字の形、あるいは

写真帳等々の複製物の形で提供するというのが仕事でございます。 
 まず、そこがなぜコンピューターに関わりを持つようになったかをご説明します。本の形で

資料を提供するということになりますと、どこにどんな史料があるか、あるいは、たとえば索

引を作るとか傍注（ぼうちゅう）をつけるとか、綱文というある種の目次を書いたりして、あ

る整った形の出版物にするために、前回はどうしたか。あるいは今回それを前回と違った形に

する理由は何か、あるいはコメントをつける、注をつける、いうことの必然性は何か、という

ようなことをですね、データとして蓄積していかなければならないわけです。それを行うのに

カードとか、使ってきたわけです。昔「かるた取り」と称されていたと記憶しますが、出てき

た用語を１枚ずつのカードにしまして、それを５０音ずつに並べていく。５０音に区切った箱

がありまして、そこへ「あ」なら「あ」だ、「い」だ、今度は「か」だ、とか言って、かるた取

りのようにカードを配っていくような作業していたのですけども、それが単純なわりに大変だ

ということで、そこからなんとかして脱却したい、ということであります。 
更に次の理由として、歴史学界への基礎データの提供ということで、それまでの活字本の史

料集を出してきたのですが、80 年代前半ころからその活字がだんだん衰退してくるというよう

な動きの中で、「活字がいったいいつまでもつのだろうか」というような漠然とした不安という

ようなものがございました。 
それで、１９８０年代は主として汎用機のＲＤＢのソフトウェアを使ってデータベースを作

るという形で、作業をしてまいりました。 
 ９０年ぐらいから、史料編纂所の本来の業務であります史料集というものをテキストとして

データベースの中に入れる、というような仕掛けを作り始めました。私は８０年代後半・９０

年代の前半は、「家内奴隷」――ごめんなさい、「所内奴隷」と称していたのですけれども（笑）、

所内で一生懸命データを貯めてもですね、家へ帰ってきてですね、それを使いたいと思っても

使えない、わけだったのです。「ああ、また大学出て行かなきゃいけないか」と思うとですね、

それをなんとか自宅で、土日でも使いたい、と思うようになりまして、95 年頃からインターネ

ットが出てきたときに「これは使えるかもしれない」と思ったわけであります。 
 インターネットが、テルネットでログインしてという時代からですね、モザイクというのが

出てきてイメージが使えるように発達してきてですね、史料編纂所でもこれは本格的に９７年
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ぐらいからだんだん認知されてきまして。これは実際自分たちが使っている史料の代替物にな

るかもしれない、という認識が広まってまいりました。 
そして２００６年からはですね、これを情報事業全体として推進する部門ができまして、そ

こでは知識、歴史知識というような形でさまざまな歴史情報を考えていこう、ということに現

在なっております。 
84 年にＲＤＢを導入した時点で構築されたデータベースは、だいたい３つに分けられると思

います。１つは索引系。それでこれは史料集の、たとえば人名索引を構築してまいりました。

２つ目は目録系でありまして、これは史料編纂所が所蔵しております古文書などのいわば目録

データを蓄積していくというものであります。 
３番目は綱文系。綱文と申しましてもわかりづらいと思いますけれども、書籍、あるいは史

料集の目次であるというふうにお考えいただければよいかと思います。これは私が主としてや

ってまいりました、『維新史料綱要』データベースというものです。このようなものをＲＤＢマ

ネージメントシステムでもって蓄積してまいりました。 
これらのデータベースの特徴は、仮に史料がデータだとすると、それをなんらかの形でデー

タの所在なり属性なりを表し、抽象化したデータを取り扱うものでございますので、まあすべ

てデータのデータ、すなわちメタデータというふうに考えることができるかと思います。すな

わち史料本文、それを収める本自体・ページにたどり着くためのデータの蓄積であったと。さ

きほども紹介しましたが、本格的にインターネットが画像の閲覧の仕掛けとして使えるように

なった１９９５、６年ぐらいから、それを使って、いわば蓄積してきたデータベースを少し使

えるようにしようということで、工夫し始めました。それまでいろいろな形で工夫してきたわ

けですけれども、それぞれのシステムをですね、この際だということで、インターネットの仕

組みに合わせてすべて統一いたしました。 
 検索はコマンド系だったわけですけども、ウェブインターフェイスを採用し、ＲＤＢ特有の

検索式というようなものは使わずに、形態素解析したファイルに対して検索をかける、という

ような仕掛けにいたしました。そして３番目として、今まで蓄積してまいりましたさまざまな

メタデータからある秩序を発生させて、それをＵＲＬで画像サーバーにリンクさせることによ

って、画像データを本格的に利用できるようにいたしました。それに合わせまして、史料編纂

所では所蔵史料目録データベースというものと、画像資料データベースというものを新しい形

で立ち上げていくことになります。 
 Hi-CAT と通称しておりますけれども、所蔵史料目録データベースについてご紹介いたしま

す。これは史料編纂所の現状のデータベースを考えるときに、基幹的なデータベースです。わ

かりやすく言いますと、いわゆるウェブキャットに載らない史料編纂所が持っております史料、

非刊本用の OPAC であります。いわゆる史料がカタログされているもの、とお考えいただけれ

ばと思います。その頃日本で積極的に紹介され始めました記録管理学における記録の階層構造

というものを反映したメタデータ管理というものを参考にしながら、考えたものです。 
 それは史料群というもの想定します。ある史料というのはそれだけで、ペラ１枚で存在する

こともあるわけですけれども、多くの場合にはさまざまな経緯からある種のまとまりとして存

在します。そのまとまりはその下の小さなまとまりを形成しておりまして、 終的には物理的

にひとつ、これ以上分けられないという冊子の形態になり、その冊子――あるいは巻子（かん

す）ということもあるわけですけども、その下で１点１点の資料ということになる、というケ
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ースがモデルとなっております。 
 このようなモデルとして捉えられる史料群に対して、上位のレベルで記述された、記述が下

位のレベルではくり返さないで全体としても一まとまりをデータとして管理する、というよう

な考え方が日本で紹介され始めまして、これを踏まえてデータベースを作っていこうというこ

とに、所蔵史料目録データベースを作っていこうということになりました。 
 それで２つ目に、このデータベースに、画像サーバに収められたさまざまな資料の画像ファ

イルとリンクする構造、リンクのためのデータを挿入しまして、画像サーバを管理してその史

料群の構造を反映するようなデータベースとして考えていこう、ということにいたしました。

その前提にありますのは、史料編纂所が持っております史料図書の管理体系、蔵書の管理体系、

資料・図書の管理体系の特殊なあり方であります。史料編纂所は、いわゆる国会図書館の十進

分類法とは異なった分類をとっております。 
 そこでは、貴重書といわれる原本史料等でありますけれども、それを０架といたしまして、

刊本といわれている活字本でありますけども、これを１０００番台。それから謄写本と申しま

して、全国、フィルムが普及する前から全国各地の資料を集めてまいりましたので、人間の手

でその史料を写すということになります。その場合に、文字情報だけ写せばよいということで

写したものが２０００番台謄写本であります。それから影写本っていうのは文字の形ですね。

かすれとかシミとか、そういうものまで含めて写したもの。写真の代替物というようなもので、

それが３０００番台。４０００番台の写本と申しますのは、史料編纂所が作成したものではな

い現物の資料の写しというものであります。５０００番台が特殊形状本といいまして、巻子仕

立てのものなどであります。それからマイクロフィルムやそれによる写真帳が６０００番台で

管理され、洋書が７０００番台で管理されるというような仕掛けになっております。で、こう

いういわば蔵書の管理体系とは別に、コレクションとして入ってきたものについては特殊集書

（とくしゅしゅうしょ）という扱いをしております。 
 それで、蔵書は基本的に以上の分類の中で、たとえば謄写本であれば２０００何番という架

がつきまして、その下に、あるひとつのまとまりがあれば番号としての何番というシリーズで

番号がつきます。番がつきます。そしてそこに、それが何冊かのシリーズで構成されていると

すれば、号ということでファイルということになります。このような構成をとっております。

このような、いわば一種のツリー構造をそのまま画像サーバの上に移して、それぞれの所蔵品

の画像ファイルをそのツリー構造のもとにサーバに収める、というふうにしますと、この架番

号からそのツリーをアクセスすることができるようになります。 
 それによって、OPAC から画像を呼び出すという仕掛けをできるようにいたしました。この

仕掛けを 初に作りましたのは影写本 3000 番台シリーズなんのですけれども、これは写真技

術が成立する以前の文書の複製技術でありまして、史料の現物があるとすると、墨と筆とでで

すね、和紙の上にその形のまま写す、と。大きさもかすれも、虫食いも同じように再現すると

いう、非常に特殊な技術に基づいて複本を作成したものであります。これを長年やっておりま

すので、これをたとえば古文書だけに限っても、６８００冊。その中に収められていた古文書

が１９万点に及んであおります。 
 で、このような複製物が大量に存在いたしますので、これをなんとかデータベースでコント

ロールしたいというのは前から議論になっおりました。ＲＤＢを使っていた時代はですね、電

子ファイリングシステムをＲＤＢから呼び出すという仕掛けを考えまして、影写本のマイクロ
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フィルムを撮影しまして、それを印画紙に焼きつけ、そして電子ファイリングシステム用の特

製スキャナからそれを読み込んで、それで電子ファイリングシステムをＲＤＢとリンクさせて

ＲＤＢの結果を電子ファイリングシステムのほうに表示するという、非常に大掛かりな仕掛け

をとっておりました。 
 で、これは当然のことながらインターネット非対応でしたので、９６年の時点ですっぱりあ

きらめまして、電子ファイリングシステムは使わないということで、その頃から普及してまい

りました、マイクロフィルムをスキャンニングして TiffＧ４画像を出力する、という仕掛けを

採用することにいたしました。 
影写本をマイクロフィルムにとったものをスキャンして画像を作りまして、それを影写本の

仕立ての論理と対応する形でツリーの構造を作って、そこに画像を収めていくという仕掛けと

することで運用することにしました。このシステムを設計するときに、もうすでにマイクロフ

ィルムがあったからです。また、１９９７年時点ではいわゆるデジタルカメラの性能が非常に

低くて、歴史的史料を対象とするには、研究的な作業にはちょっと使えないという感じでした

ので、あえてフィルムをスキャンニングという形をとりました。 
この中心的な仕掛けは、ＵＲＬは架番号を指定すればその架番号に対応するＵＲＬをダイナ

ミックに生成して、そのツリーのところへリンクするという形にしたわけです。 
どうしてこういう形にしたかと言いますと、それまでＲＤＢのほうで、影写本の１点ごとの

文書目録というのを作ってきたわけでありますが、これはさきほどもちょっとご紹介しました

けれども、全体で１９万件ぐらいデータがありますが、いざマイクロスキャンを始めてしまい

ますと、全部スキャンニングしてもですね、１年半ぐらいで仕事が終わってしまったわけであ

ります。 
 そうしますと、１点目録のデータが作成されている史料の件数よりも、影写本のイメージの

件数のほうが多くなってしまって、このままでいくとメタ･データがなくて検索できず、使われ

ない画像が非常に多くなってしまうという恐れがありました。しかし、１点目録をひとつひと

つ作っていくということは、それはそれで重要なのですが、全体を見るためにはこの１点目録

を積み重ねていくやり方では何年たっても先が見えない、という状況はある程度はっきりして

おりました。そうしますと、１点１点に画像を管理するメタをつけていくというよりは、ディ

レクトリといいますか、フォルダといいますか、あるまとまりの単位へノードを設定し、あと

は、その中はいわばユーザーのほうから自由に見てもらう運用としたわけです。 
 実際問題、われわれが各地の文書館に行って資料を閲覧する場合も「はい、あなたの必要な

資料はこれですよ」と言ってページを開いてくれるわけではなくて、「この中に入っているから

あなたが見つけなさい」と言って１冊本を渡されるだけなので、われわれもユーザーに対して

「あなたの必要な本はこのディレクトリに、データはこのディレクトリに入っています」と。

そのディレクトリだけ示してあげれば、当面は全体を見ることができる、というふうにしよう

というわけです。それまで１点目録で直接一意に示すふうにやってきたんですけれども、ここ

でアクセスポイントを切り替えてしまいます。 
 もちろんその１点目録を続けることの意味はあるので、それは一方でずっと続けているわけ

ですけれども、１９万件を全部、カタロギングが済むまで全体を覆えないという事態はこれで

避けることができる、と考えた。これでうまくいきましたので、次は同じような仕掛けで大容

量のハードディスクを用意して、そこへ所蔵品の画像データを同じ理屈で、書庫の管理体系に
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則した形で画像サーバを切り分けていけば、非刊本系のオーパックから必要な画像のディレク

トリへ到達することができる、というふうに考えました。 
 そうしますと、さきほどちょっと述べましたけれども、Hi-CAT は蔵書の OPAC であると同

時に、画像サーバのいわばディレクトリを管理する、画像ファイルのありか、ロケーションを

管理するデータベース、いう側面も持つことになりました。そして、これはディレクトリを管

理しているだけですので、画像のフォーマットによらない。画像のフォーマットのほうは見る

仕掛け、ブラウザのほうの仕掛けで対応するということになります。研究の必要に応じた、そ

れに対応した画像のファイル形式というものを研究者がある程度選択することが可能になった

と考えております。そうした画像データベースは、このようなものがあります。 
 今申しましたお話をちょっと図式化してみますと、現実に……書庫の中にある本。これには

架番号がついておりまして、それをデジタルカメラで撮ったりマイクロフィルムをスキャンし

たりして、書庫の秩序に対応して、つまりその架番号に応じてイメージを格納して、大きなサ

ーバで管理する、と。その管理はこの Hi-CAT で行っている、と。 
 それで、一応これとは切り離した形で、フルテキストデータベース、メタデータ等を管理す

るデータベースが動いております。で、たとえばこういう文書（もんじょ）について誰が作成

したとか、年月日などなど、そういうメタデータがさまざまな形で作成されております。これ

らのデータベースとしましては画像を呼び出す仕掛けとして架番号だけを持っています。そし

て架番号からこのハイキャットを経由してこのイメージへ飛ぶと、こういう形の仕掛けを作っ

てあります。ですから、これらのデータベースでヒットしたデータは、こうした流れを経てイ

メージを見るということができるようになります。で、それをウェブからみなさんのもとに届

ける、と。このような流れになっております。 
現在のところの史料編纂所の情報システムの大枠は以上のようなものでありますが、現在進

んでおります研究課題といたしまして、２点ほどご紹介したいと思っております。それで、以

上のように史料編纂所では資料集を作り、あるいはその資料を閲覧サービスするというような

ためにですね、データ管理とか記録管理というものを中心に研究を進めてまいりました。とこ

ろがですね、印刷技術の変化、電算印刷というものがかなり本格的になってまいりまして、こ

の電算印刷のデータを利用することによって非常に大量のテキストが毎年毎年生成するように

なりました。 
 今のところ、史料編纂所としては出版物という形態そのものは放棄しないつもりです。しか

し、今までのフルテキストデータベースなりテキスト系の入力は、通常の工程をへて印刷され

た出版物をもう１回入力業者に入力してもらって、もう１回校正するという、１つの出版物を

データベースまで完成するときに２回校正をするということをやっていたわけです。現在ルー

ティン化しようとしている出版物のプロセスは、たとえば校正刷りをですね、PDF のような形

でもいただくことになります。 
 で、校正者は PDF をレーザープリンタで出力したものに対して赤を入れて返す。そうする

と、校了まで全部 PDF の形になります。で、その PDF に対して、その PDF にコンパイルす

る前のデータを、XML の形で変換して、サーバに収めていくことを試行しております。 
 そうしますと、このテキストをどうやって上手に処理するかということ、さきほどの１点目

録と影写本の画像と似たような関係なんですけども、これまではできあがった史料集からです

ね、ひとつひとつ索引をとっていくっていう形でデータを生成してきたわけでありますが、そ
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うした索引作成のスピードよりも、テキストを生成するスピードのほうが速くなってきてしま

っているわけであります。 
そうしますと、上手な形でテキストに対して管理の体制を作っていかなければいけないとい

うことになりますので、そうするとある種の言語処理といいますか、語彙処理といいますか、

そういうものをやっていかなければいけないということになってまいります。で、それをどの

ような形で進めるかっていったときに、語彙に対する知識というものをデータベースのほう、

コンピューターのほうでどのようにして持つか、というようなことを考えなければいけないと

いうことになります。情報学の専門家の知恵を借りながら、研究を展開しつつあるところであ

ります。 
 たぶん歴史研究にとって知識のひとつのポイントだと思うのは人間だと、人物だと思うんで

すね。知識一般というよりは人に関する知識を考えていく。史料に登場する人物史知識という

ものをまとめていくということができないだろうか、というふうに今のところは考えています。 
 それは史料の上で実際に登場する人物はたとえば、行ったあるひとつの事実でしか一つの史

料には登場しないわけですけれども、その一方で、その人に関しては、その人がどういう人生

を歩んだか、どういう仕事をしたかっていうことについての知識が一方で存在するわけですよ

ね。そういう知識はひとつひとつの資料が示す断片的事実の蓄積から生まれてくる。 
 そこで新しい史料に出会って、そこにある人物が登場したというときに、そこで新しい知識

が発生するわけですが、それが人間の、その人に関する知識データに対して、どのような意味

を持つ、その史料があるっていうことが知識の体系にどのような意味を持っているのかを常に

参照しながら、扱っていけるシステムを、今のところ考えておるんです。 
 現在３つぐらいの素材を考えておりまして、１つは『大日本史料』、１つは『明治前日本科学

史』、そしてもう１つは『古事類苑（こじるいえん）』。この３つの中から抽出しまして、人物に

即してデータ＝知識を集積してみることを考えています。そこで人物に関するメタデータみた

いなものが考えられれば、それ作り、あとは個々の、それをさっきちょっと紹介しました、毎

年毎年１０何冊出来てくるテキストデータと、人物に関する知識のデータベースとを組み合わ

せていきたいと思います。 
 それは、場合によっては XML で出来てくるフルテキストのほうに、知識ベースのデータを

自動的に挿入できるような形ということになるかも知れません。 
 もっとも現段階では模索中というところが現実でして、体系化する一歩手前というような感

じです。まだ取り組み始めて今年で２年目っていうこともありまして、ビジョンが見えるって

いうよりは、まずそういった知識体系が本当に史料から得られるかどうか。得られて、そこか

らどういった関連、たとえば人と人との関係、場所とか時とか、そういった背景もありますの

で、その背景、そういったを解析していく。その前段階、本当にその段階というのが現状です。 
 もうひとつは、これは 近印画紙、――さきほどもちょっと説明しましたけれども、写真と

いうのが史料編纂所にとっては非常に大きな利用度の高い複製物、これが大きな役割を果たし

ております。採訪（さいぼう）に行きます。「採訪」というのは、出張に行って史料の写真を撮

ってくることを「サイボウ」と史料編纂所では言っているわけですけども、写真を撮ってまい

ります。それを現像して紙焼きして製本する、というのが史料収集の基本です。研究にあたっ

ては、その製本されたものを使うということになっておりますが、この１月３１日をもってで

すね、印画紙の受注が中止されるということになりました。で、このルーティンといいますか、
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史料収集フローチャートは破綻してしまったわけであります。なんとかしなければならないわ

けですが、今までの画像管理というのは基本には紹介しましたように蔵書管理の延長で構想さ

れてきました。つまり、史料編纂所が現物管理をしておるものの画像をデータベースの上で管

理する形になっていたわけですけれども、これからはそうではないものを管理しなければなら

ないということになったわけであります。 
 史料編纂所所蔵資料をデジタル化してサーバに収めるというのではなくて、世界中あちこち

に点在する資料を対象にします。それを採訪によってある種の変換をして、ハードディスクの

中に収めて史料編纂所に持ってくるわけです。そうすると、それに対して史料編纂所として独

自のメタデータを付与して、新しい画像サーバの中に入れてやらないといけない。そのときの

管理秩序、あるいはメタデータの構成をどうしたらいいかというのは非常に大きな課題となり

ます。 
これは去年の初めぐらいからあちこちで私も言っていたんですけれども、まあ印画紙があと

５年ぐらいもてばですね、そのうちに考えればいいか、と思っていたのですが、もはや今年の

１月からということになってしまってですね、これも緊急に考えていかなければならない、と

いうことです。 
史料編纂所でも、たとえば双方向みたいな仕掛けを持ったことがあるのですけれども、結局

双方向っていうのは相手のポリシーが変わってしまうとうまくいかないっていうのがあります。

今のところ、この件については一応史料編纂所で責任を持って、自分たちのサーバの上に蓄積

していくということを前提に考えています。もちろん史料編纂所が潰れてしまえばまた別かも

しれませんけども（笑）。一応、それはちょっと考える外に置いといて、なんとかロケーション

をいじるということはしないようにしたい、というふうには思ってはおります。 
 実は、この点についてはすこし詳しい説明が必要か、と思います。現状写真帳の配架を行う

にあたって、「冊分けというのがキモである」といいました。採訪に出かけていって撮影する際

には、偶然的な要素、たとえば所蔵者が出してきた順番に即して撮影していきますので、史料

のロジカルな並びとは違う形で撮影せざるを得ないのが現実です。そのときには冊分け、印画

紙の配列を調整する段階で切り替えていったわけです。その工程を――そこがちょっと一番難

しいところなんですけれども、デジタルしかないという場合にどういう形で行っていくかとい

うのは、われわれとしては考えなければいけない課題です。それを考えないでデジタルに移行

してしまうことはできない、と。配列を調整するさいに、目視で作業というのが発生するのは

できれば避けたいな、と思っています。今考えておりますのが、撮影すべき史料の秩序が、多

くの場合にはもうすでに相手先で管理体系が作られている。で、その管理体系を自動的にディ

レクトリに切り分けられるような仕掛けをこちらで作っておいたらどうか。そうすればファイ

ルのディレクトリの構造は、所蔵者が決めたすでに存在する秩序に従って切り分けが可能にな

るのではないだろうか、と。非常にわかりやすい話で、所蔵者が持っている目録を見ながらデ

ィレクトリを検索してあげれば画像にたどり着くことができる、というような形に持っていけ

たらどうだろうか、というのが今の私の考えなんです。 
 
以上、ちょっと早口だったかもしれませんが、わかりきっていることは簡単に説明してしま

っているかも知れないので、説明不足のところがあれば質問していただければ、お話したいと

思います。以上です。 
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＜質疑要約＞ 
 
――史料編纂所として、出版物に対しウェブで発信される情報の質をどのような観点でとら

えるか。 
 横山 史料編纂所としては出版物の形態は放棄せず、ずっと続けていくつもりである。フル

テキストデータベースなどは、出版物を入力業者に戻し、データを入力し、校正してきた。今

後は、出版物のプロセスの中で、校正刷りを PDF の形でいただき、PDF 化するひとつ前の段

階のデータを XML の形で変換して、サーバーに収める形で、現在試行している。 
――印画紙がなくなると、分散してアーカイブを作ることになる。出版物でないもので、引用

先のリンク切れや内容変更への対応はどうしているか。 
 横山 双方向の仕掛けを持ったことはあるが、相手の機関がポリシーが変わってしまうとう

まくいかない。印画紙の転換は責任を持って自分たちのサーバーの上に蓄積していくことを前

提に考えている。なんとかロケーションをいじることはしないようにしたい。 
――膨大な史料を持って、かつ、中の構造を組織的に押さえながら提供して、非常にバランス

がいい。当面の提供課題とどううまくディレクトリでまとめるかのアイデアは非常にキッチリ

している。データベース作成されるときのバランスも非常にいいと思う。それを配慮しながら、

次は無限の方向性を持つ知識の問題があるが、具体的には当面、内容どのようするかアイデア

はあるか。 
 横山 歴史研究にとってひとつのポイントだと思うのは人間だと思う。知識一般というより

は人に関する知識を考えていく、そこで知識というものをまとめていくということができない

か、と今のところは考えている。 
――そのときの「人」というのは何か。 
 横山 歴史的に生きた人間。資料の上では、行ったあるひとつの事実でしか資料の中には存

在しないが、その人に関して、どういう人生を歩み、仕事をしたかについての知識が一方で存

在する。新しい資料が出てきて、ある人物が登場したときに、新しい知識が発生する。それが、

人に関する知識データに関して、どのような意味を持って、テキストがあることが意味を持っ

ているのかを常に参照しながら、扱うことを、考えている。 
――ある意味で言えば、情報学の本質に入るような研究でもあるように思える。その資料に

基づいて、どんな要素や属性で体系化づけていくか、具体的な雛型はあるのか。 
 ――現段階では模索中。方向やビジョンが見えるよりは、まず知識体系が本当に資料から得

られるかどうか、たとえば人を中心にしたとき、生涯の中での人と人との関係、場所や時など、

人を中心としたその背景になるものが何かを解析する前段階。 
 横山 素材としては、『大日本史料』、『明治前日本科学史』、『古事類苑』などの中から人に即

してデータを集積し、そこにある種の人に関するメタデータが考えられるとすれば、人に関す

るメタデータのデータを作り、個々のテキストデータと、人に関する全体のデータベースとリ

ンクを貼る。 
――目録を記述する一部として画像があるのか。 
 横山 目録の中に架番号が入っており、その架番号がサーバーのディレクトリを生成するよ
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うになっている仕掛けにした。 
――画像の記述は番号だけで何もないのか。 
 横山 １点目録のような形でも特定できる仕掛けは、別に持っている。 
――たとえば、『大日本史料』には、書物に索引語がついており、その索引語のデータベース

があり、ページ情報も出せて、１点ものの目録のような状態にして格納してあるものも別途、

用意してある。 
 横山 （画像を記述しているのではなく）URL の先にファイル名を特定してある。画像１つ

１つにメタをつけているということではない。 
――実務的な確認だが、なくなるのは CH ペーパーか 
 横山 CH ペーパーだ。普通の印画紙は厚く、本にすると３倍の厚さになり、書庫が足りな

い。 
――デジタルデータができる手順で、影写本がデジタルデータになるまでにマイクロフィルム

が介在するのか。 
 横山 このシステムを開始するときに、もうすでにマイクロフィルムがあり、かつ、1997
年時点ではデジタルカメラの性能が非常に低くて、歴史的な、研究作業には使えないので、あ

えてフィルムのスキャンニングという形をとった。意見が分かれており、私は早くデジタルに

したほうがいいと考えているが、「マイクロフィルムからのスキャンニングのほうがよい」とい

う意見もある。両方の意見を聞きながら解決方法を探っている。 
――現物の資料の配架体系と、マイクロフィルムの管理の体系とはまったく別になると思うが、

デジタルデータを作成する際に手間はなかったのか。 
 横山 資料の内部のロジカルな並びとは違う形で撮影せざるを得ないときにはサツワケ、印

画紙の段階で切り替えた。デジタルのみのモノについては、考えていくべき。 
撮る順番は偶然によっていろいろな論理があるが、多くの場合にはもうすでに相手先で管理

体系が作られている。その管理体系を自動的にディレクトリに切り分けられるような仕掛けを

こちらで作れば、ファイルのディレクトリの構造は向こうが決めた、すでに存在する秩序に従

ってディレクトリの切り分けが可能になるのではないだろうか。 
――所蔵している資料のデジタル化した割合を教えていただきたい。 
 横山 史料編纂所が出版してきた出版物は全部スキャンしてあり、出版物のデータベースか

ら、すべて出版物の特定のページにアクセスすることはできるようになっている。写本系は、

ほとんどデジタル化は済んでいる。貴重書は、所蔵品についてはデジタル化が進んでいる。耐

震工事に合わせて、預けては困るものは改めて、貴重品を中心に、デジタル化されてないもの

は完全に媒体を経ずに、直接的なデジタル写真を撮影した。 
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