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 特集：古典籍資料の最前線 
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デジタル化の「その先」へ 
－ヨーロッパにおける中世写本のデジタル化の現状とデジタルヒューマニティーズ－

菊池 信彦＊ 

 
 本稿では，西洋史学にとっての「古典籍」の一つ，ヨーロッパにおける中世写本をテーマに，その「最前線」としてのデジタル化と公開

の現状を論じた。ここでは，ヨーロッパにおける資料デジタル化等の統計調査プロジェクトである ENUMERATE の成果や，Europeana
をはじめとする各種のオンラインデータベースからデジタル化写本の公開点数を確認した。さらに，デジタル化の「その先」にある，写本

画像の利用実態を知るべく，「研究」「教育」「広報」の 3 つの観点から，様々なデジタルヒューマニティーズのプロジェクトを論じた。 
キーワード：デジタル化，デジタルヒューマニティーズ，デジタルヒストリー，写本，西洋史 
 

1．はじめに 

 初めにお断りしておくと，筆者の専門は西洋史学であっ

て，本特集テーマである古典籍とは全く関わりがない。に

もかかわらず，この総論を担当している理由は，歴史資料

とデジタル化について幅広く論じてほしいという編集部か

らの依頼による。 
 筆者が「歴史とデジタル」という名のブログを始めて 4
年ほどになる 1)。ブログでは，デジタル技術を活用した人

文学研究であるデジタルヒューマニティーズ（Digital 
Humanities，以下 DH と略記），それも特に歴史学に焦点

を当てたデジタルヒストリー（Digital History）について，

その動向を紹介することを目的としている。その成果は，

ブログの他に，Twitter やメールマガジン『人文情報学月

報』2)での連載記事等で発表している。筆者に総論執筆の白

羽の矢が立ったのはこれらの事情によるものと思われる。 
 だが，「歴史資料とデジタル化について幅広く」とはいえ，

すでに述べたように筆者には古典籍に関する素養はない。

そのため本稿では，西洋史にとっての「古典籍」の一つ，

すなわち，ヨーロッパの中世写本をテーマに据え，その「最

前線」としてのデジタル化とそれらを公開しているオンラ

インデータベースの現状について論じることとしたい。こ

れが本稿の 1 つ目の目的である。 
 2 つ目の目的は，デジタル化されたそれらの資料の「そ

の先」，すなわち利用について論じることにある。昨今，デ

ジタルアーカイブの議論が盛んに行われているが 3)，資料

をデジタルアーカイブ化することが何の役に立つのかにつ

いては議論されるものの，ではそのデジタル化した資料を

どのように利用するのかについては具体的な議論が欠けて

いるように筆者は感じている。本稿ではこの利用の実例を

示すべく，デジタル化写本に関連した様々な DH プロジェ

クトを紹介したい。 

なお，本稿ではなるべく多様な DH のプロジェクトを取

り上げるよう努めたが，その数はあまりに多いため，ここ

で紹介するものは網羅的ではないということも予め断って

おきたい。 

2．ヨーロッパの中世写本のデジタル化の現状とオ

ンラインデータベース 

2.1 統計調査プロジェクトENUMERATEの成果から見る

中世写本のデジタル化の現状 
写本のデジタル化に関する最近の話題と言えば，NTT

データによる約 8 万点（初期契約では 3,000 点）のバチカ

ン図書館所蔵写本のデジタル化プロジェクトが記憶に新し

い 4)。だが，そもそも写本はヨーロッパの中でどれほどの

図書館や文書館等が所蔵し，どの程度がデジタル化されて

いるのだろうか。現存する写本のうちデジタル化されてい

るのは 1％にも満たないとの指摘もあるが 5)，この素朴な

問いに答えられるような，ヨーロッパ全体をカバーした写

本の所蔵状況とデジタル化の現状を示した資料は管見の限

り見当たらない 6)。ここではそれに近いものを目指した統

計調査プロジェクト ENUMARATE の成果から，中世写本

のデジタル化の現状を確認したい。 
ENUMERATE は，欧州委員会の財源のもと，イギリス

の Collections Trust が主導し，ヨーロッパ各国の文化機関

が共同で行っているプロジェクトである 7)。ヨーロッパの

文化遺産のデジタル化・デジタル保存・オンラインアクセ

スに関する信頼できる統計データを作成することを目的と

しており，その成果は 2012 年から 2014 年までの毎年 1
本ずつ，計 3 本の報告書として公表されている。 

2012 年に公表された Core Survey 1 では，約 200 機関

が回答した写本のメタデータの整備状況とデジタル化の現

状が示されている。それによると，メタデータの整備状況

は写本点数のうち 45％と半分弱となっている。また，既に

デジタル化されている写本の割合は 14％，これからデジタ

ル化される予定の写本は 58％，残る 29％についてはデジ

タル化を考えていないとされている 8)。 
翌 2013 年に公表された報告書 Thematic Survey では，
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34 機関が回答した「既にデジタル化されている／今後デジ

タル化の必要がある／デジタル化の必要がない，アナログ

コレクションの推定割合」が資料種別ごとに挙げられてい

る。このうち「中世写本」については，「既にデジタル化さ

れている」が 0％，「今後デジタル化の必要がある」が 93％，

「デジタル化の必要がない」は 7％となっている 9)。 
3 つ目の 2014 年発表の Core Survey 2 では，テキスト

ベースの資料を所蔵していると答えた 1,056 機関につい

て，10 種類の資料タイプ別に所蔵機関の割合が示されてい

る。その中で，中世写本をアナログ媒体で所蔵していると

答えた機関は 30％，デジタル媒体では 19％であった 10)。

また，テキストベースの資料を所蔵していると回答した

137 機関について，アイテムレベルでの中世写本のコレク

ションデータ登録件数は約 42 万 5 千件，遺産コレクショ

ンにおける当該アナログ資料のユニット数（概算）は計 170
万点であった 11)。したがって，当該調査に回答した 137 機

関の中世写本の所蔵状況は約 170 万点，そのうちデータ

ベースで検索可能なものは約 25％程度ということになる。 
各報告書での質問内容もその回答機関数もそれぞれ異な

るうえに回答機関数も決して多いとは言えないことから，

これら 3 つの報告書がヨーロッパ全体の現状を正確に表し

ているとは評しがたい。だがそれでも，これらの報告書か

らは，中世写本のほとんどが今後のデジタル化の対象とみ

なされている一方で，現状では整理もデジタル化もさほど

進んでいないヨーロッパの現状を窺い知ることができる。 
 
2.2 デジタル化中世写本のオンラインデータベース－

Europeana とそれ以外－ 
前節で言及した ENUMERATE の調査は，主に文化機関

のデジタル化の活動に焦点が合わせられているため，具体

的にどれほどの量のデジタル化写本が利用可能なのかが不

明である。そのため，次にデジタル化写本の公開状況につ

いて，各種のオンラインデータベースをもとに現状を記し

たい。 
ヨーロッパのデジタル化資料を調べる上でまず挙げられ

るのが，2008年に公開されたEuropeanaであろう 12)。ヨー

ロッパの図書館・文書館・博物館等のデジタル化資料の巨

大なポータルサイトとして，その取組みはこれからの日本

のデジタルアーカイブが目指すべき目標としてしばしば言

及されている 13)。 
もちろん Europeana にも中世写本は収録されている。

試みに“manuscript”と入力して検索すれば，デジタル化

された写本資料等約 18 万点がヒットする（2015 年 2 月 17
日）。とはいえ，Europeana では細かい資料種別の絞込み

ができず，写本だけを検索することはできないため，

Europeana のみでヨーロッパにおけるデジタル化写本の

公開状況を推し量ることは難しい。そこで，Europeana の

アグリゲータからデジタル化写本の公開の現状について考

えたい。 
Europeana は，国や地域，あるいは特定テーマに沿った

各種のデジタル化プロジェクトから，コンテンツメタデー

タを収集して提供している。そのメタデータを Europeana
へと橋渡しするプロジェクトがアグリゲータである 14)。数

ある Europeana のアグリゲータのうち，ここではデジタ

ル化写本の情報を主に提供している Europeana Regia と

Manuscriptorium を取り上げる。 
Europeana Regia15)は，欧州委員会の支援の下，2010

年 1 月から 2012 年 6 月まで，フランス国立図書館（BnF）
を中心に，ドイツのバイエルン州立図書館やスペインのバ

レンシア大学図書館等の 5 機関が進めていたプロジェクト

である。中世からルネサンス期までの写本約 1,000 点をデ

ジタル化し（画像点数は約 30 万点），それらを Europeana
をはじめ BnFの電子図書館 Gallicaやベルギー王立図書館

の電子図書館 Belgica 等を通じて提供している。同プロ

ジェクトの特徴は，現在は各館に散らばって所蔵されてい

るものの当初はそれぞれが各王家のコレクションとなって

いた 3 つの資料群－8-9 世紀のカロリング朝時代の写

本，14 世紀のシャルル 5 世とその家族の写本，15-16 世紀

のアラゴン王国領ナポリの写本－をデジタル化し，デジ

タル空間で「里帰り」させた点にある。これまで各館で参

照するしかなかった資料群を全体として閲覧できるのは，

デジタルアーカイブならではと言えるだろう。資料は，コ

レクション単位，所蔵館ごと，史料作成年代，そして言語

からブラウジングできる。 

Manuscriptorium は，チェコ国立図書館が 2002 年に開

始した，ヨーロッパ 20 か国以上 100 機関を超す文化機関

との共同デジタルアーカイブプロジェクトである。プロ

ジェクトは写本だけでなく，インキュナブラや初期印刷本

等も含めたテキスト資料を主な対象としている 16)。2014
年 6 月のデータによると，書誌レコードは 30 万点以上，

デジタル化資料は資料単位で 2 万 4,000 点以上（画像単位

では約 500 万点）が提供されている 17)。Manuscriptorium
では，個人アカウントが作成可能で，検索結果を保存でき

るマイライブラリー機能も備えている。 
Europeana はヨーロッパ内のデジタル化資料のデータ

収集に努めているが，それでもすべてというわけにはいか

ない。デジタル化写本のメタデータを Europeana へ提供

するためのプロジェクト DM2E もあるが 18)，Europeana
に収録されていない（あるいは収録できない）写本デジタ

ル化プロジェクトも依然として多数存在する。例えば，ベ

図 1 Europeana Regia の写本サムネイル画面 
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ルリン国立図書館やバイエルン州立図書館等が中心となっ

て運営している，ドイツ語圏のデジタル化写本ポータル

Manuscripta Mediaevalia は，9 万点以上の写本をオンラ

インで提供している 19)。また別の例に，北米を中心とする

大学や研究機関の図書館等 41 機関が所蔵する中世・ルネ

サンス期のデジタル化写本を横断的に検索するデータベー

ス Digital Scriptorium がある。これは，2014 年 8 月の時

点で，写本約 8,000 点，写本画像約 4 万点を提供している。

これら以外にも，Europeana 未収録のデジタル化写本のオ

ンラインデータベースには枚挙に暇がない 20)。 
とはいえ Europeana ばかりを責めるわけにもいかない

だろう。それに代わる別のデジタル化写本のオンライン

データベースを挙げれば，カリフォルニア大学ロサンゼル

ス校作成の Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts
は，インターネット上で利用可能なデジタル化写本の総合

目録であり，139 機関のデジタル化写本約 3,000 点につい

て所蔵機関・写本の著者・書かれた言語等で検索できる（残

念ながら 2013 年に更新停止）。ヨーロッパ研究図書館コン

ソーシアムが運営する写本・印刷本に関する総合的なデー

タベース CERL Portal は，中世写本として約 15,000 点が

検索可能である。 
しかし上で言及した比較的規模の大きなデータベースの

資料数を合わせてみても，前節で紹介した ENUMERATE
が示す写本資料数 170万点には遠く及ばない。したがって，

現状ではあらゆるデジタル化写本を漏れなく検索できる

データベースは存在せず，デジタル化中世写本の公開点数

を算出するのは困難と言わざるを得ない。ただそれでも，

多数のオンラインデータベースが登場していながらも 21)，

デジタル化済みの量は現存する写本の量に比して「多い」

とは言えないのが現状なのである。ヨーロッパの中世写本

のデジタル化は，いまだその長い道のりの途上にある。 

3．デジタル化中世写本の利用を考える－デジタ

ルヒューマニティーズプロジェクトの 3 つのタ

イプから－ 

 前章では中世写本のデジタル化と，それらの公開の現状

を知るべくオンラインデータベースについて論じてきた。

ここからは本稿のもう一つの目的であるデジタル化中世写

本の利用について，DH の観点から考察を進めたい。 
デジタル化中世写本を扱った様々な DH プロジェクト

を，そのターゲットとしての利用者という観点から考える

と，次のように分けることができるだろう。すなわち，主

に研究者をターゲットにした(1)研究目的的・研究支援的ア

プローチ，大学生や高校生等を対象にした(2)教育的アプ

ローチ，その他一般市民を対象にした(3)広報的アプローチ

の 3 つである 22)。以下，それぞれについての具体例を論じ

ていく。 
 
3.1 研究目的的・研究支援的アプローチ 
 研究目的的・研究支援的アプローチは，プロジェクトの

成果発信先がアカデミアに向いているものであり，その数

も種類も他の 2 つに比して多い。前章で論じたようなデジ

タル化写本のオンラインデータベースもこれに含めて考え

ることができるので，ここではそれ以外を中心に見ていき

たい。 
イギリスのキングス・カレッジ・ロンドンの DH 研究科

が開発した DigiPal は，古文書学・写本研究のためのリソー

スデータベースである。イングランドにおいて 1000 年か

ら 1100 年までに作成された約 1,600 点の写本について，

写本番号や写本記述者名，写本記述者の書いた資料名，都

市名，所蔵館，作成年代等から検索可能な形でデータベー

ス化されている。さらに，約 900 点の写本画像に文字単位

でアノテーションをつけることで，写本の筆跡の研究に役

立てることができるようになっている 23)。類似のデータ

ベースに，少し時代が下るが，14 世紀末から 15 世紀初頭

のイングランドにおける著作とその写本記述者が筆写した

文字をデータベース化した Late Medieval English 
Scribes がある 24)。 

ダルムシュタット工科大学等のドイツ国内の 3 大学の共

同プロジェクト eCodicology は，画像処理技術を用いて，

写本の構造を自動的に同定しタグ付けするためのアルゴリ

ズムを開発するプロジェクトである。これにより，人文系

資料のマークアップ言語 TEI に準拠した XML 形式のメタ

データの拡充を目指しており，人文系研究者にとっては，

そのメタデータを統計的に分析することで，人の眼で読ん

でいるだけでは見えなかった写本の構造的な関係を明らか

にすることができるという 25)。 
一方で，写本に書かれている文字を機械ではなく人海戦

図 2 Manuscriptorium（新サイトベータ版）の検索結果画面。

図 3 DigiPal の写本画像。画像内の四角い枠がアノテーション
の付けられている箇所。 
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術で判読して集約するプロジェクトもある。いわゆるクラ

ウドソーシングによるテキスト化というもので，最近の

DH プロジェクトではこの種の取組みが実に多い 26)。その

一例として，スペインのカタルーニャ図書館では，デジタ

ル化資料の検索に役立たせるべく，2013 年 10 月に

Transcriu-me!! というウェブサイトを開設し，市民や研究

者 に 対 し て テ キ ス ト 化 の 協 力 を 募 っ て い た 。

Transcriu-me!! には，同館等がデジタル化した，20 世紀

初頭のカタルーニャにおける映画看板や 19 世紀末のカタ

ルーニャ主義者にして詩人のジュアン・マラガイの手書き

作品の他に，現地修道院の 10 世紀から 16 世紀までの羊皮

紙写本約 350 点がテキスト化に提供されていた。なお，こ

れら資料のテキスト化は既に完了している 27)。 
ところで，ウェブ上でデジタル化資料をテキスト化する

た め に は そ のた め の 環境 も 必 要 と なる 。 前 段 の

Transcriu-me!! は，WordPress や Drupal 等の CMS 用の

プラグイン Scripto28)を導入していたが，デジタル化写本

用には T-PEN というツールもある 29)。T-PEN は，セン

トルイス大学のデジタル神学センターが中心となって開発

したウェブベースドなツールで，欧米の図書館等が所蔵す

る写本約 4,000 点の画像を用いて，一行ずつテキスト化を

行うことができる。利用にあたってはアカウント作成が必

要だが，個人だけでなく，共同でのテキスト化を進めるこ

とができるようになっているほか，XML形式でマークアッ

プされておりテキスト化されたデータはエクスポートも可

能である。 
以上のように，中世写本の画像を扱った DH は様々に行

われている。中世デジタル研究の国際コミュニティ MESA
では，これらのプロジェクトの情報とともに，各機関がデ

ジタル化した写本を含む様々な学術リソースも検索可能で

ある 30)。これもまた研究支援の DH プロジェクトとして紹

介できよう。 
 
3.2 教育的アプローチ 
 教育的アプローチとしては，①写本の読み方を学ぶ，②

写本それ自体を学ぶ，③写本の内容から学ぶ，の 3 パター

ンでのデジタル化写本の利用が考えられる。 
 まずは①写本の読み方を学ぶ上での，写本画像の利用を

考えたい。 
Interactive Album of Mediaeval Palaeography は，学生

やアマチュア向けの写本読解のトレーニングサイトであ

る。フランス国立公文書館や BnF の電子図書館 Gallica，
スイスの写本デジタルアーカイブ e-codices 等に収録され

ている写本画像を用いて，一行ずつ一単語ずつ字形を読み

解きながら，読解の練習ができるようになっている。

Interactive Album of Mediaeval Palaeography では，9 世

紀から 15 世紀までの時代別，イタリア語・ラテン語・フ

ランス語の言語別，そして色分けで示された難易度別に，

利用する資料をブラウジングできる 31)。 
また，このような写本の読解練習はスマートフォンでも

可能である。例えば，iOS/Android 用アプリ Medieval 

Handwriting は，リーズ大学中世学研究所の大学院生向け

写本読解トレーニングをもとに開発されたもので，12 世紀

から 15 世紀後半までの写本約 26 点の画像を利用し，翻刻

テキストと資料画像を見比べながら，その読み方を学ぶこ

とできるようになっている 32)。 

次に②写本それ自体を学ぶ例として，2015 年 1 月から

開講している MOOC34)コース Digging Deeper が挙げられ

る。これは，スタンフォード大学とケンブリッジ大学が共

同で開発した写本研究の入門コースである。このコースで

は，スタンフォード大学のデジタル化中世写本を利用しな

がら，だれがどこで写本を作成し，どのような種類の写本

が作成され，そして伝えられ，さらに写本から何を読み取

ることができるのかといった，モノとしての写本を学ぶこ

とができる 35)。また別の例には，オランダのライデン大学

の書物史家 Erik Kwakkel らによるウェブサイト Quill も
ある。Quill では，羊皮紙等の写本の素材，レイアウトの

作成，写本記述者による筆写やその書体，装飾と綴じ，そ

して写本の利用に至るまで，モノとしての写本の作成につ

いて事細かにかつ平易に解説している。この解説には様々

な写本画像が利用されているが，これは同サイト作成に協

力した，ライデン大学図書館の特別コレクションから提供

を受けたものという 36)。 
最後の③写本の内容から学ぶ，すなわち史料としての写

本とそれへの写本画像の活用事例を取り上げる。 
アメリカ，スイス，スペインの 3 か国，計 9 大学の研究

者による共同プロジェクト Revealing Cooperation and 
Conflict37)は，スペイン西部の街プラセンシアを対象にし

た，イスラム教徒・ユダヤ教徒・キリスト教徒の 3 宗派の

共存と対立に関する研究である。この研究の肝は，15 世紀

スペイン史と史料としての写本の読み方を教える MOOC
コース Deciphering Secrets：Unlocking the Manuscripts 
of Medieval Spain38)の受講生を，「市民研究者」としてデ

ジタル化したプラセンシアの教会文書のテキスト化とその

分析に参加させるという手法を採っていることにある 39)。

そしてその成果は，Virtual Plasencia という中世プラセン

シアの街並みを再現したヴァーチャルな 3D 空間で表現さ

れ，ユーザーはその中を散策しながら，写本の解説を読む

図 4 Interactive Album of Mediaeval Palaeography。画像は

猫の足跡が残されているとして一時話題となった，クロア
チアのドゥブロヴニク文書館に納められている 15 世紀の
写本 33)。 
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ことができるようになっている。つまり，この研究は，デ

ジタル化写本のクラウドソーシングによるテキスト化とそ

れをもとにした中世史研究であると同時に，MOOC を利用

した教育活動とも言える。さらに，写本を読めない人向け

に，ヴァーチャルな空間でその内容を分かりやすく伝える

プロジェクトにもなっている。この最後のポイントは，次

の広報的アプローチにも通じるものと言えるだろう。 
 

3.3 広報的アプローチ 
デジタル化写本の利用において，写本の知識のない人向

けにその魅力を伝える広報的なアプローチとしてまず取り

上げたいのが，Sexy Codicology である 41)。 
Sexy Codicology は，前項の Quill の作成者と同じライ

デン大学で図書館員を務める Giulio Menna と，同図書館

フェローMarjolein de Vos の 2 人が行っているプロジェク

トである。このプロジェクトは，デジタル化されているも

のの一般には知られていない美しい写本を見つけ出し，そ

れを Twitter や Facebook 等のソーシャルメディアで発信

して，写本への関心を呼び込むことを目的としている。

Sexy Codicology のウェブサイトでは日々多数の興味深い

中世写本が紹介されているが，このプロジェクトの成果は

それだけではない。ヨーロッパにおける写本のデジタル化

の現状を知ることができるDMMapp というマップもある 42)。 

2013 年に公開された DMMapp は，多くの文化機関が写

本をデジタル化していながら，検索しても容易にたどり着

かないようになっているため，どの機関がどのような資料

をデジタル化しているのかが分かるようにビジュアル化し

たものだという。Googleマップを活用したDMMappには，

デジタル化写本を収録しているヨーロッパの図書館等の情

報がマッピングされている。その数は 300 館以上，資料点

数としては 3 万点超が公開されている 43)。 
デジタル化写本の広報的な利用としては，所蔵館各館に

よる取組みも，もちろん挙げられよう。例えば 2015 年に

マグナカルタ制定 800 年を迎える英国では，その貴重な写

本を集めた展示が英国図書館で行われている 44)。同館の中

世写本を専門にしたブログ 45)とそれと連動した Twitter46)

では，1,100 点を超す同館の写本デジタル化の成果に基づ

いて 47)，マグナカルタをはじめとする写本の紹介を日々発

信している。また，同館のデジタル化写本の広報はそれら

ソーシャルメディアだけに留まらず，同館のキュレータに

よるウェブ展示 48)でも行われている。 
一方で，このようなデジタル化写本の広報的な利用にお

いては，所蔵館が一方的にデジタル化して提供するという

だけでなく，それを享受する市民を巻き込むような取組み

も考えられよう。その例として，2011 年にスペイン国立図

書館が実施した，レオナルド・ダ・ヴィンチの写本『マド

リード手稿』（Códices Madrid）のデジタル化プロジェク

トが挙げられる。 
15 世紀末から 16 世紀初頭に書かれた『マドリード手稿』

は，機械構造等に関するダ・ヴィンチのデッサンやメモが

記されており，さらにそれらがダ・ヴィンチ特有の鏡文字

で書かれている。デジタル化された『マドリード手稿』に

は，イタリア語やスペイン語による本文テキストや，機械

構造を再現した動画へのリンク，さらに鏡文字への対応か

ら画像を反転させる機能等が付けられたりもしている 49)。 

このプロジェクトが市民を巻き込むような形で行われた

というのは，どの資料をこのハイクオリティなデジタル化

の対象とするかについて，事前に一般投票を実施したとい

う意味である。2011 年 6 月 6 日から 6 月 20 日までの 3 週

間に Facebook と電子メールを通じて 1,730 件の投票が寄

せられ，その結果，15 世紀末の小説『ラ・セレスティーナ』

等の 4 作品を抑えて『マドリード手稿』が選ばれることと

なった 50)。資料所蔵館にとっては何をデジタル化するかは

予算等の様々な要因から自ら決断したいところではあろう

が，市民の意向も採用することで，より「自分たちの文化

図 5 Virtual Plasencia で再現されたプラセンシアの教会 40) 

図 6 DMMapp 

図 7 Códices Madrid。画面右上部に小さい矢印があり，それ
をクリックすると動画を見ることができる。 
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遺産」としての意識づけを行うことも可能であろう。 
 
ここまで，デジタル化写本に関わる様々な DH プロジェ

クトをタイプ別に取り上げてきたが，必ずしもここで挙げ

た 3 つに明確に分けられるというものではない。例えば，

Transcriu-me!! は，研究者にとっては，労せずしてテキス

トデータを入手でき研究に役立たせることができるという

ものだが，その一方，地域資料に対する一般市民の関心を

惹き起こすことができるという広報的な役割をも帯びてい

る。あるいは，DMMapp はデジタル化写本の現状を広く

知らしめるための広報的なプロジェクトだが，収録されて

いる地域を対象にした研究者にしてみれば研究支援として

役立つものだろう。したがって重要なのは，デジタル化資

料の提供におけるタイプの別にあるのではなく，ましてや，

「デジタル化すれば何にでも役立つのだ」などと結論するこ

とにもない。上で見たようにヨーロッパのデジタル化写本

が立場の異なる利用者によって様々に利用されているの

は，デジタル化写本を活用した DH を着実に進めているか

らに他ならない。重要なのは，いまだ途上にあるデジタル

化の「その先」を見据えた実践にこそあると言えるだろう。 

おわりに 

本稿では，ENUMERATE の統計データと各種のオンラ

インデータベースから，ヨーロッパの中世写本のデジタル

化の現状と公開の状況について論じた。その次に，デジタ

ル化写本の利用という観点から，写本画像を活用した様々

な DHプロジェクトを紹介してきた。本稿ではそれらを「研

究」「教育」「広報」という 3 つのタイプで論じたが，ヨー

ロッパ，それも特に Europeana では，そこからさらに歩

みを進め，経済的アプローチでのデジタル化資料の利用を

模索している。すなわち，クリエイティブ産業によるデジ

タル化文化遺産の活用に向けた取組みである 51)。今回，残

念ながら中世写本に特化したその事例は見いだせなかった

が，それも遠からず登場するであろう。 
翻って日本においては，デジタルアーカイブを「『知のイ

ンフラ』として，各種ビジネス・教育・研究・福祉・観光・

まちづくり等に決定的に貢献するもの」52)と，その意義が語

られている。筆者はそれを批判するつもりはないが，しか

しその一方で，その勇ましい「宣言」からはデジタルアー

カイブが果たすという「貢献」の具体的な姿がイメージで

きないでもいる。果たしてこれは一人筆者だけなのだろう

か。本稿が，今後の日本における古典籍－のみならず広

く資料一般－のデジタル化の「その先」へと進む実践の

一助となることを願いつつ，ここで筆を擱くこととしたい。 
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Special feature: The present trend of early Japanese books. Beyond the Mere Digitization－The Status Quo 
of Digitized Medieval Manuscripts in Europe and Digital Humanities－. Nobuhiko Kikuchi (Kansai-kan of 
the National Diet Library, 1-3, Seikadai 8-Chome, Seika-cho Soraku-gun Kyoto-fu 619-0287) 
 
Abstract: This article focused on medieval manuscripts in Europe as one of the old materials in pre-Modern 
era, so called “Kotenseki” for European History, and the digitization progress and presence in public of the 
materials. I touched on the achievements of ENUMERATE which is the digitization stats making project in 
Europe, and I studied the number of digitized medieval manuscripts though some famous online databases 
including Europeana. After then, I argued some major Digital Humanities projects from the three standpoints 
-- Investigation, Instruction, and Public Engagement to reveal the reality of uses of manuscripts images 
beyond the mere digitization. 
Keywords: Digitization / Digital Humanities / Digital History / Manuscripts / European History 
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