発刊にあたって
このたび、多くの漢字文献情報処理研究会会員のご尽力により、このように『漢字文献情報
処理研究』を発行することができた。ご協力いただいた会員諸氏に対して、あらためてこの場
を借りて御礼申し上げたい。また今回、研究会レベルで出版協力として参画いただき、多数の
素晴らしい論文と記事をお寄せくださった日本中国語 CAI 研究会の方々には、いくら感謝しつ
くしても足りぬくらいのお力添えをいただいた。重ねて感謝の意を述べさせていただきたい。
さて当初数名で細々と活動を開始した漢字文献情報処理研究会（JAET）も、すでに会員
数は百数十名にのぼり、かつ『電脳中国学』や『電脳国文学』などの刊行物を世に送り出す
までになった。人文系の研究の諸分野において、情報技術の革新による波が押し寄せている現
在、研究分野のみならず、ビジネス分野を含めた情報化の流れにいささか寄与できたと自負し
ている。
『電脳中国学』は諸方面のお陰をもち、好評を得ていささか版を重ねるに至った。しかし、
この書には一般向けのソフトウェアの使用方法を書いた部分と、学術資源の利用法と研究の実
際の部分を記した部分とが混在し、読者にやや混乱を与えることになった。また、実用面と学
問研究面の記事が同居した結果、いささか中途半端な性格を持つものとなった。
いま、再び『電脳中国学』の改訂版の計画を検討するに当たって、JAET では議論を重ね
た末、二種類の異なる性格の刊行物を発行することとした。一種は書籍で、『電脳中国学』
の改訂版となる、一般向けの性格を持った『電脳中国学 2001（仮）』である。この本におい
ては、新しい OS やソフトウェアの発展を受けて、その使用法やノウハウを徹底して解説するこ
とのみに努める予定である。そしてもう一種が本雑誌『漢字文献情報処理研究』である。本誌
『漢字文献情報処理研究』においては、学術データの構築や利用、それに研究ツールの使用
例など、学術的な内容を充実させることを志向した。本誌は年一回の発行を予定している。
これにより、書籍と雑誌、それぞれの刊行物の性格が明確になったと考える。ただ、本誌に
は一方で学術論文以外に、OS やソフトウェアの最新動向の記事も含まれている。これは技術方
面の情報が、学術発展の重要な要因となっているという、この現代的な分野の性格に起因する
ものである。また、主に学術方面の視点から、ソフトウェアを評価するという目的もあった。今後
ともこのような情報は積極的に提示していく予定である。そして冒頭に書いた通り、中国語 CAI
研究会のご協力により、中国語教育におけるコンピュータ利用について、日本でも有数の高水
準の内容を備えるに至った。本誌により、人文学におけるさらなる情報化の発展に寄与できれ
ば幸甚である。
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『武王伐紂平話』
データベースについて
－電子テキストと画像データ－
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1962 年東京生まれ。早稲田大学文学研究科東洋哲学専攻博士課程単位取得退学。東
北大学大学院国際文化研究科助手を経て、現在、茨城大学人文学部コミュニケーション
学科助教授。専攻は中国民間信仰研究。

筆者は、この五種の小説のうち『三国志平話』と『武

はじめに

王伐紂平話』の二種について、電子テキストを作成し
ている[1]。その構築における問題点については、すで
に幾つかの拙論において検討を加えた。

中国の通俗文学に、「平話」というものがある。こ
れは主に、民間において語られた講釈が文字として

まず、「『三国志平話』データベースの構築」に

書きあらわされたもので、後の通俗小説の源流となっ

おいて、データベース作成の基本的な文字コードとし

たものである。ここで扱う「全相平話」は、元の至治

て採用した Unicode（ISO-10646-1）の問題について

年間（1321-1323）に刊行されたもので、建安（福建

論じ、さらに、校正を加えることによって、かえって重

省）虞氏の刻になる。日本の内閣文庫に所蔵される

大な情報が欠落してしまう恐れがあることなどを指摘

ものが唯一のもので、中国では散逸した。ここでは、

した[2]。さらに、「『三国志平話』データベースにつ

五種類の平話がまとまって刊行されている。その内容

いて」では、データをインターネット上で UTF-8 を使

は、『武王伐紂平話』『七国春秋平話』『秦併六

用して公開することについて検討し、またその変換

国平話』『前漢書平話』『三国志平話』の五種で

ツールの実際について紹介した[3]。
本論では、
『三国志平話』に引き続いて行った『武

ある。

王伐紂平話』の電子テキスト化の作業をふまえ、漢字

このうち、『三国志平話』は、三国時代の興亡を

文献の電子化の問題について考察したい。

描いたもので、明の『三国志演義』に対して大きな影
響を与えた。また『武王伐紂平話』は、かの有名な、

１．『武王伐紂平話』電子化における諸問題

周の武王が姜子牙（太公望）の協力を得て、無道な
る殷の紂王を滅ぼすという物語である。

『武王伐紂平話』は、『三国志平話』と同様に、

この『武王伐紂平話』は、明の小説『春秋列国志
伝』が基づいた資料となり、同じく明の『封神演義』

誤字・脱字・錯簡などが多く、問題の多いテキストで

が作られた際には、この『武王伐紂平話』と『春秋

ある。版本としては劣悪と称してよい。しかし、内閣

列国志伝』の双方に依拠して創作が行われた。この

文庫に所蔵されるものが天下の孤本であるため、他

ように幾つかの通俗文学作品を研究する上で、欠か

本との校勘は不可能である。そのため、文意の通じな

せない資料である。また、宋元代の言語状況を反映

い箇所に関しては、校正を加える必要がある。電子

した重要な資料でもある。

テキスト化に際しては、数種の活字本を参考資料とし

4
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て用いているが[4]、これらの活字本においても、非常

聖墳

（「墳」は文字鏡番号 13739）

に多くの字句を校訂している。

簸

（「簸」は文字鏡番号 70022）

一例として、『武王伐紂平話』巻上の八大諸侯が

无数

（「无」は Shift-JIS の 9DD9）

紹介される段について、校正前と校正後のテキストを

容皃

（「皃」は Shift-JIS の E1A4）

挙げる。傍線部が校訂を加えた箇所である。
これらの漢字については、Shift-JIS や Unicode にも
（校正前）東北伯侯楚天佑、坐楊州、…東南

コードが割り当てられているものもあり、さらに、文字鏡

伯侯張方囯、坐兾州、

にフォントが存在するものもある。そのため、かなりの
確率で表示は可能となっている。

（校正後）東南伯侯楚天佑、坐揚州、…東北

実際には、こういった形を正確に反映したデータを

伯侯張方國、坐冀州、

提供することも考慮している。しかし、このような表示
には一方で問題も多い。

まず、「楊州」は「揚州」の誤りであることは容易

まず検索の問題がある。先にも見たように、『武王

に判明する。すると、その場合位置関係からも「楚天

伐紂平話』では「國」でも「国」でもなく、「囯」が

佑」は、「東南伯」でなければならない。事実、こ

使われている。これは、一応 ISO-10646（Unicode）

の直後の記載には、楚天佑は「東南伯」とあり、また

の番号では「56EF」を割り当てられており、検索も可

張方国についても、これより後には「東北伯」と記さ

能である。しかし、データ検索時にわざわざこの漢字

れる。つまり、ここの部分は、「東南伯侯楚天佑、東

を入力することはほとんど無いと予想される。さらに、

北伯侯張方國」が正しい。『武王伐紂平話』には、

「墳」「簸」などは文字鏡番号でなければ検索不可

この種の誤りが非常に多い。但し、『三国志平話』

能となる。このような電子テキストは、現時点では一般

の場合と同じように、誤りが重大な情報を持つことも

の検索用途にはやや不向きであろう。

あるため、単純にすべてを訂正することはまた問題が

次に、インターネット上での公開に際しての問題が

[5]

ある 。

ある。

さらに、『武王伐紂平話』には多くの略字が使用さ

『三国志平話』については、既に筆者のサイトにお

れている。その中には、現在の中国大陸で使用され

いて、小規模ながら公開を始めている[7]。ここでは、

る簡体字と同じ字形のものもあれば、現在の日本の

Shift-JIS と Big5、それに UTF-8 の三種類のデータ形

新字体に近いものもある。

式による提供を行っている。この場合でも、中国語フォ
ントを持っていないユーザ側では、完全な表示はでき

「個」は一律に「个」と書かれる。また「國」は「囯」

ない。

となり、「禮」は「礼」となる。さらに「見」に関して

文字鏡のフォントについては、将来的にはインター

は、「見」も「见」も使われる。また、次のような字

ネット上において共有することも可能となると思われる

形もある。

が、現時点ではまだユーザ側の環境に左右される面
が多い。
これらのことを考え併せると、基本となるデータにつ
いては、Big5 の繁体字に校訂された電子テキストを
ベースに、それを UTF-8 と Shift-JIS に変換して提供
する方が、より利点が多いと考えられる。

聖旨 與

無數

容貌

扈
２．電子テキストと画像データ

このような略字について、正確な反映をしたいとす
れば、エー・アイ・ネットの「今昔文字鏡」などを使
えば、ある程度は可能である[6]。

但し『武王伐紂平話』『三国志平話』二種のデー

5
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タベースについては、基本となる電子テキストとは別

『武王伐紂平話』においては、学術的なデータで

に、幾つかの形式による提供を検討している。

あり、またそもそもシンプルな構成を目標としているた

そのうちの一つは、先にもふれた校正前の原典を

めに、多くの機能を付加することは難しい。だが、校

なるべく反映した電子テキストである。これは、誤字・

訂後の電子テキストの該当部分を、元の版本画像に

脱落もまったく校訂を加えることなく、誤りもそのまま含

よって確認することが可能となるよう配慮したいと考

む形での作成を考えている。文字についても、なるべ

えている。

く正確に反映することを目的とする。そのため、文字鏡

何故なら、電子テキストの校訂作業には、当然なが

フォントを多用し、異体字をそのまま表記することを旨

らその研究者の解釈が入り、また時に過誤もあると考

としたい。しかし、検索用途には不向きで、また表示・

えられるからである。電子テキスト＋画像データであ

公開に問題がある。限定された形での配布を考えて

れば、利用者は、校訂されたテキストを利用すると同

おり、作成は最後に行う予定である。

時に、元のデータを確認することができる利点があ

そしてもう一つ想定している形式は、画像に電子テ

る。

キストを加えた状態のデータである。

しかし一方で問題もある。まず、画像データを大量

画像データと電子テキストをマッチさせたデータに

に交えたデータをインターネットで公開した場合、膨

ついては、現在ではまだ研究機関においてもそれほど

大な容量になることが予想される。現状ではインター

多く提供されているわけではない。公共図書館にお

ネットのトラフィックは、圧縮されているとはいえ、大量

いては、版本の画像公開を行っているところも多い

の画像データを送るにはまだ不十分である。今後トラ

が、多くは画像のみのデータである。中国と香港で、

フィックが劇的に改善されない限りは、電子テキストと

CD-ROM の形で提供された『四庫全書』データベー

画像データの公開は、かなり困難が伴うものと思われ

スは、その意味で先駆的な試みであると考えられる

る。

[8]

。これは、電子テキストを検索し、版本の画像も収

検索された一部のデータのみを出力する方法もあ

録されており、非常に優れたデータベースであると

るが、検索プログラムも含めて、今後の検討課題とし

言ってよい。

たい。
またさらに、画像データを使用する場合は、版本に
よっては、その原本を所蔵する機関との権利関係が
問題になる場合がある。
『武王伐紂平話』についても、内閣文庫が唯一の
所蔵機関であることから、画像のデータ化にあたって
は許可が必要となる。現在はまだマイクロフィルム画
像からのインターネット上での画像公開は認められて
いない。但し、印刷物に付属する形での配布は可能
である。
そのため、現在はインターネット上では『武王伐紂
平話』は電子テキストのみの公開を考えており、電子
テキスト＋画像データ版については、報告書に付す
CD-ROM による配布のみを検討している。

３．テキスト化の参考資料に関連する問題
『武王伐紂平話』については、依拠するべきデー
タや参考としている活字本についても若干の問題が

『武王伐紂平話』の電子テキスト＋画像データ

6

『武王伐紂平話』データベースについて（二階堂）

ある。以下、その問題点についてふれたい。

この相違は、参考資料として使用した活字本にも

このデータベースにおいては、先にも述べた通り、

影響があると考えられる。

電子テキスト及び画像データに関しては、内閣文庫

例えば、マイクロフィルムによれば、この部分はかな

所蔵本のマイクロフィルムに依拠している。ただ、これ

り字が欠けている。いま少し慎重にこの箇所を電子テ

と幾つかの影印本の間には、かなりの内容の相違が

キスト化して記すならば、以下のようになると思われ

見られるのである。例えば以下に、マイクロフィルムと

る。

台湾の『歴史通俗演義』所収の影印とを比較する。
このように、現在の内閣文庫のマイクロフィルムと台

之貌。紂王聞之大喜、卿言然也。即令出榜於

湾の影印本では、やや内容が異なっている。おそらく

朝門之外、教至處大小＃＃之家、＃＃＃＃＃

は、マイクロ複写の時期が異なっているために、その

進上、如＃匿（＃印は残欠字）

後残欠部分が広がったという可能性も高い。もっとも、
この影印本については編者の校訂により、文字を書き

同じ部分について、活字本である『元刊全相平話

加えている箇所も多々存在する。いずれにせよ、慎重

五種校注』においては、明らかに次のように記してい

を期して、現在の版本の状況に基づいてデータを作

る[9]。

成し、疑わしい部分には校訂を加えるだけに留める
之貌。紂王聞之大喜、卿言然也。即令出榜於

べきかもしれない。

朝門之外、教至處大小官宦之家、有美女咸皆
進上、如（隱）匿
この活字本においては、本来は残欠字については
本文中にその欠けていることが常に明記されており、
信頼できる部分も多い。しかし何故かこの箇所につい
ては、ほとんど注記もなく、また欠けた字は「隱」のみ
であるかのように記されている。
さらに、『宋元平話集』においても、この箇所につ
いては、ほぼ『元刊全相平話五種校注』と同様の文
章とする。しかし、残欠部については、以下のような
注記を加えるのみである[10]。
「有美女」、原殘缺、據本書下文補。
この三文字だけが欠字であると判断しており、まっ
たく台湾影印本と同じ系統の版に依拠していること
が分かる。
むろん、この校訂自体は結果的には正しい校正で
あると考えられる。下文からも、ここの文章は活字本の
ように解釈して始めて文意が通じる。
しかし一方で、マイクロフィルムと、影印・活字本
の間でこれほど内容に差異があることは、簡単に見過
ごすことのできない問題である。活字本の場合、その
マイクロフィルム

校訂の過程がいつも明らかであるとも限らず、どのよう

影印本
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に校訂者が解釈したのか、重要な情報が抜け落ちる

子テキストと画像を Word 或いは HTML の形式で提

可能性がある。

供し、さらに最終的には、画像データとテキストとのリ

研究する側としては、活字本であれ影印本であ

ンクして、アクティブな検索ができるような形での提

れ、依拠しているデータ自体の信頼度について常に

供を考えている。だが、これにはまだ技術的な面で解

配慮する必要があろう。その点、画像データの提供は

決すべき問題は多い。

重要であり、データの信頼度に関わる問題と言えるで
注

あろう。

[1] 平成 11 ～ 12 年度・学術振興会科学研究費奨励研究
（A）「全相平話二種データベースの構築」による電子
テキスト化作業に基づく。なお、本論で示すデータは、国
立公文書館内閣文庫の所蔵本に依拠したものである。

おわりに

[2] 拙論「『三国志平話』データベースの構築－ Unicode
テキストの利点と問題点－」,『東洋文化』（東京大学東
洋文化研究所）第 79 号, 1999 年 3 月, 57 ～ 70 頁。

電子テキストには、単なる活字本と異なる性格があ
る。それは何と言っても検索や分析において強力な力
を発揮することである。データが提供されれば、研究

[3] 拙論「『三国志平話』データベースについて－ Unicode
変換形式と編集ツールの実際－」,『人文学と情報処理』
第 24 号, 1999 年 9 月, 36 ～ 40 頁。

者はそれを活用することができる。いままでは、活字本
と索引が別々に提供されていたが、これからはそれ

[4] ここでは、鍾兆華『元刊全相平話五種校注』（巴蜀書
社刊・1989 年）、及び丁錫根『宋元平話集』（上海
古籍出版社刊・1990 年）などを参照している。また、影
印本として、『歴史通俗演義』（台湾中央図書館・1970
年）所収の「平話五種」を参考している。

が一体のものとなるわけである。しかも、加工ができる
点が有利である。
しかし、電子テキストは、常に校訂者の意が差し挟
まれる可能性がある。もっともこの点は活字化にも言え

[5] 前 掲 拙 論「『三 国 志 平 話』デ ー タ ベ ー ス の 構
築－ Unicode テキストの利点と問題点－」60 頁。

ることではある。版本をそのまま反映した場合であっ
ても、どこで本文を区切るか、異体字をどう処理する

[6] 「今昔文字鏡」は、エー・アイ・ネット社の製品。詳し
くは http://www.mojikyo.gr.jp/を参照。

かは、校訂者に負うところが大きい。ましてや、写本

[7] 茨城大学人文学部コミュニケーション学科の筆者研究
室のサーバ「電気漢文箱」における公開データ（http://
nika01.hum.ibaraki.ac.jp/~nikaido）を参照のこと。

であれば、その字をどう解釈するか、どこで句読を打
つかは大変大きな問題である。電子テキスト化は、そ
れ自体が解釈を含むものなのである。この点は意外

[8] 『文淵閣四庫全書』は、迪志文化出版公司の製品
（http://www.sikuquanshu.com/）。

に注意されていない面がある。
影印本や、画像データはそういった点を補うことが
できる。これによって、過誤や恣意的な解釈を糾すこ

[9] 前掲『元刊全相平話五種校注』4 頁。なお活字本は簡
体字であるのを改めた。

とができる。しかし、画像データのみでは、当然なが

[10] 前掲『宋元平話集』巻上 431 頁。

ら検索や分析の用途には使うことができない。
【付記】本論文は平成 12 年度日本学術振興会科学研究
費（奨励研究 A）「全相平話二種データベースの構築」
（課題番号 11710247）による研究成果の一部である。

電子テキストと画像データ、この両者が同時に提供
されることによって、それぞれの長所を生かした活用
が可能となる。
この『武王伐紂平話』データベースにおいては、電
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漢字文献データの
構築と公開をめぐって
中国古典戯曲文献データを例に
千田

大介

ちだ

だいすけ

1968 年東京に生まれる。1998 年、早稲田大学院博士後期課程退学、現在は慶應義塾大
学経済学部専任講師。中国通俗文学、特に歴史物語の変遷と受容が研究テーマ。パソ
コンを使って楽に研究することを夢見たために、日々苦労する羽目に陥っている。

が本来学術情報交換の枠組みであることさえも未だ

はじめに

十分に理解されているとは言い難い。
数億字ものデータを瞬時に検索できる、台湾中央

近年、OS への Unicode の実装や、今昔文字鏡 TTF

研究院漢籍電子文献のような大規模漢字文献デー

の登場といった大規模漢字システムの登場によって、

タベースを利用すれば、文献データベースの人文学

多言語・多漢字処理や国際的な中国学学術情報交

研究における有効性はただちに理解されよう。自分の

換が容易になりつつある。Windows2000（以下、

研究に有用な文献データの登場を望んでいる人も少

Windows を Win と略す）に至っては、Unicode の漢字

なくないことと思う。だが、ボランティアとギブアンドテ

約二万字をすべて収録したフォントや、中国語・韓国

イクが基本のネットワークの世界では、本当に必要性

語などの IME が OS に付属し、多言語混在文はもとよ

を感じるのであれば他人に頼らずに本人がデータを

り、海外版のソフトを動作させることさえも可能になっ

構築し提供することが求められる。また、そうしてこそ

ている。ごく一般的なパソコン環境で簡単に漢字文

学術的に有効な真の情報発信、研究・教育の本質的

献情報を処理できるようになったことは、中国学研究

な情報化が実現されよう。
小論では、かかる見地から筆者が数年来個人的に

者にとってまことに喜ばしいことである。
一方、漢字不足という技術的な問題がクリアされる

実験的に取り組んできた中国古典戯曲関連文献

につれて、学術研究・教育の情報化への取り組みの

データベース構築の経験をもとに、文献データベース

遅れが際だってきている。日本の学術界に、世界に

の構築と公開をめぐって、特に構築の実際的方法と

向けた学術情報の発信や基礎研究が不足している

Unicode 文献データを Web 公開する上での問題点に

ことはしばしば指摘されているが、中国学もその例に

ついて考察したい。

漏れない。ホームページを持つ全国学会はごく小数

文献データベース構築の概況

であるし、まして論文や文献などの学術データベース
を公開しているところは仏教学を除けばほとんど無い
か、あるいは高額な接続料が必要である。また人文

オンラインテキストアーカイブの祖として有名な

学学術データベースと称されるものには、研究上の有

グーテンベルグプロジェクト（http://www.promo.net/

効性や VTR 等の既存媒体を利用しない理由が不明

pg/）は、インターネットがまだ前身の ARPA NET で

瞭なマルチメディアコンテンツが多く、インターネット

あった 1971 年に構築が開始された。インターネット
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は、その最初期から、人文学学術資源としてのテキス

これまでの大規模データベースの構築とボランティ

トアーカイブを有していたのである。なお、テキスト

アによる入力によって、唐代以前の文献はほぼ電子

アーカイブは検索フォームを持たない文献データの

化が完了しており、明清通俗小説もかなりの部分が

倉庫に過ぎないが、データをダウンロードすれば Perl

網羅されている。しかし宋代以降の文献は数が多く、

等で検索・加工し学術目的に利用することができる

かつ信頼のおける校訂が加えられたデータはまだま

ので、小論では文献データベースに含めて論ずる。

だ未整備であるから、日本の中国学界が世界に貢献

初の本格的中国学学術文献データベースプロ

しうる余地はまだ大きいと思われる。

ジェクトは、1984 年に構築が始まった台湾中央研究院

文献データベースの構築方法

の漢籍データベースである。1990 年には二十五史が
完成、1995 年には WWW 上で公開され膨大なデー
タベースが利用可能になった。その後、データは着実

日本が中国学電子化の遅れを取り戻すためには、

に増加し、現在は『全唐文』『太平御覧』「宋民史

また研究者ができうる限り軽い負担で文献データを

料筆記叢刊」等の校正段階のデータが内部公開さ

構築し、研究利用という本来の目的を達するために

れている[1]。一方、『十三經注疏』等を『龍泉二號』

は、文献データ入力方法の効率を追求する必要があ

FDD で提供していた陳郁夫氏も、1998 年には二十

る。本章では筆者が試みた三種の文献データ入力方

五史・十三經・諸子・『資治通鑑』などのデータを、

法を紹介し、その得失を論ずる。

[2]

「寒泉」
「中国電子古籍的故郷」 等を通じて公開、
OCR による文献入力

更には『四庫全書』全文検索版 CD-ROM、香港中
文大、北京大などの大規模文献データベースが陸続

文献データを人文系の研究者が全て手打ちで入

と公開されている。現在進行中の計画としては、寒泉

力するのは、判読が困難なテキストの翻刻を除けば、

の『古今図書集成』があり、未確認だが中国では『四

時間と手間をとられるので現実的ではない。活字版

部叢刊』の電子版が完成しているとの情報もある。研

のテキストを入力する場合にまず考えられるのは、

究・教育機関が公開する文献データは叢書単位とい

OCR（光学文字認識ソフト）の利用であろう。

うのが、もはや常識化しつつあると言えよう。

従来、OCR の利用にはいくつかのハードルが存在

一方、学術的なアプローチとは別に、1991 年北米

した。スキャナや SCSI ボードなどのハード面の投資が

で初の 中 国語ニ ュー ズグルー プ Alt.Chinese.Text

5 ～ 10 万円程度必要だったこと、国内の OCR ソフト

（ACT）がサービスを開始して以来、ネットワーカー

は認識可能な文字種が JIS コードの範囲に限られる

のボランティアによって古典を中心とした多くの電子

ため漢字文献の認識に利用するのが難しかったこ

[3]

テキストが入力されている 。CND、太陽昇電子図書

と、中国の OCR ソフトを利用するためにはマルチブー

館、新語絲電子文庫、台湾中央大学東坡資料庫な

ト環境を構築するか、別途中文版 OS が稼働するマシ

どの古典文献データの多くは、ACT に起源する。1997

ンを用意する必要があったことなどが挙げられる。

年に中国がインターネットに正式接続してからは、そう

しかし現在は、USB 接続のスキャナが 1 万円前後

したデータの蓄積を利用して数多のオンラインテキ

で入手できるようになったことから、コスト面の問題は

ストアーカイブがサービスを開始、現在は通俗文学・

解決されている。また、Win2000 を利用すれば日本

当代文学を中心に電子テキストの入力競争ともいう

語版 OS 上でも中文版ソフトを使用することが可能に

べき状況になっている。この点、古典籍データの構築

な っ た し、各 言 語 版 の 切 り 替 え 使 用 が 可 能 な

が先行する学術データベースとは様相が異なる。し

Win2000 多国語版が登場したことで、海外版アプリ

かし、オンラインテキストアーカイブには学術的レベル

を利用する上での支障はほぼ無くなった[4]。また、通

で使用可能なテキストはほとんど無い。底本が明示さ

信販売や国内の輸入業者を通じて、丹青黄金版・蒙

れず校訂も不十分、なにより著作権問題をクリアでき

恬認識王・清華 2000 などの Big5 コードに定義される

ているとは思えないものが大半だからである。

全漢字、約 13,000 字の認識が可能な最新の中国語
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OCR ソフトが入手できるようになっている[5]。

専用 BBS を筆

筆者が公開するデータベースのうち、
『琵琶記』の

者個人のサー

UTF-8 テキストは、丹青 OCR によってスキャンしたも

バスペースに設

のである。現在公開している全体の 1/4、約 20,000

置し、授業のテ

字を認識・対校するのに要した時間は 10 時間ほどで

キスト―多く

あるから、時間的な効率はかなり高い。個人が電子

は新聞のコラム

文献を構築する場合には、非常に有効な方法である

記 事 ― は

といえよう。

BBS に URL を

しかし、OCR ソフトの利用にも問題はある。ソフトが

掲載し各自が

誤認識する文字は、字形が似通った文字である。そ

プリントしてくる

のため、人の目による校正でも誤りを見落としがちで

方式を採り、

ある。従って、徹底した校訂作業が不可欠である。

学生が否応

海外での OCR ソフトを用いた漢字文献データ構

授業で用いた BBS

なしに中国語サイトをブラウズしなくてはならないよう

築の例には、中国の『文淵閣四庫全書』CD-ROM[6]、

にした。

寒泉（台湾東呉大学）の『古今図書集成』入力プ

また、前期には簡体字 Global IME を実習し、簡体

ロジェクトなどが挙げられる。いずれも、大量の文献を

字の小説を各一ページ入力させた。後期はあらかじ

人海戦術で読み込み、人手をかけて校正するという

め繁体字文書を読み注音符号を教えた上で、繁体

手法を採っている。

字 Global IME の使い方を実習し、古典戯曲関連文
献を、各 1/2 ページ程度与えた。課題の提出には、

授業での入力

Word98 が Global IME による直接書き込みに対応し

周知のように、インターネットには簡便かつ高速な

ていなかったこともあり、BBS を利用した。その際、発

国際コミュニケーションツールとしての側面がある。

言の修正ができる高機能な BBS スクリプトを選び、随

従って、これからの外国語・外国学教育では、国際

時課題を入力できるように配慮した。

的なコミュニケーション能力の育成のために、多言語

学生の反応であるが、特に東洋学関連の専修に

情報処理について教育する必要が生じてこよう。

所属する学生は、専門科目に応用できるだけにモチ

しかし、キーボードから直接入力すればよい英語や

ベーションが高く、学術データベースを積極的に活用

欧州諸語と異なり、パソコンでアジア諸語を扱うため

したり、修得した技術をただちに専門授業のレジュメ

には、文字コードの基礎知識、パソコンやメールソフト

作成に応用したりするなどして、担当教員を驚かせ

の設定方法、そして IME の入力・変換方法などを身

た学生もいた。その反面、パソコンにはどうしてもなじ

につける必要がある。逆に言えば、困難なだけに大学

めず実習授業のみ全欠席した学生も一名いた。

授業でのパソコン、及びタイピング教育が必要となろ

このような授業は、教員側にそれなりの負担がかか

う。この点で、語学・情報処理と文献データの構築を

るのも事実である。まず、大学の端末は数が十分では

一体化した授業が成立しうると考えられる。

ないため、学生の個人所有マシンへの中国語モ

以上の観点から、筆者は 1999 年度に早稲田大学

ジュール組み込みに関する質問に答えざるをえない。

第一文学部で担当した二年中国語の週一コマ二ク

しかし、文系学生にはパソコンへの苦手意識を抱い

ラスの授業において、中国語情報処理教育を試み

ている者が多い上に、Win95/98/NT4.0、いずれも中

た。年度の始めに一ヶ月間、中国語情報処理の基礎

国語・多言語処理への対応度が異なっているため、

知識とブラウザの設定方法を教育し、出席者全員に

トラブル相談には個別の対応を迫られ、かなりの手間

中国語ページのブラウズ・検索方法を身につけさせ

暇をとられた。
Win2000 が広く普及すればその負担は

た。環境は WinNT4.0、Internet Explorer4.01、Global

軽減されようが、現状では教員の側に相当程度のパ

IME、MS Office97、Word98 である。あわせて授業

ソコンの知識が要求される。また、全員が大学共通の
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パソコン入門講座を受講しているのだが、フォルダや

コストは低い。例えば、Yahoo! Japan では「タイプ、

ファイルの概念を理解していない学生も一割ほどい

ワープロサービス」というカテゴリに国内で入力サービ

て、補習授業を開かざるをえなかった。

スを提供している企業・個人が登録されている。校正
の回数などによって差はあるものの、千字あたり 200

さて、電子テキスト構築の方法としての授業の活用

～ 1,000 円程度である。

は、情報処理教育をしながら電子テキストの構築が
できる点では、確かに一石二鳥の方法である。しか

しかし、国内の入力サービスはあくまでも日本語入

し、問題が多いのも事実である。まず、学生の中には

力サービスであり、漢字文献の入力をこなせるところ

課題を提出しないものがおり、どうしても穴が開いて

は少なく価格もより高額になるし、Unicode を用いた多

しまう。また、学生が繁体字・異体字に慣れていない

漢字文書の入力に対応できるところも少ないという問

こと起因する誤入力が多く、「與」や「輿」を「興」

題がある。

と入力しているような例が少なからず見られた。この

漢字文献を入力するのであれば、中国・台湾の業

ため、文献データの公開に当たっては、担当教員側

者に委託するのに越したことはない。中国では、大都

の補足・校正の負担が重くなる。また、入力できる分

市の街角至る所にタイピングサービスがあり、千字あ

量に限りがある。

たり 100 円程度の価格で入力できる。手書き原稿の

学生・生徒のタイピング実習を通じて文献データを

入力やテープ起こしサービスを提供するところもある

構築するのは、実は『史記』『三国演義』等を公開

ので、電子文献の入力以外にも色々と使い道があ

していた台湾苑専蔵經閣の模倣である。専門に特化

る。

した情報処理教育と電子テキスト構築とを両立させる

筆者は北京の知人を仲介に、
『明成化説唱詞話叢

という意味では、一定の意義・効果が期待できる。

刊』および南戯『浣紗記』を委託入力した。前者は

現在、日本の教育の現場では電子化が急速に進

簡体字、後者は繁体字文献だが、単価はいずれも 7

んでおり、数年後には高校で情報処理教育を受講

元/千字で、前者が約 24,000 円、後者が約 10,000 円

し、あたりまえのようにパソコンを使いこなす学生が大

である。入力期間はそれぞれ二週間ほどであった。現

学に入学して来る。そのとき現在の大学の初級情報

在は、知人にメールで書籍の名称を送ると、書籍を購

処理教育は大幅な変革を迫られ、専門教育に特化し

入して入力、添付ファイルで送付してくれるので、非

た情報処理教育、いうなれば工具書の利用方法と同

常に便利である。代金は、中国を訪ねた時にまとめて

じレベルで研究工具としての情報教育への要請が

支払っている。誤入

高まると予測される。語学や専門授業を文献データ

力率は、全文の 1%

ベース構築に利用することは、そのような教育ニーズ

未満であった（右表

原文

14,733

にもこたえることのできる方法であろう。また語学授業

参照）。

誤字

47

脱字（脱行）

64
12

成化説唱詞話本『薛仁貴』の
誤入力文字数（含標点符号）

で入力したデータを、中国学の専門科目で整形・校

ただし、中国での

正し、正規表現を使った検索などを実習させれば、学

委託入力は繁体字

衍字

生に電子データの問題点や学術的利用方法を身に

に弱いという問題が

誤句読
計

13
136 (0.92%)

つけさせることもできる。授業を通じた文献データの構

ある。中国国内では、

築は、百万字を越えるような大規模文献データの入

GB/T12345 対応フォント― GB2312 の簡体字を繁

力には不適であるが、教育的効果の点では有効であ

体字字形に改めたフォント―によって繁体字を表

ると言えよう。

示・印刷するのが一般的であり、また旧世代の OS を
用いている場合が多いため、GBK コードによる繁体

入力委託方式

字入力が難しいようである。従って、完成したデータ
を繁体字にコンバートした上で校正する必要がある。

一番簡単に電子テキストを構築する方法は、金を
出して入力を委託する方法である。入力を委託する

現在は、Office2000 Proofing Tools の簡体字・繁体

と聞くと、大金が必要であるかのように思えるが、案外

字コンバータ[7]など、辞書機能を備えた高性能コン
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バータが登場しているとはいえ、手間が増えることに

を構築するといった、学際的・産学協同的な取り組み

は変わりない。

も可能になる。

台湾に委託した場合、直接繁体字 Big5 コードで入

研究者・研究組織の構想力・行動力如何によって

力してもらえるので、コンバートミスに悩まされることは

は、短期間のうちに日本中国学の情報化の遅れを回

ない。台湾では Web サイトを開設している入力サービ

復することも可能なのである。

ス会社も多く、例えば Yahoo! 台湾でキーワード「打

文献データの公開

字」で検索すると、二十近くの企業にヒットする。イン
ターネットを通じて業者と連絡をとることも可能であ
る。入力コストは、字数やサービス内容によるが、千

Unicode が普及したおかげで、漢字文献データを

字あたり 250 ～ 500 円ほどである。資金に余裕がある

公開・交換は格段に容易になった。しかし、アプリケー

のなら、古典文献の入力は台湾で委託するのがよか

ションソフトの Unicode 対応状況がまちまちであるな

ろう。

ど、未だ過渡期的状況にあり、本格的な使いこなしに

台湾中央研究院漢籍電子文献は、入力委託方式

何かと問題がつきまとうのも事実である。

でデータを構築している。しかも、二人のキーパン

以下では、Unicode で構築したデータの公開にお

チャーに別個に入力させて、その結果を専用ソフトで

け る 問 題 点、お よ び 海 外 か ら の 閲 覧 を 意 識 し た

比較し食い違う箇所を校正することで、99%以上の

HTML の記述方法について、現状に則して概説す

正確さを得、かつ当該文献に精通した最終校正者の

る。

負担を軽減している[8]。非常に賢明な方法である。
UTF-8 HTML の諸問題

また、東洋学電子化の最先端をゆく仏教文献の
データベース化でも台湾・中国のキーパンチャーへ

文献データベースというと、オンライン上で検索

の下請けが一部で採用されているとのことである。資

サービスを提供しているサイトを思い浮かべる向きも

金力に優れた大規模データベースプロジェクトでは、

多かろうが、検索システムは必ずしも必要ではない。

委託入力方式が主流となっている。

データさえあれば、自分のパソコンで検索・分析・抽
出作業ができるからである。しかも、正規表現やシ

小結

ソーラスを用いてより詳細な検索条件を設定すること

以上、文献データ入力の三つの方式について紹介

もできる。テキスト処理によく用いられるスクリプト言語

した。いずれの方法を採用するかは、結局は、底本

Perl は、
5.6 で不完全ながら Unicode に対応しており、

の質と量、予算に応じて決定することになろうが、筆

これを Aprotool TM Editor のコンソールで使用するこ

者は日本での漢字文献データ構築に最も適している

とで、Unicode テキストの加工が実現できる[9]。Word

のは、入力委託方式であると考える。

の検索も十分高機能だ。従って、オンラインで検索

日本の人文学研究環境には色々と問題はあるの

サービスを提供する場合でも、本格的な分析をした

は事実だが、しかし研究資金の豊富さがアジア随一

い人のために、あわせてもとの文献データを公開する

であることは疑いを容れない。この資金力を生かして

べきである。

コストの安い中国・台湾の入力サービスを利用し、国

文献データを公開するといっても、様々な形式があ

内の研究者は校正・データ整形作業に集中すれば、

る。プレーンテキストファイルを公開する方法、HTML

迅速かつ効率的にデータベースを構築することがで

に加工して Web 上でも閲覧できるようにする方法、さ

きる。中国の大学・研究機関と提携して国際コラボ

らにはさまざまな情報をマークアップした XML 等々

レーション企画として電子文献データベースを構築

である。

すれば、校正作業の負担をも大幅に軽減でき、より実

学術利用を目的とした文献データは、HTML や

質的な学術交流となろう。さらには、大学の理系セク

XML を用いてある程度の学術情報を盛り込むべき

ションや企業との協力によって、多言語処理システム

であろう。例えば、地名や人名、王朝名などは、中
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国の排印本で傍線が付されるが、それらは文献デー

れる GBK 対応フォント、またダイナフォント『Type

タでも区別されていた方が閲覧・検索しやすい。

Museum』所収の DF 華康明朝体 U_W3、DF 華康ゴ

筆者は、XML 関連の規格が固まり、対応ブラウザ・

シック体 U_W5 などがある。

エディタが普及した段階で、文献データを XML 化す

しかし、MingLiU には「々」「〆」「〃」などの

るつもりであるが、いまのところはこなれた HTML 形

日本語記号が含まれない、SimSun 等の中国 GBK

式で公開している。しかし、Unicode の 8 ビットエン

フォントは中国語書体であるため「骨」「過」などが

コーディング方式である UTF-8 で HTML を記述する

一画減じた中国字形になってしまう、Arial Unicode

場合、まだまだ問題点が多いのが実情である。

MS は特に常用漢字体の字形にバグが多く[10]書体も
美しくない、ダイナフォントは有償であるなど、それぞ

第一に、フォント指定の問題がある。MAC 環境に
は Unicode の CJK 統合漢字全てのグリフが含まれる

れ問題を抱えている。純粋に漢字だけの文献ならば、

フォントが存在しない。このため MAC 環境でのブラウ

MingLiU の利用がベストであろう。
一方、IE では UTF-8 の表示フォントを指定できな

ズでは、製作者の意図どおりに UTF-8 HTML を表現

い。UTF-8 を言語ではなく、多言語の混在を実現す

することができない。
Win 対応のブラウザでは、Netscape Navigator（以

るコード体系と位置づけていることがわかる。UTF-8

下 NN）・Internet Explorer（以下 IE）ともにバージョ

ページは、ブラウザが各言語のフォントを自動で寄せ

ン 4 以降で UTF-8 に対応している。しかし、両者の

集めて表示しているのである。
NN でも、フル CJK フォ

間では UTF-8 という文字コードの位置づけに大きな

ントを指定しないと、同様の表示になる。
もしも見栄えにこだわらないのであれば、この方法

差異がある。下図は筆者が公開している『琵琶記』
の文献データである。このページはフォント指定なし

が一番確実に UTF-8 文献データを表示できる。しか

の UTF-8 HTML であるが、NN4.73 と IE5.5 とでは表

し、Web ページ制作者としては、NN であっても IE で

示され方が異なっている。

あっても、フォントを指定して意図どおりに見せたいも
のである。
UTF-8 HTML のフォント指定
UTF-8 HTML でフォントを指定するには、font タグ
ではなくスタイルシートを用いる。font タグでは表示

NN4.73

フォントの複数指定ができないため、ページ閲覧者が

フォントは DF 華康明朝体 U_W3

どの CJK 対応フォントを持っているかわからない
Unicode のフォント指定にはふさわしくないからであ
る。ついでながら、font タグで隷書や楷書などのサー
ドパーティ製フォントを指定しているページをしばしば
見かけるが、システム標準以外のフォントを指定した
ところで相手がそのフォントを持っていなければ期待
IE5.5

JIS 未定義の「黃」「值」のフォントが違う

通りに表示できないのであるから無意味であるし、相

NN は、プロパティで UTF-8 表示用に指定したフォ

手の環境にあわせるという情報交換の原則を外して

ントでページを表示する。漢字文献の場合は、CJK 統

いる点、恥ずかしいことである。

合漢字の全グリフを含むフォントを指定してやればよ

スタイルシートの書き方について、詳細は一般の解

い。例えば、マイクロソフトが配布する MingLiU（v.3

説書を参照していただくとして、ここではフォント指定

以上。台湾）、SimSun・SimHei（中国）、Office2000

の問題点と解決方法を指摘したい。

に付属する Unicode2.1 の全グリフを含むフォント Arial

スタイルシートでのフォント設定方法について、一

Unicode MS、MS Office2000 Proofing Tools に収録さ

般の解説書では以下のように例示されていることが
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多い。
{font-family:”ＭＳ ゴシック”,Osaka;}

この書き方は、スタイルシートの書式としては正しい
のだが、しかし、海外からのアクセスも考えられる学術
ページに用いるのには問題がある。海外版の OS はそ
れぞれのローカルコードに基づいて動作している。そ
のため、日本語 Shift-JIS コードによるフォント名「MS
ゴシック」を解釈できず、指定フォントで表示されない

ところで、font-family には、フォントの一般名を指定

ことがあるのだ。付け加えれば、PDF の場合も同様の

する記述方法もある。例えば

問題が発生する。

{font-family : serif ;}

この問題はフォントの英語名称を利用することで解

とすると、そのパソコンにインストールされている serif

決できる。フォントは、漢字名称の他に、英語名（Post

系のフォントで表示してくれるのである。便利な方法

Script Name）を持っており、それで指定すれば言語

ではあるが、一般名にどのフォントを割り当てるかはブ

環境にかかわらず、フォントの指定ができるのだ。

ラウザに依存する。しかも、執筆時点で英語以外の言

例えば「ＭＳ 明朝」は「MS Mincho」、「ＭＳ

語の一般名に対応するのは IE のみ、ローカル言語

ゴシック」は「MS Gothic」になる。逆に「SimSun」

（日本語版なら日本語）以外になると、IE5 以上しか

は「简宋体」、「MingLiU」は「新細明體」の英語

対応していない（しかも、Win2000 では IE5.5 以上で

名である。つまり、先のフォント指定は、

ないと正常に表示できない）。このため、一般名指定
された中国語ページにぶつかると、表示できないこと

{font-family:”MS Gothic”,Osaka;}

のように記述するべきである。

がある。下は、

参考までに、フォントファミリーの書き方の例を言語・

<span style='font-family:serif;'>一轮明

文字コードごとに挙げておこう。

月照窗前</span>

Unicode/UTF-8
{font-family:MingLiU,SimSun,”MS

を表示させたも
の で あ る。日 本

Song”

語 や UTF-8 の

,”Arial Uniocde MS”;}

簡体字中国語

ページを海外か

{font-family: SimSun,”MS Song”,Beijing,

ら 閲覧す る場合

”Founder GB Mincho”,”GB Mincho”;}

も、同 様 の 問 題

繁体字中国語

NN4.73

serif 指定部分は表示されない

が発生するの

{font-family:MingLiU,Taipei,”Founder

で、英語ページ

Big5 Mincho”,”Big5 Mincho”;}

以外では一般名

筆者の公開する戯曲論著『南詞叙錄』
『花部農譚』

IE5.5

中国語ページの serif が中国語
フォントで表示される

指定は使わない方がよい。

は、スタイルシートによってフォントの英語名称を指定

なお、HTML のタグは HTML エディタにお任せで

することで、NN4.x と IE5.5 とのクロスブラウズを実現

書くという人も多いことだろう。UTF-8 や中国語等の多

している（下図）。

言語ページに対応した HTML エディタとしては、MS
FrontPage2000 が最も高機能であり、筆者も愛用して
いる。
&#Unicode;タグの応用
Unicode データを Web 公開するもう一つの方法に
XML の実態参照方式がある。ローカルコードには定
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義されていない文字を、&#Unicode 十進番号;もしく

データベース形

は&#Unicode 十六進番号;というタグで記述する方

式のカスタマイズ

法で、例えば JIS コードに含まれない「褚」の字は

については触れ

「&#35098;」もしくは「&#891A;」であらわされる。

ず

IE 4.x など、十六進番号に対応していないソフトがあ

&#Unicode;タ グ

るので、十進番号の方が汎用性が高い。

に対応させる方

に、

&#Unicode;タグの表示や自動変換に対応してい

法についてのみ

る ソ フ ト に は、IE 4 以 上、MS Word2000、MS

解 説 す る。他 の

FrontPage2000 をはじめとするのマイクロソフト製品、

CGI を利用する場合でも、同様の点に注意すれば

Aprotool TM Editor 等がある。NN も 6 で対応する。

&#Unicode;タグの利用が可能になるはずだ。

IE から Web 上のデータベースに Unicode 文字を登

データベース系の CGI の多くは、データファイルか

録したり検索したりする場合、この機能によってブラウ

ら一定条件に合致したデータを抽出し、タグを付加し

ザが JIS に収録されない文字を自動的に&#Unicode;

て HTML に加工、表示する仕組みになっている。ま

タグへに変換してデータを送信してくれる。そのため、

ず CGI の HTML を生成する部分からヘッダの定義

多言語データがとりあえずは問題なく扱えるのである

部を探しだし、言語を設定の meta タグを追加する。

が、しかしそれはあくまでも擬似的な方法であり、後

WinNT4.0/2000 ＋ IE 環境では、meta タグが入ってい

述するように様々な問題を抱えているので、その長所

ないと、IE が上手く JIS 外文字を&#Unicode;タグに変

短所を理解して使用する必要がある。

換できず、文字化けや検索エラーの原因になるため
だ。<head>と</head>の間に、

検索システムへの応用

<meta http-equiv="Content-Type" content

&#Unicode;タグを応用すると、日本語の掲示板・

="text/html; charset=shift_jis">

オンラインデータベース等を擬似的に多言語化する

を加える。検索フォームが HTML で記述されている

ことができる。UTF-8 に対応した Perl5.6[11]がデビュー

場合は、ヘッダを直接編集すればよい。BBS 用 CGI

したものの、まだバグがあり国内の多くのサーバは未

も、この設定がされてさえいれば、多言語書き込みで

対応であるため、個人が Perl CGI によるオンライン多

きる。

言語データベース等を設置するのはまだ難しい状況

次に、&－&amp;の自動変換設定を停止する。

にあるが、&#Unicode;タグを使えば、ネット上で数多

HTML では「&」は制御記号として使われるため、

く無償配布されている日本語 CGI を利用して、多言

「&」を表示させたい場合には「&amp;」という実態

語 BBS やデータベースを構築することができる。ただ

参照タグを使うことになっている。そのため CGI によっ

し、その際にいくつかの注意すべき点がある。以下、

ては自動変換機能が備えているのだが、&#Unicode;

筆者が設置している「電脳瓦崗寨

タグまでもが「&amp;#Unicode;」に自動変換されてし

文献検索」

（http://www.jan.sakura.ne.jp/~wagang/texts/search/

まうという問題が発生する。

search.cgi）を例に解説しよう。
「電 脳 瓦 崗 寨

Yellow Page CGI の場合は、toolkit.pl というライブラ

文 献 検 索」は、無 償 配 布 の

リの中に定義部分がある。

Yahoo! ライ クな サーチ エンジン CGI「YellowPage

s/¥&/¥&amp¥;/g;

[12]

CGI」 をカスタマイズしたものである。データベース

と書かれている部分の行頭に、「#」を付加してコ

CGI の一種であるが、階層分類に対応しており、また

メント行にしてしまえばよい。ただし、この設定によって

登録データを検索するとともに、設定した順序で閲覧

ブラウザから「&」を登録・検索する場合は、
「&amp;」

することもできるという利点がある[13]。CGI は Perl で書

という実態参照タグを入力しなくてはならなくなるし、

かれており、データファイルは CSV 形式でカテゴリ定

検索語句の区切り記号に使うこともできなくなるので

義部分と登録データとが一体化している。ここでは、

注意が必要である。
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文献検索」では今昔文字鏡

究極的には、英語版の CGI を利用して全ての漢字

収録文字の表現にタグを利用するため、toolkit.pl の

情報を&#Unicode;タグで処理する方法もあるが、漢

「<」「>」「”」変換部分

字一文字あたり 8 バイトを要するため、データファイル

s/¥"/¥&quot¥;/g;

の容量が数倍に膨れあがるなど、実用的ではない。

なお、
「電脳瓦崗寨

s/¥</¥&lt¥;/g;

もう一つの問題は、前に詳述したフォント指定であ

s/¥>/¥&gt¥;/g;

る。&#Unicode;タグの表示され方は、ブラウザによっ

も無効にしてある。

て異なる。IE4 は&#Unicode;タグで記述された部分

以上が日本語 CGI を&#Unicode;タグ対応に改修

のうち、ページ言語に設定されているフォントに含まれ

する場合のポイントである。ここではサーチエンジン

ない文字を、適宜フォントを切り替えて表示してくれる

系 CGI を改造して利用したが、他にも簡単に利用で

が、IE5.x ではページ言語のフォントしか表示に使わ

きるデータベース CGI はたくさんあるので、目的に

ないため、日本語に設定されているフォントに含まれ

あったものを探して利用して頂きたい。また掲示板

ない文字は「・」表示になってしまう。

CGI の場合は、大抵、配布元にサンプル CGI が設置

例えば、ＭＳ ゴシックは漢字約 13,000 字のグリフ

されているので、実験してうまくいくものを探せばよか

を持つているので、「鷗」（&#40407;）を表示でき

ろう[14]。

る。しかしＭＳ ゴシックにグリフが含まれないコードセ
パレート文字「說」（&#35498;）や簡体字「张」

ち な み に、Unicode の デ ー タ フ ァ イ ル を
JIS ＋&#Unicode;タグに変換する場合は、ファイルを

（&#24352;）の場合は、IE4.x では自動で繁体字・

一度 IE に読み込んで、言語を指定して保存すればよ

簡体字フォントに切り替えて表示してくれるが、IE5.x

い。このほか、Aprotool TM Editor でも、変換機能が

では「・」表示になってしまう。

サポートされている。

このためスタイルシートを利用してフォントを指定す
る必要があるのだが、IE5.0x には&#Unicode;タグ部

&#Unicode;タグの問題点

分のフォント指定を解釈できないバグがあるので、利

&#Unicode;タグ利用の最大の問題は、Win の IBM

用できるブラウザは IE4.x と 5.5 以降に限られてしま

拡張漢字、所謂メーカー外字の問題である。Win 版

う。また、日本語・中国語混在ページならば、例えば

IE は、メーカー外字を JIS コードとして扱う。しかし、

strong タグに class を設定して中国語部分のフォントを

Mac 版の IE は&#Unicode;タグに対応しているが、

切り替え表示することが可能であるが、漢字文献の

Win のメーカー外字にあたる文字を JIS 未定義の

場合にはフル CJK 対応フォントが標準化されていな

Unicode 文字であると解釈するため、&#Unicode;タグ

いという問題がつきまとう。

に変換してしまう。このため、Win で登録したメーカー

以上のように、&#Unicode;タグによる多言語・多漢

外字の閲覧・検索ができない。逆に、Mac の IE で登

字表現には問題が多く、現状では OS・ブラウザを限

録したメーカー外字相当部分は、Win では閲覧でき

定して運用せざるを得ない。しかし、&#Unicode;タグ

るが検索できない。また、Win 版 NN 6 PR2 も、メー

から Unicode への変換は容易であるので、Perl5.6 等

カー外字を&#Unicode;タグで扱い、逆に機種依存文

が普及し容易に Unicode で CGI を作成できるように

字は「�」で表示してしまう。

なるまでのつなぎとして、一定の意味を認められよう。

この問題は、Unicode と Shift-JIS の交換テーブルが

結語

標準化されておらず[15]、Microsoft のテーブルが正式
な規格でないはずのメーカー外字を含んでいること
に起因する。現状では―おそらくは永遠に―日

以上、文献データ構築と公開の方法について述べ

本 語 漢 字 コ ー ド ＋ &#Unicode;タ グ に よ っ て、Win/

てきたが、そもそも文献データの構築はなぜ急務なの

MAC、IE/NN の全てで利用可能なデータベースを構

であろうか。

築することは不可能なのである。

文献データベースの整備は、第一に文献調査や語
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彙・文法解析などの省力化をもたらす。台湾中央研

かかる現状を打開するには、結局は研究者個人や

究院漢籍電子文献や『四庫全書』CD-ROM では、

研究・教育組織が積極的に学術データベースの構

数千万字・数億字もの文献から瞬時に必要な用例を

築に取り組んでいくしか方法はない。拙論にて解説し

検索できるが、これは人間には到底真似できない。そ

たデータ構築・公開の具体的ノウハウが、そのような

の結果、研究者はこれまで文献調査に要してきた時

方々の一助となれば、幸甚である。

間を、精密な読解や立論に振り向けられることだろう。
注

また、文献の検索・解析結果は、もとの文献データ

[1] http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handy/ftmsw3.html 参
照。

と検索・抽出条件式とが公開されていれば誰にでも
再現可能である。論拠の検証が容易になるので、論

[2]

文の評価基準を分析能力や論理性に置く傾向が強
まり、やがては学術水準の向上にも繋がろう。さらに、

寒 泉 ： http://210.69.170.100/s25/index.htm
中国電子古籍的故郷： http://163.14.134.40/terry55/

[3] 方舟子 http://www.xys.org/~fang/web.html 参照。

文献データと条件式、さらには検索・抽出・分析に利

[4] 本誌「ソフトウエアレビュー・Windows2000 レビュー」、
弊 サ イ ト 電 脳 瓦 崗 寨「中 文 電 脳 FAQ」（http://
www.jan.sakura.ne.jp/~wagang/pc/faq/index.html）参照。

用するシソーラスやコンコーダンスを相互に公開・構
築していくことは、これまで個々の研究者の所有物で

[5] 本誌「ソフトウエア レビュー・中国製 OCR」参照。

あったカードを共有することと等しく、知の継承・蓄積

[6] 王暁波《大规模古籍电子化关键技术及实现》（http://
www.unihan.com.cn/digital/js_wangxb.htm）に詳しい。

という観点からも画期的である。
台湾・中国が北米の影響下に文献や論文などの

[7] 本誌「ソフトウエアレビュー・MS Office2000」参照。

大規模データベースを構築・公開しているのは、彼ら

[8] 《中央研究院古籍全文資料庫的發展概要》http://
www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handy/thesis.html〈參、相關
技術的開發〉、および対校ソフトマニュアル（台湾大学
仏学研究中心 http://ccbs.ntu.edu.tw/CODE/list.htm にて
入手可）参照。

が学術研究の評価基準・社会的位置づけを、ひいて
は学術界全体を、伝統的な知識量重視型から理論
や着想を重視する米国型に変革しようとしていること
を示していよう[16]。近年、中国やアメリカの中国学水
準の飛躍的向上が話題となることが筆者の周辺では

[9] 本誌「ソフトウエアレビュー・Perl5.6」、「ソフトウエアレ
ビュー・Aprotool TM Editor」参照。

多い。それは、直接的には 90 年代に入って中国の思

[10] 例えば、「躯」が「躯」に誤っている。

想的統制がゆるむ一方で中米交流が活性化し、米

[11] 本誌「ソフトウエアレビュー・Perl5.6」参照。

国が得意とする論理構築と、中国が得意とする資料

[12] 入手先は、http://www.cyborg.ne.jp/~hironori/

調査・読解とが出会ったことに起因しようが、学術

[13] 一般的なデータベース CGI については、
本誌野村英登
氏の「漢－英中国思想術語シソーラスの構築へ向けて」
に詳しい。

データベースの構築・公開はまさしくそのような中国
学のあり方を象徴するものである。そして、インター

[14] 筆者は日本語 CGI の検索に「にほんご CGI インデック
ス」（http://script.lovely.to/）を重宝している。

ネット上に中国学学術データベースが相次いで登場
している現在、日本中国学も IT 革命と呼ばれる社会

[15] 川俣晶『パソコンにおける日本語処理／文字コードハン
ドブック』（技術評論社，1999）P.271 参照。

制度の再構築・米国化の流れとは無縁でいられな
い。20 世紀の日本中国学が世界最高水準たりえた

[16] 論文データベースに関しては本誌「学術リソースレ
ビュー・総合」参照。

のは、諸橋『大漢和』や各種漢文学叢書などの学術
インフラ整備に負う部分も大きいと思われるが、21 世
紀の新たな IT 学術インフラ整備およびそれに対応し

【付記】本論文は 1998 年度早稲田大学特定課題研究助
成費による研究成果の一部である。

た研究・教育手法確立の明らかな立ち後れに、筆者
は危機感を感じざるをえないのである。
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仏教学データベースにおける
XML の活用
INBUDS における ID 検索の実現にむけて
師

茂樹

もろ

しげき

東洋大学大学院博士後期課程在学中。仏教学を専攻。日本印度学仏教学会データベー
スセンター主事。大蔵経テキストデータベース研究会事務局で技術・公開面を担当。論文
に“On the Missing-Characters (GAIJI) of the Taisho Tripitaka Text Database Published by
SAT”（Proceedings of 1999 EBTI, ECAI, SEER & PNC Joint Meeting、台湾中央研究院計
算中心、1999 年 4 月）など。

4. 大正新脩大蔵経のテキストデータベースを構

はじめに

築するプロジェクト（SAT）[2]のことである。
このうち 1 と 2 については、INBUDS の名称が紛ら

INBUDS に対する 4 つの誤解

わしいための誤解であろうが、3 や 4 のようにデータ

「インド学仏教学論文データベース（Indian and

ベースの性質そのものを取り違えているわけではな

Buddhist Studies Treatise Database、略称 INBUDS

いので、比較的軽微なものであると言えるかも知れな

[1]

い。しかし、単なる誤解によって利用されないというの

単行本などに収録されたインド学と仏教学に関する

ももったいない話ではある。ちなみに、現在公開中の

論文の書誌情報を収録したデータベースである。筆

データにおいて採取対象となった雑誌は 100 誌を超

者の所属する日本印度学仏教学会データベースセ

え、現在は 300 以上の雑誌・書籍を対象として作業

）」は、その名の通り、国内の学術雑誌、論文集、

ンターで編纂・構築作業が行われ、Web サイト（http://

が進んでいる。周辺領域である中国学、日本学、美

www.inbuds.org/）から研究者のために無償で公開さ

術史などの論文についても、領域の境界上にあるよう

れている。

なもので収録するかどうかの判断が難しいものについ

INBUDS はこれまで、少なからぬ紙媒体や Web 媒

ては、切り捨てることはせず積極的に採取しているの

体によって紹介されてきたが、未だにいくつかの誤解

で、インド学・仏教学以外の方にも少なからず有用な

があるようである。主なものを列挙してみると、以下の

のではないかと思う。
また、3 については、日本の雑誌や紀要の入手が困

とおりである。

難な海外からの問い合わせや要望が特に多い。確か
1. インド学、あるいはインド仏教専門のデータベー

に、欧米や台湾で多くの学術雑誌が電子化されてい

スで、中国仏教や日本仏教の研究とは関係が

るという事実[3]を鑑みれば、全文データベースでない

ない。

ことの方がむしろ不自然なことなのかもしれないし、ま
た筆者も、

2. 日本印度学仏教学会が発行している『印度学

学術水準を高めるために、学会・研究会単位

仏教学研究』のデータしか収録されていない。

で、積極的に論文集の電子化をすすめることだ。

3. 論文の全文を電子化している。

19

漢字文獻情報處理研究

創刊号

遡及入力作業は徐々にすすめてゆくとして、これ

すべきものとして語られているが）、その志の高さ、イ

から出る論文集を順次電子化していけばよい

ンパクトには驚かされるが、逆にそれが上記 4 のような

[4]。

今日の誤解を生む一因となったのかもしれない。
1988 年には日本印度学仏教学会にデータベース

という千田大介・二階堂善弘両氏の意見に賛成であ
る。もっとも、それを INBUDS のプロジェクトとして進め

センターが設置され、INBUDS の作業・開発が本格

ていくにはコスト的な問題をはじめとした様々な問題

的にスタートする[8]。東京大学大型計算機センターと

を解決しなければならないことは言うまでもなく、した

共同でローマ字や漢字の外字システムが研究開発

[5]

がって現状では別稿 で論じたように、INBUDS のオ

されるなど、当時における最先端の発想と技術で

ンライン検索を起点として、各機関や個人が公開し

様々な試みがなされていた。
Windows95 が発売された年の翌年にあたる 1996

ている論文データへとジャンプできるような、ゆるやか
な連係を模索しているところである。

年には、初めての電子媒体としてフロッピーディスクが

最後の 4 の誤解については、
両プロジェクトのスタッ

採用され、MS-DOS 用の検索ソフトと共に、学会の理

フが（筆者を含めて）一部重複していることを差し引

事校や協力機関などに配布された。また、このデータ

いても、由々しき問題ではないかと思う。筆者は実際

をもとに、東北大学の相場徹氏によって「印仏検」が

に INBUDS の構築に携わっている者としてもこの誤

開発、公開されている[9]。

解を看過することはできないので、以下、過去の論文

1998 年に至ってようやく、データベースセンターによ

と重複する部分も多いが、本論に先立って今一度

るインターネット上での公開がはじまり、それ以後、現

INBUDS についての紹介に紙数を割くことをお許し

在にいたるまで、メールやメーリングリスト、ウェブサイ

頂きたいと思う。

トなどを通じてのサービスが中心となっている。1999
年には、台湾大学佛學研究中心[10]の仏教文献デー

INBUDS 小史

タベースとの連係が話し合われたり、JIS 第 3・第 4

INBUDS 開発の歴史は古く、パーソナルコンピュー

水準を作成していた符号化用例集合（JCS）調査研

タでの本格的な日本語処理がようやく現実味を帯び

究委員会の公開審議において仏教系外字の採択を

てきたおよそ 16 年前の 1984 年、平川彰理事長（当

要請するなど、積極的な対外活動を開始している。
2000 年初頭には独自ドメイン inbuds.org を取得し、

時）が『印度学仏教学研究』のキーワードを実験的
に採取・入力を開始したのが INBUDS の前身であ

またオープンソースの日本語全文検索システム

る。当時、コンピュータの利用がそれほど一般的でな

「Namazu」[11]を活用した高速かつ高機能なオンラ

かったことから、1987 年 6 月には紙媒体として『印度

イン検索サービスの提供を開始した。特にオンライン

学仏教学研究索引』（山喜房仏書林）が刊行され

検索サービスについては、国内外の利用者[12]からの

た。このころの構想や動向については、平川彰・三崎

好評を得ている。

良周・菅原信海・福井文雅・江島恵教・清水光幸
INBUDS の利点と課題

「東洋学におけるコンピュータ利用の一例および問
題点と展望」
（『早稲田大学情報科学研究教育セン

INBUDS は先に述べたように書誌情報を収めた

ター紀要』Vol.3、1986 年 3 月）[6]や、加藤弘一氏

データベースであって、論文全文を収めたデータ

によるインタビュー「電子テキストの海へ

――大蔵

ベースではない。確かに、全文データベースがあれば

経テキストデータベース研究会石井公成氏＆師茂樹

便利であることは間違いないが、作成にはコスト的に

[7]

氏に聞く」 などを参照していただきたいが、この頃

難しい面もあり、また、全文データベースにはない

は、仏典の電子化（パーリ、サンスクリット、漢文、チ

INBUDS の利点があることも事実である（両方ともあ

ベット等のマルチリンガル処理も含む）や学術論文

るのが理想であることは言うまでもない）。

データベースの構築、語彙データベース、AI の応用

INBUDS が持つ利点とは、書誌情報のほかに論文

などがすべてリンクして語られており（現在でもリンク

のキーワードが収録されている点である。このキー
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ワードは、地域・時代・分野・人物・文献・その他

XML 版 INBUDS の構想

の術語という 6 項目に渡り、執筆者自身による自己申
告か、インド学・仏教学を専攻する研究者が実際に
読むことによって採取される。データベースセンターの

CSV から XML へ

母体である日本印度学仏教学会が発行する『印度

まず、データのフォーマットについて考えてみる。

学仏教学研究』のキーワード採取は、原稿執筆依頼
を発送する際に INBUDS の採取用紙とマニュアルを

現在、INBUDS は所謂 CSV 形式で公開されてい

同封し、原稿提出時にいっしょに提出する仕組みに

る。この形式はほとんどすべての表計算ソフトやデー

なっていて、高精度のキーワードが効率よく得られる

タベース・アプリケーションなどに読み込むことがで

ようになっている。

き、その意味では汎用性が高いとも言えるだろうが、

単純な全文データベースを検索する場合、論述の

もともとプレーンテキストであることに加え、データの構

流れの中でたまたま言及された単語などにもヒットし

造が単純なために、かつてのワープロ専用機等にお

てしまう可能性が高 く、効率が悪い（Infoseek や

ける「MS-DOS 形式」のような、ごく限られた情報の

LYCOS などでの検索作業を想像されたい）。一方、

交換にしか適していないと言ってよい。例えば「1999」

INBUDS のキーワードを検索する場合は、論述の本

という文字列が入ったレコードのエラーチェックをしよ

質に関わらない情報があらかじめ排除されていること

うとしても、そのデータがどのような種類の情報をもつ

から、検索の精度が高まる可能性が大いに期待でき

のかがわからないため、元々がプレーンテキストであ

る。

る CSV 形式においては数字なのか文字列なのかと

ただし、このキーワードの抽出作業と検索には、大

いう区別もできず、ましてや日付や通貨などといった

きな課題が残されている。すなわち、データの管理お

データタイプをチェックすることはできない。したがっ

よ び シ ソ ー ラ ス の 問 題 で あ る。先 に 示 し た よ う に

て、データベースソフトに読み込んだり、あるいはデー

INBUDS は長期間に渡って構築されてきており、逐

タ構造の整合性を保ちつつ変換したりしようとすると

次刊行物を採取の対象としている以上、原理的には

きには、データベースの設計図とにらめっこしながら力

これからも半永久的に続けなければならない作業で

技でやるほかない。個人で利用するために製作、管

ある。しかし、長期間に多くの人々の手によって構築

理されているデータベースならいざ知らず、多くの人

作業がなされてきたため、データ形式などの統一性

に公開され、また継続して構築、管理されていく

を保つことが困難であり、特にキーワードの採取にお

INBUDS にとって、ふさわしい形式ではないのではな

いては、採取者の能力や個性などによるぶれが不可

いかと思われることが多い。最近、過去十数年の間に

避であると言ってよい。現在、これらの点については、

データベースセンターで蓄積された未公開データの

マニュアルなどを強化することによって対処している

整理作業が行われたのであるが、時期や担当者に

が、将来的なことを考えた場合、管理しやすいフォー

よって微妙なテーブルの違いなどが見られ、それらを

マットと、作業者によるぶれを（ある程度）吸収するた

すべて手作業でチェックし整理する作業に 1 年以上

めのシソーラスの仕組みが課題となってくるのであ

を費やした、という苦い経験がある。
かといって、ある特定のプラットフォームやデータ

る。
以下、次世代の標準フォーマットと考えられている

ベース・アプリケーションに依存した形式で配布する

XML に注目して、これから先の構築・管理作業を見

ことは、インターネットで公開する学術データベースと

据えた INBUDS のデータフォーマットのあり方と、それ

してふさわしい選択肢だとは言えないだろう。先に述

を下敷きにしたシソーラス構築の試案について考え

べた過去の未整理データの中には、NEC PC 9801 シ
リーズ用のデータベースソフト「F1 Databox」の形式で

たいと思う。

残されている 5 インチディスクが少なからずある。当
時としては最良の選択だったのかもしれないが、かつ
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てのノウハウは既に失われ、現状ではいつかそこから

の外部あるいは内部に、データ構造を記述した設計

データが発掘される日を信じて、5 インチディスクとそ

図にあたるものが必要である。それを記述するフォー

れを動かすための PC 9801 のセットを保存するほかな

マットとしては、SGML 時代からの DTD（Document

い。

Type Definition）が現在のところ一般的であろうが、

そこで注目されるのが XML（Extensible Markup

DTD のデータ型では基本的に、ID、IDREF などの型

Language）である。XML は周知の如く、国際化とイ

と文字列以外は扱うことが出来ないので、データ構造

ンターネットへの対応が大いに配慮されつつ開発さ

のチェックという点では機能的に貧弱である。しかし、

れた SGML と同系のマークアップ言語であり、テキス

DTD に代わるものとして W3C で議論されている

ト形式であるためにデータの取り扱いが容易である

XML Schema[14]や、村田真氏と檜山正幸氏が中心に

（最悪の場合でもテキストエディタがあれば編集作

な っ て 制 定が進 ん でい る 日本 発 の 規格 RELAX

業は可能である）。また、タグ名に自由度が高いため、

（Regular Language description for XML）[15]などの

例えば、

提案によって、選択肢は広がりつつある。
XML Schema においては、従来のデータベース・ア

<論題>東西哲学と仏教</論題>
<副題></副題>

プリケーションと同様の発想で設計されているため、

<名前>

数字や文字列、日付や時間などのデータ型をチェッ

<姓>鈴木</姓>

クすることが可能になるようである。しかしその方向性

<名>大拙</名>

が「データとしての」利用に偏っており、データ構造

<姓よみ>すずき</姓よみ>

の記述とデータとを完全に分離することを目指してい

<名よみ>だいせつ</名よみ>

ることなどから、村田真氏が、
XML Schema というのは XML 1.0 の否定技術

</名前>

などとマークアップされていれば、データベースの

であると言えるわけです。常識で考えてみて、既

仕様書などが無くてもその中身が直感的に理解でき

にある XML 1.0 ベースの技術が使えないなん

るという利点がある。

て、とんでもない話ではないですか[16]。

XML の利用形態としては、一般に「文書としての

と批判している点には留意しておきたい。

XML」と「データとしての XML」とに大別される。現

一方、RELAX についても、「RELAX 開発者日本

在、ビジネスの分野で XML による電子取引などが注

語メーリングリスト」[17]などにおいてデータ型に関する

目されているが、そこでの XML の利用形態は主に後

議論が活発になされているが、文字列や数字など最

者「データとしての XML」であり、書誌データベー

低限のものだけ規格化し、日付などの細かい部分に

スである INBUDS も同様である。全文データベース

ついては処理系にまかせるという方針で固まりつつあ

のキーワードに対して XML によるマークアップを施し

るようである。確かに、日付などをチェックしてくれる機

た場合は「文書としての XML」になるが、その設計

能（例えば、雑誌の発行年の項目について、
「1999」

[13]

、

と入力すべきところを「199」などと間違った場合、日

また「データとしての XML」と比較しても未成熟な部

常業務ではあり得ない年としてエラーを返してくれる

分があることは否めない。

ような機能）があればデータベースの開発は格段に

や管理の技術については複雑化する傾向があり

いずれの形式においても、XML 処理の基本とし

楽になるだろうが、INBUDS の場合、一般のデータ

て、データ構造のチェック作業（パース）が必ず行わ

ベース・アプリケーションでは扱わないような年代（例

れ、そこでエ ラーがなければ条件に応じて well-

えば「紀元前 383 年頃」など）も含まれるため、上記

formed か valid という評価が与えられるのであるが、

の RELAX のような方針でもそれほど不満ではないの

この仕組みを活用することでデータ構造の整合性の

だろうと思う。
また、データ構造の変換については、昨年 W3C に

チェックやエラーチェックなどを行うことができる。

おいて Recommendation（事実上の仕様確定）が公

データ構造のチェックを行う際には、データベース
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開された XSLT（XSL Transformations）[18]という技術

語を「ディスクリプタ descripter」あるいは「優先語」

を利用することが出来る。フリーの XSLT プロセッサと

として選定し、それに対する同義語を「非ディスクリプ

しては、有名な James Clark 氏による「XT」[19]をはじ

タ」または「非優先語」とする。それから、ディスクリ

め、Windows 用に Microsoft がβバージョンを公開し

プタや非ディスクリプタ間の関係を、①同義関係（e.g.

[20]

ている「msxml」 、Apache のモジュール「mod_xslt」

阿難＝アーナンダ＝ Ānanda）、②階層関係（e.g. 仏

[21]

教＞中国仏教＞法相宗）、③関連関係（e.g. インド－

からも使える「Sablotron」[23]などがあり、市販製品を

インド学）で表現するのであるが、INBUDS はすでに、

加えると枚挙に暇がないほどである。

長年の開発における時どきの方針によってキーワード

、Python 上で動く「4XSLT」[22]、Perl や Python

以上のような技術のほとんどが、オープンな場で議

が採取、入力されており、それらすべてをチェックして

論されている世界的な規格であり、その点で長期間

ゼロからディスクリプタに統一するのは非効率であろ

に渡る開発や管理のベース・フォーマットとしては、大

うし、したところでこれからそのディスクリプタが不変

きな利点であろう

[24]

。

であるという保証もない。
そこで注目したいのが、Christian Wittern 氏が提唱

XML 化によるマイナス面

する ID のマークアップである[26]。Wittern 氏の論考

では、XML 化によって生じるマイナス面はどのよう

は、電子テキストの表記を保ちつつ、厳密な検索やテ

なものが考えられるであろうか。

キスト間のリンクなどが可能にならないか、という提案

先に述べたように、XML は SGML の系列に属する

であるが、これを INBUDS に応用することで過去の

古くて新しいフォーマットであり、SGML 時代に蓄積さ

資産を継承しつつ、シソーラス化が可能になるので

れた「枯れた」技術を応用することが可能であるが、

はないかと思うのである。

それが逆に足かせになる場合もある。DTD はデータ

人名・文献名などの固有名詞について同義関係を

構造の記述方式として不充分であるが、XML が現

表現するには、ディスクリプタを ID として採用すれば

在のところ DTD に依存した設計になっている点は否

よいのではないかと思う。多義語・同音語・同表記語

定できない。

（同名異人など）の場合には、JIS X 0901[27]にした

また、CSV 形式の INBUDS データを XML に変換

がって、適当な限定語を括弧に入れて補えばよいだ

すると、設計にもよるだろうが 2 倍から 3 倍のデータ容

ろう。

量になる。後に述べるようなシソーラスの情報を追加

<人物 tid="智周（唐）">智周</人物>

しようとすれば、さらに多くなるであろう。テキストデー

<人物 tid="智周（隋）">智周</人物>

タとタグによる扱いやすさが諸刃の剣となっているの

ただし、研究の進展や時代の推移などによって限

である。タグ付けの自由度の高さが逆に、仕様の混乱

定語が意味をなさなくなる場合もあるので、注意が必

と見通しの悪さを助長する危険性もある。

要である。例えば、一人なのか二人なのかで学説が

効率と単純さのバランスは難しいところであるが、

分かれている世親（ヴァスバンドゥ）に対しては、限

「Keep it simple, stupid」あるいは「わかりやすさは勝

定語を付すること（付さないこと）自体がある学説を

つ。効率は負ける」といった先人の格言

[25]

を念頭に置

表明することになってしまうので慎重さが必要であろ

きつつ、その方針を決定する必要がある。

うし、また、研究者の肩書きや所属を限定語として用
いるのは賢明とはいえないだろう。

ID 化によるシソーラス問題解決の試み

階層関係を表現するには、次のようにすればよいの
ではないかと思う。
<地域 tid="日本/比叡山/延暦寺">延暦寺</地

キーワードの ID 化

域>
<分野 tid="仏教/中国仏教/律宗/南山宗">南山

次に、シソーラスについて考えてみたいと思う。一

律宗</分野>

般にシソーラスではまず、ある概念、用語を代表する
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<文献 tid="T262/巻 8/観世音菩薩普門品">普

9">

門品</文献>

…

階層構造自体は、次のようなツリー構造になってい

<論文 番号="0-00001-000022-058">

る場合が多いので、このシソーラス構造自体を XML

<論題>倶舎論における無表色に関する一考察

で記述し、外部から参照することも可能であろう。
仏教

</論題>
<副題></副題>

インド仏教

<名前 tid="河村孝照">

中国仏教

天台宗

日本仏教

律宗

南山宗

<名>孝照</名>

朝鮮仏教

法相宗

相部宗

<姓よみ>かわむら</姓よみ>

禅宗

東塔宗

<名よみ>こうしょう</名よみ>

…

浄土宗

<姓>河村</姓>

</名前>

…

<媒体 番号="0-00001-000022">

…

<媒体名>印度学仏教学研究</媒体名>

<仏教>

<部編名></部編名>

<中国仏教>

<テーマ>竜谷大学における第十三回学術大
会紀要(二)</テーマ>

<律宗>
<南山宗/>

<媒体名欧文>Journal of Indian and Bu

<相部宗/>

ddhist Studies</媒体名欧文>
<通号>22</通号>

…
</律宗>

<巻>11</巻>

…

<号>2</号>

</中国仏教>

</媒体>

…

<年月日>19630331</年月日>

</仏教>

<頁>241-245</頁>

また、時代・年代など、単純な階層構造では表現

<キーワード>

しきれないものについては、次のような表現によって

<地域 tid="インド">インド</地域>

可能になるのではないかと思う。

<分野 tid="仏教/インド仏教">インド仏教

<時代 tid="日本/上代/奈良時代" begin="71

</分野>

0" end="794">奈良</時代>

<分野 tid="仏教/インド仏教/部派仏教">

これは、「上代」という検索語でも、「730 年」と

アビダルマ仏教</分野>

いう検索語でも、ヒットするように意図したものである。

<文献 tid="T1558">倶舎論</文献>

ただし、「鎌倉中期」や「仏教興隆時代」などのよ

<文献 tid="T1564">中論</文献>

うな不確定な範囲については、表現が難しい。

<術語 tid="七十五法/有為法/色法/無表
色">無表色</術語>

マークアップ例

<術語 tid="">無表業</術語>

以上の考察をもとに、実験用にマークアップした例

</キーワード>

を下に挙げる。

</論文>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?

…

>

</INBUDS>

<INBUDS バージョン="0.1" 更新日="1999022
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られるだろう。

XML 版 INBUDS における ID 検索

本論文では、本格的な検索システムの構築を見据
えて、XSL よりも高機能で、正規表現などの操作も可
能な Perl の XQL モジュールを用いて実験してみた

ツールの選択

いと思う。XQL（XML Query Language）は、XSL を

さて、上記のような XML データを検索する際には、

拡張する方針で設計され、W3C の XSL ワーキンググ

DOM や SAX、あるいは最近注目されている「Zope」

ループによって提案された問い合わせ言語である。

[28]

などといった XML データのツリー構造を直接扱う

詳細は W3C にあるドキュメント[29]、および川合孝典氏

ための仕組みを使い、手間さえ惜しまなければ思い

による和訳と解説[30]を参照していただくことにして、

通りに処理することも可能であろうが、検索という用途

以下、先にあげた XML 版 INBUDS のマークアップ例

に限るならば、その特性を活かすことができるツール

に対するシソーラス検索の実例をあげつつ解説した

やプログラム言語を選択する方が効率的であろう。そ

いと思う。

の選択肢は、最近の XML への注目度の高さに比例
実例（1）――単純な検索

しているのか、ミッションクリティカルな業務用からフ
リーで公開されているツールまで、実に様々な方式が

XQL の検索式は、以下のように記述する。

提案されている。

//論文[キーワード/地域=' 日本 ']

フリーのものに限ってみてみると、まず、Internet

これは、「<論文>の中で、<キーワード>の<地域>

Explorer のバージョン 4 以降（Mac 版はバージョン 5

が「日本」であるものを抜き出せ」という意味である。

以降）や Mozilla などに搭載されつつある、前述の

これと同様の機能であれば、XSL でも可能である

XSL(T)が検索言語としての機能を備えていると言っ

が、Perl のモジュールならば検索文字列（上の例では

てよい。ブラウザの XSL 機能を使うことの利点は、

「日本」）に正規表現を使用することが可能である。

JavaScript などを組み合わせることで、気軽にかなり
実例（2）―― ID に対する検索

のことができるということであろう。一方欠点としては、
実行速度的に不利な面が多く、ローカルでの実験な

ID に対する検索は、アトリビュートに対する検索で

らばともかく、オンラインの場合は巨大化した XML

ある。単純な ID の検索は次のように表記する。

データをブラウザに読み込む作業が、回線の負担に

//*[@tid = 'vinaya']

なる。

この式による検索結果は、次のとおりである。

また、XML への対応を強化している Perl も、選択

<文献 tid="vinaya">ヴィナヤピタカ</文献>

肢のひとつとして考えられるだろう。Perl にはデフォルト

<術語 tid="vinaya">ヴィナヤピタカ</術語>

で XML パーザが組み込まれており、外部モジュール

<術語 tid="vinaya">律</術語>

として XSL、XQL、Generator、Writer などが数多く提

<術語 tid="vinaya">律</術語>

供されているので、正規表現などの文字列処理と併

<文献 tid="vinaya">律蔵</文献>

せれば、開発は比較的楽である。また、先にあげた

<文献 tid="vinaya">律蔵</文献>

ブラウザなどと比べても対応する OS・プラットフォーム

<術語 tid="vinaya">律蔵</術語>

は多く、サーバ・サイドで動かすことで回線に負担をか

<文献 tid="vinaya">vinaya</文献>

けることもない。フリーであることも大きな魅力であろ

検索対象を文献に絞りたい場合は、

う。

//論文[キーワード/文献/@tid = 'vinaya']

Perl による XML 処理の欠点としては、スクリプト・

とすれば、

ベースのため動作が比較的遅い（現時点ではブラウ

<文献 tid="vinaya">律蔵</文献>

ザや Java より遅い）ということと、特に DOM ツリーを

<文献 tid="vinaya">律蔵</文献>

展開する際にメモリを大量に消費するという点があげ

<文献 tid="vinaya">vinaya</文献>
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のように抽出される。

知見と経験が得られたことは有意義であったものの、

階層関係や関連関係を意識した検索をする場合

依然として残されている課題（シソーラス、ID は誰が

には、検索語に正規表現を用いればよい。例えば、

決めるのか、など）と、新たに発生した課題（XML

<術語 tid="七十五法/有為法/色法/無表色">無

を処理する側の性能の問題、インターネット回線の問

表色</術語>

題など）とに直面することにもなった。現在のところ、

<術語 tid="七十五法/有為法/色法/眼根">眼根

ほんの一部しかマークアップ作業が済んでいないた

</術語>

め公開できる段階ではないが、いずれ INBUDS のサ

といった階層構造があった場合、波線の部分を検索

イト等を通じて世に問い、改良を重ねていきたいと

対象とすれば同義語の検索となるし、実線部が一致

思っている。

すれば狭義の関連関係ということになる。
注

マークアップ例では begin と end というアトリビュートを

[1]INBUDS の発音については「いんばづ」「いんぶどぅす」
等、諸説があるようだが、データベースセンター前任者
などの話を総合すると「いんぶづ」というのが元々の発音
のようである。

用いて表現を試みた。XQL はアトリビュートの値を数

[2]http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~sat/

値と見なして処理することが可能であるため、次のよ

[3]このことについては、本誌所収の拙稿「学術リソースレ
ビュー 仏教」を参照されたい。

実例（3）――時代の検索
抽象的な時代を客観的に表現するために、先の

うな式によって、時代の範囲を指定することが可能で

[4]漢字文献情報処理研究会編『電脳中国学』
（好文出版、
1998 年 11 月）、209 ～ 210 ページ。

ある。
//時代[@begin $le$ 800]

[5]師茂樹「仏教研究におけるコンピュータ利用の現状――
INBUDS を中心に」（『人文学と情報処理』No.24、勉
誠出版、1999 年 9 月）

これは、begin ≦ 800、すなわち西暦 800 年以前に
はじまる時代を検索せよ、という式である。その結果は
<時代 begin="618" end="907">唐代</時代>

[6]本論文については、筆者方の許可を得て電子化され、イ
ン タ ー ネ ッ ト 上 で 公 開 さ れ て い る（http://www.l.utokyo.ac.jp/~sat/resources/198603/index.html）。

<時代 begin="794" end="1192">平安</時代>

[7]http://www.horagai.com/www/moji/int/sat.htm

<時代 begin="710" end="794">奈良</時代>

[8]以後 INBUDS は、1989 ～ 1997 年度「文部省科学研究
費補助金研究成果公開促進費（データベース）」、1998
～ 1999 年度「日本学術振興会科学研究費補助金研究
成果公開促進費（データベース）」による成果の一部で
ある。2000 年度は残念ながら科学研究費が採用されな
かった。

以下のとおりである。

<時代 begin="618" end="907">唐</時代>
<時代 begin="710" end="794">奈良</時代>
<時代 begin="794" end="1192">平安</時代>
<時代 begin="618" end="907">唐</時代>

[9]http://www.vacia.is.tohoku.ac.jp/cgi-bin/ibsis 参照。本論
文執筆時点では 1996 年公開データによる検索システム
が公開されているが、アップデート予定もあるとのことで
ある。なお「印仏検」構築に関連して、相場徹・生出
恭治「インド学仏教学論文データベース INBUDS を用い
た術語間関係の大きさの推定について」
（情報処理学会
「人文科学とコンピュータ」研究報告 98-CH-37-2、1998
年 1 月）、同「インド学仏教学論文データベース検索シ
ステムの構築」（『東洋文化』79 号、1999 年 3 月）な
ど が 発 表 さ れ て い る。相 場 氏 の サ イ ト http://
www.vacia.is.tohoku.ac.jp/cgi-bin/ibsis?cat+doc/ を 参 照
されたい。

<時代 begin="320" end="570">グプタ王朝</
時代>

これによって、同一時代を扱った論文を、地域横断
的に抽出することができるので、有益であろう。

まとめ
以上、主に継続的なメンテナンスの容易さを目的
とした新しいフォーマットとして XML が有力なのでは

[10]http://ccbs.ntu.edu.tw/

ないかということと、XML を用いてシソーラス検索が

[11]http://www.namazu.org/

可能であるということについて、実験の経過と実例を

[12]国外からの利用で最も多いのはアメリカ（のドメイン）で、
台湾、韓国、オーストリア、イギリスと続く。インドやポー

大雑把に述べてきたが、解決の糸口としていくつかの
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ル オープンソースソフト Linux マニフェスト』所収、光芒
社、1999 年 9 月]165 ページ以下参照）。
筆者も INBUDS
のために、最初はいくつかの専用のソフトウェアを開発し
ていたが、やがて上記のリスクに思い至り、出来る範囲
でオープンな規格やアプリケーションに移行している。現
在、オ ン ラ イ ン の検 索 シ ス テ ム は オ ー プ ン ソ ー ス の
Namazu（http://www.namazu.org/）に若干の改良を加え
たものが稼動している。しかし、内容の専門性・信頼性
という観点から INBUDS の入力作業はオープンにすべき
ではないだろうし、また INBUDS に特化した専門性の高
いツールなどについても、やはりエリック・レイモンド氏が
指摘するように（前掲書、184 ページ等）、オープンソー
スにする必然性がないため、そのような方針はとっていな
い。

ランドからの利用者もいる。
[13]文書型のマークアップ作業が複雑化することについて
は、Eve Maler, Jeanne El Andaloussi. Developing SGML
DTDs: From Text to Model to Markup (Prentice Hall,
1995) の分析が有益である。
[14]http://www.w3.org/XML/Schema
[15]http://www.xml.gr.jp/relax/
[16]「XML の現在、未来 村田真氏インタビュー」（『月
刊 DB マ ガ ジ ン 2000 年 7 月 号 別 冊 XML
MAGAZINE』、2000 年 7 月、翔泳社）、94 ページ。
[17]http://www2.xml.gr.jp/1ml_main.html?MLID=relaxdev-j
[18]http://www.w3.org/TR/xslt

[25]「Keep it ～」は略して KISS の法則などとも言われ、古
くからシステム設計の格言として言い伝えられているが、
誰が言い出したのかについては寡聞にして知らない。
マークアップ言語における KISS の重要性については、芝
野耕司氏が力説するところである（芝野耕司『SGML/
XML がわかる本』[オーム社、2000 年 5 月]など）。また
「わかりやすさは～」の方は、Microsoft 社の Adam
Bosworth 氏の発言であるという（丸山宏・田村健人・浦
本直彦『XML と Java による Web アプリケーション開発』
[ピアソン、1999 年 10 月]、23 ページ）。

[19]http://www.jclark.com/xml/xt.html
[20]正確には「Microsoft XML Parser Technology Preview
Release」と言う。執筆時点での最新バージョンは「July
2000」公 開 版 で あ る。http://msdn.microsoft.com/xml/
general/msxmlprev.asp を 参 照。た だ し こ の Preview
Release には批判も多い。XML users メーリングリストにお
ける議論（「MSXML3 の利用は正しいか」など： http://
www.xml.gr.jp/mlsearch/thread.cgi?
mesid=200007201729%2elisttei%2exmlusers%2e4451%
40mito%2epiedey%2eco%2ejp）を参照されたい。

[26]Christian Wittern.“Minimal Markup and More: Some
requirements for Public Texts”（http://www.gwdg.de/
~cwitter/info/ebti96ho.htm）

[21]http://modxslt.userworld.com/
[22]http://fourthought.com/4Suite/4XSLT/

[27]JIS X 0901:1991『シソーラスの構築及びその作成方法』
（日本規格協会）

[23]http://www.gingerall.com/charlie-bin/get/webGA/act/
sablotron.act

[28]http://www.zope.org/ 日 本 語 の サ イ ト が http://
www.zope.ne.jp/にある。

[24]オープンソースによる開発が、ソフトウェアのメンテナン
スにおけるリスク（メンテナンスをしていた人がいなくなる
など）の分散につながることについては、エリック・レイモ
ンド氏が指摘している（Eric Steven Raymond“The Magic
Cauldron”[http://www.tuxedo.org/~esr/writings/magiccauldron/]、山形浩生・田宮まや訳「魔法のおなべ」
[http://cruel.org/freeware/magicpot.html、
『伽藍とバザー

[29]http://www.w3.org/TandS/QL/QL98/pp/xql.html
[30]Hippo2000（川 合 孝 典）「Perl の 小 技」（http://
member.nifty.ne.jp/hippo2000/perltips/）
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漢-英術語データベースの
構築へ向けて

野村

英登

のむら ひでと

東洋大学大学院文学研究科博士後期課程在籍。中国哲学専攻。六朝時代以降、宗教
的な修行法として発展してきた錬金術を専門とする。現在は唐宋の錬金術の変遷を通し
て、道教と仏教の影響関係を研究している。

現実の研究において、テキストの翻刻・校訂がもち

はじめに

ろん最初の基礎作業だが、テキストを読解していくに
あたっては辞書なしにすませることはまずないし、その

ここで言う「漢-英術語データベース」とは、中国

成果が学術研究のレベルであるためには、論文目録

学の分野で使われる術語（古典を中心とした思想・

などで先行研究を調べきちんとした議論を展開する

宗教関係の専門用語）が英語圏でどのように翻訳さ

必要がある。欧米圏や大陸・台湾では、電子テキス

れているかリサーチした成果をまとめたものである。

トの整備にとどまらず、辞書や論文目録といった研究

本稿ではその意義と構築の実際について論ずる。

活動に必要なツールに関しても電子化を進め、イン

近年中国学の分野でもコンピュータの利用が急速

ターネットで精力的に公開しているのである。ネットで

に進展してきた。大陸や台湾は二十五史に始まる多く

公開するということは情報を共有するということであ

の文献を電子化し、インターネットを通して公開して

る。そうすることで互いの情報の不備を補完し、よりよ

おり、日本の中国学は大きく遅れをとっている[1]。大陸

い研究ツールを誰もが利用できるようになる。

や台湾が国家事業の一環として電子化を推進して

本稿での術語データベースの構築もまた、この研

いるのに対し、日本ではたいていが個人レベルでの

究ツールの共有化ということを視野においたものであ

活動の域をでていないのが実情である。こうした状

る。この分野においても先進的なのは仏教研究で、特

況を憂いて挽回しようと思っても、膨大な電子テキスト

にチャールズ・ミュラー氏主導の辞書プロジェクト[2]の

の海に圧倒されてしまうと、やはり電子テキストの整備

活動はめざましい。日本国内でも独自のプロジェクト

は資金のある大陸や台湾にまかせて、こちらはネット

が立ち上がっているようである[3]。本稿では以上のよ

上で利用して自分の研究に役立てればそれでいい

うな先行する成果を参考にしつつ書かれたものであ

だろうと消極的な発想に傾きかねない。確かに『四庫

る。

全書』まで電子化されてしまっては、より専門に特化
「中国思想用語漢・英対照稿」について

したマイナーなテキストを電子化するぐらいしか道は
残されていないだろう。しかしそれは電子テキストの

本 稿 で構築を 試みる術 語デ ータ ベースの基 礎

問題に限ってのことである。学術研究の電子化が必

データとなるのは、山田利明氏による「中国思想用語

要なのはこういった電子テキストの整備だけではな

漢・英対照稿」[4]（以下「対照稿」）である。これ

い。

は中国古典の英訳書などで思想概念がどのように英
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語に訳されているかをリサーチするプロジェクトの経

インターネットに公開すれば、その場で誰でも使うこと

過報告として発表されたものであり、データの採取に

ができるようになる。データの追加や修正も容易なの

は卒業生と院生（筆者もその一人）が参加した。

で、最初から“完成”ということがない。つまり逆にいえ

採取対象とした文献は、James Legge 氏による『論

ば未完成の状態で公開することは本質的な問題で

語』（1971 年）『孟子』（1970 年）『老子』（1962

なくなる[8]。そして利用できるものであれば学術的な

年）『荘子』（1962 年）や陳栄捷氏の『北渓字義』

成果として評価することも十分に可能となるだろう。
以上の理由から筆者は「漢-英術語データベース」

（1986 年）などといった、翻訳テキストとしては最初
期のもの計 12 点である。これらのテキストと原典を比

を構築し、暫定的にではあるが、

べて術語の対照データを作った。その結果、例えば

http://homepage1.nifty.com/kagetsu_do/

「気」と い う 基 本 的 な 概 念 も「physical energy」
「passion-nature」「vital

c-eterm/

breath」「emanation」

で公開している。試用してみての問題点などの指摘

「material force」など多様に訳し分けられていること

をいただけると非常に有り難い。
さてそれでは、以下実際に術語データベース構築

が分かるようになる。

の手順を解説する。

このプロジェクト本来の目的は山田氏によれば、
「中
国思想・宗教の諸概念の英語訳を知ることは、欧米

CGI による簡易データベースの構築の実際

の研究者がそれらの概念をどのように理解している
のかを知ること」であった。それが中国思想の研究史
を論ずる上で意義があることはもちろん、非欧米系研

CGI 利用の理由

究者が自らの成果を英訳する場合にも実務的に役に
[5]

立つということであった 。インターネットにより学術研

Web データベース構築にあたって、筆者が今回選

究のあり方がよりネットワークを志向している現在、こ

択したのは、フリーの CGI スクリプトを利用する方法で

の問題意識はいっそう切実なものであるはずである。

ある。PostgreSQL や、最近では ASP・PHP などのシ

しかし結局、二度の成果報告でこのプロジェクトは

ステムもフリーのデータベース構築としては非常に強

終了することとなった。プロジェクトリーダーの山田氏

力な選択肢である。しかしこれらの方法では独自に

[6]

の多忙が主な理由と自身述べられているが 、デー

サーバを立ち上げる必要がある。もしくは高額の維持

タの採取者も含めて、まず自らの研究に直結するもの

費を支払って業者に管理を委託しなければならな

ではないだけに、全体として作業は滞りがちであった

い。その点 CGI を利用する場合は、対応しているプ

からである。とはいえ、問題はそこだけではない。

ロバイダーも多いため、安価にデータベースを運営で
きる。

紙媒体から Web データベースへ

また今回は、インデックスを用いない grep 式の検索

筆者の考えでは、プロジェクトの在り方そのものにも

方法を採用している。grep 式の検索方法はデータが

問題があったと思われる。このプロジェクトの成果は、

増加していくほどに快適に使用することができなくな

翻訳のように読むものではなく、辞書のように使ってこ

るため、本来なら後述するようなインデックスを用いる

そ、意味がある。だから紙媒体で定期的に発表して

全文検索システムを利用すべきであろう。またたんな

いったとしても、最終的にまとまった形にするまでは、使

る CSV ファイルを元データにしてデータベースを構

われることもないし、評価もしづらい。辞書として出版

築するやり方は XML が主流になりつつある現在時

するといった明確な目標が設定できないかぎりは、
「こ

代遅れといえる[9]。とはいえ、この方法にもメリットはあ

[7]

うした作業の特徴として、限界がない」 ものとなって

る。何といっても簡単なのである。設計も公開も比較

しまう。

的容易にできる。書店でも参考書やサンプル集の類

しかしこの問題を解決する方法はある。それが

がすぐに購入できる。技術的なハードルが低ければ、

Web データベース化である。術語データベースとして

心理的なハードルも低くなる。
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いったんデータを公開して、広く世に問うことになれ
ば、技術的な問題にしろ、情報の中身である学術的
な問題にしろ、発展的なアドバイスや協力を期待でき
る。研究者の情報発信が遅れている国内の現状を
顧みるとき、とにかく情報を発信していく、という最初の
ステップを踏み出すことは大切に思える。
さていくつかの CGI を実地に検討した結果、今回
は、CGIROOM（http://cgiroom.nu/）提供の「高機
能検索専用データベース」を利用することにした[10]。
この CGI では読み込むデータの形式をタブ区切りテ
キストに設定できるので、データの補正が容易な上、

図１： Excel2000 の保存ウインドウ

後述するようカスタマイズも簡単である。
保存したときは、
データの補正
元データとなる「対照稿」のデータは Excel 形式と

哀 あい ai mourning C.八佾 J.L 164 頁

して電子的に保存していたので、データベース構築

14 行

にはこれを使う。ただしデータ作成当初はネットでの
だったものが、最終的に、

利用は考慮されていなかったので、若干の修正が必
要となる。以下、具体的に修正過程を記述する。
まず Excel2000 上で処理をする。上述の対照稿と

哀 あい ai mourning C.八&#20350; J.L

して発表されたときの項目は、見出し語・用語・日本

164 頁 14 行

漢字音・英訳・書名と 論文名・作者・頁数の 7 項
目だが、実際に調査したデータにはさらに中国語音も

とこのようになる[12]。この「&#20350;」の数字部分は

あった[11]。Web 化にあたっては見出し語は必要ない

Unicode を十進数で記したものである。このデータを

のでこれを削り、代わりに中国語音を項目に戻すこと

IE4.x 以上に読み込ませた場合、もとの「佾」の字が

にした。日本漢字音は半角カナで入力されていたの

きちんと表示される。
こうして Shift-JIS コードベースの CSV データファイ

で、これも全角のひらがなに直した。またデータには
JIS にない漢字も当然含まれており、それらの字は

ルを作成することが出来た。

Unicode 入力してある。現行の CGI では Unicode に

なお、Aprotool TM Editor（以下 Aprotool）[13]で

未対応なので、こうした漢字は Shift-JIS ベースでの

も IE で行ったのと同様の事が可能である。Aprotool

利用が可能なように変換しないといけない。どちらに

の場合は、ファイルを保存する際に、[保存時文字コー

してもひとまず Excel 上では、このデータを[名前をつ

ドメニュー]を「Unicode（UTF-16）」から「DBCS（Shift

けて保存]する際に[ファイルの種類]に「Unicode テキ

-JIS、Big5…）」に変更して保存する。JIS にない

スト」を選択して hogehoge.txt として保存する。

Unicode 文字は「&#Unicode16 進数;」に変更される。
ただしこの 16 進数表記は IE4.x では元の文字に変換

続いて hogehoge.txt を Internet Explorer
（4.x 以上）

されない。

で開き、再度保存する。「名前をつけて保存」する
ときに、［ファイルの形式］を「テキスト」に、［エン

ここで行ったデータの補正作業は、近い将来 Web

コーディング］を「日本語（Shift-JIS）」に変更し、

ブラウザや Perl が完全に Unicode をサポートするよう

data.csv として保存すればここでの作業は終わる。
以上の作業の結果、Excel から Unicode テキストで

になれば、必要でなくなる。とはいえクライアント側が
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Windows95 のような Unicode 対応が不完全な旧環

align=right>用語</td><td width="70%">$d

境しか利用できない場合でも、以上の方法を用いて

ata[1] </td></tr>

Office97 以上あるいは Aprotool によって、データファ

<tr><td align=right bgcolor="#F0F1E7">

イルを作成することができる。またサーバ側でサポート

日本語音 </td><td width="70%">$data[2]

する Perl のバージョンが古ければ、Unicode テキストを

</td></tr>

処理することは結局できない。そこでこういった方法は

<tr><td align=right bgcolor="#F0F1E7">

まだまだ実効性があると思われる。

中国語音

また Unicode の字を&#～；形式で表記したデー

</td><td width="70%">$da

ta[3]</td></tr>

タを用いる際にはいくつかの注意が必要となるのだ

<tr><td align=right bgcolor="#F0F1E7">

が、ひとまずここでは問題とせず[14]、作業をすすめる

英訳

ことにしたい。

[4] </td></tr><tr><td align=right bgco

</td><td width="70%"> $data

lor="#F0F1E7">書名・論文名

CGI・検索フォームを修正する

</td><t

d width="70%"> $data[5] </td></tr>

さてフリー CGI のデータベースではたいてい元

<tr><td align=right bgcolor="#F0F1E7">

データの形式に合わせて CGI スクリプト自体に修正

作者

を加えなくてはならず、この修正作業がもっとも面倒な

[6] </td></tr>

のだが、「高機能検索専用データベース」ではこの

<tr><td align=right bgcolor="#F0F1E7">

点が非常によく考慮されている。主なカスタマイズは

頁数

検索フォームページの方で行い、CGI スクリプト本体

[7] </td></tr>

に手を加える必要があまりないように作られているの

<tr><td align=right > </td><td width

である

[15]

。

</td><td width="70%"> $data

</td><td width="70%"> $data

="70%"> </td></tr>

まず元データはタブ区切りテキストにしてあるので、

</table>

database.cgi の 28 行目を指定通り、
実際にデータベースを動かしたときにはこの部分が
検索結果の数だけ繰り返し表示される。デザインを

$tab = 1;

変更する場合はその点を注意しないといけない（図
に変更する。

２）。

次に 86 行目からはじまる検索結果表示部分を修

次に検索フォームを作成する。readme.htm を参考

正する。まずこのデータベースでは数値を使っていな

に豊富な検索オプションをつけることはできるのだが、

いので、103 行目冒頭に、

今回は元データがシンプルなので、検索フォームもシ

#comma($data[3]);

と「#」をつけてコメント行にする。それから 107-117
行の部分を書き換える。「$data[数字]」となっている
のが元データへのリンクとなる変数で、数字は項目の
順となる。元データは 7 項目あるので以下のように書
き換える。

<table border=0 width="100%">
<tr bgcolor="#EEEEEE"><td width="30% "

図２：検索結果の表示
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ンプルなものでいい。また確かに作成には HTML の

ロードすれば[17]、漢-英術語データベースのひとまず

知識が不可欠だが、同梱されている sample.htm を

の完成となる。

HTML エディタなどに読み込ませて加工してもよいだ
ろう。ちなみに筆者が設定したフォームの本体は以下
今後の発展について

のようになっている。

ここまでの作業でインターネット上でデータを検索
<form action="database.cgi を設置したパス

できるようになった。しかし研究ツールとしての有用性

[16]

" method="POST">

を考えると、それぞれの利用者がデータを登録して

<table border="0">

動的にデータベースを拡張していけることが望まし

<tr>

い。今回採用したデータベース CGI は別にデータ登

<td bgcolor="#FFFFCC">キーワードで検索</

録用の CGI が付属していたので、カスタマイズすれ

td>

ば Web 上からデータの登録・変更することが可能に

<td><input type="text" size="38" name

なるだろう。
ただしデータの登録が誰でもできるようでは、入力

="IDv001">
<select name="IDn001" size="1">

データの信頼性のチェックなどメンテナンスが大変に

<option value="keys2">＠術語</option>

なり、データベースの質の低下はまぬがれない。した

<option value="keys3">＠日本語音</option>

がって簡単でも認証システムを設置して、信頼できる

<option value="keys4">＠中国語音</option>

データ登録者を確保する必要があるだろう。また肝心

<option value="keys5">＠英訳</option>

のデータ入力自体、これまでの経験からして個々人

</select></td>

のボランティア的な活動を期待するのは難しいだろ

</tr>

う。作業場所を Web 上に移したとしても進展は期待で

……

きまい。自然と“単語帳”ができるような状況にある大

……

学のゼミや読書会などの場と連動できるのが望まし

……

い。
また辞書データベースは単独での利用よりも他の

</table>

辞書データベースと組み合わせた方がより効果的に

</form>

利用できるだろう。今後は他のデータベースと連携で
きるようにデータ形式自体の再検討もすすめていきた

上記スクリプト中の<option value="keys 数字">の

い。

部分で「数字」列目の項目を全レコードから検索する
ように指定している。

データの二次的な活用について

このフォーム（図 3）に元々の対照稿に付されてい
た凡例などを書き足し、すべてのファイルをアップ

電子データの利点の一つが再利用・再加工が容
易なことである。研究ツールとしてのコンピュータ利用
の醍醐味の一つであろう。もちろんフリーで公開され
ている学術データといっても、改変・再配布など著作
権上の問題は無視できない。したがってここではあく
まで可能性として、術語データベースの二次的な利
用について一つの実例を挙げる。実際にデータを転
用する場合には、データベースの運営者とケースバイ
ケースで交渉する必要があるだろう。
図 3 ：検索フォーム
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全文検索の辞書として

している辞書には中国学関係の専門用語はほとんど

インデックスを用いた全文検索は、サーチエンジン

登録されていない。したがってそのまま使用すると、一

をはじめ今やインターネットにおける情報検索の基本

字索引を作ることになりインデックスが肥大化してし

[18]

。いわゆる grep 式の全文検

まう。そのため効率の良い検索は期待できない。そこ

索は、検索対象のデータを冒頭から順に読み込んで

で術語データベースの辞書を kakasi に追加してみる

検索していく。それに対してインデックスを用いた全

ことにする。

的な技術となっている

文検索は、あらかじめ用意した索引語をもとに検索対
kakasi 辞書への登録

象のデータを分析して、インデックスを作成しておく。
検索にはそのインデックスを使用する。普通に本の

Windows 上で kakasi 辞書へ単語を登録するには

ページをめくって欲しい文章を探すよりも、巻末の索

kakasi 付属のプログラム mkkanwa.exe を使うのだが、

引から探した方が速いのと同じく、インデックスを用い

どうも Windows 上ではうまく動かないらしい[21]。そこで

た検索は grep 式のようにデータを頭から順に読みこ

変換前の単語ファイル「kakasidict」に単語を追加し

んでいくよりも高速処理が可能である。

てから、再度 kakasi 辞書を生成しなおさければならな
い。以下その方法を記述する。

しかし、もし探したい言葉が索引になければどうな
るか。当然ながら検索は失敗することになる。もし付さ

まず術語データベースで作ったデータ data.csv を

れていた索引が一字索引なら確実に見つけられるだ

Excel で読み込んで加工する。kakasi 辞書の形式は

ろうが、今度は該当する項目が多すぎて、探し出すこ

「よみ 漢字」（項目間は半角スペース）なので、こ

とが困難になってしまうことがある。事情は全文検索

れにあわせる必要がある。元となるデータで必要な

でも同様である[19]。

項目は「用語」と「日本語音」だけなので、その他
はすべて削除し、残った二つの項目の順序を「日本

つまり適切な検索には適切な単語を収録した辞書

語音」「用語」の順に入れ替える。そうして［名前

が必要となる。

をつけて保存］するときに「CSV（カンマ区切り）」
形式を選択し、適当な名前 hogehoge.csv をつけて保

こういったインデックスを用いたフリーの全文検索

存する。

シス テムの な か で、現 在 も っ とも 人気 があ るの が
namazu（http://www.namazu.org）である。フリーであ

さて次に Windows 版の kakasi には「kakasidict」自

るから個人の利用はもちろんのこと、多くの企業でも自

体は付属していないので、Unix 版の kakasi をダウン

社サイトのデータベースとして採用されている[20]。

ロードして、収録されている「kakasidict」ファイルを
取り出す。このデータは Unix 上で扱うもののため、文

さてこの namazu では、索引語生成のために kakasi
というソフトを使っている。そこで実際に namazu を

字コードと改行モードが Windows で一般的に使われ

使って、あるディレクトリのインデックスを作り、例えば

ているものとは異なる。この形式を変更してしまうと辞

「存思」という瞑想の一技法を意味する言葉で全文

書登録がうまくいかない。そこでこういったコードを細

検索をしてみる。すると、

かく指定できる Aprotool を使用して単語を追加登録
することにする。
Aprotool で kakasidict を開き、さらに hogehoge.csv

検索結果

を開く。hogehoge.csv はカンマ区切りになっているの

参考ヒット数: { [ 存: 3 ] [ 思: 3 ]:: 2 }

で、［編集］→［文字列の置換］ウインドウを開き、
置換前の文字列に半角コロン「,」を、置換後に半角

検索式にマッチする 2 個の文書が見つかりました。

スペース「 」を入力し［全て置換］を選択して、
と初期状態では「存思」を「存」と「思」と二文字

kakasidicit に形式を合わせる。
そして hogehoge.csv の

のインデックスの積として検索していることがわかる。

データを[すべて選択]してコピーし、kakasidict の方へ

「存思」に限らず、当然の事ながら kakasi に付属

貼り付ける。これを上書き保存するのだが、保存の前
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に［オプション］→［文字コードの設定］ウインドウで、

の意義は高いといえる。研究者間での研究ツールの

改行モードを「Unix 風」に変更しておかないといけな

共有もまた、インターネット時代の学術研究のあり方と

い

[22]

。

して検討していくべきであろう。

さて上書き保存した「kakasidict」を mkkannwa.exe
注

で辞書生成しよう。Windows 付属のコマンドプロンプ

[1] 漢字文献情報処理研究会編『電脳中国学』
（好文出版、
1999 年）など。

トか Aprotool のエディットコンソールで以下のコマンド
を入力する

[23]

。

[2]

http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/~acmuller/
index.html

[3] 仏教の辞書プロジェクトについては、師 茂樹氏による本
誌「学術リソースレビュー・仏教」を参照されたい

mkkanwa kanwadict kakasidict

[4] 山田 利明、馬場 将三「中国思想用語漢・英対照稿（I）」、
東洋大学中国哲学文学科紀要第 5 号、1997 年。山田
利明「中国思想用語漢・英対照稿（II）」東洋大学中国
哲学文学科紀要第 8 号、2000 年。

これで新たな辞書ファイルが作られたので、改めて
インデックスを作成し、さきほどと同じ「存思」で検索
してみる。すると、

[5] 筆者としては、まず英文の研究書を読むときにこういった
ツールの必要性を感じる。不勉強だと言われればそれま
でなのだが、専門から外れた書籍を読む必要になったと
きはとても苦労する。

参考ヒット数: [ 存思: 2 ]

と「存思」という単語のインデックスが作られているこ

[6] 同上対照稿（II）。

とが確認できる。

[7] 同上対照稿（II）。
[8] データの収集量が問題にならなくなるだけで、個々のレ
コードの内容自体は当然その学問的な水準が問われる。

全文検索ではこうして辞書データを充実させていく

[9] 本誌師 茂樹氏の
「仏教学データベースにおける XML の
活用」は、その先進的な試みである。

ことで、より的確な検索を行うことができるようになる。
術語データベースは、それ自体として以外に、その他

[10] CGI の検索については千田 大介氏の、
Perl スクリプトの
検討については師 茂樹氏の助言をいただいた。この場
をかりて謝意を表したい。

の専門的なデータベースを補完するデータとしても
利用できるわけである。

[11] 中国語音が元原稿の公刊時に付されなかったのは
データの入力が完全ではなかったためで、今回も中国語
音の項目を公開はするもののデータの補完は行っていな
い。とはいえ、漢字の中国語音についてはピンインとの対
照テーブルも公開されているので、ある程度は自動的に
補完できるだろう。この問題については改めて検討した
い。

まとめ
以上、最初紙媒体で作業されていた術語データ
ベースを Web 化していく過程を具体的に論じてきた。
中国学研究の電子化は海外に比べて日本は非常
に遅れている。こういった状況の改善として、確かに

[12]「八&#20350;」の部分が Aprotool では「八&#x4F7E;」
となるわけである。

学会などの主導による大規模なデータベースプロ

[13] 詳細は本誌ソフトウェアレビュー参照。

ジェクトが必要である。しかし、本稿で検討したよう

[14] ここで問題にしないのは、本稿で扱っているデータファ
イルも CGI スクリプトも割合単純なものなので、筆者が試
した限りでは致命的な問題が生じなかったのである。起
こるであろう問題点とその回避法については、本誌千田
大介氏の「漢字文献データの構築と公開をめぐって」を
参照されたい。

に、各研究者が個人的に情報発信をしていくことはそ
んなに難しいことではない。
例えば、コンピュータをワープロ代わりに使っている
だけだとしても、実は専門用語の辞書といった研究

[15] ここで触れた以外の変更箇所を念のために書いておく
と、次の三箇所になる。まず基本的だが１行目。サーバ
によっては CGI の設置場所がことなるので手を加える必
要が出てくる。筆者の場合、「#!/usr/local/bin/perl」に書
き換えた。
次に 18 行目。CSV ファイルの名前を「data.csv」
以外にしている場合はここを書き換える。最後に 50・55

ツールとしての資源を日々作成しているといってよ
い。事実 IME 辞書までを視野に入れると、“辞書プロ
ジェクト”自体の数は決して少なくないだろう [24]。そう
いった潜在的な学術資源を Web に公開していくこと
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行目。検索結果表示ページのタイトル名をここで変更す
る。

種情報を参照されたい。
[20] 注 18 を参照されたい。また学術分野では INBUDS
（http://www.inbuds.org/）や Humanities-Search 2.0
（http://alpha.fine.chiba-u.ac.jp:8080/~nagasaki/
humanities-search/）などがある。

[16] 検索ページを database.cgi と同じディレクトリに置く場合
は database.cgi とたんにファイル名を記せばよい。しかしフ
ルパスで指定しておくと、検索フォームを他のページの一
部分に追加したりなど、活用の場が広がる。ちなみに筆
者の加入している@niftyでは CGI と通常ページを置く場
所 が 異 な る サ イ ト に な っ て し ま う の で、「<form
action="http://hpcgi1.nifty.com/kagetsu_do/c-eterm/
database.cgi" method="POST">」のようにフルパスで指
定しないといけない。

[21] 筆者も何度か試してみたがやはりうまく登録できなかっ
た。そこでネット検索をしたところ、LEGAL DICTIONARY
FOR KAKASI（http://home2.highway.ne.jp/sui_feng/
kks/）で、Windows での登録方法を知ることができた。
以下はそこでの情報を参考にして作業を進めている。
[22] Aprotool は ver.3.10 から文字コードの自動判別機能が
ついた。以前のバージョンでこの作業を行う場合は、文
字コードを「EUC」に設定しないと、きちんと表示・保存で
きない。

[17] CGI のアップロード方法は ISP（プロバイダ）やレンタル
サーバごとに異なる。具体的な方法は各サービスのサ
ポートページを参考にされたい。また CGI 自体をサポート
していなかったり、独自 CGI が使えない場合などもある
ので注意が必要である。

[23] mkkanwa.exe は c:¥ kakasi ¥ bin に、kanwadict は
c:¥kakasi¥share¥kakasi にあるのでそれを指定する。

[18] インターネットにおける全文検索の情報は、馬場 肇氏の
日本語全文検索エンジンソフトウェアのリスト（http://
www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/~baba/wais/othersystem.html）で詳しく知ることができる。

[24] 中国学の分野では山田 崇仁氏が公開している ATOK
用 の 中 国 史 辞 書（http://www.ritsumei.ac.jp/kic/
~tyv07679/dic/index-j.html）は有名であろう。こういった
成果は、たんに便利であるという評価にとどまらず、学術
リソースとしての発展性を考慮していかなければならな
い。

[19] 索引語の重要性が了解できればいいので、ここでは具
体的な日本語処理技術（形態素解析など）には触れな
いでおく。注 18 のページをはじめ、全文検索に関する各

『電脳中国学』リンク集配布のお知らせ
一昨年末に出版され、各方面よりご好評いただき
版を重ねた『電脳中国学』ですが、コンピュータ関
連書籍 の宿命、執筆よ り二年余 りの時 がた ち、
Windows2000、Office2000 などの発売を経て、内容
はもはや陳腐化しています。そこでこれ以上の増刷は
せず、残りわずかとなった在庫の完売をもって販売を
終了、2001 年春発売予定の『電脳中国学 2001
（仮）』にバトンタッチすることとなりました。
しかし、
『電脳中国学』の内容にもまだまだ有用な
部分があると思われます。附録 CD-ROM に収録され
た、東洋学学術関連サイトを網羅したリンク集もその
一つです。近年、中国学関係のリンク集は数を増し、
また、漢情研でも Kanhoo!東洋学サーチ（ｐ.148 参
照）を公開しています。しかし、各分野のエキスパー
トが協同して作り上げた『電脳中国学』リンク集は、
いささか旧態化した部分はあるとはいえ、学術分野
の幅広さ、解説文の質などにおいて、いまだに最高
レベルのものだと自負しております。また、最新の情
報を大量に提供するサーチエンジンとは別に、精選
されたリンク集へのニーズもあると思われます。
そこで漢情研では、Web 公開用に若干手直しした
『電脳中国学』リンク集の配布を、10 月末日を目処

に開始する準備を進めています。一人でも多くの人々
に『電脳中国学』リンク集および掲載サイトをご活用い
ただき、東洋学の情報化をすすめることを第一に、ク
レジットの表示などの条件を満たせば、改変して個人
や研究室などのホームページに転載することを許可
する方向で検討しております。
配布方法・時期につきましては、漢情研 Web サイ
ト（http://www.jaet.gr.jp/）にて近日中に発表いたしま
す。どうかご期待ください。
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中国における近現代史史料の
デジタル化の試み
－上海デジタル図書館の場合－
佐藤

仁史

さとう

よしふみ

東洋文庫奨励研究員。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。中国
近代史専攻。主要著作として、「清末・明国初期上海県農村部における在地有力者と郷
土教育—『陳行郷土志』とその背景—」『史学雑誌』108 編 12 号、1999 年。

たものは寥々たるものであることも現実である。

はじめに

このような状況のもと、昨年末、中国近現代史史料
の所蔵機関の中でも大御所的存在のひとつであり、

中国近現代史研究における史料のデジタル化は、

筆者を含めてその恩恵に浴している上海図書館が、

他の時代、たといそれが清代であったとしても『四庫

ネット上で上海デジタル図書館（中国語では「上海数

全書』で必要史料の大部分がカバー出来てしまう時

字図書館」）と銘打ったサイトを立ち上げ、所蔵史料

代と比べて全く異なる状況にあることは贅言を要しな

の一部を公開し始めた[1]。上海デジタル図書館には

いであろう。特に近年では、台湾や中国大陸の各地

多くの有用なデータベースが立ち上がっており、ま

における所蔵機関において史料の対外公開が飛躍

た、現在作成を進めているいくつかのデータベースに

的に進展したのに伴い、現地に赴いて史料収集を行

は、『申報』や家譜、盛宣懐檔案など、完成した暁

うことは何ら珍しいことではなくなっており、中国近現

には中国近現代史研究に対する寄与が計り知れな

代史で使用される史料は各種檔案や地方文献など

いものも含まれている。従って、上海デジタル図書館

「百花繚乱」の様相を呈している。中国近現代史史

の動向は中国近現代史史料のデジタル化の、ひとつ

料のデジタル化には、膨大な史料群の全貌を目録化

の方向性を占うものであるといえるので、本稿ではそ

すること、およびどの部分をデジタル化するかを決定

の概要について紹介したい。また、本サイトが立ち上

することという二つの課題が存在しているといえる。

がった直後の 2000 年 3 月に、
筆者は上海図書館を訪

中国近現代史史料のデジタル化の進展には、各所

問し、上海デジタル図書館の運営を行っている館員

蔵機関が独自に有する史料を中心に所蔵史料目録

の金暁明氏に直接話をうかがう機会を得た[2]。そこで

やその解題の作成、特に有用な史料の場合、そのテ

上海デジタル図書館運営の理念や方向性、データ

キストデータや画像データの公開を推進していくこと

ベース作成の問題点や今後の作業について概括的

が不可欠である。その上で研究者はそれぞれの関心

な理解が得られたのであわせて本稿で紹介する。

に基づいて「原データ」を加工し、それを公開するこ

1 上海デジタル図書館の近現代史史料の

とを通じて、
「二次的」データを蓄積していくことで研

概要

究に寄与するようになろう。しかしながら、ウェブ上に
おける中国近現代史史料のデジタル化は台湾中央

上海デジタル図書館の各種資源は現在 9 大コンテ

研究院を始めとするいくつかの例を除いて、体系だっ
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まず、現在掲載されている画像には、最も小さいサイ
ズの活字の場合、細部の判読が難しいものが少なか
らずあるということである。また今後データが増加して
いくに従い、検索機能の問題に直面するであろうが、
利用者にとっては記事索引が整備されるのが望まし
い。全文についてテキストデータが提供されれば研究
に裨益するところは計り知れないものがあるが、資金
や労力の各面においてその実現は容易ではない（こ
の問題をめぐる状況については“2

担当者へのイン

タビュー”参照）。
《家譜》
家譜を用いた研究は社会史研究の隆盛と相まっ
て、近年大きな進展を見せている分野の一つである。

図１ 上海デジタル図書館のトップページ

このような状況を反映して、中国大陸では 1997 年に
ンツから構成されている。また、それ以外に、作成中

『中国家譜綜合目録』（国家檔案局二処・南開大

のデータベースが 5 種掲載されている。9 大コンテン

学歴史系・中国社会科学院歴史所図書館編、北京、

ツには、「科技会議録」「科技百花園」など自然科

中華書局）が出版されている。しかし該目録には上

学分野に属するものも包括されているが、ここでは上

海図書館豊富に所蔵されている家譜に関する情報

海デジタル図書館に公開されている史料のうち、特

はすべて欠落している。上海図書館所蔵の家譜は浙

に歴史研究に有用であると思われるものを、近現代

江、安徽、江蘇を中心に 1 万種あまりの所蔵量を誇っ

史を中心に解説する。

ている〔補〕。これらは上海図書館の新館がオープンし
たのに伴い、対外公開に供されるようになっている。

（１）現在作成中の項目

《在建項目》

ウェブ上では現在 4 種が公開されている。いずれも有

すでにデータベースとしてある程度の体裁を整え

名人に関わるもので、そういった意味では展覧会的な

ている 9 大コンテンツに対して、現在作成中のデータ

段階にとどまっているので、所蔵家譜目録の公開を

ベース 5 種はその作成が緒についたばかりであるが、

含めてどのような形で構築していくかについては今後

完成した暁には中国史研究に対する貢献という点で
は、その「衝撃」は計り知れないものになることは容易
に想像される。以下、内容を見ていく。
《申報》
中国近代史研究にとっての衝撃度が最も大きいの
が「申報」の画像データであろう。「申報」は 20 世
紀前半の上海社会の貴重な情報を今に伝える新聞
としてつとに有名であるが、上海図書館に所蔵される
『申報』は完全なものとして残されており、上海書店
から出版された影印本によって近代史研究に供され
てきた。新史料が陸続と公開・出版されている今日
にあっても中心史料としての地位は揺ぎ無いものが
ある。このデータベースの作成が進めば、個人の書棚
に『申報』があるという夢のような話が現実になるの
である。しかし、現段階ではいくつかの問題点がある。

図２ 『申報』データベースのページ
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の展開から目が離せない。

ザ名とパスワードを要求するフィールドが現れる。現

《盛宣懐檔案》

在は誰でも利用できるが、将来的には登録が必要に

官僚買弁資本家として有名な盛宣懐の檔案のう

なるかもしれない。

ち、書簡が 6 通紹介されている。盛宣懐檔案の全貌
（３）民国期の著作物

は明らかではないが、上海図書館には盛宣懐檔案整

《民国図書》

ここでは、約 9 万種に及ぶ民国期の著作物のうち、

理組が設置されており、今後整理・公開が急速に進
展していくことが推測される。そうなれば、清末ブル

様々な研究分野において代表的な著作のうち 1,000

ジョアジー研究、新政研究、産業史研究、日中関係

種をサイトに上げる予定であるという。現在公開され

史などに大きな影響を与えるであろう。

ているのは 18 種で、馮友蘭『中国哲学史』（上海、
商務印書館、1947 年）、顧頡剛『漢代学術史略』

《年画》
上海図書館蔵の年画は、中国国内で最も所蔵量

（済東印書社、1948 年）、胡道静『上海新聞事業

が多く、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての作品を

之史的発展』（上海、上海通志館、1935 年）、な

[3]

中心に年画三千種余りにのぼる 。そのうち、八種が

ど人文科学分野のものが中心である。画像データを

ネット上で公開されている。著作権が上海図書館に

ページごとに検索できるが、著作権の配慮から画像

帰属するため、画像の保存には制限がかかっている。

の保存には制限がかかっている（図 3 参照）。

内容は、時事年画、民俗風情年画、戯曲年画、民
間故事年画の四つに大別され、民間美術研究や民
俗学のみならず、演劇研究、俗文学研究、歴史研究
など隣接分野においても、極めて高い史料価値を有
している。
《中国報刊》
本稿執筆の段階（2000 年 7 月）では、トップペー
ジからのリンクは途切れており、同名の(2)《中国報
刊》との関係は不明であるが、作成中のデータベー
スはすべて歴史文献であるところから推測すると、こ
のデータベースは近代の新聞・雑誌を中心に作成が
進められているようである。
（２）新聞・雑誌

《中国報刊》

図３ 画像保存の制限

上海図書館が誇るコレクションの一つである近代
（４）地方文献

の報刊資料は中文雑誌 3,400 種、中文雑誌 18,700

《上海文典》

種に及ぶ。これらの史料の存在はつとに知られてはい

《上海文典》には中華人民共和国建国以降の時

たが、これらの一部と現代の新聞・雑誌を総合した

期を中心に上海（現在の上海市の管轄範囲）に関す

データベースの作成が進行中のようである。どの史

る地方文献を掲載している。その内容は、「上海年

料をどの程度収録しているのかウェブページ上で説

鑑」「新上海地方文献」「上海地方文献中文図書

明はなされていないが、記事索引のみならず、驚い

目」の各欄に分かれる。「上海年鑑」でには上海市

たことに史料によっては全文検索も可能になるらし

区及び、管轄の区や県で出版された年鑑の全データ

い。ただし、本稿執筆段階では、ウェブサーバから

を掲載している。上海通志館が出版した年鑑など民

データベースサーバへの接続がなされていないらし

国期のものも一部含まれている。「新上海地方文献」

く、キーワードや新聞名を入力して検索しても検索結

は主に改革開放以来の近代化の成果を示す文献

果は出てこない。なお、このコーナーに入ると、ユー

が、様々な分野にまたがり 115 種が画像データとして
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全文公開されている。また、「上海地方文献中文図

常生活や多様な職業を撮影したものは面白い。中国

書目」では解放後に出版された上海に関する文献に

の職業は「三百六十行」にも及ぶとも言われるが、例

ついての目録である。人文科学、社会科学の分野ば

えば宣統年間に発行された『図画日報』（影印本は

かりでなく、自然科学も包括されている。筆者の関心

上海古籍出版社から 1999 年に出版）には、三百六

から言えば、この欄には上海市のみならず、上海市属

十行について挿絵入りの記事が連載されている。こ

の各区・県で編纂された文史資料や新編地方志に

れらと写真とを見比べると、様々な発見があり興味深

ついての情報を提供してほしいところである。これら

い。

の地方文献は発行部数が少なく、一般の市場にはほ
（６）音声資料

とんど流通しないものもあり、内部資料として全く公開

《点曲台》

「地方劇のるつぼ」的な状態は移民社会としての

されないものもあった。このような資料を利用可能に

近代上海の特徴を示す好個の側面である。地方劇

できることこそウェブの醍醐味であろう。

研究は上海都市文化史研究の重要な課題である
（５）写真資料

《上海図典》

が、この分野には豊富な音声史料も残されている。

史料として最近にわかに注目を集めているのが写

《点曲台》では、様々な地方劇の代表的な劇目につ

真資料である。《上海図典》では上海の都市として

いて、所蔵するレコードの中から有名な一段が RA と

の発展過程を示す、4,000 枚もの大量の写真が公開

MP3 のフォーマットで収録されており、試聴できるよう

されている。それらは「建築」「交通」「行業」「体

になっている。鑑賞には Real Player か Media Player

壇」「外僑」「人物、事件」の各分野に大分類され、

が必要である。ただし、自分のハードディスクにダウン

さらにそれぞれ詳細な分類が施されている。また「専

ロードすることはできない。カバーしている地方劇の範

題」では、専ら現代の都市建設に対する関心から、

囲は京劇、評弾、滬劇、昆劇、越劇といった有名ど

「浦東及開発特区」「外灘」「徐家匯」の変遷に

ころから、錫劇、淮劇、豫劇、揚劇、甬劇、湖南花

ついてコーナーが設けられている。これらの写真の中

鼓戯にまで及ぶ。役者の経歴や歌詞も掲載されてい

には撮影者が不明なものも数多く含まれており、史料

るのはありがたい。また、偉人の声も収録されている。

としての使用には慎重な考証が必要であることは言
（７）善本二十種

うまでもないが[3]、文献のみでは把握できない部分の

《古籍善本》

上海図書館古籍部では 1996 年より館蔵の 25,000

イメージを膨らますのに大いに役立つ。特に都市の日

種あまりの善本を画像データとして CD-ROM に収録
し、利用者の便に供するというサービスを開始してい
る。現在では善本の全データが善本閲覧室の端末か
ら閲覧・複写することが可能になっている。上海デジ
タル図書館では、CD-ROM に収録された文献のう
ち、宋本 17 種、元本 1 種、稿本 2 種が公開されて
いる。善本の中でもとりわけ貴重なこれらの文献がオ
ンライン上で公開されたことは大変喜ばしいが、筆者
にとってこの欄に望むサービスは古籍部所蔵文献目
録のウェブ上の公開である。近現代に出版された著
作物でも線装本や稿本については古籍部の所蔵とな
るので、文献目録が利用できれば、古籍部と近代文
献部の史料とに散在する史料を効率的に調査するこ
とが可能になる。
図４ 《上海図典》の写真――竹椅を担ぐ行商人
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を前面に押し出していくということです。各国や各図

２ 上海デジタル図書館の運営について

書館が独自に所蔵する史料をデジタル化してネット

― 担当者へのインタビュー ―

上で公開すれば、そのことがネット全体に寄与してい
くという、ネット社会の基本原則に基づいて、デジタル
図書館は所蔵史料のデジタル化やデータベース化

（１）設立の経緯

から始めているのです。」

まず上海デジタル図書館の設立経緯について

「しかし、図書館の前途は利用者へのサービスの充

お教えて下さい。

実にかかっており、ただ単にデータベースを構築する

「サイトを正式に立ち上げたのは昨年 1999 年のこと

ことのみにあるのではないことは贅言を待たないで

です。計画自体は 1995 年に始まりました。当初は、

しょう。他で構築されたデータベースを有効利用し

世界の様々な関連サイトの調査から始めました。

て、利用者に効率的な検索サービスを提供することも

我々が参考にしたサイトの多くはアメリカやイギリスの

重要です。……したがって、上海デジタル図書館の

ものが中心ですが、日本の関西デジタルアーカイブ

存在意義は、従来の印刷物を物理的な空間からデジ

の計画にも大変注目しております。」

タルな空間に置き換えることのみならず、利用者が必

「デジタル図書館の計画が始まって最初に着手した

要とするデータを効果的に整理する機能にかかって

のが、古籍部に所蔵されている善本のデジタル化で

いると言えます。現在では強力な検索エンジンがいく

す。つまり、閲覧が容易ではなかった善本〔の画像

つかありますが、依然として検索結果を自動的に詳

データ等〕を CD-ROM に収録し、館内のネットワーク

細に整理することはできない状況にあります。将来、図

を通じて閲覧室で閲覧できるようにしたのが、〔結果

書館は文献データのプラットフォームの一部となり、

的に〕第一歩となりました。ただ、当時の善本のデジ

様々な国の、様々な図書館はさらに標準のソフトウェ

タル化は全く別の状況から生まれたものです。という

アを通じて共通のプラットフォームを実現すべきで

のも善本の閲覧には多くの制限があったので、閲覧

す。このような共通の規格があれば、自動的に各地に

の便に供するため CD-ROM に収録したのであり、ま

散在する文献をすべて探し出すことができ、さらにそ

だデジタル図書館の全体像に位置付けるという発想

れを絞り込むことを繰り返して、最終的には利用者に

はありませんでした。」

極めて有用なデータを提供することができます。上海
デジタル図書館が目指すところの最重要課題にはこ

（２）サービスのあり方について

のような検索サービスの充実があります。」

お話に出た善本ですが、現在 20 種類がサイト
（３）史料のデジタル化が抱える問題点

上で公開されていますが、このような史料の公
開を含めて、デジタル図書館にはどのような

先ほど、上海図書館独自のデータベース作成

データが蓄積され、どのようなサービスを行って

の話がありましたが、これについていくつか伺い

いるか紹介をしていただけますか。

たいと思います。上海図書館は特に近現代史

「現在デジタル図書館がその整理に着手している

史料の宝庫ですが、とりわけ新聞、雑誌史料の

情報は三つに分けられます。第一は、電子出版物の

存在は他の追随を許さないものがあります。デ

ような他から購入しているデータで、それらをネット上

ジタル図書館でも作成中のコーナーに『申報』

の資源として整備しています。第二は、定期刊行物の

の画像サンプルが掲載されていましたが、『申

ネット版で、国内外のものを購入し、ネット上に置いて

報』を始めとする新聞、雑誌史料の公開が進め

います。第三は、独自に作成しているデータベースで

ば、中国近代史研究にとって画期をもたらすこ

す。このような独自のデータベースを作成する際の原

とになります。ただ、日本で『申報』のネット版を

則は、まず、上海図書館が独自に所蔵している独特

早速見てみたのですが、ダウンロードに大変時

の史料を中心に作成し、上海図書館としてのカラー

間がかかること、細部が不明瞭であるという問
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題もありました。史料のデータベース化における

でしょう。」

問題点とその解決方法についての方針をお聞

歴史文献データベースのこのような資金の問

かせください。

題を解決するために、有料サービスを行うという
考えはありますか。もちろんそうなれば著作権

① 技術上の問題点

の問題も絡んできますが。

「その問題は主に技術的な問題です。『申報』のよ

「デジタル図書館の計画が出たすぐに我々はこの問

うな報刊資料を使用に耐えうる程度の形に変換する

題を検討しました。その後、この問題に対して上海図

には一定の難度が伴います。〔テキスト化について言

書館は一貫して慎重な態度をとっています。というの

えば〕当時の使用していた漢字で、現在のフォントに

も、たとえある程度の技術を用いても、データの違法

収録されているものには限度があり、膨大なフォント

な使用を完全に制限することは全く不可能だからで

が必要となります。加えて、当時の活字体には統一規

す。従って、全てのデータを公開はしていません。ま

格がなく、同じ字について様々な字体を用いているこ

た、より重要なことなのですが、データベースの有料

ともデジタル化を困難にしている要因です。『申報』

サービスは、図書館のデジタル化が目指す本当の方

のテキスト化が抱えている重大な問題には、それが

向性ではないと考えています。このような方向性は図

書式や組版に何ら統一的な規格を持たない、ある種

書館という存在と不可分です。〔データをまとめて有

比較的原始的な印刷方法であるという点です。した

料で提供するのみならば〕それは出版社と何ら変わる

がって〔OCR ソフトを使った〕デジタル化には多くの困

ところがありません。」

難がつきまとうでしょうし、巨額の経費を投入する必

「公共の図書館には文献を収集・所蔵する役割以

要も出てきます。しかし、デジタル化が不可能でない

外に、文献を整理し、加工して有用なデータを作り上

ことは確かです。」

げる役割もあります。そういった意味では、図書館は将

② 資金の問題

来も水先案内人として位置にあると考えます。した

「ただし、もうひとつ問題があります。〔報刊資料の

がって、図書館の職員自身も知的生産者であり、図

ような〕データベースを設置しても、それらを利用する

書館は知識が収集されるところでもあり、知識の源で

研究者の数は決して多くはないということです。
〔上海

もあるのです。つまり、知識を蓄積してデータベース

図書館のサービスの中に占める〕歴史研究の割合は

化することで、さらに新たな知識を形成することになる

やはり非常に小さな一部分であり、我々にとってのよ

のです。このような有用な知識を生成する機能は、知

り重要な任務はより多くの一般利用者のニーズに応

識の多寡が経済を左右する時代において、重要な役

えていくことなのです。にもかかわらず、
〔古籍部や近

割を果たすことになるでしょう。」

代文献部といった〕部門は資金面での独自優遇を受

③ 著作権の問題

けています。歴史関係の部門は閲覧者の数が最も少

「また、デジタル図書館が直面している障碍には著

ないにもかかわらず、設備投資は最も多くなっていま

作権に関する政策や法律の問題があります。上海デ

す。このような〔資金面での不均衡の〕状況が、〔所

ジタル図書館が蓄積しているデータのうち電子出版

蔵資料のデジタル化推進の〕制約となっています。も

物や定期刊行物のネット版には、先ほど述べたような

し、何らかの研究基金が得られれば、技術的な問題

技術面・資金面での問題はほとんどありません。ただ

は克服できないわけではないでしょう。例えば、『四

し、このようなデータを利用者がネットワークを通じて

庫全書』は従来あった技術的な問題点を基本的に克

利用する際には多くの問題が存在しているといえま

服した例だといえます。しかし、『四庫全書』に費や

す。いかにして不正な複製を防ぐのか。ネットワーク上

された経費は莫大なもので、特にある企業が投入し

での伝送には何ら制限がありません。また、我々のよ

た資金によって支えられた部分が大きかったと聞きま

うな図書館は公共的な存在であって、営利的な活動

す。上海デジタル図書館の今後の史料デジタル化も

をしているわけではありません。〔不正な利用を含め

このような基金が得られるかどうかが鍵になってくる

て利用の数に応じて〕版権使用料を支払うような資
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（４）今後の展望

金を持ち合わせてはいないのです。従って、他者の著
作権をどのように保護するのかという問題は現在直

上海デジタル図書館の理念や方向性について

面している深刻な問題です。」

は大変よくわかりました。最後にお伺いしたいの

独自に作成したデータベースでは 2 種類の著

ですが、現在具体的にはどのような作業に取り

作権問題が絡んでくるかと思われます。例え

組んでおられますか。というのも、先ほど近代文

ば、上海デジタル図書館では画像・音声資料

献閲覧室と古籍閲覧室の側の部屋で、多くの人

データベースがありますが、これらの著作権に

員の方が大量の書籍を傍らにおいてコンピュー

ついては上海図書館に帰属しているのですか。

タに入力しているところを見かけたものですか

また、利用者が利用するにあたって、上海図書

ら。

館の著作権を保護する対策について教えてくだ

「あれは、古籍部と近代文献部に所蔵されている歴

さい。

史文献の全てを入力して目録を作成しているところ

「まず、データベース上の写真や音声資料は基本的

です。書目検索サービスは上海デジタル図書館の最

に独自に所蔵しているもので、またすでに著作権が

も基礎的な作業です。利用者が必要する情報がいっ

消失してしまったもの、すべて公共利用の段階に入っ

たいどれだけあるのかが答えられなければ、利用者

ているもので構成されています。これらはすべて上海

の要求に応えることはできません。以前の図書館のデ

デジタル図書館の知的所有権に帰属します。我々自

ジタル化はこの基礎的作業を軽視していたように思

身の知的所有権の保護のために、例えば画像データ

われます。確かに資料のテキストデータ化がデジタル

ベースでは独自のすかし技術を採用しています。利

化の重要な方向のひとつであることに疑いの余地は

用者がデータベースの画像をダウンロードしたり、加

ありません。達成されれば、利用者はわざわざ図書館

工したり、あるいはホームページに転載したりしても、

に足を運ぶ必要がなく、ネットを通じて必要なデータ

そこには上海図書館の蔵書印が表示されます。」

を得ることができます。そうなれば若干の費用を支払

「知的所有権の保護とは情報の発信者と利用者が

うこともやぶさかではないでしょう。しかし、先ほどの述

互いに尊重しあう点にかかっていると思われます。

べたように全文データベースの構築は大変なことで

ネット社会では、万人が享受できる資源を構築してい

すし、出来たとしても、もし費用がかかる場合、少し

くことが提唱されています。我々も自分ができる範囲

でも関係のあるものをすべて見るのは、あまり得策と

内での貢献をして、皆の利用に供していきます。利用

はいえません。まず、目録で検索をした上で、必要な

者は、営利的な目的のためではなく、個人の学習や

情報を絞り込み、その上で文献を見るという手順が

鑑賞のためであるならば、
〔上海デジタル図書館の各

必要となります。また、一般的な利用者には有用な情

種データを〕、ダウンロードしたり、プリントアウトした

報とそうでない情報とを判別する能力が必ずしも備

りして自由に利用することができます。このようなサー

わっているといえませんので、専門的な訓練を受けた

ビスはネット社会に対する貢献でもあり、著作権保護

人が出来るような検索機能を備えた図書目録をデー

運動の一環でもあるのです。つまり、自分自身の公共

タベースをとして作成しているのです。」

性によって他者の公共的な行為を求めていくやり方

この図書目録は館内のみで検索できるのです

であり、これを推し進めていけばネット上には有用な

か、それともネット上で公開する予定はあります

データが多く蓄積されていくことになるでしょう。こう

か。

なってこそ、我々が目指しているデジタル化も意義の

「完成してすぐにネット上で公開する予定です。おそ

あるものになるでしょう。もし、図書館が独自に所蔵す

らく今年の年末くらいになると思います。」

るデータの利用を過度に制限し、それぞれ図書館が

従来図書館に来館した後でカード目録を引い

それぞれデータを収集しなければならないのなら、図

て行っていた作業が、日本にいながらにして出

書館の発展というものは望めません。」

来るようになれば大変助かります。本日はどうも
ありがとうございました。
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海図書館古籍部と近代文献部のカード目録を書目

おわりに

検索サービスとして年内にオンライン化する予定が
あるという。今後、テキストデータや画像データの公開

以上、“１”において概観したように、上海デジタル

には、索引によって史料全体における位置付けをして

図書館では、中国近現代史史料のデジタル化やデー

いくことは不可欠となるだろう。

タベース化が発展途上ながらも急速に進展してい

以上、中国における近現代史史料のデジタル化の

る。周知の通り、これらは中国でも屈指の量を誇る上

試みの一例として上海デジタル図書館の事例を紹介

海図書館の史料群を背景にしており、当サイトにおけ

した。研究者にとって貴重な史料がサイト上で公開さ

る史料デジタル化の動きからは当面目が離せないと

れていくことは歓迎すべきことに間違いはないが、史

ころである。このような史料デジタル化の動きは、上海

料の量が有限である他の時代に比べて、とにかく膨

デジタル図書館ほど恵まれた条件を備えていない他

大な史料が次々と発見・公開されている近現代史史

の所蔵機関においても規模の違いこそあれ進められ

料のデジタル化には自ずと独自の方法論が必要で

ていくであろう。

ある。利用者や研究者の立場から、史料デジタル化

それでは、我々がこのようなサイトにおいて公開さ

の方法論や史料論に関して議論を進めていくことが

れたデジタル史料を利用するに当たってどのような

急務となっている。

点を注意しなければならないであろうか。この点につ
いては “２”のインタビューにおいて示された図書館

注

の方向性が多くの示唆を与えてくれる。つまり、公共

[1]

の図書館（やそのサイト）は文献を収集・所蔵する役

http://www.digilib.sh.cn/digilib/index.html
上海図書館の URL は http://www.libnet.sh.cn/index.html

[2] インタビューに際して、歴史文献中心副主任の馮金牛氏
には金暁明氏を紹介していただく以外にも、研究者の立
場から今後のデジタル化について貴重なご教示をいた
だいた。記して謝意を表したい。また、インタビューには
早稲田大学文学研究科博士課程の三須祐介氏に同行
していただいた。

割のみならず、文献を整理し、加工して有用なデー
タを作り上げる役割を充実させていくことが、今後の
存在意義を左右するという点である。このことは、研究
者という極めて特殊な利用者にとどまらず、いわゆる
一般利用者を対象とする公共図書館の方向性として

[3] 上海図書館所蔵の年画の一部は上海図書館近代文献
室編著『清末年画彙萃―上海図書館蔵品』上海、人
民美術出版社、2000 年、として出版された。

至極もっともなことである。しかし、整理・加工された
形で公開された史料はもはや厳密な意味での「原

[4] このような問題については最近、吉澤誠一郎「トムソンの
撮った清末都市」『アジア・アフリカ言語文化研究所通
信（東京外国語大学）』97 号、1999 年、で提起されて
いる。

データ」ではなく、ある種の「二次的データ」である
ことに留意しなければならないだろう。かかる「二次
データ」は史料全体のどの部分なのか、いかなる意図

〔補〕上海図書館所蔵の族譜については、上海図書館編
『上海図書館館蔵家譜提要』上海、上海古籍出版社、
2000 年、によってその概要が明らかとなっている。

で全体から抽出されたのかを吟味して利用しなかれ
ばならないが、同時に可能な限り史料の全体に目を
配る必要がある。幸い上海デジタル図書館では、上
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インターネット文学サイト
『榕樹下』からみる
中国文学メディアのゆくえ
～編集部へのインタビューを中心に～
榎本

雄二

えのもと

ゆうじ

東京都立大学大学院修士課程。専門は近現代中国文学。近代では「満洲」の、現代で
は上海の文学に興味を持っている。

三須

祐介

みす ゆうすけ

早稲田大学大学院博士課程。専門は近代上海の芸能・演劇。最近は現代中国文学の
ニューウェイヴにも傾斜中。

今回とりあげる文学投稿サイトのほかにも、オンライン

はじめに

書店などの試みが次々と打ち出され、文学そのもの
だけでなく、それをとりまく状況も大きく変わろうとして
いる[1]。

南京西路に位置するリッツ・カールトン・ホテルの一

筆者は、上海図書館のネットカフェで『榕樹下』編

角を１ブロックほど北上したところに、
『榕樹下』編集
部の入っているビルはあった。北京西路沿いにあり、

集部となんどかメールのやりとりをし、3 月 2 日に訪問

それほど賑やかとはいえない街並みだが、エレベー

させてもらうアポイントを取り付けた。電話でもいいの

ターで 12 階まで上がると、霞がかった上海の市内が

だが、ここはインターネット文学サイトにあやかって、初

一望できる。なかなかの眺めである。

志貫徹をはかろうとしたのである。確かにメールはお
互いに誤解を回避できるし、至極正確である。一昔

中国の文芸編集部はそれまで訪ねたことはなかっ

前には考えられない情況ではある。

たが、中国の大学にある事務室のように机が幾卓か

さて、
『榕樹下』は、チャイニーズ・アメリカンの

と電話が一台あるきりのシンプルな場所を思い描い
ていた。『榕樹下』の編集部は、ガラス張りのワンフ

実業家が 97 年のクリスマスに立ち上げた私的なホー

ロアにたくさんのパソコンが並ぶ、文字通りインター

ムページを出発点とし 99 年の 7 月に編集部を正式に

ネット文学サイトの編集部然としていた。そしてフロア

組織した、主に投稿文芸作品を掲載する中国でも最

の中心には「ガジュマル」が葉を茂らせ、コンピュー

も早くから存在する代表的なインターネット文学サイト

ターばかりの室内を和ませている。もちろんレプリカだ

である。また、8 月 6 日現在で、アクセス数は 360 万

が、オーナーのロマンチックな人柄を推し量らせるに

を超え、掲載作品数は 52,585 篇、作者に支払った原

は充分な演出だった。

稿料は 222,780 元にのぼる。類似したサイトの中で

いま、中国ではインターネットと文学の関係が熱い。
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ホームページ（http://www.rongshu.com）には、投

ネット叢書」などと銘打たれた文芸作品である。類似

稿のジャンルとして「散文」、「小説」、「詩歌」、

したキャッチコピーを附した書籍が溢れているのは、

「芸術（絵画や写真）」などがあり、それぞれが内

市場経済の原理であろう。

容に応じてさらに細分化している。その他、関連書籍

いやそもそも、このような文学サイトが中国で流行し

の紹介や、提携している『文学報』へ転載した作品

ている理由とは何なのか。疑問は尽きない。

一覧、関連ラジオ番組の案内、『榕樹下』ゆかりの

新しい文学メディアとして、文壇そのものを揺るが

作家のコーナー、週替わりの優秀作品紹介、人気投

すかもしれないこのインターネット文学サイトの、現状

票による作品のランキングなど、実にさまざまである。

と展望を編集主幹の陳逸峰氏にインタビューした。

『榕樹下』のページを眺めていると、素朴な疑問

インタビュー

がいくつか自然と湧き上がる。例えば、ホームページ
そのものにいわゆる広告バナーがほとんどついてい
ないことだ。一般にこのようなサイトの場合、原稿料や

『榕樹下』立ち上げのきっかけはなんですか？

編集部の人件費などの財源を確保しなければならな

ウェブサイトそのものは 1997 年 12 月 25 日にネット

いだろう。クレジットカードなどによる課金システムを採

上の公開を始めました。中国系アメリカ人の朱威廉

用しない場合、財源は広告バナーに求めるのが普通

（William Zhu）氏が発起人です。ネット上のニック

だ。既にアクセス数が 360 万を突破しているこのサイ

ネームは will です。創刊の目的ですが、ひとつには彼

トに、バナーがほとんどないのはいささか不自然だ。ど

自身が文学愛好者であったこと、もうひとつは彼が

うやって財源を確保しているのだろうか。

ネット上に「生活」「感受」「随想」を触発しあえる

また、既存の文芸媒体である雑誌などとの棲み分

ような場を作りたいと願っていたことによるものです。ま

けの問題もある。地域の作家協会を母体にした作家

ず、日々の暮らし（生活）を見つめ、そのなかで生

活動を続ける小説家は、この新しい媒体に対してど

じ た 思 い（感

のように対処しているのだろうか。少しの例外を除い

受）を、自由に

て、ほとんどの作家の生活を支えているのは作家協

表現（随想）す

会である。作家協会が作家になりたい者の登竜門で

る。これが目的

あり、また生活の基盤だ。新しい組織が文学のテリト

です。朱氏は一

リーに参入してくることによって、彼らの「生活」その

年半の間ひとり

ものが脅かされることはないのだろうか。上海の書店

で運営し、去年

で最近非常に売れ行きのよいの書籍は、「インター

の 7 月に編集
部ができまし
た。

創設者の朱威廉氏

朱氏はもともと文学方面のお仕事をされていた
のでしょうか？
していません。彼は 94 年に中国に来て、広告会社
をてがけました。その後業績をあげ、アメリカの広告
系グループ企業に買収されました。
では、編集部の方々は以前文学方面の仕事を
なさったことがあるのでしょうか？
みな William がネット上で知り合った者です。私も
例外ではありません。私はまず作品を投稿し、そして
彼と知り合いました。これはとてもおもしろいことだと思
うんです。ネット上で知り合った者同士でネット文学の

編集部の中心には「ガジュマル」が…
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編集部を構成しているということが。

リットがありますね。編集者が一週間分の作業のなか

編集部員にはほとんど編集経験がありません。しか

で比較的質の高い作品を選んでメールマガジンにし

しゆっくりとこの仕事に慣れていくと思います。経験が

ます。作品を選び、ホームページ上で読むということか

ないというのはメリットもデメリットもあります。経験がな

ら解放されるわけで、読者にとっては費用と時間の節

ければ、斬新な思考も可能です。また、既存の文芸

約になります。作品を探すのもたいへんなんです。毎

誌編集者だったら、この編集部の安定性に対して不

日平均 200 篇の新作、40 万字近い量を載せています

安を抱くかも知れません。明日には無くなってしまうの

から、とても一人では読み終わりません。ホームページ

ではないか、というように。しかし我々はみな新人です

上の「倉庫」に入っても、迷子になるだけです。

から、躊躇無くこのネットの世界に飛び込んできたの

「インターネット文学サイト」として認知されつつ

です。平均年齢は 25 歳です。

あるわけですが、いわゆる旧来の紙メディアの

では『榕樹下』にアクセスしてくる人たちについ

文学雑誌や作家協会に対してはどのようなお

てどれくらい把握されていますか？

考えをお持ちでしょうか？

18 歳から 25 歳までがほとんどだと思います。そして

彼らに対しては協力していくという態度をとっていま

生活条件に恵まれているというのも特徴です。コン

す[3]。我々はネットをメディアとしていますが、それ以

ピューターは中国ではまだ高い買い物ですしね。コン

外を「伝統メディア」として区別しています。伝統メ

ピューターを購入し、インターネットにアクセスするた

ディアは、一般的に敷居が高いといえます。入るのが

めの電話代、プロバイダーへの料金を支払わなけれ

難しいということです。一方、ネットは伝統メディアに比

ばなりません。これらの人たちの中には学生もいます。

べ自由な空間で、自由に作品を載せることが可能で

子どもの教育に関しては投資を惜しまない親が多い

す。そこで我々は質の高い作品を伝統メディアに推

ということでしょう。卒業し、就職したホワイトカラーの

薦するわけです。あるいは伝統メディアじしんが主体

人たちも比較的多いですね。もう少し高い年齢層、30

的にネット上からよい作品を探し出すこともできるで

歳前後の人たちもいますが、年齢別に見ればやはりピ

しょう。伝統メディアからすれば収益の見込める出版

ラミッド型といえます。下にいくほど多く上は少ない、と

に繋がり、我々からすれば出版に繋げるということで

いう構造です。とにかくアクセス数は急速に増えていく

利益があがります。

でしょう。インターネットにアクセスするという点では男

『榕樹下』が開かれた場所であることはわかりま

性が圧倒的に多かったわけですが、女性も増えていく

した。それはすばらしいことですが、それだけに

と思います。

作品の質の維持という点が少し気になるんです

メールマガジン もあるようですね。

が。

[2]

現在、週刊の電子刊行物を作っています。これは、

質という点についていえば、何人かの若い女性を

ホームページ上で提供していますが、E-mail で購読

挙げたいですね。少なくとも 3 人には会ったことがあり

を予約することもできます。メールマガジンの体裁も

ますが、みなまだ 20 歳以下です。まず作品を読み、

採っているわけです。現在の定期購読者数は 1,400

素晴らしいと思いました。そこで本人に会ってみて更

名程です。まだ始めたばかりで一期分しか発行して

に驚きました。こんなに若く結婚や「大人の恋愛」な

いないのですが、毎日 100 人程度のスピードで増え

どの人生経験も無いのに、彼女の作品は既に同世代

ていくでしょう。ホームページのアクセス数は毎日平

のなかで傑出しています。また私が同じ年頃で同じよ

均 8,000 程度です。

うなものが書けたとはとうてい思えません。もしかする

すごいアクセス数ですね。

と作家といわれる人たちでさえ同じ年頃に同じレベル

そうですね。ホームページ上で閲覧している時間は

のものが書けたでしょうか。王朔はネット文学に対して

現在ではかなり長いと思います。文学サイトですから

これらはすべて「こども」の作品であり、感情の描き方

作品を探したり、読んだりする必要がある。時間がか

も未熟だ、と語ったことがあります。その後、陳村らが

かってしまいます。その点、メールマガジン方式だとメ

王朔に反問しました。あなたが彼らと同じ年頃に同じ
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ようにすばらしいものが書けただろうか？
私はネット文学というのはまだ「幼児」である
と思っています。助けてあげたり、育ててあげた
りする必要があると思うんです。
投稿された作品が全てすばらしいものであると
は限りませんよね。
はい、多くの投稿作品は確かに読んでいられないレ
ベルにあります。編集部ではそれらの作品を適当に
推敲することが主要な作業となっています。編集部と
作者との共同作業を経ることにより、掲載される作品

『榕樹下』の投稿作品が次々と出版されている。

は相対的にまあまあ読める作品になっているはずで

うものです。金持ちもそうでない人も、どんな職業に就

す。100 篇程度の作品のなかで、おそらく 1、2 篇の

いていようと基本は同じです。日本人であれ、中国人

割合しか精彩を放つ作品はないでしょうね。毎日「特

であれ、人間性という点では共鳴し合えるはずです。

別推薦」のコーナーを設けてこれらは重点的に紹介

我々はこのような方面に向けて努力していきます。

しています。これが現状です。伝統メディアでも 100

誰もがアクセスできるホームページにつきまと

篇の中から 1、2 篇のいい作品を選ぶという作業には

う問題として、版権の問題があると思います。

変わりがないと思います。違うのは麻袋に入れられた

ネット上の作者の版権はどうなっていますか？

たくさんの作品が日の目を見ないということでしょう。

版権は目下最新の問題ですね。ことに「ネット版権」
です。しかしいまのところまだ明確な概念が無いので

我々の作業の方がとてもクリアだということですね。
ネット文学賞 もその延長線上にあるわけです

す。我々の顧問弁護士は知的所有権問題の権威な

ね。

のですが、彼が肯定するのは、法律的にはネットとい

[4]

うのは新興の文字の「載体」[6]であるという一点です。

はい、一度企画しました。これは中国で初の試みで
す。王朔、陳村、その他ネットに関わっている作家を

「載体」という見地からすれば、文字であれデジタル

審査員に迎えました。

情報であれ、その作品には版権があります。それが作

ところでネットサーフィンしてみると、いわゆる

者のオリジナルでありさえすれば、ネット上でも版権は

ネット文学サイトというのが中国ではいくつか存

あります。『榕樹下』についていえば、独自のネット

在している ことがわかりました。それらとの関

上の版権に関するスタンダードを作りました。このよう

係というのはあるのでしょうか？あるいは「協

なスタンダードが更に広がることを期待しています。ま

会」のようなものをオーガナイズするというよう

た、このスタンダードは将来きっと法律によって管理さ

な。

れるでしょう。あるいはネット警察による管理を受ける

[5]

かもしれません。確かに管理しきれないという現状は

いまのところはありません。現在我々のホームペー
ジでは、比較的良質な別のホームページを紹介する

ありますが、方法はひとつにとどまらないでしょう。将来

試みもしています。しかし、競争の概念は存在してい

は別の課金方法が出てくると思います。おそらく本を

ないと思っています。それらもやはり文学サイトでしょう

買うというような形式ではなく、ページを見る毎に課金

から、表面的には我々と競争したり衝突したりしてい

されていくような、クレジットカード方式が実現するで

るように見受けられるかもしれません。しかし、我々は

しょう。

寛容な態度で臨んでいます。というのは、我々は単な

われわれの版権規定[7]は、4 つのグレードに分かれ

る文学サイトであるとは認識していないからです。

ています。A は全ての権利を我々に委ねるというもの

我々は人文関係のホームページとして位置づけたい

です。投稿の時点で版権を編集部に委託し、我々が

と思っているんです。人文とは「人間性」に関わる全

代理人となるのです。版権委託の撤回は随時できま

般的なものを指します。人間性というのは合い通じ合

す。この点はおそらく伝統メディアとは違うでしょう。こ
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の方法は作者に対して自由な感覚を与えるもので

置づけられます。その周囲でラジオ番組、テレビ番組、

す。少々の制約はありますが自由でもあるのです。こ

新聞・雑誌・書籍の出版等を手がけていくわけです。

の版権委託は当然のことながら作者に対してある条

つまり『榕樹下』はひとつのブランドといえます。この

件を課します。その作品が未発表であるという条件で

ブランドを通じてその他の事業を手がけ、収益に繋げ

す。もちろん『榕樹下』に投稿した後、別のメディア

ていこうと考えています。

に発表したいというのであれば、メールで通知しても

このようなコンセプトで、実際に我々は一歩を踏み

らい版権委託の解消をすれば可能です。B は作品を

だそうとしています。上海のラジオ局と協力し番組を

『榕樹下』に投稿したあともその他のメディアに投稿

製作しています[9]。

する権利を作者が保留しているというものです。我々

今回、上海の本屋を覗いてみて感じたことなん

も彼の作品を別のメディアに推薦できますし、作者じ

ですが、「網絡（インターネット）叢書」といった本

しん別の投稿先へ発表することもできます。B は比較

が目立っていますね。おそらくインターネット世

的緩やかな規定です。C は、作者が『榕樹下』の全

代の若者たちによる作品ということなんでしょう

事業体に対して版権を委託するというものです。『榕

が、そういった作品を通して現代の若者の生活

樹下』の全事業体とは、我々が今後展開していく事

や考え方を理解することができると思うんです

業全体を指します。そこにはラジオ（は既に開始して

が。

います）、テレビ、新聞、雑誌などが含まれます。C

一口にインターネット世代といっても多種多様で

はそのなかで彼の作品を均しく使用できるという版権

す。少なくとも私にとって違和感のあるものもあります。

委託を指します。最後の D は、
『榕樹下』ホームペー

『告別薇安』[10] という本は知っていますか？これも

ジのみで発表するというものです。他の用途は許され

「網絡文学」ですよ。この本は上海ですごい売れ行

ません。我々は彼の作品を『榕樹下』に発表するだ

きです。全国的に、といってもいいかもしれない。『告

けで、その他の事柄はすべて彼自身が管理します。

別薇安』はこの編集部の安妮宝貝が書いたもので

このような規定は合理的だし、法律的にも道理にか

す。彼女は今休暇をとっていていないんですけれど

なっています。しかし、現在のところ唯一の弱点は、

も、彼女の作品は「另類」[11]といえるでしょう。全体

これらの版権委託手続きをメール上で行うに当たり、

に陰鬱な気配が漂っていて退廃的です。私は現在の

デジタル認証ができていないということなんです。現

彼らの考え方とは大きな違いを感じます。私は彼女よ

在はデジタル・サインが法律的な根拠を持つための

り 5 歳程年上ですが、この 5 年は一世代にも匹敵する

必須条件なのです。今年中に、我々の技術上の問題

ように感じるのです。

をクリアにし、デジタル・サインの有効性を保証したい
と思っています。これが実現すれば、双方の権益は十
全に保護されると思います。
なるほど。これも疑問に思うことなんですが、
ホームページにはよく広告バナーがついていま
す。『榕樹下』にはバナーがほとんどついていま
せんね。どのように経営なさっているのか不思
議なのですが。
ええ、広告は載せていません[8]。どのように会社とし
て収益をあげているかということを簡単にご説明しま
しょう。第一に『榕樹下』はホームページについては
半永久的に広告を載せることはありません。先ほども
少し説明したように『榕樹下』は大きな事業体に発展
していきます。そのなかでホームページは核として位

『榕樹下』スタッフ安妮宝貝の小説集『告別薇安』
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ところで、日本には『榕樹下』のようなサイトはあり

に良かったからでしょう。もちろん、当時は現在のよう

ますか？無いとしたら、今後進出の余地があると考え

な状況を想像することはできなかったでしょう。「生

ているのですが。

活・感受・随想」というコンセプト、精神性は他のサ

あまり聞いたことがありません。日本では若者

イトには無い独自のものです。現在、たくさんのサイト

のコンピューター所有率が非常に高く、個人的

があふれています。しかし、どんなサイトに行っても特

なウェブサイトを作るケースも増えています。大

色や風格といったものを感じることはほとんどできない

きな文学サイトが無いということもありますが、

でしょうし、精神性とは無縁ですよね。ひとつのブラン

なにかを表現したいと願うひとは自分のサイト

ドとしての一貫性やコンセプトが無ければ、アクセスし

にその作品を載せるでしょう。他のサイトに投稿

てくる人々を引きつけることは難しいでしょう。たとえば

する必要があるか疑問です。

ヤフーはサーチエンジンとして成果を上げています。

いや、それは違うでしょう。たくさんのひとが見たり読

検索したいと思ったらヤフーに行こうと思わせること、

んだりするメディアに自分の作品を発表したいと思っ

それがブランドなのです。

たことはありませんか？自分の作品を他人に認めても

では『榕樹下』はどんなブランドか？近い将来、中

らいたいという気持ちは、何かを表現したいと思うひと

国の文学や芸術について知りたい、見てみたいと思

には恐らく共通するんじゃないでしょうか。ウェブサイト

うひとは、まず『榕樹下』にアクセスしてくるようになる

はそのような機会を提供してくれるのです。たとえ自

でしょう。外国人でも同じです。中国文学を研究して

分の作品を批判する人がいても、少なくとも誰かが自

いて『榕樹下』を知らないはずはない、そんな状況

分の作品を読んでいるという事実はまぎれもなくある

に早晩なるでしょう。そこには家庭の主婦も含まれると

わけです。この相互に交流しあえるということが、他の

思います。『榕樹下』は単なる文学サイトではありま

メディアにはないインターネットの特徴だと思います。

せん。人文的なものです。日本は中国に比べて物質

ですから、個人のサイトに投稿するというのもあまり現

文明が高度に発達しています。そんななかできっと発

実的ではありません。中国にも何万何千という個人サ

散する場所を求めてもいるでしょう。バーや風俗店が

イトがありますが…。

たくさんあるそうですしね。しかし、そうやって遊んで

また日本や韓国、ひいてはアジア全体において

いくなかで『榕樹下』にたどり着く。生活を変えたい

このような交流がどうして可能になるかといい

と考えるようになる。毎日、好きなテレビを見るように、

ますと、われわれの背後には文化的な共通点があ

『榕樹下』を覗くようになる。そうやって『榕樹下』は

ると考えるからです。たとえばカラオケは日本で

生活の一部にもなっていくでしょう。

も中国でも大流行していますが、アメリカではそ

実際、我々の読者の多くにとって『榕樹下』はすで

うでもありません。そのようなマーケットの共通

に生活の一部になっています。毎日『榕樹下』にア

性ということを念頭に置いているのです。このよ

クセスしなければ気が済まないのです。本人だけで

うなわけで、
『榕樹下』の日本語版を作成したいと

はありません。子供たちや配偶者など家族も見るよう

考えています。さらに「多言語」版を作りたいと

になるでしょう。これはひとつの文化現象といっていい

も考えています。

と思います。我々はウィルスのように伝播していくわけ

日本語版を作る際にやはり日本のすばらしい

です。何かを発表し認められたいという精神的な欲

文化を取り込んでいきたいですね。たとえば「俳

求も、より満たされやすくなります。たくさんの人々のア

句」のようなジャンルを取り入れていけたらと思

クセスがネット上のコミュニケーションをさらに推進し

います。

ていくからです。日本で受け入れられないとは必ずし

よく日本の文化をご存知ですね。

も思えません。

『榕樹下』の発展にも過渡期があったんですね。

アメリカには進出しないのですか？

もともとは個人のサイトだったものがどうして成功した

まだですが、我々のプランには既に織り込み済み

のかというと、やはり最初の発想、プランニングが非常

で、英語版も作っています。これからアメリカにも進出
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したいと思っています。社長はアメリカ人ですしね。

い難いだろう。むしろ筒井康隆や村上龍といった既存

とにかく日本への進出、アジアを中心とした海

の作家がネット上に表現の場を求める試み、つまり

外進出を今は考えています。今後 2 年程度のスパ

「文学界→ネット」という一方通行のベクトルの方が

ンで実現できたらと考えます。というのは『榕樹

目立っているのが現状である。

下』の事業規模は今年の年末には 2 億元に達する

日本でネット文学が流行しにくいのは、アマチュア

と見込まれていますからね。

が文学を発表しようとする場合、まず紙媒体の同人
誌を作るという発想があるからだろう。DTP 技術の発

おわりに

展や出版費用の低価格化に伴って、その傾向はます
ます強まっている。

将来の抱負はアジアを中心とした世界進出であ

また表現手段としての文学じたい、日本では沈滞

り、もちろん日本もその視野に入れていると語ってくれ

ムードが続いて久しい。自分の作品を多くの人に見て

た『榕樹下』編集部スタッフの表情は自信にあふれて

もらいたいと考えても、それを見たいと思う潜在的人

いた。しかし実のところかれらのような、多くの投稿作

数が少ないのでは仕方がない。それに、写真投稿雑

品を集め、多数の読者も獲得するサイトというのは、日

誌『アウフォト』[13]の生き生きとした投稿写真を見れ

本では考えにくいのではないだろうか。

ば、画像のほうがむしろ『榕樹下』の唱える「生活・
感受・随想」を表現しきれているように感じる。

現在日本では多数の人間が参加し話題になる投
稿文学サイトは少ない。そのなかで SF やファンタジー

いっぽう中国ではなぜネット文学が流行しているの

ノベルなど、いわゆるテレビゲーム（殊にロールプレイ

だろうか。「文以載道」という文学重視の伝統がある

ングゲーム）の隆盛を下支えするようなサイトが目に

という理由付けもありうるが、やはり中国では言論にか

付くのは、パソコンに関わっている若者の嗜好の一面

なりの規制があるというのがその主な理由ではない

を表しているようでもある。

だろうか[14]。特に出版に対する規制は強く、同人誌レ
ベルでさえ、日本のように自由に出版することができ

また例えば、ネット上のコラムニストとして有名な田

ないのだ。

口ランディが最近上梓した長編小説『コンセント』
（幻
冬舎、2000 年）が注目を集めたり、インターネット上

その中でインターネットは、多少の規制があるもの

で は な い が、芥 川 賞 作 家 の 川 上 弘 美 が か つ て

の、いま中国で、自由に文章を発表する事のできるほ

ASAHI NET 上の「パスカル短編文学新人賞」を受

ぼ唯一の媒体なのである。であればこそ、たとえイン

賞した事実や、Nifty Serve の FBOOK で行われてい

ターネットが無責任な言葉の垂れ流しになりがちにな

る作家養成の試みなどもある。さらに「まぐまぐ」といっ

ろうとも、ネットに現れる文章は貴重なものとなりえる。

たメールマガジン配信サイトが、文芸関係のマガジン

ネット文学賞の審査委員会主任である作家・陳村は、

を少なからず擁していることも押さえておくべきかもし

ネット文学をカラオケにたとえて擁護している[15]。カラ

れない。

オケで歌う歌は自己満足で、歌唱法も何もあったもの
ではない。同様にネット文学も読むに耐えないものが

「ボイルド・エッグズ」
（http://www.boiledeggs.com）
というサイトも見逃せない。ホームページ上で新人作

多い。しかし、いま歌手になる人材は、その第一歩を

家の募集をし、面白ければサイトに載せるのみなら

カラオケから始めているのではないか？ならば文学

ず、出版社に売り込むというシステムで、ネット文学と

も、ネットでの投稿こそが作家としてのキャリアの第一

いうよりむしろホームページによるエージェント業とい

歩になってゆくのではないか？と。ひかえめにカラオケ

う色あいが濃い。しかし欧米などでは作家のエージェ

にたとえる慎重さがあるものの、この言葉の中に見い

ント業はごく一般的であり、日本でも作家への新しい

だせるのは、政府によって文学がいまだ制限され続け

「道」として定着していく可能性もある

[12]

る現状を、ネット文学が打ち破るのではないかという

。

期待である。

しかし、これらが示すプロの作家への登竜門として

『榕樹下』、ひいてはネット文学が今後どのような

の「ネット→文学界」というベクトルが確立したとは言
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化し続けた。亀甲、鐘鼎、帛、手すきの紙、機械すきの
紙、そして現代のパソコンへ」（陳村「序」『我愛上那
個坐懐不乱中的女子』陳村主編、花城出版社（網絡之
星叢書：小説巻）、2000 年 4 月第 1 版）

展開をするか、まだまだ予断は許さないが、「作家協
会」という名の権威に安住しがちだった既存の中国
文学界に風穴を開ける可能性を秘めていることは確
かなようだ。

[7] ホームページ上の「版権声明」コーナー参照。

注

[8] 8 月 6 日現在、モトローラ社とのタイアップ企画である懸
賞作品募集のバナーがついていたが、広告料等につい
ては未確認。

[1] 例えば、林浩「中国 13 億の民におしよせるデジタル化の
大 波」（『オ ン ラ イ ン 版 本 と コ ン ピ ュ ー タ』http://
www.honco.net/archive/980802-j.html）や津野海太郎・
室謙二「E メール対話 中国の出版電子化は若者の手
中にあり」（『季刊・本とコンピュータ』2000 年春号）
などを参照。

[9] ホームページ上の「電台」コーナー参照。FM101.7 の番
組『夜傾情・榕樹下』等の紹介がある。
[10] 安妮宝貝著、中国社会科学出版社（網絡文叢）、2000
年 1 月第 1 版。標題の「告別薇安」の他、９作品を収
めた連作集。

[2] ホームページ上の「毎周精選」コーナーから申し込み
ができる。無料。毎週送られる書類は、圧縮解凍ソフ
ト WINZIP で閲覧可能。ソフトは同じくホームペー
ジ上からダウンロードできる。

[11] 衛慧や棉棉など、若手の女性作家の作品が流行して
いるが、それらを評して「另類」ということばでくくることが
ある。既成の価値観にとらわれない自由奔放な新しいラ
イフスタイルを示すことばである一方、フリーセックスやド
ラッグに象徴されるアンダーグラウンドな意味合いをも孕
む。「alternative」と英訳されることもある。

[3] 文芸新聞『文学報』（文匯新民聯合報業集団出版）な
どとの提携が行われているほか、第 2 回インター
ネットオリジナル文学作品賞などの開催に当たっ
て、いくつかの出版社などからの協力を得ている。

[12] このホームページから生まれた新人作家の単行本に、
『ショート・ラヴ』（小滝橋トオル 著 新潮社 2000 年
7 月）、『格闘する者に○』（三浦しをん著 草思社
2000 年 4 月）等がある。

[4] インターネットオリジナル文学作品賞（網絡原創文学作
品奨）。陳村、王朔、王安憶、蘇童、余秋雨など大物
作家を審査員に迎え、昨年から始まった中国初の本格
的なネット文学賞である。第一回目の受賞作品は既に書
籍として出版されている他、第二回作品募集が始まって
いる。http://www.rongshu.com/awards を参照のこと。

[13] 「OUT OF PHOTOGRAPHERS」という誌名で３年前
に新潮社から創刊。その後「アウフォト」「アウ」と誌名
を変え、今年に入り休刊。秋口に再び「アウフォト」とし
て 再 創 刊 予 定。写 真 集 に『OUT
OF
PHOTOGRAPHERS』（Betterdayz Publishing）。

[5] 『黄金書屋』（http://goldnets.myrice.com/）の他、『榕
樹下』ホームページにリンクされている多くのサイトを参
照。

[14] 他に、中国では流通インフラ整備が立ち遅れており、ま
た書籍じたいの発行部数が少ないため、書籍を入手し
にくいという理由も考えられるだろう。

[6] メディアという訳語が近いが、「媒体」という中国語の訳
語と区別するため、あえて訳出しなかった。陳村は、次
のように述べている。「何千年来、文字の「載体」は変

[15] 注[6]陳村「序」参照。
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中級中国語における
CAI の活用
学力差のあるクラス指導方法を考える
小川

利康

おがわ

としやす

1963 年生。早稲田大学大学院博士課程中退。大東文化大学外国語学部を経て、現在
早稲田大学商学部助教授。専攻は現代中国文学。最近は授業改善の一環として CALL
も研究課題としている。ogawat@mn.waseda.ac.jp

制が十分機能していない点にある以上、求められる

はじめに

のは教育指導方法そのものの改革であって、トカゲの
尻尾切りではないのである。

大学 2 年次以降の中国語教育は様々な問題点を

学生の学力低下を理由に授業改革を怠り、形のみ

抱えている。1 年次にはゼロからスタートしたはずが 2

のカリキュラム改革で体裁を繕おうとするならば、その

年次には非常に大きな学力格差を抱え、発音の基礎

後に残るのは教育の荒廃だけでしかない。もしそのな

たるピンイン理解すら怪しい「落ちこぼれ」から、短

かで教育の質を維持しようとするならば、学力格差を

期留学を経験して簡単な日常会話なら難なくこなせ

前提にした授業システムの開発は必須である。

る者までいる状況下での授業運営にはかなりの困難

そのための解決方法としては、ティームティーチン

がつきまとう。経験的に見て、類似した状況は、筆者

グ、グループによる総合学習など様々な方法があり

の本務校に限らず、多くの中級クラスに普遍的に見ら

得るだろう。筆者の場合、その中の一つの選択肢とし

れる状況であろう。

て、昨年度から CALL (Computer Assisted Language

にもかかわらず根本的な解決策が採られてこな

Learning)を利用して授業改善を試みてきた。CALL

かったのは、これまで大学の外国語教育では「落ちこ

は端的に言ってしまえば、マルチメディア機能を備え

ぼれ」の存在が殆ど無視されてきたためである。その

た PC を利用した語学学習支援であるが、概ね次の

意味では古くて新しい問題と言って良い。かつて大学

ような特徴に集約できる[1]。

がエリート養成機関だった時代にあっては、
「落ちこぼ

A)プレゼンテーション

れた」責任はひとえに本人の努力不足にある以上、そ

B)リピート学習

れも一つの見識だったといえる。しかしながら、牧歌

C)データベース機能

的な大学像はもはや過去のものでしかない。18 才人

D)ネットワーク機能
上記の機能のうち、授業利用において効果的なの

口はすでに大幅に減少し、大学進学者の基礎学力

は、「プレゼンテーション」、すなわち教材提示機能

低下を招きつつある。
このために少なからぬ大学では、学生の学力不足

である。「データベース機能」は中国語電子辞書な

を理由として、外国語教育カリキュラム削減を進めて

どが補助的に利用されるものの、時間的な制約を伴

いる。しかしながら、問題はひとり外国語教育のみに

う授業の場合、十全な効果を上げることは難しい。

限らず、大学教育において継続的、系統的な教育体

B,D についても同様である。これらの機能は、「いつ
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でも、どこでも」学習できるという可能性を生かすもの

把握していなかった実態をつかむことが可能になり、

であって、授業時間帯のなかで利用しようとすると、

より実態に即した指導が可能になる。

学生間の学力差が障碍となって、十全な効果を上げ

以上、二本立て計画が有機的に関連づけられて

[2]

ることは難しい。昨年度の実践報告 でも指摘したよ

授業運営が出来れば昨年以上の効果が上げられる

うに、優秀な学生は与えられた課題を簡単にこなすこ

だろうという目論見である。現在、春学期の授業を終

とが出来て、時間をもてあます一方、学力の低い学生

え、その試みは未だ途上にあるが、その中間報告とし

は時間内に終えられず、自習システムに期待すべき

て、実践成果を総括したいと思う。

学生個人の達成感が阻害される結果となってしまう

対象とする授業

のである。
問題は授業中の CALL 利用方法にある。個々に異
なる学習意欲を考慮したシステムを実現しようとする

今回の授業計画を実施するにあたり、大学 2 年次

ならば、限られた時間帯に行う一斉授業には物理的

の学生だけでなく、大学 3 年次の学生も対象として行

な限界がある。学力が比較的均一なクラスであれば

うこととした。当然、学力の高い学生ならば、年次の

別だが、筆者が授業改善の対象としているのが学力

違いで語彙力・文法力ともに大きな差が認められる

格差のある二年次以上である以上、この問題を避け

であろうが、底辺層については年次によって履修科

て通ることは出来ない。昨年も、幾つかの弥縫策を試

目を分けるほどの学力向上が認められないのではな

みたものの、満足のゆく効果を上げることは出来な

いかと懸念されるからである。そこで、あえて環境の

かった。

異なる次の科目について検討を行った。

そこで、今年度は、その経験を生かし、自習システ

以下に、学生の年次別構成数を示す。

ムと通常授業をリンクさせながら、効果のあがる授業

科目名

履修年次

教室環境 履修者数

中国語 II 総合

2年

CALL

38 名

材を自習用に HomePage で公開した（学内限定）。

総合中国語 3

3 年以上

CALL

37 名

上述の「プレゼンテーション」としての機能を重視し、

総合中国語 2

3 年以上

普通

65 名

映像を通して「中国の今」を理解してもらいたいと考

CALL 教室（2 クラス）では Power Point, Word で

え、等身大の中国人が描かれた「爱情麻辣汤」を材

説明を行ったが、普通教室環境での授業では全てプ

料に選んだ。

リント及び黒板で行った。ただし、普通教室にも教材

計画を実現したいと考えた。まず、通常授業教材で
は、昨年同様、映画を利用した自作マルチメディア教

もう一方の自習環境としては「中国語ドリルソフト

とした映画をみるための大型モニターは設置されて

[3]

CALL99 」を引き続き利用した。昨年は授業のなか

いる。また、下記のクラス構成からも窺われるとおり、

での利用であったため、授業教材の例文をドリル問

2 年次は必修科目で、一年次から引き続き中国語を

題化して利用したが、幅広く基本文法事項を復習す

履修している固定クラスであるため、クラスの構成メ

ることは出来なかった。この反省にたって、今年は中
国語検定試験 3 級、4 級の問題データを新たに用意
中国語Ⅱ総合

し、なるべく偏りなく基本文法事項の復習が出来るよ

2 年生
3 年生

うに配慮した。その学習履歴を授業にフィードバック
できれば、より実態に即した学習指導が可能になると
考えたのである。また、この CALL99 は細かい学習履
歴を学生個人ごとに記録することが可能になってい
る。従って、このデータを活用すれば、成績判定資料
となるだけでなく、どれくらいの学力差が学年間、ある
いはクラス内に存在するのか、これまで経験的にしか
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習課題正解率データの蓄積によって明らかにするた

3 年生
4 年生
5 年生以上

め、必要最低限の教材コンテンツを学生に提供し、そ
れを授業の中へフィードバックしてゆくことである。具
体的な授業設計は、以下の三点に留意して準備を
進めた。
学習意欲の掘り起こし
筆者の本務校の学生は、基本的学習能力が高い
にも関わらず、入門学習時期に躓いたために学習意

総合中国語 3

欲を失っている者が多く見受けられる。従って、改め
3 年生

て学習への意欲を掘り起こす動機付けは極めて重

4 年生

要であり、その成否は教材の選択によるところが大き
い。具体的には北京を舞台とした「爱情麻辣汤」
（監
督：张扬、邦題「スパイシー・ラブスープ」東光徳
間、TBS、アウラ提供、1999 年秋公開）[5]の一部を
教材化して利用した。

ンバーはほぼ 2 年生で占められ、学力的には最も均
質であるのに対し、三年次 2 クラスは、選択必修クラ
スで、自由に科目を選択できるため、学年の構成が
バラバラになっている。とりわけ「総合中国語 3」は最
もその傾向が著しい。本来は CALL と普通教室の教

＜ fig1:第１話「声音」より＞

育効果比較を予定していたが、クラスごとの構成年
次がこれほど偏っていては比較することは不可能な

この映画は 1998 年に艺玛电影技术有限公司に

ので、急遽とりやめ、学年別のデータのみを取り上げ

よって制作されたもので、中国としては初めての独立

ることとした。

プロダクション製作映画である。プロデューサーの
ピーター・ロア（罗异）は日本、台湾で TV 番組製

授業設計

作を経験後、中国に渡り、北京電影学院を卒業して
映画プロデューサーとなったという異色の人物であ

上述の通り、授業教材と自習教材との二本立てコ

る。映画は 5 つの独立したエピソードから構成された

ンテンツづくりから、授業設計は始められた。本来で

オムニバス形式で、世代の異なる中国人の恋愛と結

あれば、自習教材そのものが学力格差を前提とした

婚を描く。中学生の初恋、結婚 5 年目で倦怠期の若

内容となるのが理想であるが、現実的には、学力に応

夫婦、定年退職後の老婦人の再婚など、等身大の中

じて内容を変更できる大規模な自習データベースを

国人が描かれた佳作である。映画音楽には滾石唱

教員一人の手で実現するのは不可能である。このた

片提供の楽曲が挿入歌としてふんだんに盛り込まれ

め、別稿で大学の枠を越えた教材コンテンツづくりの

ており、中国語にアレルギー反応すら見せる学生にも

[4]

提唱を行っている 。

う一度興味を持たせる有効な小道具となる。授業で

従って、ここでの目標は、学力面での克服課題を自

も映画に登場するファーストフードショップ（北京百盛
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购物中心美食街）、ショットバーなどの説明から、最

んどなくなってしまう。念のため学生に文意を説明さ

近の中国外食事情などを紹介している。

せながら、基本文法事項の確認を行い、最終的にも
う一度映画を見ながら内容が理解できるかどうか確

音声から理解する指導方法の徹底

認して授業を終える。

入門学習期で躓いた学生の多くは発音に問題点
を抱え、自宅での復習が出来ず、単語や基本文法に
も問題を抱えている。このため、漢字に頼った訳読が
学習の中心になる講読式授業は、よりいっそう発音練
習から遠ざける結果を招き、一層の学力後退を招い
ている。改めて言うまでもないことだが、欧米諸語と比
しても、表意文字である中国語は構造的に書面語と
〈fig3:Web 上で配布する教材（一部）〉

口語が乖離しやすい傾向を持ち、さらに日本語話者
には常に日本漢字の語義から文意を誤解する陥穽

なお、学期末には従来のペーパーテストに加え、朗

が待っている。この問題を解決するには、初級での発

読テストを実施し、底辺層の底上げを図った。発音の

音習熟のさらなる徹底を図る必要があり、昨年から

基本事項を理解していない者は教場指導のほか、村

は、一年次の中国語履修者全員を対象として基本語

上公一著「中国語発音 CD-ROM」を自習課題として

彙 500（選定者：早大商学部助教授宇野和夫、櫨

与えている。とはいえ、発音に十分習熟していない学

山健介）の学習を義務づけ、秋学期に確認試験を実

生は若干数残っており、秋学期には更に朗読、暗誦

施している。学生には音声を繰り返し聞かせるために

テストの回数を増やし、次項で述べる CALL99 の教

カセットテープを配布するほか、教材配布 Web 上でも

材でも音声を利用した問題を増やし、音声面での指

[6]

Real Audio で聞けるようにしてある 。

導についての自習と授業の有機的な関連させねばな
らないだろう。
自習課題による基本文型習熟
上記の授業と並行して、自習課題として、基本文
法・語彙を復習するために、CALL99（樋口昌敏氏）
による文法練習の課題を与えた。素材は 1999 年度中
国語検定 4 級及び 3 級[8]を利用した（下図。ただし、
ヒアリング、読解問題の部分を除く）。5 月中に 4 級
（語彙 60 題、文法 45 題）を、6 月中に 3 級（語彙

＜ fig2 ：基本語彙 500 公開 Web〉

55 題、文法 85 題）の問題を課題として与えた。ただ

そこで、二年次以降も発音習熟を徹底するため、

し、このドリルの特徴として、最終的には全問正解をし

映画から抽出した音声教材（Real Audio）を教材配
布 Web[7]上に用意し、あわせて補助教材としてピンイ
ンを記したプリント（PDF、Word ファイルにて配布）
を与え、聞き取り指導→発音指導→読解と進む方式
をとった。具体的には、電子辞書を参照しながら、ピ
ンインから意味を取る作業（学生の側からすれば、簡
体字に置き換える作業）を行わせ、どの言葉ならば意
味が通るのか検討させる。その上で、最終的に簡体
字が確定できれば、改めて日本語に訳す必要はほと

〈fig4:CALL99 問題選択画面〉
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なければドリルを終えることは出来ない仕様になって

は検定 3 級のなかでも最も難易度の高い語順並べ替

いる。

えの問題（25 問）を例に取っているので、これほどの

この仕様には学生の側からは不満も出ていたが、

差が付いていない問題もあるが、いずれも解答所要

一定の分量を集中的に解く方が学習効率としては高

時間にかなりのばらつきがある点では一致している。

いので、一回ごとの問題量を調節することで問題は

念のために繰り返すが、全ての問題で正解に辿り着

十分解決できると考えられる。今回も下図のように検

くまでは、解答履歴が残らない仕様になっているの

定 3 級、検定 4 級とも一回あたり平均 20 問弱となる

で、かなり長時間かかっているものについても、全て

ように配慮している。

最終的には正解に辿り着いているので、所要時間の

実際のドリルソフトの利用にあたっては、自由に何

長短が直ちに理解度を示しているとはいえない。後

時どの端末室に行っても利用できるように、教材配布

述するように、所要時間が長くても、正解率が高い例

Web にドリルソフトと問題を LHA 自己解凍形式で圧

もある。とはいえ、ほとんど迷わずに正解できる学生と

縮したファイルを置いておき、各自ダウンロードさせ

1 時間近く延々と解いている学生の両極に基礎学力

て、FD ベースで利用させたが、容量的には殆ど問題

の差が横たわっていることは否定できない。恐らく 30

なかった。もしも音声ファイルも利用するとなると、MO

分以上解答に要している学生の場合、基本的な文

が必要になるだろう。解答を終えた後、学生は FD ご

法事項の理解に問題があり、この問題は少々酷で

と教員に提出し、教員側で計 200 枚近くの FD から解

あったといわねばならないだろう。初級をやや越える

答履歴を抽出し、学生の学習評価を行う。CALL 教

中級レベルの作問に対応できるのは、3 年生以上も含

室で授業時間中に問題を解かせれば、200 枚にも及

めて、上記の表からすると 7 割程度ということになろう

ぶ FD の抜き差しを行わなくても済んだわけだが、下

か。

記の表からも窺われるとおり、学力（学習意欲というべ

ここで具体的な理解度を反映していると考えられ

きか）の違いによって、問題の解答に要する時間は大

る正解率を見てみよう。こちらのデータは難易度と問

きく異なり、これを授業時間内で実施することは極め

題の種別で 4 つに大分した。
次の図の数値[10]は問題種別ごとに学年別正解率

て困難である。
下の表[9]は検定 3 級文法ｅの場合に要した解答

平均を出したものである。解答回数は一回に限って

時間を分数で示したもので、上述の 3 クラス全員の

いないので、ここでの数値は複数あるデータの中から

所要時間データを昇順でソートしたものである。これ

最高のものを抽出している。従って、純粋な学力試験
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とは異なり、学生の学習意欲も反映されていると考え
なければならない。また、2 年生 34 名、3 年生 77 名、
4 年生以上 13 名と母集団の大きさそのものが均等で
ないので、データの信頼性は数値そのものではなく、
一定の傾向を見いだすためのものであることをお断り
しておく。
その上で、明瞭に見て取れる傾向は次の 3 点にな
るだろう。すなわち、
1) 基礎的な 4 級については学習歴の長い 3 年生
が 2 年生を上回っている。
2) 難易度が高い 3 級については 2 年生がいずれ
も逆に 3 年生を上回っている。
3) 4 年次以上はいずれの年次にも及ばない。
1)については 4 級の正解率の差は母集団の大きさ
から考えても有意差を示しているとは考えにくいとも
言える。むしろ逆に 3 年生と 2 年生の理解度が僅差で

こうした結果を踏まえて、授業では、主として学力

しかないことに注意すべきだろう。2)で 2 年生が 3 年

不振者向けに基本事項の復習（特に時間詞、副詞、

生を上回る正解率を示していることから、3 年生全体

介詞の位置及び常用される結果補語、方向補語、可

の集団としてみた場合、学力的には 2 年生との間に

能補語）に重点を置いて解説を行い、授業で利用し

大きな差はないということになる。3)については、本来

ている「爱情麻辣汤」のスクリプト中で用いられてい

履修すべき年次に単位を取得できなかった学生が多

る類似用例を元に関連文法の復習も行ったが、解答

く含まれるため、この結果は予想通りであるとはいえ、

履歴の回収整理に手間取り、十分なフィードバックを

正解率平均値は全問題の平均値で 2, 3 年生より

行うことは出来なかった。ドリル学習履歴の回収を 5

10％近くも下回りっており、何らかの手当をしなけれ

月、6 月の 2 回に分けて行ったが、きめ細かい指導を

ば学生教員双方にとって、授業が苦痛だけに終わる

行うためには、週ごとに学習履歴を回収し、よりきめ細

危険を示している。

かい誤答分析を行う必要があるだろう。そのために

では、平均値から見たように本当に 3 年生の学力は

は、データ回収、整理は人手に委ねるか、自動化し

2 年生と変わらないのか。本当に 3 年生は 2 年生か、

て、教員自身の負担を軽減する方策を講じておかね

それ以下の学力しかないのか、ここで年次ごとの正

ばならないだろう[11]。

解率分布を見てみる。全問題の正解率合計（全 15

中間的なまとめとして

種類、全て 100%なら 1500%）によって降順にソート
したものを分布グラフとして出力したものである。
このように個々の正課率分布を見てみると、3 年生

以上を踏まえてまとめるならば、2 年次で学力格差

も決して学力が低いのではないことが明白になる。む

は予想していたほど深刻なものではないが、3 年次で

しろ上位グループは全て 2 年生を上回っている。母集

は深刻な学力格差が生まれているといえる。3 年次の

団の数が異なるので単純な比較は難しいが、3 年生

学力不振者は有り体に言って、2 年生の授業にもつい

の正解率の平均を実態よりも低くした原因が半数弱

ていけないレベルといって差し支えないであろう。1

にも及ぶ学力不振者の存在にあることが明白に読み

年次で十分な学力が定着しなかったために、2 年次

とれるであろう。2 年生は母集団が小さいために、学

以降の学習で一層の学力不振に陥った結果が 3 年

力不振者も少なく、正解率の平均は結果的に 3 年生

次での深刻な学力不振を招いていると考えられる。

を上回っていたのである。

秋学期に向けて、より基礎的な学習面の補強に役立
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語検定協会から試験問題の二次使用許諾を受け、CAI
教材の幅広い共有を視野に順次デジタル化を進めてゆ
く方針である。ここで使用した素材も上記の中国語教学
研究会 Web で自由に利用できる。入力は MS Excel によ
り本学学生朴吉善が行い、CALL99 用フォーマットに小
川が変換した。

つドリル教材を準備する必要がある。
注
[1] 拙稿「中国語教育における CALL の可能性」（『文化
論集』第 14 号、早稲田大学商学部商学同攻会 1999.3）
http://faculty.web.waseda.ac.jp/ogawat/works/bunka.htm

[9] 以下に示すグラフや数値はいずれも CALL99 が出力す
る<username>.dat ファイルから抽出したものである。この
フ ァ イ ル は csv フ ァ イ ル の 構 造 と な っ て お り、

[2] 拙稿「中国語中級教育における CALL 実践と課題」(早
稲田大学メディアネットワークセンター、シンポジウム「メ
デ ィ ア と 大 学 教 育」2000.1.29)http://
faculty.web.waseda.ac.jp/ogawat/works/call0129.htm

username,000530, 検 定 4 文 法 C, 検 定 4 文 法
C.cc1,100,03
分
28
秒
,,,,,,,,,,,,,

[3] 樋口昌敏氏が開発したドリル練習ソフト。詳しくは「中国
語ドリルソフトについて」（中国語 CAI 研究会総会 1999
年 11 月 27 日、
早稲田大学）http://www5a.biglobe.ne.jp/
~wuniu/991127/call99.htm を参照。

という形で、日付情報、問題名、問題ファイル名、正解
率、所要時間数を行単位で示している。筆者はこれを
grep、Excel を利用して収集整理しているが、樋口氏に
よって、手軽に csv ファイルにまとめられる kaishu99.exe も
製作されている。特に複雑な集計を行わないのであれ
ば、これを利用するのが最も簡便である。

[4] [1][2]参照。
[5] 当初教材化にあたっては、素材として VCD 版を利用し
たが、現在日本では DVD 版及びビデオ版(VHS)「スパ
イシー・ラブスープ」
（ポニーキャニオン）が発売されてい
る。DVD 版は中国語字幕、日本語字幕双方が利用可
能。このほかサウンドトラックとして「爱情麻辣汤 Spicy
Love Soup」（ロックレコード）が発売されている。なお、
東光徳間のご厚意で、授業用での利用に限定する形で
映像及びスクリプトの二次使用の許諾をいただいた。関
係者のご厚意に感謝する。

[10] それぞれの数値を表で示しておく。
４級語彙 ４級文法 3 級語彙 3 級文法 総合
2 年次

74.36

72.61

74.40

72.98 73.59

3 年次

75.48

74.89

69.23

66.17 71.44

4 年次以上

58.75

63.70

64.54

61.27 62.07

[11] CALL99 にはヒント提示機能も実装されており、
Url を指
定して、Web ページを表示させたり、直接問題ファイルの
中にヒントを書き込むことも可能であり、ある程度までは
指導が可能だが、誤答内容に応じたヒントを提示するこ
とは出来ない。仮に将来条件分岐して複数のヒントが提
示する機能を実現できたとしても、複数のヒントを用意す
るのは現実的に困難であろう。むしろ必要なのは学生の
誤答内容を分析して授業や個別指導の内容にフィード
バックすることであると考えている。筆者として CALL は
CALL 自体で完結するものであってはならず、学生の実
際の学力に応じた指導を実現するツールであると位置
づけるのが現実的であると考えている。その意味で、
CALL99 の出力する誤答記録（Rtf ファイル）の有効な利
用方法を考えてゆきたい。

[6] 学 内研 究 会 で あ る 中国 語教 学 研 究 会 HP（http://
www.waseda.ac.jp/projects/chinese/ogawat）にて公開し
ている。文字コードは GB なので、それに対応したブラウ
ザが必要。このページは村上公一、砂岡和子氏と共同の
学習支援専用 Web として運用している。なお、このデー
タもコンテンツ共有の観点から学外からも利用できるよう
にしてあるので、参照いただければ幸甚。希望者には
CD に焼き付けたもの を実費で おわ けし ている (Real
Audio, Wave ファイル)。
[7] 注記[6]を参照。
[8] この検定問題は一部を除き、四択もしくは語順並べ替え
問題が中心で、基本文法や語彙の復習に適している。
筆者も参加する日本中国語 CAI 研究会では、日本中国
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樋口

昌敏

ひぐち まさとし

同志社大学、立命館大学ほか講師。専門は中国言語文化史（普通話の形成と四川方
言）、最 近 は 中 国 語 教 授 法（CALL ソ フ ト ウ ェ ア 設 計）が メ イ ン に な っ て い る。
連絡先： mhiguchi@mtg.biglobe.ne.jp

利用するヒアリング練習ソフトである。これも画像と組

０．はじめに

み合わせた出題ができる｡
KAOSHI99
CALL99 は授業中や自習に使用するのに対して、

筆者はこれまで複数のドリル形式のソフトと教員用
の支援ソフトを作成し使用してきた。現在では研究会

KAOSHI99 はテストに用いる。ヒントが提示されない、

等での発表や他の語種での成果を参考にしながら

やり直しができない、解答履歴が表示されない等の

改良を加え、授業補助、自習用として使用している。

違いがある。
また、教員の授業支援用として次の 2 つを作成

本稿ではそれらのソフト群の概要と実際の使用につ

した。

いて報告し、最後に問題点と今後の展望について述

教材作成支援ソフト

べる。

CALL99 用の教材ファイルをより簡便に作成するた

１．ソフトの概要

めのツールである。
解答回収集計支援ソフト
教室サーバー上から個々の解答履歴を回収し一

1.1. ソフトの種類

つにまとめ、集計しやすくするためのツールである。

目的と練習内容によって学習者用に次の三つを作
1.2. 動作環境

成した。

これらのソフトは Windows95/98/NT4.0/2000 と日本

CALL99

製の中国語入力システム（cWnn98 や ChineseWriter

CALL99 は従来の語学授業で不足しがちな反復
練習を自学自習形式で行うためのドリルソフトであ

など）を組み合わせて使用する。Windows95 上では、

る。穴埋め、並べ替え、四択のような客観式の出題

Microsoft 社が無償で配布している MS Song フォント

形式に対応している。

と独自に組み込んだ中国語単漢字入力システムを
使用することで、コストをかけずに導入できる。大学の

文字だけでなく、音声を聞いて答える形式可能

LAN システムや教室の条件によって、教材の保存先

である｡

や解答履歴の保存先、表示フォント等を設定ファイル

HEAR99

により変更でき、より柔軟に運用できるようにしている。

CALL99 では対応できない、選択肢として音声を
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1.3. 開発環境

中国語入力システムに付属の電子辞書がインス

開発環境には Inprise 社の Borland Delphi を用い

トールされていればボタン一つで呼び出すことがで
き、さらに理解を深めることができる。

た。実行ファイル単独で使用できること、プログラム言
語の Object Pascal が比較的習得しやすいこと、フリー
ウェアのコンポーネントが多く出回っており[1]、容易に
取り込めることが選択の主な理由である。

２．設計に際して

2.1. 学習者の立場で
操作が容易であること
学習者はこのソフトの操作以外に特別な知識や経
験を必要としない。大学によっては教材配布用サー
[図１] 電子辞書との組み合わせ

バーからローカルに教材を取り寄せる作業があるが、

2.2. 教員の立場で

アイコンをダブルクリックして起動できれば、あとはほ

支援ソフト

とんど直感的にマウスのクリックだけで操作できる。ま
た、解答の直接入力は環境によってできないこともあ

各ドリルソフトで使用する教材ファイルは、学習者の

るが､自動的に IME が ON になるので、他の操作で

レベルや授業の目的によって、独自に作成、追加削

学習を妨げることがないようにしてある。句読点の全

除できるようにした。また、教材ファイルを他の教員と

半角混在を許容したり余分なスペースを削除するな

共有できるようにフォーマットを単純なテキストファイル

どの工夫もしてある。

でわかりやすいものにした([図 2])。音声や画像もよく
使われている WAVE 形式や BMP、
JPEG 形式を利用

ストレスの原因の回避

し、汎用性を持たせいている。

上述の操作の容易さとも関連するが、プログラムの

さらに、作者以外も使用することを想定し、教材作

起動やファイルの読み込み、正誤判定にかかるちょっ
とした待ち時間が蓄積すればストレスになるので、高
速な動作が期待できるようにしている。
長時間モニターを集中して見ていても目が疲れな
いように、また、漢字の筆画を見間違うことのないよう
に文字サイズを大きくし、さらに使用者が自分で調整
できるようにした。
支援情報の充実
誤答の場合にヒントを提示する以外に、好きなとき
に「？」ボタンを押して参照できる。また、正解に至
るまでの解答履歴が練習画面で随時参照できるの
で、他の問題のヒントや誤答例を更なるヒントとして活

[図２] 教材の例

用できる。
成から授業での使用、解答の回収までの一連の作業

語彙・文法練習でも正解が音声で読み上げられた

を効率よく行えるように、支援ソフトを作成した。

り、ヒアリング練習で読み上げられた問題や選択肢を
文字で確認するといったように、常に文字と音声を組

教材作成支援ソフト([図 3])は空欄に入力していく

み合わせて学習を促進させる仕組みを組み込んだ。

だけで簡単に教材ファイルが作成できる。ワープロで
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文書作成ができる者であれば、誰でも使える。また、

３．学習の流れ

例えば、文字の入力という単純作業を学生のアルバ
イトに頼むというように、分業も行いやすくなっている。

ここでは、最もよく使用される CALL99 をもとに学習

解答回収集計支援ソフト([図 4])は教室サーバー

の流れを説明する。

上に蓄積された個々の学習履歴を回収し、ひとつの
ファイルにまとめて学習履歴管理や学習進度の把握
に役立てるためのものである。また過去の履歴を整
理してフィードバックするための前処理も行っている
[2]

。
授業中の使用に関して

[図５] メニュー画面

起動すると[図 5]のようなメニュー画面が現れ、
「今
日の課題」の項目をダブルクリックすることで練習を
はじめることができる。必要があれば、このときに教材
ファイルの著作権情報も表示される。また、この画面
[図３] 教材作成支援ソフト

では詳細な解答記録や過去の成績を参照することも
できる。
右上には小さな掲示板があり､ちょっとした連絡事
項を表示するのに使う。[図 6]は画像と組み合わせた
出題の例である。

[図４] 解答回収集計支援ソフト

自学自習形式による授業では、一人ずつ指名して
答えさせる機会が少ないので、なるべく早く学生の顔

[図６] 練習画面

と名前が一致するように、名前が画面の最上部と解

このほか、空欄補充、選択問題、並べ替えのような

答履歴表示欄に表示されるようにした。

出題形式に対応している。画面のデザインは出題形

また、解答履歴は正解と不正解を色分けして表示

式に応じて動的に変化する（画像が現れたり、漢字

しているので、教室巡回中に学習状況を把握し個別

入力ボックスが現れたり、解答履歴表示欄が隠れた

の指導が行いやすい。

りする）が、ボタンや選択肢の表示位置は固定してい
るので、最初にそれぞれがどのような動作をするかを
説明しておけば、その後操作に戸惑うことはない。
画面の最下部には残り問題数と、制限時間が設定
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してあれば、残り時間が表示され、「OK」ボタンの

をする。

上には何回目の解答かが示される｡

授業終了後、各学生の解答履歴を回収し、１つに

学習者は指示に従って、選択肢を選んだり、解答

まとめて成績評価やクラスの解答状況の把握に利用
する([図 8])。

を直接入力して学習を進める。選択肢は順番で覚え
てしまわないように、ランダムに並ぶ。入力欄に入力
し終わったら「OK」ボタンを押す。この段階でわから
ない場合は、「ヒント」ボタンを押してヒントを参照で
きる。
正解の場合は正解であるメッセージを青色で表示
し、音声ファイルが用意されていれば、正解を音声で

[図８] 一つにまとめた解答履歴

提示する。不正解の場合は、不正解であるメッセージ

４．練習内容

を赤色で表示し、ヒントを提示し、再度解答を求める。
提示されたヒントだけではわからない場合は、
「あとで
やる」ボタンを押して後回しにし、教員が巡回してき

練習内容は大学 1 － 2 年生レベルの客観問題で

たときに質問したり、自分でテキストや辞書を調べる。

ある。各種検定試験で行われているような以下のよう

ヒント表示欄にはあまり詳しい情報は表示できない

な出題ができる。

が、教材作成時にインターネット／イントラネット上の

１）語彙・発音

URL を書き込んでおくことによって別に用意したさら

＊漢字に対する正しい綴りを選ぶ、直接入力する。

に詳しい情報にアクセスできる。

＊綴りに対する漢字を選ぶ。

解答履歴は左下のウィンドウに追加されていくの

＊声調の組み合わせの同じものを選ぶ。

で、これも解答をするときのヒントになりうる([図 7])。

＊音声を聞いて、あるいは画像を見てピンインや
漢字を選ぶ。直接入力する。
２）文法
＊単語を並べ替えて正しい文を作る。
＊空欄を埋めて文を完成させる。
＊選択肢から正しい文または間違っている文を選

[図７] 解答履歴表示欄

ぶ。
＊指示に従って直接入力する。

用意された問題をすべて解答すると、最後に間

３）ヒアリング

違った問題だけを復習するかどうかの選択をさせ、所

＊音声を聞いて答えを音声の選択肢から選ぶ。

要時間と正解率、解答履歴を記録して、メニュー画

＊音声を聞き画像を見て答えを音声の選択肢か

面に戻る。メニュー画面の項目の右側には所要時間

ら選ぶ。

と正解率が追加され、5 回分まで追加されるので、

正答率に応じて問題の項目や難易度が変化する

100%に満たない場合は、何度も挑戦するように勧め

ことが理想であるが、目下のところは最後まで解答し

ている。

たあと、間違った問題だけをもう一度復習するかを選

「今日の解答履歴」タブをクリックすると先ほどの

択させるだけにとどまる。

解答履歴をここでもう一度ゆっくり参照することがで

５．使用例

き、自分がどこをどのように間違ったかを再確認でき
る。また、教員が個別に指導するときにも役立ててい
る。

ここでは、1999 年度の授業をもとに実際の使用例

教員は学習状況を見て､授業の終わりに補足説明

を紹介する｡

62

中国語ドリルソフトについて（樋口）

につく。」など、好意的な感想が寄せられた。短所
5.1. 同志社大学の場合

として「特定の教室に行かないとできない｡」
「ヒ

2 年生、週 2 回のうち 1 回を必修の選択授業として

ントが適切でない。」なども指摘されている｡

「CAI 授業」を受講できる。ソフト、教材とも個人的
5.2. 立命館大学 BKC（びわこ草津キャンパス）の

に作成、使用している。同志社の場合は音声の再生
[3]

場合

ができないので 、一般的な訳読用のテキストを利用
し、訳読や発音練習の一斉授業と、パソコンによる個

経済・経営学部 1 年生、週 4 回の授業のうち 1 回

別学習を組み合わせて授業を行っている。

が CALL 授業である。複数の教員が同一内容の授

CALL99 は関連する文法項目の練習に利用し、授

業を担当している。学生のアシスタントが、希望すれ

業時間 90 分のうちの 3 分の 1 ぐらいを当て、使用頻

ばついてくれる。

度は 2 週間に 1 回ぐらいである。

教材は立命館大学で作成した統一教科書の練習

音声面の練習がどうしても少なくなるので、ピンイ

問題をそのまま電子化したものである。授業担当者は

ンによる解答の直接入力をさせたり([図 9])、画面上

授業前にその日に使用する教材一式を MO で受け

の中国語を声を出して読ませるなど、音声の裏付け

取り教室の配布用サーバーにコピーする。

のある学習を習慣づけるように指導している。また、

まず、テキストをそのまま電子化した PowerPoint 教

発音の練習不足を補うために、CALL99 による練習と

材による文法事項の再説明を一斉に行い、その後、

は別に、定期的にテキストの朗読テストを行っている。

各自で CALL99 によるドリル練習（声調、並べ替え、
四択、場合によっては解答の直接入力による条件作
文）、HEAR99 によるリスニング・ヒアリング練習等を
行う。
同一教材を自習教室でも利用できるようにしてあ
り、授業時間に終えられなかった問題をやることもでき
る。

[図９] 漢字入力

授業担当者は必ずしも全員がパソコンの操作にな
オープンルームの時間帯には授業中に終えら

れている訳でもないので、サーバーへ必要なファイル

れなかった問題や検定試験対策の問題を自習す

をコピーする操作だけを覚えてもらえば、あとは学生に

ることができる。

任せておけばよい。
統一テキスト、統一進度だが、最終的な成績評価

成績はドリルの練習記録も参考にするが、ペー

は各担当者に任せられている。

パーテストや朗読のテストの成績、レポートなど
と併せて評価する。

5.3. その他

結果的には従来の普通教室での授業の一部を

99 年度から早稲田大学でも数クラスで使用されて

コンピュータで行っていることになるが、筆者と

いる[4]。

しては、コンピュータを媒介とすることによっ
て、決められた時間内に個別の学生とより多く接

６．問題点と今後の展望

することができ、お互いの距離が近くなったとい
う感想を持っている｡
学期終了後に自学自習形式の授業とドリルソ

6.1. 誤答分析と学習の分岐制御

フトに関するアンケートを実施した結果、「集中

現在、筆者が問題点であると認識し、改善したい

できるのでよい。」
「自分のペースで進められる｡」
「（普通教室の授業と違って）眠くならない。」
「文

点は、誤答に対する適切なヒントの提示と、学習者そ

法規則が、先生に教えられるだけでなく自然に身

れぞれの学習進度や定着度に応じて学習項目が変
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化するような仕組みである｡

開発し、複数のプラットフォームで使用できる準備も

ヒントに関しては教員があらかじめ用意したものを

進めている。

不正解時に提示しているだけで、誤りに応じたヒント

また、中国語 CAI 研究会の有志で、プラットフォー

をフィードバックしているわけではない｡授業で補助

ムやドリルソフトの枠を越えた教材の共有の試みとし

的に使用する限りでは、ソフトで足りない分を教員が

て、中国語検定試験問題の電子化も試験的に始め

補っているので問題は少ないが、自習教材として使

ている。技術的な問題や、著作権の問題が解決され

用する場合は、誤答の種類を分析し適切なフィード

れば、インターネットなどを通じて、希望するものが誰

バックができるような仕組みが必要である｡これを解

で も 入 手し て活 用 でき る よう に な る 予 定 であ り、

決するためには文法解析の仕組みを組み込むか、教

CALL99 にも取り込むことができる仕組みを開発中で

材ファイルにあらかじめ想定される誤答とそれに対す

ある。（2000 年 7 月）

るヒントを列挙して書き込んでおかねばならない｡い
＊本稿は 1999.11.27 の中国語 CAI 研究会（於早稲田大
学）での発表をもとにした。

ずれにせよソフト自体が大掛かりなものとなり、教材
ファイルのフォーマットが複雑になって、現在の簡便さ
が失われてしまうかもしれないが、より良い方法を考

注

えたい。

[1] CALL99 には次のコンポーネントを使用している。

もうひとつは学習の分岐制御である｡今のところ問
題を一通り解答しなければ、学習が終了したとされな

＊ StringGrid の デ ー タ を 転 送 す る コ ン ポ ー ネ ン ト
kawamura@kais.kyoto-u.ac.jp

い仕様であるが、例えば、合格点を設定し、すでに

＊ MOStringGrid 鈴木 政志(Masa)

その項目について合格点に達していれば新しい項
目の練習に進み、達していなければ追加の問題に挑

＊ NewCtrls,SysCtrls Copyright (c) 1997 Motohisa
Ohno, All rights reserved.

戦するといった使い方である｡

＊ ShCtrls Satoshi Nagasaka
[2] 例えば、同志社大学や早稲田大学の場合、解答履歴は
授業終了後ログオフすれば、サーバー上からもローカル
側からも消えてしまうので、一度回収するかフロッピーディ
スクなどに退避し、次の授業時に再度配布し読み込ませ
る必要がある。

いずれもより個別化された学習のためには不可欠
である｡
6.2. 電子化された教材の共有

[3] 2000 年度から音声が使える教室が増えた｡

上述のように、より個別化された学習を目指すため

[4] 早稲田大学 商学部 小川利康氏の授業実践報告は
http://faculty.web.waseda.ac.jp/ogawat/
works/991127.htm を参照。

には、多量の教材を準備する必要がある。音声や画
像などの素材を確保する必要もある。一度作ってしま
えば再利用が可能であるとはいえ、一人の教員が作
成できる量には限界があるし、個性の強すぎる問題
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CALL99 の教材ファイルはテキストファイルであり、
画像や音声も一般的なものであるから、他のプラット
フォームへの可搬性も高い。MacOS で動作するものも
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たなべ

てつ

1963 年京都市生まれ。大阪外国語大学大学院外国語学研究科修了。現在北海道大学
情報メディア教育研究総合センター助教授。この授業実践のために、ケータイとデジカメ
を首からぶら下げて授業をしていたら、学生に「うっとうしい」と言われ、落ち込んでいる。

を取り合うことだってできるはずだ。それなのに、相変

はじめに

わらず怒られる学生が出てくるのには、携帯電話を
「便利な電話」としか見ることのできない私のような

「○○先生の授業中にケータイが鳴っちゃったん

オジサンには窺い知れない仔細があるに違いない。

だけど、先生、めちゃめちゃ怒って取り上げると、その

私は授業中に携帯電話を鳴らした学生に、
（怒って
ないから、と前置きつきで）電源を切らない理由を尋

まま窓から放り投げたんだって」

ねてみた。

そんな「武勇伝」が聞こえてくるほど、教師は携帯
電話の着信音には敏感だ。最近の携帯電話は、着信

「祖父が入院中で、実家からの連絡を待ってい

音が流行歌などのメロディーになっているものが多

た」というような、実際的な理由（言い訳？）を期待

い。なるほど、調子よく喋っている時に、いきなり目の

していたのだが、ほとんどの学生が「なんとなく」とい

前で（カラオケ大会に備えて練習中の）GLAY の新

う答にもならない答を返したのには驚いた。彼らは「携

曲など流されると、ちょっと困る。歌詞が頭の中を回っ

帯電話を使わなければならない実際的な理由」がな

て、講義の内容など、どこかにけし飛んでしまう。

いばかりか、言い訳の必要すら感じていないのだ。

もっとも、普通の学生は、着信メロディーが 2 小節に

日本で移動体電話サービスが始まってから 15 年

達する前に止めて、すまなさそうにコソコソ教室を出

以上が経過している。パソコンやインターネットの普

て行く。その程度であれば、さほど目くじら立てる必要

及が、それぞれ 10 年、5 年程度であったのに比べれ

はないだろう、とも思う。教師が携帯電話を「敵視」

ば、大した早さではないようにも見える。だが、住宅

するのは、実際的な理由以上に生理的な嫌悪が理

用電話の普及に 80 年以上を要したことを考えると、

由になっているのではないだろうか。

驚異的な数字と言える。何より、これほど「使ってい
る」自覚が少なく、ストレスも少ない「先端テクノロジ」

一方、学生の方も「鳴らしたら怒られる」ことが明

が、これまであっただろうか。

らかであるにもかかわらず、電源を切る習慣は決して
身につかない。留守番電話機能もあるのだから、90

今、筆者の中国語授業では、携帯電話の電源をあ

分の授業時間に電源を切ることに、実用上の差し支

えて切る必要はないことになっている。それどころか、

えはあるまい。また、今やほとんどの携帯電話が備え

積極的に電源を入れるよう指示することもある。先端

ている、電子メール機能を利用し、メロディが鳴らな

テクノロジの発露でありながら、テクノロジは背後に隠

いようにしておけば、（先生に見つからずに！）連絡

れ、「コミュニケーション」というエキスだけが利用で

65

漢字文獻情報處理研究

創刊号

きる携帯電話、しかも学生のほとんどが所持している

いて論ずる。

音声情報機器である携帯電話を、外国語コミュニ
(1)

ケーションの授業に利用しない手はないと思うからで

カセットテープ、CD、MD と携帯電話

かつて外国語学習用の音声デバイスと言えば、カ

ある。
小論は、携帯電話を利用した中国語授業の取り組

セットテープレコーダが用いられていた。熱心な先生

みについて紹介し、新しいコミュニケーション型授業

は出版社からの献本に付いてきたカセットテープを、

の構築を試みる。

クラス人数分ダビングして配布する、といった方法
で、学生に普段から中国語の発音に触れるように勧

１ 音声デバイスとしての携帯電話

めた。これは言うまでもなく、著作権法に反する行為で
あり、発音指導について真剣に考えている教師ほど、

外国語学習、特に初習の外国語を学ぶのに、音声

「犯罪行為」を繰り返すことになった。その後、カセッ

機器の利用が不可欠であることは言うまでもない。一

トテープは音楽メディアとしての役割を次第に他のメ

日の大半を、その外国語の学習に費やせる環境―

ディアに譲り始め、それに呼応するように、学生もカ

留学とか、専門学校、大学の専門課程など―にあ

セットプレーヤを持ち歩かなくなり、テープの配布とい

る、ごく少数の学生を除けば、語学の学習に費やせる

う手段が効果を上げるのは難しくなった。

のは、週 1 ～ 2 回の授業時間だけではないだろうか。

代わって登場したのが、CD 付きの教科書である。

優秀なネイティブスピーカーが担当する授業であって

携帯用カセットプレーヤのない学生でも、家に帰ると

も、数十人つめこまれた教室で、個々人が中国語を

CD ラジカセならある、というケースが増えたからであ

実際に発音し、修正してもらえる時間はほんのわずか

る。かつてのアナログ式レコードと比べて小型で、取

である。

り回しが簡単な CD は、わずか 10 数年の間に、主要

そこで、音声機器による自習の効果が期待されるこ

な音楽メディアとなっていた。教師は著作権法違反

とになる。カセットテープは衰退しつつあるが、CD、

のリスクを負うことなく、学生に音声教材を届けること

MD といった新しい音声デバイスが次々と開発され、

ができるようになった。持ち歩きの容易な薄っぺらい

かつては難しかった、例文の頭出しなどが、比較的容

教科書と、取り回しの容易な CD の組み合わせで、中

易に行えるようになりつつある。

国語の学習環境もようやく「決定版」が出た、と言わ
れ、実際最近の教科書の大半がこの形式である。

最近では、MP3 プレーヤのような、ソリッドステート
型音楽プレーヤも話題を集めている。また、それと同

だが、筆者は CD が、かつてのカセットテープと同

時に、いわゆる「マルチメディア」を謳ったパソコン製

じように、テクノロジ側の都合で衰退する可能性を危

品も、音楽（音声）が簡単に扱えるよう工夫されてい

惧している。アナログレコードが CD に取って代わられ

るものが多い。

るようになるまで、どれほどの時間がかかっただろう

音声機器の進化は、外国語学習環境の進歩をも

か。今でこそ CD との棲み分けが進んでいる MD とい

予想させ、実際、パソコン教材や MD 教材はますます

う新しい音声デバイスが、CD を駆逐するようにならな

増えている。今後、ゲーム機や PDA などへの外国語

いとも限らない。

教材ディーラーの参入があれば、その進歩はさらに加
(2)

速されるだろう。

新しい音声デバイス

そういった進化したテクノロジの下、旧来の電話機

最近製品として出回るようになった、MP3 プレーヤ

能を利用した、携帯電話での音声教材提供は無意

等のいわゆる「ソリッドステートオーディオ」は、テープ

味だろうか。

やディスクを使わないため可動部分がない。故障は

ここでは、従来の音声デバイスであるテープ、CD

少なくなるし、構造が単純なため、安価に大量生産

や、最近の新しい音声デバイスであるパソコン等と携

が可能である。小型化できるので、腕時計やヘッドホ

帯電話を比較し、その特徴を活かした授業方法につ

ンなどに直接組み込むことも可能である。
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この新しい音声デバイスが、十分に普及した世界

聞き取る、というのとは全く別モノであり、携帯電話で

の外国語教育を想像するのは愉しいことである。身の

中国語を使っても会話ができるのは、言葉として認識

回りのあらゆる道具に音声機能が組み込まれ、ドアを

しているからである。言葉という枠組を離れた個別の

空けると「開門」、コーラを飲んだら缶の底から「可

音をそっくりそのまま聞き取ることは、入門期の学生だ

楽」と聞こえてくる。授業の予習に、特別な音声機器

けでなく、上級者やネイティブスピーカーにとっても、困

を持ち出す必要はない。ヘッドホンを教科書に繋ぐと

難なことなのかもしれない。
いずれにせよ、現在の携帯電話は CD、MD に取っ

音が聞こえてくる、等等。
残念ながら、今はまだその時期ではない。ある種の

て代われるような音声デバイスではない。両耳型ヘッ

信念に基づいて、教材を MP3 フォーマットで配布する

ドホンを使ったり、意識的に高い声で録音するなどし

ことは可能だが、全ての学生がその恩恵を享受でき

て、聞き取りの成績は多少の改善が見られたが、不

るとはとても言えない。

明瞭な音を懸命に聞き取ろうとする学生のストレスは

けれども、ソリッドステートオーディオの機能をそっく

相当のものである。おまけに聞き取れたからと言って、

り実現し、既に十分に普及している音声機器を私た

必ずしも「中国語聞き取り能力のアップ」に繋がって

ちは知っている。携帯電話である。

いるわけではないのだ。結局、現在の携帯電話は、
入門期の学生の発音練習には向かないことがわかっ

(3) 携帯電話は発音練習に使えるか

た。

以上見てきたように、携帯電話は音声デバイスとし

２ 仮想現実感（VR）から現実の仮想化へ

てとらえた場合、他の音声機器と比べてもメリットが大
きい。ただし、それがそのまま「外国語教育に使える」
ことにはならない。

パソコンのマルチメディア・テクノロジの究極の進

私が当初目論んでいたのは、入門段階の中国語

化形として、ヴァーチャル・リアリティ（VR）がある。

学習者に対して、なるべく手間をかけずに、豊富な発

VR 技術は外国語の授業にパソコンを導入しようと試

音練習教材を提供することであった。たとえば、個々

みる時、必ず取り上げられるテーマである。30 人、40

の音節を、音声情報提供サービスのような自動応答

人と詰め込まれた教室で行われる、当面使うアテもな

システムに入れておき、いつでも聞くことができれば、

い中国語の授業で、すべての課題をこなすだけのモ

一種の音声辞書のように使え、テキストや、頭出しも困

チベーションを維持するのは難しい。だが、そこが現

難なテープ、CD だけで予習・復習しなければならな

実の北京・上海だったらどうか。好むと好まざるとにか

い学生のストレスを解消することができるだろう。

かわらず、とりあえず中国語を使ってみるだろう。VR

しかし、残念ながら、現在の携帯電話の音質では、

で、現実の北京や上海を、教室の中に現出させるこ

400 以上ある中国語の音節全てを区別することは困

とができれば、すべての学生が興味を持てるような授

難なようだ。試みに、現在担当している一年生のクラ

業が実現できるのではないか。

スの中から、携帯電話を活発に利用している、という

実のところ、それは大間違いだ。リアリティが必要な

学生 10 名を選んで、単音節（声調付）の聞き取り試

のは、それがリアルではないからだ。そして通常学生

験をしてみた。破裂系の子音 b、p、d、t は有気音、

が欲するのは、「リアル」であって「リアリティ」では

無気音ともよく聞き取れているのに対し、摩擦系の j、

ない。実はそこに、携帯電話を授業に利用するメリッ

q、x やそり舌音 zh、ch、sh、r などは全滅に近い。実

トがある。サイバー空間を別に作るのではなく、リアル

は機械による音声認識でも、破裂系に強く、摩擦系に

空間のコミュニケーションを補助する目的でサイバー

弱い、という結果が出ているので、入門期の学生は文

を利用するのである。以下、筆者が実施した授業を

字通りの意味で「機械的に」音を聞き取っているもの

紹介する。

と思われる。
そもそも言葉を交わすということは、音をひとつずつ
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(1) 授業１：プッシュ技術の応用？

いくのではないか。そこで、以下のようなゲームを考え
た。

授業は「学生にやらせてナンボ」という部分が必ず
ある。学生が「強制されている」ことに必要以上のス

① 学生は 3 ～ 4 人でグループを作る。携帯電話

トレスを感じることなく、やらせることができれば、その

は各グループに 1 台使う。

授業は成功したと言ってよい。

② 教師は各グループに音声通話で指示を出

特に「全員の前で会話する」なんて課題をそのまま
出すと、
失敗への恐怖が先に立ってうまく行かないし、

す。
「スーパーで○○を買う」とか「○○先

教師としても、学生が沈黙するのが怖くて、課題を出

生の研究室に行って××という本を借りて

すのも躊躇してしまいがちだ。

くる」などである。

そこで、電子メールである。携帯電話の電子メール
また、この応用として「FOX ハンティング」も行った。

機能は、パソコンで電子メールを利用するのと違い、
PUSH 型の配信が可能である。課題を強制するの

これは、アマチュア無線の発信源探しゲームにヒント

に、好適なツールと言える。これを利用して、以下の

を得たもので、携帯電話+中国語では以下の手順で

ゲームを考えた。対象となる学生は、中国語学習歴

実施した。

3 ヶ月程度の 1 年生である。
① キツネ役の「面の割れていない」中国人留学
生は、携帯電話を持って、目立たないように任

① メール機能付の携帯電話を持った学生は、教

意の場所にいる

室にいる必要はない。適当に待機する

② 学生のグループは、携帯電話で 2 回まで、居

② 教師は時間を見計らって、メールで電話番号

場所や服装についてのヒントを尋ねることがで

を一斉送信する

きる

③ 学生はその電話番号に電話する。留守番電話

③ ヒントを手がかりに、キツネ役を探す

に中国語の質問が吹き込まれているので、学
生は回答を吹き込む

一般に、対面して外国語で会話することは、相当習
熟した者にとってもストレスになる。電話での会話は、

着順を記録するのだが、実はそれは中国語の成績
とは何の関係もない。カンの鋭い学生は、「これは中

音声だけが頼りになるので、ストレスはより大きなもの

国語のゲームじゃない」と気づいていた。にもかかわ

になる。これら二つのゲームでは、携帯電話での対話

らず、参加者一同大いに盛り上がったのは、携帯を使

を、「一方的な指示」や「決められた質問と、それ

う、という目新しさであろう。

に対する単純な回答」に限定することによって、「電
話で中国語を話す」というストレスを、相当減殺する

あまり誉められた成果ではないが、ともかく学生が

ことができた。

興味を示すことがわかったので、懲りない筆者は次の
ゲームを企画した。

(3)より複雑な課題
(2) 授業２：今度こそ中国語…

携帯電話を用いた授業の「仕上げ」として、より複
雑な課題にも挑戦した。

学生のレベルと携帯電話の音質を考えると、携帯
電話で自由に会話させる、などという課題は考えにく
い。あらかじめ質問も答えも決まっているような課題が

① 携帯電話を持った中国人を、教室に呼び出す

適当だろう。だからといって、教科書の問答を携帯電

② その際、教室まで中国語で道案内する

話でやる意味はない。それでは、携帯電話でのやり取
りを、「一方的な指示」とか「一つの質問とそれに対

道順の言い方については事前に学習していたの

する一つだけの回答」のように限定してしまえばうまく

だが、学習歴半年に満たない学生に、まともなナビ
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「ケータイ」持って出かけよう（田辺）

ゲーションは望めない。呼び出した中国人留学生が

初心者には紙のファイルと電子的な情報の一単位を

途中で行方不明になり、教師があわてて探しに行く、

結びつけることは難しい。一方、習熟したユーザにとっ

という一幕もあった。

ては、わざわざ比喩を経由することにイライラさせられ

学生にとっては、こうしたハプニングも面白いらしく、

ることになる。

終始大騒ぎしながら携帯電話に向かっていた。普段

このことから得られる教訓は二つある。ひとつは、操

は指名して教科書を朗読させても、蚊の鳴くような声

作が複雑でも、見返りとなる結果とマッチするもので

しか出さない学生が、である。

あれば、人は覚えるのにそれほど苦労はしないという
ことである。もうひとつは、アイコンのような比喩表現を

(4)なぜ「ハマ」るのか

多用することは、必ずしも操作の単純化を意味しな

学生が携帯電話を用いた授業に「ハマ」るのはな

い、ということである。

ぜだろうか。理由は二つある。

現実はタダでさえややこしいのだ。そんなややこし

ひとつは、携帯電話そのものに慣れていることであ

いもののルールを、まるごとコンピュータに持ち込むこ

る。携帯電話は、電話をかける、という単機能に特化

とが人に優しいと考えているところに、今日のパソコン

しており、その機能に限れば操作は簡単である。とは

をめぐるテクノロジの落とし穴があるのではないだろう

いっても、最近はメールや Web ブラウジングといった

か。

付加機能も多く、使いこなすには相当労力をかけなけ

学生が「ハマ」るもうひとつの理由は、「臨場感」

ればならないはずである。にもかかわらず、多くの学生

である。

がテレビや洗濯機のように、携帯電話を使いこなして

VR 技術による仮想現実感が、必ずしも学生を満

いる。街角で携帯電話のボタンを、目にも止まらぬ速

足させないことは既に述べた。そこにリアリティはあっ

さで操作し、メールを打ち込む姿を、最近あちこちで

ても、依然として「行ったことのない異国に懸命に想

見かけるようになった。多くの学生にとって、携帯電話

像力をかきたてることによって、モチベーションを維持

はツールとして相当こなれているのである。

する」という授業モデルのもつ問題点は解消しない。

パソコンの利用者と、携帯電話の利用者が必ずし

携帯電話を用いた授業では、教師が仕組んだシナ

[1]

も一致しない ことは、興味深い事実である。高機能

リオをなぞる、という点では、やはり一種の仮想現実を

化したパソコンは、現実の比喩を多用することによっ

作り出しているのだと言える。だが、ゲームのフィール

て、「初心者でも簡単に使いこなせる」ことを標榜し

ドは、（北京や上海ではなく）学生が現実に生活して

てきた。ユーザ・フレンドリーなインターフェースと言え

いる学校であり、街である。話しかけるのは、（アバ

ば、MAC が予言し、Windows が追随したグラフィカ

タではなく）現実の中国語話者である。直面するトラ

ルな画面、机の上を模した画面設計のことを指すの

ブルは、（リセットすれば済むわけではなく）その場で

だ、と誰もが本気で信じているようだ。

解決する必要のある課題である。

一方、携帯電話は、その物理的な形状の制約から、

これら一つ一つの「小道具」は、教師の「仕込み」

グラフィカルなインターフェースの全面的な採用は現

によるものであるが、実際に目に見え、手で触れる「リ

実的でない。わずかなボタンだけで、全ての操作を

アル」である。「リアル」のみが持ち得る「臨場感」

こなすためには、ボタン操作の複雑な組み合わせが

があるからこそ、学生はゲームの世界に容易に入り込

必要である。にもかかわらず、多くの学生は「携帯電

むことができるのである。

話の方がずっと使いやすい」と言うのである。

以上述べてきたことには、外国語教材開発、授業

パソコンのデスクトップ上に並ぶアイコンのような、

実施に関する、重要な示唆が含まれているように思

比喩表現は、確かにわかりやすい。しかし、間違った

われる。学生がネットサーフィンで世界中の Web サイ

比喩の多用は混乱を招くだけだ、ということも、ユーザ

トを渡り歩き、アルバイトで貯めたお金で、容易に海

インターフェースの設計者は覚えておいた方がよい。

外渡航を果たす今日、「外国の珍しい風物」を紹介

電子的な情報を「ファイル」という比喩で表現しても、

することで、外国語に対するモチベーションを維持す
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るのは難しくなっている。外国語を学ぶ目的は、外国

なものであるようだ。デジタルカメラで教科書や辞書

について知ることよりも、現実に外国人とコミュニケー

を撮影して持ち歩いたり、板書を撮影したり、といっ

ションをとることに重点が移っている。したがって、外

た使い方を、筆者は学生から学んだ。

国語の授業は当該国の様子をいかに日本でイメー

多くの学生のニーズを誤解すべきではない。彼らは

ジし、再現するかではなく、コミュニケーションの内容・

常日頃から新しいもの、社会的に注目されているもの

目的をどのように明確化し、課題を達成させるかとい

に対するアンテナを張りめぐらし、新しいテクノロジ

う視点から構築されるべきである。携帯電話は今のと

は、それがどのようなものであれ、使ってみたいと思

ころ、外国語の授業を一変させるほどの力を持つテク

う。言ってみれば、テクノロジ・ベンダにとっての理想

ノロジとは言えない。だが、携帯電話を用いた授業の

的なユーザである。

先に見えてくるものは、全く新しい外国語授業の姿で

したがって、学生が「中国語を学びたい」と言った
場合、直ちに CALL 教材を提供すべきではない。む

ある。

しろ、学生の行動を十分に観察すべきだ。本当の

おわりに

ニーズは、コンピュータという「生の」テクノロジ、イン
フラの上にあるわけではなく、中国語学習という目的

筆者は中国語 CALL 授業を 7 年間担当し、パソコ

の中にこそある。ツールの善し悪しは、機能の高さで

ンを核とした CALL システムが、必ずしも効果をあげ

はなく、日々の行動様式にしっくり当てはまるかによっ

ていないことに気づいた。パソコンはあまりに大がかり

て決まるのだから。

で、複雑である。ともすれば外国語を学習するという

ここで取り上げた一連の授業実践は、まだ学生の

目的のための手段に過ぎないものが、目的にすりか

真性のニーズに根ざした教材・授業開発の段階に

わってしまうことになる。

至っていない。今後も学生の日常に組み込まれた

その一方で、学生が携帯電話や電子ブック、ゲー

ツールを使って、授業に様々なイリュージョンを仕掛

ムマシン、デジタルカメラといったいわゆる「情報アプ

けるとともに、既存の CALL システムを改善、発展さ

ライアンス」系のツールを、各人各様に使いこなして

せる手段をも探していきたい。

いるのを目にし、外国語教育にも使えないだろうか、
注

と注目しつづけてきた。

[1] 日本インターネット協会編「インターネット白書 2000」イ
ンプレス、2000

それが正しい方向であるかどうかわからないが、少
なくとも、学生の新しいツールへの適応は、それが個
人の生活の中で必然性を持つ限り、想像以上に柔軟
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特 集

Presented by 日本中国語 CAI 研究会

語学教育に CAI は果たして有効なのだろうか？
この特集ではそんな疑問に答える授業実践報告をお届けする。CAI(CALL)をめ
ぐる環境も、ネットワークの普及、Unicode の定着により、大きな変貌を遂げつつ
ある。ペーパメディアを越える可能性を秘めたマルチメディア教材だけでなく、ネッ
トワーク資源を活用した華人文化圏との国際交流も可能になり、教科書を学ぶだ
けの閉鎖的な環境から解き放たれ、異文化体験のなかで実践的に言葉を学べるよ
うになった。こうした可能性によって従来型授業はいずれ大幅な見直しを迫られる
だろう。私たちの実践報告が教学方法改善に関心を寄せる方々の参考となれば
幸いである。
* CAI(Computer Assisted Instruction)に対し、CALL(Computer Assisted Language Learning)は
語学学習に特化したものを指す

日本中国語 CAI 研究会について
本会（会長：林要三帝塚山大学教授）は 1996 年秋に発足、
「コ
ンピュータ援用の授業方法を中心とした中国語教授法の研究・開
発・普及を推進し、同時に、教員・研究者・ソフトウェア開発者の
交流をはかる」ことを目的として設立された組織である。会員による研
究発表、実践報告の場として、例会（年に 1 ～ 2 回）、総会（秋、
1 回）を開催するほか、常時メーリングリストで情報意見交換を行い、
活 動 し て い る。参 加 希 望 の 方 は、メ ー ル に て 田 辺 鉄
ttanabe@ilcs.hokudai.ac.jp あてにご連絡いただきたい。
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授業の実践と課題
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コンピュータ利用の
中国語授業 3 例
村上

公一

むらかみ きみかず

1956 年生。早稲田大学教育学部助教授。専門は中国語教授法開発。趣味的専門として
中国公案戯曲小説史、中国貸本文化史。5 年前に Mac の Hyper Card ではじめてコン
ピュータ教材を作る。

1.はじめに
今年度は、入門から上級まで担当のクラス全てを
CALL 教室（WindowsNT4.0、42 端末、中国語入力
ソフト cWnn98 R4.5）でという、他の先生方には申し
訳ないような条件のもとで、授業を行なっている。以
下、それぞれのクラスで具体的にどのような授業をし
ているかを紹介する。

図 1（説明画面）

2. 初級クラス（中国語Ⅰ・選択必修・通年・
週２コマ・４単位）
早稲田大学教育学部では中国語Ⅰは 14 クラス開
講されており、専任教員と非常勤教員の協力で作成
された共通教科書（『実用中国語八百句』同学社）
を全クラスで使用している。共通教科書は発音編＋
本文編 40 課から構成されているが、発音編の授業に
図 2（音節表画面）

は発音学習用の CALL 教材『中国語発音講座（CD
-ROM）』（村上公一編、早美出版社）を使用し、
本文編の授業には ShockWave 化した共通教科書
（『実用中国語八百句 Web 版』）を使用した。い
ずれも Macromedia 社の Director6.5J により作成した
ものである。
［発音学習］
発音編で使用した教材の主な画面は図 1 ～図 3
の通り。

図 3（練習画面）
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このソフトを使って、以下のような発音学習の授業
を行なっている。
〈授業外の自習→〉前回の復習（① PC 自習②
復習小テスト③一斉復習）→新しい内容の学習
（④新項目の学習⑤自己学習）→学習内容の
定着（⑥自己学習）→学習内容のまとめ（⑦ま
とめ小テスト⑧小テストの返却と提出）〈→授
業外の自習〉
図 4（対話画面）

①は教室に入った学生から PCを立ち上げ、前回学
習個所の復習を始める。②は［初級問題］［上級問
題］から各 10 問ずつ出題。解答を小紙片（B6 大）
に書き取る。10 問ごとに正解を確認しながら自己採
点する。③は説明画面と音節表画面を使った一斉音
読による復習。④は説明画面の内容を 1/3 程度ずつ
に分け、それぞれの部分について画面を使いながら
解説し、一斉音読をする。必要があれば音節表画面
も利用する。⑤は④で学んだ内容の自己学習。録音

図 5（文法画面）

機能も利用して確認する（この間、教員は教卓のモニ
ターや教室の巡回で学生たちの学習を確認し、発音
の間違いを直したり、質問に答えたりする）。④⑤は
２、３回繰り返される。⑥は初級問題、上級問題の
自己練習により、学習内容の定着を図る。必要があ
れば説明画面や音節表画面で確認する（教員は⑤と
同じように発音の間違いを直したり、質問に答えたり
する）。⑦は②で使用した紙片を用いて、新しい学
習内容について②の小テストと同形式のものを行な
い、自己採点する。⑧で小テストの紙片の提出と前回

図 6（作成画面）

提出した紙片の返却を行ない、授業は終了する。
この Web 版ページを使って、以下のような授業を行

教材は CALL 教室のサーバ上に置いてあるので、

なっている。大きな流れは発音学習とほぼ同じ。

授業時間外での自習を奨励している。また、他のコン
ピュータ教室や自宅 PC 上での学習を希望する学生
には当該教材（CD-ROM）を貸し出している。このよ

〈授業外の自習→〉前回の復習（① PC 自習②

うにして、授業外での自習の延長線上に、次回授業

復習小テスト③一斉復習）→新しい内容の学習

の「前回の復習」を位置づけている。

（④文法説明⑤対話作成）→学習内容の定着
（⑥対話練習）→学習内容のまとめ（⑦ペア対

［本文編の学習］

話⑧小テストの返却と提出）〈→授業外の自
習〉

本文編では教科書の内容をほぼそのまま Web 化し
た『実用中国語八百句 Web 版』を使用した。主な

①は教室に入った学生から PCを立ち上げ、前回学

画面は図 4 ～ 6 の通り。
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習個所の復習を始める。②は前回の学習内容から、

作業を確認したり、教室を巡回しながら、質問に答え

聴き取り 2 問、日文中訳 1 問を出題。解答を小紙片

たり、間違いの訂正をしたりしている。残念ながらの

（B6 大）に書き取る。③は対話画面と文法画面を

んびりしている時間はない。

使った一斉音読による復習。その際、②の正解の確

授業の最後には当日の Web ページ探索の成果を

認もする。④は文法画面を使いながら文法事項の説

MS-Word 上にまとめたものを毎回提出してもらってい

明をする。⑤は作成画面で、ばらばらになっている語

る。この報告は翌週までに全て目を通し、コメント（翻

句を移動させ、対話を作成する。作成できた学生か

訳にチャレンジしている学生の場合は訳のチェック）

ら、発音練習。（教員は巡回して、質問に答えたり

を加え、学生たちに返却する。学生たちはそのコメン

ヒントを与えたりする）⑥は対話画面を使っての自己

トを参考に引き続き Web ページ探索を始める。

学習。上部のみの音声を出したり、漢字やピンイン部

前期の終わりには、前期試験のかわりに、それまで

分を消したりしながら各自のペースで対話練習をす

探索してきたことについてまとめたレポートを提出して

る。⑦は対話部分についてペアで練習をする。対話

もらった。レポートの題目は以下のようなものであった。

の最後に、実際の対話を行なってもらう。例えばこの
課の場合は「早稲田大学は大きいですか？」という質

尖閣諸島問題の本質～日中両国の視点から～／

問とその答など。⑧で小テストの紙片の提出と前回提

覗いてみよう中国の食／ 3+X 高考改革とは？／

出した紙片の返却を行ない、授業は終了する。

中国の自動車産業について／香港映画やファッ

教材を Web 化し、学内、学外を問わずどこからで

ション雑誌などから／中国の幼稚園について／公

も学習できるようにすることで、本文編の場合も、教室

官庁のホームページでみる日中台関係／中国の

学習が授業外での自習につながるようにした。

インターネット広告／三国志の英雄たち／「世界
IT 产业发展综述」を読んで／中国のスポーツにつ
いて／香港の世界／中国の龍文化／香港映画

3. 中級クラス（中国語Ⅱ・選択必修・通年・
週１コマ・２単位）

界の２大スター／日本のプロ野球とメジャーリー
グ／東方ゴルフクラブ 18 ホール紹介について／
『小蝌蚪找妈妈』の翻訳／中国のお酒／『風雲』

中国語Ⅱは 28 クラス開講されており、13 クラスが
会話中心、15 クラスが講読中心になっている。今年

～ストームライダーズ～／台湾と日本のプロ野

度筆者は講読中心クラスを 3 クラス担当している。こ

球／「野球」における世界のつながりについて／ア

れらのクラスでは、全て中国語 Web ページ探索を中

ジアの歌姫「王菲」について／中国の携帯電話事

心とした授業を試みている。

情～日本との比較において～／中国映画の事

授業の前半 1/3 はヒアリングにあてている。サーバ

情／世界遺産としての中国／上海／孔子／京劇

上に置かれた中国語の対話と 3 つの質問（WAV ファ

の世界／山岡荘八について／故宮博物院へ行こ

イル）を何度も聞き、解答を MS-Word2000 上に中国

う！／中国の鉄道／中国・台湾における推理小

語で書く、という作業をしてもらっている。この作業は

説／チベットについて／中国における日本文学

ヒアリング学習であると同時に中国語の入力、cWnn

（1 クラス分のレポート題目）

付属の日中・中日辞典の引き方の練習でもある。正
解の確認をしたあとで、解答を書き込んだ Word 文書

ご覧の通り、学生たちのテーマは多岐にわたる。中

を提出してもらう。

身の方もかなり充実した内容になっていた。興味のあ

残りの時間（約 60 分）は Web 探索にあてている。

ることを調べるのは楽しいことのようで、前期終了時に

学生たちが自分自身の興味や必要性に応じてテー

無記名のアンケートをとったが、3 クラスの中で否定

マを決め、半期のあいだ継続して中国語 Web ページ

的なコメントを記したのは 1 名だけだった。その学生

の探索を行なう、というものである。学生たちが作業

はとにかくコンピュータに触るのもいやだという。4 月の

している間、こちらは教卓上のモニターで学生たちの

段階では多くの学生が中国語 Web 探索を中心とした
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コンピュータ利用の中国語授業 3 例（村上）

授業に不安を持っていたが、後期に同様の形式の授

に な っ て い な い の で、授 業 で は 受 講 者 全 員 に

業を希望しない学生は先の１名だけであった。

YAHOO!中国のメール ID（無償）をとってもらい、こ

提出された前期レポートは、後期の最初の授業ま

れを使って中文メールのやりとりの実習を行なってい

でにクラス全員に公開され、後期の授業は他の学生

る。前期の授業の大半は、中国語Ⅱと同様に自由に

のレポートを読むことからスタートする。後期は関連し

中国語 Web ページを閲覧してもらう時間にあてた。

たテーマの学生がお互いに協力しながら Web 探索

後期からは受講者自身がいくつかのグループを作

を続け、最終的には Web ページ（日本語）の形でま

り、中国語 Web ページを作成していくことになってい

とめ、授業の成果を発信していくことを目指している。

る。日本情報の中国語での紹介と中国情報の日本
語での紹介の二本立ての予定だが、具体的なテー

4. 上級クラス（言語文化研究Ⅰ・選択・通年・
週 1 コマ・4 単位）

マについては、前期に多くの時間を割いた Web ペー
ジ探索の間に幾つかの候補が出てきているようであ
る。

3 年次以上の中国語既習者を対象とした専門選

また、前期授業の一環として、韓国高麗大学で中

択科目（早大教育学部には中国語学科が存在しな

国語を学ぶ学生と中国語チャットによる交流学習を

いので、教育学科、英語英文学科等の専門選択科

試みる時間を持つことが出来たが、学生たちは新鮮

目）で、中国語情報処理的な授業を試みている。受

な驚きを感じていたようである。一部の学生はその後

講者のうち中国語のコンピュータ入力の経験のある

も自発的に交流学習（Chinese Online）に参加してい

学生は台湾からの留学生（1 名）以外にはいなかっ

る。

た。具体的な学習内容は以下の通り。

5. おわりに

（1）中国語文書入力
（2）中国語 Web ページの検索
（3）中国語 E-mail の受信及び発信

以上、今年度の実践について紹介してきたが、コ

（4）中国語 Web ページの作成

ンピュータを利用した授業の実践については学習効

前期のうちに、（1）（2）（3）までを学習し、後

果測定データ等も含め、筆者の Web ページ上でも公

期からは（4）に入る予定になっている。

開している。興味を持たれた方はご覧下さい。

早稲田大学の端末では独自のメールソフト

（http://faculty.web.waseda.ac.jp/kimikazu/）

（WINYAT）を使用しているが、これが多言語対応
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「ソフトウエア」

中国語 CAI 教材は教師が自分で作る時代

クラリスホームページ ProVer3 1 つ
ファイルメーカー ProVer4 以降 1 つ
ブラウザソフト

コンピュータがいくら日々の道具となってきていると

学生数分

は言え、CAI 教材の自作と聞くと、多くの中国語教師

「ハードウエア」

はしり込みするのではないだろうか。なぜなら、中国語

学内 LAN、サーバー 1 台、学生が使えるパソコ
ン

教師の多くは文系出身者である。アプリケーションソ
フトは使えても、プログラミングはできない人がほとん

以上のうちで教師が実際に新たに用意しなければ

どだと思う。しかし、コンピュータ関連の進化は目覚ま

ならないのは、クラリスホームページ Pro（ホームペー

しく、今日では、プログラミングができなくとも、ワード

ジ Pro）とファイルメーカー Pro のソフトだけだろう。学

やエクセルといったアプリケーションソフトが使える人

内 LAN はすでにあるだろうし、サーバーは既存の

なら誰でも自分だけの中国語 CAI システムができる

サーバーに間借りすればよい。ブラウザソフトは無料

のである。

だし、学生が使えるパソコンは学内 LAN に接続でき
れば学生個人のものでもよいし、情報処理室のもので

クラリスホームページ Pro とファイルメー
カー Pro で作る予習・復習管理システム

もよい。
ホームページ Pro もファイルメーカー Pro もハイブ
リッド版なので、学校の現状にあわせて Windows でも

教師をやっていて、90 分の授業時間を最大限効

Macintosh でもどちらでもシステム構築ができる。ちな

率良く使いたいと思ったとき、心から思うことは学生の

みに筆者が所属する九州保健福祉大学の情報処理

予習復習の徹底だろう。だからといって授業の始めに

室は学生用として iMac50 台を導入している。そういう

予習のノート検査や復習確認の小テストなどをしてい

事情なので以下、Macintosh を例に話を進める。

ては実質授業時間のロスになる。そこで、以下、コン

ファイルメーカー Pro の Web 公開機能を
使ってシステムの基本を作る。

ピュータを使って学生に予習復習を徹底させるため
のシステム構築方法を紹介する。
【用意するもの】

今回使用するファイルメーカー Pro は、Ver4 以降、
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Web ブラウザからそのデーターベースに直接アクセ
スができる機能が装備された [1]。この機能を使うと
ファイルメーカー Pro が Web サーバーとして動き、学
生に課す予習復習を Web 上にあげておけば、学生が
Web 上で課題をとくと自動的に教師側のファイルメー
カー Pro に課題が提出されるシステムが簡単にできる

図1

のである。
予習復習として学生に課す主なことは、「1

中国語の文章の

以上でファイルメーカー Pro は Web サーバーとして

日本語の文章の中国語訳」であ

動く。次にこのデーターベースに学生がアクセスする

の発音と意味を調べること」、「2
日本語訳」、「3

ネットワークプロトコルを TCP/IP に設定する。

単語

ためのホームページを作成する。

ろう。以下、簡単な例で実際の手順を示す。仮りの
課題は以下の通り。

手順 3、Web ページを準備する。

課題 1「我」の発音を調べる。
2「我」の意味を調べる。

学生はブラウザを通して課題を提出し、それが

3「你好」を日本語に訳す。

データーベースに記録される。そこで学生がアクセス

4「こんにちは」を中国語に訳す。

する Web ページを作らなくてはならない。
ファイルメー
カー Pro とホームページ Pro は同じソフト会社が開発

手順 1、元になるデーターベースを作る。

しており両ソフトを使うと、サブタイトルの通り、HTML

サーバーにインストールしたファイルメーカー Pro を

のような難しいものはまったく目にせずワープロ感覚
で Web ページができる。

起動し、「新規ファイルの作成」を選択して、ファイ
ル名（ここでは課題 1 とした）を決めデーターベース

ファイルメーカー Pro と同じサーバーにインストール

ファイルを作る。次に、「フィールドの定義」をファイ

したホームページ Pro を起動し、「ファイル」メニュー

ルメーカーが要求してくるので、ここでは学生が入力

から「新規」を選択して「アシスタントを選択」と「ファ

すべき項目を作成する。後のデーター処理を考えれ

イルメーカー Pro アシスタント」を選んで「OK」をク

ばいろいろな項目を作ったほうが便利であるが、今回

リックする。次に、
「ファイルメーカー Pro アシスタント」

は最低限の項目、「名前」「学生番号」それと、課

の「データーベース選択」画面まで進み、「このコン

題の 1 ～ 4 までを答える解答欄を作成する。次に、
「表

ピューター」ボタンをクリックしてサーバーの IP アドレ

示」メニューから「レイアウトモード」を選択し、中国

スを表示させた後、
「サーバーに接続」ボタンをおし、

語で入力する「問 4」のフィールドのフォントを「書式」

データーベースの選択欄に「課題 1」が表示されるの

メニューの「フォント」から中国語フォント「Beijing」

で、選択して「次へ」をクリックする（図 2）。

[2]

に変更しておく 。

続いて、「レイアウト選択」では「レイアウト１」を
選択し、「機能選択」では「データーベースに新規

手順 2、Web コンパニオンを設定する。

レコードの追加を行う」にチェックを入れる。次に Web

ファイルメーカーを Web サーバーとして動かすには
「Web コンパニオン」の設定とネットワークプロトコル
を TCP/IP に設定しておく必要がある。まず、「ファイ
ル」メニューの「共有設定」を開いて、「マルチユー
ザー」と「Web コンパニオン」をチェックする（図 1）
次に、
「編集」メニューの「プレファランス」から「ア
プリケーション」を選び、「アプリケーションプレファラ
ンス」ダイアログを開く。そして「一般」タグを選んで、
図２
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上で入力させる項目とデーターベースの項目を一致

される。ここで「レコードの追加」をクリックすると、図

させるために「新規レコードページ」で、フィールドか

4 の画面にリンクされている。最初に定義した「名前」

ら新規レコードフィールドへ項目を「追加」ボタンをク

「学生番号」「問 1」～「問 4」までの記入欄がで

リックしてそれぞれ追加する。追加が終わったら「次

きているのがわかる。後は、「問 1」～「問 4」の内

へ」をクリックし「保存場所」画面まで進み、「既存

容を具体的に表示させるようにすればよい。それに

フォルダ」をクリックしてファイルメーカー Pro のフォル

は、まず、ホームページ Pro を起動し、「ファイル」

[3]

ダ内にある「Web」フォルダを選択する 。

メニューから「サイトフォルダとして開く」を選択し、ファ

保存場所がきちんとファイルメーカー Pro フォルダ

イルメーカー Pro フォルダ内の「Web」フォルダをサイ
トエディタで開く。すると、図 3 と同じ画面が開く。

内の「Web」フォルダになったことを確かめ「作成」

そこで「new.htm」をダブルクリックすると、図 4 の

をクリックする。すると、ホームページプロのサイトエ
ディタが開くので、「ファイルの収集」ボタンをクリック

ページを編集する画面になる。

して、「ファイル収集する範囲」では「サイト内すべ
て」をチェックし、「ファイル収集」画面では「ファイ
ル収集」をクリックする。するとサイトエディタ上に
「images」フォルダが作成される（図 3）。

図4

ホームページ Pro は Web ページ作成ソフトなので、
HTML を直接記述して高度なページも作成できる機

図3

能を持つ。しかし、同時に HTML をまったく意識する

ここまできたら、もう一度ファイルメーカー Pro にも

ことなくワープロソフトを使って書類を作る要領で

どって、
「編集」メニューの「プレファランス」から「ア

Web ページを作ることも可能なソフトである。問題を

プリケーション」を選び、「アプリケーションプレファラ

記入していく過程は紙幅の都合で省略するが、それ

ンス」ダイアログを開く。
「プラグイン」タグを選んで、

は極めて簡単に、何度も言うようだが、ワープロ感覚

「Web コンパニオン」にチェックを入れ、「設定」を

で記入できる[5]。中国語の表記も「スタイル」メニュー

クリックする。すると「Web コンパニオン設定」画面が

の「フォント」でフォントさえ選べばよいので、その点

開くので、
「Web コンパニオンユーザーインターフェイ

も便利である。

ス」の「ホームページ」が「default.htm」になってい

「問 1」～「問 4」を具体的に書き加えて、ブラウ

ることを確認する。これは、先ほど作ったホームページ

ザで見ると、図 5 のように表示される。このページにア

のトップページを表している。確認したら「OK」を

クセスした学生が記入欄に解答を記入し、「新規レ

チェックして画面を閉じる。以上で、システムの基本

コード」をクリックすれば学生の課題がファイルメー
カー Pro のデーターベースに取り込まれることになる

は完成である。

[6]

。

手順４、問題を表示させる。

ファイルメーカーに取り込まれてしまえば、個人別

ファイルメーカー Pro は起動させたまま、ブラウザを

表示（図 6）や一覧表示（図 7）、学生番号による

起動し、アドレスにサーバーの IP アドレスを入力する

ソート（並び替え）は自由自在なので、課題の提出

[4]

と、「課題１データーベースへのアクセス」 が表示

不提出、正答率等の情報は瞬時に知ることができ、こ
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HTML を知らなくても作れるオンライン予習復習管理システム（横山）

リットは、授業時間を純粋に授業時間として使えると
いうことである。これこそ最大のコンピュータによる授
業支援である。教室ではやはり教師と学生の直接の
やり取りで授業は行われることが望ましい。特に語学
の授業ではそうあるべきで、コンピュータはあくまでそ
のサポーターでいい。学生の予習復習をしっかり見
張ってくれて、本来の授業時間も取り戻せる。しかも抜
群のコストパフォーマンス。ぜひ、このシステムを試し
てみてほしい。

図5

注
[1] HTML タグの中に「CDML(Claris Dynamic Markup
Language)」という独自のタグを組み込んでファイルメー
カー Pro のデーターの内容を Web に吐き出していく仕組
みである。この仕組みは「ファイルメーカー機能拡張」の
中にある「Web コンパニオン」というプラグインで組み込
まれる。
[2] Macintosh では OS9 から中国語入力と表示が標準でで
きるようになっている。それ以前のバージョンでは別途
Chinese Language Kit が必要。
Windows の場合も中国語
フォント必要。

図6

[3] ファイルメーカーを新規インストールした状態では「Web」
フォルダに書類が入っているので、それを別のフォルダに
移して、事前に空にしておく。
[4] デフォルト画面ではいろいろ表示されるが、いらないもの
は後でホームページ Pro を使って取り除いたり変更した
りできる。
図7

[5] ホームページ Pro の解説本は各社から出ているのでそち
らを参考にして欲しい。

れまで教師が学生の予習復習の確認に当てていた

[6] 問 3 でちゃんと「你好」と中国語で表示されているのが
わかる。今回のシステムは、サーバーはマック OS9.04、
ブラウザは Netscape Communicater4.7 を使用した。
HTML を自分で修正しないで、編集モードだけで中国
語が表示されるかどうかは、サーバー、クライアントの使
用 OS、あるいはブラウザのバージョンによって異なるの
で、学校のシステムで表示できない場合は、中国語の部
分だけ画像として処理する方法にすればよい。また問４
で中国語を記入する部分も「文字化け」が見られること
があるが、ファイルメーカー Pro 側で見るときちんと中国
語が表示されるので、例えば学生には中国語がきちんと
表示されるワープロで中国語を先に書いておいてそれ
をコピー＆ペーストでブラウザの記入欄に落とすように指
導すればよい。

時間や労力は大幅に省くことができる。

CAI は授業支援が基本
以上、紹介した方法を使うと教師は授業 5 分前に
ファイルメーカー Pro の課題データーベースを見るこ
とによって、学生の予習復習の状況が瞬時に分かる。
だから、授業時間内に学生一人ひとりに予習復習の
有無を確認する必要がなくなる。このことの最大のメ
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創刊号

国際ネットワーク型中国語教育
Chinese Online
砂岡

和子

すなおか

かずこ

お茶の水女子大学史学科卒業。東京都立大学大学院中国文学博士課程満期退学。現
在早稲田大学政治経済学部教授。専門は現代中国語学、敦煌学。

小川

利康

おがわ

村上

公一

むらかみ きみかず

としやす

中国語による国際交流プロジェクト

0 ：はじめに
本稿では早稲田大学 が行っている国際ネットワー
ク型中国語教育"Chinese Online"(略称 COL)を紹介
する。Computer を介して人材（学習者と教員）の国
際交流の場を実現し、語学教育を行うという点で

図1

CALL(Computer Assisted Language Learning)ではあ
るが、Computer software 中心の CALL 授業とは異な

は 10 月から再開、12 月までを予定しており、台湾師

るプロジェクトといえよう。開始から半年たらずの現在

範大学との交流も始まる見込みである。現在、参加者

のところ、学生の語学実践が主な活動であるが、利

は早稲田側学生約 40 名、教員 6 名、高麗大学側は

用方法によっては実に多様な可能性を秘めている。

学生約 30 名、教員 6 名で、高麗側は中文学科のみ

本報告が教室内 CALL 教育と国際ネットワークを

であるのに対し、早稲田側は複数学部で構成する。

joint した新しいプロジェクトのありかたを提示する契

全学で 8000 名を超える中国語履修者からすると大

機となれば幸いである。

海の一粟ではあるが、今後の提携校増加とともに参

現在、早稲田大学では Digital Campus Consortium

加者増を期待している。教員も学部の枠を超えて本

の一環として Cross-Cultural Distance Learning(略称

プログラムに参画しており、現在までに岡崎由美・楊

CCDL) を実施している（図１）。これは対面型 Chat

達（文学部）、小川利康（商学部）、村上公一（教

ソフトの CU-SeeMe や国際回線を使ったテレビ電話

育学部）、斎藤泰治・砂岡和子（政経学部）が参

システム Telemeet を用い、国外提携大学との間で定

加しているほか、法学部・社会科学部の中国語専任

期的に共同演習を行う教育研究活動である。大多数

教員も参加希望を表明、メーリングリストを通じた

は英語による講座であるが、"Chinese Online"も 2000

COL 関連情報の共有に努めている。
PC の普及により

年 5 月から韓国高麗大学中文学科と中国語による交

Chat やビデオ会議による国際交流が盛んであるが、

流を開始し、春学期は 6 月中旬まで行った。秋学期

中国語を仲介言語とした大学間の教育交流は寡聞
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にして未聞である。わずか半年の COL 実験で教員

語学環境を考えると中国語圏それも標準語使用地

は"酸甜苦楽"を味わった。

域との合同ゼミが理想的である。しかし大陸は政治

酸：授業以外の負担が重くオーバーワーク

的情勢判断からか担当者が動かないうえ、通信イン

甜：参加学生の笑顔を眺める悦楽

フラ環境の面でも不安材料が残った。他の中国語圏

苦：ヒューマンネットワークがスムーズにゆか

では国際ゼミの実務運営を請け負う責任者がすぐに

ない時

は見つからず、条件の整った相手から提携開始となっ

楽：フェイス to フェイスでリアルタイムの出会い

た。当初日本と韓国の大学生同士が中国語で交流

本記事は上掲諸先生の半年にわたる活動成果記

すると中国語学習の質を保証できないのではないか
と心配したが、後述の通り TA（Teaching Assistant）

録でもある。

の助けもあって杞憂ですんだ。ネットワーク型国際ゼミ
1 ：ネットワーク型国際交流の提携相手さがし

の提携校探しの要点は

早稲田大学“Chinese Online Project”の経緯につい
て は 砂 岡 Home

Page（http://www.waseda.ac.jp/

projects/chinese/ksunaoka）に詳しい。ここでは他校で同
様の国際ゼミを興す場合に参考になりそうな項目を、
我々の限られた経験から記してゆく。

①共同ゼミが実施可能な地域を選ぶ（時差の関係
でアジア近辺との提携が現実的）
②双方向通信交流への大学当局（上級教育行政
部門）の支援が得られること
③事業経費の確保（通信機器購入・設置場所お

まずゼミ興しであるが、COL の場合は引かれたレー

よび TA の確保）

ルに乗っただけで創業のノウハウを語る資格がない。

④参加教員と学生を動員できるゼミ組織者の確保

既述のように早稲田学内で英語による国際ネットワーク

⑤通信インフラ環境と参加教員のパソコン操作知

ゼミがすでに開始しており、中国語の新規参入もすん
なり受け入れられた。ただ学内の語学授業改革の動き
に無関心だと挙手する機会を逃したであろう。われわ

識が一定水準にあること
以上の提示条件は依頼側と提携校の双方がクリア
できなければ組織を円滑に運営できない。

れはかねてより CALL 教材研究を進め中国語履修者
の語学能力向上を模索してきた。この分野の「先進単
位」たる英語教員との教学情報交換が有益である。

2 ：ゼミ開始前の検討項目
国際ネットワーク事業を推進するにはチームメン

参加表明のあとは組織づくりと経費の捻出という大

バー間の信頼関係が大切である。日常的なメールで

問題がある。これらは大学当局の役目であるが、座し

の事務連絡で発生する感情の行き違いや文化摩擦

て待っても組織はできない。まずは率先垂範で有志が

は、生身の人間関係が堅固であれば避けることもでき

動き準備委員会を立ち上げるのが手っ取り早い。早稲

る。COL 計画も 1999 年 11 月に着手後、2000 年 3 月

田大学は現在、大学を挙げてデジタルキャンパスを目

には早稲田側教員 4 名と技術者 2 名が韓国高麗大

指しており Chinese Online もこの波に乗りあわせたこと

学を表敬訪問し、通信機器類の設置や 5 月からのゼ

になる。Project の組織運営と通信システムサポートは大

ミ打ち合わせを行った。幸い高麗大学中文学科主任

学の情報推進課（Media Network Center 略称 MNC）

は早稲田大学中文卒業生で旧知の間柄でもあり、極

が、プログラム開発は CCDL 協賛企業の一社である松

めて友好的な雰囲気のなかで、具体的な協議を行

下電工パナソニックの開発チームが担当している。

い、事業展開について内容ある合意に達することが

つぎに国際交流の提携相手さがしであるが、当初、

できた。

中国・香港・シンガポール・台湾など複数ルートから候

本プロジェクトを教学上どう位置付けるか、学内カリ

補が挙がった。しかし最初の交流相手にはすでに英語

キュラム整備も事業始動前の検討項目である。2000

部会と遠隔授業の実績があった韓国高麗大学中文学

年度は実験期間であるとしても、将来も安定した継続

科に決まった。提携相手が中国語圏ではなく、ノンネイ

運営を可能とするには早期に正規科目として設立す

ティブである点に関しては教員の間でも議論があった。

るのが理想だ。そのためにはゼミ開始前からプロジェ
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創刊号

クト設置の教学上の意義・科目名・ゼミ内容・シラバ

小型 CCD カメラを設置した PC を利用して行う対

ス構成・学生の成績評価方法などを明確にしておく

面型チャットシステムで、接続先を特定の IP アドレス

必要がある。COL 教員はメーリングリストで連日議論

に限定することで外部からの侵入を防いでいる。学生

を行った。中国語による遠隔ゼミは未経験のため、実

は CCD カメラで相手の表情を見ながら、中国語を

際に活動を始めてみると当初の目論見と乖離した問

キーボード入力して対話する。学生の都合の良い時

題もあったが、事前の議論は教員の共通認識を深め

に利用できるメリットは大きいが、交流相手との時間

る意味で有益であったと考える。成績評価方法など

調整をメールで行ったため、しばしば混乱した。
なお、この CU-SeeMe の最新版は多言語対応でな

現在も五里霧中の懸案もある。教学上の検討項目は
以下のようになる。

く、しかも、フォントの変更は出来ない。このため、フォ

①プロジェクトの教学上の位置付け

ント切り替えが可能な旧バージョンを採用、利用でき

②ゼミ運営方法

るフォントは Shift-JIS フォントだけであったため、やむ

③成績評価方法

なく cWnn4.5 を採用した。むろん独自コードであるた

④各学部カリキュラムとの調整

め GB コードとの互換性はないが、GB が使えぬ以上

⑤学内中国語環境の点検

他に選択肢はなかった。このため、同じ cWnn4.5 を日

⑥（中国語）情報処理講座との連携

本語 Windows NT4.0 にインストールする形で高麗側

⑦教員ならびに TA の PC 操作研修

に提供している。しかし、今後は台湾師範大学との交

⑧将来的な中国語カリキュラムの見なおし（留学な

流も始まるため、現在 Windows2000 などによる GB

ど現地学習との連携システムなど）

ベース運用への移行を準備中である。
3,Telemeet

3 ：システム稼動と中国語環境の点検

国際電話回線を ISDN で繋いだテレビ電話会議シ

まず交流のシステムをそれぞれ説明しておこう。

ステムで、双方の音声、動画はリアルタイムで確認で

1,Chinese On line Home Page

きる。ただ、リアルタイムのレスポンスを学生全てに要

いつでもどこでも参照可能なメディアとして、各種

求するのは少々酷なので、事前の準備が必要にな

交流活動の起点として活用。両校代表からの挨拶文

る。

のほか、以下の内容を含む。
1)，学生自身で作成した自己紹介ページ（写真付

以上が、交流に利用されるシステムであるが、この

き、一部のみ完成）

ほかにも、日常的な業務連絡に中国語の電子メール

2)，学生間での交流に利用する BBS（掲示板）

を扱えることが必須となる。中国語による国際共同ゼ

当然ながら、全て中国語で記述しているが、その

ミをうたう以上、双方の教員だけでなく、学生も中文

ために厄介な問題も出てきた。本来の計画では CU-

メールを使用できることが望ましい。ところが、今年度

SeeMe の利用時間予約や学生個人ごとに Notebook

の場合、日韓の PC 双方とも中国語の環境整備は十

（学習記録）や自己紹介ページを設置し、これをリ

全とは言えなかった。原因は幾つか挙げられるが、早

レーショナルデータベース（RDMS）である Oracle for

稲田側は大学標準のメールソフトが多言語に対応し

Windows NT Server を利用し、管理を自動化する予

ておらず、高麗側は、そもそも大学ドメインのメールア

定であった。ところが、開始直前になって、Oracle が

ドレスを学生に与えていないため、中国語によるメー

日本語版で、GB コードの中国語が文字化けし、利用

ル交換は極めて困難であった。結局、COL ゼミで知

できないことが判明した。このため、春学期は上記の

り合ってアドレスを交換した学生達はやむなく英語！

機能を全て人手に頼って行ったため、想像を上回る

でメールのやり取りをしている。異文化交流という目

負担となってしまったが、秋からは GB 対応の Oracle

的としては許容範囲かと思うが、中国語学実習という

が導入され、作業効率は大幅に改善されそうだ。

主旨からは外れる。2000 年後期から台湾師範大学と

2,CU-SeeMe

のゼミ交流が開始すると中文メールは必須である。
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2 回だけ、実質的に学生が中心となったのは最後の 1
４：ゼミ活動の実際

回だけだった。その際の参加者は、早稲田 7 名、高
麗 7 名で約 1 持間行い、自己紹介の後、お互いの学

最後に現在の学生が行っているゼミ活動を具体的

校について、個々に質問し合う形で進めた。回数の

に画像も交えながら紹介する。

不足が何よりの問題点だが、事前にお互いの参加者

A)CU-SeeMe for Windows（図 2）
機器設置場所は 3 学部に各 3 台ずつ、MNC に 4

名を把握しテーマを絞って議題を用意しなければ、

台の専用 PC 室があり、現在合計 13 台が使用可能

学生は現実的に対応できない。また、偏りなく発言さ

で、秋以降 6 台増設予定。それぞれ専任 TA と随時

せるためには、持ち時間を決めておく必要があるほ

中国人留学生 TA を派遣。ここでの対話の記録はロ

か、スムーズに交流を進めるためには教員が司会を

グファイルに保存できるので、将来は語学資料として

しなければ難しい。現状では、CU-SeeMe の方が、

成績判定に利用することも可能。結果的に Telemeet

学生個人の能力に応じて使え、費用もほとんどかから

が十分活用できなかったため、CU-SeeMe が活動の

ないことから、国際ゼミの初級段階に適したツールと

中心になったが、参加学生の評判も良好で、熱中し

いえようか。ただ音声が聞けない点が語学教育から

て数時間も PC に向かう学生もいる。なによりも CU-

みると弱点である。音声圧縮技術の進歩を期待した

SeeMe のカメラに相手の表情がうつることが魅力とい

い。
C)ウェブ上に授業参加学生の意見箱（図 3）

う。高麗大

現在 COL のホームページには「CU-SeeMe 留言

学中文科

図2

の学生は

簿」
「主頁留

兵役経験

言簿」
「自由

者が多く、

談」の 3 種類

全体に年

の BBS があ

齢 も 高く、

り（会員制）、

中文専攻

学生の書き

であるから

込みが活発

当然レベルも高い。しかしチヤツトの経歴を見る限り、

になったとこ

韓国学生のほうが誤りを恐れず自由闊達に書き込み

ろで夏休み

する様子が覗える。対する早稲田の学生は笑顔と愛

に入った。今後のシステムの充実が待たれる。

図3

嬌で健闘し、非専攻生が多いにも拘わらず規範的な
６：最後に

中国語で返答しようと、傍らで指導する中国人留学
生 TA に確認している。学習姿勢の違いは日頃教員

Chinese Online による国際遠隔ゼミは、学生の中国

の指導方針を反映するものかもしれない。しかし総じ

語実践力に磨きをかける語学教育が展開できるだけ

て学生たちは互いノンネィティブである気安さからリ

ではなく異文化理解にも役立つ。教員にとっても共同

ラックスして交流している。もっとも非規範的な対話記

で授業運営に参加することで、伝統的教授法を見な

録でどう成績評価するのかは研究課題である。

おす点検の場となる。将来の展望としては、国際共同
演習カリキュラムの活発化であろう。ネットワーク型人

B) Telemeet
機器設置場所は 3 学部の専用 PC 室と MNC に各

材交流がサイバー空間上で可能になれば、中国語

1 台ずつ、合計 4 台あり、月に 2 回程度の頻度でグ

圏の研究・教育機関との共同ゼミや講演会の開催が

ループ討論を行う予定であったが、両校の学暦のず

容易になる。CALL は今や PC 教室に留まらず世界を

れやスケジュール調整で難航し学生が参加したのは

舞台に学習する授業形態を可能にしたといえよう。
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創刊号

ジタル
『 デ古文書集
日本古代土地経営
大寺領
関係史料集成 東・北陸編
』
小口

雅史

編著

B5 判 293 頁+CD-ROM、同成社刊、1999 年 10 月、8,000 円（+税）

谷本

玲大

（茨城大学講師）

万字の漢字が使えるのみであって、その二万字には

本書の概要と特徴

史学研究で用いるような特殊な異体字は含まれてい
ない。
そこで編者は、9 万字を扱える『今昔文字鏡』[2]を

本書は北陸地方に関する「初期荘園」関係史料を

利用して解決している。

集成し、編年順に配列したものである。古代社会の特
質を明らかにする重要な視点の一つ、「土地所有」

付録 CD-ROM 所収、検索ソフトの概要

の問題にアプローチしようとする際、この正倉院文書
を含む多量の史料が公刊されることそのものの、斯界
への寄与が相当なものであることは想像に難くない。

以下、本書の目玉である付録 CD-ROM の概略を

また、史料そのものの価値もさりながら、本書の場

見てみよう。付録 CD-ROM 中の主軸は、冊子版下に

合、“新しい技術を駆使して史料が再利用されるため

も用いられた PDF ファイル（文書中には文字鏡の文

の様々な工夫と配慮を凝らしたこと”が本書の特徴を

字や画像などが埋め込まれている）と、それを閲覧・

示す一大特色である。編者自ら、1998 年に「デジタ

検索するための独自開発プログラムである。これは

ル写真とデジタルテキストを見やすく配置して CD-

Windows95 以降で動作する。検索プログラムを起動

ROM におさめて出版すれば，
これは学界の慶事であ

すると、一号文書の本文と画像が表示される（図は省

る。」[1]と電子化文書での史料公刊の夢を公にしてい

略。【図 2】と大同。）。

るが、既にこの時点で、アイディアはあったのであろ

ここで「検索」を選択すると、検索指定画面【図
1】が出る。

う。
以下、パーソナルコンピュータで古文書を扱うとい
うこの刮目すべき新しい試みを中心に見てみよう。

冊子の概要
本書は【冊子】とパーソナルコンピュータで利用す
るための【付録 CD-ROM】とで構成されており、原
稿は版下作成まで総て編者の手によって作成され
た。
尤も、従来のパソコン環境では JIS の六千字程度の
漢字しか使えず、近時のパソコンでも Unicode の約二

【図 1】
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書評『日本古代土地経営関係史料集成』

この独自に開発された閲覧・検索プログラムで注

編者の気迫

目すべきは、句読点と中黒、改行、空白、割注など
を無視して検索する設定が行えることである。

本稿冒頭で、本書の「史料が再利用されるための

特に「割り注を無視」の設定項目を備えたことで、

様々な工夫と配慮」の貴重さを指摘した。

割注の前後で泣き別れになっている本文でも熟語で

本書の編者は、この資料集が主体的・動的に利用

検索することが可能となる。
又、更に、「異体同字設定を使用」の設定を用い

されることを望んでいるのだろう。その証拠として冊子

ることによって「一・壱・壹・弌」や「体・躰・體」

に印刷されている序文・本文・解題・論文目録など

などを同一視して検索することができる。

は総て電子文書として CD-ROM 中に収められてい
る。

この同一視指定をするためのテーブルファイルは
利用者が編集可能であるので、本書編者が指定し

本書の編者は我々に対して、惜しまぬサービス精

ていない「軆」を「体」の異体字に付け加えることも

神を発揮すると同時に、能動的な研究を強烈に要求

可能である。検索の結果は【図 2】に示すように翻刻

している。
稿者はこれを本書編者の「気迫」と表現したいので

部分が色つきで表示される。
【図 2】では見づらいかもしれないが、右画面の影

ある。本書は読者に研究することを強いる史料集成

印と左画面の翻刻とを比較すると、かなり忠実な字形

だと言えよう。本書は「目先の新しい技術を使ってみ

で翻字していることと共に、『今昔文字鏡』で入力さ

たいから作った」という程度の物ではない。本書編者

れた「美」の異体字にもヒットしている。

は、各々が主体的に史料に接することを読者に要求
する仕組みを巧みに用意した。そこに稿者は、本書の

このレベルまでの忠実な翻字は、従来のワープロ

刺激的かつ挑発的な姿を見出すのである。

では全く不可能であったし、入力そのもの以上に検索
も不可能であった所である（但し、六号文書の一八

注

二行目、「長官坂上意美吉」の「美」は影印では明

[1] 小口雅史氏「出土文字資料のデジタルテキスト化をめ
ぐって」（文字鏡研究会会報 第 2 号 1998 年 8 月
http://www.mojikyo.gr.jp/html/institute/kaiho/02/
indexj.htm）。

らかに異体字の字形「迂」であるのに通行の字形
「美」で翻字されており、それ以降の翻字とは不統一
である。又、「吉」の上の字画も「土」の下に「口」

[2] 『今昔文字鏡』（紀伊國屋書店発行、石川忠久監修、
文字鏡研究会編集、（株）エーアイ・ネット開発・製作、
1999 年 1 月）。

が来る字形「奩」とするのが良いのではなかろうか）。
検索用プログラムの多様な機能を書き尽くすことは
できないが、その充実した機能は推察していただけよ
う。

本稿の内容は、拙稿、〔書評と紹介〕「小口雅史編
著『デジタル古文書集 日本古代土地経営関係史料集
成 東大寺領・北陸編』」（『弘前大学國史研究』108
号 弘前大學國史研究会 2000 年 3 月 ISSN-02874318）と重なるところも多い。既にご覧になった方にはお
詫び申し上げる次第である。

【図 2】
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創刊号

『ユニコード漢字情報辞典』
ユニコード漢字情報辞典編集委員会［編］
A5 判、三省堂刊、2000 年 6 月、5,000 円（+税）ISBN4-385-13690-4

山田

崇仁 （立命館大学文学部講師 博士（文学））

「CJK 統合漢字の利用方法」は本書ならではの項目
である。未だに「Windows・Macintosh では多言語が扱
えない」という間違った認識があり、それを改める上で
も、この記述は不可欠である。ただし執筆時期のせいか、
少々書かれている情報が古い。最新情報は当研究会の
掲示板なりサーチエンジンを利用して欲しい。

はじめに
昨今の文字コード論議の中心は紛れもない Unicode
である。日本でのこのコード体系についての論議は、これ
まで否定肯定入り乱れていたが、「じゃあ Unicode って
何？」と聞かれたとき、「まずこれを読んで」と薦められ
る書物が存在しなかった[1]。今回出版された『ユニコー
ド漢字情報辞典』は、その様な状況の下出版が求められ
ていた著作である。以下、内容の説明と筆者の半ば勝
手な感想を述べてみたい。

終わりに
本書は辞典である以上、検索に利用されることが前提
である。確かに本書は一文字毎の情報は豊富だが、そ
れ以前の必要な文字を見つけるまでの段階で苦労す
る。一応は部首一覧表と部首画数索引を備えるが、多く
の人にとってこれは決して使いやすいインターフェイスと
は言えないだろう[2]。
また、漢和辞典等コンピュータ以外の既存文字集合と
の関係が記されないことにも不満がある。これは Unicode
だけの問題ではないが、既存の文字体系との連繋が示
されない文字コードは、実際はどこからも孤立してしまい、
全く使えない代物となるからである[3]。
辞典としての視点から見ればいささか物足りないが、
Unicode CJK 統合漢字の情報を網羅する辞典は本書だ
けである。もし本書の Unicode3.0 版が出版されるなら
ば、是非索引の充実や書籍に入りきらない情報を入れる
CD-ROM 等の添付を希望するところである。
最後にこのような労作を世に送り出した執筆陣及び
関係各位に深く感謝して筆を置くこととする。

辞典の構造
本書は大部分を Unicode2.0 の CJK 統合漢字領域収
録文字（20,902 字）の情報が占める。一般的なパソコ
ン用漢字辞典と異なり、本辞典は Unicode の 16 進数表
記順（4E00-9FA5 概ね部首画数順）に文字が配列さ
れる。原規格との関係上 CJK 統合漢字には、一部日本
語の読みが与えられない文字もあり、この並びは無難な
選択だろう。
そして漢字一文字ごとに「漢字情報」
「見出し字」
「包
摂される異体字」「原規格コード」「読み」「Unicode
内部の異体字」等の情報が付与される。これを見れば文
字の原規格での位置、また様々な異体字をも判別する
事ができる。特に原規格との関係で生ずる所謂「コード
セパレート文字」情報を確認できるのは便利である。
文字情報以外にも幾つかの記述があるが、中でも本
文（収録文字一覧）の前に記される文字情報の凡例は
是非一読して欲しい。また後半に、付録として「Unicode
解説」「CJK 統合漢字の利用方法」「BUCS（基本漢
字コードセット）解説」「Extension A 文字一覧」「索引」
「参考文献」等が収録される。
Unicode の解説はインターネットでより詳しいものを読
めるが、最低限本書の解説程度の情報を念頭におくだ
けでも、偏狭な Unicode 論を見分けられるだろう。また今
年 発 表 さ れ た Unicode3.0 で 拡 張 さ れ た 漢 字 領 域
「Extension A」の文字一覧が収録されるのも特徴であ
る。時間的制約のため一覧だけだが、それでも最新の
Unicode の一端に触れることができるのは貴重である。

注
[1] Unicode の公式サイト（http://www.unicode.org/）やイン
ターネットの文字コード関連のサイト、或いは JIS X 02211995 の規格書等で、情報を得られる。
[2] コンピュータで Unicode 文字を検索する選択肢もある。例
えば今昔文字鏡がその代表。
[3] 実際には CJK 統合漢字と『大漢和辞典』との関係表
等はインターネットで公開されている。本書にも CD
-ROM 等で収録して欲しかった。
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情報技術の発展は、まさしく“分進秒歩”、パソコンにおける多言語・多
漢字処理も、Unicode の普及につれて、ここ一二年の間に長足の進化を
遂げた。しかし、一般のパソコン誌や書籍がソフトウエアの多言語・多
漢字処理について取り上げることが少なく、情報量が絶対的に不足して
いる状況は、グローバリゼーションが声高に叫ばれているにもかかわらず、
変化を見せない。
ここでは、『電脳中国学』発売後に新たに登場ないしバージョンアッ
プしたソフトウエアのうち、学術研究・教育に有用であると思われるもの
をピックアップし、その多言語・多漢字処理機能をレビューする。
本レビューは「漢情研 BBS」における日頃の情報交換の成果としての
側面を持つ。そのため、記事中で BBS の発言を特に参照した部分につ
いては、JAET-BBS/会議室名/発言番号，発言者 のスタイルでその旨
を明記した。
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創刊号

ソフトウエア・レビュー

OS
総

括
二階堂

善弘

（茨城大学人文学部助教授）

ここ数年のパーソナルコンピュータ・ワークステーション
用 OS は大きく変貌を遂げている。特に、多言語機能に
ついては、人文系の要求にも十分応えられるようになっ
てきた。それにはなんと言っても、Unicode が普及した結
果、多くの OS が対応し、またツールも充実したからであ
る。しかも、それは一つの OS だけの対応ではない。
Windows をはじめとして、MacOS、Unix 系各 OS なども
巻き込んだ大きな流れとなっている。ここでは、主要な
OS について、Unicode への対応を中心に概要を示した
い。

ンから各言語にチェックを入れるだけで、フォントと IME
が使用できるようになる。多言語を使用するのに、ほとん
ど特別な工夫は必要なくなったのである。
これに Office2000 を組み合わせれば、大半のツール
で多言語が使いこなせる。例えば、Word2000 の上で、
日本語と中国語と韓国語とロシア語とアラビア語とヘブ
ライ語を混在させて文書を書くことなど、もう簡単にでき
るようになった。しかも、アラビア・ヘブライ語はちゃんと
右から書くようになっている。
むろん、各言語で書かれたホームページを閲覧した
り、作成したりすることも容易になった。主要な言語に関
しては、ほぼマルチリンガルな対応が可能になったので
ある。

Windows 系

MacOS 系

Windows 系の OS は、大きく二つの流れに分かれてい
る。一つは Windows95 から Windows98、
そして Windows
Me へと続いている。単に Windows と言った場合は、こち
らの方を指すことが多い。こちらは個人・家庭向けのコン
シューマ用とされる。
もう一つは、ビジネス向けとして開発された Windows
NT の流れを汲むものである。こちらは、Windows NT3.51
から Windows NT4.0、そして Windows2000 へと発展し
てきた。
Unicode への対応という点では、Windows98 は 95 より
も、はるかに進んでいるが、しかし OS として本格的に対
応しているとは言えず、多言語を扱うには困難な面が
あった。NT 系の OS については、そもそも OS 自体が
Unicode 対応であるため、多言語の扱いについては柔
軟性に富んでいた。しかし、それでも例えば Windows
NT4.0 の日本語版で中国語を扱おうと思った場合、かな
りの工夫が必要であった。
Windows2000 によって、
Unicode を使った多言語環境
が本格的に使用できるようになった。Windows2000 は、
それまで各国別に開発されていたツールをすべて受け
継ぎ、標準で備えている。そのために、地域のオプショ

MacOS も、急速に Unicode への対応を深めている。
そもそも、多言語処理に対して、もっとも対応が早かっ
たのは MacOS であった。多言語処理を行うために Mac
を購入したユーザも多かったと思われる。
しかしそのためか、かえって Unicode 化については若
干対応が遅れたようである。Unicode 対応を深めたのは
OS 8 からであり、これが徐々に進展していった。OS 9 か
らは、別売であった Language Kit が標準装備となり、こ
れにより、セットさえすれば、アラビア・ヘブライ・ロシア・
中国語・韓国語などが扱えるようになった。
さらに、MacOS X からは完全に Unicode 対応が為され
る予定である。
ビー社の BeOS も、開発当初から Unicode に対応して
おり、特別な工夫なしに多言語を扱うことができる。しか
し、フォントや IME が整備されていないため、まだ多言
語対応になっているとは言い難い状況である。

各 OS の Unicode 対応について

Unix 系
Unix 系については、商業ベースのものでも、Solaris・
AIX・UnixWare・HP-UX など様々な種類があり、さらに
Unix クローンである Linux は、ディストリビューションの種
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類が多く、また FreeBSD などもあり、とても簡単に概況を
示せるものではない。
しかし、Unicode 化の流れはここでも顕著である。特に
Solaris と Linux で活発な動きが見られる。
Solaris 8 は、ログイン時に 8 カ国語別の設定が可能
で、入力ツールも非常に充実している。

Linux は、本体の Unicode 化が進んでいる他、X
Window などのデスクトップ環境が急速に整備され、UTF
-8 を使用した表示や入力が可能になっている。中国語
対応のディストリビューションも数を増やしてきた。今後も
Unicode 化の流れは進むであろう。

Windows2000
千田

大介

（慶應義塾大学経済学部専任講師）

か、マ ル チ
ブート環境を
構築するし
かなかった
が、W2K で
は［コントロー
ル パ ネ ル］
［地 域 の オ
プション］で、
［既 定 値 に
設定］を切り
替えて再起
システム言語の切換
動することで
システム言語が切り替わり、海外版ソフトの利用も可能に
なる。このとき［ロケール］を「日本語」に設定しておけ
ば、システム言語を切り替えても Office 2000 日本語版を
使うことができる。
筆者が試した範囲では、中国歴史地図集・人民日
報・丹青 OCR・蒙恬 OCR などはいずれもシステム言語
を切り替えた日本語 W2Kで動作した。
これは W2K の売
りのひとつ、世界各言語版のシングルバイナリ化の恩恵
であり、海外の膨大なソフトウエア資産を一つの OS で
自由に活用できるのは画期的なことである。
システム言語が切り替わるメリットは、ソフトウエアの利
用にとどまらない。台湾中央研究院外字・香港中文大学
外字・香港政庁外字など、外字を必要とする中国語サ
イトは多数存在するが、日本語環境では外字と中国語
フォントとを関連づけて複数の外字を使い分けることが
困難だった。しかし、W2K ではシステム言語を台湾に設
定することで、複数の外字を別々のフォントに関連づけ
て使い分けることができる。また、漢字名称を使用したサ
イトやファイルも、問題なく閲覧・ダウンロードできる。
しかし、ソフトをインストールしてもスタートメニューへ
の登録がうまくいかない、一部メニューが文字化けすると
いった問題が、特にダブルバイト言語版のソフト使用で
発生することがある。日本語と中国語など、ダブルバイト
言語同士はどうも相性が悪いようだ。本格的な多言語環
境の構築には、後述の W2K 多国語版、或いは英語版

Windows2000 の多言語・多漢字機能
Window2000（以下、W2K）は、二年以上にわたる
テストの末にデビューした Microsoft の切り札であり、素
晴らしい機能を備えているが、デビュー前後に流れたバ
グ問題、Windows98（Win98）後継という位置づけの変
更などのおかげで、少々悪い印象が広まってしまった。
堅牢なシステム、高いハードウエア要求といった、既に
多くの雑誌・書籍によって語り尽くされた特色については
さておき、ここでは漢字と多言語処理にかかわる機能に
ついて見ていきたい。
多言語機能の充実
W2K では、Microsoft の OS としては初めて、標準で
IME・キーボードレイアウトとフォントとが添付された（IME
レビュー参照）。Win98 までは日本語と欧州諸語にしか
標準対応していなかったが、W2K では中国語はもとよ
り、ハングル・アラビック・ヘブライ・タイ等々、主要な
言語を網羅している。追加方法も極めて簡単で、［コン
トロールパネ
ル］［地域の
設 定］以 下
で選択する
だけである。
こ れで、MS
Office 2000
の各アプリ
や、一太郎な
どを使って簡
単に多言語
文書を作成
できる。ただ
IME の追加
し、デーヴァ
ナーガリーなどの結合文字処理は、アプリケーションの機
能に依存するようだ[1]。
また、従来日本で中国など海外のソフトを利用するに
は、日中之星などの高価なエミュレータソフトを利用する
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トの利用に
悩まされて
き た人 に
と っ て、福
音となろう。
た だ、
W2KML の
購 入 は
少々面倒
だ。ラ イ セ
ンスでのみ
W2KML の言語切り替え
販売される
ため店頭に並ぶことはないからだ。しかし、MS のライセ
ンス販売形態のうち最も購入しやすい、オープンライセ
ンス方式で販売されているため、個人での購入も可能
である。オープンライセンスは、最低 5 ライセンスからの
提 供 と な る。こ の た め 複数 ライ セ ン ス を 購 入 す る、
Office2000 などのソフトと組み合わせるなどして、最低ラ
イセンス数を満たさねばならない[4]。学校・研究機関へ
の導入には、アカデミックライセンスも提供されているの
で、大学生協などに申し込んで共同購入するとよかろう。
アカデミックの場合、ディスクキットが約 10,000 円、
W2KML1 ライセンスが約 12,000 円と、日本語 W2K に
比べても割安である。そのかわり、マニュアル類は一切
付属しない。
以上のように、W2K は十分に実用に耐えうる多言語
OS として仕上がっている。しかし人の欲望は尽きないも
ので、W2K に慣れてくるとリブート無しの多言語切り替え
の実現や、MAC OS Ⅹで実現されるというソフトウエアご
との言語指定といった機能が欲しくなってしまう。
ともあれ W2K で多言語・多漢字処理が単に「できる」
という段階を脱し、ようやく「使える」レベルに到達したこ
とは喜ばしい限りであり、導入の価値は十分にあると考
える。
なお、W2K の多言語機能の詳細については 2001 年
3 月刊行予定の『電脳中国学 2001（仮）』で詳細に解
説する予定である。それまでは、筆者のサイト（http://
www.jan.sakura.ne.jp/~wagang/）の解説ドキュメント
をご参照頂きたい。

非推奨になった外字
読者の中には、W2K の導入後、従来使用していた外
字が使えなくなり困った人がいるのではなかろうか。
W2K では外字の使用が非推奨になっており、外字エ
ディタがスタートメニューに登録されていない。また、
W2K の fonts フォルダは、エクスプローラからはファイル
操作できない仕様になっているため、旧環境の外字ファ
イルを移行させることも難しい。ローカル環境に依存する
外字の利用はネット時代にふさわしくないし、『今昔文字
鏡』などの代替手段もできたのだから、W2K での判断自
体は正しいと言えよう。しかし、外字が全く使えなくては非
外字環境への移行もままならないことも確かである。
W2K の外字エディタは、システムフォルダの¥system32
¥eudcedit.exe であるが、この外字エディタは、Win95/98/
NT4.0 外字のインポートには対応していないし、
フォントと
外字ファイルの関連づけも上手く行かないことがある。
旧環境（Win95/98/NT4.0）の外字を移行させる場合
は、フ ァ イ ル マ ネ ー ジ ャ ー（シ ス テ ム フ ォ ル ダ の
winfile.exe）で¥fonts フォルダの下の外字ファイル（.tte
ファイル）をコピーし、W2K マシンの任意のフォルダに置
いて、外字エディタ、うまくいかない場合は TTedit の外字
リンカー[2]などで関連づければよい。
難しいのは、標準外字の移植である。まず、もとの環
境の標準外字ファイル eudc.tte をファイルマネージャーで
コピーする。W2K では、ファイルマネージャーが廃止され
たため、特殊な設定が施されている fonts フォルダのファ
イルを操作できるユーティリティ（WinFD[3]など）を別途
用意し、eudc.tte を¥fonts フォルダにコピーすればよい。
以上の方法で旧来の外字の利用は可能になる。しか
し、繰り返すが、データ交換の際に常にネックになる外字
は、使用しないのに越したことはない。Unicode 収録文字
の積極的利用、また、無償で外字の登録・製作を受け
付けている今昔文字鏡を積極的に活用し、旧データを
移行させていくことをお勧めする。

Windows2000 Multi Language 版
W2K のシングルバイナリ化がもたらした最大の恩恵
は、Windows2000 Multi Language 版（多国語版。以下、
W2KML）であろう。W2KML は英語版 W2K に各言語
のインターフェィスを追加、切り替え可能にしたもので、
言語を設定して再起動すれば、一つの W2K が英語・日
本語・中国語などの世界の各言語版に自在に切り替わ
る。W2K では統一されたバイナリに、ローカライズされた
インターフェイスやヘルプファイルを着せることよって各
言語版が作られているが、そのインターフェィスやヘル
プなどを切り替え可能にしたものだと考えればよかろう。
いかなる言語版のソフトでも、W2K に対応してさえいれ
ばこれ一つで問題なく使いこなせる。これまで、海外ソフ

注
[1] 師茂樹氏のレポート（http://www.ya.sakura.ne.jp/~moro/
profile/reports.html）参照。
[2]

入 手 先 は http://www.interq.or.jp/www1/anzawa/
ttedit.htm

[3] 入手先は http://www.starseed.ne.jp/winfd/index.html
[4] ライセンス販売の詳細については、MS サイトのドキュメン
ト、http://www.asia.microsoft.com/japan/info/license/
open/open.htm 参照。
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Unix 系 OS
二階堂

善弘

（茨城大学人文学部助教授）

かなりのマシンパワーを必要とする。

Unix 系 OS の多言語対応

Linux などの対応

ここでは Unix 及びフリー Unix（Linux・FreeBSD など）
の多言語対応について考察したい。但し、Unix 系 OS
については、その種類が大変に多い。そのため、ここで
は筆者が実際に使用しているごく一部の OS についての
み検討することにする。
特徴的なのは、多くの Unix 系 OS においても、急速に
多言語化が進んでいるということであろう。Solaris にして
も、Linux にしても、OS レベルから Unicode への対応が
行われており、ツールもそれに合わせてより機能的になっ
ている。

Linux については、様々なディストリビューションが存在
しているため、全容を把握することは難しい。ただ、最近
の傾向としては二点が挙げられる。
一つは、各ディストリビューションやツールの UTF-8 へ
の 対 応 が 急 速 に 進 ん で い る こ と で あ る。例 え ば、
Netscape を使って中国語のページを閲覧することは、ほ
ぼどのディストリビューションでも可能である。かつて
cWnn 以外はほとんど無かった中文入力ツールも、
いまで
は多くの種類がある。またデスクトップ環境の KDE や
Gnome などの UTF-8 対応に伴った中国語処理も可能と
なりつつある。なかでも、Linux Mandrake の各言語対応
は特筆すべきものがある。これに比して、FreeBSD の多
言語対応は今ひとつであるかもしれない。
もう一つの特色は、中国大陸などで独自に中文 Linux
がたくさん作られていることである。これには政治的な思
惑が絡んでいるようで、OSのマイクロソフト一極化を嫌っ
た政府が、Linux 推進に傾斜しているとのことである。
現在、紅旗（http://www.redflag-linux.com/）・藍点
（http://www.bluepoint.com.cn/）・中文 Turbo（http://
www.turbolinux.com.cn/）・Lindows（http://
www.xteamlinux.com.cn/）などのディストリビューション
が人気である。いずれも安価で、中文処理ツールが充
実している。

Solaris 8 の対応
なかでも、特に著しいのは、サン・マイクロシステムズ
社（http://www.sun.co.jp/）の Solaris 8 の多言語対応で
ある。
Solaris 8 は、OS の基本コードに UTF-8 を採用してお
り、多言語の混在がそのままで可能であるし、また各言
語ごとにロケールを設定することもできる。かなり柔軟な
設計となっている。
欧米の言語はもとより、中国語や日本語・韓国語にも
対応しており、ログイン時に言語とその形式を選べる。例
えば中国語の場合、GB・GBK・UTF-8・CNS11643 な
どからそれぞれ選択が可能である。またログイン後も、各
言語を様々なツールで入力できる。もっともヘブライ・ア
ラビア語の右書きには十分対応がされてはいない。しか
し中国語の入力ツールについては、語彙や変換効率に
ついても、ほとんど文句のないレベルである。
Linux の影響を受けて、Solaris もオープンソースに傾
斜しており、極めて安価に入手が可能になった。サン・
マイクロシステムズに直接注文すれば、メディア代の 75
ドルだけで手に入れられる。クライアントとしても、サーバ
としても十分に使用可能である。ただ、ハードについては

Solaris 8 の多言語入力ツール

紅旗 Linux
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超漢字
二階堂

善弘

（茨城大学人文学部助教授）

の OS が肥大化に向かっている中、超漢字は動作が軽
快であり、古いスペックのマシンでも十分に稼働する。
ただ、やはり弱点はアプリケーションソフトが充実して
いないことであろう。Windows を購入する目的は、結局
のところ Office などのアプリを使うのが目的である。現在
の超漢字には、高機能のアプリがほとんど無い状況で、
不十分と言わざるを得ない。
例えば、中国語入力一つを取ってみても、簡体字のみ
の対応で、しかも単漢字入力しかできない。Linux です
らフリーのよい中国語入力ツールがあるのに、これでは
中国語を日常的に使いこなすことはほとんど不可能であ
る。
さらに、インターネット関連のツールが弱いのも気にな
る。現在のブラウザでは、台湾の CNS11643（Big5）系
のページが表示できない。これは台湾・香港のデータを
最も使用することの多い筆者などにとっては非常に困る
問題である。漢字の処理の充実をアピールしておきなが
ら、日本語以外の漢字の扱いにあまりに差がありすぎる。
これは問題であろう。
周辺機器の対応もいまひとつである。イーサネットカー
ドなどは、対応したものを購入すればよいが、SCSI カー
ドが使えないのはさすがに困る。早急な対応を望む。

BTRON
パーソナルコンピュータの OS は、Windows にしろ
MacOS にしろ、Linux にしろ、そのほとんどは日本で作ら
れたものではない。その中で、TRON 規格の BTRON に
準拠した OS は、純粋に国産 OS と言えるものである。
BTRON に準拠した OS は、パーソナルメディア社
（http://www.personal-media.co.jp/）が発売している。こ
れはここ数年の間に、1B から B-right/V を経て、超漢字・
超漢字２へと急速に変貌を遂げてきた。またセネット社
（http://www.sennet.co.jp/）は 英 語 版 と 中 国 語 版 の
BTRON 準拠 OS を開発中である。
超漢字２
パーソナルメディア社の最も新しい BTRON OS は超
漢字 2 である。その特色は、なんと言ってもその巨大な
文字コードセットにある。TRON コードは膨大な文字コード
領域を持つため、
その中に多くの文字コードを包含するも
のとなっている。
含まれる文字コードや文字集合は、JIS X 0208（JIS 第
一第二水準）・JIS X 0213（JIS 第三第四水準）・JIS
X 0212（JIS 補助漢字）・KS X 1001・GB 2312・CNS
11643(1-2)・六
点八点点字・今
昔 文 字 鏡・
Unicode2.0 の
漢字以外の文
字など、多岐に
わたっている。こ
れにより、13 万
種類の文字を
収録している。
現在もっとも多く
の文字が使える
OS であることは
間違いない。
超漢字 2 で
は、周辺機器へ
の対応が進ん
だほか、「世界
文字入力」「縦
書きエディタ」な
どが新たに加
わった。また他
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Mac OS X
平林

宣和

（広島経済大学経済学部専任講師）

一つの OS 単体でカバーし、それがユーザの設定するデ
フォルトスクリプトに応じて各言語版に化ける、という大き
な発想の転換を行っている。
さらに OS 対応のアプリケー
ションもマルチリンガル化し、デフォルト言語の設定はア
プリケーション単位でも可能となるらしい。
たとえば OS が
英語版として作動している時に、日本語をデフォルトにし
たアプリケーションを起動すると、自動的に OS も日本語
に切り替わる。OS Ⅹに至って、Mac OS は本来の意味で
のマルチランゲージ OS へと変貌するといってよいだろう。
もう一つ、中国語の利用に関して画期的なのが、
Unicode への全面対応である。従来から、Text Encoding
Converter、Text Services Manager などの API によって、
Unicode への対応は部分的に行われていた。しかしフォ
ントや IM レベルでの対応は遅れており、その状況は先
の OS 9 の段階でも変わっていない。それが今回の OS
Ⅹの登場にともなって、OS 付属フォントが全面的に
Unicode 対応となり、事実上 Unicode が Mac OS の標準
文字コードとなるに至った。採用されるフォントは、アドビ
システムとマイクロソフトが従来の PostScript と TrueType
を統合する形で開発した、OpenType 形式のものである。
OpenType は字形とコードの対応表を個別に準備できる
ため、包摂による異体字問題についてもある程度柔軟に
対応が可能となっている。
以上の二点が、従来の Mac OS とは異なる、OS Ⅹの
マルチリンガル関連の主な特質である。OS 9 までの「王
道」が比較的安定していたためか、Mac OS の多言語対
応に関する変化は、Windows 陣営と比べて近年あまり目
立ったものではなかった。しかし今回の OS Ⅹの登場に
よって、Unicode への全面対応を含め、マルチリンガル
OS そのものの新たなあり方が提示されることとなった。
本稿の執筆には間に合わなかったが、OS Ⅹのマルチリ
ンガル機能を実際に目にする日が楽しみである。
なお、OS Ⅹに関連した文字コードおよびフォントの問
題については、『ASCII』2000 年 6 月号の林信行「Get
Info the Macintosh アップルが切り拓く日本語新時代」
に詳し
い。関
心のあ
る方は
ご参照
いただ
きたい。

マルチリンガル OS と Unicode の標準化
アップル社の次世代 OS である Mac OS X がまもなくリ
リースされる。年初の MACWORLD EXPO 2000/San
Francisco での発表によれば、今夏に製品版が出荷され
る予定だったが、残念ながら 2001 年まで延期、かわりに
パブリックベータ版が公開される模様である。
MAC OS 9 まで
もともと Mac OS は多言語使用環境の実現に早くから
取り組んでおり、複数の言語スクリプトをシステムに組み
込む WorldScript は、System 7 の時代に標準化されてい
る。これに別売の CLK（Chinese language kit）をインス
トールし、対応のアプリケーションを揃えれば、GB および
Big5 の表示、入力、印刷、メール送受信など、ほぼ問
題なく行うことができた。さらに連文節変換が可能なキャ
ノテックの IM、「Bopomofo」を加えると、それなりに快
適な中国語使用環境が整ったのである。文字化け系入
力ツールなど、よけいな選択肢がなかったことも手伝い、
この組み合わせはしばらくの間、Mac の中国語使用環境
の「王道」であった。昨年リリースされた OS 9 まで、こ
の状況に大きな変化はなかったといってよい（ただし
Bopomofo は Mac OS 9 環境下では若干の不具合が出
るようである。詳細はキャノテックのホームページ（http://
www.canotec.co.jp/）を参照していただきたい）。
一方で OS 8.5 以降、CLK の提供方式には漸進的変
化が見られた。OS 8.5 では、display only という形だが、
CLK の付属フォントである Beijing（GB）と Taipei(Big5)
がシステムに 標準で添付さ れ、CLK を 購 入 せず に
WWW 閲覧等ができるようになった。さらに OS 9 では、
CLK を含む各種 language kit がカスタマイズ用にバンド
ルされ、事実上無料で各種スクリプトの組み込みが可能
になったのである。むろんこれは提供方式の変化であり、
システム上これまでの「王道」の構成に基本的な変化は
見られない。それが次世代標準の OS X に至って、Mac
OS は完全なマルチリンガル OS へと一気に脱皮するよう
である。では、どのような点が従来の Mac OS と異なるの
だろうか。
OS Ⅹのマルチリンガル機能
まず OS Ⅹでは「各国語版」という概念が消滅する。
従来は英語版および各言語へのローカライズ版が作ら
れ、言語の数だけ Mac OS が存在する形になっていた。
しかし OS Ⅹでは、これまで対応していた複数の言語を
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に、期待できよう。
また中国では新しい文字コード GB18030 が公布され、
2000 年末以降、国内のソフトハウスは準拠製品を作るよ
うに義務づけられた。一方で、中国政府は紅旗 Linux を
はじめとする中国版 Linux の普及にも大いに力を入れて
いる。
中国を代表するワープロソフトの WPS であるが、
WPS2000 家庭版を 98 元という低価格で発売し、中国国
内をあっと驚かせたが、おそらくはマイクロソフト製品（中
国の場合は海賊版による流通がほとんどだが）に対する
危機意識のあらわれであろう。現在は、ネットワーク対応
機能を充実させた iWPS に力を注いでいるようだ（詳細
については http://www.wps.com.cn/参照）。

アプリケーションの多言語対応概観
Office 系ソフト
90 年代半ばまでは、ワープロは一太郎、表計算は
Lotus1-2-3 というのが一般的だったと思うが、今や MS
Office2000 が圧倒的な強さを誇っている。しかも多言語
機 能 の 充 実 も 他 社 製 品 を 圧 倒 し て い る。そ れ は、
Unicode の採用によってシングルバイナリ化を進め、
世界
各言語対応ローカライズ版の開発コストを下げるという
戦略の副産物であるが、いずれにせよ歓迎すべきことで
ある。
一方、非マイクロソフト系ソフトの多言語化・Unicode
対応は、予想外に遅れている。それは、技術的困難もさ
ることながら、各ソフトハウスのグローバル戦略の欠如に
も一因があるのではなかろうか。
例えば、マイクロソフトへの国内唯一の対抗馬である
ジャストシステムの一太郎 10 であるが、Unicode 化は積
極的にすすめているものの、多言語文書を作成しようと
すると、日本語ワープロという限界にぶつかってしまう。ど
うしても、中国語やハングル、また Unicode の IPA・ラ
テン拡張領域などで細かな問題が発生してしまうのだ。
後述する中国や韓国の動きと比べると、世界戦略が見え
てこない。これは多くの国内ソフトハウスに共通する問題
でもある。今後の国際展開を見据えた多言語対応に期
待したい。

DTP ソフト
Windows の Unicode 環境が広く普及している以上、
Windows DTP に対応した組み版屋が増えれば、テキス
ト入稿も容易になると思われるのだが、まだまだ普及には
ほど遠いのが現状である。しかも、Windows プラット
フォームで Unicode を使える DTP ソフトが少ない。
初の Unicode 対応 DTP ソフトとして期待されていた
Urban Press は、残念ながら発売中止になってしまった。
MS Publisher2000 は安価で多言語機能が充実している
ものの、行間の設定など漢字言語への対応は不十分な
上に、1 ドキュメント中に複数マスタページが設定できな
い、アウトライン機能が無いなど日本語や書籍の DTP に
使 う に は 機 能 が 乏 し す ぎ る（ち な み に 本 誌 は
Publisher2000 で版下作成している）。そのほかの DTP
ソ フ ト（DTP 可 能 な Draw 系 ソ フ ト を 含 む）、
PageMaker6.5・G CREW7・Corel DRAW9 などはいずれ
も Unicode をサポートしていない。このため、多言語・多
漢字文書の入稿に困らされる状況は、まだしばらくは改
善されそうもない。ここはひとまず、MAC OS Ⅹと Unicode
対応 DTP ソフトの登場を待望しておこう。

中・韓のソフトウエア動向
韓国国産ワープロソフトとして名高いアレアハングル
は、社名を HnacomLinux（http://www.hancom.com/）
に変更し、Linux 対応ワープロを発売するとのことであり
（JAET-BBS/漢情研情報室 2/5，二階堂）、既に中国
語版は文傑の名称で市販されている。Windows 版アレ
アハングルは高度な多言語処理能力を誇っていただけ

94

ワープロとビジネスソフト：総括・MS Office2000

MS Office2000
千田

大介

（慶應義塾大学経済学部専任講師）

動認識を OFFにして、言語を英語などに設定すると解決
する。
また、言語が中国・台湾に設定されていると、自動で
ピンイン・注音のルビを振ることができる。ただし、この
機能が使えるのは Windows2000 の上で利用したときに
限られる[1]。
もう一つ特筆すべき点に、対応ファイル形式の充実が
ある。MS Office2000 がシングルバイナリ化された恩恵
であろう、世界各国のローカルコードのテキストファイルを
読み込み・保存できるようになった。面倒なファイルコン
バートが必要なくなったのは、画期的なことである。

宣伝されない多言語機能
本格的多言語オフィススイートである MS Office2000
がデビューしてはや一年、しかしその多言語機能が一般
のコンピュータ情報メディアで紹介・解説されるのを筆者
は見たことがないし、マイクロソフトも全く宣伝していな
い。このあたりに、日本社会の国際意識のズレを感じて
しまうのは、筆者だけだろうか。
さて、
Office2000 は全てのアプリケーションが Unicode
に対応しシングルバイナリ化された。その多言語機能を
支えるのが、Arial Unicode MS である。これは、史上初
めて Uniocde2.1 の全てのグリフを収録した画期的なフォ
ントであり、実に 23MB もの大きさである。これで、
Uniocde 収録の全文字を表現できるようになったのは画

Excel2000
Excel は、Word と同じく 97 の段階で Unicode に対応し
ていたため、新バージョンでは手直し程度にとどまってい
る。最も多言語対応がすすんだのはファイルのインポート
で、Unicode および各ローカルコードのテキスト（CSV）
を読み込めるようになった。一方、保存の方は Unicode
テキスト（CSV）形式のみが追加されている。
しかし、
JIS 外の Unicode 文字をセルに入力した場合、
言語の自動認識機能によってフォントが自動設定されて
変更できなくなる問題は解消されていない。Arial Unicode MS で表示すればよいのだが、書体デザインが悪く
実用に耐えない。ここは Excel をカード型データベースと
して利用するユーザーを考慮して、文字もしくはセル単
位での言語設定機能が追加されることを望みたい。

期的だが、漢字はデザインが悪く、「躯」が「躯」になっ
ているなど錯誤も多く、まだまだ問題も抱えている。
以下、各 Office アプリの多言語機能を見ていく。
Word2000
MS Office の中で、多言語機能が最も充実しているの
は常に Word である。Word 2000 も、
他の MS Office 2000
アプリに比べて、遙かに高度な多言語機能を備えてい
る。
Word 2000 の多言語機能の特色は、一文字単位で言
語とフォントを個別に設定できることである。言語設定は、
校正ツールなどの言語固有の機能を利用する際に使わ
れることが多い。通常は IME やキーボードレイアウトに
よって自動的に言語が判定されるが、［ツール］－［そ
の他の校正ツール］－［言語の選択］で任意の言語に
設定したり、自動認識機能を OFF にしたりすることがで
きる。また、日本語 IME に Unicode のラテン拡張・IPA
などの領域の文字を登録している場合、文字列を日本
語と誤認して字間が崩れ、フォントの切り替えもできなく
なるという問題が発生することがあるが、その場合は自

Access2000
Access は 2000 でようやく Unicode に対応した。従来
Unicode に対応したリレーショナルデータベースソフトは、
あまり使い勝手が良いとは言えないジャストシステムの
五郎くらいしか無かったが、
Access2000 の登場で本格的
な多言語・多漢字データベースが容易に構築できるよう
になった。Access の場合、Unicode でデータを読み書き
するようになったが、言語設定関係の機能は全く備えて
いない。これはデータベースソフトという性格上仕方のな
いところであるが、実際にフォームで多言語表示するた
めには表示フォントに Arial Unicode MS を利用するか、
言語フィールドを設けてその設定値によってフォントを切
り替えるようにマクロを組む必要がある。
PowerPoint2000
PowerPoint2000 もこのバージョンから Unicode に対応
した。IME を切り替えて中国語を入力すれば、自動的に
フ ォ ン トを 切 り 替 え て くれ る。PowerPoint2000 で も、

Word2000 でピンイン・注音のルビ
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Word2000 と同様に選択した文字列の言語を指定する
ことができるので、言語が誤認識されてフォントが切り替
えられないという問題を回避できる。

創刊号

在后面吃
面条」を正
確に「皇后
在後面吃
麵條」と変
換すること
ができる。
日本語・
英語以外
「中国語の翻訳」
の言語を使
う人にとっては福音とも言うべきソフトだが、なぜか日本
マイクロソフトは全く宣伝していないし、輸入ソフト扱い
で、日本語版での動作確認はしているが動作保証はし
ないという玉虫色の売られ方をしている。そのため店頭
に置いているのも、秋葉原のラオックスなどごく少数に限
られる。実売価格は 12,000 円ほどのようだ。

FrontPage2000
HTML エディタ兼サイト管理ソフトとしての Front Page
2000 の評価・人気は、決して高いとは言えない。スタイ
ルシート機能には定評があるものの、リンク画像表示のた
めに一々ネットに接続するといったお仕着せ仕様が嫌わ
れているようだ。しかし、日本語 Windows 上で世界各国
の文字コードに対応した Web ページや、Unicode による
多言語混在ページを手軽に作成できるという点で、
Front Page 2000 は他者の追随を許さない。
Front Page 2000 では、［ページのプロパティ］でペー
ジ言語を設定し、あとは IME・キーボードを切り替えて入
力するだけで各ローカルコードに対応したページを作成
できる。しかも、ページの編集途中に言語を切り替えるこ
ともできる。これは、FrontPage2000 が「&#Unicode 十進
番号;」タグに全面対応しており、ローカルコードに定義さ
れない Unicode 収録文字を変換処理してくれるからで
ある。
また、リッチテキストを貼り付けると自動でタグに変換し
てくれる機能もあり、手軽に今昔文字鏡 TTF を使った
ページを編集することができる。
総じて、
多言語 HTML エディタとしての機能は秀逸で
あり、多言語・多漢字 Web ページを作る必要のある人に
とっては、FrontPage2000 が唯一の選択肢となろう。

Office2000 Multi Language 版
Office2000 の Multi Language 版（多国語版。以下
Office2KML。）は、Windows2000 Multi Language 版と
同じく、英語版 Office に切り替え可能な各言語のイン
ターフェイスと校正ツールを添付したものである。購入方
法も同じオープンライセンス方式だ[2]。言語を設定して
各 Office アプリを立ち上げれば、Windows をリブートし
なくてもインターフェィスが切り替わるのは快感である。
しかし、Office2KML は果たしてどれだけ必要だろう
か？多言語対応ドキュメントやデータベースは、日本語
Office2000 でも問題なく作成できるし、多言語校正機能
は Proofing Tools によって組み込むことができるから、ア
プリケーションソフトとしての性能はローカル言語版と大
差ないといえる。メリットは、各言語版の間でレイアウトが
微妙に食い違う問題の解決、あるいは多言語インター
フェイスを生かした外国語・外国学教育での利用といっ
た点に限られるのではなかろうか。
この点、選択肢が増えただけに、自分が必要とする機
能とパッケージをじっくり考えて選ぶ必要があろう。もっと
も、多言語対応ソフトが皆無であったつい数年前の状況
を考えれば、信じられないほど贅沢な悩みである。

以上のように、MS Office 2000 は全面的に Unicode に
対応したことによって極めて有用な多言語オフィスス
イートとなったが、その機能を遺憾なく発揮させるには、
Windows2000 との組み合わせで使うのがベストであると
言える。また、多言語機能の充実度が各アプリの間でま
ちまちである点は、今後の改善に期待したい。

Office2000 Proofing Tools と Office2000
多国語版
Office2000 Proofing Tools

以上の Office2000 の多言語機能についても、来年 3
月発売予定の『電脳中国学 2001（仮）』にて詳細に解
説する予定である。また、筆者の Web サイト（http://
www.jan.sakura.ne.jp/~wagang/）に解説ドキュメントを公
開しているので、興味のある方は参照されたい。

日本マイクロソフトが全く宣伝していないため、一般に
は余り知られていないが、Office2000 Proofing Tools と
は、各言語版 Office の校正ツールを集めたものである。
Proofing Tools をセットアップすると、Office2000 の言
語設定で選択した言語の校正ツールが使用可能にな
る。欧州諸語であれば、グラマーチェック、シソーラス、
ハイフネーションツールなどが、中国語の場合はグラ
マーチェック（簡体字のみ）、簡体字・繁体字変換機能
（中国語の翻訳）、中国語－英語翻訳機能（簡体字の
み）などが使用可能になる。なかでも中国語の翻訳機能
は秀逸で、熟語辞書による変換に対応しており、「皇后

注
[1] JAET-BBS/ソフトとハードの部屋/479,舟木将彦。
[2] 「Windows2000 レビュー」参照。
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換も文字化けする事もあるが、作業自体は正常に実行さ
れる。また以前のバージョンでは非対応だった文字鏡の
RTF 出力からの貼り付けにも対応し、papiro 氏作の文字
鏡 True Type Font と文字鏡番号相互置換マクロも『パソ
コン悠々漢字術 2001（仮題）』や@nifty FREKI Lib16
-64 で公開されており、一太郎でも論文を書くという事に
関しては十分に答えてくれる。
但 し、漢 字 文 献 情 報 処 理 の 観 点 か ら す る と、
Windows2000 上での一太郎 10 のある不具合は致命的
ともいえる。それは「MS Office に付属する日本語以外の
CJK フォントの内、SimSun や PMingLiU 等の拡張子が
「.TTC」のフォントは、Windows2000 上で動作する一太
郎 10 からはフォント変更を行う際に、和文フォントの候補
として選択できないというものである。
Windows98 や WindowsNT4.0 では問題ないが、
Windows2000 上でのみ、どうも一太郎側で欧文フォント
と認識してしまっているようで、不便なこと極まりない。
Windows2000 か一太郎のどちらに起因する不具合なの
か不明であるが、一利用者として早急に改善を願う次
第である。
一太郎というソフトは普通に文書を入力し整形して印
刷するというワープロソフトの基本概念からすれば、既に
完成の域にあると思われる。但し一太郎と Word がそれ
ぞれワープロソフトとして目指す方向性が異なる以上、
得手不得手が生じるのはいわば必然である。しかしこと
多言語処理という観点で見た場合、Word に一日の長が
あることは認めざるを得ない。但し先に述べた通り一太
郎も Unicode 対応アプリである以上、普通に文章を入力
するのならば何の問題もない。従ってマクロや一太郎自
体の高度な機能を使わないのであれば、一太郎 Lite2
で十分に間に合うと思われる。このソフトは動作も軽く、筆
者も非力なモバイル用マシンのワープロソフトとして重
宝している。正規表現にも対応しており、Unicode 対応
エディタ代わりにもなる。後は Unicode に対応したマクロ
機能が付けば言う事は無い。今後に期待しよう。

一太郎 10
今更言うまでもないが、一太郎シリーズは（株）ジャス
トシステム社の看板ソフトである。その歴史は 20 年近くを
誇り、嘗ては㈱管理工学研究所の松と並び、日本語ワー
プロソフトの双璧と目されていた。最近はバンドル攻勢に
影響されてか MS Word にかなり押され気味だが、今で
も筆者の如き愛用者が少なくない。
筆者は仕事上の理由や学生に教える必要で最新
バージョンの Word2000 を本格的に使うようになったが、
相変わらず筆者の感覚に合わない「小さな親切大きな
お世話」的機能は兎も角、多言語処理や検索置換機能
は一太郎が Word の足元にも及ばない長所である。
Word に慣れ親しんでいる方は既にご存じ言だろう
が、Word の多言語対応は非常に強力である。また検索
置換機能も正規表現（Word2000 では「ワイルドカード」）
に対応し、別に MS ゴシックを MS 明朝に置換する芸当
も可能である[1]。更に Word には中国学の論文を執筆す
る際に、欲しかった機能である割り注を設定する事まで
可能なのだ。
では対する一太郎はどうか。現在一太郎の名を冠する
ワープロソフトは、大本の一太郎（最新バージョンは
10R2）、軽量版の一太郎 Lite2、JAVA 上で動作する一
太郎 Ark 三種類である。
このうち筆者は日常的に前の二
つを利用しているが、どちらも多言語や漢字文献の情報
処理という観点から視るとそれぞれ一長一短である。筆
者の研究分野たる中国史に求められる情報処理とは、
要するに漢字の取り扱いである。実際に扱える文字は
OS に規定されるが、一太郎 10 も Lite2 も Unicode の CJK
統合漢字の文字数 20,902 字に対応し、入力や検索置

ATOK13
ATOK も一太郎と同じくらいの歴史を誇る日本語入力
システムである。このソフトは現在の同類ソフトの中では
最強の部類に入るだろう。但しこれは日常の文書に限っ
た話で、専門語彙を入力しようとすると途端に語彙が不
足する。
筆者もそれを補う為に幾つか ATOK 用の辞書を
作成し公開するわけだが、最近の ATOK の変化にはな
かなか興味深いものがあり、色々と凝った辞書を作る意
欲がわくのである。ここは本来一太郎 10 の紹介記事な
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のだが、一太郎と ATOK は唇歯の関係といっても良く、
併せて紹介することとしたい。
最近の ATOK は Unicode にも対応している。その為、
CJK 統合漢字エリアの漢字であれば、単語登録する事
が可能である [2]。入力の際一部文字化けする事もある
が、該当文字が表示可能なフォントに切り替えればよい。
もちろん繁体字ばかりでなく簡体字も登録可能なので、
その気になれば ATOK で現代中国語を入力する事も可
能である[3]。
また単語コメント機能や置換候補といった機能も秀逸
であり、この機能を使って「ある書名を入力して変換す
ると、候補の後ろに作者の情報が表示される」等、ミニ
辞典的な要素を加える事も可能である。これが筆者の
辞書作成意欲をかき立てる機能であり、試しに幾つか単
語コメント機能付き辞書を作成してみた。それほど需要
があるかどうか解らないが、一度ご利用いただきたい[4]。
ATOK には漢字検索機能も付いているが、これと不可
分の関係をなすのが、JS 平成明朝体 W3 及びそれを
使った JS 拡張漢字機能である。ATOK13 の文字パレッ
トの漢字検索機能で検索可能な漢字は、所謂 JIS 漢
字＋補助漢字＋αという範囲だが、補助漢字以降の表
示を JS 拡張漢字機能に頼っているため、様々な問題が
一太郎以外の部分で生ずる。これは Unicode に完全対
応していなかった OS 上で多漢字を実現するための方
便としてはやむを得ない措置だったのだが、Unicode OS
やコンシューマ系 Windows の Unicode 対応も以前よりは
進んでいる現状では、JS 拡張漢字機能は無くしてしまっ
た方が良いと筆者は考えている[5]。
ATOK の進化はどこに行くのだろうか？ 日常語彙の
変換に至ってはすでに完成の域にあるが、もしかしたら
漢文を訓読したら白文が自動的に生成されるバージョ
ンが開発される日が来るのかもしれない（絶対にあり得
ない確率の方が高いが…）。

創刊号

おわりに
以上、一太郎 10 と ATOK13 のレビューを記した。前
述の如く、一太郎はワープロソフトという面では殆ど完成
の域にまで到達している。逆に機能の肥大化の為に筆
者は日頃使わない機能も多く、予めそのような機能はイ
ンストールしないように設定をしてあるくらいだ。
本レビューでは人文系ツールとしての観点から一太郎
を取り上げたが、よく考えてみると余り誉めていないよう
な気もする。文書を入力するだけの目的で有ればそれな
りに強力なソフトであるが、多言語のデータを加工した
い場合等は、やはり Word に見劣りするのである。ソフト
の機能肥大化という動きは、筆者自身余り好きではない
し、Microsoft が.com 関連ビジネスに乗り出そうとしたり、
インターネットへの高速常時接続が当たり前になった時
には、パッケージソフトという形態それ自体も曲がり角に
来るだろう。従って一太郎の変容もこれからどう変わるの
か想定しがたいが、今後の更なる発展を願う次第であ
る。
人間一度習い覚えた道具というのはなかなか捨てら
れないものである。筆者はもう 10 年以上も一太郎で文書
を入力している。冒頭にも書いた如く、最近では仕事上
の必要で Word も使用するようになったが、やはり自分の
論文は慣れ親しんだ一太郎で書いてしまうのである。有
る意味人間の性なのだが、筆者はやはり一太郎の操作
体系が気に入っているのかもしれない。

注
[1] 細かい点は MS Office のレビューを参考。
[2] MS-IME2000 も Unicode に対応した IME であるが、こち
らの単漢字辞書には補助漢字相当部分まで登録されて
いる。但し単語登録機能は ATOK に劣る部分もある。筆
者としては補助漢字専用の単漢字辞書をリリースして欲
しいと希望する。
[3]

実 際 に そ の 様 な 辞 書 も あ る。以 下 参 照。
http://member.nifty.ne.jp/Gat_Tin/

[4]

筆 者 の サ イ ト よ り ダ ウ ン ロ ー ド 可 能。
http://www.ritsumei.ac.jp/kic/~gr396958/index-j.html

[5] 漢字検索機能自体はかなり優秀なのだが、JS 拡張漢字
機能をインストールしない筆者は、漢字の検索にはもっぱ
ら今昔文字鏡の製品版を使用している。
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中国語入力ツール
中国語 IME
千田

大介

（慶應義塾大学経済学部専任講師）

する、中国語版 Win に標準搭載されている全ての IME
が収録されている。種類は多いものの、漢字をコード化し
て入力する方式、および旧世代の発音入力 IME がほと
んどであり、日本人中国語ユーザーにとっては、最新の
微軟拼音・新注音輸入法さえあれば十分であろう。

Global IME の限界
1998 年に配布が開始された Global IME は、マイクロ
ソ フ ト 社 純 正 で 日 本 語 Windows95/98/NT4.0（以 下
Windows を Win と略）環境での動作が保証された唯一
の無償中国語 IME として歓迎された。その後、Internet
Explorer5 ではオプションセットアップで組み込めるように
なり、更に Word2000・Netscape Navigator4.73 以降など
対応ソフトが増加したため、日本語環境で中国語を入
力する際の標準 IME の地位を確立したかに見える。
一方で、Global IME の問題点も表面化してきた。例
えば、Win95/98 に Global IME をセットアップすると、日
本語 IME への辞書登録ができなくなる。また、Win95/98
で OS が安定しなくなるという問題が発生することもある。
そもそも、Global IME は本格的に多言語対応する
Win2000 登場まで、
旧世代 Win で多言語入力を実現す
るつなぎ役として出された IME で、ActiveX を利用して
いる（JAET-BBS/ソフトとハードの部屋/460,前寺正彦）。
より堅牢かつ高機能な中文版 Win 標準 IME、微軟拼音
輸入法 2.0・微軟新注音輸入法 98 が搭 載された
Win2000 がデビューし、また、サポート外ながら、それら
をマイクロソフト中国・台湾のサイトから入手して日本語
版 Win95/98/NT4.0 で利用することができるのだから、そ
ろそろ Global IME も引退の時期を迎えているのではな
かろうか。

便利なユーザー辞書機能
微軟拼音・新注音輸入法ではユーザー辞書機能が
充実している。いずれも、漢字のみの語彙リスト（Unicode
テキスト形式）をインポートすると、自動で読みの付いた
辞書ファイルを生成してくれる。この機能を利用すると、
語彙一覧をインポートして拼音/注音付きユーザー辞書
ファイルを生成し、それをエクスポートして再利用する、
といった裏技も可能である。ただし、システム辞書に登録
されている語彙は、ユーザー辞書登録時に自動削除さ
れるので、語彙リストを少々工夫してやる必要がある。
変換文字種は要注意
微軟拼音輸入法 2.0 では、IME バーの［簡］［繁］
ボタンを切り替えることで繁体字入力モードに切り替わ
るが、この繁体字とは GBK コード（＝ Unicode）の漢字
全てから簡体字字形を除いたもの全て、という意味であ
る。日本の常用漢字体や「説」「說」などのコードセパ
レートも全て登録されているのだ。このため、台湾 Big5
環境宛メール作成などで使用すると文字化けを起こす
危険がある。Big5 にはやはり微軟新注音輸入法を使う
べきだ。
微軟新 注音輸
入 法 は、プ ロ パ
ティのキーボード
選 択 で「羅 馬 拼
音」を選択すると、
ピンイン入力でき
るようになる。注意
点としては、台湾
微軟注音輸入法のプロパティ

微軟拼音輸入法 2.0 と微軟新注音輸入法 98
前述のように、
Win2000 に は
微軟拼音輸入
法 2.0・微軟新
注音輸入法
98 をはじめと
微軟拼音輸入法のユーザー辞書登録
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［設定］で「只顯示 Big5 字集」をチェックする。
以上の IME の詳細については、筆者のサイト（http://
www.jan.sakura.ne.jp/~wagang/）の解説ドキュメントをご
参照いただきたい。

と中国とでは標準語の発音が一部異なっている。また、
微軟注音輸入法でも、標準状態では簡体字や常用漢字
体も変換候補として表示されてしまう。Big5 定義漢字の
みを使用したい場合は IME バーを右クリックし［内容］

中文ツール
二階堂

中文処理ツール概観
各 OS が急速に Unicode への対応を深めたことは、各
社の開発している中文ツールに影響を与えていると考
えられる。
かつては、Windows にしろ Mac にしろ、中国語を処理
することは面倒で大変な手間を必要とした。特に、日本
語と中国語を混在させるには、かなり特殊な手段に頼ら
ざるを得なかった。それが各社の独自対応形式を生み、
複雑な関係ができてしまった。特に、JIS X 0208 の日本
語領域に、フォントだけを中国語に入れ替えて処理する
「見せかけ」の日中混在法は、当時は他に手段が無くや
むを得なかったとはいえ、データ交換上問題を残すこと
になった。
Windows98 や WindowsNT4.0 が出現したことにより、
Unicode による日中混在処理が容易になった。これを受
けて、幾つかの中文処理ツールは、Unicode を処理し、
また GB や Big5 のデータを直接処理できるようになった。
一方でこの動きに対応できぬままのソフトも存在した。
そして、Windows2000 の出現でまた状況が変わって
いる。Windows2000 は標準で多彩な中文フォントと中文
入力ツールを具えており、多くのアプリケーションで日中
混在が簡単にできる。特に、その入力ツールである微軟
拼音輸入法 2.0 の使い勝手は抜群である。これが「OS
標準」の能力となってしまうと、単に中文入力ツールとフォ
ントのみでは、ソフトを別に購入する意義はなくなってし
まっている。
MacOS も、バージョン 9 からは、
各言語の Language Kit
を OS の中に含めている。中国語の Chinese Language
Kit も、簡体字・繁体字ともに別に買う必要はない。
このような OS 側の変化を受けて、中文処理ツールは、
単なる入力ツールとフォントだけではなく、付加価値を付
けていく必要があると思われる。
各社ツールの対応について
各 社 が 開 発 し て い る 中 文 ツ ー ル に は、国 内 の
Windows 系 で は、高 電 社（http://www1.mesh.ne.jp/
KODENSHA/index.html）の Chinese Writer、オムロンソ
フトウェア（http://www.omronsoft.co.jp/）の cWnn、クリ

善弘

（茨城大学人文学部助教授）

エ イ ト 大 阪（http://www.kita-osaka.co.jp/create/）の
Nihao、ア カ デ ミ ソ フ ト ウ ェ ア（http://
www.academysoft.co.jp/）の 日 中 之 星、サ ン セ ー ル
（http://www.sunsale.co.jp/）のかんぺき電脳などがあ
り、Mac 系ではキャノテック（http://www.canotec.co.jp/
ccn/）の BoPoMoFo などがある。
また海外では、Windows
系で、加盟や双橋、それに南極星などのツールが知られ
ている。
これだけ多くの種類のソフトが存在しえたのは、やはり
中国語の情報処理に関する市場の大きかったということ
にあろう。そのためか、各社ともかつては頻繁なバージョ
ンアップを行い、新技術の導入に力を入れてきた。
ところが、昨今はそのような動きが鈍っているように感
じられる。幾つかの中文ツールは、新しいバージョンを出
すという消息もあまり聞かなくなってしまった。これはむろ
ん、Windows の多言語対応が影響していることは考えら
れる。また、ユーザの側の環境も、かなり多様化してい
るため、一つのツールで対応するのが難しくなっている
面もあろう。現在、Windows2000 にまで対応している中
文ツールは多くない。オムロンの cWnn は現行のバー
ジョン 4 でも Windows2000 に対応しているが、まもなく
新バージョンがデビューするとのことである。ここでは高
電社の Chinese Writer V5 についてのみ述べたい。
Chinese Writer V5
Chinese Writer は、すでに標準的と言ってよい地位を
得ている中文ツールである。Windows2000 に中文ツー
ルが装備されているため、ややその利点は薄らいだが、
微軟拼音より日本人にとっては扱いやすい面は有利で
あると思われる。
Chinese Writer V5 は Windows2000 の上でも使用可
能である。GB 簡体
字と Big5 繁体字の
入力を切り替える。も
ちろん、Word や一太
郎 の 上 で は、
Unicode として入力
される。辞書機能が
充実しており、また
小 学 館 の『日 中辞 Chinese Writer V5 を Windows2000 で
他 IME と共存する
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ブラウザ・メールソフト
総

括
師

茂樹

（東洋大学大学院文学研究科博士後期課程在学中）

標準化の動き

真のグローバル化に向けて

また HTML 3.2 から HTML 4.0 への改変について言え
ば、国際化のほかに、文書の論理構造を表現するという
HTML を本来の姿を（不徹底ではあるが）取り戻そうと
した点も看過できない。例えば、<center>タグは廃止さ
れ、<p align=center>も廃止予定である。すなわち、視覚
的なタグが担った役割は Cascading Style Sheet（CSS）
へと分離すべきだというのである。その理由にはいくつか
あ ろ う が、我 々 が 一 般 的 に 使 用 し て い る ブ ラ ウ ザ
（Internet Explorer や Netscape）だけがユーザエージェ
ントではない、という認識があることは間違いない。例え
ば 文 書 の タ イ ト ル を 表 現 す る と き に、<H1> で は な く
<FONT>などを使って目立つようにした場合、ブラウザ
の出力結果を見て我々は視覚的に理解するだろうが、
視覚障害者用のユーザエージェントがそれを見出し語
であると判断することはほとんど不可能であろう[3]。
同様のことは、
(X)HTML の拡張の一環として W3C で
議論されている Ruby タグ[4]についても言える。Ruby は、
視覚的には親文字のそばに小さな文字で読み仮名など
を並べたものであるが、W3C ではそれに加えて nonvisual rendering、すなわち視覚以外の出力をも念頭に置
いた議論がなされているのである。例えば苗字の「東」
は、「ひがし」さんなのか「あずま」さんなのかがわか
らず、視覚障害者用の読み上げソフトなどの障害となる
が、Ruby タグがあればそれが（部分的にも）解決する
のではないか、というのである[5]。このような問題は、現
在、プレーンテキストでやり取りされているメールの分野
でも起こり得ることである。
HTML の XML 化についてはこれだけでなく、HTML
を部品単位に分割することによって、携帯電話のようにス
ペ ッ ク 的 な 制 限 が 強 い 環 境 に お い て、コ ン パ ク ト な
HTML が利用できるようになるモジュール化についても
強力に推進されており、XML の拡張性によって新たな
環境、条件への対応が模索されているのである。
以上あげた、国際化、非視覚的ユーザへの配慮、モ

インターネット関連の技術は日々進歩しているが、クラ
イアント・レベル（つまり我々のレベル）の技術で注目さ
れるのは、以下の 3 点ではないかと思う。
1. 国際化―― Unicode / ISO 10646 への対応
2. XML 時代の到来
3. アクセシビリティの向上
国際化―― Unicode 対応の波は止められないと言っ
てもいいのではないだろうか。現在、主流の OS のほとん
どが Unicode に対応、あるいは対応を表明していること
は 周 知 の 事 実 で あ ろ う が、そ う だ と す れ ば I18N
（Internationalization）を意識したこれからのソフトウェ
ア開発は、母語＋ Unicode という組み合わせが多くなる
と考えるのが自然であろう。実際、最近になって国際化
対応を始めたフロッピーディスクだけで使用できるメーラ
「どこでも読メーラ」[1]が選択したのは、日本語（Shift
-JIS、EUC、ISO-2022-JP）と Unicode（UTF-8、UTF7）である。フロッピーディスクという限られた条件の中で
は、Unicode が最優先の選択だったということであろう。
逆の例としては、Shift-JIS+独自外字という最悪の組
み合わせを採用した iMODE をはじめとする携帯電話の
インターネット端末があげられるが、これらは国際化の流
れに逆行するものであり、早急な改善が望まれる。
あまり知られていないが、HTML 3.2 以前の HTML で
ISO-8859-1 以外の文字コードを使うことは本来ならば規
格違反であり、HTML が正式に国際化したのは HTML
4.0 以降である。その HTML も、W3C の HTML ワーキ
ンググループが示すロードマップ[2]によれば、
SGML ベー
スの HTML は HTML 4.01 で開発が打ち止めとなり（バ
グフィックスは続く）、今後は XML ベースの XHTML へ
と引き継がれるということが決まっている。HTML の国際
化を考えた場合、Unicode ベースの XML への移行はき
わめて自然な流れと言えるだろう。
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ジュール化などは、要するにアクセシビリティの向上（広
義のバリアフリー化と言えるかもしれない）ということだろ
うし、その基本技術として XML があることは間違いな
い。アクセシビリティの向上は社会的な要請であり、個人
の場合はともかく、大学などの公的機関のサイトにおいて
このような配慮が欠けていたとすれば、その評価は自ず
と決まってしまうのではなかろうか。
さらに、アクセシビリティの向上に欠かせないのが、規
格の標準化である。Unicode / ISO 10646 の制定は
Unicode Consortium[6]と ISO が連動しながら進めている
し、HTML や XML、CSS などの規格はすべて、これま
で何度か名前をあげた World Wide Web Consortium
（W3C）[7]において議論、制定されている。しかし実際
には、メールやブラウザでの文字化けは後を絶たない
し、ブラウザによって見栄えがちがったり、ブラウザ独自
のタグがあったりすることなどは日常茶飯事であると言っ
てよい。このような非標準化の動きによって、アクセシビリ
ティが著しく損なわれていることは言うまでもない。ユー
ザそれぞれが、以上のようなことを念頭に置きつつ、ウェ
ブサイトの構築やソフトウェアの選択をすることで、そのよ
うな状況が改善されることは言うまでもないが、それだけ
でなく、メーリングリストや規格のエディターへの投稿に
よって規格制定の議論に参加することによっても改善は
可能である[8]。このような機会を利用せず、できあがった
ものに文句だけを言うような愚行は避けたいものである。

創刊号

注
[1] http://www.tg.rim.or.jp/~khf07113/doko/echo.cgi?
filename=doko.html&counter=countdk
[2] http://www.w3.org/TR/xhtml-roadmap/
[3] 以上の件については、ビレッジセンター HTML&SGML
研究チーム『正しい HTML4.0 リファレンス&作法』
（ビ
レッジセンター出版局、1999 年 7 月）を是非、参照され
たい。
[4] http://www.w3.org/TR/ruby/
[5] 視覚障害者用ユーザエージェントにおける Ruby タグの
応用については、エディターである W3C の石川 雅康氏
にご教示いただいたことが少なくない。記して感謝申し
上げる。
[6] http://www.unicode.org/
[7] http://www.w3.org/
[8] 議決権などをもつメンバーになるには一定の条件がある
が、Unicode Consortium や W3C へ意見を述べること自
体はそれほど難しくない。議決権がなくても、W3C に対し
ては公開された規格案（ドラフト）に対するコメントをエ
デ ィ タ ー に メ ー ル で 送 る こ と が で き、ま た、Unicode
Consortium に対しては、エディターが参加しているメーリ
ングリスト（http://www.unicode.org/unicode/consortium/
distlist.html）で意見を述べることができ、建設的な意見
であれば規格に反映される可能性は充分にある。

ブラウザ
師

茂樹

（東洋大学大学院文学研究科博士後期課程在学中）

上図は、縦組み表示と、IE5.0 で実装されたルビを混
在させた HTML を UTF-8 で書き、IE5.5 で表示したもの
である。ソースの一部を下に示す。

Internet Explorer
Internet Explorer（以下、IE）の最新バージョンは、
Windows 版が 5.5、Macintosh 版が 5.0 である。Windows
版 IE の Unicode
内部処理による多
言語機能につい
てはこれまで何度
も言及されている
ためここでは述べ
ないが、この非常
に有用な機能が
Mac 版では実装さ
れていないようで
あり、残念である。
Windows 版 IE5.5 の新機能として注目されるのは、
W3C で議論されている「International Layout」[1]をもとに
した縦組み表示のサポートである[2]。
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<div style="writing-mode:tb-rl">
<p style="writing-mode:tb-rl">我们今天吃
什么？<br>
<ruby><rb>西餐</rb><rp>(</rp><rt>xīcān</r
t><rp>)</rp></ruby>怎么样？</p>
<p><ruby><rb>電脳中国学</rb><rp>(</rp><rt
>でんちゅう</rt><rp>)</rp></ruby>をよろしくね！
</p>
<p class="tate-wm">来年は<span class="yo
ko-wm">21</span>世紀です。</p>
<p><ruby><rb>안냥하심니까</rb><rp>(</rp><
rt>アンニョンハシムニッカ</rt><rp>)</rp></
ruby>？</p>
</div>

ブラウザ・メールソフト：総括・ブラウザ
この HTML は、他のブラウザでは縦組みにならず、
Mozilla の場合はルビも無視される
（Mac 版 IE ではフリガ
ナは正しく表示される）。縦組みとルビの実装は W3C の
規格案に基づく実装実験の意味あいが強く、この結果を
踏まえて規格化の議論にフィードバックするためのもので
あるから、将来的に変更される可能性は充分に考えられ
る。その点を踏まえた上で利用すべきである。
また、IE5 以降においては XML への対応が急速に進
んでいる。特に XSL(T)への対応については、Windows
用に Microsoft が試験公開している所謂「msxml3」[3]を
組み合わせることで、XSLT の多くの機能が利用できるよ
うになった。
例えば次のような XML 文書があったとする。外字の
代替表記として、<gaiji>という空要素タグを利用したも
のである。
これに適切な XSL[4]を組み合わせることで、次のよう
な出力結果を得ることが出来る。

Mozilla / Netscape
周知のとおり Netscape の開発の根幹は、ソースコード
の公開――オープンソース化によって Mozilla プロジェク
トに委ねられることになった。これまでの流れを受け継ぐ
Netscape はバージョン 4.73 で、ようやく Global IME に対
応したようであるが[6]、それ以外特に目立った進展は見
られず、将来的には後述する Mozilla ベースのものに移
行することから、ここではとりあげない。
執筆時点で、Mozilla は M17（M はマイルストーン）
が公開されており、Win32 版、MacOS 版（8.5 以降）、
Linux 版（i386 と PowerPC 用）、FreeBSD 版、Solaris
版など、数言多くのプラットフォームが対応しているという
のはオープンソース・ソフトウェアならではである [7]。
Mozilla プロジェクトから公開されているのは英語版であ
るが、ランゲージパックを追加することでメニューなどを
各国語に対応させることが可能となっており、日本語版も
公開されている[8]。今回、このレビューのために Windows
2000 上で動かしているが、インターフェースなどにこな
れていないと思われる部分もあるものの、HTML の表示
に関して言えば全体的に安定しているという印象であ
り、突然フリーズしたりすることは今のところほとんどない。
この Mozilla プロジェクトでの成果を反映して、さまざま
なアプリケーションが公開されつつある。その代表例は
言うまでもなく Netscape 6 Preview Release 2 であり、
Windows95、98、NT（英、仏、独、日本語）、PowerPC
を搭載した Macintosh（英のみ）、Linux（英日）向け
に公開されている[9]。そのほかにも、コマンドライン・イン
ターフェースの XMLterm[10]や、StarOffice との統合をめ
ざした MozOffice[11] など、いくつかの派生的なアプリ
ケーション開発が Mozilla のオープンな技術をもとに進
められている。
XML 関連についていえば、Mozilla / Netscape もまた、
IE 同様、XML への対応を積極的に進めており、数式用
の MathML などが処理できるようであるが、
XSL(T)への
対応につい
てはまだまだ
これからのよ
うである。
国際化対
応の点につ
いて特筆す
べき点は、IE
で早くから実
現されてい
た Unicode に
よるコードの
内部変換機
能が、Mozilla にも搭載されたという点である。
上図は、中央研究院の二十五史データベースを検索

<?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href
="文字鏡実験.xsl" ?>
<実験>
甲骨文字で「人」は<gaiji type="文字鏡" no="09
5200"/>や<gaiji type="文字鏡" no="09520
1"/>です。横から見た人の姿なんでしょうが、ちょっと類
人猿にも見えます。
</実験>

ただしこの機能についても、ルビや縦組み表示と同様
に実装実験的な意味あいが強いことを留意しておくべき
であり、IE5.5 だけでしか見ることができないページを
作ったとしても将来的にはまったく無駄になる可能性すら
ある。

以上のように、先進的な技術の実装については非常
に積極的な IE であるが、標準化への取り組みについて
は遅れていると言わざるを得ない。特に CSS の処理につ
いては、少なからぬ批判が挙げられている。Web Standard Project[5]で、Windows 版 IE などが犯している実装
上のミスの例を列挙されているので、興味のある方はご
らんいただきたい。
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創刊号

する際、日本語の MS IME 2000 で「日本」と入力して
いるところであるが、検索を実行すると Mozilla を介して
正しく Big5 に変換され、
サーバに渡される。
他の IME（微
軟新注音輸入法など）でも同様である。ただし、国際化
の機能は完全ではないようで、例えば韓国の「國學東洋
學研究資料集成」のサイト[12]を表示させようとすると、IE

注

であればタイトルバーに「한국사사료연구소」（韓国史
史 料 研 究 所）と 表 示 さ れ る の だ が、Mozilla で は
「????????」なってしまうなどの問題があげられる。その
他、対応するエンコード方式として、GBK が含まれる点
も見逃せない（下図）。
また、ブラウザ自体の機能ではないが、Web ページの
翻訳サービスがついており、注目される[13]。
標準化への取り組みについて言えば、HTML・CSS と
もに業界最高水準の適合性を達成したと言われており、
評価できる。IE の標準化を促す意味でも、一刻も早い正
式版の公開が待たれる。

[3] 正確には「May 2000 Microsoft XML Parser Technology
Preview Release」と 言 う。http://msdn.microsoft.com/
downloads/webtechnology/xml/msxml.asp 参照。ただし
この Preview Release には批判も多い。XML users メーリ
ングリストにおける議論（「MSXML3 の利用は正しいか」
な ど ： http://www.xml.gr.jp/mlsearch/thread.cgi?
mesid=200007201729%2elisttei%2exmlusers%2e4451%
40mito%2epiedey%2eco%2ejp）を参照されたい。

[1] http://www.w3.org/TR/WD-i18n-format/
[2] IE5.5 の縦組み表示機能については、渋谷誠氏のレポー
ト（http://x.jepa.or.jp/jepax/tools/ie55.html）を参照された
い。

[4] 紙数の都合上、XSL のソースは省略する。JAET-BBS/
Perl とテキスト処理の部屋/110,師茂樹 を参照。
[5] http://www.webstandards.org/
[6] JAET-BBS/ソフトとハードの部屋 2/162,千田大介 参照。
[7] http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/releasenotes/
[8] http://www.mozilla.gr.jp/jlp/ なお、Mozilla.gr.jp には
mozilla.org の英文ドキュメントの邦訳が公開されており、
便利である。
[9] http://www.netscape.com/download/
previewrelease.html?cp=hom07t7
[10] http://xmlterm.com/
[11] http://members.home.com/kovu401/mozoffice.html
[12] http://www.clepsi.co.kr/eduline/hsy/
[13] 秋山陽一郎氏のレポート（http://home9.highway.ne.jp/
Karitsu/netscape6b.htm）を参照されたい。

メールソフト
千田

大介

（慶應義塾大学経済学部専任講師）

しかし、メールソフトとしては問題が多いのも確かであ
る。まず、デフォルトで HTML メールを送ってしまう。
HTML メールは、サイズが大きくなる上に未対応メール
ソフトもあるので、相手の許可を得てから送るのがネチ
ケットである。また、メールヘッダの References:が設定さ
れないため、他のメールソフトでスレッドが繋がらないと
いう問題が発生することもある。ネチケット違反を推奨す
るかのような設定は困りものである。
昨年来の相次ぐコンピュータウイルス問題によって、セ
キュリティの低さという Outlook の弱点が顕在化してき
た。Love ウイルスの猖獗は記憶に新しいが、このほか中
国語圏では Pretty Perk が大流行しており、筆者も四五
回感染メールを受け取っている。いずれも、Outlook が
ユーザーの便宜のために付加した機能を悪用し、勝手

Unicode 対応メールソフトの時代へ
Outlook (Express)とコンピュータウイルス
Internet Explorer と と も に 無 償 で 配 布 さ れ て い る
Outlook Express、お よ び MS Office に 収 録 さ れ る
Outlook（以下、両者をあわせて Outlook と呼ぶ）は、
早い段階から Unicode 内部処理による多言語処理に対
応していた。Windows プレインストールパソコンにはじめ
から搭載されており、しかも複数の言語サポートを導入す
れば、文字コードとフォントの関連づけ設定をしなくても言
語を切り替えられるため、多言語メールとして利用して
いる人も多いと思う。
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ブラウザ・メールソフト：ブラウザ・メールソフト
にメールを発信して個人情報を漏洩するばかりでなく、
最悪の場合、大量のメールによってネットワークをダウン
させる。
コンピュータウイルス問題は、直接的には個々のユー
ザー責任である。特に電子メールを介して感染するウイ
ルスの場合、一度感染したら Outlook のアドレス帳に記
入されているアドレスに片端からウイルス散布メールを
出されてしまうので、被害者は即加害者になる。
電 子 メ ー ル ウ イ ル ス の 被 害 を 避 け る た め に は、
Outlook を使わないのが一番である。日本の一般マスコ
ミの Love ウイルス報道では Outlook が批判されることが
稀であったが、欧米では Outlookの使用中止を勧告する
報道がなされていた。いかにパソコンに詳しい人でもうっ
かり間違えることがある上、受信しただけでシステムを破
壊するウイルスを開発しうるセキュリティーホールの存在
も報告されているのである（対応パッチ公開済み）。後
述するように他のメールソフトが多言語対応を進めてい
るのだから、あえて Outlook を使用する危険を冒すメリッ
トは無いと考える。

い。一般のユーザーは正式版のリリースを待って導入し
た方がよかろう。
いずれにせよ、非 Outlook の Unicode 内部処理に対応
した無償メールソフトとして、Netscape6 正規版の一日も
早い登場が待望される。

Netscape Messenger

Becky! Internet Mail

Netscape Navigator とともに無償配布されている、
Netscape Messenger（以下 NM）も多言語に対応してい
るが、多言語処理方法は ISO-2022 対応の古いものであ
る。そのため、内部処理が Unicode 化され、IME も
Unicode でデータを送る WindowsNT4.0/2000 上では、
現行の NM4.x に中国語などを入力することが困難であ
るという問題を抱えている。そのため、どうしてもセキュリ
ティに問題のある Outlook に頼らざるを得なかった面は
否定できない。
しかし、次期 Netscape 6 に付属する NM は、Preview
Release 2 を試した限りでは、完全に Unicode 内部処理
化されている。言語を切り替えても既に入力した文字が
化けることはないし、メール本文の作成中に IME を切り
替えることもできるなど、Outlook と同じ感覚で各言語の
電子メールを作成することができる。ただし、まだ正式リ
リース前のプレビュー版であるため動作は不安定で遅

柔軟なカスタマイズが可能で多彩な機能を備えてい
ることから、Becky!は特にヘビーユーザーの間で人気が
高い。Becky! は、バージョン 1 で NM とほぼ同等の、ISO
-2022 による多言語メールに対応している。しかし、簡体
字中国語は GB-2312 に対応できていないため文字化け
が発生する、また WindowsNT4.0/2000 での中国語入力
が困難であるなどの問題を抱えていた。
執筆時点でβチェックが最終段階にさしかかっている
Becky!バージョン 2 は、
Unicode に対応し、Windows2000
上でも標準の中国語 IME を使って問題なくメールを作
成 で き る よ う に な っ て い る。た だ し、内 部 処 理 ま で
Unicode 化されたわけではないようで、メール本文の編
集中に文字コードを切り替えると文字化けが発生する。
Becky! はシェアウエア（¥4,000。試用期間は 30 日
間。）であるが、価格分の価値は十分にある。多言語
メールソフトを必要としている人に導入をお勧めする。こ
の雑誌が発売されるころには、
あるいはバージョン 2 が正
式にリリースされているかもしれない。Becky! の入手は、
パソコンの附録 CD-ROM および下記サイトから。
http://www.rimarts.co.jp/becky-j.htm
このほか、フロッピーにセットアップして持ち運ぶことが
できる携帯メールソフト「どこでも読メーラ」（シェアウエ
ア）
が UTF-8 に対応し、
多言語メールの送受信や Global
IME を用いたメール作成が可能になった（JAET-BBS/
ソフトとハードの部屋 2/91，山崎直樹）。ローカル環境に
左右されることなく多言語メールのやりとりができるの
で、クライアントマシンのソフト構成をなかなか変更でき
ない学校・企業等では有力な選択肢となろう。入手先は
http://www.tg.rim.or.jp/~khf07113/
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その他
Aprotool TM Editor
野村

英登

（東洋大学大学院文学研究科博士後期課程在学中）

フォント設定について

文字コード変換ツールとしての利用
文字コードのサポートにおいて Aprotool は、他のソフト
の追随を許さない。着実にバージョンアップを重ね、
ver.3.06 からは超漢字で最近話題になっている BTRON
OS の文字コードである TRON コードや独特のファイル形
式である TAD などにも部分的に対応している。しかも
Ver.3.08Beta では JIS 第三第四水準にも対応してしまっ
た。ただし正式にサポートするかは未定ということである。
また文字コードの設定を細かく指定できるので、エディ
タというよりもむしろ文字コードの変換ツールとして重宝
する。Unicode のサポートがうまくいっていないアプリケー
ションなどとのデータの受け渡しをするときに、非常に有
用である。

エディタとはいえ、大量の文書を編集するときには、や
はり自分の好みのフォントを使いたい。特に大量の中国
語のテキストを扱うときには、マイクロソフトの多言語サ
ポートなどに付いてくる「MS Song」や「MS Hei」で編
集していると目が疲れてしまう。
[オプション]→[フォントの設定]で好みのフォントを選
び、同じく[設定の保存]をすればひとまず編集時のフォン
トを切り替えることはできる。しかしこの設定は、言語を繰
り返し切り替えながら編集する時には効果がない。
そこで設定ファイルを直接書き換えることにする。
Aprotool のインストールディレクトリにある TMEDIT.CWS
の 1065 行以降に各言語の設定ファイルがあり、そこに書
いてあるフォント名を書き換えれば、フォント設定で悩まさ
れることは少なくなるだろう。例えば 1079 行以下にある、
1077:case C :
1078:mode edit -f code -p:936 -d:0x810xFE -ex:7bit
1079:mode edit -f font -h:-16 "-f:MS H
ei" -c:134
1080:keyboardlayout E0010804
1081:breaksw
簡体字中国語の設定の「MS Hei」の部分を「SimSun」
に書き換えれば、次回起動以降言語で中国語を選択し
たときに自動的に SimSun フォントで編集できるようにな
る。
サポートしている文字コードが多岐に渡るとはいえ、こ
ういった実用面の設定も GUI で操作出来るように改善し
てもらえるとうれしい。

例えば跡見学園女子大学の福田博同氏は、多漢字
オンライン目録の作成にあたって、Aprotool を使って
Unicode と今昔文字鏡の処理を行い、そのテクニックを
授業で学生に教えている。詳しくは氏のページ、週刊
アートナビを参照されたい[1]。
なお Aprotool の多漢字処理機能については、すでに
作者の前寺正彦氏自身の論文があるので、詳しくはそ
ちらを参照していただきたい[2]。

コンソールと Grep の Unicode 化
Aprotool の有用な機能の一つがコンソールである。
高
機能のため筆者にはまだ使いこなせていないが、カット
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＆ペーストができるだけでもじゅうぶんで、Windows のコ
マンドプロンプトはまったく使っていない。また Unicode に
対応しているので、Perl や全文検索システムの Namazu
な ど で 将 来 Unicode が 使 え る よ う に な っ た とき は、
Aprotool による編集操作がもっとも快適となるだろう。
また Grep 機能も Unicode に対応している。正規表現
が使えないものの、MS-Word に比べれば速いし、変換
テーブルを独自に作成することができる。ディレクトリ単位
でまとめて検索することもできることだし、ぜひ正規表現
に対応していただきたい。
最新版のダウンロードは下記のページから。

Aprotool ComWin Official Page
http://hp.vector.co.jp/authors/
VA002891/

注
[1] http://www2.justnet.ne.jp/~artnavi/
[2] 前寺 正彦「TM Editor を使った多漢字処理」（『人文
学と情報処理』No.24、1999 年）

Perl5.6
師

茂樹

（東洋大学大学院文学研究科博士後期課程在学中）

use utf8;
$data = ' 你好!!汉字文献情报处理研究会';
print scalar(split //, $data), "¥n";
#その１
print length($data), "¥n";
#その２
{
no utf8;
print length($data), "¥n";
#その３
print scalar(split //, $data), "¥n";
#その４
}
print scalar(split //, $data), "¥n";
#その５
ここでは、$data に代入された「你好!!汉字文献情报处
理研究会」という文字列の長さを数える実験をしている。
このスクリプトの結果は次の通りである。
15
41
41
41
15

Unicode に正式対応？
待ちに待った Perl 5.6 がやってきた。
UTF-8 がデフォル
トで扱える Perl である。
Perl はこれまで、原則として 1 バイトを 1 文字と見なす
言語であり、日本語や中国語の文字を処理するには
jperl のようにパッチをあてた特殊なものを使うしかなかっ
た。jperl はもちろん世界中の人が使っているわけではな
いし、プロバイダがサーバにインストールしているのも大
抵、無印の Perl である。Ruby[1] や Python などでも
Unicode（UTF-8）対応をめぐって議論が重ねられている
が、これだけ多くのユーザを持つ Perl が Unicode 3.0
ベースの UTF-8 に対応したということの意味は大きい。
Unicode 対応だけが Perl 5.6 の新機能ではないが、
本
稿では多漢字処理にしぼって論じたいと思う。なお本稿
では、Windows 2000 上で ActivePerl 5.6（Build 616）
[2]
を用いた。なお、Unicode の編集と実行用のコンソール
は前寺正彦氏作の Aprotool TM Editor[3]が大変便利で
ある。

「その 1」「その 3」「その 5」では、split によって$data
を文字単位に分割し、scalar でその数を出力しているので
あるが、「その 1」「その 5」では UTF-8 文字列として処
理されている一方、「その 3」では「no utf8」によって utf8
宣言が無効になっているので、バイト数である 41 という結
果になる。「その 5」の結果を見ればわかるように、「no
utf8」の有効範囲は｛と｝の間に限られている（「use utf8」
の場合も同様）。
ち な み に、本 来 な ら ば文 字単 位 で 動 作 する はず の
length は、「use utf8」宣言の後でも動作に変化が見られ
ない（「その 2」と「その 4」を参照）。perldoc などによ
ればまだ実装が済んでいないとのことで、length 同様、
chop、chr、index、rindex、substr 等も現在のところバイト単

処理の実際
基本は「use utf8」
Perl 5.6 では、「use utf8」と宣言することによって、2
万字超の漢字を含む UTF-8 文字列がソースコードで使
用可能になり[4]、文字列を扱う際にもバイト単位ではなく
文字単位で処理を行うようになる。もっとも、すべての文
字列処理が文字単位での処理になるわけではないので
注意が必要である（結合文字の場合など）。
例えば、次のようなスクリプトがあったとする（スクリプ
トは BOM なしの UTF-8 で編集。以下同様）。
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位での動作である。また、アルファベットの大文字小文字
を変換する lc、uc、ucfirst も、本来ならばダイアクリティ
カルマークなどがついた文字を正しく処理するはずであ
るが、現時点では未対応のようである。UTF8::Hack モ
ジュールを用いることで実現可能であるが、一刻も早い
本体の対応が望まれる。

問題点、残されたバグ
BOM の問題
Unicode のテキストファイルには、そのファイルのエン
コーディング・スキームを明示するための Byte Order
Mark（BOM）をつけることが推奨されている[7]。UTF-8
では、16 進数で「xEF xBB xBF」となる。
ところがスクリプトを BOM 付き UTF-8 で編集、
保存し、
Perl に渡すと、
Unrecognized character ¥xEF at unicode.
pl line 1.
というエラーが出るため、BOM が正しく認識されていな
いことがわかる。
このバグは既に報告されており、開発者側もそれを認
めているが、執筆時点では修正されていない。

正規表現の拡張
UTF-8 文字列を扱うために、
正規表現も拡張されてい
る。
¥x

¥x{6c49}は Unicode 番号 U+6C49「汉」に等しい。
{}の中身が 1 バイト以内ならば{}は省略できる。

¥C

use utf8 が宣言されていても、1 バイトと一致。

¥p

¥p{プロパティ名}で、プロパティを有する文字に一
致。

¥P

¥P{プロパティ名}で、プロパティを有さない文字に一
致。

¥X

結合済みの文字（基底文字＋結合文字）と一致。
(?:¥PM¥pM*)と同値。

創刊号

正規表現のバグ？

¥x は Unicode エディタを持たないユーザ用に用意さ
れたという。なお、文字 v の後にピリオドをはさんで 10 進
数を並べることでも Unicode 文字列を表現可能である。
use utf8;
print "¥x{6c49}¥x{5b57}";
#その１
print v27721.23383;
#その２
上のスクリプトで、「その 1」と「その 2」の出力は同
じ「汉字」となる。
¥p で参照できるプロパティ名については、インストー
ル・フォルダ以下の¥lib¥unicode にある mktables.pl 等を
参 照 さ れ た い。CJK 統 合 漢 字 の プ ロ パ テ ィ は
「InCJKUnifiedIdeographs」である。例えば、
use utf8;
$data = ' 漢字を伏字にしてみる。';
$data =~ s/¥p{InCJKUnifiedIdeographs}/
〓/g;
print $data;
というスクリプトの結果は、
〓〓を〓〓にしてみる。
となる。
結合文字についてはここでは詳論しないが[5]、CJK の
文字が結合文字の類とまったく無関係というわけではな
いことは留意すべきである。Unicode 3.0 に収録されてい
る「Ideographic Description: U+2FF0-U+2FFB」[6]は漢字
の組み立て表現に関するものであり、今後、問題が生じ
る可能性もある。結合文字類については、何を 1 文字と
するのか等の問題が生じ、処理が複雑になる可能性が
あることから、Unicode の規格自体に対して意見を述べ
ることも含め、今後、対策が必要ではないかと思われる。
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また例えば、下記のような文字鏡番号を URL に変換
するスクリプトを書いたとする。正規表現によって変換す
るだけの単純な内容である。
#!perl -w
use utf8;
$a = ' 摩訶吠室&M004651;末那野提婆喝&M0046
51;闍陀羅尼儀軌 ';
$a =~ s{&M(¥d¥d¥d)(¥d¥d¥d);}
{<IMG src="http://www.mojikyo.gr.jp/gi
f/$1/$1$2.gif">}g;
print "$a¥n";
このスクリプトで期待する結果は、
摩訶吠室<IMG src="http://www.mojikyo.gr.
jp/gif/004/004651.gif">末那野提婆喝<IMG
src="http://www.mojikyo.gr.jp/gif/00
4/004651.gif">闍陀羅尼儀軌
というものであるが、実際には次のような結果しか出な
い。
æ¤©è¨¶åٛ å®¤<IMG src="http://www.mojik
yo.gr.jp/gif/004/004651.gif">末那野提婆
喝<IMG src="http://www.mojikyo.gr.jp/gi
f/004/004651.gif">闍陀羅尼儀軌
要するに、文字列$a の冒頭の「摩訶吠室」が文字化
けしてしまっているのであるが、その原因はわからない。
この現象について perl-unicode メーリングリストに投稿し
たところ、Perl の生みの親である Larry Wall 御大が直々
に乗り出してくれたのだが[8]、執筆時点ではまだ解決し
ていないようである。
＊
以上、雑駁な概観であったが、Perl による漢字処理の
大きな進展と限界の一端を明らかにすることが出来たと
思う。オープンソースで開発されている Perl は、ユーザ
の参加によって良くも悪くもなるのだから、積極的に利用

その他： Perl5.6・百歩穿楊
[5] デーヴァナーガリー文字の処理について簡単なレポート
を
http://www.ya.sakura.ne.jp/~moro/resources/
indic_on_perl5.6/index.html で公開している。ご高覧い
ただきたい。

し、バグレポートなどでも参加していきたいものである。

注
[1] Ruby の多言語対応については、
「M17N/I18N for Ruby」
（JAET-BBS/文字コードを語ろう/538,須賀隆）参照。

[6] JAET-BBS/文字コードを語ろう/492,前寺正彦 参照。

[2] http://www.activestate.com/Products/ActivePerl/

[7] BOM については、Unicode Standard Version 3.0 の 324
ページ以下等を参詳されたい。

[3] http://hp.vector.co.jp/authors/VA002891/indexj.htm

[8]

[4] JIS や GB、BIG5 等、既存の 2 バイト文字を扱うことはで
きるようになったわけではない。現時点ではあくまで UTF
-8 のみの対応となる。

http://www.xray.mpe.mpg.de/mailing-lists/perlunicode/2000-04/msg00005.html、JAET-BBS/Perl とテキ
スト処理の部屋/121,師茂樹。

百歩穿楊
山崎

直樹

0. 環境
マニュアルに動作環境の説明がないが、筆者が、試
したところ、Windows98/2000 で動作する。
ただし、Win2000 上では、特定の IME からの検索ダ
イアログへの入力に問題がある。すなわち、Global IME
からの入力、Chinese Writer Ver.5 の GB/BIG5 入力が、
正常に行われない。なお、開発元の(株)日中産業通信
によれば、この問題は、次期バージョンで対応する、との
ことである。
今回は、CPU: Intel Celeron 400MHz、メインメモリ：
64MB、OS: Windows2000 で、試用した。以下、動作
の遅速を問題にするときは、すべて、この環境で試した
ものと考えていただきたい。
なお、試用は、ウィルスチェックソフトと、インストール監
視ソフトを常駐させた状態で行った。この状態は、動作速
度に影響を与えるかもしれないが、この方が、実際の使
用環境に近いと、判断したためである。
試用したソフトウェアのバージョンは、2.33 である。

1. 概要
このソフトは、「中国語全文データベース構築・文例
抽出ソフト」である。要するに、中国語のテキストデータ
を取り込んで、データベースを作り、そこから、自分の欲
しい語句を含む文を、見つけてくれるソフトである。
これまで、検索ツールを使ったことのない人には、有益
なソフトであろうと思われる。
なお、マニュアルは、詳細で親切である。これも、初
心者に勧められる点である。
逆に、以下に該当する人（で、その方法に満足してい
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る人）は、あらためて、このソフトを試す必要はなかろう。
－中国語のテキストデータを、ChineseWriter や、
Nihao の使用する独自コードのテキストファイルにし
て、高機能のテキストエディタ（ex. 秀丸エディタ）
あるいは、検索ツール（ex. QGREP）などで、検索
している人。
－ Perl などのスクリプト言語を用いて、検索してい
る人。

2. 機能の紹介
以下は、ヘルプファイルの記述の一部を要約したもの
である。なお、<Point>は、筆者のつけた注である。
ChineseWriter や Nihao Win などで書かれた擬似
GB、GB2312、Big-5 のテキストファイルを、取り込
める<Point 1: 次章を参照、以下同じ>。
中文に対応する日文テキストファイルを、日本語
フィールドに流し込み、対訳表示させることができ
る。この日本語フィールドは、文法メモのような備考
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欄として使うこともできる(日本語からの検索も可)
<Point 2>。
ベタ入力されたテキストファイルを、自動的にセンテ
ンスごとに区切って取り込み、1 データ 1 センテンス
形式にできる<Point 3>。
「～を含む／～を含まないセンテンス」という形式
で、１段階 2 語の検索から始めて、5 段階最大 10
個までの用語条件を付加し、それらの条件を満た
すセンテンスを抽出できる。用語 1 と用語 2 の相対
位置を指定できる。（例えば、「太～了」という形
を含む文例を抽出したい時、「太～了」の「～」
部分が 3 文字以上あるもの、といった指定ができ
る）。また、同一語が複数出現するセンテンスだけ
に限る、といった条件設定も可能<Point 4>。

創刊号

スを、次回起動時に、自動的に開く仕様なので、開
くべきデータベースが大きいと、起動に時間がかか
る。前述の 30.5MB のデータだと、1 分半ほど。
Point 2 自動センテンス区切り：この機能は、便利。
Point 3 対訳フィールド：使いようによっては、おもしろい
かも。
Point 4 検索：検索ダイアログは、わかりやすく使いやす
い。初心者にも、勧められる。なお、前述の 58,744
行のデータを対象に、簡単な「A and B」条件で検
索したところ、5 分余りの時間を要した。

4. 特に注意を喚起したい点

3. 要点
Point 1 データベース構築時間：データベースの構築に
際して、6.26MB, 58,744 行のテキストファイルを、取
り込んでみたところ、12 分かかった（これによりでき
あがったデータベースのサイズは、30.5MB）。ただ
し、これは、初回にのみ必要な時間である。ただ、
このソフトは、前回終了時に開いていたデータベー

－ Win2000 上で、
特定の IME からの入力に問題がある
点。
－テキストファイルに対して、直接、検索を行うのでなく、
まず、独自フォーマットのファイルで、データベースを
構築せねばならない点。
－データベースのサイズが、元データより、かなり大きく
なる点。
－データベースの構築、ソフトの起動、検索・抽出に、
やや時間がかかる点。

中国製 OCR
千田

大介

（慶應義塾大学経済学部専任講師）

に、惜しまれる。
1999 年 に 台 湾 で 発 売 さ れ た 蒙 恬 OCR（http://
www.penpower.com.tw/参照）の新バージョンも、Big5 の
全漢字約 13,000 字の認識に対応した。そればかりでな
く、Big5 ＋香港外字、また GBK 環境で使う場合は簡体
字を含めた GBK 漢字約 20,000 字、つまり Unicode の全
漢字の認識も可能になっている。香港に市場を意識した
仕様であるといえよう。認識の正確さは丹青と遜色なく、
しかもユーザーインターフェィスはこちらの方が使いやす
い。また、ペン入力システムで定評のある会社の製品だ
けに、手書
き原稿の
スキャンに
も対応して
いるし、文
字区切り
の修正再
認識機能
をも備えて
いる。筆者

対応文字数と認識率のジレンマ
スキャンした書影から文字を認識しテキストデータ化
する OCR ソフト（光学文字認識ソフト）は、文献を電子
化する際の有効な手段の一つである。Windows2000 で
システムロケールを切り替えて海外版ソフトを利用でき
るようになったことから、台湾・中国の OCR ソフトはより身
近な存在になったと言えよう。
丹青黄金版と蒙恬認識王
丹青黄金版（http://www.newsoft.com.tw/）は、『コ
ンピュータで中国語』でも紹介したように、Big5 に収録さ
れる全漢字、約 13,000 字の認識に対応した。版本の認
識までこなす強力な認識エンジン、文字分割の修正再
認識といった機能は、新バージョンでも健在である。しか
し、インターフェィスはプルダウンを多用しているため直
感的でなく使いにくいという問題を抱えている。また、筆
者が複数のマシンで試したところ、いずれもメモリ不足を
起こしてダウンした。文字認識の精度は素晴らしいだけ

丹青黄金版
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その他：百歩穿楊・中国製 OCR・日本製中文 OCR
OCR プラグインを開発・配布している。超星電子図書館
系統は、画像ベースの手軽な電子書籍作成システムと
して中国国家図書館等で採用され、既に大量の書籍が
オンライン公開されているが、必要であればそれらを手
軽にテキストデータ化できるわけである。
清華 OCR の最新版は清華 2000 である。発売元の清
華文通サイト（http://www.wintone.com.cn/）によれば、
GB-2312 の簡体字約 6,000 字と Big5 の全漢字の認識に
対応しているとのことである。まだ現物を入手していない
ため評価は別の機会に譲るが、高度な認識率と使いや
すいインターフェィスにはもとより定評があるだけに、期待
できよう。

は、近 頃
は専ら蒙
恬を使っ
ている。
その一方
で、認 識
可能文字
数の増加
は字形 が
蒙恬 OCR
似通った
認識候補文字の増加に繋がり、逆に認識率が低下する
というジレンマを抱えている。丹青・蒙恬とも、Big5 の全
文字対応で認識した場合と、Big5 常用文字（約 5,000
字）で認識した場合とでは、歩留まりが数割ちがう。残
念ながら、Big5 全文字認識は、長大な文献を認識辞書
を鍛えながら読ませるような場合を除けば、現状ではま
だまだ実用的でないのだ。この点、より一層の認識エン
ジンの改善や、認識候補が出る順位を工夫するといった
何らかの対応が望まれる。

中国・台湾の OCR ソフトは、清華が『文淵閣四庫全
書』全文検索版に、丹青が CBETA（学術リソースレ
ビュー「仏教」参照）による電子仏典に、ともに特別バー
ジョンを開発して協力している。このような、人文学研究
の成果・ニーズを最先端電子技術に反映させるという姿
勢は、
『四庫全書』CD-ROM 等の漢字処理技術を開発
し た 書 同 文 電 脳 技 術 開 発 有 限 公 司（http://
www.unihan.com.cn/html/index.htm）ともあい通ずる。自
らの文化に対する根本的な認識の違いを思い知らされ
るが、逆にこれこそが IT 時代に人文学が社会貢に献す
る一つの方法であろう。

大陸の OCR ソフト
OCR ソフトの新たな利用法として注目されるのが、漢
王 OCR である。漢王は、超星電子図書館系統と提携し、
電子図書館の画像データをテキストデータ化するための

日本製中文 OCR
二階堂 善弘 （茨城大学人文学部助教授）
実際に
使用して
みると、認
識率はか
なりの精
度であると
思われる。
語彙によっ
てちゃんと
認識でき
読め CHINA を使用して横書き簡体字文書を読む
るようであ
る。読みとりに関しては、簡体字と繁体字の双方に対応
しているが、出力は簡体字系コードのみしかできない。ま
た横書きレイアウトのみの対応である。
通常の簡体字文書を処理する場合は、これで十分で
あろうと思われる。

日本製の中文 OCR ソフト
中国大陸や台湾から出されている OCR ソフトには、
高
機能を誇るものが多いが、その多くが中文 Windows を
必要とし、或いは Windows2000 の多言語機能を通じて
使用する他はない。しかし、データ構築や資料整理には、
中文 OCR は有用なツールであり、欠かせないものであ
る。そこでやはり通常の日本語 Windows で動作する日
本製の中文 OCR が必要となる。
ここでは、筆者が使用しているコンテンツ・プランナー
（http://www.fjb.co.jp/cp/）の読め CHINA、及び高電社
（http://www1.mesh.ne.jp/KODENSHA/index.html）の
China Scan について見てみたい。
読め CHINA
コンテンツ・プランナーが発売している読め CHINA
は、仕様書によれば、Windows95/98 上のみで動くとある
が、実際には、WindowsNT4.0 及び Windows2000 でも
使用可能である。

China Scan
China Scan は、Chinese Writer を発売している高電社
の中文 OCR ソフトである。
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Windows95/98 はもちろん、WindowsNT4.0/2000 でも
動作する。簡体字・繁体字ともに読み込み可能で、さら
に横書き、縦書き両方の書式に処理できる機能を持つ。
但し、出力は簡体字系のみである。画面の自動補正な
ど、OCR としての機能も充実している。古典データの構
築にも対応できると考えられる。
認識率は、簡体字の現代の文章に対しては非常に高
い。ただ、古典関係の縦書き繁体字となると、紙面の状
態の影響がかなり強いとは思われるが、やや誤認識が
高くなるように思われる。

創刊号

China Scan を使って縦書き繁体字文書を読みとる

大規模漢字システム
谷本

国内における大規模漢字システムの現況
インターネット時代に入ってからしばらくの間は、
「文字
が危ない」「文字文化存亡の危機」…文化人たちによ
るそういった黒船来航→攘夷論が盛り上がったが、今日
においてはその混乱はほぼ収束したようである。
そして、昨今の特徴として、文字セットの開発そのもの
に関わる議論から “実際に利用可能にするための実装
系に関わる議論と研究”へと一歩進んできたことが挙げ
られる。今後は、“自分が自在に多用な文字種を使える”
ということから進んで、“複数人、複数機種、複数 OS で
情報交換を可能とするような幅広い枠組みがどれだけ
用意されるか”、という点が議論の対象となろう。
本稿では、前半で、筆者も参加した二つの大規模文
字セット関係会議、
「歴史学のためのウェブサイト第 2 回
経験交流会～歴史学系データベースと文字コード～」[1]
（東京大学史料編纂所主催 1999 年 3 月 9 日）
及び、
特別セッション 2 ：パネル討論「次世代の漢字環境」[2]
（情報処理学会第 60 回全国大会 2000 年 3 月 16 日
於：拓殖大学八王子キャンパス）を経て本稿執筆時点
（2000 年 8 月）に至るまでを視野に入れて、主立った国
内のプロジェクトの現況を見た上で、後半で Unicode の
現状について俯瞰してみることとする。
ｅ漢字

玲大

（茨城大学講師）

講座 2000]大規模漢字システムの二十一世紀」2000 年
7 月 9 日 於：跡見学園女子大学）
では、中華字海コー
ド 87,000 字の開発も継続進行中であることが明らかにさ
れている。
当該講演は、従前から勝村氏が強調していた国際間
の DB コンテンツに対するハブ機能を持つ機関の必要
性を、XML を利用した統合 DB のデモンストレーション
を交えて説くもので、島根県立大で 2000 年秋に台湾・
韓国・アメリカをはじめとする諸外国の研究者と会合を
持ち、具体的な協調体制構築について議論する予定で
あることも明らかにされた。
また、勝村氏が京大人文研から島根県立大メディア
センター長に異動した際の置きみやげとしてであろうか、
2000 年 4 月、「京都大學人文科學研究所東洋學文獻
センター」は改組され、「京都大學人文科學研究所附
屬漢字情報研究センター」となった。文字コード関連の
論著も多い安岡孝一氏らに加え、新たなスタッフとして
電総研から utf2000 プロジェクト（http://www.m17n.org/）
で「ｅ漢字」や「文字鏡」を Emacs 上に実装する作業
も中心的に行ってきた守岡知彦氏も迎えた模様である。
今後、同センターを核として大規模文字システムとその
実装に大きな変革がもたらさせる可能性も大きい。今後
の動向が注目される。
GT 書体プロジェクト
2000 年 7 月 28 日、東京大学にて GT 書体フォント漢
字 66,773 字のフォントセット（文字コード）最終確定発表
会が行われた。これにより、GT コードに割り振られる文字
のコードポイントは確定する（追加はあり得る）。
プロジェクト代表者はフランス文学が専門の田村毅氏
であり、その他の委員もギリシャ・ローマ考古学、西洋古
典学など、漢字からはかけ離れた専門分野ではあるが、
日本語漢字監修は国語学が専門の山口明穂氏であり、
また、委員として情報科学が専門で TRON プロジェクト

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/
~ekanji/
ビットマップ画像で字形イメージ表示を実現するため
のツールを学術用途に限って無償で配布してきたこの
プロジェクトは、
国立公文書館
（内閣文庫）のインターネッ
ト蔵書検索システムでも利用されるなど、目に見える成
果を生みだしており、勝村氏の講演「ウェブ対応リトリー
ブシステムの開発」（「[漢字文献情報処理研究会公開
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リーダーでもある坂村健氏も加わっているので内容につ
いては期待して良いと思われる。
このフォントセットはオープンテキスト（有）の協力を得
つつ 5 年の歳月と数億円の国費を投じて開発され、
『新
撰漢字総覧』として小学館より 2000 年秋発刊予定（A4
版 1,500 ページ程度。予価 250,000 円）であるという。
この書籍では、漢字を 14,356 の構成要素に分解・整理
したて、
文字を偏や画数のみならず、旁や構成要素単位
での部品検索もできるようにしたソフトを収録予定だとい
う。
なお、GT 書体は「機械の上に漢字を載せ、保存する
のが目的であり、印刷に使うフォントを作るのが目的では
ない（山口氏）」という。
会場では当日、冊子のコードブック（他のコードとの対
応関係はなし）
の他、
「GT 書体フォント 2000 漢字 66,773
字 セ ッ ト」CD-ROM が 配 布 さ れ、中 に は
Windows,Macintosh 用の TrueType フォント
（各 10 書体）
の形で GT 書体が含まれ、それを使って HTML 文書を
縦書きに整形した文字の一覧が附されているという。
毎 日 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ の サ イ ト（http://
pcweb.mycom.co.jp/column/report271.html）掲 載 の 美
崎薫氏の署名記事によると田村氏は、「完成した GT 書
体は、フリーで提供する」と述べたというから、先行する
「今昔文字鏡」と同じ「商品との差は検索ソフトウェアの
有無のみ」という方法を採る模様である。また、同記事
によると、坂村氏は近日中に超漢字に GT 書体を搭載す
ることを確約したという。
更に筆者の個人的な情報ルートでは、TeX 用フォント
の開発も模索していると言う。実物が出るまでは不確定
要素が多いが、登場が楽しみである。
今昔文字鏡
http://www.mojikyo.gr.jp/
「今昔文字鏡」は、既に国内外でスタンダードになっ
ている TrueType Font の大規模文字コンテンツである。
BTRON 仕様 OS「超漢字」（http://www.personalmedia.co.jp/）へのフォント供与も他のプロジェクトに先駆
け、いち早く行われた。これによって、「超漢字」は世
界一文字数の多い OS となったのである[3]。
文字鏡フォントは常に進化し続けており、典拠を示せ
ば文字は無償で追加登録される。これにより、ユーザは
一切の外字作成作業から開放される。ここが事前に収
録・選定枠を定めた上で開発されている他のプロジェク
トと大きく異なる点である。
この文字収録選定作業は、任意研究団体である文字
鏡研究会が行っている。研究会の会長は NHK テレビの
「漢詩紀行」講師などで著名な石川忠久氏、顧問には
『大漢和辞典』修訂増補版や補巻の編者である鎌田
正氏を迎えている。研究会では松丸道雄氏（甲骨文
字）、兒玉義隆氏（梵字）らの字形指導を受けつつ、
僧侶や大学教員、院生など幅広い研究者を交えて活発
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な活動が行われている。
このような学術研究の成果として用意された文字セッ
トは（株）エーアイ・ネットの技術によるフォント作成作業
を経て、文字鏡研究会が主体となって公開している
（フォント配布権は任意研究団体の文字鏡研究会が保
持）。
2000 年 8 月現在、Windows 用 TrueType Font ,
Macintosh 用 TrueType Font ,TeX 用 PFB フ ァ イ
ル,METAFONT がある。これらは簡易入力ツールと共に
Free でインターネットからダウンロードできる。Unix 上で
動作する CID フォントも 2000 年秋に正式公開の予定で
ある。
この他、2000 円の実費で CD-R にフォントを収録して
頒布するサービスや、CD-ROM 付きの書籍『パソコン悠
悠漢字術』（紀伊國屋書店刊 2000 年秋に続編が刊
行される。予価 2,300 円）もあり、様々な手段で容易に
入手できる点は魅力と言って良い。
また、インターネット上に 24dotGIF と 96dotGIF の文字
画像を設置されており、これらへのリンクが許可されてい
る。ユーザが自身のホームページからリンク設定をして
表示させることが可能である。文字鏡フォントは明朝体の
誇張が無いデザインなので、教育用コンテンツでの使
用にも便利であり、96dot の大きな字形イメージを表示し
て画数の多い字形の正確な表現や、視覚障碍者にも視
認可能なホームページを設計可能であろう。現在、国立
国語研究所ではこれらの字形イメージ画像を用いて、欧
米諸国の日本語学習者向けの教育用コンテンツを作成
中であるという。
先に述べた「今昔文字鏡」の簡易入力ツールとフォン
ト は 無 償 提 供 さ れ て い る が、高 機 能 の 検 索 を 行 う
Windows 用の製品も紀伊國屋書店から刊行されており
（28,000 円）、2000 年秋には「WEB 版 今昔文字鏡」
も始動する予定だという。これにより、従来「今昔文字鏡」
の使用法で多かった TeX での組版に加えて、Macintosh
環境の DTP 分野（特にカメラレディ用途）での利用も更
に便利になるであろう。
その他、電子出版やネットワーク配信システムにおい
ても文字鏡の利用は進んでいる。
文字鏡フォントに実装された文字には、
『大漢和辞典』
の上位互換となる文字番号が附されているが、日本電
子出版協会(JEPA)が提唱する XML を用いた電子出版
交換フォーマット規格“JepaX”ではこの文字番号が外字
指 定 番 号 と し て 採 用 さ れ て い る（http://x.jepa.or.jp/
jepax/）。
また、XKP 協議会が開発した XML を利用してイン
タ ー ネ ッ ト 上 で 多 様 な 文 字 を 取 り 扱 う ため の「XKP
GAIJI 交換仕様」では文字鏡フォントサーバを利用する
ように設計されており、役所や官公庁などでの外字配信
システムで利用する際の枠組みも具体化されている。
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トがある反面、漢字などの混在した文書は可変長コード
として処理されるので、それらの文書を読み込んだり表
示したりするプログラム側では、処理の手順が増えること
となる。

Unicode3.0 までの経緯と現状
ISO/IEC 10646 と Unicode

UTF-16

1983 年、ISO(国際標準化機構)は世界各国の文字を
統一的に扱う 16bit 固定長文字コードの検討（後に 32bit
へ 方 針 変 更）を 開 始 し た。一 方、
Apple,Adobe,IBM,Microsoft などが設立した業界団体、
Unicode コンソーシアム（http://www.unicode.org/）は
1991 年、ISO とは別に 16bit コードの Unicode を規格化し
た。
類似規格の並立を避けるため、Unicode と ISO 10646
の間で互換が図られ、1992 年 5 月、若干の文字を移動・
削除して ISO/IEC 10646（http://anubis.dkuug.dk/JTC1/
SC2/WG2/）と互換性を持たせた Unicode 1.0.1 がリリー
ス。ついで 1993 年 5 月には Unicode 1.1.0 がリリースさ
れ、ISO 側でも同年、Unicode が規定する 16bit の文字
コー ドを UCS-4（UCS とは国際 化符号文 字集合 ：
Universal Multiple-Octet Coded Character Set の謂いで
ある）のサブセット、UCS-2 として採用した ISO 10646-1
をリリースした。これらの文字配列は同じであり、ISO/IEC
10646 と Unicode とが事実上、同じものとして扱われるの
は、こういった事情によるものである。
UCS-4 と UCS-2
ISO 10646 の UCS-4 は、縦横各 256 の区(row)、点
(cell)からなる面(plane)を 256 個集めて群(group)とし、
更
に 256 群で全体とする 32bit コード体系（実際に使用する
のは 31bit）である。字数は 256 の 4 乗＝ 4,294,967,296
字であるが、実際の文字割り当ては第 0 群、第 0 面の
BMP 領域（Basic Multilingual Plane ＝基本多言語面）
のみである。
この BMP 領域は 256 の 2 乗＝ 65,536 字で、
これが Unicode と等しい部分である。
この後、Unicode のバージョンは 1.1.5 (1995 年 7 月)、
2.0.0 (1996 年 7 月)、2.1.2 (1998 年 5 月)、2.1.5 (1998 年
8 月)、2.1.8 (1998 年 12 月)、2.1.9 (1999 年 4 月)、3.0.0
(1999 年 9 月)と進んでいる。なお、Unicode3.0 の漢字は
27,786 字(Unicode2.1 当時は 21,204 字)、総定義字数は
57,709 字(Unicode2.1 当時は 47,402 字)に増えている。
UTF-8
UCS-2 を実装するに当たって、ASCII 文字列のみは 1
バイト(8bit)コードのままとして従来のファイルと互換性を
持たせ、日本語や中国語などの文字列を 3 バイト(24bit)
としてその中に埋め込むように変換する方法が考案され
た。
これを UTF-8（1996 年 9 月の RFC 2044 及び 98 年 1
月の 2279 を参照。http://ring.etl.go.jp/pub/doc/RFC/）と
言う。ASCII のみで書かれた文書は、何の変更も加えず
に UTF-8 として流通させられるという欧米諸国側のメリッ

114

ISO が 16bit では足りないと判断して 32bit に切り替え
たのは漢字などの字数が多いことによるものであったが、
Unicode では日中韓の漢字の内、字形の類似した文字
を統合すれば BMP に収まると考え、約 5 万文字が約 2
万字にまで統合された。これが CJK 統合漢字(China
Japan Korea Unified Han Character)である。
しかし、現実には Unicode コンソーシアムの予想は外
れ、収録が必要だと主張される文字数はどんどん膨れあ
がった。そこで 16bit コードを維持しつつ字数を拡張する
方法として編み出されたのが UTF-16 という符号化方式
で あ る（2000 年 2 月 の RFC 2781 参 照。http://
ring.etl.go.jp/pub/doc/RFC/）。
先述の UTF-8 は、UCS-2 で書かれた文書を更に圧縮
するためのエンコード方式であった。UTF-16 はこれと似
た名前だが、全く内容が異なる。
UTF-16 とは、BMP のなかで保留(使用禁止)領域で
あった 1024 の区点をもつ 2 つの未定義領域を上位 1024
個 (0xD800 ～ 0xDBFF) と下位 1024 個(0xDC00 ～
DFFF)で組み合わせることによって、1024 の 2 乗＝
1048576 字を表現可能とさせる符号化方式である。この
組み合わせをサロゲート・ペア(surrogate pair)と呼ぶ。
結局、65,536 －(1,024×2)＋ 1,048,576 ＝ 1,112,064 字
を使用できるようになる。
この方式には 32bit コードを用い
ず 16bit コードのままで、65,536 を 1,112,064 までに拡張
(1,046,528 字分増える)できるというメリットがある。
その意味で、UTF-16 は UTF-8 と関係なく、
むしろ UCS
-2 の拡張版と考えた方がわかりやすいかもしれない（但
し UTF-16 では plane14 に言語情報を埋め込む言語タグ
や、異体字を扱うための異体字タグなども定義されてお
り、このような符号化方式をプレーンテキストと呼べるか
どうかは疑問も残る）。
UTF-16 には、上記のようなメリットがある反面、デメリッ
トもある。
ある一文字を表現する場合に、従来の BMP に定義さ
れていた文字は 16bit で表現され、UTF-16 で拡張され
る 1,048,576 文字分は本来的には 2 文字分の情報であ
る 32bit で表現される。このように、一文字の扱いが異な
る可変長コードとなってしまうのである。
仮に、この UTF-16 に UTF-8 のエンコーディング方式
を適用した場合、従来の BMP に定義されていた文字の
内、ASCII 文字は 1 バイト、それ以外の BMP 文字(漢字
なども含む)は 3 バイトとなり、更に UTF-16 で拡張された
分の文字は 6 バイトで表現されることとなる。

その他：大規模漢字システム
second edition に収録される模様である)。
多漢字（或いは多文字）システムを利用したいユーザ
は当面、OS システムの大幅な変更を必要としない、この
Extension A の実装動向に注意して置くと良いだろう。

Extension B
UTF-16 で拡張された部分の内、漢字約 40,000 字の
追加収録が予定されている部分(plane2)を Extension B
と呼ぶ。
Extension B は 2000 年 6 月に最終編集作業が行わ
れ、42,778 字が追加される予定である。その内訳は『康
煕字典』とその補遺 18,497 字、『漢語大字典』10,516
字、『漢語大詞典』555 字、『四庫全書』525 字など
の他、香港外字 1,086 字、新しい JIS 規格である JIS X
0213:2000 の 301 字、台湾の TCA-CNS の 4 面以降の
30,178 字、ベトナムのチュノム 4234 字など、広範囲に
拾っている模様である。
ISO/IEC 10646-1 second edition として 2001 年中に発
行が予定されており、
これが Unicode3.x と互換性を持つ
予定である。ISO/IEC 10646-1:1993 の日本語訳である
JIS X 0221-1995 も、
この改訂に合わせて改訂される予定
である。
しかし、既に述べたように文書ファイルの読み込みや
表示を行う場合、プログラム側に複雑な処理を強いる仕
様となっている。実際、我々が使用するような一般的な
OS(例えば Windows や MacOS)に、どこまで標準で
Extension B の実装がされるのかは、まだ見えてこないと
いうのが実際の所である。

今後の展望
とにかく多数の文字を利用したいのであれば「超漢
字」の採用も一つの手だが、サードパーティー製のソフト
ウェア選択肢がほとんどない点には注意が必要である。
ただし、BTRON OS そのものが本来的に持つ機能の魅
力も指摘しておく。TRON の思想そのものとも呼べる斬新
なファイルシステムや、
TAD 通信のような絵も文字も区別
せずオブジェクト化できる仕組みを試すのも良いだろう。
それでも従来の環境を捨てがたい場合は、データの
相互交換を考慮しつつ、Windows ユーザは Unicode を
基準としてデータを作成し、それに上記のプロジェクトの
成果の何れかを採用するのが良いだろう。
そ の ほ か、紙 幅 の 都 合 で 触 れ 得 な か っ た が、
Macintosh ユーザは 2000 年秋以降に登場する Mac OS
Ⅹに実装される約 17,000 字の文字セットにも注目すべき
である。
これは、アドビシステムズ社が JIS X 0208 の各バージョ
ン、JIS X 0212 の一部、Windows に収録されている IBM
特殊漢字（NEC 特殊文字）、常用漢字表の旧字体、
共同通信選定外字などに、そのほか印刷業界で使用さ
れてきた写植文字セットなどの中から需要が高いものを
中心とした異体字を独自に選定して選んだ AdobeJapan1-4 と呼ばれる文字集合であり、OpenType フォー
マットを採用した日本語フォント（合計 6 書体）として標
準搭載される予定である。
いずれにしても、文字が増えさえすればそれで良いと
いう時代ではなく、それら多くの文字をどのように使いこ
なして行くか、ユーザ自身が主体的に考える必要がいよ
いよ出てきたといえる。
「文字が足りない」と技術者におねだりする時代はも
うとうに過ぎてしまい、本当にそれらの文字が必要だった
のかを問い返される時代となったと言える。

Extension A
Extension B よ り も 目 前 に 実 装 が 迫 っ て い る の が
Extension A である。
ハングルは、1996 年 7 月の Unicode 2.0 の時に大幅増
補され約 11,000 字となり、まとめて AC00 ～ D7FF の領
域に移動した。この BMP 領域内でハングルが定義され
ていた空き地に追加される 6,837 字が Extension A であ
る。
1999 年 9 月 の Unicode3.0（2000 年 夏 現 在 は
Unicode3.0.1βが公開されている）
で Extension A の内容
は決まった模様で、これにより BMP 領域はほぼ一杯にな
る。
Extension A は Unicode に対応した従来の OS やプロ
グラムシステムならばそのまま読み込みできる「最後の特
等席」なので、この領域に自国から収録要求を出した文
字を収録させるため各国代表とも非常に精力的に議論
をしたという。
残念ながら、JIS X 0208:1997 の拡張版である JIS X
0213:2000(JIS 第 3,第 4 水準)は、日本工業規格として制
定されたのが 2000 年 1 月 20 日と、時期的に遅くなって
しまったため、新しく収録された法令・行政地名・教科
書・国宝・重要文化財・文部省学術用語集・NTT 電
話帳の人名・『国書総目録』などで使われる漢字は、
既に収録されている文字と偶然に一致するものを除き、
この特等席に座ることはできなかった(但し 60 字ほど CJK
互換領域に割り当てら れ、これは ISO/IEC 10646-1

注
[1] この会議の記録は『人文学と情報処理』25 号、特集「歴
史学系データベースと文字コード」
（1999/10 勉誠出版
刊）にかなり忠実に再現されている。
[2] 当日は相田満氏（国文学研究資料館）の司会のもと、
GT 書体、e 漢字、今昔文字鏡の各プロジェクトや JIS 規
格、ベンダー関係から招聘されたメンバーによって活発
な議論がなされた。
[3] 2000/07/07 に JIS 第 3・第 4 水準（JIS X 0213）の 4,344
字を追加して発売された BTRON3 仕様準拠 OS Bright/V R2「超漢字 2」は公称合計 134,567 字。このうち
『今昔文字鏡』から供与されている文字は『大漢和辞
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典』収録漢字（50,225）、『大漢和辞典』収録外漢字
（23,970）、甲骨文字（3,367）、梵字（1,746）、変
体仮名・かな（421）、英数・記号・水文、他（1,313）
の合計 81,042 字。

●

●

●

http://jcs.aa.tufs.ac.jp/jcs/index.html

●

http://www.cse.cuhk.edu.hk/~irg/

●

http://member.nifty.ne.jp/shikeda/index.html

●

本稿を為すに当たり、本文中で記した以外に以下の文献
及びサイトを参照しました。記して謝意を申し上げます。

●

『CJKV Information Processing』Ken Lunde 著(O'Reilly
& Associates, 1999, ISBN 1-56592-224-7)

創刊号

http://amag.uz.ascii.co.jp/EASCII/ASCII.BNA/
a199806/269-276.html
http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/column/
ogata/

『ユニコード漢字情報辞典』同辞典編集委員会編(三省
堂, 2000.06, ISBN4-385-13690-4)

『はじめての旅先通信』で海外快適インターネット
インターネットが生活の一部になってくると、旅行先
でも最低メールチェックをしないことには気持ちが落
ち着かない。国内旅行ではもちろんのこと、海外に出
かけても、あわよくば定期的に出入りしている掲示板
サイトに顔を出そうなどと考えるようになってしまう。ま
して海外に長期滞在することにでもなると、インター
ネットが何と有り難いものかと実感する。日本にいたと
きと同じように情報を入手し、友人とメールやチャット
ができるのだ。しかし海外で簡単にインターネットが
利用できるというわけではない。そこには様々な困難
が待ち受けていたりするのだ。
そこでおすすめなのが、旅先通信研究所著『はじ
めての旅先通信 2001』（2000 年、ソフトバンクパブ
リッシング。ISBN ： 4-7973-1248-3、 2,000 円 ＋税）
である。これ１冊で海外でのインターネット利用に必
要なノウハウを学ぶことができる。以下内容を簡単に
紹介しよう。
「第 1 章：旅先通信の準備」では、基本的な了解
事項を説明する。国によって電源プラグやモジュラー
プラグの形状が異なったり、電圧が違ったりすること
などへの対処法が紹介されている。特にモデムはもっ
とも故障しやすいので、じゅうぶんに注意したい。
「第
2 章：プロバイダ選びと通信設定」では海外でのイン
ターネットへの接続方法、ローミング・サービスやイン
ターネットカフェについて解説がなされている。最近は
パソコンを購入した時点でインターネットへの接続が
あらかじめ設定されている場合が多いが、海外で使
用するにはそういった設定を新たにやりなおさなけれ
ばならない。この章ではローミング・サービスの最大手
GRIC と iPass の専用ダイヤラーの設定方法も紹介さ
れているので、どの国内プロバイダーを利用していて
も参考に出来る。
「第 3 章：旅先通信の実際」では、
実際に海外でインターネットに接続する際の具体的
な手順とトラブルシューティング、「第 4 章：国別情
報」では各国の通信環境が詳しく解説されている。こ
の旅先通信シリーズは他書よりもアジア圏の情報が
豊富で、中国学関係の人間にとっては大陸・台湾の
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情報が充実
しているのが
何ともうれし
い。最 後 の
「第 5 章：
旅の情報とイ
ンターネット」
では、旅立つ
前の事前の
情報収集、現
地情報やホ
テルの予約
などに関する
リンク集であ
る。また付録
CD-ROM に
は本書中で
紹介しきれな
かった各国の情報が国別にパッキングされている他、
GRIC と iPass の 専 用 ダ イ ヤ ラ ー、Microsoft の
GlobalIME が収録されている。わざわざ GlobalIME
が収録されているのは、外国語 Windows 上で日本語
を利用できるようにするためである。自分の環境では
うまく接続できないときの窮余策としてネットカフェのパ
ソコンにインストールさせてもらう、などの利用が想定
されているようだ。
昨年出版された前作『はじめての旅先通信』と本
書を比べると、筆者が興味のあるアジア圏に限って
は、現地プロバイダーの解説がぐんと増えている。ま
たインターネットカフェはもちろん、携帯データ通信の
記事さえある。プロバイダーや携帯電話会社のグロー
バル化がどんどんすすんでいる現在、数年もしないう
ちに普段使っている携帯電話でそのまま北京から
メールチェックできるようになるかもしれない。本書で
紹介されている数々の苦労話がただの昔話になる日
も遠くはない、そう信じたいものだ。
（野村 英登）

ACADEMIC
RESOURCE
REVIEW

IT 革命の波は、確実に人文学研究・教育の分野にも及んでいる。特に中
国学分野では、近年、中国・台湾で続々と大規模電子テキストや学術データ
ベースが公開されており、もはや『電脳中国学』のサイト紹介は過去のものと
なってしまった。また数は少ないものの、国内でも学術データベース構築の動
きがあらわれている。コンピュータやインターネットを学術工具として利用する
ことは、もはや常識であるといえよう。
ここでは、近年新たに公開・更新された学術 Web サイト、CD-ROM 等を、
学術分野ごとに紹介・批評する。また、日本中国語 CAI 研究会のご協力に
より、中国語教育関連ソフトウエアおよび Web サイトの最新情報を掲載するこ
とができた。読者諸氏の研究・教育活動の一助となれば幸甚である。
なお、本レビューに取り上げられた Web サイト・ソフトウエアの多くは、「漢
情研 BBS」において報告されたものであるが、数があまりに多いため、残念
ながら一々注記することはできなかった。この場を借りて、貴重な学術情報を
お寄せいただいた漢情研会員諸氏に、執筆者一同、衷心よりのお詫びと感謝
の意をあらわすものである。
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学術情報の検索
国家図書館遠距離図書服務系統 (Big5)
http://readopac.ncl.edu.tw/
台湾国家図書館が提供する各種データベース。従
来、中華民國期刊論文索引系統 WWW 版との区別が
わかりにくかったが、検索システムなどはこちらのものに
統合されたようだ。
台湾・香港・澳門地域の学術論文を、題名・著者名・
キーワードなどで検索できる。97 年以降のデータについ
ては摘要も入力中。また、著者の許可を得た論文のス
キャンがすすんでおり画像データの閲覧が可能。そうで
ない論文にはコピー郵送サービス（実費）が準備される。
従来は接続時間による従量課金制だったが、2000 年 1
月から検
索 は 無
料、論文
の取り寄
せはポイ
ントカード
の 購 入
が必要と
なってい
る。ポ イ
ントは海
外からも
クレジットカードで購入できる。
論文以外にも、現代文学、現代芸術家、法規などの
データベースが公開されており、それぞれ有用である。
CNKI(GB)
http://www.cnki.net/
清華大学の関連企業、清華同方公司が提供する、学
術データベース。雑誌論文の全文・摘要（以上は有償）
・
題名の各データベースなど充実。学位論文の題名デー
タベースなどを構築中。論文データベースは、1994 年以
降のデータが登録されているようである。
有償部分の検索にはライセンス契約の締結が必要だ

が、毎年、そ
の 年 のデ ー
タ を CDROM でもら
える特典が
付く。気にな
る 価 格 は、
文史哲輯
（登 録 タ イ
トル 411,674
件、摘 要
デ ー タ 数
169,850 件、全文データ数 145,720）が、契約一年目は
題名データベース 2,268 元、
全文データベース 7,882 元、
二年目からは安くなる。日本からの申し込みが可能であ
るかは確認していないが、十万円ほどで数十万件の論
文データベースを存分に使えるのであるから、中国学関
連セクションのある大学であれば購入して損はなかろ
う。なお、全国各地のミラーサイト（http://www.cnki.net/
web2/wzt111.htm）の中には、ゲストアカウントで無償利
用可能なものもある（設定ミス？）。
中国科学院文献情報中心(GB)
http://www.las.ac.cn/
中国が学術界をアメリカンスタイルに改革しようとして
いることは、ここに仮公開されているデータベース「中国
科学引文数拠庫」からもうかがえる。これは理系論文の
引用回数統計データベースであり、すなわち、
「サイテー
ション・インデックス」（アメリカの論文が引用された回
数をまとめた年鑑）の中国版にほかならない。中国がア
メリカ的な研究者評価システムを導入することで、研究
の質的向上を目指していることが見て取れる。
ここのデータは理系のみだが、CNKI の論文データ
ベースにも引用回数の項目があるので、おそらくは全学
術領域にわたった動きなのであろう。
敦煌資料数拠庫(GB)
http://nlc1.nlc.gov.cn:7777/
seaxbdh.htm
中国国家図書館（北京図書館）が提供するデータ
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総合
ベース。敦煌関連の著作タイトルを、キーワード・作者・
出版情報などから検索できる。総合的な学術データ
ベースが構築される一方で、このような専門分野に特化
した論文データベースも着実に増加しているのである。

し、各種情報源や教材として重宝するものも多い。以下
に、メルマガ・メーリングリスト情報サイトを挙げておく。
ePaper 電子報聯盟(Big5)
http://www.epaper.com.tw/
台湾の有力パソコン誌 PC home の経営。PC・政治経
済・教育から娯楽・アイドルまで、台湾の各種メルマガ
が登録されている。

国内の学術データベース
次に、国内の主な論文データベースについて概観す
る（師氏の論文にくわしい仏教学論文データベース
（INBUDS）には触れない）。

Maillist 魅力站(Big5)
http://www.maillist.com.tw/

国立情報学研究所

台湾のメーリングリストサービス。学術的内容を持った
メールマガジンもある。

http://www.nii.ac.jp/index-j.html
旧 文部 省学 術情 報セ ンタ ー。情報 検索 サ ービ ス
NACSIS-IR、電子図書館サービス NACSIS-ELS など。
前者は各種データベースを集めたもの。後者は論文の
キーワード検索と画像データとを組み合わせた本格的な
学術データベースだが、中国学関連で収録されている
のは「中国中世文学研究」のみしかないなど、肝心な
データ量が絶対的に不足している。データベース利用は
有料、しかも検索件数に課金する従量制と割高。

cn99.com 希網網絡(GB)
http://www.cn99.com/
中国のサイト。光明日報・解放日報・新民晩報など
の新聞のメール配信サービスがある。
このほか、人民日報（http://www.peopledaily.com.cn）
も記事のメール配信サービスを開始している。ただし、人
民日報のフリーメールアカウント宛にしか届かない模様。

CHINA3

CD-ROM 出版の動向

http://www.kudpc.kyoto-u.ac.jp/
Services/DataBaseServices/china3.html

最後に、CD-ROM 出版の状況について概観しておく。
マルチメディア CD-ROM は、ブームが過ぎ去って、リ
リースされるタイトルが激減している。この状況は、世界
的に共通しているようだ。
そんな中で、中国で CD-ROM、特に新聞や雑誌の全
データを収録した CD-ROM の発行が相次いでいる。人
民日報のほか、解放日報、北京日報・晩報、さらに民
国時期の雑誌影印などがある。この背景には、中国の慢
性的紙不足という社会的要因があるようだが[1]、現代史
史料・言語学資料など様々に利用可能な電子データが
増加しているのは喜ばしい。
これら CD-ROM については
東方書店の目録（http://www.toho-shoten.co.jp/mmedia/
soft.html）がまとまっていて便利である。
一方、中国ではソフトウエア値下げの動きが加速して
いる。一枚わずかわずか 18 元の正版 100 シリーズには、
つい二三年前には 1,000 元を超える値段で販売されて
いたものが数多く収録されている。おそらく WTO 加盟に
ともない、海賊版問題を早急に解決する必要に迫られて
いるのだと思われるが、それにしても相変わらず極端な
ことである。

京大人文研が編纂する『東洋学文献類目』のオンラ
イン版。世界各国の東洋学関連論著を網羅しており、現
時点で世界最大の東洋学論文データベースであること
は間違いないが、有償（時間による従量制）であり、論
文の関連キーワードは採録されていないなど、書籍目録
編纂のためのデータベースという限界も見られる。漏れ
聞く噂では、大型電算を使った古いシステムからの移行
が計画されているそうであるので、今後の改良に期待し
たい。
文献データベースといい、論文データベースといい、
台湾・中国の学術界 IT 化は急速である。それに引き替
え日本の状況はお寒い限りだ。日本でも、全国的な学術
組 織 が 音 頭 を と り、各 大 学・研 究 組 織 が 共 同 し て
INBUDS 的な本格的キーワード検索に対応したデータ
ベース、可能であれば全文データベースを構築する必
要がある。このままでは二十一世紀の最初の十年で、日
本は学術水準において相当な差をつけられてしまうの
ではなかろうか。杞憂であってくれればよいのだが。

メール配信サービス
注
インターネット上で学術情報が入手できるのは WWW
だけではない。電子メールを利用したメールマガジン
が、中国・台湾でも数多く発行されている。趣味的なも
のが多いが、中には学術的な内容を備えたものもある

[1] 林浩「紙の神・蔡倫も悲嘆する中国「紙」事情」（季
刊『本 と コ ン ピ ュ ー タ』1998 年 秋 号 http://
www.honco.net/archive/990101-j.html）参照。
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値する。Big5 未収文字は外字で処理。

古典文献データベース

寒泉(Big5)

『電脳中国学』発売から二年足らずの間に、中国文
学学術リソースは急速に増加した。既に南北朝以前の
文献はほぼ電子化が完了し、様々なデータベース構築
プロジェクトによって、宋代以降の文献も着実にその数を
増やしている。
漢字文献情報処理研究会では、さきに『電脳中国学』
に電子化された漢籍の総目録を構築する旨宣言してい
たが、このほどサーチエンジン「Kanhoo! Text Search」
(http://www.jaet.gr.jp/kanhoo/txt/tkanhool.cgi) と し て 正
式に公開した。電子テキストの海のナビゲータとし中て、
活用して頂ければ幸いである。
台湾中央研究院漢籍電子文献(Big5)
http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/
ftmsw3
もはや中文データベースの定番といえよう。中国文学
関連では、従来の『楽府詩集』『捜神記』『世説新語』
などに加えて、「詞話集成」と元文教大学教授王順隆
氏による「閩南語俗曲唱本「歌仔冊」」が新たに公開
されている。また、『太平御覧』や四大奇書『元刊雑
劇三十種』などの通俗文学データも構築中であり、公開
が待たれる。
香港中文大学華夏文庫(Big5)
http://www.chant.org/
香港中文大が出版する索引の元データを、オンライン
データベース
として加工・公
開したもの。六
朝以前の文献
を全て網羅す
る。とりわけ『全
上古三代秦漢
三國六朝文』
が全文無償公
開されている
の は、特 筆 に

http://210.69.170.100/s25/index.htm
龍泉二號の陳郁夫・兪序氏の提供。二十五史、『資
治通鑑』等の史料のほか、『四庫提要』『全唐詩』の
全文検索が可能である。そのほかにも、
『古今図書集成』
全文データベース構築が進行中であり、台湾中央研究
院と対峙する民間系学術データベースの雄と言えよう。
全唐詩電子檢索系統(GBK/UTF-8)
http://chinese.pku.edu.cn/cgi-bin/
tanglibrary.exe
北京大学中文系の提供。メールでアカウント（無料）
を申請する必要がある。『全唐詩』『全秦漢三國六朝
詩』および「詩話叢編」の字句検索および閲覧。このデー
タベースだけで、唐以前の全ての詩歌を網羅している
わけである。データは GBK/Unicode による繁体字、外字
は合成文字表記をとる。中国の大学が提供する中国文
学オンラインデータベースとしては、南京師範大学の
『全
宋 詞』デー
タ ベ ー ス [1]
に次ぐもの
であり、多く
の大学がテ
キストデータ
の構築・公
開に取り組
むきっかけと
なることを期
待したい。
広島大学中文 HP
http://home.hiroshima-u.ac.jp/
tsuogawa/cbn.htm
『文選』関係著作目録・「全梁詩」検索・「蘇洵・
蘇軾詩検索」の三種のデータベースを公開する。ある程
度のボリュームをもった検索可能な中国文学オンライン
文献データベースが国内に誕生したことは喜ばしい限り
であり、他大学の中国文学ホームページの範となろう。
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多少の苦言を呈すれば、『全梁詩』データは北京大学
でも公開しているのであるから国際協力によってデータ
ベースの質的向上をはかってもらいたいし、JIS コード未
定義の漢字も「〓」ではなく大漢和番号や Unicode で統
一的に表記するべきであろう。いずれにせよ、今後の
データの充実に大いに期待が持てるサイトである。

超星数字図書館(GB)
http://www.ssreader.com/
中国では、流通事情の悪さ、慢性的紙不足等の社会
的要因から、国家的に電子図書館の構築を推進してい
るようだ。そこで利用されているシステムの一つが、超星
電子図書館システムである。画像を PDG というファイル
形式に加工し、専用ブラウザで閲覧するもので、超星光
盤図書館として発売されている CD-ROM シリーズと同じ
システムである。北京図書館や中山図書館などのオンラ
イン図書館システムにも採用されている。『古今図書集
成』はじめ大量の本を無料でオンライン閲覧できる。た
だし、中国のサイトだけに、接続に時間がかかることもあ
る。

上述のオンラインデータベースは、いずれも異体字の
一括検索テーブルを備えていない。そのため、学術的に
有効な情報を引き出すには、文字コードと異体字に関す
る知識、それに対応した検索技術などを利用者側が身
につけている必要がある。古典文学研究（現代文学、
言語学研究でも同様であろう）においては、データベー
スの充実に従って、パソコン技能が研究能力を左右しか
ねない状況に至っているわけであり、教育・研究現場で
の対応が急がれる。

画像データ
インターネットを通じて入手できるのは、テキストデータ
だけではない。書籍の影印画像を公開しているところも
ある。
上海数字図書館(GB)
http://www.digilib.sh.cn/digilib/
上海図書館が運営するデジタル図書館。同館が所蔵
する宋版・元版および稿本、計 20 種を公開する。画像
は電子すかし入りの gif で拡大表示も可能。閲覧に耐え
うる画質を
備えてい
る。詳細に
ついては、
本誌に掲
載されて
いる佐藤
仁史氏の
レポートを
参照され
たい。

超星では電子通貨「超星読書卡」（通販も可能なよ
うだが、筆者は試していない）を購入すると、書影デー
タのダウンロードや、希望するデータの CD-ROM オー
ダーメイド、さらにはダウンロードしたファイルを無償配布
の漢王 OCR プラグインによってテキストデータ化すること
もできる。専用ブラウザには英語版もあるので、日本語環
境でも概ね問題なく使えるが、一部、文字化けなどの問
題が発生する。Windows2000 を簡体字モードに切り替え
る[2]、あるいは Win95/98 で中国語環境エミュレータを利
用すれば、最新版の中文版ブラウザで閲覧できる。
WWW 内容建置競賽
http://www.contest.edu.tw/

台湾国家図書館善本映像叢刊先導系統(Big5)
http://www.ncl.edu.tw/flyweb/ncl-book/
index.htm
同館所蔵の明人文集の善本画像が公開されている。
画像は jpeg 形式、カラーで三倍表示まで対応している。
ただし、公開されているのはそれぞれ一割程度にとど
まっている。いずれにせよ、これまで秘密主義的傾向が
強く閲覧が困難であった善本書の画像が、中国・台湾
で公開され始めたということは、学術資源の公開という観
点から高く評価できることであり、このような動きがさらに
広がることを期待したい。

121

文献サイトではないが、便宜上ここに入れておく。
台湾教育部が毎年開催している学術 WWW コンテン
ツ・コンテストのページ。ちなみに歴史分野（文学・文
化も含む）のテーマは、97 年が唐代、98 年が宋代。96
年度以降の入選作が公開されており、中国の歴史・文
学や台湾文化の教材として優れたものも多い。文学・文
化関係のものには、97 ：「唐塔風華」「偉大的領先 唐人文化」「唐代藝術」、98 ：「神奇的夢溪世界「宋
代才媛─李清照」「兩京夢華」「蘇東坡─千古風流
人物」などがある。

漢字文獻情報處理研究 漢字文獻情報處理研究
創刊号
学術リソース・レビュー

創刊号

オンラインテキストアーカイブ
オンラインテキストアーカイブ、所謂電子図書館サイト
では、通俗文学と当代文学のデータの入力が盛んであ
る。サイトの運営スタッフや読者が入力するほか、サイト
が金を出して入力・OCR を委託する例も増えている。し
かし、それらは娯楽読み物として入力されているため、底
本の選定・校訂などに問題が多く、学術目的の利用に耐
えうるものは少ない。
電子図書館サイトは、中国各地に 50 以上も存在して
いるが、それは遠距離のサイトに繋がりにくい回線状況
の悪さに起因するようだ。また、
著作権概念がはなはだ希
薄であり、昨年には作家が自作を無断公開したサイトを
訴えるという事件も発生した。古典文学の校注の著作権
や所蔵権に至っては、その存在すら知られていないのが
現状である。従って、中国の WTO 加盟以降、これらの
データがどうなるかは予断を許さない。
電子図書館サイトは数多いが、そのデータのほとんど
は使い回しであり、独自にデータを構築しているサイトは
僅かである。

呼全傳』『三遂平妖傳』『東遊記』など、大量の明清
小説を公開、もしくは入力中である。
黄金書屋(GB)
http://www.goldnets.com/

多くの詩文や章回小説のデータが公開されている。
ベ ー ス は 90 年 代 初 頭 に 北 米 で 発 足 し た 中 国 語
Newsgroup、Alt.Chinese.Text（ACT）で入力されたデー
タであるが[3]、独自のデータも多い。特に、唐代詩人の
別集が着実に増えている。これは『紅楼夢』の入力で知
られる David Steelman 氏が入力した『全唐詩』繁体字
版を簡体字にコンバートし校訂・増補したものである。あ
るいは、元智工学院・寒泉と同系統のデータであろうか。

中国最大級の電子図書館。今年、上海の多来米中文
網に身売りし、電子図書館兼総合図書情報サイトとして
生まれ変わった。著作権問題のためか、現代文学関係
データは他サイトへのリンクに変更されたが、三言二拍
『聊齋志異』『儒林外史』『孽海花』『官場現形記』
など、明から清末にかけての各種小説データを入力して
いる。
注目されるのは、『太平広記』の全文データである。
天津古籍出版社刊の文白対照本に基づいているが、同
じものが『家庭蔵書集錦』CD-ROM に PDF として収録
されている。この PDF にはコピーガードがかけられている
が、筆者が調査したところでは、海賊版を通じてパス
ワード外しが流通しているようだ。黄金書屋データは、お
そらくそのデータの転載であると思われる。蔡東藩の演
義シリーズはじめ、疑わしいデータは他にも多い。

中国文学電子図書館計画(Big5)

家庭蔵書集錦（青苹果数拠中心）(GB)

新語絲電子文庫(GB)
http://www.xys.org/library.html

http://cell.cs.uh.edu/

http://web4.peopledaily.com.cn/apple/
home.htm

『封神演義』『三侠五義』などがオリジナル。十三経
や諸子のデータは ACT 系がほとんど。台湾系のサイトな
ので、繁体字である。更新はあまり頻繁ではない。

亦凡娯楽信息網の下位。電子図書館でも老舗の部
類に入る。『今古奇觀』『粉妝樓』『狄公案』『痴嬌
麗』『花月痕』などの通俗文学作品を入力している。

話のついでに触れておこう。
『家庭蔵書集錦』は、1999
年に CD-ROM 全 10 枚が、約 3,000 元の価格で発売さ
れた。しかし、2000 年に入って正規版普及のためのソフ
トウエア値下げ運動の中で、『中国古典名著百部』58
元のように切り売り・廉売されている。さらに、『家庭蔵
書集錦』データによって、人民日報サイトに電子図書館
「中国公益図書館」が構築される予定である[4]。その完
成が待望される。

古香斎(GB)

国学(GB)

亦凡公益図書館(GB)
http://www.shuku.net/

http://my.szptt.net.cn/huxw/

http://www.guoxue.com/

積極的にデータを入力しており、正史『三國志』『山
海經』『唐宋八大家文鈔』といった古文データから、清
傳奇『桃花扇』、明清小説『清平山堂話本』『覺世
名言十二樓』『英烈全傳』『説唐』『説岳全傳』『説

学術的オンラインテキストアーカイブを志向している。
学術動向や、論著の全文データ、文献目録、学術リン
ク集なども充実しており、2000 年 7 月末に開催された
「魏
晋南北朝文学与文化国際学術検討会論文提要」の全
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文が八月上
旬には公開さ
れているな
ど、活発に更
新されてい
る。
提供され
るテキスト
データには、
オンライン
データを収
集し校訂し
たものと、オリ
ジナルデータ
がある。文学
関係では『全
唐詩』・明清
小説などが
目立つ。目録
にはさらに多くの書名が掲げられているので、一日もはや
い完成を望みたい。校訂の回数を明示してある点は評
価できるが、しかし三校済みでも校訂漏れが目に付く。
人民日報の紹介記事によると、サイト運営者は三人だけ
で資金も不足しているという。スポンサーの出現と、サイ
トの一層の発展を祈りたい。

化説唱詞話叢刊』、南戯『琵琶記』『浣紗記』等の文
献データの構築・公開をすすめている。うち、『南詞徐
録』
『花部農譚』および早大夢窗詞研究会編『清彦詞』
『夢窗詞攷異』
（独自の校注を施したオリジナルデータ）
は、Win98/NT4.0/2000+IE4 以上で検索が可能、その他
は UTF-8 の HTML・テキスト形式で提供している。
金沢大学中文研究室
http://web.kanazawa-u.ac.jp/~chinese/
国内の大学の中国文学系サイトとしては、現時点で最
も活気にあふれている。授業や学習・研究に関する情報
が細かに広報・交換されているほか、中国語学習ソフト
なども提供されている。
立命中文公式頁
http://www.ritsumei.ac.jp/kic/lt/cl/
立命館大学中国文学専攻のサイト。今年度になって
あらたに公開された。授業のシラバスや参考文献、教員
紹介以外にも、白川静氏の特集コンテンツ、
「電子文献」
以下の『楚辞』「離騒」（端平本）の UTF-8 HTML（リ
ンクで植物名の注釈が施してある）などがある。今後の
さらなる発展が期待できよう。
全般に、国内の中国学研究・教育組織のサイトが増
加しているのは喜ばしいことである。今後は一歩進んで、
論文・テキストデータ等の学術情報の発信を目指して、
サイト間の建設的な競争が発生することを期待したい。
一方、サイトを開設している全国規模の学会はほとん
ど無い。このことは、学術情報はまずオンラインで調べる
ことが常識化している欧米の研究者や学生からすると、
信じがたいことのようだ。国内でも、電脳教育の必修科
を待たず、インターネットで進学先・専門を決定する高校
生が増加していると聞く。日本中国学を世界に広くア
ピールし、また次代の担い手を確保するためにも、今後
は是非ともネットを通じて積極的に学術情報を発信して
もらいたいものである。

国内のサイト
国内の組織・個人のサイトも次第に増加している。し
かし、学術データを公開しているサイトとなると、まだまだ
小数である。
小田のホームページ
http://www.miyakyo-u.ac.jp/jll/oda/
宮城教育大小田美和子氏のサイト。
『剣南詩稿』
『老
學菴筆記』『梅尭臣集』などの、宋代詩文の JIS テキ
ストデータを公開。外字は〓もしくはカタカナ表記だが、
解説ファイルが添付される。

注
[1] http://www.njnu.edu.cn/main.htm

全相平話二種データベース

[2] 本誌「Windows2000 レビュー」参照。

http://nika01.hum.ibaraki.ac.jp/
~nikaido/

[3] CND・太陽昇中文図書館・台湾中央大学東坡資料庫を
始めとする中文オンライン・テキスト・アーカイブの十三經
や諸子、歴代詩文データも、ほとんどが ACT 系である。
ACT については、新語絲の主催者方舟子氏のドキュメン
トが参考になる。http://www.xys.org/~fang/web.html

漢情研代表でもある茨城大学二階堂善弘氏の提供。
本誌に論文が掲載されている『武王伐紂平話』および
『三国志平話』の全文データが公開されている。

[4] http://www.peopledaily.com.cn/bookshop/lixiang.htm が
それであると思われる。

電脳瓦崗寨
http://www.jan.sakura.ne.jp/~wagang/
手前味噌であるが、筆者も Web サイトを通じて、『成
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創刊号

学術リソース・レビュー

中国現代文学
小川

利康

（早稲田大学商学部助教授）

新语丝(GB)
http://www.xys.org/

増殖するネットワーク文学
はじめに
現代文学に限ったことではないが、近年中国国内の
サイトの充実ぶりは目覚ましく、中国国内ポータルサイト
が急速な発展を遂げている。雅虎(http://chinese.yahoo.
com）は言うに及ばず、网易(http://www.netease.com)、
捜狐(http://www.sohu.com)などが提供する検索サービ
スを利用するだけで必要なテキストデータを簡単に手が
入れることができる。その一部には明らかに著作権違反
と思われるものも含まれ、後述するように取り扱いには注
意を要する。便利ではあるのだが、今後は著作権への配
慮がなされたデータに置き換えられてゆくべきだろう。
また、急速なネットワーク普及は、そのメリットを生かし
た双方向コミュニケーションの流行も生んだ。日本と同
様、ポータルサイトの多くは無料ホームページスペースだ
けでなく、掲示板やメールアドレスも提供され、これらを
利用した网友原创文学（ネットワーク文学）が数多く発表
されている。网易では.com 文学（ドットコム文学!）と名づ
け、活字メディア作品のテキストデータは e 形文学（?!）
と呼んで区別している。率直に言って、玉石混淆というの
が拾い読みした印象だが、既成の活字メディアでは受
け入れられなかった才能が開花する可能性は否定でき
ない。別稿にて榎本、三須両氏による榕樹下編集部へ
のインタビューが掲載予定とのこと、あわせて参照いた
だきたい。
なお、
まだ数は少ないながらも、
作家自身によって運営
されているサイトも徐々に増えているようだ。良く知られて
いるのは王朔であろうが、他の作家達も徐々に読者と直
接交流できるメディアとしての有効性を認識し始めてお
り、チャットに参加して、インタビューに答えた記録などが
公開されている。活字メディアでは未発表の資料が見ら
れる点で貴重だろう。
なお、以下で紹介するサイトは、野草 ML の諸氏から
の叱正を得た。記して感謝の意を表したい。

最も良く知られた老舗ともいえるサイト。「同人联网」
には早くから方舟子ら同人作品を掲載していた。ネット
ワーク文学の先駆けといってもいいだろう。アーカイブに
は現代文学の主だった作家を収めるほか、余秋雨批判
など、同名の電子雑誌で掲載した内容を再録している。
华夏文摘 文革博物馆(GB)
http://www.hxwz.org/CR/halls.html
同様に老舗サイトをもう一つ。このサイトにも多数のテ
キストデータがあるが、出色は文革博物館であろう。テー
マの重要性は言うまでもないが、きちんとしたポリシーで
構成されているデータアーカイブが少ないなかで出色
である。

全景中文(GB)
http://www.cnovel.com/
小説・書籍専門検索を売り物とするサイト。データその
ものは、ほとんど下記の图书在线にリンクしているだけ。
検索機能自体は自動検索ロボットだけではなく、手作業
でも拾っているようで、全てを網羅している保証はない
が、関連記事などを拾うには結構便利。
图书在线(GB)
http://www.bookol.net/

作品アーカイブ
まず作品アーカイブ中心のサイトから。

アーカイブの質量ともに随一ともいえるサイト。大唐中
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中国現代文学
文（http://www.dtnets.com/）と重複しているデータも多
いが、こちらの方がストレスなくアクセスできる。作家ごと
に略歴を付しており、捜しやすい。

1995 年から「橄榄树」（月刊）を発行するネットワー
ク文学としては古株のサイト。ほかに「现场」（週刊）が
ある。ほかのサイトに比べ、文芸批評のウェートが高い。

黄金书屋(GB)
http://www.goldnets.com/

榕树下(GB)
http://www.rongshuxia.com/index.htm

かつて国内アーカイブとしては随一の質量を誇ってい
たが、現在は多来米中文网というポータルサイトの一部
に吸収されたようだ。作家名をクリックすると、自動的に全
景中文の検索機能を利用して、関連テキストを表示して
くれるが、中身はほとんど图书在线のデータで、使い勝
手の良さだけが取り柄か。

まさしく酷站の代表ともいえるサイト。レイアウトがクー
ルであるだけでなく、質量でも随一を誇る。すでに活字
メディアへの進出も果たし、文学報ほかで新聞雑誌に掲
載されるほか、単行本「网络原创作品丛书」を出してい
る。
重庆文学(GB)
http://www.cqwx.net

中国青少年新世纪读书网(GB)
http://www.cnread.net/

詩歌を中心として創作活動を行うグループのサイト。
「界限」网络诗刊を発行。そのほか、テキストデータと
しては、
「星星」诗刊の 1999 年のデータ、
「红岩」1999
年第１期のテキストデータも収録している。
このほかにもネットワーク文学サイトは個人のものだけ
でなく、数多く存在するが、その評価については判断で
きるほど、作品を読むのが物理的に困難であるため、紹
介 は 差 し控え る こ とに する が、日 本で も Nifty-Serve
（FBOOK など）で相互批判に鍛えられて作家として自
立していった例もある。

名前が示すとおり、21 世紀に向けて青少年の教育指
導を目的として設立されたサイト。従って、運営主体は共
青团中央宣传部思想教育处（！）とある。新着データ
の紹介はほとんどオンライン書店なみに充実している。
運営主体はともかく、オフラインでの利用も意識して一部
は圧縮ファイルで提供するなど、使い勝手は悪くない。图
书在线に次ぐ充実度といえる。
亦凡公益图书馆(GB)
http://www.shuku.net/

ネットで読める文芸雑誌

解放後の作品が中心。ジャンル分けが細かく、同志
(gay)文学という項目も。データは豊富とは言えない。

一部に限られるが、ネットでバックナンバーが読める雑
誌も登場しつつある。

书籍网链(GB)
http://www.welllink.com/book/
default.htm

作家文摘(GB)
http://www.writerdigest.com.cn/

このサイトにはオリジナルデータはない。リンクに徹した
サイト。上に紹介したサイトの新着データをリンクで掲げ
ており、これが便利。新着データ以外のリンクもあるが、
切れているものばかりで使い物にならない。
ネットワーク文学サイト

中国作家协会。作家文摘青年导刊の記事も収録。
萌芽(GB)
http://www.mengya.online.sh.cn/mengya/
mag.htm
リンク切れが多いが、2000 年からの掲載作品が読め
る。

以下には、网友原创文学関連のサイトを掲げる。

作家(GB)

橄榄树文学站(GB)
http://www.wenxue.com/gb/index.htm

http://www.writermagazine.com/
2000 年雑誌掲載分から収録、98 年以降も一部ある。
山花(GB)
http://www.gz.cninfo.net/cgi-bin/
ws.exe/gzonline/m1/shanhua/main.hts
試験的公開のためか、97 年の一部（Word）を ZIP 圧
縮して配布するのみ。
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作家個人ホームページ
王朔个人网站(GB)
http://wangshuo.cww.com/
今更紹介するまでもない、王朔の個人サイト。未発表
原稿やインタビューがあるほか、「与王朔一起写小说」
のコーナーもあるが工事中。

柯云路个人主页(GB)
http://china.thinker.net.cn/maindoc/
index1.htm
『大气功师』以来、特異現象の解明へと向かってい
た柯云路のサイト。筆名「辛克」で発表した新刊「芙蓉
国」について語るページなど、内容豊富。
日本における現代文学関連サイト
最後になってしまったが、日本国内のサイトを掲げる。
オンライン中国作家辞典ほか(S-JIS)
http://aonoken.osaka-gaidai.ac.jp/
~aono/aono.html
大阪外国語大学青野繁治研究室による作家辞典。同
じサイトに「中国作家紀行 98」もあり、作家への直接イ
ンタビューと写真を掲載しており、貴重な資料となってい
る。同じ青野氏の管理になる「中国文芸研究会」ペー
ジには会報 180 号以降現在までの総目次を収録してい
る。
毛丹青的大陸(S-JIS GB)
http://home4.highway.ne.jp/amao/
莫言、丁聡、崔建、李澤厚との面会の記録と写真を
日本語、中国語で掲載。そのほか主宰者によるエッセイ
なども収める。
なお、田又豊氏による「中国小説陰陽簿」（http://
www.st.csce.kyushu-u.ac.jp/~tian/search/search1-j.html）
は現在リンク切れになっている。
著作権関連サイト
著作権侵害は残念ながら、現在の中国では日常茶飯
事とも言えるほど頻発している。著作権侵害が問題とし
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創刊号

て認識されたばかりで、まだまだ多くの人が問題として認
識していない段階にあるといった方がよいだろう。新华
书店（http://www.xinhuabookshop.com/page/banquanold.htm）
では、関連する報道を紹介し、著作权世界（http://
copyinfo.com/cpcn.htm）では著作権法の紹介を行って
いるが、浸透しているとはいえない状況である。
最近の新聞報道でも、吉林撮影出版社が『二十世纪
中国作家散文经典』に巴金、王蒙、邵燕祥、张抗抗ら
の作品を無許可で収録したために告訴されている。北
京晩报（00/06/12）によれば、主編とされている季羡林
の名前すら無断借用であるという。
これだけ著作権保護の概念の薄い状態である以上、
ネットワーク上での著作権侵害も驚くにはあたらない。現
実の社会以上にデータの複写は容易で、なおかつ劣化
しないのだから。しかし、こうした状況に危機感を持った
王蒙、张洁、张抗抗ら 6 名の作家は、昨年 99 年 9 月に
北京在線（http://www.bol.com.cn,世纪互联通讯技术
有限公司）を無断作品掲載による著作権侵害で訴え、
経済的損害賠償が認められ勝訴し、大きな話題となった
（新浪网新闻专題：六作家起诉世纪互联网(http://
dailynews1.sina.com.cn/china/writers/index.shtml)。ま
た、今年に入ってからは网上金庸として知られる武侠作
家、黄易も損害賠償の訴えを起こすなど、徐々に著作権
を法によって守ろうとする意識が作家達のなかで明確と
なりつつある。
では、ユーザ側の意識はどうか。捜狐によるオンライン
アンケートでは、68.5%の回答者が「オンライン図書館は
読者にとって有益で、今後も続けるべき、著作権侵害に
よる弊害はないに等しい」と答えている(上記新浪网新
闻专題「六作家起訴“北京在线”侵权详情」中の引用)。
どのポータルサイトでもそうであるように、文学作品は
ユーザを呼び込むための重要なコンテンツとなってお
り、今更削除できないというのであろう。「みんなで渡れ
ば怖くない」というところか。現にこれだけ問題視されなが
らも、多くのオンライン図書館に話題作の卫慧「上海宝
贝」が堂々と掲載されている。これとて作家本人の承諾
を得て掲載しているとは思われない。
ひとり文学作品のみならず、MP3 による音楽作品の流
通も含め、ネットワークを介した作品流通の流れはとどめ
ようがない。技術的には禁じる方法は見つからないだけ
に、ここままユーザの意識が向上しなければ、かつての日
本のカラオケよろしく端末やメディア単位に一定の課金
が予め課せられる方向へと進むのではないかと懸念さ
れる。
校正間際に暗い予感を吹き払うニュースが入った。オ
ン ラ イ ン 書 店 博 库 网（http://www.bookoo.com.cn/
ebooks/download.asp）が eBook という書籍配布システム
を発表した。現在は全て無料配布だが、九月からは网上
原创作品を中心に有料配布を行うという。今後の発展に
期待したい。

学術リソース・レビュー

中国語学
山崎

直樹

（大阪外国語大学外国語学部助教授）

諸機関・団体のサイト

総合的なサイト
Marjorie K.M. Chan’s Home Page (ASCII)
http://deall.ohio-state.edu/chan.9/
default.htm

Chinese Language Teachers Association (CLTA) Home
Page (ASCII)

オハイオ州立大学の同氏のサイトは、中国語教育、中
国語学、中国文化、中国語情報処理その他に関するサ
イトへのリンクが、非常に豊富である。まず、このサイトを
見て、自分の興味のあるサイトへのリンクを探すのが、便
利である。
また、同サイトには、彼女の著作リスト（中国語学、中
国語教育、方言学……に関する著作が主）があり、そ
の中には、オンラインで閲覧できるものも多い。
“Journal of
Chinese Language Teachers Association”所載の、同氏の
論文などは、日本では、同雑誌が閲覧しにくいだけに、

こ こでは、同学会の機関誌： Journal of Chinese
Language Teachers Association の目次を閲覧できる。同
目次は、トピックと著者をキイにして、検索もできる。この
雑誌は、中国語学研究と中国語教育に関する有益な論
文が掲載される割には、日本国内の研究･教育機関に
は、あまり所蔵されていない（筆者の知る限りでは、定
期購読しているのは、十機関に満たない）ので、オンラ
インで目次を知ることができるのは、図書館に複写依頼
を申請する際、非常に便利である。

http://clta.deall.ohio-state.edu/

國立台灣大學語言學研究所(Big5)
http://www-ms.cc.ntu.edu.tw/~lingntu/
台湾の主要な大学は、言語（教育）研究所および、
それに類する施設をもっているが、このサイトには、それ
らの研究所のサイトへのリンクがある。
また、IPA のフォントがダウンロードできる。
Centre de Recherches Linguistiques sur l'Asie Orientale
(ASCII)
http://www.ehess.fr/centres/crlao/
crlao.html
このような形で、見られるのは、しごく便利である。また、
彼女の、中国語における gender を扱った論文などは、こ
の分野の研究が、まだ多くないだけに、貴重であろう。
“现代汉语动态”网刊(GB)
http://chinese.srsnet.com/
中国社会科学院语言研究所现代汉语研究室が主催
しているサイト。刊行物案内、学界の研究動向、主要な
研究流派の紹介、学会情報、BBS の設置など、内容が
充実している。いわゆる、「まず最初に見るべきサイト」
の一つである。
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“Publications du Centre”という項目を開くと、同セン
ターの機関誌：“Cahiers de Linguistique Asie orientale”の目次と提要（英文と仏文の二言語による）を閲覧
できる。ただし、現在のところ、1998, Vol. 27 と 1999, Vol.
28 分のみ。
同誌掲載の中国語学論文（同誌は、誌名からも分か
るように、中国語学関連論文のみが載るわけではない）
は、興味深いものが多いが、定期購読している日本の機
関は、さほど多くないので、便利である。
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創刊号
3.《中国语文》メーリングリストへのオンライン登録。

The Yuen Ren Society for the Promotion of Chinese
Dialect Fieldwork(ASCII)

《语言研究》のサイト(GB,ASCII)
http://www.people.fas.harvard.edu/
~whu/China/yyyj.html

http://www.geocities.com/Athens/
Forum/8351/
“Yuen Ren” は、言わずと知れた「趙元任」である。
同サイトの製作者による、この団体の紹介を、以下にコ
ピーしておく。
同団体の刊行物リスト、同団体の機関誌の目次等が

1981 年～ 1999 年の同誌の目次（中英の二言語によ
る）が、閲覧できる。
International Review of Chinese Linguistics (ASCII,Big5)
http://www.rcl.cityu.edu.hk/pub/ircl/

The Yuen Ren Society for the Promotion of Chinese
Dialect Fieldwork is a loose group of descriptive
linguists working in Hann Chinese. It was founded in
1990 at the University of Washington. The name
"Yuen Ren" is a tribute to Yuen Ren Chao (18921982), the first person to practice real comparative
dialectology in Chinese linguistics, and a fieldworker
of unquenchable enthusiasm and imagination.
The Yuen Ren Society is devoted to the practice of
descriptive dialect fieldwork and the collection and
distribution of fresh Chinese dialect data in quantity.
As part of this work, the Society holds periodic
conferences and publishes an occasional journal and a
monograph under the title, the Treasury of Chinese
Dialect Data.

中文誌名は、《國際中國言語學評論》である。
創刊号（1996, Vol. 1.1）には、世界各地の錚々たる
書き手が、名を連ねており、いくつかの論文は、オンライ
ンで読める。
ただし、現在に至るまで、創刊号以降の情報が、付
加されないでいる。

その他、特筆すべきサイト
Chinese Linguistics Page (ASCII)
http://www.people.fas.harvard.edu/
~whu/China/linguist.html
サイト製作者自身による紹介を以下にコピーしておく。

あり、方言関係サイト、国語ローマ字関連サイトへのリン
クもある。

The Chinese Linguistics Page provides anyone, who
is interested in this unique language with an unofficial
place to exchange and disseminate linguistic information via the WWW technology.

雑誌関連のサイト

このサイトでは、以下の分野の論文をオンラインで読
むことができる。

《中国语文》网站(GB)
http://zgyw.freeservers.com/
1995 年第 1 期～ 2000 年第 4 期の、同誌の目次・提
要が閲覧できる。1999 年第 3 期のみ、全文データが、
ダウンロードできる。ただし、組版用データの転載なの
で、組版用
の タ グが、
埋め込まれ
たままであ
る。また、外
字は、表示
されない。
その他、
《中
国语言学
报》の目次
も閲覧できる。
また、このサイトでは、次のサービスが提供されている。
1.《语言教学与研究》1979 年第 1 期～ 1999 年第
2 期の論文目録のダウンロード。
2. IPA の IME のダウンロード。
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Discourse/Pragmatics/Sociolinguistics/Functional
Grammar/Semantics/Historical Linguistics/Phonetics
& Phonology/Dialectology/Formal Syntax/Language
Acquisition/Writing System Reform/Computational
Linguistics
それぞれ、2 ～ 3 篇から、5 ～ 6 篇の論文が収録され
ている。今後の更なる充実に期待したい（筆者自身も寄
与したいと考えている）。

学術リソース・レビュー

中国語学教育・CAI
中国語 CAI 研究会

中国語学習ソフト
村上

公一

（早稲田大学教育学部助教授）

が成り立っているような錯覚を覚える。
実は全ての言語版で同一の男女が登場していて、よ
く見ると口の動きと発音がずれているが、不思議と気に
ならない。画像も綺麗で、スマートなソフトだ。広東語版
もある。また、中級者向けの「World Talk」中国語版の
発売も予定されていて、こちらでは中国語の文章のゲー
ム学習ができるようになる。
（1998、Euro Talk 制作、インフィニシス販売、9,800
円）http://www.infinisys.co.jp/

はじめに
ここでは国内で販売されている CD‐ROM 形式の日
本人学習者向け中国語学習ソフトのうち、ゲームを中心
に組み立てられたものを幾つか紹介する。

単純ゲーム系ソフト
文字情報に音声を貼り付けた「音声付き教科書」に
ゲーム的要素を持った練習問題が少し加えられている、
というのが中国語学習ソフトの主流だが、ゲームの方を
中心に構成されたソフトも幾つか存在する。

王老師の標準中国語シリーズ
このシリーズの特徴は何と行っても「波形でチェック、
ゲームでマスター」（発音編のキャッチフレーズ）だ。学
習者の発音を波形（db）で確認でき、さらに発音したも
のを点数化し、正解・不正解を示す機能は画期的なもの
だ。自分の発音の正否をゲーム感覚で確認できるので、
少しでも点数を上げようと何度も発音の練習をしてしま
う。
ただ、モデルの波形と自分の波形が並んでいるだけ
で、どう直したらよいのか示されない点、発音の点数化
が必ずしも正確でなく、間違ったものでも正解と見なされ
る点など問題もある。基礎編は、［会話］［単語練習］

はじめての中国語（TALK NOW シリーズ）
イギリスで開発された世界各地の言語を対象とした
外国語学習ソフトの中国語版。学習者用のヘルプ言語
も 40 以上の言語の中から選択できる。ゲームによる単語
の学習が中心。［言葉の練習］［話す練習］［簡単な
ゲーム］［難しいゲーム］から構成されている。いずれ
も画面の横の男性と女性がモデル発音、質問、正解など
を語りかけるように提示する形になっていて、実際に会話
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［短文練習］［文法］［ゲーム］［HSK 練習］から構
成されている。このうち、［単語練習］で波形表示と得
点表示、［短文練習］で波形表示がある。［ゲーム］
は単語の聞取りと発音問題。どちらも宇宙船から問題が
落ちてきて、時間内に正解すると消えるスタイルのゲー
ムになっている。
発音の波形のアドバイス付きの利用、発音の正確な
点数化が出来るようになれば、こうしたソフトの有効性は
増してくるのだが…。
（発音編： 1997、マネージ、9,800 円、基礎編： 1998、
12,800 円、セット： 19,800 円）http://www.manage.co.jp/

創刊号

構楽しみながら実力のつくソフトだ。
（1997、JTB、9,800 円）http://www.jtb.co.jp/
中国語快速完成
3 冊（ラクラク！入門編、スイスイ！初級編、チャレン
ジ！会話編）構成なので、学習者のレベルに合わせて
どの分冊からスタートしてもよい。家に代々伝わる不思議
な貝殻の秘密を追い求める若い日本人女性が主人公。
学習のステップを一つずつ上がっていくごとに（各段階
の学習をして練習問題をクリアーすると）アイテムを獲得
し、秘密の解明に近づいていく。

ロールプレイ系ソフト
中国語学習ソフトにも、ロールプレイ系がついに登場。
入門・初級はともかく、中・上級ではこの種のソフトがた
くさん開発されて欲しいものだ。
中国語自由自在
ご存知『一人歩きの中国語自由自在』を CD‐ROM
化したもの。学習者が北京空港に降り立つところから学
習（ゲーム）がスタートする。旅行に必要な会話を一つ
一つ学び、練習問題をクリアーすれば次の旅程に進み、
映像付きのガイドを見ることが出来る。北京での観光を
終えたら上海へ、6 泊 7 日の中国旅行が用意されてい
る。中国語を学びながらの仮想中国旅行だ。旅程は［中
国概要］［北京国際空港］［故宮］［中国のホテル］
［北京の交通］［北京料理］［万里の長城］［北京か
ら上海へ］［豫園］［南京路］［黄浦江遊覧］［上海
雑技団］［上海料理店］［上海虹橋国際空港］。それ
ぞれ旅程ごとに［ビデオ１］［練習］［問題］［ビデオ
２］［旅程（観光地図）］の構成になっている。
練習問題は易から難へという配列ではなく、それぞれ
の観光地に関連した会話の習得が目標になっている。と
にかく、次の旅程に進みたい一心で中国語の問題練習
を続けてしまう。正答率が高いとオマケの観光地ガイドも
ついてくる。ただ、発音表記がピンインではなくてカタカ
ナになっているのが残念。そのことさえ気にしなければ結

画面の中級編では、それぞれの店の主人が学習の案
内役で、全ての店での学習をクリアーしなければならな
い。学習の中身は［文法説明］［例文］［練習問題］
から構成され、オーソドックスな内容になっている。とにか
く、画面・構成が凝っている。凝りすぎていて冗漫になっ
ている所（解説部分）がある。このソフトには印刷教材
も付属しているが、ソフトの中身と必ずしも有機的に関係
づけられていないのが残念だ。ただ、語学学習ソフトの
一つの可能性を示していることは間違いない。
（1998、創育、各 6,500 円、3 冊 14,800 円）http://
www.soiku-mm.co.jp/
これら 2 種は、基本的な構成はロールプレイ的な発想
になっているが、残念ながら、練習問題自体がロールプ
レイの一部になっているわけではない。欲を言えば、問
題自体がロールプレイに有機的に関わっていくような学
習ソフトがあってほしいと思う。

おわりに
最後に「音声付き教科書」系も含め、今回紹介しな
かったソフトのうち、主なものを挙げておくことにする。
●

●
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ハイパー中国語・実用漢語課本（東方書店＋クリエ
イト大阪、24,000 円）http://www.toho-shoten.co.jp/
聞いて効く中国語シリーズ（上海浮山媒体有限公司
制作、オムロンソフトウエア販売、各 9,800 円）http://

中国語学教育・CAI
www.omronsoft.co.jp/
●

●

●

やさしい中国語入門（セイコーアイ・メディアサービス
企画・制作、語研発行、7,000 円）http://www.sii.co.jp/
sims/

●

マ ル チ 中 国 語 1997（MMP、9,800 円）http://
www.mmp.co.jp/

●

マルチ中国語 Lite（MMP 制作、三修社発行、4,800
円）http://www.sanshusha.co.jp/
北京言人シリーズ（アーク・ビレッジ、入門 5,800 円、
初級 8,800）http://www.at-m.or.jp/~ark/
中国語発音講座（早美出版社、4,800 円）

CAI 教材作成ツール
小川

教材ソースの作り方
はじめに
音声や画像を教材のなかに取り込んで作ってみたい
と思っても、そのノウハウが分からないと難しい。そこで、
役に立つ小物類を紹介する。基本的にはフリーウェアを
中心としたが、一部シェアウェア、市販ソフトも含んでい
る。紙幅の関係上、詳しい使い方については割愛したの
で、それぞれのドキュメントにあたって欲しい。なお、こ
こでの教材ソースの作り方は、基本的に PowerPoint、
Director、HTML での教材作成を念頭に置いている。
音源の録音
もはやパソコンにマイクが付いているのは当たり前の
時代である。教材用に録音するならば、サンプリングレー
ト 44k(16bit)程度の音質で十分。ただし、この後の変換
作業でステレオでないとエラーが出てしまうケースもある
ので、モノラルでの録音は避けた方がよい。作業そのも
のは Windows 付属のアクセサリでも不可能ではないが、
シェアウェアなどを利用した方が効率的である。代表的
なものとしては、Gold Wave, Cool Edit がある。いずれも
ダウンロードして試用できる。
Gold Wave

利康

（早稲田大学商学部助教授）

http://www.geocities.co.jp/
一
SiliconValley/6144/wavez.html 一
このソフトを利用すれば、単語・例文ファイルを自動的
に分割してくれる。ただし、機械的に無音部分をチェック
して切り出すだけなので、予期せぬところでカットされぬ
ように、録音時に一定時間の無音部分を作るように注意
しなければならない。
音源の加工
出来上がった wave ファイルは１分あたり 10MB と、
実
に巨大なファイルになる。PowerPoint や Director で利用
する場合は、このままでもよいが（Director 本体側での圧
縮が可能）、HTML で作成して Web 上で公開しようとす
る場合は圧縮しなければ使い物にならない。現在、Web
で最も汎用性のあるのは Real Audio 社のフォーマットで
ある。再生用ソフトウェアは無料配布されており、ほとん
どのパソコンにインストール済みであるため安心して利
用できる。
Real Player Basic
http://www.real.com/player/index.html
ファイル圧縮には Real Producer を利用する。これも無
料配布で、音声だけでなく、動画も Windows 標準の avi
ファイル、QuickTime ファイルやパソコンに接続したビデ
オから取り込むことが可能（別途キャプチャーボードが必
要）である。

http://www.goldwave.com/
Real Producer Basic
Cool Edit

http://www.jp.realnetworks.com/
products/producer/index.html

http://www.syntrillium.com/cep/
prodemo.htm

Real Audio ファイル(拡張子 rm)は、基本的に Web 上
からダウンロードしながら、再生するファイル（ストリーミン
グ音声ファイル）であり、ダウンロードするユーザの環境
に合わせて音質を変化させることが可能である（multi
sure-stream）。
従って、学内・学外双方からのアクセスも考慮して設定
できる。また、最近は Windows Media Player6.4（及び

録音したファイルは Windows 標準フォーマット wave
ファイルで保存される（拡張子 wav）。この録音の際に
単語や例文を一つ一つ別々に録音していては、作業効
率が落ちるので、まとめて録音する。その上で、自動的
に無音部分を関知して自動分割してくれる Wavez（フ
リーウェア）を利用する。
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7beta）も 普 及
しつつあるが、
これも Windows
Media ファイル
（拡張子 wma）
という圧縮ファイ
ルを再生できる。
Real Producer で Multi-rate Sure Stream Real Audioと同じ
の設定。日本語版はないが、設定は単純だ
ストリーミング技
術の一つで、
Microsoft 社が提供する Windows Media エンコーダで
ファイルを作成できるほか、フリーウェアもある。Power
Point のブロードキャスト機能を活用する場合は、標準で
この圧縮技術が利用される。

創刊号

す る た め 非圧縮
圧縮
Single rate で
wav
rm
wma
mp3
変換している。
4530kb
508kb
427kb
421kb
非 圧 縮 の
wav(wave ファイル)に比べれば、どれも、ほぼ 1/10 に圧
縮されている。この結果では、やや MP3, wma (Windows
Media Player)の方がやや高い圧縮率となったが利用す
る圧縮ソフト（エンコーダ）によって一定しない。おおむ
ね互角といえる。ストリーミング重視ならば、Real Audio、
音質重視ならば MP3 となるだろう。ただし、今後、著作
権保護の問題で、新たなフォーマットが主流となる可能
性が高い。
動画の加工
画像はほぼ成熟技術となっているので、ほとんど迷うこ
とはないだろう。Windows標準の bitmap ファイルはサイズ
が大きすぎるために、カラー写真であれば jpg、色数の少
ない図版であれば gif と定番が決まっている。
これに対し
て、動画については音声と同様、用途に応じてファイル
フォーマットを使い分ける必要がある。ここでは録画ファ
イルが Windows 標準の avi ファイル、もしくは mpeg ファイ
ル（圧縮ファイル）に変換されていることを前提に加工作
業について紹介する。
wav ファイルと同様、avi ファイルはサイズが大きすぎ
て、利用しにくい。上述の Real Producer か Windows
Media エンコーダを利用して、それぞれ圧縮することに
なる。いずれも動画をキャプチャーしながら圧縮すること
も可能なので、便利である（ただしマシンパワーが必
要）。このほか、代表的なフォーマットとしては、QuickTime
フォーマットがあるが、変換ソフトウェアである Quick
Time Pro は有料であり、昨今では強いて QuickTime を
利用しなければならない状況は限られているので、上記
二つで十分だろう。
一方、mpg ファイルは、VideoCD の dat ファイルをはじ
めとして、手軽な圧縮フォーマットとして利用されている
が、再編集をしたいときには市販ソフトウェアを利用する
しかない。もし分割と簡単な編集だけなら、下手に高額
なソフトウェアを利用するよりも、安価な Clip Pot の方が
早いだろう。プレビューで動画の内容を確認しながら、必
要な箇所を切り取ることが出来る。ただ、いずれの場合
にせよ、もしも他に著作権者がある動画データを再利用
する場合には、教育目的であっても対象を受講生だけに
限定し、教室内での利用に限るなど慎重な配慮が必要
になる。

Windows Media エンコーダ

http://www.microsoft.com/japan/
windows/windowsmedia/WM7/encoder.asp

Windows Media エンコーダの Multi-rate Sure Stream
設定。多機能なのでとまどいも

WMA Station（音声専用）
http://www.vector.co.jp/soft/win95/
art/se123688.html
もし教室内に限定して利用するならば、特段ストリーミ
ング音声ファイルである必要はないので、MP3 によって
配布する方法もある。Real Audio と同様に圧縮ファイル
であるが、より手軽に作成できる。ただし、一般に再生
ソフトが十分に普及していないので、教材に利用するに
は再生ソフトも配布する必要がある。市販のものも多い
が、代表的なフリーウェアを挙げる。
午後のこ～だ（MP3 圧縮ソフト）
http://homepage1.nifty.com/herumi/
Scmpx（MP3 再生圧縮ソフト）
http://70.nu/ch3/index.html

Clip Pot

特に Scmpx はインストール作業なしに利用できるた
め、学内のソフトウェア環境を変更せずに利用できる。
ここで実際どれくらいの圧縮が可能なのかを実例で
示しておこう。材料としたファイルは 26 秒の単語ファイル
である。これを同一の条件として、音質を最高（128kb/
s）として変換した。rm(Real Audio)の方も条件を同一に

http://floracity.hitachi.co.jp/go/etc/
dload/mpeg/iclippot.htm
以上のような、動画編集までこなして教材作成をする
のは現実的に負担が大きい。であれば、テレビからキャ
プチャーした動画から音声だけを切り出してきて、ヒアリ
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ング用の教材にする方法もある。mpg ファイルからの切り
出し用ソフトしては、mpgdux（フリーウェア）がある。MS
-DOS コマンドラインから使うので、少々取っつきが悪い
かも知れないが、簡にして要を得たソフトである。切り出
されるファイルは mp2 ファイル形式になるが、mp3 再生ソ
フトで利用可能。

mpgdux
http://www.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/~aji/
prog/myprog.html

語学教育・CAI 関連サイト
中国語 CAI 研究会

本格化する Web コンテンツと遠隔教育
ここでは実際の CAI（CALL）教育に有用もしくは参考
価値があると思われるサイトを紹介する。従って、研究面
で有用と考えられる分野、例えば教育工学、ソフトウェア
開発等に関するサイトは割愛し、中国語学習に直接役
立つ辞書もしく教材が含まれるサイトに限定している。以
上の範疇に含まれないサイトについては砂岡和子のサイ
ト(http://www.waseda.ac.jp/projects/chinese/ksunaoka/)、
Kanhoo! 東洋学サーチ（http://www.jaet.gr.jp/kanhoo/）
を参照いただきたい。また、更に詳細な情報を得るには、
谢天蔚氏による（http://www.csulb.edu/~txie/online.htm）
が有用である。
今回改めて海外のサイトに目を通してみて明らかに
なった傾向は大規模オンライン教育サイトの出現と個人
運営サイトの減少である。統計的な数字は持ち合わせて
いないが、個人運営サイトで充実したコンテンツを持つ
ものは少数であり、その更新も数年前から止まったままと
いうものが目立つ。要するに、大規模コンテンツを提供す
るための人材・資金のあるサイト以外は淘汰されつつあ
るのだ。
では、大規模コンテンツを提供するサイトとは、どんな
団体か。遠隔ないしオンライン教育を実施する団体であ
る。企業ならば収益を期待し、公的機関ならば公的な意
義を認め、従来のペーパーメディアから Web コンテンツ
へと切り替え、人材と資金を投入し始めている。もはや個
人が自転車操業的にコンテンツを提供する草創期は確
実に終わりを告げつつある。

は単漢字索引ながら、日本漢字音で『國語辭典』（臺
灣教育部）、『當代漢英辭典』ほか各種辞書をクロス
リファレンスできるのは非常に便利。中級以上の学習者
なら是非使いこなしたい。
こうしたデータが公開される背景には、台湾なら国語
教育政策が、また、香港ならば「兩文三語」（書面語
での中英、口語での英語、北京語、広東語の修得）と
い政策があるためだ（http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/
QEF5073/project/project1.html 参照）。今後は、CAI に
ついても、公的機関によるデータ構築が主流をなしてゆ
くと思われる。
厦门大学海外教育学院远程教学(GB)
http://oec.xmu.edu.cn/hanyu/index.htm
廈門大学海外教育学院によるオンライン教育サイト。
華僑によって設立された伝統から、オンラインによる通信
教育受講生を募集している。初級向けのコンテンツは少
ないが、中級向け教科書を html 化したものが一部公開
されている。全てを閲覧するには受講申し込みが必要。
それぞれ担当教員名が明記され、レポートや質問の窓
口が設けられている。Java を多用したインターフェイス
で、日本語 Windows では文字化けする。

漢字字典(GB,Big5)
http://www.chinalanguage.com/CCDICT/
index.html
日中、中日辞書に関しては市販の電子辞書が既に販
売されているため、オンライン上で利用できるサイトは存
在しない。もし、あえて利用するとすれば、中中辞典で
あろう。日本語で意味が参照できないというデメリットは
あるにせよ、語彙数の豊富さは捨てがたい。
「漢字字典」
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讲华语运动(ASCII)
http://www.gov.sg/spkmandarin/
シンガポールの推廣華語理事會によるサイト。単語、
会話から中国文化の紹介まで内容は豊富。英文とはい
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え、学生でも十分楽しめる内容となっている。文字が全
て画像表示になっているのは時代錯誤だが意図を考え
れば当然か。

創刊号

早稲田大学中国語教学研究会(Shift-JIS,GB)
http://www.waseda.ac.jp/projects/
chinese/
語学教育研究所に設置された研究会を母胎とするサ
イト。このなかで出色は、村上公一氏「実用中国語八百
句（Ｗｅｂ版）」（下図）である。対話文は日本語、
中国語と表示内容を選んで音声を聞くことが出来るほ
か、一方の音声だけを消して対話練習ができる。三枝氏
とは別の違った可能性を示すコンテンツとして極めて貴
重。このほか小川利康氏のページでは中国語検定試験
三、四級のドリルソフトを公開している。

全球華文網路教育中心(Big5)
http://edu.ocac.gov.tw/whole4.html
これまで華僑向けの国語教育を担ってきた僑務委員
會がオンライン教育のために設置したサイト。従来から
蓄積してきた教材を Web 化したもので、Flash Movie を
多用した教材が全て無料で公開されており、今後は英
語だけでなく、日本語、フランス語、スペイン語による
ページも用意される予定。音声も明瞭で聞きやすく、随一
の質と量を誇るサイトといえる。

Conversational Chinese Online (Big5)
http://philo.ucdavis.edu/CHINESE/
ccol.htm
谢天蔚氏による中国語初級会話サイト。個人サイトと
しては最も充実した内容を誇るが、昨年で更新が止まっ
ている。すでに歴史的な役割を終えた感が強い。会話
文及びその英訳、音声のほか、簡単な文法解説も gif 画
像で表示する。ピンインによる発音表記をとっているが、
表示のためには専用ピンインフォントが必要。
中国語学習書データベース
http://www.rockfield.net/kakusha/
kakusha.htm

パンダと学ぶ中国語
http://www.media.kyoto-u.ac.jp/call/
soujin/panda/

岩野忠昭氏によるデータベース。初級を中心として多
数に上る教科書データを集めたもの。膨大な刊行数から
すれば一部ではあるが、貴重な試み。今後の充実に期
待する意味で、やや別格ではあるが最後に紹介してお
く。

三枝裕美氏による中国語入門教材サイト。発音入門
から初級会話まで豊富な内容を誇る。海外でも Flash
Movie によるコンテンツが増えつつあり、
その意味では嚆
矢とも言える存在である。
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中国史学
山田

崇仁

（立命館大学文学部講師 博士（文学））
ではプロジェクトの概要、内部会議の記録、データベー
スの元書籍の版本データ等が閲覧できる。漢籍電子文
献の全貌を把握する為にも一度は読んでおくとよい。また
『明實録』等の正式公開前のデータも一部検索可能だ
が、日本からはアクセスできなかった。

はじめに
以前の中国史におけるインターネット利用は、中央研
究院一尊状態だった。さすがに最近ではサイトも増加し
てきたが、それでも中央研究院の圧倒的存在というのは
変わらない。しかし、中にはそれなりの特徴的なコンテン
ツを持つ所もある。そこで本項ではインターネット上での
中国史に関するサイトの内、『電脳中国学』（好文出版
1998）や『別冊しにか―コンピュータで中国語』（大修
館書店 1999）に未紹介または更に充実した所を中心
に紹介しよう。

オンラインデータベース・電子テキスト
漢籍電子文獻（BIG5）
http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/
ftmsw3
古代史研究者のみならず中国学に携わる者ならば、
一度はここを利用した事があるだろう。実際の利用法は
『電脳中国学』に記したが、その後幾つか改良されてお
り、再び紹介する事としたい[1]。
注目すべき改良点は、新検索システム（2.0）の登場
により従来検索結果の文字間に挿入された所謂半角ス
ペースが無くなった点だろう。加えて従来有料だった十
三經注疏が無料となり、また二十五史等の検索結果表
示三十件制限も撤廃され、ますます便利になっている。
ところでこのデータベースシステムを購入した日本の
研究機関の中には、結局宝の持ち腐れとなっている所も
あると聞く。その点で大東文化大学がミラーサイトの形で
公開しているのは特筆すべきだろう。ここで検索できるの
は二十五史や十三經注疏等だが、本家では有料エリア
に含まれている書物を検索出来るのは貴重である。関
係者には心から感謝する次第である[2]。

図 1 ：漢籍電子文献

寒泉（BIG5）
http://210.69.170.100/s25/index.htm
DOS 用電子テキストの定番、陳郁夫氏による龍泉二
号のオンライン版。検索可能な書物は中央研究院と重
なる部分も多いが、『資治通鑑』『宋元學案』『明儒
學案』『四庫全書總目』等、独自のものも多い。中央
研究院と並び古代史研究には欠かせないサイトである。
兩漢諸子研究論著目資料庫（BIG5）
http://ccs.ncl.edu.tw/topic_2.html
台湾の漢学研究中心の下位ページ。漢代思想全般
に関する研究論文・単行本の書誌データを検索可能。
尚このサイトでは上記データベースの他に、経学関連
論著目録や外国の雑誌に掲載された漢学関連論著目
録等のデータベース化を試みている。今後が楽しみ。

漢籍電子文献（BIG5）

内閣大庫档案（BIG5）

http://saturn.ihp.sinica.edu.tw/
~hanchi/hanchi/

http://saturn.ihp.sinica.edu.tw/~mct/
newpage1.htm

上記中央研究院漢籍電子文献そのもののサイト。ここ
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台湾中研院史語所のデータベース。所蔵する内閣大
庫档案の検索が可能。また「精品介紹」のコーナーで
一部档案画像の閲覧も可能。

創刊号

中国伝統文化与現代網絡発展部の制作によるサイ
ト。電子テキストから様々な学術情報に至るまで紹介さ
れているが、電子テキストは他処と重なる部分が多く、加
えてデータは簡体字で構築されている。

中華文化網（BIG5）
http://members.xoom.com/cultureweb/
index.html
呉恆昇氏の構築にかかる、インターネット上の漢籍
データを収集公開する。各サイトが所有する諸権利をど
う解決したか不明なのだが、中央研究院の有料エリア
のデータも公開されており、便利な事は便利。但し問題
もあり、例えばレイアウトがバラバラであったり、中央研究
院の外字コンバートが中途半端だったり、置換字をまま
間違えていたりするので、利用者が再校訂する必要が
ある。
一括ダウンロードも可能だが、トータルサイズはほぼ
CD-R 一枚分（650MB）に相当。
華夏文庫（BIG5）

図 2 ：国学

http://www.chant.org/scripts/main.asp
中国歴史網（GB）

先秦古籍一字索引の編集元たる香港中文大学中国
文化研究所のサイト。ここでは先秦より南北朝に至る古
籍の電子化を進めており、特に輯本の電子化にも取り組
んでいる。
閲覧は無料お試し・無料登録・有料登録の三種類あ
り、それぞれ閲覧可能部分に差がある。全てを見たけれ
ば有料登録が必要。日本からも登録申請可能なので、
興味のある方は登録してみてはいかがだろうか。

http://www.china-history.com/
中国収蔵網が構築するサイト。中国史のポータルサイ
トを狙うようだが、まだ工事中の箇所も多い。但し、学術
情報ニュースが掲載されているので便利かも。
北京人（GB ASCII）
http://www.peking-man.org.cn/
保護周口店北京人遺跡委員会のサイト。周口店で見
つかったかの北京原人に関する情報を整理公開する。

歴史サーチ（日本語）
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kerokero/
cgi-bin/navi/index.html

朝陽的文物與考古（GB）
http://home.etang.com/homes/

東洋のみならず日本・西洋を含み、また専門家から愛
好者まで歴史に関するサイトを幅広く網羅する。検索シ
ステムもあり、歴史関連の探索には重宝する。

遼寧省朝陽地区の考古に関する諸データが公開され
ている。その中でも中国東北地区新石器文化を代表す
る紅山文化の牛河梁遺跡出土の女神像は特に著名。

西域行記データベース（日本語）

董作賓百年冥誕展―電腦導覽主畫面（BIG5）

http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/
~saiiki/

http://arts.nthu.edu.tw/Exhibition/dong/index.html
台湾清華大学芸術中心の下位ページ。甲骨文研究
の巨匠董作賓に関するデータを公開する。甲骨関連
写真の他、
『殷暦譜』序文の電子テキスト等が閲覧可
能。

京都大学人文科学研究所の下位ページ。中国から西
域に旅した人物に関する書物の本文検索や、バーミ
ヤーン石窟寺院の画像が見られる。
その他電子テキストやオンラインデータベースを検索
したいのであれば、漢字文献情報処理研究会の公式リ
ンク集「Kanhoo! 東洋学サーチ」を参照のこと。

漢代墓葬與文化（BIG5）
http://www.sinica.edu.tw/~hantomb/
index.html
中央研究院の下位ページ。漢代の墓の様々なデータ
を検索、閲覧可能。通常の墓葬データの紹介や副葬品
画像の閲覧等の他、疑似漢墓探検なる趣向もある。

研究関連
國學（GB）
http://www.guoxue.com/index.htm
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中国古代服飾（BIG5）

紹介するが、別に酷刑のページに中国古代の刑罰につ
いて、それぞれの刑毎に分け記述される。

http://personal.cityu.edu.hk/
~50219374/cciv01/home/index.html

文革珍品典蔵網（GB）

香港城市大学の中國文化科 TDD 導修課の学生によ
るサイト。先秦から清朝に至るまでの服飾史について画
像を交えて解説をする。

http://www.oceanet.com.sg/mao&yeo/
シンガポール OCEANET の下位ページ。文革中に使
われたグッズ類や、毛沢東専用陶磁器、ポスターなどが
見られる。

楚風遺韵（GB）
http://chudu.hb.cninfo.net/
春秋から戦国にかけて南方の大国として勢力を誇っ
た楚に関するサイト。かなり重いページだが、中身は張正
明の楚国史が一冊電子化され、他にも『荊楚歳時記』
の電子テキストや楚帛書や包山楚墓出土の漆器の画像
が見られたりと、存外充実している。
中国文物報（GB）
http://www.ccrnews.com/index.html
中国の考古学関連新聞『中国文物報』の公式サイト。
昨年の考古 10 大発見や、最近の掲載論文などが読め
るが、じっくり読む分には新聞の方がよいかも。
唐研究（GB）
http://www.tangrf.com.cn/

図 3 ：文革珍品典蔵網より（毛沢東専用磁器）

唐研究基金会のサイト。唐代に関するポータルサイト
を目指しているが、工事中のページも多く発展途上であ
る。今後に期待したい。

岩野忠昭のお部屋（日本語）
http://www.rockfield.net/

中国宋代歴史研究（GB）

『春秋繁露』に関する情報や、漢文を学ぶための
ちょっとしたノウハウ等が満載。リンク集も充実している。

http://go.163.com/~songdynasty/
大陸の宋代研究者劉坤太氏の主編にかかるサイト。
宋代研究に必要なデータを公開する予定。電子テキスト
も公開されているが、一部日本の勝山氏作成のデータ
を使用するため、非 JIS 漢字が〓で入力される問題点は
そのままなので注意が必要。

過立齋（日本語）
http://home9.highway.ne.jp/Karitsu/
立命館大学院の秋山氏のサイト。『商君書』独自電
子テキストや ATOK ／ MS-IME 兼用中国史辞典である
漢語詞典、中国歴代目録分類区分表等が入手できる。
また、支那學工具書提要と題する中国古籍の解題は
なかなかに便利。

WWW 内容建置競賽（BIG5）
http://www.contest.edu.tw/
台湾の中興大学教育部による WWW コンテストのサ
イト。この中に宋代軍船や宋代婦女に関するもの等、幾
つか歴史関連の応募作も見られる。

舩田善之 's Workshop（日本語）
http://www.geocities.co.jp/
CollegeLife-Labo/2708/

歴代佳人時世妝（BIG5）

早稲田大学大学院の舩田善之氏のサイト。モンゴル・
元朝史研究に関する学術情報や、『元典章』読解のた
めのハウツーがある。

http://home4u.hongkong.com/lifestyle/
fashion/vinnelung/
中国女性の化粧・服飾・髪飾り等のファッションに関す
る様々な情報が閲覧可能。画像もある。

村越貴代美の工房（日本語）
http://www.econ.keio.ac.jp/staff/
murakosi/

中国歴史 4000 年（BIG5）

慶應義塾大学の村越氏のサイト。宋代に関する学術
情報の他、漢籍資料論のページは中国学を学ぶ者に
とっては、資料取扱上最低限の約束事を学ぶ上で非常

http://chistory4000.virtualave.net/
基本は中国史の大事紀年をベースに歴史故事等を
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創刊号

し画像は Flashpix 形式なので、別途 PlugIn が必要[3]。
拓本は定番から余所で公開されていないものまであり貴
重。画像の質も良い。お薦め。

に有用。
中国近代史研究（日本語）
http://www.geocities.co.jp/
CollegeLife/7906/index.html

文化財情報システムフォーラム
http://www.tnm.go.jp/bnca/

有田直矢氏のサイト。中国近代史を、年表・人物・
ポイント等の項目に分けて解説する。関連書籍紹介や連
載企画等もある。

文化庁が進める日本全国の博物館関連施設がイン
ターネットで公開する文化財や美術品の情報を検索可
能なシステム構築を目指したプロジェクト。試行版も利用
可能。各博物館関連施設の協力次第だが、ここが充実
すれば、日本の文化財・美術品関連の画像に関する
ポータルサイトになると予想される。今後が楽しみ[4]。

画像資料（含博物館関連施設）
河南博物院（GB）
http://www.chnmus.net/

おわりに

鄭州にある中国を代表する博物館の一。中国の博物
館関連施設が開設するサイトは、何故か繋がらない事が
多いが、ここは比較的アクセスが良好。博物館の紹介の
他、収蔵品の画像を幾つか閲覧可能。中国の博物館関
連リンクも充実。

中国史・思想の分野についてインターネットのサイト情
報を紹介した。なるべく偏らないように紹介したつもりだ
が、筆者の専門が古代史であるため、どうしてもそちらが
中心となってしまい、特に近現代部分の紹介が少ない事
をお詫び申し上げたい。
近頃、論文の注釈を見ると、ようやく中央研究院を調
査道具として利用した論文が見られるようになった。筆
者としては喜ばしい限りである。しかしこれも従前から
言っている事だが、インターネットで検索が簡単に済む
＝研究のレベル高いわけではない。漢籍電子文献で膨
大な量の調査が可能となった所で、それを単なるゴミの
山ではなく、きちんと「使える」データを抽出して論文の
材料に整理するには、やはり研究者の勘所がものを言う。
その意味では今後は情報リテラシーのみならず、集めた
情報を整理活用する能力たるリサーチリテラシーも必要
となる事だろう[5]。

孔子博物院（GB, ASCII）
http://www.confucius-museum.com.cn/
曲阜の孔子博物院のサイト。孔府に関する様々な
データが紹介されている。収蔵品の画像や名所案内も
ある。
老照片（GB）
http://serve.cei.gov.cn/join/oldphoto/
CEI 為您服務の下位ページ。アヘン戦争から近年に
至るまでの写真を展示。人物はもとより、時代のイメージ
を伝える写真も多い。

注
[1] 以前は漢籍全文資料庫と称したが、これは一部門のプ
ロジェクトの名であり、他との区別をする為名称を漢籍電
子文獻と改めたようだ。
[2] 詳細は『東方』2000 年 8 月号掲載の渡邉義浩氏による
紹介文を参照。
[3] サイト内にダウンロードページへのリンク有。
[4] 日本の美術館関連のリンク集については、http://
www.dnp.co.jp/museum/icc-j.html 等がある。
[5] リサーチリテラシーに関する入門書としては、谷岡
一郎『「社会調査」のうそ―リサーチリテラシーのす
すめ―』（文春新書 110 2000）がお薦め。

図 4 ：老照片より（孫文遺訓）

京都大学人文科学研究所所蔵 石刻拓本資料(日本
語)
http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/
db/takuhon/
研究所所蔵の石碑・画像石等の拓本が閲覧可能。但
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仏 教
師

茂樹

（東洋大学大学院文学研究科博士後期課程在学中）

はじめに
本レビューでは、漢字文化圏の仏教を中心に紹介す
る。パーリ語、サンスクリット語、チベット語、モンゴル語
圏（旧ソ連の共和国も含む）などでも着実な成果が上
がっているが、Electronic Buddhist Text Initiative（EBTI）
[1]
などのサイトで情報を入手できるので、参照されたい。

電子テキスト

また、電子テキストを単なる検索や論文執筆の手間を
省くものとして利用するだけでなく、その特性を活かした
積極的な研究を目指すプロジェクトも世界的に盛んに
なっている。この分野の世界的な中心である EBTI はま
すます盛んであり、その中で漢字仏典の解釈法として長
い 伝統 がある 科文 が注目 され ている の は興味 深い
（JAET-BBS/漢情研情報室/776,石井公成）。XML に
よる科文処理については、筆者も石井公成氏と共に
「XML 開発者の日」で発表したことがあるが[2]、日本
の研究者が貢献できる部分が大きいのではないだろう
か。
花園大学国際禅学研究所（IRIZ）

大正新脩大蔵経テキストデータベース（SAT）

http://www.iijnet.or.jp/iriz/

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~sat/

禅文化研究所の「禅学基本文献データベース（Z.D.B）
」

中華電子佛典協會（CBETA）(BIG5)
http://ccbs.ntu.edu.tw/cbeta/
漢字仏典の電子化は、『大正新脩大蔵経』について
言えば、上記 2 プロジェクトによって大勢が決したと言っ
ても過言ではない。CBETA はすでに、『大正蔵』全 85
巻のうち第 1 ～ 40 巻の公開を完了し、年内にも日本撰
述部を除く 55 巻までは公開されそうな勢いである。そし
て SAT も、CBETA との連係を取りつつ公開が進んでい
る。したがって、遅くともここ数年のうちに『大正蔵』全
体の電子化が完了することが見込まれる。「大蔵経」と
いう用語は、時に「一切経」などと別称されることからも
わかるように、仏典の全体を指すニュアンスがある。もち
ろん『大正蔵』だけで全仏典を網羅することはできない
（むしろ専門的には不充分）ものの、今後は、ポスト電
子大蔵経という形でのプロジェクトが目立ってくるのでは
ないかと考えられ、すでにいくつかの方向性が見出すこ
とができる。
新たな方向性のひとつとして考えられるのが、CBETA
のように利用者へのサービスを強化し、普及をはかると
いうものである。CBETA ではミラーサイトを多数用意し、
応募もしているので、ダウンロードの負担の軽減につな
がっている。また、「電子佛典推廣講習會」という図書
館関係者・研究者を対象とした仏典電子テキスト利用の
講習会を開催している。日本でもこのような取り組みが
各所でなされることが必要となるのではないか。
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http://www.zenbunka.or.jp/10index/
zdb_home.htm
記念碑的業績である「ZenBase CD1」以降、禅籍の
電子化は次
の 段 階 に
入っていると
いってよい。
上記のサイ
トでは、『大
正 蔵』な ど
のメジャー
な叢書に収
録されてい
ない禅籍が
積極的に入
力、公開されており、注目される。
天台宗典編纂所「天台電子佛典 CD2」
http://www.biwa.ne.jp/~namu007/
叢書の網羅的な入力について見通しがついたところ
で、特定の分野に注力したプロジェクトが目立ってきた。
現在、公開準備が進んでいる「天台電子佛典 CD2」で
は、前作「CD1」に続いて三大部以外の天台大師智顗
の著作を電子化し、近日中に公開されるようである。

漢字文獻情報處理研究 漢字文獻情報處理研究
創刊号
学術リソース・レビュー

創刊号

ている。
韓國佛教全書（KS）

http://210.94.178.29/ebti/project00/
logo.htm

研究成果のオンライン化

その名の通り、韓国仏教の文献を公開するサイト。執
筆時点では、円測『解深密経疏』を含む新羅時代篇一
と均如『一乗法界図円通記』を含む高麗時代篇一が公
開されており、この全書だけに収録されているものも少な
くないのでその価値は計り知れない。サイトは KS コード
であるが、
データは XML の文字参照で表現されており、
Unicode の範囲の漢字が利用できるものとみられる。
元暁翻訳プロジェクト Wonhyo Translation Project
http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/
~acmuller/budkor/WonhyoTranslation.htm
朝鮮仏教の代表的な思想家、元暁の著作の翻訳と電
子化を目指した本プロジェクトは、1999 年の EBTI で方
針が発表されている。現在、『二障義』の翻訳と電子
テキストが公開されているようである。

CBS Full Text of Journal (BIG5)
http://www.cbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/
journal.htm
台湾大学仏学研究中心が公開する学術雑誌の電子
テキスト。『中華佛學學報』をはじめとする台湾の主要
な雑誌や、いくつかの論文集が公開されており、たいへ
ん有難い。台湾では仏教文献の電子化とその利用につ
いての研究が盛んで、その一端は、やはりオンラインで
公開されている『佛教圖書館館訊』[3]からうかがうことが
できる。
Journal of Buddhist Ethics
http://jbe.la.psu.edu/
International Journal of Tantric Studies
http://www.asiatica.org/publications/
ijts/

仏教語彙・辞書

欧米で
は上記サ
イトのよう
に、雑誌そ
のものをオ
ンライン化
してしまう
動きも盛ん
である。学
術サイトの
ように収益
が見こめ
ない媒体についてはオンライン化がこれから盛んになる
だろう。
日本では、南山宗教文化研究所の Japanese Journal
of Religious Studies[4]や一部の個人のようにオンラインで
積極的に公開している例もあるが、全体として低調であ
る。海外の研究者の目に触れる手段が相対的に落ち、
競争力が無くなるのではないかと恐れてしまう。

Digital Dictionary of Buddhism (一部 UTF-8)
http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/
~acmuller/dicts/deabt.htm
チャールズ・ミュラー氏の「Dictionary of East Asian
Buddhist Terms」は、最近、XML への対応と大幅な増
補を経て上記の名前で公開となった。
電子テキストを本格的に利用した研究活動のために
は、語彙データベースが大変に有用である。例えば、検
索アプリケーションのインデックス化や、文体分析、語彙
調査などに
おいては、
語彙データ
ベースに基
づいた処
理が必須
である。ミュ
ラー氏は中
村元『仏教
語大辞典』
をはじめと
する仏教辞書の見出し語を入力し、公開する作業も積
極的に行っており、この分野をリードしている。

仏教書総目録刊行会
http://www.bukkyosho.gr.jp/
本サイトはこれまで紙媒体で出版されていたものが電
子化されたものであるが、更新は遅く未だに 1999年度版
である。最近は春秋社、法蔵館、中山書房仏書林など
仏教研究者にはおなじみの出版社が相次いでサイトを
開設が見られ、大変に喜ばしいことである。海外でも、
台湾の新文豐出版公司、天華出版事業股份有限公司、

瑜伽師地論に基づく漢・梵・蔵仏教術語対照テーブル
http://www.buddhist-term.org/
横山紘一氏、廣澤隆之氏が中心となっている仏教語
彙データベースのプロジェクトによる成果の一部である
が、5 万件を超えるレコードは、国内外からの注目を集め

佛光文化事業有限公司、韓国の불교시대사（仏教時代
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仏教
社）のように、
出版社がサ
イトを開くとい
うのはもはや
世界的な常
識といっても
良いのではな
いかと思う
（詳 細 は
「Kanhoo! 東
洋学サーチ」
http://

会の概要や最近の『佛教史学研究』の目次、入会申
込の案内等が公開されている。
駒澤大学大学院仏教学研究会
http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/shb/
会の概要や活動報告、出版物案内など。電子化され
た『駒沢大学大学院仏教学研究会年報 分類総目録』
がある。
大学附属の研究機関のサイトとしては、上記の南山宗
教文化研究所のほか、次のようなサイトが目に付く。
Stanford Center for Buddhist Studies (SCBS)
http://www.stanford.edu/group/scbs/

www.jaet.gr.jp/kanhoo/を参照されたい）。

仏教センターの紹介のほか、禅関係の電子テキストの
公開（またはその準備）がなされている。今昔文字鏡の
ミラーサイトを併置し、積極的な姿勢がうかがえる。

Buddhist bibliography by Roger Garin-Michaud
http://www.cyber-ville.net/
buddbib.html

大正大学綜合佛教研究所

主に欧米圏の文献を目録化したもので、Amazon.com
等のオンライン書店にリンクしているのが便利である。

http://www.sobutsu.org/
現 在 試 験 公 開 中 な の で 挨 拶 な ど し か な い が、
Abhisamacarika の電子テキストを公開している点は高く
評価できる。

研究者のネットワーク
Buddhist Scholars Information Network (Budschol)

おわりに

http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/
~acmuller/budschol.htm
長年、仏教研究者の交流の場として利用されてきた
Buddha-L が終了し、代わって東洋学園大学のチャール
ズ・ミュラー氏が主宰する上記メーリングリストが、よりメ
ンバーを限定して（院生以上）その役割を担っている。
昨年の 5 月に始まってからすでに 300 人余の参加者が
集まり、月に 50 通を超える情報が流れている。このメー
リングリストは、ミュラー氏の方針でディスカッションは禁じ
られており、基本的に情報交換のみが行われている。
American Academy of Religion: Buddhism Section
http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/
~acmuller/aar-bs/

以上、漢字文献を中心とした仏教学に関してだけ見
ても、コンピュータとインターネットの利用は欧米や台湾を
中心にしてますます盛んになっており喜ばしい限りであ
るが、一方、日本に目を向けると、その輪の中に参加し
ようという動きはあまり見られず、内外の情報格差がいず
れ深刻な問題になるのではないかと不安が募る。表面
的な情報量はそれほどではなくとも、サイトなどで入手で
きる情報の裏にある膨大な議論については、ネットワーク
に参加して触れるほかない。国境を越えたコラボレーショ
ン、プロジェクトを横断した連係が、これからの課題であ
ろう。

注

アメリカ宗教学会（AAR）・仏教学部会のサイト。学
術大会における各研究発表の要約や批評などが掲載さ
れ有益である。同会内の Yogacara セミナーにもサイトが
あり、活発な活動がうかがえる。
日本の学界を見てみると、日本印度学仏教学会をは
じめほとんどの学会・研究会がサイトを持っていないのが
現状である。また、ウェブページを公開しているところで
も、その内容はパンフレット程度のものが多く、オンライン
特有の活動はほとんど見られない。

[1]

http://www.human.toyogakuen-u.ac.jp/~acmuller/ebti.
htm

[2] 師茂樹・石井公成「XML 版『般若心経』―仏教学
におけるマークアップと外字処理」（口頭発表。第
1 回 XML 開発者の日、日本経営協会、1999 年 3 月 13
日）。本発表は近日中に活字化される予定である。ま
た、JAET-BBS/漢情研情報室/200, 石井公成、JAETBBS/漢情研情報室/287, 師茂樹なども参照されたい。
[3] http://www.gaya.org.tw/journal/
[4] http://www.nanzan-u.ac.jp/SHUBUNKEN/books-frame.
html

佛教史学会
http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/shb/
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創刊号

学術リソース・レビュー

道 教
野村

英登

（東洋大学大学院文学研究科博士後期課程在学中）

ベースの方は、彼らの宗派の教義に関する解説が主で、
経典類は目録のみにとどまる。また下位サイトに『中国道
教』『宗教学研究』の雑誌二誌のページがあり、前者
は最新号の、後者は最新号の他数号の全論文を読むこ
とができる。今後の発展に期待したい。

電子文献
国学(GB)
http://www.guoxue.com/
電子テキストに関して、今年最大の収穫がこのサイト
であろう。子部・道典ページにおいて『雲笈七籤』の全
文が公開されているのである。
『雲笈七籤』は簡体字の
標点本が出ているので、おそらくはそれを OCR したもの
だろう。なお原典にある画像もきちんと埋め込んである。
ただし利用にはちょっとした注意が必要である。簡体
字を元の
字に戻す
必要があ
るのは当
然のこと
だが、さら
にこのサ
イトでは
安易な盗
用を防ぐ
た め に、
テキスト
本文にちょっとした加工が施されている。段落ごとの冒頭
には本文の最初に二文字が、段落末にはこのサイト運営
者の号である「知古斎主」のうちの任意の一字が追加
されているのである。それらの文字は背景の模様と同色
に変更されているので、画面上はそうと見えないが、プ
リントアウトすればはっきりと分かる。したがって利用にあ
たっては、テキスト形式で保存したりコピーしたりせずに、
HTML 形式で保存した後タグを利用して一括置換をか
けるなどの工夫が必要になる。

中國性命雙修協會(Big5)
http://ksc.nricm.edu.tw/
台湾の、気功に関する研究・実践をしている団体の公
式サイト。機関誌『性與命』の全記事を読むことができ
る。学術団体かどうかの判断が難しいが、雑誌には台湾
や大陸の道教研究者が多く寄稿しているので、それなり
に信頼できるだろう。
國立交通大學金丹社(Big5)
http://www.cc.nctu.edu.tw/~jindan/
台湾の交通大学内の気功サークル。下位サイトに『丹
道文化』『全真人雑誌』の雑誌二誌の目録があり、ほ
とんどの記事を読むことができる。記事を一見した限り、
中國性命雙修協會に比べて学術的アプローチに欠け
ているようだ。
仙学研究舎
http://www2s.biglobe.ne.jp/~xianxue/
神坂風次郎・風太郎の両氏による内丹研究のサイト。
匿名サイトということもあって、一見するとたんなる趣味の
ページかと思わせるが、その内容はしっかりしている。大
陸や台湾で出版された書籍を訳出しているのだがきち
んと著者の許可を得ているし、公開している電子テキス
トについても Shift JIS 版とは別に UTF-8 版を公開するな
ど、学術研究としての意識が高い。事実、本稿執筆時
点で Pregadio 氏のサイトで紹介されていた日本の道教
研究サイトは、道気社とここだけである。
新電気漢文箱

著書・論文

http://nika01.hum.ibaraki.ac.jp/
~nikaido/

道教文化資料庫(Big5)

茨城大学の二階堂善弘氏による中国語の情報処理
と中国の民間信仰と通俗文学研究についてのページ。
道教系の民間信仰に関する歴史的な研究やフィールド

http://www.taoism.org.hk/
香港の道観、蓬瀛仙館が運営しているサイト。データ
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道教
ワークについての論文・雑記が公開されている。最近の
武侠小説や『封神演義』ブームに関係するような文化や
宗教の話題を学術的なレベルで議論しているのは、残
念なことに国内ではここぐらいであろう。

研究ツール
薩蠻工作室(Big5)
http://saturn.ihp.sinica.edu.tw/
~medicine/fsWWW/WWW/index.htm
中央研究院の林富士氏のページ。道教や民間信仰に
関する論文・雑記が公開されているが、すべて PDF ファ
イルになっている。したがってそれらの文章を日本語環
境で読むには、Adobe の AcrobatReader4.0 に中国語繁
体字のアジア言語フォントパックを追加しなくてはいけな
い（http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/
cjkfontpack.html）。
このページで特筆すべきは、ホームページからリンクさ
れている「工作室書目檢索」である。ここでは日・中・
台の道教研究に関する書籍論文目録の検索が可能で
ある。ただし日本のデータのうち仮名については、日本
語 Windows で表示することは難しい。Big5 の外字として
処理しているためである。とはいえ、日本の道教研究に
関するオンラインデータベースが公開されたのはここが
世界初である（目録データだけなら東洋大の中国哲学
文学科で公開されたものがあるが）。これは日本人研究
者の一人として非常に忸怩たるものがある。

公開以来着実にコンテンツが増えている。現在利用でき
るものは、道教研究に関する論文目録、博士論文の梗概
一覧、近刊書目など、すべて英文である。
このサイトの優れている点の一つが、広く海外の道教
研究者に情報提供を求めていることである。院生以上の
研究者は申請することで、協力者としてサイトに名前が
公開され、メーリングリストに参加でき、自らの研究成果
などを提供できるようになる。つまりこのサイトは世界中の
道教研究者間のネットワークを作り上げ、その中で集積
された情報を公開していくという野心を持っているわけ
である。この点は裏を返せば、情報を提供していかない
かぎり公開はされないということである。日本の研究成果
を紹介する義務は日本人にあるので、日本人研究者の
より多い参加を期待したい。
道教文化研究会
http://nika01.hum.ibaraki.ac.jp/
~dobunken/

学術団体・研究会

若手道教研究者たちによって組織された研究会の公
式サイト。上記の Daoist Studies サイトとだいたい同じ時
期に公開されたのだが、コンテンツの量・質ともに瞬く間
に差をつけられてしまった。このページで現在公開され
ているのは会の例会記録にとどまる。今後のより積極的
な学術情報の公開が待たれる。

日本道教学会
http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/dokyo/
index.html
日本道教学会の公式サイト。機関誌『東方宗教』の
第 90-95 号までの目録が公開している。近日中に創刊
号までの総目録を公開するとのことである。
公式サイトがあること自体ずいぶんな進歩ではあるの
だが、より充実したコンテンツを揃えてもらいたいという
希望を込めて、二つだけ苦言を呈しておきたい。まず機
関誌を目録までしか公開しないというのは時代遅れで
ある。論文自体の公開もしていくことがインターネット時
代の学会としての義務と言える。また日本語のトップペー
ジしかないというのも問題である。コンテンツすべてを翻
訳する必要はないが、せめて英語による最小限のナビ
ゲーションを付しておくべきだろう。

Society for the Study of Chinese Religions (SSCR)
http://www.library.wisc.edu/guides/
EastAsia/SSCR/
ここでは機関誌を始め宗教関係の雑誌の目録がリン
クされている。目録は道教や民間信仰関係のものが大
半だが、残念なことに漢字がすべて表示されない。ソー
スを見たところ文字コードが一切指定されていなかった。
おそらく双橋などの 1 バイト環境で中文を無理に表示す
る類のソフトを使用して製作したのであろう。データの修
正が望まれる。またリンク集は、道教・仏教から民間信
仰までなかなか充実している。

Daoist Studies
http://www.daoiststudies.org/
アメリカの道教研究者によって構築されているサイト。
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創刊号

学術リソース・レビュー

日本文学・日本史
谷本

玲大

（茨城大学講師）

作権などがあるので、二次加工物を含む第三者への譲
渡・公開は禁止されている。かな文学のみならず、記紀
や続日本書紀歌謡、出雲国・豊後国・播磨国・肥前国・
常陸国の風土記、風俗歌、仏足石歌、東遊歌、神樂歌、
催馬樂、雑歌などの歌謡、祝詞、萬葉集、三教指帰、
日本霊異記、性霊集、懐風藻、文華秀麗集、本朝文
粋、菅家文草・菅家後集、和漢朗詠集なども登録され
ている。
なお、JIS 外字は●や■で代替表示。
この DB はメールによる事前登録制で、学校の教員及
び調査研究機関の研究員並びに図書館職員、大学の
学生及び大学院の学生、特に館長が適当と認めた者が
利用可能である。

はじめに
インターネット上の日本文学・日本史関連のリソース
を紹介する。ただし、紙幅の都合で重要なサイトのみ駆
け足で紹介するに留めざるを得ない。更に詳細な情報
については拙著『電脳国文学』（好文出版 漢字文献
情報処理研究会編 共著）を参照していただきたい。

国文学研究資料館
http://www.nijl.ac.jp/
国文学研究の最大拠点である国文学研究資料館は
文部省の大学共同利用機関であり、インターネット上で
も国文学に関する資料を収集して公開している。
公開されている DB には以下のものがある。
日本古典文学作品 DB

国書基本データベース
『国書総目録補
訂版』
（岩波書店刊
1989 － 1991）、
『古
典籍総合目録』
（国
文学研究資料館
編、岩 波 書 店 刊
1990）か ら 所 在情
報を除き DB 化した
もの（図 1）。

実験公開・要登録

国書基本 DB・古典総合目録 実験公開
明治以降の文献画像 DB

要登録

史料館収蔵史料 DB

一般公開

二十一代集 DB

実験公開

絵入源氏 DB

実験公開

演能 DB

実験公開

連歌総目録 DB

実験公開

明治以降の文献画
像 DB

館蔵図書・雑誌目録（OPAC）一般公開
館蔵和古書目録

一般公開

国文学論文目録

一般公開

館蔵マイクロ資料目録

一般公開

高知市民図書
館・近森文庫蔵書
【図 1】「遊仙窟」を検索した結果
の画像 DB。他図書
館・文庫についても拡充予定。要登録。
史料館所蔵史料のデータベース

以下、各コンテンツの概要を紹介する。

歴史分野のアーカイヴズを扱っている国文学研究資
料館付属史料館が作成した DB。尾張国海西郡森津新
田武田家文書、山城国京都二条家文書目録がフレーム
処理された html 形式で閲覧できる。

日本古典文学作品データベース
旧版「日本古典文学大系」（岩波書店刊行）全 100
巻、約 560 作品の本文（テキスト）をデータベース化し
たもの。作品を選んで、語彙検索/全文表示とダウンロー
ド/Kwic 形式での検索などが可能。
作品には校注者や出版社（岩波書店）などの校訂著

二十一代集 DB
原本テキストデータベース第１号として館蔵の正保
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版本二十一代集を底本に入力されたもの。原本画像とも
連携する予定。

維新史料綱要 DB

連歌総目録 DB

『維新史料綱要』
（復 古 記）の 綱 文
DB。

明治書院刊の『連歌総目録』
（連歌総目録編纂会編
著 1997.4）を DB 化したもので、日本全国に伝存する
元禄 10 年以前の連歌作品資料を収録。

中世記録人名索引
DB

図書・雑誌目録／和古書目録／マイクロ資料目録／
国文学論文目録

『満 済 准 后 日
記』、『吉続記』、
『経俊卿記』、『花
【図 2】花押の検索結果
園天皇日記』、『勘
仲記』（継続中）の人名索引 DB。

それぞれ、館蔵の図書・雑誌目録（OPAC）、館蔵
の写本・板本目録、館蔵のマイクロ資料目録、国文学
年鑑の DB 版である。OPAC 以外は telnet でログインす
る必要があるので、MS-DOS の知識がある方が利用に
は有利。

編年史料 DB
『大日本史料』
を編纂のために作成された
「史料カー
ド」の DB 版。主に平安前期に関する儀式書・古記録・
古文書等のデータが入力されている。

東京大学史料編纂所
http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/indexj.html

大日本史料索引 DB

日本史研究の最大拠点である東京大学史料編纂所
は東京大学の附置研究所で、「本邦に関する史料の研
究、編纂及び出版」を目的とした機関である。公開され
ている主な DB は以下の通り。

『大日本史料』の人名・官職を、事項（見出し語）・
対応項目・編・冊・頁・参照のデータからフリーワード
で検索可能とした DB。
約 175,000 件が蓄積されている。

所蔵史料目録 DB(Hi-CAT 版)
『東京大学史料編纂所図書目録第二部和漢書写
本編』（全 10 冊）や『外務省引継書類』目録などの
貴重書目録 91683 件（2000 年 2 月時点）の検索が行
える。

『平安遺文』（竹内理三編纂、東京堂出版刊行）
と、『大日本古記録』（史料編纂所編纂、岩波書店刊
行）所収の『貞信公記』『九暦』『小右記』『御堂関
白記』『後二条師通記』『殿暦』『中右記』のフルテ
キスト検索が可能。

古文書目録 DB

古文書フルテキストデータベース

史料編纂所所蔵の影写本・写真帳などに収められた
古文書目録 DB。文書群数は 400 近くある。約 19 万点
の入力が進行中で、現在は主に奈良県分・京都府分が
登録済み。

『大日本古文書』及び史料編纂所所蔵の古文書（一
部）を検索できるフルテキスト DB。

平安時代 DB

摺物データベース

諸家文書 DB（島津家）
古文書目録 DB の内、史料編纂所所蔵「島津家文
書」のデータを史料群(archives)対応型に改変したもの。
編年史料綱文 DB

近世後期から近代初頭にかけ発行された読売、引
札、大小暦、ビラ、チラシなどの DB。画像閲覧はでき
ない。
肖像画データベース

史料編纂所が編纂・所蔵する古代～明治維新期の
編年史料集の綱文（年月日順に配列したヘッドライン。
以下同じ。）の DB で『大日本史料』、『史料綜覧』
が入力されている。

東京大学史料編纂所が所蔵する肖像画模本約 900
点を対象とする DB で、宇多法皇、後醍醐天皇、後水
尾天皇や三條西實隆などの皇族・貴族をはじめ、織田
信長や伊達政宗などの武将の肖像など約 350 点を閲
覧可能。

花押カード DB

古写真データベース

『大日本史料』、『大日本古文書』、『平安遺文』、
『花押かがみ』などの所載ページ数などもわかる（図
2）。
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遣欧使節や岩倉使節団などの写真を多数収録。
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創刊号
学術リソース・レビュー
その他
肖像情報データベースや双方向型錦絵データベース
な ど が あ る。ま た、[ 編 纂 玉 手 箱 ]（http://www.hi.utokyo.ac.jp/tamabox.html ）では、『維新前後諷刺画』
の錦絵 DB である「東京大学史料編纂所錦絵コレクショ
ン」、幕末外国関係文書に関する『日本関係海外史料
マイクロフィルム目録』の画像 DB、幕末維新期の対外
関係史料の DB である「続通信全覧文久元年分検索」
や、「通信全覧・続通信全覧所収オランダ往復書翰目
録検索データベース」、『通航一覧』琉球国之部／島
津家本『琉球関係文書』／島津家本『琉球外国関係
文書』など琉球関係 DB が公開・試験公開されている。

その他組織・機関

創刊号

家旧蔵『兵範記』（自筆本・古写本・新写本。紙背
文書も多数あり。）／万葉集(尼崎本) ／蒙求／六韜／
六韜秘抄／論語義疎。【貴重書】烏帽子折草紙／義
経記／源氏小鑑（二部）／源氏詞清濁／源氏物語／
源氏物語音樂之事／四十二の物あらそひ／紫明抄／
仙源抄／玉ものまへ／付喪神／岷江御聞書／岷江入
楚（二部）／幼学指南抄など。
古典総合研究所
http://www.genji.co.jp/
『源氏物語大成』の本文を検索語が入っている行の
本文について全表示する形式で検索可能。その他、角
川文庫『全訳源氏物語』与謝野晶子訳本文データや前
田侯爵家蔵 傳津守國冬・慈寛各筆本復元の試みな
ど。
奈良女子大学 画像原文データベース

JALLC テキストアーカイヴ

http://www.lib.nara-wu.ac.jp/nwugdb/

http://yoshi01.kokugo.edu.yamaguchiu.ac.jp/kokugo/jal_ftp.html

古書の全文画像が多数公開されている。
【伊勢物語】
朱雀院塗篭本伊勢物語(寛文 4 年写)／伊勢物語抄(元
禄 6 年写)／伊勢物語御抄／真字伊勢物語／旧本伊
勢物語／闕疑抄／拾穂抄／勢語臆断／伊勢物語古
意／参 考伊勢物語／伊勢 物語新釈 ／伊勢物語 残
考／伊勢物語傍註／添註伊勢物語俚言解／伊勢物
語図会／新譯繪入伊勢物語など。【江戸時代紀行文
集】知床日誌/二種日記/白雲日記/相馬日記/やつれみ
のの日記/陸路廼記/十符の菅薦/杉田日記/比売嶋日
記/日光紀行/よしのにき/井上通女紀行/小嶋のすさひ/
菅笠日記/中空日記/富士日記/ふじ日記/須磨記/出雲
路日記/おかげもうでの日記/またぬ青葉/須磨日記/冬枯
日記/康子道の記など。

情報処理語学文学研究会（JALLC）によって配布さ
れているテキストのリスト。
大阪市立大学術総合センター図書部門
http://libhome.media.osaka-cu.ac.jp/
大阪市立大学蔵伏見屋善兵衛文書、大阪市立大学
蔵森文庫、「琉球史料集成」等のマイクロフィルム版画
像データベースが検索・表示できる（図 3）。
京都大学附属図書館所蔵 貴重資料画像データベース
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/
exhibit/index.html

奈良国立文化財研究所

以下の資料のほぼ全文が画像で公開されている。
【国宝】鈴鹿本今昔物語集。【重要文化財】易学
啓蒙抄
／
易学啓蒙通
釈／易学啓蒙
通釈口義／御
注孝経／孝経
述議／古今和
歌集／古文孝
経／三略秘
抄／史記抄／
聚分韻略／捨
芥抄／塵芥／
新古今注／宣
賢卿字書／大
学／中庸／長
恨歌并琵琶秘
抄／知信記／
範国記／近衛

http://www.nabunken.go.jp/
木簡 DB、不動産文化財全国センターシステム(遺跡
DB)、古代地方官衙・居宅・寺院関係遺跡文献 DB な
どが公開されている。
日本文学データベース研究会（NDK）
http://ndk.let.osaka-u.ac.jp/NDK/
「日本古典文学総合事典」のページでは『源氏物語
別本集成』（おうふう）の全データを対象に、別本・青
表紙本・河内本の本文検索ができる「源氏物語別本集
成本文全文検索データベース」が公開されている。
早稲田大学蔵古典籍目録（「三条西家懐紙」）
http://pro3.project.mnc.waseda.ac.jp/
koten/
早稲田大学図書館所蔵「三条西家文書」中の懐紙目
録を検索して資料画像を閲覧できる（図 4）。

【図 3】森文庫のマイクロ画像を表示
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【図 5】渋谷氏のページには『源氏物語』本文もある

も運営（図 5）。
【図 4】懐紙は、高精細表示も可能

大東文化大学日本文学科浜口研究室
http://www.daito.ac.jp/~hama/
index.html

個人ページ

浜口俊裕氏のページ。浜口氏校訂による古今集、蜻
蛉日記、源氏物語、紫式部日記、枕草子本文が部分公
開されている。

池田証寿氏のページ
http://member.nifty.ne.jp/shikeda/
古辞書と JIS 漢字関係が充実。

日吉盛幸氏のページ

伊藤鉄也氏、源氏物語 WWW Home Page

http://www.daito.ac.jp/~hiyo/
index.html

http://www.nijl.ac.jp/personal/ito/
本文関係資料情報、源氏物語・論文文献一覧、源
氏物語・刊行書籍一覧など。

氏の編著である『万葉集表記別類句索引』
(笠間書院
刊 1992 年)の PDF 版も公開されている（図 6）。

岡島昭浩氏のページ

村田右富実氏のページ
http://www.otal.osaka-wu.ac.jp/
index.htm

http://kuzan.f-edu.fukui-u.ac.jp/
index.html
日本文学・国語学関係の本文データが非常に充実。
日本書紀歌謡/古事記/本居宣長『漢字三音考』/関政方
『傭字例』などの全文翻刻をはじめとする膨大な電子
データあり。なお、岡島氏の別サイト（http://www.asahi
-net.or.jp/~lf4a-okjm/）も参照のこと。
近藤泰弘氏のページ

『萬葉集』に関する宅頁。特に人麻呂関係論文リスト
は圧巻。
吉村誠氏のページ
http://dtkws01.ertc.edu.yamaguchiu.ac.jp/~kokugo/manyo.html
『萬葉集』全文データなど。

http://klab.ri.aoyama.ac.jp/
谷本玲大のページ

『竹取物語』（武藤本）の本文と索引が目玉。perl
スクリプトで KWIC 索引を生成。

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/s_tanimoto/
本稿筆者のペー
ジ。『新撰萬葉集』
論文目録の他、須
賀隆氏作の暦計算
ソ フ ト“When” の 紹
介など。

柴田雅生氏のホームページ
http://jcmac5.jc.meisei-u.ac.jp/
個人で入手可能な電子化テキストのリストが時代別に
網羅的に分類・整理されている。必見。
渋谷栄一氏のページ
http://www.takachiho.ac.jp/~eshibuya/
定家の書写や定家本に関する総合的研究サイト。翻
刻 デ ー タ も 多 数 あ り。渋 谷 氏 は 別 サ イ ト（http://
www.sainet.or.jp/~eshibuya/）として「源氏物語の世界」
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【図 6】『万葉集表記別類句索引』PDF
版を表示
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登

！
場

創刊号

Kanhoo! 東洋学サーチ
http://www.jaet.gr.jp/kanhoo/

Kanhoo!東洋学サーチとは？
世間には数多くのサーチエンジンがありますが、こと学
術研究や教育関連情報に限って言えば、いずれも十分
な情報量を持っているとはいえません。東洋学関連情報
ともなれば、個人のリンク集や海外のサーチエンジンを
色々探し回るしかなく、不自由がつきまといました。
そこで漢情研会員有志が、東洋学関連情報検索の
起点として構築したのが、Yahoo!タイプの東洋学学術
サーチエンジン、Kanhoo!（漢風!）東洋学サーチです。
Kanhoo! 東洋学サーチは、Web Search、Text Search の
二つのサーチエンジンからなっていて、いずれも漢情研
BBS における報告や議論に基づいた、最新の東洋学オ
ンラインリソース情報が登録されています。
Kanhoo! Web Search
中国学関連 Web サイトを幅広く収録したサーチエン
ジンで、筆者が制作した電脳瓦崗寨黄頁をベースに発
展させたものです。本誌に掲載されたサイトは全て登録
されています。研究や授業での使用を想定しているた
め、いかがわしいサイトはもちろんのこと、趣味系のサイ
トや企業の宣伝なども登録していません。登録サイトに
は、いずれも東洋学の研究者である運営スタッフによる
コメントが付けてあります。もちろん、ユーザーがサイトの
登録を申し込むこともできます。

Kanhoo! Text Search
『電脳中国学』にて登場を予告していた、中国古典
電子文献の総目録です。オンラインテキストから CDROM まで、幅広く収録しています。二種の『四庫全書』
CD-ROM の全データを登録したところ動作速度が低下
したため、オンラインデータのみに絞った Light 版もあわ
せて公開しています。通常の利用であれば、Light 版で
十分だと思います。
分類は、『四庫全書』をベースに、各種目録を参照
して作ったものです。書名のみならず著者名やサイト名
を指定して検索することもできます。また、各文献データ
には、文字コード・データの形態・外字処理方法などが
細かく注記してあります。
Kanhoo! Text Search は、電子テキストの所在検索だけ
でなく、文献の二重入力を防止するための情報センター
をもめざしています。未登録の文献データをご存じでし
たら、ぜひともご登録くださいますようお願いいたします。
Kanhoo!東洋学サーチには、サーバ負荷の低減をは
かるため、運営スタッフによるミラーサイトが用意されて
いますので、みなさんの環境で最も動作が速いものを選
んでご利用ください。
漢情研 BBS ダイジェスト
Kanhoo!東洋学サーチとは別に、漢情研が 2000 年 4
月より公開しているデータベースです。その名の通り、漢
情研 BBS の書き込みのダイジェストを登録し検索できる
ようにしたもので、会員が BBS の膨大な発言のなかから
興味ある発言を探す便宜をはかるとともに、東洋学電子
化に関する情報を会の外に向けて発信する目的で設置
されました。
これら漢情研による各種情報サービスを、東洋学学術
情報検索の入り口として、ぜひとも積極的にご活用くださ
い。
（千田 大介）
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千田大介、会計：師茂樹）

1998.10 ～ 2000.8

◆

会則承認

◆

1999 年度予算案

1998 年 10 月 13 日
第二回大会・1999 年度総会

ホームページ仮公開。

日時： 1999 年 12 月 18 日

1998 年 11 月 20 日

会場：駒澤大学駒澤キャンパス 1 号館 201 教場

漢情研 BBS（JAET-BBS）運用開始。

研究発表（13 時 30 分より）：

1998 年 11 月 24 日
漢情研 BBS 正式運用開始（漢情研発足）。

◆

「中国語文献データベース構築に関する二
三の試み」千田大介（早稲田大学講師）

1998 年 11 月 25 日
漢字文献情報処理研究会編『電脳中国

◆

「『武王伐紂平話』データベースについて」
二階堂善弘（茨城大学助教授）

学』（好文出版）出版。
1999 年 5 月 16 日

◆

「敦煌地論宗写本データベースとその周辺」
石井公成（駒澤短期大学教授）

独自ドメイン（jaet.gr.jp）取得。web サイト移
転。

◆

「仏教学データベースにおける XML の活用」
師茂樹（東洋大学大学院）

2000 年 4 月 9 日
漢情研 BBS ダイジェスト公開。
Web サイトマ

◆

「Unicode テキスト処理とその周辺」前寺正
彦（文字鏡研究会会員）

イナーチェンジ。

総会（16 時 40 分より）：

大会・総会

◆

会則改訂（会計年度の変更）

◆

1999 年度会計報告（会計監査：石井公成、岩
本篤志）

創立記念大会・第一回総会
日時： 1998 年 12 月 13 日

◆

2000 年度事業計画

◆

2000 年度予算案

会場：早稲田大学文学部キャンパス AV 教室

公開講座

大会（13:00 より）：
◆

基調講演「『電脳中国学』と漢情研設立の経
緯」二階堂善弘（茨城大学助教授）

◆

◆

「大規模漢字システムの二十一世紀」

「漢字文献情報処理研究会活動紹介」千田

日時： 2000 年 7 月 9 日

大介（早稲田大学助手）

会場：跡見学園女子大学 312 演習室・308 教室

パ

ネ

ル

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

講演（13 時 10 分より）：

「東 洋 学 の 二 十 一 世 紀 に 向 け て」

◆

パ ネ リ スト ： 千 田 大 介・谷 本 玲 大・師 茂 樹

「今昔文字鏡」教室による目録演習」福田博

司会：二階堂善弘

同（跡見学園女子大学助教授）

総会（17:00 より）：
◆

「多言語対応インターネット授業の実際：

◆

執行部選出（代表：二階堂善弘、副代表：

「ウェブ対応リトリーブシステムの開発」勝村
哲也（島根県立大学メディアセンター長）
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創刊号

漢字文献情報処理研究会設立趣意書
近年の情報化社会の急速な発展は、文化・社会の

●

各方面に、革命的変革をもたらしつつあるが、それは

海外における同種の学会、プロジェクトとの積極
的な交流・協同活動

我が国の文系学術分野においても例外ではない。し
〈特色〉

かし、こと東洋学分野における情報化は、他分野に比
べて立ち後れた状況にある。それは、従来、コンピュー

●

バーチャル研究会を指向し、活動の拠点は Web

●

特定の機種や OS・ソフトウェアに束縛されること

上の掲示板システムに置く

タの日本語環境における多言語処理・漢字処理が
困難であったこと、及び、コンピュータへの理解不足

なく、自由に討論できる場を目指す

に起因するものと思われる。
現在ではハード及びソフトの急速な発展により、ごく

●

国内外の関連諸団体との連携を積極的にはか
る

一般的なパーソナルコンピュータで簡単に数万字の
漢字や中国語を扱えるようになっている。一方、台湾・

●

各種プロジェクト・研究会活動を立ち上げるため
の人材交流の場を提供する

中国・米国などでは、急速に東洋学分野の電子化が
進展しており、我が国の東洋学は世界的潮流からも

〈活動〉

取り残されつつある。しかし、我が国では、このような
事実すら知られておらず、その状況は危機的とも言え

●

Web 上の掲示板システムによる各種情報交換

る。

●

講演会・シンポジウム等の開催（不定期）

●

連絡誌の発行

●

研究会誌の発行

かかる現状をふまえ、ここに漢字文献情報処理研
究会を設立する。

1998.11.20 公開
1998.12.13 承認

〈目的〉
●

東洋学（日本・中国・韓国など）分野における
コンピュータ利用方法の研究・紹介および関連

※入会申請は、漢字文献情報処理研究会 Web サ

情報の交換
●

イト

研究・教育現場でのコンピュータ活用・普及の促

http://www.jaet.gr.jp/

進
●

にて受け付けております。

関連諸分野の人材交流

漢字文献情報処理研究会会則
3．入会は、原則として WWW ホームページ上の所定
〈名称〉

フォームにて申し込むものとする。執行部にて審査

1 ．本 会 の 名 称 を、漢 字 文 献 情 報 処 理 研 究 会

の上、手続き方法について連絡する。尚、バーチャ

（JAPAN ASSOCIATION FOR EAST ASIAN

ル研究会という性格上、過去の著しいネチケット違

TEXT PROCESSING （JAET））と定める。

反等が報告されている場合は、入会を認めないこ
ともありうる。

〈入会・会員〉

4．年会費は壱千円とする。

2．別掲趣意書に賛同した者は、本研究会に入会す

5．会計年度は、前年の 12 月 1 日に始まり 11 月 30

ることができる。

日に終了するものとする。
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6．会員は、年会費の納入により、当該年内、掲示板

再任は妨げない。

の閲覧・書き込みができる。
〈活動〉

7．日常の活動がネットワーク上で行われるため、ネチ
ケットに反する行為が相次ぎ、しかも、警告後も改

12．ホームページ・掲示板・log ファイル等、本会に

善されない場合は、執行部の総意のもと、当該会

関連する Web コンテンツは、当面、執行部員の

員を除名処分に処することがある。この場合、会費

サーバもしくはページに設置する。ただし、本会関

は還付しない。

連コンテンツの設置によって特別に生じた経費は、

8．掲示板における発言の著作権は、原則として発言

会が負担する。

者に属するものとする。引用・転載にあたっては、

13．執行部は、毎年、連絡誌を発行する。

発言者の許諾を得なくてはならない。

14．研究会誌の発行に際しては、経費を執筆者が負
担するものとする。

補足：掲示板の運用規定は、別に細則を定め
る。

〈その他〉
〈執行部〉

15．本会則は、総会での議決を経て改訂される。

9．会執行部は、代表・副代表・会計と若干名の幹

16．本会則を、1998 年 12 月 13 日より施行する。

事によって構成される。フォーラムマネージャーは、
執行部員が兼任する。任期は一年とし、再任は妨

〈補足〉

げない。

1998・1999 年会費は、合わせて壱 千円 とする。

10．会執行部は、年次総会にて出席者過半数の同意
1998.12.13 承認
1999.12.18 改訂

のもと選出・承認される。
11．会計監査役を二名設置する。任期は一年とし、

『漢字文献情報処理研究』投稿・執筆要領
1. 執筆資格

電子データを無償公開・配布することに同意しなくては
ならない。

漢字文献情報処理研究会会員、および、会員若干名
により構成される編集局が特別に依頼した者にかぎる。

5. 原稿提出

2. 内容・分野

原稿は、原則として電子メールの添付ファイルとして
提出するものとする。ファイルフォーマットについては、編
集局が各号ごとに別途告知する。

以下の各項目に該当する論文・研究ノート・書評等を
掲載する。
● 情報処理的研究手法に基づく人文学学術研究
● 人文学・語学情報教育
● 漢字言語およびアジア諸語の情報処理技術
● 上記各項に関連する機関・団体・組織・個人の動
向および消息
● その他、本会の活動趣旨に合致する内容

6. 校正
原則として、著者校正は一回のみとする。校正段階で
の頁割りの改編に及ぶ訂正は認められない。
7. 査読制度
提出された原稿は、編集局員もしくは編集局が依頼し
た審査員の査読を受ける。

3. 執筆申し込み

8.抜き刷り等

漢情研掲示板の運営会議室にて受け付ける。

抜き刷りは作成しない。執筆者には掲載号を五部進
呈する。

4. 電子版の公開

1999.12.18 公開

執筆者は、漢字文献情報処理研究会が掲載原稿の

151

漢字文獻情報處理研究

創刊号

編 集 後 記
漢情研の発足から二年弱、ようやく機関誌の発行にこ
ぎ着けた。弱小研究会ゆえに何号まで続けられるかはわ
からないが、三号雑誌にならないよう頑張りたいもので
ある。それにしても、『電脳中国学』『電脳国文学』
そして本誌と、漢情研編集書籍の出版ペースは、我な
がらなかなかのものではないか。
本誌の編集は、執筆者に Word のテンプレートを配布
し て、電 子 メ ー ル で Word フ ァ イ ル 入 稿、そ れ を
Publisher2000 で整形して一丁上がり、
となるはずであっ
た。しかし、Publisher は Word とのデータ交換がこちらの
予測ほどは完全でなく、加えて日本語編集機能の乏し
さを細かな作業でカバーしなくてはならないため、編集
子の肩こりが亢進する結果となった。めげずに、そのノウ
ハウを『電脳中国学 2001（仮）』の内容に生かそうと
考えているあたりは、ワーカーホリックである証明か。
思えば二年前『電脳中国学』を執筆していたときに
は、どう多言語を処理をするかが問題となっていた。とこ
ろが今や Unicode による多言語処理が一般化したこと
で問題はほぼ解決され、それをどう研究・教育に応用す
るかがトピックとなっている。いうなれば包丁選びは終了
し、料理の腕前勝負という段階に入ったわけだ。本誌掲
載論文をレシピに、読者諸氏に存分に料理の腕を振るっ
ていただければ幸いである。
最後に、編集にご協力いただいた日本中国語 CAI 研
究会および同編集小組の各位、本誌の発行にあたって
何かとお骨折りいただいた株式会社好文出版の尾方
敏裕社長に、この場を借りて御礼申し上げたい。
（千田）
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