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歴博研究部の歴史研究系の高橋と申します。今日、私のほうからは、歴博の持っております

資料、博物館資料ですけれども、そのなかの文書を中心とした文献資料の情報を、どのように

デジタル化しているのかということ、それをめぐる周辺の状況について、ご紹介をさせていた

だきたいと思っています。 
 私ども歴博は、１９８１年に大学共同利用機関として設置されまして、歴史学・考古学・民

俗学、それから自然科学のなかでも分析科学、情報工学の研究者たちの協業を基本とする研究

機関であり、同時に博物館であります。２００４年の４月に、ご承知のとおり「大学共同利用

機関法人・人間文化研究機構」が作られまして、そのなかの５つの機関の１つということにな

りました。 
 さらに、外枠が変わるだけではなく、館内も少し組織を改編しまして、４つあった研究部を

１つにするとか、あるいは歴史資料センターという組織体をつくりました。おもに展示、ある

いは資料を管轄していくセンターで、事務側と研究者側が一緒になって事業を進めていくとい

う目的です。２００７年の４月には、それをさらに発展させるかたちで、博物館資源センター

に再編をしておりますけれども、十分まだ内実がともなっておりません。 
 したがいまして、展示あるいは資料の原本、さらにいえば、今日お話をさせていただくよう

なデジタル化された資料も、おもに博物館資源センターのもとに管理され、活用されていくと

いうことになりますけれども、まだうまくまわっていないのが現状です。     
歴博の持っております資料ですが、すでに２０万点を超えており、もちろん古文書ですとか

典籍もありますけれども、当然その他にも絵画資料ですとか、あるいは考古遺物、民俗資料な

ど、多様なものがございます。 
 さらにいえば、原本・原品のみならず、複製、レプリカも多数所蔵しております。私どもの

博物館では、原本・原品とレプリカ・複製は基本的に同等に扱う、というふうに位置づけてお

りますので、収蔵庫のなかでも、たとえばこの階層はオリジナルのみで、この階層はレプリカ、

というようなことをしておりません。これが原則であります。 
 今日はそのなかでも、古文書を中心とした文献資料のデジタル化されたものをどのように使

っているか、その活用されている局面に即して、少し整理しながらご紹介をしたいと思います。 
大きく６つに区分しますと、展示、それから資料保存、ホームページ、データベース、そし

て即日閲覧――ちょっと熟さない言葉なのでのちほどご説明申し上げますけれども、さらには

外に出かけて行って資料を調査する、その際のデジタル資料の作成、そして活用ということに

も最近手を伸ばし始めております。 
 まず展示です。最初にご紹介しましたように、歴博の展示を作りましたから、もう２５年た

っておりますから、当然その当時、デジタル技術を使った展示というものはありませんでした。



基本的には、企画展示のなかでデジタル資料を使ってきました。この共同研究の代表である安

達さん、副代表の鈴木さんなどが中心になって、企画展示のなかで特定の資料、たとえば屏風

ですとか錦絵といったような絵画資料をデジタル化して、展示場においてタッチパネルを使い

ながら自在に閲覧するシステムなどが開発されてきました。 
 さらに古文書についても、のちほどご紹介をさせていただきますけれども、２０１０年の秋

に歴博の持っている、あるいは歴博以外に所蔵されているものも含めて、中世と近世をとおし

て武士の家に伝わった文書などを中心とした展示をやろうと思っており、その中で文書の原本

を使わない、いわばデジタル化された画像等を中心とした資料の展示手法についても、さきほ

ど少し述べたような、屏風や絵画資料の閲覧システムとちょっと違ったようなものを考えてみ

たいな、と思っております。 
 いま企画展示についてお話しいたしましたけれども、この３月１８日に、総合展示のうちの

第３室、江戸時代の部分が全体的にリニューアルされ、オープンします。そこでは、デジタル

技術の導入によって、展示ケースにない資料であっても、タッチパネルを多用して、デジタル

画像をそこで見ることができるようになります。鈴木さんが今、たいへんご苦労されていらっ

しゃいますけれども。歴博の総合展示の手法そのものも、大きく変わろうとしております。 
 資料の保存につきましては、まずフィルムの民俗映像をデジタル化しようという動きがあり

ます。フィルムそのものがいつ燃えだすかわからない、という状況もあって、苦肉の策という

側面もありますが。古文書、文献資料に関しましては、さきほど田良島さんもご質問になって

いらっしゃいましたけれども、私どもは博物館なので、基本的には写真をまず撮ります。その

ポジないしはネガ、場合によってはマイクロフィルムで撮りますけれども、それらをデジタル

化する。この姿勢は、館内で議論したことではないんですけれども、基本的に崩さないように

しています。つまり、デジタルカメラで直接撮る、という場合ももちろんありますが、十分な

資料性を担保するものについては、まずは専門職員が必ず写真を撮る、そのポジやネガをかま

せた上で、デジタル化するというスタイルをとっているということを、申し述べておきたいと

思います。 
 ホームページでは、「歴博ギャラリー」というのがありまして、歴博が持っている、たとえば

屏風のような絵画資料ですね、これをデジタル化しまして、それをホームページ上で公開して

います。古文書についても、少し実例をご紹介いたします。 
 まず「洛中洛外図屏風」ですけれども、ホームページを見ていただきますと、こういうペー

ジが出てきまして、いくつか選べるんですけれども。洛中洛外図屏風の歴博甲本、一番古い１

６世紀前半のものですけれども、大きい屏風ですから、部分ごとに撮影して、そのポジをデジ

タルスキャンして、それをつなぎ合わせるというかたちになっているわけです。このようにだ

んだん拡大することができます。 
 洛中洛外図屏風は、ご承知のように京都の寺院ですとか神社、あるいは武家の屋敷、あるい

は公家の屋敷とか、そういう名所を描いていますから、その画像に何がおもに描かれているか

という文字データ、いわばメタデータを貼り付けて、それを見たり検索したりすることもでき

るようになっています。 
 文書につきましては、これは鈴木さんが作ってくださったもので、もう８年、９年ぐらい前

になりますか、水木家資料という近代に作られたコレクション、資料のかたまりのなかの中世

文書に関するページがあります。 



展示というのは、すべての資料を一度に並べることができませんし、とくに歴史展示という

のは美術展示と違って、基本的にはテーマで構成され、その叙述を理解していただくことが大

切ですから、それぞれの資料の原本を必ずしも出さなくてもいいんですね。極論すれば、です

けれども。そこで、さきほども総合展示第３室のリニューアルでも、並べきれない資料をいか

に見ていただくか、どのように理解を深めていただくかというところで、デジタル資料を使っ

た仕掛けを用意しているということをご紹介しましたが、すでに８、９年前の企画展示で、デ

ジタルによる古文書の閲覧システムを作ってみたわけです。 
 これはいま、ウェブでつながっており、ぜひ見ていただきたいんですけれども、百数十点あ

る古文書について、すべて釈文も文字データで作りまして、左側のページにＰＤＦで表示して

いるわけです。右側のほうには、マイクロフィルムからデジタル化した画像を対応させて並べ

て見せている、というものです。 
 つぎに、歴博に設置されている総研大のプロジェクトで、観客調査と連動するかたちで、ウ

ェブ上でデジタル化された文書を見る人はどのような興味関心を持つのだろうか、そういう調

査を安達さんを中心に行ったことがあります。いくつか条件を変えてデータをとったのですけ

れども、その仕掛けも、さきほどと同じように右側に文書の写真を載せて、左側に釈文を載せ

ています。 
 画面の真ん中の下のところに「大意」という赤いボタンがありますが、このボタンを押して

いただくと、文書の概略が出てくるわけです。これを押すか押さないか、とかですね、次のペ

ージにどれだけ移っていくかとか、というようなことを実験的に調査しました。 
 つぎにデータベースです。歴博のデータベースは大きく分けて、館蔵資料の管理データベー

スと研究用の詳細データベース、からなります。２０万点を超える館蔵資料すべてについて、

基本的なデータを蓄積しているわけですけれども、そこからさらに踏み込んだ詳細な内容は、

館内の研究者が資料から調書をとって、それにもとづいて研究用のデータベースを作って公開

をしています。 
 そのなかの一例が、館蔵中世古文書データベースです。これは単純なつくりでありまして、

書誌データを中心とした目録の文字データに、その古文書の画像を貼り付けているというもの

です。ほかにフルテキストのデータベースもありますけれども、そこには画像はございません。

なぜならば、歴博のフルテキストデータベースは、一例を除いて、歴博が持っている資料原本

ではなくて、他機関が持っている資料ですでに釈文が刊行されているものを、許可を得てフル

テキストデータベースとして公開しているので、画像は出せないわけです。 
 まず館蔵資料の管理データベースですけれども、ちょっと古い数字ですが２００５年の年度

末の段階で、ポジあるいはマイクロフィルムからデジタル化した画像が約１１万コマあり、そ

れをデータベースに貼り付けているわけです。解像度の数字も入れてありますが、少し実例を

見ていただきたいと思います。これが館蔵資料データベースのインターフェイスですけれども、

ここで検索をしていただきまして、そして文字を入力していただいて、それで検索をするわけ

ですね。で、こういうふうに結果が出てきます。その下に、こういう形でサムネイルが並んで

いる。サムネイルにリンクが貼ってあって、そこをクリックすると、こういうふうに最終的な

画面にたどり着くということです。ただ、「この資料のその他の画像をご覧になりたい場合は、

検索結果に戻ってから再度画像を選択してください」と書いてあるように、ここから画面の遷

移ができないようになっています。 



 ２００５年から第６期情報システムが稼動しており、もうそろそろ第７期に変わっていくわ

けですけれども、そのなかでは５０万コマのマイクロフィルムを順次デジタル化しようという

計画があり、それにあわせてここに書いてあるようなサーバーを何個か導入していこうという

ことが考えられております。 
つぎに、中世古文書データベースをご覧いただければと思います。ほとんど館蔵資料の管理

データベースと構造は一緒なんですが、たとえばフリーワードとして「御教書」という文書様

式の言葉を入れたとします。それに引っかかってきた文書が一覧表示されます。そのなかで、

さらにもう１つクリックしてやると、１点１点の古文書のデータにたどり着くということにな

ります。 
 画面の左側に表示された各項目が、すべてデータベースのフィールドの設定に対応しており

まして、これらが原本からとる調書の欄に対応しているわけです。今日はその調書のコピーを

持ってまいりましたので、みなさまにご覧いただければと思います。 
この調書のフォーマットは、いまから２５年以上前の歴博設置前から、つまり準備室段階から

かかわっておられた田中稔さんという、奈文研にずっとお勤めで、その後歴博に移られた、古

代中世の研究者が、奈文研で調査をされている時代のフォーマットをそのまま歴博に持ち込ま

れたものです。 
 非常にベーシックなものでして、まず「文書名」を書いて、「状態」を書き、そして「日付」

を書いて、現状にもとづいた「員数」を書く。たとえば掛け軸になっていれば掛幅装ですから

一幅ですね、そういう「員数」を書くわけです。巻物になって巻子になっていれば、一巻と書

くわけです。つぎに「形状」ですけれども、これは古文書学的な要素にしたがって、どのよう

に紙を使っているのか、そのかたちを書きます。 
 そして「時代」ですけれども、これはあとでご説明します。つぎに「法量」を書いて、「料紙」

になります。これもいまの研究レベルからいうと、きわめて単純なものになりますが。そして

誰が出して（「差出」）、そしてどこにあてているのか（「宛所」）。さらに「端裏書」といって、

古文書の右側ないし左側、とくに右側の裏側の端に書かれている文字を多くの場合、端裏書と

いいますけれども、その内容を書きます。そして、文書本文の詳録ですね。最後に、これらに

当てはまらない情報はすべて、「備考欄」に入れていくことになります。 
 中世古文書データベースの検索結果の画面で、この調書フォーマットの「時代」についてご

説明申し上げたいと思います。いま、ちょうど画面に出てるのは、足利義政、みなさんご存知

の室町幕府８代将軍ですけれども、その義政の名のもとに出された御教書という文書の案文で

す。案文もしくは案というのは、古文書学においては正文と同じ機能を期待されているコピー

のことを指します。もうひとつ、コピーに関していえば、「写し」という概念もあります。これ

は、正文と同じ機能をはたすように期待されていない、あるいはそれを目的としていない、そ

ういうコピーであって、オリジナルの作成から時間的にもかなり隔たって作られたものという

概念だと思います。 
 そこで、データベースの「時代」ですが、これは何々時代の前期・中期・後期ということを、

学界で一般的にこうだろうと考えて区切ってありまして、それを文書に当てはめていくわけで

すが、問題なのは、いま表示されている文書のように、案文や写し、つまりコピーの場合は、

そのコピーとしての資料がモノとして成立した時代を「時代」と呼んでいるわけです。 
 ですから、文書のオリジナルであれば、当然その日付の時期がそのまま何々時代の前期とか



中期とか後期というふうに当てはめられるのですが、案文や写しのようなコピーの場合は、そ

のコピーが成立した時代を書きますので、文字として書かれている年号とのずれが生じてくる

場合があるわけです。そのへんが少しややこしいところで、歴博の中世文書データベースを検

索されるときは、注意が必要です。 
 いま申しました歴博の資料調査フォーマットにおける「時代」の考え方は、古文書のモノと

しての成立時期に着目した点で、現在大きく進展している史料学研究の常識を先取りしたよう

なかたちになっており、それはそれでよいのですが、これ以外については古文書を狭い意味で

捉えすぎて、抽出すべき情報が硬直化してしまっていることも否めません。つまり、現在学界

で必要とされる史料情報のごく一部しか抽出できなかったり、あるいはそもそもかつての古文

書学では想定されていなかった史料の存在形態が認識されるようになっても、それを調書に反

映できなかったりと、いろいろと不備な点が生じており、冊子の目録とデータベースの双方に

わたるアウトプットの方法をにらみながら、そろそろ調査フォーマットそのものを根本的に改

訂していく必要があると思います。 
 このようなフォーマットを２５年間も使い続けながら、歴博が所蔵している中世文書の基本

的なデータについては調書を取り終わり、それを冊子体の目録と同時に、データベースで公開

しているということになります。ただ、文字データだけでは足らないものですから、文書の画

像を貼り付けるようになりました。 
 館蔵資料の管理データベースでは、サムネイルが全部並びますが、この研究用の詳細データ

ベースは、サムネイルは並んでいなくて、画像の順番が番号で表示され、そこにリンクが貼っ

てあり、それをクリックすると、１点１点の画像にたどり着くというかたちになっています。

最初に申しましたように、基本的にはマイクロフィルムからデジタル化した画像をここでは使

っています。ただし、画像から次の画像にそのまま遷移することはできません。 
 いまご紹介したのは、歴博に来なくても、いったい歴博がどういう文書を持っていて、その

内容は簡単にいうとどういうものであって、場合によったらその画像を見ることができる、そ

ういうデータベースです。そこに歴博の所蔵している文献資料のデジタル画像を使っているわ

けです。歴博の所蔵する中世以前の原文書のまとまりである、田中本と呼ばれる近代のコレク

ション、それと対照的に広橋家という公家に伝わった家伝の資料である広橋本、主に日記等の

記録類ですが、これらについてはすべてマイクロフィルムからのデジタル化が終了しています。

もうひとつ、高松宮家に伝来した禁裏本がありまして、そのデジタル化を進めているところで

す。これは３年前の数字になってしまいますけれども、６万コマのデジタル化が済んでいて、

いまはもう７、８万コマには進んでいると思います。 
 歴博では、古文書の調査にもとづいて目録をまず最初に作り、それを並行してデータベース

化して、文字列によって検索するシステムを整えた上で、そこに画像を貼り付けるという方法

をとっているわけです。最初にご紹介した館蔵資料管理データベースにも画像が貼り付けられ

ていまして、これと研究用詳細データベースをリンクできないだろうか、ということも考えて

います。 
 それとかかわりますが、即日閲覧という仕事を歴博では２００４年から始めました。これは

館蔵の文献資料のうち、近世文書あるいは近代文書の一部について、来館当日の申請によって

原本の閲覧をしていただくというシステムです。博物館の所蔵資料ですから、やはり事前の申

請によって原本を見ていただく、というのが基本なのですが、近世以降の資料でとくにコンデ



ィションのよいものであれば、申請当日であっても見ていただくことが十分可能であろう、と

考えたわけです。 
歴史資料のなかで時代別に差別化をしているわけではないんですけれども。中世以前の文献

資料については、原本の即日閲覧は不可です。そのかわりに、マイクロフィルムからデジタル

化した画像を、国際マイクロが提供しているＫＭビューワーを使って、閲覧していただくとい

うかたちをとっています。もちろん従来型のマイクロフィルムの写真帳の閲覧も可能ですが、

さきほどからのお話にもありますＣＨペーパーの問題もありますから、できるだけこのＫＭビ

ューワーで提供させていただいています。そこに画像をどんどん増やしていって、コンテンツ

を増やしていきたいと考えております。 
 ここまでは、博物館に来ていただいたり、ホームページをご覧いただく場合ですが、今度は

逆に、わたしたちが博物館の外に出ていって調査した資料とデジタル技術とのかかわりについ

て、最後にお話しします。 
歴博の大きな機能は、全国の大学をはじめとする研究者と一緒になって共同研究を行うことに

あります。なかには、フィールド調査もあります。調査の現地で古文書等を撮影して、それを

どのように整理して資料化していくかという問題も当然あるわけです。これらについて、いま

まではマイクロフィルムをそれぞれの共同研究プロジェクトが個別に撮影するということはあ

ったんですが、館内で統一的なルールは何もなかったんですね。 
 正直なところ、いまも統一的な取り決めはありませんが、ひとつだけ実践例を紹介したいと

思います。実は今日１冊だけ持ってきたんですけれども、これは東京大学史料編纂所の画像史

料解析センターと、歴博研究部の歴史研究系の久留島さん、青山さん、私、それから情報資料

研究系の宮田さんが加わる形で、ある地域のあるお宅の古文書を調査させてもらい、その目録

をとるかたわら、文書をデジタルカメラで１点１点撮影をするという作業をやった、その報告

書にあたる目録です。 
 こういう冊子体の目録を出すと同時に、DVD をつけました。文書の目録と同時にそのすべ

てのデジタルイメージを見ることができるという仕掛けです。このもとになった目録データと

デジタルイメージの組み合わせは、さきほど横山さんも最後のほうでおっしゃいましたが、資

料調査後のアウトプットの仕方を意識しているだけじゃなくて、調査先でデータを管理すると

いう目的も兼ねているわけです。 
 古文書の目録を現地でとるような場合は、ひたすら手書きで調書を作り、それを持ち帰って、

いろんなソフトで整理をしてデータ化し、データベースを作ったりするわけですが、それをも

う現地でやってしまうと同時に、デジタルイメージを調書作成の横でどんどん撮影していって

いますので、仮目録のデータとつなげてしまおう、ということです。それをもとに、最終的な

アウトプットの仕方として、冊子体の目録も出しますが、むしろより簡易な検索等も含めたか

たちで、見ていただくことのできる DVD にデータを収めて、こちらをも活用していただく、

ということを試行的にやり始めたわけです。 
 私ども歴博は、館外に文書などの採訪に行くことが主目的ではありませんが、共同研究など

で撮影した資料の画像、とくにデジタル画像を、もちろん古文書だけではなくいろいろな資料

の属性に即して使い分けることができると思いますけれども、研究の成果の一部として公開す

るというだけではなく、あとにつづく別の研究プロジェクトに共有の資料として引き渡してい

く、その具体的な形態はどのようなものか、ということを含めたあり方を模索するなかで、こ



ういう方法もあるのではないかと試行しているわけです。 
 ちょっとデモンストレーションやろうかと思いましたが、もう時間がありませんので。もし

ご希望の方いらっしゃいましたら、送らせていただきます。以上で終わらせていただきます。 
 
 
＜質疑要約＞ 
 
――DVD 付の冊子体の目録はウェブでも公開しているか。 

 高橋 ウェブでは公開していない。原本、オリジナルを持っているわけではなく、データを

収録したものを作成して配ることについても、所蔵者との間で信頼関係に基づいており、どこ

へ渡したかということまで含めて、管理をする形になっている。 
――現地で写真を撮り、データベースを作る中でライセンス契約を結ぶのが大変だからか。 

 高橋 まず、博物館資料をいかに見ていただくかということが情報をデジタル化して使う際

の一番基本的な考えと思う。他期間にオリジナルがあるものをデジタル化して資料として何か

するのは副次的にならざるを得ない。 
――今のは、知的財産権という議論の枠に一切引っかからないはずだが、持っている人の感

情など人間がつくので、そうはいかない。 
――横山先生の話された「記録から管理へ」、知の管理、公共の福祉増進のためではダメか。 
――編纂所に入った時点で、そういう問題がクリアされているものが多いと思う。 
――調査先で撮影した画像は「コピーライト」処理をしているのか。 

 高橋 誰に渡したかは全部チェックしおり、プロテクトもかけていたと思う。 
――古文書調書の様式はメタデータとして、現在までとくに不自由はないか。 

 高橋 きわめて不自由。調査項目で一番多い文化財研究所では 30 数項目にわたって細かく

設定している。不自由な点は、誰から誰へ手紙を書いたという一点毎の文書には、十分対応で

きるが、歴史的に作られたコピーで、紙を何枚も貼りついだ中に書き継いでいった場合、その

情報をどのようにうまく表現するかは、この調書では不可能である。資料集的、文書集的なも

のについては、対応できない。したがって、それをまたさらにデータベース上で表現するのは

難しい。画像を出すのが現実的である。 
――この枠組みを決めるのが、一般的にはものすごい重労働である。 
――他にどんな問題があるのか？ 

 高橋 日本の古文書学、とくに中世以前のものは、どこに文字が書かれるか、そのこと自体

にも意味がある。ところが写すという作業に入った途端、意識はするが、紙の継ぎ目にかかた

り、本来ではありえないような書き方をしたりすることが起きてくる。それは歴史的に意味が

あるのか、単に書き継いだだけ史料学的にも明確になっていない問題で、切り捨てる怖さがあ

るが、フォーマットにまで反映できてない。わかった情報、漏れる情報についてはすべて備考

欄に入れるだけというのが現状で、それをフォローする形で、画像そのものを見ていただくし

かないのが現状だと思う。 
――デジタル化情報の保存はどうしているのか。ディスク、DVD で保管しているのか。 

 高橋 サーバに、全部デジタル画像入れている。 
――オリジナルはさらに高解像度でデジタル化されると思うがその保存はどうか。 



――デジタル化したものについては、DVD になっている。ただ、原本はまだフィルムで、

保管庫に保管して、目録があるので、デジタルを使うときはそこからデジタル化しているのが

現状。今後どうするかという話をそろそろ写真の専門家と始めている。 
――メディアに蓄積したときの長期保存の問題を現場ではどう考えているのか。 
――今、理想的にはライブしかないだろうと言っている。レイドのようなところに持ち込ん

で、いつでも生きている状態にするしかない。非常にコスト高で、現実的かどうか。 
――情報化する手段のひとつとして、読んでそれを活字に起こすのは、人間がするので困ら

ないか。データの精算スピードに対して、（読んで打ち込む）ツールは欲しいとのか。 
 高橋 中世の文書数で言えばツールがないと追いつかないことはない。すでに史料編纂所は

膨大な作業をされて、その成果は出されてきている。ただ、近世の話は別である。 
――史料編纂所の中のフルテキストは全部コンピューターが解決してくれるから便利である

が、近世近代になるとそれでは追いつかない。 
――ハイキャットは仮想的な電子棚で、そこへ行き着いて読みたい人の便だけは図る発想。 
――その山を全部遡ってキーボードで入力しなおすのは、たぶんもうできないと思う。だけ

ど、流通も、本屋自身が本を出さなくなってきている状況の下では、何らかの形でデジタル化

する意味はあると考えたとき、フォルダ単位で考える方法、物理的に特定できる単位として管

理ができて、その中は自分で見るほうはいと思う。 
――史料編纂所で刊行している出版物そのままデータに落とし込んで、フルテキストデータ

ベースに放り込んでいる。既存の出版物は、索引語のデータベースがひとつの解で、書いてあ

る場所の情報があるので、その語を中心として画像は探せるという仕組みはある。 
――当たりがつくという意味では非常に便利になる。 
――欲しいページがどこか、何行目かまでわかる。OCR のような処理もうまくいけばいいの

だが、今のところは半分諦めている。崩し字辞典まで作ってはいる。 
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