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人文学研究と電子アーカイブ

1. 電子アーカイブプロジェクト
1.1. 人文学研究と資料アクセス
　14 世紀英国の物語詩『農夫ピアズの夢』（“Piers 
Plowman”）には 3 つの稿と十指にあまる写本がある。
各バージョンを合わせると 60 以上の基礎資料が存在
し、手稿のページ数は 1 万にのぼる（1）。
　手稿や異稿の研究は人文学に欠かせないが、原資
料に直接アクセスしたり、各地に分散する異稿を調
べて回ったりするのは容易ではない。そこでこうし
た資料を整理し、注釈や関連情報とともに提供する
学術版、批判校訂版、あるいはファクシミリ版（た
とえば「『農夫ピアズの夢』コンコーダンス」や手稿
B.15.17 ケンブリッジ版）が重要な役割を果たすこと
になる。
　しかし印刷物では、物理的、経済的な制約から盛
り込める情報が限定され、検索や相互参照などの活
用に限界がある。そこで学術資料をデジタル化する
試みが重ねられ、さらにインターネットの発達とと
もに、「『農夫ピアズの夢』電子アーカイブ」（2）のよう
なデジタル化されたアーカイブに発展し、資料への
アクセス性が飛躍的に向上してきた（電子アーカイ
ブはデジタル・アーカイブとも呼ばれる。これらの
場合のアーカイブは、資料の集成だけでなく、一般
に学術版としての研究成果も盛り込んだサイトの意
味で使われる（3））。

1.2. 資料デジタル化の役割
　資料のデジタル化は、膨大な資料へのアクセス性
を改善するばかりではない。マッギャン（Jerome 
McGan）は、紙ベースのテキストを電子形態に変換
すると原資料の見方が大きく変わることを指摘し、
それは「自然現象研究に対する数学的アプローチが
理論的視点のレベルを高度化するのと同じように、
電子ツールが批判的抽象度のレベルを引き上げる」
からだと述べている（4）。
　研究ツールとしてデジタルテキストを利用するた
めには、手稿や印刷物などの形の原資料から文字を
転写し、さらにそのテキストがどのような構造になっ
ているか（ページ構成、章節構造など）を何らかの
方法で明示しなければならない。またアーカイブさ
れた資料を検索利用し、共有するためには、メタデー
タを適切に付与することも重要である。
　テキストのデジタル化に関しては、転写の方法、
文字コードなど、問題となる点は多々あるが、ここ
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ではテキストの構造を示すためのマーク付けとメタ
データの表現が、主要な電子アーカイブでどのよう
に行なわれてきたか、その現状と展望を概観する。

1.3. ペルセウス電子図書館での TEI 利用
　「ペルセウス電子図書館」（Perseus Digital Library）（5）

は、米国タフツ大学で進められてきた、電子アーカイ
ブの中でも最も古い歴史を持つプロジェクトのひとつ
である。当初は CD-ROM としてギリシャ古典文学の
アーカイブが出版されたが、1995 年には早くもウェ
ブ版が提供され、扱う範囲もルネサンス、19 世紀米
国などへと拡大してきている。
　テキストのマーク付けには、TEI 規格（6）が採用さ
れた。TEI は、文学テキストから古文書や碑文ま
で、多様なテキストの構造とメタデータを記述す
るための国際標準で、章、段落、韻文の行といった
文書構造だけでなく、文中に出現するキーワードを
示すための要素も提供している。たとえば日付なら
<date>、地名なら <placeName> で次のようにマー
ク付けできる。

<date value="-61" authname="-61">61</date> B.C.
<placeName key="tgn,7009327"
  authname="tgn,7009327">Marne</placeName>

　こうして「61」という数字は「紀元前 61 年」を意
味すること、「Marne」は地名であることが示され、
さらに <placeName> の属性に地名シソーラス TGN
のコードを加えることで「Marne」はドイツや米国で
はなくフランス東部の地名であることが明示される。
　 ウ ェ ブ 用 に は、TEI の XML を 一 定 の 規 則 で
HTML に変換しており、通常のブラウザでそのまま
閲覧できる。年代や地名としてマーク付けされた箇
所はハイパーリンクで示され、コレクション内の資
料で同じ地名や年代が出現する箇所を一覧表示する
ようになっている。

1.4. ロセッティ・アーカイブでの XML 記述
　「ロセッティ・アーカイブ」（Rosseti Archive）（7）は、
19 世紀イギリスの画家・詩人であるダンテ・ガブリエ
ル・ロセッティ（Dante Gabriel Rossetti）の全作品を
デジタル化して収録する、米国バージニア大学人文科
学高度技術研究所（IATH）のプロジェクトである。
　ここでは絵画などの物理構造を中心にした記述
や、文書構造と物理構造を混合した記述が必要にな
る。しかしプロジェクトが開始された 1990 年代前
半においては、TEI は文書構造の記述が中心で、こ
の目的に適さないと考えられた。そこでこのアーカ

イブでは、抽象的な「作品」を示す RAW（Rossetti 
Archive Work）、 テ キ ス ト 文 書 を 表 す RAD（ 同
Document）、絵画を表す RAP（同 Picture）、さらに
ジャンルを表す RAC（同 Commentary）という 4 つ
の文書型（文書構造記述のスキーマ）を独自に定義
した（8）。
　現在これらは RAM（Rossetti Archive Master）
という新しい文書型に統合され、各ファイルは
<ram> 要素内に <ramheader> およびファイルの種
類（RAW、RAD、RAP）ごとの要素を持つようになっ
ている（9）。たとえば有名な複合作品「召された乙
女」（“The Blessed Damozel”）の RAW の場合、画
面表示用説明を含むさまざまな情報が <ramheader>
に収められ、並行して推奨テキストの RAD を示
す <readingtext>、 代 表 的 な 画 像 の RAP を 示 す
<viewingimage>、「作品」を構成する個別の RAD、
RAP を列挙する <wclist> を持つという形になる。

<ram>
  |-- <ramheader>
  |-- <readingtext>
  |-- <viewingimage>
  |-- <wclist>

　その後 TEI は改定を重ね、デジタル化プロジェク
トでの利用を念頭に置いた推奨記述法を公開するよう
になっており（10）、IATH の研究者たちも TEI を採用
するほうが良かったかも知れないと述懐している（11）。
マーク付けに標準仕様を用いるか固有の問題に最適化
したものを開発するかは難しい選択だが、互いの情報
を交換・共有するためには、特に目録あるいはメタデー
タに関してだけでも、共通の形で記述することが重要
になるだろう。

2. メタデータの記述と応用
2.1. 電子アーカイブのメタデータ記述
　TEI をはじめ各アーカイブの文書型は、一般にヘッ
ダという形で記述対象のメタデータを保持できる。
ただ TEI の <teiHeader> にせよロセッティにおける
RAM の <ramheader> にせよ、多様な情報を柔軟に
扱うことができる一方、複雑すぎて共有のためのメ
タデータとしては利用しにくい。実際、ペルセウス
電子図書館も公開用 XML では <teiHeader> を省い
てしまい、内部的に保持したメタデータをダブリン・
コア（DC）として OAI-PMH で提供したり、MODS
で表現したりする試みが行なわれている（12）（13）。
　ロセッティ・アーカイブが参加する NINES（19 世
紀電子学術研究のためのネットワーク化基盤）は、
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各プロジェクトの資料検索を円滑に行なうために、
RDF（Resource Description Framework） に よ る
メタデータ記述を進めている。このメタデータは、
DC、MARC21 の Code List for Relators、 お よ び
NINES が提供するツール Collex で用いる語彙で構成
される（14）。
　ロセッティ・アーカイブの「召された乙女」の
RDF メタデータを見ると、同作品の RAW ファイ
ルから <ramheader> の主要情報、<readingtext>、
<viewingimage> に対応するテキストおよび画像
ファイル、さらに <wclist> に列挙される各アイテム
が取り出され、作品を表す URI を主語にフラットに
並ぶというシンプルな構造になっている。アーカイ
ブごとに異なる構造を捨象して扱いを容易にすると
ともに、基本部分についてダブリン・コアを採用し
たことで、NINES に限らず広い範囲でのデータ交換、
共有が可能になったといえる。

2.2. 電子図書館ポータルのメタデータ
　Europeana（15）は、欧州各国の図書館、博物館等が
保有する文化遺産を横断的に検索できるようにする
プロジェクトである。1,000 万を越す膨大な資源のメ
タデータを標準形式で集約し、さまざまな切り口で
の検索・表示を提供する「電子図書館ポータルサイト」
として、個々の作品の研究成果を自ら提供する電子
学術アーカイブとはまた異なる方法で、高度な資料
アクセス性を実現している。
　オランダのアムステルダム自由大学において、こ
の Europeana のセマンティック検索エンジン（16）が試
験運用されている。ここでは例えばキーワード“Bonn”
に対して、それは地名なのか人名なのか「ボンの征
服」というテーマを扱ったものかといった選択肢が
示され、地名としてのボンを選べばその TGN コード
に基づく URI を用いて検索が行なわれる。検索結果
は、ボンを描いた作品、ボンで生まれた作家による
作品など、ボンとどのような関わりがあるかによっ
て細かく分類して表示される。
　こうした検索が可能になるのは、作品のメタデー
タが RDF によって記述され、さらに作者についても
birthDate、birthPlace といったプロパティでメタデー
タが用意されているからだ。これらのプロパティ値
は URI で表現されており、検索を確実にするだけで
なく、URI をたどって RDF データがつながる「リン
クするデータ」（Linked Data）も目指されている（17）。

3. HTML と電子学術アーカイブ
3.1. マーク付けの変遷
　電子学術アーカイブは、まず単純な HTML によ

る試験的サイトが公開され、第 2 段階で XML によ
る記述に移行しているケースが多い。HTML では細
かなマーク付けやそれを利用した高度な検索が難し
いこと、XML であれば柔軟な情報表現が可能な上
に、表示用ページも XSLT（元の XML 文書を別の
XHTML などに変換する技術）などのツールで体系
的に生成できるといった理由による（18）。しかし、多
くのプロジェクトが独自の XML とそのマーク付けを
前提にしたツールを開発した結果、アーカイブ間の
相互運用性は低くなってしまった（19）。
　一方で、HTML の属性を用いて文書内のデータを
構造的に示す RDFa 規格（20）が W3C から 2008 年に勧
告され、HTML でも詳細な情報記述が可能になって
きた。ペルセウス電子図書館での例に挙げた TEI の
地名マーク付けを RDFa による HTML の属性で表現
するならば、次のような記述ができるだろう。

<span rel="tei:placeName">
  <a href="?tgn:7009327"
      property="rdfs:label">Marne</a>
</span>

　RDFa でマーク付けした HTML からは、RDF の
内容をプログラムで抽出できるので、メタデータファ
イルを別途用意する必要もない。Europeana の検索
結果詳細ページには、RDFa を用いてダブリン・コ
アによるメタデータが埋め込まれ、ウェブブラウザ
向けの情報と RDF 処理ツール向けの情報が一元的に
提供されている。

3.2. コラボレーションと注釈
　シリングスバーグ（Peter L. Shillingsburg）は、
電子学術アーカイブにおけるコラボレーション、あ
るいは利用者による拡張の必要性を強調している（21）。
そのひとつの要素が、アーカイブの資料に利用者が
コメントや注釈を加える機能だ。ユーザ注釈が可能
なアーカイブはあるが、多くの場合独自のツールを
用いているため、サイトを横断したコラボレーショ
ンは実現できない。
　アーカイブの資料ページを直接編集することなく、
利用者が自由に注釈を加える手段としては、W3C の
アノテア・プロジェクト（Annotea Project）（22）での
試みが挙げられる。これはウェブ文書の特定箇所を
URI と XPointer（XML 文書内の部分を示す手段）
を用いて識別し、その部分に関する注釈、注釈者、
日時などを RDF で表現して注釈サーバに保存して
いくというものだ。シンプルなオープン仕様なので、
特定のツールに依存せず誰でもサービスを実装でき



カレントアウェアネス　NO.307（2011.3）

22

る。W3C のサイトでテストサーバーが提供されてお
り、クライアント用ツールとしても Firefox アドオン
や Java によるブラウザなどが公開されている。
　残念ながら、2011 年 1 月現在プロジェクトはあま
り活発ではないが、それぞれのアーカイブが資料を
分散公開しつつ利用者注釈などのコラボレーション
を実現するための標準フォーマット候補として、注
目しておきたい。

3.3. 韻文、縦書き、ルビ
　HTML は単純な文書構造しか想定していないが、
人文学研究においては韻文、戯曲などの記述も必要
になる。日本国内では縦書き、ルビの表現も大きな
問題だ。
　次期の HTML5（23）では（XHTML と同様に）名前
空間を用いて他の語彙を組み入れることができる。
基本マーク付け（ホスト言語）には HTML を用い、
韻文には TEI の <tei:lg>、<tei:l> を使うといった組
み合わせにより、利用しやすさと精緻な記述の両立
が可能だ。
　縦書き、ルビ表示は、これまでもできないわけで
はなかったが、実装が不揃いで利用しにくい状況だっ
た。2011 年 1 月現在、電子書籍での日本語表示に関
する仕様策定が進むのと並行して、CSS3 での縦書き
正式採用に向けた準備が活発に行なわれている（24）。
また HTML5 では仕様本体にルビ表示機能が取り込
まれる予定で、主要ブラウザで縦書き、ルビ表示共
に標準的に可能になる日も近い。
　文学作品の優れた学術版が作られていても、使い
勝手の悪さから、専門家ですらペーパーバックのよ
うな普及版に基づいて研究を進めてしまう場合があ
るとシリングスバーグは指摘する。HTML を基本に
した電子アーカイブは、通常のブラウザや汎用ツー
ルで検索やデータ抽出、再利用ができ、利用者にとっ
ての利便性は高い。また専用の文書型やツールを開
発する必要がなく、アーカイブ作成・公開のための
コスト、時間も大きく低下させることができるだろ
う。標準化と固有性の間で難しい選択を続けてきた
電子アーカイブにとって、HTML によるマーク付け
を改めて考え直してみる機会が到来している。
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ライブラリー・グッズの可能性－ミュージアム、
米・英の国立図書館の事例を通して

1. はじめに：日本におけるライブラリー・グッズの
歴史と現状

　このところ、大学図書館を中心にライブラリー・
グッズへの関心が高まっている（1）。図書館における
広報活動へ関心が寄せられると同時に、広報の一手
段としてのグッズも徐々に注目を集めるようになっ
てきたということが一因として考えられる。しかし
ながら、米国及び英国を中心として、図書館内の店
舗でのグッズ販売やオンライン・ショップへの展開
など活発な動きが見られるのに対し、日本の図書館
でのグッズ制作・販売は、比較にならないほど小規
模にとどまっている。
　日本でのライブラリー・グッズへの関心は、少な
くとも 1980 年代に遡ることができる。個々の図書館
で行われてきたグッズ制作の歴史を遡るのは実質的
には不可能であるが、比較的早い例としては、1983 年、
図書館サービス研究分科会（私立大学図書館協会東
海地区部会研究部企画広報研究分科会の前身）の広
報グループで始められたグッズの共同制作が挙げら
れる（2）。この共同制作は、複数の図書館で同一デザ
インのグッズを制作し、コストを抑えることを目的
としていた。1983 年に呼びかけを始め、翌年 15 館で
ポスターを作成したのが第一回となる。以降も同グ
ループでの共同制作は続けられ、年ごとに掲示用紙、
本のしおりやブックカバーを作成した。1992 年度に
は日本図書館協会（JLA）の協賛へ、そして 1995 年
度には JLA 主催の事業へと移管され、同年度には私
立大学図書館協会、全国公共図書館協議会、専門図
書館協議会、全国学校図書館協議会などが協賛し、
紀伊國屋書店が後援となるが、1999 年度を最後に、
JLA の主催による共同制作は終了した。2005 年度、
2007 年度には前述の分科会による共同制作が行われ
た（3）が、継続的な事業とはなっていない。
　個々の館の活動としては、大谷大学図書館（4）、早
稲田大学図書館（5）で、無料でダウンロードできる建
物の写真や蔵書の画像を利用したブックカバーやカ
レンダーなどを用意しているほか、横浜市立図書館
が 2009 年に横浜開港 150 周年を記念し、期間限定で
同じく無料でダウンロードできるオリジナルブック
カバーを作成していた例が挙げられる（6）。
　有料販売については事例が少なく、東北大学附属図
書館が 2007 年に東北大学創立 100 周年を記念して、
同館の漱石文庫にちなんだ羊羹「漱石の愉しみ」を販
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