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京都東学大学文書館における

所蔵資料検索彰ステムの構築

はじめに

京都大学大学文書館 (以下､大学文書館)は､

2008年 9月24日より ｢京都大学大学文書館所蔵

資料検索システム｣(以下､検索システム)の 一

般公開を開始した (http://kensaku.kual.archives.

kyoto-u.ac.jp/bunshokan/index.html) ｡ 大 学 文 書

館では開館当初より､本格的な検索システムの構

築を重要課題として位置づけていたが､2007年

度､検索システム構築のために大学に申請 してい

た経費が採択されたことから､当該年度の主要な

業務としてこの検索システム構築が位置づけられ

た｡筆者は､本業務の担当者として大学文書館内

部での検討や業者との折衝をおこない､検索シス

テムの構築に中心的に携わった｡

本稿は､今回構築された検索システムの一般公

開までの作業過程をまとめた記録である｡ この間

のみずからの経験をふまえつつ､システム設計当

初の考え方や､それに基づいて構築された検索シ

ステムの機能と特色を述べるとともに､今後検討

すべき課題についてもあわせて報告したい(1)0

なお､本稿の記載内容は2008年 9月末現在の

ものであることを最初にお断りしておく｡あわせ

て､本稿では､一点単位の個別ファイル ･薄冊や

資料に関するデ-タを ｢資料データ｣､階層や資

料群単位のデータを ｢階層データ｣としている.

†京都大学大学文書館助教

清水 善仁 †

1 基本的な考え方

1.1 検索システム構築以前の検索機能

今回の検索システムを構築する以前､Web上

で大学文書館が提供 していた検索手段は､非現用

法人文書や各種個人資料の ExcelないしPDFフ

ァイルをホームページに貼り付け､それを表示な

いしダウンロー ドの上で確認 してもらう方法であ

った 【スライド1】｡

【スライド1】検索システム構築以前の大学文書館所蔵資料検索画面

この方法は､一回のダウンロー ドで選択 した資

料群のすべての資料情報を得ることができるとい

う利点があるが､その反面､個別のファイルのダ

ウンロー ドは手間が掛かるし､資料群の横断的な

検索もできないなど､検索面での問題が指摘され
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ていた｡ 同時に､Excelファイルによる資料情報

の表示では資料群の構造や全体像が分かりにく

く､Web上での資料群それ自体の解説も不十分

であったため､利用者に対する説明 (サービス)

という点でも問題が少なくなかった｡

1.2 目指 したもの

1.2rl 他舘の検索システムから学んだこと

検索システムの構築に着手して､まずわれわれ

がおこなった作業は､他のア-カイヴズや研究機

関における検索システムの情報を収集し､全体的

な傾向を探ることであった｡そのなかで､とりわ

け注目したのは､国立公文書館 (デジタルアーカ

イブ ･システムならびにアジア歴史資料センタ

ー)､国立国語研究所 (資料情報検索システム)､

東北大学史料館 (歴史的公文書データベース)の

検索システムであった(2)｡調査の結果､これらの

機関の検索システムにほぼ共通していたのは､①

階層検索とキーワー ド検索の併存､②メタ ･デー

タがしっかりと整備されている､の二点であった｡

①の検索方法については､ア-カイヴズ独特の

資料編成 ･記述が反映された方法である階層検索

を盛 り込むことが特に重視され､これにキーワー

ド検索を加えた二種類の検索手段が目指された｡

階層検索の利点は種々指摘できるが､例えば､資

料群の構造を視覚的に捉えることができ､かつそ

れをふまえながら目的の資料を探 していくこと

で､その資料群の構造をも理解することができる

点がある｡ 検索システムの利用者すべてが大学文

書館の所蔵資料に詳 しいとは限らない｡あらゆる

利用者に対する便利 さや使い易さ (ユーザーフレ

ンドリーなシステム)を追求することが重要であ

り､そのような観点で階層検索を取り入れること

にした｡その際に､階層構造の修正や変更作業を

簡略なものにできるよう業者に要望することも決

めた｡資料群の階層設定などは､今後の研究のな

かで修正が必要とされる場合もあるし､出所自体
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の組織が変わることもある｡それらの状況に機敏

に対応するために､簡略な作業でおこなえること

が必要であった｡

②メタ ･データの整備もまた不可欠な作業であ

る｡ メタ .データは､各資料の作成年代や作成主

体などの情報を表示することで､資料 (資料デー

タ)の莫正性を担保するものであり､他方､階層

のメタ ･デ-タはその階層の意味を表示するため

に必要なデータである｡(データのデータ)たる

メタ ･デ-タの整備は､したがって検索システム

上での資料や資料群の理解のために不可欠な作業

として位置づけられた｡

1.2.2 大学文書館として不可欠と考えた機能

前項で指摘 した階層検索とメタ ･データの整備

とともに､大学文書館における検索システムの運

用の側面で不可欠と考えた機能がある｡

第-は､一般利用者と京大職員 (-内部利用者)

との間で､閲覧できる情報の差別化を図ることで

ある｡ 完成後の検索システムには､大学文書館が

管理するすべての資料データを登録し､これを中

心としてデータ管理をおこなうことを企図してい

た｡そこには当然､非公開の資料に関するデータ

も含まれる｡すべてのデータを登録する一方で､

アクセス権限などを設定することによって､非公

開データは一般利用者が閲覧できない仕組みを構

築することが不可欠であった｡

第二に､各種データの登録方法として､CSV
(Excel)ファイルからの一括登録を可能とするこ

とである｡大学文書館では､資料データのほとん

どをExcelファイルによって管理 している｡した

がって､現在管理しているファイル形式を基盤と

したままで､検索システムへの移行をスムーズな

ものにすることが､大学文書館業務の側面からも

不可欠であった｡一件毎の階層/資料データの登

録や更新 ･訂正を可能にするにしても､大量の階

層/資料データの登録や訂正をおこなう際に､
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点単位でしかそれをおこなえないとしたら､それ

は逆に非効率である｡ そのような観点からCSV

(Excel)によるデータ登録を必要とした｡

第三は､検索システムの日常的な管理を担当す

る大学文書館教職員にとって､何よりも使い易い

ものでなければならないという点がある｡ 各種の

画面表示や操作方法はもちろん､マニュアル類の

整備や事前の教育活動など､これは機能という点

とは少 し異なるが､大学文書館として不可欠なも

のとして考えた｡

2 検索システムの機能

データ関連機能を中心に

1で述べたような各種機能に関する事前の検討

を2006年度末から2007年度初めにかけておこな

った後､大学文書館では仕様策定委員会を発足 さ

せ､検索システム機能のみならず､ハー ドウェア

やファイアーウォールなどに関する仕様書記載事

項の内容が検討された｡そして､完成 した仕様書

が一般に公告され､入札 ･開札を経て､その結果､

ニューコン株式会社が落札 した｡以後､同社と大

学文書館による構築作業が始まった｡

ここでは､構築された検索システムに具備 して

いる各種機能について､とりわけ構築過程で議論

となったデータ関連機能を中心に､その内容を具

体的に紹介していきたい｡

2.1 具備している機能

まずは 【表 1】を参照されたい｡ これは､検索

システムにおける各利用者の区分によって (でき

る/できない)または (必要とする/しない)機

能をまとめたものである｡

先記の通り､この検索システムでは一般利用と

内部利用で異なるデータの検索や表示ができるよ

う構築 したが､それを実現するために利用登録と

アクセス認証を取り入れた｡すなわち､京大職員

や大学文書館教職員が内部周のデータ (すなわち､

非公開も含めた全登録データ)を検索 ･閲覧した

い場合には､あらかじめ指定されたIDとパスワ

ー ドによって認証を受けなければならない｡【表

1】でいう ｢学内利用者｣区分が京大職員に該当

し､｢資料整理者｣｢資料管理者｣｢システム管理

者｣は大学文書館内部における区分である｡ 大学

文書館では､教職員それぞれに区分設定をおこな

っており､全機能を利用できる ｢システム管理者｣

は､筆者を含めた助教二名で担当している｡ 下記

の表を見ても明らかなように､利用者の区分によ

って利用可能な機能が異なっている｡

具備 している機能としては､データ検索 ･閲覧

機能､データ登録 ･修正機能､修正履歴機能､利

用者管理機能がある｡ 詳細は以下で述べるが､最

低限これらの機能があれば､検索システムとして

は運用可能なものだと思われる｡

【表1】利用者区分と利用可能な機能

･､､妻潮 拷者攻落 .二､‥､ 烹灘顛登泳こ､､､､､､ネ タ栄華曇､､･∴､認証塞､ ､､､守鱒 者潅軽率､ーL+

一般利用者 × × ○ × × × ×

内部刺用者 学内利用者 ○ ○ ○ ○ × × ×

資料整理者 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

資料管理者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
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2.2 データ検索機能

では､実際に機能の概要を紹介 していきたい｡

まず､データ検索機能である｡データの検索にあ

たって問題となったのは､資料群毎で別々の項目

が設定されていたメタ･データをどう設定 (統一)

するか､ということと､各資料群 (とりわけ非現

用法入文書)の階層設定､すなわち大学文書館所

蔵資料をどのように階層表現するか､という二点

の問題であった｡

2.2.1 メタ ･データの設定

2.2.1.1 資料データのメタ ･データ

大学文書館の所蔵資料には､大きなまとまりと

して､非現用法人文書､個人資料､刊行物､図書､

写其の五種類の資料群があるが､それぞれに付さ

れたメタ ･データは別々のものであった｡ 資料名

や資料番号など共通する部分は少なく､非現用法

人文書における法人文書ファイル管理簿上の分類

番号や､個人資料書簡類における発信/受信者名､

さらに写其の複写形態 (現物かネガか)など､そ

れぞれの資料群が固有のメタ ･データを持つもの

であった｡

当初は資料群それぞれのメタ ･データをそのま

ま反映させたものにしようかと考えていたが､資

料群によってメタ ･データを異なるものにする

と､一括したデータの登録が出来なくなるなどの

問題が生じた｡その結果､写裏は別の枠組みとし

て除き､その他の資料群は共通するメタ ･データ

を設定することとした｡

ならば､どのような形でメタ ･データを統一す

るか｡すなわち､どのメタ ･データを採用し､あ

るいは削除するか､異なる性格を持つ資料群を前

に､困難な課題が突きつけられたわけである｡ そ

こで､われわれが方針としたのは次の二点である｡

①似通ったメタ ･データは可能な限り統合する､

②一方で資料群に固有かつ不可欠なメタ ･データ

は残す､である｡ その結果､まとめられたメタ ･

データは次の 【表 2-1･2】である(3)｡

【表2- 1】非現用法人文書 .個人資料 ･刊行物 ･図書の資料データのメタ ･データ

1 資料名 12 管理担当課 .掛 23 内容別分類 (図書)

2 階層 13 関係部課 .部局など 24 受入年月日

3 資料番号 14 配架位置 25 保存期間

4 ファイル番号 15 ファイル配架位置 26 媒体

5 巻 .号など 16 レコード識別番号 27 保存希望期限

6 通しNo. 17 所在番号 28 選別結果

7 作成者 18 旧資料番号 29 公開/非公開

8 受信者 19 枚番号 30 キーワー ド

9 発行元 20 大分類 31 備考

10 作成年月日 (負) 21 中分類 32 システム管理番号

【表2- 2】写真の資料データのメタ ･デ-タ

1 資料名 7 関係部局 13 現在の写真の状態

2 階層 8 関係人物 14 アルバム番号

3 資料番号 9 複写形態 15 公開/非公開

4 作成年月日 (自) 10 出典 16 キーワー ド

5 作成年月日 (至) ll 所蔵形態 17 備考

6 提供元 12 掲載位置 18 システム管理番号
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先に指摘 した点を確認 してみると､①似通った

メタ ･データとは､資料名や資料番号など､資料

を特定するために不可欠な情報で､どのデータに

も必ず付与 されているものである｡ 具体的なメ

タ ･データの項目名称には､資料群間で若干の相

違があったが､名称はすべて統一 した｡また､②

については､【表 2-1】16｢レコー ド識別番号｣

(非現用法人文書)や 【表 2-1】8｢受信者｣

(木下広次関係資料)など､他と統合ができない､

かつ資料の内容などを把握するために不可欠な情

報であり､これらはそのまま残 している｡その結

果､非税関法人文書 ･個人資料 ･刊行物 ･図書の

資料データのメタ ･データは32件､写異のそれ

は18件となった｡

なお､一般利用と内部利用では､表示されるメ

タ ･データ情報は異なる｡【表 2】のゴシック体

の箇所は､内部利用でのみ表示される項目である｡

一般利用で表示 されるメタ ･データ項目 (明朝体

箇所)は､あくまでも目的の資料の特定や大学文

書館での閲覧の際に必要な情報のみを表示 してい

る｡ これは､メタ ･データの数が思いの外多くな

ったこともあり､一般利用者には公開すべきでな

い/必要のない情報は極力表示 しないほうが､利

用者にあらぬ誤解を与えることもないであろうと

の判断に基づいたものである｡

2.2書信 2 階層データのメタ ｡データ

ー方､階層データのメタ ･データについては

【表 3】の通 りで､全資料群共通のものとした｡

【表3】階層データのメタ ･データ

ゴシック体部分は資料データと同様に､内部利用

のみに表示 される項目である｡

このなかで特に重視 したのは､｢キーワー ド｣

および ｢内容 ･解説｣部分である｡ すでに ｢内

容 ･解説｣部分は入力済のところが多く､各階層

の説明が記載されている｡階層が組織名であれば､

当該組織の変遷や発行された沿革史などの参考文

献を､資料群名であれば､その伝来や所収資料の

内容を記載 している｡ これは利用者の資料群理解

にとって不可欠なものと考えている｡ なお､｢キ

ーワ- ド｣については後述する｡

2.2,2 階層構造の検討

次に階層構造の議論に話を移 したい｡まずは､

現在公開している検索システムにおける階層表示

について､資料データを除く上位階層部分の全体

像 【表 4】を示す (次貢)｡

今回の検索システムにおける階層は四段階あり､

各資料群の最も低い階層の下に､個別の資料デ-

タが配置 される仕組みとなっている｡ 以下､特徴

的な階層を中心に階層構造の概要を説明したい｡

2.2.2.1 全資料群における階層A｡Bの

考え方

最上位の階層Aは､大学文書館が所蔵 している

資料群の大きなまとまり毎に分類 している｡ この

うち図書ならびに写真は､現在一般公開していな

いので､一般利用の際にはこれらの階層は表示 さ

れないようになっている｡

次いで階層 Bは､階層 Aの

各資料群の性質に応 じて適宜

分類 している｡ 非現用法人文

1 資料名 7 原本配架

2 階層 8 公開/非公開

3 資料番号 9 キーワー ド

4 点数 10 内容 .解説

ー89-

書における階層 Bは､明確 な

移管元組織別の分類で ある｡

学部や研究所単位での統合や

廃止がない限 り､この階層B

が変化することはほとんどな
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【表4】検索システム上位階層一覧表

(ゴシック体部分は一般利用では表示されない)

階層A 階層B 階層C 階層D

非現用法人文書 事務本部 総長 ※各ファイルの背表紙記載を基に階層を設定o同様の背表紙記載毎に分類される○

人事

総務 .組織改編等

記念事業 .行事

評議会 .部局長会議､諸委員会等

学内規則 .関係法令

研究

学務 .厚生補導

受託研究 .寄附 .知財等 (産官学連携)

国際交流

広報 .社会連携

財務

施設整備

保健 .安全保持

情報

各種調査

新聞等スクラップ

併設学校等

関連組織

外部

その他

各部局※実際には､移管元の部局別に29の階層があるo 庶務 .雑務

教務 .学務

経理 .財務

図書

その他

個人資料 木下広次関係資料 書類 京都大学関係

教育関係

武徳会関係

貴族院関係

家政関係

その他

書簡

鳥養利三郎関係資料

学友会関係資料 一件書類 ※簿冊名その他

会計書類

第三高等学校関係資料 公文書
刊行物

戦後学生運動関係資料Ⅰ

戦後学生運動関係資料Ⅱ

刊行物 学内刊行物 ※発行主体別に59の階層
学外刊行物

図書 ア-カイヴズ学

刊行物

京大関係

辞典

図録

戦争と大学

大学史 .高等教育史(含教育学)

伝記

年史類

日本史

目録

その他
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【スライ ド2】検索システム画面上

での上位階層部分の表示 (一般利周

者向け)

京都大学大学文書館
恕非規用法人文書
-.,/_.:事鍔下部

'∴詩聖長
'二妄人事
'二…キ･-iut汚･.f且獄己乍癌等

喜己念事業.行事
評議会増野局長舎喜蓑､喜竃委員会等
学内規則･閏榛法令
研究

与逸施設整備
磁 腸線安全様持
,..",,.…順鞘

各種≡同亘
新聞等スクラップ
併設学校等
開運組織
外部
その他

個人資料
長盛東下広汝髄様資料

鳥義奉り三郎関係資料
麗蓮学友会関係資料
遥遠第三高等筆箱関係資料
窺離緩学生選釣関係資料王
欝雛緩学生選軌間様資料Ⅱ
刊行物

儀毎 学内刊行物
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い｡個人資料における階層Bは資料群別の分類､

刊行物における階層Bは学内発行か学外発行かと

いう出所に基づく分類､図書における階層Bは内

容別分類である｡ なお､写葵については､現在の

ところ階層B以下の設定をおこなっていない｡

2.2.2.2 非現用法人文書>事務本部>階

層C･Dの考え方

非現用法人文書>事務本部の階層Cについて

は､大学文書館内部の階層にかかわる議論で最も

多くの時間を費やして検討した部分である｡ ア-

カイヴズ学の理論に基づいて階層の設定を考える

ならば､まず浮かぶのは出所組織の構造別分類で

ある｡ 京都大学の事務本部は､総務部や学生部な

ど部課制による組織構造で成 り立っているので､

それに沿って階層構造を構築することが考えられ

る｡ しかし､2004(平成 16)年の国立大学法人

化以降､京都大学の事務本部内組織はその変遷が

めまぐるしく､毎年のように組織の統合や分離､

新設､廃止がおこなわれている｡もし仮に､その

ように頻繁に改変がおこなわれる組織を基本とし

て階層を設定したとすると､毎年のように階層設

定の変更を余儀なくされ､各階層にある資料デー

タを分類 し直さなければならないという膨大かつ

面倒な作業が不可欠となる｡ このことが､利用者

にとって本当に利用しやすい階層設定なのかどう

か､また大学文書館における運用の側面において

妥当なものかどうか､ここが最大の懸念材料であ

った｡

そこで大学文書館が考えたのは､組織による階

層分類ではなく､個々の資料名 (法人文書ファイ

ルの背表紙記載)を手掛かりに､共通性のある内

容から事務本部組織の機能を分析 ･抽出し､それ

をある程度集約した形での分類であった｡これは､

いわゆる出所組織に基づく階層分類とは異なる考

え方だが､われわれ大学文書館としては､先に示

【表5】非現用法人文書>事務本部>階層Cの階層設定と所収資料の内容

階層名称 含まれる資料の内容

総長 関連行事､式辞､選挙など

人事 任免､勤務､職員定員､履歴､出張､研修､手当､給与､職員の福利厚生､補償など

総務 .組織改編等 組織改編､各種往復書類 (外部組織からのものも含む)､文書 .公印管理､郵便､その他の階
層に入らない庶務的業務

記念事業 .行事 諸行事､周年記念事業など

評議会 .部局長会議､諸委員会等 評議会､協議会､部局長会議､学内諸委員会 .懇談会など

学内規則 .関係法令 規程 .内規 .速示等の制定 .改正 .掲示､官制､大学関係法令など

研究 科研費､その他の研究活動

学務 .厚生補導 講義､入試､学位､学生定員､就職､教員免許､学生健康診断､寄宿舎､学生団体､奨学金､

授業料免除など

受託研究 .寄附 .知財等(産官学連携) 寄附 .募金 (記念事業関係を除く)､受託研究､民間との共同研究､特許など

国際交流 海外渡航､交流協定､留学生､英文概要など

広報 .社会連携 広報､情報公開､講演会､公開講座など

財務 予算 .決算､歳入 .歳出､旅費､契約､国有財産等管理､宿舎､消防など

施設整備 建物 .敷地整備など

保健 .安全保持 職員健康診断､労災､作業環境整備など

情報 情報基盤整備など

各種調査 各種の調査 .統計など

新聞等スクラップ 新聞 .雑誌等スクラップ

併設学校等 三高､工業教員養成所､医療技術短期大学部など

関連組織 組合､同窓会､出版会など

外部 文部 (科学)省およびそれ以外の機関の業務 (各種会議 .団体､照会 .見学など)
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したような理由からこの機能別分類の方式を探団

したところである｡この是非については大方のご

意見を頂戴したいところだが､分類の結果､全部

で21の階層項目が設定された｡ 階層の名称と所

収資料の内容については 【表 5】を参照されたい

(前頁)｡

現在､検索システムに登録している非現用法人

文書の資料データは､大学文書館において公開し

ている部課のみに限定されている(4)｡したがって､

今後原本資料の公開とともに資料データの登録を

増加させていくことで､新たな階層項目設定の必

要性なども生じてくるかもしれないが､それらの

課題に対しては臨機応変に対応していきたい ｡

非現用法人文書>事務本部>階層Dは､個々の

資料名 (法人文書ファイルの背表紙記載)を基に

階層を設定していく方法である｡【表 6】を参照

されたい｡これは階層C｢学務 ･厚生補導｣に含

まれる階層Dの一部で､学位に関係する資料デー

タを含む階層である｡ 見ていただければ分かると

おり､ほぼ同様の名称 (背表紙記載)の資料を同

一階層に収め分類している(5)｡基本的に通し番号

や年度 ･年月日記載は対象とせず､資料名のみを

採用しているので､分類作業それ自体はさほど難

しくない｡しかし､利用者の視点からみて､この

分類方法はどうだろうか｡この点については後述

する｡

2#2.2.3 非現用法人文書>各部局>階層

C･Dの考え方

事務本部の階層C設定の方針は上記に示したと

おりだが､一方の各部局については別の方法で検

討 している｡ ｢検討している｣と記したのは､現

在のところ､部局データの本格的な登録作業はお

こなっておらず､階層設定に変更の余地があるか

らである｡ あくまでも現在の考えということでご

了解いただきたい (一般公開もまだおこなってい

ない)｡
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【表6】非現用法人文書>事務本部>階層Dの項目設定の一例

資料名 (法人文書ファイル名) 階層D名称

1 学位関係経書類 【背表紙やぶれ】 学位関係経書類

2 学位関係経書類 【学位関係経書類

自昭 35年 6月至昭40年 2月】

3 学位関係経書類 【学位関係経書類

自昭和 38年 4月至昭和40年3月】

4 学位関係経書類 【学位関係経書類

自昭40年 4月至昭42年 10月】

5 学位関係経書類 【学位関係経書類

自昭和43年 1月至45年 4月】

6 学位授与関係書類昭和 18年 7月以降 学位関係書類

(-)46【学位関係書類 昭和 18年

7月以降 (-)46】

7 学位授与関係書類昭和 18年 7月以降

(二)47【学位関係書類 昭和 18年

7月以降 (二)∠沼

8 学位授与関係 1.2【学位関係書類

(昭和 19年) 上48】

9 学位授与関係書類昭和 19年 7月以降

49【学位関係書類 昭和 19年 7月以

降49】

10 学位授与関係書類昭利 19年 7月以降

50【学位関係書類 昭和 19年 7月以

降 50】

11 学位関係経書類 【学位関係書類 雑 学位関係書類雑

自昭和24年 1月至同26年 6月】

12 学位関係経書類 【学位関係書類 (雑)

自昭和 29年 1月至昭和 30年 12月】

13 学位関係経書類 【学位関係書類 (雑)

昭31.1至同 .12】

14 学位授与関係務65 【学位授与関係 学位授与関係綴

綬 昭和 23年 7月 同12月 65】

15 学位授与関係綴 66 【学位授与関係

綴 昭和 24年 1月 同4月 66】

16 学位授与関係綴 67 【学位授与関係

綴 昭和 24年 4月 67】

17 学位授与関係書類 1【学位授与関係 学位授与関係書類

書類 自明治31年至明治 44年 1】

18 学位授与関係書賢2【学位授与関係

書類 自明治 44年至大正 3年 2】

19 学位授与関係書類 3【学位授与関係

書類 自大正 4年至大正 8年 3】

20 学位授与式関係綴 【学位授与式関係 学位授与式関係

各部局内の事務組織は､事務本部のそれほどめ

まぐるしい改変はなく､かつ部局を通して共通す

る課 ･掛の組織であることが指摘できる｡そこで､

部局の階層Cについては､｢庶務 ･総務｣｢教務 ･

学務｣｢経理 ･財務｣｢図書｣｢その他｣とした｡

なお､階層Dの考え方は事務本部のそれと同様で

ある｡
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2.2.2.4 個人資料>学友会関係資料>階

層C･Dの考え方

学友会関係資料の階層設定は他のそれと異なる

ので､特記 して示 しておきたい ｡ 学友会関係資料

は ｢一件書類｣｢その他｣｢会計書類｣の大きく三

つのカテゴリーに分類することができる(6)｡この

三つは内容に基づいた分類で､学友会関係資料の

階層Cはこれを反映 させている｡また階層Dは､

それらのカテゴリーに含まれる個別資料 (簿冊)

単位での設定とした｡本来､一点毎に独立 した個

別資料は階層にはなり得ないのだが､学友会関係

資料のみそれをおこなっている｡ その理由は､本

資料群を整理 した際に件名目録も作成 したためで

ある｡ 他の資料群表記とあわせて階層設定を統一

させるとすれば､個別資料単位までの表示にとど

めるべきであり､件名目録はデ-タとしての検索

システムへの登録対象にはならない｡ しかし､利

用者にとって件名 目録の利便性は決 して低 くな

く､あわせて件名目録自体をすでに大学文書館と

して公表 しているという事実がある｡ それにも関

わらず､他の資料群階層との関係から件名目録を

削除するという判断はできなかった｡したがって､

階層が一段階ずれるという問題があることを承知

の上で､そのような階層設定をおこなった次第で

ある｡ 最下層の表示では ｢件名｣が ｢資料名｣に

記入されるなどの問題があるが､これについては

利用者の理解を求めていく他ないと考えている｡

2.2.2書5 その他の階層の考え方

ここで指摘 した以外の各階層については､紙目

録表記あるいは大学文書館においてこれまで使用

してきた分類を踏襲 した｡詳細は先記 【表 4】の

通 りである｡

2甘2書3 キーワード検索

これまでデ←夕検索機能のうち階層検索に特化

して紹介 してきたが､キーワー ド検索についても

触れておきたい｡検索システムにおけるキーワー

ド検索は､最も一般的な検索方法である｡ 大学文

書館としては､階層検索とキーワー ド検索の併存

を基本としていたが､とくに業者に求めたのは､

階層検索の途中にキ-ワー ド検索を可能にするこ

とであった｡ 利用者が階層で辿っていくなかで､

目的の資料にかかわるキーワー ドを想定すること

は自然なことであり､これに対応できるシステム

が必要であった｡ したがって､今回の検索システ

ムでは､最初の段階からキーワー ド検索をおこな

う場合と､階層検索の途中でキーワー ド検索をお

こなう場合の二つのケースを想定 し､前者 を

｢(キーワー ド)詳細検索｣､後者を ｢(キーワー ド)

簡易検索｣と呼ぶこととした｡

【スライ ド3】が ｢簡易検索｣部分､【スライ

ド4】が ｢詳細検索｣の画面である｡ 資料名や作

成者などのキーワー ドを入力し検索することで､

該当の資料が検索される｡ なお､キーワー ド検索

対象項目は ｢資料番号｣｢資料名｣｢作成者｣｢キ

ーワー ド｣｢年代域｣の五種類とした｡

2.3 データ登録 ･修正機能

データの登録や修正は､① CSVファイルによ

る一括登録 ･修正と､②個別の登録 ･修正の二種

類の方法がある｡ 前者の① CSVファイルによる

方式は､メタ ･デ-夕の項馴 贋に必要な情報を配

列 したCSVファイルを作成 し登録するものであ

る｡ 登録用のペ-ジは 【スライ ド5】にあるが､

｢テーブル名｣:データの種類 (階層 ･資料 ･写黄

など)と､｢入力モー ド｣:登録形式 (新規登録か

上書きか)､そして ｢対象CSVファイル｣を指定

し登録する (写異の場合は写莫画像データの指定

も必要)｡万一､データに不備がある場合には､

登録を実行 してもエラー画面が表示 されデ-タの

補正が求められる｡ 一括登録の利点は､何よりも

大量のデータを一回で登録できるところである｡

写葵を除く全階層のメタ ･データが共通 している
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【スライ ド3】キーワー ド簡易検索画面

【スライ ド4】キーワー ド詳細検索画面

メニユ-バーの ｢詳細検索｣をクリック
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ので､フォーマットに従って必要な情報を記述し

て登録すれば､サーバーの側で自動的にデータを

指定箇所に振り分け､公開/非公開の判断もおこ

なう｡ また､登録形式で ｢上書き｣機能を使えば､

すでに登録されているデータの情報を上書き (変

更)することが可能である｡ これはすべてのデー

タに付与されている ｢システム管理番号｣によっ

て照合される｡

なお､検索システムには ｢修正履歴｣という機

能も搭載されている 【スライド6】｡これは､修

正や登録の履歴を残すことで､二操作前､三操作

前の検索システムの状態に回復することができる

機能であり､まったく同一とは言えないが､いわ

ゆるバックアップ機能に似ている｡ あわせて､そ

のような履歴が時間や担当者名とともに検索シス

テム上に残されることは､大学文書館による作業

記録という観点でも有用である｡

【スライド5】データ一括登録 ･修正画面

一方､②個別の登録 ･修正は､例えば刊行物の

一点追加や､データの一部分誤植の修正など､一

点ごとの登録や修正の際に用いる Eスライド7】｡

2.4 その他のデータ関連機能

その他に挙げられるデータ関連の機能として

は､一つはダウンロード機能がある｡ 階層あるい

はキーワードによって検索された結果は､CSVフ

ァイルの形式で利用者各自がダウンロードするこ

とが可能である｡もう一つは､写其データの表示

の点である｡ 写其データは､メタ ･データととも

にデジタル画像として検索システムに登録されて

おり､検索システム上での閲覧が可能である (た

だし､現在は非公開)｡表示倍率は10-300%ま

であり､写裏の拡大/縮小が可能である｡ なお､

写莫デジタル画像には著作権表示もあわせておこ

なっている｡

渋茶撚W 接牧W 矩宰襲予藻草膏賓肝斑 giWl捻Sn&LHjmB wkg芸n SgS済aa 第 %BSm?Rmjj説 jg3g選 好 %T貴 誌藍還罰藻猫

⑳データ入力凍温

…匿 コ
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【スライ ド6】修正履歴画面

称兼業棚 敢誉三歳窪ま塩基

ユ17<3 ユ拭コS缶plー ミEPiill哩 顔 7, L禦 〕

むらCrSS A(/̂@

I∴ミ+C,壷e壬Ji昏 三匹撃 〕

砧S三Ji 資i'"r ほ

コ∝息-3SO17 >:1ー 石≡ Jf夏

2C{J85¢ 正 i夏

班 チ 増 正 ほ

て6 # 滋rT + ∴ 一夏

8/SさO⊥ 乍S iSf手f 智輿

ユ∞コく狩S Puき¢ 夢7 A.,Il 6第 1夏258 .T ほ

2く汚 エコS 2三 諾 上と 描

÷∴ つヽれ 2q トラ:' 正 真夏夏空

llC, ミミ,Tこ ∴∴ 這

_-∴1+千 {ここ盲 ∴窒1I;+

也

8真塞05 P タ 弟つ.P タ 弟つ.

【スライ ド7】データ個別登録 ･修正画面

(このケースは既登録データの修正画面｡新規登録の際はすべて空欄で表示 される)
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3 検索システムの特色

これまで検索システムの機能として､特にデー

タ関連機能に関する点を中心に､大学文書館とし

ての構築段階における考え方とともに紹介してき

た｡ここでは､それらをふまえて､今回構築され

た検索システムの特色を三点指摘したい｡

3,1 複数の検索手段の保持

今回の検索システムで最も重要な特色は､複数

の検索手段を備えたことである｡ 階層検索とキー

ワード詳細検索､キーワード簡易検索の三種類の

方法によって､利用者の多様なニーズに応えるこ

とができた｡すなわち､目的の資料がどこにある

のか全く見当がついておらず､-から調べたいと

いうような利用者にとってみれば､移管元組織や

資料群の構造を辿っていくなかで目的の資料を検

索 していく方法は有用であり､階層検索はこれを

担保するものである｡ 他方､あらかじめ目的の資

料が分かっている場合や､特定の人名や事象名か

ら資料を検索したいという利用者には､キーワー

ド検索が適している｡ さらに､階層を辿っていく

途中で､項目名を指定したキーワー ド検索をおこ

なうことも可能であり､このように多様な検索手

段を具備することで､あらゆるニーズを持つ利用

者のデータ検索を実現することができた｡

3+2 資料群横断検索の実現

大学文書館で所蔵する資料群の横断検索が可能

になったことも特色である｡以前の検索方法では､

資料群毎のExcelないしPDFファイルによる検

索しか可能ではなかったが､今回の検索システム

は､すべてのデータをほぼ共通のメタ ･データ項

目によって一つの検索システム上に登録している

ので､横断検索が可能となったのである｡ とりわ

け､キーワード検索の際には､すべての資料群を

対象として検索されるので､ある人名や事象にか

かわるあらゆる種類の資料や写其画像が検索され

る可能性があり､利用者にとってはそこから多く

の発見も期待できる｡

3.3 京大職員にとっての有用使

先記したように､今回の検索システムは一般利

用の他に内部利用として京大職員の利周登録をお

こなっている(7)｡これにより､職員の利用に関し

て､特に非現用法人文書の検索が便利になること

が予想される｡ これまで､大学文書館に移管され

た非現用法人文書の状況を知るためには､大学文

書館に問い合わせの上､大学文書館職員の調査を

必要としていたが､今後はオンラインでの検索が

可能なので､該当する資料の情報を確定した上で

の大学文書館への連絡が可能となり､閲覧などの

手続もスムーズになる｡ これは同時に､大学文書

館職員にとっても業務の負担軽減になるという効

果がある｡

4 今後の課題

以上､今回大学文書館で構築した検索システム

について､その主要な機能の紹介と特色を述べて

きた｡大学文書館として本格的な検索システムを

構築するにあたって､約一年という時間的な制約

もあり､実現できたところもあれば､不完全ある

いは課題を残した部分もある｡ そのような今後の

課題を四点ほど記しておきたい｡

4Rl 似通った階層の統合作業

ここで言う階層とは､特に非現用法人文書>事

務本部の階層D､すなわち資料名 (各法人文書フ

ァイルの背表紙記載)を基に階層設定をした箇所

である｡基本的には資料名に忠実に階層を設定し

ているので､似たような背表紙名であっても､一

文字でも異なれば別個の階層として設定 してい

る｡先に掲げた 【表 6】にもある通り､｢学位関

係経書類｣｢学位関係書類｣｢学位関係書類雑｣を

それぞれ別の階層としたが､一点毎に資料 (法人
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文書ファイル)を丹念に調査していけば､背表紙

記載に若干の違いがあっても内容は同じ､という

ケースが出てくるかもしれない｡ しかしながら､

一年という短い期間ですべてのシステムを構築し

なければならなかったため､如上のような調査に

割くだけの時間的余裕はなく､したがって､忠実

な背表紙記載による階層設定､として機械的な方

法を採用せざるを得なかった｡とは言え､やはり

利用者にとっては､もう少し整理された階層設定

の方が利用の便に良いことは疑いなく､どのよう

な方法でこの階層を整理 していくかということも

含めて､われわれの大きな課題となっている｡

4, 2 キーワードの採用基準

すべての資料群で､階層/資料データのメタ ･

データに ｢キーワー ド｣を設けている｡ しかし､

どのような方法で ｢キーワー ド｣を記述していく

か､その基準が明確に決められていないことから､

現在は空欄のままとしている｡ キーワード検索の

対象メタ ･データ項目として ｢キーワード｣を設

定していることもあり､この充実は検索機能なら

びに利便性の向上に資するところが少なくないと

思われる｡ ただ､その場合､キーワードの採用基

準をどのようなものにするかという課題に直面す

る｡ これまで述べているように､大学文書館で所

蔵する資料群の種類は多岐に及ぶことから､すべ

ての資料群に共通する一定の基準とするか､ある

いは資料群毎に基準を策定するか､などの課題が

挙げられる｡ 大学文書館内部での議論を重ね､早

急に ｢キーワード｣を充実させていきたいと考え

ている｡

4.3 辞書機能を補完するためには

今回の検索システムでは､いわゆる ｢辞書機能｣

は付与されていない｡そのため､旧字⇔新字対応

ができない､などの問題を残 している｡ 例えば､

｢沢柳政太郎｣や ｢滝川幸辰｣は､この表記であ
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れば検索できるが､｢滞柳政太郎｣｢瀧川幸辰｣と

いう旧字表記では検索されない｡このような問題

の解決手段としては､例えば､上記のメタ ･デー

タ ｢キーワード｣に､このような旧字表記も記入

していくなどの方法が考えられるが､詳細な検討

はこれからである｡

4.4 EADへの視点

近年のア-カイヴズ学における資料の編成 ･記

述や検索システムの研究では､国際標準に関する

議論が少なくない｡ とりわけ､検索システムの分

野で言えば､EAD (EncodedArchivalDescription)

という電子的検索手段を作成するための ｢符号化

記録資料記述｣という国際規格があり､これに関

する国内の研究もさかんである(8)｡研究の側面の

みならず､実際のア-カイヴズや研究機関におけ

る検索システムにおいて､この EADを採用して

いるところが少なからずある(9)｡ア-カイヴズ資

料目録の特徴であるマルチレベル記述の実現が可

能なことや､大量のデータを取り扱えるなどの点

で､その有用性や意義が近年特に強調されている｡

あわせて､EADを使用している機関では､相互

の資料の横断検索が可能であり､世界中の資料情

報ネットワークに繋がるという意味で､EADを

｢共通語｣と表現している文章も目にする(10)｡

今回の検索システムでは､EADを採用してい

ない｡ ｢していない｣というのは､何 らかの積極

的な理由があり､あえて採用しなかったという意

味ではなく､EADに関する検討が大学文書館内

部で十分にできなかったため､採用に至らなかっ

たという意味である｡今回の検索システム構築に

あたっては､所蔵資料のメタ ･データ整理をかな

りおこなったし､記述内容もそれなりに整ってい

ることから､EADのタグやISAD(G)記述要素な

どとの比較をおこなうことによって､EADへの

検討を進めていければと考えている｡
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むすびにかえて

本稿では､大学文書館における検索システムの

構築過程を紹介 してきた｡細かな機能や特色の説

明部分では､やや冗長な文章になって しまったか

もしれない｡ただ､これまでのわれわれの道の り

を具体的に報告することで､今後､同様の検索シ

ステムを構築 される大学や行政などのア-カイヴ

ズでの議論に何 らかの参考 となれば､まことに幸

いである｡

大学文書館 としては､検索システムが一般公開

を開始 したとはいえ､これからも登録データの数

や種類の増加を目指すとともに､さらなる機能の

充実を図っていかなければならないと考えている

(ll)｡そのために必要な調査や検討すべき事柄 も少

なくなく､課題は尽 きない｡われわれにとって今

回の検索システムの構築 と一般公開は､一つの業

務の終わりであると同時に､新たな業務の始まり

なのである｡

[註]

(1)筆者は別に ｢新しい所蔵資料検索システムの紹

介｣(『京都大学大学文書館だより』第 15号､2008

年)を発表しており､今回の検索システムの簡単

な紹介をおこなっている｡ また､検索システムの

具体的な使用方法については ｢所蔵資料検索シス

テムの使いかた｣(h仕p://kual.archives.kyoto-u.ac.

jp/ja/use.pdf)がある｡ それぞれ参照されたい｡

(2)国立公文書館デジタルアーカイブ ･システム (ht

tp://www.digital.archives.go.jp/[参照2008-10-31､

以下同〕)､国立公文書館アジア歴史資料センター

(h仕p://www.jacar.go.jp/)､国立国語研究所資料情

報検索システム(http://ead.kokken.go.jp/)､東北

大学史料館歴史的公文書データベース(http://ww

w.archives.tohoku.ac.jp/)｡

(3)【衰 2】に掲げている各メタ｡デ←タ項目の詳細

な説明は､検索システムの ｢利用案内｣(http://ke

nsaku.kual.archives.kyoto-u.ac.jp/bunshokan/page

/navimenu.html)を参照されたい ｡

(4)現在､大学文書館で公開している非現用法人文

書は､総務部総務課､(旧)経理部主計課､学生部､

(旧)研究協力部研究協力課で作成 ･収受された文

書である｡ したがって､階層Cの設定で言えば､

｢総務 ･組織改編等｣｢研究｣｢財務｣などは資料デ

ータ数が多く､｢国際交流｣｢情報｣などは少ない

というのが現状である｡ ただ､今後他部課の公開

を進めていくことで､この差は次第に狭まるもの

と思われる｡

(5)【表6】の資料名 (法人文書ファイル名)部分の

記載について一言触れておきたい｡この表では､

例えば番号2｢学位関係経書類 【学位関係経書類

自昭35年 6月至昭40年2月】｣のように､資料名

に 【 】が付されたものと付されていないものと

がある｡ この区別は､最初の 【 】が付されてい

ない資料名は､各事務組織より非現用法人文書が

移管される際に､文書とともに送付される移管リ

ス トの記述である｡ 一方､監 】が付されている資

料名は､大学文書館による移管文書と移管 リス ト

との照合作業で､リス トの資料名と文書の背表紙

記載が異なる際に､背表紙記載の名称をそのまま

記述したものである｡したがって､【表 6】番号 1

｢学位関係雑書類 【背表紙やぶれ】｣のような記載

になることもある｡なお､階層Dに採用する資料

名は､ど 】が付されている方を第-としている｡

(6)詳細は､京都大学大学文書館編 ･発行 『『学友会

関係資料』解説 ･目録』2007年､を参照のこと｡

(7)現在はまだ付与していない ｡ また､職員といっ

ても､職員一人ひとりにID ･パスワー ドを付与

するわけではなく､事務本部各部課ならびに各部

局単位にID ･パスワ- ドを付与し､その部課 ･

部局単位で使用してもらう予定である｡

(8)五島敏男 ｢日本の記録史料記述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｣(『情報知識学会誌』第 12

巻 4号､2003年)､五島敏芳 ･丸島和洋 ･戸森麻

衣子 ･村越 - 哲 ･岩熊史朗 ｢アーカイブズの電子

的検索手段の構築 ･表現｣(『記録と史料』第 15号､

2005年)､後藤葵 ｢京都府行政資料のデジタル ･

アーカイブ化とその課題-EAD/ⅩMLの適用の可
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能性と歴史学-｣(『都市文化研究』第8号､2006

年)､五島敏芳 ｢日本におけるア-カイブズのオン

ライン総合目録構築にむけて｣(『記録と史料』第

18号､2008年)など｡

(9)筆者の知る限りでは､註(2)で紹介した国立公文

書館ならびに国立国語研究所の他に､国文学研究

資料館収蔵アーカイブズ情報データベース(http://

archives.n軌ac.jp/db/holdingsnav.pわp[参照2008-

10-31])がある｡

(10)森本祥子 ｢アーカイブズの編成と記述標準化-

国際的動向を中心に｣､五島敏芳 ｢アーカイブズ情

報の電子化とネットワークー電子的検索手段の国

際規格｣､ともに国文学研究資料館史料館編 『アー

カイブズの科学』下､柏書房､2003年｡

(ll)ちなみに､2008年9月24日現在､登録されてい

る資料データのうち､一般利用者が検索できるデ

ータ数は20,858件である｡

【付記】今回の検索システム構築にあたっては､多く

のア-カイヴズならびに研究機関の検索システムを参

照し学ばせていただいたが､とりわけ国立国語研究所

の森本祥子氏､東北大学史料館の永田英明氏には､お

忙しいところ訪問させていただき､多くのご教示をた

まわった｡この場を借りて､改めて御礼申し上げたい｡
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